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はじめに
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、高齢者虐待防止法と
いう）に基づいて、毎年実施されている厚生労働省の調査によると、養護者による高齢者虐待及
び養介護施設従事者等による高齢者虐待のいずれも、通報件数は増加及び高止まりの傾向にある。
高齢者が他者から不当に権利利益を侵害されることはあってはならないことであり、虐待が深刻
な状況になっていない段階で早期に発見し、虐待が起こっている期間を短くするための介入を行
い、虐待が再発しない対策を実施するとともに、未然に防止するための体制整備を図っていく必
要がある。
こうした状況を踏まえ、国は「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基
本的な指針」(令和３年１月２９日、厚生労働省告示第２９号)において、第８期の市町村介護保険
事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項として、
「高齢者虐待の防
止等」を定め、広報啓発、ネットワーク構築、行政機関連携、相談支援の体制整備を行うことを
求めている。また、
「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係
る評価指標」においては、高齢者虐待防止にかかる体制整備の検討・取組の実施、取組内容の改
善・見直しを PDCA サイクルで実施することが評価項目として追加されるなど、市町村及び都道
府県の虐待防止にかかる体制整備を進めることを促してきた。
一方、実際に、市町村や都道府県が介護保険事業（支援）計画にどのように高齢者虐待防止等
に関する体制整備を位置づけているのかといった実態や、検討、取組の実施、改善・見直しのサ
イクルをどのように展開していけばよいのかといった方法は明確になっているとはいえない現状
にある。
そこで、令和３年度老人保健健康増進等事業「高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくり
のための自治体による計画策定と評価に関する調査研究事業」では、介護保険事業（支援）計画
等における高齢者虐待等を防止するための体制整備について、セルフ・ネグレクト等の高齢者虐
待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害、高齢者虐待防止法 27 条において虐待としての対応
が求められる消費者被害の体制整備についても対象に加え、その実態を机上、アンケート、ヒア
リングにより明らかにするとともに、その結果から得られた知見に基づいて、今後の対応策を検
討した。
本研究事業の成果が、次期介護保険事業（支援）計画の策定に向けた国の施策の基礎資料とし
て、また市区町村・都道府県の虐待防止、さらには権利擁護支援体制の整備に資することができ
れば幸いです。
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背景と問題意識
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止
等の計画策定が義務づけられているが、その実態は把握されていない。また、令和４年度保険者
機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高齢者虐待防止にかかる
体制整備の実施を PDCA サイクルで実施することが示されたが、具体的な方法は示されていな
い。これらより、市町村と都道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要とする高齢者を対象とした
計画策定から評価に資する具体的な取組や提言による指針の見直しなどが必要である。
I. 調査目的
高齢者虐待防止を中心とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計画策定・評価と保
険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金活用に資すること。
II. 調査方法


机上調査
介護保険事業（支援）計画等における、権利擁護に関する計画と評価・効果を把握した。





アンケート調査
調査名

対象

有効回答率

1．高齢者虐待対応部署向けアンケート調査

自治体の高齢者虐待対応部署

39.6%

2．消費生活センター向けアンケート調査

消費生活センター

32.2%

ヒアリング調査
アンケート調査結果から対象先を抜粋し、ヒアリング調査を行った。

III.調査結果


高齢者の権利擁護に係る計画策定に関する調査
高齢者虐待防止に関する行政計画（第 8 期介護保険事業計画を除く）を策定している自治体

は約 20%であった。


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に関する調査
高齢者虐待防止法に準ずる対応として対応した件数の総数を把握している自治体は約 60%で

あった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤ
Ｖ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４割弱～５割弱であった。


消費者被害に関する調査
消費者被害の対策に関連する条例・要綱等を整備している自治体は約 7%であった。

IV. 本事業のまとめと提言
「令和 4 年保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金にかかる評価指標」に
は、高齢者虐待防止にかかる体制整備が追加され、①課題の把握、②検討会の設置、③計画の策
定、④実施と評価という４指標1が提案されている。そこで、本章では、前述の 4 指標の観点に基
づき、
「現状・課題」と「今後の論点」について言及する。

1. 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する計画について
本稿では市町村と都道府県という 2 つのカテゴリー別に論じる。
1) 市町村
現状・課題
＜①課題の把握＞


高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応
状況等の調査が活用されていた。



全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、同法に基づき毎年度実施されることから
経年比較も可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。



机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す
根拠データとして調査結果が活用されていた。



ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分
析することにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。



なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する
機会・場（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。



しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討
会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計
画も散見された。

＜②検討会の設置＞


実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議
や介護保険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。
・虐待防止ネットワーク会議
・認知症施策推進関連の会議
・地域包括支援センター運営協議会 など



ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の
検討会を活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。
・地域包括支援センターの事業計画を検討する場

1

4 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。

・地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士） など


更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施
策について行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政
評価のプロセスで課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。

＜③計画の策定＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その
他にも対象となる計画が存在することが把握できた。
・行動計画
・介護保険事業計画以外の行政計画
・市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等）
・庁内決裁の計画
・地域包括支援センターの運営方針や事業計画
・マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合



なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別
されていない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。



養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村
における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計
画の策定状況を分析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅
的に盛り込まれていない実態が把握できた。



ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合
わせることにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。

＜④実施と評価＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査では
実施されていると回答していたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限ら
ず、他の計画に反映されて実施されている可能性があることが把握できた。



机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例
が把握できたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、
計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。



机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会
議のほかに、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性がある
ことが把握できた。

今後の論点
＜①課題の把握＞


高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、市町村・都道府県がデー
タを有している。



手元にあるデータと各種検討会を活用し、高齢者虐待等の権利擁護に係る計画に課題分析
と対策を反映することが市町村に求められる。



把握した課題は計画に記録されなければ、課題に取り組んできた軌跡が残らず、関係者の
記憶にも残らない。また、人事異動等の人の入れ替わりにも対応できず、継承されない。



また、いつまでも同じ課題を提示し続けるのではなく、次なる課題を提示していくために、
同法に基づく対応状況等の調査を分析し、課題の把握に活用することで、A-PDCA サイク
ルの最初の「A-P」を実践することが必要である。

＜②検討会の設置＞


多くの市町村において高齢者虐待防止のネットワーク会議など、既存の検討会を活用し、
高齢者虐待等の権利擁護に関する課題を他機関と検討する機会・場を設置している実態が
把握された。



いくつかの市町村では行政評価のプロセスで検討を行っている実態も把握できた。体制整
備の評価や予算獲得につながる可能性があり、行政評価の活用については更なる調査が必
要である。



また、重層的支援体制整備事業や成年後見制度利用促進に係る会議体の活用については、
今回の調査では十分に把握ができなかったが、地域づくりと権利擁護支援の推進との連動
は欠かせない視点であり、好事例等を発掘することが必要である。



他機関との検討会の前段として、市町村や地域包括支援センター内で実施されている内部
会議を活用して、課題分析や対策のたたき台の作成については、日常業務に組み込みやす
いと考えられるため、好事例を発掘して普及していくことが望まれる。



課題を検討する機会・場を定めなければ、十分に対策が検討できず、課題のみの提示に終
わってしまう。計画策定において A-PDCA の「D」を明確にするためにも、検討ができる
機会・場を幅広く探していくことが、市町村に求められる。

＜③計画の策定＞


高齢者虐待等の権利擁護に係る計画を策定する際には、以下の①～③のように、養護者に
よる虐待と養介護施設従事者等による虐待を分けて記載する必要がある。
① 養護者による虐待及び養介護施設従事者等による虐待の両者に共通する事項
② 養護者による虐待に関する事項
③ 養介護施設従事者等による虐待に関する事項



計画の策定について、いくつかの市町村では行政計画だけではなく、行動計画1を策定して、
二層構造で体制整備を行っており、計画立案の方法論の一つとして示された。

1

ここでは、行政計画とは、介護保険事業計画、その他の行政計画、行政評価、市町村独自の行政計画等を指す。
行動計画とは、庁内決裁の計画、地域包括支援センターの運営方針や事業計画、マニュアル等を指す。



なお、都道府県においても同様に、行政計画や行動計画が策定されていた。



行動計画の A-PDCA と行政計画の A-PDCA の２つのサイクルが存在すると考えられ、冒
頭の「A」
（アセスメント）を共通の起点としてサイクルを連動させ、網羅的に体制整備を
図ることがポイントになる。そのような好事例を発掘して普及していくことが望まれる。



毎年度実施される法に基づく対応状況等の調査により、体制整備の実態を把握して実施の
有無を確認しているはずであり、
「実施あり」と回答した項目については計画にも反映して
いくことが、市町村に求められる。

＜④実施と評価＞


評価にあたり高齢者虐待等の権利擁護の体制整備の実施内容を網羅的に把握するために
は、行政計画と行動計画の両面から確認する必要がある。



計画した体制整備の評価については、介護保険事業計画は評価までは至っていない実態が
ある。しかし一方で、行政計画や事業計画等では評価が行われている実態も認められた。
具体的な評価方法については今後の検討事項である。



各計画の A-PDCA サイクルを連動させ、介護保険事業計画にまで反映させられるように、
計画を戦略的にマネジメントすることが、市町村に求められる。



また、終結した虐待事案の事後検証については、個別事例の課題分析が体制整備の評価に
つながることが想定される。事例検討やモニタリング会議など、日々の実践に組み込むこ
とができるように、更なる調査とモデルの構築が必要である。

2) 都道府県
現状・課題
＜①取組状況・課題の把握＞


市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、
「高齢者虐待の
防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用さ
れていた。



机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を
示す根拠データとして調査結果が活用されていた。



また、同法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の
機会、市町村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修
会等を活用して管内の市町村の実態を把握していた。



ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。



市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査
や検討会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述が
ない計画も散見された。

＜②検討会の設置＞


都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止に関する連絡会等の
市町村担当者会議や虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会
において情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていること
が把握できた。



ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題
を十分に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。



また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も
必要になり、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工
夫する必要性も把握できた。

＜③支援方策の策定＞


市町村への状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検
討している状況が把握できた。



また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見
直しや充実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。

＜④支援＞


養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、ま
た、都道府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。



弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク
だけではなく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携
しての対応、体制整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。



養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机
上調査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞


市町村への訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討
会において市町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。



一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調
査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

今後の論点
＜①取組状況・課題の把握＞


法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、実態把握のチャンスである。



調査結果の活用方法だけではなく、ネットワーク構築を兼ねて、関係機関に意見を募り、
独自の調査項目を追加する等、調査の設計や運用のプロセスにも着目し、戦略的に取り組
めるようなモデルの構築が必要である。

＜②検討会の設置＞


都道府県の目標を定めるための課題分析については、検討会が活用されているが、開催頻
度や会議の参加者数、会議時間等の問題があり、検討会の機会や場のみで課題を検討する
ことが難しい状況がある。検討会の運用についてモデル事例の発掘が必要である。

＜③支援方策の策定＞


検討会では目標だけではなく都道府県の支援方策なども検討されることから、その実施に
向けて、事前の庁内連携により各部署からの視点で課題を分析し、対応状況等の調査結果
も活用して支援方策を策定することがポイントになる。



都道府県は単一部署ではなく、複数部署により職務を分担して担っている特徴があること
を活かし、多角的な視点から支援方策を検討することができる。そのような庁内連携の在
り方について、更なる調査と検討が必要である。

＜④支援＞
本項目に関する情報は、本調査では得ることが出来なかった。今後、本項目に関する更なる調
査と検討が必要である。
＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞


養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備について、焦点を当て
て調査と検討を行う必要がある。



弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク
だけではなく、都道府県と市町村の連携、都道府県の庁内連携などにも着目し、フォロー
アップと支援効果の評価等も含めて、効果的な支援を行う方策を検討する必要がある。



また、実態や課題、検討会や支援方策、フォローアップや評価について、その具体的な内
容が実施されていながらも、介護保険事業計画等の計画に反映されていない可能性がある。
それらを計画に反映し、A-PDCA サイクルを推進していくことが都道府県に求められる。

2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害について
本項では準ずる対応が求められる権利侵害には複数のタイプが含まれることを念頭に置きつつ、
本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。
現状・課題
＜①取組状況・課題の把握＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村は
およそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、
65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４
割～５割弱であった。



高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発
生数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以
上夫婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握さ
れた発生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生し
ている可能性がある2。



在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する
死亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答してい
た。

＜②検討会の設置＞


準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や
民間団体との連携協力体制を整備している」
「事例検討会の場や機会等を設けている」市町
村は約５割であった。



対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が
何らかの対応をしていた。



高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由
は、人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）
も上位であった。

＜③計画の策定＞


セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、
行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画に
セルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。



孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行
政評価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤
独死を含めている自治体は非常に限定的であった。

1

アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。
2

上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字



認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行
政評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に
認知症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなっ
た。

＜④実施と評価＞


約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対
応をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包
括支援センターが上位だが、それ以外も相当数ある。



再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）
に留まっている。

今後の論点
＜①取組状況・課題の把握＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数は、セルフ・ネグレクト、
養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者の
4 事例のみであってもその推定発生件数の総和は約 50,500 件であり1、高齢者虐待の相談・
通報件数と比べると多くなっている。
（令和 2 年度の結果によれば、養護者による相談・通
報件数は 35,774 件である）
。この結果を踏まえると、発掘・通報されずに見過ごされてい
るケースがあることが想定される。



準ずる対応が求められる権利侵害の発生件数の把握が限定的である理由の一つとして、こ
れらの権利侵害が虐待と同様に重大な権利侵害である事象という認識の周知・共有が不十
分である可能性がある。このため、これらの権利侵害についての周知・共有を進めるとと
もに、虐待防止ネットワークでの取組や体制整備を検討する際には、準ずる対応が求めら
れる権利侵害についても含めて検討する必要があることを定着させていくべきである。

＜②検討会の設置＞


過去（平成 26 年度・平成 30 年度）2に実施された同種の調査と比べると、高齢者虐待防止
法に準ずる対応を求められるケースについて、セルフ・ネグレクトを例に挙げると、発生
件数まで把握している市町村は以前と比べて増加している傾向にある(平成 26 年度調査：
25.7%、平成 30 年度調査：13.0%)。とはいえ、依然として、４～５割程度の市町村が発生
件数すら把握できていない状況にある。
「準ずる対応」の定義が不明瞭といった指摘はある
ものの、有効な対策を検討するためには、当該地域で生じている本課題の規模感の把握と
課題の共有は必須といえる。一方で、人員数の不足という指摘への対応も考慮する必要が
ある。



件数を把握できている市町村が５割程度であったことを考慮すると、対応がなされている
市町村の多くは、関係機関との連携、事例検討会の設置など、体制の強化や機関連携、ネ

1

各権利侵害の日本の総人口当たりの発生数を加算したもの

2

平成 26 年度における調査「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」
参考：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf
平成 30 年度における調査「高齢者の権利擁護における基礎自治体での相談体制・事例対応の実態把握等に関する調査研
究」参考：https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf

ットワーク構築が蓄積されつつある。ただし、本調査では、どのような連携協力体制で、
どのような事例検討会や周知活動が展開されているのかといった具体的内容や質までは把
握できていない。良質な連携体制や場を構成する要素と指標化については今後さらに検討
する必要がある。
＜③計画の策定＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計画的
な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について
は、現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展は
みられるものの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・
被養護関係にない高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題
は、それぞれ別個の問題であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限ら
ず、地域の実情に応じた計画策定と体制整備を図っていくことが求められる。

＜④実施と評価＞


高齢者虐待防止対応のための体制整備の事後検証の実施が 42.3%であったこと（令和２年
度調査結果）と比べると、高齢者虐待防止法に準ずる対応では終結した事案の事後検証は
大きく遅れているといえる。なお、高齢者虐待防止においても、他の体制整備の項目が６
～８割程度実施済みである中、この事後検証の実施割合は最も少なくなっている。「検証」
という水準には至らなくとも、再発防止にむけた「振り返り」の場を設けることが必要と
思われる。



ヒアリングを通して、セルフ・ネグレクトを始めとした権利侵害については地域住民が権
利侵害に気付くことができる状況（見守りネットワーク）を組成していくことが早期発見
につながることが示唆された。

3. 消費者被害について
消費者被害については、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局の双方の観点で議論することが
重要であることを踏まえ、本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。
現状・課題

高齢者虐待対応部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたもの
の、高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体
について、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％とな
り、全体的には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数
把握は消費者行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害におい
て件数を把握することができていない実態が明らかになった。



同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体
では、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」
ことを挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が
95.7%と、そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。



同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する
広報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対
応とは言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事
業の利用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法に
おける地域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署
や関連機関と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かっ
た。



同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を
行っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型
の相談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在する
ことは注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半
数あり、庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいな
いことも明らかになった。



高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、
同法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が
66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即
した体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞


月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取
れているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。



消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体

が 60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築し
ている自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対
応が求められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消
費者行政部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。
既存のネットワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。
＜③計画の策定と評価＞


高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、
行政計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）
、体制整備の予算確保に
向けた評価の実施（6.9％）
、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるな
ど、非常に限られている。



消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われて
おらず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の
遅れにつながっているものと考えられる。



同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答
が 57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応
部署と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有は
されておらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域
ケア会議に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればい
いか把握できており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速
な対応が可能だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。

消費者行政部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対
応する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被
害は消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへの
つなぎが 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁
護支援につながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要があ
る。その一方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他
自治体の好事例を参考に早急な対応が求められる。



消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じて
おらず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止め
る側の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27
条に基づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可
能性が高い。

＜②検討会の設置＞


消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞


消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会

の開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会
の開催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉
強会同様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。
今後の論点

高齢者虐待対応部局
＜②検討会の設置＞


高齢者に対する消費者被害は高齢者虐待防止法第 27 条に規定されており、経済的虐待と
同様の対応が求められる。地域ケア会議などにおいて、情報交換を通してお互いの理解を
深め、多くの場合アウトリーチ機能のない消費者行政部局から要請のあった場合は、高齢
者宅を訪問して消費者被害の状況や程度について事実確認を行い、両部局で対応策を検討
するなど、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局との協働対応強化が必要である。



高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの
連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政
部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害
は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を
深める必要がある。

＜③計画の策定/④実施と評価＞


ケース会議や研修会で検討・検証された事例と整理された情報は実務上の取り決めとして
類型化し、マニュアルを整備する。このことによって、担当者が変わっても等しい対応が
可能となる。なお、現在はほとんど行われていない事案の事後検証を行うことによって、
継続的にマニュアルの追加・整備を図る。



マニュアル化した実務上の対応をスムーズに進めるためには、協働できる見守りネットワ
ークの構築が必要である。特に、経済的虐待と同様の対応が求められる高齢者の消費者被
害については、高齢者虐待のネットワークとその目的が一致する。既存のネットワークで
何がどこまでできるのか、その機能を今一度確認し、例えば、緊急性がある場合など、本
人の同意がなくても必要な関係者間でのみ個人情報の共有を図りながら、迅速に被害回復
までつなげることが可能な消費者安全確保地域協議会を、既存のネットワーク機能に上乗
せして機能強化を図ることなど、検討する。

消費者行政部局
＜②検討会の設置＞


高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの
連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政
部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害
は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を
深める必要がある。（再掲）

＜③計画の策定/④実施と評価＞


消費者行政部局と高齢者虐待対応部局では、同法第 27 条に基づく高齢者の消費者被害の
認識について、双方の意識に齟齬が生じている可能性が高いことから、情報共有の在り方

を再検討することが喫緊の課題である。双方の連携・協働をさらに充実・進化させるため
にも、高齢者虐待等福祉のネットワークと協働できる消費者安全確保地域協議会の設置を
積極的に検討する。なお、設置に際しては、新規に消費者被害への対応を主目的とするネ
ットワークを立ち上げることを目指すのではなく、既存の高齢者虐待等福祉のネットワー
クに消費者安全確保地域協議会の機能を上乗せすることを検討するなど、連携の緊密さを
担保することが肝要である。
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第１章 事業概要
1. 背景と目的
市町村・都道府県の権利擁護を促進する地域づくりには、高齢者虐待等の権利擁護を必要とす
る高齢者を対象とした市町村・都道府県による計画策定が必要である。介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止等の計画策定が義務づけら
れているが、その実態は把握されておらず、令和 4 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保
険者努力支援交付金に係る評価指標（①課題の把握、②検討会の設置、③計画の策定、④実施と
評価の４指標1）に高齢者虐待を防止する体制整備の実施を PDCA サイクルで実施することが示
されたが、その PDCA サイクルで推進する具体的な方法は示されていない。よって、市町村と都
道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要とする高齢者を対象とした計画策定から評価に資する具
体的な取組や提言による指針の見直しなどが必要である。
本事業では、市町村・都道府県を対象にアンケート調査を実施し、高齢者虐待等の権利擁護に
関する計画策定と評価等実態を把握することで、高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定に資
する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法などを整理し、高齢者虐待防止を中心
とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計画策定・評価と保険者機能強化推進交付金・
介護保険保険者努力支援交付金活用に資することを目的とした。

1

4 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。
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2. 委員会の構成
（1） 実施体制
本事業では有識者から構成される調査検討委員会を設置し、事業報告書の設計や事例の取り
まとめについての検討を行った。

① 調査検討委員会 構成委員
（敬称略、委員長を除いて五十音順、○：委員長）
氏名
○ 永田 祐

所属・役職
同志社大学 社会学部 社会福祉学科

大口 達也

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 社会福祉学科

加藤 克寿

静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 長寿政策課

菊地 和則

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所
公益社団法人 日本社会福祉士会

斉藤 雅茂

日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科

坂本 俊英

一般社団法人 日本総合研究所

篠田 浩

大垣市 健康福祉部 社会福祉課

鉢嶺 由紀子

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
総合相談支援課 地域あんしんセンター

待鳥 三津子

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 消費者情報研究所

八杖 友一

東京八丁堀法律事務所
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② オブザーバー
（敬称略、五十音順）
氏名

所属・役職

日野 徹

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長補佐

乙幡 美佐江

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 高齢者虐待防止対策専門官

③ 事務局担当者
氏名

所属・役職
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

吉田 俊之

情報未来イノベーション本部

アソシエイトパートナー

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

江木 淳

情報未来イノベーション本部

小松 夢希子

マネージャー

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
情報未来イノベーション本部

コンサルタント

3. スケジュール
（1） 開催日及び議題
調査検討委員会の開催日及び議題は、以下の通りであった。

回数

開催日

第１回

令和 3 年 11 月 2 日

第２回

令和 4 年 1 月 18 日

第３回

令和 4 年３月４日

議題
・事業概要及びスケジュールについて
・アンケート調査の方針及び設計について
・アンケート調査結果について
・ヒアリング調査の方針および設計について
・ヒアリング調査結果について
・事業報告書（案）について
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4. 調査概要
（1） 問題の所在と調査の視点
問題の所在
市町村・都道府県の権利擁護を促進する地域づくりには、高齢者虐待等の権利擁護を必要
とする高齢者を対象とした市町村・都道府県による計画策定が必要である。介護保険事業に
係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止等の計画策
定が義務づけられているが、その実態は把握されておらず、令和 4 年度保険者機能強化推進
交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高齢者虐待を防止する体制整備の
実施を PDCA サイクルで実施することが示されたが、その PDCA サイクルで推進する具体
的な方法は示されていない。よって、市町村と都道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要と
する高齢者を対象とした計画策定から評価に資する具体的な取組や提言による指針の見直
しなどが必要である。

調査の視点
毎年実施されている高齢者虐待防止法に基づいた調査において調査対象者外となってい
る高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害と、セルフ・ネグレクトや養護・
被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる事案を中心に、市町村（悉皆）
における支援状況等に関する現状及び課題をアンケート調査等にて実施する。
また、市町村と都道府県による高齢者虐待防止法と同法に準ずる対応を求められる事例等
の権利擁護に関する計画策定と評価の実態を把握するため量的調査等を実施する。
さらに、複数自治体へのヒアリング調査による計画策定と評価などにおける好事例・取組
事例を収集し、高齢者虐待等の権利擁護に関する計画と評価について、内容、方法、必要な
データなどを整理し、地域の高齢者虐待等の権利擁護体制整備の推進に向けた施策提言を行
う。
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第２章 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する調査
1. 机上調査
（1） 調査目的
介護保険事業（支援）計画等における権利擁護に関する計画と評価・効果を把握することを
目的とした。

（2） 対象と方法
調査対象
a.

全国の 47 都道府県（悉皆）の第 8 期介護保険事業計画

b.

以下の条件を満たす、全国の 169 市区町村の第 8 期介護保険事業計画


令和 2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基
づく対応状況等に関する調査1において、「市町村における体制整備等に関する状況」
18 項目の全てに「実施済」と回答した。

c.

以下の条件を満たす、全国の 15 都道府県から提出された資料


令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価
指標(都道府県分) 2Ⅱ．自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 （８）その他の
自立支援・重度化防止等に向けた各種取組への支援事業 における高齢者虐待防止の
体制整備における市町村支援の実施に関する指標において、ア～オすべての項目を実
施したと回答した。



指標ウ「市町村の状況に応じた支援方策を策定している」に関する添付資料として第
8 期介護事業計画以外の資料を提出した。

d.

以下の条件を満たす、全国の 57 市区町村から提出された資料


令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価
指標(市区町村分) 3Ⅱ．自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 （１）介護支援
専門員・介護サービス事業所等③ における高齢者虐待防止にかかる体制整備に関す
る指標において、ア～エのすべての項目を実施したと回答した。



指標ウ「市町村の虐待防止対策についての計画を策定している」に関する添付資料と
して第 8 期介護保険事業計画以外の資料を提出した。

1

令和 2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査
掲載 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00008.html

2

「令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」(都道府県分)

3

「令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」(市区町村分)

掲載 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37e.pdf
掲載 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37f.pdf
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調査方法
a.

調査対象 a~d における「虐待」の文言が含まれる記述を抜粋し、以下の高齢者虐待に関す
る記述を分類する際の観点のいずれに該当するかを検討した。

b.

調査対象 b における高齢者虐待事案対応件数等の実績件数を抜粋の上、分類した。

高齢者虐待に関する記述を分類する際の観点
養護者による高齢者虐待
①体制・施策強化
1)

高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知

2)

地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修

3)

高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動

4)

独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成

5)

虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言

6)

居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び保健
医療サービスを利用していない高齢者の権利利益の擁護を図るための早期発見の取
組や相談等

7)

終結した虐待事案の事後検証

②行政機関連携
8)

成年後見制度の市町村申立が円滑にできるよう役所・役場内の体制強化

9)

地域における権利擁護・成年後見体制の整備に向けた中核機関の立ち上げ・体制整
備

10) 高齢者虐待防止法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署との協議
11) 老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調
整
12) 高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう
生活困窮者支援、DV 担当課等の役所・役場内の体制強化
13) 高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう
保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の関係機関との連携強
化
③ネットワーク構築
14) 民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の
構築への取組
15) 介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」
の構築への取組
16) 行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」
の構築への取組
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④法の周知
17) 居宅介護支援サービス事業者に法について周知
18) 介護保険施設に法について周知

施設従事者等による高齢者虐待
①周知・啓発
一般・事業者・関係者等への通報窓口と虐待に関するホームページやパンフレットなどに
よる周知、事業者連絡会、施設長会、自治体実施主体の介護職員研修等
②指導・検査
個別の実地指導、集団指導、立入検査等による運営改善支援、
処分・公表、運営推進会議（地域密着）
③虐待対応
従事者虐待向けの対応マニュアル・フロー図等の整備、
ネットワーク整備スーパービジョン、検証を受けられる体制整備
④教育・研修機会
認知症ケア研修、介護初任者向け研修、地域ケア会議等による困難事例対応検討、
市町村・都道府県、事業所等関係機関職員・管理者向け研修
※地域ケア会議の活用は、事例検討以外も含む
⑤その他の支援
介護人材確保・育成支援、第三者評価受審支援、介護サービス相談員派遣事業実施、
コンサルや研修講師派遣（特に小規模事業所への支援）
、
専門相談窓口設置（例：身体拘束等）
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（3） 調査結果1
a. 「虐待」の文言が含まれる記述の抜粋
高齢者虐待に関する記述を分類する際の観点について資料上の記載内容を取りまとめた。
養護者による高齢者虐待

体制・施策強化
１）高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県共通）
・パンフレット等の配布
・多様な媒体での周知
・会議等での周知
２）地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県共通）
・早期発見・対応に関する研修
・関係者の虐待対応力の向上を図る研修
（都道府県）
・市町村担当職員向け研修会の実施
・専門職団体、専門職チーム等と連携した研修の実施
３）高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県共通）
・パンフレット等の配布
・多様な媒体での周知
・会議等での周知
４）独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県共通）
・マニュアル作成
・マニュアルを基づいた支援
・マニュアルの改訂

1

基礎資料では、調査結果 a についてのみ、該当自治体のホームページに第 8 期介護保険事業計画が公開されている場合に限って掲載し

た。また、市区町村については自治体名をマスクしたうえで掲載した。
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５）虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県共通）
・養護者の負担軽減
・関係機関との連携
（都道府県）
・市町村における介護者の会等の促進
・ショートステイの提供体制整備
６）居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び
保健医療サービスを利用していない高齢者の権利利益の擁護を図るための早期発見の取
組や相談等
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・市民後見人の養成・活用
（市町村）
・早期発見のための取組
・地域包括支援センター及び中核機関での相談対応と連携
（都道府県）
・日常生活自立支援事業の推進
７）終結した虐待事案の事後検証
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・事例検討会での実施
・モニタリング会議の活用
（都道府県）
・市町村担当者会議の活用
・モデル事例の収集
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行政機関連携
8）成年後見制度の市町村申立が円滑にできるよう役所・役場内の体制強化
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・成年後見制度利用支援事業の体制整備
（都道府県）
・市町村申立に関する研修の実施
・法人後見受任体制の整備
・後見人の担い手育成
9）地域における権利擁護・成年後見体制の整備に向けた中核機関の立ち上げ・体制整備
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・中核機関の体制整備
・中核機関との連携強化
・協議会の設置・活用
（都道府県）
・広域連携による市町村支援
・中核機関の運営支援
10）高齢者虐待防止法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署との協議
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・援助要請等の方法
（都道府県）
・連携強化等の要請
11）老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・居室確保に向けた調整の内容
（都道府県）
・適切な措置が採れるように支援
12）高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう生活困窮者支援、
DV 担当課等の役所・役場内の体制強化
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・連携を強化する部署
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13）高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう保健所、精神保健福祉センター、発達
障害者支援センター等の関係機関との連携強化
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・連携を強化する関係機関
（都道府県）
・連携強化等の要請

ネットワーク構築
14）民生委員、住民、社会福祉協議会からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築へ
の取組
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・見守り等の協定策定・活用
・ネットワーク会議の設置
（都道府県）
・ネットワーク構築の支援
15）介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の
構築への取組
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・ネットワーク会議の設置
（都道府県）
・ネットワーク構築の支援
16）行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の
構築への取組
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村）
・ネットワーク会議の設置
（都道府県）
・専門職チームの設置
・家庭裁判所や専門職団体等との広域連携
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法の周知
17）居宅介護支援サービス事業者に法について周知
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・早期発見・早期対応の重要性を周知
（市町村）
・監査や集団指導等を通じた周知
18）介護保険施設に法について周知
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・早期発見・早期対応の重要性を周知
（市町村）
・監査や集団指導等を通じた周知

養介護施設従事者による高齢者虐待
※全般的に養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、
養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないものが多い。

周知・啓発
一般・事業者・関係者等への通報窓口と虐待に関するホームページやパンフレットなどに
よる周知、事業者連絡会、施設長会、自治体実施主体の介護職員研修等
※養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、
養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないため、内容の類型化が難しい。

指導・検査
個別の実地指導、集団指導、立入検査等による運営改善支援、処分・公表、運営推進会議
（地域密着）
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・指導や検査の頻度
・指導や検査の内容

虐待対応
従事者虐待向けの対応マニュアル・フロー図等の整備、ネットワーク整備スーパービジョ
ン、検証を受けられる体制整備
※養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、
養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないため、内容の類型化が難しい。
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教育・研修機会
認知症ケア研修、介護初任者向け研修、地域ケア会議等による困難事例対応検討、
市町村・都道府県、事業所等関係機関職員・管理者向け研修
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・研修会の頻度や内容
・研修会の内容

その他の支援
介護人材確保・育成支援、第三者評価受審支援、介護サービス相談員派遣事業実施、
コンサルや研修講師派遣（特に小規模事業所への支援）、専門相談窓口設置（例：身体拘束
等）
【机上調査で記載が確認できた事項】
（市町村・都道府県）
・身体拘束廃止等の取組
（市町村）
・介護サービス相談員派遣事業の活用
（都道府県）
・福祉サービス第三者評価の周知
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b. 高齢者虐待事案対応件数等の実績件数の抜粋と分類
高齢者虐待事案対応件数等の実績を以下のとおり分類した。
図表 1

高齢者虐待事案対応件数等の実績の内容の類型

介護者に対する専門相談人数
介護予防ケアマネジメント支援件数
虐待終結件数のうち、早期に終結した件数の割合
虐待認定のうち経過観察延件数
虐待の疑われる事例にかかわったときの対処方法
虐待防止等に関する研修参加事業所数
虐待を受けた高齢者を保護するためのシェルターの施設か所数
虐待を受けた高齢者を保護するためのシェルターの施設定員人数
ケアマネジャーの意向調査
ケアマネジメント支援件数
権利擁護相談対応件数
権利擁護対応人数
権利擁護に関する研修会回数
高齢者一時保護施設確保事業のベッド数
高齢者虐待支援実件数
高齢者虐待相談人数
高齢者虐待対応事例検証会議の開催数
高齢者虐待対応に関する運営会議の開催数
高齢者虐待に関する説明会参加者人数
高齢者虐待認定対応件数
高齢者虐待の相談件数
高齢者虐待の通報件数
高齢者虐待防止の啓発パンフレット配布数
高齢者虐待防止の広報誌特集記事掲載回数
高齢者虐待防止研修会の開催数
高齢者虐待防止事業の実施回数
高齢者緊急措置事業の対応件数
高齢者等虐待防止ネットワーク会議への出席者人数
在宅介護を受けている高齢者が虐待を受けている事例の有無
消費者被害相談件数
生活管理指導短期宿泊事業の実利用者人数
成人後見制度利用支援相談対応件数
成年後見制度市長申し立て件数
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成年後見制度利用支援事業の実施回数
成年後見制度利用支援事業の利用者数
総合相談対応件数
総合相談対応人数
相談窓口の認知度
短期宿泊による対応件数
地域包括支援センター設置か所数
認知症高齢者人数
認知症サポーター養成者人数
認知症支援カフェ設置か所数
本人の自己決定支援事業の実施回数
見守り活動への協力事業者数
見守りキーホルダー配布件数
運営協議会開催数
介護支援専門員に対する個別支援回数
介護相談件数
虐待ケース検討会開催割合
虐待を受けた割合
虐待予防の取り組み
権利擁護研修会の研修参加人数
後見人育成
後見人等候補者調整会議の取扱件数(高齢者)
高齢者のセルフ・ネグレクト相談対応実件数
高齢者のセルフ・ネグレクト認定者のうち、終結の割合
高齢者虐待相談対応の終結割合
高齢者虐待に関わったときに相談した機関
高齢者虐待の種類
高齢者虐待の被虐待者の認知症率
高齢者虐待対応マニュアルの見直し・拡充の取り組み指標
高齢者虐待対応事例検討件数
高齢者虐待等への支援体制・ネットワーク
高齢者虐待防止研修受講者人数
在宅介護支援センター対応件数
在宅復帰支援者数
指導・監査対象事業所数
支援事業費見込み（千円）
実態把握件数
成年後見人登録者数
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成年後見制度市民後見人の受任件数
成年後見制度についての周知回数
成年後見制度に関する普及・啓発活動回数
成年後見制度関係機関連携支援拠点の設置
成年後見制度等利用支援事業（後見人報酬扶助件数）
短期宿泊の延べ利用日数
地域福祉連携事業実施件数
地域包括支援センターにおける新規虐待対応件数（年間）
地域包括支援センターに期待すること※複数回答・上位５位
任意事業相談件数
認知症地域説明会開催数
福祉・保健・医療関係者等研修会
包括支援専門会議開催数
老人福祉施設入所事業の措置人数
老人福祉施設入所事業のやむを得ない事由による措置入所（短期）人数
老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置件数
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（4） 小括


全国の都道府県、市町村における第 8 期介護保険事業計画等を対象に、高齢者虐待等の権利
擁護に係る計画の策定状況及びその内容について机上調査を行った。



高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査における体制整備 18 項目の全てに該当する市
町村を対象にするなど、市町村を対象とした机上調査では、高齢者虐待等の権利擁護の体制
整備が進んでおり、その内容が計画にも反映されていることを想定して調査を実施した。ま
た、都道府県については全ての都道府県を対象とすることで、その実態を調査した。



しかしながら、市町村及び都道府県ともに、体制整備に関わる項目を幅広く網羅した計画は
少なく、法に基づく対応状況等の調査では実施されていると回答していたとしても、介護保
険事業計画等には反映されているとは限らない状況であった。



今回の机上調査では、分析観点として 25 の視点から記載内容を分析し、「記載が確認できた
事項」を抽出することができたが、上述の通り、実際に実施されている市町村・都道府県の
体制整備の状況が網羅的に反映されているとは限らない。そのため、結果は調査時点におけ
る実態を示すものであることに留意して、解釈する必要がある。



なお、虐待事案対応件数等の高齢者虐待に関する実績については、市町村及び都道府県の両
方において掲載されている計画があったが、データの示し方や分析等について、同じ種別の
データを示していても、市町村及び都道府県によって取り扱いや解釈が異なる状況があった。



また、養介護施設従事者等による高齢者虐待については、養護者による虐待と区別されてい
ない記述が多く、体制整備の一部の実態が把握できなかった。養護者による虐待と養介護施
設従事者等による虐待の両者で共通する事項もあれば、別々に記載して明確化する方が望ま
しい事項もあると考えられ、その整理がなされていない状況が散見された。



計画の評価については、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行ってい
るものがあったが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は記述されていて
も、計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。



総じて、現時点の高齢者虐待等の権利擁護に係る計画の策定状況としては、市町村及び都道
府県の両者において、体制整備の状況や方向性について、網羅的には反映しきれていない部
分があった。また、体制整備の評価についても計画には十分に盛り込めていない状況であっ
た。体制整備のための A-PDCA サイクルは、まだ途上にあるという結果になった。
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2. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）
（1） 調査目的
高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定と評価等実態を把握することを通じ、高齢者虐待
等の権利擁護に関する計画策定に資する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法
などを整理することを目的とした。

（2） 対象と方法
調査対象
全国の市区町村における高齢者虐待対応を主管する部署の担当者 1,747 名

調査期間
令和 3 年 12 月 1 日（水）～12 月 28 日（火）

調査方法
インターネットによるアンケート調査

抽出方法
悉皆
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（3） 調査結果
※その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

回収状況
【回収数】691 名／1,747 名
【回収率】39.6%

回答者の基本属性
回答者の所属する自治体は、
「市」が 60.3%と最も高く、次いで「区」が 32.3%であった。
図表 2

回答者の所属する自治体における市区町村それぞれの割合（n=691）

全体(n=691)

60.3
0%

20%

市

32.3
40%

60%

区

町

5.8 1.6

80%

100%

村

回答者の所属する自治体が県庁所在地かどうかについては、
「県庁所在地以外」が 96.1%
であった。
図表 3

全体(n=691)

回答者の所属する自治体が県庁所在地かどうかの割合（n=691）

3.9
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40%

60%
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県庁所在地以外
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80%

100%

回答者の所属する自治体が政令指定都市かどうかについては、「政令指定都市以外」が
98.4%、であった。
図表 4

回答者の所属する自治体が政令指定都市である割合（n=691）

全体(n=691) 1.6
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回答者の所属する自治体が中核市かどうかについては、
「中核市以外」が 95.2%であった。
図表 5

全体(n=691)

回答者の所属する自治体が中核市である割合（n=691）
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回答者の所属する自治体が特例市かどうかの割合は、
「特例市以外(令和 3 年 4 月 1 日現
在）
」が 97.8%であった。
図表 6

回答者の所属する自治体が特例市である割合（n=691）

全体(n=691) 2.2
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100%

回答者の所属する自治体の保健所設置の有無は、
「3 号市以外」が 99.7%、
「保健所設置市
（3 号市）
」が 0.3%であった。
図表 7

回答者の所属する自治体が特例市である割合の保健所設置の有無（n=691）

全体(n=691) 0.3
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80%
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100%

高齢者虐待等の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、
再発防止に関わる体制整備について
1) 高齢者虐待防止に関する行政計画の策定について（介護保険事業計画を除く）
高齢者虐待防止に関する行政計画（第 8 期介護保険事業計画を除く）の策定の有無につい
て、
「いいえ」が 75.5％、
「はい」が 22.0%、「わからない」が 2.5%であった。
図表 8

全体(n=691)

高齢者虐待防止等に関する行政計画を策定について（n=691）
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2) 介護保険事業計画以外の行政計画（上記１）の高齢者虐待防止に関する行政計画
を除く）の高齢者虐待防止に関わる内容の記載について
介護保険事業計画以外の行政計画（上記１）の高齢者虐待防止に関する行政計画を除く）
における高齢者虐待防止に関わる内容の記載の有無について、
「いいえ」が 49.8%、「はい」
が 45.4%、
「わからない」が 4.8%であった。
図表 9

介護保険事業計画以外の行政計画における

高齢者虐待防止に関わる内容の掲載（n=691）

全体(n=691)
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3) 高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）について
高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無について、
「は
い」が 66.7%、
「いいえ」が 32.0%、「わからない」が 1.3%であった。
図表 10

高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691）

全体(n=691)
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4) 地域包括支援センターの運営方針や事業計画等の高齢者虐待防止に関わる
内容の記載について
地域包括支援センターの運営方針や事業計画等における、高齢者虐待防止に関わる内容の
記載の有無について、
「はい」が 82.6%、
「いいえ」が 13.2%、
「わからない」が 4.2%であっ
た。
図表 11

地域包括支援センターの運営方針や事業計画等に
高齢者虐待防止に関わる内容の記載がある割合（n=691）

全体(n=691)
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4.2
100%

5) 成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定について
成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定の有無について、
「はい」が 51.4%、
「い
いえ」が 45.3%、
「わからない」が 3.3%であった。
図表 12

成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定の有無（n=691）

全体(n=691)
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6) 高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画について
高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「いいえ」が
47.5%、
「はい」が 31.0%、
「わからない」が 21.6%であった。
図表 13

高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画の有無（n=691）

全体(n=691)
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7) 高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）に
ついて
高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につ
いて、
「いいえ」が 62.7%、
「わからない」が 27.2%、「はい」が 10.1%であった。
図表 14

全体(n=691)

高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691）
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8) 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画について
高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「い
いえ」が 88.1%、
「わからない」が 7.1%、「はい」が 4.8%であった。
図表 15 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画の有無(n=691)

全体(n=691)
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9) セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）に
ついて
セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につ
いて、
「いいえ」が 83.2%、
「はい」が 10.4%、
「わからない」が 6.4%であった。
図表 16

全体(n=691)

セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691）
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10) 孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画について
孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、
「いいえ」が 77.1%、
「はい」が 12.0%、
「わからない」が 10.9%であった。
図表 17

全体(n=691)

孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画の有無（n=691）
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11) 孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画
（要綱、マニュアル等含む）について
孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につい
て、
「いいえ」が 81.2%、
「はい」が 7.8%、
「わからない」が 11.0%であった。
図表 18 孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画の有無(n=691)
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12) 認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画について
認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「はい」
と「いいえ」が 47.6%、
「わからない」が 4.8%であった。
図表 19 認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画の有無(n=691)
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13) 認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含
む）について
認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無
について、
「はい」が 55.9%、
「いいえ」が 40.4%、
「わからない」が 3.8%であった。
図表 20

認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691）

全体(n=691)
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14) 行政評価を実施している項目
行政評価を実施している高齢者虐待防止に関わる項目について、「実施されていない」が
52.2%と最も高く、次いで「成年後見制度利用促進」が 37.8%であった。
図表 21

行政評価を実施している高齢者虐待防止に関わる項目について（n=691）
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15) 体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目について
体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目は、
「実施されていない」が 48.9%
と最も高く、次いで「成年後見制度利用促進」が 45.7%であった。
図表 22

体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目（n=691）
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45.7

高齢者虐待防止

28.7

認知症高齢者の行方不明対策

28.2

高齢者の消費者被害防止

6.9

孤独死（孤立死）防止

5.2

セルフ・ネグレクト防止

2.2

実施されていない

48.9
0%

10%

29

20%

30%
全体(n=691)

40%

50%

60%

3. ヒアリング調査
（1） 調査目的
高齢者の権利擁護に関する計画策定と評価などに体制整備に関する市区町村における好事
例や取組事例を、PDCA サイクルに沿って収集することを目的とした。また、都道府県におい
ては上記に加え、市区町村に対する支援の好事例や取組事例を収集することを目的とした。

（2） 問題意識
令和 4 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高
齢者虐待を防止する体制整備について PDCA サイクルで実施することが示されたが、実際に
PDCA サイクルを推進するための要点や課題はどのようなものかを調査することとした。

30

（3） ヒアリング結果
都道府県
1) 神奈川県
図表 23

神奈川県における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組

現状

課題・要望

実態把握方法等

（１）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられることで体制整備が進ん

（４）今後、介護保 （５）介護保険事業支援計画を

でいるか、毎回同じ内容にならないかを教えてください。

険事業支援計画に載 策定する際に、参照しているデ

（２）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることの効果があれ

せることが必要だと ータや計画等があれば教えて

ば教えてください。

思う事項があれば教 ください。

※（１）と（２）の回答をまとめて記載する。

えてください。

（３）に記載の高齢者虐待防止

（２）と同様

部会の意見を参考にしている。

 介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることが、直接影響を
及ぼしているかを判断するのは難しいが、計画で明言することで県下の市町村、区
が内容を閲覧することができるため、高齢者虐待防止に対する意識は高まるのでは
P

活用データ・

ないか。計画は市町村、区レベルに向けた県の方向性を示したメッセージになって
いると考えている。
（３）介護保険事業支援計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資
料がある場合、作成意図や方向性、市町村への周知状況を教えてください。
 「かながわ高齢者福祉計画」を軸としている。
 県の計画表や年間の調査結果等において、高齢者虐待防止に向けた体制整備に対す
る取組は積極的に実施することとしている。
 体制整備の重要性を市町村や区に示す具体的な取り組みとして、高齢者虐待防止部
会の体制変更がある。いままでは 3 市町村のみを代表としていたが、令和３年度か
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現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

らは 7 市町村を代表委員としたうえで、令和 4 年度からは、他の 26 市町村も自由に
傍聴可能とする方向性である。
県の方向性を認識いただいたうえで、代表の 7 市町村の意見をもらう。オンライン
会議を活用して開催する予定である。他の 26 市町村からの意見はチャット、会議の
前後で吸い上げることも検討している。
今回の変更の理由として、県内市町村に広く県の示す方向性を理解してもらうほか、
代表となる市町村は 3 年間の任期があるが、任期終了後の会議の流れも知りたいと
いうニーズもあったためである。
※本体制変更に伴い、要綱(非公開)改正を行う予定。条例の改正ではない。
※高齢福祉課高齢福祉グループで担当しているあんしん会議は要綱（公開）に位置
づけられている。
 推進会議のメンバーは各部会長及び認知症施策の協議会長、各職能団体代表等で構
成している。
 年に 2 回程度、市町村の虐待担当者会議がある（神奈川県が独自に実施）
。本会議は
市町村同士の連携効果を狙いとしており、課の計画にも位置付けている。
（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、どの

（７）市町村の高齢者虐待防止

ように考えるかを教えてください。

の体制整備状況について、どの

 神奈川県には横浜市、相模原市、川崎市の 3 つの大きな政令市がある。特に横浜市
D

は規模も大きく、県の実績の数字に与える影響は大きい。しかし、県としては政令市

ような方法で実態を把握して
いるのかを教えてください。
 養護者虐待に関する情報

というくくりで分けた記載しているわけではない。
 近年は新型コロナウィルス感染症等の影響で、各数値目標を達成できるとは限らな
いが、目標値として記載している。

は区役所に挙げられるた
め、市役所の担当と情報交

 近年は虐待の通報数が増加している（特に横浜市の影響が大きい）
。虐待数を減らす
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換をしても把握しきれて

現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

ことは大きな目標であるが、現時点の県の評価としては、虐待の通報数が増加して

いないところがある。市の

いるのは、通報し易い環境を整備していくことで潜在化した虐待を発見するという

方に各区の情報をこまめ

意味合いでは、決して悪いことばかりではないと考えている。今後も一定数までは

に把握してほしと都度声

増加傾向にあるのではないか。

をかけている。

（８）高齢者虐待防止の体制整備について、都道府県の立場でどのような市町村支援の体

 県の課内で事故報告書が

制を整備しているかを教えてください。

共有される体制を取って

①研修

いる。窓口は、各サービス

②情報交換会･連絡会議開催

のグループ（課の下部組

 研修や情報交換会の参加対象者の範囲を区切る必要がある。区レベルまで募集する

織）である。事例を各グル

と、参加人数が多すぎてしまう。現状、新型コロナウィルス感染症の人数制限があ

ープの窓口で再度割り振

る。区の担当者でオンライン会議による研修等は開催できていないのが現状である。

りをしたうえで、各グルー

一昨年は、神奈川県がリーフレットを区役所や地域包括支援センターに配布した。

プの虐待担当者が虐待事

その後、リーフレットの配布を求める連絡や、虐待対応に関する問い合わせを区か

案かどうか判断する。監査

ら受けることもある。そういった情報は、市と連携することもある。

も同じ課。

③専門職チームの活用推進

 事故報告、苦情確認を最初

④相談窓口の設置

に実施する。

⑤モデル･研究事業

 非公式で保健所の担当者、

⑥広報

監査の担当者と虐待対応

⑦技術的助言･指導

について会話することも

⑧補助金交付

ある（ケース会議ではな

⑨ICT 活用支援

く、連携の形で実施してい

⑩公的機関･団体との連携

る）。
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現状

課題・要望

（９）介護保険事業支援計画に記載した高齢者虐待防止の取組を、どのように評価してい
るかを教えてください。
 2020 年から、あんしん介護推進会議を本体会議とし、高齢者虐待防止部会、身体拘
束の防止部会の 2 部会を設けており、第 8 期介護保険事業計画に掲載する内容を検
討した。権利擁護については、成年後見等も含んで別の課と連携し、課題を抽出しな
C

がら内容を検討している。
 新型コロナウィルス感染症の影響で当初立てた計画通りの数的な進捗が得られてい
ない点は課題と感じている。研修等は人数制限を設ける必要があり、今までの実施
方法では計画を達成することが難しい。
（10）市町村の高齢者虐待防止の取組や計画について、都道府県としてどのように評価
し、課題を抽出しているのかを教えてください。
（11）都道府県による市町村支援について、次年度の方針や内容を検討する時期とそれ
に伴う予算確保について、現状を教えてください。
（12）都道府県内の高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研
修等）があれば、教えてください。
 一つの指標として掲げているのは、国で実施する虐待に関する調査結果である。市

A

ごとの状況を把握している。その結果を、市町村の担当者会議（年 2 回）のうち、
年度の終盤に実施する回で展開する。
 今後、専門職による相談窓口のチームを整備する調整を行っていく方向性だが、あ
わせて県内の体制整備状況や市町村ニーズを把握するための調査を行いたいと考え
ている。
 これにより市町村ニーズに沿ったバックアップ体制の整備に繋ぐほか、なぜ計画を
達成できなかったか等の課題を抽出したい。

34

活用データ・
実態把握方法等

（13）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(12)に関連することがあれば教えてください。
（特になし）
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2) B 県（県名は非公表）
図表 24

B 県における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組

課題・要望

（１）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられることで体制整備が進んで

（４）今後、介護保険

（５）介護保険事業支援計

いるか、毎回同じ内容にならないかを教えてください。

事業支援計画に載せ

画を策定する際に、参照し

ることが必要だと思

ているデータや計画等が

う事項があれば教え

あれば教えてください。

 本県の計画では、政策目標を立てており、これを達成するために 4 つの目指す方向を

てください。

（特になし）

出している。そのうちの一つとして、高齢者の権利擁護の取組として、高齢者虐待防

（特になし）

 実際に第 7 期から第 8 期にかけて大幅の修正は行っていないが、データとして集計し
ている毎年の調査の部分については、その結果を更新している。

止対策、成年後見制度の活用促進等を推進している。本計画で高齢者虐待を位置づけ
て、各市町の状況を把握し、経年的な分析をして、市町の取組支援を県として実施し
ている。
P

活用データ・

現状

（その他の質問）
養護者虐待に関して、専門職チームの会議はありますか。
 弁護士会、社会福祉士会で共同設置している。
 活動報告は連携会議で行う。
 委託先の講座や事例検討の企画、講師などを依頼している。
 新型コロナウィルス感染症の影響がなく、集合で連携会議を実施できていたころは、
専門職チームから報告書を作成していただいていた。
市町村から助言を求められた際(法の解釈等)はどのようにしていますか。
 養介護施設従事者の高齢者虐待に関しては、地方局の福祉課が助言や実地指導を担当
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実態把握方法等

現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

者レベルで実施している。
連携会議において、要介護施設従事者向けの話題はありますか。
 高齢者虐待という大きいトピックスを議題に出している。市町によっては養介護施設
従事者向けの研修を実施しているといった取組が挙がってきている。
（２）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることの効果があれば
教えてください。
 第 8 期計画に基づき、市町それぞれで取り組みは行えていると思うが、問題点や課題
点について毎年は議論できていないと感じている。なお、計画における達成目標は、
権利擁護の推進を設定しており、中核機関の設置市町数や法人後見実施市町社協数を
掲げており、直接的な虐待防止に関する取組を指標としていないため、効果について
の評価を実施できていない。
（３）介護保険事業支援計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資料
がある場合、作成意図や方向性、市町村への周知状況を教えてください。
 現状はない。介護保険事業計画自体に紐づけている形式である。

D

（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、どの

（７）市町村の高齢者虐待

ように考えるかを教えてください。

防止の体制整備状況につ

 経年比較については、分析が難しいかもしれない。養護者の状況は国の状況を踏まえ

いて、どのような方法で実

て分析しており、虐待の主な要因等を記載している。将来推計は実施していない。

態を把握しているのかを
教えてください。
 年１回ではあるが、
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現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

（８）高齢者虐待防止の体制整備について、都道府県の立場でどのような市町村支援の体

県独自で市町の虐待

制を整備しているかを教えてください。

防止や早期発見等に

①研修・②情報交換会･連絡会議開催

関する取組について

 委託先の研修のカリキュラム内で事例検討会を実施する際に、市町同士の情報交換の
時間を設けている。

調査を実施し、実態
把握に努めている。

 委託により、市町及び地域包括支援センター等の高齢者虐待対応職員及び県高齢者虐
待防止担当課職員等を対象とした「高齢者虐待対応職員養成講座」、介護サービス相
談員及び行政職員を対象とした「現任介護サービス相談員研修」、行政職員及び高齢
者福祉施設・事業所職員等を対象とした「事例検討会」を開催している。
②情報交換会･連絡会議開催・③専門職チームの活用推進
 年１回、高齢者虐待防止連携会議を開催し、関係機関との情報共有を図り、連携強化
に努めている。
 団体や専門職チーム、弁護士会、県警等と情報を共有している。
（その他の質問）
連携会議は、市町村のアセスメントの位置づけですか。
 情報共有・連携強化の場である。新型コロナウィルス感染症の影響がなかった年度は、
調査票ではなく、当日、各関係機関の取組状況の報告及び意見交換や資料を共有する
形をとっていたが、書面開催ではこのような対応は難しく、県にて調査票を作成し、
実態調査を実施した。今年度も同様に書面開催予定であり、取組内容や課題点を尋ね
る予定である。
 国の調査にプラスアルファして都道府県としては調査していない（国の調査に準じた
項目を調査票に反映しいている）。市町村が実施している、評価しているところを調
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現状

課題・要望

査しているような形。
④相談窓口の設置
 虐待対応に関する市町からの問い合わせについて、地方局（３つ）が実務にあたって
いる。地方局に寄せられる問い合わせをすべて県で把握できているわけではない。課
題把握と取組までは把握できているが、その検証まではできていない。
 養介護施設従事者等による高齢者虐待について、毎月市町から報告された情報を地方
局が取りまとめ、県へ報告してもらっている。対応は基本的に地方局。養護者に対す
る対応は市町での対応。
⑤モデル･研究事業
（特になし）
⑥広報
 県の HP で、どういったことが虐待にあたるか、や、市町の相談窓口の一覧などを載
せている
 その他、リーフレットを要望があれば配布している。
⑦技術的助言･指導
 （市町の担当者から相談があれば）地方局と連携し、助言・指導を行っている。
⑧補助金交付
 実施していない。
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活用データ・
実態把握方法等

現状

課題・要望

⑨ICT 活用支援
 実施していない。
⑩公的機関･団体との連携
 本県には地方局が 3 つある。担当者は 1~3 人程度。施設担当・実地指導・虐待担当を
担当しているのは同じ担当者と推察される。
 養介護施設の虐待について市町から県に報告が上がる際は、市町→局→県本庁という
ルートである。その中で、各ケースについて状況を聞いているので、局と頻繁にやり
取りしている。
（９）介護保険事業支援計画に記載した高齢者虐待防止の取組を、どのように評価してい
るかを教えてください。
 取組の指標はないため、効果の評価は難しい。
 ネットワーク構築や人材育成の活動を達成目標として方向性を示している。
（10）市町村の高齢者虐待防止の取組や計画について、都道府県としてどのように評価し、
C

課題を抽出しているのかを教えてください。
 年に 1 度連携会議を実施している（毎年 2 月~3 月、コロナ禍では書面開催）
。各市町
からの取組の内容を調査票に回答してもらう形で集計し、実態を把握している。昨年
の状況では、コロナの状況で毎年開催していた虐待研修会の回数が減った、開催が難
しかったという声が上がった。市町をどのように支援するまではまだ検討できていな
い。具体的には課題の抽出はできてない。
 養介護施設の虐待報告について、毎年の国の虐待調査に関係あるところであるため、
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活用データ・
実態把握方法等

現状

課題・要望

対応がどのようになっているか把握しておく必要があり、細かく整理している。不明
点等は地方局に聞き取るようにしている。
 事故報告書については、県の虐待防止法所管課には虐待の疑いとして対応されたケー
スの報告がある。一方で、施設の事故等のケースは施設担当者に報告される。
（11）都道府県による市町村支援について、次年度の方針や内容を検討する時期とそれに
伴う予算確保について、現状を教えてください。
 連携会議の実施については、介護保険事業費補助金（高齢者権利擁護等推進事業）に
おけるネットワーク構築等支援に位置づけている。
（その他の質問）
連携会議を 2 月~3 月に実施し、年度が明ける際に人事異動あった場合、その影響はありま
すか。
A

 そういった影響はあるかもしれないが、そこまでの振り返りはできていない。
人事異動の際はどのように情報を積み重ねていますか。
 担当者が作成している引き継ぎ書で昨年度の変更点や留意点などを書いている。連携
会議の内容は平成 18 年からデータが残っている。
（12）都道府県内の高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修
等）があれば、教えてください。
 高齢者虐待防止連携会議において、関係機関等と取組を振り返る機会を設けている。
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活用データ・
実態把握方法等

（13）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(12)に関連することがあれば教えてください。
（特になし）
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市区町村
1) C 市（市区町村名は非公表）
図表 25

P

C 市における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組

活用データ・

現状

課題・要望

（１）高齢者虐待防止単独の行政計画を作成していることで体制整備が進んでいます

（４）今後、単独の行政

（５）行政計画を策定する際

か。また、毎回同じ内容にならないかを教えてください。

計画や介護保険事業支援

に、参照しているデータや計画

 毎年同じところはある。継続する必要がある部分を残している。活動目標は前

計画等に載せることが必

等があれば教えてください。

年度の評価や、統計分析をもとに変えていくが、背景や課題、現状等は 2~3 年

要だと思う事項があれば

のスパンで検討すべき部分である。

教えてください。

実態把握方法等

 地域包括支援センターの
事業計画に対する行政評

 地域包括支援センターの事業計画を作成し、評価している。この計画は地域包

 介護保険事業計画

括支援センターが立ち上がった時から各分野に分けて作っており、地域包括支

は規模が大きい計

いる。

援センターで取り組んでいるＰＤＣＡを計画にしている。年度の初めに計画を

画であるため、表現

分析方法はクロス集計を

作成し、年度終わりに事業評価をすることを繰り返している。介護予防や総合

が抽象的になるこ

用いている。

事業などの他のテーマも同様に作成している。これらは取りまとめて冊子とし

とがある。介護保険

評価は社会福祉士グルー

て保管している。

事業計画は地域包

プで行う（内部組織）。

 カテゴリの分岐は、権利擁護の中に①成年後見制度の普及や（広義の）権利擁

括支援センターの

実態に対しての評価につ

護、②高齢者虐待となっている。その他、関連するカテゴリとしては総合相談が

事業計画と連動し

いても、とりまとめの基本

ある。

ているが、具体的な

のたたき台は社会福祉士

 事業計画は公式な評価文書ではあるが、庁舎内でさらに質問を受ける機会があ

内容については、地

グループで作成するが、最

るわけではない。この資料をベースとして議会答弁に活用することもある。

域包括支援センタ

終的な成果物になる前は

 本事業計画は、全体会議等で、管理職からのフィードバックを受けることがあ

ーの事業計画で記

必ず地域包括支援センタ

載することとなっ

ー全体で確認するように

ている。

している。

る。
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価は、分析結果を公表して

現状

課題・要望

（２）単独の行政評価を作成していることの効果があれば教えてください。

 介護保険事業計画

 全体会議において、認知症の支援体制の構築する事業班との検討や、なぜ虐待

は一年単位で作成

が起こるか、何に取り組んでいかないといけないか、いろいろな切り口で意見

されないのに対し、

を交換する（高齢者虐待は認知症と不可分である）
。逆に認知症対策の中に虐待

地域包括支援セン

防止の視点を入れてほしい、と意見をすることもある。今年度は２つのテーマ

ターの事業計画は

がコラボレーションして、認知症サポーターと権利擁護で連続した講座を地域

１年単位で作成し

で開催した（高齢者が権利擁護に備えるというテーマ）
。２つを統合したテーマ

ている。よって、地

として事業を進めることが理想である。

域包括支援センタ
ーの事業計画の内

（その他の質問）

容には、現場で必要

第 8 期介護保険計画の地域支援事業において、高齢者虐待防止に関する記述がありま

と考えられること

すが、第 8 期計画と地域包括支援センターで作成している計画はどのように連動して

を反映しているの

いますか。

で、介護保険事業計

 第 8 期計画は地域包括支援センターの事業計画の上位計画にあたる。そのため、

画とは異なり、独自

地域包括支援センターの事業計画の上位目標、中位目標は介護保険事業計画に

で進んでいる部分

沿っている。高齢者虐待防止についても、介護保険事業計画には少ししか記載

もある。

はないが、介護保険事業計画を作成する段階で地域包括支援センター担当者に
意見確認がある。その場で現場の状況等を踏まえた意見を出している。
（３）単独の行政計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資料が
ある場合、作成意図や方向性等を教えてください。
 高齢者虐待に関する事項ついては、男女共同参画推進基本計画に記載がある。
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活用データ・
実態把握方法等

現状

課題・要望

実態把握方法等

（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、

（７）高齢者虐待防止の体制整

どのように考えるかを教えてください。

備状況について、どのような方

 この数字をどう読み解くか、という点が非常に大切と考えている。例えば、高齢
者虐待の件数は減っているが、包括の中で、支援困難のような（虐待一歩手前）

法で実態を把握しているのか
を教えてください。
 上記（５）の記載と同様。

介入や相談も増えている。
つまり、虐待として対応するよりも少し早く見つかっているということだろう
か、という考え方もできる。
 国の統計結果を基本にして、市の独自の項目をクロスさせることで本市独自の
統計分析をしている。
 毎年統計を取っているが、虐待の通報相談件数、対応件数は若干減ってきてい
る。
D

活用データ・

 令和 2 年度の結果で印象的だったのは、今までケアマネジャーの通報が一番多
かったのに対し、令和 2 年度は警察からの通報が同数となっていた点である（い
ままでは総数の 6 割以上が、ケアマネジャーから介護サービスを使っている方
に関する通報であった。今年度は、警察からの介護サービスを使っていない方
に関する通報が同数であった）
。警察からの通報の特徴は、虐待を受けた方は 70
代前半で若め、比較的元気な方が息子さんやご主人から虐待を受けているとい
うケースが多かった。警察への通報について、基本的には、虐待を受けている本
人がご自身で通報している。その他、多世代で同居している家庭もあり、家族や
親族が警察に通報したというケースもあった（本自治体は令和 2 年度における
通報件数が 11 件であった）
。一方で、より高齢（80 代~90 代）な方のケースは
あまり深刻度が高くなかった。このような点から、ケアマネジャーが虐待事案
を早期に通報しているのではないかと推察している。
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現状

課題・要望

（８）高齢者虐待防止の取組や体制整備状況を、行政計画において誰が、どのように
評価し、課題を抽出しているのかを教えてください。
 本市の直営型地域包括支援センター１と、サブセンター２に社会福祉士が 4 名
配属されている。その 4 名で地域包括支援センターの事業計画を立て、定期的
に会議をしながら進捗状況や事業展開を確認・検討、研修会の実施、評価等をし
C

ている。
 地域包括支援センターの事業計画の内容は、地域包括支援センター全体、管理
職、包括支援班（事務方）に展開する。
全体の会議において、他の事業との整合性を調整する、効率的に行うための協
同を検討する、評価についての意見交換を行う等の取組を実施している。その
後、年度末にとりまとめの冊子を作成している。
（9）次年度の方針や内容を検討する時期とそれに伴う予算確保について、現状を教
えてください。
 地域包括支援センターの事業は基本的には介護保険特会の予算内で行うため、
毎年 10 月頃に現場サイドから予算案（要求書）を出す。それらの予算案をもと
に、介護保険課の包括支援班（事務方）で取りまとめ、本市の介護保険課の中で

A

予算を編成する。その後、本市全体の予算編成との調整やヒアリングを受け、12
月中に市長査定を実施し、最終的には 3 月の議会で承認される流れである。
 いままでに高齢者虐待に関する事業で大きい予算を取ったことはない。必要に
なるのは、研修会の講師費用等である。
 地域包括支援センターの管轄は介護保険課だが、やむを得ない措置に関する対
応に係る費用等は高齢福祉課高齢福祉係の管轄であるため、管轄が異なる。
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活用データ・
実態把握方法等

現状

課題・要望

 来年度以降も、成年後見制度の利用促進に関する費用助成がある。成年後見制
度の普及啓発が必要であるため、予算が大きくなる予定である。
（10）高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修等）が
あれば、教えてください。
 運営推進会議を実施している。本会議では事業について報告をし、外部委員か
ら意見をいただく。
 上記の運営推進会議とは別に、認知症に関して認知症等地域支援体制推進会議
を年 1 回実施している。開催当初から、虐待防止に関してのネットワーク会議
をする必要があるという課題認識があった。
認知症と高齢者虐待は不可分であるので、認知症部会/高齢者虐待防止部会とい
うひとつの部会としている。部会では、事業の実施状況や分析に対してご意見
をいただいている。メンバーには弁護士、介護事業所の代表、識者として専門学
校（看護学校）の先生、警察、消防、関連する部署、社会福祉協議会、市民代表
の方等が入っている。認知症地域体制会議の場で年度の取組について報告する。
 専門職等や医療をベースとした学問領域の捉え方との違いはまだ感じることが
ある。家族システムなどをスキルやツールとしてこのような溝を埋めていきた
いと考えている。
 本市の介護保険課に異動した場合、管理職含む全員で、高齢者虐待に関する研
修を受講する取組を行っている。何が虐待にあたるか等の基本的な内容や、意
見を共有する機会を設けている。受講者によってはその後の業務においてアン
テナを張ることができており、例えば電話対応の際に、電話の後ろですこしお
かしな状況がある等、伝言を残してくれるなど、いい効果がある。個の取組は継
続したいと考えている。
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活用データ・
実態把握方法等

現状

課題・要望

（11）終結した虐待事案を事後検証する機会があれば、教えてください。
 終結した虐待事案について会議を設けて等の振り返りは実施していない。終結
評価をするときに円満終結をすればその時点で終了である
 （支援が入り始めたところで亡くなられたケースについて等）担当レベルで振
り返る際に、どのような点を課題に挙げるか等を、終結評価の際に各地域包括
支援センターにおいて話題にすることはある。
 その他、関わり方がうまくなかった、どうかかわってよいか悩んだ時期があっ
た等のケースは、終結にする際に正規職員 3 名で話し合うことや、終結評価の
会議の際に管理職と反省するようにしている。
 本市の地域包括支援センターでは、
「ちょこっとカンファ」という仕組みがある。
準備をしないでよい、自分が今気になったことを持ってきてよい、どう動いた
らいいかわからない、最初のとっかかりは何か、といった議題を取り上げる小
さな会議を一時間程度実施している。話題は手上げ方式で出す。例えば、終結し
たケースのうち、心に残るケースについて話す等の話題がある。
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活用データ・
実態把握方法等

（12）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(11)に関連することがあれば教えてください


施設虐待の実態や現状分析については、養護者の話をする中で一緒に話題に挙げている。各地域包括支援センターに所属する社会福祉士の
グループ会議では、それぞれが担当する地域で特徴的なケースが起こっていないか等、現場の情報交換も行っている。具体的な苦情の内容
やケアマネジャーの報告等、日ごろの業務について話すことも多い。このような話題をベースに、地域包括支援センターの事業計画や事業
評価に繋げている。



施設虐待については介護保険係が担当しているが、地域包括支援センターが担当していた過去の経緯もあり、施設に入る事実確認等の段階
では専門職の目や聴き取りスキルが必要な場合があるので、介護保険係が指揮を執るが、実際の対応は一緒に行っている。地域包括支援セ
ンター向けに、施設虐待について通報があった場の対応を記載した手順書を作成してある。



平成 30 年度には淑徳大学の山口先生の養護者支援のタイプ分類の調査研究1に関わった。本タイプ分類を参考にして現状分析しており、令
和元年度の評価結果にはその分析結果を記載している。



地域包括支援センターの事業計画内には、養護者支援の項目はない。養護者支援について課題を認識している。養護者、家族、本人の関係
性をどのように読み解くのか等、家族システムの分野に知見をもたないとこれからの虐待対応が難しいと感じている。来年度からは、早期
発見に向けて相手とのコミュニケーションスキルを上げる必要があると認識している。コミュニケーションスキルをあげつつも、おかしい
と感じる点を報告するという難しさがあると感じている。



３A プログラム2の（ケースカンファレンスではない）前半部分を取り入れながら研修を企画していきたい。

1

山口光治ら（2020 年）高齢者虐待の養護者支援に関する 実態調査結果から見た支援の困難性 fukushicomkenkyukiyo_054_001_023.pdf

2

高齢者虐待防止のための安心づくり安全探しアプローチ

AAA スリーエー｜高齢者虐待防止のための安心づくり安全探しアプローチ (elderabuse-aaa.com)
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2) D 市（市区町村名は非公表）
図表 26

D 市における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組

課題・要望

（１）高齢者虐待防止ネットワーク会議（以下、ネットワーク会議）で次年度の高

（３）今後、ネットワーク会議

（４）体制整備の取組を定め

齢者虐待防止の取組を定めることにより体制整備が進んでいますか。また、毎回

で検討すべきことや、介護保険

る際に、参照しているデータ

同じ内容にならないかを教えてください。

事業計画等に載せることが必

や計画等があれば教えてく

 高齢者虐待防止ネットワーク会議は設置していない。

要だと思う事項があれば教え

ださい。

 虐待対応が終結になったケースについてモニタリング会議を年に 4 回開催し

てください。

ている。ケースの状況により、モニタリング期間を決め経過の確認をしてい
る。

P

活用データ・

現状

 次期高齢者福祉計画・介
護保険事業計画に、中核

 虐待防止対策会議を年に 1 回実施している。虐待ケースの振り返り、課題整

機関（成年後見センター

理を行い、翌年に統計結果が出てからどこから通報が多いか等を確認するこ

に委託）を中心に成年後

とで周知啓発など取組の方向性を検討している。メンバーは担当課管理職、

見制度の利用促進に取り

担当職員、地域包括支援センター、外部の方（弁護士などの専門職）である。

組んでいくことを記載す

 見守りに特化したネットワークは設置していない。認知症高齢者の見守りを

る予定である。成年後見

主としたＳＯＳネットワークとして、地域の事業所に登録いただき、協力し

センターはＮＰＯ法人。

てもらう体制を取っている。

重層的支援体制整備事業

 ネットワーク会議を設置しなくてもその機能を果たす替わりの会議や連携が

は今年度から開始したた

取れている。地域ケア会議などで高齢者の権利擁護、虐待に関する話題が出

め、第 9 期計画には詳細

て意見交換、見守りがなされている。

に書いていきたいと考え
ている。
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実態把握方法等

現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

（２）ネットワーク会議以外で、高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画
や資料がある場合、作成意図や方向性等を教えてください。
 虐待防止マニュアルを策定している。
（５）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方につい

（６）高齢者虐待防止の体制

て、どのように考えるかを教えてください。

整備状況について、どのよう
な方法で実態を把握してい
るのかを教えてください。
 虐待防止対策会議など
で、虐待があった際は
早めに通報してもらう
ように、どこに向けて
連携するのか、通報し

D

てもらえるような周知
することを心掛けてい
る。現在、毎年上記を声
掛けしている民生委
員、ケアマネジャーに
限らず、いろいろな機
関に啓発していくこと
で早期発見に対応でき
るような体制を整えた
いと考えている。
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現状

課題・要望

活用データ・
実態把握方法等

（７）高齢者虐待防止の取組や体制整備状況を、ネットワーク会議において誰が、
どのように評価し、課題を抽出しているのかを教えてください。
 上記（１）で記載した専門職チームには、コア会議、個別の会議等で協力い
C

ただいている。電話やメールでのやり取りも活用している。その他、成年後
見センターに相談することもある。
（８）ネットワーク会議において、高齢者虐待防止の評価と課題を検討している
ことの効果があれば教えてください。
（９）次年度の方針や内容を検討する時期とそれに伴う予算確保について、現状
を教えてください。
（10）高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修等）
があれば、教えてください。

A

（11）終結した虐待事案を事後検証する機会があれば、教えてください。
 年に 4 回、虐待の終結案件のモニタリング会議を実施。終結後のケース対応
がどうなっているかを振り返る。市の担当と地域包括支援センター、関係者
等が参加する。終結案件を確認し再発防止している。1 回目のモニタリング
会議で対応終結する場合と、経過観察が必要な場合は、その後の３か月ごと
のモニタリング会議で必要な期間を決めて状況を確認している。

＝＝＝
重層的支援体制整備事業との関連
高齢者部門に限らず重層的支援体制整備事業が動いているため、いろいろな分野との連携が活発に行われている。
対象者別に窓口は異なるが、窓口同士の連携ができる体制を取っている。また、断らない支援を心掛けている。
今年度から実施しているが、来年度に新しい地域福祉計画になるということで、重層的支援体制整備事業についても明確に記載していく方向で担当課か
らは聞いている。
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（4） （参考）高齢者虐待防止に係る事業計画の紹介
実際に自治体で策定している事業計画を、参考事例として紹介する（自治体名は非公表）
。本事業計画は、A-PDCA に則り作成されている点が参考になる。
図表 27

（参考）高齢者虐待防止に係る実際の事業計画

事業名

高齢者虐待防止

上位目標

地域包括ケアシステム分野

権利擁護

中位目標

●●●●●●●●●●、●●●●●●
●●●●●●●●

●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●

根拠法令及びガイドライン等：
介護保険法、「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」
「●●●●高齢者虐待防止マニュアル」

事業の背景・地域のニーズ
活動目標
現状

課題

行動計画
歳出予算
（企画～実施内容～事後）

（1）高齢者虐待通報・相談の状況

【全体課題】

（実践の質の向上）

今年度虐待防止対応への中心メッセージ～

所

（Ｈ30 年度新規受付分）

①高齢者で認知症を有

①虐待対応、不適切

28 年度からの継続

属

養護者による

する人は今後増えてい

ケア解消にあたるケ

認知症について正しい理解と支援が広がれ

会

虐待通報・相談件数

き、高齢者同士の介護

アマネ、サービス機

ば、高齢者虐待は予防できる

計

年度

件数

増減

虐待判

も増加することは確実

関等が連携して活動

（数）

断

である。認知症の症状

できる具体的な実践

● 年度

●

●

●

による生活上の支障と

を経験する機会が増

● 年度

●

●

●

介護の躓きが虐待の要

える。

● 年度

●

●

●

因のひとつである。早

②虐待対応としての

い段階で介護や生活上

終結を目指し、適切

● 年度

●

●

●

● 年度

●

●

●

・障がいとして理解する。権利侵害を受
けやすい。
・本人も介護者も混乱しない対応方法が
ある。本人を知ることが近道。

の躓きに対処できる相

な評価に基づく虐待

談や関わりがあれば、

対応終結と、その後
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・介護サービス、医療機関、地域の力を

ーム対応で力を発揮する。

220 介護保険特別会計

款

03 地域支援事業

項

03 包括的支援事業・任意事業

目

02 権利擁護事業費

細

01 権利擁護事業費

目

積極的に使う。
・誰も一人で抱え込まない。支援者もチ

401530 包括支援係

経
費

・講師報償費＠● ● 円
・交通費 ● ● 円
※身寄りなし事例検討会ア

事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状
● 年度

●

●

●

虐待を未然防げる可能

の支援への引継ぎが

● 年度

●

●

●

性が高まるのではない

でき、切れ目のない

● 年度

●

●

●

かと思われる。

支援を継続できる。

● 年度

●

●

●

②虐待に至っている状

● 年度

●

●

●

況、不適切ケアを早期

（普及啓発・虐待予

● 年度

●

●

●

に発見できる「見守り

防）

● 年度

●

の目」が市民を含めて

①介護サービス機関

育っていくことが、虐

などが、高齢者虐待

1.高齢者虐待対応の質の向上への取り組み

待の予防にもつなが

発生と対応状況の現

（1）高齢者虐待ケースに重層的、集中的に

る。

状を知り、気づきの

③虐待は最も深刻な権

相談、早期の介入に

利侵害である。虐待だ

結び付く。

者と連携し、チームで支援に取り組

養介護施設従事者等による高齢者
虐待通報・相談
件数
増減
虐待判断
年度
（数）
●
●
●
● 年度

歳出予算
（企画～実施内容～事後）

課題

・介護者も生活者として生活が成り立つ
ことが大切。

ドバイザー費用
・虐待対応専門職派遣
報償費

・支援者は、
「自分ができるアクション」
を常に考える。

弁護士 ● ● 円×1 人

すべての取り組みで、中心メッセージ

社会福祉士 ●● 円×1
人

を伝えていく。

交通費 ●● 円×2 人

対応する。
・該当ケースは、支援計画に基づき関係

分
・民生委員研修講師報償費
＠● ● 円×3 会場
・権利擁護関連研修会参加
旅費 ● ● 円*3 回

● 年度

●

●

●

けにとどまらず、高齢

②地域住民に、高齢

む。ＰＤＣＡサイクルを実施し、節目

・高齢者虐待対応意見交換会

● 年度

●

●

●

期の権利侵害を防ぐた

者虐待の現状、相談

で支援の評価のためのカンファレンス

参加

● 年度

●

●

●

め、高齢者自身が虐待

窓口を知ってもら

などを行い、常に進捗を確認しながら

● 年度

●

●

●

を予防する意識を醸成

い、困った時は相談

支援をすすめる。

● 年度

●

●

●

する必要がある。

できる場所や人が身

・認知症の症状が要因としてあがってい

● 年度

●

●

●

④虐待解消にむけた対

近にいることを浸透

るケースは、認知症地域推進員と一緒

人員体制・連携

● 年度

●

●

●

応では、関係者で協働

させる。

にケアや本人状況をアセスメント、対

・地域包括支援センター

● 年度

●

し虐待解消あるいは虐

③高齢者虐待に近接

応の検討などをすすめていく。

・●●地域振興局●●●●●●部

待による高齢者の生活

する権利侵害として

(1)研修会の開催

【高齢者虐待通報・相談と対応の状況】

や身体の危機を低減す

消費者被害予防に関

(2)庁舎内関係職員への虐待対応学習会

【養護者による高齢者虐待】

る対応がすみやかに、

して、関係機関と連

・介護保険課、●●●●●●●係で

確実に行われる体制、

携し予防に貢献でき

関係する職員に対して、異動して
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旅費 ● ● 円*1 回
・権利擁護研修参加費
＠● ● 円×3 回

●●●●●虐待対応担当者
・介護保険課介護保険係
・福祉課高齢福祉係、障がい福祉係

事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状
1）虐待通報・相談の数値は毎年 30～40 件台で

チームワークによる実

推移している。通報の約 6～7 割は虐待と判

践が定着する必要があ

断され、その傾向は県や国より高い傾向に

る。

ある。

る。

きた職員を対象に高齢者虐待防止
の基礎学習を開催。

（養介護施設従事

・●●●市の虐待対応マニュアル、

者、事業所への取り

手順を説明。必要時には協力でき
るよう理解の共有をはかる。

一方で虐待であるとの判断そのものは令和

【取り組むべき具体的

組み）

元年度は前年度に比較して減少している。

課題】

①入所施設、介護サ

不適切ケア早い段階で相談に繋がってい

①「認知症について正

ービス事業所が、虐

護保険係実地指導担当

る、或いは心配な状況を早くキャッチする

しい理解と支援が広が

待防止に向けて取り

開催時期

「気づき」が増えているとも推測できる。

れば、高齢者虐待は予

組めるように、施設

新規通報以外に過年度を合わせると、常時 70

防できる」を、具体的

や法人への意識啓発

な取り組みとして実践

ができる。

件以上の
虐待案件に対応している。
2）虐待判断をした案件の約 4 割は年度内に虐待
解消に至
っている。対応方法としては、高齢者の施設
入所等によ
る養護者との「分離対応」と、サービスの見
直しや養護
者支援による「分離をしない」対応がある

歳出予算
（企画～実施内容～事後）

課題

講

師

評価指標

地域包括社会福祉士、介

・虐待相談の経路の増加（経路の多
様化も含む）

令和 3 年 6 月実施

・研修参加アンケートによる満足
度、理解度

（2）マニュアル、手順書の見直し
①虐待通報、相談としての受付、虐待

・虐待対応ケース会議件数
・虐待対応終結件数

する必要がある。認知

判断、評価時期、終結判断の具体的

症の行動特性を理解し

な指標（めやす）コア会議の進め方

達成度（目標値）

たケアの提供、虐待や

等を手順書に文書化し、包括スタッ

・虐待相談、虐待前の困ったケース

不適切ケアを改善する

フで共有する。

相談が増える。相談経路も増え

ために、チームで話し

る。

合い、取り組むスキル

（3）支援困難な虐待ケースへの対応

が育っていく必要があ

・著しく対応が困難な案件、高度に法

・虐待終結ケース割合の増加
・虐待対応ケース会議数の実績

る。

的根拠等を確認しながらすすめる必

・研修参加者のアンケートの満足

が、当市では分離をしない対応をとってい

②一般市民、関係者に

要があるケースに対して、高齢者虐

度

る案件のほうが多い。主には「介護サービ

対して、高齢者虐待防

待対応専門職チームの派遣要請

スの見直し」
「養護者への支援」「養護者へ

止の知識普及が必要で

し、課題の整理を行う。

の相談、助言」などの対応が多い。

ある。親の介護に直面

※高齢者虐待対応専門職チーム：県が

する世代をはじめ、高

●●県社会福祉士会に委託している

3）
「分離」対応を行った案件でも、面会制限を
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事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状

（企画～実施内容～事後）

課題

行う案件や、やむを得ない措置による施設

齢者自身に対して、高

事業。虐待対応に関する研修を修了

入所は少数で、その後の本人と養護者の関

齢者虐待、権利侵害に

した社会福祉士と弁護士がペアで派

係などを確認し、本来の健全な関係を取り

関する基礎知識と認知

遣される。

戻せていることが確認できる案件も多い。

症との関連、地域の見

【養介護施設従事者等による虐待】

守りの重要性を普及す

1）令和元年度は該当案件なし。令和 2 年度通報

る必要がある。

が 1 件あった。
2）新型コロナ感染症対策で、介護サービス機関

派遣依頼内容によって有料になる場
合がある。

③養護者による虐待は
一定の終結件数を維持

2. 高齢者虐待予防の普及・啓発

は外部からの目が入りにくくなっているこ

している。今後もすみ

と、日頃のケアに加えて感染症対策で職員

やかに虐待の解消、リ

の負担が多くなっていること、慢性的な人

スクの軽減を進めてい

手不足、認知症の症状への対応困難などが

くには、根拠のある事

●●、●● ● 地区で行う）

養介護施設従事者の虐待発生の要因と関連

実確認、緊急度の判

内 容： ●●●市の高齢者虐待の現状を知

しているのではないかと考えられる。

断、安全像の見立て確

る。

【統計分析からみえる傾向と実態―養護者によ

立（虐待対応を終結し

高齢者虐待の基礎知識、発生のメカニズム

てもよいと思われる状

を知る。

令和元年度●●●市高齢者虐待統計分析等から

態）の指標を明確に

民生委員として求められる役割を理解す

みえる傾向と実態

し、対応者の判断基準

る。

1）認知症高齢者が虐待を受けやすい傾向は明ら

が明確に示される必要

講

る虐待】

かである。虐待を受けた高齢者のうち、介護

（1）民生児童委員を対象にした高齢者虐
待予防研修
対象者： 民生児童委員（●●、●

がある。

師：

外部講師及び地域包括支援セ

ンター職員

認定を受けており、何らかの認知症がある高

実施時期：●●係と調整。

齢者が 6 割であった。虐待発生当時介護認定
はなくとも、認知症を強く疑う症状や行動が

（2）●●●市における高齢者虐待対応状況

あった人も含めると、判断能力の低下や何ら

の分析実施
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歳出予算

事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状

（企画～実施内容～事後）

課題

かの行動障害がある人は約 8 割になる。全国

①令和 2 年度高齢者虐待対応報告（国

統計でも、同様の傾向があり、認知症の程度

に対して行うもの）の数値をもと

や介護度が軽度のうちは、身体的虐待や心理

に、認知症と高齢者虐待、要因分

的虐待が多く、認知症が重度化してくると放

析、養護者の特性、地域的な特性の

棄・放任が増える傾向がある。

有無などの分析を行う。

2）当市の虐待を受けた高齢者にみられる認知症
の特徴としては、認知症の程度としてはそれ

（3）関係機関への高齢者虐待対応状況報

ほど重度ではなく、比較的軽度（認知症自立

告と普及啓発

度Ⅱレベル）の人が虐待を受けている傾向が

①上記（2）①の内容を報告。市の現状

推測される。認知症の症状としては「同じ話

理解をすすめる。

をする」
「ひどい物忘れ」
「作話」等が上位に

対象者：市内介護サービス事業者（居

あがっており、破壊行為や弄便などの重篤な

宅、施設を含む）

症状がある人は殆どいない。認知症高齢者と

保健課

介護者の意思疎通の困難さやストレスになり

民生児童委員（研修会と一体的に行う）

やすい行動の連続は虐待に繋がるリスクがあ

その他関係する支援機関の会合

ると言える。

実施時期：令和 3 年 9 月頃を予定。

当市では放棄・放任の事案が少ないが、認知

介護サービス事業者関係は介護サー

症の程度や介護度が重度化すると、身体的虐

ビス事業所連絡会議で実施

待や心理的虐待は減少し、放棄・放任が多く

その他は、適宜機会をみつけて行う。

なる。介護者の抱える課題の内容や質の変化

※新型コロナウイルス感染症の対応状況に

と関連するのではないかと考えられる。

よって、周知方法は変更がある。

3）虐待判断ケースの深刻度は 5 段階スケールで

②介護支援専門員の「気づき」意識調

4 段階（生命・身体・生活に著しい影響を与

査の結果報告

える重度の状態）が多い。当市ではスケール

・令和 2 年度に行った居宅介護支援事業
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歳出予算

事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状

（企画～実施内容～事後）

課題

3（中間点）～5（生命・身体・生活に関する

所の介護支援専門員に対する意識調

重篤な危機）の状態が 9 割を占めている。虐

査結果のまとめと分析する。結果と

待と判断した段階では、かなり深刻な事態に

介護支援専門員に必要な視点、対応

なっているといえる。

を周知する。実施は上記（3）①と同

このことは、近年介護支援専門員からの通報

時に行う。

割合が減り、警察からの通報割合が増えてい
ることからも現状がうかがえる。

(4)一般市民向け普及啓発

4）虐待者は「息子」
「夫」
「娘」の順に多く、つ

(5)高齢者自身への権利擁護普及啓発活

いで「妻」となっている。高齢者のみ世帯の

動

増加、配偶者のいない子供と同居している高

・介護予防講話に「権利擁護」のテ

齢者の増加、そのような家族構成で発生しや

ーマを追加。依頼のあった教室、

すい生活課題と虐待と虐待発生に関連がある

老人クラブ、地域の集まりなどで

と思われる。

講話を行う。

5）虐待要因分析を行ってみると、要因は 15 項

・講話内容は、高齢者虐待のみに限

目の多岐にわたり、一つの要因だけで虐待が

定せず、認知症との関連における

発生するのではなく、複数の要因が関連して

本人の意思決定の尊重、消費者被

いることがわかっている。

害防止などを含む。

虐待者側の要因として最も多いのは「知識や

(6)●●●地域での認知症の理解・支援

情報の不足」と「性格や人格に基づく行動」

体制構築のための取り組みで、
「権

が同数なっており、
「非被虐待者（高齢者）と

利擁護、高齢期の意思決定と生き

の虐待発生までの人間関係」
「疾病・疾患」

方」
（仮）をテーマの一つとして、

「虐待者の介護力の低下や不足」
「理解力の不

認知症への取り組みと一体的に行

足や低下」の順で多くなっている。その他

う。

「虐待者の経済的困窮」などもあげられる。

③広報に年 1 回掲載して相談窓口、虐
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歳出予算

事業の背景・地域のニーズ

行動計画
活動目標

現状

（企画～実施内容～事後）

課題

被虐待者（高齢者側）の要因としては、高齢

待とは何かを周知する。

者本人の「精神障害（疑いを含む）
、高次脳機

（2 月 1 日号：高齢者見守り月間特集と

能障害、知的障害、認知機能の低下」が最も

して掲載）

多く、何らかの生きづらさを抱えている状態
があり、それにうまく対応できなくなった結
果として派生することが多いと考えられる。

（5）消費者被害防止等に向けた取り組み

このような高齢期の心身機能の変化に伴う権

①消費者被害担当部署とつながりをつ

利侵害として、高齢者虐待だけではなく、消

くり、被害兆候などを共有できるよ

費者被害、詐欺への巻き込まれなども高齢者

うに、関係部署に地域包括支援セン

の権利擁護の課題として今後注視する必要が

ターをＰＲする。

ある。
6）高齢者虐待解決のためには、高齢者本人への
支援はもとより、虐待を行った養護者にも適

3.養介護施設従事者、事業所への取り組み

切な支援を行う必要がある。淑徳大学山口光

（1）介護施設に対して、高齢者虐待防止

治教授の提唱する「虐待をしている養護者の

への取り組み状況の確認、取り組み喚起

タイプ分類」を活用し分析を行なった。養護

①介護施設からの事故報告書内容を介

者のタイプ別分類によると、当市での虐待に

護保険係と共有し、不自然な点はな

至った養護者のタイプ特性は、
「メンタル特性

いか専門職の視点から確認をする。

型」
「ストレス衝動型」
「権力と支配型」が多

詳細調査が必要案件は介護保険係と

かった。タイプ分類は一つのカテゴリである

協力して対応する。

が、養護者の特性に応じた支援を検討する際

②実地指導に同行して、高齢者虐待防

の指標の一つとしている。

止への取り組み状況の把握と、助言
を行う。

【参考：養護者のタイプ分類】
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歳出予算

事業の背景・地域のニーズ
活動目標
現状

行動計画
（企画～実施内容～事後）

課題

①権 力 と 支 配 型 ：

（2）介護サービス事業所が行う高齢者虐

養護者が高齢者の行動を支配するために、意図

待防止への取り組みへの協力

的かどうかに係わらずに暴力や虐待行為を日常

・研修開催の相談等に対応する。

的に用いている虐待をいう。

・必要に応じて高齢者虐待防止委員会

②ストレス衝動型：

等に出席する。

高齢者と養護者の置かれたその時の状況によっ

・養介護施設従事者等による虐待が発

て、誰にでも衝動的、突発的に起こり得る虐待

生した場合の事実確認、判断会議への

をいう。

協力（主幹係は介護保険係）

③メンタル特性型：

・施設からの事故報告書内容を介護保

養護者自身に知的、発達、精神などの特性があ

険係と共有し検証する。

ることによって引き起こされる虐待をいう。
④現 状 否 認 型 ：
高齢者が老いていくことや認知症などによって
変わっていくことを受け入れられない、あるい
は受け入れよう、理解しようとせずに現状を否
認することによって起こる虐待をいう。
⑤承 認 欲 求 型 ：
高齢者よりも養護者自身が他者から認められ、
褒められたいために介護や世話をするなかで起
きる虐待をいう。
出典：研究代表者山口光治

平成 30 年度科学研

究費助成事業基礎研究Ｃ「在宅介護高齢者虐待
における養護者支援の現状を踏まえた新たな支
援策の開発研究」より
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歳出予算

4. 小括
1) 市町村
アンケート結果からは、高齢者の権利擁護に関する項目について、行政計画策定、他の行政
計画への記載、及び庁内決裁で定められている割合は、セルフ・ネグレクトや高齢者消費者被
害防止、孤独死に関する対応が低い割合となっていた。
（グラフ再掲）
図表 28

行政計画策定、他の行政計画への記載、庁内決裁で定められている割合（n=691）

F2-4. 地域包括支援センターの運営方針や事業計画等に高齢
82.6

者虐待防止に関わる内容を記載していますか。
F2-3. 高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マ
66.7

ニュアル等含む）がありますか。
F2-13. 認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計
55.9

画（要綱、マニュアル等含む）がありますか。
F2-5. 成年後見制度利用促進に関する市町村計画を策定して

51.4

いますか。
F2-12. 認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載し

47.6

た行政計画がありますか。
F2-2. 介護保険事業計画以外の行政計画（F2-1を除く）に高

45.4

齢者虐待防止に関わる内容を記載していますか。
F2-6. 高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政
31.0

計画がありますか。
F2-1. 高齢者虐待防止に関する行政計画（第8 期介護保険事
22.0

業計画を除く）を策定していますか。
F2-10. 孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政
12.0

計画がありますか。
F2-9. セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要

10.4

綱、マニュアル等含む）がありますか。
F2-7. 高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要

10.1

綱、マニュアル等含む）がありますか。
F2-11. 孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画（要

7.8

綱、マニュアル等含む）がありますか。
F2-8. 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載

4.8

した行政計画がありますか。
0%
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
全体(n=691)

また、アンケート結果とヒアリング結果より、以下の通り、現状と課題をまとめた。

1) 市区町村
＜①課題の把握＞


高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の
調査が活用されていた。



全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、法に基づき毎年度実施されることから経年比較も
可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。



机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す根拠デー
タとして調査結果が活用されていた。



ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分析するこ
とにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。



なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する機会・場
（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。



しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討会で把握
した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計画も散見された。

＜②検討会の設置＞


実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議や介護保
険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。
 虐待防止ネットワーク会議
 認知症施策推進関連の会議
 地域包括支援センター運営協議会 など



ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の検討会を
活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。
 地域包括支援センターの事業計画を検討する場
 地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士）



など

更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施策につい
て行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政評価のプロセスで
課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。

＜③計画の策定＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その他にも対
象となる計画が存在することが把握できた。


行政評価



介護保険事業計画以外の行政計画



市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等）



庁内決裁の計画



地域包括支援センターの運営方針や事業計画



マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合
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なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別されてい
ない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。



養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村における
高齢や虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計画の策定状況を分
析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅的に盛り込まれていない
実態が把握できた。



ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合わせるこ
とにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。

＜④実施と評価＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、法に基づく対応状況等の調査では実施されていると回答し
ていたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限らず、他の計画に反映されて実施さ
れている可能性があることが把握できた。



机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例が把握で
きたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、計画した体制整備
の評価に該当する記述は見つからなかった。



机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会議のほか
に、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性があることが把握できた。
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2) 都道府県
＜①取組状況・課題の把握＞


市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、
「高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用されていた。



机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す根拠
データとして調査結果が活用されていた。



また、法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の機会、市町
村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修会等を活用して管内
の市町村の実態を把握していた。



ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。



市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討会
で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計画も散見さ
れた。

＜②検討会の設置＞


都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止連絡等の市町村担当者会議や
虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会において
情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていることが把握できた。



ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題を十分
に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。



また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も必要にな
り、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工夫する必要性も把
握できた。

＜③支援方策の策定＞


市町村の状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検討してい
る状況が把握できた。



また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見直しや充
実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。

＜④支援＞


養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、また、都道
府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。



弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワークだけでは
なく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携しての対応、体制
整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。



養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机上調査や
ヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。
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＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞


市町村訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討会において市
町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。
一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調査やヒア
リング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。
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第３章 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に関する調査
1. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）
※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、調査目的と対象と方法の記述は
割愛する。

（1） 調査結果
※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、回収状況及び回答者の基本属
性についての記述は割愛する。
※ その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に対する基本情報
1) 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の数の把握状況について
高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の総数の把握状況について、「把握
している」が 58.3%、
「把握していない」が 41.7%であった。
図表 29 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の総数の把握状況（n=691）

全体(n=691)

41.7
0%

20%

58.3
40%

60%

把握していない

80%

100%

把握している

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、セルフ・ネグレクトの数の
把握状況について、
「把握していない」が 61.2%、
「把握している」が 38.8%であった。なお、
件数を把握している自治体において、発生件数総数は 208 件、件数を計上した自治体の総人
口は 696.3 万人となり、10 万人当たりのセルフ・ネグレクトの発生件数は 2.99 件/10 万人
となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内におけるセルフ・ネグレ
クトの発生件数は約 3,760 件と推定された。
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図表 30

セルフ・ネグレクトの数の把握状況（n=691）

全体(n=691)

61.2
0%

20%

38.8
40%

60%

把握していない

80%

100%

把握している

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、養護、被養護の関係にない
65 歳以上の高齢者への虐待（お互いに自立した 65 歳以上の夫婦間のドメスティックバイオ
レンスを除く）の数の把握状況について、
「把握していない」が 55.9%、
「把握している」が
44.1%であった。なお件数を把握している自治体において、発生件数総数は 1,276 件、件数
を計上した自治体の総人口は 1,186 万人となり、10 万人当たりの養護、被養護の関係にな
い 65 歳以上の高齢者への虐待の発生件数は 10.8 件/10 万人となった。この結果と日本の人
口（約 1 億 2600 万人）から、国内における養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者
への虐待の発生件数は約 13,600 件と推定された。

図表 31

養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者への虐待の数の把握状況（n=691）

全体(n=691)

55.9
0%

20%

44.1
40%

60%

把握していない

把握している

67

80%

100%

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、お互いに自立した 65 歳以
上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの数の把握状況について、「把握していない」が
60.6%、
「把握している」が 39.4%であった。なお件数を把握している自治体において、発生
件数総数は 670 件、件数を計上した自治体の総人口は 1,124 万人となり、10 万人当たりの
セお互いに自立した 65 歳以上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの発生件数は 5.96 件
/10 万人となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内におけるお互い
に自立した 65 歳以上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの発生件数は約 7,500 件とな
った。
図表 32

お互いに自立した 65 歳以上の夫婦観の
ドメスティックバイオレンスの数の把握状況（n=691）

全体(n=691)
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高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、認知症による行方不明高齢
者数の把握状況について、
「把握していない」が 52.0%、
「把握している」が 48.0%であった。
なお件数を把握している自治体において、発生件数総数は 5,092 件、件数を計上した自治体
の総人口は 2,502 万人となり、10 万人当たりの認知症による行方不明高齢者の発生件数は
20.4 件/10 万人となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内における
認知症による行方不明高齢者の発生件数は約 25,600 件と推定された。
図表 33

全体(n=691)

認知症による行方不明高齢者数を把握状況（n=691）
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2) 在宅で孤立死した高齢者について
在宅で孤立死した高齢者（対応中に死亡した例だけでなく、発見時に死亡していた例も含
む）の有無に関する把握状況については、
「該当する死亡はあったが、人数は不明」が 40.4%
と最も高く、次いで「該当する死亡があったかどうかを把握していない」が 25.2%であった。
図表 34
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在宅で孤立死した高齢者の有無に関する把握状況（n=691）
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3) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般の対応について
高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般にうまく対応できているかど
うかについて、
「どちらかと言えば、できている」が 64.0%と最も高く、次いで「どちらか
と言えば、できていない」が 20.0%であった。
図表 35

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般にうまく対応かどうか（n=691）
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高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般の対応について、「うまく対応
できていない」又は「どちらかと言えば、できていない」と回答した市区町村がうまくでき
ていない理由は、「高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる対応に従事できる人
員数が不足しているため」が 72.8%と最も高く、次いで「高齢者虐待防止法に準ずる対応を
求められる権利侵害を扱う協議体を設置していないため」が 31.1%であった。
図表 36

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる
権利侵害全般の対応がうまくできていない理由（n=151）

高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる
72.8

対応に従事できる人員数が不足しているため
高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害を
31.1

扱う協議体を設置していないため
虐待対応で忙しく準ずる行為まで手が回らないため

23.2

庁内が縦割りになっており、
21.9

対応部署と連携がうまくいかないため
個人情報保護の問題があり、
15.2

迅速に対応部署に繋ぐことが難しいため
準ずる行為についても虐待防止法に準じて

12.6

対応しなければならないという認識がなかったため
高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる

9.3

対応に必要な予算が不足しているため
庁内の異動の際の引継ぎが上手くいかないため

6.6

庁外の連携ネットワークに参画する担当者の変更の際に
2.0

引継が上手くいかないため
その他
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4) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する
窓口の周知について
高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する窓口を住民へ周知してい
る（高齢者虐待防止に関する窓口と一体的に実施している場合は、その状況を踏まえて回答）
かどうかについて、
「特に対応していない」が 53.3%と最も高く、次いで「窓口で高齢者虐
待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の相談・通報も扱うことを明示している」が
33.6%であった。
図表 37

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる

権利侵害に関する窓口を周知しているかどうか（n=691）

特に対応していない
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窓口で高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる
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権利侵害の相談・通報も扱うことを明示している

セルフ・ネグレクトなどを例示するなどして、
高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害が
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5) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する
啓発活動の取組について
高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する啓発活動としてどのよう
な取組を行っている（高齢者虐待防止に関する啓発活動と一体的に実施している場合は、そ
の状況を踏まえて回答）かについて、「高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵
害に関する啓発活動は行っていない」が 47.8%と最も高く、次いで「貴自治体のホームペー
ジに窓口情報や取り組む体制、計画などを公表している」が 23.4%であった。
図表 38

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する啓発活動について、
どのような取組を行っているか（n=691）

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる
47.8

権利侵害に関する啓発活動は行っていない
貴自治体のホームページに窓口情報や取り組む体制、
23.4

計画などを公表している
市町村が発行する広報誌の中で取り扱っている

21.9

パンフレットやリーフレットを作成している

19.2

住民向けの講演会や公開セミナーを開催している

8.8

その他
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6) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害
（疑いを含む）を早期に発見するために実施している対策について
高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害（疑いを含
む）を早期に発見するために実施している対策は、
「訪問等によって実態把握を行っている」
が 68.9%と最も高く、次いで「関係機関や民間団体との連携協力体制を整備している」が
52.8%であった。
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図表 39

セルフ・ネグレクト等の権利侵害を早期に発見するために実施している対策（n=691）

訪問等によって実態把握を行っている

68.9

関係機関や民間団体との連携協力体制を整備している

52.8

ケアマネジャーや介護サービス事業所等が抱える
困難ケースなどから早期発見できる事例検討会の場や

49.1

機会等を設けている
庁内の他の相談窓口に「高齢者虐待防止法に準ずる対応が
求められる権利侵害（疑いを含む）」が含まれている場合に

39.1

相談・通報してもらうよう依頼している
地域ケア会議で「高齢者虐待防止法に準ずる対応が
求められる権利侵害（疑いを含む）」に関する事項を

24.3

取り入れている
早期発見について高齢者虐待防止・対応マニュアル等に
24.2

明文化している
民生委員に高齢者がいる世帯全てに対し可能な限り

22.7

訪問してもらえるよう協力を依頼している
住民が何でも相談や情報提供できる

17.9

ワンストップの相談窓口を設置している
「高齢者虐待防止ネットワーク」以外の
ネットワークによる住民や関係機関等への

17.5

連携協力体制を整備している
早期発見の対応策は定めていない

16.1

「高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害
（疑いを含む）」の例示を用意し関係者・関係機関に対し

14.8

研修の実施や配布等を実施している
地域の医師会等と連携し、例えば、受診が滞っている
高齢者等や受診拒否の高齢者等など、訪問支援が必要と

14.2

考えられる方に関する情報を共有できるようにしている
その他の対応
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高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害（疑いを含
む）を早期に発見するために実施している対策で「「高齢者虐待防止ネットワーク」以外の
ネットワークによる住民や関係機関等への連携協力体制を整備している」と回答した市区町
村のネットワークのメンバーは、
「民生委員」が 75.2%と最も高く、次いで「地域包括支援
センター」が 71.9%であった。
図表 40

「高齢者虐待防止ネットワーク」以外のネットワークのメンバー（n=121）
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7) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する知識等を
習得する場や機会の提供について
迅速かつ適切な対応の観点から、地域包括支援センター等の関係者が高齢者虐待防止法に
準ずる対応に求められる権利侵害に関する知識等を習得する場や機会を提供している（高齢
者虐待防止に関する取組と一体的に実施している場合はそれを踏まえて回答）かどうかにつ
いて、
「実施していない」が 40.2%と最も高く、次いで「地域の課題として地域ケア会議を
実施している」が 29.5%であった。
図表 41

地域包括センター等の関係者が高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる
権利侵害に関する知識等を習得する場や機会を提供しているかどうか（n=691）

実施していない

40.2

地域の課題として地域ケア会議を実施している

29.5

実際の事例を持ち寄り発表し意見交換できるケース検討会を
22.7

開催している
座学中心の研修会を開催している

17.2

地域包括支援センター運営協議会で情報共有している

14.6

テキストやマニュアルを作成、配布している

12.0

参加者がお互いに考え合えるワークショップ型の研修会を
6.5

開催している
研修会やセミナー等への参加費用を独自に補助している
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8) 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の対応について
高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害について、
施設や病院等への保護や自宅等への立ち入り、面会の制限、財産の保護、生活の支援等の必
要があると判断されたケースがあった場合に対応可能な項目は、
「老人福祉法第 32 条に基づ
く市町村長による成年後見人等の申立」が 68.9%と最も高く、次いで「介護保険サービス・
生活支援サービスの導入」が 67.7%であった。
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図表 42

高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について対応可能な項目（n=691）

老人福祉法第32条に基づく市町村長による
68.9

成年後見人等の申立
介護保険サービス・生活支援サービスの導入

67.7

老人福祉法第11条第1 項第1 号に基づく
66.3

養護老人ホームへの措置
警察（市町村職員同行含む）による対応

65.8

家族・親族による成年後見人等の申立（支援を含む）

64.1

医療機関の受診・入院

63.8

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

63.8

見守り体制の検討・構築

62.8

介護保険法における地域ケア会議の実施

55.9

老人福祉法第11条第１項第2 号に基づく
55.3

特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置
精神保健福祉法による措置入院、

53.7

医療保護入院による入院
保健所、精神保健センター等との連携

53.4

DV防止法所管課との連携によるシェルターへの保護

36.0

老人福祉法第10条第4 項に基づく居宅サービスの措置

35.2

施設管理権による面会制限

29.7

清掃業者等の依頼

21.7

老人福祉法第11条第１項第3 号に基づく養護委託

17.8

対応策も定めていない

17.4

老人福祉法36条による調査嘱託、報告請求の実施

15.6

居住している住まいの管理者・社による対応

14.8

社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業による
10.3

対応
市町村が独自に規定する条例や要綱等に基づいた

9.7

権限の行使
その他の対応
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高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害において、
施設や病院等への保護や面会の制限、財産の保護、生活の支援等の必要があると判断された
ケースへの対応方法としてマニュアル等で事前に定めているものについて、「対応策も定め
ていない」が 63.7%と最も高く、次いで「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による成年
後見人等の申立」が 23.0%であった。
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図表 43

高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の対応策を定めたもの（n=691）

対応策も定めていない

63.7

老人福祉法第32条に基づく市町村長による
23.0

成年後見人等の申立
老人福祉法第11条第1 項第1 号に基づく養護老人ホーム

22.9

への措置
老人福祉法第11条第１項第2 号に基づく

21.4

特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置
警察（市町村職員同行含む）による対応

16.4

介護保険サービス・生活支援サービスの導入

14.0

医療機関の受診・入院

13.7

老人福祉法第10条第4 項に基づく居宅サービスの措置

13.2

見守り体制の検討・構築

13.2

家族・親族による成年後見人等の申立（支援を含む）

12.0

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

11.1

保健所、精神保健センター等との連携

10.3

精神保健福祉法による措置入院、
10.0

医療保護入院による入院
介護保険法における地域ケア会議の実施

9.7

DV防止法所管課との連携によるシェルターへの保護

7.1

施設管理権による面会制限

6.7

老人福祉法第11条第１項第3 号に基づく養護委託

6.2

市町村が独自に規定する条例や要綱等に基づいた
5.5

権限の行使
老人福祉法36条による調査嘱託、報告請求の実施

3.9

居住している住まいの管理者・社による対応

3.0

清掃業者等の依頼

2.5

社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業による
1.6

対応
その他の対応
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9) 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害案件の事後検証について
高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後
検証の実施有無については、
「事後検証していない」が 87.0%、
「事後検証している」が 13.0%
であった。
図表 44

再発防止の観点から、高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる
権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後検証の実施有無

全体(n=691)
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事後検証している

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後
検証の結果については、
「検証結果を地域包括支援センター等関係機関で情報共有している」
が 74.4%と最も高く、次いで「検証結果を他ケースの解決に繋げている」が 60.0%であった。
図表 45

再発防止の観点から、高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、
終結した事案の事後検証の結果の取扱い（n=90）
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10) 高齢者虐待防止法に準ずる対応時の連携について
高齢者虐待防止法に規定する虐待だけでなく、高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携し
た関係機関の有無については、
「次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等1と連携している、
あるいは連携する見込み」が 87.1%、
「連携したことはなく、今後も未定である」が 12.9%
であった。
図表 46
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高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携した関係機関の有無（n=691）
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連携したことはなく、今後も未定である
次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等と連携している、あるいは連携する見込み

高齢者虐待防止法に規定する虐待だけでなく、高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携し
たことがあるかどうかについて、
「次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等

