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趣旨

法学研究科法学政治学専攻・法学研究科法律実務専攻・法学研究科附属高等法政教育研究セ
ンター・公共政策学連携研究部・経済学研究科会計情報専攻・情報法政策学研究センターによ

る研究プロジェクト「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」は平成 20 年 7 月にグロー
バル COE プログラムに採択されてから、ちょうど 2 年が経過した。
5 年間のプログラムの中間時期に当たることに鑑み、ここに外部の有識者に依頼して、2
年間の本プログラムを総括するとともに、残る期間における成果の達成をより確実なもの
とするため、外部点検評価を実施することとした。
そこで、競争法を専門としながら法と経済学、さらには法学方法論にも造詣が深い京都
大学法学研究科教授の川濵昇先生、経済学者として契約法や企業法と経済学の関係に関し
最先端の研究を展開する東京大学経済学研究科准教授の柳川範之先生、行政法を専門とし
ながら、科学の発展と法の関わり方を論じ、さらに環境法にも明るい東京大学法学研究科
教授の山本隆司先生の 3 名に点検評価委員をお願いした。
委員の先生方には、本プログラムの進捗状況の報告書と主要論文 3 本を評価対象として
いただいたうえ、ご自身の本プログラム主催の研究会報告等、日頃の本プログラムとの交
流体験を踏まえた評価をお願いした。その結果、「当初計画は順調に実施され、現行の努力
を継続することによって目的達成が可能と判断される」という総括の下、極めて有益な示
唆を含む評価をいただくことができた。
そこで、ここに外部点検評価報告書を上梓し、広く関係各位の閲覧に供し、今後の活動
の指針とする所存である。

北海道大学グローバル COE プログラム
「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」
拠点リーダー

田村 善之

1

2 点検評価委員

川濵

昇：京都大学大学院法学研究科教授

柳川範之：東京大学大学院経済学研究科准教授

山本隆司：東京大学大学院法学研究科教授
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3 進捗状況報告書
Ⅰ

拠点形成の目的 ＝ 多元分散型統御を目指す新世代法政策学
伝統的な法学は、静態的課題に関する二当事者の権利義務関係を私法で規律し、公衆に

関わる課題を公法で規律するという二元的な枠組みをとる。しかし、科学技術の進展とグ
ローバル化により社会の相互依存性が高まるなか、二当事者間の規律が多様かつ多層的に
他者に影響する場面が拡大し（外部性社会）、規律対象となる技術、経済、環境等の不断の
変化により、総体的な把握が困難となっている（対象の不定形性・動態性）。たとえば、イ
ンターネット等における権利者とユーザーの対立、エイズ医薬品等に関する先進国と途上
国の対立、景観、原発、温暖化等に関する都市観、産業政策と環境政策に関する対立は、
国における公私の対立という二元的思考を許さないほど、多層的かつ多元的な課題である。
いずれも、静態的効率性と動態的効率性のトレードオフ、望ましい競争状態とどの程度の
乖離があると法が介入するのかというベースライン問題、科学的知見の取入れ等、動態的
な把握を必要とする。
これらの課題を、a) 基本権間の衡量問題として解決する手法は、外部性社会において必
然的に利害が錯綜する場合の調整に課題を残す。b) 法と経済学は効率性や厚生という基準
でこの問題に臨むが、そもそも多元的な価値の反映には限界があることに加え、ベースラ
インを完全競争市場に置き、現状をそこに近づけることを法の任務とする古典的議論は非
現実的に過ぎる。この点、ゲーム理論の応用や個人の現実の行動を測定する行動経済学等
が注目されるが、その知見を法政策に応用する手法は発展途上である。
以上の a)、b) は、大陸法系の伝統的法学、米国法系の法と経済学という、国際的な法学
方法論の分布に対応するが、本拠点の新世代法政策学は、これらを架橋しながらも、新た
な第三の軸を提示するものである。すなわち、外部性社会にあっては、情報を不断に収集
し多数の利害を調整する必要があるが、その指針となりうる効率性や厚生の測定は容易で
はなく、権利や自律その他の多様な価値を保障し調整する必要もある。しかも、権利を設
定したり規律をなす試み自体が市場の前提を形成し、また、政策判断の過程で科学や経済
状況の知見を得ることが規律対象の評価に影響するために、規律の過程と対象との間には
再帰的な関係が存在する。ゆえに、法政策の内容の妥当性のみならず、政策形成過程を統
御するプロセス正統化を組み合わせる必要がある。これは、「正解」が見えない時代の漸進
的な法政策過程を規律する学問として法学を再構成する作業である。この課題を実現する
ため、本拠点では、技術的な判断力、民主的な契機、自由を擁護する契機など諸要素に着
目しつつ、市場、立法、行政、司法、その他の社会組織間のガバナンス構造を探索する。
このように、外部性社会における動態的課題に対処するために、帰結主義ばかりでなく、
手続的な正義を包摂した方法論を提供する学問が「多元分散型統御を目指す新世代法政策
学」である。
Ⅱ

拠点形成の進捗状況の概要
事業推進担当者を中心に小人数で形成される新世代法政策学 WG における理論構築を軸
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としつつ、総論を扱う GCOE 全体研究会、各論を扱う知的財産法研究会、経済法研究会、
消費者法研究会、環境法政策研究会と、既存の民事法研究会、公法研究会等を有機的に活
用して共同研究を推進中である。
研究の遂行に際しては、諸活動が分散することのないよう、WG 等の活動の成果を随時、
機関誌に発表し、本拠点が構築中の理論の可視化に努めるとともに、本拠点の理論の特徴
を、効率性、プロセス正統化、内的視点という研究キーワード(総論)に標的化した。
また、特に外部性という研究キーワード(各論)で括れる知財、競争、環境を重点的な各
論領域に選定し、さらに、知財の分野で 21 世紀 COE を継承した情報法政策学研究センタ
ーを設立し、国際的な活動を展開した。
これらの活動は、
『新世代法政策学研究』(2 年度内発行 6 冊（年度末時点で印刷中を含む)）、
『知的財産法政策学研究』(同 8 冊)という 2 機関誌と GCOE 研究叢書(同 2 冊：田村善之『特
許法の理論』
（2009 年・有斐閣）、吉田克己＝ムスタファ・メキ編『効率性と法 損害概念の
変容 多元分散型統御を目指してフランスと対話する』(2010 年・有斐閣))における膨大な
成果に繋がっている。
Ⅲ

具体的な研究の進捗状況

①

有機的な連環構造による各種研究会の統御
小人数からなるブレインストーミングを行う新世代法政策学 WG を挙行し、基軸となる

理論の構築を図るとともに、他の研究会はこの WG を中核に有機的な連環を保つように配
した。総論の面では、ブレインストーミングの対象を外部の研究者に拡大する基礎理論研
究会、多人数を参加させ幅広く交流を図る GCOE 全体研究会を活用、そのうえで法の経済
分析研究会が方法論的な研究を行うこととした。さらに、各論の面では、知的財産法研究
会、経済法研究会、消費者法研究会、環境法政策研究会が主たる各論を扱う。そして、こ
れらの活動によって展開される知見が、民事法研究会、公法研究会を巻き込んで本拠点全
体に浸透していくという構造を用意した。
②

主たる各論領域の設定：知財・競争・環境
外部性というキーワードが共通する知財、競争、環境の 3 つの場面を選び、GCOE の総

論的な研究を集約させる主たる各論領域として位置づけた。そのうえで、知財分野では、
情報法政策学研究センターを設立し、21 世紀 COE の成果を継承した。また、競争分野に
中川晶比兒准教授、環境分野に児矢野マリ教授を迎えている。
③ 研究キーワードの設定と学術雑誌への論文の定期的掲載による研究の可視化
[研究キーワードによる明確な目標の設定]
研究会の連環構造が画餅に帰することのないよう、前記ブレインストーミングを経た結
果、効率性、プロセス正統化、内的視点という 3 つの研究キーワード(総論)を設定し、研究
の目標を明確化した。さらに知財、競争、環境の各班には外部性という研究キーワード(各
論)を設定し、各領域において外部性という要素が研究キーワード(総論)にいかに関わるの
かという観点からの研究を促した。そして、平成 21 年度夏を中間とりまとめ用の国際シン
ポジウムによる強化期間として位置づけ、平成 21 年 7 月 24 日のフランス法シンポジウム
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に効率性、同年 8 月 18-19 日の欧米知財シンポジウムに内的視点、同年 9 月 25 日のドイツ
法シンポジウムにプロセス正統化というキーワードを割り当て、集中的な共同研究を促し
た。
［新世代法政策学研究への論文掲載による研究活動の可視化］
21 世紀 COE における『知的財産法政策学研究』による成功体験を継承し、各研究会の
成果を、『新世代法政策学研究』においても継続的に発表し、もって研究内容を可視化し、
共同研究をより実効的に推進した。その結果、同誌創刊号に、田村と藤谷が本拠点の目指
す具体的な構想を発表し、拠点内にアプローチの浸透を図った。それを受けて WG におけ
る成果を各事業推進担当者が同誌に「リレー連載：多元分散型統御の基礎理論を目指して」
と題する連載を開始している。各キーワードについては、得津が効率性とベースライン問
題の関係、藤谷がプロセス正統化における民主制の意義、田村が内的視点の獲得と知的創
作物という比喩の関係を論じる成果を脱稿している(いずれも本報告書添付)。また、各論
についても『GCOE 研究叢書』（2 冊：田村善之『特許法の理論』（2009 年・有斐閣）、吉
田克己＝ムスタファ・メキ編『効率性と法 損害概念の変容 多元分散型統御を目指してフ
ランスと対話する』(2010 年・有斐閣)）、『新世代法政策学研究』(6 冊)、『知的財産法政策
学研究』(8 冊)その他の媒体に多数の論文を輩出した。
Ⅳ 現時点における研究成果の到達点
これらの活動の結果、市場、立法、行政、司法の多元分散型統御という本拠点の構想(田
村善之「知的財産法政策学の成果と課題―多元分散型統御を目指す新世代法政策学への展望
―」新世代法政策学研究創刊号(2009 年))は、総論において、以下のような進展を遂げてい
る。
第一に、価値が多元化し知識が不透明化した現代社会において、立法は常に正解を与え
うるものではなく、さりとて、行政や司法が中立的で専門的な「法＝正しさ」の擁護者と
して不完全な民主的議会を補完・掣肘するという、New Deal や Warren Court 時代に信奉
された発想もその限界を露呈して久しいことを再確認するとともに(藤谷武史「プロセス・
時間・制度―新世代法政策学研究のための一試論―」新世代法政策学研究創刊号(2009 年))、
市場も法によって構成されるものである以上、法の介入がない場合には市場に委ねておけ
ばよいという一部に有力な考え方は、何を市場における自然状態と考えるのかという点に
おいてすでに法の介入のベースライン問題を回避しえないことを明らかにした(得津晶「負
け犬の遠吠え－多元的法政策学の必要性またはその不要性」新世代法政策学研究創刊号
（2009 年）（本報告書添付論文))。
もっとも、第二に、他方で、市場もまた、参加者が個別的な決定(＝取引)に分散的に参
加し決定する機構であるから、市場も立法、司法、行政と並ぶ決定への参加形態として互
換性を有する、しかしいずれも不完全な選択肢として認識しうるものであり(Neil Komesar
の Imperfect Alternatives)、相互に牽制させつつ協働させる仕組みを探ることになる(プロ
セス正統化：田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究 36 号
掲載予定（2010 年）（本報告書添付論文))。
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第三に、これら諸制度の関係については、価値の多元性が支配する現代において、立法
により体現される民主主義に固有の規範的地位を承認し(Jeremy Waldron)、これを不確実
性の下での試行錯誤と実験のプロセスとして再定位したうえで、司法や行政による補完を
構想する（たとえば Cass Sunstein の司法ミニマリズム）ことが可能であり、さらに市場
や市民社会は固有の原理で試行錯誤を遂行するプロセスの一翼を担うものとして、各々位
置づけられる (藤谷武史「『より良き立法』の制度論的基礎・序説－アメリカ法における『立
法』の位置づけを手がかりに」新世代法政策学研究 7 号(2010 年)（本報告書添付論文))。
第四に、特に法をもってこのプロセスを統御することには、何らかの決定により社会の
構成員に利益や損失が生じることを納得させる技術という意味があり(＝内的視点の獲得)、
そこでは法ドグマーティクが、政策決定の際の評価基準としての「よりよい社会」
（実体論）
とは独立に、社会に納得されやすいフィクションを組成する機能を果たすことがある（得
津晶「民商の壁－一商法学者からみた法解釈方法論争」新世代法政策学研究 2 号(2009 年))。
特に外部性を抱える課題の下では、相当程度、効率性を追求せざるをえないが、立法過程
で目的手段志向様式で設けられた規制といえども、裁判規範として通用させるためには二
当事者間の法的な権利義務関係に変換せざるをえず、さらに市場や社会に規範として受け
入れられるためには、遵守しやすいものとするとともに、人々の内的視点を獲得する必要
があり、ゆえに平等原則を基軸としたフィクションとしての規範に変容させることが行わ
れる。しかし、議論による各制度の統御を図りプロセス正統化を保つには、このフィクシ
ョンに事態を歪曲する比喩(ex. 知的財産法における「知的創作物」)を用いることは危険で
ある(田村・本報告書添付論文)。
さらに、各論に関しては、知財の分野においては知的創作物というフィクションがもつ
危険性と平等主義に根ざした新たなフィクションを模索する田村の構想(田村・本報告書添
付論文)が進展を見せている。この手法を他分野に応用するために新たに迎えた事業推進担
当者を中心に、今後は、競争の分野においては、ハードコアカルテルといった伝統的に用
いられてきた素朴な用語に、市場への法の介入の分岐点を大過なく明らかにするというベ
ースラインの設定という機能があると再評価する中川の構想(中川晶比兒「非ハードコアカ
ルテル規制の体系化」法学論叢 160 巻 1 号(2006 年)～163 巻 1 号(2008 年))とを結びつける
プロジェクトを、そして、環境の分野においては、ドナウ河流域の環境・開発問題をめぐ
る各国間、国内環境政策当局と経済政策当局、企業、NGO のせめぎ合いのなかで複層的に
新 たな国 際規 範が展 開す る過程 を直 視する 児矢 野の研 究 (Mari KOYANO, "Effective
Implementation of International Environmental Agreement: Learning Lessons from the
Danube Delta Conflict", in Public Interest Rules of International Law: Towards
Effective Implementation)を応用し、バイアス耐性のある国際条約の解釈方法論(ex. スタ
ンダード志向等)を模索するプロジェクトを推進することを企図している。
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4 点検評価結果報告書

機関名
拠点のプログラム名称

（英訳名）

拠点リーダー

北海道大学

10101

機関番号

I01

拠点番号

多元分散型統御を目指す新世代法政策学

New Global Law and Policy for Multi-agential Governance
北海道大学大学院法学研究科・法律実務専攻・教授
田村

善之

評価委員

所

属

氏

京都大学法学研究科

川濵

名
昇

Ⅰ 拠点の研究の目的に対する評価
「法」に対する社会からの要請が高まる中、
「法」が機能不全に陥る状況が多く観察され
ている。機能不全に対して市場的決定や私的秩序づけで対応するという方策はしばしば見
られたが、これまで十分な成果を収めたとは言い難い。「法」の生成は立法、司法、行政で
生成されるとともに、市場や様々なプロセスで生成されている。本拠点は、多様な場で「法」
が生成されているプロセスを認識して、トータルな「法」の機能を捉えるものであり、理
論上の価値が高いだけではなく、これまでの諸外国の理論が現実への介入を意識していな
かったのに対し、実践的価値をもつ非常に重要なものと位置づけられる。
Ⅱ 研究の進行の手法に対する評価
本研究の課題設定は高度に理論的でありかつ包括的なため、これまでの同種のプロジェ
クトではしばしば抽象的・散漫な研究に陥りがちであるが、本研究は各論領域を具体的に
設定するとともに、各種研究プロジェクトを統括する形で理論的・方法論的な研究を進め
ており、そのような弊害を避けている。実際、Ⅲの個別論文の評価で言及するように、
「法」
の多様な生成プロセスをトータルに理解するという困難な問題について、多様な生成プロ
セスのインタラクションを解明し、理論的に価値ある成果を上げているだけではなく、知
的財産法という具体的な分野で、それらの複雑な相互作用を視野に入れた具体的な法政策
的提言を行うことに成功しており、研究手法が妥当であったことを示しているものと考え
られる。
Ⅲ 個別論文に対する評価
1

田村・本報告書添付論文に対する評価
知的財産法では、活発な立法、私的団体による秩序づけへの志向、市場における自発的

な対応、裁判法、行政先例の独自の意義、法的介入のあり方に対する様々な利害や価値的
な対立など、本拠点の研究対象となる問題群の宝庫である。本論文は、本拠点の理論的成
果に依拠して、市場における制御と司法と立法の役割分担を、知的財産法の概念装置がも
たらしてきた機能（意思決定に対する内的視点からの制約）を視野に入れて解明したもの
である。「知的財産法のみ保護領域」という表現の持つ先入見を、単に言語分析だけではな
く、認知論的基礎から分析し、さらに経済分析で剔抉した部分だけでも大きな貢献である
が、その分析に依拠して、インフォーマルな規制も含めた諸手法の比較、法的意思決定主
7

体の制度的な制約を踏まえた上で、上述したように知的財産の概念装置がもたらしてきた
機能を説得的に提示するものであって、理論的価値のみならず実践的な価値も大きな研究
である。
2

藤谷・本報告書添付論文に対する評価
従来の法学では、立法について、立法論を周辺と考えることもあれば、逆に法律の体系

性が立法を制約することを自明視することもあるように、立法とその他の法的意思決定の
あり方の相互作用の理論的解明は不十分であった。本論文は制定法が独自の位置づけを与
えられるコモンローの中でも、特に制定法の意義・解釈をめぐって自覚的に議論されてき
た米国の法学の現在の到達水準を出発点に、上記理論的検討を行うものである。いわばシ
ステム内言語でシステムの制約要因を語るというこの作業は自己言及的性格をもち対象レ
ベルの議論とメタレベルの議論を同時に行うものであり、相互依存関係の解明と言っても、
論理的連関を示し、正解を与えるための形式的理論を提示するものではない。本論文では
そのような超越論的な解決の不可能性を明らかにしつつ、超越論的に困難な問題を説得的
な論拠をもって実用論的（プラグマティッシュ）に解決していく作業の重要性を確認する
ための「理解」の枠組みを説得的に提示するものである。この作業自体がメタレベルの議
論をしつつ、対象レベルでの説得性を有する立論として成功している。
3

得津・本報告書添付論文に対する評価
本論文は時間的には１と２に先行し、法政策学においてもっとも体系的な手法である法と

経済学の限界を指摘するものである。本論文は法と経済学に対して、その最良の部分にお
いても残存する理論的難点を、厚生主義的帰結主義の実際上の運用における規範的参照点
問題の不可避性の問題、意思決定の時間的・物理的制約の両面から説得的に明らかにし、
それに代替するアプローチの存在を示唆し、その代替アプローチを具体的に示すことを今
後の課題とするなど、本拠点の検討課題を出発点において明確にする意義も有する重要な
ものである。なお、上記１と２はこの課題の遂行となっている。
4

その他

Ⅳ 研究の進捗状況全体に対する評価
総括評価 (以下の ABCD のなかから一つを選択してください)
○A 当初計画は順調に実施され、現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判
断される
B 当初目的を達成するためには、助言等を考慮し、一層の努力が必要と判断される
C このままでは当初目的を達成することは難しいと思われるので、助言等に留意し、当
初計画の適切な変更が必要と判断される
D およそ当初目的を達成することを望みうる状態にはない

8

コメント
抽象度の高い理論的検討を目的としたものでありながら、既に知的財産権法に関連して
説得的な展望を提示するなど、理論と法政策の両面においてこれまでのところ順調に進展
している。また、具体的な展望の提示を理論的に再評価するなど、理論と法政策の具体論
との相互連関も順調に進んでいるようにうかがえる。今後の検討課題である、競争法、環
境法についても具体的な検討課題が明らかにされており、現状の努力が継続するなら、所
期の目的の達成はきわめて有望と判断できる。
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機関名
拠点のプログラム名称

（英訳名）

拠点リーダー

評価委員

北海道大学

機関番号

10101

I01

拠点番号

多元分散型統御を目指す新世代法政策学

New Global Law and Policy for Multi-agential Governance
北海道大学大学院法学研究科・法律実務専攻・教授
田村

善之
所

属

氏

東京大学大学院経済学研究科

名

柳川範之

Ⅰ 拠点の研究の目的に対する評価
本研究拠点の研究目的は、法律と政策に関する学術研究を深化させていく上で、とても
重要なものであり高く評価できる。法政策学に関する検討は、政策運営における現実的課
題を解決していくことが要請されるとともに、深い思想的検討も必要とする等、多面的検
討が必要な分野であると考えられる。本研究拠点では、この難しい検討課題に対して、真
摯な研究態度で真正面から問題を見据えて研究しているとともに、多面的な側面を丁寧に
整理しており、研究の充実ぶりがうかがえる。
Ⅱ 研究の進行の手法に対する評価
研究の進行手法については、多面的に丁寧な分析が行われており、評価できる内容とな
っている。特に、評者の立場からすれば、経済学の分析手法を取り入れて、この困難な問
題を検討している点は、非常に好感が持てる。ただし、単に経済学の理論や分析手法を盲
目的に取り入れるのではなく、それぞれの問題に対して、どのようなアプローチをとるこ
とが適切かについて深い洞察を行っている点が、より重要な点であろう。その結果、経済
学的なアプローチも、より相対的な形で取り入れられて、ときには批判的に検討され評価
するという手法がとられており、この点は高く評価されるべき研究手法であろう。
Ⅲ 個別論文に対する評価
1

田村・本報告書添付論文に対する評価
知的創作物というものがそもそもあるのか、それを保護することが本当に必要なことか
という知的財産の根幹問題に対して、深い考察を行っており、高く評価されるべき論文で
あろう。現状存在する法律を前提とするのではなく、そもそもどのような法体系であるべ
きかという点を、正面から検討していくことは、特にこの分野においては重要なことであ
る。それについて、多様な側面から検討している点は重要な貢献である。

2

藤谷・本報告書添付論文に対する評価
立法の質という法学における根本的な問題（と思われる）課題について、詳細な検討を
行っている重要文献である。評者はこの分野について専門的な知見を有していないが、経
済学者の立場からみても、このような検討は法学のあり方を検討する上でとても重要な課
題であると思われ、この点について、経済学的な検討も含めて多面的検討を行っており、
重要な貢献であろう。
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3

得津・本報告書添付論文に対する評価
法律問題を検討する上で、経済学の分析手法を用いる法と経済学あるいは法の経済分析
の有効性と限界、あるいはどのような視点にたって検討することが重要かについて詳細な
検討を行った重要な論文である。法律問題に経済分析手法を導入するにあたっては、その
裏側に隠されている思想的な問題点や暗黙に仮定されている前提等を深く検討していく
ことは意義のある検討課題であり、この点について厳密な検討をしている点は高く評価で
きる。

4

その他

Ⅳ 研究の進捗状況全体に対する評価
総括評価 (以下の ABCD のなかから一つを選択してください)
A 当初計画は順調に実施され、現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判
断される
コメント
現段階では、当初計画はかなり順調に実施されていると判断できる。既にかなり充実し
た研究成果が得られてきていて、その中には、最終研究成果に大きく貢献するような成果
もあるように思われる。今後、このような努力を継続していくことにより、目標を上回る
ような成果が達成可能と思われる。特に、表面的な分析や検討に留まることなく、それぞ
れの分析対象や問題について掘り下げた検討を行っている点は評価でき、この姿勢を今後
の研究においても貫いていくことができれば、大きな成果が得られるものと期待できる。
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拠点のプログラム名称

（英訳名）

拠点リーダー

評価委員

北海道大学

10101

機関番号

I01

拠点番号
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氏

東京大学大学院法学政治学研究科

名

山本隆司

Ⅰ 拠点の研究の目的に対する評価
市場をはじめとする社会システムの分化、さまざまな形態の利害の対立、そして情報化
といった諸現象に、鋭敏に対応し、そうした現象を適切かつ適度に統御するために、法シ
ステム自体を「多元分散型」にする構想は、実のところ最もまっとうに法学の王道を行く
ものではないか。「多元分散型」にする対象として、法的基準とそれを実現する具体的な組
織・手続の、両方の重要性を説く点も同様である。その意味で本研究は、現代社会におけ
る法学方法論に正面から取り組む研究として、高く評価できる。
もっとも個人的な印象としては、研究が全体に、「効率性」の基準および市場との関係に
やや傾斜しており、他面で法システムの「内的視点」がやや狭く想定されているように思
われる（具体的にはⅢで述べる）。しかし、近時の Gespenst（得津論文の冒頭）を考えれ
ば、それは無理もないし、外部評価委員の他のお二方は、そのような評価をしないであろ
う。
Ⅱ 研究の進行の手法に対する評価
法学方法論はこれまで主に、民法研究者により展開されてきた。しかし、民法は法解釈
論の伝統的蓄積が最も厚い分野であるがゆえに、見方に偏りがあったことも否定できない
ように思われる。この点、本研究においては、事業推進担当者が政治学・経済学を含めて
多様な学問分野に分散しているだけでなく、相互に問題意識をぶつけ合ったうえで真剣に
切り結んでいることが、諸論文にはっきり現れている。そのうえ、法学のあらゆるテーマ
について、フロンティアを開拓する意欲的な研究をしている研究者をゲストに招く研究会
を、非常に頻繁に開催している。こうした研究の進行手法は、新たな法学方法論を切り拓
くというⅠの目的に適合しているのみならず、およそ法学の研究機関の範を示しているよ
うに思われる。法学の分野でも専門分化が進み、他の専門分野のテーマや方法に口を出す
ことを過度に遠慮する傾向が、一般的に観察されるからである。
Ⅲ 個別論文に対する評価
1

田村・本報告書添付論文に対する評価
論旨は、知的創作物の保護に関して、内的視点を調達する伝統的法理論（自然権論）、経

済学上の基準（インセンティヴ論と効率性）、そして（効率性判定の実際上の困難による）
プロセス正統化論を、それぞれの意味の射程を明確にしながら組み合わせたものであり、
本研究の目的を具体的な問題に即して明晰に実践した範例として、意義があると考えられ
る。
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ただ、論文自身が 5 頁末尾に指摘している論点であり、かつ私の専攻分野のバイアスに
由来する感想であるが、パブリック・ドメインの重要性、あるいはより広く、「創作者個人
がゼロから全てを作り出す」ことはあり得ないという、創作者間の通時的・共時的な相互
依存性を考えると、ロック流の自然権論が内的視点としてもつ説得力には、大きな限界が
あるように思われる。つまり、知的創作物を保護する場合の法システムの内的視点は、も
ともとインセンティヴ論にもう少し近いように感じた。また、効率性のほかに、情報・技
術・知識の生成・利用過程に関する経営学的・社会学的分析をどのように法的議論に接続
できるかという点にも、興味を喚起された。
2

藤谷・本報告書添付論文に対する評価
論旨は、法律の制定および法律の解釈適用という法実践が可塑性と継続性を併有するこ

とから、法実践が可変的な経済学上の理論ないし知見と同化することなくそれを参照する
可能性が開かれることを論証するものである。米国の制度と議論を参照して、法実践の自
己準拠性と開放性を時間軸の中で動態的に示す本格的な論考であり、本研究の理論的な基
礎を築く意義をもつと考えられる。
もっとも、論文の目的および性格に鑑みて致し方ないが、法実践に関する議論の割に抽
象度が高い。法システムないし法学と他の社会システムないし他の学問領域（市場ないし
経済学）との静態的な関係について、本論文と同様に見通しよく論じ、本論文と相補うよ
うな論考が待たれるゆえんである。本論文は立法を「法システムの閉鎖性がもともと「破
れて」いる場所」と評するが、「破れ」はほかにも法システムの様々な場所に様々な態様で
存在する。例えば本論文Ⅰで言及され、日本でも政策評価法の適用対象の拡大により近時
「法化」された、規制影響分析である。そして、経済学の側に関しても、法学との接続を
可能にする「破れ」の場所と態様が明確に示されると、両者の生産的な対話の礎石になる
のではないかと想像する。
3

得津・本報告書添付論文に対する評価
論旨は、「藤田＝森田ライン」には「ベースライン」の画定について詰められていない点

があり、同ラインから実証の要請を除いた「帰結主義」も、時間などの制約条件のもとで、
事後の観点も要する法実践においては貫徹できないことを説く。現在、法学方法論につい
て最も強力な議論を展開する藤田＝森田ラインに対し、宣戦布告する意義をもつ。
1・2 の論文以上に私の専門分野から離れた論文であるため、論評はできない。ただ、す
でに 2 の論文や新世代法政策学研究 1 号掲載の藤谷論文等で取り組まれているテーマであ
るが、注 67 にあるように、今後、
「従来の法律学と功利主義・帰結主義的理解との接続」
を丁寧に検討することが期待される。
4

その他

Ⅳ 研究の進捗状況全体に対する評価

A

総括評価 (以下の ABCD のなかから一つを選択してください)
A 当初計画は順調に実施され、現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判
断される
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B 当初目的を達成するためには、助言等を考慮し、一層の努力が必要と判断される
C このままでは当初目的を達成することは難しいと思われるので、助言等に留意し、当
初計画の適切な変更が必要と判断される
D およそ当初目的を達成することを望みうる状態にはない
コメント
Ⅲの論文を読むと、原理論のレベルでも、具体的な解釈論のレベルでも、研究の方向性
はかなり明確になっており、かつ、発展可能性があるものと認められる。したがって、今
後も着実に考察の素材を広げ、また理論枠組を洗練させていけばよいのではないかと思う。
壮大な構想であるからこそ、計画経済的な自己限定を施してこぢんまりとまとめることな
く、Ⅱに書いた意味でアカデミックな研究が継続されることを望む。
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5 評価対象論文

田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究 36 号掲載予定（2010
年）

藤谷武史「『より良き立法』の制度論的基礎・序説－アメリカ法における『立法』の位置づ
けを手がかりに」新世代法政策学研究 7 号 (2010 年)

得津晶「負け犬の遠吠え－多元的法政策学の必要性またはその不要性」新世代法政策学研
究創刊号（2009 年）
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『著作権研究』第 36 号（2010 年 10 月）収録予定
著作権法学会 2009 年度研究大会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日時：2009 年 5 月 16 日（土）10：00～17：00
場所：一橋記念講堂（学術総合センター２階）
シンポジウム『著作物の隣接領域と著作権法』
「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」
北海道大学教授
Ⅰ

田村

善之

はじめに

本シンポジウムのタイトルは『著作物の隣接領域と著作権法』というものです。似たよ
うな言葉として、「知的創作物の未保護」というような類の表題を掲げるという選択肢もあ
りえたのですが、本シンポジウムは、「未保護」ではなく「隣接領域」というより中立的な
表現を選択することにいたしました。私の報告は、なぜこのような表現を選んだのかとい
う趣旨を、お話しようとするものです。
知的財産法の立法論等を語る際に、知的創作物の未保護というような類の言葉が語られ
ることがあります。このような言葉の背後には、論者が意識していない場合も含めまして、
おおよそ以下のような三つの前提が置かれているものと思います。
それは、第一に、知的創作「物」というもの（object）が存在する。有体物でないことは
皆さん知っていますが、無体物というものが存在する。第二に、この知的創作「物」は本
来創作者の「もの」であり、もし未だ「保護」されていない未保護のものがあるとすると、
そのような未保護の知的創作物があるということは問題である。第三に、その場合、その
「保護」は知的創作物の保護という形式の法によって果たされなければならない、という
前提です。
こうした前提は、「未保護」という言葉を使うか否かにかかわらず、少なくとも「知的創
作物の保護」とか「知的創作物に対する権利」といったような用語が使われる場合には、
前提とされていることが少なくない発想のように思われます。私の報告の眼目は、これら
前提の全てについて疑問を投げかけようというところにあります。
つまり、第一に、そもそも知的創作「物」というものがあるのか。第二に、かりにそれ
が肯定されたとしても、それは果たして創作者のものなのか、最後に、それが肯定される
としても、知的創作物とされたものを法的に保護する以外の選択肢はないのかについて、
相対化するお話をしたいと思います。
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Ⅱ

「知的創作物の保護」に代わる原理を求めて

1 知的創作「物」という「もの」はあるのか
1)

無体「物」は存在するのか

第一の前提に対しては､知的創作「物」という「もの」はあるのか。無体「物」というも
のは本当に存在するのか、という議論があります。これは Peter Drahos 先生の著書の最初
のほうに書いてあるものですけれども､そもそも哲学の世界では、無体「物」というものが
本当に実存するのか。それとも、それは人間が頭の中で作り上げたフィクションに過ぎな
いのか、ということが、真剣に議論されております(Drahos (1996))。
私自身は、この哲学上の論争に立ち入る力はありませんが、少なくとも次のようなこと
が言えるのではないかと思っています。
2)

無体「物」の利用「行為」という峻別は可能か

無体物というものはあるのかないのか。私はどちらかというと、ないのではないかと思
っていますが、ここでは、かりにあるとしても、その無体「物」なるものと、人間の利用
の「行為」とを峻別することが可能なのかということを考えたいと思います。
一般的に知的財産法の世界では、知的創作「物」もしくは無体「物」というものがあっ
て、それを人間が利用しているというレトリックが頻繁に用いられるわけです。そこでは、
知的創作「物」あるいは無体物と、その利用「行為」は峻別されるということが前提とさ
れていることが多いように思われます。つまり、人間の利用行為があるのだけれど、それ
とは別にその行為から切り離された行為の客体というものがある、という考え方が前提に
なっているように思われます。
しかしながら、実は両者の区別は相対的なものでしかありません。たとえば特定のプロ
グラムをネットワーク上で送信する行為というものをどのように捉えるのかという問題を
考えます。
この点に関する著作権法の条文上の立場は明らかでして、これを行為だと考えています。
特定のプログラムという著作物（無体物）を公衆送信する、そういう行為だと考えていま
す。
他方で、特許法では同じ事象をどう捉えるのでしょうか。これは実はクレームの書き方
次第となります。たとえばクレームの記載によっては、特定のプログラムの送信方法とい
うものが発明だと書くことができます。そして発明は一般には無体物だと言われています
から、この送信方法、すなわち送信行為自体を無体物そのものとして把握することが可能
となります。
この例から明らかになることは、何が無体「物」とみなされるかということは、実は対
極にある利用「行為」の抽象化の程度によって決まるのだということなのです。
「行為」を
「公衆送信」という形でかなり具体的に観念すれば、「無体物」はそこから除かれる「プロ
グラム」だということになるでしょうし､逆に「行為」をもう少し具体化が必要な「使用」
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という形の抽象的な定義に止めておけば、その具体化の作業は「無体物」のほうに回され
て、たとえば「（特定の）プログラムの送信方法」が無体物として観念されることになる、
ということです。
つまり、無体物そのものが存在するかどうかという議論はさておくとしても、いずれに
せよ、この例が端的に示していますように、人の行為から分離した知的創作物、ないしは
無体物なるものを観念するのは、単なるフィクションに止まります。
このような考え方を前提にして、Wendy J. Gordon 先生は、知的財産法を概観する論文
において、無体「物」や知的「財産」ではなく、結局、それは多種多様な人の行為の中か
ら類似するパターン（similitude in pattern）というものが問題とされているものの本質な
のだと結論付けているところです(Gordon (2006))。
ここまでが前振りなのですが、次に、なぜ私が、このようなことにこだわるのか、「物」
と「行為」の区別にここまでこだわる理由を明らかにしてみましょう。
3)

知的創作物に対する権利という発想の陥穽

私が、知的創作「物」なるものが人の利用「行為」から切り離されて存在することなど
ないのだということを強調する理由は、「知的創作物」の保護や「知的創作物」に対する権
利というレトリックには、人の行為とは別に知的創作｢物｣というものがあり、それに対し
て権利を設定しているに過ぎないという暗黙の前提を無意識のうちに醸成してしまう、そ
のような意味でのメタファーの力があるということに注意しなければならないと考えるか
らです。
先ほど申し上げたように、無体物、知的創作物と行為を峻別することが不可能だという
ことになりますと、「知的創作物」という言い回しには、実際に規制されているのは人の行
為であるにもかかわらず、それが人の行為とは無関係に切り離された何らかの客体である
かのような印象を与えるというメタファーの力がある、換言すれば真実を覆い隠す効果が
あるということになります。
この「知的創作物」を「情報」と言い換えたとしても、メタファーであることに変わり
はありません。もちろん、情報の定義次第では、知的財産権を情報の利用行為に対する権
利であると観念することは間違いではなく、むしろ正鵠を射ているわけではありますが、
ただし、その場合もやはり注意は必要でして、人の行為とは無関係に情報というものが独
立して実存しているわけではない。人の行動の中の特定のパターンを抽象化して観念する
と、それが情報というものにみえるということを銘記する必要があるということなのです。
ここまでの検討の結論を言いますと、知的財産権法の世界では知的創作物の保護、ある
いは情報の保護と言われたりするのですが、結局は、知的財産権は人の行為のパターンを
制約する権利に過ぎないということなのです。
このように申し上げると、有体物の利用に対する所有権の対象は有体物であるのに対し
て、知的財産権は行為を規制しているというように、私が所有権と知的財産権を対置して
いるかのように受け取られるかもしれません。しかし、有体物に対する所有権といえども、
実は人の利用に対する権利であることには変わりはありません(古くは、カント(2002))。特
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定の有体物の利用行為を規制する権利であることに変わりはないのです(森村(1997))。
ただ大きな違いは、これは Peter Drahos 先生が指摘しているところですが、所有権の場
合は、人が所有権のことを考えるときには、特定の有体物と物理的に接触する利用行為が
権利の内容なのだなという、概念上、物理的な存在である有体物を中心としたフォーカル・
ポイントというものがありますので(ただし、用語の問題として、Drahos 先生ご自身が focal
point という言葉を使用されているわけではありません)、それを超えて無限定にはなかなか
拡大しない。拡大しようとする動きがあると、いやそれは所有権というものとは違うので
はないかと言われるという概念上の歯止めというものがあります。つまり、そこには他者
の行為を広範に制約するということに対する概念的な抑止がかかっています(Drahos
(1996))。
他方で、知的財産権の場合には、このようななにがしかの物理的な歯止めをかけるよう
なフォーカル・ポイントというものはありません。つまり権利の設定の仕方には限定がな
く、他者の行為を広範に制約する権利を人工的に設定しうることになります。その結果、
経済的な価値を高めるような権利の設定も可能となりますので、利害関係者のロビイング
の対象になります。しかも国際的に他者の行為を止めることができますので、その分、ロ
ビイングの甲斐もあるということになり、結果的に権利がますます強力なものとなりがち
になるという性質があります。現実に、多国籍企業のロビイング活動が、TRIPS 協定を嚆
矢とする国際的な知的財産権の保護の強化をもたらしたことはよく知られています
(Drahos & Braithwaite (2004), Drahos (2004), Yu (2007))。したがって、有体物に対する
所有権も同じく人の行為に対する制約なのでありますが、知的財産権の場合、有体物以上
に気をつけなければいけない理由は、ここにあると考えるべきであると思います(Drahos
(1996))。
以上で、知的創作「物」というものがあるのか、ということに関するお話を終わります。
知的創作「物」という「もの」があるのかということはよくわからないところがあるけれ
ども、少なくとも「行為」とは峻別できないという結論になりました。
2 知的創作物の未保護ということはあってはならないのか
1)

自然権

vs．インセンティヴ理論

第二の前提に対しては、知的創作物の未保護はあってはならないのかという疑問がわき
ます。
この問題につきましては、大別すれば、自然権論とインセンティヴ論が対立しています。
前者の自然権論としてよく挙げられるのが John Locke の労働所有理論(Locke (1988))や、
G.W.F. Hegel 等の精神的所有権論(ヘーゲル(2000))を援用するタイプの議論です。
しかしながら、先ほど申し上げたように、知的財産権というものが、実は他者の行為の
自由を制約する権利であるとすると、これは自由対自由で引き分けになるのではないかと
いうのが基本的な私の発想です(田村(2008-3))。人が何かを創作したという命題だけで他者
の自由を制約することは、困難なように思えるからです。これは Locke に関して、森村進
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先生が説くところです(森村(1995))。
そうなりますと、そこでは引き分けに終わっているので、もう一つプラスアルファが必
要なのだろうということになります。そのプラスアルファをどこに求めたらいいのか、創
作者の利益をいうだけでは、創作者の利益と利用者の自由が拮抗してしまい、当然に創作
者に権利ということにはならないので、知的財産権を積極的に正当化する最後の決め手は、
創作者自身の利益だけではなく、より広く多数の者の利益に資するからだというところに
求めざるをえないのではないかと思っています。
つまり、一定のフリー・ライドを規制しないと、知的財産を創出する者が過少となり、
一般公衆が不利益を被る。創作者の利益だけではなく、ここまで多くの一般公衆の利益を
持ち出せば、権利として認めてよいのではないか、と私は考えています。これがインセン
ティヴ論です(田村(2008-3))。
もっとも、自然権のレトリックが完全に無になるわけではないと思います。なぜならば、
インセンティヴ論は、社会的な利益を権利の積極的根拠に置きますので、結局、知的財産
権ないし著作権は､人の自由、利用者の自由というものを、社会的な利益のために規制する
権利だということになります。これだけ聞くと、相当不可思議な権利だということになり
ます。これは、アメリカの法哲学者の Jeremy Waldron 先生が指摘するところであります
(Waldron (1993))。すなわち、先に申し上げたように、インセンティヴ論というものは規制
の根拠たりえないわけではないのですが、しかし、社会的な全体の多数の利益のために目
的手段思考様式で個人の自由を規制するという理屈には、権利を導き出す衡量として弱い
ところがあるということは率直に認めなければなりません。
そうしますと、知的創作物、あるいは人が何かを創作したという命題は、先ほど申し上
げたように、それ単独では、つまり何もないところから積極的に権利を基礎付けることは
できないと思うのですが、しかしながら積極的理由は別のもので、たとえばインセンティ
ヴ論等の理由であったほうがよいとされた権利を、あっても仕方がないではないかと消極
的に正当化する。このように、人が何かを創作したという命題は、効率性の実現を目指し
て設営された知的財産権によって他人の自由を制約することを正当化する消極的根拠には
なるのではないかと思います(田村(2008-3))。
たとえばジャングルの奥地で薬草を発見した。これを自然界に天然に存在する状態で、
何も人が手を加えないままに出願したとしますと、通常これは発明に当たるとは言いませ
ん。しかしながら、インセンティヴ論だけで考えますと、ジャングルの奥地まで出かけて
行って相当の費用がかかっているのだから、探索のインセンティヴを設けるためには何ら
かの見返りがあってもよいのではないかという発想もありうるわけです。これがほとんど
疑問を抱かれることもなく否定される理由は、自然に存するものをみつけただけでは、何
かを創作したわけではないから権利を認めるわけにはいかないのだという意味で、知的財
産権を正当化する消極的根拠を欠くからだと考えられます(田村(2003-2))。
もっとも、このような形で創作したということに重きを置く考え方は、James Boyle 先
生が指摘したように、ロマン主義的創作者観(romantic authorship)と言われていまして、
創作者個人がゼロから全てを作り出すというロマン主義的な創作者観を前提としており、
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創作の源泉であるパブリック・ドメインの重要性を忘却し、伝統的知識(田村(2008-1))に
代表されるような共同体による漸進的な創作を軽視しかねないという問題がありますが
(Boyle(1996))、本日はそこまで立ち入ることはできません。
ここでは、人が何かを創作したという命題を消極的根拠としてなぜ使わなければいけな
いのか、あるいはなぜ使うべきなのかということに関して、別の角度からの検討の可能性
を呈示してみましょう。
H.L.A. Hart は、規範の受容のされ方について「外的視点」と「内的視点」という区分を
提唱しました(ハート(1976))。Branislav Hazucha 先生の指摘に倣って、著作権の例に引き
寄せてこの概念を説明しますと、著作権のように物理的には元来自由になしうる行為に対
して人工的に設けた規制に関して、単に訴訟その他のサンクションに頼って、損得勘定と
いう外的視点だけから法を執行しようとしても、人々が十分に法を遵守しようとしない結
果、規制の実効性を十分に確保することが困難になりかねません。人々に規範が内的に正
当なものとして受け取られていないと、次から次へと法を迂回する行動が誘発されかねな
いからです。そのため、外的視点だけに頼った法の執行というのは、コストが非常に高く
つきかねません(Hazucha (2009))。
このように、ただ単に目的手段志向で社会的な利益のために人の利用を規制しているの
だというインセンティヴの理由だけでは内的な視点の獲得に十分ではない場合に、人が創
作した「物」はその人の「物」なのだから、その利用の自由が妨げられても仕方がないと
いう形でのメタファーが内的視点の確立に貢献することになります。この場合、本来はイ
ンセンティヴの観点から人の行為を規制している著作権法が、単に他人が創作した物に対
する権利であり、他人の物を盗むのは当然に悪いことである、というメタファーが用いら
れることによって、その説得力、つまり法の表出力(expressive power)とでも呼ぶべきもの
が増すという効果を認めることができるかもしれません。
しかし、たしかに内的視点の獲得は重要なものですが、それを知的創作物というメタフ
ァーを用いて獲得しようとする手法には問題があるように思います。全てのメタファーが
悪いというわけではありませんが、既に指摘したように、知的創作物というメタファーに
は、物事の本質を覆い隠して法の遵守を要求するという問題があります。少なくとも立法
や政策形成の指針とすべきでないことは明らかでしょう。すでに、「海賊版」というレッテ
ル貼りが、国際知的財産法の舞台で、途上国に対して、知的財産権の保護を設け強化する
ことが当然の義務であると説得するためのレトリックとして用いられることに対しては、
批判が加えられていますが(Drahos & Braithwaite (2004))、それは正当なものと思われま
す。
あるいは、こうした問題点を意識した論者からは、他の理由で積極的に根拠付けられた
法を実効的に執行するための目的に特化して、その限度で用いるのであれば、こうしたメ
タファーも有用ではないかという反論がなされるかもしれません。しかしながら、かりに
その限度で用いるとしても、こうしたメタファーは、著作権法や知的財産権法に対する民
意の形成にも影響しますから、注意が必要であることに変わりはないと思います。
もちろん、川濵昇先生が競争規制の分野で強調するように、目的手段思考様式の規制基
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準では、技術的に法を遵守することが困難ですから(川濵(2008)、川濵(2009))、たとえば、
「創作活動を推進するためのインセンティヴを与えるのに必要な限度であなたの利用行為
を規制します」というような基準は、立法段階でこれを具体化しようとする際の抽象的な
原理であればともかく、裁判規範として、ひいては社会規範として通用させるためには過
度に抽象的に過ぎます。そこで、司法による適用が可能であり、一般的に予測可能な基準
であるとともに、創作活動に適度のインセンティヴを与えて文化や産業の発展を図るとい
う著作権法の目的を、(個別の事件毎のミクロ的にはともかく)マクロ的には大数の法則の下
でなんとなく実現するのではないかと思われる基準を設定し、その最終的な判断を政治的
な責任により担保させる方策が必要となります。その際に、どのような行為者にも共通し
ている抽象的な要素、たとえば著作権法で言えば、複製や公衆送信等の要素を「行為」と
して切り出して規律し、他方で、個別の行為毎に異なる色彩を放つ固有の要素を個別的な
「知的創作物」、たとえば著作権法で言えば著作物として把握し、もって規制すべき行為を、
創作的表現という「物」を法定の利用「行為」の場面で再生することという形で定義する
ことは、規制されるべき行為を明確に分かりやすく特定するという意味で法技術的に優れ
たことなのだと思います。しかし、だからといって、それを超えて、ここで言う「物」と
いう単なる技術的な概念であるべきものに、有体物に対する所有権を想起させるメタファ
ーとして当然に創作者に帰属すべきものであるという規範的な力を与え、行為が公益のた
めに規制されているのだという物事の本質を忘却するようなことがあってはならないよう
に思われます。
幸か不幸か、少なくとも著作権の世界では、この知的創作物というメタファーだけで完
全な内的視点を獲得することは困難なようです。現に、インターネットの世界で著作権が
きちんと著作権法に書いてあるとおりに守られないのは、著作権法の広汎な規制にかかる
規定が、受け手の内的視点を獲得しきれていないからだと思います。
むしろ、人が何かを創作したという命題は、人が何かを創作する際に労力をかけた以上
は、敬意を払わなければならないとか、少なくともそれで儲けた場合には何か見返りをし
たほうが望ましいという、平等原理に基づいたものとして再構成し、そうした新たな原理
に基づいた規範を模索したほうがよいのかもしれません。平等というものは最も内的視点
を獲得しやすい原理であると一般には考えられているのではないかと思います。換言すれ
ば、著作権なり知的財産権というインセンティヴ論で積極的に基礎付けられた法を、内的
視点を獲得できるような規範、さらに言えば公益対私ではなく、私対私、つまり権利を認
められることになる私と義務を課されることになる私との間の比較において平等であると
観念させるような法に変容していく必要があるのかもしれません。そして、ここにこそ自
然権論の意味があるのかもしれません。
結論として、最初に権利を設定する必要が有るか否かを積極的に決めるのは、インセン
ティヴ論を持ち出した理由付けであり、それを消極的に下支えするとともに、受け手の内
的視点の獲得のために、人が何かを創作したという命題を持ってくる。しかし後者はあく
までも消極的に下支えするだけに止まり、これのみで積極的に規制を根拠付けることには
ならないと私は考えています。
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2)

規制が必要となる場合の見極め

このように、自然権的な言辞は、消極的理由に止まるということになると、自然権では
ない以上は必ず規制しなければいけないというものではないということになります。そし
て、知的創作物という人の行為から切り離されたものは存在せず、知的財産権の実態は権
利者以外の者の自由に対する規制であるということになると、むしろ規制が必要な場合に
限って規制が許される、ということになります。
したがって、知的創作物に未保護のものがあるからといって、直ちに権利だ、規制だと
いうことにはならないだろうということになります。特に規制の根拠を、先ほどから申し
上げているようなフリー・ライダー問題の解消に求める場合には、次のような別個の問題
も生じます。それは、かりにフリー・ライダー問題を解消すべきであるということが正し
いとしても、実際に特定のある知的財産権の制度を採用する、あるいは、特定の知的財産
権の制度に関する変更を行う場合、それによって、本当に効率性が改善されたのかどうか、
かえって悪化していないのかということを検証することは、実際には困難です。これは、
Nari Lee 先生が常々指摘していることです(Lee (2007))。
そうしますと、本当に効率性が改善するかどうかわからないにもかかわらず規制をして
いるわけですから、現に多くの知的財産権の制度がそうだと思いますが、インセンティヴ
論に立脚しても、本当に改善したかどうかわからない仮想の効率性だけで、完全に知的財
産権を基礎付けることはできないのだということになり、最後の拠り所は民主的に決定し
たからよしとするような政治的な責任に求めざるをえなくなります。これは後のプロセス
正統化の話に移ります。
以上が、知的創作物の未保護ということはあってはならないのか、という命題に対する
私の回答で、知的創作物の未保護ということがあってはならないということはない、保護
しなくてもかまわない、という話でした。続けて、かりに何らかの理由により知的創作物
に関して、インセンティヴ上問題がある等の理由により法的保護をするということになっ
た場合に、それが果たして常に知的創作物の法的保護という形での規制にならなければな
らないのか、ということをお話したいと思います。
3 知的創作物の法的保護という以外の選択肢はないのか
1)

常に知的創作物の利用行為を規制しなければならないわけではない

最初にお話したように、そもそも知的創作物というのは観念に存在するものです。これ
も Nari Lee 先生の指摘にかかりますが(Lee (2005))、観念に存在するものを直接規制しよ
うとしても、ただの空振りに終わりますので、規制のときには必ず有体の物質的な世界と
関わり合いを持っているところ、連結点(connecting point)とでも呼ぶべきところをみつけ
てきて、そこに法的な規律をかけます。まさにそれが発明の利用行為、著作物の利用行為
というもの、そのようにして物質的な世界で規制をかけるべきポイントとして定められた
行為なのです。このようにして規制をかけられている行為のなかで、共通しているパター
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ンのところが情報にみえたり、無体物にみえたりするということは、前述したとおりです。
したがって、これまた何度も強調していますように、規制の連結点は人の行為でしかあ
りません。この場合、その規制の対象が必ず知的創作物の利用行為となると短絡する必要
はなく、実際、後述するように、現行法もそのようにはなっていません。無体物という客
体と利用行為の区別が、先ほどから申し上げているように、相対的なものでしかないとす
れば、何を連結点として規制すべきかということの選択には、かなりの自由度があります。
逆に、むしろ自由度があるからこそ政治的に過度に拡大される危険があるというお話も先
ほどいたしました。
そうすると、知的財産法の分野における規律に関しては、次のような比例原則に基づく
原理的な命題を立てることができるように思われます。それは、規制の必要が肯定された
としても効率性をなるべく達成することができ、かつ、人の自由の浸食の度合いができる
限り少ない連結点があるのであれば、それを模索していくべきであるという原理です。こ
のような原理の下では、その連結点が「知的創作物」という形で把握されるものである必
要はありません。まして、「知的創作物の保護」なる命題が、制度設計に指針を与える原理
となることもないと考えることになります。
2)

規制手段には様々なものがある

以上、知的創作物なるものを法で保護する必要性はなく、法で保護するとしてもそれが
知的創作物を規制のポイントとしなければならない必然性はない、という話でしたが、そ
もそも法のみが規律の選択肢なのかという問題もあります。一般的に知的創作物の未保護
ということが語られるとき、その解消のためには法的な保護のみが念頭に置かれているよ
うに思われることがあります。しかし、規律の手法としては、市場、立法、行政、司法と
様々な選択肢があるわけですから、それぞれの特質に鑑みた選択をなすべきです
(Engelbrekt (2009))。
特に、先ほどから強調しているように、最終的には規制の積極的な根拠の淵源を効率性
に求めなければならないにしても、その効率性の検証はかなり困難だということであれば、
結局、規制はそれが効率性を本当に改善するからであるという、内容の「正当性」ばかり
ではなくて、効率性を改善するか否かを頑張って詰めて考えたのだけれども、どうしても
不明なところが残る。しかしながら、不明だけどもやってみようということで、民主的に
決定したのだからよいとする、プロセスの「正統性」を持ち出さざるをえないところがあ
ります。
ところが、民主的な決定には、公共選択論の集合行為の問題が関わります。これは利益
が広汎に拡散しており、たとえば著作物の私的なユーザーのように利益に関わる集団が大
きくなればなるほど、組織化するコストとフリー・ライダー問題、ここでいうフリー・ラ
イダー問題は私的創作のフリー・ライダー問題ではなく、他者が政治的に動いてくれるだ
ろうから私は何もしないぞという形でのフリー・ライダー問題ですが、そういったフリー・
ライダー問題が生じる結果、奇特な方でもない限りは（実際にはそのような運動を起こす
奇特な方はいらっしゃるのですが）
、一般的にはなかなか政治的に動かないという問題があ
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りますので、集団が大きくなればなるほど、そして利益が拡散していればしているほど、
集団内の個人は集団の利益になる行動に参加することには関心を抱かなくなるという問題
があります。これは公共選択論における集合行為論として著名な理屈で、Mancur Olson の
説くところです(オルソン(1996))。
その結果、James M. Buchanan が説くように、少数派バイアスの問題が起きます。つま
り、多数の者に広範に拡散している利益ほど、政策形成過程に反映されることが少なくな
る。他方で、少数の者に集中している利益ほど、レント・シーキング活動ということとな
りますが、ロビイング活動等を大々的に行いますので、政策形成過程に反映されるという
ことになります(ブキャナン＝タロック(1979))。
もちろん、少数の者に集中している利益が十分に大きくて、その総量が多数の者に拡散
している利益の総量より大きいのであれば、民主的な在り方としてもそれほど悪い―少数
者の保護の問題は残りますが―というほどではないかもしれません。しかしながら、往々
にして少数の者に集中した利益は社会全体からみると、それほど大きな利益ではなく、多
数の者に拡散した利益のほうが社会全体からみるとより大きな利益であるにもかかわらず、
少数派の利益のほうが政策形成過程に優先されることが多い、これがバイアスだというこ
とになります。勘違いされては困るのですが、組織化して集中された利益を追求する人達
が悪い人達であると言っているわけではないのです。単にそれぞれが自分の利益に適った
行動をすると、結果的に全体が歪んでくる、だからこそ悲劇だ、バイアスだとなるという
ことです。そして、知的財産権の場合には、所有権における物理的な利用といったような
権利を制約する歯止めとなるべき概念上のフォーカル・ポイントがないので、少数派バイ
アスの下で権利が無限定に拡張していきかねないという問題が、これに輪をかけることに
なります。
このように、効率性の検証が完全に困難である以上は、民主的な決定等による何らかの
プロセスの正統性に寄りかからざるをえないところ、通常寄りかかって然るべき民主的決
定には、少数派バイアスがかかるというアンビバレントな問題があるということを認識す
ることが肝要であると思います。
Ⅲ

具体的な法制度設計の指針

1 市場の活用
1)

プロセス正統化という観点からみた市場の意義
プロセスという観点を考えますと、実は市場もまた、立法、行政、司法と同じく、決定

への参加の一形態です。これはやはり公共選択論の Neil Komesar 先生が説くところであり
ます。市場における決定への参加という発想には違和感を覚える方がいるかもしれません
が、市場においては、実は、日々の取引の過程を通じて、個々の市場の参加者が、そこで
個別的な決定に分散的に参加し、その結果、価格機構を通じて、ある一定の財の供給と需
要が交換されるという、そのような形での決定機構ですので、これまた決定への参加の一
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形態だということになります(Komesar (1994))。
しかも、これは Friedrich August von Hayek の強調するところですが、市場原理に必然
的に伴う自由の思想というものがあります。つまり市場による選択が機能している場合は、
特定の個人が配分を決定するわけではなく、その意味で個人が特定の個人の決定に支配さ
れるわけではないという意味での自由を享受する。それが、市場以外の立法、行政、司法
という決定制度にはない市場の持つ自由という重要な価値だと考えられているところです
(ハイエク(1986))。
こうした市場における自由を強調する Hayek の考え方に、市場を参加の一形態とみる
Komesar の主張を合わせ考えると、市場は、自由主義的契機ばかりでなく、プロセスとし
ての正統性、もっと踏み込んで言えば民主主義的契機をも内包した決定機構であるという
ことが言えそうです。
2)

市場指向型知的財産法の意義

この市場の持つ自由やプロセスとしての正統性という価値は、知的財産法制度の設計を
心がける際には特に重要となります。
前述したように、知的創作物に対する権利は、じつは人の自由を規制するものでしかな
く、その創設に対しては自由を重んじるのであれば、謙抑的であるべきだということにな
ります。しかも、少数派バイアスがかかるために、知的財産権は過度に強化されたものに
なりがちです。
そこに悲劇があるのですが、しかもさらに悪いことに、これは Douglass North が言うよ
うに、一度制度ができあがりますと、経路依存性という問題が発生します。つまり、制度
ができると、そこに係わる人的な組織というものも形成されます。そうすると、その人的
な組織が制度を維持する方向に動く。その組織が、社会全体としてはもはや変えたほうが
よい制度に関して、それを留め置く方向に機能する。その結果、非効率的な制度はいつま
でたっても改善されないことになりかねないという問題があります(ノース(1994))。
知的財産権も制度である以上は、創設された知的財産権に係わる組織が、それを維持、
強化する方向に運動する。その結果、制度が不必要に存続し、拡大することになりかねま
せんので、その分、やはり権利の拡張には、なお一層の慎重さが必要だということになり
ます。
したがって、法の介入を最小限に抑えることができるとすれば、それに越したことはあ
りません。たとえば、「知的創作物の未保護」状態なるものがあるとしても、実際に市場が
機能していて、特に法が介入しなくとも十分な創作活動が行なわれているのであれば、そ
ういった市場における決定に任せておけばよいということになります。
逆に何らかの理由で、たとえば、フリー・ライダー問題が見過ごすことができない程度
に達しており、市場だけで解決がつかない場合には、何らかの介入をしたほうが望ましい
かもしれません。しかし、そのときにも、すぐに知的創作物の保護に飛びつく必要はあり
ません。前述したように、創作物と利用の区別が相対的なものでしかないとすれば、何を
連結点として規制すべきかということの選択も自由です。創作物の利用行為というものを
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観念して、常にそこに権利を与える必要はありません。
そしてまた、市場も、立法、行政、司法と並ぶ決定過程への参加形態という意味でのプ
ロセスの正統性を有しており、しかもそこには他の制度にはない自由という特徴があると
すれば、可能性としては、創造してほしい創作物なるものがあるとしても、そのものの利
用行為を規制するという自由の制約が強い形の介入ではなく、そのような創作が行われる
ような市場の環境を整える形での法的な規制を、選択肢としては優先したほうがよいよう
に思われます。
市場の環境を整える規制は通常、独禁法の仕事ではないかと思われるかもしれません。
もちろんそのとおりで、独禁法はまさにそれを目的に設営されているわけですが、実は知
的財産権法と呼ばれている法制度の中にも、よくみてみますと、このタイプの、ダイレク
トに知的創作物を保護しているわけではなく、市場の環境を整えて、知的創作物、あるい
は、ドイツ語で Leistung といったほうが分かりやすいかもしれませんが、より広い意味で
の成果が生み出されやすいような市場の環境を整える規律というものがあるのだと私は考
えています。
それが、市場に存在しないインセンティヴを創設する、私の言葉で言うインセンティヴ
創設型の知的財産法ではなく、市場にすでに存在するインセンティヴを支援するインセン
ティヴ支援型知的財産法と呼ぶべき一群の知的財産法制度です(田村(2006))。
3) インセンティヴ支援型知的財産法の具体例その 1－商標法・不正競争防止法による混
同行為規制－
たとえば、商標法(田村(2000))、不正競争防止法(田村(2003-1))による混同行為等の規律
というものがあります。知的財産法は、知的創作物を保護する法であるという見方に囚わ
れていますと、創作を要件としない商標や周知表示等がなぜ知的財産権に入っているのか、
分からないことになります。造語でなくとも保護を図る商標法や不正競争防止法による混
同行為の規制が、言葉としての商標、周知表示等の開発を促進しているわけではないこと
は明らかだからです。そこで、少なくとも知的創作物の保護を目的とする創作法ではない
だろう、標識法という別分野に属しているのだろう、と分類されることになります。しか
し、商標法や不正競争防止法による混同行為等の規律も、実は目的において創作法と共通
しているところがあります。
商標法、不正競争防止法による混同行為の規制は、もちろん公衆の混同を防ぐという公
益的な面もありますが、そればかりではなく、混同行為等を規制することで、営業者の信
用形成を法的に支援しています。
企業がある特定のマークを付していて、商品やサービスの質を維持、向上させれば、そ
の企業の商品やサービスに対する評判、信用が市場において形成される結果、その分、競
争上有利に企業活動を継続していくことができます。その意味で、この場合、市場におい
ては、信用を獲得しうることが、商品やサービスの維持、向上に対するインセンティヴと
して事実上、機能しているということになります。しかるに、他者がそのマークを模倣し
てそのような営業上の努力にフリー・ライドすることが許されるとすれば、フリー・ライ
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ドのほうが有利となって、信用が十分なインセンティヴとして機能しなくなるかもしれま
せん。その意味で、商標法や不正競争防止法は、混同を招来するようなマークを付すこと
を禁止することで、商品やサービスの質の維持向上のインセンティヴとして市場にすでに
存在する信用というものを法的に支援しています。信用へのフリー・ライドを防ぐことで、
結果的に商品やサービスの質の維持向上がもたらされることを目的としているのだという
ことになります。
本報告との関係で着目すべきは、ここで促進しようとしているものと、法的に規制して
いるポイントに明らかにずれがあるということです。促進しようとしているものは、法的
な保護の客体としての無体物と観念される商標、周知表示等ではなく、一般的な商品やサ
ービスの質の維持向上だということになります。つまり目的として何か市場に出てきても
らいたいものではない点を規制の連結点としてつかまえていることになります。そのうえ
で、いったいどのような商品やサービスの質の維持向上を促すのかということの決定につ
いて法は介入せず、そこは市場を活用しており、信用というインセンティヴの下で、具体
的に何が開発されるかということは、市場的な決定に委ねているのだということになりま
す。
4)

