は

じ

め

に

学校運営協議会が制度化されたのは平成 16（2004）年である。その制度化に先がけて、平成 14
（2002）年度から、文部科学省は全国 7 地域 9 校を「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実
践研究」校として指定し、学校の裁量権の拡大や「地域教育協議会」などの設置による地域連携の
あり方など新たな学校改善の方向性を探ろうとしたところである。
その実践研究の結果を踏まえて、平成 16 年に、足立区立五反野小学校を皮切りにコミュニ
ティ・スクール指定校が誕生し、以後、年ごとにその数が増えてきている。その役割は、地域関係
者や保護者など、いわば利害関係者の意向を学校運営に反映させることに集約できるが、学校運営
協議会活動と連動しながら地域・保護者等による学校支援活動の推進へと広がりをみせるように
なった。この間、文部科学省は、放課後子ども教室や学校支援地域本部などの地域連携事業を推進
してきた。その結果、地域連携を重視する学校改善が進み、学校運営協議会とそれら連携事業が相
まって一定の成果を示すようになったが、コミュニティ・スクール固有の成果は明らかにされたと
は言えなかった。また、コミュニティ・スクールの成果に関しては、これまで『事例集』や研究協
議会などの場で地域の活性化や学校理解の高まり、あるいは教職員の意識改革や学校の特色づくり
の進展などが指摘されてきた。しかし、コミュニティ・スクールのどのような機能が成果につなが
るのかが十分解明されてこなかった。
筆者らは、平成 19（2007）年に、その時点の指定校全校の校長に対して悉皆調査を実施し、その
実態と校長の意識を明らかにしようと試みたところであるが、コミュニティ・スクールの制度化間
もなかったために、その成果を十分検証するには至らなかった。
そこで、今回文部科学省の委託調査研究を受託し、コミュニティ・スクール固有の成果とそのプ
ロセス及び課題の解明に迫り、さらに教育委員会のコミュニティ・スクール制度に対する評価を探
ることとした。今回の調査では、平成 19 年時点では取り上げていない学校運営協議会委員も調査
対象にして、地域や保護者、学識経験者などの委員の意識を明らかにすることにした。併せて、未
指定校校長に対しても意識調査を行い、指定の阻害要因を探るとともに、指定校との特性比較を試
みた。そして、これら調査を補完するために、国内実地調査及び海外実地調査を実施した。国内実
地調査では、コミュニティ・スクールの成果と課題を具体的に分析し、海外実地調査ではアメリカ
とイギリスの類似制度の成果と課題を探りながらわが国に示唆する点を得ようとしたのである。
調査研究メンバーの多くは、これまでコミュニティ・スクールの実践に関わった者であり、ある
いは平成 19 年調査のメンバーだった者でもある。筆者自身も、五反野小学校運営指導委員会副委
員長として学校理事会（学校運営協議会）創設のための準備に関わり、以後、いくつかの学校でコ
ミュニティ・スクール指定に至るまでの支援に努めた。
最後に、調査の実施に際して、多忙な中にもかかわらずご協力くださった学校関係者や教育委員
会関係者には心より謝意を表したい。中でも、文部科学省初等中等教育局の下間康行参事官、松浦
晃幸企画官、廣野参事官補佐、奥田米穂係長、佐藤圭一係長には研究会等で有益かつ適切な助言を
いただいた。また、本研究メンバー並びに研究協力者、さらに本学部研究事務課の小田昌子氏から
は、労を惜しまない力添えがあった。この場をお借りして感謝申し上げたい。これら関係者の協力
に応える意味でも、今回の調査結果が学校改善に十分生かされることを切に願うものである。
平成 24（2012）年 2 月 28 日
日本大学文理学部教授

佐藤 晴雄
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調査研究の目的
本調査研究では、以下の点を 4 つの調査によって明らかにすることを目的とした。
①コミュニティ・スクール制度の成果と課題およびこれらに及ぼす影響
②未指定校の指定阻害要因など
③指定教育委員会のコミュニティ・スクールに対するサポート体制と評価
④未指定教育委員会の関連施策の取組の実態とコミュニティ・スクールに対する評価
⑤イギリス国及びアメリカ合衆国の関連施策の実態と特徴
そのため、先行調査・研究の成果を整理し、これらを踏まえた上で、①地域住民による学校運営
参画による学校改善（学力向上など内部改善）
、②地域資源を活かした学校支援による学校改善、
③学校の力を活かした地域づくりの促進という三つの視点からコミュニティ・スクールの成果と課
題を明らかにするため、以下の 4 つの調査研究を同時並行的に行った。その場合、ここでは、コ
ミュニティ・スクールの実態と共に、成果の検証と課題の究明に迫ることとした。併せて、未指定
校及び未指定教育委員会には、コミュニティ・スクール導入の阻害要因等を明らかにするための調
査を試みた。
【 1 ．指定校及び未指定校に対するアンケート調査】
（国内学校アンケート調査）
今回は、研究代表者が文教協会の研究助成を受けて平成 19（2007）年度に実施したコミュニティ・
スクール指定校の校長に対する悉皆によるアンケート調査の継続として、平成 23（2011）年現在の
指定校全校を対象に調査を実施し、その後の成果及び課題の変化についても時系列的に探ってみ
た。また、前回調査では対象としなかった学校運営協議会委員及び未指定校校長に対しても同様の
調査を実施した（各 1 名対象）。
調査項目は、①学校環境、②導入の経緯・背景、③運用実態と特色、④期待と成果、⑤課題と要
望などに関することを取り上げた。この調査によって、コミュニティ・スクールとしての指定年数
が成果と課題などに及ぼす影響を明らかにし、また学校環境や運用実態の違いと成果・課題のとら
え方との関係性を探ることとした。一方、未指定校を指定校数とほぼ同数抽出し、その指定阻害要
因を明らかにすることを試みた。
【 2 ．市町村及び都道府県教育委員会に対するアンケート調査】（国内教育委員会調査）
指定校所管の有無を問わず全ての教育委員会に対してアンケート調査を実施した。（1）指定校所
管教育委員会調査では、①指定の経緯、②学校に対するサポート体制、③学校に対する評価、④教
育委員会としての課題などを明らかにしようと試みた。（2）同時に、未指定教育委員会に対して
は、①指定の可能性（類似制度の有無等を含む）
、②コミュニティ・スクールに対する評価と課題
意識、③阻害要因（指定可能性がない場合）などを明らかにする。
【 3 ．指定校および教育委員会職員に対する実地調査】
（国内実地調査）
上記の二つの調査を補うために、コミュニティ・スクール指定校及び所管教育委員会のうち、20
カ所程度を選定し、ヒアリング及び実地調査などの質的調査を行った。対象選定に当たっては、上
記【 1 】の量的調査結果から、成果ないしは課題が注目される点を踏まえる。また、文科省のコ
ミュニティ・スクールに関する委嘱研究を受けながら指定に至らなかった学校ないし教育委員会へ
の訪問調査を行い、その指定阻害要因を探ることとした。
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【 4 ．海外実態調査】
上記の国内調査と併せて、コミュニティ・スクール発祥国であるアメリカ合衆国及び学校理事会
制度が定着しているイギリス国の 2 カ国を対象に実態調査を実施した。調査は、わが国のコミュニ
ティ・スクール制度にとって参考になり得る学校を選定し、委員が訪問調査によって、わが国の制
度との相違並びに成果と課題などを明らかにし、わが国における今後の制度運用上の参考となる知
見を得るとともに、両国の知恵を紹介することにした（最初の指定校である五反野小学校がモデル
としたこと知られる）。
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調査の実施概要
1 ．国内学校アンケート調査
（1）指定校校長調査
調査対象：全国のコミュニティ・スクール指定校
小学校

555 校

中学校

207 校

813 校（人）

その他（幼稚園・特別支援学校・高等学校・中等教育学校） 51 校
調査時期：平成 23 年 10 月〜11 月
調査方法：郵送法（校長宛の郵送による発送と回収）
回 収 数：675 校（回収率 83.0％）
（2）学校運営協議会委員調査
調査対象：全国のコミュニティ・スクール指定校
小学校

555 校

中学校

207 校

813 校（人）

その他（幼稚園・特別支援学校・高等学校・中等教育学校） 51 校
調査時期：平成 23 年 10 月〜11 月
調査方法：郵送法（校長宛の郵送による発送。校長から委員に調査票の手渡しで依頼し、回収
は回答者による郵送）
回収数（回収率）
：562 校（69.1％）
（3）未指定校校長調査
調査対象：全国のコミュニティ・スクール未指定校
小学校

757 校

中学校

381 校

その他

14 校

1,152 校（人）

調査時期：平成 23 年 10 月〜11 月
調査方法：郵送法（校長宛の郵送による発送と回収）
回収数（回収率）
： 807 校（70.1％）
※調査対象校の抽出は、以下の手順によった。
・ 指定校（813 校）とほぼ同数の校数（都道府県のバランス及び回収率を考慮した結果、900 校）
とした。
・都道府県別の公立小中学校設置数の比率に基づいて、両校種毎に抽出校数を決定した。
・［設置校数／抽出校数］によって、下記資料の記載順に抽出間隔を決めて抽出した。
※資料 全国学校データ研究所編『全国学校総覧 2011 年版』原書房、2010 年
・その際、必ずしも記載順位一番目の学校が抽出されるないよう、都道府県によって最初の抽
出校の一番目の順位を変えた。
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・指定校の存在しない都道府県等の学校も抽出したが、これは指定の阻害要因を探るためであ
る。
・以上のほかに、文部科学省委託調査研究事業指定校のうちコミュニティ・スクールの指定に
いたらなかった学校 152 校を加えた。
・
「その他」校種は、前記ⅴ）により対象とされた小中学校以外からの回答校のことである。

2 ．国内教育委員会アンケート調査
調査対象： 1,789 教委（都道府県・指定都市を含む全教育委員会）
調査時期：平成 23 年 10 月〜11 月
調査方法：郵送法（教育長宛の郵送による発送と回収）
回収数（回収率）
：1,126 教委（62.9％）
都道府県・指定市