1

と連携して

いる、あるいは連携する見込み」と回答した市区町村が、対応時に連携した（今後の見通し
も含む）関係機関は、「生活保護を担当する部署」が 92.5%と最も高く、次いで「高齢者福
祉を担当する部署」が 92.0%であった。

1

「次の庁内の部署や町外の関係機関や団体等」とは、以下を指す。

(庁内)
高齢者福祉を担当する部署、生活保護を担当する部署、障害福祉を担当する部署、介護保険を担当する部署、DV 防止法を担
当する部署、生活困窮者支援を担当する部署、自殺対策基本法を担当する部署、ゴミ（回収・処理）を担当する部署、重層
的体制整備支援事業所、消費生活センター、その他
（庁外）
警察、消防、地域包括支援センター、保健所・保健センター、地区保健福祉センター、精神保健福祉センター、発達障害者
支援センター、市町村社会福祉協議会、医療機関、介護サービス事業所、居宅介護支援事業所、在宅サービス等提供事業
者、地区社会福祉協議会、成年後見人等、民生委員、人権擁護委員、見守り支援員、自治会、地域団体（老人会・婦人会
等）、弁護士、司法書士、社会福祉士、ライフライン事業者、宅配事業者、郵便局員、その他
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図表 47

高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携した関係機関や団体等
（n=602）
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2. ヒアリング調査
（1） 調査目的
セルフ・ネグレクトや養護・被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる
事案について、
「未然防止」
、
「早期発見」
、
「迅速かつ適切な対応」及び「再発防止」の 4 つの観
点から、自治体における支援状況等に関する好事例や取組事例を収集すること。

（2） 問題意識
セルフ・ネグレクトや養護・被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる
事案について、自治体における支援等を推進するための要点や課題はどのようなものか。また、
阻害要因があるならば、それはどのようなものか。

（3） 具体的な事例
高齢者虐待に準ずる対応が求められる事案について四條畷市（大阪府）の事例を取り上げる。
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大阪府四条畷市


自治体概要
人口：55,177 人、65 歳以上の高齢者人口：15,149 人、高齢化率：27.5％

1. 実態把握について
（1） 準ずる対応が求められる権利侵害についての把握状況と行政計画


セルフ・ネグレクト、養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者への虐待、認知症による行
方不明高齢者数の発生件数を全て把握している。なお、セルフ・ネグレクトについて、昨年度は
計上した件数はゼロであったが、今年度はセルフ・ネグレクトと言えそうな事案は複数存在し
ている。


セルフ・ネグレクトと判断することが難しく、他のカテゴリに分類し対応している。（生
活困窮や疾患等）。



把握している事案の深刻度は比較的軽度のものが多い。



件数の把握をしっかりと行っている理由としては、それぞれの権利侵害で対応が異なるという
認識があるため、個別で件数を把握しておくことが望ましいとの考えに基づいている。



セルフ・ネグレクト、孤独死、認知症に関する行政計画を策定するとともに、行政評価も実施し
ている。


計画に記載されているのは発生件数のみであり、現状では対策には落とし込めていないと
感じている。



評価については他の課との連携が必要であり、十分な議論については今後の課題である。
図表 48 四條畷市の実態把握状況と行政計画・評価

把握件数

セルフ・ネグレクト

0件

行政計画の有無

セ・孤・認

養護・被養護外の権利侵害

7件

庁内決裁の有無

認

自立した夫婦間DV

6件

行政評価の実施

セ・孤・認

予算確保向け評価の実施

セ・孤・認

認知症による行方不明

27件

セ：セルフ・ネグレクト、弧：孤独死、認：認知症

（2） 実務主体である高齢福祉課の体制


庁内の複数の課や外部機関との連携を通して業務を行っている。具体的には、高齢福祉課（65
歳以上の権利侵害、虐待対応も兼務）、障がい福祉課（65 歳未満、障がいをお持ちの方）、加え
て生活困窮関連の部署も対応している。一次対応は主に高齢福祉課職員が担っている。



体制づくりにおいては、現場に携わる人材の育成が非常に大事であると考えている。また、高
齢福祉課としては複数の対応事案が並行して生じた場合は一人では対応が難しい。このような
事態は限定的ではあるものの、対策を立てておく必要がある。幅広い知識をもち、様々な現場
に対応できる人材が大切であると考えている。
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2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害への対応について
（1） 未然防止・早期発見の観点について
未然防止・早期発見のための実施体制や住民向けの普及啓発を中心に取り組んでいることについ
てヒアリングを実施した。
＜未然防止・早期発見のための体制作り＞


民生委員との連携や、地区福祉委員という地区ごとの福祉委員を兼ねている方もおり、小地域
ネットワークと地域包括支援センターが介護予防等で日常的に連携している。


気になることがあれば、地域包括支援センターに連絡することが定着していることがいい
効果に繋がっていると考えている

＜未然防止・早期発見のための住民向け周知・普及啓発＞


住民向けの周知として、広報や地区の回覧板を活用して、そこで記事を載せる等の周知啓発を
行っている。また、市の情報発信には LINE や Twitter も活用している。加えて、地域包括支援
センターが地域に出向いて啓発活動を行っている。


地域住民も含めた見守り・連携が進んでおり、権利侵害の未然防止や早期発見につながっ
ている。また、住民が事例に応じてどこに相談すればいいかある程度明確になっており、
地域包括支援センター等に通報・相談しやすい環境になっていることも重要であると想定
される。



見守りが監視的になってしまうケースや、主観で虐待であると判断して通報がなされるケ
ースもあり、対策が必要であると考えられている。



地域の連携や見守りについては、人口規模に応じた対応策を検討する必要があることが示
唆される。四條畷市は人口 5 万 5 千人程度の規模であり、地域住民の連携が取りやすい規
模である可能性があり、検討していくべきと考えられる。
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（2） 迅速かつ適切な対応・再発防止の観点について
迅速かつ適切な対応を行うために、庁内や地域包括支援センターなどとの連携、会議体の設置の
観点での取り組みについてヒアリングを実施した。
＜迅速かつ適切な対応のための庁内外連携と活動＞


高齢福祉課（60 歳以上、虐待対応も兼務）、障がい福祉課（65 歳未満、障害をお持ちの方）
、加
えて生活困窮関連の部署も対応している。また、福祉政策課においては事例検討を複数期間で
行う体制がある。



市内に 3 圏域日常生活圏域があるが、高齢化率にも差がある。高齢化率が 30%超えるところで
は、地域包括支援センターが支援困難な事例を常に行政へ相談しており、対応している。



地域包括支援センターに相談業務は委託・連携している。定例会議も設けており、事例や対応
内容に関する情報交換などを積極的に行っている。


単独では対応が難しい、地域包括支援センターの知識やアセスメントの能力であっても、
広い情報が求められてくる。相談できたところのケースを整理し、横に広げていく際に時
間的な比重がかかってきている。



ケアマネジャーとの定例連絡会にて事例を共有している。



守口市、門真市とともに「くすのき広域連合」を組成しており、市をまたいだ様々な事案につい
て対応を行う体制はできている。


体制整備の際の予算確保において、予算規模の観点から単独の自治体では実施が難しいシ
ステムの導入など、三市合同で実施することで質の高いシステムを導入できる等があるが、
地域によって特色があるため予算に落としにくいところはある。



虐待対応については各市に権限があり、広域での対応はしていない。また、地域支援事業
や地域の課題から共同で事業を創成していくという観点ではなじまないこともある。



「まるごと支援会議」という会議体を年に 2 回程度行っている。この会議体では行政機関だけ
でなく外部機関（例えば、警察、消防）も構成員となっており、事例とごとに担当の機関から説
明する機会としている。地域ケア会議で取り扱うことが難しい高齢者虐待防止法第 27 条に規定
する消費者被害への対応や虐待に準ずる対応が求められる権利侵害はこちらの会議体で取り扱
っている。



高齢者 SOS ネットワークシステムを三市広域で導入している。事前登録した高齢者について行
方不明の状況が生じた場合、SOS ネットワークを活用した情報配信を行う仕組みであり、あわ
せて市としては家族等からの希望により、市の LINE や HP に情報をアップするなど早期発見
を呼びかけている。支援機関や介護事業所、行政が主体となっている。

＜再発防止のための活動＞


事例の評価やモニタリングとして、個別事ごとに、随時相談が入った際に地域包括支援センタ
ーで関わってもらい、事後対応を実施している。


事後評価の結果を集約して評価する会議は今のところなく、リスト化して後追いすること
ろまではできていない。
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3. 小括
＜課題の把握＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村はお
よそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、65
歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４割～
５割弱であった。



高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発生
数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以上夫
婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握された発
生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生している可
能性がある2。



在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する死
亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答していた。

＜検討会の設置＞


準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や民
間団体との連携協力体制を整備している」
「事例検討会の場や機会等を設けている」市町村は
約５割であった。



対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が何
らかの対応をしていた。



高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由は、
人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）も上
位であった。


＜計画の策定＞


セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、
行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画にセ
ルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。



孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行政評
価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤独死を
含めている自治体は非常に限定的であった。



認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行政
評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に認知
症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなった。

1

アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。
2

上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字
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＜実施と評価＞


約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対応
をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包括支援
センターが上位だが、それ以外も相当数ある。



再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）に
留まっている。

＜ヒアリング結果＞


未然防止・早期発見のためには、地域住民などが高齢者を日常的に見守り、必要に応じて行
政機関等に相談・通報できる環境（見守りネットワーク）を構築していることが重要である。
特に、セルフ・ネグレクトのような発見が難しい事案については、高齢者のちょっとした変
化に気づくことが求められる。



迅速かつ適切な対応や再発防止の観点においては、行政機関とその協業者がシームレスに連
携・対応できる体制を構築できているかが重要であることが示唆された。
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第４章 消費者被害に関する調査
1. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）
※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、調査目的と対象と方法の記述は
割愛する。

（1） 調査結果
※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、回収状況及び回答者の基本属
性についての記述は割愛する。
※ その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

① 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の把握状況について
自治体や地域包括センターで、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の発生件数
の把握状況について、「対応をしているが件数は把握していない」が 66.4%と最も高く、次い
で「消費者被害単独では把握していないが、経済的虐待等に含めて把握している」が 17.7%で
あった。
図表 49

全体(n=691) 2.6
0%

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の把握状況（n=691）

13.3

17.7
20%

66.4
40%

60%

80%

全件把握している
ある程度把握している
消費者被害単独では把握していないが、経済的虐待等に含めて把握している
対応をしているが件数は把握していない
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100%

② 高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱等の有無
自治体に高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱について、「そのような条例や要綱等は
ない」が 69.8%、
「取り扱った条例や要綱等がある」が 6.8%で、「わからない」が 23.4%であ
った。
図表 50

高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱の有無（n=691）

全体(n=691)

69.8
0%

20%

そのような条例や要綱等はない

6.8
40%

60%

取り扱った条例や要綱等がある

23.4
80%

100%

わからない

③ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応について
自治体における高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する対応については、
「消費者被害の予防に関する広報、注意喚起」が 67.4%と最も高く、次いで「消費生活センタ
ーによる対応」が 60.5%であった。
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図表 51

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応（n=691）

消費者被害の予防に関する広報、注意喚起

67.4

消費生活センターによる対応

60.5

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

37.3

見守り体制の検討・構築

35.2

法テラスや弁護士会等の法律相談

31.7

警察（市町村職員同行含む）による対応

28.5

介護保険サービス・生活支援サービスの導入

26.9

介護保険法における地域ケア会議の実施

21.9

法テラスの特定援助対象者法律相談の利用

11.9

消費者被害を主たる理由とする老人福祉法に基づく
10.4

成年後見制度の市町村長申立
消費者安全確保地域協議会による対応

4.9

その他

4.9
0%

10%

20%

30%

全体(n=691)
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④ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応の連携について
自治体で、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に対応するにあたって連携して
いる庁内の部署、関係機関等は、
「市町村の消費生活センター」が 69.6%と最も高く、次いで
「高齢者福祉担当部署」が 68.0%であった。
図表 52

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応で連携をしている部署（n=691）

市町村の消費生活センター

69.6

高齢者福祉担当部署

68.0

社会福祉協議会

50.9

介護保険担当部署

48.0

生活保護担当部署

46.6

地域包括支援センター（直営の場合を除く）

44.6

障害福祉担当部署

43.7

民生・児童委員

39.2

弁護士等の法律家

28.8

都道府県の消費生活センター

19.0

ゴミ（回収・処理）担当部署

7.1

消費者安全確保地域協議会

6.2

その他

7.5
0%

10%
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全体(n=691)

50%

60%
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⑤ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題の対応について
自治体が、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できている
かどうかについて、
「どちらかというとできている」が 53.8%と最も高く、次いで「対応は行
っていない／事例がない（把握していない）
」が 24.7%であった。
図表 53

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できているかどうか
（n=691）

全体(n=691) 2.0

15.3

0%

53.8
20%

40%

4.1
60%

できていない

どちらかというとできていない

どちらかというとできている

できている

対応は行っていない／事例がない（把握していない）
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24.7
80%

100%

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できているかどうか、
について「できていない」又は「どちらかというとできていない」と回答した市区町村がうま
く対応できていない理由は、「相談や通報があった際の解決方法が相談内容の類型ごとに定ま
っていないため」が 54.2%と最も高く、次いで「対応に従事できる人員数が不足しているため」
が 36.7%であった。
図表 54

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できていない理由
（n=120）

相談や通報があった際の解決方法が相談内容の
54.2

類型ごとに定まっていないため
対応に従事できる人員数が不足しているため

36.7

情報共有の場が設けられていないため

29.2

対応についてのノウハウを
25.8

うまく引き継ぐことができていないため
他部署・他機関との連携がうまくいっていないため

22.5

見守りネットワークがうまく機能しておらず、
13.3

相談や通報がつながらないため
見守りリストが作成されていないため

8.3

個人情報の規制により他部署・他機関に
6.7

適切なタイミングで引き継ぐことができていないため
対応のための予算が限定的であるため

4.2

その他

4.2
0%

10%
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⑥ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する窓口業務の周知や啓発活動、体
制整備について
高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する窓口業務の周知や啓発活動、体制
整備の実施（高齢者虐待防止に関する周知活動と一体的に実施している場合はその状況も踏ま
えて回答）については、「成年後見制度、日常生活自立支援事業の利用促進を図っている」が
39.7%と最も高く、次いで「市町村が発行する広報誌を通した啓発活動を行っている」が 32.1%
であった。

95

図表 55

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の窓口業務の周知等の実施内容（n=691）

特に対応していない

22.0

成年後見制度、日常生活自立支援事業の
39.7

利用促進を図っている

市町村が発行する広報誌を通した啓発活動を行っている

32.1

警察との連携（情報共有・意見交換など）を図っている

27.9

地域による見守りネットワークの構築・強化を図っている

26.3

パンフレットやリーフレットを作成している

19.0

貴自治体のホームページに窓口情報や取り組む体制、
15.2

計画などを公表している
住民向けの講演会や公開セミナーを通した

15.1

啓発活動を行っている
窓口にて同法に規定する消費者被害の相談・通報も

13.9

扱うことを明示している

福祉計画に盛り込んでいる

12.4

『訪問販売お断りステッカー・シール』等を
11.0

作成、配布している

消費者安全確保地域協議会を設置（予定も含む）している

10.9

窓口にて同法で規定する消費者被害についての内容を
例示した上で、同法に規定する消費者被害が

5.5

どのようなものかをわかりやすく説明している
高齢者の消費者被害を早期に発見するための
1.7

チェックリストを整備している

その他

5.5

0%
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⑦ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提
供について
消費生活センターや地域包括センター等の関係者が、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する
消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供（高齢者虐待防止に関する周知活動と一
体的に実施している場合はその状況も踏まえて回答）については、
「実施していない」が 66.1%
と最も高く、次いで「地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会
を開催している」が 11.0%であった。
図表 56

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する知識等の習得機会の提供（n=691）

実施していない

66.1

地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の
11.0

研修・勉強会を開催している
地域の課題として地域ケア会議を実施している

10.4

地域包括支援センター運営協議会で情報共有している

6.4

実際の事例を持ち寄り発表し意見交換できる
6.1

ケース検討会を開催している
消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や

2.0

関連法などの研修・勉強会を開催している
テキストやマニュアルを作成、配布している

1.4

参加者がお互いに考え合えるワークショップ型の
1.3

研修会を開催している
同法に規定する消費者被害の権利侵害を含んだ研修会への参

1.2

加費用を独自に補助している
その他

9.3
0%
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⑧ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の権利擁護に対応するマニュアル、業務
指針、対応フロー図等の作成について
独自の高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する対応するマニュアル、業務
指針、対応フロー図等の作成については、
「作成していない」が 95.7%と最も高く、次いで「独
自に作成した高齢者虐待対応のマニュアル等のうちに、同法に規定する消費者被害への対応に
関する記載を含む」が 4.1%であった。
図表 57

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の権利擁護に対応する
独自のマニュアル等の作成（n=691）

全体(n=691)

4.1
0.3

95.7
0%

20%

40%

60%

80%

100%

作成していない
独自に作成した高齢者虐待対応のマニュアル等のうちに、同法に規定する消費者被害への対応に関する記載を含む
高齢者虐待対応のマニュアル等とは別に、単独のマニュアル等を作成している
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⑨ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関して、
庁内の理解とサポートを得るためにしていること
高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るた
めに実施していることについて、「何もしてない」が 51.7%と最も高く、次いで「同法の規定
する消費者被害に関しても連携する必要性を説明し、協力を依頼している」が 17.4%であった。
図表 58

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の権利擁護に関して
庁内の理解とサポートを得るためにしていること（n=691）

何もしてない

51.7

同法の規定する消費者被害に関しても連携する
17.4

必要性を説明し、協力を依頼している
消費者被害を扱う主管課の会議等に参加している

13.5

ケースカンファレンスを開催し関連する部署に
11.7

参加してもらっている
ワンストップ型の相談窓口を設置し、関連部署で
8.0

複合的な課題を一体的に協議できるようにしている
その他

7.5
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⑩ 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証の実施について
高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証の実施（高齢者虐待の防
止に関する取組と一体的に実施している場合は、その状況を踏まえて回答）については、「行
っていない」が 94.9%、
「行っている」が 5.1%であった。
図表 59

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案事後検証の実施について（n=691）

全体(n=691)

94.9
0%

20%

40%

5.1
60%

行っていない

80%

100%

行っている

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証を「行っている」と回答
した市区町村の事後検証の結果は、
「検証結果を他ケースの解決に繋げている」が 62.9%と最
も高く、次いで「検証結果を地域包括支援センター等関係機関で情報共有している」が 60.0%
であった。
図表 60

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証の結果（n=35）

検証結果を他ケースの解決に繋げている

62.9

検証結果を地域包括支援センター等
60.0

関係機関で情報共有している
検証結果は特にその後の対応に反映していない

8.6

検証結果を職員研修等で報告している

2.9

検証結果をマニュアル等に反映している

0.0

その他
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⑪ 消費者被害を防ぐための消費者安全確保地域協議会との連携等について
高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐために
取っている消費者安全確保地域協議会との連携等については、
「消費者安全確保地域協議会（見
守りネットワーク）が構築されていない」が 72.6%と最も高く、次いで「消費者安全確保地域
協議会の全体会議に参加」が 15.5%であった。
図表 61

消費者被害を防ぐための消費者安全確保地域協議会との連携等（n=691）

消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）が
72.6

構築されていない
消費者安全確保地域協議会の全体会議に参加

15.5

各構成員から見守り等の活動の実施状況や改善点等の報告

4.5

地域協議会内の構成員間での見守り対象者に関する
3.6

個人情報の共有（個人情報保護法の例外規定の適用）
消費者安全確保地域協議会の運営方法や見守りリストの提

0.7

供方法を協議会の構成員で共有するためのマニュアル作成
特定機関への見守りリストやマニュアルの説明と提供

0.7

その他

8.4
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高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐために
取っている消費者安全確保地域協議会との連携等について、「早期発見・見守りネットワーク
等」を既に立ち上げていると回答した市区町村における構成機関は、
「地域包括支援センター」
が 83.5%と最も高く、次いで「社会福祉協議会」が 79.7%であった。
図表 62

既に立ち上げている早期発見・見守りネットワーク等の構成機関（n=133）

地域包括支援センター

83.5

社会福祉協議会

79.7

民生・児童委員

72.9

消費生活センター

72.2

警察

69.2

金融機関

39.1

自治会

33.8

郵便局

33.8

商工会

25.6

農協

25.6

新聞販売店

24.8

生活協同組合

24.1

コンビニエンスストア

20.3

宅配業者

20.3

保健所

19.5

消費者団体

18.0

学校・教育機関

16.5

公共交通機関運営会社

9.0

その他
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2. アンケート調査（消費生活センター向け調査）
（1） 調査目的
高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定と評価等実態を把握することを通じ、高齢者虐待
等の権利擁護に関する計画策定に資する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法
などを整理し、高齢者虐待防止を中心とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計
画策定・評価と保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金活用に資する基礎
資料を作成すること。

（2） 対象と方法
調査対象
全国の消費生活センターの実務者 1,747 名
（市区町村の高齢者虐待防止対応を主管する部署から消費生活センターにアンケートを伝達）

調査期間
令和 3 年 12 月 1 日（水）～12 月 28 日（火）

調査方法
インターネットによるアンケート調査

抽出方法
悉皆
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（3） 調査結果
回収状況
【回収数】563 名／1,747名
【回収率】32.2%

回答者の基本属性
回答者の所属する自治体は、「市」が 69.3%と最も高く、次いで「区」が 25.0%であった。
図表 63

回答者の所属する自治体（n=563）

全体(n=563)

69.3
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60%

区

町

80%
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村

回答者の所属する自治体の所在地は、「県庁所在地以外」が 95.0%、
「県庁所在地」が 5.0%
であった。
図表 64

全体(n=563)

回答者の所属する自治体が県庁所在地である割合（n=563）

5.0
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県庁所在地以外
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80%

100%

回答者の所属する自治体が政令指定都市かどうかについては、
「政令指定都市以外」が 97.2%、
「政令指定都市」が 2.8%であった。
図表 65

回答者の所属する自治体が政令指定都市である割合（n=563）

全体(n=563) 2.8
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回答者の所属する自治体が中核市かどうかについては、
「中核市以外」が 94.3%、「中核市」
が 5.7%であった。
図表 66

全体(n=563)

回答者の所属する自治体が中核市である割合（n=563）
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回答者の所属する自治体が特例市かどうかについては、
「特例市以外( 令和 3 年 4 月 1 日
現在）
」が 97.3%、「特例市」が 2.7%であった。
図表 67

回答者の所属する自治体が特例市かどうか（n=563）

全体(n=563) 2.7
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特例市以外( 令和3 年4 月1 日現在）

回答者の所属する自治体の保健所設置の有無は、
「3 号市以外」が 99.5%、
「保健所設置市（3
号市）
」が 0.5%であった。
図表 68

保健所設置の有無（n=563）

全体(n=563) 0.5
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100%

回答者の所属する消費者センターが単独設置、もしくは広域連合であるか、について「単独
設置」が 79.4%、
「広域連合」が 20.6%であった。
図表 69

全体(n=563)

消費者センターの設置形態（n=563）

79.4
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20.6
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回答者の所属する消費者センターが「広域連合」と回答した場合、担当している都道府県・
自治体は、
「北海道」と「愛知県」が 12.1%であり最も高かった。
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図表 70

回答者の所属する広域連合が担当している都道府県・自治体（n=691）
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全体(n=116)

10%

15%

高齢者虐待防止法第 27 条関連の高齢者消費者被害について
1) 消費者被害の考え方の消費者行政部局内での周知について
「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対応する必要がある」
という考え方が消費者行政部局内で周知されているかどうかについては、「ある程度は認識
されていると思う」が 45.6%と最も高く、次いで「十分周知されていると思う」が 25.2%で
あった。
図表 71

全体(n=563)

消費者被害の考え方の消費者行政部局内での周知について（n=563）

25.2
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80%

100%

十分周知されていると思う
ある程度は認識されていると思う
あまり認識されていないと思う
全く認識されていないと思う（この設問文を通じて初めて知った）

2) 高齢者に対する消費者被害についての高齢者虐待対応部署との連携について
高齢者に対する消費者被害について、高齢者虐待対応部署とどのように連携しているかに
ついては、
「被害について高齢者虐待対応部署へ相談・通報」が 61.5%と最も高く、次いで
「福祉サービス等へのつなぎ」が 44.8%であった。
図表 72

高齢者に対する消費者被害についての高齢者虐待対応部署との連携内容（n=563）

連携したことはない

12.6

被害について高齢者虐待対応部署へ相談・通報

61.5

福祉サービス等へのつなぎ

44.8

高齢者の生活状況に関する情報の共有
30.7

（家族関係や財産状況）
被害者への訪問を高齢者虐待対応部署へ依頼

22.2

高齢者虐待対応部署の職員に対し
7.6

消費者被害の研修を実施
その他

13.9
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高齢者に対する消費者被害について、高齢者虐待対応部署や地域包括支援センター等の支
援組織と連携した支援が求められるケースにおいて、連携が困難だった経験の有無について
は、
「連携が困難だったことはない」が 73.4%と最も高く、次いで「連携したことがない」
が 12.3%、
「連携が困難であった」が 7.8％となった。
図表 73

高齢者虐待対応部署や地域包括支援センターとの連携が困難であった経験の有無（n=563）

全体(n=563)
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100%
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3) 地方公共団体及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会への取組に
ついて
高齢、障害、認知症等で判断力が不十分な方への消費者被害を防ぐため、地方公共団体及
び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会への取組で実施していることについ
ては、
「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築していない」が 60.6%と
最も高く、次いで「消費者安全確保地域協議会の全体会議を実施」が 23.4%であった。
図表 74

消費者安全確保地域協議会への取組で実施していること（n=563）
消費者安全確保地域協議会
60.6

（見守りネットワーク）を構築していない
消費者安全確保地域協議会の全体会議を実施

23.4

各構成員から見守り等の活動の実施状況や改善点等の報告

9.1

地域協議会内の構成員間での見守り対象者に関する
6.4

個人情報の共有（個人情報保護法の例外規定の適用）
消費者安全確保地域協議会の運営方法や見守りリストの提供
2.7

方法を協議会の構成員で共有するためのマニュアル作成
特定機関への見守りリストやマニュアルの説明と提供

2.1

その他

14.9
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高齢、障害、認知症等で判断力が不十分な方への消費者被害を防ぐため、地方公共団体及
び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会への取組で実施していることについ
て、「消費者安全確保地域協議会等」を既に立ち上げていると回答した市区町村における構
成機関は、
「消費生活センター」が 82.9%と最も高く、次いで「地域包括支援センター」が
78.9%であった。
図表 75

消費者安全確保地域協議会等の構成機関（n=152）

消費生活センター
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地域包括支援センター
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4) 消費者被害の相談等を平日の昼間以外で受付けできる体制について
平日の昼間以外において消費者被害の相談等を受け付けできる体制がある時間帯につい
ては、
「平日の昼間以外には対応していない」が 92.7%と最も高く、次いで「土日（昼夜を
問わず）
」が 6.2%であった。
図表 76

消費者被害の相談等を、平日の昼間以外で受付けできる体制がある時間帯（n=563）
土日（昼夜を問わず）

6.2

平日夜間

2.8

祝日（昼夜を問わず）
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平日の昼間以外には対応していない

92.7
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5) 関連する研修・勉強会の開催について
地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会を開催しているか
どうかについては、
「いいえ」が 70.2%、
「はい」が 22.0%、
「わからない」が 7.8%であった。
図表 77

地域包括支援センター対象にした消費者被害や関連法の
研修・勉強会の開催について（n=563）

全体(n=563)
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消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会を開催してい
るかどうかについては、
「いいえ」が 85.3%、
「はい」が 9.4%、
「わからない」が 5.3%であ
った。
図表 78

消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や関連法などの
研修・勉強会について（n=563）

全体(n=563)
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80%

わからない

100%

3. ヒアリング調査
（1） 調査目的
毎年実施されている高齢者虐待防止法に基づいた調査において調査対象者外となっている、
高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害について、「未然防止」、「早期発見」、
「迅速かつ適切な対応」及び「再発防止」の 4 つの観点から、自治体における支援状況等に関
する好事例や取組事例を収集することを目的とした。

（2） 問題意識
高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害について、自治体における支援等を
推進するための要点や課題はどのようなものか。また、阻害要因があるならば、それはどのよ
うなものかを問題意識として調査を行った。

（3） 具体的な事例
高齢者の消費者被害の具体的な事例として立川市の事例を紹介する。
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東京都立川市


自治体概要（令和 2 年度）
人口：184,795 人、65 歳以上の高齢者人口：45,465 人、高齢化率：24.6％

1. 実態把握について
（1） 高齢者の消費者被害についての把握状況と行政計画


高齢者の消費者被害の発生件数について、実数としては把握できていない。



高齢者の消費者被害についての行政計画策定の実施状況は不明である。
図表 79 立川市の実態把握状況と行政計画・評価

消費者
被害の
把握件数

高齢者福祉部局にて把握
消費生活センター等→高齢者福祉部局
高齢者福祉部局→消費生活センター等

対応し
ているが
件数
未把握

高齢者消費者被害の行政計画の有無

不明

高齢者消費者被害の庁内決裁の有無

不明

高齢者消費者被害の行政評価の実施

なし

なし

高齢者消費者被害の予算確保向け評価実施

なし

高齢者消費者被害の条例・要綱

（2） 実務主体である高齢者福祉課の体制


高齢福祉課を中心に生活安全課や複数の外部機関との連携を通して業務を行っている。権
利擁護業務の中で実施することになっている。
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2. 高齢者の消費者被害への対応について
（1） 未然防止・早期発見の観点について
未然防止・早期発見のための実施体制や住民向けの普及啓発を中心に取り組んでいることに
ついてヒアリングを実施した。
＜未然防止・早期発見のための体制作り＞


地域ケア推進会議、ならびに日常生活圏域で開催される小地域ケア会議の場が体制作りに
大きな役割を果たしており、所属機関から民生委員や介護サービス事業所、ボランティア
活動に情報提供がなされるなどの連携が図られている。


成年後見の申し立てや日常支援生活自立支援事業に繋げるなどの対応を行っている。
地域包括支援センターが自発的に見守りを実施していることなど、地域で連携でき
る体制が整っている。



影響力のある個人が発端となって取組が考案され、実現することが多い。このよう
な形で進められる要因として、日常生活圏域が 6 つ、人口が約 18 万人という規模感
ポイントとなっている可能性がある。




高齢福祉課のフットワークの軽さも重要である。

地域見守りネットワーク事業協定締結をしている。協定には大手コンビニエンスストアも
含まれており、高額なプリベイトカードを高齢者が購入しようとした際に一声かけていた
だくようにしている。これはプリベイトカードを介した消費者被害が増えていることから、
警察からコンビニエンスストアに周知できないか相談があったことがきっかけである。



市民同士がお互いを自然に見守ることができる体制づくりを目指しており、その結果、未
然防止や早期発見につながっていると考えている。



地域包括支援センター向けの消費者被害の研修はできていないが、普段の地域ケア会議で
実践の中で学ぶことが多いと考えている。地域包括支援センターの社会福祉士は、権利擁
護は業務の中で実施している意識はあると思う。



消費生活センターは虐待防止ネットワークには参加していない。次回以降は声がけするこ
とにする。

＜未然防止・早期発見のための住民向け周知・普及啓発＞


高齢者が集まるイベントの場等で生活安全課が主体となっていろいろなマスク・ウェット
ティッシュ等の啓発グッズ配布している。ワクチン接種の予約窓口の開設と同時に実施す
るなど、高齢者が多く参集する場面を活用し、高齢福祉課と消費生活センターが一緒にな
って活動している。



年に 1 回、警察と協働で消費者被害防止イベントを実施している。



東京都で一番消費者被害額が多くなったことをきっかけに弁護士や地域包括支援センタ
ー、消費者生活センターが協力してキャラバンを組んでイベントを実施していたこともあ
った。本取組について現在は下火だが、介護予防教室や詐欺防止について市民向けに話す
場でしっかりと周知していく予定である。
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小地域のエリア会議に消費生活センターの相談員に来てもらい、市民向けのミニ講座を開
催いただいている。介護サービス事業所向けなども実施している。


高齢者のみならず、いろいろな方に話を聞いてもらうことが目的。みんなに聴いて
ほしい、知ってほしいという気持ちから手を尽くしている。



自動通話録音機を立川市の予算で購入し、65 歳以上の市民に無償で貸し出している。これ
までに 3,000 台を貸し出しており、来年度も 2,000 台の購入を予定している。本自動通話
録音機は警察か市の担当者が対象者を訪問して取り付けている。



行政だけがその街を良くしようと頑張るのではなく、市民や立川で働く方が立川に住んで
いて良いと思ってもらう取組が必要であると考えている。そうすると、有事の取組や虐待
防止に波及すると思う。どのように市民に動機づけられるかが一番大きいと思う。一人一
人の市民にアプローチすることで少しずつ変わっていくと思って少しずつ実施している。

（2） 迅速かつ適切な対応・再発防止の観点について
迅速かつ適切な対応を行うために、庁内や地域包括支援センターなどとの連携、会議体の設
置の観点での取り組みについてヒアリングを実施した。
＜迅速かつ適切な対応や再発防止のための庁内外連携とその内容＞


地域包括支援センターの社会福祉士を中心に、権利擁護業務連絡会を作っている。高齢福
祉課、地域包括支援センター運営協議会の弁護士、立川市社会福祉協議会の成年後見利用
推進機関等が入り、イベントの共催や消費者被害の情報共有を実施している。



地域ケア推進会議が月に 1 回あり、そのメンバーに高齢福祉課、立川市社会福祉協議会の
成年後見利用推進機関、消費生活センターの相談員または担当係長が出席し、相談に関す
る情報（相談者の属性や手口の特徴、ＨＰの確認依頼の周知啓発がある）を入手できるよ
うになっている。その場で事例の報告があるので、その場で質疑応答、所属機関に持ち帰
り、周知する仕組みを取っている。


地域ケア推進会議で消費生活センターの相談員から共有された事例について、ちょ
うど対応を進めていた事例との類似性が高く、事例を共有した相談員まで相談を持
っていった事例もある



緊急性の高い事案については、立川市でサイトを使って介護サービス事業所向けに
メールで注意喚起を実施している



事案が発生した際の対処法についてのノウハウは集約されており、迅速に対応することが
可能な体制は構築できている。


マニュアル化などの必要な時に即座に確認できるようなものは用意がなく、対応方
法は属人的になっている。
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4. 小括
高齢者虐待対応部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたものの、
高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体につい
て、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％となり、全体的
には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数把握は消費者
行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害において件数を把握す
ることができていない実態が明らかになった。



同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体で
は、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」こと
を挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が 95.7%と、
そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。



同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する広
報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対応と
は言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事業の利
用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法における地
域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署や関連機関
と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かった。



同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を行
っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型の相
談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在することは
注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半数あり、
庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいないことも明
らかになった。



高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、同
法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が
66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即し
た体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞


月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取れ
ているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。



消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体が
60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築してい
る自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対応が求
められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消費者行政
部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。既存のネッ
トワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。
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＜③計画の策定と評価＞


高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、行政
計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）
、体制整備の予算確保に向けた
評価の実施（6.9％）
、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるなど、非常
に限られている。



消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われてお
らず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の遅れ
につながっているものと考えられる。



同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答が
57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応部署
と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有はされて
おらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域ケア会議
に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握で
きており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速な対応が可能
だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。

消費者行政部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対応
する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被害は
消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへのつなぎ
が 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁護支援に
つながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要がある。その一
方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他自治体の好事
例を参考に早急な対応が求められる。



消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じてお
らず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止める側
の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27 条に基
づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可能性が高
い。

＜②検討会の設置＞


消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞


消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会の
開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会の開
催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉強会同
様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。
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第５章 総括と提言
「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」に A-PDCA サ
イクルに基づいた高齢者虐待防止についての体制整備が追加され、①課題の把握、②検討会の設
置、③計画の策定、④実施と評価という４指標1が提案されている。そこで、本章では、前述の 4
指標の観点に基づき、現状・課題と今後の論点について言及する。

1. 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する計画について
本稿では市町村と都道府県という 2 つのカテゴリー別に論じる。
1) 市町村
現状・課題
＜①課題の把握＞


高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応
状況等の調査が活用されていた。



全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、同法に基づき毎年度実施されることから
経年比較も可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。



机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す
根拠データとして調査結果が活用されていた。



ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分
析することにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。



なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する
機会・場（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。



しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討
会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計
画も散見された。

＜②検討会の設置＞


実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議
や介護保険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。
・虐待防止ネットワーク会議
・認知症施策推進関連の会議
・地域包括支援センター運営協議会 など



ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の
検討会を活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。
・地域包括支援センターの事業計画を検討する場

1

4 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。
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・地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士） など


更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施
策について行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政
評価のプロセスで課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。

＜③計画の策定＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その
他にも対象となる計画が存在することが把握できた。
・行動計画
・介護保険事業計画以外の行政計画
・市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等）
・庁内決裁の計画
・地域包括支援センターの運営方針や事業計画
・マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合



なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別
されていない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。



養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村
における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計
画の策定状況を分析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅
的に盛り込まれていない実態が把握できた。



ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合
わせることにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。

＜④実施と評価＞


高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査では
実施されていると回答していたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限ら
ず、他の計画に反映されて実施されている可能性があることが把握できた。



机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例
が把握できたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、
計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。



机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会
議のほかに、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性がある
ことが把握できた。
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今後の論点
＜①課題の把握＞


高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、市町村・都道府県がデー
タを有している。



手元にあるデータと各種検討会を活用し、高齢者虐待等の権利擁護に係る計画に課題分析
と対策を反映することが市町村に求められる。



把握した課題は計画に記録されなければ、課題に取り組んできた軌跡が残らず、関係者の
記憶にも残らない。また、人事異動等の人の入れ替わりにも対応できず、継承されない。



また、いつまでも同じ課題を提示し続けるのではなく、次なる課題を提示していくために、
同法に基づく対応状況等の調査を分析し、課題の把握に活用することで、A-PDCA サイク
ルの最初の「A-P」を実践することが必要である。

＜②検討会の設置＞


多くの市町村において高齢者虐待防止のネットワーク会議など、既存の検討会を活用し、
高齢者虐待等の権利擁護に関する課題を他機関と検討する機会・場を設置している実態が
把握された。



いくつかの市町村では行政評価のプロセスで検討を行っている実態も把握できた。体制整
備の評価や予算獲得につながる可能性があり、行政評価の活用については更なる調査が必
要である。



また、重層的支援体制整備事業や成年後見制度利用促進に係る会議体の活用については、
今回の調査では十分に把握ができなかったが、地域づくりと権利擁護支援の推進との連動
は欠かせない視点であり、好事例等を発掘することが必要である。



他機関との検討会の前段として、市町村や地域包括支援センター内で実施されている内部
会議を活用して、課題分析や対策のたたき台の作成については、日常業務に組み込みやす
いと考えられるため、好事例を発掘して普及していくことが望まれる。



課題を検討する機会・場を定めなければ、十分に対策が検討できず、課題のみの提示に終
わってしまう。計画策定において A-PDCA の「D」を明確にするためにも、検討ができる
機会・場を幅広く探していくことが、市町村に求められる。

＜③計画の策定＞


高齢者虐待等の権利擁護に係る計画を策定する際には、以下の①～③のように、養護者に
よる虐待と養介護施設従事者等による虐待を分けて記載する必要がある。
① 養護者による虐待及び養介護施設従事者等による虐待の両者に共通する事項
② 養護者による虐待に関する事項
③ 養介護施設従事者等による虐待に関する事項



計画の策定について、いくつかの市町村では行政計画だけではなく、行動計画1を策定して、
二層構造で体制整備を行っており、計画立案の方法論の一つとして示された。

1

ここでは、行政計画とは、介護保険事業計画、その他の行政計画、行政評価、市町村独自の行政計画等を指す。
行動計画とは、庁内決裁の計画、地域包括支援センターの運営方針や事業計画、マニュアル等を指す。
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なお、都道府県においても同様に、行政計画や行動計画が策定されていた。



行動計画の A-PDCA と行政計画の A-PDCA の２つのサイクルが存在すると考えられ、冒
頭の「A」
（アセスメント）を共通の起点としてサイクルを連動させ、網羅的に体制整備を
図ることがポイントになる。そのような好事例を発掘して普及していくことが望まれる。



毎年度実施される法に基づく対応状況等の調査により、体制整備の実態を把握して実施の
有無を確認しているはずであり、
「実施あり」と回答した項目については計画にも反映して
いくことが、市町村に求められる。

＜④実施と評価＞


評価にあたり高齢者虐待等の権利擁護の体制整備の実施内容を網羅的に把握するために
は、行政計画と行動計画の両面から確認する必要がある。



計画した体制整備の評価については、介護保険事業計画は評価までは至っていない実態が
ある。しかし一方で、行政計画や事業計画等では評価が行われている実態も認められた。
具体的な評価方法については今後の検討事項である。



各計画の A-PDCA サイクルを連動させ、介護保険事業計画にまで反映させられるように、
計画を戦略的にマネジメントすることが、市町村に求められる。



また、終結した虐待事案の事後検証については、個別事例の課題分析が体制整備の評価に
つながることが想定される。事例検討やモニタリング会議など、日々の実践に組み込むこ
とができるように、更なる調査とモデルの構築が必要である。
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2) 都道府県
現状・課題
＜①取組状況・課題の把握＞


市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、
「高齢者虐待の
防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用さ
れていた。



机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を
示す根拠データとして調査結果が活用されていた。



また、同法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の
機会、市町村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修
会等を活用して管内の市町村の実態を把握していた。



ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。



市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査
や検討会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述が
ない計画も散見された。

＜②検討会の設置＞


都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止に関する連絡会等の
市町村担当者会議や虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会
において情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていること
が把握できた。



ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題
を十分に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。



また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も
必要になり、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工
夫する必要性も把握できた。

＜③支援方策の策定＞


市町村への状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。



ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検
討している状況が把握できた。



また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見
直しや充実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。

＜④支援＞


養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、ま
た、都道府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。



弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク
だけではなく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携
しての対応、体制整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。
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養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机
上調査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞


市町村への訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討
会において市町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。



一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調
査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

今後の論点
＜①取組状況・課題の把握＞


法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、実態把握のチャンスである。



調査結果の活用方法だけではなく、ネットワーク構築を兼ねて、関係機関に意見を募り、
独自の調査項目を追加する等、調査の設計や運用のプロセスにも着目し、戦略的に取り組
めるようなモデルの構築が必要である。

＜②検討会の設置＞


都道府県の目標を定めるための課題分析については、検討会が活用されているが、開催頻
度や会議の参加者数、会議時間等の問題があり、検討会の機会や場のみで課題を検討する
ことが難しい状況がある。検討会の運用についてモデル事例の発掘が必要である。

＜③支援方策の策定＞


検討会では目標だけではなく都道府県の支援方策なども検討されることから、その実施に
向けて、事前の庁内連携により各部署からの視点で課題を分析し、対応状況等の調査結果
も活用して支援方策を策定することがポイントになる。



都道府県は単一部署ではなく、複数部署により職務を分担して担っている特徴があること
を活かし、多角的な視点から支援方策を検討することができる。そのような庁内連携の在
り方について、更なる調査と検討が必要である。

＜④支援＞
本項目に関する情報は、本調査では得ることが出来なかった。今後、本項目に関する更なる調
査と検討が必要である。
＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞


養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備について、焦点を当て
て調査と検討を行う必要がある。



弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク
だけではなく、都道府県と市町村の連携、都道府県の庁内連携などにも着目し、フォロー
アップと支援効果の評価等も含めて、効果的な支援を行う方策を検討する必要がある。



また、実態や課題、検討会や支援方策、フォローアップや評価について、その具体的な内
容が実施されていながらも、介護保険事業計画等の計画に反映されていない可能性がある。
それらを計画に反映し、A-PDCA サイクルを推進していくことが都道府県に求められる。
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2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害について
本項では準ずる対応が求められる権利侵害には複数のタイプが含まれることを念頭に置きつつ、
本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。
現状・課題
＜①取組状況・課題の把握＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村は
およそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、
65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４
割～５割弱であった。



高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発
生数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以
上夫婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握さ
れた発生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生し
ている可能性がある2。



在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する
死亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答してい
た。

＜②検討会の設置＞


準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や
民間団体との連携協力体制を整備している」
「事例検討会の場や機会等を設けている」市町
村は約５割であった。



対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が
何らかの対応をしていた。



高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由
は、人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）
も上位であった。

＜③計画の策定＞


セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、
行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画に
セルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。



孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行
政評価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤
独死を含めている自治体は非常に限定的であった。


1

認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行

アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。
2

上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字
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政評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に
認知症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなっ
た。
＜④実施と評価＞


約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対
応をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包
括支援センターが上位だが、それ以外も相当数ある。



再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）
に留まっている。

今後の論点
＜①取組状況・課題の把握＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数は、セルフ・ネグレクト、
養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者の
4 事例のみであってもその推定発生件数の総和は約 50,500 件であり1、高齢者虐待の相談・
通報件数と比べると多くなっている。
（令和 2 年度の結果によれば、養護者による相談・通
報件数は 35,774 件である）
。この結果を踏まえると、発掘・通報されずに見過ごされてい
るケースがあることが想定される。



準ずる対応が求められる権利侵害の発生件数の把握が限定的である理由の一つとして、こ
れらの権利侵害が虐待と同様に重大な権利侵害である事象という認識の周知・共有が不十
分である可能性がある。このため、これらの権利侵害についての周知・共有を進めるとと
もに、虐待防止ネットワークでの取組や体制整備を検討する際には、準ずる対応が求めら
れる権利侵害についても含めて検討する必要があることを定着させていくべきである。

＜②検討会の設置＞


過去（平成 26 年度・平成 30 年度）2に実施された同種の調査と比べると、高齢者虐待防止
法に準ずる対応を求められるケースについて、セルフ・ネグレクトを例に挙げると、発生
件数まで把握している市町村は以前と比べて増加している傾向にある(平成 26 年度調査：
25.7%、平成 30 年度調査：13.0%)。とはいえ、依然として、４～５割程度の市町村が発生
件数すら把握できていない状況にある。
「準ずる対応」の定義が不明瞭といった指摘はある
ものの、有効な対策を検討するためには、当該地域で生じている本課題の規模感の把握と
課題の共有は必須といえる。一方で、人員数の不足という指摘への対応も考慮する必要が
ある。



件数を把握できている市町村が５割程度であったことを考慮すると、対応がなされている
市町村の多くは、関係機関との連携、事例検討会の設置など、体制の強化や機関連携、ネ
ットワーク構築が蓄積されつつある。ただし、本調査では、どのような連携協力体制で、

1

各権利侵害の日本の総人口当たりの発生数を加算したもの

2

平成 26 年度における調査「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」
参考：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf
平成 30 年度における調査「高齢者の権利擁護における基礎自治体での相談体制・事例対応の実態把握等に関する調査研究」
参考：https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf
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どのような事例検討会や周知活動が展開されているのかといった具体的内容や質までは把
握できていない。良質な連携体制や場を構成する要素と指標化については今後さらに検討
する必要がある。
＜③計画の策定＞


高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計画的
な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について
は、現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展は
みられるものの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・
被養護関係にない高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題
は、それぞれ別個の問題であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限ら
ず、地域の実情に応じた計画策定と体制整備を図っていくことが求められる。

＜④実施と評価＞


高齢者虐待防止対応のための体制整備の事後検証の実施が 42.3%であったこと（令和２年
度調査結果）と比べると、高齢者虐待防止法に準ずる対応では終結した事案の事後検証は
大きく遅れているといえる。なお、高齢者虐待防止においても、他の体制整備の項目が６
～８割程度実施済みである中、この事後検証の実施割合は最も少なくなっている。「検証」
という水準には至らなくとも、再発防止にむけた「振り返り」の場を設けることが必要と
思われる。



ヒアリングを通して、セルフ・ネグレクトを始めとした権利侵害については地域住民が権
利侵害に気付くことができる状況（見守りネットワーク）を組成していくことが早期発見
につながることが示唆された。
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3. 消費者被害について
消費者被害については、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局の双方の観点で議論することが
重要であることを踏まえ、本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。
現状・課題

高齢者虐待対応部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたもの
の、高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体
について、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％とな
り、全体的には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数
把握は消費者行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害におい
て件数を把握することができていない実態が明らかになった。



同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体
では、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」
ことを挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が
95.7%と、そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。



同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する
広報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対
応とは言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事
業の利用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法に
おける地域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署
や関連機関と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かっ
た。



同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を
行っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型
の相談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在する
ことは注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半
数あり、庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいな
いことも明らかになった。



高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、
同法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が
66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即
した体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞


月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取
れているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。



消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体
が 60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築し
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ている自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対
応が求められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消
費者行政部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。
既存のネットワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。
＜③計画の策定と評価＞


高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、
行政計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）
、体制整備の予算確保に
向けた評価の実施（6.9％）
、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるな
ど、非常に限られている。



消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われて
おらず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の
遅れにつながっているものと考えられる。



同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答
が 57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応
部署と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有は
されておらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域
ケア会議に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればい
いか把握できており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速
な対応が可能だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。

消費者行政部局
＜①取組状況・課題の把握＞


消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対
応する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被
害は消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへの
つなぎが 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁
護支援につながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要があ
る。その一方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他
自治体の好事例を参考に早急な対応が求められる。



消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じて
おらず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止め
る側の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27
条に基づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可
能性が高い。

＜②検討会の設置＞


消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞


消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会
の開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会
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の開催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉
強会同様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。
今後の論点

高齢者虐待対応部局
＜②検討会の設置＞


高齢者に対する消費者被害は高齢者虐待防止法第 27 条に規定されており、経済的虐待と
同様の対応が求められる。地域ケア会議などにおいて、情報交換を通してお互いの理解を
深め、多くの場合アウトリーチ機能のない消費者行政部局から要請のあった場合は、高齢
者宅を訪問して消費者被害の状況や程度について事実確認を行い、両部局で対応策を検討
するなど、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局との協働対応強化が必要である。



高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの
連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政
部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害
は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を
深める必要がある。

＜③計画の策定/④実施と評価＞


ケース会議や研修会で検討・検証された事例と整理された情報は実務上の取り決めとして
類型化し、マニュアルを整備する。このことによって、担当者が変わっても等しい対応が
可能となる。なお、現在はほとんど行われていない事案の事後検証を行うことによって、
継続的にマニュアルの追加・整備を図る。



マニュアル化した実務上の対応をスムーズに進めるためには、協働できる見守りネットワ
ークの構築が必要である。特に、経済的虐待と同様の対応が求められる高齢者の消費者被
害については、高齢者虐待のネットワークとその目的が一致する。既存のネットワークで
何がどこまでできるのか、その機能を今一度確認し、例えば、緊急性がある場合など、本
人の同意がなくても必要な関係者間でのみ個人情報の共有を図りながら、迅速に被害回復
までつなげることが可能な消費者安全確保地域協議会を、既存のネットワーク機能に上乗
せして機能強化を図ることなど、検討する。

消費者行政部局
＜②検討会の設置＞


高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの
連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政
部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害
は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を
深める必要がある。（再掲）

＜③計画の策定/④実施と評価＞


消費者行政部局と高齢者虐待対応部局では、同法第 27 条に基づく高齢者の消費者被害の
認識について、双方の意識に齟齬が生じている可能性が高いことから、情報共有の在り方
を再検討することが喫緊の課題である。双方の連携・協働をさらに充実・進化させるため
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にも、高齢者虐待等福祉のネットワークと協働できる消費者安全確保地域協議会の設置を
積極的に検討する。なお、設置に際しては、新規に消費者被害への対応を主目的とするネ
ットワークを立ち上げることを目指すのではなく、既存の高齢者虐待等福祉のネットワー
クに消費者安全確保地域協議会の機能を上乗せすることを検討するなど、連携の緊密さを
担保することが肝要である。
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4. 提言と今後の課題
＜提言＞
高齢者虐待防止法は、高齢者虐待等の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応（悪化防止）、
再発防止を通じて、高齢者の権利利益を擁護することを目的としており、本研究事業では、その
体制整備を促進するため、都道府県及び市区町村の介護保険事業（支援）計画の実態や取り組み
の検討を、
「令和 4 年保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金」にかかる評価指標
を参考に、課題の把握から実施と評価に至る A-PDCA サイクル（冒頭の A はアセスメント）をど
のように展開していけばよいか、机上、アンケート、ヒアリングにより検討してきた。同時に、
高齢者虐待防止法に規定する養護者・養介護施設従事者等による虐待に加え、同法 27 条に規定す
る消費者被害、同法に準ずる対応が求められる権利侵害についての体制整備についても、同様に
検討した。
結果の詳細は、各章及び本章の各節で示したとおりであるが、ここではこうした結果を踏まえ
て、
「高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくりのための自治体による計画策定と評価」につ
いて、いくつかの提言を行う。
第 1 に、A-PDCA サイクルを踏まえ、高齢者虐待防止等における体制整備についての計画策定
を推進することが必要である。計画策定に当たっては、現状の把握が不可欠であり、高齢者虐待
防止法に基づく対応状況調査結果などを参考にしながら、責任主体である自治体を中心とした多
機関との課題共有を踏まえて体制整備の現状をアセスメントすることが必須である。こうしたア
セスメントに基づいて計画策定が進められるとともに、未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対
応（悪化防止）
、再発防止の取り組みを実施し、評価していくというサイクルを体制として整備し
ていく必要がある。計画は、介護保険事業計画に位置づけることに加え、そのほかの計画で体制
整備を規定する場合には、相互の関連性に留意する必要がある。
第 2 に、高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計
画的な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害については、
現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展はみられるも
のの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない
高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題は、それぞれ別個の問題
であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限らず、地域の実情に応じた計画策
定と体制整備を図っていくことが求められる。
第 3 に、高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害についての体制整備も不十分
であり、上記と同様に計画的な体制整備が必要である。消費者被害については、庁内他部署（特
に消費生活センター）との連携による対応がなされているものの、高齢者虐待等の担当部局によ
る実態の把握をはじめとした体制整備が不十分な状況にある。消費行政部局においても、高齢者
虐待等の担当課との連携が不十分なことが認識されており、協働対応を強化するような体制整備
を進める必要がある。
第４に、養護者と養介護施設従事者等による虐待防止についてそれぞれに計画を策定し、体制
整備を進める必要がある。現状では、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待の計画
等が区別されておらず、両者に共通する事項、それぞれに固有の事項に分けて、体制整備を進め
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る必要がある。
第５に、都道府県の市区町村支援を中心とした体制整備のあり方を明確にする必要がある。資
源や人材の限られた市区町村の体制整備の課題を都道府県がどのように把握し、支援していく体
制を整えていけばよいか、またそのために必要な庁内連携や体制について検討を進める必要があ
る。
最後に、上記の点を踏まえると、これまで「広報・普及啓発」、
「ネットワーク構築」、
「行政機関
連携」
、
「相談支援」の 4 つの項目について体制整備を行うことが求めてきた「介護保険事業に係
る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の記載は、A-PDCA のサイクルに沿っ
た計画策定や評価を促していくような項目に改訂することを検討すべきである。加えて、消費者
被害や高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備や都道府県の役割につい
ても記載を検討すること、養護者と養介護施設従事者等による虐待対応については、共通する事
項とそれぞれに固有の事項を記載することなどが検討される必要があると考えられる。
＜今後の課題＞
以下では、提言した内容を進めていくために、今後検討が必要と考えられる課題について述べ
る。
第 1 に、権利擁護支援を必要とする高齢者（とその世帯）の課題は、複合的であり、絡みあっ
ていることが多い。そのため、必然的に多機関が協働して対応することが求められる場合が多く
なる。こうした対応について、成年後見制度利用促進法に関連した施策や地域共生社会の実現を
目指した包括的な支援体制の構築、さらには福祉関係部局を越えた施策（例えば、消費者行政）
とどのように一体的に展開していくのかについては、本研究事業では十分に検討することができ
なかった。高齢者虐待防止等の権利擁護支援を促進していくためには、庁内及び保健医療福祉関
係機関を横断した取り組みが求められ、そのための体制整備を視野に入れて検討していくことが
必要である。
第 2 に、「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金にかかる評価指標」に APDCA サイクルに基づいた高齢者虐待防止にかかる体制整備が追加されたのは、令和４年度から
である。そのため、A-PDCA サイクルに基づいた高齢者虐待等の権利擁護を推進するための体制
整備についてのいわゆる「好事例・取組事例」が蓄積されておらず、市区町村、都道府県ともに、
手探りで取り組みを進めている状況にある。先述の他施策との協働を含め、未然防止、早期発見・
迅速かつ適切な対応（悪化防止）、再発防止という観点から、A-PDCA のサイクルに沿って体制
整備を図り、権利擁護支援を展開している市区町村、都道府県での好事例・取組事例を把握し、
そのことから A-PDCA のそれぞれの段階で必要とされる体制整備の内容を具体的に明らかにす
ることが必要である。「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究」の結果において虐待防止の
体制整備が進んでいる自治体ほど虐待の相談・通報件数、虐待判断件数が多い結果耐えられてい
ることからも明らかのように、高齢者虐待等の権利侵害の事案は依然として潜在化していると考
えられる。自治体がどのように体制整備を進めていけばよいか、具体的な道筋を示すことが必要
である。
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関連する法令について
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
（定義等）
第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第
五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をい
う。以下同じ。
）以外のものをいう。
３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待をいう。
４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、
ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷
を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から
不当に財産上の利益を得ること。
５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する
行為をいう。
一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しく
は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律第百二
十三号）第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規
定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項
に規定する介護医療院若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援セ
ンター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、
その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職
務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷
を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得るこ
と。
二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一
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項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条
第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サー
ビス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六
項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。
）において業務に従事する者
が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまで
に掲げる行為
６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事
業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第
二条第一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等
による高齢者虐待に関する規定を適用する。
（財産上の不当取引による被害の防止等）
第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上
の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。
）による高齢者の
被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機
関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相
談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適
切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。
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⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ఈ͢ͱҐ߳ɼेͶଲ͢ͱͺɼௌϙʖϞϘʖζ

ฑ೧Ͷʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯࣆࢬࣰۂགྷߟʱΝ

ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

ंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

غݡɼغଲԢͶΌΉͤɽΉͪɼ͍Κͦͱ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼ

ͤɽ

૯Νबஎ͢ɼٰଶࢯΏغݡͶखΕૌΊΉ ෳࢳྺ߶ۃฯ݊ෳࢳ෨͗࠷ͤΖ߶ྺंٰଶճ٠ΏݜरճͶɼอऀͳ࢞ޤճ

ͶϏϱϓϪρφΝઅ͢ɼٶʀܔ͢Ήͤɽ

ͱܔ͢ɼࢤΏஏҮίΠηνρϓཀྵմ͗ΌΔΗΖΓ͑ਬ͢Ήͤɽ

ͪ͘Ͳ͗ڛɽ

߶ྺंٰଶࢯΏغݡͶ͜ͱɼࢤ߁ๅࢶΏϏϱϓϪρφɼݜरճΝ௪ͣ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື



߶ྺंٰଶࢯʀݘཤ༶ݜޤरճɼࣆྭݗ౾ճ͵ʹ೧̑ʛ̒յ࠷͢ɼݜरؽճ

ஏҮेΏҫྏʀղʹ͵ंܐؖޤͶ߶ྺंٰଶ૮ ߶ྺंݘཤ༶ޤΏंޤࢩԋΝనͶߨ͓ΖΓ͑ɼ֦ۢฯ݊ෳࢳ෨;ٶฯ݊

Νઅ͢ɼٶʀܔ͢Ήͤɽ

૯ɼҫྏؖؽΏղޤฯࢬݧઅͶϏϱϓϪρφ

ΉͪɼٰଶࢯͶͯ͏ͱཀྵմΝ߶ΌΖͪΌɼࢤༀॶ

ͤɽ

ҮίΠηνρϓཀྵմ͗ΌΔΗΖΓ͑ਬ͢Ή

ϏϱϓϪρφɼݜरճΝ௪ͣͱܔ͢ɼࢤΏஏ

߶ྺंٰଶࢯΏغݡͶ͜ͱɼࢤ߁ๅࢶΏ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ݜरճΏࠖೋࣆྭݗ౾ճ͵ʹͶΓΖଡ৮झ࿊ܠ

ଶͶͤؖΖϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͤɽ

߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճͶͱๅ༙ڠΏࣆྭݗ౾Νߨ͏ɼ߶ྺंٰ

༽ͤΖ͞ͳͶΓΕɼٰଶࣆྭଲԢؽکԿͶΌΉͤɽ

ʰ߶ྺं૱ճ٠ʱΏݘཤ༶ޤιϱνʖΊ͖ͪʰࣆྭݗ౾ճʱΝۅదͶ

ΝਦΖͪΌɼอ࢞ޤɼҫࢥɼղޤγʖϑηࣆंۂՊͶΓΕߑ͠Ηͱ͏Ζ

๑ཱɼҫྏɼղޤద͵ݡஏ͖Δɼ߶ྺं;ٶंޤ์͓Ζୌغմ݀

ࢳ࢞෨ճͶ͕͜Ζɼٰଶࣆྭݗ౾Νߨ͏Ήͪ͢ɽ

;ٶϜωϣΠϩրఙด;ͶஏҮใࢩׇԋιϱνʖऀճෳࢳ࢞ͲߑͤΖऀճෳ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंͶన͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌɼฑ೧ͶٰଶଲԢΪχϧϱ

Ήͤ

ۢ৮ҽͳղޤॊࣆंਟଐ͖ͯన͵ଲԢྙΝਦΖͪΌɼࣆྭݗ౾Νࣰࢬ͢

⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド



ࢯͶͤؖΖౕͶͯ͏ͱɼेबஎΏܔΝ

ๅଇΝਦΕΉͤɽ

ݘཤ৷֒ ٰଶ ࣆྭΝࣖͤ͞ͳͱ㿈ɼ૮ʀ௪

ஏҮे͜Ͷɼ߶ྺंٰଶ௪ๅ૯बஎͳɼ

ඍΏݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

॑གྷͶ͵ΕΉͤɽͨͪΌͶɼंܐؖଲԢྙΝదͳͪ͢ϜωϣΠϩ

Ηཱིͱ㿈ɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंγϱΝෆ״Ͷࡱஎ͢ͱ͗ͳ͚͞ـ

߶ྺंٰଶࢯͪΌͶͺɼෳࢳʀฯ݊ʀҫྏ͵ʹؖؽܐؖΏஏҮ͗ɼͨΗͩ

غݡͪΌɼࢤٰ͜ଶࢯܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

Ώؔࣆॶۂɼղؖؽܐؖʹ͵ॶۂࣆޤͶबஎΝਦΕΉͤɽ

พճ٠Ν࠷͢ɼ༹ʓ͵৮ΏؖؽܐؖɼஏҮͳ࿊ܠΝਬͤΖαʖυΡ

ϋʖφྙΝਦΕΉͤɽ

ࠕޛ͞ΗΔಊΝܩକ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡͪΌɼ߁͚ࢤ

ͱࢤͶഓාͤΖ͵ʹ͢ͱ͘Ήͪ͢ɽ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆۂΏஎॵॄغࢩԋοʖϞɼஏҮίΠݺ

ຘ೧ɼߪԍճΝ࠷ͤΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱϏϱϓϪρφΝࡠ͢

ͶΌΉͤɽ

࠷Ν௪ͣɼ߶ྺंٰଶغݡΏ௪ๅ͵ʹबஎΝߨ͑Ͳͤɽ͞ΗΉͲɼ

૯ͳ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέରߑ ίʖηϭʖέྙΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱϏϱϓϪρφࡠʀഓාΏߪԍճʀݜरճ͵ʹ

ۂΝࣰࢬͤΖͳͳͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ૮ ॑࠶ແɼভඇंඅ֒͵ʹଡ༹ԿʀࡸԿ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɼߍ͵Ζιϱνʖ৮ҽ

ιϱνʖͶͦرΔΗΖ૮ͺɼղޤฯݧౕཤ༽Ώղޤ༩͵ʹୱಢୌͫ͜

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽηΫϩΠρϓ㿉

൝ ʱΝཤͤ༽ΖͳͳͶɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠਟଐ͵ٰଶଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ

ࡸԿͪ͢ࣆྭͶଲԢͤΖͪΌɼʰ˕˕߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩ ྫ೧րఙ

 ٰଶଲԢϜωϣΠϩ

ඍΏݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

॑གྷͶ͵ΕΉͤɽͨͪΌͶɼंܐؖଲԢྙΝదͳͪ͢ϜωϣΠϩ

Ηཱིͱ㿈ɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंγϱΝෆ״Ͷࡱஎ͢ͱ͗ͳ͚͞ـ

ղޤൾΗ͵ʹΝًҾͳͤΖٰଶΝࢯͤΖͪΌͶͺɼղंޤգ॑͵ղޤෝ୴Νܲ

ીΝߪͣΉͤɽ

Ͷͯخ㿈͚ɾ߶ྺं;ٶंޤ૮ʀࢨݶঁ;ٶΆ͖Ҳ࣎ฯޤචགྷ͵

ஏҮ૮૯ͱ㿈͍ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖ௪ๅͶΓΕɾ߶ྺंٰଶࢯ๑

ΕΉͤɽ

Εɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱबஎͤΖͳͳͶɼղंޤࢩԋରैࣰΝਦ

Ώղླྀިޤγϫϱ༽ɼ߁ๅࢶΏϏϱϓϪρφɼࢤϙʖϞϘʖζ͵ʹͶΓ

ͤݰΖ͞ͳ͗॑གྷͳߡ͓ΉͤɽஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶઅ͢ͱ͏Ζ૱૮૯

͢ͱखΕૌ͞ͳͶΓΕɼ߶ྺंݘཤ༶ޤɼ҈સ֮ฯΝਬ͢Ήͤɽ

ఈ͢ɼਫ਼Νࢩ͓ΖखૌΏɼٰଶࢯϋρφϭʖέΝૌ৭ؖ͢ؽܐؖʀର͗࿊ܠ

ૌਬɼࢤݡޛਕүʀ༽ɼࢩԋૌ৭ରඍΝߨ͏ɼ೧ݡޛਕΝમ

೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑Ώ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժͶͯخ㿈͚ݘཤ༶ޤख

㿈චགྷ͵๏Ͷଲ͢ɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼనͶݡޛౕͶͯ͵͘㿈Ήͤɽ

ྺंݘཤΏࡔࢊΝगΖͪΌɼౕٶʀܔΝΌΉͤɽΉͪɼౕཤ༽͖

ܯժʱͶͯخ㿈͘ɼஎͶΓΕࣙހஇΊͱ㿈ͺқࢧ݀ఈͶࢩ্͍Ζ߶

ʰ˕˕ஏҮෳࢳܯժ ྫ೧݆ࡨఈ ʱͶఈΌΖʰ˕˕೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌ

ࢬͶΓΕɼղޤෝ୴ܲ͗ݰਦΔΗΉͤɽ

ͨଠɼ ंޤՊଔ ΝࢩԋͤΖͪΌɼղޤฯݧγʖϑηཤ༽࢟Ώ૮ࣰ

ͤɽ

ʀճݸ

ʀਕෳࢳ๑Ͷͯخ㿈͚ਕෳࢳࢬઅી

ʀ߶ྺंฯ ޤͳंޤ

ʀགྷղࢬޤઅʀགྷղॶۂࣆޤࢨ

߶ྺंٰଶࢯͪΌͶͺɼෳࢳʀฯ݊ʀҫྏ͵ʹؖؽܐؖΏஏҮ͗ɼͨΗͩ

Үෳࢳ՟ʥ

Ͷͯ͏ͱঁ͢ݶɼࣆॶۂʀࢬઅ಼ͱ㿈߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡΝਦΕΉ

ΕΉͤɽ

ؖؽܐؖ͗࿊ͱ͢ܠɼਟଐ͖ͯనͶٰଶࣆྭͶଲԢ͢Ήͤɽ

ʀཱིࠬ

ղޤ৮ҽϟϱνϩίΠΏ৮ڧݡ͢͵ʹٰଶਫ਼Ν͛ͪΌखΕૌΊ

ղॶۂࣆޤʀࢬઅͶଲ͢ͱͺɼ߶ྺंٰଶࢯͪΌݜरࣰࢬͶཻΉΔͥɼ

ྭ͓ͺ㿈ɼ߶ྺं҈સ֮ฯͪΌɼۅద͵ղ͗චགྷͳஇ͠Ηͪͺɼ

ंۂɼ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆܔंۂͤΖ͞ͳͶΓΕɼٰଶࢯΝਦ

ྺं҈સ֮Ώࣆࣰ֮Νͪ͢ͱ㿈ɼචགྷ͵ଲԢΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ٰଶ௪ๅΝणͪ͜ͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏͳؖؽܐؖ࿊ྙڢܠɼ߶

͑ɼܔಊΏߪԍճΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ରߑΝΌΖͳͳͶɼ೧ݡޛౕཀྵմΝΌɼཤ༽͢Ώ͚ͤ͵ΖΓ

Ήͪɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͘ͰخɼஏҮͳؖؽܐؖ࿊ܠ

దʀܩକద͵ࢻ఼͖ΔࢩԋΝࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ؼΝण͜ͱ͏Ζͱ㿈͍ͮͱɼଜݭΝͮͱ҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ɼ

Ήͪɼஎͱ㿈͍ͮͱɼຌਕͶਐرΕ͗͵͏ɼ͍Ζ͏ͺଔ͖ΔٰଶΏղ๎ޤ

ͤɽ

எ߶ྺंΏٰଶࣆྭΝѴͤΖ͵ʹɼݘཤ༶ޤ؏఼͖ΔࢩԋΝߨ͏Ή

࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡͶΌΉͤɽ
߶ྺंٰଶࣆࣰ֮ΏஇɼଲԢݗ౾Νߨ͑غଲԢରΝکԿ͢Ήͤɽʤஏ

ݡगΕ͵ʹखΕૌΊΝܩକ͢Ήͤɽ



ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼

߶ྺंٰଶͶద֮ͶଲԢͤΖͳͳͶɼࢤܔΏஏҮݡगΕಊ͵ʹͳ
߶ྺंٰଶଲԢύϱφ㿈ϔρέΝ͗͵͢༽ΔɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼ˕˕

͞ͳɼΉְͪࣙ͵͏ΉΉͶన͵ଲԢͶ͵ͮͱ͢Ήࣰ͑ݳ͍Ζ͞ͳ͵ʹ͖

࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡͶΌΉͤɽ

ಊΝดߨ͢ͱ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ࢤ߁ๅࢶΏϙʖϞϘʖζɼߪसճ͵ʹͲɼٰଶͶͤؖΖஎࣟΝ߁͚ࢤΏղࣆޤ

Ήͪɼٰଶً͗͘ͱ͢Ή͑ഐܢͶɼٰଶΝ͢ͱ͢Ή͑ଈࢧ͏Ώਫ਼՟ୌ͍͗Ζ

߶ྺंٰଶͶద֮ͶଲԢͤΖͳͳͶɼࢤܔΏஏҮݡगΕಊ͵ʹͳ
Δɼ૮ରͳՊଔࢩԋکԿΝਦΖͳͳͶɼஏҮใׇίΠεητϞͶΓΖ

ΉͮͪഐܢΏགྷҾΝੵͤΖ͞ͳͱ㿈ɼࠕޛ͠Δ͵ΖՊଔࢩԋͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ۢΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈ଲԢϜωϣΠϩΏଲԢࣆྭΝ༙ͤڠΖ͞ͳͶΓΕɼ

ؖ͗࿊ܠΝਦΕ͵͗ΔనͶଲԢͤΖ͞ͳͺͬΘΞͲͤ͗ɼٰଶً͗ͮ͞ͱ͢

ٰଶ͗ΌΔΗΖίʖηͶଲ͢ͱͺɼ߶ྺෳࢳ՟ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼؽܐؖ

న͵ଲԢΝͳΕΉͤɽ

ԋͶͤؖΖ๑ཱʱͶ͘ͰخɼଐΏ͖Ͷ͢য়ڱΝ֮ͤΖɼࣆྭͶଊͪ͢

ٰଶࣆྭΝѴͪ͢Ͷͺɼʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩ

ࢯࡨΝਬͤΖͪΌɼҲൢࢤΏղंۂࣆޤߪसճʀݗफ͖͏͵ʹܔ

ԢΝߨ͑ରΝཱི֮͢ɼଡ৮झͶΓΖࢩԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंͶଲ͢ͱɼଲԢϜωϣΠϩΝࡠ͢ɼغݡʀغଲ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ



ۢΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈ଲԢϜωϣΠϩΏଲԢࣆྭΝ༙ͤڠΖ͞ͳͶΓΕɼ

͢ɾͶͯخ㿈͏ͪଲԢྙکԿ͗ਦΔΗΉͪ͢ɽ



⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ͳؖؽܐؖߍ͵Ζ࿊ܠΝਦͮͱ͏͚ͳͳͶɼٰଶࢯࡨΝਬͤΖͪΌɼٰଶ

߶ྺंٰଶࢯʀݘཤ༶ۂࣆޤͶͯ͏ͱܔࣆ ͱ㿈͵͚ɼਫ਼ڃࠖΏ߶ྺंٰଶɼࢩԋ͗චགྷ͵্͗͏͍Ζଔͳಋڋɼଡ

͏ͪΌඉޮන

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝ͵͏ͱ͢ࡎܟ

Νߨ͏Ήͤɽ

ʰ߶ྺंٰଶଲԢύϱχϔρέʱΝܔٶͪ͢༽
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ଲԢࣰྈ͖ΔචགྷͶԢͣͱϜωϣΠϩրఙΝߨ͏Ήͤɽ

ࡑͱ㿈߶ྺंΝղ͏ͱ͢ޤΖՊଔ͵ʹΝଲেͶɼղंޤೲΊʀղޤ๏๑͵ʹΝ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ



߶ྺंٰଶଲԢࣆྭৄݗίΠճ٠ͲՃͶ͘Ͱخɼࡠۂ෨ճΝཱི͝ɼࡨͳ

⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճͲͺɼ͖݆̐Ͷ̏յࣰແंճ٠Ν࠷͢ɼଠ՟ʤָ

චགྷͲͤ

ଶغݡɼغଲԢΏ༩ͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ

࠷ɼϏϱϓϪρφഓාܔಊΝΌɼ૮૯Ν߁͚बஎ͢ɼ߶ྺंٰ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏݘཤ༶ޤιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼݜरճɼड़ߪ࠴

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື



ՊଔղंޤͶଲͤΖๅڛΏ૮૯बஎΝߨ ߏگү՟ʀਕݘਬ՟ʀऀճෳࢳ՟ʀ݊߃ਬ՟ʀࢢүͱࢩԋ՟ʀฯүԄʥͳ࿊ܠ

͢ɼغ;ٶݡన͵ଲԢͶΌΉͤɽ

ࣰɼंܐؖʀՊͳϋρφϭʖέکԿΝଇ

ͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶ૮ରै ߨͮͱ͏Ήͤ͗ɼஏҮͶ͕͏ͱ߶ྺंٰଶࢯʀغݡͶͤؖΖबஎܔ͗

Ͷଲ͢ͱٰଶࢯܔಊΝۅదͶߨ͑ͳͳ ଲেͶ߶ྺंٰଶࢯݜरΝࣰࢬ͢ɼ৮Ͷଲٰ͢ଶࢯ;ٶغݡܔΝ

͚ɼͰ͢ݡΔ͏ίʖη͗ଡ͚͍ΕΉͤɽஏҮे ߶ྺं͍Ξ͢Ξ૮ιϱνʖऀճෳࢳ࢞ճͲ೧Ͷյɼղޤγʖϑηࣆॶۂ৮ҽΝ

ٰଶͺՊఋΏෳࢳࣆ಼ॶۂͲਫ਼ͤΖ͗ଡ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド









ݡޛౕཤ༽ଇͶΌΖɽ

ݡౕͶͤؖΖ߁ๅܔΏ૮ɼࢤݡޛਕͳ͢ͱಊͲ͘Ζਕࡒү͵ʹ೧

ʹܐؖରͳ࿊ܠΝਦΕɼ˕˕೧ݡޛιϱνʖӣӨରΝکԿͤΖɽ೧ޛ

˕˕ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ֫ͱ͢ͳؖؽɼ֦ࢤऀճෳࢳڢ٠ճΏอ͵࢞ޤ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼

बஎΝਦΕΉͪ͢ɽࠕޛࢤ߁ๅࢿΏࢤϙʖϞϘʖζΝ͢༽ɼ߶ྺंٰ

ͤɽ

ΌΉͤɽ

ଶͶͯ͏ͱ͖ΕΏ͚ͤबஎΝਦΕɼࢤஎࣟΏཀྵմ͗ΉΖΓ͑ܔٶͶ

ࢤ߁ๅࢿΝࢤ͢༽Ͷଲ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͤؖΖஎࣟʀཀྵմܔٶΏ૮૯

ݘཤ༶ޤखΕૌΊͶͤؖΖबஎʀܔΝਬ͢Ή

ղޤฯࢬݧઅॊࣆंٰଶࢯݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ωϣΠϩΏ೧ݡޛౕࢤௗਅཱིͱघॳॽΝࡠ͢ɼۂແްིԿΝਦΕΉͤɽ

ٰଶͶ͘ͰـɼܲـͶ૮Ͳ͘ΖΓ͑ɼ૮૯Ώ

͏Ήͤɽ

ऀճෳࢳ࢞ݜरࢂՅͶΓΕߍ͵Ζࣁ࣯ͶΌΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯϜ

͵͝Ζɽ

͵͗Δغ͢ݡɼଲԢͤΖ͞ͳͲɼ߶ྺंݘཤΝ༶͢ޤɼंޤࢩԋͶͯ

ͳͲɼٰଶਫ਼࣎غଲԢͶͪ͜खΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

ௌ಼સࢬઅͲགྷղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩࡨఈΝࢩԋΖ͞

ࣟबஎʀܔͶΌΖͳͳͶɼٰଶͶͤؖΖ૮Ώ௪ๅͶ֦ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠ

ղࢬޤઅ৮ҽΏࢤͶଲ͢ͱݜरճΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖਜ਼͢͏எ

ࢤҲਕͽͳΕ͗߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼਐۛ͵

ͶΌΉͤɽ

ͳΝबஎ͢ɼٰଶਫ਼༩ΏغݡʀغଲԢ ͜ݜरճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶາષࢯΏ॑ԿࢯͶͯ͏ͱཀྵմଇͶΌͱ

ͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖߨ૯Ͷ௪ๅͤΖ͞ ͪରඍචགྷཀྵմͶͯ͏ͱɼݜरճΝߨͮͱ͏Ήͤࢤ͜Ώؖؽܐؖ

बஎͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶΝ ࣎ͪ͢ݡͶԢͣͪพݜरΝ࠷͢ɼࢂՅंͳͳͶࣙࢬઅ͵ʹͲٰଶາષࢯͶ͜

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼʰ߶ྺंٰଶࢯ๑ʱ ʰղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯʀଲԢघӀ͘ʱΝ͗͵͢༽Δ৮

Ͱ͚ΕͶखΕૌΊΉͤ

ݜरճ࠷ΏܔϏϱϓϪρφͶΓΖेबஎΝਦΖͳͳͶɼௌऀճෳ

ٰଶଲԢϜωϣΠϩͶͯ͏ͱɼγʖϑηंۂࣆڛΏڋղࢩޤԋࣆंۂΝଲেͶ ࢳڢ٠ճͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶΌΉͤɽ

غӀ͘କ͘ɼݘཤ༶ޤͪΌ߁ๅΏɼ࿊ܠର ݜरؽճΝઅ͜ͱ༙ڠͲؔंܐؖɼༀׄͶԢͣͪଲԢͶΌΉͤɽ

ժͤΖஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͪ͢ɽ

ਫ਼җҽΆ͖ݘཤ༶ࢩޤԋͶ͖͖ΚΖ ࢂ͗ؖؽܐؖʰߨ͘٩ΉΔ͵͏ղޤʱͶͯ͵͝ͱ͏͘Ήͤɽ

࢞ʀऀճෳࢳ࢞ʀ࢚๑ॽ࢞ɼܱࡱɼฯ݊ॶɼভɼ ίΠϜϋζϡʖݜरࣰࢬͶΓΕࣁ࣯Ν߶Όɼγʖϑηనਜ਼͵ཤ༽Νਬ͢ɼ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ΝৼͶɼอޤ

͢ܠɼ߶ྺंٰଶغݡΏ༩ద͵खૌΝߨ͏Ήͤ

ͱ߶ྺंٰଶࢯٶʀܔͶΌΖͳͳͶɼஏҮؖؽܐؖΏਫ਼җҽͳ࿊

ʹٰଶࢯͶͤؖΖܔٶΝਬ͢Ήͤ

ۢ݊߃ෳࢳҗҽճͶ͕͏ͱबஎʀܔΝߨ͏Ήͤɽ

ͪ௪ๅٝແΏɼͪͶଁ͓ͪ௪ๅ૯Ͷͯ Ήͪɼஎγϛʖνʖߪ࠴Ώ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖݜरճ࠷Ν௪ͣ

͏ͱबஎΝߨ͏Ήͤɽ

ஏҮٰͳؖؽܐؖଶΝغͶ͘ͲݡΖϋρφϭʖέΝ͢༽ɾࢤΏࣆ͵ंۂ

߶ྺंٰଶͶଲͤΖࢤқࣟΝਦΖͪΌɼࠕޛ߁ๅࢿΏஎߪ࠴ɼஏ

ࢯͶͯ͏ͱܔΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶΝ ͢ݡਦΕΉͤɽ

ཤ༶ࢩޤԋ֫ͳؖؽ࿊͢ܠɼཤ༽ଇΝਦΕΉͤɽ

චགྷͳͤΖ๏͖㿈චགྷ͵ͳ͘Ͷཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑Ͷɼ೧ݡޛౕबஎʀ߁ๅΝݘ

೧ݡޛౕɼෳࢳγʖϑηཤ༽ࢩԋࣆۂबஎܔଇ

ݭΝͮͱਫ਼͘Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖऀճࣰݳΝࢨ͢Ήͤɽ

ʹɼ߶ྺंݘཤͳࡔࢊΝगΖͪΌࢬࡨΝਬͤΖ͞ͳͲɼेΊΗͪஏҮͲଜ

࿊͗͵͢ܠΔɼ߶ྺंٰଶɼݘཤ༶;ٶޤভඇਫ਼ͶͤؖΖ૮ʀࢩԋΝߨ͑͵

೧ݡޛౕཤ༽ΝଇͤΖͳͳͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏؖؽܐؖʀରͳ

ଲেͳ͢ͱߨ͑ෳࢳγʖϑηཤ༽Ͷͪ͜ࢩԋΏɼࢤݡޛਕүΝΌͪ

எ߶ྺंΏஎద্֒ͺਈ্͍֒Ζ๏͑ͬɼஇྙ͖㿈ॉ͵๏Ν

Ήͤɽ

Ήͪɼ˕˕ݡޛιϱνʖˠͳ࿊͢ܠɼࢤݡޛਕߪ࠴࠷Ώ๑ਕݡޛΝߨ͏

㿈҈ৼ͢ͱ೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ଲͤΖ೧ݡޛਕๅृঁΝߨ͑Ά͖ɼఈغద͵૮ճΝ࠷͢ɼ߶ྺं͖

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ



ਐرΕ͖㿈͵͏߶ྺंͶଲͤΖ೧ݡޛౕਅཱིͱࢩԋΏɼఁॶಚ߶ྺंͶ

༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼघӀ͘ݡ͢Νߨ͏ɼίΠंܐؖͶଲͤΖࢩԋΝΌΉͤɽ

અ͗์͓ͱ͏Ζ҈ΏೲΊͶͯ͏ͱͳͶߡ͓ɼղޤݳͲ͠ΔͶްՎదͶ

ʹΝߨͮͱ͏Ήͤɽࠕޛɼ͞घӀ͘༽Ͷͯ͏ͱɼղޤݳΝ͘ɼࢬ

ʰղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯʀଲԢघӀ͘ʱΝࡠ͢ɼݜरճ͵

⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

͍Ξ͢Ξௗथ૮ॶΝৼͶɼ˕˕ݘཤ༶ޤγϛʖφιϱνʖ৮ҽΏอ࢞ޤΝϟϱ

࠷͢ͱ͏͘Ήͤɽ

णߪΏɼ˕˕߶ྺं্͗͏ंٰଶࢯοʖϞอ࢞ޤΝߪࢥͳͪ͢ࣆྭݗ౾ճΝ

Ͷɼචགྷ͵๏ཤ༽ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ϑηཤ༽ԋঁࣆۂʤೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂʥΏ೧ݡޛౕͶͯ͏ͱबஎͤΖͳͳ

ऀճෳࢳڢ٠ճʤҐԾɼʰऀڢʱͳ͏͑ɽʥΏͳؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΕɼෳࢳγʖ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື



ेɼղޤγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ͱɼ߶ྺंٰଶ ώʖͳͤΖٰଶଲԢݗ౾ճ٠ΝఈغదͶ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢηΫϩΝ

ౕबஎɼ૮૯ैࣰΝਦΕΉͤɽ

೧ݡޛౕ߶ྺंݘཤΝ༶ͤޤΖͪΌ֦झ ϭʖέکԿΝਦΕΉͤɽ͠ΔͶɼଲԢͤΖ৮ҽηΫϩΠρϕͪΌɼݜरճ

ਜ਼͢͏எࣟͳཀྵմͪΌܔٶͶखૌΊΉͤɽ ݡͪΌɼؖؽܐؖͶଲͤΖݜरճΝܩକ͢ͱ࠷͢ɼغݡͪΌϋρφ

ஏҮेΏགྷղࢬޤઅॊࣆंஏ๏ͶଲͤΖ ं͗ܲـͶ૮Ͳ͘ΖΓ͑૯ଲԢྙΝکԿ͢ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯΏ

͠Ή͡Ή͵ؽճΝ͢༽ɼࢤͶଲͤΖغݡ॑གྷΝܔͤΖͳͳͶɼ૮

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド





ΝکԿ͢ɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶΌΉͤɽ

बஎΝਦΖͳͳͶɼௌऀճෳࢳڢ٠ճͳ࿊ܠ

ݜरճ࠷ΏܔϏϱϓϪρφͶΓΖे

ͤɽ

ҮใࢩׇԋιϱνʖͲ͍Ζ͞ͳबஎΝߨͮͱ͏Ή

ͶखΕૌͳͳͶɼ߶ྺं૱૮૯͗ஏ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖஎࣟΏغݡͪΌܔٶ

φΝܔٶͪ͢༽Νষ͏Ήͤɽ

Ώ২৶մΝଇͤͪΌɽοϧεɼϏϱϓϪρφ

֒ଲԢͶ͜ͱͳंܐؖ࿊ܠΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ཤ༽ࢩԋΏࢬઅીॶɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷͯخ㿈͚߶ྺंٰଶ༩Ώଲ
ԢͶՅ͓ɼۛ೧ଁՅ͢ͱ͏Ζভඇंඅ֒ࢯܔٶΝਦΕΉͤɽ

ղࢩޤԋҽ͖Δݺพ૮Νཀྵ͢ɾஏҮ՟ୌΝ͢ݡղࢩޤԋҽΝଲে

ͳͪ͢ݜरةժͲқިݡΝଁΏ͢ɾ૮͢Ώͤ͏͚ͰܐؖΕΝΌΉͤɽ

ؖؽܐͶଲͤΖݜरࣆۂӀ͘କࣰ͘ࢬ͢Ήͤɽ

߶ྺंݘཤ৷֒Ν༩͢ɼݘཤߨ࢘ࢩԋΝదͶߨ͏Ήͤɽ೧ݡޛౕ

߶ྺं࣍ͯݘཤΝगΖͪΌɼ೧ݡޛ়ౕղΏɼٰଶغݡɼভඇंඅ

ۅదͶड़͘ɼࣆྭΝͱ͢༽ཀྵմ͗ಚΔΗΖΓ͑ͶबஎܔΝߨ͏ΉͤɽΉ

ͪɼ༹ʓ͵͖ؖؽΔ೧ޛౕΝචགྷͳͤΖਕͶචགྷ͵ๅ͗͘ͲڛΖΓ͑ɼؖ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖबஎܔΝߨ͏Ήͤɽ࣑ࣙճेָसΏ֦झରݜरճ

ਫ਼җҽʀࣉಒҗҽࢩԋंΏࢤΝଲেͶݘཤ༶ࢤޤϓΧʖϧϞΝ࠷͢ɼ

Ζ͵ʹबஎͶΌΉͤɽ

Ήͪɼݘཤ༶ޤΝචགྷͳͤΖਕͶɼݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖΝͱ͢༽Δ͓ΖΓ

ྙڢҽଲেݜरճΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼ༹ʓ͵Ͷ͕͏ͱٶಊΝߨ͏Ήͤɽ

೧ݡޛౕཀྵմΝ߁͝ΖͪΌɼࢤ͜ߪԍճΏɼίΠϜϋζϡʖɼ૮

͑ɼࣆྭ৶ ͓ݡΖԿ Νߨ͑ͳͳͶɼοϧεΝࡠ͢ɼҫྏؖؽͶઅͤ

ཤ༶ޤͶͯ͏ͱܔΝߨ͏Ήͤɽ

͵࿊ܠΝߨ͑ͳͳͶɼݜरΏܔΝۅదͶߨ͏Ήͤɽ

ʰࣆॶۂ࿊ཙճʱͲबஎɼ֦झݜरճΏճ٠ɼࢤ͜ޮ౾Ͳݘ

েͶٰଶࢯܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ंͳ࿊ܠΏղޤγʖϑηཤ༽ଇΝਦΖͳͳͶɼڋղࢩޤԋࣆॶۂΝଲ

ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंΝغͶ͘ͲݡΖΓ͑ɼղंۂࣆޤͳೖ͟Θ͖Δືં

ٰଶְͺɼҫྏʀղࢬޤઅ͖Δ௪ๅ͗ൔ਼ΝઐΌͱ͕Εɼॄ͗ंܐؖΉΖ

Ν͢༽ɼܔΝষ͏Ήͤɽফৄޛ২૮૯

߶ྺंٰଶഐܢͶͺɼ͖ंޤ㿈ٰଶͳࣟ͢ͱ͏͵͏ΏղޤηφϪηɼ
Ͷ͢ɼंޤΏՊଔ์͓ͱ͏Ζ҈ΏೲΊմভͶͯ͵͗ΖΓ͑ɼࢩԋܐؖ

 ݫ೧ౕඬʁ͖ॶʥɽ

 ྫ̐ ೧఼݆̑࣎ݜरࢂՅࣆ਼ॶۂͺ͖ॶͳ͵ͮͱ͏Ήͤ  ྫ

қࣟΝਦΕΉͤɽ

ͳͶɼ૮૯बஎΝࢤๅΏίʖϔϩτ㽽ϑ



ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼

Պଔؔਕؔܐؖɼ༹ʓ͵ୌ͖㿈ཙΊͮͱ͏Ήͤɽ߶ྺंٰଶͶࢺΖܐؖ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ



ͤΖݜरखૌΊΝΌͱ͏ΉͤɽݜरࢂՅࣆॶۂͺ೧ʓଁՅ͢ͱ͕Εɼ

Ͷɾٰଶ૮૯Νबஎ͢ɾेΏղޤ৮ҽ ࢬઅॊࣆंͶ͕͜Ζٰଶࢯ؏఼ΌɼࢨΏݜरैࣰΝΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱஏҮेқΝ߶ΌΖͳ



⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ॄࢨ࣎Ͷญͦͱɼਕݘ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝࣰࢬͤΖ͵ʹ߶ྺंٰଶࢯͶؖ

߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱࢤबஎʀܔΝߨ͏Ήͤɽ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື



߶ྺंٰଶΝາષͶࢯͤΖͪΌܔΝߨ͑ͳͳ

Ͳ͏Ήͤɽ

ྺंٰଶغݡɼغଲԢΏ༩ͶखΕૌΞ

ාܔಊΝΌɼ૮૯Ν߁͚बஎ͢ɼ߶

͢ͱɼݜरճɼड़ߪ࠴࠷ɼϏϱϓϪρφഓ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏݘཤ༶ޤιϱνʖΝৼͳ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド







ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ௪ͣɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔΝߨ͑ͳͳͶɼ

ΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳࣰͪ͢ແద͵ݜरΝࣰࢬ͢Ήͤ

়ղΝߨ͑ݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ߶ྺंٰଶͶଲԢͤΖ֦ۢஏҮࢩ͓͍͏՟৮ҽ

ղࢬޤઅॊࣆंΝଲেͳ͢ͱɼ߶ྺंٰଶࢯ๑಼༲Ώٰଶࢯखૌࣆྭ

ଶغݡɼغଲԢΏ༩ͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏࢤ૯Ͳͺɼࢤड़ߪ࠴ΏϨʖϓϪρφ͵ʹΝ௪ͣ
ͱɼౕٶΏܔΝਦΖͳͳͶɼ೧ݡޛౕસൢ૮ͶԢͣͱ͏Ήͤɽ

ࢤϙʖϞϘʖζΏ߁ๅͲबஎΝߨ͏Ήͤ

எ͵ʹͶΓΕஇྙ͖㿈ॉͱ㿈͵͚ɼೖਫ਼͖㿈ࠖೋͶ͵ͮͱͪ͘߶ྺ
ं͖㿈೧ݡޛౕΝԃͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼܔٶʀཤ༽ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

າષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͳͳͶɼݜरճΝࣰࢬ͢ɼଲԢྙ

ɼ࿊کܠԿΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέؽΝͳؖؽܐ͖ؖ͢࿊͗͵͢ܠΔɼ߶ྺंٰଶ

ೖٰଶ૮ࣆۂοϧεΝഓා͢ΉͤɽΉͪɼ ܔͶΌΉͤɽ

ճͳಋճ٠Ώਫ਼җҽఈྭճͲɼؔʀं ٵͶଲ͢ͱ৮ҽݜरࣰࢬΝಉ͖͘͜ΖͳͳͶɼγʖϑη࣯Ͷͪ͜

Όɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕ͵͗ΔౕܔٶΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ΖͪΌɼ˕˕ऀճෳࢳڢ٠ճ͖㿈અͤΖʰ˕˕೧ࢩݡޛԋιϱνʖʱΝͺͣ

எ͵ʹͶΓΕஇྙ͖㿈ॉͱ㿈͵͏߶ྺंݘཤ༶ޤʀࡑਫ਼Νࢩԋͤ

˕೧ࢩݡޛԋιϱνʖʱΝઅ͢ͱ͏Ήͤɽ

࢞ޤͶΓΖঁݶࣰࢬɼ͠ΔͶɼࢤऀճෳࢳڢ٠ճۂແҗͶΓΕʰ˕˕ʀ˕

ԋιϱνʖ Ͷऀճෳࢳ࢞ΝഓͤΖͳͳͶɼΓΕద͵૮ͶଲԢͤΖͪΌอ

Ζ೧ݡޛౕཤ༽͖㿈චགྷͳΌΔΗΖ๏͖Δ૮ରͳ͢ͱɼஏҮใࢩׇ

߶ྺंਕଁՅͶ͏எ߶ྺंଁՅ͖㿈ࠒݡΉΗΖɼ૱૮Ͷ͕͜

ͤɽ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼

೧ݡޛౕ༽ΏɼٰଶɼࠖೋࣆྭଲԢΝਦΕɼ߶ྺंݘཤΝ༶͢ޤΉ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ



ϜϋζϡʖʥͶΓΖࣙ࣎Ώɼऀճෳࢳڢ٠ ղޤฯࢬݧઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼղޤฯݧγʖϑηࣆۂ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ʤऀճෳࢳ࢞ΏίΠ

೧ݡޛౕٶΏཤ༽ଇΝਦΕΉͪ͢ɽ



⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

࠷ɼϏϱϓϪρφഓාܔಊΝΌɼ૮૯Ν߁͚बஎ͢ɼ߶ྺंٰ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏݘཤ༶ޤιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼݜरճɼड़ߪ࠴

͜ɼౕͶͤؖΖઈΏϏϱϓϪρφΝഓා͢ɼ ਫ਼җҽࣉಒҗҽΝଲেͶͪ͢ݜरΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼबஎΝਦΕΉͤɽ

೧ݡޛౕΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖ૮Νण͜

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱɼ߶ྺंΏՊଔ͖Δ

Ҳबஎʀ߁ๅͶΌΉͤɽ

ௗथऀճ՟ΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹ૮૯

ͤɽ

ࢤஎࣟΏཀྵմ͗ΉΖΓ͑ܔٶͶΌΉ

͢ɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱ͖ΕΏ͚ͤबஎΝਦΕɼ

ͪɽࠕޛࢤ߁ๅࢿΏࢤϙʖϞϘʖζΝ༽

எࣟʀཀྵմܔٶΏ૮૯बஎΝਦΕΉ͢

ࢤ߁ๅࢿΝࢤ͢༽Ͷଲ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド





ͤɽ

ࢩׇԋιϱνʖͶࢩԋं͖Δๅ͗ͪΔ͠ΗΖΓ͑͵͚ͰܐؖΕΝͤͤΌΉ

ΖݜरճΝࣰࢬͤΖ͞ͳͶΓΕɼࢩԋंଲԢྙͶΌΖͳͳͶɼஏҮใ

ਫ਼җҽΏղࢩޤԋҽɼղޤγʖϑηࣆंۂ৮ҽͶଲ͢ͱɼٰଶࢯͶͤؖ

ͤɽ

ιϱνʖͳௗथऀճ՟ͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼٰଶଲԢͶ͖͖ΖηΫϩΠρϕΝਦΕΉ

ܔٶͶΌΖͳͳͶɼࠕͳޛనʀਟଐͶଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼஏҮใࢩׇԋ

߶ྺंٰଶࢯͪΌंܐؖݜरճΏɼࢤΝଲেͳͪ͢ߪԍճΝ࠷͢

ࣰࢬ͢ɼղޤγʖϑηࣆॶۂࣁ࣯ΝਦΕΉͤɽ

నਜ਼ԿΝదͳౕͪ͢ߪसͫ͜Ͳ͵͚ɼ߶ྺंٰଶࢯΏ᧚ᚅ༩͵ʹݜर

Ώਐର߈ࢯےͶͯ͏ͱཀྵմΝΌɼγʖϑη࣯ͶΌΉͤɽղڇޤ

ղޤॊࣆं͵ʹͶଲ͢ͱ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖݜरճΝߨ͏ɼ߶ྺंٰଶࢯ๑

͵͝Ζɽ

͵͗Δغ͢ݡɼଲԢͤΖ͞ͳͲɼ߶ྺंݘཤΝ༶͢ޤɼंޤࢩԋͶͯ

ࣟबஎʀܔͶΌΖͳͳͶɼٰଶͶͤؖΖ૮Ώ௪ๅͶ֦ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠ

ղࢬޤઅ৮ҽΏࢤͶଲ͢ͱݜरճΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖਜ਼͢͏எ

ࢬޤઅ৮ҽηΫϩΠρϕݜरʤ˕˕ָߏʥʱΝ࠷͢ͱ͏Ήͤɽ

ฑʤʥ೧ౕ͖ΔͺɼղࢬޤઅॊࣆंΝଲেͶ߶ྺंٰଶࢯΝదͶʰղ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື





⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ





ΝଲেͶͪ͢ܔٶݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕ͖㿈ਐۛ͵ཤ༽͢Ώͤ͏ౕͳ͵ΖΓ͑Ͷ৮ͫ͜ͱ㿈͵͚ɼࢤ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼
⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド





ωϣΠϩΏ೧ݡޛౕࢤௗਅཱིͱघॳॽΝࡠ͢ɼۂແްིԿΝਦΕΉͤɽ

ऀճෳࢳ࢞ݜरࢂՅͶΓΕߍ͵Ζࣁ࣯ͶΌΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯϜ

ंࣁ࣯ΝਦΖɽ

ղंۂࣆޤΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡٰଶࢯݜरճΝ࠷͢ɼॊࣆ

ཤ༶ޤͶͯ͏ͱܔΝߨ͏Ήͤɽ

ʰࣆॶۂ࿊ཙճʱͲबஎɼ֦झݜरճΏճ٠ɼࢤ͜ޮ౾Ͳݘ

ٰଶְͺɼҫྏʀղࢬޤઅ͖Δ௪ๅ͗ൔ਼ΝઐΌͱ͕Εɼॄ͗ंܐؖΉΖ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎάື





⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ

యไ࣭⟇ᙉ

ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ





ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧಖ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ
⤌ࡸ┦ㄯ➼
⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド





ԋɼགྷࢩԋ̏ʀ̐๏ɼࣆۂଲেं๏ղޤ༩ίΠϜϋζϟϱφ͵ʹใׇద

ࢩԋࣆۂΏղޤ༩ࢩԋ͵ʹΝࣰࢬͤΖɽ

+ʁ݇ɼ5ʁ݇

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝਦΕΉͪ͢ɽ

ʽࠕޛ՟ୌʾ

ଊͪ͢న͵γʖϑηΏؖؽͶͯ͵͙ɼన͵ࢩԋΝͤڛΖ͞ͳͶΓΕɼ߶ྺं

ਫ਼ң࣍ΝਦΕΉͤɽ

Ζ߶ྺं͗ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ৮झ࿊ܠͶΓΖࢩԋɽ

ʀଔ͗͏͵͏ɼͱڋ͗ྙڢಚΔΗ͵͏߶ྺंɼΉٰͪଶΏݘཤ৷֒Νण͜ͱ͏

Ήͪɼ֫ؖؽͶ͕͏ͱଡ৮झͶΓΖϋρφϭʖέߑΝਬͤΖ͞ͳͲ߶ྺं

;ٶ೧ݡޛౕཤ༽ଇ֫ؖؽΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ࢤௌଞ͗࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͚Ͱخɼݘཤ༶ࢩޤԋ

˕߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέճ٠ΏஏҮίΠϋρφϭʖέճ٠Ν࠷͢Ήͪ͢ɽ

༹ʓ͵ୌͶͯ͏ͱɼஏҮेΏ͗ؖؽܐؖๅΝ༙͢ڠɼଲԢΝݗ౾ͤΖͪΌ˕

߶ྺंͶଲͤΖٰଶΏਕݘ৷֒ɼ৾ΕࠒΌ࠰ٙভඇंඅ֒͵ʹɼ߶ྺंͶܐΖ

ԢͪΌɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶٰଶͶଲԢͤΖରඍΝਦΕΉͤɽ

˕˕ݘཤ༶ޤιϱνʖؽکԿͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯΏͨଲ

ʀࢩԋͤΖͪΌࣰࢬͱ͢ͳؖؽɼ˕˕ݘཤ༶ޤιϱνʖΝઅ͢ͱ͏Ήͤɽ

ྏʀղޤܘ༁घକΆ͖ɼࡔࢊ؇ཀྵͶܐΖࢩԋΝԃͶण͜ΔΗΖΓ͑ɼ૮

எͶΓΕஇྙ͗ॉ͵๏ऀճద͵ཤӻΏඅ֒Νࢯ͢ɼਫ਼ʀҫ

͏Ήͤɽ

ݡਕ͗ಊͤΖݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖઅͶΓΕɼ࿊ࢤͱ͢ܠ૮ଲԢ͢ͱ

ஏҮͶ͕͜Ζͱंܐؖ㿈ߑͤΖ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠࠷ɼࢤޛ

೧ݡޛౕݘཤ༶ޤΝదͳͤΖγʖϑηΏౕΝͤ༽Ζɼωʖη㿈Ͷ

͢ɼ೧ݡޛౕݘཤ༶ޤͶͤؖΖ૮૯અΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ྫ೧݆ΓΕʰ˕˕ݘཤ༶ޤιϱνʖʱΝऀճෳࢳڢ٠ճҗͶΓΕઅ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

ஏҮͳؖؽܐؖϋρφϭʖέߑΝߨ͑ใׇదʀܩକద͵ίΠϜϋζϟϱφࢩ

ʴ೧ࢩݡޛԋιϱνʖ૮਼݇ʵ

˕˕ͺࢤ಼Ͷ͖ॶઅ͢ɼࣆۂӣӨͺ๑ਕͶҗ͢ͱ͏Ζɽ

૱ద͵૮ࢩԋɼ߶ྺंٰଶࢯ͵ʹݘཤ༶ޤɼղࢩޤԋҽঁݶΏ

ԢΝߨ͏߶ྺंݘཤ༶ޤͶΌͪɽ

ฯ݊ࢥΏऀճෳࢳ࢞ɼकղࢩޤԋҽΝഓ͢ɼஏҮ߶ྺंͳͨՊଔ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ



೧ࢩݡޛԋιϱνʖͲݡޛ૮ଲԢɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲٰଶଲ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ܱࡱॼͳ࿊ܠ

ܔͶखΕૌΞͱ㿈͏Ήͤɽ

૮ࢩԋΝߨ͑ͳͳͶɼे͜ͶઈճΝ࠷ͤΖ͵ʹɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ

ٰଶࢯͶͯ͏ͱͺɼ佄੶ܱࡱॼΝͺ͢㿈ΌͳͤΖͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼٰଶଲԢΏ





ٰଶΝण͜Ζ߶ྺंଡ͚ͺஎΝ༙͢ͱ͕Εɼஎଲࡨࣆͳۂ࿊ܠΝਦΕ
͵͗Δ߶ྺंٰଶࢯͶΌΉͤɽ

ʀਕෳࢳ๑Ͷͯخ㿈͚ਕෳࢳࢬઅી

ࢬͶΓΕɼղޤෝ୴ܲ͗ݰਦΔΗΉͤɽ

ͨଠɼ ंޤՊଔ ΝࢩԋͤΖͪΌɼղޤฯݧγʖϑηཤ༽࢟Ώ૮ࣰ

ʀགྷղࢬޤઅʀགྷղॶۂࣆޤࢨ

ʀճݸ

ʀ߶ྺंฯ ޤͳंޤ

ʀཱིࠬ

ྭ͓ͺ㿈ɼ߶ྺं҈સ֮ฯͪΌɼۅద͵ղ͗චགྷͳஇ͠Ηͪͺɼ

ྺं҈સ֮Ώࣆࣰ֮Νͪ͢ͱ㿈ɼචགྷ͵ଲԢΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ٰଶ௪ๅΝणͪ͜ͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏͳؖؽܐؖ࿊ྙڢܠɼ߶

Ͳ͘ΖΓ͑ɼڧेڋඍͶखΕૌΊΉͤɽ

߶ྺं͗ৼਐয়ସΏϧϓηνϩͶԢ͢㿈ͱɼన͵ेΉ͏ͳेΉ͏๏Νમ

ਫ਼ฯޤΏਫ਼୴ڃࠖɼฯ݊ҫྏܐؖ෨ͳ࿊ܠΝ͠ΔͶΌΉͤɽ

ٰଶίʖηͶͯ͏ͱͺɼϜωϣΠϩͶԌͮͱଲԢΝߨͮͱ͏͘Ήͤɽ

અͶҲ࣎ฯޤΝ͢ͱਐ҈સΝगΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճͲɼӀ͘କ͘ଠ՟ͳ࿊ܠکԿͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶ͗ਫ਼ͪ͢ɼंޤͶΓΖٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंΝɼਕෳࢳࢬ

୴Ώ্͗͏ෳࢳ୴ͳ࿊ܠΝɼΓΕکԿ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ΉͤɽಝͶɼ্͗͏ෳࢳͳ࿊͗ܠචགྷͳ͵ΖҌ݇͗ଁՅ͢ͱ͕Εɼਫ਼ฯޤ

ࢯΏغݡɼغଲԢన͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢

ٰଶࡸɼଡ༹ԿͶΓΕଲԢࠖೋࣆྭଁՅ͗ࠒݡΉΗΖͱ㿈ɼࠕޛٰଶ

 ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆۂ

ଜ͍ݭΖਫ਼Ν֮ฯͤΖͪΌखૌΊΝΌΉͤɽ

ٰଶغݡɼҫྏؖؽΏࢬઅӅʀॶɼͳؖؽ࿊ʹ͵ܠɼ߶ྺं

ஏҮؖؽܐؖͳ࿊ܠͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯͪΌϋρφϭʖέΝਬ͢ɼ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

న͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤंޤͶଲͤΖ

ΏஏҮ͗Ҳରͳ͵Εɼචགྷ͵ࢩԋΝߨ͓ΖखૌΝਬ͢Ήͤɽ

Ͷ॑దͶ՟ୌ͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζ͵ʹࠖೋࣆྭΝѴͪ͢Ͷɼؖؽܐؖ

ࢳࢬઅીॶචགྷͶԢ͢㿈ͪଲԢΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंΏͨՊఋ

߶ྺंٰଶغݡͶΌΖͳͳͶɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंͶଲ͢ͱͺɼਕෳ

ͳؖ࿊ܠͶΓΖίʖηճ٠Νߨ͏ɼචགྷ͵γʖϑηͳͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩͶͯخ㿈͘ɼؽܐؖ

ΓΖીౕΝ͢༽ɼਕϙʖϞॶͶΓΕٰଶं͖ΔΝਦΕΉ

߶ྺंٰଶٺەΏয়ڱͶԢ͢㿈ͱɼਕෳࢳ๑ͶوఈͤΖΏΝಚ͵͏ࣆ༟Ͷ

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟





্͗͏ं෨ͳίʖηݗ౾ճ࠷

͵ʹ্֒Ώҫྏͳؖؽ࿊ܠΝکԿ͢ͱ͏͚ɽ

غଲԢͲ͘ΖΓܱ͑ࡱΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΖɽಝͶਈ࣮׳Ν์͓Ζίʖη

ࠕޛٰଶͶͯ͏ͱ૮͢Ώͤ͏ڧΝ͓ɼٰଶౕ॑ԿΝ͘㿈ɼغݡʀ

୴Ώ্͗͏ෳࢳ୴ͳ࿊ܠΝɼΓΕکԿ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ΉͤɽಝͶɼ্͗͏ෳࢳͳ࿊͗ܠචགྷͳ͵ΖҌ݇͗ଁՅ͢ͱ͕Εɼਫ਼ฯޤ

ࢯΏغݡɼغଲԢన͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢

ٰଶࡸɼଡ༹ԿͶΓΕଲԢࠖೋࣆྭଁՅ͗ࠒݡΉΗΖͱ㿈ɼࠕޛٰଶ

 ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆۂ

ٛΚΗΖ࣎Ͷͺ௪ๅͶͯ͵͗ΖΓ͑ରैࣰΝਦΕΉͪ͢ɽ

ंɼࢬઅ৮ҽ͵ʹͳ࿊͢ܠɼ߶ྺंΔ͢Ν͖ͮ͢ΕͳݡगΖͳͳͶɼٰଶ͗

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼௌ಼ճΏਫ਼җҽʀࣉಒҗҽɼղޤγʖϑηࣆۂ

ଜ͍ݭΖਫ਼Ν֮ฯͤΖͪΌखૌΊΝΌΉͤɽ

ٰଶغݡɼҫྏؖؽΏࢬઅӅʀॶɼͳؖؽ࿊ʹ͵ܠɼ߶ྺं

ஏҮؖؽܐؖͳ࿊ܠͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯͪΌϋρφϭʖέΝਬ͢ɼ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ









͗͏૮ࢩԋࣆແॶɼղࢩޤԋҽɼਫ਼җҽɼܱࡱ౫ͳؔغܐؖ࿊ܠΝਦΕ

Ήͪɼ֫ؖؽͶ͕͏ͱଡ৮झͶΓΖϋρφϭʖέߑΝਬͤΖ͞ͳͲ߶ྺं

ʀଔ͗͏͵͏ɼͱڋ͗ྙڢಚΔΗ͵͏߶ྺंɼΉٰͪଶΏݘཤ৷֒Νण͜ͱ͏

ݡޛౕ༽Νଇ͢Ήͤɽ

ׄΝՎͪͤͳ͵ͮͱ͏Ήͤɽ

ཤ༶ޤͶͪ͜खΕૌΊΝ͠ΔͶΌͱ͏͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ

͢Ήͪ͢ɽ

Γ͑ࢤݡޛਕͳͨ༽Ͷͪ͜खΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

ͱ͏͘Ήͤɽ

ʽक͵ࣆۂʾ

ʀ߶ྺंٰଶࢯ

ͶͺɼӀ͘କ͘ɼ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂͶΓΖࢤௗਅཱིͱΏݡޛਕͶଲ

ͤΖๅृঁΝߨ͏ΉͤɽๅृঁͶͯ͏ͱͺɼࢤௗਅཱིͱͶՅ͓ͱɼຌਕΏଔ

ͶΓΖਅཱིͱͶͯ͏ͱঁଲেͳ͢Ήͤɽ

ʀ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆ ۂਅཱིܨඇɼ೧ݡޛਕๅृࢩԋ

ʀ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯ ভඇंݡगΕγϙ㿉ʖνʖ

ͺೖਫ਼Ͷࢩ্͍͗Ζ߶ྺंं͏্͗;ٶݘཤ༶ࢩޤԋରߑΝਬ͢

ਐرΕ͗͵͏Ώٰଶয়ڱͶΓΕຌਕΏଔͶΓΖਅཱིͱ͗غଶͲ͘͵͏

ଇΝਦΖͪΌ֫͵ͳؖؽΖʰ˕˕೧ݡޛιϱνʖʱΝઅ͢ɼࡔࢊ؇ཀྵ

˕˕ͱ㿈ࡨఈͤΖ˕˕ఈेཱིࣙڠݏਫ਼ϐ㿈ε㿈ϥϱͶ͕͏ͱɼ೧ݡޛౕཤ༽

ϓ㿈ρέΝͱ͢༽నͶଲԢ͢Ήͪ͢ɽ

ΝਦΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ௪ๅΏ૮Ͷଲ͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢύϱφ㿈

ʀ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճΝ࠷͢ɼͳؖؽܐؖๅྙڢ;ٶ༙ڠରߑ

ʀࢤݡޛਕߪ࠴Ν࠷͢ɼՊఋࡍॶͶࢤݡޛਕޫึं໌໌฿Νड़

˕˕ஏҮ೧ݡޛιϱνʖͳ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ೧ݡޛౕ͗ਐۛ͵ͳ͵Ζ

ͪɽ

ΝஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέαʖτ㿈ΡϋʖφΝ୴͑֫ͱ͢ͳؖؽҒ͜Ή͢

ʀฑ೧ౕͶࢃࢤܙ೧ݡޛਬڢ٠ճΝઅཱིͤΖͳͳͶɼ೧ݡޛιϱνʖ

ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ͵ʹɼଡ༹͵ਫ਼՟ୌΝ์͓Ζ߶ྺंιʖϓτΡʖϋρφༀ

͵ʹͶΓΕωʖη㿈ଁ͗ࠒݡΉΗΖ೧ݡޛౕबஎʀܔɼ߶ྺंݘ

ंඅ֒ࢯͶͤؖΖঀౕΝ়ղ͢ɼ߶ྺंਫ਼ң࣍ΝਦΕΉͤɽ

ٰଶ͗ਫ਼ͪ͢Ͷͺɼࢤௗथ՟ʀஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶͳंܐؖα
Πϟϱώʖճ٠ΝغͶ࠷͢ɼܐؖରʀૌ৭ͳ࿊ܠͳɼٺەҲ࣎ฯޤ
࣪ڋ֮ฯͶΓΕɼన͵ฯޤʀࢩԋΝࣰࢬ͢Ήͤ

ͳΌΔΗΖ߶ྺंΉͪͺਐݫ߶ྺंΏؾཔ͵͏߶ྺंͶଲ͢ɾਕෳ
ࢳ๑Ͷ͘ͰخҲ࣎దͶฯͤޤΖીΝߪ͢㿈Ήͤɽ

ճ٠Ν࠷͢ɼͳؖؽܐؖ࿊کܠԿΝਦΕΉͤ

߶ྺंʀ্͗͏͍ΖਕٰଶΝࢯͤΖͪΌɼ߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯ࿊ཙ

͖ंޤΔٰଶͶΓΕਫ਼ໍΉͪͺਐରͶ॑͵͗ݧثਫ਼͢㿈ͱ͏Ζ͕ͨΗ͍͗Ζ

ंਫ਼֮ฯ͗චགྷ͵Ͷɼ๑ྫͶͯخ㿈͏ͱຌࣆۂΝ͢༽Ήͤɽ

ΝਦΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽՊఋ಼ྙඅ֒ंΝՅ֒ं͖ΔͤΖ͵ʹɼ߶ྺ

߶ྺंٰଶͶ͖͖Ζ૮͗ଁՅܑͱ㿈͍ΖΆ͖ɼࡸԿ͢ͱ͏ΖͪΌɼغଲԢ

͏ͱɼીͶΓΕޤਕϙʖϞॶͦ͠ΖͲͤɽ

ڧࡃܨ;ٶཀྵ༟ͶΓΕɼՊఋͱ㿈ޤΝण͜Ζ͞ͳ͗ࠖೋ͵߶ྺंͶͯ

ʤਕෳࢳࢬઅॶࣆۂʥ

ౕ͞ͺɼਈ্͗͏ंΏϙʖϞϪηɼ͍Ζ͏ͺ͏͵͏͗ंޤͺ͖ंޤΔ

έΝਫ਼͖ͪ͢ްՎద͵ٰଶࢯଲԢΝӀ͘କ͘ΌΖΆ͖ɼஎ߶ྺंଁՅ

ྺंΝޤਕϙʖϞॶી͢Ήͤɽ

έͯ㿈͚ΕΝΌɼ૮ଲԢ͵ʹΝߨ͏Ήͪ͢ɽࠕޛؖؽܐؖϋρφϭʖ

೧ݡޛౕཤ༽ଇɼਕෳࢳࢬઅીࢩԋɼ߶ྺंٰଶଲԢΏভඇ

ٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճΝ࠷͢ɼܱࡱΏฯ݊ॶͳๅ༙ڠΝΌΉͤɽ

մ݀ΝਦΕΉͤɽ

ऩགྷͶଲԢͤΖͪΌૌΊͯ㿈͚ΕΝݗ౾͢Ήͤɽ

ৼਐͺڧཀྵ༟ࡃܨ;ٶద͵ཀྵ༟͵ʹͶΓΕɼڋͶ͕͜Ζਫ਼ࠖ͗ೋ͵߶

߶ྺंٰଶΏࠖೋࣆྭଲԢͶͯ͏ͱɼଡ৮झʀஏҮͳືەͶ࿊͗͵͢ܠΔ

߶ྺंٰଶͶΓΖ॑ಠ͵য়ڱΝյඈ͢ѳԿ༩ΝਦΖͪΌɾغॶٺەదཤ༽

ࣰସѴΏ૱૮գఖͱ㿈ɼಝͶݘཤ༶ޤ؏఼͖Δࢩԋ͗චགྷ͵ͺɼ

߶ྺंٰଶࢯͶ͜ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳؖؽܐؖͱ͢ྙڢϋρφϭʖ

Ζ߶ྺं͗ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ৮झ࿊ܠͶΓΖࢩԋɽ

ʽࠕޛ՟ୌʾ

ஏҮϋρφϭʖέͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯɼভඇंඅ֒ࢯɼ೧

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝਦΕΉͪ͢ɽ

;ٶ೧ݡޛౕཤ༽ଇ֫ؖؽΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ࢤௌଞ͗࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͚Ͱخɼݘཤ༶ࢩޤԋ

࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

న͖ͯਟଐ͵ଲԢΝߨ͏Ήͤɽ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंฯޤΏ༶ंޤଲԢͶͯ͏ͱɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏ্

͵ʹඅ֒າષࢯΏܔٶ͵ʹͶΌΉͤɽ

ͱɼචགྷͶԢ͢㿈ͱɼʰޤਕϙʖϞʱॶΝી͢Ήͤɽ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ

ڧ͕Γͽ㿈ࡃܨద͵ཀྵ༟ͶΓΕɼࡑͱ㿈ਫ਼͖㿈ࠖೋͳஇͪ͢ਕͶͯ͏

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ݡౕཤ༽ଇɼ߶ྺंٰଶ༩ʀغݡʀغଲԢɼಝच࠰ٙʀѳ࣯ঐ๑

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟



ݘཤ༶ޤͶͤؖΖ۫ରద͵खΕૌΊͳ͢ͱɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ೧ޛ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ



߶ྺंͶଲͤΖٰଶࢯ;ٶೖਫ਼҈સ֮ฯͪΌɼஏҮϋρφϭʖέͳ

ึঁਕࢩ͑ๅृͶͯ͏ͱɼҲఈخ६ͶॊͮͱঁΝ͢Ήͪ͢ɽ

੧ٽΝٽΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζʰࢤௗਅཱིͱʱघକࣰ͘ࢬΏ೧ݡޛਕʀฯࠦਕʀ

गΖͪΌ೧ݡޛౕͶͤؖΖ૮ࢩԋΏܔٶΆ͖ɼࢤௗ͗࢟ݡޛ৻

எͱ㿈இྙ͗ఁԾ͢ɼࣙͱ㿈இͤΖ͞ͳ͗ೋ͚͢͵ͮͪ๏ݘཤΝ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙



࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

ࢤݳয়ΝѴੵ͢ɼࢤݡޛਕүΏɼܯժࡨఈΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ͤΖࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ॶ͖㿈݀ఈͪ͢೧ݡޛਕๅृͶͯ͏ͱɼགྷߟͱ㿈ఈΌΖֻΝঁͱ͢ͳౕݸ

ଔ͖㿈͏͵͏ཀྵ༟ͲՊఋࡍॶਅཱི͗ࠖೋ͵ࢤௗਅཱིΏՊఋࡍ

೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂ

͞ΗͶΓΕɼฑ೧ౕͶͺ݇ɼྫݫ೧ౕͶͺ݇ࢤௗਅཱིͱΝߨ͏Ήͪ͢ɽ

ͶΓΕɼࢤௗਅཱིͱΝݗ౾ʀଲԢ͢ͱ͏Ήͤɽ

೧ݡޛਅཱིͱΝߨ͑ଔ͗͏͵͏Ͷͺɼʰ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂʱ

ՊఋࡍॶͶ৻ਅཱི͢ͱΝߨ͏ɼඇ༽ঁߨ͑͵ʹࢩԋΝܩକ͢Ήͤɽ

Ήͪɼ೧ݡޛਕਅཱིͱ͗ࡃܨదͶࠖೋ͵๏ΏՊଔ͗͏͵͏Ͷͺɼࢤ͗

ΗΖ͞ͳ͖ΔɼࢤݡޛਕౕΝݗ౾͢Ήͤɽ

ݘཤ༶ޤͶଲͤΖٶʀܔͶΌΉͤɽΉͪɼࠕޛɼଲেं਼ଁՅ͗ࠒݡΉ

೧ݡޛౕͺɼߪԍճ࠷͵ʹΝ௪͢ɼঅʓͶཀྵմ͗Ξͱ㿈͏Ήͤ͗ɼࠕޛ

ͤɽ

ૌਬɼࢤݡޛਕүʀ༽ɼ֫ؖؽࢩԋૌ৭ରඍΝߨ͏Ή

ྫ೧ౕΝॵ೧ౕͳͤΖ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժͶͯخ㿈͘ɼݘཤ༶ޤख

ʀ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆ ۂਅཱིܨඇɼ೧ݡޛਕๅृࢩԋ

ʀ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯ ভඇंݡगΕγϙ㿉ʖνʖ

ʀ߶ྺंٰଶࢯ

ʽक͵ࣆۂʾ

ͱ͏͘Ήͤɽ

ͺೖਫ਼Ͷࢩ্͍͗Ζ߶ྺंं͏্͗;ٶݘཤ༶ࢩޤԋରߑΝਬ͢

ଇΝਦΖͪΌ֫͵ͳؖؽΖʰ˕˕೧ݡޛιϱνʖʱΝઅ͢ɼࡔࢊ؇ཀྵ

˕˕ͱ㿈ࡨఈͤΖ˕˕ఈेཱིࣙڠݏਫ਼ϐ㿈ε㿈ϥϱͶ͕͏ͱɼ೧ݡޛౕཤ༽

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙







གྷ͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ྺंݘཤ༶ޤͪΌ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋରΝکԿ͢ɼ೧ݡޛౕ͵ʹච

Ͷͯخ㿈͚ޤਕϙʖϞॶીΝߨ͏Ήͤɽ

ΓΕڋͶ͕͏ͱޤΝण͜Ζ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍Ζͳஇͪ͢Ͷͺɼਕෳࢳ๑

ۢෳࢳฯ݊ιϱνʖͶ͕͏ͱɼݬଉࡂҐ๏Ͳɼڧཀྵ༟Ώࡃܨదཀྵ༟Ͷ

γʖϑηڛΝߨ͏Ήͤɽ

ϑηཤ༽͖㿈ࠖೋͲ͍Ζͳஇͪ͢Ͷͺɼਕෳࢳ๑ીͶΓΕղޤฯݧ

ۢෳࢳฯ݊ιϱνʖͲͺɼ߶ྺंٰ͗ଶΏஎͶΓΕܘ༁ͶΓΖղޤฯݧγʖ

અ֮ฯΝΌɼన͵ٺەฯޤΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

߶ྺंଜݭΝगΖͪΌɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗దʀܩକద͵؏఼͖Δɼ߶

߶ྺंΝٺەͶฯͤޤΖͪΌɼಝพޤਕϙʖϞͳܠͶΓΕɼٺەฯࢬޤ

ๅ༙ڠΝਦΕɼͳͶݘཤ༶ޤରߑΝΌΉͤɽ

ͪɽ

͵য়ڱ͍ΕΉͪ͢ɽՊଔղंޤϪηύ㿉φཤ༽ଇͪΌͶགྷߟրਜ਼͢Ή͢

࿊॑͗ܠགྷͲͤɽฑ  ೧ౕͺܗαϫψ״ઝࢯͪΌͶɼणΗࠖೋ

͘ۯϗρχΝཤ༽ͤΖͪΌɼͲ࣎ٺەචͥཤ༽Ͳ͘Ζฯৄͺ͵͚ɼͳؖؽܐؖ

ͱۂ㿈ਐว҈સ֮ฯΝਦͮͱ͏Ήͤɽղޤਕෳࢳࢬઅ ಝพޤਕϙʖϞ 

ٰଶଲԢͲҲ࣎దฯޤΏ㓤ኸ߶ྺंฯޤͪΌɼਫ਼ࢩԋεϥʖφητࣆ

φ ͳ͢ͱɼҲ࣎ฯࢬޤઅΝ͢ڛΉͤɽ

ͳͤΖٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंɼਐݫ㓤ኸ߶ྺंΏՊଔղंޤϪηύ㿉

ܠରͰ͚ΕͶखΕૌΊΉͤ

࿊ܠϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͪ͢ɽغӀ͘କ͘ɼݘཤ༶ޤͪΌ߁ๅΏɼ࿊

ࡱɼฯ݊ॶɼভɼਫ਼җҽΆ͖ݘཤ༶ࢩޤԋͶ͖͖ΚΖࢂ͗ؖؽܐؖժͤΖஏҮ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ΝৼͶɼอ࢞ޤʀऀճෳࢳ࢞ʀ࢚๑ॽ࢞ɼܱ

ΖͳͳͶɾ߶ྺंٰଶΝາષͶ͛ରඍΝΌΉͤɽ

ͳؖؽܐؖ࿊ܠͶΓͮͱɾஇྙ͗ఁԾͪ͢ਕ͵ʹݘཤ༶ޤखૌΝΌ

߶ྺंଜݭʀݘཤ͗गΔΗΖΓ͑ɾ˕˕ɾஏҮใࢩׇԋιϱνʖɾ߁Ү࿊;ٶ

ͳͨղंޤࢩԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

غͳݡࢯͶΌɼऀճෳࢳڢ٠ճΏܱࡱͳؖؽܐؖ࿊͗͵͢ܠΔ߶ྺं

ஏҮेΏɼղޤฯݧγʖϑηࣆ͖ʹ͵ॶۂΔ૮ΏๅڛͶΓΕ

ͤ

ղޤਕෳࢳࢬઅ ಝพޤਕϙʖϞ ͶྙڢΝٽΌ͵͗ΔɼٺەͶॶΝචགྷ

͑ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝͺͣΌͳؖؽܐؖ࿊ܠରکԿͶΌΉ

ͪ߶ྺंΝٺەͶฯ͢ޤΉͤɽ

ٰଶΏٰଶޫ͗͠ݡΗͪɼغͶ૮Ώࢩࡃٻԋ͗ߨ͓ΖΓ

Ήͤ

͍Κͦͱɼ߶ྺं;ٶंޤࢩԋΝغͶߨ͑ରͰ͚ΕΝਬ͢ͱ͏

ࡱ͵ʹͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

಼͖ۢॶಝพޤਕϙʖϞͳܘ༁͢ɼܱࡱͶฯ͠ޤΗͪஎΏٰଶͶ͍ͮ

எ߶ྺंٺەҲ࣎ฯۂࣆޤ

ԋঁࢬઅͶ͕͜ΖणରΝکԿ͢Ήͤɽ

ݘཤ༶ޤͺɼ߶ྺंͳ্͗͏ंͶڠ௪ͤΖ՟ୌͪΌɼ্͗͏ंࢬࡨॶ؇෨ॼͳ

ౕΝͺ͢㿈ΌͳͤΖ༹ʓ͵ౕͨͳ༽ରඍਬΝਦΕΉͤɽ

ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼٰଶΏভඇंඅ֒غݡʀࢯΝਦΖͳͳͶɼ೧ݡޛ

Νߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंଜ͍ݭΖΔ͢ΝगΖͪΌɼਕݘ༶ޤʀࡔࢊฯޤࢻ఼͖Δ૮ࢩԋ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

ϋρφϭʖέճ٠ʱ࠷ΝܩକͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ

ྺंٰଶາષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͪΌͶɼʰ߶ྺंٰଶࢯ

ࠕޛܱࡱɼҫྏؖؽɼ๑૦ंܐؖɼஏҮेؖؽܐؖʀର͗࿊ͱ͢ܠɼ߶

ΉͲਟଐͶߨ͑ͪΌɼ߶ྺं͍Ξ͢Ξ૮ιϱνʖʤஏҮใࢩׇԋιϱνʖʥΏܱ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ

ٰଶ௪ๅͶଲ͢ɼຌਕ֮͵ʹๅफॄ͖Δචགྷ࣎ͶͺીଲԢ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

༽ਬͶखΕૌΊɼྫ೧ౕͶͺ೧ݡޛౕͶܐΖࢤܯժΝࡨఈ͢Ήͪ͢ɽ
ฯͪ͢ޤ๏ͺεϥʖφητࢬઅͶ͕͏ͱనͶͤޤΖΆ͖ɼ߶ྺंҲ࣎ਫ਼

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟



߶ྺंଜݭΝฯ࣍ͨ͢ݘཤΝगΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯͳ೧ݡޛౕཤ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ







ͺɼࢤ͖㿈චགྷͶԢͣɼన͵ղޤฯݧγʖϑηڛɼ೧ݡޛౕཤ༽
ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ಊࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

͖㿈͏ंͶଲͤΖٰଶࢯɼغͳݡਟଐ͖ͯన͵ฯࢩ;ٶޤԋͶͯ͏ͱɼ

্͖㿈͏Νཀྵ༟ͳͤΖࠫพմভͶͯ͏ͱखૌดͽ㿈Ͷ೧ݡޛౕཤ༽ଇ

үʀࢩԋͶΓΕɼౕཤ༽Νࢩԋ͢Ήͤɽ

దͳ͢ͱɼӞ҈ࢤ߶ྺंʀ্͖㿈͏ंݘཤ༶ڢޤ٠ճΝઅ͢ͱ͏Ήͤɽ

͢ͱ͏Ήͤɽ

֮࣪ฯͶՅ͓ɼ͏͡ͳ͏͑ͳ͘ɼϔϧϱοͲ࣎ٺەॕഩ͗Ͳ͘Ζରඍ

ড়ྭʱ;ٶʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱʱͶͯخ㿈͘ɼ߶ྺं্;ٶ

㿈ࠖೋ͵๏ͶଲͤΖݡޛਕๅृঁɼ೧ݡޛౕ୴͏घͳ͵Ζࢤݡޛਕ

खૌΝްՎద͖ͯԃͶߨ͑ͪΌɼؖؽܐؖͳ࿊ྙڢܠରΝਦΖ͞ͳΝ

ຌࢤͲͺɼਕෳࢳ๑Ͷ͚ͰخીͶΓΖٺەฯޤࣰࢬΏٺەεϥʖφητڋ

ভਬͶͤؖΖ๑ཱʱʰӞ҈ࢤ্͖㿈͏Νཀྵ༟ͳͤΖࠫพմভਬͶͤؖΖ

ͤɽΉͪɼຌਕΉͪͺଔͶΓΖ৻ਅཱི͖㿈ࠖೋ͵ۢௗਅཱིɼඇ༽ෝ୴͖

ࢯɼ্֒ंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱʱʰ্֒Νཀྵ༟ͳͤΖࠫพմ

ʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱʱʰ্֒ंٰଶ

Ζͳ͏ͮͪͲɼ؏ٮదͶਫ਼ໍΏਐରɼࡔࢊ͖㿈ؽثదয়ͳͫڱஇͪ͢ࡏ

үΝਬ͢ΉͤɽΉͪɾࢤݡޛਕࢤ;ٶݡޛਕޫึं໌฿Ͷౌ͠Η͖ͪͪ

எͱ㿈߶ྺंࣙਐқ͖㿈֮Ͳ͘͵͏ɼ߶ྺंࣙਐ͖㿈ࢩԋΝڍ൳͢ͱ͏

ౕΝң࣍ͤΖͳͳͶɼॶয়ڱΝಁΉ͓ࠕޛ͍Ε๏Νݗ౾͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶଲԢͤΖεΥϩνʖͳ͢ͱࢬઅཤ༽͖㿈༩͠ΗΖͪΌɼݳয়

ڧʀՊఋڧѳԿͶΓΖ߶ྺंٰଶଲԢͳ͢ͱकͶཤ༽͠Ηͱ͏Ήͤɽࠕޛ

ͳ͗ࠖೋͶ͵ͮͪͳ͘ɼҲ࣎దͶޤਕϙʖϞॶΝߨౕ͑ͲͤɽՊଔ

͕͕ࡂҐ߶ྺंͱ㿈ɼڧࡃܨ;ٶཀྵ༟ͶΓΕࣙͲਫ਼ͤΖ͞

ଲ͢ɼҲ࣎దͶࢬઅॶી͵ʹΝߨ͏Ήͤɽ

ٰଶ͵ʹΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΕɼղޤฯݧγʖϑηཤ༽͖㿈ࠖೋ͵߶ྺंͶ

ඍ͓ͱɼҲ࣎దͶ߶ྺंΝฯͤޤΖͪΌ࣪ڋΝ֮ฯ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶ͵ʹ࣎ٺەͶɼଲেं͖㿈ղޤฯݧγʖϑηཤ༽͖㿈ࠖೋ͵Ͷ

͍ΖͶͺɼฯޤીͳ͢ͱॶીΝߨ͏Ήͤɽ

ॶͳ͵ΕΉͤ͗ɼ߶ྺंຌਕ͖㿈ٰଶΏղʹ͵ؼ๎ޤʰΏΝಚ͵͏ࣆ༟ʱ͖㿈

ޤΝण͜Ζ͞ͳ͖㿈ࠖೋ͵ࡂҐ๏͗ॶ͢ͱ͏ΉͤɽղޤฯݧౕͲͺܘ༁

ਐରͺਈ্͗͏ͶΓΕ࣎ղޤΝචགྷͳͤΖ๏ͱ㿈ɼͱڋ㿈న͵ղ

ਕෳࢳࢬઅॶી

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟



৮ͶΓΖݡޛਕଏ͗ࠒݡΉΗΖ͞ͳ͖Δɾͪ͵୴͏घͳ͢ͱࢤݡޛਕ

Y ਜ਼ࢯްՎ

LY ݡޛਕࢩԋؽ

ࠦʀึঁཤ༽ଇɽ

LLL ೧ݡޛౕཤ༽ଇؽౕཤ༽͗චགྷ͵ਕغݡɼͱͫ͜ݡޛ㿈͵͚ฯ

LL ૮ؽ૮ଲԢɼݡޛωʖη㿈ࠬɼݡगΕର

L ߁ๅؽݘཤ༶͗ޤචགྷ͵ਕݡɼबஎʀܔ

֫ ؖؽޭࢤݘཤ༶ޤιϱνʖ ؽͺɼ఼࣏Νఈ͢ͱ͏Ήͤɽ

ͯ㿈͜Ήͤɽ

ۂແΝҗ͢ͱ͏Ήͤɽ͞ݘཤ༶ޤιϱνʖΝɼخຌܯժ֫ͱ͢ͳؖؽҒ

ࢤͲͺɼฑ೧ౕͶޭࢤݘཤ༶ޤιϱνʖΝઅ͢ɼޭࢤऀճෳࢳڢ٠ճͶ

ྺंਫ਼҈સ֮ฯͶΌΉͤɽʤި௪൞՟߶ྺंࢩԋ՟ʥ

ंٰଶࢯ;ٶভඇं҈સ֮ฯݡगΕࢩԋϋρφϭʖέ࿊ཙճ٠ʱΝ͢༽ɼ߶

൞ߪ࠴ɼ௪Խૹໃঊୁ༫ɼΫϡϱϘʖϱΝࣰࢬ͢ΉͤɽΉͪɼʰ߶ྺ

ΏࡄߨໃતͶΓΖ൞ࡓๅ;ٶڛқًɼ͖͖ͤ㿈͢ड़ߪ࠴ͶΓΖ

͍͗Ζ͞ͳ͖Δɼࣙक൞ಊରͶΓΖ߁ๅύ㿉φϫʖϩɼ҈ৼ҈સๅϟʖϩ

߶ྺंΝૄͮͪ൞ࡓқًͺɼ߶ྺंͺͳΓΕ߁͏େΝଲেͳͤΖචགྷ

ͪࢩԋɼٰଶΏভඇंඅ֒ࢯ;ٶଲԢΝߨ͏ΉͤɽʤஏҮෳࢳ՟ʥ

߶ྺं͵ʹ͖Δݘཤ৷֒ͶܐΖ૮ଲԢɼ೧ݡޛౕԃ͵ཤ༽Ͷ͜

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ



ऀճෳࢳڢ٠ճͳ࿊ͱ͢ܠɼ೧ݡޛౕܔٶͶͤؖΖखΕૌΊΝࣰࢬ͢Ή

ҽʱɼʰۢݡޛਕʱүΝߨ͏Ήͤɽ

ࢩԋɼ೧ݡޛਕ͵ʹમޛࢩԋଠɼͨ୴͏घͳ͢ͱʰஏҮਫ਼ࢩԋ

ͤɽʰͬΓͪ㿈೧ݡޛιϱνʖʱͲͺɼౕཤ༽ͶͤؖΖ૮ɼਅཱི͢ͱघକ͘

எ߶ྺंଁՅͶ͏ɼ೧ݡޛౕཤ༽͗චགྷ͵๏ଁՅ͖㿈ࠒݡΉΗΉ

ͪͺҲ෨ΝঁͤΖ͞ͳͶΓΕɼ೧අݡޛਕࡃܨదෝ୴ܲݰΝਦΕΉͤɽ

ཤΝगΖͪΌɼࢤௗਅཱིͱΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼ೧ݡޛਕͶଲͤΖๅृસ෨Ή

எΏ߶ྺंٰଶཀྵ༟ͱ㿈೧ݡޛౕਅཱིͱ͖㿈ͱ㿈͘͵͏߶ྺंݘ

ΕૌΊΉͤɽ

Ήͪɼ೧ݡޛਕ୴͏घͳ͢ͱغଶ͠ΗΖࢤݡޛਕۅద༽ΏࢩԋͶख

ࢤௗਅཱིͱͶܐΖघକඇ༽ݡޛ;ٶਕๅृͶͯ͏ͱঁ͢Ήͤɽ

ͶͺɼࢤௗͶΓΖਅཱིͱΝۅదͶࣰࢬ͢Ήͤɽ͵͕ɼఁॶಚंͶଲ͢ͱͺɼ

ଔ͖㿈͏ͱਅཱིͱΝڍ൳͢ͱ͏ΖΏɼٰଶͶΓΕଔਅཱིͱ͖㿈Ն͵

ݡౕˠͶΓΖࢩԋ͗චགྷͳ͵ΕΉ͖ͤ㿈ɼҐ಼ଔ͖㿈͏͵͏ɼͺ

எͶΓΕஇྙ͖㿈ॉͳ͵ͮͪɼࡔࢊ؇ཀྵΏܘ༁घକͶ೧ޛ

ಊࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

үΝਬ͢ΉͤɽΉͪɾࢤݡޛਕࢤ;ٶݡޛਕޫึं໌฿Ͷౌ͠Η͖ͪͪ

৮ͶΓΖݡޛਕଏ͗ࠒݡΉΗΖ͞ͳ͖Δɾͪ͵୴͏घͳ͢ͱࢤݡޛਕ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙



㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ



ͱࢩԋ͢Ήͤɽ

ٰଶΏভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱ૮Νण͜͜ɼܱࡱΏබӅͳؖؽܐؖ࿊͢ܠ

غଲԢɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

͏ΉͤɽٰଶࢯΏ೧ݡޛౕཤ༽ଇखૌΝैࣰ͢ɼܔٶΏ

ͪɼίΠϜϋζϡʖबஎΝکԿ͢ɼغͶଲেंࢩԋͶͯ͵͗ΖखૌΝߨ

ࢤΏؖؽܐؖͶଲ͢ͱɼݘཤ༶ޤͶͤؖΖౕۅద͵बஎΝߨ͏ΉͤɽΉ

ๅΏ՟ୌΝ༙͢ڠΝਫ਼͖ͪ͢ࢩԋରඍΝਬ͢Ήͤɽ

ؖؽܐؖͳݺพίʖηճ٠Ν࠷͢οʖϞΠϕϫʖοͶΓΖࢩԋΝଇ͢Ήͤɼ

ͶΌΉͤɽ

ஏҮΏղࢬޤઅͶ͕͜ΖٰଶغݡͶͯ͵͝ΖͪΌɾ࿊ܠʀྙڢରߑ

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ



ݘཤ༶ࢩޤԋʀ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶ͜ͱɼஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέΝஊదʀ

ܯժదͶکԿ͢ͱ͏͚ͪΌɼۢͺ೧ݡޛιϱνʖΝ֫͢ͳؖؽɼஏҮ࿊کܠ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖं্֒;ٶ૮ࢩԋιϱνʖͶ͕͜Ζ૮ࣆۂ

ʀ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂ

ʀࢤݡޛਕ

ʀ֫ؖؽઅ

ʀ৮ΏؖؽܐؖஏҮ͖㿈࿊ܠʀͤྙڢΖʰڢ٠ճʱඍ

ʀຌਕΝৼͳͤΖʰοʖϞʱࢩԋ

೧ݡޛౕԃ͵ӣӨͶͪ͜खૌ

ௗਅཱིͱΝߨ͏೧ݡޛౕཤ༽Νਬͪ͢ɽ

எ͵ʹͶΓΕஇྙ͖㿈ॉ͵߶ྺंݘཤΝगΖͪΌɼචགྷͶԢ͢㿈ࢤ

೧ݡޛౕʤࢤௗਅཱིͱʥ༽Ͷͪ͜ࢩԋΝ͢Ήͤɽ

͢ɼࡔࢊ؇ཀྵΏܘ༁γϛʖφΝͤΖ͞ͳͶΓΕ҈ৼ͢ͱਫ਼͘Ͳ͗ΖΓ͑Ͷɼ

எ͵ʹͶΓΕɼஇྙ͗ఁԾ͢ɼࡔࢊ؇ཀྵΏܘ༁ߨҟ͗Ͳ͘͵͏߶ྺंͶଲ

Νߨ͏Ήͤɽ



ཤ༽ࢩԋΏࢬઅીॶɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷͯخ㿈͚߶ྺंٰଶ༩Ώଲ
ԢͶՅ͓ɼۛ೧ଁՅ͢ͱ͏Ζভඇंඅ֒ࢯܔٶΝਦΕΉͤɽ

झ࿊ཙճ༙͗ް͖ͯްՎదͶؽͤΖͪΌϋρφϭʖέରΝߑ͢ͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंݘཤ৷֒Ν༩͢ɼݘཤߨ࢘ࢩԋΝదͶߨ͏Ήͤɽ೧ݡޛౕ

͘Ήͤɽ

ͤɽΉͪɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝືͶߨ͏ๅѴ͢ɼଲেंͶన͵ଲԢΝ͢ͱ͏

Ӏ͘କ͘ॶਅ੧࣎৻ࠬΝॉͶߨ͏ɼචགྷ͵߶ྺंͶͯ͏ͱͺॶ݀ఈ͢Ή

இ͠Ηͪޤචགྷ͵߶ྺंΝޤਕϙʖϞͶॶી͢Ήͤɽ

ਕෳࢳ๑Ͷͯخ㿈͘ɼՊఋڧɼࡃܨద͵གྷ݇ͶΓΕɼऀճਫ਼͖㿈ࠖೋͳ

ྣࢤௌଞͳؖؽܐؖ;ٶ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

ٺەҲ࣎ฯࢬޤઅͳ͢ͱࢤ಼ࢬઅͫ͜Ͳͺ͵͚ࢤࢬઅΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼۛ

ΕΉͤɽ

Ήͪɼฯͪ͢ޤ๏ΝనͶͤޤΖͪΌٺەҲ࣎ฯࢬޤઅͳ࿊ܠରکԿΝਦ

ճΝઅ͢ɼࣉಒ͕Γͽ㿈߶ྺंٰଶغݡɼన͵ฯޤͶΌͱ͘Ήͪ͢ɽ

߶ྺंٰଶࢯ๑ͶଲԢ͢ɼຌࢤͲͺฑ  ೧݆͖ΔགྷฯंޤଲࡨஏҮڢ٠

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟



߶ྺं૱૮ࢩԋΏٰଶ͵ʹࢩԋࠖೋࣆྭଲԢͪΌؖؽܐؖͶΓΖ֦

఼͖Δͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶखΕૌΞͱ㿈͏Ήͤɽ

ߧ߶ྺंͶଲͤΖٰଶࢯΏࠖೋࣆྭ͵ʹଲԢͶͯ͏ͱɼదʀܩକద͵ࢻ

ΏࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

Ͷण͜ΔΗΖΓ͑චགྷ͵ؖؽܐؖͶͯ͵͚㿈ͳͳͶɼΏుͶΓΖ૮

ߧ߶ྺं༹ʓ͵૮Νण͜ɼղޤʀฯ݊ʀҫྏʀෳࢳ֦झγʖϑη͵ʹ͖㿈న

૱૮ͳࢩԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ۢͲͺ͖ॶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ ͕ͳ͢ΓΕ૮ιϱνʖ Νઅ͢ɼ߶ྺं

ΠϜϋζϡʖࢩԋߨͮͱ͏Ήͤɽ

ଲԢɼݘཤ༶ͱ͢ͳۂࣆޤɼٰଶغݡΏ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋɼஏҮί

͖㿈ΔӣӨ͢ͱ͏Ήͤɽ૱૮ࢩԋࣆۂΝৼͶɼ߶ྺंݡगΕΏஎ

ࡑݳɼ߶ྺं͍Ξ͢ΞιϱνʖͺۢӨ͖ॶͳҗͱॶ͖ܗ㿈୴ஏҮΝ࣍ͬ͵

ݡਕ Ͷͯ͏ͱखૌΊΉͤɽΉͪɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶ͜ͱखૌ ԋʀਜ਼ࢯؽΝ୴͑֫ద͵ༀׄΝՎͪͤͱ͢ͳؖؽҒͯ㿈͜Ήͤɽ

ृঁΝߨ͏ɼࡔࢊ͍Ζ͵͢ͶؖΚΔͥݘཤ༶ ޤͶΌΉͤɽ͍Κͦͱࢤ ޛԿΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ֫ؖؽͺɼ߁ๅʀ૮ʀ೧ݡޛౕཤ༽ଇʀݡޛਕࢩ

͚͢ͺਅཱིͲ͘Ζं͗͏͵͏ͺɼࢤௗਅཱིΝࣰࢬ͢Ήͤɽਅཱིͱඇ༽Ώݡޛๅ

֒ࢯͶखΕૌΊΉͤɽ

Νߨ͏ΉͤɽΉͪɼ˕˕ভඇਫ਼ιϱνʖͳన࣎࿊ܠΝਦΕɼ߶ྺंভඇंඅ

ͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼෳࢳγʖϑηཤ༽ࢩԋࣆۂΏɼ೧ݡޛౕٶʀཤ༽ଇ

Ήͪɼஎ๏Ώ্֒ंݘཤʀࡔࢊΝฯͤޤΖͪΌɼ˕˕೧ݡޛιϱνʖ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ



ౕ༽ͳٶΝਬ͢ΉͤɽΉͪɼ೧ݡޛਅཱིΝߨ͑ଔ͗͏͵͏ɼ

ʰஏҮ͍Ξ͢Ξιϱνʖ˕˕ ʱͳɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ ͖㿈࿊͢ܠɼ೧ݡޛ

͢ɼ೧ݡޛౕཤ༽Νଇ͢Ήͤɽ

ͲɼਅཱིͱͶགྷͤΖඇ༽Νෝ୴ͤΖ͞ͳ͖㿈ࠖೋ͵๏Ͷଲ͢ਅཱིͱඇ༽Νঁ

͘͵͏๏ͶۢௗͶΓΖ೧ݡޛਅཱིͱΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼຌਕ;ٶଔਅཱིͱ

೧ݡޛਕΝમͤΖචགྷ͖㿈͍Ε͵͖㿈ΔɼਐرΕ͖㿈͵͏͵ʹɼਅཱིͱ͗Ͳ

ۢௗͶΓΖ೧ݡޛਅཱིͱ;ٶຌਕʀଔਅཱིඇ༽ঁ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙



㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ



㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ





ਦΕΉͤɽ

νʖͳ࿊ް͢ܠՎద͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ݡ͖㿈චགྷͶ͖͖ΚΔͤ㿈ਅཱིͱΝߨ͑ഓ۰ंݬ;ٶଉҐ಼ଔ͖㿈

೧ݡޛౕཤ༽ࣆۂްՎద༽ͶΓΕɼ೧ݡޛౕबஎΝਦΖͳͳͶޛ

Ήͪڧཀྵ༟ΏՊଔ͖ΔٰଶΝण͜ͱ͏Ζ͵ʹཀྵ༟ͶΓΕɼͲڋղޤ
͖㿈ण͜ΔΗͤ㿈ٺەదͶࢬઅॶ͖㿈චགྷͳ͵ͮͪ߶ྺंΝͤޤΖͪΌɼޤ
ਕϙʖϞͶҲ࣎ॶͦ͠ɼਫ਼Ν֮ฯ͢Ήͤɽ

㿈ͪΌɼ߶ྺंΓΘͥ૮ιϱνʖ૮ࢩԋؽکԿΝਦΕɼݘཤ༶ޤର

ݡਬͶखΕૌΊΉͤɽ

ཱི֮Ͷ͜खΕૌΊΉͤɽ

Νଲেͳͪ͢ࢩԋࡨΝݗ౾͢ΉͤɽΉٰͪଶΏভඇंඅ֒͵ʹݘཤ৷֒Ν͚

Ήͪɼୱਐ߶ྺଵଁՅͶΓΖࢀंݡޛωʖη㿈ѴͶͯخ㿈͏ͪɼ๑ਕޛ

߶ྺंݘཤΝगΖखૌͳ͢ͱɼஎΏࢰޛ҈Ν์͓Ζಢंྺ߶ڋ

͵ͮͱ͏ΖࢬڋઅͲ͍ΖܲඇਕϙʖϞΝ͢༽Ήͤɽ

ޤਕϙʖϞીॶΝߨ͵͏ɼఁॶಚं֮ेڋฯͲͺɼؔ๑ਕ͗ߨ

㿈҈ৼ҈સͶਫ਼͢କ͜Ζ͞ͳ͖㿈Ͳ͘ΖΓ͑Ͷࢩԋ͢Ήͤɽ

νʖͳ࿊ް͢ܠՎద͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ਕΝ͢༽Ήͤɽ͠ΔͶ૮૯ͱ㿈͍Ζ˕˕೧ݡޛʀ૱૮ιϱ

ࡑɼࢤௗਅཱིͱΝࣰࢬ͢ΉͤɽणࡏͶͺຌਕয়ڱͶԢ͢㿈ͱࢤݡޛ

์͓Ζ߶ྺंͶଲ͢ͱਅཱི͢ͱࢩԋΝߨ͏ɼ೧ݡޛΝ͢༽ɼेΊΗͪஏҮͱ

எͶΓΕஇྙ͗ఁԾ͢ෳࢳγʖϑηཤ༽घକ͘Ώۜર؇ཀྵͶࠖೋΝ

͵ʹΝߨ͏࿊ܠΝਦΖ͞ͳͱ㿈ɼԃࢩ͵ԋରߑͶΌΉͤɽ

೧ݡޛౕ୴͏घͳ͵Ζ๑ਕݡޛಊΝࢩԋͤΖͳͳͶɼঁݶΏๅڛ

ࣰࢬ͢Ήͤɽ

͢㿈ΖΆ͖ɼ೧ݡޛਕ͵ʹ୴͏घΝүͤΖͪΌࢤݡޛਕݜर͵ʹΝ

೧ࢩݡޛԋιϱνʖͲͺɼ೧ݡޛ಼ౕ༲Ώ۫ରద͵घକ͘͵ʹ૮ͶԢ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖं্֒;ٶ૮ࢩԋιϱνʖͶ͕͜Ζ૮ࣆۂ

ਫ਼ंڃࠖΏɼࡄ֒ɼٰଶͶΓΖඈೋࢬઅͳ͢ͱͺɼ߁Ү࿊͖㿈ͤΖ

ϞॶఈҗҽճͶ͕͏ͱ৻ࠬɼીॶͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ʀ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂ

ʀ֫ؖؽઅ

͏Ήͤɽ

ࡃܨద͵ࣆΏٰଶͶΓΕฯ͖ޤ㿈චགྷͳஇͪ͢ͺɼਣࢤਕϙʖ

ʀ৮ΏؖؽܐؖஏҮ͖㿈࿊ܠʀͤྙڢΖʰڢ٠ճʱඍ

ʀࢤݡޛਕ

ʀຌਕΝৼͳͤΖʰοʖϞʱࢩԋ

ݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέߑΝਦΕɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇΝߨ

ౕཤ༽ࢩԋͳࢤݡޛਕ;ٶಊࢩԋͶͪ͜खૌΝਬ͢Ήͤɽ

Ήͤɽ

ھຌଞͶͺ֚ࢬઅ͗ඍ͠Ηͱ͏͵͏ͪΌɼࠕޛસݟࢬઅཤ༽ͲଲԢ͢ͱ͏͘

ͤΖࢩԋ͗ण͜ΔΗΖన͵ࢬઅࡑ;ٶγʖϑηીΝߨ͏Ήͤɽ

೧ݡޛౕͶͯ͏ͱཀྵմଇΝਦΖͪΌܔٶͳͳͶɼ೧ݡޛ

೧ݡޛౕԃ͵ӣӨͶͪ͜खૌ

ౕཤ༽ΏٰଶଲԢ૮Νߨ͑ݘཤ༶ޤιϱνʖΊ͖ͪӣӨैࣰΝ

ਕΝ͢༽Ήͤɽ͠ΔͶ૮૯ͱ㿈͍Ζ˕˕೧ݡޛʀ૱૮ιϱ

ھી͗චགྷ͵Ͷͺɼͨ๏ৼਐΏਫ਼য়ڱɼࡃܨదয়ڱΝרҌ͢ɼචགྷͳ

٠ճͳڢಉ͢ɼஏҮෳࢳݘཤ༶ۂࣆޤɼγʖϑηཤ༽૮ɼۦ૮ɼ೧ݡޛ

ࡑɼࢤௗਅཱིͱΝࣰࢬ͢ΉͤɽणࡏͶͺຌਕয়ڱͶԢ͢㿈ͱࢤݡޛ

ࠖೋ͵ਕΝߨݸݘͶΓΕޤਕϙʖϞͶॶΝી͢Ήͤɽ

ࡃܨదɼڧద͵ཀྵ༟ɼͺղंޤͶΓΖٰଶͶΓΕɼࡑਫ਼ΝܩକͤΖ͞ͳ͗

⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
ᩚ

⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢ༠㆟



ݡ͖㿈චགྷͶ͖͖ΚΔͤ㿈ਅཱིͱΝߨ͑ഓ۰ंݬ;ٶଉҐ಼ଔ͖㿈 இྙ͖㿈ఁԾ͢ɼೖਫ਼ܩକ͗ࠖೋ͵߶ྺंΝଲেͶɼ˕˕ऀճෳࢳڢ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
ഛ



೧ݡޛౕཤ༽ࣆۂްՎద༽ͶΓΕɼ೧ݡޛౕबஎΝਦΖͳͳͶݘ ޛཤ༶ޤιϱνʖ˕˕ӣӨैࣰ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙



㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸᙜㄢ➼ࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ



㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ



߶ྺंͶͤؖΖ૱૮૯ͳ͢ͱɼ֦झ૮ͶଲԢͤΖΆ͖ɼ߶ྺंٰଶࢯ

ݘཤ༶ޤɼίΠϜϋζϡʖࢩԋɼղޤ༩ίΠϜϋε㿈ϟϱφͶӀ͘କ͘ख

ΕૌΊΉͤɽΉͪɼஏҮใׇίΠਬஏҮͶ͕͜Ζ֫ͱ͢ͳؖؽؽΝ߶

ΌɼंܐؖϋρφϭʖέΝکԿͤΖ͵ʹɼ༹ʓ͵ஏҮࣁݱΝ͖͵͢༽㿈Δɼ߶

Ήͪɼ˕˕ݡޛιϱνʖˠͳ࿊͢ܠɼࢤݡޛਕߪ࠴࠷Ώ๑ਕݡޛΝߨ͏

Ήͤɽ

Ͷɼຽ߶ࢤஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖㿈ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ֫͵ͳؖؽΕɼ

ͺɼࢤௗ͖㿈৻ਅཱིͱΝߨ͏Ήͤɽ

ٺͶฯͤޤΖଲԢΝ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

֫ͱ͢ͳؖؽɼஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέߑͶखΕૌΊΉͤɽ

Ͷ̐݇ཤ༽͍͗ΕΉͪ͢ɽ

͵ʹ͢ͱɼ߶ྺं҈સ͵ਫ਼֮ฯͶΌͱ͏Ήͤɽʤྫݫʥ೧ౕ

͘ɼͳؖؽܐؖ࿊ܠʀڢ٠͢ɼ߶ྺंٺەҲ࣎ฯʹ͵ۂࣆޤΝཤ༽͢ɼە

೧ݡޛౕͶͯ͏ͱͺɼཤ༽ଇ๑ఈΝಁΉ͓ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ

ཱིΏఁॶಚंਅཱིඇ༽ঁΝߨ͏Ήͤɽ

য়͗ڱࠃͲɼ͞ΉΉ๎Ͳ͘͵͏ͳஇͪ͢ͺɼӀ͘କ

ٰଶΏΝಚ͵͏ࣆ༟͍͗Ζ߶ྺंΝҲ࣎దͶࢬઅͶॶͦ͠ฯͤޤΖɽٰଶ

մ݀ΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶΏࠖೋࣆྭଲԢͶͯ͏ͱɼଡ৮झʀஏҮͳືەͶ࿊͗͵͢ܠΔ

ٰଶࢯͪΌɽචགྷͶԢͣͪࡑγʖϑηΏࢬઅॶΝࢩԋ͢Ήͤɽ

Γ͑ͳͳؖؽܐؖͶࢩԋ͢ΉͤɽΉͪɼຌਕͶΓΖਅཱི͗ࠖೋ͵ࢤௗਅ

ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέΝߑ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

๑ਕݡޛणରͱ㿈͍Ζຽ߶ࢤऀճෳࢳڢ٠ճͳ࿊ܠͶΓΕɼݘཤ༶ࢩޤԋ

ཱིͬ͜㿈ɼ࿊ܠΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖஏҮ՟ୌմ݀Ͷ͜ͱڢ٠͢ͱ͏͚ͳͳͳ

ਐرΕ͵͏எ߶ྺंͱ㿈࢟ݡޛ৻Νਅཱི͢ͱΖਕ͖㿈͏͵͏

৮ରΏؖؽܐؖେනͱ㿈ߑͤΖʰݘཤ༶ࢩޤԋϋρφϭʖέҗҽճʱΝ

ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͱ㿈ਫ਼ΝܩକͲ͘ΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖؽैࣰ

ޮӻ߶͏๑ਕͳ͗͵͢ྙڢΔ֮ฯΝਦΕΉͤ

㿈҈ৼ͢ͱ೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंΝฯͤޤΖͪΌεΥϩνʖͶͯ͏ͱɼෳࢳࢬઅɼ

ϗρφজΝͶ֮ฯ͢Ήͤɽ

దͶٰଶं͖Δ͢ٺەฯͤޤΖͪΌɼಝพޤਕϙʖϞͶغڋՆ͵

ٰଶͶΓΕɼਫ਼ໍΉͪͺਐରͶ॑͵͗ݧثਫ਼ͣͱ͏Ζ͕ͨΗ͍Ζ߶ྺंΝҲ࣎

ण͜͜ɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕ͵ʹ༽Νࢩԋ͢Ήͤɽ

ଲͤΖ೧ݡޛਕๅृঁΝߨ͑Ά͖ɼఈغద͵૮ճΝ࠷͢ɼ߶ྺं͖

೧ݡޛౕཤ༽͗චགྷͳ͵ΖਕͶଲ͢ɼՊఋࡍॶਅཱིघକ͗͘Ͳ͘Ζ



⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪ
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ࢬޤઅඇ༽Ν˕˕͗ෝ୴͢ɼخຌదਕݘΝगΖͪΌʰ߶ྺंٰଶࢯҲ࣎ฯ
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ͱ͏Ήͤɽ
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Ζ͵ʹɼ߶ྺंͨ;ٶՊଔෳࢳͪΌͶࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽۛ೧ͺཤ༽͗
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े੭ඉ՟੭ଵͶͤΖ߶ྺंΝɼҲ࣎దͶ

Ͷ͚ͰخીͶΓΕɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंฯޤͶखΕૌΊΉͤɽ
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͗͏͵͏Γ͑͵ΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΕɼղޤฯݧγʖϑηΝཤ༽ͤΖ͞
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͙Νߨ͏Ήͤɽ
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৮ݡޛਕͶՅ͓ɼਫ਼ࢩԋҽݜरΝ௪ͣࢤݡޛਕΝΌΉͤɽ
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ɼཤ༽ଇݡޛ;ٶਕࢩԋͶखΕૌΊΉͤɽ

କ͢ͱΌͱ͏͘Ήͤɽ



ݫదͶଌ͓ͱմ݀͢Ήͤɽ
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͏Ήͤɽ

˕೧ࢩݡޛԋιϱνʖʱΝઅ͢ͱ͏Ήͤɽ

ͤɽ
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߶ྺंٰ͗ଶΝण͜ͱ͏Ζͳ૮͍͗ͮͪɼࣰସࠬΝߨ͏ɼয়ڱͶΓͮͱ
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͝ΖૌΊΝߑ͢Ήͤɽ

พճ٠ɼ˕˕ஏҮཱིࣙࢩԋڢ٠ճعଚϋρφϭʖέ͖Δ೧ݡޛౕͶͯ͵

˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճɼஎॵॄغࢩԋοʖϞɼஏҮίΠݺ

ڢ٠ճʱΝઅ͢ͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯ;ٶଲԢΝکԿͦ͠ΖͪΌɼʰ˕˕߶ྺंٰं͏্͗;ٶଶࢯ

༙ͤΖͳͳͶɼغݡΏద֮͵ଲԢͪΌ࿊کܠԿΝਦΕΉͤɽ

ؖؽܐؖʀର͵ʹͲߑͤΖ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Ν௪ͣͱๅΝڠ

ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέΏ֫ؖؽઅݗ౾ʀඍΝߨ͏Ήͤɽ

ฯ݊ʀҫྏʀෳࢳ࿊ܠͶ࢚๑Όͪͪ͵࿊ܠૌΊͲ͍Ζݘཤ༶ࢩޤԋ

ఈྭճͶΓΕɼࢩԋݗ౾Νߨͮͱ͏Ήͤ

ࠖೋࣆҌଲԢͶ͍ͪͮͱͺؖؽܐؖΏ৮ͶΓΖʰ߶ྺंٰଶࢯοʖϞʱ
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༙ࠖ;ٶೋίʖηଲԢͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճͶͱɼదࢻ఼͖ΔঁݶΝ͏ͪͫ͘ɼๅڠ

ྺंΏ༶ंޤࢩԋΝ͕͑͞ͳͳͶؖؽܐؖ࿊ܠରکԿΝਦΖɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճΝৼͶɼ߶ྺंٰଶΏغݡͶΌɼ߶

ͱ͏Ήͤɽ

ຌࢤͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶࢯࠬڂݜͪΌɼ೧յҗҽճΝఈغదͶ࠷͢

ฑ೧݆Ͷʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճʱΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖࡆ࣭యไᩚ
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㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
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ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ΖίʖηͶͯ͏ͱ؏ٮదஇͳๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ
ࠕޛஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖखૌΝਬͤΖͳͳͶɼղޤฯࢬݧઅΏҫྏ
ؖؽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈ͱ

͵ୌଲԢྙΝਦΖ͞ͳͶΓΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯɼغݡɼ

غଲԢΝߨ͑ɽ

ؖؽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈ͱ

ఊɼͨଠݘཤ༶ޤͪΌͶචགྷ͵ࢩԋͶΌΉͤɽ
ͱ㿈͏͘Ήͤɽ

͏͘ΉͤɽΉͪɼࢬઅ಼Ͷ͕͜ΖٰଶΝࢯͤΖͪΌɼݜरճ࠷ͶखΕૌΞ

ࠕޛஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖखૌΝਬͤΖͳͳͶɼղޤฯࢬݧઅΏҫྏ

͓Ζର֨ैΝਦΕΉͤɽࢬઅͶ͕͜Ζਐର߈ഉࢯͶͪ͜खΕૌΊబ

ྙڢରΝکԿ͢ɼٰଶࢯͶͪ͜खΕૌΊͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͏Ήͤɽ

ΖίʖηͶͯ͏ͱ؏ٮదஇͳๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

έΝ͢༽ɼ߶ྺंٰଶາષࢯΝਦΖͳͳͶɼ௪ๅࡏͶͺଲԢΝਟଐͶߨ

ԢͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼݺพίʖηճ٠Νనٕ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶٛ͏͍

ๅڛͶଲ͢ͱਟଐͶଲԢͤΖ͞ͳͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯΏغݡʀغଲ

ຌࢤͲͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝٰଶଲԢͳؖؽҒ͜ɼ૱૮ΏஏҮ͖Δ

ྙڢରΝکԿ͢ɼٰଶࢯͶͪ͜खΕૌΊͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͏Ήͤɽ

ʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨճ٠ʱΝ࠷͢ɼؖؽܐؖʀର࿊ܠ

ʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨճ٠ʱΝ࠷͢ɼؖؽܐؖʀର࿊ܠ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼ֦ߑͲؖؽܐؖ͠Ηٰͪଶࢯϋρφϭʖ

ͱ㿈͏͘Ήͤɽ

͏͘ΉͤɽΉͪɼࢬઅ಼Ͷ͕͜ΖٰଶΝࢯͤΖͪΌɼݜरճ࠷ͶखΕૌΞ

ԢͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼݺพίʖηճ٠Νనٕ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶٛ͏͍

ରߑΝਦΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜωϣΠϩࣰભ൝Ν͢༽ɼࡸ

ๅڛͶଲ͢ͱਟଐͶଲԢͤΖ͞ͳͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯΏغݡʀغଲ

ຌࢤͲͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝٰଶଲԢͳؖؽҒ͜ɼ૱૮ΏஏҮ͖Δ

͵ୌଲԢྙΝਦΖ͞ͳͶΓΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯɼغݡɼ
غଲԢΝߨ͑ɽ

ରߑΝਦΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜωϣΠϩࣰભ൝Ν͢༽ɼࡸ

ྙڢܠରΝکԿ͢ɼٰଶࢯͶͪ͜खΕૌΊͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶࢯͶචགྷ͵࿊ྙڢܠ

ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

ͤɽΉͪɼ͍ΚͦͱंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡɼغଲԢͶΌΉ

͚ΕΝߨ͏Ήͤɽ

࣎ݡԃ͵ଲԢͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͑ͳͳͶɼٰଶࢯͪΌϋρφϭʖέͰ

ߨΏܱࡱɼ࢚๑ंܐؖͶΓΕߑͤΖҗҽճΝ࠷͢ɼٰଶغݡΏɼ

ʰґୣࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨճ٠ʱΝ࠷͢ɼؖؽܐؖʀର࿊

غଲԢΝߨ͑ɽ

͵ୌଲԢྙΝਦΖ͞ͳͶΓΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯɼغݡɼ

ରߑΝਦΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜωϣΠϩࣰભ൝Ν͢༽ɼࡸ
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ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

ͤɽΉͪɼ͍ΚͦͱंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡɼغଲԢͶΌΉ

ߨ͑ͪΌɼؔࣆंۂͳݡगΕ࿊ڢܠఈగ݃Νਬ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶࢯͶචགྷ͵࿊ྙڢܠ

ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ҡร͍ΖɼΉͪͺɼՁΔ͖ࢩԋΝචགྷͳͤΖ๏ΝغͶ͢ݡɼචགྷ͵ࢩԋΝ

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճ࠷

ͤɽΉͪɼ͍ΚͦͱंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

ଜ͍ݭΖਫ਼Ν֮ฯͤΖͪΌखૌΊΝΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡɼغଲԢͶΌΉ

ٰଶغݡɼҫྏؖؽΏࢬઅӅʀॶɼͳؖؽ࿊ʹ͵ܠɼ߶ྺं

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ஏҮؖؽܐؖͳ࿊ܠͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯͪΌϋρφϭʖέΝਬ͢ɼ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



Εɼޮਜ਼͖ͯన͵ࣆॶۂӣӨͪΌીΝߨ͏Ήͤɽ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶɼࢨఈخ६ҩൕ;ٶਜ਼੧ٽͶͯ͏ͱͺɼࣰࠬࢬͶΓ

खΕૌΊɼཤ༽ंຌҒγʖϑη͗͠ڛΗΖΓ͑ɼࢨݶঁ;ٶΝߨ͏Ήͤɽ

ఈغదͶࣰஏࢨΝߨ͏ɼેخద͵๑ྫबஎΏਐର߈κϫͶͪ͜ܔͶ

͢ɼٰଶਫ਼༩ΏغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

ंٰଶΝ࣎ͪ͢ݡͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖߨ૯Ͷ௪ๅͤΖ͞ͳΝबஎ



͢ɼٰଶਫ਼༩ΏغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

ंٰଶΝ࣎ͪ͢ݡͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖߨ૯Ͷ௪ๅͤΖ͞ͳΝबஎ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼʰ߶ྺंٰଶࢯ๑ʱबஎͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺ

ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼʰ߶ྺंٰଶࢯ๑ʱबஎͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺ

ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱
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ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

͚ɼݘཤ༶ޤɼٰଶ͵ʹ૮Ͷଲ͢ɼ༹ʓ͵ౕΏஏҮࣁͳݱ࿊ࢩ͢ܠԋ͢Ή
ͤɽΉͪɼགྷࢩԋఈंخ;ٶຌοΥρέϨηφͶ֚ͪ͢ࣆۂଲেंͶଲ͢ͱɼ

ٛΚΗΖ࣎Ͷͺ௪ๅͶͯ͵͗ΖΓ͑ରैࣰΝਦΕΉͪ͢ɽ

˕˕ஏҮݟۃ
ͨଠؖؽܐؖ
Պఋࡍॶɼভඇਫ਼ιϱνʖɼෳࢳ՟ɼऀճෳࢳ࢞;ٶਈฯ݊ෳࢳ࢞

ෳࢳ՟ɼฯ݊Ӷਫ਼՟
ͨଠؖؽܐؖ
˕˕ۃɼ༂ۃʀ༂వɼভॼ

͢Ήͤɽ

ҫྏ ؖؽॉࢀҫࢥճ

ਕݘ༶ޤҗҽ;ٶਕݘର

ܱࡱ

ҫྏ ؖؽࢥޤ

ଶࢯͪΌϋρφϭʖέͯ㿈͚ΕΝߨ͏ɼஏҮ࿊ྙڢܠରͯ㿈͚ΕΝਬ

ϭʖέͲͤɽ

ڋղࢩޤԋࣆंۂ

࠷͢ɼٰଶغݡΏɼ࣎ݡԃ͵ଲԢͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͑ͳͳͶɼٰ

ฯ݊ҫྏෳࢳ௪૮ҕΝ͓ͪద͵ଲԢ͗චགྷ͵ϋρφ

ୌմ݀Ͷ͜ଲԢࡨΝݗ౾͢ɼ۫ରద͵ࢩԋΝߨͮͱ͏͚ͪΌϋρφϭʖέͲ
ղޤฯݧγʖϑη ंۂࣆڛղޤਕෳࢳࢬઅղޤฯࢬݧઅΝ

ܐؖؖؽղࢩԋϋρφϭʖέ

ฯ݊ҫྏෳࢳγʖϑηղϋρφϭʖέ

ΉΗͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɼߨΏܱࡱɼෳࢳର͵ʹؖؽܐؖͶΓΕߑͤΖճ٠Ν

έΝکԿͤΖͳͳͶɼغݡʀغଲԢ͗ͳΗΖରͯ㿈͚ΕͶΌΉͤɽ

ͤɽ

ࢯʀݡगΕϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢ͱ͏Ήͤɽࠕޛͳؖؽܐؖϋρφϭʖ

߶ྺंٰଶ૮಼༲ͶͺɼͽͳͯͲͫؖ͜ؽͺଲԢͱ㿈͘͵͏ଡ͚ୌ͗

Δ͢କ͜Ζ͞ͳΝࢩ͓ΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷͯخ㿈͘ɼރௌ߶ྺंٰଶ

ΝکԿͤΖͳͳͶɼغݡʀغଲԢ͗ͳΗΖରͯ㿈͚ΕͶΌΉͤɽ

Ͷɼͳؖؽܐؖ͵ືە࿊ͳܠ૮ޕྙڢͶΓͮͱɼ߶ྺं͗ଜݭΝ࣍ͮͱஏҮͲ

ࢯʀݡगΕϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢ͱ͏Ήͤɽࠕޛͳؖؽܐؖϋρφϭʖέ

எ๏ཀྵմͳࢩԋΝਬ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯଲࡨଇΝਦΖͳͳ

எ๏ཀྵմͳࢩԋΝਬ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯଲࡨଇΝਦΖͳͳ

ٛΚΗΖ࣎Ͷͺ௪ๅͶͯ͵͗ΖΓ͑ରैࣰΝਦΕΉͪ͢ɽ

͢Ήͤɽ

͢Ήͤɽ

ཱིࣙࢩԋʀ॑Կ༩Ͷͪ͜ίΠϜϋε㿈ϟϱφΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

Δ͢କ͜Ζ͞ͳΝࢩ͓ΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷͯخ㿈͘ɼ˕˕߶ྺंٰଶ

ଶࢯͪΌϋρφϭʖέͯ㿈͚ΕΝߨ͏ɼஏҮ࿊ྙڢܠରͯ㿈͚ΕΝਬ

ଶࢯͪΌϋρφϭʖέͯ㿈͚ΕΝߨ͏ɼஏҮ࿊ྙڢܠରͯ㿈͚ΕΝਬ

ͤɽΉͪɼགྷࢩԋఈंخ;ٶຌοΥρέϨηφͶ֚ͪ͢ࣆۂଲেंͶଲ͢ͱɼ

Ͷɼͳؖؽܐؖ͵ືە࿊ͳܠ૮ޕྙڢͶΓͮͱɼ߶ྺं͗ଜݭΝ࣍ͮͱஏҮͲ

࠷͢ɼٰଶغݡΏɼ࣎ݡԃ͵ଲԢͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͑ͳͳͶɼٰ

࠷͢ɼٰଶغݡΏɼ࣎ݡԃ͵ଲԢͶͯ͏ͱڢ٠Νߨ͑ͳͳͶɼٰ

ंɼࢬઅ৮ҽ͵ʹͳ࿊͢ܠɼ߶ྺंΔ͢Ν͖ͮ͢ΕͳݡगΖͳͳͶɼٰଶ͗

ΉΗͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɼߨΏܱࡱɼෳࢳର͵ʹؖؽܐؖͶΓΕߑͤΖճ٠Ν

ΉΗͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɼߨΏܱࡱɼෳࢳର͵ʹؖؽܐؖͶΓΕߑͤΖճ٠Ν

͚ɼݘཤ༶ޤɼٰଶ͵ʹ૮Ͷଲ͢ɼ༹ʓ͵ౕΏஏҮࣁͳݱ࿊ࢩ͢ܠԋ͢Ή

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼௌ಼ճΏਫ਼җҽʀࣉಒҗҽɼղޤγʖϑηࣆۂ

߶ྺंٰଶ૮಼༲ͶͺɼͽͳͯͲͫؖ͜ؽͺଲԢͱ㿈͘͵͏ଡ͚ୌ͗

߶ྺंٰଶ૮಼༲ͶͺɼͽͳͯͲͫؖ͜ؽͺଲԢͱ㿈͘͵͏ଡ͚ୌ͗

ͤΖͪΌ૱ͤͲؖؽɽ૱૮૯͗અ͠Ηɼղޤฯݧγʖϑηͫ͜ͱ㿈͵

ཱིࣙࢩԋʀ॑Կ༩Ͷͪ͜ίΠϜϋε㿈ϟϱφΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ͤΖͪΌ૱ͤͲؖؽɽ૱૮૯͗અ͠Ηɼղޤฯݧγʖϑηͫ͜ͱ㿈͵

ंɼࢬઅ৮ҽ͵ʹͳ࿊͢ܠɼ߶ྺंΔ͢Ν͖ͮ͢ΕͳݡगΖͳͳͶɼٰଶ͗

ʴஏҮใࢩׇԋιϱνʖʵ߶ྺंෳࢳɼҫྏɼݘཤΝगΖͪΌɼਫ਼સൢΝࢩԋ

ఊɼͨଠݘཤ༶ޤͪΌͶචགྷ͵ࢩԋͶΌΉͤɽ

͓Ζର֨ैΝਦΕΉͤɽࢬઅͶ͕͜Ζਐର߈ഉࢯͶͪ͜खΕૌΊబ

έΝ͢༽ɼ߶ྺंٰଶາષࢯΝਦΖͳͳͶɼ௪ๅࡏͶͺଲԢΝਟଐͶߨ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼ֦ߑͲؖؽܐؖ͠Ηٰͪଶࢯϋρφϭʖ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼௌ಼ճΏਫ਼җҽʀࣉಒҗҽɼղޤγʖϑηࣆۂ

ཱིࣙࢩԋʀ॑Կ༩Ͷͪ͜ίΠϜϋε㿈ϟϱφΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ͤɽΉͪɼགྷࢩԋఈंخ;ٶຌοΥρέϨηφͶ֚ͪ͢ࣆۂଲেंͶଲ͢ͱɼ

͚ɼݘཤ༶ޤɼٰଶ͵ʹ૮Ͷଲ͢ɼ༹ʓ͵ౕΏஏҮࣁͳݱ࿊ࢩ͢ܠԋ͢Ή

ͤΖͪΌ૱ͤͲؖؽɽ૱૮૯͗અ͠Ηɼղޤฯݧγʖϑηͫ͜ͱ㿈͵

ʴஏҮใࢩׇԋιϱνʖʵ߶ྺंෳࢳɼҫྏɼݘཤΝगΖͪΌɼਫ਼સൢΝࢩԋ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ʴஏҮใࢩׇԋιϱνʖʵ߶ྺंෳࢳɼҫྏɼݘཤΝगΖͪΌɼਫ਼સൢΝࢩԋ

ఊɼͨଠݘཤ༶ޤͪΌͶචགྷ͵ࢩԋͶΌΉͤɽ

͓Ζର֨ैΝਦΕΉͤɽࢬઅͶ͕͜Ζਐର߈ഉࢯͶͪ͜खΕૌΊబ

έΝ͢༽ɼ߶ྺंٰଶາષࢯΝਦΖͳͳͶɼ௪ๅࡏͶͺଲԢΝਟଐͶߨ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼ֦ߑͲؖؽܐؖ͠Ηٰͪଶࢯϋρφϭʖ

ͱ㿈͏͘Ήͤɽ

͏͘ΉͤɽΉͪɼࢬઅ಼Ͷ͕͜ΖٰଶΝࢯͤΖͪΌɼݜरճ࠷ͶखΕૌΞ

ؖؽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈ͱ

ࠕޛஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖखૌΝਬͤΖͳͳͶɼղޤฯࢬݧઅΏҫྏ

ΖίʖηͶͯ͏ͱ؏ٮదஇͳๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ԢͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼݺพίʖηճ٠Νనٕ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶٛ͏͍

ๅڛͶଲ͢ͱਟଐͶଲԢͤΖ͞ͳͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯΏغݡʀغଲ

ຌࢤͲͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝٰଶଲԢͳؖؽҒ͜ɼ૱૮ΏஏҮ͖Δ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ͶΓΕɼغͳݡາષࢯΝਦΕΉͤɽ

࿊ཙҽɼਫ਼җҽ ஏҮंܐؖΝ

ຌࢤͲͺɾஏҮใࢩׇԋιϱνʖɾฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɾܱࡱͳ࿊ܠର
ߑɾ૮ʀଲԢ૯बஎɾਫ਼җҽΏஏҮૌ৭ͳྙڢʀ࿊ܠɾஏҮे
ܔٶ͵ʹͶΓͮͱɾغͶଲԢͲ͘ΖૌΊΝ͓ͱ͏Ήͤɽ

ճΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝ࠷͢ɼٰଶࢯͶܐΖஏҮϋρφϭʖέߑ

Νਬ͢Ήͤɽ

ͤɽ

ं͗ஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ɼ؉Ώ͖͵ݡगΕରߑͶखΕૌΊΉ

ʀஏҮेΏਫ਼җҽͶଲ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱܔٶಊΝߨ͏ɼ߶ྺ

Ͷ࿊ܠΝਦΕɼ߶ྺंٰଶ༩ʀغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ٰଶغ;ٶݡన͵ଲԢΝߨ͑ͪΌͶ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽ

Ζ߶ྺं͗ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ৮झ࿊ܠͶΓΖࢩԋɽ

ʀଔ͗͏͵͏ɼͱڋ͗ྙڢಚΔΗ͵͏߶ྺंɼΉٰͪଶΏݘཤ৷֒Νण͜ͱ͏

ʽࠕޛ՟ୌʾ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝਦΕΉͪ͢ɽ

Ήͪɼ֫ؖؽͶ͕͏ͱଡ৮झͶΓΖϋρφϭʖέߑΝਬͤΖ͞ͳͲ߶ྺं

;ٶ೧ݡޛౕཤ༽ଇ֫ؖؽΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ࢤௌଞ͗࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͚Ͱخɼݘཤ༶ࢩޤԋ

༥สۃɼ-$ഓৱɼ˕˕ฯ݊ιϱνʖʀਕෳࢳιϱνʖɼฯ݊Ӷਫ਼՟

ͨଠؖؽܐؖ

ʀ߶ྺंٰଶͶͤؖΖஏҮ૮૯ͳ͢ͱܱࡱΏஏҮෳࢳືەͳʹ͵ؖؽܐؖ

ଶͶͯ͏ͱཀྵմΝΌΖͳͳͶɼஏҮݡगΕಊΏղޤฯॶۂࣆݧྙڢ

ऀճෳࢳڢ٠ճ ϖϩϏʖʀ˕˕ިླྀྙڢҽऀܐؖڢસൢΝ ௌ಼ճௗʀߨ

ฯ݊ྙڢҽɼਕέϧϔ ஏҮंܐؖΝ

ஏҮࢩԋंΏࢤΝଲেͳͪ͢ड़ߪ࠴Ν࠷͢ͱܔٶΝߨ͏ɼ߶ྺंٰ

ࡑղࢩޤԋιϱνʖ ॶ

ϭʖέͲͤɽ ࠃԿ༩

े͗ৼͳ͵ͮͱٰଶࢯɼغݡɼݡगΕؽΝ୴͑ͪΌϋρφ

غݡʀݡगΕϋρφϭʖέ

ཤ༶ޤͶͪ͜खΕૌΊΝ͠ΔͶΌͱ͏͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ

͵ʹͶΓΕωʖη㿈ଁ͗ࠒݡΉΗΖ೧ݡޛౕबஎʀܔɼ߶ྺंݘ

έΝਫ਼͖ͪ͢ްՎద͵ٰଶࢯଲԢΝӀ͘କ͘ΌΖΆ͖ɼஎ߶ྺंଁՅ

έͯ㿈͚ΕΝΌɼ૮ଲԢ͵ʹΝߨ͏Ήͪ͢ɽࠕޛؖؽܐؖϋρφϭʖ

߶ྺंٰଶࢯͶ͜ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳؖؽܐؖͱ͢ྙڢϋρφϭʖ

ܔٶ͵ʹͶΓͮͱɾغͶଲԢͲ͘ΖૌΊΝ͓ͱ͏Ήͤɽ

ߑɾ૮ʀଲԢ૯बஎɾਫ਼җҽΏஏҮૌ৭ͳྙڢʀ࿊ܠɾஏҮे

ຌࢤͲͺɾஏҮใࢩׇԋιϱνʖɾฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɾܱࡱͳ࿊ܠର

ͤɽ

ं͗ஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ɼ؉Ώ͖͵ݡगΕରߑͶखΕૌΊΉ

ʀஏҮेΏਫ਼җҽͶଲ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱܔٶಊΝߨ͏ɼ߶ྺ

Ͷ࿊ܠΝਦΕɼ߶ྺंٰଶ༩ʀغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ʀ߶ྺंٰଶͶͤؖΖஏҮ૮૯ͳ͢ͱܱࡱΏஏҮෳࢳືەͳʹ͵ؖؽܐؖ

Νਬ͢Ήͤɽ

ճΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝ࠷͢ɼٰଶࢯͶܐΖஏҮϋρφϭʖέߑ

Νਬ͢Ήͤɽ

ΝکԿͤΖͳͳͶɼغݡʀغଲԢ͗ͳΗΖରͯ㿈͚ΕͶΌΉͤɽ

ٰଶغ;ٶݡన͵ଲԢΝߨ͑ͪΌͶ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽ

ճΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝ࠷͢ɼٰଶࢯͶܐΖஏҮϋρφϭʖέߑ

Ζ߶ྺं͗ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ৮झ࿊ܠͶΓΖࢩԋɽ

ٰଶغ;ٶݡన͵ଲԢΝߨ͑ͪΌͶ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽ

ʀଔ͗͏͵͏ɼͱڋ͗ྙڢಚΔΗ͵͏߶ྺंɼΉٰͪଶΏݘཤ৷֒Νण͜ͱ͏

ࢯʀݡगΕϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢ͱ͏Ήͤɽࠕޛͳؖؽܐؖϋρφϭʖέ

ʽࠕޛ՟ୌʾ

Ζ߶ྺं͗ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ৮झ࿊ܠͶΓΖࢩԋɽ

Δ͢କ͜Ζ͞ͳΝࢩ͓ΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷͯخ㿈͘ɼ˕˕߶ྺंٰଶ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝਦΕΉͪ͢ɽ

Ήͪɼ֫ؖؽͶ͕͏ͱଡ৮झͶΓΖϋρφϭʖέߑΝਬͤΖ͞ͳͲ߶ྺं

ʀଔ͗͏͵͏ɼͱڋ͗ྙڢಚΔΗ͵͏߶ྺंɼΉٰͪଶΏݘཤ৷֒Νण͜ͱ͏

;ٶ೧ݡޛౕཤ༽ଇ֫ؖؽΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ʽࠕޛ՟ୌʾ

Ήͪɼ֫ؖؽͶ͕͏ͱଡ৮झͶΓΖϋρφϭʖέߑΝਬͤΖ͞ͳͲ߶ྺं
ݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢩԋΝਦΕΉͪ͢ɽ

;ٶ೧ݡޛౕཤ༽ଇ֫ؖؽΝઅ͢Ήͪ͢ɽ

ࢤௌଞ͗࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͚Ͱخɼݘཤ༶ࢩޤԋ ࢤௌଞ͗࿊͢ܠɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱͶ͚Ͱخɼݘཤ༶ࢩޤԋ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

Ͷɼͳؖؽܐؖ͵ືە࿊ͳܠ૮ޕྙڢͶΓͮͱɼ߶ྺं͗ଜݭΝ࣍ͮͱஏҮͲ

எ๏ཀྵմͳࢩԋΝਬ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯଲࡨଇΝਦΖͳͳ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

έΝਫ਼͖ͪ͢ްՎద͵ٰଶࢯଲԢΝӀ͘କ͘ΌΖΆ͖ɼஎ߶ྺंଁՅ
͵ʹͶΓΕωʖη㿈ଁ͗ࠒݡΉΗΖ೧ݡޛౕबஎʀܔɼ߶ྺंݘ

ଶͶͯ͏ͱཀྵմΝΌΖͳͳͶɼஏҮݡगΕಊΏղޤฯॶۂࣆݧྙڢ

ͶΓΕɼغͳݡາષࢯΝਦΕΉͤɽ

νʖͶਟଐͶ͵͠Ηɼͨޛࢩԋ͗ԃͶߨΚΗΖରΝߑ͢Ήͤɽ

Ͷ࿊ܠΝਦΕɼ߶ྺंٰଶ༩ʀغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ૌΝ௪͢㿈ͱɼخ͗ؖؽܐؖຌద͵ߡ͓๏Ͷͯ͏ͱڠ௪ࣟΝ࣍ͬɼؖؽܐؖ
खૌয়ڱΝ૮ޕͶࣟͤΖ͞ͳͶΓΕɼؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΖన͵ଲԢ͗ߨΚΗ

ं͗ஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ɼ؉Ώ͖͵ݡगΕରߑͶखΕૌΊΉ

ͤɽ

ݡͶखΕૌΊΉͤɽ

ܔٶ͵ʹͶΓͮͱɾغͶଲԢͲ͘ΖૌΊΝ͓ͱ͏Ήͤɽ

͘Ήͤɽ

ۢͶ༙ͤڠΖ͵ʹɼࠕޛΓΕҲखૌࣰް֮ฯͶͪ͜खૌΝΌͱ͏

ΖରΝߑ͢ΉͤɽߍͶɼ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճͶ͕͜Ζ٠಼༲Ν֦ஏ

खૌয়ڱΝ૮ޕͶࣟͤΖ͞ͳͶΓΕɼؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΖన͵ଲԢ͗ߨΚΗ

ૌΝ௪͢㿈ͱɼخ͗ؖؽܐؖຌద͵ߡ͓๏Ͷͯ͏ͱڠ௪ࣟΝ࣍ͬɼؖؽܐؖ
ϋρφϭʖέճ٠ʱ࠷ΝܩକͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ

ྺंٰଶາષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͪΌͶɼʰ߶ྺंٰଶࢯ

ࠕޛܱࡱɼҫྏؖؽɼ๑૦ंܐؖɼஏҮेؖؽܐؖʀର͗࿊ͱ͢ܠɼ߶

༽ਬͶखΕૌΊɼྫ೧ౕͶͺ೧ݡޛౕͶܐΖࢤܯժΝࡨఈ͢Ήͪ͢ɽ

ͶΌͱ͏Ήͤɽ

಼߶ྺंࢬઅͳٺەҲ࣎ฯޤͶͤؖΖڢఈΝగ݃͢ɼٰଶࢯͳ߶ྺंฯޤ

ྫݫ೧ౕ͖Δͺɼ߶ྺंٰଶͶΓΕٺەద͵ฯ͗ޤචགྷͳ͵ΖͶඍ͓ͱɼࢤ

ͳغݡɼਟଐ͵ଲԢͶΌͱ͏Ήͤɽ

٠ճɼҫྏؖؽɼղॶۂࣆޤɼܱࡱ͵ʹͳ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δ߶ྺंٰଶາષࢯ

͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼਫ਼ࣉಒҗҽɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼऀճෳࢳڢ

͗ɼͨΗͩΗཱིͱ㿈ɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंγϱΝෆ״Ͷࡱஎ͢ͱـ

٠ճΝఈغదͶ࠷͢ɼؖؽܐؖखૌ༙ڠΏࣆྭݗ౾Νߨ͏Ήͤɽ͑ͪ͢͞ख

Ήͪɼ߶ྺंٰଶͶೖదͶؖΚΕΝ͖࣍ͯؖؽܐؖΔ͵Ζ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ

νʖͶਟଐͶ͵͠Ηɼͨޛࢩԋ͗ԃͶߨΚΗΖରΝߑ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌͶͺɼෳࢳʀฯ݊ʀҫྏ͵ʹͳͳؖؽܐؖͶஏҮ

ϋρφϭʖέճ٠ʱ࠷ΝܩକͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ

ྺंٰଶາષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͪΌͶɼʰ߶ྺंٰଶࢯ

ࠕޛܱࡱɼҫྏؖؽɼ๑૦ंܐؖɼஏҮेؖؽܐؖʀର͗࿊ͱ͢ܠɼ߶

༽ਬͶखΕૌΊɼྫ೧ౕͶͺ೧ݡޛౕͶܐΖࢤܯժΝࡨఈ͢Ήͪ͢ɽ

߶ྺंଜݭΝฯ࣍ͨ͢ݘཤΝगΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯͳ೧ݡޛౕཤ

㿈㿈͘ଲԢ࠸ࣟΝΌ͵͗ΔɼٰଶͶͤؖΖ௪ๅ͗˕˕ΏஏҮใࢩׇԋιϱ
߶ྺंଜݭΝฯ࣍ͨ͢ݘཤΝगΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯͳ೧ݡޛౕཤ

இɼٰଶ༙ໃɼࢩԋ๏ਓΝ݀ఈ͢ͱଲԢ͢Ήͤɽ

ҫྏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ૮णཀྵޛଐΏ͖ͶαΠճ٠Ν࠷͢ٺە

ंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΝߨ͏ΉͤɽٰଶغݡʀغଲԢͳ͢ͱฯ݊ෳࢳ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱͺɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤ

έڢ٠ճͳͳͶٰଶࢯखΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

இɼٰଶ༙ໃɼࢩԋ๏ਓΝ݀ఈ͢ͱଲԢ͢Ήͤɽ

ҫྏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ૮णཀྵޛଐΏ͖ͶαΠճ٠Ν࠷͢ٺە

ंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΝߨ͏ΉͤɽٰଶغݡʀغଲԢͳ͢ͱฯ݊ෳࢳ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱͺɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤ

έڢ٠ճͳͳͶٰଶࢯखΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

எ߶ྺंͺٰଶΝण͜Ώͤ͏ͪΌɼ˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖ

ݡͶखΕૌΊΉͤɽ

͞ϋρφϭʖέΝߍͶ͢༽ๅ༙ڠԿΝਦΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯΏغ

˕˕ͲͺɼఈغదͶʰ˕˕߶ྺं্͗͏ंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճʱΝ࠷͢ͱ͕Εɼ

͘Ήͤɽ

ۢͶ༙ͤڠΖ͵ʹɼࠕޛΓΕҲखૌࣰް֮ฯͶͪ͜खૌΝΌͱ͏

ΖରΝߑ͢ΉͤɽߍͶɼ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճͶ͕͜Ζ٠಼༲Ν֦ஏ

खૌয়ڱΝ૮ޕͶࣟͤΖ͞ͳͶΓΕɼؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΖన͵ଲԢ͗ߨΚΗ

ૌΝ௪͢㿈ͱɼخ͗ؖؽܐؖຌద͵ߡ͓๏Ͷͯ͏ͱڠ௪ࣟΝ࣍ͬɼؖؽܐؖ

٠ճΝఈغదͶ࠷͢ɼؖؽܐؖखૌ༙ڠΏࣆྭݗ౾Νߨ͏Ήͤɽ͑ͪ͢͞ख

Ήͪɼ߶ྺंٰଶͶೖదͶؖΚΕΝ͖࣍ͯؖؽܐؖΔ͵Ζ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ

νʖͶਟଐͶ͵͠Ηɼͨޛࢩԋ͗ԃͶߨΚΗΖରΝߑ͢Ήͤɽ

㿈㿈͘ଲԢ࠸ࣟΝΌ͵͗ΔɼٰଶͶͤؖΖ௪ๅ͗˕˕ΏஏҮใࢩׇԋιϱ

ͶखΕૌΊΉͤɽͨࡏɼݺʓࣆҌͶͯ͏ͱɼͨ͗ؖؽܐؖΗͩΗༀׄͳߪͤ

ཙճؽճΝͱ͢༽ɼஏۢͱؔؖؽܐؖ㿈ߍ͵Ζ࿊ܠʀݡगΕରکԿ

ஏۢͶ͕͜Ζ͗ؖؽܐؖҲಋͶࢂॄͤΖɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖϋρφϭʖέ࿊

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ͶखΕૌΊΉͤɽͨࡏɼݺʓࣆҌͶͯ͏ͱɼͨ͗ؖؽܐؖΗͩΗༀׄͳߪͤ

ཙճؽճΝͱ͢༽ɼஏۢͱؔؖؽܐؖ㿈ߍ͵Ζ࿊ܠʀݡगΕରکԿ

ஏۢͶ͕͜Ζ͗ؖؽܐؖҲಋͶࢂॄͤΖɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖϋρφϭʖέ࿊

ཤ༶ޤͶͪ͜खΕૌΊΝ͠ΔͶΌͱ͏͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ

͵ʹͶΓΕωʖη㿈ଁ͗ࠒݡΉΗΖ೧ݡޛౕबஎʀܔɼ߶ྺंݘ

έΝਫ਼͖ͪ͢ްՎద͵ٰଶࢯଲԢΝӀ͘କ͘ΌΖΆ͖ɼஎ߶ྺंଁՅ

έͯ㿈͚ΕΝΌɼ૮ଲԢ͵ʹΝߨ͏Ήͪ͢ɽࠕޛؖؽܐؖϋρφϭʖ

எ߶ྺंͺٰଶΝण͜Ώͤ͏ͪΌɼ˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖ

͞ϋρφϭʖέΝߍͶ͢༽ๅ༙ڠԿΝਦΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯΏغ

ߑɾ૮ʀଲԢ૯बஎɾਫ਼җҽΏஏҮૌ৭ͳྙڢʀ࿊ܠɾஏҮे

߶ྺंٰଶࢯͶ͜ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳؖؽܐؖͱ͢ྙڢϋρφϭʖ

˕˕ͲͺɼఈغదͶʰ˕˕߶ྺं্͗͏ंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճʱΝ࠷͢ͱ͕Εɼ

ຌࢤͲͺɾஏҮใࢩׇԋιϱνʖɾฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɾܱࡱͳ࿊ܠର

͘Ήͤɽ

ۢͶ༙ͤڠΖ͵ʹɼࠕޛΓΕҲखૌࣰް֮ฯͶͪ͜खૌΝΌͱ͏

ΖରΝߑ͢ΉͤɽߍͶɼ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճͶ͕͜Ζ٠಼༲Ν֦ஏ

٠ճΝఈغదͶ࠷͢ɼؖؽܐؖखૌ༙ڠΏࣆྭݗ౾Νߨ͏Ήͤɽ͑ͪ͢͞ख

ʀஏҮेΏਫ਼җҽͶଲ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱܔٶಊΝߨ͏ɼ߶ྺ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶͶೖదͶؖΚΕΝ͖࣍ͯؖؽܐؖΔ͵Ζ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ

㿈㿈͘ଲԢ࠸ࣟΝΌ͵͗ΔɼٰଶͶͤؖΖ௪ๅ͗˕˕ΏஏҮใࢩׇԋιϱ

ʀ߶ྺंٰଶͶͤؖΖஏҮ૮૯ͳ͢ͱܱࡱΏஏҮෳࢳືەͳʹ͵ؖؽܐؖ

ͶखΕૌΊΉͤɽͨࡏɼݺʓࣆҌͶͯ͏ͱɼͨ͗ؖؽܐؖΗͩΗༀׄͳߪͤ

ཙճؽճΝͱ͢༽ɼஏۢͱؔؖؽܐؖ㿈ߍ͵Ζ࿊ܠʀݡगΕରکԿ

ஏۢͶ͕͜Ζ͗ؖؽܐؖҲಋͶࢂॄͤΖɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖϋρφϭʖέ࿊

ཤ༶ޤͶͪ͜खΕૌΊΝ͠ΔͶΌͱ͏͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ

έͯ㿈͚ΕΝΌɼ૮ଲԢ͵ʹΝߨ͏Ήͪ͢ɽࠕޛؖؽܐؖϋρφϭʖ

߶ྺंٰଶࢯͶ͜ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳؖؽܐؖͱ͢ྙڢϋρφϭʖ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ஏҮࢩԋंΏࢤΝଲেͳͪ͢ड़ߪ࠴Ν࠷͢ͱܔٶΝߨ͏ɼ߶ྺंٰ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ͳқިݡճࣰࢬΏɼ626ݡगΕϋρφϭʖέͳࣆۂ౹ҲԿΝݗ౾͢Ή
ͤɽ߶ྺंࢰཱིݿʀݿಢࢰࢯɼ߶ྺंͶଲͤΖٰଶࢯɼ㓤ኸ߶ྺं
غݡɼࡄ֒࣎གྷԋंޤౌਬΝਦΕΉͤɽ

ंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΝߨ͏ΉͤɽٰଶغݡʀغଲԢͳ͢ͱฯ݊ෳࢳ

ҫྏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ૮णཀྵޛଐΏ͖ͶαΠճ٠Ν࠷͢ٺە

߶ྺंٰଶغݡɾغଲԢΝͤΖͪΌɾ੶ԮࢤஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼ
ͳ͢ͱɾࢤؖؽܐؖ;ٶ࿊ܠͶΓΕஏҮͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖ

ʀܱࡱʀভʀ༥สۃʀύ㿈ηճऀେන͵ʹ

ஏҮेฯ݊ʀҫྏʀෳࢳɾٰଶࢯɾղޤ༩Ϝϋε㿈ϟϱφ͵ʹΝ૱
దͶߨ͑ͱؖؽ㿈ɾฑ೧ ೧ౕ ղޤฯݧ๑րਜ਼ͱ㿈ఈ͠ΗΉͪ͢ɽ
ιϱνʖͶͺɾฯ݊ࢥɾकίΠϜϋζϡʖɾऀճෳࢳ͖࢞͗ΗɾΝਫ਼͖
͢ͱ૮ޕ࿊͗͵͢ܠΔۂແͶ͍ͪΕΉͤɽࢤௌଞࣆ͍ͲۂΖஏҮࢩԋࣆۂΝߨ͑ؽ

͕ॶۂࣆྙڢΓͽ㿈ؖؽྙڢࢂՅΝਬ͢ΉͤɽڢఈΝగ݃͢ͱ͏Ζۂةɼର

ͳқިݡճࣰࢬΏɼ626ݡगΕϋρφϭʖέͳࣆۂ౹ҲԿΝݗ౾͢Ή

ͤɽ߶ྺंࢰཱིݿʀݿಢࢰࢯɼ߶ྺंͶଲͤΖٰଶࢯɼ㓤ኸ߶ྺं

غݡɼࡄ֒࣎གྷԋंޤౌਬΝਦΕΉͤɽ
ͱؖ㿈ɾղޤ༩ϜϋζϟϱφΝߨ͑ղޤ༩ࢩԋࣆͱ͢ͳॶۂؽ͢Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

߶ྺंݡगΕࢩԋΝߨ͑ʰ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέʱΝߑͤΖɼྙڢରɼ

͏Ήͤɽ

͢ͱ͏ΉͤɽΉͪࣆҌয়ڱͶΓͮͱͺ˕˕ܱࡱॼͳ࿊ܠΝਦΕ͵͗ΔଲԢ͢ͱ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼ߶ྺෳࢳ՟ͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈૮Νण͜ɼࢩԋ

ʴߑʵ

಼߶ྺंࢬઅͳٺەҲ࣎ฯޤͶͤؖΖڢఈΝగ݃͢ɼٰଶࢯͳ߶ྺंฯޤ

ͶΌͱ͏Ήͤɽ

ྫݫ೧ౕ͖Δͺɼ߶ྺंٰଶͶΓΕٺەద͵ฯ͗ޤචགྷͳ͵ΖͶඍ͓ͱɼࢤ

έΝܙ͢ɾ߶ྺं҈ৼͪ͢ਫ਼֮ฯͶΌΉͤɽ

੶Ԯࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

٠ճɼҫྏؖؽɼղॶۂࣆޤɼܱࡱ͵ʹͳ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δ߶ྺंٰଶາષࢯ

ͳغݡɼਟଐ͵ଲԢͶΌͱ͏Ήͤɽ

͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼਫ਼ࣉಒҗҽɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼऀճෳࢳڢ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

ਫ਼ΝगΖରͯ㿈͚ΕΝਬ͢Ήͤɽ

έϧϓ㿈ɼਫ਼җҽɼऀճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ࢂՅ͢ͱɼஏҮ͚㿈ΖΊͱ㿈߶ྺं

ܱࡱॼΏভॼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝືͶͤΖͳͳͶɼஏҮेΏ࣑ࣙճɼਕ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



͗ɼͨΗͩΗཱིͱ㿈ɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंγϱΝෆ״Ͷࡱஎ͢ͱـ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌͶͺɼෳࢳʀฯ݊ʀҫྏ͵ʹͳͳؖؽܐؖͶஏҮ

ϋρφϭʖέճ٠ʱ࠷ΝܩକͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ

ྺंٰଶາષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͪΌͶɼʰ߶ྺंٰଶࢯ

ࠕޛܱࡱɼҫྏؖؽɼ๑૦ंܐؖɼஏҮेؖؽܐؖʀର͗࿊ͱ͢ܠɼ߶

༽ਬͶखΕૌΊɼྫ೧ౕͶͺ೧ݡޛౕͶܐΖࢤܯժΝࡨఈ͢Ήͪ͢ɽ

߶ྺंଜݭΝฯ࣍ͨ͢ݘཤΝगΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯͳ೧ݡޛౕཤ
࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

͕ॶۂࣆྙڢΓͽ㿈ؖؽྙڢࢂՅΝਬ͢ΉͤɽڢఈΝగ݃͢ͱ͏Ζۂةɼର

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱͺɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤ

இɼٰଶ༙ໃɼࢩԋ๏ਓΝ݀ఈ͢ͱଲԢ͢Ήͤɽ

߶ྺंݡगΕࢩԋΝߨ͑ʰ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέʱΝߑͤΖɼྙڢରɼ

έڢ٠ճͳͳͶٰଶࢯखΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

ͶΌͱ͏Ήͤɽ

಼߶ྺंࢬઅͳٺەҲ࣎ฯޤͶͤؖΖڢఈΝగ݃͢ɼٰଶࢯͳ߶ྺंฯޤ

ྫݫ೧ౕ͖Δͺɼ߶ྺंٰଶͶΓΕٺەద͵ฯ͗ޤචགྷͳ͵ΖͶඍ͓ͱɼࢤ

ͳغݡɼਟଐ͵ଲԢͶΌͱ͏Ήͤɽ

٠ճɼҫྏؖؽɼղॶۂࣆޤɼܱࡱ͵ʹͳ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δ߶ྺंٰଶາષࢯ

͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼਫ਼ࣉಒҗҽɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼऀճෳࢳڢ

͗ɼͨΗͩΗཱིͱ㿈ɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंγϱΝෆ״Ͷࡱஎ͢ͱـ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌͶͺɼෳࢳʀฯ݊ʀҫྏ͵ʹͳͳؖؽܐؖͶஏҮ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

எ߶ྺंͺٰଶΝण͜Ώͤ͏ͪΌɼ˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖ

ݡͶखΕૌΊΉͤɽ

͞ϋρφϭʖέΝߍͶ͢༽ๅ༙ڠԿΝਦΕɼ߶ྺंٰଶາષࢯΏغ

˕˕ͲͺɼఈغదͶʰ˕˕߶ྺं্͗͏ंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճʱΝ࠷͢ͱ͕Εɼ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

߶ྺंٰଶࢯ;ٶଲԢͶܐΖචགྷ͵ରඍΏ࿊ܠکԿΝਦΖ͞ͳΏ߶ྺं
ٰଶາષࢯɼغݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑߶ྺंࢩԋͶܠΚ
Ζસͱंྺ߶͗ंܐؖຌਕଜݭฯ࣍ͳཱིࣙࢩԋΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋ࣯Ν
߶Όɼ߶ྺंٰଶࢯ͚͢ͺన͵ଲԢΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯ;ٶଲԢͶܐΖචགྷ͵ରඍΏ࿊ܠکԿΝਦΖ͞ͳΏ߶ྺं
ٰଶາષࢯɼغݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑߶ྺंࢩԋͶܠΚ
Ζસͱंྺ߶͗ंܐؖຌਕଜݭฯ࣍ͳཱིࣙࢩԋΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋ࣯Ν
߶Όɼ߶ྺंٰଶࢯ͚͢ͺన͵ଲԢΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ΓΕన͵ࢩԋΏࢯଲࡨͶͯ͏ͱڢ٠ʀ݀ఈ͢ΉͤɽʤஏҮෳࢳ՟ʥ

߶Όɼ߶ྺंٰଶࢯ͚͢ͺన͵ଲԢΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

Ζસͱंྺ߶͗ंܐؖຌਕଜݭฯ࣍ͳཱིࣙࢩԋΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋ࣯Ν

ٰଶາષࢯɼغݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑߶ྺंࢩԋͶܠΚ

߶ྺंٰଶࢯ;ٶଲԢͶܐΖචགྷ͵ରඍΏ࿊ܠکԿΝਦΖ͞ͳΏ߶ྺं
߶ྺंٰଶ͗ଁՅ͢ͱ͏Ζয়ڱΝؓΊɼٰଶ༩ɼغݡʀଲԢΝΌΖͪ
Όɼฑ೧ౕͶʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑
ཱʱͶͯخ㿈͚ɼ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢Ήͪ͢ɽ

ྺंਫ਼҈સ֮ฯͶΌΉͤɽʤި௪൞՟߶ྺंࢩԋ՟ʥ

ंٰଶࢯ;ٶভඇं҈સ֮ฯݡगΕࢩԋϋρφϭʖέ࿊ཙճ٠ʱΝ͢༽ɼ߶

൞ߪ࠴ɼ௪Խૹໃঊୁ༫ɼΫϡϱϘʖϱΝࣰࢬ͢ΉͤɽΉͪɼʰ߶ྺ

ΏࡄߨໃતͶΓΖ൞ࡓๅ;ٶڛқًɼ͖͖ͤ㿈͢ड़ߪ࠴ͶΓΖ

͍͗Ζ͞ͳ͖Δɼࣙक൞ಊରͶΓΖ߁ๅύ㿉φϫʖϩɼ҈ৼ҈સๅϟʖϩ

Νߨ͏Ήͤɽ

͵ʹɼΓΕࣰް߶͏ରඍͶແΌΉͤɽ

͢ͱ૮ޕ࿊͗͵͢ܠΔۂແͶ͍ͪΕΉͤɽࢤௌଞࣆ͍ͲۂΖஏҮࢩԋࣆۂΝߨ͑ؽ

າષͶ͘㿈ɼغݡͶΌɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंΏंޤͶଲ͢ͱనͶࢩԋ

ؔࣆ͚߁ͳʹ͵ंۂ࿊ͱ͢ܠϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͤɽ૱૮ۂແͳ࿊ܠ

ιϱνʖͶͺɾฯ݊ࢥɾकίΠϜϋζϡʖɾऀճෳࢳ͖࢞͗ΗɾΝਫ਼͖

ؖؽܐؖʀؔରͳ࿊ྙڢܠΝߨ͑ϋρφϭʖέΝैࣰͦ͠ɼ߶ྺंٰଶΝ

߶ྺंݡगΕंྙڢɼࢤ಼Ν॰յͤΖΪηʀుंۂࣆـɼਫ਼ڢಋૌ͵ʹ

ͱؖ㿈ɾղޤ༩ϜϋζϟϱφΝߨ͑ղޤ༩ࢩԋࣆͱ͢ͳॶۂؽ͢Ήͤɽ

ݘཤ༶͗ޤචགྷ͵எ߶ྺंΏٰଶࣆྭΝѴͤΖͪΌɼ࣑ࣙճɼਫ਼җҽ͵ʹ

దͶߨ͑ͱؖؽ㿈ɾฑ೧ ೧ౕ ղޤฯݧ๑րਜ਼ͱ㿈ఈ͠ΗΉͪ͢ɽ

߶ྺंΝૄͮͪ൞ࡓқًͺɼ߶ྺंͺͳΓΕ߁͏େΝଲেͳͤΖචགྷ

ܱࡱ͵ʹؖؽܐؖΏ༙ࣟं͖Δߑ͠ΗΖٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Ν࠷͢ɼ

Կͯـ㿈͘ɼ߶ྺंݿಢ״ࢯΏஎʀٰଶغݡͶༀཱིͮͱ͕
ΕΉͤɽ

߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέͶࢂՅʀྙڢΝ͢ͱ͕Εɼೖ߶ྺं͖͜Ώร

ࣆंۂͺɼ௪ࣆۂಊͱ㿈߶ྺंͶંͤΖؽճ͗ଡ͏͞ͳ͖Δɼࡑݳɼ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ஏҮेฯ݊ʀҫྏʀෳࢳɾٰଶࢯɾղޤ༩Ϝϋε㿈ϟϱφ͵ʹΝ૱

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ଶଲԢ৮οʖϞͳ࿊ܠͶΓΕɼ߶ྺंٰଶࢯͳغݡɼغଲԢΝ

 ฑ ೧ౕ͖Δͺʰ˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέਬڢ٠ճʱΝૌ৭͢ɼ߶ྺ
ंΊ͵Δͤ㿈ࣉಒʀ্֒ंٰଶɼഓ۰ंྙΝΌͪใׇద͵ٰଶາષࢯʀ
غݡʀన͵ࢩԋʀฯޤΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ଶଲԢ৮οʖϞͳ࿊ܠͶΓΕɼ߶ྺंٰଶࢯͳغݡɼغଲԢΝ

ਦΖͲͤɽ

γʖϑηࣆॶۂΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͜ݜरɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞ͶΓΖٰ

͵ୌմ݀ͶΌΉͤɽ

ΏϋρφϭʖέैࣰΝਦΕΉͤɽ

ܱࡱΝϟϱύ㿈ʖͳͤΖ߶ྺंٰଶଲࡨஏҮ࿊ཙճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢ

͍Ξ͢Ξͤ͞Ώ͖ιϱνʖɼਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂɼࢬઅ৮ҽɼҫࢥճɼ

غݡʀన͵ࢩԋʀฯޤΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ंΊ͵Δͤ㿈ࣉಒʀ্֒ंٰଶɼഓ۰ंྙΝΌͪใׇద͵ٰଶາષࢯʀ

 ฑ ೧ౕ͖Δͺʰ˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέਬڢ٠ճʱΝૌ৭͢ɼ߶ྺ

͵ୌմ݀ͶΌΉͤɽ

ஏҮंܐؖݡगΕϋρφϭʖέͳɼ߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜غݡʀਟଐ

ஏҮंܐؖݡगΕϋρφϭʖέͳɼ߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜غݡʀਟଐ

φϭʖέ߶ྺं෨ճӣӨճ٠Νͪ͢༽࿊;ٶܠଲԢکԿΝਦΕΉͤɽ

ϭʖέ߶ྺं෨ճӣӨճ٠Νͪ͢༽࿊;ٶܠଲԢکԿΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶغݡͪΌͶ˕˕ݘཤ༶ޤϋρφϭʖέݘ˕˕;ٶཤ༶ޤϋρφ

߶ྺंٰଶغݡͪΌͶɾ˕˕ݘཤ༶ޤϋρφϭʖέݘ˕˕;ٶཤ༶ޤϋρ

ਦΖͲͤɽ

ଶଲԢ৮οʖϞͳ࿊ܠͶΓΕɼ߶ྺंٰଶࢯͳغݡɼغଲԢΝ

γʖϑηࣆॶۂΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͜ݜरɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞ͶΓΖٰ

߁ๅΏϏϱϓϪρφͶΓΖࢤबஎܔɼٰଶΝॵغஊͱ㿈ѴͤΖղޤ

ʤ߶ྺंٰଶࢯࣆۂʥ

γʖϑηࣆॶۂΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͜ݜरɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞ͶΓΖٰ

ཱʱͶͯخ㿈͚ɼ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢Ήͪ͢ɽ
ਦΖͲͤɽ

߁ๅΏϏϱϓϪρφͶΓΖࢤबஎܔɼٰଶΝॵغஊͱ㿈ѴͤΖղޤ

Όɼฑ೧ౕͶʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑

ʤ߶ྺंٰଶࢯࣆۂʥ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



߶ྺंٰଶ͗ଁՅ͢ͱ͏Ζয়ڱΝؓΊɼٰଶ༩ɼغݡʀଲԢΝΌΖͪ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

߁ๅΏϏϱϓϪρφͶΓΖࢤबஎܔɼٰଶΝॵغஊͱ㿈ѴͤΖղޤ

ʤ߶ྺंٰଶࢯࣆۂʥ

ཱʱͶͯخ㿈͚ɼ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢Ήͪ͢ɽ

Όɼฑ೧ౕͶʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑

߶ྺंٰଶ͗ଁՅ͢ͱ͏Ζয়ڱΝؓΊɼٰଶ༩ɼغݡʀଲԢΝΌΖͪ

کԿΝਦΕΉͤɽ

͵ʹͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿͤΖͳͳͶɼஏҮࣆंۂྙڢͶΓΕɼݡगΕ

ͪΌɼܱࡱɼҫࢥճɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽ ɼ࣑ࣙճ࿊ճ

߶ྺंΏགྷࢩԋं͵ʹٰଶΝࢯ͢ɼͽͳΕิ͘ 㓤ኸ ΏҡรΝغͶͤݡΖ

ʤݡगΕϋρφϭʖέࣆۂਫ਼ࢩԋ՟߶ྺंࢩԋ՟ʥ

͵ʹɼΓΕࣰް߶͏ରඍͶແΌΉͤɽ

ؔࣆ͚߁ͳʹ͵ंۂ࿊ͱ͢ܠϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͤɽ૱૮ۂແͳ࿊ܠ

߶ྺंݡगΕंྙڢɼࢤ಼Ν॰յͤΖΪηʀుंۂࣆـɼਫ਼ڢಋૌ͵ʹ

ݘཤ༶͗ޤචགྷ͵எ߶ྺंΏٰଶࣆྭΝѴͤΖͪΌɼ࣑ࣙճɼਫ਼җҽ͵ʹ

͚ΕΝܩକ͢Ήͤɽ

ͱबஎͤΖͳͳͶɼஏҮ͗ंܐؖๅΝ༙͢ڠ૮ޕͶ࿊ܠΝਦͮͱ͏͚ରͯ㿈

Ήͪɼ࣑ࣙճௗΏਫ਼җҽɼղࢩޤԋҽͶඅٰଶं࣎ݡॵಊଲԢͶͯ͏

 ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆۂ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͲ҈ৼ͢ͱɼཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝܩକదͶૻΖ͞ͳ͖㿈Ͳ͘
Ζʱ͞ͳΝࢨ͢ɼஏҮͳंܐؖ࿊ܠʀڢಉ͢ɼ૱૮ͶଲԢ͢Ήͤɽ

ܱࡱΝϟϱύ㿈ʖͳͤΖ߶ྺंٰଶଲࡨஏҮ࿊ཙճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢ

ΏϋρφϭʖέैࣰΝਦΕΉͤɽ

ԋιϱνʖͳؖؽܐؖ࿊ͱ͢ܠغଲԢͶΌͱ͏͘Ήͤɽ

ͤɽ

ͳͳͶɼܱࡱʀভ͵ʹؖؽܐؖΌͪๅ༙ڠͪΌ࿊ཙճΝ࠷͢Ή

ԋιϱνʖͳؖؽܐؖ࿊ͱ͢ܠغଲԢͶΌͱ͏͘Ήͤɽ

ղंۂࣆޤྙڢΏஏҮͲݡगΕ͖Δ߶ྺंٰଶغݡΝਦΕɼஏҮใࢩׇ

کܠԿΝਦͮͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼϧϓϧϱࣆंۂͳݡगΕڢఈΝగ݃ͤΖ

ݡɼҲਕΔ͢߶ྺंݡगΕ͵ʹɼϋρφϭʖέैࣰͶΓΕݡगΕର࿊

ࣰͦ͠Ήͤɽ

ΓΕʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέ࿊ཙճʱΝ࠷͢ͱɼ࿊ܠʀྙڢରΝै

ͤΖࢩԋΝߨ͑ͪΌͶɼܱࡱɼভॼɼอ࢞ޤࢤ಼֦ؖؽܐؖɼؔରͶ

͖ΔਬપΝणͪ͜ϚϧϱτΡΠ ͖㿈࿊ͱ͢ܠɼ߶ྺंٰଶࢯɼஎغ ղंۂࣆޤྙڢΏஏҮͲݡगΕ͖Δ߶ྺंٰଶغݡΝਦΕɼஏҮใࢩׇ

ΞιϱνʖΝৼͶྙڢରɼؖؽྙڢɼਫ਼җҽɼ͖͜γϙ㿉ʖνʖ ਫ਼җҽ

߶ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝૻΗΖΓ͑Ͷ߶ྺं͍Ξ͢

͕͖ͪ㿈͏͠Ήϋρφϭʖέ

ৼͳͤΖ͠Ή͡Ή͵૮Νण͜ɼଠ͏ޕͳؖؽܐؖͶ࿊͢ܠଲԢ͢Ήͤɽʰ߶

͍Ξ͢Ξͤ͞Ώ͖ιϱνʖɼਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂɼࢬઅ৮ҽɼҫࢥճɼ

߶ྺंٰଶࢯΏɼंޤͶΓΖٰଶΝणͪ͜߶ྺंฯ͕ޤΓͽ㿈ंޤͶଲ

έکԿɼ૮ࢩԋैࣰͶΓΕɼغݡʀغଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ

έکԿɼ૮ࢩԋैࣰͶΓΕɼغݡʀغଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ

ࢤ಼͖ॶஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ͖ॶෳࢳ૮ιϱνʖ Ͷ͕͏ͱɼ߶ྺंΝ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱɼۢܔٶɼஏҮؖؽܐؖΏࣆͳंۂϋρφϭʖ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱɼۢܔٶɼஏҮؖؽܐؖΏࣆͳंۂϋρφϭʖ