インセンティヴ支援型知的財産法の具体例その 2－商品形態のデッド・コピー規制－

実はこのタイプの規制は他にも幾つかあると考えています。代表的な例の一つが、不正
競争防止法 2 条 1 項 3 号の商品形態のデッド・コピー規制(田村(2003-1))です。この規制の
趣旨については、いろいろな見方があるかもしれませんが、私は起草当初から次のように
考えています(田村 (1993)、田村 (1998))。
不正競争防止法 2 条 1 項 3 号は、商品の創作的価値を問うことなく、商品形態のデッド・
コピーを規制しています。なぜ創作的価値を問わないのかというと、規制の趣旨が模倣さ
れた商品形態に何らかの価値があることを根拠としていないからなのです。商品の創作的
価値の有無とは無関係に一律にデッド・コピーという形の模倣行為を規制することで、市
場先行の利益という、信用と並んで市場に存在している重要な成果開発のインセンティヴ
を保護しようとしています。他方で、市場には様々な商品等の真似の仕方があり、そうい
った模倣行為の商品等の模倣は、他の特許法等にない限りは自由にしておいてよいのだけ
れども、そのなかから、この真似の仕方まで許してしまうと市場先行の利益がなくなりか
ねないという行為を取り出してきて、その行為だけを規制しているのが、デッド・コピー
規制です。
したがって、ここで促進しようとしているのは、実は個々の規制によって保護される保
護の客体である無体物の商品形態ではない、だから創作的価値は問わない。そうではなく
て、一般的な商品の開発を促しているのです。その結果、市場先行の利益というインセン
ティヴの下で、具体的に何が開発されるのかということに関しては、法は介入せず市場に
委ねます。
このような目的手段思考的な発想、しかも、ミクロの被模倣者と模倣者の間の利益の衡
量ではなくて、ミクロ的にはこの商品は大したことはない場合があるのかもしれないが、
28

このような模倣者の行為を定型的に規制しておけば、大局的にみれば、多くの優れた商品
等の開発が進み、世の中がよくなるというマクロ的な規制に関しては、内的視点の獲得の
可能性を問題視する批判はありえます。だからこそ、商品形態のデッド・コピー規制の目
的は、商品の具体的なデザインの保護にあるのだと理解する考え方が多い(批判とともに、
田村 (2009-3))のも納得いくところではあります。しかし、少なくとも、商品の創作的価値
を問うことなく、デッド・コピーという模倣行為を捉えて規制するという不正競争防止法 2
条 1 項 3 号の要件の構造は、私の以上のような構想が反映されたものなのです(田村 (1993))。
5)

政策形成過程のプロセスという視点からみたインセンティヴ支援型知的財産法の意義

私がインセンティヴ創設型の知的財産法と呼んでいる著作権法や特許法などの一般的な
知的財産法は、生み出してほしい知的創作物をターゲットに据えて、規制すべき行為の要
件論や範囲を法制化します。これに対して、商標法や不正競争防止法の混同行為の規律、
あるいは商品形態のデッド・コピー規制などのインセンティヴ支援型の知的財産法は、生
み出してほしい知的創作物から、場合によってはかなりリモートな連結点、たとえば商品
やサービスとは無関係の商標の利用行為などを捉えて、そこを連結点として規制する。そ
のような法制度の結果、どのような知的創作物が開発されるのかということは、市場に委
ねます。
ここでは、保護すべき知的創作物なるものを特定していないので、知的創作物の範囲や
要件の立法に対して、特にターゲットがない以上、ロビイングがなかなか行われにくい。
そのような形で立法による法制化を実現したうえで、どのような創作物が開発されるのか
ということの決定は市場というロビイングが及ばない戦場に委ねるというメリットがあり
ます。
以上が市場の活用です。したがって、いきなり立法に飛びつくのではなくて、市場を活
用する。その市場の活用の仕方としては、そもそも介入しないというタイプの活用の仕方
もありますが、介入せざるをえないと判断される場合でも、創作物の利用行為そのもので
はないところを連結点として規制するという選択肢もあるのだというお話をしました。
2 司法の活用
1)

プロセス正統化という観点からみた司法の意義

先ほど述べたようなバイアスがある政策形成過程を通じてできあがった立法を、民主的
な手続きを経たのだからそれでよしとするような土壌は、特に知的財産権のように人工的
に権利を設定できるためにレント・シーキングに晒される可能性が高いところでは、備わ
っていないと言わざるをえません。このように民主的な正統性に全てを委ねるわけにはい
かない以上、自由を確保する役割を、特に日本の場合はロビイング耐性が強いと考えられ
る司法の役割に期待することになります。
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2)

二重の基準

問題はいかなる場合に司法の介入が許されるのかということですが、これは裁判所がな
そうとする解釈の方向性に応じて異なる、二重の基準で考えるべきでしょう(田村 (2008-3))。
第一に、たとえば、知的財産権を制限する方向の解釈などで、拡散され個別的には小さ
な利用行為に関するユーザーの利益というものが問題となっているとすると、これは法政
策形成過程において立法に反映されにくい利益であり、司法による利益の吸い上げが期待
されるところであって、くわえて、効率性以外の、利用者の自由の確保という政治的な責
任に帰着しえない要素が問題となっていることに鑑みると、より大胆な司法の介入が許さ
れるように思われます。
第二に、知的財産権を強化する方向の解釈などで、相対的に少数の者に集中している利
益の保護が問題となっているとすると、そのような利益は、必要とあれば早晩、法政策形
成過程に吸い上げられるものであり、それに委ねておくことができます。しかも、元来、
制度の改変による効率性の改善の度合いが不明確であって、最終的には政治的な責任でも
って正統化せざるをえないものである以上、裁判所はこの方向の解釈には謙抑的に臨むべ
きであると思われます。
3)

二重の基準の具体例その 1－フェア・ユース－

具体例の一として、知的財産権を制限する方向に司法を活用する例として、いま日本の
著作権法にも導入すべきかどうか議論が盛んになっている著作権のフェア・ユースを取り
上げてみましょう。時間の都合上、ここでは特に、プロセス正統化という観点からみた場
合、フェア・ユースの意義はどこにあるのか、ということに焦点を当てたいと思います(田
村 (2009-2))。
フェア・ユースのような一般条項を導入するためには、そもそも一般条項の下でどのよ
うな行為が制限されることになるのかということを見極めるべきだということがよく言わ
れます。もちろん、これは重要な指摘であり、フェア・ユースによってどのような類の行
為が免責されるのか、さらに言えばこの法理によって日本の著作権法をどのような方向に
持っていきたいのかということに関する議論が必要であるということであれば、ある程度
はそうなのでしょう。
もっとも、後述しますように、こうした実体的な側面に完全に合意が得られずともフェ
ア・ユースを導入すべきであるということを正当化することは可能であり、また政策形成
過程のバイアスに鑑みると、むしろそのほうが望ましいかもしれません。そもそも、こう
した議論を過度に強調してしまうと、結論が先取りすることになりかねません。制限すべ
き行為について議論が収束し合意がとれるのであれば、個別の制限規定を設けることがで
きるはずですから、わざわざ著作権を一般的に制限する条項を設ける必要はなく、導入否
定論に至る可能性が高いということができそうです。しかし、フェア・ユースないし著作
権を一般的に制限する規定を導入する意義の本当のところを理解するためには、この法理
が、著作権を制限する基準の具体化の作業を立法から司法に移行させる機能を有する法理
であり、ゆえに問題は立法と司法の役割分担であるという視点、換言すれば、法実現過程
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や法政策形成過程のプロセスという視点を持つ必要があるように思います。
プロセスという視点からフェア・ユースの意義を明らかにする試みの一つ目のものが、
法と経済学におけるルールとスタンダードの区別です。法と経済学では、個別の制限規定
でルールとして規定する手法と、フェア・ユースという形でスタンダードな基準だけを決
めておいて、あとは司法に委ねるという手法のどちらの規制がより効率的かという議論を
します。
そこでは、たとえば紛争類型が多いようなものは、これは立法で事前にルールとして規
律したほうが効率的だ。しかし、たまにしか生じない紛争について、わざわざ立法でルー
ルとして規律する必要はなく、事後的に司法で解決しよう。そういった形の議論を骨格と
したうえで、事前に定めたルールがどの程度、当事者の行動に影響を与えるのかといった
視点を加味して調整していきます。ただ、私は、それは重要な議論だと思いますが、それ
だけでは足りないだろうと思っています。
もう一つフェア・ユースには、立法によって個別の制限規定のようなルールを形成しよ
うとすると、ロビイングの対象となり、政策形成過程のバイアスが生じて、そもそも制限
規定が設けられなかったり、権利者寄りのほうの利用者にとっては高めのハードルが課さ
れるところで立法が妥結することになる可能性が高いと言えます。そこで、立法のところ
はスタンダードでなんとか合意を取り付けておいて、ロビイングをかわし、特に日本にお
いてはロビイング耐性が相対的に強い裁判所にその具体化の権限を委譲する。そのような
法技術としての意味をフェア・ユースに認めるべきであろうという議論です。
この場合、どの程度まで司法が介入すべきなのかということが問題となります。何か裁
判所が拠って立つべき基準のようなものはあるのでしょうか。一つの鍵となりそうな観点
が、先ほど申し上げた内的視点の獲得という発想です。
この点に関して、Jessica Litman 先生は、著作権法の政策形成過程に関与できない公衆
に対して、著作権法の専門家以外には理解し難い、意味をなさない法律に遵うよう要求す
べきではないことを指摘するとともに、営利的な利用か、著作権者の機会を妨害する大規
模な利用のみを侵害とすべきであり、その基準の具体化はコモン・ローすなわち司法に委
ねるべきことを提唱しています(Litman (2000))。本報告の用語で言えば、立法がなされた
としても、内的視点の獲得に失敗した場合には、司法による是正が促されるということに
なるでしょう。ここにおいては、内的視点の獲得というものが、民意を反映し、司法に民
主的な正統性を与えるよすがとして利用されていると評価することができるように思われ
ます。
たとえば、日本の著作権法上、明文をもって許容されているわけではない企業内におけ
るファックスやメールにおけるコピー・アンド・ペ―スト、さらには一部の社内資料作成
のための複製といった行為は、そもそも技術発展によってもたらされた便益を享受する私
人の自由の確保の問題として許容されるべきであることが少なくないように思われますが、
そうした衡量によって導かれる著作権の制限を超えた範囲においても、たとえば同じく「侵
害」が横行しているインターネット上への著作物のアップロード等とは異なり、そもそも
現行法の条文を墨守すると著作権を侵害することになるという意識すらなく、大量に行な
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われている行為であるように思われます。もし、このような私の見立てが正しいのだとす
れば、日本の著作権法内に明文を欠くとしても、裁判所の権限で、これらの行為に対する
著作権の行使を制限することが考えられます。
この他、政策形成過程に最終的には反映されるような利益、たとえば企業の利益であっ
ても、立法の実現には時間を要します。一時的複製、リバースエンジニアリング、検索サ
イトにおける複製等が例証するように、従来著作権法が予想もしていなかった技術が現れ、
それに基づくビジネス・モデルが展開するなかで、法改正が実現するまでの間、著作権侵
害という足かせを企業に嵌めておいたままでよいのかということが問題となります。これ
もまた立法の実現までの間の過程に着目している点で、プロセスという視点を持ち合わせ
たフェア・ユース擁護論ということができそうです。
4)

二重の基準の具体例その 2－個別の知的財産法で規制されていない行為を一般不法
行為法により規制することの可否－

具体例の二として、知的財産権を強化する方向に司法を活用することの是非に関して、
知的財産法で規律されていない行為を一般不法行為により規制することについて論じてみ
ることにしましょう(田村 (2008-2))。
当然のことながら、二重の基準論の下では、この方向に司法を活用することには謙抑的
であって然るべきであると考えます。特にインセンティヴを設ける必要性が明らかとは言
い難い場合にまで、不法行為該当性を認めることには、疑問があります。
もっとも、常に許されないということではなくて、例外的に立法を待たなくてよいほど
効率性が改善されることが明白な場合や、保護の欠缺があると一般的に認識されているよ
うな場合には、司法による介入を認めてもよいだろうと思います。
この点に関しては、本日の報告者の一人である窪田充見先生も、私と同じような問題意
識の下、個別の知的財産立法から漏れる行為を一般不法行為法で拾うことには慎重な御立
場を表明されています(窪田 (2006))。もっとも若干、立場を異にするところもあります。
それは、例外的に司法による介入を許容するための要件論のところで、先生の論文では、
不法行為該当性を認める場合には、権利を承認する社会規範の成立が必要である、と理解
されています。
しかしながら、私は、この考え方に疑問を持っています。なぜかと言えば、産業や文化
を発展させる民主的な決定、むしろ何か日本では少なくても産業や文化を発展させたほう
がよいという決定は、各種知的財産法の総体を一貫して貫く判断として存在しているよう
に考えるからです。そこにはすでにメタの原理となる規範は成立しており、それ以上に社
会規範に正統化を求める必要はないのではないかと思います。つまり、Ronald Dworkin 先
生の強調するインテグリティーという概念を追求する手法(ドゥウォーキン (1995))を採用
し、法を総体として捉え、できる限りその中で相互に矛盾が生じないように解釈をしてい
くと、もはや社会規範なるものを持ち出さなくても、可能であれば産業や文化を発展させ
たほうが望ましいという決定が、法の総体の中から読み取れるのではないかと考えていま
す(田村 (2009-1))。
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しかも、さらにプロセス正統化という視点から考察すると、知的財産が関わる場合には、
社会に生成されつつある規範にみえるようなものに過度に依存することは危険だというこ
とを指摘することができます。何度も申し上げたように、私の考えでは、知的財産に関す
る権利を主張する者に他者の行為の規制を認めるべき理由は、そのような規制により社会
全体の効率性が改善するだろうと判断されるところに求められます。つまり、そこには両
当事者の利益のみには還元されえない外部的な効果が決め手となっているわけです。フリ
ー・ライドを許すことにして、権利を主張する者に権利を認めず、権利を主張される者の
利用を自由とするのか、それとも、フリー・ライドを規制して、前者に権利を認めて後者
の利用を否定するのか、そのどちらとするのか、そういう選択をすることによって、最終
的に何を狙っているかというと、私の考えでは、もっとマクロの社会全体の効率性を改善
しようとてしているわけです。
しかし、こうした社会全体の効率性は当事者の利害と完全には一致しません。たとえば、
権利を主張する者から利用者が警告を受けた場合、社会全体にとっては当該利用者に利用
してもらったほうがよいにもかかわらず、利用者自身にとっての利用の価値はそれほどに
はいたらない場合、訴訟の負担を慮って警告に屈してしまうことが考えられます。他方で、
権利者のほうは他に何十人、何百人あるいはそれ以上の利用者がいるとすれば、警告相手
の利用者の利用を停止したり、勝訴することの意味は、その波及効果を考えると、極めて
大きなものである可能性があり、ゆえに相当巨額の訴訟のコストも厭わない覚悟がある場
合があります。その結果、社会全体からみて元来は利用を許すほうが望ましいにもかかわ
らず、利用者が警告等に屈する結果、あたかも権利が受け入れられているかのような外観
が形作られることになります。
このように、外部効果の強い財に関しては、社会的に何か権利があるかのようにみえる
状態というのは、訴訟等の負担は考慮しているかもしれませんが、社会全体の利益は勘案
しないままになされた当事者かぎりでの取引の集積でしかない可能性があり、そうだとす
れば、やはり民主的な決定には代替できない、と考える次第です。

Ⅳ

むすびに代えて－本日の他の報告について－
以上、第一に、知的創作物なるものは人の行為と分かちがたいものであり、ゆえに知的

創作物に関する権利を認めるということは他者の自由を制約することにほかならないから、
当然に権利を設けるべきであるとは言えないこと、しかも、第二に、法による規制のほか、
市場による規制もありうるのだから、知的創作物が未保護であるからといってただちに立
法による保護を創設しなければならないわけではないこと、第三に、かりに立法するとし
ても、可能な限り人の自由を制限することなく、目標を達成しうるような規制のポイント
を探索すべきであり、第四に、政治的な責任を負うことの無い司法は、権利の創設には謙
抑的であるべきであること、を説きました。もっとも、目的手段思考様式ではなく、義務
論的に、知的創作物を特定しその利用行為という形で侵害の要件を定めることには、司法
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の場に限らず、社会において適法行為を遵守することを可能とし、内的視点の獲得を容易
にするという側面があることに留意しておくべきだということも申し上げた次第です。
最後に、以上のように、知的創作物の未保護という発想を相対化する本報告からみた場
合、個別具体的な課題に対する各論はどのようなものとなるのかということに関して、時
間の関係もありますので、本日の他の先生方、もっとも窪田先生に関しては先ほど申し上
げましたので、他の先生方のご報告を本シンポジウムの構想のなかで位置付けることによ
りむすびとしたく思います。
まず、井上由里子先生が担当されるパブリシティ権(井上 (2001)、田村 (2003-1))ですが、
これはこれまでお話してきたような積極的な根拠をインセンティヴ論のような効率性に求
めるのではなく、そもそも当然の権利として立法を待つことなく、保護すべき人間の尊厳
に関わる人格的な価値が問題となっています。そこでは、積極的な保護の創設は政策形成
過程に委ねて、司法は謙抑的にというわけにはいかないという側面があります。
他方、きちんとした法制が敷かれていない分、司法は自由な衡量が可能ということにな
りますが、そうは言っても所有権と同様の財産権だという形でのメタファーを用いてしま
うと、問題の本質を見誤ります。その人のものだと言っても、実はここで規制されてしま
うのは、やはり他者の利用行為であることには変わりはありません。そうすると、やはり、
そうした人の自由という対抗する利益を衡量して、権利の限界を明確化することが必要だ
ろうと考えています。
しかも、特定の知的創作物の利用行為といったような、少なくとも司法の場における解
釈の幅を規定する概念装置がないということは、司法によって無限定に権利が広がりかね
ない危険性があるということでもあり、何らかの歯止めが必要でしょう。たとえば、氏名、
肖像が商品化されたり、商業的な広告に利用される場合に限って侵害となる要件論を展開
し、権利を明確に限定することが考えられます。
さて、このように知的創作物の保護というものを相対化し、道具主義的に必要のある場
合に限って保護すれば足りるのだという考え方をいたしますと、同じ知的創作物、あるい
はその著作権法における表現形態である著作物、つまり創作的表現であっても何らかの理
由により著作権法の保護が否定されるものがあるのではないかということが問題となりま
す。知的創作物ないし著作物に保護を与えるのはそれが当然の権利だからではなく、社会
全体の効率性の改善に資することがありそうだという民主的な決定があるからだというこ
とになれば、同じような創作物であっても、それを保護することが社会の効率性を改善す
ることにつながらないと判断されるものは保護が否定されてかまわないことになります。
つまり、何らかの理由で知的創作物の保護がへこむこと自体は特に問題視しないというこ
とになります。
この点に関して、駒田泰土先生が報告されるタイプフェイスについては、もちろん、そ
もそも創作物かどうかという形で、内在的にタイプフェイスの中身から攻める方策もあり
えます。そのような場合、たとえば美の一体性という発想の下、保護を否定されるいわれ
はないという結論が導かれることもあるでしょう。
他方で、文字は文章の伝達手段であって、創作的表現の創作とその利用による文化の発
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展を促すという著作権法の目的に鑑みると、タイプフェイスに著作権という強力な保護を
与えることには疑問が抱かれることになります。たとえば、著作権フリーとされているも
のや、著作権が及ぶものを複写する場合、文字についての権利をクリアしなければならな
いことの煩雑さ、そしてそれが文化に与える影響等を考えると、内在的に考えるのではな
くて、外在的に考えて、本当に権利を与えてよいのかという問題が出てくるところではな
いかと思います(玉井 (1992)、田村 (2001))。
上野達弘先生が報告される応用美術(上野他 (2009)、劉 (2005))にも、同様の理が妥当し
ます。
著作権法は、文化の世界における創作のインセンティヴを設けるために文化の世界を規
律していますので、競業行為に限らず、しかも私的活動を含めて、広範に利用行為を規制
しています。そうしますと、実用品をフィルターにかけることなくダイレクトに著作物と
して保護すると、種々の自由が多少規制される。ブログに「今日の食べ物」と題して食器
に盛られた食品または料理を掲載する行為や、
「今日の私」と題して、家具や文具が満載の
自室や文具を掲載する行為が全部規制されてしまうという問題が起こりうるわけです。
また、競業的な規制の側面に関しても、既存の商品形態のデッド・コピー規制や登録意
匠制度の関係が問題になります。著作権法の保護を認めると、意匠との関係では意匠登録
のインセンティヴが過度に削がれるおそれがあり、また、意匠法やデッド・コピー規制と
の関係では、保護の要件や､保護期間の規律を潜脱しかねないとすれば、むしろ保護には消
極的にならざるをえません。要件論としては創作的表現ではないというよりは、文芸、学
術、美術または音楽の範囲に入らないというほうが座りがよさそうです。
他方で、純粋美術と同視しうるものに限っては、法のインテグリティーに基づけば、取
扱いを違える理由がなく、純粋美術が実用品に利用された場合でも権利や権利行使が認め
られるのであれば、純粋美術と同視しうる応用美術も保護が否定されるいわれはありませ
ん(田村 (2001))。その場合、純粋美術か否かという判断に際して、高度の創作性なり、芸
術性を堅持する段階論のような考え方が、裁判でも最近は特に有力になっていると思いま
すが、裁判所に、推奨すべき美術とそうでない美術を吟味させるべきではないということ
になれば、著作物､創作性の要件全般に言われているように、芸術性の高低は判断させるべ
きではないということになります。むしろ、意匠登録との関係が問題となる以上、実用的
な側面により表現が技術的に制約されている場合には、新規性、非容易創作性の要件を満
たし、登録がない限り自由とすることで競争の自由を確保する必要がありますから、それ
は純粋美術と同視しえない。他方で、ぬいぐるみや平面的意匠のように、相当に自由に表
現を選択できる場合には、純粋美術と同視しうるという形で、類型的に文芸、学術、美術
または音楽の範囲に属するか否かということを判断すれば足りると考えています。
以上は、知的創作物の保護を相対化する場合には、著作物と同じような創作物であって
も道具主義的に保護が否定される場合がありうるのかという問題に関するものでしたが、
逆に、道具主義的にインセンティヴ論で考えるのであれば、創作的表現を超えて保護を図
る必要がある場面があるのではないかということが問題となります。
たとえば、蘆立順美先生が担当されるデータの集積行為の保護(蘆立 (2004))については､
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一方では労力等の投資のインセンティヴを確保するために、既存の著作権法のアイディア
と表現の区別を相対化し、一般的な理解の下では創作的表現の再生がないような場合であ
っても類似性を肯定して、著作権侵害の範囲を拡げるべきであるといったような議論がな
されることがあります。ここでは著作物すなわちアイディアでない創作的な表現という形
で著作権法が権利の範囲を確定することとした特定の知的創作物の利用行為を超え、解釈
によって権利範囲を拡張することが試みられています(横山 (2004)、中山 (2007))。
しかし、第一に、著作権法に内在する問題として、著作権というのは非常に広範に文化
を規律する法であるだけに、競業規制に止まらず広範に利用行為を禁止していますので、
これを網羅型データベース等に持ってくると規制される行為が過剰に広いものとなりはし
ないか、という問題が生じます(牧野 (1998)、田村 (2001))。創作という要素を欠くとすれ
ば、このような広汎な規制は正当化することが困難であるかもしれません。著作権法内で
競業行為のみを規制すれば十分ではないかという反論がなされるかもしれません。
しかし、第二に、外在的な問題として、規制手法の役割分担、現に一応不法行為の保護
がありえ、そうでなくとも、個別の特別立法を設ける可能性もあるのですから、なにゆえ
著作権法を選択しなければならないのかということが問われるでしょう。
本報告は知的創作物の保護という発想を相対化する方向のお話をしましたが、プロセス
という視点からみた場合、知的財産権を創設、強化する方向の解釈には裁判所は謙抑的で
あって然るべきであり、原則的には立法を待ち、ただインセンティヴに不足することが明
らかな場合に限って例外的に一般不法行為による保護を認めれば十分であるように思いま
す。アイディアと表現の区別、創作的表現の再生といった、著作権法に備わった、司法の
場等での無限定の権利の拡張を食い止める概念装置を崩す必要はないように思います。
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ᮏ✏ࡣࠊᖺ  ᭶᪥㛤ദࡉࢀࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻌㻯㻻㻱㻌ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘

࣒ࠕ┦ᑐ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ௦࠾ࡅࡿᅜᐙࡢἲᚊ❧ἲ⪅ࡢ⨨࡙ࡅࠖ࠾࠸࡚
➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓ࣓ࣜ࢝ἲࡢほⅬࡽࡢᑐ↷ሗ࿌ࡢࡓࡵ‽ഛࡉࢀࡓཎ✏ᖜ
࡞ᨵ✏ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎሗ࿌ࡢၥ㢟ព㆑ࡘ࠸࡚ࡣᣋ✏ࠕ⏬㊃᪨ㄝ᫂ࠖ
㸦ᮏ
ㄅ㡫㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ


࡞࠾ࠊࠕἲᨻ⟇Ꮫࠖࡣఱࠊࡘ࠸࡚ࡶู㏵ཝᐦ࡞ᐃ⩏ࢆ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ

㛫⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛ᮏ✏┒ࡾ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ≉ࠊᖹᐅ㞝ࠗἲᨻ⟇
Ꮫ࠘㸦᭷ᩫ㛶ࠊึ∧ᖺ࣭➨㻌㻌∧ᖺ㸧ࢆᮏࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻌㻯㻻㻱㻌ࡢ㛵ಀ࡛ࡢࡼ
࠺⨨࡙ࡅࡿࡁࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄅḟྕᢞ✏ண
ᐃࡢㄽᩥ࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻠㻥
㪊㪐

≉  㞟

ពࢆᣢࡕ࠺ࡿࠖ࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋᮏㄽඛ❧ࡕࠊ࠾ࡑࡽࡃㄞ⪅ࡣ
၈✺ᫎࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡢၥ࠸⮳ࡿ⫼ᬒࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ᭷┈ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 㻯㻻㻱㻌ࡣࠊᚋࡶゐࢀࡿࢥ࣒ࢧ࣮ࡢᡤㄝ࡞ᑟࢀࡘ
ࡘࠊ
ࠕ⌧௦ࡢἲࢩࢫࢸ࣒ࡀ┤㠃ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡢᑐᛂࡣࠊ❧ἲ࣭⾜ᨻ࣭ྖἲ࣭
ᕷሙ࠸࠺」ᩘࡢไᗘ࡞࠸ࡋ♫ⓗỴᐃࡢᅇ㊰ࢆ㏻ࡌࡓከඖศᩓᆺࡢ⤫
ᚚࡼࡗ࡚ࡼࡾⰋࡃ㐩ᡂࡉࢀ࠺ࡿࠖࡢぢ㏻ࡋࡢୗ࡛◊✲άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ௨ୖࡢ᥈ồࡢ⫼ᚋ࠶ࡿࡢࡣࠊࠓ♫ࡢ」㞧ᛶ࣭▱㆑ࡢ㏱᫂ᛶ࣭
౯್ࡢከඖᛶࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ⌧௦ࡢἲⓗㄢ㢟ࢆ๓ࠊࡢไᗘࡶ
⤯ᑐⓗ࡞ṇᙜᛶ࣭ṇ⤫ᛶࢆᢸಖࡋᚓ࡞࠸≧ἣ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࢆࡢࡼ࠺
⤌ࡳྜࢃࡏࢀࡤࢁ࠺ࡌ࡚ఱࡽࡢࠕ⤫ᚚࠖࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡢࠔ࠸࠺
ษ㏕ࡋࡓၥ࠸࡛࠶ࡿ㸦ᚑࡗ࡚ࠊᚋぢࡿ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢணᐃㄪ
ⓗ࡞ไᗘ㛫ᙺศᢸㄽࡣఝ࡚㠀࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
ࡋࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡢ❧࡚᪉ࡣࠊࢃࡀᅜࡢἲᏛ㸦࠾ࡼࡧࡑࢀࡀࡁ࡞
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓ㝣ἲ⣔ࡢἲᏛ㸧࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞ᛮ⪃᪉ἲࡣ࡞ࡾ
␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋᐇࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱࠾࠸࡚⏬



㻺㻱㻵㻸㻌 㻷㻚㻌 㻷㻻㻹㻱㻿㻭㻾㻘㻌 㻵㻹㻼㻱㻾㻲㻱㻯㼀㻌 㻭㻸㼀㻱㻾㻺㻭㼀㻵㼂㻱㻿㻦㻌 㻯㻴㻻㻻㻿㻵㻺㻳㻌 㻵㻺㻿㼀㻵㼀㼁㼀㻵㻻㻺㻿㻌 㻵㻺㻌 㻸㻭㼃㻘㻌 㻱㻯㻻㻙

㻺㻻㻹㻵㻯㻿㻘㻌㻭㻺㻰㻌㻼㼁㻮㻸㻵㻯㻌㻼㻻㻸㻵㻯㼅㻌㻔㻯㼔㼕㼏㼍㼓㼛㻘㻌㻝㻥㻥㻠㻕


࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
ࠕไᗘࠖ࠸࠺ᴫᛕࡣ♫⛉Ꮫࡢྛศ㔝࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ពࢆ

࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀ㘽ᴫᛕࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ㆟ࡸ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ
ุᡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣศᶒⓗỴᐃ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡋ࡚ࡢᕷሙࡢࡼ࠺ࠊ୍ᐃࡢ࣮ࣝࣝᇶ࡙
࠸࡚≉ᐃࡢᶵ⬟㸦≉ᮏ✏ࡢ㛵ᚰ࡛ࡣఱࡽࡢ♫ⓗ࡞࠸ࡋබඹⓗỴᐃ࠸࠺
࢘ࢺࣉࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡍࡇ㸧ࢆᢸ࠺⤌ࡳࠊ⛬ᗘࡢព࡛⏝࠸࡚࠾ࡾࠊᴫࡡࠊᮏ✏
ࡀ⣲ᮦࡍࡿ࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿࠕไᗘ㸦㼕㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㸧ࠖྠᵝࡢ⦆ࡸ࡞⏝ㄒἲ
࡛࠶ࡿ㸦࡞࠾ࠊᚋᥖὀࡶཧ↷㸧ࠋࡼࡾཝᐦ࡞ࠕไᗘࠖᴫᛕࠊ࠼ࡤไᗘࢆᆒ⾮ࡢ
ᴫᛕࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿẚ㍑ไᗘศᯒ㸦ཧ↷ࠊ㟷ᮌᫀᙪⴭ㸦⃝ᘯ࣭㇂ཱྀᘯヂ㸧
ࠗẚ
㍑ไᗘศᯒྥࡅ࡚ࠝ᪂∧ࠞ࠘㸦㻺㼀㼀㻌ฟ∧ࠊᖺ 㻌㡫㸧ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢ᥋⥆
ࡣࠊᮏ✏ࡀ┠ᣦࡍἲᨻ⟇Ꮫ♫⛉Ꮫࡢ㛫ࡢ᭷ព࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡗ
࡚ᚲ㡲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ྕᥖ㍕ணᐃࡢ㟷
ᮌᫀᙪㄽᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ


ཧ↷ࠊ⏣ᮧၿஅࠕ▱ⓗ㈈⏘ἲᨻ⟇Ꮫࡢヨࡳࠖ▱ⓗ㈈⏘ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ྕ ᖺ ࠊ

ྠࠕ▱ⓗ㈈⏘ἲᨻ⟇Ꮫࡢᡂᯝㄢ㢟㸫ከඖศᩓᆺ⤫ᚚࢆ┠ᣦࡍ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࡢ
ᒎᮃ㸫ࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲หྕ ᖺ ࠋ

㻝㻡㻜 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪋㪇

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࡉࢀࡓࢻࢶ⾜ᨻἲᏛࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾࠸࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓどゅࡢ
㐪࠸ࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ☜ࠊ⌧௦ࡢᅜᐙἲࢩࢫࢸ࣒ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝࡸᕷ
ሙࡼࡾ┦ᑐࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧ࢆ๓ἲ⌮ㄽⓗᑐᛂࡀᛴົ࡛࠶ࡿࡇ
ࡣࢻࢶࡸ᪥ᮏࡢ⾜ᨻἲᏛ࠾࠸࡚ࡶ༑ศㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ඃࢀ
ࡓ◊✲ࡀḟࠎ⏘ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠓ❧ἲ⪅ἲᚊ㸦ไᐃἲ㸧ࡀἲࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢせ▼࡛࠶ࡿࠔࡢᐃ⮬యࡣ┦ᑐࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊୖ㏙ࡓࡼ
࠺ࠓ❧ἲ⪅ࢆࡢไᗘ୪ิㄽࡌࡿࠔ࠸࠺Ⓨࡣࠊࢇぢࡽࢀ
࡞࠸ࠋ
ࡶࡼࡾࠊ㏆ᖺࡢබ⚾༠ാࡸẸ㛫ࡢࢆᣲࡆࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥ᮏࡸࢻ
ࢶ࠾࠸࡚ࡶࠊ❧ἲ⪅ࡀᕷሙࡸ⾜ᨻఱࡽࡢ♫⟶⌮ᶵ⬟ࢆጤࡡࡿ⌧
㇟ࡣ୍⯡ⓗほᐹࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡣࠓᤵᶒࠔࡸࠓጤ௵ࠔࡢᯟ⤌ࡳ࡛
ㄽࡌࡽࢀࠊἲつ⠊య⣔࠾ࡅࡿ❧ἲ⪅ࡢ୰ᚰⓗᆅࢆ┦ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋゝ࠺࡞ࢀࡤࠊ❧ἲ⪅ࡣࠊ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡀ࡞࠾ἲ⛛ᗎ࠾ࡅࡿࠕつ⠊
ࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊ
ᛶ㸦ṇࡋࡉ㸧ࠖࡢ※Ἠ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ࠶ࡿࡁࡇࡀࠊ࡞࠾ᮇᚅ㸦࡞࠸ࡋ
ࠊࠊ ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡣᥐᐃ㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋ࠼ࡤࠊ❧ἲ⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ⬟ຊࡢ㝈⏺
ࢆ㐺ษᘚ࠼ࠊᤵᶒࡍࡁ≧ἣ࡛ࠕṇࡋࡃࠖᤵᶒࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠊ
࠸࠺ࡼ࠺ࠋ



◊✲࠾ࡅࡿ࣮ࣞࣝሗ࿌ࠊཎ⏣ሗ࿌࡛ࡣࠊࡴࡋࢁࡇࡢᐃࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᮏ

ྕᥖ㍕ࡢ࣮ࣞࣝㄽᩥ㸦㡫㸧࠾ࡼࡧཎ⏣ᶞࠕከඖⓗࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ⾜ᨻἲᏛ̿
᪥ᮏἲࡢほⅬࡽࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲㻌 ྕ ᖺ 㡫 㡫㸧
㸦ࠕ͐ᅜᐙࡢ❧
ἲ⪅ࡣ࡞࠾ࠊᨻ⟇┠ⓗࡸබⓗ┈ࡢෆᐜᙧᡂࡢᶒ㝈ࡀᑓᒓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙࡣࠊ
❧᠇⩏ẸᨻࡢᛮࡀᨺᲠࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊ≉ู࡞ᆅࢆಖࡕ⥆ࡅࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠖ㸧
ࢆཧ↷ࡢࡇࠋࡶࡗࡶࡇࢀࡣබἲᏛ⪅ᅛ᭷ࡢࣂࢫ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ
ࡎࠊẸἲᏛࡢഃࡽࡣ␗࡞ࡿぢ㏻ࡋࡀ♧ࡉࢀ࠺ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡃ㏆ࠊẸ
ἲ࠾࠸࡚ࡶ❧ἲࡢືࡁࡀᛴ࡛࠶ࡿࡀࠊಙ⩏๎ࡸබᗎⰋつᐃࡢࡼ࠺࡞୍⯡᮲
㡯ࡢࠕゎ㔘ࠖ࠾࠸࡚ࡣᐇ㉁ⓗุᐁࡀ❧ἲ⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࡇ
ࡢ㛵ಀࡀ࠺ᩚ⌮ࡉࢀࡿࡣࠊ⯆῝࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ


ࡓࡔࡋࡍࡄᚋ࡛㏙ࡿࡼ࠺ࠊ᠇ἲㄽ࠾ࡅࡿྖἲᑂᰝࡢᩥ⬦࠾࠸࡚ࡣࠊ❧ἲ

ྖἲࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰࡋࡓ̿ᚑࡗ࡚ไᗘ㛫ẚ㍑ࡢⓎぶᛶࡢ࠶ࡿ̿どゅࡽ
ࡢ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪉࡛ࠊᅜᐙㄽࡢ㏥₻ࡶ᠇ἲᏛ࠾ࡅࡿ㆟ไㄽࡀ
ࡘ࡚ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᆅࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཧ↷ࠊᯘ▱᭦ࠕ㆟ไ
ㄽࡢ⌧ᅾࠖἲᩍྕ ᖺ 㡫ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻡㻝
㪋㪈

≉  㞟

ࡋࡋࡲࡓ᪉࡛ࠊᡃࠎἲᏛ⪅ࡣࡋࡤࡋࡤࠊ⌧ᐇࡢ❧ἲ㸦ไᐃἲ㸧ࡘ
࠸࡚ࠊࠕ㉁ࡢᝏ࠸❧ἲࠖ࠸࠺ホ౯ࢆࡋࡤࡋࡤ⾜࠸ࠊᢈุࢆຍ࠼ࡿࠋࡶࡕ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢁࢇ࠸࡞ࡿᢈุࡶ⮬⏤࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢၥ㢟ࡣࠊἲᏛ⪅ࡼࡿࡑ࠺ࡋ
ࡓᢈุࡀఱ㸦࠸࡞ࡿつ⠊ⓗᇶ♏㸧❧⬮ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢసἲࡀࠊ❧ἲ⪅ࢆἲࢩࢫࢸ࣒ࡢせ▼ᤣ࠼ࡿㄽἲ
࠸࡞ࡿ㛵ಀ❧ࡘࡢࠊ࡛࠶ࡿࠋ
❧ἲᑐࡍࡿᢈุࡢ㊊ሙࡢ୍ࡘࡣࡶࡕࢁࢇ᠇ἲㄽ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡘ࠸࡚
ࡣྖἲᑂᰝㄽࢆ୰ᚰࠊ᠇ἲᏛ࠾ࡅࡿ⭾࡞㆟ㄽࡢ✚ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
᠇ἲᏛ⪅௨እࡢᐇᐃἲᏛ⪅ࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆၥ㢟ࡍࡿሙ㠃ࡢከࡃࡣࠊ᠇
ἲㄽࡼࡗ࡚Ỵ╔ࡀࡘ࡞࠸㡿ᇦ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ᠇ἲㄽࡢ㔜せᛶ
ࢆࢃ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᮏ✏ࡣ᠇ἲㄽ㋃ࡳ㎸ࡲ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᮏ✏ࡢ㛵ᚰࡣࠊ
᠇ἲࡀチᐜࡍࡿᗈ⠊࡞❧ἲ㔞ࡢᯟෆ࡛⾜ࢃࢀࡓලయⓗ࡞❧ἲ㑅ᢥ㛵
ࡋ࡚ἲᏛ⪅ࡀ⾜࠺ホ౯ࡸᢈุࡀ࠸࡞ࡿつ⠊ⓗ࡞ࢫࢸ࣮ࢱࢫࢆ᭷ࡍࡿࡢ
࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࠾ࡅࡿᐇᐃἲᏛ⪅ࡼࡿࠕ❧ἲࠖ
ࡢᢈุࡋ࡚ࡣࠊᴫࡡ௨ୗࡢࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
➨  ࠊ࠶ࡿ❧ἲࡀ᪤Ꮡࡢἲ⛛ᗎ㸦≉ッゴἲࡸᡭ⥆ἲ㸧ࡢࢸࢡࢽ࢝
ࣝ࡞ᩚྜᛶࢆ༑ศ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࢱ
ࣉࡢᢈุࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ❧ἲ⪅ࡢᐇయⓗ࡞㑅ᢥࡢᙜྰࡣࡉࡋ࠶ࡓ
ࡾᲴୖࡆࡋࡓୖ࡛ࠊ┠ⓗྜ⌮ᛶࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇ
ࡢሙྜࠊ❧ἲᨻ⟇ࡢἲつ⠊ୖࡢࠕṇࡋࡉࠖࡀࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊᮏ✏ࡢ㛵ᚰࡽࡣࡉࡋ࠶ࡓࡾ㝖እࡉࢀࡿࠋ



ᙜ↛࡞ࡀࡽࠊࡇࡲ࡛ࡀ᠇ἲࡢチᐜࡍࡿ❧ἲ㔞ࡣ⮬࡛᫂ࡣ࡞ࡃ㸦࠼ࡤཧ↷ࠊ

㧗ぢ࣭ᚋᥖὀࠊ㡫㸧ࠊࡇࢀࡣ᠇ἲ⌮ㄽ࣭᠇ἲゎ㔘ጤࡡࡽࢀࡓၥ㢟࡛࠶ࡿ㸦࡞
࠾ࠊࡇࡢࡘࢆ༊ูࡍࡿ㊃᪨ࡘ࠸࡚ཧ↷ࠊᯘ▱᭦ࠕᅜᐙㄽࡢ௦ࡢ⤊↉㸽̿ᡓᚋ
ࢻࢶ᠇ἲᏛྐ㛵ࡍࡿⱝᖸࡢぬ࠼᭩ࡁ ୍

࣭ ࠖἲᕳྕ㡫ࠊྕ

㡫 ᖺ㸧㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊᴟㄽࡍࢀࡤ࡚ࢆ᠇ἲၥ㢟ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇࡣྍ⬟࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ᠇ἲࢆࠕษࡾᮐࠖࡋ࡚ᣢࡕฟࡍࡇࡀ㸦ㄽ⌮ⓗࡣ᩺ࡉࢀ࡞
࠸ࡀ㸧ࠕࡶࡗࡶࡽࡋࡃ࡞࠸ࠖሙ㠃ࡣ☜࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀἲࡢᑓ㛛ᐙඹ᭷ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺๓ᥦ࡛ヰࢆ㐍ࡵࡿࠋ


ࡶࡗࡶࠊࡇࡢᢈุࡢ⫼ᚋࡣࠕࡁࡕࢇᶵ⬟ࡍࡿ㸦ἲᢏ⾡ⓗ㑇₃ࡢ࡞࠸㸧ἲ

ᚊࢆไᐃࡍࡁࠖࡢ❧ἲ⪅ᑐࡍࡿつ⠊ⓗせồࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶㄞࡵࡿࠋ
ࡋࡋ❧ἲ⪅ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࡘ


㻝㻡㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪋㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

➨  ࠊ❧ἲ⪅ࡼࡿᐇయⓗ࡞㑅ᢥ⮬యࡀㄗࡾ࡛࠶ࡿࡍࡿᢈุࡢࢱ
ࣉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᇶᮏⓗேᶒ㛵ࢃࡿ㸦ୖ࡛㝖እࡋࡓ᠇ἲㄽࡢ㸧ၥ㢟㝈
ࡽࡎࠊἲࡀ࠾ࡼࡑᶒຊⓗᙉไࡢዎᶵࢆక࠺௨ୖࠊ࠶ࡽࡺࡿἲⓗỴᐃࡣබ
ඹⓗ࡞ṇᙜࡀせồࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡢࢱࣉࡢᢈุࡣࠊ❧
ἲ⪅ࡀࠕṇᙜኻᩋࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ព࡛ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎࡣ㸦᠇ἲ⛛ᗎࡢᯟෆ࡛ࡿ⯙࠺㝈ࡾ࡛ࠊ࠸࠺᮲௳
ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸧❧ἲ⪅ࡀἲつ⠊ୖࡢࠕṇࡋࡉࠖࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿᥐᐃࡋࡓࡢ
࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ▩┪ࡋࡓ❧ሙ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢၥ㢟ᑐࡋ࡚ἲဴᏛ⪅ࡣࠊ
ࠕṇᙜᛶࠖࠕṇ⤫ᛶࠖࡢၥ㢟ࢆศࡅࡿࠊ
࠸࠺ゎ⟅ࢆ࠼ࡿࠋࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊἲࡢṇᙜᛶࢆࡵࡄࡿㄽதࡢᏑᅾࢆṇ
㠃ࡽㄆࡵࡘࡘࠊ࠶ࡿ❧ἲࡢࠕṇᙜᛶࠖ␗ㄽࢆᣢࡘࠕᩋ⪅ࠖᑐࡋ࡚ࡶ
࡞࠾ࠕἲࠖࡋ࡚ᛅㄔࢆせồࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡞ࠕṇ⤫ᛶࠖᇶ┙ࢆၥ࠺ࡁ࡛࠶
ࡿࠊㄝࡃࠋ➹⪅ࡣࡇࡢㄽத❧ࡕධࡿ⬟ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ㆟ㄽ㡿
ᇦ㸦ࠕ❧ἲᏛࠖࡢ୍ࡘࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ㸧ࡀἲᨻ⟇Ꮫࡗ࡚ᇶᗏⓗ࡞ពࢆ
ᣢࡘࡇࡣ☜ㄆࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡢ┦⊂❧ࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
➨  ࠊᡭ⥆ᐇయࡢ༊ูࡣࡑࢀ⮬᫂ࡣ㝈ࡽࡎࠊࡴࡋࢁ᪤Ꮡࡢἲ⛛ᗎࡢᡭ
⥆ⓗ⣽┠㡯₯ࡴᐇయⓗุ᩿ࡈそࡍࡁ࡛࠶ࡿࠊ⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡀ⪃࠼ࡿሙ㠃
ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋᨻᶒ௦ᚋᡃࠎࡀ┠ᧁࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ᪤Ꮡࡢ⛛ᗎࡢ⥅⥆ᛶࡸ
ᏳᐃᛶࡣࠊἲᏛ⪅ࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬᫂ࡢ౯್࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
᪤Ꮡࡢἲ⛛ᗎࡀෆໟࡍࡿᐇయⓗつ⠊ⓗ౯್ࡀ❧ἲࡼࡗ࡚そࡉࢀࡿሙ㠃࠾ࡅࡿ
ἲᏛ⪅ࡢ㆟ㄽࡢసἲࡇࡑࡀࠊᮏ✏ࡢ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ Ϫ㸧
ࠋ
➨  ࠊ❧ἲ⪅⮬㌟ࠊࡑࡢἲᚊࢆ┿㠃┠ࡀᇳ⾜ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸㸦࠶
ࡿ࠸ࡣᘓ๓ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡓࡑࡢ┠ⓗࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ࠼ࡗ࡚ᅔࡿ㸧ࠊ࠸࠺ሙ㠃
ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋἲᡂ❧ᚋࡢᡂᯝࡣࡋࡤࡋࡤぢ࠼ࡃࡃࠊᐇ㝿ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿேࡀᑡ
࡞࠸㸦ࡶࡋࡃࡣศᩓࡋ࡚࠾ࡾᨻⓗᙳ㡪ຊࢆᣢࡓ࡞࠸㸧ሙྜࡣኻᩋࡋ࡚ࡶὀ┠
ࡶច࡞࠸ࡓࡵࠊྜ⌮ⓗ࡞❧ἲ⪅ࡀ᭷ᶒ⪅ࡢࣆ࣮ࣝᡭẁࡋ࡚ࡑࡢἲࢆᡂ❧
ࡉࡏࡿࡇ⮬యࢆ┠ⓗ⪃࠼ࡿሙ㠃ࡣ⌧ᐇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ


ཧ↷ࠊୖ㐩ኵࠕ❧ἲᏛࡢ⌧௦ⓗㄢ㢟̿㆟Ẹᨻࡢ⦅ἲ⌮ㄽࡢᐃࠖࢪ

ࣗࣜྕ ᖺ 㡫ࠋ


ཧ↷ࠊୖ㐩ኵࠕ᠇ἲࡢබඹᛶࡣ࠸ࡋ࡚ྍ⬟ࠖ
ࠗᒾἼㅮᗙ᠇ἲ  ࠘
㸦ᒾἼ᭩

ᗑࠊᖺ 㡫ࠋ


ࡶࡼࡾࠊẸ⩏❧᠇⩏㸦ྖἲᑂᰝ㸧ࡢ㛵ಀ㛵ࡍࡿ᠇ἲ⌮ㄽࡣࠊᐇᐃ᠇


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻡㻟
㪋㪊

≉  㞟

ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺ࠕṇ⤫ᛶ㸦㝵ࡢබඹᛶ㸧ࠖࡢၥ㢟ู㏵⨨࡙ࡅ
ࡀ࠼ࡽࢀࡓࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠕᡃࠎἲᏛ⪅ࡣࠕ❧ἲࠖࡢṇࡋࡉ㸦ṇᙜᛶ㸻୍
㝵ࡢබඹᛶ㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞సἲ࡛ㄽࡌࡿࡇࡀྍ⬟㸦ᮃࡲࡋ࠸
㸧ࠖ࠸࠺ၥ㢟ࡣṧࡿࠋ㝵ࡢබඹᛶࡼࡗ࡚࣮ࣜࢼࡢṇ⤫ᛶࡀᢸಖ
ࡉࢀࡓ௬ᐃࡋ࡚ࠊ࣮ࣜࢼࡢෆ࡛⾜ࢃࢀࡿṇᙜᛶࢆࡵࡄࡿ➇தࡣࡢࡼ
࠺⾜ࢃࢀࡿࡢࠋ
ࡇࡢၥ࠸ᑐࡍࡿ୍ࡘࡢ㸦⣲┤࡞㸧ゎ⟅ࡣࠊࠕṇࡋࡉࠖࡘ࠸࡚ࡢဴᏛ
ⓗ⌮ㄽయ⣔㸻ṇ⩏ᵓࢆྛ㝕Ⴀࡀ➇ࡗ࡚᙮⌶ࡋࠊࡑࢀࢆᡓࢃࡏࡿࠊ࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊ࠶ࡿ✀ࡢဴᏛⓗ❧ሙ㸦࠼ࡤຌ⩏㸧ࢆ
ᐇᐃἲไᗘࡢୖලయࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ලࡋ࡚ࡢ♫⛉Ꮫ㸦࠼ࡤཌ⏕⤒
῭Ꮫ㸧ࡀࢭࢵࢺ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
సἲ࡛ࠕ❧ἲࠖࡢ㠀ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿἲᏛ⪅ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕἲࡢእⓗどⅬ㺁
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋࡇࢀࡣ၏୍ࡢసἲࡔࢁ࠺ࠋ☜ࠊ
ఏ⤫ⓗ࡞ᐇᐃἲᏛࡀࠕ❧ἲㄽ㸦ᨻ⟇ㄽ㸧ࠖࠕゎ㔘ㄽࠖࢆᓧูࡍࡿ❧ሙࢆ
᥇ࡗ࡚ࡁࡓࡇࡽࡍࢀࡤࠊἲᏛ⪅ࡀࠕ❧ἲㄽࠖࢆㄒࡿሙྜࠊᙼ ዪ ࡣᐇ
ᐃἲ⛛ᗎࡢእ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊἲእᅾⓗ࡞ᇶ‽㸦࠼ࡤຠ⋡ᛶࡸศ㓄ⓗṇ⩏㸧
ࢆ┤᥋ⓗ࡞ㄽᣐࡋ࡚ဴᏛⓗ࣭⌮ⓗࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ࡞࠸ࡋࠓⰋࡁ❧ἲࠔ
ࢆㄽࡌࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣ␗࡞ࡿ

ἲᘬࡁࡘࡅ࡞ࡀࡽࡇࡢဴᏛⓗၥ㢟ྥࡁྜࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ⌮ゎࡉࢀࡿࠋཧ↷ࡍ
ࡁᩥ⊩ࡣ⭾࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡉࡋ࠶ࡓࡾ㜰ཱྀṇ㑻ࠗ❧᠇⩏Ẹ⩏࠘
㸦᪥
ᮏホㄽ♫ࠊᖺ㸧ࡢࡳࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ


ࠕ୍㝵㸭㝵ࡢබඹᛶࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣࠊୖ㐩ኵࠕබඹᛶࡣఱࠖྠ⦅ࠗබඹ

ᛶࡢἲဴᏛ࠘㸦ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧ࠊᖺ㸧 㡫㸦㡫௨ୗ㸧ࡼࡿࠋ


ࡍ࡞ࢃࡕࠊṇ⩏ࡢㅖᵓࢆࡵࡄࡿㄽதᑐࡍࡿつไཎ⌮ࡋ࡚ࡢᬑ㐢⩏ⓗṇ⩏

⌮ᛕ㸦ୖ࣭๓ᥖὀㄽᩥ㡫㸧ࡢせㄳࢆࡓࡍࡇࡣ๓ᥦࡋࡘࡘࠊࡑࡢୖ࡛
࡞࠾ࠊࡼࡾࠕ⏕⏘ⓗ࡞ࠖ➇தࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞➇தࡢసἲࡣ࠶ࡾ࠺ࡿࠊ࠸࠺ၥ
࠸࡛࠶ࡿࠋ


ཧ↷ࠊ㻴㺃㻸㺃㻭㺃ࣁ࣮ࢺࠗἲࡢᴫᛕ࠘㸦▮ᓥගᅞ┘ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊᖺ㸧ࠊ୰ᒣ

❳୍ࠗ༑ୡ⣖ࡢἲᛮ࠘
㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺ㸧➨  ❶ࠋ


ࡇࡇ࡛ࣉࣟࢭࢫ⣧ࡋࡓ❧ሙࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᨻ㐣⛬࡛ࡢṇᙜᛶࢆᇶ♏࡙

ࡅࡿࠖ࠸࠺❧ሙࢆணࡵ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘࡁཧ↷ࠊᚋᥖὀࠋ


࡞࠾ࠊ๓ᥖὀ  ࡑࢀᑐᛂࡍࡿᮏᩥ࡛♧၀ࡋࡓࢱࣉࡢ㆟ㄽࡶࠊព㆑ⓗࡇࡇ


㻝㻡㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪋㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ᙧ࡛ࡢࠕἲᏛ⪅ࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࠖసἲࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺㸽
௨ୖࠊ࡞ࡾ㎽㐲࡞๓⨨ࡁࢆ⤒࡚ࡼ࠺ࡸࡃࠊࠕከඖศᩓᆺ⤫ᚚࢆ┠ᣦࡍ
᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖࡢᇶ♏⌮ㄽᵓ⠏ྥࡅࡓసᴗࢆ┠ⓗࡍࡿᮏ✏ࡀࠊ࣓
ࣜ࢝ἲ Ꮫ ࠾ࡅࡿࠕ❧ἲࠖࡢ⨨࡙ࡅࢆཧ↷ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿ
㊃᪨ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡞ࡿࠋ
᪥ᮏࡸࢻࢶࡢᑐẚ࠾ࡅࡿ㸦➹⪅ࡀ⌮ゎࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡢ㸧࣓ࣜ࢝ἲ
Ꮫࡢ≉ᚩࡣࠊձ❧ἲࡣἲ㐣⛬ࡢ୍㒊㐣ࡂ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࠊࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ
ࡸ❧ἲ⪅ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡶࠊ♫ཌ⏕ࡸศ㓄ࡢබᖹ࠸ࡗࡓእᅾⓗ࡞ᣦ
ᶆࡼࡗ࡚࠸ࢃࡤࠕ✺ࡁᨺࡋ࡚ࠖホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠕぢ࠼ࡿࠖࡇࠊ
ղἲ⤒῭Ꮫ௦⾲ࡉࢀࡿ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡽࡢ▱ぢࡀἲᏛࡢ㆟ㄽྲྀࡾ㎸
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠕぢ࠼ࡿࠖࡇࠊࡢ  Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊղ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢ㸦ἲࡢእⓗどⅬ㸧ࡀ࠸ࡋ࡚ἲᏛࡢ㆟ㄽ᥋⥆ࡉࢀ࠺
ࡿࠊ࠸࠺ၥ࠸ࡀ❧࡚ࡽࢀࠊࡉࡽձࡢ㛵ಀ࡛ࠊ࣓ࣜ࢝ࡢἲᏛ⪅ࡣ
ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆࡢࡼ࠺ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺ၥ࠸ࡀ❧࡚ࡽࢀࡿࠋෑ
㢌㏙ࡓࡼ࠺ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡶไᗘㄽⓗどⅬ㸦ϩ㸱㸧࠸࠺
ᚑ᮶ࡢἲᏛࡢ㆟ㄽࡗ࡚␗㉁࡞ᛮ⪃ᯟ⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ࡞ࢀࡤࠊࡑࢀ
ࡀᚑ᮶ࡢἲᏛࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ❧ࡘࡢࠊࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡢࠕ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇ᏛࠖἲᏛඹྠయ࠾ࡼࡧ㞄᥋ㅖ⛉
Ꮫࡢඹྠయࡢ㛫࡛ࡢ⏕⏘ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞᮲
௳࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ἲࡘ࠸࡚ほᐹࡉࢀࡿୖグձ࣭ղ
ࡀㄽ⌮ⓗ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠊࡢ௬ㄝࢆᥦฟࡋࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᩥ
⬦࡛ࡢ㆟ㄽࡢ♧၀ࢆᚓࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㊃᪨↷ࡽࡋࠊࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆ㢟ࡋ࡚ᥖࡆࡘࡘࡶࠊᮏ✏
ࡣ௨ୗࡢ୕ࡘࢆ┤᥋ࡢ⪃ᐹᑐ㇟ࡽ㝖እࡍࡿࠋ
➨  ࠊ᪤㏙ࡓࡼ࠺ࠊ᠇ἲᏛ࠾ࡅࡿ❧ἲᗓྖἲᗓࡢ㛵ಀࢆ୰
ᚰࡋࡓ㆟ㄽࡢ✚ࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ᠇ἲゎ㔘ㄽࡣ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ࡣ
ไᐃἲゎ㔘ㄽ㏆࠸㛵ಀ❧ࡘࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕไᐃἲࠖゎ㔘ㄽ
ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
➨  ࠊᮏ✏ࡣࠊⰋࡁ❧ἲࡀഛ࠼ࡿࡁᐇయⓗᇶ‽㸦୍⯡ᛶࠊᏳᐃᛶ➼㸧

࡛ࡢ⪃ᐹࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻡㻡
㪋㪌

≉  㞟

㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡶ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊࡇࢀࡽࡢᇶ‽ࡀ࠸ࡋ࡚㆟
ㄽᣢࡕࡇࡲࢀ࠺ࡿࡢࠊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
➨  ࠊ❧ἲࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓලయⓗ࡞ࠕἲ࣮ࣝࣝࠖࢆᑐ㇟ࡍࡿ⤒
῭ᏛࡑࡢࡢእⓗどⅬࡽࡢホ౯ࡶࠊᮏ✏ࡢ┤᥋ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴ
ࡋࢁࠊࡇ࠺ࡋࡓእⓗ࡞ホ౯ࡀࡢࡼ࠺ἲᏛࡢ㆟ㄽ᥋⥆ࡉࢀࡿࡀࠊᮏ
✏ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ


Ϩ㸬࣓ࣜ࢝ᐇᐃἲ⛛ᗎ࠾ࡅࡿ❧ἲ⪅ἲᚊࡢ⨨࡙ࡅ㻌

ᗎㄽ࡛ᑐ㇟ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ㛵ࡍࡿ࣓ࣜ࢝ἲᏛࡢ≉ᚩⓗ
࡞ࢫࢱࣥࢫࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ⤫ᶵᵓ࣭ᐇᐃἲ⛛ᗎᅛ᭷ࡢ
ࠕ❧ἲ⪅ࠖࡢไᗘ㓄⨨ࢆ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊḟ
⠇㸦ϩ㸧ࡢ᳨ウࡢ‽ഛసᴗࡋ࡚ࠊࡈࡃ⡆༢☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

㸯㸬࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿࠕ❧ἲ⪅ࠖ̿ᮏ✏࠾ࡅࡿព
௨ୗࡢ᳨ウ࠾ࡅࡿࠕ❧ἲ⪅ࠖࡋ࡚ࡣࠊୡ⣖௨㝆ࡢ࣓ࣜ࢝࠾ࡅ
ࡿἲᚊไᐃᶵ㛵ࡋ࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㐃㑥㆟ࢆᐃࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊϩ࠾࠸᳨࡚ウࡍࡿᏛㄝࡀ❧ἲ⪅㸭ไᐃἲࡋ࡚ᐃࡋ࡚㆟ㄽࢆ
⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡀࡋ࡚㐃㑥㆟㸭㐃㑥ἲ࡛࠶ࡿࡇᑓࡽ㉳ᅉ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᥦࢆ⨨࠸ࡓⅬ࡛᪤ࠊ௨ୗ㏙
ࡿ୕ࡘࡢഃ㠃࠾࠸࡚ࡇࡢࠕ❧ἲ⪅ࠖᴫᛕࡣ┦ᑐࡉࢀࠊᑕ⛬ࢆ㝈ᐃ
ࡉࢀࡓࡇ࡞ࡿࠋ
➨  ࠊ㐃㑥ไࢆࡿ࣓ࣜ࢝ἲࡢୗ࡛ࡣࠊἲᚊไᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ❧ἲ
⪅ࡣ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྛᕞ㆟ࡣࠊྛᕞ᠇ἲ⛛ᗎࡢୗ࡛ࡢ᭱㧗ࡢ❧ἲᶵ㛵࡛
࠶ࡿࠋ☜ࠊྜ⾗ᅜ᠇ἲࡢୗ࡛ࡣࠊ㐃㑥㆟ࡢไᐃࡍࡿἲᚊࡣᕞἲඃ