56 教委
1,070 教委

市区町村
【内訳】

市 526 教委（特別区を含む）
町 449 教委
村 90 教委
無回答 5 教委

調査対象別回収数一覧
その他

学校調査

全体

小学校

中学校

指定校校長
（回収率）

675校
（83.0％）

456校
（82.1％）

180校
（87.0％）

39校
（76.5％）

学校運営協議会委員
（回収率）

562校
（69.1％）

379校
（68.2％）

153校
（73.9％）

30校
（58.8％）

未指定校校長
（回収率）

807校
（70.1％）

541校
（71.5％）

260校
（68.2％）

6校
（42.9％）

教育委員会調査

全体

都道府県

市

（指定都市を含む）（特別区を含む）

1,126教委
56教委
回収数
（62.9％） （84.8％）
（回収率）
［指定校所管教委の内数］ ［106教委］ ［ 4 教委］
※
※は、都道府県立学校及び指定都市立学校の指定校所管教委
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526教委
（66.4％）
［62教委］

（幼・特・高）

町
449教委
（60.0％）
［34教委］

村

無回答

90教委
5 教委
（48.9％）
［ 5 教委］ ［ 1 教委］

3 ．国内実地調査（訪問調査）
調査対象： 23 校
調査時期：平成 23 年 10 月〜24 年 2 月（一部 3 月）
調査方法：インタビュー調査等及び資料収集

4 ．海外実態調査（訪問調査）
（1）イギリス調査
調査対象：イギリス教育省、ロンドンの教育研究所・学校のほか、学校理事等
調査期間：10 月 16 日〜10 月 21 日
調査内容：ⅰ）イギリスの学校理事会制度の現状と課題、ⅱ）学校理事活動の実際と成果（理
事としての考えと所感など）、ⅲ）学校理事会の役割（教職員の立場から）
、ⅳ）現
在のイギリス教育改革の動向、ⅴ）その他
調査方法

: 以下に訪問し、主としてインタビュー調査を実施した。

・NFER（National Foundation for Educational Research）
Sigrid Boyd 氏ほかインタビュー（途中から最近の学校理事会の動向に詳しい Tamaris Tami
氏と McCrone 氏が参加、INCA の方から日本の教育事情についてのインタビューを受け
る）、資料収集
・CfBT（Centre for British Teachers） Karen Whitby 氏ほかインタビュー、資料収集
・The National Governorsʼ Association クレア理事長にインタビュー（研究会形式）
・The Schools Network（ 旧：The Specialist Schools and Academies Trust（SSAT））訪問、
Director Chris Montacute 氏から資料提供
・West London Free School 訪問（Headmaster の Thomas Packer 氏ほかにインタビュー、研
究会形式）
・DFE（Department for Education、イギリス教育省）学校運営組織の担当官 David McVean
氏ほかにインタビュー（研究会形式、遠隔形式のインタビューも実施）
（2）アメリカ調査
調査対象者 （a） William Rice Jr.（Senior Advisor）,Office of Local school Council
（b）Elaine Siegel（Attorney at Law）Elaine K.B. Siege & Assoc., P.C.
（c） Eben Credit（Local School Council Member at Julian High School）
（d）Michael E. Brunson（Recording Secretary）Chicago Teachers Union
調査期間：10 月 16 日〜10 月 21 日
調査内容：ⅰ）シカゴの地域学校委員会の実態と成果
ⅱ）地域学校委員会の具体的な活動
ⅲ）地域学校委員会と学力問題
ⅳ）その他
調査方法：主としてインタビュー調査を実施した。
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研究の視点
言うまでもなく、ここで取り上げるコミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置する学
校のことだが、その成果検証は難しい。なぜなら、コミュニティ・スクールとしての総合的な成果
と学校運営協議会の活動による成果とを峻別しにくいからである。さらに、学校支援地域本部事業
などの導入によって、その成果がますます見えにくくなってきている。
そこで、以下のようにコミュニティ・スクールをとらえてみた。

ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢྲྀ⤌

」ྜⓗຠᯝ
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟

Ꮫᰯᨭᆅᇦᮏ㒊
ᴗ࡞

上のベン図のうち、「学校運営協議会」の成果とは、会議での意見交換や情報共有によって得ら
れる成果のことで、いわばコミュニティ・スクールの直接的な成果に位置付く。たとえば、会議で
委員からの情報提供によって生徒指導上の課題解決が図られること、特色ある学校づくりが取り組
まれること、適切な教員人事がなされたことなどの場合がある。
図中の「コミュニティ・スクールの取組」とは、学校運営協議会が置かれ、そのことによって間
接的に得られる成果のことである。この成果に関しては、地域が活性化することや家庭教育が向上
すること、教職員の意識改革が進むことなどが該当しよう。例えば、コミュニティ・スクールに指
定されたことによって、教職員や地域住民、保護者などが学校の進む方向性を理解し、自らも当事
者意識を感じるようになり、学校・家庭・地域の連携が進展していくような成果が指摘されてい
る。
「複合的効果」とは、学校支援地域本部事業などの学校支援活動やその他地域連携活動と、コ
ミュニティ・スクールの取組が重複しながら相互に作用することによって得られる相乗効果であ
る。学校運営協議会の実働組織として学校支援地域本部が多様な活動を展開することによって得ら
れる成果で、例えば、児童生徒の学習意欲が高まったこと、保護者等による学校支援活動が活発に
なったことなどが当てはまる。
以上のように、コミュニティ・スクールの成果を明らかにしようとするときには、単に学校運営
協議会の協議機能の発揮による成果のみに注目するのではなく、その協議会を核にした学校・家
庭・地域のつながりによって創出され、あるいは深化する教育活動等や地域活動にも目を向ける必
要がある。実際に、指定校の約 8 割が学校運営協議会と学校支援地域本部とを何らかに形で関連
付けているのである。
そこで、本調査研究おいては、次のような視点から分析と考察を試みることにした。
（1）学校運営協議会の機能を以下の 4 機能に見出し、これらが前述のベン図中の「学校運営協議
会」、
「コミュニティ・スクールの取組」、
「複合的効果」につながるものととらえた
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そこで、調査のうち学校アンケート調査では、以下のような枠組に基づいて、質問項目を設け
て、目的に迫ろうと考えた (１つの質問項目が複数の機能にわたる )。
「対面・情報交換機能」…学校だより発行回数及び配布先の範囲、HP 開設状況、学校運営協議会
会議開催数・公開の有無・傍聴者・議事録作成状況・委員の発言状況などに関する項目
「協議・意見具申機能」…学校運営協議会会議開催数・委員の発言状況、会議の議題、人事に関
する意見具申の有無、校長・教委に対する意見申し出状況などに関する項目
「参画・承認機能」…学校運営協議会の委員の活動・会議開催数・委員発言状況、人事に関する
意見具申と反映状況及びその内容、校長・教委に対する意見申し出状況などに関する項目
「学校の透明化 ( 可視化 ) 機能」…学校だより発行回数及び配布先の範囲、HP 開設状況、学校運
営協議会会議公開の有無・傍聴者・議事録作成状況などに関する項目
そのほか、成果認識と上記機能との関連づけに関する質問項目も盛り込んでいる。
国内実地調査 ( 訪問調査 ) については、以上の視点から調査者が成果を評価している。
以上のような視点から本調査研究を進めるとともに、指定校の取り組み実態や課題、未指定校の
指定阻害要因、教育委員会の評価などについても調査対象としたところである。
なお、結論を簡潔に述べれば、先に記した「複合的効果」とは、「成果」の性質 ( 学力、苦情減
少、生徒指導の課題解決、教職員の意識改革などによる違い ) によって異なるが、保護者・地域に
よる学校支援活動や教職員・児童生徒の地域参加など地域との関係性がコミュニティ・スクールと
いう新たな仕組みの下で一層強まることによって得られる効果だと言える。学校支援地域本部や放
課後子ども教室も一定の成果をもたらすが、そこにコミュニティ・スクールの仕組みと学校運営協
議会の機能、すなわち「対面・情報交換」、
「協議・意見具申」
、
「参画・承認」、
「学校の透明化」な
どの機能が加わることによって、「複合的効果」が強化される傾向がみられたのである。
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学校調査の分析

教育学専攻
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ਦܭƷƖƬƔƚƸŴžᏋۀՃ˟ƷॖӼſƕኖᲰл Ჟ ưŴഏƍưžܖఄᐯ៲ƷॖӼſƕ
ኖᲭл Ჟ ưƋƬƨŵСࡇƴឱƳఄᧈƴƸŴžܖఄᐯ៲ƷॖӼſƴǑǔǋƷƕٶƍŵ

 ܖఄᢃփңᜭ˟ۀՃƷࣱޓưƸŴဏࣱኖ ᲟŴࣱڡኖ ᲟƱ͂ןႎƴဏࣱƕٶƘŴᎰಅƸᐯ
փಅኖ ᲟŴᎰኖ Ჟƕٶƍŵ࠰ᱫƸŴ ബˌɥƷӲ࠰ˊư ᲟӨƷЎࠋƕǈǒǕƨŵ
 ࡑࡢࠊጤဨࡢேᩘࡣࠕ ே㹼 ேࠖࡀయࡢ⣙༙ᩘ 㸣 ࢆ༨ࡵࠊᣦᐃᖺᗘࡀ᪂ࡋࡃ࡞
ࡿࠕ ே௨ୗࠖࡢᏛᰯࡢྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ࠶ࡿࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢ௦⾲ࡣࠊᆅᇦ௦⾲㑅ฟ
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊయࡢ⣙㸵 㸣 㐩ࡍࡿࠋ

