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国際協力部教官
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大

第１ はじめに
法務総合研究所国際協力部（以下「当部」という。）は，2014 年３月３日（月）か
ら同月 12 日（水）まで（移動日を含む。）
，第 46 回ベトナム法整備支援研修（以下「本
研修」という。）を実施した。研修員は，ベトナム司法省国際法律局グエン・カン・ゴ
ック局長を団長とする 10 名であった（詳細は，別紙１を参照されたい。）。

第２ 本研修実施の背景
法務省は，1994 年から現在に至るまで，独立行政法人国際協力機構（JICA）の技術
協力プロジェクトの枠組みの下，ベトナムに対する法制度整備支援を進めており，現
在は，
「法・司法制度改革支援プロジェクト・フェーズ２」
（以下「現行プロジェクト」
という。）において，ベトナムにおける法の支配の実現に向け，司法機関の能力向上の
ための支援協力活動を行っている。
1995 年に制定されたベトナムの民法は，日本の支援を受けながら 2005 年に全面改
正されたが（以下「現行ベトナム民法」という。），ベトナムでは，市場経済化の進展
や社会状況の変化に伴い発生した様々な問題に対処することを目的として，2016 年中
に現行ベトナム民法を大規模に改正することを目指している。
現行ベトナム民法第７編「外国要素を含む民事関係」には，いわゆる国際私法分野
の規定が置かれているが1，規定内容が不明確なものや，国際私法の基本的な考え方や
現代の潮流から離れた規定も存在するとの問題意識に基づき，同編も大規模な改正が
必要な１分野として，ベトナム司法省国際法律局が中心となり改正草案起草作業が進
められてきた。
我が国では，近時，2006 年に「法の適用に関する通則法」を制定し，2011 年の民事
訴訟法改正では国際裁判管轄の規定を設けるなど国際私法分野における法改正を経験
しているところ，今般，ベトナム側から，国際私法分野の改正草案起草に資する情報
1

現行ベトナム民法の内容については，当部ホームページ掲載の同法仮和訳を参照されたい
（http://www.moj.go.jp/content/000111329.pdf）。
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提供と同分野改正の起草担当者を中心とするベトナム司法省職員等に対する研修実施
の要望が寄せられた。我が国が上記法改正の経験で得た知見等をベトナムに提供する
ことは同国の要望に応えることになるとともに，現行プロジェクトの支援成果を発展
させることにもつながることから，本研修を実施したものである。

第３ 本研修の概要
本研修実施に当たっては，事前に現行プロジェクトの長期専門家，JICA，国際私法
分野の改正草案起草を担当しているベトナム司法省国際法律局関係者及び当部担当者
との間で綿密な協議を行い，本研修では，国際私法を専門とする大学教授，
「法の適用
に関する通則法」等の立法担当者及び国際私法分野の実務に詳しい弁護士による講義
や意見交換，東京家庭裁判所の見学や同裁判所裁判官との意見交換を実施するほか，
ベトナム側参加者による国際私法分野改正の方向性に関する報告を実施することとし
た。
これらのプログラムを通じて，ベトナム側参加者の国際私法分野に関する知見が深
まり，改正法案起草に資する情報がベトナム側参加者に提供されると同時に，日本側
関係者もベトナムにおける改正動向を把握して今後の支援協力活動に役立つ情報を得
ることを目指した。
なお，本研修には，前記研修員 10 名に加え，ベトナム現地から現行プロジェクトの
長期専門家（当時）木本真理子弁護士2も帯同し，全日程に参加した。

第４ 研修内容
本研修日程の詳細については，別紙２のとおりであるが，以下，実施したプログラ
ムのうちのいくつかを紹介する。
１ ベトナム側発表
研修初日である３月４日（火）午後には，研修員を代表して本研修の団長である
グエン・カン・ゴック局長から，別紙３の「報告 民法の第７編『外国要素をもつ
民事関係』の規定の完全化 ベトナムの国際私法の制定についての報告」を基に国
際私法分野の改正動向等に関する発表が行われた（同発表の内容の詳細は，別紙３
2

木本弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所所属）には，2012 年 11 月３日から 2014
年３月 31 日までの約１年５か月間，現行プロジェクトの長期専門家として精力的に活動して
いただいた。また，本研修においても，実施前の段階から，ベトナム司法省国際法律局関係
者や本研修にも御協力いただいた神前禎教授と綿密な協議を実施し，講師の方々に対しては
詳細な情報を提供してくださるなど御尽力いただいた。本研修の成功は一重に木本弁護士の
御努力によるところが大きく，改めて御礼を申し上げたい。
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を参照いただきたい。）
。
２ 講義『法の適用に関する通則法の制定経緯』
３月５日（水）午前には，法務省民事局小出邦夫総務課長を講師に招いて，我が
国の国際私法である「法の適用に関する通則法」の制定経緯等について講義をして
いただいた。小出総務課長には，
「法の適用に関する通則法」の立法に携わった立法
担当者としての経験を基に，同法の立法経緯や，同法の逐条的解説をしていただい
たが，旧法である法例と比較しながらの変更点等の説明，学者の考えと実務の考え
との対立があった点の紹介など，具体例を交えて逐条的に解説していただき，研修
員も難しい分野の話ながら真剣に耳を傾けていた。研修日程の最初の講義で，小出
総務課長から，日本の国際私法の全体像を具体的に説明していただいたことから，
後の講義や意見交換会に向けて研修員の問題意識を醸成することができた。
３ 法律事務所訪問及び講義『民事訴訟における国際裁判管轄について』
３月５日（水）午後には，アンダーソン・毛利・友常法律事務所を訪問し，同事
務所に勤務されている渡邉剛弁護士，山口大介弁護士及び長田真理子弁護士から同
事務所の概要説明をしていただき，その後，同事務所の古田啓昌弁護士から，
『民事
訴訟における国際裁判管轄について』と題して，講義をしていただいた。
古田弁護士には，国際的民事紛争の分野に関する豊富な知識と実務経験に基づい
て，国際裁判管轄の基本知識，国際裁判管轄法制整備の経緯及び日本の現行民事訴
訟法における国際裁判管轄のルールに関し，立法過程において議論になった点も取
り入れて具体的に紹介していただくなど，非常にきめ細やかな御説明をしていただ
いた。また，古田弁護士からは，現行ベトナム民法の国際私法分野に関する条文に
ついてコメントもしていただけたが，現場実務の専門家による貴重な意見として真
摯かつ真剣に受け止めている研修員の姿が印象的であった。
４ 講義『対外国民事裁判権法の制定経緯』
３月６日（木）午前には，法務省民事局小林康彦参事官（当時）3を講師に招いて，
我が国の「対外国民事裁判権法」の制定経緯等について講義をしていただいた。小
林参事官には，日本の民事訴訟法の沿革，民事裁判権の意義，民事裁判権の対人的
制約，対外国民事裁判権法の制定経緯という流れで，基本的な部分から丁寧に説明
をしていただいたので，研修員の理解も進み，後半に行った質疑応答では，研修員
から活発な質問が相次いで出され，これらに丁寧にお答えいただいた。例えば，研
修員から出された質問のうち，絶対的免除主義から制限免除主義への移行期におけ

3

小林康彦参事官は，現在，東京高等裁判所判事として勤務されている。
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る状況や法制化した際の状況については，世界的な潮流，日本における大審院判例
から最高裁判例への判例変更状況，国連条約の採択などに関して順を追って丁寧に
説明していただいた。
５ 東京家庭裁判所訪問及び裁判官との意見交換会
３月７日（金）午後には，東京家庭裁判訪問及び裁判官との意見交換を実施した。
前半は，東京家庭裁判所の中野晴行裁判官から，家庭裁判所の概要説明と渉外事件
の審理状況を具体的なデータ等を基にして説明していただいた。ベトナムでは，裁
判官が抵触規定をいわば無視して国内法を適用し裁判を行ってしまっている実態が
あるため，研修員は，日本の裁判における渉外事件の審理状況や審理方法に関する
説明を真剣な面持ちで聞いていた。後半は，水野有子裁判官4が研修員からの質問に
対応してくださり，例えば，日本でも外国法の適用に関しては，手をかけて調査を
して行っていることや，法の適用に関する通則法を適用するに際しての裁判官のス
タンスなど，具体例を交えて説明していただいた。また，質疑応答の後には，調停
室，審判法廷，児童室など東京家庭裁判所の施設を具体的な利用方法を教えていた
だきながら説明していただいた。
６ 意見交換『ベトナム民法改正の論点』及びベトナム民法改正の草案検討
３月７日（金）午前，同月 10 日（月）午前には，現行プロジェクトのアドバイ
ザリーグループであるベトナム民法共同研究会にも参加していただいている学習院
大学法科大学院の神前禎教授に御協力いただき，ベトナム民法改正における国際私
法分野の論点検討や同分野の改正草案検討を実施した。具体的には，神前教授に，
本研修の団長グエン・カン・ゴック局長をはじめとする国際私法分野の改正草案起
草メンバーが作成した草案に関して，逐条的にコメントをしていただき，そのコメ
ントを基に更に本研修の参加者が意見を出し，その上で神前教授を交えて議論をす
るという形で意見交換及び草案の検討を実施した。
７ 法律事務所訪問及び講義『法の適用に関する通則法制定の経緯及びその後の影
響』
３月 10 日（月）午後には，西村あさひ法律事務所を訪問し，同事務所に勤務さ
れている福沢美穂子弁護士，柳瀬ともこ弁護士から同事務所の概要説明をしていた
だき，その後，同事務所の手塚裕之弁護士から，
『法の適用に関する通則法制定の経
緯及びその後の影響』と題して，講義をしていただいた。
手塚弁護士は，法制審議会国際私法部会の幹事を務められ，前述の小出総務課長