ཧ↷ࠊ㧗ぢࠕࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ̿ࣁ࣮ࢺ࣭ࢧࢵࢡࢫ䇾㼀㻴㻱㻌

㻸㻱㻳㻭㻸㻌㻼㻾㻻㻯㻱㻿㻿䇿ㄞࠖࢪࣗࣜྕ ᖺ 㡫ࠊᮏ≉㞟ࡢཎ⏣ㄽᩥ 㡫௨ୗ㸧ࠋ


࡞࠾ࠊ㐃㑥㆟ࡢᆅࡣᙜ↛㐪᠇❧ἲᑂᰝࡼࡗ࡚┦ᑐࡉࢀࡿࡀࠊᗎㄽ࡛㏙

ࡓ⌮⏤࡛❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ


ࡇࡢព࡛ࠊ᪥ᮏࡸࢻࢶࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡑࡶࡑࡶṇᑐࡍࡿ㛵ಀ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ

ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏྕᥖ㍕ࡢ࣮ࣞࣝㄽᩥ㡫ࡢᣦࡶཧ↷ࡢࡇࠋ

㻝㻡㻢 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪋㪍

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

㉺ࡍࡿᐃࡵࡿࡀࠊ᪉࡛㐃㑥㆟ࡣྜ⾗ᅜ᠇ἲࡼࡗ࡚᫂ᩥୖࡲࡓࡣ
ゎ㔘ୖ࠼ࡽࢀࡓ❧ἲᶒࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡢࡳ❧ἲࢆ࡞ࡋ࠺ࡿࡲࡿࠋ
➨  ࠊྜ⾗ᅜ᠇ἲࡀ᥇⏝ࡍࡿᶒຊศ❧ཎ⌮ࡢୗࠊ㐃㑥㆟ࡣẸពࡢ⊂
༨ⓗ࡞௦⾲⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌࡃẸⓗṇ⤫ᛶࢆ᭷ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ⤫㡿㸻
ᇳᨻᗓ㸦㻱㼤㼑㼏㼡㼠㼕㼢㼑㻌㻮㼞㼍㼚㼏㼔㸧ࠊ❧ἲ㐣⛬࠾࠸࡚ࡶᣕᢠࡍࡿ㛵ಀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣḟヲࡋࡃ㏙ࡿࠋ
➨  ࠊุἲ㸦ࢥ࣮ࣔࣥࣟ㸧ࡀไᐃἲ୪ࡪᅛ᭷ࡢἲ※ࡋ࡚ࡢᆅ
ࢆ༨ࡵࡿࡓࡵࠊ㐃㑥㆟ࡀไᐃࡍࡿἲᚊࡣࡇࡢព࡛ࡶ┦ᑐࡉࢀࡿࠋ☜
㐃㑥ࢥ࣮ࣔࣥࣟࡀุୖྰᐃࡉࢀࡓ⌧௦࠶ࡗ࡚ࠊ㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝࡣ
᠇ἲไᐃἲࡢࡳࡀἲ※࡞ࡿࡀࠊ㐃㑥ࡢἲᚊࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ᐇయἲୖࡢ
ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣྛᕞࡢࢥ࣮ࣔࣥࣟࡀᨭ㓄ࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࠊἲ※ࡋ࡚ࡢ
㐃㑥ἲᚊࡢ┦ᑐᛶࡣ࡞࠾ព㆑ࡉࢀ࠺ࡿࠋࡲࡓࠊఏ⤫ⓗࡣࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟ
ࡀἲࡢ୰᰾ࢆ༨ࡵ࡚ࡁࡓࡇࡀࠊไᐃἲゎ㔘ㄽࡢ࠶ࡾ᪉ࡶᙳ㡪ࢆ࠼࡚
ࡁࡓᣦࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊ⾜ᨻᅜᐙࠕไᐃἲ 䇾㼟㼠㼍㼠㼡㼠㼛㼞㼕㼒㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䇿 㺁



ཧ↷ࠊྜ⾗ᅜ᠇ἲ➨  ᮲  㡯㹙᭱㧗ἲつ᮲㡯㸦㼟㼡㼜㼞㼑㼙㼍㼏㼥㻌㼏㼘㼍㼡㼟㼑㸧㹛ࠋ



ཧ↷ࠊ⏣୰ⱥኵࠗⱥ⡿ἲ⥲ㄽ ୗ ࠘
㸦ᮾிᏛฟ∧࣭ᖺ 㡫ࠋࡓࡔ

ࡋ㐃㑥㆟ࡢ❧ἲᶒࡢ⠊ᅖࡣࠕ㯲♧ⓗᶒ㝈ࠖࡢ⌮ㄽࡼࡗ࡚ᐇ㝿ࡣ┦ᙜᗈ⠊࡞
ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩㡫㸧
ࠋ


㻱㼞㼕㼑㻌㻾㻚㻌㻯㼛㻚㻌㼢㻚㻌㼀㼛㼙㼜㼗㼕㼚㼟㻘㻌㻟㻜㻠㻌㼁㻚㻿㻚㻌㻢㻠  ࠾࠸࡚ࠊ㐃㑥᭱㧗ࡣࠊ㐃㑥᠇ἲ

ࡣࠊ㐃㑥ุᡤᑐࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢᕞἲࢆ㞳ࢀࡓุἲ㸦㐃㑥ࡢ 㼓㼑㼚㼑㼞㼍㼘㻌㼏㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼘㼍㼣㸧
ࡢᏑᅾࢆᐉゝࡍࡿᶒ㝈ࢆ࠼࡚࠾ࡽࡎࠊ㐃㑥ࡢ᠇ἲ࠾ࡼࡧἲᚊࡢᨭ㓄ࢆཷࡅࡿ㡯
ࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶྛᕞࡢἲ㸦ไᐃἲุ࣭ἲ㸧࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢุ㸦㻿㼣㼕㼒㼠㻌㼢㻚㻌㼀㼥㼟㼛㼚㻘㻌㻝㻢㻌㻼㼑㼠㻚㻌㻝㻌㻔㼁㻚㻿㻚㻕㻌㻔㻝㻤㻠㻞㻕㸧ࢆそࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ㐃㑥
ุᡤࡣࠊ㐃㑥ุᡤࡢᅛ᭷ᶒࡋ࡚ไᐃࢆㄆࡵࡽࢀࡓッゴᡭ⥆ἲࡢࠊ㐃㑥ࡢἲ
ᚊᇶ࡙ࡃฮ࣭Ẹᐇయἲࡢࡢሙྜࡣ㐃㑥ἲ㸦㐃㑥ἲᚊࡢゎ㔘ࡋ࡚ࡢุ
ἲࢆྵࡴ㸧ࢆ㐺⏝࡛ࡁࡿࡀࠊᕞ⡠┦㐪௳㸦㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌 㼏㼍㼟㼑㸧⟶㎄ࡢሙྜࡣࠊᕞ
㝿⚾ἲࡢ⪃࠼᪉࡛ࠊࡢୗ࡛㐺⏝ࡉࢀࡿࡁᕞἲ㸦ᕞไᐃἲ࣭ࢥ࣮ࣔࣥࣟ㸧ࢆ≉
ᐃࡋࡑࢀࢆ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋཧ↷ࠊ⏣୰࣭๓ᥖ᭩
㡫ࠋ


ࡇࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿ㐃㑥ἲࡼࡿᑓ༨ 㼜㼞㼑㼑㼙㼜㼠㼕㼛㼚 ࡢၥ㢟ࡶ㛵ಀࡍࡿࡀࠊࡇࡇࡽ

ไᗘ㓄⨨ࡢၥ㢟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㼑㻚㼓㻚㻘㻌㻯㼍㼠㼔㼑㼞㼕㼚㼑㻌㻹㻚㻌㻿㼔㼍㼞㼗㼑㼥㻘㻌㻼㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼟㻌㻸㼕㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥㻌

㻼㼞㼑㼑㼙㼜㼠㼕㼛㼚㻦㻌㻭㼚㻌㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻭㼜㼜㼞㼛㼍㼏㼔㻘㻌㻣㻢㻌㻳㻱㻻㻚㻌㼃㻭㻿㻴㻚㻌㻸㻚㻌㻾㻱㼂㻚㻌㻠㻠㻥㻌㻔㻞㻜㻜㻤㻕㻚㻌


ཧ↷ࠊ⏣୰࣭๓ᥖ᭩㡫ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻡㻣
㪋㪎

≉  㞟

ࡢ௦ࡓࡿୡ⣖୰ⴥ௨㝆ࡶ࡞࠾ࠊ㐃㑥㆟࣭⾜ᨻᶵ㛵ุ࣭ᡤࡢ㛫࡛ࠊ
㐃㑥ἲⓗつᚊࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ㐃㑥ἲᚊࡢゎ㔘࣭㐠⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓ」㞧࡞㛵ಀࡣࠊไᐃἲゎ㔘ㄽ࠸࠺㆟ㄽ㡿ᇦࡢୗ࡛⊂⮬ࡢᵝ┦ࢆぢ
ࡏ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢព࡛ࡶ㐃㑥㆟㸻❧ἲ⪅ࡢ⨨࡙ࡅ㸦ㄽࡌࡽࢀ᪉㸧ࡘ
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ࠕ⾜ᨻ㸦㻭㼐㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼍㼠㼕㼛㼚㸧
ࠖ㛵ࡍࡿ᫂♧ⓗ࡞つᐃࡀ࡞ࡃࠊ⾜ᨻᅜᐙࡢ⌧ᐇࢆ࠺᠇ἲ
⛛ᗎ⨨࡙ࡅࡿࡀࠊ࣓ࣜ࢝⾜ᨻἲᏛࡢ୍ࡘࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㼑㻚㼓㻚㻘㻌
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㻿㼠㼍㼠㼑㼟㻘㻌㻟㻡㻣㻌㼁㻚㻿㻚㻌㻟㻠㻥㻌㻔㻝㻥㻡㻤㻕㻚


㻵㻺㻿㻌㼢㻚㻌㻯㼔㼍㼐㼔㼍㻘㻌㻠㻢㻞㻌㼁㻚㻿㻚㻌㻥㻝㻥㻌㻔㻝㻥㻤㻟㻕



㻿㼑㼑㻘㻌㻷㼍㼓㼑㼚㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻟㻤㻚

㻝㻢㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪌㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࠊᖺ௦௨㝆ࡢᩘḟࡢつไᨵ㠉࠾࠸࡚ࠊ⤫㡿௧ࡼࡾࠊ࣍࣡ࢺ
ࣁ࢘ࢫࡼࡿつไᑂᰝࡀつ๎ไᐃᡭ⥆⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊᇳᨻᗓࡼࡿ⾜ᨻ
ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿᮏ✏ࡢほⅬ
⤫ไࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡽࡣࠊつ๎ไᐃ㐣⛬㈝⏝౽┈ศᯒࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ⯆῝ࡃᣦ
ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⾜ᨻάືࡢᐇయⓗつᚊࡀ❧ἲ௨እࡢ➃⥴ࡼࡗ࡚
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢࡳࢆ☜ㄆࡍࡿࡵࡿࠋ

㸲㸬ྖἲᗓ࣭ࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢ㛵ಀ
ᮏ⠇㸯࡛ࡶ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ࣓ࣜ࢝ἲ࠾ࡅࡿุᡤࡣ༢❧ἲ⪅ࡀไ
ᐃࡋࡓἲᚊࢆᛅᐇゎ㔘࣭㐺⏝ࡍࡿᶵ㛵ࡲࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࡣࠊ
࣓ࣜ࢝ࡢἲࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ❧ἲ⪅ࡢ⨨࡙ࡅࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠊṔྐⓗࡣࠊୡ⣖ࡲ࡛ࡣࠊ᪥ⓗ࡞ព࡛ࡢ♫⤫ᚚᶵ⬟ࡢ
せ㒊ศࢆྛᕞࡢࢥ࣮ࣔࣥࣟࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓ㸦ࡑࡶࡑࡶ㐃㑥ࡢᙺ⮬యࡀ㝈
ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ



ࡢࡀࠊ⏘ᴗ♫ࡢ」㞧ᅜつᶍ࡛ࡢ⤒῭άືࡢ
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ෆ⏣㈗ࠕẸႠ㸦㼜㼞㼕㼢㼍㼠㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㸧ዎ⣙  ࠖࢪࣗࣜྕ ᖺ 㡫ࡣࠊබ

ἲ⚾ἲඖㄽ㸦ྂ⌮ㄽ㸧ࡀᨭ㓄ࡍࡿ௨๓ࡢࢥ࣮ࣔࣥࣟࡣࠊ⚾ேࡀᥦ౪ࡍࡿ㸦ඖ
᮶ᅜᐙ㸦ᕞ㸧ࡀᥦ౪య࡛ࡣ࡞࠸㸧බඹⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚බඹⓗ࡞ほⅬࡽつ
ᚊࡍࡿἲ⌮ࡀᏑᅾࡋࡓࡇࢆᙉㄪࡋࠊ㏆ࡢබ⚾༠ാ࣭Ẹ㛫ㄽ࠾ࡅࡿබἲつ⠊
ࡢᣑᙇㄽࡢ┦ᑐࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋබἲᏛࡢഃࡽࡇࡢၥ㢟ᥦ㉳ᛂࡍࡿᴗ⦼ࡋ
࡚ཧ↷ࠊᓥ࿘సࠕ⾜ᨻἲ࠾ࡅࡿయ࣭άື࣭つ⠊  㹼 ࣭ ࠖᅜᐙᕳ 㺃
 ྕ㹼㺃ྕ ᖺ㸧ࠋࡉࡽࠊἲᏛㄽ㞟ᕳ  ྕࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕไᗘⓗ
ዎ⣙ㄽࡢᵓࠖࡶཧ↷ࡢࡇࠋ


ࡶࡕࢁࢇࠊྛᕞࡢ❧ἲ⪅ࡀ࿘㎶ⓗ࡞ᙺࡋ᭷ࡋ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

≉⊂❧┤ᚋࡣ❧ἲᗓඃࡢ⪃࠼ࡶᙉࡃࠊࢠࣜࢫἲ㸻ࢥ࣮ࣔࣥࣟࢆ⥅ཷࡍࡿྰ
⮬యࡀதⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋཧ↷ࠊ⏣୰ⱥኵࠗⱥ⡿ἲ⥲ㄽ ୖ ࠘ ᮾிᏛฟ∧ࠊ
ᖺ 㡫௨ୗࠋᮏᩥࡢ㊃᪨ࡣࠊୡ⣖ࡲ࡛ࡣ⌧௦ⓗ࡞ព࡛ࡢ♫⟶⌮ᶵ⬟ࡀࡑࡶ
ࡑࡶၥ㢟࡞ࡽࡎࠊᚑࡗ࡚ᕞ❧ἲ⪅ࡢάືࡣ㸦⤯ᑐ㔞ࡢၥ㢟ࡋ࡚㸧ᑠࡉ࡞ࡶࡢ
ࡲࡗࡓࠊ࠸࠺ព㐣ࡂ࡞࠸ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻢㻟
㪌㪊

≉  㞟

㐍ᒎక࠸ࠊ❧ἲ⪅ࡼࡿಶูࡢᑐᛂࡽᚎࠎ⾜ᨻጤဨࡢタ⨨つไ
ᶒ㝈ࡢᤵᶒ㸦ࡇࢀ୪⾜ࡋ࡚㐃㑥ࡢつไ❧ἲࡢᣑ㸧㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ
ࠓࢥ
⤒⦋ࡀᣦࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃࡶṔྐⓗ⫼ᬒࡋ࡚ࡣࠊ
࣮ࣔࣥࣟࡢໟᣓᛶ࣭ᇶᗏᛶไᐃἲࡢಶูᛶ࣭⿵ᛶࠔࢆᣦࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊୡ⣖ึ㢌௨᮶ࠊྂⓗࢥ࣮ࣔࣥࣟ⛛ᗎᅛᇳࡍࡿྖἲᗓࡢ
ᢠࢆ᩺ࡅࠊつไᅜᐙࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡣᕞ࠾
ࡼࡧ㐃㑥ࡢไᐃἲ࡛࠶ࡗࡓࡋࠊ⌧௦࠾࠸࡚ࡣࡴࡋࢁไᐃἲ㸦≉㐃㑥ἲ㸧
ࡀせ࡞⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇࡣྰᐃࡋࡀࡓ࠸ࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠓࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢᇶᗏᛶ࣭ไᐃἲࡢ⿵ᛶࠔ࠸࠺Ⓨࡣࠊ࠸ࡲ࡞࠾࣓ࣜ
࢝ἲ࠾࠸࡚ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
࠼ࡤࠊ᪤ࢽ࣮ࣗࢹ࣮ࣝ❧ἲࡢ௦ࢆ⤒ࡓᚋ࡛ࠊࡋࡶつไᅜᐙ
ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢၐ⪅࡛࠶ࡿ࣮࣭࣊ࣥࣜࣁ࣮ࢺ
ࣝࣂ࣮ࢺ࣭ࢧࢵࢡࢫ㸦ࡑࡢᡤㄝࡣϩ࡛ヲࡋࡃ᳨ウࡍࡿ㸧ࡣࠊἲไᗘࡢ
ᐃ❧࠾ࡅࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡣ❧ἲᗓ࠶ࡿࡋࡘࡘࡶࠊἲࡢ♫⟶⌮స
⏝࠾ࡅࡿ❧ἲࡢᙺࡣḟⓗ 㼟㼑㼏㼛㼚㼐㼍㼞㼥 ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡍࡿࠋつไᅜ



㕲㐨ᩱ㔠つไࢆࡇࡢ⤒⦋ࢆドࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ཧ↷ࠊ୰ᕝஂࠕ⡿ᅜ⾜ᨻᡭ

⥆ㄽࡢᇶ♏ࠖᗈᓥἲᏛᕳ  ྕ ᖺ 㡫 㡫 ࠊྠࠕྖἲุᡤࡢࠗᛮᝳᚊ࠘
⾜ᨻ㔞㸦࣭㸧ࠖἲ༠ᕳ  ྕ ᖺ 㡫 㡫 ࠋ


࠼ࡤࠊ㐃㑥ไᐃἲ࡛࠶ࡿᖺࡢࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡣࠊࡑࢀࡲ࡛✚ࡉࢀ࡚࠸ࡓ

ᕞࡢࢥ࣮ࣔࣥࣟୖࡢྲྀᘬつไἲ⌮ࢆἲࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ཧ↷ࠊ⃝⣪▮Ꮚࠗ➇
தᶵࡢ☜ಖࢆࡵࡄࡿἲᵓ㐀࠘㸦᭷ᩫ㛶ࠊᖺ 㡫㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⤒⦋ࡢ
⌮ゎࡣࠊไᐃἲゎ㔘ㄽࡢᩥ⬦࡛ࡶཧ↷ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸦ᚋᥖὀ㸧ࠋ


᪤㏙ࡓࡼ࠺ࠊᮏ✏ࡢ᳨ウᑐ㇟ࡓࡿࠕ❧ἲ⪅ࠖࡣཎ๎ࡋ࡚㐃㑥㆟㝈ᐃ

ࡉࢀࡿࡀࠊつไ❧ἲᑐࡍࡿྖἲᗓࡢᢠࡢ㇟ᚩࡋ࡚᭷ྡ࡞ࣟࢵࢡࢼุ࣮Ỵ
㸦㻸㼛㼏㼔㼚㼑㼞㻌㼢㻚㻌㻺㼑㼣㻌㼅㼛㼞㼗㻘㻌㻝㻥㻤㻌㼁㻚㻿㻚㻌㻠㻡㻌㻔㻝㻥㻜㻡㻕㸧࠾࠸࡚㐃㑥᠇ἲ➨ಟṇ㐪ࡋ࡚↓
ຠࡔࡉࢀࡓປാ⪅ಖㆤ❧ἲࡀࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞἲ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊᕞ❧ἲ⪅ࡢᙺ
ࢆ↓どࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
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㻼㼞㼑㼟㼟㻘㻌㻞㻜㻜㻢㻕㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻚
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㻝㻢㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪌㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ᐙࡑࡢࡶࡢⓗ࡞ಖᏲⓗ࡞ㄽ⪅ࡀࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࢆ᥇ࡿࡢࡣࢃࡾ
ࡸࡍ࠸ࡀࠊࣜ࣋ࣛࣝὴ┠ࡉࢀࡿㄽ⪅࠾࠸࡚ࡶࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢᶵ⬟ⓗ
࡞ඃᛶ╔┠ࡋࠊไᐃἲ㐣㔜࡞㈇ᢸ㸦ᮇᚅ㸧ࢆㄢࡍࡁ࡛࡞࠸ࡍ
ࡿᣦࡀぢࡽࢀࡿࡇࡣ⯆῝࠸ࠋ
ϩ࡛ヲࡋࡃ᳨ウࡍࡿࡼ࠺ࠊไᐃἲゎ㔘ㄽ࠾࠸࡚ࡶ࣓ࣜ࢝ἲᏛ≉
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ࢆཷࡅࡓ⾜ᨻࡢάື࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᪂ࡓ࡞ἲ≧ἣయ⣔ⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ࠼ᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚
ᵓࡉࢀࡓࡢࡀࠊ࣮࣭࣊ࣥࣜࣁ࣮ࢺࣝࣂ࣮ࢺ࣭ࢧࢵࢡࢫࢆ୰ᚰࡍࡿ
ࠕ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࠖᏛὴ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࣮࣒࣍ࢬุ
ࡢᙧᘧ⩏ἲᏛᢈุጞࡲࡾࣜࣜࢬ࣒ἲᏛ⮳ࡿࠊࡑࢀࡲ࡛ඛ⾜ࡋ
ࡓ࣓ࣜ࢝ἲᏛࡢᡂᯝࢆ⧊ࡾ㎸ࢇࡔ୍ࡘࡢ㞟ᡂࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾࠊᖺ௦ࡣᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀࡿ⮳ࡗࡓࠋࡑࡢ≉ᚩࡣࠊ࢚ࢫࢡ



ᮏ㡯ࡢ㆟ㄽࡢከࡃࡣ 㼃㼕㼘㼘㼕㼍㼙㻌㻺㻚㻌㻱㼟㼗㼞㼕㼐㼓㼑㻘㻌㻶㼞㻚㻌㻒㻌㻼㼔㼕㼘㼕㼜㻌㻼㻚㻌㻲㼞㼕㼏㼗㼑㼥㻘㻌 㻭㼚㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㼍㼘㻌㼍㼚㼐㻌

㻯㼞㼕㼠㼕㼏㼍㼘㻌 㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌 㼠㼛㻌 㼀㻴㻱㻌 㻸㻱㻳㻭㻸㻌 㻼㻾㻻㻯㻱㻿㻿㻘㻌 㼕㼚㻌 㻴㼍㼞㼠㻌 㻒㻌 㻿㼍㼏㼗㼟㻘㻌 㼟㼡㼜㼞㼍㻌 㼚㼛㼠㼑㻌 㻡㻠㻘㻌
㼜㼜㻚㼘㼕㻙㼏㼤㼤㼤㼢㼕 ㈇࠺ࠋᮏᩥ࠾ࡼࡧᚋ⥆ࡢὀ࠾ࡅࡿ>࣮࣐ࣟᩘᏐ@ࡣྠㄽᩥ࠾ࡅࡿ
㡫ᩘ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣ㏆ࡢ❧ἲᏛࡢほⅬࡽࡶࡧὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋཧ↷ࠊ㧗ぢ࣭๓ᥖὀㄽᩥࠋ


࠼ࡤࠊἲࡢၥ㢟ࡣㄽ⌮ᚲ↛ⓗ୍ࡘࡢゎࡀᑟࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲࡢ┠ⓗࡣ

ἲࡢእࡽሸࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊ
ࠕᨻ⟇ࡋ࡚ࡢἲࠖࢆṇ㠃ࡽㄆࡵ>㼘㼢㼕㼕㼕@ࠊ
ุᐁࡀἲࡢ┠ⓗ㸻ᨻ⟇ࢆ⪃៖ࡋ᫂♧ࡍࡿࡇࢆ᥎ዡࡍࡿࡶࠊไᗘ㸻つไࡢ
ᵓᡂ≀ࡋ࡚ࡢἲ㸭ᶒ࠸࠺⌮ゎ㸦ⴭྡ࡞ 㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻺㼑㼣㼟㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟㻌㼢㻚㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼑㼐㻌

㻼㼞㼑㼟㼟㻘㻌㻞㻠㻤㻌㼁㻚㻿㻚㻌㻞㻝㻡㻌㻔㻝㻥㻝㻤㻕࠾ࡅࡿ࣮࣒࣍ࢬุ⿵㊊ពぢཎⅬࢆ᭷ࡍࡿ㸧ࡽࠊ
ࠕไᗘⓗ㐺ᛶ㸦㼕㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼏㼛㼙㼜㼑㼠㼑㼚㼏㼑㸸ᚋᥖὀཧ↷㸧
ࠖ࠸࠺㘽ᴫᛕࢆᑟࡁࠊࡇࡇ
ࡽ⾜ᨻᶵ㛵ࡼࡿἲᙧᡂࡶ✚ᴟⓗᢎㄆࡉࢀࡿ>㼘㼤㻙㼘㼤㼕@


ࡇࡢᏛὴࡢྡ๓ࡣ࣮࣭ࠗࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫ࠘࠸࠺ㅮ⩏ᩍᮦ㞟㸦ⴭ⪅ࡢ⏕๓ࡣᮍ

බห⤊ࢃࡗࡓ㸧ࡽࡽࢀࡓࡶࡢゝࢃࢀࡿࠋࡇࡢᩍᮦ㞟ࢆ⦅㞟ࡋ࡚ᖺබ
หࡋࡓ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࣇࣜࢵࢣࡼࡿࠊᖺⅬᅾ⫋ࡋࡓ᭱㧗ุ  ྡ
ࡢ࠺ࡕ  ྡ㸦ࢫ࢝ࣜࠊࢣࢿࢹࠊࢫ࣮ࢱ࣮ࠊࢠࣥࢫࣂ࣮ࢢࠊࣈ࣮ࣛࣖ㸧ࡀࣁ࣮
ࣂ࣮ࢻ࣭࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡢ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢᤵᴗࢆᒚಟࡋࡓᣦࡋࠊ࣮ࣜ࢞


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻢㻣
㪌㪎

≉  㞟

ࣜࢵࢪࣇࣜࢵࢣࡼࢀࡤࠊ௨ୗࡢ  Ⅼせ⣙ࡉࢀࡿࠋ
ĬඥƷႸႎࣱƱྸࣱႎᎋᆮᲢReasoned Elaboration of Purposive LawᲣ̿
࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡀᐃࡍࡿ♫ീࡣࠊ┦౫ᏑඹᏑඹᰤࡢཎ⌮ࡼ
ࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ>㼤㼏㼕@ࠊேࠎࡀඹ㏻┈ࡢ㏣ồࡢࡓࡵ⮬ࡎ⚾ⓗ࡞⛛ᗎᙧᡂ
ࢆ⾜࠺♫࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⚾ⓗ⛛ᗎࡀ➨୍⩏ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ୍᪉ࠊἲ
ࡣࡇࢀࢆᚋぢⓗᨭ࠼ࠊ⚾ⓗ⛛ᗎᙧᡂࡀᶵ⬟ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⿵⛛ᗎ⥔ᣢ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊேࠎࡢᖾ⚟ࢆቑࡉࡏࡿᙺࢆᢸ࠺ࠋ
࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣࠊࡇࡢࡼ࠺⌮ゎࡉࢀࡓἲࡢ┠ⓗࡢୗࠊ⌮ᛶⓗ࡞
⪃✲ᑟࢀ࡚ࠊἲᦠࢃࡿබົဨ㸦⾜ᨻᐁุ࣭ᐁ㸧ࡀἲࡢၥ㢟ṇゎ
ࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࣜࣜࢬ࣒ἲᏛࡢ⩏ࡣ᫂
ࡽ୍⥺ࢆ⏬ࡍࡿࠋุᡤࡣࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢ࡛ࡣࠊඛ࠸࡞ࡿ
┠ⓗࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢࢆ᫂ࡽࡋࠊࡑࢀἢࡗ࡚┠ࡢ๓ࡢゎỴ
ࢆ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡋࠊไᐃἲゎ㔘࠾࠸࡚ࡶࠊไᐃἲࡢ┠ⓗ࣭⫼ᚋ࠶
ࡿᨻ⟇ࡸཎ⌮ࢆゎ᫂ࡋࠊࡑࡢᨻ⟇ࡸཎ⌮ࢆ᭱ࡶⰋࡃࡓࡍࡼ࠺࡞ゎ㔘ࢆ
࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡍࡿ>㼤㼏㼕㼕@ࠋ
ĭСࡇႎǷǹȆȠƱƠƯƷඥ̿௨ୖࡢࡼ࠺⌮ゎࡉࢀࡓἲࡢ┠ⓗࡢ
ୗࠊἲࡢᙺࡋ࡚ࡣᕷሙ♫࠾ࡅࡿ༠ാࢆᨭ࠼ࡿㄪᩚࡀ㔜どࡉࢀࠊᐇ
యⓗ࡞࣮ࣝࣝࡢタᐃࡼࡾࡶேࠎࡀ⾜ືࡋ༠ㄪࡍࡿࡇࡀ↓㥏ࡸබṇࢆ
కࢃࡎ᭱㐺⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ไᗘタィࡀᚿྥࡉࢀࡿ>㼘㼤㼕㼕@ࠋἲᏛ㸻࣮ࣜ࢞
࣭ࣝࣉࣟࢭࢫ⌮ㄽࡢᙺࡣࡑࡢไᗘタィࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣝࣝ
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ㑅ᢥ࡞ࡶࡇࡢᩥ⬦࡛㆟ㄽࡉࢀࡿࠋ❧ἲ࣭⾜ᨻ࣭ྖἲ࣭
ᕷሙ࠸࠺ㅖไᗘ㛫ࡢᙺศᢸ༠ാࢆ㔜どࡍࡿ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢほ
Ⅼࡽࡣࠊࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣつ๎ࢆỴᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆุᡤ࣭⾜ᨻᶵ㛵࣭࠶
ࡿ࠸ࡣ⚾ⓗไᗘ㸦㼜㼞㼕㼢㼍㼠㼑㻌㼕㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㸧࠼ࡿ⤌ࡳ࡞ࡽࡎ>㼤㼏㼕㼢@ࠊࡑ
ࡢලయࡣࠊἲᦠࢃࡿㅖไᗘ࣭ㅖࢡࢱ࣮ࡢ⌮ᛶⓗ࡞⪃✲ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿ>㼤㼏㼕㼢@ࠋ
ĮȗȭǻǹƷɶࣱ࣮࣭࣎̿ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣࠊᐇయⓗ౯್ࢆἲࡢ┠ⓗ
ࡍࡿࡇࢆ㑊ࡅࠊࣉࣟࢭࢫࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡓ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋἲࡢࣉࣟࢭ

࣭ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢᙳ㡪ࡀ㸦ḟ㡯ぢࡿ⌮ㄽⓗ㏥₻ࡢ௦ࡶࢃࡽࡎ㸧⌧௦
⮳ࡿᙳ㡪ຊࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿドᕥࡍࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌 㻱㼟㼗㼞㼕㼐㼓㼑㻌 㻒㻌 㻲㼞㼕㼏㼗㼑㼥㻘㻌 㼟㼡㼜㼞㼍㻌 㼚㼛㼠㼑㻌 㻡㻤㻘㻌 㼜㻚㼏
>㡫@㻚

㻝㻢㻤 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪌㪏

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࢫࡣไᗘ㛫࡛ࡢ༠ㄪࡀࢫ࣒࣮ࢬ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࠊἲࡢ
Ᏻᐃᛶṇ⤫ᛶࢆᨭ࠼ࡿᙺࢆᢸ࠺>㼤㼏㼢@ࠋࡑࡢ⫼ᚋ࠶ࡿࡢࡣࠊ⌧௦♫
࠾࠸࡚ࡣᐇయⓗ౯್࣭┈ࡘ࠸࡚ࡣத࠸ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀࠊṇࡋ࠸ᡭ⥆
ࡘ࠸࡚ࡣྜព࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺ᴦほ࡛࠶ࡿ>㼘㼤㼤㼤㼕㼢@ࠋ

ᲢᲣᇌඥᎍƷˮፗƮƚƱСܭඥᚐᛯ
௨ୖࡢ㆟ㄽࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡣࠊྜ⌮ⓗ࡛
බඹၿ㸦㼜㼡㼎㼘㼕㼏㻌㼓㼛㼛㼐㸧ࢆ㏣ồࡍࡿಶேࡽᵓᡂࡉࢀࡓ⌮ᛶⓗ࡞❧ἲ⪅ീࢆ
ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⏘ฟ≀ࡓࡿไᐃἲࡶබ┈ᐇ⌧ྥࡅࡽࢀࡓ┠ⓗㄽⓗ࡞
ࡶࡢ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸦❧ἲࡢබ┈⌮ㄽ㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ┠ⓗࡣ⌮ᛶⓗ
᫂ࡽࡋ࠺ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊไᐃἲゎ㔘࠾࠸࡚ࡶ❧ἲ⪅ࡢၿ࡞ࡿ
ពᛮࢆ᩵㓃ࡋࡓᰂ㌾࡞ゎ㔘ࡀᚿྥࡉࢀࡿࠋ
☜ࠊ⚾ⓗ⛛ᗎࡀ➨୍⩏ⓗ࡞♫ไᗘ࡛࠶ࡾࠊἲࡣࡑࢀࢆୗᨭ࠼ࡋ⿵
ࡍࡿ࠸࠺⛛ᗎほࡽࡣࠊ❧ἲ⪅ࡢᙺࡣၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࡑࢀᑐฎ
ࡍࡿ࠸࠺ḟⓗ࣭ၥ㢟ᑐฎⓗ࡞ࡶࡢࡲࡿࠋࡋࡋࡦࡓࡧ♫ࡢ
ᨵၿྥࡅࡓ┠ⓗ㸻ᨻ⟇ࡋ࡚ࡢἲࡀⓎືࡉࢀࡿሙ㠃࡛ࡣࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉ
ࣟࢭࢫࡣ᭱㧗ࡢつ⠊ⓗᆅᗈ⠊࡞㔞ࢆ᭷ࡍࡿᏑᅾࡋ࡚ࡢ❧ἲ⪅
⤯࡞ಙ㢗ࢆ㈇クࡍࡿࠋ
࣮ࣝࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ㆟ㄽࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊ⾜ᨻࡸุᡤࡢἲᙧᡂ࠾
ࡅࡿᙺࡶ✚ᴟⓗㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ❧ἲ⪅ࡢබ┈┠ⓗࢆ
⌮ᛶⓗ⪃✲ࡼࡗ࡚ෆᅾⓗ᫂ࡽࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊไᗘⓗ㐺ᛶ༶ࡋࡓᙺศᢸࡣ࠶ࡗ࡚ࡶไᗘ㛫࡛ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᑐ❧࣭⥭
ᙇ㛵ಀࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋබ┈ᐇ⌧ࢆᚿྥࡍࡿ⌮ᛶⓗ࡞Ꮡᅾࡋ࡚ࡢ



ࣇࣜࢵࢣࡣࠊࣁ࣮ࢺࢧࢵࢡࢫࡗ࡚ࡣไᐃἲࡶࢥ࣮ࣔࣥࣟࡸ᠇ἲᕪ࡞

ࡃࠊ࠸ࡎࢀࡶ⌮ᛶⓗ࡞Ꮡᅾࡋ࡚┠ⓗㄽⓗ⌮ゎྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࠊࡍࡿࠋ
㻿㼑㼑㻘㻌㻲㼞㼕㼏㼗㼑㼥㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻡㻣㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻠㻥㻚


ᙜ↛ࠊ᠇ἲⓗไ⣙ࡣูㄽ࡛࠶ࡿࡀࠊࣁ࣮ࢺࢧࢵࢡࢫࡣࠊྖἲᗓࡣ❧ἲᗓᑐࡋ

࡚ᩗㆡࢆᡶ࠺ࡁ࡛࠶ࡾ㐪᠇ᑂᰝࡣᴟຊ᥍࠼ࡿࡁࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ๓ᥖὀཧ↷ࠋ


ࡑࡋ࡚ࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡀุᡤᢎㄆࡍࡿᰂ㌾࡞ไᐃἲゎ㔘ࡢᶒ㝈ࡶࠊ࠶

ࡃࡲ࡛ࡶ❧ἲ⪅ࡢᨻ⟇ุ᩿ࡢᐇ⌧⨨࡙ࡅࡽࢀࠊุᐁ⮬㌟ࡢᨻ⟇Ỵᐃ㸻ἲᙧᡂ
ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ㸦ᙼࡽࡢᥐᐃࡍࡿ㸧ุᡤࡢไᗘⓗ㐺ᛶ


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻢㻥
㪌㪐

≉  㞟

❧ἲ⪅ീࡢᙜྰࡣࠊẸᨻࡢ⌮ㄽ㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚
ࡢㄽཬࡣࡈࡃᕼ࡛ⷧ࠶ࡾ>㼏㼤㼕@ࠊࢲ࣮ࣝࡸࢺ࣮࣐ࣝࣥࡽࠊᙜࡢ࣓ࣜ࢝ᨻ
Ꮫ࠾࠸࡚ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡗࡓ┈㞟ᅋከඖ⩏ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗホ౯ࢆࡑ
ࡢࡲࡲཷࡅධࢀࠊ♫ࡢከᵝ࡞ᐖࡸ౯್ࡀ┈㞟ᅋ㛫ࡢ➇தࢆ㏻ࡌ࡚❧
ἲ㐣⛬ᩡࡉࢀࡓ⤖ᯝࡀබ┈࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ணᐃㄪⓗ࡞Ẹᨻほ౫
ᣐࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡀࠊ❧ἲࡀᐇ⌧ࡍࡁᐇయⓗ౯್ࡢゎ
࡛᫂ࡣ࡞ࡃࠊⰋࡁ❧ἲࢆᑟࡃⰋࡁࣉࣟࢭࢫࡢᵓྥࡗࡓࡇ>㼤㼏㼕㼢@ࡶࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ẹᨻほࡽࡣ⮬↛⌮ゎࡉࢀࡼ࠺ࠋ

ᲢᲣඥƷႸႎȷСࡇȷżʖܭᛦԧŽ
ἲࢩࢫࢸ࣒ࡢศᯒ࠾࠸࡚ࠊἲࡢᨻ⟇࣭ไᗘ࣭ᡭ⥆ⓗഃ㠃╔┠ࡍࡁ
ࡔࡢ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢᣦࡣࠊ⌧௦࠾࠸࡚ࡶ᭷⏝ᛶࢆኻࢃ࡞࠸ࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢᡤㄝ⮬యࡣ࠶ࡲࡾࡶᴦኳⓗ࡛࠶
ࡾࠊ࠾ࡼࡑ⌧௦ⓗ㏻⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊḟ㡯࡛ࡶぢࡿࡼ࠺ࠊ
ࡑࡢᬯ㯲ࡢ๓ᥦࡀ᥀ࡾᔂࡉࢀࡿక࠸ࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣᏛㄝࡢ⾲⯙
ྎࡽ㏥ሙࡋ࡚࠸ࡃࠋఱࡀၥ㢟ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
➨  ࠊไᗘࡸᡭ⥆ࡢ╔┠࠸࠺╔║ࢆ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟ
ࢭࢫࡢࡑࢀࡣྛไᗘࡀ⌮ⓗᶵ⬟ࡋࠊྛ⮬ࡢไᗘⓗ㐺ᛶࢆ⏕ࡋࡓ༠ㄪ
ࡼࡗ࡚බ┈ࢆ⌮ᛶⓗලయࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ᴟࡵ࡚ணᐃㄪⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋྠᵝἲ⌮ㄽ࠾ࡅࡿไᗘẚ㍑ࡢどⅬࡢព⩏ࢆᙉㄪࡍࡿࢥ࣒ࢧ
࣮ࡣࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡣไᗘࢆ⌮ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࡀࡓࡵࠊྛไᗘ
ᅛ᭷ࡢᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡢࡼ࠺ไᗘ㛫㑅ᢥࢆ⾜࠺࠸࠺ࠊไᗘ
ẚ㍑ศᯒࡗ࡚᭱㔜せࡢ╔║ࢆḞ࠸ࡓᡭཝࡋࡃᢈุࡍࡿࠋࡇࡢᢈุ
ࡣ௨ୗ᳨࡛ウࡍࡿㄽ⪅ࡶඹ᭷ࡉࢀࠊࡑࡢඞ᭹ࡀᖺ௦௨㝆ࡢไᗘㄽⓗ
ᛮ⪃ࡢ⏕ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢホ౯࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
➨  ࠊἲࡢ┠ⓗࡋ࡚ᐇయⓗ౯್ࢆྠᐃࡍࡿࡇࢆ㑊ࡅࡘࡘࠊ㐺ษ࡞

ࡑࡄࢃ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ


࡞࠾ࠊ⯆῝࠸ࡇࠊࣜࡢࣉࣟࢭࢫ⌮ㄽ♧၀ࢆ࠼ࡓ 㻯㼍㼘㼛㼞㼕㼚㼑㻌㻼㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼟

ุỴࡢࢫࢺุ࣮ࣥ⿵㊊ពぢࡣᖺฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࣁ࣮ࢺࢧ
ࢵࢡࢫࡢ࣮࣭ࠗࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫ࠘ࡣࡇࢀࡃゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸>㼏㼤㼕㼕@ࠋ


㻷㼛㼙㼑㼟㼍㼞㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻟㻘㻌㼍㼠㻌㻝㻝㻚

㻝㻣㻜 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪍㪇

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࣉࣟࢭࢫࡢᩚഛࡼࡗ࡚ἲࡢṇᙜᛶࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ࠸࠺ᵓ⮬యࡶࠊ
⮴ⓗ࡞Ḟ㝗ࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋࣉࣟࢭࢫࡢṇᙜᛶࢆࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡀዊࡍࡿ
ᐇయⓗ┠ⓗࡸ౯್ࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ㄽド࡛ࡁࡿࡣ⪃࠼ࡀࡓࡃࠊᑡ࡞ࡃࡶ
⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊ⾲㠃ୖࡢࠕᡭ⥆ᐇド⩏ࠖⓗᛶ᱁ࡶࢃࡽࡎࠊ
ࣁ࣮ࢺࢧࢵࢡࢫࡣࠊ᫂ࡽຌ⩏࣭ᅜᐙ⩏࣭ࣜࣂࢱࣜࢽࢬ࣒
ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠾ࡾ>㼘㼕㼢@ࠊἲࡼࡿ♫⟶⌮ࡢ┠ⓗࡣ㸦ಶேࡢ⮬⏤ࢆᐖࡋ
࡞࠸ࡸࡾ᪉࡛ࡢ㸧⤒῭యࡢࣃࡢᣑ࡛࠶ࡿࡢⓎࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ
>㼘㼤㼤㼤㼕㼤@ࠋ❧ἲ࣭⾜ᨻ࣭ྖἲࡢணᐃㄪⓗ࡞ᙺศᢸࢆྍ⬟ࡍࡿࠕἲࡢ
┠ⓗࡢ⌮ᛶⓗ⪃✲ࠖࡣࠊᐇࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡢᖾ⚟࡞♫ࡢᐇ⌧࠸
࠺⦆ࡸ࡞ᐇయⓗつไཎ⌮ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊࣁ࣮ࢺࢧ
ࢵࢡࢫࡢ㆟ㄽࡀᡂຌࡋࡓぢ࠼ࡓࡢࡣࠊᖺ௦࣓ࣜ࢝♫ࢆᨭ㓄ࡋ
ࡓᖾ⚟࡞ࢥࣥࢭࣥࢧࢫ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ♫ⓗᑡᩘ⪅ࡢᢚᅽ࠸࠺⌧ᐇࡢ↓
▱㸧࠸࠺Ṕྐⓗഅ↛ࡼࡿࡶࡢゝ࠺ࡣ࡞࠸ࠋ

㸰㸬๓ᥦࡢᔂቯ❧ἲᑐࡍࡿㄽࡢྎ㢌
ᲢᲣȪȸǬȫȷȗȭǻǹƷᡚກ
ୖグࡢࡼ࠺࡞㝈⏺ࢆᢪ࠼ࡓ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫ⌮ㄽࡣࠊ࢛࣮࣭࢘ࣞࣥࢥ
࣮ࢺࡢྖἲ✚ᴟ⩏ࡢᒎ㛤ࡘࢀ࡚ࠊᛴ㏿ἲᐇ㊶ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ຊࢆኻ
࠺ࠋ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡀᢎㄆࡍࡿุᐁࡢᰂ㌾࡞ἲゎ㔘ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶไ
ᐃἲ❧ἲ⪅ពᛮࡢᯟෆࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊྖἲࡣ❧ἲ᭹ᚑࡍࡿ
ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢛࣮࣭࢘ࣞࣥࢥ࣮ࢺࡼࡿࠊᐇయⓗṇ⩏ࡢほⅬ
ࡽไᐃἲࡢᩥゝࢆ↓どࡍࡿࡇࡶམࢃ࡞࠸⫹࡞ゎ㔘ែᗘࡣࠊࡶࡣࡸ࣮ࣜ
࣭࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢᐃእ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡗࡶࠊ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࣇࣜࢵࢣ



ᙼࡽࡢࣉࣟࢭࢫᚿྥࡢ⫼ᚋࡣࠊἲࡢ┠ⓗࡋ࡚ඹ㏻ࡢ┈ࡘ࠸࡚ࡢᐇయⓗ࡞

ほᛕࢆ❧࡚ࡿࡇࡀయ⩏ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ༴ࡀ࠶ࡗࡓࠊࡢᣦ
ࡀ࠶ࡿࠋཧ↷ࠊ࣮ࣔࢺ࣭ࣥ㻶࣭࣮࣍࢘ࢵࢶ㸦ᵽཱྀ⠊㞝࣭ヂ㸧
ࠗ⌧௦࣓ࣜ࢝ἲࡢṔ
ྐ࠘
㸦ᘯᩥᇽࠊᖺ 㡫


ཧ↷ࠊୖ࣭๓ᥖὀ㹼ࠋ



᪉࡛ࠊ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࣇࣜࢵࢣࡼࢀࡤࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢㄽ⪅ࡀ

ಖᏲⓗ࡛ே✀㝸㞳ᨻ⟇ࢆ㐪᠇ࡋࡓࣈุࣛ࢘ࣥỴᩛᑐⓗࡔࡗࡓࡀࡺ࠼࢛࣮࢘
࣭ࣞࣥࢥ࣮ࢺࡢ௦ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠊࡢ㏻ⓗ⌮ゎࡣṇ☜࡛࠶ࡿ>㼏㼢㼕㼕㼕@ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻣㻝
㪍㪈

≉  㞟

ࡢぢ❧࡚ࡼࢀࡤࠊࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࠗᶒㄽ࠘ࡣ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫ
࠾ࡅࡿࠕཎ⌮ࠖࠕᨻ⟇ࠖࡢᯟ⤌ࡳࡶ⏝ࡋࡘࡘࠊࡉࡽ㐍ࢇ࡛ἲෆᅾ
ⓗྖἲ✚ᴟ⩏ࢆṇᙜࡋࡓホ౯ࡉࢀࡿ>㼏㼤㼢㼕㼕@ࠋ
ࡇࡢホ౯ࡢᙜྰࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣࡴࡋࢁࠑᐇయⓗ౯್ࡢத
࠸ࡽ୰❧࡞ࣉࣟࢭࢫᚿྥࠒ࠸࠺ᛮ⪃ᯟ⤌ࡳࡢ✵ࡉࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢᖹ➼ᇶᗏⓗᶒㄽࡼࡿࠕཎ
⌮ࠖࡢゎ㔘ࡶ㸦㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ⤖ᒁࡣ㸧୍ࡘࡢṇ⩏ᵓ㸦㼍㻌㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼕㼛㼚㻌
㼛㼒㻌㼖㼡㼟㼠㼕㼏㼑㸧㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࣉࣟࢭࢫࡢ㔜せᛶࢆㄒࡿࡇࡣࠊࡑࢀࢆ
ㄒࡿ⪅ࡢᐇయⓗ౯್ุ᩿࠾ࡅࡿ≉ᶒᛶ࣭㉸㉺ᛶࢆᢸಖࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡽࡀᬯ㯲๓ᥦࡋࡓྖἲ㐣⛬ࡢไᗘ⬟ຊࡢၥ㢟ࡣู㏵
᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊไᗘㄽⓗどⅬࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿᮏ✏ࡢ⾜
ㄽ࠾࠸࡚ࡶࠊࣉࣟࢭࢫᐇయⓗ౯್ࡢၥ㢟ࡀ᰿※ⓗ⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡣᖖᛕ㢌⨨ࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡉ࡚ࠊ࣓ࣜ࢝ἲᛮྐࡋ࡚ࡣࡇࡢᚋࡢᢈุἲᏛࡢὶࢀࡶゝཬࡍࡿ
ࡢࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊἲࡢ㞃ࢀࡓࢹ࢜ࣟࢠ࣮ᛶࢆᭀ㟢ࡋ࡚ࢆࠕᨻ
㸦㼜㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼕㼦㼑㸧ࠖࡍࡿ࠸࠺ᢈุἲᏛࡢ᪉ྥᛶࡽࡣࠊ❧ἲ㐣⛬≉᭷ࡢ㆟
ㄽ࠸࠺ࡢࡣᑟࢀࡃࡃ㸦ࡴࡋࢁᮏ✏ࡀᚿྥࡍࡿ❧ἲ㐣⛬ࡢἲⓗ㆟ㄽ
ࡢᐃࡣᑐᴟࠊ➃ⓗᨻ㐣⛬ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺
㸧ࠊ⌧ᐇࡶࠊࡑࡢᚋࡢࠕ❧ἲࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡣᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸࡞࠸ࠊ
ᣦࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢࠕ❧ἲࠖほ
ᑐࡋ࡚⤒῭Ꮫⓗ࡞Ⓨࡽᑟࢀࡓᢈุࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ⌮
ㄽᒎ㛤ࢆ㏣࠺ࡇࡋࡼ࠺ࠋ

ᲢᲣᇌඥᢅᆉƦƷǋƷǁƷদွᛯ
ࡇࡢᙳ㡪ࡣࡋࡤࡋࡤࠕබඹ㑅ᢥㄽࠖࡽࡢᙳ㡪ࡋ୍࡚ᣓࡾࡉࢀࡿࡀࠊ
ཝᐦࡣࠊ♫ⓗ㑅ᢥ⌮ㄽ㸦࣮ࣟ㸧ࡢ⣔㆕ࠊ࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫࡢᨻ㐣⛬
ࡢᛂ⏝࡛࠶ࡿ⊃⩏ࡢබඹ㑅ᢥㄽࢆศࡅࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ୧⪅ࡣᩘ



ᢈุἲᏛὴࡣᙜ↛࡞ࡀࡽ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢぢࡅୖࡢ୰❧ᛶ࣭⛉Ꮫᛶࢆᡭཝ

ࡋࡃᢈุࡋࡓ>㼏㼤㼤㻙㼏㼤㼤㼕@ࠋᢈุἲᏛࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᒣ࣭๓ᥖὀ➨  ❶ࡢᩚ⌮ࡀ᭷
┈࡛࠶ࡿࠋ


㻿㼑㼑㻘㻌㻱㻿㻷㻾㻵㻰㻳㻱㻘㻌㻲㻾㻵㻯㻷㻱㼅㻘㻌㻒㻌㻳㻭㻾㻾㻱㼀㼀㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻡㻟㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻡㻞㻚

㻝㻣㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪍㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

⌮ࣔࢹࣝࡼࡿᛮ⪃࠸࠺Ⅼ࡛ࡣඹ㏻ࡍࡿࡀࠊࡃู⣔⤫ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ĬᇌඥᢅᆉƷദወࣱǁƷদွ̿ࡲࡎࠊ♫ⓗ㑅ᢥ⌮ㄽࡢ⣔㆕ࡽࡣࠊ
㸬
ࠕ❧ἲ㐣⛬ࡼࡿពᛮỴᐃࠖࡢṇ⤫ᛶࡀ᰿※ⓗၥ࠸┤ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࢻࣝ
ࢭࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫ㸦ᢞ⚊⤖ᯝࡢᚠ⎔ᛶ㸧ࡸ࣮ࣟࡢ୍⯡ྍ⬟ᛶᐃ⌮ࢆ
ᇶ♏ࠊ࠶ࡿἲࡀከᩘࡢᨭᣢࢆ⋓ᚓࡋࡓ࠸࠺ᐇࡣᚲࡎࡋࡶᏳᐃⓗ࡞
⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸㸦㆟㢟タᐃࡼࡗ࡚ࡣูࡢἲࡀከᩘࡢᨭᣢࢆ⋓ᚓࡋᚓࡓ㸧
࠸࠺ព࡛Ẹⓗ㸦ከᩘỴ㸧Ỵᐃࡢṇ⤫ᛶࡀၥࢃࢀࠊࡉࡽࡣ」ᩘࡢ
㆟ဨࡢពᛮࡢጇ༠Ⅼࡋ࡚ἲࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡑࡇ༢୍ࡢ
ࠕ❧ἲ⪅ពᛮࠖࢆᮇᚅࡍࡿࡇ⮬యࡀ▩┪࡛࠶ࡿࠊࡢᙇࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄽࡽࡣࠊไᐃἲࡢᩥゝᛅᐇ࡞ゎ㔘ࡀᛮ⪃ࡉࢀࠊ᮲ᩥࡢ
㐺⏝ࡀ᭕࡞࠸ࡋḞ⨃ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ➃ⓗ㐺⏝ࢆᐉゝࡍࡁࡢᣦ
㔪ࡀᑟࢀࡸࡍ࠸ࠋࡇࢀࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࠊ❧ἲ⪅ࡣ ϸ ไᐃἲᨻ⟇┠ᶆࡢ
ᐇ⌧᪉ἲࡲ࡛ࡶཝᐦ᭩ࡁ㎸ࡴࠊ Ϲ ᨻ⟇┠ᶆࡢࡳࢆᣦᐃࡋ࡚ලయⓗ࡞
‽๎ࡢタᐃࢆุᡤ௵ࡏࡿࠊ࠸ࡎࢀࢆ㑅ᢥࡍࡁ࡛࠶ࡾࠊุᡤ
ࡣࡑࡢࡼ࠺ሙྜࢆศࡅࡓゎ㔘᪉ἲࢆ᥇ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠊㄽࡌࡓ࣮ࢫࢱ
࣮ࣈࣝࢵࢡࡢ㆟ㄽࡣࠊࡁ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆ࠼ࡓࠋ࣮ࢫࢱ࣮ࣈࣝࢵࢡࡣࠊ




࣮ࣟࡢ୍⯡ྍ⬟ᛶᐃ⌮ࡑࡢྵពࡘ࠸࡚ཧ↷ࠊ㕥ᮧ⯆ኴ㑻ࠗཌ⏕⤒῭Ꮫࡢ

ᇶ♏̿ྜ⌮ⓗ㑅ᢥ♫ⓗホ౯࠘
㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺ㸧
ࠋྠ᭩㡫ࡼࡿྠᐃ⌮ࡢᐃ
⩏ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸸ࠕᑡ࡞ࡃࡶ  ࡘࡢ♫ⓗ㑅ᢥ⫥ࠊᑡ࡞ࡃࡶ  ே࡛᭷㝈ேࡢ
ಶேࡽᵓᡂࡉࢀࡿ♫࠾࠸࡚ࠊᐃ⩏ᇦࡢ↓ไ⣙ᛶࠊࣃ࣮ࣞࢺཎ⌮ࠊ↓㛵ಀᑐ㇟
ࡽࡢ⊂❧ᛶࠊ㠀⊂ᛶࠊࢆ‶㊊ࡍࡿ♫ᵓᡂ㛵ᩘࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࠖ


ࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤཧ↷ࠊᏱబ⨾ㄔࠗබඹⓗỴᐃࡋ࡚ࡢἲ࠘
㸦ᮌ㚫♫ࠊ

ᖺ㸧➨  ❶ࠕ㞟ྜⓗỴᐃᇳᣉࡘࡁࡲ࠺ㅖၥ㢟ࠖࠋ࡞࠾ࠊᏱబ⨾ᩍᤵࡣࡇ
ࡢ㆟ㄽࡽ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒௦⾲ࡉࢀࡿࠕฟ⮬ࡼࡿṇᙜࠖࡀ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ
ᚑࡗ࡚බඹⓗỴᐃࡢṇᙜࡣࠕෆᐜࡼࡿṇᙜࠖ❧ࡕᖐࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇࢆ
ᙇࡍࡿࠋ


㻷㼑㼚㼚㼑㼠㼔㻌 㻭㻚㻌 㻿㼔㼑㼜㼟㼘㼑㻘㻌 㻯㼛㼚㼓㼞㼑㼟㼟㻌 㼕㼟㻌 㼍㻌 䇾㼀㼔㼑㼥㻘䇿㻌 㻺㼛㼠㻌 㼍㼚㻌 䇾㻵㼠䇿㻦㻌 㻸㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼕㼢㼑㻌 㻵㼚㼠㼑㼚㼠㻌 㼍㼟㻌 㼍㼚㻌

㻻㼤㼥㼙㼛㼞㼛㼚㻘㻌 㻝㻞㻌 㻵㻺㼀䇻㻸㻌 㻾㻱㼂㻚㻌 㻸㻚㻌 㻒㻌 㻱㻯㻻㻺㻚㻌 㻞㻟㻥㻌 㻔㻝㻥㻥㻞㻕㻧㻌 㻲㼞㼍㼚㼗㻌 㻴㻚㻌 㻱㼍㼟㼠㼑㼞㼎㼞㼛㼛㼗㻘㻌 㻿㼠㼍㼠㼡㼠㼑䇻㼟㻌
㻰㼛㼙㼍㼕㼚㻘㻌㻡㻜㻌㼁㻚㻌㻯㻴㻵㻚㻌㻸㻚㻌㻾㻱㼢㻚㻌㻡㻟㻟㻌㻔㻝㻥㻤㻟㻕㻘㻌㼍㼠㻌㻡㻠㻣㻙㻠㻤㻚


ࡇࡢሙྜࠊᐇ㉁ⓗࡣ᪂ࡓ࡞㡿ᇦࢥ࣮ࣔࣥࣟࢆᙧᡂࡏࡼุᡤᤵᶒࡋ࡚࠸

ࡿࡢ➼ࡋࡃࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡀࡲࡉࡑࡢࡔࡍࡿࠋ㻱㼍㼟㼠㼑㼞㼎㼞㼛㼛㼗㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻘㻌㼍㼠㻌㻡㻠㻠㻚

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻣㻟
㪍㪊

≉  㞟

ϸ ࡢሙྜࡣᩥゝゎ㔘ࢆቚᏲࡍࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡢሙྜࡣ❧ἲ⪅
ࡢពᛮ㸦㐣ཤࡢุ᩿㸧ࢆᚾᗘࡏࡎุᐁࡀุỴࢆ᭩ࡃⅬ࡛ࡢሗ࣭▱
ぢᇶ࡙࠸ุ࡚ᐁ⮬ࡽࡀุ᩿ࢆ⾜࠺ࡁࠊࡍࡿࠋ࣮ࢫࢱ࣮ࣈࣝࢵࢡ
ࡼࢀࡤࠊᚋ⪅ࡣไᐃἲࡢ⿵ⓗゎ㔘࡛ࡣ࡞ࡃࠊ❧ἲ⪅ࡽᤵᶒࡉࢀࡓ
ุᐁࡢἲ㐀㸦ࢥ࣮ࣔࣥࣟྠᵝࡢ㸧࡞ࡿࠋ௬❧ἲ⪅ࡢពᛮࢆᚾᗘࡋ
࡚ไᐃἲࡢᩥゝࢆ⿵ࡍࡿࡇࡣࠊᙜึ❧ἲࡢࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊ❧ἲ⪅
ᙜ࡞ຊࢆ࠼ࡿࠊࡉࢀࡿ ࠋ
᪉ࠊ⤒῭Ꮫⓗᛮ⪃❧ࡕࠊ❧ἲ㐣⛬ࡢࡣඹ᭷ࡋࡘࡘࡶࠊไᐃἲ
ࡢ┠ⓗࡣᏑᅾࡋࠊࡘྠᐃࡋ࠺ࡿࠊ⪃࠼ࡿㄽ⪅ࡶ࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ࣏ࢬࢼ
࣮ࡣࠊุᡤࡣ᫂░࡞ไᐃἲࡢᩥゝࡽ┠ⓗࢆゎㄞ㸦㼐㼑㼏㼛㼐㼕㼚㼓㸧ࡍࡿᡭ
ẁࢆᑾࡃࡍࡁ࡛࠶ࡾࠊᡭẁࡀᑾࡁࡓᚋึࡵ࡚ࢥ࣮ࣔࣥࣟྠᵝࡢἲⓗ
᥎ㄽࡀチࡉࢀࡿࠊࡢ❧ሙࡽࠊ࣮ࢫࢱ࣮ࣈࣝࢵࢡࢆᢈุࡍࡿࠋࡲࡓࠊ



㻱㼍㼟㼠㼑㼞㼎㼞㼛㼛㼗 ࡣࠊไᐃἲࡀ⌧ᐇࡣබ┈┠ⓗ❧ἲࡔࡗࡓሙྜࡶࠊ┈㞟ᅋ❧ἲ

ࡔࡗࡓሙྜࡶࠊࡇࡢゎ㔘ែᗘࢆ㈏ᚭࡍࡁࡍࡿࠋ๓⪅ࡢሙྜࠊ❧ἲ⪅ࡀ᫂♧ࡋ
࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊᨻ⟇┠ⓗࢆࡑࡢሙྜࡲ࡛㈏ᚭࡍࡁ࡛࡞࠸࠸࠺㈼៖ࡀ
࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊุᐁࡀᡭ⿵ࡍࡿࡇࡀබ┈ࢆᦆ࡞࠺ᠳࢀࡀ࠶ࡿࠋᚋ
⪅ࡢሙྜࠊᩥゝ⾲ࢀࡓ┈㞟ᅋࡢጇ༠ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇࡣ┈㞟ᅋࡢ
≉Ṧ┈ࡢ∦Წࢆᢸࡄࡇ࡞ࡾࠊࡇࢀࡲࡓ♫ⓗᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ㻵㼐㻚㻘㻌㼍㼠㻌㻡㻠㻝㻚


