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株式会社京都銀行が実施する
株式会社カシフジに対する
ポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る
第三者意見
株式会社日本格付研究所（JCR）は、株式会社京都銀行が実施する株式会社カシフジに対するポジティブ・
インパクト・ファイナンス（PIF）について、国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパクト・
ファイナンス原則への適合性に対する第三者意見書を提出しました。
本件は、環境省

ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブイン

パクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」への整合性も併
せて確認しています。

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。
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第三者意見書
2022 年 3 月 31 日
株式会社 日本格付研究所

評価対象：
株式会社カシフジに対する

ポジティブ・インパクト・ファイナンス

貸付人：株式会社京都銀行
評価者：株式会社京都総合経済研究所
第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR）

結論：
本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジティブ・インパク
ト金融原則に適合している。
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置され
たポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナ
ンスの基本的考え方」と整合的である。
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I.

JCR の確認事項と留意点
JCR は、京都銀行が株式会社カシフジ（
「カシフジ」
）に対して実施する中小企業向けの

ポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、京都総合経済研究所による分析・
評価を参照し、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF 原則に適合
していること、および、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基
づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパク
トファイナンスの基本的考え方」と整合的であることを確認した。
PIF とは、SDGs の目標達成に向けた企業活動を、金融機関が審査・評価することを通じ
て促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与え
るポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタリングする運営の
ことをいう。
PIF 原則は、4 つの原則からなる。すなわち、第 1 原則は、SDGs に資する三つの柱（環
境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるかまたはネガティブな影響を特
定し対処していること、第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツー
ルを含む評価フレームワークを作成すること、第 3 原則は、ポジティブ・インパクトを測
るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについ
ての透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価
されていることである。
UNEP FI は、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIF イニシア
ティブ）を組成し、PIF 推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ
ンパクト分析ツールを開発した。京都銀行は、中小企業向けの PIF の実施体制整備に際し、
京都総合経済研究所と共同でこれらのツールを参照した分析・評価方法とツールを開発し
ている。ただし、PIF イニシアティブが作成したインパクト分析ツールのいくつかのステッ
プは、国内外で大きなマーケットシェアを有し、インパクトが相対的に大きい大企業を想
定した分析・評価項目として設定されている。JCR は、PIF イニシアティブ事務局と協議
しながら、中小企業の包括分析・評価においては省略すべき事項を特定し、京都銀行及び
京都総合経済研究所にそれを提示している。なお、京都銀行は、本ファイナンス実施に際
し、中小企業の定義を、PIF 原則等で参照している IFC の定義に拠っている。
JCR は、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえで PIF 原則
との適合性を確認した。
① SDGs の三要素のうちの経済、PIF 原則で参照するインパクト領域における「包括的
で健全な経済」、「経済収れん」の観点からポジティブな成果が期待できる事業主体
である。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用創出や雇用の維持を目的
とした中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を有すると定義されている。
② 日本における企業数では全体の 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では
52.9％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現の仕
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方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。 1
③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい
ないことなどから、大企業に比して未整備である。

II. PIF 原則への適合に係る意見
PIF 原則 1
SDGs に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるかま
たはネガティブな影響を特定し対処していること。
SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている諸
問題に直接対応している。
京都銀行及び京都総合経済研究所は、本ファイナンスを通じ、カシフジの持ちうるイン
パクトを、UNEP FI の定めるインパクト領域および SDGs の 169 ターゲットについて包括
的な分析を行った。
この結果、カシフジがポジティブな成果を発現するインパクト領域を有し、ネガティブ
な影響を特定しその低減に努めていることを確認している。
SDGs に対する貢献内容も明らかとなっている。
PIF 原則 2
PIF を実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ
クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十
分なプロセス・方法・ツールが必要である。
JCR は、京都銀行が PIF を実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方法及び評
価ツールを確立したことを確認した。

1

経済センサス活動調査（2016 年）
。中小企業の定義は、中小企業基本法上の定義。業種によって異なり、
製造業は資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下、サービス業は資本金 5 千万円以下または従業員 100
人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20 人以下の企業をさす。
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(1) 京都銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。
PIF評価体制図
京都銀行グループ
PIF申込
包括分析
KPI協議

借入人

第三者意見書
申込

京都銀行
（PIF契約締結、
融資実行）

包括分析結果、
KPI協議

PIF評価書、第三者
意見書の提供
PIF実行

京都総合
経済研究所

株式会社
日本格付研究所

第三者意見書

（評価実施）

提出

モニタリング
KPI達成支援

(出所：京都銀行提供資料)
(2) 実施プロセスについて、京都銀行では社内規程を整備している。
(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、京都銀行からの委託を受けて、
京都総合経済研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FI が定めた PIF モデル・
フレームワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。
PIF 原則 3 透明性
PIF を提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。
・本 PIF を通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト
・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス
・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング
PIF 原則 3 で求められる情報は、全て京都総合経済研究所が作成した評価書を通して銀
行及び一般に開示される予定であることを確認した。
PIF 原則 4 評価
事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の専
門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。
本ファイナンスでは、京都総合経済研究所が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分
析、特定、評価を行った。JCR は、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側
面のインパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。
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III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見
インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG 金融の発展
形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金
を巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、
国内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しな
がら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原
則・ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は
行わない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG 金
融ハイレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本
的考え方に整合的であるか否かを確認することとした。
本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして
定義されている。本ファイナンスは、以下の 4 要素と基本的には整合している。ただし、
要素③について、モニタリング結果は基本的には借入人であるカシフジから貸付人である
京都銀行及び評価者である京都総合経済研究所に対して開示がなされることとし、可能な
範囲で対外公表も検討していくこととしている。
要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイン
パクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面においてポ
ジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの
要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの
要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの
要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リター
ンを確保しようとするもの
また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された
評価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクト
を包括的に把握するものと整合的である。

IV. 結論
以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジ
ティブ・インパクト金融原則に適合している。
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された
ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス
の基本的考え方」と整合的である。
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本第三者意見に関する重要な説明
1. JCR 第三者意見の前提・意義・限界
日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、事業主体及び調達主体の、国連環境計画金融イニシ
アティブの策定したポジティブ・インパクト金融(PIF)原則への適合性及び環境省 ESG 金融ハイレベル・
パネル内に設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファ
イナンスの基本的考え方」への整合性に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該ポ
ジティブ・インパクト金融がもたらすポジティブなインパクトの程度を完全に表示しているものではあ
りません。
本第三者意見は、依頼者である調達主体及び事業主体から供与された情報及び JCR が独自に収集した
情報に基づく現時点での計画又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保
証するものではありません。また、本第三者意見は、PIF によるポジティブな効果を定量的に証明する
ものではなく、その効果について責任を負うものではありません。本事業により調達される資金が同社
の設定するインパクト指標の達成度について、JCR は調達主体または調達主体の依頼する第三者によっ
て定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありま
せん。
2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等
本意見作成にあたり、JCR は、以下の原則等を参照しています。
国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブ・インパクト金融原則
環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース
「インパクトファイナンスの基本的考え方」
3. 信用格付業にかかる行為との関係
本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為と
は異なります。
4. 信用格付との関係
本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供す
ることを約束するものではありません。
5. JCR の第三者性
本 PIF の事業主体または調達主体と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関
係等はありません。

■留意事項
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該
情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙
示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保
証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR
は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損
害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・イン
パクト・ファイナンスにかかる各種のリスク（信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等）について、何
ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、
リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。
本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の
権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられていま
す。

■用語解説
第三者意見：本レポートは、依頼人の求めに応じ、独立・中立・公平な立場から、銀行等が作成したポジティブ・インパクト・ファ
イナンス評価書の国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパクト金融原則への適合性について第三者意見を述べたもの
です。
事業主体：ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施する金融機関をいいます。
調達主体：ポジティブ・インパクト・ビジネスのためにポジティブ・インパクト・ファイナンスによって借入を行う事業会社等をい
います。

■サステナブル・ファイナンスの外部評価者としての登録状況等
・国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブインパクト作業部会メンバー
・環境省 グリーンボンド外部レビュー者登録
・ICMA (国際資本市場協会に外部評価者としてオブザーバー登録) ソーシャルボンド原則作業部会メンバー
・Climate Bonds Initiative Approved Verifier (気候変動イニシアティブ認定検証機関)

■本件に関するお問い合わせ先
情報サービス部

TEL：03-3544-7013

FAX：03-3544-7026
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㸬㸬
㸦㸧࣏ࢪࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࡼࡿ .3,
㸦㸧ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࡼࡿ .3,

 ࠙࢝ࢩࣇࢪࠚࡢࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ⟶⌮యไ                   㸬
㸬
㸬

 ࠙࢝ࢩࣇࢪࠚࡢᆅᇦࡢ㈉⊩ᗘ                        㸬
㸬
㸬

 ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ㢖ᗘ᪉ἲ                          㸬
㸬㸬
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ᰴᘧ♫ி㒔⥲ྜ⤒῭◊✲ᡤ㸦௨ୗࠊࠕி㒔⥲◊ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊᰴᘧ♫ி㒔㖟⾜㸦௨ୗࠊࠕி
㒔㖟⾜ࠖ࠸࠺㸧ࡀᰴᘧ♫࢝ࢩࣇࢪ㸦௨ୗࠊ
ࠕ࢝ࢩࣇࢪࠖ࠸࠺㸧ᑐࡋ࡚ࠕ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࣥ
ࣃࢡࢺ࣭ࣇࢼࣥࢫࠖ㸦௨ୗࠊࠕᮏࣇࢼࣥࢫࠖ࠸࠺㸧ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࢝ࢩࣇࢪࡢ
άືࡀࠊ♫࣭⎔ቃ࣭⤒῭ཬࡰࡍࣥࣃࢡࢺ㸦࣏ࢪࢸࣈ࡞ᙳ㡪ཬࡧࢿ࢞ࢸࣈ࡞ᙳ㡪㸧ࢆศ
ᯒ࣭ホ౯ࡋࡲࡋࡓࠋ
ศᯒ࣭ホ౯࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᰴᘧ♫᪥ᮏ᱁◊✲ᡤ㸦௨ୗࠊࠕ-&5ࠖ࠸࠺㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᅜ
㐃⎔ቃィ⏬࣭㔠⼥ࢽࢩࢸࣈ㸦81(3),㸧ࡀᥦၐࡋࡓࠕ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࣥࣃࢡࢺ㔠⼥ཎ๎ࠖཬ
ࡧ (6* 㔠⼥ࣁ࣭ࣞ࣋ࣝࣃࢿࣝタ⨨せ⥘➨  㡯㸦㸧ᇶ࡙ࡁタ⨨ࡉࢀࡓ࣏ࢪࢸࣈࣥࣃࢡࢺࣇ
ࢼࣥࢫࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡀࡲࡵࡓࠕࣥࣃࢡࢺࣇࢼࣥࢫࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ๎ࡗࡓ࠺࠼
࡛ࠊ୰ᑠᴗͤ ᑐࡍࡿࣇࢼࣥࢫ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ͤ,)&㸦ᅜ㝿㔠⼥බ♫㸧ࡲࡓࡣ୰ᑠᴗᇶᮏἲࡢᐃ⩏ࡍࡿ୰ᑠᴗࠊ♫ἲࡢᐃ⩏ࡍࡿ♫௨እࡢᴗ

㸯㸬ᮏࣇࢼࣥࢫࡢෆᐜ
㔠㢠

 

