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団体割引15％適用で加入しやすい保険です
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最長６８才(タイプＧ、H) までの収入減少を補償します！
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健康状態告知についてのご案内

1 告知の重要性
しっかり
記入しましょう︒

2 正しく告知しなかった場合の取扱い

3 書面によるご回答のお願い

4 傷病歴等を告知した場合の取扱い

特別な条件なしで

特定疾病等を補償対象外とする

2 条件でお引き受けします。

5 告知内容を確認させていただく場合があります。

6 お客さまによるご契約内容の確認について

※特定疾病等を補償対象外とする条件での加入については、加入申込票・被保険者明細書の健康状態告知書質問事項回答欄の記
載によって決定します
（加入時に決定し、個別に引受保険会社から引受条件を通知するわけではありませんのでご注意ください）。
※万一、告知内容が事実と異なる場合には、
ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。

ご加入後、加入内容について記載した「加入者証」または「加入申込票の写し」で告知内容に誤りがないかのご確
認をお願いします。

告知内容を確認
させてください︒

お客さま
チェック欄

お申込み後または保険金請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。

お客さま
チェック欄

お引き受けできませんので

3 ご了承ください。

告知したら︑契約は
どうなるの？

※「親介護一時金支払特約」につきましては、1または3のいずれかの取扱いとなります。

1 お引き受けします。

加入申込票の回答欄へ
記入してください︒

引受保険会社では、ご加入者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払
いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。
告知内容によってはご加入をお断りすることや特定疾病等を補償対象外とする等の特別な条件を付けて
お引き受けすることがあります（傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病の状況によ
っては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります）。
●傷病歴等を告知した場合の取扱い（加入条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます）

お客さま
チェック欄

※健康状態告知書質問事項回答欄は加入申込票・被保険者明細書の一部となっています。取扱代理店は保険契約の告知受領権を有して
いますが、取扱代理店に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。

7 健康状態の告知が必要な方

例えばこんな場合…

現在のご契約

増額

特定疾病等を補償対象外とする
条件が付くと全体に適用される

保険金額を増額する場合は告知が必要です。告知
の結果、特定疾病等を補償対象外とする条件が付
いた場合は、継続後の補償全体に対して適用しま
す。

前契約と同条件で継続する場合、告知は不要で特
定疾病等を補償対象外とする条件も付きません。

数年前に告知した際、健康状態告知書質問事項に該当したため特定疾病等を補償対象外とする条件となったが、その後一切病気をする
こともなく健康を保ち、現時点で告知すればすべての告知回答が「いいえ」
となるケース

9 その他ご注意いただきたい事項

加入申込み時点では健康だったが、その後保険期間の開始時より前に発病と診断され、保険期間の開始時より後にその病気によって就
業不能となったケース

加入後の確認も
大切なのね︒

DX3D-4
（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011090
（V02-133）
GLTD1O

そのほかにも、
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」には、ご加入に際して特に確認いただきたいこと
を記載しています。お申込みの前に必ずお読みください。

例えばこんな場合…

正しく告知をした場合でも、保険期間の開始時より前に病気、ケガまたはその他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合は、
引受保険会社は保険金をお支払いできません（始期前治療について協定書に定めのある場合、その規定により保険金をお支払いで
きることがあります）。

お客さま
チェック欄

※加入申込票・被保険者明細書の「特定疾病等対象外欄」の「疾病コード」欄に「A1」〜「Y1」のコードが印字されている場合の補償対象外とする
疾病の範囲は別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「 親介護一時金
以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の『病気・症状一覧表の解説』をご参照ください。なお、
「 病気・症状一覧表」にある「A1」〜
「Y1」以外のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解
説」の『「特定疾病等対象外欄」に関するご注意』をご参照ください。
※継続後の引受条件を変更する場合は、現在の引受条件にかかわらず、別紙「親介護一時金以外用 健康状態告知書質問事項および健康状態告
知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説」
「病気・症状一覧表の解説」を参照し、
再告知をしてください。
※再告知をした場合は、上記１〜７が適用されますので、
ご注意ください。

例えばこんな場合…

特定疾病等を補償対象外とする条件で加入する方は、新たに告知しなおすこと
（再告知）
によって、継続後の加入条件を変更できる
ことがあります。継続して加入する際には現在の引受条件をご確認ください。

8 再告知の取扱い

ケース２
（増額して継続） 特定疾病等を補償対象外とする条件なし

特定疾病等を補償対象外とする条件なし

継続後のご契約

現在は特定疾病等を補償対象外とする条件なしで加入。ただし、先日の健康診断で異常を指摘されている（告知事項に該当する）ケース

ケース１
（同条件で継続） 特定疾病等を補償対象外とする条件なし

お客さま
チェック欄

健康状態告知は不要です。

健康状態告知が必要です。

保険金額の増額など補償内容の拡大に伴い改めて健康状態告知をした結果、特定疾病等を補償対象外とする条件となった場合、その条件は増額等の拡
大した補償部分だけでなく、継続後の補償全体に対して適用されます。

ご注意ください

補償対象外条件を変更する
補償対象外条件なし､または変更しない

現在の特定疾病等を補償対象外とする条件を
変更しますか？

補償内容を拡大する
補償内容は変更なし､または縮小する

保険金額の増額など補償内容を拡大しますか？

※前契約からすべての条件を変更することなく継続して加入する方は、
新たに告知する必要はありません。

● 継続して加入する際に、補償項目の追加などの変更（注）
をする方
（注）健康状態に関する告知の対象となる補償項目について、新たな補償を追加する場合、保険金額を増額
する場合、てん補期間を延長する場合、特定疾病等を補償対象外とする条件を変更する場合などが該当
します。

● 今回新たに加入する方

健康状態告知書質問事項回答欄に回答いただく必要のある方は、以下のいずれかに該当する方です。

お客さま
チェック欄

継続して加入する場合の告知要否チェック

質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、取扱代理店への口頭によるご回答では
なく、書面にてご回答くださるようお願いします。

お客さま
チェック欄

○保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることは
できません。
○既に払い込んだ保険料は返還できません。

※ただし、
「解除前に発生した保険金支払事由」
と
「解除の原因となった事実」
との因果関係の有無によっては、保険金をお支払いすることが
あります。

○解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。

正しく告知しないと︑
保険金が受け取れない
場合もあるんだね︒

『詐欺による取消し』
となった場合

告知義務違反により
ご加入が解除された場合

（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

告知する事項は加入申込票・被保険者明細書裏面「健康状態告知書質問事項」に記載しています。もし、故意
または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を
受領した保険契約の保険期間の開始時（補償の開始時）
（注）から１年以内であれば、引受保険会社は「告知義
務違反」としてご加入を解除することがあります。
保険期間の開始時から１年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づ
く保険金支払事由が保険期間の開始時から１年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがありま
す。また、
「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を
『詐欺による取消し』
とすることがあります。

お客さま
チェック欄

※親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者本人が代理して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康
状態を回答してください。

健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご本人が、｢事
実を｣ ｢ありのまま｣ ｢もれなく｣ お答えください。
親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、必ず特約被保険者となる
方に健康状態に関する質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、
回答内容をそのまま記入ください。

お客さま
チェック欄

団体長期障害
所得補償保険

健康状態告知書質問事項回答欄を記入する前に必ずご覧ください。

※本紙はお客さまご自身で確認するための帳票です。ご提出の必要はありません。
※『加入申込票・被保険者明細書の写し』
と
『健康状態告知についてのご案内』
（本紙）
、
『 重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』はお客さまの控えとなりますので、大切に保管してください。

健康状態告知書質問事項回答欄の記入にあたり重要な事項をご説明します。

告知の内容が正しくないと､ご契約が解除され保険金をお支払いできない場合があります。
以下の説明をすべてご確認・ご理解のうえ正しい告知をお願いします。
なお、被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者（基本部分）欄に記載された方をいいます。

しっかり確認して︑
告知しないとね︒

●胃・腸の
かいよう
または
ポリープ

F1

H1

●急性腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・
尿路などの
結石
●前立腺
肥大症

●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部
異形成
●卵巣のう腫

●腎臓・膀胱・ ●子宮がん
前立腺の
●卵巣がん
がん
●慢性
腎不全
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症

婦人科系
の疾病

その他
の疾病

骨・筋肉
の疾病

厚生労働省指定の難病について

●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群

病気・症状名のみをご記入ください。
診断された経緯や状況などは記入しないでください。

誤った記載例
ミギメハクナイショウ（右目白内障）
コウジョウセン
（甲状腺）
イセツジョジュツ
（胃切除術）
ハツネツ
（発熱）

Ａ６

疾病コード

L45

６７

疾病コード

L45

コウジョウセンキノウテイカショウ

A6
循環器
の病気
●脳卒中
●脳軟化
●脳出血
●くも膜下
出血
●脳血栓
●脳塞栓
● 心 筋 こう
そく
●狭心症
●心臓弁膜症
●心不全
●心筋炎
●高血圧症
●低血圧症
●動脈
硬化症

●脳卒中（脳
出血、くも膜
下 出 血 、脳
こうそく、脳
血 栓 、脳 塞
栓）
●脳腫よう
●心筋梗塞
●狭心症
●動脈硬化症
●心臓弁膜症
●心筋症
●心不全
●動脈瘤
●先天性心疾患
●高血圧症
●不整脈

C3

90 「疾病・症状名」欄に
R0 具体名を記載された病気・症状
95 バセドウ病
91 痔疾
80 梅毒などの性病
（ぎっくり腰など）
70 腰痛症

DX6D-0
（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011090
（V02-133）
GLTD2O

97 腸閉塞
94 骨髄炎
89 貧血症

●肺がん
●ぜんそく
●結核
●肋膜炎
●肺気腫
●慢性
気管支炎
●気管支
拡張症
●肺化膿症
●肺炎

79 メニエール病

●肺がん
●咽頭がん
●気管支ぜん息
●肺気腫
●結核
●間質性肺炎
●肺線維症
●肋膜炎
●慢性気管支炎
●肺のう胞
●自然気胸
●塵肺
●珪肺
●気管支
拡張症
●肺炎

69 椎間板ヘルニア

●肝臓・
胆のう・
すい臓の
がん
●肝硬変
●肝炎
●肝肥大
●黄だん
●胆のう炎
●胆石
●すい臓炎

96 頭部外傷による後遺症

●肝臓・
胆のう・
すい臓の
がん
●肝硬変
●B型肝炎
●C型肝炎
●慢性肝炎
●急性肝炎
●すい炎
●胆石（症）
●胆のう炎
●肝肥大
●黄疸

93 中耳炎

●子宮がん
●乳がん
●卵巣がん
●子宮筋腫
●子宮内膜症
●卵巣のう腫
●乳腺症

92 蓄膿症

コード番号

●腎臓・
泌尿器の
がん
●腎不全
●尿毒症
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●腎炎
●腎う炎
●膀胱炎
●腎臓・
膀胱・
尿路の
結石

X6
呼吸器
の病気

87 痛風

●腎臓・膀胱
・前立腺の
がん
●慢性腎炎
●急性腎炎
●ネフローゼ
●慢性腎不全
●尿毒症
●のう胞腎
●腎う炎
●腎臓・
膀胱・
尿路など
の結石

X3
呼吸器系
の疾病

74 神経痛

●胃腸の
がん
●食道がん
●慢性胃腸炎
●腸閉塞
●腸管癒着症
●慢性
虫垂炎
●腹膜炎
●胃腸の
ポリープ
●胃腸の
かいよう
●幽門狭窄
●食道狭窄

C6
F6
Ｍ6
F2
F3
H2
H3
M2
M3
X2
腎臓・泌尿器 腎臓、泌尿器
乳房・子宮・
肝臓・胆のう・ 肝臓、胆のう、
胃腸管関係
の疾病
卵巣の疾病
すい臓の疾病 すい臓の病気
の病気
の病気

68 緑内障

●胃・腸の
がん
●食道がん
●かいよう性
大腸炎
●クローン病
● 胃・腸 のか
いようまた
はポリープ
●腹膜炎
●胃腸炎
●大腸炎

消化器系
の疾病

82 自律神経失調症

C2

72 頸椎捻挫（むちうち症）

A3
脳・循環器系
の疾病

上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ H 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

67 白内障

上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ A 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

（例）

A2

上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ C 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

「疾病・症状名」欄に印字された病気・症状が補
償対象外となっています。

「疾病・症状名」欄に疾病名が印字されている場合

該当の病気・症状（コード番号）
が補償対象外となっています。

「疾病コード」欄に右記の「67」
〜「97」、
「90」
「R0」のコード
（例）
が印字されている場合

該当した病気・症状が属する群
全体の病気・症状が補償対象
外となっています。

「疾病コード」欄に右記の「A2」
〜「X6」のコードが印字されて
（例）
いる場合

解 説

●精神障害には、
「うつ病」
「 躁病」
「 統 合 失 調 症 」などの精 神 病 、
「パニック障害」
「適応障害」
など
の神経症のほか、
「 非器質性睡
眠障害」
「 心因反応」などが含ま
れます。

「精神障害」について

●心臓の拍動に早い（頻脈）、遅
い（徐脈）、不規則（期外収縮）
などの異常が生じることをい
います。

「不整脈」について

●心脳内の血管の障害で急激に
発症する病気の総称です。脳
出血（血管が破れること）や脳
こうそく
（血管が詰まること）
は
脳卒中の一種です。

「脳卒中」について

※具体的には、平成6年10月12日総務庁告
示第75号に定められた分類項目中の分類
コードF00からF99に規定されたものと
し、分類項目の内容については厚生労働
省大臣官房統計情報部編
「疾病、傷害およ
び死因統計分類提要ICD−10（2003年
版）
準拠」
によります。

団体長期障害所得補償保険

部位の左右などは特定せず、
病名のみ「ハクナイショウ」
と記載してください。
部位名ではなく、
病気・症状名を記載してください。
手術名ではなく、
原因となった病名を記載してください。
原因となった病名を記載してください。

継続して加入する方で、
「特定疾病等対象外欄」に以下の印字がある場合の補償対象外となる疾病の範囲は下表のとおりです。

「特定疾病等対象外欄」
に関するご注意

コウジョウセンキノウテイカショウ

（例）

パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトー
デス、全身性強皮症、皮膚筋炎／多発性筋炎、
特発性血小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、
脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）、サル
コイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝
硬変
など

厚生労働省指定の難病の例
（平成29年3月現在）

●具体的な例は下表のとおりですが、最
新の内容は「難病情報センター」ホーム
ページ（http://www.nanbyou.or.jp/）を
ご確認ください。
●なお、
メニエール病は「疾病・症状名」欄
に病名を記載することで加入いただけ
ます。

●精神障害（うつ病などの精神病や神経症、アル
コール・薬物依存症を含みます）
・知的障害・発
達障害※
●左記のA〜I群にある「がん」以外のがん（悪性
新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白血病・悪性
リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます）
●糖尿病
（高血糖症、耐糖能異常を含みます）
●膠原
（こうげん）病
●血友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病（ただし、メニエール病
を除きます）

●リウマチ（関節
リウマチ、リウ
マチ熱、
リウマ
チ性心疾患）
●脊椎カリエス
●後縦靱帯
骨化症
●筋ジストロフィ
ー症
●重症筋無力症

Y1

K群
（親介護一時金以外用）

I群

上記「病気・症状一覧表」
に該当する病気・症状がない場合、その病気・症状の具体的な名称をご記入ください。
「病気・症状一覧表」
の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を
「疾病・症状名」
欄に記入して加入したときは、
加入申込票・被保険者明細書の提出後であっても、保険期間の開始時から条件の訂正またはご加入の取消しをする
ことがあります。

●急性肝炎 ●胆のう
ポリープ
●肝肥大
●胆のう炎
●黄疸
●胆石（症）
●胆管結石

●胆のう・
●肝臓の
すい臓の
がん
がん
●肝硬変
●慢性肝炎 ●すい炎
●B型肝炎
●C型肝炎

胆のう・すい 腎臓・泌尿器系
臓系の疾病
の疾病

E1

病 気 ･ 症 状 一 覧 表
E群
F群
H群

上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ D 群 ︼︑︻ E 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

います。

●肺炎
●じん肺
●けい肺
●肺のう胞
●自然気胸
●慢性
気管支炎
●気管支
拡張症
●胸膜炎
（肋膜炎）

●高血圧症（医師の治療を受
けている場合、または治療
を受けていない場合でも最
低血圧110ミリ以上の場合）
●高脂血症・脂質異常症（高
コレステロール血症を含
みます）
●不整脈（心房・心室細動、
心室頻拍、
脚ブロックなど）
●先 天 性 心 疾 患（ 心 房・心
室中隔欠損症、動脈管開
存症、大動脈縮窄症、ファ
ロー四徴症など）

●胃・腸の
がん
●食道がん
●かいよう性
大腸炎
●クローン病

「疾病・症状名」欄記載時のご注意

●肺がん
●咽頭がん
●結核
●肺気腫
●間質性
肺炎
●肺線維症
●気管支
ぜん息

●脳卒中（脳出血､くも膜下
出血､脳こうそく､脳血栓､
脳塞栓、一過性脳虚血発
作
（TIA）
など）
●脳腫よう
●狭心症
●動脈硬化症 ●心筋症
●動脈狭窄症 ●心不全
●動脈瘤
●心筋こうそく
●心臓弁膜症

肝臓系
の疾病

D1

D群

上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ F 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

※
「完治」
とは、症状がなくなり、医師から治療や経過観察の必要がないといわれた状態をい

●医師から処方
（指示）
されていない市販の薬
（かぜ薬、胃腸薬など）
の服用
●市販のビタミン剤の服用など、病気の治療ではなく健康増進のための行為
●メタボリック健診の指摘
●正常な妊娠または分娩
●
「完治している場合は告知不要の病気・症状」
に該当する病気・症状の治療

告知の対象とはならないケース

※薬には、点眼薬、吸入薬、座薬、自己注射などを含みます。

●
「医師の診察・検査」
には定期健康診断や保険契約の申込みに伴う医師の診
査を含みません。また、診察・検査を受けた結果、
「異常なし」
となった場合を
除きます。
●
「医師の治療」
には投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法など
を含みます。
●
「医師の指示による服薬」
とは、医師から薬を処方（指示）
されていること
（自己判断により服薬していない場合も含みます）
をいいます。

「医師の診察・検査・治療」
について

※ただし、後遺症のないケガおよび右記「完治している
場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状
は告知不要です。

感冒（かぜ）、インフルエ
ンザ、急性胃腸炎、急性
へ ん とう炎 、急 性 咽 頭
炎、急性喉頭炎、急性気
管支炎、急性虫垂炎、急
性中耳炎、外耳炎、結膜
炎、花 粉 症 、アレルギー
性 鼻 炎 、じんましん 、そ
けいヘルニア、虫歯

完 治して い る 場 合 は
告知不要の病気・症状

欄

①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療
（医
師の指示による服薬を含みます）
を受けたこと
がある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは
医師による診察の結果、異常
（要検査・要精密
検査・要治療・要経過観察）
を指摘されたこと
がある
（検査や治療の結果、
「異常なし」
となっ
た場合を除きます）
。

●以下の①、②のいずれかに該当する項目は
ありますか。

乙

最近の健康状態・既往症に関するご質問

欄

「 要 検 査 」また は
「要精密検査」の指
示を受けており、
現
在、病名が確定し
ていない場合には、
検査を受検し、正
式な病名
（診断名）
が確定した後にお
申込みください。

「 医 師 」には歯 科
医師を含み、柔道
整復師・指圧師・鍼
灸 師は含 みませ
ん（以下の質問も
同様です）
。

①について、悪性・
良性の区別がつ
かない場合は、検
査結果が出た後
にお申込みくださ
い。

消化器系
の疾病

C1

X1
呼吸器系
の疾病

A1

C群

B群

脳・循環器系
の疾病

A群

病気・症状一覧表の解説

親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の書き方や用語を説明しています。なお、親介護一時金 以外用 健康状態告知書
質問事項回答欄に記入する前に、別紙｢健康状態告知についてのご案内｣を必ずお読みください。

甲

＜質問２＞

①過去2年以内に
「がん」
（悪性新生物をいい、上
皮内がん・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫
などの悪性腫ようを含みます）
にかかったこと
がある。または、現在、医師から
「がん」
の検査
を受けるように指示されている。
②過去2年以内に医師から
「糖尿病」
「高血糖症」
「耐糖能異常」
と診断されたことがある。また
は、現在、医師からこれらの検査を受けるよう
に指示されている。

●以下の①、②のいずれかに該当する項目は
ありますか。

「がん」
「糖尿病」
に関するご質問

＜質問１＞

健康状態告知書質問事項は以下のとおりです

親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説
群名コード
上 記﹁ 病 気・症 状一覧 表 ﹂の︻ B 群 ︼
の甲 欄および乙 欄 記 載の病 気・症 状

18

19
いいえ

はい

L54

質問２

（例）

感冒（かぜ）、インフルエンザ、急
性胃腸炎、急性へんとう炎、急性
咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支
炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳
炎、結膜炎、花粉症、アレルギー性
鼻炎、じんましん、そけいヘルニ
ア、虫歯

完治している場合は
告知不要の病気・症状

親介護一時金以
外用告知回答欄
の質問2は
「いい
え」
に○印をして
ください。

コウジョウセン
キノウテイカショウ

（R0の場合のみカタカナで記入）

562 疾病・症状名

病気・症状名が判明するまではお引き
受けできません。ご了承ください。

病気・症状名が不明な方や
検査等の結果待ちの方

R０

疾病コード

L45

親介護一時金以外用告 （例） 質問２
L54
知回答欄の質問2の「は
い」
に○印のうえ、
「 疾病
コード」
欄にR０、
「疾病・症
はい
状名」欄に病名をカナで
ご記入ください。
いいえ

その病気・症状のみを特定疾病等補償
対象外としてお引き受けします。

「病気・症状一覧表」に
該当する病名がない方

X1

疾病コード

L45

親介護一時金以外用告 （例） 質問２
L54
知回答欄の質問2の「は
い」
に○印のうえ、
「 疾病
はい
コード」欄に該当する群
名コード
（A1〜Y1）
をご
いいえ
記入ください。

該当群
（A〜I群）
の甲欄および乙欄に
記載の病気・症状すべてを特定疾病等
補償対象外としてお引き受けします。

病気・症状が「病気・症状一覧表」の
乙欄に該当する方

お引き受けできません。
ご了承ください。

●肺がん
●咽頭がん
●結核
●肺気腫
●間質性
肺炎
●肺線維症
●気管支
ぜん息

●脳卒中（脳出血、くも膜
下出血、脳こうそく、脳
血栓、 脳塞栓、一過性
脳虚血発作
（TIA）
など）
●脳腫よう
●狭心症
●動脈硬化症 ●心筋症
●動脈狭窄症 ●心不全
●動脈瘤
●心筋こうそく
●心臓弁膜症
●胃・腸の
がん
●食道がん
● か い よう
性大腸炎
●クローン病

消化器系
の疾病

C群
C1

けている場合、または治療を
受けていない場合でも最低
血圧110ミリ以上の場合）

いいえ

はい

L54

質問２

胆のう・すい
臓系の疾病

R0

疾病コード

L45

●急性腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・
尿 路などの
結石
●前立腺
肥大症

●腎臓・膀胱・
前立腺の
がん
●慢性腎不全
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症

腎臓・泌尿器系
の疾病

●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部
異形成
●卵巣のう腫

●子宮がん
●卵巣がん

婦人科系
の疾病

H群
H1

（R0の場合のみカタカナで記入）

562 疾病・症状名

特 定 疾 病 等 対 象 外 欄

●急性肝炎 ●胆のう
●肝肥大
ポリープ
●黄疸
●胆のう炎
●胆石
（症）
●胆管結石

●肝臓の
●胆のう・
がん
すい臓の
●肝硬変
がん
●慢性肝炎 ●すい炎
●B型肝炎
●C型肝炎

肝臓系
の疾病

病 気 ・ 症 状 一 覧 表
D群
E群
F群
D1
E1
F1

●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群

●リウマチ
（関節
リウマチ、リウ
マチ熱、
リウマ
チ性心疾患）
●脊椎カリエス
●後縦靱帯
骨化症
● 筋ジストロフ
ィー症
●重症筋無力症

骨・筋肉
の疾病

I群
Y1

パ ー キンソン病 関 連
疾患、全身性エリテマ
ト ー デ ス 、全 身 性 強
皮症、皮膚筋炎／多発
性 筋 炎 、特 発 性 血 小
板減少性紫斑病、網膜
色 素 変 性 症 、脊 髄小
脳 変 性 症（ 多 系 統 萎
縮症を除く。）、サルコ
イドーシス、ベーチェ
ット病、原発性胆汁性
肝硬変
など

厚生労働省指定の
難病の例
（平成29年3月現在）

※1：具体的には、平成6
年10月12日総務庁告
示第75号に定められ
た分類項目中の分類コ
ードＦ00からＦ99に規
定されたものとし、分類
項目の内容については
厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分
類提要ICD−10
（2003年
版）
準拠」
によります。
※2：メニエール病は
「疾病・
症状名」
欄に病名を記
載することで加入いた
だけます。

●精神障害（うつ病などの
精神病や神経症、アルコ
ール・薬物依存症を含み
ます）
・知的障害・発達障
害※1
●左記のA〜I群にある
「が
ん」以外のがん（悪性新
生 物をい い 、上 皮 内 が
ん・肉腫・白血病・悪性リ
ンパ腫・骨髄腫などの悪
性腫ようを含みます）
●糖尿病（高血糖症、耐糖
能異常を含みます）
●膠原
（こうげん）
病
●血友病 ●カリエス
●厚生労働省指定の難病
（ただし、
メニエール病を
除きます）※2

その他
の疾病

K群
（親介護一時金以外用）

（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011090
（V02-133）
GLTD1U

「病気・症状一覧表」
の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を
「疾病・症状名」
欄に記入して加入した場合は、加入申
込票・被保険者明細書の提出後であっても、保険期間の開始時から条件を訂正することまたはご加入の取消しをするこ
とがあります。

「疾病・症状名」
欄に病名を記載する場合のご注意 − 「病気・症状一覧表」
に該当する病名がないことをご確
認ください。

いいえ

はい

L53

質問１

親介護一時金 以外用

※

●肺炎
●胃・腸の
●じん肺
かいよう
●けい肺
または
●肺のう胞
ポリープ
● 高 脂 血 症・脂 質 異 常 症
（高コレステロール血症 ●自然気胸
●慢性
を含みます）
気管支炎
●不整脈
（心房・心室細動、
心室頻拍、脚ブロックな ●気管支
ど）
拡張症
●先天性心疾患（心房・心
●胸膜炎
室 中 隔 欠 損 症 、動 脈 管
（肋膜炎）
開存症、大動脈縮窄症、
ファロー四徴症など）

呼吸器系
の疾病

脳・循環器系
の疾病

●高血圧症（医師の治療を受

B群
X1

A群
A1

【記入例】

乙欄

いいえ

はい

いいえ

はい

L53

質問１

（例）

質問2の①、②のいずれか
に該当する項目がある場
合は、病気・症状により、右
のいずれかのお取扱いと
なります。

親介護一時金以
外用告知回答欄
の 質 問 1 は「 い
いえ」に○ 印を
してください。

お引き受けできません。
ご了承ください。

群名コード

※ただし、後遺症のないケガおよび右記
「完治して
いる場合は告知不要の病気・症状」
に該当する病
気・症状は告知不要です。

●以下の①、②のいずれかに該当する項目
はありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療
（医師の指示による服薬を含みます）
を受
けたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまた
は医師による診察の結果、異常
（要検査・要
精密検査・要治療・要経過観察）
を指摘され
たことがある
（検査や治療の結果、
「異常な
し」
となった場合を除きます）
。

最近の健康状態・既往症に関するご質問

いいえ

はい

病気・症状が「病気・症状一覧表」の
甲欄に該当する方

団体長期障害所得補償保険

・質問事項に対する回答の記載がない場合や回答内容が事実と異なっている場合は、ご加入が解除され保険金が支払われないこと
があります。
・ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合、または、特定の病気・症状について保険金をお支払いしない条件
（特定疾病等補償対象外）
でのご加入となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、特定疾病等補償対象外の場合
には、次年度以降も原則として同条件でのご継続となります。
・ご回答の内容にかかわらず、加入初年度契約の保険期間の開始時より前に原因が発生した病気やケガについては、保険金をお支
払いできません
（始期前治療について協定書に定めのある場合、その規定により保険金を支払うことができることがあります）
。
・継続して加入する方で、
「疾病コード」
欄に下記
「病気・症状一覧表」
の群名コード以外のコードが印字されている場合、補償対象外と
なる病気・症状の範囲は、別紙
「健康状態告知書質問事項回答欄の解説」
に記載していますのでご確認ください。

甲欄

＜質問2＞

●以下の①、②のいずれかに該当する項目は
ありますか。
①過去2年以内に「がん」
（ 悪性新生物をい
い、上皮内がん・肉腫・白血病・悪性リンパ
腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます）
にかかったことがある。または、現在、医師
から
「がん」の検査を受けるように指示さ
れている。
②過去2年以内に医師から
「糖尿病」
「高血糖
症」
「 耐糖能異常」
と診断されたことがあ
る。または、現在、医師からこれらの検査を
受けるように指示されている。

「がん」
「糖尿病」に関するご質問

＜質問1＞

質問事項

●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、親介護一時金以外用告知回答欄へのご記入は不要です。
●被保険者ご本人がご回答ください。
●各質問に該当する場合は
「はい」
に、該当しない場合は
「いいえ」
に○印をしてください。

団体長期障害所得補償保険の基本補償に今回新たに加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増
額、特定疾病等を補償対象外とする条件の削除など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込
票・被保険者明細書の 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄（以下「 親介護一時金以外用告知回
答欄」
といいます）
に下記の質問事項に対する回答および告知日をご記入のうえ、ご署名ください。

親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領
ご注意

1 告知の重要性

2 正しく告知しなかった場合の取扱い

3 書面によるご回答のお願い

○ 保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
○ 既に払い込んだ保険料は返還できません。

特別な条件なしで
お引き受けします。

2

特定疾病等を補償対象外とする
条件でお引き受けします。
3

お引き受けできませんので
ご了承ください。

(加入条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます)

5 告知内容を確認させていただく場合があります。

※特定疾病等を補償対象外とする条件での加入については、加入申込票兼被保険者明細書の健康状態告知書質問事項
回答欄の記載によって決定します
（加入時に決定し、個別に引受保険会社から加入条件を通知するわけではありませんのでご注意ください）
。
※万一、告知内容が事実と異なる場合には、ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。

ご加入後、加入内容について記載した
「加入者証」
または
「加入申込票の写し」
で告知内容に誤り
がないかのご確認をお願いします。

6 お客さまによるご契約内容の確認について

告知内容を
確認させて
ください︒

お客さま
チェック欄

お申込み後または保険金請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。

告知したら︑契約
はどうなるの？

お客さま
チェック欄

※疾病に関する補償が
「がん補償」
、
「介護一時金」
に限られている契約または
「親介護一時金支払特約」
、
「親の介護による休業補償特約」
につきまし
ては、1または3のいずれかの取扱いとなります。

1

● 傷病歴等を告知した場合の取扱い

加入申込票の回答欄へ
記入してください︒

引受保険会社では、ご加入者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等
のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。
ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合や
「特定疾病等補償対象外」
等の特
別な条件を付けてお引き受けする場合があります
（傷病歴等がある方をすべてお断りするものではな
く、
また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります）
。

4 傷病歴等を告知した場合の取扱い

7 健康状態の告知が必要な方

例えばこんな場合･･･

現在のご契約

増額

特定疾病等を補償対象外とする
条件が付くと全体に適用される

保険金額を増額する場合は告知が必要で
す。告知の結果、特定疾病等を補償対象外
とする条件が付いた場合は、継続後の補償
全体に対して適用します。

前契約と同条件で継続する場合、告知は不
要で特定疾病等を補償対象外とする条件も
付きません。

数年前に告知した際、質問2の
「過去5年以内に入院したことがある」
に該当したため特定疾病等を補償対象外とする条件と
なったが、その後一切病気をすることもなく健康を保ち、現時点で告知すればすべての告知回答が
「いいえ」
となるケース

9 その他の注意事項

加入申込み時点では健康だったが、その後保険期間の開始時より前に発病と診断され、保険期間の開始時より後にその病
気によって就業不能となったケース

DX1D-3
（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011085
（V02-127）
団総
（MS＆AD）
1O

そのほかにも、
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
には、ご加入に際して特に確認いただきた
いことを記載しています。お申込みの前に必ずお読みください。

例えばこんな場合･･･

被保険者ご本人が正しく告知をした場合でも、保険期間の開始時より前にケガ、病気または要介護状態の原因となった事
由が生じた場合は、引受保険会社は保険金をお支払いできません
（ご加入後1年を経過した場合は保険金をお支払いできる
ことがあります）
。

お客さま
チェック欄

※加入申込票兼被保険者明細書の
「疾病コード」
欄に
「A1」
〜
「Y1」
のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は
「健康状態告知書
質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
記入要領」
または別紙
「健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の解説」
の『病気・症状一覧表の解説』
をご参照ください。なお、
「病気・症状一覧表」
にある
「A1」
〜
「Y1」
以外のコードが印字されている場合の補償対
象外とする疾病の範囲は別紙
「健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の解説」
の『「特定疾病等対象外欄」
に関するご注意』
をご参照く
ださい。
※継続後の加入条件を変更する場合は、現在の加入条件にかかわらず、
「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者
ご本人用）
記入要領」
または別紙
「健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の解説」
の
「病気・症状一覧表の解説」
を参照し、再告知をして
ください。
※再告知をした場合は、上記1〜7が適用されますので、ご注意ください。

例えばこんな場合･･･

特定疾病等を補償対象外とする条件で加入する方は、新たに告知しなおすこと
（再告知）
によって、継続後の加入条件を変
更できることがあります。継続して加入する際には現在の加入条件をご確認ください。

8 再告知の取扱い

ケース2
特定疾病等を補償対象外とする条件なし
（増額して継続）

特定疾病等を補償対象外とする条件なし

継続後のご契約

現在は特定疾病等を補償対象外とする条件なしで加入。ただし、先日の健康診断で異常を指摘されている
（告知事項に
該当する）
ケース

ケース1
特定疾病等を補償対象外とする条件なし
（同条件で継続）

お客さま
チェック欄

必要です。

健康状態告知は不要です。

健康状態告知が

保険金額の増額など補償内容の拡大に伴い改めて健康状態告知をした結果、特定疾病等を補償対象外とする条件となった場合、その条件
は増額等の拡大した補償部分だけでなく、継続後の補償全体に対して適用されます。

ご注意ください

補償対象外条件を変更する
補償対象外条件なし､または変更しない

現在の特定疾病等を補償対象外とする条件を
変更しますか？

補償内容を拡大する
補償内容は変更なし､または縮小する

保険金額の増額など補償内容を拡大しますか？

（注）
健康状態に関する告知の対象となる補償項目について、新たな補償を追加する場合、保険金額を増額する場合、保険金
支払対象期間を延長する場合、特定疾病等を補償対象外とする条件を変更する場合などが該当します。
※前契約からすべての条件を変更することなく継続して加入する方は、新たに告知する必要はありません。