4

水野裁判官は，現在，東京地方裁判所判事として勤務されている。
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同様，
「法の適用に関する通則法」の制定過程を熟知されていることから，豊富な知
識と実務経験に基づいて弁護士実務家から見た同法制定の経緯とその影響について
説明していただいた。手塚弁護士の講義においては，同法の制定により，従前解釈
上の問題が頻発していた論点について，より明確で合理的な規律が示されるととも
に，例外的状況に対して裁判所が解釈論により柔軟に対処できる余地を残し，他方
で一定分野においては，諸外国の現代的な国際私法に倣って弱者保護の政策的配慮
も取り入れるバランスのとれた立法になっているという積極的な評価と，不法行為
の成立に関する特別留保条項の維持は過度な加害者保護になり得るものとして問題
をはらんでいるとの指摘がなされたが，これらは，本研修を通じて，日本法の制定
過程や実務の状況を見聞してきた研修員にとって，更に国際私法分野の知見を深め
る良い契機となったと思われる。
８ 総括質疑
最終日の３月 11 日（火）には，本研修を踏まえての総括質疑や意見交換，全体
評価会を行い，グエン・カン・ゴック局長をはじめとする本研修参加者からは，各
プログラムで得た知見を基にした自国の国際私法分野の改正方向性に関する意見や
本研修の成果を改正草案に反映させたいとの意気込みが感じられる発言が出される
など，本研修期間中にも成果の一端が現れていることを感じることができた。

第５ 終わりに
本研修の成果が国際私法分野に関する改正ベトナム民法において，どのような形で
結実するかは 2015 年に予定している同法の成立を見るまでは分からないが，
同分野改
正草案起草の中心メンバー等により構成された本研修の研修員が，いずれのプログラ
ムにも主体的に参加して日本の知見を吸収することに真摯に取組み，総括質疑では，
これを今後に積極的に活かそうという強い意欲が伺えたことに照らすと，本研修を実
施した意義は大きかったと感じている次第である。
このように実り多く内容の濃い研修を実現することができたのは，講師の先生の皆
様，神前教授，翻訳・通訳を通じて日本側と研修員との架け橋になってくださった大
貫錦氏，綱川秋子氏，各訪問先の皆様など，関係者の皆様の多大な御支援，御協力が
あってこそのことであり，この場をお借りして，改めて厚く御礼を申し上げたい。
以 上
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【和訳：（元）ἲ࣭ྖἲไᗘᨵ㠉ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣇ࢙࣮ࢬ
【和訳：（元）ἲ࣭ྖἲไᗘᨵ㠉ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣇ࢙࣮ࢬ
2 㛗ᮇᑓ㛛ᐙ 2ᮌᮏ┿⌮ᏊẶࠚ
㛗ᮇᑓ㛛ᐙ ᮌᮏ┿⌮ᏊẶࠚ
【和訳：（元）ἲ࣭ྖἲไᗘᨵ㠉ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣇ࢙࣮ࢬ2 㛗ᮇᑓ㛛ᐙ



ᮌᮏ┿⌮ᏊẶࠚ
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࣋ࢺࢼ࣒ྖἲ┬
࣋ࢺࢼ࣒ྖἲ┬

࠙ヂࠚ ࠙ヂࠚ
࠙ヂࠚ

ሗ࿌

,

ሗ࿌
ሗ࿌
 ⦅ࠕእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࠖࡢつᐃࡢ
 ⦅ࠕእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࠖࡢつᐃࡢ
Ẹἲࡢ➨ Ẹἲࡢ➨
࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿⚾ἲࡢไᐃࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌
࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿⚾ἲࡢไᐃࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌
 ⦅ࠕእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࠖࡢつᐃࡢ
Ẹἲࡢ➨
⫼ᬒ,
⫼ᬒ ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿⚾ἲࡢไᐃࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌

,
⫼ᬒ
 ୍⯡ⓗ࡞≧ἣ
 ୍⯡ⓗ࡞≧ἣ
 ୍⯡ⓗ࡞≧ἣ
㠀ᖖࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡓ⌧௦ࡢୡ⏺࠾࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿᅜࡶእ㒊ࡢ᥋ゐࡸ
㠀ᖖࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡓ⌧௦ࡢୡ⏺࠾࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿᅜࡶእ㒊ࡢ᥋ゐࡸ
┦స⏝࡞ࡋⓎᒎࡋࠊⰋዲࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ
┦స⏝࡞ࡋⓎᒎࡋࠊⰋዲࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ
㠀ᖖࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡓ⌧௦ࡢୡ⏺࠾࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿᅜࡶእ㒊ࡢ᥋ゐࡸ
ࡇࢁࠊ㛛ᡞࢆ㛤ᨺࡍࡿ⛬ᗘࡶࡼࡿࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྛၥ㢟ᑐࡍࡿྛᅜࡢ⤫
ࡇࢁࠊ㛛ᡞࢆ㛤ᨺࡍࡿ⛬ᗘࡶࡼࡿࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྛၥ㢟ᑐࡍࡿྛᅜࡢ⤫
┦స⏝࡞ࡋⓎᒎࡋࠊⰋዲࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ
ྜࠊ㐺ྜᛶࠊฎ⌮ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡚ࡢᅜࡀฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
ྜࠊ㐺ྜᛶࠊฎ⌮ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡚ࡢᅜࡀฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
ࡇࢁࠊ㛛ᡞࢆ㛤ᨺࡍࡿ⛬ᗘࡶࡼࡿࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྛၥ㢟ᑐࡍࡿྛᅜࡢ⤫
࠸እᅜせ⣲ࢆᣢࡘࡲࡓࡣᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡉࡏࡿࠋ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟ࡣࠊಶูࡢᅜ
࠸እᅜせ⣲ࢆᣢࡘࡲࡓࡣᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡉࡏࡿࠋ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟ࡣࠊಶูࡢᅜ
ྜࠊ㐺ྜᛶࠊฎ⌮ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡚ࡢᅜࡀฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
ࡲࡓࡣ࠸ࡃࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᅜࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡋࡋࠊࢇࡍ࡚ࡢᅜࡀゎ
ࡲࡓࡣ࠸ࡃࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᅜࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡋࡋࠊࢇࡍ࡚ࡢᅜࡀゎ
࠸እᅜせ⣲ࢆᣢࡘࡲࡓࡣᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡉࡏࡿࠋ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟ࡣࠊಶูࡢᅜ
Ỵࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫㐺ྜࡍࡿᅜ㝿⚾ἲࡢ
Ỵࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫㐺ྜࡍࡿᅜ㝿⚾ἲࡢ
ࡲࡓࡣ࠸ࡃࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᅜࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡋࡋࠊࢇࡍ࡚ࡢᅜࡀゎ
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⟇ᐃࡋࠊࡍࡿࡇࡣࠊ⌧௦࠾ࡅࡿࡍ࡚ࡢᅜࡢ㔜せ࡞┠
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⟇ᐃࡋࠊࡍࡿࡇࡣࠊ⌧௦࠾ࡅࡿࡍ࡚ࡢᅜࡢ㔜せ࡞┠
Ỵࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫㐺ྜࡍࡿᅜ㝿⚾ἲࡢ
ⓗ௵ົ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿⚾ἲࡣࠊᅜᐙἲ௧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣእᅜࠊእᅜᴗࡸ
ⓗ௵ົ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿⚾ἲࡣࠊᅜᐙἲ௧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣእᅜࠊእᅜᴗࡸ
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⟇ᐃࡋࠊࡍࡿࡇࡣࠊ⌧௦࠾ࡅࡿࡍ࡚ࡢᅜࡢ㔜せ࡞┠
ಶே㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㐺⏝ࡉࢀࡿእᅜἲࠊእᅜ࠾ࡅࡿ㈈⏘㛵㐃ࡍࡿ
ಶே㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㐺⏝ࡉࢀࡿእᅜἲࠊእᅜ࠾ࡅࡿ㈈⏘㛵㐃ࡍࡿ
ⓗ௵ົ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿⚾ἲࡣࠊᅜᐙἲ௧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣእᅜࠊእᅜᴗࡸ
ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲ࠾ࡅࡿྛᅜᐙ㛫ࡢ␗࡞ࡿほⅬࠊࣉ࣮ࣟࢳࠊ
ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲ࠾ࡅࡿྛᅜᐙ㛫ࡢ␗࡞ࡿほⅬࠊࣉ࣮ࣟࢳࠊ
ಶே㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㐺⏝ࡉࢀࡿእᅜἲࠊእᅜ࠾ࡅࡿ㈈⏘㛵㐃ࡍࡿ
ἲᚊࡢఏ⤫ࠊᏛὴࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋẸࠊၟᴗ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊᴗࠊ
ἲᚊࡢఏ⤫ࠊᏛὴࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋẸࠊၟᴗ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊᴗࠊ
ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲ࠾ࡅࡿྛᅜᐙ㛫ࡢ␗࡞ࡿほⅬࠊࣉ࣮ࣟࢳࠊ
ேẸࡀࡼࡾከࡃࡢ┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜෆἲᚊࠊ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡽྛ
ேẸࡀࡼࡾከࡃࡢ┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜෆἲᚊࠊ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡽྛ
ἲᚊࡢఏ⤫ࠊᏛὴࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋẸࠊၟᴗ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊᴗࠊ
ᅜࡀ⾲⌧ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ⌧ᐇࡢࡓࡵດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ㝿⚾ἲࢆㄪᩚࡋࠊ
ᅜࡀ⾲⌧ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ⌧ᐇࡢࡓࡵດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ㝿⚾ἲࢆㄪᩚࡋࠊ
ேẸࡀࡼࡾከࡃࡢ┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜෆἲᚊࠊ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡽྛ
ㄪࡉࡏࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ㄪࡉࡏࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࡢຍ┕ᅜࢆ᭷ࡍࡿᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ
ࡢຍ┕ᅜࢆ᭷ࡍࡿᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ
ᅜࡀ⾲⌧ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ⌧ᐇࡢࡓࡵດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ㝿⚾ἲࢆㄪᩚࡋࠊ
㆟㸦࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢከࡃࡢෆᐜ
㆟㸦࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢከࡃࡢෆᐜ
ㄪࡉࡏࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࡢຍ┕ᅜࢆ᭷ࡍࡿᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ
ࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿ
ࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿ

㏆ࡃࡢබ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⤖ᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊࡲࡓࠊࡢ

㏆ࡃࡢබ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⤖ᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊࡲࡓࠊࡢ
㆟㸦࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢከࡃࡢෆᐜ
ᅜ㝿⚾ἲࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿດຊࡶྵࡲࢀࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿດຊࡶྵࡲࢀࡿࠋ
ࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿ
 ㏆ࡃࡢබ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⤖ᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊࡲࡓࠊࡢ
ᅜ㝿⚾ἲࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿດຊࡶྵࡲࢀࡿࠋ
࣋ࢺࢼ࣒ࡶࠊࡇࡢ୍⯡ⓗ࡞⫼ᬒࡢእ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ᭱㏆ࠊᅜࢆゎᨺ
࣋ࢺࢼ࣒ࡶࠊࡇࡢ୍⯡ⓗ࡞⫼ᬒࡢእ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ᭱㏆ࠊᅜࢆゎᨺ
ࡋࠊᑟⓗࡘ✚ᴟⓗᵝࠎ࡞㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦཬࡧୡ⏺῝ࡃࠊᗈࡃ⤫ྜࡋࡼ
ࡋࠊᑟⓗࡘ✚ᴟⓗᵝࠎ࡞㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦཬࡧୡ⏺῝ࡃࠊᗈࡃ⤫ྜࡋࡼ
࣋ࢺࢼ࣒ࡶࠊࡇࡢ୍⯡ⓗ࡞⫼ᬒࡢእ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ᭱㏆ࠊᅜࢆゎᨺ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཧຍࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢಶேࠊ⤌⧊ྛᅜࠊྛᆅᇦࡢಶ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཧຍࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢಶேࠊ⤌⧊ྛᅜࠊྛᆅᇦࡢಶ
ࡋࠊᑟⓗࡘ✚ᴟⓗᵝࠎ࡞㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦཬࡧୡ⏺῝ࡃࠊᗈࡃ⤫ྜࡋࡼ
ேࠊ⤌⧊ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊẸࠊၟᴗࠊᢞ㈨ࡢὶ㛵ಀࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ
ேࠊ⤌⧊ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊẸࠊၟᴗࠊᢞ㈨ࡢὶ㛵ಀࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཧຍࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢಶேࠊ⤌⧊ྛᅜࠊྛᆅᇦࡢಶ
ேࠊ⤌⧊ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊẸࠊၟᴗࠊᢞ㈨ࡢὶ㛵ಀࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ
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࣒ࡣࠊእᅜࡽࡢ㨩ຊⓗ࡞ᢞ㈨┠ⓗᆅࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ᪥ᮏࡣ࣋ࢺ
ࢼ࣒ࡢᢞ㈨ࡀ᭱ࡶከ࠸ᅜࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊୡ⏺ࡢከࡃࡢᅜࡢ㛫࡛
 ൨⡿ࢻࣝ㏆࠸㍺ฟධࡢၟᴗ㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊ㍺ฟධࡢ౯್ࡣࠊẖᖺ 㸣௨ୖࡢࣞ࣋
࡛ࣝቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊṔྐⓗ࡞せᅉࡼࡾࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣ⌧ᅾࠊ⣙  ேࡢ
ࠕᐃఫ࣋ࢺࢼ࣒ேࠖࡤࢀࡿࠊእᅜ࡛⏕άࡋࠊ⏕ィࢆ❧࡚࡚࠸ࡿேࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࢀࡽࡢேࠎࡣࠊᨾ㒓ཬࡧ࣋ࢺࢼ࣒ᑐࡍࡿ㠀ᖖᐦ᥋࡞㈈⏘ⓗࠊ⾑⦕ⓗࠊ⢭⚄ⓗ
ࡘ࡞ࡀࡾࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊእᅜ࡛␃Ꮫࠊ᪑⾜ࠊࢆࡍࡿ⪅ࠊ᪥ᮏேࢆྵࡴእ
ᅜே⤖፧ࡍࡿ⪅ࡣࠊቑຍࡍࡿഴྥ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᡓ␎ⓗ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࠊᖖ࣋ࢺࢼ࣒ᢞ㈨
ࣛࣥ࢟ࣥࢢୖⓏሙࡋࠊࡲࡓࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢၟᴗ౯್ࡀ᭱ࡶࡁ࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋ᪥
ᮏࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᑐࡍࡿ 2'$ ࡢ㈉⊩࡛ࡶࡶࡗࡶከ㢠࡞ᅜ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ാࡃࠊ
␃Ꮫࡍࡿࠊ᪑⾜ࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ேཬࡧ࣋ࢺࢼ࣒࡛ാࡃࠊ␃Ꮫࡍࡿࠊ᪑⾜ࡍࡿ᪥ᮏேࠊ
ཬࡧ୧ᅜ㛫ࡢᅜ㝿⤖፧ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊ୧ᅜ㛫ࡢ㛵ಀࡢⰋዲ࡞Ⓨᒎకࡗ࡚ࠊቑຍഴ
ྥ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡣࠊ㐣ཤ  ᖺ㏆ࡃࡢ㛫ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊᨵ㠉ࠊྖἲᨵ㠉࠾࠸࡚ᨭࡋ
࡚ࡁࡓᅜ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ⌧௦࠾࠸࡚ึࡵ࡚  ᖺẸἲࢆᑟධࡢ
㝿ࠊࡑࡋ࡚ࠊẸἲࡢᨵṇࡲࡓࡣẸἲ⾜ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃࡢ㝿ኚ㈗
㔜࡞༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࢩࣅ࣮ࣝࣟࡢఏ⤫ᚑ࠺ᅜ࡛࠶ࡿࡽࠊẸἲࡣ
࣋ࢺࢼ࣒⤒῭ࠊ♫࠾࠸࡚㔜せ࡞ᆅࢆ᭷ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊຠᯝⓗࠊㄔᐇࠊᐇ
ົⓗ࡞᪥ᮏᨻᗓேẸࡢᨭࡣࠊኚ㧗࠸౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊἲ
ᚊ⚾ἲࡢศ㔝࠾࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡁ࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪂ࡓ࡞௦࠾ࡅࡿᅜࡢⓎᒎ┠ᶆཬࡧせㄳ㐺ᛂࡍࡿࡓࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᅜ
ࡣࠊẸἲࡢᨵṇࡢィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊẸἲࡢ㉳ⲡࢢ࣮ࣝࣉࡣ✚ᴟⓗάືࡋ࡚
࠸ࡿࠋẸἲࡢ᪂ࡓ࡞ᵓᡂ࠾࠸࡚ࠊ ࡘࡢ⦅ࡀ๐㝖ࡉࢀࡿࡀࠊእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ
㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ㸯ࡘࡢ⦅ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ẹἲ
ࡘ࠸࡚ࡲࡔࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡢࡓࡵㄝ᫂ࡍࡿࠊ⌧௦ࡢẸἲ➨  ⦅ࡣࠊእᅜ
㛵㐃ࡍࡿẸ㛵ಀ࠾ࡅࡿἲᚊࡢゐࡲࡓࡣ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥ㛵ࡍࡿつᐃࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࠋẸἲ➨  ⦅ࠕእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀࠖࡣࠊ ᖺ㏆ࡃࡢ㛫ࠊᇶᮏⓗᨵᐃࡉ
ࢀࡎᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡞ࡐࠊᨵᐃࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢ㸽ᨵゞࡢせㄳࡀ࡞ࡗࡓࡢ㸽
➨  ⦅ࡣᐇ㝿ࡣ⏕άྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㛵ᚰࢆኻࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽
ࡇࢀࡲ࡛ࠊከࡃࡢ◊ಟᅋࡀ᪥ᮏ࠾࠸࡚Ẹἲ㛵ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ◊✲ࡍࡿࡓࡵ
᮶᪥ࡋࡓࡀࠊእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀ㛵ࡍࡿ➨  ⦅ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛㞟୰ࡋ
࡚Ꮫࡪ◊ಟᅋࡣᅇࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒ഃࡣࠊࡇࡢ◊✲ཬࡧ⪃ᐹ
ࡢ⤖ᯝኚᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣋ࢺࢼ࣒ࡢ◊ಟᅋࡣࠊẸἲࡗ࡚㔜せ࡞㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿከࡃࡢᶵ㛵ࡢ௦⾲⪅
ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᅜົᒁࠊᨻᗓົᒁࠊุᡤࠊྖἲ┬ࠊᑓ㛛ᐙࠋᅇ
ࡢ◊ಟࡢ  ࡘࡢ┠ⓗࡣ㸸


Ẹἲ➨  ⦅ࡢᨵṇ㛵㐃ࡋ࡚ࠊእᅜ㛵㐃ࡍࡿẸἲᚊࡢไᐃཬࡧ
㐺⏝㛵ࡍࡿ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࠋ



ᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊࡢไᐃࡢࡓࡵࠊẸἲࡽ⊂❧ࡋࡓᅜ㝿⚾ἲ
㛵ࡍࡿ⊂❧ἲࡢไᐃཬࡧ㐺⏝࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࠋ

㏆࠸ᑗ᮶ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿẸἲ➨  ⦅ࡢᨵṇཬࡧᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊࡢไᐃ
㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢྖἲࡘ࠸࡚ࡼࡾ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᨭ
ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊከࡃࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒◊ಟᅋࡣࠊྛᑓ㛛ᐙࠊ◊✲ᐙཬࡧ
ᐇົᐙពぢࢆ⾜࠸ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ㸸
㸩ᅜࡢᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊᯟ⤌ࡢ᫂☜ࡢ☜ᐃࡢࡓࡵࠊࠕᅜ㝿⚾ἲࠖᴫ
ᛕࡢ┿ࡢព⩏ࠊᗈ⩏ࡢሙྜ⊃⩏ࡢሙྜࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸩ᐇ㝿ࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊẸἲ➨  ⦅ࡣࠊุᡤ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ၥ㢟ࡢゎỴ
࠾࠸࡚ࢇ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓࠊಶேࠊ⤌⧊ࠊᘚㆤኈࡣࠊዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡲࡓ
ࡣᐇࡢ㐣⛬࠾࠸࡚㛵ᚰࢆᡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊẸἲ➨  ⦅ࡢᨵṇࡣࠊ⏕
άྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡓࡵࠊ♫ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᰂ㌾࡞せ⣲ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸩ࡲࡓࠊẸἲ➨  ⦅ࡢࡢẸἲࡢ⦅ࡢ㛵ಀࡣ㸽ࡑࡋ࡚ࠊࡢἲ࠾࠸࡚ࡶ
ྠࡌෆᐜࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿつᐃࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࡣ㸽࠼ࡤࠊ⌧⾜Ẹἲࡢ  ⦅ࡽ 
⦅つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿẸ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡶࠊẸἲ➨  ⦅࡛ㄪᩚࡍࡁࡔᙇࡍࡿ⪅
ࡶ࠸ࡿࠋ
㸩ᅜ㝿⚾ἲࢆไᐃࡋࠊࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ⪃៖ࡋࠊཷධࠊ
ཧຍࡍࡁつᐃཬࡧᅜ㝿ᇶ‽㸸ᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ㆟ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿྛබ
⣙ࡘ࠸࡚㸽እᅜࡢ⤒㦂ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ㸽
㸩Ẹἲࡣࠊእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀ㛵ࡍࡿ➨  ⦅ࢆࡍ࡛᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿ⊂❧ࡋࡓἲࢆ᪂ࡓไᐃࡍࡁ㸽ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊࡇࡢἲ
ᚊẸἲ➨  ⦅ࡢ㛵ಀࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢ㸽
⚾㐩ࡣࠊ࠶ࡿᅜࡢἲᚊࡣࠊἲⓗຠຊࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠊᇶ‽ཬࡧᅜᐙࡢ୍
⯡ⓗ࡞࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࡣࠊ⚾㐩ࡗ࡚ࠊἲᚊᨵ㠉࠾ࡅ
ࡿ㈗㔜࡞ࣞࢵࢫࣥࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊྛ᮲௳ࠊ⫼ᬒࠊἲᚊࡢఏ⤫ࠊẸ
᪘ࡢᩥࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ༢ἲᚊࢆࠕ㍺ධࠖࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣᡂຌࡍࡿࡇࡣ࡛
ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧௦ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡓୡ⏺࠾࠸࡚ࠊ
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ၥ㢟ࡢฎ⌮࠾࠸࡚ඛࢆ⾜ࡃᅜࡢ⤒㦂ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲ࡍࡿࡇࡣࠊၥ㢟ࡢฎ⌮ࡘ
࠸࡚㈼ࡃࠊ㏆ࡃࠊ㛫ࢆࢭ࣮ࣈ࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ㛵㐃ࡍࡿἲᚊᯟ⤌ࡳ
 ᖺ᪂ࡓ࡞᠇ἲࡀไᐃࡉࢀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ♫
⩏࠾ࡅࡿேẸࡼࡿࠊேẸࡢࡓࡵࡢேẸࡢἲᶒᅜᐙࢆᘓタࡋࠊ♫⩏ࢆᚿྥ
ࡍࡿᕷሙ⤒῭ࢆᵓ⠏ࡋࠊᑟⓗࡘ✚ᴟⓗ࡞ᅜ㝿⤫ྜࢆ⾜࠸ࠊྛேࡀἲࡢ๓ᖹ➼
࡛࠶ࡾࠊㄡࡶࡀẸཬࡧ⤒῭⏕ά࠾࠸࡚ᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࡢ㔜せ࡞つᐃࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㏆࠸ᑗ᮶࠾࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊࡢไᐃࡢࡓࡵࡢつᐃ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿⚾ἲࡣࠊẸἲࡢ➨  ⦅ࠕእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࠖ࠾࠸࡚つᐃࡉ
ࢀࡿࠋ᠇ἲࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊไᗘࡣࠊㄪᩚ㐺ྜࡢࡓࡵぢ┤ࡋ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᑓ㛛ᐙࡼࡿぢ┤ࡋホ౯ࡢ㐣⛬࡛ࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿྛၥ㢟ࢆㄪᩚࡍࡿ
ࡓࡵࡢ࣋ࢺࢼ࣒ἲつ⠊ᩥ᭩ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ ࡢἲつ⠊ᩥ᭩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
୰࡛ࠊ ࡣࠊᅜࡢἲᚊཬࡧᅜᖖົጤဨ௧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ㔜せ࡞ἲᚊࡣ
ἑᒣ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ ᖺᾏἲࠊ ᖺປാἲࠊẸッゴἲࠊ ᖺ࣋ࢺࢼ࣒
Ẹ㛫⯟✵ᶵἲࠊ ᖺၟἲࠊ ᖺၟ௰ἲࠊ ᖺಙ⏝ᶵ㛵ἲࠊ ᖺ፧ጻ
ᐙ᪘ἲࠊ ᖺᴗἲࠊ ᖺዎ⣙ᚑࡗ࡚እᅜ࡛ാࡃ࣋ࢺࢼ࣒ປാ⪅㛵ࡍࡿἲ
ᚊࠊ ᖺ➇தἲࠊ ᖺᅵᆅἲࠊ ᖺື⏘ᴗἲࠊ ᖺ㣴Ꮚἲ࣭࣭࣭ࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿ㔜せ࡞つᐃࡣࠊẸἲ➨  ⦅ཬࡧẸッゴἲ
➨  ⦅࡛ㄪᩚࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ἲࡢᯟ⤌ࡳᑐࡍࡿἲᚊࡢᐇ㝿ࡢ㐺⏝ࡣࠊ๓ྥࡁ
࡞Ⓨᒎࢆࡆ࡚࠾ࡾࠊ≉ᅜᐙᶵ㛵ࠊุᡤࠊேẸཬࡧᴗࡀእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ
㛵ಀ࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢฎ⌮㛵ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞ἲ⌮ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࣋ࢺࢼ࣒࠾
ࡅࡿἲࡢ◊✲ᩍ⫱ࡣࠊࡲࡍࡲࡍᅜ㝿⚾ἲࡢ㡿ᇦ㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋᅜᐙࡶ࣋ࢺࢼ࣒ࡀᅜᐙ⤫ྜࢆᗈࡃࠊ῝ࡃ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࠾࠸࡚ࠊ≉⤒῭ࠊ
ၟᴗࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲࢆಁ㐍ࡋࠊ㧗ࡵࡼ࠺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࡢᅜ㝿
⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ㆟ࡢຍධཬࡧ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࠊࣁ࣮ࢢ㆟ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡢ
ᅜ㝿බ⣙ࡢຍධࡣࠊࡇࡢᙇࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢṌࡳ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢせ⣲ࡣ㔜せ࡛
࠶ࡾࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿⚾ἲࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢ᮲௳࡞ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⌧⾜ࡢᅜ㝿⚾ἲࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊ୍ᐃࡢḞⅬࢆ㟢࿊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿⚾ἲࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿつᐃࡣࠊලయⓗ࡞つᐃࢆకࡗ࡚ከࡃࡢἲつ⠊ᩥ
᭩ᩓࡽࡤࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡤࡋࡤࠊ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊྛἲつ
⠊ᩥ᭩㛫ࡢ㛵ಀࡣࠊ࠸ࡘࡶ᫂☜࡞ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᚓࡋࡀࡓࡃࠊ㔜」ࢆ⏕
ࡌࡉࡏࠊ୍㈏ᛶࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊἲࡢ㐺⏝ࡢ㐣⛬࡛ࠊከࡃࡢᅔ㞴ࠊḞⅬࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚
࠸ࡿࠋ
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Ẹἲ➨  ⦅ࡢㄪᩚ⠊ᅖࡣࠊእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀᑐࡍࡿ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥၥ
㢟ࢆࡲࡔゎỴࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ༑ศໟᣓⓗ࡛ࡣ࡞࠸㸹ྛᙜ⪅ࡢྜពࡢ⮬⏤ࡢཎ๎ࡣࠊ
ࡲࡔ༑ศ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸹ࠕእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀࠖ࠸࠺ᴫᛕඹ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜࡢἲᚊ௳㸦Ẹ⬟ຊࠊኻ㋑ࠊṚஸ«㸧㛵ࡍࡿྛᙜ⪅ࡢẸྜពࡢࡓ
ࡵࡢἲᚊཎ๎ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ࡣࠊᕷሙࡢせ⣲ྛᙜ⪅ࡢ⮬⏤ྜពࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕእᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀࠖ࠸࠺ᴫᛕࡣࠊẸἲ࠾࠸࡚  ᖺࡶ⏝ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࠸ࡘࡶ⤫୍ⓗ⌮ゎࡉࢀࠊ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢୖࠊࠕእᅜ
ᐃఫࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ேࠖ࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࡑࡢෆࡢከࡃࡢ⪅ࡀ࣋ࢺࢼ࣒බẸ࡛࣋ࢺࢼ࣒
ᖐᅜࡋ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊࠕእᅜせ⣲ࠖࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿᣦᶆࡢ  ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ/H[ VLWXV ࡢᴫᛕࡣࠊᐇ㝿ࡣࠊ㈈⏘ࡢᡤᅾᆅࡢἲᚊࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ≉
ࠊື⏘ࡘ࠸࠼࡚ࡣከࡃࡢᅜࡢἲᚊ࠾࠸࡚ᗈࡃつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࣋
ࢺࢼ࣒࡛ࡣࠊ␗࡞ࡿ⌮ゎࡀ࡞ࡉࢀࠊ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᅜ⡠ࠖ࠸࠺ᣦᶆࡣࠊ࠶ࡿ
ேࡀ」ᩘࡢᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࠊࡢࡼ࠺㐺⏝ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺㸽ᅜ⡠ࠊᖖᒃ
ᡤ㸦SHUPDQHQW UHVLGHQFH㸧ཬᬻᐃᒃᡤ㸦VKRUW VWD\㸧ࡢᣦᶆࡢ㛵ಀඃඛ㛵ಀࢆࠊ࣋ࢺ
ࢼ࣒࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿࡣࡢࡼ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸«Ẹ
ἲ࠾ࡅࡿ▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵ࡍࡿつᐃ㸦 ᮲ࠊ ᮲ࠊ ᮲つᐃࡍࡿⴭసᶒࠊᕤ
ᴗᡤ᭷ᶒࠊᢏ⾡⛣㌿㸧ࡣࠊ≉ูἲ࠾࠸࡚⦓ᐦࡘලయⓗ࡞ᙧᘧ࡛つᐃࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊẸἲ➨  ⦅ࡢࡇࢀࡽࡢつᐃࡣࠊከࡃࡢຍⓗ࡞౯್ࢆつᐃࡋ࡞࠸ࠋ
እᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡣࠊᘚㆤኈཬࡧุᡤࡀẸἲ➨ 
⦅ࡢつᐃࢆࡵࡗࡓ㐺⏝ࠊ❧ㄽࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊ࠺࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࢀࡤ
ࡼࡾⰋࡃ࡞ࡿ㸽࠸࠺ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥ㐺⏝㛵ࡋ࡚ཎ๎ⓗ࡞
つᐃࢆᚲせࡍࡿࡢࡣࠊලయⓗ࡞ሙྜ࠾࠸࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ἲእᅜἲࢆ㑅ᢥࡍࡿ
࠸࠺❧ㄽࠊつᐃࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㐺⏝ࡍࡿ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥ㐺⏝ࡣࠊᅜ㝿⚾ἲࡢつᐃ
ࡽጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᫂☜ண࡛ࡁࡿࡇࡣࠊẸἲ➨  ⦅ࡢつ
ᐃࡀุᡤ࠾࠸࡚ᘚㄽ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢつᐃࡀ༑ศࠊᨵṇࢆᥦฟࡍ
ࡁࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ༑ศ࡞ᇶ♏ࡀ࡞࠸ࡲࡓࡣ㠀ᖖᅔ㞴࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡿࠋ
Ẹἲ➨  ⦅ࡢつᐃࡢ㑂Ᏺࡣࠊලయⓗ࡞ዎ⣙ࡢ⥾⤖ᐇ࠾࠸࡚ࡲࡔཝ᱁࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡍ࡚ࡢୖグࡢḞⅬཬࡧ㊊ࡽ࠸࠼ࡿࡇࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊᅜ㝿ࡋࡓୡ
⏺࠾࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡢ┿ࡢⓎᒎࡢせㄳᛂ࠼ࡿࡣࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆ
࡛ᙉᅛ࡞ࡶࡢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
እᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀ㛵㐃ࡍࡿᅜ㝿᮲⣙
࣋ࢺࢼ࣒ࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿᅜ㝿᮲⣙࠾࠸࡚ࠊ࡞ࡾከࡃࡢᅜ㝿᮲⣙ࡣࠊእ
ᅜせ⣲ࢆᣢࡘẸ㛵ಀࢆㄪᩚࡍࡿつᐃࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊẸࡢྖἲඹຓ㛵ࡍࡿ༠ᐃ
㸦 ࡢつᐃࠊྜព㸧㸹㣴Ꮚ㛵ࡍࡿ༠ᐃ㸦 ௨ୖࡢ༠ᐃ㸧㸹ᢞ㈨ಁ㐍ಖㆤ㛵ࡍࡿ
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༠ᐃ㸦 ௨ୖࡢ༠ᐃ㸧㸹ၟᴗ༠ᐃ㸹ุᶵ㛵‽ᣐἲࡢ㑅ᢥ㛵ࡍࡿ༠ᐃ㸹Ꮚ౪ࡢ
ಖㆤཬࡧᅜ㝿㣴Ꮚศ㔝࠾ࡅࡿ༠ຊ㛵ࡍࡿ➨  ྕࣁ࣮ࢢ᮲⣙㸹እᅜ௰ࡢỴᐃᢎ
ㄆཬࡧᇳ⾜㛵ࡍࡿࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ᮲⣙«
ࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡽᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ㆟ࡢ
࣓ࣥࣂ࣮ᅜ࡞ࡾࠊࡇࡢ⤌⧊ࡢ࠸ࡃࡘࡢ᮲⣙ຍධࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿィ⏬ࡀ࠶
ࡿ㸹ᅜ㝿≀ရ㈙ዎ⣙㛵ࡍࡿᅜ㐃ࡢ࣮࢘ࣥ᮲⣙㸦&,6*㸧«
୍⯡ⓗ࡞ホ౯ࡋ࡚ࠊྛᅜ㝿᮲⣙ࠊ≉ྛୖグࡢẸ㛵ࡍࡿྖἲඹຓ༠ᐃ
ࡣࠊྛ࣓ࣥࣂ࣮ᅜ㛫ࡢẸ㛵ಀ࠾ࡅࡿၥ㢟࠾࠸࡚ࠊἲࡢ㑅ᢥཬࡧ‽ᣐἲ㛵ࡍ
ࡿつ๎ࢆࡶࡓࡽࡋࠊྛᅜ㝿Ẹ㛵ಀࢆㄪᩚࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊእᅜせ⣲ࢆᣢࡘྛྲྀᘬࡲ
ࡓࡣἲᚊ௳ࡢ᫂ⓑࠊ᫂☜ࢆຓࡅࠊࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶேཬࡧᴗࢆࡼࡾࡍࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊᅜ㝿⚾ἲࢇࡍࡿࣁ࣮ࢢ㆟ࡢ  ㏆ࡃࡢබ⣙ࡢ
࠺ࡕ㸯ࡘຍ┕ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿ༠ຊࡲ
ࡓࡣㄪࡢ㛵ಀ࡛࠸࠼ࡤࠊᑡ࡞ࡍࡂࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ㛵㐃ࡍࡿྛᅜ㝿᮲⣙ཬࡧඛ㐍ᅜࡢⰋ࠸⤒㦂ࡢ୰࡛ࡶࠊ᪥ᮏࡣࠊ
ᡃࠎࡢᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊᯟ⤌ࡳࡢᨵ㠉㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ◊✲ࠊ⪃ᐹཬ
ࡧᏛ✲ࡗ࡚㑅ᢥྍ⬟࡞つ๎ࠊᇶ‽ࠊⰋ࠸⤒㦂࡞ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ
ᐇ㝿ࡢ◊✲ࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿࣁ࣮ࢢ㆟ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿྛබ⣙ࡢຍධࡲࡓࡣ
Ẹཬࡧၟᴗ㛵ಀࢆከࡃ᭷ࡍࡿྛᅜࡢẸྖἲඹຓ㛵ࡍࡿ΅ຊࡢᙉࠊࡑࡢ
୰࡛ࡶ᪥ᮏࡣ✚ᴟⓗ࡞᪉ྥᛶࡀ࠶ࡾࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿᅜෆࡢつᐃࢆ⿵ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ϩ㸬ᅜ㝿⚾ἲࡢᯟ⤌ࡳࡢ࠾ࡅࡿ┠ᶆཬࡧ᪉ྥᛶ
࣋ࢺࢼ࣒ࡀ⌧ᅾࠊ ᖺ᠇ἲࡢᒎ㛤ࠊ⾜ࡢࡓࡵࡢἲつ⠊ᩥ᭩ࢆ❧ཬࡧᨵ
ṇࡍࡿࡓࡵࡢດຊὀຊࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊᚋᩘᖺ࡛ࠊ ㏆ࡃࡢᅜἲཬࡧᅜ
ᖖົጤဨ௧ࡢࢻࣛࣇࢺࢆ⢭ᰝࠊ㏻㐣ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᅜ㝿
⚾ἲࡢ᪂❧ἲࡢᥦࡣࠊ᪂ࡓࡇࢀࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡓࡵࡣࠊ⇍៖ࡋࠊࡘ
ㄝᚓⓗ‽ഛࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୖグ࠾࠸࡚ศᯒࡋࡓ࠾ࡾࠊ ㏆ࡃࡢἲཬ
ࡧἲ௧ࠊከࡃࡢ┬ᗇཬࡧ㡿ᇦ㛵㐃ࡍࡿᅜ㝿⚾ἲࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊࡲࡎࠊྛෆᐜࠊࣥ
ࣃࢡࢺせ⣲ࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࠊᅜࡢṇᘧᥦฟࡢࡓࡵᚲせ࡞㛫ࢆᚭᗏⓗ◊✲ࡍ
ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ࠾࠸࡚ࠊẸἲ➨  ⦅ࢆᴫᣓࡍࡿྠࠊྖἲ┬ࡣᅜ㝿⚾ἲࡢ᪂❧
ἲࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡲ࡛ከࡃࡢάືࡀᐇࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ
୰ࡣࠊ᪥ᮏࡢᑓ㛛ᐙཬࡧᏛ⩦㝔Ꮫࡢ⚄๓⚞ᩍᤵࡀཧຍࡍࡿ -,&$ ࡢἲ࣭ྖἲไ
ᗘᨵ㠉ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᨭࡼࡿάືࡀྵࡲࢀࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ㛛ᡞࢆ㛤ࡁࠊᅜ
㝿ⓗᗈࡃ῝ࡃཧຍࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺⫼ᬒ࠾࠸࡚ࠊᡃࠎࡀᅜ㝿⚾ἲࡢ◊✲
⪅ࠊᩍᤵࠊᐇົ㛵ಀ⪅ࡽࡢᙉ࠸ᨭᣢࡀᚓࡽࢀࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊᙜึࡢ⤖ᯝࡋ࡚
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࣏ࢪࢸࣈ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿ⊂❧ࡋࡓἲࡢไᐃࡢྍ
⬟ᛶࡣ㠀ᖖ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྖἲ┬ࡣࠊ⌧ᅾࠊἲไᐃࡢᇶ♏ࢆ㞟ࠊᙉᅛࡋࠊ
㐺⏝⠊ᅖࠊἲᚊࡢᵓ㐀ࠊẸἲࢆྵࡴࡢἲ௧ࡢ㛵ಀ࡞ࡢ᪉ྥᛶࢆᥦࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㏣ຍⓗ࡞◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ«Ẹἲࡽ⊂❧ࡋࡓᅜ㝿⚾ἲࢆ᭷ࡍࡿᅜ࡛࠶ࡿ
᪥ᮏࡢᅇࡢ◊ಟࡣࠊᡃࠎࡢ◊✲ィ⏬ࡢ୍㒊⨨ࡅࡽࢀࡿࠋ
Ẹἲ➨  ⦅ࡢᨵṇἲࡢ㉳ⲡసᴗࡢ㈐௵ࡣࠊẸἲࡢ㉳ⲡጤဨࡽᅜ㝿ἲᚊᒁ
ጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺෆࡢẸἲయࡢ❧ἲィ⏬ࡢ㐍ᤖ㛫ྜࢃࡏࡿࡓࡵࠊ≉
๓༙ࡢ  ᭶࠾࠸࡚ࠊᡃࠎࡣࠊ௨ୗ࠾ࡾࠊࡁࡕࢇࡋࡓணᐃᚑࡗ࡚⌧⾜Ẹ
ἲ➨  ⦅ࡢᨵᐃࢻࣛࣇࢺసᡂసᴗࢆඃඛࡍࡿ㸸
  ᖺ  ᭶㸸Ẹἲ➨  ⦅ᨵᐃࡢ➨  ࢻࣛࣇࢺࢆసᡂࡋࠊྛᑓ㛛ᐙࠊ◊✲ᐙࠊ
Ꮫ⪅ࠊᐇົᐙࡽពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࠋ
  ᖺ  ᭶㸸ᮏ㑥◊ಟࢆᐇࡋࠊ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࢆᏛࡪࡶࠊ➨  ⦅ᨵṇ
ࡢ➨  ࢻࣛࣇࢺࡘ࠸࡚ពぢࢆཷࡅࠊ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋ
  ᖺ  ᭶ᚋ༙㸸ᮏ㑥◊ಟࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ➨  ࢻࣛࣇࢺࢆసᡂࡋࠊྖἲ
┬ෆእࡢᑓ㛛ᐙࠊẸἲ㉳ⲡ࣭⦅㞟ጤဨࡢ௦⾲⪅ࢆᣍ࠸࡚ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊពぢ
ࢆເࡿࠋ
  ᖺ  ᭶୰㸸ࢭ࣑ࢼ࣮࠾࠸࡚ᚓࡓពぢᇶ࡙ࡁࢻࣛࣇࢺࢆᨵᐃࡋࠊ㉳
ⲡጤဨᥦฟࡋࠊពぢࢆເࡾࠊᨵṇẸἲྜయࡉࡏࡿࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ➨  ⦅ࡣẸἲయࡢィ⏬ᚑࡗ࡚ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
 ᖺ  ᭶ࡽࡣࠊேẸࡢពぢ⫈ྲྀࡢࡓࡵࡢබ㛤ࢆྵࡴ୍⯡ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊ
ఱࡶኚ᭦ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ ᖺࡢᅜᥦฟࡉࢀࡿࠋ