㈨㔠㏵

㐠㌿㈨㔠

ዎ⣙᪥ཬࡧ㏉῭ᮇ㝈  ᖺ  ᭶  ᪥ 㹼  ᖺ  ᭶  ᪥

㸰㸬࠙࢝ࢩࣇࢪࠚࡢᴫせ
㸦㸯㸧ᴗᴫせཬࡧᴗෆᐜ
  
࠙ᴗྡࠚ

ᰴᘧ♫࢝ࢩࣇࢪ

࠙௦⾲⪅ྡࠚ

ᶔ⸨ 㐩㑻

࠙ᡤᅾᆅࠚ

ᮏ♫࣭ᕤሙ ி㒔ᕷ༡༊ୖ㫽⩚㬞⏣ 
ᮾிႠᴗᡤ ᮾி㒔 ༊Ⱚබᅬ  ࣂࣝࢥᚚᡂ㛛  㝵

࠙♫ἢ㠉ࠚ

 ᖺ ி㒔ᕷୗி༊⏕ᮒ㞛⏫ྜ㈨♫ᶔ⸨㕲ᕤᡤࢆᴗ


࣮࣎ࣝ┙ࠊヨ㦂ᶵࠊᰁⰍᶵࠊᮌᕤᶵᲔࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞ

 ᖺ  ࣥࢳ࣍ࣈ┙ࡢヨసᡂ
 ᖺ ࣍ࣈ┙ࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞ
 ᖺ ி㒔ᕷ༡༊ୖ㫽⩚㬞⏣ 㸦⌧ᅾࡢᮏ♫࣭ᕤሙ㸧ᕤሙ⛣㌿
 ᖺ ᅜ⏘ึࡢ⮬ືࢧࢡࣝࡢṑ㌴ຍᕤᶵ㸦.6 ࡢ㛤Ⓨᡂຌ
 ᖺ ୡ⏺࡛᭱ึࡢᐇ⏝ᶵ㸦.++' ㉸◳࣍ࣈ┙ࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞ
 ᖺ ᴗ⏺ึ࡞ࡿ࣍ࣈ┙ࡢ &1&㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᩘ್ไᚚ㸧ࢆ㛤Ⓨ
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 ᖺ ᰴᘧ♫࢝ࢩࣇࢪၟྕኚ᭦
 ᖺ ,62 ྲྀᚓ
 ᖺ Ṕྐⓗ౯್ࡢ࠶ࡿᕤసᶵᲔࢆ㢧ᙲࡍࡿࡽࠕࣟࣥࢢࣛࣇ࣭࣋ࢫ


ࢺࢭ࣮ࣛ㈹ࠖࢆཷ㈹

 ᖺ ,62 ྲྀᚓ
 ᖺ ᴗ  ࿘ᖺ


බ┈♫ᅋἲே୰ᑠᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࠕࢢࢵࢻ࢝ࣥࣃࢽ࣮㈹ࠖ



ࡢࠕඃ⚽ᴗ㈹ࠖࢆཷ㈹

 ᖺ .36ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞ
 ᖺ බ┈㈈ᅋἲேி㒔⏘ᴗ  ࡽࠕᖹᡂ  ᖺᗘி㒔୰ᑠᴗᢏ⾡㈹ࠖ


ࡢࠕඃ⚽ᢏ⾡㈹ࠖࢆཷ㈹

 ᖺ ி㒔ᗓࡼࡾࠕிࡢ⪁⯒⾲ᙲࠖࢆཷᙲ


ி㒔ᕷࡼࡾࠕ5 ཬࡧศู࣭ࣜࢧࢡࣝάືඃⰋᴗᡤࠖㄆᐃ



㸦 ᖺẖࡢㄆᐃ࡛࠶ࡾࠊ ᖺࡶ  ᅇ㐃⥆࡛ㄆᐃ㸧

 ᖺ ᪥ᮏᗣ㆟ࡼࡾࠕᗣ⤒ႠඃⰋἲே 㸦୰ᑠつᶍἲே㒊㛛㸧ࠖ


ㄆᐃ㸦௨㝆ࠊ ᖺ㐃⥆࡛ㄆᐃ㸧

࠙㈨ᮏ㔠ࠚ

 ⓒ

࠙ᚑᴗဨᩘࠚ

 ྡ㸦 ᖺ  ᭶ᮇ㸧

࠙ୖ㧗ࠚ

 ⓒ  ᖺ  ᭶ᮇ  

㸦ᆅᇦ㸧

᪥ᮏ 㸣 ᾏእ 㸣 

࠙࡞ྲྀᘬඛࠚ

㈍ඛ     
⮬ື㌴ᡂ㌴࣓࣮࣮࢝ ⮬ື㌴㒊ရ࣓࣮࣮࢝ ῶ㏿ᶵ࣓࣮࣮࢝    
ᘓタᶵᲔ࣓࣮࣮࢝   ㎰ᴗᶵᲔ࣓࣮࣮࢝

࠙ᴗ ✀ࠚ

㔠ᒓᕤసᶵᲔ〇㐀

࠙ᴗෆᐜࠚ

࣍ࣈ┙ͤࠊࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥͤ ➼ࡢ〇㐀ཬࡧ㈍㸦࣍ࣈ┙〇㐀ࡣᴗ⏺
ࢺࢵࣉࢩ࢙ࢆࡿ㸧
 ᖺᅜ⏘ึࡢ࣍ࣈ┙ࢆᡂࡉࡏ࡚௨᮶ࠊ⏬ᮇⓗ࡞ᶵᲔࢆ〇㐀
 ᖺ㉸◳࣍ࣈ┙ࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞ
 ᖺᴗ⏺࡛ึࡵ࡚࣍ࣈ┙ࢆ &1& ࡋࠊㄡࡶࡀ⡆༢ࠊ㧗⢭ᗘ࡞ṑ㌴ࢆຍ
ᕤ࡛ࡁࡿ࣍ࣈ┙ཬࡧ㛵㐃ᶵࢆ㛤Ⓨ
⮬ື㌴ࡸ୍⯡ᶵᲔ࡞ᖜᗈ࠸⏘ᴗ⏺࡛ឡ⏝ࡉࢀࠊ͆࣍ࣈ┙ࡢ࢝ࢩࣇࢪ͇ࡋ࡚
ࡢᆅࢆ☜❧
 ᖺࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡞ࠊ㏆ᖺࡣࢠࣖ
ࢫ࢝ࣅࣥࢢຍᕤ➼ࡼࡿከゅⓗ࡞〇ရࢆ〇㐀ࠊ㈍
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ͤṑษࡾ┙ࡢ୍✀࡛ࠊ
ࠕ࣍ࣈࠖࡤࢀࡿᕤල࡛እṑ㌴ࢆᡂຍᕤࡍࡿ
ͤṑษࡾ┙ࡢ୍✀࡛ࠊṑ㌴≧ࡢᕤලࡢษࢀลࡀᡂ㐠ືࡋ࡞ࡀࡽ⿕๐≀ࡢṑ⁁ࢆⷧࡃࡑࡂ
ⴠࡋ㸦6NLYH㸧࡞ࡀࡽᑡࡋࡎࡘຍᕤࡍࡿࠋෆṑ㌴ࠊእṑ㌴ࡶຍᕤྍ⬟
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࣍ ࣈ




࣮࣡ࢡࣆ࣮ࢫ



࣍ࣈษࡾ

㸦ຍᕤ≀㸧

ṑษࡾຍᕤ୰ࡢ࣍ࣈ┙












ල



(ྲྀࡅල)





ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ

ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ୰ࡢᵝᏊ
ṑ㌴≧ࡢ࢝ࢵࢱ࣮








ຍᕤࡉࢀࡓ



ෆṑ㌴








࣍ࣈ┙ࠊࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥ
ࢆ⏝ࡋࡓᡂရ㸦୍㸧


ࡍ࡚࢝ࢩࣇࢪࡼࡾ㈨ᩱᥦ౪
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㸦㸰㸧⤒Ⴀ⌮ᛕ
⤒Ⴀ⌮ᛕ
ᙜ♫ࡣࠊேඃࡋࡃࠊࡘ࠺ேࡢ❧ሙࡓࡗࡓᶵᲔ࡙ࡃࡾ࡛ࠊ
㢳ᐈ‶㊊ᗘࡢྥୖಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡋࠊ♫ᴗࡢⓎᒎࢆ㏻ࡌ࡚♫㈉⊩ࡍࡿ

⤒Ⴀ᪉㔪
4&'㸦ရ㉁࣭ࢥࢫࢺ࣭⣡ᮇ㸧ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃᨵၿࡋ㢳ᐈ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸〇ရࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࣇࢵࢺࡋࡓᥦຊࡸࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡢ㢳ᐈᑐᛂຊࢆᙉࡳࡋ⥔ᣢࠊ⥅⥆ࡍࡿ

