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ᚋ⏝ࡋ࡚ࡳࡓ࠸
▱ࡽ࡞࠸
↓ᅇ⟅
య
ͤ+➨ᅇࣔࢽࢱ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ



























 㻜㻑

ၥሗබ㛤ไᗘࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
+
+
1R ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ
ேᩘ ே ྜ 㸣 ேᩘ ே ྜ 㸣

 ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
 ▱ࡽ࡞࠸
↓ᅇ⟅
య
ͤ+➨ᅇࣔࢽࢱ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ



















 㻜㻑

ၥỤูᕷࡣ㐺ṇሗࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
+
+
1R ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ
ேᩘ ே ྜ 㸣 ேᩘ ே ྜ 㸣







㐺ṇබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
ࡲ࠶ࡲ࠶බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
ᬑ㏻
㊊ࡾ࡞࠸
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య
ͤ+➨ᅇࣔࢽࢱ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ

































 㻜㻑

ၥಶேሗಖㆤไᗘࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
+
+
1R ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ
ேᩘ ே ྜ 㸣 ேᩘ ே ྜ 㸣

 ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
 ▱ࡽ࡞࠸
↓ᅇ⟅
య
ͤ+➨ᅇࣔࢽࢱ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ



















 㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

ၥỤูᕷࡣ㐺ṇಶேሗࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
+
+
1R ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ
ேᩘ ே ྜ 㸣 ேᩘ ே ྜ 㸣






㐺ṇಖㆤࡋ࡚࠸ࡿ
ᬑ㏻
ࡶࡗཝ᱁ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య
ͤ+➨ᅇࣔࢽࢱ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ





























 㻜㻑

ࡑࡢグධពぢ୍ぴ
ࡑࡢ グධពぢ୍ぴ
ၥ㸲ࠕỤูᕷ⮬ᇶᮏ᮲ࠖࢆఱ࡛▱ࡗࡓ
 ⮬ᙺဨࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛
 ᕷ㆟⪺࠸ࡓ
 ᕷᙺᡤ❆ཱཱྀྀ࡚㢌ㄝ᫂
 ᗈሗ࠼ࡘ
 ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛

ၥ㸳Ụูᕷ࡛࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡿሗࡢධᡭᡭẁ
 ࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡ
 ࡲࡿࡲࡿ᪂⪺
 ᐙ᪘ࡢヰ
 ⏫ෆᙺဨ࣭Ẹ⏕ጤဨࢆ㏻ࡋ࡚
 ࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮
 㔝ᖠබẸ㤋ᗈሗࢥ࣮ࢼ࣮
 ぶ

ၥ㸴ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿሗࢆᚓࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡇ
 㹑㹌㹑ࡸ࣓࣮ࣝࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙఏ㐩
 ᗈሗ㌴ࡢά⏝
 ࢥࣥࣅࢽࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡁ࡞ᥖ♧ࠊ᪂ᮐᖠ㥐ศᐊ
 ࣋ࣥࢺࡲࡕ࡙ࡃࡾሗࢆⓎ⾲
 ᅇぴᯈ࡞࡛࿘▱ࡉࡏࡿ
 ᕷ⫋ဨࡀ᪥ᖖⓗ⏫ෆάືཧຍࡋ࡚ሗⓎಙࠊሗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃ
 㟁ヰ࡛ࡢ┦ㄯᑐᛂࢆᐇࡉࡏࡿ
 ᪤Ꮡࡢ⮬ά⏝ࠊ⮬㛗ࠊ༊㛗ࡀࠊࢃࡀ͆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ͇ࡘ࠸࡚ࡢሗ⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ
 Ꮚ⫱࡚ୡ௦ࡣಖ⫱ᅬࠊᗂ⛶ᅬࠊᨭࢭࣥࢱ࣮㈞ࡾฟࡍ
 άື⯡ࢆグࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢸ࣮࣐ࡈࠊ⩏࣭ෆᐜࢆ࿌▱
 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥసᡂࠊⓏ㘓ࡢࡧࡅ
 㹑㹌㹑ࡢά⏝
 ࢜ࣥỤู᮶࡚ࡶࡽ࠺
 ฟ๓ㅮᗙࢆቑࡸࡍ
 ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ
 ሗࡢᡞ㓄ᕸ
 㹏㹐ࢥ࣮ࢻࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㜀ぴᩘࢆቑࡸࡍ࡞ࡢᑐ⟇ࢆࡣࡿ
 ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦࡞ࠊ㹒㹔ά⏝

ၥ㸶ࠕỤูᕷᕷẸཧຍ᮲ࠖࢆఱ࡛▱ࡗࡓ
 ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺࡢ᮲ᩥゎㄝ
 ຮᙉ



ၥᕷẸཧຍࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ᭷ຠ࡞ࡇ
 ᪥ᖖⓗ࡞ᕷ⫋ဨࡢάື
 Ụูᕷࡋ࡚ࠊࡶࡗ᪂ࡋ࠸⏬ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸
 ⛯㔠ࡢ࣒ࢲ࠸ࡸࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸
 ᕷẸཧຍᗫṆ
 ఇࡲࡎཧຍฟ᮶ࡿయไ
 㹕㹃㹀ពぢ⟽
 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝
 ⏫ෆࢆά⏝ࡍࡿᅋయാࡁࡅࡿ
 ᪥᭙᪥➼࡛ពぢࢆ⪺࠸࡚ࡋ࠸
 ┤᥋ពぢࢆゝࡗࡓࡾᢞ᭩ࡍࡿሙࡢ୍ᮏࠋᨻ⟇ࡸㄢ࣭ಀࢆ㉸࠼࡚❆ཱྀࢆ୍ᮏࡋᕷẸ࿘▱ࡍࡿ
 Ꮫᰯ࡞ࠊྛᡤ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
 㐲㝸ᆅ㓄៖ࡀࡋ࠸
 ⮬ࢆ࠾ࡋ࡚ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃ
 ᕷᨻ⟇㸦⏬ࠊㄢ㢟࡞㸧ࡢ๓࿘▱㸦ᥦ౪㸧ࠊពぢ㞟࡞ᚲせ
 ⏬ᕷẸཧຍྍ⬟᪥ࡢᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⾲ࡢᗈሗ
 ࢳࣛࢩ࡞ࡼࡿᗈሗ፹య
 㹆㹎➼Ẽ㍍グධ࡛ࡁࡿ࣮࣌ࢪࢆタࡅࡿ
 ㎰ᅬ࣭ⰼᅬ㸦ࡪ࠺⊁ࡾ࣭ࢳࢦ⊁㸧➼࡛ࠊ㍍ࡃ㸦ࡋࡘࡇࡃ࡞ࡃ㸧ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡞ึṌⓗ࡞ᐉఏάືࡽጞࡵࡿ

ၥ௨ୗࡢᕷẸཧຍࡘ࠸࡚ከࡃࡢᕷẸཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵᚲせ࡞ࡇ
ࠉࠉ㸦㸧㝃ᒓᶵ㛵➼
 ᕷ⫋ဨࡀ⇕ࢆᣢࡗ࡚ཧຍࢆࡧࡅࡿ
 ᅵ᭙᪥࣭᪥᭙᪥ࡢά⏝
 ⏫ෆ࡞㏻ࡌ࡚ᗈሗࡍࡿ


Ẽ㍍Ⓨゝ࡛ࡁࡿࡇࠋࡓ࠸࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㞴ࡋࡑ࠺ឤࡌࡲࡍࡀࡇࢇ࡞㢼ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠸࠺࣓࣮
ࢪࠋື⏬Ẽ㍍ぢࡽࢀࡿࡼ࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ┠ぢ࠼ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᕷẸࡽࡢពぢࢆ྾ࡗ࡚ୖࡆࡿ㟁ヰ❆ཱྀࠊࣥࢣ࣮ࢺ⟽
 㝃ᒓᶵ㛵ࡣᬑ㏻ࡢᕷẸࡗ࡚ࡣཧຍࡍࡿࡢࡣẼࡀᘬࡅࡿ
 ྛ⮬ࡈࠊཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿࠋẖᖺᐇ
 ⮬ࡢ㐃⤡ࢆᐦࡍࡿ
 ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝㸦ᨵၿⅬ㸧࡛㞟ࡲࡾࠊࡑࡢࢳ࣮࣒࡛ពぢࢆฟࡋࠊࡲࡵ࡚࠸ࡃ⤌ࡳࢆࡘࡃࡿ
 㛤ദሙᡤࢆከࡃࡍࡿ
 ᴦࡋ࠸⏬ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊḟࠎࡸࡗ࡚ࡳࡿ

ၥ௨ୗࡢᕷẸཧຍࡘ࠸࡚ከࡃࡢᕷẸཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵᚲせ࡞ࡇ
ࠉࠉ㸦㸧ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ
 ࢃࡽ࡞࠸
 ᕷ⫋ဨࡀ᪥ᖖⓗཧຍࢆࡧࡅ
 ࢿࢵࢺୖ࡛ࣃࣈࢥ࣓ࢆฟࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿ
 ᚲせᛶࡀ࡞࠸
 ࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࣭࢜ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡢ⏝
 㸯㹼㸴ࡢ㡯┠ࠊࡍ࡚ᚲせᛮ࠸ࡲࡍ
 ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࡣ᪥ᮏㄒ࡛⾲♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
 ᐖ㛵ಀ⪅௨እࡶࠊ✚ᴟⓗ⏝ࡍࡿࡼ࠺ࡧࡅࡿ
 ⟇ࡀᚲせ࡞ࡿㄢ㢟ࡢㄝ᫂ࠋ⟇ࡼࡿண

ຠᯝ࡞ࡢㄝ᫂ࡶᚲせ

 ᕷẸࡢព㆑ᨵ㠉
 ྛ⮬ᮇ㝈ࢆศࡅ࡚ᥦฟࡉࡏࡿ
 ᕷẸබ⾲ࡍࡿ࿘▱ࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡢࡀඛ



ၥࡲࡕ࡙ࡃࡾάືཧຍࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ࡇ
 ຓᡂ㔠
 ᨻ⟇ࡢ᫂☜࡞᪉㔪
 㨩ຊ
 ㄡ࡛ࡶ࠸ࡘࡽ࡛ࡶཧຍࡋࡸࡍ࠸㏱᫂ᛶ
 ⮬ࢆ⏝ࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍ
 ࡋࡗࡾࡋࡓࢸ࣮࣐ࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ
 ⤒㈝ࡢ⿵ሸ࣭⿵ຓࡢ㐺ᛂ
 వ⿱ࢆࡶࡗࡓ๓࿌▱ࠊᗈሗ
 ᕷᑐࡍࡿඹ㏻ࡢ┠ⓗ
 ↓ᩱ࡛⏝࡛ࡁࡿ⚟♴ࣂࢫ
 ᴗࡢ㛵ࢃࡾࠊಶࠎ࡛ࡣᙅ࠸ࡢ࡛ࡶࡗỤูࡢᴗ⤖᮰ࡋ࡚ᴗࡽಶࠎ
 ⤒㈝࣭άື㈝
 ᗈሗάື

ၥỤูᕷࡣ㐺ṇሗࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
 ࢃࡽ࡞࠸
 ⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊఱࢆࡶࡗ࡚ࠕ㐺ṇබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀุ᩿࡛ࡁࡲࡏࢇ
 㒔ྜࡢᝏ࠸ࡇࡣබ㛤ࡋ࡞࠸ࡢ࡛࡞࠸
 ሗබ㛤ࡢ≧ἣᐇ⦼ࢆᏑࡌ࡚࠸࡞࠸
 ࡇࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࠊせồࡀ࠶ࢀࡤබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ
 ⚾ࡢຮᙉ㊊ࠊሗබ㛤ࡉࢀࡓ௳ࡘ࠸࡚┠ࡋࡓࡇࡀ࡞࠸
 ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡉࡗࡥࡾࢃࡽ࡞࠸
 ࡑࡶࡑࡶࡇ࡛ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢃࡽ࡞࠸

ၥỤูᕷࡣ㐺ṇಶேሗࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺
 ࢃࡽ࡞࠸
 ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ሗࡢᢅ࠸ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖖࢳ࢙ࢵࢡࢆᛰࡽ࡞࠸ࡇ
 ᚲせ࡞⌮⏤ᇶ࡙ࡃࠊᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀᚲせ
 ࡶ࠺ᑡࡋ⦆ࡃ࡚ࡶࡼ࠸
 ᐇែࡀࢃࡽ࡞࠸
 ᘓ≀ࡢ㟁ヰ␒ྕࡃࡽ࠸ᩍ࠼࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ
 ሗࢆಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊఱࢆࡶࡗ࡚ឤࡌࡽࢀࡿࡢࡀࢃࡽ࡞࠸
 ಶேྡࠊఫᡤࠊᆅ␒➼ࠊබᅬ࡞㛤♧ࡋ࡚࠶ࡾࠊಶேሗࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡿࡣᛮ࠼࡞࠸
 ಖㆤࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊ࠸ࡘ◚ࡽࢀࡿࡢࢃࡽ࡞࠸
 ୍ᗘࡢሗὶฟࡣྲྀࡾ㏉ࡏ࡞࠸ࠋ㐺ṇಙࡌࡿᛧࡉࡣ࠶ࡿ
 ≧ἣ㸦ࡑࡢࡁࡢ㸧ᛂࡌࡓලయⓗ࡞㠃࡛ࡢ⏝㸦⏝㸧ࡀ࠶ࡸࡩࡸ࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ
 ಶேሗࢆᚲせࡍࡿᡤ㎄ࡣཝ᱁⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺



㑅ᢥ⌮⏤୍ぴ
ၥ㸷ᕷẸཧຍࡢᶵࡀ༑ศ࠶ࡿᛮ࠺
ە༑ศ࠶ࡿᛮ࠺
 ༑ศ࠶ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊయⓗཧຍࡢពḧḞࡅࡿ⪅ࢆ࠺ぬ㓰ࡉࡏࡿࡀၥ㢟ࠋ
 ಶேࠊཧຍࡢព㆑ࡀప࠸ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព㆑ࡀ࠶ࢀࡤࠊᶵࡣศ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
 Ⰽࠎ࡞ദࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡽࠋ
 㒔ᕷィ⏬ᑂ㆟බເጤဨཬࡧᬒほᑂ㆟බເጤဨ➼ࡢᕷẸཧຍᆺࡢ⾜ᨻࢆ㢖⦾ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ከࡃ࠶ࢀࡤ⤒㈝ࡀࡉࡴࠋ
 බẸ㤋⾜ࡃദ➼ࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࡀᥖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊෆᐜࡀศࡽ࡞࠸ࡓࡵཧຍ࡛ࡁ࡞࠸᪉ࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࡣࠋ
 ᆅᇦࡢὶ➼ࡀከࡃࡳࡽࢀࡲࡍࠋ⮬ศࡣཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠋ
 ⮬ࡀ࠶ࡿᅋᆅධᒃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㞟࡞ཧຍࡍࢀࡤᚲ↛ⓗᕷẸཧຍࡶ࡛ࡁࡿࡓࡵࠋ


୍ᗘ࣎ࣛࣥࢸ࡛ཧຍࡋࡓࠕỤูᏊࡶ⚍ࡾࠖࡢࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵࢆቑࡸࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮࡗࡓ
ࡽࠋ

ࡸࡸەᛮ࠺
 ᪂⪺࡞࡛࠸ࢁࢇ࡞ദࡋࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡿࡢ࡛ࠋ
 㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠶ࡓࡾࢆぢᅇࡏࡤࡅࡗࡇ࠺ሗ※ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
 ࠸ࢁࢇ࡞㞟ࡲࡾࡀከࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
 ࡢᕷẚࢀࡤᶵࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊ࡞࡞ཧຍ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࠋ
 ࣐ࢫࢥ࣑ࠊሗㄅグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 ࣋ࣥࢺࡀከࡃ࡚ࡼ࠸ࠋࡸࡁࡶࡢᕷࡶࡼ࠸ࠋ
 ỤูᕷẸ⚍ࡾ࡞ࠊᗈ࠸ᖺ௦ᴦࡋࡵࡿ⾜ࡈࡀ࠶ࡿࡽࠋ
 ⚾⮬㌟ࡣ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⮬άືࡸࠊᕷ㆟ࡢഐ⫈࡞ࡶྍ⬟ࡔࡋࠊពぢࢆᥦฟࡍࡿᶵࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡿࡈࣇ࢙ࢫࢱ࡞ᕷẸ࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
 ᕷẸཧຍࢆເࡿᩥ❶ࢆࡁࡁぢࡿࠋ