 ܖఄᢃփңᜭ˟ƷѣǛǈǔƱŴ˟ᜭ͵ૠƸŴž࠰Ჭׅ᳸Ხׅᆉࡇſƕኖ  лưஇٶƱƳ
ǓŴഏƍưžஉᲫׅᆉࡇſ Ჟ ƕዓƘŵ˟ᜭǛπƠƯƍǔƷƸŴኖ Ჟ ᲟᲷžπ
ſƱžҾЩπſƷӳᚘ͌ ƩƕŴžཎƴൿǊƯƍƳƍſƕஇǋٶƘŴμ˳ƷᲰлˌɥƴᢋƢ
ǔŵ
 බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢഐ⫈⪅ࡣࠊࠕጤဨ࣭ᢸᙜ௨እࡢᩍ⫋ဨࠖࡀ᭱ࡶከࡃ 㸣 ࠊḟ࠸࡛ࠊࠕᆅ
ᇦ㛵ಀ⪅ࠖ 㸣 ࠊࠕಖㆤ⪅ࠖ 㸣 ࡀ⥆ࡃࠋ࡞࠾ࠊ㆟㘓ࡢබ㛤ࡣ㸱ᙅࡢᏛᰯ࡛ᐇࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ܖఄᢃփңᜭ˟Ʒ˟ᜭưžǑƘӕǓɥƛǒǕǔʙſ ᜭ᫆ ƸŴžܖఄᘍʙſƕኖᲱл 
Ჟ ưஇǋٶƘŴഏƍưžܖఄᚸ̖ſ Ჟ Ŵž؏עʴƷဇſ Ჟ ƕዓƘŵɶܖఄ
ƷئӳŴžဃࢻਦݰſ Ჟ ƳƲƕٶƍŵ
 ࠕᩍဨࡢ௵⏝ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡼࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿྜࠖࡣప࠸ࡀࠊࠕࡁࡁྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
ࡿࠖࢆຍ࠼ࡿ㺂㸣࡞ࡿࠋࠕಖㆤ⪅ᑐᛂࠖࡢሙྜࠊࡑࡢྜィ್ࡣ 㸣㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࠕᢎㄆࠖࠕ௵⏝ࠖ㛵ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ

 ݵࡢࢤ۪ۥѢᄂ߆ૡ

 ܖఄᢃփңᜭ˟ƷೌᨂưஇǋᙻƞǕƨƷƸžؕஜ૾ᤆƷ১ᛐſưƋǓŴˌɦŴžఄᧈȷ
ۀƴݣƢǔॖᙸဎƠЈſŴž˓ဇƴ᧙ƢǔॖᙸφဎſƕዓƘŵՃʴʙ ˓ဇ ƴ᧙Ƣǔॖᙸφ
ဎǛᘍƬƨܖఄƸኖ ᲟưƋƬƨŵ
 ƦƷॖᙸφဎƷϋܾƸŴžɟᑍႎᙲஓſƕஇٶư ᲟưŴഏƍưžཎܭՃǛ᠃ЈƞƳƍſ
ᙲஓƕዓƘ Ჟ ŵ˂ఄƔǒƷࡽƖᡂǈᙲஓƸኖᲬлᆉࡇǈǒǕƨŵ
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 Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢ᭱ࡶษ࡞ᶒ㝈ࡋ࡚ࠕᇶᮏ᪉㔪ࡢᢎㄆࠖࡔᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣࠊᣦᐃᰯᰯ㛗 
㸣ࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ጤဨ 㸣ࠊᮍᣦᐃᰯᰯ㛗 㸣ࠊᩍ⫱ጤဨ 㸣࡞ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡢሙ
ྜࡶ᭱ከࡢᩘ್࡞ࡗࡓࠋࠕᩍဨࡢ௵⏝ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᣦᐃᰯᰯ㛗࡛ࡶ 㸣ࡲࡗࡓࠋᩍ
⫋ဨࡢ௵⏝㛵ࡍࡿពぢල⏦ࢆ㐣ཤ ᅇ⟅⪅ࡀᢕᥱྍ⬟࡞ᮇ㛫 ⾜ࡗࡓᏛᰯࡣ 㸣࡛ࠊᣦᐃᖺ
ᗘࡀྂ࠸ᖹᡂ 㸩 ᖺᗘ࡛ࡣ 㸣ᖺᗘࢆࡁࡃᘬࡁ㞳ࡍࠋᖺᗘࡼࡿࣂࣛࢶ࢟ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
࠾࠾ࡴࡡᣦᐃᖺᗘࡀྂ࠸ࠕ௵⏝ࠖ㛵ࡍࡿពぢල⏦ࢆ⾜ࡗࡓྜࡀ㧗࠸ ពぢල⏦ࡢᐇ⦼ࡀ
✚⟬ࡉࢀࡓᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ ࠋ

 ફ܍එڰႎࡸѧၐݡঝતѝѶࢱ૬ќѢ࠘ऒ

 ܖఄૅੲ؏עஜᢿᚨፗఄƸŴਦܭఄ ᲟŴசਦܭఄ ᲟưŴਦܭఄƴٶƍŵਦܭఄƷƏ
ƪŴܖఄૅੲ؏עஜᢿǛܖఄᢃփңᜭ˟Ʒɦᢿኵጢƴˮፗ˄ƚƯƍǔƷƸ ᲟưŴɦᢿኵጢ
ƱƠƯưƸƳƘƦǕƱƷžᡲઃſǛƬƯƍǔƷƸ ᲟưƋǔŵ
 ્ᛢࢸ܇ƲǋܴܱఄƸŴਦܭఄ ᲟŴசਦܭఄ ᲟưŴƜƷئӳǋਦܭఄƴٶƍŵ
 ᅜෆᐇᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡸᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ࡢ㐃ᦠࠊ
⫱ᡂ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࠊ⥅⥆Ᏻᐃᛶࡢࡓࡵࡢᕤኵࠊᆅᇦேᮦࡢά⏝ࠊᏛᰯホ౯ࡢᕤኵ࡞ࢆヨ
ࡳ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽᕤኵࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡋ࡚ࡢᡂᯝࢆୖ
ࡆ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡇࢀࡽ⤌ࡳ࣭ᴗ」ྜⓗ࡞ຠᯝࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋ



ᲬᲨǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫСࡇƷௐƱᛢ᫆

! ݎ

 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࡢάⓎࢆᣦࡍࡿ㛵ಀ⪅ࡣከ࠸ࡀࠊᏛ
ᰯᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯ࡶከࡃࡢᣦᐃᰯ࡛ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛຊࡢྥୖࡸ⏕ᚐᣦᑟࡢㄢ㢟ゎỴ
࡞ࡣࠊᣦᐃᖺᗘࡢྂ࠸Ꮫᰯ㧗࠸ᡂᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡉࡽࠊᡂᯝㄆ㆑ࡋ࡚ࡢᏛຊྥୖࡣ
ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡼࡿᏛᰯᨭ࣎ࣛࣥࢸάືࡀ㛵ಀࡋࠊࡑࢀࡽάືࡀάⓎ࡞ᏛᰯᏛຊࡀ㧗
࠸ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀࢹ࣮ࢱ⾲ࢀࡓࠋ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝไᗘࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ࡸᨺㄢᚋᏊࡶᩍᐊࡢ㐃
ᦠࢆᅗࡿᏛᰯ‶㊊ឤࢆᢪࡃᰯ㛗ࡀከࡃࠊࡇࢀࡽ‶㊊ឤࢆᰯ㛗ࡢᣢࡘᏛᰯ࡛ࡣᡂᯝㄆ㆑ࡀ㧗࠸ഴ
ྥ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽᡂᯝࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢሗඹ᭷ᶵ⬟ࠊᑂ㆟࣭ពぢල⏦ᶵ⬟ࠊᢎㄆᶵ⬟ࠊ㏱
᫂ ぢ࠼ࡿ ᶵ⬟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡣᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ࡸᨺ
ㄢᚋᏊࡶᩍᐊࡢ㐃ᦠࡀࡶࡓࡽࡍ」ྜⓗ࡞ᡂᯝࡔゝ࠼ࡿࠋ

 එڰᇌढќނಷѢౖݐ

 ǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷௐƴ᧙ƠƯƸŴਦܭఄఄᧈƷ ᲟƕžܖఄƱ؏עƕऴإǛ
σஊƢǔǑƏƴƳƬƨſƱׅሉƠƯƍǔŵƦƷǄƔŴž؏עƕܖఄƴңщႎƴƳƬƨſ 
Ჟ Ŵž؏עƱᡲઃƠƨӕኵƕኵጢႎƴᘍƑǔǑƏƴƳƬƨſ Ჟ ƳƲ؏עᡲઃƴ᧙Ƣǔ
ǋƷƕٶƍŵܖఄોծƴ᧙ƠƯƸŴžཎᑥƋǔܖఄƮƘǓƕᡶǜƩſ Ჟ Ŵžܖఄ᧙̞ᎍ
ᚸ̖ƕјௐႎƴᘍƑǔǑƏƴƳƬƨſ Ჟ ŴžᎰՃƷॖᜤો᪃ƕᡶǜƩſ Ჟ ƳƲ
ƷǛׅሉ͌ƕ᭗ƍŵܖఄᢃփңᜭ˟ۀՃǋௐᛐᜤƷᏉ͌ܭˮƸఄᧈƷئӳƱƞǄƲ٭ǘǒ
Ƴƍŵ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᣦᐃᰯࡢᏛᰯᨵၿ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜෆᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
㸦➨ϫ㒊ࡽࡢᘬ⏝ࠋ௨ୗྠࡌ㸧ࠋ㛵ಀ⪅ࡢពྥࡢᫎࡀᨵၿࢆಁࡋࡓࡇࡀࢃࡿࠋ

ۑᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ᴗࡢ୍యࡼࡿᏛᰯᨭయไࡢᵓ⠏ࡸᏛᰯ㐠Ⴀಖㆤ⪅ࡔࡅ࡛࡞
ࡃᆅᇦࡀ㛵ࢃࡾࠊᏛᰯࡢྍどࡀ㐍ࢇ࡛Ꮫᰯᨵၿ⤖ࡧࡘ࠸ࡓ ᒾἨ⏫ᩍ⫱ጤဨ ࠊࠕۑᏛᰯ
ࡔࡅ࡛ࡣุ᩿㏞࠺ࡇࡶࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟࡛ࡣಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ௦⾲ࡶ᳨ウ࡛ࡁࡿࠖ ୡ
⏣㇂༊❧ඵᖭ୰Ꮫᰯ ࠊྠᵝࡢᡂᯝ ࠾࠾ࡓࡲᏛᅬ࡞ ࠊⱥࠕۑㄒ⛉ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⊂⮬ࡢᩍ
⛉Ꮫ⩦ࡢᐇࠖ ὠᕷ❧༡ࡀୣᑠᏛᰯ ࠊࠕۑ༠㆟ጤဨࢆ㏻ࡋ࡚ᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢኌࡀᖜᗈࡃ㞟
࡛ࡁࠊࡑࢀࢆ⏕ࡋ࡚Ꮫᰯ㐠Ⴀࡢᐇࡸᨵၿࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿࠖ Ᏹᅵᕷ❧⥙⏣ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ ࠊ
ۑᏛᰯ⊂⮬ࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠕᏛᰯࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ⟅࠼ࡓࡢࡣࠊᩍ⫋ဨ 㸣ࠊ⏕ᚐ 㸣ࠊ
ಖㆤ⪅ 㸣ࠊᆅᇦఫẸ 㸣 ୰ᅵబ⏫❧ஂ♩୰Ꮫᰯ ࠊۑᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡣᰯ㛗ࡀ┦ㄯ࡛ࡁࡿ
ሙ ᮡ୪༊❧⏣୰Ꮫᰯ 
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ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ㐃ᦠ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡀぢࡽࢀࡓࠋไᗘࡀᙜ⪅ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊ㐃
ᦠࢆάⓎࡘᐦࡋࡓࡇࡀᵝࠎ࡞ᡂᯝ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋ

ۑᏛࡧࣇ࢙ࢫࢺࡼࡗ࡚ಖㆤ⪅ࡢ༠ຊጼໃࡀᙉࡲࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝไᗘ࡛࠶ࡿࡺ
࠼Ꮫᰯᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅ࡢ㛵ಀࡀࠕษࢀ࡞࠸࡛῭ࡳࠊࡲࡓ῝ࡲࡿࠖ ᒾἨ⏫ ࠊۑᏛᰯᨭᆅᇦ
ᮏ㒊ᴗࡢάືࡢ㐃ᦠࡼࡗ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢά⏝ࡀάⓎ ࠾࠾ࡓࡲᏛᅬ ࠊࠕۑᏛᰯᨭ
ࡶᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘࡶ࠸࠼ࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࡢሙࡶ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠖ ᪥ᕷ❧᪥ࡢฟᑠᏛᰯ ࠊۑಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸᏛᰯཧ⏬ព㆑ࡀⱆ⏕࠼ࡓ 㕥㮵ᕷ ࠊۑᏛ
ᰯࡢᩜᒃࡀపࡃ࡞ࡗࡓ ⥙⏣ᑠ㺃୰Ꮫᰯ ࠊۑᩍ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ᩍ⫱άືࡀྍ⬟ ி
㒔ᕷ❧ᚚᡤ༡ᑠᏛᰯ 
 ᩍ⫋ဨࡢே㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜෆᐇᆅㄪᰝᑐ㇟ᰯ࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

ۑ㡢ᴦࡢᖖㅮᖌࡢ㓄⨨≉ูᨭᏛ⣭ࡢ᪂タ ᒾἨ⏫❧ᑠᕝᑠᏛᰯ ࠊࡇࡢሗ࿌ࡣグࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊۑᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸࢆ᥇⏝㑅⪃ྜ᱁ᚋᩍㅍࡋ࡚㉱௵ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓ ୕㮚ᕷ
❧➨ᅄᑠᏛᰯ ࠊۑ㠀ᖖㅮᖌࡢ᥇⏝ࡸᰯᩍဨࡢ╔௵ࢆ⏦ࡋฟ࡛ᐇ⌧ࡋࡓ ㊊❧ᕷ❧㔝
ᑠᏛᰯ ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

 પช๗ќౖݐ

 ਦࡇ࠰ܭƕӞƍǄƲௐᛐᜤƷᏉ͌ܭƕ᭗ƍͼӼƴƋǓŴμ˳רưƸૠ͌ƕ˯ƔƬƨžᢘ
ЏƳՃʴʙƕƳƞǕƨſŴžՃƕ܇ƲǋƱӼƖӳƏ᧓ƕفƑƨſŴžܖщƕӼɥƠƨſŴ
žဃࢻਦݰƷᛢ᫆ƕᚐൿƠƨſƳƲܖఄƷ᧙࣎ƕ᭗ƍௐᛐᜤƴƭƍƯǋŴ࠰ࡇƴǑǔപǈƸ
ƋǔǋƷƷŴಒƶƦƷ࠰ࡇƕӞƍܖఄŴƢƳǘƪǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫኺ᬴ƕᧈƍܖఄǄƲ
᭗ƍௐᛐᜤǛᅆƢͼӼƴƋǔŵƨƱƑƹŴžဃࢻਦݰƷᛢ᫆ᚐൿſƴƭƍƯௐƕƋƬƨƱ
ᛐᜤƠƯƍǔఄᧈƸŴ Ქ ࠰ࡇਦ ܭᲟŴ  ࠰ࡇ Ჟ  ࠰ࡇˌᨀƸӕኵ
ኺ᬴ƕƍƷưŴ ࠰ࡇǛ̊ᅆ ưƋǓŴžܖщƕӼɥſƸӷơƘ ᲟƱ ᲟưŴžᢘ
ЏƳՃʴʙſƸӷơƘ ᲟƱ ᲟƱƳǔŵ

 ေদ̠එڰѢࣨ
 
̬ᜱᎍǍ؏עƔǒƷᒊऴƕถƬƨƱׅሉƠƨਦܭఄưƸŴžܖఄᢃփƴ؏עǍܼࡊƷ٣ƕӒପ
ƞǕƯƍǔſƱƜǖƕٶƍŵžӒପƞǕƯƍǔſƱׅሉ žƦƏ࣬ƏſƷׅሉ ƠƨܖఄưƸŴ
žᒊऴƕถƬƨſƸ ᲟưŴƦƏưƳƍׅሉ ถǒƳƔƬƨ Ƹ ᲟưƋƬƨŵ
 ಖㆤ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ⌮ゎࡶⱞࡢῶᑡ㛵ಀࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕಖㆤ⪅ࡀ &6 ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠖᏛᰯ ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢᅇ⟅ ࡢ࠺ࡕࠊࠕⱞࡀῶࡗࡓࠖࡢࡣ 㸣࡛ࠊࡑ࠺࡛࡞࠸
ࡢࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡢ &6 ⌮ゎࡶⱞῶᑡ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐇ㝿ᅜෆᐇᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢᡂᯝࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ㐠Ⴀࡢྍどࡀᡂᯝࡘ
࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࠕۑᩍ⫋ဨಖㆤ⪅ࡢ㐃ᦠࡀᐦ࡞ࡾࠊࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝⓎᒎࡍࡿࡇࡀࢇ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ
ὠᕷ❧༡ࡀୣᑠᏛᰯ ࠊۑᆅᇦࡽࡢⱞῶᑡ 㫽ྲྀ┴༡㒊⏫❧ぢᑠᏛᰯ ࠊࠕۑሗබ㛤
ຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ⤖ᯝࡋ࡚㺂Ꮫᰯᑐࡍࡿࢡ࣮࣒ࣞࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ ᒸᒣᕷ❧ᒸ㍤୰Ꮫᰯ ࠊ
ࠕۑ㐃ᦠࡀᙜࡓࡾ๓࡞ࡾࠊᏛᰯᢈุࡶ࡞ࡃ࡞ࡾࠖ ୰ᅵబ⏫❧㔝ぢ୰Ꮫᰯ ࠊࠕۑᘓタⓗ࡞
ពぢࡀቑຍࡋࠊⱞࡀῶࠖࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕᢈุ࣭ⱞࡀῶᑡࡋࡓࡇࢆࠊ⟶⌮⫋ࡸᩍ⫋ဨࡀᐇ
ឤ࡛ࡁࡿ࡞ࡗࡓࠖ బ㈡ᕷ❧㉥ᯇᑠᏛᰯ ࠊۑಖㆤ⪅ࡣࠕᙜ⪅ព㆑ࢆᙉࡃᣢࡕࠊᏛᰯᩍ
⫱ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ព㆑ࢆ㧗ࡵࡓேࠎࡀቑ࠼ࡓࠖࡉࢀࠊᩍ⫋ဨࡶࠕಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡢጼࢆ
ぢࡓࡾゝⴥࢆࢃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊ᫂ࡽព㆑ࡀኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠖ ி㒔ᕷ❧ᔢᓚᑠᏛᰯ