⤒Ⴀ⌮ᛕࢃࢀࡿࠕேඃࡋࡃࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊ࢝ࢩࣇࢪࡢᶵᲔࢆ࠺ேࡗ࡚ࠕඃ
ࡋ࠸ᶵᲔ࡛ࠖ࠶ࡾࡓ࠸࠸࠺ពࠊᶵᲔࢆࡘࡃࡿேࡍ࡞ࢃࡕ♫ဨࡗ࡚ࡶࠕඃࡋ࠸♫ࠖ
࡛࠶ࡾࡓ࠸ࠊከࡃࡢ♫ဨࡀᗣ࡛ࡵୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ♫࡛࠶ࡾࡓ࠸࠸࠺ពࡶ㎸ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠾ᐈᵝࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢᛮࢽ࣮ࢬࡣ௦ࡢኚ㑄ࡶከᵝࠊ」㞧ࡍࡿ࡞ࠊ࢝ࢩ
ࣇࢪ࡛ࡣ㛗ᖺࡢ㛫ᇵࡗࡓ⤒㦂࣭ᢏ⬟ࢆάࡋ࡚ࠊྲྀᘬඛࡢᛮࢽ࣮ࢬྍ⬟࡞㝈ࡾᐤࡾ
ῧ࠸ᚲせࡍࡿᵝ≉ࡋࡓ〇ရࡢ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢆᥦࡋࠊᖜᗈ࠸ࢽ࣮ࢬᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
♫ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ⌮ᛕࡸ⤒Ⴀ᪉㔪ཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆᚭᗏࡍࡿࡶ♫ဨ
ᖺ  ᅇᐇࡍࡿᐃᮇᗣデ᩿ࡸ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓࡢ᥎㐍࡞ᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ࡸാࡁࡀ࠸ࡢฟ
ࡣ≉ຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿ⫋ሙ⎔ቃࡢᥦ౪ࢆព㆑ࡋࡓ⤒Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ᴗάື
ձ࠙࢝ࢩࣇࢪࡢᙉࡳࠚ
࢝ࢩࣇࢪࡣᴗࡽ  ᖺࢆ㉸࠼ࡿᴗṔࢆ᭷ࡋࠊṔྐࡢ୰࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ✚ࡳୖࡆ
࡚ࡁࡓᙉࡳࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ᰿ᗏ࠶ࡿࡢࡀࠊ㢳ᐈẖࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓ〇㐀ࠊ㈍࡛࠶ࡿࠋ㢳ᐈ
ࡢᐦ᥋࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡࡿࡇࡼࡾࠊ
ࠕṑ㌴ࢆຍᕤࡍࡿࡢ᭱㐺࡞ᙧࠖᶵᲔࢆ࢝ࢫ
ࢱ࣐ࢬࡍࡿࡇ➼࡛ᮇᚅᛂ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊタィࡽ㒊ရຍᕤࠊ⤌ࡳ❧࡚ࡲ࡛⮬♫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡢᵓᡂ㒊ရࢆ⮬♫
ෆ࡛〇㐀ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⎔ቃࡀࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞ᑐᛂࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊရ㉁⟶⌮ࢆᚭᗏࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚〇ရࢆୡ㏦ࡾฟࡏࡿࡇࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ〇ရࡢ⣡ධᚋࡶᐃᮇ
Ⅼ᳨ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ✺Ⓨⓗ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫయไࢆ
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ᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㢳ᐈࡀᏳᚰࡋ࡚࢝ࢩࣇࢪ〇ရࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾὀຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢝ࢩࣇࢪࡢ⤒Ⴀ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕேඃࡋࡃࠊࡘ࠺ேࡢ❧ሙ❧ࡗࡓᶵᲔ࡙ࡃࡾࠖࡢࡶࠊ
ࠕࢺ
ࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᢏ⾡ຊᥦຊࠖ
ࠊ
ࠕ ᖺ๓సࡽࢀࡓᶵᲔࡀ࡛ࡶ⌧ᙺ࡛⏝࡛ࡁࡿ͆⪏ஂᛶࡢࡍ
ࡄࢀࡓᶵᲔ͇
ࠖࠊ
ࠕ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮎỌࡃ࠼ࡿࡇࠖࢆ㏣ồࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗ⏺ࢺࢵࣉࢩ࢙
࣓࣮࣮࢝ࡋ࡚㛗ᖺᕷሙ࡛ಙ㢗ࡉࢀ⥆ࡅࠊ᪥ᮏ࣭ୡ⏺ࡢ⏘ᴗ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕⏘ࣛࣥࡣ୍ᗘ✌ാࡍࡿఇࡴࡇ࡞ࡃࠊᖖືࡁ⥆ࡅࡿࡇࡀせồࡉࢀࠊࡑࢇ࡞㐣㓞࡞⎔
ቃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᩘ༑ᖺ࠸⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ࢝ࢩࣇࢪࡣ〇ရࡢ㛗ᑑࡇࡔࢃࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᕤసᶵᲔࢆసࡾฟࡍࡓࡵࡣࠊከࡃࡢ♫ဨࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ࢝ࢩࣇࢪ࡛
ࡣࠕṑ㌴ࠖࢆ୰᰾ࡋࡓᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ࣮࣋ࢫ㝵ᒙẖࡢ◊ಟไᗘࢆタᐃࡋࠊ㛗ᖺᇵࡗ࡚ࡁࡓ▱
㆑࣭ᢏ⬟ࢆ࣋ࢸࣛࣥࡢ⇍⦎♫ဨࡽ୰ሀ࣭ⱝᡭ♫ဨ⥅ᢎࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃேᮦ⫱ᡂ⎔ቃࢆᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ղ࠙ᣢ⥆ྍ⬟࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠚ
 ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⌮ᛕ࠶ࡿࠕ♫ᴗࡢⓎᒎࢆ㏻ࡌ࡚♫㈉⊩ࡍࡿࠖࡓࡵḟࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶
ᚑᴗဨࡀࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ὀຊࡋࠊ⫋ሙ⎔
ቃࡢᨵၿࠊᩚഛຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ
ලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ♫ဨᑐࡍࡿᐃᮇᗣデ᩿ࢆᖺ  ᅇᐇࡋ♫ဨࡀཷデࠊࡲࡓࠊ
ᗣ⥔ᣢࡢᑐ⟇࡛ࠊጞᴗ๓ࣛࢪ࢜య᧯ࠊ㣗ᚋ⭜③య᧯ࢆᐇࡍࡿࠊᕤሙࡢᒇୖࣇ
ࢵࢺࢧࣝሙࢆഛࡍࡿ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣥࢱࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ⏘ᴗ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛዎ⣙ࡋ࡚♫ဨࡢ┦ㄯ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀホ౯ࡉࢀࠊ
ࠕᗣ⤒ႠඃⰋἲே㸦୰ᑠつᶍἲே㒊㛛㸧ͤࠖࡋ࡚  ᖺ
ࡽ  ᖺ㐃⥆࡛ㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ͤᆅᇦࡢᗣㄢ㢟༶ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸ᪥ᮏᗣ㆟ࡀ㐍ࡵࡿᗣቑ㐍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡶࠊ≉ඃⰋ࡞ᗣ
⤒Ⴀࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿᴗࡸ୰ᑠᴗ➼ࡢἲேࢆ᪥ᮏᗣ㆟ࡀㄆᐃࡍࡿไᗘ
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㧗ᛶ⬟ᕤసᶵᲔࡢ㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠗ㧗ရ㉁࡞ᕤసᶵᲔ࠘ࡣࠕ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮎỌࡃ࠼ࡿࡇࠖ⪃࠼
࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿  ᖺ๓సࡽࢀࡓᶵᲔࡀ࡛ࡶ⌧ᙺ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ
࢝ࢩࣇࢪࡢࡁ࡞ᙉࡳࡣࠊᶵᲔࡢᵓᡂ㒊ရࡢከࡃࢆ⮬♫ෆ࡛〇㐀ࡋࠊ〇ရࡸ㒊ရࡢရ㉁⟶⌮ࢆ
⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ᖺࢆ㉸࠼ࡿᖺ᭶ࡢ㛫ᇵࡗࡓ⤒㦂ᢏ⾡࡛ࠊྲྀᘬඛㄔពࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿ
〇ရ⣡ධᚋࡣࠊᐃᮇⅬ᳨ࡸࢧ࣏࣮ࢺయไࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡲࡓࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ࣋ࢸࣛࣥࡢ⇍⦎♫ဨࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥅ᢎࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜せ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊⱝᡭ♫
ဨࡢேᮦ⫱ᡂຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿ

⏘Ꮫ㐃ᦠࡼࡿྛ✀㛤Ⓨ


ி㒔Ꮫࠊி㒔ᕤⱁ⧄⥔Ꮫ➼ࢆࡣࡌࡵࠊ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡶ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࣍ࣈຍᕤࠊࢠࣖࢫ࢝
ࣅࣥࢢຍᕤࡢ◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ

〇ရࡢ㛗ᑑ㸦࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࠊࣞࢺࣟࣇࢵࢺ㸧
〇ရᑑࢆᘏࡤࡍࡇࡣせ࡞ᗫရࢆฟࡉ࡞࠸᭷ຠ࡞⎔ቃᑐ⟇࡛࠶ࡿ
ලయⓗࡣࠊ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝ㸦〇ရᑑᘏ㛗ࡢࡓࡵࡢᶵ⬟⏕ࡼࡾ⪁ᮙࡋࡓᶵᲔࡢຍᕤ⢭
ᗘࡀྥୖ㸧ࡸࣞࢺࣟࣇࢵࢺ㸦ᶵ⬟⏕ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ᪂ࡓ࡞ᶵ⬟ࢆᦚ㍕ࡋࠊ⏕⏘ᛶ࣭᧯సᛶࡀ
 ࡉࡽྥୖ㸧ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊ〇ရࡢ㛗ᑑࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ



ࣞࢺࣟࣇࢵࢺࡢᐇ







  Ỉᖹ㏦ࡾ⨨ࢠࣖ࣎ࢵࢡࢫࢆྲྀࡾእࡋࠊ; ㍈㸦ษ㎸㸧
࣭= ㍈㸦⦪㏦ࡾ㸧
࣭& ㍈㸦ࢸ࣮ࣈࣝ㍈㸧࣭

% ㍈㸦࣍ࣈ㍈㸧ࢆ &1& ࡍࡿࡇ࡛ࠊసᴗຠ⋡ࡸ⏕⏘ᛶࡀྥୖࡍࡿ

࢝ࢩࣇࢪ +3 ࡼࡾᥖ㍕
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ճ࠙ᴗ⏺ືྥࠚ
ᴗ⏺ࡢືྥࢆࡳࡿࠊ㔠ᒓᕤసᶵᲔࡢ⏕⏘≧ἣ㸦ᅗ 㸧ࡣࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡼࡾ⃭ῶࡋࡓ
ᚋ㸦 ᖺ㸧
ࠊᚎࠎᅇࡍࡿࡶࡢࡢࠊ⡿୰㈠᫆ᦶ᧿ࡢᙳ㡪ࡽ  ᖺࡣῶᑡࡋࠊࡉࡽ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ  ᖺࡣᖜῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࡣࠊᖺึࡣపㄪ
᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡀᚎࠎᅇࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ๓ࡢ  ᖺᑐẚ࡛ࡳ
ࡿࠊ ᭶  ᭶ࡣ  ᖺࡢྠ᭶ࢆୖᅇࡗࡓࠋ
ᅗ

ෆ࣭እ㟂ูࡢཷὀ≧ἣ㸦ᅗ 㸧ࢆࡳࡿࠊ୰ᅜࡸ᪂⯆ᅜ࡛ࡢ㟂せࢆ⫼ᬒእ㟂ࡀᚎࠎቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋෆヂࢆࡳࡿࠊ ᖺࡲ࡛ࡣෆ㟂እ㟂ࡀ࠾࠾ࡴࡡ 㸸 ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺࡢ
࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡼࡿ⃭ῶᚋࡣእ㟂ᑟ࡛ᅇྥ࠸ࠊ㏆ᖺࡣእ㟂ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ

ᕤసᶵᲔ䛾ཷὀ≧ἣ
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14

15

16

17

18

19

20

21 䠄ᖺ䠅

㹼 ᖺࡅ࡚ࠊ୰ᅜࡢࢫ࣐࣍ྥࡅ࡞ࡢ㟂せࡀᣑࡋࠊ ᖺࡢཷὀ㢠ࡣ    ൨
㐣ཤ᭱㧗ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ ᖺ⛅㡭ࡽࠊ⡿୰㈠᫆ᦶ᧿ࡢᙳ㡪ࡀ⾲㠃ࡋጞࡵࡿࠊ〇㐀ᴗయࡢᢞ㈨ពḧࡀ
ῶ㏥ࡋࠊ ᖺࡢཷὀ㢠ࡣ    ൨࡛๓ᖺẚ 㸣ῶᑡࡋࡓࠋᴗ✀ู࡛ࡣ≉⮬ື㌴㛵㐃
ࡢཷὀࡀⴠࡕ㎸ࡴ࡞ࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨᮶ࡢⴠࡕ㎸ࡳ࡞ࡗࡓࠋ
  ᖺࡶ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪࡛ࡉࡽཷὀ㢠ࡀῶᑡࡋࡓࡀࠊ ᖺධࡾᣢ
ࡕ┤ࡋࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶௨㝆ࠊẖ᭶ཷὀ㢠ࡀ  ൨ࢆ㉸࠼ࠊᖺ㛫ཷὀ⥲㢠ࡣ㐣ཤ 
␒┠࡞ࡗࡓࠋ୰ᅜᬒẼࡢῶ㏿ᠱᛕࡣᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿ୰ࠊ⏕⏘ᕤሙࡢ⮬ືࡸࢹࢪࢱࣝࡢᢞ㈨
࡞ࢆ⫼ᬒࠊᘬࡁ⥆ࡁ㧗Ỉ‽ࡢཷὀࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊ ᖺ  ᭶࢘ࢡࣛࢼᨷࡋࡓࣟࢩ
ࡢ㔠⼥⤒῭ไక࠺㈨※ࡢ㧗㦐࡞ࡽᐇయ⤒῭ࡢୗᢲࡋᅽຊࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࠊඛ
⾜ࡁ㏱᫂࡞≧ែ࠶ࡿࠋ
ᕤసᶵᲔᴗ⏺࠾ࡅࡿᚋࡢㄢ㢟ࡣࠊࡓࡿ࣮ࣘࢨ࣮࡛࠶ࡿ⮬ື㌴ᴗ⏺࡛ࡢᛴ㏿࡞㟁Ẽ⮬ື㌴
ࡢ㟂せቑಀࡿᙳ㡪ࡀண࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
㟁Ẽ⮬ື㌴ᦚ㍕ࡉࢀࡿࠕH ࢡࢫࣝͤࠖࡣࠊ㟂せࡢᛴᣑࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀక࠸࢚
ࣥࢪࣥࡸࢺࣛࣥࢫ࣑ࢵࢩࣙࣥࡀせ࡞ࡾࠊࡑࡢᕤ⛬ᚲせ࡞㔠ᒓຍᕤࡶせ࡞ࡿࡇࡽࠊ
ᕤసᶵᲔᴗ⏺ࡢᙳ㡪ࡣࡁ࠸᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᴗ⏺ࡢ୰࡛ࠊ࢝ࢩࣇࢪࡣࠊ࣍ࣈ┙〇㐀ࢺࢵࣉࢩ࢙࣓࣮࣮࢝ࡋ࡚⮬ື㌴ࡢࢺࣛࣥ
ࢫ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢṑ㌴ຍᕤ⏝࣍ࣈ┙ࢆከࡃ౪⤥ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣ㟁Ẽ⮬ື㌴⏝ῶ㏿ᶵࡢṑ㌴ຍᕤ
ᶵࡢ㟂せࡀᣑഴྥ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊኚ㏿ࠊῶ㏿⨨࡛⏝ࡍࡿ㐟ᫍṑ㌴ᶵᵓͤ ࡢᵓᡂ㒊ရ࡛࠶ࡿ
ෆṑ㌴ࡢຍᕤ᭷ຠ࡞ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢཷὀࡶ⥅⥆ࡋ࡚☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⮬ື㌴௨እ࡛ࡣࠊ⏘ᴗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺ⏝ࡍࡿῶ㏿ᶵࡢᕷሙࡀ᭷ᮃ࡛࠶ࡿࠋᑡᏊ㧗㱋ࡢ㐍ᒎ
ࡼࡿேᡭ㊊ࡀᐃࡉࢀࡿ࡞ࠊ⏕⏘ࣛࣥࡢ⮬ື➼࡛⏘ᴗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡿࡀࠊࡑ
ࡢ㛵⠇㒊ෆṑ㌴ࢆྵࡴῶ㏿ᶵࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢᑠᆺࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ⬟ຊࢆ⥔ᣢ
ࡋࡘࡘࠊṑ㌴〇㐀ࡢຠ⋡ࡸ┬ࢫ࣮࣌ࢫ࡞ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࢝ࢩࣇࢪࡢ〇ရࡀ⮬ື㌴ᴗ⏺ࡸࣟ࣎ࢵࢺᴗ⏺ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᕤసᶵᲔࡣ⢭ᗘࡢ㧗ࡉࢆࡑࡢࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㧗⢭ᗘ࡞ຍᕤᶵຍ࠼ࠊ㧗࠸ᢏ⾡
ຊࠊ⇍⦎ࡢᢏ⬟ࢆᚲせࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊⱝᡭᢏ⾡⪅ࠊᢏ⬟⪅ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥅ᢎࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋ
 ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊⱝ࠸ᢏ⾡⪅ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ྥୖࡢࡓࡵࠊ◊ಟไᗘࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋẖᖺࠕ࣍
ࣈษࡾᇶ♏ᢏ⾡◊ಟࠖ㸦 㡫ཧ↷㸧ࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ♫ဨࡀ⌮ゎࢆ῝ࡵ▱㆑࣭ᢏ⬟⥅ᢎࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ͤᚑ᮶ಶูࣞ࢘ࢺࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࠊࣥࣂ࣮ࢱ࣮ࠊῶ㏿ᶵ࡞ࢆ୍యࡋࠊ㍍㔞࣭㧗ฟຊ࣭┬ࢫ
࣮࣌ࢫࢆᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢ
ͤኴ㝧ṑ㌴ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢ㐟ᫍṑ㌴ࡀ⮬㌿ࡋࡘࡘබ㌿ࡍࡿᵓ㐀ࢆᣢࡗࡓṑ㌴ᶵᵓ
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մ࠙⎔ቃࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠚ


ᇶᮏ⌮ᛕ




࢝ࢩࣇࢪࡣࠊᴗάືࡀᆅᇦཬࡧᆅ⌫⎔ቃ࠼ࡿᙳ㡪ࢆ༑ศㄆ㆑ࡋࠊᴗάືࡢศ㔝



࡛⎔ቃಖ㓄៖ࡋࡓάືࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍ


⎔ቃ᪉㔪




㸯㸬⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥅⥆ⓗᨵၿởᰁࡢண㜵

 㸰㸬ἲつไࠊせồ㡯ࢆᏲࡿ
 㸱㸬⎔ቃಖάືࡢ᥎㐍
  ࠙㸯ࠚ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ〇ရࡢタィ࣭㛤Ⓨཬࡧ⏕⏘άືࡢ᥎㐍
  ࠙㸰ࠚ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ㈨※⏝㔞ࡢ๐ῶ
  ࠙㸱ࠚᗫᲠ≀ࡢ๐ῶࠊࣜࢧࢡࣝࡢ᥎㐍
  ࠙㸲ࠚᏛ≀㉁ࡢ㐺ṇ⟶⌮๐ῶ

࢝ࢩࣇࢪࡣࠊ ᖺ  ᭶ရ㉁࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿつ᱁ࠕ,62ࠖࡢㄆドࢆྲྀᚓ
ࡋࠊẖᮇసᡂࡍࡿ⤒Ⴀィ⏬ࡣࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢ᫂☜࡞ᣦ㔪ࢆ♧ࡋࠊྛ㒊⨫ࡀ 3'&$ ࢆ╔ᐇᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡛ရ㉁⟶⌮ࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡉࡽ  ᖺ  ᭶ࡣࠊ⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿつ᱁ࠕ,62ࠖࡢㄆドࡶྲྀᚓࡋࠊ
⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢྥୖᐃ╔ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ⮬ⓗ㐠⏝࡛ࡁࡿỈ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿุ
᩿ࡋࡓ  ᖺ  ᭶ࡽࡣࠕ⮬⟶⌮ࠖ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㛫ᇵࡗࡓࣜࢫࢡホ౯ࡢ⤌ࡳࢆ
⌧ᅾࡲ࡛⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᮇࡢ⤒Ⴀィ⏬⎔ቃಖάືࡢᚲせᛶࢆ᫂グࡍࡿࡶࠊࠕ,62
࣐ࢽࣗࣝࠖࠕ,62ࠖࡢせồ㡯ࢆేྜࡋ࡚࠾ࡾࠕ,62ࠖάືࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮ཬࡧⅬ᳨
ࡢࢧࢡࣝࢆᚭᗏࡋࠊ,62 ෆ㒊┘ᰝࡶᐃᮇⓗᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣ⮬♫ࡢ⎔ቃ᪉㔪ἢࡗ࡚ࠊ᪥ࠎࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢᚭᗏࡸ⎔ቃಖάືྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ〇㐀ᕤ⛬࡛ฟࡉࢀࡿⰋࡼࡿᦆኻࡘ࠸࡚ẖᖺ
♫ෆ࡛┠ᶆࢆᥖࡆ๐ῶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᗫᲠ≀ࡢศูࡸ㈨※ࠊⓎ⏕㔞ࡢᢕᥱࡑࡢ⟶⌮యไࡀᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ㸣㏕ࡿ
㧗࠸㈨※⋡㸦ࣜࢧࢡࣝ⋡㸧ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊி㒔ᕷࡼࡾ  ᖺࡽࠕ5 ཬࡧศู࣭ࣜࢧ
ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
㸦 ᖺẖࡢㄆᐃ࡛࠶ࡾࠊ ᖺࡶ  ᅇ㐃⥆࡛ㄆᐃ㸧
ࠋ
ࢡࣝάືඃⰋᴗᡤͤࠖ

ͤ5㸦ࣜࢹ࣮ࣗࢫ࣭࣮ࣜࣘࢫ㸧ཬࡧศู࣭ࣜࢧࢡࣝάືࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗᡤཬࡧ≉ඃࢀࡓ 5 άື
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗᡤࢆㄆᐃࡍࡿไᗘ
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յ࠙┬࢚ࢿຠᯝࡀ㧗࠸〇ရࡢ〇㐀ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠚ
㏆ᖺࠊ⬺Ⅳ⣲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀࡿ࡞ࠊ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊ┬࢚ࢿຠᯝࡀ㧗࠸ᶵᲔࢆ〇㐀ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ〇㐀ࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊ࣍ࣈ┙ࡣᚑ᮶ࠊᕤලᦶ⪖ࢆᢚ࠼ࡿࠊ⇕ኚࢆᢚ࠼ࡿࠊษᒌࢆᶵእ
ฟࡍࡿ࡞ࡢ┠ⓗࡼࡾከ㔞ࡢษ๐Ἔࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ษ๐Ἔࢆຍᕤ㒊ࡅ࡞ࡀࡽࡢษ๐᪉ἲ
ࢆ࢚࢘ࢵࢺ࢝ࢵࢺࡪ㸧
ࠋ
ࡑࢀᑐࡋࠊ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣษ๐Ἔࢆ⏝ࡋ࡞࠸ࢻࣛ࢝ࢵࢺ࣍ࣈษࡾࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࢻࣛ࢝ࢵ
ࢺ࣍ࣈษࡾࡣࠊᆅ⌫⎔ቃࢆ⪃៖ࡋࡓຍᕤᢏ⾡࡛ࠊᚑ᮶ᚲせ࡛࠶ࡗࡓษ๐Ἔࠊษ๐Ἔ౪⤥⨨ࠊᗫ
Ἔฎ⌮࡞ࡢ๐ῶࡘ࡞ࡀࡿࠋ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊᶵᲔࡢࢻࣛ࢝ࢵࢺࠊ┬࢚ࢿࠊ㧗㏿࣭㧗
⢭ᗘࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࠊ㟁ຊᾘ㈝ࢆᢚ࠼ࡓ┬࢚ࢿࢱࣉࡢ࣍ࣈ┙㸦.1㸧ࢆ〇㐀ࠊᚑ᮶ᶵᑐࡋ࡚ 㸣
ࡢᾘ㈝㟁ຊ㔞ࢆ๐ῶࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸦ᅗ 㸧
ࠋ
ᅗ  ᚑ᮶ᶵࡢᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚ㍑












 ࢝ࢩࣇࢪࡼࡾ㈨ᩱᥦ౪
ࡑࡢࡣࠊᚑ᮶ࠊࡍࡾෆ㠃ͤ ࡣ࢜ࣝ₶ࡀὶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤥⬡ࢧࢡࣝࢆᘏࡤ
ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿప⢓ᗘࢢ࣮ࣜࢫࢆࡗࡓ₶⤥Ἔ᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾ  ᅇᙜࡓࡾࡢ⥲⤥
Ἔ㔞ࢆᖜపῶ㸦ᅗ 㸧
ࠊࡉࡽᚑ᮶ࡢ࢜ࣝ₶ࡢၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠊὶືᛶࡢ࠶ࡿ࢜ࣝࡢຍ
ᕤ࢚ࣜࡌࡳฟࡿࡇࡼࡿษ๐ᾮࡢΰධࡸࢻࣛ࢝ࢵࢺ࣍ࣈษࡾࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ⇕࠸ษ
ࡾᒌࡼࡿἜ↮ࡢⓎ⏕ࢆ࡞ࡃࡍࡇࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ͤ┤㐍㐠ື࠶ࡿ࠸ࡣᅇ㌿㐠ືࡍࡿࡘࡢᇶ‽㠃ࢆࡾ᥋ゐ࡛ᨭᣢࡍࡿᵓ㐀࡛₶Ἔࢆࡘࡢᇶ‽㠃㛫౪⤥ࡋࠊ
Ἔࡢ₶ᛶࢆ⏝ࡋ͆ࡍࡽࡍ͇᪉ᘧࡢෆ㠃ࡢࡇࢆゝ࠺



ᅗ 





࢝ࢩࣇࢪࡼࡾ㈨ᩱᥦ౪
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ࡲࡓࠊἜᅽ࣭✵ᅽᶵჾࡣ┤ὶᵝࡢᶵჾࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡛⏝㟁ຊ㔞ࢆపῶ࡛ࡁࡿࡇࡽࠊ
ᚑ᮶ᶵẚ㍑ࡋ࡚᭦࡞ࡿ┬࢚ࢿᡂຌࡋࡓࠋ
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊ࣍ࣈ┙௨እࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥ㸦.36ࠊ㸧ࡢ〇㐀ࡶ╔ᡭࡋ࡚࠸
ࡿࠋຍᕤཎ⌮ࡣ  ᖺ௨ୖ๓⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡀࠊᕤලᑑࡀ▷࠸࡞ࡢ⌮⏤ࡽᐇ⏝⮳ࡗ࡚
࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢝ࢩࣇࢪࡢᣢࡘ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡛ࠊ ᖺ .36 ࡢ〇㐀ࠊ㈍ࢆ
㛤ጞࠊ௨㝆ࠊ ᖺ .36ࠊ ᖺ .36 ࢆ〇㐀ࠊ㈍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾᕤලᑑࢆఙ
ࡤࡍࡶຍᕤ⢭ᗘࡀྥୖࡋࠊᚑ᮶ࡼࡾࡶຍᕤ㛫ࢆ▷⦰ࡉࡏࡿࡇࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᕤලᑑ
ࡀఙࡧࡓⅬࡸຍᕤ㛫ࡢ▷⦰ࡣ &2 ฟ㔞ᢚไ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡣࠊせྲྀᘬඛ࡛࠶ࡿ⮬ື㌴ᴗ⏺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣟ࣎ࢵࢺᴗ⏺࡞᪤Ꮡྲྀᘬඛࡢᣑ㈍᪂
つྲྀᘬඛࡢ㛤ᣅࡶど㔝ධࢀࡿ࡞ࠊ࣍ࣈ┙〇㐀ࡀ୰ᚰࡢᴗࡽࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡶྵ
ࡵࡓከゅⓗ࡞〇㐀ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢ୍㸦.36㸧













࢝ࢩࣇࢪ +3 ࡼࡾᥖ㍕

ն࠙ேᮦ⫱ᡂࠚ
࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣࠊ
ࠕⱝᡭ♫ဨࢆ➨୍⥺࡛ά㌍ࡉࡏࡿࠖ࠸࠺ᴗ㢼ᅵࡢࡶࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟
ࢆවࡡഛ࠼ࡓࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࡢ⫱ᡂຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕṑ㌴ࠖ࠸࠺ศ㔝ࡣᏛࡪᶵࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⫋✀ู࣭㝵ᒙูࡢ◊ಟࡢࠊ࢝ࢩࣇࢪ࡛ࡣẖ
ᖺࠊ
ࠕ࣍ࣈษࡾᇶ♏ᢏ⾡◊ಟࠖࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟࡣࠊึ⣭࣭୰⣭ࢥ࣮ࢫࢆタࡅ࡚᭶  ᅇࠊᖺ㛫
ࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠸ࠊᕤసᶵᲔࡢᵓ㐀ࡽᮦᩱࠊ⇕ฎ⌮࡞⤒㦂㇏ᐩ࡞ඛ㍮♫ဨࡀᣦᑟࡍࡿ࡞ࠊ㛗ᖺ
ᇵࡗࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆḟୡ௦⥅ᢎࡍࡿሙࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥅ᢎࡣ♫ෆࡔࡅ␃ࡲࡽࡎࠊ
ࠕ࣍ࣈษࡾㅮ⩦ࠖࡋ࡚♫ࡶཧຍ࡛ࡁࡿሙࢆᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇࡣࠊ⮬♫ࢆၥࢃࡎࠊ㛗ᖺᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡿࢺࢵࣉࢩ࢙࣓࣮࣮࢝ࡋ࡚ᴗ⏺య
࡛㊊ࡋ࡚࠸ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀࠊᑗ᮶ࡢᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡉࡽḟୡ௦ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥅ᢎ
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ࡶࡘ࡞ࡀࡾᴗ⏺ࡀⓎᒎࡋ⥆ࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊ಟࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕᴗົᨵၿάືࠖࢆẖ᭶  ᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ㒊⨫ศࢀࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࡛⾜ࡗࡓάືࢆࡲࡵࠊẖᖺ≉ᐃ᭶♫ဨࡢ๓࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺㸦⌧ᅾࡣࠊཧຍ⪅ᩘࢆไ㝈ࡋ」ᩘ
ᅇศࡅ࡚ᐇ㸧
ࠋ
◊ಟࡸᴗົᨵၿάື࡛ᚓࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆᐇ㝿ࡢᴗົ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ྛேࡢࢫ
࢟ࣝࢵࣉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡶ᭦࡞ࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢྥୖࡢࡓࡵᅜᐙ᳨ᐃไᗘ࡛࠶ࡿᢏ⬟᳨
ᐃไᗘࡢཷ㦂ࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣭ ⣭ࡶẖᖺྜ᱁⪅ࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
☜ᐇࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᅗࢀࡿ♫ෆไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊⱝᡭ♫ဨࡶ༶ᡓຊࡋ࡚ࡸࡾࡀ
࠸ࢆឤࡌࡿ⫋ሙ⎔ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚋዪᛶᚑᴗဨࡢ᥇⏝ࢆቑࡸࡋࠊዪᛶࡢά㌍ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊ♫ෆ
య༨ࡵࡿⱝᡭ♫ဨẚ⋡ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡸ᪂༞ධ♫♫ဨࡢ  ᖺᚋᐃ╔⋡ 㸣௨ୖࡢ㧗࠸ᐇ⦼⾲ࢀ
࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ
շ࠙ᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ാࡁࡀ࠸ࡢฟࠚ
 ࢝ࢩࣇࢪࡣᚑᴗဨࡀࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ࡋ࡚
⫋ሙ⎔ቃࡢᩚഛࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᗣ⥔ᣢࡢᑐ⟇࡛ࡣࠊጞᴗ๓ࣛࢪ࢜య᧯ࠊ㣗ᚋ⭜③య᧯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫ဨࡢᏳ⟶
⌮ࡣࠊࡍ࡚ࡢ㒊⨫࠾࠸࡚సᴗ๓༴㝤ண▱Ᏻព㆑ࢆྥୖࡉࡏࠊ
ࠕ༴㝤ࢮ࣭ࣟ⅏ᐖࢮࣟࠖࢆᥖ
ࡆࠊఇᴗ⅏ᐖࢮࣟ㸦 ᪥௨ୖࡢఇᴗࡀᚲせ࡞ሙྜࢆᣦࡍ㸧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᕤሙࡢᒇୖ
ࣇࢵࢺࢧࣝሙࢆഛࡋࠊఇࡳ♫ဨࡀ⏝ࡍࡿ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍⎔ቃࡢᩚഛࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏᗣ㆟ࡼࡾࠕᗣ⤒ႠඃⰋἲே㸦୰ᑠつᶍἲே㒊㛛㸧
ࠖࡋ࡚  ᖺࠊ ᖺࠊ ᖺࠊ
 ᖺ  ᖺ㐃⥆࡛ㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᐃᮇᗣデ᩿ࡣࠊ♫ဨࡀᖺ  ᅇཷデࡋࠊ᭷ᡤぢ⪅㒔
ᗘࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉຍ࠼࡚ࠊ ṓࡽ  ᖺẖࠕ⠇┠デࠖࡋ࡚ே㛫ࢻࢵࢡࡢཷデࢆ᥎ዡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅵ᭙ࠊ᪥᭙ࠊ⚃᪥ࢆఇ᪥ࡍࡿࠊẖ᭶≉ᐃࡢ᭙᪥ࣀ࣮ṧᴗࢹ࣮ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭷
⤥ఇᬤྲྀᚓ࡛ࡣࠊᾘࡋࡁࢀࡎᾘ⁛ࡍࡿศࢆ⏝࡛ࡁࡿ⊂⮬ไᗘࡋ࡚ࠕ࣊ࣝࢩ࣮ఇᬤࠖไᗘ
ࡀ࠶ࡿࠋ㏻㝔ࢆࡣࡌࡵࠊᐙ᪘ࡢㆤ➼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ࠼ࡤࠊᡭ⾡࡛  ᭶ఇົࢆせࡍࡿ
ሙྜ࡛ࡶࠊ
ࠕ࣊ࣝࢩ࣮ఇᬤࠖࡀ㈓ࡲࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ࡚᭷⤥ఇᬤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ
ࠕ࣊
ࣝࢩ࣮ఇᬤࠖ
ྲྀᚓ⪅ࡀᛴቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ
♫ෆయ࡛ࡢ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ࡣཌ⏕ປാ┬ࡀ┠ᶆࡍࡿ 㸣
ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸧ࠋᡤᒓ㛗ࢆ୰ᚰྲྀᚓࡋࡸࡍ࠸⫋ሙ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀఛ
࠼ࡿࠋ
 ࡑࡢࠊ⫱ඣࢆ୧❧ࡍࡿ♫ဨࡢࡓࡵົ㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿಖ⫱㛫ไᗘࡀ࠶ࡿࠋእᅜ
ேࡶ㞠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ୰ᅜ⡠ࡢ♫ဨࡀά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㸱㸬㹓㹌㹃㹎 㹄㹇ࡀᥖࡆࡿࣥࣃࢡࢺ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛵㐃ᛶ

㸺♫㸼
ධᡭྍ⬟ᛶࠊࢡࢭࢫྍ⬟ᛶࠊᡭࡈࢁࡉࠊရ㉁㸦୍㐃ࡢᅛ᭷ࡢ≉ᚩࡀࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍ⛬ᗘ㸧

Ỉ

㣗

ᩱ

ఫ ᒃ

ᗣ࣭⾨⏕

ᩍ

⫱

㞠

⏝

࢚ࢿࣝࢠ࣮

⛣ືᡭẁ

 ሗ

ᩥ࣭ఏ⤫

ே᱁ேࡢᏳಖ㞀

ṇ ⩏

ᙉᅛ࡞ไᗘ࣭ᖹ࣭Ᏻᐃ

㸺⎔ቃ㸼
㉁㸦≀⌮ⓗ࣭Ꮫⓗᵓᡂ࣭ᛶ㉁㸧ࡢ᭷ຠ⏝

Ỉ
⏕≀ከᵝᛶ⏕ែ⣔ࢧ࣮ࣅࢫ



Ẽ

㈨※ຠ⋡࣭Ᏻᛶ

ᗫᲠ≀

㸺⤒῭㸼
ே♫ࡢࡓࡵࡢ⤒῭ⓗ౯್㐀

ໟᦤⓗ࡛࡞⤒῭

⤒῭ࢀࢇ

㸦⥳ࡣ࣏ࢪࢸࣈࠊ㉥ࡣࢿ࢞ࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࢆ⾲♧㸧
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ᅵ

