



































































































































































⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ሗ࿌᭩

▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ
࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎ

㸦ᖹᡂ 29 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ᐇ㸧

ᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶
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㧗ᒣ┤ᶞ



ᮾὒᏛᩍᤵ
⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ 㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ㛗





▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ
࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎ

ᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ 㧗ᒣ ┤ᶞ

ᮃ᭶㸸ⓙࡉࡲࠊᖺᮎࡢ࠾ᛁࡋ࠸୰࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡼࡾࠊᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ദࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ
࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋ⚾ࡣࠊᮏ᪥ྖ㐍⾜ࢆົࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᐈဨ
◊✲ဨࡢᮃ᭶⏦ࡋࡲࡍࠋ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ࡲࡎึࡵࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ⏬㊃᪨ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㞀ࡀ࠸ࣘ
ࢽࢵࢺࡣࠊᮏᖺᗘ࡛ 5 ᖺ┠࡞ࡾࡲࡍࠋᖺᗘ࡛᭱⤊ᖺ࡞ࡿணᐃ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡽࡢࠊ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᴗ࠸࠺ࡶࡢࢆ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ
ཷクࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺࠊ⌮ㄽ࣭Ṕ
ྐࢢ࣮ࣝࣉࡢ 4 ࡘศࢀ࡚◊✲ࢆࡑࢀࡒࢀ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ 5
ᖺ┠ࡢ㞟ᡂࡋ࡚ࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ࡛⏬ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᇶㄪㅮ₇⛣ࡾࡲࡍࠋᇶㄪㅮ₇ࡣࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ࡛࠶ࡾࠊ
ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵࡢ㧗ᒣ┤ᶞ◊✲ဨ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㧗ᒣ㸸㧗ᒣ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ࠊྖࡽ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ⚟♴♫㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ
㛫࡛ఱࢆࡸࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮⮬యࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣᩚ࠼ࡽࢀ
࡚ࡁࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ไᗘࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾࠸࡚
ࢧ࣮ࣅࢫࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡗࡓࡾࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐ
࠸࠺ࡇࢆࡎࡗ㏣࠸ࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ≉㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ࠾࠸࡚ࡣࠊᶒ᮲⣙ࡀᢈࡉࢀࡓࡇࡼࡗ࡚ࡢពᛮỴᐃᨭࡢ
ᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊࡎࡗ◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋពᛮỴᐃࡢᅾࡾ᪉ࠊ≉▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶
ࡿ᪉ࡢពᛮỴᐃࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࢀࡽࠊICT ➼ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡢពᛮỴᐃࢆࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᕤ
ኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡑࢀࡽࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᙜ⪅ࡢάືࠊᙜ
⪅ࡢཧ⏬࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽ࠸࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ≉ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ⮬❧
ᨭᩍ⫱ࡢᙜ⪅㒊ࡀࡓࡃࡉࢇ࡛ࡁ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᙜ⪅ࡢάືࡸࠊᙜ⪅ࡢព
ࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜ⪅㒊ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡇࢆࡎࡗࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡕぢ࠼࡚ࡁࡓࡇࡣࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᪉ࡢពᛮỴᐃࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᨭࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ᪉ࠎࡀ࠺ཧ⏬ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ᪉ࡢࡁ࡞
ᨭ࠸࠺ࡇࠊᮏ㉁ⓗ࡞ᨭࡣ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢᨭ⪅ࡢ౯್ほࡸ⚟♴ࡢᵓ㐀⤖ࡧ࠸࡚࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࢆࠊ࠶
࠼࡚ㄗゎࢆᜍࢀࡎゝ࠺ࠊᑓ㛛ᐙ⮯ࡸタ⮯࠸࠺ࠊᑓ㛛ᐙࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⃰ࡉ࡛ࡍࠋࡑ



࠺࠸࠺ࡶࡢࡀࡍࡈࡃࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⏕άࢆ㜼ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ୍⏕
ᠱࡸࢀࡤࡸࡿタ⮯ࡀᙉࡃฟ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ⤖ᒁࠊ⟶⌮ᵓ㐀ࡢ୰ⴠࡋ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᭱⤊ⓗࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀࢃࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࡢࡇࢆ⚾ࡓࡕࡣㄆ㆑ࡋ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᅇࠊࡇࡢᖺᗘࡢ᭱ᚋࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊࡑࡢព࡛⃰࠸㛵ಀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡍࡈࡃ⟶⌮ᵓ
㐀ࡢ㛵ಀࠊἲⓗ࡞㛵ಀࠊࡣูࡢ⮬⏤࡞㛵ಀ࠸࠺ࠊࡶࡗᏳᚰࡋ࡚⮬ศࡀ⾲⌧࡛ࡁࡓ
ࡾពᛮỴᐃ࡛ࡁࡓࡾࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀࡀࠊᆅᇦ♫࠾࠸࡚ᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ
ࡑࢀࡀ࣐࣮ࢪࢼࣝࡔ࠸࠺ࡇẼ࡙࠸ࡓࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ࣐࣮
ࢪࢼࣝ࠸࠺ゝⴥࡣࠊᾘᴟⓗ࡞ព✚ᴟⓗ࡞ពࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࡸ࣐
࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ேࡀࡇࢀࡽᆅᇦࡢ୰࡛ࡣᴟࡵ࡚ษ࡛ࡍࠋࡑࡢࡇࢁࡀ࡞
࠸ࠊ⃰࠸㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣࠊ࡞࡞⏝⪅ࡢ᪉ࡀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡀࠊᆅᇦ
࡛ᬽࡽࡍࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࢆᥖࡆࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࠊ᪥ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࡢព➼ࢆᢲࡉ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ᪥ࡣ✚ᴟⓗព࡛ࡢ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࡓࡕࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᚋ࡛ࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ┒ࡾୖࡀࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣐࣮͆ࢪࢼ͇ࣝࡀồࡵࡽࢀࡿ⫼ᬒ

 ⚾ࡣࡎࡗ⚄ዉᕝ┴ࡢ⸨ἑఫࢇ࡛࠸ࡲࡋ࡚ࠊⱴࣨᓮࡸ⸨ἑࢆ୰ᚰࠊ97 ᖺ•༡ࡩࡃ
ࡋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥ࠸࠺ࡶࡢࢆ❧ࡕୖࡆࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶ•༡ࡩࡃࡋࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࡣ 20 ᖺࡸࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᕷẸࡢ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࢆ㣴ᡂࡋ࡚ࠊࡣⱴࣨᓮࢆ୰
ᚰ 20 タዎ⣙ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋⱴࣨᓮᕷࡽጤクࢆࡶࡽࡗ࡚ࠊᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࡶ
ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࠊ⚄ዉᕝ┴ෆࡢ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡢタࠊ㧗㱋⪅ࡢタ
㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ㛫㉳ࡁࡓࡁ࡞ฟ᮶ࡀὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢ௳࡛ࡋࡓࠋ㸺
slideݡ2㸼ᐇࡣ⚾ࡣࠊ࡞ࡀࢃඹྠ࠸࠺ࡇࢁࡢඖ⌮࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇࡣఱ༑
ᅇࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶࡋࡍࡿࠊὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢࡇࡢᙼࢆࠊ᪂ே◊ಟࡢ
ࡁᩍ࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡀࢃඹྠࡀ᭱ึ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ92 ᖺࡢཌᮌ⢭⳹ᅬ࠸࠺タ࡛ࡋࡓࠋࡑࡇึࡵ
࡚࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑࢀࡶ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓ㛵ಀ࡛ࠊ•༡ࡩࡃ
ࡋ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶࡸࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡈᏑࡌࡢࡼ࠺ࠊ7 ᭶ 26 ᪥ࡢ༗๓
2 ࡈࢁࠊ┴ࡢᣦᐃ⟶⌮タ࡛ࠊᙜὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢࠊ༙ᖺ๓ࡲ࡛ඖṇ⫋ဨࡢ᳜ᯇ⪷ࠊᙼ
ࡀ࠶ࡢ௳ࢆ㉳ࡇࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᙼࡣࠊᶓฮົᡤ࠸ࡲࡍࡀࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡣ
ᖾࡔࡋ࡚ࠊពᛮ㏻ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ேࢆล≀่࡛ࡋࡲࡋࡓࠋẅࡇࡑᩆ῭ࡔ࠸࠺⪃࠼᪉
ࡣࠊ࡛ࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ



 1 ᖺࡓࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡓࡕ⚟♴㛵ಀ⪅ࢆྵࡵ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ᥦ
㉳ࢆࡉࢀࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࢆࡋࡗࡾ㆟ㄽࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ᛮࡗ࡚࠸ࡿෆᐜࡀࠊሗ㐨ࡢ༏ྡᛶࡢၥ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣධᡤタࡢᅾࡾ᪉ࠊពᛮỴᐃࠊពᛮ
Ỵᐃᨭࠊࡑࡋ࡚ඃ⏕ᛮࡸࠊࡶࡋࡍࡿࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⪅ࡢ୰࠶ࡿෆ࡞
ࡿᕪูࡢၥ㢟ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࡸࡣࡾࡋࡗࡾᢲࡉ࠼࡚࠸ࡃࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 1 ᖺࡓࡗ࡚⚄ዉᕝ┴ࡣࠊ 110 ྡࡢேࡓࡕࡀࠊᶓᕷࡢⱂࡀ㇂ᅬ⯋࠸࠺ࡇࢁ࠸ࡲࡍࠋ
110 ྡࡢ᪉ࡀ࠸࡚ࠊࡇࡢ᪉ࠎࡢពᛮỴᐃᨭࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀࠊࡇࡢ 1 ᖺᚋࡽጞ
ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍ே୍ேࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃࠊࡑࡋ࡚ಶูᨭィ⏬ࢆ❧࡚
࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡋࡋࠊᑗ᮶ࠊࡇㄡࡢࡼ࠺ఫࡶ࠺࠸࠺ࡇ㛵ࡋ࡚ࠊࡲ࡛
ఱࡶࡸࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ30 ᖺࠊ40 ᖺ㜼Ṇࡉࢀࡓேࡓࡕࡀࡑࡢࡇࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊࡶ࠺୍ᅇᨵࡵ࡚ษࡾ┤ࡋࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࠊ┴ࡣࡑࡇ
ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ఱேࡢᘚㆤኈࡓࡕࡀࠊ୍ேࡦࡾࡢពᛮỴᐃᨭࡢࣉࣟࢭࢫ
㒊㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࠊᮏᙜࡑࡢேࡓࡕࡢពᛮࡀࠊࡑࡢࢳ࣮࣒ࠊ
⾲᫂ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊࠊእ㒊ࡢ᭷㆑⪅࠸࠺ᙧ࡛ࠊ
ᑓ㛛ࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚ࡎࡗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢព࡛ࡣࠊࠊ110 ྡࡢ⏝⪅ࡢ᪉ࠎࡣࠊࡲࡉ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺ࠊቃ⏺⥺㡿ᇦࡢ
ࡇࢁ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ᪉ࠎࡢࡇࢀࡽࡢィ⏬ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢ᪉ࠎࡀࡇࢀࡲ࡛⮬ศࡢࡇࢆ
ᮏᙜ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᨭࡢᵓ㐀ࡔࡗࡓࡇࡽࠊࡶ࠺୍ᗘࡑࡢேࢆே⏕ࡢ
ேබᡠࡍ࠸࠺ࡇࡣࡍࡈࡃษ࡞࣏ࣥࢺ࡛ࠊពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࡢࣔࢹࣝࢆస
ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛ࠊࡲࡓᩥி༊ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⌧ሙヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡢ⚟♴ࡢᵓ㐀ࡢࡑࡇࡢࡇࢁࡀࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࠕ᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊㅉࡵࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡀ㊊ࡾ࡞
࠸ࡽࠊ♫㈨※ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡽࠊ㞀ࡀ࠸ࡀ㔜࠸ࡽࠊண⟬ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽ➼ࠎ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁ࡛⏝⪅ࡢຊࢆዣࡗࡓࡾࠊ⫋ဨࡢ႐ࡧࢆዣࡗࡓࡾࠊ⤌⧊ࡢᨵ㠉ࢆዣࡗࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࡸࡣࡾ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊᚅࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞ࢫࢺࣞࢫࡀᚅࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔ࠸࠺ࡇࡶࠊඖปࡋ࡚ᑡࡋ᫂ࡽ࡞ࡗ
ࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢព࡛ࡣࠊᚋ࡛ࡸࡾࡲࡍࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝᘬࡁࡅ࡚࠸ࡗࡓࡁࠊࡲࡉ⏝⪅
ࡢ᪉ࠎࡣࠊ≉ධᡤタ➼ࡢ⏝⪅ࡢ᪉ࠎ࠸࠺ࡢࡣࠊᴟࡵ࡚ࠊࠊᆅᇦ⛣⾜ࡸᆅᇦ⏕ά
ᨭゝ࠸࡞ࡀࡽࠊ࠺ࡋ࡚ࡶቃ⏺⥺ࡢࡇࢁࡽ㞳ࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊࡴࡋࢁቃ⏺
⥺ࡼࡾࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢಖㆤⓗࠊ⟶⌮ⓗ࡞ᵓ㐀ࡢ୰⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࢃࡅ
࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊࡑࢀࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃタࡢேࡓࡕࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣ᪉ࡀ࡞࠸࠸
࠺ࡇ࡛ࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁࠊ࠸ࢃࡺࡿ๓ࡢᙧࡢࡇࢁ⨨ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ



 ࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡣ᭷ྡ࡞ࠊ࠸ࡌࡵࡢ㞟ᅋࡢ 4 ᒙᵓ㐀࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡲࡉࠊ࠸ࡌࡵ
ࡽࢀࡗᏊࡀ࠸࡚ࠊ࠸ࡌࡵࡗᏊࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㸺slideݡ4㸼1 ᒙࠊ2 ᒙ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ
ୖほ⾗ࡀ࠸ࡲࡍࠋほ⾗࠸࠺ࡢࡣࠊᐇࡣࠊ㠃ⓑࡀࡗ࡚ぢ࡚࠸ࡿᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ 3 ᒙ࡛ࡍࠋ
ᐇࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯࡢ୰࡛ࡢ࠸ࡌࡵࡢࡁ࡞≉ᚩࡀࠊഐほ⪅ࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠸ࡌࡵ
ࡗᏊࠊ࠸ࡌࡵࡽࢀࡗᏊࡢ 2 ᒙᵓ㐀ࡢୖࠊࢡࣛࢫ࣓ࢺࡓࡕࡀ࠸ࡲࡍࠋ☜ࠊほ⾗ഐほ
⪅ࡣࡲࡓ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊせࡍࡿࠊほ⾗ࡣ࠸ࡌࡵࢆㄆࡋ࡚࠸ࡃࡋࠊഐほ⪅ࡣ㯲ㄆࡋ࡚࠸
ࡃᵓ㐀ࡀࡇࡢࡼ࠺࠶ࡗ࡚ࠊ࠸ࡌࡵࡣᙉࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᅗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ഐほ⪅ࡢ୰ࡽ௰⪅ࡀฟࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿ࠸࠺ヰࡀࠊࡸࡣࡾษ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࢀࢆᅜ㝿ẚ㍑࡛ぢ࡚࠸ࡃࠊᑡࡋぢࡃ࠸࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊࢠࣜࢫࠊ
࢜ࣛࣥࢲࢆᅜ㝿ẚ㍑ࡋࡲࡍࠋ㸺slideݡ5㸼࠸ࡌࡵࡢ⿕ᐖࡢ⤒㦂⪅ࡢẚ⋡ࡣࠊ13.9㸣࡛᪥ᮏࡣ
ప࠸ࡢ࡛ࡍࠋࢠࣜࢫࡣ 39.4㸣ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡇࡢ 1 ࡢ࠺ࡕࠊࡲࡓ࠸ࡌࡵࡀ㉳ࡁ࡚
ࡃࡿࠊ㢖ᗘࠊ㛗ᮇࡎࡗ࠸ࡌࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣ᪥ᮏࡀ୍␒ከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࢠࣜࢫ
ࡸ࢜ࣛࣥࢲࡣࠊ⤒㦂⪅ࡢẚ⋡ࡣ㧗࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊῶࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㛗ᮇࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ㢖ᗘࠋࡇࢀࡣ௰⪅ࡀ࠸ࡿࡽ࠸࠺ヰ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡑ࠺࠸࠺⤌ࡳࡀ࠶ࡿ࠸
࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡋࡋࠊࡇࡢୗࡢࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸺slideݡ5ࠊୗẁ㸼ࡇࢀࡣᅜูぢࡓ௰⪅ࠊഐほ⪅
ࡢฟ⌧ẚ⋡࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏࠊࢠࣜࢫࠊ࢜ࣛࣥࢲ࡛ࠊᑠ 5 ࡽ୰ 3 ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ௰ࡍࡿேࡀࠊ᪥ᮏࡣᑠ 5 ࡀ 53.5 ࡛ࡍࡀࠊࡔࢇࡔࢇῶࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ21.8 ࡋ௰ࡍࡿ
ேࡀ࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࠶ࡣࡑࢀࡒࢀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊഐほ⪅ࢆぢ࡚࠸
ࡓࡔࡃศࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏࡣ 26.4 ࡔࡗࡓࡢࡀ 61.7 ቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㧗ᰯ⾜ࡃ
ࡶࡗቑ࠼ࡿ࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡶࡋࡍࡿഐほ⪅ᩍ⫱ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡇࡢࡇࢁࡣࠊࡸࡣࡾࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ഐほ⪅ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓேࡓࡕࡀࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸
࠺ࡇ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊࡸࡣࡾᨵࡵ࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀゝ࠼ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࣐࣮͆ࢪࢼ͇ࣝࡣఱ

 ࡈᏑࡌࡢࡼ࠺ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙㸦௨ୗࠊᶒ᮲⣙グࡍ㸧ࡀᢈࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋࡲࡉ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ࡚ࡢேࠎࡢ♫࡙ࡃࡾ࠸࠺ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸺slideݡ6㸼ࡇࢀࡣ 1981 ᖺᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺ࡛ࡍࡽࠊ80 ᖺ࠺ᒎ㛤
ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡢィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀࡓࡁࡢᐃ⩏࡛ࡍࠋ
ࠕ㞀ᐖ࠸࠺ၥ㢟ࢆ࠶ࡿಶே
ࡑࡢ⎔ቃࡢ㛵ಀࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡇࡀࠊࡼࡾᘓタⓗ࡞ゎỴࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊࡲࡍࡲ
ࡍ᫂ࡽ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋከࡃࡢሙྜ♫⎔ቃࡀே㛫ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ㌟యࡸ⢭⚄ࡢᙳ㡪
ࢆỴࡍࡿࠋ♫ࡣ࠸ࡲ࡞࠾㌟యⓗ࣭⢭⚄ⓗ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓேࠎࡢࡳࡢせồࢆ‶ࡓࡍࡇ



ࢆᴫࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≀⌮⎔ቃࠊಖ࣭♫ࢧ࣮ࣅࢫࠊᩍ⫱ࠊປാᶵࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆྵ
ࡴᩥⓗ࣭♫ⓗ⏕άయࢆ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࠎࡗ࡚⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᩚ࠼ࡿ⩏ົࢆ♫
ࡣ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ༢㞀ᐖ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࡚ࡢேࠎࡗ࡚ࡶ┈࡞ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࠶ࡿ♫ࡀࡑࡢᵓᡂဨࡢ࠸ࡃࡽࡢேࠎࢆ㛢ࡵฟࡍࡼ࠺࡞ሙྜࠊࡑࢀࡣᙅࡃࡶࢁ࠸
♫࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ
ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊᶒ᮲⣙ࡢ♫ᶒ࠸࠺ࡇࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛
ࡍࠋࡑࡢព࡛ࠊ♫ࣔࢹࣝࢆᙧᡂࠊᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡁࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞㒊ศࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎ࠸࠺ࡢࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞⨨ࢆ༨ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
 ๓ᥦ᮲௳ࡀᑡࡋᣑᩓࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡋ࡚ࠊᚋࡢࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢ࣐࣮
ࢪࢼࣝ࠸࠺ࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋ㸺slideݡ7㸼ࡈᏑࡌࡢࡼ࠺ࠊ♫Ꮫⓗࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝࡸ
࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥ࡞࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᩥࢆ␗ࡍࡿ」ᩘࡢ㞟ᅋࡲࡓࡣ♫
ᒓࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ␗㉁࡞ 2 ࡘ௨ୖࡢᩥ㞟ᅋ⏕άࡢᙳ㡪ࢆྠཷࡅ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ
࠸ࡎࢀࡶᡤᒓࡋࡁࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺㛵ಀ࡛ࡍࠋタࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐙ᪘ࠊᆅ
ᇦ♫ࠊ⏝⪅ࡢ᪉࠸࠺ࡢࡣࡑࢇ࡞ឤࡌࡀࡋࡲࡍࠋࡑࡢ୧᪉ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊ
ఱ┿ࢇ୰࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࠊタࢆ⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿேࡓࡕ࠸࠺ࡢࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺ࡇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥཷືⓗ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊཷࡅ㌟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ពࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊྛ㞟ᅋࠊྛᩥࡢ࠸ࢃࡤቃ⏺ࠊ࡛ࡍࡽࠊቃ⏺ࡶ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠸ࡲࡍࠋቃ
⏺⨨ࡋ࡚࠸ࡿே㛫ࠊቃ⏺ே࡞ࡶヂࡉࢀࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ᪂ࡋ࠸ᅜ⛣ఫࡋࡓࡤࡾ
ࡢ⛣Ẹࠊ㎰ᮧࡽ㒔ᕷฟ࡚ࡁࡓࡤࡾࡢ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ೫ぢࡸࢫࢸࢢ࣐࡞ࡗ࡚࠸
ࡿᑡᩘẸ᪘ฟ㌟⪅ࠊΰ⾑ඣࠊᨵ᐀⪅ࡇ࠺ࡋࡓᙧࡢಶேࡀ⏕ࡲࢀࡸࡍ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡕ
ࡽ࠸࠺ࠊ♫Ꮫⓗࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥ࠸࠺ࡇࢆྰᐃⓗ
ࠊᾘᴟⓗᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⠇ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡋࡋࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࢆ✚ᴟⓗᤊ࠼࡚♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡇ࠺ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ♫ᑐࡋ࡚ࠊࡁࡕࢇ♫ࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ືࡁࡢ⪃࠼᪉ࡢ◊✲ࡶ࠶ࡿ࠸
࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍࡽࠊ᪥ࡢࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆྵࡵ࡚ࠊࡇࡢ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ
࡞ேࠎ࠸࠺ࡇࡀࠊ♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫ࢆࡶ࠺୍ᅇᵓᡂࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿせ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࡇࡢ⏬ࡢ࣏ࣥࢺ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࣐࣮
ࢪࢼࣝ࠸࠺ࠊቃ⏺⥺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࡣ⦕㸦ࡩࡕ㸧࠸࠺ពࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠶
ࡿ࠸ࡣ➃ࡗࡇ࡞࠸࠺ព࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ࠼ࡤࣃࣥࡢ⪥࠸࠸ࡲࡍࡀࠊࣃࣥࡢ⪥ࡶ
⦕࠸࠺ࠊ➃ࡗࡇ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊ⦕ࡸ➃ࡗࡇࡸࠊ⦕㸦࠼ࢇ㸧࠸࠺ࡇ
ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊࣃࣥࡢ⪥ࡼࡾࡶࣃࣥࡢ୰㌟ࢆ㣗ࡓࡾࡍࡿࡇࡀከ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࡋࠊࣆࢨ࡞ࡶࠊࣆࢨࡢ᭱ᆅࡣࠊ࣮࣐ࣟࡢࣆࢨࡣ㣗࡞࠸ࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋࢼ࣏ࣜ
ࡣࡑࡇࢆ㣗ࡿ࠸࠺ࡢ࡛ࡍࠋ༡࡛㐪࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺ࠊ㣗ࡿᩥ㣗࡞࠸



ᩥࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࠊ⦕ࡢࡇࢁᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪥ࡢࡇࢁᑐࡋ
࡚ࠊᾘᴟⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ✚ᴟⓗ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᴟࡵ࡚ࡑࡢᅜࡢᩥࡸ⪃࠼᪉ࡁࡃ
ᕥྑࡋ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ఱࢆゝ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࠊ࠼ࡤࠊ᪥ᑑྖᒇ⾜ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࣄ࣓ࣛࡢ࢚ࣥ࢞࣡ࡣ࠾
࠸ࡋ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋ⦕(ࡩࡕ)࡛ࡍࡀࠊ࠾࠸ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡽࠊ㢠⦕ࡀ
ࡋࡗࡾࡋ࡚࠸࡞࠸⤮ࡀ⏕ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ⦕ࡣ࡚ࡶ࡞
ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊᓴࡗࡕ࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡣࡂࡾࡂࡾࡢࡇࢁ࠶ࡿ࠸
࠺ព࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࡣࠊࡑࡢࡼ࠺⦕ࡸ➃ࡗࡇࡸ⪥࡞ࡢពࡀ࠶ࡿ࠸
ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊࡑࡇࡢࡇࢁࢆࡢࡼ࠺ษࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡢࡀࠊ
እࠊ୰ᚰⓗ࡞ࡇࢁ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺⪃࠼᪉
ࢆࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࡢ✚ᴟⓗ࡞ព࠸࠺ࡇࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓቃ⏺ⓗࠊ➃
ࡗࡇ࠸ࡿࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⏕άయ㦂ࡀࠊ᪤Ꮡࡢᩥࡢ୰ࡽࡣ⏕ࡲࢀࡃ࠸ࠊ⊂⮬࡞ࡶࡢࡢ
ぢ᪉ࡸ౯್ほࠊࡑࢀࡽឤཷᛶࢆ⫱ࡳࠊඃࢀ࡚㐀ⓗ࡞ពࢆᣢࡘࡇࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡀ
Ṕྐⓗ࡞ᐇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋᐇࠊከࡃࡢⱁ⾡ᐙࠊᛮᐙࠊᏛ⪅࡞ࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥⓗᩍ
⫱ࡽ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊࣘࢲࣖேࡓࡕࡶ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ே࡛
ࡍࠋᅜࢆᣢࡓࡎࢻࢶ࿘㎶࠸࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡸࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊࣘࢲࣖ
ேࡽඃ⚽࡞ேࡓࡕࡀ㍮ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ព࡛ࡶࠊࡍࡈࡃࡑࡢࡼ࠺࡞✚ᴟⓗ࡞ពࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ⌧௦♫࡛ࡣࠊಶேࡢỌ⥆ⓗᡤᒓࡍࡿඹྠయࡀᙅࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊேࠎࡣࡉࡲࡊࡲ
࡞㞟ᅋ⏕άࢆ⤒㐣ࡋࠊࡑࡢḧồ㊊ࡢࡓࡵከᵝ࡞㞟ᅋྠ㛵ಀࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇࡀ
ࡍࡈࡃษ࡛ࡍࠋ୍⯡ࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥࡢࠊࡑࢀ㏆࠸ᚰ⌮ࢆࢃ࠺ᶵࡀቑ࠼࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸࡶࡑ࠺ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࠸ࢁ࠸ࢁ࡞άື
࠸࠺ࡶࡢࡀࠊᐇࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀḧồ㊊࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࢆ✚ᴟⓗពࡅ࡚ࠊࡑࡋ࡚✚ᴟⓗࡇࢀࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚⚾ࡓࡕࡢࡢ▱ⓗ
㞀ࡀ࠸⪅⚟♴ࡢࡇࢁࢆ࠺ࡑࡇࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜ⪅ࡢ᪉୍
⥴㞠⏝ࢆ࠺ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ၥ㢟ᥦ
㉳࡛ࡍࠋ
 ࣦࣞࣥ࠸࠺ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㟷ᖺᮇࡣࠊඣ❺ᮇᡂேᮇࡢ㛫ࡢᮇ࡛ࡍࠋ
㸺slideݡ9㸼㟷ᖺࡀࠊᏊࡶࡢ㞟ᅋࡶᒓࡉࡎࠊேࡢ㞟ᅋࡶᒓࡉ࡞࠸୰㛫ࡢᒙ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊቃ⏺ே㸦࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥ㸧ゝࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡇࢀࢆࠊὠஂࡸࡲࡺࡾᅬ➼ࠎࠊࡢ⚟♴ࡢ⌧≧ࡽぢ࡚࠸ࡃࠊ୍᪉࠼ࡤࠊ
タࠊಖㆤࠊ⟶⌮ࠊඃ⏕ᛮ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍᪉࠸࠸ព࡛ࡣࠊ♫
ࣔࢹࣝࡸ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࠊᙜ⪅࠸࠺ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠸ࡗࡓࡁࠊ
ࡇࡢ㛫ࡢࡇࢁࡢࡇࡕࡽഃࡢ⌮ᛕࡸ౯್ほࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀࠊࡇࡇࡢ㛫࡛ࡢࡼ࠺



άືࡋ࡚࠸ࡃࠊᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃၥࢃࢀࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࡸ࣐࣮ࢪࢼࣝ
࡞ேࡀ♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡇࡑᙜ⪅ࡀཧ⏬ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ୍᪉
ࡀࠊ࠼ࡤࠊタ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᐙ᪘࡛࠶ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡣྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊࡇࡕࡽഃࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⃰࠸㛵ಀ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ࠶ࡿពࠊᚑᒓ㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓ
ࡾࠊࡍࡈࡃᐁⓗ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊᚲ↛ⓗࡑࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀Ṕྐⓗ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡽ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵタࢆᨵ㠉ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࡾࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ
ࢆ⚾ࡓࡕࡣタ⮯ࠊᑓ㛛ᐙ⮯ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࡣྰᐃࡋࡲࡏࢇࡀࠊࡇࢀࡀᐇࡣࠊ
↓ព㆑⏝⪅ࡢ᪉ࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡿࡇࡀከ࠸
ࡢ࡛ࡍࠋ

࣐࣮͆ࢪࢼࣝ࡞ே͇ࡀ♫ࢆᵓ⠏ࡍࡿ

 ࡑࡢព࡛ࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࡀ♫ࢆኚ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊᆅᇦ♫ࠊከᵝᛶࠊඹ⏕࠸
࠺ࡢࡀࠊࡇࡇࡢࡇࢁࡢࡇࡕࡽഃࡢ㟷ࡢࡇࢁࡢ᪉ྥᛶࡢ࣋ࢡࢺࣝࡀ࠶ࡿࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ά
ືࡸ♫࠸࠺ࡶࡢࠊே࠸࠺ࡶࡢࡀ㔜せ࡛ࠊࡋࡶࠊࡇࡢࡢࡾࡋࢁࡀ࠶ࡿࡇࢁᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡶࡢࡀࡸࡣࡾᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢព࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫Ꮫࡸே㢮Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢ୰ࡣࠊ᫇ࡽ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ࡇ
ࢁࢆホ౯ࡋࡓࡾࠊ✚ᴟⓗពࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿඛ⏕ࡓࡕࡀከࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᮾࡢᢡཎ
ᾈඛ⏕ࡣࠊᮾࡢ࠸ࢃࡺࡿᏛࡢ⣮த௦ࠊඹ㜚㐃ᖏࡋࡓ࠸࠺ඛ⏕࡛ࡍࠋᢡཎඛ
⏕ࡣࠊࡑࡢᙜࡢ᪥ᮏࡢᅜࡢ」ᩘࡢᩥⓗ࡞≧ἣࢆࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞
ேࡓࡕ࠸࠺ࡢࡣࠊ」ᩘࡢᩥⓗ≧ἣࢆ㉸࠼࡚࠸ࡃᮍ᮶ࡢᩥࡢࣅࢪࣙࣥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊே㢮Ꮫࡢᒣཱྀᫀ⏨ඛ⏕ࡣࠊᩥᵓ㐀ࡢ୰⏕ࡁࡿຊࡢ⮬
⏤ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺Ꮡᅾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⮬⏤࠸࠺
ࡇࡀ࣐࣮ࢪࢼࣝࡢ୰࠶ࡿࡢࡔゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊᢡཎඛ⏕ࡶᒣཱྀඛ⏕ࡶࠊ
ᴟࡵ࡚ࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞㒊ศ࠸࠺ࡇࡀࠊ♫ࢆኚ࠼ࡓࡾࠊ♫ࢆ
ぢࡘࡵࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬⏤ࡢ㒊ศࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ཧຍࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚♫ࢆᵓ
⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠊᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢁࡢ࣏ࣥࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢព࡛ࡶࠊࡇࡢάືࡀࡇࢀࡽᴟࡵ࡚ᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋከศࠊࡇࡢࡇࡣ↓ព
㆑ࡸࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࡇࢆࠊάືࡢホ౯࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡇࢀࡀ♫࠺
ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ≉㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡗ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ពࡀ
࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆᢲࡉ࠼࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡓࡕࡣ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢព࡛ࡣࠊ᪥ࡣ 4 ேࡢ᪉Ⓩቭࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢࢸ࣮࣐ࢆᥖࡆࡓ
ࡁࠊࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕࢆࡪࡢ࠸࠺ࡇࡀࡍࡈࡃ㆟ㄽ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㞴ࡋ࠸ࢃࡅ
࡛ࡍࠋࡑࡢࡁࠊࡸࡣࡾ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞㒊ศ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ᐇ㊶ࢆࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࠋࡇࢀࡶ᭷ྡ࡛ࠊఱᅇࡶぢࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ



ࡑࡢ᪉ࠎࡢேࡀ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࢆᐓࡋ࡚࠸ࡿࡋࢃဴࡉࢇࠋ㡢ᴦࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾲⌧࠸
࠺ࡇࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢ㎶ࡢࡇࢁ࡛ேࡓࡕࡀ㐃ᖏࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊⓑᮌࡉࢇࠊబ⸨ࡉࢇࠋࡇࢀࡣࢫ࣏࣮ࢶ࠸࠺ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࢫ࠸࠺ࡇࡽࠊά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ㡢ᴦࡸࢫ࣏࣮ࢶࡸࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞άືࡽࠊఱ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ពࠊព⩏࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡣࠊὸ㔝ඛ⏕ࢆ᫇ࡽࡍࡈࡃᑛᩗࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛ࡗࡓࡾࠊㅮ
₇ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ┤᥋࠾ヰࢆࡋࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡍࢀ㐪ࡗࡓࡇࡣࡓࡃࡉ
ࢇ࠶ࡾࡲࡍࡀࠋࡣࡎࡗࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࢆ◊✲ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊタゎయࡢࡇࢆࡎࡗ
⪃࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊᐑᇛ┴▱ࡢࡁࠊὸ㔝ࡉࢇࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᨻ⟇ࠊᥦ
ゝࢆࡎࡗ◊✲ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓ࡛ࡶάືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢព࡛
ࡣࠊࡣࠊὸ㔝ࡉࢇࡣࡲࡉ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ே࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢព࡛
ࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁヰࢆ⪺ࡅࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡐࡦࡇࡢࡇࢆࠊ
◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ࡲࡓ 4 ேࡢ᪉ࠎࡽ࠸ࢁ࠸ࢁᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᮃ᭶㸸㧗ᒣ◊✲ဨࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ





ᇶㄪㅮ₇ᙜ᪥㈨ᩱ




㧗ᒣ┤ᶞ



ᮾὒᏛᩍᤵ
⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ 㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ㛗





َੴऋःभँॊযञठ੍॑इॊ
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ূஞপ৾ভ৾ ৈઉ

z

ফাଏৎႃؚઋఱਆଵ৶ਝद
ँॊஸ୲੩ृऽॅॉୱपउःथؚୱभ੪৩ऋਝभ
फ़ছ५॑સढथোखؚਝभਹ৷੬ऋඵऔोؚ
੬যऋଈಝؚ੬যऋംखञ؛

 َള૩मেऌथःऎभमਂౘटُ
 َਔઓႧৢभदऌऩःয॑ၢदඵखञُ

 َቘ௨घॊऒधऋੋُ

ਾभᅮؚোਚਝभँॉ্ؚਔઓৠؚરেઓ୳ؚऩॊ୷શ



`

ঐথঃডشऋଌॉऩःऊै

`

ভৱ౺ऋଌॉऩःऊै

যऋૐऽ
ैऩः

ਹ৷भৡ॑േअ
ਹ
`

ऋःऋःऊै

৩भಜल॑േअ

ੌ௶भ॑േअ
ੌ
`

ऋৠऽढथःॊऊै
ྦྦୄ
ୄ

`

১ृ২दৠऽढथःॊऊै
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Ĭ⿕ᐖ⤒㦂⪅ẚ⋡(%)

ĭ Ĭ䛾ෆ䛾㢖ᗘ䞉㛗ᮇ⿕ᐖ⪅䛾ᵓᡂẚ(%)

᪥ᮏ

䠍䠏.䠕

䠍䠓.䠓

䝜䝹䜴䜵䞊

䠎䠌.䠔

䠍䠓.䠍

䜲䜼䝸䝇

䠏䠕.䠐

䠍䠎.䠐

䜸䝷䞁䝎

䠎䠓.䠌

䠍䠍.䠓

ْবશपৄञَൎଇَُວ௴ُभলਠૻ૨ٓ
ᑠ䠑

௰⪅

ഐほ⪅

ᑠ䠒

୰䠍

୰䠎

୰䠏

᪥ᮏ

䠑䠏.䠑

䠏䠓.䠒

䠏䠐.䠔

䠎䠒.䠌

䠎䠍.䠔

䜲䜼䝸䝇

䠑䠔.䠎

䠐䠕.䠏

䠏䠒.䠑

䠏䠓.䠒

䠐䠑.䠕

䜸䝷䞁䝎

䠐䠒.䠌

䠏䠓.䠎

䠎䠔.䠔

䠎䠕.䠐

᪥ᮏ

䠎䠒.䠐

䠏䠒.䠍

䠐䠑.䠏

䠑䠍.䠕

䠒䠍.䠓

䜲䜼䝸䝇

䠎䠎.䠎

䠏䠐.䠍

䠏䠕.䠎

䠐䠓.䠎

䠐䠍.䠔

䜸䝷䞁䝎

䠏䠍.䠍

䠐䠐.䠍

䠑䠎.䠓

䠐䠐.䠔

䠉

䠉
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َ૩धःअਖ॑ँॊযधजभ୭धभঢ়બधखथधैइॊऒ
धऋेؚॉ૦ਝऩੰৠभ্১दँॊऒधमؚऽघऽघैऊपऩ
ॉणणँॊ؛ऎभৃ়ভ୭ऋযभଞেણदभମ৬ृಖઋ
षभ୶॑ৠघॊ؛ভमःऽऩउମ৬؞ಖઋચৡ॑৸प
इञযرभाभਏ॑ञघऒध॑खथষढथःॊ؛৶୭ؚ
৳؞ভ१شঅ५ؚઇؚௌ௮ਃভؚ५এ॑ॶشஅिધ৲؞
ভেણ৸৬॑૩भँॊযرपधढथਹ৷खृघःेअपତइॊ
ଝਜ॑ভमढथःॊ؛ऒोमप૩भाऩैङؚ৸थभয
رपधढथुਹஇधऩॊुभदँॊ؛