健康状態告知書質問事項回答欄に回答いただく必要のある方は、以下のいずれかに該当する方です。
● 今回新たに加入する方
● 継続して加入する際に、補償項目の追加などの変更をする方

お客さま
チェック欄

継 続 し て 加 入 す る 場 合 の 告 知 要 否 チ ェッ ク

お客さま
チェック欄

※健康状態告知書質問事項回答欄は加入申込票兼被保険者明細書の一部となっています。取扱代理店は保険契約の告知受
領権を有していますが、取扱代理店に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。

質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、取扱代理店への口頭による
ご回答ではなく、書面にてご回答くださるようお願いします。

お客さま
チェック欄

『詐欺による取消し』
となった場合

○ 解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
※ただし、
「解除前に発生した保険金支払事由」
と
「解除の原因となった事実」
との因果関係がない場合には、保険金をお支払いすることがあります。

正しく告知しないと︑
保険金が受け取れない
場合もあるんだね︒

告知義務違反により
ご契約が解除された場合

（注）
継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

それぞれが
しっかり
記入しましょう︒

告知する事項は加入申込票兼被保険者明細書裏面
「健康状態告知書質問事項」
に記載しています。もし、
故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場
（注）
から1年以内であれば、引受保険会社
合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時
（補償の開始時）
は
「告知義務違反」
としてご契約を解除することがあります。
保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事
実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解
除することがあります。また、
「 告知義務違反」
の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経
過期間に関係なく保険契約を
『詐欺による取消し』
とすることがあります。

お客さま
チェック欄

（注）
告知時における被保険者ご本人の年令が満15才未満の場合には、その親権者の方がお答えください。

健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご
本人が、
「事実を」
「ありのまま」
「もれなく」
お答えください。
親介護一時金または親の介護による休業補償に加入する場合の健康状態告知の回答にあた
っては、必ず特約被保険者・介護対象者となる方に健康状態に関する質問事項と
「健康状態告知
についてのご案内」
に記載された事項をすべて説明し、回答内容をそのまま記入ください。
※親介護一時金は特約被保険者となる方に、被保険者ご本人が代理して回答する旨を了解いた
だき、特約被保険者の健康状態を回答してください。
※親の介護による休業補償は被保険者ご本人が、介護対象者の健康状態を確認し、回答してく
ださい。

お客さま
チェック欄

団体総合生活補償保険

健康状態告知書質問事項回答欄を記入する前に必ずご覧ください。

※本紙はお客さまご自身で確認するための帳票です。ご提出の必要はありません。
※『加入申込票兼被保険者明細書の写し』と『健康状態告知についてのご案内』
（本紙）、
『 重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』はお客さまの控えとなりますので、大切に保管してください。

健康状態告知書質問事項回答欄の記入にあたり重要な事項をご説明します。

告知の内容が正しくないと､ご契約が解除され保険金をお支払いできない場合があります。
以下の説明をすべてご確認・ご理解のうえ正しい告知をお願いします。
なお、被保険者ご本人とは、加入申込票兼被保険者明細書の被保険者欄に記入された方をいいます。

健康状態告知についてのご案内

しっかり確認して︑
告知しないとね︒

加入後の確認も
大切なのね︒

20
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②現在、妊娠している。

異常妊娠
（子宮外妊娠など）
、異常分娩
（帝王切開分娩など）
、妊
娠悪阻
（つわりの重いもの）
、妊娠高血圧症候群
（妊娠中毒症）
、流
産、早産、切迫流早産 など

妊娠または分娩に伴う病気・症状の例

※下記
「妊娠または分娩に伴う病気・症状の例」
をご参照ください。

①今までに妊娠または分娩に伴う病気・症状
（帝王切開を含
みます）
で医師の治療を受けたことがある。

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。

＜質問3＞
女性の方へのご質問

「早産」
とは、妊娠22週
目から37週未満の分
娩をいいます。

「流産」
とは、妊娠22週
未満で、胎芽・胎児が
子宮外に出てしまうこ
と
（子宮内で死亡して
いる場合を含みます）
をいいます。

●医師から処方
（指示）
されていない市販の薬
（かぜ薬、胃腸薬など）
の服用
●市販のビタミン剤の服用など、病気の治療ではなく健康増進のための行為
●メタボリック健診の指摘
●
「完治している場合は告知不要の病気・症状」
に該当する病気・症状の治療
※「完治」
とは、症状がなくなり、医師から治療や経過観察の必要がないといわれた状態をいいます。

告知の対象とはならないケース

●
「医師の診察・検査」
には定期健康診断や保険契約の申込みに伴う医師の診査を含みません。
また、診察・検査を受けた結果、
「異常なし」
となった場合を除きます。
●
「医師の治療」
には投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法などを含みます。
●
「医師の指示による服薬」
とは、医師から薬を処方
（指示）
されていること
（自己判断により服薬していない
場合も含みます）
をいいます。
※薬には、点眼薬、吸入薬、座薬、自己注射などを含みます。

「医師の診察・検査・治療」
について

感冒
（かぜ）
、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎、急性咽頭炎、
急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、
花粉症、アレルギー性鼻炎、
じんましん、そけいヘルニア、虫歯

完治している場合は告知不要の病気・症状

※ただし、後遺症のないケガおよび下記
「完治している場合は告知
不要の病気・症状」
に該当する病気・症状は告知不要です。

「手術」には、内視鏡・
腹腔鏡・レーザー・カテ
ーテル・超音波・衝撃波
によるものなどを含み
ます。なお、入院の有
無は問いません。

「要検査」
または「要精
密検査」の指示を受け
ており、現在病名が確
定してい ない 場 合 に
は、検 査を受 検し、正
式な病 名（診 断 名）が
確定した後にお申込み
ください。

●心不全

●高脂血症・脂質異常症（高
コレステロール血症を含み
ます）
●不整脈（心房・心室細動、心
室頻拍、脚ブロックなど）
●先天性心疾患（心房・心室
中 隔 欠 損 症 、動 脈 管 開 存
症、大動脈縮窄症、ファロ
ー四徴症など）

１１０ミリ以上の場合）

てい ない 場 合 でも最 低 血 圧

ている場合、または治療を受け

●高血圧症（医師の治療を受け

●心筋こうそく

●動脈瘤

または
ポリープ

（肋膜炎）

コウジョウセンキノウテイカショウ

（R０の場合のみ記入）
５０７ 疾病・症状名（カタカナ）

R0

特定疾病等対象外欄
５０６ 疾病コード

71

該当の病気・症状（コ
ード番 号）が 補 償 対
象外となっています。

特定疾病等対象外欄

「疾病・症状名」
欄に印字された病気・症状が補償対
象外となっています。

コウジョウセンキノウテイカショウ

（R０の場合のみ記入）
５０７ 疾病・症状名（カタカナ）

５０６ 疾病コード R0

（例）

「疾病・症状名」欄に疾病名が印字されている場
合

５０７ 疾病・症状名（カタカナ）
（R０の場合のみ記入）

５０６ 疾病コード

特定疾病等対象外欄

（例）

「疾病コード」
欄に右記の
「62」〜「99」、
「 R0」のコードが印字されている
場合

５０７ 疾病・症状名（カタカナ）
（R０の場合のみ記入）

A5

特定疾病等対象外欄
５０６ 疾病コード

該当した病気・症状が
属する群全体の病気・
症状の他、右表のコ
ードの下に★が記載
された項目は各群の
分類に関わるあらゆ
る病気・症状が補償対
象外となっています。

「疾病コード」
欄に右記の
「A2」
〜
「Y5」
のコードが印字されている場合
（例）

●尿毒症

● 腎 臓・膀 胱・
結石

尿路などの

●腎う炎

●胆管結石

●急性腎炎

腎不全

●急性

●胆石
（症）

●胆のう炎

ポリープ

●胆のう

H群
H1

●卵巣のう腫

異形成

●子宮頸部

●子宮腺筋症

●子宮内膜症

●子宮筋腫

●卵巣がん

●子宮がん

婦人科系
の疾病

表

●頸肩腕症候群

●神経痛

●骨髄炎

●関節炎

●リウマチ
（関節
リウマチ、
リウ
マチ熱、
リウマ
チ性心疾患）
●脊椎カリエス
●後縦靱帯
骨化症
●筋ジストロフ
ィー症
●重症筋無力症

骨・筋肉の
疾病

I群
Y1

パーキンソン病関連疾患、全
身性エリテマトーデス、全身性
強皮症、皮膚筋炎／多発性筋
炎、特発性血小板減少性紫斑
病、網膜色素変性症、脊髄小
脳変性症
（多系統萎縮症を除
く。）
、サルコイドーシス、ベー
チェット病、原発性胆汁性肝硬
変 など

厚生労働省指定の難病の例
（平成29年3月現在）

●精神障害
（うつ病などの精神
病や神経症、アルコール・薬
物依存症を含みます）
・知的障
害・発達障害※
●膠原
（こうげん）
病
●血友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病
（ただし、
メニエール病を除き
ます）

その他の
疾病

K群

●具体的な例は左表のとおりですが、最新の内容は
「難病
情報センター」
ホームページ（http://www.nanbyou.or.jp/）
をご確認ください。
●なお、
メニエール病は
「疾病・症状名」
欄に病名を記載す
ることで加入いただけます。

厚生労働省指定の難病について

●精神障害には、
「うつ病」
「 躁病」
「 統合失調症」
などの精
神病、
「パニック障害」
「適応障害」
などの神経症のほか、
「非器質性睡眠障害」
「心因反応」
などが含まれます。

「精神障害」
について

●心臓の拍動に早い
（頻脈）
、遅い
（徐脈）
、不規則
（期外収
縮）
などの異常が生じることをいいます。

「不整脈」
について

●心脳内の血管の障害で急激に発症する病気の総称で
す。脳出血
（血管が破れること）
や脳こうそく
（血管が詰ま
ること）
は脳卒中の一種です。

「脳卒中」
について

※具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定め
られた分類項目中の分類コードＦ00からＦ99に規定された
ものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房
統計情報部編
「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−
10
（2003年版）
準拠」
によります。

団体総合生活補償保険

誤った記載例
ミギメハクナイショウ
（右目白内障）
コウジョウセン
（甲状腺）
イセツジョジュツ
（胃切除術）
ハツネツ
（発熱）

解説
部位の左右などは特定せず、病名のみ
「ハクナイショウ」
のように記載してください。
部位名でなく、病気・症状名を記載してください。
手術名でなく、原因となった病名を記載してください。
原因となった病名を記載してください。

●脳卒中
●脳出血
●脳梗塞
●脳軟化
●心臓弁膜症
●心筋梗塞

●狭心症
●脳血栓
●動脈硬化症
●動脈閉塞症
●高血圧症

●胆石
●すい炎

●食道静脈瘤
●慢性肝炎
●Ｃ型肝炎
●A型肝炎
●黄だん

●胆のう炎

●肝硬変
●Ｂ型肝炎
●急性肝炎
●肝機能障害

●白内障
●緑内障
●網膜、角膜の病気

99 ： 補償開始日から1年以内に発病した妊娠・分娩に伴う病気・症状

98 ： 職業病

89 ： 貧血症

（
「疾病・症状名」
欄に記載
90 ：
R0 ： した病気・症状）
96 ： 頭部外傷による後遺症

慢性副鼻腔炎
（蓄膿症）
・
77 ：
慢性中耳炎
83 ： 悪性貧血

69 ： 椎間板ヘルニア

●リウマチ
（関節リウマチ、
リウマチ熱、
リウマチ性心疾患）
●脊椎カリエス
●後縦靱帯骨化症
●筋ジストロフィー症
●重症筋無力症
●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群

DX4D-2
（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011085
（V02-127）
団総
（MS＆AD）
2O

95 ： バセドウ病
97 ： 腸閉塞

88 ：てんかん
93 ： 中耳炎

82 ：自律神経失調症
86 ： 高脂血症

94 ： 骨髄炎

Y5 骨・筋肉
★

●肺性心
●気管支拡張症
●慢性気管支炎 ●間質性肺炎
●肺結核
●自然気胸
●けい肺
●膿胸
●肺気腫
●肺炎
●じん肺
●肺梗塞
●肺のう胞
●ぜんそく
●肺化膿症
（肺膿瘍）
●胸膜炎
（肋膜炎）

X5 呼吸器系
★

●肋膜炎
●慢性気管支炎
●肺気腫

●間質性肺炎
●肋膜炎
●肺のう胞
●塵肺
●気管支拡張症
●珪肺
●肺炎

●結核
●肺がん
●ぜんそく

●肺がん
●気管支ぜん息
●結核
●肺線維症
●慢性気管支炎
●自然気胸
●咽頭がん
●肺気腫
X4 肺・気管支

X3 呼吸器系
の疾病

「病気・症状一覧表」
の
【Ｂ群】
の甲欄
X2 上記
および乙欄記載の病気・症状

75 ： 関節リウマチ

92 ： 蓄膿症

81 ： 梅毒・淋病

74 ： 神経痛

68 ： 緑内障

●肝臓・胆のう・すい臓のがん
●肝硬変
●胆石
●肝炎
●肝肥大
●胆のう炎
●すい臓炎

●肝臓・胆のう・すい臓のがん
●肝硬変
●B型肝炎
●C型肝炎
●慢性肝炎
●急性肝炎
●すい炎
●胆石
（症）
●胆のう炎
●肝肥大
●黄疸

67 ： 白内障

M4 肝臓・
胆のう・
すい臓

M3 肝臓・
胆のう・
すい臓
の疾病

84 ： 痔・脱肛

87 ： 痛風

眼科系

●子宮筋腫
●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸管炎
●子宮付属器炎 ●卵巣のう腫

●子宮がん

●乳がん
●子宮筋腫
●卵巣のう腫

91 ： 痔疾

80 ： 梅毒などの性病

79 ：メニエール病

●尿毒症
●のう胞腎
●腎結核
●腎う炎
●膀胱炎
●尿道炎
●前立腺炎
●前立腺肥大症

「病気・症状一覧表」
の
【Ｄ群】
、
【Ｅ群】
M2 上記
の甲欄および乙欄記載の病気・症状

J5
★

H5 婦人科系
★

H4 婦人病

H3 乳房・子宮・ ●子宮がん
卵巣の疾病 ●卵巣がん
●子宮内膜症
●乳腺症

妊娠・分娩に伴う病気・症状
64 ：
（帝王切開を含みます）

78 ：メニエール病・めまい

●糖尿病
●甲状腺の病気

●慢性腎不全
●ネフローゼ
●腎性高血圧症
●腎臓結石
●尿路結石
●尿管結石
●膀胱結石
●急性腎炎
●慢性腎炎

「病気・症状一覧表」
の
【Ｈ群】
の甲欄
H2 上記
および乙欄記載の病気・症状

G5 内分泌・
★ 代謝系

F5 腎臓・
★ 泌尿器系

コード番号

●慢性腎炎
●腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●ネフローゼ
●腎臓のがん
●腎臓・膀胱・尿路などの結石

●腎臓・膀胱・前立腺のがん
●慢性腎炎
●急性腎炎
●ネフローゼ ●慢性腎不全
●尿毒症
●のう胞腎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・尿路などの結石

72 ： 頸椎捻挫
（むちうち症）

異常妊娠・帝王切開・鉗子
63 ：分娩・その他の異常分娩

F4 腎臓・
泌尿器

F3 腎臓・泌尿
器の疾病

「病気・症状一覧表」
の
【Ｆ群】
の甲欄
F2 上記
および乙欄記載の病気・症状

E5 胆のう・
★ すい臓系

D5 肝臓系
★

●かいよう性大腸炎
●クローン病
●胃腸炎
●胃かいよう ●大腸炎
●腸閉塞（イレウス）●腹膜炎
●腸のかいよう ●食道狭窄
●十二指腸かいよう

●胃や腸のがん
●食道がん
●胃や腸の
かいようまたはポリープ
●腹膜炎

70 ： 腰痛症
（ぎっくり腰など） 71 ：椎間板ヘルニア・腰痛
（ぎっくり腰を含みます）

62 ： 乳腺症

●胃・腸のがん
●腹膜炎
●食道がん
●胃腸炎
●かいよう性大腸炎 ●大腸炎
●クローン病
●胃・腸のかいようまたは
ポリープ

「病気・症状一覧表」
の
【Ｃ群】
の甲欄
C2 上記
および乙欄記載の病気・症状
C3 消化器系
の疾病

C4 胃腸

●脳卒中
（脳出血、
くも膜下出血、
脳梗塞、脳血栓、脳塞栓）
●脳腫よう
●心筋梗塞
●狭心症
●動脈硬化症
●心臓弁膜症
●心筋症
C5 消化管系
●心不全
●動脈瘤
★
●先天性心疾患 ●高血圧症
●不整脈

（脳出血、脳血栓、
A5 循環器系・ ●脳卒中
くも膜下出血、脳こうそく、
★ 神経系
脳塞栓、失語症）
●心筋こうそく
●冠不全
●心臓弁膜症
●動脈硬化症
●心筋症
●脳炎
●心不全
●脳膜炎
●狭心症
●髄膜炎
●先天性心臓病 ●不整脈
●心室細動
●動脈瘤
●高血圧症（最高血圧１６０mmHg以上
または最低血圧９５mmHg以上）
●低血圧症（最高血圧１００mmHg未満）

A4 循環器

A3 脳・循環器
系の疾病

「病気・症状一覧表」
の
【Ａ群】
の甲欄
A2 上記
および乙欄記載の病気・症状

継続して加入する方で、
「疾病コード」
欄に以下の印字がある場合の補償対象外となる疾病の範囲は下表のとおりです。

病気・症状名のみをご記入ください。
診断された経緯や状況などは記入しないでください。

上記
「病気・症状一覧表」
に該当する病気・症状がない場合、その病気・症状の具体的名称を
「疾病・症状名」
欄にカナでご記入ください。
「病気・症状一覧表」
の甲欄、乙欄に該当する病
気・症状の具体名を
「疾病・症状名」
欄に記入してご加入した場合は、加入申込票兼被保険者明細書の提出後であっても、保険期間の開始時から条件を訂正することまたはご加入の取
り消しをすることがあります。

肥大症

●黄疸

●肝肥大

●急性肝炎

●のう胞腎

●ネフローゼ

腎不全
●慢性腎炎

●Ｃ型肝炎

●慢性

●Ｂ型肝炎

●すい炎

のがん

●慢性肝炎

前立腺
のがん

すい臓

●腎臓・膀胱・

腎臓・泌尿器系
の疾病

一
覧
F群
F1

拡張症
●胸膜炎

「特定疾病等対象外欄」
に関するご注意

（例）

状

胆のう・
すい臓系
の疾病
●胆のう・

症
E群
E1

がん

･

●肝硬変

●肝臓の

肝臓系
の疾病

気
D群
D1

●前立腺

病

●気管支

気管支炎

●慢性

●自然気胸

●肺のう胞

かいよう

●胃・腸の

●クローン病

大腸炎

●かいよう性

●食道がん

のがん

●胃・腸

消化器系の
疾病

C群
C1

●けい肺

●じん肺

●肺炎

ぜん息

●気管支

●動脈狭窄症 ●心筋症

●間質性肺炎
●肺線維症

●狭心症

●動脈硬化症 ●心臓弁膜症

●脳腫よう

●肺気腫

●結核

脳塞栓、一過性脳虚血発作
（TIA）
など）

●咽頭がん

出血､脳こうそく､脳血栓､

●肺がん

呼吸器系の
疾病

脳・循環器系の
疾病
●脳卒中(脳出血､くも膜下

B群
X1

A群
A1

病気・症状一覧表の解説

健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の書き方や用語を説明しています。なお、健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
に記入する前に、別紙｢健康状態告知についてのご案内｣を必ずお読みください。

「疾病・症状名」
欄記載時のご注意

乙欄

①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療
（医師の指示に
よる服薬を含みます）
を受けたこと、または検査・治療・入
院・手術をすすめられたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による
診察の結果、異常
（要検査・要精密検査・要治療・要経過観
察）
を指摘されたことがある
（検査や治療の結果、
「異常な
し」
となった場合を除きます）
。
③過去5年以内に、入院したこと、または手術
（内視鏡手術等
を含みます）
を受けたことがある。

●以下の①〜③いずれかに該当する項目はありますか。

「医師」
には歯科医師を
含み、柔道整復師・指
圧師・鍼灸師は含みま
せん（以下の質問も同
様です）
。

①について、悪 性・良
性 の 区 別 が つかない
場合は、検査結果が出
た後にお申込みくださ
い。

甲欄

＜質問2＞
最近の健康状態・既往症に関するご質問

②今までに医師から
「糖尿病」
「高血糖症」
「耐糖能異常」
と診
断されたことがある。または、現在医師からこれらの検査
を受けるように指示されている。

①今までに
「がん」
（悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白
血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます）
にかかったことがある。または、現在医師から
「がん」
の検
査を受けるように指示されている。

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。

＜質問1＞
「がん」
「糖尿病」
に関するご質問

健康状態告知書質問事項は以下のとおりです

健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の解説
群 名コード

最近の健康状態・既往症に関するご質問

妊娠または分娩に伴う病気・症状の例

コウジョウセン
キノウテイカショウ

R0

※上記の条件は初年度加入時から1年間の限定であり、
2年目以降は適用しません。
告知回答欄
（本人用）
の質問3の
「はい」
に○印のうえ、
「疾病
コード」
欄に
「99」
をご記入ください。

（例）

「補償開始日から1年以内に発病した妊娠または分娩に
伴う病気・症状」
を補償対象外としてお引き受けします。

※具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定
められた分類項目中の分類コードO00からO79、O81か
らO99に規定されたものとし、分類項目の内容については（例）
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死
因統計分類提要ＩＣＤ−10
（2003年版）
準拠」
によります。
告知回答欄（本人用）の質問3の「はい」
に○印のうえ、
「疾病コ
ード」
欄に
「64」
をご記入ください。

99

64

病気・症状名が判明するまではお引き
受けできません。ご了承ください。

病気・症状名が不明な方や
検査等の結果待ちの方

（例）

「妊娠または分娩に伴う病気・症状」
※を補償対象外と
してお引き受けします。

告知回答欄
（本人用）
の質
問3は「いいえ」
に○印を
してください。

②にのみ
該当する方

②現在、妊娠している。

いいえ

その病気・症状のみを特定疾病等補償
対象外としてお引き受けします。
告知回答欄（本人用）の質問2の「はい」
に○
印のうえ、
「疾病コード」
欄にR０、
「疾病・症状
名」
欄に病名をカナでご記入ください。

●肺がん
●咽頭がん
●結核
●肺気腫
●間質性
肺炎
●肺線維症
●気管支
ぜん息

●脳卒中（脳出血、くも膜
下出血、脳こうそく、脳
血栓、脳塞栓、一過性脳
虚血発作
（TIA）
など）
●脳腫よう
●狭心症
●動脈硬化症 ●心筋症
●動脈狭窄症 ●心不全
●動脈瘤
●心筋こうそく
●心臓弁膜症
●胃・腸
のがん
●食道がん
● か い よう
性大腸炎
●クローン病

消化器系
の疾病

C群
C1

【記入例】

けている場合、または治療を
受けていない場合でも最低
血圧110ミリ以上の場合）

●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部
異形成
●卵巣のう腫

●子宮がん
●卵巣がん

婦人科系
の疾病

H群
H1

●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群

●リウマチ
（関節
リウマチ、リウ
マチ熱、
リウマ
チ性心疾患）
●脊椎カリエス
●後縦靱帯
骨化症
● 筋ジストロフ
ィー症
●重症筋無力症

骨・筋肉の
疾病

I群
Y1

K群

※1：具体的には、平成6年
10月12日総務庁告
示第75号に定められ
た分類項目中の分類
コードＦ00からＦ99に
規定されたものとし、
分類項目の内容につ
いては厚生労働省大
臣官房統計情報部編
「疾病、傷害および死
因統計分類提要ICD
−10（2003年版）準
拠」
によります。
※2：メニエール病は
「疾病・
症状名」
欄に病名を記
載することで加 入い
ただけます。

●精神障害（うつ病などの
精神病や神経症、アルコ
ール・薬物依存症を含み
ます）
・知的障害・発達障
害 ※1
●膠原
（こうげん）
病
●血友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病
（ただし、メニエール病を
除きます）※2

その他の
疾病

厚生労働省指定の難病の例
（平成29年3月現在）

●急性腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・
尿 路などの
結石
●前立腺
肥大症

●腎臓・膀胱・
前立腺の
がん
●慢性腎不全
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症

腎臓・泌尿器系
の疾病

F群
F1

パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎／多発性筋炎、
特発性血小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）
、
サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など

●胆のう
ポリープ
●胆のう炎
●胆石
（症）
●胆管結石

●胆のう・
すい臓の
がん
●すい炎

●肝臓の
がん
●肝硬変
●慢性肝炎
●B型肝炎
●C型肝炎

●急性肝炎
●肝肥大
●黄疸

胆のう・すい
臓系の疾病

肝臓系
の疾病

E群
E1

病 気 ・ 症 状 一 覧 表
D群
D1

コウジョウセンキノウテイカショウ

R0

質問3は女性のみご回答ください

疾病に関する補償が
「がん」
に限られている契約をお申込みの方は質問1のみご回答ください

●肺炎
●胃・腸の
●じん肺
かいよう
●けい肺
または
●肺のう胞
ポリープ
● 高 脂 血 症・脂 質 異 常 症
（高コレステロール血症 ●自然気胸
●慢性
を含みます）
気管支炎
●不整脈
（心房・心室細動、
心室頻拍、脚ブロックな ●気管支
ど）
拡張症
●先天性心疾患（心房・心
●胸膜炎
室 中 隔 欠 損 症 、動 脈 管
開存症、大動脈縮窄症、 （肋膜炎）
ファロー四徴症など）

呼吸器系
の疾病

脳・循環器系の
疾病

●高血圧症（医師の治療を受

B群
X1

A群
A1

（170401）
（2017年3月承認）
GN16D011085
（V02-127）
団総
（MS＆AD）
1U

「病気・症状一覧表」
の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を
「疾病・症状名」
欄に記入して加入した場合は、
加入申込票兼被保険者明細書提出後であっても、保険期間の開始時から条件を訂正することまたはご加入の取り消しをする
ことがあります。

「疾病・症状名」
欄に病名を記載する場合のご注意 − 「病気・症状一覧表」
に該当する病名がないことをご確認ください。

乙欄

異常妊娠
（子宮外妊娠など）
、異常分娩
（帝王切開分娩など）
、妊
娠悪阻
（つわりの重いもの）
、妊娠高血圧症候群
（妊娠中毒症）
、
流産、早産、切迫流早産 など

はい

X1

「病気・症状一覧表」
に
該当する病名がない方

（例）

告知回答欄
（本人用）
の質問2の
「はい」
に○
印のうえ、
「疾病コード」
欄に該当する群名コ
ード
（A1〜Y1）
をご記入ください。

該当群（A〜I群）の甲欄および乙欄に
記載の病気・症状すべてを特定疾病等
補償対象外としてお引き受けします。

病気・症状が
「病気・症状一覧表」
の
乙欄に該当する方

お引き受けできません。
ご了承ください。

群名コード

※下記
「妊娠または分娩に伴う病気・症状の例」
をご参照ください。

完治している場合は
告知不要の病気・症状

告知回答欄
（本人用）
の質問2は「いいえ」
に○印をしてくださ
い。

＊ただし疾病に関する補償が「介護
一時金」
に限られている契約をお
申込みの方は、お引き受けできま
せん。

質問2の①〜③に1つでも該当
する項目がある場合は、
病気・症状により、右のいずれか
のお取扱いとなります。

感冒
（かぜ）
、インフルエンザ、急性胃腸炎、急
性へんとう炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性
気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、
結膜炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、
じんまし
ん、そけいヘルニア、虫歯

いいえ

はい

告知回答欄
（本人用）
の質問1は「いいえ」
に○印をしてくださ
い。

疾病を補償する契約はお引き受
けできません。ご了承ください。

①または両方に
該当する方

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
①今までに妊娠または分娩に伴う病気・症状（帝王切開を
含みます）
で医師の治療を受けたことがある。

＊疾病に関する補償が
「がん補償」
「介護一時金」
「所得補償」
に限られている
契約をお申込みの方は回答不要です。

疾病補償または医療費用補償の加入を希望する女性の方のみご回
答ください。

女性の方へのご質問

＜質問3＞

※ただし、後遺症のないケガおよび右記
「完治している場合は告
知不要の病気・症状」
に該当する病気・症状は告知不要です。

●以下の①〜③いずれかに該当する項目はありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療
（医師の指示
による服薬を含みます）
を受けたこと、または検査・治療・
入院・手術をすすめられたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による
診察の結果、異常（要検査・要精密検査・要治療・要経過
観察）
を指摘されたことがある
（検査や治療の結果、
「異
常なし」
となった場合を除きます）
。
③過去5年以内に、入院したこと、または手術
（内視鏡手術
等を含みます）
を受けたことがある。

＊疾病に関する補償が
「がん補償」
に限られている契約をお申込みの方は回
答不要です。
＊疾病に関する補償が
「介護一時金」
に限られている契約をお申込みの方は、
「病気・症状一覧表」
の甲欄に該当する病気・症状について①〜③に該当す
る項目があるかをご回答ください。
＊病気・疾病名が不明な方や検査等の結果待ちの方は、病気・疾病名が判明
するまではお引き受けできません。

疾病補償、所得補償、医療費用補償または介護一時金の加入を希望
する方はご回答ください。

いいえ

はい

病気・症状が
「病気・症状一覧表」
の
甲欄に該当する方

団体総合生活補償保険

・質問事項に対する回答の記載がない場合や回答内容が事実と異なっている場合は、ご契約が解除され保険金が支払われないことがあります。
・ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合や
「特定疾病等補償対象外」
等の特別な条件を付けてお引き受けする場合があります。あらか
じめご了承ください。また、特定疾病等補償対象外の場合には、次年度以降も原則として同条件でのご継続となります。
・ご回答の内容にかかわらず、加入初年度契約の保険期間の開始時より前に原因が発生した病気やケガについては、保険金をお支払いできません
（ご加入後
365日を経過した場合は保険金をお支払いできることがあります）
。
・継続して加入する方で、
「疾病コード」
欄に下記
「病気・症状一覧表」
の群名コード以外のコードが印字されている場合の補償対象外となる病気・症状の範囲は、
別紙
「健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
の解説」
に記載していますのでご確認ください。

甲欄

＜質問2＞

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
①今までに
「がん」
（悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・
白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みま
す）
にかかったことがある。または、現在医師から
「がん」
の検査を受けるように指示されている。
②今までに医師から
「糖尿病」
「高血糖症」
「耐糖能異常」
と
診断されたことがある。または、現在医師からこれらの検
査を受けるように指示されている。

＊疾病に関する補償が
「がん補償」
に限られている契約をお申込みの方は②
については回答不要です
（①についてのみご回答ください）
。

疾病補償、がん補償、所得補償、医療費用補償または介護一時金の
加入を希望する方はご回答ください。

「がん」
「糖尿病」
に関するご質問

＜質問1＞

質問事項

●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、告知回答欄
（本人用）
へのご記入は不要です。
（補償の対象となる方）
がご回答ください。ただし、満年令が15才未満の被保険者については、親権者の方がご回答ください。
●被保険者ご本人
●各質問に該当する場合は
「はい」
に、該当しない場合は
「いいえ」
に○印をしてください。

団体総合生活補償保険の疾病補償、がん補償、介護一時金、所得補償または医療費用補償のいずれかに
今回新たに加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増額、特定疾病等を補償対象外とする
条件の削除など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込票兼被保険者明細書の健康状
態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
（以下
「告知回答欄
（本人用）
」
といいます）
に告知日と下記の
質問事項に対する回答をご記入ください。

健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄
（被保険者ご本人用）
記入要領
ご注意
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ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᅦᅍऴإỉắ੩̓ᴾ ᴾ ᴾ 
ᖹ᪥㻌㻝㻜䡚㻝㻣㻌
ᴾ ίםଐᅔଐẆᵏᵐᵍᵐᵗ῍ᵏᵍᵓửᨊẨộẴὸᴾ


䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛾⚟♴ሗ䜢ㆤ⚟♴ኈ➼䛾ᑓ㛛䝇䝍䝑䝣䛜㟁ヰ䛷䛤ෆ䛧䜎䛩䚹

ᴾ

ᾋắදॖᾍᴾ ̬ᨖᛪ൭ỆẦẦỪỦʙሁỉắႻᛩỊݣᝋểễụộẶỮẇộẺẆዬ࣯ỉئӳởắႻᛩϋܾỆợẾềỊἇὊἥἋửắМဇỂẨễẟئӳầẝụộẴẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾἇὊἥἋϋܾỆợụắМဇଐὉắМဇ᧓ầီễụộẴẇἇὊἥἋỊẆ̬ᨖ᧓ኳʕࢸỊắМဇẟẺẻẬộẶỮẇἇὊἥἋỊẆʙЭỆấჷỤẶẴỦẮểễẪ٭ὉɶഥὉᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ኳʕẴỦẮểầẝụộẴẇᴾ
ḤἇὊἥἋỊẆẝẟấẟἝἕἍỶӷԧ̬ầۀᚠẲềẟỦ੩ઃἇὊἥἋ˟ᅈầắ੩̓ẲộẴẇᴾ
੩ઃἇὊἥἋ˟ᅈỊẆӲᆔἇὊἥἋỉắМဇỆẝẺẾềӕࢽẲẺ̾ʴऴإấợỎắႻᛩሁỆ࣏ᙲễऴإử࢘ᅈỆᅆẴỦẮểầẝụộẴẇᴾ
ἇὊἥἋỉϋܾởắМဇẟẺẻẬễẟئӳሁỉᛇኬỆếẨộẲềỊẆᘻ᩿ᚡ᠍ỉẐݼіૅੲἚὊἑἽἇὊἥἋắМဇᙹኖί৷ቦὸẑỂắᄩᛐẪẻẰẟẇᴾ

23

ẐͤࡍὉʼᜱἓἵὅἽẑỉắకϋ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠳䡁䠾䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䠅䛻䜘䜛䛂ᗣ䞉ㆤ䝏䝱䞁䝛䝹䛃䜢䛤⏝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹㻌

㻌
㻌㻌
ᗣ䞉ㆤ䝏䝱䞁䝛䝹䛷䛿䚸ᚑᴗဨ䛥䜎䛸䛤ᐙ᪘ᵝ䛻ᙺ❧䛴䚸㻌
㻌㻌㻌㻌㻌

ᗣ䞉་⒪䞉ㆤ䛻㛵䛩䜛䛥䜎䛦䜎䛺ሗ䜢䛤ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌
䜎䛯䚸ᚑᴗဨ䛥䜎ྥ䛡䛾䛂䝯䞁䝍䝹㻵㼀䝃䝫䞊䝖䛃䚸䛂䝉䝹䝣ᗣ㻌
デ᩿䝃䝫䞊䝖䛃䛜䛤⏝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹㻌
㻌

㻌 㻌 㻌㻌ᾤᾡᾛấợỎἇὊἥἋắМဇဪӭỊẆắьλࢸỆʩ˄ẰủỦ㻌

㻌䟿㻌
㻌 㻌 㻌ьλᎍᚰộẺỊẐᧈ˳ׇᨦܹࢽᙀΝ̬ᨖἇὊἥἋỾỶἛẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾỂắᄩᛐẟẺẻẬộẴẇᴾ