য়ڱͶΚͦͪݡगΕϋρφϭʖέΝߑ͢ͱ͏Ήͤɽ

อ࢞ޤΏࢬઅͳྙڢରکԿΝਦΕΉͪ͢ɽ

ͽͳΕΔ͢߶ྺंɼ߶ྺंΊଵ͖㿈ଁՅ͢ͱ͏ΖͪΌɼଡ༹͵߶ྺंਫ਼

ͤɽ

ͳͳͶɼܱࡱʀভ͵ʹؖؽܐؖΌͪๅ༙ڠͪΌ࿊ཙճΝ࠷͢Ή

کܠԿΝਦͮͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼϧϓϧϱࣆंۂͳݡगΕڢఈΝగ݃ͤΖ

ݡɼҲਕΔ͢߶ྺंݡगΕ͵ʹɼϋρφϭʖέैࣰͶΓΕݡगΕର࿊

͵ୌմ݀ͶΌΉͤɽ

ͤɽ

ͳͳͶɼܱࡱʀভ͵ʹؖؽܐؖΌͪๅ༙ڠͪΌ࿊ཙճΝ࠷͢Ή

کܠԿΝਦͮͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼϧϓϧϱࣆंۂͳݡगΕڢఈΝగ݃ͤΖ

ݡɼҲਕΔ͢߶ྺंݡगΕ͵ʹɼϋρφϭʖέैࣰͶΓΕݡगΕର࿊

͖ΔਬપΝणͪ͜ϚϧϱτΡΠ ͖㿈࿊ͱ͢ܠɼ߶ྺंٰଶࢯɼஎغ

ΞιϱνʖΝৼͶྙڢରɼؖؽྙڢɼਫ਼җҽɼ͖͜γϙ㿉ʖνʖ ਫ਼җҽ

߶ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝૻΗΖΓ͑Ͷ߶ྺं͍Ξ͢

͕͖ͪ㿈͏͠Ήϋρφϭʖέ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



͖ΔਬપΝणͪ͜ϚϧϱτΡΠ ͖㿈࿊ͱ͢ܠɼ߶ྺंٰଶࢯɼஎغ ਟଐͶٰଶଲԢΝߨ͓ΖରߑͪΌɼܱࡱॼͳๅ༙ڠΝΌΖͳͳͶɼ

ΞιϱνʖΝৼͶྙڢରɼؖؽྙڢɼਫ਼җҽɼ͖͜γϙ㿉ʖνʖ ਫ਼җҽ

߶ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝૻΗΖΓ͑Ͷ߶ྺं͍Ξ͢

͕͖ͪ㿈͏͠Ήϋρφϭʖέ

ΏϋρφϭʖέैࣰΝਦΕΉͤɽ

ܱࡱΝϟϱύ㿈ʖͳͤΖ߶ྺंٰଶଲࡨஏҮ࿊ཙճΝ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢ

͍Ξ͢Ξͤ͞Ώ͖ιϱνʖɼਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂɼࢬઅ৮ҽɼҫࢥճɼ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ஏҮंܐؖݡगΕϋρφϭʖέͳɼ߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜غݡʀਟଐ

φϭʖέ߶ྺं෨ճӣӨճ٠Νͪ͢༽࿊;ٶܠଲԢکԿΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶغݡͪΌͶɾ˕˕ݘཤ༶ޤϋρφϭʖέݘ˕˕;ٶཤ༶ޤϋρ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ٰଶࢯʀݘཤ༶ޤਬͶͯ͏ͱɼؖؽܐؖͶΓΖݡगΕΏౕཀྵմଇΝ
ਦΖ͞ͳͶΓΕغݡʀغଲԢΝਬͤΖɽ

ਫ਼ʀࣉಒҗҽɼҫྏؖؽͳ࿊ܠΏίΠϜϋζϡʖన͵ࢩԋΝߨ͑͵ʹ

͢ͱɼ߶ྺंٰଶࢯʀغݡʀଲԢΝߨ͏Ήͤɽ

ࢯʀغݡͪΌɾஏҮͶ͕͜Ζ༹ʓ͵ंܐؖϋρφϭʖέکԿΝਦΕΉͤɽ
ରΝ͚ͯΕΉͤɽ

ҫྏؖؽɼܱࡱؖؽܐؖͶΓΖ࿊ཙճΝۢ͟ͳͶࣰࢬ͢ɼ૮ޕͶ૮͢Ώͤ͏

ਫ਼җҽࣉಒҗҽڢ٠ճΏ࣑ࣙճௌ಼ճஏҮͶ͕͜Ζૌ৭ɼղޤฯॶۂࣆݧΏ

ؖྙڢΝ௪ͣͱɼغͳݡາષࢯΝࢨ͢Ήͤɽ

ஏҮݡगΕಊΏ߶ྺंٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ཱིͶ͍Ζղޤฯॶۂࣆݧɼҫྏؽ

νʖɼਫ਼җҽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

߶ྺंຌਕͳंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΏܩକద͵ݡगΕΝߨ͏ɾٰଶາષ

߶ྺंٰଶͶ͕͏ͱͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖܱ͗ࡱɼ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱ

͘ͲضΖΓ͑ɼ՟ୌ༙ڠΝਦΕΉͤɽ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճΝૌ৭ͤΖ֦ؖؽͶ͕͏ͱɼڢ٠ճ͖㿈ؽΝॉ

ରΝ͚ͯΕΉͤɽ

ҫྏؖؽɼܱࡱؖؽܐؖͶΓΖ࿊ཙճΝۢ͟ͳͶࣰࢬ͢ɼ૮ޕͶ૮͢Ώͤ͏

ਫ਼җҽࣉಒҗҽڢ٠ճΏ࣑ࣙճௌ಼ճஏҮͶ͕͜Ζૌ৭ɼղޤฯॶۂࣆݧΏ

ؖྙڢΝ௪ͣͱɼغͳݡາષࢯΝࢨ͢Ήͤɽ

ஏҮݡगΕಊΏ߶ྺंٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ཱིͶ͍Ζղޤฯॶۂࣆݧɼҫྏؽ

ਦΖ͞ͳͶΓΕغݡʀغଲԢΝਬͤΖɽ

ٰଶࢯʀݘཤ༶ޤਬͶͯ͏ͱɼؖؽܐؖͶΓΖݡगΕΏౕཀྵմଇΝ

νʖɼਫ਼җҽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

ԋιϱνʖͳؖؽܐؖ࿊ͱ͢ܠغଲԢͶΌͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶ͕͏ͱͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖܱ͗ࡱɼ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱ

ղंۂࣆޤྙڢΏஏҮͲݡगΕ͖Δ߶ྺंٰଶغݡΝਦΕɼஏҮใࢩׇ

Ζʱ͞ͳΝࢨ͢ɼஏҮͳंܐؖ࿊ܠʀڢಉ͢ɼ૱૮ͶଲԢ͢Ήͤɽ

ྺं͖㿈ेΊΗͪஏҮͲ҈ৼ͢ͱɼཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝܩକదͶૻΖ͞ͳ͖㿈Ͳ͘

ৼͳͤΖ͠Ή͡Ή͵૮Νण͜ɼଠ͏ޕͳؖؽܐؖͶ࿊͢ܠଲԢ͢Ήͤɽʰ߶

ࢯʀغݡͪΌɾஏҮͶ͕͜Ζ༹ʓ͵ंܐؖϋρφϭʖέکԿΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंຌਕͳंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΏܩକద͵ݡगΕΝߨ͏ɾٰଶາષ

ࢯʀغݡͪΌɾஏҮͶ͕͜Ζ༹ʓ͵ंܐؖϋρφϭʖέکԿΝਦΕΉͤɽ

͢ͱɼ߶ྺंٰଶࢯʀغݡʀଲԢΝߨ͏Ήͤɽ

έکԿɼ૮ࢩԋैࣰͶΓΕɼغݡʀغଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



߶ྺंຌਕͳंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΏܩକద͵ݡगΕΝߨ͏ɾٰଶາષ

ਫ਼ʀࣉಒҗҽɼҫྏؖؽͳ࿊ܠΏίΠϜϋζϡʖన͵ࢩԋΝߨ͑͵ʹ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱɼۢܔٶɼஏҮؖؽܐؖΏࣆͳंۂϋρφϭʖ

ࢤ಼͖ॶஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ͖ॶෳࢳ૮ιϱνʖ Ͷ͕͏ͱɼ߶ྺंΝ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

͘ͲضΖΓ͑ɼ՟ୌ༙ڠΝਦΕΉͤɽ

νʖɼਫ਼җҽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

ͱ㿈߶ྺंٰଶࢯʀغݡʀଲԢ࿊ܠʀྙڢͶͯ͏ͱڢ٠͢Ήͤɽ

֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼ݊߃ͯ㿈͚Ε՟ɼฯ݊ࢥɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆॶۂ
ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡʀغଲԢΝਦΕΉͤɽ

͘ͲضΖΓ͑ɼ՟ୌ༙ڠΝਦΕΉͤɽ

͖ؖؽܐؖΔમड़͠Ηͪҗҽͱ㿈ߑͤΖ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճΝ࠷͢ɼؖ

ͳؖؽܐ࿊کܠԿΝਦΖͳͳͶɼٰଶࢯͶ༙ް͵घஊΏࢬࡨ۫ରద͵ݗ౾

Νߨ͏Ήͤɽ

ࣰࢬͤΖͪΌߨؖؽɼ࢚๑ɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆंۂɼҲൢࢤؖؽܐؖ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճΝૌ৭ͤΖ֦ؖؽͶ͕͏ͱɼڢ٠ճ͖㿈ؽΝॉ

͵ʹ্֒Ώҫྏͳؖؽ࿊ܠΝکԿ͢ͱ͏͚ɽ

غଲԢͲ͘ΖΓܱ͑ࡱΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΖɽಝͶਈ࣮׳Ν์͓Ζίʖη

ࠕޛٰଶͶͯ͏ͱ૮͢Ώͤ͏ڧΝ͓ɼٰଶౕ॑ԿΝ͘㿈ɼغݡʀ

ͤɽ

ͤΖ๑ྫबஎΝਦΕɼٰଶΏ'9غͳݡਟଐ͖ͯన͵ଲԢͶͯ͵͝Ή

ؖؽܐؖͶΓΖϋρφϭʖέΝߑͤΖͳͳͶɼࣉಒٰଶΏ߶ྺंٰଶΝࢯ

ͳंܐ࿊͢ܠغݡΏ࠸ࢯΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯɼඅٰଶंฯ;ٶޤंޤͶଲͤΖࢩԋΝనͶ

ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡʀغଲԢΝਦΕΉͤɽ

͖㿈ΔίΠϜϋζϡʖΏղޤγʖϑηࣆॶۂɼஏҮਫ਼җҽʀࣉಒҗҽ͵ʹؖ

ରΝ͚ͯΕΉͤɽ

֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼ݊߃ͯ㿈͚Ε՟ɼฯ݊ࢥɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆॶۂ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼਫ਼য়ڱΏՊଔղޤෝ୴ɼຌਕɼՊଔࢧ͏Νซ͘͵

ҫྏؖؽɼܱࡱؖؽܐؖͶΓΖ࿊ཙճΝۢ͟ͳͶࣰࢬ͢ɼ૮ޕͶ૮͢Ώͤ͏

ͱ㿈߶ྺंٰଶࢯʀغݡʀଲԢ࿊ܠʀྙڢͶͯ͏ͱڢ٠͢Ήͤɽ

ࣰࢬͤΖͪΌߨؖؽɼ࢚๑ɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆंۂɼҲൢࢤؖؽܐؖ

ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯɼඅٰଶंฯ;ٶޤंޤͶଲͤΖࢩԋΝనͶ

ਫ਼җҽࣉಒҗҽڢ٠ճΏ࣑ࣙճௌ಼ճஏҮͶ͕͜Ζૌ৭ɼղޤฯॶۂࣆݧΏ

Νߨ͏Ήͤɽ

ͳؖؽܐ࿊کܠԿΝਦΖͳͳͶɼٰଶࢯͶ༙ް͵घஊΏࢬࡨ۫ରద͵ݗ౾

Νߨ͏Ήͤɽ

ͳؖؽܐ࿊کܠԿΝਦΖͳͳͶɼٰଶࢯͶ༙ް͵घஊΏࢬࡨ۫ରద͵ݗ౾

͖ؖؽܐؖΔમड़͠Ηͪҗҽͱ㿈ߑͤΖ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճΝ࠷͢ɼؖ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ؖྙڢΝ௪ͣͱɼغͳݡາષࢯΝࢨ͢Ήͤɽ

ஏҮݡगΕಊΏ߶ྺंٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ཱིͶ͍Ζղޤฯॶۂࣆݧɼҫྏؽ

ਦΖ͞ͳͶΓΕغݡʀغଲԢΝਬͤΖɽ

͖ؖؽܐؖΔમड़͠Ηͪҗҽͱ㿈ߑͤΖ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճΝ࠷͢ɼؖ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճΝૌ৭ͤΖ֦ؖؽͶ͕͏ͱɼڢ٠ճ͖㿈ؽΝॉ

߶ྺंٰଶͶ͕͏ͱͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖܱ͗ࡱɼ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱ

ٰଶࢯʀݘཤ༶ޤਬͶͯ͏ͱɼؖؽܐؖͶΓΖݡगΕΏౕཀྵմଇΝ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

͵ʹΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ͱؖؽܐؖ㿈ߑͤΖٰଶࢯڢ٠ճ߶ྺंଲࡨ෨ճΝ࠷͢ɼا͓ݡΖͯܐؖ
㿈͚ΕΝߨ͑ͳͳͶɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶΌΖͪΌࣆྭݗ౾
͵ʹΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

غଲԢͲ͘ΖΓܱ͑ࡱΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΖɽಝͶਈ࣮׳Ν์͓Ζίʖη

͵ʹ্֒Ώҫྏͳؖؽ࿊ܠΝکԿ͢ͱ͏͚ɽ

ਫ਼ͦ͠͵͏ஏҮͯ㿈͚ΕΝࢨ͢Ήͤɽ

ݧγʖϑηΝཤ༽͢ͱ͏͵͏߶ྺं͖㿈͏ΖଵѴɼࢩԋΝߨ͏ɼٰଶΝ

ରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈ΔɼஏҮ͖Δ͏ͱཱི͢ݿΖ߶ྺं͖㿈͏ΖଵΏన͵ղޤฯ

Ͷͯ͵͝Ήͤɽ

ܱࡱͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼ߶ྺंٰଶݳয়Ν༙͢ڠɼٰଶࢯରکԿ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճͶͱɼฯ݊ɼෳࢳɼҫྏΝ࢟Όɼอ࢞ޤɼ

गΕΏٰଶࢯʀغݡͪΌܔٶΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

Δͥɼٰଶغݡʀ༩ͪΌͶɼٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼݡ

ϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝઅ͢ͱ͏ΉͤɽӣӨҗҽճͲͺɼٰଶଲԢ࣎Ί͵

ྙڢܠରکԿɼࢤݘཤཤӻ༶ޤͶࣁͤΖ͞ͳΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंɼ্֒ंɼࣉಒͳ;ٶंޤฯंޤࢩԋΏɼͳؖؽܐؖ࿊

㿈͚ΕΝߨ͑ͳͳͶɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶΌΖͪΌࣆྭݗ౾

ԢྙΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶਫ਼གྷҾΝఁͦ͠ݰΖͪΌஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶؖؽܐؖʀ

ͱؖؽܐؖ㿈ߑͤΖٰଶࢯڢ٠ճ߶ྺंଲࡨ෨ճΝ࠷͢ɼا͓ݡΖͯܐؖ

ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ʱΝઅ͢ɼؖؽܐؖ࿊کܠԿɼٰଶࢯ;ٶଲ

ࠕޛٰଶͶͯ͏ͱ૮͢Ώͤ͏ڧΝ͓ɼٰଶౕ॑ԿΝ͘㿈ɼغݡʀ

ͤɽ

ͤΖ๑ྫबஎΝਦΕɼٰଶΏ'9غͳݡਟଐ͖ͯన͵ଲԢͶͯ͵͝Ή

ؖؽܐؖͶΓΖϋρφϭʖέΝߑͤΖͳͳͶɼࣉಒٰଶΏ߶ྺंٰଶΝࢯ

ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡʀغଲԢΝਦΕΉͤɽ

ਫ਼ͦ͠͵͏ஏҮͯ㿈͚ΕΝࢨ͢Ήͤɽ

ݧγʖϑηΝཤ༽͢ͱ͏͵͏߶ྺं͖㿈͏ΖଵѴɼࢩԋΝߨ͏ɼٰଶΝ

ରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈ΔɼஏҮ͖Δ͏ͱཱི͢ݿΖ߶ྺं͖㿈͏ΖଵΏన͵ղޤฯ

߶ྺंٰଶਫ਼གྷҾΝఁͦ͠ݰΖͪΌஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶؖؽܐؖʀ

อ࢞ޤ৮Ώฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɼஏҮେනंͱ㿈ߑͤΖʰ߶

͵ʹ্֒Ώҫྏͳؖؽ࿊ܠΝکԿ͢ͱ͏͚ɽ

֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼ݊߃ͯ㿈͚Ε՟ɼฯ݊ࢥɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆॶۂ

غଲԢͲ͘ΖΓܱ͑ࡱΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΖɽಝͶਈ࣮׳Ν์͓Ζίʖη

ԢྙΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ͤɽ

ࠕޛٰଶͶͯ͏ͱ૮͢Ώͤ͏ڧΝ͓ɼٰଶౕ॑ԿΝ͘㿈ɼغݡʀ

ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ʱΝઅ͢ɼؖؽܐؖ࿊کܠԿɼٰଶࢯ;ٶଲ

ͤΖ๑ྫबஎΝਦΕɼٰଶΏ'9غͳݡਟଐ͖ͯన͵ଲԢͶͯ͵͝Ή

ͱ㿈߶ྺंٰଶࢯʀغݡʀଲԢ࿊ܠʀྙڢͶͯ͏ͱڢ٠͢Ήͤɽ

อ࢞ޤ৮Ώฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɼஏҮେනंͱ㿈ߑͤΖʰ߶

ؖؽܐؖͶΓΖϋρφϭʖέΝߑͤΖͳͳͶɼࣉಒٰଶΏ߶ྺंٰଶΝࢯ

ࣰࢬͤΖͪΌߨؖؽɼ࢚๑ɼܱࡱɼղޤγʖϑηࣆंۂɼҲൢࢤؖؽܐؖ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯɼඅٰଶंฯ;ٶޤंޤͶଲͤΖࢩԋΝనͶ

ͳंܐ࿊͢ܠغݡΏ࠸ࢯΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

͖㿈ΔίΠϜϋζϡʖΏղޤγʖϑηࣆॶۂɼஏҮਫ਼җҽʀࣉಒҗҽ͵ʹؖ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼਫ਼য়ڱΏՊଔղޤෝ୴ɼຌਕɼՊଔࢧ͏Νซ͘͵

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ಊΝ௪ͣͱɼ߶ྺंࢩԋͶ͍ͪͮͱ՟ୌѴɼմ݀Ͷ͜ͱࢬࡨݗ౾ɼ

ྏʀղޤʀෳࢳ֦ࣆͳंۂ࿊کܠԿͶΓͮͱɼٰଶ༩ɼغݡʀغ
ଲԢͶΌΉͤɽ

Ӏ͘କ͘ͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼٰଶඅ֒ࢯͶΌΉͤɽ

㿈͚ΕΝߨ͑ͳͳͶɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶΌΖͪΌࣆྭݗ౾

͵ʹΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंɼ্֒ंɼࣉಒͳ;ٶंޤฯंޤࢩԋΏɼͳؖؽܐؖ࿊
߶ྺंͶଲͤΖٰଶਫ਼࣎غͳݡηϞʖη㿈͵ଲԢͶͯ͵͜㿈ΖͪΌαΠ
ճ٠Ν࠷͢ͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝ࠷͢
Ήͤɽ

ϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝઅ͢ͱ͏ΉͤɽӣӨҗҽճͲͺɼٰଶଲԢ࣎Ί͵

Δͥɼٰଶغݡʀ༩ͪΌͶɼٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼݡ

गΕΏٰଶࢯʀغݡͪΌܔٶΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ྙڢܠରکԿɼࢤݘཤཤӻ༶ޤͶࣁͤΖ͞ͳΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯ

߶ྺंٰଶࢯͶଲͤΖܔಊΝਬͤΖͳͳͶɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽΏҫ

ͱؖؽܐؖ㿈ߑͤΖٰଶࢯڢ٠ճ߶ྺंଲࡨ෨ճΝ࠷͢ɼا͓ݡΖͯܐؖ

φϭʖέؽΝैࣰ͢Ήͤɽ

ٰଶଲԢͶͯ͏ͱ͖ؖؽܐؖ㿈࿊ͱ͢ܠਟଐͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼͳؖؽܐؖϋρ

ͱ͏Ήͤɽ

ͶΓͮͱૌ৭ͤΖڢ٠ճΝ࠷͢ɼ࿊ܠૌΊΏన͵ࢩԋͶͪ͜ڢ٠Νߨͮ

>߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨڢ٠ճ@ҫྏΏ࢚๑ɼෳࢳؖؽܐؖΏंܐؖ

ࢯ;ٶ༩Νਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ดͽ㿈Ͷ֦झܯժʀࣆۂൕӫΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶͶͯ͏ͱ૮ࢩԋɼٰଶ

ंࢩԋϋρφϭʖέܙͶΌͱ͏Ήͤɽ

ࢯ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ͳڢ࿊ͱ͢ܠஏҮݡगΕରΝߑ͢ͱ͏Ήͤɽ

ਫ਼ʀࣉಒҗҽ͕Γ;ղࢩޤԋҽʀղޤฯॶۂࣆݧͳ࿊ܠΝਦΕɼٰଶΝ

ճ٠߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճಊΝৼͶɼஏҮेΏଡ༹͵৮झ͗࿊ྺ߶ͪ͢ܠ

ࢤͲͺʰݘཤ༶ޤʀٰଶࢯʀݿಢࢰࢯʱΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέ

ͤΖన͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢯɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ͕ޤΓ;߶ྺंΝͤޤΖंͶଲ

ରɼ֦झؖؽͶΓΕ߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέΝߑ͢ɼٰଶ

ʰ˕˕߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨࣆࢬࣰۂགྷߟʱͶͯخ㿈͘ɼܐؖ

ճʀஏۢऀͳڢʰஏҮݡगΕࢩ͓͍͏ͶͤؖΖڢఈॽʱΝగ݃͢ɼௌ಼ճʀஏۢऀ

Ͷͯ͵͝Ήͤɽ

ܱࡱͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼ߶ྺंٰଶݳয়Ν༙͢ڠɼٰଶࢯରکԿ

खૌΊͲ͍ΖஏҮݡगΕࢩ͓͍͏ϋρφϭʖέࣆۂౌΝਬ͢ͱ͕Εɼௌ಼

ೖࠔݡगΕ͖Δࡄ֒࣎ࢩԋͶ͕͏ͱɼஏҮঁޕʀঁڠྡྷΝͤ༽ΖͪΌ

ਫ਼ͦ͠͵͏ஏҮͯ㿈͚ΕΝࢨ͢Ήͤɽ

ݧγʖϑηΝཤ༽͢ͱ͏͵͏߶ྺं͖㿈͏ΖଵѴɼࢩԋΝߨ͏ɼٰଶΝ

ରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈ΔɼஏҮ͖Δ͏ͱཱི͢ݿΖ߶ྺं͖㿈͏ΖଵΏన͵ղޤฯ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճͶͱɼฯ݊ɼෳࢳɼҫྏΝ࢟Όɼอ࢞ޤɼ

Ήͤɽ

गΕΏٰଶࢯʀغݡͪΌܔٶΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶਫ਼གྷҾΝఁͦ͠ݰΖͪΌஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶؖؽܐؖʀ

ճ٠Ν࠷͢ͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝ࠷͢

Δͥɼٰଶغݡʀ༩ͪΌͶɼٰଶΝ͢ݡΏͤ͏ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼݡ

ԢྙΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंͶଲͤΖٰଶਫ਼࣎غͳݡηϞʖη㿈͵ଲԢͶͯ͵͜㿈ΖͪΌαΠ

ϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝઅ͢ͱ͏ΉͤɽӣӨҗҽճͲͺɼٰଶଲԢ࣎Ί͵

Ӏ͘କ͘ͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼٰଶඅ֒ࢯͶΌΉͤɽ

ྙڢܠରکԿɼࢤݘཤཤӻ༶ޤͶࣁͤΖ͞ͳΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंɼ্֒ंɼࣉಒͳ;ٶंޤฯंޤࢩԋΏɼͳؖؽܐؖ࿊

ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ʱΝઅ͢ɼؖؽܐؖ࿊کܠԿɼٰଶࢯ;ٶଲ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

อ࢞ޤ৮Ώฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɼஏҮେනंͱ㿈ߑͤΖʰ߶

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ΕΉͤɽ

ดͽ㿈Ͷ֦झܯժʀࣆۂൕӫΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶͶͯ͏ͱ૮ࢩԋɼٰଶ

ͱ͏Ήͤɽ

ଲԢͶΌΉͤɽ

Ήͤɽ

㿈͚ΕͶྙΝΗɼ߶ྺंଜݭΝ֮ฯ͢ɼ҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ࢩԋ͢ͱ͏͘

࣍ͮͱ͏ΉͤɽٰଶΝً͞͠͵͏ າષͶࢯ ɼݡཚͳ͠͵͏ غͤݡΖ ஏҮͯ

Εༀͳ͢ͱɼΉ͕ͪ͏ޕͶ૮͢͏ɼঁ͓͜Ζ॑ͱ͢ͳंྙڢགྷ͵ༀׄΝ

ճͲͤɽஏҮेҲਕͽͳΕ͗ɼͨஏҮ಼ٰଶ626Ν͏͚ͬΫϡροͤΖݡ

߶ྺंٰଶࢯࢩԋରΝߑͤΖ͓͑ͱ㿈͖ܿͦ͵͏ଚࡑͳ͵Ζ͗ɼஏҮऀ

Ήͤɽ

ճ٠Ν࠷͢ͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճΝ࠷͢

߶ྺंͶଲͤΖٰଶਫ਼࣎غͳݡηϞʖη㿈͵ଲԢͶͯ͵͜㿈ΖͪΌαΠ

Γ͑کԿ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

࿊ٰंྺ߶ͪ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέΝ͞ΗΉͲҐͶ͗͵ͯ͏کΕͱ㿈݃ͻΗΖ

߶ྺंٰଶ͖㿈ਫ਼ͪ͢ͶనͶଲॴͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖͪΌɼ͖ؖؽܐؖ㿈

φϭʖέؽΝैࣰ͢Ήͤɽ

ٰଶଲԢͶͯ͏ͱ͖ؖؽܐؖ㿈࿊ͱ͢ܠਟଐͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼͳؖؽܐؖϋρ

ͶΓͮͱૌ৭ͤΖڢ٠ճΝ࠷͢ɼ࿊ܠૌΊΏన͵ࢩԋͶͪ͜ڢ٠Νߨͮ

ྏʀղޤʀෳࢳ֦ࣆͳंۂ࿊کܠԿͶΓͮͱɼٰଶ༩ɼغݡʀغ

Ӏ͘କ͘ͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼٰଶඅ֒ࢯͶΌΉͤɽ

>߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨڢ٠ճ@ҫྏΏ࢚๑ɼෳࢳؖؽܐؖΏंܐؖ

߶ྺंٰଶࢯͶଲͤΖܔಊΝਬͤΖͳͳͶɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽΏҫ

रճΝఈغదͶ࠷͢ɼ๑ཱʀෳࢳ৮࿊ߑܠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

Ήͪɼࢤ໌܄ͺɼอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞๑ཱ৮ͳෳࢳ৮ࢂՅΝಚͱɼݜ

ͪΌࢩԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ཤ༶ࢩޤԋචགྷ͵ਕغݡʀࢩԋɼΉͪஏҮͶ͕͏ͱຌਕΔ͢͏ਫ਼ܩକ

ؖؽܐؖΏ༹ʓ͵৮͗࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼݘ

ϭʖέͰ͚ΕΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

͵ʹ͗ؖؽܐؖ࿊ܠʀٰंྺ߶ͱ͢ྙڢଶغݡʀࢯΝਦΖͪΌϋρφ

ϱνʖɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽɼஎଡܱࡱॼɼஎଡฯ݊ॶɼղޤฯݧγʖϑηࣆॶۂ

˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճΝઅ͢ɼ߶ྺंٰଶ૮ι

ྙΝਦΕΉͤɽ

ٰଶଲԢΏ೧ݡޛౕͶͯ͏ͱɼ๑ཱՊͶΓΖݜरΏࣆྭݗ౾ճΝ࠷͢ɼଲԢ

ٰଶࣆྭ༙ڠԿΝਦΕɼࢩԋ಼༲Ν֮͢ɼ࿊͘ͲܠΖରʤܐؖʥߑΝਦ

ಊΝ௪ͣͱɼ߶ྺंࢩԋͶ͍ͪͮͱ՟ୌѴɼմ݀Ͷ͜ͱࢬࡨݗ౾ɼ
ࢯ;ٶ༩Νਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ंࢩԋϋρφϭʖέܙͶΌͱ͏Ήͤɽ

ٰଶΝѴͪ͢ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏෳࢳࣆແॶ͵ʹ͢ॄࢂ͗ंܐؖɼ

Γ͑کԿ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

࿊ٰंྺ߶ͪ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέΝ͞ΗΉͲҐͶ͗͵ͯ͏کΕͱ㿈݃ͻΗΖ

߶ྺंٰଶ͖㿈ਫ਼ͪ͢ͶనͶଲॴͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖͪΌɼ͖ؖؽܐؖ㿈

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢯ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ճ٠߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճಊΝৼͶɼஏҮेΏଡ༹͵৮झ͗࿊ྺ߶ͪ͢ܠ

ࢤͲͺʰݘཤ༶ޤʀٰଶࢯʀݿಢࢰࢯʱΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέ

ͤΖన͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢯɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ͕ޤΓ;߶ྺंΝͤޤΖंͶଲ

ରɼ֦झؖؽͶΓΕ߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέΝߑ͢ɼٰଶ

ʰ˕˕߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨࣆࢬࣰۂགྷߟʱͶͯخ㿈͘ɼܐؖ

ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

ਫ਼ʀࣉಒҗҽ͕Γ;ղࢩޤԋҽʀղޤฯॶۂࣆݧͳ࿊ܠΝਦΕɼٰଶΝ

Ͷͯ͵͝Ήͤɽ

ܱࡱͳؖؽܐؖ࿊ܠΝΌɼ߶ྺंٰଶݳয়Ν༙͢ڠɼٰଶࢯରکԿ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽճͶͱɼฯ݊ɼෳࢳɼҫྏΝ࢟Όɼอ࢞ޤɼ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ΚΕΏٰଶࢯ࿊ڢܠ٠ճΝ௪͢ͱɼ๑ཱंܐؖɼܱࡱɼҫྏؖؽΏղޤฯݧ
γʖϑηࣆͳंۂ͚ͰܐؖΕΝΌΉͤɽ

γʖϑηࣆͳंۂ͚ͰܐؖΕΝΌΉͤɽ

Ήͤ

Νܙ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯ;ٶغͳݡฯޤɼंޤࢩԋΝߨ͏Ήͤ

ͱ͏Ήͤɽ

ͶΓͮͱૌ৭ͤΖڢ٠ճΝ࠷͢ɼ࿊ܠૌΊΏన͵ࢩԋͶͪ͜ڢ٠Νߨͮ

>߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨڢ٠ճ@ҫྏΏ࢚๑ɼෳࢳؖؽܐؖΏंܐؖ

͚ΕɼஏҮใׇίΠϋρφϭʖέکԿͶΌΉͤɽ

ฯ݊ōҫྏōෳࢳγʖϑη࿊ܠɼஎ߶ྺंΏٰଶغݡōغଲԢରͰ

ஏҮରͳ࿊ܠͶΓΖགྷԋंޤغݡōݡगΕɼ߶ྺंٺەଲԢͪΌ

ܐରΏਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂͳ࿊ٰंྺ߶ͱ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέ

ดͽ㿈Ͷ֦झܯժʀࣆۂൕӫΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶͶͯ͏ͱ૮ࢩԋɼٰଶ

ࢯ;ٶ༩Νਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ۢༀॶਫ਼෨ͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ɼҫࢥճɼอ࢞ޤճɼऀճෳࢳ࢞ճؖ

ಊΝ௪ͣͱɼ߶ྺंࢩԋͶ͍ͪͮͱ՟ୌѴɼմ݀Ͷ͜ͱࢬࡨݗ౾ɼ

Όͱ͏͘Ήͤɽ

˕˕Ґೈ˕˕߁Үෳࢳ՟ͳ࿊͢ܠɼγʖϑηࣆंۂࢨʀঁݶͶӀ͘କ͘

;ݡगΕରैࣰΝਦΕΉͤ

ฯݧʀෳࢳʀҫྏʀղޤͳؖؽܐؖஏҮʀߨ࿊ܠͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯٶ

ࢯϋρφϭʖέ͵ʹͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢

ϑηࣆंۂΏҫࢥɼܱࡱɼܐؖؖؽͶΓΖղࢩԋϋρφϭʖέΝߑ͢ɼ
ͨΗΔ࿊ܠʀΝਦΖ֫ͳ͢ͱҒͰ͜Ήͤɽ

͢ͱɼ߶ྺंՊଔΏஏҮਕʓɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽͶΓΖغݡɼղޤγʖ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼٰଶغଲԢɼٰଶࢯࢩԋ͵ʹΝߨ͑ରͳ

߶ྺंٰଶΝາષͶࢯͤΖͪΌɼ߶ྺंٰଶ

ۅద͵༽ΝਦΕΉͤɽΉͪɼٰଶࣆྭͶ͕͜Ζ֦ͳؖؽܐؖೖ͟Θؖ

ΚΕΏٰଶࢯ࿊ڢܠ٠ճΝ௪͢ͱɼ๑ཱंܐؖɼܱࡱɼҫྏؖؽΏղޤฯݧ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέߑ

˕˕߶ྺं্͗͏ंٰଶଲԢࢩԋϋρφΏ˕˕ʀ˕˕೧ݡޛιϱνʖ˕˕

ۅద͵༽ΝਦΕΉͤɽΉͪɼٰଶࣆྭͶ͕͜Ζ֦ͳؖؽܐؖೖ͟Θؖ

͢Ήͪɽ

ण͜ɼ৮ҽٰଶଲԢηΫϩΝਦΖͳͳͶɼٰଶଲԢ๏ਓଧΝৄݗ

ٰଶଲԢݗ౾ճ٠ΝఈغదͶ࠷͢ɼอ࢞ޤɼࢀं৮͖ΔΠχώηΝ
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ϭʖέͰ͚ΕΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

͵ʹ͗ؖؽܐؖ࿊ܠʀٰंྺ߶ͱ͢ྙڢଶغݡʀࢯΝਦΖͪΌϋρφ
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ंࢩԋϋρφϭʖέܙͶΌͱ͏Ήͤɽ

ճ٠߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճಊΝৼͶɼஏҮेΏଡ༹͵৮झ͗࿊ྺ߶ͪ͢ܠ

ࢤͲͺʰݘཤ༶ޤʀٰଶࢯʀݿಢࢰࢯʱΝదͶɼ˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

ͤΖన͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢯɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ͕ޤΓ;߶ྺंΝͤޤΖंͶଲ

ରɼ֦झؖؽͶΓΕ߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέΝߑ͢ɼٰଶ

ʰ˕˕߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨࣆࢬࣰۂགྷߟʱͶͯخ㿈͘ɼܐؖ

߶ྺं͗҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖݡगΕϋρφϭʖέߑΝਦΕΉͤɽ
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߶ྺंٰଶͶଲ͢ͱͺɼӀ͘କ͘ࢯͤΖͪΌܔΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ
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͗߶͏Ͷͺʰ߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճʱΏචགྷͶԢͣͱݺ
พίʖηݗ౾ճΝ࠷͢ɼߨڢ͗ؖؽܐؖ;ٶಉ͢ͱૌ৭దͶୌմ݀Νߨ͓

͍ͲؖؽΖܱࡱॼɼҫྏؖؽͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼٰଶغݡʀغଲԢͶ
Όͱ͏Ήͤɽ

Νܙ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯ;ٶغͳݡฯޤɼंޤࢩԋΝߨ͏Ήͤ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Ν͗͵͢༽ΔܱࡱΏอ࢞ޤɼ֦ؖؽΓΕ
ๅڛΏঁݶɼྙڢΝ͏ͪͫ͘͵͗ΔଲԢ͢ͱ͏Ήͤɽ

ࢩԋͶͯ͵͝ͱ͏͚Γ͑Ͷंܐؖʀͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢Ήͤɽ

Ͷͪ͜खૌΝਬͤΖͳͳͶɾ૮ʀࢩԋରैࣰΝਦΕΉͤɽ

ͳؖؽ࿊ܠΝکԿ͢ɾ߶ྺंٰଶາષࢯɾغݡɾغଲԢ࠸;ٶࢯ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ৼͳ͵Εɼ߶ྺंٰଶΝغͶ͢ݡɼਟଐ͖ͯన͵

ैࣰͶΌΉͤɽ

ஏҮेΝΌͪؖؽܐؖͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέΝߑ͢ɼࢩԋର

˕˕߶ྺंݘཤ༶ޤϋρφϭʖέͶΓΕɾฯ݊ʀҫྏʀෳࢳंܐؖʀܐؖ

ܐରΏਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂͳ࿊ٰंྺ߶ͱ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέ

Ήͪɼؖؽܐؖͳ͢ྙڢɼ߶ྺंٰଶາષ

ࢯɼغݡʀغଲԢ࠸;ٶࢯΝਦΕΉͤɽ

ۢༀॶਫ਼෨ͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ɼҫࢥճɼอ࢞ޤճɼऀճෳࢳ࢞ճؖ

ΌΉͤɽ

ͨΗΔ࿊ܠʀΝਦΖ֫ͳ͢ͱҒͰ͜Ήͤɽ

ϑηࣆंۂΏҫࢥɼܱࡱɼܐؖؖؽͶΓΖղࢩԋϋρφϭʖέΝߑ͢ɼ

͢ͱɼ߶ྺंՊଔΏஏҮਕʓɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽͶΓΖغݡɼղޤγʖ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼٰଶغଲԢɼٰଶࢯࢩԋ͵ʹΝߨ͑ରͳ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέߑ

ΖૌΊΝ͓Ήͤɽ

ΏΩϱϓΟϪϱηΝ௪ͣͱয়ڱѴΏన͵ଲԢΝߨ͑ͳͳͶɼٺەɼ

έΝ͢༽ɼ͍ͲंۂࣆྙڢΖϧϓϧϱࣆंۂɼղޤγʖϑηࣆंۂΏྙڢ

ฑ೧݆Ͷʰ˕˕ݡगΕϋρφϭʖέʱڢఈΝగ݃͢Ήͪ͢ɽ͞ϋρφϭʖ غͶٰଶ͗͘ͲݡΖΓ͑͵ରͰ͚ΕͶΌΉͤɽٰଶࣆྭͶଲ͢ͱͺɼ
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ࢯͶͤؖΖౕͶͯ͏ͱɼेबஎΏܔΝ

߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶଲͤΖ૮૯Ώٰଶ

Γ͑کԿ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

࿊ٰंྺ߶ͪ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέΝ͞ΗΉͲҐͶ͗͵ͯ͏کΕͱ㿈݃ͻΗΖ

߶ྺंٰଶ͖㿈ਫ਼ͪ͢ͶనͶଲॴͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖͪΌɼ͖ؖؽܐؖ㿈

φϭʖέؽΝैࣰ͢Ήͤɽ

ٰଶଲԢͶͯ͏ͱ͖ؖؽܐؖ㿈࿊ͱ͢ܠਟଐͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼͳؖؽܐؖϋρ
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ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

έΝ͢༽ɼ͍ͲंۂࣆྙڢΖϧϓϧϱࣆंۂɼղޤγʖϑηࣆंۂΏྙڢ
͍ͲؖؽΖܱࡱॼɼҫྏؖؽͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼٰଶغݡʀغଲԢͶ
Όͱ͏Ήͤɽ

ϭʖέͰ͚ΕΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

յҐʙ೧

ʴಊࢨඬʵ

җҽΏेͶଲ͢ͱܔͤΖؽճΝͬΉͤɽ

ΖͶغͶݡɼଲԢ͗ߨΚΗΖΓ͑ɼஏҮͲݡगΕචགྷͶͯ͏ͱɼਫ਼

ٰଶ༩खૌͳ͢ͱɼؽثద͵ࣆସ͗ਫ਼ͣ

ϋρφϭʖέඍʀکԿͳ۫ରద͵ࢩԋࡨݗ౾ΝਦΕΉͤ

ӿ͓ͱʰஎώϨΠϓϨʖʱߡ͓๏ΝͤٶΖͳͳͶɾஏҮͶ͕͜ΖݡगΕ

߶ྺंٰଶΝغͶͤݡΖͪΌɾେΝ

ଐ͖ͯన͵ࢩԋͶͯ͵͝ͱ͏͘Ήͤɽ

࢚๑ܐؖɼܱࡱॼͳϋρφϭʖέΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯɼغݡɼਟ

ͪஏҮͲࢩ͓͏ಊΝ͢ͱ͏ΖਕΏૌ৭ɼղޤγʖϑηࣆॶۂɼ͖͖Εͯ͜ҫɼ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ৼͳ͵ͮͱɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽΏ࣑ࣙճΝͺͣΌͳ͢

Ζ͵ʹɼؔۂةྙڢಚ͵͗ΔɼٰଶغݡͶΌͱ͏Ήͤ

ؽճ͗ଡ͏ϧϓϧϱࣆंۂΏ༥สʀഓࣆͳʹ͵ंۂʰݡगΕڢఈʱΝగ݃ͤ

ྺंٰଶΝາષͶࢯͤΖͪΌܔಊΝΌΖͳͳͶɼ߶ྺंΝͤΖ

ͤݡΖͪΌɼؔͳۂةʰݡगΕڢఈʱΝ݃;ɼݡगΕରैࣰΝਦΕΉͤɽ߶

ࢰཱིݿΝາષͶࢯͤΖͳͳͶɼٰଶΏஎͲࢩԋ͗චགྷ͵߶ྺंΝغͶ

ฑ೧݆Ͷʰ˕˕ݡगΕϋρφϭʖέʱڢఈΝగ݃͢Ήͪ͢ɽ͞ϋρφϭʖ

͵ʹ͗ؖؽܐؖ࿊ܠʀٰंྺ߶ͱ͢ྙڢଶغݡʀࢯΝਦΖͪΌϋρφ
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˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճΝઅ͢ɼ߶ྺंٰଶ૮ι
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ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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͵͝ͱ͏͘Ήͤɽ

ޤ૮ճΏηʖϏʖώθࣆۂΝ௪͢ͱɼݘཤ༶ࢩޤԋͶܐΖࢩԋंүͶͯ

νʖʥʱΝઅ͢ɼࢤࢂժݘཤ༶ࢩޤԋରߑΝਦΕΉͤɽΉͪɼݘཤ༶

ʰࢤݘཤ༶ޤਕࡒώϱέʤࢤݡޛਕɼ๑ਕࢩݡޛԋҽɼݘཤ༶ޤγϛʖ

;ݡगΕରैࣰΝਦΕΉͤ

ฯݧʀෳࢳʀҫྏʀղޤͳؖؽܐؖஏҮʀߨ࿊ܠͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯٶ

ࢯ͵ʹ՟ୌͶஏҮસରͲखૌΝکԿ͢Ήͤɽ

Ͷࢩ͓͏ͳ͢ͱ߶ྺंཱིݿࢯɼஎंࢩԋɼٰଶࢯɼভඇंඅ֒

ιϱνʖͶ࿊ཙͤΖ͵ʹචགྷ͵ๅڛΝߨ͏ɼฑ͖࣎Δଡ༹͵γʖϑηخ൭

ࣆंۂɼۂةɼؖؽྙڢ͗ɼೖۂແͲʹ͵ͳͪ͞͏͗ـΝஏҮใࢩׇԋ

ଔસରΔ͢҈ఈͶ͜ͱࢩԋ͢Ήͤɽ

ྺंͳंޤɼՊ

ద͵ٰଶਫ਼གྷҾͶଲԢͤΖͪΌɼਫ਼җҽΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶

ཤ༶ޤͶΌΉͤɽ

ଜݭฯ࣍ͳݘ

ࢯͪΌɼٰଶࢩԋϋρφैࣰΏٰଶࢯ࿊ڢܠ٠ճઅʀӣӨɼ߶ྺं

ݘཤ༶ޤʀٰଶ

৭ؖؽܐؖΏରͳ࿊͗͵͢ܠΔɼ೧ݡޛౕܔΏཤ༽ଇɼ߶ྺं

ஏҮૌ

ʰ˕˕ʀ˕˕೧ݡޛιϱνʖ˕˕ʱؖؽܐؖΏਫ਼җҽʀࣉಒҗҽɼ࣑ࣙճ
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ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

͚ΕɼஏҮใׇίΠϋρφϭʖέکԿͶΌΉͤɽ

ฯ݊ōҫྏōෳࢳγʖϑη࿊ܠɼஎ߶ྺंΏٰଶغݡōغଲԢରͰ

ஏҮରͳ࿊ܠͶΓΖགྷԋंޤغݡōݡगΕɼ߶ྺंٺەଲԢͪΌ

͵ਕغ;ٶݡغଲԢͶΌΉͤɽ

ஏۢਫ਼җҽʀࣉಒҗҽΏஏҮेɼۜ༧ؖؽͳ࿊ܠʀڢಉ͢ͱɼࢩԋචགྷ

Νܙ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯ;ٶغͳݡฯޤɼंޤࢩԋΝߨ͏Ήͤ

ܐରΏਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂͳ࿊ٰंྺ߶ͱ͢ܠଶࢯϋρφϭʖέ

ۢༀॶਫ਼෨ͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ɼҫࢥճɼอ࢞ޤճɼऀճෳࢳ࢞ճؖ

ͤɽ

ͲɾΓΕଡ͚ۂझʀࣆͳॶۂ࿊ܠΝਦΖͪΌɾॶۂࣆྙڢ֮ฯͶΌͱ͏Ή

ஏҮۂةΏࣆंۂʀରͳࢤ͗࿊͢ܠɾஏҮ͛ΖΊͲ߶ྺंΝݡगΖࣆۂ

ͨΗΔ࿊ܠʀΝਦΖ֫ͳ͢ͱҒͰ͜Ήͤɽ

ϑηࣆंۂΏҫࢥɼܱࡱɼܐؖؖؽͶΓΖղࢩԋϋρφϭʖέΝߑ͢ɼ

͢ͱɼ߶ྺंՊଔΏஏҮਕʓɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽͶΓΖغݡɼղޤγʖ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼٰଶغଲԢɼٰଶࢯࢩԋ͵ʹΝߨ͑ରͳ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέߑ
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ἲࡢ࿘▱


ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ܱࡱ࿊ܠͶΓΖ߶ྺंٰଶଲԢΏϋρφϭʖέैࣰΝਦΕΉͤ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼਫ਼җҽɼղޤγʖϑηࣆंۂɼࢬઅ৮ҽɼҫࢥճɼ

Όͱ͏Ήͤɽ

͍ͲؖؽΖܱࡱॼɼҫྏؖؽͳ࿊ܠΝکԿ͢ɼٰଶغݡʀغଲԢͶ

έΝ͢༽ɼ͍ͲंۂࣆྙڢΖϧϓϧϱࣆंۂɼղޤγʖϑηࣆंۂΏྙڢ

ฑ೧݆Ͷʰ˕˕ݡगΕϋρφϭʖέʱڢఈΝగ݃͢Ήͪ͢ɽ͞ϋρφϭʖ

Ẹ⏕ጤဨࠊఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࡽ࡞ࡿࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ
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ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡽ࡞ࡿࠕಖ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

⾜ᨻᶵ㛵ࠊἲᚊ㛵ಀ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡽ࡞ࡿࠕ㛵ಀᑓ㛛ᶵ㛵ධᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢᵓ⠏ࡢྲྀ⤌



ᒃᏯㆤᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ἲࡘ࠸࡚࿘▱



ㆤಖ㝤タἲࡘ࠸࡚࿘▱

ἲࡢ࿘▱


ࣰஏࢨͶͯ͏ͱͺ೧ͶյɼӣӨਬճ٠Ͷͯ͏ͱͺ͖݆Ͷյߨͮͱ͏Ήͤɽ

ͶϏϱϓϪρφΝઅ͢ɼٶʀܔ͢Ήͤɽ

ͤɽ

Ԣ͢ͱ͏Ήͤɽ֦ॄ͗ؖؽܐؖΉΖʰ㓤ኸ߶ྺंૠࡩϋρφϭʖέࣆۂ࿊ཙճ

ͶΓΕɼغͳݡາષࢯΝਦΕΉͤɽ

ଶͶͯ͏ͱཀྵմΝΌΖͳͳͶɼஏҮݡगΕಊΏղޤฯॶۂࣆݧྙڢ

ஏҮࢩԋंΏࢤΝଲেͳͪ͢ड़ߪ࠴Ν࠷͢ͱܔٶΝߨ͏ɼ߶ྺंٰ

ͳؖ࿊ܠͶΓΖίʖηճ٠Νߨ͏ɼචགྷ͵γʖϑηͳͯ͵͜㿈Ήͤɽ

Ͷ॑దͶ՟ୌ͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζ͵ʹࠖೋࣆྭΝѴͪ͢Ͷɼؖؽܐؖ
ΏஏҮ͗Ҳରͳ͵Εɼචགྷ͵ࢩԋΝߨ͓ΖखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ࢬ͢ɼྫݫ೧Ͷͺɼ߶ྺंٰଶ͗ٛΚΗΖࣆॶۂͶଲ͢ͱࢨΝߨ͏ɼྫ೧

ͶͺࣆॶۂͶଲ͢ͱࢨΝߨ͏Ήͪ͢ɽ

૮ଲԢͶՅ͓ɼݜरιϱνʖͶΓΖղޤιϝψʖΏՊͶΓΖΩΤϱιϨϱέ

͜ͶݜरճΏࣆྭݗ౾ؽճΝઅ͜ͱɼ༩ΏغݡͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ࢳࢬઅીॶචགྷͶԢ͢㿈ͪଲԢΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंΏͨՊఋ

㿈Νߨ͏Ήͤɽ

ψϩʹ͵غՊଔৼίΠ ΝܲͤݰΖͪΌɼ૮ιϱνʖΏ͍Ξ͢Ξιϱνʖ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ܠͶΓΕٰଶίʖηਟଐ͵ଲԢΝߨ͏ɼؖؽܐؖ

߶ྺंٰଶغݡͶΌΖͳͳͶɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंͶଲ͢ͱͺɼਕෳ

ղޤ૮ҽΝ௪͢㿈ಚΔΗͪๅͶͯخ㿈͘ɼղंۂࣆޤͶଲͤΖࢨʀಞΝࣰ

གྷղंྺ߶ޤΝղ͏ͱ͢ޤΖ๏ਈద͵ෝ୴ ղޤηφϪηɼ߶ྺंٰଶɼνʖϝ

ղࢬޤઅͶࢀंҗҽ͵ʹɼ෨ΝۅదͶ͢Ήͤɽ

ΉͪɼղࢬޤઅͶ͕͜Ζٰଶཊࢯɼغݡॻͳ͏ͮͪ؏఼͖Δ

࣑ࣙର+3ͶغղޤฯܯۂࣆݧժΝͪ͏͵͏ͱ͢ࡎܟΌඉޮන

֒ʀ״ઝଲࡨͶܐΖରඍΝߨ͏Ήͤɽ

ητϞཤ༽ਬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ΕΝߨ͑Ά͖ɼචགྷ͵ਕͶͺɼιϱγʖΝؔ࣎ͪ͢༽ରٺٻେཀྵ௪ๅε

͚͢͞ΊͶΓΕɼ૮Ώঁݶʀ͢૮घʀؖؽܐؖ࿊ཙ͵ʹਕΝղͪ͢ݡग

ण͜͜ɼన͵ଲԢΝਦΕΉͤɽ

ٰଶغଲԢΝߨ͑ͪΌɼ͢͵͖㿈ΚݡगΕϙρφϧϱͶΓΕๅڛΝ

ͤΖ෨ॼࢂՅ͢ͱɼྙΏٰଶࢯΝ͖͜;ݼΖ֙ಆΫϡϱϘʖϱΝߨ͏Ήͤɽ

ࣉಒٰଶࢯɼঃྙࢯؖ࿊෨ॼଠɼ্֒ंෳࢳɼ߶ྺंෳࢳΝ୴

ΖιϩϓʀϋήϪέφͶͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶͶ६ͣͱଲԢ͢Ήͤɽ

ࢰΏࢤݺਕӶਫ਼़ޮ;ٶӶਫ਼ѳԿɼన͵ेڧͶͯ͵͖㿈Ζ͕ͨΗ͍

ࢤ͖㿈ଜݭΝ࣍ͬ͵͖㿈ΔΔ͢ͱ͏͚͞ͳͲ͘ΖஏҮऀճΝࢨ͢ͱɼཱིݿ

ࢩԋܐؖߑΝΌΉͤɽ

ࡄ֒࣎ࢩԋΝԃͶΌΖͪΌʰඈೋߨಊགྷࢩԋंʱౌΝΌɼฑ͖࣎Δ

Ήͪɼۛ೧ࡄ֒ਫ਼য়ڱΏɼܗαϫψΤϩη״ઝླྀߨΝಁΉ͓ɼࡄ

ഁݥΝ௪͢ͱɼٰଶࢯͶΌͱ͏͘Ήͤɽ

ͯ͵͗Εͯ㿈͚ΕਬࣆۂΝͺ͢㿈Όͳͪ͢ݡगΕࢩԋΝਬ͢Ήͤɽ

߶ྺं҈સΝ֮ฯͤΖͪΌͶɼҲਕΔ͢ଵٺە௪ๅεητϞୁ༫Ώ

ԢɼචགྷͶԢͣɼࣆंۂࠬΝߨͮͱ͏Ζɽ

ࢤͶ͕͏ͱʰղޤฯݧ૮૯ʤղޤฯݧ൬ʥʱΝઅ͢૮ʀۦॴཀྵͶଲ

͵૮ͶଲԢ͢ͱ͏Ζɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱɼ৮झ࿊ܠͶΓΕɼ֦झ૮ԋঁΏٰଶ͵ʹద

࣮



ࡑࡢࡢグ㏙

ΉͪɼղޤฯࢬݧઅͶ͕͏ͱͺɼࣆॶۂన͵ࢨΏղޤγʖϑη૮ҽ

㿈ΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶΏਐର߈ࢯͶͯ͏ͱɼܔʀबஎΝਦΕΉͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΕɼ߶ྺंٰଶΏਐର߈ࢯͶͤؖΖ૮ͶԢ͢

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



ϑη࣯ͶΌΉͪ͢ɽ

ͱ͏Ήͤɽ

ωϣΠϩΝݜͪ͢༽रΝࣰࢬ͢ɼٰଶଲԢླྀΗΝ֮ɽଲԢྙͶΌ

ʰ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜωϣΠϩࣰભ൝༽ʱͶͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜ

ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

ͤɽΉͪɼ͍ΚͦͱंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡɼغଲԢͶΌΉ

ෳࢳ࢞Νഁ͢ݥΉͤɽ

ෳࢳྺ߶ۃฯ݊ෳࢳ෨͗࠷ͤΖ߶ྺंٰଶճ٠ΏݜरճͶɼอऀͳ࢞ޤճ

߶ྺंݘཤ༶ޤΏंޤࢩԋΝనͶߨ͓ΖΓ͑ɼ֦ۢฯ݊ෳࢳ෨;ٶฯ݊

ͪ͘Ͳ͗ڛɽ

߶ྺंٰଶࢯʀݘཤ༶ݜޤरճɼࣆྭݗ౾ճ͵ʹ೧̑ʛ̒յ࠷͢ɼݜरؽճ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



մ݀Ͷͪ͜घঁ͜Νߨ͑ʰղޤ૮ҽʱΝഓ͢ɼ૮ରैࣰͳͳͶγʖ

ղޤγʖϑηཤ༽ंͶࣘΝܑ͜ɼγʖϑηंڛΏߨͳؔͶཱིͮͱɼୌ

ࢬͶΓΕɼղޤෝ୴ܲ͗ݰਦΔΗΉͤɽ

ͨଠɼ ंޤՊଔ ΝࢩԋͤΖͪΌɼղޤฯݧγʖϑηཤ༽࢟Ώ૮ࣰ

ʀགྷղࢬޤઅʀགྷղॶۂࣆޤࢨ

ͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩͶͯخ㿈͘ɼؽܐؖ

ʀճݸ

ΓΖીౕΝ͢༽ɼਕϙʖϞॶͶΓΕٰଶं͖ΔΝਦΕΉ

ʀਕෳࢳ๑Ͷͯخ㿈͚ਕෳࢳࢬઅી

߶ྺंٰଶٺەΏয়ڱͶԢ͢㿈ͱɼਕෳࢳ๑ͶوఈͤΖΏΝಚ͵͏ࣆ༟Ͷ

ʀ߶ྺंฯ ޤͳंޤ

Δ͓ΖΓ͑ेबஎΝਦΕΉͤɽ

ʀཱིࠬ

ྭ͓ͺ㿈ɼ߶ྺं҈સ֮ฯͪΌɼۅద͵ղ͗චགྷͳஇ͠Ηͪͺɼ

ྺं҈સ֮Ώࣆࣰ֮Νͪ͢ͱ㿈ɼචགྷ͵ଲԢΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

͜ͶݜरճΏࣆྭݗ౾ؽճΝઅ͜ͱɼ༩ΏغݡͶͯ͵͜㿈Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ܠͶΓΕٰଶίʖηਟଐ͵ଲԢΝߨ͏ɼؖؽܐؖ

ͱ͏Ήͤɽ

ωϣΠϩΝݜͪ͢༽रΝࣰࢬ͢ɼٰଶଲԢླྀΗΝ֮ɽଲԢྙͶΌ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶࢯɼغͪݡΌɼेͶ߶ྺंٰଶࢯΝ߁͚ཀྵմ͢ͱ

ٰଶͶͤؖΖܔΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ٰଶ௪ๅΝणͪ͜ͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏͳؖؽܐؖ࿊ྙڢܠɼ߶

ͶΓΕؔंܐؖༀ֮ׄΏқݡखΝߨ͏͵͗Δɼన͵ࢩԋΝߨͮͱ͏͘Ή

٠ʱ;ٶʰஏҮίΠճ٠ʱͶ͕͏ͱɼ߶ྺंٰଶࢯटࢭΝઈ͢ɼ߶ྺं

ݺพࣆྭͶͯ͏ͱɼಝͶࢩԋ͗ࠖೋͱ㿈͍ΖͶͺɼݺพஏҮίΠճ٠࠷

ेΏਫ਼җҽ͖Δ૮Ͷଲ͢ͱͺɼ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩͶͯخ㿈͘ଲ

ͱखΕૌΊΉͤɽ

ଶࢯɼغݡɼଲԢڢ٠Ͷͯ͏ͱͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼܩକ͢

Ζॄࢨ͵ʹͲɼٰଶࣆྭ়ղΏݗ౾ɼ௪ๅଲԢΝ֮ͤΖΆ͖ɼٰ

͖ؖؽܐؖΔ૮ʀ௪ๅͺ࣎ؔରͲण͜͜ɼଲԢ͢ͱ͏ΉͤɽΉͪɼஏҮ

ͺɼௌϙʖϞϘʖζΏϏϱϓϪρφ͵ʹͲܔٶΝܩକ͢ͱߨͮͱ͏Ήͤɽ֦

ฑ೧Ͷʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯࣆࢬࣰۂགྷߟʱΝఈ͢ͱҐ߳ɼेͶଲ͢ͱ

ߦंܐؖबஎ ݜरճ࠷

ߦࢤबஎ Ϩʖϓഓා

ͤɽΉͪɼ͍ΚͦͱंޤͶଲͤΖࢩԋߨ͵ͮͱ͏͘Ήͤɽ

ʰ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜωϣΠϩࣰભ൝༽ʱͶͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢࢩԋϜ

ߨॴΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

˕˕߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέճ٠ΏɼஏҮືܗγʖϑηࣆॶۂ͗ҲಌͶॄΉ

ΝΌɼଲԢྙΝਦΕΉͤɽ

ߨҟ͗ٛΚΗΖɼౕͶଉͮͱɼనਜ਼͵ࢨʀಞΝߨ͏ɼචགྷͶԢ͢㿈ͱ

ΉͪɼٰଶࢯͶͯ͏ͱཀྵմΝ߶ΌΖͪΌɼࢤༀॶ૯ɼҫྏؖؽΏղޤฯࢬݧઅ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼΉͪͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼغݡɼغଲԢͶΌΉ

߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩΝ͢༽ɼݜरࣰࢬΏؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΕڠ௪ࣟ

γʖϑηࣆंۂͶΓΖӣӨخ६ҩൕΏղޤๅृਜ਼੧ٽɼΉͪɼཤ༽ंٰଶ

ͱܔ͢ɼࢤΏஏҮίΠηνρϓཀྵմ͗ΌΔΗΖΓ͑ਬ͢Ήͤɽ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

߶ྺंٰଶࢯΏغݡͶ͜ͱɼࢤ߁ๅࢶΏϏϱϓϪρφɼݜरճΝ௪ͣ



ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࣆॶۂͶෟ͏ͱࣰࢬͤΖࣰஏࢨͺࠬॶۂࣆ;ٶझพ͟ͳͶߨ͑ॄࢨΝ௪

͢㿈ͱٰଶ༩Ͷͯ͏ͱࢨΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

૮ࢩԋΝߨ͑ͳͳͶɼे͜ͶઈճΝ࠷ͤΖ͵ʹɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ

ܔͶखΕૌΞͱ㿈͏Ήͤɽ

ͪɼߍ͵Ζ࣯ҟͶɼࣰஏࢨؔغݡ͢Ώͨҟਕҽ֮ฯͶͯ͏ͱ

ܔٶ͵ʹͶΓͮͱɾغͶଲԢͲ͘ΖૌΊΝ͓ͱ͏Ήͤɽ

Νຘ೧ࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͶܐΖݜरճ࠷;ٶ௪ๅ૯बஎಊΝਬ͢Ήͤɽ

ࣆंۂͳؖؽܐؖ࿊ܠΝߨ͑ͪΌʰപՑࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣ
ଶ߶ྺंฯޤ؏఼͖Δɼࢤ಼ϴॶಝพޤਕϙʖϞͳඅٰଶ߶ྺंٺە
Ҳ࣎ฯޤͶͤؖΖڢఈΝగ݃͢ͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंଜݭΝউͯ͜ɼਐରదؽఁԾΝӀًͤ͘͞͞ͳͶͯ͵͗Ζਐର߈

ͺɼٺەΏΝಚ͵͏Νঈ͘ߨΚ͵͏Γ͑ӣӨࢨΝߨ͏Ήͤɽ

ӨҗҽճʱΝઅ͢ɼଲԢکԿͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼܯغժͶ͕͏ͱͺඅٰ

ຌࢤͲͺɼ߶ྺंٰଶΝࢯ͢ɼਫ਼ͪ͢ࡏͶͺਟଐͶଲԢͤΖͪΌͶܱࡱΏղޤ

ंΏंޤన͵ࢩԋ͗Ͳ͘ΖରکԿΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ࠕޛɼࢬઅंܐؖΏؖؽܐؖΝଲেͳٰͪ͢ଶͶͯ͏ͱݜरճΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺ

ͳΓΕɼஏҮ͖Δๅڛ॑གྷͳ͵Ζ͞ͳ͖Δɼ֦;ٶؖؽܐؖௌ͜

இɼٰଶ༙ໃɼࢩԋ๏ਓΝ݀ఈ͢ͱଲԢ͢Ήͤɽ

ͯ͵͗ΕɼΉͪɼ߶ྺंٰଶغݡɼغଲԢͶͺ͖ؖؽܐؖΔๅڛͺ

ߪसճΏࣰஏࢨؽճΝଌ͓న͵ӣӨࢨΝߨ͏Ήͤɽ

ࢨࠬݗΝࣰࢬͲ͘ΖରΝߑ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ͤɽ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖਜ਼͢͏எࣟΝ࣍ͯ͞ͳͶΓΕɼղͤޤΖ๏߶ྺंٰଶࢯͶ

ҫྏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ૮णཀྵޛଐΏ͖ͶαΠճ٠Ν࠷͢ٺە

ਐର߈ഉࢯͶͪ͜खૌ

ࡑྏ૮૯અ

ʰղޤ૮ʀިླྀΩϓΥʱΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ंޤͶଲ͢ͱన͵ࢩԋΝߨ͏ΉͤɽٰଶغݡʀغଲԢͳ͢ͱฯ݊ෳࢳ

ೲΊ૮ͶԢͣΖʰղ͵ޤΞͲు૮ʱΏղंޤಋ࢞ࢩ͓͏Νߨ͑

ΌΉͪ͢ɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱͺɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤ

ղޤͶೲΊΝ์͓Ζղंޤ҈Ώෝ୴״Ν͚ܲͤΖͪΌɼղ͖ंݩܨޤ㿈ղޤ

͜ͶͺϓΧϫʖΠρϓ㿉ݜरΝ࠷ͤΖ͵ʹɼࢤݡޛਕʀಊࢩԋͶ

ܔٶ͖㿈ΞͲ͏Ήͤɽ

ॽྪ༮͖Εγʖϑη͵ʹΝߨ͏Ήͤ

েͶɼܘ༁Νగ͓݃ͪ͑͢Ͳɼෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁɼೖద͵ۜર؇ཀྵɼ

೧ݡޛౕΝཤ༽ͤΖͶࢺΔ͵͏ਕͲஇྙ͗ఁԾͪ͢߶ྺंΝଲ

ٰଶΝ͛Γ͑͵खૌΊఴΝߨͮͱ͏͘Ήͤɽ

ΉͪɼҫྏؖؽΏ༂ۃΝଲেͶݘཤ༶ޤқࣟΝ߶ΌΖखૌΊΏغͶ࿊͢ܠາષͶ

ٽΌΔΗΉͤɽ

ޤෝ୴ଁΏཱིݿͶΓΕɼ߅Կ͢ଲԢࠖೋ͵ίʖη͍Εɼغݡʀغղ͗

์͓ͱ͏Ζίʖη͍Εɼͳؖؽܐؖ࿊ͪ͢ܠଲԢ͗චགྷͲͤɽΉͪɼղंޤղ

ۛ೧ͺܱࡱ͖Δ૮͖㿈ଁՅܑͶ͍ΕΉͤɽղ݃Վɼٰଶͳͺพ͵ୌΝ

υΡϱήόʖφॽ͘๏ߪ࠴

ʴखૌྭʵ೧ݡޛγϛʖφϋρφɼ߶ྺंٰଶࢯࣆۂ࿊ཙճʀݜरճɼΦϱ

υΡϱήόʖφʱΝͱ͢༽೧ݡޛౕΏ߶ྺंࣙ݀ހఈΝࢩԋͤΖखૌ

ਭ༷ೖͶྡজৼཀྵ࢞ͶΓΖଲ૮ʰ͞͞Θ૮࣪ʱΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

࿊ཙճΏݜरճΝ௪ͣͱܐؖର࿊ܠରߑ͖㿈Ξͱ㿈͏ΉͤɽʰΦϱ

߶ྺंͶଲͤΖݘཤ৷֒ΏٰଶΝ͙ɼͨՊଔͶଲͤΖࢩԋରैࣰͪΌɼ

ʤ˕˕ʥ

͘ͱ͏Ήͤɽ

ͤɽͨ݃ՎɼݡगΕࢩԋΏڋॶͰ͚Ε͵ʹेकର༹ʓ͵ಊ͗અ͠Ηͱ

ؖؽ͗ॄΉΕɼஏҮ՟ୌѴͳմ݀Ͷͪ͜खૌͶͯ͏ͱ٠Ν॑ͱ͏Ή

͵͟ΊՊ͗क࠷ͤΖʰஏҮࢩԋճ٠ʱͲͺɼஏҮेΏҫྏʀෳࢳंܐؖɼܐؖ

࣮



ࡑࡢࡢグ㏙

߶ྺंٰଶ༩Ͷ఼॑Ν͕͘͵͖㿈ΔղޤͶೲՊଔ͵ʹΝࢩԋͤΖͪΌɼຘु

͞͞Θ૮࣪

ητϞཤ༽ਬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ΕΝߨ͑Ά͖ɼචགྷ͵ਕͶͺɼιϱγʖΝؔ࣎ͪ͢༽ରٺٻେཀྵ௪ๅε

͚͢͞ΊͶΓΕɼ૮Ώঁݶʀ͢૮घʀؖؽܐؖ࿊ཙ͵ʹਕΝղͪ͢ݡग

ण͜͜ɼన͵ଲԢΝਦΕΉͤɽ

ٰଶغଲԢΝߨ͑ͪΌɼ͢͵͖㿈ΚݡगΕϙρφϧϱͶΓΕๅڛΝ

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



೧ࢩݡޛԋιϱνʖ͗ৼͳ͵ΕࢤݡޛਕݜरΝ࠷ͪ͢Ά͖ݜरर྅ं

ਬ͢Ήͤɽ

ͳં͢๏ʱͶͯ͏ͱݗ౾Ͳ͘ΖݜरճΏָसճΝ࠷͢ɼ߶ྺंݘཤ༶ޤΝ

߶ྺंٰଶͶͯ͵͗ΕΏͤ͏ʰన͵ίΠʱɼʰ༶ंޤཱིݿʱɼʰஎ๏

ͱ㿈͏͘Ήͤɽ

͏͘ΉͤɽΉͪɼࢬઅ಼Ͷ͕͜ΖٰଶΝࢯͤΖͪΌɼݜरճ࠷ͶखΕૌΞ

ؖؽͳؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ߶ྺंٰଶغݡʀغଲԢͶͯ͵͜㿈ͱ

ࠕޛஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖखૌΝਬͤΖͳͳͶɼղޤฯࢬݧઅΏҫྏ

ΖίʖηͶͯ͏ͱ؏ٮదஇͳๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ԢͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼݺพίʖηճ٠Νనٕ࠷͢ɼ߶ྺंٰଶٛ͏͍

ๅڛͶଲ͢ͱਟଐͶଲԢͤΖ͞ͳͶΓΕ߶ྺंٰଶࢯΏغݡʀغଲ

ຌࢤͲͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝٰଶଲԢͳؖؽҒ͜ɼ૱૮ΏஏҮ͖Δ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



έڢ٠ճͳͳͶٰଶࢯखΕૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

எ߶ྺंͺٰଶΝण͜Ώͤ͏ͪΌɼ˕˕߶ྺंʀ্͗͏ंٰଶࢯϋρφϭʖ

ࢬઅͶ͕͏ͱɼཤ༽ंҲਕͽͳΕਕ֪Νଜ॑ͪ͢ίΠ͗ߨΚΗΖΓ͑ɼॄࢨ

ͳͳͶɼؖ࿊෨ॼͳ࿊ܠͶΓΖࣰஏࢨ఼॑Կིް;ٶԿΝݗ౾͢ɼనͶ

ΝਦΖͪΌɼʰ߶ྺंٰଶଲԢύϱχϔρέʱΝܔٶͪ͢༽Νߨ͏Ή

೧ݡޛౕͶͤؖΖཀྵմΝଇͤΖͪΌɼ೧ݡޛౕͶͤؖΖࢤ͜ߪԍճ

͵ӣӨয়ڱΝ֮ͤΖ͞ͳΝࢩԋͤΖͪΌͶ,&7ˠΝॄͪ͢༽ࢨΝࣰࢬͤΖ

͞ΗΔ͞ͳ͖ΔɼࢨʀࠬटࢭʀదΝಁΉ͓ͯͯɼࣆࣙॶۂΔ͖㿈ࣙकద

ΉͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏղޤγʖϑηࣆॶۂͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶଲԢ

ٰଶࢯΝݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢤཀྵմଇͶΌͱ͏͘Ήͤɽ

న͖ͯݭਜ਼͵ࢨΝߨ͑͞ͳ͖㿈ٽΌΔΗͱ͏Ήͤɽ

࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡͶΌΉͤɽ

ۛ೧Ͳͺɼٰଶ՟ୌͶଲ͢ͱɼ௪ๅʀۦ͍ͮͪࣆॶۂͶ࣎ؽΝҵͦͤ㿈

߶ྺंٰଶͶద֮ͶଲԢͤΖͳͳͶɼࢤܔΏஏҮݡगΕಊ͵ʹͳ

೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

˕ʱͶΓΖबஎΝߨ͑Ά͖ɼʰ߶ྺंݘཤ༶ޤιϝψʖʱΝຘ೧࠷͢ɼ߶ྺं

ۢΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈ଲԢϜωϣΠϩΏଲԢࣆྭΝ༙ͤڠΖ͞ͳͶΓΕɼ

ޤฯݧγʖϑηཤ༽ΏɼΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΖીͶΓΖࢬઅॶଲԢɼ

અͶҲ࣎ฯޤΝ͢ͱਐ҈સΝगΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶ͗ਫ਼ͪ͢ɼंޤͶΓΖٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंΝɼਕෳࢳࢬ

న͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤंޤͶଲͤΖ

٠ɽ

இɼࢩԋ๏ਓΝ݀ఈͤΖͪΌɼࢤͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈࠷ͤΖճ

αΠϟϱώʖճ٠ʁ߶ྺंٰଶ௪ๅ͍͗ͮͪࡏɼٰଶࣆࣰ֮Ώఈɼٺە

߶ྺंٰଶͶͤؖΖ૮Ͷͯ͏ͱͺɼͶΓΕࣰସΝѴ͢ɼචགྷͶԢ͢㿈ղ

ࢤ͖Δ૮૯Ͷͯ͏ͱʰղޤฯंྺ߶ͳݧฯ݊ෳࢳ͕͢Εʱ;ٶʰ߁ๅ˕

ܔͶखΕૌΊΉͪ͢ɽ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖߪԍճΝ࠷͢ɼ೧ݡޛౕΏஎؖΚΕͶͯ͏ͱबஎʀ

ࢯ๑टࢭʱ;ٶʰనਜ਼͵ղޤๅृ੧ٽʱΝಁΉ͓ɼࣰஏࢨΝߨ͏ΉͤɽΉ

ߑɾ૮ʀଲԢ૯बஎɾਫ਼җҽΏஏҮૌ৭ͳྙڢʀ࿊ܠɾஏҮे

ݗ౾͢ͱ͏͘Ήͤɽ

͢ͱ͏Ζʰγʖϑη࣯֮ฯͳʱɼʰ߶ྺंଜݭฯ࣍ʱɼʰ߶ྺंٰଶ

ຌࢤͲͺɾஏҮใࢩׇԋιϱνʖɾฯ݊ʀҫྏʀෳࢳؖؽܐؖɾܱࡱͳ࿊ܠର

ஏҮືܗγʖϑηʀڋղࢩޤԋʀڋγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ɼࠅ͗ࢬࡨͳ

Ҳ๏ɾགྷղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶͶଲ͢ͱͺɾຌࢤ ฯ ंݧͶ͕͏ͱɾ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ٰଶࢯͶͯ͏ͱͺɼ佄੶ܱࡱॼΝͺ͢㿈ΌͳͤΖͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼٰଶଲԢΏ



ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙



૮ࢩԋΝߨ͑ͳͳͶɼे͜ͶઈճΝ࠷ͤΖ͵ʹɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ

ٰଶࢯͶͯ͏ͱͺɼ佄੶ܱࡱॼΝͺ͢㿈ΌͳͤΖͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼٰଶଲԢΏ

ΌΉͤɽ

Ήͪɼؖؽܐؖͳ͢ྙڢɼ߶ྺंٰଶາષ

͏ͱɼ߁ๅࢶΏϙʖϞϘʖε㿈༽ɼϏϱϓϪρφഓා͵ʹͲஏҮेͶٶ

ܔ͢Ήͤɽ

ͪͶࢨఈΝणͪ͜ࣆॶۂͺɼઅ͖Δ͕͕೧Νܨգͪ͢ࡏͶɼͨଠࣆۂ

ΝາષͶ͚㿈͞ͳΝదͳ͢ͱߪԍճΝࣰࢬ͢Ήͪ͢ɽ

͏Ήͤɽ

ଶࢯΏਐର߈ഉࢯͶͪ͜ࣆंۂखૌয়ڱͶͯ͏ͱϐΠϨϱήΝߨ

ࢨ಼༲ͺɼࢨఈࣆߴմएɼๅृ੧ٽͶͯ͏ͱࢨݶঁ;ٶΆ͖ɼ߶ྺंٰ

ॶͶͯ͏ͱͺɼࣆॶۂ֦ࢨఈ༙ް಼ؔغͶյҐࣰࢬͤΖ͞ͳΝخຌͳ͢Ήͤɽ

ࣰஏࢨͺɼຌࢤ͗ࢨఈʀಞΝߨ͑ஏҮືܗγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ͱߨ͏ɼ

߶ྺंٰଶ௪ๅͶਟଐ͖ͯన͵ଲԢΝͤΖͳͳͶɼղࢬޤઅͶ͕͜Ζٰଶ

ޣΏਜ਼Νࢯ͢Ήͤɽ

ॄࢨͺɼ೧յߪस๏๑ͶΓΕɼౕबஎΝਦΕɼղޤๅृ੧ٽͶܐΖգ

ಞΝߨ͏Ήͤɽ

ղޤฯݧౕ݊સͲనਜ਼͵ӣӨΝ֮ฯͤΖͪΌɼγʖϑηࣆंۂͶࢨ

ࢯɼغݡʀغଲԢ࠸;ٶࢯΝਦΕΉͤɽ

ࢯͶͤؖΖౕͶͯ͏ͱɼेबஎΏܔΝ

߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶଲͤΖ૮૯Ώٰଶ

͢ɾͶͯخ㿈͏ͪଲԢྙکԿ͗ਦΔΗΉͪ͢ɽ

ʀ൩ࢤ߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩݡ͢ै֨;ٶ

ીΝߪͣΉͤɽ

Ͷͯخ㿈͚ɾ߶ྺं;ٶंޤ૮ʀࢨݶঁ;ٶΆ͖Ҳ࣎ฯޤචགྷ͵

ஏҮ૮૯ͱ㿈͍ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖ௪ๅͶΓΕɾ߶ྺंٰଶࢯ๑

ܔͶखΕૌΊΉͪ͢ɽ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖߪԍճΝ࠷͢ɼ೧ݡޛౕΏஎؖΚΕͶͯ͏ͱबஎʀ

ͤɽ

Ͷͯ͏ͱঁ͢ݶɼࣆॶۂʀࢬઅ಼ͱ㿈߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡΝਦΕΉ

࿊ͱ͢ܠखΕૌΊΉͤɽ

ʴंޤͶΓΖٰଶʵଲԢ͖㿈ࠖೋ͵ٰଶίʖηͶͯ͏ͱͺɼอ࢞ޤ৮ͳ

ΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶΝາષͶ͛ͪΌͶɼ߶ྺंղޤΝં୴͑͞ͳ͖㿈ଡ͏Պଔෝ
୴ܲݰΏɼղंޤ״ཱིݿɼগཔ҈ͶଲͤΖ͘Όࡋ͖͵૮ର֮ฯͶ

ղޤ৮ҽϟϱνϩίΠΏ৮ڧݡ͢͵ʹٰଶਫ਼Ν͛ͪΌखΕૌΊ

Үෳࢳ՟ʥ

ղॶۂࣆޤʀࢬઅͶଲ͢ͱͺɼ߶ྺंٰଶࢯͪΌݜरࣰࢬͶཻΉΔͥɼ

Ͷ͕͏ͱɼஎͶͤؖΖਜ਼͢͏எࣟཀྵմʀܔΝߨ͑ɽ

ίΠύ㿉ηʱˠΝͪ͢༽எ૮ଲԢैࣰΏஎஏҮઈճ࠷

߶ྺंٰଶࣆࣰ֮ΏஇɼଲԢݗ౾Νߨ͑غଲԢରΝکԿ͢Ήͤɽʤஏ

࿊ܠΝਦΕ͵͗Δɼ߶ྺंٰଶາષࢯʀغݡͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶͶద֮ͶଲԢͤΖͳͳͶɼࢤܔΏஏҮݡगΕಊ͵ʹͳ

ۢΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͱ㿈ଲԢϜωϣΠϩΏଲԢࣆྭΝ༙ͤڠΖ͞ͳͶΓΕɼ

ؖؽܐؖͶ͕͜ΖٰଶଲԢྙͶͯ͏ͱͺɾ৮Νଲেͳͪ͢ݜरճΝ࠷

ʀ൩ࢤ߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͶͯخ㿈͏ͪԃ͵ଲԢࢩ;ٶԋ

ʰΨϪϱε㿈ֺ۠෨ʱΝ࠷ܲ͢ـͶࢂՅ͢૮Ͳ͘ΖΝͤڛΖΆ͖ɼʰஎ

͖Δࢨఈخ६ҩൕ͖㿈ٛΚΗΖͺɼ࣎ͱ㿈ࠬΝࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ

͵ๅृ੧ٽࢯͪΌๅृ੧ࢨٽΝࣰࢬ͢ͱ͏ΉͤɽߍͶɼ௪ๅΏ૮

எ߶ྺंٰଶίʖη͖㿈ଁՅ͢ͱ͘ͱ͏ΖͪΌɼղंޤෝ୴ܲͱ͢ͳݰ

ͤɽ

ਬճ٠ͳҲରదͶͳؖؽܐؖճ٠Ν࠷͢ɼݳয়ͳ༙ڠଲԢ࿊ܠΝߨ͏Ή

ܯغժͲஎͳ߶ྺंٰଶͺؖ࿊͖㿈߶͏͞ͳ͖ΔɼஎஏҮࢩԋର

ݶΝߨ͑͵ʹɼ߶ྺंٰଶࢯۂແӣӨΝࢩԋ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯ૮ҽΝഓ͢ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹ૮ؖؽͶଲ͢ͱঁ

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



ॶݺพ͢ʰ߶ྺंٰଶࢯʱΏʰਐର߈ഉࢯʱͪΌӣӨࢨ;ٶన

ఙ൝ ʱΝཤͤ༽ΖͳͳͶɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠਟଐ͵ٰଶଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ ܔͶखΕૌΞͱ㿈͏Ήͤɽ

ࡸԿͪ͢ࣆྭͶଲԢͤΖͪΌɼʰԾࢤ߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩ ྫ೧ր

Νਬ͢Ήͤɽ

ճΏݘཤ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝ࠷͢ɼٰଶࢯͶܐΖஏҮϋρφϭʖέߑ

ٰଶغ;ٶݡన͵ଲԢΝߨ͑ͪΌͶ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨҗҽ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



ࢤ಼સࣆॶۂΝଲেͳͪ͢ॄࢨΝຘ೧ࣰࢬ͢ͱ͏ΉͤɽΉͪɼఈغదͶࣆۂ

͏͢ݭସͱ㿈੍ਜ਼ΝਦΕΉͤɽ

Ήͪɼѳ࣯ͳࢧΚΗΖࣆྭͶͺɼࠬରͶΓΖࢨͶΓΕɼࢨఈखভ͢ΝΌͪ

ਜ਼੧ٽࢯɼڇనਜ਼Կ;ٶஏҮेͳ࿊ܠਬࢨΝߨ͏Ήͤɽ

͏ɼཤ༽ंຌҒγʖϑηڛࡑΕ๏ɼخຌదਕݘଜ॑ɼٰଶΏࣆބࢯɼ

ฯݸݘंݧΝ༙ްͶ͢༽ɼղޤγʖϑηࣆंۂཱིࠬݗʀࣰஏࢨΝߨ

ࣆंۂͶͯ͏ͱͺɼࢤ͖㿈ฯࢨͱ͢ͳंݧʀಞΝߨ͖͑ݸݘ㿈͍ΕΉͤɽ͞
 ٰଶଲԢϜωϣΠϩ

న͵ଲԢΝͳΕΉͤɽ

ஏҮືܗγʖϑηࣆंۂɼڋղࢩޤԋࣆ;ٶंۂղޤ༩ʀೖਫ਼ࢩԋ૱

ԋͶͤؖΖ๑ཱʱͶ͘ͰخɼଐΏ͖Ͷ͢য়ڱΝ֮ͤΖɼࣆྭͶଊͪ͢

ٰଶࣆྭΝѴͪ͢Ͷͺɼʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩ

ࢨߪसճؽճͶࢨΝߨ͏ɼਐର߈ഉࢯͶͪ͜खૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ࢤ಼ղޤγʖϑηंۂࣆڛͱ㿈ߑͤΖʰ˕˕ஏҮղޤεητϞճ٠ʱղ

ޤฯࢬݧઅ࿊ཙճͳ࿊ܠΝਦΖΆ͖ɼࣰஏࢨΏஏҮືܗγʖϑηࣆंۂॄ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



߶ྺंݘཤ༶ޤ͠Ώɼஎ߶ྺंཀྵմɼ߶ྺंٰଶୌ͵ʹͶͯ

ʀ߶ྺंٰଶ૮ʀࢩԋରཱི֮

ͤɽ

ࢩׇԋιϱνʖΝ૮૯ͳ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέରߑͶΌΉ

߶ྺंٰଶࢯʀݘཤ༶ۂࣆޤͶͯ͏ͱܔࣆۂΝࣰࢬͤΖͳͳͶɼஏҮใ

ٰଶࢯͶͤؖΖ߁ๅʀܔ๏๑ݗ౾Νߨͮͱ͏Ήͤɽ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ෝ୴ܲݰΝਦΕΉͤɽ

ղޤγʖϑηཤ༽ɾ૮ࢩԋɾஏҮෳࢳಊਬΝ௪ͣͱɾՊଔղंޤ

ߨ͢ͱंޤ՟ୌմ݀Ͷ֦ͪ͜ࢩԋؖؽ࿊;ٶܠༀׄ୴ΝΌΉͤɽ

՟ୌΝ์͓ͱ͏Ζ͞ͳ͗ଡ͏ͪΌɼٰଶଲԢͶΓΕɼ߶ྺंٰଶࢯࢩԋͳด

ࣙंޤਐΏͨՊଔ͗ਈ࣮׳Ώ্֒ɼͽ͘͞Εɼۜરφϧϔϩ͵ʹɼ༹ʓ͵

࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ஏҮͳ࿊͢ܠɼղࢩޤԋҽಊΝࢩԋͤΖରکԿΝਦΕΉͤɽ
Ήͪɼղࢩޤԋҽಋ࢞ިླྀͳࣁ࣯ͪΌ࿊ཙճΏหکճ࠷Νܩ

๑ཱʱͶͯخ㿈͘ଲԢ͢ΉͤɽΉͪɼ۫ରద͵য়ڱѴΏଲԢ๏ਓ݀ఈͶͯ͏ͱ
ͺʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩʱͶͯخ㿈͘ߨ͏Ήͤɽ

ͱࢤͶഓාͤΖ͵ʹ͢ͱ͘Ήͪ͢ɽ

ࠕޛ͞ΗΔಊΝܩକ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡͪΌɼ߁͚ࢤ

ϱͶ͚Ͱخγʖϑηڛࣰࢬղ

ஏҮືܗγʖϑηͶଲ͢ͱͺɼࣰஏࢨͶΓΕ߶ྺंٰଶາષࢯͶखΕૌ

ΊΉͤɽ

Νߨ͏ΉͤɽΉͪɼ;ٶؖؽܐؖରͳ࿊͢ܠɼٰଶͶਟଐͶଲԢ͢Ήͤɽ

ΌࢨΝߨ͏Ήͤɽ

ٰଶ௪ๅʀड़ͶଲԢ͢ɼࣆࣰ֮ࠬΏٰଶ࠸ࢯͪ

ؖ࿊ͪ͢ࣆߴΝ఼॑దͶοΥρέͤΖͳͳͶɼղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺं

ղࢬޤઅࠬʀࣰஏࢨࡏͶਐର߈Ώۦॴཀྵয়ٰंྺ߶ʹ͵ڱଶͶ

ιϝψʖΏݜर࠷Ν௪ͣͱɼۢΏղंۂࣆޤͶٰଶࢯͶͤؖΖܔٶ

͢ɼ߶ྺंٰଶࢯܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ͳ͵ΖΓ͑Ͷɼ߶ྺंٰଶκϫΉͬͰ͚ΕύϱχϔρέʰόρέघீʱΝ༽

ۢͨΗͩΗ͖㿈߶ྺंٰଶͶͯـ㿈͘ɼ༩ͤΖͪΌ͖ͮ͘͜Ώࢂߡࣁྋ

ࢯखૌӣӨͶͤؖΖࣆߴΏๅृخ६Ͷ͚Ͱخର֮ฯɾݺพίΠϕϧ

ٰଶࢯߪԍճΝ࠷͢Ήͤɽ

ޤๅृ੧ٽͶͤؖΖࣆߴͶͯ͏ͱࢨʀঁݶΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ϐΠϨϱήΝߨ͏ɾ߶ྺंٰଶࢯʀਐର߈ഉࢯ͵ʹͶͯ͏ͱཀྵմଇɾ

ΖΓ͑ɼϙʖϞϘʖζͶ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱͤࡎܟΖͳͳͶֶ೧Ͳ߶ྺं

Ͷࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶଲԢɼୌմ݀Ήͱ㿈ߨ؇ཀྵɼ૱ܔ;ٶࣆۂΝۅద

߶ྺंٰଶࢯιϱνʖैࣰ

ϏϱϓϪρφրఙΝߨ͏ɼࢩԋکԿΝਦΕΉͤɽ

Ζٰଶࣆྭๅࠄଁ͓͍ͯͯΖ͞ͳ͖Δɼ࠹ࣆྭफॄͶΌɼϜωϣΠϩΏ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖٰଶ͖㿈ଁՅܑͶ͍ΕɼΉͪɼਫ਼ڧรԿͶًҾͤ

ཤͳଜݭΝ֮ฯ͢Ήͤɽ

ԿͤΖͪΌɼٰଶࢯݜरࣰࢬΏٰଶࢯϜωϣΠϩࡨఈͶΓΕɼ߶ྺंݘ

ΉͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖㿈୴͑͞ͳͳ͠ΗΖٰଶࢯΏݘཤ༶ޤؽΝک

Νߨ͏ΉͤɽΉͪɼ;ٶؖؽܐؖରͳ࿊͢ܠɼٰଶͶਟଐͶଲԢ͢Ήͤɽ

ࢨΝܩକ͢ɾٰଶາષࢯΝਦΕΉͤɽ

ࢤ಼ͤ΄ͱஏҮືܗγʖϑηࣆॶۂΝଲেͶɾંࣆॶۂͶෟ͘ɾॽྪ֮Ώ

ιϝψʖΏݜर࠷Ν௪ͣͱɼۢΏղंۂࣆޤͶٰଶࢯͶͤؖΖܔٶ

ՊଔղंޤͶଲͤΖๅڛΏ૮૯बஎΝߨ͑ͳͳͶɾղࢬޤઅॊࣆं

ʀ߶ྺंٰଶݘཤ༶ݜޤरճࣰࢬ

ͶͤؖΖཀྵմܔ͵ʹखૌΝکԿ͢ɼࢩԋ࣯Ν߶Όͱ͏͘Ήͤɽ

͢ΉͤɽͨͪΌͶɼ༹ʓ͵ݜरؽճ֮ฯͶΓΖٗढ़ݜᮐΏ߶ྺंٰଶࢯ
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߶ྺंΏंޤࢩԋͶ͕͏ͱͺɼղࢬޤઅॊࣆंΝͺ͢㿈Όͳͪ͢߶ྺंࢩ

ΝਦΖͪΌɾࣆྭݗ౾Νߨ͑͵ʹݜर಼༲Νैࣰͦ͠Ήͤɽ

ίΠϜϋζϡʖ߶ྺंٰଶࢯͶؖΚΖࢩԋं࿊ܠରैࣰΏԋঁٗढ़

Ά͖ɼ֦झݜरճͶۅదͶ૮ҽ͗ࢂՅ͢ͱ͏Ήͤɽ

ղޤ૮ҽηΫϩΠρϕΝਦΖͪΌɼଠࢤ૮ҽͳๅިճΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ

କ͢ͱਬ͢Ήͤɽ

ԋࠖೋ͵ίʖηଲԢ͗ଁ͓ͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɼҫྏΏղޤ৮Ώؖؽܐؖɼ

Ͳ૮࣪Ͷ͕͏ͱʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ

Ώؔࣆॶۂɼղؖؽܐؖʹ͵ॶۂࣆޤͶबஎΝਦΕΉͤɽ

ଶɼਐرΕ͵͏எ߶ྺंɼࢩԋ͗චགྷ͵্͗͏͍Ζଔͳಋڋɼࢩ

߶ྺं͖㿈ஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼ߶ྺं͵Ξ

ຘ೧ɼߪԍճΝ࠷ͤΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱϏϱϓϪρφΝࡠ͢
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߶ྺंݘཤ༶ޤͶͤؖΖࢤཀྵմΝΌɼ߶ྺंٰଶࢯΏغ͘Ͳ͗ݡ

ਦΖͲͤɽ

ଶଲԢ৮οʖϞͳ࿊ܠͶΓΕɼ߶ྺंٰଶࢯͳغݡɼغଲԢΝ

γʖϑηࣆॶۂΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͜ݜरɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞ͶΓΖٰ

߁ๅΏϏϱϓϪρφͶΓΖࢤबஎܔɼٰଶΝॵغஊͱ㿈ѴͤΖղޤ

ʤ߶ྺंٰଶࢯࣆۂʥ

ΕΉͤɽ

Εɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱबஎͤΖͳͳͶɼղंޤࢩԋରैࣰΝਦ

Ώղླྀިޤγϫϱ༽ɼ߁ๅࢶΏϏϱϓϪρφɼࢤϙʖϞϘʖζ͵ʹͶΓ
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࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ɼղޤๅृ੧ٽͶ͖͖Ζգޣɼਜ਼ࢯ؏఼͖Δనਜ਼͵੧ࢨٽ͵ʹɼ

నਜ਼͵ౕӣӨΝਦΕΉͤɽ

ղॶۂࣆޤΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯݜरࣰࢬয়ڱΝఈغదͶ֮ͤΖɽ

ࣆॶۂࢨఈࣆແઈɼղޤฯݧ๑टࢭɼదबஎ;ٶཀྵմଇ

གྷҾܲݰΝਦΖͳͳͶɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंฯޤɼৼਐίΠΝߨ͑͞ͳͱ
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߶͏૱ద͵ίΠϜϋε㿈ϟϱφΝਬ͢Ήͤɽ
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͞Γ͑͵ഐܢΝΉ͓ɼۢͲͺίΠϜϋζϡʖͶଲͤΖݜरঁΝߨ͑͞ͳͱ

Ώղޤ৮ݬҾͶ͵Ζ͞ͳ͍ΕɼऀճୌͶ͵ͮͱ͏Ήͤɽ

Պଔղޤෝ୴͖㿈ଳ͓Η͵͏Ϫϖ㿈ϩͶ͵ΖͳʰڠౙΗʱͶͯ͵͖㿈Εɼٰଶ

ιϝψʖΏݜर࠷Ν௪ͣͱɼۢΏղंۂࣆޤͶٰଶࢯͶͤؖΖܔٶ
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༽ͤΖ͞ͳͶΓΕɼٰଶࣆྭଲԢؽکԿͶΌΉͤɽ

ΝਦΖͪΌɼอ࢞ޤɼҫࢥɼղޤγʖϑηࣆंۂՊͶΓΕߑ͠Ηͱ͏Ζ

๑ཱɼҫྏɼղޤద͵ݡஏ͖Δɼ߶ྺं;ٶंޤ์͓Ζୌغմ݀

ͳͶΓΕٰଶ௪ๅɼଲԢ਼͖݇㿈ଁՅ͢ɼغݡɼଲԢ͗ਦΔΗΉͪ͢ɽ

ଶޫΝՅ͓ɼٰଶڬΗ͍͗Ζͺؖؽܐؖ௪ๅΝଇ͢Ήͪ͢ɽ͞͞

͍Κͦͱղࢬޤઅॊࣆंਐର߈ΏٰଶͶͤؖΖݜरΝࣰࢬͤΖ͞ͳͲਫ਼

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏͳؖؽܐؖ࿊ཙճͶͱ߶ྺंٰଶغݡͶଲͤΖݜ

ݜरճʀࣆྭݗ౾ճߪࢥഁݥΝࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤ

Ήͤɽ

έکԿɼ૮ࢩԋैࣰͶΓΕɼغݡʀغଲԢͶखΕૌΊΉͤɽ
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Ήͤɽ
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ʤ߶ྺंٰଶࢯࣆۂʥ

ΝາષͶ͚㿈͞ͳΝదͳ͢ͱߪԍճΝࣰࢬ͢Ήͪ͢ɽ
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ࢳ࢞෨ճͶ͕͜Ζɼٰଶࣆྭݗ౾Νߨ͏Ήͪ͢ɽ

;ٶϜωϣΠϩրఙด;ͶஏҮใࢩׇԋιϱνʖऀճෳࢳ࢞ͲߑͤΖऀճෳ

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंͶన͵ࢩԋΝߨ͑ͪΌɼฑ೧ͶٰଶଲԢΪχϧϱ
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ͶΌΉͤɽ
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಼༲Ͷͯ͏ͱઈΏๅڛΝߨ͑͞ͳͲɼղޤγʖϑη࣯֮ฯΝਦΖɽ

ϕϧϱͶԌͮͪγʖϑηڛΏ߶ྺंٰଶʀਐର߈ഉࢯਕݘ༶ޤͶͤؖΖ
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ղंޤͶΓΖٰଶΝࢯͤΖͪΌɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΏۢ৮ҽ͖㿈ܔͶ

ΚΗΖ௪ๅͶͯ͏ͱղࢩޤԋҽ͜ݜरΝߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶغݡͪΌͶɼιϩϓϋήϪέφΝΌٰͪଶྪܗΏٰଶ͗ٛ

खૌΝਬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶଲ͢ͱஏҮेΏؖؽܐؖܔͶΓΕɼغݡɼغଲԢ

Ͷࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

߶ྺंٰଶଲԢɼୌմ݀Ήͱ㿈ߨ؇ཀྵɼ૱ܔ;ٶࣆۂΝۅద

߶ྺंٰଶࢯιϱνʖैࣰ

ϏϱϓϪρφրఙΝߨ͏ɼࢩԋکԿΝਦΕΉͤɽ

Ζٰଶࣆྭๅࠄଁ͓͍ͯͯΖ͞ͳ͖Δɼ࠹ࣆྭफॄͶΌɼϜωϣΠϩΏ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖٰଶ͖㿈ଁՅܑͶ͍ΕɼΉͪɼਫ਼ڧรԿͶًҾͤ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ࡑྏύϱφ㿈ϓ㿈ρέ 9HU ࡠ

ͳͱ㿈ɾٰଶາષࢯʀغݡͶΌΔΗΖΓ͑ɾචགྷ͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ஏҮेΏղޤγʖϑηࣆंۂ͖ंܐؖ㿈߶ྺंٰଶͶଲͤΖཀྵմΝΌΖ͞

͘Ήͪ͢ɽ

ճ࠷ɼ߶ྺंٰଶࢯʀغݡͶͤؖΖϏϱϓϪρφഓාͶखΕૌΞͲ

ՊଔղࢩंޤԋΏ߶ྺंݘཤ༶ޤͶͱؖ͢ͺɼՊଔղ࣪گंޤΏՊଔղླྀިंޤ

ݜरͶखΕૌΊΉͤɽ

ࣰͶखΕૌͳͳͶɼ߶ྺंভඇंඅ֒ΝࢯͤΖͪΌͳؖؽܐؖ࿊ܠΏ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶࢯͪΌܔಊਬΏɼغݡʀغଲԢରै

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



࢞෨ճͳ࿊͢ܠɼղޤγʖϑηࣆंۂଲেݜरΝ೧յ࠷͢Ήͪ͢ɽ

ΕΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶغݡͶࣁͤΖखૌΝਬ͢Ήͤɽ

͏ͱๅ༙ڠΝߨ͏ɼ༩దखૌࢩԋ๏๑Ͷͯ͏ͱݗ౾͢Ήͤɽ

रͱ㿈ܔΝਦΖͳڠͶɼஏҮݡगΕϋρφϭʖέࣆ ۂͱ㿈ҡร͘ͰـͶٰ
ଶޫΝՅ͓ɼٰଶڬΗ͍͗Ζͺؖؽܐؖ௪ๅΝଇ͢Ήͪ͢ɽ͞͞
ͳͶΓΕٰଶ௪ๅɼଲԢ਼͖݇㿈ଁՅ͢ɼغݡɼଲԢ͗ਦΔΗΉͪ͢ɽ

ฯޤΝͤΖࢬઅͳ࿊ཙճΝઅ͜ɼฯޤϩʖϩৄݗΝఈغదͶߨ͏ɼฯޤΝච
གྷͳͤΖ߶ྺंΝηϞʖθͶฯͤޤΖ͵ʹɼ߶ྺंٰଶմভͶͪ͜ࢩԋΝߨ͏
Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏͳؖؽܐؖ࿊ཙճͶͱ߶ྺंٰଶغݡͶଲͤΖݜ

ʰ˕˕߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩʱͶͯخ㿈͘ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ ΝৼͶ
ਫ਼җҽ ʀࣉಒҗҽ ɼղޤฯंۂࣆݧɼஏҮϚϧϱτΡΠ͵ʹͱ㿈߶ྺंݡग

ͱ㿈ٰଶͶࢺͮͪགྷҾੵΏ՟ୌɼܑΝѴ͢ɼϋρφϭʖέڢ٠ճͶ͕

ଔΝࢩԋͤΖखૌΝΌͱ͏Ήͤɽ

ΏՊଔΝ͍͖͚ͪͪݡगΖஏҮͯ㿈͚ΕΏɼղޤՊଔָसʀިླྀճ͵ʹɼղޤՊ

ΰʖϞࣞܙݜरϕϫήϧϞʰ˕˕ ˕˕ ʱΝࣰࢬ͢ɼۢͳͳͶஎ߶ྺं

ٰଶଲԢͱ͢ͳؖؽৄݗɼڢ٠ճߑҽͲૌ৭͠ΗΖࣰແݗ౾ճ٠Νઅ͢ɼৄݗ

ྙڢͶΓΕɼ߶ྺं͗҈ৼ͢ͱਫ਼͘ͲΖΓ͑ܩକదͶࢩԋ͢Ήͤɽ

ਟଐ͖ͯనͶଲԢͤΖͳͳͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝͺͣΌͳͤΖؖؽܐؖ

ݺพࣆྭͶͯ͏ͱͺɼ࣎ɼอ࢞ޤ૮Ώͳؖؽܐؖࢩԋݗ౾ճ٠Νࣰࢬ͢ɼ

எγϙ㿉ʖνʖΏஎ๏ͳંͤΖ࣎ଲԢͶͯ͏ͱߡ͓ΖΩʖχ

ٰଶغݡͪΌɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖऀճෳࢳ࢞ͱ㿈ߑͤΖऀճෳࢳ

͑ͪΌɼٰଶࢯݗ౾җҽճΝ࠷͢߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩݡ͢Νߨͮ
ͪɽ

ͪΌαΠϟϱώʖճ٠Νࣰࢬ͢ͱన͵ଲԢΝਦͮͪɽਟଐ͖ͯన͵ଲԢΝߨ

߶ྺंٰଶ͗ٛΚΗΖίʖηͶଲ͢ɼଐΏ͖Ͷࣆࣰ֮Νߨ͏ɼٺەஇ

Ν༙ͤΖंΝߪࢥͳ͢ɼஎΏٰଶୌ;ٶਐରղޤͶͯ͏ͱՊଔղگंޤ
࣪Ν࠷͢Ήͤɽ

߶ྺंղޤͶͪͮͱ͏ΖՊଔΝଲেͶྡজৼཀྵɼҫָɼղޤஎࣟ

͵ʹͳҫྏ࿊ܠύ㿉ηɼϋρφϭʖέߑ

Պଔղ࣪گंޤ࠷

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



ҫྏͳղޤ࿊ܠɼஏҮ֫බӅ ˕˕૱ҫྏιϱνʖɼ˕˕බӅ͵ʹ ͳਏྏॶ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ͪɽ

ͱ͏͘Ήͤɽ

Νਦͮͱ͏Ήͤɽ

Ӏ͘କ͘ͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΖͳͳͶ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩͶΓΕଲԢ͢

ͶखΕૌΊΉͤɽ

ࢩԋं͜ݜरैࣰΝਦΕɼ߶ྺंٰଶࢯͶ͜ͱɼ૮ʀࢩԋٗढ़

ཀྵմΝΌΉͤɽ

ࢤΝଲেͳͪ͢ߪԍճΏݜरճͶΓΕܔٶΝߨ͏ɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱ

͑ͪΌɼٰଶࢯݗ౾җҽճΝ࠷͢߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩݡ͢Νߨͮ

ଠ;ٶؖؽܐؖؔରͳ࿊ܠΝکԿ͢Ήͤɽ

ԋΝߨ͑ͪΌɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼ˕˕ऀճෳࢳڢ٠ճɼබӅɼฯ݊ॶɼͨ

ͪΌαΠϟϱώʖճ٠Νࣰࢬ͢ͱన͵ଲԢΝਦͮͪɽਟଐ͖ͯన͵ଲԢΝߨ

߶ྺंٰଶ͗ٛΚΗΖίʖηͶଲ͢ɼଐΏ͖Ͷࣆࣰ֮Νߨ͏ɼٺەஇ

߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙճ٠;ٶίΠճ٠࠷

ٰଶΝणͪ͜߶ྺंਟଐ͖ͯన͵ฯ;ٶޤՊଔʀଔ͵ʹंޤͶଲͤΖࢩ

کԿ͢ɼϋρφϭʖέͯ㿈͚ΕͶखΕૌΊΉͤɽ

ແΏಊ࣎Ͷ͕͏ͱɼଐΏ͖͵ݡʀ௪ๅΝण͜ਟଐ͵ଲԢ͖㿈ਦΗΖΓ͑࿊ܠΝ

ճɼਫ਼җҽఈྭճͱ㿈߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱઈΝߨ͏ɼࣆॶۂ௪ۂ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͶɼίΠϜϋζϡʖճ٠Ώղޤγʖϑηࣆॶۂݜर

͜ࢩԋ͢Ήͤɽ

ৼਐίΠΝߨ͵͑ͳͳͶɼٰଶഐܢགྷҾͳ͵Ζ͓์͗ंޤΖ՟ୌմ݀Ͷ

ΏٰଶࢯɼฯޤΝߨ͑͵ʹغଲԢΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼٰଶΝणͪ͜߶ྺं

ٰଶ௪ๅ͍͗ͮͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝࢤ͗ଐΏ͖Ͷ߶ྺं҈સ֮

ଲԢ๏ਓͶͯ͏ͱݗ౾͢ଲԢ͢Ήͤɽ

ݜरճΏࠖೋࣆྭݗ౾ճ͵ʹͶΓΖଡ৮झ࿊ܠ

ͪɽ

ٰଶਫ਼࣎ͶͺαΠϟϱώʖճ٠ΝٺͶ࠷͢ɼͱؔंܐؖ㿈ٰଶ༙ໃஇΏ

ղंۂࣆޤ͜ͶݜरΝ࠷͢ɼٰଶ༩ʀغݡʀغଲԢͶΌΉ͢

ΝਦΖͳͳͶɼ૮ԋঁंਈదࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



ϋρφϭʖέοʖϞҗҽͶΓΖ್࣏૮Ν࠷͢ɼՊ͖ΔঁݶΝण͜ୌմ݀

ࠖೋ͵ࣆྭͺਈՌҫࢥΏอ࢞ޤՊοʖϞͱ㿈ߑ͠Ηͪ߶ྺंٰଶࢯ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ΌΖͳͳͶɼݜरճࣰࢬɼஏҮंܐؖΏؖؽܐؖқࣟܔͶΌ࿊ܠ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱͺɼϏϱϓϪρφഓාɼ߁͚ࢤबஎʀܔͶ

ʹɼ߶ྺंٰଶࢯܔΏबஎͶΌΉͤɽ

ॶɼҫྏؖؽΏղޤฯॶۂࣆݧͶഓාͤΖΆ͖ɼࢤ͜ϏϱϓϪρφ͵༽

߶ྺंٰଶࢯͪΌϛηνʖΏϨʖϓϪρφΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏۢༀ

న͵ଲԢਬΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔΝߨ͑ͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡɼ

ܩକదͶɼ͖ͯɼްིΓ͚ܔٶ͖㿈ߨ͓Ζ๏๑Νݗ౾͢ɼࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ྺंΓΘͥ૮ιϱνʖΏࢤ͗ஏҮͶड़͘ɼߪͶΓΖܔٶΝߨ͑͵ʹɼ

ؖؽܐΏࢬઅॊࣆंͶ͜ͱఈغద͵ݜरΝࣰࢬ͢ΉͤɽஏҮेͶ͜ͱͺɼ߶

ϏϱϓϪρφΏϙ㿉ηνʖΝࡠ͢ɼͳؖؽܐؖ૮૯ͶഓՏ͢ΉͤɽΉͪɼؖ

ਫ਼җҽͶଲ͢ͱߪٝΝߨ͏ɼܔٶΝਦΕΉͪ͢ɽ

ҮࢩԋंΝଲেͳͪ͢ߪԍճ࠷ΏɼஏҮͱ㿈ٰଶͶ఼ࢻ͚ͰـΝ͓ΖΓ͑

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼஏҮͱ㿈غݡʀغଲԢ͗॑གྷͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼஏ

ଲࡨݗ౾Ώ߶ྺंٰଶࢯܔΝਬ͢Ήͤɽ

Յ͢ऀճୌԿ͢ͱ͏ΖͲɼغݡରکԿͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶ

ՊଔΝͺ͢㿈Όͳͪ͢ղंޤΏɼॶ͢ͱ͏Ζࢬઅ৮ҽͶΓΖ߶ྺंٰଶ͗ଁ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