ተ

Ẽ

ೃ

㸦㸯㸧࣏ࢪࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࠊࢸ࣮࣐ࡑࡢෆᐜࠊ㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱


㸺♫㸼
ࣥࣃࢡࢺ
㡿ᇦ

ࢸ࣮࣐

ෆᐜ
࣭ࠕᗣ⤒ႠඃⰋἲே㸦୰ᑠつᶍἲே㒊㛛㸧ࠖࡢㄆᐃࢆ  
ᖺࡼࡾ  ᖺ㐃⥆࡛ྲྀᚓ

ᗣ࣭
⾨⏕

ᗣ⤒Ⴀࡢ ࣭♫ဨࡀᖺ  ᅇࡢᐃᮇᗣデ᩿ࢆཷデࠋ᭷ᡤぢ⪅㒔ᗘ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ➼ࢆᐇ
ᐇ㊶
࣭ᗣ⥔ᣢࡢᑐ⟇ࡸࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍⎔ቃࢆᩚഛ
࣭⏘ᴗ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡼࡿᚑᴗဨࡢ┦ㄯ❆ཱྀࢆタ⨨
࣭ࠕṑ㌴ࠖࢆᏛࡪᶵࡋ࡚ࠕ࣍ࣈษࡾᇶ♏ᢏ⾡◊ಟࠖࢆẖ 
ᖺᐇࡋࠊ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆḟୡ௦⥅ᢎ

ᩍ⫱

ேᮦ⫱ᡂ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

࣭ᅜᐙ᳨ᐃไᗘ࡛࠶ࡿᢏ⬟᳨ᐃไᗘࡢཷ㦂ࢆዡບࡋࠊẖᖺ
࣭ ⣭ࡶྜ᱁⪅ࢆ㍮ฟ
࣭ࠕ࣍ࣈษࡾㅮ⩦ࠖࡋ࡚♫ࡶཧຍ࡛ࡁࡿሙࢆᥦ౪ࡋࠊ
ᴗ⏺య࡛㊊ࡋ࡚࠸ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊᴗ⏺ࡢⓎᒎ㈉⊩
࣭ᅵ᭙ࠊ᪥᭙ࠊ⚃᪥ࢆఇ᪥ࠊẖ᭶≉ᐃࡢ᭙᪥ࣀ࣮ṧᴗ 

㞠⏝

ാࡁࡀ࠸ࡢ
ฟ

ࢹ࣮ࢆᑟධ
࣭ᖺḟ᭷⤥ఇᬤࡢྲྀᚓࢆ᥎㐍ࡍࡿࠊࠕ࣊ࣝࢩ࣮ఇᬤࠖࢆ
ᑟධࠊ㧗࠸ྲྀᚓ⋡ࢆ⥔ᣢ
࣭ዪᛶᚑᴗဨࡢ᥇⏝ேᩘࢆቑຍࡉࡏࠊά㌍ࢆ᥎㐍

⮬ື㌴
⛣ືᡭẁ

ᴗ⏺
ࡢ㈉⊩

࣭͆࣍ࣈ┙ࡢ࢝ࢩࣇࢪ͇ࡋ࡚㛗ᖺ⮬ື㌴ࡢࠕኚ㏿ᶵࠖ⏝⏕ 
⏘࣍ࣈ┙ࢆ〇㐀
࣭㟁Ẽ⮬ື㌴ᦚ㍕ࡉࢀࡿࠕH ࢡࢫࣝࠖࡢ࿘㎶㒊ရ࡛࠶ࡿ
ࠕῶ㏿ᶵࠖࡢṑ㌴ࢆ〇㐀
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㛵㐃ࡍࡿ
6'*V

㸺⤒῭㸼


ࣥࣃࢡࢺ
㡿ᇦ

ࢸ࣮࣐
⮬ື㌴࣭
ࣟ࣎ࢵࢺ

ໟᦤⓗ࡛
࡞
⤒῭

ᴗ⏺
ࡢ㈉⊩

ෆᐜ
࣭⏘ᴗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛵⠇㒊⏝࠸ࡽࢀࡿࠕῶ㏿ᶵࠖࠊṑ㌴ࢆ 
〇㐀
࣭ࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢᑠᆺࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊࣛࣥࢼ
ࢵࣉࢆቑຍ
࣭ᶵᲔಟ⌮ࠊᨵ㐀㸦࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࠊࣞࢺࣟࣇࢵࢺྵࡴ㸧

〇ရࡢ
㛗ᑑ

ࢆ⾜࠸ࠊᴗࢆࢧ࣏࣮ࢺ
࣭〇ရ⣡ධᚋࡶ✺Ⓨⓗ࡞ࢺࣛࣈࣝᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣇࢱ
࣮ࢧ࣮ࣅࢫయไࢆᵓ⠏

17

㛵㐃ࡍࡿ
6'*V

㸦㸰㸧ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࠊࢸ࣮࣐ࡑࡢෆᐜࠊ㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱

㸺♫㸼
ࣥࣃࢡࢺ
㡿ᇦ
㞠⏝

ࢸ࣮࣐

ෆᐜ

♫ဨࡢ

࣭సᴗ๓༴㝤ண▱Ᏻព㆑ࢆྥୖࡉࡏࠊఇᴗ⅏ᐖࢮࣟྥ

Ᏻ⟶⌮

㛵㐃ࡍࡿ
6'*V

ࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ

㸺⎔ቃ㸼
ࣥࣃࢡࢺ
㡿ᇦ

ࢸ࣮࣐

ෆᐜ
࣭┬࢚ࢿຠᯝࡢ㧗࠸࣍ࣈ┙ࡢ㛤Ⓨࡼࡾᚑ᮶ᶵࡼࡾ 㸣ࡢ
ᾘ㈝㟁ຊ๐ῶࢆᐇ⌧

Ẽೃ

⎔ቃ㈇Ⲵࡢ
పῶ

࣭࣍ࣈ┙ࡢࡍࡾෆ㠃ప⢓ᗘࢢ࣮ࣜࢫࢆࡗࡓ₶⤥Ἔ
᪉ᘧࢆ᥇⏝ࠊἜᅽ࣭✵ᅽᶵჾࡣ┤ὶᵝࡢᶵჾࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿ➼ࠊᚑ᮶ᶵࡼࡾࡶ┬࢚ࢿࢆᐇ⌧
࣭⮬♫ࡢ⎔ቃ᪉㔪ἢࡗ࡚ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡸ⎔ቃಖά
ືྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭㛗ᮇ㛫⏝ࡋࡓᶵᲔ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࡸࣞࢺࣟࣇࢵࢺࢆ
ᐇࡋࠊ〇ရࡢ㛗ᑑࢆᐇ⌧

ᗫᲠ≀
๐ῶ࣭᭷ຠ
ᗫᲠ≀

ά⏝ྥࡅ
ࡓྲྀࡾ⤌ࡳ

࣭〇ရ〇㐀ࡼࡿᗫᲠ≀ࡢศูࡸ㈨※ࠊⓎ⏕㔞ᢕᥱ⟶
⌮యไࢆᵓ⠏ࠊ㸣㏕ࡿ㧗࠸㈨※⋡㸦ࣜࢧࢡࣝ⋡㸧
ࢆᐇ⌧
࣭ࠕ5 ཬࡧศู࣭ࣜࢧࢡࣝάືඃⰋᴗᡤࠖࡢㄆᐃࢆ  ᅇ
㐃⥆࡛ྲྀᚓ
࣭Ⰻࡼࡿᦆኻ๐ῶࡢ⟶⌮ࢆᙉ
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㛵㐃ࡍࡿ
6'*V

 ࣥࣃࢡࢺࡢ≉ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ81(3), ࡽබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣥࣃࢡࢺ࣮ࣞࢲ࣮ཬࡧࣥ
ࣃࢡࢺศᯒࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋࡓ⊂⮬ࡢホ౯ࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎฟࡋࡓࢿ࢞ࢸࣈࣥࣃ
ࢡࢺࡢ࠺ࡕࠊ࢝ࢩࣇࢪࡢࣥࣃࢡࢺ≉ᐃࡋ࡞ࡗࡓࡶࡢཬࡧ⌮⏤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ศ㢮㸸㸺⎔ቃ㸼 ࣥࣃࢡࢺ㸸
ࠕỈࠖ
ࠊ
ࠕẼࠖ
ࠊࠕᅵተࠖ
ࠊࠕ㈨※ຠ⋡࣭Ᏻᛶࠖ
 ࢝ࢩࣇࢪࡢᴗάື࠾࠸࡚ࠊࠕỈࠖࠊࠕᅵተࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊỈཬࡧᗫᲠ≀ࡣእ㒊ᴗ⪅ࢆ㏻
ࡌ࡚㐺ษฎศࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕẼࠖࡣࠊ࢞ࢫ࣭㟁ຊࡢฟ㔞ࡀ㐺ษ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ๐ῶ
┠ᶆࢆᥖࡆ࡚᪥ࠎࡢᴗົྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ㈨※ຠ⋡࣭Ᏻᛶࠖࡣࠊ࣍ࣈ┙ࡢᾘ㈝㟁ຊ๐ῶ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡞ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢᨵၿࡀᅗࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶἲ௧๎ࡾ㐺ษ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣥࣃࢡࢺ≉ᐃࡋ࡞࠸ࠋ
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㸲㸬ᮏࣇࢼࣥࢫ࡛㹉㹎㹇ࢆタᐃࡋࡓࣥࣃࢡࢺ㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱
࢝ࢩࣇࢪࡣி㒔㖟⾜ඹྠࡋࠊᮏࣇࢼࣥࢫ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞௨ୗࡢ⟶⌮ᣦᶆ㸦௨ୗࠊ
ࠕ.3, 
࠸࠺㸧㛵㐃ࡍࡿ 6'*V ࢆタᐃࡋࡓࠋ

㸦㸯㸧࣏ࢪࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࡼࡿ㹉㹎㹇

㸺♫㸼


≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇ձ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

ᗣ࣭⾨⏕

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ ᗣ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ࢆ⥅⥆
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

ᗣ⤒ႠඃⰋἲேࡢㄆᐃࢆ⥅⥆ྲྀᚓࡋࠊᗣデ᩿ࡢᖺ  ᅇཷデ⋡ 㸣ࠊ
᭷ᡤぢ⪅ࡢ 㸣ࣇ࢛࣮ࣟࢆ⥔ᣢࡍࡿ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
ࡍ࡚ࡢேࠎᑐࡍࡿ㈈ᨻࣜࢫࢡࡽࡢಖㆤࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᇶ♏ⓗ࡞ಖࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ࢡࢭࢫཬࡧᏳ࡛ຠᯝⓗࡘ㉁ࡀ㧗ࡃᏳ౯࡞ᚲ㡲་⸆ရ࣡ࢡࢳࣥࡢࢡࢭ
ࢫࢆྵࡴࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࣊ࣝࢫ࣭࢝ࣂࣞࢵࢪ㸦8+& ࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ


≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇ղ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