ँॊভऋ
जभଡਛ৩भःऎैऊभয॑ر൷ीলघेअऩৃ়ؚ
जोमൠऎुौःভऩभदँॊُ



`

ᩥ䜢␗䛻䛩䜛」ᩘ䛾㞟ᅋ䠄䜎䛯䛿♫䠅䛻ᒓ䛧䚸䛭
䛾␗㉁䛺䛴௨ୖ䛾ᩥ䛸㞟ᅋ⏕ά䛾ᙳ㡪䜢ྠ
ⓗ䛻ཷ䛡䛺䛜䜙䚸䛭䛾䛔䛪䜜䛻䜒䛻䛿ᡤᒓ䛧䛝䜛
䛣䛸䛾䛷䛝䛺䛔⪅䚹䠄タ䞉ᐙ᪘䛸ᆅᇦ♫䠅

`

ྛ㞟ᅋ䚸ྛᩥ䛾䛔䜟䜀ቃ⏺䛻⨨䛧䛶䛔䜛ே㛫䚹
ቃ⏺ே䛺䛹䛸䜒ヂ䛩䚹᪂䛧䛔ᅜ䛻⛣ఫ䛧䛯䜀䛛䜚䛾⛣
Ẹ䚸㎰ᮧ䛛䜙㒔ᕷ䛻ฟ䛶䛝䛯䜀䛛䜚䛾⪅䚸೫ぢ䜔
᩺䛾ⓗ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᑡᩘẸ᪘䛾ฟ㌟⪅䚸ΰ⾑ඣ䚸
ᨵ᐀⪅䛺䛹䛻䛣䛖䛧䛯ᆺ䛾ಶே䛜⏕䜎䜜䜔䛩䛔䚹
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`

䛣䛖䛧䛯ቃ⏺ⓗ䛺⏕άయ㦂䛜䚸᪤Ꮡ䛾ᩥ䛾䛺䛛䛛
䜙䛿⏕䜎䜜䛻䛟䛔⊂⮬䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䚸౯್ほ䚸ឤཷᛶ
䜢䛿䛠䛟䜏䚸ඃ䜜䛶㐀ⓗ䛺ព⩏䜢䜒䛴䛣䛸䛜䛒䜛䚹
ᐇ䚸ከ䛟䛾ⱁ⾡ᐙ䚸ᛮᐙ䚸Ꮫ⪅䛺䛹䛜䝬䞊䝆䝘䝹䞉
䝬䞁ⓗቃ㐝䛛䜙㍮ฟ䛧䛶䛔䜛䚹

`

⌧௦♫䛷䛿䚸ಶே䛾Ọ⥆ⓗ䛻ᡤᒓ䛩䜛ඹྠయ䛜ᙅ
䜎䜚䚸ே䚻䛿⏕άྐୖ䛥䜎䛦䜎䛺㞟ᅋ⏕ά䜢⤒㐣䛧䚸
䛭䛾ḧồ㊊䛾䛯䜑ከᵝ䛺㞟ᅋ䛻ྠ䛻㛵ಀ䜢䜒䛴
䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸୍⯡ே䛷䜒䝬䞊䝆䝘䝹䞉䝬䞁䛾
䛭䜜䛻㏆䛔ᚰ⌮䜢䜟䛖ᶵ䛿ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
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̬ᜱȷሥྸȷΟဃ࣬े

ᅈ˟ȢȇȫȷǨȳȑȯȡȳȈȷ࢘ʙᎍ

ȞȸǸȊȫѣȷʴƕᅈ˟Ǜ٭Ƒǔ

؏עᅈ˟
ٶಮࣱȷσဃ

ᚨȷܼଈ
ᚨᐰȷܼᧉݦᐰ
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ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘




ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ᚿᮧ୍
ᮾὒᏛᩍᤵ㸭⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ




ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ㸦Ⓩቭ⪅ࣉࣟࣇ࣮ࣝࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸㸧
ࡋࢃဴ Ặ
ⓑᮌ⚟ḟ㑻 Ặ
బ⸨ㄔ Ặ




ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮
ὸ㔝ྐ㑻 Ặ








 ᖺᗘ ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ః উটইॕشঝ
ࡋࢃဴ Ặ㸦NPO ἲேࣁࢸࣥࢩࣙࣥ⌮㛗㸧
ṛṣṟṚ भ Ṡ ಆ಼ΫᄀὝẪ
ṸṲṵịἛἜἓἦὤἹἕἴἨỌἼ ṟ χᆵนἿἛҦἦὤἹἨἷԅཨẪịἪἫὒἝόᾷᾔỌịὐἿἻ
ἙỌἻἺθὕዙ᠒Ἷώᾃᾷᾄ̵ᾍἹὓἕἙ౷ὣݳἠϷិậϷ౷ἪẪṛṣṣṞ भὙὛᇴᆋᬣ
ἝἕᒊἹἹὓἼᾱᾇέᾔᾷᾍịόᾯόὰᾤᾊ̵ᾛỌὣᫌẪṜṚṛṛ भἼ ṸṺṹ ຢαᾓὨᾊᾷύᾫᾷ
ὣឥዉẪἦἧἻܣἸᾭὨᾚὕᾮᾤᾳ̵έύᾫᾇᾛὣᫌѲἨẩᾱᾇέᾷᾱ̵ᾯ۶Ὤᾷᾃ̵
ᾊὨᾥᾷᾌᾅ̵ᾤἹἨἷẩἰἠἦὤἿαɴἼҥἹይᯇὣࢇἢἷἕẪ

ⓑᮌ⚟ḟ㑻 Ặ㸦NPO ἲேࡗࡢ᳃⌮㛗㸧
ṛṣṞṡ भ ṛṛ ಆςץइᄀὝẪ
ṛṣṣṟ भώᾞύᾧᾯὮᾮᾷᾘᾇέώếṽṹỀἿໄՠἼՉἨἷԕὒἷᬣ࠶ἿἓἼࣶὛϜẪ
ṛṣṣṣ भ ṽṹ ͪࠐݭᄖݸϜếὦᾥᾮὯỀἼಙᦝۄΖգࢂ᫅ἹἨἷՉẪἮἿẩṽṹ ಙ ṽṺ 
ـ᫅ẩࡣգႵΖὣสϐẩႲẩҽᆦᡝۄຢαώᾞύᾧᾮὮᾮᾷᾘᾇέώಙͥẪṜṚṚṝ भὙὛᬣ
࠶ἿἓἿࡹՓூ୯ἼὠὛẩႲẩṸṺṹ ຢαὌἴὈἿႵΖ᫅ẩὦ̵ᾌὣᥨἨἷҜἨἠչ
ὐὑቅϜὣἵἠ͜ᕊቅۄຢαὦ̵ᾌậὨᾷέᾯ̵ὼᾫᾷχႵΖẪ

బ⸨ㄔ Ặ㸦ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ᪥ᮏ࣭ᐑᇛࢫ࣮ࣜࢺ㸧
ṛṣṡṡ भ Ṝ ಆᄀὝếᾄὪᾷᅍỀẪ
ịώᾞύᾧᾯὮᾮᾷᾘᾇέώಙậ࠴܆Ọឥዉকԕếṛṣṣṟ भỀἜණɴἻᾛᾱὴᾭᾤἼՉẪώά
̵ẩᾠὪᾮᾷὴẩᾔώήᾇᾌẩ֟Ⴓẩᾔᾰ̵ἻἺἿᾛᾱὴᾭᾤὣᥨἨẩϰՆϷὛἼՒὐἻἝύ
ἹἿΦὣὒἷἕẪṜṚṚṟ भ᫅᧹ᇁἸᜊὠὝἰӡࠐͪᄖݸϜἸὀὦᾯᾞᾷώά̵Ἴԅ
ܣẩᨻᾥᾄᾯὣႏẪႲὀςץἿ᫅ᄎඌैὄἪἰǗὛếṫ ۶ΖංỀἿ៣ႵܣἸໄᣨἨἷ
ἛὛẩἿይᯇὀѾἠύὕẩἛණἼຎ࢘ἿҥὣͥἙἷἕẪ

ὸ㔝ྐ㑻 Ặ㸦⚄ዉᕝᏛ≉ูᣍ⪸ᩍᤵ㸧
ổờỘỜभỖಆỜᄀὝẪςץइԅᣯẪ
಼Ϋࠓݸຢࠓᦼ֞ංẩֺᄀᆻếႲֺᄀՓѾᆻỀҸᆻẪұዙ࠹ेࢂᬣ࠶ባቊ᫅ẩቅϜࢂᄀ
ໄ᫅ẩᄀໄᜐᄀࢂϓᄏ᫅ἻἺὣสϐẪờỗभổổಆ࠴܆ᇁᇴΖἼকᦝẪỖỔỔộभổổಆἸẩỗ
ಓổỖभգὒẪỔỚभỘಆંࠓݸᏫװோጇࠓᦼẪỔờभộಆ ṫṾṶếષα Ṿ ᎩᓕᆆᜆᅌỀὣ
ᆃᅍἨẩࠓݸὣϛᒭẪἮἿẩ᱉ᱏኃ൞ὣדἢẩᅌἜুۂἨẩổổभộಆંࠓݸἼুखẪổỗ
भỗಆંࠓݸὣࠪभᥗᒭẩṛṝ भỘಆἜቒࠓݸࣴކ။ԗᒠẪ



ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘


ᮃ᭶㸸ࡑࢀ࡛ࡣࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᪩㏿ጞࡵࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ࠾㓄ࡾࡋࡓ࠾
ᡭඖࡢ㈨ᩱࠊᮏ᪥ࡢࣃࢿࣜࢫࢺࡢⓙࡉࢇࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ☜ㄆ
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡇࡽࡢ㐍⾜ࡣᚿᮧ◊✲ဨ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㊃᪨ㄝ᫂
ᚿᮧ㸸ࡓࡔ࠸ࡲࡈ⤂࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚿᮧ⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࡣࠊኚ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠊࡑࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ὸ㔝ࡉࢇ࠾࠸࡛࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㊃᪨࡛ࡍࡀࠊඛ㧗ᒣ◊✲ဨࡽࡶሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢᮾ
ὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮యࡋ࡚ࡶࠊ♫ࡢ୰ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ◊
✲ࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࢆ୰ᚰࡋࡓࡘ࡞ࡀ
ࡾࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 㧗ᒣ◊✲ဨࡢሗ࿌ࡢ୰ࡣ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ㛫ࠊᩥி༊ࡢ㞀ࡀ࠸ඣ࣭⪅㛵ࡍࡿᐇ
ែㄪᰝ 2 ᅇ㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᩥி༊ࡢㄪᰝ࡛ࡍࡽࠊ༊࠾ఫࡲ࠸ࡢ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎయࡀᑐ㇟࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿ㉁ၥ⣬ࠊࣥࢣ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ࡢㄪᰝࡀࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᜍࡽࡃࠊ㌟య㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ
᪉ࠎࡸ⢭⚄㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࡣࠊࡈ⮬ศ࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓㄪᰝࡣᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
ࡅࢀࡶࠊᯝࡓࡋ࡚▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎ㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࡈ⮬㌟ࡀࡁࡕࢇࡑ࠺࠸ࡗࡓᐇ
ែㄪᰝ⟅࠼࡚࠸ࡿ࠺⏒ࡔၥ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡽࠊ㧗ᒣࢮ࣑⚾ࡢࢮ࣑ᡭศ
ࡅࢆࡋ࡚ࠊᩥி༊ࡢ㏻ᡤࡢタࢆ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࡢࣄࣜࣥࢢࡢㄪ
ᰝࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝぢ࠼࡚ࡁࡓࡢࡀࠊᩥி༊ࡢ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࡣࠊᴟࡵ࡚ࡈᐙ᪘ࡢ㛵ಀᛶࡀ
Ⰻࡃࠊవᬤάື࡞࠾࠸࡚ࡶࠊࡈᐙ᪘ඹ㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀศࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡑࢀࡽࠊタࡢ㛵ಀࠊ㏻ᡤタ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊタࡢ㛵ಀࡶࡍࡈࡃⰋࡃ࡚ࠊ
ఱᅔࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿࠊタࡢ⫋ဨࡢ᪉ࠎ┦ㄯࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ၥ㢟ゎỴࡀࡉ
ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᐙ᪘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣタ࠸ࡗࡓ㛵ಀᛶࡀࠊ⏝⪅ࡢ᪉ࠎࠊᮏே
㛵ࢃࡿ᪉ࠎࡋࡗࡾ࢚ࣅࢹࣥࢫࡀྲྀࢀࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆぢࡓᏛ⏕ࡓࡕࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢ⪃࠼ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ
ࡶ࠺ 20 ௦ᚋ༙ࡢタࡢ⏝⪅ࡢ᪉ࠎ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㛵ಀᛶࡀᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀࡓ⠊ᅖࡢ୰࡛ࡋ
࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᐢࡋ࠸ヰࡔᏛ⏕ࡓࡕࡀゝ࠸ጞࡵࡲࡋࡓࠋᐙ᪘㏻ᡤࡋ࡚࠸ࡿタࡔࡅ