য়ͳஎࣟٶΏ૮૯ܔΝࣰࢬ͢Ήͤɽਕਫ਼ͳ㿈Γ͑͵ஊͲݘཤ
༶ޤͺචགྷͳࢻ఼Ͷཱིͬɼͳؖؽܐؖ࿊͖͵͢ܠ㿈ΔखΕૌΊΉͤɽ
ΉͪɼࢤͶۛ͏ଚࡑਫ਼җҽʀࣉಒҗҽͶͺ܃Εศ͢ݜरΝߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճ
˕ͳؖؽܐؖ࿊ߑܠͳๅ༙ڠ

˕ʰݘཤ༶ޤʀٰଶࢯʀࢰཱིݿࢯʱͪΌࣆྭݗ౾

˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠

ͶଲͤΖਜ਼͢͏ཀྵմɼղޤஎࣟܔٶΝΌΉͤɽ

˕ٰଶ૮Ͷͯ͏ͱɼٰଶՆ൳இ

˕ٰଶɼݘཤ༶ޤɼࢩԋࠖೋίʖηݗ౾
߶ྺंࣙਐͺͳΓΕɼ߁͏େͶͪ͜߶ྺंٰଶࢯɼغݡͶͪ͜ݳ

ܔٶݜरճΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

Πρϓ㿉

૱૮ࢩԋճ٠

ղޤॊࣆंʀෳࢳ৮ΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶஎࣟΏغݡϙ㿉ϱφ

˕˕߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠࠷ͶΓΖɼੵʀ࠸ࢯʀϓΧϫʖ

αΠճ٠ͶΓΖਟଐ͵ଲԢ

ࢬઅ͵ʹͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶࢯରͰ͚ΕΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ղࢬޤઅ؇ཀྵं͵ʹΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯͪΌݜरΝࣰࢬ͢ɼղޤ

ࢨߪसճؽճͶࢨΝߨ͏ɼਐର߈ഉࢯͶͪ͜खૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ޤฯࢬݧઅ࿊ཙճͳ࿊ܠΝਦΖΆ͖ɼࣰஏࢨΏஏҮືܗγʖϑηࣆंۂॄ

ࢤ಼ղޤγʖϑηंۂࣆڛͱ㿈ߑͤΖʰ˕˕ஏҮղޤεητϞճ٠ʱղ

߶ྺंٰଶࢯͶ֦ͪ͜झݜर
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ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳͳͶࢤҲਕͽͳΕͶՊఋ಼ͱ㿈ݘཤқࣟΏɼஎ

ݫ೧ౕ݇ͳଁՅܑͶ͍Ζɽ

ͱ͕ΕɼຌࢤͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶ૮ʀଲԢ਼݇ͺ+೧ౕ݇ɼ+೧ౕ݇ɼ5

ݶʀࢨΝߨ͑૯ͳ͢ͱɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖबஎܔΝܩକదͶࣰࢬ͢

߶ྺंٰଶΝͺ͢㿈Όɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶͤؖΖ૮ࣰࢬɼ૮ंͶଲͤΖঁ
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Ήͤɽ

έΝߑ͢ɼ૮ॵغଲԢͳɼ՟ୌΝ֮Ͷͪ͢ܩକదɼద૮Νࣰࢬ͢

γʖϑηؖؽڛΏ૮ؖؽ͖Δ͵Ζ૱૮ࢩԋۂແͶචགྷ͵ϋρφϭʖ

͏͘Ήͤɽ
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Ν࠷ͤΖͳಋ࣎Ͷɼ͑ͪ͢͞߶ྺंਫ਼ΝगΖͪΌࣆۂΝӀ͘କࣰ͘ࢬ͢ɼ
बஎܔΝߨ͑͞ͳͲɼ߶ྺंͶͳͮͱΓΕ҈ৼͲ͘ΖΉͬͰ͚ΕΝࢨ͢Ήͤɽ
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ʰ߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩʱͶΓΕన͵ଲԢͶΌΉͤ

ܯغժͶ͕͏ͱɼஏҮͲ߶ྺंݺพ՟ୌͶͯ͏ͱݗ౾Νߨ͑ஏҮίΠճ٠

ΝΌΖݜरճΝ࠷͢ɼࣁ࣯ΝਦΕΉͤɽ

ंٰଶࢯ๑Ώ߶ྺंݘཤ༶ޤͶͯ͏ͱཀྵմʀஎࣟΏన͵ίΠஎࣟʀٗढ़

լΝఢΊखͮͱ͏͚Γ͑͵खૌ͗චགྷͲͤɽղࢬޤઅॊࣆंΝଲেͶɼ߶ྺ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶΝʰన͵ίΠʱஊͱ㿈͢ݡɼٰଶ

ݜरΝߨ͏ɼ૮ԋঁंΏࣁ࣯ͶΌΉͤɽ

ࢳԋঁٗढ़Νৼͳͪ͢ࣆྭΠϓ㿉ϫʖοΏࢩԋͶͤؖΖஎࣟΝΌΖͪΌ

ଲԢͶΌΉͤɽ

ࢤٰଶଲԢϜωϣΠϩΝ༙͢ڠɼన͵ଲԢͶΌΉͤɽ

ԋঁٗढ़͖㿈ٽΌΔΗΉͤɽͨͪΌɼ߶ྺंٰଶ૮ԋঁंͶଲ͢ͱऀճෳ

߶ྺंٰଶͺࡸ͵གྷҾ͖㿈ཙΊͮͱ͏Ζ͞ͳ͖㿈ଡ͚ɼͨଲԢͶͺ߶ౕ͵૮

ྺंٰଶغݡɼغଲԢΝਦΕΉͤɽ

ΖٰଶࢯܔΝਦΖͳͳͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼ߶

ࠕޛɼίΠϜϋζϡʖΏղࢬޤઅॊࣆंΝଲেͶݜरճΝ࠷͢ɼࢬઅ৮ҽͶΓ

ࣟܔΝߨ͏Ήͤɽ

ྏʀղޤʀෳࢳ֦ࣆͳंۂ࿊کܠԿͶΓͮͱɼٰଶ༩ɼغݡʀغ

߶ྺंٰଶࢯͶଲͤΖܔಊΝਬͤΖͳͳͶɼਫ਼җҽʀࣉಒҗҽΏҫ

ΝɼοϧεΏϛηνʖΝ͚߁ͱ͢༽बஎ͢Ήͤɽ

͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼ߶ྺंٰଶ૮૯͗ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏࢤͲ͍Ζ͞ͳ

ٰଶΝणͪ͜ڬΗ͍Ζ߶ྺंΝͪ͢ݡͶͺɼଐΏ͖Ͷ૮૯Ͷ૮ͤΖ

েͶٰଶࢯܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ߨ͏ɼଲԢΝԃԿ͢Ήͤ

ंͳ࿊ܠΏղޤγʖϑηཤ༽ଇΝਦΖͳͳͶɼڋղࢩޤԋࣆॶۂΝଲ

ΝͳΕ߶͏ଲԢکԿͶΌͱ͏͚ɽ

߶ྺंٰଶࢯͶ͜ɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼड़ߪ࠴Ν௪͢㿈ͱࢤқ
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Νߨͮͱ͏Ήͤɽ

ड़ߪ࠴ ɼ߁ๅ˕˕ʀϨʖϓϪρφΝ௪͢ͱɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖཀྵմٶʀܔ
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Ζ͗ंܐؖɼٰଶཀྵմɼ௪ๅٝແɼίʖηଲԢ๏๑Ͷͯ͏ͱָؽճΝͯ

ΉͪɼղࢩޤԋҽΏυγʖϑη৮ҽ͵ʹɼંཤ༽ंΏՊଔղंޤͶؖΚ

ͱ͏͘Ήͤɽ

ιϱνʖ ฯ݊ࢥɼऀճෳࢳ࢞ɼकίΠϜϋζϡʖ ͳ࿊ͪ͢ܠରΝߑ͢

Νणͪ͜߶ྺंฯޤΏ҈ৼ҈સ͵ਫ਼͖㿈ૻΗΖΓ͑ෳࢳࣆແॶɼஏҮใࢩׇԋ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖٰଶͲͺɼࢬઅΏࣆॶۂࢨΝਦΖͳͳͶɼٰଶ

ࢯͪΌखૌ͵ʹͶͯ͏ͱࢨΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

Ͷয়ڱѴٰ͢ଶࢯͶΌͱ͏ΉͤɽΉͪɼٰଶࢯͶଲͤΖཀྵմଇ;ٶ

எ߶ྺंݘཤΝ༶ͤޤΖͪΌɼ߶ྺंʀ্͗͏ंݘཤ༶ޤιϱνʖΝ

غݡͪΌɼࢤٰ͜ଶࢯܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

Ήͤ

Նܿ͵ͪΌɼबஎಊΝӀ͘କ͘ߨ͏ɼغଲԢΝਦΗΖૌΊߑͶΌ

ݡͪΌͶͺɼܱࡱΏভ͵ʹͳؖؽܐؖ࿊ܠͺͬΘΞɼஏҮेྙڢ

>ղࢬޤઅͶଲͤΖࢨ@ղࢬޤઅͶ͕͜Ζٰଶ૮ʀ௪ๅͶଲ͢ɼਟଐ

˕ͳؖؽܐؖ࿊ߑܠͳๅ༙ڠ

˕ʰݘཤ༶ޤʀٰଶࢯʀࢰཱིݿࢯʱͪΌࣆྭݗ౾

߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճ

ٰଶࢯΏغ


ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ

˕˕ٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ΕΉͤɽ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



ंۂɼ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆܔंۂͤΖ͞ͳͶΓΕɼٰଶࢯΝਦ

ࢤ߁ๅࢶΏϙʖϞϘʖζɼߪसճ͵ʹͲɼٰଶͶͤؖΖஎࣟΝ߁͚ࢤΏղࣆޤ

ಊΝดߨ͢ͱ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ࢯࡨΝਬͤΖͪΌɼҲൢࢤΏղंۂࣆޤߪसճʀݗफ͖͏͵ʹܔ

ͳؖؽܐؖߍ͵Ζ࿊ܠΝਦͮͱ͏͚ͳͳͶɼٰଶࢯࡨΝਬͤΖͪΌɼٰଶ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ΠϩʱΝࡰ͢ंܐؖͶഓා͢ͱ͏Ήͤɽ

ରͳ࿊ࢩ͢ܠԋΝߨͮͱ͏Ήͤɽྫ೧ౕͺʰ˕˕߶ྺंٰଶࢯଲԢϜωϣ

ղ͏ͱ͢ޤΖՊଔͶͺಋͣΓ͑͵ೲΊΝ์͓ΖՊଔͳިླྀΝࢩԋͤΖ͵ʹɼ֦झ

Ͷͺड़ߪ࠴Ν࠷͢Ήͪ͢ɽΉͪɼஎɼஇྙ͗ਲ͓ͱͪ͘߶ྺंΝ

ٰଶࢯΝݘཤ༶ޤܔͺɼؖؽܐؖͶଲ͢ͱݜरΝࣰࢬ͢ɼஏҮे

ͤΖๅΝ͢ڛΉͤɽ

͵ʹΝͤ༽ΖͳͳͶɼड़ߪ࠴ΝࣰࢬͤΖ͵ʹ͢ͱղޤฯݧΏ߶ྺंෳࢳͶؖ

ࢤ͗γʖϑηΝԃͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼϏϱϓϪρφΏ߁ๅ˕˕ɼϙʖϞϘʖζ

ͤɽ

Ͷ͜ͱݜरճ࠷Ώ֙ಆܔಊʀٰଶίʖηͶͯ͏ͱๅ͏ͱ༙͢ڠΉ

͢ɼٰଶࢯ

ߏگү՟ʀਕݘਬ՟ʀऀճෳࢳ՟ʀ݊߃ਬ՟ʀࢢүͱࢩԋ՟ʀฯүԄʥͳ࿊ܠ

ٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճͲͺɼ͖݆̐Ͷ̏յࣰແंճ٠Ν࠷͢ɼଠ՟ʤָ

ͶΌΉͤ

Ͷ௪ๅΏ૮बஎΝߨ͏ɼٰଶࢯ;ٶغݡͶͯ͵͝Ήͤɽ

ࢤΏਫ਼җҽɼࣆॶۂͶଲ͢ɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖܔΏݜरΝࣰࢬͤΖͳͳ

ॶΝଲেͶͪ͢ݜरճΝࣰࢬ͢Ήͤ

ͤޤΖଈٰ͗ଶंͳ͵Δ͵͏Γ͑ղޤγʖϑηࣆۂ

Ώؔࣆॶۂɼղؖؽܐؖʹ͵ॶۂࣆޤͶबஎΝਦΕΉͤɽ

ࠕޛ͞ΗΔಊΝܩକ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡͪΌɼ߁͚ࢤ

ͱࢤͶഓාͤΖ͵ʹ͢ͱ͘Ήͪ͢ɽ

ຘ೧ɼߪԍճΝ࠷ͤΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱϏϱϓϪρφΝࡠ͢

࠷Ν௪ͣɼ߶ྺंٰଶغݡΏ௪ๅ͵ʹबஎΝߨ͑Ͳͤɽ͞ΗΉͲɼ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱϏϱϓϪρφࡠʀഓාΏߪԍճʀݜरճ͵ʹ

ͪ͢ݜरʀߪ࠴Ν࠷͢Ήͤɽ

ྙΝਦΕΉͤɽ

ٰଶଲԢΏ೧ݡޛౕͶͯ͏ͱɼ๑ཱՊͶΓΖݜरΏࣆྭݗ౾ճΝ࠷͢ɼଲԢ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱܔΝਦΖͪΌɼௌΏղޤγʖϑηࣆंۂΝଲেͳ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ࢩޤԋࣆؖؽܐؖʹ͵ॶۂͶଲ͢ͱɼٰଶغݡɼ௪ๅͶͯ͏ͱबஎʀܔ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



Όɼ߶ྺंٰଶࢯܔΏ߶ྺंٰଶ૮૯बஎΝͤΖͳͳͶɼڋղ

߶ྺंٰଶͳٛΚΗΖͳ͘ͺɼ૮ʀ௪ๅ͢ͱΔ͓ΖΓ͑ࢤৼؖΝ߶ΌΖͪ

ͪɼஏҮेΏղ͏ͱ͢ޤΖՊଔஎࣟܔٶΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

Ͷɼʰ߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճʱΝৼͶϋρφϭʖέߑΝਦΕΉͤɽΉ

߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱܔٶͶ͜ɼंܐؖݜरରΝکԿͤΖͳͳ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙
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ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



͵࿊ܠΝߨ͑ͳͳͶɼݜरΏܔΝۅదͶߨ͏Ήͤɽ

ΖૌΊΝ͓Ήͤɽ

พίʖηݗ౾ճΝ࠷͢ɼߨڢ͗ؖؽܐؖ;ٶಉ͢ͱૌ৭దͶୌմ݀Νߨ͓

͗߶͏Ͷͺʰ߶ྺंʀ্֒ंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճʱΏචགྷͶԢͣͱݺ

ΏΩϱϓΟϪϱηΝ௪ͣͱয়ڱѴΏన͵ଲԢΝߨ͑ͳͳͶɼٺەɼ

غͶٰଶ͗͘ͲݡΖΓ͑͵ରͰ͚ΕͶΌΉͤɽٰଶࣆྭͶଲ͢ͱͺɼ

߶ྺंٰଶͶଲ͢ͱͺɼӀ͘କ͘ࢯͤΖͪΌܔΏͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕɼ

ؖؽܐͶଲͤΖݜरࣆۂӀ͘କࣰ͘ࢬ͢Ήͤɽ

ͪɼ༹ʓ͵͖ؖؽΔ೧ޛౕΝචགྷͳͤΖਕͶචགྷ͵ๅ͗͘ͲڛΖΓ͑ɼؖ

ۅదͶड़͘ɼࣆྭΝͱ͢༽ཀྵմ͗ಚΔΗΖΓ͑ͶबஎܔΝߨ͏ΉͤɽΉ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖबஎܔΝߨ͏Ήͤɽ࣑ࣙճेָसΏ֦झରݜरճ

ਫ਼җҽʀࣉಒҗҽࢩԋंΏࢤΝଲেͶݘཤ༶ࢤޤϓΧʖϧϞΝ࠷͢ɼ

ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंΝغͶ͘ͲݡΖΓ͑ɼղंۂࣆޤͳೖ͟Θ͖Δືં

ܠରͰ͚ΕͶखΕૌΊΉͤ

࿊ܠϋρφϭʖέΝߑ͢Ήͪ͢ɽغӀ͘କ͘ɼݘཤ༶ޤͪΌ߁ๅΏɼ࿊

ࢬઅॊࣆंͶ͕͜Ζٰଶࢯ؏఼ΌɼࢨΏݜरैࣰΝΌΉͤɽ

ࡱɼฯ݊ॶɼভɼਫ਼җҽΆ͖ݘཤ༶ࢩޤԋͶ͖͖ΚΖࢂ͗ؖؽܐؖժͤΖஏҮ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ΝৼͶɼอ࢞ޤʀऀճෳࢳ࢞ʀ࢚๑ॽ࢞ɼܱ

ؖؽܐͶଲͤΖݜरࣆۂӀ͘କࣰ͘ࢬ͢Ήͤɽ

ͪɼ༹ʓ͵͖ؖؽΔ೧ޛౕΝචགྷͳͤΖਕͶචགྷ͵ๅ͗͘ͲڛΖΓ͑ɼؖ

ۅదͶड़͘ɼࣆྭΝͱ͢༽ཀྵմ͗ಚΔΗΖΓ͑ͶबஎܔΝߨ͏ΉͤɽΉ

ݘཤ༶ޤͶͤؖΖबஎܔΝߨ͏Ήͤɽ࣑ࣙճेָसΏ֦झରݜरճ

ਫ਼җҽʀࣉಒҗҽࢩԋंΏࢤΝଲেͶݘཤ༶ࢤޤϓΧʖϧϞΝ࠷͢ɼ

 ݫ೧ౕඬʁ͖ॶʥɽ

 ྫ̐ ೧఼݆̑࣎ݜरࢂՅࣆ਼ॶۂͺ͖ॶͳ͵ͮͱ͏Ήͤ  ྫ

ॄࢨ࣎Ͷญͦͱɼਕݘ༶ޤͶͤؖΖݜरճΝࣰࢬͤΖ͵ʹ߶ྺंٰଶࢯͶؖ

ղޤฯࢬݧઅॊࣆंٰଶࢯݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



ͤΖݜरखૌΊΝΌͱ͏ΉͤɽݜरࢂՅࣆॶۂͺ೧ʓଁՅ͢ͱ͕Εɼ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

͵࿊ܠΝߨ͑ͳͳͶɼݜरΏܔΝۅదͶߨ͏Ήͤɽ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंΝغͶ͘ͲݡΖΓ͑ɼղंۂࣆޤͳೖ͟Θ͖Δືં

਼݇ଁՅ͢ͱ͏Ήͤɽ

߶ྺंݘཤ༶Ͳޤͺɼٰଶ༩ʀغݡͶͯ͵͗ΖܔΝΌͱ͕Εɼ૮

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



ਫ਼җҽࣉಒҗҽΝଲেͶͪ͢ݜरΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼबஎΝਦΕΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέؽΝͳؖؽܐ͖ؖ͢࿊͗͵͢ܠΔɼ߶ྺंٰଶ
າષࢯɼغݡʀغଲԢͶखΕૌͳͳͶɼݜरճΝࣰࢬ͢ɼଲԢྙ
ɼ࿊کܠԿΝਦΕΉͤɽ

ฑʤʥ೧ౕ͖ΔͺɼղࢬޤઅॊࣆंΝଲেͶ߶ྺंٰଶࢯΝదͶʰղ
ࢬޤઅ৮ҽηΫϩΠρϕݜरʤ˕˕ָߏʥʱΝ࠷͢ͱ͏Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏݘཤ༶ޤιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼݜरճɼड़ߪ࠴

࠷ɼϏϱϓϪρφഓාܔಊΝΌɼ૮૯Ν߁͚बஎ͢ɼ߶ྺंٰ

ଶغݡɼغଲԢΏ༩ͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ௪ͣɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔΝߨ͑ͳͳͶɼ

ਫ਼җҽࣉಒҗҽΝଲেͶͪ͢ݜरΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼबஎΝਦΕΉͤɽ

ଶغݡɼغଲԢΏ༩ͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ

࠷ɼϏϱϓϪρφഓාܔಊΝΌɼ૮૯Ν߁͚बஎ͢ɼ߶ྺंٰ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏݘཤ༶ޤιϱνʖΝৼͳ͢ͱɼݜरճɼड़ߪ࠴

૮ଲԢɾݜरΝߨͮͱ͏Ήͤ

߶ྺंٰଶ͵ʹࠖೋࣆྭΝ์͓ΖղࢩޤԋҽΏγʖϑηंۂࣆڛͶଲͤΖ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ௪ͣɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔΝߨ͑ͳͳͶɼ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ʹٰଶࢯͶͤؖΖܔٶΝਬ͢Ήͤ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



ஏҮٰͳؖؽܐؖଶΝغͶ͘ͲݡΖϋρφϭʖέΝ͢༽ɾࢤΏࣆ͵ंۂ

ΖΓ͑ɼ૮૯Ώݘཤ༶ޤखΕૌΊͶͤؖΖबஎʀܔΝਬ͢Ήͤɽ

ࢤҲਕͽͳΕ͗߶ྺंٰଶΝາષͶ͙ɼਐۛ͵ٰଶͶ͘ͰـɼܲـͶ૮Ͳ͘

͢ɼٰଶਫ਼༩ΏغݡʀغଲԢͶΌΉͤɽ

ंٰଶΝ࣎ͪ͢ݡͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖߨ૯Ͷ௪ๅͤΖ͞ͳΝबஎ

߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼʰ߶ྺंٰଶࢯ๑ʱबஎͶΌΖͳͳͶɼ߶ྺ

࿘ ▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ᫂ࡽ࡞ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᚅ㛵ࡍࡿグ㏙

ࡑ ࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



࣮



ࡑࡢࡢグ㏙



నਜ਼ԿΝదͳౕͪ͢ߪसͫ͜Ͳ͵͚ɼ߶ྺंٰଶࢯΏ᧚ᚅ༩͵ʹݜर
ࣰࢬ͢ɼղޤγʖϑηࣆॶۂࣁ࣯ΝਦΕΉͤɽ

ௗथऀճ՟ΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹ૮૯Ҳबஎʀ߁ๅͶΌΉ
ͤɽ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖஎࣟΏغݡͪΌܔٶͶखΕૌͳͳͶɼ߶ྺं

૱૮૯͗ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲ͍Ζ͞ͳबஎΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ۢ݊߃ෳࢳҗҽճͶ͕͏ͱबஎʀܔΝߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶଲͤΖࢤқࣟΝਦΖͪΌɼࠕޛ߁ๅࢿΏஎߪ࠴ɼஏ

Ͷɼචགྷ͵๏ཤ༽ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ϑηཤ༽ԋঁࣆۂʤೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂʥΏ೧ݡޛౕͶͯ͏ͱबஎͤΖͳͳ

ཤ༶ޤͶͯ͏ͱܔΝߨ͏Ήͤɽ

ʰࣆॶۂ࿊ཙճʱͲबஎɼ֦झݜरճΏճ٠ɼࢤ͜ޮ౾Ͳݘ

ٰଶְͺɼҫྏʀղࢬޤઅ͖Δ௪ๅ͗ൔ਼ΝઐΌͱ͕Εɼॄ͗ंܐؖΉΖ

ͤɽ

ࢩׇԋιϱνʖͶࢩԋं͖Δๅ͗ͪΔ͠ΗΖΓ͑͵͚ͰܐؖΕΝͤͤΌΉ

ΖݜरճΝࣰࢬͤΖ͞ͳͶΓΕɼࢩԋंଲԢྙͶΌΖͳͳͶɼஏҮใ

ਫ਼җҽΏղࢩޤԋҽɼղޤγʖϑηࣆंۂ৮ҽͶଲ͢ͱɼٰଶࢯͶͤؖ

Ώਐର߈ࢯےͶͯ͏ͱཀྵմΝΌɼγʖϑη࣯ͶΌΉͤɽղڇޤ

غଲԢɼͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

ऀճෳࢳڢ٠ճʤҐԾɼʰऀڢʱͳ͏͑ɽʥΏͳؖؽܐؖ࿊ܠͶΓΕɼෳࢳγʖ

ղޤॊࣆं͵ʹͶଲ͢ͱ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖݜरճΝߨ͏ɼ߶ྺंٰଶࢯ๑

͵͝Ζɽ

͵͗Δغ͢ݡɼଲԢͤΖ͞ͳͲɼ߶ྺंݘཤΝ༶͢ޤɼंޤࢩԋͶͯ

ࣟबஎʀܔͶΌΖͳͳͶɼٰଶͶͤؖΖ૮Ώ௪ๅͶ֦ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠ

ղࢬޤઅ৮ҽΏࢤͶଲ͢ͱݜरճΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖਜ਼͢͏எ

ᩍ ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



͏ΉͤɽٰଶࢯΏ೧ݡޛౕཤ༽ଇखૌΝैࣰ͢ɼܔٶΏ

 ᚅᑐᛂ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛࢫ࣮ࣃ࣮
ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ͪɼίΠϜϋζϡʖबஎΝکԿ͢ɼغͶଲেंࢩԋͶͯ͵͗ΖखૌΝߨ

ᣦ ᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧
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ື



ྺंΏՊଔͶଲͤΖ૱ద͵૮ࢩԋۂແɼ߶ྺंٰଶଲԢ͵ʹݘཤ ࢤௌଞΏؖؽܐؖΆ͖ɼਫ਼җҽΏҲൢे͵ʹଲেͳͪ͢ݘཤ༶

࠷ͤΖ͞ͳ͵ʹͶΓΕɼιϱνʖղޤ༩ίΠϜϋζϟϱφۂແɼ߶

ιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरճΏɼࣆྭݗ౾ΝқިݡճΝ



ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ

 ᾏ㐨

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱
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͖Ͷٰଶ௪ๅ͖㿈͵͠ΗΖΓ͑ɼౕͶͯ͏ͱबஎͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖ௪ๅΝనͶणཀྵͤΖͳͳͶɼݟ͖ΔଐΏ



ࢤௌଞ߶ྺंٰଶଲԢ୴ंࣁ࣯ͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ΝૻΗΖΓ͑ɼͳ͙ͬݘཤ༶ޤιϱνʖn͍ͤͱΔͤ|͗ߨ͑ʰೖਫ਼

ࢬ͢Ήͤɽ

ؓ༮͖Εʥʱཤ༽ଇͶΌΉͤɽ

ཱིࣙࢩԋࣆۂʤෳࢳγʖϑηཤ༽Ώۜર؇ཀྵԋঁɼ༮ۜ௪ீʀһ

இྙ͗Ҳఈఖౕ͍ͮͱॉͲ͵͏߶ྺं͗ஏҮͲཱིࣙͪ͢ਫ਼
߶ྺंٰଶࢯܔϨʖϓϪρφഓාͶΓΕɼ߁͏ܔಊΝࣰ

ʤॵڅʀϓΧϫʖΠρϕʥݜरʱΝࣰࢬ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ΝΌΉͤɽ

Γ͑ɼՊఋࡍॶΏࢤௌଞͳͳͶౕٶΏ༽ΝଇͤΖखૌΊ

ݟͺɼ೧ݡޛౕΝචགྷͳͤΖɼͤ㿈ͱਕ͖㿈ౕΝཤ༽Ͳ͘Ζ

͘କ͘ɼ Ҳऀʥತऀݟճෳࢳ࢞ճͳ࠷ڠͶΓΖʰ߶ྺंٰଶଲԢ

ਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



ࢤௌ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽٰଶଲԢྙΝਦΖͪΌɼӀ

ݜरΝߨ͏Ήͤɽ

ࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶͶ͕͜Ζ௪ๅणཀྵޛଲԢྙΝਦΖͪΌ

߶ྺंٰଶΝ୴ͤΖࢤௌଞ৮ҽΝଲেͶɼ;ٶंޤղࢬޤઅॊ

ΌΉͤɽ

͵ࢩԋΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼචགྷ͵ݜरΝࣰࢬ͢ɼҲैࣰͶ

Ͳ͍Ζ͞ͳ͖ΔɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंΏٰଶΝߨͮͪंޤన

ͪΌͶͺɼࢤௌଞɼؖؽܐؖͶ͕͜Ζ৮ҽଲԢྙ͗Նܿ

߶ྺंٰଶາષࢯٰ;ٶଶ͖㿈͠ݡΗͪన͵ଲԢΝਦΖ

ૌΊΝࢩԋ͢Ήͤɽ

φࡠʀഓාΝ௪ͣͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱݟқࣟΝ ࣆंࣁ࣯ΝਦΖͪΌݜरճ࠷Ν௪ͣͱɼࢤௌଞख φࡠʀഓාΝ௪ͣͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱݟқࣟΝ

ଶࢯճ٠࠷ɼ߶ྺंٰଶয়ڱΏ૮૯Νͪ͢ࡎىϏϱϓϪρ ࢳ࢞৮ͶΓΖ૮ࢩԋର֮ฯɼࢤௌଞ৮ҽɼղࢬޤઅॊ ଶࢯճ٠࠷ɼ߶ྺंٰଶয়ڱΏ૮૯Νͪ͢ࡎىϏϱϓϪρ

ਦͮͱ͏͘Ήͤɽ
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ݟͺɼؖؽܐؖʀର࿊ྙڢܠΝਬͤΖͪΌ߶ྺंʀ্͗͏ंٰ ݟͺɼٰଶࣆྭଐΏ͖͵մ݀ΝਦΖͪΌอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼऀճෳ ݟͺɼؖؽܐؖʀର࿊ྙڢܠΝਬͤΖͪΌ߶ྺंʀ্͗͏ंٰ
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 ᇸ⋢┴

 ༓ⴥ┴

Ζਜ਼͢͏எࣟܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ٰଶ૮ʀ௪ๅ૯ஏҮेΏंܐؖबஎబఊΆ͖ɼेಋ

 ࢞ݡगΕқࣟͪΌɼஎཀྵմଇΏ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖ

ͳͳͶɼίʖη༙ڠΏๅިΝదͳͪ͢ճ٠Ν࠷͢Ήͤɽ

݊ෳࢳࣆແॶͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶࢯଲԢ৮ҽͶଲͤΖݜरΝࣰࢬͤΖ

ٰଶࣆྭͶనͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼฯ

ͱ㿈චགྷ͵எࣟٗ;ٶढ़सಚʀΝਦΖͪΌݜरΝߨ͏Ήͤɽ

νʖқٝɼଠ৮ͳ࿊ܠۂແͶͯ͏ͱཀྵմ͢ɼۂແΝߨ͑

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶഓ͠ΗΖ৮ҽͶଲ͢ͱɼஏҮใࢩׇԋιϱ

͢Ήͤɽ

ۢࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝଲেͳͪ͢৮ͶΓΖ૮ࢩԋ

ΌΉͤɽ

֮ฯͶ͜ɼۢࢤௌଞɼղޤγʖϑηࣆंۂͶ͕͜ΖਕࡒүͶ

߶ྺंٰଶ༩ɼغݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢ͖㿈Ͳ͘Ζର

ʰ͖͵͖ Κ߶ྺं͍Ξ͢Ξղޤਬճ٠߶ྺंٰଶࢯ෨ճʱͲͺɼ

චགྷ͵خຌద͵ߡ͓๏ͳཻқ఼Νࣖͪ͢ݜरճ༽ࣁྋΝࡠ͢Ήͪ͢

Ͷͺɼ͞ΗΉͲ૮ࣆྭ͖ΔಚΔΗͪ՟ୌ͖Δɼ߶ྺंٰଶଲԢͶ

ϩ ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶଲԢ ʱΝࡨఈͪ͢Ά͖ɼ ฑ ೧ౕ

ٰଶଲԢࣆྭॄʱɼ ฑ ೧ౕͶʰ߶ྺंٰଶࢯଲԢϜωϣΠ

͠ΔͶɼ ฑ ೧ౕɼ ฑ ೧ౕͶʰंޤͶΓΖ߶ྺं

Ζࢤௌଞݟ;ٶ৮ҽଲԢྙΝਦͮͱ͏Ήͤɽ

ࢯܐؖ৮ҽݜरΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼ߶ྺंٰଶ૮Ώ௪ๅͶଲԢͤ

ྺंٰଶ૮ʀ௪ๅଲԢϜωϣΠϩʱΝࡨఈͪ͢Ά͖ɼຘ೧ɼٰଶ

ωϣΠϩʱɼ ฑ ೧ౕͶʰࢤௌଞղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶

ࢤௌଞݟ;ٶ৮ҽΝଲেͶɼ ฑ ೧ౕͶʰ߶ྺंٰଶࢯϜ



ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

எ߶ྺंஇྙ͖㿈ॉ͵ਕ͖㿈ɼࡔࢊ৷֒Νणͪ͜Εɼ

͍ ۂΞ͢Ξγϛʖφͮͳ ཤ༽Νࢩԋ͢Ήͤɽ

ๅृঁ͵ʹ͖㿈ࢤௌଞͶ͕͏ͱߨΚΗΖΓ͑ঁࣆۂ༽Ν

ఁॶಚ߶ྺं೧ݡޛਅཱིͱͶགྷͤΖܨඇঁΏɼ೧ݡޛਕ

৭ରߑΝࢩԋ͢Ήͤɽ

Ͷࢤݡޛਕࢤ;ٶݡޛਕಊΝ҈ఈదͶࣰࢬͤΖͪΌૌ

৮ݡޛਕ਼͖㿈ݸΔΗΖݳয়ΝಁΉ͓ɼ๑ਕݡޛਬดͽ㿈

Νࡠ͢ɼͲؔंܐؖๅ༙ڠͶΌΉͤɽ

ౕͶͤؖΖ࠹ๅΏࣆྭ͵ʹΝ͕எΔͦͤΖωϣʖηϪνʖ

ʹͳ࿊ͱ͢ܠखΕૌΊΉͤɽ

ॽ࢞ճʀऀճෳࢳ࢞ճ๑ཱʀෳࢳ৮ରɼऀճෳࢳڢ٠ճ͵

ౕཤ༽ଇͶͪͮͱͺɼՊఋࡍॶɼࢤௌଞɼอ࢞ޤճʀ࢚๑

ͮͪࢩԋ๏๑͖㿈મͲ͘ΖΓ͑ͶखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ࣁ࣯ͶΌΖͳͳͶɼқࢧ݀ఈࢩԋචགྷ͵߶ྺंয়ڱͶ

ࢤௌଞͨଠܐؖରΝଲেͳͤΖݜरճΝ࠷ͤΖ͵ʹ͢ͱंܐؖ

 ౕཤ༽ଇͪΌରඍ

ݘཤ༶ۂࣆޤͶଲͤΖࢩԋΝߨ͏ɼݘཤ༶ޤखૌଇΝਦΕΉͤ

Ͳݟͺɼਈઔऀݟճෳࢳڢ٠ճΏࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ࣰࢬͤΖ

ᶆਈઔऀݟճෳࢳڢ٠ճͶΓΖݘཤ༶ޤखૌ

ͪΌखૌͶΌΉͤɽ

ͳ͢ͱɼஏҮͳؖؽܐؖ࿊ܠΝਦΕ͵͖㿈Δɼݘཤ༶ޤ૮Ώࢩԋ

Ү߶ྺंਐରʀਈɼࡔࢊݘཤ৷֒ͶଲͤΖ૱૮૯

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲͺɼݘཤ༶ ۂࣆޤஏҮࢩԋࣆ ۂͶ͕͏ͱɼஏ

ᶅஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖݘཤ༶ޤखૌ

ૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

Ώೖਫ਼ۜર؇ཀྵࢩԋΝߨ͏ɼཤ༽ंਫ਼ݘͳཤΝगΖख

߶ྺंͱ㿈இྙ͖㿈ॉ͵๏ʓͶɼෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁ

˕౨ऀښճෳࢳڢ٠ճͳۢࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճ͖㿈࿊ͱ͢ܠɼஎ

૮Ώݘཤ༶ޤͶͤؖΖखૌΝߨ͑ۢࢤௌଞࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

˕֦ஏҮͱ㿈ਐۛ͵૮૯અ͖㿈Γ͑ɼෳࢳγʖϑηཤ༽

˛ೖద͵૮ࢩԋରΝैࣰ͢Ήͤ

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ ෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁΏೖద͵ۜર؇ཀྵΝߨ͑ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆ ௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ இྙ͖㿈ॉͲͺ͵͏߶ྺं͖㿈ࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճͳܘ༁͢ɼ ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

ͱ㿈ࢩԋͤΖ೧ݡޛౕٶͶΌΉͤɽ

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



ਕؔͳ͢ͱଜ͖ݭ㿈ଝ͵ΚΗͪΕͤΖ͞ͳ͗͵͏Γ͑ɼ๑ཱΏਫ਼

ʀࢩԋରΝߑ͢ɼ͢ٶΉͤɽ

 ᪂₲┴



रճΝ࠷͢Ήͤɽ

Ώɼۢࢤௌଞ৮ҽɼղޤγʖϑηࣆॶۂ؇ཀྵंͶͪ͜ݜरΝࣰࢬ
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ٰଶࢯཀྵմΝΌΖͳͳͶɼٰଶଲԢٗढ़ΝਦΖͪΌݜ

ࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽɼղޤγʖϑηࣆॶۂ৮ҽͶ߁͚

ଞରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶଲԢͤΖ৮ҽ ߶ྺंٰଶଲԢҽ Ν͢ɼࢤௌ

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



߶ྺंٰଶଲԢ૯ͲΖۢࢤௌଞΝࢩԋͤΖͪΌɼ৮ͶΓΖ૮

ଶɼࢬઅͲղޤͶͯ͏ͱు૮ͶԢͣΉͤɽ

ݟு߶ྺंෳࢳ՟಼Ͷ૮ҽΝഓ͢ɼ߶ྺंೲΊࣆɼ߶ྺंٰ

ͤɽ

ٰଶଲԢɼ૮૯ɼϋρφϭʖέͰ͚Ε͵ʹରඍΝࢩԋ͢Ή

߶ྺंٰଶͶͤؖΖٶʀܔΝߨ͑ͳͳͶɼࢤௌଞͶ͕͜Ζ߶ྺं

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱
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 ▼ᕝ┴

 㛗㔝┴

 ᒣ┴

߶ྺंٰଶࢯ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱



߶ྺंٰଶܐؖ৮ҽٰଶࢯɼٰଶଲԢͶͤؖΖݜरࣰࢬɼޤ

ʀ૱૮ࢩԋଲԢྙͪΌݜरࣰࢬ

ݡޛౕܔٶ

ࢤௌଞʀஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝৼͳͪ͢૱૮ࢩԋɼ೧ ࢤ

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ͪखૌΊΝਬ͢Ήͤɽ



యไ࣭⟇ᙉ


ΝਦΕΉͤɽ

ʰқࢧ݀ఈࢩԋΝಁΉ͓ͪࣆݡޛແΪχϧϱʱͶ͚Ͱخన͵ޛ

અͶͪ͜ରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

͜Ζ૮ʀ߁ๅΏणंɼݡޛਕү͵ʹؽΝඍ͓ͪ֫ؖؽ

Ͳ͘ΖΓ͑ɼన͵೧ݡޛౕཤ༽ΝਬͤΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕

߶ྺंຌਕݘཤΝगΕɼेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼ͤΖ͞ͳ͗

ࣆݡແ͗ߨΚΗΖΓ͑ɼ೧ݡޛౕͶͤؖΖݜरͶ͕͏ͱܔٶ

Ͷबஎ͢ɼ༽Νଇ͢Ήͤɽ

ճɼਕܔݘΗ͍͏ϓΥητΡύ㿈ϩ͵ʹΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ϱνʖɼۜ༧ͳؖؽܐؖʹ͵ؖؽஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέͰ͚ΕΝΌ

ΝबஎͤΖͳͳͶɼݘཤ༶ࢩޤԋͪΌɼࢤௌɼࡍॶɼভඇਫ਼ι

೧ݡޛౕΏऀݟճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ߨ͑ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂ༽

ϑηཤ༽ࢩԋࣆۂܔٶΝਦΕΉͤɽ

͞ͳ͖Δɼ೧ݡޛౕཤ༽Ώऀճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ࣰࢬͤΖෳࢳγʖ

Ήͪɼ͖ंޤΔٰଶΝणͪ͜߶ྺंͶͺஎͲ͍Ζ๏͖㿈ଡ͏

ͤΖஎࣟܔٶΝਦΕΉͤɽ

ࢯͶͯ͵͗Ζ͞ͳ͖ΔɼӀ͘କ͘ɼݟͶଲͤΖ߶ྺंٰଶࢯͶؖ

ݟҲਕͽͳΕ͖㿈ɼ߶ྺंଜݭͶͯ͏ͱཀྵմΝΌΖ͞ͳٰ͗ଶ

߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔٶ

Ώࢤݡޛಊਬɼࢩԋૌ৭ରඍࢩԋ

೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑ΏخຌܯժͶ͚Ͱخ೧ݡޛౕٶʀܔ

ࣆྭغݡʀغଲԢΝਦΕΉͤɽ

ਬͤΖͪΌघӀ͘ʱͶͯ͏ͱɼ༹ʓ͵ؽճΝ௪ͣͱղޤฯࢬݧઅ

ΝਦΖͪΌɼηϙ㿉ʖςέϧϓ㿈ͳ࿊ܠͶΓΖܔΏɼਕߪݘԍ

ਕݘୌͶଲͤΖਜ਼͢͏ཀྵմͳࣟΝΌɼਕݘଜ॑ཀྵ೨ߍ͵Ζ͖ݟ ٶ㿈ݘཤ༶ޤਬͪΌͶࡠͪ͢ʰ߶ྺंࢧ͏ͶرΕశ͑ίΠΝ

ͪखૌΊΝਬ͢Ήͤɽ

ंղޤෝ୴ܲݰͪΌࢩԋ͵ʹɼࢤௌΏܐؖରͳ࿊ܠΝکԿ͢



ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼

߶ྺंٰଶܐؖ৮ҽٰଶࢯɼٰଶଲԢͶͤؖΖݜरࣰࢬɼ ޤΉͤɽ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎά
⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ
ື



ใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽݜरΝߨ͏ɼ߶ྺंٰଶາષࢯͳɼٰଶ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖ૮ʀ௪ๅ૯Ͷͯ͏ͱɼेΏղࢬޤઅͶबஎ ۛ೧ɼղޤՊଔͶΓΖٰଶ͗Յ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼࢤௌଞʀஏҮ

 ͠ΗΖΓ͑ɼࢤௌଞͶబఊ͢Ήͤɽ



͕Γͽ㿈ंޤ૮ʀ௪ๅରैࣰΏܔͶΌΉͤɽ

 ʀ߶ྺंͶଲͤΖٰଶࢯΏغݡʀغଲԢΝਦΖͪΌɼ߶ྺं ंղޤෝ୴ܲݰͪΌࢩԋ͵ʹɼࢤௌΏܐؖରͳ࿊ܠΝکԿ͢
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 ឡ▱┴
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ݧγʖϐ㿈ηཤ༽ͶଲͤΖ૮ͶܐΖ૯बஎΝߨ͏Ήͤɽ



యไ࣭⟇ᙉ


ͶߨΚΗΖΓ͑ɼݜर಼༲֨ैΝਦΕΉͪ͢ɽ

Ήͪɼ೧ౕͶͺɼղࢬޤઅࢨݶঁ;ٶଲԢ͖㿈న

ࢯଲԢਕࡒݜरʱΝࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ

ΖΓ͑ɼࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ʰ߶ྺंٰଶ

߶ྺंٰଶద֮ɼਟଐ͵ଲԢ;ٶंޤࢩԋ͖㿈నͶߨΚΗ

Ήͤɽ

Νࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢͶ͍ͪΖਕࡒүͳଲԢྙΝࢩԋ͢

ଶୌݜरճΏղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖٰଶࢯͶͪ͜ݜरճ͵ʹ

ࢤௌฯ݊ෳࢳʹ͵ंܐؖͶଲ͢ͱɼࢩंޤԋࢻ఼Ν߶ྺंٰ

Ζਜ਼͢͏எࣟΏଲԢͶͯ͏ͱܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

͏ɼंޤΝࢩ͏͵ཱིͦ͠ݿԋΏɼࢤௌղࢬޤઅࢨࢩԋΝߨ ιϝψʖ͵ʹΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶୌΏຌਕқࢧ݀ఈࢩԋɼ೧ޛ
͏Ήͤɽ

ݡౕܔٶΝਬ͢Ήͤɽ

ݡౕܔٶΝਬ͢Ήͤɽ

࣐ծݘंྺ߶ݟཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͶΓΖ߁ҮదɼదࢩԋΝߨ

ιϝψʖ͵ʹΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶୌΏຌਕқࢧ݀ఈࢩԋɼ೧ޛ

߶ྺंݘཤ༶ޤͶଲͤΖқࣟΝਦΖͪΌɼݟΝଲেͳͪ͢

ཀྵմଇΝదͳͪ͢ݜरճΝ࠷͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕన͵ཤ༽Ͷͯ͵͝ΖͪΌɼෳࢳंܐؖͶଲ͢ͱౕ

ͤɽ

ఈͳैࣰͶͪ͜ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂखૌΊΝࢩԋ͢Ή

ࢳڢ٠ճͶΓΖɼஇྙ͖㿈ॉͲ͵͏๏ࡔࢊΏݘཤΝ༶ͤޤΖର

ेΊΗͪஏҮʀࡑͲཱིࣙͪ͢ਫ਼Νࢩԋ͢ͱ͏͚ͪΌɼऀݟճෳ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



߶ྺंݘཤ༶ޤͶଲͤΖқࣟΝਦΖͪΌɼݟΝଲেͳͪ͢

ΌΉͤɽ

ܲݰΝਦΖ͞ͳͶΓΕ߶ྺंٰଶ༩Ͷ

Ͷଲ͢ͱஎཀྵմΏղޤ๏ΝबஎͤΖͳͳͶɼղޤෝ୴

ٰଶΝण͜ͱ͏Ζ߶ྺंଡ͚Ͷஎ͖㿈ΊΔΗΖ͞ͳ͖Δɼղंޤ

Νࢩԋ͢Ήͤɽ

ࢤௌࣰ͗ࢬͤΖղޤՊଔިླྀճΏղ࣪گޤࣆྭΝๅ৶͢ɼखૌ

ࣆͳޤΝྈཱི͢Ώͤ͏৮͚ͰڧΕΝۂةͶಉ͖͘͜Ήͤɽ

ਈద͵ෝ୴ܲݰΝਦΕΉͤɽ

ࢤௌͶ͕͜Ζղླྀިंޤճ࠷Νଇ͢ɼղंޤಋ࢞ިླྀΝ௪ͣͱ

୴ܲݰΝਦΕΉͤɽ

චགྷ͵ղޤγʖϑηΏਫ਼ࢩԋཤ༽Νଇ͢ɼՊଔͶΓΖղޤෝ

࿓ಉ୴෨ͳۃ࿊͢ܠɼղۂٵޤʀٵՍखಚଇΝߨ͑ͳͳͶɼղ

࿊ܠΝکԿ͢Ήͤɽ

༽͢ͱɼغݡʀغଲԢΝଇͤΖͳͳͶɼஏҮࢩԋιϱνʖͳ

ࣅՌਏྏॶͶ͕͏ͱɼӀ͘କ͘ʰஎٰଶοΥρέεʖφʱΝ

͢ͱ͏Ήͤɽ

ٰଶοΥρέεʖφʱΝࡠ͢ɼஏҮࢩԋιϱνʖͳ࿊༽ͱ͢ܠ

ιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

߁ๅഖରΝܔͪ͢༽ಊΝਬ͢Ήͤɽ

ࣆۂؽճͶ͕͜ΖϏϱϓϪρφഓාɼϱνʖϋρφɼซ

ҽͶΓΖʰ߶ྺंਕݘʱͶͤؖΖਕܔݘड़ߪ࠴ࣰࢬɼ֦झܔ

߶ྺंͶଲͤΖࠫพΏยݡմভɼٰଶࢯΝਦΖͪΌɼਕܔݘࢨ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎά
⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ
ື



ंޤͶΓΖٰଶࢯɼغଲԢͪΌɼࢤௌ৮ҽ;ٶஏҮใࢩׇԋ

ΖͪΌɼݜरճΏࣆྭݗ౾ճΝ࠷͢Ήͤɽ

ݟͪ㿈ΓΕ߁ๅഖରΝͱ͢༽ɼ߁͚ݟͶଲ͢ɼ߶ྺंٰଶͶ ࢤௌ͕Γͽ㿈ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΏղࢬޤ

߶͏য়ڱͶ͍ΖՊఋͶଲͤΖΌղࢩԋΝଇ͢Ήͤɽ

ࢤௌΏஏҮࢩԋιϱνʖͶΓΖ૮ࢩԋۂແΝکԿ͢ɼٰଶϨηέ͗

న͵ٰଶଲԢͶͤؖΖࢤௌΏஏҮࢩԋιϱνʖ৮ҽࣁ࣯Νਦ

ҽࣁ࣯ΝਦΕΉͤɽ

ਟଐ͖ͯనͶଲԢͲ͘Ζٗढ़ΝಚΔΗΖΓ͑ݜरճΝ࠷͢ɼ୴৮

ࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽ͖㿈ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶͶ

 㟼ᒸ┴

͵Ζैࣰ͖㿈ਦΔΗΖΓ͑ɼࢤௌଞࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯʀݘཤ༶ޤଲԢͶͤؖΖ૮ଲԢΝߨ͏ɼٰଶଲԢߍ

ंٰଶҲٝద͵Ν୴͑ࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖Δ

ฑ೧Ͷઅͪ͢ʰزݘंྺ߶ݟཤ༶ޤιϱνʖʱͶ͕͏ͱɼ߶ྺ
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ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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యไ࣭⟇ᙉ


ղޤൾΗ͖ΔٰଶͶͯ͵͗Ζίʖηঙ͵͚͍ΕΉͦΞɽղޤ҈Ώ

௪ͣͪਕࡒүͶखΕૌΞͲ͏͘Ήͤɽ

͏ޕͶ༙͢ڠɼঁ͓͜Ζͳ͵Ζިླྀճ࠷͵ʹɼຌਕͳՊଔෝ
୴ΝܲͤݰΖखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

खΕૌΊΉͤɽ

͏͑͞ͳΝ߁͚ेͶܔ͢ ߶ྺंΏՊଔ͖㿈ஏҮऀճ͖Δ͵ཱི͢ݿ

఼͖Δ߶ྺंຌਕͳͳͶंޤʀՊଔͶଲͤΖࢩԋචགྷͲ͍Ζͳ

ͣɼղޤՊଔղޤෝ୴ܲݰΝਦΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯ؏

Ͳࢩ͓͏Ώన͵૮ࢩԋɼγʖϑηʹ͵༽͚ͰڧΕΝ௪

৮ҽΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖݜरܯժదʀܩକద͵ࣰࢬͶ գ॑͵ղޤෝ୴ͶًҾͤΖ߶ྺंٰଶ͖㿈ঙ͵͚͵͏͞ͳ͖ΔɼஏҮ

ೲΊͶͯ͏ͱܲـͶ૮Ͳ͘Ζు૮૯અΏɼ҈ΏೲΊΝ͕

எਕղޤͺՊଔͶͳͮͱ͘͵ෝ୴ͳ͵ͮͱ͏Ζ͞ͳଡ͚ɼ

ଲԢΝکԿ͢ɼਕݘ༶ޤରैࣰͶͪ͜خ൭ඍɼݜर͵ʹΝ

ݡਕࡒͶखૌΊɼஎ߶ྺंݘཤ༶ޤΝਬͤΖɽ

ݡਕࡒͶखૌΊɼஎ߶ྺंݘཤ༶ޤΝਬͤΖɽ

߶ྺंݘཤ༶ޤͶͤؖΖ૯ͳ͵ΖࢤௌଞʀஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ɼݜरͶΓΖࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽࣁ࣯ɼޛ

ɼݜरͶΓΖࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽࣁ࣯ɼޛ

ࢤௌଞͶ͕͜Ζ೧ݡޛౕ૮ରඍࢩԋΏɼౕٶʀܔ

ྙݜरΝӀ͘କࣰ͘ࢬ͢Ήͤɽ

ࢩԋιϱνʖΏղࢬޤઅʀࣆॶۂ৮ҽ͵ʹΝଲেͳ͢ͱ߶ྺंٰଶଲԢ

఼ΝਐͶͯ͜Ζ͞ͳΝదͳ͢ͱɼٰଶͶଲԢͤΖࢤௌ৮ҽɼஏҮใׇ

ٰଶາષࢯΏغݡʀਟଐ͖ͯన͵ॵغଲԢɼࢩंޤԋࢻ

ࢤௌଞͶ͕͜Ζ೧ݡޛౕ૮ରඍࢩԋΏɼౕٶʀܔ

ճʱΝ࠷͢ɼཤ༽ଇͶܐΖϠτ㿈ϩݗ౾ΏқިݡΝߨ͏Ήͤɽ

؇ཀྵ৮ݜरΝͨΗͨ㿈Ηຘ೧յࣰࢬ

ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέߑΝਦΖͪΌʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇڂݜ

˕೧ݡޛౕཤ༽ଇڂݜճ࠷ʴஏҮෳࢳ՟ʵ

ϑηཤ༽ԋঁࣆۂ߁ๅʀ૮णͶΌΉͤɽ

ߍ͵Ζٶʀ֨Ͷ͜ͱࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճͳ࿊͢ܠɼෳࢳγʖ

இྙͶ҈͍Ζ๏ෳࢳγʖϑηΝనͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼౕ

͑ɼැಢࣙͱ㿈ཤ༽ྋޮඇෝ୴Νߨͮͱ͏Ήͤɽ

ਕ Ήͪɼఁॶಚ๏ ࢤௌଞ੭ඉ՟੭ Ͷཤ༽͢ͱ͏ͪͫ͜ΖΓ

ཱིࣙࢩԋࣆ͖ ۂ㿈ࣰࢬ͠Ηͱ͏Ήͤɽ  ฑ ೧ౕཤ༽ं਼ɾ

ΖͪΌɼऀճෳࢳڢ٠ճͶ͕͏ͱෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁࣆ ۂೖਫ਼

இྙ͖㿈ॉͲ͵͏எ߶ྺंෳࢳγʖϑηཤ༽Νԋঁͤ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



ˢࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ɼॵंɼݳंɼ

ݟਕݘқࣟҲ߶༴Νଇ͢ͱ͏͚ͳͳͶɼ߶ྺंٰଶ͵ʹ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎά
⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ
ື



ΖͪΌɼ৮ɼݩܨพݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽ߶ྺंٰଶଲԢྙΝਦ

˕߶ྺंٰଶࢯࢤௌଞࣰແंݜरࣆۂʴղࢩޤԋ՟ʵ

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ







 ݡण͜ΔΗΖɽ

͠ΔͶɼՊଔܐؖղ͵ʹɼܩକ͢ͱ೬Ε͏کଲԢ͗ٽΌΔΗΖࠖ

༩ʀ࣮׳ʀஎͶͤؖΖஎࣟɾ߶ྺंٰଶΏࠖೋࣆྭଲԢ

ղࢩޤԋҽ͖㿈߁͏ࣆҌͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɾ࠹ౕΏɾղޤ

߶ྺंٰଶࢯΝਬ͢Ήͤɽ

 ܔٶΏٰଶ௪ๅʀ૮૯बஎΝߨ͏ɼݟཀྵմͳྙڢͶΓΖ

ʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱʱ

ͤɽ

ๅΝߨ͏ɾٰଶࢯͳٰଶ࣎ݡͶଐΏ͖Ͷ௪ๅͤΖΓ͑बஎΝਦΕΉ

๑टࢭΏ௪ๅٝແɾ૮૯Ͷͯ͏ͱɾݟ;ٶղࢬޤઅͶ߁

ଞࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ݜरΏɼ๑ཱ૮૯અɼݟ͜ϏϱϓϪρφഓා͵ʹɼࢤௌ

͢Ήͤɽ

νʖͶଲͤΖద͵ۂແ૮ର֮ฯͶܐΖঁݶΏݜरΝࣰࢬ

࿊ܠͶΓΖన͵ଲԢΏࢩԋ͖㿈ఴͲ͘ΖΓ͑ɼஏҮใࢩׇԋιϱ

߶ྺंٰଶΝΓΕ͚ద֮Ͷ͢ݡɼंܐؖஎࣟΏԋঁٗढ़ɼଡ৮झ

ཀྵɾ૮ଲԢྙఊ͜㿈ΝਦΕΉͤɽ

Ώ߶ྺंٰଶͶܐΖࢩԋରߑΝਦΖͪΌݜरΝࣰࢬ͢ɾ௪ๅण

ࢤௌΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͶద͵எࣟͳٗढ़सಚ ͤɽ

๑टࢭΏ௪ๅٝແɾ૮૯Ͷͯ͏ͱɾݟ;ٶղࢬޤઅͶ߁ Ͷͯ͏ͱָ㿈ͪΌͶචགྷ͵گү಼༲Ͷͯ͏ͱݗ౾ΝΌΉͤɽ

 ๅΝߨ͏ɾٰଶࢯͳٰଶ࣎ݡͶଐΏ͖Ͷ௪ๅͤΖΓ͑बஎΝਦΕΉ

 ᗈᓥ┴

ͳಋ๑ͶଉͮͪଲԢబఊΝਦΕΉͤɽ

ͣɼٰଶਫ਼ࢯɼߨغ௪ๅ͵ʹɼ߶ྺंٰଶࢯ๑बஎ

Νߨ͑ͳͳͶɼಝͶղޤγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ͱͺɼॄࢨΝ௪

रΝߨ͑͵ʹɼ͍ΔΑΖؽճΝ௪ͣɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔ

ࢯ๑ʱटࢭΝཀྵմ͢ɼٰଶغͳݡغଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑ݜ
ೋࣆྭ͗ଡ͏ंޤͶΓΖٰଶଲԢͶͯ͏ͱɼࢤௌଞ୴৮ҽ

Ήͤɽ

͚Εӣಊʱͳ࿊ͪ͢ܠՊଔղंޤΝݡगΕࢩ͓ΖஏҮͰ͚ΕΝࢩԋ͢

߶ྺंٰଶࢯͳՊଔղंޤࢩԋ؏఼ͶཱིͮͱɼʰෳࢳྡྷͰ

͠Δ͵ΖबஎͶΌɼٰଶາષࢯΝਦͮͱ͏͚චགྷ͍͗Ζɽ

ΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽɼղ͗ंܐؖʹ͵ंۂࣆޤʰ߶ྺंٰଶ

ͨͪΌɼղޤͶͯ͏ͱ૱૮૯Ͳ͍ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ݡण͜ΔΗΖɽ

ंΝղͤޤΖՊଔ͖㿈ɼղޤൾΗ͵ʹ͖ΔٰଶͶࢺͮͱ͢Ή͑ίʖη

಼ݟͶ߁͜㿈Ζ͵ʹɼղंޤࢩԋΝΌΉͤɽ

Ό ౕबஎܔͶΌΖͳͳͶ ஏҮಝͶԢͣͪࣙकదʀक

೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑Ͷ͘Ͱخɼ೧ݡޛౕཤ༽ΝଇͤΖͪ

ͪ͜खૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ΖΓ͑ɼऀճෳࢳڢ٠ճͶ͕͜ΖஏҮෳࢳݘཤ༶ۂࣆޤҲਬͶ

இྙ͖ ॉͲ͵͏߶ྺं͖ ेΊΗͪஏҮͲ҈ৼ͢ͱਫ਼͘Ͳ

Ͷͪ͜खૌΝࢩԋ͢ɾࣆۂన͵ӣӨΝਦΕΉͤɽ

ԢͲ͘ΖΓ͑ɾڢऀݟࣰ͗ࢬͤΖݜरΏͳؖؽܐؖ࿊ܠରߑ

ࢩԋΝߨ͑ਫ਼ࢩԋҽΏҽ͖㿈ਫ਼ʹ͵ڃࠖࡸ͵ঀୌͶଲ

ෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁࣆ͖͜ ۂͺ͢ ΓΕҲबஎΝਦΕɾཤ༽ं

ʀఁॶಚ߶ྺंଲࡨکԿ

͵ରඍ

ʀஏҮͶ͕͜Ζݘཤ༶ޤରཱི֮ͳͳͶɼݟસରΝݡੀ͓ͪ૱ద

ٶ

Ηͱ͏Ήͤɽ෨ݏҮͱ㿈࠷͠Ηͱ͏Ζʰղंޤͯͳ㿈͏ʱΝ ΝනͤΖΦΞͲΡϱέ㿈όʖφͶͯ͏ͱɼຌਕқࢧΝଜ॑ͯͯ͢

ΝͽͳΕͱ㿈์͓ࠒΊɼཱི͖͢ݿ㿈ͬ͵ղंޤࢩԋ͖㿈ٽΌΔ ʀʰ͖ࣙ㿈གྷղޤͶ͵ͮͪͳ͘ɼ͍Ζ͏ͺशغͶ͖͑ࡏқʱ

ਕͶਕ͖㿈ͳ͵Εɼࠕޛଁ͓ͱ͏͚͞ͳ͗༩͠ΗΖɼղ ޤʀ߶ྺं૮ࢩԋ૯ेबஎɼ೧ݡޛౕٶ

͖㿈ଡ͚ɼඅ֒ंͺஎঃ͖㿈ଡ͏ܑͶ͍ΕΉͤɽղंޤ ʀ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέରͰ͚ΕکԿ

͠Δ͵ΖबஎͶΌɼٰଶາષࢯΝਦͮͱ͏͚චགྷ͍͗Ζɽ



ͤΖɽ

ंޤన͵ࢩԋͶखΕૌͳͳͶɼ೧ݡޛౕཤ༽Νਬ

߶ྺंٰଶࢯͪΌɼࢤௌଞɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳغݡɼ



ΝਦΖɽ

ѴͶΌɼ֦झݜरܯժͶൕӫͦ͠Ζ͞ͳͶΓΕγʖϑη࣯

ఈغదͶࣰࢬͤΖ߶ྺंٰଶଲԢয়ڱࠬͶͱ͏Ͱخয়ڱੵΏ՟ୌ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



ࠅࠬ݃ՎͲͺɼસࠅదͶགྷղंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶՅ֒ंͺ ˕૮ଲԢɼٰଶࢯɼқࢧଜ॑͵ʹͶ௪ͣΖૌΊߑ

ंޤͶΓΖٰଶགྷҾͺ༹ʓͪ㿈͖㿈ɼஎ߶ྺंΏౕ॑གྷղޤ

 ᒸᒣ┴

 ᒣཱྀ┴



ͨͪΌɼղޤͶͯ͏ͱ૱૮૯Ͳ͍ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ͱ͢ͳݟͺɼ߶ྺंٰଶͺ͍ͮͱͺ͵Δ͵͏ͳ͏کࣟԾɼࢤௌଞ



యไ࣭⟇ᙉ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎά
⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ
ື



ंΝղͤޤΖՊଔ͖㿈ɼղޤൾΗ͵ʹ͖ΔٰଶͶࢺͮͱ͢Ή͑ίʖη

۫ରద͵எࣟͳٗढ़ΝसಚͤΖͪΌݜरܩକࣰࢬ͢Ήͤɽ

ղࢬޤઅ৮ҽͶଲ͢ͱͺɼࢬઅ಼Ͷ͕͜Ζݘཤ༶ޤΏٰଶࢯͶ͜ɼ

ͶΓΖٰଶଲԢݜरʱΝܩକ͢ͱࣰࢬ͢ͱ͏͚͞ͳͳ͢ΉͤɽΉͪɼ

৮ҽͶଲ͢ͱʰंޤͶΓΖٰଶଲԢݜरʱɼʰղࢬޤઅॊࣆं

Ήͪɼٰଶ௪ๅ;ٶण͍ͲؖؽΖࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ



ंޤͶΓΖٰଶགྷҾͺ༹ʓͪ㿈͖㿈ɼஎ߶ྺंΏౕ॑གྷղޤ

ʴಊࢨඬʵղࢬޤઅ߶ྺंݘཤ༶ݜޤरճࢂՅਕ਼

ʴՎࢨඬʵղࢬޤઅ߶ྺंٰଶ਼݇

 ᓥ᰿┴

ͪɼղࢬޤઅ৮ҽࣁ࣯ͳқࣟܔΝکԿ͢ͱ͏͚ɽ

ใࢩׇԋιϱνʖΝ௪ͣͱɼ֦झࢩԋౕबஎΝکԿ͢ͱ͏͚ɽΉ

߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱͺɼາષࢯɼغݡʀغղ͖㿈॑གྷɽஏҮ

㧗㱋⪅ᚅࡢᑐᛂࡢ❆ཱྀ࡞ࡿ㒊ᒁࡢఫẸࡢ࿘▱



ேཱྀ
㸦ே㸧

 㫽ྲྀ┴

1R 㒔㐨
 ᗓ┴

ͤグ㏙ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⅊Ⰽࢭ࡛ࣝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㒔㐨ᗓ┴ࡢ➨ᮇィ⏬࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ᚅ➼㛵ࡍࡿグ㏙



 ឡ┴

ଐ͖ͯద֮͵ଲԢΝਦΕΉͤɽ



ΓͮͱӀً͘͞͠ΗΖয়ଲԢ๏๑͖͗Δ͵͏͞ͳ͵ʹͶΓΕɼ
݃Վͳ͢ͱٰଶͶࢺΖ͞ͳ͗ߡ͓ΔΗΉͤɽ
ंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶक͵ਫ਼གྷҾͺɼʰٰଶंղޤൾΗʀղޤ
ηφϪηʱʰٰଶं্͗͏ʀ࣮බʱͳ͵ͮͱ͕ΕɼकͪΖ͍Ͳंޤ

ͳ͵Ζ෨ۃઅʱ;ٶʰଲԢ૯෨ۃेबஎʱࢩԋͶ ܠΏڠ௪ࣟΝਦΕɼ༙ް͵ϋρφϭʖέΝߑͤΖͪΌʰ߶ྺंٰ

ΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯΏ೧ݡޛౕཤ༽ଇ͵ʹɼ߶ྺंʀ্֒ंݘཤ

ͤɽ

ഉࢯΝਜ਼͚͢ཀྵմ͢ͱखΕૌͪΌݜरճ͵ʹΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

Ͳݟͺɼࢤௌଞ৮ҽΏղࢬޤઅ৮ҽΝଲেͶ߶ྺंٰଶࢯʀਐର߈

ͤɽ

ཤ༶ޤͶͯ͏ͱܔٶΝΌΖͳͳͶɼंޤࢩԋΝਬ͢Ή

Ν௪ͣͱ௪ๅΏ૮૯बஎΝߨ͏ɼஎਕΝΌͪ߶ྺं ݘҮใࢩׇԋιϱνʖݘཤ༶ۂޤແଲԢྙکԿͶͪ͜ࢩԋΝߨ Ν௪ͣͱ௪ๅΏ૮૯बஎΝߨ͏ɼஎਕΝΌͪ߶ྺंݘ
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ͱ㿈ߑͤΖ৮οʖϞΝഁ͢ݥɼࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ԢࠖೋࣆྭͶଲͤΖ૮૯ΝઅͤΖͳͳͶɼචགྷͶԢͣอ࢞ޤ

ԯೆऀݟճෳࢳ࢞ճΏԯೆอ࢞ޤճͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼࢤௌଞଲ

ଲͤΖ߶ྺंݘཤ༶ޤқࣟΝਦΖͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ଶͶͤؖΖܔٶͶΌΉͤɽ

ղࢬޤઅ༽؇ཀྵंʀॊࣆंࢤ;ٶௌଞʀஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͶ ϙʖϞϘʖζΏ߁ๅࢿɼϨʖϓϪρφ͵ʹ֦झഖରΝٰंྺ߶ͪ͢༽

ΝਦΕΉͤɽ

ҾͤΖ߶ྺंٰଶ͖㿈ঙ͵͚͵͏͞ͳ͖ΔɼٰଶາષࢯͪΌͶɼ

Ζ͞ͳͶΓΕɼౕ༽ଇΝਦΕΉͤɽ

Ήͪɼ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆʹ͵ۂɼࢤௌଞͶ͕͜ΖखૌΝࢩԋͤ

͖ɼࢤௌଞ৮ҽΝΌͪंܐؖࣁ࣯खૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ճͳ࿊ͱ͢ܠɼ೧ݡޛౕͶͤؖΖๅڛΏܔٶΝߨ͑Ά

͵؏఼͖ΔɼࢤௌଞͳՊఋࡍॶɼอ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճɼऀճෳࢳ࢞

Ͳݟͺɼࠅ͗ࡨఈͪ͢೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժͶ͘Ͱخɼ߁Үద

ࢩԋࣆۂʥΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ଞऀճෳࢳڢ٠ճͶ͕͏ͱɼෳࢳγʖϑηཤ༽ࢩԋࣆۂʤೖਫ਼ཱིࣙ

Ͳɼཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝૻΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼऀݟճෳࢳڢ٠ճࢤ;ٶௌ

எ߶ྺं͵ʹஇྙ͗ॉͲ͵͏๏͗ɼेΊΗͪՊఋΏஏҮ

ܔٶͶΌΉͤɽ

ଲ͢ͱɼܔϏϱϓϪρφࡠΏड़ߪ࠴͵ʹΝߨ͏ɼ೧ݡޛౕ

㿈ΖͪΌɼҫྏʀෳࢳܐؖରɼۜ༧ؖؽରंܐؖΏҲൢݟͶ

೧ݡޛౕཤ༽͖㿈චགྷ͵ਕΝ͢ݡɼనͶචགྷ͵ࢩԋͶͯ͵͜

චགྷ͵ๅڛɼঁݶࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢤௌଞ͗೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժ ࢤௌଞܯժ ΝࡨఈͤΖͪΌͶ

ͤΖݟܔٶͶΌΉͤɽ

ղޤൾΗΏɼ࣮බʀ্͗͏ɼࡃܨదࠖʹ͵ڃ͖ंޤ㿈์͓ΖୌͶً

Ͷͯ͏ͱɼղࢬޤઅॊࣆंΏҫࢥ͵ʹ߶ྺंෳࢳंܐؖΝͺͣΌͳ

ΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯܔಊΏɼࢤௌଞ৮ҽΏղޤฯ ܐؖݧΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯܔಊΏɼࢤௌଞ৮ҽΏղޤฯܐؖݧ

ٰଶंݡ௪ๅٝແɼ೧ݡޛౕΏೖਫ਼ࢩԋࣆۂཤ༽ଇ

ͤΖݟܔٶͶΌΉͤɽ

ͤɽ

Ͷͯ͏ͱɼղࢬޤઅॊࣆंΏҫࢥ͵ʹ߶ྺंෳࢳंܐؖΝͺͣΌͳ

ཤ༽ଇͶͯ͏ͱंޤΝͺͣΌͳͤΖݟܔٶͶΌΉ

ͤɽ
ٰଶंݡ௪ๅٝແɼ೧ݡޛౕΏೖਫ਼ࢩԋࣆۂཤ༽ଇ

ٰଶंݡ௪ๅٝແɼ೧ݡޛౕΏෳࢳγʖϐ㿈ηཤ༽ԋঁࣆۂ

ཤ༽ଇͶͯ͏ͱंޤΝͺͣΌͳͤΖݟܔٶͶΌΉ

ᒃᏯ࠾࠸࡚᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡢᨭ㞀ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫཬࡧಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ࡢᶒ┈ࡢ᧦ㆤࢆᅗ ⤊⤖ࡋࡓᚅࡢᚋ᳨ド
ࡿࡓࡵࡢ᪩ᮇⓎぢࡢྲྀ⤌ࡸ┦ㄯ➼



ٰଶंݡ௪ๅٝແɼ೧ݡޛౕΏෳࢳγʖϐ㿈ηཤ༽ԋঁࣆۂ

㧗㱋⪅ᚅࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇ࡸᕷ⏫ᮧᗈሗㄅ➼ࡼࡿࠊఫẸࡢၨⓎά
⊂⮬ࡢ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝࠊᴗົᣦ㔪ࠊᑐᛂࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢసᡂ ᚅࢆ⾜ࡗࡓ᧦ㆤ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯࠊᣦᑟཪࡣຓゝ
ື



ʰٰंྺ߶ݟٸଶࢯ࿊ཙճ٠ʱΝ௪ͣͱɼؖؽܐؖ૮ޕ࿊ܠΝਦ ʰٰंྺ߶ݟٸଶࢯ࿊ཙճ٠ʱΝ௪ͣͱɼؖؽܐؖ૮ޕ࿊ܠΝਦ

Ҳରͳ͵ͮͱٰଶࢯͶखΕૌΊΉͤɽ

ղޤγʖϐ㿈η૮ҽഁݥࣆۂखૌΝਬͤΖ͵ʹɼͳؖؽܐؖ

ࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͶଲͤΖݜरΝैࣰʀکԿͤΖͳͳͶɼࢤௌଞ

ٰଶଲԢྙΏؖؽܐؖ࿊کܠԿΝਦΖͪΌɼࢤௌଞΏஏҮใ

γʖϐ㿈ηΝ͘ͲڛΖΓ͑ɼ૮૯୴ंݜरΝߨ͏Ήͤɽ

ཀྵ೨ͳɼଲেंͶଊͪ͢న͵ίΠʀਫ਼՟ୌմ݀Ͷͯ͵͗Ζ

Ήͪɼղޤ༩ʀೖਫ਼ࢩԋ૱ࣆۂΝࣰࢬͤΖͶ͍ͪΕɼཱིࣙࢩԋ

৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ͳؖؽܐ࿊ࢩͪ͢ܠԋΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ਕʀՊଔϟϱνϩϖϩη͚Όͪଡ༹͵૮ͶనͶଲԢ͢ɼؖ

߶ྺं૱૮૯ͳ͢ͱɼղޤฯݧཤ༽ΏٰଶࣆҌɼ߶ྺंຌ

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㧗㱋⪅ᚅ㛵ࡍࡿ◊ಟ
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 ΉͪɼࢤௌଞͶଲ͢ͱɼݡޛਕમͶܐΖਅཱིͱඇ༽Ώɼݡޛਕ

 ᒾᡭ┴

ؖɼ๑ਕݡޛࣰࢬकରɼౕཤ༽ंՊଔճͳ࿊ͱ͢ܠɼࢤௌଞ

ΉͪɼԮՊఋࡍॶΏอ࢞ޤճɼҫྏʀղޤʀෳࢳ֦ରɼۜ༧ؽ

Ήͤɽ

;֫ؖؽඍয়ڱΝๅ͢ڛɼࢤௌଞؔࢩԋΝߨ͏

ࢤௌଞͶଲ͢ͱɼࣆྭΆ͖ɼ֦ࢤௌଞஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέٶ

ๅृͶଲͤΖঁࣆۂߍ͵ΖਬΝͽݼ㿈͖͜Ήͤɽ

ͤɽ

Ώɼࢤݡޛਕͳ͢ͱಊ͢ͱ͏Ζ๏ϓΧϫʖΠρϓ㿉ͶखΕૌΊΉ

ݟΏࢤௌଞɼ๑ཱ৮ର͗࿊ͱ͢ܠɼࢤݡޛਕߪ࠴࠷

༶ޤΝਬ͢Ήͤɽ

ૌΝ୴ͤΖ৮ҽΝଲেͶݜरΝߨ͏ɼղݳޤͶ͕͜Ζ߶ྺंݘཤ

ࢬઅ಼Ͷ͕͏ͱࢨదཱིͶ͍Ζ৮ҽΏղݳޤͶ͕͏ͱݘཤ༶ޤख



 㟷᳃┴

ͤɽ

Ͷͯ͏ͱঁݶΝߨ͑ͳͳͶɼౕबஎΏཤ༽ଇͶΌΉ

͘ͰخɼࢤௌଞेΝଲেͳͪ͢ࢤݡޛਕݜरΏࢤݡޛਕ

ͤΖ๑ཱͶࡨ͘Ͱخఈ͠Ηͪࠅʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱͶ

எ߶ྺंݘཤ༶ޤΝਦΖͪΌɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶؖ

ேཱྀ
㸦ே㸧

 ᐑᇛ┴





⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ






ॶીΝߪͣΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ͤɽ

ؖΚΕɾචགྷͶԢͣͱ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋΏɾ߶ྺंΝฯͤޤΖͪ

ߨͮͱ͏͘Ήͤɽ
ΌਕෳࢳࢬઅીΝߨ͏Ήͤɽ

ଞʀஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲͺɾࣆंंܐؖ;ٶͶన͖ͯܩକదͶ

ͳؖؽ࿊͖͵͢ܠ㿈ΔɾӀ͘କٰ͘ଶࢯΝݘཤ༶ࡨࢬޤݗ౾Ν

ଲԢ͢ɾ͖ؖؽܐؖ㿈Ҳରͳ͵ͮͱܩକదͶଲԢ͢ΉͤɽಝͶɾࢤௌ

߶ྺंٰଶغݡͶΌ͵͖㿈Δɾٰଶࣆྭ૮Ώ௪ๅͶద֮Ͷ

͏Ζ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖͺɼࢤௌଞ͗నͶޤਕϙʖϞ

ڢ٠ճ୴৮ҽ͜ݜर͵ʹਕࡒүΝߨ͏ɼରඍΝࢩԋ͢Ή

Ͳݟͺʰ߶ྺंݘཤ༶ޤਬҗҽճʱΝઅ͢ͱ͕Εɾܐؖ;ٶंܐؖ

Ήͪɼࣆࣰ֮݃Վɼ߶ྺंਫ਼ໍͺਐରͶ॑͵͖ݧث㿈ਫ਼ͣͱ

ཱིࢩԋࣆ͖ۂΔ೧ݡޛౕͶనਜ਼ͶҢߨͲ͘ΖΓ͑ɼࢤௌଞऀճෳࢳ

ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂཤ༽ंஇྙรԿͶԢͣͱɼೖਫ਼ࣙ

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᕷ⏫ᮧ⏦❧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ ᆅᇦ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤ࣭ᡂᖺᚋぢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ୰᰾ᶵ㛵ࡢ❧ࡕୖ 㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲᐃࡵࡿ㆙ᐹ⨫㛗ᑐࡍࡿຓせㄳ➼㛵ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ ⪁ே⚟♴ἲࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᒃᐊ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㛵ಀ 㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άᅔ❓⪅ᨭࠊ'9ᢸ 㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ࣭㣴ㆤ⪅ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖᡤࠊ⢭⚄ಖ⚟♴

ࡆ࣭యไᩚഛ
ࡢ༠㆟
ᶵ㛵ࡢㄪᩚ
ᙜㄢ➼ࡢᙺᡤ࣭ᙺሙෆࡢయไᙉ
ࢭࣥࢱ࣮ࠊⓎ㐩㞀ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ
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 Ήͤɽ

 ⚟ᓥ┴

 Ⲉᇛ┴

 ᰣᮌ┴

 ⩌㤿┴

खૌबஎΝਦΕΉͤɽ

ๅृঁΝߨ͑ʰ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆۂʱɼཤ༽ଇͶͪ͜

ͱͨඇ༽Νෝ୴ͤΖ͞ͳ͗ࠖೋ͵๏Ͷଲ͢ͱɼਅཱིඇ༽Ώݡޛਕ

ؖؽઅͶͪ͜ࢤௌखૌΝࢩԋͤΖͳͳͶɼౕཤ༽Ͷͪͮ

ࠅͶ͕͏ͱࡨఈ͠Ηͪʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱͶ͚Ͱخ֫

͢ݥɼઅͶͪ͜૮ଲԢΏঁݶࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ؖؽΝઅ͢Γ͑ͳͤΖࢤௌଞࢩԋͪΌɼऀճෳࢳ࢞৮Νഁ

೧ݡޛౕཤ༽ଇରඍͪΌஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ;ٶ֫

ྺंଲԢ՟ୌմ݀Ͷ͜ڢ٠͢Ήͤɽ

;ٶ೧ݡޛౕΝ߶ྺंݘཤ༶ޤਬͶܐΖࢤௌଞࢩԋΏ߶

෨༙ࣟंͶΓΕߑͤΖਬճ٠Νઅ͢ɼٰଶࢯɼਐର߈ഉࢯ

࿊ܠΌࢤௌଞखૌΊΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ඍͪΌ֫ؖؽઅͶͯ͏ͱɼͳؖؽܐؖ࿊͖͵͢ܠ㿈Δ߁Ү

ݟͺɼʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱͶܐΖஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ

ԋ͢Ήͤɽ
ԋ͢Ήͤɽ

ऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖʰೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂʱΏ๑ਕݡޛखૌΝࢩ ऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖʰೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂʱΏ๑ਕݡޛखૌΝࢩ

Ήͤɽ

ࢩԋͤΖͳͳͶɼࢤݡޛਕɼݡޛਕͳ͵ΖਕࡒүͶखΕૌΊ ࢩԋͤΖͳͳͶɼࢤݡޛਕɼݡޛਕͳ͵ΖਕࡒүͶखΕૌΊ

Ͷ͕͜ΖஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέඍΏͨ֫ؖؽઅखૌΝ Ͷ͕͜ΖஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέඍΏͨ֫ؖؽઅखૌΝ

೧ݡޛౕཤ༽ΝචགྷͳͤΖ๏͖㿈నͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼࢤௌଞ ೧ݡޛౕཤ༽ΝචགྷͳͤΖ๏͖㿈నͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼࢤௌଞ

ཤ༽ΝଇͤΖͪΌରඍΝΌΉͤɽ

ࣆۂʱͶଲͤΖࢩԋΝͳؖؽܐؖ࿊ͱ͢ܠΌΖ͵ʹɼ೧ݡޛౕ

ਕࣆۂʱͶଲͤΖࢩԋΏࢤௌऀճෳࢳڢ٠ճࣰ͗ࢬͤΖʰ๑ਕݡޛ

ࢩԋͤΖ೧ݡޛౕबஎΝਦΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕͜Ζʰࢤݡޛ

எͶΓΕஇྙ͗ॉ͵߶ྺंΝ๑ཱΏਫ਼Ͳฯޤʀ

ݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕΝ୴ͤΖࢤௌଞ৮ҽΝଲেͶɼࣁ࣯ΝਦΖͪΌ

ݡਕ͵ʹखૌΊͳ࿊͢ܠɼणं֮ฯͶΌΉͤɽ

ݟͺɼऀճෳࢳڢ٠ճ͗ߨ͑๑ਕࢤ;ٶݡޛௌଞ͗ͤΖࢤޛ



 ᒣᙧ┴
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 ͪɼࢤௌଞ͗ࢤݡޛਕΝ֮ฯͲ͘ΖରΝඍʀکԿ͢ɼஏҮͲࢤ

 ᇸ⋢┴

 ᪂₲┴

 ⚄ዉᕝ





⾜ᨻᶵ㛵㐃ᦠ

࿊ͱ͢ܠɼฯޤΝགྷͤΖ߶ྺंغଲԢͳٰଶࣆҌద֮͵ଲॴ
Νߨ͏Ήͤɽ

ΝਦΖۢࢤௌଞΏɼમޛଔݡޛਕΝܩକదͶγϛʖφͤΖۢࢤ

ௌଞΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ͳ಼ݟ㿈ஏҮͶ͕͏ͱචགྷ͵ਕ͖㿈೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ

߶ྺंΏஏҮे͖Δ૮ͶΓΕٰଶࣰସΝѴ͢ɼͳؖؽܐؖ

˕ຌਕয়ڱͶͮͪݡޛਕޫึंΝਬપͤΖϜροϱέ㿈ؽکԿ

͑ɼՊఋࡍॶɼऀճෳࢳڢ٠ճɼ৮ରͳ࿊͢ܠɼࢤௌଞͶ͕ ͑ɼՊఋࡍॶɼऀճෳࢳڢ٠ճɼ৮ରͳ࿊͢ܠɼࢤௌଞͶ͕

ͳ಼ݟ㿈ஏҮͶ͕͏ͱචགྷ͵ਕ͖㿈೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ

ඇΏݡޛๅृঁ͵ʹͶखΕૌۢࢤௌଞΝࢩԋ͢Ήͤɽ

˕ඇ༽ෝ୴ྙΏਐرΕ͵͏ਕͱ㿈ౕΝ͘Ͳ༽ΖΓ͑ɼਅཱིܨ

߶ྺंٰଶࣆҌద֮͵ଲԢʦܱࢻுʧ

ཤ༽ଇͪΌखૌΝߨ͑ۢࢤௌଞࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

˕೧ݡޛౕͶͯ͏ͱཀྵմΝଇͤΖͳͳͶɼ೧ݡޛౕ

ଇ͢ΉͤɽΉͪɼ೧ݡޛౕࢤௌଞܯժࡨఈΝଇ͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕཤ༽ΝଇͤΖͪΌɼࢤௌଞͶ͕͜Ζ֫ؖؽઅΝ

 ౕཤ༽ଇͪΌରඍ
ࢤௌଞͨଠܐؖରΝଲেͳͤΖݜरճΝ࠷ͤΖ͵ʹ͢ͱंܐؖ

ౕཤ༽ଇͶͪͮͱͺɼՊఋࡍॶɼࢤௌଞɼอ࢞ޤճʀ࢚๑

ౕཤ༽ଇͶͪͮͱͺɼՊఋࡍॶɼࢤௌଞɼอ࢞ޤճʀ࢚๑

ౕͶͤؖΖ࠹ๅΏࣆྭ͵ʹΝ͕எΔͦͤΖωϣʖηϪνʖ
Νࡠ͢ɼͲؔंܐؖๅ༙ڠͶΌΉͤɽ
৮ݡޛਕ਼͖㿈ݸΔΗΖݳয়ΝಁΉ͓ɼ๑ਕݡޛਬดͽ㿈

ౕͶͤؖΖ࠹ๅΏࣆྭ͵ʹΝ͕எΔͦͤΖωϣʖηϪνʖ

Νࡠ͢ɼͲؔंܐؖๅ༙ڠͶΌΉͤɽ

৮ݡޛਕ਼͖㿈ݸΔΗΖݳয়ΝಁΉ͓ɼ๑ਕݡޛਬดͽ㿈
৭ରߑΝࢩԋ͢Ήͤɽ
ఁॶಚ߶ྺं೧ݡޛਅཱིͱͶགྷͤΖܨඇঁΏɼ೧ݡޛਕ

ఁॶಚ߶ྺं೧ݡޛਅཱིͱͶགྷͤΖܨඇঁΏɼ೧ݡޛਕ

ๅृঁ͵ʹ͖㿈ࢤௌଞͶ͕͏ͱߨΚΗΖΓ͑ঁࣆۂ༽Ν ๅृঁ͵ʹ͖㿈ࢤௌଞͶ͕͏ͱߨΚΗΖΓ͑ঁࣆۂ༽Ν

৭ରߑΝࢩԋ͢Ήͤɽ

Ͷࢤݡޛਕࢤ;ٶݡޛਕಊΝ҈ఈదͶࣰࢬͤΖͪΌૌ Ͷࢤݡޛਕࢤ;ٶݡޛਕಊΝ҈ఈదͶࣰࢬͤΖͪΌૌ

ʹͳ࿊ͱ͢ܠखΕૌΊΉͤɽ

ʹͳ࿊ͱ͢ܠखΕૌΊΉͤɽ

ॽ࢞ճʀऀճෳࢳ࢞ճ๑ཱʀෳࢳ৮ରɼऀճෳࢳڢ٠ճ͵ ॽ࢞ճʀऀճෳࢳ࢞ճ๑ཱʀෳࢳ৮ରɼऀճෳࢳڢ٠ճ͵

ͮͪࢩԋ๏๑͖㿈મͲ͘ΖΓ͑ͶखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ͮͪࢩԋ๏๑͖㿈મͲ͘ΖΓ͑ͶखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ࣁ࣯ͶΌΖͳͳͶɼқࢧ݀ఈࢩԋචགྷ͵߶ྺंয়ڱͶ ࣁ࣯ͶΌΖͳͳͶɼқࢧ݀ఈࢩԋචགྷ͵߶ྺंয়ڱͶ

 ౕཤ༽ଇͪΌରඍ

ཤ༽ଇͶΌΉͤɽ

ࢤௌଞͨଠܐؖରΝଲেͳͤΖݜरճΝ࠷ͤΖ͵ʹ͢ͱंܐؖ

ཤ༽ଇͶΌΉͤɽ

ժࡨఈ͵ʹɼஏҮಝͶԢͣͪରඍΝࢩԋ͢ɼ೧ݡޛౕ ժࡨఈ͵ʹɼஏҮಝͶԢͣͪରඍΝࢩԋ͢ɼ೧ݡޛౕ

 ͜Ζݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ֫ؖؽඍΏࢤௌଞ͜ ܯΖݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ֫ؖؽඍΏࢤௌଞܯ

 ᮾி㒔 

˛චགྷ͵๏͖㿈҈ৼ͢ͱ೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖରΝඍ͢Ήͤ

͢ঁ͢Ήͤɽ

 ରΝඍʀکԿ͢ɼஏҮͶ͕͜ΖࢤݡޛಊΝਬͤΖࢤௌଞͶଲ

อʹ͵࢞ޤ৮ͶΓΖݡޛਕͫ͜Ͳ͵͚ɼࢤݡޛਕΝ֮ฯͲ͘Ζ

ݡޛਕಊΝਬͤΖखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ࢤௌଞ৮ҽͶଲͤΖ೧ݡޛਅཱིͱघକͶͤؖΖݜरΝࣰࢬ͢ΉͤɽΉ

ேཱྀ
㸦ே㸧

 ༓ⴥ┴









६ͳ͢ͱఈΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͪΌన͵ଲࡨΝߪͣΖ͞ͳΝಢࣙౌخ

༙ྋਕϙʖϞͶ֚͢͵͏γʖϑη͘߶ྺं͜ेͶଲ͢ͱɼ

Ζౌخ६ͶՅ͓ɼ࣎ٺەଲԢγʖϑηࣰࢬΝড়݇ͳ͢Ήͤɽ

γʖϑη͘߶ྺं͜े౨ښౌخ६Ͷͯ͏ͱɼࠅ͖㿈ఈΌ
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 ଞखΕૌΊΝࢩԋͤΖͳͳͶɼࢃཨऀݟճෳࢳڢ٠ճஏҮෳࢳݘ

 ᐩᒣ┴

 ▼ᕝ┴

 ⚟┴

 ᒣ┴

Ώࢤݡޛಊਬɼࢩԋૌ৭ରඍࢩԋ

Ήͤɽ

અͶͪ͜ରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ର࿊ܠରͰ͚ΕΝΌɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇΝਦΕΉͤɽ ର࿊ܠରͰ͚ΕΝΌɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇΝਦΕΉͤɽ

 ԋΝߨ͑֫ؖؽؽکԿ;ٶஏҮͶ͕͜ΖࢩԋؖؽܐؖΏ৮ ԋΝߨ͑֫ؖؽؽکԿ;ٶஏҮͶ͕͜ΖࢩԋؖؽܐؖΏ৮

ཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝࢩԋͤΖͪΌɼࢤௌଞ͗અ͢ɼे߁ๅΏ૮ࢩ ཱིࣙͪ͢ਫ਼ΝࢩԋͤΖͪΌɼࢤௌଞ͗અ͢ɼे߁ๅΏ૮ࢩ

எ͵ʹͶΓΕஇྙ͗ॉ͵߶ྺंݘཤʀཤӻΝฯ͢ޤɼ எ͵ʹͶΓΕஇྙ͗ॉ͵߶ྺंݘཤʀཤӻΝฯ͢ޤɼ

ྭ়ղΝߨ͑ਬճ٠Ν࠷͢Ήͤɽ

ʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱΝࢤௌଞ͗ࡠͲ͘ΖΓ͑ɼࣆ

೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱ ฑ೧๑ཱߺ Ͷ͚Ͱخ

ཤ༶ޤιϱνʖͶ͕͜Ζਫ਼ࢩԋγʖϐ㿈ηڛΝଇ͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆʹ͵ۂɼ೧ݡޛౕ༽ଇͶͪ͜ࢤௌ

ͳؖؽܐؖ࿊ͱ͢ܠɼࢤݡޛਕΝΌͱ͏͘Ήͤɽ

ϋρφϭʖέߑࢤௌଞखΕૌΊΝࢩԋͤΖͳͳͶɼࢤௌଞΏ

චགྷ͵ਕ͖㿈೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼݘཤ༶ࢩޤԋʀஏҮ࿊ܠ

અͶͪ͜ରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

͜Ζ૮ʀ߁ๅΏणंɼݡޛਕү͵ʹؽΝඍ͓ͪ֫͜ ؖؽΖ૮ʀ߁ๅΏणंɼݡޛਕү͵ʹؽΝඍ͓ͪ֫ؖؽ

Ͳ͘ΖΓ͑ɼన͵೧ݡޛౕཤ༽ΝਬͤΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕ Ͳ͘ΖΓ͑ɼన͵೧ݡޛౕཤ༽ΝਬͤΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕

߶ྺंຌਕݘཤΝगΕɼेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼ͤΖ͞ͳ͗ ߶ྺंຌਕݘཤΝगΕɼेΊΗͪஏҮͱ㿈҈ৼ͢ͱਫ਼ͤΖ͞ͳ͗

Ήͤɽ

ϱνʖɼۜ༧ͳؖؽܐؖʹ͵ؖؽஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέͰ͚ΕΝΌ ϱνʖɼۜ༧ͳؖؽܐؖʹ͵ؖؽஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέͰ͚ΕΝΌ

ΝबஎͤΖͳͳͶɼݘཤ༶ࢩޤԋͪΌɼࢤௌɼࡍॶɼভඇਫ਼ι ΝबஎͤΖͳͳͶɼݘཤ༶ࢩޤԋͪΌɼࢤௌɼࡍॶɼভඇਫ਼ι

೧ݡޛౕΏऀݟճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ߨ͑ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂ ༽೧ݡޛౕΏऀݟճෳࢳڢ٠ճ͖㿈ߨ͑ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂ༽

Ώࢤݡޛಊਬɼࢩԋૌ৭ରඍࢩԋ

೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑ΏخຌܯժͶ͚Ͱخ೧ݡޛౕٶʀܔ ೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑ΏخຌܯժͶ͚Ͱخ೧ݡޛౕٶʀܔ

ேཱྀ
㸦ே㸧
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ରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ࠕޛࢤௌͶ͕͜Ζ֫ؖؽઅΏخຌܯժࡨఈΝਬͤΖͪΌ

Ζڢ٠ճΝ࠷͢Ήͤɽ

৮ɼՊఋࡍॶɼࢤௌɼࢤௌऀճෳࢳڢ٠ճ͵ʹ͖Δߑ͠Η

೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖࢬࡨͶͯ͏ͱɼࢤௌ͖㿈خຌద͵ܯժ
ࡨఈΏɼ֫ؖؽઅΝߨ͑͞ͳΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ʹɼ߶ྺंݘཤ༶ޤਬͶͪ͜߁Үద͵ࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ૌ಼༲ๅʹ͵༙ڠΝߨ͏Ήͤɽ

ࡍॶΏ৮ର͵ʹͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼݡޛ୴͏घ֮ฯ͵ ࢤௌ͖㿈અͤΖ֫ؖؽӣӨखૌΝࢩԋ͢ɼ߁Үద͵߁ๅΏख

ʹɼ֦झखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ճ࠷ɼؖؽܐؖͶΓΖқިݡճ࠷ͶखΕૌΊΉͤɽ

ௌΠφ㿈ύ㿈γ㿈ʖഁݥɼࢤௌ͕Γͽ㿈ࢤௌऀڢ৮ҽ͜ݜर

ஏҮࣰΝΉ͓ɼ೧ݡޛౕडௗਅཱིͶͤؖΖݜरࣰࢬ͵

೧ݡޛౕ༽ΝଇͤΖͪΌखૌͶͯ͏ͱࢩԋ͢Ήͤɽ

ஏҮࢩԋࣆ ۂ೧ݡޛౕཤ༽ࢩԋࣆ ۂΝ͢༽ɼࢤௌ͖㿈ࣰࢬͤΖ ʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇࢤௌࢩԋࣆۂʱΝӀ͘କࣰ͘ࢬ͢ɼϠτ㿈ϩࢤ

Ήͤɽ

ΖͪΌɼࢤௌऀճෳࢳڢ٠ճ؇ཀྵରͶܐΖࢨΏྛཀྵݜरΝࣰࢬ͢

ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂͶ͕͜Ζۜર؇ཀྵࢩԋγʖϑηΝనਜ਼Ͷͤڛ

Νࣰࢬ͢Ήͤɽ

͏ࢩԋΝߨ͑ͪΌɼࣆۂͶॊࣆͤΖҽΏਫ਼ࢩԋҽͶଲͤΖݜर ͱɼͳؖؽܐؖ࿊کܠԿΝਦΖͪΌɼอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼऀճෳࢳ࢞

ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆͳۂ೧ݡޛౕԃ͵࿊ܠΝਦΕɼΗ͵ ݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέΏͨ֫ؖؽඍͶ͜

ԋࣆۂͶΓΖ৮ഁݥΏචགྷ͵ঁݶΝߨ͏Ήͤɽ

ࢤௌͶ͕͜Ζ೧ݡޛౕཤ༽ଇखૌΝࢩԋͤΖͪΌɼ૮ࢩ

ରඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ
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ࢩԋιϱνʖʱͶ͕͜Ζɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͪ͜खૌΝࢩԋͤ ࢩԋιϱνʖʱͶ͕͜Ζɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͪ͜खૌΝࢩԋͤ
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 ḷᒣ

ॉ͵ࢩԋ͖㿈ߨ͘ోΖΓ͑ͶΌΉͤɽ

ͳ͠Ηͱ͏Ζ֫ؖؽઅཱིͪ͜ࢩԋΝߨ͏ɼ೧͖ݡޛ㿈චགྷ͵๏

ૌΊͰ͚ΕΏɼࢤௌଞୱҒͺ਼ࢤௌଞୱҒͱ㿈અΝΌΖ͞ͳ

ΉͪɼՊఋࡍॶͳ࿊͢ܠɼࢤݡޛਕΏͨಊΝࢩ͓Ζ

ΉͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱଲԢͤΖͶ͍ͮͱɼ߶ྺ

͑ɼࠅ೧ݡޛౕཤ༽ଇܯժͶ͘Ͱخɼ߁Үద͵ݡஏ͖Δࢤௌଞ

ͳ಼ݟ㿈ஏҮͶ͕͏ͱචགྷ͵๏͖㿈೧ݡޛౕΝཤ༽Ͳ͘ΖΓ

ͯͯ ݘཤ༶ۂޤແΝࣰࢬͤΖͪΌͶචགྷ͵ਕҽରΝඍͤΖ͞ͳΝ

͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖରඍΝΌΉͤ

͵ʹखૌΝଇͤΖͳͳͶɼऀճෳࢳ๑ਕ͗๑ਕͳ͢ͱݡޛΝ୴

ྺं๏͵ʹ೧ݡޛΝԃͶΌΖͪΌɼࢤݡޛਕүΏౌ

Ήͪɼࢀंݡޛਕଏ͖㿈༩͠ΗΖɼਐرΕΏࣁྙ͖㿈͵͏߶ Ͷଲ͢ͱஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέߑΏ֫ؖؽઅΝಉ͖͘͜Ήͤɽ

ঁٶͶΌɼ߶ྺंݘཤ༶ޤΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ͳͳͶɼ೧ݡޛਅཱིܨඇΏ೧ݡޛਕ͵ʹๅृͶܐΖࢤௌଞ

͵ʹஇྙ͖㿈ॉͲ͵͏߶ྺंͶܐΖࢤௌଞௗਅཱིͱΝଇͤΖ

ࢤௌଞɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊͢ܠɼਐرΕ͵͏எ߶ྺं

ݜरर྅ं͖㿈ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆ ۂෳࢳγʖϑηཤ༽ԋঁࣆۂ

ΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕͜Ζ๑ਕݡޛΝਬ͢ΉͤɽΉͪɼࢤݡޛਕ ࠖೋ͵ࣆҌଡ͏ٰଶࣆҌͶܐΖෝ୴͖㿈͘͏ͳࢨఢಁΉ͓

ࢤௌ͖㿈कରదͶࢤݡޛਕΏಊࢩԋͶखΕૌΌΖΓ͑ࢩԋͤ ंଁՅͶͮͱ૮਼݇ࣙର͖㿈ଁՅͤΖͱ㿈ɼࡸͱ㿈ଲԢ͖㿈

͑ࢩԋ͢Ήͤɽ

ࢤݡޛਕݜरर྅ं͖㿈๑ਕݡޛࢩԋҽͳ͢ͱಊͲ͘ΖΓ Ήͤɽ

ͶखΕૌΌΖΓ͑ࢩԋͤΖͳͳͶɼࢤௌͶ͕͜Ζ๑ਕݡޛΝਬ͢ɼ ۫ରద͵๏ਓΝࢤௌܯժͶͤىΖ͞ͳΝଇ͢ɼͨઅΝਬ͢

ͳ࿊ཙΝߨ͏ɼࢤௌ͖㿈कରదͶࢤݡޛਕΏಊࢩԋ ͪ͢ஏҮݘཤ༶ޤରΝߑͤΖΓ͑ɼචགྷ͵ؖؽઅͶͯ͏ͱ

ௌ͜ݜरΏࣆྭफॄʀๅڛɼՊఋࡍॶΏ࢚๑ंܐؖ ԋιϱνʖΝઅ͢ɼ૮૯ͳ͵ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹͳ࿊ܠ

ऀݟճෳࢳڢ٠ճͶݘཤ༶ޤରඍਬͪΌҽΝഓ͢ɼࢤ ࢤௌ͖ ɼࢤௌऀճෳࢳڢ٠ճ͵ʹͳڢಉ͢ͱɼ֫ؖؽΏݘཤ༶ࢩޤ

ԋࣆۂన͵ࣰࢬΝಉ͖͘͜Ήͤɽ

Ͷ͕͏ͱɼౕཤ༽͖㿈චགྷͳ͠ΗΖ๏న͵ཤ༽Ͷ͜ɼཤ༽ࢩ

ࢤௌଞ৮ҽΝଲেͳͪ͢೧ݡޛౕࢤௌଞௗਅཱིͱͶܐΖݜर

˕ݜरࣰࢬʴஏҮෳࢳ՟ɼղࢩޤԋ՟ʵ

 ͶखΕૌࢤௌଞࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

༶ޤਕࡒүࣆࢤ ۂݡޛਕ ึঁۜʱΝ͢༽ɼࢤݡޛਕ

Νण͜Ζηʖύ㿉ʖύ㿈η㿈ࣆۂɼࣆྭݗ౾ݜरࣰࢬΏɼʰݘཤ

ࣆ ۂஏҮݘཤ༶ޤ૱ਬࣆ ۂʱͶΓΕɼࢤௌଞ৮ҽ͖Δ૮

ʰஏҮҫྏղޤ૱֮ฯۜخʱࣆۂϟωϣʖͲ͍Ζʰݘཤ༶ޤਕࡒү

˕ࢤݡޛਕͶखΕૌࢤௌଞࢩԋʴஏҮෳࢳ՟ʵ

ʹɼࢤௌଞݘཤ༶ޤͶܐΖखૌΝ͘Όࡋ͖͚ࢩԋ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

ʰښැ্֒ंʀ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖʱΝ֫ͳ͢ͱɼӀ͘କ͘
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ճʀ೧ࢩݡޛԋιϱνʖͱ㿈ɼܩକ͢ͱڢ٠Νߨͮͱ͏͚͞ͳͳ͢Ή

Ͳ͘ΖΓ͑͵ݘཤ༶ޤରཱི֮Νࢨ͢ɼݟʀࢤௌଞʀऀճෳࢳڢ٠

Όɼౕཤ༽ଲেं͖㿈ेΊΗͪஏҮͱ㿈චགྷ͵ࢩԋΝण͜Ζ͞ͳ͗

Ͳ͵͚ɼೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂΝࣰࢬͤΖࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճ

ଁͤΖωʖη㿈ͶଲԢͤΖͪΌɼ֦ݏҮ೧ࢩݡޛԋιϱνʖͫ͜



 ͖㿈ण͜ΔΗΖΓ͑ɼऀճෳࢳ๑ਕͶΓΖ๑ਕݡޛखૌΏࢤௌͶΓ

 ᗈᓥ┴

 ᒣཱྀ┴

ΖࢤݡޛਕүखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ଔΏՊͶΓΖ೧ݡޛΝण͜Ζ͞ͳ͗ͱ㿈͘͵͏ਕචགྷ͵ݡޛ

ΏঁݶΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ࢤௌͶଲ͢ͱɾ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժࡨఈͶͤؖΖๅڛ

ͪ͜ಉ͖͘͜Νࣰࢬ͢Ήͤɽ

ࢤݡޛਕүΝߨ͑ࢤௌͶଲͤΖࢩԋ;ٶາࣰࢬࢤௌࣰࢬͶ

͏͘Ήͤɽ

ঁࣆ͖͜ ۂͺ͢ ͖Δ೧ݡޛౕͶࢺΖΉͲΗ͵͏ࢩԋΝ͢ͱ

Ү࿊ܠϋρφϭʖέ ߑΝࢩԋͤΖͳͳͶɾෳࢳγʖϑηཤ༽ԋ



 ᒸᒣ┴

ࢤௌ͖㿈ߨ࢚͑๑ɾෳࢳɾҫྏ͗࿊ͪ͢ܠૌΊ ݘཤ༶ࢩޤԋஏ



ڢ٠͢͵͖㿈Δߨ͏Ήͤɽ

֦ݏҮͱ㿈ࢤௌଞͳ೧ࢩݡޛԋιϱνʖͳ࿊ܠͳؖؽܐؖͳ

֮ฯɼࢤݡޛਕ͞;ٶΗΔγϛʖφରߑͶͯ͏ͱͺɼ

಼ݟ೧ۂࣆݡޛΝߨ͑ͪΌɼࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճ๑ਕण

Ͷɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇ๑Ͷࢤ͚ͰخௌܯժࡨఈΝଇ͢Ήͤɽ

ϋρφϭʖέରߑͨ;ٶ֫ͳ͵ΖؖؽඍΝଇͤΖͳͳ

ԋঁ͖㿈ࣰࢬͲ͘ΖΓ͑ɼࢤௌͶ͕͜Ζͳؖؽܐؖ࿊ͪ͢ܠஏҮ࿊ܠ

ࢩԋΝචགྷͳͤΖ๏қࢧΝଜ॑͢ɼৼਐΏਫ਼য়ڱͶԢͣͪన͵

ͱ͏͘Ήͤɽ

ͯ͏ͱͺɼݟɼࢤௌଞɼ೧ࢩݡޛԋιϱνʖ͖㿈࿊ڢͱ͢ܠ٠ΝΌ

ΝਬͤΖ͞ͳͳ͢ΉͤɽΉͪɼஏҮࣰͶԢͣͪ֫ؖؽༀׄͶ

Νγϛʖφ͢ɼஏҮͶ͕͜Ζݘཤ༶ޤରکԿͳ೧ݡޛౕཤ༽

खૌΝࢩԋͤΖ͞ͳͶΓͮͱɼࢤௌଞ͞㿈ͳݘཤ༶ޤͶͤؖΖखૌ

ݟͶ͕͏ͱͺɼݏҮ͞㿈ͳͶ߁Үద͵ಊΝߨ͑೧ࢩݡޛԋιϱνʖ

ҽͳͪؖ͢ؽܐؖϋρφϭʖέԿΝΌΉͤɽ

ͱɼݟɼࢤௌଞɼऀճෳࢳڢ٠ճɼՊఋࡍॶɼ֦झ৮ରΝߑ

ΖͪΌͶɼؖؽܐؖ࿊ܠΝکԿ͢ɼ೧ࢩݡޛԋιϱνʖΝৼͳ͢

ଲԢରඍɼқࢧ݀ఈࢩԋʀਐޤΝ॑ࢻͪ͢ࢩԋରΝߑͤ

ࢤௌଞ͞㿈ͳͶݘཤ༶ࢩޤԋචགྷ͵ਕݡʀࢩԋΏɼغ૮ʀ

ͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ࢤௌଞͳ࿊ͱ͢ܠखΕૌΞͲ͏͘Ήͤɽ

ޛଲԢ͖㿈ೋ͢͏Ҍ݇ਫ਼ͶΓΖીॶఈ͠ΗΖͪΌɼన

સࠅద͵ୌͳ͵ͮͱ͏Ζߨ๏எ߶ྺंΏٰଶ߶ྺं͵ʹɼࠕ
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ࢤௌଞ͗ʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱͶ͚Ͱخ֫ؖؽઅ

ճ ɼՊఋࡍॶͳ࿊ͱ͢ܠ೧ݡޛౕཤ༽Νଇ͢Ήͤɽ

Όͱ͏͚ͪΌखૌͶͯ͏ͱɼঁݶʀࢨΝߨͮͱ͏͘Ήͤɽ

ૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

୴͏घ֮ฯʤࢤݡޛਕΏ๑ਕݡޛʥखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ
୴͏घ֮ฯʤࢤݡޛਕΏ๑ਕݡޛʥखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ΉͪɼࢤௌଞΏ߶எऀݟճෳࢳڢ٠ճࣰ͗ࢬͤΖ೧ݡޛౕݡޛਕ ΉͪɼࢤௌଞΏ߶எऀݟճෳࢳڢ٠ճࣰ͗ࢬͤΖ೧ݡޛౕݡޛਕ

ૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ʥΝஊదʀܯժదͶΌͱ͏͚೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͪ͜ख ʥΝஊదʀܯժదͶΌͱ͏͚೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͪ͜ख

ؽʤ߁ๅؽɼ૮ؽɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇؽɼݡޛਕࢩԋؽ ؽʤ߁ๅؽɼ૮ؽɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇؽɼݡޛਕࢩԋؽ

ࢤௌଞ͗֫ؖؽΝઅ͢ɼݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ ࢤௌଞ͗֫ؖؽΝઅ͢ɼݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ

Όͱ͏͚ͪΌखૌͶͯ͏ͱɼঁݶʀࢨΝߨͮͱ͏͘Ήͤɽ

ɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇؽɼݡޛਕࢩԋؽʥΝஊదʀܯժదͶ ɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇؽɼݡޛਕࢩԋؽʥΝஊదʀܯժదͶ

Ώɼݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέؽʤ߁ๅؽɼ૮ ؽΏɼݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέؽʤ߁ๅؽɼ૮ؽ

ࢤௌଞ͗ʰ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժʱͶ͚Ͱخ֫ؖؽઅ

ݡޛਕ༽Όͪ๑ਕݡޛಊΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ۂແΝనͶߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζ๑ਕΝ֮ฯͲ͘ΖରඍΏɼࢤ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ ͶଲͤΖঁݶʀࢩԋΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼݡޛ

ΔɼౕͨਃಃΝਦΖͳͳͶɼࢤݡޛਕүͶࢤͱؖ͢ௌ

೧ݡޛ୴͏घͳ͢ͱࢤݡޛਕༀ͖ׄ㿈غଶ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖

͵ʹݘཤ༶ޤखૌΝਬ͢Ήͤɽ

ࢤݡޛਕΝΌͪ೧ݡޛౕ༽ΝଇͤΖͳͳͶɼٰଶࢯ

ͨଠຌਕͶؖΚΖࢩԋंࣁ࣯ͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ԋͤΖͳͳͶɼݡޛਕͶΓΖқࢧ݀ఈࢩԋ>@ࡑΕ๏͵ʹݡޛਕ ௌɼऀճෳࢳڢ٠ճɼ৮ର อ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճɼऀճෳࢳ࢞

ݡޛਕ>@ऀ;ٶճෳࢳڢ٠ճͶΓΖ๑ਕ@>ݡޛࣰࢬΝࢩ ͏Ζݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ֫ͳ͵ΖؖؽΝͶɼࢤ

೧ݡޛΝ୴͑ਕࡒүͳࢩԋରکԿΝਦΖͪΌɼࢤௌߨ͑ࢤ ૮૯ͳ͢ͱɼྫ೧ౕΉͱ㿈Ͷࢤௌ͖㿈અͤΖ͞ͳͳ͠Ηͱ

ࣰࢬͤΖ૮ؽͳ࿊کܠԿΝਦΕΉͤɽ

Ίࣆ૮ɼভඇंඅ֒Ͷؖ࿊ͤΖ૮͵ʹɼؖؽܐؖΏՊଔճ͗

ޤʀෳࢳγʖϑηͶଲͤΖۦ૮ɼ߶ྺंΏՊଔ͖㿈์͓Ζ҈Ώೲ

ΉͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖㿈ࣰࢬͤΖ૱૮ࣆۂΝͺͣΌɼղ

ࢬΝࢩԋ͢Ήͤɽ

͑ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͜Ζ૱૮Ώݘཤ༶ۂࣆޤԃࣰ͵

ΖޤਕϙʖϞॶ͵ʹɼన͖ͯଐΏ͖͵ଲԢ͖㿈͵͠ΗΖΓ

͵͏ࣆ༟ʱͶΓΖղޤγʖϑηڛΏʰڧʀࡃܨཀྵ༟ʱͶΓ

Ͷ͚ͰخીͶΓΕଲԢͤΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽࢤௌͶ͕͏ͱʰΏΝಚ

ͱ͏Ζ߶ྺंΝѴ͢ɼฯޤචགྷ͍͗ΖͶͺɼʰਕෳࢳ๑ʱ

இྙ͖㿈ఁԾ͢ͱ͏ΖҲਕΔ͢߶ྺंΏ͖ंޤΔٰଶΝण͜

͑චགྷ͵ࢨʀঁݶΝߨ͏Ήͤɽ

ͳͶɼ͓ͱݒͶͪͮͱͺ߶ྺंेڋͶΓΕనͪ͢ࢬઅͳ͵ΖΓ

གྷղޤয়ସรԿͶଲԢͪ͢ࢩԋ͖㿈నͶߨΚΗΖΓ͑ࢨͤΖͳ

͵ʹΝ์͓ͪ߶ྺंेڋΝ֮ฯͤΖͪΌԃ͵ॶીΏɼॶं

ݟͺɼࢤௌଞΏઅकରͶଲ͢ͱɼ߶ྺंٰଶΏेڋয়ڱɼࡃܨదୌ
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 ࢤௌଞ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժࡨఈΝࢩԋ͢Ήͤɽ

 ⚟ᒸ┴

 బ㈡┴

 㛗ᓮ┴

 ⇃ᮏ┴

φϭʖέͳͨৼͳ͵Ζ֫ ؖؽˠ ඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

චགྷ͵ਕΝ͢ݡɼన͵ࢩԋͶͯ͵͜㿈ΖૌΊͲ͍ΖஏҮ࿊ܠϋρ

ͪɼࢤௌͶ͕͜Ζ૮૯बஎΝΌΖͳͳͶɼݘཤ༶ࢩޤԋ͖㿈

ࢤݡޛਕύ㿈ρέΠρϓ㿉ରکԿखૌΝࢩԋ͢ΉͤɽΉ

͓ɼࢤௌͶΓΖݡޛۂແΝనਜ਼Ͷߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζ๑ਕ֮ฯΏɼ

೧ݡޛౕཤ༽ଇͶ͜ͱɼࢤௌͳͳंܐؖқިݡΝಁΉ

ඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ʀঁݶΝߨ͏Ήͤɽ

͖͜Νߨ͑ͳͳͶɼ߁ҮదରඍͶͯ͏ͱɼ৮ͶΓΖ૮

ΉͪɼචགྷͶԢͣɼࢤௌଞΝӿ͓ͪ߁Үద͵ࣰࢬΝݗ౾ͤΖΓ͑ಉ͘

ؖؽඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ࢤௌଞͶଲ͢ɼ๑ਕݡޛΏݘཤ༶ࢩޤԋஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέͳ֫

ඍΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ܐΖ֫ؖؽΏڢ٠ճઅɼࢤௌܯժࡨఈࢩԋΝߨ͏ɼࢤௌର ܐΖ֫ؖؽΏڢ٠ճઅɼࢤௌܯժࡨఈࢩԋΝߨ͏ɼࢤௌର

ΗͪஏҮͱ㿈Δ͢କ͜ΖͪΌࢩԋΝߨ͑ͳͳͶɼ೧ݡޛౕͶ ΗͪஏҮͱ㿈Δ͢କ͜ΖͪΌࢩԋΝߨ͑ͳͳͶɼ೧ݡޛౕͶ

ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂΝ௪͢ͱɼஇྙ͖㿈ॉ͵๏ʓ͖㿈ेΊ ೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂΝ௪͢ͱɼஇྙ͖㿈ॉ͵๏ʓ͖㿈ेΊ
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 ʹɼࢤௌଞରͰ͚ΕΝଇ͢Ήͤɽ

 ศ┴

 ᐑᓮ┴

 㮵ඣᓥ

 Ἀ⦖┴

ؖؽඍ͵ʹ೧ݡޛౕཤ༽ΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖㿈ࣰࢬͤ

ࢤௌଞࣰ͗ࢬͤΖࢤௌଞௗਅཱིͱɼஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέߑɼ֫

ϭʖέߑखૌΝଇ͢Ήͤɽ

ԋ͢Ήͤɽ

ԋ͢Ήͤɽ

Ήͪɼญͦͱɼݡޛ୴͏घͳ͵Ζࢤݡޛਕ;ٶ๑ਕݡޛүΝࢩ Ήͪɼญͦͱɼݡޛ୴͏घͳ͵Ζࢤݡޛਕ;ٶ๑ਕݡޛүΝࢩ

ʹɼࢤௌଞରͰ͚ΕΝଇ͢Ήͤɽ

৮ҽ͜ݜरΝߨ͑ͳͳͶɼࢤௌଞ৮ҽ͜૮૯ΝઅͤΖ͵ ৮ҽ͜ݜरΝߨ͑ͳͳͶɼࢤௌଞ৮ҽ͜૮૯ΝઅͤΖ͵

ΞͲ͏͵͏͞ͳ͖ΔɼࢤௌଞͳؖؽܐؖͶΓΖ߁Ү࿊ܠճ٠Ώ ܐؖΞͲ͏͵͏͞ͳ͖ΔɼࢤௌଞͳؖؽܐؖͶΓΖ߁Ү࿊ܠճ٠Ώܐؖ

ࢤ಼ݟௌଞͲͺɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇܯժࡨఈΏ֫ؖؽઅ͗ ࢤ಼ݟௌଞͲͺɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇܯժࡨఈΏ֫ؖؽઅ͗

ରඍͶͯ͏ͱɼࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢤௌଞ͗कରͳ͵ͮͱߨ͑ࢤݡޛਕݜरࣰࢬΏಊΝࢩԋͤΖ ೧ݡޛౕཤ༽ଇخຌܯժΝಁΉ͓ɼࢤௌଞ͗ߨ͑ஏҮ࿊ܠϋρφ

Ͷؖ͢ɼঁͨݶଠԋঁΝߨ͏Ήͤɽ

೧ݡޛౕ༽ΝਦΖͪΌɼࢤௌଞௗਅཱིͱͶΓΖ৻੧ٽࣰࢬ

ͱ͏͘Ήͤɽ

ඍ͖㿈ࠖೋ͵ͺɼ߁Үద͵ࢬࣰݡޛରݗ౾ࢤௌଞͶಉ͖͘͜

ΉͪɼౕΝްིదʀްՎదͶࣰࢬͲ͘ΖΓ͑ɼୱಢࢤௌଞͲͺର

๑ਕݡޛणରඍΝଇ͢Ήͤɽ

ΝͤΖͳͳͶɼࢤௌଞͳ࿊͢ܠɼࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖ ఋࡍॶͳؖؽܐؖ࿊͖͵͢ܠ㿈Δࢩԋ͢Ήͤɽ

೧ݡޛౕΝԃͶཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ɼݡޛ୴͏घͳ͵Ζࢤݡޛਕ Ζݘཤ༶ޤͶͤؖΖखૌͶͯ͏ͱɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞৮ɼՊ

࣯ΝਦΕΉͤɽ

৮ҽΝଲেͳͤΖ๑ਕݡޛҽүݜरΝࣰࢬ͢ɼܐؖ৮ҽࣁ

घକ͘ͶͤؖΖݜरɼ๑ਕۂݡޛແΝߨ͑ऀճෳࢳڢ٠ճΏ֫ؖؽ

͖Δ૮ͶԢͣΖͳͳͶɼࢤௌଞ৮ҽΝଲেͳͤΖࢤௌଞௗਅཱིͱ

߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͶ͕͏ͱɼࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ
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㸦ே㸧
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ܔΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼຬҲɼٰଶ͗ਫ਼ͪ͢ͺɼࢤௌଞͳ࿊͢ܠ

ରඍΏٰଶغݡɼన͵ॵಊଲԢ͖㿈ߨΚΗΖΓ͑ࢨɼ Ήͤɽ

ղޤγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ɼॊंۂͶΓΖ߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌ ྺंٰଶଲԢ৮οʖϞʱΝ͢༽ɼ߶ྺंٰଶన͵ଲԢΝߨ͏

͢ͱ৮ഁݥΝߨ͑อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ऀ;ٶճෳࢳ͖࢞Δ͵Ζʰ߶ ͢ɼࢬઅͶ͕͜ΖٰଶࢯΝਬ͢Ήͤɽ

ࢤௌଞͶଲ͢ద͵ঁݶΏࢨΝߨ͑ͳͳͶɼॴ۲ࠖೋࣆྭͶଲ ղࢬޤઅ৮ҽͶଲͤΖݘཤ༶ޤਬҽݜर;ٶޤ৮ҽݜरΝࣰࢬ

ͤɽ

߶ྺंࢬઅ؇ཀྵंΝͺͣΌɼղޤʀޤ৮ҽͶଲ͢ɼ߶ྺंٰଶ

ͤɽ

ঁΝߨ͑ͪΌࣰભద͵எࣟʀٗढ़ΝसಚͤΖͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ή

߶ྺंࢬઅͶۊແͤΖޤ৮ҽΝଲেͶɼ߶ྺंݘཤ༶ޤͶචགྷ͵ԋ

ΖͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

߶ྺंࢬઅͶۊແͤΖ৮ҽΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶઞࡑԿࢯΝਦ

Ήͤɽ

৮ҽ͖㿈న͵ίΠΝ͚ͪ͏ͱ͢ڛΌΏࣁ࣯ΝਦΕ

ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζղޤ৮ҽΏޤ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΝࣰࢬ͢ɼࢬઅ

ٰଶࢯͳญͦͱਐର߈ഉࢯखૌΝࢬઅ಼Ͳࢨదཱི͖Δਬ

ૌΊΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ࣆंࣁ࣯ΝਦΖͪΌݜरճ࠷Ν௪ͣͱɼࢤௌଞख

ࢳ࢞৮ͶΓΖ૮ࢩԋର֮ฯɼࢤௌଞ৮ҽɼղࢬޤઅॊ

ݟͺɼٰଶࣆྭଐΏ͖͵մ݀ΝਦΖͪΌอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼऀճෳ

ࢯ๑बஎΝਦΖͳͳͶɼਐର߈ഉࢯͪΌݜरΝࣰࢬ͢Ή

͵ӣӨͶͯ͏ͱࢩԋ͢Ήͤɽ

٠ʱΝઅ͢ɼࢤௌଞϋρφϭʖέߑͶ͕͜Ζ৮֮ฯɼԃ

࣍ͯରΏߨؖؽΝߑҽͳͤΖʰෳౣݘंྺ߶ݟཤ༶ޤਬճ

ߑͳͨԃ͵ӣӨͶ͜ͱɼ߶ྺंٰଶͶͤܐؖΖસݟૌ৭Ν

ͪंޤଲԢ͖㿈నͶߨΚΗΖΓ͑ɼࢤௌଞͶ͕͜Ζ࿊ྙڢܠର

߶ྺंٰଶࢯΏغݡɼٰଶΝणͪ͜߶ྺंฯޤΏٰଶΝߨͮ

खૌΊ়ղΏঁݶΝߨ͏Ήͤɽ

͏ͱɼͨಊ͖㿈ΓΕैࣰͤΖΓ͑ɼࢤௌଞ৮ҽͶଲ͢ɼద͵

ݟͺɼ֦ࢤௌଞͱ㿈ඍ͢ͱ͏Ζʰ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέʱͶͯ

ᩍ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ᚅᑐᛂ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ഛࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ࢬ͢Ήͤɽ

ᣦᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



߶ྺंٰଶࢯܔϨʖϓϪρφഓාͶΓΕɼ߁͏ܔಊΝࣰ

͖Ͷٰଶ௪ๅ͖㿈͵͠ΗΖΓ͑ɼౕͶͯ͏ͱबஎͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖ௪ๅΝనͶणཀྵͤΖͳͳͶɼݟ͖ΔଐΏ

Ήͤɽ

ݟϙʖϞϘʖζͶਐର߈ͶͤؖΖ಼༲Ν͢ࡎܟɼݟबஎΝਦΕ

ਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

φࡠʀഓාΝ௪ͣͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱݟқࣟΝ

ଶࢯճ٠࠷ɼ߶ྺंٰଶয়ڱΏ૮૯Νͪ͢ࡎىϏϱϓϪρ

ݟͺɼؖؽܐؖʀର࿊ྙڢܠΝਬͤΖͪΌ߶ྺंʀ্͗͏ंٰ

͢ɼ೧ݡޛౕߍ͵ΖबஎΝਦͮͱ͏͘Ήͤɽ

ͱ͏͘ΉͤɽΉͪɼஎ߶ྺंଲࡨΏ߶ྺंٰଶࢯଲࡨͳ࿊ܠ

͑ͳͳͶɼݜरճ࠷ͶΓΕࢤௌଞखૌΊ͖㿈Γ͑ࢩԋ͢

ݟͺɼͳؖؽܐؖ࿊͗͵͢ܠΔɼ֦ࢤௌଞखૌয়ڱѴΏঁݶΝߨ

࿘▱㺃ၨⓎ
୍⯡࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡢ㏻ሗ❆ཱྀᚅ㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺ࡞ࡼࡿ࿘▱
ᴗ⪅㐃⤡ࠊ
タ㛗ࠊ⮬యᐇయࡢㆤ⫋ဨ◊ಟ➼



ʹ͵ݥΝࣰࢬͤΖɽ

Ζ߶ྺंٰଶॴ۲ࠖೋ͵ࣆྭͶଲͤΖ૮૯અΏ৮ഁ

߈ഉࢯࣆྭݗ౾ճΝ࠷ͤΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶ৮οʖϞͶΓ

߶ྺंݘཤ༶ޤΝਬͤΖͪΌɼݘཤ༶ޤਬҽݜरΏਐର

͞ͳͶΓͮͱɼࢤௌଞٶΏࢩԋͳͯ͵͝ͱΉ͏ΕΉͤɽ

ͶɼஎଲࡨΏ߶ྺंٰଶଲࡨΓ͑Ͷ߶͏ࢬࡨͶखΕૌ

͗ୱಢͲߨ͑͞ͳ͗ࠖೋ͍Ζ͏ͺඉްིͳ͵ΖࣆۂΝࣰࢬͤΖͳͳ

ݟͺɼෳࢳਕࡒιϱνʖӣӨΏղޤγʖϑηๅޮන͵ʹɼࢤௌଞ

˕߶͏ࣆۂΏͪ͵՟ୌͶଲͤΖࢬࡨࣰࢬ

ࡑࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



ݶʱΝࡀ͢ͱ͏Ήͤ

ྺंٰଶ͵͏ऀճࣰݳΝΌ͠㿈͢ͱ࣏ʰࢃٰंྺ߶ݟܙଶࢯઑ

Ηͪʰࢃٰंྺ߶ݟܙଶࢯݟճ٠ʱΝ + ೧ౕͶઅ͢ɼ߶

๑ཱɼฯ݊ɼෳࢳɼҫྏंܐؖɼָูࣟޮ;ٶंݩܨҗҽΔͲߑ͠

̿

࣮

ࡑࡢࡢグ㏙

ٰଶଲԢɼ૮૯ɼϋρφϭʖέͰ͚Ε͵ʹରඍΝࢩԋ͢Ή
ͤɽ

ࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽɼղޤγʖϑηࣆॶۂ৮ҽͶ߁͚

 ᪂₲┴

 ⚄ዉᕝ

Ζਜ਼͢͏எࣟܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ର߈ഉࢯखૌΝਬ͢Ήͤɽ

 ࢞ݡगΕқࣟͪΌɼஎཀྵմଇΏ߶ྺंٰଶࢯͶٰंྺ ͤؖଶࢯ๑ ʱࣰ͵ࣰࢬΏࢬઅࣰஏࢨ ࠬ Ν௪ͣͱɼਐ

ٰଶ૮ʀ௪ๅ૯ஏҮेΏंܐؖबஎబఊΆ͖ɼेಋ ʰ߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱ ߶

གྷ͵ࢩԋʀঁݶΝߨ͏Ήͤɽ

 ͏ͱݟͶଲ͢ͱܔٶΝߨ͑ͳͳͶɼٰଶଲԢΝߨ͑ࢤௌଞච

ݟͺɼϨʖϓϪρφΏϙʖϞϘʖζΝ͢༽ɼٰଶਜ਼͢͏எࣟͶͯ

͵ʹۢࢤௌଞ͗ಢࣙͱ㿈ߨ͑खૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ഉࢯखૌΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ͪίΠͶͯ͏ͱ۫ରద͵ঁݶΝߨ͑͵ʹɼࢬઅͶ͕͜Ζਐର߈

Ήͪɼ߶ྺंෳࢳࢬઅགྷ੧Νण͜ɼՊ͗ɼਐର߈ഉࢯͶ͜

͢Ήͤɽ

͢ɼਐର߈ഉࢯͶͤؖΖݜरΝߨ͏ɼਐର߈ഉࢯΝਬͤΖਕࡒΝ

߶ྺंෳࢳࢬઅͶ͕͜Ζղࣰޤແंͨ;ٶࢨదཱིͶ͍ΖंͶଲ

͏Ήͤɽ

ෳࢳ࢞Ώอ࢞ޤ৮ରͳ࿊͢ܠɼΝݶঁ͖ͪ͢Νߨ

͠ΔͶɼࠖೋࣆྭͶଲ͢ࢤௌଞ͗ਟଐ͖ͯనͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼऀճ

ഁݥΝࢩԋͤΖͪΌɼ૮ҽΏࣁ࣯Νదͳͪ͢ݜरΝ ٠ӣӨͶ͍ͪͮͱͺɼʰਈઔݟஎଲࡨਬڢ٠ճʱ 3ࢂল

ۅదͶͤΖ͞ͳ͗ްՎదͲͤɽࢤௌଞͶΓΖղޤγʖϑη૮ҽ ͵͕ɼஎ߶ྺंٰ͗ଶΝण͜Ζࣆྭ͖㿈ঙ͵͚͵͏͞ͳ͖Δɼճ

ࢬઅͲ߶ྺंٰଶΝາષͶ͚㿈ͪΌͶͺɼࢀंͲ͍Ζ෨Ν

Ήͤɽ

ͤɽ

ඍΏଲࡨݗ౾җҽճ࠷͵ʹી͖㿈ߪ͢㿈ΔΗΖΓ͑ࢨ͢Ή

ΉͪɼղޤฯࢬݧઅͶ͕͏ͱɼਐର߈నਜ਼ԿͪΌࢨਓ

ޤॊࣆंͶଲٰ͢ଶࢯΏஎղޤͶͤؖΖݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶΝࢯͤΖͪΌɼࢬઅ؇ཀྵंΏղ

ඍΝਦΖͪΌɼ༙ࣟंͱ㿈ߑͤΖʰ͖͵͖㿈Κ߶ྺं͍Ξ͢Ξ णଇΝਦΕΉͤɽ
ղޤਬճ٠ʱͶ͕͏ͱɼٰଶࢯͶͤؖΖঀ՟ୌͶͯ͏ͱݗ౾Νߨ͏


ࡑࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧

ࢩԋ͢Ήͤɽ

͚ͰڧΕͶܐΖݜरΝ௪ͣͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜ରඍΝ

న͵ଲԢΏɼ৮ҽηφϪηίΠΏٰଶʀనίΠΝࢯͤΖ

ղࢬޤઅ؇ཀྵंͶଲ͢ɼஎͶ͑ߨಊʀৼཀྵয় %36' 

અΏ৮οʖϞΝഁ͢ݥΉͤɽ

ॴ۲ࠖೋࣆྭͶଲԢͤΖͪΌɼอ࢞ޤΏऀճෳࢳ࢞ͶΓΖ૮૯

ࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶଲ͢ɼ߶ྺंٰଶΏݘཤ༶ޤͶܐΖ

ٰଶາષࢯ;ٶंޤࢩԋͶ͜ͱɼؖؽܐؖ࿊کܠԿɼର ैࣰͤΖͳͳͶɼࣆްۂՎबஎͶΓΕࢤௌଞͲ༽ΏࢬઅͲ ͳ࿊͢ܠΉͤɽ

͠ΔͶɼ಼ݟٰଶଲԢয়ڱͶͯ͏ͱɼຘ೧ౕޮන͢Ήͤɽ

ݶʀࢨΝߨ͏Ήͤɽ

ͣͱࢤௌଞͳ࿊͢ܠɼࣆࣰ֮Νߨ͑ͳͳͶɼࢬઅΏࣆॶۂঁ

ΉͪɼղޤฯࢬݧઅॊࣆंͶΓΖٰଶ௪ๅͶͯ͏ͱͺɼචགྷͶԢ

͢Ήͤɽ

Ώɼۢࢤௌଞ৮ҽɼղޤγʖϑηࣆॶۂ؇ཀྵंͶͪ͜ݜरΝࣰࢬ

ॼʀؖؽ࿊ܠରΝߑ͢Ήͤɽ

ͯͯ͢ɼιϩϓʀϋήϪέφয়ସͶ͍Ζ߶ྺंͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ܐؖ෨

عଚϋρφϭʖέΏղޤฯݧ๑Ͷ͚ͰخஏҮίΠճ٠Ν༙ް ༽रճΝ࠷͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶͶ६͢㿈ͪଲԢΝߨ͓ΖΓ͑ɼ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ ٰଶࢯཀྵմΝΌΖͳͳͶɼٰଶଲԢٗढ़ΝਦΖͪΌݜ

Νಉ͖͘͜Ήͤɽ

Ήͪɼ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέາઅࢤௌଞͶଲ͢ͱɼغઅ

߶ྺंٰଶͶͤؖΖٶʀܔΝߨ͑ͳͳͶɼࢤௌଞͶ͕͜Ζ߶ྺं

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

ࡒүɼٰଶͶܐΖʹ͵ৄݗͶखΕૌΊΉͤɽ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

௪ๅʀड़;ٶ૮ڧඍɼๅ༙ڠɼंޤͶଲͤΖࢩԋɼਕ

͢Ήͤɽ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

ࢤௌଞʀܐؖରͳ࿊͖͵͢ܠ㿈Δɼٰଶࢯ͵ʹखૌɼܔಊɼ

Ώ௪ๅΝߨ͏Ώͤ͏ڧඍͶΌɼٰଶࢯͪΌݜरΝࣰࢬ

ۢࢤௌଞ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝଲেͳͪ͢৮ͶΓΖ૮ࢩԋ
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ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ᚅᑐᛂ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ഛࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼
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͍ΖηφϪη؇ཀྵͶͤؖΖߪٝΝखΕΗΖΆ͖ɼ؇ཀྵंͶଲͤΖݜर

߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨࢩԋͪΌๅڛ

ٰଶࠞઊͶ͜ɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖݜरͶٰଶਫ਼͘͵གྷҾͲ

ʀݘཤ༶ޤਬҽݜरࣰࢬ

ʀݘཤ༶ޤਬҽݜरࣰࢬ

ࡑࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
ࢥࣥࢧࣝࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸦≉ᑠつᶍᴗᡤࡢᨭ㸧ࠊ
ᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀタ⨨㸦㸸㌟యᣊ᮰➼㸧



ΤղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶࢯखૌکԿ

ޤฯݧ๑Ͷࣰ͚Ͱخஏࢨࣰࢬ

ޤฯݧ๑Ͷࣰ͚Ͱخஏࢨࣰࢬ

ղޤγʖϑηࣆंۂͶଲͤΖ߶ྺंٰଶࢯͪΌݜरࣰࢬΏղ

ᩍ⫱㺃◊ಟᶵ
ㄆ▱ࢣ◊ಟ
ᚅᑐᛂ
ㆤึ௵⪅ྥࡅ◊ಟ
ᚑ⪅ᚅྥࡅࡢᑐᛂ࣐ࢽ࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣟᅗ➼ࡢᩚഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚ
ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
ഛࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊ᳨ドࢆཷࡅࡽࢀࡿయไᩚഛ
ᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᴗᡤ➼㛵ಀᶵ㛵⫋ဨ࣭⟶⌮⪅ྥࡅ◊ಟ
ͤᆅᇦࢣ㆟ࡢά⏝ࡣࠊ᳨ウ௨እࡶ࠶ࡿ



タᚑ⪅➼ࡼࡿ㧗㱋⪅ᚅࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡせᅉ⮬యࡼࡿᚅ㜵Ṇ࣭㐠Ⴀᨭ➼ᐤࡍࡿྲྀ⤌➼

ղޤγʖϑηࣆंۂͶଲͤΖ߶ྺंٰଶࢯͪΌݜरࣰࢬΏղ

ᣦᑟ᳨࣭ᰝ
ಶูࡢᐇᆅᣦᑟࠊ
㞟ᅋᣦᑟࠊ❧ධ᳨ᰝ➼ࡼࡿ㐠Ⴀᨵၿᨭࠊฎศ࣭බ⾲
㐠Ⴀ᥎㐍㆟㸦ᆅᇦᐦ╔㸧



̿

࣮

ࡑࡢࡢグ㏙





અॊࣆंΏࣰޤແंΝଲেͳͪ͢ݜरΝࣰࢬ͢ɼ߶ྺंٰଶͶ ͤؖοʖϞʱۅద͵༽Νଇ͢ͱ͏Ήͤɽʰࢀٰ॑ंྺ߶ݟଶࢯ

 ༽ΝଇͤΖͪΌɼݜरճͱ㿈बஎͤΖΆ͖ɼοϧεࢶഖରΏ

 ୕㔜┴

 ㈡┴

ࢤௌ͕Γͽ㿈ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΏղ ࢬޤΉͪɼಝͶଲԢ͖㿈ࠖೋ͵ࣆྭͶଲ͢ͱͺɼʰࢀٰ॑ंྺ߶ݟଶࢯ

ଲԢࠖೋ͵ࣆྭͶͯ͏ͱɼʰࢀٰ॑ंྺ߶ݟଶࢯοʖϞʱۅద͵



 ឡ▱┴

ϙʖϞϖ㿉ʖε㿈ͲๅڛΝߨ͏Ήͤɽ

ճΝ௪ͣͱܔٶݶঁ;ٶʀࢨన͵ଲԢͶΌΉͤɽ

ΝکԿ͢Ήͤɽ

ղޤฯॶۂࣆݧͶଲͤΖॄࢨΝ௪ͣͱɼ߶ྺंٰଶࢯқࣟܔ

͏Ήͤɽ

͏ɼंޤΝࢩ͏͵ཱིͦ͠ݿԋΏɼࢤௌղࢬޤઅࢨࢩԋΝߨ

࣐ծݘंྺ߶ݟཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͶΓΖ߁ҮదɼదࢩԋΝߨ
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࠷ɼࢨਓඍɼݜरࣰࢬɼ୴ंΝఈΌΖ͞ͳ͗೧݆͖

ࢯ؏఼͖Δɼٰଶਫ਼ͺͨ࠸ΝࢯͤΖͪΌҗҽճ

͵͕ɼસͱղޤγʖϑηࣆंۂΝଲেͶɼཤ༽ंਕݘ༶ޤɼٰଶ

ߨ࢘Νߨͮͱ͏Ήͤɽ

ฯޤΝਦΖͪΌɼਕෳࢳ๑;ٶղޤฯݧ๑وఈͶΓΖݸݘన͵

ٰଶࣆࣰ͖㿈֮͠ΗͪղࢬޤઅͶଲ͢ͱͺɼٰଶࢯʀ߶ྺं

ίʖφΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ਐର߈ࢯےͶͯ͏ͱɼఈغదͶࣆॶۂΏՊଔΝଲেͳͪ͢Πϱ

ࢯɼٰଶࢯΝτʖϜͳͪ͢ιϝψʖΝ࠷͢Ήͤɽ

ʹΝ༙͢ڠΉͤɽ

ๅިΝߨ͏͵͖㿈ΔɼٰଶͶͯ͵͗ΖགྷҾੵΏɼͨଲԢ๏๑͵

ࢤௌͶ͕͜ΖٰଶଲԢϋρφϭʖέߑΝࢩԋ͢ɼࢤௌͳؖؽܐؖ

ͶɼࣆॶۂͶ͕͜Ζ࠸ࢯͶͪ͜खૌΝଇ͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱɼղޤฯࢨݧఈࣆߪंۂसճΏࣰஏࢨؽ

ࢤௌͳ࿊͢ܠɼղࢬޤઅͲਫ਼ٰͪ͢ଶๅࠄΝబఊͤΖͳͳ

बஎ͢ɼγʖϑηཤ༽Νଇ͢Ήͤɽ

ʤ೧յҐʥΝߨ͑ͳͳͶɼղޤγʖϑηࣆंۂͶଲ͢ͱɼࣆބ

ݟϙʖϞϘʖζΏஏҮेΝଲেͳͪ͢ݜरճͲղޤฯݧౕΝ ղޤγʖϑηࣆंۂͶଲͤΖࣰஏࢨʤݬଉ೧Ͷյʥɼॄࢨ

६ɼઅඍخ६ʥͶলΔ͢ͱࣰସ͗న͵য়ସ͖֮Νߨͮͱ͏Ήͤɽ

γʖϑη಼ڛ༲֮ΝͤΖͳͳͶɼࢨఈخ६ʤਕҽخ६ɼӣӨخ

ࣰஏࢨͲͺɼࠅ͗ఈΌࣰͪஏࢨϜωϣΠϩͶ͘ͰخɼӣӨয়ڱΏ

๑τϧηͲͺɼ๑ద͵φϧϔϩմ݀Ͷචགྷ͵ๅΏγʖϑηڛΝ

ݘཤ༶ޤΏ࣯߶͏ղޤͶͤؖΖݜरճΝ࠷͢Ήͤɽ

ιϱνʖ৮ҽ͗૮Ͳ͘Ζ૯અΏɼอ࢞ޤοʖϞഁ

߶ྺंݘཤ༶ޤϋρφϭʖέܙࢩԋࣆͱ͢ͳۂɼࢤௌΏஏҮใࢩׇԋ

ྏؖؽʥ͖Δ૮Ͳड़๑ཱ૮͗ण͜ΔΗΉͤɽ
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ंंޤͶଲͤΖࢩԋ͗న͖ͯԃͶӣӨ͠ΗΖΓ͑ɼ૮Ώࢩ

߶ྺंݘཤ༶ޤΝਬͤΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯΏغݡɼ߶ྺ

࠷ͤΖ͵ʹɼࢯͶͪ͜ଲԢΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱɼࢤௌͳ࿊ݜ͢ܠरճΝ

Ζਜ਼͢͏எࣟΏଲԢͶͯ͏ͱܔٶΝߨ͏Ήͤɽ

ͶߨΚΗΖΓ͑ɼݜर಼༲֨ैΝਦΕΉͪ͢ɽ

ݗ౾ճ٠Ͷ৮ΝഁͤݥΖ͵ʹγϛʖφΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ೋࣆྭਫ਼ޛଲԢͶͯ͏ͱɼݺพΠχώηΝߨ͑Ά͖ɼݺพίʖη

ղޤ՟͖㿈࿊ͱ͢ܠઅ͢ͱ͏Ζૌ৭ͱ㿈ɼ৮͖㿈߶ྺंٰଶࠖ
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ͪ͢ܠଲԢΝߨ͏Ήͤɽ

֦ࢤௌΊͲͺଲԢ͖㿈ࠖೋ͵ࣆྭͶͯ͏ͱɼ૮ঁݶΏࢤௌͳ࿊

߶ྺंٰଶଲԢͶͯ͏ͱɼࢤௌଞ͖Δ૮ͶଲԢ͢ͱ͏Ήͤɽ

έͰ͚Ε͖㿈ਬ͠ΗΖΓ͑ࢩԋ͢Ήͤɽ
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͏͑͞ͳΝ߁͚ेͶܔ͢ ߶ྺंΏՊଔ͖㿈ஏҮऀճ͖Δ ͵ཱི͢ݿΉͪ ຌͲݟͺ ߶ྺंෳࢳࢬઅΏղޤγʖϑηࣆॶۂਕҽ અඍٶ

఼͖Δ߶ྺंຌਕͳͳͶंޤʀՊଔͶଲͤΖࢩԋචགྷͲ͍Ζͳ
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ࢩԋιϱνʖ৮ҽݜरͶΓΖ૮૯کԿɼஏҮͶ͕͜Ζٰଶ
ࢯϋρφϭʖέߑࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ࢯʀਐର߈κϫࡠકਬճ٠ʱΝ࠷͢Ήͤɽ

߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜ଲࡨݗ౾Νߨ͑ͪΌɼʰௗٰंྺ߶ݟଶ

ͤɽ

ࢬͤΖͳͳͶɼղޤγʖϑηࣆॶۂࣙकద͵खૌΊΝଇ͢Ή

৮ΝഁͤݥΖ͵ʹɼࢤௌଞύ㿈ρέΠρϓ㿉ରΝߑ͢Ήͤɽ

ഉࢯंྺ߶;ٶݘཤ༶ޤࢻ఼Νָ㿈ݜरΝܐؖରͳ ࣰͱ͢ྙڢंޤͶΓΖٰଶͶ͗ܪΖՆ͍ΖࠖೋࣆྭଲԢͶࡏ͢ͱ

ղޤγʖϑηࣆॶۂ৮ҽΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯɼਐର߈

ҽݜरͶΓΖݘཤ༶ޤਬɼٰଶଲԢͶ͖͖ΚΖࢤௌΏஏҮใׇ

ࢯϋρφϭʖέߑࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ



ψʖ࠷ͶΓΖղޤஎࣟबஎ͵ʹܔɼղࢬޤઅ؇ཀྵंʀ৮

߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜ଲࡨݗ౾Νߨ͑ͳͳͶɼݟ͜ιϝ

ࢩԋιϱνʖ৮ҽݜरͶΓΖ૮૯کԿɼஏҮͶ͕͜Ζٰଶ

߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜ଲࡨݗ౾Νߨ͑ͳͳͶɼݟ͜ιϝ

ͶͤؖΖਜ਼͢͏ཀྵմͳɼٺەΏΝಚ͵͏న͵இΏ͵֪ݭघ

͵͏Νঈ͏ͱਐର߈͖㿈͠ࢯےΗͱ͏Ήͤɽͪ͞Όɼਐର߈

ਐର߈ͺݬଉͳ͢ͱ߶ྺंٰଶͶͪΕɼࣆͲॶۂͺɼٺەΏΝಚ

͢ͱ͏͘Ήͤɽ

͘எγϙ㿉ʖνʖΏՊଔࢩԋηΫϩΠρϓ㿉ͪΌղ གྷͲͤɽͨͪΌɼࢤௌΝৼͳͪؖ͢ؽܐؖϋρφϭʖέߑΝଇ

ͶΓΕेཀྵմଇΝਦΕΉͤɽ

ॶͶଲͤΖࢨΝکԿͤΖͳͳͶɼ߁ๅࢶΏϙʖϞϘʖζࡎܟ

ࢬޤઅॊࣆंݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

Ζয়ڱΝಁΉ͓ɼஎͶͯ͏ͱਜ਼͢͏ཀྵմΝଇͤΖͪΌɼӀ͘କ ͪΌͶͺɼ֦ஏҮͶ͕͜Ζؖؽܐؖ૮ޕ࿊ܠʀྙڢରߑ͖㿈॑

ͳ͖Δɼ؇ཀྵंͶଲͤΖιϝψʖΝࣰࢬͤΖ͵ʹ͢ͱ৮ڧրવΝ

Ήͪɼ֦ࢤௌ ฯͳ ंݧ࿊͢ܠɼ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱɼ֦ࣆ ۂଇ͢Ήͤɽ

ंޤͶΓΖٰଶΝणͪ͜ਕ͑ͬஎ๏͖ׄ㿈߶͚͵ͮͱ͏ Ήͪɼٰଶਫ਼༩ΏغݡɼඅٰଶंࢩԋΝనʀਟଐͶߨ͑
ΉͪɼղࢬޤઅॊࣆंηφϪη͖㿈ٰଶਫ਼གྷҾͶ͵ΕಚΖ͞

ࣟͳًཀྵմଇΝਦΕΉͤɽ

ࡑࡢࡢᨭ
ㆤேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂᨭ
➨୕⪅ホ౯ཷᑂᨭ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ┦ㄯဨὴ㐵ᴗᐇ
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ؖؽࢬࡨ֨ैͶͯ͵͜㿈ΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶͶଲͤΖݟқ

๑ཱʱͶ͘Ͱخɼ಼ݟ߶ྺंٰଶয়ڱͶͯ͏ͱࠬʀޮන͢ɼͤ ܐؖΖݜरΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

ࢬ͢ɼղࢬޤઅͶ͕͜Ζਐର߈ഉࢯͶͪ͜खૌΝΌΉͤɽ

Νߨ͑ͳͳͶɼݘཤ༶ޤਬݜरɼਐର߈κϫࢬઅָݡճΝࣰ

ର߈κϫࡠકਬճ٠Ͷ͕͏ͱɼ಼ݟਐର߈ͶͤؖΖࠬΏڂݜ

ղࢬޤઅܐؖରΏɼཤ༽ंɼָࣟंݩܨͱ㿈ߑͤΖෳԮݟਐ

Ήͤɽ

ʹɼ֦ࢬઅͶ͕͜Ζ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖରඍΏखૌΝଇ͢

े༙ܗྋਕϙʖϞ؇ཀྵंΏ৮ҽΝଲেͳͪ͢ݜरΝࣰࢬͤΖ͵

ͤɽ

ۅద͵ࢂՅΏɼࢬઅસରͲݜरɼқࣟܔΝߨ͑Γ͑Ͷࢨ͢Ή
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˕າ༙͜ྋਕϙʖϞड़ΝΌΉͤɽ

దͶཱིࠬݗΝࣰࢬ͢Ήͤɽ

˕༙ྋਕϙʖϞͶଲ͢ͱɼຘ೧ౕɼॄࢨΝߨ͑ͳͳͶɼఈغ

ʴࠕޛखૌʵ

ϑη࣯Νਦͮͱ͏Ήͤɽ

ϙʖϞͶଲͤΖࢨରΝکԿ͢ɼ߶ྺं҈સʀ҈ৼ֮ฯͳγʖ

ͪ͞ΌɼͲݟͺɼॊཔղࢬޤઅͶଲͤΖࢨͶՅ͓ɼ༙ྋਕ

ΔΗΉͤɽ

ϙʖϞઅड़͖㿈͵͠Ηͱ͏͵͏ΉΉӣӨΝߨͮͱ͏Ζࢬઅݡ

۲Ώٰଶٛ͏ͶͤؖΖ௪ๅʀ૮͖㿈ଁ͓ͱ͏ΉͤɽΉͪɼ༙ྋਕ
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ᆅᇦࢣ㆟➼ࡼࡿᅔ㞴ᑐᛂ᳨ウ
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रΝࣰࢬͤΖͳͳͶɼղޤγʖϐ㿈ηࣆॶۂͶ͕͜Ζཤ༽ंਕݘ༶ Յ͓ͱɼٰଶ͖㿈ٛΚΗΖࣆҌ͖㿈ਫ਼ͪ͢ࡏͶͺɼࢤௌଞགྷ੧ͶԢ रΝࣰࢬͤΖͳͳͶɼղޤγʖϐ㿈ηࣆॶۂͶ͕͜Ζཤ༽ंਕݘ༶
ΝࢩԋͤΖͳͳͶɼࢬઅࣰஏࢨΏࠬؽճΝଌ͓۫ର
ద͵ࢨΝߨ͏Ήͤɽ

Ͷͯ͏ͱɼղࢬޤઅॊࣆंΏҫࢥ͵ʹ߶ྺंෳࢳंܐؖΝͺͣΌͳ ద͵ࢨΝߨ͏Ήͤɽ
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ΝਦΕΉͤɽ

ࣆॶۂंܐؖΝଲেͳͪ͢ݜरճࣰࢬͶΓΕܐؖ৮ҽࣁ࣯

ΝਦΕΉͤɽ

ԯೆऀݟճෳࢳ࢞ճΏԯೆอ࢞ޤճͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼࢤௌଞଲ

ΌΉͤɽ

Ήͤɽ

ܠΝਦΕΉͤɽ

ଲԢΝࢩԋ͢ΉͤɽΉͪɼ߶ྺंٰଶଲԢʀࢯݜरճΏࣆྭݗ౾ճ
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खૌଇΝਦΕΉͤɽ

͜ेͲٰଶາષࢯΏղޤγʖϐ㿈ηΝਦΖͪΌɼࢤ

ͯ͏ͱঁݶΝߨͮͱ͏͘Ήͤɽ

ௌଞղޤγʖϐ㿈η૮ҽഁݥࣆۂΝࢩԋ͢Ήͤɽ

ղࢬޤઅʀγʖϐ㿈ηࣆॶۂΏ༙ྋਕϙʖϞʀγʖϐ㿈η͘߶ྺं
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ଶͶͤؖΖܔٶͶΌΉͤɽ

߶ྺंٰଶࢯଲࡨਬͶͪͮͱͺɼஎࢬࡨͳ࿊ͪ͢ܠखૌͶ
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ϙʖϞϘʖζΏ߁ๅࢿɼϨʖϓϪρφ͵ʹ֦झഖରΝٰंྺ߶ͪ͢༽

ؖؽܐ૮ޕືં͵࿊ܠΝ֮ฯ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯଲࡨਬΝਦΕΉ

ࢤௌଞΏܐؖରͲߑͤΖٰंྺ߶ݟଶࢯਬճ٠Ͷ͕͏ͱɼؖ

ഁͤݥΖ͵ʹࢩԋΝߨ͏Ήͤɽ

ʰٰंྺ߶ݟٸଶࢯ࿊ཙճ٠ʱΝ௪ͣͱɼؖؽܐؖ૮ޕ࿊ܠΝਦ ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖ  Ͷ͕͏ͱɼࢤௌଞΏஏҮใࢩׇԋιϱ

ΖͳͳͶɼ߶ྺंٰଶࢯܔಊΏɼࢤௌଞ৮ҽΏղޤฯܐؖݧ
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㸦1㸧高齢者虐待対応部署向けࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ༢⣧㞟ィ⤖ᯝ
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Tಢࣙಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ݘཤ༶ޤͶଲԢͤΖϜωϣΠϩɼۂແࢨਓɼଲԢϓϫʖਦΝࡠ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
ʤQ ʥ
ܯ
ࡠ͢ͱ͏͵͏

691
95.7

ಢࣙͶࡠͪ͢߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩ͑ͬͶɼಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶͤؖΖࡎىΝ

4.1

߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͳͺพͶɼୱಢϜωϣΠϩΝࡠ͢ͱ͏Ζ

0.3

Tಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͱؖ͢ɼு಼ཀྵմͳγϛʖφΝಚΖͪΌͶɼʹΓ͑͵͞ͳΝ͢ͱ͏Ή͖ͤɽʤ਼મʥ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽʤQ ʥ
ܯ

691

Ձ͢ͱ͵͏

51.7

ಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͱؖ͢࿊ͤܠΖචགྷΝઈ͢ɼྙڢΝғབ͢ͱ͏Ζ

17.4

ভඇंඅ֒Νѽ͑क؇՟ճ٠ͶࢂՅ͢ͱ͏Ζ

13.5

ίʖηΩϱϓΟϪϱηΝ࠷ؖ͢࿊ͤΖ෨ॼͶࢂՅ͢ͱΔͮͱ͏Ζ

11.7

ϭϱηφρϕܗ૮૯Νઅ͢ɼؖ࿊෨ॼͲద͵՟ୌΝҲରదͶڢ٠Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζ

8.0

ͨଠ

7.5

Tश݃ͪ͢ಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒ࣆҌࣆৄݗޛΝߨͮͱ͏Ή͖ͤɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽʤQ ʥ
ܯ

ߨͮͱ͏͵͏
691

ߨͮͱ͏Ζ
94.9

5.1

TʴTͶ͕͏ͱɼʰߨͮͱ͏Ζʱͳյͪ͢๏ʵࣆৄݗޛ݃ՎͶͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽʤ਼મʥʤQ ʥ
35

ܯ
݃ৄݗՎΝଠίʖηմ݀Ͷ͏ͱ͝ܪΖ

62.9

݃ৄݗՎΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲؖؽܐؖๅ͏ͱ༙͢ڠΖ

60.0

݃ৄݗՎͺಝͶͨޛଲԢͶൕӫ͢ͱ͏͵͏

8.6

݃ৄݗՎΝ৮ҽݜरͲๅࠄ͢ͱ͏Ζ

2.9

݃ৄݗՎΝϜωϣΠϩͶൕӫ͢ͱ͏Ζ

0.0

ͨଠ

8.6

T߶ྺंɼ্֒ंɼஎͶΓΕஇྙ͗ॉͳ͵ͮͪਕ͵ʹভඇंඅ֒Ν͛ͪΌɼ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͳ࿊ܠͶͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽʤ਼મʥʤQ ʥ
691

਼ࠬ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥ͗ߑ͠Ηͱ͏͵͏

72.6

ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճસରճ٠ͶࢂՅ

15.5

֦ߑҽ͖ΔݡगΕಊࣰࢬয়ڱΏրવ఼ๅࠄ

4.5

ஏҮڢ٠ճ಼ߑҽؔͲݡगΕଲেंͶͤؖΖݺਕๅ༙ڠʤݺਕๅฯޤ๑ྭوఈన༽ʥ

3.6

ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճӣӨ๏๑ΏݡगΕϨηφڛ๏๑Νڢ٠ճߑҽͲ༙ͤڠΖͪΌϜωϣΠϩࡠ

0.7

ಝఈؖؽݡगΕϨηφΏϜωϣΠϩઈͳڛ

0.7

ͨଠ

8.4

TʴTͶ͕͏ͱɼʰغݡʀݡगΕϋρφϭʖέʱΝعͶཱིͬ͝ͱ͏Ζʤࣰࢬ಼༲ʛͶյ͠Ηͪʥʵ
ͨߑؖؽͶͯ͏ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽʤ਼મʥʤQ ʥ
ܯ

133

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

83.5

ऀճෳࢳڢ٠ճ

79.7

ਫ਼ʀࣉಒҗҽ

72.9

ভඇਫ਼ιϱνʖ

72.2

ܱࡱ

69.2

ۜ༧ؖؽ

39.1

࣑ࣙճ

33.8

༥สۃ

33.8

ঐճ

25.6

ڢ

25.6

ซജవ

24.8

ਫ਼ڢಋૌ

24.1

αϱϑωΦϱηηφΠ

20.3

ഓंۂ

20.3

ฯ݊ॶ

19.5

ভඇंର

18.0

ָߏʀگүؖؽ

16.5

ޮިڠ௪ؖؽӣӨճऀ
ͨଠ

9.0
40.6

㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ㒊⨫ྥࡅࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ⮬⏤グ㏙

4ࢭࣝࣇ㺃ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᑐ⟇㛵ࡍࡿ᮲࣭せ⥘ࡢྡ⛠
●●ࢤ߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌٰଶࢯ࿊ڢܠ٠ճઅགྷߟ
●●ௌ߶ྺंٺەҲ࣎ฯࢬࣰۂࣆޤགྷߟ
●●ࢤٰଶࢯϜωϣΠϩ

●●ࢤஏҮ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖགྷߟ


4㣴ㆤࠊ⿕㣴ㆤࡢ㛵ಀ࡞࠸ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢᚅࡢᑐ⟇㛵ࡍࡿ᮲࣭せ⥘ࡢྡ⛠
●●ࢤ߶ྺंٰं͏্͗;ٶଶݗ౾җҽճઅགྷߟ

●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέܙࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺंٰଶॵಊٺەଲԢϜωϣΠϩ

●●ଞਕෳࢳ๑Ͷ͚ͰخΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΖીࣰࢬགྷ
●●ௌ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯࣆࢬࣰۂགྷߴ

●ௌ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠અགྷߟ


4࠾࠸⮬❧ࡋࡓ  ṓ௨ୖࡢኵ፬ほࡢࢻ࣓ࢫࢸࢵࢡࣂ࢜ࣞࣥࢫ㛵ࡍࡿ
᮲࣭せ⥘ࡢྡ⛠
●●ࢤঃڠಋࢂժऀճܙଇͶͤؖΖড়ྭ

●●ۢଡ༹ΝΌ͏ঃڠಋࢂժͳଡชԿڠਫ਼ΝਬͤΖড়ྭɼ
●●ۢഓ۰ंྙ૮ࢩԋιϱνʖࣆࢬࣰۂགྷߟ
  ' ࢤ●●غ9 ଲࡨخຌܯժ
●●ଞঃਫ਼૮ࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤঃ͗ڠͶਫ਼͘Ώͤ͏ऀճͰ͚ΕΝਬͤΖড়ྭ


4ㄆ▱ࡼࡿ⾜᪉᫂㧗㱋⪅㛵ࡍࡿ᮲㡯࣭せ⥘ࡢྡ⛠
̐ࢤ̏ௌ̪̦̪ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߟ
626 ϋρφϭʖέࣆۂɼߨ๏߶ྺंغݡεητϞࣆۂ
626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟɼ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ͕͖͓ΕγϛʖφεητϞๅഓ৶ࣆࢬࣰۂགྷߟɼ ●
●ࢤ߶ྺंݡगΕࢩԋࣆިۜঁึۂགྷߟ
●●ΨϪϱζ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷ

●●ࢤ㓤ኸݡगΕ̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ ●
●ࢤ㓤ኸ߶ྺं୵ࡩγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ ●
●ௌஎ߶ྺंҒๅࡩݗγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
εϩώʖ626 ϋρφϭʖέ●●ʤܱࡱॼ͗ࣆແۃʥ
ͺ͏͖͏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέεητϞ
ͽͳΕड़߶ྺंՊଔࢩԋࣆঁۂۜިགྷߟ

●●ࢤ߶ྺंٰଶଲԢōஎ߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέࣆۂӣӨགྷߟ
●●ࢤஎ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ




҈ৼ͕͖͓Εౌࣆࢬࣰۂགྷߟɼஎ߶ྺंҒๅεητϞཤ༽ਬࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌͺ͏͖͏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߟ
●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंஏҮࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤߨ๏߶ྺं͗͢͠ͱϟʖϩࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέεητϞࣰࢬགྷߟ

●●ௌஎ߶ྺंݡगΕō626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߴɼ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤஎߨ๏߶ྺं̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ
●●ࢤਫ਼ࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎ߶ྺंߨ๏ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺं㓤ኸࢯōݡगΕ 626 ϋρφϭʖέ

●●ࢤஎ߶ྺं୵ࡩحؽཤ༽ࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺंݡगΕō҈ৼϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ㓤ኸ߶ྺं୵ࡩεητϞࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं VRV ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߴ
ݡगΕϋρφ●●●●ࣰࢬགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं୵ࡩεητϞཤ༽ঁࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌߨ๏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ●●҈ৼͫͮͳࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕ 45 αʖχިࣆۂ
ࣰࢬགྷߟɼ●●ࢤஎ߶ྺंݺਕഝঊฯࢬࣰۂࣆݧགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंͪͫ͏Ήγϛʖφࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
߶ྺं̪̦̪ϋρφϭʖέ
߶ྺंҒ୵ࡩ͢ୁحड़͢ࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌஎ߶ྺंݡगΕʀ626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺंฯޤๅࢬࣰۂࣆ༙ڠགྷߟ、
●●ࢤஎ߶ྺंҒๅ୵ࡩγʖϑηඇঁࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕౌࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंࢩԋࣰࢬགྷߴ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंҒ୵ࡩεητϞୁؽ༫ࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤߨ๏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆۂ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ૱ࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤஎ߶ྺ
ंҒๅ௪எγʖϑηཤ༽ঁۜިགྷߟɼ●●ࢤ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंࣆౌࣰౕࢬགྷߴ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺं͕Γ;্͗͏ं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ





●●ࢤஎ߶ྺं͍Ξ͢Ξึঊࣆࢬࣰۂགྷߟ、
●●ࢤߨ๏߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆঁۂۜިགྷߟ
●●ௌ㓤ኸ߶ྺंࣆౌࣆۂ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌݡगΕεʖϩިࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤߨ๏߶ྺं 626 ϚϧϱτΡΠࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌஏҮݡगΕݡյΕಊࣆࢬࣰۂགྷߟ、
●●ௌஎ߶ྺंҒๅحؽࡩݗඇึঁࣆوࢬࣰۂଉ
●●ௌஎ߶ྺं㓤ኸ̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ࢤ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌ߶ྺं҈ৼݡगΕō626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋঁࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎࢩ͓͍͏ϋρφϭʖέ࿊ཙڢ٠ճઅགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंࡩݗεητϞୁ༫གྷߟ

●●ࢤߨ๏߶ྺंૠࡩϋρφϭʖέεητϞ

●●ௌஎ߶ྺंݡगΕ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ଞஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤߨ๏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌ㓤ኸߨ๏ंૠࡩಊࢩԋϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤ߶ྺंݡगΕō626 ϋρφϭʖέʰݡगͮͱͮͳʱࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●●ஏۢஎߨ๏ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺंΊΉΕεʖϩިࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ௌஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤͺ͏͖͏ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ැஎ߶ྺंߨ๏࣎߁Үݡགྷ

●●ௌ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέεητϞࣰࢬགྷߴ
●●ࢤ߶ྺं̪̦̪ϋρφϭʖέεητϞࣰࢬགྷ

●●ࢤͺ͏͖͏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆۂखѽགྷ ˠགྷߟͺݟ
●●ௌ݊Ώ͖ʀݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺंغ ݡ626 εητϞࣰࢬགྷߴɼ●●ࢤ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ࢤ߶ྺंݡगΕ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
ஏҮ 626 εητϞ
ஏҮࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤஎΊΉΕΚ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕ̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ、
●●ࢤ߶ྺं626、ϋρφϭʖέݡगΕౌࣆࢬࣰۂགྷߟ




●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஏҮࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ௌ 626 ϋρφϭʖέࣰࢬགྷߴ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺं̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤΗ͍͏ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎݡगΕεʖϩިࣆۂ

●●ௌஎ߶ྺंݡगΕ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺंฯޤϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼ
●●ࢤߨ๏߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌ㓤ኸ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ͕͖͓Εγϛʖφࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌஎ߶ྺं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤݡगΕ҈ৼϋρφϭʖέࣆۂ

●●ௌஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺंࢩԋ ߶ྺंٰଶࢯଲࡨ ࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ࢤ㓤ኸ 626 ࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ
எ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

எ߶ྺंՊଔࢩԋҒ୵ࡩγʖϑηঁɼߨ๏߶ྺं 626 ϋρφϭʖέɼ
●●ࢤ҈ৼō҈સݡगΕୄ
எͶΓΕୱಢͲͤؾΖ͞ͳ͗ࠖೋͳ͵ͮͱ͏ΖंฯޤͶͤؖΖགྷ
எ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ࢤஎ߶ྺं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎߨ๏ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌஎ߶ྺं 626 ݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤஎ߶ྺं㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺं㓤ኸōݡगΕ̪̦̪ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎ໐͏ਕ 626 ๅϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ͍Ξ͢Ξϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ௌஎ໐͏ਕ 626 ๅϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤΨϪϱζητρΩʖިࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺंݡगΕō626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤ߶ྺंஏҮݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤ㓤ኸ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷ
●●ۢ㓤ኸ߶ྺंՊଔղࢬࣰۂࣆৼ҈ंޤགྷߟ
ໃࣆ͖͓Ζࢩԋࣆۂ




●●ࢤஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ

●●ௌ㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟɼֽௌঘ* ܗ36 ಼߬ۼඇึঁۜިགྷߟ
●●ࢤஎͶΓΖ㓤ኸ߶ྺंࣆౌࣰౕࢬགྷߟ
●●ௌஎ߶ྺंݡगΕࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋࣆࢬࣰۂགྷߟɼ●●ࢤݡगΕεʖϩഓාࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌஎ߶ྺंݡगΕ 45 αʖχࢬࣰۂࣆ༽གྷߟ
㓤ኸ߶ྺंՊଔࢩԋγʖϑηࣆࢬࣰۂགྷߟ


4㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂồࡵࡽࢀࡿ⟶⌮ᐖ⯡ࡢᑐᛂࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸
⌮⏤㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ʰ͑Ή͚ʱනݳୌ͖͢Η͵͏͗ɼଲԢͤΖ͗ୌ͗ଡزͶΚͪΕɼմ݀ΉͲࢺΔ͵͏ίʖη
͍Ζɽ
 າຮਈ࣮׳ʤٛ͏ʥΝ࣍ͯࢢΉͪͺͽ͘͞Εࢢ͗ʤ߶ྺंʥͶଲ͢ͱٰଶߨҟ͍͗ͮͪ
ɼࢢࢩԋंͳ͵ΕಚΖு಼෨ॼɼுؖؽܐؖༀ֮ׄ͗Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δɼͯ͵͛͗͵͚ஏ
Үใࢩׇԋιϱνʖʤҗʥ͗ଲԢͶ͏ͱྂ͢ۦΖɽ
ίʖηಝͶΓΕɼϜωϣΠϩ௪Εࢩԋࣰ͗ࢬͲ͘ͱ͏͵͏ίʖη͍͗Ζɽ
ιϩϓϋήϪηφɼࣙ݀ހఈͳղώϧϱηஇ͗ೋ͢͏ͪΌɽ
Ήͥͺݳয়Ѵචགྷ͍͗Ζ͗ɾਫ਼਼݇ΝѴͤΖ๏๑ཱི֮͗͠Ηͱ͏͵͏ɽ
ҫྏͳؖؽ࿊͗ܠೋ͢͏ʤݺਕๅͳݶΚΗๅʀ࿊͗ܠಚΔΗ͵͏ʥɽ
̖̎̓̎ୌ͵ʹ՟ୌ͗Կ͢ͱ͏Ζࣆྭ͗ଁ͓ͱ͏ΖҟɼଲԢͤΖ͗ؔغௗغԿ͢ͱ͏Ζɽ
ղ͗ࠖೋͲɼ̏݇ࢩԋϚϨϣʖϞ͚͗͘ɼ࣎ؔΝॉͶׄ͜͵͏ɽ
ٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖخ६֮͗Ͳ͍ΖͪΌɽ
ڍ൳ɼͺͮ͘Εͳͪ͢ຌਕқͶΓΕղͲ͘͵͏࣎͗غକ͚ͪΌɽ
ٺەղΝགྷͤয়ସͶ͵͚ɼຌਕқࢧͶΓΕࢩԋղ͗ࠖೋͳ͵ͮͱ͏ΖͪΌɽ
ܱࡱॼஎΏ߶ྺंٰଶࣟ͗ยͮͱ͏ΖͲͺ͵͏͖ͳثዩ͢ͱ͏ΖɽݟસରͲݜर͗චགྷ
Ͳͺ͵͏͖ɽ
ݺਕๅฯޤ؏఼্͗ปͶ͵Ζ͞ͳΏɼߨͶͺՊఋ಼ͶಁΊࠒکྙ͗͵͏͞ͳ͵ʹ͖ΔଲԢͶ
ͤྂۦΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽ
ࠖೋίʖη͗ଡ͚ɼଲԢ๏๑͗ࡸ͵ͪΌɽ
ࣆҌͶ͗ͳ͚͞Ͱـೋ͢͏ɽΉͪɼٺە͗ఁ͏ͳࢧΚΗɼۅద͵ղ͗Ͳ͘͵͏͍͗Ζɽ
ࣆྭ͗ঙ͵͚ɼ৮ҽ͍͗ݩܨΉΕ͵͏ͪΌɽ
६ͥΖଲԢͶͯ͏ͱରඍଏɽ
Ͷ͢͏ɽ
ଲԢͶͤؖΖόΤύΤ͗ଏ͢ͱ͏ΖͪΌɽ
ଲেं͗ୌࢻ͢ͱ͏͵͏ɽਈ࣮ं׳ͺٛΚΗΖंۅղ͗ೋ͢͏ʤؖؽܐؖΌʥͪΌ
ୌմ݀Ͷ͗ܪΔ͵͏ɽ
୴৮ҽ͗ແͲߨͮͱ͕Εɼ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ଲࡨΉͲಁΊࠒΌ͵͏ɽΉͪɼࢩԋ
ͶͤྂۦΖίʖη͗ଡ͏ͪΌɼόΤύΤ͗ଏ͢ͱ͏Ζɽ
௪ๅʀ૮͍ͮͪίʖηͶଲԢͺ͢ͱ͏Ζ͗ɼॉͳͺ͏͓͵͏ͳࢧ͑
ຌਕΏଔղڍ൳
Δ͖͵ٰଶࣆࣰ͗͵͏ͳղνϝϱήΏ๏๑ۅݡΌ͗ೋ͢͏ͪΌɽ
͏͵Ͳंޤਈ࣮͗׳ٛΚΗΖࢢࢩԋ͗͗ܪΔ͵͏ͪΌɽ









4㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂồࡵࡽࢀࡿᶒᐖ㛵ࡍࡿ❆ཱྀࢆ࿘▱ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ἲ
ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢʱ͵ʹͳݸఈͦͥɼ߁͚߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖ૯ͳ͢ͱҲରదͶ
बஎΝਦͮͱ͏Ζɽ
ιϩϓϋήϪέφɼߨ๏߶ྺंͶͯ͏ͱͺबஎɽ
ιϩϓϋήϪέφ͵ʹࣖͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼϏϱϓϪρφ͵ʹͲࢩԋ͗චགྷ͵߶ྺंͤΖγϱ
ʤਫ਼༹ࢢΏਐ͵Ε͵ʹʥΝྭࣖ͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢͲɼଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ιϩϓϋήϪέφ߶ྺंٰଶࢯϏϱϓϪρφΝ͏ͱࣖ͢ܟΖɽ
οϧεɼࢤๅͲबஎɽ
ͬΔ͢ͶΓΖबஎɽ
ϙʖϞϘʖζͶͱबஎɽ
ϙʖϞϘʖζबஎͳ૯ͲοϧεഓՏɽ
ϙʖϞϘʖζΏΪχϔρέࡎܟɽ
ϙʖϞϘʖζΏ߁ๅࢿͲबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ϛηνʖΝࡠ͢ɼࢤༀॶΌࢤ಼֦ॶͶ͏ͱࣖ͢ܟΖɽ
җܗใࡠͲׇ͢ͱ͏Ζ߁ๅࢶͶͱबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ٰଶଲԢ૮૯ͳ͢ͱ߶ྺෳࢳ՟ ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ बஎΝ͢ͱ͏Ζ͗ɼٰଶͶݸΔͥɼٰ
ଶٛ͏ΏـͶ͵Ζ߶ྺं๏͗͏Ηͻ૮ͤΖΓ͑Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ٰଶଲԢϜωϣΠϩΏࢤ಼ಊ়ղϏϱϓϪρφͶٰଶͶܐΖ಼༲Ν͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ٰଶ௪ๅξϢϩϏϱϓϪρφ૯ഓՏɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖϏϱϓϪρφͶࡎىɽ
ٰଶࢯߪԍճɼ֙ಆܔͶͱτΡρεϣΝഓා͢ɼबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ܔϛηνʖɼϏϱϓϪρφࣖܟɼഓාɽ
ݘཤ༶ۂࣆޤΝҗ͢ͱ͏ΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱҲ෨ࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
߁ๅͶ͢ࡎܟबஎΝߨͮͱ͏Ζɽ
߁ๅ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ಼༲Ν͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
߁ๅಊͲबஎɽ
߁ๅࢿ
߁ๅࢿͶͱ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱࣆىΝࡎܟɽ
߁ๅࢿͶࡎܟɽ
߁ๅࢿΏοϧεΝ͢༽ɼ૯͵ʹΝबஎɽ
߁ๅͶࡎىɼஏҮΗ͍͏γϫϱͲοϧεΝഓා͢बஎɽ
߶ྺंͶܐΖ૮ͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶͤΖΓ͑Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱใࢩׇԋιϱνʖ়ղϘʖζͶࡎىɽ
߶ྺंݘཤ༶ޤ૮૯ʤٰଶʥͳ͢ͱɼϨʖϓϪρφʀϏϱϓϪρφΝࡠ͢बஎ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺं૱૮૯बஎͳΚͦͱߨͮͱ͏Ζɽ
߶ྺंܐؖ૱૮૯ΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ͢ͱ͏Ζࢭɼ߁ๅࢿͲबஎࡃΊɽ
߶ྺंٰଶɼভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱ૯Ν +3 Ͷࡎىɽ
߶ྺंٰଶͶͤؖΖ૮૯ͳ͢ͱҲରదͶ૮૯बஎΝߨͮͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶͶݸΔͥʰͬΒͮͳรͫ͵ͳࢧͮͪΔʱͳ͏͑නͲݳ૯Νबஎɽ
߶ྺंٰଶ૮૯ͳ͢ͱௌʀใׇΝबஎ͢ͱ͏ΖɽʤιϩϓϋήϪέφͶͯ͏ͱࣖͺ͢ͱ͏͵
͏͗ɼଲԢͺߨͮͱ͏Ζɽʥ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖ૯ͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖ૯Ͷ͕͏ͱҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒૯ͳͺࣖ͢ͱ͏͵͏͗ɼ૱૮ͳ͢ͱɼϏϱ
ϓϪρφΏ߁ๅΏϙʖϞϘʖζͶͱबஎ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢͺࣖ͢ͱ͏͵͏͗ɼ߶ྺंͶ͖͖ΖҌ݇૮૯ͳ͢ͱबஎ͢ͱ
͏Ζɽ
߶ྺं͜ߪԍճͲ߶ྺंٰଶͶͤؖΖϏϱϓϪρφഓාɽ




߶ྺं͜ߨγʖϑηҌ಼ࢢͶࡎܟɽ
߶ྺं૱૮૯ͳ͢ͱबஎɼଲԢ६ඍ͍͗Ζɽ
ࠖΕ͟ͳ૮૯ͳ͢ͱबஎɽ
ࢤ +3 Ώϗϱφࣰࢬ࣎Ͷ૮૯Νͪ͢ىοϧεΝഓා͢ͱ͏Ζɽ
ࢤ +3 Ͳबஎɽ
ࢤϙʖϞϘʖζͶ୴૯Νࡎܟɽ
ࢤๅͶࡎܟɽ
ࢤๅΏϙʖϞϘʖζͲबஎɽ
६ͥΖଲԢͳ͢ͱىͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼࣆྭ͍͗ΗͻଲԢͤΖɽ
ঘ͠͵࣑ࣙରͪΌ૯͗ݸΔΗͱ͕ΕɼචષదͶ୴՟Ͷ͗ܪΖɽ
ঘوໝ࣑ࣙରͲ͍ΖͪΌɼे૮૯͗Κ͖ΕΏͤ͏য়͍ͲڱΖɽ
৮ҽ͜߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͶࡎىɽ
૮Ν +3 Ͷࡎܟɽ
૮૯Νͪ͢ࡎىϏϱϓϪρφΝഓාɽ
૯͗՟͖͢͵͚ेͶबஎ͠Ηͱ͏ΖͪΌɼಝͶଲԢ͢ͱ͏͵͏ɽଠରͺϏϱϓϪρφ
ഓΝ͢ͱ͏Ζɽ
૯Ͳ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒૮ʀ௪ๅѽ͑͞ͳΝࣖͺ͢ͱ͏͵
͏͗ɼ૮ଲԢͺߨͮͱ͏Ζɽ
૯ͶɼใࢩׇԋιϱνʖͲࡠٰͪ͢ଶΝݘཤ༶ޤϏϱϓϪρφΝઅ͢ͱ͏Ζɽ
૱૮૯Νઅ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹٰଶࢯϋρφϭʖέ࿊ཙճͶͱɼؖؽܐؖͶबஎɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱιϩϓϋήϪέφͶͯ͏ͱοϧεΝࡠ͢ɼਫ਼ఈྭճΏӣӨਬճ
٠ͶͱबஎʀܔΝߨͮͪɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ૮૯͍͗Ζ͞ͳΝ߁ๅΏϨʖϓϪρφͲबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖϏϱϓϪρφͶ૮૯Ν͢ࡎىबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖबஎ༽οϧεͶ૮૯Ͳ͍Ζ͞ͳΝىɽ
ௌϙʖϞϘʖζͶ͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ௌ߁ๅͲबஎɽ
ௌ߁ๅΏϙʖϞϘʖζͲ૮ʀ௪ๅ૯Ͳ͍Ζ͞ͳΝఽ͓ͱ͏Ζɽ
ௌ߁ๅΝ௪͢ͱबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ௌ಼༙તτϪϑΝ߁͢༽ๅ͢ͱ͏Ζɽ
ಝͶιϩϓϋήϪέφଲԢΝߨ͏Ήͤɼͳ͏͑बஎͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼ૮Νणͪ͜Ͷͺࢩԋʀଲ
ԢΝߨͮͱ͏Ζɽ
எγϛʖνʖߪ࠴ͲबஎΝߨͮͱ͏Ζɽ
ෳࢳ૱૮૯ͳ͢ͱҌ಼ɽ
ࣆۂΏ࿊ཙճͲࡠ͗ݟͪ͢Ϗϱϓ͵ʹΝഓාɼܔΝߨͮͱ͏Ζɽ
ຘ݆߁ๅࢿΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖϏϱϓϪρφͶࡎܟɽ
ࣖ͢ͱ͏͵͏͗ɼʰ߶ྺं͵ΞͲ૮࣪ʱͳ͢ͱɼ߶ྺंͶؖΚΖ૮Νण͜͜͢ͱ͏Ζɽ









4㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂồࡵࡽࢀࡿᶒᐖ㛵ࡍࡿၨⓎάືࡘ࠸࡚ࠊ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿྲྀ⤌㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
132 ๑ਕͲ͍Ζݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͳ࿊͢ܠಊ͢ͱ͏Ζɽ
ίΠϜϋζϡʖͶ͖͗ـΕίʖηͶͯ͏ͱ૮Νܔɽ
ίΠϜϋճΏଡ৮झ࿊ܠճ٠Ͷ͕͏ͱܔ͢ͱ͏Ζɽ
ίΠϜϋղंۂࣆޤͶଲ͢ͱɼࢤٰଶଲԢରΝߪٝ͢ɼबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ιϩϓϋήϪέφ͵ʹࣖͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼϏϱϓϪρφ͵ʹͲࢩԋ͗චགྷ͵߶ྺंͤΖγϱ
ʤਫ਼༹ࢢΏਐ͵Ε͵ʹʥΝྭࣖ͢ɼ߶ྺंٰଶଲԢͲɼଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ϙʖϞϘʖζͲʰղޤ૮ʱͳ͢ͱ૯Ί͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ϙʖϞϘʖζͶͱबஎɽ
ϛίρφτΡρεϣഓාͶΓΖ֙ಆܔɽ
ϛηνʖΝࡠ͢ɼࢤༀॶΌࢤ಼֦ॶͶ͏ͱࣖ͢ܟΖɽ

ґ୰ࢤ߶ྺंٰଶࢯʤ༩ʥϜωϣΠϩࡠɼഓාɽ
җܗใͤ࠷ׇ͗Ζղ࣪گޤΏγϫϱͶͱɾஏҮेΝଲেͳ͢ͱबஎ͢ͱ͏ΖɽҗܗใࡠͲׇ
͢ͱ͏Ζ߁ๅࢶͶͱबஎʀܔΝਦͮͱ͏Ζɽ
җऀ߁ڢๅࢶΏ̧̟Ͳๅ͏ͱ͢ڛΖɽ
ղޤγʖϑηؖؽܐؖͶଲͤΖݜरճͲઈɽ
ղޤγʖϑηࣆݜ͜ॶۂरͲτʖϜͳ͢ͱखΕѽ͑͞ͳ͍͗Ζɽ
ղ͜ॶۂࣆޤͶๅ৶͢ͱ͏Ζɽ
ղॶۂࣆޤଲেͶɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷٰ͚Ͱخଶ௪ๅΝण͜ͱ͖ΔஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳࢤ࿊ܠ
๏͵ʹߪसճΝ࠷ͪ͢ɽ
ղޤ৮ٰ͜ଶଲԢݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ղޤฯॶۂࣆݧΏҫྏؖ͜ؽͶݘཤ༶ݜޤरճʤٰଶɼݡޛɼভඇंඅ֒ʥͶͱܔɽ
ղޤฯॶۂࣆݧ৮һ͜ݜरΝߨͮͱ͏Ζɽ
ղޤ༩ߪ࠴Ͳ߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶͯ͏ͱबஎͪ͢ɽ
ղޤ༩Ͳʹ͵࣪گबஎ͢ͱ͏Ζɽ
֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ࡠߨͤΖๅࢿͲखΕѽͮͱ͏Ζɽ
֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ࿓ٰଶࢯͶͤؖΖϏϱϓϪρφΝഓՏɽ
عϏϱϓϪρφΝ૯Ͷ͏ͱ͏Ζɽ
عଚϛηνʖɼϏϱϓϪρφΝࣖܟɼഓාɽ
ٰଶҌ݇Ͳͺ͵͚ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ૱૮ͳ͢ͱଲԢ͢ͱ͏ΖͪΌɼࠖΕ͟ͳ૮बஎͶ
͵ͮͱ͏Ζɽ
ٰଶଲԢ૮૯ͳ͢ͱ߶ྺෳࢳ՟ ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ बஎΝ͢ͱ͏Ζ͗ɼٰଶͶݸΔͥɼٰ
ଶٛ͏ΏـͶ͵Ζ߶ྺं๏͗͏Ηͻ૮ͤΖΓ͑Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ٰଶଲԢϜωϣΠϩΏࢤ಼ಊ়ղϏϱϓϪρφͶٰଶͶܐΖ಼༲Ν͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ٰଶࢯߪԍճɼ֙ಆܔͶͱτΡρεϣΝഓා͢ɼबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ݘཤ༶ޤιϱνʖٰଶଲԢߪԍճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ݟɼՊఋࡍॶ͖Δૻ͠Ηͱ͏ΖϏϱϓϪρφΝ૯Ͷઅ͢ͱ͏Ζɽ
͖ݟΔഓා͠ΗͪϨʖϓϪρφΝ૯Ͷഓɼϛηνʖࣖܟɽ
ࢰཱིݿݳয়ΏΦϱυΡϱήόʖφࡠड़ߪ࠴ɽ
߁ๅࢿ
ߨ๏Ͷͯ͏ͱͺܔಊΝߨͮͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶΝॶ؇ͤΖ෨ॼͲͺܔಊΝߨͮͱ͏͵͏͗ɼ'9 ॶ؇෨ॼͲϏϱϓϪρφࡠΝ
ߨͮͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶܔϨʖϓϪρφͶιϩϓϋήϪέφͶͤؖΖ͍͗ٶݶΖɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔಊͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠җҽͶଲͤΖࣆྭ়ղ͵ʹͲबஎɽ
߶ྺंٰଶࢯؔغͶϏϋϩఴࣖΝߨ͏ܔʀ߁ๅΝߨͮͱ͏Ζɽ




߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճ࠷Ώਫ਼җҽ͜ߪٝࡏͶઈΝߨͮͱ͏ΖɽαϝϣωτΡιϱν
ʖ͵ʹͶϏϱϓϪρφഓාɽ
߶ྺं૱૮૯ͳ͢ͱबஎ͢ͱ͏Ζɽ
ࠅʀݟϏϱϓϪρφΝؖؽܐؖͶో͢ͱഓා͢ͱ͏Ζɽ
ࠅݟϏϱϓϪρφ͕Γ;ϛηνʖΝ͏ͱࣖ͢ܟΖɽ
ࢤͲʰ߶ྺंγʖϑηΪχʱͳ͏͑໌সࢢΝࡠ͢ͱ͕Εɼͨ͵͖Ͷ߶ྺंٰଶ૮૯Ͷͯ
͏ͱ͏ͱ͢ىΖɽ
ࢤड़Η͍͏φʖέτʖϜͶʰ߶ྺंݘཤ༶ޤͶͯ͏ͱʱͳ͏͑τʖϜΝ͍͝ͱ͏Ζɽ
ࢤ಼સҮͶ͍ΖݡगΕૌ৭͖Δ૮ɼ௪ๅ͍͗ΖͪΌɼຌૌ৭Ͷܔ͢ͱ͏Ζ
ࢤ߶ྺंٰଶͶͤؖΖϏϱϓϪρφഓාɽ
ࢬઅΏس͍ΖରͶɼݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ࢬઅٰ͜ଶड़ݜरΝߨͮͱ͏Ζɽ
ࣆ͜ॶۂͶݜरճΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ࣆॶۂؖؽܐؖͶଲͤΖٰଶࢯߪԍճ
ऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖܔಊ
े݊߃گүͳ͢ͱஏҮγϫϱΝ͕ͱ͢༽Εɼͨ͞ͲҲॻͶܔಊΝߨ͑ɽ
ड़ߪ࠴
ड़ߪ࠴ɼஏҮϗϱφͲߪԍΏஏ๏ࢶʹ͵ߚر
৮͕Γ;ਫ਼ࣉಒҗҽ͜Ͷͺຘ೧ݘཤ༶ݜޤरճΝࣰࢬ
৮ݜरճ
૮૯ϏϱϓϪρφഓා
૮૯ΝҌ಼ͪ͢ΩʖχΝࡠ͢ޮࢬڠઅͶઅ͢ͱ͏Ζɽ
૯Ͷࡗැ͗ࡠͪ͢ϏϱϓϪρφΝഓՏ͢ͱ͏Ζɽ
૱૮૯Νઅ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ղॶۂࣆޤͶଲ͢ͱɼ߶ྺंٰଶͶ͖͖Ζߪ࠴Νߨͮͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ͕͏ͱιϩϓϋήϪέφͶͯ͏ͱοϧεΝࡠ͢ɼਫ਼ఈྭճΏӣӨਬճ
٠ͶͱबஎʀܔΝߨͮͪɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽ͗ஏҮγϫϱͲबஎΏӣӨ๑ਕ͗ߨͤΖ߁ๅࢿͶ͢ࡎܟɼबஎ͢ͱ
͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖสΕͶ͕͏ͱ͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ௌ಼༙તτϪϑΝ߁͢༽ๅ͢ͱ͏Ζɽ

●●ௌ߶ྺंٰଶଲԢंྙڢճ٠Νઅɽఈغద͵ճ٠࠷ɼචགྷ࣎Ͷ࣎ճ٠Ν࠷͢ͱ͏Ζɽ
ಝͶܔಊΝ͢ͱ͏͵͏ɽ
ಢࣙͶͺߨͮͱ͏͵͏͗ɼݟΏଠର͖Δ͍͗ڛΗͻഓ͢ͱ͏Ζɽ
೧ౕ͟ͳͶτʖϜͺҩ͑͗ɼेΏࣆࢂ͗ॶۂՅͤΖߪԍճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ใׇͶΓΖʰ߶ྺंٰଶࢯݜरʱΝɼਫ਼җҽɼίΠϜϋ͵ʹΝଲেͶࣰࢬɽ
ࣆۂΏ࿊ཙճͲࡠ͗ݟͪ͢Ϗϱϓ͵ʹΝഓාɼܔΝߨͮͱ͏Ζɽ









4ࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ➼ࡢᶒᐖࢆ᪩ᮇⓎぢࡍࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ௨እࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿఫẸࡸ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠ༠ຊయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿලయ
ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡྡ
ʰͽͳΕ͛Δ͢߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέʱɼʰஏҮेݡगΕɼஏҮͰ͚ΕͶͤؖΖڢఈʱ

●●ࢤٰଶࢯϋρφϭʖέڢ٠ճ
͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέ
͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέɼ㓤ኸ߶ྺं 626 ϋρφϭʖέ
͏ͬࢩ͓͍͏ਬڢ٠ճ

●●ࢤ߶ྺंٰं͏্͗;ٶଶࢯϋρφϭʖέճ٠
●●●҈ৼϋρφϭʖέ
ͯ͵͗Ζϋρφ
ͽͳΕΔ͢߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
ΆͮͳϭʖέݡगΕୄ
ϜϟͶݡगΕୄࣆۂ

●●ௌ߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέ
ΊΉΕڢఈ
ѬҲϋρφϭʖέʤ਼ਕରʤਫ਼җҽʥͶΓΖҲਕΔ͢߶ྺंݡगΕಊʥ
҈ৼࢩ͓͍͏ϋρφϭʖέ
҈ৼଢࢢݡगΕϋρφϭʖέ
҈સ҈ৼݡगΕϋρφϭʖέɼ҈ৼݡगΕవ

●●ࢤ߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέ

●●ࢤ߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕౌंۂࣆྙڢࣆࢬࣰۂགྷ
Ҭ࠴ͪͻރճɼஏҮࢩ͓͍͏ϋρφϭʖέʤڢ٠ରʥ

●●ࢤཱིݿ༩ଲࡨࣆۂ

●●ࢤ߶ྺंʀࢢʹݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ௌ߶ྺं͍Ξ͢Ξϋρφϭʖέ
●●ࢤ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
ٰଶଲࡨஏҮڢ٠ճ

●●ଞݡगΕϋρφϭʖέ

●●ࢤ㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέ
ݡगΕ 626 ϋρφϭʖέࣆۂ
ݡगΕϋρφϭʖέ
ݡगΕϋρφϭʖέڢ٠ճ
ݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ
ݡगΕڢఈ

●●ࢤݡगΕϋρφϭʖέճ٠

●●ௌஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέճ٠
߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέ
߶ྺंݘཤ༶ޤ૮ࢩԋࣆۂ
߶ྺं҈ৼϋρφϭʖέճ٠
߶ྺंٰଶҽοʖϞ
߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠
߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ
߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέਬڢ٠ճ
߶ྺंݡगΕ҈ৼϋρφϭʖέ
߶ྺंݡगΕڢఈ




߶ྺंݡगΕंۂࣆྙڢϋρφϭʖέࣆۂ
߶ྺंݡगΕࣆۂ
߶ྺंࢩԋڢ٠ճ
߶ྺं 626 ϋρφϭʖέڢ٠ճ
߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέ
߶ྺंΊΉΕϋρφϭʖέ
߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
߶ྺंஏҮݡगΕϋρφϭʖέ

●●ௌஏҮݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ
ࡑෳࢳϋρφɼࡑෳࢳϋρφϭʖέɼஏҮݡगΕϋρφϭʖέ
ࢩ͓͏ݡगΕϋρφϭʖέಊ

●●ௌ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ

●●ࢤ߶ྺंΊΉΕϋρφϭʖέࣆۂʤφαϫΊΉΕϋρφʥ
ঘஏҮίΠճ٠ʤೖਫ਼ݏҮͲճ٠ରʀਫ਼ࢩԋରඍࣆۂ  ʥ
ঘஏҮϋρφϭʖέɼ626 ϋρφϭʖέɼ'9 ϋρφϭʖέ
ঘஏҮϋρφϭʖέճ٠
ঘஏҮϋρφϭʖέࣆۂ
ඎࢤݡगΕϋρφϭʖέ
ਈՑௌஏҮݡगΕࢩ͓͏ϋρφϭʖέճ٠
ਣࢤݡगΕϋρφϭʖέ
൮ࢤஏҮݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ
ઔௌ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέغݡʀݡगΕϋρφϭʖέ
غݡʀݡगΕϋρφϭʖέ

●●ௌ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
●●ௌ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
●●ௌٰଶࢯڢ٠ճ
Ҳڢ٠ର
ஏҮ͍Ξ͢ΞϋρφϭʖέɼஏҮࢩԋϋρφϭʖέ
ஏҮ͛ΖΊͲ߶ྺंΝࢩ͓ΖͪΌ࿊ྙڢܠର
ஏҮͶ͕͜ΖགྷԋंޤݡगΕϋρφϭʖέکԿࣆۂ
ஏҮϋρφϭʖέճ٠
ஏҮݡगΕϋρφϭʖέ
ஏҮݡगΕಊڢఈ
ஏҮݡगΕڢఈ
ஏҮݡगΕࢩԋϋρφϭʖέ
ஏҮࢩ͓͍͏ಊౌର
ஏҮෳࢳϋρφϭʖέʤࣆۂʥ
ஏҮෳࢳϋρφϭʖέࣆۂ
ஏҮใׇίΠਬճ٠ɼݘཤ༶୴ޤंճ٠
ஏҮ࿊ܠϋρφϭʖέ
ஏۢऀճෳࢳڢ٠ճɼஏ͚ۢΔ͢҈ৼϋρφϭʖέҗҽճ

●●ௌ͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέ
●●ଞགྷԋݡंޤगΕಊࣆۂ

●●ࢤٰଶࢯ૱ଲࡨਬڢ٠ճ

●●ࢤࢢʹ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέʛ͘͵ʛ
●●ௌ߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέճ٠

●●ࢤ߶ྺंʀ্֒ंݡगΕϋρφϭʖέ
ಢݡंྺ߶ڋगΕϋρφϭʖέ




●●ࢤஏҮݡगΕϋρφϭʖέࢩԋࣆۂ
●●ࢤ߶ྺंஏҮϋρφϭʖέਬճ
எ߶ྺं̪̦̪ٺەξϢϩεητϞࣆۂ

●●ࢤ߶ྺं͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ
●●ࢤ߶ྺं҈ৼϋρφϭʖέ
●●ௌஏҮݡगΕਬࣆۂ

ؔରͳใׇ࿊ڢܠఈʤݟʥ

●●ࢤஏҮݡगΕڢఈ

●●ࢤݡगΕಊͶͤؖΖڢఈ
གྷԋݡंޤगΕࢩԋϋρφϭʖέ
གྷฯंޤଲࡨஏҮڢ٠ճ
㓤ኸ 626 ϋρφϭʖέ









4ࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ➼ࡢᶒᐖࢆ᪩ᮇⓎぢࡍࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡿᑐ⟇
㸦ࡑࡢࡢᑐᛂ㸧
ʰ●●ࢤՊఋͶ͕͜ΖٰଶʀྙଲࡨϋρφϭʖέགྷߟʱΝࡨఈ͢ͱ͕Εɼ߶ྺʀ্֒ʀࣉಒ୴
՟͗ৼͳ͵Εɼ૮ޕ࿊ܠکԿͶΌͱ͏ΖɽϋρφϭʖέߑҽͶͺใׇʀਫ਼җҽʀܱࡱʀ
֫ࢩԋιϱνʖ͵ʹΉΗͱ͏Ζɽ
 ࡂҐͲҫྏؖؽາणਏ๏ࣰସࠬΝߨͮͱ͏Ζɽ
αϱϑωΦϱηηφΠͳ߶ྺंݡगΕͶܐΖڢఈΝగ݃͢ͱ͏Ζɽ
ͨଠɼ Ͷͯ͏ͱͺɼඍ͢ͱ͏ΖͳΉͲͺ͏͖͵͏͗ɼਫ਼җҽΏͳؖؽܐؖعଚճ٠͵ʹͲɼ
૮͗͗Ζ͞ͳͺ͍Ζɽ
ωʖθࠬΝͪ͢༽͵ʹ
ҫྏʀղޤʀෳࢳंܐؖΏਫ਼җҽ͖Δ૮Ͷଲ͢ͱଲԢ͢ͱ͏Ζɽ

●●ࢤͱ͢ͳߑؽɼෳࢳࣆແॶͳฯ݊ॶࢩॶΝෳࢳฯ݊ιϱνʖͳ͢ͱઅɼ৮͗ഓ͠Ηɼ
ࢩԋΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ղॶۂࣆޤΝଲেͶ߶ྺंٰଶଲԢݜरΝ࠷
ـͶ͵Ζ߶ྺं͗͏ͪͶɼۛॶ͘͏͍͗ΖਕͶՆ͵ݸΕݡगΕ͢ͱΔ͓ΖΓ͕͑͢͏ب
ଁ͢ͱ͏Ζɽ
ٰଶٛ͏͍Ζ߶ྺंๅΝಚͪɼືͳܐܐؖͶ࿊ཙΝͳΕɼؖؽܐؖͶ૮͢ɼਟଐͶଲԢ
ͤΖରͺ͍ΕΉͤɽ
ݡगΕͶͤؖΖͳۂةใׇ࿊ڢܠఈ
߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͶଲԢϓϫʖਦΝ͏ͱ͢ࡎܟΖ

߶ྺंٰଶࢯͪΌ●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Νઅɽ
߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖιϩϓōϋήϪέφݘཤ৷֒ͶݸΔͥɼৼഓ͵߶ྺं͗
͏ΗͻغͶ૮Νଇ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंݡगΕखΕૌΊҲͯͳ͢ͱਫ਼җҽΗ͍͏Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζ͗ɼٰଶ༩ͶಝԿ͢ͱ͏Ζ
Κ͜Ͳͺ͵͚ɼͤ΄ͱଵͳ͏͑Κ͜Ͳ͵͏ɽ
߶ྺंݡगΕͶͤؖΖڢఈʤ༥สۃɼਫ਼ໍฯݧճऀɼਫ਼ڢɼҢಊജऄɼډഓୣۂʥ
ࡑղࢩޤԋιϱνʖ৮ҽΏਫ਼җҽɼ߶ྺं࣎Ͷ҈൳֮Ώয়ସՁ͖รΚͮͪ͞ͳͺ͵͏
͖֮Νߨͮͱ͏Ζɽ
ࢤ಼ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ॄΉΖ݆  յݘཤ༶ۂޤແճ٠Ͷͱɼॴ۲ࠖೋίʖηࣆྭݗ౾Νߨ͏ɼ
ͨͲɼιϩϓϋήϪέφΏܐؖޤͶ͵͏Պଔ͖ΔྙߨҟͶͯ͏ͱݗ౾͠Ηͱ͏Ζɽ
ۅదͶѴࠬғབͺࣰࢬ͢ͱ͏͵͏͗ɼਫ਼җҽΏஏҮ͖ΔๅڛΝ͏͚ͪͫ͞ͳ͍͗
Ζɽ
૱૮ʤ૯ɼుɼʥͲଲԢɽ
ଲԢՆ͵ஏҮͲݸఈదͶࢩԋϋρφϭʖέߑΝߨ͏ɼݡगΕಊΝߨͮͪɽ
ஏҮܐؖରͳ࿊ܠͶͯ͏ͱͺɼίʖη͗ड़࣏ɼౕͨଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽࢩԋͪΌอ࢞ޤ૮
ஏۂةݫ࿊ڢܠఈͶΓΕɼҡรΝࡏͪͣ״Ͷ௪ๅ͢ͱΔ͑Γ͑ғབ͢ͱ͏Ζɽ
ௌऀճෳࢳڢ٠ճͶͱঘஏҮϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂɽஏҮͲࢩԋΝචགྷͳͤΖਕΝଲেͶɼஏۢऀڢɼ
ۢௗɼਫ਼җҽɼෳࢳྙڢҽɼεϩώʖϖϩϏʖ͵ʹ͗ࢩԋंͳ͵ΕݡगΕಊΝࣰࢬɽ
ಝͶϜωϣΠϩखΕ݀Όͺ͵͏͗ɼؖؽܐؖʤҫࢥɼভඇं૮ଲԢ෨ॼɼਫ਼җҽɼଠ෨ॼʤ૯
ଲԢ෨ॼʥ͖ΔـͶ͵Ζ๏ๅ͗͠ڛΗΖɽ
ೖ͟Θ͖Δऀճෳࢳڢ٠ճͳๅ༙ڠରͺߨͮͱ͏Ζɽ
ਫ਼җҽͳೖ͟Θ͖Δ࿊ܠͶΓΕࠖೋίʖη͵ʹๅ༙͢ڠΏͤ͏͚ͰܐؖΕΝߨͮͱ͏Ζɽ
ਫ਼җҽͶΓΖ୴ஏۢಢंྺ߶ڋ
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࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ࣓ࣥࣂ࣮㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
-$ɼซవɼࡐ༂ۃɼνέεʖ
αϱϑωɼঐܐؖɼνέεʖճऀ
αϱϑωɼซవ
αϱϑωʀεϥρϒϱήιϱνʖʀνέεʖճऀʀซജవ
αϱϑωʀฯݧճऀʀৄճऀʀਫ਼ڢʀϢέϩφ
αϱϑωΦϱηηφΠ
αϱϑωΦϱηηφΠɼซഓୣࣆंۂ
εϩώʖਕࡒιϱνʖ
ηʖϏʖɼαϱϑωɼޮިڠ௪ؖؽɼඔ༲࣪
ηʖϏʖɼҫ༂ϟʖΩʖ
νέεʖࣆंۂɼࣙಊऄඍࣆंۂ
ҢಊηʖϏʖ
ҢಊηʖϏʖɼৱɼฯݧճऀ
Ңಊജंۂɼঐճɼভඇਫ਼ιϱνʖɼ߶ྺंࢩԋιϱνʖ
●●ऀݟճෳࢳ࢞ճɼอ࢞ޤ

ྙڢҽʤۛॶेʥ
گүҗҽճɼި൬ɼਕݘ༶ޤҗҽɼਕگݘүਬҗҽ
گүؖؽɼঃରɼ্͗͏ंର
گүؖؽɼௌਕݘ༶ޤҗҽ
಼ۢͲ਼ࣆॶۂΏవะΝ༙ͤΖɼ߶ྺंೖਫ਼ݏҮͲࣆۂಊΝߨͮͱ͏ΖࣆͲंۂɼ҈ৼʀ
҈સ͵ΉͬͰ͚ΕͶͤྙڢΖࣆंۂ
ܱඍճऀɼฯݧճऀɼ༂ճऀɼ߶ଐಕ࿑ࣞהճऀ
ݡगΕϋρφϭʖέྙڢΝਅ͢ड़ͪࣆंۂ
ݡगΕਬҽ
ࢊഉࣆॶۂɼηʖϏʖɼڢɼਫ਼ڢɼήϨʖϱαʖϕ
࢚๑ंܐؖ
࢚๑ॽ࢞ɼ߶ྺंٰଶʀ্͗͏ंٰଶؖ࿊෨ॼ
ࢤༀॶଠ෨ॼ
࣋Ӆɼซవɼঘജंۂ
े
ঐճɼซജॶ
ঐճ٠ॶɼި௪҈સڢճɼݒۂૌɼڢɼਫ਼ڢ
ঐճ٠ॶɼ๑ແۃɼฯ݊ॶ
ভඇंιϱνʖɼอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼऀճෳࢳ࢞
ভඇਫ਼ιϱνʖɼۜ༧ؖؽɼڢɼซജవɼαϱϑωɼฯ݊ෳࢳࣆແॶɼਕճ
ভඇਫ਼ιϱνʖɼ্֒ंରɼซജవ
ซ

ซऀɼ●●●●αʖϕ
ซഓୣɼฯݧճऀɼνέεʖճऀɼঘജవɼอ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼߨॽ࢞
ซഓୣंۂɼਫ਼ڢɼेؖؽܐؖɼฯݧճऀɼӁৱۂɼηʖϏʖ
ซജۂɼਫ਼ໍฯݧճऀɼ༂ۃɼηʖϏʖϜʖίρφɼਏྏॶ
ซജవ
ซജవ
༂ճऀɼӣૻंۂɼซഓୣंۂ




੪೧ճ٠ॶɼஏҮे
ஏҮγϛʖφࢬઅɼঐճɼεϩώʖਕࡒιϱνʖɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼਫ਼ࢩंڃࠖԋࣆॶۂɼ
ݡޛਕΉͬͰ͚Ε՟ɼेਫ਼՟ɼگү՟
ஏҮঐవɼࣆॶۂ
ஏҮे
ஏҮेʤࡑෳࢳΠχώδʖʥ
ஏݫۂةɼঘജవɼ༂ʹ͵ۃ
ஏݫঐవ
ௌ಼ঐंۂ
వะʀඔ༲Ӆ͵ʹ
Ӂྋജۂɼซജۂɼڢۂಋૌɼܱඍۂɼฯۂݧɼৱࣆۂ
ഓৱγʖϑηɼซജవɼঐవճ
ഓৱंۂɼஏݫηʖϏʖɼฯݧճऀ
ഓૻंۂɼίʖϔϩτϪϑࣆܱंۂඍฯ্ճऀ
ෳࢳޮऀʀঐճʀεϩώʖਕࡒιϱνʖ͵ʹ
อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞
อ࢞ޤɼऀճෳࢳ࢞
อ࢞ޤճɼؖݟ࿊ؖؽɼ࿓ಉಞؖؽɼঐճɼࢤෳࢳࣆແॶʀگүؖ࿊ʹ͵ؖؽ
ฯ݊ྙڢҽڢ٠ճɼਕݘ༶ޤҗҽɼฯ݊ॶɼෳࢳࣆແॶɼ૱ແ՟ɼௌ՟ɼฯ݊Ӷਫ਼՟
ฯ݊ॶɼࣉಒ૮ॶ
ฯݧճऀؔࣆंۂ
ؔڢఈగ݃ࣆॶۂ
ཀྵඔ༲ӅɼӁৱవɼαϱϑωɼΪλϨϱηνϱχ
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ϏϱϓϪρφࡠɼഓා
ϜωϣΠϩΝࡠ͢ͱ͏Ζɽ
෨ݜरࢂՅΝ͢ͱ͏Ζɽ
ٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠Ͳίʖηݗ౾Νࣰࢬ
ܱࡱॼͳ߶ྺंٰଶͶͤؖΖ࿊ཙճΝ௪͢ͱίʖηݗ౾Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ݜरๅΝఽ͓ͱ͏Ζɽ
ݜरҌ಼ͺͤ΄ͱ༙͢ڠɼͳͶࢂՅͤΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ
ݜरճΏιϝψʖ͗࠷͠Ηͪͺɼߨ୴ंɼใࢩׇԋιϱνʖ͵ʹ͗ࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ͤ࠷͗ݟΖݜरճͶࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ݜ͗ݟरΝߨͮͱ͏ΖͪΌࢤͳ͢ͱͺߨͮͱ͏͵͏ɽ
ݟΏଠରक࠷ݜरๅΝ࣎͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ݟΏର͗࠷ͤΖݜरճࢂՅ
࠷ݟݜरճͶࢂՅགྷ੧͢ͱ͏Ζɽ
ݟक࠷ٰଶࢯͶͤؖΖݜरճͶࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ݟक࠷ݜरͶࢂՅ
ݟक࠷ݜरճͶࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ݟक࠷ݜरճࢂՅ
ݟक࠷ݜरճࢂՅͤΖɽ
ݟक࠷ݜरճͶࢂՅ
ݟ͗࠷ͤΖݜरճʀߪԍճणߪ
ݟݜरͶࢂՅ
ਫ਼࿓ಉٰଶଲԢয়ڱࠬ݃ՎڛɼϏϱϓϪρφഓා
߶ྺंٰଶଲԢ৮ҽݜरճࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶಊժഓ৶ͲݜरΝߨͮͪɽ
߶ྺंٰଶࢯ࿊ཙڢ٠ճ࠷
߶ྺंݘཤ༶ޤҗҽճ
ࢤ಼͖̓ॶͶઅͤΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶͤΖऀճෳࢳ࢞ಋ࢞Ͳճ٠Ν࠷͢ๅ༙ڠΝਦͮͱ
͏Ζɽ
ࢤ಼ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ॄΉΖճ٠Ͳๅ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ࢤ಼ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͳ߶ྺंࢩԋॶ؇՟ʤ؇ཀྵ৮ʥͲఈྭճ٠Ν͖݆̏Ͷ̏յ࠷
৮ҽؔͲίʖηݗ౾ɼ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
৮෨ճͲݘཤ৷֒ଲԢͶͯ͏ͱݜरΏқިݡΝઅ͜ͱ͏Ζɽ
૱૮૯ͲஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖Δ૮ͶଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ଞୱಢͲͺࣰࢬ͢ͱ͏͵͏͗ɼݟक࠷ݜरճΝҲॻͶणߪͤΖ͵ʹ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ஏҮใׇίΠਬڢ٠ճٰଶࢯ෨ճͶͱଲԢΝڢ٠͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖҗඇͶݜर༩ࢋΝܯ͢ɼݜरؽճΝ֮ฯ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖۂແ಼༲ͳ͢ͱݘཤ༶ޤหکճ࠷ΏݜरࢂՅͶͯ͏ͱɼҗඇ༽ͳ͢
ͱܯ͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖऀճෳࢳ࢞ͲߑͤΖ෨ճͶͱࣆྭݗ౾Νߨ͑ɽ߶ྺंٰଶࢯݜरճߪٝ
Ͷٰଶ̓ྪܗҐͶιϩϓϋήϪέφͶͯ͏ͱઈΝߨ͑ɽ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέҗҽճ
Ν࠷͢ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ଲԢͪ͢ࣆྭৄݗΝߨ͑ɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ࿊ཙճͲࣆྭ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖؔͲๅ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ௌΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖक࠷ٰଶݜरճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
Ͳ࠷͢ͱ͏ΖݜरճҌ಼Ν͢ͱ͏Ζɽ




●●福祉保健財団ݜरࢂՅͤΖΓ͑ݜरܯժΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
೧̏յఖౕɼղࢩޤԋҽΝଲেͶɼ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱݜरΝࣰࢬ͢ɼٰଶͫ͜Ͳ͵ٰ͚ଶ
ٛ͏ΏـͶ͵Ζ߶ྺं͗͏Ηͻɼ߶ྺෳࢳ՟ ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ ૮ͤΖΓ͑ఽ͓ͱ͏Ζɽ
๑ཱࢩԋࣆۂͲ߶ྺंٰଶͳٛΚ͘͢ࣆҌๅͳ༙ڠଲԢ๏๑қިݡΝߨͮͱ͏Ζɽ
ຘ݆ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ཙճͶͱๅڛΏࣆྭ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζ
ຘ݆࠷ஏҮใࢩׇԋιϱνʖॶௗճ٠Ͷͱɼଡ༹͵ࣆྭͶͯ͏ͱқިݡ
ຘ೧ɼղࢩޤԋҽ࿊ཙڢ٠ճͲ߶ྺंٰଶݜरΝߨͮͱ͏Ζɽ









4㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ➼ࡢᶒᐖࡘ࠸࡚ࠊ
タࡸ㝔➼ࡢಖㆤࡸ⮬Ꮿ➼ࡢ❧ࡕධࡾࠊ㠃ࡢไ㝈ࠊ㈈⏘ࡢಖㆤࠊ⏕άࡢᨭ➼ࡢᚲせࡀ
࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢᑐᛂྍ⬟࡞㡯┠㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ʰղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶଲԢघӀ͘ʱʤԟ๑وʥΝࢂߡͶଲԢ͢ͱ͏͚͞ͳͶ͵Ζ
ͳߡ͓ΔΗΉͤɽ
ίʖηճ٠Ν࠷ͤΖɽ߶ྺंٰଶࢯ๑̔ড়ʤࢨʥͲݸݘɼंޤͶଲ͢ɼ੦༁ॽΝΔͮͪ
ࣆྭ͍͗Ζɽ
Ҳ࣎ద͵ेڋڛ
Ͳؔंܐؖίʖηճ٠ࣰࢬ
͏ͱ͢ेڋΖۢҮΝ୴ͤΖஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ܠɼίΠϜϋ͗ͯ͏ͱ͏ΖͺίΠϜϋͳ
࿊ܠɽ
ٺەεϥʖφʤಝࢬઅݸغఈٺەॶౕʥ
ݺพࣆྭ͟ͳͶݗ౾
ࣆྭͶԢͣͱஏҮใࢩׇԋιϱνʖ಼Ͳڢ٠
ࣙ伶ͳՊԲੜૡྋ༩ࢋԿ
ਫ਼ෳࢳ՟ͳ࿊ܠ
ଲԢࡨͳ͢ͱఈΌͱ͏Ζয়ସͲͺ͵͏͗ɼ֚ίʖηઈಚΌචགྷͶԢͣͪଲԢࡨΝߪͣͱ͏
Ζɽ
ଲԢࡨͺఈΌͱ͏͵͏͗ɼౕͨͳؖؽܐؖ࿊͏ͱ͢ܠΖ
ଲԢࡨखΕ݀Όͺ͵͏͗ɼয়ڱͶΓͮͱଲԢɽ೧ݡޛਕۢࢤௌଞਅཱིΝߨͮͪίʖη༙ɽ
๑τϧη๑ཱՊ૮









4㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ➼ࡢᶒᐖࡘ࠸࡚ࠊ
タࡸ㝔➼ࡢಖㆤࡸ⮬Ꮿ➼ࡢ❧ࡕධࡾࠊ㠃ࡢไ㝈ࠊ㈈⏘ࡢಖㆤࠊ⏕άࡢᨭ➼ࡢᚲせࡀ
࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂ᪉ἲࢆ࣐ࢽࣗࣝ➼࡛๓ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ͨ࣎য়ڱͶԢͣͱචགྷ͵ࢩԋΝߨͮͱ͏Ζ

ϜωϣΠϩͺ͵͏͗ɼϓϫʖਦͺࡨఈ͢ɼ●●ࢤ߶ྺंෳࢳܯժͶ͏ͱ͢ࡎܟΖɽ
ϜωϣΠϩͺ͵͏ͪΌɼݟٰଶଲԢϜωϣΠϩΏɼࠅ֦झࣁྋɼଲԢࣆྭΝૌΊΚͦͱଲԢ
ϜωϣΠϩͺఈΌͱ͵͏͗ɼίʖηͶԢͣͱన͵ଲԢΝݗ౾͢ଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ϜωϣΠϩͺఈΌͱ͏͵͏ɽ
ղޤγʖϑηΏഓڇৱγʖϑη
ٰଶଲԢϜωϣΠϩͶ६ͥΖ
ݟϜωϣΠϩͶ६ॴ

ޮӻࡔ๑ਕ ●●ෳࢳฯ݊ࡔ͗ࡠͤΖʰ߶ྺंݘཤ༶ٰͳޤଶଲԢ͕ༀཱིͬீʱΝࢂߡͶଲ
Ԣ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶࢯιϱνʖճ٠Ͷͱ݀ఈ
ࢤ߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͶ६ͣͱଲԢͤΖ
ࣆྭͶԢͣͱஏҮใࢩׇԋιϱνʖ಼Ͳڢ٠

ऀ๑ਕ●●ճࡠ༹ࣞΏϜωϣΠϩΝࢂߡͶ͢ͱ͏Ζɽ
●●ٰंྺ߶ݟଶࢯଲԢϜωϣΠϩ
ଲԢͺͤΖ͗ɾϜωϣΠϩͺ͵͏ɽ
ࢤ߶ྺंٰଶࢯϜωϣΠϩͶͺ֦ʓଲԢ͗͠ىΗͱ͏ΖͪΌɼͨଲԢͶ६ͣͪࢩԋΝࣰࢬ
͢ͱ͏Ζɽ









4Ⓨ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂࢆồࡵࡽࢀࡿᶒᐖࡢ௳ࡢ࠺ࡕࠊ
⤊⤖ࡋࡓࡢᚋ᳨ドࢆࡋࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛ᚋ᳨ドࢆࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ίʖηճ٠
ίʖηճ٠ٰ;ٶଶࢯϋρφϭʖέࣆྭݗ౾ͳ͢ͱ
αΠϟϱώʖͶΓΕৄݗ
җܗใׇ͗ɾใ಼ׇϝʖτΡϱήͲखΕ͝ͱ͏Ζɽ
ҲఈܨؔغգޛͶ࠸͢ͱ͏Ζ
Ҳ෨ଲԢۢͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲҲఈؔغࣆྭ৾ΕศΕΝߨͮͱ͏Ζ
՟ௗɼܐௗɼஏۢ୴ɼݘཤ༶୴ޤͶΓΖαΠϟϱώʖճ٠Νߨ͏ɼश݃ՃΝߨ͑ɽ
͖ؖؽܐؖΔซ͘खΕͶΓΖয়֮ڱ
ͳंܐؖίʖηճ٠
ٰଶଲԢٺەճ٠
ٰଶՃճ٠
ݡगΕΏղޤγʖϑηཤ༽ϠωνϨϱή࣎Ͷɽ
ݺพίʖηͳ͢ͱనٕয়֮ڱ͢ͱ͏Ζ
ݺพίʖηճ٠͖ंܐؖΔซ͘खΕ
߶ྺंٰଶଲԢՃճ٠
߶ྺंٰଶϋρφϭʖέେනंճ٠Ͷͱๅࠄɽ
߶ྺंٰଶࣆྭৄݗίΠճ٠
߶ྺंٰଶଲԢճ٠Ͷͱৄݗ
߶ྺंٰଶՃճ
߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέӣӨճ٠ͶͱࣆৄݗޛΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ࢤͳใࢩׇԋιϱνʖٰଶଲԢ୴ंͶΓΖճ٠
ࢤٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ ߶ྺंٰଶଲࡨ෨ճ࠷
ࢤ಼ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳࢤ߶ྺ &:ɼॶ؇՟؇ཀྵ৮Ͳɼఈྭճ٠ʤ͖݆̏Ͷ̏յʥ
ࢩԋܨգ৾ΕศΕΝࢬࣰͲؔंܐؖ
ࢩԋݗ౾җҽճͲๅࠄ
ࣆ͖ॶۂΔซ͘खΕ
ࣆৄݗޛͪΌͶͳؖؽܐؖΩϱϓΟϪϱηΝઅఈ
ࣆྭݗ౾ճͲखΕ͝Ζɼ৾ΕศΕΩϱϓΟϪϱηΝߨ͑ͶΓΕࣆৄݗޛΝߨͮͱ͏Ζ͗ɼસ݇Ͷ
ͯ͏ͱߨ͑Κ͜Ͳͺ͵͏ɽ
ࣙ͵ʹ
ࣙ