㻌

䛂䝯䞁䝍䝹㻵㼀䝃䝫䞊䝖䛃䛤⏝᪉ἲ㻌
䐟䝇䝖䝺䝇䛾䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽➼㻌
㻌 䞉䝖䝑䝥⏬㠃୰ẁ䛻䛒䜛䛂䛩䛠䝏䜵䝑䜽䟿ᗣ䝏䜵䝑䜽䝁䞁䝔䞁䝒䛃㻌
㻌 㻌䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䐠䝯䞁䝍䝹┦ㄯ㻌
㻌 䞉䝖䝑䝥⏬㠃䊻䛂䛚ᅔ䜚䛾ሙྜ䛿䛣䛱䜙䛃䊻䛂䝯䞁䝍䝹┦ㄯ䠋┦ㄯ䛩䜛䛃㻌

䛂䝉䝹䝣ᗣデ᩿䝃䝫䞊䝖䛃䛤⏝᪉ἲ㻌
㻌 䞉䝖䝑䝥⏬㠃䊻䛂ᗣタ᳨⣴䛃㻌

ᑵປᨭ䝖䞊䝍䝹䝃䞊䝡䝇䛤⏝つ⣙㻌 䠄ᢤ⢋䠅㻌
ᥦ౪䝃䞊䝡䝇㻌

➨䠍᮲䠷つ⣙䛾┠ⓗ➼䠹㻌
䠄䠍䠅䛣䛾つ⣙䛿䚸➨䠎᮲䠷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᑐ㇟ዎ⣙䠹䛻ᐃ䜑䜛ᙜ♫䛾ಖ㝤ዎ⣙䛻ᑐ䛧䛶㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 ᪥ᮏᅜෆ䛷ᥦ౪䛩䜛䛂ᑵປᨭ䝖䞊䝍䝹䝃䞊䝡䝇䛃䠄௨ୗ㻌䛂䝃䞊䝡䝇䛃䛸䛔䛔䜎㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 䛩䚹䠅䛾㡯䜢ᐃ䜑䛯䜒䛾䛷䛩䚹㻌
䠄䠎䠅⏝ᑐ㇟⪅䠄➨䠏᮲䠷⏝ᑐ㇟⪅䠹䛻ᐃ䜑䜛⏝ᑐ㇟⪅䜢䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛿䚸䛣䛾つ㻌
㻌 㻌 㻌 ⣙䜢ᢎㄆ䛾䛖䛘䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻌
䠄䠏䠅䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛿䚸ᙜ♫䛜ጤク䛩䜛䚸ᰴᘧ♫䝷䜲䝣䜿䜰䝟䞊䝖䝘䞊䝈䚸䝎䜲䝲䝹䞉
㻌 㻌 㻌 䝃䞊䝡䝇ᰴᘧ♫䚸䜰䜲䜶䝮䜶䝣ᰴᘧ♫䚸ᰴᘧ♫䜲䞁䝍䞊䝸䝇䜽⥲◊䠄௨ୗ䚸
㻌 㻌 㻌 ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛜䚸䛣䛾つ⣙䛻ᚑ䛔ᥦ౪䛧䜎䛩䚹
䠄䠐䠅䛂䝇䝖䝺䝇䝏䜵䝑䜽䝃䝫䞊䝖䛃䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛿ู䛻ᐃ䜑䜛9HUW(\H⏝つ⣙䛾ㅖ
㻌 㻌 㻌 ᮲௳䜒㐺⏝䛧䜎䛩䚹㻌

➨䠎᮲䠷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᑐ㇟ዎ⣙䠹㻌
ᙜ♫䛿䚸ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤ዎ⣙䜢䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᑐ㇟ዎ⣙䛸䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸
ඹྠಖ㝤㠀ᖿዎ⣙䛿ᑐ㇟ዎ⣙䛸䛺䜚䜎䛫䜣䚹㻌

➨䠏᮲䠷⏝ᑐ㇟⪅䠹㻌
䠄䠍䠅⏝ᑐ㇟⪅䛿䚸ಖ㝤ዎ⣙⪅䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛸䛧䜎䛩䚹㻌
䠄䠎䠅䛂䝇䝖䝺䝇䝏䜵䝑䜽䝃䝫䞊䝖䛃䛾⏝ᑐ㇟⪅䛿䛂㻳㻸㼀㻰㻔ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㻕㻌
㻌 㻌 㻌 ဨຍධᆺ䛃䛾ಖ㝤ዎ⣙⪅䛸䛧䜎䛩䚹㻌

➨䠐᮲䠷䝃䞊䝡䝇䛤⏝␒ྕ䚸㼁㻾㻸䚸㻵㻰䚸䝟䝇䝽䞊䝗䛾⟶⌮䠹㻌

ෆ㻌 㻌 㻌 ᐜ㻌

බⓗ⤥⏦ㄳ㻌
䝃䝫䞊䝖㻌

㞀ᐖᖺ㔠䛺䛹䛾බⓗ⤥䛾⏦ㄳ䛻䛴䛔䛶ᑓ㛛䝇䝍䝑䝣䛜㟁ヰ
䛷䜰䝗䝞䜲䝇䛧䜎䛩䚹㻌

⚟♴ሗ䛾㻌
䛤ᥦ౪㻌

䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛾⚟♴ሗ䜢ᑓ㛛䝇䝍䝑䝣䛜㟁ヰ䛷ෆ䛧䜎
䛩䚹㻌

➨䠒᮲䠷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢⾜䜟䛺䛔ሙྜ䠹㻌
ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛿䚸ḟ䛾䐟䛛䜙䐧䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䠄ヱᙜ䛩䜛䛚䛭䜜
䛾䛒䜛ሙྜ䜒ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛿䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䜢⾜䛔䜎䛫䜣䚹㻌
䐟බᗎⰋ䛻䛩䜛⾜Ⅽ㻌
䐠ἲ௧䛻㐪䛩䜛⾜Ⅽ㻌
䜂䜌䛖
䐡➨୕⪅䠄ᙜ♫䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛻┈䜢䛘䜛⾜Ⅽ䠄ㄦㅫ䞉୰യ䛩䜛⾜Ⅽ䚸ྡ䞉㻌 㻌
㻌 ಙ⏝䜢യ䛴䛡䜛⾜Ⅽ䛾䚸㏞ᝨ⾜Ⅽ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅㻌
䐢ᙜ♫䜎䛯䛿ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛾㐠Ⴀ䜢ጉᐖ䛩䜛⾜Ⅽ㻌
䐣➨୕⪅䛻䛺䜚䛩䜎䛧䛶䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛⾜Ⅽ㻌
䐤Ⴀ䜢┠ⓗ䠄ၟᴗ┠ⓗ䠅䛸䛧䛶䛣䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛⾜Ⅽ㻌
䐥ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛜䚸⏝ᑐ㇟⪅䛾⏝㢖ᗘ䛜ⴭ䛧䛟㧗䛔䜎䛯䛿ពᅗⓗ䛺⏝㻌
㻌 䛸ุ᩿䛧䛯ሙྜ㻌
䐦⏝ᑐ㇟⪅䛜䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䜢ᥦ౪䛧䛺䛔ሙྜ㻌
䐧ಖ㝤㔠ㄳồ䛻䛛䛛䜟䜛ᨾ➼䛾┦ㄯ䛭䛾ᙜ♫䜎䛯䛿ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛜㻌
㻌 㐺ษ䛸ุ᩿䛧䛯ሙྜ㻌

䠄䠍䠅⏝ᑐ㇟⪅䛿䚸䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛾⏝䛾䛯䜑䛻䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇䛤⏝␒ྕ䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㼁㻾㻸䚸䝴䞊䝄䞊㻵㻰䛚䜘䜃䝟䝇䝽䞊䝗䠄௨ୗ䚸⏝␒ྕ➼䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛾⟶⌮䞉⏝㻌
➨䠓᮲䠷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾㈐௵䠹㻌
㻌 㻌 㻌 䛻䛴䛔䛶㈐௵䜢㈇䛖䜒䛾䛸䛧䚸➨୕⪅䛻⏝␒ྕ➼䜢⏝䛥䛫䛶䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹㻌
䠄䠎䠅ᙜ♫䛿䚸⏝␒ྕ➼䛜➨୕⪅䛻⏝䛥䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚⏝ᑐ㇟⪅䛜ᦆᐖ䜢⿕䛳䛯㻌 䠄䠍䠅䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛿䚸⏝ᑐ㇟⪅⮬䜙䛾㈐௵䛻䛚䛔䛶⏝䛩䜛䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹୍䚸㻌
㻌 㻌 䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛾⏝䛻䜘䛳䛶Ⓨ⏕䛧䛯ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜ♫䛿㈐௵䜢㈇䛔䜎䛫䜣䚹㻌
㻌 㻌 㻌 ሙྜ䚸㈐௵䜢㈇䜟䛺䛔䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹㻌
䠄䠎䠅⏝ᑐ㇟⪅⮬㌟䛜䝃䞊䝡䝇⏝䛻䛒䛯䜚䚸ഇ䛾ሗ࿌䜔⏝␒ྕ➼䛾₃䛘䛔䚸㻌
➨䠑᮲䠷䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䠹㻌
㻌 㻌 䛭䛾䛾ṇ䛺⾜Ⅽ䛻䜘䜚➨୕⪅䠄ᙜ♫䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ䜢䛘䛯ሙྜ㻌
䛣䛾つ⣙䛻䜘䜚ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䛿ḟ䛾䐟䛚䜘䜃䐠䛾䛸䛚䜚䛸䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸 㻌 㻌 䛿䚸⮬䜙䛾㈐௵䛸㈝⏝䛻䜘䜚ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹㻌
௵ពຍධᆺ䛻䛴䛔䛶䛿䐟䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䜎䛫䜣䚹㻌
䐟ேປົᢸᙜ⪅䛥䜎ྥ䛡䝃䞊䝡䝇㻌

➨䠔᮲䠷䝃䞊䝡䝇䛾ኚ᭦䞉୰Ṇ䞉⤊䠹㻌

䠘␎䠚䈜ヲ⣽䛿ேປົᢸᙜ⪅䛥䜎ྥ䛡䛻䛤ෆ䛧䜎䛩䚹㻌
㻌䐠ᚑᴗဨ䛥䜎ྥ䛡䝃䞊䝡䝇㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㼍䠊䝯䞁䝍䝹䛤┦ㄯ㻌
ᥦ౪䝃䞊䝡䝇㻌
ෆ㻌 㻌 㻌 ᐜ㻌

䠄䠍䠅䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛿䚸ᙜ♫䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛷䛾࿌▱䜎䛯䛿๓䛾㏻▱䛻䜘䜚䚸ኚ᭦䞉㻌
㻌 㻌 ୰Ṇ䞉⤊䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
䠄䠎䠅ᙜ♫䛿䚸ḟ䛾䐟䛛䜙䐡䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䛿䚸࿌▱䜎䛯䛿๓䛻㏻▱䛩㻌
㻌 㻌 䜛䛣䛸䛺䛟䝃䞊䝡䝇䜢ኚ᭦䞉୰Ṇ䞉⤊䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻌 䐟ኳ⅏➼䛻䜘䜚䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛜䛷䛝䛺䛔䛸ᙜ♫䛜ุ᩿䛧䛯ሙྜ㻌
㻌 䐠ᙜ♫䛾Ⴀᴗୖ䚸ᢏ⾡ୖ䛾䛻䜘䜚䚸䝃䞊䝡䝇䛾㒊䜎䛯䛿୍㒊䜢ኚ᭦䞉୰Ṇ䞉㻌
㻌 㻌 ⤊䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛟䛺䛳䛯ሙྜ㻌
㻌 䐡 䛾ែ䛻䜘䜚䚸ᙜ♫䜎䛯䛿ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛜䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛜ᅔ㞴䛸㻌
㻌 㻌 ุ᩿䛧䛯ሙྜ㻌
䠄䠏䠅⏝ᑐ㇟⪅䛾ಖ㝤ዎ⣙䛜ゎ⣙䞉ゎ㝖䞉ኻຠ䞉⤊䛧䛯䛸䛝䛿䚸䛭䜜௨㝆䛿䝃䞊䝡㻌
㻌 㻌 䝇䛾ᥦ౪䜢⾜䛔䜎䛫䜣䚹㻌

䝯䞁䝍䝹┦ㄯ㻌
䝃䝫䞊䝖㻌

䇾䛣䛣䜝䛾ᝎ䜏䇿䛻┳ㆤᖌ➼䛾ᑓ㛛䝇䝍䝑䝣䛜㟁ヰ䛷䜰䝗䝞䜲䝇㻌
䛧䜎䛩䚹㻌
䈜⒪䛻㛵䛩䜛┦ㄯ䛿䛚ཷ䛡䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

䝯䞁䝍䝹䠥䠰㻌
䝃䝫䞊䝖㻌

䝩䞊䝮䝨䞊䝆ୖ䛷䛾䝇䝖䝺䝇䛾䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䜔䝯䞊䝹䛻䜘䜛䝯
䞁䝍䝹┦ㄯ➼䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹㻌

㻌㼎䠊ᗣ䞉་⒪䞉ㆤ䛤┦ㄯ㻌
ᥦ౪䝃䞊䝡䝇㻌

ෆ㻌 㻌 㻌 ᐜ㻌

➨䠕᮲䠷ᴗሗ䛚䜘䜃ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔➼䠹㻌

䠄䠍䠅⏝ᑐ㇟⪅䛿䚸ಖ㝤ドๆ䞉ຍධ⪅ド䛾グ㍕㡯䛚䜘䜃䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾䛯䜑䛻㻌
㻌 㻌 ᚲせ䛸䛥䜜䜛ሗ䛜䚸ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛻Ⓩ㘓䛥䜜䜛䛣䛸䛻ྠព䛩䜛䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹㻌
䠄䠎䠅ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛿䚸⪺䛝㛫㐪䛔➼䛻䜘䜚⏝ᑐ㇟⪅䜎䛯䛿⏝⪅䛻㏞ᝨ䜢䛚㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 䛛䛡䛩䜛䛣䛸➼䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸㏻ヰෆᐜ䜢グ㘓䛚䜘䜃㘓㡢䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻌 㻌 䜎䛯䚸グ㘓䜎䛯䛿㘓㡢ෆᐜ䜢ᙜ♫䛻㛤♧䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
ே㛫䝗䝑䜽タ䜔⮬Ꮿ䛷⡆༢䛻䛷䛝䜛ᅾᏯ᳨デ➼䜢⤂䛧䜎䛩䚹㻌 䠄䠏䠅➨䠓᮲䛻䛚䛡䜛ᦆᐖ䛻䛿ሗ₃䛘䛔䜢ྵ䜏䚸ᙜ♫䛚䜘䜃ᥦᦠ䝃䞊䝡䝇♫䛿㈐௵㻌 
䝉䝹䝣ᗣ㻌
䈜ྛ✀᳨デ䞉䝃䞊䝡䝇䛾㈝⏝䛿䚸䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㻌
㻌 㻌 䜢㈇䛖䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
デ᩿䝃䝫䞊䝖㻌
㻌 㻌䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌㻌 㻌 㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
ᅜ⣙䠍䠒௳䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜘䜚䚸䛚᥈䛧䛾ᅜྛᆅ䛾㝔
㝔ሗ䛾㻌
➼䛾ሗ䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹㻌
䛤ᥦ౪㻌
䈜䛣䛾䝃䞊䝡䝇䛿ሗᥦ౪䛾䜏䛷䚸⤂≧䛾Ⓨ⾜➼䛿⾜䛔䜎㻌
㻌 㻌䛫䜣䚹㻌
㻌 㻌 㼏䠊ྛ✀ᡭ⥆䛝䛤┦ㄯ㻌
ᗣ䞉་⒪䞉㻌
ㆤ䛾䛤┦ㄯ㻌

ᥦ౪䝃䞊䝡䝇㻌
⛯ົ䞉㻌
䝣䜱䝘䞁䝅䝱䝹㻌
䝃䝫䞊䝖㻌

ᗣ䜔་⒪䛻㛵䛩䜛┦ㄯ䚸ㆤ䛻㛵䛩䜛ᝎ䜏䛻┳ㆤᖌ➼䛾ᑓ
㛛䝇䝍䝑䝣䛜㟁ヰ䛷䜰䝗䝞䜲䝇䛧䜎䛩䚹㻌
䈜⥭ᛴ䛾ሙྜ䜔┦ㄯෆᐜ䛻䜘䛳䛶䛿䜰䝗䝞䜲䝇䛷䛝䛺䛔ሙྜ㻌
㻌 㻌䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

ෆ㻌 㻌 㻌 ᐜ㻌
⛯ົ䛻㛵䛩䜛┦ㄯ䛻䚸⛯⌮ኈ䛻䜘䜛㟁ヰ┦ㄯ䜢⏝䛔䛯䛰䛡
䜎䛩䠄ண⣙ไ䠅䚹㻌
㻌 䈜୍⯡ⓗ䛺㉁ၥ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᑓ㛛䝇䝍䝑䝣䛜䛚ᛂ䛘䛩䜛ሙྜ㻌
㻌 㻌 㻌䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

㻌 㝃๎㻌 䛣䛾つ⣙䛿ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠐᭶䠍᪥⌧ᅾ䛾䜒䛾䛷䛩䚹

ম ূ ٿદય౩ૻํ
KWWSZZZDLRLQLVVD\GRZDFRMS
䠄㻝㻣㻜㻠㻜㻝䠅㻌 㻔㻞㻜㻝㻣ᖺ㻞᭶ᢎㄆ㻕㻌 㻳㻺㻝㻢㻰㻜㻝㻝㻜㻡㻣㻌

24
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26

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢࡈㄝ᫂࠙ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤ࠚ
ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤ࡢᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱࠊ≉⣙ࡲࡓࡣ༠ᐃ᭩ࡢ⿵ൾෆᐜ࠾ࡼࡧಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࢆࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࠊࡈ
ዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࡲࡓࡣ༠ᐃ᭩ࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅࠾Ώࡋ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༠ᐃ᭩ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ᘬཷಖ㝤♫ࡢ㛫࡛ྲྀࡾࢃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱࡢ⿵ൾෆᐜ
㸺ࡈὀព㸼
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳࡲ
ࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀᨭ
ᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊዎ⣙ࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ 」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ᑵᴗ㞀ᐖࡀ㛤ጞࡋࡓሙྜ㝈ࡾࠊ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫୰ࡢᑵᴗ
㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫ᑐࡋ࡚ࠊಖ㝤㔠ࡢ⟬ฟࡢᇶ♏࡞ࡿᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࢆᇶ༠ᐃ᭩グ㍕ࡢ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㢠ࢆಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣ༠ᐃ᭩つᐃࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸱㸬ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟እࡢ㌟య㞀ᐖࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࠊಖ㝤㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡁ㌟య㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓࡁ┦ᙜࡍ
ࡿ㔠㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠ࢆ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
㌟య㞀ᐖࡼࡾࠊ ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫୰ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶ࡘࡁࠊḟࡢ㢠ࢆ
 ᪂つຍධ᪥ࡽ  ᭶௨ෆᑵᴗ㞀ᐖ࡞ࡗࡓሙྜࠊ
ᑵᴗ㞀ᐖ࡞ࡗࡓ ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᑵᴗ㞀ᐖࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡘ࠸࡚ࠊ᪂つຍධ᪥
ሙྜ
๓  ᭶௨ෆࠊ་ᖌ➼ࡢ⒪ࠊデᐹࠊデ᩿ࢆཷࡅࡓ
ᨭᡶᇶ♏
ᡤᚓ
⣙ᐃ⤥⋡



ࡁࠊ⒪ࡢࡓࡵ᭹⸆ࡋ࡚࠸ࡓࡁࠊࡲࡓࡣࠊ㏻ᖖࡣ
ᡤᚓ㢠
႙ኻ⋡
㸦㸣㸧
་ᖌデᐹࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞≧ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࡁࡣࠊಖ

㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ͤ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠ࡣࠊ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫୰ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢᑵᴗ㞀ᐖᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶ࡘ࠸࡚ࠊ༠ᐃ᭩ᐃࡵࡿ᭱㧗ಖ㝤㔠ᨭ
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᡶ᭶㢠ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ
ͤ༠ᐃ᭩ᐃࡵࡿ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
㔜࡞㐣ኻࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
ͤᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠⣙ᐃ⤥⋡ࢆࡌࡓ㢠ࡀᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽࡼࡗ࡚
㢠ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࢆ⣙ᐃ⤥⋡࡛ࡗ
⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
ࡓ㢠ࢆᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࡋࡲࡍࠋ
ճ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕
࡚ͤࢇ⿵ᮇ㛫୰࠾ࡅࡿᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫ࡀ㸯᭶‶
ಖ㝤⪅ࡢ㯞⸆ࠊ㯞ࠊ࠶ࢇࠊぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮➼ࡢ
ࡓ࡞࠸ሙྜࡲࡓࡣ㸯᭶ᮍ‶ࡢ➃᪥ᩘࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ
⏝ࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
㸯᭶ࢆ  ᪥ࡋࡓ᪥ィ⟬ࡼࡾಖ㝤㔠ࡢ㢠ࢆỴᐃࡋ
մᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀື
ࡲࡍࠋ
ࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖͤ
ͤྠ୍ࡢ㌟య㞀ᐖࡼࡾࠊච㈐ᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿᑵᴗ㞀ᐖࡀ⤊
յᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽࡼࡿὠἼࡼࡗ࡚
ࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚㸴᭶௨ෆࡧᑵᴗ㞀ᐖ
⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖͤ
࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ๓ࡢᑵᴗ㞀ᐖྠ୍ࡢᑵᴗ㞀ᐖࡋ࡚
ն᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡗ࡚
ྲྀࡾᢅ࠸ࡲࡍࠋ
⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
ͤಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿ
շୖグն௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺᑕ⬟ởᰁࡼࡗ࡚
ሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࡢᨭ
⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
ᡶ㈐௵㢠 㸨 ࡢྜィ㢠ࡀࠊᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ᡤᚓ႙ኻ⋡
ոࡴࡕ࠺ࡕࡲࡓࡣ⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ
ࢆࡌࡓ㢠ࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊୗグࡢ㢠ࢆᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿ
ࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖͤ
ᮇ㛫㸯᭶࠶ࡓࡾࡢಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
չ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓᨾ
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸
ࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓࢣ࢞ࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື㌴ࡲࡓ
࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 
ࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙ
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧࡓ≧ែ
ྜࡣࠊᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ᡤᚓ႙ኻ⋡ࢆࡌࡓ㢠ࡽࠊ
࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽᨭᡶࢃࢀࡓᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶
պ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄㞀ᐖࢆཎᅉࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᑵᴗ
࠶ࡓࡾࡢಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓṧ
㞀ᐖͤ
㢠ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶
ջ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࠊฟ⏘ࠊ᪩⏘ࡲࡓࡣὶ⏘ࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓ
࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖ
㸨 ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲ
ࡓࡣඹ῭㔠ࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ռⓎ⇕➼ࡢぬⓗ≧ࡢ࡞࠸ឤᰁࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖͤ

࡞
 ᗣ㛵ࡍࡿ࿌▱ࡢᅇ⟅ෆᐜ➼ࡼࡾ⿵ൾᑐ㇟እࡍ
ࡿẼ➼㸦ಖ㝤ドๆ➼グ㍕ࡉࢀࡲࡍࠋ㸧ࡼࡿᑵᴗ㞀
ᐖᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㌟య㞀ᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ື
ࢭࢵࢺࡢ≉⣙ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
ͤ㺀ኳ⅏༴㝤⿵ൾ≉⣙㺁ࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊಖ㝤㔠࠾ᨭ
ᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣞ
ࣥࢺࢤ᳨ࣥᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ║⛉࣭⪥㰯
⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ͤࠕ⢭⚄㞀ᐖ⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊᖹᡂ  ᖺ 
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ಖ㝤㔠ࢆ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
᭶  ᪥⥲ົᗇ࿌♧➨  ྕᐃࡵࡽࢀࡓศ㢮㡯┠ ୰ࡢ
ḟࡢศ㢮␒ྕヱᙜࡍࡿ⢭⚄㞀ᐖ㸦⤫ྜኻㄪࠊ㌄ ࡑ࠺
ࠊ࠺ࡘ➼㸧ࢆཎᅉࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᑵᴗ㞀ᐖࡣಖ㝤㔠
ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
 㹄㹼㹄  㹄㹼㹄  㹄㹼㹄
 㹄㹼㹄  㹄㹼㹄  㹄㹼㹄
 㹄㹼㹄  㹄  㹄
ศ㢮㡯┠ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣཌ⏕ປാ┬⮧ᐁᡣ⤫ィሗ㒊⦅
ࠕࠊയᐖ࠾ࡼࡧṚᅉ⤫ィศ㢮ᥦせ,&'̺  ᖺᗘ∧
‽ᣐࠖࡼࡾࡲࡍࠋ

ͤཎయࡀ⏕యෆධࠊᐃ╔ࠊቑṪࡍࡿࡇࢆ࠸࠸ࡲ
ࡍࠋ

㸺⏝ㄒࡢㄝ᫂㸼
࠙ᅇᡤᚓ㢠ࠚࡣ
ච㈐ᮇ㛫㛤ጞ௨㝆ᴗົᖐࡋ࡚ᚓࡓᡤᚓࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊච㈐ᮇ㛫㛤ጞⅬẚ࡚≀౯ࡢኚືࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ≀౯ࡢኚື
ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓࡶࡢࡋ࡚⟬ฟࡋࡲࡍࠋ
࠙᭱㧗ಖ㝤㔠ᨭᡶ᭶㢠ࠚࡣ
㸯⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ࠊ㸯᭶࠶ࡓࡾࡢಖ㝤㔠ᨭᡶࡢ᭱㧗㝈ᗘ࡞ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ㔠㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࠚࡣ
ಖ㝤㔠ࡢ⟬ฟࡢᇶ♏࡞ࡿ㢠ࢆ࠸࠸ࠊ㸯ཱྀ࠶ࡓࡾಖ㝤㔠㢠ຍධཱྀᩘࡼࡗ࡚⟬ฟࡋࡓ㢠࡞ࡾࡲࡍࠋ
࠙ᡤᚓࠚࡣ
ᴗົᚑࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ⤥ᡤᚓࠊᴗᡤᚓࡲࡓࡣ㞧ᡤᚓಀࡿ⥲ධ㔠㢠ࡽࠊᑵᴗ㞀ᐖ࡞ࡿࡇࡼࡾᨭฟࢆචࢀࡿ㔠㢠
ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᑵᴗ㞀ᐖࡢⓎ⏕ࢃࡽࡎᚓࡽࢀࡿධࡣᡤᚓྵࡳࡲࡏࢇࠋ
࠙ᡤᚓ႙ኻ⋡ࠚࡣ
ḟࡢ⟬ᘧࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓྜࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ච㈐ᮇ㛫⤊᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋࡓྛ᭶࠾ࡅࡿᅇᡤᚓ㢠

ྜ㸻㸯㸫
 ච㈐ᮇ㛫ࡀ㛤ጞࡍࡿ┤๓ࡢࠊୖグᮇ㛫ᑐᛂࡍࡿྛ᭶࠾ࡅࡿᡤᚓࡢ㢠 
ࡓࡔࡋࠊᡤᚓࡢ㢠ࡘࡁ⤥య⣔ࡢⴭࡋ࠸ኚືࡑࡢࡢ≉Ṧ࡞ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡲࡓࡣ㌟య㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡸධࡢ≧ἣࡢ຺ࡀᚲせ࡞
ሙྜࡣࠊᡤᚓ႙ኻ⋡ࡢ⟬ฟࡘࡁබṇ࡞ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
࠙ᑵᴗ㞀ᐖࠚࡣ
⿕ಖ㝤⪅ࡀ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ┤ᚋࡢ⤖ᯝࡋ࡚ᑵᴗᨭ㞀ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ≧ែࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡚ࢇ⿵ᮇ㛫㛤ጞᚋ࠾࠸࡚ࡣࠊ㌟య㞀ᐖࡼࡾࠊ㌟య㞀ᐖⓎ⏕┤๓ᚑࡋ࡚࠸ࡓᴗົࡃᚑ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ୍㒊ᚑࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡎࠊࡘᡤᚓ႙ኻ⋡ࡀ㸣㉸࡛࠶ࡿࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸦ࡓࡔࡋࠊච㈐ᮇ㛫୰ࡣࠊ㌟య㞀ᐖⓎ⏕┤๓ᚑࡋ࡚࠸ࡓᴗົࡃᚑ࡛ࡁ࡞࠸≧
ែࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸧
ࠋ
࡞࠾ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓᚋࡣࠊ࠸࡞ࡿሙྜ࡛ࡶᑵᴗ㞀ᐖࡣ࠸࠸ࡲࡏࢇࠋ
࠙㌟య㞀ᐖࠚࡣ
യᐖ㸦ࠕࢣ࢞ࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧࠾ࡼࡧ㸦ࠕẼࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢣ࢞ࡣࢣ࢞ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓᨾࢆྵࡳࡲࡍࠋ
࠙ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࠚࡣ
ࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ᑐࡋ࡚ᨭᡶ㈐௵ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡚࠙ࢇ⿵ᮇ㛫ࠚࡣ
ᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿ㝈ᗘࡍࡿᮇ㛫࡛ࠊච㈐ᮇ㛫⤊᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ⢭⚄㞀ᐖ⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊࡇࡢ≉⣙ࡼࡿಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡣࠊᇶᮏዎ⣙ࡢ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫ࢃࡽࡎࠊච㈐ᮇ㛫⤊᪥ࡢ⩣
᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ࠕ᭶ࠖࡀ㝈ᗘ࡛ࡍࠋ
࠙ච㈐ᮇ㛫ࠚࡣ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᑵᴗ㞀ᐖࡀ⥅⥆ࡍࡿᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ච㈐ᮇ㛫㛤ጞᚋ୍ⓗ⫋ࡋࠊࡑࡢᚋᗘᑵᴗ㞀ᐖ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊච㈐ᮇ㛫ᛂࡌ࡚ᐃࡵࡓ᪥ᩘ㸦᪥㸧ࢆ㝈ᗘࡋ࡚⫋᪥ᩘ࠾ࡼ
ࡧච㈐ᮇ㛫ࢆຍ࠼ࡓᮇ㛫ࢆ㏻⟬ࡋ࡚㸯ච㈐ᮇ㛫ࡋࡲࡍࠋ
࠙ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࠚࡣ
⿕ಖ㝤⪅ࡢᑵᴗ㞀ᐖࡀ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡢ┤๓᭶ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾィ⟬ࡋࡓ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᑵᴗつ๎➼ᇶ࡙ࡃฟ⏘࣭
⫱ඣࡲࡓࡣㆤࢆ┠ⓗࡋࡓఇᴗࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾᡤᚓࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓሙྜ➼ࡣࠊᐈほⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࡼࡾィ⟬ࡋࡲࡍࠋ
 ᖺ㛫ධ㢠ͤ 㸫 ാࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾᨭฟࢆචࢀࡿ㔠㢠ͤ 

ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠㸻
 ᭶
ͤ⤥ᡤᚓࠊᴗᡤᚓࡲࡓࡣཎ✏ᩱ➼ࡢ㞧ᡤᚓಀࡿ⛯ᘬࡁ๓ࡢධ࡛ࠊᏊᡤᚓࠊ㓄ᙜᡤᚓࠊື⏘ᡤᚓ➼ࡣྵࡳࡲࡏࢇࠋᑵປࡢ᭷↓
ࢃࡽࡎᚓࡽࢀࡿᙺဨሗ㓘➼ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡇࢀࡶྵࡳࡲࡏࢇࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀᴗᡤᚓ⪅ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᴗせࡍࡿ⤒㈝ࡢ࠺ࡕࠊ᥋ᚅ㝿㈝࣭᪑㈝㏻㈝࡞ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࠙⣙ᐃ⤥⋡ࠚࡣ
ಖ㝤㔠ࡢ⟬ฟࡢᇶ♏࡞ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ⋡ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
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ᬑ㏻യᐖ㸩㸩ࡀࢇ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠࠾ࡼࡧ㈝⏝ಖ㝤㔠ࡢࡈㄝ᫂࠙ᅋయ⥲ྜ⏕ά⿵ൾಖ㝤ࠚ㸺㹋㹑㸤㸿㹂ᆺ㸼
ᅋయ⥲ྜ⏕ά⿵ൾಖ㝤ࡢᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱࠊ࡞≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ࠾ࡼࡧಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࢆࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ
㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ǱǬƴ᧙ƢǔᙀΝ
ڦയᐖ⿵ൾ 06 $'ᆺ ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀᛴ⃭ࡘഅ↛࡞እ᮶ࡢᨾࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓയᐖ㸦㺀ࢣ࢞㺁࠸࠸ࡲࡍ㸧ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤࢣ࢞ࡣࠊ㌟యእ㒊ࡽ᭷ẘ࢞ࢫࡲࡓࡣ᭷ẘ≀㉁ࢆഅ↛ࡘ୍྾ධࠊ྾ࡲࡓࡣᦤྲྀࡋࡓሙྜᛴ⃭Ⓨ⏕ࡍࡿ୰ẘ≧ࢆྵࡳࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕᑵᴗ୰ࡢࡳࡢയᐖ༴㝤⿵ൾ ᴗ࣭ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊ⫋ᴗࡲࡓࡣ⫋ົᚑ୰㸦㏻㏵ୖࢆྵࡳࡲࡍ㸧⿕ࡗࡓࢣ࢞
㝈ࡾࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ㌟యࡢ㞀ᐖࡲࡓࡣẼࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࢣ࢞➼ࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓሙྜ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
യ ᐖ Ṛ ஸ ᨾࡼࡿࢣ࢞ࡢࡓࡵࠊᨾ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾
യᐖṚஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡢ㢠 
ಖ 㝤 㔠 ࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

࡚᪥௨ෆṚஸࡋࡓሙྜ ͤಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ᪤࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓയᐖᚋ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢᨾព

ࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࡀ࠶ࡿሙྜࠊയᐖṚஸ࣭ᚋ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽ
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡽࡑࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓ
࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᨾ
ͤࠕ≉ᐃឤᰁ༴㝤㺀ᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࠊධ㝔
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື
ಖ㝤㔠࠾ࡼࡧ㏻㝔ಖ㝤㔠㺁⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭ
㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊയᐖṚஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖಖ
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧ
㝤㔠㢠ࡽ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓ≉ᐃឤᰁ㛵
ࡓ≧ែ࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ
ࡍࡿᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠
࡚࠸ࡿ㛫
ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࢘㸬㯞⸆ࠊ㯞ࠊ࠶ࢇࠊぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮➼
യ
ᐖ ᨾࡼࡿࢣ࢞ࡢࡓࡵࠊᨾ
⣙Ḱᡤᐃࡢ
ࡢᙳ㡪ࡼࡾṇᖖ࡞㐠㌿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶
ᚋ 㑇 㞀 ᐖ ࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
യᐖṚஸ࣭ᚋ㑇
 ಖ㝤㔠ᨭᡶྜ 
ࡿ≧ែ࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ
ಖ 㝤 㔠 ࡚᪥௨ෆ⣙Ḱᡤᐃࡢᚋ
㞀ᐖಖ㝤㔠㢠
㸲㸣㹼㸣
࡚࠸ࡿ㛫