ᩍ⫱

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ ḟୡ௦ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟⥅ᢎࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ࣍ࣈษࡾ◊ಟ㸦᪂ධ♫ဨࠊึ⣭ࠊ୰⣭㸧ࢆ⥅⥆ᐇࡋࠊ
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

࣍ࣈษࡾㅮ⩦㸦࣮ࣘࢨ࣮ࠊ♫ྥࡅ㸧ࡢཧຍ⪅࡛ࠊᖺ㛫  ྡ௨ୖࢆ┠
ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ  
 ᖺࡲ࡛ࠊࡍ࡚ࡢேࠎࡀ⏨ዪࡢ༊ู࡞ࡃࠊᡭࡢᒆࡃ㉁ࡢ㧗࠸ᢏ⾡ᩍ⫱࣭⫋ᴗ
ᩍ⫱ཬࡧᏛࢆྵࡴ㧗➼ᩍ⫱ࡢᖹ➼࡞ࢡࢭࢫࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᢏ⾡ⓗ࣭⫋ᴗⓗࢫ࢟ࣝ࡞ࠊ㞠⏝ࠊാࡁࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே㛫ࡽࡋ࠸
ཬࡧ㉳ᴗᚲせ࡞ᢏ⬟ࢆഛ࠼ࡓⱝ⪅ᡂேࡢྜࢆᖜቑຍࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ  
㧗ຍ౯್ࢭࢡࢱ࣮ࡸປാ㞟⣙ᆺࢭࢡࢱ࣮㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡞ࡼࡾࠊከᵝࠊ
ᢏ⾡ྥୖཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ⤒῭⏕⏘ᛶࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
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ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊⱝ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࢆྵࡴࡍ࡚ࡢ⏨ᛶཬࡧዪᛶࡢࠊࡘ⏕⏘ⓗ࡞㞠
⏝ཬࡧാࡁࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே㛫ࡽࡋ࠸ࠊ࡞ࡽࡧྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ  
ࡍ࡚ࡢேࠎᏳ౯࡛බᖹ࡞ࢡࢭࢫ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ⤒῭Ⓨᒎே㛫ࡢ⚟♴ࢆᨭ
ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦ࣭㉺ቃࣥࣇࣛࢆྵࡴ㉁ࡢ㧗࠸ࠊಙ㢗࡛ࡁࠊᣢ⥆ྍ⬟ࡘᙉ㠌
㸦ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ㸧࡞ࣥࣇࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ


≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇ճ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

㞠⏝

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ ዪᛶᚑᴗဨࡢቑຍ
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

 ᖺࡲ࡛ᢏ⾡⫋ࠊ〇㐀⫋ࠊႠᴗ⫋ࡢዪᛶᚑᴗဨࢆ  ᖺẚ࡛ಸቑࢆ
┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᢏ⾡ⓗ࣭⫋ᴗⓗࢫ࢟ࣝ࡞ࠊ㞠⏝ࠊാࡁࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே㛫ࡽࡋ࠸
ཬࡧ㉳ᴗᚲせ࡞ᢏ⬟ࢆഛ࠼ࡓⱝ⪅ᡂேࡢྜࢆᖜቑຍࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᩍ⫱࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮᱁ᕪࢆ↓ࡃࡋࠊ㞀ᐖ⪅ࠊඛఫẸཬࡧ⬤ᙅ࡞
❧ሙ࠶ࡿᏊࡶ࡞ࠊ⬤ᙅᒙࡀ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ࡸ⫋ᴗカ⦎ᖹ➼ࢡࢭ
ࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
࠶ࡽࡺࡿሙᡤ࠾ࡅࡿࡍ࡚ࡢዪᛶཬࡧዪඣᑐࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢᕪูࢆ᧔ᗫ
ࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
ᨻࠊ⤒῭ࠊබඹศ㔝࡛ࡢ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝࡢពᛮỴᐃ࠾࠸࡚ࠊࡘຠᯝⓗ࡞
ዪᛶࡢཧ⏬ཬࡧᖹ➼࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᶵࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊⱝ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࢆྵࡴࡍ࡚ࡢ⏨ᛶཬࡧዪᛶࡢࠊࡘ⏕⏘ⓗ࡞㞠
⏝ཬࡧാࡁࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே㛫ࡽࡋ࠸ࠊ࡞ࡽࡧྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
⛣ఫປാ⪅ࠊ≉ዪᛶࡢ⛣ఫປാ⪅ࡸᏳᐃ࡞㞠⏝ᙧែ࠶ࡿປാ⪅࡞ࠊࡍ࡚
ࡢປാ⪅ࡢᶒࢆಖㆤࡋࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡞ປാ⎔ቃࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
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㸺⤒῭㸼


≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇մ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

ໟᦤⓗ࡛࡞⤒῭

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ ⮬ື㌴ࠊࣟ࣎ࢵࢺᴗ⏺ࡢ᭦࡞ࡿ㈉⊩
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

ᑠᆺࡋࡓࢠࣖࢫ࢝ࣅࣥࢢ࣐ࢩࣥࡢࣛࣥࢼࢵࣉࢆቑᙉࡋࠊ ᖺၟ
ရࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ  
 ᖺࡲ࡛ࠊୡ⏺ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣑ࢵࢡࢫ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྜࢆ
ᖜᣑࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
㧗ຍ౯್ࢭࢡࢱ࣮ࡸປാ㞟⣙ᆺࢭࢡࢱ࣮㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡞ࡼࡾࠊከᵝࠊ
ᢏ⾡ྥୖཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ⤒῭⏕⏘ᛶࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊ㈨※⏝ຠ⋡ࡢྥୖࢡ࣮ࣜࣥᢏ⾡ཬࡧ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓᢏ⾡࣭⏘ᴗ
ࣉࣟࢭࢫࡢᑟධᣑࢆ㏻ࡌࡓࣥࣇࣛᨵⰋࡸ⏘ᴗᨵၿࡼࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࠋࡍ࡚ࡢᅜࠎࡣྛᅜࡢ⬟ຊᛂࡌࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ


≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇յ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

ໟᦤⓗ࡛࡞⤒῭

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ 〇ရࡢ㛗ᑑࡢྲྀࡾ⤌ࡳᙉ
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

 ᖺࡲ࡛ᶵᲔಟ⌮ࠊᨵ㐀㸦࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࠊࣞࢺࣟࣇࢵࢺྵࡴ㸧
ࡢୖ㧗ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺᑐẚ 㸣ቑຍࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊ㈨※⏝ຠ⋡ࡢྥୖࢡ࣮ࣜࣥᢏ⾡ཬࡧ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓᢏ⾡࣭⏘ᴗ
ࣉࣟࢭࢫࡢᑟධᣑࢆ㏻ࡌࡓࣥࣇࣛᨵⰋࡸ⏘ᴗᨵၿࡼࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࠋࡍ࡚ࡢᅜࠎࡣྛᅜࡢ⬟ຊᛂࡌࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ
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≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇ն
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ

ໟᦤⓗ࡛࡞⤒῭

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼ 㢳ᐈࢧ࣏࣮ࢺయไࡢᐇ
㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖࡢࡓࡵࠊྛ✀ၥ࠸ྜࢃࡏᑐࡋ࡚ࠕ࠾ᐈᵝࢆ࠾ᚅࡓࡏࡋ࡞
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

࠸㎿㏿࡞ᑐᛂࠖࢆ⾜࠺ࡓࡵႠᴗ㒊ࢧ࣮ࣅࢫㄢဨࢆᖖ㥔ࡉࡏࡿᑐᛂࢆ⥅⥆
ᐇࡍࡿ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼



ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
㧗ຍ౯್ࢭࢡࢱ࣮ࡸປാ㞟⣙ᆺࢭࢡࢱ࣮㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡞ࡼࡾࠊከᵝࠊ
ᢏ⾡ྥୖཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ⤒῭⏕⏘ᛶࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
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㸦㸰㸧ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦࡼࡿ㹉㹎㹇

㸺♫㸼
≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇շ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

㞠⏝
♫ဨࡢᏳ㓄៖ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⥔ᣢࠊᙉ
ఇᴗ⅏ᐖࢮࣟࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
⛣ఫປാ⪅ࠊ≉ዪᛶࡢ⛣ఫປാ⪅ࡸᏳᐃ࡞㞠⏝ᙧែ࠶ࡿປാ⪅࡞ࠊࡍ࡚
ࡢປാ⪅ࡢᶒࢆಖㆤࡋࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡞ປാ⎔ቃࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

㸺⎔ቃ㸼
≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇ո
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

ᗫᲠ≀
ᗫᲠ≀๐ῶ࣭᭷ຠά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉ
〇㐀ࡽ  ᖺ௨ୖ⏝ࡋࡓ〇ရࡢ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝཬࡧࣞࢺࣟࣇࢵࢺ
ࡘ࠸࡚ᖺ㛫  ྎ௨ୖࡢᐇࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕㜵Ṇࠊ๐ῶࠊ⏕⏝ཬࡧ⏝ࡼࡾࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ
⏕ࢆᖜ๐ῶࡍࡿࠋ
≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇չ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

ᗫᲠ≀
ࣜࢧࢡࣝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉ
 ᖺࡲ࡛ᗫᲠ≀ࡢࣜࢧࢡࣝ⋡ 㸣௨ୖ㸦୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᕤసᶵ
Ეᕤᴗࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿ┠ᶆ㸧ࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊẼࡢ㉁ཬࡧ୍⯡୪ࡧࡑࡢࡢᗫᲠ≀ࡢ⟶⌮≉ู࡞ὀពࢆᡶ࠺
ࡇࡼࡿࡶࡢࢆྵࡵࠊ㒔ᕷࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢ⎔ቃୖࡢᝏᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ
24

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕㜵Ṇࠊ๐ῶࠊ⏕⏝ཬࡧ⏝ࡼࡾࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ
⏕ࢆᖜ๐ῶࡍࡿࠋ
≉ᐃࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ㹉㹎㹇պ
ࣥࣃࢡࢺ㡿ᇦ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⟇➼
タᐃࡋࡓ㹉㹎㹇

ᗫᲠ≀
〇㐀ᕤ⛬࡛ࡢᗫᲠ≀๐ῶࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᖺࡲ࡛Ⰻࡼࡿᦆኻ㢠㸦ᡭ┤ࡋᦆኻ㸧ࡘ࠸࡚  ᖺᑐẚ 㸣
๐ῶࢆ┠ᣦࡍ

㸺㛵㐃ࡍࡿ㹑㹂㹅㹱㸼
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊẼࡢ㉁ཬࡧ୍⯡୪ࡧࡑࡢࡢᗫᲠ≀ࡢ⟶⌮≉ู࡞ὀពࢆᡶ࠺
ࡇࡼࡿࡶࡢࢆྵࡵࠊ㒔ᕷࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢ⎔ቃୖࡢᝏᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 
 ᖺࡲ࡛ࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕㜵Ṇࠊ๐ῶࠊ⏕⏝ཬࡧ⏝ࡼࡾࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ
⏕ࢆᖜ๐ῶࡍࡿࠋ
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㸳㸬
࠙࢝ࢩࣇࢪࠚࡢࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ⟶⌮యไ