ࡇࢀᑐࡋ࡚ࡣ࣏ࢬࢼ࣮ࡀࠊ❧ἲ⪅ࡣ㛫ሗࡢไ⣙ࡢ୰࡛❧ἲࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ

ணᮇࡏࡠែᑐࡋ࡚ᩥゝࡢ⿵ⓗゎ㔘ࢆㄆࡵ࡞࠸ࠊ❧ἲᗓࡼࡿ❧ἲᶒ㝈ࡀᐇ
㉁ⓗ┦ᙜ⛬ᗘ⦰ῶࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࠊ᮲ᩥࡢ㐺⏝ࢆᐉゝࡋ
ࡓሙྜࡣ⌧≧ࡢἲ≧ែࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸
㸦㻱㼍㼟㼠㼑㼞㼎㼞㼛㼛㼗㻘㻌 㼕㼐㻚㻘㻌 㼍㼠㻌 㻡㻠㻥㸧⪃࠼ࡿࡢࡣ࣮ࢫࢱ࣮ࣈࣝࢵࢡࡢಖᏲⓗ࡞ࢹ࢜ࣟࢠ
࣮㐣ࡂ࡞࠸ࠊࡶᣦࡉࢀࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㻾㼕㼏㼔㼍㼞㼐㻌㻭㻚㻌㻼㼛㼟㼚㼑㼞㻘㻌㻸㼑㼓㼍㼘㻌㻲㼛㼞㼙㼍㼘㼕㼟㼙㻘㻌㻸㼑㼓㼍㼘㻌㻾㼑㼍㼘㼕㼟㼙㻘㻌

㼍㼚㼐㻌 㼠㼔㼑㻌 㻵㼚㼠㼑㼞㼜㼞㼑㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㼛㼒㻌 㻿㼠㼍㼠㼡㼠㼑㼟㻌 㼍㼚㼐㻌 㼠㼔㼑㻌 㻯㼛㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㻘㻌 㻟㻣㻌 㻯㻭㻿㻱㻌 㼃㻚㻌 㻾㻱㻿㻚㻌 㻸㻚㻌 㻾㻱㼂㻚㻌 㻝㻣㻥㻌
㻔㻝㻥㻤㻣㻕㻘㻌㼍㼠㻌㻝㻥㻤㻚


࠶ࡿ࠸ࡣࡃ㏫ࡢ᪉ྥᛶࡋ࡚ࠊ᭕࡞ࢸࢡࢫࢺࢆ๓ࠊ」ᩘࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡽᵓ

ᡂࡉࢀࡓ㆟༢୍ࡢࠕ❧ἲ⪅ពᛮࠖ࡞ほᛕࡋᚓ࡞࠸ࠊࡢ⌮ゎࡽࠊ࡛ࡣࡢ
ゎ㔘ࡀᡃࠎࡗ࡚᭱Ⰻࡢࡶࡢゝ࠼ࡿࠊ࠸࠺ᵓᡂⓗゎ㔘ࢆṇᙜࡍࡿ᪉ྥᛶ
ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㻶㼑㼞㼑㼙㼥㻌㼃㼍㼘㼐㼞㼛㼚㻘㻌㻸㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㼕㼚㻌㻮㻸㻭㻯㻷㼃㻱㻸㻸㻌㻳㼁㻵㻰㻱㻌㼀㻻㻌㼀㻴㻱㻌㻼㻴㻵㻸㻻㻿㻻㻼㻴㼅㻌
㻻㻲㻌㻸㻭㼃㻌㻭㻺㻰㻌㻸㻱㻳㻭㻸㻌㼀㻴㻱㻻㻾㼅㻌㻔㻞㻜㻜㻡㻕㻌㻞㻟㻢㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻠㻠㻙㻞㻠㻡㻚


㻿㼑㼑㻘㻌㻼㼛㼟㼚㼑㼞㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻣㻢㻚㻌 ࡞࠾ࠊࡇࡢ㡭ࡢ࣏ࢬࢼ࣮ࡣ❧ἲ⪅ࡢពᅗࢆ᥎

ࡋ࡚ゎ

㔘ࡍࡿ͆㼕㼙㼍㼓㼕㼚㼍㼠㼕㼢㼑㻙㼞㼑㼏㼛㼚㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼕㼛㼚͇ࣉ࣮ࣟࢳࢆၐ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣࡴࡋࢁ


㻝㻣㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪍㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ᐇドᨻ⌮ㄽ㸦㻼㼛㼟㼕㼠㼕㼢㼑㻌㻼㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼍㼘㻌㼀㼔㼑㼛㼞㼥㸧ࡽࡶࠊࠕ♫ⓗ㑅ᢥ⌮ㄽࡢ▱ぢ
ࢆṇᙜ࡞ࡶࡢࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇࡣࠊ❧ἲ⪅ពᛮࡀࡃྠᐃྍ⬟࡛࠶
ࡿࡇࢆᚲࡎࡋࡶពࡏࡎࠊࡴࡋࢁ㆟ࡢ❧ἲ㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊ㆟
ဨ㞟ᅋ㛫࡛ࡢ΅ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ఱࡀලయⓗጇ⤖ࡉࢀࡓෆᐜ㸦ࡇࢀࡇࡑࡀ
ᙜヱ❧ἲࡢࠕ┠ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ㸧ࡣᐇドⓗྠᐃ࡛ࡁࡿࠖࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᏛㄝࡣࠊ❧ἲࡢࠕ┠ⓗࠖࢆほᛕࡋࡑࢀࢆྠᐃࡍࡿࡇࡀ
ไᐃἲゎ㔘ㄽࡢ┠ⓗᤊ࠼ࡿⅬ࡛ࡣࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫඹ㏻ࡍࡿࠋࡋ
ࡋࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡀᐃࡋࡓࠕබ┈ࢆᚿྥࡍࡿ⌮ᛶⓗ࡞ேࠎࡽ
࡞ࡿ❧ἲ⪅ࠖീࡣࡶࡣࡸඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽ㢧ⴭ࡞
ࡢࡣࠊ⤒῭ศᯒࡢᨻ㐣⛬ࡢᛂ⏝ࡽᑟࢀࡿࠕ┈㞟ᅋࡢゅ㏲ྲྀ
ᘬࡢሙࡋ࡚ࡢ❧ἲ㐣⛬ࠖほ࡛࠶ࡿࠋ

ĭᇌඥƷദࣱ࢘ᲩżᇌඥƷឋŽǁƷদွ̿❧ἲⓗ㈨※㸦㛫࣭㆟ဨࡢ
㛵ᚰ➼㸧ࡀ᭷㝈࡛࠶ࡿ⌧ᐇࡢ❧ἲ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ❧ἲࠖࡣ୍ᐃࡢᨻ

ุᐁࡀಶูࡢࡈᵝࠎ࡞せ⣲ࢆ⪃៖ࡋ࡚㔞ⓗ⤖ㄽࢆᑟࡃࡇࢆㄆࡵࡿ
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㻶㼁㻰㻳㻵㻺㻳㻌㼁㻺㻰㻱㻾㻌㼁㻺㻯㻱㻾㼀㻭㻵㻺㼀㼅㻌㻔㻴㼍㼞㼢㼍㼞㼐㻘㻌㻞㻜㻜㻢㻕㻘㻌㼍㼠㻌㻠㻣㻘㻌㻢㻠㻚


ᗎㄽࡶ㏙ࡓࡀࠊᮏ✏ࡣ᠇ἲㄽࢆ┤᥋ࡢ᳨ウᑐ㇟ࡽ㝖እࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘ㸪⥙

⨶ⓗ࣭ෆᅾⓗ࡞Ꮫㄝྐ◊✲ࢆᅗࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ௨ୗࡢࣜࢫࢺࡣࡑࡢព࡛ࡈ
ࡃ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆணࡵ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡃࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻤㻝
㪎㪈

≉  㞟

๓㡯Ĭ᳨࡛ウࡋࡓ࣏ࢬࢼ࣮ࡸ࣐ࢡࣀࣝ࢞ࢫࢺࡢ㆟ㄽࡀࠊ❧ἲ⪅ពᛮࡢྠᐃ
ྍ⬟ᛶᑐࡍࡿㄽࡔࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࣂ࣮ࡽࡣࠊ♫ⓗ㑅ᢥ⌮
ㄽࡢ▱ぢࡀ❧ἲ㐣⛬ࡽṇ⤫ᛶࢆዣࡋࡓࡢぢ᪉ࢆ᩺ࡅࡼ࠺ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ᰿ᣐࡣࠊ♫ⓗ㑅ᢥ⌮ㄽࡼࡿṇ⤫࡞ྠពࡢᏑᅾᛶࡣ㐣ホ౯ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㆟Ỵᡭ⥆ࡢពᛶᕥྑࡉࢀ࡞࠸ࠕ❧ἲ࠾ࡅࡿ㔜ᚰ㸦㼘㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼕㼢㼑㻌
㼏㼑㼚㼠㼑㼞㻌 㼛㼒㻌 㼓㼞㼍㼢㼕㼠㼥㸧ࠖࡣᐇ㝿Ꮡᅾࡋ㸦ᚑࡗ࡚ࡑࡢෆᐜࡣᡭ⥆ⓗṇᙜࡉ
ࢀࡿ㸧ࠊุᐁࡣ┤ឤⓗࡇࢀࢆ▱ࡾ࠺ࡿࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪉ࠊ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࡣࠊ❧ἲᗓࡢไᗘⓗไ⣙ࢆ᰿ᣐࠊุᡤࡀ❧ἲ
ෆᅾࡍࡿࠕ┠ⓗࠖࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿᙺࢆᢸ࠺ࡁᙇࡍࡿࠋ⤖ㄽ
ࡔࡅࢆぢࡿ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢᡤㄝ㑏ࡗࡓほࡶ࠶ࡿࡀ㸦ᐇ㝿ࠊ
࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࡣ⮬ඹㄆࡵࡿ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢ⥅ᢎ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ
ࡀ㸧ࠊࡸࡣࡾไᗘㄽⓗ࡞どゅࢆᙉㄪࡍࡿࠋ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࡀ≉㔜どࡍࡿࡢ
ࡀࠊ❧ἲᗓࡢไᗘⓗไ⣙࡛࠶ࡿࠋ❧ἲᗓࡀไᐃἲࡢᨻ⟇ࡣ᪤௦㐜ࢀࡔ
⮬ぬࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ┈㞟ᅋࡢᅽຊࡸࠊ๓㏙ࡋࡓᐇドᨻ⌮ㄽࡀ᫂ࡽ
ࡋࡓ㼢㼑㼠㼛㻌 㼓㼍㼠㼑ࡸ㼚㼑㼓㼍㼠㼕㼢㼑㻌 㼘㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼕㼢㼑㻌 㼏㼔㼑㼏㼗㼜㼛㼕㼚㼠㼟ࡢࡼ࠺࡞❧ἲᡭ⥆ୖࡢᵝࠎ
࡞㞀ቨ㸦ࡇࢀࡽࡣ≉ἲᨵṇࢆࣈࣟࢵࢡࡋࡓ࠸ໃຊ᭷ാࡃ㸧ࡢࡓࡵ
ࠊ࡞࠾㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸㸦ᛶ㼕㼚㼑㼞㼠㼕㼍㸧ࡇࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ሙྜࠊไᐃἲࡢᨵṇࡣ❧ἲᗓࡢ࡛࠶ࡿࡋุ࡚ᡤࡀ⾜ືࢆ㉳ࡇࡉ
࡞࠸ࡢࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࠊุᡤࡣࡲࡉᨻⓗ⟅㈐ᛶࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࡓࡵࠊᚲせ࡞㸦ேẼ࡞㸧ᨻ⟇Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡢ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠊ
࠸࠺Ⅼࡶㄽᣐࡉࢀࡿࠋ



㻰㼍㼚㼕㼑㼘㻌㻭㻚㻌㻲㼍㼞㼎㼑㼞㻌㻒㻌㻼㼔㼕㼘㼕㼜㻌㻼㻚㻌㻲㼞㼕㼏㼗㼑㼥㻘㻌㻸㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼕㼢㼑㻌㻵㼚㼠㼑㼚㼠㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌㻯㼔㼛㼕㼏㼑㻘㻌㻣㻠㻌㼂㻭㻚㻌㻸㻚㻌

㻾㻱㼂㻚㻌㻠㻞㻟㻌㻔㻝㻥㻤㻤㻕㻘㻌㼍㼠㻌㻠㻟㻣㻚


㼃㼕㼘㼘㼕㼍㼙㻌 㻺㻚㻌 㻱㼟㼗㼞㼕㼐㼓㼑㻘㻌 㻶㼞㻚㻘㻌 㻼㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼟㻌 㼃㼕㼠㼔㼛㼡㼠㻌 㻾㼛㼙㼍㼚㼏㼑㻦㻌 㻵㼙㼜㼘㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼟㻌 㼛㼒㻌 㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌 㻯㼔㼛㼕㼏㼑㻌

㼀㼔㼑㼛㼞㼥㻌㼒㼛㼞㻌㻿㼠㼍㼠㼡㼠㼛㼞㼥㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼜㼞㼑㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻣㻠㻌㼂㻭㻚㻌㻸㻚㻌㻾㻱㼂㻚㻌㻞㻣㻡㻌㻔㻝㻥㻤㻤㻕


ࡉࡽࠊゎ㔘Ꮫ㸦࣓࣊ࣝࣀࢸ࣮ࢡ㸧ࢆᘬࡁ࡞ࡀࡽࠊࢸࢡࢫࢺࡢពࡣゎ㔘

⪅ࡢ⨨ࢀࡓࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡶ౫Ꮡࡍࡿࡋ࡚ࠊ❧ἲࡢ┠ⓗ↷ࡽࡋ࡚❧ἲᚋ⏕
ࡌࡓ᪂ࡸேࠎࡢ౯್ほࡢኚ㐺ᛂࡉࡏࡓゎ㔘ࢆุᡤࡀ⾜࠺ࡇࡀṇᙜ
ࡉࢀࡿࠊࡢࠕືែⓗゎ㔘ࠖㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㼃㻵㻸㻸㻵㻭㻹㻌㻺㻚㻌㻱㻿㻷㻾㻵㻰㻳㻱㻘㻌㻶㻾㻚㻘㻌㻰㼅㻺㻭㻹㻵㻯㻌
㻿㼀㻭㼀㼁㼀㻻㻾㼅㻌㻵㻺㼀㻱㻾㻼㻾㻱㼀㻭㼀㻵㻻㻺㻌㻔㻴㼍㼞㼢㼍㼞㼐㻘㻌㻝㻥㻥㻝㻕㻚᪉ࠊࢧࣥࢫࢸ࣮ࣥࡸࣦ࣮࣑࣮ࣗࣝ
ࡣࠊไᐃἲ㸻つไࡢࠕࢥ࣮ࣔࣥࣟⓗࠖⓎᒎ㸦Ҹືែⓗゎ㔘㸧ࡢᚲせᛶࢆㄝࡁࡘࡘࠊ
⌧௦࠾࠸࡚ࡑࡢᙺࢆⰋࡃᢸ࠸࠺ࡿࡢࡣ㸦࢚ࢫࢡࣜࢵࢪࡢᮇᚅࡍࡿุᡤ࡛ࡣ࡞


㻝㻤㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪎㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ࢚ࣝ࣊ࢢࡀ㔜どࡍࡿࡢࡣࠊ❧ἲᗓྖἲᗓࡢࠕᑐヰࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࢀࡶ⌮ࡉࢀࡓᑐヰ࡛ࡣ࡞ࡃࠊไᗘㄽⓗⰍ࡙ࡅࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࣝ࣊ࢢࡶࠊ࢚ࢫࢡࣜࢵࢪྠᵝࠊἲᙧᡂ࠾ࡅࡿ❧ἲᗓࡢ
つ⠊ⓗඃᛶࢆᢎㄆࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡾࡘࡘࠊไᐃἲゎ㔘ㄽ࠾࠸࡚᥇ࡿࡁ
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ㸻࣮ࣝࣝࢆ᥈ồࡍࡿࠋࡑࡢไᐃἲゎ㔘᪉ἲㄽࡢ࠺ࡕࠊ≉ὀ┠
್ࡍࡿࡢࡣࠊࡲࡎࡣ⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡢ㑅ዲ㸦ͤၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿไᐃἲࢆ
ᐇ㝿ไᐃࡋࡓࡢ❧ἲ⪅ពᛮ࡛ࡣ࡞࠸ࡇὀព㸧ࡀఱࡽࡢ᪉ἲ࡛ྠ
ᐃྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࡑࢀᚑࡗࡓゎ㔘㸦⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡀࡑࡢᩥゝ㛵ࡋ࡚❧ἲ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠕไᐃࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㑅ዲ㸦㼑㼚㼍㼏㼠㼍㼎㼘㼑㻌 㼜㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㼟㸧ࠖࡼࡿゎ
㔘㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ⌧ᅾࡢ࠾ࡼࡧไᐃࡢ❧ἲ⪅ࡢ㑅ዲࡀ᫂࡞ሙྜࡣࠊ
ุᡤࡣࠕ㑅ዲㄏฟⓗ㸦㼜㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻙㼑㼘㼕㼏㼕㼠㼕㼚㼓㸧ࠖゎ㔘ࢆ⾜࠺ࡁࠊ࠸࠺
ᙇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡃ㸧⾜ᨻᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊᙇࡍࡿࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㼂㼑㼞㼙㼑㼡㼘㼑㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻥㻤㻘㻌㼍㼠㻌㻠㻤㻚


㻱㻵㻺㻱㻾㻌㻱㻸㻴㻭㼁㻳㻱㻘㻌㻿㼀㻭㼀㼁㼀㻻㻾㼅㻌㻰㻱㻲㻭㼁㻸㼀㻌㻾㼁㻸㻱㻿㻌㻔㻴㼍㼞㼢㼍㼞㼐㻘㻌㻞㻜㻜㻤㻕



❧ἲ⪅ࡢᑛ㔜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡴࡋࢁ❧ἲᙜࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸

ࠊ࠸࠺┤ឤⓗ࡞ၥᑐࡍࡿ࢚ࣝ࣊ࢢࡢᛂ⟅ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᖖไᐃ
ࡢ❧ἲ⪅ពᛮࢆཧ↷ࡋ࡚ไᐃἲࢆゎ㔘ࡍࡿ࣮ࣝࣝ㸦㏻ᖖࡢཎព⩏㸧ࠊᖖ⌧
ᅾࡢ❧ἲ⪅ពᛮࢆཧ↷ࡋ࡚ไᐃἲࢆゎ㔘ࡍࡿ࣮ࣝࣝ㸦࢚ࣝ࣊ࢢࡢ⪃࠼᪉㸧࡛࠶ࢀ
ࡤࠊᚋ⪅ࡢ᪉ࡀ⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡢᨻⓗ㑅ዲࡀ㊊ࡉࢀࡿᗘྜ࠸ࡣ㧗ࡲࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
๓⪅࠾࠸࡚⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡢ㑅ዲࡀᫎࡉࢀࡿࡢࡣࠊ⮬ࡽࡢไᐃἲ㸦ࡑࢀࡣไᐃἲ
య⣔ࡢࡈࡃ୍㒊ศ㐣ࡂ࡞࠸㸧ࡀᑗ᮶ゎ㔘ࡉࢀࡿሙྜࡢࡑࡢไᐃἲࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊ
࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾゎ㔘ࡉࢀࡿ࡚ࡢไᐃἲࡘ࠸࡚ࠊ⮬ࡽ
ࡢ㑅ዲࡀᫎࡉࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿ㸦㻵㼐㻚㻘㻌㼍㼠㻌㻥㻙㻝㻜㸧
ࠋ
ḟࠕ㑅ዲㄏฟⓗゎ㔘ࠖࡣࠊ⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ࡢ㑅ዲ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ᭱ࡶప࠸࡛࠶
ࢁ࠺㑅ዲᚑࡗࡓゎ㔘ࢆ⾜࠺ࡋࠊ࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣝࣝࡢୗ࡛ࡣࠊ❧
ἲᗓࡀṇࡋ࠸㑅ዲࢆᫎࡉࡏࡿࡃἲᨵṇࢆ⾜࠺ࠊࡑࡶࡑࡶࡑࡢ⤖ᯝࢆணᮇࡋ࡚
ไᐃࡼࡾ⢭ᐦつᐃࡋࡓ᮲ᩥࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࠊᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࠺ࡿ㞟ᅋࡢᐖࡶ❧ἲ㐣⛬࡛㐺ษᫎࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࠊ࠸࠺ㄽ⌮࡛
࠶ࡿ㸦㻵㼐㻚㻘㻌㼍㼠㻌㻝㻡㻟㻙㻡㻠㸧
ࠋ
 ⌧ᅾࡢ❧ἲ⪅ពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣ⣲ᮔ࡞┤ឤࡍࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࡋࠊղࡘ
࠸࡚ࡣ࠸ࡉࡉ㐨ල⩏ⓗࡶ㡪ࡃ㸦㑅ዲㄏฟⓗゎ㔘ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᙜࡢ௳ࡢᙜ
⪅ࡢࠕṇࡋ࠸ἲࢆ࠼ࡽࢀࡿࠖᶒࡣ࠺࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ၥ㢟㸧ࠋࡋࡋࠊᑡ࡞
ࡃࡶ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊぢࡅࡼࡾࡶつ⠊⌮ㄽⓗࡣ㡹࡞ᙇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤཧ


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻤㻟
㪎㪊

≉  㞟

ࡉࡽࠊゎ㔘ࡣ❧ἲᑐࡋ࡚㛫ⓗࡣᚋ⾜ࡍࡿࡀࠊ㏫ゎ㔘ࡢ࠶ࡾ᪉
ࡀ❧ἲ㐣⛬ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺ഃ㠃ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢ࢚ࣝ࣊
ࢢࡢࠕ㑅ዲㄏฟⓗࠖゎ㔘࣮ࣝࣝࡸࠊไᐃἲࢆᩥゝ࠾ࡾゎ㔘ࡍࡿࢸࢡࢫ
ࢺ⩏ࡢゎ㔘᪉ἲㄽࡢṇᙜ᰿ᣐࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤᣦࡉࢀࡿ㸦ุᡤࡀጇ
ᙜ࡞⤖ㄽࡀฟࡿࡼ࠺ゎ㔘࡛⿵ࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸧❧ἲ⪅ࡣࡴࡋࢁ᫂
☜࡞❧ἲࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠺ࠊ❧ἲᑐࡍࡿࠕつᚊຠᯝ㸦㼐㼕㼟㼏㼕㼜㼘㼕㼚㼕㼚㼓㻌
㼑㼒㼒㼑㼏㼠㸧ࠖࡼࡿẸᨻಁ㐍ᶵ⬟ࡢ㆟ㄽ࡞ࠊไᗘࡀゎ㔘ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆつᐃ
ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊゎ㔘ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀไᗘࡢືែᙳ㡪ࡋ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡈࡃ⡆༢࡞⤂ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿไᐃἲゎ㔘ㄽࡢ㇏࡞
✚ࡢࡈࡃ୍㒊ศࢆษࡾྲྀࡗ࡚୪ࡓࡶࡢ㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋࡋᮏ✏ࡢ㛵ᚰ
ࡣ࣓ࣜ࢝ࡢไᐃἲゎ㔘ㄽ⮬యࡢ◊✲࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࢆᡭࡀࡾࠊࠕไ
ᗘㄽⓗࠖࡤࢀࡿ㆟ㄽࡢ࠶ࡾ᪉ࠊἲᏛ⪅ࡢ㆟ㄽ࠾ࡅࡿࠕ❧ἲࠖࡢ
ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ࠊࡢ࣓࣮ࢪࢆࡘࡴࡇ࡛࠶ࡿࠋḟ㡯㸲࡛ࡣࠊ௨ୖࡢほ
ᐹ⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡿ♧၀ࢆㄽࡌࡿࠋ

ᲢᙀᛯᲣӮඥࡅƱМႩᨼྸׇᛯ
ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢὶࡣࠊ❧ἲᗓࡢಙྖἲᗓࡢಙ㢗ࡼࡗ
࡚ᙬࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊᖺ௦௨㝆ࠊ㆟ㄽࡢ㊅ໃࡣࡴࡋࢁ❧ἲᗓࡢ
ᶒྖἲᗓࡢៅ㔜࡞ែᗘ᥎⛣ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᰿

↷ࠊᒇ㞝⿱ࠗἲゎ㔘ࡢゝㄒဴᏛ㸸ࢡࣜࣉ࢟ࡽ᰿※ⓗつ⣙⩏࠘㸦ວⲡ᭩ᡣࠊ
ᖺ 㡫 ὀ ࠊ㜰ཱྀ࣭๓ᥖὀࠊ➨❶ࠋ


㻌 㢮ఝࡢᣦࡣࠊᮏ✏ࡢᇶ♏࡞ࡗࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ 㻯㻻㻱 ࡢᅜ㝿◊✲ὶ⏬ࡢ

୍ࡘ㸦ᖺ  ᭶᪥࣭⚄ᡞᏛ㸧࠾ࡅࡿ࣮ࣞࣝᩍᤵ㜿㒊Ὀ㝯ᩍᤵࡢウㄽࡢ୰
࡛ࡶ㜿㒊ᩍᤵࡼࡗ࡚㸦ᮏ✏ࡢᩥ⬦ࡣࡃ⊂❧㸧࡞ࡉࢀࡓࡇࢆグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㛵㐃ࡋ࡚ཧ↷ࠊ㜿㒊Ὀ㝯ࠕ᪥ᮏࡢ❧ἲ㐣⛬⟶ぢࠖࠗᨻ⟇ἲᏛࡢᇶᮏᣦ㔪࠘㸦ᘯᩥᇽࠊ
ᖺࠝึฟᖺ࣭ᖺࠞ
㸧㡫ࠋ


ࡶࡕࢁࢇ༢⣧࡞ᅗᘧࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࢧࣥࢫࢸ࣮ࣥࡣࠊ୍᪉࡛ࡣከ

ඖⓗ࡞౯್ศ᩿ࡢ௦࠾ࡅࡿẸᨻࡢྍ⬟ᛶࢆ㔜どࡋࡘࡘ㸦㠃ࠊྖἲᗓࡢᙺ
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⌮ㄽࡉࢀࡓྜពࠖࡢ⌮ㄽ࡛ㅬᢚⓗᤊ࠼ࡿྖἲ࣑ࢽ࣐ࣜ
ࢬ࣒ࢆ᥇ࡿ㸧ࠊ᪉࡛ࣜࢫࢡ⾜ᨻ࠾࠸࡚ࡣไᐃἲࡢពⓗ࡞つไࢆᢚไࡋࠊ㈝⏝
౽┈ศᯒᯟ࡙ࡅࡽࢀࡓ⾜ᨻࡢ࣮ࣝࣝタᐃ⨨ࡁ࠼ࡿࡁࡇࢆᥦၐࡍࡿࠋ๓
⪅ࡘ࠸࡚ࡣᯇᑿ࣭๓ᥖὀㄽᩥ>  @㡫ࠊᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ 㻿㼡㼚㼟㼠㼑㼕㼚㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌


㻝㻤㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪎㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

※ⓗ࡞౯್ᑐ❧ࡢୗ࡛ࠕཎ⌮ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࠾ࡅࡿྖἲⓗ࡞ṇ⩏ࡢᐇ⌧
⮬యࡀ᰿ᮏⓗ࡞␗㆟⏦❧ࢆ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸୰࡛ࠊࠕ❧ἲࡢᑛཝࠖࡀᨵࡵ࡚ぢ
┤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧௦ࡢᨻဴᏛ≧ἣࡀ࠸㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢ
㛵ಀ࡛ゝ࠼ࡤࠊྖἲᗓࡢಙ㢗ࡢᇶ♏ࡀไᗘㄽⓗࡶၥ࠸┤ࡉࢀࡓࡇࡶ
ࡁ࠸ࠋ
࠼ࡤ࢚ࣝ࣊ࢢࡣࠊᚑ᮶ࡢ┈㞟ᅋ⌮ㄽࡼࡿ❧ἲ࣭⾜ᨻࡢㄽ
ྖἲᑂᰝ᧦ㆤㄽᑐࡋ࡚ࠊ┈㞟ᅋ⌮ㄽࡢᑕ⛬ࡣྖἲᗓࡶཬࡪࡢ࡛࠶
ࡾࠊᚑ᮶ࡢ㆟ㄽࡀ┈㞟ᅋ⌮ㄽࢆᇶ♏❧ἲࡸ⾜ᨻࡢᶵ⬟ࢆㄽ㞴ࡋ࡞
ࡀࡽྠྖἲᑂᰝ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆㄆࡵࡿࡁࡔㄽࡌ࡚ࡁࡓࡇࡣ
㐺ษ࡛࠶ࡿࠊᢈุࡍࡿࠋุᡤ┤᥋ⓗ࡞ࣟࣅࣥࢢࡼࡗ࡚ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㠃ࠊุᡤࡣᥦッࡉࢀࡓࡋỴᐃࢆୗࡍ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࢤ࣮࣒ࡢ≧ἣ࠶ࡿッゴᙜ⪅㸦㸸ᴗ⏺
ᅋయ㸧ࡀ⤌⧊ⓗᒎ㛤ࡍࡿッゴᡓ⾡㸦ࣇ࢛࣮࣒࣭ࣛࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡸᡓ␎ⓗ
࡞ッゴ⾜ື㸦㸸ᙧໃࡢᝏ࠸ࡣゎࡋ࡚࡞ඛࢆṧࡉ࡞࠸㸧࡞㸧
ࡼࡗุ࡚ࡢഴྥࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ
ୗ࡛ࠊศᩓࡋࡓ┈ࡣࣇ࣮ࣜࣛࢲ࣮ၥ㢟ࡢࡓࡵ࠺ࡲࡃ㞟ᅋࡋ࡚ᙳ㡪
ຊࢆ⾜࡛ࡁ࡞࠸㠃ࠊ⊃࠸⠊ᅖจ㞟ࡋࡓ┈ࡀ┦ᛂᙳ㡪ຊࢆ⾜
ࡋ࠺ࡿࡇࡣࠊࡲࡉ┈㞟ᅋ⌮ㄽ⮬㌟ࡀᩍ࠼ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
࡚ࡢุ㐣⛬ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ࣂࢫࢆෆໟࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ

㼚㼛㼠㼑㻌㻡㻢ࠋࡇࡇࡽࡶࠊၥ㢟㡿ᇦ࣭ᛶ㉁ࡈไᗘ㓄⨨ࢆᰂ㌾ᵓࡍࡿࠊ㏆ࡢไ
ᗘㄽⓗどⅬࡢ≉Ⰽࢆࡳ࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ


௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊࢪ࢙࣑࣮࣭࢛ࣞ࢘ࣝࢻࣟࣥ㸦㛗㇂㒊ᜤ⏨࣭ឡᩗᾈࢽ࣭㇂

ཱྀຌ୍ ヂ 㸧ࠗ❧ἲࡢᶒ̿㆟⩏ࡢᨻဴᏛ࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ
ୖ࣭๓ᥖὀࡼࡿᢈุࡶཧ↷ࠋ
࡞࠾ࠊ࢛࢘ࣝࢻࣟࣥࡣูࡢ⟠ᡤ࡛ࠊἲᚊࡢࢸࢡࢫࢺࡢ᭕ࡉࡸḞ⨃ࡣࠊ❧ἲ㐣⛬
ཧຍࡋࡓㅖ┈ࡀጇ⤖࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㡯ࡀࡑࡇᏑᅾࡍࡿࡇࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀ⮬య୍ࡘࡢ⟅࠼࡛࠶ࡿࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛ࠊุᡤࡀ❧ἲ⪅ពᛮࢆᚾᗘࡋ࡚ࡑࡢ✵
㝽ࢆᇙࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࠊඹ⣙ྍ⬟࡞ㅖ┈ࡢㄪᩚ࠸࠺❧ἲ㐣⛬ࡢ᰿ᖿⓗᶵ⬟ࢆ
ᐖࡍࡿࡇ࡞ࡿࠊ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯆῝࠸ࠋ㻿㼑㼑㻘㻌㼃㼍㼘㼐㼞㼛㼚㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌
㻣㻣㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻠㻡㻚


㻱㼕㼚㼑㼞㻌㻾㻚㻌㻱㼘㼔㼍㼡㼓㼑㻘㻌㻰㼛㼑㼟㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼑㼟㼠㻌㻳㼞㼛㼡㼜㻌㼀㼔㼑㼛㼞㼥㻌㻶㼡㼟㼠㼕㼒㼥㻌㻹㼛㼞㼑㻌㻵㼚㼠㼞㼡㼟㼕㼢㼑㻌㻶㼡㼐㼕㼏㼕㼍㼘㻌㻾㼑㼢㼕㼑㼣㻫㻘㻌

㻝㻜㻝㻌㼅㻭㻸㻱㻌㻸㻚㻌㻶㻚㻌㻟㻝㻌㻔㻝㻥㻥㻝㻕㻌

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻤㻡
㪎㪌

≉  㞟

ᑡ࡞ࡃࡶไᗘㄽⓗどⅬࡽࡣࠊྖἲᗓࡢつ⠊ⓗඃᛶࡣࡶࡣࡸ⮬᫂ࡢࡶ
ࡢࡣࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸲㸬♧၀
ᮏ⠇ࡣࠊ
ࠕἲᏛࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࡣࡢࡼ࠺࡞ពࢆᣢࡘࡢࠖ
࠸࠺ၥ㢟ࡢᡭࡀࡾࢆồࡵ࡚ࠊ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴ௨᮶ࡢ࣓ࣜ
࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿࠕ❧ἲࠖࡢ⨨࡙ࡅࡢኚ㑄ࢆ㎺ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏ⠇࡛ࡢ᳨ウ⤖
ᯝࡽࡣࠊ௨ୗࡢⅬࢆᣦ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ

ᲢᲣඥܖƕžᇌඥſǛᛯơǔئƱƠƯƷСܭඥᚐᛯ
➨ࠊไᐃἲゎ㔘ㄽ࠸࠺ἲⓗၥ㢟㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓไᗘㄽⓗ࡞どⅬࡽࡢ㆟ㄽࡀࠊලయⓗ࡞ἲⓗྵព࣭ࣦࣞࣞ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࢘ࣥࢫࢆᣢࡘࡶࡢࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࠕ㞄᥋ㅖ
⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶἲᏛᅛ᭷ࡢ㈉⊩ࢆ࡞ࡋ࠺ࡿ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠖࡣࠊ᪥ᮏࡢἲᏛ࡛ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋㄝࢀࡿ㢟┠࡛࠶ࡿࡀࠊࡢࡼ
࠺ࡍࢀࡤពࡢ࠶ࡿ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊἲᏛእࡢᏛၥⓗ▱ぢࢆᦠ࠼ࠊ㸦᪤Ꮡࡢἲᐇ㊶⦡ࡽࢀ࡞࠸࠸࠺
ព࡛㸧㉸㉺ⓗ࡞ไᗘタィ⪅ࡢどⅬࡽࠕ࠺࠸ڹۑἲไᗘࡣ㹼㹼࠶ࡿ
ࡋࠖㄒࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚ࡶ㸦❧ἲㄽ㸧ࠊࡑࢀࡀἲࡢෆᅾⓗ࡞㆟ㄽࡢࡼ
࠺࡞㛵ಀ❧ࡘࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ↓፹ࡣ᥋⥆ࡉࢀᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
࠸࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ཧ↷ࡋ࡚ࡁࡓ࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿ
ไᐃἲゎ㔘ㄽ࠸࠺ලయⓗ࡞㡿ᇦࡀࠊไᗘㄽⓗどⅬࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ┦ࡢᢈ
ุࢆ㏻ࡌ࡚ࠕไᗘㄽⓗどⅬࢆ⏝࠸ࡓἲᏛࡢ㆟ㄽࠖࢆ☻ࡁୖࡆࡿሙࡋ࡚ᶵ
⬟ࡋ࡚ࡁࡓࠊࡢ⌮ゎࡀṇᙜ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡣࠊἲᏛࡀࠕ❧ἲࠖࢆࠊ



ྠᵝࡢ㆟ㄽࡣࡶࡕࢁࢇ᪥ᮏἲࡢᩥ⬦࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡾ࠺ࡿࠋ࠼ࡤཧ↷ࠊ㻶㻚㻌 㻹㼍㼞㼗㻌

㻾㼍㼙㼟㼑㼥㼑㼞ࠕᅜ⛯ᗇࡣ࡞ࡐࡘ㸽̿ࠕἲ⤒῭Ꮫࠖࡽぢࡓッ⋡ࠖࢪࣗࣜྕ
ᖺ 㡫ࠋࡲࡓ㏆ᖺࡢᾘ㈝⪅ἲุᙧᡂ㛵ࡋ࡚ࡢὝᐹࡋ࡚ཧ↷ࠊ᳃⏣ᯝ
ࠕᾘ㈝⪅ἲࢆసࡿேࠎࠖ
㸦ᖺ  ᭶  ᪥࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 㻯㻻㻱㻌ᾘ㈝⪅ἲ◊✲ሗ࿌㸧
ࠋ



㻿㼑㼑㻘㻌㼑㻚㼓㻚㻘㻌㻰㼍㼢㼕㼐㻌㻶㻚㻌㻮㼍㼞㼞㼛㼚㻌㻒㻌㻱㼘㼑㼚㼍㻌㻷㼍㼓㼍㼚㻘㻌 㻯㼔㼑㼢㼞㼛㼚䇻㼟㻌㻺㼛㼚㼐㼑㼘㼑㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻰㼛㼏㼠㼞㼕㼚㼑㻘㻌㻞㻜㻜㻝㻌

㻿㼁㻼㻚㻌 㻯㼀㻚㻌 㻾㻱㼂㻚㻌 㻞㻜㻝㻌 㻔㻞㻜㻜㻝㻕㻘㻌 㼍㼠㻌 㻞㻟㻡㻧㻌 㻶㼍㼏㼛㼎㻌 㻱㻚㻌 㻳㼑㼞㼟㼑㼚㻌 㻒㻌 㻭㼐㼞㼕㼍㼚㻌 㼂㼑㼞㼙㼑㼡㼘㼑㻘㻌 㻯㼔㼑㼢㼞㼛㼚㻌 㼍㼟㻌 㼍㻌

㼂㼛㼠㼕㼚㼓㻌㻾㼡㼘㼑㻘㻌㻝㻝㻢㻌㼅㻭㻸㻱㻌㻸㻚㻌㻶㻚㻌㻢㻣㻢㻌㻔㻞㻜㻜㻣㻕㻚

㻝㻤㻢 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪎㪍

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

⤒῭Ꮫࡑࡢࡢࡃእᅾⓗ࡞どⅬࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡾ࡚ෆ㒊ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢၥ㢟⮬యࢆᾘ⁛ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺❧ሙ࡛ࡶ࡞࠸どゅࡽㄽ
ࡌ࠺ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠊ୍ࡘࡢ⯆῝࠸ᐇ㊶ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᲢᲣǢȡȪǫඥ  ܖƱƍƏ૨ᏦᲹ
➨ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡀ࡞ࡐ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚㸦ࡢࡳ㸧ほᐹࡉࢀࡿࡢࠊ
࠸࠺ၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢၥ࠸ᑐࡍࡿ➹⪅ࡢᬻᐃⓗ࡞ᛂ⟅
ࡣࠊࠓ☜ࠊࣜࣜࢬ࣒ἲᏛ௨㝆ࡢ࣓ࣜ࢝ἲᏛࡢⓎ᪉ἲࡢᙳ㡪ࡣ↓
ど࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸦ࡋࡋᮏ⠇ࡢ᳨ウࡶ♧၀ࡍࡿࡼ࠺ࠊ༙ࡢ࣓ࣜ࢝
ἲᏛ⪅ࡣࠑἲ㸻ᨻࠒࡲ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿ㸧ࠊࡑࢀྠ
➼ࠊ➨㸯⠇᳨࡛ウࡋࡓไᗘ㓄⨨࣭࣓ࣜ࢝ἲయ⣔ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ㔜せࡔࡗࡓ



ࡑࡢᆺⓗ࡞❧ሙࡣࠊ❧ἲ㸻ᶒ⪅ࡢ௧ࡢෆᐜࡣၥࢃࡎࠊᢎㄆࡢ࣮ࣝࣝࡀ

ࡓࡉࢀࡓࡇࢆ௨࡚ἲ࡛࠶ࡿࡍࡿἲᐇド⩏ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋణࡋ 㻴䞉㻸䞉㻭 ࣁ࣮ࢺ
࠾࠸࡚ࡣࠊࡴࡋࢁἲ㐨ᚨࡢ᫂☜࡞ศ㞳ࡇࡑࡀࠊ⌧⾜ἲࡢእ㒊ࡽ⌧⾜ἲࢆᢈุ
ࡍࡿ㊊ሙࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࠊࡢᣦὀព
ࢆせࡍࡿࠋཧ↷ࠊ୰ᒣ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢⅬ࡛ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࠕཎ⌮ࠖ
ㄽἲ࠾࠸࡚❧ἲࡀࡢࡼ࠺⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡣࠊᮏ᮶⯆῝࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥ⮬㌟ࡣࠕ❧ἲᗓࡢྖἲᗓᑐࡍࡿඃࠖࢆ᩺ࡅ࡚ࠊ
ྖἲᗓࡀࠕཎ⌮ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࡞ࡿࡇࢆṇᙜࡍࡿࡢ⇕ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
᠇ἲゎ㔘࠾࠸࡚ᑕⓗ❧ἲࡢ㝈⏺ࡀㄽࡌࡽࢀࡿࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ❧ἲࡑࡢࡶࡢ
ࡢ࠶ࡾ᪉㸦
ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ㸧ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡇࢁࡀᐻ࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ࠼ࡤཧ
↷ࠊࣟࢼࣝࢻ࣭ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥⴭ㸦ᮌୗẎ࣭ᑠᯘබ࣭㔝ᆏὈྖඹヂ㸧
ࠗᶒㄽ࠘
㸦ᮌ
㚫♫ࠊᖺ 㡫ࠋ


➹⪅ࡢ▱㆑ࡣ᪥ᮏἲ㸦ࡢ୍㒊㸧࣓ࣜ࢝ἲ㸦ࡢࡈࡃ୍㒊㸧㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ

࡛ࠊ௨ୖࡢ㆟ㄽࡀ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ࡢࡳほᐹࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࢆㄽド࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ
ࡋࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡞ࡽࡤ࡞ࡐࠊ࠼ࡤࠕຠ⋡ᛶࠖᴫᛕࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊ
࣓ࣜ࢝ἲᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓㄽ⪅ࡑࢀ௨እࡢㄽ⪅ࡢ㛫࡛ᑐヰࡀ࠺ࡲࡃᡂ❧ࡋ࡞
࠸ࡢ㸦ཧ↷ࠊྜྷ⏣ඞᕫ㸻࣒ࢫࢱࣇ࣭࣓࢟⦅ࠗຠ⋡ᛶἲࠊᦆᐖᴫᛕࡢኚᐜ̿̿
ከඖศᩓᆺ⤫ᚚࢆ┠ᣦࡋ࡚ࣇࣛࣥࢫᑐヰࡍࡿ࠘
㸦᭷ᩫ㛶ࠊᖺ㸧ࠊຍ㈡ぢ୍ᙲࠕ࣒
ࢲࢷࣔ↓ࡁἲ⤒῭ᨵ㠉ࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ  ྕ ᖺ 㡫ࠊ⃝ᜏࠕࠑຠ⋡ᛶࠒ
ࡣࠊዴఱ࡞ࡿព࡛ࠑἲⓗࠒࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲  ྕ ᖺ 㡫㸧ࠊ⌮ゎ
ⱞࡋࡴࡇ࡞ࡿࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻤㻣
㪎㪎

≉  㞟

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠔ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿࠕ❧ἲ⪅ࠖࡣࡶࡶఱ㔜ࡶࡢព࡛ࠕ┦
ᑐࠖࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊไᗘ㛫㑅ᢥ࠸࠺Ⓨ㥆ᰁࡳࡸࡍ࠸ࠋ࡞ࢀࡤࠊ
࣓ࣜ࢝ἲ࠾ࡅࡿἲᐇ㊶㸦࠼ࡤไᐃἲゎ㔘ㄽ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊไᗘࡢືែ
㸦ࡑࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡑࡢไᗘࡢୖ࡛
ࠊࠊࠊࠊࠊ
⾜ࢃࢀࡿἲⓗゝㄝࡢ⨨࡙ࡅࢆ⪃࠼ࡿࠊ࠸࠺ႠⅭࡀㄝᚓຊࢆᣢࡕࡸࡍ
ࠊࠊ
ࡗࡓࠋ❧ἲㄽࡣ࠾ࢁࠊゎ㔘ㄽ࡛ࡉ࠼ࠊไᗘⓗ┿✵ࡢ୰࡛ࡣ⾜࠸ᚓ࡞࠸ࠋ
ࡦࡓࡧࡑ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡀ㸦ఱࡽࡢഅ↛ࡼࡗ࡚㸧ἲᏛࡢ୰Ⓩሙࡍࢀࡤࠊ
ࡑࢀᑐࡍࡿᛂ⟅ⓗᑐヰࡶࡲࡓ㸦ไᗘㄽⓗᛮ⪃ࡣせࡔㄽࡌࡿࡏࡼ㸧
᪤ࡑࡢ☢ሙྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡞ࡿࠋࡑࡢ☢ሙࡣࠊᐇ㊶⪅ࡓࡕࡀࠕไ
ᗘㄽⓗᛮ⪃ࡣᡃࠎࡢἲᐇ㊶ᙺ❧ࡓ࡞࠸ࡢ࡛せࡔࠖ⪃࠼ࠊࡶࡣࡸไᗘ
ㄽⓗᛮ⪃ࢆ┦ᡭࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࡣ⥆ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋ⌧ᐇไᗘㄽ
ⓗᛮ⪃ࡣ㸦ᑡ࡞ࡃࡶࠊ࣓ࣜ࢝ἲࡢලయⓗ࡞ไᗘ㓄⨨࠸࠺ᩥ⬦࠾࠸
࡚ࡣ㸧ㄝᚓຊࢆᣢࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪥ࡢ࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾࠸࡚↓ど࡛ࡁ࡞࠸ᙳ
㡪ຊࢆࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺⌮ゎࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᲢᲣᨩᜂᅹܖƔǒƷࢨ᪪ƱඥܖᲹ
➨  ࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫ㸦≉࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫࡢ⣔⤫ᒓࡍࡿ㆟ㄽ㸧ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡓ㆟ㄽἲⓗゝㄝࡢ㛵ಀࡣ࠺ࠋ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ࡣไᗘࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡓࡵࡢ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢࡀἲᐇ㊶┤᥋㛵ࢃࡿ㆟ㄽ㸦ἲゎ㔘᪉ἲㄽ㸧



ࡇࢀࡣ➹⪅ࡣ⮬᫂ࡢࡇᛮ࠼ࡿࡀࠊ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ࡉ࠼ࠊࡘ࡚ࡣ༑ศ
ࠊࠊ
ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀᨾࠕไᗘㄽⓗ㌿ᅇࠖ㸦ࣦ࣮࣑࣮ࣗࣝ㸧࠸࠺ゝⴥ

ࡀࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ


ࡘࡲࡾࠊไᗘㄽⓗᛮ⪃ࡀἲᐇ㊶ࢆࡵࡄࡿゝㄝ࠾࠸࡚ᑐヰࡢཧຍ㈨᱁ࢆ࠼

ࡽࢀࡿྰࡣࠊไᗘㄽⓗᛮ⪃⮬యࡢ㸦ࡇ࡛ᐈほⓗỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧ᐇయⓗ࡞
┿ഇ್࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑓࡽᐇ㊶ࡢഃ࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋཧ↷ࠊᒇ࣭
๓ᥖὀࠊ➨  ❶ࠋ


㏫ࠊ࣓ࣜ࢝௨እ࡛㢮ఝࡢ≧ἣࡀほᐹࡉࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊձഅࠎࡲࡔࡑࡢࡼ࠺࡞

㆟ㄽࡀⓏሙࡋ࡚࠸࡞࠸㸦അ↛㸧ࠊղࡑࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀㄝᚓຊࢆᣢࡕࡃ࠸ไᗘ㓄⨨
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊճࡑࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡸࡍ࠸⌮ㄽⓗᩥ⬦ࡀ࡞࠸㸦ࡑࡢព
࡛ࠊࣜࣜࢬ࣒ἲᏛࡢ⤒㦂ࡢࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞㆟ㄽࡀࠕἲᐇ㊶ࡢ୍㒊ࡳ࡞ࡉࢀࡿ
㆟ㄽࠖࡉࢀࡿཧධ㞀ቨࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡣゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

㻝㻤㻤 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪎㪏

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠊ࠸࠺ୖグࡢ⌮ゎࡀṇࡋ࠸࡞ࡽࡤࠊḟ⏕ࡌࡿၥ
ࡣࠕࡑࢀࡶࢃࡽࡎἲᏛࡀἲᏛ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸦ࡼ࠺ぢ࠼ࡿ㸧ࡢ
ࡣ࡞ࡐࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࣓࡛ࣜ࢝⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㆟ㄽࡣࠊ
᪥ᮏࡸ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࠕἲᏛࠖࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㆟ㄽࡣࡃ␗㉁࡞ႠⅭ
࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ✏ࡢసᴗࡣࠕᮌ⦕ࡾ࡚㨶ࢆồࡴࠖ㢮ࡢㄗㅸࢆ≢ࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ✏ࡣࡇࡢၥᛂ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ᱁ⓗ࡞⪃ᐹࡣ
ูࡢᶵጤࡡࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊἲ⤒῭Ꮫࡢ⨨࡙ࡅ㛵ࡍࡿ࣏ࢬࢼ࣮
ࡢ㆟ㄽࢆ⣲ᮦࠊᬻᐃⓗ࡞ᛂ⟅ࢆヨࡳ࡚࠾ࡃࠋ
࣏ࢬࢼ࣮ࡣࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟไᐃἲࡢ␗㉁ᛶࡘ࠸࡚㏙ࡓㄽᩥ࠾࠸࡚ࠊ
ࢥ࣮ࣔࣥࣟ࠾ࡅࡿἲⓗ᥎ㄽࡢ≉ᚩࡣࠊձἲⓗᴫᛕ㸦ӆᩥゝࡑࡢࡶࡢ㸧ࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊ
⫼ᚋ࠶ࡿ᰿※ⓗ࡞ᨻ⟇ⓗุ᩿ࡢྠᐃࠊղᙜヱᴫᛕࡽࡢㄽ⌮ⓗ₇⧢
ồࡵࡽࢀࡿࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࣜࣜࢬ࣒ἲᏛ㥑㏲ࡉࢀࡓἲᙧᘧ⩏
㸦㻸㼑㼓㼍㼘㻌㻲㼛㼞㼙㼍㼘㼕㼟㼙㸧ࡣղࡢࡳ⪮⁒ࡋձࢆ➼㛩どࡋࡓࠕᝏࡋࡁᙧᘧ⩏࡛ࠖ
࠶ࡾඞ᭹ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊἲ⤒῭Ꮫࡣձࢆ᫂♧ࡋࡘࡘ㸦ࡍ࡞ࢃ
ࡕࠕᐩࡢ᭱ࠖබ‽㸧ࠊࡑࡇࡽࡢㄽ⌮ⓗ₇⧢᪉ἲࢆ⤒῭Ꮫࡢ㐨ල❧࡚
ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡋࠊ᫂☜࡞ἲⓗ᥎ㄽࡢ᪉ἲࢆุᐁ࠼ࡿࠕⰋ࠸ᙧᘧ⩏ࠖ
࡛࠶ࡿᐃࡋࠊ᧦ㆤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊูࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊ⌧ᐇࢥࣔ
࣮ࣥࣟࡀຠ⋡ᛶࢆᚿྥࡋ࡚ࡁࡓࠊ࠸࠺ࡇࢆ⇕ᚰㄽドࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣᙼࡢᙇࡢᙜྰࡣၥ㢟ࡋ࡞࠸㸦ࠕᐩࡢ᭱ࠖබ‽ࢆࡣࡌࡵ
ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ᢈุࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᮏ㢟࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠋὀ┠ࡍࡁ
ࡣࠕἲ⤒῭Ꮫࠖࡀఏ⤫ⓗ࡞ἲⓗᐇ㊶᥋ྜࡉࢀ࠺ࡿ࠸࠺ࠊࡑࡢㄽἲ࡛
࠶ࡿࠋ࣏ࢬࢼ࣮ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠕἲⓗၥ㢟ࡣ⤒῭ᏛⓗゎỴ
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡞ࡐ࡞ࡽࡑࡢ᪉ࡀ♫ཌ⏕ࢆ㧗ࡵࡿࡽࠖ࠸࠺እⓗどⅬ



㻿㼑㼑㻘㻌㻼㼛㼟㼚㼑㼞㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻣㻢㻘㻌㼍㼠㻌㻝㻤㻞㻙㻝㻤㻢㻚ࡇࡢㄽᩥ⮬యࡣࠊไᐃἲゎ㔘ࢆ❧ἲ⪅ࡢ

ᣦ௧ࢆไᐃἲࡢᩥゝ㸦ӆᴫᛕ㸧ࢆᡭࡀࡾྠᐃࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟ࠾
ࡅࡿἲⓗ᥎ㄽࡣࡃ␗㉁࡛࠶ࡿࠊㄽࡌࠊࢥ࣮ࣔࣥࣟ࠾࠸ุ࡚ᐁࡣᐇ㉁ⓗ
❧ἲ⪅࡛࠶ࡿࡀࠊไᐃἲ࠾࠸࡚ࡣࠕ❧ἲ⪅ࡢᣦ௧ࢆ࠸ࡼࡃゎㄞ࡛ࡁࡿࠖࡀ
せồࡉࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠊࡋ࡚ࢥ࣮ࣔࣥࣟไᐃἲゎ㔘ㄽ࠾ࡅࡿἲⓗ᥎ㄽᵝᘧࡢ
␗㉁ᛶࢆᑟࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽࡣ┤᥋ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠋ


๓ᥖὀᑐᛂࡍࡿᮏᩥ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆཧ↷ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻤㻥
㪎㪐

≉  㞟

ࡽࡢㄽἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒῭Ꮫࡢ⏝ࡼࡿἲⓗ࣮ࣝࣝࡢຠ⋡ᛶࡢ㏣ồࡀἲ
ᐇ㊶⪅ࡢどⅬ㸦ෆⓗどⅬ㸧ࡽࡶṇᙜࡉࢀࡿࠊᙇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࠊ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ἲ⤒῭Ꮫࡀ㸦ࡶࡕࢁࢇࠊἲ⤒῭Ꮫ㝈ࡽࡎࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆᑟධࡋࡓ㆟ㄽࡀ㸧ἲᏛࡋ࡚ᡂຌࡋࡓ㸦ᑡ࡞ࡃࡶࠊ
ἲⓗᐇ㊶ࡢ୍㒊ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸧ࡇࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺ
ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ྠㄽᩥ࡛ࠊ࣏ࢬࢼ࣮ࡣࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࠕཎ⌮ࠖࡣ⮬ศࡢ࠸࠺ࠕ᰿※ⓗ
࡞ᨻ⟇ⓗุ᩿ࠖྠࡌࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡉ࠼㏙ࡿࠋࡇࢀࡣࡶࡕࢁࢇ
ㄗࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞௬ࡢᙇࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࠊ࣏ࢬࢼ࣮ࡢព
ᅗࢆ⿵ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢ㆟ㄽࡢ㊥㞳ࢆ

ᐃࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

ࡲࡎࠊ࣏ࢬࢼ࣮ࡀࠕ᰿※ⓗ࡞ᨻ⟇ⓗุ᩿ࠖࡋ࡚ࠕຌ⩏ⓗ⤫ࡢᐇ
⌧ࠖࢆᤣ࠼ࡓࡋࡼ࠺ࠋࡉࡽࠊලయⓗ࡞ἲⓗ࣮ࣝࣝࡢᖐ⤖ࢆศᯒࡍࡿ㝿
ࡢᣦᶆࡋ࡚ࠊ㈨⏘ຠᯝ㸦㼑㼚㼐㼛㼣㼙㼑㼚㼠㻌㼑㼒㼒㼑㼏㼠㸧ࡢၥ㢟➼ࡢḞ㝗ࡀከࡍࡂࡿࠕᐩ
ࠊࠊࠊࠊ
㸦㼣㼑㼍㼘㼠㼔㸧ࠖ௦࠼࡚㸦࠶ࡽࡺࡿほⓗ࡞౯್ࢆ⌮ㄽୖࡣໟᦤࡋ࠺ࡿ㸧
ࠕཌ⏕
ࠕࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢἲⓗ᥎ㄽ
㸦㼣㼑㼘㼘㻙㼎㼑㼕㼚㼓㸧ࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓࡋࡼ࠺ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ἲⓗၥ㢟ࡀ⏕㉳ࡍࡿࡑࡢ㒔ᗘࠊࠕ᰿※ⓗ࡞ᨻ⟇ⓗุ᩿࡛ࠖ࠶
ࡿࠕຌ⩏ⓗ⤫ࡢᐇ⌧ࠖࡢほⅬࡽࠊ║๓ࡢἲⓗၥ㢟ཬࡧ㐣ཤࡢἲⓗ



㻿㼑㼑㻘㻌㻼㼛㼟㼚㼑㼞㻘㻌㼟㼡㼜㼞㼍㻘㻌㼍㼠㻌㻝㻤㻝㻚



࣏ࢬࢼ࣮⮬㌟ࡣࠊࡇࡢබ‽ࡀࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢᖹ➼ᇶᗏⓗᶒㄽẚ࡚ࠕグ

㏙ⓗ࡛ࠖ࠶ࡾࠕṇ☜࡛ࠖ࠶ࡿࡇࢆࡴࡋࢁⅬ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸦㻵㼐㻚㸧ࠊ
ࡑࢀࡀゎ㔘ඛ❧ࡗ࡚ෆᐜࡀ㸦ᐈほⓗ࣭⛉Ꮫⓗ  㸧☜ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆព
ࡍࡿࡢࡔࡍࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡢࠕ᰿※ⓗ࡞ᨻ⟇ุ᩿ࠖࡽࡢ₇⧢ࡣࠊᵓᡂ
ⓗゎ㔘ࡢ⌮ㄽࡼࡗ࡚ࠕἲࡢḞ⨃ࠖࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡋࡼ࠺ࡋࡓࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࠕཎ
⌮ࠖㄽἲࡣࡃ␗࡞ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢᡓ␎ࡶᡂຌࡋ࡚࠾ࡽ
ࠊᮏ✏ࡣᙼࡢᡓ␎౫ᣐࡋ࡞࠸ᙧ
ࡎ㸦ཧ↷ࠊᒇ࣭๓ᥖὀࠊ㡫㸧
࡛ࠕ
ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄒࡿἲⓗ࡞㆟ㄽࡢసἲࠖࢆᵓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


㏆ࡢつ⠊ⓗࠕἲ⤒῭Ꮫࠖࡢㄽ⪅ࡣᴫࡡࡇࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋཧ↷ࠊ㻸㻻㼁㻵㻿㻌㻷㻭㻼㻸㻻㼃㻌

㻒㻌㻿㼀㻱㼂㻱㻺㻌㻿㻴㻭㼂㻱㻸㻸㻘㻌㻲㻭㻵㻾㻺㻱㻿㻿㻌㼂㻱㻾㻿㼁㻿㻌㼃㻱㻸㻲㻭㻾㻱㻌㻔㻴㼍㼞㼢㼍㼞㼐㻘㻌㻞㻜㻜㻝㻕ࠊᖖᮌ῟ࠗἲ⌮Ꮫ⤒
῭Ꮫ࠘
㸦ວⲡ᭩ᡣࠊᖺ㸧ࠋࡇࢀࡼࡗ࡚⌮ㄽⓗ࡞㞴Ⅼࡣ୍ᛂሰࡀࢀࡓぢ࠼ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࡑࡢศࠊ㔠㖹⟬ࡢࠕᐩࠖᇶ‽ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ᧯సྍ⬟ᛶࡀ≛≅࡞ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠊ➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢᗎㄽⓗ᳨ウࡋ࡚ཧ↷ࠊᣋ✏ࠕࣉࣟ
ࢭࢫ࣭㛫࣭ไᗘ㸸᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ࡢࡓࡵࡢ୍ヨㄽࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ห
ྕ ᖺ 㡫ࠋ

㻝㻥㻜 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪏㪇

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ᐇ㊶ࡢ⥲య᭱ၿࡢពࢆ࠼ࡿࡼ࠺ࠊලయⓗ࡞ἲ࣮ࣝࣝࢆᥦ♧ࡍࡿゎ
㔘ⓗ࡞ႠⅭ࡛࠶ࡿࠋࠖ㏙ࡓࡋࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㐣ཤࡢࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢᐇ
㊶ࡢ⥲యࡀࠕຠ⋡ᛶᨵၿࡼࡿ♫ཌ⏕ࡢ᭱ࠖ࠸࠺ពࡢୗ࡛᭱ࡶ
ࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚ぢࡏ㸦ࡑ࠺ࡋࡓពࢆᑟฟࡍࡿゎ㔘ୖ
ࡢ㐨ලࡀ⤒῭Ꮫ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ║๓ࡢἲⓗၥ㢟ࡶྠᵝࡢᯟ⤌ࡳ࡛㸦ࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕἲ⤒῭Ꮫࠖⓗ࡞ᛮ⪃᪉ἲ࡛㸧ゎỴࢆ࠼ࡿࡁࡇࢆᙇࡋࡓࡋࡼ
࠺ࠋࡇࡢࠊࡇࡢ௬ࡢ࣏ࢬࢼ࣮ࡢ㆟ㄽࠊࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢ㆟ㄽࡢᚄ
ᗞࡣ㸦ࠕཎ⌮ࠖࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿṇ⩏ᵓࡢ㐪࠸ࢆ㝖ࡅࡤ㸧ࡉࡁ࡞
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋⅬ⿵㊊ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
➨ࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣ⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࢆἲⓗ᥎ㄽ┤㍺ධࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
ࠊࠊ
࡞࠸ࡇὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢ௬ⓗㄽἲࡣ౫↛ࡋ࡚ࠕ㐣ཤࡢ



⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࢆἲⓗ᥎ㄽ┤⤖ࡍࡿࡇࡢ㞴Ⅼࡣࠊᐇ㢟つ⠊㢟ࡢ᪉ἲ

ඖㄽࡢၥ㢟ࡢฎ⌮ࡶࡉࡿࡇ࡞ࡀࡽࠊࡴࡋࢁࠓ⤒῭Ꮫ㸦㝈ࡽࡎࠊ⛉Ꮫ⯡㸧ࡢ
Ꮫ▱ࡀᖖ᪂ࡓ࡞⌮ㄽࡸⓎぢࡼࡗ࡚᭦᪂ࡉࢀ᭩ࡁ࠼ࡽࢀ⥆ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠔ
࠸࠺Ⅼ࠶ࡿࠋᮏ⠇ࡢ㆟ㄽࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊึᮇࡢ⤒῭Ꮫㄝ㸦ࡇࢀࢆȘࡋࡼ࠺㸧
❧⬮ࡋࡓἲⓗ㆟ㄽ㸿ࡀࠊ᪂ࡓ࡞⤒῭Ꮫㄝ㸦ș㸧ࡼࡗ࡚Șࡀ㥑㏲ࡉࢀࡓᚋࠊ୍⥴
ㄝᚓຊࢆኻ࠺㸦࠶ࡿ࠸ࡣș౫ᣐࡋࡓἲⓗ㆟ㄽ㹀ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿ㸧ࠊ࠸࠺
ࡇࡣᖖ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ㸦ࡑࡋ࡚㹀ࡢᆅࡶࠊșࢆそࡍȚࡢⓏሙྍ⬟ᛶࡼࡗ࡚ᏳὈ
࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠋࡶࡕࢁࢇἲᏛ⪅ࡢᏛㄝ࡛࠶ࢀࡤࠊ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㥑㏲ࡉࢀࢀࡤ῭ࡴࡇ
࡛࠶ࡿࡀࠊつ⠊ⓗỴᐃࡋ࡚ࡢุỴࡸ❧ἲࡣࡀ␗࡞ࡿࠋࠕ⤒῭ᏛࡣȘゝࡗ
࡚࠸ࡿࠊࡺ࠼ࡇࡢᴫᛕࡣ㹟࠸࠺ពࢆ࠼࡚ゎ㔘ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ุỴ
㹟ࡢṇᙜᛶࡣࠊȘࡀșࡼࡗ࡚そࡉࢀࡓሙྜ࠺࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡢࡀࡇࡇ࡛ࡢ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࠕุỴⅬ࡛ࡣȘࡀṇࡋ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࡽุỴDࡣࡸࡴࢆᚓ࡞ࡗࡓࠖࠊ
࠸࠺ᘚ᫂ࡣࠊձࠕȘࡀṇࡋ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖࡣ࠸࡞ࡿពࠊㄡࡀșࢆၐ
࠼࡚࠸ࡓࡀࢇ┦ᡭࡉࢀࡎࠊᚋ࡞ࡗ࡚ṇࡋࡉࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠊ
࠸࠺ሙྜࡣ࠺࡞ࡢࠊุᐁࡣࡢ⛬ᗘ☜ࡽࡋ࠸ᏛㄝȘ࡞ࡽࡤㄽᣐ࡛ࡁ
ࡿࡢ㸦ࡋࡋࠊࡑࡶࡑࡶࠕᏛㄝࡢ☜ࡽࡋࡉࠖࡣㄡࡀ࠺ࡸࡗุ࡚ᐃࡍࡿࡢ㸧
ࠊ
࠸࠺㐠⏝㠃࡛ࡢၥ㢟ࠊղࡇࡢᘚ᫂ࡀᡂࡾ❧ࡘࡓࡵࡣࠕุỴࡢⅬ࡛ṇࡋ࠸
ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛㄝࡋࡓࡀࡗࡓࡢ࡞ࡽࡤᚋㄗࡾࡀぢࡘࡗ࡚ࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࠖ࠸
࠺ࠊࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣȘࡼࡗ࡚᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸つ⠊㢟ࡣࡇࡽฟ࡚ࡃ
ࡿࡢࠊ࠸࠺つ⠊ⓗ࡞ၥ㢟ࡀࡘࡁࡲ࠺ࠋ
⤖ᒁࠊ⤯ᑐື࡞࠸⤒῭Ꮫⓗ㸦⛉Ꮫⓗ㸧▱ぢࠕȰࠖつ⠊ⓗỴᐃ㸦࠼ࡤุỴ㸧


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻥㻝
㪏㪈

≉  㞟

ᐇ㊶ࡢ⥲యࢆ࠶ࡿࠕཎ⌮ࠖࡢୗ࡛᭱ၿࡢពࡀ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ᵓᡂⓗ
ゎ㔘ࡋࠊࡑࡇ║๓ࡢἲⓗၥ㢟ᑐࡍࡿලయⓗゎỴࡢṇᙜ᰿ᣐࢆ࠾ࡃࠖ
࠸࠺㸦ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡼࢀࡤἲෆᅾⓗ࡞㸧᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ⤒῭Ꮫࡢ࠶
ࡿ⌮ㄽȘࡀୡ⏺ࢆ༑ศṇ☜グ㏙࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ♫ཌ⏕ࡢᨵ
ၿྥࡅࡽࢀࡓ㐣ཤࡢᐇ㊶ࢆᩚྜⓗㄝ᫂ࡋࠊࡘࡑࢀᩚྜⓗ࡞ᙧ࡛║
๓ࡢἲⓗၥ㢟ゎỴࢆ࠼ࡿᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡃࡋ
ุ࡚ᐁࡣȘࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠕᵓᡂⓗゎ㔘ࠖࡢࡓࡵࡢ⿵ຓ⥺㐣ࡂ࡞
࠸ࠋࡇࡢุᐁࡀつ⠊ⓗỴᐃ㸦ุỴ㸧ࡢṇᙜ᰿ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ
࡛ࡶࠕཎ⌮ࠖࠕᵓᡂⓗゎ㔘࠸࠺సἲ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊᵓᡂⓗゎ㔘ࡢ⿵ຓ⥺
ࡋ࡚ࡢ⤒῭Ꮫࡢ⌮ㄽȘࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ⤒῭Ꮫࡢ㐍
ᒎకࡗ࡚⌮ㄽȘࡀ⌮ㄽșྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣࡇࡢ᥎ㄽ
ࡢつ⠊ⓗᇶ♏ࢆᦂࡿࡀࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࢆᇶ♏࡙ࡅࡼ࠺ࡍࡿ࡚ࡣࠊ➨  ࡑࡶࡑࡶኻᩋࢆ㐠࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ
ࢃࢀࡿ㸦ࡇࡢⅬࢆษᣦࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ཧ↷ࠊᑿᓮ୍㑻ࠕࢺ࣮ࢺࣟࢪ࣮ࡋ࡚
ࡢἲ Ꮫ 㸽̿ἲࡢࣥࢸࢢࣜࢸከඖศᩓᆺ⤫ᚚ̿ࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲  ྕ
ᖺ 㡫 㹼㡫㸧㸧ࡋࠊ➨  ࠕㄆ▱ⓗṇ⤫ᛶࠖࡢḟඖࠕつ⠊ⓗṇ⤫
ᛶࠖࡢḟඖࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿព࡛ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿ ཧ↷ࠊᑿᓮ࣭㡫㸧ࠋࡉࡾ࡚ࠊ
ࠕࠕ↓ど⏺㣕⾜ࠖࢆ⾜࠺ຬẼࠖ㸦ᑿᓮ࣭㡫 ࢆᣢ࡚࡞࠸࡞ࡽࡤ㸦ᑡ࡞ࡃࡶ➹⪅
ࡣ↓⌮࡛࠶ࡿ㸧ࠊ࠸ࡎࢀᗫᲠࡉࢀࡿ▱ࡾࡘࡘ⌧ᐇୡ⏺ࡢグ㏙ࣔࢹࣝȘșȚ͐
㸦ࡇࢀࡽࡀ⌧ᐇୡ⏺ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸧ࢆ⿵ຓ⥺ࡋ࡚⏝࠸
࡚ࡑࡢ㒔ᗘࠊἲᐇ㊶⌧ᐇୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡄࠕつ⠊≀ㄒࡾࠖ㸦ཧ↷ࠊᒇ࣭๓ᥖὀࠊ
㡫 ࢆࠕ௬⤌ࡳࠖࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࡿࠋᮏᩥ୰࠾ࡅ
ࡿ௬ⓗࠕᵓᡂⓗゎ㔘ࠖࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚ពᅗࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚑࡗ࡚ᮏᐙࢻ
࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࡑࢀࡼࡾࡶ࣌ࢩ࣑ࢫࢸࢵࢡ㸦㸽㸧࡛࠶ࡿࠋ


ࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢヨࡳࡣࠕෆⓗどⅬࡢయࠖࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋཧ

↷ࠊ୰ᒣ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࠋ


ࡇࡢࡼ࠺ࠊ༢࡞ࡿᨻ⟇ㄽࢆ㉸࠼࡚ࠊつ⠊ⓗỴᐃࢆ⾜࠺ࢥุ࣮ࣔࣥࣟᐁࡀ౫

ᣐࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ㆟ㄽࡢᵓ㐀ࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡀࠊ≉ࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚
ἲ⤒῭Ꮫࡀᡂຌࢆࡵࡓ⌮⏤࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋไᐃἲゎ㔘ㄽࡢᩥ⬦␗࡞ࡾࠊ
Ẹⓗṇ⤫ᛶࢆᣢࡓ࡞࠸ุᐁࡀἲⓗ᥎ㄽ࣭Ỵᐃࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡴࡁฟࡋࡢ
ᨻ⟇ุ᩿㣕ࡧࡘࡃࡇࡣ࡛ࡁࡎࠊࡋࡶไᐃἲゎ㔘ㄽࡢᩥ⬦␗࡞ࡾࠊ❧ἲ⪅ព
ᛮࢆᡭࡀࡾ㸦㞃ࢀ⵿㸧ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡽࠊඛࡢ㤳ᑿ୍㈏ᛶࢆᙉㄪࡏ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࠾࠸࡚ࠊἲ⤒῭Ꮫࡣ㸦ࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀ⮬యࡀ୍


㻝㻥㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪏㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

➨ࠊ
ࠕ⤒῭Ꮫⓗ᭱㐺࡞ἲ࣮ࣝࣝࢆ㑅ࡧྲྀࡿࡇࠖࡀἲ⤒῭Ꮫࡢᩍ
ㄝࡔࡍࢀࡤࠊࡑࡢࡓࡵุᐁࡣไᐃἲࡢᩥゝࡉ࠼↓どࡋ࡚ࡼ࠸ࡣࡎ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡋ࣏ࢬࢼ࣮ࢆጞࡵࠊࡢㄽ⪅ࡶไᐃἲࢥ࣮ࣔࣥࣟࢆ༊ูࡋ
࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࠕ௬ⓗㄽἲࠖࡼࡿࠕἲ⤒῭Ꮫࠖ⌮ゎࡣࡇࡢⅬࡶ࠺ࡲ
ࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ࣓ࣜ࢝ἲࡢ㐣ཤࡢἲᐇ㊶ࡋ࡚ไᐃἲࢥ࣮ࣔࣥࣟࡣ␗
࡞ࡿᆅࢆ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊไᐃἲゎ㔘ㄽࡢุᐁࡀᩥᏐ㏻ࡾࡢ
❧ἲ⪅ࡋ࡚ࡿ⯙࠺ࡇࢆㄆࡵࡿࡼ࠺࡞ᩍㄝࡣࠊእⓗどⅬࡽࡣࡶ
ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢἲᐇ㊶ࡢ⥲యࢆㄝᚓⓗㄝ࡛᫂ࡁࡿゎ㔘ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚ෆⓗどⅬࡽࡢㄝᚓኻᩋࡍࡿࠋෆⓗどⅬࡽࡢㄝᚓࡣࠊࡴࡋ
ࢁࠕไᐃἲゎ㔘ㄽ࠾ࡅࡿุᐁࡢ᥎ㄽ᪉ἲࠖ㛵ࡍࡿἲᐇ㊶▩┪ࡋ࡞
࠸ᙧ࡛ࠊࠕཎ⌮ࠖ↷ࡽࡋ࡚ࣚࣜ㨩ຊⓗ࡞ᵓᡂࡋ࡚≉ᐃࡢἲゎ㔘ㄽ㸭
ゎ㔘᪉ἲㄽࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊࡢἲᐇ㊶⪅ࢆㄝᚓࡋࠊࠕࡧ㎸ࡴࠖࡇࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇㸰࡛ぢ࡚ࡁࡓㅖᏛㄝࡢᒎ㛤ࡣࡲࡉࡑࡢ୍࡛࠶ࡗࡓ⌮ゎ
ࡉࢀࡼ࠺ࠋ

௨ୖࡢᛮ⪃ᐇ㦂ࡀ♧၀ࡍࡿࡶࡢࡣఱࠋࡑࢀࡣࠊࠕἲ⤒῭Ꮫࠖࢆࡵ
ࡄࡗ࡚ἲᏛ⪅ࡀዲࢇ࡛ᶆᴶࡍࡿࠕἲⓗᛮ⪃⤒῭Ꮫⓗᛮ⪃ࡢᑐ❧ࠖ࠸࠺
ᯟ⤌ࡳࡀࡑࢀ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊἲᏛࡢᛮ

ࡘࡢ࠶ࡾ࠺ࡿゎ㔘㐣ࡂ࡞࠸ࡀ㸧᪤Ꮡࡢἲᴫᛕయ⣔ෆᅾࡍࡿㄽ⌮ࡋ࡚ࠕຠ⋡ᛶࠖ
ᴫᛕࢆ᙮⌶ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊุᐁࡀ౫ᣐ࡛ࡁࡿᯟ⤌ࡳࢆᥦ౪ࡋࡓ⌮ゎࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ


ࡶࡕࢁࢇࡑࡢሙྜࡢἼཬຠᯝࢆ⪃࠼ࡿࠊุᐁࡀไᐃἲࡢᩥゝࢆ↓どࡍࡿࡇ

ࡀ⤒῭Ꮫⓗ᭱㐺࡞ᣦ㔪ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠋ


ࢥ࣮ࣔࣥࣟࡢሙ㠃␗࡞ࡾࠊ❧ἲᨻ⟇ࡢሙ㠃࠾࠸࡚ࡣࠊἲࡢ⤒῭ศᯒࡣ᭷⏝

࡞▱ぢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ⮬యࡀ❧ἲ㐣⛬࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢ୍ࡘ㐣ࡂ࡞࠸ࡇࡀྍど
ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊุᐁࡀຠ⋡ᛶࡢほⅬࡽไᐃἲࡢᩥゝࢆㄞࡳ᭰࠼
࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀἲⓗᐇ㊶ࡢᵓᡂⓗゎ㔘ࡋ࡚ㄝᚓຊࢆᣢࡕࡃ࠸ࠋ


ࡇࡇ࡛ẚ㍑⣭ࢆ⏝࠸ࡓࡢࡣࠊࡶࡕࢁࢇ➹⪅ࡀࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡢࠕṇゎࢸ࣮ࢮࠖ

ࢆᨭᣢࡋ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ


⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊ➹⪅⮬㌟ࡣᵓᡂⓗゎ㔘࠸࠺ࠕ≀ㄒࡾࠖ⮬యࢆ࠶ࡲࡾᙉࡃ

ಙዊࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏᩥ࡛ࡢ᳨ウࡣᑓࡽ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢࡢᑟධࡀࠕἲࡢෆⓗどⅬࠖ
▩┪ࡋ࡞࠸ᙧ࡛⾜࠸࠺ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍࡓࡵࡢ௬ⓗసᴗ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻥㻟
㪏㪊

≉  㞟

⪃᪉ἲ⤒῭Ꮫࡢᛮ⪃᪉ἲࡀᐇࡣ㏆࠸ࠊゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢ
ࠊࠊ
ᛮ⪃᪉ἲࡣࡴࡋࢁࡃ␗࡞ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡇࡣࠕἲᏛ⤒῭Ꮫࡣᛮ⪃
᪉ἲࡀ㐪࠺ࡽࠊ⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࡸᛮ⪃᪉ἲࡣἲⓗ᥎ㄽྲྀࡾ㎸ࡳࡼ࠺ࡀ࡞
࠸␗≀࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺㢟ࢆㄽ⌮ⓗᖐ⤖ࡋ࡞࠸ࠋ࣓ࣜ࢝࠾࠸࡚ࠕἲ
⤒῭Ꮫࠖࡀ࡞࠾ἲᏛࡓࡾᚓࡓࡢࡣࠊ⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࡸᛮ⪃ᯟ⤌ࡳࢆࠊࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢἲᐇ㊶ࡢ୰࠸ࡗࡓࢇ⨨࡙ࡅࡓୖ࡛ࠊἲᐇ㊶ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ㨩ຊⓗ
࡞᪉ྥࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚ぢࡏࠊἲᐇ㊶⪅ࡢㄝᚓ୍ᐃ⛬ᗘࡢᡂຌࢆࡵ࡚ࡁ
ࡓࡽࠊ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ࠕ
ࠑἲⓗࠒ࡞㆟ㄽࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࡀඛ㦂ⓗ࣭
ᐇయⓗᏑᅾࡋࠊࡑࢀ⤒῭Ꮫⓗᛮ⪃ࡀᑐ❧ࡍࡿࠊ࠸࠺༢⣧࡞㛵ಀࡣ
࡞࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆྲྀࡾ㎸ࡳࡘࡘࡶ࡞࠾ࠕἲᏛ࡛ࠖ࠶ࡾ⥆ࡅࡿ
᪉ἲࡣᏑᅾࡍࡿࠊ࠸࠺ࡢࡀࠊඛ♧ࡋࡓၥᑐࡍࡿᬻᐃⓗ࡞⟅࠼࡛࠶
ࡿࠋ

㸳㸬ᑠᣓ
๓⠇ᮏ⠇ࡢ᳨ウࡣࠊࠕἲᏛࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࡣࡢࡼ࠺࡞ព
ࢆᣢࡘࡢࠖ࠸࠺ၥ࠸ᑟࢀ࡚࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿࠕ❧ἲࠖࡢ
⨨࡙ࡅ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆཧ↷ࡋࠊ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿࠕἲᏛࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆ
ㄽࡌࡿࡇࠖࡢලయⓗែᵝࡑࡢ๓ᥦ᮲௳㸦ไᗘⓗ࣭⌮ㄽⓗ㊊ሙ㸧ࡘ࠸
࡚ࡢࡉࡉࡸ࡞ゎ᫂ࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇࡽ♧၀ࢆᚓࡘࡘࠊࠕἲ



࠼ࡤࠊ
ࠕ⤒῭Ꮫࡣே㛫ࢆ┠ⓗᡭẁⓗᢅ࠺ࡀࠊἲᏛࡣேࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖ

࠸࠺㏻ⓗᢈุࡣࠊἲⓗ᥎ㄽ⤒῭Ꮫⓗᛮ⪃ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ᦆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕேࡢᑛ
ཝࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖࡢࡣࠕἲᏛࠖྍศࡢ࣓ࣝࢡ࣐࣮࡛ࣝࡣ࡞࠸ࠋ༢ࡲ࡛ࡢἲᐇ
㊶ࡀࠕேࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖ࠸࠺ཎ⌮ࡢୗ࡛ゎ㔘ⓗᵓᡂࡍࡿࡇ࡛࠺ࡲࡃㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㒊ศࡀࡁ࠸ࡽࡑ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋྠᵝࡲ࡛ࡢἲᐇ㊶ࡢᑡ࡞
ࡽࡠ㒊ศࡣࠕ♫ཌ⏕ࢆ㧗ࡵࡿࠖ࠸࠺ཎ⌮ࡢୗ࡛ࡶ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ἲᐇ㊶ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࠕḟࡢ୍▼ࠖ㸦║๓ࡢἲⓗၥ㢟ࡢゎỴ㸧ࢆࡕࡽࡢࣛࣥ
ἢࡗ࡚✚ࡴࠊࡣᨻဴᏛⓗ࡞➇தࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠕேࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖ
࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡇࡣྰᐃࡋ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶࡑࡢ⪃࠼᪉ࡣ␗㉁
࡞⪃࠼᪉ࢆࠕࡑࢀࡣἲⓗᛮ⪃࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺⌮⏤࡛ἲⓗゝㄒࡢࢤ࣮࣒ࡢཧຍ㈨᱁
ࢆዣࡍࡿࡇࡣ᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡉࡑࢀࡇࡑࡀἲⓗゝㄒࡢࢤ࣮࣒࡛த
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㻝㻥㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪏㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

Ꮫࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࡇࠖࡀ࠸࡞ࡿពࢆᣢࡘႠⅭ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡀ࠸ࡋ࡚ྍ⬟ࠊࢆㄽࡌࡿࡢࡀࠊḟ⠇ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ


Ϫ㸬ࠕࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࡇࠖࡢពసἲ㻌


ࠊࠊࠊ
㸯㸬
ࠕἲᏛࡀ࠸ࡋ࡚㻌䛀❧ἲࡢ㉁䛁㻌ࢆㄒࡾ࠺ࡿࠖ࠸࠺ၥ㢟タᐃࡢព
ᮏ✏ࡣࠊ
ࠕἲᏛࡣ࠸ࡋ࡚ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄒࡾ࠺ࡿࠖ
ࠕἲᏛࡀࠓ❧ἲࠔ
ࡘ࠸࡚ㄒࡿ࠸࠺Ⴀࡳࡣ࠸࡞ࡿពࢆᣢࡕ࠺ࡿࠖ࠸࠺ࠊ࠸ࡉࡉ
⌋ጁ࡞ၥ࠸ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊ࣓ࣜ࢝ἲᏛ࠾ࡅࡿไᐃἲゎ㔘ㄽ㛵ࡍࡿ㆟
ㄽࢆ୰ᚰᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋᗎㄽ࡛ࡶ㏙ࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࢆⓎࡍ
ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࠓἲࡢእ㒊ࡽ㸦ἲᏛ௨እࡢ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ⌮ㄽⓗ㊊ሙ
❧⬮ࡋ࡚㸧❧ἲࢆᢈุࡍࡿࠔࠊ
ࠓ❧ἲෆᐜࡣἲࢩࢫࢸ࣒ࡗ࡚ᡤ࡛࠶ࡿ
ࡾษࡾࠊࡑࡢᙜྰࡣㄽࡌ࡞࠸ࠔࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ࡞࠸㏵ࢆ㸦ࡉࡽࡣୖ
ࡢつ⠊㸻᠇ἲᣐࡿ❧ㄽ࠸࠺㏵ࡶᩒ࠼࡚᥇ࡽࡎ㸧ᶍ⣴ࡍࡿࠊ࠸࠺
୍ࡘࡢែᗘ㑅ᢥࢆពࡍࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡑࡶࡑࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿពࡣఱ࡞ࡢࠋࡑࢇ࡞㠃ಽ
࡞ࡇࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆࠕᨻ⟇ㄽⓗࠖㄒࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࡋࠊ
⌧ࡑ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡣࠕ❧ἲㄽࠖࡋ࡚ἲᏛ⪅ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ☜ࠊⓗእࢀ࡞ᨻ⟇ㄽ࣭❧ἲㄽ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊᐇᐃἲࡘ
࠸࡚ࡢ༑ศ࡞▱㆑ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠕᨻ⟇ㄽࠖࡢࡓࡵࡢศᯒ⌮ㄽ㸦ᮏ
✏࡛ࡣ࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫⓗ࡞᪉ἲㄽࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊ♫Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫ࡛ࡶ୍ྥ
ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸㸧ࢆᣢࡘᑓ㛛ᐙࡀࠊᐇᐃἲࢆⰋࡃ▱ࡿᑓ㛛ᐙ㸦ἲᏛ⪅㸽㸧
ඹྠ࡛◊✲ࢆࡍࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࣓ࣜ࢝ࡢࡼ࠺୧᪉ࡢᏛࢆಟࡵࡿ㸽㸧
ࡇ࡛ࠊ༑ศᑐᛂྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋࡇ࠺ࡋࡓၥࡣࠊἲᚊᏛᨻ⟇ㄽ
㸦࠸ࢃࡤࠕᮏ㡢ࠖࡢ㆟ㄽ㸧ࢆṇ㠃ࡽྲྀࡾ㎸ࡴࡁࡔࡍࡿ㝕Ⴀࡽࡣ



ᮏᩥ࡛♧၀ࡋ࡚࠸ࡿែᗘࡣࡃ␗࡞ࡿࡀࠊἲᩥࢸࢡࢫࢺ㸻ἲ※࡛࠶ࡗ࡚ἲ࡛

ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡾษࡗࡓែᗘࢆ♧ࡋࡓ᮶ᰨ୕㑻ࡢ㆟ㄽࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋཧ↷ࠊᗈΏ
Ύ࿃ࠕἲⓗุ᩿ㄽࡢᵓᅗ̿ἲࡢゎ㔘࣭㐺⏝ࡣఱࠖ
ࠗẚ㍑ἲ♫ㄽ◊✲࠘
㸦᪥ᮏホ
ㄽ♫ࠊᖺ 㡫ࠋ


ࠕἲࢻࢢ࣐ࠖᑐẚࡉࢀࡿព࡛ࡢࠕᨻ⟇ㄽ㸻ᮏ㡢ࠖ࠸࠺⌮ゎ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ

ᚓὠᬗࠕẸၟࡢቨ̿ၟἲᏛ⪅ࡽぢࡓἲゎ㔘᪉ἲㄽதࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲  ྕ


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻥㻡
㪏㪌

≉  㞟

ᙜ↛ࡢࡇࠊఏ⤫ⓗ࡞ព࡛ࡢἲᚊㄽࡢ㡿ᇦࢆᅛᏲࡋࡼ࠺ࡍࡿ㝕Ⴀࡽ
ࡶࠊ➼ࡋࡃⓎࡉࢀ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᲢᲣඥᲩሊŴᇌඥᛯᲩᚐᛯƷғКƸᐯଢƔᲹ
ࡇࢀᑐࡍࡿ➨ࡢᛂ⟅ࡣࠊϩ࡛ཧ↷ࡋࡓ࣓ࣜ࢝ἲᏛࡢṌࡳࡀ♧ࡍࡼ
࠺ࠊᨻ⟇ἲࠊ❧ἲㄽゎ㔘ㄽࡢ༊ูࡣࡑࢀ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ≉❧ἲㄽゎ㔘ㄽࢆᓧูࡋࡼ࠺ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞ἲᏛ
ࡢ❧ሙᑐࡍࡿㄽ࡞ࢁ࠺ࠋ࡚ࡢไᐃἲࢸࢡࢫࢺࡣゎ㔘ࡉࢀࡿࡲ࡛
ࡣពࢆᣢࡓ࡞࠸ࠊ࠸࠺ゝㄒဴᏛⓗ࡞㆟ㄽࢆᣢࡕฟࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊゎ㔘
᪉ἲㄽࡢ࠶ࡾ᪉ࡼࡗ࡚ࠊไᐃἲࡢព㸦ࡍ࡞ࢃࡕἲ࣮ࣝࣝࡀ♫ⓗࡶ
ࡓࡽࡍᶵ⬟㸧ࡣࡶࡕࢁࢇࠊไᐃἲࢆ⏘ฟࡍࡿࠕ❧ἲࠖ㐣⛬ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉࡽ
ࡣࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࡑࢀ⮬యࡲ࡛ᙳ㡪ࡀཬࡪࡽ࡛࠶ࡿࠋ

ᲢᲣٳႎᙻໜƔǒඥႎܱោǁƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳӧᏡࣱᲹ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢᑐヰࢆ῝ࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡼࡾ┤ᡖ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫ
ࡢ᪉ἲㄽࢆ௨࡚ࠊᪧែ౫↛ࡓࡿἲⓗ᥎ㄽ㸦ࢻࢢ࣐ⓗἲⓗᛮ⪃㸟㸧ࢆᨵ㠉ࡋࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᨺ㏲ࡍࡿࠊ࠸࠺᪉ྥᛶࡣ࠺ࠋࡇࡢሙྜࠊ❧ἲㄽࡶゎ㔘ㄽࡢ
༊ูࡣ┦ᑐࡉࢀࠊ➼ࡋࡃᨻ⟇ㄽⓗ࡞ほⅬࡽホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ❧
ἲㄽゎ㔘ㄽࡢ༊ู㸦ࡶࡋ࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸧ࡣࠊ㧗ࠎไᐃἲࡢᩥゝ࠸࠺ࠕࢃ

ᖺ 㡫ࠊྠㄽᩥࡢᛂ⟅࡛࠶ࡿᑿᓮ୍㑻ࠕࢺ࣮ࢺࣟࢪ࣮ࡋ࡚ࡢἲ
Ꮫ 㸽̿ἲࡢࣥࢸࢢࣜࢸከඖศᩓᆺ⤫ᚚ̿ࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲  ྕ 
ᖺ 㡫ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ


᪉ࠊἲᨻ⟇ࠊ❧ἲุࡢ㐪࠸ࢆ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢᤊ࠼ࡿඛ⾜ᴗ⦼ࡋ࡚ࡣࠊ

Ᏹబ⨾࣭๓ᥖὀࠊ㧗ぢࠕ࠶ࡿࡁ❧ἲ⪅ീ❧ἲࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ㆟
ᨻ᠇ἲ࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺࠝึฟ࣭ᖺࠞ㸧㡫࡞ࢆཧ↷ࠋࡓࡔࡋ㧗ぢ
ᩍᤵࡣࡑࡢᚋࠊ㧗ぢࠕ❧ἲࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࡶࡋࡃࡣ 䇺㻸㼑㼓㼕㼟㼜㼞㼡㼐㼑㼚㼏㼑䇻 ࡢྍ⬟ᛶ
ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ㆟ᨻ᠇ἲ࠘㡫ࠝึฟ࣭ᖺࠞ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ❧ሙࡢ
ࠕၥ㢟Ⅼࡣࠊ
ࠕࡼࡾⰋ࠸❧ἲࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺ᛴ࡞࠶ࡲࡾࠊุᐁ❧ἲ⪅࠾ࡅ
ࡿุ᩿ࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᑡ࡞ࡽࡎ┳㐣ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࠖ㸦㡫 ࡋ࡚
ಟṇࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ௨ୗ㏙ࡿࡼ࠺㸦ᮏ⠇㸰ཧ↷㸧ᮏ✏ࡶ༑ศὀព
ࢆᡶ࠺ࡁࡔ⪃࠼ࡿࠋ


๓ᥖὀᑐᛂࡍࡿᮏᩥࡢ㆟ㄽࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

㻝㻥㻢 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪏㪍

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࡃࠖࢆព㆑ࡍࡿྰࠊ㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࡢࠕࢃࡃࠖ⮬యࡀ☜ࡓࡿ
ࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࡇࢆࠊἲゎ㔘ㄽதࡸゝㄒဴᏛ
ࡼࡿࠕゎ㔘ㄽⓗ㌿ᅇࠖࢆ⤒ࡓ⌧ᅾࡢᡃࠎࡣ᪤▱ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞
ࢀࡤࠊࡑࡶࡑࡶ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞༊ูࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࠊㄝ᫂❓
ࡍࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠕṇゎࠖࡀἲእࡢᇶ‽ࡼࡗ࡚ྠᐃྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ
⟅࠼ࢆㄡࡀỴࡵࡼ࠺ࡀྠࡌࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ
ࡇࡢၥ࠸ࡅࡣࠊ௨ୗࡢⅬࢆྵពࡍࡿࠋ➨  ࠊᨻ⟇ㄽⓗᛮ⪃୍ඖ
ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊἲࢩࢫࢸ࣒ࡢෆ㒊ࠕࠓ❧ἲࠔ࠸࠺ศ⠇ࠖࢆព㆑ࡋ࡚㆟
ㄽࢆࡋ࡚ࡁࡓᡃࠎࡢἲⓗᐇ㊶ࢆ࠺ㄝ᫂ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋእⓗどⅬ
ࡽࡢ❧ሙࢆ㈏ᚭࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ❧ἲㄽゎ㔘ㄽࢆ༊ูࡍࡁ✚ᴟⓗ⌮
⏤ࢆ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓ⌮ㄽⓗほⅬࡽㄝ᫂ࡍࡿࠊ❧ἲㄽゎ㔘ㄽࡢ༊ูࢆ



ࠕᨻ⟇ㄽࡢᑾࡁࡓඛㄝᚓຊࢆ㔊ࡋฟࡍࡓࡵࡢࣇࢡࢩࣙࣥࡋ࡚ࡢἲࢻࢢ࣐ࠖ

࠸࠺ᚓὠ࣭๓ᥖὀㄽᩥࡢᛂ⟅ࡣഴ⫈್ࡍࡿࠋࡋࡋࠊ࡞ࡐࡑࡢࠕࣇࢡࢩ
ࣙࣥࠖࡣㄝᚓຊࢆᣢࡕ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿᮏேࡣࡑࢀ
ࡀࣇࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ┦ᡭ᪉ࡣࡑࢀࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠊ
࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࢀࡤู࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࡢ㆟ㄽࡣࢹ࢜ࣟࢠ࣮ᭀ㟢ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡛
࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࠾࠸㸦ࡉࡽࡣ➨୍ḟⓗ࡞ἲࡢᐇ㊶⪅ࡓࡿἲᚊᐙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫
ᵓᡂဨయࡀ㸧ࡑࢀࡀࣇࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾࡘࡘࣇࢡࢩࣙࣥࡢୖ࡛ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾㄝᚓຊࢆឤࡌࡓࠕࡇࡍࡿࠖࡢࠊࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᩥ⬦࡛ࠊᑿᓮᩍᤵࡀ♧၀ࡍࡿࠕ⮬ᕫḭ▇ⓗἲయࠖീࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞
ពࢆᣢࡘࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋཧ↷ࠊᑿᓮ୍㑻ࠕ㒔ᕷࡢබඹᛶἲయࠖἲ
Ꮫㄽ㞟ᕳ  ྕ ᖺ 㡫ࠋ


ࡇࢀᑐࡍࡿ➹⪅ࡢᛂ⟅ࡣࠊἲእࡢ▱ぢ㸦࠼ࡤ⤒῭Ꮫⓗ▱ぢ㸧ࡣࠊ
ࠕṇゎࠖࢆ

♧ࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࠕ⤒㦂ⓗぢ࡚ࡰ㛫㐪࠸࡞ࡃㄗ⟅࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠖ
㑅ᢥ⫥ࢆ᫂ࡽࡋ࡚ἲᐇ㊶⪅┬ࢆ㏕ࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶
ࡃࡲ࡛ࡶἲᐇ㊶⪅ᑐࡍࡿࠕㄝᚓࠖ࠸࠺ᒙࡀᣳࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇὀពࡉࢀࡓ
࠸ࠋ


ᮏ✏࡛⤂ࡋ࡚ࡁࡓไᗘㄽⓗどⅬࢆ㈏ᚭࡍࢀࡤࠊࡍ࡞ࢃࡕไᗘⓗ㐺ᛶࡢほⅬ

ࡽࡢᙺศᢸㄽ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ୍㈏ࡋࡓㄝ᫂ࢆ࠼ࡽࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊ
ุᡤࢆྵࡴἲࡢゎ㔘⪅࣭㐺⏝⪅ࡣࠊᐇయⓗᨻ⟇ุ᩿ࢆ⾜࠺㐺ᛶࡀஈࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡴ
ࡋࢁἲⓗ᥎ㄽࡼࡗ࡚ᐇయⓗᨻ⟇ุ᩿ࢆࡑࡢ㒔ᗘ⾜࠺ࡢ㏆ఝࡍࡿ⤖ᯝࢆࠊࡼࡾᑠ
ࡉ࡞Ỵᐃࢥࢫࢺ㐣ㄗࢥࢫࢺ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶࠼࡚ࠕゎ㔘ㄽࠖ࠸࠺ᯟࢆᔐࡵ
࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡼ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㝵ࡢἲⓗၥ㢟㸦ゎ㔘᪉ἲࡢ㑅ᢥ㸧ࢆᚭᗏⓗ


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻥㻣
㪏㪎

≉  㞟

◚Რࡍࡁࡇࢆㄽࡌࡿࠊ࠸ࡎࢀ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨ࠊ௬
ἲእࡢ⌮ㄽⓗ❧ሙࡽ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓ㆟ㄽࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣἲࡢ
ᐇ㊶⪅ᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ពࢆᣢࡘࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡣᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡇ࡛ࠕἲᐇ㊶⪅㸦࠼ࡤุᐁ㸧ࡣ㸦࠼ࡤ㸧⤒῭Ꮫࢆຮᙉࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡽᅔࡿࠖ࠸࠺⟅࠼ࡣၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆྲྀࡾ㐪࠼࡚࠸ࡿࠋ☜ἲࡣ♫
ࡢഃࡽぢࢀࡤࠕ㐨ල࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢഃ㠃࡛ࡣ㐨ලⓗㄝ᫂㸦グ㏙㢟㸧
㥆ᰁࡴࠋࡋࡋࠊἲⓗᐇ㊶ᚑࡍࡿ⪅ࡢከࡃࡣࠊἲᐇ㊶༢࡞ࡿ㐨ල
ⓗ౯್௨ୖࡢࡶࡢࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠊᑡ࡞ࡃࡶࡑࡢࡼ࠺ࡿ⯙ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ἲࢆᑓࡽ㐨ලⓗᤊ࠼ࡓ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓἲᚊᐙࡣࠊἲⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࠊࠊ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࠕㄝᚓࠖࠕἲⓗṇᙜᛶࡢㄪ㐩ࠖ㸧ኻᩋࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

 㝵ࡢไᗘㄽⓗ⪃ᐹ㸦ࡢᶵ㛵ࠊゎ㔘᪉ἲࡢ࣮ࣝࣝࢆỴࡵࡿᶒ㝈ࢆࡾᙜ࡚ࡿ
ࡁ㸧⨨ࡁ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࣦ࣮࣑࣮ࣗࣝࡢ㆟ㄽࡶࡑࡢ᪉ྥࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ ࠋ ࡋ  ࡋ ࠊ ᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ ࣦ  ࣮ ࣑ ࣗ ࣮ ࣝ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ᯇ ᑿ ࣭ ๓ ᥖ ὀ  ㄽ ᩥ
>  @㡫ࡶᢈุⓗᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊゎ㔘᪉ἲㄽத࠸㛵ࢃࡿከᵝ࡞౯್
ࢆࠕỴᐃࢥࢫࢺ㸦㸩㐣ㄗࢥࢫࢺ㸧ࠖࡢၥ㢟୍ඖࡍࡿࡇ࡛ၥ㢟ࡢ」㞧ᛶࢆᙜ
⦰ῶࡋ࡚࠸ࡿࡢᢈุࡀጇᙜࡍࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ࠼ࡤ❧ἲ⪅㸦࠶
ࡿ࠸ࡣᶒ⪅㸻ᅜẸ㸽㸧ࢆ 㼜㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼍㼘 ⪃࠼࡚ࠊ᭱㐺࡞ᶒ㝈㓄ศࡢไᗘタィࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶྍ⬟ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓグ㏙⌮ㄽࡀᡂຌࡍࡿྍ⬟ᛶࡘ࠸
࡚ࠊᑡ࡞ࡃࡶ⌧Ⅼ࡛ࡣ࠶ࡲࡾᴦほⓗࡣ࡞ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡋ࡚ࡑࡢඛࠊἲᐇ㊶⪅
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ㸦ࡑࢀ࡞ࡋᐇຠⓗ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆ࠼ࡽ
ࢀࡿࡢ㸧࠸࠺ၥ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ㛵㐃ࡋ࡚ࠊᚋᥖὀ
ࡶཧ↷ࡢࡇࠋ


ཧ↷ࠊᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ὀ㸦
ࠕၥ㢟ࡣࡑࡢグ㏙㢟ࢆἲࢩࢫࢸ࣒ࡢእ㒊
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡽㄪ㐩ࡍࡿࡢ࠺ࠊㄪ㐩ࡍࡿࡋ࡚ࡑࢀࡣἲࢩࢫࢸ࣒ෆ㒊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࣙࣥࡢࡼ࠺᥋ྜ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࠖ
㸦ഐⅬ➹⪅㸧㸧
ࠋ



ᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࡣࠊ⤒῭Ꮫ➼ࠊἲᏛ௨እࡢ᪉ἲㄽࡢᅽಽⓗ࡞ㄆ▱

ⓗᢕᥱ⬟ຊࡢ㧗ࡉࡀ㏆ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡢᙳ㡪ຊࡀ㸦㐣㸽㸧ᙉㄪࡉࢀࡿഴྥࡢ⫼
ᚋ࠶ࡿࡇࢆᣦࡍࡿࠋ


ࡇࡢࡼ࠺㏙ࡿࠊ➹⪅ࡣᑓࡽࢻࢢ࣐ⓗ࡞㆟ㄽࡢࡳࡀἲⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ

ࣥ࠾࠸࡚ጇᙜࡍࡁ࡛࠶ࡾࠊἲእࡢ㆟ㄽࡣ㝖ࡉࢀࡿࡁࡔㄽࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ㄗゎࡉࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊࠕࡇࡢἲᩥࡢ㊃᪨ࡣ⤒῭ຠ⋡
ᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡔゎࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ༶ࡋࡓ⟅࠼ࢆ࠼ࡿࡁࡔࠖ࠸࠺㆟


㻝㻥㻤 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪏㪏

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ἲࡢᐇ㊶⪅ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿᙺࢆᯝࡓࡍࡣࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡢ▱ぢ࣭ᨻ⟇
ࠊࠊࠊ
ㄽⓗ࡞ほⅬ࠾ࡅࡿὙ⦎ᗘࡣ⊂❧ࠊࡑࢀࢆἲⓗᐇ㊶ࡢෆ㒊ゝㄒ᥋⥆
ࡍࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋἲⓗᐇ㊶ࡢ᥋⥆ྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼࡞࠸㆟ㄽ
ࡣࡇࡢⅬࢆἲᐇ㊶⪅㸦ุᐁ㸧ࠕᢞࡆࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᢈุࡣࠊᐇࡣ࡞ࡽࡠࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡢࠕከඖศᩓᆺ⤫
ᚚࠖࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋᑿᓮᩍᤵࡀ㐺ษࡶᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊ❧ἲࡶྖἲ
ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࢆᣦࡋࠊ⤒῭Ꮫࡸ㸦ἲဴᏛⓗ࡞㸽㸧ཎ⌮࠸ࡗࡓࠕᇶ
‽ࡢ࠸ศࡅࠖࢆㄒࡿἲᏛ⪅ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱ⪅࡛ࠊ࠸࡞ࡿ㊊ሙ❧⬮ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࠋἲᐇ㊶ࡢෆ㒊࠸ࡿࡢࠊእ㒊ࡽㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠶ࡿ

ㄽࡣࠊ⤒῭Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ᨭ࠼ࡽࢀࡘࡘࡶ࠶ࡃࡲ࡛ࡶἲⓗᐇ㊶ࡢෆ㒊ゝㄒ⩻ヂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋ


ࡶࡕࢁࢇࠊ
ࠕἲⓗᐇ㊶ࠖ⮬యࢆ᰿ࡇࡑࡂࡢఱࡽࡢࢩࢫࢸ࣒⨨ࡁ࠼ࡿࡇ

ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᙇࡍࡿ㸧ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢᙇ⮬యࡣᑡ࡞ࡃࡶㄽ⌮ⓗࡣ◚⥢ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࠋᐇ㝿࠺ࡲࡃ⾜ࡃ࠺ࡣࠊ☜ࡸࡗ࡚ࡳ࡞࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠋࡀࠊ
ࡑࢀࡣ࡞ࡾኚࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ⤫ຌ⩏ࡢ❧ሙࡽࡣἲࡣ⤫ࡢ㐨ල㐣ࡂ࡞
࠸ࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢࡇࢆᭀ㟢ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡛ࠕἲࡢᨭ㓄ࠖࡑࡢࡢ᪤Ꮡࡢ
ಙᛕయ⣔ࢆ◚ቯࡍࡿࡇ࡛ࠊຌ⩏ⓗぢ࡚ࡶዲࡲࡋࡃ࡞࠸ᖐ⤖㸦⤫ࢥࢫࢺቑ
㸧ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋཧ↷ࠊᏳ⸨㤾ࠕᖐ⤖⩏ᶒࡢṇᙜ㸸ᅜᐙධ
ࡢ  ࡘࡢࣔࢹࣝࠖ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲➨ྕᥖ㍕ணᐃࠋ


ᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㹼㡫㸦ྠ࣭㡫ࡣࠕ⮬ᐙ᧐╔ࠖᡭཝࡋࡃᢈุࡍࡿ㸧
ࠋ

ࡶࡕࢁࢇࠊἲᏛ⪅ࡀㄒࢀࡤࡑࢀࡣἲⓗ㆟ㄽࡔࠊ࡞࠸࠺ࡇࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡇࡢ
Ⅼ࡛ࡣࠊᖖᮌ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࡢ③Ⅿ࡞ᢈุ㸦ࠕᩍ༊⊂⩏ࠖ㸧ࡀഴ⫈್ࡋࡼ
࠺ࠋࡶࡗࡶࠊᖖᮌᩍᤵࡢ㆟ㄽࡀࠊἲᏛࡀつ⠊ⓗၥ㢟㛵ࡍࡿ⤒῭Ꮫࡢᐤྍ⬟ᛶ
ࢆ↓᰿ᣐ㝖ࡍࡿࡇࡢᢈุ㸦ࡇࢀࡣࡃṇᙜ࡛࠶ࡿ㸧ࡲࡽࡎࠊࠕ⤒῭
ࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊ
Ꮫⓗṇᙜ࡞▱ぢࡣᙜ↛ἲᏛࡢഃ࡛ࡶཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡣࡎࡔࠖ࠸࠺ࡇࡲ࡛ࡶ
ྵពࡍࡿࡢࡔࡍࢀࡤࠊࡇࢀࡲࡓࢩࢫࢸ࣒㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ  ྍ⬟ᛶࡘ
࠸࡚㉸㉺ㄽⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋᐇᏑᅾ㛵ࡍࡿศᯒࡢᏛࡓࡿ⤒῭
Ꮫࡀࠊᐇศᯒ㛵ࡋ࡚⤯ᑐⓗඃᛶࢆ᭷ࡍࡿ㡿ᇦࡀ࠶ࡿࠊࡢಙᛕࡣࠊ⤒῭Ꮫ
ⓗࡋ᰿ᣐࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡑࡢࡇࡀἲᏛࡢഃ࡛ࡢㄆ▱
⬟ຊࢆㄽドࡋ࡞࠸ࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⤖ᒁࡣࠊࡕࡽࡢࣔࢹࣝࡀࡼࡾ࠺ࡲࡃ⌧
ᐇࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠊ♫ෆࡢ➨୕⪅ᑐࡋ࡚ࠕㄝᚓࠖࢆヨࡳࠊ⤖ᯝⓗኻᩋࡋࡓ᪉
ࡀᗫᲠࡉࢀࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡢᑐ❧ࡀ⌮ㄽⓗㄪࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡇࡢⅬ㛵㐃ࡋ࡚ࠊ๓ᥖὀࠊࠊࡑࢀᑐᛂࡍࡿᮏᩥࡢ㆟ㄽࡶཧ↷
ࡢࡇࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻝㻥㻥
㪏㪐

≉  㞟

࠸ࡣࡑࢀࡽࢆㄪࡋ࠺ࡿ㉸㉺ㄽⓗ࡞㧗ࡳ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ
ࡇࡢ୍ぢ㨩ຊⓗ࡞➨ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀᐇࡣࡗࡃሰࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ࣮ࣜ
࣭࢞ࣝࣉࣟࢭࢫᏛὴࡢ㋢㊚ࡀᩍ࠼ࡿࡇࢁ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ᲢᲣƦǕưǋƳƓżᇌඥƷឋŽǛᛖǔॖԛƸᲹ
ࡃࡋ࡚ᮏ✏ࡣࠊἲⓗᐇ㊶ࡢෆ㒊㊊ሙࢆ⨨ࡁࡘࡘࠊ࡞࠾ࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔ
ࢆㄒࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢᚲせࡣ࠶ࡿࡢࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢇ࡞ࡇࡣࡑࡶࡑ
ࡶྍ⬟࡞ࡢࠋ
ᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ 

 ࡀ୍ᛂࡢ⟅࠼ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ  ࡛㏙

ࡓ❧ἲゎ㔘ࡢྍศᛶࡣᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊ≉ࠕ❧ἲࡢ௦ࠖࡶ
ࡤࢀࡿ⌧௦ⓗ࡞ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࠾࠸࡚ࠊἲᐇ㊶ࡣࡶࡣࡸ❧ἲࡽࡢ㛫᩿࡞
࠸ࣥࣃࢡࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡼࡾⰋࡁἲᐇ㊶㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊ❧ἲࡘ࠸࡚ㄒࡾ࠺ࡿゝⴥࢆᣢࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠊ࠸
እⓗどⅬ㸦ᨻ⟇ㄽⓗどⅬ㸧ࡼࡗ࡚⌮ㄽⓗ⿵ᙉࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
౫↛ࡋ࡚ἲⓗᐇ㊶ࡢෆ㒊ゝㄒ᥋⥆࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊࡑࢀࡣྍ⬟࡞ࡢࠋᮏ✏ࡢ❧ሙࡣࠊᑿᓮᩍᤵࡀᣦࡍࡿࠊࢩࢫ
ࢸ࣒㛫ࡢ᰿※ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྍ⬟ᛶࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡑ࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢၥ࠸ࡅᑐࡋ࡚ࡣࠊ➹⪅ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
ᛂࡌࡿࡼࡾ⾡ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ
ࡸࡸ␗࡞ࡿᩥ⬦࠾࠸࡚࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㛗㇂㒊ᜤ⏨ᩍᤵࡣࠊἲ㢟ࡢ┿ഇ
ࢆࡵࡄࡿㄽதࡀࠕゎ㔘ㄽⓗ㌿ᅇࠖࢆ⤒࡚ࠊἲⓗ㆟ㄽࡢ᰿※ⓗ࡞⮬ᕫཧ↷ᛶ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ⮳ࡗࡓ⌮ㄽᒎ㛤ࢆ㎺ࡗࡓୖ࡛ࠊ࡞࠾ࠕࡇࢀ࡛ࡼ࠸ࡢࠖ
ၥ࠸ࢆⓎࡍࡿࠋᩍᤵࡣࠊἲⓗ㆟ㄽࡀᮏ㉁ⓗ⮬ᕫ‽ᣐⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ༑
ศ⌮ゎࡋࡘࡘࠊᚑࡗ࡚ㄽ⌮ⓗࡣᢸಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆᢎ▱ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࡢၥ࠸ࢆⓎࡋࠊࠕἲࡣࠊࡸࡣࡾࡑࢀ⮬యࡀ┠ⓗ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡢ♫
⏕άࡢࡓࡵᏑᅾࡍࡿ㐨ල࠸࠺ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠖゝ࠺ࠋࡇࢀࡣഴ⫈
ࡍࡁែᗘ⾲࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋୖグᘬ⏝ࡀ⣲ᮔ࡞ἲ㐨ල⩏ࡣ␗㉁࡛࠶ࡿ



㉸㉺ㄽⓗ࡞ㄪ⪅ⓗᆅࡀ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㛗㇂

㒊࣭ᚋᥖὀࡢࠊᗈΏ࣭๓ᥖὀࠊ㡫 ὀ ࡶཧ↷ࡢࡇࠋ


㛗㇂㒊ᜤ⏨ࠕἲ※࣭ゎ㔘࣭ἲ㢟̿㻌㻴㼛㼣㻌㼠㼛㻌㼞㼑㼠㼡㼞㼚㻌㼒㼞㼛㼙㻌㼠㼔㼑㻌㼕㼚㼠㼑㼞㼜㼞㼑㼠㼕㼢㼑㻌㼠㼡㼞㼚ࠖࠗ᠇

ἲࡢ⌮ᛶ࠘
㸦ᮾிᏛฟ∧ࠊᖺࠝึฟᖺ䛋䠅㻌㡫 㡫 ࠋ

㻞㻜㻜 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪐㪇

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࠊࠊࠊࠊ
ࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᑡ࡞ࡃࡶἲᏛ⪅ࡀࠕἲᨻ⟇Ꮫࠖ࡞ࡿࡶࡢࢆㄒࢁ
࠺ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊእⓗどⅬἲⓗᐇ㊶ࡢ᰿※ⓗ࡞டࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ
࡞࠾ࠕᶫࢆᯫࡅࡿࠖࡓࡵࡢດຊࢆࡍࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

㸰㸬ἲⓗゝㄝ࠾ࡅࡿ❧ἲࡢ⨨࡙ࡅ
ᲢᲣźᇌඥŻƷཎឋǁƷॾĬÜżᇌඥᲷႎൿૺğඥႎܱោŽᲹ
ࡉ࡚ࠊ๓㡯ࡢ㆟ㄽࡣࠊ❧ἲゎ㔘ࡢᐇ㉁ⓗྍศᛶࢆᙉㄪࡋ࡞ࡀࡽࠊἲ
ⓗゝㄝ࠾࠸࡚ࠕ❧ἲࠖࢆㄒࡿࡇࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡋࡋࡑࡢࡇࡣࠊࠑゎ
㔘ࠒ㛵ࢃࡿἲⓗᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡑࡢࡲࡲ❧ἲཬࡰࡍࡁࡇࢆព
ࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ❧ἲゎ㔘ࡢྍศᛶࢆ༑ศព㆑ࡋࡘࡘࡶ࡞࠾ࠊ
ࠓ❧ἲࠔ
࠸࠺ศ⠇ࢆᡃࠎࡢἲࢩࢫࢸ࣒ࡀᣢࡘࡇࡢពࢆ㐺ษᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕἲ
㧗ぢᩍᤵࡣࠊ
ࠕ♫ᑐࡋ࡚㛤ࢀࡓ⤌⧊ࡋ࡚ࡢ❧ἲᗓ㺁ࡀࠊ
ⓗ㆟ㄽ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᨻⓗㄽ㆟ࠖᇶ࡙ࡁࠊ㐣ཤࡢἲᐇ㊶㸦័⩦ἲࡸ୰ୡ
ࠊࠊࠊ
ⓗㅖ㌟ศࡢྠព㸧ࡽ⮬⏤᪂ࡓ࡞ἲつ⠊ࢆタࡋ࠺ࡿࠊ࠸࠺❧ἲ ᶒ
ࡢ≉Ṧᛶࢆᣦࡍࡿࠋࠕἲእࡢࢹ࣮ࢱ㸦㼑㼤㼠㼞㼍㻙㼘㼑㼓㼍㼘㻌 㼐㼍㼠㼍㸧㸹❧ἲᐇࠖࢆ
❧ἲ⪅⮬㌟ࡢᨻⓗὝᐹᇶ࡙࠸࡚ἲⓗつ๎㌿ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛
࠶ࡿ❧ἲࡣࠊἲࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛢㙐ᛶࡀࡶࡶࠕ◚ࢀ࡚ࠖ࠸ࡿሙᡤ࠸࠺ࡇ




ࡇࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡀෑ㢌࡛᠇ἲㄽࢆ㝖እࡋࡓࡶࢃࡽࡎࠊ⤖ᒁ᠇ἲㄽྠࡌ㞴

㢟✺ࡁᙜࡓࡗࡓࡇࡣᙜ↛ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊእ㒊ࡽ 㼐㼑㼡㼟㻌㼑㼤㻌㼙㼍㼏㼔㼕㼚㼍 ࢆㄪ㐩
࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆㄆࡵࡘࡘࠊ࡞࠾⮬ᕫゝཬⓗ࡞ᢈุࢆ⾜࠾࠺ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊᮏ✏ࡢ
ၥ㢟ࡣ᠇ἲㄽࡀṇᑐࡋ࡚ࡁࡓ࣏ࣜྠ✀ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ࡇࢀࡣࢻ࢛࣮࢘࢟ࣥࡶࠊ⤒῭Ꮫⓗ࡞ἲไᗘタィᛮ⪃࡛࠶ࡓࡶ❧ἲ㐣⛬ࢆ

ࣂࣃࢫࡋࡼ࠺ࡍࡿ࠶ࡿ✀ࡢἲ⤒῭Ꮫⓗᛮ⪃ࡶᢈุࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡋࠊୖ
㐩ኵᩍᤵࡢᥦၐࡍࡿࠕ❧ἲᏛࠖࡀᨻဴᏛⓗほⅬࡽྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡲ
ࡉࡇࡢၥ㢟ࡔᛮࢃࢀࡿࠋ


㧗ぢ࣭๓ᥖὀ㸦ࠕ❧ἲࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࠖㄽᩥ㸧
ࠊ㡫ࠋ



㧗ぢ࣭ྠୖࠊ㡫ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣἲᏛⓗ࣓࣊ࣝࣀࢸࢡࡀࠊ❧ἲ⪅ࢆࠕ⌮ᛶ

ἲⓗ⪃㔞ࠖࡢᐇ㊶⪅࡛࠶ࡾࡘࠕࡢつ⠊௬ㄝࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠸࠺ㄽதࢆ୍ย୧᩿
ࠕỴᐃࠖࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࠖᏑᅾࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘࡁࠊ୰ᒣ࣭๓ᥖὀ
ࠊ㡫ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻜㻝
㪐㪈

≉  㞟

ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࠊ❧ἲࡣᑓࡽ㸦₇⧢ࣔࢹࣝࡸゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝᑐ⨨
ࡉࢀࡿព࡛ࡢ㸧ࠕỴ᩿ࠖࣔࢹࣝࡼࡗ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋࠊࠕỴ᩿ࠖࣔࢹࣝࡼࡿ❧ἲࡢ⌮ゎࡣࠊ௨ୗࡢ୕ࡘࡢ㞴Ⅼࢆᣦ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
➨ࠊ
ࠕゎ㔘ㄽⓗ㌿ᅇࠖ௨㝆ࡢἲဴᏛࡀᩍ࠼ࡿࡼ࠺ࠊἲ㢟ࡢពࡣ
ࡑࢀࢆཧ↷ࡋពࢆไసࡍࡿႠⅭࡼࡗ࡚ึࡵ࡚࠼ࡽࢀࡿࡇࢆ㔜ど
ࡍࢀࡤࠊἲᐇ㊶ࡢഃࡀ❧ἲ㸻Ỵ᩿ࢆἲࡢእ㒊㸻␗㉁࡞ㄽ⌮ᇶ࡙ࡃႠⅭ
ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊ❧ἲ⪅ࡣἲᐇ㊶⪅࠺ㄞࡲࢀࡿࢃࡽ࡞࠸ࢸࢡࢫ
ࢺࢆࡓࡔ⏘ฟࡍࡿࡔࡅࡢࠊࠕἲࢩࢫࢸ࣒ࡢせ▼ࠖࡇࢁ㓞ࡃእࡉࢀ
ࡓᏑᅾ⏑ࢇࡌࡿࡇ࡞ࡿࠋ❧ἲ⪅ࡀἲᐇ㊶⪅ࡼࡗ࡚࠺ㄞࡲࢀࡿ
ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓࡅࢀࡤࠊࡶࡕࢁࢇἲᩥࢸࢡࢫࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᕤኵࡍࡁࠊ
࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡣ┦ᡭ᪉㸦ἲᐇ㊶⪅㸧ࡀ࠺ㄞࡴྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ❧ἲ⪅⮬㌟ࡣ᪤Ꮡ
ࠊࠊ
ࡢἲᐇ㊶⦡ࡽࢀ࡞࠸ࡢዎᶵࢆᙉㄪࡍࡿࡏࡼࠊᑡ࡞ࡃࡶࠕᴟ➃࡛࡞
ࠊ
࠸እⓗどⅬ㺁ࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ❧ἲࡶἲⓗࣉࣟࢭࢫࡢ୍㒊



᪉࡛ࠊἲࡢయ⣔࣭ᇦࡢ㐍⾜కࡗ࡚ࠊ
ࠕᨻࠖ㐣⛬ࡍࡽࠊ
ࠕ㸦ᑡ࡞ࡃࡶ

ᘓ๓ୖࡣ㸧ࡑࡢࡼ࠺࡞ἲᚊࡉࢀࡓ♫㛵ಀࡢᖐ㊅ࢆத࠺㐣⛬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ❧ἲ㐣⛬
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡣࠊἲࡢୡ⏺ෆ㒊࡛ࡣࠊࠕ♫࡛ࠖ⏕㉳ࡍࡿㅖ㇟ࡀ࠸ࡗࡓࢇ
ἲࡢᯟ⤌ࡳࠕໟᦤࠖࡉࢀ࡚ㄆ▱㸭ฎ⌮ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࠖࡿࡢᣦ㸦ཧ↷ࠊ
ᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㡫㸧ὀពࢆせࡍࡿࠋࡶࡗࡶࠊᮏ✏ࡣࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽࡢ᳨ウ
ࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ
ࠑ❧ἲࠒࡘ࠸࡚ㄒࡿࠖ࠸࠺ἲⓗᐇ㊶ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓ
ࡵࡢᛮ⪃ࡢᡭࡀࡾࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ


ࡇࡇ࡛ࡢ₇⧢ࣔࢹ࣭ࣝỴ᩿ࣔࢹ࣭ࣝゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࡢᑐ⨨ࡣࠊࣞࢡࢩ࣮ࡢ㆟ㄽ

ࢆᘬࡁࡘࡘᒎ㛤ࡉࢀࡿᗈΏ࣭๓ᥖὀࠊ㡫௨ୗࡢ㆟ㄽᣐࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ᮏ✏࠾ࡅࡿ⌮ゎࡣࠊᒇ࣭๓ᥖὀᣐࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡇࡇ࡛ᒇ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࡇὀពࠋ

ࠕ⌧Ꮡࡍࡿἲᩥࡣࠊ
㸦ࡑࡢ㔜せᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࡢࡔࡀ㸧㐠ືࡋ
࡚ࡢἲࡀ㐣ཤ࠸࡚⏘ࡳฟࡋࡓሁ✚≀㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀࢆἲࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ
ࡼ࠺⪃࠼ࡿࡇࡣࠊ࠸ࢃࡤ㔜ࡢ㐣ࡕ࡛࠶ࡿࠋఱᨾ࡞ࡽࡑࢀࡣ➨୍ࡑࢀ⮬యἲ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࡧἲࡢ㐠ືࡼࡗ࡚᰿ᣐࡋ࡚ཧ↷ࡉࢀࠊࢆ྿ࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ
࡞ࡋࡣἲࡢሁ✚≀࡛ࡉ࠼࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠖ


ࡇࢀࡣࠊ
ࠕㅖ࣮ࣝࣝࢆ⮬ศࡣཷᐜࡏࡎࠊ㞟ᅋࡀࡑࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝࢆཷᐜࡋ࡚࠸ࡿ

ᙇࡋࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡽࡀෆⓗどⅬࡽࡑࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝ࠸ࢃࡗ࡚࠸


㻞㻜㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪐㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࡔ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊἲࡢゎ㔘⪅ཧ↷ࡉࢀࡿࡇࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ❧ἲ⪅࡞
ࡾࡢࠕṇᙜᛶࡢ≀ㄒࡾ㺁ࢆ⏝ពࡍࡿ᪉ࡀ㈼࡛᫂࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡣϩ࡛ࡶぢࡓࡼ࠺ࠊࡢࡼ࠺࡞ไᐃἲゎ㔘ㄽࡀ᥇
⏝ࡉࢀࡿ┦౫Ꮡࡢ㛵ಀ࠶ࡿࠋ
ࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊ
➨ࠊ
ࠕỴ᩿ࠖ࠸࠺ㄒࡣ❧ἲ⪅ࡀ᪤Ꮡࡢἲᐇ㊶⦡ࡽࢀࡎ⮬⏤࡞ព
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ᛮᇶ࡙ࡃỴᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺࡞㡪ࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ❧ἲ㐣⛬ࡢ
ṇ☜࡞ᥥീࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ❧ἲ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊసⅭࡣస
Ⅽࡼࡾࡶ㐶ࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࠋࡶࢃࡽࡎࠊุᐁ࠾ࡅࡿࠕỴ
᩿ࣔࢹࣝࠖྠᵝࡢᤊ࠼᪉ࢆࡋ࡚ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡶ࠺ᑡࡋูࡢពࢆぢ
ฟࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡇࡢⅬࡣࡉࡽᚋ㏙ࡍࡿ㸧ࠋ
➨ࠊ❧ἲࡢࠕྜ⌮ᛶࠖ
ࠕබඹᛶࠖࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ㧗ぢᩍᤵࡣࠊ❧
ἲࡢᨻⓗᛶ㉁ࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶ࡞࠾ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᣦࡍࡿࠋࠕ⚾
ぢࡼࢀࡤࠊࡶࡼࡾࠊ㆟ࡢ❧ἲࡣࠊࡑࡢᛶ㉁ୖࠊ⥲ࡌ࡚≉ᐃࡢ┈㞟
ᅋࡸ୍㒊ࡢᨻᐙࡢពࡢࡲࡲ࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠕ❧ἲࠖࡢᡂ
ᯝ≀࡛࠶ࡿἲᚊࡣࠊᅜẸࢆ┤᥋࣭㛫᥋ᣊ᮰ࡍࡿᙉไຊ࣭௧ຊࢆᣢࡘࡶ
㸦㽡㼒㼒㼑㼚㼠㼘㼕㼏㼔㼗㼑㼕㼠㸧ࢆ⥔ᣢ࣭
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕ❧ἲࠖ㐣⛬ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕබඹᛶࠖ
₇ฟࡋ࠼࡞࠸㝈ࡾࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ≉ᐃࡢ㞟ᅋࡸᨻᐙࡢ㟢㦵࡞⚾ⓗᐖࡀ❧

ࡿእ㒊ࡽゝཬࡍࡿࠖほᐹ⪅ࡢどⅬࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋཧ↷ࠊ㻴࣭㻸࣭㻭࣭ࣁ࣮
ࢺ㸦▮ᓥගᅞ┘ヂ㸧
ࠗἲࡢᴫᛕ࠘
㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊᖺ 㡫 ࡓࡔࡋୖグࡢヂࡣ㻺࣭
࣐ࢥ࣮࣑ࢵࢡࠗࣁ࣮ࢺἲ⌮Ꮫࡢయീ࠘㸦ὒ᭩ᡣࠊᖺ 㡫ࡢᘬ⏝⟠ᡤࡢヂ
ࡼࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᴟ➃࡛࡞࠸እⓗどⅬࠖࡢ⏝ㄒࡶ࣐ࢥ࣮࣑ࢵࢡᚑࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸧ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊ࣮ࣝࣝࡢព⮬యࠊゎ㔘ඛࡔࡗ࡚ᐇయⓗᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑ
ࡢ㒔ᗘไసࡉࢀࡿ࠸࠺⌮ゎࡽࡍࢀࡤࠊୖグᘬ⏝㒊ศࡣṇ☜࡛࠶ࡿࠋ


ࠕ≀ㄒࡾࠖ࠸࠺ㄒࡘ࠸࡚ࡣࠊᒇ࣭๓ᥖὀࠊ➨  ❶ࢆཧ↷ࠋ



ϩ㸰ίᵐὸṞ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆཧ↷ࠋ



ࡑࡋ࡚ࠊࡴࡋࢁࡑࡢ᪉ࡀ❧ἲ㐣⛬ཧຍࡍࡿࢡࢱ࣮ࡗ࡚㒔ྜࡀࡼ࠸ྍ⬟

ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௬࠶ࡿἲᩥࢆไᐃࡍࡿࡢࡃྠࡌᨻⓗࢥࢫࢺ࡛ྠࡌἲᩥࢆᗫṆ࡛
ࡁࡿࡢࡔࡍࢀࡤࠊࡑࡢἲᩥࡢไᐃࡢࡓࡵᨻⓗࢥࢫࢺࢆࡘࡂ㎸ࡴ࣓ࣜࢵࢺࡣ
ᖜᦆ࡞ࢃࢀࡿ㸦ࡶࡕࢁࢇࡑࡢ᪉ࡀ┈㞟ᅋ❧ἲࢆᢚไࡋࡸࡍ࠸࠸࠺㆟ㄽࡶ⪃࠼
࠺ࡿ㸧ࠋ୍ᗘไᐃࡉࢀࡓἲᩥࡀࡑ࠺⡆༢᧔ᅇࡉࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢἲᩥࢆ⣲ᮦࡋࡓ᪂ࡓ࡞つ⠊ⓗពไసࡢႠⅭࡀ⣳ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡢࡔࡍࢀࡤ
࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡿࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻜㻟
㪐㪊

≉  㞟

ἲ㐣⛬ࢆṍࡵࠊ❧ἲࡢ୰㌟ࢆᵓᡂࡍࡿࡼ࠺࡛ࡣࠊ❧ἲࡢᡂᯝ≀ࡋ࡚ࠊᅜ
Ẹࢆᣊ᮰ࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿᅜẸࡢಙ㢗ࢆ⧅ࡂṆࡵࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠕྖἲࠖࢆᢸ࠺ุᐁࡗ࡚ࠊ
ࠕබṇࡽࡋࡉࠖࡀࡑࡢ⏕⥺ࡉ
ࢀࡿࡢྠᵝࠊ❧ἲࡗ࡚ࠊࡑࡢ㐣⛬ᡂᯝ≀ࡢ᪉࠾࠸࡚ࠊୖグࡢ
ព࠾ࡅࡿࠕබඹᛶࠖࢆ₇ࡌࡁࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㹿㺁 ࡇࡢព
࡛ࡢࠕࠕබඹᛶࠖࢆ₇ࡌࡁࡿࠖࡇኻᩋࡋࡓ❧ἲࡣࠊつ⠊ⓗᮃࡲࡋ
ࡃ࡞࠸ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊἲᐇ㊶ࡢഃ࡛㸦ุᡤࡸ⾜ᨻࡼࡿ㼎㼑㼚㼕㼓㼚㻌㼚㼑㼓㼘㼑㼏㼠ࡢྍ
⬟ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊෆⓗどⅬࢆᣢࡘ㸦୍⯡⚾ேࢆྵࡵࡓ㸧ἲᐇ㊶⪅ࡀࡑࢀࢆ
ཷᐜࡋ࡞࠸࠸࠺ព࠾࠸࡚ࡶ㸧ࡑࢀ࡞ࡾࡢሗࢆཷࡅࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
㸦ୖグ➨  Ⅼࡢ㛵ಀ㸧ࠋࡇࡇࠊḟぢࡿࠕ⦆ࡸ࡞ゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࠖࡀࠊ
❧ἲᑐࡍࡿ⦆ࡸ࡞つᚊࡅຠᯝࢆཬࡰࡋ࠺ࡿዎᶵࢆぢฟࡋ࠺ࡿࡇ
࡞ࡿࠋ

ᲢᲣ
źᇌඥŻƷཎឋǁƷॾĭÜżዼǍƔƳᚐܖȢȇȫƴǑǔᇌඥƷϐ
ܭˮŽ
ඛ㏙ࡓࡼ࠺ࠊἲࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿࠑ❧ἲࠒࡢ≉㉁ࡣࠊ㐣ཤࡢἲᐇ
㊶ࡢᩚྜᛶ⦡ࡽࢀࡎࠊ
㸦ࡴࡋࢁᩒ࠼࡚㸧᩿⤯ࢆసࡾฟࡏࡿࡇ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ༢࡞ࡿពⓗ࡞ࠕỴ᩿ࠖࡢሁ✚ࡢᚤጁ࡞㐪࠸ࡣࠊබඹⓗ࡞᰿ᣐ
ࡼࡿࠕㄝ᫂ࠖࢆồࡵࡽࢀࡿ࠸࠺Ⅼぢฟࡉࢀࡿࠋ
❧ἲࡣἲⓗ࡞┿✵≧ែᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪤Ꮡࡢἲᐇ㊶



㧗ぢ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࠋࡉࡽࠊ
ࠕ❧ἲᐇࠖ╔┠ࡋࡘࡘ❧ἲࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࢆ

᥈ồࡍࡿ㆟ㄽࡋ࡚ࠊ㧗ぢ࣭๓ᥖὀ㸦ࠕ❧ἲࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࠖㄽᩥ㸧ࠊ㡫௨ୗࡶ
ཧ↷ࠋ


ᒇ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࡣࠊ
ࠕ㐠ືࡋ࡚ࡢἲࠖࡢ≉Ṧᛶࡋ࡚ࠊձ࠶ࡿุ᩿ࡢ

᰿ᣐࢆ᫂ᩥࡉࢀࡓ᰿ᣐㄽ⌮ᒎ㛤ࡢ⌮⏤ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡋࡼ࠺ࡍࡿࡇࠊղࡑࡇ
࡛ゝ᫂ᑐࡍࡿ୍ே⛠≉ᶒࢆ㝖ࡋࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ୕ே⛠ⓗ࡞ほⅬࡽࡢពไసࢆ
⾜࠺ࡇࠊࡢ  Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋղࡘ࠸࡚ࡣูࡢ⟠ᡤ࡛ࡶࠕࡋࡋࡑࡢ࠙ࡼࡳࡢࠚ
ゎỴ࠸࠺ᒁ㠃࠾࠸࡚ලయⓗ࡞⪅ࢆⓏሙࡉࡏࡎࠊᢳ㇟ࡉࢀ⬺ே⛠ࡉࢀࡓ
⪅ࡋ࡚ࡢἲຓせㄳࡢᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡢࡀࠊἲゎ㔘࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡞
㸦ྠ࣭㡫 ࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋձࡣ❧ἲᙜ࡚ࡣࡲࡾࡃ࠸ࡀࠊղ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠖ
ࡣࠕබඹᛶࠖࡢྍḞࡢෆᐜ࡛࠶ࡾࠊ❧ἲࡶጇᙜࡍࡿ⪃࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ㧗ぢ
ᩍᤵࡢᣦ ๓ᥖὀཧ↷ ࡢෆᐜⓗぶᛶࡶᣦࡉࢀࡼ࠺ࠋ

㻞㻜㻠 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪐㪋

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ᑐࡋ࡚ពᅗⓗ࡞ኚࢆࡶࡓࡽࡍࡇࢆᅗࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ࡞ࢀࡤᙜ↛ࠊ
❧ἲ⪅ࡢᥦ♧ࡍࡁබඹⓗ࡞᰿ᣐࡣࠊ❧ἲࡼࡗ࡚ኚ᭦ࡉࢀࡿࡁἲᐇ㊶
ࡢఱࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡢࠊࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྠࠊ᪤Ꮡࡢ㸦ࡑࡢ
❧ἲࡀኚ᭦ࡍࡿࡇࢆពᅗࡋ࡞࠸㸧ἲᐇ㊶ࡶᩚྜⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ❧ἲ⪅ࡣ᠇ἲࡢᯟෆ࡛ࡉ࠼࠶ࢀࡤ⮬⏤Ỵ᩿ࡋ࠺ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡸࡣࡾఱࡽࡢබඹⓗពࡢࠕ≀ㄒࡾࠖࢆᥦ♧ࡋࠊ㸦ࡑࡢ๓ᚋࡢ❧ἲ⪅
ࡢ㛵ಀ࡛㸧➇࠸ྜ࠺Ꮡᅾࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿ❧ἲᨻ⟇ࡣࠊࡲ࡛ࡢ
ἲᐇ㊶ఱࢆඹ᭷ࡋࠊఱ࠾࠸࡚᩿⤯ࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢࠊࡑࡢ㑅ᢥ
ࡢពࡣఱࠊࢆၥ࠸࠺ࡿࠊ࠸࠺㠃࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡣゎ㔘Ꮫⓗ࡞ႠⅭ
ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣἲⓗᐇ㊶
ࡣ␗࡞ࡿព࡛ࡢゎ㔘Ꮫⓗ࡞ႠⅭ࡛࠶ࡿࠋㄝ᫂ࡢㄽᣐ᪉ἲࡣ㝈ᐃࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢㄝ᫂ࡼࡗ࡚┦ᡭ᪉ࡀ⌧ᐇࠕㄝᚓࠖࡉࢀࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋᑡ࡞ࡃࡶఱࡽࡢࠕㄝ᫂ࠖࡣ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢព
࡛ࠊ⊃⩏ࡢἲⓗᐇ㊶ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࠕ⦆ࡸ࡞ࠖゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࡼࡿ❧
ἲࡢᐃࠊࡪࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ



ࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ❧ἲࠖࡀ࠶ࡿⅬ࠾ࡅࡿ࠶ࡿỴᐃᡭ⥆ࢆ⤒࡚ᩡࡉࢀࡓᨃไࡉ

ࢀࡿ୍ࡘࡢࠕពᛮࠖ࡞࠸ࡋࠕኌࠖࡢ⾲࡛᫂࠶ࡿ⪃࠼ࡘࡘࡶ㸦ࡑࡢព࡛ࡢࠕ❧ἲ
⪅ࠖࡣ༢ᩘᙧ࡛࠶ࡿ㸧ࠊࡑࢀ⥆ࡃ❧ἲ⪅㸦ྠ୍ᮇෆ࠾ࡅࡿ୍㆟ࡢཎ๎
ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᮇࡈ⪃࠼ࡿࡁ㸧ࡣ␗࡞ࡿࠕពᛮࠖࢆᣢࡕ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
」ᩘᙧࡢࠕ❧ἲ⪅ࠖࡣࠊྛࠎࠊ❧ἲࡢබඹᛶ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ὀどࡍࡿேࠎࡢ๓࡛⮬
ࡽࡀᥦ♧ࡍࡿࠕබඹⓗពࠖࡀࡢ❧ἲ⪅ࡢᥦ♧ࡍࡿࡑࢀࡼࡾࡶ㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ➇࠸ྜࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ


࠼ࡤࠊ
ࠕฮ❧ἲࡢࣛࢵࢩࣗࠖ࠸࠺ࡁ⌧㇟ࢆ๓ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ᮲࠾ࡅ

ࡿฮ⨩ࡢ⏝࠸ࡽࢀ᪉ࡢᐇീỿ₯ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࢆㄝᚓⓗㄝ᫂ࡋ࠺ࡿព㸦ࠕ❧
ἲ⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢㄗኚࣜࢫࢡࡢᅇ㑊ࠖ㸧ࢆᥦ♧ࡍࡿ῝⏫ஓࠕ㊰ୖႚ↮᮲࣭
࣏ᤞ࡚⚗Ṇ᮲ฮ⨩ㄽ̿ฮ❧ἲᏛᗎㄝࠖ❧ᩍἲᏛྕ ᖺ ᡤணᐃࡣࠊ
࠸ࢃࡤࠕ❧ἲᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽᢈุࡍࡿࠖゎ㔘Ꮫⓗ࡞ႠⅭࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࠊᮏ✏ࡢ
♧၀ࡍࡿᵓࡗ୍࡚ࡘࡢඃࢀࡓ⠊ᆺࢆ♧ࡍࡶࡢゝ࠼ࡼ࠺ࠋ


ࡋࡋࠕ❧ἲᐇࠖࢆᱳᏊ୍ᐃࡢᯟࡣほᛕࡋ࠺ࡿࠋཧ↷ࠊ㧗ぢ࣭๓ᥖὀࠋ



ࡸࡸᶓ㐨㐓ࢀࡿࡀࠊࡇࡢⅬ㸦࠼ࡤ⛒⛯❧ἲ㛵ࡍࡿ㸧ᴟࡵ࡚⦆ࡸ࡞㐪

᠇ᑂᰝᇶ‽ࡢᣢࡘពࢆぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋཧ↷ࠊᣋ✏ࠕᕷሙ
ධᡭẁࡋ࡚ࡢ⛒⛯ࡢไᗘⓗ≉㉁ࠖ㔠Ꮚᏹ⦅ࠗ⛒⛯ἲࡢᇶᮏၥ㢟࠘㸦᭷ᩫ㛶ࠊ
ᖺ 㡫ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻜㻡
㪐㪌

≉  㞟

௨ୖࡢࡼ࠺࡞❧ἲࡢ⌮ゎࡣࠊ❧ἲࡢṇᙜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⊃⩏ࡢࠓ❧ἲࡢ
㉁ࠔࡢྥୖࡶ㛵ࢃࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ❧ἲ㐣⛬࠾ࡅࡿỴᐃࡣࠊᖖ㛫
ሗࡢไ⣙ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᑐ❧ࡍࡿពぢࡢᩡࢆᚅࡓࡎỴ
ᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀࡋࡤࡋࡤᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶࡲࡎࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
ࡳ࡞࠸㐺ษ࡞ᑐฎ᪉㔪ࡀࢃࡽ࡞࠸㢮ࡢබඹⓗㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᑐ
ᢠ㛵ಀࢆಖᏑࡋࡓࡲࡲ࡛Ỵᐃࢆ⾜࠸ࠊᚋࡑࡢỴᐃࢆ᳨ドࡋᢈุࡍࡿࡓࡵ
ࡢㄽ⌮ⓗぢ㏻ࡋ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ㄽࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ
࠺ࡋࡓࠕ⌮ㄽࠖࡢᥦ♧⮬యࡀࠊࡲࡉࠕ⦆ࡸ࡞ゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠑ❧ἲࠒࢆሙࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿἲⓗᐇ㊶ࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ⓗࡼࡾⰋ࠸❧
ἲࢆྍ⬟ࡍࡿ๓ᥦ᮲௳ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࡢୖ࡛ࡢ
ࡼ࠺࡞Ỵᐃࢆୗࡍࡣᑗ᮶ࡢ❧ἲ⪅ࡢุ᩿㛤ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⌮ㄽࡼࡗ࡚
ᣊ᮰ࡉࢀ࡞࠸㸧ࡀࠊࡑࡢỴᐃࡘ࠸࡚ࡶ࡞࠾ࠊබඹⓗ࡞᰿ᣐࡼࡿṇᙜ
⮬యࡣồࡵࡽࢀࡿࠋ❧ἲ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡽ㉸㉺ࡋࡓ⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽ࡼࡗ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡚❧ἲࡢⰋࡋᝏࡋࢆุᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸦ᚑࡗ࡚⤯ᑐⓗ࡞ࠕⰋࡁ❧ἲࠖࡀ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠊࣉࣟࢭࢫ࡚ࢆ㑏ඖࡍࡿࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠊືែᛶ࣭㐃
ࠊࠊࠊࠊࠊ
⥆ᛶࡢ୰࡛⤯࠼ࡎ❧ἲࡢࠕṇࡋࡉࠖࢆၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠕࡼࡾⰋࡁ❧
ࠊ
ἲࠖࢆᚿྥ⥆ࡅࡿỌ⥆ⓗ࡞ႠⅭࡋ࡚ࡢࡳࠊἲᏛࡣࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌ࠺
ࡿࠊ࠸࠺ࡢࡀࠊᮏ✏ෑ㢌ࡢၥ࠸ᑐࡍࡿ⟅࠼࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡉࡽࠊୖグࡢࠕ⦆ࡸ࡞ゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࠖࡼࡿࠑ❧ἲࠒ⌮ゎࡣࠊ㐣ཤ
ࡢἲᐇ㊶ࡢᩚྜᛶไ⣙ࡉࢀࡎᩒ࠼࡚᩿⤯ࢆసࡾฟࡍ⤌ࡳࡋ࡚
ࡢ❧ἲࡢ≉㉁ࡶᩚྜⓗ⌮ゎࡋ࠺ࡿࠋ
᪤㏙ࡓࡼ࠺ࠊ❧ἲࡢᐇ⌧せồࡉࢀࡿᡭ⥆ⓗ࡞ࣁ࣮ࢻࣝࡣపࡃ࡞



ࡇࡢࡼ࠺❧ἲࢆࠕ⦆ࡸࠖつᚊ࡙ࡅࡿ⌮ㄽࡢヨࡳࡋ࡚ཧ↷ࠊᣋ✏ࠕ㠀Ⴀ

බ┈ᅋయㄢ⛯ࡢᶵ⬟ⓗศᯒ̿ᨻ⟇⛯ไࡢ⛒⛯ἲᏛⓗ⪃ᐹ ୍ 㹼 ᅄ㺃 ࠖ
ࠗᅜᐙᏛ
㞧ㄅ࠘ᕳ࣭ྕ ᖺ 㸪ᕳ ࣭ ྕ㸪࣭ ྕ㸪࣭ ྕ ᖺ ࠋ


ࡇࡇࠊୖ㐩ኵᩍᤵࡀࠕ❧ἲࡢࠕṇ⤫ᛶࠖࢆᢸಖࡋࡘࡘࠊ᪤Ꮡࡢ❧ἲࡢࠕṇ

ᙜᛶࠖࢆ⤯࠼ࡎᢈุⓗྫྷࡋᨵⰋࡍࡿヨࡳࢆάᛶࡍࡿ❧ἲࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊࡇ
ࢀࡀ❧ἲᏛࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠖ
㸦ୖ࣭๓ᥖὀࠊ㡫㸧㏙࡚࠸ࡿࡇࡢぶᛶ
ࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋࠕ❧ἲࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ୰ࡣࠊ᠇ἲୖࡢไᗘ㓄⨨ࡸࡑࡢ㐠⏝㸦࠼ࡤ
ྖἲᑂᰝࡢᙉᗘ㸧࠸࠺ࣁ࣮ࢻ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏᩥ࡛㏙ࡓࡼ࠺࡞ゎ㔘Ꮫⓗᐇ㊶
࠸࠺ࢯࣇࢺ㠃ࡶྵࡲࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࠸࠺ࡢࡀᮏ✏ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ

㻞㻜㻢 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪐㪍

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

࠸ࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕ❧ἲࡢ 㼕㼚㼍㼏㼠㼕㼛㼚ࠖࡣࡑࡢ୍ࡘࡢస⏝࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤไ
ᗘⓗ⌧≧⥔ᣢࣂࢫࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ༢  㝵ࡢබඹᛶ
ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ❧ἲࡢබ┈ᛶࢆㄽࡌࡿどⅬࡽࡍࢀࡤࠊࡇࢀࡣ⌮ゎࡋࡀࡓ࠸ࠋ
ࡋࡋࠊࠓ❧ἲ⪅ࡣ᪤Ꮡࡢἲᐇ㊶ไ⣙ࡉࢀ࡞࠸௦ൾࡋ࡚ࠊ♫Ꮡᅾ
ࡍࡿከᵝ࡞ᐖࡢ➇தㄪᩚࡢ⤖ᯝࡀ࠶ࡿ୍ᐃࡢ㜈್ࢆ㉸࠼ࡽࢀࡓሙ
ྜ㝈ࡗ࡚ࠊ⌧≧ኚ㠉ࡢᘬࡁ㔠ࢆᘬࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺⨨࡙ࡅࡀ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠔ⪃࠼ࢀࡤ࠺ࠋ࠸ືែᛶ࣭㐃⥆ᛶࡢ୰࡛⤯࠼ࡎ
ṇࡋࡉࢆၥ࠸┤ࡍゝࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊゎ㔘Ꮫࣔࢹࣝࡢୗ࡛ࡢ❧ἲࡢṇᙜࡣࠊ
ಶࠎࡢ❧ἲࡢ㛵ಀ࡛ゝ࠼ࡤࡸࡣࡾࠊࠕỴ᩿ࠖࡢᚋ࡛ࠕᚋࡅⓗࠖ࠼
ࡽࢀࡿ㠃ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ❧ἲࡀἲᐇ㊶ࡢ⥲య࠼ࡿゎ㔘ⓗࣥࣃ
ࢡࢺࡣࡸࡣࡾ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠸ࠕヨ⾜㘒ㄗࠖࡣゝ࠼ࠊࡦࡓࡧ❧
ἲࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤࡸࡣࡾ࡞࡞ࠕࡸࡾ┤ࡋࠖࡣຠ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ❧ἲࡀ



࡞࠾ࠊ᠇ἲୖࠊ୍ᐃࡢไᗘୖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕ࣮࣋ࢫࣛࣥࠖぢᐃࡵࡿࡇ࡛ࠊ

ࡑࡇࡽࡢ㞳ᑐࡋ࡚ࠊ┠ⓗ࠾ࡼࡧᡭẁࡢⅬ࡛ᛂࡌࡓᚲせᛶ࠾ࡼࡧྜ⌮ᛶ
ࢆせồࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࡢᑂᰝࡼࡿ❧ἲ㔞ࡢ⤫ไࡢヨࡳࡘ࠸࡚ཧ↷ࠊ㛗㇂㒊ᜤ
⏨ࠕ
ࠕᅜᐙࡼࡿ⮬⏤ࠖࠖ
ࠗ᠇ἲࡢ⌮ᛶ࠘㸦๓ᥖὀ 㡫ࠋ


㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
ࠕ❧ἲᗓࡣẸⓗ௦⾲ࡼࡾᵓᡂࡉࢀከᩘỴཎ⌮ࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࡍࡿᅜ

ᐙᶵ㛵ࡢ୰࡛ࠊከᵝᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᵓᡂࢆṇ㠃ࡽ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㼘㼑㼓㼕㼟㼘㼍㼠㼡㼞㼑㼟㻌
㼍㼞㼑㻌㼒㼛㼞㼙㼍㼘㼘㼥㻌㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㼐㻌㼠㼛㻌㼑㼚㼟㼡㼞㼑㻌㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㸧ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࡍࡿ࢛࢘ࣝࢻࣟࣥ
ࡢ㆟ㄽࡀ⯆῝ࡃᣦࡉࢀࡿࠋ࢛࢘ࣝࢻࣟࣥࡼࢀࡤࠊከᵝᛶࡢ౯್ࡣࠊࡑࢀࡼ
ࡗ࡚ศᩓሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ࠸࠺ሗ㠃࡛ࡢⅬࡶࡉࡿࡇ࡞ࡀࡽࠊఱࡽࡢ
ἲⓗኚࢆពᅗࡋࡓពᛮỴᐃ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊពᛮỴᐃཧ⏬ࡍࡿ⪅ࡓࡕࡀ␗㉁࡞౯
್ࡸពぢ㸦ӆ┈㸧ࡉࢀࡿᶵࢆᢸಖࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇồࡵࡽࢀࡿ㸦㼃㼍㼘㼐㼞㼛㼚㻘㻌
㼟㼡㼜㼞㼍㻌㼚㼛㼠㼑㻌㻣㻣㻘㻌㼍㼠㻌㻞㻠㻞㸧
ࠋ


ᚑࡗ࡚❧ἲ㐣⛬࠾࠸࡚⌧≧ኚ㠉ᚲせ࡞ᩘࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿᨻⓗጇ༠ࡀᡂ❧ࡋ

࡞࠸ሙྜࡣࠊ⌧≧⥔ᣢ࠸࠺ᖐ⤖࡞ࡿࠋ❧ἲ㐣⛬ࡢࢤ࣮࣒⌮ㄽⓗศᯒࡀᩍ࠼ࡿ
ࡼ࠺ࠊࠕ⌧≧ࠖࡣ༢ኻᩋࡋࡓ΅ࡢ⤖ᯝ࠸࠺ᾘᴟⓗ࡞ពࡲࡽࡎࠊ
΅ỴⅬࡋ࡚΅㐣⛬࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗ࡞ពࢆᣢࡘࠋཧ↷ࠊ᭮ᡃ࣭๓ᥖὀࠋ


ࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪂ࡓ࡞❧ἲࡢⓏሙࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ┤᥋㐺⏝ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸᪤

Ꮡࡢἲᐇ㊶ࡶࠊ᪂ࡓ࡞❧ἲࡢࠕ㊃᪨ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡁࡔࡢᅽຊࡀ
ാࡃ㸦ᑡ࡞ࡃࡶࡑࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀἲⓗᐇ㊶ࡢෆ㒊࡛ࡢㄝᚓຊࢆᣢࡘ㸧ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ
ἲⓗᐇ㊶እ㒊ࡢἼཬຠᯝ㸦࠼ࡤ㞀ᐖ⪅ࡢ㞠⏝ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿ❧ἲࡀ♫ᐇ㊶
࠼ࡿព࡞㸧ࡶ⯆῝࠸᳨ウ⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ❧ࡕධࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻜㻣
㪐㪎

≉  㞟

༢యࡋ࡚ࡢពࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊゎ㔘ⓗႠⅭࡋ࡚ࡢἲᐇ㊶࠾ࡅࡿ≉␗࡞
⨨࡙ࡅࢆ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣥࣃࢡࢺࢆ࠼ࡿࡓࡵࡢ
㜈್ࡀ㧗ࡵタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺⌮ゎࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

㸱㸬ලయⓗᵓࡢ୍ࡘ㸦㼍㻌㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼕㼛㼚㸧ࡋ࡚ࡢ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ
ࠊࠊࠊ
௨ୖࠊ㸯࣭㸰࡛ࡣࠊἲᏛࡀࠓ❧ἲࡢ㉁ࠔࢆㄽࡌࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊἲⓗᐇ㊶ษ᩿ࡉࢀ࡞࠸ᙧ࡛ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡘ࠸࡚ㄒࡿ᪉
ἲࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡇࢆㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊἲᐇ㊶ࡢཧຍ⪅ࡓࡕࡀࠊ❧ἲࡶ
ྵࡵࡓἲᐇ㊶ࡢ⥲యࡘ࠸࡚ࠕࡼࡾⰋࡁពࠖࡢᥦࢆ➇࠸ྜ࠸ࠊᢈุࡋ
ྜ࠺࠸࠺ᙧ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ⥅⥆ⓗ࡞ႠⅭࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ୍
᪉࡛ࡣ❧ἲࡑࡢࡢἲⓗᐇ㊶ࡢẁ㝵㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡀ⾜ࢃࢀࡿሙࡋ࡚
ࡢไᗘ㸧ࡢྍศᛶ࣭┦ᑐᛶ࣭ไᗘࡋ࡚ࡢ㑅ᢥྍ⬟ᛶࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ
᪉࡛❧ἲࡢ≉Ṧᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᢈุࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᵓࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ
㆟ㄽࡢᵓ⠏࠾࠸࡚ࠊϩ࡛ぢࡓไᗘㄽⓗᛮ⪃ࡀ᭷┈࡞ᡭࡀࡾࢆ࠼ࡿࡇ
ࡶᐜ᫆ゎࡉࢀࡼ࠺ࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓἲⓗᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡢ୍ࡘࡢヨࡳࡋ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡀᥦၐࡍࡿࠕከඖศ
ᩓᆺ⤫ᚚࢆ┠ᣦࡍ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖࢆ⨨࡙ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋࡇࢀࢆᴫᛕ㸦㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㸧ᵓ㸦㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼕㼛㼚㸧ࡢ㛵ಀ࡞ࡒࡽ࠼࡚ゝ
࠺࡞ࡽࡤࠊ௨ୖᥦ♧ࡉࢀࡓἲᨻ⟇Ꮫࡢᴫᛕ㸦⌧ẁ㝵࡛ࡣ࠸ࡲࡔ༑ศᐃ
ᘧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࡀ㸧ࡢୗ࡛ࡢලయⓗ࡞ᵓࡋ࡚ࡢࠕ᪂ୡ
௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖ࠸࠺㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ࠸ࡃࡘලయࢆྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽ
ㄽࡌࡿࡇࡋࡼ࠺ࠋ



ࡇࡢⅬ࠸ࢃࡺࡿࠕᐇ㦂ἲᚊࠖࡣ❧ἲ⪅⮬㌟ࡀࡇࢀࡣᐇ㦂㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࣓ࢵࢭ

࣮ࢪࢆ㏦ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊἲᐇ㊶ࡢࣥࣃࢡࢺࢆᒁᡤⓗ␃ࡵࡼ࠺ࡍࡿᐇ㊶࡛
࠶ࡿ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࠕᐇ㦂ἲᚊࠖࡢᴫᛕࡘࡁཧ↷ࠊᶫὒ୍ࠗ⾜ᨻ
ἲϨ࠘㸦᭷ᩫ㛶࣭ᖺ㸧
ࠊ㡫ࠋ


ࡇࢀࢆࠕἲᨻ⟇Ꮫࠖࡢ୍㒊ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋᮏ✏ࡣࠑ❧ἲࠒ

↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㆟ㄽࢆࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊࠕἲᨻ⟇Ꮫࠖయࡘ࠸࡚ࡢᵓࢆ♧ࡋᚓ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣᮏㄅḟྕᢞ✏ணᐃࡢู✏ㆡࡾࡓ࠸ࠋ


୧⪅ࡢព༊ูࡘ࠸࡚ࡣࠊୖ㐩ኵࠗඹ⏕ࡢసἲ࠘㸦ᩥ♫ࠊᖺ 㡫

ࢆཧ↷ࠋ

㻞㻜㻤 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪐㪏

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࡲࡎࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡢ୰࡛ࡶࠊඛ⾜ࡋ࡚ලయⓗ࡞ീࢆ⤖ࡧࡘࡘ
࠶ࡿ⏣ᮧၿஅᩍᤵࡢ㆟ㄽࢆཧ↷ࡋࡼ࠺ࠋ⏣ᮧᩍᤵࡣࠊ❧ἲ࣭⾜ᨻ࣭ྖἲ࣭
ᕷሙࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀ࡞ไᗘⓗ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࡍࡿࢥ࣒ࢧ࣮ࡢどⅬࢆ
ࡉࡽⓎᒎࡉࡏࠊ▱ⓗ㈈⏘ἲࡢ㡿ᇦ㐺⏝ࡍࡿࡇࢆヨࡳࡿࠋࡋࡋࠊࢥ
࣒ࢧ࣮ࡢᥦ♧ࡍࡿἲᨻ⟇࠾ࡅࡿไᗘẚ㍑ศᯒࡀእⓗどⅬࡽࡢホ౯࣭ศ
ᯒ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ⏣ᮧᩍᤵࡢ㆟ㄽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶලయⓗ࡞ἲⓗၥ㢟㸦
࠼ࡤࣇ࢙࣭࣮ࣘࢫἲ⌮ᑟධࡢᙜྰࡸ୍⯡ἲ⾜Ⅽἲࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ▱ⓗ
㈈⏘ಖㆤࡢᙜྰ㸧࠾ࡅࡿἲⓗᐇ㊶ࡢཧຍ⪅ࡋ࡚ලయⓗ࡞ゎ㔘ㄽࢆᥦၐ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇὀពࢆせࡍࡿࠋ
⏣ᮧᩍᤵࡣࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡀ⪅ࡢ⮬⏤ࢆไ⣙ࡍࡿഃ㠃㸦እ㒊ᛶ㸧ὀព
ࢆႏ㉳ࡋࡓୖ࡛㸦ᚑࡗ࡚ࠊᶒࡀಖㆤࡉࢀࡿࡁࡢ⪃࠼ࢆ↓ᢈุ࣮࣋
ࢫࣛࣥࡍࡿࡇࡣὀពࢆせࡍࡿࡉࢀࡿ㸧ࠊᶒࡢタィ࠾࠸࡚❧
ἲᗓࡀᚲࡎࡋࡶከᵝ࡞┈ࢆỮࡳྲྀࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ㔜どࡋ㸦ࡑ
ࢀࡺ࠼ࠊ㏫ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀ❧ἲ㐣⛬࡛⮬ຓດຊࢆ࡞ࡋ࠺ࡿᩥ⬦࡛ࡣ
ྖἲࡣㅬᢚⓗ࡛ࡼ࠸㸧ࠊྖἲࡀᗈࡃ㸦ࡋࡋ㐍ⓗ㸧ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡁ
ࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛⏝ࡉࢀࡿࡢࡀࠊຠ⋡ᛶࡸṇ⩏࠸ࡗࡓ  㝵ࡢᇶ‽ࡽ┤᥋⤖
ㄽࢆᑟࡃࡇࡢ㝈⏺ࠊไᗘㄽⓗどⅬ㸦  㝵ࡢᛮ⪃ᯟ⤌ࡳ㸧ࡢ㔜せᛶ࡛࠶
ࡿࠋᚋ⪅ࡢどⅬࢆᣢࡘࡇࡼࡗ࡚ࠊ 㝵ࡢᇶ‽ࡢࡳ࡛Ỵ╔ࢆࡘࡅࡼ࠺
ࡍࡿㄽἲࡀ┦ᑐࡉࢀࠊࡼࡾⰋ࠸⟅࠼㸦ࡍ࡞ࢃࡕ║๓ࡢἲⓗᐇ㊶ᑐࡍ



⏣ᮧၿஅࠕ▱ⓗస≀ࡢᮍಖㆤ㡿ᇦ࠸࠺Ⓨࡢ㝗✶ࡘ࠸࡚ࠖⴭసᶒ◊✲

ྕ ᖺ ᡤணᐃࠋ


⏣ᮧᩍᤵࡣࠊࣇ࢙࣭࣮ࣘࢫἲ⌮ࡢᑟධࡣࠊ
ࠕఱࡀಖㆤ್ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ࠖ

࠸࠺ᐇయⓗ࡞㆟ㄽࡣ༊ูࡉࢀࡿࡁࣞ࣋ࣝࡢ㆟ㄽࡀྵࡲࢀࡿࡇࢆᙉㄪࡋࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺ᣦࡍࡿࠋࠕไ㝈ࡍࡁ⾜Ⅽࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ᮰ࡋྜពࡀࢀࡿࡢ࡛࠶
ࢀࡤࠊಶูࡢไ㝈つᐃࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛ࡍࡽࠊࢃࡊࢃࡊⴭసᶒࢆ୍⯡
ⓗไ㝈ࡍࡿ᮲㡯ࢆタࡅࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊᑟධྰᐃㄽ⮳ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࠸࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡍࠋࡋࡋࠊࣇ࢙࣭࣮ࣘࢫ࡞࠸ࡋⴭసᶒࢆ୍⯡ⓗไ㝈ࡍࡿつᐃࢆ
ᑟධࡍࡿព⩏ࡢᮏᙜࡢࡇࢁࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡇࡢἲ⌮ࡀࠊⴭసᶒࢆไ㝈ࡍࡿ
ᇶ‽ࡢලయࡢసᴗࢆ❧ἲࡽྖἲ⛣⾜ࡉࡏࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿἲ⌮࡛࠶ࡾࠊࡺ࠼
ၥ㢟ࡣ❧ἲྖἲࡢᙺศᢸ࡛࠶ࡿ࠸࠺どⅬࠊゝࡍࢀࡤࠊἲᐇ⌧㐣⛬ࡸἲᨻ⟇
ᙧᡂ㐣⛬ࡢࣉࣟࢭࢫ࠸࠺どⅬࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻜㻥
㪐㪐

≉  㞟

ࡿ㨩ຊⓗ࡞ពࡢ㸧ࡀ♧ࡉࢀ࠺ࡿࡇࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣไᗘㄽ
ⓗどⅬࡢᑟධࡀࠊ 㝵ࡢᇶ‽࡛Ỵ╔ࡀ╔࡞࠸ሙྜ↓⌮Ỵᐃࡋࡼ࠺
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ฎ⌮ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ࠼ࡘࡘࡶࠊ᭱⤊ⓗ࡞⤖ㄽ
ࡣಶูࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡗ࡚ሗࡀ✚ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᑗ᮶ඛ㏦ࡾ
ࡍࡿࠊ࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆ㛤ࡃࠊ࠸࠺ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊỴࡋ࡚ไᗘㄽࡢ࡛ࣞ࣋ࣝㄽࡌࢀࡤṇゎࡀᚓࡽࢀࡿ
࠸ࡗࡓࡇࢆᙇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡴࡋࢁࠊ 㝵ࡢၥ㢟  㝵ࡢၥ㢟
ࡢ┦౫Ꮡᛶࡇࡑࡀࡇࡢ㆟ㄽࡢ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸧ࡋࠊࡲࡋ࡚㉸㉺ㄽⓗ࡞
ไᗘタィ⪅ࡢほⅬࢆൗ⛠ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡚ࡀኻᩋࡍࡿࡇ
ࡣࠊϩ࡛ぢࡓ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࣉࣟࢭࢫࡢ⤒㦂ࡀ♧ࡍࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛┠
ᣦࡉࢀࡿࡁࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗ࡞ㄽதㄪ⪅ࡢどⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲⓗᐇ㊶ࡢཧຍ
⪅ࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢ㨩ຊⓗ࡞㆟ㄽࡢ࠶ࡾ᪉ࡢೃ⿵ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡢᐇ
㊶ཧຍ⪅ࢆࠕㄝᚓࠖࡍࡿࠊ࠸࠺ዎᶵ࡛࠶ࡿࠋไᗘㄽⓗどⅬࡀᚲࡎࡋࡶ⏣
ᮧᩍᤵࡢ❧ㄽࢆᨭᣢࡍࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋୖぢࡓࡼ࠺ࠊࡴࡋࢁྖἲ㐣⛬
ࡢࠕㄆ▱ࣂࢫ㺁ࢆ㔜どࡍࢀࡤࠊྖἲ㐣⛬ࡢ᪉ࡀ㸦⏣ᮧᩍᤵᐇయⓗ
౯್ุ᩿ࢆඹ᭷ࡍࡿ❧ሙࡽぢ࡚㸧㐣ᗘᗈ⠊࡞▱ⓗ㈈⏘ಖㆤࢆᐇ⌧ࡉࡏ
࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶᣦ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡏࡼࡑࡢඃຎࡣࠊᐇドศᯒࡢᡂ
ᯝࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࡢ୰࡛ぢᴟࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋࡋࡋࡇࡇ
࡛㔜せ࡞ࡇࡣࠊㄽࡍࡿഃࡶࠕ  㝵ࡢไᗘㄽⓗどⅬࡀ  㝵ࡢἲᨻ⟇ၥ㢟
ࢆㄽࡌࡿୖ࡛㛵ಀࡍࡿࠖ࠸࠺㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆ୍ᛂཷࡅධࢀࡓୖ࡛❧ㄽࢆ
⾜࠺ࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࠊᚑ᮶ࡢ❧ἲᐇ㊶࣭⾜ᨻᡭἲࡢ㑅ᢥෆᅾࡍࡿពࢆไᗘㄽⓗ࣭
ᶵ⬟⩏ⓗㄞࡳゎ࠸ࡓୖ࡛㸦ᚑࡗ࡚ࡇࡇ࡛ࡣᨻᏛࡸ⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࡶ⏝
࠸ࡽࢀࡿ㸧ᵓᡂࡋࠊࡇࢀࢆࡧἲⓗ࡞㆟ㄽ㍕ࡏࡿࠊ࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡾ
࠺ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ㸦❧ἲࢆྵࡴ㸧ἲᐇ㊶ᑐࡋ࡚㉸㉺ⓗ࡞ไᗘタィ⪅ࡢ



ἲᐇ㊶࠾ࡅࡿ㛫Ꮫ⩦ࡢせ⣲ࡘ࠸࡚ཧ↷ࠊᣋ✏࣭๓ᥖὀㄽᩥࠋ



ϩ㸱ࡢ㆟ㄽࢆཧ↷ࡢࡇࠋ



ཧ↷ࠊ๓ᥖὀᑐᛂࡍࡿᮏᩥࠋ



ࡋࡋᐇドศᯒࡢ▱ぢࡀࡑࡢࡲࡲつ⠊ⓗ࡞⤖ㄽࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡣ᪤

ㄽࡌࡓࠋཧ↷ࠊϩ㸲ίᵑὸࠋ


࠼ࡤࠊᓥᮧࠕ⎔ቃ㈿ㄢ㔠ࡢἲࢻࢢ࣐࣮ࢸࢡࠖ⎔ቃἲᨻ⟇Ꮫ⦅ࠗ⏕≀ከ


㻞㻝㻜 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪈㪇㪇

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ほⅬࡽ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪤Ꮡࡢἲᐇ㊶㸦༢࡞ࡿࢻࢢ࣐ⓗ࡞⨾ࡋ
ࡉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶵ⬟⩏ⓗࡅࢆకࡗࡓ㸧ෆᅾࡍࡿពࢆㄞࡳ㎸ࡳࠊࡑ
ࡇࡽ᪂ࡓ࡞ἲᐇ㊶ᑐࡍࡿᣦ㔪ࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡇࡽ㐓⬺ࡍࡿ
㝿ࠊホ౯ࡢᇶ㍈ࢆ࠼ࡿ㸧࠸࠺ࡇࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖࡢලయീࡣࠊ࡞࠾ᚋࡢάືࡢ୰࡛ࠊಶูලయⓗ࡞
ἲᐇ㊶ࡢᙧ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ➹⪅ࡢ⌮ゎࡍࡿࡇ
ࢁ࡛ࡣࠊࡑࢀࡣࡲࡉࠊⰋࡁἲᨻ⟇ㄽࡓࡾ࠺ࡿࡓࡵࡢᴫᛕ㸦㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㸧ࢆᢳ
㇟ⓗ୍⯡ⓗ♧ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸦࡞࠾ࠊᮏ✏ࡀ♧ࡋᚓࡓࡇࢁ࡛ࡣࠓ  㝵ࡢ
ไᗘㄽⓗどⅬ  㝵ࡢලయⓗἲᨻ⟇ၥ㢟ࡢ┦つᐃᛶࢆព㆑ࡋࡓ❧ㄽࠔ
࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࡀࠊ࡞࠾ᢳ㇟ⓗ㐣ࡂ᭷⏝ᛶࢆḞࡃ㸧ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ
ࢆලయࡋࡓᵓ㸦㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼕㼛㼚㸧ࢆᥦ♧ࡋ㸦ࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ୖ㏙ࡢ⏣ᮧᩍ
ᤵࡼࡿ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ㸧ࠊࡇࢀᑐࡍࡿᢈุᛂ⟅ࠊヨ⾜㘒ㄗࡢ୰࡛ࠊᚎࠎ
㸦ᖐ⣡ⓗ㸧ࡑࡢࡼ࠺࡞ἲᨻ⟇Ꮫ㸦㸻❧ἲุ࣭࠾ࡅࡿἲⓗᐇ㊶⧅
ࡀࡿࡶࡢ㸧ࡢᴫᛕࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃἲⓗᐇ㊶ࡢ୍㒊ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࠕᴫᛕࠖࡑࢀ⮬యࡣࠊㅖᵓ㛫ࡢලయ

ᵝᛶࡢಖㆤ̿̿⎔ቃἲ⏕≀ከᵝᛶࡢᅇᗯࢆ᥈ࡿ࠘㸦ၟἲົ㸪ᖺ 㡫ࠊ࠾
ࡼࡧࡑࡇࡽ♧၀ࢆཷࡅࡓᣋ✏ࠕ⎔ቃ⛯ᬻᐃ⛯⋡̿⛒⛯ἲ࣭㈈ᨻἲ࣭⾜ᨻస⏝ἲ
ࡢ㘒㡿ᇦࡋ࡚ࠖࢪࣗࣜྕ ᖺ 㡫ࠋ


ࡶࡕࢁࢇࠊἲᐇ㊶ෆᅾⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓ㆟ㄽࡢᡂྰࡣࠊ➨୍⩏ⓗࡣ

ࡢἲᐇ㊶⪅ࡼࡗ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ࠺ࠊࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠋࡋࡋࠊ᪤Ꮡࡢ
ἲᐇ㊶ࡀ࠶ࡲࡾ♫㞳ࡍࡿࠊ♫ࡢഃࡽぢࡓἲࡢࣦࣞࣞࣥࢫࡀపୗࡍ
ࡿࡇ࡞ࡾࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣἲ⮬యࡀࣂࣃࢫࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡾ࠺ࡿࠋᅜ㝿ၟ
ྲྀᘬ࠾ࡅࡿ㻌㻭㻰㻾㻌ࡸࢯࣇࢺ࣮ࣟࡢྎ㢌ࡣࠊᅜᐙἲ⛛ᗎࢆ୰ᚰࡋࡓἲᐇ㊶ᑐࡍ
ࡿ࣮࢜ࣝࢱࢼࢸࣈ㸦➇த┦ᡭ㸧ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡿἲᐇ㊶ࡀ⮬ࡽࡢෆⓗ
どⅬࡢࡳ⪮⁒ࡍࡿࡇᑐࡍࡿ୍ᐃࡢつไᅽຊࡋ࡚ാࡃࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ


ᚑࡗ࡚ࠊᮏ✏ࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗ࡞どⅬࢆᶍ⣴ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁἲⓗᐇ㊶ࡢ

ᖐᛶ㸦ཧ↷ࠊᑿᓮ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ὀ㸧ࢆṇ㠃ࡽㄆࡵࡿࡇά㊰ࢆぢฟࡑ
࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ࡇࡢⅬࠊ
ࠕᴫᛕࠖࠕᵓࠖࡣㄽ⌮ⓗ␗࡞ࡿᒙ⨨ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏᩥࡢグ

㏙ࡣㄽ⌮ⓗ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡢၥࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ᏹబ⨾ᩍᤵࡀᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊᴫᛕᵓ㸦Ᏹబ⨾ᩍᤵࡣ 㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼕㼛㼚㼟 ࠕᴫᛕほࠖ
ࡢヂࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡀ㸧ࡣ┦つᐃࡢ㛵ಀ❧ࡘ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ㸦Ᏹబ⨾࣭๓


᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻝㻝
㪈㪇㪈

≉  㞟

ⓗ࡞ඃຎุᐃᇶ‽ࡣྵࡲࢀࡎࠊ༢つไᴫᛕ㸦࠸ࢃࡤࠕእᯟࠖࠕ㆟ㄽࡢᅵ
ಥୖࡀࡿ࣭ពไసࡢࢤ࣮࣒ཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ㈨᱁ࠖ㸧ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ
㐣ࡂ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୰࡛ࡶࠊලయⓗ
࡞ἲᨻ⟇Ꮫࡢᵓࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ࡞ࡾࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋࠊ
ࡑ࠺࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊඹ᭷ࡉࢀࡓᴫᛕࡢᵓ⠏ࡼࡗ࡚ࡼࡾⰋࡁἲᐇ㊶ྥࡅࡓ
ാࡁࡅ㸦࠸࠺ἲᐇ㊶㸧ࡀྍ⬟࡞ࡿࠊ࠸࠺┠ᶆࡣඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡑࡢ࡚ࡢᡂྰ⮬యࡀࠊࡲࡉἲⓗᐇ㊶⪅ཷࡅධ
ࢀࡽࢀࡿࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡽ᪤᫂ࡽ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ


ࡴࡍࡧ௦࠼࡚㻌

ᮏ✏ࡣࠊࠕᐇᐃἲᏛࡀ❧ἲࢆ┦ᑐࡋ࡚ㄽࡌࡿࠖ࠸࠺ࡇࡀ࠸ࡋ
࡚ྍ⬟࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ၥ࠸ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡢࠕከ
ඖศᩓᆺ⤫ᚚࢆ┠ᣦࡍ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖࡀ࠸࡞ࡿពࢆᣢࡘ⌮ㄽⓗసᴗ
࡞ࡢࢆ᥈ồࡋ࡚ࡁࡓࠋၥ㢟ࡢ᰾ᚰࡣࠊἲᐇ㊶ᑐࡍࡿእᅾⓗ࣭㉸㉺ㄽⓗ
࡞どⅬ❧ࡓࡎ࠸ࠕἲᨻ⟇Ꮫࠖࢆㄒࡾ࠺ࡿࠊἲᐇ㊶ࡢෆഃ㋃ࡳ
ࡲࡾࡘࡘࠊࡋࡋࡓࡔᡤࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡢ࡛ࡶ࡞࠸᪉ἲࡣ࠸
ྍ⬟ࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏ࡀࠑ❧ἲࠒ↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓࡢࡣࡑࡢ㞴
ၥࡀ᭱ࡶⰋࡃ⾲ࢀࡿᒁ㠃࡛࠶ࡿࡽ㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ✏ࡣ௨ୖࡢၥ
࠸ᑐࡍࡿ⌧Ⅼ࡛ࡢぢ㏻ࡋࢆ♧ࡍࡇ࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㻯㻻㻱ࡀᥖࡆ
ࡿࠕ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫࠖࡀࠊ᪤ᏑࡢἲᏛ㸦ἲⓗᐇ㊶ࡢ୍㒊㸧ࡸ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫ
ࡢ㛫࡛࠸࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᡂ❧ࡉࡏ࠺ࡿࡢࠊᚑࡗ࡚ព࠶ࡿ
ႠⅭࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠊࢆㄽࡌࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
↓ㄽࠊᮏ✏ࡣࠊ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫ㸦እⓗどⅬ㸧ࡽࡢ㆟ㄽࡀ↓ពࡔ࠸࠺ࡇ

ᥖὀࠊ㡫ࡣࠕᴫᛕᴫᛕほࡢ༊ูࡣࠊ୧⪅ࡀ┦ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡢ࡞࠸
㝸⤯ࡋࡓ㛵ಀ࠶ࡿᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࡢ㏫࡛࠶ࡿࠋゎ㔘ᑐ㇟࡛࠶
ࡿ♫ⓗႠⅭࢆྡᣦࡋࡘ⾲ࡍᴫᛕࡣࠊゎ㔘సᴗࡢᡤ⏘࡛࠶ࡿᴫᛕほࢆ⮬ࡎࡽつ
ไࡍࡿࡀࠊ᪉ࠊゎ㔘ࡢத࠸ࢆ㏻ࡌ࡚ᙜヱࡢႠⅭ⮬యࡀ῝࣭ᒎ㛤ࡋࠊᚑࡗ࡚ࡑࡢ
ႠⅭࡢᴫᛕࡶḟ➨᭦᪂ࡉࢀ࡚ࡺࡃࠋᴫᛕᴫᛕほࡣ┦つᐃࡢ㛵ಀ❧ࡘࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠖ
㸦ᙉㄪ➹⪅㸧㏙ࡿࠋ㸧

㻞㻝㻞 ᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕
㪈㪇㪉

ࠕࡼࡾⰋࡁ❧ἲࠖࡢไᗘㄽⓗᇶ♏࣭ᗎㄝ ⸨㇂ 

ࢆࡃពᅗࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁእⓗどⅬ❧ࡗࡓ᪉ࡀࠊἲࡀᐇ㝿ࡢ
ࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᙺ❧ࡗ࡚ࠖ࠸ࡿࡢ㸧ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛
ࡣ᭷┈࡞ࡇࡀከ࠸ࠋࡓࡔࠊእⓗどⅬࡽࡢ▱ぢࢆἲⓗᐇ㊶ᑐࡋ࡚┿
ព࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡣࠊෆⓗどⅬࡢᯫᶫࡢㄽ⌮ࢆᣢࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡴࡋࢁᮏ✏ࡀ♧၀ࡋࡓᛮ⪃ᯟ⤌ࡳࢆᣢࡘࡇࡼࡗ࡚ࠊᡃࠎἲᏛ⪅ࡣ
ࡼࡾຠᯝⓗ㞄᥋ㅖ⛉Ꮫࡽࡢ♧၀ࢆ⏕ࡋ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


ࠕᡃࠎࡢฟⓎⅬࡣࡇ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᨻⓗ࡞ၥ㢟ᐇⓗ࡞
ၥ㢟ࡢ୰㛫ἲⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᐃࡍࡿࡁࠊࡑࡢቃ⏺ࢆᙧసࡿ
≉ᚩࡣఱ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊಶࠎࡢၥ㢟ࡀࡑࢀ⮬యࡋ࡚ᣢࡘఱ
ࡽࡢᛶ㉁ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡀỴࡲࡾࠊࡑࢀᛂࡌ࡚␗࡞ࡗࡓྲྀᢅ࠸ࢆ
ࡍࡿ࠸࠺ᅗᘧࡀ๓ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦࠼ࡤᐇၥ㢟࡛࠶ࢀࡤ⛉Ꮫⓗ
࡞ᐇ㦂᳨ドࡼࡗุ࡚ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᨻⓗၥ㢟ࡘ࠸
࡚ࡣ᳨ド⬟࡛࠶ࡾᚑࡗ࡚㐪࠸ࡣᨺ⨨ࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࠸
ࡗࡓࡼ࠺ࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡇ࡛ᡃࠎࡣࠊࡇࡢᅗᘧ⮬యࢆ࠸ࠊ㌿ಽࡋ࡞
ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋၥ㢟ࡀఱࡽࡢᒓᛶࢆᣢࡘࡇࢆ᰿ᣐࡋ࡚ᡃࠎ
ࡢྲྀᢅ࠸ࡀỴࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡃࠎࡀពぢㄆ㆑ࡢ㐪࠸̿㐙⾜ࡢࡼ
ࡳᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ែᗘࢆࡿࠊࡑࡢၥ㢟ࢆࡢࡼ࠺ྲྀࡾ
ᢅ࠺ࡼࡗ࡚ࠊಶࠎࡢၥ㢟ࡀᐇⓗ࣭ἲⓗ࣭ᨻⓗࡤࢀࡿࡢ
࡛࠶ࡿ㹿㺁





ᒇ࣭๓ᥖὀࠊ㡫ࠋ

᪂ୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 㼂㼛㼘㻚㻣㻔㻞㻜㻝㻜㻕 㻞㻝㻟
㪈㪇㪊

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%
ƞ

ᢦȿႡɹ᧙هȭ
Ņӯᇕకፑɹਖឹਸʚɛɻɗɹέឹਸ
ǵ༅ǵǵǵಙǵ

(L
Q
*HV
SHQV
W

JHKW

XP
L
Q
(XU
RSD⏍GDV

*HV
SHQV
W

GHV

.RPPXQL
V
PXV


͜ͻ̮ͦ̒ˁʁɭɦɹ߳ȵȼǺɭᐁཕɭȦȩ߳ȵ
ǵ⏖⏏ɻɍʠɴǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
*&
ǵ⏗⏏ɹᐁཕՕഓᠶᓔɹΥࡴɹմரǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
*(
ǵ⏙⏏ȋɭᐁཕȍɹଫՠᓔɛɠɭɹᬠѥǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
*4
ǵ⏜⏏⏙ɦɹ᠅ᩆቄǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
,&
ǵ⏞⏏ݜྈဣکᰍǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
,4
ǵ⏟⏏ᇕਲ਼ᓒ০িǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
..
ǵ⏡⏏ೣ̺ͦ˻˙˪̜ɹᇿฌǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
0#
ǵ⏣⏏ᏺʼʱɴǵŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔǵ(
0&
ǵ

ǵ༠᧑߂Ըఠஐ⏃W
RNXW
V
X#M
XU
L
V

KRNXGDL

DF

M
S⏆

ɲȲǸೣዣɻ&##2
ॷ⏥&&ᬖҼ⏃ె༠᧑߂⏆օ៨ਥ˹Ͳͅ˻˗͌ȋృγБ
కፑɹ᠅ʛȍ
⏃ɗɹଁഗɻೣ᠖ೣشፀ⏖႕ᮃɴᥔϜࡴ⏆ɴȲȿʳፆᓔɹ˱͍Ͳ
̜ɴ֓ፆѹˁ֓ȭɛʢɹɫȡʳǺ
ǵೣዣݚፆɴয়ɛʱǸᚹӯԸఠஐȲʭʃഌμԸఠஐȴʰɅఠኍˁᣋɤɛǺ៨Ɍ
ɩઢᡚᅕɌΫɁʳǺ
%

$1'
ǵ6HH

.$5/
0$5;
)5('5,&.
(1*(/6

'$6
.20081,67,6&+(
0$1,)(67



6
Ǻ៱ɻሂᗛ៱ȋԊᅋӾࡺៜȍ͇͡˪˽˛Ͳ˰͡˽᧧ᮃፀϤॎԊᅋӾࡺៜ
⏃%4
,4
ॷృ࿈⏆ˁؒᓒɴɌǸ៱ٮɹʛೃˁ֓ȭɛǺ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
*
%
㪈㪇㪋

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

$⏏ɻɍʠɴ
ǵ༠᧑߂߂ድዀɻ˫ͦͻ̫͡ǵ
&2(ǵ
̺ͦ˫͌͞ɭɌɩȋ
ӯՕత݀ᐏਉˁᇿ୭ɐృγБకፑȍ
⏃Бᝠ⏧ᅒڵψ⏆ˁᅕᠱɌǸᖬ
ȵੲȦɭɇʶɲȵʰʢǸ&
#
#
2
ॷ.
%
2
ିɇʶɛ&ǺɌȴɌǸ
ȋӯᇕՕత
݀ըਉȍɭȦȩȡȦʚȦɲᰍᇿȴʰɻлˁԍкᇕɴᓒȭɩȦʳɹȴʼȴʰ
(
ɑǵ
Ǹ
ȋɛɞɴǸ߂ᨆɹԃఠڊɴȲᩆˁɽʰʚȼȍᇿᇕɫድᅙ

ˁጓɩɩȦʳɹɫɻɲȦȴ*ɭɹᡖʱˁ؝ȿɩʢʦʞˁȭɲȦ̊˓̜͡ɴ
ɲɤɩȦʳǺɗɌɩǸፆᓔɹʭȩɲᠶయᑡɹԃȼɲȦድᓔȵድՕ
ᓔ⏃ϟᦽয়ᓔ⏆ɴيʚʶɩȲʱǸИɹਥ⏃Гάȋɽʰʚȷਥȍ
ɭɐʳ⏆ɻʭʱȦɤɗȩჼࡸ٢ˁވɌɩȦʳɭȦʼɊʳˁɲȦǺ
ǵɗɄɫǸೣዣɫɻǸɽʰʚȷਥᇍᅊɹ܍ɹΥጩˁɤɩȦʳፆᓔɭ
ɌɩǸೣ̺ͦ˫͌͞ɹςᰍɭɌɛӯՕత݀కፑȵȋɽʰʚȷȍɫɻ
ɲȼǸድଝɴȴȴʼʳᩂ߂ɲ̘ͻ͇ɫȡʳɄɭǸɭʱʼȿǸჼܧǸ
ፆᓔɹࣚɐʳድՕᩃ⏃ڧЦ⏆ɴȲȦɩఌᨗᇕጓݭˁተጓɌɦɦ
ȡʳድଝʍɹǶ
DO
W
H
U
QDW
L
YHǶ
ˁரኍɐʳʢɹɫȡʳɄɭˁኍɐǺɞȵǸ
,
ፆᓔȵೣ̺ͦ˫͌͞ԒɹɭᐁཕჷǶ
Ƕ
ɴଘࣚɌɩȦʳɄɭȴʰǸೣ̺ͦ

&

ǵ6HH
KW
W
S


ZZZ
M
V
SV

JR
M
S
M

JO
REDO
F
RH
L
QGH[
KW
PO

(

ǵ൜ɹࡴǸ˫ͦͻ̫͡ǵ
&2(ǵ
̺ͦ˫͌͞ࢠീᐄഗᝠɹିჿᅓɴȲȦɩʢȋӯՕ

త݀ᐏਉˁᇿ୭ɐృγБకፑɹෙਥɻਖɑɌʢ౩ተɫɻɲȼǸɄɹෙਥȵሾᇕ
ᢧᅋГɹ᯿ݖɴɰɹዐʚɫ᧟ᅎخᔨɫȡʳɹȴˁǸೃɴ౩ʰȴɴɌɩȦȼ
Ʉɭȵȼິʠʰʶʳȍɭ୭ɇʶɛ⏃KW
W
S


ZZZ
M
V
SV
JR
M
S
M

JO
REDO
F
RH
GDW
D

N\RW
HQ
L

,

SGI
⏆Ǻɇʰɴ߂ᭉʱᬖኍɭɲɤɩȦʳᅥઝϟɴȲȦɩɻȋ
ӯՕత݀ᐏਉˁᇿ୭ɐృγБకፑɭȦȩᫍෙਥȵୈᢒᇕɫȡʱǸϺᔒଁᯆɫ
ʢድ༎֪ᯆɫʢǸံըᏝɴୟతɌɲȦʭȩɲू߅ȵິʠʰʶʳȍɭʚɫ୭ɇʶ
ɛǺ
*

ǵ&##2
ॷ⏣⏞ɹᕶᅓςӾ⏃
ᦹጓήӾ⏆ံᱢȦྙ̺ͦ˻˙˪̜̍ͻ͌

ɴʭʳȋయᨆዀህకፑඖɌ
ѝᐄഗȍɴȲȦɩ⏃ೣဣɴᭉʰɑ⏆˫ͦͻ̫͡
ǵ
&2(ǵ
̺ͦ˫͌͞ԃᖔɴɦȦɩȋЁɹʚʚɲʰέឹȍɭȦȩѝȵάɇʶɛ
⏃KW
W
S


ZZZ
NRV
RQL
SSRQ
RU
J
W
HPS
NHNNDNREHW
XNDJL

SGI
⏆ǺՏफ़ᓔɹμɴ
ɻȋɄʶɫɻɽʰʚȷɴᦏȦȍɭɐʳʢɹʢȦɛฐɫȡʳ⏃1(7
(<(̺ͦɹែဣ


ȋȡʉʱՏɇʶʳዀଯకፑɹံᱢ&##
2
!⏣!
&,
ȍནອॊ6HH

KW
W
S


ZZZ
QL
NNHL

F
R
M
S
QHW
H\H
V
KL
PL
]
X
QGEPB
KW
PO
⏆Ǻ

(
*&ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪇㪌

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

˫͌͞ԃкӉȴʰɻɭᐁཕჷɹᖂ٢ᬠਕɴҥɤɛʢɹɭɲʱǸೣǶ
*&2(Ƕ
̺ͦ˫͌͞ɹԃкӉˁተɴ៨ᦚɐʳʢɹɫɻɲȦǺʚɛǸɭᐁ
ཕჷɹᖂ٢ᬠਕɭɌɩʢፆᓔ҅ϺɹઝឿɴɐȹɑǸȴɲʰɑɌʢೣዣɹ
ઝឿɴԃɴΥᕹɐʳɭȦȩʼȿɫɻɲȦǺ
ǵɭᐁཕჷɻǸଁഗˁೣ᠖⏃ృγБకፑድ⏆ɴ।ɫᠶዣˁ
ᥔɐʳɄɭɭɲʱ⏃Ϝࡴ⏆Ǹ*&2(ƝɹᐁཕՕഓƞድЦɲʳʢɹˁࡴೝ
ᇕɴᬖҼɐʳɄɭɭɲɤɛǺɹᐁཕՕഓ⏃ɭᐁཕ⏆ˁ༎ᅎɌɛᲞ
.
ɲድȵౖɴЈลᬠɴɩɲɇʶɩȦʳɴʢȴȴʼʰɑǶ
ǸӯՕత݀క

ፑɭȦȩೣ̺ͦ˻˙˪̜ɴȲȦɩʢɄɹʭȩɴɹᐁཕՕഓˁȩჿᅓ
ʢǸΫ៨Ƕ
DO
W
H
U
QDW
L
YHǶ
ɹரኍɭȦȩμɫᠦ౩ɫȷʳɭᓒȭɩȦʳǺೣዣɻǸ
ೣድ̶˝ͻ͌͞ɴȲȦɩʼʶʳድɭਃഀɹድɭɹሂ᧓ဣˁᠦ౩ɐ
ʳɄɭɫǸΥɫᰎɹᝐዒˁьᅎɐʳɄɭɹয়ˁரኍɌǸЈɫǸ
ЁɹድЦݬٚᠶዣֱᮃɹɛʠɹȋࡺШȍˁɐʳɄɭˁᇿᇕɭɐʳʢ
ɹɫȡʳǺ

⏗⏏ɹᐁཕՕഓᠶᓔɹΥࡴɹմர
ǵᦏಁɹڧᅠɴȲȦɩɻɭᐁཕ్ᰟȵِȷᗷʶɩȦʳ0Ǻɐʏɩ
ɹᠶయɹμɫɭᐁཕɹଁഗɴݜɧȦɛςȵɲɇʶɩȦʳʼȿɫɻɲ
ȦȵǸɭᐁཕɹᓒȭˁჿៗɌɩȦɲȦɭǸᦏಁɹᠶϝŅɛɭȭɽǸ
,

ǵᅕᠱೆᰖɴҒȦɭᐁཕჷɭȦȩ٧ዌˁᅎȦɛȵǸჼܧǸᦏಁɹଫՠ⏃ගᅒഗ

ȋዀ߂ȏɭᐁཕȑ˓Ͳ̜ͦ̋˪˹͚ͲȍPL
PHR
⏆ˁ؝ȿɩǸɹᐁཕՕ
ഓɹ٧ዌˁᅎȦʳʏȷɫɻɲȦȴɭɹઝឿˁࢠᡴμɫȡʳǺ
.