㑇㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
մ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⬻ᝈࠊẼࡲࡓࡣᚰ⚄႙ኻ

ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊྜ⟬ࡋ࡚യᐖṚஸ࣭ᚋ
յ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࠊฟ⏘ࠊ᪩⏘ࡲࡓࡣὶ⏘
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
նಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡁࢣ࢞ࡢ⒪௨እࡢ⿕ಖ㝤
ͤࠕ≉ᐃឤᰁ༴㝤㺀ᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࠊධ㝔
⪅ᑐࡍࡿእ⛉ⓗᡭ⾡ࡑࡢࡢ་⒪ฎ⨨
ಖ㝤㔠࠾ࡼࡧ㏻㝔ಖ㝤㔠㺁⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭ
շ⿕ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿฮࡢᇳ⾜
ࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊയᐖṚஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖಖ
ոᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ➼ࡢኚࡲࡓ
㝤㔠㢠ࡽ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓ≉ᐃឤᰁ㛵
ࡣᭀືͤ
ࡍࡿᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠
չᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽࡼࡿὠἼͤ
ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
պ᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶ
യ ᐖ ධ 㝔  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ
ࡼࡿᨾ
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  ධ㝔᪥ᩘ 
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊධ㝔ࡋࠊࡑࡢධ㝔ࡀയᐖ
ջୖグպ௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺᑕ⬟ởᰁ
ධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ͤࢆ㉸ ͤയᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ᪥
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡘ࠸࡚ࡶಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
࠼࡚⥅⥆ࡋࡓሙྜ
ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚യᐖධ㝔ಖ㝤
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ
ձࡴࡕ࠺ࡕ࣭⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ
ͤ  ᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ
㸯ᨾࡘࡁࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓയ
ͤ
᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ
ᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ㝈ᗘ᪥ᩘࡀ㝈ᗘ࡞
ղ⣽⳦ᛶ㣗୰ẘ࣭࢘ࣝࢫᛶ㣗୰ẘ
㍕ࡉࢀࡓච㈐ᮇ㛫ࡀ‶
ࡾࡲࡍࠋ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡶಖ
ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲ 
㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡍࠋ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀࢸࢫࢺࣛࢲ࣮ࠊ࣮࢜ࢺࣂ➇த㑅ᡭࠊ
യ ᐖ ᡭ ⾡  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ 㸯ᅇࡢᡭ⾡ࡘ࠸࡚ḟࡢ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲ
⮬ື㌴➇த㑅ᡭࠊ⮬㌿㌴➇த㑅ᡭࠊࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࠊ
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ ࡍࠋ
ࣉࣟࣞࢫ࣮ࣛ➼ࡸࡑࡢࡇࢀࡽྠ⛬ᗘࡲࡓࡣࡑ

᪥ࢆྵࡵ࡚യᐖᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭ ձධ㝔୰ཷࡅࡓᡭ⾡
ࢀ௨ୖࡢ༴㝤ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ᴗᚑࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡢ

ᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆᡭ⾡ࢆཷࡅࡓ
ᨾ
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   
ሙྜ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫ࡢᨾ

ղୖグձ௨እࡢᡭ⾡
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ͤᡭ⾡ࡣࠊḟࡢデ⒪⾜Ⅽࢆ
㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  㸳 
࠸࠸ࡲࡍࠋ
㌿㌴ࢆ⏝࠸࡚㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ձබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸
㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
ͤධ㝔୰ࡣࠊᡭ⾡ࢆཷࡅࡓࢣ࢞ࡢ⒪ࡢ
࡚ᡭ⾡ᩱࡢᑐ㇟࡞ࡿデ
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨 ࢆ⾜࠺ࡇࢆ
ࡓࡵධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
⒪⾜Ⅽࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢデ
┠ⓗࡍࡿሙᡤ࠾࠸࡚ࠊ➇ᢏ➼ 㸨 ‽ࡎࡿ
⒪⾜Ⅽࡣಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ ͤᡭ⾡ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡢ㝈
᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⏝ල 㸨 ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ᗘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
㛫㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼ 㸨 
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࢆྠ
࣭യฎ⌮
‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ
୍ࡢ᪥」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㸯ᅇࡢ
࣭⓶ษ㛤⾡
⮬㌿㌴ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
ᡭ⾡ᑐࡋ࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
࣭ࢹࣈ࣮ࣜࢻ࣐ࣥ
࢘㸬ἲ௧ࡼࡿチྍࢆཷࡅ࡚ࠊ୍⯡ࡢ㏻⾜ࢆไ㝈
ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊྠ୍ࡢ᪥ୖグձղࡢ
࣭㦵ࡲࡓࡣ㛵⠇ࡢ㠀ほ⾑
ࡋࠊ㐨㊰ࢆ༨᭷ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣཎ
୧᪉ヱᙜࡍࡿᡭ⾡ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊ
ⓗࡲࡓࡣᚐᡭⓗ࡞ᩚ
ືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ୖグձࡢᡭ⾡ࢆ㸯ᅇཷࡅࡓࡶࡢࡋࡲ
⾡ࠊᩚᅛᐃ⾡࠾ࡼࡧ
㛫ࡲࡓࡣ➇ᢏ➼ 㸨 ‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾ
ࡍࠋ
ᤵື⾡
⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭㸯ᅇࡢᡭ⾡ࢆ㸰᪥௨ୖࢃࡓࡗ࡚ཷࡅ
࣭ᢤṑᡭ⾡
㛫
ࡓሙྜࡲࡓࡣᡭ⾡ᩱࡀ㸯᪥ࡘࡁ⟬ᐃ
࣭ṑ⛉デ⒪ᅛ᭷ࡢデ⒪⾜
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡀᒣᓅⓏࡣࢇ㸦ࣆࢵࢣࣝࠊࢮࣥࠊࢨ
ࡉࢀࡿᡭ⾡ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊࡑ
Ⅽ
ࣝࠊࣁ࣐࣮ࣥ➼ࡢⓏᒣ⏝ලࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢࠊࣟ
ࡢᡭ⾡ࡢ㛤ጞ᪥ࡘ࠸࡚ࡢࡳᡭ⾡ࢆཷ
ղඛ㐍་⒪ 㸨 ヱᙜࡍ
ࢵࢡࢡ࣑ࣛࣥࢢ➼ࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸧
ࠊ⫋ົ௨እ࡛ࡢ⯟
ࡅࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ࡿデ⒪⾜Ⅽ 㸨 
✵ᶵ᧯⦪ࠊࢫ࢝ࢲࣅࣥࢢࠊࣁࣥࢢࢢࣛࢲ࣮
୍࣭㐃ࡢ⒪㐣⛬࡛」ᩘᅇᐇࡋ࡚ࡶᡭ
㸨 ᡭ⾡ࢆཷࡅࡓⅬ࠾
ᦚ➼ࡢ༴㝤࡞㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡢᨾ
⾡ᩱࡀ㸯ᅇࡢࡳ⟬ᐃࡉࢀࡿ༊ศ␒ྕࡢ
࠸࡚ࠊཌ⏕ປാ⮧ࡀ
㸨 ⏝ලࡣࠊ⮬ື㌴ࠊཎືᶵ⮬㌿㌴ࡲࡓࡣ࣮ࣔ
ᐃࡵࡿඛ㐍ⓗ࡞་⒪ᢏ
ᡭ⾡ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ༊ศ␒ྕࡢᡭ⾡ࢆ
ࢱ࣮࣮࣎ࢺ࣭Ỉୖ࣮࢜ࢺࣂ➼ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
⾡ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢᡭ
㸨 ➇ᢏ➼ࡣࠊ➇ᢏࠊ➇தࠊ⯆⾜ࡶࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢ
ඛ㐍་⒪ࡈᐃࡵࡿ
⾡ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿྠࡌ༊ศ␒
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㸦ᖺ᭶ᢎㄆ㸧$

ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
タᇶ‽㐺ྜࡍࡿ
㝔➼࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ
ࡶࡢ㝈ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࠊ་⒪
ᶵ㛵࠾ࡼࡧ㐺ᛂࡣ㝈
ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ
㸨 ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ
࡚ࠊ࣓ࢫ➼ࡢჾලࢆ⏝
࠸࡚ᝈ㒊ࡲࡓࡣᚲせ㒊
ษ㝖ࠊฟ➼ࡢฎ
⨨ࢆࡍࡶࡢ㝈ࡾࡲ
ࡍ㸦デ᩿ࠊ᳨ᰝ➼ࢆ┤
᥋ࡢ┠ⓗࡋࡓデ⒪⾜
Ⅽ࠾ࡼࡧὀᑕࠊⅬࠊ
⸆ᢞ ㌟࣭ᒁᡤ ࠊ
ᨺᑕ⥺↷ᑕࠊ ⇕⒪ἲ
ࡼࡿデ⒪⾜Ⅽࢆ㝖ࡁ
ࡲࡍ㸧
ࠋ

യ ᐖ ㏻ 㝔  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ
᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉ
ࢀࡓയᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ
㛫ࡀ‶ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥௨㝆
ࠊ㏻㝔㸦 デࢆྵࡳࡲࡍ㸧
ࡋࡓሙྜ

ͤ ⒪ࢆకࢃ࡞࠸ࠊ⸆ࠊデ
᩿᭩ࠊ་⒪ჾල➼ࡢཷ㡿➼
ࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡣࠊ㏻㝔ྵ
ࡳࡲࡏࢇࠋ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ྕࡢᡭ⾡ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
࡚᪥௨ෆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁ
ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡏࢇ㸦ḍእ
ࡢ࠾ᨭᡶࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸㸧
ࠋ

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡓࡵࡢ⦎⩦ࡲࡓࡣ⏝ලࡢᛶ⬟ヨ㦂ࢆ┠ⓗࡋࡓ
ヨ㐠㌿࠾ࡅࡿ㐠㌿ࡶࡋࡃࡣ᧯⦪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

࡞
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࢣ࢞㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ື
ࢭࢵࢺࡢ≉⣙ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞
ࡾࡲࡍࠋ
ͤࠕኳ⅏⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊಖ㝤㔠
࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶࠊࣞࣥࢺࢤ᳨ࣥᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ
║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ᰿ᣐࢆᐈほⓗ
ド᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ


യᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠᪥㢠 㻌 㽢㻌 ㏻㝔᪥ᩘ 㻌
ͤയᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡢ‶᪥ࡢ⩣
᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚യᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢ
ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢ㏻㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ㸯
ᨾࡘࡁࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓയᐖ㏻
㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ㝈ᗘ᪥ᩘࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
ͤ ㏻㝔ࡋ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊ⣙Ḱᡤᐃࡢ
㒊ࢆᅛᐃࡍࡿࡓࡵࠊ་ᖌࡢᣦ♧ࡼ
ࡾࢠࣉࢫ➼ࢆᖖ╔ࡋࡓᮇ㛫ࡣࠊ㏻㝔
᪥ᩘྵࡵ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸യᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࠊയᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿᑐ㇟ࡢᮇ㛫ࡋ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࠊࡇࡢᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࠊ㏻㝔ࡘ࠸࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠕയᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢྜィ᪥ᩘࠖ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࠝᡭ⾡ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶࠞ

㉸㡢Ἴ㦵ᢡ⒪ἲࢆ㸱ᅇཷࡅࡓሙྜ
ۑᡭ⾡
ᡭ⾡
ۂ

ۂ

᭶㸯᪥ 
᭶᪥ 










ۑᡭ⾡
ۂ
᭶᪥

࣭᭶᪥ࡢᡭ⾡ࡣࠊ᭶㸯᪥ࡢᡭ⾡ࡽ᪥௨ෆࡢࡓࡵࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡏࢇࠋ
࣭᭶᪥ࡢᡭ⾡ࡣࠊ᭶㸯᪥ࡢᡭ⾡ࡽ᪥⤒㐣ᚋࡢࡓࡵࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ


ࡢࡑڦࡢയᐖ༴㝤㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓࢣ࢞ 㸨 ࡞ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸨 യᐖ⿵ൾ㸦06 $'ᆺ㸧≉⣙࡛ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࢣ࢞ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ㌟యࡢ㞀ᐖࡲࡓࡣẼࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࢣ࢞➼ࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓሙྜ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉ ⣙ ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
≉ ᐃ ឤ ᰁ  ᚋ 㑇 㞀 ᐖ ≉ᐃឤᰁࡢⓎࡼࡾࠊⓎࡢ᪥
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡾⓎࡋࡓ≉ᐃ
⣙Ḱᡤᐃࡢ
യᐖṚஸ࣭
༴ 㝤 ࠕ ᚋ 㑇 ಖ 㝤 㔠 ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨ෆയ
ឤᰁࡢⓎᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠
ᚋ 㑇 㞀 ᐖ  ಖ㝤㔠ᨭᡶྜ
㞀ᐖಖ㝤㔠ࠊ

ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᐖ⿵ൾ 06 $'ᆺ ≉⣙ᡤᐃࡢᚋ㑇㞀
㸲㸣㹼㸣
ಖ㝤㔠㢠
ධ㝔ಖ㝤㔠
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤
ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
࠾ࡼࡧ㏻㝔
㔠ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊྜ⟬ࡋ࡚യᐖṚ
ಖ 㝤 㔠 ࠖ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲ
ஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡀ㝈ᗘ࡞
⿵ ൾ ≉ ⣙
ࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽ
ࡾࡲࡍࠋ
ճ⿕ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿฮࡢᇳ⾜
ͤയᐖᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ͤ≉ᐃឤᰁ
մᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ
࡚࠸ࡿሙྜࠊയᐖṚஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖ
ࡣḍእࢆࡈ
➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀືͤ
ಖ㝤㔠㢠ࡽࡑࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ
ཧ↷ࡃࡔࡉ
յᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽ
㢠ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࠸ࠋ
ࡼࡿὠἼ
ධ
㝔 ≉ᐃឤᰁࡢⓎࡼࡾࠊධ㝔ࡋࠊ
യᐖධ㝔
ն᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨ
ಖ 㝤 㔠 ࡑࡢධ㝔ࡀධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫
 ධ㝔᪥ᩘ 
ᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡿᨾ
ಖ㝤㔠᪥㢠
ͤࢆ㉸࠼࡚⥅⥆ࡋࡓሙྜ
շୖグն௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺ

ͤධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ
ᑕ⬟ởᰁ
ͤⓎࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ
᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚യᐖ
ոയᐖ⿵ൾ
06 $'ᆺ ≉⣙ࡼࡾಖ
㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓච㈐ᮇ㛫ࡀ
ධ㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢධ
㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࢣ࢞
‶ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲ
㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ㸯ᅇࡢ≉ᐃឤᰁ
 ಖ㝤㈐௵㛤ጞ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
ࡍࠋ
ࡢⓎࡘࡁࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉ
࡚᪥௨ෆⓎࡋࡓ≉ᐃឤᰁ
ࢀࡓയᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ㝈ᗘ᪥
㸦⥅⥆ዎ⣙ࢆྵࡳࡲࡏࢇ㸧ᑐࡋ
ᩘࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏ
㏻
㝔 ≉ᐃឤᰁࡢⓎࡼࡾࠊⓎࡢ᪥
ࢇࠋ
യᐖ㏻㝔
ಖ 㝤 㔠 ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ
 ㏻㝔᪥ᩘ 
࡞
ಖ㝤㔠᪥㢠
㍕ࡉࢀࡓ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢ
‶ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥௨㝆ࠊ㏻㝔㸦  ͤ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ
㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ືࢭࢵࢺࡢ≉⣙
デࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡋࡓሙྜ
᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚യᐖ
ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞

㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢ㏻
ࡾࡲࡍࠋ
ͤ⒪ࢆకࢃ࡞࠸ࠊ⸆ࠊデ᩿᭩ࠊ
㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ㸯ᅇࡢ≉ᐃឤᰁ
་⒪ჾල➼ࡢཷ㡿➼ࡢࡓࡵࡢࡶ
ࡢⓎࡘࡁࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉ
ࡢࡣࠊ㏻㝔ྵࡳࡲࡏࢇࠋ
ࢀࡓയᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ㝈ᗘ᪥
ᩘࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
≉ᐃឤᰁ㸸
ࠕឤᰁࡢண㜵ཬࡧឤᰁࡢᝈ⪅ᑐࡍࡿ་⒪㛵ࡍࡿἲᚊ࡛ࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍㢮ឤᰁࡽ୕㢮ឤᰁࡲ࡛ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᡂᖺ᭶⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࢚࣎ࣛฟ⾑⇕ࠊࢡ࣑࣭ࣜࢥࣥࢦฟ⾑⇕ࠊ①ࡑ࠺ ኳ↛① ࠊ༡⡿ฟ⾑⇕ࠊ࣌ࢫࢺࠊ࣐࣮ࣝࣈࣝࢢࠊࣛࢵࢧ⇕ࠊᛴᛶ⅊ⓑ㧊⅖ ࣏
ࣜ࢜ ࠊ⤖᰾ࠊࢪࣇࢸࣜࠊ㔜ᛴᛶ྾ჾೃ⩌ 6$56 ࠊ୰ᮾ྾ჾೃ⩌ 0(56 ࠊ㫽ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ +1ࠊ+1 ࠊࢥࣞࣛࠊ⣽⳦ᛶ㉥⑩ࠊ⭠⟶ฟ⾑ᛶ
⭠⳦ឤᰁ 2㸫➼ ࠊ⭠ࢳࣇࢫࠊࣃࣛࢳࣇࢫࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ



㸦ᖺ᭶ᢎㄆ㸧$

30

၌၏ƴ᧙ƢǔᙀΝ
⿵ڦൾ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀ㸦Ẽ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࢆⓎࡋࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓሙྜࡲࡓࡣᡭ⾡ࢆཷࡅࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤධ㝔ࡣ⨾ᐜᩚᙧࠊẼࡢ⒪ฎ⨨ࢆకࢃ࡞࠸᳨ᰝ➼ࡢࡓࡵࡢධ㝔ࢆྵࡳࡲࡏࢇࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
  ධ 㝔 ⓎࡋࡓẼࡢ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚ධ㝔ࡋࠊࡑ
 ಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ ⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜ
ධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  ධ㝔᪥ᩘ 
ಖ 㝤 㔠 ࡢධ㝔ࡀධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ͤࢆ㉸
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫
࠼࡚⥅⥆ࡋࡓሙྜ
ࡢ㛤ጞ ࡼࡾ๓ⓎࡋࡓẼ
ͤධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ᪥

ࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲ
ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ධ㝔ಖ㝤
ͤධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ
ࡏࢇࠋͤ
㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ
㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡍࡿ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡾⓎࡋࡓẼ
㸯ධ㝔ࡘࡁࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ
ධ㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ㝈ᗘ᪥ᩘࡀ㝈ᗘ࡞
ࡲࡏࢇࠋ
ࡾࡲࡍࠋ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠
ͤ㏥㝔ࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨
ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
ෆ་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀࡼࡾධ㝔ࡋࡓ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ
⮬ẅ⾜Ⅽࡲࡓ
ሙྜࡣࠊ๓ࡢධ㝔࠶ࢃࡏ࡚㸯ධ㝔࡞
ࡣ≢⨥⾜Ⅽ
ࡾࠊධ㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢ㉳
ճᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ
⟬᪥ࡣ᭱ึࡢධ㝔ࡢච㈐ᮇ㛫ࡢ‶᪥ࡢ
➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀືͤ
⩣᪥࡞ࡾࡲࡍࠋ
մ᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨᛶ࣭
㸯ᅇࡢᡭ⾡ࡘ࠸࡚ḟࡢ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲ
  ᡭ ⾡ ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ
᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡿᨾ
ಖ 㝤 㔠 ձධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊ⿕ ࡍࠋ
յୖグմ௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺ

ಖ㝤⪅ࡀᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆ ձධ㝔୰ཷࡅࡓᡭ⾡
ᑕ⬟ởᰁ
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢẼࡢ
ධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   
ն⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓ
⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ᡭ⾡ࢆཷࡅࡓ
ሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㯞⸆ࠊ
ࡁ
ղୖグձ௨እࡢᡭ⾡
࠶ࢇࠊ㯞ࡲࡓࡣぬࡏ࠸ࠊࢩࣥ
ղୖグձ௨እ࡛ࠊಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ
ධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  㸳 
ࢼ࣮➼ࡢ⏝
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊⓎࡋࡓẼ
 ࡴࡕ࠺ࡕ࣭⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤ
ࡢ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ᡭ⾡ࢆཷࡅࡓ
ͤධ㝔୰ࡣࠊẼࡢ⒪ࡢࡓࡵධ㝔ࡋ
ぢࡢ࡞࠸ࡶࡢͤᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠
ሙྜ
࡚࠸ࡿ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ͤᡭ⾡ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡢ㝈
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿẼᑐࡋ࡚
ͤᡭ⾡ࡣࠊḟࡢデ⒪⾜Ⅽࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᗘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ձබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸࡚ᡭ⾡ᩱࡢᑐ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࢆྠ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄㞀ᐖࢆཎᅉ
㇟࡞ࡿデ⒪⾜Ⅽࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢデ⒪⾜
୍ࡢ᪥」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㸯ᅇࡢ
ࡋ࡚ⓎࡋࡓẼ
Ⅽࡣಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏ
ᡭ⾡ᑐࡋ࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࡲࡓࡣฟ⏘ࠋࡓࡔ
ࢇࠋ
ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊྠ୍ࡢ᪥ձղࡢ୧᪉
ࡋࠊ␗ᖖዷፎࠊ␗ᖖศፔࡲࡓࡣ⏘ࡌ
࣭യฎ⌮
ヱᙜࡍࡿᡭ⾡ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊձࡢ
ࡻࡃᮇࡢ␗ᖖࢆྵࡳࡲࡏࢇࠋ
࣭⓶ษ㛤⾡
ᡭ⾡ࢆ㸯ᅇཷࡅࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
 ≉ᐃ⿵ൾᑐ㇟እࡢ᮲௳࡛ࡢ࠾
࣭ࢹࣈ࣮ࣜࢻ࣐ࣥ
࣭㸯ᅇࡢᡭ⾡ࢆ㸰᪥௨ୖࢃࡓࡗ࡚ཷࡅ
ᘬཷࡅ࡞ࡗࡓሙྜࠊ㺀≉ᐃ⿵
࣭㦵ࡲࡓࡣ㛵⠇ࡢ㠀ほ⾑ⓗࡲࡓࡣᚐᡭⓗ
ࡓሙྜࡲࡓࡣᡭ⾡ᩱࡀ㸯᪥ࡘࡁ⟬ᐃ
ൾᑐ㇟እ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡲࡍࠋ
࡞ᩚ⾡ࠊᩚᅛᐃ⾡࠾ࡼࡧᤵື⾡
ࡉࢀࡿᡭ⾡ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊࡑ
ࡇࡢሙྜࠊ
ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ
࣭ᢤṑᡭ⾡ࡲࡓࡣṑ࣭ṑ⫗ࡢฎ⌮క࠺
ࡢᡭ⾡ࡢ㛤ጞ᪥ࡘ࠸࡚ࡢࡳᡭ⾡ࢆཷ
Ẽᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛
ᡭ⾡ࡑࡢṑ⛉デ⒪ᅛ᭷ࡢデ⒪⾜Ⅽ
ࡅࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭⨾ᐜᩚᙧୖࡢᡭ⾡
୍࣭㐃ࡢ⒪㐣⛬࡛」ᩘᅇᐇࡋ࡚ࡶᡭ
࡞
࣭Ẽࢆ┤᥋ࡢཎᅉࡋ࡞࠸ዷᡭ⾡
⾡ᩱࡀ㸯ᅇࡢࡳ⟬ᐃࡉࢀࡿ༊ศ␒ྕࡢ ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀⓎࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
࣭デ᩿ࠊ᳨ᰝ㸦⏕᳨ࠊ⭡⭍ ࡃ࠺ 㙾᳨ᰝ➼㸧
ᡭ⾡ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ༊ศ␒ྕࡢᡭ⾡ࢆ
Ẽࡼࡿධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽ
ࡢࡓࡵࡢᡭ⾡
」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢᡭ
ಖ㝤ዎ⣙ࡢ⥅⥆ࡍࡿᮇ㛫ࢆ㐳ཬ
࣭྾ᘬ࠾ࡼࡧ✸่࡞ࡢฎ⨨
⾡ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿྠࡌ༊ศ␒
ࡋ࡚᪥௨๓࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑ
࣭⚄⤒ࣈࣟࢵࢡ
ྕࡢᡭ⾡ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
ࡢẼࡣࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ௨㝆
࣭ᢤ㔥⾡
࡚᪥௨ෆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁ
Ⓨࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ಖ㝤㔠࠾
࣭ᒅᢡ␗ᖖᑐࡍࡿᡭ⾡
ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡏࢇ㸦㸨㸧ࠋ
ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ղඛ㐍་⒪  ヱᙜࡍࡿデ⒪⾜Ⅽ  
㸨 యእ⾪ᧁἼ⫹▼◚○⾡ࡢ
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓẼ
 ᡭ⾡ࢆཷࡅࡓⅬ࠾࠸࡚ࠊཌ⏕ປാ⮧
ۑᡭ⾡
ᡭ⾡
ۑᡭ⾡
ࡀᐃࡵࡿඛ㐍ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲ
㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ືࢭࢵࢺࡢ≉⣙
ۂ
ۂ
ۂ
ࡓࠊඛ㐍་⒪ࡈᐃࡵࡿタᇶ‽㐺ྜ
ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞
ࡍࡿ㝔➼࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ㝈ࡾ
᭶㸯᪥ 
᭶᪥  ᭶᪥
ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࠊ་⒪ᶵ㛵࠾ࡼ
࣭᭶᪥ࡢᡭ⾡ࡣࠊ᭶㸯᪥ࡢᡭ⾡
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸
ࡧ㐺ᛂࡣ㝈ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡽ᪥௨ෆࡢࡓࡵࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ
ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣞࣥࢺࢤ᳨ࣥ
 ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ࠊ࣓ࢫ➼ࡢჾලࢆ
࠸ࡋࡲࡏࢇࠋ
ᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ║
⏝࠸࡚ᝈ㒊ࡲࡓࡣᚲせ㒊ษ㝖ࠊฟ➼
࣭᭶᪥ࡢᡭ⾡ࡣࠊ᭶㸯᪥ࡢᡭ⾡
⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ᰿ᣐ
ࡢฎ⨨ࢆࡍࡶࡢ㝈ࡾࡲࡍ㸦デ᩿ࠊ᳨ᰝ
ࡽ᪥⤒㐣ᚋࡢࡓࡵࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭ
ࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
➼ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋࡓデ⒪⾜Ⅽ࠾ࡼࡧὀ
ᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᑕࠊⅬࠊ⸆ᢞ㸦㌟࣭ᒁᡤ㸧ࠊᨺᑕ
࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
⥺↷ᑕࠊ ⇕⒪ἲࡼࡿデ⒪⾜Ⅽࢆ㝖ࡁࡲ
ࡍ㸧ࠋ


 ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ
ᨺ ᑕ ⥺ ձධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊ⿕

⒪
ಖ㝤⪅ࡀᨺᑕ⥺⒪ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟
ಖ 㝤 㔠
ᮇ㛫ෆ㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ

Ẽࡢ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ᨺᑕ⥺
⒪ࢆཷࡅࡓሙྜ
ղୖグձ௨እ࡛ࠊಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊⓎࡋࡓẼ
ࡢ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ᨺᑕ⥺⒪ࢆ
ཷࡅࡓሙྜ

ͤᨺᑕ⥺⒪ࡣࠊḟࡢデ⒪⾜Ⅽࢆ࠸࠸ࡲ
ࡍࠋ
ձබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸࡚ᨺᑕ⥺⒪
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㸯ᅇࡢᨺᑕ⥺⒪ࡘ࠸࡚ḟࡢ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ
࠸ࡋࡲࡍࠋ
ධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   
ͤᨺᑕ⥺⒪ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡢ࠾ᨭᡶ
࠸ࡢ㝈ᗘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨺᑕ⥺
⒪ࢆྠ୍ࡢ᪥」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࠊ㸯
ᅇࡢᨺᑕ⥺⒪ᑐࡋ࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ
࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨺᑕ⥺
⒪ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࠊ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢ
ᨺᑕ⥺⒪ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿᨺ


㸦ᖺ᭶ᢎㄆ㸧$

ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
ᩱࡢᑐ㇟࡞ࡿデ⒪⾜Ⅽࠋࡓࡔࡋࠊᨺᑕ
⥺ࡢ↷ᑕࢆ⾜࠺ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⥲
㔞ࡀࢢࣞ௨ୖ࡞ࡿሙྜ㝈ࡾࡲ
ࡍࠋ
ղඛ㐍་⒪ 㸨 ヱᙜࡍࡿᨺᑕ⥺↷ᑕࡲ
ࡓࡣ ⇕⒪ἲࡼࡿデ⒪⾜Ⅽ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ

ᑕ⥺⒪ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
࡚᪥௨ෆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁ
ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡏࢇࠋ

㸨 ᨺᑕ⥺⒪ࢆཷࡅࡓⅬ࠾࠸࡚ࠊཌ⏕ປ
ാ⮧ࡀᐃࡵࡿඛ㐍ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ࢆ࠸࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊඛ㐍་⒪ࡈᐃࡵࡿタᇶ
‽㐺ྜࡍࡿ㝔➼࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡶ
ࡢ㝈ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࠊ་⒪
ᶵ㛵࠾ࡼࡧ㐺ᛂࡣ㝈ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ

  ㏻ 㝔 ධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ࠾࠸
㏻㝔ಖ㝤㔠᪥㢠 㽢 ㏻㝔᪥ᩘ 㻌
ಖ 㝤 㔠 ࡚ࠊ㏥㝔ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸦᪥㸧ෆࠊ ͤ㸯ධ㝔ࡘࡁࠊ㏻㝔᪥ᩘࡣࠊ㏻⟬ࡋ࡚ಖ
ࡑࡢධ㝔ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓẼࡢ⒪ࢆ┠ⓗ
㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢᨭ
ࡋ࡚㏻㝔㸦 デࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡋࡓࡁ
ᡶ㝈ᗘ᪥ᩘࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ͤ㏥㝔ࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨

ෆ་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀࡼࡾධ㝔ࡋࡓ
ሙྜࡣࠊ๓ࡢධ㝔࠶ࢃࡏ࡚㸯ධ㝔࡞
ࡾࡲࡍࠋ
ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ධ㝔ಖ㝤㔠ࠊ㏻㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿᑐ㇟ࡢᮇ㛫ࡋ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࠊࡇࡢᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࠊ㏻㝔ࡘ࠸࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠕධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢྜィ᪥ᩘࠖ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᨺᑕ⥺⒪ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠕධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢྜィ᪥ᩘࠖ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡢࡑڦࡢẼ㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀẼࢆⓎࡋࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉ ⣙ ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
≉ ᐃ  ᝈ ≉ ᐃ  ᝈ ධ㝔ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿሙྜ
⿵ൾ≉⣙࡛ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛
≉ᐃᝈಖ㝤㔠㢠ࡢ㢠 
⿵ ൾ ≉ ⣙ ಖ 㝤 㔠 ࡛ࠊࡑࡢධ㝔ࡀḟࡢձ࠾ࡼࡧղࡢࡍ
ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ
࡚ヱᙜࡋࡓࡁ
ͤ㸯≉ᐃᝈࡘࡁࠊ㸯ᅇࡢ࠾ᨭᡶ ࡲࡏࢇࠋ㻌
ձࠕ≉ᐃᝈࠖࢆ┤᥋ࡢཎᅉࡋࡓ
࠸㝈ࡾࡲࡍ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣࠊ
ධ㝔࡛࠶ࡿሙྜ
⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢ
ղࠕ≉ᐃᝈࠖࡼࡾࡉࢀࡓ≉
ጞᮇ᪥ࡽ㏻⟬ࡋ࡚㸯ᅇࡢ࠾ᨭᡶ
ᐃᝈ་⒪ཷ⤥⪅ドࡢ᭷ຠᮇ㛫
࠸㝈ࡾࡲࡍ㸧
ࠋ
୰ࡢධ㝔࡛࠶ࡿሙྜ

ͤࠕ≉ᐃᝈࠖࡣࠊᖺ
᭶ཌ⏕┬ࠕ㞴ᑐ⟇せ⥘ࠖᇶ
࡙ࡁᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃᝈ
⒪◊✲ᴗࡢ⒪◊✲ᑐ㇟ᝈ
ࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸦㒔㐨ᗓ┴ࡀ⊂⮬
་⒪㈝ຓᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᝈࡣ
ᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇ㸧
ࠋ
⒪◊✲ᑐ㇟ᝈࡢ᭱᪂ࡢෆᐜ
ࡣࠕ㞴ሗࢭࣥࢱ࣮࣮࣒ࠖ࣍
࣮࣌ࢪ➼࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡸ࢞ࢣڦẼక࠺㈝⏝㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
ᙀΝᙐ࣐࣮ࢡࡀ࠶ࡿ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡉࢀࡿሙྜࡢࡈὀព
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳ
ࡲࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ≉⣙ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀ
ᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ≉⣙ࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ 」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁࡸࠊᐙ᪘≧ἣࡢኚ㸦ྠᒃࡽ
ูᒃࡢኚ᭦➼㸧ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿵ൾࡢᑐ㇟እ࡞ࡗࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ㸦ࢣ࢞ࡲࡓࡣẼ㸧ࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇࡼࡾ⿕ࡗࡓᦆᐖ➼ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉⣙ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
ඛ 㐍 ་ ⒪ ඛ 㐍 ་ ⒪ ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ㌟య㞀ᐖࡢ
 ಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙ
ඛ㐍་⒪㈝⏝ࡢ㢠 
㈝
⏝ ㈝
⏝ ⒪ࡢࡓࡵࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀಖ㝤ᮇ㛫
ྜࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ
ಖ 㝤 㔠 ಖ 㝤 㔠 ୰᪥ᮏᅜෆࡢ㝔➼࠾࠸࡚ 㸺ඛ㐍་⒪㈝⏝㸼
㛫ࡢ㛤ጞ㸧ࡼࡾ๓⿕ࡗࡓ㌟య
⿵ ൾ ≉ ⣙
ࠕඛ㐍་⒪ࠖࢆཷࡅࠊࡑࡢ㈝⏝ࢆ ձࠕඛ㐍་⒪ࠖせࡍࡿ㈝⏝
㞀ᐖͤ

㈇ᢸࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ᦆᐖࢆ⿕ࡗ ղḟࡢ㏻㈝
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
ᙀ Ν  ᙐ
ࡓሙྜ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤
࣭ࠕඛ㐍་⒪ࠖࢆཷࡅࡿࡓࡵᚲせ


㔠ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
ࡋࡓ㝔➼ࡲ࡛ࡢ㏻㈝

ͤࠕඛ㐍་⒪ࠖࡣࠊཌ⏕ປാ┬
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲ
࣭་ᖌࡀᚲせㄆࡵࡓ㝔➼ࡢ㌿
࿌♧ᇶ࡙ࡁᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽ
㝔ࡢࡓࡵᚲせࡋࡓ㏻㈝
ホ౯⒪㣴ࡢ࠺ࡕࠊูཌ⏕ປാ
ճᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ
࣭㏥㝔ࡢࡓࡵᚲせࡋࡓ㝔➼
⮧ࡀᐃࡵࡿࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀືͤ
ࡽఫᒃࡲ࡛ࡢ㏻㈝
ࡓࡔࡋࠊඛ㐍་⒪ࡈูཌ 
մ᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨ
⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿタᇶ‽ ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉ
ᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡿᨾ
㐺ྜࡍࡿ㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ
յୖグմ௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺ
ࢀࡓඛ㐍་⒪㈝⏝ಖ㝤㔠㢠ࡀ㝈ᗘ
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≉⣙ྡ

ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ㝈ࡾ
࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡍࠋᑐ㇟࡞ࡿࠕඛ㐍་⒪ࠖ ͤ➨୕⪅ࡽࡢᦆᐖ㈺ൾ㔠ࡸࡢಖ㝤
ࡢ✀㢮ࡣ≉⣙ಖ㝤ᮇ㛫୰ኚ
ዎ⣙➼௨እ࡛ᦆᐖࢆ࡚ࢇ⿵ࡍࡿࡑࡢ
ືࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊヲ
ࡢ⤥ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㢠ࢆᕪ
ࡋࡃࡣཌ⏕ປാ┬ࡢ࣮࣒࣍࣌
ࡋᘬ࠸࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣮ࢪ➼࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿ

ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙
㏻ᖖࠊྛ✀ಖ㝤㔠ࡢࡈㄳồࢆ࠸ࡓ
ࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 ࡢྜィ㢠ࡀࠊᦆᐖ
ࡔࡃሙྜࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡽಖ
ࡢ㢠ࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊୗグࡢ㢠ࢆಖ
㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡲ୍࡛ⓗ
㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
࠾ᐈࡉࡲࡈ⮬㌟࡛㈝⏝➼ࡢ❧
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣ
᭰࠼ࡀᚲせ࡛ࡍࡀࠊඛ㐍་⒪
ඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡿ㈝⏝㸦ᢏ⾡ᩱ㸧ࡣ㧗㢠࡞ࡿ
ࡣࠊ
ࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨
ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ࠾ᐈࡉࡲ௦
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣ
ࢃࡾࠊ㈝⏝㸦ᢏ⾡ᩱ㸧ࢆ┤᥋㝔
ඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᦆᐖ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡢ㢠ࡽࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽᨭ

ᡶࢃࢀࡓಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢ
㸺ඛ㐍་⒪㈝⏝ࡢ㝔┤᥋ᨭᡶ
ྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓṧ㢠ࠋࡓࡔ
ࢆࡈ⏝࠶ࡓࡾ
ࡋࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᨭᡶ㈐௵㢠
ࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸Ⅼ㸼
㸨 ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ

ۑ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡇࡀᚲ
せ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊඛ㐍་
⒪ࡢ㈝⏝㸦ᢏ⾡ᩱ㸧ࡀ㸯㸮
௨ୖࡘඛ㐍་⒪㈝⏝ಖ㝤㔠
ᨭᡶ㝈ᗘ㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇ

࣭ඛ㐍་⒪ࢆཷࡅࡿ๓ᘬཷಖ㝤
♫࠾⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࠊࡘ☜
ㄆࡢࡓࡵࡢᘬཷಖ㝤♫ᡤᐃ
ࡢ᭩㠃ࡢࡈᥦฟࡀ࠶ࡿࡇ
㸦ࡈᥦฟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᭩㠃ᇶ࡙
ࡁࠊ๓㝔ෆᐜ☜ㄆࢆ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸧

㸦ὀ㸧ࡓࡔࡋࠊ㝔ࡀ┤᥋ᨭᡶࡢ
ᐇྠព࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸
ሙྜࡸಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢ
ࡓࡵࡢෆᐜ☜ㄆ࡛┦ᙜࡢ
㛫ࢆせࡍࡿ➼⒪ࡢጉ
ࡆ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙ
ྜ➼ࡣࠊ㝔┤᥋ᨭᡶࢆࡈ
⏝࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜࡀ
࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛࠶ࡽࡌࡵ
ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸨 ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬
ฟࡋࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭
㔠ࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ



ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ᑕ⬟ởᰁ
նࡴࡕ࠺ࡕ࣭⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬ
ᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢͤ
շ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓ
ሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㯞
⸆ࠊ࠶ࢇࠊ㯞ࡲࡓࡣぬࡏ࠸ࠊ
ࢩࣥࢼ࣮➼ࡢ⏝
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢࢣ࢞
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ
ࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓᨾࡼࡗ࡚⿕ࡗ
ࡓࢣ࢞
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆ
ᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ
⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃ
ࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧࡓ≧ែ࡛⮬ື㌴
ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ
࡚࠸ࡿ㛫
ղᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽ
ࡼࡿὠἼࡼࡿࢣ࢞
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ
ࡿ㛫ࡢᨾࡼࡿࢣ࢞
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨
 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸦࢘㸬ヱᙜࡋ
࡞࠸ࠕ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬
㌿㌴ࢆ⏝࠸࡚㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼
㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲ
ࡍ㸧
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨
 ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿሙᡤ
࠾࠸࡚ࠊ➇ᢏ➼ 㸨 ‽ࡎࡿ
᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⏝ල 㸨
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸦࢘㸬ヱᙜ
ࡋ࡞࠸ࠕ㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼ 㸨 
‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⮬ື
㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
࢘㸬ἲ௧ࡼࡿチྍࢆཷࡅ࡚ࠊ୍
⯡ࡢ㏻⾜ࢆไ㝈ࡋࠊ㐨㊰ࢆ༨᭷
ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣཎ
ືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼
㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡲࡓࡣ➇ᢏ
➼ 㸨 ‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼ
ࡾ⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣཎືᶵ⮬㌿
㌴ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
մ⿕ಖ㝤⪅ࡀᒣᓅⓏࡣࢇ㸦ࣆࢵࢣࣝࠊ
ࢮࣥࠊࢨࣝࠊࣁ࣐࣮ࣥ➼ࡢ
Ⓩᒣ⏝ලࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢࠊࣟࢵࢡ
ࢡ࣑ࣛࣥࢢ➼ࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࠊ⫋ົ
௨እ࡛ࡢ⯟✵ᶵ᧯⦪ࠊࢫ࢝ࢲ
ࣅࣥࢢࠊࣁࣥࢢࢢࣛࢲ࣮ᦚ➼
ࡢ༴㝤࡞㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡢ
ᨾࡼࡿࢣ࢞
 㸨 ⏝ලࡣࠊ⮬ື㌴ࠊཎືᶵ
⮬㌿㌴ࡲࡓࡣ࣮ࣔࢱ࣮࣮࣎
ࢺ࣭Ỉୖ࣮࢜ࢺࣂ➼ࢆ࠸࠸ࡲ
ࡍࠋ
㸨 ➇ᢏ➼ࡣࠊ➇ᢏࠊ➇தࠊ⯆⾜
ࡶࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢࡓࡵࡢ⦎⩦
ࡲࡓࡣ⏝ලࡢᛶ⬟ヨ㦂ࢆ┠
ⓗࡋࡓヨ㐠㌿࠾ࡅࡿ㐠㌿
ࡶࡋࡃࡣ᧯⦪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿẼᑐࡋ࡚
ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄㞀ᐖࢆཎᅉ
ࡋ࡚ⓎࡋࡓẼ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࡲࡓࡣฟ⏘ࠋࡓࡔ
ࡋࠊ␗ᖖዷፎࠊ␗ᖖศፔࡲࡓࡣ⏘
ࡌࡻࡃᮇࡢ␗ᖖࢆྵࡳࡲࡏࢇࠋ
 ≉ᐃ⿵ൾᑐ㇟እࡢ᮲௳࡛ࡢ࠾
ᘬཷࡅ࡞ࡗࡓሙྜࠊ㺀≉ᐃ⿵
ൾᑐ㇟እ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡇࡢሙྜࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ
Ẽᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࡞
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࡢ㌟య㞀ᐖࡢ⒪ࡢࡓࡵ
ඛ㐍་⒪ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽಖ㝤
ዎ⣙ࡢ⥅⥆ࡍࡿᮇ㛫ࢆ㐳ཬࡋ࡚
᪥௨๓࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㌟
య㞀ᐖࡣࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ௨
㝆Ⓨࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ಖ㝤㔠
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≉⣙ྡ

ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㌟య
㞀ᐖ㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ືࢭࢵࢺࡢ≉
⣙ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟
࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸
ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣞࣥࢺࢤࣥ
᳨ᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ
║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ
᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ



ƕǜƴ᧙ƢǔᙀΝ
⿵ࢇࡀڦൾ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓሙྜࡲࡓࡣᡭ⾡࡞ࢆཷࡅࡓሙྜ࡞ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ
࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤࡀࢇࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥⥲ົᗇ࿌♧➨ྕᐃࡵࡽࢀࡓศ㢮㡯┠୰ࠕᝏᛶ᪂⏕≀ࠖ࠾ࡼࡧࠕୖ⓶ෆ᪂⏕≀ࠖศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢࡋࠊศ㢮
㡯┠ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣཌ⏕ປാ┬⮧ᐁᡣ⤫ィሗ㒊⦅ࠕࠊയᐖ࠾ࡼࡧṚᅉ⤫ィศ㢮ᥦせ,&'㸦ᖺ∧㸧‽ᣐࠖࡼࡾࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
ࡀ ࢇ ධ 㝔 ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊࡑࡢࡀࢇࡢ⒪ࢆ┠ⓗ
 ಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜ
ࡀࢇධ㝔
ಖ 㝤 㔠 ࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢධ㝔
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫
 ධ㝔᪥ᩘ 
ಖ㝤㔠᪥㢠
ࡀࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ͤࢆ㉸࠼࡚⥅
ࡢ㛤ጞ㸧
ࡼࡾ๓デ᩿☜ᐃࡉࢀࡓ
⥆ࡋࡓሙྜ
ࡀࢇࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
ͤࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ᪥

࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࡀࢇධ㝔ಖ㝤
ͤධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ
 ಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜ
㔠ࡢᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࡲ
㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡍࡿ
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫
ࡍࠋ
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡢ㛤ጞ㸧ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
ͤ㏥㝔ࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨
᪥ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥༗๓㸮ࡼ
ෆධ㝔ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓࡀࢇ་Ꮫୖ㔜
ࡾ๓ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜ
せ࡞㛵ಀࡼࡾධ㝔ࡋࡓሙྜࡣࠊ๓ࡢ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ
ධ㝔࠶ࢃࡏ࡚㸯ධ㝔࡞ࡾࠊࡀࢇධ㝔
ࡲࡏࢇࠋ
ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢ㉳⟬᪥ࡣ᭱ึࡢධ
࡞
㝔ࡢච㈐ᮇ㛫ࡢ‶᪥ࡢ⩣᪥࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
ࡀ ࢇ ᡭ ⾡ ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ 㸯ᅇࡢᡭ⾡ࡘ࠸࡚ḟࡢ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲ
ಖ 㝤 㔠 ࡿሙྜ
ࡍࠋ

ձࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊ⿕ ձධ㝔୰ཷࡅࡓᡭ⾡

ಖ㝤⪅ࡀࡀࢇᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ෆ
ࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࡀࢇࡢ
⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚⣙Ḱᡤᐃࡢᡭ⾡ ղୖグձ௨እࡢᡭ⾡
ࢆཷࡅࡓࡁ
ࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  㸳 
ղୖグձ௨እ࡛ࠊಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡀࢇࡢ⒪ࢆ
┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚⣙Ḱᡤᐃࡢᡭ⾡ࢆཷࡅ ͤධ㝔୰ࡣࠊࡀࢇࡢ⒪ࡢࡓࡵධ㝔ࡋ
࡚࠸ࡿ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡓሙྜ
ͤᡭ⾡ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡢ㝈
ᗘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࢆྠ
୍ࡢ᪥」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㸯ᅇࡢ
ᡭ⾡ᑐࡋ࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊྠ୍ࡢ᪥ୖグձղࡢ
୧᪉ヱᙜࡍࡿᡭ⾡ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊ
ୖグձࡢᡭ⾡ࢆ㸯ᅇཷࡅࡓࡶࡢࡋࡲ
ࡍࠋ
࣭㸯ᅇࡢᡭ⾡ࢆ㸰᪥௨ୖࢃࡓࡗ࡚ཷࡅ
ࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᡭ⾡ࡢ㛤ጞ᪥ࡘ࠸࡚
ࡢࡳᡭ⾡ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ࡀ
ࢇ ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ 㸯ᅇࡢᨺᑕ⥺⒪ࡘ࠸࡚ḟࡢ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ
ᨺ ᑕ ⥺ ࡿሙྜ
࠸ࡋࡲࡍࠋ

⒪ ձࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊ⿕
ࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   
ಖ 㝤 㔠
ಖ㝤⪅ࡀࡀࢇᨺᑕ⥺⒪ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟

ᮇ㛫ෆ㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ

ࡀࢇࡢ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚⣙Ḱᡤᐃ ͤᨺᑕ⥺⒪ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࡢ࠾ᨭᡶ
࠸ࡢ㝈ᗘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡢᨺᑕ⥺⒪ࢆཷࡅࡓࡁ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨺᑕ⥺
ղୖグձ௨እ࡛ࠊಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ
⒪ࢆྠ୍ࡢ᪥」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࠊ㸯
㝔ࡲࡓࡣデ⒪ᡤ࠾࠸࡚ࠊࡀࢇࡢ⒪ࢆ
ᅇࡢᨺᑕ⥺⒪ᑐࡋ࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ
┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚⣙Ḱᡤᐃࡢᨺᑕ⥺⒪
࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࢆཷࡅࡓሙྜ
࣭ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨺᑕ⥺
⒪ࢆ」ᩘᅇཷࡅࡓሙྜࠊ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢ
ᨺᑕ⥺⒪ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿᨺ
ᑕ⥺⒪ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
࡚᪥௨ෆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁ
ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡏࢇࠋ
ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿᑐ㇟ࡢᮇ㛫ࡋ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࠊࡇࡢᮇ㛫ෆࡢධ㝔ࡘ࠸࡚ࡢࡳಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡀࢇᡭ⾡ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠕࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢྜィ᪥ᩘࠖ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
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ࡀࢇᨺᑕ⥺⒪ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫㸸ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠕࡀࢇධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ᨭᡶᑐ㇟ᮇ㛫ࡢྜィ᪥ᩘࠖ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡢࡑڦࡢࡀࢇ㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉⣙ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ࡢ✀㢮
ࡀࢇデ᩿ ᝏ
ᛶ ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡋࡓሙྜ࡛ࠊࡑ
ࡀࢇデ᩿ಖ㝤㔠㢠ࡢ㢠 
ಖ 㝤 㔠 ᪂ ⏕ ≀ ࡢࡀࢇࡀࠊ⣙Ḱᡤᐃࡢࠕᝏᛶ᪂⏕≀ࠖ
⿵ ൾ ≉ ⣙ デ
᩿ ࡛࠶ࡗࡓࡁ
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊ㸯ᅇࡢ࠾ᨭᡶ࠸
ಖ 㝤 㔠 ձึࡵ࡚ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙ
㝈ࡾࡲࡍ䚹㻌
ྜ
ղཎⓎࡀࢇࢆ⒪ࡋࡓࡇࡼ
ࡾࠊࡀࢇࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸≧ែ
࡞ࡾࠊࡑࡢᚋึࡵ࡚ࡀࢇࡀⓎ
ࡋࡓデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜ
ճཎⓎࡀࢇࡀࡢ⮚ჾ㌿⛣ࡋࡓ
デ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜࠋࡓࡔࡋࠊ
㌿⛣ࡍࡿ௨๓ࡑࡢ⮚ჾ᪤
ࡀࢇࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࢆྵࡳ
ࡲࡏࢇࠋ
մཎⓎࡀࢇࡣูࠊ᪂ࡓ࡞ࡀࢇ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙ
ྜ

ͤཎⓎࡀࢇࡣࠊ᪤デ᩿☜ᐃࡉ
ࢀࡓࡀࢇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ୖ ⓶ ෆ ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡋࡓሙྜ࡛ࠊࡑ
ࡀࢇデ᩿ಖ㝤㔠㢠   
᪂ ⏕ ≀ ࡢࡀࢇࡀࠊ⣙Ḱᡤᐃࡢࠕୖ⓶ෆ᪂⏕
デ
᩿ ≀࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡁ
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊ㸯ᅇࡢ࠾ᨭᡶ࠸
ಖ 㝤 㔠 ձึࡵ࡚ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙ
㝈ࡾࡲࡍࠋ
ྜ
ղཎⓎࡀࢇࢆ⒪ࡋࡓࡇࡼ
ࡾࠊࡀࢇࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸≧ែ
࡞ࡾࠊࡑࡢᚋึࡵ࡚ࡀࢇࡀⓎ
ࡋࡓデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜ
ճཎⓎࡀࢇࡀࡢ⮚ჾ㌿⛣ࡋࡓ
デ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜࠋࡓࡔࡋࠊ
㌿⛣ࡍࡿ௨๓ࡑࡢ⮚ჾ᪤
ࡀࢇࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࢆྵࡳ
ࡲࡏࢇࠋ
մཎⓎࡀࢇࡣูࠊ᪂ࡓ࡞ࡀࢇ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙ
ྜ

ͤཎⓎࡀࢇࡣࠊ᪤デ᩿☜ᐃࡉ
ࢀࡓࡀࢇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡀ ࢇ ㏥ 㝔 ࡀ ࢇ ㏥ 㝔 ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊࡑࡢࡀࢇࡢ
ࡀࢇ㏥㝔୍㔠㢠ࡢ㢠 
 ୍  㔠  ୍  㔠 ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚᪥௨ୖ⥅⥆ࡋ
⿵ ൾ ≉ ⣙
࡚ධ㝔ࡋࡓᚋࠊ⏕Ꮡࡋ࡚㏥㝔ࡋࡓ ͤ㸯ධ㝔ࡘࡁࠊ㸯ᅇࡢ࠾ᨭᡶ࠸㝈
ሙྜ
ࡾࡲࡍࠋ
ͤಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡿධ㝔ࡀ
⤊ࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
᪥௨ෆධ㝔ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓࡀࢇ
་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀࡼࡾධ㝔ࡋࡓ
ሙྜࡣࠊ๓ࡢධ㝔࠶ࢃࡏ࡚㸯ධ㝔
࡞ࡾࡲࡍࠋ

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
 ಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙ
ྜࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ
㛫ࡢ㛤ጞ㸧ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
᪥ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥༗๓㸮
ࡼࡾ๓ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙ
ྜࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛
ࡁࡲࡏࢇࠋ
 ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓ᪥ࡽࡑࡢ
᪥ࢆྵࡵ࡚㸰ᖺ௨ෆࠕᝏᛶ᪂⏕
≀ࠖࡲࡓࡣࠕୖ⓶ෆ᪂⏕≀ࠖࡼ
ࡿࡀࢇデ᩿ಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ᑐ㇟
ヱᙜࡋࡓሙྜࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠
ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡓࡔࡋࠊ
㸰ᖺ⤒㐣᪥ࡢ⩣᪥௨ᚋධ㝔ࢆ㛤
ጞࡲࡓࡣ⒪ࢆ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
࡞



ࡀࢇ⿵ൾ≉⣙ࡢࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛
ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࠖྠࡌ㻌



ࢽƷᙀΝ
⿵ڦൾෆᐜ
ᙀΝᙐ࣐࣮ࢡࡀ࠶ࡿ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡉࢀࡿሙྜࡢࡈὀព
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳࡲ
ࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ≉⣙ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀᨭ
ᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ≉⣙ࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ 」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁࡸࠊᐙ᪘≧ἣࡢኚ㸦ྠᒃࡽู
ᒃࡢኚ᭦➼㸧ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿵ൾࡢᑐ㇟እ࡞ࡗࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀࠊ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ᑵᴗ⬟࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓᦆኻᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣࠊಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟እࡢ㌟య㞀ᐖࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾ㌟య㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓࡁ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉ ⣙ ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
ᡤ ᚓ ⿵ ൾ ᡤ ᚓ ⿵ ൾ ㌟య㞀ᐖࡼࡾࠊᑵᴗ⬟࡞ࡗ
 ಖ㝤ᮇ㛫㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜ
ᑵᴗ⬟ᮇ㛫
≉
⣙ ಖ 㝤 㔠 ࡓሙྜ
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫
ಖ㝤㔠㢠 

ࡢ᭶ᩘ 㸨

ࡢ㛤ጞ㸧ࡼࡾ๓ᑵᴗ⬟ࡢཎ
ᅉ࡞ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡗ࡚࠸ࡓ
ᙀ Ν  ᙐ
ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ
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㸦ᖺ᭶ᢎㄆ㸧$

≉ ⣙ ྡ


ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ᑵᴗ⬟ᮇ㛫ࡢ
࠺ࡕ㸯᭶‶ࡓ
㸩 ಖ㝤㔠㢠 
࡞࠸ᮇ㛫ࡢ᪥ᩘ

㸨 㸯᭶༢ࡋࠊ㸯᭶‶ࡓ࡞࠸
ᮇ㛫ࡣษࡾᤞ࡚ࡲࡍࠋ

ͤಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫ࡀ
㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࡀಖ㝤㔠㢠ࡼࡾᑠࡉ
࠸ሙྜࡣࠊୖグ⟬ᘧࡢࠕಖ㝤㔠㢠ࠖ
ࢆࠕᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࠖㄞࡳ᭰࠼࡚
㐺⏝ࡋࡲࡍࠋ
ͤ་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㌟య㞀ᐖ
ࡼࡾࠊᑵᴗ⬟ࡀ⤊ࡋࡓ᪥ࡽࡑ
ࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚㸴᭶௨ෆࡧᑵᴗ
⬟࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ๓ࡢᑵᴗ⬟
ྠ୍ࡢᑵᴗ⬟ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࡲ
ࡍࠋ
ͤಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿ
ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙
ࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 ࡢྜィ㢠ࡀࠊᖹᆒ
᭶㛫ᡤᚓ㢠ࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊୗグࡢ
㢠ࢆᑵᴗ⬟ᮇ㛫㸯᭶࠶ࡓࡾࡢಖ
㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣ
ඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ⬟ᮇ㛫
㸯᭶࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣ
ඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᖹᆒ
᭶㛫ᡤᚓ㢠ࡽࡢಖ㝤ዎ⣙➼
ࡽᨭᡶࢃࢀࡓಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ
῭㔠ࡢྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓṧ㢠ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ⬟
ᮇ㛫㸯᭶࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠
㸨 ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
㸨 ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬
ฟࡋࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭
㔠ࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿᑵᴗ⬟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲ
ࡏࢇࠋ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤
㔠ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
ࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲ
ࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
ճ⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓ
ሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㯞
⸆ࠊ࠶ࢇࠊ㯞ࡲࡓࡣぬࡏ࠸ࠊ
ࢩࣥࢼ࣮➼ࡢ⏝ࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
մ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࠊฟ⏘ࠊ᪩⏘ࡲࡓ
ࡣὶ⏘ࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
յᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ
➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀືࡼࡿ㌟య
㞀ᐖͤ
ն᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨ
ᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡿᨾࡼࡿ
㌟య㞀ᐖ
շୖグն௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺ
ᑕ⬟ởᰁࡼࡿ㌟య㞀ᐖ
ոࡴࡕ࠺ࡕ࣭⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬ
ᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢͤ
չ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ
ࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓᨾࡼࡗ࡚⿕ࡗ
ࡓࢣ࢞
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆ
ᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ
⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃ
ࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧࡓ≧ែ࡛⮬ື㌴
ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ
࡚࠸ࡿ㛫
պᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽ
ࡼࡿὠἼࡼࡿࢣ࢞
࡞
 ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄㞀ᐖࢆཎᅉ
ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᑵᴗ⬟ࡲࡓࡣ⿕
ಖ㝤⪅ࡢዷፎࡶࡋࡃࡣฟ⏘ࢆཎᅉ
ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᑵᴗ⬟ᑐࡋ࡚
ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
 ≉ᐃ⿵ൾᑐ㇟እࡢ᮲௳࡛ࡢ࠾
ᘬཷࡅ࡞ࡗࡓሙྜࠊ
ࠕ≉ᐃ⿵
ൾᑐ㇟እ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡇࡢሙྜࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ
ࢣ࢞ࡲࡓࡣẼࡼࡿᑵᴗ⬟
ᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࠋ
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㌟య
㞀ᐖ㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ືࢭࢵࢺࡢ≉
⣙ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟
࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸
ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣞࣥࢺࢤࣥ
᳨ᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ
║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ
᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ


㸺⏝ㄒࡢゎㄝ㸼
࠙㌟య㞀ᐖࠚࡣ
ᛴ⃭ࡘഅ↛࡞እ᮶ࡢᨾࡼࡿࢣ࢞Ẽ㸦ࢣ࢞௨እࡢ㌟యࡢ㞀ᐖࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࢆ࠶ࢃࡏ࡚㌟య㞀ᐖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᑵᴗ⬟ࠚࡣ
⿕ಖ㝤⪅ࡀ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊḟࡢ࠸ࡎࢀࡢ⏤ࡼࡾಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ⫋ᴗࡲࡓࡣ⫋ົࡃᚑ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ⿕
ಖ㝤⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ㉳ᅉࡋ࡚Ṛஸࡋࡓᚋࡲࡓࡣ㌟య㞀ᐖࡀ⒵ࡋࡓᚋࡣࠊᑵᴗ⬟ࡣ࠸࠸ࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࡢ㌟య㞀ᐖࡢ⒪ࡢࡓࡵࠊධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
 ୖグ  ௨እ࡛ࠊࡑࡢ㌟య㞀ᐖࡘࡁࠊ་ᖌࡢ⒪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࠋ
ͤࠕ⯟✵ᶵ⤌ဨ≉⣙ ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙⏝ ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊ⯟✵ᶵࡾ㎸ࢇ࡛㐠⾜ࢆ⾜࠺⯟✵ᴗົࡃᚑ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ㸦㌟య㞀ᐖࡀ⒵ࡋࡓᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⯟✵ἲᐃࡵࡿ㌟య᳨ᰝࡑࡢ⯟✵ᴗົᚑࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㌟య᳨ᰝྜ᱁ࡍࡿࡲ࡛
ࡢ㛫ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡚࠙ࢇ⿵ᮇ㛫ࠚࡣ
ච㈐ᮇ㛫⤊᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࠙ච㈐ᮇ㛫ࠚࡣ
ᑵᴗ⬟ࡀ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ᑵᴗ⬟࡛࠶ࡿಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓ᪥ᩘࢆ࠸࠸ࠊࡇࡢᮇ㛫ᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ
࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࠙ᑵᴗ⬟ᮇ㛫ࠚࡣ
࡚ࢇ⿵ᮇ㛫ෆ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᑵᴗ⬟ࡢ᪥ᩘࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࠚࡣ
⿕ಖ㝤⪅ࡀᑵᴗ⬟࡞ࡿ┤๓᭶ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾィ⟬ࡋࡓ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍ 㸨 ࠋࡓࡔࡋࠊᑵᴗつ๎➼ᇶ࡙ࡃฟ⏘࣭⫱ඣࡲࡓࡣ



㸦ᖺ᭶ᢎㄆ㸧$
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ㆤࢆ┠ⓗࡋࡓఇᴗࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾᡤᚓࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓሙྜ➼ࡣࠊᐈほⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࡼࡾィ⟬ࡋࡲࡍࠋ
 ᖺ㛫ධ㢠 㸨 㸫 ാࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾᨭฟࢆචࢀࡿ㔠㢠 㸨 
ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠㸻

 ᭶
㸨 ⿕ಖ㝤⪅ࡀᴗᡤᚓ⪅ࡢሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡈᮏேࡀാࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾῶᑡࡍࡿୖ㧗࣭⤒㈝➼ᛂࡌ࡚Ỵᐃࡋࡲࡍࠋ
㸨 ⤥ᡤᚓࠊᴗᡤᚓࡲࡓࡣཎ✏ᩱ➼ࡢ㞧ᡤᚓಀࡿ⛯ᘬࡁ๓ࡢධ㢠࡛ࠊᏊᡤᚓࠊ㓄ᙜᡤᚓࠊື⏘ᡤᚓ➼ࡣྵࡳࡲࡏࢇࠋᑵປࡢ᭷
↓ࢃࡽࡎᚓࡽࢀࡿᙺဨሗ㓘➼ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡇࢀࡶྵࡳࡲࡏࢇࠋ
㸨 ⿕ಖ㝤⪅ࡀᴗᡤᚓ⪅ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᴗせࡍࡿ⤒㈝ࡢ࠺ࡕࠊ᥋ᚅ㝿㈝࣭᪑㈝㏻㈝࡞ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ڦᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࡢ⿵ൾ᮲௳ࢆᣑࡍࡿ≉⣙ࡢ࠺ࡕ࡞ࡶࡢࡣୗ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᴫ       せ
㦵㧊᥇ྲྀᡭ⾡ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ࡚ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡼࡾࠊಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡓᴗົࡃᚑ࡛
㦵㧊᥇ྲྀᡭ⾡క࠺ධ㝔⿵ൾ≉⣙
ࡁ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡶᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿ≉⣙࡛ࡍࠋ
㸦ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙⏝㸧
㸦ὀ㸧㻌
ͤึᖺᗘዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣ㸯ᖺࡢᚅᶵᮇ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡉࢀࡿࡈዎ⣙⮬ືࢭࢵࢺࡉࢀࡲࡍࠋ

≉⣙ྡ

ƦƷ˂ƷᝲဇƷᙀΝ
ࡢࡑڦࡢ㈝⏝➼㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ 㸺┦ᡭᑐࡍࡿ⿵ൾ㛵ࡍࡿࡶࡢ㸼
ࡿ
ࢆࢭࢵࢺࡉࢀࡿ
ࡢ

࣐࣮ࢡ
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳࡲ
ࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ≉⣙ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀᨭ
ᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ≉⣙ࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ 」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁࡸࠊᐙ᪘≧ἣࡢኚ㸦ྠᒃࡽู
ᒃࡢኚ᭦➼㸧ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿵ൾࡢᑐ㇟እ࡞ࡗࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡀഅ↛࡞ᨾࡼࡾ⿕ࡗࡓᦆᐖᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⿕ಖ㝤⪅ࡣୗ⾲ࡢۑ༳ヱᙜࡍࡿ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡈᮏே㓄അ⪅ࠊࡈᮏேࡲࡓࡣ㓄അ⪅ぶ᪘ࡢ᪉ࡢ㛵ಀࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿ
ᨾ➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࠾ࡅࡿࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
⿕ಖ㝤⪅
ࡈᮏேͤ
ࡈᮏேࡢ㓄അ⪅
ぶ᪘ͤ
≉⣙
ಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤⿵ൾ≉⣙㸦㈺ൾᨾゎỴ⏝㸧
ۑ
ۑ
ۑ
㸦ὀ㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢሙྜࠊࡑࡢ᪉㛵ࡍࡿᨾࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᪉ࡢぶᶒ⪅ࠊࡑࡢࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࠾ࡼࡧ┘╩⩏ົ⪅௦ࢃࡗ
࡚㈐௵↓⬟ຊ⪅ࢆ┘╩ࡍࡿぶ᪘ࢆ⿕ಖ㝤⪅ࡋࡲࡍࠋ
ͤಖ㝤ドๆ⿕ಖ㝤⪅ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ᪉ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ͤࡈᮏேࡲࡓࡣࡑࡢ㓄അ⪅ࡢࠕྠᒃࡢぶ᪘ͤࠖࡲࡓࡣࠕูᒃࡢᮍ፧ͤࡢᏊࠖࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ͤぶ᪘ࡣࠊ㸴ぶ➼ෆࡢ⾑᪘࠾ࡼࡧ㸱ぶ➼ෆࡢጻ᪘ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ͤᮍ፧ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛፧ጻṔࡀ࡞࠸ࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉ ⣙ ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
ಶ ே ㈺ ൾ ಶ ே ㈺ ൾ ⿕ಖ㝤⪅ࡀࠊḟࡢ࠸ࡎࢀࡢ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᦆ
⿕ಖ㝤⪅ࡀᦆᐖ
ุỴࡼࡾᨭᡶ
㈐ ௵ ༴ 㝤 ㈐ ௵ ༴ 㝤 ᨾࡼࡾࠊேࡢ㌟యࡢ㞀
ᐖᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
㈺ൾㄳồᶒ⪅
ࢆࡐࡽࢀࡓッ
⿵ ൾ ≉ ⣙ ಖ 㝤 㔠 ᐖࡲࡓࡣேࡢ㈈≀ࡢᦆቯ
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᑐࡋ࡚㈇ᢸࡍࡿ 㸩 ゴ㈝⏝ࡲࡓࡣุ 㸫
㸦㈺ൾ
ࡘ࠸࡚ἲᚊୖࡢᦆᐖ㈺ൾ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡢᨾព
ἲᚊୖࡢᦆᐖ㈺
Ỵ᪥ࡲ࡛ࡢ㐜ᘏ
ᨾゎỴ⏝㸧
㈐௵ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇࡼࡗ
ղᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ

࡚ᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓሙྜ
➼ࡢኚࡲࡓࡣᭀືͤ
ൾ㈐௵ࡢ㢠
ᦆᐖ㔠
ᙀ Ν  ᙐ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡈᮏேࡢᒃఫࡍ
ճᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽ
ࡿఫᏯ㸦ᩜᆅෆࡢື⏘࠾ࡼ
ࡼࡿὠἼ
⿕ಖ㝤⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳ
ࡧື⏘ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡢᡤ
մ᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨ
ồᶒ⪅ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺
ච㈐㔠㢠 㸨
᭷ࠊ⏝ࡲࡓࡣ⟶⌮㉳ᅉ
ᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶࡼࡿᨾ
ൾ㔠ࢆᨭᡶࡗࡓࡇ 㸫
ࡍࡿഅ↛࡞ᨾ
 ḟࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ࠸ࡎࢀࢆ㈇
㸮
ࡼࡾ௦ྲྀᚓࡍࡿࡶࡢ
ղ᪥ᖖ⏕ά㉳ᅉࡍࡿഅ↛
ᢸࡍࡿࡇࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓᦆᐖ
ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ࡑࡢ౯㢠
࡞ᨾ
ᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ

ࡲࡏࢇࠋ
㸨 ᨭᡶಖ㝤㔠ࡢィ⟬࠶ࡓࡗ࡚ᦆᐖࡢ㢠ࡽᕪ
ͤఫᏯࡣࠊูⲮ➼୍ⓗ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⫋ົ㐙⾜┤᥋㉳ᅉࡍ
ࡋᘬࡃ㔠㢠࡛ࠊ⮬ᕫ㈇ᢸ࡞ࡿ㔠㢠ࢆ࠸࠸ࡲ
ᒃఫࡍࡿఫᏯࢆྵࡳࡲ
ࡍࠋ
ࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ͤ㸯ᨾࡘࡁࠊಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤ಖ㝤㔠㢠
ࡍࠋ
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⫋ົࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື
ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
⏘ࡲࡓࡣື⏘ࡢᡤ᭷ࠊ⏝ࡲࡓ
ͤୖグ⟬ᘧࡼࡾィ⟬ࡋࡓ㢠ࡣูࠊᦆᐖ
ࡣ⟶⌮㉳ᅉࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ࡢⓎ⏕ࡲࡓࡣᣑࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵᚲせ
ճ⿕ಖ㝤⪅ྠᒃࡍࡿぶ᪘ͤᑐ
ࡲࡓࡣ᭷┈࡛࠶ࡗࡓ㈝⏝ࠊ♧ㄯ΅㈝⏝ࠊ
ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
தゴ㈝⏝➼ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊୖ
մ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⏝ேࡀ⿕ಖ㝤⪅ࡢᴗ
グ⟬ᘧࡼࡾィ⟬ࡋࡓ㢠ࡀಶே㈺ൾ㈐௵
ົ➼ᚑ୰⿕ࡗࡓ㌟యࡢ㞀ᐖ
༴㝤ಖ㝤㔠㢠ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࠊ♧ㄯ΅㈝⏝
㉳ᅉࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡢ୍㒊࠾ࡼࡧதゴ㈝⏝ࡣࠊୖグ⟬ᘧࡼࡾ
⏝ேࡣᐙ⏝ேࢆྵࡳࡲࡏ
ィ⟬ࡋࡓ㢠ᑐࡍࡿಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤ಖ
ࢇࠋ
㝤㔠㢠ࡢྜࢆࡌࡓ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲ
յ⿕ಖ㝤⪅➨୕⪅ࡢ㛫ࡢ⣙ᐃ
ࡍࠋ
ࡼࡗ࡚ຍ㔜ࡉࢀࡓᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ͤ᪥ᮏᅜෆ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᨾࡼࡾᦆ
նࣞࣥࢱࣝ⏝ရࡸࢦࣝࣇሙࡢࢦࣝ
ᐖ㈺ൾࡢㄳồࢆཷࡅࡓሙྜࠊᘬཷಖ㝤♫
ࣇ࣭࣮࢝ࢺ࡞ேࡽࡾࡓࡾ
ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡽࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊ⿕
㡸ࡗࡓ㈈≀⮬యࡢᦆᐖ㉳ᅉࡍ
ಖ㝤⪅ࡢྠពࡀᚓࡽࢀࢀࡤࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢࡓ
ࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ࡵ⿕ᐖ⪅ࡢ♧ㄯ΅ࢆᘬࡁཷࡅࡲࡍࠋ շ⿕ಖ㝤⪅ࡢᚰ⚄႙ኻ㉳ᅉࡍࡿᦆ
ࡓࡔࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿἲᚊୖࡢᦆᐖ
ᐖ㈺ൾ㈐௵
㈺ൾ㈐௵ࡢ⥲㢠ࡀಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤ಖ㝤
ո⿕ಖ㝤⪅ࡼࡿᭀ⾜➼㉳ᅉࡍࡿ
㔠㢠ࢆ᫂ࡽ㉸࠼ࡿሙྜࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀṇ
ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃᘬཷಖ㝤♫ࡢ༠ຊࢆᣄ
չࢦࣝࣇ࣭࣮࢝ࢺ௨እࡢ⮬ື㌴ࠊࣔ
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≉ ⣙ ྡ

ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ

ࢇࡔሙྜࡲࡓࡣᦆᐖ㈺ൾㄳồ㛵ࡍࡿッ
ゴࡀ᪥ᮏᅜእࡢุᡤᥦ㉳ࡉࢀࡓሙྜ
ࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡼࡿ♧ㄯ΅ࡣ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࠋ
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ⪅ᑐࡋ࡚㈇
ᢸࡍࡿἲᚊୖࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ㢠ࡢỴᐃ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ಖ㝤♫ࡢᢎㄆࡀᚲせ
࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡢಖ
㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨
 ࡢྜィ㢠ࡀࠊᦆᐖࡢ㢠 㸨 ࢆ㉸࠼ࡿ
ࡁࡣࠊୗグࡢ㢠ࢆಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭
㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࡢಖ
㝤ዎ⣙ࡢᨭᡶ㈐௵㢠 㸨 
࣭ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭
㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᦆᐖࡢ㢠 㸨
ࡽࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽᨭᡶࢃࢀࡓಖ
㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸
ࡓṧ㢠ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᨭᡶ
㈐௵㢠 㸨 ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ

࣮ࢱ࣮࣮࣎ࢺࠊ⊟㖠➼ࡢᡤ᭷ࠊ
⏝ࡲࡓࡣ⟶⌮㉳ᅉࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ
㈐௵
࡞
ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᦆᐖ
㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ືࢭࢵࢺࡢ≉⣙
ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞
ࡾࡲࡍࠋ
ͤ㓄അ⪅ࠊ㸴ぶ➼ෆࡢ⾑᪘࠾ࡼࡧ
㸱ぶ➼ෆࡢጻ᪘ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㸨 ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬ฟࡋ
ࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢ㢠ࢆ
࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸨 ࡑࢀࡒࢀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ච
㈐㔠㢠ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕ
᭱ࡶప࠸ච㈐㔠㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓṧ㢠ࡋ
ࡲࡍࠋ
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ᖹᡂ  ᖺ  ᭶


ࡈڦຍධ㝿ࡋ࡚ಖ㝤ၟရࡢෆᐜࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢ㡯ࢆࡇࡢࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋຍධ๓ᚲࡎ࠾ㄞࡳ࡞ࡾࠊ
࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡢࡇڦ᭩㠃ࡣࠊࡈዎ⣙㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭
≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆ࠾ࡼࡧ༠ᐃ᭩㸦ὀ㸧࡞ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡈ᫂࡞Ⅼࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ
㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༠ᐃ᭩ࡣᘬཷಖ㝤♫ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡢ㛫࡛ྲྀࡾࢃࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

⏦ڦ㎸ே⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ᪉ࡶࡇࡢ᭩㠃ࡢෆᐜࢆ࠾ఏ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ᭩㠃࠾ࡅࡿ࡞⏝ㄒࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ
༴㝤
㌟య㞀ᐖࡢⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
༠ᐃ᭩
ಖ㝤ዎ⣙⥾⤖ࡢ㝿ࠊᘬཷಖ㝤♫ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡢ㛫࡛༠㆟ࡢ࠺࠼ಖ㝤ዎ⣙ࡢෆᐜࢆᐃࡵࡿ᭩㢮ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
᭱㧗ಖ㝤㔠ᨭᡶ᭶㢠 㸯⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ࠊ㸯᭶࠶ࡓࡾࡢಖ㝤㔠ᨭᡶࡢ᭱㧗㝈ᗘ࡞ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ㔠㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠
ಖ㝤㔠ࡢ⟬ฟࡢᇶ♏࡞ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᡤᚓࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᑵᴗ㞀ᐖ
㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊᑵᴗᨭ㞀ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ≧ែࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊṚஸࡋࡓᚋࡣᑵᴗ㞀ᐖࡣ࠸࠸ࡲࡏࢇࠋ
ᴗົᚑࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ⤥ᡤᚓࠊᴗᡤᚓࡲࡓࡣ㞧ᡤᚓಀࡿ⥲ධ㔠㢠ࡽࠊᑵᴗ㞀ᐖ࡞ࡿࡇࡼࡾᨭฟࢆච
ᡤᚓ
ࢀࡿ㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᑵᴗ㞀ᐖࡢⓎ⏕ࢃࡽࡎᚓࡽࢀࡿධࡣᡤᚓྵࡳࡲࡏࢇࠋ
㌟య㞀ᐖ
യᐖ㸦ࠕࢣ࢞ࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࡲࡓࡣ㸦ࠕẼࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢣ࢞ࡣࢣ࢞ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓᨾࢆྵࡳࡲࡍࠋ
ᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿ㝈ᗘࡍࡿᮇ㛫࡛ච㈐ᮇ㛫⤊᪥ࡢ⩣᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ࠸࠸
࡚ࢇ⿵ᮇ㛫
ࡲࡍࠋ
ච㈐ᮇ㛫
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᑵᴗ㞀ᐖࡀ⥅⥆ࡍࡿᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᑵᴗ㞀ᐖࡀ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡢ┤๓  ᭶࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡤᚓࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᑵᴗつ๎➼ᇶ࡙ࡃฟ
ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠
⏘࣭⫱ඣࡲࡓࡣㆤࢆ┠ⓗࡋࡓఇᴗࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾᡤᚓࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓሙྜ➼ࡣࠊᐈほⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࡼࡾィ⟬
ࡋࡲࡍࠋ
⣙ᐃ⤥⋡
ಖ㝤㔠ࡢ⟬ฟࡢᇶ♏࡞ࡿ༠ᐃ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ⋡ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㸯ၟရࡢ⤌ࡳ
㸦㸯㸧ၟရࡢ⤌ࡳ
ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤ࡣࠊ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖࡢᦆኻࢆ⿵ൾࡍࡿಖ㝤࡛ࡍࠋ
ͤᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾ㒊ศࢆゎ⣙ࡋࠊ⿵ൾࡀ⤊ࡋࡓሙྜ➼ࡣࠊࡑࡢዎ⣙ࢭࢵࢺࡉࢀࡓ≉⣙ࡢ⿵ൾࡶ⤊ࡋࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ
࣭ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾ㒊ศࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡣࠊ♫ဨࡢ᪉࡞ࠊാ࠸࡚ධ㸦ᡤᚓ㸧ࢆᚓ࡚࠸ࡿ᪉࡛ࠊ๓ಖ㝤ዎ⣙⪅༠ᐃࡋࡓ⠊ᅖࡢ᪉ࡢ
࠺ࡕࠊጞᮇ᪥Ⅼ࠾ࡅࡿᖺ௧ࡀ‶  ᡯࡽ‶  ᡯࡲ࡛ࡢ᪉࡞ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛
࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼
㸦㸯㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࡞ࡶࡢࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧࠾ࡼࡧ༠ᐃ᭩ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ಖ㝤㔠ࡢ✀㢮
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿ࡞ሙྜ
㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ᑵᴗ㞀ᐖࡀ㛤ጞࡋࡓሙྜࠊ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫୰ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶
ࡿᮇ㛫㸯᭶ࡘ࠸࡚ࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࢆᇶ༠ᐃ᭩グ㍕ࡢ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㢠ࢆಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋ
ᇶᮏ࡞ࡿ
ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫୰ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶ࡘ࠸࡚ࠊ⿕ಖ㝤⪅㸯ྡࡘࡁ᭱㧗ಖ㝤㔠ᨭᡶ᭶㢠ࢆ
⿵ൾࡢಖ㝤㔠 㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
࡚ͤࢇ⿵ᮇ㛫୰࠾ࡅࡿᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫ࡀ㸯᭶‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡲࡓࡣ㸯᭶ᮍ‶ࡢ᪥ᩘࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡑࡢ᪥ᩘࡘ࠸࡚
ࡣ㸯᭶ࢆ᪥ࡋࡓ᪥ィ⟬ࡼࡾಖ㝤㔠ࡢ㢠ࢆỴᐃࡋࡲࡍࠋ
ͤಖ㝤㔠ᨭᡶᑐ㇟እࡢ㌟య㞀ᐖࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࠊಖ㝤㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡁ㌟య㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓሙྜ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠
ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࡞ࡶࡢࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧࠾ࡼࡧ༠ᐃ᭩ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ಖ㝤㔠ࡢ✀㢮
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ձಖ㝤ᮇ㛫㛤ጞ㸦ὀ 㸧ࡼࡾ๓ᑵᴗ㞀ᐖࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡗ࡚࠸ࡓሙྜ㸦ὀ 㸧ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ
࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡓࡔࡋࠊ༠ᐃ᭩ูࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࡲࡍࠋ
ղḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
࣭㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽ
࣭⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㯞⸆ࠊ㯞ࠊ࠶ࢇࠊぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮➼ࡢ
ᇶᮏ࡞ࡿ
⏝
⿵ൾࡢಖ㝤㔠
࣭ࡴࡕ࠺ࡕࠊ⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ㸦ὀ 㸧
࣭⮬ື㌴➼ࡢ↓㈨᱁㐠㌿୰ࠊ㓇Ẽᖏࡧ㐠㌿୰ࡢࢣ࢞
࣭Ⓨ⇕➼ࡢぬⓗ≧ࡢ࡞࠸ឤᰁ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࠊฟ⏘ࠊ᪩⏘ࡲࡓࡣὶ⏘
ճᗣ≧ែ࿌▱ࡢᅇ⟅ෆᐜ➼ࡼࡾ⿵ൾᑐ㇟እࡍࡿẼ➼㸦ಖ㝤ドๆグ㍕ࡉࢀࡲࡍ㸧ࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖࡣಖ㝤
㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࡞
㸦ὀ㸧⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣࠊ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫㛤ጞ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࡇࡢྲྀᢅ࠸ࡣࠊࠕࡈዎ⣙ṇࡋࡃ࿌▱ࢆࡋ࡚ዎ⣙ࡋࡓሙྜࠖࡲࡓࡣࠕࡈዎ⣙⮬ぬ≧ࡀ࡞࠸㌟య㞀ᐖ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࡀಖ㝤ᮇ㛫㛤ጞ㸦ὀ
㸧ࡼࡾࡶ๓⿕ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࠖࡶ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣞࣥࢺࢤ᳨ࣥᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ᰿ᣐࢆᐈほⓗド

㻌
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㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$

᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㸦㸱㸧ࢭࢵࢺ࡛ࡁࡿ࡞≉⣙ࡑࡢᴫせ
ࡈᕼᮃࡼࡾࢭࢵࢺ࡛ࡁࡿ࡞≉⣙ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧࠾ࡼࡧ༠
ᐃ᭩ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸲㸧ಖ㝤ᮇ㛫
࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸳㸧ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ
ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋヲ⣽ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ
࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊຍධ⏦㎸⚊ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࡣḟࡢ࠾ࡾタᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠⣙ᐃ⤥⋡ࢆࡌࡓ㢠ࡀᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊ
ࡑࡢୖᅇࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᡤᚓࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ᑐࡋ࡚ḟࡢ⠊ᅖෆ࡞ࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᐃ㢠ᆺࡢሙྜ
࣭ᗣಖ㝤ࠊඹ῭ಖ㝤ࡢຍධ⪅㸦⤥ᩱᡤᚓ⪅࡞㸧㸸㸣㸦ὀ㸧
㸦ὀ㸧බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸࡚യᡭᙜ㔠ࡢᨭ⤥ᑐ㇟࡞ࡿ⿕ಖ㝤⪅㸦⤥ᡤᚓ⪅㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊච㈐ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ㸴᭶௨ୖࡢሙྜࡣࠊ㸣ࡋࡲࡍࠋ

㸱ಖ㝤ᩱࡢỴᐃࡢ⤌ࡳᡶ㎸᪉ἲ➼
㸦㸯㸧ಖ㝤ᩱࡢỴᐃࡢ⤌ࡳ
ಖ㝤ᩱࡣࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࠊಖ㝤㔠㢠ࠊᖺ௧ࠊᛶูࠊච㈐ᮇ㛫ࠊ࡚ࢇ⿵ᮇ㛫➼ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡾࡲࡍࠋ࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊຍ
ධ⏦㎸⚊ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸰㸧ಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸᪉ἲ
࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲‶ᮇ㏉ࢀ࠸㔠࣭ዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠
ࡇࡢಖ㝤ࡣ‶ᮇ㏉ࢀ࠸㔠࣭ዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸳ゎ⣙ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
ࡈዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࢆ㏻ࡌࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊゎ⣙㝿ࡋ࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ᮲௳
ࡼࡾࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕᮍ⤒㐣࡛࠶ࡗࡓᮇ㛫ࡢಖ㝤ᩱࢆゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡋ࡚㏉㑏ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓ
ࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚
ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࠊಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡸᨾࡢ㐃⤡ඛࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕὀពႏ㉳ሗࡢࡈㄝ᫂ࠖࡢ
ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࡘ࠸࡚ࠊಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚࠾ࡼࡧᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࢆࡈ☜
ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ



㔜せ㡯ࡢࡈㄝ᫂
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ࡈڦຍධ㝿ࡋ࡚⏦㎸ே࣭⿕ಖ㝤⪅ࡗ࡚┈࡞ࡿ㡯➼ࠊ≉ࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㡯ࢆࡇࡢࠕὀពႏ㉳ሗࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋຍධ๓ᚲࡎ࠾ㄞࡳ࡞ࡾࠊ࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡢࡇڦ᭩㠃ࡣࠊࡈዎ⣙㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭
≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆࡲࡓࡣ༠ᐃ᭩㸦ὀ㸧࡞ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡈ᫂࡞Ⅼࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ
㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༠ᐃ᭩ࡣᘬཷಖ㝤♫ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡢ㛫࡛ྲྀࡾࢃࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

⏦ڦ㎸ே⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ᪉ࡶࡇࡢ᭩㠃ࡢෆᐜࢆ࠾ఏ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ᭩㠃࠾ࡅࡿ࡞⏝ㄒࡣࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸯࿌▱⩏ົ㸦ࡈຍධ࠾⏦ࡋฟ࠸ࡓࡔࡃ㡯㸧
㸦㸯㸧⏦㎸ேࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡿ᪉ࡣࠊࡈຍධ༴㝤㛵ࡍࡿ㔜せ࡞㡯ࡋ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀ࿌▱ࢆồࡵࡓ㡯┠㸦ຍධ⏦㎸⚊ୖࡢࠕͤࠖ
༳ࡢ㡯┠㸦࿌▱㡯㸧
㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇࢆṇ☜࿌▱ࡍࡿ⩏ົ㸦࿌▱⩏ົ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻࡼࡗ࡚ࠊ࿌▱ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࡸ࿌▱ࡋࡓ㡯ࡀᐇ␗࡞ࡿሙྜࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡸಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦ḟࡢճヱᙜࡋࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸧ࡢ࡛ࠊ୍ᗘࠊ࿌▱ෆᐜࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⏕ᖺ᭶᪥ࠊᖺ௧ࠊᛶู
࿌▱㡯
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢᗣ≧ែ࿌▱㸦ὀ 㸧㸦ὀ 㸧㸦ὀ 㸧
ճྠࡌ⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚㌟య㞀ᐖࡼࡿᑵᴗ㞀ᐖᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦ὀ 㸧ࡢ᭷↓
㸦ὀ㸧ᗣ≧ែ࿌▱ࡣࠊ㉁ၥ㡯ࢆࡼࡃ࠾ㄞࡳ࡞ࡗࡓ࠺࠼ࠊᅇ⟅ࢆࠕᅇ⟅ḍࠖṇࡋࡃࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊᚲࡎ⿕ಖ㝤⪅ࡈ⮬㌟ࡀᅇ⟅ෆᐜࡘ
࠸࡚ᐇ┦㐪࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊࡈ⨫ྡࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᅇ⟅ෆᐜࡼࡾࠊዎ⣙ࢆ࠾ᘬཷࡅ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡸࠊ≉ู࡞᮲௳ࡁ࡛࠾ᘬཷࡅࡍ
ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧⥅⥆ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵ൾෆᐜࡀᣑࡋ࡞࠸ዎ⣙ෆᐜ࡛⥅⥆ࡍࡿሙྜࡣ࿌▱㡯ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦ὀ㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻࡼࡾࠊᅇ⟅ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࡸᅇ⟅ෆᐜࡀᐇ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧
ࡽ㸯ᖺ௨ෆ࡛࠶ࢀࡤࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧ࡽ㸯ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᅇ⟅ࡀ࡞ࡗࡓᐇࡲࡓࡣᅇ⟅ෆ
ᐜ␗࡞ࡿᐇᇶ࡙ࡃಖ㝤㔠ᨭᡶ⏤ࡀࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧ࡽ㸯ᖺ௨ෆⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸨㸧⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣࠊ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ᡤᚓ⿵ൾಖ㝤ࠊᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤➼ࢆ࠸࠸ࠊ࠸ࡎࢀࡶᅋయዎ⣙ࠊ⏕ಖ㝤ࠊඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳࡲࡍࠋ

㸰ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࢜ࣇㄝ᫂᭩㸦ࡈዎ⣙ࡢ࠾⏦㎸ࡳࡢ᧔ᅇ➼ࡘ࠸࡚㸧
ࡇࡢಖ㝤ࡣࠊࡈዎ⣙ࡢ࠾⏦㎸ࡳࡢ᧔ᅇࡲࡓࡣゎ㝖㸦ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࢜ࣇ㸧ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡈዎ⣙ෆᐜࢆ࠾☜ࡵࡢ࠺࠼ࠊ࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸱」ᩘࡢࡈዎ⣙ࡀ࠶ࡿ࠾ᐈࡉࡲ
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳ
ࡲࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀ
ᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊຍධࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈ
ὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ࡞⿵ൾࡣࠊู⣬ࠕ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢࡈㄝ᫂ࠖࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡢゎ⣙࣭ῶ㢠ࢆ๓ᥦࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࡈዎ⣙
㸦㸯㸧⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡘ࠸࡚ゎ⣙ࠊῶ㢠࡞ࢆࡍࡿሙྜࡢ┈㡯
ከࡃࡢሙྜࠊ⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡢゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡣᡶ㎸ࡳಖ㝤ᩱࡢྜィ㢠ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸㔠㢠࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧᪂ࡓ࡞ዎ⣙㸦ᅋయ㛗ᮇ㞀ᐖᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㸧ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡍࡿሙྜࡢࡈὀព㡯
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢᗣ≧ែ࡞ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࢆ࠾ᘬཷࡅ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ղ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞࡼࡾ๓ᑵᴗ㞀ᐖࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ㌟య㞀ᐖࢆ⿕ࡗ࡚࠸ࡓሙྜࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
ճ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢጞᮇ᪥࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᖺ௧ࡼࡾィ⟬ࡋࡓಖ㝤ᩱ㸦ὀ㸧ࢆ㐺⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ࢆ㐺⏝ࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢၟရෆᐜࡀࠊ⌧ᅾࡢࡈዎ⣙␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ಖ㝤ᩱࡢᨵᐃࡼࡾࠊྠࡌᖺ௧࡛ࡶಖ㝤ᩱࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸳㏻▱⩏ົ➼㸦ࡈຍධᚋࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡃ㡯㸧
ࡈຍධᚋࠊḟࡢ㡯ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ෆᐜࡢኚ᭦➼ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ㐜࡞ࡃྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
ձࡈዎ⣙ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠⣙ᐃ⤥⋡ࢆࡌࡓ㢠ࢆಖ㝤ዎ⣙⥾⤖┤๓᭶࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡤᚓࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ࡼࡾ㧗ࡃタᐃࡋ
࡚࠸ࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ
ղࡈዎ⣙ᚋ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡤᚓࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ࡀⴭࡋࡃῶᑡࡋࡓሙྜ

㸴⿵ൾࡢ㛤ጞ࣭⤊ᮇ
㸦㸯㸧⿵ൾࡢ㛤ጞ㸸ጞᮇ᪥ࡢ༗ᚋ㸲㸦ಖ㝤⏦㎸᭩␗࡞ࡿ้ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢ้㸧ጞࡲࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧⿵ൾࡢ⤊㸸‶ᮇ᪥ࡢ༗ᚋ㸲⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ

㸵ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖ㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼㸦㸰㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࢆࡈ☜ㄆࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

㸶ゎ⣙ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
ࡈዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࢆ㏻ࡌࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸯㸧ゎ⣙ࡢ᮲௳ࡼࡗ࡚ࠊゎ⣙᪥ࡽ‶ᮇ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫➼ᛂࡌ࡚ࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࢆ㏉㑏ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡣཎ๎ࡋ࡚ᮍ⤒
㐣ᮇ㛫ศࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ጞᮇ᪥ࡽゎ⣙᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᛂࡌ࡚ᡶ࠸㎸ࡴࡁಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸≧ἣࡼࡾࠊ㏣ຍࡢಖ㝤ᩱࢆㄳồࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㏣ຍ࡛ㄳồࡋ
ࡓࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢᡶ㎸ࡳࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸷⿕ಖ㝤⪅ࡽࡢゎ⣙
⿕ಖ㝤⪅ࡀಖ㝤ዎ⣙⪅௨እࡢ᪉ࡢሙྜࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࡢ㛫ูẁࡢྜពࡀ࠶ࡿࡁࢆ㝖ࡁ㸦ὀ㸧ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ᑐࡋࡇࡢಖ㝤ዎ⣙
ࡢゎ⣙ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ᑐࡍࡿ㏻▱ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢಖ㝤ዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ͤゎ⣙ࡍࡿ⠊ᅖࡣࡑࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡿ㒊ศ㝈ࡾࡲࡍࠋ

 ಖ㝤♫◚⥢ࡢྲྀᢅ࠸
ᘬཷಖ㝤♫ࡀ⤒Ⴀ◚⥢㝗ࡗࡓሙྜࡢಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࠕᦆᐖಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤᶵᵓࠖࡀ࠶ࡾࠊᙜ♫ࡶຍධࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡢಖ㝤ࡣࠕᦆᐖಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤᶵᵓࠖࡢ⿵ൾᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ◚⥢ࡋࡓሙྜࡢಖ㝤㔠ࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠➼ࡣ㸣ࡲ࡛⿵ൾࡉࢀࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ
◚⥢๓Ⓨ⏕ࡋࡓᨾࡼࡿಖ㝤㔠ࡣ㸣⿵ൾࡉࢀࡲࡍࠋ

 ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ᮏಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀḟࡢྲྀᢅ࠸ࢆ⾜࠺ࡇྠពࡢ࠺࠼࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠚ
ᮏಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿಶேሗࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤ᘬཷࡢᑂᰝࠊᮏಖ㝤ዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࠊᘬཷಖ㝤♫࠾ࡼࡧᘬཷ
ಖ㝤♫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㸦ᾏእ࠶ࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧ࡀࡢၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡈෆࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊୖグࡢ⏝
┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࡛ࠊᴗົጤクඛ㸦ಖ㝤௦⌮ᗑࢆྵࡴ㸧
ࠊಖ㝤௰❧ேࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊಖ㝤㔠ࡢㄳồ࣭ᨭᡶ࠸㛵ࡍࡿ㛵ಀඛࠊ୍
⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠ࠊࡢᦆᐖಖ㝤♫ࠊಖ㝤♫➼㸦࠸ࡎࢀࡶᾏእ࠶ࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊಖ་⒪➼ࡢ≉ู࡞㠀බ㛤ሗ㸦ࢭࣥࢩࢸࣈሗ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ᴗἲ⾜つ๎㸦➨  ᮲ࡢ 㸧ࡼࡾࠊ⏝┠ⓗࡀ㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶࠸࠾࠸ࢽࢵࢭྠᦆᐖಖ㝤㸦ᰴ㸧ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦KWWSZZZDLRLQLVVD\GRZDFRMS㸧ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ㻌

㻌

㸺ࡑࡢࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇ㸼
ࡈڦዎ⣙ෆᐜ࠾ࡼࡧᨾሗ࿌ෆᐜࡢ☜ㄆࡘ࠸࡚
ᨾࡘ࠸࡚ಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡀ㎿㏿ࡘ☜ᐇ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ྠ୍ᨾࡿࡈዎ⣙ࡢ≧ἣࡸಖ㝤㔠ㄳồࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊᦆᐖಖ㝤♫➼ࡢ㛫࡛☜
ㄆࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

↓ڦຠ࣭ྲྀᾘࡋ࣭ኻຠࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡀࠊಖ㝤㔠ࢆἲྲྀᚓࡍࡿ┠ⓗࡲࡓࡣ➨୕⪅ಖ㝤㔠ࢆἲྲྀᚓࡉࡏࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙྜࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣ↓ຠ࡞
ࡾࠊ᪤ᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡣ㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸦㸰㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢブḭࡲࡓࡣᙉ㏕ࡼࡗ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣྲྀᾘࡋ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙ
ྜࠊ᪤ᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡣ㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

㻌
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㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$

㸦㸱㸧ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣኻຠ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ᐃࡵࡿつᐃࡼࡾಖ㝤ᩱࢆ㏉㑏ࡲࡓࡣㄳồࡋࡲࡍࠋヲ⣽
ࡣྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜ
ղ㌟య㞀ᐖ௨እࡢཎᅉ࡛ᴗົᚑ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ

ڦ㔜⏤ࡼࡿゎ㝖
ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡈዎ⣙࠾ࡼࡧ≉⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࡣࠊ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡢಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲ
ࡏࢇࠋ
㸦㸯㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࠊಖ㝤㔠ཷྲྀேࡀࠊಖ㝤㔠ࢆᨭᡶࢃࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㌟య㞀ᐖ➼ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓሙྜ
㸦㸰㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡀࠊᭀຊᅋ㛵ಀ⪅ࡑࡢࡢ♫ⓗໃຊヱᙜࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
㸦㸱㸧⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡀಖ㝤㔠ࡢㄳồࡘ࠸࡚ブḭࢆ⾜ࡗࡓሙྜ  ࡞

⛯ڦἲୖࡢྲྀᢅ࠸㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ಖ㝤ᩱ㈇ᢸ⪅ࡀಶேࡢሙྜࠊᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡢ࠺ࡕࠊࡈዎ⣙ෆᐜࡼࡾᡤᐃࡢ㔠㢠ࡘ࠸࡚ࠊ⛯ἲୖࡢ⏕ಖ㝤ᩱ᥍㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤୖグࠕ⛯ἲୖࡢྲྀᢅ࠸ࠖࡣࠊᚋࡢ⛯ไᨵṇࡼࡾኚ᭦࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦㄳồᶒ➼ࡢ௦ࡘ࠸࡚
ಖ㝤㔠ࡘ࠸࡚ࠊᦆኻࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡑࡢࡢമᶒ㸦ὀ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀࡑࡢᦆኻᑐࡋ࡚
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢമᶒࡣᘬཷಖ㝤♫⛣㌿ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ⛣㌿ࡍࡿࡢࡣࠊḟࡢ㢠ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᘬཷಖ㝤♫ࡀᦆኻࡢ㢠ࡢ㢠ࢆಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓሙྜ㸸⿕ಖ㝤⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓമᶒࡢ㢠
㸦㸰㸧ୖグ㸦㸯㸧௨እࡢሙྜ㸸⿕ಖ㝤⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓമᶒࡢ㢠ࡽࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ࡚࠸࡞࠸ᦆኻࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠
㸦ὀ㸧ඹྠἲ⾜Ⅽ➼ࡢሙྜ࠾ࡅࡿ㐃ᖏമົ⪅┦㛫ࡢồൾᶒࢆྵࡳࡲࡍࠋ
ͤಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡢ๓ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ➨୕⪅ࡽᦆᐖ㈺ൾࢆཷࡅࠊࡑࡢᦆᐖ㈺ൾಖ㝤㔠┦ᙜࡍࡿ㢠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡣࡑࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓᦆኻࡢ㢠
ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ

ڦᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
㸯ᨾࡢⓎ⏕
㸦㸯㸧ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ᪥௨ෆྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ㐃⤡ࡀ㐜ࢀࡓሙྜࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀ
⿕ࡗࡓᦆᐖࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᨾࡢࡈ㐃⤡ࡢ㝿࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸱㸧⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜࠊⓎ⏕ࡋࡓᦆኻᑐࡋ࡚᪤ᨭᡶࢃࢀࡓಖ㝤㔠ࡢ᭷↓ࡼࡗ࡚ࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ
㢠ࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ᘬཷಖ㝤♫ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠㸼㸦ὀ㸯㸧
ձࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠㸦ὀ㸰㸧ࢆ࠾ᨭ
ᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ղࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ᡤᚓ႙ኻ⋡ࢆࡌࡓ㢠ࡽࠊࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽᨭᡶࢃࢀࡓಖ㝤㔠
ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᑵᴗ㞀ᐖ࡛࠶ࡿᮇ㛫㸯᭶࠶ࡓࡾࡢᨭᡶ㈐௵㢠㸦ὀ㸰㸧ࢆ㝈ᗘ
ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠ࡸࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡢಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣࠊୖグ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㸰ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶㄳồᚲせ࡞ࡿ᭩㢮➼
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡣࠊ㸺ู⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼ࡢ࠺ࡕᘬཷಖ㝤♫ࡀồࡵࡿ᭩㢮ࢆᥦฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᚲせᛂࡌ࡚㸺ู
⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼௨እࡢ᭩㢮ࡢࡈᥦฟࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱ಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶᮇ
ᘬཷಖ㝤♫ࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡼࡾಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࡢᥦฟཷ㡿ᚋࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨ෆࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿ
㡯ࡢ☜ㄆࢆ⤊࠼࡚ࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ≉ู࡞↷ࡲࡓࡣㄪᰝࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡣᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ
࡛ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋヲ⣽ࡣྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲ಖ㝤㔠ࡢ௦⌮ㄳồ
⿕ಖ㝤⪅ಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ḟࡢࡼ࠺࡞ࡀ࠶ࡿሙྜࠊୗグ࠙⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ே࡞ࡾ࠺ࡿ᪉ࠚࡀ⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ேࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿไᗘ㸦ࠕ௦⌮ㄳồไᗘࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦⿕ಖ㝤⪅ἲᐃ௦⌮ேࡀ࠸ࡿሙྜࡸ➨୕⪅ಖ㝤㔠ࡢㄳồࢆጤ௵ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡇ
ࡢไᗘࡣ⏝࡛ࡁࡲࡏࢇ㸧ࠋ
ەಖ㝤㔠➼ࡢࡈㄳồࢆ⾜࠺ពᛮ⾲♧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿᘬཷಖ㝤♫ࡀㄆࡵࡓሙྜ
ەᘬཷಖ㝤♫ࡀㄆࡵࡿയྡ➼ࡢ࿌▱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡞
࠙⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ே࡞ࡾ࠺ࡿ᪉ࠚ
ձ⿕ಖ㝤⪅ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆඹࡍࡿ㓄അ⪅㸦ὀ㸧
ղୖグձࡢ᪉ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࡸࠊୖグձࡢ᪉ࡀಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆඹࡍࡿ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘
ճୖグձ࠾ࡼࡧղࡢ᪉ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࡸࠊୖグձ࠾ࡼࡧղࡢ᪉ࡀಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊୖグձ௨እࡢ㓄അ⪅㸦ὀ㸧ࡲࡓࡣୖグ
ղ௨እࡢ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘
㸦ὀ㸧ἲᚊୖࡢ㓄അ⪅㝈ࡾࡲࡍࠋ

୍ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜഛ࠼࡚ࠊୖグヱᙜࡍࡿ᪉ࠎࡈዎ⣙ࡢᏑᅾࡸ௦⌮ㄳồไᗘࡢᴫせ➼ࢆ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ேࡽࡢಖ㝤㔠ࡢㄳồᑐࡋ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓᚋࠊ㔜」ࡋ࡚ಖ㝤㔠ࡢㄳồࢆཷࡅࡓࡋ࡚ࡶࠊᘬཷಖ㝤
♫ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸳ಖ㝤㔠ㄳồᶒࡢຠ
ಖ㝤㔠ㄳồᶒࡘ࠸࡚ࡣຠ㸦㸱ᖺ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋಖ㝤㔠ㄳồᶒࡀⓎ⏕ࡍࡿᮇ➼ࠊヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧
࠾ࡼࡧ༠ᐃ᭩ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ู⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼
㸦㸯㸧 ಖ㝤㔠ㄳồ᭩㸦ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿྠពࢆྵࡳࡲࡍ㸧
ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿയᐖ㸦࣭ᦆᐖ࡞㸧≧ἣሗ࿌᭩
㸦㸰㸧

ͤᨾ᪥ࠊⓎ⏕ሙᡤࠊཎᅉ➼ࢆ⏦࿌ࡍࡿ᭩㢮ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᨾ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡇࡢሗ࿌᭩ࡢࠊ㸦㸧ᥖࡆࡿ᭩㢮ࡶᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㻌