Ẹἲ➨  ⦅ࡢᨵṇ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊྖἲ┬ࡣࠊ◊✲ࢆಁ㐍ࡋࠊᅜ㝿⚾ἲࡢ
❧ἲࢆᥦࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢ❧ἲࡢ‽ഛࡣࠊẸἲ➨
 ⦅ࡢసᴗ୪⾜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ⥆࠸࡚ࡉࡽⓎᒎࡉࡏ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ᭱⤊
ⓗ࡞┠ᶆࡣᅜ㝿⚾ἲࡢ❧ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋẸἲ➨ 
⦅ᨵṇࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ▱㆑⤒㦂ࡣࠊᡃࠎࡀᚋ  ᖺࡢ㛫ᅜ㝿⚾ἲࡢ❧ἲࢆ
ᥦࡍࡿࡓࡵ㠀ᖖᙺ❧ࡘᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢ୰࡛ࠊࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠊࡇࡢᚋࠊẸἲ➨  ⦅ࡢࠕእᅜせ⣲
ࢆᣢࡘẸ㛵ಀࠖ㞟୰ࡋ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ
 Ẹἲ➨  ⦅ࡢᨵṇ࡛ࡣࠊἲᚊᨵ㠉㛵ࡍࡿᅜᐙࡢせ࡞ᨻ⟇ࡢไᗘࠊἲᶒᅜᐙ
ࡢᘓタཬࡧ♫⩏ᕷሙ⤒῭ࠊᅜ㝿⤫ྜࠊ ᖺ᠇ἲࡢつᐃࡢලయࢆ⾜࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊẸἲయࡢ୍⯡ⓗ࡞ᑟⓗほⅬཬࡧᇶᮏⓗ᪉ྥᛶࡢࠊẸ
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ἲ➨  ⦅ࡣ௨ୗࡢⅬ㞟୰ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸸➨୍ࠊ⌧ᅾࡢḞⅬࢆඞ᭹ࡍࡿࠊᐇ㝿
Ẹἲ➨  ⦅ࡀ⏕άࡢ୰࡛㐺⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠕ↓どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺Ⅼὀពࡍ
ࡿ㸹➨ࠊ⌧⾜ྛつᐃᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࡢᇶ‽୍⯡ⓗ࡞࣮ࣝࣝ㸦⤫ྜࡢせ
⣲㸧ࡢㄪࢆᅗࡿࠋ
➨  ⦅ࡢᨵṇࡣࠊ௨ୗࡢせㄳ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸸

➨୍ࠊㄪᩚࡢ⠊ᅖࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᐇ㝿ࡢ᮲௳ཬࡧẸἲࡢᨵṇస
ᴗࡢ㐍ᒎ㐺ྜࡋࡓ㛫࡛⾜࠺ࡇࠋ

➨ࠊẸἲ➨  ⦅ࡢᨵṇࡣࠊࡑࡢᚋࡢᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊࡢไᐃࡘ࠸
࡚⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸸ࡇࡢἲᚊࡢไᐃࡗ࡚㞀ᐖ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⥆ࡅࠊࡲࡔᡂ⇍ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡘ࠸࡚ࡣᅜ
㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿἲᚊつᐃࢆㆡࡿࠋ

➨୕ࠊẸἲ➨  ⦅ࡢᨵṇࡣࠊᖹ➼ཎ๎ࠊ⮬ᕫྜពࠊ⮬ᕫỴᐃࠊẸ㛵ಀ
࠾࠸࡚ྛᙜ⪅ࡀ⮬ࡽ㈐௵ࢆᘬࡁཷࡅࡿࡇࢆᢸಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸹ᗈࡃつᐃ
ࡍࡿࡶࠊぶ᪘ࠊ┦⥆ཬࡧἲᚊ௳㛵ࡍࡿၥ㢟ᑐࡍࡿ‽ᣐἲ㑅ᢥつ๎ࡢල
యⓗ࡞ཎ๎ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊྛᙜ⪅ࡢពᛮࡣࠊẸἲࡢ
つᐃไ㝈ࡉࢀࡿࠋ