●●ࢤݘཤ༶ޤΠχώδʖճ٠

●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέ୴ंճ٠
ીॶΝմঈɼղޤฯݧ๑Ͷࢬ͚Ͱخઅॶͺܩକ͢ɼఈغదͶॶࢬઅͲਫ਼য়ڱΝ֮͢ͱ͏
Ζɽ
ଲԢͶୌ͍͗ͮͪͳࢧΚΗΖΏࠖೋࣆྭ
ଲԢՆ͵ஏҮͲݸఈదͶϋρφϭʖέΝߑ͢ɼࣆৄݗޛΉͲߨͮͪɽ
୴ίΠϜϋζϡʖͳࢬઅ৮ҽఈغద͵ซ͘खΕΝݫͶ͏ͱ͢ৄݗΖɽ
୴ंճ٠
ஏҮίΠճ٠
ஏҮίΠճ٠ʀंܐؖճ٠
ஏҮίΠճ٠Ώࣆྭίʖηݗ౾ճ͵ʹ
ஏҮίΠճ٠ंܐؖ;ٶίʖηճ٠
ஏҮίΠճ٠




ஏҮίΠݺพճ٠
ஏҮใׇίΠਬճ٠
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼڋղࢩޤԋࣆॶۂɼਫ਼җҽΝղ͢ͱ֮
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳหکճ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ߶ྺॶ؇՟ͳͲఈغదͶߨͮͱ͏Ζίʖη֮ճͲ֮͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ࿊ཙճ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖӣӨڢ٠ճ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ࿊ཙճ٠
ு಼Ͳɼ߶ྺं୴෨ۃʤ؇ཀྵ৮ΝʥͶ͕͏ͱαΠϟϱώʖճ٠Ν࠷
ௌༀ࣪ͲϐΠϨϱήΝࣰࢬɽ
ఈغద͵ίʖηճ٠ࣰࢬɼ୴ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖Δๅࠄ
ు࿊ཙͲࣆৄݗޛΝߨͮͱ͏Ζɽ
චགྷ࣎Ͷٰଶϋρφϭʖέճ٠ΏՊճ٠Νߨ͑
ޛਫ਼য়ڱ֮  ೧ࢤݡޛௗਅཱིͱ
ฯޤͲຌਕৼਐয়ڱΏٰଶ༙ໃয়ڱɼਫ਼҈ఈ֮ͪ͢ฯ͗Ͳ͘ͱ͏Ζ͖͵ʹ
ใׇऀճෳࢳ࢞෨ճΝ༽

ͲଲࣞͶΓΖ
ͶΓΖրવয়ڱѴ
ͶΓΖৄݗ
ຌਕͶؖΚͮͪใׇ৮ҽͳݟٰଶଲԢοʖϞͲίʖη৾ΕศΕΝߨͮͪɽ
ຌਕंܐؖ;ٶʀؖؽܐؖซ͘खΕ
ਫ਼җҽΏίΠϜϋɼγʖϑηࣆॶۂͶΓΖݡगΕΝৼͶɼรԿ͍͗Ηͻଊ࿊ཙ͢ͱΔ͏ɼஏҮใ
ࢩׇԋιϱνʖͲଲԢɽ
ޤਕϙʖϞɼு಼ܐؖ՟ɼऀճෳࢳڢ٠ճͳๅ༙ڠɽ









4Ⓨ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂࢆồࡵࡽࢀࡿᶒᐖࡢ௳ࡢ࠺
ࡕࠊ⤊⤖ࡋࡓࡢᚋ᳨ドࡢ⤖ᯝ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ίΠϜϋζϡʖΏޤ࿊ཙճͲࣆྭݗ౾ճࣰࢬ
ΉͫଲԢίʖη͗͵͏͗ɼࠕޛͶਫ਼͖͢ͱ͏ͪ͘͏ɽ
ࣆͤৄݗޛΖ͞ͳͶ͵ͮͱ͏Ζ͗ɼٰଶҌ݇͗͵͏ͪΌɼࣰࢬͲ͘ͱ͏͵͏ɽ



4 㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲつᐃࡍࡿᚅࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ‽ࡎࡿᑐᛂ㐃ᦠࡋࡓ
ࡇࡀ࠶ࡿ࠺ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕḟࡢᗇෆࡢ㒊⨫ࡸᗇእࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸᅋయ➼㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ㐃ᦠࡍࡿぢ㎸ࡳࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡀᑐᛂ㐃ᦠࡋࡓ㸦ᚋࡢぢ㏻ࡋࡶྵࡴ㸧㛵ಀᶵ㛵
㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
̧̥̦
ϜωϣΠϩԿ͠Ηͱͺ͏͵͏ͪΌɼࣆྭͶଲ͢ͱචགྷ͵෨ॼͳ࿊ͤܠΖ͞ͳͶ͵Ζͳߡ͓Ήͤɽ
Ϣέϩφ
ӁৱవʀঘജవʀϢέϩφജ͵ʹ
ղࢩޤԋҽ

●●●্֒ंʀ߶ྺंݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖ
ۛྣे எॵॄغࢩԋοʖϞ
ۛྣेɼຌਕ༓ਕஎਕɼαϱϑωΦϱηηφΠ
ۜ༧ؖؽ
ݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖ
ݡगΕΝ͢ͱ͏ΖஏҮे
ݺʓίʖηͶԢͣͱ
ߨॽ࢞
ࢤ٠ճ٠ҽ
ࣆྭͶԢͣͱචགྷ͵ͳؖؽܐؖ࿊͏ͱ͢ܠΖ
্͗͏ࣉं૮ࢩԋιϱνʖʤײخ૮ࢩԋιϱνʖʥ
೧ݡޛιϱνʖ
૮ࢩԋࣆॶۂʤ্͗͏ʥ
ಝఈ૮ࣆॶۂɼೖಊࣆॶۂ

●●ݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖʤݘཤ༶ޤ֫ؖؽʥ
චགྷͶԢͣͱɾͳؖؽܐؖ࿊ͤܠΖɽ

อ࢞ޤʀऀճෳࢳ࢞ͶΓΖ●●●߶ྺंٰଶଲԢοʖϞͳ࿊ܠͶΓΕɼଲԢΝߨ͑ίʖη͍͗ͮͪɽ









4 ⮬య㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖ㛵㐃ࡍࡿ᮲࣭せ⥘ࡀ࠶ࡿሙྜࡢලయⓗ࡞ᅇ⟅
●●ࢤভඇंιϱνʖড়ྭ

●●ௌ߶ྺंࢩԋϋρφϭʖέ
●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖড়ྭ

●●ࢤ߶ྺं҈ৼݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߴ
●●ௌভඇਫ਼૮ॴཀྵགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖড়ྭ

●●ࢤভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճགྷߟ
●●ࢤভඇंਫ਼૮ࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ড়ྭ

●●ۢভඇंιϱνʖড়ྭɼߒ౨ۢভඇं૮ӣӨགྷߟ

●●ࢤݘཤ༶ࢩޤԋεητϞਬҗҽճઅགྷߟ
߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ

●●ࢤভඇंඅ֒ϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ

●●ࢤʀ●●ௌভඇंඅ֒ࢯڢ٠ճઅགྷߟ

●●ࢤ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέઅགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖড়ྭوߨࢬ;ٶଉ

●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖૌ৭;ٶӣӨͶͤؖΖড়ྭ

●●ࢤ߶ྺंٰଶࢯ;ٶভඇं҈સ֮ฯݡगΕࢩԋϋρφϭʖέਬճ٠
●●ௌভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέྙڢҽͶͤؖΖགྷߟ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճઅགྷߟ
ভඇंਫ਼ড়ྭ
ভඇਫ਼૮૯়ղϋρφϭʖέઅགྷߟ
ভඇਫ਼ฯޤড়ྭ

●●ࢤভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέڢ٠ճઅགྷߟ
●●ௌভඇਫ਼րવਬࣆިۂགྷߟ

●●ࢤݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ড়ྭ

●●ࢤভඇं͍Ξ͢Ξϋρφϭʖέڢ٠ճઅགྷߟ
●●ۢভඇਫ਼ড়ྭ

●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖড়ྭ
ஏҮใׇίΠ࿊ཙڢ٠ճӣӨوଉ

●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖૌ৭;ٶӣӨͶͤؖΖড়ྭ
●●ࢤভඇं҈સ֮ฯ࿊ཙճ٠અགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͶͤؖΖড়ྭ
●●ࢤভඇं҈સড়ྭ

●●ࢤ߶ྺंෳࢳܯժɼ̖غղޤฯܯۂࣆݧժ
●●ࢤ͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέࣆࢬࣰۂགྷߟ
எ߶ྺंݡगΕಊͳভඇंඅ֒ࢯͪΌݡगΕಊΝਬͤΖɽ

●●ௌভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέઅགྷߟ

●●ௌভඇंඅ֒ࢯਫ਼҈સϋρφϭʖέઅགྷߟ
●●ࢤভඇਫ਼ιϱνʖড়ྭ

●●ࢤভඇंඅ֒ࢯݡगΕϋρφϭʖέઅགྷߟ









4 ⮬య࡛ࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
132 ๑ਕͲ͍Ζݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͳ࿊ͱ͢ܠଲԢ͢ͱ͏Ζ
ҫྏؖؽ
ݘཤ༶ݜޤरճͲखΕ͝ߪԍ
ݺพͶ૮
߶ྺंٰଶࢯ๑क؇՟Ͳͺ͵͚ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟͗߶ྺंۢพ͵͚ߨͮͱ͏Ζɽ
ࣆྭͶԢͣͱଲԢ
ভඇं૮ͶΓΖଲԢ
ভඇंඅ֒ΝकͪΖཀྵ༟ͳͤΖ೧ݡޛౕଔਅཱིࢩԋʤ̐݇ʥ
ভඇंඅ֒୴෨ॼๅࠄ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳ࿊ܠճ٠
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖड़ߪ࠴Ͳबஎ
ு಼ভඇਫ਼୴՟ͺใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ͱ͢ܠଲԢ͢ͱ͏Ζɽ

●●߁Ү࿊ভඇਫ਼ιϱνʖ૮
எॵॄغࢩԋοʖϞͶͱ૮͢ͱ͏Ζɽ
අ֒͗͵͏͗ɼқًΝͤΖҟͶγʖϑηࣆंۂͶๅڛΝߨ͏ɼغ͘ͲݡΖΓ͑ͶଲԢ͢
ͱ͏Ζɽ
චགྷ͵ͺͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼଲԢ͢ͱ͏Ζ
ใࢩׇԋιϱνʖͳভඇਫ਼૮ҽ͗࿊͢ܠɼভඇंඅ֒ଲԢͶ͍ͪͮͱ͏ΖɽචགྷͶԢͣͱอ࢞ޤ
૮ͯ͵͏Ͳ͏Ζɽ
๑ͶΓΖඅ֒૮ͺ͵͏͗ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲভඇंඅ֒૮ͺԈ΄  ݇Ͳ͍ͮͪɽ
ͶΓΖয়֮ڱ









4 ⮬య࡛ࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖᑐᛂࡍࡿᙜࡓࡾࠊࡢࡼ࠺
࡞ᗇෆࡢ㒊⨫ࠊ㛵ಀᶵ㛵࡞㐃ᦠࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
͚Δ͢૮ιϱνʖ
ίΠϜϋζϡʖ
ܱࡱ
ܱࡱॼ
ݘཤ༶୴ޤ෨ॼ
ݳয়ͲͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏভඇਫ਼ιϱνʖɼऀճෳࢳڢ٠ճͳΊɽචགྷͶΓΕଠͳؖؽ࿊
ܠΝߨ͑ɽ
ި௪ࡄ୴՟ͲɼࡄϧζΨ͖Δಝच࠰ٙͶͯ͏ͱқًΝనٕߨͮͱ͏Ζɽ
߁Ү࿊ভඇਫ਼ιϱνʖ
ࡑղࢩޤԋιϱνʖ
ࢊڷ৾ۂ՟
ࢤভඇंߨ୴՟
ࢤௌଞভඇं૮ ݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖ 
े՟ʤভඇਫ਼૮ҽʥ
ভඇंگүαʖυΡϋʖνʖ
ভඇं૮
ভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱଲԢࣰͺ͵͏͗ɼචགྷͶԢͣͱভඇਫ਼ιϱνʖ૮ͪ͢͏ɽ
ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟
ভඇंඅ֒୴෨ॼ
ভඇਫ਼ιϱνʖ୴෨ॼʙ൞୴෨ॼ
ভඇਫ਼૮୴෨ॼ
೧ݡޛγϛʖφιϱνʖɼܱࡱॼ
೧ࢩݡޛԋιϱνʖ
ਫ਼୴ڧ෨ॼ
ਫ਼ࢩཱིࣙंڃࠖԋ๑Ͷوఈ͠ΗΖࣆۂΝߨ͑૯
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ Ө 
ு಼ࣹভඇंඅ֒୴
ு಼୴෨ॼ

●●ௌ͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέॶۂࣆྙڢ
●●߁Ү࿊ভඇਫ਼ιϱνʖ

಼༲ͶΓͮͱͺಕැݟভඇਫ਼ιϱνʖ૮ͤΖ͗ɼ࿊ͳܠΉͲͺ͏͓͵͏
ࡄ୴՟
൞୴෨ॼ
൞୴෨ॼɼָߏگү୴෨ॼ
ༀভඇंඅ֒୴෨ॼ
ༀ୴෨ॼ


4 ⮬య࡛ࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖᑐᛂࡍࡿᙜࡓࡾࠊࡢࡼ࠺
࡞ᗇෆࡢ㒊⨫ࠊ㛵ಀᶵ㛵࡞㐃ᦠࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ٰଶଲԢͲͺ͵͚૱૮ͳ͢ͱण͜ͱ͏Ζίʖη͍ΕɽஏҮใׇસରͲͺ૮਼Ѵ͢ͱ͏Ζ͗ɼ
ভඇंඅ֒સͱίʖηͶͯ͏ͱͺѴͲ͘ͱ͏͵͏ɽ
ভඇंඅ֒Ͷͱؖ͢૮Ͳ͘Ζ૯ͳͺௌͶࣟ͠Ηͱ͏͵͏
ভඇंඅ֒୴՟͍͗ΖͪΌɼ૮͍͗Ηͻ୴՟Ҍ಼͢ͱ͏Ζɽ
ଲԢࣆྭ͗ঙ͵͚ɼࣰࡏଲԢࣆྭ͗ຌͶঙ͵͏͖ɼଠ෨ॼͳ࿊͗ܠखΗͱ͏͵͏͖Δ͵͖͗
͵ͪΌɽ





4 㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖ㛵ࡍࡿ❆ཱྀᴗົࡢ࿘▱ࡸၨⓎάືࠊయไ
ᩚഛࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇ㛵ࡍࡿ࿘▱άື୍యⓗᐇࡋ
࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚ᅇ⟅㸧㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
௪৶ͶࡎܟʀοϧεࡠʀγϫϱɼਕέϧϔॄΉΕͶड़͘ɼࡠͪ͢οϧεΝഓා͢ܔ
132 ๑ਕͲ͍Ζݘཤ༶ࢩޤԋιϱνʖͳڢಉ͢ভඇंඅ֒ࢯιϝψʖΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ϗϱφ͵ʹΝ௪͢ͱܔ͢ͱ͏Ζ
ίʖϔϩτϪϑͲबஎ
γϫϱ͵ʹ߶ྺंॄΉΕͲܔಊΝ͢ͱ͏Ζ
οΥρέΝͪ͢ߴͤ΄ͱɼ߶ྺंͪͮݸଲԢͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
ղ͜ॶۂࣆޤͶݜरΝߨͮͱ͏Ζɽ
֦ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ࡠߨͤΖๅࢿͲखΕѽͮͱ͏Ζ
عϏϱϓϪρφ૯અ
عଚϏϱϓϪρφΝഓා͢ͱ͏Ζ
عଚϏϱϓϪρφഓා
ڋղࢩޤԋࣆ͖ॶۂΔๅڛΝण͜ͱ͏Ζɽ
ڋղࢩޤԋࣆॶۂͶভඇਫ਼૮ๅڛΝߨͮͱ͏Ζɽ
ࢊܔͲࡉۂಊΝࣰࢬɽ
ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͲ߶ྺंͶಝԿͪ͢Ͳͺ͵͏͗ɼࡠ͗ݟͪ͢ϏϱϓϪρφΝ͏ͱ͢༽Ζ
ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͶΓΖಊΝकͶͪ͢ରඍ
ࢤভඇιϱνʖߨভඇඅ֒ࢯοϧεΏ૮૯बஎ
ࣆྭΝѴͪ͢ࡏɼܐؖ෨ॼͳๅ༙ڠΝߨ͏ɼଞ಼ࡄໃતΝ࢘ͮͱқًΝߨ͑ɽΉͪɼஏݫ
ளࡑͳๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
ॶ؇Ͳ͍Ζࢤ෨ࢤ૱ແ࣪ͳ࿊ͱ͢ܠଲԢ͢ͱ͏Ζ
ভඇं૮बஎΝਦͮͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟͗ଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ๅͶͯ͏ͱใׇɼղޤγʖϑηࣆॶۂͶϟʖϩૻ৶͢ͱ͏Ζ
ভඇਫ਼ιϱνʖωϣʖηΝ૯Ͷ͏ͪΕɼڋղࢩޤԋࣆॶۂͶഓාͪ͢Ε͢ͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖϛηνʖΝ͏ͱࣖ͢ܟΖ
ভඇਫ਼ιϱνʖ߁ๅࢿΝॄ͏Ͷ͏ͱ͢ڛΖɽ
ভඇਫ਼ࢩԋιϱνʖ͗ଲԢ͢ͱ͏Ζ
୴՟͗ࡄߨໃતΏϟʖϩഓ৶ͶͱқًΝߨͮͱ͏Ζ
୴՟Ͳࣰࢬ
ஏҮใׇίΠճ٠Ͷভඇंඅ֒ๅڛΝΗͱ֦ࣆंۂͶๅफॄΏबஎΝஎΔͦͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳভඇਫ਼ιϱνʖͳๅިճΝຘ೧ߨͮͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖஏҮॄΉΕͲबஎʀܔɽӣӨਬճ٠Ͳबஎʀܔɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶҗ͢ɼߪԍճܔಊΝߨͮͱ͏Ζɽ
ௌ಼ճΏ߶ྺंγϫϱͲड़ߪ࠴Ν࠷͢ͱ͏Ζɽ

●●߁Ү࿊ভඇਫ਼ιϱνʖͶͱٶʀܔड़ߪ࠴Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
எΪχϔρέͶভඇंඅ֒ࢯͶͯ͏ͱ͢ࡎىɼܔ͢ͱ͏Ζɽ
ใࢩׇԋιϱνʖ͗ஏҮͲভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱबஎܔΝߨͮͱ͏Ζ









4 ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡸᆅᇦໟᣓࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿ
ᾘ㈝⪅⿕ᐖ㛵ࡍࡿ▱㆑➼ࢆ⩦ᚓࡍࡿሙࡸᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇ㛵ࡍࡿ࿘▱
άື୍యⓗᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚ᅇ⟅㸧
㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέؖؽྙڢ࿊ཙճͶͱหکճΝ࠷
οϧεͲ࠰ٙඅ֒ๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ζ
ωϣʖηϪνʖ
ղޤγʖϑηࣆ͗ॶۂভඇंඅ֒Ͷ͘Ͳ͗ͳ͚͞ـΖΓ͑͵ݜरճΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ղࢩޤԋҽ࿊ཙճͲݜरճΝ࠷ʤஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽʥ
෨ݜरͶͱɼࡃܨదٰଶͳި͓ͱɼஎࣟΝसಚͤΖؽճΝઅ͜ͱ͏Ζɽ
ͤࢬࣰ͗ؖؽܐؖΖݜरճͶࢂՅ͢ɼভඇंඅ֒ଲԢͶͯ͏ͱָΞͲ͏Ζɽ
ܱࡱɼভඇਫ਼૮୴՟͖Δๅڛ
ܱࡱɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳๅ༙ڠ
ܱࡱΏভඇंιϱνʖ͖ΔఈغదͶভඇंඅ֒࠹ๅΝഓ৶
ܱࡱΓΕஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽ͜ݜरΝ࠷͢ͱ͏Ζ
݆ͶҲյɼভඇਫ਼ιϱνʖ͖Δ݆૮ܑซ͘खΕɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ॄΉΖݘཤ༶ޤ
ۂແճ٠Ͳ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ݜरճ࠷ͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼଠͤ࠷͗ؖؽΖݜरճࢂՅɼ৮ҽΝഁ͏ͱ͢ݥΖɽ
ͤࢬࣰ͗ݟΖݜरճͶࢂՅ͢ͱΔ͑
ݟΏଠରक࠷ݜरๅΝ࣎͏ͱ༙͢ڠΖ
ݟΏର͗࠷ͤΖݜरճࢂՅ
ݟक࠷ݜरͶࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ݟक࠷ݜरճࢂՅ
ݟভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճݜरͶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽ͗ࢂՅ͢ͱ͏Ζ
ݟভඇਫ਼ιϱνʖ͖Δভඇंඅ֒ๅΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͲ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ݟݜरճࢂՅ
ݡगΕϋρφϭʖέڢ٠ճͶͱๅ͏ͱ༙͢ڠΖ
߁ๅಊͲबஎ
ߨͳใͲׇߨͤΖใׇͫΓΕͲܔɼ߁ๅ͵ʹࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
߶ྺ &:ɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽɼভඇਫ਼ιϱνʖ૮ҽͳқިݡճ
߶ྺंٰଶଲԢ৮ҽݜरճࢂՅ
ࡑղࢩޤԋιϱνʖबஎͳࣆྭๅࠄ
ࢤٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ ߶ྺं෨ճͶͱๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ࢤ಼ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ॄΉΖճ٠Ͳๅ͏ͱ༙͢ڠΖ
ड़ߪ࠴ɼ૮ྙڢҽࠛճͶͱοϧεഓා
ভඇंιϱνʖࣆͱ͢ͳۂɼভඇंୌΝѽ͑ߪ࠴ͳ͢ͱɼ߶ྺंຌਕͶͺஏҮߪ࠴ɼ߶ྺंࢩԋं
ͶͺݡगΕߪ࠴Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇं૮Ͳভඇंඅ֒য়ڱΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ๅफॄ͢ɼղॶۂࣆޤๅ͢ڛ
ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ভඇंඅ֒ͶͤؖΖܔࣁྋڛ
ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟͗ଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖ͗ɼਫ਼ࣉಒҗҽڢ٠ճΏίΠϜϋζϡʖ࿊ཙճ͵ʹࢂՅ͢ɼভඇंඅࣰ֒ྭΏ
қًΝΉͳΌͪοϧεΝഓා͢ͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳஏҮใׇๅͳ༙ڠ࿊ܠଇΝઅఈ͢ͱ͏Ζ
ভඇਫ਼ιϱνʖ৮ҽΝߪࢥͳ͢ͱড͘ɼղޤฯॶۂࣆݧ৮ҽͶ͜ͱݜरΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ड़ߪ࠴Ν͢༽ɼڋղࢩޤԋࣆंۂճ٠ͲหکճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼૮ιϱνʖ͖Δ૮ๅͶͤؖΖϟʖϩΝण͜खΕɼๅ֮Νߨͮͱ͏Ζɽ




ভඇਫ਼૮ҽ͗೧Ͷ  յఖౕɼࠅਫ਼ιϱνʖक࠷ݜरͶड़ੰ͢ɼஎࣟΝसಚ͢ͱ͏Ζ
ভඇਫ਼૮૯୴ͳ೧̑յ࿊ཙճΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ଡ৮झ͜Ͷভඇंඅ֒ͶͤؖΖ͞ͳɾ೧ݡޛౕͶͤؖΖ͞ͳݜरճΝ࠷
ஏҮͶΓΖݡगΕࢩԋϋρφϭʖέߑҽΝଲেͳͪ͢ߪԍճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳভඇਫ਼ιϱνʖͳๅިճΝຘ೧ߨͮͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶভඇਫ਼૮ҽ͗ड़͘ɼভඇंφϧϔϩͶͯ͏ͱड़ߪ࠴Ν͢ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶଲ͢ɼভඇंඅ֒ܐؖݜरճҌ಼ʤࢤௌͶๅ͍͗ڛΗͻʥ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖఈྭճͶͱࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖक࠷ճ٠ʤίΠϜϋΏ࣑ࣙճʀਫ਼җҽࢂՅʥͲɼݜरΏหکճΝࣰࢬ͢
ͱ͏Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽΝଲেͳͪ͢ࣆۂઈճͲɼভඇਫ਼ιϱνʖࣆ಼ۂ༲Ͷͯ͏ͱबஎ
Ν͢ͱ͏Ζ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ࿊ཙճͶভඇਫ਼ιϱνʖ৮ҽΝড͘ๅިΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
నٕஏۢਫ਼җҽఈྭճͲϨʖϓϪρφΝ࢘͏͵͗ΔϝωݜरΝߨ͑͵ʹ͢ͱ͏Ζɽ͵ʹࣰ͗
ࢬ͢ͱ͏ΖݜरճͶࢂՅ
͵ʹࣰ͗ࢬ͢ͱ͏ΖݜरճͶࢂՅ

●●ฯ݊ෳࢳࡔݜरࢂՅͤΖΓ͑ݜरܯժΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
●●߁Ү࿊Ͳভඇਫ਼ιϱνʖ৮ҽݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ಊժഓ৶ͲݜरΝߨͮͪɽ
೧̏յஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ཙճΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
೧Ͷ̏յɼভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέఈྭճ٠Ν࠷
ਫ਼җҽࣉಒҗҽΝଲেͶͪ͢ݜरճΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
ਫ਼җҽఈྭճ࣎ݜर಼༲ͶखΕΗͱ͏Ζɽ









4 㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖ㛵ࡋ࡚ࠊᗇෆࡢ⌮ゎࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡿࡓ
ࡵࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ఈغదͶܔοϧεͶΓΕɼভඇंඅ֒ݳয়Νๅ͏ͱ͢ڛΖɽʀ֦ܐؖ՟͗ॄΉΖճ٠ͶࢂՅ
͢ɼๅ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
͍Ξ͢ΞݡगΕϋρφϭʖέؖؽྙڢ࿊ཙճͶक؇՟৮ҽ͗ࢂՅ
Ձ͢ͱ͏͵͏͗ɼு಼ভඇਫ਼୴՟ͳͺ͏ͯͲ࿊͘ͲܠΖয়ସͶͺ͍Ζɽ
ܐؖ՟Ͳίʖη಼༲Ν͏ͱ༙͢ڠΖ
ٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ͶͱɼྙڢΝғབ͢ͱ͏Ζɽ
ݘཤ༶ޤϋρφϭʖέճ٠Νઅ͢ɼভඇਫ਼ιϱνʖ୴ࢂՅ͢ͱ͏Ζ
ݺพίʖηͶͱؖ͢ɼভඇਫ਼ࢩԋιϱνʖͳๅ༙͢ڠɼଲԢ͢ͱ͏Ζ
ݺพࣆྭͶͱؖ͢ɼචགྷͶԢͣভඇਫ਼૮क؇՟ͳ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ζɽ
͏ޕͶࣆྭͶԢͣͪ૮ͶԢͣΖର͍͗Ζɽ
߶ྺंͶͪͮݸͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶܔಊ͢ͱ͏Ζ
߶ྺंٰଶٛ͏͍͗Ζভඇंඅ֒ͶͤؖΖͺͤ΄ͱࢤভඇਫ਼ιϱνʖͳίʖηΝ༙͢ڠଲԢ͢
ͱ͏Ζ
߶ྺं୴෨ॼͳๅ༙ڠʀ࿊ͤܠΖରΝ͚ͯͮͱ͏Ζ
߶ྺෳࢳʀ্֒ෳࢳʀࣉಒෳࢳʀܱࡱͲॄΉΕɼࢩԋରʀଲԢघॳΝ֮ͤΖճ٠Ν࠷͢ͱ͏Ζɽ

ࢤٰଶࢯϋρφϭʖέճ٠ ߶ྺं෨ճͶͱๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͳๅި;ٶ࿊ܠΝਦΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ
ࣆҌͶԢͣͱভඇंඅ֒୴෨ॼͶ૮͢ͱ͏Ζ
ࣆྭͶԢͣͱ࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ࣆྭΝѴͪ͢ࡏɼܐؖ෨ॼ୴ͳٺͶๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
ཱིࣙਫ਼ࢩԋιϱνʖ͗ఈغదͶक࠷ͤΖਫ਼ࢩंڃࠖԋճ٠Ͷड़ੰ͢ɼๅ;ٶ༙ڠචགྷͶԢͣ
ࢩԋ͢ͱ͏Ζɽ
क؇՟ͳ࿊ܠΝ͢ͱ͏Ζɽ
ॶ؇Ͳ͍Ζࢤ෨ࢤ૱ແ࣪ͳ࿊ͱ͢ܠଲԢ͢ͱ͏Ζ
ভඇं૮बஎΝਦͮͱ͏Ζɽ
ভඇं૮૯୴෨ॼভඇंඅ֒ๅ༙ڠΝਦΖ
ভඇंඅ֒ͶͤؖΖίʖη͵ʹ͍͗ͮͪͺভඇਫ਼୴෨ॼͳ࿊ܠɼͱ༙͢ڠଲԢΝߨ͑Γ͑Ͷ͢
ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ͶͤؖΖ૮͍͗ͮͪͶௌ಼ভඇंඅ֒୴ͳๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζ
ভඇंඅ֒ͶͤؖΖ૮૯ͺพ՟͗୴ɽ೧ݡޛਅཱིࢩԋΏෳࢳγʖϑηཤ༽͗චགྷ͵ͺɼ
ෳࢳ՟ ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ Ͳ͏ܪΔ͑ɽ
ভඇंඅ֒ͶݸΔͥۜરͲࠖΕ͟ͳΏ૮͍͗ͮͪࡏͶɼ૯Ҍ಼͢ͱ͏ͪͫ͜ΖΓ͑ྙڢғབ͢
ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ίʖη͗ਫ਼ͪ͢ɼ୴ं෨ॼͳ࿊ܠΝືͶ͢ͱ͏Ζ
ভඇंඅ֒Νѽ͑क؇՟ͳๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟͗ଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ࣆҌ͍͗ͮͪͶͺɼܐؖ՟Ͷଲ͢ͱ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳஏҮใׇๅͳ༙ڠ࿊ܠଇΝઅఈ͢ͱ͏Ζ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳ࿊͗ܠखΗΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳ࿊͢ܠɼίʖηͶͤؖΖๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖक؇՟ʤঐ؏ޭ՟ʥͳචགྷͶԢͣๅ༙ڠΝ͢ͱ͏Ζ
ভඇਫ਼૮୴՟͖Δๅڛ
ভඇਫ਼૮ҽ͗ଠ՟Ͷഓ͠Ηͱ͕Εɼ՟ͳ࿊ܠͺखΗͱ͏Ζ
ๅިճΝߨͮͱ͏Ζɽ

●●ࢤভඇंߨ࿊ཙճͶ͕͏ͱɼๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ




ஏҮίΠճ٠Ͷɼভඇਫ਼ιϱνʖ͗ࢂժ͢ɼๅ༙ڠʀๅި͏ͱ͢Ζɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖେනंճ٠Ͷͱ࠰ٙඅ֒୴෨ॼ͖ΔܔΝ͢ͱΔͮͱ͏Ζɽ
ு಼ࣹͶઅ͠Ηͪভඇंਫ਼ιϱνʖͳ࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ு಼ভඇं૮୴෨ॼͳๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ு಼୴෨ॼͳڢ٠͢ͱ͏Ζ
నٕ࿊ܠΝߨ͑
ಝͶғབͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼๅ͍͗Ηͻ՟Ͷ࿊ཙͤΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ζɽ
චགྷͶԢͣͱؖ࿊෨ॼͳ࿊͏ͱ͢ܠΖ
චགྷͶԢͣ࿊ͱ͢ܠଲԢ͢ͱ͏Ζ
චགྷ࣎Ͷ૮Νߨͮͱ͏Ζɽ



4 㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇἲ➨  ᮲つᐃࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢࡢᚋ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠺
࡛ࠕ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡢᚋ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ٰଶΉͪͺٰଶͶ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖࣆྭͶͯ͏ͱͺ৾ΕศΕΩϱϓΟϪϱηΏࣆྭݗ౾ճͲख
Ε͝ΖͶΓΕࣆ༙ڠͳৄݗޛΝਦͮͱ͏Ζ͗ɼસ݇Ͷͯ͏ͱߨ͑Κ͜Ͳͺ͵͏ɽ
ஏҮίΠճ٠Ͷ͕͏ͱܨգΝๅ͏ͱ༙͢ڠΖ
ຌࢤভඇਫ਼ιϱνʖસ৮ҽ͕Γ;ଠࢤভඇਫ਼ιϱνʖͳๅ༙ͤڠΖ͞ͳͶΓΕࠕޛଲԢͶ͖
ͤɽ










4 㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊㄆ▱➼ࡼࡾุ᩿ຊࡀ༑ศ࡞ࡗࡓே࡞ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ
ᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟ࡢ㐃ᦠ➼㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
Ҍ݇ͺ͵͏͗ɼίΠճ٠͵ʹͶ͕͏ͱๅ༙ڠ
֦झճ٠Ͳबஎʀܔ
ڢ٠ճͺ͍Ζ͗ӣӨ͢ͱ͏͵͏
ڢ٠ճͺ͵͏͗ɼಋ՟Ͷভඇਫ਼ιϱνʖɼ߶ྺंٰଶ୴ɼऀճෳࢳڢ٠ճ૮ҽ͗ࡑ͢
ͱ͕Ε࿊͏ͱ͘ͲܠΖɽ
Ͳݟઅ͠Ηͱ͕ΕɼݡगΕϋρφϭʖέͰ͚Εɼভඇंඅ֒ࢯͶͤؖΖๅʹ͵ڛΝण͜ͱ͏Ζɽ

ࢬࣰݟ߶ྺंඅ֒ࢯϋρφϭʖέճ٠ͶࢂՅ
ݡगΕϋρφϭʖέͺଚࡑͤΖ͗ɼভඇंඅ֒Ν͛͞ͳΝదͳ͢ͱ͏͵͏ɽ
ݡगΕϋρφϭʖέΝভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͶҒͰ͜ɼๅ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ζ
ݡगΕکԿͶ͜ਬճ٠ΝఈغదͶ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ݡगΕࢩԋϋρφϭʖέΝߑ͢ͱ͏Ζ
ݳয়Ͳͺ۫ରదͶࣆҌ͗͵͏ͪΌࢂՅ͢ͱ͏͵͏
߶ྺंٰଶ୴՟Ͳͺߨͮͱ͏͵͏ɽ
߶ྺंٰଶ୴෨ͳͺɼಝͶ࿊͗͏͵͏ͱ͢ܠɼචགྷ࣎ɼভඇਫ਼૮૯ͳ࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ࠕ೧ౕɼಋڢ٠ճߑͶ͜ͱ६ඍ
ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͳ࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ࢤভඇਫ਼ιϱνʖͳ࿊͏ͱ͢ܠΖ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͲͺ͵͏͗ɼভඇਫ਼ιϱνʖͶͱݡगΕϋρφϭʖέΝߑ͢ɼළͤΖ
ভඇंඅ֒φϧϔϩΏͨଲࡨͶܐΖๅڛΝ࣎ߨͮͱ͏Ζ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճઅͺ͍Ζɼં࿊ܠͺ͢ͱ͏͵͏ɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճઅͺ͵͏͗ɾعଚϋρϭʖέͲ୴ͮͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͠Ηͱ͏Ζ͗ɼճ٠ࢂՅͺ͢ͱ͏͵͏
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͢ͱ͏͵͏͗ݡगΕϋρφϭʖέͺߑࡃͲ͍Ζɽ
ভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱͺɼༀ୴෨ॼΏܱࡱ͵ʹͳๅ༙ڠΏචགྷͶԢͣͱଲԢ͢ͱ͏Ζ
ভඇंඅ֒Ͷݸఈͪ͢ڢ٠ճͺઅ͢ͱ͏͵͏͗ɼଡ৮झͶΓΖఈغద͵ίʖηๅ༙ڠΏݗ౾
Νઅ͜ͱ͕ΕɼචགྷͶԢͣͱଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ଲࡨͺߨͮͱ͏͵͏ɽ
ভඇंඅ֒ΝଲԢͤΖ՟͗ଲԢ͢ͱ͏Ζɽ
ভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέͺߑ͠Ηͱ͏Ζ͗ɼଠ෨ॼ͗ࢂժ͢ͱ͏Ζɽ
೧ݡޛౕਅཱི͢ͱ
೧ݡޛౕཤ༽ଇڢ٠ճߑ
ਫ਼҈સࣰແंϋρφϭʖέٰंྺ߶;ٶଶࢯϋρφϭʖέͶ͕͏ͱ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ਫ਼ڃࠖϋρφϭʖέճ٠Ͷͱๅ༙ڠ
૮͍͗ͮͪͶ૮Ͳ͘ΖࡠܐؖΕ
ஏҮݡगΕϋρφϭʖέࣆۂ࿊ཙճΝ೧  յ࠷͢ɼভඇंඅ֒ࢯबஎߨͮͱ͏Ζɽ
ஏҮใׇίΠεητϞճ٠ରͶɼভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝҒ͜ͱ͏Ζɽ
ஏҮใׇίΠ࿊ཙڢ٠ճ͗ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝͱ͕Ε࿊͏ͱ͢ܠΖ
ఈغదͶܔοϧεͶΓΕɼভඇंඅ֒ݳয়Νๅ͏ͱ͢ڛΖɽ
எͶΓΕஇྙ͗ॉͳ͵ͮͪਕ͵ʹͶଲ͢ͱͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊͢ܠɼ೧ݡޛ
ౕཤ༽Ͷ͏ͱ͝ܪΖ
พϋρφϭʖέ͗ึ͏ͱ͢Ζ
ຌࢤͲͺعଚϋρφϭʖέ͍͗Εɼভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͢ͱ͏͵͏ɽ
ྫ  ೧  ݆Ͷཱིͬ͝ͱ͏Ζ͗ɼΉͫؽ͢ͱ͏͵͏য়ڱɽ
࿊ܠΝߨͮͱ͏͵͏






4 㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊㄆ▱➼ࡼࡾุ᩿ຊࡀ༑ศ࡞ࡗࡓே࡞ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓ
ࡵࠊᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟ࡢ㐃ᦠ➼࡛ࠊࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼ࠖࢆ᪤❧ࡕୖ
ࡆ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࢆࡉࢀࡓ᪉ࡢࡑࡢᵓᡂᶵ㛵㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ίΠϜϋɼϖϩϏʖ
εωΠέϧϔʀਕݘ༶ޤҗҽ
ηʖϏʖɼډജవɼ༂ۃɼඔ༲࣪ɼղޤฯॶۂࣆݧ
νέεʖճऀɼφϧρέڢճɼഓอंۂɼϢέϩφജవɼਕέϧϔɼਕճɼΪηڢճ
ҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼ༂ࡐࢥճ
ҫࢥճʀࣅՌҫࢥճʀ༂ࡐࢥճʀอ࢞ޤճʀղࢩޤԋҽڢ٠ճʀղॶۂࣆޤ࿊ཙڢ٠ճʀυ
γʖϑηڢ٠ճʀޤητʖεϥϱڢ٠ճʀཀྵָྏ๑࢞ճʀࡠྏۂ๑࢞ճ
ҫྏʀෳࢳର
ղޤγʖϑηࣆंۂ࿊ཙڢ٠ճɼ্͗͏ෳࢳࢩԋࣆॶۂ
ղࢩޤԋҽɼϚϧϱτΡΠରɼਕέϧϔɼΗ͍͏γϫϱɼ͝Ξ͘ΔΕʖࣙकӣӨ࣪گɼεϩ
ώʖਕࡒιϱνʖɼޮؙ
ղޤฯॶۂࣆ֦ݧɼஎஏҮਬҽɼਫ਼ࢩԋαʖυΡϋʖνʖ
֦࣑ࣙର৮ҽ
֦୴෨ॼʤ߶ྺंෳࢳɼฯ݊ෳࢳɼਫ਼ฯޤɼಊࢊؖ࿊ࣆंۂɼϧϓϧϱंۂࣆڇڛɼਫ਼Ӷ
ਫ਼ؖ࿊ࣆंۂɼҫ༂ؖ࿊ࣆंۂʥ
ָ࢚ࣟ ंݩܨ๑ ंܐؖҫྏं্֒ ंܐؖஏҮཱིࣙࢩԋڢ٠ճ ंܐؖভඇਫ਼૮ߨ ंܐؖ
ंܐؖ

٠ճɼίΠϜϋɼভɼ●●ҫྏؖؽɼਕճ
ڋղࢩޤԋࣆॶۂɼฯݧճऀ
݊߃ෳࢳ՟ɼ੭ແ՟ɼࢢүͱࢩԋ՟ɼָߏگү՟ɼेڧ՟ɼอ࢞ޤճ

●●ࢤҗ্֒ंࢩԋࣆॶۂ
ޮڠ৮҈ۂఈॶ

●●อ࢞ޤճɼਕέϧϔɼ্֒ंର
●●ࢤ൞ڢճ

ࢤΠχώδʖʤอ࢞ޤɼऀճෳࢳ࢞ʥɼਕݘ༶ंܐؖޤɼ্֒ෳࢳंܐؖɼҫࢥճɼݟʤ݊߃ෳࢳ՟ʥ
ࢤༀॶܐؖ෨ॼŌ্֒ंࢩԋιϱνʖ
ࢤༀॶ୴՟
े
ভඇਫ਼ιϱνʖ͗ଲԢ͢ͱ͏ΖͪΌ
ভඇਫ਼ιϱνʖͲѴ͢ͱ͏Ζɽ
ভɼߨʤ૱ແ՟ʀஏҮෳࢳ՟ʀ߶ྺෳࢳ՟ʀঐ࿓ಉ՟ʥ
্͗͏ंؖؽ૮ࢩԋιϱνʖ
্͗͏ंࢩԋࣆॶۂ
্͗͏ंରɼਕέϧϔɼฯүॶܐؖ
্֒ंؖؽ૮ιϱνʖɼอ࢞ޤճ͵ʹ
ీࢤɼీࢤ಼ؔࣆॶۂ
ਕݘ༶ޤҗҽճɼஎਕͳՊଔճ
༂ճऀ
ॉ࣊ๆɼ൞ڢճ

●●ࢤෳࢳ෨ෳࢳࡨ՟
ෳࢳ՟ɼฯ݊՟ɼ૱ແ՟ɼঐ؏ޭ՟
อ࢞ޤ
อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞
อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼߨ




อ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճɼऀճෳࢳ࢞ճɼਈฯ݊ෳࢳ࢞ڢճɼҫྏؖؽɼ্֒ंٰଶࢯιϱνʖɼղ
ޤฯࢬݧઅɼڋղࢩޤԋҽڢճɼ૮ࢩԋࣆॶۂ
๑ཱܐؖର
൞ɼਫ਼ฯޤɼ߶ྺෳࢳɼ্֒ෳࢳ֦෨ॼ
༂ۃɼڋղࢩޤԋࣆॶۂɼਫ਼ໍฯݧճऀ
ਕέϧϔ
ਕέϧϔɼϚϧϱτΡΠɼڋղࢩޤԋࣆॶۂɼղޤγʖϑηࣆॶۂɼஏҮγϛʖφࢬઅɼਫ਼ڃࠖ
ंࢩԋࣆॶۂɼݡޛਕɼεϩώʖਕࡒιϱνʖɼΉͬͰ͚Ε՟ɼेਫ਼՟
ਕέϧϔɼϚϧϱτΡΠରɼ൞ڢճ
ਕέϧϔɼ߶ྺंࢩԋιϱνʖ
ਕέϧϔɼভɼҫྏؖؽɼϧϓϧϱࣆंۂɼղޤγʖϑηࣆॶۂɼνέεʖճऀ
ਕέϧϔ࿊ճ
ਕέϧϔ࿊ճɼਐର্֒ंෳࢳڢճɼࢢՋෳࢳճɼਕճ࿊ཙڢ٠ճ
ਕέϧϔ࿊ճɼਐର্֒ं࿊ճɼ൞ڢճɼࢤʤ߶ྺंʀ্֒ंʀভඇਫ਼ιϱνʖ୴෨ۃʥ
ਕέϧϔ࿊ճʀভඇਫ਼ཀྵԿڢճ









㸦㸧ᾘ㈝⪅ࢭࣥࢱ࣮ྥࡅࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ༢⣧㞟ィ⤖ᯝ
ࢤۢௌଞʤQ ʥ
ܯ

ࢤ
563

ۢ
69.3

ௌ
25.0

ଞ
3.6

2.1

ݟுॶࡑஏ༙ໃʤQ ʥ
ݟுॶࡑஏ

ܯ

ݟுॶࡑஏҐ
5.0

563

95.0

ྫࢨఈࢤ༙ໃʤQ ʥ
ྫࢨఈࢤ

ܯ

ྫࢨఈࢤҐ
2.8

563

97.2

֫ࢤ༙ໃʤQ ʥ
֫ࢤ

ܯ

֫ࢤҐ
5.7

563

94.3

ಝྭࢤ༙ໃʤQ ʥ
ಝྭࢤҐ

ಝྭࢤ

ܯ

ྫ೧݆ೖࡑݳʥ
2.7

563

97.3

ฯ݊ॶઅ༙ໃʤQ ʥ
ฯ݊ॶઅࢤ

ܯ

ߺࢤҐ

ʤߺࢤʥ
0.5

563

99.5

)ୱಢઅ߁Ү࿊ʤQ ʥ
ୱಢઅ

ܯ

߁Ү࿊
79.4

563

20.6

)ʴ)Ͳʰ߁Ү࿊ʱͳյ͠Ηͪ๏ʵ୴͠Ηͱ͏Ζಕැݟʀ࣑ࣙରʤ਼મʥʤQ ʥ
ܯ

քಕ
116

܊ഇݟ
2.6
ௗݟ
4.3
Րࢃݟ
5.2
ෳԮݟ
6.0

12.1
ݟۆ
2.6
زݟ
1.7
खݟ
0.0
ࠦծݟ
2.6

੪ਁݟ
3.4
એཁݟ
0.9
੫Ԯݟ
1.7
ౣࠞݟ
0.0
ௗݟ
0.0

آघݟ
1.7
౨ښ
2.6
Ѭஎݟ
12.1
Ԯࢃݟ
0.0
ۿຌݟ
0.9

ٸݟ
0.0
ਈઔݟ
2.6
ࢀ॑ݟ
0.9
߁ౣݟ
0.0
ݟ
0.9

वీݟ
0.9
ݟ׃
0.9
࣐ծݟ
0.0
ࢃݟ
1.7
ݟٸ
0.9

ࢃݟܙ
3.4
ࢃݟ
0.9
ښැ
0.0
ಛౣݟ
6.0
ࣝࣉౣݟ
0.9

ෳౣݟ
4.3
੶ઔݟ
1.7
ࡗැ
0.9
ߵઔݟ
0.0
ԯೆݟ
0.9

Ἔݟ
0.9
ෳҬݟ
0.0
ฎݟށ
1.7
Ѭඦݟ
1.7

ತݟ
0.9
ࢃཨݟ
3.4
ྒྷݟ
2.6
߶எݟ
0.9

4ʰভඇंඅ֒ͺݘཤ༶ޤଲেͲ͍ͮͱ࣑ࣙରͳ͢ͱٰଶͳಋ༹ͶଲԢͤΖචགྷ͍͗Ζʱͳߡ͓ΔΗͱ͏Ήͤɽ
͞Γ͑͵ߡ͓๏ͺভඇंߨ෨Ͳ಼ۃͺबஎ͠Ηͱ͏Ή͖ͤɽʤQ ʥ
563

ܯ
ॉबஎ͠Ηͱ͏Ζͳࢧ͑

25.2

͍Ζఖౕͺࣟ͠Ηͱ͏Ζͳࢧ͑

45.6

͍ΉΕࣟ͠Ηͱ͏͵͏ͳࢧ͑

21.3
7.8

સ͚ࣟ͠Ηͱ͏͵͏ͳࢧ͑ʤ͞અชΝ௪ͣͱॵΌͱஎͮͪʥ
4߶ྺंͶଲͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͳͺʹΓ͑Ͷ࿊͏ͱ͢ܠΉ͖ͤɽʤ਼મʥʤQ ʥ

563

ܯ
අ֒Ͷͯ͏ͱ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ૮ʀ௪ๅ

61.5

ෳࢳγʖϑηͯ͵͙

44.8

߶ྺंਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ༙ڠʤՊଔܐؖΏࡔࢊয়ڱʥ

30.7

අ֒ंΝ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼғབ

22.2

࿊ͳͪ͢͞ܠͺ͵͏

12.6
7.6

߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ৮ҽͶଲ͢ভඇंඅ֒ݜरΝࣰࢬ

13.9

ͨଠ
4߶ྺंͶଲͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖࢩԋૌ৭ͳ
࿊ࢩͪ͢ܠԋ͗ٽΌΔΗΖίʖηͶ͕͏ͱɼ࿊ࠖ͗ܠೋͲ͍ͮͪ͞ͳͺ͍ΕΉ͖ͤɽʤQ ʥ
563

ܯ
࿊͏͵͗ͳͪ͢͞ܠ

12.3

࿊ࠖ͗ܠೋͫͮͪ͞ͳͺ͵͏

73.4

࿊ࠖ͗ܠೋͫͮͪ͞ͳ͍͗Ζ

7.8

Κ͖Δ͵͏

6.6

4߶ྺɼ্֒ɼஎͲஇྙ͗ॉ͵๏ভඇंඅ֒Ν͛ͪΌɼஏ๏ޮڠର;ٶஏҮ
͗ंܐؖ࿊ͪ͢ܠভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճखૌͲࣰࢬ͢ͱ͏Ζ͞ͳɽʤ਼મʥʤQ ʥ
563

ܯ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥΝߑ͢ͱ͏͵͏

60.6

ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճસରճ٠Νࣰࢬ

23.4

֦ߑҽ͖ΔݡगΕಊࣰࢬয়ڱΏրવ఼ๅࠄ

9.1

ஏҮڢ٠ճ಼ߑҽؔͲݡगΕଲেंͶͤؖΖݺਕๅ༙ڠʤݺਕๅฯޤ๑ྭوఈన༽ʥ

6.4

ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճӣӨ๏๑ΏݡगΕϨηφڛ๏๑Νڢ٠ճߑҽͲ༙ͤڠΖͪΌϜωϣΠϩࡠ

2.7
2.1

ಝఈؖؽݡगΕϨηφΏϜωϣΠϩઈͳڛ

14.9

ͨଠ
Q4.1【Q4において、「消費者安全確保地域協議会等」を既に立ち上げている場合

（実施内容の1 ～5 に回答された場合）】

その構成機関についてお答えください。（複数選択）（n=152）

ܯ
152
ָߏʀگү

ভඇਫ਼ι

ஏҮใࢩׇ

ऀճෳࢳڢ

ϱνʖ

ԋιϱνʖ

٠ճ

82.9
ซജవ

78.9
ฯ݊ॶ

ঐճ

ਫ਼ʀࣉಒ

68.4
ਫ਼ڢಋૌ

65.8
ڢ


14.5

14.5

13.8

࣑ࣙճ

༥สۃ

ۜ༧ؖؽ

ভඇंର

җҽ

75.7

ؖؽ
15.1

ܱࡱ

29.6
αϱϑωΦ

23.0
ഓंۂ

ϱηηφΠ
13.8

12.5

9.2

22.4
ޮިڠ௪ؽ

17.8
ͨଠ

ؖӣӨճऀ
9.2

5.9

64.5

4࣑ࣙيରʤҗΝʥͲͺভඇंඅ֒૮ΝฑೖؔҐɼ
ʹ࣎ؔଵͲण͜Ͳ͘Ζର͍͗ΕΉ͖ͤɽʤ਼મʥʤQ ʥ
ܯ

563

ౖೖʤΝΚͥʥ

6.2

ฑೖؔ

2.8

ॗೖʤΝΚͥʥ

2.1
92.7

ฑೖؔҐͶͺଲԢ͢ͱ͏͵͏
4࣑ࣙيରͲͺɼভඇंඅ֒૮ͶଲԢͲ͘Ζ૮ҽͺՁਕ͏Ή͖ͤɽ
ܯ

ฑۋ

࠹

࠹ঘ
22.0

548

0.0

20.0

4ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝଲেͶͪ͢ভඇंඅ֒Ώؖ࿊๑ݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏ΖɽʤQ ʥ
ͺ͏

ܯ

22.0

563

Κ͖Δ͵͏

͏͏͓
70.2

7.8

4ভඇਫ਼૮ҽΝଲেͶͪ͢ղޤʀෳࢳʀٰଶΏؖ࿊๑͵ʹݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏ΖɽʤQ ʥ
ܯ

ͺ͏
563

͏͏͓
9.4

Κ͖Δ͵͏
85.3

5.3

ᾘ㈝⪅ࢭࣥࢱ࣮ྥࡅࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ⮬⏤グ㏙

4㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡘ࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ㒊⨫ࡢࡼ࠺㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡑ
ࡢࡢᅇ⟅㸧
 Ͷͯ͏ͱͺɼஏҮใׇιϱνʖғབɼࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ
̒ɿͶͯ͏ͱɼҲਕΔ͢๏Ͳ͍Ηͻɼ୴՟͖Δ͍Ξ͢Ξ૮ιϱνʖʤஏҮใࢩׇԋιϱνʖʥ
࿊ཙ͗ߨ͚ɽՊఋͤΖ͞ͳ͍Ζɽ
ղޤγʖϑηࣆॶۂ՟ࣆۂͶ͖͖ΖๅڛΝࣰࢬ
ͦرΔΗͪ߶ྺं૮֕གྷΏࣆྭ়ղๅڛΝࣰࢬ
ٰଶࣆࣰ͗ଡঙͲ͍Ηͻɼ'9 ୴૮͢࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ܔࣁྋڛɼ߶ྺंෳࢳ୴෨ॼ͗ॶ؇ͤΖ߶ྺंରέϧϔͲड़ߪ࠴
ݟுΓΕૻΔΗͱ͚Ζਫ਼ݡगΕๅ༙ڠ
ݡगΕϋρφϭʖέઅ
ݡगΕͶͤؖΖܔ
ࡑݳɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͳ࿊ܠΝචགྷͳͤΖ͞ͳͺ͵͏͗ɼࠕޛචགྷ͗ਫ਼ͣͪͺຌਕ͖Δݺਕ
ๅڛͶͯ͏ͱ྅մΝಚ͓ͪ͑Ͳɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͶ૮ʀ௪ๅͤΖ༩ఈ
߅ద͵࿊ܠͺໃ͏ɽ૮಼༲͗ɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͳ࿊ͤܠΖ͞ͳ͗న͵ͺๅ༙ڠ࿊
ܠΝߨ͑ɽ
߶ྺंͲس͍ͮͪ๏Ͷɼຌ՟Ͳࡠͪ͢ജ͕இΕεʖϩΝഓා͢ͱΔ͑ɽ
߶ྺंͶଲͤΖভඇंඅ֒Νɼຌࢤভඇਫ਼ιϱνʖ͗૮Ҍ݇ͳ͢ͱखΕѽͮͪɼಋҌ݇ভඇ
ंඅ֒Ν͛ͪΌɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼๅ༙ڠΝߨ͑ɽʤ૮Ҍ݇ࡋͲͺ͵͚ɼಙ໌ʀགྷࢭΝ
ๅ༙ͤڠΖɽʥ
߶ྺंভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱๅڇڛ
߶ྺंভඇंඅ֒ͶͤؖΖๅڛ
߶ྺंōղࢩޤԋΝߨͮͱ͏Ζ෨ॼΓΕ૮ғབŉ߶ྺं૮়ղŉ
߶ྺंΝࢩԋͤΖૌ৭͖Δভඇंඅ֒ͶͤؖΖๅڛ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ͖Δๅڛ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ͗࠷ͪ͢ݜरճߪࢥͳ͢ͱड़͏ͱ͏Ζɽ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͲۂແΝߨ͑Ͳ߶ྺंভඇंඅ֒Νͪ͢ݡɼຌਕ྅টɼιϱν
ʖͶ͚ͫͪ͏Ͳ͏ܪ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͶভඇंඅ֒૮͍͗ͮͪͶɼভඇंߨ෨ۃๅ͠ڛΗΖɽ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼΝ௪ͣɼஏۢਕέϧϔͲভඇंߨड़ߪ࠴ࣰࢬ
߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼक࠷୴ंճ٠Ͷड़ੰ
߶ྺं୴෨ॼͳๅ࿊ܠ
߶ྺ෨ͳͳͶඅ֒ंʴ͵͕ɼݺพҌ݇Ͷͯ͏ͱనٕචགྷͶԢͣͪ࿊ܠΝߨͮͱ͏Ζʵ
ಋͲड़ߪ࠴࠷ɽෳࢳ෨ॼΝ௪͢ͱड़ߪ࠴߁ๅɽෳࢳ෨ॼΝ௪͢ͱ૮ଲԢɽ
ࡔࢊखӀͶ͕͏ͱͺɼಝఈঐखӀ๑ʤέʖϨϱήΨϓʥΏভඇंܘ༁๑Ν༽͏Ζίʖη͗ଡ
͚ɼඅ֒ंΝͤΖͺɼଲԢ෨ॼғབͫ͜Ͳͺ͵͚ಋߨͤΖ͵ʹ࿊͏ͱ͢ܠΖɽ
ࡖҬࢤ߶ྺंʀ্͗͏ंভඇंඅ֒ݡगΕϋρφϭʖέճ٠Ͷࣆྭͳ͢ͱ়ղɼߑҽͶಋ༹Ҍ݇
͗͵͏͖қ͢ͱΔ͑ɽ
ࣆྭ͗͵͏ͪΌɼ࿊ͳͪ͢͞ܠͺ͍ΕΉͦΞ͗ɼ͢ଲেͳ͵ΖࣆҌ͗ਫ਼͢Ήͪ͢Δɼ࿊ܠͶΌͪ
͏ͳߡ͓ͱ͕ΕΉͤɽ
ࣆྭ͗͵͏ͪΌ࿊ͳͪ͢͞ܠͺ͵͏͗ɼਫ਼࣎Ͷͺๅ༙ڠΝਦΕɼ࿊ܠΝਦΖ
ভඇंͳ߶ྺं୴͗ಋͣ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͶ͕͜Ζߑରͳ͢ͱචགྷ͵ݡगΕΏๅ༙ڠͶΌͱ͏Ζ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճϟϱώʖͳ͢ͱ࿊ܠճ٠࠷
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅɼভඇंඅ֒ๅΝ༙ڠɽમࢸ ʀʀ ͵ʹ࿊͘Ͳ͗ܠΖର
Ͱ͚ΕͶΌͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅ͢ɼڢ٠ճߑҽؔͲๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζ




ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅ͢ɼෳࢳ෨ۃʤ߶ྺंٰଶଲԢ෨ۃʥͳভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱ
ๅިΏɼࢤভඇਫ਼૮য়ڱͶͯ͏ͱๅࠄ͢ɼๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅ͢җҽͳ͢ͱࢂՅ͢ɼๅ༙ڠʀڛΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇंߨ෨Ͳۃࡠͪ͢ܔοϧεഓාΝғབ
ভඇंඅ֒͗ͪ͢Δভඇਫ਼ιϱνʖΝҌ಼͢ͱΔ͑Γ͑बஎࡃ
ভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱࣰྭΝܸंྺ߶ͲࣞܙͶఽ͓ɼबஎܔΝਦͮͪɽ
ভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱๅ༙ڠ
ভඇंඅ֒૮͍͗Ηͻɼෳࢳ୴Ώใࢩׇԋιϱνʖๅ͏ͪ͢ڛɽາષͶ͛ͪΌܔܐؖ
ๅͺ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέ಼Ͳ࿊ܠ
ভඇंඅ֒ࢯ࿊ཙճΝૌ৭͢ɼভඇंඅ֒ͶͤؖΖๅͳڛ૮૯बஎΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖͳ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ͗ಋͣ՟Ͳ͍Εɼ՟಼Ͳ࿊ܠΝͳͮͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖॶௗ͗ɼஎ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέճ٠җҽͳ͵ΕɼφϧϔϩΏඅ֒ίʖη
ͶͤؖΖๅ༙ڠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ߪԍճࣰࢬๅڛ
ىͺɼඅ֒ंಋқ͗ಚΔΗͱ͏ΖͶݸΕࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ
ๅΝ༙ͤڠΖ͖ʹ͖͑ͺ಼༲Ν֮͢ͱߨ͑Γ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ
๏ճ٠Ͷҗҽͳ͢ͱड़ੰ͢ɼๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
૮͗ͮͪࡏɼචགྷͶԢͣͱๅ༙ڠɽญͦͱࢩԋ͗චགྷͳࢧΚΗΖ૮ंͺ߶ྺंࢩԋ୴
૮ΝҌ಼ɽ
૮ंͶஎؽఁԾ͗ΊΔΗΖͺɼๅͱ͢ͳ༙ڠෳࢳ՟ʤ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼʥ࿊ཙͤ
Ζ͍͗Ζɽ
૮಼༲Ώ૮ंয়ڱͶΓΕɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͶๅ͏ͱ͢ڛΖ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖқًʀܔࣁྋ࣎ૻɼ֦ۢஏҮใࢩׇԋιϱνʖঀճ٠Ͳভඇ
ंඅ֒ͶܐΖๅʀқިݡճ࠷
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖགྷ੧
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏղॶۂࣆޤɼ্֒ंࢩԋࣆॶۂ৮ҽΏɼਫ਼җҽͶଲ͢ɼভඇंඅ֒ݜर
Νࣰࢬ
ஏҮใׇେंճ٠ͶࢂՅɼஏҮใׇͶϟʖϩͲๅڛ
қًๅʤভඇंுʀࠅਫ਼ιϱνʖʥๅڛ
ௌ಼Ͳૌ৭͠Ηͱ͏Ζ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέߑରͳ͢ͱࢂՅ
ఈغదͶճ٠Νߨ͏ๅ༙ڠͶΌͱ͏Ζ
ఈغదͶܔοϧεͶΓΕɼভඇंඅ֒ݳয়Νๅڛ
ఈغదͶๅިΝߨͮͱ͏Ζɽ
අ֒ं͗ୱਐ߶ྺଵɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖݡगΕғབ
චགྷͶԢͣͱؖ࿊෨ॼ૮
෨ॼΝΉͪ͏ͫෳࢳܐؖ૮ҽͳๅ༙ڠͪΌճ٠
ෳࢳ՟͖ΔखΕ࣏͙ͶΓΕɼ߶ྺंভඇਫ਼૮Νण͜Ζ͞ͳͺ͍ΕΉͤɽ
ෳࢳܐؖ෨ͳۃ࿊͢ܠɼࢤ͜ߪ࠴Νࣰࢬɽෳࢳܐؖ෨ۃͶভඇਫ਼૮ࣆྭ༙ڠΝਦΖͪΌɼ
қިݡճΝࣰࢬɽ
ෳࢳద͵ࢩԋ͗චགྷ͵๏ଲԢͶܐΖ૮
ෳࢳ෨ভඇ૮ࣆྭ়ղɼ૮ंෳࢳ෨૯়ղ
ใࢩׇԋιϱνʖͳ߶ྺंਫ਼Ώඅ֒য়ڱๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖͳͳͶɼඅ֒ंΝғབ͢
ͱ͏Ζɽ
ຌਕ͖ΔڒՆΝಚͪͲؖ࿊ؖؽๅڛɾғབ
ਫ਼җҽͶΓΖ߶ྺं
ਫ਼җҽͶଲ͢ভඇंඅ֒ݜरΝࣰࢬ
ਫ਼җҽΝଲেͶভඇਫ਼γϛʖνʖүࣆۂࣰࢬ
࿊͗ܠචགྷ͵ͺɼݺพదͶ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼҌ಼ΝͤΖɽ
࿊ͤܠΖ͞ͳΝخຌͳ͢ͱ͏Ζ͗ɼ૮ं͗سͤΖͳ͘Ίͳ͢ͱ͏Ζɽ




࿊ͤܠΖରͺͳͮͱ͏Ζ͗ɼ͞ΗΉͲࣆҌͺ͵͖ͮͪɽ


4㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡘ࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ᚅᑐᛂ㒊⨫ࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᨭ
⤌⧊㐃ᦠࡋࡓᨭࡀồࡵࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫ࠾࠸࡚ࠊ㐃ᦠࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿሙྜࡢලయⓗ
࡞ᅇ⟅
ίʖη͗ଡزͶΚͪΕɼ۫ରదͶࡋ͖͚͏ΚͦΏ୴෨ॼΝѴ͘͢Ηͱ͏͵͏
ίʖηϭʖΩʖࢩԋंͳভඇਫ਼ιϱνʖͳༀׄ୴Ͷͯ͏ͱࣟࠫҡ͍͗Ζɽ
ؖ࿊ʰ௪ๅʱ͍ͮͪɼ͘Ͳ༙ڠΖๅͶݸΕ͍͗Ζɽ
ݺਕๅ͏ޕͲܐؖͶๅ༙͗ڠೋ͢͏͍͗Ζɽ
ݺਕๅΝଠ෨ͳ༙ͤڠΖ͞ͳͶͯ͏ͱɼຌਕಋқ͗ಚΔΗ͵͏ɽ
ݺਕๅฯޤͶఏৰͦͥͶๅڛΝߨ͑͞ͳ
ݺਕๅฯޤܐؖɼຌਕಋқ͗ͳΗ͵͏ͶๅΝͤڛΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏
߁Үভඇं૮Νण͜ͱ͏Ζ͗ɾଠࢤௌଞஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ͑Ή͚ๅ༙ڠΏଲԢ͗Ͳ͘͵
͖ͮͪࣆྭ͍͗Ζɽ
߶ྺͫ͗ෳࢳγʖϑηΝཤ༽͢ͱ͏͵͏๏ଲԢΏΠϕϫʖοɽ
߶ྺं͗࿊ܠΝڍ͍͗Ζ
࠹शదͶͺ࿊͏ͱ͘ͲܠΉͤ͗ɼ࿊ܠ๏๑Ͷͯ͏ͱૌΊͰ͚Ε͗Ͳ͘ͱ͏͵͏ͪΌɼ୴ं͗Κ͖Δ
ͥघؔखΖ͞ͳ͍͗ΕΉͤɽ
ૌΊΝࡠͮͱ࿊ͤܠΖ͞ͳ͗ೋ͚͢ɼ࿊ܠචགྷͶଲͤΖқࣟ͗ভඇंߨ෨ࢩंྺ߶ͳۃԋૌ৭
ؔͲ༙͢ڠͶ͚͏఼ɽ
ࢩԋͤΖૌ৭࿊ཙΝɼඅ֒Ͷ͍ͮͱ͏ΖͳࢧΚΗΖຌਕ͗س͢͵͏͍͗Ζɽ
ভඇंφϧϔϩࣆࣰ֮ͪΌஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶғབΝͪ͗͢ɼຌਕ͗ࢩԋΝڍ൳ͪ͢ί
ʖη͍͗Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճઅͪΌɼݺਕๅ༙ڠͶͱؖ͢৯ʓͳ࿊͗ܠηϞʖθͶͲ͘͵
͏ɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճາઅͲ͍ΕɼݺਕๅखΕѽ͏ɼඅ֒ंಋқ͗͵͏ݸΕๅͲڛ
͘͵͏ɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖ͖Δؖ࿊ͫ͏ܪؖؽҌ݇͗ͮͱ͘ͱ͢Ή͑ίʖη͍͗ͮͪ
ভඇਫ਼ιϱνʖ͗ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥͶࢂՅͲ͘ͱ͕Δͥɼܐؖ෨ۃ
ͳगඁٝແୌͲๅڛΝஇΔΗͱ͢Ή͏ɼ૮ंয়ڱΏ૮಼༲ܘ༁ࣁྋ͵ʹΝ֮Ͳ
͘͵͏ΉΉ૮Νणͪ͜͜͞ͳ͍͗Ζɽ
ਐرΕ͗͵͏எ͗ΞͲ͘ͱ҈ͫͳ͏͑૮ंͶɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝ়ղͪ͗͢ɼଲԢ͗
Ͳ͘͵͏ͳஇΔΗͪɽ
૮ҽϪϗϩͲ࿊͗ܠೋ͚ͣ͢״Ζ
૮ं͗ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͯ͵͙Ώɼ࿊ܠΝڍ൳
૮ं͗ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΏ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͯ͵͙Νڍ൳ͪ͢ɽ
૮ं͗ෳࢳ෨ۃɼଠंղΝण͜Η͵͏͍͗Ζɽ
૮ंͲ͍Ζ߶ྺं͗ଠؖؽࢩԋΝΉ͵͏
ଠ૮ҽͪΌɼ۫ରྭͺɽ
ଠͳؖؽ࿊ͤܠΖ͞ͳͶͯ͏ͱɼ߶ྺं͟ຌਕ͖Δಋқ͗ಚΔΗ͵͏ͳ͘
ଲেंຌਕ͗ɼ߶ྺं෨Ͷ͝ܪΖ͞ͳΝڒՆͦͥɼ࿊͏͵͘Ͳܠίʖη͍͗ͮͪɽ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ૮Νଇ͢ͱɼՊଔͶ૮಼༲ΝඁືͶ͢ͱ͏Ζ͵ʹཀྵ༟Ͳɼຌਕ͗
૮Νس͠Η͵͏͍͗Ζɽʤຌਕ͗ΉΗ͵͏ͪΌɼভඇਫ਼ιϱνʖͳ͢ͱɼͨΗҐଲԢʀ
࿊͖͘Ͳ͗ܠΖɽʥ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ղͤΖ͞ͳΝ͏Ώ͗ΔΗͪ͞ͳ͍͗Ζɽ
ॵϫʖϱศࡃ૮Ͳ͍ͮͪ͗ͨޛड़݄ޛҪʀΠϩαʖϩғଚͶΓΕஎؽ͗ఁԾ͢
߶ྺෳࢳ୴ंͳๅ༙ڠճ٠Ν࠷͢ࢩԋࡨΝਦͮͪ͗ӅʀࢬઅڋҌຌਕ͗ڍ൳ɾ
ଔ͖ΔࢩԋΝڍ൳͠Ηͪɽ
ซ͘खΕ಼༲ͶΓΕɼਫ਼ͲࢩԋΝҌ಼͢ɼෳࢳ෨ॼͯ͵͑͟ͳ͢ͱ૮ंຌਕ͗ڍ൳͠Η
Ζίʖη͗࣎ʓ͍ΕΉͤɽ
ຌਕ͖ΔݺਕๅΝಚΔΗ͵͖ͮͪΕɼͤڛΖ͞ͳΝڍ൳͠ΗͪΕͤΖίʖη͍͗Ζɽ




ຌਕ͗س͢͵͏
ຌਕ͗ஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶΓΖࢩԋΝڍ൳ͤΖ
ຌਕͶඅ֒қࣟ͗͵͏ɼΉͪͺஇྙ͚͗͢ѼડͶࢺΔ͵͏ίʖη
ຌਕಋқ͗ಚΔΗ͵͏ࣆ͍͗Ζɽ
ྭ೧ࣰࢬ͢ͱ͏ͪɽܗαϫψΤϩη״ઝ֨ӪͲڻɼভඇਫ਼૮ҽͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖ
৮ҽଲͲͬΚͦ͗ߨ͓͵͖ͮͪɽ
࿊Պର͗າߑͲ͍ΖͪΌɼ෨ॼؔͲ࿊ͪ͢ܠଲԢ͗ೋ͚͢ɼ૮ंΝ୴෨ॼ়ղͤΖ͵ʹ
ଲԢͶཻΉͮͱ͏Ζɽ
࿊ͤܠΖҟૌΊ͗͵͏
࿊ͤܠΖରͺͳͮͱ͏Ζ͗ɼ͞ΗΉͲࣆҌͺ͵͖ͮͪɽ



4㧗㱋ࠊ㞀ᐖࠊㄆ▱➼ุ࡛᩿ຊࡀ༑ศ࡞᪉ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊᆅ᪉බඹᅋయཬࡧ
ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࡓᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟ࡢྲྀ⤌࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ
㸦ࡑࡢࡢᅇ⟅㸧
ͤͲͶ୴՟Ͷ͕͏ͱݡगΕಊͺߨΚΗͱ͏Ζ͗ɼชԿ͠Ηͱ͏͵͏ͪΌɼྫ  ೧  ݆Ͷعଚ
ʰ●●ࢤ߶ྺंݡगΕࢩԋϋρφϭʖέࣆۂʱͶʰভඇंඅ֒ʱΝՅ͓ɼๅ͚͏ͱ༙͢ڠɽ
ϟʖϩϜΪζϱഓ৶
֦ߑҽͳಋͲܔಊࣰࢬ
سͤΖߑҽͶɼভඇंඅ֒ࢯοϧεΏϏϱϓϪρφΝഓා
عଚݡगΕϋρφϭʖέճ٠Ͷভඇंඅ֒ࢯ؏఼͗ΉΗΖΓ͑ɼভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճ
ؽ͗௧Յ͠ΗΖΓ͑ڢ٠͢ͱ͏Ζɽ
عଚஏҮίΠճ٠ͶࢂՅ͢ɼͦرΔΗͪ߶ྺं૮֕གྷΏࣆྭ়ղๅڛΝࣰࢬ
عଚରͳ͢ͱʰভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέʱʤࣆແۃʁভඇंڢճʥ͍Ε
ڢ٠ճͲͺ͵͏͗ɼݡगΕϋρφϭʖέΝߑ͢ɼළͤΖভඇंφϧϔϩΏɼͨଲࡨͶܐΖๅ
ڛΝ࣎ߨͮͱ͏Ζɽ
ڢ٠ճͺߑ͢ͱ͏Ζ͗ɼαϫψΤϩη״ઝΝݔ೨͢ճ٠ͺາࣰࢬ
ڢ٠ճճҽ͗क࠷Ͳ߶ྺं͜ভඇਫ਼࠴ߪʤߪࢥʁভඇਫ਼૮ҽʥΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ
ܔഓාΏܠଵΝғབ
ݜरճࣰࢬɼݡगΕΪχϔρέࡠʀഓා
͗ݟઅͪ͢ʰ߶ྺंভඇ͠අ֒ࢯϋρφϭʖέʱͺʰভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʱͳదʀༀׄ
ҲͶͤΖͲɼʰ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέʱΝʰভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʱͶҒ
Ͱ͜ͱӣ༽͢ͱ͏Ζɽ
ݟอ࢞ޤճ͗ݟ୴՟Ͷߑಉ͖͘͜Ν͢ͱ͏Ζ͗າࣰͫ͏͵͏ͱ͘Ͳݳ
ݡगΕ͗චགྷ͵๏Ͷͯ͏ͱɼࣆॶۂΏਫ਼җҽͳๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ݡगΕγϛʖνʖߪ࠴ࣰࢬɽݡगΕγϛʖνʖϟʖϩͶΓΖๅڛ
ݡगΕϋρφϭʖέͳ͢ͱڢ٠ճ໌ͺ͵͏͗Ͷඅ֒͗ਫ਼ͪ͢ͺɼؖ࿊෨ॼͳڢ٠Νߨͮͱ͏Ζɽ
ݡगΕϋρφϭʖέߑ͗ඍஊͲ͍Εɼভඇਫ਼ιϱνʖ͗ΉͫࢂՅͲ͘ͱ͏͵͏ɽ
ݡगΕϋρφϭʖέߑΝࢨ͢ͱ͏Ζ
ݡगΕϋρφϭʖέͺ͵͏͗ɼݺพҌ݇͟ͳͶ࿊͏ͱ͢ܠΖ
ݡगΕϋρφϭʖέͺؽ͢ͱ͏Ζ͗ɼʰভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʱͳ͢ͱҒͰ͜ͺ͵͠Ηͱ͏
͵͏
ݡगΕϋρφϭʖέΝճͳ͢ͱߑͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼਫ਼җҽ݆࣏ๅࠄΏ༥สͳۃ࿊ܠͶΓΕ߶ྺं
Ͷͯ͏ͱݡगΕର͍͗Ζɽ
ݡगΕϋρφϭʖέߑҽʤ̏ରʥߪ࠴ɼಋͲܔಊ
ݡगΕଲেܐؖ෨ॼؔʤு಼ܐؖ՟ʥͲߑͪ͢ভඇं҈સ֮ฯஏҮ࿊ཙճ٠ʤڢ٠ճΊ͵͢ૌ৭ʥΝ
અɽ
ݡगΕಊࣰࢬʤভඇंඅ֒ๅ༙ڠʥ
ߑҽ͖Δඅ֒Ͷૼͮͱ͏ΖՆ͍͗Ζ๏ๅ༙ڠ




ߑҽͲ͍Ζ֦ରճ͵ʹͶड़͘ɼܔϏϱϓϪρφΝഓාͤΖ͵ʹ߶ྺंݡगΕಊΝғབ
͢ͱ͏Ζɽ
ߑҽͶଲ͢ভඇंඅ֒ʀݜरΝࣰࢬɼຌਕটଡ଼Νಚͱғབ
ߑҽͶଲ͢ভඇंඅ֒ʀݜरΝࣰࢬɼຌਕটଡ଼ΝಚͱғབΝͤΖɽ
ߑҽϏϱϓϪρφഓාͶΓΖভඇंඅ֒ࣆྭଲԢࡨΝΌͪๅڛ
ߑͪ͢ͻ͖ΕͲ۫ରద͵ಊͺߨͮͱ͏͵͏ɽ
ߑͪ͢ͻ͖ΕͲ۫ରద͵࿊ܠͺາࣰࢬɽࠕޛͺΉͥ̒ɼ̓મࢸΝࣰࢬ༩ఈɽ
ߑͶͯ͏ͱݗ౾
߶ྺंΏ্͗͏ंΝଲԢͤΖ෨ॼ͗અͪ͢ʰ߶ྺंʀ্͗͏ंɼݘཤ༶ڢޤ٠ճʱࣰແंͳ͢ͱࢂ
Յ͢ɼๅިͳ࿊ܠΝߨͮͱ͏Ζɽ
߶ྺंΝଲেͳͪ͢ѳ࣯ঐ๑߶ྺंඅ֒ࢯϋρφϭʖέΝߑ͢ͱ͏Ζ
߶ྺं෨ॼͲߑ͢ͱ͏ΖݡगΕϋρφϭʖέͶࢂՅ
߶ྺं෨ݡगΕϋρφϭʖέΝߑ͢ͱ͕Εɼ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯࢩԋͶखΕૌΞͲ͏Ζɽ
ࠕݡޛगΕϋρφϭʖέͶߨভඇं૮ࢂ͗ܐՅ͢ͱ͏͚༩ఈ
ࠕ೧ౕࣆྺ߶ͱ͢ͳۂଵΝଲেͳͪ͢௪Խૹໃঊୁ༫Νࣰࢬɽ
कགྷߑҽɼࣆײճϟϱώʖಋݜरճ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥߑͶ͜६ඍͲ͍Ζ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥΝࠕ೧ౕ͖Δߑ༩ఈ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͳ͢ͱҒͰ͜ΔΗͱ͏͵͏͗ভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέͳ͢ͱܐؖର
ͳ࿊ܠΝ͢ͱ͏Ζ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͶେΚΖΝɼෳࢳ෨ͳۃ࿊ͱ͢ܠઅͤΖ͞ͳΝݗࡑݳ౾͢ͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճճ٠ͶࢂՅ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճߑͺͲ͘ͱ͏͵͏͗ɼଠ෨ॼʤෳࢳʥͲཱི֮͠Ηͱ͏ΖݡगΕϋρφϭ
ʖέͳ࿊ܠͺखΗͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺߑ͢ͱ͏͵͏͗ɼ߶ྺंଲԢࣰ͗ࢬͤΖݡगΕஏҮϋρφϭʖέճ٠Ͷ
ఈྭదͶࢂՅ͢ɼๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺߑ͢ͱ͏͵͏͗ɼ߶ྺं୴෨ॼ͗ӣ༽͢ͱ͏ΖݡगΕࣆͳۂ࿊ܠΝਦ
ΕɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊͢ܠଲԢͶ͍ͪͮͱ͏Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͢ͱ͏͵͏͗ɼਫ਼җҽΝভඇਫ਼ݡगΕϋρφϭʖέਬҽͶౌ
͢ݜरʀܔΝࣰࢬɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͢ͱ͏Ζ͗ɼસରճ٠ΏϜωϣΠϩࡠͺߨͮͱ͕Δͥɼভඇं
අ֒ๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺཱིͬ͝ͱ͏Ζ͗ճ٠ͺࠕ೧ౕາࣰࢬͲ͍Ζɽ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝߑͤΖ༩ఈͲ͍Ζ
ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅ͢ͱ͏Ζ͗ɼӣӨͺߨ͓ͱ͵͏
ඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճઅ༩ఈʤղޤ෨ۃϋρφϭʖέͶࢂՅʥ
ভඇਫ਼ιϱνʖͲͺӣӨҗҽճΝઅ͢ͱ͕ΕߑҗҽͶͺɼޮูҗҽଠͶ؇಼ܱࡱॼਫ਼҈
સ՟৮ҽଠɼگүҗҽճɼղޤฯݧ՟ɼভඇਫ਼૮ҽΞͲ͕Εভඇं҈સͶखΕૌΞͲ͏Ζɽ
ΉͪɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖͳ࿊ܠͶΓΖ߶ྺंΗ͍͏ϋρφϭʖέࣆݡंྺ߶ͱ͢ͳۂगΕߪ࠴
ͶखΕૌΞͲ͏Ζɽ
ভඇਫ਼ιϱνʖ૮ࣆྭΝๅࠄ
ভඇਫ਼࿊ཙڢ٠ճΝઅ͢ɼ߶ྺंݡगΕ෨җҽΝ͘ɼভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճༀׄΝ
ͱ͏Ζɽ
મࢸ  ճ٠Ͳɼভඇंඅ֒ࣆྭʀভඇਫ਼ιϱνʖༀׄʀෳࢳ෨Ͳ߶ྺভඇंඅ֒Ͷـ
͏ͪ࣎ଲԢ͵ʹΝबஎʀ༙ڠɽ
સରదͶ༹ʓ͵ࣆྭͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ԥஇద͵ૌ৭ΝߑͲͤɽ
૮͍͗ΗͻౕଲԢ
ஏҮڢ٠ճͺૌ৭͢ͱ͏͵͏ɽভඇंඅ֒ࢯ࿊ཙճͳ͏͑ྪࣇରΝૌ৭͢ɼ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ζɽ
ஏҮڢ٠ճઅͶ͜ͳॶ֦ܐؖ
ஏҮใׇίΠճ٠ͶࢂՅ͢ͱ͏Ζɽ
ௌ಼Ͳਫ਼ͪ͢ࣆྭΏɼླྀߨͳ͵ͮͱ͏ΖघͶͯ͏ͱ߁ๅࢿͶΓΕ௪எ͢ͱ͏Ζɽ




ఈغదͶܔοϧεͶΓΕɼভඇंඅ֒ݳয়Νๅڛ
ಋؽΝ༙ͤΖૌ৭ʤਫ਼҈સਬڢ٠ճʥΝߑ͢ͱ͏Ζ

●●ࢤভඇंߨݡगΕϋρφϭʖέڢ٠ճͶ͕͏ͱݜरճΝࣰࢬ
චགྷͶԢͣɼๅ͏ͱ͢ڛΖ
චགྷ࣎Ͷ࿊ܠΝ͢ͱ͏ΖͲͨଠ͞ͳͺࣟ͢ͱ͏͵͏ɽ

ෳࢳܐؖରʀࣆߑͲंۂͤΖʰ●●ࢤ߶ྺंѳ࣯ঐ๑අ֒ࢯϋρφϭʖέճ٠ʱΝฑ  ೧ 
݆Ͷઅɽ೧  յճ٠Ν࠷͢ɼๅިΆ͖ɼভඇंඅ֒қๅʤֶ݆ߨๅࢶʥͶΓΖๅ
ڛɼѳ࣯ঐ๑අ֒ࢯߪԍճࢂՅ͖͜;ݼΝߨͮͱ͏Ζɽ
ෳࢳ෨ॼ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέ
ෳࢳ෨Ͷ͕͜Ζعଚ߶ྺंݡगΕϋρφϭʖέͶͱๅ༙ڠ
ຌࢤͲͺɼভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͺઅ͢ͱ͕ΕΉͦΞ͗عଚϋρφϭʖέ͍͗Εɼ߶ྺ্;ٶ
͗͏ෳࢳؖؽܐؖͳ࿊ܠΝਦΕɼ߶ྺंΏ্͗͏ंভඇंඅ֒າષࢯ;ٶغݡɼࡃٻɼඅ
֒֨ࢯͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ۫ରదͶͺɼࣰସࠬΏɼ૮ଲԢɼқًͪΌๅڛΏɼ
ܔߪ࠴ࣰࢬɼқިݡճ͵ʹΝߨͮͱ͏Ήͤɽ
ຌࢤಢࣙͲͺߑ͢ͱ͏͵͏ɽۛྣࢤͳ࿊ߑͱ͢ܠͤΖভඇਫ਼ंྺ߶අ֒ࢯϋρφϭʖέΝݡ
गΕϋρφϭʖέͶҒ͜ɾ೧Ҳյճ٠Ν࠷ɽ
ຌਕಋқΝಚ͓ͪ͑Ͳͳؖؽܐؖๅ༙ڠ
ຘ೧ݡगΕγϛʖνʖߪ࠴ΝࣰࢬɽஏҮڢ٠ճͳ͢ͱౌ͢ͱͺ͏͵͏͗ɼಢࣙভඇंඅ֒ࢯ
ϋρφϭʖέʤߑର ʥΝ + Ͷઅཱི͢ಋ༹ಊΝ͢ͱ͏Ζɽ
ਫ਼җҽڢ٠ճɼใࢩׇԋιϱνʖճ٠Ͳভඇਫ਼ιϱνʖༀׄΏࣆྭઈΝఈغదͶߨͮͱ
͏ΖɽΉͪɼݺพ૮Ͷͯ͏ͱͺɼݺਕๅΝͲܙ͏͵༙͢ڠన͵૮Ͷͯ͵͗ΖΓ͑Νߨ
ͮͱ͏Ζɽ
པ೧ౕߑ༩ఈ
ྫ̒೧ౕͶ͜ͱڢ٠ճߑΝ६ඍ
ྫ  ೧ౕͶߑ༩ఈ
ྫ̒೧ౕغভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥߑͶ͜
ྫݫ೧ౕͶভඇंඅ֒ࢯϋρφϭʖέΝཱིͬͪ͗͝ɼܗαϫψΤϩη״ઝӪڻͶΓΕճ
٠࠷͗Ͳ͘ͱ͏͵͏
࿊ཙεʖφʤڠ௪༹ࣞʥΝ༽͏ͱɼๅ༙ڠΝߨͮͱ͏Ζɽ










4㧗㱋ࠊ㞀ᐖࠊㄆ▱➼ุ࡛᩿ຊࡀ༑ศ࡞᪉ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊᆅ᪉බඹᅋయ
ཬࡧᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࡓᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟ࡢྲྀ⤌࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠕᾘ㈝⪅
Ᏻ☜ಖᆅᇦホ㆟➼ࠖࢆ᪤❧ࡕୖࡆ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࡉࢀࡓሙྜࡢࡑࡢᵓᡂᶵ㛵㸦ࡑࡢࡢᅇ
⟅㸧
ࢤༀॶ֦ܐؖ՟ं͏্͗;ٶ૮ࢩԋιϱνʖ
ϚϧϱτΡΠ࿊ཙڢ٠ճɼਕέϧϔ࿊ճɼεϩώʖਕࡒιϱνʖɼऀճෳࢳ๑ਕɼޮؙ
җ০ंΝໍʤฯݧճऀʥ
ҫࢥճɼղޤෳࢳࢬઅ
ҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼ༂ࡐࢥճɼղޤฯݧγʖϑηࣆແॶɼղޤɼভɼཱིࣙࢩԋڢ٠ճɼίΠϜ
ϋճɼགྷฯࣉޤಒଲࡨஏҮڢ٠ճɼு಼ܐؖ՟
ҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼ༂ࡐࢥճɼਕέϧϔ࿊ճ
ҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼ༂ࡐࢥճɼਕέϧϔ࿊ཙճ
ҫࢥճɼਕݘ༶ޤҗҽڢ٠ճ
ҫࢥճʀࣅՌҫࢥճʀ༂ࡐࢥճʀอ࢞ޤճʀղࢩޤԋҽڢ٠ճʀղॶۂࣆޤ࿊ཙڢ٠ճʀυ
γʖϑηڢ٠ճʀޤητʖεϥϱڢ٠ճʀཀྵָྏ๑࢞ճʀࡠྏۂ๑࢞ճ
ҫྏɼෳࢳؖؽܐؖ
ҫྏؖؽ
ҫྏؖؽɼভ
ҫྏؖؽʀڋղࢩޤԋࣆॶۂʀ௪߶ྺंेࣆॶۂ
ҫྏؖؽʀਕݘ༶ޤҗҽʀղޤฯॶۂࣆݧʀ্֒ෳࢳγʖϑηࣆॶۂʀฯүگүؖؽʀഓ۰ॶྙࢯ
ܐؖ૯ʀভʀگүҗҽճʀฯ݊ιϱνʖ
ղࢩޤԋࣆॶۂ
֦୴෨ॼʤ߶ྺंෳࢳɼฯ݊ෳࢳɼਫ਼ฯޤɼಊࢊؖ࿊ࣆंۂɼϧϓϧϱंۂࣆڇڛɼਫ਼Ӷ
ਫ਼ؖ࿊ࣆंۂɼҫ༂ؖ࿊ࣆंۂʥ
٠ճʀভʀ̝̤๎ૻʀҫྏؖؽʀਕճʀίΠϜϋζϡʖ
ڢڕɼਕέϧϔ
ۢௗճɼҫࢥճɼ༂ࡐࢥճɼਭಕۂةɼుྙճऀɼΪηճऀ

●●อ࢞ޤճɼ●●ࢤ൞ڢճɼ●●ࡔແࣆແॶ
࢚ݟ๑ॽ࢞ճɼݟอ࢞ޤճɼௌভຌ෨ɼஏҮෳࢳࣆंۂɼਕޢ༽ݘҗҽճ 
ݟอ࢞ޤճࢤ;ٶෳࢳॶ؇෨ॼ

●●ࢤ߶ྺෳࢳΝॶ؇ͤΖॶ ਫ਼ࢩԋ՟ɼ্֒ෳࢳ՟ɼ݊߃ௗथ՟ɼෳࢳฯ݊ιϱνʖ 
ޮڠ৮҈ۂఈॶɼࢤཱིබӅɼݟঃ૮ιϱνʖɼྣฯؙɼࢤভຌ෨
߁Ү૮ϋρφϭʖέճ٠
ߨʤ൞߶ྺɾ্͗͏ෳࢳ୴՟ʥݟভඇਫ਼୴ࣆແॶ
߶ྺंʀ্͗͏ंʀใࢩׇԋιϱνʖʀָߏʀ൞Νॶ؇ͤΖு಼֦՟
߶ྺंෳࢳ୴՟ɼਕέϧϔɼࡑղࢩޤԋιϱνʖɼϚϧϱτΡΠڢ٠ճ
࢚๑ॽ࢞ɼҫࢥճɼਕݘ༶ޤҗҽɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼভඇंߨܐؖ෨ۃ
ࢤʤෳࢳ՟ɼࢤ͞ʹՊఋ՟ɼگүҗҽճʥɼอ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճɼऀճෳࢳ࢞ճɼ্֒ंڢ٠ճ
ࢤ֦ܐؖ՟
ࢤༀॶ ෳࢳ෨֦՟
ࢤༀॶ߶ྺंෳࢳ෨
ࢤༀॶ৮ҽ
ࢩ͓͍͏ʀࢢʹճ࿊ཙڢ٠ճɼεωΠ࿊ճɼঐճ٠ॶɼߨؖؽʤऀճෳࢳ՟ɼঃʀࢢʹ՟ɼ
݊߃ਬ՟ɼ߶ྺंࢩԋ՟ɼࢤڢಉ՟ɼऀճگү՟ɼঐ࿓՟ʥʥ

ऀճෳࢳ՟ɼෳࢳ૱૮࣪ɼ҈સଲࡨ࣪ɼղޤฯंۂࣆݧϋρφϭʖέɼίΠϜϋ●●●ɼ্͗
͏ंײخ૮ࢩԋιϱνʖ
●●ௌ ෳࢳ՟
ভ




ভɼεϩώʖਕࡒιϱνʖɼஎਕͳՊଔճ
ভɼܱඍճऀɼอ࢞ޤɼڋղࢩޤԋࣆॶۂ
ভɼుـʀਭಕʀΪηࣆंۂɼಊࢊɼฯۂݧʀฯݧେཀྵవɼঘജʀηʖϏʖɼӁৱ
ভॼɼҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼਕέϧϔ࿊ճ
্͗͏ࣉंࢩԋ࿊ཙճɼ্͗͏ंࢩײخԋ૮ճɼϢέϩφɼு಼ؽث ؖؽܐؖ؇ཀྵ՟ɼෳࢳࡨ՟ɼ
ฯޤ՟ɼ্͗͏ෳࢳ՟ɼ߶ྺෳࢳ՟ʥ
্͗͏ंࢩײخԋιϱνʖɼࢤܐؖ՟ʤ݊߃ෳࢳ՟ʀ߶ྺෳࢳ՟ʀঐ؏ޭ՟ʥ
্͗͏ෳࢳ՟
্֒ߨɼࢢʹߨɼگү෨ۃ
্֗ंର
ଠ෨ॼ
ஏҮϚϧϱτΡΠର ʀݟʀਕέϧϔʀ
ஏҮใࢩׇԋιϱνʖॶ؇ڢ٠ର
ஏۂةݫʤҢಊηʖϏʖΝఴ͢ͱ͏Ζʥ
ு಼ܐؖ՟ʤਫ਼҈સɼෳࢳʥ
ு಼֦ܐؖ՟ɼஏҮ҈સਬҽճɼਕέϧϔ࿊ճɼ૮ࢩԋࣆॶۂ
ு಼ܐؖ෨ॼ
ௌ಼ճௗɼҫࢥճɼղڢंۂࣆޤ٠ճɼͣΕͯࢩԋ૮ࣆॶۂɼਐର্֒ंෳࢳڢ٠ճɼࡄ࢞ճɼ
ࡄϨʖξʖճɼভຌ෨
ௌฯ݊ෳࢳ෨ॼ
ుـɼΪη;ٶਭಕࣆंۂɼेؖ࿊ࣆंۂɼνέεʖࣆंۂɼҫྏؖ࿊ࣆंۂɼܱඍࣆंۂɼਫ਼ໍฯ
ंۂࣆݧ
ుـʀΪηʀਭಕϱϓϧܐؖ
எஏҮࢩԋਬڢ٠ճʤҫࢥճʀਫ਼ࣉಒҗҽڢ٠ճʀਕέϧϔ࿊ճʀղޤฯॶۂࣆݧ࿊ཙճ
େනंʥ

● ࢤෳࢳࡨ՟ɼ●●ࢤෳࢳࢩԋ՟ɼ●●ࢤײخ૮ࢩԋιϱνʖ
බӅ
බӅɼεωΠέϧϔ
බӅʀϚϧϱτΡΠήϩʖϕ
ෳࢳ͞ʹ෨ʤෳࢳ૱ແ՟ʀ্֒ंෳࢳ՟ʥฯ݊෨ʤ߶ྺंࢩԋ՟ʥࢤ෨ʤࢤ҈સ՟ʥ
ෳࢳࢬઅɼؔର

●●ݟ●●ݟۃ
อ࢞ޤ
อ࢞ޤɼҫࢥճɼࣅՌҫࢥճɼ༂ࡐࢥճ
อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞
อ࢞ޤɼ࢚๑ॽ࢞ɼࢤ
อ࢞ޤʀ࢚๑ॽ࢞ʀऀճෳࢳ࢞ʀ্֒ं୴՟ʀ্֒ं૱૮ιϱνʖʀਫ਼ฯ୴ޤंʀබӅ૮
ҽ
อ࢞ޤճ
อ࢞ޤճɼεωΠέϧϔɼࢤܐؖ෨ۃ
อ࢞ޤճɼ߶ྺंέϧϔ࿊ճɼ্֗ंײخ૮ࢩԋιϱνʖ
อ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճ
อ࢞ޤճɼ࢚๑ॽ࢞ճɼ্֒ंෳࢳڢ٠ճɼஎద্֒ंܐؖର࿊ཙڢ٠ճɼઍୈࢤղޤγʖϑηϋρ
φϭʖέɼਕέϧϔ࿊ճɼਈฯ݊ෳࢳର࿊ཙڢ٠ճɼ൞ڢճ࿊ճ
อ࢞ޤճɼ্֒ंײخ૮ࢩԋιϱνʖ
อ࢞ޤճʀߨॽ࢞ճ
๑ཱܐؖରʤอ࢞ޤʀ࢚๑ॽ࢞ʀߨॽ࢞ʥ
๑ཱࣆແॶ
ࡄʀෳࢳܐؖ՟




൞Ώި௪҈સɼଠର
൞ڢճɼভ
൞ڢճɼਐର্֒ं࿊ճɼਕέϧϔ࿊ճɼভඇंڢճಛౣݟভඇंࡨ՟
൞ڢ٠ճɼঃର࿊ճɼ߶ྺέϧϔ࿊ճɼ্֒ंର࿊ճɼ੪ঙ೧ү࿊ཙڢ٠ճɼฯ࢚ޤ
ճɼߍਜ਼ฯޤਕճɼ̧̫̘ڢ٠ճɼஏۢෳࢳҗҽௗ࿊ཙڢ٠ճɼਕܔݘਬڢ٠ճɼࣆॶۂ൞ڢ
٠ճɼঙ೧ึҽ࿊ཙճɼౖࣆແॶɼভɼஏҮେනɼʤҐԾு಼ʥࡨਬ՟ɼ૱ແ՟ɼࡔ՟ɼ
ਕݘࡨ՟ɼஏҮڠਫ਼ਬ՟ɼ߶ྺղޤ՟ɼ্͗͏ෳࢳ՟ɼ͞ʹऑंࡨ՟ɼࢊۂࡨ՟ɼࢤࡨ
՟ɼভຌ෨ɼگүࡨ՟
ༀ૱ແ՟ɼෳࢳ՟ɼࢊޭ؏ۂ՟
༂ࡐࢥճɼղޤฯंۂࣆܐؖݧ࿊ཙڢ٠ճ

●●●●ஏۢ߁Ү࿊ɼ●●ࢤࢊۂࡨ՟ɼࢤଲ՟ɼ●●ࢤΉͬͰ͚Εڢಉ՟
ਕέϧϔ
ਕέϧϔ࿊ճ ଠ
ਕέϧϔ࿊ճɼਐର্֒ंෳࢳڢճɼࢢՋෳࢳճɼਕ࿊ཙڢ٠ճ
ਕέϧϔ࿊ճɼෳࢳۃ











ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ








⇼

ᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

ˠʤ̏ʥͳʤ̐ʥյΝΉͳΌͱͤࡎىΖɽ

ՆͳͤΖ๏Ͳ͍Ζɽ

Δͺ  ࢤௌଞΝେනҗҽͳ͓ͪ͑͢Ͳɼྫ  ೧ౕ͖Δͺɼଠ  ࢤௌଞࣙ༟Ͷ

ճରรߍ͍͗Ζɽ͏ΉΉͲͺ  ࢤௌଞΊΝେනͳ͢ͱ͏ͪ͗ɼྫ̑೧ౕ͖

y ରඍ॑གྷΝࢤௌଞΏۢͶࣖͤ۫ରద͵खΕૌΊͳ͢ͱɼ߶ྺंٰଶࢯ෨

ΖखૌͺۅదͶࣰࢬͤΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽ

y ݟܯժනΏ೧ؔࠬ݃ՎͶ͕͏ͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͪ͜ରඍͶଲͤ

y ʰ͖͵͗Κ߶ྺंෳࢳܯժʱΝͳ͢ͱ͏Ζɽ

ൽᵼᵲᶻ߈Ტْࡆʍ࠘ᶴు֦ࡅᲢږাऐᶨᶞߑঀܞң᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

ᴶ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ʂᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈ᷂лـᶇᶖᵴᶻԡ͜ᶴڳ

͏Ζͳߡ͓ͱ͏Ζɽ

͵͏͖ɽܯժͺࢤௌଞɼۢϪϗϩͶͪ͜ݟ๏Νࣖͪ͢ϟριʖζͶ͵ͮͱ

಼͗༲ΝԀལͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͪΌɼ߶ྺंٰଶࢯͶଲͤΖқࣟͺ߶ΉΖͲͺ

͏ͱ͢·ٶΖ͖ΝஇͤΖͺೋ͢͏͗ɼܯժͲͤݶΖ͞ͳͲݟԾࢤௌଞɼۢ

ʤ̐ʥͳಋ༹

ڙᵶצڸᵼᵲᶼᶠҡ ᵿᶐᶅᵴᲣ

ᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

y ղޤฯࢩۂࣆݧԋܯժͶ߶ྺंٰଶࢯ͗Ғ͜ΔΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ɼંӪڻΝ

ᶋᶻᶃᶘᵼஒവᶐᶘ ᷢᶴԡ͜੧ᵼᵲᶼᶠҡᵸᶖ

ᴵ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᵼʄঈᶁᶹᶼᶖᵴᶻᶃᶘᶞ֢̀ᵼᵲᶼ

෨ճқݡΝࢂߡͶ͢ͱ͏Ζɽ

ʤ̑ʥͶࡎى߶ྺंٰଶࢯ

ՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛ ـٚ৺ᶉᶻفᶛᲢޤٴᶇᶖᵴᶻᷪ

ۢप૮ɦుృ੧

κയᷪᷢᲦ

ᶗᵴᶻᵻᲢಊͧᶈમതᶛᶚᶹᶚᵴᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

͑ाᲦവౠ

ᴷ؇֍Ტ֖ͤడ ᴸ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ᷂͜

եߑ

ᴴ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᵼʄঈᶁᶹᶼᶻᶃᶘᶗढࡁࡈᵼࠄ᷃

 㒔㐨ᗓ┴
⚄ዉᕝ┴

㧗㱋⪅ᚅ➼ࡢᶒ᧦ㆤಀࡿィ⏬⟇ᐃ㛵ࡍࡿㄪᰝ ͤᮏ⦅グ㍕ࡋࡓ㈨ᩱࡢᥖ





⇌





ࢤௌଞಋ࢞࿊ްܠՎΝૄ͏ͳ͢ͱ͕Εɼ՟ܯժͶҒ͜ͱ͏Ζɽ⇌

y ೧Ͷ  յఖౕɼࢤௌଞٰଶ୴ंճ٠͍͗Ζʤਈઔ͗ݟಢࣙͶࣰࢬʥ
ɽຌճ٠ͺ

͢ͱ͏Ζɽ

y ਬճ٠ϟϱώʖͺ֦෨ճௗ;ٶஎࢬࡨڢ٠ճௗɼ֦৮ରେනͲߑ

Ͱ͜ΔΗͱ͏Ζɽ

ˠ߶ྺෳࢳ՟߶ྺෳࢳήϩʖϕͲ୴͢ͱ͏Ζ͍Ξ͢Ξճ٠ͺགྷߟʤޮʥͶҒ

ˠຌରรߍͶ͏ɼགྷߟ ඉޮ րਜ਼Νߨ͑༩ఈɽড়ྭրਜ਼Ͳͺ͵͏ɽ

͏͑ωʖθ͍ͮͪͪΌͲ͍Ζɽ

େනͳ͵Ζࢤௌଞͺ  ೧͍ؔ͗غΖ͗ɼغश྅ޛճ٠ླྀΗஎΕͪ͏ͳ

ࠕյรߍཀྵ༟ͳ͢ͱɼࢤ಼ݟௌଞͶ߁͚ݟࣖͤ๏Νཀྵմ͢ͱΔ͑Ά͖ɼ

͏ٷͲޛ͝Ζ͞ͳݗ౾͢ͱ͏Ζɽ

ճ٠Νͤ࠷ͱ͢༽Ζ༩ఈͲ͍Ζɽଠ  ࢤௌଞ͖Δқݡͺοϡρφɼճ٠

ݟ๏Νࣟ͏ͪͫ͏͓ͪ͑Ͳɼେන  ࢤௌଞқݡΝΔ͑ɽΨϱϧϱ

եߑ⇌

͑ाᲦവౠ⇌
ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌





⇰⇌

ΕΝ͓ͪ͑͢Ͳɼ֦ήϩʖ
ϕٰଶ୴ंٰ͗ଶࣆ
Ҍ͖ʹ͖͑இͤΖɽ

Ζɽۢ୴ंͲΨϱϧϱճ٠ͶΓΖݜरͺ࠷Ͳ͘ͱ͏͵͏͗ݳয়Ͳ͍Ζɽ

Ҳࡤ೧ͺɼਈઔ͗ݟϨʖϓϪρφΝۢༀॶΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶഓාͪ͢ɽ⇌

⇌


ʖϕ૯Ͳ࠸ౕׄΕ৾

ͳɼࢂՅਕ਼͗ଡ͙ͤͱ͢Ή͑ɽݳয়ɼܗαϫψΤΡϩη״ઝਕ਼͍͗ݸ

ήϩʖϕʤ՟Ծ෨ૌ

Ȏߌష֚ϩͥ∯ോͥђͽ⇌ة

৭ʥͲ͍ΖɽࣆྭΝ֦ήϩ

͏Ζɽ૯ͺɼ֦γʖϑη

ȍՎ⇌ܢ

y ݜरΏๅިճࢂՅଲেंҕΝۢΖචགྷ͍͗ΖɽۢϪϗϩΉͲูॄͤΖ

༙͠ڠΗΖରΝखͮͱ

ࡁ᷂ࡈᶇᶖᵴᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

y ݟ՟಼Ͳࣆބๅࠄॽ͗

Ν͖͜ͱ͏Ζɽ

ଁՅܑͶ͍ΖͲͺ͵͏͖ɽ⇌

ᴻרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈᶛᶔᵴᶖᲢੂઇூՑᶞ߈ᶗᶙᶞᶸᵶᶚږাऐ˽ڛᶞढ

ͶѴ͢ͱΆ͢ͳౕ

๏Ͷ֦ۢๅΝ͞ΉΌ

͏Ζͺɼ௪ๅ͢ҝ͏ڧΝඍ͢ͱ͏͚͞ͳͲઞࡑԿٰͪ͢ଶΝͤݡΖͳ͏͑

қັ͏Ͳͺɼ݀͢ͱѳ͏͞ͳͻ͖ΕͲͺ͵͏ͳߡ͓ͱ͏ΖɽࠕޛҲఈ਼ΉͲͺ

͏͵͏ͳ͞Θ͍͗Ζɽࢤ

͞ͳͺ͘͵ඬͲ͍Ζ͗ɼ఼࣎ݳݟՃͳ͢ͱͺɼٰଶ௪ๅ਼͗ଁՅ͢ͱ

Όɼࢤༀॶ୴ͳๅި

ͺۢༀॶͶ͝ڏΔΗΖͪ

y ٰंޤଶͶͤؖΖๅ

ᵴᶻᶞᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᶸᵶᶚుృᶗۢप᷂૮ɦᶇᶖ

ᶞढࡁࡈߑңᶛᶔᵴᶖᲢᶙᶞ

ᴺږাऐᶞרඬ۴Ѣन౫ڡ

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌

Ν͢ͱѴ͘͢Ηͱ

⇌

͑ाᲦവౠ⇌

y ۛ೧ͺٰଶ௪ๅ਼͗ଁՅ͢ͱ͏ΖʤಝͶԥශࢤӪ͗ڻ͘͏ʥɽٰଶ਼ΝݰΔͤ

͏͗ɼඬͳ͢ͱ͏ͱ͢ࡎىΖɽ

y ۛ೧ͺܗαϫψΤΡϩη״ઝӪͲڻɼ਼֦ඬΝୣͲ͘ΖͳͺݸΔ͵

ͳ͏͚͚͑ΕͲͪ͜͏ͱ͢ࡎىΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ

ͺوໝ͚͘ɼݟ਼ࣰ࣊Ͷ༫͓ΖӪڻͺ͘͏ɽ͖͢͢ɼͱ͢ͳݟͺྫࢤ

y ਈઔݟͶͺԥශࢤɼ૮ໝࢤݬɼઔࢤ  ͯ͘͵ྫࢤ͍͗ΖɽಝͶԥශࢤ

ᶸᵶᶛדᵸᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴹרඬ۴Ѣनᶞۢपᶴढࡁᶞࡈߑң᷂ۈᶉۢᲦމെࠞԡᶞۈᶇుᶛᶔᵴᶖᲢᶙᶞ

եߑ⇌



⇌

Ͷͯ͏ͱճͤΖ͞ͳ
͍Ζʤίʖηճ٠Ͳͺ͵
͚ɼ࿊ܠ͏ͱ͢ࢬࣰͲܙ
Ζʥ
ɽ⇌

Ȓֳష⇌

ȓщݏਘݳը∯⇌ښ

Ȕనݳӎ֚⇌

ȕ⇵⇯∀ κയ⇌˽ڛ



ࠬ୴ंͳٰଶଲԢ

ȑḅᷪḎ∯ՎѴڸҴ⇌

⇌

Ȗ֠ਘЯЈ∯ॶढᶘᶞԒ⇌

y ඉޮࣞͲฯ݊ॶ୴ंɼ

ͶࣰࢬͤΖɽ

y ࣆބๅࠄɼۦ֮Ν࠹ॵ

ࠬಋͣ՟ɽ⇌

Ȑ࣠ॾ֥࣡ᶞࡷঈ⇌

ȏࢄ೧ߠᷤḃᶞκയࠞࠄ⇌

Δण͜Ζ͞ͳ͍Ζɽͨ͑͏ͮͪๅͺɼࢤͳ࿊ͤܠΖ͞ͳ͍Ζɽ⇌

ͨޛɼϨʖϓϪρφഓාΝٽΌΖ࿊ཙΏɼٰଶଲԢͶͤؖΖ͏ΚͦΝ͖ۢ



⇭⇌

⇯⇌

⇌

ୣͲ͘͵͖͖ͮͪ՟ୌΝபड़ͪ͢͏ɽ


y ͞ΗͶΓΕࢤௌଞωʖθͶԌͮͪώρέΠρϕରඍͶ͛ܪΆ͖ɼ͵ͧܯժΝ

ͱ͏Ζɽ

Κͦͱ಼ݟରඍয়ڱΏࢤௌଞωʖθΝѴͤΖͪΌࠬΝߨ͏ͪ͏ͳߡ͓

y ࠕޛɼ৮ͶΓΖ૮૯οʖϞΝඍͤΖΝߨͮͱ͏͚๏ͫ͗ɼ͍

೧ౕश൭ͶࣰࢬͤΖյͲఴͤΖɽ

͟ͳয়ڱΝѴ͢ͱ͏Ζɽͨ݃ՎΝɼࢤௌଞ୴ंճ٠ʤ೧  յʥ͑ͬɼ

y Ҳͯࢨඬͳ͢ͱ͏ͱ͝ܟΖͺɼࠅͲࣰࢬͤΖٰଶͶͤؖΖࠬ݃ՎͲ͍Ζɽࢤ

ܢ੧ᵼᵲᶼᶠᲢҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇞ੂઇூՑમᶞרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴढࡁࡈᶞߑң᷂߰ᶺచᶻЯͥͥђᶴՎ