 ોດౠ๊Ѣᆛ

žܖщƕ᭗ƍſƱᛐᜤƢǔఄᧈƸŴਦܭఄ ᲟŴசਦܭఄ ᲟưŴਦܭఄƷ૾Ʒлӳƕ
ᒉ᭗ƍͼӼƕǈǒǕƨŵǇƨŴžܖщƕ᭗ƍſƱׅሉƠƨܖఄƷƏƪŴ̬ᜱᎍƴǑǔܖఄૅ
ੲȜȩȳȆǣǢѣƕႆƳܖఄƸŴਦܭఄ ᲟŴசਦܭఄ ᲟưŴ˰؏עൟƴǑǔܖ
ఄૅੲȜȩȳȆǣǢѣƕႆƳƷƸŴਦ ܭᲟŴசਦܭఄ ᲟưŴƍƣǕǋਦܭఄƷ
ૠ͌ƕ᭗ƍŵܖఄૅੲȜȩȳȆǣǢѣƸܖщƷ᭗ƞƱႻ᧙᧙̞ƴƋǔƕŴਦܭఄƷئӳƴƸ
ƦƷѣƷƋǓ૾ƕࢍƘ᧙̞ƠƯƍǔƱᚕƑǑƏŵ
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 ਦܭఄƷžܖщƕ᭗ƍſƱžܖщƕӼɥƠƨſƷׅሉǛໜૠ҄ Ხໜໜ ƠƨƱƜǖŴܖఄ
ᢃփңᜭ˟Ʒ˟ᜭπܖఄŴ˟ᜭஉᲫׅᆉࡇƷ͵ఄŴᜭʙ˺ఄưŴž᭗ƍſƱžӼɥƠ
ƨſƸσƴໜૠƕ᭗ƍͼӼƕǈǒǕƨŵܖఄᢃփƷᡢଢ҄ƕ᧙̞ƠƯƍƦƏưƋǔŵ
 ࡇࡢࠊᏛຊ㛵ࡋ࡚ࡣࠊே㛵ࡍࡿពぢ⏦ࡋฟࠊᩍ⫱ጤဨᑐࡍࡿពぢ⏦ࡋฟࠊᏛᰯ
㐠Ⴀ㛵ࡍࡿಟṇពぢ࠶ࡾ࡞ࡢᏛᰯࡢ᪉ࡀ㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢ㆟
ࡀάⓎ࡞Ꮫᰯࡢ᪉ࡀࠕᏛຊࡀ㧗ࡃࠖࡘࠕᏛຊࡀྥୖࡋࡓࠖᰯ㛗ㄆ㆑ࡉࢀࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜෆᐇᆅㄪᰝࡽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽᣦᐃᰯ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ᪂
ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡸ⪃࠼᪉ࡀᏛຊྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ۑᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ᥦࡼࡗ࡚ࣃ࣮࣡ࢵࣉࢱ࣒࠸࠺ᇶ♏Ꮫ⩦ࡢ㛫ࡀ᪂タࡉࢀᏛຊࡀ
ྥୖࡋࡓ ㊊❧༊❧㔝ᑠᏛᰯ ࠊࠕۑᏛຊࡀᚎࠎఙࡧ࡚࠾ࡾࠊ┴ᖹᆒࡼࡾࡶ㧗࠸Ỉ‽࠶
ࡿࠖࡉࢀࠊࡲࡓࠊඣ❺ࡀᆅᇦ࡛ࠕேࡽぢࡽࢀࡿࡓࡾࠊㄆࡵࡽࢀࡓࡾࡍࡿᶵࡀቑ࠼ࠊ⮬
ᑛឤࡀ㧗ࡲࡗࡓࠖ ᪥ᕷ❧᪥ࡢฟᑠᏛᰯ ࠖࠊࠕۑ㸳㡯┠ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺᇶ
࡙ࡁࠊ͐☜ᐇࠗᇶ♏Ꮫຊᐃ╔ࡢྲྀ⤌࠘ࡀᏛຊྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓࠖ ᑿ㐨ᕷ❧ᅵᇽᑠᏛᰯ ࠊۑ
Ꮫ⩦࣭⏕ά⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀࠕᏛຊྥୖࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ ୰ᅵబ⏫❧㔝ぢ୰Ꮫᰯ ࠊ
ۑᏛຊྥୖࢆࡵࡊࡍࡓࡵࡢࠕᏛຊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞ࡢ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆࡓ బ㈡ᕷ❧ᇛ༡ክᏛ
ᅬ 

 ่નຍѠݟൌ

 ဃࢻਦݰɥƷᛢ᫆ƴ᧙ƠƯƸŴ  ࠰ࡇᲧ ࠰ࡇƷفถǛǈǔƱŴ୧щӏƼɧႇఄưƸ
ਦܭఄƴถݲఄƕٶƍͼӼƴƋƬƨŵƍơǊƴ᧙ƠƯƸᡞƷͼӼǛᅆƠƨŵ
 ୧щƱɧႇఄƕถݲƠƨܖఄưƸŴž̬ᜱᎍƕܖఄǛ৭੮ſŴž̬ᜱᎍƴǑǔܖఄૅੲȜȩ
ȳȆǣǢѣƕᆢಊႎſŴžܖఄᢃփƴ؏עǍܼࡊƷॖӼƕӒପƞǕƯƍǔſƳƲƷͼӼƕǈ
ǒǕŴཎƴਦܭఄưƦƷлӳƕ᭗ƍŵƳƓŴƍơǊƴƭƍƯǋŴ୧щǍɧႇఄƱӷಮƴŴᎰ
ՃǍδᇜဃࢻƕ؏עѣƴӋьƢǔƳƲ؏עƱƷ᧙ǘǓƕࢍƍܖఄưƸถݲƢǔͼӼƕǈǒ
Ǖƨŵ
 ᅜෆᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡀぢࡽࢀࡓࠋᏛᰯ㐠Ⴀࡢྍどࡸၥ㢟㛵ᚰࡢᙉࡲࡾ࡞
ࡀ᪩ᮇⓎぢࡸㄢ㢟ゎỴࡘ࡞ࡀࡗࡓᵝᏊࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ

ࠕۑᏊࡶᆅᇦఫẸࡀ௨๓ࡼࡾࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᏊࡶࡓࡕࡣᆅᇦ࡛ᝏ࠸
ࡇࡀ࡛ࡁࡃࡃ࡞ࡗࡓࠖࡇࠕᑂ⪅ࡶฟࡃࡃ࡞ࡗࡓࠖ ᕝᓮᕷ❧ᮾᑠ⏣ᑠᏛᰯ ࠊ⏕ࠕۑ
ᚐᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆࡼࡾ᪩ᮇࡢẁ㝵࡛Ⓨぢࠖ ᒸᒣᕷ❧ᒸ㍤୰Ꮫᰯ ࠊࠕۑᆅᇦఫẸࡼࡿᆅᇦࣃ
ࢺ࣮ࣟࣝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ⿵ᑟ௳ᩘࡀ⃭ῶࡋࡓࠖ ᪥ᕷᩍጤ ࠊۑᏛᰯࡢᏳ࣭Ᏻᚰ
ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦࡢຊಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ᶓᕷ❧᰿ᓊ୰Ꮫᰯ 

ݟൌ

 ۣۨࢢࡠ҄ݳѳтѽݟൌໟ͕ڽڗకޮုњࠖऐଂѠᅩݴ࿈ഏ͕

 ܖఄᢃփңᜭ˟Ʒᛢ᫆ƴƭƍƯƸŴਦܭఄఄᧈƷኖᲰлƕžᢘЏƳۀՃƷᄩ̬ȷᢠܭƴᒊі
Ƣǔſ Ჟ ӏƼžܖఄᢃփңᜭ˟ƴݣƢǔɟᑍᎰՃƷ᧙࣎ƕ˯ƍſ Ჟ ƱׅሉŵƦ
ƷǄƔŴžܖఄᢃփңᜭ˟Ʒנ܍Ǎѣƕ̬ᜱᎍȷ؏עƴ˷ǓჷǒǕƯƍƳƍſ Ჟ ƳƲ
ʴɧឱƱྸᚐɧឱƕٻƖƳᛢ᫆ƩƱᛐᜤƞǕƯƍǔŵž੩కʙǛᘍƢǔƨǊƴᎰՃƕ
ࣕٶƴƳǔſƸ ᲟƱॖٳƴǋ˯ƍૠ͌ƴƱƲǇƬƨŵѣƴ᧙ƠƯƸኖҞૠƕਦઇƠ
Ưƍǔŵ
 Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟ጤဨࡢᅇ⟅ࢆࡳࡿࠊᰯ㛗ྠᵝࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡀಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ▱ࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇࢆᣦࡍࡿྜࡀ᭱ࡶ㧗࠸ 㸣 ࠋᩍ⫋ဨࡢ㛵ᚰࡢపࡉࡶྠᵝᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸣 ࠋᰯ㛗ጤဨࡣඹࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ⌮ゎ㊊ࡸᩍ⫋
ဨࡢ㛵ᚰࡢపࡉࠊጤဨ☜ಖࡢၥ㢟ࠊண⟬㊊࡞ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤グ㏙ࡽࡣ㢮ఝไᗘࡢタ
⨨ࡸᡂᯝࡢ᫂☜ࡉ࡞ࢆᣦᐃ⮳ࡽ࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ᣦࡍࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡣᩍጤㄪᰝ࡛ࡶ
ከࡃᣦࡉࢀࡓ㡯࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊD ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢ⌮ゎࡸ㛵ᚰࡢపࡉࠊE ጤဨ☜ಖࡢ㞴
ࡋࡉࠊF ண⟬ⓗ࡙ࡅࡢ࡞ࡉࠊG ᡂᯝࡢ᫂☜ࡉ࡞ࡣᣦᐃࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉࡔゎࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୍⯡ᩍဨࡢከᛁ࡞ࡣከࡃࡢᏛᰯ࡛ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᩍጤㄪ
ᰝ࡛ࡶࠊᙜึᠱᛕࡉࢀࡓࡑࡢከᛁࡀࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓᣦࡍࡿྜࡀ┦ᑐⓗ㧗ࡗࡓࠋ
 ⌮ゎ㊊ࡸேᮦࡘ࠸࡚ࡣᅜෆᐇᆅㄪᰝᑐ㇟ᰯࡢከࡃ࡛ࡶぢࡽࢀࡓㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ

 18

ࠕۑጤဨࡢ⌮ゎࡀᚲࡎࡋࡶಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢே༑ศఏࢃࡽ࡞࠸ࠊពぢࡣάⓎ࡛ࡶලయⓗ
ᨵၿ⟇ࡢᥦࡲ࡛⤖ࡧࡘ࡞࠸ࠖ ୡ⏣㇂༊❧ඵᖭ୰Ꮫᰯ ࠊۑᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅➼ࡢ⌮ゎ㊊ 㕥
㮵ᕷ ࠊࡿ࡞ࡽࡉࠕۑᬑཬၨⓎࠖࡀᚲせ Ᏹᅵᕷ❧⥙⏣ᑠ࣭୰Ꮫᰯ ࠊۑᏛ༊ෆఫẸࡢᬑཬၨⓎ
బ㈡ᕷ❧㉥ᯇᑠᏛᰯ ࠊۑᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ሗࡢⓎಙࡢᕤኵ ᮡ୪༊❧⏣୰Ꮫᰯ ࠊ

ۑጤဨேᮦࡢ☜ಖࡀㄢ㢟 ᒾἨ⏫࣭㊊❧༊❧㔝ᑠᏛᰯ ࠊۑ㐺௵⪅ࡢே㑅 㕥㮵ᕷ࣭༡㒊
⏫❧ぢᑠᏛᰯ ࠊۑጤဨࡢᘬࡁ⥅ࡂ ㊊❧༊❧㔝ᑠᏛᰯ࣭ᒸᒣᕷ❧ᒸ㍤୰Ꮫᰯ ࠊ
 ࡑࡢࠊάື㈨㔠ண⟬ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝᓮᕷ❧ᮾᑠ⏣ᑠᏛᰯ࣭ὠᕷ❧༡ࡀୣᑠᏛᰯ࣭༡
㒊⏫❧ぢᑠᏛᰯ࡞ከࡃࡢᏛᰯࡢᐇᆅㄪᰝ࡛ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ۣۨࢢࡠݳѠฑڌѶڛॡ࣫అ

 Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢពぢ⏦ࡋฟ㡯ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡞࠸ࡇࡶㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ܖఄᢃփңᜭ˟ƕՃƷ˓ဇƴ᧙ƠƯॖᙸǛဎƠЈƯǋŴӒପƞǕƳƍƜƱƕݲƳƘƳƍŵ
ॖᙸǛဎƠЈƨܖఄƷƏƪŴᲟƕӒପƞǕƳƔƬƨƱׅሉƠƯƍǔŵ  ࠰ࡇƷᛦ௹ƴ
ൔǂƯŴƜƷૠ͌ƸᲯȝǤȳȈفƑƯƍǔŵ
 ᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓពぢࡢෆᐜ࡛ࡣࠊࠕᩍဨே㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗせᮃࠖࡀከࡗࡓ 㸣 ࠋࡑ
ࡢࠊᩍ⫱ጤဨᑐࡍࡿពぢ⏦ࡋฟࡀࠕ࡞ࡗࡓࠖᏛᰯࡀ 㸣㸲ศࡢ㸱ࢆ༨ࡵࠊᰯ㛗
సᡂࡢᇶᮏ᪉㔪ᑐࡍࡿಟṇពぢࡀࠕ࡞ࡗࡓࠖᏛᰯࡣ 㸣㐩ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᏛᰯㄢ㢟
ࡀ࡞ࡗࡓࡽࡔ⪃࠼ࡿࡇࡶྍ⬟ࡔࡀࠊᑂ㆟ࡸ㆟ㄽࡀάⓎ࡛࡞࠸ᐇែࡢ⾲ࢀࡔ࠸࠺ሙྜࡶ
࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡔࡍࢀࡤࠊࡇࢀࡶㄢ㢟୍ࡘ࡞ࡿࠋ

ᅜෆᐇᆅㄪᰝ࡛ࡶࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᢸᙜᩍဨຍ㓄ࡢせᮃࡀ࡞ࢃ࡞ࡗࡓࠖࡍ
ࡿᏛᰯࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᣦᐃ㸯ᖺ┠ࡢᏛᰯࡢពぢࡣᫎࡉࢀࡸࡍ࠸ഴྥࡶࡳࡽࢀࡿ S ࠋ

 ࿈ႮќનจѠݵຝнѻѱёݟൌ

୍᪉ࠊᣦᐃᰯᰯ㛗ࡢ࠺ࡕ‶ࡔᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯࡢ≉ᛶࡽࠊㄢ㢟ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺᥈ࡗ࡚ࡳࡓࠋ

 ǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƴݣƢǔɧ፭ƷఄᧈƷཎࣉƱƠƯŴۀՃᄩ̬Ǎ᧙̞ᎍƷྸᚐɧឱ
ƳƲƷžᛢ᫆ſǛٶƘৼƑǔǄƔŴܖఄૅੲ؏עஜᢿƷசᚨፗŴ્ᛢࢸ܇ƲǋܴƷசܱŴ
ܖఄᢃփңᜭ˟Ʒᛢ᫆ƷٶƞŴܖఄᢃփңᜭ˟ǛᡫơƯܱྵƠƨʙƷݲƳƞŴƦƠƯௐᛐ
ᜤƷࢊƞƳƲƕǈǒǕƨŵƜǕǒƸʻࢸƷǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷોծƴƭƳƛǔᛢ᫆ƴƳ
ǔŵ
 ‶࡞ᰯ㛗ࡣࠊ๓㏙ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ㊊ࡸጤဨࡢே㑅࡞
ࢆ‶㊊⩌ࡼࡾࡶᙉࡃㄢ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ୍⯡ᩍ⫋ဨࡢ㛵ᚰࡀప࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓྜࡣࠊ‶㊊࡞ᰯ
㛗ࡀ 㸣࡞ࡢᑐࡋ࡚ࠊ‶ᰯ㛗࡛ࡣ 㸣㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⟶⌮⫋ࡸᢸᙜᩍ⫋ဨࡢົ
㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠖࡣࠊ‶㊊ᰯ㛗 㸣ࠊ‶ᰯ㛗 㸣⣙  ࣏ࣥࢺࡶ㛤࠸࡚࠸ࡿࠋ

 ɧƳఄᧈƸŴܖఄᢃփңᜭ˟੩కƴǑǔܱྵʙǋݲƳƍͼӼƴƋǔŵƜǕǋɧƷҾ׆
ƷɟƭƴƳƬƯƍǔǑƏưƋǔŵƨƱƑƹŴž؏עʴƕဇƞǕǔǑƏƳƬƨſƸŴឱఄ
ᧈƷ ᲟƕƦƏׅሉƠƯƍǔƷƴݣƠƯŴɧఄᧈƷƦƷׅሉƸ ᲟƴᢅƗƳƍŵ



ᲭᲨǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷਦܹ᧹ܭᙲ׆


 ႲનจѠڛнѻॡёનจѠޒᅃھ

 சਦܭఄఄᧈƷҞૠᡈƘ Ჟ ƕਦܭƴЭӼƖưƋǔŵƦƷƏƪŴžƥƻਦܭǛӖƚƨƍſ
Ƹ ᲟŴžவˑƕૢƑƹਦܭǛӖƚƨƍſƸ ᲟŴžۀƔǒ٣ƔƚƕƋǕƹਦܭƞǕƯ
ǋǑƍſƸ ᲟưƋǔŵžƥƻਦܭǛӖƚƨƍſƸᡈဴ૾עƴٶƘŴ҅ෙᢊȷி҅ưݲƳƔ
Ƭƨŵ

 žவˑƕૢƑƹਦܭǛӖƚƨƍſƱׅሉƠƨఄᧈƷƏƪŴƦƷவˑƱƠƯŴž࣏ᙲƳʖምƷ
ᄩ̬ſ Ჟ ƕஇǋٶƘŴž؏עƷྸᚐƱңщƕࢽǒǕǔſ Ჟ ƕዓƘ ᇹ  ˮƔǒᇹ
ᲭˮǇưƷӳᚘ ŵƨƩƠŴᇹɟˮƷׅሉ வˑ ƷǈƴǔƱŴžۀƕਦܭƷ૾ᤆǛᅆƢƜ
Ʊſ Ჟ ƕஇ᭗͌ǛᅆƠƨŵ
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 ண⟬㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤ᣦᐃᰯࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࠊᣦᐃࡢ㜼ᐖせᅉ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊᢸᙜ⫋ဨ➼ࡢ
ேⓗ㓄⨨ࡶ㘽࡞ࡿࠋᣦᐃࡢពྥࡢ࡞࠸ᮍᣦᐃᰯࡢࣇ࣮ࣜࣥࢧ࣮ࡣࠊࠕண⟬ᥐ⨨ࠊேⓗᥐ⨨
ࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊ୰㏵༙➃࡞ᙧ࡛ᐇࡍࡿࡇࡣ㺂Ꮫᰯࡢከᛁឤࢆቑࡍࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᣦᐃ᮲௳ࡋ࡚ࠕᢸᙜᩍேဨࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࡇࠖࢆᣦࡋࡓྜࡣ 㸣
㧗࠸ࡇࡽࡶࠊண⟬ᥐ⨨ேဨ㓄⨨ࡢḞዴࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦࡢ⌮ゎ࣭༠ຊ㊊ࡣᣦᐃࢆ㜼ᐖࡍࡿ
㸱せᅉࡔゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋぢ᪉ࢆ࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡀࢡࣜࡋࡃ࠸ࡇࡽࠊᩍጤ
ࡀ᫂☜࡞᪉㔪ࢆ♧ࡏ࡞࠸ᐇ࠶ࡿゎࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤク◊✲ᰯࡢࣇ࣮ࣜࣥࢧ࣮ࡢ୰ࡣࠊᣦᐃࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊᩍጤࡼࡗ
࡚ࣁࢩࢦࢆእࡉࢀࡓ࠸࠺グ㏙࡞ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࠊᩍጤࡢ᪉㔪ࡀ㜼ᐖせᅉࡶ࡞ࡾࠊಁ㐍せᅉ
ࡶ࡞ࡾᚓࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

 ૨ᢿᅹܖႾƷǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫਖ਼ᡶƴ̞ǔᛦ௹ᄂᆮਦܭǛӖƚƨƕŴਦܭƴᐱǒƳƔ
ƬƨྸဌǛǈǔƱŴD ࠊထۀƕࣖݣƠƯƍƳƍƨǊŴE ʖምᄩ̬ƕưƖƳƔƬƨƨǊŴF
˩СࡇȷኵጢƕೞᏡƠƯƍǔƷư࣏ᙲࣱƕƳƍƨǊŴG ʴʙƴ᧙ƢǔೌᨂƕƋǔƨǊŴH Ʀ
Ʒ˂ŴƴЎƚǒǕǔŵƜǕǒƕਦܭƷ᧹ܹᙲ׆ƴƳƬƯƍǔǑƏưƋǔŵƦƷƏƪŴࠊထ
ۀƕ˓ဇ ʴʙ ƴ᧙ƢǔೌᨂǛভࣞƠƯƔŴਦܭƴЭӼƖưƳƍǱȸǹƕ͂ןႎƴٶƘǈǒǕ
ƨŵ
 ᮍᣦᐃᰯㄪᰝࡢ 4 ࡢ࣮࢜ࣉࣥࣥࢧ࣮ࡢ࠺ࡕࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࡀᣦᐃࢆṆࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺᪨ࡢ
グ㏙ࢆ௨ୗグࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣయ㸱㸮ᰯࡢ࠺ࡕ㸶ᰯࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࠊ๓㏙ࡋࡓᮍᣦ
ᐃᰯࡢᣦᐃࡢ᮲௳ࡢ࠺ࡕࠊ➨  ࠕᩍጤࡀᣦᐃࡢ᪉㔪ࢆ♧ࡍࡇࠖࡀ᭱ࡶከࡃᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽㄪᰝ⤖ᯝࡽࠊ ≉ᕷ⏫ᮧ ᩍጤࡢ⌮ゎࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᚋࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆᕥྑࡍࡿせᅉ࡞ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿグ㏙

ۑタ⨨⪅ࡢᕷᩍ⫱ጤဨࡢ᭱⤊ⓗ࡞ࢦ࣮ࢧࣥࡀฟ࡞ࡗࡓࡓࡵࠋ
ۑᣦᐃ⮳ࡿ࠺ࡣᕷ㆟Ỵᐃࢆᚅࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ۑᕷ⏫ᮧࡋ࡚ࡢつ๎ࡀసᡂࡉࡏ࡞ࡗࡓࡓࡵ
ۑᕷ⏫ᩍ⫱ጤဨࡀไᗘࡢᑟධ㛵ࡋࠊᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
ۑᏛᰯ࣭ᆅᇦࡶᣦᐃࢆཷࡅࡿࡼ࠺᥎㐍ࡋࠊᆅᇦࢆ࠼ࡓ᠓ㄯࡶᐇࡋࡓࡀࠊᣦᐃࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀ௨ୖࡣ⏦ࡋୖࡆࡽࢀࡲࡏࢇࠋ
ۑᕷ⏫ᮧᩍဨጤဨࡀ⟶⌮㐠Ⴀつ๎ࡲ࡛ኚ࠼࡚ᐇࡋࡼ࠺ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡇࡼࡿࠋ
ۑ+ۼ㸬ۼᖺᗘᩥ⛉┬ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝㄪᰝ◊✲ᐇࡋࡓࡀࠊᕷᩍ⫱ጤဨࡀᣦᐃࡍࡿ᪉
㔪ࢆ♧ࡉ࡞ࡗࡓࡓࡵࠋ
ۑண⟬ࡸேࡲ࡛ᶒ㝈ࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ጤဨࡁ࡞ᠱᛕࡀ࠶ࡾࠊ⚾⮬㌟ࡶྠᵝ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡣ⏤⌮࡞ۑᩍ⫱ጤဨࡀ᥎㐍ࡍࡿẼࡀࡃ࡞ࡃࠦᲓᏊࢆእࡉࢀࡓࠨࡽ࡛ࡍࠋ

 ࢯݳڽڗگѠݵнѻѱёનจѠޒᅃھ

 ᏋۀՃ˟ƸǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƴݣƠƯƲƷǑƏƳᛐᜤǛਤƬƯƍǔƷƔŵۀᛦ௹
ưƸŴǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƴ᧙ƠƯྵנသॖƠƯƍǔƜƱƴƭƍƯᢠ৸ƴǑǔׅሉǛ൭Ǌ
ƨƱƜǖŴᇹ  ˮƷׅሉƸŴž˩СࡇƱƷᙐƕဃơǔſ Ჟ ưƋƬƨŵˌɦŴžܖఄ
ᢃփңᜭ˟Ʒௐƕɧଢᄩſ Ჟ Ŵžܖఄᢃփңᜭ˟ۀՃƷʴɧឱſ Ჟ ƱዓƘƕŴ
ž˩СࡇſƴׅሉƕᨼɶƠƯƍǔŵžʴʙೌƕСኖƞǕǔſ Ჟ ŴžѮѦਃƕفьƢ
ǔſ Ჟ ŴžѣᝲǍۀՃإᣛƷૅࡰƕᩊſ Ჟ ƳƲƸॖٳƴǋ˯ƍૠ͌ƴƱƲǇƬ
Ưƍǔŵ
 ࡇࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ㝈ࡾࠊᩍጤࡢጼໃࡀᾘᴟⓗ࡞ࡢࡣࠊ㢮ఝไᗘࡢ㔜」ࢆᠱᛕࡍࡿࡽࡔゝ࠺
ࡇ࡞ࡿࠋᮍᣦᐃᰯᰯ㛗ࡀㄢ㢟どࡍࡿண⟬ࡸேᮦࡢ☜ಖࠊ௵⏝ࡢពぢල⏦ᶒ࡞ࡣᩍጤࡗ
࡚ࡣ␃ព㡯ࡋ࡚㔜ࡃ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡣᏛᰯ⌧ሙᩍጤࡢ❧ሙࡢ㐪࠸
ࡼࢁ࠺ࠋ
 ௨ୖࡽࠊᩍጤࡀ㢮ఝไᗘࡢ㔜」ࢆᠱᛕࡋࠊᣦᐃᾘᴟⓗ࡞ࡾࠊࡑࡢጼໃࡀᣦᐃࡢពྥࢆ
ᣢࡘᏛᰯࡢᣦᐃࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡞ࡿ࠸࠺ᵓ㐀ࡀᥥࡁฟࡉࢀࠊ୍᪉ࠊᏛᰯࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊண⟬
ࡸேᮦࠊ௵⏝ࡢពぢල⏦ᶒࠊᆅᇦࡢ⌮ゎ༠ຊ࡞ᐇົୖࡢၥ㢟ࡀᣦᐃ㜼ᐖせᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀࢃࡗࡓࠋ
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ᲮᲨᏋۀՃ˟ƷǵȝȸȈ˳СƱᚸ̖


 ࢯڗѠҥӍ̴Ҹര

 ਦܭఄఄᧈƕᏋۀՃ˟ƴࢳƢǔǵȝȸȈƱƠƯŴ࣏ᙲƳʖምǛ൭ǊǔͼӼƕࢍƘ 
Ჟ ŴசਦܭఄưǋʖምႎᘻƮƚǛਦܭƷவˑƴƋƛǔఄᧈƕٶƔƬƨŵƠƨƕƬƯŴʖምႎ
ᘻƮƚƸʻࢸƷǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷ୍ӏƱોծƷƨǊƷ࣏᪰ᛢ᫆ƴƳǔƱᎋƑǒǕǔŵ
ƦƷǄƔŴਦܭఄఄᧈƸŴž˂Ʒਦܭఄƴ᧙Ƣǔऴإſ Ჟ Ŵžܖఄᢃփңᜭ˟ƷۀՃᄂ
̲Ʒܱſ Ჟ ƳƲƷǵȝȸȈǛࢳƠƯƍǔŵ
 ƨƩƠŴɧ፭ƷਦܭఄఄᧈƸŴʖምǑǓǋۀՃᄂ̲ƷܱǍਦݰɼʙሁƷǢȉȐǤǹǛ
ۀƴࢳƢǔͼӼƕǈǒǕƨƜƱƔǒŴǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƱƍƏૼƨƳСࡇǁƷৎषƍ
ǋƋǔƜƱƕǘƔƬƨŵ
 ᅜෆᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊᣦᐃᰯᑐࡋ࡚Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟࡛ࡢᣦᑟຓゝࡸጤဨே㑅㛵ࡍࡿຓゝ࡞
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ⛅⏣┴㤋ᕷࠊబ㈡ᕷᩍጤ࡞ ࠊᢸᙜᣦᑟࡀ୰Ꮫᰯ༊㆟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
 ᒸᒣᕷ ࡢࠊᮧ㈝㈇ᢸᩍဨࡢຍ㓄 ⚟ᓥ┴⋢ᮧ ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ᥎㐍ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ კク⫋ဨ㸰ྡ ࡢタ⨨ 㕥㮵ᕷ ࡞ࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

 ᩍጤࡣࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿண⟬ࡋ࡚ࠊ㸯ᰯᙜࡓࡾᖺ㛫ᖹᆒ  ࢆᥐ⨨
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕጤဨሗ㓘ࡀ  ༙ࢆ༨ࡵࡿࠋጤဨሗ㓘㢠ࡣᖺ㛫ᖹᆒ⣙  
࡛ࠊ↓ᨭ⤥ࡢࡇࢁࡣ  ᩍጤ 㸣 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᩍጤࡼࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ጤဨ◊ಟࡣᖺ㛫ᖹᆒ  ᅇᐇࡉࢀࠊᰯࡢどᐹࡣ  ᅇᐇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᢸᙜ㒊ᒁ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᩍጤࡣ 㸣࡛ࠊᮍ
タ⨨ࡣ⣙ 㸣㐩ࡍࡿࠋ