ەᬑ㏻
 ⮬ศ⮬㌟ࡀ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ㸯␒ࡢせᅉ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࡓࡵࠋ
 ࡲ࡛ࡣ⮬ࡽ✚ᴟⓗཧຍࡋࡼ࠺࠸࠺ពᚿࡀ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡼࡃศࡽ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
 ẚ㍑ࡍࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࠋ
 ཷࡅྲྀࡿᕷẸࡢഃࡶࠊព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ᆅᇦⓗሙࡀ㔝ᖠ㯞ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡿࡀከ࠸ࠊ㏻ࡢ౽ࡀᝏ࠸ᡤఫࢇ࡛࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ཧຍࡍࡿពᛮࡢ࠶ࡿேࡣཧຍ✚ᴟⓗࡔᛮ࠺ࡋࠊ⯆ࡢ࡞࠸ேࡣࡃཧຍࡋ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
 ᖺ௦ࡶ࠶ࡾࠊ࠶ࡲࡾ⯆ࡀࢃ࡞࠸ࠋ
 ⮬࡞⤌⧊࣭ᅋయᙺဨࡢཧຍࡀඃඛⓗ࡞ࡾࠊ୍⯡ཧຍࢆເࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡶࠊ㌋㌉ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
 ࡇࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶࠊྠ⛬ᗘࡢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋ
 ᪥ࡢ㒔ྜࡢᝏ࠸ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊෆᐜࡀ᮲௳ྜࢃ࡞࠸ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ேࡶ࠸ࡿࡓࡵࠋ
 ཧຍࡍࡿሙ㠃ࡀᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ཧຍࡍࡿពḧࡣேࡼࡗ࡚ࡕࡀ࠺ࡢ࡛ఱࡶゝ࠼࡞࠸ࠋ


ࡇࢇ࡞ࡶࡢࡔࡣᛮ࠺ࡀࠊᏛ⏕ࡸ♫ேࡣࡢࡼ࠺࡞ᶵࡀ࠶ࡿࡢࡶ▱ࡾᚓ࡞࠸ࡋཧຍࡍࡿ㛫ࡶ࡞ࡃࠊ࣎ࣛࣥ
ࢸዲࡁࡸ㧗㱋⪅ࡢ㐨ᴦࡲࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࠋ

 ⮬ศࡀ⾜ࡇ࠺ᛮ࠺ࡇࡀ࡞࠸ࠋ㠃ಽ࡞ᛮ࠸ࡶ࠶ࡾࠋ
 ࿘▱᪉ἲࡢከ⏝ᛶࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ
 ᶵࡣ࠶ࡿࡀࠊࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡑ࠺ࠋ
 ᕷ⏫ᮧẚ㍑ࡋࡓሙྜከ࠸ࡶᑡ࡞࠸ࡶᛮࢃ࡞࠸ࡽࠋ
 ᬑẁ⏕άࢆࡋ࡚࠸࡚ᕷẸཧຍࡢᶵࡀࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡶࠊ▱ࡾ࠺ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࡽࠋ
 ᕷẚࡓࡇࡀ࡞࠸ࡀࠊᗈሗ௨እࡢሗࡣ࠶ࡲࡾẼ࡙࡞࠸ࠋ



ࡾࡲ࠶ەᶵࡀ࠶ࡿᛮࢃ࡞࠸
 ᕷẸཧຍࡢᶵࢆ▱ࡿࡇࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊཧຍࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ
 ᕷẸཧຍ᪉ἲࠊせ㡿ࡀࡲࡗࡓࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡸࡗ࡚࠸ࡿ⮬యࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡢࡼ࠺࡞ཧຍࡢᶵࡀỤู࠶ࡿࡢ࡛᫂࠶ࡾࠊศࡽ࡞࠸ࠋ
 ཧຍࡢᶵࡘ࠸࡚ࠊ࿘▱༑ศࡔᛮ࠺ࠋ
 ࡲࡔࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠋ
 ࠶ࡲࡾ㛵ᚰࡀ࡞ࡗࡓࡏ࠸㝈ࡽࢀࡓேࡢཧຍ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡇࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ
 Ꮫ⏕ࡲ࡛ሗࡀࡲࢃࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࡓࡵࠋ


ᕷẸཧຍࡢሗࡀ┠ධࡿᶵࡀ࠶ࡲࡾ࡞ࡃ࡚ࠊ࿘▱㊊ࡔᛮ࠺ࠋලయⓗ࠺ࡢࡼ࠺ពぢࡀᫎࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡿࡢศࡽ࡞࠸ࠋ

 ࡲࡕ࡙ࡃࡾཧຍࡍࡿෆ㸦ᶵ㸧ฟࢃ࡞࠸ࠋ
 ᕷẸㄝ᫂ࡢᶵࡀᑡ࡞࠸ࠋᕷࡢ㔜せ࡞ᴗࡘ࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗᶵࢆࡘࡃࡿࡁ࡛ࡍࠋ
 ᕷẸཧຍࡢᶵࡀྛᐙᗞࡸಶேᗈࡃఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
 ࡔ࠸ࡓ࠸ࠊᕷẸཧຍࡢሙࡀࡢࡼ࠺㛤ࢀ࡚࠸ࡿࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠋ
 ᕷẸഃࡢព㆑ࠊ㛵ᚰࡀⷧ࠸ࡇࡶ୍ᅉᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡓ࠼ពぢࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡣ↓⌮ࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࠊពぢࢆࡦࡗࡇࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶከࡗࡓࠋ
 ࣋ࣥࢺ࡞ࡢㄝ᫂ࡀ࡞࠸ࠋ
 ཧຍࡋࡓ࠸ࠊࡋࡸࡍ࠸ㅮᗙࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ
 ᐇ㝿ᕷẸࡀࡲࡕ࡙ࡃࡾཧ⏬࡛ࡁࡿሙࡀࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐃᮇⓗሗᥦ౪ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᕷእ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿሗࡣࡃධࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ
 ఱࡢࡼ࠺ཧຍࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢሗࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ
 ᶵࡸሙࡢᏑᅾࡀࡇ࠶ࡿࡢศࡽ࡞࠸ࠋ
 ⯆ࡀ࡞࠸࡛ࡍࠋ
 ୍㒊ࡢᕷẸࡔࡅ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾⮬㌟ࠊఱࢆ࠺ࡍࡿࠊ࠺࡛ࡁࡿศࡽ࡞࠸ࡽࠋ
 ሗࢆ▱ࡿᶵࡀᑡ࡞࠸ࠋᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡔࡅ࡛ࡣศࡔᛮ࠺ࠋ
 ᕷẸཧຍࡢ㹎㹐ࡣ⮬ᙺဨẁ㝵ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᕷẸࡲ࡛ᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡃࡓࡗࡲەᛮࢃ࡞࠸
 Ụูᕷ⫋ဨࡣᮐᖠᕷẸࡔࡽ㛵ಀ࡞࠸ࠋ
 ᕷẸཧຍࡢពࡀࢃࡾࡲࡏࢇࠋ
 ⏫ෆ࡛ࡢཧຍࡍࡽ࡞࠸≧ἣࡔࡽࠋ
⚾ࡢὀពຊࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ୍ᕷẸࡋ࡚ᕷࡢ᪉㔪ࢆ⪺ࡁពぢࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺࡞㞟➼
 㛵ࡍࡿෆࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋᗈሗ㍕ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊከࡃࡢ࠾▱ࡽࡏࡢ㹭㹬㹣ࠉ㹭㹤ࠉ㹲㹦㹣㹫࡛ࡣ
ࡼ㛵ᚰࡢ㧗࠸ேࢆ㝖ࡅࡤ┠ධࡽ࡞࠸ࠋᅇࡢࣥࢣ࣮ࢺࡣึࡵ࡚ࡢᶵ࡛ࡍࠋ
 ᕷࡋ࡚ఱࢆ㸦ࡇࢆ㸧┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢࡲࡗࡓࡃ࡛᫂࠶ࡿࠉሗࡢබ㛤ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠋ
 ᗈሗ࠼ࡘࠊᕷ㆟ࡔࡼࡾ➼࡛ぢ㏨ࡋࡓᛮ࠺ࠋ
 ➨᮲ࡢࠕศࡾࡸࡍࡃබ⾲ࠖࡀࡉࢀ࡚࡞࠸ࠋ
 ⚾ࡀཧຍࡋࡓࡇࡀ࡞࠸ࡽࠊᶵࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋఱࢆࡋࡓࡽᕷẸཧຍ࡞ࡢࠋ
 ࡲࡗࡓࡃ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡽࠋ
 ලయⓗ࡞ࡀᛮ࠸ᾋࡤ࡞࠸ࡽࠋ
 ⮬ศࡶྵࡵ࡚▱ࡽ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࡢཧຍࡍࡿࠊ௨๓ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ



ၥỤูᕷࡣࠕ༠ാࠖࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᛮ࠺
ە㠀ᖖ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ


ᮐᖠᒾぢἑఫࢇࡔࡇ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᕷࡀ୍⏕ᠱ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊᆅᇦࡢே㐩ࡢ
ࡲࡓࠊᏊ⫱࡚ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

࠸㞺ᅖẼࡣឤࡌࡲࡋࡓࠋ

ە㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᪉࡛࠶ࡿ
 ࡢ┴ࡽ㌿ᒃࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࠕᗈሗ࠼ࡘࠖࡣ࣮ࣟ࢝ࣝⰍ㇏࡛ࢵࢺ࣮࣒࡛࣍࠶ࡿࠋẖᅇㄞࡴࡢࡀᴦࡋࡳࠋ
 㹈㹐㔝ᖠ㥐ࡢࢹࢨࣥࢆᢞ⚊࡛Ỵࡵࡓࠋ
 ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⮬యࡽࡑ࠺⪃࠼ࡲࡍࠋ
 ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᡂᯝࡀୖࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬ࡢάືࡘ࠸࡚ࡣࢃࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡽࠋ
 ྛ⮬άືࡣάⓎ࡛࠶ࡿࠋ
 ᕷẸࡣ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᕷࡣྠࡌࣔࢳ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡈࡳࡦࢁ࠸ࡸṌ㐨ࡢⰼቭࡢᩚഛ➼ྛ⮬࡛ࡁࡕࢇ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠋ
 㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡀࠊྛ✀࣋ࣥࢺሙ࡛ၨⓎάື➼ࢆࡋ࡚࠸ࡿጼࢆࠊࡼࡃぢࡅࡿࠋ
 㸱ᆅ༊ࡀࡑࢀࡒࢀ≉ᚩࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠉ㔝ᖠࡣ୍ᛂࡋࡓ⪃࠼ࡿࡢ࡛ࠊࡢᆅ༊ࢆྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡣࠋ


ᆅᇦࡼࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢇࡢࡲࡕࡀ࡞ࢀࡤ⾤㊰ࡢⰼቭࡀࡁࢀ࠸ဏࡁࠊࡳࢇ࡞࡛ຊࢆྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ศࡾࡲࡍࠋᑠࡉ࡞࡛ࡶ༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

 ⾤㊰ᶞࡀࡁࢀ࠸ࠋ
 ᙺᡤ㊊ࢆࡣࡇࡧࠊヰࡋྜ࠺ࡇ࡛ࠊࡲ࠶ࡲ࠶ゎỴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ࡚ࡶࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ
 㔝ᖠࡢ㥐๓ࡀᗈࡃࡁࢀ࠸࡞ࡗࡓࠋ
 ᪂⪺ࡢỤูḍ࡛ࡓࡲఱࡸࡗ࡚ࡿ࡞ぢࡓࡇࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࡢ࡛ࠋ⏫ෆࡢᅇぴ࡛ࡶࠋ
 ࠶ࡕࡇࡕ࡛ࠊࢩࣝࣂ࣮ࡉࢇࡢά㌍ࢆ┠ࡋࡲࡍࠋ࢜ࣥỤูࡢࠕࡁࡵ࠸ࡃࠖࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ

ࡾࡲ࠶ە㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸
 ༠ാࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿឤࡌࡿሙ㠃ࡀ࡞࠸ࠋ
 ࠶ࡲࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ༠ാࡼࡿ⤖ᯝࠊᡂᯝ➼ࡀぢ࠼ࡿᙧ࡛ఏࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ
 ࠶ࡲࡾ㌟㏆ឤࡌ࡞࠸ࠋ
ࣂࢫ㊰⥺ࡢぢ┤ࡋ࡛ࡶ౽࡞ᆅᇦࡽ౽ᩘࡀῶࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕷẸࣂࢫ⏝ࢆࡧࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ౽ᩘࡀᑡ࡞ࡅࢀ
 ࡤ⏝ࡶࡋࡃ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᩗ⪁ࣃࢫࡢࡼ࠺࡞⏝ࢆ࠺࡞ࡀࡍᨻ⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡶ࠸࠸㸦࠼ࡤࣂࢫࡢᑠᆺࡸᆅ
ᇦࡢせᮃࢆࡶࡗ⪺ࡃ➼㸧ࠋ


ᕷࡢᢸᙜ⪅ࡣờࢆ࠸࡚ࠊດຊࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࢃࡿࠋᕷẸࡀࡶࡗࠕ༠ാࠖࡘ࠸࡚ࠊேࡲࡏࡋ࡞࠸࡛ࠊ┿
ྥࡁ࠶࠺ࡇࡀࠋᩥྃࡤࡾ࡛ࡣࠊᮏᮎ㌿ಽࠋᡃࠎࡀఫࢇ࡛࠸ࡿ⾤ࢆࡼࡃࡍࡿࡢࡔࡽࠋ



୍㒊㈤㈚ࣃ࣮ࢺࡀ⮬⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⮬ࡣ༠ാࡢᯞࡶᛮ࠼ࡿࡢࠊᐙࡢᚿྥ࡛ධࢀ࡞࠸ᐙᗞࡀ
ከᩘ࠶ࡾࠊ࠾ࡋ࠸ࠋ



࣓ࣥࢫࢺ࣮ࣜࢺࡢ᳜ᶞᖏⰼࢆ᳜࠼࡚⾤୪ࡳࡢ⨾ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡀࠊ୍Ṍ㊰ᆅධࡿࠊỈ⁁
ࡀ࡞ࡃࠊ㊰ഃᖏࡣ㞧ⲡࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧ࡔࠋ



⮬ᙺဨࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࡣ༠ാࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࠊάືࡋ࡚࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ୍⯡ᕷẸࡣ༠ാࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡣᛮࢃ࡞࠸ࠋ

 ༠ാ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᕷࡀࢇࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ
 ༠ാࢆᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ


㐨㊰ࡢΎᤲ㊰ഃࡢⰼࡢ⛣᳜➼ࡢ⨾㐠ືࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᐇ⾜ࡣ⮬ຍධ⪅㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᝏࡃப࠼ࡤ༠ാࡢᐇ⦼సࡾࡢࡼ࠺ࡶྲྀࢀࡲࡍࠋ



Ụูᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᑐࡍࡿᮍ᮶ീࡀࡼࡃぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㔝ᖠ㥐࿘㎶ࡢᴗࡶࠊ
ᕷẸࡢពぢࡀᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ㸦ᅜࡢពぢ➼ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀ㸧ࠊࡼࡃศࡾࡲࡏࢇࠋ

 ࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ேࡣࡗࡁࡾศࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࿘▱㊊ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ⪃࠼࡚ࡳࢀࡤࠕ༠ാࠖࡣᙜࡾ๓࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
 ఱࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡚ࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ㏵୰࡞ࡢලయⓗศࡽ࡞࠸ࡽࠋ
 ࡤࡃ↛ࡋࡍࡂ࡚࠸࡚ࠊ⤖ᒁఱࡀࡋࡓ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᶵࡀ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠋ





ᙧࡢୖ࡛ࡣࠕ༠ാ࡛ࠖࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᶵ㛵ࡀ༢⊂࡛ື࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

 ỤูࡣࠊỤูࠊ㔝ᖠࠊ㯞ࠊࡇࢆࡗ࡚ࡶィ⏬ᛶࡢ࡞࠸ࡢ⾤࡙ࡃࡾࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᛮ࠺ࡽࠋ
 ಶேⓗ༠ാཧຍࡋ࡚࠸ࡿព㆑ࡀ࡞࠸ࠋᕷᨻࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧຍࡋࡓ࠸ᛮࢃ࡞࠸ࠋ


ᮏ᮲ࡤࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠕᚲせ࡞㡯ࡣูᐃࡵࡿࠖ࠸࠺ᩥゝࡀከ࠸ࡓࡵࠊᐇࡢ㝿ࡢලయⓗ࡞ᡭ㡰ࡀ᫂࡞ࡢ࡛ά
ືࡀάⓎࡋ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ



ᕷෆᏛࡢᏛ⏕ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ➼ࡢάືࡸ࣐ࢵࣉసࡾ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢάືࡼࡾᆅᇦࡸᕷ
Ẹࡀࠊᜠᜨࢆࡢ⛬ᗘឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࠋᕷ⏫ᮧࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢࡿࠊ༢࡞ࡿᐇ⦼సࡾࡢ⠊ᛮ࠼ࡿࠋ

 άືෆᐜࡀࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ


ᕷࡣࠕ༠ാࠖ࠸࠺ྡࡢࡶබຓࢆ㑊ࡅ࡚ࠊ⮬ຓࡢ᪉ྥㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋ⾜ᨻࡀඛ㢌❧ࡗ࡚ఱ
ࡶ᥎㐍ࡋ࡚ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍ㸦⮬➼ྛ✀సᴗ࣭ㄪᰝࡢ౫㢗ࡀከࡍࡂࡲࡍ㸧ࠋ

 ᕷࡢ⾜ఱࡶཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㌟㏆ࡣឤࡌ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
 ⮬ཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ㧗㱋⪅ࡀከࡃࠊ࢚࡛ࣜ༠ാᑐ⟇᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ە㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸


ỤูᕷẸ࡛ࡣ࡞࠸ᕷ⫋ဨࡀከࡃ࠸ࡿ୰࡛༠ാࡢព㆑ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᕷẸ࡛ࡣ࡞࠸ᕷ⫋ဨᕷẸ┠⥺ࢆឤࡌ࡞
࠸ࠋ

 ྛ⮬ࡢάື㢗ࡾࡍࡂࠋ


ᮐᖠ㏆ࡃ㏻ࡣ࠸࠸ࡀࠊỤูᕷෆࡣ┠⋢࡞ࡿၟᴗタࡀ࡞ࡃࠊⱝ࠸ே➼ࡣᮐᖠ࡛ࡢ㈙࠸≀ࢆዲࡴࡋࠊỤู⮬
యࡀࠊỤูࠊ㔝ᖠࠊ㯞ྛࠎಶ୍ู࡛యࡋࡓ≀ࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ

 ୍ᕷẸࡢ༠ാ࠸࠼ࡤࠊᕷࡽࡲࢃࡗ࡚ࡃࡿᅇぴࢆࡲࢃࡍࡇࡄࡽ࠸ࡋ࡞࠸ࠋ
 ᕷẸࡶᕷ௵ࡏࡗࡥ࡞ࡋ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᕷࡶᕷẸࡢࡓࡵാࡃ࠸ࢃࡺࡿࠕᕷẸࣇ࣮ࢫࢺࠖࡢẼᣢࡕࡣឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࠕ༠ാࠖࡑࡢࡶࡢࡀ⌮ゎࠊ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ឤࡌࡿࠋ
 ࡃ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋ୍㒊ࡢබົဨࡋಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧ᐇࡀ࠶ࡿࡽ࡛ࡍࠋ


㔝ᖠ㥐๓ࢆ࠺ࡋࡓ࠸ࡢࠊ࠺࡞ࡿࡢࡃゎࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠸タࡢࣥࢣ࣮ࢺࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿࠺࡞ࡿࡢࠊ
ᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ



ᕷࡢጼໃ⬟ືឤࡀஈࡋࡃࠊ✚ᴟⓗാࡁࡅࡿ⇕ពḞࡅࡿ࠸࠺ࠊ᰿ᮏⓗ࡞ၥࢆぬ࠼ࡿࠋᕷ㛗୪ࡧ㒊ᒁࡢ
┬ࢆಁࡋࡓ࠸ࠋ

 ከᩘࡢ୍⯡ᕷẸᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ༠ാཧຍࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡇࡀ࡞࠸ࠋ
 ᙺࡸ㈐௵ࡘ࠸࡚᮲᫂グࡋ࡚ࡶᕷẸᑐࡋ࡚ࡣఱࡢពࡶ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ


༠ാࡢ ᐃࡀࡢࡼ࠺࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢศࡽ࡞࠸ࡢ࡛ᅇ⟅ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ≉ᐃᴗࡀ┈ࢆ⏕ࡴࡼ࠺࡞⟇ࡣᮏᙜ
࡞࠸ࡢࠊ⌮ᛕཬࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡶࡋࡗࡾົᒁࡣ┘どࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡢ࠸ࡲ࠸ࡕീ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
 ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㨩ຊࡀ࡞࠸ࠋከࡃࡢᏛ࡛ᏛࡪᏛ⏕ࡀỤู࡛ാࡁࡓࡃ࡚ࡶാࡃሙ㸦ᴗ➼㸧ࡀ࡞ࡃࠊὶฟࡣṧᛕ࡛ࡍࠋ
 ᕷࡢ༠ാᑐࡍࡿാࡁࡀぢ࠼࡞࠸ࠋ
 ༠ാࡣࠊవࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ࠸ࡘࡶᕷഃせᮃࡤࡾࠋ
 ᕷࡋ࡚༠ാࡋ࡚࠸ࡿࡀศࡽ࡞࠸ࠋ


ᕷẸࡀ㏆㞄ࡢ㏻ື⪅ࡀከ࠸ࡇࠊᕷෆᏛ⏕ࡶ㏆㞄ࡽࡢ㏻Ꮫ⪅ࡀከ࠸ࡇࡽࠊᕷࡢ⾜㈈ᨻឤᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ᕷẸࡀᑡ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ

 ┠ぢ࠼ࡿ⤖ᯝࡀయឤ࡛ࡁ࡞࠸ࡽࠋ
 Ụูᕷࡀࠊఫࡳࡼ࠸ሙᡤࡔឤࡌ࡞࠸ࡽࠋ


ಶࠎࠊᑠࡉ࡞ࡲࡲࡾ࡛ࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊయⓗ࡞ࡲࡲࡾࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋᮐᖠࡵ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࠊỤูࡣ࠶ࡲࡾ⾲ࡔࡗ࡚ࡢ㛵ࢃࡾࡀឤࡌࡽࢀࡲࡏࢇࠋ

 ⏫ෆࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀࠊᕷࡣఱࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࠋ

ەศࡽ࡞࠸


༠ാ࡛ఱࢆලయⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ࠼ࡤఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊᐇ⦼ࡲ࡛ࡋ࡚᮶ࡓࡇ➼ࡀ
ࡉࡗࡥࡾศࡾࡲࡏࢇࠋ

 ࡢᕷࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ẚ㍑࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࠕ༠ാࠖࡢᐃ⩏࡛࡞ࡃලయⓗ࡞ࡀ᫂ࠋ



 ⮬άືࢆ㏻ࡋ࡚༠ാࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ⮬ศࡢ⏕ά࡛࠸ࡗࡥ࠸࡛ࠊᗈሗ⣬࡛ぢࡿࡃࡽ࠸࡛ࠊᐇ㝿㐍ࢇ࡛࠸ࡿᐇឤࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠋ
 ༠ാࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡋ࡚ࠊࡢᵝ࡞ࡇࡀ࠶ࡿࡢࡀศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ


ሗࡀධࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ⯆ࡀ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣሗࢆ▱ࡽ
࡞࠸ேࡗ࡚ࡣࠊఱࡀ࠶ࡿࡢ᫂ࠋ

 ࡲ࡛≉⯆ࡀ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠋ
 ⪃࠼ࡓࡇࡀ࡞࠸ࠋ
 ┠ぢ࠼࡞࠸ࠋ
 άື⮬యࡀศࡽ࡞࠸ࠋఱࢆ࠺ࡍࡿࡢࠋ
 ༠ാࡋ࡚ࡿᐇឤࡀ࡞࠸ࠋ
 ᕷ⮬యࡀఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ↛⪺ࡇ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࠋ
 ᭶ࡽ㔠ࡲ࡛ࠊ㑹እ࡛ࢆࡋ࡚ࠊᅵࠊ᪥ࡋ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡲࡗࡓࡃศࡾࡲࡏࢇࠋ
 ホ౯ࡍࡿุ᩿ᇶ‽ࡀศࡽ࡞࠸ࠋ
 ㄡࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ▱ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠋ
 ༠ാࡀࡼࡃぢ࠼࡚࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶࡗࢃࡾࡸࡍ࠸ᩥゝ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠋ


ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㛵ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࡲࡎ▱ࡾࡲࡏࢇࠋ⏫ෆࡢࡇ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅇぴᯈ࡛ࡳ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡼࡃศࡾࠊཧຍࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡢᕷẚࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ



グ㏙ᘧࡢ
グ㏙ᘧ ࡢ タၥ
ၥ᮲➨᮲ࠕᕷẸཧຍࡢ᥎㐍ࠖࡢ᮲ᩥࡘ࠸࡚ࡢࡈពぢ



ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆ࣓࣮ࣝࡸ㹑㹌㹑➼࡛㏦ಙ࡛ࡁࡿሙࡀ࠶ࢀࡤࠊࡼࡾᐜ᫆ᕷẸཧຍࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ

 ᕷẸཧຍࡢ⤖ᯝࡸࠊពぢࡀࡢࡼ࠺ᫎࡉࢀࡓࡢࠊఱࡼࡗ࡚▱ࡽࡋࡵࡿࡢලయⓗ♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
 㐨⌮ྔࡗࡓࡶࡢࡔᛮ࠺ࠋ
 ேࡢ๓࡛ពぢࢆヰࡍࡢࡣࡎࡋ࠸࡛ࡍࠋ


ᶵࡀ࠸ࡿᛮ࠺ேࡀ࠸ࡿࡢ࡞ࡽ᥎㐍ࡍࡁࠋ⚾ࡣࡣᚲせࡋ࡞࠸ࡀࠊάືࡀ㐍ࡍࡿࡇ࡛✚ᴟⓗཧຍࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ



ࠕ᮲ᩥࠖࡑࡢࡶࡢࡣၥ㢟࡞࠸ࡀࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊホ౯ࡉࢀࡿࡁ᮲ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᐉఏබ⾲ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

 ᕷẸഃࡢཧຍࡧࡅࡸ᮲ᩥࡢ࿘▱ࡀ᫂ࠋ
 ࡤࡃ↛ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡇࢀࢆᣢࡗ࡚ᕷẸཧຍࡢ᥎㐍ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡼ࠸ࠋ


ᑡᩘពぢࡀᫎࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣࠋពぢࡢࡓࡼࡾࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ࡞ࡿࡃከࡃࡢேࡀពぢࢆฟࡏࡿ᪉ἲ࡛ࠊᕷẸཧຍ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡁࡔᛮ࠺ࠋ



ࡢࡇࢁᕷ㛗ࠊᕷ⫋ဨࠊᕷ㆟ࡢ⮬ᕫ‶㊊ࡢࡓࡵ࠶ࡿࡢ࡞ឤࡌࡿࠋ㸦ᐃ⩏㸧➨㸰᮲㸦㸯㸧ᕷෆ࡛ാࡁ㹼ᕷෆ
࡛ᴗ㸫Ụูࡢከᩘࡣᮐᖠࡲࡓࡣᒾぢἑ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ



㧗㱋ཬࡧ୍ேᬽࡽࡋࡢᐙᗞࡀከ࠸୰ᗣၥ㢟ࡶࡁࡃస⏝ࡋࠊⰍࠎཧຍ࡛ࡁࡎ࠸ࡿேࡶ࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⮬
ࢆ⏝ࡍࡿࡢࡶࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ⏝ࡋ࡚ពぢ➼ࢆ᭩ࡁ㎸ࡴ⤌ࡳࡍࡿࠋ
 ➨㸱㡯ࠕᙜ┈ࢆ͐ࠖྠ㡯๓ẁࡼࡿࠕ┈ࠖࡣࠊ࠶ࡿࡋࡓࡽࡍ࡚ᙜ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆࡶࡗ┿ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࠋ


ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋពぢࢆࡣࡗࡁࡾゝ࠼ࡿᙉ࠸ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙅ࠸ேࡢពぢࡶୖᡭᫎࡉࢀࡿ࠸࠸࡞ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ

 ᕷࡀ㸦ᕷ㛗ࡣࡌࡵ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㸧ṇᖖ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࢀࡤࡑࢀ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ
㸰ࡢࠕᕷẸࡢពぢࡀ㐺ษᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࢆࡲࡎᐇࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡼࡃࠊࣥࢣ࣮ࢺࡀ
ᒆࡁࠊẖᅇᚲࡎពぢࢆ᭩࠸࡚㏦ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ↓どࡋࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡶࡑࢇ࡞ᅇ⟅ࡢ୍ࡘࡍࡽ⏕ࡉࢀ
 ࡚࠸ࡿᐇឤ࡛ࡁࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋఱࡢࡓࡵ⛯㔠ࢆࡗ࡚ࡲ࡛ࡇࢇ࡞ࡇࢆ࣭࣭࣭ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋᕷᙺ
ᡤࡢ⫋ဨࡢ⤥ᩱࡸᗇ⯋ࡢ᪂⠏ࡢࡓࡵᡶࡗ࡚ࡿ⛯㔠࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᕷẸࡢ⏕άࡀࡼࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊᕷẸཧຍࡢ᥎㐍
ࢆࡍࡿ࠸࠺ព㆑ࡢ࡞࠸ேࡣ㎡⫋ࡍࡁ࡛ࡍࠋ


᮲ࡢࠊ㸱࡛㞀ࡀ࠸ࡢ᭷↓➼ࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡶࡳࢇ࡞࡛⾜ື࡛ࡁࡿാࡁࡀᕷẸ࠶ࡿ࠺ࠋࡲࡓࠊ
ᕷẸࡢ⪃࠼᪉ࠋ

 ಶேࡋ࡚ཧຍࡍࡿࡇࡣࠊ࡞࡞ࡴࡎࡋ࠸ࠋ⫋ሙࡸᆅᇦ࡞ࡽධࡿ࠺ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ
 ⮬㸦⏫ෆ㸧άືࢆቑࡸࡋ࡚ࡣࠋ
ไᗘࡣࠊලయⓗࠊᐇ⌧ྍ⬟ⓗࠊཪࡣࠊᘓタⓗࠊᏳᛶࠊ౽ᛶࠊᩥⓗࠊ᫂░ⓗࠊᕷẸࡢពぢࡢ⪃៖ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
 ࡞࠸ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊᅜᑐࡋ࡚ࡢලయⓗᨻ⟇ࢆ⾲᫂ࡋࠊỤูࡣࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ㢧♧ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ


ࡑࡶࡑࡶ୍ᕷẸࡢࢃࡀࡲࡲ࡞ពぢ➼⪺࠸࡚ࡶ↓㥏࡞ࡇ࡛࠶ࡾࠊ㑅ࡤࢀࡓⰋ㆑ࡢ࠶ࡿே㐩ࡢỴࡵࡓࡇࢆ᥎㐍ࡍࢀࡤ
ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ



ලయᛶḞࡅࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋไᗘࡢᐇດࡵࡿ࠶ࡿࡀࢇ࡞ไᗘ࡞ࡢࠋᕷẸࡢពぢࡀࡢࡼ࠺ᫎࡉࢀࡿࡢ
➼ࠋ

 ᕷẸཧຍࡽᕷẸཧ⏬ࡘ࡞ࡀࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠋ
 ᕷẸࡀཧຍࡋࡸࡍࡃࠊᕷẸࡢពぢࡢෆᐜࠊࡑࡢ⤖ᯝࡢࡾ㏉ࡾࢆබ㛤ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ


ไᗘࡢᐇດࡵࡿࡣࠊࡼࡾከࡃࡢᕷẸࡢពぢࢆ⪺ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ࠸࿘▱ࡍࡿ⪺ࡃᶵࢆᣢࡘࡶ㔜
せᛮ࠺ࠋ

┿ᕷ㸦⾜ᨻ㸧ᕷẸࡀ㐃ᦠࠊ༠ാࡍࡿࡇࡀࡇࢀࡽࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡋ࡚㔜せ⪃࠼ࠊࠕᕷẸཧຍ᮲ࠖࡶไᐃࡋ
 ࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ᇶᮏ᮲➨㸰㸲᮲ࡢᕷẸཧຍࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿつᐃ➨㸯㡯ཬࡧ㸰㡯ࡣດຊ⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⩏ົつᐃ
ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡶࡗཧຍࡋࡸࡍࡃࠊពぢࢆฟࡋࡸࡍࡃࡍࡁࡔࠋ