ᶛୄᵶഛٽΠడᶛᶔᵴᶖᲢեߑ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇝ੂઇூՑᶛᶸᶻږাऐ˽ڛᶛᶔᵴᶖᲢہੇᶞుࠅᶴમത᷂ՉੰᶉᶻۀЬᶘᶍᶼ

ᶇᲢ͑ा᷂জݎᶇᶖᵴᶻᶞᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇜ږাऐᶞרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴԡ͜ᶛᶔᵴᶖᲢੂઇூՑᶘᶇᶖᶙᶞᶸᵶᶛத̵

๏๑ͲͺܯժΝୣͤΖ͞ͳ͗ೋ͢͏ɽ

͵͏఼ͺ՟ୌͳ͏ͱͣ״Ζɽݜरͺਕ਼ݸΝઅ͜Ζචགྷ͍͗ΕɼࠕΉͲࣰࢬ

y ܗαϫψΤΡϩη״ઝӪͲڻॵཱིͱͪܯժ௪Ε਼ద͵ṁ͗ಚΔΗͱ͏

͗Δ಼༲Νݗ౾͢ͱ͏Ζɽ

౾ͪ͢ɽݘཤ༶ޤͶͯ͏ͱͺɼ೧ݡޛΞͲพ՟ͳ࿊͢ܠɼ՟ୌΝபड़͢͵

ࢯ෨ճ  ෨ճΝઅ͜ͱ͕Εɼ  غղޤฯܯۂࣆݧժͶͤࡎܟΖ಼༲Νݗ

y  ೧͖Δɼ͍Ξ͢Ξղޤਬճ٠Νຌରճ٠ͳ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯ෨ճɼਐର߈

ᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴼ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛлـᶇᶏרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈᷂Ტᶙᶞᶸᵶᶛத̵ᶇᶖᵴ

եߑ⇌

⇌

⇌

͑ाᲦവౠ⇌

⇌

⇌

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌





ʤಝͶ͵͢ʥ



⇝⇟ഺ֖ͤڸܼࡷڞ۴੧ᶛᶸᶻѢन౫ڡᶞत̔ᶘढࡁࡈᶛᶔᵴᶖᲢ߁лᶞ⇔⇝⇕᳁⇔⇝⇞⇕ᶛЈᶉᶻᶃᶘᵼᵲᶼᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇼

᷂ٚ͜৺ᶉᶻفᶛᲢޤٴᶇ
ᶖᵴᶻᷪᷢᶴԡ͜੧ᵼ
ᵲᶼᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ
ʤಝͶ͵͢ʥ

ڸҴ˽ڛԡ͜ᶛـᶋ
ᶻᶃᶘᵼஒവᶐᶘڙ
ᵶצڸᵼᵲᶼᶠҡᵸ
ᶖᵿᶐᶅᵴᲣ
ʤಝͶ͵͢ʥ

ᵴᶻᵻᲢಊͧᶈમതᶛᶚᶹᶚᵴᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

y ຌݟܯժͲͺɼࡨඬΝཱིͱͱ͕Εɼ͞ΗΝୣͤΖͪΌͶ  ͯࢨͤ๏Ν

ड़͢ͱ͏Ζɽͨ͑ͬҲͯͳ͢ͱɼ߶ྺंݘཤ༶ޤखૌͳ͢ͱɼ߶ྺंٰଶ

ंϪϗϩͲࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ

yղࢬޤઅॊࣆं߶ྺंٰଶͶͱؖ͢ͺɼஏ๏ۃෳࢳ՟͗ঁݶΏࣰஏࢨΝ୴

ࢤௌଞ͖ΔঁݶΝٽΌΔΗͪࡏ ๑մए ͺʹΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
ɽ

 

৮οʖϞ͖ΔๅࠄॽΝࡠ͢ͱ͏ͪͫ͏ͱ͏ͪɽ

y ܗαϫψΤΡϩη״ઝӪ͚͵͗ڻɼॄͲ࿊ܠճ٠ΝࣰࢬͲ͘ͱ͏ͪ͞Θͺɼ

y җߪ࠴Ώࣆྭݗ౾ةժɼߪࢥ͵ʹΝғབ͢ͱ͏Ζɽ

y ಊๅࠄͺ࿊ܠճ٠Ͳߨ͑ɽ

y อ࢞ޤճɼऀճෳࢳ࢞ճͲڠಋઅ͢ͱ͏Ζɽ

ٰंޤଶͶͱؖ͢ɼ৮οʖϞճ٠ͺ͍ΕΉ͖ͤɽ

ᶍᶞऒᶞۡ

ͱ͏Ζɽ

ͱɼ֦ࢤௌয়ڱΝѴ͢ɼܨ೧ద͵ੵΝ͢ͱɼࢤௌखૌࢩԋΝ͢ࢬࣰͱ͢ͳݟ

ࢯଲࡨɼ೧ݡޛౕ༽ଇΝਬ͢ͱ͏ΖɽຌܯժͲ߶ྺंٰଶΝҒͰ͜

ͱ͏Ζຘ೧ࠬ෨Ͷͯ͏ͱͺɼͨ݃ՎΝߍ͢ͱ͏Ζɽ

y ࣰࡏͶ  ͖غΔ  غͶ͖͜ͱरਜ਼ͺߨͮͱ͏͵͏͗ɼυʖνͳ͢ͱॄ͢ܯ

ᴸ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ

ᴷ؇֍Ტ֖ͤడՙ

ۢप૮ɦుృ੧

ᴴ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᵼʄঈᶁᶹᶼᶻᶃᶘᶗढࡁࡈᵼࠄ᷃ᶗ

κയᷪᷢᲦ

͑ाᲦവౠ

եߑ

% ┴㸦┴ྡࡣ㠀බ⾲㸧





⇌





y ݳয়ͺ͵͏ɽղޤฯܯۂࣆݧժࣙରͶටͰ͜ͱ͏Ζ͍ͲࣞܙΖɽ⇌

ᵼᵲᶻ߈Ტْࡆʍ࠘ᶴు֦ࡅᲢږাऐᶨᶞߑঀܞң᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴶ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ʂᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈ᷂лـᶇᶖᵴᶻԡ͜ᶴڳൽ

⇌

ՃΝࣰࢬͲ͘ͱ͏͵͏ɽ

͕ͱ͝ܟΕɼંద͵ٰଶࢯͶͤؖΖखૌΝࢨඬͳ͢ͱ͏͵͏ͪΌɼްՎͶͯ͏ͱ

ݘཤ༶ޤਬΝઅఈ͢ͱ͕Εɼ֫ؖؽઅࢤௌ਼Ώ๑ਕࢤࢬࣰݡޛௌऀ਼ڢΝ

఼Ͷͯ͏ͱຘ೧ͺ٠Ͳ͘ͱ͏͵͏ͳ͏ͱͣ״Ζɽ͵͕ɼܯժͶ͕͜Ζୣඬͺɼ

y   ܯغժͶ͘ͰخɼࢤௌͨΗͩΗͲखΕૌΊͺߨ͓ͱ͏Ζͳࢧ͑͗ɼୌ఼Ώ՟ୌ

ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴵ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᵼʄঈᶁᶹᶼᶖᵴᶻᶃᶘᶞ֢̀ᵼᵲᶼᶠ

⇌

ॊࣆं͜ݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζͳ͏ͮͪखૌ͗͏ͱ͘ͱͮ͗ڏΖɽ⇌

y ߶ྺंٰଶͳ͏͑͘͏φϒρέηΝ٠ୌͶड़͢ͱ͏ΖɽࢤௌͶΓͮͱͺղࢬޤઅ

࿊ܠճ٠Ͷ͕͏ͱɼགྷղࢬޤઅॊࣆं͜ୌͺ͍ΕΉ͖ͤɽ



եߑ⇌

͑ाᲦവౠ⇌
ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌



⇰⇌

ͤؖΖखૌͶͯ͏ͱ

ȍՎܢᲦȎߌష֚ϩͥ∯ോͥђͽ⇌ة

࿊ܠճ٠ͺɼࢤௌଞΠιηϟϱφҒͰ͜Ͳ͖ͤɽ

ᶍᶞऒᶞۡ⇌

⇌



y ରΏ৮οʖϞɼอ࢞ޤճɼܱݟͳๅΝ͏ͱ༙͢ڠΖɽ

ͶΌͱ͏Ζɽ

y ೧̏յɼ߶ྺंٰଶࢯ࿊ܠճ٠Ν࠷͢ɼͳؖؽܐؖๅ༙ڠΝਦΕɼ࿊کܠԿ

Ȏߌష֚ϩͥ∯ോͥђͽةᲦȏࢄ೧ߠᷤḃᶞκയࠞࠄ⇌

ंෳࢳࢬઅʀࣆॶۂ৮ҽΝଲেͳͪ͢ʰࣆྭݗ౾ճʱΝ࠷͢ͱ͏Ζɽ

ҽߨ;ٶ৮ҽΝଲেͳͪ͢ʰݳղޤγʖϑη૮ҽݜरʱ
ɼߨ৮ҽྺ߶;ٶ

ଶࢯ୴՟৮ҽΝଲেͳͪ͢ʰ߶ྺंٰଶଲԢ৮ҽߪ࠴ʱɼղޤγʖϑη૮

y җͶΓΕɼࢤௌ;ٶஏҮใࢩׇԋιϱνʖ߶ྺंٰଶଲԢ৮ҽٰंྺ߶ݟ;ٶ

࣎ؔΝઅ͜ͱ͏Ζɽ

ѴͶΌͱ͏Ζɽ⇌

ࠬΝࣰࢬ͢ɼࣰସ

ࢯΏغݡͶ

ࡁ᷂ࡈᶇᶖᵴᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

y җݜरΩϨΫϣϧϞ಼Ͳࣆྭݗ౾ճΝࣰࢬͤΖࡏͶɼࢤௌಋ࢞ๅި

ݟಢࣙͲࢤௌٰଶ

y ೧̏յͲͺ͍Ζ͗ɼ

ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴻרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈᶛᶔᵴᶖᲢੂઇூՑᶞ߈ᶗᶙᶞᶸᵶᶚږাऐ˽ڛᶞढ

⇌

⇌

प᷂૮ɦᶇᶖᵴᶻᶞᵻ᷂

ͱੵ͢ͱ͕Εɼٰଶक͵གྷҾΝ͏ͱ͢ࡎىΖɽগཔਬܯͺࣰࢬ͢ͱ͏͵͏ɽ

౫ڡᶞढࡁࡈߑңᶛᶔ

ᴺږাऐᶞרඬ۴Ѣन

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌

ᵴᶖᲢᶙᶞᶸᵶᶚుృᶗۢ

⇌

͑ाᲦവౠ⇌

y ܨ೧ർֳͶͯ͏ͱͺɼੵ͗ೋ͢͏͖͢Η͵͏ɽंޤয়ڱͺࠅয়ڱΝಁΉ͓

ᶸᵶᶛדᵸᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴹרඬ۴Ѣनᶞۢपᶴढࡁᶞࡈߑң᷂ۈᶉۢᲦމെࠞԡᶞۈᶇుᶛᶔᵴᶖᲢᶙᶞ

եߑ⇌



y ͨଠɼϨʖϓϪρφΝགྷ͍͗Ηͻഓා͢ͱ͏Ζɽ

ͦͱ͏Ζ



y ݟ +3 Ͳɼʹ͑͏ͮͪ͞ͳٰ͗ଶͶ͍ͪΖ͖ɼΏɼࢤௌ૮૯Ҳལ͵ʹΝࡎ

Ȓֳష⇌

⇌

ʤಝͶ͵͢ʥ

ȑḅᷪḎ∯ՎѴڸҴ⇌

⇌

ΖଲԢͺࢤௌͲଲԢɽ⇌

͗ۃखΕΉͳΌɼݟๅࠄ͢ͱΔͮͱ͏ΖɽଲԢͺخຌదͶஏ๏ۃɽंޤͶଲͤ

y ղࢬޤઅॊࣆंͶΓΖ߶ྺंٰଶͶͯ͏ͱɼຘ݆ࢤௌ͖Δๅࠄ͠ΗͪๅΝஏ๏

ୌѴͳखૌΉͲͺѴͲ͘ͱ͏Ζ͗ɼͨৄݗΉͲͺͲ͘ͱ͏͵͏ɽ⇌

͏Ζɽஏ๏ۃͶͦرΔΗΖ͏ΚͦΝͤ΄ͱͲݟѴͲ͘ͱ͏ΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ՟

y ٰଶଲԢͶͤؖΖࢤௌ͖Δ͏ΚͦͶͯ͏ͱɼஏ๏ۃʤ̑ͯʥࣰ͗ແͶ͍ͪͮͱ

Ȑ࣠ॾ֥࣡ᶞࡷঈ⇌



ࠬ͢ͱ͏ΖΓ͑͵ܙɽ

ߴΝࠬධͶൕӫ͢͏ͱ͏Ζʥ
ɽࢤௌଞࣰ͗ࢬ͢ͱ͏ΖɼՃ͢ͱ͏Ζͳ͞ΘΝ

y ࠅࠬͶϕϧηΠϩϓΟ͢ͱಕැͱ͢ͳݟͺࠬ͢ͱ͏͵͏ʤࠅࠬͶ६ͣͪ

Ζ༩ఈͲ͍Ζɽ

ࣰସࠬΝࣰࢬͪ͢ɽࠕ೧ౕಋ༹Ͷॽ࠷༩ఈͲ͍Εɼखૌ಼༲Ώ՟ୌ఼Νਚ

ܙΝͳͮͱ͏ͪ͗ɼॽ࠷Ͳͺ͞Γ͑͵ଲԢͺೋ͚͢ɼݟͶͱࠬධΝࡠ͢ɼ

ࠬධͲͺ͵͚ɼೖɼ֦ؖؽܐؖखૌয়ڱๅࠄ;ٶқިݡΏࣁྋΝ༙ͤڠΖ

y ๅ༙ڠʀ࿊کܠԿͲ͍ΖɽܗαϫψΤΡϩη״ઝӪ͖ͪͮ͵͗ڻ೧ౕͺɼ





खΕ͢ͱ͏Ζɽ





ϩʖφͲ͍ΖɽͨͲɼ֦ίʖηͶͯ͏ͱয়ڱΝซ͏ͱ͏ΖͲɼͳۃළൡͶΏΕ

y ղࢬޤٰଶͶͯ͏ͱࢤௌ͖ΔݟͶๅࠄ͗͗Ζࡏͺɼࢤௌˢۃˢݟຌுͳ͏͑

୴͢ͱ͏Ζͺಋͣ୴ंͳਬࡱ͠ΗΖɽ

y ຌݟͶͺஏ๏͍ͯ͗ۃΖɽ୴ंͺfਕఖౕɽࢬઅ୴ʀࣰஏࢨʀٰଶ୴Ν

Ȗ֠ਘЯЈ∯ॶढᶘᶞԒ⇌

⇌

y ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏ɽ

ȕ⇵⇯∀ κയ⇌˽ڛ

⇌

y ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏ɽ

Ȕనݳӎ֚⇌

⇌

y ʤࢤௌ୴ं͖Δ૮͍͗Ηͻʥஏ๏ͳۃ࿊͢ܠɼঁݶʀࢨΝߨͮͱ͏Ζɽ

ȓщݏਘݳը∯⇌ښ







⇯⇌





ηๅࠄ͍͗ΖɽҲ๏Ͳɼࢬઅࣆބίʖηͺࢬઅ୴ंͶๅࠄ͠ΗΖɽ⇌

y ࣆބๅࠄॽͶͯ͏ͱͺɼݟٰଶࢯ๑ॶ؇՟Ͷͺٰଶٛ͏ͳ͢ͱଲԢ͠Ηͪίʖ

఼ͺஏ๏ۃͶซ͘खΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ

ଲԢ͗ʹΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ζ͖Ѵ͢ͱ͕͚චགྷ͍͗Εɼࡋ͖͚ཀྵ͢ͱ͏Ζɽ

y ղࢬޤઅٰଶๅࠄͶͯ͏ͱɼຘ೧ࠅٰଶࠬͶ͍ܐؖΖͳ͞ΘͲ͍ΖͪΌɼ

͏ɽ۫ରదͶͺ՟ୌபड़ͺͲ͘ͱ͵͏ɽ

͖ͮͪ͢ͳ͏͑͗͗ͮͪɽࢤௌΝʹΓ͑ͶࢩԋͤΖΉͲͺΉͫݗ౾Ͳ͘ͱ͏͵

য়Ͳڱͺɼαϫψয়Ͳڱຘ೧࠷͢ͱ͏ٰͪଶݜरճյ਼͗ͪͮݰɼ࠷͗ೋ

͖Δखૌ಼༲ΝࠬධͶյ͢ͱΔ͑͢ܯॄͲܙɼࣰସΝѴ͢ͱ͏Ζɽࡤ೧

y ೧Ͷ  ౕ࿊ܠճ٠Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζʤຘ೧  ݆f ݆ɼαϫψՔͲͺॽ࠷ʥ
ɽ֦ࢤௌ

͑ा᷂জݎᶇᶖᵴᶻᶞᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇜ږাऐᶞרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴԡ͜ᶛᶔᵴᶖᲢੂઇூՑᶘᶇᶖᶙᶞᶸᵶᶛத̵ᶇᲢ

⇌

y ϋρφϭʖέߑΏਕࡒүಊΝୣඬͳ͢ͱ๏Νࣖ͢ͱ͏Ζɽ⇌

y खૌࢨඬͺ͵͏ͪΌɼްՎՃͺೋ͢͏ɽ

ᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴼ֖ͤడՙڸҴ˽ڛԡ͜ᶛлـᶇᶏרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈᷂Ტᶙᶞᶸᵶᶛத̵ᶇᶖᵴ

եߑ⇌
⇌

͑ाᲦവౠ⇌
⇌

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌

y ߶ྺंٰଶࢯ࿊ܠճ٠Ͷ͕͏ͱɼؖؽܐؖͳखૌΝ৾ΕศΖؽճΝઅ͜ͱ͏Ζɽ⇌

੧ᵼᵲᶼᶠᲢҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇞ੂઇூՑમᶞרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴढࡁࡈᶞߑң᷂߰ᶺచᶻЯͥͥђᶴՎܢ

⇌

ճ٠಼༲ͺฑ  ೧͖Δυʖν͗ͮͱ͏Ζɽ⇌

y ୴ं͗ࡠ͢ͱ͏ΖӀ͘ࡤͲॽ͙ܩ೧ౕรߍ఼Ώཻқ఼͵ʹΝॽ͏ͱ͏Ζɽ࿊ܠ

ਕࣆҡಊࡏͺʹΓ͑ͶๅΝΊ॑ͱ͏Ή͖ͤɽ

⇌

y ͨ͑͏ͮͪӪڻͺ͍Ζ͖͢Η͵͏͗ɼͨ͞ΉͲ৾ΕศΕͺͲ͘ͱ͏͵͏ɽ

⇌

͑ाᲦവౠ⇌
⇌

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌





ʤಝͶ͵͢ʥ



⇝⇟ഺ֖ͤڸܼࡷڞ۴੧ᶛᶸᶻѢन౫ڡᶞत̔ᶘढࡁࡈᶛᶔᵴᶖᲢ߁лᶞ⇔⇝⇕᳁⇔⇝⇞⇕ᶛЈᶉᶻᶃᶘᵼᵲᶼᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇌

⇭⇌

͖ͤɽ

࿊ܠճ٠Ν  ݆f ݆Ͷࣰࢬ͢ɼ೧ౕ͗͜ΖࡏͶਕࣆҡಊ͍ͮͪɼͨӪڻͺ͍ΕΉ

ᶍᶞऒᶞۡ⇌

⇌

͕͜ΖϋρφϭʖέߑࢩԋͶҒͰ͜ͱ͏Ζɽ⇌

y ࿊ܠճ٠ࣰࢬͶͯ͏ͱͺɼղޤฯۂࣆݧඇึঁۜʤ߶ྺंݘཤ༶ޤਬࣆۂʥͶ

ୄᵶഛٽΠడᶛᶔᵴᶖᲢեߑ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇝ੂઇூՑᶛᶸᶻږাऐ˽ڛᶛᶔᵴᶖᲢہੇᶞుࠅᶴમത᷂ՉੰᶉᶻۀЬᶘᶍᶼᶛ

եߑ⇌

⇼

ᶛᲢޤٴᶇᶖᵴᶻᷪᷢᶴԡ͜
੧ᵼᵲᶼᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

ᴷ؇֍Ტॣઔᶞࡇך
ԡ͜ᶴ֖ͤడՙڸҴ˽ڛ
ԡ͜੧ᶛـᶋᶻᶃᶘᵼஒ
വᶐᶘڙᵶצڸᵼᵲᶼᶠ
ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

ᵻᲣᶮᶏᲢಊͧᶈમതᶛᶚᶹᶚᵴᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

y ຘ೧ಋͣͳ͞Θͺ͍ΖɽܩକͤΖචགྷ͍͗Ζ෨Ν͢ͱ͏Ζɽಊඬͺ

೧ౕՃΏɼ౹ܯੵΝͳͶร͓ͱ͏͚͗ɼഐܢΏ՟ୌɼݳয়ͺ f ೧

ηϏϱͲݗ౾ͤ΄͘෨Ͳ͍Ζɽ

ʖસରͲ֮ͤΖΓ͑Ͷ
͢ͱ͏Ζɽ

ࡎͤΖ͞ͳͳ͵ͮ
ͱ͏Ζɽ

Ζɽ

චͥஏҮใࢩׇԋιϱν
ʖࣆܯۂժͲى

y ຌࣆܯۂժͺɼસରճ٠Ͳɼ؇ཀྵ৮͖ΔϓΡʖχώρέΝण͜Ζ͞ͳ͍͗

शద͵ՎͶ͵Ζͺ
Үใࢩׇԋιϱν

ΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ͞ࣁྋΝϗʖηͳ͢ͱ٠ճอͶͤ༽Ζ͞ͳ͍Ζɽ

ήϩʖϕͲࡠͤΖ͗ɼ࠹
಼༲Ͷͯ͏ͱͺɼஏ

ͪͪ͘ୈͺऀճෳࢳ࢞
ͱ͏Ζ͗ɼ۫ରద͵

͍Ζɽ

y ࣆܯۂժͺޮࣞ͵ՃชॽͲͺ͍Ζ͗ɼு಼ࣹͲ͠ΔͶ࣯Νण͜Ζؽճ͍͗

͏ͱɼͳΕΉͳΌخຌ

ࣆܯۂժͳ࿊ಊ͢

ϕͲߨ͑ʤ಼෨ૌ৭ʥɽ

ࣆܯۂժͺஏҮใ

ͱฯ؇͢ͱ͏Ζɽ

ޤɼᶆ߶ྺंٰଶͳ͵ͮͱ͏Ζɽͨଠɼؖ࿊ͤΖΩτβϨͳ͢ͱͺ૱૮͗

Ճͺऀճෳࢳ࢞ήϩʖ

ͳ͍͗Ζɽղޤฯݧ

ࣆʹ͵ۂଠτʖϜಋ༹Ͷࡠ͢ͱ͏Ζɽ͞ΗΔͺखΕΉͳΌͱࢢͳ͢

ࣰସͶଲ͢ͱՃͶͯ

༽͏ͱ͏Ζɽ

͗பেదͶ͵Ζ͞

ࡠ͢ɼ೧ౕशΚΕͶࣆۂՃΝͤΖ͞ͳΝ܃Εศ͢ͱ͏Ζɽղޤ༩Ώ૱

ࢩׇԋιϱνʖ

ੵ๏๑ͺέϫηॄܯΝ

ժͲ͍ΖͪΌɼනݳ

ԋιϱνʖͲखΕૌΞͲ͏Ζ̧̛̘̚ΝܯժͶ͢ͱ͏Ζɽ೧ౕॵΌͶܯժΝ

y ΩτβϨزͺɼݘཤ༶ޤͶᶅ೧ݡޛౕٶΏʤ߁ٝʥݘཤ༶

͏Ζɽ

ͺوໝ͗͘͏ܯ

ࢩׇԋιϱνʖཱི͖͗ͬ͗ͮͪ࣎Δ֦Ͷ͜ͱࡠͮͱ͕ΕɼஏҮใࢩׇ

Ճͺɼੵ݃ՎΝޮන͢ͱ

y ղޤฯܯۂࣆݧժ

y ஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆܯۂժΝࡠ͢ɼՃ͢ͱ͏Ζɽ͞ܯժͺஏҮใ

ࣆܯۂժͶଲͤΖߨ

y ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

ᴸࡇךԡ᷂ٚ͜৺ᶉᶻف

ۢप૮ɦుృ੧

ᴴרඬ۴Ѣन౫ॣڡઔᶞࡇךԡْ᷂͜ࡆᶇᶖᵴᶻᶃᶘᶗढࡁࡈᵼࠄ᷃ᶗᵴᶮᶉ

κയᷪᷢᲦ

͑ाᲦവౠ

եߑ

 ᕷ༊⏫ᮧ
& ᕷ㸦ᕷ༊⏫ᮧྡࡣ㠀බ⾲㸧



⇌

ͲΞͲ͏Ζ෨
͍Ζɽ⇌

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆܯۂժҒඬɼҒඬͺղޤฯܯۂࣆݧժͶ

Ԍͮͱ͏Ζɽ߶ྺंٰଶࢯͶͯ͏ͱɼղޤฯܯۂࣆݧժͶͺঙ͖͢͢ࡎى



y ߶ྺंٰଶͶͤؖΖࣆߴͯ͏ͱͺɼঃڠಋࢂժਬخຌܯժͶ͍͗ࡎىΖɽ

ᵲᶻ߈Ტْࡆʍ࠘ᶴు֦ࡅ੧᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴶॣઔᶞࡇךԡ͜ʂᶛרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈ᷂лـᶇᶖᵴᶻԡ͜ᶴڳൽᵼ

⇌

қ֮ݡ͍͗ΖɽͨͲݳয়ڱΝಁΉ͓ͪқݡΝड़͢ͱ͏Ζɽ

ͺ͵͏͗ɼղޤฯܯۂࣆݧժΝࡠͤΖஊͲஏҮใࢩׇԋιϱνʖ୴ंͶ

ժͳͺҡ͵Εɼಢࣙ

y   ܯغժͺஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆܯۂժҒܯժͶ͍ͪΖɽͨͪΌɼ

Ͳɼղޤฯܯۂࣆݧ

ʖࣆܯۂժ಼

⇌

͏Ή͖ͤɽ

Үใࢩׇԋιϱν

ͳ͢ͱࣆۂΝΌΖ͞ͳ͗ཀྵͲ͍Ζɽ⇌

Νൕӫ͢ͱ͏Ζ

ͱ͏ΖɽΓͮͱɼஏ

Ͳ࠷ͪ͢ʤ߶ྺं͗ݘཤ༶ޤͶඍ͓Ζͳ͏͑τʖϜʥ
ɽ̐ͯΝ౹ͪ͢τʖϜ

ͤ͗ɼ  ܯغժͳஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲࡠ͢ͱ͏ΖܯժͺʹΓ͑Ͷ࿊ಊ͢ͱ

̏೧ୱҒͲࡠ͢

͗αϧϚϪʖεϥϱ͢ͱɼஎγϛʖνʖͳݘཤ༶Ͳޤ࿊କͪ͢ߪ࠴ΝஏҮ

ͳߡ͓ΔΗΖ͞ͳ

νʖࣆܯۂժͺ

ࢯࢻ఼ΝΗͱΆ͢͏ɼͳқݡΝͤΖ͞ͳ͍Ζɽࠕ೧ౕͺ̐ͯτʖϜ

  غղޤฯܯݧժஏҮࢩԋࣆۂͶ͕͏ͱɼ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖىफ़͍͗ΕΉ

ஏҮใࢩׇԋιϱ

ΝިͤΖʤ߶ྺंٰଶͺஎͳՆͲ͍Ζʥ
ɽٱͶஎଲࡨͶٰଶ

༲ͶͺɼݳͲචགྷ

͠Η͵͏Ͷଲ͢ɼ

ً͗͞Ζ͖ɼՁͶखΕૌΞͲ͏͖͵͏ͳ͏͜͵͏͖ɼ͏Θ͏Θ͵ΕͲқݡ

ᶍᶞऒᶞۡ⇌

ͺҲ೧ୱҒͲࡠ

y ղޤฯܯۂࣆݧժ

͑ाᲦവౠ⇌

y સରճ٠Ͷ͕͏ͱɼஎࢩԋରߑͤΖࣆۂൟͳݗ౾Ώɼ͵ٰͧଶ

ᴵॣઔᶞࡇךத̵ْ᷂ࡆᶇᶖᵴᶻᶃᶘᶞ֢̀ᵼᵲᶼᶠҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

եߑ⇌
ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌



⇰⇌

⇌



Ҳ๏ͲΓΕ߶ྺʤ େf େʥ͵๏ίʖηͺ͍ΉΕࠃౕ͗߶͚͵͖ͮͪɽ

ίʖη͍ͮͪʤຌ࣑ࣙରͺྫ  ೧ౕͶ͕͜Ζ௪ๅ਼݇͗  ݇Ͳ͍ͮͪʥ
ɽ

ଠɼଡେͲಋ͏ͱ͢ڋΖՊఋ͍ΕɼՊଔΏଔܱ͗ࡱͶ௪ๅͪ͢ͳ͏͑

௪ๅͶͯ͏ͱɼخຌదͶͺɼٰଶΝण͜ͱ͏Ζຌਕ͗ࣙ͟ਐͲ௪ๅ͢ͱ͏Ζɽͨ

͗ଋࢢ͠ΞΏ͟कਕ͖ΔٰଶΝण͜ͱ͏Ζͳ͏͑ίʖη͗ଡ͖ͮͪɽܱࡱ

ܱࡱ͖Δ௪ๅಝͺɼٰଶΝणͪ͜๏ͺ  େൔͲऑΌɼർֳద͵ـݫ๏

ͶͤؖΖ௪ๅ͗ಋ਼Ͳ͍ͮͪʥ
ɽ

ͶͤؖΖ௪ๅͲ͍ͮͪɽࠕ೧ౕͺɼܱࡱ͖ΔղޤγʖϑηΝ࢘ͮͱ͏͵͏๏

ΉΉͲͺ૱਼  ׄҐ͗ɼίΠϜϋζϡʖ͖ΔղޤγʖϑηΝ࢘ͮͱ͏Ζ๏

͖ͮͪͶଲ͢ɼྫ  ೧ౕͺܱࡱ͖Δ௪ๅ͗ಋ਼ͳ͵ͮͱ͏఼ͪͲ͍Ζʤ͏

y ྫ  ೧ౕ݃ՎͲһেదͫͮͪͺɼࠕΉͲίΠϜϋζϡʖ௪ๅ͗Ҳ൬ଡ

Ζɽ

y ຘ೧౹ܯΝखͮͱ͏Ζ͗ɼٰଶ௪ๅ૮਼݇ɼଲԢ਼݇ͺऑ͏ͱ͘ͱͮݰױ

౹ܯੵΝ͢ͱ͏Ζɽ

y ࠅ౹݃ܯՎΝخຌͶ͢ͱɼࢤಢࣙߴΝέϫηͦ͠Ζ͞ͳͲຌࢤಢࣙ

͖ɼͳ͏͑ߡ͓๏Ͳ͘Ζɽ

ͯΉΕɼٰଶͳ͢ͱଲԢͤΖΓΕঙ͚͢͏ͱ͖ͮͯݡΖͳ͏͑͞ͳͫΘ͑

ղΏ૮ଁ͓ͱ͏Ζɽ

ंٰଶ਼݇ͺ͏ͱͮݰΖ͗ɼใׇͲɼࢩԋࠖೋΓ͑͵ʤٰଶҲิघʥ

y ਼࣊͞Νʹ͑ಣΊմ͚͖ɼͳ͏఼͑͗ඉͶͳߡ͓ͱ͏Ζɽྭ͓ͻɼ߶ྺ

y ىʤ̓ʥͳࡎىಋ༹ɽ⇌

᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ృᶗۢप᷂૮ɦᶇᶖᵴᶻᶞᵻ

ߑңᶛᶔᵴᶖᲢᶙᶞᶸᵶᶚు

ᶙᶞᶸᵶᶛדᵸᶻᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌
ᴺרඬ۴Ѣन౫ڡᶞढࡁࡈ

͑ाᲦവౠ⇌

ᴹרඬ۴Ѣनᶞۢपᶴढࡁᶞࡈߑң᷂ۈᶉۢᲦމെࠞԡᶞۈᶇుᶛᶔᵴᶖᲢ ⇌

եߑ⇌



⇭⇌

⇯⇌

⇌

͵Ζͺɼݜरճߪࢥඇ༽Ͳ͍Ζɽ


y ͏ΉΉͲͶ߶ྺंٰଶͶͤؖΖࣆͲۂ͘͏༩ࢋΝखͮͪ͞ͳͺ͵͏ɽචགྷͶ

݆ͶࢤௗࠬఈΝࣰࢬ͢ɼ࠹शదͶͺ  ݆٠ճͲট͠ΗΖླྀΗͲ͍Ζɽ

༩ࢋΝฦͤΖɽͨޛɼຌࢤસର༩ࢋฦͳΏϐΠϨϱήΝण͜ɼ

Ͷɼղޤฯݧ՟ใࢩׇԋൟʤࣆແ๏ʥͲखΕΉͳΌɼຌࢤղޤฯݧ՟Ͳ

ຘ೧  ݆ࠔͶݳγχ͖Δ༩ࢋҌʤགྷॽٽʥΝड़ͤɽͨΗΔ༩ࢋҌΝͳ

y ஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆۂͺخຌదͶͺղޤฯݧಝճ༩ࢋ಼Ͳߨ͑ͪΌɼ

ᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇥ہੇᶞుࠅᶴમത᷂ՉੰᶉᶻۀЬᶘᶍᶼᶛୄᵶഛٽΠడᶛᶔᵴᶖᲢեߑ᷂ҡ

ޛɼ೧ౕͶͳΕΉͳΌࢢΝࡠ͢ͱ͏Ζɽ⇌

ಋΝݗ౾ͤΖɼՃͶͯ͏ͱқިݡΝߨ͑खૌΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽͨ

સରճ٠Ͷ͕͏ͱɼଠࣆͳۂΝͤΖɼްིదͶߨ͑ͪΌڢ

৮ɼஏҮใࢩׇԋൟʤࣆແ๏ʥͶఴͤΖɽ

y ஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆܯۂժ಼༲ͺɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖસରɼ؇ཀྵ

ͱ͏Ζɽ⇌

Ͷճ٠Ν͢͵͗Δṁয়ڱΏࣆۂఴΝ֮ʀݗ౾ɼݜरճࣰࢬɼՃΝ͢

ഓ͠Ηͱ͏Ζɽͨ  ໌ͲஏҮใࢩׇԋιϱνʖࣆܯۂժΝཱིͱɼఈغద

y ຌࢤӨܗஏҮใࢩׇԋιϱνʖ̏ͳɼγϔιϱνʖ̐Ͷऀճෳࢳ࢞͗  ໌

த̵ᶇᲢ͑ा᷂জݎᶇᶖᵴᶻᶞᵻ᷂ҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

ᴻרඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴढࡁࡈߑң᷂Ტࡇךԡ͜ᶛᵺᵴᶖॡᵼᲢᶙᶞᶸᵶᶛ

͏͖ͳਬࡱ͢ͱ͏Ζɽ

͞Γ͑͵఼͖ΔɼίΠϜϋζϡʖٰ͗ଶࣆҌΝغͶ௪ๅ͢ͱ͏ΖͲͺ͵

եߑ⇌

⇌

⇌

͑ाᲦവౠ⇌

⇌

⇌

⇌

ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌



⇌



रΝणߪͤΖखૌΝߨͮͱ͏ΖɽՁٰ͗ଶͶ͍ͪΖ͖خຌద͵಼༲Ώɼқ

y ຌࢤղޤฯݧ՟Ͷҡಊͪ͢ɼ؇ཀྵ৮સҽͲɼ߶ྺंٰଶͶͤؖΖݜ

͏ͳߡ͓ͱ͏Ζɽ

͍ΖɽՊଔεητϞ͵ʹΝηΫϩΏςʖϩͳ͢ͱ͞Γ͑͵ߖΝດΌͱ͏ͪ͘

y ৮ΏҫྏΝϗʖηͳָͪ͢Үଌ͓๏ͳҩ͏ͺΉͫͣ״Ζ͞ͳ͗

๏͗ͮͱ͏ΖɽஎஏҮରճ٠Ͳ೧ౕखૌͶͯ͏ͱๅࠄͤΖɽ


ߏʤߏָޤʥਫ਼ɼܱࡱɼভɼؖ࿊ͤΖ෨ॼɼऀճෳࢳڢ٠ճɼࢤେන

Ν͏ͪͫ͏ͱ͏ΖɽϟϱώʖͶͺอ࢞ޤɼղॶۂࣆޤେනɼࣟंͳ͢ͱָ

͑ͽͳͯ෨ճͳ͢ͱ͏Ζɽ෨ճͲͺɼࣆۂࣰࢬয়ڱΏੵͶଲ͢ͱ͟қݡ

எͳ߶ྺंٰଶͺՆͲ͍ΖͲɼஎ෨ճ߶ྺंٰଶࢯ෨ճͳ͏

ΝͤΖචགྷ͍͗Ζͳ͏͑՟ୌ͍ࣟ͗ͮͪɽ

Ν೧  յࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽ࠷ॵ͖ΔɼٰଶࢯͶͱؖ͢ϋρφϭʖέճ٠

y ىӣӨਬճ٠ͳͺพͶɼஎͶͱؖ͢எஏҮࢩԋରਬճ٠

ΔқݡΝ͏͚ͪͫɽ⇌

y ӣӨਬճ٠Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζɽຌճ٠ͲͺࣆۂͶͯ͏ͱๅࠄΝ͢ɼ෨җҽ͖

ᵲᶼᶠᲢҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇝⇜רඬ۴Ѣन౫ڡᶞࢾ܈ᶴढࡁࡈᶞߑң᷂߰ᶺచᶻЯͥͥђᶴՎܢ੧ᵼ

⇌

ౕܔٶ͗චགྷͲ͍ΖͪΌɼ༩ࢋ͚͗͘͵Ζ༩ఈͲ͍Ζɽ⇌

y པ೧ౕҐ߳ɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖඇ༽ঁ͍͗Ζɽ೧ݡޛ

ԢͶܐΖඇ༽ͺ߶ྺෳࢳ՟߶ྺෳࢳܐ؇͍ͲΖͪΌɼ؇͗ҡ͵Ζɽ

y ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ؇ͺղޤฯݧ՟ͫ͗ɼΏΝಚ͵͏ીͶͤؖΖଲ

եߑ⇌

͑ाᲦവౠ⇌
ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌



⇌

କͪ͢͏ͳߡ͓ͱ͏Ζɽ

͖͢͵য়͍͗ڱΖɼఽݶΝ͢ͱ͚ΗΖ͵ʹɼ͏͏ްՎ͍͗Ζɽݺखૌͺܩ

τψΝΖ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͕Εɼྭ͓ͻుଲԢࡏͶɼుޛΘͲ͕ͤ͢͞

ݡΝ༙ͤڠΖؽճΝઅ͜ͱ͏ΖɽणߪंͶΓͮͱͺͨޛۂແͶ͕͏ͱΠϱ

եߑ⇌

⇌



ͪίʖη͑ͬɼৼͶΖίʖηͶͯ͏ͱͤୌ͍͗Ζɽ⇌

͠͵ճ٠ΝҲ࣎ؔఖࣰౕࢬ͢ͱ͏Ζɽୌͺघ͝๏ࣞͲड़ͤɽྭ͓ͻɼश݃͢

Δ͏͏͖Κ͖Δ͵͏ɼ࠹ॵͳ͖͖ͮΕͺՁ͖ɼͳ͏ͮͪ٠ୌΝखΕ͝Ζঘ

६ඍΝ͢͵͏ͲΓ͏ɼࣙ͗ࠕـͶ͵ͮͪ͞ͳΝ࣍ͮͱ͘ͱΓ͏ɼʹ͑ಊ͏ͪ

y ຌࢤஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲͺɼ
ʰͬΒͮ͞ͳΩϱϓΟʱͳ͏͑ૌΊ͍͗Ζɽ


ճ٠ࡏͶ؇ཀྵ৮ͳൕͤΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ⇌

ͪίʖηͺɼश݃ͶͤΖࡏͶਜ਼و৮ҽ  ໌Ͳ͑͢͞ͳΏɼश݃Ճ

y ͨଠɼؖΚΕ๏͗͑Ή͚͵͖ͮͪɼʹ͖͖͑ΚͮͱΓ͏͖ೲΞ͍ͫ࣎ͮ͗غ

ࢩԋιϱνʖͶ͕͏ͱୌͶͤΖ͞ͳͺ͍Ζɽ

ΕศΖࡏͶɼʹΓ͑͵఼Ν՟ୌͶ͝ڏΖ͖Νɼश݃ՃࡏͶ֦ஏҮใׇ

y ʤࢩԋ͗Ε࢟Όͪͳ͞ΘͲ͚͵ΔΗͪίʖηͶͯ͏ͱʥ୴ϪϗϩͲ৾

ՃΝͤΖͳ͘Ͷԃຮश݃ΝͤΗͻ఼ͨ࣎Ͳश྅Ͳ͍Ζ

y शٰ݃ͪ͢ଶࣆҌͶͯ͏ͱճ٠Νઅ͜ͱ৾ΕศΕͺࣰࢬ͢ͱ͏͵͏ɽश݃

⇝⇝ܨԵᶇᶏѢनڸɾ᷂֍ڸՉᶉᶻЯͥᵼᵲᶼᶠᲢҡᵸᶖᵿᶐᶅᵴᲣ⇌

⇌ ⇌ ⇌ ⇌

⇌

͑ाᲦവౠ⇌
ۢप૮ɦుృ੧⇌

κയᷪᷢᲦ⇌

̑$ ϕϫήϧϞʤίʖηΩϱϓΟϪϱηͲͺ͵͏ʥൔ෨ΝखΕΗ͵͗ΔݜरΝةժ͢ͱ͏ͪ͘͏ɽ⇌
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ྫ  ೧ౕਕฯ݊ࣆۂਬඇึঁۜ
߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤΝଇͤΖஏҮͰ͚ΕͪΌ࣑ࣙରͶΓΖܯժࡨఈͳՃͶͤؖΖࠬۂࣆڂݜ
Πϱίʖφࠬධ
ʤ߶ྺंٰଶࢯଲԢΝक؇ͤΖ෨ॼʥ


ࠬධ͟ىͶ͍ͪͮͱ͕͏ب




͞ۂࣆڂݜదͺɼ߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶͤؖΖܯժࡨఈͳՃࣰସΝѴͤΖ͞ͳΝ௪
ͣɼ߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶͤؖΖܯժࡨఈͶࣁͤΖචགྷ͵υʖνɼܯժࡨఈ๏๑ɼ಼༲ࡋɼ
Ճ๏๑͵ʹΝཀྵ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯΝৼͳͤΖʰݘཤ༶ޤʱਬͶްՎద͵  غղޤฯܯݧժࡨ
ఈʀՃͳฯؽंݧکԿਬިۜʀղޤฯݧฯࢩྙंݧԋިۜ༽ͶࣁͤΖࣁેخྋΝࡠͤ
Ζ͞ͳͲͤɽ



ଲেͺɼસࠅ࣑ࣙର߶ྺंٰଶࢯଲԢΝक؇ͤΖ෨ॼ;ٶভඇਫ਼ιϱνʖʀভඇਫ਼૮૯
Ͳͤɽ



ࠬτʖϜͺɼकͶɼᶅʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφ͵ʹݘཤ
৷֒ʱͳᶆʰಋ๑  ড়ͶͤؖΖভඇंඅ֒ʱͶ͖ΗΉͤɽ



τʖϜᶅʤTʛTʥյंͶͺɼ㧗㱋⪅ᚅ㜵Ṇᑐᛂ䜢⟶䛩䜛㒊⨫䛾ᢸᙜ⪅ɼ͚͢ͺɼ͞
τʖϜͶյՆ͵๏ͶյΝ͕͢͏بΉͤɽ
τʖϜᶆʤT Ґ߳ʥյंͺɼ߶ྺंٰଶࢯଲԢΝक؇ͤΖ෨ॼ୴ं;ٶ㈗⮬య䛾ᾘ㈝



⏕ά䝉䞁䝍䞊䞉┦ㄯ❆ཱྀ䛾ᢸᙜ⪅ɼ͚͢ͺɼ͞τʖϜͶյՆ͵๏ͶյΝ͕͢͏بΉͤɽࣙيର
͖ΔଲԢͤΖভඇਫ਼ιϱνʖʀ૮૯୴ंΉͲΠϱίʖφյ༽ 85/ Ν͟Ҍ಼͏͚ͪͫͪ͘
ଚͣΉͤɽ


ྫࢨఈࢤͲͺɼ಼࣯༲Ͷͯ͏ͱ֦ߨۢ͗୴͢ͱ͏Ζ͍͗ΕΉͤɽͨࡏͺɼқߨ
ۢͶ͟յལ͟յғབΝ͕ͪ͢͏͏بΉͤɽ



ࠬධઅͲࢤيௌଞࣰସͶΚ͵͏͍͗Ζɼ͟յͲ͘ΖͶͯ͏ͱ͟ىԾ͠͏ɽ



ࠬ͞ͺݺʓࢤௌଞՃΝదͳͪ͢Ͳͺ͍ΕΉͦΞɽࠬ݃ՎͺॄޮͲܙͪ͢ܯනͤΖ
Ͳɼࢤيௌଞ͕໌͗ड़Ζ͞ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ



ࠬ݃ՎͺๅࠄॽɼชɼָճๅࠄɼߪԍճͲ࢘༽ͦ͠ͱ͘Ήͤɽ


ྫ  ೧  ݆  ೖΉͲͶ͟յ͚ͫ͠͏







ʴ༽ޢմઈʵ

˛߶ྺंٰଶࢯ๑ʤˠ̏ʥͶ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒
ຌࠬͲͺɼ ࡂາຮͲ্֒ंٰଶࢯ๑ʤˠ̐ʥଲেݘཤ৷֒ɼιϩϓʀϋήϪέφ
ʤࣙ๎ހʥɼޤʀඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ߶ྺंٰଶʤؔྙʥ͵ʹΝࢨ͢ͱ͏Ή
ͤɽ

˛ιϩϓʀϋήϪέφ
ղޤʀҫྏγʖϑηཤ༽Νڍ൳ͤΖ͵ʹͶΓΕɼऀճ͖Δཱི͢ݿɼਫ਼ߨҟΏৼਐ݊߃ң࣍͗Ͳ͘͵
͚͵ͮͱ͏Ζয়ସΝ͏͏Ήͤɽ

˛ޤɼඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ߶ྺंٰଶ
߶ྺंٰଶࢯ๑ʤˠ̏ʥଲেͲͤ͗ɼंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶࣆҌͳ͢ͱࣆࣰ֮Νߨ͓ͮͪ͑
Ͳɼ̛̭ࢯʤˠ̑ʥॶ؇՟ΏؖؽܐؖͶͯ͵͏Ͳ͏͚ଲԢ͗චགྷͳ͠ΗΉͤɽ

˛ভඇंඅ֒
ंޤɼ߶ྺंଔͺղࢬޤઅॊࣆंҐं͗Ͷࡔࢊཤӻʤ߶ྺंࡔࢊΝૄͮͪಝ
च࠰ٙΏ͵ेրरɼജ͵ʹʥΝಚΖదͲ߶ྺंͳߨ͑खӀͶΓΖ߶ྺंඅ֒Νࢨ͢Ήͤ
ʤ߶ྺंٰଶࢯ๑ʤˠ̏ʥ  ড়ܐؖʥɽ
͵͕ɼಋ๑  ড়ͶෳࢳͶۂແܐ͍ؖΖର;ٶෳࢳͶ৮ແܐ͍ؖΖंͺɼ૮ͶԢͣɼভඇਫ਼
୴૯ͨଠؖؽܐؖΝ়ղ͢ɼ೧ݡޛౕͶ͛ܪଲԢ͗චགྷͳ͠ΗΉͤɽ

˛ݘཤ༶ࢩޤԋ
߶ྺंٰଶࢯ๑ʤˠ̏ʥͶوఈͤΖ  ྪܗɼಋ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ɼ͕Γ;ɼ߶ྺंٰଶ
ࢯ๑ʤˠ̏ʥͶ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφ͵ʹ͗ݘཤ༶ࢩޤԋҕͶ͍Ζͳଌ͓ͱ͏
Ήͤɽ

 ʌʌʌʌʌʌʌʌʌʌ

ʤˠ̏ʥ߶ྺंٰଶࢯ๑
߶ྺंٰଶࢯɼ߶ྺंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱʤฑ̏̕೧๑ཱ̏̐̒ߺʥ

ʤˠ̐ʥ
্֒ंٰଶࢯɼ্֒ंंޤͶଲͤΖࢩԋͶͤؖΖ๑ཱʤฑ̐̑೧݆̔̐̒ೖ๑ཱ̗̕ߺʥ

ʤˠ̑ʥ '9 ࢯ๑
ʰഓ۰ं͖Δྙࢯ;ٶඅ֒ंฯޤͶͤؖΖ๑ཱʤฑ  ೧๑ཱ  ߺʥʱ
ʴઅߑͶͯ
͏ͱʵ




˛ରඍͶͤؖΖ  ϛϱφ
ݘཤ༶ޤରඍͶͯ͏ͱͺɼҐԾͶࣖͤ  ϛϱφͶԌͮͱ͓ͱ͏͚͞ͳ༙͗ްͲͤɽຌࣆۂ
Ͳͺخຌద͵ରඍয়ͳڱɼ͞ᶅ͖Δᶏ  ϛϱφͶ఼Νͱͱ࣯ͦ͠ͱ͏ͪͫ͘Ήͤɽ
͵͕ɼਦͺฑ  ೧ౕࠬͶࡠͱ͏Ͱخͪ͢Ͳ͍Εɼࠕյࠬ݃ՎͶͱ͏ͰخਦΝरਜ਼ͤΖՆ
͗͟͡͏Ήͤɽ

)̏ ࣑ࣙରેخๅ

ஏ๏ޮڠରαʖχΏ͟յंๅΝͱ͓گԾ͠͏ɽ

) ஏ๏ޮڠରαʖχˠ



ʁ

) ࣑ࣙର໌





ʁ

) ͟յं͟ॶ



ʁ

) ͟յंࢱ໌ 



ʁ

) ࿊ཙखΗΖϟʖϩΠχϪη

ʁ
ˠղޤฯݧฯंݧ൬ߺͳͺҡ͵ΕΉͤͲ͟қ͚ͫ͠͏ɽ



) ߶ྺंٰଶາષࢯɼغݡʀਟଐͯన͵ଲԢɼ࠸ࢯͶؖΚΖରඍͶͯ͏ͱ
ˠҐԾઅͶͺߨܯժϨϱέΏϓΟϩశΝ͕͏ͱ͢͏بΖߴ͗͟͡͏Ήͤɽͫͪ͟͜͏ڛ
Ζͺ੍ඉͳٕ͚͕͢͏بਅ͢͝Ήͤɽ

)

߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖߨܯժ   غղޤฯܯۂࣆݧժΝঈ͚ Νࡨఈ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ


)

ղޤฯܯۂࣆݧժҐߨܯժ ) Νঈ͚ Ͷ߶ྺंٰଶࢯͶؖΚΖ಼༲Ν͏ͱ͢ࡎىΉͤ

͖ɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ

)

߶ྺंٰଶࢯͶؖΚΖு಼݀ࡍܯժʤགྷߟɼϜωϣΠϩʥ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ


)

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖӣӨ๏ਓΏࣆܯۂժͶ߶ྺंٰଶࢯͶؖΚΖ಼༲Ν͏ͱ͢ࡎىΉͤ

͖ɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤӣӨ๏ਓΏࣆܯۂժϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ

)

೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖࢤௌଞܯժΝࡨఈ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ


)

߶ྺंভඇंඅ֒ࢯͶؖΚΖ಼༲Νߨͪ͢ࡎىܯժ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ

ʰͺ͏ʱʁ
ʤߨܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ








)

߶ྺंভඇंඅ֒ࢯͶؖΚΖு಼݀ࡍܯժʤགྷߟɼϜωϣΠϩʥ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ


)

߶ྺंιϩϓʀϋήϪέφࢯͶؖΚΖ಼༲Νߨͪ͢ࡎىܯժ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤߨܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉ

ͤʥ

)

ιϩϓʀϋήϪέφࢯͶؖΚΖு಼݀ࡍܯժʤགྷߟɼϜωϣΠϩʥ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ


)

ݿಢࢰʤࢰཱིݿʥࢯͶؖΚΖ಼༲Νߨͪ͢ࡎىܯժ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤߨܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉ

ͤʥ

)

ݿಢࢰʤࢰཱིݿʥࢯͶؖΚΖு಼݀ࡍܯժʤགྷߟɼϜωϣΠϩʥ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ


)

எ߶ྺंߨ๏ଲࡨͶؖΚΖ಼༲Νߨͪ͢ࡎىܯժ͍͗ΕΉ͖ͤɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤߨܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉ

ͤʥ

)

எ߶ྺंߨ๏ଲࡨͶؖΚΖு಼݀ࡍܯժʤགྷߟɼϜωϣΠϩʥ͍͗ΕΉͤ

͖ɽ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ
ʰͺ͏ʱʁ
ʤܯժϨϱέΏϓΟϩΝͫͪ͟͜͏ڛΖͺశΝ͕͢͏بΉͤʥ

)

ߨՃΝࣰࢬ͢ͱ͏ΖΝમ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ
̏ɿ߶ྺंٰଶࢯ
̐ɿ೧ݡޛౕཤ༽ଇ
̑ɿ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯ
̒ɿιϩϓʀϋήϪέφࢯ
̓ɿݿಢࢰʤࢰཱིݿʥࢯ




̔ɿஎ߶ྺंߨ๏ଲࡨ
̕ɿࣰࢬ͠Ηͱ͏͵͏

)

ରඍ༩ࢋ֮ฯͶ͜ͱՃͶखΕૌΞͲ͏ΖΝમ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ
̏ɿ߶ྺंٰଶࢯ
̐ɿ೧ݡޛౕཤ༽ଇ
̑ɿ߶ྺंভඇंඅ֒ࢯ
̒ɿιϩϓʀϋήϪέφࢯ
̓ɿݿಢࢰʤࢰཱིݿʥࢯ
̔ɿஎ߶ྺंߨ๏ଲࡨ
̕ɿࣰࢬ͠Ηͱ͏͵͏


 ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽ
ʥ








ʴ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ͶଲԢͤΖक؇՟ରඍ
য়ڱʵ

ᶙ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ͶͤؖΖخຌๅ

T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒Ͷͯ͏ͱɼ࣏ۢ͟ͳͶਫ਼਼݇Ν͚ͫͱ͓گ
͠͏ɽॄؔغܯͺɼྫ  ೧  ݆  ೖ͖Δྫ  ೧  ݆  ೖΉͲ  ೧ؔͳ͢ΉͤɽΉͪɼιϩϓʀ
ϋήϪέφɼޤɼඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ߶ྺंٰଶɼ͕͏ޕͶཱིࣙͪ͢  ࡂҐ
ؔχϟητΡρέώΨϪϱηɼஎͶΓΖߨ๏߶ྺंଲࡨͶͤؖΖড়ྭʀགྷߟ͍͗Ηͻ
໌সΝى͚ͫ͠͏



ᶅ

મࢸʤͽͳͯͫ͜ʥ

ۢ
߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗ
Ζݘཤ৷֒૱਼

ɿѴ͢ͱ͏͵͏



ɿѴ͢ͱ͏Ζ   
ʤ    ʥ݇
ɿѴ͢ͱ͏͵͏

͑ͬɼιϩϓʀϋήϪέφ

ᶆ

ড়ྭʀགྷߟ



ɿѴ͢ͱ͏Ζ   
ʤ    ʥ݇

ᶇ


ᶈ

ᶉ

͑ͬɼޤɼඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ

ɿѴ͢ͱ͏͵͏

߶ྺंٰଶʤԾى T ਼݇

ɿѴ͢ͱ͏Ζ   



ʤ    ʥ݇

Νঈ͏ͱ͚ͫ͠͏ʥ
͑ͬɼ͕͏ޕͶཱིࣙͪ͢  ࡂҐ
ؔχϟητΡρέώΨϪϱη

ɿѴ͢ͱ͏͵͏



ɿѴ͢ͱ͏Ζ   
ʤ    ʥ݇

எͶΓΖߨ๏߶ྺं਼

ɿѴ͢ͱ͏͵͏

ɿѴ͢ͱ͏͵͏

ɿѴ͢ͱ͏Ζ   

ɿѴ͢ͱ͏Ζ   

ʤ    ʥ݇

ʤ    ʥ݇


T ࣑ࣙيରͶ͕͏ͱɼࡑͲंྺ߶ͪ͢ࢰཱིݿͺ͏Ή͖ͪ͢ɽଲԢͶࢰͪ͢ྭͫ͜Ͳ͵͚ɼ࣎ݡͶ
ࢰ͢ͱ͏ͪྭΌͱԾ͠͏ʤͽͳͯͫ͜ʥ
ɽॄؔغܯͺɼྫ  ೧  ݆  ೖ͖Δྫ  ೧  ݆  ೖ
ΉͲ  ೧ؔͳ͢Ήͤɽ

̎ɿ֚ͤΖࢰ͍͖͗ͮͪʹ͖͑ΝѴ͢ͱ͏͵͏
̏ɿ֚ͤΖࢰͺ͵͖ͮͪ
̐ɿ֚ͤΖࢰͺ͍ͮͪ͗ɼਕ਼ͺ
̑ɿ֚ͤΖࢰ͍͗ͮͪʤ 


ਕʙྫ  ೧ౕʥ






T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢͶٽΌΔΗΖݘཤ৷֒સൢͶͯ͏ͱɼ͑Ή͚ଲԢͲ͘ͱ͏Ή͖ͤʤͽͳ
ͯͫ͜ʥ
ɽ



Ͳ͘ͱ͏͵͏



ʹͬΔ͖ͳͻ͓ݶɼͲ͘ͱ͏͵͏



ʹͬΔ͖ͳͻ͓ݶɼͲ͘ͱ͏Ζ



Ͳ͘ͱ͏Ζ



͞ΗΉͲͶͨΓ͑͵ࣆྭͺ͵͏ʤѴ͢ͱ͏͵͏ʥ


T ى T Ͷ͕͏ͱɼ
ʰ ͺ ʱͳյͪ͢๏ΊͶ͕͏͏ͪ͢Ήͤɽ͑Ή͚ଲԢͲ͘ͱ͏͵͏
ཀྵ༟Ν͏͚ͫ͠ͱ͓گʤ͏͚ͯͲʥ
ɽ



ݺਕๅฯޤୌ͍͗ΕɼਟଐͶଲԢ෨ॼͶ͗ͳ͛͞ܪೋ͢͏ͪΌ



߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒Νѽ͑ڢ٠ରΝઅ͢ͱ͏͵͏ͪΌ



߶ྺंٰଶࢯΌɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢͶචགྷ͵༩ࢋ͗ଏ͢ͱ͏ΖͪΌ



߶ྺंٰଶࢯΌɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢͶॊࣆͲ͘Ζਕҽ਼͗ଏ͢ͱ͏ΖͪΌ



ு಼ҡಊࡏӀ͙͗ܩघ͚͏͖͵͏ͪΌ



ு࿊ܠϋρφϭʖέͶࢂժͤΖ୴ंรߍࡏͶӀ͗ܩघ͚͏͖͵͏ͪΌ



ு಼͗ॐׄΕͶ͵ͮͱ͕ΕɼଲԢ෨ॼͳ࿊͑͗ܠΉ͚͏͖͵͏ͪΌ



६ͥΖߨҟͶͯ͏ͱٰଶࢯ๑Ͷ६ͣͱଲԢ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳ͏͑ࣟ͗͵͖ͮͪͪΌ



ٰଶଲԢͲ͚͢६ͥΖߨҟΉͲघ͗յΔ͵͏ͪΌ

 ͨଠʤ۫ରదͶʁ                           ʥ

ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ







ᶚ ߁ๅʀܔٶʤາષࢯʥͶ
Ͷͯ͏ͱ


τʖϜ̏ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒Ͷͯ͏ͱɼ
ʰᶏܔٶಊʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ͶͤؖΖ૯Νेबஎ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ߶ྺं
ٰଶࢯͶͤؖΖ૯ͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ ͏͚ͯͲ
 ɽ



ಝͶଲԢ͢ͱ͏͵͏



૯Ͳ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒૮ʀ௪ๅѽ͑͞ͳΝࣖ͢ͱ
͏Ζ



ιϩϓʀϋήϪέφ͵ʹΝྭࣖͤΖ͵ʹ͢ͱɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ
৷֒͗ʹΓ͑͵͖ΝΚ͖ΕΏ͚ͤఽ͓ͱ͏Ζ



ͨଠ
ʤ                         ʥ


T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ͶͤؖΖܔಊͶͯ͏ͱɼʹΓ͑͵खૌΝߨ
ͮͱ͏Ή͖ͤɽ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖܔಊͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ
͕͓͚ͫ͠͏ʤ͏͚ͯͲʥ
ɽ



߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ͶͤؖΖܔಊͺߨͮͱ͏͵͏



े͜ߪԍճΏޮιϝψʖΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ࢤௌଞ͗ߨͤΖ߁ๅࢿͲखΕѽͮͱ͏Ζ



࣑ࣙيରϙʖϞϘʖζͶ૯ๅΏखΕૌରɼܯժ͵ʹΝޮන͢ͱ͏Ζ



ϏϱϓϪρφΏϨʖϓϪρφΝࡠ͢ͱ͏Ζ



ͨଠ
ʤ                         ʥ










ᶛ ࢤௌଞɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼγʖϑηࣆंۂٰଶࢯʀଲԢکԿʀϋρφϭʖέߑʤغ
ݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢɼ࠸ࢯʥͶͯ͏ͱ


τʖϜ̐ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ଲԢͶ
ͯ͏ͱɼʰᶈݺพࣆྭ՟ୌմ͖݀ΔରඍͶͯ͵͝Ζʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ʤٛ͏ΝʥΝغͶ
ͤݡΖͪΌͶࣰࢬ͢ͱ͏ΖଲࡨΝ͏͚ͫ͠ͱ͓گʤ͏͚ͯͲʥɽ
મࢸ  Ͷͯ͏ͱͺ۫ରద͵ϋρφϭʖέΝ͕͓͚ͫ͠͏ɽ

 غݡଲԢࡨͺఈΌͱ͏͵͏
˖߶ྺंٰଶࢯ๑ॶ؇՟ʤஏҮใࢩׇԋιϱνʖʥͲଲԢ
 ͶΓͮͱࣰସѴΝߨͮͱ͏Ζ
 ؖؽܐؖΏؔରͳ࿊ྙڢܠରΝඍ͢ͱ͏Ζ
 غݡͶͯ͏ͱ߶ྺंٰଶࢯʀଲԢϜωϣΠϩͶชԿ͢ͱ͏Ζ
˖ு಼࿊ܠΝ௪ͣͪଲࡨ
 ு಼ଠ૮૯Ͷʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ʤٛ͏Νʥʱ͗ΉΗͱ
͏ΖͶ૮ʀ௪ๅ͢ͱΔ͑Γ͑ғབ͢ͱ͏Ζ
 े͗ՁͲ૮Ώๅ͘ͲڛΖϭϱηφρϕ૮૯Νઅ͢ͱ͏Ζ
˖ஏҮܐؖରͳ࿊ܠΝ௪ͣͪଲࡨ
 ʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ʤٛ͏ΝʥʱྭࣖΝ༽қ͢ंܐؖʀؖؽܐؖ
Ͷଲ͢ݜरࣰࢬΏഓාΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ
 ਫ਼җҽͶ߶ྺं͗͏ΖଵસͱͶଲ͢Ն͵ݸΕ͢ͱΔ͓ΖΓ͑ྙڢΝғབ͢ͱ͏Ζ
 ίΠϜϋζϡʖΏղޤγʖϑηࣆॶۂ͗์͓Ζࠖೋίʖη͵ʹ͖Δغ͘ͲݡΖࣆྭݗ౾ճΏؽ
ճΝઅ͜ͱ͏Ζ
 ஏҮίΠճ٠Ͳʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ʤٛ͏ΝʥʱͶͤؖΖࣆߴΝख
ΕΗͱ͏Ζ
 ஏҮҫࢥճͳ࿊͢ܠɼྭ͓ͻɼणਏ଼͗ͮͱ͏Ζ߶ྺंΏणਏڍ൳߶ྺं͵ʹɼࢩԋ͗ච
གྷͳߡ͓ΔΗΖ๏ͶͤؖΖๅΝ͘Ͳ༙ڠΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζ
˖ۛྣेͳ࿊ܠΝ௪ͣͪଲࡨ
 ʰ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέʱҐϋρφϭʖέͶΓΖेΏؖؽܐؖ࿊ྙڢܠରΝඍ͢
ͱ͏Ζ
ʤ۫ରద͵ϋρφϭʖέ໌ʁ                       ʥ
˖ͨଠଲԢʤىۢͶ͚͵ܐؖɼʹΞ͵͞ͳͲʥ
 ͨଠଲԢ
ʤ۫ରదͶʁ                       ʥ






T  ىT Ͷ͕͏ͱɼ
ʰમࢸ ʱΝમͪ͢๏ΊͶ͕ਚ͢Ήͤɽ
ʰ߶ྺंٰଶࢯϋρφϭʖέʱҐϋρφϭʖέ໌ͳϟϱώʖΝ۫ରదͶ͏͚ͫ͠ͱ͓گʤ͏
͚ͯͲʥ
ɽ
ʀ۫ରద͵ϋρφϭʖέ໌ʁ ʤ                      ʥ


ਫ਼җҽ



Պଔճ



࣑ࣙճ



ਕέϧϔ



ऀճෳࢳڢ٠ճ



ϚϧϱτΡΠ



132 ର



ుـʀΪηʀਭಕϧϓϧϱࣆंۂ



ഓंۂ

 ༥สۃʀۜ༧ؖؽ
 ܱࡱʀভ
 ҫྏؖؽ
 ίΠϜϋζϡʖ
 ղޤγʖϑηࣆॶۂ
 ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ
 ͨଠʤ۫ରదͶʁ                      ʥ

τʖϜ̑ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ଲԢͶͯ͏
ͱɼ
ʰᶎंܐؖΝΌࣰͪભద͵ਕࡒүʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ਟଐ͖ͯన͵ଲԢ؏఼͖ΔɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ंܐؖɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ
ΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒ͶͤؖΖஎࣟΝसಚͤΖΏؽճΝ͏ͱ͢ڛΉ͖ͤɽ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖ
ΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ ͏͚ͯͲ ɽ






ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏



࠴ָৼݜरճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ࢂՅं͕͗͏ޕͶߡ͓͓ΖϭʖέεϥρϕܗݜरճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ࣰࡏࣆྭΝ࣍ͬرΕන͢қ͘ͲިݡΖίʖηݗ౾ճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖӣӨڢ٠ճͲๅ͏ͱ༙͢ڠΖ



ஏҮ՟ୌͳ͢ͱஏҮίΠճ٠Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζ



τΫηφΏϜωϣΠϩΝࡠɼഓා͢ͱ͏Ζ



ݜरճΏιϝψʖࢂՅඇ༽ΝಢࣙͶึঁ͢ͱ͏Ζ



ͨଠ ʤ                         ʥ





τʖϜ̒ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ଲԢͶͯ͏
ͱɼ
ʰᶈݺพࣆྭ՟ୌմ͖݀ΔରඍͶͯ͵͝Ζʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒Ͷͯ͏ͱɼࢬઅΏබӅ
ฯޤΏཱིࣙΕɼճݸɼࡔࢊฯޤɼਫ਼ࢩԋචགྷ͍͗Ζͳஇ͠Ηͪίʖ
η͍͗ͮͪͶଲԢՆ͵ͶʕΝͯ͜ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ

̎ɿଲԢࡨఈΌͱ͏͵͏
˖࢘ߨݸݘͶΓΖଲԢ
̏ɿਕෳࢳ๑  ড়  ߴͶڋ͚Ͱخγʖϑηી
̐ɿਕෳࢳ๑  ড়  ߴ  ߺͶ͚ͰخޤਕϙʖϞી
̑ɿਕෳࢳ๑  ড়̏ߴ  ߺͶ͚ͰخಝพޤਕϙʖϞΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΖી
̒ɿਕෳࢳ๑  ড়̏ߴ  ߺͶ͚Ͱخޤҗ
̓ɿਕෳࢳ๑  ড়Ͷࢤ͚ͰخௌଞௗͶΓΖ೧ݡޛਕਅཱི
̔ɿਕෳࢳ๑  ড়ͶΓΖࠬ০ɼๅࠄ੧ٽࣰࢬ
̕ɿࢤௌଞ͗ಢࣙͶوఈͤΖড়ྭΏགྷߟͶݸݘͪ͏Ͱخߨ࢘
˖࢘ߨݸݘҐଲԢ
̖ɿܱࡱʤࢤௌଞ৮ҽಋߨʥͶΓΖଲԢ
̗ɿਈฯ݊ෳࢳ๑ͶΓΖીӅɼҫྏฯޤӅͶΓΖӅ
ɿ'9 ࢯ๑ॶ؇՟ͳ࿊ܠͶΓΖεΥϩνʖฯޤ
ɿऀճෳࢳ๑Ͷ͚॑ͰخదࢩԋରඍࣆۂͶΓΖଲԢ
ɿՊଔʀଔͶΓΖ೧ݡޛਕਅཱིʤࢩԋΝʥ
ɿࢬઅ؇ཀྵݘͶΓΖճݸ
ɿ͏ͱ͢ेڋΖेΉ͏؇ཀྵंʀऀͶΓΖଲԢ
ɿҫྏؖؽणਏʀӅ
ɿฯ݊ॶɼਈฯ݊ιϱνʖͳ࿊ܠ
ɿղޤฯݧγʖϑηʀਫ਼ࢩԋγʖϑη
ɿղޤฯݧ๑Ͷ͕͜ΖஏҮίΠճ٠ࣰࢬ
ɿऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂཤ༽
ɿੜૡंۂғབ
 ݡगΕରݗ౾ʀߑ
˖ͨଠʤ࢘ߨݸݘɼ࢘ߨݸݘҐଲԢۢพ͵͚ɼʹΞ͵͞ͳͲʥ
ɿͨଠଲԢ
ʤ۫ରదͶʁ                       ʥ







T Ήͪɼ͞Γ͑͵ίʖηଲԢ๏๑ΝϜωϣΠϩͲࣆͶఈΌͱ͏Ζ͍͗Ηͻ͚ͫ͠ͱ͓گ
͏ʤ͏͚ͯͲʥ
ɽ

̎ɿଲԢࡨఈΌͱ͏͵͏
˖࢘ߨݸݘͶΓΖଲԢ
̏ɿਕෳࢳ๑  ড়  ߴͶڋ͚Ͱخγʖϑηી
̐ɿਕෳࢳ๑  ড়  ߴ  ߺͶ͚ͰخޤਕϙʖϞી
̑ɿਕෳࢳ๑  ড়̏ߴ  ߺͶ͚ͰخಝพޤਕϙʖϞΏΝಚ͵͏ࣆ༟ͶΓΖી
̒ɿਕෳࢳ๑  ড়̏ߴ  ߺͶ͚Ͱخޤҗ
̓ɿਕෳࢳ๑  ড়Ͷࢤ͚ͰخௌଞௗͶΓΖ೧ݡޛਕਅཱི
̔ɿਕෳࢳ๑  ড়ͶΓΖࠬ০ɼๅࠄ੧ٽࣰࢬ
̕ɿࢤௌଞ͗ಢࣙͶوఈͤΖড়ྭΏགྷߟͶݸݘͪ͏Ͱخߨ࢘
˖࢘ߨݸݘҐଲԢ
̖ɿܱࡱʤࢤௌଞ৮ҽಋߨʥͶΓΖଲԢ
̗ɿਈฯ݊ෳࢳ๑ͶΓΖીӅɼҫྏฯޤӅͶΓΖӅ
ɿ'9 ࢯ๑ॶ؇՟ͳ࿊ܠͶΓΖεΥϩνʖฯޤ
ɿऀճෳࢳ๑Ͷ͚॑ͰخదࢩԋରඍࣆۂͶΓΖଲԢ
ɿՊଔʀଔͶΓΖ೧ݡޛਕਅཱིʤࢩԋΝʥ
ɿࢬઅ؇ཀྵݘͶΓΖճݸ
ɿ͏ͱ͢ेڋΖेΉ͏؇ཀྵंʀऀͶΓΖଲԢ
ɿҫྏؖؽणਏʀӅ
ɿฯ݊ॶɼਈฯ݊ιϱνʖͳ࿊ܠ
ɿղޤฯݧγʖϑηʀਫ਼ࢩԋγʖϑη
ɿղޤฯݧ๑Ͷ͕͜ΖஏҮίΠճ٠ࣰࢬ
ɿऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂཤ༽
ɿੜૡंۂғབ
 ݡगΕରݗ౾ʀߑ
˖ͨଠʤ࢘ߨݸݘɼ࢘ߨݸݘҐଲԢۢพ͵͚ɼʹΞ͵͞ͳͲʥ
ɿͨଠଲԢ
ʤ۫ରదͶʁ                       ʥ









τʖϜ̓ ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒ଲԢͶͯ͏
ͱɼ
ʰᶍใׇద͖ͯܩକద͵ରඍʤݡ͢ΝʥΝߨ͑ʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ࠸ࢯ؏఼͖Δɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖݘཤ৷֒Ҍ݇͑ͬɼश݃ͪ͢ࣆ
ҌࣆৄݗޛΝʹΓ͑Ͷߨͮͱ͏Ή͖ͤɽ



ࣆ͏͵͏ͱ͢ৄݗޛ



ࣆ͏ͱ͢ৄݗޛΖʤྫ  ೧਼ౕ݇ʁ      ݇ʥ
ʹΓ͑͵ͲࣆৄݗޛΝ͢ͱ͏Ή͖ͤʃ
ʤ۫ରదͶʁ                               ʥ


T  T Ͷ  ͳյͪ͢๏Ͷ͕͏͏ͪ͢Ήͤɽࣆৄݗޛ݃ՎͶͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽ ͏͚ͯͲ
 



݃ৄݗՎͺಝͶͨޛଲԢͶൕӫ͢ͱ͏͵͏ɽ



݃ৄݗՎΝଠίʖηմ݀Ͷ͏ͱ͝ܪΖ



݃ৄݗՎΝϜωϣΠϩͶൕӫ͢ͱ͏Ζ



݃ৄݗՎΝ৮ҽݜरͲๅࠄ͢ͱ͏Ζ



݃ৄݗՎΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲؖؽܐؖๅ͏ͱ༙͢ڠΖ



ͨଠʤ







ʥ



ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ







ᶜ ؖؽܐؖ࿊کܠԿʤਟଐ͖ͯన͵ଲԢʥͶͯ͏ͱ

τʖϜ̔ ߶ྺंٰଶͶ६ͥΖଲԢΝචགྷͳͤΖয়ڱଲԢͶͯ͏ͱɼ
ʰᶇஏҮใࢩׇԋιϱνʖ
ݘཤ༶ۂޤແͳ࿊ಊͦ͠Ζʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ߶ྺंٰଶࢯ๑ͶوఈͤΖٰଶͫ͜Ͳ͵͚ɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ࣎Ͷ࿊ͪ͢ܠʤࠕޛ
ࠒݡʥؖؽܐؖΝ͕͓͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ ͏͚ͯͲ ɽ



࿊ͳͪ͢͞ܠͺ͵͚ɼࠕޛາఈͲ͍Ζ



࣏ு಼෨ॼΏுؖؽܐؖΏରͳ࿊͏ͱ͢ܠΖɼ͍Ζ͏ͺ࿊ͤܠΖࠒݡΊ

ு಼

ு

•

߶ྺंෳࢳΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ܱࡱ

•

ਫ਼ฯޤΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ভ

•

্֒ෳࢳΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ

•

ղޤฯݧΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ฯ݊ॶʀฯ݊ιϱνʖ

•

'9 ࢯ๑Ν୴ͤΖ෨ॼ

•

ஏۢฯ݊ෳࢳιϱνʖ

•

ਫ਼ࢩंڃࠖԋΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ਈฯ݊ෳࢳιϱνʖ

•

ࣙࡶଲࡨخຌ๑Ν୴ͤΖ෨ॼ

•

ୣ্֒ंࢩԋιϱνʖ

•

βϝʤյफʀॴཀྵʥΝ୴ͤΖ෨ॼ

•

ࢤௌଞऀճෳࢳڢ٠ճ

•

॑దରඍࢩԋࣆॶۂ

•

ҫྏؖؽ

•

ভඇਫ਼ιϱνʖ

•

ղޤγʖϑηࣆॶۂ

•

ͨଠʤ        ʥ

•

ڋղࢩޤԋࣆॶۂ

•

ࡑγʖϑηंۂࣆڛ

•

ஏۢऀճෳࢳڢ٠ճ

•

೧ݡޛਕ

•

ਫ਼җҽ

•

ਕݘ༶ޤҗҽ

•

ݡगΕࢩԋҽ

•

࣑ࣙճ

•

ஏҮରʤਕճʀਕճʥ

•

อ࢞ޤ

•

࢚๑ॽ࢞

•

ऀճෳࢳ࢞

•

ϧϓϧϱࣆंۂ

•

ഓࣆंۂɼ༥สۃҽ

•

ͨଠʤ            ʥ

ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ







ʴ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়Ͷؖ࿊ͤΖভඇंඅ֒ʤҐ߳ɼ
ʰ  ড়ؖ࿊߶ྺंভඇंඅ֒ʱͳࡎىʥͶଲԢ
ͤΖक؇՟ରඍয়ڱʵ


ຌߴͺ߶ྺंٰଶࢯ  ড়Ͷؖ࿊ͤΖভඇंඅ֒Ͷؖ࿊಼ͪ͢༲͟յΝఈ͢ͱ͕ΕΉͤɽT
ʛT Ͷͱؖ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯ๑ॶ؇՟༹Ͷ͟յ͏͚ͪͫͪ͘ଚͣΉͤɽΉͪɼTʛT Ͷͯ͏ͱ
ͺ࿊͏ͱ͢ܠΖভඇਫ਼ιϱνʖʀভඇਫ਼૮૯༹Ͷ͟յ͏͚ͪͫͪ͘ଚͣΉͤɽ


ᶙ ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ͶͤؖΖેخๅ

T ࣑ࣙيରʤஏҮใࢩׇԋιϱνʖʥͲͺ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ਫ਼
਼݇ΝʹఖౕѴ͢ͱ͏Ή͖ͤɽྫ̐೧ౕয়ڱΝͱ͓گԾ͠͏ʤͽͳͯʥ



સ݇Ѵ͢ͱ͏Ζ



͍ΖఖౕѴ͢ͱ͏Ζ



ভඇंඅ֒ୱಢͲͺѴ͢ͱ͏͵͏͗ɼࡃܨదٰଶͶΌͱѴ͢ͱ͏Ζ



ଲԢΝ͢ͱ͏Ζ਼͗݇ͺѴ͢ͱ͏͵͏


T ى࣯Ͷʰસ݇Ѵ͢ͱ͏Ζʱ
ʰ͍ΖఖౕѴ͢ͱ͏ΖʱͶͯ͏ͱյ͏ͪͫ͏ͪ๏Ͷ࣯͢Ήͤɽ
Ѵ͢ͱ͏Ζਕ਼ͳ಼ͨ༃Ͷͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ࡎىʤྫ  ೧਼ౕ݇Ν͏͚ͫ͠ࡎىʥ

߶ྺंෳࢳ෨ۃʤҗܗஏҮใࢩׇԋιϱνʖʥͶͱѴ਼ͪ݇͢

݇ 

ಕැݟʀࢤௌଞভඇंߨ෨ۃʀভඇਫ਼ιϱνʖ͖Δ߶ྺंෳࢳ෨ۃͶͯ͵͗ͮͪ૮਼݇ˠ

݇ 

߶ྺंෳࢳ෨͖ۃΔಕැݟʀࢤௌଞভඇंߨ෨ۃʀভඇਫ਼ιϱνʖͶͯ͵͗ͮͪ૮਼݇ˠˠ

݇ 

ˠಕැݟভඇਫ਼ιϱνʖ͖ΔંஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶ࿊ཙ͍͗ͮͪ
ˠˠஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͖Δಕැݟভඇਫ਼ιϱνʖͶ࿊ཙ͍͗ͮͪ


T ࣑ࣙيରͲͺ߶ྺंভඇंඅ֒Ͷؖ࿊ͤΖড়ྭʀགྷߟ͍͗ΕΉ͖ͤʤͽͳͯʥ



ͨΓ͑͵ড়ྭΏགྷߟͺ͵͏



खΕѽͮͪড়ྭΏགྷߟ͍͗Ζʤ۫ରదͶʁ



Κ͖Δ͵͏


ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ















ʥ

T ࣑ࣙيରͲͺ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱʹΓ͑ͶଲԢ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
મࢸ̏Ͷͯ͏ͱͺɼ਼݇ΝѴ͢ͱ͏Ζͺ਼݇Ͷͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ࡎىʤ͏͚ͯͲʥ
ɽॄؔغܯ
ͺྫ  ೧  ݆  ೖ͖Δྫ  ೧  ݆  ೖΉͲ  ೧ؔͳ͢ΉͤɽΉͪɼଲԢ๏๑ΝϜωϣΠϩͲ
ࣆͶఈΌͱ͏ΖɼՆͲ͍ΗͻϨϱέʀశࣁྋΝ͟͏͚ͫ͠ڛɽ



ভඇंඅ֒༩ͶͤؖΖ߁ๅɼқً



ভඇंඅ֒ΝकͪΖཀྵ༟ͳͤΖਕෳࢳ๑Ͷ͚Ͱخ೧ݡޛౕࢤௌଞௗਅཱི   
ʤ     ݇ʥ



ܱࡱʤࢤௌଞ৮ҽಋߨʥͶΓΖଲԢ





     



ղޤฯݧ๑Ͷ͕͜ΖஏҮίΠճ٠ࣰࢬ





     



ղޤฯݧγʖϑηʀਫ਼ࢩԋγʖϑη



     



ऀճෳࢳڢ٠ճͶΓΖೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂཤ༽      



ݡगΕରݗ౾ʀߑ



ভඇਫ਼ιϱνʖͶΓΖଲԢ



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճͶΓΖଲԢ



๑τϧηಝఈԋঁଲেं๑ཱ૮ཤ༽

 ๑τϧηΏอ࢞ޤճ๑ཱ૮
 ͨଠʤ             ʥ





     


ʽଲԢ๏๑ΝϜωϣΠϩͲࣆͶఈΌͱ͏ΖϨϱέʀశࣁྋʾ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

T ࣑ࣙيରͺ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ͶଲԢͤΖͶͪΕɼʹΓ͑͵ு಼
෨ॼɼͳʹ͵ؖؽܐؖ࿊ܠΝखͮͱ͏Ή͖ͤɽ͵͕ɼي෨ॼΊͲଲԢ͢ͱ͏Ζͺي෨ॼͶΊͶ
˕Ν͜ͱԾ͠͏ɽΉͪي෨ॼ਼͗෨ॼΝͱ͏ΖɼસͱͶ˕Ν͜ͱԾ͠͏ɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ



ಕැݟভඇਫ਼ιϱνʖ



ࢤௌଞভඇਫ਼ιϱνʖ



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճ



߶ྺंෳࢳ୴෨ॼ



ਫ਼ฯ୴ޤ෨ॼ



্֒ෳࢳ୴෨ॼ



ղޤฯ୴ݧ෨ॼ



βϝʤ յफʀॴཀྵʥ ୴෨ॼ



อ࢞ޤ๑ཱՊ



ਫ਼ʀࣉಒҗҽ

 ऀճෳࢳڢ٠ճ
 ஏҮใࢩׇԋιϱνʖʤӨΝঈ͚ʥ




 ͨଠ

T ࣑ࣙيରͺ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒՟ୌͶ͑Ή͚ଲԢͲ͘ͱ͏Ή͖ͤʤͽ
ͳͯʥ



Ͳ͘ͱ͏͵͏



ʹͬΔ͖ͳ͏͑ͳͲ͘ͱ͏͵͏



ʹͬΔ͖ͳ͏͑ͳͲ͘ͱ͏Ζ



Ͳ͘ͱ͏Ζ



ଲԢͺߨͮͱ͏͵͏ʙࣆྭ͗͵͏ʤѴ͢ͱ͏͵͏ʥ


T ى T Ͷʰ ͺ ʱͳյͪ͢๏ΊͶ͕͏͏ͪ͢Ήͤɽ͑Ή͚ଲԢͲ͘ͱ͏͵͏ཀྵ༟Ν
͏͚ͫ͠ͱ͓گʤ͏͚ͯͲʥ
ɽ



૮Ώ௪ๅ͍͗ͮͪࡏմ݀๏๑͗૮಼༲ྪͳ͟ܗͶఈΉͮͱ͏͵͏ͪΌ



ଠ෨ॼʀଠͳؖؽ࿊͑͗ܠΉ͚͏ͮͱ͏͵͏ͪΌ



ଲԢͶͯ͏ͱόΤύΤΝ͑Ή͚Ӏͪ͘͏͵͏ͱ͘Ͳ͗ͳ͛͞ܩΌ



ݺਕๅوͶΓΕଠ෨ॼʀଠؖؽͶన͵νϝϱήͲӀͪ͘͏͵͏ͱ͘Ͳ͗ͳ͛͞ܩΌ



ݡगΕϋρφϭʖέ͗͑Ή͚ؽ͢ͱ͕Δͥɼ૮Ώ௪ๅ͗ͯ͵͗Δ͵͏ͪΌ



ๅ༙ڠ͗અ͜ΔΗͱ͏͵͏ͪΌ



ݡगΕϨηφ͗ࡠ͠Ηͱ͏͵͏ͪΌ



ଲԢͪΌ༩ࢋ͗ݸఈదͲ͍ΖͪΌ



ଲԢͶॊࣆͲ͘Ζਕҽ਼͗ଏ͢ͱ͏ΖͪΌ



ͨଠ



ʤҐԾɼ࣏ϘʖζͶକ͚ʥ







ᶚ ߁ๅʀܔٶʤາષࢯʥͶͯ͏ͱ

τʖϜ̏ ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ
ʰᶈݺพࣆྭ՟ୌմ͖݀Δର
ඍͶͯ͵͝Ζʱ
ɼʰᶏܔٶಊʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ͶͤؖΖ૯ۂແबஎΏܔಊɼରඍͶͯ͏ͱɼʹΓ͑Ͷࣰࢬ
͢ͱ͏Ή͖ͤɽ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖबஎಊͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱಁΉ͓ͱ
͕͓͚ͫ͠͏ ͏͚ͯͲ ɽ



ಝͶଲԢ͢ͱ͏͵͏



૯Ͷͱಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒૮ʀ௪ๅѽ͑͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζ



૯Ͷͱಋ๑ͲوఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱ಼༲Νྭࣖͪ͢Ͳɼಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒
͗ʹΓ͑͵͖ΝΚ͖ΕΏ͚ͤઈ͢ͱ͏Ζ



߶ྺंভඇंඅ֒ΝغͶͤݡΖͪΌοΥρέϨηφΝඍ͢ͱ͏Ζɽ



े͜ߪԍճΏޮιϝψʖΝ௪ͪ͢ܔಊΝߨͮͱ͏Ζ



ࢤௌଞ͗ߨͤΖ߁ๅࢿΝ௪ͪ͢ܔಊΝߨͮͱ͏Ζ



ஏҮͶΓΖݡगΕϋρφϭʖέߑʀکԿΝਦͮͱ͏Ζ



࣑ࣙيରϙʖϞϘʖζͶ૯ๅΏखΕૌରɼܯժ͵ʹΝޮන͢ͱ͏Ζ



೧ݡޛౕɼೖਫ਼ࢩཱིࣙԋࣆۂཤ༽ଇΝਦͮͱ͏Ζ



ϏϱϓϪρφΏϨʖϓϪρφΝࡠ͢ͱ͏Ζ

 ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճΝઅʤ༩ఈʥ͢ͱ͏Ζ
 ܱࡱͳ࿊ܠʤๅ༙ڠʀқʹ͵ިݡʥΝਦͮͱ͏Ζ
 ʲജ͕இΕητρΩʖʀεʖϩʳΝࡠɼഓා͢ͱ͏Ζ
 ෳࢳܯժͶΕࠒΞͲ͏Ζ
 ͨଠ
ʤ                         ʥ

ʤҐԾɼ࣏ϘʖζͶକ͚ʥ






ᶛ ࢤௌଞɼஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼγʖϑηࣆंۂٰଶଲԢکԿʤѳԿࢯʻغݡɼਟଐ͖ͯ
న͵ଲԢɼ࠸ࢯʥͶͯ͏ͱ

τʖϜ̐ ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়وఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶͯ͏ͱɼʰᶎंܐؖΝΌࣰͪભద
͵ਕࡒүʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ভඇਫ਼ιϱνʖΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ͗ंܐؖɼಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ͶͤؖΖஎࣟ
ΝसಚͤΖΏؽճΝ͏ͱ͢ڛΉ͖ͤɽ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼ
ͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ ͏͚ͯͲ ɽ



ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝଲেͶͪ͢ভඇंඅ֒Ώؖ࿊๑ݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ভඇਫ਼૮ҽΝଲেͶͪ͢ղޤʀෳࢳʀٰଶΏؖ࿊๑͵ʹݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ࢂՅं͕͗͏ޕͶߡ͓͓ΖϭʖέεϥρϕܗݜरճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ࣰࡏࣆྭΝ࣍ͬرΕන͢қ͘ͲިݡΖίʖηݗ౾ճΝ࠷͢ͱ͏Ζ



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖӣӨڢ٠ճͲๅ͏ͱ༙͢ڠΖ



ஏҮ՟ୌͳ͢ͱஏҮίΠճ٠Νࣰࢬ͢ͱ͏Ζ



ಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ݘཤ৷֒ΝΞͫݜरճࢂՅඇ༽ΝಢࣙͶึঁ͢ͱ͏Ζ



τΫηφΏϜωϣΠϩΝࡠɼഓා͢ͱ͏Ζ



ͨଠ

 ʤ                         ʥ

τʖϜ  ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶͯ͏ͱɼʰᶈݺพࣆྭ՟ୌմ͖݀
ΔରඍͶͯ͵͝Ζʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ಢࣙಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ݘཤ༶ޤͶଲԢͤΖϜωϣΠϩɼۂແࢨਓɼଲԢϓϫʖਦΝࡠ
͢ͱ͏Ή͖ͤ ͽͳͯͫ͜ ɽ



ࡠ͢ͱ͏͵͏



ಢࣙͶࡠͪ͢߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩ͑ͬͶɼಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶ
ͤؖΖࡎىΝ



߶ྺंٰଶଲԢϜωϣΠϩͳͺพͶɼୱಢϜωϣΠϩΝࡠ͢ͱ͏Ζ










τʖϜ  ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶͯ͏ͱɼʰᶋࢤۢௌଞு಼ཀྵմͳ
γϛʖφΝಚΖʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͱؖ͢ɼு಼ཀྵմͳγϛʖφΝಚΖͪΌͶɼʹΓ͑͵͞ͳΝ͢ͱ͏
Ή͖ͤʤ͏͚ͯͲʥ
ɽ߶ྺंٰଶࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ
͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽ



Ձ͢ͱ͵͏



ಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒Ͷͱؖ͢࿊ͤܠΖචགྷΝઈ͢ɼྙڢΝғབ͢ͱ͏Ζ



ίʖηΩϱϓΟϪϱηΝ࠷ؖ͢࿊ͤΖ෨ॼͶࢂՅ͢ͱΔͮͱ͏Ζ



ভඇंඅ֒Νѽ͑क؇՟ճ٠ͶࢂՅ͢ͱ͏Ζ



ϭϱηφρϕܗ૮૯Νઅ͢ɼؖ࿊෨ॼͲద͵՟ୌΝҲରదͶڢ٠Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ
͏Ζ



ͨଠ
ʤ۫ରదͶʁ           ʥ



τʖϜ  ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ݘཤ༶ޤଲԢͶͯ͏ͱɼ
ʰᶍใׇద͖ͯ
ܩକద͵ରඍʤݡ͢ΝʥΝߨ͑ʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T श݃ͪ͢ಋ๑وఈͤΖভඇंඅ֒ࣆҌࣆৄݗޛΝߨͮͱ͏Ή͖ͤ ͽͳͯͫ͜ ɽ߶ྺंٰଶ
ࢯͶͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽ



ߨͮͱ͏͵͏



ߨͮͱ͏Ζ


T T Ͷ  ͳյͪ͢๏Ͷ͕͏͏ͪ͢Ήͤɽࣆৄݗޛ݃ՎͶͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽ ͏͚ͯ
Ͳ 



݃ৄݗՎͺಝͶͨޛଲԢͶൕӫ͢ͱ͏͵͏ɽ



݃ৄݗՎΝଠίʖηմ݀Ͷ͏ͱ͝ܪΖ



݃ৄݗՎΝϜωϣΠϩͶൕӫ͢ͱ͏Ζ



݃ৄݗՎΝ৮ҽݜरͲๅࠄ͢ͱ͏Ζ



݃ৄݗՎΝஏҮใࢩׇԋιϱνʖͲؖؽܐؖๅ͏ͱ༙͢ڠΖ



ͨଠʤ







ʥ


ʤҐԾɼ࣏ϘʖζͶକ͚ʥ






ᶜ ϋρφϭʖέߑʤѳԿࢯʻغݡɼਟଐ͖ͯన͵ଲԢʥͶͯ͏ͱ

τʖϜ  ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ଲԢͶͯ͏ͱɼʰᶆݘཤ༶ޤஏҮϋρφ
ϭʖέΝߑͤΖʱ఼͖Δ͕ਚ͢Ήͤɽ

T ߶ྺंɼ্֒ंɼஎͶΓΕஇྙ͗ॉͳ͵ͮͪਕ͵ʹভඇंඅ֒Ν͛ͪΌɼভඇं҈
સ֮ฯஏҮڢ٠ճͳ࿊ܠͶͯ͏ͱ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ

ʽࣰࢬ಼༲ʾ


ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥ͗ߑ͠Ηͱ͏͵͏



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճસରճ٠ͶࢂՅ



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճӣӨ๏๑ΏݡगΕϨηφڛ๏๑Νڢ٠ճߑҽͲ༙ͤڠΖ
ͪΌϜωϣΠϩࡠ



ಝఈؖؽݡगΕϨηφΏϜωϣΠϩઈͳڛ



֦ߑҽ͖ΔݡगΕಊࣰࢬয়ڱΏրવ఼ๅࠄ



ஏҮڢ٠ճ಼ߑҽؔͲݡगΕଲেंͶͤؖΖݺਕๅ༙ڠʤݺਕๅฯޤ๑ྭوఈ
న༽ʥ



ͨଠʤ







ʥ



ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ








T ʰغݡʀݡगΕϋρφϭʖέʱΝعͶཱིͬ͝ͱ͏Ζʤࣰࢬ಼༲ ʛ Ͷյ͠Ηͪ
ʥͶ͕͏͏ͪ͢ΉͤɽͨߑؖؽͶͯ͏ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽʤ͏͚ͯͲʥ
ʽߑؖؽʾ


ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ



ভඇਫ਼ιϱνʖ



ਫ਼ʀࣉಒҗҽ



࣑ࣙճ



ऀճෳࢳڢ٠ճ



ভඇंର



ঐճ



ۜ༧ؖؽ



ڢ



ޮިڠ௪ؖؽӣӨճऀ

 ਫ਼ڢಋૌ
 ซജవ
 ༥สۃ
 αϱϑωΦϱηηφΠ
 ഓंۂ
 ܱࡱ
 ָߏʀگүؖؽ
 ฯ݊ॶ
 ͨଠʤ










ʤ͞͞ΉͲʥ









ʥ

ྫ  ೧ౕਕฯ݊ࣆۂਬඇึঁۜ
߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤΝଇͤΖஏҮͰ͚ΕͪΌ࣑ࣙରͶΓΖܯժࡨఈͳՃͶͤؖΖࠬۂࣆڂݜ
Πϱίʖφࠬධ
ʤভඇਫ਼ιϱνʖʀ૮૯୴ं͜ʥ


ࠬධ͟ىͶ͍ͪͮͱ͕͏ب



͞ۂࣆڂݜదͺɼ߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶͤؖΖܯժࡨఈͳՃࣰସΝѴ
ͤΖ͞ͳΝ௪ͣɼ߶ྺंٰଶݘཤ༶ޤͶͤؖΖܯժࡨఈͶࣁͤΖචགྷ͵υʖνɼܯ
ժࡨఈ๏๑ɼ಼༲ࡋɼՃ๏๑͵ʹΝཀྵ͢ɼ߶ྺंٰଶࢯΝৼͳͤΖʰݘཤ
༶ޤʱਬͶްՎద͵  غղޤฯܯݧժࡨఈʀՃͳฯؽंݧکԿਬިۜʀղ
ޤฯݧฯࢩྙंݧԋިۜ༽ͶࣁͤΖࣁેخྋΝࡠͤΖ͞ͳͲͤɽ



ଲেͺɼસࠅࢤௌଞʤྫࢨఈࢤɼ֫ࢤɼࢬߨ࣎ಝྭࢤɼಝพۢΝɼҐԾɼ
ࢤௌଞʥͲͤɽ



ࠬτʖϜͺɼकͶɼᶅʰ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢ͗ٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪ
έφ͵ʹݘཤ৷֒ʱͳᶆʰಋ๑  ড়ͶͤؖΖভඇंඅ֒ʱͶ͖ΗΉͤɽΉͪɼᶆ
Ͷͱؖ͢ͺɼ߶ྺंٰଶࢯଲԢΝक؇ͤΖ෨ॼ༽અͳভඇਫ਼ιϱνʖʀ૮૯
୴ंɼ͚͢ͺ͞τʖϜͶյՆ͵๏ͶյΝ͕͕ͱ͢͏بΕΉͤɽ



ຌΠϱίʖφͺᶆᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊䞉┦ㄯ❆ཱྀ䛾ᢸᙜ⪅ɼ͚͢ͺɼ͞τʖϜͶյ
Ն͵๏ͶյΝ͕͢͏بΉͤɽ



߁ҮΝ୴͠ΗΖভඇਫ਼ιϱνʖͺɼ਼࣑ࣙର͖Δ͟ғབ͍͗Ζίʖη͗
͍Ζ͖ͳଚͣΉͤɽͨࡏͶͺɼ߁ҮΝ୴͠ΗΖভඇਫ਼ιϱνʖͺɼ਼
࣑ࣙର͖Δ͟ғབ͍͗Ζίʖη͍͗Ζ͖ͳଚͣΉͤɽͨࡏͶͺɼ յյͲࠫ͢ࢩ
͓͟͡͏ΉͦΞɽ



ࠬධઅͲࢤيௌଞࣰସͶΚ͵͏͍͗Ζɼ͟յͲ͘ΖͶͯ͏ͱ
͟ىԾ͠͏ɽ



ࠬ͞ͺݺʓࢤௌଞՃΝదͳͪ͢Ͳͺ͍ΕΉͦΞɽࠬ݃Վͺॄͪ͢ܯ
ޮͲܙනͤΖͲɼࢤيௌଞ͕໌͗ड़Ζ͞ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ



ࠬ݃ՎͺๅࠄॽɼชɼָճๅࠄɼߪԍճͲ࢘༽ͦ͠ͱ͘Ήͤɽ


ྫ  ೧  ݆  ೖΉͲͶ͟յ͚ͫ͠͏





ʴ༽ޢմઈʵ

˛߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφݘཤ৷֒
ຌࠬͲͺɼ ࡂາຮͲ্֒ंٰଶࢯ๑ଲেݘཤ৷֒ɼιϩϓʀϋήϪέφʤࣙ๎ހ
ʥ
ɼޤʀඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ߶ྺंٰଶʤؔྙʥ͵ʹΝࢨ͢ͱ͏Ήͤɽ

˛ιϩϓʀϋήϪέφ
ղޤʀҫྏγʖϑηཤ༽Νڍ൳ͤΖ͵ʹͶΓΕɼऀճ͖Δཱི͢ݿɼਫ਼ߨҟΏৼਐ݊߃ң࣍͗Ͳ͘͵
͚͵ͮͱ͏Ζয়ସΝ͏͏Ήͤɽ

˛ޤɼඅޤܐؖͶ͵͏  ࡂҐ߶ྺंٰଶ
߶ྺंٰଶࢯ๑ଲেͲͤ͗ɼंޤͶΓΖ߶ྺंٰଶࣆҌͳ͢ͱࣆࣰ֮Νߨ͓ͮͪ͑Ͳɼ̛̭
๑ॶ؇՟ΏؖؽܐؖͶͯ͵͏Ͳ͏͚ଲԢ͗චགྷͳ͠ΗΉͤɽ

˛ভඇंඅ֒
ंޤɼ߶ྺंଔͺղࢬޤઅॊࣆंҐं͗Ͷࡔࢊཤӻʤ߶ྺंࡔࢊΝૄͮͪಝ
च࠰ٙΏ͵ेրरɼജ͵ʹʥΝಚΖదͲ߶ྺंͳߨ͑खӀͶΓΖ߶ྺंඅ֒Νࢨ͢Ήͤ
ʤ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ܐؖʥ
ɽ
͵͕ɼಋ๑  ড়ͶෳࢳͶۂແܐ͍ؖΖର;ٶෳࢳͶ৮ແܐ͍ؖΖंͺɼ૮ͶԢͣɼভඇਫ਼
୴૯ͨଠؖؽܐؖΝ়ղ͢ɼ೧ݡޛౕͶ͛ܪଲԢ͗චགྷͳ͠ΗΉͤɽ

˛ݘཤ༶ࢩޤԋ
߶ྺंٰଶࢯ๑ͶوఈͤΖ  ྪܗɼಋ๑  ড়ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ɼ͕Γ;ɼ߶ྺंٰଶࢯ๑Ͷ
६ͥΖଲԢΝٽΌΔΗΖιϩϓʀϋήϪέφ͵ʹ͗ݘཤ༶ࢩޤԋҕͶ͍Ζͳଌ͓ͱ͏Ήͤɽ










)̏ ভඇਫ਼ιϱνʖેخๅ

) ୱಢઅ߁Ү࿊



ʁ

) ୴͠Ηͱ͏Ζಕැݟʀ࣑ࣙର

ʁ

) ͟յं͟ॶ



ʁ

) ͟յंࢱ໌ 



ʁ

) ࿊ཙखΗΖϟʖϩΠχϪη

ʁ


ᶙ ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ؖ࿊߶ྺंভඇंඅ֒ͶͤؖΖভඇਫ਼ιϱνʖ༹͜અ

ҐԾઅͶͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ΝಁΉ͓ͪͲ͟յ͚ͫ͠͏ɽ

ʽ߶ྺंٰଶࢯ๑  ড়ʾ
ʤࡔࢊखӀͶΓΖඅ֒ࢯʥ
್ॉࣥড় ࢤௌଞͺɼंޤɼ߶ྺंଔͺղࢬޤઅॊࣆंҐं͗ͶࡔࢊཤӻΝಚ
ΖదͲ߶ྺंͳߨ͑खӀʤҐԾʰࡔࢊखӀʱͳ͏͑ɽ
ʥͶΓΖ߶ྺंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ૮ͶԢ
ͣɼऑ͚͢ͺভඇਫ਼ͶͤؖΖۂແΝ୴ͤΖ෨ͨۃଠؖؽܐؖΝ়ղ͢ɼͺ߶ྺंٰଶଲԢྙڢ
ंͶɼࡔࢊखӀͶΓΖ߶ྺंඅ֒ͶܐΖ૮ऑ͚͢ͺؖؽܐ়ؖղࣰࢬΝҗͤΖͳ
ͤΖɽ
̐ ࢤௌଞௗͺɼࡔࢊखӀඅ֒Νण͜ɼͺण͜Ζ͕ͨΗ͍Ζ߶ྺंͶͯ͏ͱɼనͶɼਕ
ෳࢳ๑ࢀॉ್ড়وఈͶΓΕ৻੧ٽΝͤΖͳͤΖɽ


T ʰভඇंඅ֒ͺݘཤ༶ޤଲেͲ͍ͮͱ࣑ࣙରͳ͢ͱٰଶͳಋ༹ͶଲԢͤΖචགྷ͍͗Ζʱͳߡ͓ΔΗͱ
͏Ήͤɽ͞Γ͑͵ߡ͓๏ͺভඇंߨ෨Ͳ಼ۃͺबஎ͠Ηͱ͏Ή͖ͤʤͽͳͯʥ



ॉबஎ͠Ηͱ͏Ζͳࢧ͑



͍Ζఖౕͺࣟ͠Ηͱ͏Ζͳࢧ͑



͍ΉΕࣟ͠Ηͱ͏͵͏ɼͳࢧ͑



સ͚ࣟ͠Ηͱ͏͵͏ͳࢧ͑ʤ͞અชΝ௪ͣͱॵΌͱஎͮͪʥ



ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ








T ߶ྺंͶଲͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼͳͺʹΓ͑Ͷ࿊͏ͱ͢ܠΉ͖ͤʤ͏͚ͯͲ
ʥ



࿊ͳͪ͢͞ܠͺ͵͏



අ֒Ͷͯ͏ͱ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ૮ʀ௪ๅ



߶ྺंਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ༙ڠʤՊଔܐؖΏࡔࢊয়ڱʥ



ෳࢳγʖϑηͯ͵͙



අ֒ंΝ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼғབ



߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼ৮ҽͶଲ͢ভඇंඅ֒ݜरΝࣰࢬ



ͨଠʤ











ʥ


T ߶ྺंͶଲͤΖভඇंඅ֒Ͷͯ͏ͱɼ߶ྺंٰଶଲԢ෨ॼΏஏҮใࢩׇԋιϱνʖ߶ྺंΝࢩԋͤ
Ζૌ৭ͳ࿊ࢩͪ͢ܠԋ͗ٽΌΔΗΖίʖη͍͗Ζ͖ͳࢧ͏Ήͤ͗ɼ࿊ࠖ͗ܠೋͲ͍ͮͪ͞ͳͺ͍ΕΉ
͖ͤʤͽͳͯʥ
ɽ



࿊͏͵͗ͳͪ͢͞ܠ



࿊ࠖ͗ܠೋͫͮͪ͞ͳͺ͵͏



࿊ࠖ͗ܠೋͫͮͪ͞ͳ͍͗Ζ
 ۫ରదͶ͏͚ͫ͠ͱ͓گʤ               ʥ



Κ͖Δ͵͏


T ߶ྺंɼ্֒ंɼஎͶΓΕஇྙ͗ॉͳ͵ͮͪਕ͵ʹভඇंඅ֒Ν͛ͪΌɼஏ๏ޮڠ
ର;ٶஏҮ͗ंܐؖ࿊ͪ͢ܠভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥखૌͶͯ͏ͱɼ
ࣰࢬ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝ͏͚ͫ͠ͱ͓گɽ
ʽࣰࢬ಼༲ʾ


ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʤݡगΕϋρφϭʖέʥ͗ߑ͢ͱ͏͵͏



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճસରճ٠Νࣰࢬ



ভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճӣӨ๏๑ΏݡगΕϨηφڛ๏๑Νڢ٠ճߑҽͲ༙ͤڠΖ
ͪΌϜωϣΠϩࡠ



ಝఈؖؽݡगΕϨηφΏϜωϣΠϩઈͳڛ



֦ߑҽ͖ΔݡगΕಊࣰࢬয়ڱΏրવ఼ๅࠄ



ஏҮڢ٠ճ಼ߑҽؔͲݡगΕଲেंͶͤؖΖݺਕๅ༙ڠʤݺਕๅฯޤ๑ྭوఈ
న༽ʥ



ͨଠʤ







ʥ


ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ








T  T Ͷ͕͏ͱɼ
ʰভඇं҈સ֮ฯஏҮڢ٠ճʱΝعͶཱིͬ͝ͱ͏Ζʤࣰࢬ಼༲ ʛ Ͷ
յ͠ΗͪʥͶ͕͏͏ͪ͢ΉͤɽͨߑؖؽͶͯ͏ͱ͕͓͚ͫ͠͏ɽʤ͏͚ͯͲʥ
ʽߑؖؽʾ


ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ



ভඇਫ਼ιϱνʖ



ਫ਼ʀࣉಒҗҽ

 ࣑ࣙճ
 ऀճෳࢳڢ٠ճ
 ভඇंର
 ঐճ
 ۜ༧ؖؽ
 ڢ
 ޮިڠ௪ؖؽӣӨճऀ
 ਫ਼ڢಋૌ
 ซജవ
 ༥สۃ
 αϱϑωΦϱηηφΠ
 ഓंۂ
 ܱࡱ
 ָߏʀگүؖؽ
 ฯ݊ॶ
 ͨଠʤ











ʥ


T ࣑ࣙيରʤҗΝʥͲͺভඇंඅ֒૮ΝฑೖؔҐɼʹ࣎ؔଵͲण͜Ͳ͘Ζର
͍͗ΕΉ͖ͤʤ͏͚ͯͲʥ
ɽؔͳͺ̔ޛޗʛ ࣎Ғͳߡ͓ͱԾ͠͏ɽ
ʤ͏͚ͯͲʥ



ฑೖؔ



ౖೖʤΝΚͥʥ



ॗೖʤΝΚͥʥ



ฑೖؔҐͶͺଲԢ͢ͱ͏͵͏



ʤҐԾɼ༪പɽ࣏ϘʖζͶକ͚ɽʥ







T ࣑ࣙيରͲͺɼভඇंඅ֒૮ͶଲԢͲ͘Ζ૮ҽͺՁਕ͏Ή͖ͤ

        ਕ

T ಋ๑ͶوఈͤΖভඇंඅ֒ͶͤؖΖஎࣟΝसಚͤΖΏؽճΝ͏ͱ͢ڛΉ͖ͤɽ߶ྺंٰଶࢯͶ
ͤؖΖखૌͳҲରదͶࣰࢬ͢ͱ͏Ζͺɼͨয়ڱΝಁΉ͓ͱ͕͓͚ͫ͠͏ ͏͚ͯͲ ɽ



ஏҮใࢩׇԋιϱνʖΝଲেͶͪ͢ভඇंඅ֒Ώؖ࿊๑ݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏Ζ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ



ভඇਫ਼૮ҽΝଲেͶͪ͢ղޤʀෳࢳʀٰଶΏؖ࿊๑͵ʹݜरʀหکճΝ࠷͢ͱ͏Ζ
ʤͺ͏ʀ͏͏͓ʀΚ͖Δ͵͏ʥ



ʤ͞͞ΉͲʥ