 ңӏӕһҶғ̞ҩҟ̴ӛѝലыѽࢯڗѠྲ݃

 ਦܭఄǛሥƢǔۀƸŴਦܭЭƴƸžሥྸᎰǍᎰՃƷѮѦਃƕفьƢǔſ Ჟ Ŵ
žᎰՃƷ᧙࣎ƕ˯ƍſ Ჟ Ŵž˩СࡇƱƷᙐƕဃơǔſ Ჟ ŴžѣᝲǍۀՃ
إᣛƷૅࡰƕᩊſ Ჟ ƳƲǛᛢ᫆ᙻƠƯƍƨƕŴਦࢸܭƴƸƜǕǒƕᛢ᫆ƴƳƬƨƱׅ
ሉƠƨۀƷлӳƸٻƖƘถݲƠƯƍǔŵžᎰՃƷ᧙࣎ſ ȝǤȳȈŴž˩СࡇƱƷ
ᙐſ  ȝǤȳȈ ŴžѣᝲǍۀՃإᣛſ  ȝǤȳȈ ŴžሥྸᎰǍᎰՃƷਃفſ
 ȝǤȳȈ ƱƳǓŴƦƷǄƔถͼݲӼƷᓸƠƔƬƨᛢ᫆ƴƸŴžܖఄᢃփңᜭ˟Ʒௐƕ
ɧଢᄩſ  ȝǤȳȈ ŴžఄᧈƷೌᨂƕСኖƞǕǔſ  ȝǤȳȈ ŴžʴʙɥƷܖఄ᧓
ࠀƕႆဃƢǔſ  ȝǤȳȈ ƕƋǔŵ
 சਦܭఄሁƕভࣞƢǔᛢ᫆ǍਦܭƷ᧹ܹᙲ׆ƴƳǔž˩СࡇƱƷᙐſǍžѮѦਃفſŴ
žѣᝲǍۀՃإᣛſ ʖምਜ਼ፗ ŴžʴʙſƳƲƸܱᨥƴƸܖఄᢃփңᜭ˟ᢃփƴᨥƠƯբ᫆
ƱƳǒƳƔƬƨƜƱƕǘƔǔŵƦƷॖԛưŴਦܭƴෞಊႎƳۀǍܖఄƸǳȟȥȋȆǣȷǹǯ
ȸȫƴݣƠƯžǘƣۯƍſႎƳۋѬƴƋǔƱᚕƑǑƏŵ੭ᚕƢǕƹŴǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸ
ȫƷਦܭƴ᧙ƠƯƸžకƣǔǑǓငǉƕତƠſƱƍƏᜃƕ࢘ƯƸǇǔƩǖƏŵ

⚾ۍぢ࡞ࡿࡀࠊ⟶⌮⫋ࡸᩍ⫋ဨࡢ㈇ᢸቑࡀᐇ㝿ၥ㢟࡞ࡾࡃ࠸ㄆ㆑ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᏛᰯ㐠
Ⴀ༠㆟ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ࡣ㈇ᢸቑ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ㐠Ⴀࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅㐃ᦠࡀ㐍ࢇࡔ⤖ᯝࠊ
ࡑࡢᴗົࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀ࡚ࠊࢺ࣮ࢱࣝࡋ࡚㈇ᢸቑࡀ⏕ࡌ࡞ࡗࡓࡽࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ਦܭఄሥۀƸŴǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷʻࢸƷǏƘƑƴ᧙ƠƯŴžμႎƴ࠼ƕƬƯ
ƍƘſ Ჟ Ŵžɟᢿ؏עưفƑƯƍƘſ Ჟ ŴžྵཞᆉࡇƴƱƲǇǔſ Ჟ Ʊׅ
ሉƠŴٶƘƸ˴ǒƔƷ࢟ưفьƠƯƍƘƱƱǒƑƯƍǔŵǇƨŴƦƷࢫлࢳƴ᧙ƠƯƸŴž
ࢳᡫǓƴႆੱƠƯƍƘſƱׅሉƠƨۀƕ ᲟƱஇǋٶƘŴž࢟҄ƠƯƍƘſƷׅሉƸ
ᲟƴᢅƗƳƍŵ
 ƜǕǒƔǒŴਦܭఄሥۀƸǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫǛ᭗Ƙᚸ̖ƠƯƍǔƜƱƕǘƔǔŵ
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ᲯᲨசਦܭᏋۀՃ˟Ʒӕኵܱ७ƱǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƴݣƢǔᚸ̖

 ႲનจࢯڗѠଖೌ૰സ

 ǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫˌٳƷᏋሊƷӕኵܱཞඞǛǈǔƱŴਦܭۀƕசਦܭۀǛ
ɥׅƬƨӕኵƴƸŴžܖఄૅੲ؏עஜᢿſŴžܖఄᢠ৸СſŴžᲬܖСſŴžݱȷɶɟᝦ ᡲ
ઃ ᏋſŴžᏋۀՃ˟ᐯƷȆǹȈſƳƲƕƋǔ ੩ᅆᲱႸɶᲯႸ ŵž્ᛢࢸ܇Ʋǋ
ܴſƸɲۀƴࠀƕƳƘŴžܖఄᚸᜭՃſưƸசਦܭۀƷܱྙƕ᭗ƍŵ
 ᮍᣦᐃᩍጤࡣࠊᣦᐃᩍጤẚ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺ࠊ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱⟇ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࡍࡿጼໃࡀ
ᙅࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓጼໃࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᣦᐃ࠸࠺᪂ࡓ࡞⟇ᑟධࢆᾘᴟⓗࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮍᣦᐃᩍጤ࡛Ꮫᰯホ㆟ဨタ⨨⋡ࡀ㧗࠸ࡀࠊࡇࡢࡇࡀ㢮ఝไᗘࡢ㔜」ࢆᠱ
ᛕࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 નจѠڛ̞ᄩจѠᄙჃ


 ਦܭఄǛǋƨƳƍۀƷƏƪŴʻࢸžݰλʖܭſǇƨƸž౨᚛ɶſƷӳᚘƸμ˳Ʒ ᲟưŴ
ਦܭฎǈۀǛᨊƘசਦܭۀƴҩǊǔлӳƸ ᲟƴƳǔŵਦܭʖܭȷ౨᚛ɶƷۀưƸŴ
Ꮛᧈ žᆢಊႎſƷׅሉ Ჟ ƱᣃᢊࡅჄ ۀӷơƘ Ჟ ƕᆢಊႎƳͼӼƴƋǔŵ
 

 ႲનจࢯڗѠңӏӕһҶғ̞ҩҟ̴ӛѝലыѽ࠺ݎശ

 சਦܭۀƸŴǳȟȥȋȆǣȷǹǯȸȫƷௐǁƷࢳƴ᧙ƠƯƸŴਦܭఄఄᧈǍਦܭۀ
ƷئӳƴൔǂƯŴᓸƠƘࢊƍͼӼƕǈǒǕƨŵƨƱƑƹŴௐࢳᇹ  ˮƷžܖఄƱ؏עƕऴ
إǛσஊǔǑƏƴƳǔſưƸž࢘ƯƸǇǔſ žƋǔᆉࡇ࢘ƯƸǇǔſǛᨊƘ ƕ Ჟ ਦܭ
 ۀᲟ ƴᢅƗƳƍŵ
ۍయⓗࠊᮍᣦᐃᩍጤࡣࡑࡶࡑࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᑐࡍࡿᮇᚅࢆᙉࡃᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᑐࡍࡿᣄྰᛂࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡑࡢ⌧≧
ࡀ༑ศ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀᣦ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊㄪᰝⅬ࡛ࡣᣦᐃᰯࢆࡶࡓ࡞ࡗࡓᾏ㐨୕➟ᕷᩍጤ ᖹᡂ  ᖺᗘᣦᐃணᐃ ࡣࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᑐࡋ࡚㺂ᆅᇦࡢάᛶࠊᩍ⫱⎔ቃࡢᐇࠊ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࠊᏛᰯࢆ᰾ࡋ
ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡙ࡃࡾ࡞ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᲰᲨǤǮȪǹӏƼǢȡȪǫӳᘌƷ᧙ᡲሊƷܱ७Ʊཎࣉ

 ᾏእᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊࢠࣜࢫࡢሙྜࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿᏛᰯ⌮ࡢᙺ
ᐇែព⩏ࢆ㛵ಀ⪅ࡽ⫈ࡁྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛᰯ⌮ࡣࡍ࡚ࡢᏛᰯᚲ⨨ࡉࢀࠊᡓ␎
ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࠊࡲࡓ㏆ᖺࡣࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊࣅࢪࢿࢫ
㛵ࢃࡿᑓ㛛ᛶࡸ⤒㦂ࢆᏛᰯ⌮⏕ࡑ࠺ࡍࡿഴྥࡢᙉࡲࡾࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋ

 ࣓ࣜ࢝ࡢሙྜࡣࠊࣜࣀᕞࢩ࢝ࢦᕷࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟┦ᙜࡍࡿ
ᆅᇦᏛᰯጤဨࡣࠊタᙜึࡽ᫂☜࡞ᡂᯝࡀぢ࠼࡚ࡇ࡞ࡗࡓゝࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᩍ⫋ဨࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉጤဨࢆタ⨨ࡋࠊᰯ㛗ᆅᇦᏛᰯጤဨຓゝ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊࡲࡓࠊᰯ㛗ࡢᣦᑟ
ᛶࡢᙉࢆᅗࡿඹࠊྛᏛᰯࡀᴗࡸ 132ࠊ᪂ᅋయࠋᏛ➼ࡽ⮬⏤ᨭࡀ࠺ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
ᨵ㠉ࡉࢀࡓࠋ

  ࢃࡀᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࠾࠸࡚ࡶࠊD ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ㛵ಀ⪅௨እࡢ㈨※ࡢά⏝ࠊE
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟ᑐࡍࡿຓゝᶵ㛵ࡢタ⨨ࠊF ᰯ㛗㔞ᶒࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑ࡞ࡢ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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