➨  ࠊẸἲయ➨  ⦅ࡢㄪᛶ⤫ྜࢆᢸಖࡍࡿࠋ

ලయⓗ࡞ᨵṇෆᐜࡘ࠸࡚ࡢண
 ⦅ࡢணࡉࢀࡿᵓᡂ
 ⌧⾜ࡢ➨  ⦅ࡣࠊ ᮲࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨵṇᚋࡣࠊ ᮲࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ
㸦⌧⾜ἲẚ࡚  ᮲๐ῶ㸧ࠋලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢ᮲㡯ࢆ๐㝖ࡍࡿ㸸 ᮲㸦㝸ᆅ
⪅㛫ࡢዎ⣙⥾⤖ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ  ࡘࡢዎ⣙ࡢᙧᘧࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛ࠊዎ⣙㛵
ࡍࡿ᮲ᩥ࡛ㄪᩚࡉࢀࡿ㸧㸹㸩▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵ࡍࡿ  ࡘࡢ᮲ᩥ㸸 ᮲ እᅜせ⣲ࢆ
ࡶࡘⴭసᶒࠊ ᮲ እᅜせ⣲ࢆࡶࡘᕤᴗᡤ᭷ᶒཬࡧ᳜≀ရ✀ᶒࠊ ᮲ እᅜせ⣲
ࢆࡶࡘᢏ⾡⛣㌿㸦▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵ࡍࡿ≉ูἲ࠾࠸࡚ࡍ࡛ලయⓗࡘヲ⣽つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧㸹
 ➨  ⦅ࡢᨵṇࡣㄪᩚࡉࢀࡿၥ㢟ࡢᮏ㉁࠶ࢃࡏ࡚ࠊ ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢつᐃ
ᵓᡂࡉࢀࡿ㸸㸦㸯㸧ἲࡢ㑅ᢥ㸦ྛཧຍ⪅ࡢ⥾⤖ࡽ⏕ࡌࡿẸ㛵ಀ㛵㐃ࡍࡿ㸧㸹
㸦㸰㸧ぶ᪘ࠊ┦⥆ཬࡧලయⓗ࡞ἲᚊ௳㛵ࡍࡿၥ㢟ᑐࡍࡿ‽ᣐἲ㸦‽ᣐἲไ
ᗘ㸧ࠋ
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 ࢻࣛࣇࢺࡢෆᐜ
Ẹἲ➨  ⦅ࡢᨵṇࡣ௨ୗࡢ  ࡘࡢၥ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ㸸
D  ᢏ⾡ⓗ࡞ᨵṇࢆ⾜ࡗࡓ᮲㡯㸸
 ࡘࡢ᮲ᩥ㸦 ᮲ࡽ  ᮲ࠊ ᮲ࠊ ᮲ࡽ  ᮲㸧࡛࠶ࡾࠊせ࡞Ⅼࡣࠊ
ᩥ᭩ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ಟṇ࡛࠶ࡿ㸸」〇ࠊ㔜」ࠊ࠶ࡿ᮲ᩥ࠾࠸࡚౯್ࢆຍࡋ࡞࠸ࡶࡢࠊ
࠼ࡤࠊಶேࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿつᐃ㸸እᅜேࡢẸἲᚊ⬟ຊࠊẸ⾜Ⅽ⬟ຊ㛵ࡍࡿ
つᐃ࡞ࡣ๐㝖ࡍࡿ㸹▱ⓗ㈈⏘ᶒࠊࡲࡓࡣᅜ㝿✵ᇦࡲࡓࡣබᾏ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⯪ࠊ㣕⾜
ᶵࡼࡿሙྜࡢἲ⾜Ⅽࡢᦆᐖ㈺ൾ㛵ࡍࡿၥ㢟➼ࠊ≉ูἲ࠾࠸࡚ࡍ࡛つᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ๐㝖ࡍࡿ㸹ἲᚊཬࡧᅜ㝿㏻ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠊ
ࡲࡓࡣຍ┕ࡍࡿணᐃࡢ࠶ࡿᅜ㝿᮲⣙㐺ྜࡍࡿẸ㛵ಀᑐࡍࡿ‽ᣐἲไᗘࠊ࠼
ࡤࠊ┦⥆㛵ࡋ࡚ㄪᩚࡍࡿつᐃ࡞㸦ἲᚊཬࡧ㑇ゝᚑࡗ࡚㸧ࡘ࠸࡚ᗘつᐃࡍ
ࡿࠋ
E  ෆᐜࣉ࣮ࣟࢳ㛵ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞ᨵṇࢆ⾜ࡗࡓ᮲ᩥ㸸 ᮲ࠊ ᮲ࠊ ᮲ࠊ
 ᮲
 ᮲㸸ྡ๓ࢆࠕ㐺⏝⠊ᅖࠖኚ࠼ࠊࡇࢀࡼࡾࠊᮏ⦅ࡣࠊእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵
ಀࡘ࠸࡚ࡢ‽ᣐἲ㑅ᢥࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿࡇࢆ᫂☜つᐃࡍࡿ㸦እᅜせ⣲ࢆࡶࡘ
࠾࠸࡚ࠊᘚㆤኈࡸุᐁࡀ‽ᣐἲࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ┤᥋࣋ࢺࢼ࣒ἲࢆ㐺⏝
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎ➨  ⦅ᇶ࡙ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿᩥゝࢆഛࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸧ࠋᮏ᮲ࢆಟṇࡍࡿࡣࠊ௨ୗࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿ㸸
㸩➨  㸸⌧⾜  ᮲ᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࠊእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࡢᐃ⩏ࢆᨵṇࡍࡿࠋ
୰࡛ࡶࠊ⌧⾜Ẹἲࡀつᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕእᅜᐃఫ࣋ࢺࢼ࣒ேࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊ᫂☜࡛
࡞࠸ࡓࡵ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥ࠾࠸࡚ᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛๐㝖ࡍࡿ㸹ࠕእᅜࡢἲ
ᚊᚑࡗ࡚ࠖ࠸࠺ᩥゝࢆ๐㝖ࡍࡿ㸹እᅜேࠊእᅜࡢᶵ㛵ࠊ⤌⧊ࠊἲேࡢᐃ⩏ࢆ㏣
ຍࡍࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊẸἲࡲࡓࡣᅜ⡠ἲࡢࡕࡽࡀࠊ➨  ࡢࡼ࠺࡞つᐃࢆ᭷ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࡲࡓࡣྛᅜࡢ⤒㦂ࡢ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
㸩➨  㸸᪂ࡓ࡞つᐃࢆไᐃࡋࠊ➨  ⦅ࡣࠊእᅜ㛵㐃ࡍࡿẸ㛵ಀ㐺⏝ࡉࢀࡿ
࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ཎ๎ࢆᐃࡵࡿࠋࡇࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢእᅜせ⣲ࢆࡶࡘ㛵ಀࢆࡍ࡚ໟᣓ
ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡕࡽࡣࠊୡ⏺ࡢከࡃࡢᅜࡀᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍࡿつᐃࢆไᐃࡍࡿࡁ
᥇⏝ࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡣࠊẸἲ࠾࠸࡚  ᖺ㛫ࠕእᅜ
せ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀࠖࡢᴫᛕࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚࠾ࡾࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡅࡿἲ⛉Ꮫᰁࡳ
㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡽࠊࡁ࡞ᅔ㞴┤㠃ࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ
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 ᮲㸸ᮏ᮲ࡢྡ๓ࢆࠊእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀ࠾ࡅࡿ‽ᣐἲࡢཎ๎ኚ᭦ࡍࡿࠋ
ᮏ᮲ࡣࠊ௨ୗࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵᨵṇࡉࢀࡿ㸸㸦L㸧እᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀ
ᑐࡍࡿ‽ᣐἲ㸹㸦LL㸧≉ぶ᪘ࠊ┦⥆ཬࡧලయⓗ࡞ἲᚊ௳ࡘ࠸࡚☜ᐃࡍࡿ㝿࡞
ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊࢆᙜ↛㐺⏝ࡍࡿሙ㠃㸹㸦LLL㸧ᅜ㝿⤫ྜࡀ῝ࡲࡾᗈࡀࡿ⌧≧
࠾࠸࡚ࠊእᅜせ⣲ࢆࡶࡘẸ㛵ಀ࠾ࡅࡿ‽ᣐἲࡢ㑅ᢥၥ㢟ࡢㄪᩚࡀࠊᅜ㝿ࢺࣞࣥ
ࢻ㐺ྜࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ᫂☜࡞ࡇࡼࡾࠊእᅜἲࡀࡃ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸࠸࠺
⌧⾜  ᮲ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࠋ
 ᮲ࡣࠊ௨ୗࡢཎ๎ࢆᨵṇࡍࡿࠋ
㸩ᅜ㝿⚾ἲࡶྵࡵ࡚ࠊ≉ูἲࡢ㐺⏝ࢆඃඛࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⌧⾜Ẹἲ  ⦅࠾࠸࡚ࡲ
ࡔゎỴࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸩ྛᙜ⪅ࡢពᛮᚑࡗ࡚ࠊዎ⣙㸦ᗈ⩏ࡢዎ⣙㸸ྛྲྀᘬࠊዎ⣙ཬࡧྜពࢆྵࡴ㸧
࠾ࡅࡿྛᙜ⪅‽ᣐἲࡢ㑅ᢥࢆチࡍࡇࢆ᫂☜つᐃࡍࡿࡀࠊእᅜἲࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㝿ࠊእᅜἲࡢ㑅ᢥࡀ௨ୗ㐪ࡋ࡞࠸࠸࠺⤫୍᮲௳ࢆᢸಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㸸㸦L㸧බඹ⛛ᗎ㸹㸦LL㸧࣋ࢺࢼ࣒ࡢᙉ⾜ἲつ㐪ࡋ࡞࠸ࠋ⌧⾜  ᮲ࡣࠊࡇࡢ
ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇ㝿ࡣࠊእᅜせ⣲ࢆࡶࡘዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋᐇ⾜ࡍࡿ㝿ࠊከࡃ
ࡢᅔ㞴ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸩እᅜࡢἲᚊࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸✀㢮ࡢཎ๎ࢆつᐃࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊ
ࡢつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧እᅜἲࡀ௨ୗࡢ᮲௳㐺ྜࡋ࡞࠸ሙྜ㸸እᅜἲࡢ㑅ᢥཬࡧእᅜἲࡢ㐺⏝ࡀ
㸦L㸧බඹ⛛ᗎ㸹ࡲࡓࡣ㸦LL㸧࣋ࢺࢼ࣒ࡢᙉ⾜つᐃࡍࡿ㸹
㸦㸰㸧እᅜἲࡀㄪᩚࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡘ࠸࡚እᅜἲつᐃࡀ࡞࠸ሙྜ㸹
㸦㸱㸧እᅜἲࡀ࣋ࢺࢼ࣒ἲ⮴ࡍࡿሙྜࠋ
㸩እᅜせ⣲ࢆࡶࡘぶ᪘ࠊ┦⥆ཬࡧἲᚊ௳ࡢ☜ᐃᑐࡍࡿᙉ⾜ἲつࡢ㐺⏝ཎ๎ࢆつ
ᐃࡍࡿ㸦ᙉ⾜つ⠊㸧ࠋ
  ᮲㸸Ẹዎ⣙㸸᪂ࡓ࡞  ᮲࠾࠸࡚ᨵṇࡉࢀࡓཎ๎㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ዎ⣙
࠾࠸࡚ྛᙜ⪅ࡀ‽ᣐἲࢆྜព࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿᶒࢆ⫯ᐃࡍࡿ᪉ྥᛶ࡛ᨵṇࡍࡿࠋ
 ᮲㸸ἲᚊእࡢᦆᐖ㈺ൾ㸦ἲ⾜Ⅽ㸧
ከࡃࡢᅜᐙཬࡧᅜᐙ᮲⣙ࡀᢎㄆࡍࡿཎ๎࡛࠶ࡿࡽࠊ୧ᙜ⪅ࡀ‽ᣐἲࢆ㑅ᢥ࡛
ࡁࡿཎ๎ࢆ㏣ຍࡍࡿࠋ
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F ⌧≧⥔ᣢࡉࢀࡓ᮲ᩥ㸸 ᮲ཬࡧ  ᮲
Ϫ㸬ᅜ㝿⚾ἲศ㔝࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㛫ࡢ༠ຊ࠾ࡅࡿᶵᣮᡓ
࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏࡢ㛫ࡢ༠ຊ㛵ಀࡣࠊࡲࡍࡲࡍከࡃࡢ㡿ᇦ࡛ࠊୖグࡢ࠾ࡾ
῝ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡣࠊᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋἲ
ᚊཬࡧྖἲࡢศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㛫ࡢ༠ຊࡣࠊከࡃࡢⰋዲ࡞⤖ᯝࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊྖ
ἲ┬ཬࡧἲᚊྖἲᦠࢃࡿ୧ᅜࡢ⪅ࡢࡾ࡛࠶ࡾࠊ-,&$ ࡣࡇࡢ༠ຊࣔࢹࣝࢆᅜ
࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋẸἲࡣࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢἲᚊྖἲ࠾ࡅࡿ༠ຊࡢࠕ⫼
㦵࡛ࠖ࠶ࡿࠋẸἲ➨  ⦅ࡣ  ᖺ㛫Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧ᅜࡣࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋἲᚊཬࡧྖἲ㛵ࡍࡿ᪉ࡢ༠ຊ࠾࠸࡚ࠊẸッゴἲࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ♏
▼࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰ࡣࠊุᡤࡢุᶒཬࡧẸ㛵ࡍࡿྖἲඹຓ㛵ࡍࡿ➨
 ⦅㸫ᅜ㝿⚾ἲࡢᯟ⤌ࡳ࠾࠸࡚㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ㸫ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ㠀ᖖṧᛕ
࡞ࡢࡣࠊẸッゴἲࡣࠊ᭱㧗ேẸุᡤࡀ㉳ⲡࢆ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẸἲ➨  ⦅
ࡣ␗࡞ࡾࠊྖἲ┬ࡣࠊࡇࡢ➨  ⦅ᨵṇཧຍࡍࡿᶵࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞≧ἣࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢศ㔝࠾ࡅࡿ࣋ࢺࢼ࣒㸫᪥ᮏࡢ༠ຊࡢᶵࡀ
ᑡ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⚾ࡢ⪃࠼ࡼࡿࠊࡇࡇ࡛᫂☜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡇࡣࠊ
⚾ࡢぢ᪉ࡀṇࡋࡅࢀࡤࠊࡇࢀࡣ᪉ྥࡢ༠ຊ࡞ࡾࠊ୧ᅜࡢேẸཬࡧᴗࡢẸཬ
ࡧၟᴗࡢὶࡢಁ㐍Ᏻࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୧ᅜࡢⓎᒎࡗ࡚┦┈࡞ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢබẸࡲࡓࡣᴗࡢᶒ┈┤᥋㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢศ㔝ࡀᢅࢃࢀࡿࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ୖグࡢࡼ࠺㏙ࡿࡇࡣࠊࡇࡢ༠ຊࡣヨ⦎ࡸ㞀ᐖࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆព
ࡋ࡞࠸ࠋ➨୍ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᮇ㛫࠾ࡅࡿ༠ຊඃඛศ㔝ࡘ࠸࡚ࡢ࣋ࢺࢼ࣒᪥
ᮏࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࠋἲ࣭ྖἲไᗘᨵ㠉ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿ  ᖺ㛫ࢃ
ࡓࡿ༠ຊࡣࠊẸุỴᇳ⾜ἲࡸᅜᐙ㈺ൾἲࡢࡼ࠺࡞ከࡃࡢศ㔝ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ
ከࡃࡢ᪂ࡓ࡞ἲᚊࡀ༠ຊࡢᰕࡋ࡚㏣ຍࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡶࡋඹ㏻ࡢ⌮ゎࡀ࠶ࢀ
ࡤࠊᅜ㝿⚾ἲࡢ❧ἲࡢ᰿※ࡣࠊẸἲཬࡧẸッゴἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀḟࡢ༠ຊᮇ
㛫࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞ほⅬ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨ࠊࡢከࡃࡢඃඛ㡯ࡀᏑᅾࡍࡿ
࠸࠺⫼ᬒ࠾࠸࡚᪉ࡢ㈨※㝈ࡾࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶࡋ
ṇࡋ࠸ㄆ㆑ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢ㞀ᐖࡣඞ᭹ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ➨୕ࠊᅜ㝿⚾ἲ㛵ࡍ
ࡿ༠ຊ࠾࠸࡚ࠊᏛ㝿ⓗ࡞ከࡃࡢⅬࢆฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊࢥࣥࢭࣥ
ࢧࢫࢆᚓࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊయⓗ࡞┠ᶆࢆㄆ㆑ࡋࡓሙྜࡣࠊ┬ࡢ
୍ࢢ࣮ࣝࣉࡲࡓࡣ୍ศ㔝ࡢᶒࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊඞ᭹࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⚾ࡣࠊ᪥ᮏࡀᅇࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢẸἲᨵṇࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ㛵ᚰ
ࢆᐤࡏࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ≉㐣ཤ  ᖺ㛫࠾࠸࡚࡞❧ሙ࠶ࡾࠊ㛵ᚰࡀ࠶ࡲࡾᐤࡏ
ࡽࢀ࡞ࡗࡓ➨  ⦅㛵ᚰࢆᐤࡏ⥆ࡅ࡚ࡋ࠸ࠋୖグࡢ❧ἲィ⏬ࡢ࠾ࡾࠊᡃࠎࡣࠊ
⌧ᅾࡽᅜࡢᥦฟ⮳ࡿࡲ࡛ࠊẸἲ➨  ⦅㛵ࡋ࡚⥭ᐦ࡞༠ຊࢆᕼᮃࡍࡿࠋྠ
ࠊ⚾ࡣࠊᚋ᪥ᮏഃࡀࠊἲཬࡧྖἲ࠾ࡅࡿ༠ຊ࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿⚾ἲࡢ㏣ຍࢆ
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᳨ウࡍࡿࡇࢆᥦࡍࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ᭱ࡶຠᯝⓗ࡞ᙧ࡛ࡇࡢ༠ຊࡀ⾜ࢃࢀࡿ᪉ἲ
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠺‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ࡢࡇࡢᶵࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ⚾ࡣࠊࡶ࠺୍ᗘ᪥ᮏࡢᨻᗓேẸᑐࡋ࡚ࠊ㐣
ཤ  ᖺ㛫࠾࠸࡚᪥ᮏࡀ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲ࣭ྖἲᨵ㠉࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗࡘ
ຠᯝⓗ࡞༠ຊᑐࡋ࡚ឤㅰࢆ㏙ࡓ࠸ࠋ᪥ᮏࡢἲົ┬ཬࡧ᪥ᮏࡢ㛗ᮇ࣭▷ᮇᑓ㛛ᐙ
ࡀࠊ┿ᚰࢆ㎸ࡵ࡚ࠊ㈗㔜࡞▱㆑⤒㦂ࢆ࣋ࢺࢼ࣒ࡢྖἲ┬ཬࡧྖἲᶵ㛵ඹ᭷ࡋ࡚
ࡃࢀࡓࡇᑐࡋ࡚ឤㅰࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ -,&$ ࡀἲཬࡧྖἲ㛵ࡍࡿᅜ㛫༠ຊࡘ
࠸࡚㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ㈨㔠ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡇឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
ࡈ㟼⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
௨ୖ
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