᭱㧗㈐௵⪅

ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ᶔ⸨㐩㑻

⟶⌮㈐௵⪅

ᖖົྲྀ⥾ᙺᶔ⸨ⱥ㞝

ᢸᙜ⪅

ᴗົ㒊㒊㛗ᑠᯘఙዲ

⤫㎄㒊⨫

ᴗົ㒊


 ࢝ࢩࣇࢪࡀᮏࣇࢼࣥࢫࢆྲྀࡾ⤌ࡴ࠶ࡓࡾࠊᴗົ㒊ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚⮬♫ࡢᴗάືࢆᲴ༺
ࡋࠊࣥࣃࢡࢺ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ 6'*V ࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ .3, ࢆタᐃࡋࡓࠋ
 ᮏࣇࢼࣥࢫᐇ⾜ᚋ࠾࠸࡚ࡣࠊᶔ⸨㐩㑻♫㛗ࡀ᭱㧗㈐௵⪅࡞ࡾࠊ⟶⌮㈐௵⪅࡛࠶ࡿᶔ⸨
ⱥ㞝ᖖົྲྀ⥾ᙺࢆ୰ᚰ⎔ቃጤဨࠊရ㉁⟶⌮ጤဨࠊ〇ရ㛤ⓎጤဨࠊᏳ⾨⏕ጤဨࡢྛ✀
ጤဨࡀ .3, 㐩ᡂྥࡅࡓάືࢆ⾜࠸ࠊᴗົ㒊ࡀ .3, ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
 ࢝ࢩࣇࢪࡀᮏࣇࢼࣥࢫྲྀࡾ⤌ࡴ┠ⓗࡣࠊࠕ┈ࡢฟࠖࡸࠕຠ⋡ᛶࡢ㏣ồࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕᆅᇦ♫ࡢᨵၿࠖࡸࠕ⎔ቃࡢᨵၿಖㆤࠖࢆ⪃៖ࡋࡓᴗάືࢆ⾜࠸ࠊᴗࡋ࡚♫㈉⊩
ࡍࡿࡇࢆ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ୍ࡘᥖࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
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㸴㸬
࠙࢝ࢩࣇࢪࠚࡢᆅᇦࡢ㈉⊩ᗘ

࢝ࢩࣇࢪࡣࠊ ᖺ ⌧♫㛗ࡢ♽∗࠶ࡓࡿᶔ⸨␃୕㑻Ặࡀᶔ⸨㕲ᕤᡤࡋ࡚ᴗࠋᙜึࡣ࣎
࣮ࣝ┙ࡸᮌᕤᶵᲔࠊᰁⰍᶵ࡞ᵝࠎ࡞〇ရࢆᡭࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺி㒔ᕷ㟁࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ࢻࢶ〇ṑ㌴〇సᶵᲔࢆཧ⪃ᅜ⏘  ྕ࡞ࡿ࣍ࣈ┙ࡢヨసᡂຌࡋࠊྠᕷ㟁⣡ࡵࡿࡇ࡞
ࡗࡓࠋᙜࡢி㒔ᕷ㟁ࡣ᪥ᮏึࡢႠᴗࡢ㊰㠃㟁㌴࡛࠶ࡾࠊ
ࠕᕷẸࡢ㊊ࠖ㔜ᐆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽ
࢝ࢩࣇࢪࡣ᭱ඛ➃ࡢ㒔ᕷ㏻ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓゝ࠼ࡿࠋ
 ᖺᅜ⏘ึࡢ⮬ືࢧࢡࣝࡢṑ㌴ຍᕤᶵࠕ.6ࠖࡢ㛤Ⓨᡂຌࠋ ᖺ௦ࡣ࣮ࣔࢱࣜࢮ
࣮ࢩࣙࣥࡢ฿᮶࡛ࠊ⮬ື㌴ࡢኚ㏿ᶵ㸦ࢺࣛࣥࢫ࣑ࢵࢩࣙࣥ㸧Ḟࡏ࡞࠸ṑ㌴ࡢ㟂せࡀቑ࠼࡚࠾
ࡾࠊḢ⡿〇ࡢຍᕤᶵ㈇ࡅ࡞࠸⢭ᗘࢫࣆ࣮ࢻࢆഛ࠼ࠊᨾ㞀ࡶᑡ࡞ࡃࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡋࡸࡍ࠸
ࠕ.6ࠖࡣḟࠎ⮬ື㌴〇㐀ᕤሙ᥇⏝ࡉࢀࠊ
͆࣍ࣈ┙ࡢ࢝ࢩࣇࢪ͇ࡢᆅࢆ☜❧ࡋࠊࢩ࢙ࢆఙ
ࡤࡋࡓࠋ
ࠕ.6ࠖࡣ  ᖺ㛫〇㐀ࡉࢀ⥆ࡅࠊ ᖺ〇㐀ࢆ⤊ࡋࡓࡀࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾࡁ࡞
ᵝኚ᭦ࡀ࡞ࡗࡓࡇ⮬యࡀࠊึᮇタィࡢඃ⚽ࡉࢆド᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᖺࡣṔྐⓗ౯್ࡢ࠶ࡿ
ᕤసᶵᲔࢆ㢧ᙲࡍࡿࡽࠕࣟࣥࢢࣛࣇ࣭࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ㈹ࠖࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ
௨㝆ࠊᴗ⏺ึࡢ࣍ࣈ┙ࡢ &1& ᡂຌࡍࡿ࡞௦ࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓᶵᲔࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺࡣࠊ
ᕤసᶵᲔᴗ⏺ࡔࡅ࡛ࡣ␃ࡲࡽࡎ⮬ື㌴ࡸ୍⯡ᶵᲔᴗ⏺ࡢⓎᒎࡶ㈉⊩ࡋࠊ࣍ࣈ┙〇㐀ࡢࢺࢵࣉࢩ
࢙࣓࣮࣮࢝ࡋ࡚ᕷሙࡢಙ㢗ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺ࡛ࡣࠊ ᖺࠕࢢࢵࢻ࢝ࣥࣃࢽ࣮㈹ͤࠖࡢࠕඃ⚽ᴗ㈹ࠖࠊ ᖺࠕᖹᡂ  ᖺᗘ
ி㒔୰ᑠᴗᢏ⾡㈹ͤࠖࡢࠕඃ⚽ᢏ⾡㈹ࠖࢆཷ㈹ࠋ⎔ቃ㠃࠾࠸࡚ࡶࠊி㒔ᕷࡽࠕ5 ཬࡧ
ศู࣭ࣜࢧࢡࣝάືඃⰋᴗᡤࠖࡢㄆᐃࢆ  ᅇ㐃⥆࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊி㒔⏘ᴗ⏺࠾࠸࡚ࡶࡁࡃᐤࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᖺᴗ  ࿘ᖺ࡞ࡾࠕிࡢ⪁⯒⾲
ᙲͤࠖࢆཷᙲ㸦 ᖺ㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࢩࣇࢪࡣḟࡢ  ᖺྥࡅ࡚Ṍࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ͤᅜࡢ୰ᑠᴗࡢ୰ࡽ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗඃࢀࡓᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿᴗࢆ㑅ᐃࠋ㑅⪃ࡣᖺ  ᅇࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊၟᕤ㆟ᡤࠊၟᕤࠊ࡞ࡽࡧ୰ᑠᴗᢞ㈨⫱ᡂ♫ࡢ᥎⸀ࡢࡶཝṇ࡞ᑂᰝࢆᐇ
ͤබ┈㈈ᅋἲேி㒔⏘ᴗ  ࡛ࡣࠊி㒔ᗓෆ୰ᑠᴗࡼࡿ᪂〇ရ࣭᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨពḧࢆ㧗ࡵࠊ⏘ᴗࡢⓎᒎ
㇏࡞⏕άࡢᐇ⌧㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᢏ⾡㛤Ⓨᡂᯝࢆᣲࡆி㒔⏘ᴗ㈉⊩ࡋࡓᴗཬࡧᢏ⾡⪅ࢆ㢧ᙲ
ͤி㒔ᗓ࡛ࡣࠊྠ୍ࡢᴗ✀࡛  ᖺ௨ୖࢃࡓࡾሀᐇᐙᴗࡢ⌮ᛕࢆᏲࡾࠊఏ⤫ࡢᢏ⾡ࡸၟἲࢆ⥅ᢎࡋࠊࡢ
ᴗࡢᶍ⠊࡞ࡗ࡚ࡁࡓᴗࢆ㢧ᙲࡍࡿࡓࡵࠊ  ᖺࡽࠕிࡢ⪁⯒⾲ᙲࠖࢆᐇ
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㸵㸬ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ㢖ᗘ᪉ἲ

ᮏࣇࢼࣥࢫ࡛タᐃࡋࡓ .3, ࡢ㐩ᡂཬࡧ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔㖟⾜࢝ࢩࣇࢪࡢᢸᙜ⪅
ࡀᐃᮇⓗྜࡢሙࢆタࡅࠊඹ᭷ࡍࡿࠋྜࡣᑡ࡞ࡃࡶᖺ㸯ᅇᐇࡍࡿࠊ᪥㡭ࡢሗ
ࡸႠᴗሗࡢሙࢆ㏻ࡌ࡚ᐇࡍࡿࠋ
ி㒔㖟⾜ࡣ .3, 㐩ᡂᚲせ࡞㈨㔠ཬࡧࡑࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣி㒔㖟⾜ࡢᣢࡘࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡽእ㒊㈨※࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࡇ࡛ࠊ.3, 㐩ᡂࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋ

௨ ୖ
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ᮏホ౯᭩㛵ࡍࡿ㔜せ࡞ㄝ᫂
ᮏホ౯᭩ࡣࠊி㒔⥲◊ࡀ࢝ࢩࣇࢪࡽ౫㢗ࢆཷࡅ࡚ᐇࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ி㒔⥲◊ࡣࠊி㒔㖟⾜ཬࡧ࢝ࢩࣇࢪࡽ౪ࡉࢀࡓሗࠊி㒔⥲◊ࡀ⊂⮬㞟ࡋࡓሗ
ᇶ࡙ࡃࠊ⌧Ⅼ࡛ࡢィ⏬ࡲࡓࡣ≧ἣᑐࡍࡿホ౯࡛ࠊᑗ᮶࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸࣈ࡞ᡂᯝࢆಖドࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᮏホ౯ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㐃⎔ቃィ⏬㔠⼥ࢽࢩࢸࣈ㸦81(3),㸧ࡀᥦၐࡋࡓࠕ࣏
ࢪࢸࣈ࣭ࣥࣃࢡࢺ㔠⼥ཎ๎ࠖ㐺ྜࡉࡏࡿࡶࠊ(6* 㔠⼥ࣁ࣭ࣞ࣋ࣝࣃࢿࣝタ⨨せ
⥘➨  㡯  ᇶ࡙ࡁタ⨨ࡉࢀࡓ࣏ࢪࢸࣈࣥࣃࢡࢺࣇࢼࣥࢫࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡀࡲࡵ
ࡓࠕࣥࣃࢡࢺࣇࢼࣥࢫࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖᩚྜࡉࡏ࡞ࡀࡽᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ-&5
ࡽࠊᮏࣇࢼࣥࢫ㛵ࡍࡿ➨୕⪅ពぢ᭩ࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸺ᮏ௳㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸼


             ᰴᘧ♫ி㒔⥲ྜ⤒῭◊✲ᡤ
ㄪᰝ㒊 ㄪᰝ㒊㒊㛗 㔝ࠎᮧ ᭷ ♸
         ◊✲ဨ ᳃ ᮏ ዡ ࿃
ࠛ
   ி㒔ᕷୗி༊ⅲ㏻ᯇཎୖࡿ⸆ᖌ๓⏫  ␒ᆅ

                      7(/  )$;  
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