࡛ே⏕ࡀ⤖ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣᑡࡋᐢࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾఱ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ヰ
࡛ࡍࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢ⏕ά࡞ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡍࠊே㛵ಀࡀ㠀ᖖ㔜せ࡛ࡍࠋ⮬ศࡓࡕࡢ
⏕άࢆᴦࡋࡃࡉࡏ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓே㛵ಀࡀぢ࠼
࡚ࡇ࡞࠸⏕άᐇែ࠸࠺ࡢࡣࠊࡁࡗᐢࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ࡇࢁࡽࠊࡑࢀ࡛ࡣ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࢆࠊᐙ᪘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣタ௨እࡢࡼ࠺࡞ே
ࡓࡕࡀᨭ࠼ࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠸ࡗࡓࡁぢ࠼࡚ࡁࡓࡢࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺࣮࣮࢟࣡
ࢻ࡛ࡍࠋᐙ᪘ࠊタࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭᏛᰯࡢඛ⏕᪉௨እࡢࡇࢁ࡛ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎ
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡈⓏቭ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢάືෆᐜࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺ヰࡀࡲࡲࡗࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
 ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࡣ㠀ᖖ⫈⾗ࡢ᪉ࡀᑡ࡞ࡃ࡚ᐢࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡓࡕ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ
ࡋ࡚ࡣࠊሗ࿌᭩ࢆࡋࡗࡾࡲࡵ࡚ࠊࡑࡢሗ࿌᭩ࢆᚋṧࡋ࡚࠸ࡃࠊࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ᪥ࡢேᩘࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡋࡗࡾࡋࡓ᭱
⤊ᖺᗘࡢᡂᯝࡋ࡚ṧࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ⤒⦋ࡽࠊ᪥ࡈⓏቭ࠸ࡓࡔࡃࡢࡣࠊࡲࡎ NPO ἲேࣁࢸࣥࢩࣙࣥࡢ⌮㛗
ࡉࢇ࡛࠶ࡿࡋࢃဴࡉࢇ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋNHK ࡢࠗ࠾࠶ࡉࢇ࠸ࡗࡋࡻ࠘
ࡢ 5 ௦┠࠺ࡓࡢ࠾࠸ࡉࢇࡋ࡚ࡈᏑࡌࡢ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢧࣝࢧ࣒࢞
ࢸ࣮ࣉ࠸࠺㠀ᖖ᭷ྡ࡞ࣟࢵࢡࣂࣥࢻࡢᐓ⪅࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࡢᚋࡶࠊࡲࡓࣅࢹ࢜࡞
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊⓑᮌ⚟ḟ㑻ࡉࢇ࡛ࡍࠋⓑᮌࡉࢇࡢ᪥ࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ
NPO ἲேࡗࡢ᳃⌮㛗࠸࠺⫪᭩ࡁࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡶࡶࡣྎࡢ㉳ᴗᐙࡢ᪉࡛
ࡍࠋྎ࡛ࡣ୍␒࠸࠸ࡇࢁ࠾⏕ࡲࢀ࡞ࡗࡓఛࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ୍♫ேࡋ࡚ࠊᆅᇦ
ࡢ୰ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞άືࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ༑ᩘᖺ๓ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ
ฟྜ࠸ࠊ㝶ศே⏕ࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡞ᛮ࠺ḟ➨࡛ࡍࠋࡑࡢ⤒⦋࡞ࡶ᪥࠾ヰ
ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊబ⸨ㄔࡉࢇ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ᪥ᮏᐑᇛࡢ
ࢫ࣮ࣜࢺ࡛ࠊ㝶ศ᪩࠸ᮇࡽࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢάືཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡣ A ᆺᴗᡤࡢࠕࡧࡍࡓ㹼ࡾࠖ࠸࠺ࡇࢁ࡛࠾ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ2 ᖺ๓ࠊ⚾ࠊࢮ࣑ྜᐟࢆྎ࡛ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࡁࡣࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾ
࡛㣗ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡾࠊ࠾ヰࢆఛࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚᪥࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢࡀὸ㔝ࡉࢇ࡛ࡍࠋ
ὸ㔝ࡉࢇࡶࠊࡈᏑࡌࡢ࠾ࡾࠊཌ⏕ປാ┬࡛࠾ࢆࡉࢀ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊᐑᇛ┴▱ࡋ࡚ࠊ
ඛࡢ㧗ᒣ◊✲ဨࡢヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊタゎయྥࡅࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ
࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋఱᖺ๓࠺ࡑ࣮ࡘࡃ࠸࠸࠺ࡇࢁ୍࡛⥴㉮ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ
ࢆぢ࡞ࡀࡽ㉮ࡿ࡛ࠊࡑࡢࡁὸ㔝ࡉࢇࡢ㓄അ⪅ࡢගᏊᵝࡽࠕయㄪࡀᝏ࠸ࡽ㉮ࡽࡏ࡞



࠸࡛ࡡࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ୍⥴㉮ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏࢆぢ࡞ࡀࡽ࠺
ࡑ࣮ࡘࡃ࠸࡛㉮ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊ୍⥴㉮ࡗࡓᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢᚋయㄪࢆᔂࡉ
ࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⚾ࠊᑡࡋ㈐௵ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍ㸦➗㸧
ࠋ᪥ࡣᴦࡋ࠸࠾ヰࢆ࠾ఛ࠸࡛ࡁࢀ
ࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࠎ᪥ࡣ࠾ヰࢆఛ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊὸ㔝ࡉࢇࡣ⌧ᅾࠊ⸨ἑ
࡛ࢀࢪࣙࣈࡢάືࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢࢀࢪࣙࣈࡢάືࡶ㠀ᖖ
㨩ຊⓗ࡞ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ࠎᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿάື࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠾ヰࢆఛ࠼ࢀࡤ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡲࡎࡋࢃࡉࢇࡽ࠾ヰࢆఛ࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡶ୍ᗘୗୗࡀࡗ࡚࠾
ヰࢆఛࡗ࡚ࠊ௦ࡋ࡚㐍ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

⮬ᕫỴᐃࢆㄏᑟࡋ࡞࠸ᨭ࠼
ࡋࢃ㸸ࡓࡔࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡋࢃဴ࡛ࡍࠋࡇࢇࡕࡣࠋᏛࡢ㞴ࡋ࠸ヰࡣࡼࡃศ
ࡽ࡞ࡃ࡚ࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࠸࠺ࡢࡣ┿㠃┠࡞ேࡀ┿㠃┠࡞ࡿヰ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑ࠺
ࠊࡔࡽನࡀࡤࢀࡓࡢ࡞ᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠋ
 ࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ࠸࠺ࣂࣥࢻࢆࡸࡗ࡚ࡶ࠺ 24 ᖺ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே࡞
࠸ேࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚‐↛୍య࡞ࡗࡓࣟࢵࢡࣂࣥࢻ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ࡢࣉࣟࡢࣂࣥࢻ࡛ࡍࠋ
᪥ࡶရᕝ࡛ࣛࣈࢆࡸࡗ࡚ࠊࡁࡕࢇ࠾㔠ࢆࠊࢠࣕࣛࢆࡶࡽࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᕤ㈤
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ࠾ࡍࡿ⚟♴ᴗᡤ࠸࠺ࡢࢆ
2011 ᖺࡢ 4 ᭶ࡽጞࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀࡸࡗᡂ❧ࡍࡿᅜ࡞ࡗࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋNPO ἲேࣁࢸࣥࢩࣙࣥ࠸࠺୰࡛ࠊ
ࠕJumpࠖ࠸࠺⏕άㆤᴗ࡛ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ
ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋẖ᪥ࡳࢇ࡞࡛ࢇࡕࡷࡸࡗ࡚ࠊᖺࡔࡅ࡛ࡶࠊࡣᾏ㐨᪫ᕝᮾ
ᕝ⏫ࠊ༡ࡣ⇃ᮏࡲ࡛ᅜࢶ࣮ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࣓ࣥࣂ࣮15 ேࡃࡽ࠸࡛࠸ࡘࡶ⛣ືࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋᬑ㏻ࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕᖺ 1 ᅇ᪑⾜ࡍࡿࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆࠊ᭶ 1 ᅇࠊ2 ᅇࠊ
ᖺ㛫 30 ᮏࡃࡽ࠸ࢶ࣮ࢆࡋ࡚ᅇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢ࡛ࠊࡳࢇ࡞ࣟࢵࢡࣂࣥࢻࢆ⮬ศࡓࡕࡢ࡞
ࡾࢃ࠸ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡎࡣࠊⓒ⪺ࡣ୍ぢࡋࡎ࠸࠺ࠊࣂࣥࢻ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡢࡶࡢࢆぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
࠺ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ㧗ᒣࡉࢇࡽ࠾ヰࡀ࠶ࡗࡓὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢ௳࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢᆅඖࠊᮏᣐᆅࡀ⚄ዉᕝ┴ࡢཌᮌᕷ࡛ࡍࡋࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡀࡶࡶࠊ᭱ึ
ࡣ⚾ࡀᢲࡋࡅ࣎ࣛࣥࢸ࡛ࣂࣥࢻࢆࡸࢁ࠺ࡧࡅࡓࡢࡀࠊ࡞ࡀࢃඹྠࡢ୰ࡢ
⛙㔝⢭⳹ᅬ࠸࠺ධᡤタ࡛ࠊࡑࡇ࡛㦫ࡁࡢᐇࢆ⚾ࡣࡓࡃࡉࢇ┠ࡢᙜࡓࡾࡋ࡚ࠊࡑࡇࡀ
⮳ࡿཎⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࢃࡅ࡛ࠊὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡶࠊࡶࡕࢁࢇࣛࣈ
ࡶఱᅇࡶ⾜ࡁࡲࡋࡓࡋࠊඖ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ 1 ேධᡤࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢேࡀ⿕ᐖ㐼ࡗࡓ
࠺ࡀ࡚ࡶᚰ㓄࡛ࡋࡓࠋࡎࡗᏳྰࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡎ࡚ࡶ࠸ࡽ࠸ࡽࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡓࡲࡓ



ࡲูࡢᲷ࠸ࡓࡢ࡛ຓࡾࡲࡋࡓࠋࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡶࠊࡣ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊὠஂࡸࡲࡺࡾᅬ
ධᡤࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣㄯ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡣࡇࡇ࠸ࡿẅࡉࢀࡿゝࢃࢀࡓࡢ࡛⸨ἑ
ࡢ࠺ᆅᇦ⛣⾜ࡋࡓ࠸࠺ࠊ࠺ࡑࡢࡼ࠺࡞ᮏᙜࡢヰࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࠊ༑ఱᖺ
ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᑡࡋࡎࡘ♫ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓ࡞࠸࠺▮ඛὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢ௳ࡀ㉳
ࡇࡗ࡚ࠊጞࡲࡾᡠࡗࡓࡇࢁࠊࡶ࠺ࡑࡢᡭ๓ࠊ㇂ᗏ✺ࡁⴠࡉࢀࡓࡼ࠺࡞↓ຊឤࢆ
㠀ᖖឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣࣟࢵࢡࣂࣥࢻࡋ࡚ఱࢆࡍࡁ࠸࠺ࡇࢆࠊࡎࡗ⚾ࡓࡕࡳࢇ࡞
࡛⮬ၥ⮬⟅ࡋࡲࡋࡓࠋࡸᅜࠊᚿࢆྠࡌࡍࡿࣂࣥࢻάືࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀࠊࡑࢀࡇ
ࡑ༡ࡽࡲ࡛࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢேࡓࡕࡘ࡞ࡀࡗࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡳࢇ࡞ࡧࡅࡲ
ࡋࡓࠋඛ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ༏ྡᛶ࠸࠺ࠊ࠶ࢀࡔࡅࡢ⿕ᐖ㐼ࡗࡓࡢࠊఱࡶᝏ࠸
ࡇࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࠊ┿ኪ୰ẅࡉࢀ࡚ࠊࡋࡶࡑࡢேࡢ࠾㢦ࡶ࠾ྡ๓ࡶศࡽ࡞࠸
࠸࠺ࠊឤ⛣ධࡢࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ᑐࡋ࡚ࠊ⿕࿌ࡢᭀ
ゝࠊᭀຊࡔࡅࡀᅜᗈࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊ㏫ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ㯲ࡗ࡚࠸࡚࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠊ㯲ࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࡢᭀゝࠊᭀຊࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠊࡶࡋࡃࡣᒅࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡳࢇ࡞࡛❧ࡕୖࡀࢁ࠺࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊᅜࡢ௰㛫ࡧࡅ࡚ࠊ
ࠕ࣡
ࣥࢲࣇࣝୡ⏺ࠖ࠸࠺᭤ࢆసࡾࡲࡋࡓࠋᅜࡢ௰㛫ࡓࡕࡢ୰ࡢ 300 ேࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ 280 ே
ࡀ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿࡈᮏேࡀᐇྡ࠾㢦ࢆᇽࠎ YouTube ฟࡍ࠸࠺ࡇ࡛㈶ྠࡋ࡚ࡃࢀࡲ
ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ࿘ࡾ࠸ࡿ 350 ே௨ୖࡢඹ⏕ࡁ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀ୍⥴ཧຍࡋ࡚ࠊ
ࠕ࣡ࣥ
ࢲࣇࣝୡ⏺ࠖ࠸࠺ᫎീࢆ㓄ಙࡋࡲࡋࡓࠋ࠾ࡆࡉࡲ࡛࡞ࡾࡢࢡࢭࢫࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ
ࠊࡑࡢᴦ᭤ࢆⓙࡉࢇࡀࡑࢀࡒࢀḷ࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡎࡣࡑࢀࢆࡈ
ぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠙ᫎീ⏕ࠚhttps://www.youtube.com/watch?v=uiMBA5g1H48