ᕷẸࡢពぢࢆᫎࡍࡿࡢࡣ࠸࠸ࡀࠊ➨㸵᮲ࡢ㸰ࠕᕷẸࡣ㹼⮬ࡽࡢⓎゝཬࡧ⾜ື㈐௵ࢆᣢࡘࡶࡢࡍࡿࠖ࠸࠺ࡇ
 ࢁពぢࢆฟࡋࡃࡃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᛮ࠺ࠋᕷ⫋ဨࡣಶேࡢ㈐௵ࢆၥࢃࢀ࡞࠸ࡢࠊᕷẸ㈐௵ࢆၥ࠺ࡍࡿ
୍ᩥ␗ឤࢆឤࡌࡿࠋ
 ࠶ࡓࡾ๓ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᮲ᩥ୰ࠕไᗘࡢᐇດࡵࡿࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡀලయⓗไᗘࡣࡢᵝ࡞ࡶࡢ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ᕷẸཧຍ᮲ࡢ᭦࡞ࡿ㹎㹐ࢆᮃࡴࠋ
᮲ࡢෆᐜࡣ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍ࠸ᩥ❶࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊෆᐜࡣࢃࡾࡲࡋࡓࠋ⚾⮬㌟ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠸ࡗ
 ࡓᕷẸཧຍࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠸ࡘࡢࡲỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚㦫ࡃࡶከ࠸࡛ࡍ㸦▱ࡽ࡞࠸࠺ࡕㆤタࡀቑ
࠼࡚࠸ࡓࡾ㸧ࠋ
 ㏆ᖺ࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ᮲ᩥ࡛♧ࡍࡢࡣ㐪ឤࡀ࠶ࡿࠋ
ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ≉ၥ㢟࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡀ࠶ࡲࡾஈࡋ࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࢃࡀᐙࡣࠊᗈሗ࠼ࡘࡀ
㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᕷᨻࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢᡭẁࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࡑࡢࡇࢆ
 ▱ࡿࡓࡵࡣࠊከᑡࡢ㛫ࡀᚲせ࡛ࠊሗࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡣ฿ᗏᛮ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᅜࡢࣥࢣ࣮
ࢺ࡛⮬ᇶᮏ᮲ࡀῧࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᕷẸཧຍࡘ࠸࡚ᅋయⓗάືࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡀ୍ษ࡞࠸ࡇࡣࠊ࠶ࡲࡾࣥ
ࢣ࣮ࢺࡋ࡚ຠᯝⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ດຊつᐃ࡛ࡍࡀࠊᕷᙺᡤࡢ⮬ᕫ‶㊊࡞ࡿࡢ࡛ࡣࠋ
 ᮲ࡋ࡚ࡢᚲせᛶࢆࡃឤࡌ࡞࠸ࠋ

ၥ᮲➨᮲ࠕᕷẸ༠ാࡢ᥎㐍ࠖࡢ᮲ᩥࡘ࠸࡚ࡢࡈពぢ
ゝⴥࡣࡼ࠸ࡀࠊࡑࡶࡑࡶᕷࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸᙺࢆᕷẸᢲࡋࡘࡅࡼ࠺ࡍࡿពᅗࡀぢ࡚ࢀࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋᗈሗࡢ
 㓄ᕸࡸ⮬ࡢάື࡞ࡁࡕࢇ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬ධࡽ࡞࠸ேࡣࠊࢦ࣑ࡢ㞟ࢧ࣮ࣅࢫࡶཷࡅࡽࢀ࡞
࠸⌧≧ࢆᕷࡣࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࠋ
 ࠕ༠ാࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖࡢලయⓗ࡞࣓࣮ࢪࡀࡘࡁࡲࡏࢇࠋ


⮬ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆヰࡋྜ࠺ὶ➼࡛ࠊ⮬ศࡢ⮬ࡢ⮬ࢆ◊㛑ࡋࠊάⓎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㝖㞷ⰼࡔࢇ
ࡶษࡔࡅຍධᩘࡀῶࡗ࡚ࡿࡢࡀẼࡀࡾ࡛ࡍࠋ



᮲ᩥ㸰ࡢ⮬ᛶࠊ⮬❧ᛶࡣఱࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ⌧ᅾࡇࢀࡽࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ⌧ᐇࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡋไᗘࢆసࡿ
ࡁࠋ

 ᕷẸ༠ാࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ᮲ࢆඛࡎᗈࡃᗈࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ


ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡋ࡚㬆Ꮚࡲࡘࡾࡢࣇ࡛ࣥࡍࠋࡶࡗ㹎㹐ࢆࡋ࡚ໃࡢᕷẸࢆࢇ࡛ࡋ࠸࡛ࡍࠋỤูࠊ㔝ᖠࠊ㯞ࢆ
༊ศࡅࢆ࡞ࡃࡋࠊ୍⥴ࡲࡘࡾࢆᴦࡋࡳࡓ࠸࡛ࡍࠋ



⮬ศࡢఫࡴ⏫ࢆఫࡳࡼ࠸ሙᡤࡋ࡚⾜ࡃࡇࡣ⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ᕷẸࡀ↓ൾࡢ༠ຊࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣࢆసࡾฟࡍࡇ
ࡀᚲせᛮ࠺ࠋࡶࡗ࡛ࡁࡿᛮ࠺ࠋ

 ᖺ㱋ࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊ࠶ࡲࡾ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠋ
 㸱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡗ࡚࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡇࡣᐇ㝿ࡣࡇࡕࡽࡽၥྜࡏࡋ࡞ࡅࢀࡤࢃࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ


⚾ࡣಶேⓗࡣእぢࡀᬑ㏻ぢ࠼ࡿࡓࡵࠊ⟅࠼ࡃ࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋཧຍࡢሙྜࡣ⌮⏤ࢆ⪺ࢀࡿࡀ⟅࠼ࡓࡃ࡞࠸ࠋ
⏫ෆ⾜࡛ࡣⓑ࠸┠࡛ぢࡽࢀࡿࠋ

 ࢀࡶ࣐ࢺࣔᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᕷࡀࡑࡢࡓࡵືࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿጼໃࡀࡃឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ⏫ෆ㐃ᦠࡋ࡚ᕷࡢάືࢆᕷẸ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊཧຍࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ᮲ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶཧຍࡋࡓேࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡀ࡞࠸ࠋ⪺ࡅࡿሙࡀ࠶ࢀࡤࠋ
 ኚ⏦ࡋヂ࡞࠸ࡀࠊᕷእ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ㌟ࡣ࡞࡞ཧຍࡢᶵࡀ࡞࠸ࠋ
 ࡶࡗ⡆༢ศࡾࡸࡍࡃࠋ


⮬⾜ࡗ࡚ࡢ⾜ື࣭㛫ࢃ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᖺ㸰ࠊ㸱ᅇ࡛ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊពぢᥦฟࡢ⏝⣬࡛ࡶ㓄ࡗ
࡚ࠊࡋ࠸࡛ࡍࠋ



ࡲࡎࠊᕷẸࡀࢀࡔࡅࡢࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊᕷẸ༠ാࡢ࡛ࡁ࡞࠸ேࡀ࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆᨭ࠼࡚࠶ࡆࡿ㓄៖ࡀᚲ
せࠋᕷࡢάᛶࡣࠊࡁ࡞ࡇࡼࡾࠊᑠࡉ࡞ࡇࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀᚲせࠋ

 ᐉゝࡣࡇࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡼ࠸ࡋࠊᚲせᛮ࠼࡞࠸ࠋ
 ᕷࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠊ⾜ᨻࡸከᵝ࡞ᕷẸࡀ᪥ᖖⓗࢃࡿࡋࡅࡀ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
 ⮬㤋ࡢᚲせᛶၥࠋᕷࡸ㐨ࡢタࢆά⏝ࡍࡁࠋ


ᕷẸࡀᵝࠎ࡞άືࢆࡍࡿࡁࠊᕷᨻࡢ㛵㐃ࡣᚲࡎฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢ᮲ᩥࡘ࠸࡚ࡣᕷẸヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿᶵࡀ
࠶ࢀࡤࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᕷࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᕷࡢⓎᒎࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾὀຊࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢᚋᕷẸ㑏ඖࡍࡿࡁࠋ
 ⎔ቃసࡾࡣఱࠊ୍␒ࡢၥ㢟Ⅼ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



 ᚋᶵࡀ࠶ࢀࡤཧຍࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍࠋ
 ゝⴥࡀ㞴ࡋࡃࠊ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ෆᐜࡣࡶࡃࠊᗈࡃ▱ࡽࡋࡵࡿࡇࡀᚲせࠋ
 ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡣࠊఱࠊලయⓗ᫂♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
⮬ࡼࡾᆅᇦఫẸࡢ⏕άᵝᘧ㸦ᅋᆅࡸၟᗑ⾤➼㸧ࡀ␗࡞ࡾࠊᕷࡢ⟇ࡢཷ─ࡋ࡚ࡢఫẸព㆑ᕪࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
 ࡓࡵࠊዪᛶࡢάືሙ㠃ࢆᗈࡆࡿࡼ࠺࡞⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦ㛫᱁ᕪࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
⮬ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⮬ᙺဨࡀᖖ௦⾲࡞ࡗ࡚⚾㐩⮬ဨ▱ࡽࡏ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊάືࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍ
 ࡽ༠ാࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊ࡞ࡾ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡱ࠶࣮࣍ࣝࡢ⏝ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡲ
ࡍࠋ
 ༠ാ㸰㡯ࡢ㔜せᛶࢆឤࡌࡿࠋ
 ලయⓗ࡞⾲⌧ࡑࡢࡶࡢࡀࣁࢵ࢟ࣜఏࢃࡽ࡞࠸᮲ࡔᛮ࠺ࠋ
 ᕷẸཬࡧᕷࡣ✚ᴟⓗ༠ാࡢ᥎㐍ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 㸯ࠊ㸰㡯ࡣ⾲⌧ࡀᢳ㇟ⓗࡍࡂࡿࠋᕷẸ༠ാࡢ᥎㐍ࡢ᰿ᮏⓗල⌧᪉⟇ࢆグ㏙ࡍࡿࡁ⪃࠼ࡿࠋ
 ࡚ࡶࡼ࠸᮲ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᮲ࠊ㸱㡯ࡢࠊෆᐜၥⅬࡀ࠶ࡿࠋᕷẸࡀࡲࡕ࡙ࡃࡾཧຍࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࡢᕷẸࡢពぢࢆᫎࡏࡎࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇࡼࡗ࡚ࡑࡢᕷẸࡀࠊ┈Ẽ࡙࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊពぢࡣ↓どࡉࢀࡿ

ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜཧຍࡋ࡞ࡗࡓᕷẸࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪃៖ࡏࡎ㐍ࡵࡿࡢࠊࡑࢀࡶពぢࡀࢃࡽ࡞࠸ᕷẸ
ࡀ࠸ࡿࡇࢆ๓ᥦ㐍ࡵࡿࡢࠊࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋཧຍࡋ࡞࠸ࠋ


ᮏ᮲ࡣ๓㏙ࡋࡓࠕᚲせ࡞㡯ࡣูᐃࡵࡿࠖ࠸࠺ᩥゝࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿつ‽ᇶ࡙ࡃつ⣙ࡢᑂᰝᶵ㛵ࡽࡣࠊ
ᮏ᮲ࡣ㐺ྜุ᩿ࡉࢀࡿᛮ࠺ࠋ

 ᖺ㱋ࠊ⫋ࠊ≧ἣࢃࡽࡎࠊ࡚ࡢᕷẸࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠊ▱ࡿࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣࠋ
 ࡍ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿᕷẸ࣎ࣛࣥࢸᅋయࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ
 ⱝ࠸ୡᖏ⪁࠸ࡓୡᖏࡢࡍࡁ㛫ࡀࡁ࠸ឤࡌࡲࡍࠋᕷࡣࡑࡇධࡿࡇࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ලయⓗ࡞⤮ࡀᾋࢇ࡛ࡇ࡞࠸ࠋ


㐣ཤ⮬ᙺဨࢆࡋࡲࡋࡓࡀࠊࠕᕷẸ༠ാࡢ᥎㐍ࠖࢆ⌮⏤ࡋ࡚ᕷࡢࡀ⮬ὶࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡲ
ࡋࡓࠋᗣデ᩿ࡢཷデಁ㐍ᴗ࡞ࠋ

 ാࡁࡅ㸦㛫ࢆࡅேࢆቑࡸࡍࠊከᑡࡢᙉไᛶ㸧ࡑࢀࡽࡢ⮬ᛶࢆࡁࡃࡍࡿࡇࠋ


༠ാ࡞࠸࠺ゝⴥ࡛ࡈࡲࡉࡎࠊᕷ㆟ࡀᕷẸࡢពぢࢆ༑ศ⪺ࡁࠊᕷ㆟ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᕷᨻࢆ㐍ࡵ࡞ࡉ࠸ࠋ㑅ᣲ࡛
㑅ࡤࢀࡓேࡀẸ⩏ࡢ࡚࡛ࡍࠋ



᮲ࡣᙜࡓࡾ๓࡞ෆᐜࡤࡾ࡛࠶ࡿࠊࡑࢀࡼࡾࡶࠊࡌࡷ࠶࠺ࡸࡗ࡚ࠕ༠ാࡢ᥎㐍ࠖࢆ㐍ࡵࡿࡢࡢࣉࣛࣥࡀ㊊ࡾ࡞
࠸㸦㹎࣭㹂࣭㹁࣭㸿ࢆ⪃࠼ࡿࡁ㸧ࠋ᮲௳ࢆసࡗࡓࡽᕷẸࡀ✚ᴟⓗཧຍ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 ᮲➨᮲ࡢឤྠࡌ࡛ࠊෆᐜᐇ⾜ࡀకࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
⚟♴ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕࣭㝔⏕➼ࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊᖜᗈ࠸ᖺ㱋ࡢ᪉ࠎࡀᏳᚰࡋ࡚ពぢࢆ༠㆟ࡋࡓࡾࠊ
 ༠ྠసᴗࡀ‶㐍ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊྛ⏬࡛ࡢࠊᕷᕷẸ㛫࡛ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ⓗᙺ࡛ཧධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶࡗᙉࡃ᥎㐍ࡍࡿࡁ⪃࠼ࡿࠋ

ၥᚋࡢỤูᕷ࠾ࡅࡿᕷẸ⮬ࠊᕷẸཧຍࠊᕷẸ༠ാࠊ⮬ᇶᮏ᮲ࡢ
ࠉࠉෆᐜ࡞ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢࡈពぢࠉ㸦⮬⏤グධ୍ぴ㸧
㸯㸬⮬ᇶᮏ᮲㸦ሗ㸧


ᗈሗ⣬ࡣ၏୍ࡢሗ※ࡋ࡚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࣥࢺࠊ࢘ࢺࢻሗࠊၨⵚㅮᗙࠊᗣ࣋ࣥࢺ➼ࡁࡵ⣽࡞Ụ
ูᕷෆࡢሗࡢᐇࢆᅗࡿ୍ᒙࡢᐇࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ



ሗㄅࢆᐇࡉࡏࡿ㸦ⱝᖺ⪅ࡶ⯆ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ෆᐜࡍࡿ㸧➼ࡢ⟇ࢆㅮࡌ࡚ࠊỤูᕷⓎᒎࡢࡓࡵࡀࢇࡤࡗ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ



▱ࡽ࡞࠸ேࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ἲ࡛ᗈࡵࡿࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋㄡ࡛ࡶศࡿࡼ࠺⡆༢ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞ேఏ࠼ࡽࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ



Ụูᕷ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡕࠊ⏕άࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᕷẸ୍ேࡦࡾࡀỤูࡢࡇࢆ⌮ゎࡋࠊࡳࢇ࡞࡛ࡲࡕࢆࡘࡃࡾࠊሗࢆඹ᭷
ࡋ࡚Ⓨಙࡋࠊ௨ୖఫࡳࡼ࠸ࡲࡕ࡞ࡿࡇࢆᮃࡳࡲࡍࠋ

 ᗈࡃᕷẸ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࿘▱ᚭᗏດຊࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
 ⯆ࢆࡶࡘࡼ࠺ࠊࡶࡗ㹎㹐ࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ୰Ꮫ⏕ࡃࡽ࠸ࡽࠊ▱ࡿᶵࡀ࠶ࡿ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



 ࡳࢇ࡞ࡀ▱ࡽ࡞࠸᮲ᩥ࡛ࡣࠊ࠸ࡃࡽ❧ὴ࡞ࢆࡋ࡚ࡶពࡀ࡞࠸ࠋࡋࡗࡾሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡁࠋ


ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࠊຠᯝⓗ࡞ࡢࡣࠊẖ᭶ࠊྛᡞ㓄ᕸࡉࢀࡿࠕᗈሗ࠼ࡘ࡛ࠖ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋࡶ᮲
➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅศࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋ࡚ᥖ㍕ࡍࡿࡇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᕷᨻࡢ㉥Ꮠࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚ゎỴࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋᕷẸศࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᡃࡀᐙ࡛ࡣㄡ୍ேࡋ࡚ୖࡢ㸲ࡘࡢ㡯┠㛵ࡋ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㹎㹐ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠋ


⅏ᐖࡢᕷẸᑐᛂࡘ࠸࡚ලయⓗࠊ⮬ࡢ⾜ᨻᣦᑟࢆ✚ᴟⓗᐇࠊ㧗㱋⪅ᑐᛂࢆࠋ≉୍ேఫࡲ࠸ࡢᕷẸ
ࠊάື≧ἣࢆ᪂⪺➼࡛㹎㹐ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ࠕỤูᕷ⮬ᇶᮏ᮲ࠖࢆㄞࡴᶵࢆ࠼ࡽࢀࡓࡇឤㅰࡋࡲࡍࠋ


᮲ᩥ࣭ゎㄝඹゝⴥࡀ㞴ࡋࡍࡂࡿࠋ⌮ゎࡀ࡛ࡁࡎࠊศࡾࡃ࠸ࠋⱝ࠸ேࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࠊᕷẸ┠⥺࡛ㄡࡀㄞࢇ࡛
ࡶศࡾࡸࡍ࠸ෆᐜࡋ࡚ࡋ࠸ࠋỤูᕷẸ⮬ᇶᮏ᮲ࢆࢯࣇࢺࡸࢃࡽࡃ࡞ࡌࡲࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ

 ࠕᗈሗ࠼ࡘࠖ➼グ㍕ࡀ࠶ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ


࡛ࡁࢀࡤ⮬άືࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᕷࡀ✚ᴟⓗ㹎㹐ࢆ⾜ࡗ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮬ࡢᙺဨࡣዲࡁ࡛ࡸࡗ
࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᕷẸࡢ┠ࢆᕷᨻྥࡅࡿࡼ࠺㢪࠸ࡓ࠸࡛ࡍࠋ

 ᗈሗ⣬ࡢᡞ㓄ᕸࡣせࠋሗࡀࡋ࠸ࡣ࠸ࡃࡽ࡛ࡶᡭẁࡀ࠶ࡿ㸦࠸ࡘࡶ㈨※ࢦ࣑࡛ࡍࠋ⛯㔠ࡢ↓㥏࠸ࠋ㸧
 ᮲ࡢ⡆᫂࡞බሗ㸦㸧άືࢆ㐍ࡵࠊᕷẸព㆑ࡢྥୖດࡵࡿࡼ࠺㢪࠸ࡲࡍࠋ
 ᕷࡢᅇぴᩥ᭩ࢆ⮬ᢲࡋࡘࡅࠊᅇぴࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㔞ࡣ┦ᙜ࡞ࡶࡢࡔࠋṇࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 ⏫ෆࡢᙺဨࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿேࡀ㸦ࣇ࢛࣮࡛ࣟࡁࡿ㸧࠸࡚ࡋ࠸ࠋ
๓ᅇࠊఱࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᗈሗࡀධࡽ࡞࠸グධࡋࡓࡽࠊࡑࡢḟࡢ᭶ࡽධࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ㸱࢝᭶ࡄࡽ࠸ࡋࡓࡽࡲ
 ࡓධࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࣃ࣮ࢺࡣࡸࡗࡥࡾධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢࠋࢃࡊࢃࡊࠊࢥࣥࣅࢽබẸ㤋ࡶࡽ࠸⾜ࡇ࠺ࡣ
ᛮࢃ࡞࠸ࠋ
 ࠕᗈሗ࠼ࡘࠖࡸࠕ㆟ࡔࡼࡾࠖ㸦ᗄศ࣐ࣥࢿࣜ㸧ࡢᐇ㸦グᛕ⾜ࡸ࣋ࣥࢺ➼ࡢࢺࣆࢵࢡࡢᕷẸ࿘▱➼㸧


ᕷẸࡶࡗศࡾࡸࡍࡃࠊຠᯝࡀศࡿࡼ࠺ࠊࣆ࣮ࣝࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᇶᮏ᮲ࢆㄞࢇ࡛⾜ືࡍࡿே
ࡣࡲࡎ࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࠶ࡽࡺࡿᶵࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᕷẸឤᚰࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ࠊ㹎㹐άືࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
 ࡢࡼ࠺࡞⏬ࡀ࠶ࡿࡢࢆ࿌▱ࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ㹎㹐㊊ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㛵ಀ⪅ࡔࡅࡢཧຍࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ


ᆅᇦ♫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥࡀศࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ▱ࡿᶵࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡇࢆᕼᮃ
ࡋࡲࡍࠋ



Ụูᕷ⮬ᇶᮏ᮲ࡀ୍⯡ᕷẸࡗ࡚ษ࡛࠶ࡿࡇࢆ༑ศㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ୍⯡ࡢఫẸᕷࡢ᥋ゐ㸦ㄝ᫂
➼㸧ࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋྛ⮬㛗➼ࡢᙺဨࡢே㐩ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀࠊ୍⯡ఫẸࡣఏࢃࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ

 Ụูᕷ⮬ᇶᮏ᮲࡛ᕷẸ┤᥋㛵ಀ࠶ࡿ᮲ᩥࢆᢤᯟࡋࠊᕷẸ㓄ᕸࠊぶࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࠋ
ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺࡀࡁ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠕỤูᕷ⮬ᇶᮏ᮲ࠖ࠸࠺᮲ࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋ᮲ࢆไᐃࡋࡓࡁ
ࡣᗈሗࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛࿘▱ࡋࡓࡢࡔࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᕷẸࡀࡢࡃࡽ࠸▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊෆᐜࡣࡢࡃࡽ࠸⌮ゎ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑡࠎၥ࡛ࡍࠋᕷᕷẸࡀࠕ༠ാࠖࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺ᮍ᮶ྥࡅ࡚ືࡇ࠺ࡍ

ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡶࡗᗈࡃᕷẸ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆࠊཧຍࡋࡸࡍࡃពぢࡢฟࡋࡸࡍ࠸᪉ἲࢆࠊᕷࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃᕷẸ➼ࡶ༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊ⪃࠼ࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡁࡗఱࡢࡁࡗࡅ࡛ࠊཧຍࡍࡿ᪉ࡀቑ࠼ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᗈሗࡣ᭶୍ᅇぢࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇࡢෆᐜࡢ㹎㹐ࢆᙉࡍࡿࡇࡀᚲせᛮ࠺ࠋ
 ࠕᗈሗ࠼ࡘࠖࡢᐇࠋ


ࡲࡎࡣࠕᗈሗ࠼ࡘࠖࢆୡᖏ㓄ᕸࡍࡿࡇࢆᮃࡳࡲࡍࠋᕷ㆟࡛⮬ᇶᮏ᮲ࡀ㐣ཤྍỴࡉࢀࡓࡶศࡽ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊᮏࣥࢣ࣮ࢺࡶ⟅࠼ࡼ࠺ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ



ࡑࡶࡑࡶࠕ⮬ᇶᮏ᮲ࠖ⮬యࢆ▱ࡽ࡞࠸ே㸦⮬ศࡶྵࡵ㸧ࡀከ࠸ᛮ࠺ࠋ࠺ࡲࡃࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇࡀ➨୍ࠋࠕ࠺
⏕ࡍ㸽ࠖࢆḟࡢẁ㝵࡛⪃࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ࢀࡤᛮ࠺ࠋ

 ᗈሗ㹎㹐ࡸᗈ࿌ࢆࡶࡗࡍࡁࠋỤูఫࢇ࡛࠸࡚ࡶࠊỤูᕷࡢሗࡣ࠶ࡲࡾධࡗ࡚ࡁࡲࡏࢇࠋ
 ࡶࡗࠊ᪂⪺➼࡛㹎㹐ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᮲ᩥゎㄝࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗศࡾࡸࡍࡃࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ


ᇶᮏⓗ࡛ࠊேࡀᅾ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊᛁࡋࡍࡂ࡚ࠊࡇࡢ᪉㠃ࡢሗࢆᚓࡿᶵࡣᴟ➃ᑡ࡞࠸ࠋ)DFHERRN
➼ࠊ㹑㹌㹑ࡢ✚ᴟⓗά⏝ᮇᚅࡋࡲࡍࠋ

 ศࡾࡸࡍ࠸⾲⌧ࢆᚰࡀࡅ࡞࠸ࠊᕷẸࡣఏࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


ᕷẸࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡁࠋᕷẸࡀཧຍࡋࡓ⤖ᯝ㸦ࡼࡃ࡞ࡗࡓࡇ➼㸧ࢆࡶࡗබ⾲ࡍࡁࠋබ⾲ࡢ᪉ἲ
ࡶせ᳨ウࠋ㹆㹎ࡸᗈሗࢆࡳࢇ࡞ࡀぢ࡚࠸ࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ

 ࡇ࡛ఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ㹎㹐ゐࢀࡿࡇࡀ࡞࠸ࡢ࡛ᗈ࿌➼࠶ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ





ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺࡽ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡲ࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊෆᐜࢆศࡾࡸࡍ࠸⾲⌧࡛♧ࡍࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆసᡂࡋ࡚ࡣ࠸
ࡀ࡛ࡋࡻ࠺㸦ཎᩥࡣࡇࡢࡲࡲࡋ࡚ࡶ㸧ࠋ

㸰㸬⮬ᇶᮏ᮲㸦ᕷẸ༠ാ㸧


ᮍ᮶ࡢᏊࡶ㐩Ụูᕷࡀࡼ࠸⏫࡛࠶ࡿࡇࢆே㐩ࡀ୍ேࡦࡾ⪃࠼ࠊ⾜ືࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ



ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊேཱྀቑຍࠊỤูఫࡳ╔ࡃேࡢቑຍࡀᚲせྍḞࠋேཱྀቑࡢࡓࡵࡢỤูࡋ࡚ࡢ⟇ࢆࡼࡾ୍ᒙ᥎ࡋ
㐍ࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ

⚟♴ⓗ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊᗣ࠾࠸࡚ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ㧗㱋⪅どⅬࢆ࠾࠸ࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊᏊࡶࢆどⅬࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃ
 ࡾࠊ⮬➼⅏ᐖᙉ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ➼࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ศ㔝࡛ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࡲࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ
࡞ࡢឤࡌࡲࡍࠋ⾜ᨻࡢ⦪ࢆឤࡌ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ


㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿᕷẸ⮬ࠊ༠ാࡢ᥎㐍ࡣࡢࡼ࠺࡞᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿࠊࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ព㆑࡙ࡅࡀᚲせ
ࠋ

ۑỤูᕷẸ࡛࠶ࡿࡇ
ۑᖺ௦ࡢᤊ࠼᪉
 ۑᆅᇦᕪࡀ࡞࠸
⏨ۑዪ㛫᱁ᕪࡀ࡞࠸
௨ୖࡢࢆබṇࡘ㐺ṇ⪃࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡸࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ


⮬ᇶᮏ᮲ࡢ┠ⓗࡀࠊࡦࡘศࡽ࡞࠸ࠋࠕᕷẸ⮬ࢆᐇ⌧ࡍࡿ┠ⓗࡍࡿࠖ࠶ࡿࡀࠊ᮲ࡢෆᐜࢆぢ࡚ࡶࡑ
࠺ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ᮲ࢆࡾ࠶࠼ࡎసࡗࡓ࡛‶㊊ࡋ࡚࡞࠸ࠋ

 ➨㸰᮲㸦㸲㸧ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠉ⌧≧ࡣᮐᖠࡢ࣋ࢵࢻࢱ࡛࢘ࣥᐙࡀ࠶ࡿࡔࡅࠋࡶ⏕άࡶᮐᖠ࡛࠸࠺ேࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ
ᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞༠㆟ࠊྜࠊ࣋ࣥࢺ➼ࢆ᭦ቑࡸࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࠊᕷẸཧຍᆺࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚
 ࡋ࠸࡛ࡍࠋ⮬↛య࡛ཧຍ࡛ࡁࡿ✵Ẽ࡛࠶ࢀࡤࠊ᭦ពぢࡶቑ࠼࡚⾜ࡃᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊỤูᕷࠦගࠨࢆࡶࡓࡽࡍ
࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ


⮬ᇶᮏ᮲ࢆࡣࡌࡵ࡚ᣏㄞࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ᮲㏻ࡾࡍ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡿࡇࢆ㢪࠸ࡲࡍࡋࠊᕷẸࡢ༠ຊࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ



ᕷẸཧຍࡽᕷẸཧ⏬ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࢀࡤࠊᕷẸ⮬࣭ᕷẸ༠ാࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡿ⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ⤌ࡳࡇࡑ⮬ᇶᮏ᮲
ᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣࠋ

 ⨩๎つᐃ㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ࡞࠸ࠋ


㔝ᖠࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢ୰࡛ࠊࡇࠊ࠸ࡘࠊࢇ࡞ᘓ≀ࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊࡢ㐨㊰ࡀ࠺࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ
ࡀࢇ▱ࡽࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ㠀ᖖ‶࡛࠶ࡿࠋ

 ࡶࡗ㞀ࡀ࠸ඣ㸦⪅㸧➼ࡀఫࡳࡸࡍ࠸⏫࡞ࢀࡤ࠸࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡣఱ࡞ࡢࠊ┠ⓗࡣఱࠊᕷࡢࡓࡵࠊᕷẸࡢࡓࡵࠊಶேࡢࡓࡵࠊᴗࡢࡓࡵࠊ⌧௦㢼ࡶࡗㄡࡶࡀࠊ
 ࡣࡗࡁࡾぢ࠼ࡿලయⓗ࡞ゝⴥ࡛グ㏙ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ㏫⟇ࡢ᳨ドࠊ❧ࡲ࡛ࡢᕷẸࡢኌࢆ⪺࠸࡚ᫎࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ
┤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋͤ❧ὴ࡞ゝⴥࢆ୪࡚ࡶᚰࡓࡓࡃࡶࡢࡀ࡞࠸ࠋ


ᕷࡀᑟࡍࡿ࠸࠺ࡼࡾࡴࡋࢁࠊᐁẸඹྠ࠸࠺ࢫࢱࣝࡸẸពࡢ┒ࡾୖࡀࡾࡽࡇ࠺࠸࠺άືࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡅࡤ
࠸࠸ᛮ࠺ࠋ



͆ࡔࢀࡀࢇ࡞┠ᶆྥࡗ࡚ఱࢆࡍࡁ͇ࡢࠕࡔࢀࠖὀ┠ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࠊᕷ⫋ဨࠊ་ᖌࠊ⮬㛗ࡢ
㞟ࡲࡾࠊ⮬ࠊᏛᰯ➼ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡃࢳ࣮࣒ࡀ࡛ࡁࡿయⓗࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣࠋ

 Ꮚࡶࡘ࠸࡚ࠊᏊ⫱࡚ࡢࡋࡸࡍ࠸ࡲࡕࡍࢀࡤࠊࡓࡃࡉࢇⱝ⪅ࡶࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⅏ᐖࡣඹຓࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᬑẁࡢ⏕ά࡛㏆ᡤࡢὶࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ༴ᶵ⟶⌮Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅇࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊᚋ᭦ࡼࡾࡼ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢࡶࡢゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྠᑒࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡛ࡣ
 ࡃ༑ศ࡛ࠊࢇ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊ࠾ᡭୖࡆࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤒㈝㛫ࡢ↓㥏࡞ࡽࡠࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚
ࡋ࠸ࠋ
 Ụู࡛ᬽࡽࡍ࡚ࡢேࡀࠊ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡸᏙ⊂ឤࢆឤࡌ࡞࠸࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠸࡛ࡍࡡࠋ


ࡏࡗࡃᏛࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡢࡔࡽࠊᏛ⏕ࡉࢇ༠ຊࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ࣎ࣛࣥࢸ࣭ᆅᇦάືⱝ࠸᪉ࡀື࠸
࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸱㸬⮬ᇶᮏ᮲㸦ᕷẸཧຍ㸧