㸦㸱㸧

㸦㸲㸧







ಖ㝤㔠ࡢㄳồᶒࢆࡶࡘࡇࡢ☜ㄆ᭩㢮
᭩㢮ࡢ ࣭༳㚷ド᫂᭩ࠊ㈨᱁ド᫂᭩  ࣭ᡞ⡠ㅞᮏ  ࣭ጤ௵≧  ࣭ᮍᡂᖺ⪅⏝ᛕ᭩
ᡤᚓ㛵ࡍࡿಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜᚲせ࡞ࡿ᭩㢮
ձ ಖ㝤ᨾࡢⓎ⏕ࢆ♧ࡍ᭩㢮

᭩㢮ࡢ ࣭බⓗᶵ㛵ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩㸦ᨾド᫂᭩࡞㸧
ղ ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠ࡢ⟬ฟᚲせ࡞᭩㢮

᭩㢮ࡢ ࣭ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿデ᩿᭩ ࣭ᡤᚓ☜ㄆ᭩㢮㸦※Ἠᚩ⚊ࠊ☜ᐃ⏦࿌᭩ࠊỴ⟬᭩࡞㸧
ճ ࡑࡢࡢ᭩㢮

᭩㢮ࡢ ࣭ㄪᰝྠព᭩㸦ᨾࡲࡓࡣࢣ࣭࢞Ẽ࡞ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ྠព᭩㸧

࡞

࡞
࡞
࡞

㻌







㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$
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㻌

䠘䛤ຍධ䛔䛯䛰䛟ෆᐜ䛻㛵䛩䜛☜ㄆ㡯䠄䛤ពྥ䛾☜ㄆ䠅䠚㻌
ࡇࡢಖ㝤ၟရ࠾ࡼࡧࡈዎ⣙ࣉࣛࣥࡣࠊᘬཷಖ㝤♫࡛ᢕᥱࡋࡓ࠾ᐈࡉࡲሗ࠾ࡼࡧࡈពྥᇶ࡙ࡁᥦࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋຍධ⏦㎸⚊ࡈグධࡢ
ෆᐜࡀࠊ᭱⤊ⓗ࠾ᐈࡉࡲࡢࡈពྥἢࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡿᗘࡈ☜ㄆࠊࡈゎࡢ࠺࠼ࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᡶ࠸㎸ࡴಖ㝤ᩱࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ಖ㝤
ᩱ⟬ฟ㛵ࢃࡿ㡯࡞ࡘ࠸࡚ࡶࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊಟṇࡍࡁⅬࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊຍධෆᐜࢆゞṇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡈ᫂࡞Ⅼ࡞
ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ەᅇ࠾⏦㎸ࡳࡢࡈዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡈ☜ㄆࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅㛵ࡍࡿࠕ⏕ᖺ᭶᪥ࠖࠕᖺ௧ࠖࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡚ṇࡋ࠸ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ࠕࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࠖࡘ࠸࡚ࠊṇࡋ࠸ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱㸬ୗグ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢࡈពྥ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ⿵ൾࡢෆᐜ㸦࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡞ 
ղᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࣭᭱㧗ಖ㝤㔠ᨭᡶ᭶㢠࣭⣙ᐃ⤥⋡࣭ಖ㝤㔠㢠
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ㸦ࡈᮏேࡢࡳࡢ⿵ൾ 
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࠊಖ㝤ᩱ㛵ࡍࡿ㡯࠾ࡼࡧዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠ไᗘࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡣࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࡢタᐃ࡛࠶ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࡀᖹᆒᡤᚓ㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖ㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼㸦㸳㸧ᨭᡶᇶ♏ᡤᚓ㢠࠾ࡼࡧಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃࢆࡈ☜ㄆ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸳㸬⿵ൾࡢ㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡢࡈዎ⣙ࡢ᭷↓ࢆࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡁࠊࡈዎ⣙ࡢせྰࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ەᅾࡈຍධࡢࡈዎ⣙㸦‶ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡈዎ⣙㸧ࡈ᫂࡞Ⅼࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ㻌
㻌

ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࡘ࠸࡚







࠙ྲྀᢅ௦⌮ᗑࠚ

ᰴᘧ♫㹈㸿㹊㹓㹖ಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫ

࠙㟁ヰ␒ྕࠚ

㸮㸯㸰㸮㸰㸳㸶㸲㸮㸮 

䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

ಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚


࠾ၥྜࢃࡏࠊࡈ┦ㄯ࣭ⱞࡀ࠶ࡿሙྜࡣ

ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ
㐜䛺䛟䛤ዎ⣙䛾ྲྀᢅ௦⌮ᗑ䜎䛯䛿ୗグ䛻䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹

䠄↓ᩱ䠅㻌

ẝỮẲỮᾁᾃӖ˄ἍὅἑὊ㻌

䠄↓ᩱ䠅

䛆ཷ㛫䛇㻌 ᖹ᪥㻌 䠖䡚䠖
䠄ᅵ䞉᪥䞉⚃᪥䛚䜘䜃ᖺᮎᖺጞ䛿ఇᴗ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䠅㻌
䈜䛤ຍධ䛾ᅋయྡ䠄බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⯟✵ᶵ᧯⦪ኈ༠䠅䜢䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛂ຍධ⪅ド䛃➼䜢䛚ᣢ䛱䛾ሙྜ䚸䛚ᡭඖ䛻䛤⏝ព䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䈜୍㒊䛾䛤⏝௳䛿Ⴀᴗᗑ➼䛛䜙䛾䛤ᑐᛂ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䈜ཷ㛫䠷 㛫  ᪥䠹
䈜䠥䠬㟁ヰ䛛䜙䛿 䠄᭷ᩱ䠅䛻䛚䛛䛡䛟䛰䛥䛔䚹
䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

㻌



㻌



ᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵ࡘ࠸࡚


ᘬཷಖ㝤♫ࡢ㛫࡛ၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠䛾䛚ᐈ䛥䜎ᑐᛂ❆ཱྀ䛷䚸ᦆᐖಖ㝤䛻㛵䛩䜛୍⯡ⓗ䛺䛤┦ㄯ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ಖ㝤ᴗἲ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵䛸䛧䛶䚸ᦆᐖಖ㝤♫䛾ᴗົ䛻㛵㐃䛩䜛ⱞ䛾ཷ䜔⣮தゎỴ䛾ᨭ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

ẸỮỘᾐᾓᾡἍὅἑὊίܹ̬ᨖႻᛩὉኣʗᚐൿἇἯὊἚἍὅἑὊὸᴾ

>

䝘䝡㻌 㻌 㻌
䝎䜲䝲䝹

@

䠄ᅜඹ㏻䞉㏻ヰᩱ᭷ᩱ䠅
ͤཷ㛫䠷ᖹ᪥ 䡚䠄ᅵ䞉᪥䞉⚃᪥䛚䜘䜃ᖺᮎᖺጞ䜢㝖䛝䜎䛩䠅䠹
ͤᦠᖏ㟁ヰ䛛䜙䜒⏝䛷䛝䜎䛩䚹㻌
ͤ䠥䠬㟁ヰ䛛䜙䛿  䛻䛚䛛䛡䛟䛰䛥䛔䚹

䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹
䈜ヲ⣽䛿䚸୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹㻌
KWWSZZZVRQSRRUMSHIIRUWVDGU





㻌

㻌
䠘ᘬཷಖ㝤♫䠚㻌

㻌


㻌
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㔜せ㡯ࡢࡈㄝ᫂

ڎኖಒᙲỉắᛟଢί˳ׇዮӳဃᙀΝ̬ᨖίᾜᾢὶᾐᾓὸὸᴾ



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶


ࡈڦຍධ㝿ࡋ࡚ಖ㝤ၟရࡢෆᐜࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢ㡯ࢆࡇࡢࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋຍධ๓ᚲࡎ࠾ㄞࡳ࡞ࡾࠊ
࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡢࡇڦ᭩㠃ࡣࠊࡈዎ⣙㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭
≉⣙㸧ࡲࡓࡣಖ㝤ドๆ㸦ὀ㸧࡞ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡈ᫂࡞Ⅼࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ
࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࡉࢀࡲࡍࠋ

⏦ڦ㎸ே⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ᪉ࡶࡇࡢ᭩㠃ࡢෆᐜࢆ࠾ఏ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸯ၟရࡢ⤌ࡳ
㸦㸯㸧ၟရࡢ⤌ࡳ
ᅋయ⥲ྜ⏕ά⿵ൾಖ㝤ࡣࠊᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱලయⓗ࡞⿵ൾෆᐜࢆつᐃࡋࡓയᐖ㸦௨ୗࠕࢣ࢞ࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࠊ㸦௨ୗࠕẼࠖ࠸࠸
ࡲࡍ㸧ࠊࡀࢇ➼ࡢྛᇶᮏ≉⣙ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡼࡾࠊಖ㝤ᮇ㛫୰⿕ಖ㝤⪅ࡀࢣ࢞ࢆ⿕ࡗࡓሙྜࡸࠊẼࡸࡀࢇࡼࡾධ㝔ࡋࡓࡾᡭ⾡
ࢆཷࡅࡓሙྜ➼ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤࡛ࡍࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࡲࡓࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆ
ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾ
⿵ൾࡢ✀㢮
⿵ൾࡢᴫせ
ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࡢ≉⣙
⿕ಖ㝤⪅ࡀᛴ⃭ࡘഅ↛࡞እ᮶ࡢᨾࡼࡗ࡚ࢣ࢞ࢆ⿕ࡗࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾
ࢣ࢞ࡢ⿵ൾ
യᐖ⿵ൾ 06 $'ᆺ ≉⣙
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
⿕ಖ㝤⪅ࡀẼ࡞ࡾࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓሙ
⿵ൾ≉⣙
Ẽࡢ⿵ൾ
ྜࡲࡓࡣᡭ⾡࡞ࢆཷࡅࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
⿕ಖ㝤⪅ࡀࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ಖ㝤ᮇ㛫୰ධ㝔ࢆ㛤
ࡀࢇ⿵ൾ≉⣙
ࡀࢇࡢ⿵ൾ
ጞࡋࡓሙྜࡲࡓࡣᡭ⾡࡞ࢆཷࡅࡓሙྜಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾ㒊ศࢆゎ⣙ࡋࠊ⿵ൾࡀ⤊ࡋࡓሙྜ➼ࡣࠊࡑࡢዎ⣙ࢭࢵࢺࡉࢀࡓ≉⣙ࡢ⿵ൾࡶ⤊ࡋࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖࡣࠊࡈᮏே࡞ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࡲࡓࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
ᆺ

ᮏே
ᮏேᆺ
ۑ
㸦ὀ㸯㸧㸴ぶ➼ෆࡢ⾑᪘࠾ࡼࡧ㸱ぶ➼ෆࡢጻ᪘ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧ࡇࢀࡲ࡛፧ጻṔࡀ࡞࠸ࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㓄അ⪅
̿

⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ
ྠᒃࡢぶ᪘㸦ὀ㸯㸧ู࣭ᒃࡢᮍ፧ࡢᏊ㸦ὀ㸰㸧
̿

ղḟࡢ≉⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡣୖグձ࡛㑅ᢥࡋࡓ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ㛵ࢃࡽࡎ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ
≉⣙
ᮏேࡲࡓࡣࡑࡢ㓄അ⪅ࡢྠᒃࡢぶ᪘࣭
ᮏே
㓄അ⪅
ูᒃࡢᮍ፧ࡢᏊ
ಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤⿵ൾ≉⣙㸦㈺ൾᨾゎỴ⏝㸧
ۑ㸦ὀ㸧
ۑ㸦ὀ㸧
ۑ㸦ὀ㸧
ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙
ۑ
̿
̿
㸦ὀ㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢሙྜࠊࡑࡢ᪉㛵ࡍࡿᨾࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᪉ࡢぶᶒ⪅ࠊࡑࡢࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࠾ࡼࡧ┘╩⩏ົ⪅௦ࢃࡗ࡚㈐௵
↓⬟ຊ⪅ࢆ┘╩ࡍࡿぶ᪘ࢆ⿕ಖ㝤⪅ࡋࡲࡍࠋ
   ͤୖグ௨እ࡛ࡶ≉⣙ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼
㸦㸯㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࡲࡓࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸰㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࡞ࡶࡢࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࡲࡓࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⿵ൾࡢ✀㢮
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ձḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓᨾ
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧࡓ≧ែ࡛⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
࢘㸬㯞⸆ࠊ㯞ࠊ࠶ࢇࠊぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮➼ࡢᙳ㡪ࡼࡾṇᖖ࡞㐠㌿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ≧ែ࡛⮬ື㌴
ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫                       
࡞
ղḟࡢ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡘ࠸࡚ࡶಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭ࡴࡕ࠺ࡕࠊ⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ㸦ὀ㸯㸧
࣭⣽⳦ᛶ㣗୰ẘࠊ࢘ࣝࢫᛶ㣗୰ẘ
ࢣ࢞ࡢ⿵ൾ
ճḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀࢸࢫࢺࣛࢲ࣮ࠊ࣮࢜ࢺࣂ➇த㑅ᡭࠊ⮬ື㌴➇த㑅ᡭࠊ⮬㌿㌴➇த㑅ᡭࠊࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࠊࣉࣟ
ࣞࢫ࣮ࣛ➼ࡸࡑࡢࡇࢀࡽྠ⛬ᗘࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖࡢ༴㝤ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ᴗᚑࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡢᨾ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫ࡢᨾ
㸬⏝ල㸦㸨㸯㸧ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿
㌴ࢆ⏝࠸࡚㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
㸬⏝ල㸦㸨㸯㸧ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿሙᡤ࠾࠸࡚ࠊ➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧‽ࡎ
ࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⏝ල㸦㸨㸯㸧ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧
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⿵ൾࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
࢘㸬ἲ௧ࡼࡿチྍࢆཷࡅ࡚ࠊ୍⯡ࡢ㏻⾜ࢆไ㝈ࡋࠊ㐨㊰ࢆ༨᭷ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣཎືᶵ⮬㌿
㌴ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡲࡓࡣ➇ᢏ➼㸦㸨㸰㸧‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾ⮬ື㌴ࡶࡋࡃࡣ
ཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀᒣᓅⓏࡣࢇ㸦ࣆࢵࢣࣝࠊࢮࣥࠊࢨࣝࠊࣁ࣐࣮ࣥ➼ࡢⓏᒣ⏝ලࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢࠊࣟࢵࢡࢡࣛ
࣑ࣥࢢ➼ࢆ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࠊ⫋ົ௨እ࡛ࡢ⯟✵ᶵ᧯⦪ࠊࢫ࢝ࢲࣅࣥࢢࠊࣁࣥࢢࢢࣛࢲ࣮ᦚ➼ࡢ༴㝤࡞
㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡢᨾ
࡞
㸦㸨㸯㸧⏝ලࡣࠊ⮬ື㌴ࠊཎືᶵ⮬㌿㌴ࡲࡓࡣ࣮ࣔࢱ࣮࣮࣎ࢺ࣭Ỉୖ࣮࢜ࢺࣂ➼ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸨㸰㸧➇ᢏ➼ࡣࠊ➇ᢏࠊ➇தࠊ⯆⾜ࡶࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢࡓࡵࡢ⦎⩦ࡲࡓࡣ⏝ලࡢᛶ⬟ヨ㦂ࢆ┠ⓗࡋࡓヨ㐠㌿࠾ࡅࡿ
㐠㌿ࡶࡋࡃࡣ᧯⦪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ


Ẽࡢ⿵ൾ

ࡀࢇࡢ⿵ൾ

ձಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸧ࡼࡾ๓ⓎࡋࡓẼ㸦ὀ㸰㸧
㸦ὀ㸱㸧ࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ղḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡾⓎࡋࡓẼᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭ࡴࡕ࠺ࡕࠊ⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ㸦ὀ㸯㸧
࣭⒪ࢆ┠ⓗࡋ࡚་ᖌࡀ⏝ࡋࡓሙྜ௨እ࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㯞⸆ࠊ࠶ࢇࠊ㯞ࡲࡓࡣぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮
➼ࡢ⏝
࡞
ճḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿẼᑐࡋ࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄㞀ᐖࢆཎᅉࡋ࡚ⓎࡋࡓẼ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࡲࡓࡣฟ⏘ࠋࡓࡔࡋࠊ␗ᖖዷፎࠊ␗ᖖศፔࡲࡓࡣ⏘ࡌࡻࡃᮇࡢ␗ᖖࢆྵࡳࡲࡏࢇࠋ
࡞
ձಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸧ࡼࡾ๓デ᩿☜ᐃࡉࢀࡓࡀࢇ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸦ὀ㸱㸧
ղಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸧ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥ࢆ⤒
㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥༗๓㸮ࡼࡾ๓ࡀࢇデ᩿☜ᐃࡉࢀࡓሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࡞

㸦ὀ㸯㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࣞࣥࢺࢤ᳨ࣥᰝࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾࡑࡢ᰿ᣐࢆᐈほⓗド
᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀⓎࡋࡓࡀࠊࡑࡢẼࡼࡿධ㝔ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽಖ㝤ዎ⣙ࡢ⥅⥆ࡍࡿᮇ㛫ࢆ㐳ཬࡋ࡚᪥௨๓࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢẼࡣࠊಖ㝤
ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ௨㝆Ⓨࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸱㸧๓グࡢྲྀᢅ࠸ࡣࠊ
ࠕࡈዎ⣙ṇࡋࡃ࿌▱ࡋ࡚ዎ⣙ࡉࢀࡓሙྜࠖࡲࡓࡣࠕࡈዎ⣙⮬ぬ≧ࡀ࡞࠸Ẽ➼࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࡀಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦⥅
⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣࠊ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ࡞ࡾࡲࡍ㸧ࡼࡾ๓⿕ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥ࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋẼࡼࡾධ㝔ࢆ㛤ጞࡉࢀࡓ➼ࡢሙྜࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ
ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸱㸧ࢭࢵࢺ࡛ࡁࡿ࡞≉⣙ࡑࡢᴫせ
ࡈᕼᮃࡼࡾࢭࢵࢺ࡛ࡁࡿ࡞≉⣙ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢヱᙜ⟠ᡤࡲࡓࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ
☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸲㸧ಖ㝤ᮇ㛫
࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸳㸧ಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ
ಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋヲ⣽ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊຍධ⏦㎸⚊ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձಖ㝤㔠㢠࣭᪥㢠ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢᖺ௧࣭ධ࡞↷ࡽࡋ࡚㐺ṇ࡞㢠࡞ࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ղᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡍࡿሙྜࡢࡑࡢ≉⣙ࡢಖ㝤㔠㢠ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢຍධࡍࡿබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ㸦ὀ㸯㸧ࡼࡿ⤥ෆᐜࡸࡢಖ㝤
ዎ⣙➼ࡢຍධ≧ἣࢆ຺ࡋࠊḟࡢ࠾ࡾタᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᖹᆒᡤᚓ㢠 ὀ㸰 ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ㐺ṇ࡞㢠࡞ࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠㢠ࡀ⿕ಖ㝤⪅ࡢ
ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠 ὀ㸱 ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢୖᅇࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛
ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸯㸧බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘࡣࠊᗣಖ㝤ἲ➼ἲᚊᇶ࡙ࡃ་⒪ಖ㝤ไᗘࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧ᖹᆒᡤᚓ㢠ࡣࠊ࠾⏦㎸ࡳ┤๓  ᭶࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡤᚓ㸦㸨㸧ࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸱㸧ᖹᆒ᭶㛫ᡤᚓ㢠ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀᑵᴗ⬟࡞ࡿ┤๓  ᭶࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡤᚓ㸦㸨㸧ࡢᖹᆒ᭶㛫㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸨㸧ᡤᚓࡣࠊ⤥ᡤᚓࠊᴗᡤᚓࡲࡓࡣ㞧ᡤᚓಀࡿ⥲ධ㔠㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ͤఇᴗ➼ࡼࡾᨭฟࢆචࢀࡿ㔠㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊఇᴗ➼ࡢⓎ⏕ࢃࡽࡎᚓࡽࢀࡿධࡣྵࡳࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊᑵᴗつ๎➼ᇶ
࡙ࡃฟ⏘࣭⫱ඣࡲࡓࡣㆤࢆ┠ⓗࡋࡓఇᴗࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾᡤᚓࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓሙྜ➼ࡣࠊᐈほⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࡼࡾィ⟬ࡋࡲࡍࠋ

㸱ಖ㝤ᩱࡢỴᐃࡢ⤌ࡳᡶ㎸᪉ἲ➼
㸦㸯㸧ಖ㝤ᩱࡢỴᐃࡢ⤌ࡳ
ಖ㝤ᩱࡣࠊಖ㝤㔠㢠ࠊᖺ௧࠾ࡼࡧಖ㝤ᮇ㛫➼ࡼࡾỴࡲࡾࡲࡍࠋ࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊຍධ⏦㎸⚊ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸰㸧ಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸᪉ἲ
࠾ᐈࡉࡲࡢಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲‶ᮇ㏉ࢀ࠸㔠࣭ዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠
ࡇࡢಖ㝤ࡣ‶ᮇ㏉ࢀ࠸㔠࣭ዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸳ゎ⣙ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
ࡈዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࢆ㏻ࡌࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊゎ⣙㝿ࡋ࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ᮲௳
ࡼࡾࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕᮍ⤒㐣࡛࠶ࡗࡓᮇ㛫ࡢಖ㝤ᩱࢆゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡋ࡚㏉㑏ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓ
ࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚
ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࠊಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡸᨾࡢ㐃⤡ඛࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕὀពႏ㉳ሗࡢࡈㄝ᫂ࠖࡢ
ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࡘ࠸࡚ࠊಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚࠾ࡼࡧᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࢆࡈ☜
ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㔜せ㡯ࡢࡈㄝ᫂


ᖹᡂ  ᖺ  ᭶


ࡈڦຍධ㝿ࡋ࡚⏦㎸ே࣭⿕ಖ㝤⪅ࡗ࡚┈࡞ࡿ㡯➼ࠊ≉ࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㡯ࢆࡇࡢࠕὀពႏ㉳ሗࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋຍධ๓ᚲࡎ࠾ㄞࡳ࡞ࡾࠊ࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡢࡇڦ᭩㠃ࡣࠊࡈዎ⣙㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭
≉⣙㸧ࡲࡓࡣಖ㝤ドๆ㸦ὀ㸧࡞ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡈ᫂࡞Ⅼࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ
࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࠊಖ㝤ドๆࡣಖ㝤ዎ⣙⪅ࡉࢀࡲࡍࠋ

⏦ڦ㎸ே⿕ಖ㝤⪅㸦⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉㸧ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ᪉ࡶࡇࡢ᭩㠃ࡢෆᐜࢆ࠾ఏ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸯࿌▱⩏ົ㸦ࡈຍධ࠾⏦ࡋฟ࠸ࡓࡔࡃ㡯㸧
㸦㸯㸧⏦㎸ேࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡿ᪉ࡣࠊࡈຍධ༴㝤㛵ࡍࡿ㔜せ࡞㡯ࡋ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀ࿌▱ࢆồࡵࡓ㡯┠㸦ຍධ⏦㎸⚊ୖࡢ
ࠕͤࠖ༳ࡢ㡯┠㸦࿌▱㡯㸧㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇࢆṇ☜࿌▱ࡍࡿ⩏ົ㸦࿌▱⩏ົ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻࡼࡗ࡚ࠊ࿌▱ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࡸ࿌▱ࡋࡓ㡯ࡀᐇ␗࡞ࡿሙྜࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡸಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸
࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦ὀ㸧ࡢ࡛ࠊ୍ᗘࠊ࿌▱ෆᐜࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸧ḟ࠾࠸࡚ճヱᙜࡋࡓࡁࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

࿌▱㡯

ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⏕ᖺ᭶᪥ࠊᖺ௧㸦ὀ㸯㸧ࠊ⫋ᴗ࣭⫋ົ㸦ὀ㸰㸧
ղᗣ≧ែ࿌▱㸦ὀ㸯㸧㸦ὀ㸱㸧㸦ὀ㸲㸧
㸦ὀ㸳㸧
㸦ὀ㸴㸧
ճྠࡌ⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚㌟యࡢࢣ࢞ࡲࡓࡣẼᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦ὀ㸵㸧ࡢ᭷↓

㸦ὀ㸯㸧Ẽࡢ⿵ൾ࣭ࡀࢇࡢ⿵ൾ࣭ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࡢ࠸ࡎࢀࢆࢭࢵࢺࡋࡓሙྜ࿌▱㡯࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡋࡓሙྜ࿌▱㡯࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⫋✀⣭ูࡣࠊಖ㝤ᩱࡢ⟬ฟࡸಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸㝿ࡋᴟࡵ࡚㔜せ࡞㡯┠࡛ࡍࠋ࠾
⏦㎸ࡳࡢ㝿ࡣᨵࡵ࡚ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋͤୗ⾲グ㍕ࡢ࡞࠸ࡈ⫋ᴗࡣࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᇶᮏ⣭ู
⫋ᴗ
♫ᙺဨ࣭⟶⌮⫋㸦సᴗ༴㝤ࡢ࡞࠸᪉㸧ࠊ୍⯡ົဨࠊ་ᖌࠊ㣧㣗ᗑࠊ༺࣭ᑠᗑ࣭ᚑᴗဨ㸦༴㝤≀ࢆྲྀࡾ
㸯⣭
ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙
ᢅࢃ࡞࠸᪉㸧࡞
⫋✀⣭ู⾲
◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅㸦༴㝤≀ࢆྲྀࡾᢅࢃ࡞࠸᪉㸧ࠊ㟁ẼᶵᲔჾල⤌❧ᕤ㸦ᡭᕤ㸧ࠊィჾ㢮ಟ⌮ᕤࠊ⌮ᐜᖌࠊᩱ⌮ேࠊィ
㸦ᢤ⢋㸧
㸰⣭
ჾ⤌❧ᕤ ࡞
㸱⣭
㝡☢ჾᡂᙧᕤࠊ⢝ရ〇㐀ᕤࠊᯈ㔠ᕤࠊ〇㗰ᕤࠊ㗪≀ᕤࠊ㔠ᒓᕤసᶵᲔᕤࠊᘓタసᴗ⪅ࠊᘓタᶵᲔ㐠㌿⪅ ࡞
㸦ὀ㸱㸧ᗣ≧ែ࿌▱ࡣࠊᗣ≧ែ࿌▱᭩㉁ၥ㡯ࢆࡼࡃ࠾ㄞࡳࡢ࠺࠼ࠊᅇ⟅ࢆࠕᗣ≧ែ࿌▱᭩㉁ၥ㡯ᅇ⟅ḍࠖṇࡋࡃࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊ
ᚲࡎ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡀᅇ⟅ෆᐜࡘ࠸࡚ᐇ┦㐪࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊࡈ⨫ྡࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᅇ⟅ෆᐜࡼࡾࠊዎ⣙ࢆ࠾ᘬཷࡅ࡛ࡁ࡞࠸ሙ
ྜࡸࠊ≉ู࡞᮲௳ࡁ࡛࠾ᘬཷࡅࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸲㸧⥅⥆ዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵ൾෆᐜࡀᣑࡋ࡞࠸ዎ⣙ෆᐜ࡛⥅⥆ࡍࡿሙྜࡣ࿌▱㡯ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦ὀ㸳㸧
ࠕᗣ≧ែ࿌▱ࡘ࠸࡚ࡢࡈෆࠖࡶὀព㡯ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ὀ㸴㸧ᗣ≧ែ࿌▱ࡘ࠸࡚ࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡢᨾពࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻࡼࡾࠊᅇ⟅ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࡸᅇ⟅ෆᐜࡀᐇ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧ࡽ㸯ᖺ௨ෆ࡛࠶ࢀࡤࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧ࡽ㸯ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡚
࠸࡚ࡶࠊᅇ⟅ࡀ࡞ࡗࡓᐇࡲࡓࡣᅇ⟅ෆᐜ␗࡞ࡿᐇᇶ࡙ࡃಖ㝤㔠ᨭᡶ⏤ࡀࠊಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ㸦㸨㸧ࡽ㸯ᖺ௨ෆⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓሙ
ྜࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸨㸧⥅⥆ዎ⣙ࡢሙྜࡣࠊ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᭱ึࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸵㸧ࢱࣇ࣭ࢣ࢞ࡢಖ㝤ࠊᏛ⏕࣭ࡇࡶ⥲ྜಖ㝤ࠊࢱࣇ࣭ࢣ࢞ࡢಖ㝤ࠝ✚❧ࢱࣉࠞ➼ࢆ࠸࠸ࠊᅋయዎ⣙ࠊ⏕ಖ㝤ࠊඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳࡲࡍࠋ

㸰ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࢜ࣇㄝ᫂᭩㸦ࡈዎ⣙ࡢ࠾⏦㎸ࡳࡢ᧔ᅇ➼ࡘ࠸࡚㸧
ࡇࡢಖ㝤ࡣࠊࡈዎ⣙ࡢ࠾⏦㎸ࡳࡢ᧔ᅇࡲࡓࡣゎ㝖㸦ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࢜ࣇ㸧ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡈዎ⣙ෆᐜࢆ࠾☜ࡵࡢ࠺࠼ࠊ࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸱」ᩘࡢࡈዎ⣙ࡀ࠶ࡿ࠾ᐈࡉࡲ
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀຍධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼㸦␗࡞ࡿಖ㝤✀㢮ࡢ≉⣙ࡸᘬཷಖ㝤♫௨እࡢಖ㝤ዎ⣙ࡲࡓࡣඹ῭ዎ⣙ࢆྵࡳ
ࡲࡍ㸧ࡼࡾࠊ᪤⿕ಖ㝤⪅ࡘ࠸࡚ྠ✀ࡢ⿵ൾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡋࠊಖ㝤ᩱࡀ↓㥏࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࠊ≉⣙ࡢᑐ㇟࡞ࡿᨾࡘ࠸࡚ࠊࡕࡽࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽ࡛ࡶ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࡀࠊ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡽࡣಖ㝤㔠ࡀ
ᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⿵ൾෆᐜࡢᕪ␗ࡸಖ㝤㔠㢠➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ≉⣙ࡢせྰࢆุ᩿ࡢ࠺࠼ࠊࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ㸯」ᩘ࠶ࡿࡈዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊࡇࢀࡽࡢ⿵ൾࡀ㸯ࡘࡢࡈዎ⣙ࡢࡳࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࡓࡁࡸࠊᐙ᪘≧ἣࡢኚ㸦ྠᒃࡽูᒃࡢኚ᭦
➼㸧ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿵ൾࡢᑐ㇟እ࡞ࡗࡓࡁ➼ࡣࠊ⿵ൾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ㸰⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ࡞≉⣙ࡣࠊู⣬ࠕ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠࠾ࡼࡧ㈝⏝ಖ㝤㔠ࡢࡈㄝ᫂ࠖࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲യᐖṚஸಖ㝤㔠ཷྲྀே
 ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡢയᐖṚஸಖ㝤㔠ཷྲྀேࢆᐃࡵ࡞ࡗࡓሙྜࠊയᐖṚஸಖ㝤㔠ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡢἲᐃ┦⥆ே࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸳⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡢゎ⣙࣭ῶ㢠ࢆ๓ᥦࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࡈዎ⣙
㸦㸯㸧⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡘ࠸࡚ゎ⣙ࠊῶ㢠࡞ࢆࡍࡿሙྜࡢ┈㡯
ከࡃࡢሙྜࠊ⌧ᅾࡢࡈዎ⣙ࡢゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡣᡶ㎸ࡳಖ㝤ᩱࡢྜィ㢠ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸㔠㢠࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧᪂ࡓ࡞ዎ⣙㸦ᅋయ⥲ྜ⏕ά⿵ൾಖ㝤㸧ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡍࡿሙྜࡢࡈὀព㡯
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡢᗣ≧ែ࡞ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࢆ࠾ᘬཷࡅ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ղḟࡢẼ➼ᑐࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ẽࡢ⿵ൾ
᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞࡼࡾ๓Ⓨࡋ࡚࠸ࡓẼ
ࡀࢇࡢ⿵ൾ
᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞࡼࡾ๓デ᩿☜ᐃࡉࢀࡓࡀࢇ
ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙
᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢಖ㝤ᮇ㛫ࡢ㛤ጞࡼࡾ๓⿕ࡗࡓẼࡲࡓࡣࢣ࢞
ճ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢጞᮇ᪥࠾ࡅࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢᖺ௧ࡼࡾィ⟬ࡋࡓಖ㝤ᩱ㸦ὀ㸧ࢆ㐺⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ࢆ㐺⏝ࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢၟရෆᐜࡀࠊ⌧ᅾࡢࡈዎ⣙␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ಖ㝤ᩱࡢᨵᐃࡼࡾࠊྠࡌᖺ௧࡛ࡶಖ㝤ᩱࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸴㏻▱⩏ົ➼㸦ࡈຍධᚋࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡃ㡯㸧
㸦㸯㸧⏦㎸ேࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡣ௨ୗグ㍕ࡍࡿ㏻▱㡯ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ㐜࡞ࡃྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫㐃⤡ࡍࡿ⩏ົ㸦㏻▱⩏
ົ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⏦㎸ேࡲࡓࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡢᨾពࡸ㔜࡞㐣ኻࡼࡾࠊ௨ୗࡢ㏻▱㡯ࡘ࠸࡚㐜࡞ࡃ㐃⤡ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞ࡗࡓሙྜࠊ
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ಖ㝤㔠ࢆ๐ῶࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㏻▱㡯
㸦ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡋࡓሙྜ㸧⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡢ⫋ᴗ࣭⫋ົࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ
㸦㸰㸧ࡈຍධᚋࠊḟࡢ㡯ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ෆᐜࡢኚ᭦➼ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ㐜࡞ࡃྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ≉⣙ࡢ㏣ຍ࡞ࠊዎ⣙᮲௳ࢆኚ᭦ࡍࡿሙྜ
ղ㸦ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡋࡓዎ⣙ࡢࡳ㸧ࡈຍධಖ㝤㔠㢠ࢆᖹᆒᡤᚓ㢠ࡼࡾ㧗ࡃタᐃࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࡲࡓࡣࡈຍ
ධᚋᡤᚓࡢᖹᆒᡤᚓ㢠ࡀⴭࡋࡃῶᑡࡋࡓሙྜ

㸵⿵ൾࡢ㛤ጞ࣭⤊ᮇ
㸦㸯㸧⿵ൾࡢ㛤ጞ㸸ጞᮇ᪥ࡢ༗ᚋ㸲㸦ಖ㝤⏦㎸᭩␗࡞ࡿ้ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢ้㸧ጞࡲࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧⿵ൾࡢ⤊㸸‶ᮇ᪥ࡢ༗ᚋ㸲⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ

㸶ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖ㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼㸦㸰㸧ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸷ಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸⊰ணᮇ㛫➼ࡢྲྀᢅ࠸
ศᡶ࡛ࡈዎ⣙ࡢሙྜࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀയᐖṚஸಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡁᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡣࠊᮍᡶ㎸ศࡢಖ㝤ᩱࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ

 ゎ⣙ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
ࡈዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࢆ㏻ࡌࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸯㸧ゎ⣙ࡢ᮲௳ࡼࡗ࡚ࠊゎ⣙᪥ࡽ‶ᮇ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᛂࡌ࡚ࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࢆ㏉㑏ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠ࡣཎ๎ࡋ࡚ᮍ⤒㐣
ᮇ㛫ศࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ጞᮇ᪥ࡽゎ⣙᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᛂࡌ࡚ᡶ࠸㎸ࡴࡁಖ㝤ᩱࡢᡶ㎸≧ἣࡼࡾࠊ㏣ຍࡢಖ㝤ᩱࢆㄳồࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㏣ຍ࡛ㄳồࡋ
ࡓࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢᡶ㎸ࡳࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

 ⿕ಖ㝤⪅ࡽࡢゎ⣙
⿕ಖ㝤⪅ࡀಖ㝤ዎ⣙⪅௨እࡢ᪉࡛࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊḟࡢձࡽնࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ᑐࡋಖ㝤
ዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ᑐࡍࡿ㏻▱ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
࠙⿕ಖ㝤⪅ࡀゎ⣙ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜࠚ
ձࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢྠពࢆࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓሙྜ
ղ௨ୗヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡢ࠸ࡎࢀࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
࣭ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡁ᪉ࡀࠊᘬཷಖ㝤♫ࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ᇶ࡙ࡃಖ㝤㔠ࢆᨭᡶࢃࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࢣ࢞
ࢆⓎ⏕ࡉࡏࠊࡲࡓࡣⓎ⏕ࡉࡏࡼ࠺ࡋࡓሙྜ
࣭ಖ㝤㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡁ᪉ࡀࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ᇶ࡙ࡃಖ㝤㔠ࡢㄳồࡘ࠸࡚ࠊブḭࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࡣ⾜࠾࠺ࡋࡓሙྜ
ճಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡁ᪉ࡀࠊᭀຊᅋ㛵ಀ⪅ࡑࡢࡢ♫ⓗໃຊヱᙜࡍࡿሙྜ
մࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡢ㔜」ࡼࡾࠊಖ㝤㔠㢠➼ࡢྜィ㢠ࡀⴭࡋࡃ㐣࡞ࡾࠊಖ㝤ไᗘࡢ┠ⓗࡍࡿ≧ែࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ
࠶ࡿሙྜ
յಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡁ᪉ࡀࠊୖグղࡽմࡲ࡛ࡢሙྜྠ⛬ᗘ⿕ಖ㝤⪅ࡢࡇࢀࡽࡢ᪉ᑐࡍࡿಙ㢗ࢆᦆ࡞࠸ࠊ
ࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢᏑ⥆ࢆᅔ㞴ࡍࡿ㔜࡞ࡀࡽࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓሙྜ
նಖ㝤ዎ⣙⪅⿕ಖ㝤⪅ࡢ㛫ࡢぶ᪘㛵ಀࡢ⤊࡞ࡼࡾࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡿࡇࡘ࠸࡚ྠពࡋࡓⴭࡋ࠸ኚ
᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
ͤ㸯ୖグձヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ᑐࡍࡿ㏻▱ࢆࡶࡗ࡚ࠊಖ㝤ዎ⣙ࢆゎ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࡣᮏே࡛࠶ࡿࡇࢆド
᫂ࡍࡿ㈨ᩱ➼ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ㸰ゎ⣙ࡍࡿ⠊ᅖࡣࡑࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡿ㒊ศ㝈ࡾࡲࡍࠋ

 ಖ㝤♫◚⥢ࡢྲྀᢅ࠸
ᘬཷಖ㝤♫ࡀ⤒Ⴀ◚⥢㝗ࡗࡓሙྜࡢಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࠕᦆᐖಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤᶵᵓࠖࡀ࠶ࡾࠊᙜ♫ࡶຍධࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢಖ㝤ࡣࠕᦆᐖಖ㝤ዎ⣙⪅ಖㆤᶵᵓࠖࡢ⿵ൾᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ◚⥢ࡋࡓሙྜࡢಖ㝤㔠ࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠➼ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࢣ࢞ࡢ⿵ൾ
Ẽࡢ⿵ൾ࣭ࡀࢇࡢ⿵ൾ
⿵ൾෆᐜ
ಖ㝤㔠ᨭᡶ࠸
ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
ಖ㝤㔠ᨭᡶ࠸
ゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠
⿵ൾྜ
㸣㸦ὀ㸧
㸣
㸣
㸣
㸦ὀ㸧◚⥢๓Ⓨ⏕ࡋࡓᨾ࠾ࡼࡧ◚⥢ࡽ㸱᭶ࡲ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓಖ㝤ᨾࡼࡿಖ㝤㔠ࡣ 㸣⿵ൾࡉࢀࡲࡍࠋ
ͤୖグ௨እࡢಖ㝤㔠ࠊゎ⣙㏉ࢀ࠸㔠➼ࡢ⿵ൾྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡲࡓࡣྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ᮏಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀḟࡢྲྀᢅ࠸ࢆ⾜࠺ࡇྠពࡢ࠺࠼࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠚ
ᮏಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿಶேሗࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤ᘬཷࡢᑂᰝࠊᮏಖ㝤ዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࠊᘬཷಖ㝤♫࠾ࡼࡧᘬཷ
ಖ㝤♫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㸦ᾏእ࠶ࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧ࡀࡢၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡈෆࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊୖグࡢ⏝
┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࡛ࠊᴗົጤクඛ㸦ಖ㝤௦⌮ᗑࢆྵࡴ㸧
ࠊಖ㝤௰❧ேࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊಖ㝤㔠ࡢㄳồ࣭ᨭᡶ࠸㛵ࡍࡿ㛵ಀඛࠊ୍
⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠ࠊࡢᦆᐖಖ㝤♫ࠊಖ㝤♫➼㸦࠸ࡎࢀࡶᾏእ࠶ࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊಖ་⒪➼ࡢ≉ู࡞㠀බ㛤ሗ㸦ࢭࣥࢩࢸࣈሗ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤ᴗἲ⾜つ๎㸦➨  ᮲ࡢ 㸧ࡼࡾࠊ⏝┠ⓗࡀ㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶࠸࠾࠸ࢽࢵࢭྠᦆᐖಖ㝤㸦ᰴ㸧ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦KWWSZZZDLRLQLVVD\GRZDFRMS㸧ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌

㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$

㸺ࡑࡢࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇ㸼
ڦ༴㝤ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ᴗኚ᭦ࡋࡓሙྜࡢࡈὀព
⿕ಖ㝤⪅ࡢ᪉ࡀࢸࢫࢺࣛࢲ࣮ࠊ࣮࢜ࢺࣂ➇த㑅ᡭࠊ⮬ື㌴➇த㑅ᡭࠊ⮬㌿㌴➇த㑅ᡭࠊࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࠊࣉࣟࣞࢫ࣮ࣛ➼ࡸࡑࡢࡇࢀࡽྠ⛬ᗘࡲࡓ
ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ༴㝤ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ᴗኚ᭦ࡋࡓሙྜࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⫋ᴗᚑ୰ࡢࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷ
ಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡈڦዎ⣙ෆᐜ࠾ࡼࡧᨾሗ࿌ෆᐜࡢ☜ㄆࡘ࠸࡚
ᦆᐖಖ㝤♫➼ࡢ㛫࡛ࡣࠊയᐖಖ㝤➼ࡘ࠸࡚ṇዎ⣙࠾ࡅࡿᨾᣍ⮴ࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛㜵ࡄࡶࠊಖ㝤㔠ࡢ㐺ษࡘ㎿㏿࣭☜ᐇ࡞࠾ᨭᡶ࠸ࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡓࡵࠊዎ⣙⥾⤖࠾ࡼࡧᨾⓎ⏕ࡢ㝿ࠊྠ୍⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣྠ୍ᨾࡿࡈዎ⣙ࡢ≧ἣࡸಖ㝤㔠ㄳồࡢ≧ἣࡘ࠸୍࡚⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠Ⓩ㘓
ࡉࢀࡓዎ⣙ሗ➼ࡼࡾ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ☜ㄆෆᐜࡣࠊୖグ┠ⓗ௨እࡣ⏝࠸ࡲࡏࢇࠋࡈ᫂ࡢⅬࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤලయⓗࡣࠊᦆᐖಖ㝤ࡢ✀㢮ࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ྡࠊ⿕ಖ㝤⪅ྡࠊಖ㝤㔠㢠ࠊ⿕ಖ㝤⪅ྠពࡢ᭷↓ࠊྲྀᢅᦆᐖಖ㝤♫➼ࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

↓ڦຠ࣭ྲྀᾘࡋ࣭ኻຠࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧௨ୗࡢሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣ↓ຠ࡞ࡾࡲࡍࠋ᪤ᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡣ㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡀࠊಖ㝤㔠ࢆἲྲྀᚓࡍࡿ┠ⓗࡲࡓࡣ➨୕⪅ಖ㝤㔠ࢆἲྲྀᚓࡉࡏࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙྜ
㸦㸰㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢブḭࡲࡓࡣᙉ㏕ࡼࡗ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣྲྀᾘࡋ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙ
ྜࠊ᪤ᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡣ㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸦㸱㸧௨ୗࡢሙྜࡣࠊࡇࡢಖ㝤ዎ⣙ࡣኻຠ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊ᪤ᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡣᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ᐃࡵࡿつᐃࡼࡾ㏉㑏ࡋࡲࡍࠋヲ⣽ࡣྲྀ
ᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸ㸦ὀ㸧ࡋࡓࡁ
㸦ὀ㸧യᐖṚஸಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࢣ࢞ࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜࡣࠊയᐖಖ㝤㔠㒊ศࡢಖ㝤ᩱࡣ㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ڦ㔜⏤ࡼࡿゎ㝖
ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡈዎ⣙࠾ࡼࡧ≉⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࡣࠊ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡢಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲ
ࡏࢇࠋ
㸦㸯㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࠊಖ㝤㔠ཷྲྀேࡀࠊಖ㝤㔠ࢆᨭᡶࢃࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࢣ࣭࢞ᦆᐖࡲࡓࡣᨾ➼ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓሙྜ
㸦㸰㸧ಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡀࠊᭀຊᅋ㛵ಀ⪅ࡑࡢࡢ♫ⓗໃຊヱᙜࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
㸦㸱㸧⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡀಖ㝤㔠ࡢㄳồࡘ࠸࡚ブḭࢆ⾜ࡗࡓሙྜ
㸦㸲㸧」ᩘࡢಖ㝤ዎ⣙ຍධࡍࡿࡇ࡛⿕ಖ㝤⪅ࡢಖ㝤㔠㢠➼ࡢྜィ㢠ࡀⴭࡋࡃ㐣࡞ࡿሙྜ  ࡞

⛯ڦἲୖࡢྲྀᢅ࠸㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ಖ㝤ᩱ㈇ᢸ⪅ࡀಶேࡢሙྜࠊᡶ࠸㎸ࢇࡔಖ㝤ᩱࡢ࠺ࡕࠊࡈዎ⣙ෆᐜࡼࡾᡤᐃࡢ㔠㢠ࡘ࠸࡚ࠊ⛯ἲୖࡢ⏕ಖ㝤ᩱ᥍㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤୖグࠕ⛯ἲୖࡢྲྀᢅ࠸ࠖࡣࠊᚋࡢ⛯ไᨵṇࡼࡾኚ᭦࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦㄳồᶒ➼ࡢ௦ࡘ࠸࡚
ᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠➼ࡘ࠸࡚ࠊᦆኻ࣭ᦆᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࡼࡾ⿕ಖ㝤⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡑࡢࡢമᶒ㸦ὀ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀࡑࡢᦆ
ኻ࣭ᦆᐖᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢമᶒࡣᘬཷಖ㝤♫⛣㌿ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ⛣㌿ࡍࡿࡢࡣࠊḟࡢ㢠ࢆ㝈ᗘࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᘬཷಖ㝤♫ࡀᦆኻ࣭ᦆᐖࡢ㢠ࡢ㢠ࢆಖ㝤㔠ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓሙྜ㸸⿕ಖ㝤⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓമᶒࡢ㢠
㸦㸰㸧ୖグ㸦㸯㸧௨እࡢሙྜ㸸⿕ಖ㝤⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓമᶒࡢ㢠ࡽࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋ࡚࠸࡞࠸ᦆኻ࣭ᦆᐖࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠
㸦ὀ㸧ඹྠἲ⾜Ⅽ➼ࡢሙྜ࠾ࡅࡿ㐃ᖏമົ⪅┦㛫ࡢồൾᶒࢆྵࡳࡲࡍࠋ
ͤ㸯ᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡢ๓ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ➨୕⪅ࡽᦆᐖ㈺ൾࢆཷࡅࠊࡑࡢᦆᐖ㈺ൾᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠┦ᙜࡍࡿ㢠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡣࡑࡢ㢠
ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓᦆኻࡢ㢠ᑐࡋ࡚ᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤ㸰ୖグ௨እࡢಖ㝤㔠ࡘ࠸࡚ࡶㄳồᶒ➼ࡢ௦㛵ࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
㸯ᨾࡢⓎ⏕
㸦㸯㸧ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ᪥௨ෆྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ㐃⤡ࡀ㐜ࢀࡓሙྜࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀ
⿕ࡗࡓᦆᐖࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᨾࡢࡈ㐃⤡ࡢ㝿࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸱㸧㈺ൾ㈐௵࣭ἲᚊ┦ㄯ㈝⏝࣭ᘚㆤኈ㈝⏝➼ࢆ⿵ൾࡍࡿ≉⣙ࢆࡈዎ⣙ࡢሙྜࠊ㈺ൾᨾ࣭⿕ᐖᨾ㛵ࢃࡿ♧ㄯ΅࣭ᘚㆤኈࡢἲᚊ┦ㄯ࣭ᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồᶒࡢጤ௵➼ࡣࠊᚲࡎᘬཷಖ㝤♫ࡈ┦ㄯࡢ࠺࠼ࠊ࠾ࡍࡍࡵࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺♧ㄯ΅ࢧ࣮ࣅࢫ㸼
᪥ᮏᅜෆ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤⿵ൾ≉⣙㸦㈺ൾᨾゎỴ⏝㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡿ㈺ൾᨾࡘ࠸࡚⿕ಖ㝤⪅ࡢ࠾⏦ฟࡀ࠶ࡾࠊࡘ⿕ಖ㝤
⪅ࡢྠពࡀᚓࡽࢀࢀࡤࠊᘬཷಖ㝤♫ࡣཎ๎ࡋ࡚⿕ಖ㝤⪅ࡢࡓࡵ♧ㄯ΅ࢆ࠾ᘬཷࡅࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᅜෆ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓಶே㈺ൾ㈐
௵༴㝤⿵ൾ≉⣙㸦㈺ൾᨾゎỴ⏝㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡿ㈺ൾᨾ࡛ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿሙྜࠊ⿕ᐖ⪅ࡀಖ㝤㔠┦ᙜࡢᦆᐖ㈺ൾ㢠ࢆᘬཷಖ㝤♫┤᥋
ㄳồࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸺♧ㄯ΅ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ㸼
࣭㸯ᅇࡢᨾࡘࡁࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿἲᚊୖࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ㢠ࡀಶே㈺ൾ㈐௵༴㝤⿵ൾ≉⣙㸦㈺ൾᨾゎỴ⏝㸧࡛ᐃࡵࡿಖ㝤㔠㢠ࢆ᫂ࡽ
㉸࠼ࡿሙྜ
࣭┦ᡭࡢ᪉ࡀᘬཷಖ㝤♫ࡢ΅ྠពࡋ࡞࠸ሙྜ
࣭┦ᡭࡢ᪉ࡢ΅㝿ࡋࠊṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃ⿕ಖ㝤⪅ࡀᘬཷಖ㝤♫ࡢ༠ຊࢆᣄࢇࡔሙྜ
࣭⿕ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ㛵ࡍࡿッゴࡀ᪥ᮏᅜእࡢุᡤᥦ㉳ࡉࢀࡓሙྜ
㸦㸲㸧⿕ಖ㝤⪅ࡀᐇ㝿⿕ࡗࡓᦆᐖ࡞ࢆ⿵ൾࡍࡿ≉⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜࠊⓎ⏕ࡋࡓᦆᐖᑐࡋ࡚᪤ᨭᡶࢃࢀࡓ
ಖ㝤㔠ࡢ᭷↓ࡼࡗ࡚ࠊᘬཷಖ㝤♫ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠ࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ᘬཷಖ㝤♫ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠㸼㸦ὀ㸯㸧
ձࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊᨭᡶ㈐௵㢠㸦ὀ㸰㸧ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ղࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᨭᡶ㈐௵㢠㸦ὀ㸰㸧ࢆ㝈ᗘࠊᐇ㝿ࡢᦆᐖࡢ㢠ࡽࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡽᨭᡶࢃࢀࡓಖ
㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢྜィ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸯㸧࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠ࡣ㺂⿵ൾࡢෆᐜࡸࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡢಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣࠊୖグ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧ࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᨭᡶ࠺ࡁಖ㝤㔠ࡲࡓࡣඹ῭㔠ࡢ㢠ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸰ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶㄳồᚲせ࡞ࡿ᭩㢮➼
⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡣࠊ㸺ู⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼ࡢ࠺ࡕᘬཷಖ㝤♫ࡀồࡵࡿ᭩㢮ࢆᥦฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᚲせᛂࡌ࡚㸺ู
⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼௨እࡢ᭩㢮ࡢࡈᥦฟࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱ಖ㝤㔠ࡢ࠾ᨭᡶᮇ
ᘬཷಖ㝤♫ࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡼࡾಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࡢᥦฟࢆཷࡅࡓᚋࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨ෆࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡓࡵᚲせ
࡞ࡿ㡯ࡢ☜ㄆࢆ⤊࠼࡚ࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ≉ู࡞↷ࡲࡓࡣㄪᰝࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊᘬཷಖ㝤♫ࡣᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙ᐃࡵࡿ
ᮇ᪥ࡲ࡛ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋヲ⣽ࡣྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾ၥྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

᧰ 㸲ಖ㝤㔠ࡢ௦⌮ㄳồ
⿕ಖ㝤⪅ಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ḟࡢࡼ࠺࡞ࡀ࠶ࡿሙྜࠊୗグ࠙⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ே࡞ࡾ࠺ࡿ᪉ࠚࡀ⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ேࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿไᗘ㸦ࠕ௦⌮ㄳồไᗘࠖ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦⿕ಖ㝤⪅ἲᐃ௦⌮ேࡀ࠸ࡿሙྜࡸ➨୕⪅ಖ㝤㔠ࡢㄳồࢆጤ௵ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡇ













㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$
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ࡢไᗘࡣ⏝࡛ࡁࡲࡏࢇ㸧ࠋ
ەಖ㝤㔠➼ࡢㄳồࢆ⾜࠺ពᛮ⾲♧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿᘬཷಖ㝤♫ࡀㄆࡵࡓሙྜ
ەᘬཷಖ㝤♫ࡀㄆࡵࡿയྡ➼ࡢ࿌▱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡞
࠙⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ே࡞ࡾ࠺ࡿ᪉ࠚ
ձ⿕ಖ㝤⪅ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆඹࡍࡿ㓄അ⪅㸦ὀ㸧
ղୖグձࡢ᪉ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࡸࠊୖグձࡢ᪉ࡀಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆඹࡍࡿ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘
ճୖグձ࠾ࡼࡧղࡢ᪉ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࡸࠊୖグձ࠾ࡼࡧղࡢ᪉ಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊୖグձ௨እࡢ㓄അ⪅㸦ὀ㸧ࡲࡓࡣୖグ
ղ௨እࡢ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘
㸦ὀ㸧ἲᚊୖࡢ㓄അ⪅㝈ࡾࡲࡍࠋ

୍ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀಖ㝤㔠ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜഛ࠼࡚ࠊୖグヱᙜࡍࡿ᪉ࠎࡈዎ⣙ࡢᏑᅾࡸ௦⌮ㄳồไᗘࡢᴫせ➼ࢆ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ⿕ಖ㝤⪅ࡢ௦⌮ேࡽࡢಖ㝤㔠ࡢㄳồᑐࡋ࡚ᘬཷಖ㝤♫ࡀಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓᚋࠊ㔜」ࡋ࡚ಖ㝤㔠ࡢㄳồࢆཷࡅࡓࡋ࡚ࡶࠊᘬཷಖ㝤
♫ࡣಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸳ಖ㝤㔠ㄳồᶒࡢຠ
ಖ㝤㔠ㄳồᶒࡘ࠸࡚ࡣຠ㸦㸱ᖺ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋಖ㝤㔠ㄳồᶒࡀⓎ⏕ࡍࡿᮇ➼ࠊヲ⣽ࡣࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧
ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ู⾲ࠕಖ㝤㔠ㄳồ᭩㢮ࠖ㸼
㸦㸯㸧 ಖ㝤㔠ㄳồ᭩㸦ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿྠពࢆྵࡳࡲࡍ㸧
ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿയᐖ㸦࣭ᦆᐖ࡞㸧≧ἣሗ࿌᭩
㸦㸰㸧

ͤᨾ᪥ࠊⓎ⏕ሙᡤࠊཎᅉ➼ࢆ⏦࿌ࡍࡿ᭩㢮ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᨾ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡇࡢሗ࿌᭩ࡢࠊ  㹼  ᥖࡆࡿ᭩㢮ࡶᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍᇭ

㻌

㸦㸱㸧 ⿕ಖ㝤⪅࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ᭩㢮

᭩㢮ࡢ ࣭ᐙ᪘㛵ಀࡢド᫂᭩㢮㸦ఫẸ⚊ࠊᡞ⡠ㅞᮏ㸧
࡞
㸦㸲㸧 ಖ㝤㔠ࡢㄳồᶒࢆࡶࡘࡇࡢ☜ㄆ᭩㢮
࣭༳㚷ド᫂᭩ࠊ㈨᱁ド᫂᭩  ࣭ᡞ⡠ㅞᮏ  ࣭ጤ௵≧  ࣭ᮍᡂᖺ⪅⏝ᛕ᭩

᭩㢮ࡢ
࠙㉁ᶒࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠚ
࣭㉁ᶒ⪅ࡢᨭᡶ☜ㄆ᭩  ࣭ಖ㝤㔠┤᥋ᨭᡶᣦᅗ᭩  ࣭മົ㢠⌧ᅾ㧗㏻▱᭩
࡞
㸦㸳㸧 ࢣ࢞㛵ࡍࡿಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜᚲせ࡞ࡿ᭩㢮

ձ ಖ㝤ᨾࡢⓎ⏕ࢆ♧ࡍ᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭බⓗᶵ㛵ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩㸦ᨾド᫂᭩࡞㸧  ࣭Ṛஸデ᩿᭩ࡲࡓࡣṚయ᳨᭩
࡞

ղ ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠ࡢ⟬ฟᚲせ࡞᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿデ᩿᭩  ࣭㡿᭩  ࣭ᚋ㑇㞀ᐖデ᩿᭩  ࣭ࣞࣥࢺࢤࣥ➼ࡢ᳨ᰝ㈨ᩱ
࡞

ճ ࡑࡢࡢ᭩㢮

࣭㐠㌿㈨᱁ࢆドࡍࡿ᭩㢮㸦චチド࡞㸧
᭩㢮ࡢ

࣭ㄪᰝྠព᭩㸦ᘬཷಖ㝤♫ࡀࢣ࢞ࡢ≧ἣࡸ⛬ᗘ࡞ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ྠព᭩㸧
࡞
㸦㸴㸧 㛵ࡍࡿಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜᚲせ࡞ࡿ᭩㢮

ձ ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠ࡢ⟬ฟᚲせ࡞᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿデ᩿᭩ࡲࡓࡣ㡿᭩  ࣭ඛ㐍་⒪㈝⏝ࡢᨭฟࢆドࡍࡿ᭩㢮
࡞

ղ ࡑࡢࡢ᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭ㄪᰝྠព᭩㸦ᘬཷಖ㝤♫ࡀࡢ≧ἣࡸ⛬ᗘ࡞ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ྠព᭩㸧
࡞
㸦㸵㸧 ᡤᚓ㛵ࡍࡿಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜᚲせ࡞ࡿ᭩㢮

ձ ಖ㝤ᨾࡢⓎ⏕ࢆ♧ࡍ᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭බⓗᶵ㛵ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩㸦ᨾド᫂᭩࡞㸧
࡞

ղ ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠ࡢ⟬ฟᚲせ࡞᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿデ᩿᭩ ࣭ᡤᚓ☜ㄆ᭩㢮㸦※Ἠᚩ⚊ࠊ☜ᐃ⏦࿌᭩ࠊỴ⟬᭩࡞㸧
࡞

ճ ࡑࡢࡢ᭩㢮


᭩㢮ࡢ ࣭ㄪᰝྠព᭩㸦ᨾࡲࡓࡣࢣ࣭࢞Ẽ࡞ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ྠព᭩㸧
࡞
㸦㸶㸧 ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㛵ࡍࡿಖ㝤㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜᚲせ࡞ࡿ᭩㢮

ձ ಖ㝤ᨾࡢⓎ⏕ࢆ♧ࡍ᭩㢮

࣭බⓗᶵ㛵ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩㸦⨯⅏ド᫂᭩࣭ᨾド᫂᭩㸧ࡲࡓࡣࡇࢀ௦ࢃࡿࡁ᭩㢮㸦⿕ᐖᒆฟཷ⌮␒ྕࢆグධࡋࡓ᭩㢮㸧

᭩㢮ࡢ ࣭㈤㈚ዎ⣙᭩ࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮つ⣙ࠊᒃఫ⪅ྡ⡙  ࣭㡸ࡾఏ⚊࡞ཷク≀࡛࠶ࡿࡇࡢ☜ㄆ㈨ᩱ
࣭ᨾཎᅉࠊⓎ⏕ሙᡤࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢぢゎ᭩ࠊ┿  
࡞

ղ ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠ࡢ⟬ฟᚲせ࡞᭩㢮

࣭ಟ⌮ぢ✚᭩ࠊㄳồ᫂⣽᭩ࠊ㡿᭩  ࣭ᦆᐖ㈺ൾෆᐜ⏦࿌᭩  ࣭♧ㄯ᭩ࡲࡓࡣࡇࢀ௦ࢃࡿࡁ᭩㢮
࣭ఇᴗᦆᐖ☜ㄆ㈨ᩱ㸦ఇᴗᦆᐖド᫂᭩ࠊ※Ἠᚩ⚊ࠊᡤᚓド᫂᭩ࠊ☜ᐃ⏦࿌᭩㸧
࣭㏻㈝ࠊㅖ㈝⏝ࡢ᫂⣽᭩  ࣭㉎ධࡢ㡿᭩ࠊಖド᭩ࠊᵝ᭩  ࣭ᅗ㠃㸦㓄⨨ᅗࠊᘓ≀ᅗ㠃㸧

᭩㢮ࡢ
࣭ᘬཷಖ㝤♫ࡢᐃࡵࡿデ᩿᭩ࠊデ⒪ሗ㓘᫂⣽᭩ࠊᚋ㑇㞀ᐖデ᩿᭩ࠊ⾡ド᫂᭩ව⾡㈝᫂⣽᭩
࣭ࣞࣥࢺࢤࣥ࡞ࡢ᳨ᰝ㈨ᩱ  ࣭Ṛஸデ᩿᭩ࡲࡓࡣṚయ᳨᭩  ࣭ⴿ㈝᫂⣽᭩ࠊ㡿᭩
࣭ࡑࡢࡢ㈝⏝ࡢᨭฟࢆ♧ࡍ᭩㢮  ࣭ཷ㡿ࡋ࡚࠸ࡿᖺ㔠㢠ࡢ☜ㄆ㈨ᩱ  ࣭ປ⅏ࡽࡢᨭ⤥㢠ࡢ☜ㄆ㈨ᩱ
࡞

ճ ࡑࡢࡢ᭩㢮

࣭ᶒ⛣㌿᭩  ࣭ඛྲྀ≉ᶒ㛵ࢃࡿ᭩㢮㸦⿕ᐖ⪅ࡢ㈺ൾ㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮ࠊ⿕ᐖ⪅ᢎㅙࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮㸧
᭩㢮ࡢ

࣭ㄪᰝྠព᭩㸦ᘬཷಖ㝤♫ࡀᨾࡲࡓࡣ⿕ᐖࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ྠព᭩㸧
࡞
㻌㻌

䠘䛤ຍධ䛔䛯䛰䛟ෆᐜ䛻㛵䛩䜛☜ㄆ㡯䠄䛤ពྥ䛾☜ㄆ䠅䠚㻌
ࡇࡢಖ㝤ၟရ࠾ࡼࡧࡈዎ⣙ࣉࣛࣥࡣࠊᘬཷಖ㝤♫࡛ᢕᥱࡋࡓ࠾ᐈࡉࡲሗ࠾ࡼࡧࡈពྥᇶ࡙ࡁᥦࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋຍධ⏦㎸⚊ࡈグධࡢ
ෆᐜࡀࠊ᭱⤊ⓗ࠾ᐈࡉࡲࡢࡈពྥἢࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡿᗘࡈ☜ㄆࠊࡈゎࡢ࠺࠼ࡈຍධࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᡶ࠸㎸ࡴಖ㝤ᩱࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ಖ㝤
ᩱ⟬ฟ㛵ࢃࡿ㡯࡞ࡘ࠸࡚ࡶࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊಟṇࡍࡁⅬࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊຍධෆᐜࢆゞṇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡈ᫂࡞Ⅼ࡞
ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ەᅇ࠾⏦㎸ࡳࡢࡈዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡈ☜ㄆࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸯㸬⿕ಖ㝤⪅㛵ࡍࡿࠕẶྡࠖࠕ⏕ᖺ᭶᪥ࠖࠕᖺ௧ࠖࠕᛶูࠖࠊᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡍࡿሙྜࡢࠕ⫋ᴗ࣭⫋ົࠖࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡚ṇࡋ࠸ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ࠕࡢಖ㝤ዎ⣙➼ࠖࠕಖ㝤㔠ㄳồṔࠖࡘ࠸࡚ࠊṇࡋ࠸ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱㸬ୗグ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢࡈពྥ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ⿵ൾෆᐜ㸦࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡞㸧
ղಖ㝤㔠㢠㸦ࡈዎ⣙㔠㢠㸧㸦ᆺࡸࣃࢱ࣮ࣥ࡞㸧
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㻌

㸦 ᖺ  ᭶ᢎㄆ㸧$

ճ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ㸦ࡈᮏேࡢࡳࡢ⿵ൾࠊࡈᐙ᪘ࢆྵࡵ࡚ࡢ⿵ൾ࡞㸧
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࠊಖ㝤ᩱ㛵ࡍࡿ㡯࠾ࡼࡧዎ⣙⪅㓄ᙜ㔠ไᗘࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡣࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࡢタᐃ࡛࠶ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬ᡤᚓ⿵ൾ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡍࡿሙྜࡢᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠㢠ࡣࠊᖹᆒᡤᚓ㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤᡤᚓ⿵ൾಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠕዎ⣙ᴫせࡢࡈㄝ᫂ࠖ㸰ᇶᮏ࡞ࡿ⿵ൾࠊಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃ➼㸦㸳㸧ಖ㝤㔠㢠ࡢタᐃࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ㻌

㸳㸬⿵ൾࡀ㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉⣙ࢆࢭࢵࢺࡋࡓࡢࡈዎ⣙ࡢ᭷↓ࢆࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡁࠊ≉⣙ࡢࢭࢵࢺせྰࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ەᅾࡈຍධࡢࡈዎ⣙㸦‶ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡈዎ⣙㸧ࡈ᫂࡞Ⅼࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊྲྀᢅ௦⌮ᗑࡲࡓࡣᘬཷಖ㝤♫ࡲ࡛࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ㻌
㻌

ಖ㝤ၟရ࣭ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿ࠾ၥྜࢃࡏࡘ࠸࡚







࠙ྲྀᢅ௦⌮ᗑࠚ

ᰴᘧ♫㹈㸿㹊㹓㹖ಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫ

࠙㟁ヰ␒ྕࠚ

㸮㸯㸰㸮㸰㸳㸶㸲㸮㸮 

䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

ಖ㝤♫➼ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯ࣭ⱞ❆ཱྀࡘ࠸࡚


࠾ၥྜࢃࡏࠊࡈ┦ㄯ࣭ⱞࡀ࠶ࡿሙྜࡣ

ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ
㐜䛺䛟䛤ዎ⣙䛾ྲྀᢅ௦⌮ᗑ䜎䛯䛿ୗグ䛻䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹

䠄↓ᩱ䠅㻌

ẝỮẲỮᾁᾃӖ˄ἍὅἑὊ㻌

䠄↓ᩱ䠅

䛆ཷ㛫䛇㻌 ᖹ᪥㻌 䠖䡚䠖
䠄ᅵ䞉᪥䞉⚃᪥䛚䜘䜃ᖺᮎᖺጞ䛿ఇᴗ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䠅㻌
䈜䛤ຍධ䛾ᅋయྡ䠄බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⯟✵ᶵ᧯⦪ኈ༠䠅䜢䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛂ຍධ⪅ド䛃➼䜢䛚ᣢ䛱䛾ሙྜ䚸䛚ᡭඖ䛻䛤⏝ព䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䈜୍㒊䛾䛤⏝௳䛿Ⴀᴗᗑ➼䛛䜙䛾䛤ᑐᛂ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䈜ཷ㛫䠷㻞㻠 㛫 㻟㻢㻡 ᪥䠹㻌
䈜䠥䠬㟁ヰ䛛䜙䛿 㻜㻞㻣㻢㻙㻥㻜㻙㻤㻤㻡㻞䠄᭷ᩱ䠅䛻䛚䛛䛡䛟䛰䛥䛔䚹
䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

㻌



㻌



ᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵ࡘ࠸࡚


ᘬཷಖ㝤♫ࡢ㛫࡛ၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠䛾䛚ᐈ䛥䜎ᑐᛂ❆ཱྀ䛷䚸ᦆᐖಖ㝤䛻㛵䛩䜛୍⯡ⓗ䛺䛤┦ㄯ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ಖ㝤ᴗἲ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᐃ⣮தゎỴᶵ㛵䛸䛧䛶䚸ᦆᐖಖ㝤♫䛾ᴗົ䛻㛵㐃䛩䜛ⱞ䛾ཷ䜔⣮தゎỴ䛾ᨭ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

ẸỮỘᾐᾓᾡἍὅἑὊίܹ̬ᨖႻᛩὉኣʗᚐൿἇἯὊἚἍὅἑὊὸᴾ

>

䝘䝡㻌 㻌 㻌
䝎䜲䝲䝹

@

䠄ᅜඹ㏻䞉㏻ヰᩱ᭷ᩱ䠅
ͤཷ㛫䠷ᖹ᪥ 䡚䠄ᅵ䞉᪥䞉⚃᪥䛚䜘䜃ᖺᮎᖺጞ䜢㝖䛝䜎䛩䠅䠹
ͤᦠᖏ㟁ヰ䛛䜙䜒⏝䛷䛝䜎䛩䚹㻌
ͤ䠥䠬㟁ヰ䛛䜙䛿  䛻䛚䛛䛡䛟䛰䛥䛔䚹



䈜䛚䛛䛡㛫㐪䛔䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹
䈜ヲ⣽䛿䚸୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᦆᐖಖ㝤༠䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹㻌
KWWSZZZVRQSRRUMSHIIRUWVDGU



㻌

㻌
䠘ᘬཷಖ㝤♫䠚㻌

㻌
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