ǵആϴ߂&%
γᏛ&2(̺ͦ˫͌͞ȋࢃܕɭ॑ݭɹሂϣᬠѥɴȲȿʳ̶̜̅ͦͻȍɴ

ȲȦɩౖɴᐁཕՕഓȵ༎ᅎɇʶɩȲʱ⏃ᚹᅒؗదȋആϴ߂&%γᏛ̺ͦ˫͌͞ȏܕ
ࢃɭ॑ݭɹሂϣᬠѥɴȲȿʳ̶̜̅ͦͻƺ̲˻̦˽ͦͻɹᅭᇕድఠᔒဣ০
ଁȑɹᇿᇕɭɄʶʚɫɹʛȍ̶̜̅ͦͻድ⏥⏙ش᯲y&
##
0ॷ}
⏆Ǹɗɹଁഗɻആϴ
߂ǵ
*&2(ǵ
̺ͦ˫͌͞ȋࢃܕɭ॑ݭɹሂϣᬠѥɴȲȿʳ̶̜̅ͦͻƺኽᇕዊই০
ଁɴᬠɐʳఠᔒድဣȍ⏃Бᝠ⏧࣬১⏆ɴৄȷᐙȵʶᇍࣙɇʶʳฐɫȡʳǺ
0

ǵڧᅠɴȲȦɩณࠓȡʳᣌɭɇʶɩȦʳ߂᭟ҫΥᨀᣌɹᦏಁɹ؝ᣌсڃˁሖʠ

ʳɞȿɫʢᚹӯൎςᭉКըɹࢀɭࢹᣂೣɴʭʳൎςɹК⏧ᕶैᣂ
ೣɹອྈȴʰൎςɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ʍ⏃&#
#0ॷڧϟ֭⏆Ǹ֓ᚹᢵϼൎςᬚɹᡴ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
*
(
㪈㪇㪍

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

పࢪᇕНᢷؚᬿፑɹᭉᅠЊȿɴᬠɐʳᡴᠶ2ǵŅɴؒԂɐʳɄɭɐʰܐ
ᮑɭɲɤɩȦʳǺ
ǵʢɠʸ˃ǸɹᐁཕՕഓɴʭʳድଝ⏃ȋɭᐁཕȍ
⏆ɴࢪɌɩɻᐙ
ᐚɌɩଫՠȵɲɇʶɩȦʳɄɭʢਛʶɩɻɲʰɲȦǺɹᐁཕՕഓଫՠɴ
ዛǾǾɲʢɹȵȡʳȵǸ߂ឹǸГάɹៀ፴ᇕଫՠɭϟࡸᇕଫՠɹ&
ɦɴՕ
ᰖɫȷʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳǺፀΥɴǸ৾ɴȲȦɩȋ֟რਸˁݜྈɴɐʳ
ɹɻȲȴɌȦȍɭȦȩៀ፴ᇕଫՠɫȡʱǸፀϠɴǸ
ȋմரɭɌɩȦʳغჿᇕ
ϺᬚɲɰࡔܧɌɲȦȍɲɰɭȦȩჼࡸɭɹύᮐˁ୭ɐʳϟࡸᇕଫՠɫȡ
ʳǺ
ǵɌȴɌǸմᓔɹଫՠɴࢪɌɩɻǵ4Ǹ֟რਸɫɻɲȼᅊˁݜྈɴɐʳɄɭ
ʢȡʱȩʳ%#ɭȦȩʓȴɴǸ৾ɴЦکᰍˁៗໆɐʳ᧑ԍɭɌɩɹүᯆ
ໆณՕᨗ⏧ΥൎΥᡴໆณհɹลᔨɭᭉᅠ⏃&#
#
0
ॷڧϟ֭⏆
ɭʢɴፀ%
(܌Ǹ
କڵΥ֪ลЊȿɹЇᏼɭɌɩɹН⏧˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸˹˽̘͌ɹըᠶ
⏃&##.
ॷఴᬡ⏆
ፀ%&
܌ɲɰɭᐁཕɹଁഗȵʈ˃ɞ˃ɴʱᦉʚʶɩȦʳ
Ʉɭȵ౩ʰȴɫȡʸȩǺɲȲǸΫ᧒ᅖ⏮ᩆӻൎিЦɻɰɄʍȼɹȴ
⏃&##0ॷೣᐁཕృᓬՏႆ⏆.
4Ǹ%
(
%
᯲Гάؒ၇Ǻ
2

ǵБᝠёɭɌɩǸᅒμϦȋపࢪᇕᢷؚɴࢪɐʳᬿፑɴɦȦɩɹៅೆȍ
Υ
ڧ

ᮊ᠖%(%ॎ⏜⑺⏞ش.&&
᯲ГάǸϠ
⏟ش2##
᯲Гά⏃&#
#,
ॷ⏆
ϥΥ༚⏮μᶻ
߄ᨀᑂᘿНᢷؚᬿᅭŢ⏃&##
.
ॷ⑺ڧϟ֭⏆&*(
᯲Гάؚ᪼Ǹᰯᅒኼᐵȋԇᬖ
ᢷЊៀըɴʭʳࢪᢒൎςɹѳᡸȍתЦᮊ᠖%&
(
ॎ⏞ش4%&
᯲Гά⏃&##
.ॷ⏆ؒ၇Ǻ
4

ǵɄɹៀ፴ᇕଫՠɴᬠɐʳ׃ୠᇕɲද២ˁ֓ȭɛʢɹɭɌɩ।ೠཋჿɭᐁཕ

ƺៀ፴ᇕȋɭᐁཕȍɹԗࡴе⏃&#
#2
ॷ֣ᗳೆଗ⏆ؒ၇ǺɗɹʓȴǸ&##
2ॷ
ೣڒЦ߂ЦᐏΥ̘ͻ͇ݬٚȋɭᐁཕըɭਲ਼ᓒˁʠȽʳࢪ᠌ȍ
⏃&##2ॷ%%&*ెᓃ߂ǵ
6HH
KW
W
S


ZZZVRF

QL
L

DF

M
S
M
DO
S
M

F
RQJU
HVV
SRPSKO
HW

SRO
I

⏆ɫ॒ᨗɇʶɛࡩиᒭǸᩧᖂ߄ᨀǸᚹქࡎǸԆБࢼǸ༓
ᩃᏛǸϥݞգǸᢆ֒ؤΥǸϘೣǸ߄ᅒ֯ᦶɹݬٚͤ˻͖͍ؒ၇ǺɛɞɌǸፆᓔɻ
য়ؒ֓ɌɩȦɲȦɛʠᣒᆄፈᤑʚȭɛተɲჿៗɻɌɩȦɲȦǺ
%
#

ǵ
6HH
/28,6.$3/2: 67(9(16+$9(//
)$,
51(669(5686:(/)$5(




+DU
YDU
G
8QL
YHU
V
L
W
\
3U
HV
V

.$3/2: 
6+$9(//>
@
ɹᡴᠶˁЂද២
ɐʳʢɹɭɌɩ।ೠ&##2մ
4

య&
%
᯲ГάǸᚹᢆرȋ̺ͦ́˽ಁᬚ
ըƺృγБకፑድɹɛʠɹΥ᠅ᠶ⏃Еᰍ⏆ȍೣ᠖ೣشᥔϜࡴ⏃&#
#4ॷ⏆ؒ
၇Ǻ.$3/2: 
6+$9(//
⏃⏆ɴʭʶɽǸЦᅊ⏃V
RF
L
DO

ZHO
I
DU
H
⏆ɭȦȩෙਥɻǸ
҅Ϻɹ֟ᅎ⏃ZHO
O

EHL
QJ⏆ɴݜɧȼʢɹɫȡʱ⏃␙&
*⏆ǸଘɹԗᨗՕ⏃ԇॶ⏆ɹکᰍʢǸ
҅Ϻ֟ᅎɹᭉᅠ֟ᅎཝᇕਸᣒǸᢩܐᓔɹ֟ᅎˁᩂែɐʳЦᅊɹ፤ɹخ

(
*
*ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪇㪎

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ȵȡʳГΫ%%Ǹ֟რਸɹʭȩɲΥࡴɹݜྈˁᅎȦɩǸըៗᨾᠶɹ
֟ਸˁປᥒཀྵࡴɐʳᡴᠶɻ᳄ȵȡʳɹɻϟࡸɫȡʸȩ%&ǺɇʰɴǸ
ᓔɹଫՠɴࢪɌɩɻǸჼܧɹɹᐁཕՕഓᠶᓔɻࡸ៷ՕഓˁᅎȦʳɄɭɫǸ
ჼࡸɭᐁཕՕഓ͐̚͡ɭˁഡยɌʭȩɭɌɩȦʳ%(ǺɗɌɩǸȋᯃჼࡸᇕȍ
ɭɹଫՠɻǸʞɌʸǸࡸ៷ድˁʼɲȦʚʚɹШᐏᇕɲఠᒶᇕៗᨾᠶɴ
ʭʳ৾ɴكȿʰʶʳɄɭɴɲʳǺ
ǵГΫɹʭȩɴǸɹᐁཕՕഓɹᩂឹਸɻᆄȦɹɲȦɭɄʸɫȡʱǸჼႥ
ɫɻǸɹᐁཕՕഓɹድଝˁᰄɅɲɌɴଫՠɐʳɄɭɻɫȷɲȦ%*Ǻ
ɄɄɴɻፆᓔʢʚɤɛȼɹᅵᠶɻɲȦǺ
ᔨਸǸᢩܐᓔȵȦɲȦЦɴ֟ᅎˁઢɍʳ҅ϺɹࡔܧɲɰɴʭʱǸЦᅊɹങᏼ
ʛɹμɴيʚʶȩʳɭɐʳ⏃␙⏏&4
(%
⏆Ǻ
%
%

ǵɛɞɌǸɄɹʭȩɲᇕ᧑ԍςᒶᇕጓ⏃ݭɲȦɌॠᐄςᒶᇕጓ⏆ݭȵਖɑɌʢΥ

ɇʶɩȦʳʼȿɫɻɲȦ⏃ػᅒ᧷১ȋჼБਲ਼ȴʰឿɛៗᨾᠶƺॶϥఠ
ஐɹድˁμਕɭɌɩƺȍ&ؾ
##
#⏃2,
⏆ೆ՟Տ⏧߂ᠶᮃ*0
ॎ⏟
⏃ش%44
0ॷ⏆%2
.#
᯲
Ǹػᅒ&
##
#⏃2
,⏆య&
%2
᯲Ǹ&&
2᯲ГάǸॶϥࡺᮁ
ȋȏᇕਲ਼ᓒিȑˁິʠɩƺƺΪϤॷᬚɹ܌ᰘɭࣙȍ߂ᠶᮃ*
0ॎ⏟ش
%440ॷ%
2&
2
᯲ɲɰǺɛɞɌǸॶϥȵػᅒ᧷১ɲɰॠᐄςᒶˁக᭑ɐʳʢɹɭɻᅵ
ɲʳɭȦȩθᓔɹेᅵɴɦȦɩɻ២ᠶȋȃ˹Ͳͅ˻˗͌ȅɹਲ਼ਲ਼ᓒ
িȍ߂ᠶᮃ*0ॎ⏟ش%44
0ॷ%
4#
&᯲ᬏᢆाಂᇍៜؒ၇⏆ǺɄɹᭉʱɫǸ
ೣዣɹࢮዐɻႷʚʳʢɹɫȡʳȵǸ᧑ԍςᒶᇕጓݭɫˁՕഓɐʳɄɭɹΥՖȵံ
ɫȡʳɄɭˁ୭ɐʳʢɹɫɻɲȼǸᅎਸˁࡴوɐʳɄɭɻɫȷɲȦɭਲ਼ʼʶ
ʳ⏃ᬏᢆᨆᅖȋ྇ៗᨾВᰍƺ+DZ
W
R

U
HW
XU
Q
I
U
RP
W
KH

L
QW
HU
SU
HW
L
YH
W
XU
Qȍ
ॷആϴ߂ՏႆЦ}
ؾૠɹჿਸy
&##.
&&
%
᯲y
՟Տ7
ฆؤ᭞ΥӴᅊإዎ៨ਥૠ
ᠶᮃ&#
#*ॷօయ}Ǹᬏᢆᨆᅖȋჿਸɹ৳ɹᥐʦȴɲॕƺȏͅ˽̜͐̋
Ͳ⏮ృɌȦࢬলը⏱ȑɭȦȩᆄکɴͅ˽̢̜͐̋̀͌ɻፐȭʰʶʳȴƺȍؾປᥒ
έᔨɲѝғɹᦜᤉy&###
ॷആϴ߂ՏႆЦ}0
4
᯲Гάy՟Տ7
৾ಁݬ.2ॎ.
ش%
44
.
ॷ}Ǻ
%
&

ǵ͇ͻ˪͌͞˸˓͓ͻɭᐁཕŅೣɹᐁཕՕഓŅ⏃%4
4#
ॷেయ⏣⏆ݟ

᯲Гά
%
(

ǵගᅒഗȋࡸ៷ድ̨˽ˊ͍ȍ1%/2,#
ش.᯲⏃&
##0
ॷ⏆
ǸගᅒഗȋɄʶȵᓔɹᅊ

ȷʳ᧑ǲȍ1%/2##ش,4᯲⏃&#
#,
ॷ⏆
%
*

ǵʢɠʸ˃ǸɐʏɩɹድȵɹᐁཕՕഓɴʭɤɩɲɇʶɲȿʶɽɲʰɲȦʼȿɫ

ɻɲȼǸ৲ɴጓɦɭɄʸɫᅎȦǸ৲ɴጓɛɲȦɭɄʸɫɻЈɹድˁᅎȦʶɽ
ʭȦɭɇʶɩȦʳ⏃͌͞˸˓͓ͻ y%4
4
#}
մ%&
య%%
᯲⏆Ǻ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
*
,
㪈㪇㪏

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ǵೣዣȵ୭ɐʳکᰍɻɄɹӴɴȡʳǺɐɲʼɠǸکᰍɻǸɄɹʭȩɲ
ɹᐁཕՕഓˁɐʳᠶᓔɴɻǸɗʶəʶᯆȴʰςɇʶɩɻȦɲȦʢɹɹǸ
ΥࡴɹմரȵԊɇʶɩȦʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳဣɴȡʳǺɗʶɻǸհɭɌ
ɩᕶᅓɲȦɌ॑ݭɴКɓʳʏȷɫȡʳǸɭȦȩᓒȭɫȡʱǸࢃܕకঌ
ɹЂԂɻёɫȡʳɭȦȩᓒȭɫȡʳǺʭʱǸԍкᇕɴៜȭɽǸհɭ
ɌɩǸᕶᅓ॑ݭɴКɓʳʏȷɫȡʱǸࢃܕకঌɴʭʳЂԂȵ᠗ʠʰʶ
ʳɹɻǸƦᕶᅓɴʭʳࢀȵȡʳǸ॑ݭɹ߉ఞȵȡʳغݭɫǸȴɦƧܕ
ࢃకঌɴʭʳЂԂɴʭɤɩఒڵɐʳغݭɴᭉʰʶʳɭȦȩᓒȭɫȡ
ʳ%,ǺɗɌɩǸƦɹсɹʛɲʰɑǸƧɹсɴȲȦɩʢǸࢃܕɹЂԂక
ঌɴʭʳЂԂɴʭɤɩ֟რਸȵఒڵɐʳȴɰȩȴɴǸჿᠶ͐̚͡ɞȿɫɲ
ȼǸᩄᇕଝࡸ៷ՕഓˁᅎȦʭȩɭɌɩȦʳ%.ɭȦȩຍ᭥ȵǸჼႥɫ
ȡʸȩǺ
ǵɄɹʭȩɲմரɻǸᯆȴʰᠶɍʰʶʳɄɭȵࢹɲȼፆᓔɹ߯ȴʢɌ
ʶɲȦǺɌȴɌǸዎࢹɴʢǸৄᅎɴɁɛ&
#
#
0ॷɹኽЦ˹Ͳͅ˻
˗͌ɴȲȿʳᚹᅒؗదɹ˱͍Ͳ̜ɴȲȦɩ౩ተɴኍɇʶɩȲʱ%0ǸʚɛǸ
%
,

ǵ˹Ͳͅ˻˗͌ȋጫϝዊইɭȍኽ0#
&⏃ش##
2
ॷ⏆%*᯲Гάᚹᅒؗదᇍៜ

ɴʭʶɽǸ
ȋࢃܕɴʭʳЂԂˁয়ɐʳჿ࣐ɹΥɦɴǸ॑ݭɹӈȷȵέԃɫȡʳ
Ʉɭˁʭȼ୲ɁʳɄɭȵȡʱʚɐǺɛɞǸɄʶɞȿɫɻೣഀǸέמՕɲɻɑɫɐǺ
کᰍɻǸ॑ݭȵลᔨɌɩȦʳȴوȴɫɻɲȼɩǸ॑ݭȵลᔨɌɩȦɲȦɄɭɴʭɤ
ɩࢀȵᅊɍɩȦʳɭɌɩࢃܕȵЂԂɐʳɄɭɫɗʶˁఒڵɌǸʭʱʭȦႥɴɐ
ʳɄɭȵɫȷʳȴوȴɹɻɑɫɐȍɭȡʳǺ
ǵɗɹʓȴ।ೠཋȋ
ȏɭᐁཕɻǸлˁఠȭǸлˁఠȭɲȴɤɛȴȍ˻͖͠˽̜
%(,.
&⏃ش##2ॷ⏆*
*᯲ɻǸ
ȋȏఠዀೆᇕᐁཕȑɻǸ
ȏ॑ݭɹ߉ఞȑˁʢɤɩǸకঌЂ
Ԃɹয়ɭɌɩȦʳȵǸࡸɻǸɄʶɻǸਖឹИɭמՕИɭˁཌྷؾɌɩȦ
ʳɹɫȡʳǺ॑ݭɹ߉ఞɻకঌЂԂɹਖឹИɫȡɤɩǸמՕИɫɻɲȦǺʢɌ
ʢǸЕɴȏ॑ݭɹ߉ఞȑȵȡɤɛɭɌɩʢǸɗɹᣂ྇ɹᨗՕˁకঌɴʪɞɷɛغݭǸ
ʢɤɭᣂ྇ɹᨗՕȵੲɐʳɹɫȡʶɽǸћးɭɌɩᣂ྇ᨗՕɻ॑ݭɹʪɞɷʰʶ
ʳʏȷɫȡɤɩǸకঌȵɄʶɴЂԂɌɩɻɲʰɲȦȍɭɌɩȲʱǸʢɤɭʢ౩ተɴ
ೣయɹጓݭˁᝠჼɌɩȦʳǺɗɌɩǸೣయƧɹឹᏬˁέឹɭɐʳጓݭˁȋఠዀೆᇕ
ᐁཕȍǸƧˁਖឹɭɐʳጓݭˁȋ˹ˡ˳༐ȍɭჿɌɩȦʳǺ
%
.

ǵᚹᅒᇍៜ&##2մ%,య%,
᯲Ǹගᅒ&
##0

մ%
(య⏡᯲

%
0

ǵᚹᅒᇍៜ&##2
մ
%
,
య%
%
᯲ГάǺᚹᅒؗద˱͍Ͳ̜ɻᡗଵᇕɲᝠჼˁ

ьᅎɌɩȦʳȵǸȋኽɻɗʶɄɗȵکɭɌɩɹ৾ȵᅊȷযʃʳڞΥɹ᧑ɞɭ
ਲ਼ɤɩȲʱʚɐȍ⏃ؾ%,᯲⏆ɭȡʱǸԒࢅᇕɴɻȴɲʱɲςɴɲɤɩȦʳǺ

(
*.ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪇㪐

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ගᅒഗɹᅒڵψɹᘿсɴࢪɐʳೆ%2ȴʰʢȩȴȵȭʳǺ
ǵɄɹʭȩɲմரˁǸೣዣɫɻǸѤࡶɹɛʠᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɭؿɧȿʳ
Ʉɭɴɐʳ%4ǺɄɹʭȩɲᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɴਃȩɭǸёȭɽǸЦɴ
ȲȿʳൎςБᝠ៲ɹ៲ᦠณˁႶൎςณɭɌɩ᠗ʠʳ⏃Ц2
*
0
Гά⏆ɭȦȩɄɭɻǸೣഀǸᕶʰɹᠱິณɌȴьɫȷɲȦɻɑɹൎς
ɴǸЦɹณգьˁ༐ᅊɌɩ⏃БᝠɌɩǶ
R
U
Ƕ
БеɌɩ&#⏆᠗ʠʳɭȦȩ႕
աɹը⏃ϟ៲ɹᅎɴਃȭɽࡴ៲য়&%⏆ɫȡʱǸࢃܕɹЂ
%
2

ǵගᅒഗೆ˻͖͠˽̜%
&0
,ش%
&%᯲⏃&
##
*ॷ⏆
Ǻ

%
4

ǵɄɹʭȩɲؿዌˁЊȿʳɄɭɴɦȦɩɻǸΥɫǸЈɹᠶᓔɴʢؾɹմரˁ

ᅎɐʳᓔȵࡔܧɐʳɄɭǸЈɫǸᚹᅒගᅒθؿɹድɻਖɑɌʢɄʶɴࣉ
ȷɑǸɴ̶̚˝͍͡ುៗɌɛʢɹɫȡʳɄɭȴʰǸέ᧟Ֆɹᡖʱˁӹʶʳ
ʢɹɫɻɲȦȵǸሁ៎ᇕɲʼȴʱʦɐɇˁӦӴɌɩɄɹʭȩɲᝠჼˁᅎȦʳɄɭɭ
ɌɛǺᬠѥɹӴᅊɴɻષ˃ɫȲ᠇ʃᅕɌΫɁʳǺ
ǵɲȲǸ।ೠ⏃&
##
2⏆մ⏃%,
⏆య**
᯲ɻǸ
ȋ˹ˡ˳༐ȍɭȦȩᅎˁᅎȦɩ
ȦʳǺ
&
#

ǵൎςБᝠ៲෯ᦶɴɦȦɩᠶɍɛݜೣᇕయɭɌɩጭԒ߅ȋൎςɹБᝠ៲ȍ

ؾЦɹჿᠶţ⏃%44#
ॷఴᬡ⏆&&%
᯲ГάǸ&&
4
᯲Гά՟Տ⏧תЦᇑ
ٞॷ៨ਥᠶయᮃፀ⏙ॎȚ%4
2(ॷఴᬡț
ؒ၇
&
%

ǵృصॺݟృϟ៲ፀ*
ႆ⏃&#
#2
ॷেయ&⏆ݟ02
᯲ǸРᚹልϟ៲

ፀ(
ႆ
⏃&##
*ॷఴᬡ⏆%
,&᯲ؒ၇ǺɲȲǸБᝠ៲ɹٚൎςˁ៲য়ɫ
ɻɲȼܔ᧟ൔɭеᒞЊȿʳخᔨਸɴɦȦɩᲞᅒងଁȋൎςБᝠ៲ɴȲȿʳٚ
ൎςɹܩеȍڧᮊ᠖%%,ॎ⏜⏞⏃ش%
44
0ॷ⏆,
.(᯲Гά⏃༥ෑ⏆ؒ၇Ǻ
ǵೣయɹ៨ᦚɻǸয়ϟᓔ᧟ൔˁณգᒶ֭ॠࣚςкɹʛɴ᠗ʠʳɹȵհɫ៲য়
ɻёᇕըɫȡʱǸКઝᇕ៲য়ɹհኧɻɗɹᝠʶɫȡʳɭȦȩإԎᇕɲ
ჿៗ⏃ՠ(ٮ
0ॷ⏡%(ᮃ%.ॎ⏣ش%,
%.
᯲⏆ˁմரɭɌɩȦʳǺɌȴɌǸՠ
ёؖʃϟ៲ᅠɹ֪كȴʰɐʶɽǸ៲য়ȵኧɍʰʶʳɹɻǸষᡸަБჿ
ɹհ⏃៲,*⏆ʦ៲ѵ៧ɹኧ⏃ѵ៧%#⏆ɲɰɹȦʼʪʳΪᇑБៜᤊ൯
ɹᬿɹဣɴິʠʰʶʳʢɹɫȡʱǸࢀȵȡʳغݭɴɹʛ⏃Кઝᇕ⏆៲য়ɻ
ኧɇʶǸ៰ࢅȵհɫȡʳɭჿɐʳɄɭʢخᔨɫȡʳ⏃ృݟy&
##
2}
մೆ&
2
*
᯲⏆Ǻ߂ՠ*ٮ
,ॷ%%%%
ᮃ&
*ॎ%
&ش%
2,
*
᯲ɻǸƦষᡸަБჿɹհ៲
ѵ៧ɹኧɹ࿃ᔵ᧫܌ȵɲȦغݭǸȴɦǸƧغჿᇕਖឹȵȡʳغݭɴɻǸКઝᇕ
៲য়ˁ៰ࢅɐʳɭՠኍɌɛǺጓ៷КɭȦȩ៎ဣȴʰɻǸ៲য়ɻёɭȦ
ȩɄɭɴɲʳȵǸȡȼʚɫࢀȵࡔܧɐʳȴʰёȦɴɌɛɞȿɫȡʱǸೣഀᇕ
ɲըɭɌɩǸɰɠʰˁհɭᓒȭɩȦʳȴɻ౩ʰȴɫɻɲȦǺɄɹհёɹ
ᬠѥɴɦȦɩɻȋ⏞⏏ݜྈဣکᰍȍɫᦚɐʳǺ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
*
0
㪈㪈㪇

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ԂȵࡔܧɐʳǺɄɹʭȩɲൎςБᝠ៲ȵ᠗ʠʰʶʳɻǸ⏃ൎςБᝠ
៲ɹࢪᢒɭɲʳ⏆Цɹᐿ৲ɴࢪɐʳாࢀᣍӤᠱິณɴɦȦɩǸЦ
ˁБᝠɐʳБᝠᐿ৲ɻǸᐿ৲ЦɫɹؾӎЗᬚɫȡʳᐿ৲ɴࢪɌɩ
⏃غݭɴʭɤɩɻᕶՕᕶ᤹ɴࢪɌɩ⏆ьɐʳɄɭɻᱟʶغȦȴʰᓒȭɴ
ȼȦǺɗɄɫǸЦɫɻǸɄɹʭȩɲЦɹӁณʢǸЦɹգᇰɹɛʠ
ɴьɫȷʳʭȩɴǸൎςБᝠ៲ըˁ᠗ʠʳɄɭɫǸЦɹգᇰǸԍ
кᇕɴɻǸᐁۊ᭐Гɹൎς⏃Ӂณᓔ⏆ɹգᇰˁѳᡸɐʳɄɭɴɌɛɹɫ
ȡʳ&&ǺʚɛǸЦɴࢪɌɩᒶ֭᧓ؙˁɐʶɽБᝠ៲ɴʭʱாࢀᣍӤᠱ
ິณˁьɇʶʳخᔨਸȵȡʳɄɭɫǸᐿ৲ȵᐳઢˁ୫ɤɩᐁۊɐʳ
ʭȩɴʢɲʳ⏃ࠓ۵֟ഗ⏆ǺɄɹʭȩɴǸൎςБᝠ៲ɭȦȩࢃܕɹЂԂɴ
ʭʳ႕աɹըȵ᠗ʠʰʶʳɻǸᱟʶغȦɴʭʳாࢀᇍᅊɹᬿࠓ
۵֟ഗɴʭɤɩǸᐁۊ᭐Гɹࢹధ༐ൎςɹգᇰˁѳᡸɐʳɛʠ⏃ɇʰɴ
Ӂณᓔɹգᇰˁѳᡸɐʳɛʠ⏆ɭჿᠶᇕɴᠦ౩ɫȷʳǺ
ǵɌȴɌǸɄʶɻǸᐿ৲ɹᱟʶغȦᐳઢɹ๕߭ɹᇍᅊɭȦɤɛ॑ݭ
ɹ߉ఞ&(ɴࢪɌɩǸࢃܕɹЂԂɴʭɤɩఒڵɐʳɄɭȵȋჿᠶᇕɴȍࡔܧɐ
ʳخᔨਸˁኍɌɛɴȹɲȦǺൎςБᝠ៲ɴɻࢀʢȡʳǺёȭɽǸ
ՠଘȵᐿ৲ɹᒶ֭᧓ؙˁՠుɐʳɄɭɴɲʳɹɞȵǸᐁۊɹᏬϺɫȡʳ
ՠࡲȵᠡɤɩᐿ৲ɹᒶ֭᧓ؙȡʱɭɌɩɌʚȩᠡՠɹ͠˽˪ȵȡʳɛ
ʠǸᐿ৲ɭɌɩɻǸՠࡲȵᠡՠˁႢɌȴɷɲȦʭȩɲϟ⏃ృៀϟ
ᇍࣙɲɰ⏆ˁɌɲȼɲʳᘯᑘ֟ഗȵᇍᅊɌǸɄʶɻǸʁȦɩɻЦɹգᇰǸ
ൎςɹգᇰ⏃Ӂณᓔɹգᇰ⏆ˁாɲȩɄɭɴɦɲȵʱȴɷɲȦǺ॑ݭɹ߉
ఞˁ୭ɌɩឿɓɩʢǸࢃܕకঌɹЂԂɴʭɤɩఒڵɐʳɄɭȵኍɇʶ
ɩȦɲȦɹɞǺ
ǵɗɄɫǸൎςБᝠ៲ըˁয়ɐʳɛʠɴɻǸჼࡸɴǸൎςБᝠ៲
ըȵЦɹգᇰѳᡸൎςɹգᇰѳᡸɴ৲ɴጓɤɩȦʳɄɭɹࡸ៷Օ
ഓȵਖឹɭɲʳǺਥɲȵʰǸൎςБᝠըɗʶɞȿˁʢɤɩࢹధ༐ൎς
&
&

ǵຽᰄૠᨀൎিЦፀ⏗ႆ
⏃&#
#2ॷఴᬡ⏆**.᯲ǸኜᅒኼปЦፀ

%#ႆ
⏃&##2ॷেయ(&⏆ݟ%᯲Ǹᶻᅒ፲Ц߂ឹ⏃&
##0ॷఴᬡ⏆%
#
#᯲ɲɰ
&
(

ǵɄɄɫɹ॑ݭɹ߉ఞɭɻǸᐿ৲ɴହᣂࢃ⏃ൎς⏆ɭɹᬠѥɫ̩͐͞͡˸ͻ̝

ȵࡔܧɐʳɹɴǸݬɹҥܧʦϯབᢹᅎɲɰɴʭʱǸହᣂࢃɭᐁۊᓔɭɹᬚɫ᧟
ɲߕᏝȵᐄʏɑǸͤ͐Ͳ॑ݭႥɴ᭒ɤɩ᧟ɲହᣂᩄȵࡸჼɫȷɲȦɄɭˁςɴ
୭ɌɩȦʳɦʢʱɫȡʳǺ

(
*2ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪈㪈

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ɹգᇰˁѳᡸɌɩȦʳɭȦȩࡸ៷ᐄഗɻɲȦʭȩɫȡʳ&*ǺɌȴɌǸൎς
Бᝠ៲ըˁيʠɛࢹధ༐ൎςѳᡸըΥᖔɴɦȦɩǸࢹధ༐ൎςѳᡸ
ըˁȼҺȭɩȦʳЦɫȡʶɽȡʳʓɰǸൎিଘ෯ᦶɻՕతɌɩȦ
ʳɄɭȴʰǸࢹధ༐ൎςɴɭɤɩʢൎিȵ᳄ȡʳʢɹɫȡʱǸࢹధ༐ൎ
ςѳᡸըɻԃкɭɌɩൎςѳᡸɴᅎɫȡʳɄɭˁኍڗɐʳࡸ៷Օഓɻ
ȡʳ&,ǺɄɹࡸ៷ᐄഗȴʰɐʶɽǸൎςБᝠ៲ըɻǸЈɹࢹధ༐ൎς
ѳᡸըɭሂʚɤɩࢹధ༐ൎςɹգᇰɴᣂɐʳɄɭȵЯʼʶǸয়
ˁྃɛɌɩȦʳɭѝɫȷɗȩɫȡʳǺ
ǵГΫǸёˁȡɁɩᠦ౩Ɍɛᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɻǸਖɑɌʢ॑ݭʦ֟რਸ
ɭȦɤɛᐁཕ༎֪ᇕүᯆɴࢮዐȵᭉࡴɇʶʳɭɻᭉʰɲȦǺհɭɌɩᕶ
ᅓˁࢴᩂɌǸƦᕶᅓɴʭʳࢀɹࡔܧɌǸȴɦǸƧࢃܕకঌɹЂԂɴ
ʭɤɩఒڵɇʶʳɄɭȵጓ៷⏃ࡸ៷⏆ɇʶɛغݭɴɹʛៀըȵয়ɇʶ
ʳɭȦȩᡴᠶɫȡʶɽǸᕶᅓςᒶࢃܕɹɐʏɩɹࢃܕ༎֪ɴ⏃ɇʰɴɻܕ
ࢃГɴʭʳ̶̜̅ͦͻɴʢ⏆߹য়ɐʳᡴᠶɫȡʳ&.ǺɄɹઝ٢ɫǸɹ
ᐁཕՕഓɭȦȩങᏼɴɭɰʚɤɩȦɲȦǺ

⏙⏏ȋɭᐁཕȍɹଫՠᓔɛɠɭɹᬠѥ
ǵГΫɹʭȩɲᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɹȦɴɦȦɩɻǸ̶̚˝͍͡Ɍɐȹ
&
*

ǵ
5REHU
W
D
5RPDQR

7KH
6KDU
HKRO
GHU

6XL
W


/L
W
L
JDW
L
RQ
ZL
W
KRXW

)RXQGDW
L
RQ"



-

/

(F
RQ

2U
J


ɴʭʳɭǸʞɌʸБᝠ៲ɴʭɤɩൎѝȵάȵʳɭȦȩ
Ꭶܕɹࡸ៷ᐄഗȵԇᝠɇʶɩȦʳ⏃5RPDQRy
%
44%
}V
XSU
D

..
⏆
ǺɌȴɌǸൎςБᝠ
៲ըɹઝᒶɻǸೣయɹʭȩɴǸᐿ৲ȵКᦠؖɇʶȩʳɄɭȴʰᐿ৲ɴៀ
৾Њȿ֟ഗ⏃ࠓ۵֟ഗ⏆ȵӈȷǸБᝠ៲ˁர៲ɇʶɩȦɲȦЦʢيʠɛ॑ݭԃ
кȵգᇰˁʳɭɄʸɴȡʳɹɫǸȴɲʰɑɌʢΫ៨ࡸ៷ᐄഗȵൎςБᝠ៲ը
ɹغჿਸˁុɐʢɹɫɻɲȦɄɭɴɦȷᅒμϦȋЦɹᐁཕՕഓƺਠࡸᒶ֭ɭБ
ᝠ៲ˁᏬɴɌɩƺȍఠࡻ&,
(&⏃ش#
#
%ॷ⏆2(᯲Гάؒ၇Ǻ
&
,

ǵ5DI
DHO
/D3RU
W
D
)O
RU
HQF
L
R/RSH]

GH
6L
O
DQHV

DQG$QGU
HL
6KO
HL
I
HU

5REHU
W


2)
,
QYHV
W
RU

SU
RW
HF
W
L
RQ
DQG
F
RU
SRU
DW
H
JRYHU
QDQF
H
-2851$/
),1$1&,$/
9L
V
KQ\



(&2120,&6



&
.

ǵჼɴૠɹᝠჼɹᕶᅓɹՕᩃɴȲȿʳਝᅎɭɌɩගᅒഗȋ́͊ɭɍɩᐁ́͊ʁ

ʰɄȩȍ̠́͊ͻ .
*.
&⏃ش#
#2
ॷ%#
(⏆ش,᯲ГάǺɛɞɌǸᐁཕ༎֪ᇕүᯆ
ɭປᥒɌɩǸៀըɹᇿᇕʦ᧟ՖɲSU
R[\ɹࡔوɲɰܐᮑȵȦɹʢϟࡸɫȡʸȩǺ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
*
4
㪈㪈㪉

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ɞɭȦȩଫՠɹʓȴɴǸɄɹʭȩɲጓݭɴࢪɌɩɐɫɴᠦᇕɲଫՠȵɲ
ɇʶɩȲʱǸɄɭʓɰृɴᔪࠓɭ᠗ᡫɐʳਖឹɻɲȦɹɫɻɲȦȴɭਲ਼
ʼʶʳᠧᓔʢȦʳȴʢɌʶɲȦǺӴᦚɌɛʭȩɴȋɹᐁཕՕഓȍᠶᓔɴ
ɻౖɴଫՠᓔȵࡔܧɌǸ৳ʰɹଫՠȵᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɴʢ߹য়ɐʳɹɫ
ɻɲȦȴɭȦȩکᰍɫȡʳǺ
ǵɞȵǸଫՠᓔȵǸɗɹБᝠᇕᠶᓔɭɌɩ୲ɁʳɄɭɹȡʳा༖ɹ
ᑡ&0ɻǸ
⏃য়ಁౖɴɲɇʶɩȦɛڒᇕଫՠˁʱʼɲȴɤɛɛʠ&2⏆ɹ
ᐁཕՕഓ⏃ा༖ɹᅎɴʭʳɭȋɭᐁཕȍ⏆ȵჿᠶᇕ͐̚͡ɹʛȴʰ
ៀ፴ᇕ٨ᰍˁࢷȼɄɭɴࢪɌɩǸჼࡸɭύᮐɌɩȦʳɄɭˁᕹ٨ᇕ๕ဣɭ
Ɍɩ୭ɐʳʢɹɫȡɤɛ&4ǺɗɌɩǸा༖ɻȋɛʪʚɲȦϟࡸɭɹൔ᬴
(
#

ȍɭɌɩࡸ៷ᇕድˁȼឹິɌǸࡸ៷ᇕគЊȿɹɲȦয়ಁɹȋɭᐁཕ

ȍˁଫՠɌɛʢɹɫȡɤɛǺɄʶɻǸࡸ៷Օഓˁឹິɐʳᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓
ͲɴࢪɌɩǸ᥄ˁΥɴɐʳʢɹɫȡʱǸʚɤɛȼଫՠɹࢪᢒɲɹɫȡʳǺ
ǵʢɠʸ˃Ǹा༖ɹȋɭᐁཕȍଫՠɻǸࣦɴʼɛʳʢɹɫǸȴɲʰ
ɑɌʢჼࡸɭ͐̚͡ɹύᮐ⏃ᯃჼࡸਸ⏆ɴɭɰʚʳʢɹɫɻɲȦ(%Ǻɗɹ
μɫɻǸॶϥࡶᮁʦǵ
5R
QDO
G
'ZR
U
NL
Q

0H
O
YL
Q
(L
V
H
QEH
U
Jǵ
ʰɹᡴᠶˁؒ၇
ɐʳμɫǸয়ϟᓔɹգᇰˁᣳȭɛգᇰˁᓒૅɐʳȴوȴɹՕഓɴǸఠᒶᇕ
৾ɹࡔܧઝᒶˁ᠗ʠʳ(&ǺɄʶɻǸ৾ɹ༎ᤲɹݭɫȡʳՠଘɹ
ՠɹݭɴȲȦɩɻǸᐁཕȵɤɩȦʳʭȩɲǸЁɰɹʭȩɲ֪ɹ
˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ȵᇍᅊɐʳɹȴɭȦȩȋϟմɹែဣȍɹʛɲʰɑǸౖɴɲ
ɇʶɛ֪ˁԇॶɴՠుɌɲȼɩɻɲʰɲȦɭȦȩȋϟɹែဣȍʢਖឹ
&
0

ǵा༖ȋȏɭᐁཕȑɭៗᨾɹᬠѥɴɦȦɩƺଫՠᇕද២ƺȍ
⏃Υ⏆ƺ⏃܋

⏆ڧᮊ᠖%#2ॎ⏟ش2&#᯲Ǹ%
#4ॎ⏖⏖ش᯲Ǹ⏗&ش#
0᯲Ǹ⏙*ش%(᯲⏃%44
(ॷ⏆
&
⏣

ǵा༖⏃%44
%⏆մ&0
య܋
**%
᯲

&
4

ǵा༖⏃%4
4%⏆մ&0
యΪ
&#
2
᯲ГάǸ܋
*%*᯲ГάǸ*(
,᯲Ǹ*(2᯲Ǻ

(
#

ǵा༖⏃%4
4%⏆մ&0
య
܋
*(,
᯲

(
%

ǵЈɴʢा༖⏃%44
%⏆մ&0
య܋
**(
᯲⏗ɴȡʳʭȩɴǸᐁཕՕഓɴ

ᨊغɹȦȦʭȩɴುៗɐʳ᭝ਸʦȋڃᣒ፬ჿȍɹਖឹਸɴɦȦɩៜؖȵȡʳȵǸ
ɄʶɻǸఠᒶᇕៗᨾᠶʦປᥒɭȦɤɛᓔɹድ༎֪ɐʏɩɴʢয়ɩɻʚʳଫ
ՠɫȡʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳ⏃ගᅒഗȋࢮҋߕᏝɻɲɕ᧓ɲɹȴ⏱ȍ1%/2*4
&ش
##0
ॷ*&᯲&
2ؒ၇⏆Ǻ
(
&

ǵा༖⏃%4
4%⏆մ&0
యϠ
&(
᯲Гά

(
,#ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪈㪊

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ɴɲʳɛʠǸɭᐁཕɹଝɹʛɫɻៗໆɫȷɑǸਃഀɹఠᒶᇕៗᨾᠶǸ
ӴёɭغᇕɲៗᨾᠶɹࣙᬖȵਖឹɫȡʳɭȦȩઝ٢ɫȡʸȩ((Ǻ
ǵተȴɴǸ৾ɴȲȦɩɻȋϟմɹែဣȍɹʛɲʰɑȋϟɹែဣȍȵ
ਖឹɭȦȩែဣɻᠦȵȡʳǺɞȵǸɄɹែဣˁʢɤɩɌɩʢǸा༖ೣ
ϺȵჼɴᦚʏɩȦʳʭȩɴ(*ǸɹᐁཕՕഓΥᖔ⏃ᇿᇕᮃᇕਲ਼ᓒিǸॠ
ᐄςᒶᇕᇍ⏆ɹᅎਸˁࡴوɐʳɄɭɴɻɲʰɲȦǺԃՕʭʱʢҥ
ՕɹʓȩȵᎎɫȡʳʭȩɴǸʚɛǸ̚ˡ̜͡ȵܐᮑɻՕւɓʭɭᦚʏɛ
ʭȩɴǸ
ȋϟմɹែဣȍɹʛɴጓɤɛغݭɴɻɰɹʭȩɴɲʳɹȴɭȦȩ
ድˁȩɄɭȵǸЦዀɹድɭɌɩଁጓɌɲȦʓɰɹϨᏳɲʢɹɞɭ
ɻਲ਼ʼʶɲȦǺ
ǵɇʰɴा༖ɹᡴᠶɹکᰍဣɻǸਃഀɹఠᒶᇕៗᨾᠶǸӴёɭغᇕɲៗ
ᨾᠶɹࣙᬖȵᅎɫȡʳˁǸয়ϟᓔɹգᇰˁᣳȭɛգᇰˁᓒૅɐʳȴ
وȴɹ̾Ͳ͇̍ͻ˪ɭɌɩǸɐɲʼɠǸ
ȋϟɹែဣȍɹਖឹਸɹՠుݜྈ
ɭɌɩ༎ᅎɐʳɄɭɴິʠɩȦʳဣɫȡʳǺፆᓔɴɻǸఠᒶᇕ৾ȵɄ
ɹʭȩɲลᔨˁჼɴഗɛɌɩȦʳɭɻਲ਼ȭɲȦɹɫȡʳǺा༖ɻǸɹᐁ
ཕՕഓɹᭉᅠˁ୭Ɍɛဣɫɻଁ֒ɌɩȦʳȵǸఠᒶᇕ৾ɹয়ɴ
ɻଁ֒ɌɩȦɲȦɹɫɻɲȦȴǺ
ǵჼɴࡔܧɐʳఠᒶᇕ৾ɹʭȩɲШᐏᇕ৾ɻǸाऄࡶɹៜᘽˁ
ҏʱʶɽǸՠଘˁ˱Ͳ̜ͦͻ͡ɐʳɛʠɹȋჿᠶ෯ଁ(,ȍ
⏃ɲȦɌȋɄɭ
ɽᇕଯȍ
⏆ɫȡʱǸɄɹʭȩɲȋჿᠶ෯ଁȍˁଫՠᇕɴද២ɌǸɗʶə
ʶɹয়ਸǸয়ਸɹᭉᅠˁ౩ʰȴɴɐʳɭȦȩઝ٢ɫɹȋჿᠶ(.ȍ
⏃ɲ
ȦɌȋᇕѝғՠుȍ
⏆ɫȡʳǺाऄɻմᓔɹсˁࡸ֭ࢃɹЇϟɫȡʳɭ
ుࡴɌɩȦʳȵ(0ǸፆᓔɻǸմᓔɹсˁᨆ⏃߂ድዀ⏆ɹ
(
(

ǵഌచেȋᐁཕఠࡻȍᐁృᓬ&#
#,
ॷ⏖&,
Ǹᚹᢆ⏃&##
4⏆մ%
#
యؒ

၇Ǻा༖⏃%44%
⏆մ
&0
య
Ϡ
%0
᯲ГάɹᡴᠶˁɄɹʭȩɴʚɭʠɩʢ߂
ɲȦɭਲ਼ʼʶʳǺ
(
*

ǵा༖⏃%44%⏆մ&0
యϠ&
(᯲

(
,

ǵाऄࡶȡʳᓔɹ᥄ᤄ⏃%4
02ॷఴᬡ⏆(
%
,᯲ǸाऄࡶȋዀɭɌɩ

ɹ৾ȍɭɗɹᇍࣙ⏃%42
0ॷ࣬ೆঊ⏆%&
᯲
(
.

ǵाऄ⏃%402⏆մ(,
య(%.
᯲Ǹाऄ⏃%42
0⏆մ
(,
య&
*᯲Гά

(
⏡

ǵाऄ⏃%402
⏆մ(,
య(
%.
᯲ǺɛɞɌǸाऄࡶೣϺɹ৾ɴࢪɐʳᓒȭ

ɻಁБɴʭɤɩࢅɌɩȦʳǺɲȲǸɄɹဣɹᏳɴɦȦɩɻաዣˁϜࡴɌɩȦʳǺ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
,
%
㪈㪈㪋

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ఠڊɹድˏ˻˙Ͳ̋ɫȡʳɄɭˁࡴوɐʳɦʢʱɻພᰄɲȦǺɌȴɌǸ
ᓔɹाऄɹᅎɫៜȩɭɄʸɹȋჿᠶȍɹድˁɐʳɄɭȵ
ድᓔɹድˏ˻˙Ͳ̋ɫȡʳɄɭɻࡴوɫȷɲȦɹɫɻȡʳʚȦȴǺ

⏜⏏⏙ɦɹ᠅ᩆቄ
ǵɄɹʭȩɴឿʳɭǸᚹᅒ=
ගᅒ͞˓ͲɻǸɹᐁཕՕഓɴࢪɐʳਃմɹ
ʢᕹ٨ᇕɫȡɤɛଫՠɫȡʳჼࡸɭ͐̚͡ɭɹύᮐɭȦȩဣˁӷɌɩȲ
ʱǸ
ȋᇕɲᓒȭɞǺᏤʪȭɴ˛ͤˤͲ̜ɫȡʳǺɛɞǸʁɭɦɞȿ
کᰍȵȡʳǺȩʚȼȦȴɲȦɄɭɞȍ(2ǺɦʚʱǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɫɻᠦ
౩ȵɦȴɲȦɭȦȩ๕ဣȵȡʳǺ॑ݭɹ߉ఞɴࢪɌɩǸࢃܕɹЂԂɴʭʳ
⏃֟რਸɹ⏆ఒڵˁࡸ៷Օഓɴʭɤɩᠦ౩ɫȷɲȦɴʢȴȴʼʰɑǸʓʖγ
ᅠԊᦲɫ᠗ʠʰʶɩȦʳࢃܕɹЂԂȵࡔܧɐʳǺೣዣɫɻǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞
˓ͲȵɰɄʚɫ߹য়ɐʳɹȴɹ᠅ᩆቄɭɌɩǸɄɹʭȩɲՕᩃɹᯃ।ɴᎎ
⏃ȴɦ؏ࢌɲઝ٢ɫɻέተɲɄɭʢȡʳȴʢɌʶɲȦ⏆ɲЂˁʱ
ΫɁʳǺɗʶɻǸƦሾᇕᢧᅋณǸƧϺ⏃ൎিЦ⏆ɹέဤӁณɴࢪ
ɐʳᭉКǸƨέဤКɴȲȿʳ߉Кςᒶɹ⏙ɦɫȡʳǺГΫ
ɹ⏙ɦɹ᠅ᩆቄɻǸکᰍɭɲʳ᯿ݖˁɐʏɩᐨᒧɌɛʼȿɫɻɲȼǸፆᓔ
ȵɇɌȡɛʱਲ਼ȦɦȦɛΪ᯿ݖɴȹɲȦǺ৾ɹድˏ˻˙Ͳ̋ɴɻǸ
ЈɴʢǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɹ᠅ᩆቄɭɲʳʭȩɲድ᯿ݖɻɛȼɇ˃டȭ
ɩȦʳɫȡʸȩȵ(4ǸౖɴǸ
⏃έ֧ɲፆᓔɴʢکᰍઝᡫˁઢɍɑɴɻȦʰ
ʶɲȦʓɰɴ⏆ӴᑡȵᙢዩɌɩȦʳɛʠѤࡶᇕɴ᧧˃ɞʢɹɴȹɲ
ȦǺ
(
2

ǵ%$5$&.
2%$0$

7+(
$8'$&,7<2)
+23(

7KU
HH
5L
YHU

3U
HV
V

⏃̫͞

˪ˠ̫͇ඖยਚ៱
ܕᝓغԗᅊ&
##0
ॷ̋˓͓͐Ͳ̝%4
0
᯲⏆
(
4

ǵёȭɽǸཧಣˤ˽⏃သᏬ⏆கՏˁଵըɐʳɛʠɴǸᄩޅዒিˁᅎɐʏȷȴ

கՏณিˁᅎɐʏȷȴǸɭȦȩکᰍʢԊᦲɫȡʳǺ6HH

 67(9(16+$9(//

)281'$7,2162)(&2120,&$1$/<6,62)/$:
 +DU
YDU
G8QL
YHU
V
L
W
\
3U
HV
V



HV
S

L
Q


*
#

ǵɄɄɫɻǸ႕៰ณʦᘿсณɭȦɤɛօс݀ɹሾᇕᢧᅋըˁਥᰄɴᒞȦɩȦʳǺ

ڧฌǸέጫϝᬿɲɰɹጫϝ݀ɹሾᇕᢧᅋըɴɦȦɩɻʦʦᅵɲɤɛᓒૅ
ȵਖឹɭɲʳɹɫǸࢪᢒɭɐʳǺ

(
,&ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪈㪌

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆


%

ǵሾᇕᢧᅋณ
ǵድБᝠᓔᅒڵψɹয়ᡙএȵሾᇕᢧᅋɫȡʳɄɭȴʰǸʚɛǸ&%
γᏛǶ
&2(Ƕ
̺ͦ˫͌͞ȋృγБሾᇕᢧᅋకፑɹܕ᭬ဣ০ଁȍɹଁഗ
ˁৄȷᐙȽɄɭȴʰʼȴʳᦲʱǸೣ̺ͦ˫͌͞ɻǸਃഀɹШᐏᇕɲ৾
ɹድˏ˻˙Ͳ̋ɹՕᰖɴਃȭɽǸሾᇕᢧᅋˁʢɤɭʢᩂឹែɌɩȦʳǺ
ɗɌɩǸೣ̺ͦ˻˙˪̜ɴȲȿʳሾᇕᢧᅋɹᩂឹਸɭǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓
ͲȵɰɄʚɫ߹য়ɐʳɹȴɭȦȩೣዣɹکᰍᬠਕɭɻǸໆɌɩံᬠѥɫɻ
ɲȦǺ
ǵሾᇕᢧᅋณ*#ɹࡔܧჿᅓȵǸօсɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸Њήɹɛʠɹς
ᒶᇕॠᐄςᒶᇕɲณգɲɹȴǸɗʶɭʢᕶးณɲɹȴɴɦȦɩɻϝȦȵ
ȡʳɄɭȵሾʰʶɩȦʳ*%Ǻᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲȴʰɻǸȲɗʰȼǸሾᇕᢧ
ᅋณɴɦȦɩʢॠᐄςᒶᇕɴவɐʳɄɭɭɲʸȩǺʭɤɩǸሾᇕᢧᅋณ
ɻݬɴࢪɐʳႶװᇕգᅎณǸகЈᇕգᅎณɫȡʱǸณգᓔГʍɹे
ᠱິณɴลᔨᇕೣᣒȵȡʳɄɭɴɲʳǺɗɌɩǸॠᐄςᒶᇕவˁɐʳГ
ΫǸᕶးณ⏃ɄɹᕶးณɭȦȩᅎʢᠶᓔɴʭɤɩઝ٢Ԓࢅɴᬖȷɻȡʳ
ȵ⏆ෙਥˁஹᅎɐʳɄɭɻᓒȭʰʶɑǸೣഀɲʰɽᕶᅓգᅎȵհɫȡʳ
ЈᓔɹݬգᅎˁըᏝɐʳɭȦȩǸࢃܕɹЂԂɴʭɤɩ᠗ʠʰʶɛ႕աɹ
ըɭவɐʳɄɭɴɲʳǺɄɹʭȩɲሾᇕᢧᅋณɹয়ɭɌɩ
ݬɹօсɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ɴິʠʳဣɻǸೣ̺ͦ˫͌͞⏃ɭʱʼȿБᝠᓔ
ɹᅒڵψ⏆ɻȴɲʱɹዐɫԊᦲɌ*&Ǹ߂ឹǸГάɹʭȩɴᠦ౩ɐʳɄɭ
ɴɲʸȩǺ
ǵݬɹᅊᅋɴɻ˱˽̜ȵȴȴʳȵǸɗʶɻǸݬсଁᓔɹʛȵᢦɐʳ
ɄɭɴɲʳǺɄʶɴࢪɌɩǸݬɹգᅎɻᕶᅓȵհɫȡʳɹɫǸݬɹ
գᇰɻǸЈᓔɹǵ
I
U
H
H
Ƕ
U
L
GH
ǵ
ɴʭɤɩঃȼЦԃкȵϳ؝ɐʳǺЦԃкɹ
֟რਸɹ៎ဣȴʰɐʶɽǸɗɹݬȵᅊᅋɇʶʳʏȷȴɰȩȴɻǸ
ȋЦԃ
кȵ؝ȿʳݬɹգᇰȍɭȋЦԃкȵʳݬᅊᅋ˱˽̜ȍɭɹປᥒɫǸ
*
%

ǵμѵেᘿсณ⏃&
##0
ॷఴᬡ⏆%(᯲ГάǸᅒڵψȋሾᇕᢧᅋకፑ

ɹ᠅ʛȍሾᇕᢧᅋకፑድ&
#
&⏃ش
##
2ॷ⏆%
᯲Гάؒ၇ǺɲȲǸմᓔɴɦȦɩɻ
ᅒڵψȋೆȍೆళɹዿ,
0
*&⏃ش
##
2ॷ⏞(⏆ش0᯲Гάʢؒ၇Ǻ
*
&