ᕷẸ⮬㸸ᕷẸ୍ேࡦࡾࡀ⪃࠼⾜ືࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠋ⏫ෆࠊ⮬༢࡛ࡢ⾜ື࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡢࠋ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡛ࠊ㸦ሙᡤࠊࠊᶵ㸧ཧຍ⾜ືࡋ࡚࠸࠸ࡢࡀ᫂░ࠋ

 ⱝ࠸ே㐩ࡢ⪃࠼ᚑࡗ࡚ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࠋ



ୡ௦ࡢᖺ㱋࡛ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾཧຍࡍࡿ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋྲྀࡾ⤌ࡳ⮬య⯆ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊఫࡳࡼ࠸ࡲࡕ࡞ࡿࡼ
 ࠺༠ຊࡸཧຍࢆࡋࡓ࠸࡛ࡍࡀࠊ⌧ᙺࢆ࠾࠼࡚ࠊᗣ࡛㛫ࡀࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞࡞㞴ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᗈሗ➼ࡣᐇ
ࡋࡓෆᐜࡔᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥㡭ࡣࡑࢀࢆཧ⪃⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
ᕷẸࡢ㧗㱋ࡀᏳ࡛ࡍࠋ㧗㱋⪅ࢆ࠸ࡍ⮬άືࡸࠊᗣ࡙ࡃࡾࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋỤูᕷࡶ࠸ࢁ࠸ࢁྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊࡢ⟇ࡢࡃࡽ࠸ࡢᕷẸࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦᪥ᖖⓗ㸧ලయⓗබ⾲ࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋࣃࣈ

ࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࡶពぢᥦฟᚋࠊ࠸ࡘࡶࠕᕷ᳨࡛ウࡋࡲࡍࠖࡢᅇ⟅ࠋࡢࡼ࠺᳨ウࡉࢀࡓࡢᗘ▱ࡽࡏ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ


ᕷ⫋ဨ୍ேࡦࡾࡀࠊᕷẸࡢࡓࡵ⇕ࢆࡶࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᕷ⫋ဨࡢ✚ᴟⓗ࡞άື࡞ࡃࡋ࡚ᕷẸཧຍࡣ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠋ

ࠕேࠖࡢ୰ࡣᏊࡶࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࠊ㧗㱋⪅➼❧ሙࡢᙅ࠸ே㐩ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࠋ୍ᗘ⪃࠼ࢆぢ࡞࠾ࡍࡁ
 ࡔᛮ࠺ࠋࡑࢀࡽࡢே㐩ࡀᏳᚰࡋ࡚ఫࡵࡿ⾤ࡀࠊఫࡳࡸࡍ࠸⾤ࡔ࠸࠼ࡿᛮ࠺ࠋᕷẸࡢヰࡋྜ࠸ሙࠊࡑࢀࡽࡢே
㐩ࡶཧຍࡉࡏࡿࡁࠋ
 ཧຍࡢࡧࡅࢆᙉຊࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
Ụูᕷ㌿ධࡋ࡚௨᮶ࠊ㈤㈚ࡽᣢࡕᐙኚࢃࡾࡲࡋࡓࠋ㈤㈚ධᒃࡣࠊ⮬ࡶຍධࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡎࠊᗈሗ⣬ࡶ
 ࡶࡽ࠼ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋྠࡌᕷẸ࡞ࡢࠊᖹ➼ࡔឤࡌࡲࡋࡓࠋᕷẸᖹ➼ཧ⏬ࡢᶵࡀ࠼ࡽࢀࡿỤูᕷ࡞ࡗ
࡚ࡃࢀࡿࡇࢆ㢪࠸ࡲࡍࠋ
 ⱝ࠸᪉ࠎཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞άືࡀ࠶ࡿ࠸࠸ࠋ
 ㄡ࡛ࡶẼ㍍ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ᕷẸࡢពぢࢆᥦฟ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆᕷẸࡀཧ↷࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡀࡋ࠸ࠋ


㒔ᕷ࡛ከࡃࡳࡽࢀࡿⱝ⪅ࡸ㹼௦ࡃࡽ࠸ࡢᖺ㱋ࡢ᪉ࡢពぢࠊཧຍࡀ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࣎ࣛࣥࢸ
➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊᖺ㱋ᒙࡀ㧗ࡃࠊࡑࢀ࡛ࡼ࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋⱝ࠸ୡ௦ࡶࡐࡦኌࡅ➼ࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࣇࣝࢱ࣒࡛ാࡃఫẸࡢάືཧຍࡢ㓄៖ࡣࡢࡼ࠺⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡢࠋ⾜ࢃ࡞࠸ࡢ͐
 ࣎ࣛࣥࢸ➼ࡣ௨๓ࡽఱཧຍ࡛ࡁࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᑠࡉ࡞㸯Ṍࢆ㋃ࡳฟࡉ࡞ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ


㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᪉ࡸ࣌ࢵࢺ࣎ࣛࣥࢸ➼ࠊ࠾ᡭఏ࠸࡛ࡁࡿࡀ࠶ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࠕࡇ࡛ࠊເ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠖࠊ
ࠕỤูᕷ࡛ࡣࡸࡗ࡚࡞࠸ࠖࠊศࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ

 ᕷẸཧຍ࡛ࡁࡿࡶࡢ㛵ࡋ࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋ࿘▱ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
 ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶࡗ✚ᴟⓗཧຍࡢᶵࢆቑࡸࡍࡼ࠺ᕤኵࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


ᕷẸཧຍࡢ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿᎰࡋ࠸࡛ࡍࠋᖺࢆ㔜ࡡ࡚ࡶṌ࠸࡚ࡍࡄࡢࡇࢁ㞟࠼ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊᏙ⊂
ឤࡶ࡞ࡃᴦࡋ࠸ே⏕࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

 Ꮚࡶࡀ✚ᴟⓗཧຍ࣭άື࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ཧຍࢆᙉไࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣࡸࡵ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ


ྛ✀᮲➼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⮬ศࡢ⏕ά࠾࠸࡚ཧຍࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋᚋࠊཧຍࡍࡿࡼ࠺⪃࠼ࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᚋࠊ᮲ࡘ࠸࡚ࡶࡗຮᙉࡋ࡚ࠊពぢ࣭ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㸲㸬⮬ᇶᮏ᮲㸦ሗබ㛤ไᗘ㸧


ᕷẸࡢ㈐ົࢆồࡵࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᕷഃࡢሗබ㛤ࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ⪃࠼ࡲࡍࠋ≉ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࠊ௵
ព⤌⧊࡛࠶ࡿ⮬ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᗘᩚ⌮ࡍࡁࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋ

 ಶேሗࡢ⟶⌮ࢆᮃࡴࠋ᮲ᩥࡣࡶ࠺ᑡࡋ⪃࠼࡚ࡋ࠸㸦ෆᐜࡘ࠸࡚㸧ࠋ
ᕷᕷẸࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚ࠊỤูᕷࡢᑗ᮶㸦ᑡᏊ㸧ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆࡶࡗヰࡋྜ࠺ࡇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᕷ⫋ဨ
 Ẹ㛫ᴗࡢⱝᡭ♫ဨࢆ㞟ࡵ࡚ྜྠ◊ಟࢆ㛤ദࡍࡿࡢࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣࠋࡶࡗࡶࡗᕷࡸᕷ㆟ࡀሗබ㛤ࢆࡍࡁ࡛
ࡍ㸦ᨻົάື㈝ࡢබ㛤㸧ࠋ


ᆅᇦࡢࠕඹຓࠖࢆ㑧㨱ࡍࡿࡢࡣࠊಶேሗࡇࡔࢃࡾ㐣ࡂࡿࡇࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋᮏᙜࡢᨭࡢ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⪃ࢆᙉࡃせᮃࡍࡿࠋ

㸳㸬ᕷᨻࡘ࠸࡚
㔝ᖠ㥐๓ࡢ㛤Ⓨࠊ㯞ࡣᏛ⏕୰ᚰ⮬Ⓨ㊊➼㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊỤู㥐๓ࡣࡉࡧࡋࡃ࡞ࡿࡤࡾ࡛ࡍࠋỤูᑠ
 Ꮫᰯࡢ㊧ᆅࡢ᭷ຠά⏝ࠊỤูࡢ Ἠࡀ࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ⏝ࡀ୍⯡ᗈࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᗫᴗࡋࡓ㖹ࡾ࠶ࡶṧᛕ
࡛ࡍࠋ



㧗㱋⪅ࡢ㊊ࡋ࡚ࠊᕷ㛗ࡢ㊊ࡋ࡚ࡶࠊ㊰⥺ࣂࢫࡢ୍ᒙࡢᐇࢆࠋ㝔ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᕷෆྛᡤࡢ࣋ࣥࢺሙᡭ㍍
 ฟࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᕷෆࣂࢫࡢ㓄⨨⥙ࡢᩚഛࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᕷẸཧຍࡢᐇࡀࡶࡗᅗࢀࡿ
ᛮ࠺ࠋ
ᗣࡢࡓࡵᕷẸయ⫱㤋බᇽ࡛㐌୍ࠊయ᧯⾜ࡗ࡚ࡲࡍࡀࠊሙᡤࡾࡀࡶ࠺ᑡࡋ⡆༢࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡻ࠺
 ࠋయ⫱㤋ࡣ᪉࡞࠸ࡋ࡚ࡶබᇽࡣࠊࡔ࠸ࡓ࠸Ỵࡲࡗࡓᅋయ࡞ࡢࠊ㸯᭶ࡈሙᡤࡾ⾜࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾ
ࡲࡏࢇࠋ㧗㱋࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊᑡࡋ࡛ࡶࠊ࠸᫆ࡃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭ࢧࢡࣜࣥࢢ࣮ࣟࢻࢆసࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋᗈᓥ➼ࡣ⥡㯇ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡼࡡࠋኟሙࡔࡅ࡛ࡶ㏆㞄ࡽேࡀ᮶
࡚ࡃࢀ࡚ࠊ࠾㔠ࡶⴠࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡣࠋ
࣭㔝ᖠࡢ㛤Ⓨࡶ≀⏦ࡋࡓ࠸ࡇࡀከࠎ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡲࡎࡣࡲࡕࢆ᫂ࡿࡃ㸟⦾⳹⾤ࡀࡇ࠶ࡿศࡽ࡞࠸ࡼ࠺

࡛ࡣၥ㢟࠶ࡾ࡞͐ࠋࡑ࠺⡆༢࠸࡞࠸ࡇࡣᢎ▱ࡢୖ࡛ࡍࡀࠋ
࣭ᮐᖠࢻ࣮࣒ࡽ᪥ࣁ࣒ࡀ⛣㌿ࡢ㝿ࠊࡐࡦỤู㸟࠸࠺⇕ពࡀⷧࡗࡓ࡛ࡍࠋࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣ༓ṓ⥺ἢ࠸ࡢᕷ⏫ᮧ
㈇ࡅ࡚࠸ࡿឤࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ✵ ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡶࡗேࢆࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㐨ࡢ㥐➼ࠋ
ۑỈ㐨࣭࢞ࢫࠊⅉἜ௦ࡀ㧗࠸ࠋ
ۑỤูධࡗࡓࡓࢇ⾤ࡀᬯ࠸ࠋ

ۑࠊ㝖㞷㌴ࡀ⨨࠸࡚࠸ࡃ㔜࠸㞷࡛㌴ࡀฟࡏ࡞࠸ࠋ
࠺ࡼ࠸࡞࠶ࡀ✰࣮࣐ࣝ࣍ࣥۑ㝖㞷ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
Ụู㹇㹉㹃㸿ࡸࢥࢫࢺࢥࢆసࡗ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࠊᮐᖠࡸᕷࡽࡶࠊࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎࡀỤู㊊ࢆ㐠ࢇ
࡛ࡃࢀࡲࡍࡋࠊỤูࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠸ࡁࡗࡅ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ୕␒㏻ࡾࡽᅜ㐨ྕࡘ࡞ࡀࡿ㐨㊰

ࢆࠊࡶࡳࡌྎ㏻ࡾࡽ㯞㥐๓㏻ࡾࡢ㛫㸯ᮏసࡗ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ㏻㛫ᖏ㌴ࡀΰ㞧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸦㹈㹐᳃ᯘබᅬ
㥐㏆࡛ࡍ㸧ࠋ
 ࡣఱࡶ‶ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ᕷ㛗ࢆࡣࡌࡵࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࠎࡣࠊࡶࡗᕷẸぶࡋࡲࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦࠾ᙺேࡢឤぬ࡛ࡍ㸧ࠋ


⫋ဨࡢᑐᛂࢆᨵၿࡍࡁࠋぶษࠋពぢࢆฟࡋ࡚ࡶ⪺ࡃ⪥ᣢࡓࡎࠊ࡛ࡁࡲࡏࢇົⓗࡔࡗࡓࡾࡍࡿࠋ┦ᡭࡢ❧ሙ
࡞ࡾ⾜ືࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊఱࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋཧຍࡋࡓ࠸ᛮ࠼࡞࠸ࠋ



ࠕỤู࢚ࣈࣜࠖఱᅇࡶ⾜ࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ሗࡢሙᡤ࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋヰࢆ⪺࠸࡚⾜ࡗࡓࡀࠊ㸯ᗘ࡛࠸࠸࡞
ᛮ࠸ṧᛕࠋ



ᗈࡃᕷẸࡢពぢࢆເࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪពぢࢆ྾࠸ୖࡆࡿ͇❆ཱྀ͇ࢆ㛤タࡍࡁ࡛
ࡣࠋ



ேཱྀࡀேࢆษࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸ேࡣࠊᮐᖠฟ࡚࠸ࡃேࡀከ࠸ᛮ࠺ࠋ㔝ᖠ㥐࿘㎶࠾ᗑ➼ࡓࡃࡉࢇቑࡸ
ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 ᅇࡾࡢᕷ⏫ᮧẚ㸦ᗈᓥࠊᜨᗞࠊ༓ṓࠊ▼⊁㸧ࢇࡃࡉ࠸ࠋேཱྀࡀከ࠸ࡔࡅ࡛ክࡢ࡞࠸⾤࡛ࡍࡡࠋ


ᖺ㏆ࡃỤูᒃఫࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ≉ᚩࡢ࡞࠸⏫ࡔࠊࡘࡃ࡙ࡃᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⎔ቃࡶࡼࡃே㏆ࡃ࠸ࡿࡶࠊ
ࢃࡽࡎࠊఱࢆࡍࡿࡶࠊ୰㏵༙➃ࠋࡶࡗࡓ࠸࡞࠸࡛ࡍࠋ

 ᕷෆ୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯࡢฟ๓ᤵᴗ㸦Ꮫᰯ㈇ᢸࢆࡅ࡞࠸ࡼ࠺㸧ࢆࡸࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡢ㸱␒㏻ࡾࡢ㝖㞷ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ㟁ヰᑐᛂࡀୖࡽ┠⥺࡛ㄝ᫂࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦ᩘᖺ๓ࡽᨵၿࡍࡿព㆑ࡀ
ࡃ࡞࠸㸧ࠋẖᖺࡢ㌿ධ⪅ࡸᕷእࡽࡶࠕ࠺࡞ࡗ࡚ࡿࡢࠖヰ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡢ࡛ࠊ㒊⨫ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷ

య࡛ᢅࡗ࡚ࡋ࠸㸦⤒⦋ࡸ⌮⏤➼⣡ᚓ࡛ࡁࡿㄝ᫂ࡀᚲせ㸧ᕷẸဨㄝ᫂ࡍࡿሙࢆタࡅ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦ᗈሗ࡛ࡶࡼ
ࡋࠋ㸧
 ࡇࡢࣥࢣ࣮ࢺࡢ┠ⓗࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸ࠋタၥෆᐜࡽぢ࡚ព⩏ࡀ࠶ࡿࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ
࣭ࢩࢽᒙࡢቑࠋචチ㸦㌴㸧ࡢ㏉⣡ࡶ࡞࠺ࠊࡑࡢᚋࡢỤูᕷࡋ࡚ࡢຓ➼ࡢࡋࡃࡳࢆᙉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
 㸦㸧ࣂࢫๆࡢ⏝ࠋࢱࢡࢩ࣮ࡢ⏝➼ࡋࡃࡳࡀ࠶ࢀࡤචチࡢ㏉⣡➼ࡶ⪃࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭Ụูᕷఫࢇ࡛ࡼࡗࡓ࠸࠺⏫ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ


⚾ࡢࡸࡗ࡚ࡋ࠸ࡇࠋྂ࠸ᛮࢃࢀࡲࡍࡀᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇ㸦✀ࠎࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾࡑ࠺࡛㸧ࠋ㔝ᖠ㥐ࡣ
බ⾗㟁ヰ࡞ࡋࠋタ⨨ࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ



ఫࡳࡸࡍ࠸Ụูࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢇ࡞ࡀᚲせࡔࡣᛮࢃ࡞࠸ࠋỈ㐨௦ࢆᏳࡃࡋ࡚ࡃࢀࡓ࠺ࡀࠊᕷẸࡢᖾࡏ࡞ࡿ
ᛮ࠺ࠋ

 ᡤ嚢ࣜࣂసࡾ࡛ࠊ⮬యࡢ᮲ࢆࣃࢡࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ㸦ࡢ⮬యࡀࡼ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠋ
 ᕷ㛗ࡢ㢦ࡀぢ࠼࡞࠸ࠋᕷ㛗ࡢኌࢆ⪺࠸ࡓࡀ࡞࠸ࠋ⏫ෆࡢᙺဨ௨እࡢேࡣࠊᕷ㛗ࡢኌࢆ⪺ࡅࡓேࡀᑡ࡞࠸ࠋ


㌟㏆࡞ၥ㢟ࢆㄝ᫂ࡍࡁࠋ㝖㞷ࡸᕷ⏫ᮧࡼࡾࡲࡎ࠸Ỉ㸦⸆ࡢ࠾࠸㸧ឤࡌࡿࠋᒾぢἑࠊᮐᖠࡼࡾࡲࡎ࠸ࠋ⸆ࢆ㣧
ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ

 ⾜ᨻᨵ㠉ࢆࡶࡗ㐍ࡵࡿࡇࠋ⫋ဨࡢỤูᐃఫࢆ㐍ࡵ⅏ᐖᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡿࡁࠋ


⾜ᨻࡶ㆟ࡶࠊᕷẸࡢࡓࡵാ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᅜࡸ┬ᗇࡽࡢୖពୗ㐩࡛ാࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬యࡋ࡚ࠊᕷẸࡢ
┈ࡢࡓࡵờࢆὶࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ





㧗㱋⪅࡞ࡢ࡛ࡢ࢝ࢱ࢝ࢼᩥᏐࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࠊࠕࣃࣈ
ࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࠖࠊࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ➼ࡰࢇࡸࡾࡋ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



⚾ࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅ༊ࡣ⮬㤋ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬㤋࡛Ẽ㍍ேࡽᏊࡶࡲ࡛ࡩࢀ࠶࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋඣ❺㤋ࡶࡋ࠸࡛ࡍࠋ

ࡇࡢᆅఫࢇ࡛㸷ᖺ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ࠺ࡕࡣࠊ⮬㈝ࡢ㞷㈝ࡋ࡚ẖ᭶㸰㸮㸮ᡶࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊࣂࢫ
㏻ࡾ㠃ࡋ࡚࠸࡚ࠊᕷࡢ㞷ࡀධࡿࡽ࠸࠺⌮⏤࡛ࠊ㸯ᗘࡶ⮬ࡢ㞷ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㞷
㈝ࡋ࡚ᡶࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ㸯ᗘࡶࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣ࠾ࡋ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ࠺ࡕྠࡌࡼ࠺⮬㈝

࠸ࡗࡋࡻ㞷㈝ࢆᡶࡗ࡚ࠊ㞷ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ᐙࡀ㸯㸮㸮௳௨ୖ࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࣂࢫ㏻ࡾ㒊࡛ࡍࡽࠊྜࢃࡏࡓ
ࡽࠊࡍࡈ࠸㔠㢠࡛ࡍࡼࡡ㸟ࡢ⮬య⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࣂࢫ㏻ࡾ࡛ࡶࠊ⮬㞷ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࡑ
࠺࡛ࡍࠋ࠺ࡕࡢ⮬ࡔࡅࠊ࡞ࡐ࡛ࡁ࡞࠸ࡢᛮ㆟࡛ࡍࠋ
㆟ဨࡀẖ᪥ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊࡶࡗᕷẸᩍ࠼࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ㑅ᣲࡢࡔࡅ㢗ࡳ᮶࡚ࠊࡑࡢᚋࡣࠊ▱ࡽࢇࡾ࡛ᅔ
 ᝨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㆟ဨࢆቑࡸࡋ࡚࠸࠸ࡢ࡛ࠊ㆟ဨሗ㓘ࢆῶࡽࡏࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡣࠋ㑅ᣲᚋ୍ᗘࡶ㆟ဨࡉࢇࢆぢࡓࡇ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽ࡶࡗᕷẸάືཧຍࡋࠊờࢆὶࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆぢࡓ࠸࡛ࡍࠋ


ྛ㥐ࡢࢡࢭࢫࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣑ࢽࣂࢫ࡛ࡼ࠸ࡽ㥐ࡢࢡࢭࢫࢆ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ㹈㹐᭱⤊౽࡛ᖐࡿ
ࡣࡍ࡛ࣂࢫࡀ࡞ࡃ౽ࠋ㝔㛵ࡋ࡚ࡶࠊᮐᖠࡢ㝔⾜ࡃࠋỤูࡢ㝔ࡣᏳᚰឤࡀ࡞࠸ࠋ

 ᮐᖠᕷࡢྜేࠋ
࣭ᕷẸࡀᏘ⠇ࡈᴦࡋࡵࡿሙᡤ㸦ࠉ⨾ှࡢᮾ᫂බᅬ㸧ࢆᩚഛࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
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検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

前文

○：課題なし
わたしたちは、豊かな流れの石狩川と原始の姿を今
にとどめる森に囲まれたまち江別市に集いました。
江別市は、屯田兵らによって開拓され、恵まれた自
然を生かした農業やれんが産業、川を利用した物資流
通の拠点として栄えてきました。今日ではやきものの
街としても知られ、また、道央圏において有数の文教
都市として発展を遂げています。
わたしたちは、先人が切り拓き守ってきた自然と、
たゆまぬ努力と英知によって興し育ててきた産業や伝
統、培われた文化を受け継ぎ、未来の世代へ引き継い
でいかなければなりません。
わたしたちは、江別市民憲章に掲げられた理念に沿
って、命をはぐくむ水と緑の大いなる自然と都市が調
和しているこのまちの魅力を生かして、教養ある文化
のまちを目指し、お互いを尊重し、支え合う地域社会
を大切にする、人中心のまちづくりを進めていきます。
ここにわたしたちは、江別市の市民自治の基本理念
と基本原則を掲げ、市民及び市それぞれの役割と責務
を明らかにするとともに、市民自治の意識の高揚を図
りながら、かけがえのない愛する郷土、個性あふれる
まちを創るため、江別市の最高規範として、この条例
を制定します。

△：解説の見直し・条例のＰＲ方法
の検討が必要
▲：現行の取り組みの見直しや更なる
充実が必要
他：その他意見

提言（骨子）

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

第１章 総則
△

全体自治基本条例の解説を分かりや
すくしたほうがよい。

△

全体解説書とは別に、条例を分かりや
すく説明するパンフレットがあると
よい。

△

全体条例を説明するパンフレットを
作成する際は、市民の意見を取り入れ
るとよい。

△

全体条例の必要性、制定した背景につ
いて、説明があるとよい。

▲

全体条例が浸透していない。ＰＲが不
足しているのかもしれない。

△

第 2 条「協働」の定義について、条文
は「市民及び市」とあり、
「市民同士」
の協働、
「市民と市」の協働という２
つの意味があると理解していたが、解
説では「市民と市」という１つの関係
だけの説明となっていて、条文よりも
狭い解釈になっているのではないか。

（目的）
第１条 この条例は、江別市の市民自治の基本理念及び
基本原則並びに自治運営の基本的な事項を定め、市
民の信託に基づく議会及び市長等の役割及び責務を
明らかにするとともに、市民自らが考え、行動する、
市民自治を実現することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、若しく
は学ぶ者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若
しくは団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平
委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査
委員会をいう。
(3) 市 議会及び市長等をいう。
(4) まちづくり 暮らしやすく、魅力あるまちを実現す
るためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民及び市が、それぞれの役割及び責任を理
解し、互いに尊重しながら協力して取り組むことをい
う。

・自治基本条例の解説を
分かりやすく改訂しては
どうか。
・条例を分かりやすく説
明するパンフレットを市
民の意見を取り入れなが
ら作成してはどうか。
・条例の認知度を上げる
ためにＰＲが必要ではな
いか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

（市民自治の基本理念）
第３条 市民一人ひとりが自治の主役として、市政に関
する情報を共有し、自らの責任において主体的に考
え、積極的にまちづくりに参加及び協働しながら、
より良いまちづくりを推進することを市民自治の基
本理念とする。

（市民自治の基本原則）
第４条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、
市民自治を実現するものとする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、まちづくりに関す
る情報を共有すること。
(2) 市民参加・協働の原則 市民は、まちづくりの主体
として、まちづくりへの参加及
び協働を進め、市は、それを尊重すること。
(3) 信託と責任の原則 市は、市民の信託に基づき、公
正かつ誠実に市政を運営する責
任を負うこと。

（この条例の位置付け）
第５条 この条例は、江別市の自治の基本を定める最高
規範であり、市民及び市は、この条例の趣旨を最大
限に尊重しなければならない。
２ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令
等の解釈及び運用に当たっては、この条例の規定と
の整合を図らなければならない。

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

第２章 市民

（市民の権利）
第６条 市民は、市政に関する情報について知る権利を
有する。
２ 市民は、市政に参加する権利を有する。
３ 市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案す
る権利を有する。

（市民の責務）
第７条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚
し、互いの活動の自主性及び自立性を尊重し、協力
しながら市民自治によるまちづくりの推進に努める
ものとする。
２ 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自ら
の発言及び行動に責任を持つものとする。
３ 市民は、市政に関する認識を深め、市と協働して地
域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。

第１項⇒第６章を参照
第２項⇒第７章を参照
第３項⇒第８章を参照

・まちづくりアンケート等各種調査への回答
・パブリックコメントへの意見提出
H26 年度 案件 9 件 34 人 135 件
H27 年度 案件 9 件 26 人 106 件
・出前講座の利用による情報の取得
H26 年度 85 回 1,527 人
H27 年度 91 回 3,639 人

▲

第 7 条市民にも責務があるというこ
とを認識させていくことが必要。

他

第 7 条この検討委員会で市民の取り
組みについて評価するのはおこがま
しい気がする。

▲

第 7 条市は、市民にその責務を理解し
てもらったうえでまちづくりに参加
してもらうよう取り組むべきである。

他

第 7 条第 2 項については、パブリック
コメントへの意見提出件数等ではな
く、責任を持って、積極的に行動して
いるか等の内容が重要であると思う。

▲

第 7 条市民にとって、責務を積極的に
果たす意欲はあるが、何か障害があっ
てなかなかできないのであれば、市と
して阻害要因を取り除く努力をしな
ければならないと思う。

・防災訓練や避難所運営訓練等への参加
H27 年度 12,903 人

・市は、市民が自主的に
まちづくりに取り組める
よう、市民の責務につい
て分かりやすく周知する
必要がある。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例
（事業者の責務）
第８条 事業者は、地域社会を構成する市民の一員とし
ての社会的役割を認識し、地域社会との調和を図り
ながら市民自治のまちづくりの推進に寄与するよう
努めるものとする

主な取り組み状況
・江別市におけるマイバック等持参促進及び
レジ袋削減に関する協定を６社及び市民活動
団体と締結（H20）
・民間企業等と災害時協力協定を締結（H27
年度末 45 団体）
●㈱ノーザンフロンティアと「環境学習等に
関する協定書」を締結（H24 年度）

第３章 議会及び議員

（議会の役割と責務）
第９条 議会は、選挙により信託を受けた議員によって
構成される議決機関であり、本市の重要な意思決定
を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及
びけん制し、市民の意思を政策形成に反映させるも
のとする。
２ 議会は、まちづくりの課題を明らかにし、審議の過
程その他議会の活動に関する情報を市民に提供し、
市民に開かれた議会運営に努めなければならない。

（議員の責務）
第１０条 議員は、市民の信託に応え、総合的視点に立
ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するものとす
る。
２ 議員は、広く市民の声を聴くことにより市民の意思
を把握し、これを政策形成に反映させるよう努めな
ければならない。
３ 議員は、自らの活動及び議会の活動を市民に分かり
やすく説明し、情報提供に努めなければならない。
４ 議員は、議会における審議及び政策立案活動の充実
を図るため、積極的に調査研究に努めなければなら
ない。

・年４回、市議会だよりを発行（S60～）
・議会ホームページの開設（H15～）
・委員会傍聴者に対する資料の提供（閲覧用）
（Ｈ24～）
●議会基本条例の制定(H25)
●委員会における請願者の陳述機会の確保
(H25～)
●本会議のインターネット中継の実施(H26
～)
●議会報告会の開催(H26～)

・一般質問における一問一答方式の実施(H24
～)
●委員会における自由討議の実施(H25～)
●議案に対する賛否の公開(H26～)

現状評価・課題

提言（骨子）

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

第４章 市長及び職員

（市長の役割と責務）
第１１条 市長は、市民から信託を受けた本市の代表者
として、この条例を遵守し、市民自治のまちづくり
を推進しなければならない。
２ 市長は、公平かつ誠実な行政運営を行わなければな
らない。
３ 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく説
明しなければならない。
４ 市長は、補助機関である職員の能力向上を図るとと
もに、効率的な組織の運営に努めなければならない。

（職員の役割と責務）
第１２条 職員は、この条例を遵守し、市民の視点に立
って公正かつ効率的に職務を遂行しなければならな
い。
２ 職員は、市民自治によるまちづくりを推進するため
に必要な能力の向上に努めなければならない。

・自己研修の支援、職場研修、職場外研修の
実施
（H27 年度 延べ 669 人受講）
・育児休業中の職員に対し、通信講座等の研
修に関する情報を提供
●江別市職員の仕事・子育て・女性活躍推進
に関する行動計画～特定事業主行動計画～の
策定（H28）

・新人職員研修の一単元として自治基本条例
について説明（H27 33 名受講）
・５年目以降の職員の政策形成、政策法務基
礎研修を、市民自治によるまちづくりを推進
するために必要な能力の向上のため実施
・新規採用内定者へ条例啓発パンフレット送
付

他

第 12 条自主的に能力の向上に努めた
かという観点から、必修よりも公募の
研修の参加人数に着目し、この条文を
検討する方が、より適切であると思
う。

▲

第 12 条新人職員のみに対し、自治基
本条例についての研修を行っている
が、2 年目以降の職員に対しても研修
が必要ではないか。市民に条例を理解
してもらうためには、職員がより理解
度を高めてから説明しなければなら
ないと思う。

・職員の条例に対する認
知度・理解度を上げるこ
とが必要ではないか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

第５章 行政運営

（総合計画）
第１３条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るた
め、総合計画を策定するものとする。
２ 市は、総合計画を策定するに当たっては、多くの市
民意見を反映させるため、必要な情報提供に努める
とともに、市民参加を積極的に進めるものとする。
３ 市は、総合計画の達成目標を明らかにするととも
に、その内容及び進行状況に関する情報を市民に分
かりやすく提供するものとする。
４ 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検討
を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。

・まちづくり市民アンケート及び行政評価に
よる進行管理及び公表（H16～）
・第６次総合計画策定に係る各界各層との意
見交換の開催（H23）
・第６次総合計画策定に係るえべつ未来市民
会議(H24)
●第６次総合計画策定に係る行政審議会
(H24～H25)

（財政運営）
第１４条 市長は、財政の状況を的確に把握し、予算の ・予算編成方針の公表、予算編成に対するパ
編成に当たっては、総合計画及び行政評価の結果を ブリックコメント（H21～）
反映させることにより、将来的な財政見通しに立っ ・
「絵で見る江別市予算案」を HP で公表（H21
た健全な財政運営に努めなければならない。
～）
２ 市長は、財政状況に係る情報並びに予算及び決算に ・年１回、
「財政の現状と課題」の公表（H21
係る情報を市民に分かりやすく公表することによ
以前から）
り、財政運営の透明性の確保に努めなければならな
い。

（行政評価）
第１５条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図
るため、行政評価を実施し、その結果を施策等に反
映させるとともに、市民に分かりやすく公表するも
のとする。
２ 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組み
を整備するよう努めなければならない。

・年２回、評価表（評価版・改革版）を公表
（H16～）
・江別市行政評価外部評価委員会を設置し、
市民の目線による外部評価の仕組みを導入
（H22～）

他

第 13 条第１項の取り組みに、総合計
画を策定したことについて、入れたほ
うがいい。

他

第 14 条予算において総合計画や前年
の行政評価に基づいた編成をしてい
るということについて、第１項で記載
すべきと思う。

他

第 15 条第１項の取り組みとして、
「江
別市行政評価外部評価委員会を設置
し、市民の目線による外部評価の仕組
みを導入」を挙げているが、外部評価
委員会は、第２項の「専門家等による
外部評価の仕組み」の取り組み内容に
該当すると思う。

△

第 15 条解説では、ＰＤＣＡサイクル
ではなく、ＰＤＳサイクルとなってい
るので、変えた方がいい。

提言（骨子）

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例
（政策法務）
第１６条 市は、自主的な政策活動を推進するため、必
要に応じて条例、規則等の制定及び改廃を行うとと
もに、法令等の調査研究を重ね、主体的かつ適正な
解釈に努めなければならない。

（危機管理・防災）
第１７条 市長等は、市民の生命、身体及び財産を保護
するため、情報の収集及び提供並びに必要な対策を
実行できる体制の整備に努めなければならない。
２ 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、
災害発生時に備え、市民、事業者及び関係機関との
連携及び協力を図るよう努めなければならない。

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

・政策法務基礎研修を実施（H26 年度 22 人、
H27 年度 15 人受講）

・防災訓練（H21～）
・避難所運営訓練（H23～）
・災害対応物品整備（H17～）
・災害状況を HP 及び災害状況自動案内装置
により市民に広報
・冬期落雪事故予防研修会（Ｈ18～）
・緊急貯水槽での応急給水訓練実施
・北海道下水道災害対策会議幹事会および訓
練
●避難行動要支援者名簿の作成(H26～)
●登録制メールで災害情報・避難情報等を発
信（H27～）

（行政手続）
第１８条 市長等は、行政運営における公正の確保及び ・行政手続条例に規定（H10 年施行）
透明性の向上を図るため、処分、行政指導等に関す
る手続きを定めるものとする。
２ 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。

▲

第 17 条取り組み内容の「避難行動要
支援者避難支援制度」について、市と
して、自治会にやってもらうよう依頼
するだけでなく、自治会がやらなけれ
ばならないといった特命を出さない
と広がっていかないと思う。地域には
高齢者も多いことから、市から自治会
に対して「避難行動要支援者避難支援
制度」の拡充に向け強く働きかけるこ
とができないか。

▲

第 17 条自治会の意識を変えていくだ
けではなく、行政がもっとリーダーシ
ップをとってほしい。自治会の意識を
高めるような決まりごとを市が作れ
ないのか。

他

第 17 条取り組み内容の「北海道下水
道災害対策会議幹事会および訓練」
は、以前検討した第２７条「連携及び
協力」にも入れた方がいい。

・市は、危機管理・防災
に関する取り組みについ
て、自治会に一層の働き
かけをして、更に連携・
協力を深めることができ
ないか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

（外部監査）
第１９条 市は、適正で効率的な行政運営を確保するた
め、必要に応じて外部の監査人その他第三者による
監査を実施することができる。

（公益通報）
第２０条 市長等は、市政の適法かつ公正な運営を確保
するために、違法な行為について通報を行った職員
等が、通報により不利益を受けないよう必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。

・内部通報及び外部通報受付窓口を設置
（H20～）
（江別市職員等からの公益通報に関する要
綱、江別市外部労働者からの公益通報に関す
る要綱）

第６章 情報共有の推進

（情報共有）
第２１条 市は、まちづくりに関する情報を市民と共有
するため、速やかに、かつ、分かりやすく情報提供
するとともに、制度及び体制の充実に努めるものと
する。
２ 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、速や
かに、かつ、誠実に対応するとともに、市民と情報
を共有するため、必要に応じてその対応状況を公表
するよう努めなければならない。
３ 市民は、まちづくりに関する情報を共有するため、
これに対する関心を高め、必要な情報の収集に努め
るものとする。

・江別市公式 HP の改修・充実（H22・H23）、 ▲
携帯電話サイト運用開始（H22～）
・広報えべつの発行（S25～、月 1 回）
・市の出前講座による情報提供（H23～、H27
74 講座）
・リーフレットやパンフレットの発行
▲
・市民が傍聴できる会議等を HP で公表
・各種計画の進捗状況の公表
・各種事業の説明会開催
・定例記者発表（H22～）
・市 HP フォトグラフえべつ（H21.3～）
・在住外国人に向けた生活情報の提供
●SNS での情報発信（H28.4～）
●市民参加予定事業の公表（H25～ 4 月・
10 月）
●市民参加実施状況の公表（H28～）
●大学版出前講座の実施（H27～）
●市民活動団体版出前講座の実施（H28～）

第 21 条ホームページは検索しにく
く、高齢者に配慮した内容とすべき。
ホームページを見られない人にも配
慮した情報の提供をすべき。
第 21 条「市民の声」において、市に
要望を出した市民以外にも同じよう
な要望をもった市民がいる場合もあ
るため、意見内容、回答、対応につい
て広く示したほうがいい場合もある
と思う。

・ホームページは高齢者
にも利用されているが、
情報量が多くて検索しに
くいため、使い勝手のよ
いものにできないか。
・ホームページを見られ
ない環境の人にも配慮し
た情報提供をすべきでは
ないか。
・
「市民の声」に寄せられ
た市への要望は、内容に
よっては、意見、回答、
対応を広く公表してはど
うか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

（情報公開）
第２２条 市は、市民の市政に関する情報について知る ・情報公開条例に規定（H8 年施行）
、運用
権利を尊重し、市政に関する情報を公正かつ適正に
（H26 年度 20 件、H27 年度 19 件）
公開するものとする。
・公文書公開請求等の受付
２ 情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。 ・審議会等に関する会議の公開

（個人情報の保護）
第２３条 市は、個人情報の収集、利用、提供、管理等
を適正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、
訂正等を請求する市民に対し適切な措置を講じなけ
ればならない。
２ 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定
める。

・個人情報保護条例（H14 年施行）
・個人情報開示請求等の受付
・情報セキュリティ監査として外部業者に委
託し、個人情報の取り扱いなどの注意啓発

他

第 23 条個人情報の取扱いについて
は、様々な考え方があるので、まずは
小さな単位で理解を求めていき、最終
的に市民の安全や豊かさにつながっ
ていけばいい。

・附属機関等の設置（H27 年度 市民公募委
員数 31 名）
・パブリックコメントの実施（H27 年度 26
人 106 件の意見提出）
・市民説明会の開催（H27 年度 4 回 156
人参加）
・ワークショップの開催（H27 年度 8 回
127 人参加）
・アンケート調査の実施（H27 年度 7 回
6,385 人回答）
●市民参加条例の制定、施行（H27～）

▲

第 24 条平成２７年度の市民参加の実
施状況と自治基本条例アンケート結
果を見比べると、市が行っていること
と市民が有効だと思うことは、必ずし
も一致していないと思う。

他

第 24 条市民は、関心のあるものにつ
いては回答・参加し、あまり関心のな
いものについては回答・参加が少ない
ことがアンケート結果の数値に表れ
ていると思う。

他

第 24 条市民説明会は、自由に意見を
出しやすいという点で市民に求めら
れていると思う。

他

第 24 条アンケートは、自ら市民参加
の場を探すのではなく、送られてくる
という点で行いやすいのかもしれな
い。

第７章 市民参加・協働の推進

（市民参加の推進）
第２４条 市は、まちづくりへの市民参加を推進するた
め、制度の充実に努めるものとする。
２ 市は、政策の立案、実施及び評価の各段階における
市民参加を推進し、市民の意見が適切に反映される
よう努めなければならない。
３ 市は、市民参加において、性別、年齢、障がいの有
無、経済状況、宗教、国籍等によって市民が不当に
不利益を受けないよう配慮するものとする。
４ 市長等は、広く市民の意見を聴き、その意見を反映
させるための仕組みづくりに努めなければならな
い。
５ 市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。

・昨年度の市民参加の実
施状況ではパブリックコ
メントが多いが、多くの
市民が有効だと思ってい
るアンケート調査や市民
説明会の数は少ない状況
にあり、市が行っている
手法と市民が望む手法と
が必ずしも一致していな
いのではないか。
・パブリックコメントと
いう制度は、市民にあま
り知られていないため、
周知することが必要では
ないか。
・審議会等の市民委員の
人数を増やすことが必要
ではないか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

（市民協働の推進）
第２５条 市民及び市は、協働のまちづくりを推進する
ための環境づくりに努めなければならない。
２ 市は、市民のまちづくり活動における自主性及び自
立性を尊重し、必要な制度の整備を行うものとする。
３ 市は、市民が協働のまちづくりに参加しないことに
より、不当に不利益を受けないよう配慮するものと
する。
４ 市民協働の推進に関し必要な事項は、別に条例で定
める。

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）
・審議会委員の選任に関
する情報をできるだけ公
表したほうがいいのでは
ないか。

他

第 24 条アンケート結果では、アンケ
ートなど受け身の市民参加は割合が
高いが、パブリックコメントなど自主
的な市民参加はあまり高くない。

▲

第 24 条パブリックコメントは、市民 ・市民参加条例の解説が
にあまり知られていないように思う。 難しいため、分かりやす

▲

第 24 条審議会等の市民委員の人数を
増やしていくことが必要だと思う。

▲

第 24 条審議会委員の選任に関する情
報をできるだけ公表したほうがいい
と思う。

△

第 24 条市民参加条例の解説が難しい
と思う。

▲

第 24 条審議会等で、選任された委員
以外からの市民の意見を取り入れる
場合には、最適な手法について配慮が
必要ではないか。

▲

第 24 条どういう市民参加の方法があ
るか、参加したことでどう効果が現れ
たかをはっきりさせることが大事だ
と思う。

・自治会活動への支援（・江別市自治会連絡 ○
協議会への補助、●自治会活動の手引き作成
（H26）、●自治会活動担い手育成セミナー開
催（H26～）など）
・江別市と自治会や NPO、市民活動団体また ▲
は企業等との協働事業
【協働事例 H26：152 件、H27：152 件】
・協働のまちづくり活動支援事業
【実施事業件数 H26：8 団体 H27：5 団体】

第 25 条協働を知ってもらう啓発事業
は良い取り組みだと思うので、継続し
て定期的に行ってほしい。
第 25 条中学生向けの協働の啓発パン
フレットについて、配布だけではな
く、カリキュラムとして組み込むこと
はできないのか。

くしたほうがいいのでは
ないか。
・審議会等で、審議する
案件に応じて、選任され
た委員以外からの意見を
聞き取る必要がある場合
には、その意見を反映で
きる手法について工夫す
ることはできないか。

・中学生向けの協働の啓
発は、冊子の配付だけで
なくカリキュラムに組み
込めないか。
・市民のまちづくり活動
への参加を推進するため
には、まちづくり活動に
参加するきっかけを検討
する必要があるのではな
いか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題
他

他

他

第 25 条小学生向けの自治基本条例啓
発のパンフレットについて、小学生が
読みやすいように、漢字にルビを付け
るなどの配慮があるといいと思う。
第 25 条条文が、市から市民に対して
という書き方になっている。市民協働
であるのに、市民と一緒にという考え
方になっていないように感じる。市は
こうしなければならないとは書かれ
ているが、市民はどうなのかあまり書
かれていないと思う。
第 25 条アンケート結果では、まちづ
くり活動に参加するにあたってきっ
かけが必要だと回答した割合が高か
った。

▲

第 25 条市民の協働の自覚、意識を高
めていくことが必要である。

▲

第 25 条自治会を市民に浸透させる必
要がある。

▲

第 25 条協働についての理解を深める
ため、子ども向けパンフレットの大人
版を作るといいと思う。

▲

第 25 条協働の具体例を知る場が少な
いため、協働のまちづくり活動支援事
業に選ばれた活動を披露する場を増
やせないか。

▲

第 25 条自治会や市民活動団体は、担
い手不足、財政難などの課題を抱えて
おり、協働の充実には課題への対応が
必要である。

提言（骨子）
・市民が協働の自覚・意
識を高めていくことが必
要ではないか。
・自治会を市民に浸透さ
せることが必要ではない
か。
・協働についての理解を
深めるため、子ども向け
パンフレットの大人版を
作成してはどうか。
・自治会や市民活動団体
の抱える課題の克服に向
け、現状の取組の充実の
ほか、活動の効果的なＰ
Ｒの手法などについて検
討してはどうか。
・市民の協働の自覚・意
識が高まり、まちづくり
活動が充実することで、
市民協働条例が必要にな
るのではないか。

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

提言（骨子）

▲

第 25 条市民の協働の自覚・意識が高
まり、まちづくり活動が充実してから
市民協働条例が必要になるのかもし
れない。

△

第 26 条解説の中で、住民投票のしに
くさ、分かりにくさを改善するとよ
い。

・住民投票という制度を
分かりやすく解説すべき
ではないか。

△

第 26 条市民が住民投票条例の制定
を、直接請求する手法もあるため、直
接請求手続について、もっと分かりや
すく紹介するとよい。

・直接請求手続という手
法についても解説で紹介
してはどうか。

○

第 26 条自治基本条例において、住民
投票の規定を細かく定める必要はな
いと思う。

△

第 26 条解説にもし市民の側から請求
があったらどうなるのか等の説明を
盛り込む必要がある。

他

第 27 条主な取り組み状況の中の「大
学連携事業」、
「学生地域定着自治体連
携事業」
、「えべつ市民カレッジ」は、
市内の大学との連携なので、他の自治
体等との連携よりも、第 25 条の市民
協働の推進の条文に関連すると思う。

第８章 住民投票

（住民投票）
第２６条 市は、市政に関する重要事項について、直接、
住民（市内に住所を有する者（法人を除く。）をい
う。）の意思を確認するため、住民投票を行うこと
ができる。
２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
３ 住民投票を実施しようとするときは、それぞれの事
案に応じ、別に条例で定めるものとする。

第９章 他の自治体等との連携及び協力

（他の自治体等との連携及び協力）
第２７条 市は、共通するまちづくりの課題を解決する
ため、広く他の自治体及び関係機関と相互に連携し、
協力するよう努めるものとする。
２ 市は、政策を実施するため必要があるときは、北海
道及び国と連携を図りながら協力するとともに、北
海道及び国に対して適切な措置を講ずるよう提案す
るものとする。

・近隣市交流事業の開催（H6～）
・札幌広域圏組合との連携、協力
・大学連携事業（地域活性化と産学官連携体
制の強化）
・石狩地方開発促進期成会における要望・提
案書の提出
・北海道フード･コンプレックス国際戦略総合
特区計画を、北海道･札幌市等と連携して推進
・市内大学、食品加工研究センターと連携し
た食関連産業の立地環境の整備
・道央圏連絡道路整備促進期成会における要

検討委員会における意見集約結果
江別市自治基本条例

主な取り組み状況

現状評価・課題

望活動
・江別南空知４町医療連携協議会の開催
・地域医療連携（オンラインによる患者医療
情報の提供）
●学生地域定着自治体連携事業の実施（H27
～）
●自己採取ＨＰＶ検査実施に関する北海道大
学・北海道対がん協会との連携協定締結(H28
～)
●えべつ市民カレッジ（H26～）
●札幌市水道局との災害時相互応援、人材育
成・組織力強化に関する取り組みについての
連携協力

他

第 27 条条例上は、人だけでなく市内
で事業活動を行う各種団体も広く市
民と捉えていることからすると、市内
大学を第 27 条の他の自治体等に位置
付けるより、市民として位置付けるべ
きである。

・自治基本条例検討委員会の設置

▲

第 28 条市民参加条例に基づく市民参
加実施状況を毎年公表する際は、単に
案件だけを公表するのではなく、条例
上の手続きが適正に行われているか
点検した結果も併せて公表してはど
うか。

提言（骨子）

第１０章 市民自治によるまちづくりに関する施策等
の評価

（市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価）
第２８条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施
策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備され、又
は運用されているかについて評価し、必要な見直し
を行うための仕組みを整備するよう努めなければな
らない。
２ 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の
意見が適切に反映されるよう努めなければならな
い。

第１１章 条例の見直し
（条例の見直し）
第２９条 市は、この条例の施行の日から起算して４
年を超えない期間ごとに、この条例の規定につい
て検討し、その結果に基づいて見直しを行うもの
とする。

・自治基本条例検討委員会において検証

・市民参加条例に基づく
市民参加実施状況を毎年
公表する際は、単に案件
だけを公表するのではな
く、条例上の手続きが適正
に行われているか点検し
た結果も併せて公表して
はどうか。