ǵᅒڵψȋɻɌȵȷȍؾลᔨᇕሾᇕᢧᅋɹჿᠶ⏃%4
4.
ॷѵ⏆Ŭ᯲Ǹᅒ

ڵψȋลᔨᇕሾᇕᢧᅋɹෙਥȍᅒ⏃%
4
4.
⏆մೆ%᯲ГάǸᅒڵψᘿсณ
ෙᠦ⏃&#
#%
ॷఴᬡ⏆&
#᯲Гά

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
,
(
㪈㪈㪍

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

գᇰɹʓȩȵ߂ȷȿʶɽǸݬᅊᅋȵʚɌȦɄɭɴɲʳ*(ǺɞȵǸݬ
ᅊᅋ˱˽̜ɻᅊᅋᓔɌȴᢦʼɲȦɹɫǸȋЦԃкȵʳݬᅊᅋ˱˽̜ȍ
ɭɻȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍɭΥᕹɐʳǺɗɌɩǸݬᅊᅋᓔ҅
Ϻȵݬˁᅊᅋɐʳȴɰȩȴɹઝਲ਼ໆࡴɴɻǸȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬɹգᇰȍ
ɭȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍˁປᥒɌɩǸմᓔȵΫ܌ɤɛغݭɴɹ
ʛݬᅊᅋɹઝਲ਼ໆࡴȵɲɇʶʳǺࡴᒶΫǸȋЦԃкɹݬɹգᇰȍƛ
ȋᅊᅋᓔ҅ϺɹݬɹգᇰȍɫȡʳɹɫǸȋЦԃкɹݬɹգᇰȍ⏰ȋ
Цԃкɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍ⏃⏮ȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍ⏆⏰ȋᅊᅋ
ᓔ҅ϺɹݬɹգᇰȍɭɲʳغݭȵȡʱȩʳǺɄɹغݭɴɻǸЦᇕɴɻ
ݬȵᅊᅋɇʶɛʓȩȵʚɌȦɹɴǸ
⏃࿃ܧᇕɲ⏆ݬᅊᅋᓔɻݬˁᅊ
ᅋɌɲȦɭȦȩઝਲ਼ໆࡴˁȩɄɭɴɲʳǺɄɹʭȩɲႥˁɇɌɩǸ
ݬᅊᅋɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸⏃օсɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸⏆ȵࢹɴɲʳɭȦɤɩ
ȦʳɹɫȡʳǺ
ǵԍкᇕɲధғɫᠦ౩ɌɲȲɗȩǺȡʳݬɹᅊᅋ˱˽̜ȵ%
#
#
#
ɭɌǸɄ
ɹݬɹգᇰˁᅊᅋᓔɴɭɤɩ,
#
#
ɞɭЕࡴɐʳǺɄɹغݭǸԃݬɹ
άɫɻǸᅊᅋᓔɻɗʢɗʢݬˁᅊᅋɌɲȦǺɗɌɩǸɄɹݬɹգᇰȵ
ᅊᅋᓔɴɹʛᇍᅊɐʳɹɫȡʶɽǸЦԃкɹ֟რਸɹ៎ဣȴʰឿɩʢ
ݬɻᅊᅋɇʶɲȦʓȩȵʚɌȦǺɞȵǸɄɹݬɻݬᅊᅋᓔГɹ%
#
ؿɴ(
#
#
ɹգᇰˁʢɛʰɐɭɐʳǺɄɹغݭǸЦԃкɹݬɹգᇰɻ
%
#
Ì(
#
#
⏉,
#
#
⏮(
,
#
#ɭɲʳǺЦԃкɹݬᅊᅋ˱˽̜ɻǸᅊᅋᓔɹݬ
ᅊᅋ˱˽̜ɭΥᕹɐʳɹɫ%#
#
#ɫȡʳȴʰǸ(
,
#
#
⏰%
#
#
#ʭʱǸЦԃкɹ
֟რਸɹ៎ဣȴʰɻǸɄɹݬɻᅊᅋɇʶɛʓȩȵʚɌȦɹɫȡʳǺɌ
ȴɌǸݬᅊᅋᓔɴɭɤɩɻգᇰɭ˱˽̜ˁປᥒɐʳɭ,
#
#
⏫%
#
#
#ɭɲʳ
ɹɫݬᅊᅋˁɌɲȦǺ
ǵɄɹʭȩɲǸօсɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ȵࢹɭɲʳغݭɴǸօсɹ˓Ͳ́
Ͳ̘ˑ̸ɭɌɩǸΥࡴɹգᇰˁ࿃ܧᇕɲݬᅊᅋᓔɴЊήɐʳɛʠɹ႕ա
ɹըȵሾᇕᢧᅋณɫȡʳǺሾᇕᢧᅋณɻǸᅊᅋᓔɴΥࡴ፴ܑɹेᠱິ
ณ⏃SU
R
SH
U
W
\
U
L
JKW
⏆ˁЊήɐʳɭȦȩ০ɫǸᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬɹգᇰɴ֓
*
(
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ȭɩᦠ֓ᇕգᇰˁήȭʳǺɄɹᦠ֓ᇕգᇰɫȡʳǵ
SU
R
SH
U
W
\
U
L
JKW
ǵ
ɴʭɤɩǸ
ᅊᅋᓔГɹݬգᅎᓔȴʰݬգᅎɹࢪѝˁᠱິɐʳɄɭȵخᔨɴɲʱǸ
ᅊᅋᓔ҅Ϻɹ؝ȿʳգᇰˁ߂ވɇɓʳǺɄʶɴʭɤɩǸȋᅊᅋᓔɹ؝ȿʳ
գᇰȍˁϺဤᇕɴވʦɌɩǸօсɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ˁլɌʭȩɭȦȩɹ
ȵሾᇕᢧᅋณըɫȡʳǺ
ǵГΫɹʭȩɲᠦ౩ȵɌɽɌɽɲɇʶǸሾᇕᢧᅋณըɹয়ɭɇ
ʶɩȦʳكȷʢȡʳǺɌȴɌǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɴʭʶɽǸГΫɹᠦ౩ɻǸ
ሾᇕᢧᅋณըɴʭɤɩ֟რਸˁఒڵɐʳȋჿᠶᇕɲȍخᔨਸȵȡʳɄɭ
ˁኍɌɛɴȹɲȦɻɑɫȡʳǺሾᇕᢧᅋณɻǸȋЦԃкɹݬɹգᇰȍ
⏰ȋЦԃкɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍ
⏃⏮ȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍ⏆⏰
ȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬɹգᇰȍɭɲʳغݭɴɹʛ᠗ʠʰʶʳʼȿɫɻɲȦǺ
ȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬɹգᇰȍ⏰ȋᅊᅋᓔ҅Ϻɹݬᅊᅋ˱˽̜ȍɭȦȩᕶး
ႥɫʢݬᅊᅋȵɲɇʶʳغݭɴʢݬᅊᅋᓔɴகЈᇕɲգᅎณǸЈᓔ
ʍɹेᠱິณȵЊήɇʶɩɌʚȩǺɄɹغݭɴɻǸᕶးႥɫȡʶɽέ
ឹɫȡɤɛɻɑɹৄᢹᅎȵᇍᅊɐʳɽȴʱɫɻɲȼǸݬᅊᅋᓔȵݬ
գᅎณɴɦȦɩႶװᇕܩеɴጓɦɄɭȴʰᅊɍʳႶݭ॑װɹ߉ఞȵᇍᅊɌǸ
Цԃкɹ֟რɻжάɐʳǺɗɌɩǸࡸ᭬ɴЦɴȲȦɩǸሾᇕᢧᅋณˁ
ЊήɐʳɄɭɫǸݬɹᅊᅋգᅎȵǸᕶးႥʭʱʢ֟რਸȵఒڵɇʶ
ɩȦʳȴɰȩȴɻǸЦɴȲȦɩǸɰɹʭȩɲգᇰˁήȭʳݬȵɰʶɞ
ȿȡʳɹȴǸɭȦȩࡸ៷ɴࠇɷʰʶʳکᰍɫȡʳǺɗɌɩǸȲɗʰȼЁɹ
ɭɄʸǸሾᇕᢧᅋณˁЊήɌɛʓȩȵఒڵɐʳɭȦȩࡸ៷Օഓɻɗʸɤɩ
ȦɲȦɹɫɻɲȴʸȩȴǺɭɲʳɭǸሾᇕᢧᅋณɻǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɴ
ʭʳɭǸࡔܧɹয়ˁྃɛɌɩȦɲȦըɫǸɭʱȡȭɑঘɐʏ
ȷըɭȦȩɄɭɴɲʳǺ
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ʱɫȡʳǺϺɹᭉКɴɻǸߕᏝӁณᓔɴࢪɌɩɻǸߕᏝɹ̶˝ͻ
͇̜̒ˁήȭʳɭȦȩઝ٢ɌȴɲȦǺߕᏝӁณᓔɻǸᭉКɫȡʳɄɭ
ˁʼȴɤɩϺɭߕᏝɐʳʼȿɫȡʳɌǸᦥɴံᭉКˁ๙ɐʶɽǸڊ
ˁѳ៷ϺɴɐʳɄɭȵɫȷʳȴʰɫȡʳǺɄʶɴࢪɌɩǸɗʢɗʢϺɭ
ϯབɌɛʼȿɫɻɲȦέဤӁณᓔɹغݭɴɻɗɹᠦ౩ɻ߹য়ɌɲȦǺ
ϺɹȩϟȵፀΪᓔɴாࢀˁᇍᅊɇɓʳɭȦȩᨆ֟ഗ⏃ᢦɹᨆ
ਸ⏆ȵȡʳɹɫȡʶɽǸϺɹϟ༎֪ɹઝਲ਼ໆࡴɹ᭬ɴǸ᧟ɲອྈɹ
ໆࡴȵɲɇʶʳɛʠɴɻᨆ֟ഗˁԒᨆɇɓʳɄɭȵʚɌȼǸɗɹɛ
ʠɴǸέဤКˁᇍᅊɇɓʳɄɭȵʚɌȦǺɌȴɌǸᭉКȵࡔ
ܧɐʳɭǸέဤ˱˽̜ˁԃɴԒᨆɫȷɑǸ᧟ɲອྈȴʰ˃ɞ
ઝਲ਼ໆࡴȵɲɇʶɩɌʚȩǺʭɤɩǸέဤ˱˽̜ˁԃɴԒᨆɐʳ
ɛʠɴǸϺɹᭉКɻέဤɴȲȦɩɻ᧟ᅎȵɲȦʢɹɭɌǸံᭉ
КɭɐʳɄɭȵʚɌȦɹɫɻɲȦȴɭȦȩɹȵᲓࡎɫȡʳǺ
ǵɛɞɌǸ+DQV
PDQQ 
.U
DDNPDQǶ
ГմȴʰǸϺɹᭉКȵέ
ဤɹغݭɴʢ᧟ᅎȵȡʳɄɭɹکᰍઝᡫɻౖɴ᠗ᡫɇʶɩȦɛ*,Ǻɗʶɫ
ʢǸέဤɴʢհɭɌɩᭉКȵᐣ୫ɇʶɩȷɛɹɻ⏃̲ͦ˓Ͳ˫
ɹϯབɹکᰍ*.ˁ᭑ȿɽ⏆ǸГάɹʭȩɴᠦ౩ɇʶʳǺ⏃ڊᕶးϺ҅
Ϻ⏆ɴɻ͠˽˪᧫܌ਸȵȡʳɹɫǸࡹ៎ᇕ֟რਸɹ៎ဣɹʛȴʰɻೣഀɫ
ȡʶɽȩʏȷϟ༎֪ȵǸᯃ।ɴжȦخᔨਸɫॅ߂ɲέဤКˁᢦ
ȩخᔨਸɹȡʳ̘̓͞ˑ̘͠ˑȵᲞȦغݭɴɻǸʼʶɲȦੇʶȵȡʳǺ
ʭɤɩǸɄɹʭȩɲ͠˽˪᧫܌ਸˁ౸Ɍɩઝਲ਼ໆࡴɹͤ̾͡ˁ᧟ɲອ
ྈɴɐʳɛʠɴέဤɴʢᭉКȵ߹য়ɐʳɭɌɩȦɛɹɫȡʳ*0Ǻ
ǵɞȵǸɄɹʭȩɲᠦ౩ɫɻǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲȴʰɐʳɭǸᭉКɴ
ʭɤɩఒڵɹخᔨਸȵȋჿᠶᇕɴȍࡔܧɐʳɄɭˁኍɌɛɴȹɑǸࡸ᭬
ɴǸЦԃкȵఒڵɌɛɄɭɹࡸ៷ɻࡔܧɌɲȦǺȲʭɗϺᬚɴɻ͠˽˪
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᧫܌ਸȵȡʳɭȦȩɹɻȲɗʰȼᏢɐʳɌǸࡸ៷ʢɇʶɩȦʳɹɞʸȩ
ȵǸɄɹ͠˽˪᧫܌ਸɴʭʳઝਲ਼ໆࡴɹʪȵʛˁᭉКɭȦȩըˁܕ
ࢃȵЂԂɐʳɄɭɫǸӴᦚɌɛᨆ֟ഗɹ͍̜̒̚͠ˁӷɐʳʓɰɴఒ
ڵɐʳɭȦȩࡸ៷ɻɲȦɹɫȡʳǺʭɤɩǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲȴʰɐʶɽǸ
ϺɹέဤɴࢪɐʳᭉКɻɇɌȡɛʱঘɐʏȷɄɭɴɲʳǺ

(

ǵέဤɹ߉Кςᒶ
ǵέဤКɻǸ߉КɫȡʱǸΥࡴɹઝອྈˁᣳȭɛغݭɴɻǸ
ாࢀᣍӤКˁᢦʼɲȼɩʭȦɭɇʶɩȦʳ⏃0
#
4
⏆ǺɄɹாࢀᣍӤ
КˁᢦȩȴɰȩȴɹݜྈɭɲʳΥࡴɹઝອྈǸ߉ɹອྈɹࡴɴ
ʭɤɩǸ֟რᇕɲဤອྈɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ɴɲʳʭȩɴɐʳɹȵɹᐁ
ཕՕഓɹጓݭȴʰɹॠᐄɫȡʳ*2Ǻ
ǵɄɄɫȦȩǸ֟რᇕɲဤອྈɭȦȩɹɻǸᢦɹᨆਸˁɐʏɩԒᨆ
ɌɛʢɹɭȦȩɄɭɴɲʳǺɭɲʳɭǸᢦɹᨆਸˁဤᓔȵɐʏɩԒᨆ
ɌɛʓȩȵʭȦɹɫȡʳȴʰǸɇɌȡɛʱǸᢦɹᨆਸɻဤᓔɴК
ˁɐʏɩᢦʼɓǸဤᓔɴઝਲ਼ໆࡴˁКɓʳɄɭɫǸᢦɹᨆਸˁΫ܌ʳ
գᇰȵȡʳغݭɴɹʛ֪ˁɐʳɄɭɴɲʳɭȦȩံ߉Кɹʓȩȵ
ʚɌȦɄɭɴɲʳ*4Ǻʢɠʸ˃Ǹࢀᓔɴாࢀ᧫܌ɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ˁᠩ
ɐɄɭʢᓒȭʶɽɄɭɻɗȩᏤɫɻɲȦǺʚɛǸဤᓔʭʱʢՠଘȵ
ࢰഀɹϜཀྵᔨȵᲞȦɹɫȡʶɽǸՠଘȵဤອྈˁໆࡴɌǸဤᓔɻ
ՠଘȵࡴɐʳɫȡʸȩဤອྈˁϜཀྵɐʳɄɭɫǸ֟რᇕɲဤɹ˓
Ͳ́Ͳ̘ˑ̸ɭɲʳɹɫȡʶɽǸ߉Кςᒶʢ֟რਸˁؾዐɴǸఒڵ
ɐʳǺɌȴɌǸɄɄɫɹဤᓔɻǸᕶʰ᧟Ֆɲဤອྈɻ፤ɫȷɲȦɹ
ɴǸՠଘȵࡴɐʳɫȡʸȩဤອྈɻϜཀྵɫȷʳɭȦȩǸȴɲʱᯃჼ
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ࡸᇕɲЕࡴˁᅎɌɩȦʳǺЈɴʢǸ߉КɴʭɤɩǸ࿃ܧᇕέဤ
֓ࢀᓔɫȡʳᅋНࢃˁӦᧇɐʳɄɭɴɲʱǸᅋᇍࣙˁѦᦽɐʳɭȦ
ȩᠦ౩ʢȡʱȩʳ,#ǺɌȴɌǸ߉Кɴʭɤɩᅋᇍࣙȵ᧟ɲອྈɴ
ɲʳȴɰȩȴɻࡴȴɫɻɲȦǺ
ǵГΫʭʱǸ߉Кςᒶȵ֟რਸˁఒڵɐʳɭȦȩɹʢȡȼʚɫȋჿᠶ
ΫȍɗɹخᔨਸȵȡʳɭȦȩɄɭˁɤɩȦʳɴȹɑǸࡸ៷ɻࡔܧɌɲ
ȦɹɫȡʳǺɗʶɲʰɽǸჼܧɹɭɄʸɻǸέဤКʢံ߉Кς
ᒶˁᅎɐʳʓȩȵᖪȦɭȦȩɹȵᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɹॠᐄɭɲʳɻɑɫ
ȡʳ,%Ǻ
ǵГΫɹʭȩɴឿɩȦȼɭǸƦሾᇕᢧᅋณǸƧέဤɴࢪɐʳϺɹ
ᭉКǸƨέဤКɹ߉КςᒶɭȦȩ⏙ɦɹ᠅ᩆቄɻᚹᅒ⏮ගᅒ
͞˓ͲˁჿᠶᇕɴঈɐʳɭǸɐʏɩࡴوɐʳɄɭɴɲʳǺɄɄɫǸჿᠶ
ˁᩂែɌǸࡴوᇕɲឿៗˁᅎɐʳɭȦȩɹɻǸʁɭɦɹድᓔɭɌɩ
ࡸɲɫȡʸȩǺɞȵǸᚹᅒʢගᅒʢԍкᇕɴɄɹʭȩɲឿៗˁᅎɌ
ɩȦʳɭɻᭉʰɲȦǺɇʰɴǸೣˁيʠɛʓʖɐʏɩɹӴᦽܕɫ⏙ɦɹ
᠅ᩆቄˁჼࡸɴᅎɌɩȦʳǺჼࡸɴࡔܧɐʳʢɹɴɻჿᅓȵȡʳɹɫȡ
ʱǸɗɹჿᅓȵᕶ౩ɫɲȦГΫǸድˏ˻˙Ͳ̋ɭɌɩࡴɐʳɄɭɻȡ
ɲȵɠέغჿɭʚɫɻȦȭɲȦɫȡʸȩǺ
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ࢃɴʭʳ˛Ͳ̶˝ͻ˽͍Ͳ̜ɹয়ɭɲʳǺɌȴɌǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞
˓ͲˁɄɹͤ̾͡ɫʢ᧟ᅎɐʶɽǸ˱̜͍͊̒Ͳ̜ଝຍˁࢃܕȵήȭʳɄ
ɭȵǶ
U
H
SXW
DW
L
R
QǶ
ɴКɓʳГΫɹ֟რਸɹᦽވˁឿɓʳȴɰȩȴɹکᰍɫǸ
Ʉʶʢࡸ៷ՕഓȵਖឹɴɲʳǺ
ǵɫɻǸࡸ៷ȵࡔܧɌɲȦغݭɴɻǸՠଘɴʭʳ˛Ͳ̶˝ͻ˽͍Ͳ̜ˁ
ࡴوɐʏȷɭȦȩɄɭɴɲʱǸɄʶȵᕶᅓςᒶɭȦȩጓݭɲɹɫȡʸȩȴǺ
ៜᘽɹکᰍɫɻȡʳȵǸɄɄʚɫঈɌɛᕶᅓςᒶɻǸˏ̠ͻ˥̀͌ɭ٧
ɽʶʳጓݭɫȡʳɌǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɭȦɤɩʢɄɄʚɫঈɐʳɦʢ
ʱɻɲȦɹɫɻɲȴʸȩȴǺ
ǵГΫɹʭȩɴǸ̾ͻ˽͞˓Ͳˁᕶᅓʦณգ⏃ᕶးณ⏆ɭȦȩෙਥˁҏᅎ
ɌɛɭɄʸɫǸȼɹɄɭȵՠ౩ɌɩȦɲȦɭȦȩɄɭɴຩЊȴɇʶʳ,2Ǻ
ɗɄɫǸᕶးณᕶးɭȦȩᅎˁьᅎɌɛᡴᠶɹμɫǸఠዀೆᰖɴ
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ؚɐʳɹɻᕶᅓɫȡʳɭɭʰȭʳɭǸᐁۊ᭐ȵᢷؚᬿፑˁᇍ֪ɐʳɹɻᕶᅓɴؙ
ɐʳဤɭеᒞЊȿʰʶǸᢷؚᬿፑɴʭʳЦɹఒڵȵ᠗ʠʰʶɲȦᭉʱǸᢷؚ
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ьИЊృൎϜᏝณ⏆ɭȦȩǵ
HTXL
W
\ǵ
ڃڧˁံӤϯЊɐʳɹɻǸЦɹ፴ܑɫᕶᅓ
ɴڃڧɐʳЦүᐿ৲Цүɹᕶᅓɴয়ɛʳϟɫȡʳɭȦȩɹɫȡʶɽǸ
ᢷؚᬿፑɴʭɤɩࢀȵᇍᅊɌǸᬿፑɹेፈɹៀըɴʭɤɩЦȵఒڵɐʳ
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DW
KDQ.#ɴ᧚ʳɄɭɫ̯Ͳ̜ˁɛȦɭਲ਼ȩǺ+R
EEH
V
Ƕ
ɻǸᕶးႥɭ
ɌɩȋΨɹΨɴࢪɐʳ᬴ϝȍˁࡴɌ.%ǸɄɹʭȩɲੳઊɲႥˁ᧫ȿ
ʳɛʠɴ⏙ɦɹᕶးณᕶးˁȿɛ.&ǺɄɹǶ
+R
EEH
V
Ƕ
ɹᡴᠶɻǸᕶး
Ⴅɫȡʳ᬴ϝႥˁఒڵɐʳɛʠɴᕶးณˁЊήɐʳɭȦȩȴɛɠɫܕ
ࢃȵЂԂˁȩɄɭˁ᠗ʠɛʢɹɭჿɐʳɄɭȵɫȷʳǺɄɹઝ٢ɫǸ
̾ͻ˽͞˓Ͳɹ݀ɫȡɤɛᕶးʢǸɗɹᅊɹ᭬ɴɻǸ
ȋΨɹΨɴ
ࢪɐʳ᬴ϝȍ
⏃ᕶးႥ⏆ˁ̾ͻ˽͞˓ͲɴɌɩǸЂԂɭɌɩ⏙ɦɹᕶး
.
#

ǵ7+20$6+2%%(6 (GL
W
HGE\5L
F
KDU
G7XF
N
/(9,$7+$1
U
HYL
V
HGV
W
XGHQW
HG




&DPEU
L
GJH
8QL
YHU
V
L
W
\
3U
HV
VˁգᅎɌɛ⏃ɲȲ՟ႆɻ%.,
%⏆
Ǻ
.
%

6835$
127(
ǵ+2%%(6 

&KDS



HV
S

L
Q



̸́̒̀⏃ອᅒ៱⏆͠

ʹˎ˓ˏ˵Ͳ⏃Υ⏆
⏃%4,*ॷ࣬ೆঊ⏆&
#2
᯲ГάǺɲȲǸᕶးႥɹவɴɦȦɩǸ
+REEHV
ǵ
ɹʭȩɴ᬴ϝႥɭჿៗɐʳɹɫɻɲȼǸᕶးႥɫɻϺǾɻሂϣɴȴȴ
ʼʰɲȦʭȩɴᮐతɌɩᅊ༎ɌǸ᬴ϝႥɲɰȡʱɲȦɭɐʳ͐Ͳ̘˽˥͖ͻʦ
̅͡ͻɹଫՠȵȡʳ⏃ᬏᢆᨆᅖȋȏܕԒɹॶٮȑɭȏܕ᭬ɹॶٮȑƺ̸́̒˽ˁᠧ
ʞ̅͡ͻƺȍؾૠɹჿਸ&##
.ॷആϴ߂ՏႆЦ&.
᯲⏆ǺተȴɴǸϺᬚɹ͠
˽˪᧫܌ਸˁմரɭɐʳɭǸ᬴ϝႥɭȦȩੳઊɲႥˁ᧫܌ɐʳɛʠɴǸᐄ࣌Ǹ
Цˁ০ଁɓɑɴǸࢃܕณɴᣱ܍ɐʳ˱̜͍͊̒Ͳ̜⏃ёȭɽߕᏝɹՠଘɴʭ
ʳ⒗ⓩ̶˝ͻ˽͍Ͳ̜ɲɰ⏆ɲɌɴѵᰉɫȷʳʢɹ⏃ɄʶɻȴɲʱႷȦ፴ܑɴɲʳȵ⏆
ɭɹʛɌȴᦹொɌɲȦЦɴɲʳɭਲ਼ʼʶʳȵǸɄʶɻմரɭɐʳ҅Ϻɹ͠˽˪܌
᧫ਸɹکᰍɴɐȹɑǸ+REEHV
ǵ
ɹჿៗɭɹेᅵȵᕶးႥɹೣᣒᇕɲʢɹɹவɹे
ᅵȵȡʳɭɻਲ਼ȭɲȦǺɭȦȩɹʢǸՕతႥˁȋʢॶٮɴ᧟ɌǸϺᰖɴʢʈɇʼɌ
Ȧʢɹȍ
⏃̅͡ͻ⏃ೣᅒھБ⏮ॶࣩ៱⏆
Ϻᬚέॶፈᣱ྇ᠶॷ࣬యঐ
᯲⏆ɭɻѝɇɑǸЦᐄغՕкըɴʭɤɩ⏃ɛɭȭɽΥݖܩɴȲȿʳ᱐᰼ɹ᭬
ɴϭɐʳϺᬚɹధȵཝࢹɐʳɲɰ⏆ʭʱʚɌȦ⏃֟რᇕɲ⏆ЦɴɲʳɄɭȵɫȷʳ
ɛʠǸࢃܕณ⏃ЦߕᏝ⏆ȵয়ɇʶʳɭᓒȭʳɄɭȵɫȷǸ+REEHV
ǵ
ؾǸॠᐄς
ᒶᇕɴჿៗɐʳɄɭȵɫȷʳȴʰɫȡʳǺ
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ܧɐʳɭவɌɩȦʳǺ
ȋᕶးณȍɭȦȩᅎɹࡴᒶ๖ፀɫȡʸȩȵǸЕɴǸ+REEHV
ǵ
ȵᕶ
းႥɴȲȦɩʢᕶးณɲʳʢɹˁ҅عϺɹៀ፴ɭɌɩឹິɌɩȦʳɭȦȩઝ٢ɫȡʶ
ɽ⏃ϥΫ%42.մೆ%.&᯲Гάɹکᰍ៨ᦚɹᠦ౩ȴʰɐʳɭਖɑɌʢɗȩᠧʞਖ
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ˁȿǸɄɹЂԂɻЦɹఒڵȵʛʰʶʳȴʰয়ɫȷʳɭȦȩᡴᠶˁ
ᐁɩȦɛɄɭɴຩЊȴɇʶʳǺɄʶɻǸࡸ៷ɹਖឹਸɹဣˁ᭑ȦɩǸᚹᅒ
⏮ගᅒ͞˓ͲɹᡴᠶɴΥᕹɐʳʢɹɫȡʳǺ
ǵᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɹȩɠࡸ៷ɹਖឹਸˁ᭑ȦɛʢɹˁǸ֒գςᒶɭךա
ɌɩǸॠᐄςᒶɭ٧ʉɄɭɴɐʳǺ+R
EEH
V
Ƕ
ȴʰཀྵɫȷʳɹɻǸࢃܕɹ
ЂԂȵয়ɇʶʳɹɻǸᕶᅓႥʭʱʢЂԂɴʭɤɩЦȵఒڵɐʳݭ
غɹʛɫȡʳȵǸɗɹ៷౩ɴࡸ៷ʚɫɻິʠɲȼɩʭȦɹɫɻɲȦȴɭȦ
ȩᓒȭ⏃ॠᐄςᒶ⏆ɴʭɤɩ̾ͻ˽͞˓Ͳ⏃ᕶးณ⏆ɻࡴʚʳɭȦȩɄ
ɭɫȡʳǺɇʰɴȦȭɽǸࡸ៷ˁິʠɲȦॠᐄςᒶɹᓒȭɻǸ̾ͻ˽͞
˓Ͳɹᅙࡴکᰍɹʛɴ߹য়ɌǸɗɹӴɹࢃܕɹЂԂɹᡴᠶɴɻ߹য়ɌɲȦ
ɭȦȩךՕȿ
GL
V
W
L
QF
W
L
R
Q
ȵغჿᇕɭɻਲ਼ʼʶɲȦǺɗȩɫȡʳɲʰɽǸ
ࢃܕɹЂԂɹয়ਸͤ̾͡ɫʢǸॠᐄςᒶɫʱʳɹɫɻɲȦȴǺ
ǵɄɹʭȩɴǸࢃܕɹЂԂɹয়ˁॠᐄςᒶɫʱʳɭɌɩɌʚȭɽǸ
ȴɲʱঃȦ፴ܑɫɹࢃܕဤȵয়ɇʶȴɷɲȦǺክኔࢃܕਲ਼ˁ௩ᡸ
ɐʳɭɇʶʳǵ
5DZO
V
ǵ
ɹᒶᠶ.(ʢǸЦɹ෯ଁڊȵǸᐄغɌɩЦˁ০ଁ
ɐʳȴɰȩȴˁໆࡴɐʳ᭬ɴǸȲϣȦɹᔨʦࢰഀɹॠᐄɴɦȦɩԃɲ
ݬȵɲȦɭȦȩȋံሾɹʹ˙ͻ͡ȍɹάɫɻǸ͠˽˪᧫܌ਸȴʰ̢͇͊
͌⏮͇̒˪˽ᅭˁᅎɌɩǸЦɹάࣝɭɲɤɛغݭɴǸɗɹάࣝ
ɹࢰഀឿᦉʛȵ߂ᭉʚɌȦʢɹɴɲʳʭȩɴɐʳɭჿɐʳɄɭɫǸ
ॠᐄςᒶͤ̾͡ɫɻয়خᔨɭɲʳǺॠᐄςᒶɭȦȩɞȿɫɻǸয়
خᔨɲకፑɹ᧧ିᔊȵភధшࡔɐʳɄɭɴɲʳǺɗɹμɫɰʶȴΥɦˁ᧧
ିɐʳᠶˁரኍɌɲȦɹɫǸઝᇕɴʚɌȼɲȦ᧧ିȵᑵʱᦐɇʶʳ
ੇʶɻȡʳǺɌȴɌǸࡸ៷ɴʭɤɩ႕ࡴɹ᧧ିᔊȵয়ɇʶʳຍ᭥ɴɲ
ʶɽЈɹ᧧ିᔊɻ᭑ȴʶʳɹɫȡʳȴʰǸɗɹ᭝ਸʢᭉࡴᇕɭɲʸȩǺ
ǵɄɹʭȩɴǶ
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EEH
V
Ƕ
ʚɫɇȴɹʖʳɭǸɗʢɗʢлȵȋณգȍȴɰȩȴ
ɭȦȩکᰍȵೡៗໆɫȡʳɄɭȴʰǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɹᭉᅠȵឿȭʳǺ
ɇʰɴǸ̾ͻ˽͞˓ͲɹࡴˁЕɴɲɌɛɭɌɩʢлʰȴɹઝ٢ɫॠᐄς
ᒶɫȡʶɽʱǸࢹɲȼɭʢࢃܕЂԂɹয়ɴࡸ៷ȵਖឹɭȦȩͤ̾͡
ɹឹᠱɻɲȼɲʳɹɫɻɲȦȴɭȦȩࣙˁᦚʏɛǺɛɞɌǸೣዣɻǸࡸ
៷ɹᅎਸˁࡴوɐʳʢɹɫɻໆɌɩɲȦǺʞɌʸǸࡸ៷ɴʭɤɩΥࡴɹ
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ᐄᠶȵࢷȴʶʶɽǸয়းɴࢴᩂɌɲȼɩɻɲʰɲȦǺɗȩɫɻɲȼǸࡸ៷
ɹᐄഗȵɰɠʰɭʢៜȭɲȦݭᯆ⏃ɗʶɻჼࡸЦɹȴɲʱȼɹݭᯆɫ
ȡʳɭཀྵɇʶʳȵ.*⏆ɴǸࢃܕɹЂԂɻ᠗ʠɲȦɭȦȩȦЕࡴˁᅎ
ɐʳਖឹɻɲȦǺɗɹʭȩɲЕࡴˁᅎɐʳɭǸлȵᕶးႥȴǸᕶး
ȴɭȦȩჿᠶᇕៗ౩ܐᮑɲرᇕᐁᤉћࡔਸɹȦͤ̾͡ɹᡴᠶɹॠᐄɴ
߂ȷȼ৯ᯱɇʶɩɌʚȩɹɫɻɲȦȴɭȦȩ୭ˁɐʳɞȿɫȡʳǺ
ǵ̾ͻ˽͞˓Ͳ⏃ᕶးณ⏆ࡴͤ̾͡ɹᡴᠶɭǸࢃܕɹЂԂͤ̾͡ɹᡴᠶ
ɭɫᡴᠶɹсȵᅵɲʳɄɭɴʭʳکᰍȵ᭬ጓɦɹɻǸȡʳෙਥȵᕶᅓ
⏃ᕶးณ⏆ɲɹȴ႕ณɲɹȴȡȦʚȦɲෙਥɹغݭɫȡʳǺɐɫɴǵ
⏜⏏
⏃$⏆
ɴȲȦɩሾᇕᢧᅋณˁᕶးณɭɭʰȭʳȴɰȩȴɫϝȦȵȡʳɭȦȩ୭
ˁɌɛǺЈɴʢǸሾᇕᢧᅋณɹয়ؾǸɲȦɌǸɗʶГΫɴᡴᠶ
ȵᮃμɌɩȦʳᠶဣɭɌɩǸߕᏝɹࣞᠱິณɹհਸɹᡴᠶȵȡʳǺߕ
Ꮭɴˁ᠗ʠʳɭȦȩ͡ͻ͡ɻǶ
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Ƕ
ɹຍ᭥ɫɐɫɴᕶးɭɌɩ
୭ɇʶɩȦɛʢɹɫȡʳǺɞȵǸɗɹ֟ɭɌɩǸாࢀᣍӤᠱິณɹʛ
ɲɹȴǸࣞᠱິณˁհɭɌɩ᠗ʠʳʏȷɲɹȴǸʚɛǸாࢀᣍӤᠱິ
ณɹغݭǸᠱິɫȷʳாࢀɹ፴ܑɻࣞգᇰɲɹȴѵᰉգᇰɲɹȴɭȦȩ
کᰍɻǸɴȲȦɩʢ.,ǸʚɛǸߕᏝɹᐁཕՕഓɴȲȦɩʢ..ᯃ।ɴ
.
*

ǵගᅒ⏃&##0⏆մ%(
య⏣᯲ʢ⏃ᎦܕɭປᥒɌɩɹೣɹ᠌ɫɻȡʳȵ⏆ࡸ

៷ድˁȩɛʠɹ̚ͻ̊Ԃଝɹܐᮑɇˁ୭ɌɩȦʳǺ
.
,

ǵԒᅒᢵȋߕᏝɹƺըࣞɭாࢀᣍӤȍؾߕᏝɹಁБƺೣЦɭߕᏝ

⏃&
##
#
ॷ࣬ೆঊ⏆%0#
᯲Гά⏃՟Տ⏧ȋըࣞɭாࢀᣍӤƺȏாࢀᥐཝᒶ֭ȑ
ɹ៎ဣȴʰȍೇಁ*ݬ
&
ॎ%#
ش%44
#
ॷ%
᯲Гά⏆ǸගᅒปȋެᢷߕᏝɴȲȿʳ
ᄐᆎѹជᠱິณŅࣞᠱິณǸாࢀᣍӤؔɻៗ᭑ɭɹᬠѥȍؾߕᏝКɹॠ෯
ᦶ⏃&##
&
ॷఴᬡ⏆%40
᯲Гά⏃՟Տ⏧ȋެᢷߕᏝɴȲȿʳᄐᆎѹជᠱິณɴᬠɐ
ʳΥᓒ࢘⏃Υ⏆ƺ⏃Ϊ⏆ȍ,(ॎ.ش%
2,
᯲ГάǸ,*
ॎ⏗ش%#
(᯲Гά%44
#ॷ
Ǹ
,,
ॎ⏗ش2,
᯲Гά⏆ǸගᅒѹȋᗔᎦɴȲȿʳȏாࢀᥐཝᒶ֭ȑȍؾߕᏝКɹ
ᇕ෯ᦶ⏃&##.ॷఴᬡ⏆%
2(᯲Гά⏃՟Տ⏧
ȋȏாࢀᥐཝᒶ֭ȑɴɦȦɩƺࣞᠱ
ິณɹࡔܧઝᒶɴᬠɐʳៅೆɗɹ⏗ȍਚക4%
ॎ⏖ش%44
(ॷ
⏆ɲɰǺᠶϝɹෙ
៎ɴɦȦɩػाػปȋாࢀᥐཝᒶ֭ɭࣞᠱິณȍɹϝဣ⏃&#
#0
ॷఴᬡ⏆
%0*᯲ؒ၇Ǻ
.
.

ǵ
6HH
(U
L
F
$
3RV
QHU

(F
RQRPL
F
$QDO
\V
L
V
RI
&RQW
U
DF
W
/DZ$I
W
HU
7KU
HH

'HF
DGHV


6XF
F
HV
V

RU

)DL
O
XU
H"

<DO
H
/
-









ᚹᅒؗదȋߕᏝɹᐁ
ཕ⏧ߕᏝᬠѥʍɹ᧟ହᣂɹɛʠɹ˓Ͳ́Ͳ̘ˑ̸͍ˡ̢̀͌ȍ̶̜̅ͦͻ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
.
,
㪈㪉㪏

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ᡴᠶȵᮃμɌɩȦʳՕᩃɫȡʳǺ
ǵГΫʭʱǸɰɄȴʰࡸ៷ȵਖឹɲɹȴɭȦȩݜྈဣɹࡴɹکᰍǸጓ៷
КɹکᰍɻǸᐏᇕɴઝɲࡸ៷ᐄഗȵɲȴɲȴՏɲȦɄɭʢȡɤɩǸ
ᯃ।ɴᩂឹɲکᰍɫȡʳɴʢȴȴʼʰɑǸਖɑɌʢǸᕶ౩ɲکᰍɫɻɲȦ
ɄɭǸɗɌɩǸࢃܕɹЂԂɹয়ɴ।ɴࡸ៷ˁឹິɐʳɄɭɴɻᆄکȵ
ȡʳɄɭˁኍɓɛɹɫɻɲȦȴɭਲ਼ȩǺɗʶɫɻǸɄɹݜྈဣɹࡴکᰍ
ɴࢪɌɩȦȴɲʳˏ̺ͦͻ̍ˁɐʏȷȴǺʚɛॠᐄςᒶɫʱʳɭɌɛݭ
غɴǸɭʱȩʳ᧧ିᔊɻភధࡔܧɌȩʳȵǸɰʶˁ᧧ିɐʏȷȴǺʚɞ౩
ተɲ܌ፐɻɲȦȵǸرᇕᐁᤉћࡔɴʭʳᠦ౩ɴྃɌɲȦɲʰɽǸȡʳ
ዛɹໆʠଠɠᇕɲѝғՠుకፑՠుˁԃᯆɴେɌՏɐʭʱʓȴɲȦɹɫ
ɻɲȦȴɭᓒȭɩȦʳ.0⏃ᯃ।ɴǵ
¢
¦


ª

¯

ǵ
ɲёɫȡʳȵዣȋ୫غൎিɹ
ᇕܩеȍኽ0
%
شᥔϜࡴ&
#
#
4
ॷؒ၇⏆Ǻ

⏟⏏ᇕਲ਼ᓒ০ি
ǵմ፲ɫɻᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɹȩɠǸࡸ៷ɹឹິȵਖɑɌʢ߹য়ɌɲȦɭ
ድ%%
&⏃ش##2ॷ⏆%
*,
᯲ГάǺɛɞɌǸըࣞȴᩆ᪐ᣍӤȴɭȦȩͤ̾͡ɹᡴᠶɫ
ɻǸʚɞθᓔɴکᰍઝᡫɹ᧓Ȧȵឿʰʶʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳǺ
.
⏡

ǵᬏᢆᨆ⏃&###⏆մ⏃,*⏆యȚϠᩂɹݜྈț%
#.
᯲ɻǸᢧᅋณɴᬠɌɩǸ
ȋȡ

ȼʚɫ˱Ͳʹ͖Ͳ˹͚̠͡ɲʢɹɫȡʳȍɭɌɩȲʱǸرᇕᐁᤉћࡔɴʭɤɩɌ
ȴࡴʚʰɲȦɄɭˁኍڗɌɩȦʳǺ
ǵЈǸᬏᢆᨆᅖȋϺณ⏧߂Ɂɇɲ̠Ͳ́Ͳ˽⏱ȍؾณʍɹ૭ᆄ⏎ૠɹ
͍̊ჿᠶ⏃%444
ॷೣᠶ⏆0#
᯲ɻǸ
ȋخᔨɲ͡ͻ͡ɹ᧧ିᔊɻភధȡʳȵǸɭ
ɴȴȼɗɹȩɠɰʶȴΥɦɴ߂ధɹϺǾȵਃȩɄɭȵᔈឹɫȡʳǺɗɌɩǸȡʳ
ЦɴࣚɌɛГΫɻǸɗɹЦɹᢧᅋըɴਃȩɄɭȵعϺɹڵɹգᇰɭɲʳȍ
ɭɌɩǸᠭکᰍɭɌɩɭʰȭɩȦʳǺɄɹʭȩɲᠭکᰍɹᘿؿɲёɭɌɩǸᕶ
֪ɻृүᦲɴɐʏȷȴزүᦲɴɐʏȷȴɭȦȩکᰍȵ୲ɁʰʶʳȵǸᐄ࣌ɹ
ɭɄʸǸɰɠʰɫʢȦȦȴʰໆʠଠɠᇕɴໆʠʳɌȴɲȦɭȦȩɄɭɴɲʳɹɫɻ
ɲȦȴǺ
ǵɲȲǸɄɹʭȩɲໆʠଠɠɹᠭکᰍɭவɌɛغݭǸգࢀዺɹȡʳয়ϟᓔˁ
ᏢɇɓʳɛʠɴɻǸ̝˫͇ͻ̘ˑ˪ʦॶϥɹȋᡴᠶȍɲɰȵᠦˁᨸɌՏɐ
̶ˑ˪˹͚ͲɭɌɩᩂឹɲ৲ւȵȡʳɹɫɻɲȦȴɭᓒȭɩȦʳǺਃഀɹ৾ɭ
֒գςᒶॠᐄςᒶᇕჿៗɭɹஞᐚɴɦȦɩɻЁɹᠩᰍɭɌɛȦ

(
..ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪉㪐

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ᦚʏɛȵǸॠᐄςᒶɭȦȩᭉʱɫɻǸԊᦲဣˁɐʳʢɹɫȡɤɛǺɌȴ
ɌǸ৾ɴɻǸఠᒶᇕ৾ɴБᝠɇʶʳʭȩɴਖɑɌʢॠᐄςᒶɴៗ
༥ɇʶɲȦʢɹʢȼɤɩȦʳɹʢϟࡸɫȡʳǺɄɹʭȩɲᯃॠᐄς
ᒶᇕጓݭɴয়ˁᣑήɌɛɹȵॶϥࡶᮁɹȋᡴᠶȍɴʭʳয়ɭȦȩ
ᓒȭɫȡʳ.2Ǻ
ǵॶϥɻǸ֟գςᒶ⏃ॠᐄςᒶ⏆ɹʭȩɲᇿᇕƺଝຍ݀ɹਲ਼ᓒ০িˁ৾
ࢃɹਲ਼ᓒ০ি⏃ᇕਲ਼ᓒ০ি⏆ɭᅵɲʳɭɌɩȦʳ.4ǺɄɹᇕਲ਼ᓒ০ি
ɭɻǸȲʢɴ৾ࢃȵᏪϝៗໆɹݭᯆ⏃ɭʱʼȿরষᠶ⏆ɫ༎ᤲɐʳɄ
ɭˁࡴɌ0#ǸɄɹʭȩɲգࢀࢪጓɹݭᯆɫɻ֒գςᒶᇕॠᐄςᒶᇕɴ
ɰɹᐄᠶȵӦʶɩȦʳȴˁѝɐʳɄɭȵɫȷɑ0%ǸᒶԇॶɭȦɤɛ
႕  ɲ ෙ ਥ ȵ ਖ ឹ ɭ ɲ ʱ0&Ǹɗ ɹ ɛ ʠ ɴ ɻȋᡴ ᠶȍ
¦



ª
ǵ
ʚ ɛ ɻǵ

¦



ª

ª

¡
0(
ɴʭʳʏȷ0*ɭȦȩᓒȭɫȡʳǺ
ǵГΫɹॶϥɹឹᏝȵተȴɰȩȴɻȴɲʱਕ៰ɲȦȵǸॶϥɹȋᡴᠶȍ
ɴʭʳয়ɹμ᤹ɴԂʳɄɭɻፆᓔɹᔨˁᣳȭʳΫɴǸೣዣɹکᰍᬠ
ਕȴʰᧀʶʳɹɫህᅭɐʳǺᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲɹᭉᅠˁឿෑʠʳɭȦȩೣ
ዣɹکᰍᬠਕȴʰɻǸॶϥɹᡴᠶɹԒǸᇿᇕ⏮ଝຍ݀ਲ਼ᓒɫȡʳ֒գς
ᒶॠᐄςᒶˁக᭑ɐʳᠶɴመᇿɓɷɽɲʳʚȦǺፆᓔȵឿʳᭉʱɫɻǸ
ॶϥȵ֒գςᒶॠᐄςᒶˁக᭑ɐʳჿᅓɴɻǸᅵᣒɲ0,⏗ɦɹʢɹȵي
ʚʶɩȦʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳǺ
ǵʚɑǸ⏖ɦɻǸ֒գςᒶॠᐄςᒶɭȦɤɩʢǸɗɹᐄഗɹڵɌੲɌˁ
.
2

ǵॶϥࡶᮁ৾ݜኄᠶៅೆ⏃%
42
4ॷఴᬡ⏆2
᯲՟Տ⏧˻͖͠˽̜4%
2⏎4
&2

⏃ش%422ł
⏥ॷ⏆
⏣᯲Ǹ%*᯲Ǹ&4᯲Ǹ.
,
᯲ГάǸॶϥࡶᮁȋៗᨾᠶɹغჿςᒶᇕ
ݜኄЊȿȍᐚ৾ݜኄᠶ⏃%
44
%ॷఴᬡ⏆⏞᯲Ǹ%,᯲
.
4

ǵॶϥ⏃%44%⏆մ
.2
య%
4᯲

0
#

ǵॶϥ⏃%424⏆մ
.2
య%
*᯲

0
%

ǵॶϥ⏃%424⏆մ
.2
య&
(᯲Ǹ*,
᯲Ǹ,(
᯲Ǹ,,᯲

0
&
ǵ

ॶϥ⏃%424⏆մ
.
2
య,.
᯲Ǹ.&᯲

0
(

ǵɄɹᡴᠶȵ।ᅎɹᡴᠶɭɻᅵɲʳɄɭɴɦȷॶϥ⏃%44
%⏆մ
.2
య%
.

᯲Ǹ*&᯲
0
*

ǵॶϥ⏃%424⏆մ
.2
య.
,᯲Гά

⏡,

ǵɄɹᅵᣒɭȦȩɹɻਖɑɌʢሺሄɐʳɭȦȩʼȿɫɻɲȼǸॶϥȵθɭʢιጓ

ɫᠶɴɌɛɭɌɩʢᠶჿሺሄˁ୭ɐʳʢɹɫɻɲȦǺ

ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ(
.
0
㪈㪊㪇

ƝɹᐁཕՕഓድЦ%ƞ

ѝɫȷɲȦɹɫɻɲȦȴɭȦȩઝᡫɫȡʳ0.ǺȦʼʪʳȋѝғɹ̯˛͞
͡˥ˏ00ȍଫՠɫȡʳ02ǺȲɗʰȼǸॶϥೣϺɻǸѝғɹই՞ˁਖឹɭɐʳ
ॠᐄςᒶԃᖔˁࡴوɐʳઝܒɞɤɛɹɫȡʸȩ04ǺɌȴɌǸɄɹʭȩɲෑ
ጩɲմரˁᅎɓɑɴǸΥࡴɹѝғই՞ॠᐄɹѝȵخᔨɭɌɩʢǸ៲
ՠɭȦȩಁᬚᇕዷᬚᇕଝᐚᇕɴըᏝɇʶɛИɹʢɭɫکᰍˁ
ៗໆɌɲȼɩɻɲʰɲȦɹɫȡʶɽ2#Ǹ֒գςᒶॠᐄςᒶɴʭʳៗໆɻ
⏃Еɴࡸ៷ʚɫឹິɌɲȦɭɌɩʢ⏆ܐᮑɭɲʳݭᯆɻӉɴᮑȼɲȦ2%Ǻ
ɗʶɫʢ৾ࢃɹ༎֪ɐʳݭᯆɴɻᏪϝៗໆɹਖឹਸȵȡʳɛʠǸ֒գς
ᒶᇕॠᐄςᒶᇕɲៗໆˁࢷȼɄɭȵέخᔨɫȡɤɩʢǸлʰȴɹয়ϟᓔ
ȵᏢɐʳៗໆፑˁᑂʛՏɇɲȼɩɻɲʰɲȦǺɗɄɫǸ๖ڵɹፑɭɌɩ
ȋᡴᠶȍɴʭʳᇕਲ਼ᓒ০িȵᅎɇʶʳɹɫɻɲȦȴ2&Ǻ֒գςᒶॠᐄ
ςᒶɹخᔨਸȵȡʳɴʢȴȴʼʰɑుਥɌɩɹȋᡴᠶȍɴʭʳয়ɭȦ
ȩɹɻǸয়ϟᓔȵᏢɐʳɛʠɹәিɲȦɌ̶ˑ˪˹͚ͲɴɐȹɲȦǺؙ
0
.

ǵॶϥ⏃%424⏆մ.2
య&(᯲Ǹ*
,᯲Ǹ,
(
᯲Ǹ,,
᯲Ǹॶϥ⏃%44
%⏆մ.2


య%#᯲
0
0

ǵᩃᗔΥȋៗᨾᠶইᠦȍؾᠶᮃፀ%
ॎ⏃%4
0#
ॷఴᬡ⏆%(
᯲Ǹ(%
᯲

՟Տ⏧ɹៗᨾɭᅎ⏃ݬॷڒ%
4
.0
⏆%4.
2ॷ
0
2

ǵॶϥ⏃%424⏆մ
.
2
య%%
᯲

0
4

ǵॶϥ⏃%4
4%⏆մ.2
య%(
᯲Ǹ&2
᯲ɴʭʶɽɗʢɗʢࡹ៎ᇕɴȋɌȦȍ

ៗᨾȵˏ̺͠ˠ͠ɴࡔܧɐʳɄɭˁࡴوɌɩȦʳȵǸɄɹ៨ᦚɻǸѝғɹ̯˛͞͡
˥ˏȵɗʢɗʢࡔܧɌɲȦɭȦȩɹᝠʶɫȡʸȩǺ%
%
ȲʭʃɗɄɴɁʰ
ʶɛॶϥࡺᮁǸػᅒ᧷১ɹయؒ၇Ǻ
2
#

ǵɛɞɌǸॶϥೣϺɻݭᯆˁ៲ՠɴᭉࡴɐʳɄɭˁ౩ᇐɴࡴوɌɩȦʳ⏃ॶ

ϥ%
44
%մ
.2య%.
᯲⏆ǺɌȴɌǸ៲ɭȦȩݭᯆɹըᇕܐᮑˁࡴɌɩ
Ȧʳȴɹʭȩɲ៨ᦚȵॶϥɹμɴឿʰʶʳɹʢϟࡸɫȡʳ⏃ػᅒ&
#
##

2,
య&#&᯲Ǹ0#
ؒ၇⏆ǺɄʶɴࢪɌǸॶϥɹᡴᠶɭɹᬠѥɻਖɑɌʢ౩ተɫ
ɻɲȦȵǸՠɭȦɤɛըᇕըᏝɴʰɑɴᡴᠶɹံᭉᔘᦽˁᯆȴʰᔐࡴɐʳ
ʢɹɭɌɩȋᡴᠶȍɴȴȴʼʳϥΫ᧒߅Ԋᅊɹс⏃%42
.
ॷօయ⏆2*᯲Г
άǸ&*#᯲ГάȵȡʳǺ
2
%

ǵ3RV
QHU

V
XSU
DQRW
H


ᚹᅒ⏃&##
2
⏆մ..
య%
*&᯲Ǻؙᠶɭ

Ɍɩ,
DQ
$\U
HV


9DO
XL
QJ
0RGHU
Q
&RQW
U
DF
W

6F
KRO
DU
V
KL
S

<DO
H
/
-





2
&

ǵɄɹ៎ဣˁᠭɐʳʢɹɭɌɩဈाѵχȋɹៗᨾȍᩃᗔΥᑂᮃБᝠ

ᡙএաॎ⏖⏃%44
#ॷఴᬡ⏆4
%᯲Ǻ

(
.
2ǵ
ృγБకፑድǵo¡


%

&
#
#
4

ǵ
㪈㪊㪈

ᢦȿႡɹ᧙هȭ⏃༅⏆

ࢪɴǸәিɲȦɌ̶ˑ˪˹͚ͲɫȡʶɽɄɗǸয়ϟᓔȵᏢɌɇȭɐʶɽ
ʭȦɹɫȡɤɩǸ֒գςᒶॠᐄςᒶɹ៎ဣȴʰѝɫȷɲȦʢɹ⏃ɛɭ
ȭɽఠᒶᇕៗᨾᠶ⏆ɫȡɤɩʢ෯ʼɲȦ2(Ǻ
ǵɗɌɩǸ֒գςᒶॠᐄςᒶɴʭʳᐄᠶˁՏɐɴɻಁᬚᇕ႒ჿᇕɲը
ᏝȵȡʳɭȦȩɹɻ៲ՠɹݭᯆɴᭉʰʶɛʼȿɫɻɲȼǸጓ
కɭȦɤɛ͡ͻ͍͡˓˥Ͳ˫ɹݭᯆΥᖔɫʢǸȡʳዐ߹য়ɐʳǺɄɹ
غݭɴǸ
ȋᡴᠶȍɴɓʭлɴɓʭǸয়ϟᓔˁᏢɇɓʳлʰȴɹ̶ˑ˪˹͚
ͲˁᅎȦɩࢃܕɹЂԂˁɇɌȡɛʱᦽʠɩȦȼɭȦȩɄɭʢȡʱȩʳ2*Ǻ
ɄɹᡴᠶɴਃȭɽǸࢃܕɹЂԂɻǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓ͲȴʰॠᐄςᒶɭȦȩ
ဣɴȲȦɩʢύᮐɐʳɄɭȵয়ɇʶʳɄɭɴɲʳǺ
ǵॶϥȵ֒գςᒶॠᐄςᒶˁகɐʳᠶɹʢȩ⏖ɦɻǸࢰഀᇕɲॠᐄɫ
ɻɲȼǸᒶԇॶɭȦɤɛෙਥˁᩂឹែɌɩȦʳဣɫȡʳ2,ǺɄʶɻǸ
ӴᦚɌɛϟմɭϟɹ៎ဣɹ᧓ȦɭԊᦲɐʳʢɹɫȡʳǺϟɹែဣˁԂ
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ᅵɲʳɴʢȴȴʼʰɑǸغჿᇕɫɲȦɭɻȦȭɲȦՕഓ᥍ȵ࿃˃ɫȦʳɄ
ɭȵՠ౩ɌɛǺೣዣɹᇿᇕɻǸॶϥᠦˁተɴჿៗɌɩǸॶϥᠦˁఌ୫ɐ
ʳ ɭ Ȧ ȩ ʢ ɹ ɫ ɻ ɲ ȼǸᚹ ᅒ ⏮ ග ᅒ ͞ ˓ Ͳ ɴ  ድ ɐ ʳ ѝ ғ ɹ ȡ ʳ
DO
W
H
U
QDW
L
YHǶ
ɹࡔܧˁ୭ɐʳɄɭɫȡʳɹɞȴʰǸɇɌȡɛʱɻɄɄʚ
ɫɫද២ˁᏺȭʳɄɭɴɐʳǺ
2
(

ǵʢɠʸ˃Ǹॠᐄςᒶᇕɲ៎ဣȴʰɹύᮐȵᨦȼɲʶɽয়ϟᓔˁᏢɇɓʳɄɭȵ

ɫȷɲȼɲʳɭȦȩઝ٢ɫǸয়ȵɲɇʶɲȼɲʳɄɭɻȡʳǺ
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ଝɴɌɲȼɩɻɲʰɲȦʓɰ৾ɴȲȦɩԊɇʶɩȦʳጓݭɲɹȴɭ
ȦȩؙਝȵȡʸȩǺࢪؙɴǸʚɑǸፀΥɴǸ৾ˁลᔨᇕɴȭɩȦɄȩ
ɭȦȩكਸɹᅎਸɻೣ̺ͦ˻˙˪̜ɹȼɹ͍Ͳ̫ͻʢԊɌɩȦʳ
ɹɫȡʳȴʰǸʚɑɻǸᚹᅒ⏮ගᅒ͞˓Ͳɹʭȩɲ᧑ԍςᒶɲȦɌॠᐄ
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ᠶయɹᣒధȵȴɤɛɄɭɴΥᅱɹ܍ȵȡɤɛɭਲ਼ʼʶʳǺɗȩɫȡ
ʳɲʰɽǸԍкᇕɲکᰍˁද២ɌɦɦǸೣ̺ͦ˫͌͞ᏺϛʚɫɴ܌ፐˁர
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[評価対象期間内主要国際シンポジウム] （数字は参加人数（うち外国人参加者数））
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2008年7月18日 北海道大学（札幌）シンポジウム「現代社会における一般利益の諸相」
38(5) ［Mustapha Mekki, 大村敦志、中田裕康］
2008年9月5,6日 北海道大学（札幌）国際シンポジウム“European Integration
between the Past and the Present” 22 (5) ［Tim Büthe, Hubert Zimmermans,
Kyriaki Topidi］
2008年10月26日 北海道大学（札幌）北海道大学・国立台湾大学共同セミナー 55(25)
［謝銘洋、蔡牧玨 、王宣雅］
2008年11月2日 北海道大学（札幌）知的財産法研究会 21(11)［余翔］
2008年11月7日 ホテル・ポールスター札幌（札幌）北海道大学・ソウル大学ジョイン
ト・シンポジウム分科会「知的財産法と情報法の現代的課題」28(15)［Youngjoon Kwon,
Junseok Park］
2009年1月30,31日 北海道大学（札幌）国際シンポジウム「知的財産をめぐる政策形
成過程と法」45(15)［Antonina Bakardjieva Engelbrekt］
2009年2月2日 北海道大学（札幌）シンポジウム「東アジア競争法の新しい動向－韓
国、中国、台湾、香港、日本－」40(15)［徐士英、鄭浩烈、顔廷棟］
2009年2月9日 北海道大学（札幌）知的財産法研究会 29(13)［Christopher Heath, 金
子敏哉］
2009年2月24日 北海道大学（札幌）国際ワークショップ「日欧戦後政治学の比較発展
史」30(5)［ジャック・カプドヴィエル、オリヴィエ・ローゼンベルグ、福元健太郎］
2009年3月13,14日 北海道大学（札幌）知的財産法研究会 23(9)［Justin Hughes］
2009年7月2日 北海道大学（札幌）GCOE研究会 38(6)［アネリス・ライルズ］
2009年7月4日 北海道大学（札幌）フランス法シンポジウム「効率性と法」48(9)
［Mustapha Mekki, Benjamin Remy, Sylvain Bollée］
2009年7月11日 慶應義塾大学（東京）国際ワークショップ「損害概念の変容－競争法
と環境法を素材として－」26(8)［Géraldine Goffaux, Mathilde Boutonnet］
2009年8月18,19日 北海道大学（札幌）欧米知財シンポジウム“Intellectual Property
and Global Justice” 36(18)［Peter Yu, Christophe Geiger, Tuomas Mylly］
2009年9月19日 北海道大学（札幌）東アジア環境法ワークショップ 30(16)［王燦発、
葉俊栄、櫻井次郎］
2009年9月25日 北海道大学（札幌）ドイツ法シンポジウム 35(1)［Hans Christian
Röhl, 原田大樹］
2009年9月27日 学習院大学（東京）ドイツ法シンポジウム 16(1)［Hans Christian
Röhl, 原田大樹］
2009年10月4日 同志社大学（京都）シンポジウム「アメリカ著作権法の動向：デジタ
ル化時代における環境変化と著作権法の相剋」108(3)［Lawrence Lessig, 林紘一郎、
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紙谷雅子］
19. 2009年11月20日 北海道大学（札幌）GCOE研究会 36(1)［Michel Grimaldi］
20. 2009年11月22,23日 高雄大学（台湾）国際シンポジウム「世界的金融恐慌時代の東ア
ジア経済法の対応」83(69)［申絃充、Thomas Cheng, Sakda Thanticul］
21. 2009年11月24日 名古屋大学（名古屋）GCOE研究会 32(1)［Michel Grimaldi］
22. 2010年1月8日 北海道大学（札幌）知的財産法研究会 24(16)［劉春田］
23. 2010年1月22,23日 北海道大学（札幌）国際知財シンポジウム「国境を越える紛争と
知的財産権」25(12)［Heinz Goddar, 駒田泰土］
24. 2010年2月13,14日 九州大学（福岡）国際知財シンポジウム「現代知的財産法におけ
る新しい空間、新しいアクター及び制度論的転回」101(67)［Peter Drahos, Thomas
Hoeren, Jacques de Werra］
25. 2010年2月15日 九州大学（福岡）Joint Hokkaido-Kyushu Universities Seminar
“Contemporary Issues in International Economic and Business Law” 62 (55) ［Peter
Drahos, Peter K. Yu］
26. 2010年2月26日 ホテルグランドパレス（東京）国際シンポジウム「アクティベーショ
ンか、ベーシックインカムか－持続可能な社会構想へ－」45(5)［ヨルゲン・グル・ア
ンデルセン、ヤニク・ヴァンデルホルヒト

141