ࡋࢃ㸸௨ୖ࡛ࡍࠋ
㸦ᢿᡭ㸧ඛࡢ⮬ᕫỴᐃᨭ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ⿕࿌ࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡣ
ᖾ࡛࠶ࡿࠊせࡽ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᛮ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣࠊാ࠸࡚࠸ࡿࡁࡢࡼ࠺
࡞ሙ㠃ࢆࡓࡃࡉࢇぢ࡚ࡁࡓࡢ࠸࠺ࡇᑾࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ᭱ึࡽ
ࡑࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡢࡲࡲ࡛ධࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊࡓࡕࡢࣂࣥࢻࡣࠊ
᭱ึࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࡇࡢ⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⮬ᕫỴᐃࡀ⮬ᕫỴᐃㄏᑟ࡞
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ୍␒ࡁ࡞ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊࢇࡀ⮬ᕫỴᐃㄏᑟ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ࡚ࡶ
࠾࠸ࡋ࠸ࢣ࣮࢟ࡀ࠶ࡗ࡚ࠕࡇࢀࡣ࠾࠸ࡋ࠸ࡽ㣗࡞ࡉ࠸ࡼࠖࠊⰋࢀᛮࡗ࡚ࠕ⚾ࡀࡇ
ࢇ࡞࠾࠸ࡋ࠸ᛮ࠺ࡢࡔࡽࠊࡇࢀࢆ࠺ࡒࠋ⚾ࡢศࢆ࠶࡞ࡓ࠶ࡆࡿࢃࡼࠖ࠸࠺ࡄࡽ
࠸ࡔ࡞࠾ศࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡀࠊࠕ㣗࡚ࡈࡽࢇ࡞ࡉ࠸ࡼࠖゝ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ┦ᡭࡀ࠾࠸



ࡋ࠸࠺ࡣศࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⮬ศࡀ࠾࠸ࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ
ࠕఱ࡛ࡇࢇ࡞࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢࢆ㣗࡞࠸ࡢࠖ
ࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࠊ࠾ࡋ࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽 ⚾ࡀ
ࡇࢇ࡞࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢࢆ࠶ࡆࡿゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊఱ࡛㣗࡞࠸ࡢࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿࠊࡶ࠺ࡇࢀࡣᅽຊ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᭀຊⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀ
࠾࠸ࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡀᡭࡃࡔࡉࡿゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊ⚾ࡣᑡࡋࡶࡇࢀࢆ࠾
࠸ࡋ࠸ᛮࢃ࡞࠸࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ࠼ࡤࡑࢀࢆᣄྰࡋࡓሙྜࠕఱ࡚࠶࡞ࡓࡣኻ♩࡞ே࡞ࡢ
ࡔࢁ࠺ࠖ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡀ≉♫ⓗᙅ࠸❧ሙ࡛࠶ࡿேࡓࡕࡸ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕ
࡛࠶ࡿࠕ࠾࠸ࡋࡉࡀศࡽ࡞࠸ࡽ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ࠶࡞ࡓࡣࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡔࡽ
ࡑࢇ࡞ࡇࢆゝ࠺ࡢ⭡ࢆ❧࡚ࡓࡾࡋ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢேࡓࡕࡶࡢࢆ
ゝࡗ࡚ࡶ㏻ࡌ࡞࠸ࡢࡔ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺᪉ྥᛶࡀᾋࢇ࡛ࡃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ
ࢀࡣࡃࡶࡗ࡚⮬ᕫỴᐃㄏᑟ࡛ࠊୖࡽୗྥࡗ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿࡇࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ⚾ࡀ᭱ึࡇࡢࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࢆࠊᢲࡋࡅ࣎ࣛࣥࢸ࡛ึࡵ࡚⾜ࡗ࡚ࠊࡣࡇࢇ࡞
ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᭱ึࡣᮏᙜࠊࣂࣥࢻࡢ⏤᮶ࡢࡼ࠺ࠊ࣏ࣜࣂࢣࢶᕸ〇ࡢ࣒࢞ࢸ࣮
ࣉࢆ㈞ࡗࡓ࣒࢞ࢸ࣮ࣉኴ㰘ࢆࡳࢇ࡞࡛⮬⏤ᡴࡕ㬆ࡽࡍ࠸࠺ࡔࡅࡢࣜࢬ࣒ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ
ᘏࠎࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡁ 1 ࡘࡔࡅㄢࡋࡓࡇࡣࠊ⤯ᑐᣦᑟࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ⤯ᑐࠊ↓⌮▮⌮ࠕᴦࡋ࠸ࡽࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࡼࠖ⫼୰ࢆᢲࡋ࡚ࡑࡇࡢ㍯ධ
ࢀࡿ࠸࠺ࡇࢆࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊࡇࡇ࡛ࡳࢇ࡞࡛ࣜࢬ࣒ࢆࡸࡗ࡚࠸࡚ࠊ㒊
ᒇࡢ㝮ࡢ࠺࠸ࡿேࡀ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ OK ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢேࡀ᭱ᚋࡲ࡛㝮
࠸࡚ࡶࠊࡑࡢேࡣࡑࡇ࠸ࡿࡇࡼࡗ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠊࡓ࠼ኴ㰘ࢆࡓࡓ࠸࡚࠸࡞࠸ࠊ
ࣜࢬ࣒ࢆᡴࡕ㬆ࡽࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࡇ࠸ࡿࡇ࡛ཧຍࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠸ࡓࡃ࡞
ࡗࡓࡽ࠸࡞ࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠋ࡛ࡶࠊࡑࡢ㝮ࡢ࠺࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࡇ࠾࠸࡚ᙼ
ࡣࡑࡇࡀ୍␒࠸࠸࣏ࢪࢩ࡛ࣙࣥࠊᚰᆅⰋࡃ࡚ࠊࡑࡇ࡛ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀ
ࡶ OK ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠊྜࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ୍ษゝࢃ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡢࡼ࠺
࡞ࣜࢬ࣒࡛ࡶ OK ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡀṇࡋ࠸࠸࠺ࡇࡣࠊ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞㡢ᴦ
ࡢሙྜࡣࠊ᫂ࡽࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊᖾ࠸ࡶࠊ⚾ࡓࡕࡀࡇࡼ࡞ࡃឡࡋ
࡚࠸ࡿࣟࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࡇࢀࡀṇࡋ࠸࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡀ
ṇࡋ࠸࠸࠺ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡓࡁࡽࠊࡑࢀࡀ୍ࡘࡢࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ⚾ࡓࡕࡢឡࡋ࡚࠸ࡿࣟࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡀᇶᮏ
ᙧ࡛ࡇࢀࡀṇࡋ࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ⚟♴ⓗゝ࠺㏻ᖖⓎ㐩ᆺ㡢ᴦࡢࡼ࠺࡞ࠊᖖᆺ㡢ᴦࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓࡀࠊ⚾ࡀ࠸࠸ᛮࡗࡓࡶࡢࡀ OK ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ࣎ࣈ࣭ࢹࣛࣥࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊࢠࢱ࣮ࢆᣢࡗ࡚ḷ࠼ࠊࡑࢀࡀ࠾ࡲ࠼ࡢ㡢ᴦ࡛࠶ࡿ
࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀᇶᮏ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢇ࡞ࡇ࡛ࡶ㒊 OK ࡛ࡍࠋ



Everything is OK ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỴࡋ࡚⮬ᕫỴᐃㄏᑟࢆࡋࡲࡏࢇࠋࡇࢇ࡞ឡࡋ࡚࠸ࡿࠊ
୍⏕ࢆᤝࡆ࡚࠸ࡿࣟࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡࡔࡽࠊᴦࡋ࠸Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ࠾࠸࡛ࡼࠊ
࠾࠸࡛ࡼࠖゝࡗ࡚ࠊ
ࠕࡸࢁ࠺ࡼࠊࡸࢁ࠺ࡼࠖ࠸࠺ࡇࡣࠊࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ⤯ᑐࡋࡲ
ࡏࢇࠋ
 ࡛ࡣࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡢࣛࣈࢆぢ࡚ࠊⓙࡉࢇ࡚ࡶ႐ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊఱ࡛࠶ࢇ
࡞ᴦࡋࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣ၏୍ࠊ୍␒ษ࡞Ⅼ࡛ࠊ⮬ᕫỴᐃㄏ
ᑟࢆࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⮬ࡽࡀࡑࡢ㍯ࡢ୰ධࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛Ỵࡋ࡚ᙉせࡋ࡞࠸ࠊᚅࡘ
࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ⮬ศࡢពᛮ࡛ධࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡢࡀ୍␒࡞ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡇࢆᭀ
㏻ࡾ㉺ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㒊ࡀࡸࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࠋୖᡭ࡛ࡁࡲࡍࠊ
ࡘࡲࡾࠊ᪤Ꮡࡢᙧࠊᑡࡋ࡛ࡶ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡀࡾ㉺࠼࡚ࠊࣁࣥࢹ࢟ࣕࢵࣉࢆࡾ
㉺࠼࡚㡹ᙇࡗ࡚㏆࡙࠸࡚࠸ࡲࡍ࠸࠺ᚑ᮶ࡢឤືࡢᅗᘧࡽࡣ୍Ṍࡶእฟ࡞࠸࡛ࠊ⮬ᕫ
Ỵᐃㄏᑟࡢ୰࡛ࠊࠕ࠶࡞ࡓࠊࡸࡾ࡞ࡉ࠸ࡼࠖゝࢃࢀ࡚ࡸࡿࡢࠊ⮬ศࡀᮏᙜࡋࡓࡃ࡚ࠊ
ࡑࡢ୰➨୍Ṍࢆ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊࣜࢬ࣒ࢆࢻࣥࢻࣥᡴࡕ㬆ࡽࡍࡢࠊ
ࠕᴦࡋ࠸ࡽࡸࡗ࡚ࡳ࡞
ࡉ࠸ࡼࠖゝࢃࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࠊࢻࣥᡴࡕ㬆ࡽࡍ᭱ึࡢ࣡ࣥࣅ࣮ࢺࡣ↛౯್ࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
ࣜࣜࢸ࣮࠸࠺ࡶࡢࡀࡃ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡸࡾ࡞ࡉ࠸ࡼゝࢃࢀ࡚ࠊカ⦎ࡋ࡚ࡸ
ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࡸࡣࡾ᭱⤊ⓗ࡞ࣜࣜࢸ࣮ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡲ࡛࠸ࡗ࡚ࡶࠊ㡹ᙇࡗ
࡚࠸ࡿጼࠊࡇࡇࡲ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼࢆぢ࡚ឤືࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ᅗ
ᘧࡽඛࡣ㐍ࡲ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࢇ࡞࠸࠸ࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣከศṇࡋ࠸ࡔࢁ࠺
ᛮ࠺ࡇ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊỴࡋ࡚ࡑࢀࢆ↓⌮ᙉ࠸ࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀᇶᮏ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡣ㡢ᴦࡸⱁ⾡ࡢୡ⏺ࡔࡅࡢࡇ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇⱁ⾡
⾲⌧ࡢ୰࡛ࡣࠊࡇࢀࡣ๓ᥦࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ᪥ᮏ࡛άⓎ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࣮ࢺࡢୡ⏺࡛ࡶࠊ⮬⏤࡛ᆺࡣࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ✵ࢆ୍㠃㯤Ⰽᥥ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ㒊 OK ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡀぢ࡚࠸
ࡿୡ⏺ࡢ᪥ࡢ✵ࡀ㯤Ⰽ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ࠶࡞ࡓࡗ࡚ࣜࣜࢸ࣮ࡀ࠶ࡿࡢࡔ
ࡽࠊࡑࢀ࡛࠸࠸࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡀ᪥ᮏࡢ୍⯡ⓗ࡞Ꮫᰯᩍ⫱ࠊⱁ
⾡ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕ࠶࡞ࡓࡣఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ᪥ࡣ࠶ࢇ࡞ࡁࢀ࠸࡞ࡢᬕࢀࡓ㟷
࠸✵ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋ࡞ࡐ㟷ࡃሬࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠖ
ࠊ
ࠕ࠸ࡸࠊࡗ࡚ࡣ㯤Ⰽ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠖ
ࠋ
࠸ࡸࠊࡇࢀࡣ㥏┠࡛ࡍࠊࡇࢀࡣࣂࢶ࡛ࡍゝࢃࢀࡓ▐㛫ࡽࠊᯝ࡚ࡋ࡞ࡃ㇏₶࡞࣮ࢺࡢୡ
⏺ࠊࡑࡢேࡢ୰ෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮ࢺࡢୡ⏺ࡀ㒊ẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡗ
࡚ࠊ⚾ࡗ࡚ࡣࠊ᪥ࡢ✵ࡣ㯤Ⰽぢ࠼ࡿゝࡗࡓࡽࠊࡑࢀࡣࡑࡢேࡗ࡚ぢ࠼࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀࡀ࡚࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡣࠊⱁ⾡ᩥࡢάືࡢ᭱
ࡶᇶᮏⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢࢫࢱ࣮ࢺࡔ⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡣⱁ⾡ᩥࡔࡅࡢࡇ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୍⯡♫⏕άࢆႠࡴࡁ
ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡣ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࡢ࠸࠺ၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᐇࡣࠊࡑࢀࡣ⚾
ࡓࡕࡀࠊඛࡽቃ⏺⥺ࠊቃ⏺࠸࠺ゝⴥࡀࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊቃ⏺ࢆ㉸࠼ࡿ࠸࠺ࡇ



ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆࡁࡕࢇᏲࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡁࡕࢇᏲࢀ࡞࠸ேࡀቃ⏺
ࡢࡇࡕࡽഃ࠸࡚ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆᏲࡿேࡀቃ⏺ࡢࡇࡕࡽഃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀ࡛ึࡵ࡚
♫ཧຍࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ୍ேࡢே㛫ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ࠸࠺ᅗᘧ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡋࡓ
ࡽࠊࡇࡢቃ⏺ࡣ࡚ࡶᐢࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣ୍యఱ࡞ࡢࡔࢁ࠺⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊࡑࡢቃ⏺ࢆ㉸࠼ࡓ࠺ࡢ♫ࠊඛࡢ㔜ࡢ㍯ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ♫ࡢ୍ဨ
࡞ࡗࡓࡇࡀࢀࡔࡅᒃᚰᆅࡀ࠸࠸ࡢࠊᴦࡋ࠸ࡢࠊᖾࡏ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆ㏫ぢ࡚
ࡳࡓࡁࠊࡣᯝࡓࡋ࡚࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢቃ⏺ࢆ㉸࠼࡚↓⌮▮⌮ධ
ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ࡑࡢேࡗ࡚ᖾࡏ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠊࡑࡇࡀࡑࢇ࡞ᴦࡋ࠸
ࡇࢁぢ࠼ࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡣࡑࢇ࡞ᴦࡋ࠸ࡇࢁࡣぢ࠼࡞࠸ࡢ࡛
ࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊቃ⏺ࡢࡇࡕࡽഃ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢࠊࡇࢀࡽ࠺࠸࠺♫࡞ࡗ
࡚࠸ࡃࡁ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊཷࡅᡭഃࠊཷࡅ─ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠊቃ⏺ࡢ୰㛫
࠸ࡿேࢆ࠺ࡋ࡚ࡇࡕࡽഃ࠸࠺⪃࠼᪉ࡢࠊ୍㠃ⓗ࡞ࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡔࡅ࡛ࡣࠊ୍
ேࡢேࡢᖾࡏࢆㄽࡌࡿࡇࡀᑡࡋ୰㏵༙➃࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡣࠊ࠼ࡤࢻ࣒ࣛࡣࠊඖࢨ࣭ࣈ࣮ࣝࣁ࣮ࢶ࠸࠺ࣂࣥࢻࡢᲚཎᚭஓ
࡛ࡍࠋࡲࡓࠊඛࡢ㡢ᴦࡢࢤࢫࢺ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥࡣࠊ࣮࣮࢟࣎ࢻࡀࢦࢲࢦࡢ࣑ࢵ࣮࢟ྜྷ
㔝࡛ࠊ᭱㧘᱁ዲ࠸࠸ࣁࣔࣥࢻ࢜ࣝ࢞ࣥࢆᙎ࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋඛ᪥ࡢ㇂ࡢࣛࣈ࡛ࡣࠊ
RC ࢧࢡࢭࢩࣙࣥࡢΎᚿ㑻ࡉࢇࡢ┕࡛࠶ࡿ CHABO ࡉࢇࡀࢠࢱ࣮࡛ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾ
࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡲࡉቃ⏺࠸࠺ࡶࡢࡀࠊࣟࢵࢡ࠾࠸࡚ࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ࠾
࠸࡚ࠊࡃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋቃ⏺ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠊࡑࡢቃ⏺ࢆྲྀࡾᡶ࠺ࡶ
ࡢࡣఱ࡞ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࠺ࡋ࡚ቃ⏺ࢆྲྀࡾᡶࡗ࡚ࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࠎࡶࡳࢇ࡞㞟ࡲࡗ࡚ࡁ࡚
ࡃࢀ࡚ࡸࡿࡢ࠸࠺ࠊࡸࡣࡾࠊඹศࡕྜ࠺ఱࡀࡑࡇ࠶ࡿ࡞࠸࠸࠺ࡇࡔ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋඹ⏕ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠊඹ⏕♫࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡛⚾ࡓࡕࡣఱࢆศࡕྜࡗ࡚
࠸ࡃࡢࠊఱࢆࡑࡇ⠏ࡁୖࡆ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢศࡕྜ࠺ࡶࡢࡀぢ࠼࡞࠸
㝈ࡾࠊᚑ᮶ࡢࠊࡇࡕࡽഃࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰ⓙࡉࢇࡀ࠺ࡒධࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠊࡸࡀ࡚័ࢀ
࡚ࡃࡔࡉ࠸࠸࠺ᅗᘧࡽඛࡣ࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡓࡕࡣࠊඹศࡕྜ࠺ࡶࡢࡀࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࠊࣟࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢ࡛
ࡍࠋࡇࡢ㡢ᴦ࠸࠺ࡶࡢࢆඹศࡕྜ࠺ࡁࠊࡃࠊ100㸣ࠊࡇࡢேࡀࢲ࡛࢘ࣥ࠶ࡿࠊ
ࡇࡢேࡀ⮬㛢࡛࠶ࡿࠊࡇࡢேࡣ㞀ࡀ࠸ࡣ࡞࠸࡞ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࡀࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࡞࠸ゝࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍࠊࡑࡢ▐㛫࠸࠺ࡢࡣࠋࡑࡇࡣࣟࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࠸࠺ࡶࡢ
ࢆⓙࡉࢇࡀศࡕྜࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚ࠊᴦࡋ࠸ࡶࡢ᪼⳹ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠊࣅࣝࢻࢵࣉࡋ࡚
࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᅗᘧࡀ࠶ࡿࡽࠊඹศࡕྜ࠺ࠊඹᬽࡽࡍࠊ⏕ࡁࡿ♫ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢࡀࠊ㠀ᖖᑠࡉ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊจ⦰ࡉࢀ࡚ࠊ࠾ᐈࡉࢇࡢ┠ࡢ๓ࢇฟ⌧ࡍࡿࢃ
ࡅ࡛ࡍࠋ



 ࡛ࡍࡽࠊ⚾ࡢయࡢヰࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࠊࡇࡢ⮬ᕫỴᐃㄏᑟ࡛ࡣ࡞࠸࠸
࠺ࡇࠊቃ⏺ࢆྲྀࡾᡶࡗࡓࡁࠊ⚾ࡓࡕࡣఱࢆඹศࡕྜࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ♫ࢆస
ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࠊࡑࡇࢆࡸࡣࡾࡇࢀࡽࡳࢇ࡞࡛┿⪃࠼࡚࠸ࡃࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ
㸦ᢿᡭ㸧

ᚿᮧ㸸ࡋࢃࡉࢇࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡽ 25 ᖺ๓ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࢆ᪥ᮏ࡛ጞࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊࡑࡢᙜᑓ㛛ᐙ
࠸ࢃࢀࡓࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࢆᑓ㛛ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢ᪉ࠎࡽࠊ⣲ேఱࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆᙉࡃゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡉࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢάື࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ቃ⏺ࠊᑓ㛛ᐙࠊᣦᑟ⪅ࠊ
ࢃࢀࢃࢀ࣎ࣛࣥࢸࡢᇉ᰿ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࠊᴦࡋࡉࢆศࡕྜ࠾࠺࠸࠺ࡇ
࡛άືࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡞ࠊࡢࡋࢃࡉࢇࡢ࠾ヰࢆఛࡗ࡚ᛮ࠸ฟࡋࡓḟ➨࡛ࡍࠋ

ே⏕ࢆ㇏ࡍࡿࠊᴦࡋࡴ ~ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢྲྀ⤌ࡳ㹼
ᚿᮧ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊⓑᮌࡉࢇࠊబ⸨ࡉࢇࡈⓏቭ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ⓑᮌ㸸ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋྎࡽࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓⓑᮌబ⸨ㄔࡉࢇ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸
ࡋࡲࡍࠋࡲࡎึࡵࠊ᪥ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ⾲ࡢᶵࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ㛵ಀ⪅ࡢⓙࡉࡲᚰ
ࡽ࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᪥ࡣࠊ⚾ࡢ࠺࡛ࡣࠊ᭱ึ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢฟ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠶ࡲࡾ㛫ࡀ࡞
࠸ࡢ࡛ࡉࡽࡗ࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ㸦௨ୗࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ
グࡍ㸧ࡢฟྜ࠸ࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢฟ࠸ࠊ2 ␒┠ࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࡢタ❧ࠊ3 ␒┠ࣇ
࣮ࢻࣂࣥࢡ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࠊ᭱ᚋబ⸨ㄔࡉࢇࡢ⤂ࠊᑡࡋࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࠸࠺㡰␒࡛࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ึࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫฟྜࡗࡓࡢࡣ 95 ᖺ࡛ࡍࠋᙜࠊ☜ 94 ᖺ᪥ᮏ∧
ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ⣽ᕝࡉࢇࡀᐑᇛ┴⾜ࡗ࡚ࠊᙜࡢ▱ࡢὸ㔝ྐ㑻ࡉࢇᐑᇛ┴࡛ࡶࡸࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸㢗ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡀ⪺࠸ࡓヰ࡛ࡣࠊࡑࡢࡁ࠸࠸ேࡀ࠸ࡿࡼゝࡗ࡚ࠊዟࡉࡲࡢ
ගᏊࡉࢇࢆࢇ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡸࡾ࡞ࡉ࠸ࡼጞࡲࡗ࡚ࠊගᏊࡉࢇࡀ㛗ࠊ⚾ࡣົᒁ㛗࠸࠺
ࡇ࡛ጞࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡋࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣࠊ95 ᖺ 11 ᭶ᐑ
ᇛࡀ࡛ࡁ࡚ࠊᐑᇛࡣ 6 ␒┠࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡣ᪤ᅜ࡛ࡁ࡚ࠊ࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࢫ࣌ࢩ
ࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ95 ᖺ࡛ࡁ࡚ࠊࡑࡢ⩣ᖺࡢ 96 ᖺࡢ 2 ᭶
ᅜࢆࡸࡾ࡞ࡉ࠸࠸࠺ࢇ࡛ࡶ࡞࠸ヰ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊ2 ᭶࠼ࡰࡋⶶ⋤࠸࠺ᐑᇛ
ⶶ⋤ࡢࢫ࣮࢟ሙ࡛ࠊࢫ࣮࢟ࡢᅜࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ



 ࡑࡢࡁࠊ࠸ࡿΏ㑔ࡉࢇࡀົᒁࠊᚿᮧࡉࢇࡣࢫ࣏࣮ࢶጤဨ㛗࡛ࡍࠋὸ㔝ࡉࢇࡢዟࡉࢇ
ࡀ㛗ࠊ⚾ࡣᐇ⾜ጤဨ㛗࠸࠺ࡇ࡛ࠊᙜࡣ 35㹼36 ேࡢࢫ࣮ࣜࢺ࡛ࡍࡽࠊᮏᙜࡇ
ࡌࢇࡲࡾࡋࡓࠊᴦࡋ࠸ࠊࢵࢺ࣮࣒࣍࡞ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸࡶ࠺ᅜ࠸࠺ࠊ
1,000 ேつᶍ࡛ࡍࠋᅜࡢࢫ࣮ࣜࢺࡀࡳࢇ࡞ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
Ⓨᒎࡋࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࠊᐑᇛ࡛ࡣࠊኟࢆྜࢃࡏࡿࠊ⣙ 13 ࡢ➇ᢏࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࡶࡶᏛ⏕
ࡢࡁయ᧯ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊయ᧯ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ࡞ࡾ᪩ࡃጞࡲࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡇ࠶ࡿ 1 ேࡢ⏨ᛶࡢࢫ࣮ࣜࢺࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ᪉࡛ࠊᑠࡉ࠸ࡁ㠀ᖖ
㛗ࡃ࡚ࢇࢇࡢⓎసࡀ㉳ࡁ࡚ࠊṌࡅ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ㌴᳔Ꮚ࡛ࠊゝⴥࡶ↛ฟ࡞
࠸ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁ࡞࠸᪉࡛ࡍࠋ
ẖᅇ࠾ẕࡉࢇࡀ㐃ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ᭱ึࠊṌࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ୧⬥ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽయ⫱㤋ࡢ୰ࢆ
ࡄࡿࡄࡿṌࡃ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ2㹼3 ᖺࡓࡗ࡚ࠊᖹᆒྎࠊࢫ࣌ࢩ࡛ࣕࣝࡣࠊึ⣭ࡢሙ
ྜࠊ⏨Ꮚࡶᖹᆒྎ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᖹᆒྎࡣࡈᏑࡌࡢࡼ࠺ࠊ㧗ࡉࡣ 1 ࣓࣮ࢱ࣮20ࠊᖜ
ࡀ 10 ࢭࣥࢳ࡛㛗ࡉ 5 ࣓࣮ࢺࣝࡢྎ࡛ࡍࡽࠊ㠀ᖖ༴㝤࡞➇ᢏ࡛ࡍࠋዪᛶࡢ➇ᢏ࡛ࡍࡀࠋ
ࢫ࣌ࢩ࡛ࣕࣝࡣࠊࡑࡢྎࡢ㒊ศࡔࡅᗋ㝆ࢁࡋ࡚ࠊ༴࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࿘ࡾࢆࡎࡗ࣐ࢵࢺ࡛
ᅖࡳࡲࡍࠋࡑࢀࢆࡲࡎṌࡃ࠸࠺ࡢࡀࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ 1 ࡘ࡛ࡍࠋ
 ᭱ึࡣ 3 ேࡾ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ୧⬥ 1 ேࡎࡘ࠸࡚ࠊᙼࡣ⮬ศ࡛㊊ࢆฟࡏࡲࡏ
ࢇࡢ࡛ࠊ๓ 1 ேࡀ㊊ࢆᣢࡗ࡚ฟࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᖜࡀ 10 ࢭࣥࢳࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡍࡄእࢀ
࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ3 ேࡾ࡛Ṍࡃ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋయ 5㹼6 ᖺࡓࡗ࡚ࡽࠊ⚾ 1 ே࡛
ᨭ࠼࡚ᮏேࡀṌࡃࡼ࠺ࡣ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊእࡽぢ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢ㐍Ṍࡢᗘྜ࠸࠸࠺ࡢࡣ
࠶ࡲࡾឤࡌࡽࢀࡎࠊࡋࡓࡇࡣ࡞࠸࡞ᛮ࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊ⚾ࡓࡕࡀ୍⥴ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊࡑࢀࡀ࠸ࡍࡈ࠸㐍Ṍ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆᮏᙜ⫙࡛ឤࡌࡲࡍࠋࡋ
ࡶࠊᙼࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠊᙼࡢయࡽẼྜ࠸ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆឤࡌࡿࡢ࡛ࡍࠋᙼࡣఱࡶࡋࡷࡾ
ࡲࡏࢇࠋఱࡶලయⓗࡋࡲࡏࢇࡀࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀບࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡋࡓࠋ
 ⚾⮬㌟ࡣࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡽࠊ᭶ࡽ㔠ࡲ࡛♫࡛ാ࠸࡚ࠊᅵ᪥ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㐩ゝ࠺ࠊ࠾ࡲ࠼ࡣ≀ዲࡁ࡞ࡸࡘࡔࠊఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔ࡞ࡽ
ࢃࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾࠊᖹ᪥ࡢࡣࡃ㐪ࡗࡓ⎔ቃࡢ୰࡛ࢫ࣮ࣜࢺࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ឤືࡸຬẼࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠊᙼࡽᮏᙜᩍ࠼ࡽࢀࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࡀタ❧ࡉࢀࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣᐇࡣࠊ⣽ᕝࡉࢇࡣࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝࢆጞࡵࡓ᭱ึ
ࡢࡇࢁࠊ⚾ࡓࡕࡶࡼࡃᑵປࡢࡇࢆヰࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣᙜᙺဨࡶࡋ࡚࠸࡚ࠊࠕ⣽ᕝࡉ
ࢇࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝࡣࢫ࣏࣮ࢶࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡢ࡛ᑵປࡣ㛵ಀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠖゝࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝࢆసࡗࡓ࠾ẕࡉࢇࡓࡕ୍⥴ NPO ࢆసࡗ࡚ࠊ⮬↛࠸࠺ࠊ࠸ࡘࡢ㛫
ᑵປᨭ࠸࠺ࡇࢆጞࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡧࡍࡓ㹼ࡾࡀ 2008 ᖺࡢ 8 ᭶ࠊ
ࡕࡻ࠺ 10 ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ A ᆺᴗᡤ࠸࠺ࡢࡣࠊ㞠⏝ዎ⣙ࢆ⤖ࢇ
࡛ࠊ♫ಖ㝤ࢆഛࡋࠊ᭱ప㈤㔠ࢆࢡࣜࡍࡿ࠸࠺ 3 ࡘࡢཝࡋ࠸ࣁ࣮ࢻࣝࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋఱ



ࡇࡢ 10 ᖺ㛫ࠊ㉥Ꮠ࡞ࡽࡎ㡹ᙇࡗ࡚⥆ࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᙜࠊᐇ⾜ጤဨࢆసࡗ࡚ࠊ
㛗⏫࠸࠺ྎࡽᑡࡋ༡ࡢ⏫࡛ࡍࡀࠊᘓ≀⮬యࡶ 130 ᖺࡢྂẸᐙ࡛ࡋࡓࠋࡣࡍࡈ
ࡃࡁࢀ࠸࡛ࡍࡀࠊධࡗࡓᙜࡣఱࡶ࡞࠸࡛ࡍࡽࠊ㠀ᖖởࡃ࡚ࠊ㛗⏫࡞ࢇேࡶ㏻ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡌࡷ࡞࠸ࠊࡇࢇ࡞ࡇࢁ࡛ၟࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᐇ⾜ጤဨࡢ༙ศࡄࡽ࠸ࡢேࡽᑐࡉ
ࢀࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊࡇࡢ୰ධࡗ࡚ࠊࡇࡢᕥഃࡢࠊᑡࡋࡰࡅ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊኳ❆ࡽගࡀᕪࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࢆぢࡓࡁࠊఱ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽᱱࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࠋࡇࡢྂẸᐙࡑࡢࡶࡢࡢᣢ
ࡘ㞺ᅖẼࡀ࡚ࡶ⣲ᬕࡽࡋ࠸ឤࡌ࡚ࠊࡇࡇࢆࡾࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ᨵධࡾࡲࡋࡓࠋ༡ഃ 10 ࢭࣥࢳഴ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࢪࣕࢵ࢟ࢵࣉࢆࡋ
ࡲࡋࡓࠋᶵᲔࢆධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᕤࡉࢇࡢᡭసࡾ࡛㒊ࡤࡽࡋ࡚ࠊᰕࡔࡅࢆṧࡋ࡚㒊
ᨵࡋࡲࡋࡓࠋ
 ḟࡀࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࡢ࠾ᗑࡢ୰ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡢ୰ࡢᕥഃࡢ࠺࠶ࡿࡢࡀ࣮࣋ࢮࣥࢻࣝࣇ
࣮ࡢࣆࣀ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆࡐࡦᙎࡁࡓ࠸࠸࠺ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡽࡋ࡚ࠊᖺ㛫 100 ᅇࡄࡽ࠸
ࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋദࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࢇࡣࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ㛤ࡁࡓ࠸ゝࡗ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡀദࡋ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡧࡍࡓ㹼ࡾࡣࠊA ᆺᴗᡤ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᐃဨ 10 ྡ࡛ࡍࡀࠊㄔࡉࢇࡶධࢀ࡚ 10 ྡࡢ
᪉ࡀാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࠸࠺ࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾ࠸࠺ࡢࡣࠊᐇࡣࢿ
ࣃ࣮ࣝㄒ࡛ࠊࡺࡗࡃࡾࠊࡺࡗࡓࡾ࠸࠺ព࡛ࡍࠋ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡀᣢࡘ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆࠊ⚾
ࡓࡕࡣࡺࡗࡃࡾࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡔゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮࠸࠺ࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㏿࠸ࠊ
ຊࡀᙉ࠸ᛮ࠸ࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡺࡗࡓࡾࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆឤ
ࡌࠊㄪ⌮ࡍࡿேࡶ࠾ᐈࡉࡲࡶࠊ୍⥴ࡺࡗࡓࡾࡋࡓ✵㛫ࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㣗ࢆᴦࡋࡴࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆᴦࡋࡴ࠸࠺ࡇࡀࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࡢᮏᙜࡢⰋࡉ࠸࠺ᣢࡕ࡛ࡣ࡞
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡛ࡍࡀࠊ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡋࢃࡉࢇࡢヰࡍࡈࡃࡼࡃఝ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡣࢫ࣏࣮ࢶ࡛ࡍࡀࠊࡸ
ࡣࡾே㛫ࡋ࡚ே⏕ࢆ㇏ࡍࡿࡶࡢࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ㡢ᴦࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣮ࢺࠊࡇࢀࡣ㌴㍯
ࡢ୧㍯ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊవᬤάື࠸࠺
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊே⏕ࢆᴦࡋࡴࠊ㇏ࡍࡿࡶࡢࡣ⤯ᑐᚲせࡔᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡣࠊẖᖺ 5 ᭶ 10 ᭶࠾⚍ࡾࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὸ㔝ࡉࢇࡀ▱
ࡢࡁጞࡵࡓࠕࡗ࡚࠾ࡁࡢ㡢ᴦ⚍ࠖ࠸࠺ࠊ2001 ᖺࡽᖺ࡛ 17 ᅇ┠࡛ࡍࠋ᭱ึ
ࡣࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࢆసࡗࡓ 2008 ᖺ 2009 ᖺࡣࠊ
ࠕࡗ࡚࠾ࡁࡢ㡢ᴦ⚍࣭㛗⏫ࠖ࠸࠺ࡢ࡛
2 ᖺࡸࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋ㡢ᴦࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚࣮ࢺࡶࡸࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊ2010 ᖺࡽ
࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࠊ࣮ࢺࢆ࠾ࡋ࡚࡚ࡢேࢆඃࡋࡃໟࡳ㎸ࡴ♫ࢆసࢁ࠺࠸
࠺ࡁ࡞┠ᶆࢆᥖࡆ࡚ࠊ୍Ṍ୍Ṍᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆぢࡿࠊ᪥ࡣᫎീࢆὶࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࠊⓙࡉࡲࠊᡠࡽࢀ࡚ࡽࠊࡑࡇඛ



ࡢࡋࢃࡉࢇࡢࡼ࠺࡞ PV ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡐ⚾ࡓࡕࡣḷ࠺ࡢࠊ㋀ࡿࡢࠊ࡞ࡐ⤮ࢆ
ᥥࡃࡢ࡞ࠊ▷࠸ PV ࡞ࡢ࡛ࠊࡐࡦぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࡣࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡶᐇࡣࠊ᪤ⓙࡉࢇࡈᏑࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ㈹ᮇ㝈ࡢษࢀࡿ๓ࡢ㣗ᩱရࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀࢆ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ᪉ࡸᮏᙜᚲせ࡞᪉
࠾ᒆࡅࡍࡿ࠸࠺άື࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ 8 ᖺ๓⚾ࡓࡕࡶጞࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥࠾࠸
ࠊ
ࠗ࢝ࣥࣈࣜᐑẊ࡛࠘ࠊࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬࡉࢇࡀฟ࡚࠸ࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺࡀ᪥ᮏ࡛᭱ึ࠸࠺ࠊࡑࡢὶࢀ࡛⚾ࡓࡕࡶᩍ࠼ࡽࢀ࡞
ࡀࡽࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢάືࢆጞࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕࡩ࠺ࡤࢇࡃᮾ AGAINࠖࠊ
ࠕࢤ࡛ࣥࠖࡣ
࡞ࡃࠊ
ࠕ࢞ࣥࠖࡧࡲࡍࠋ
ࠕ࢞ࣥࠖ࠸࠺ࡢࡣྎᘚ࡛ࠕ࠺ࡒྊࡋୖࡀࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠊ࠶ࡀ࠸ࢇࠖゝ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
ᖺࡢ 10 ᭶ࠊྎᕷࡢࡍࡄ࠶ࡿᐩ㇂ᕷ࡞ࡗࡓࡤࡾࡢࡇࢁ⛣㌿ࡋ࡚ࠊࡇࡢά
ືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ5 ᭶ࡽࠊࡸࡣࡾᑵປ⛣⾜ᨭᴗ࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡀࠊ
ࡇࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢάືࢆ࠾ࡋ࡚ࠊ⫋ࠊ࣮ࣜ࣡ࢡࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡ᑵປࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊ
ᅜ࡛ึࡢヨࡳ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐩ㇂ᕷᥦᦠࡋ࡚ࠊᐩ㇂ᕷᙺᡤࡢ୰ࠊࣇ࣮ࢻ࣎ࢵࢡࢫ࠸࠺
ࡢࢆ⨨ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊඛ᪥ࠊ11 ᭶ 29 ᪥ㄪ༳ᘧࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡶ㐍ࡵ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࠾ᚅࡕࡡࡢబ⸨ㄔࡉࢇࡢ⤂࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋㄔࡉࢇࠊ‽ഛࡣ࠸࠸࡛
ࡋࡻ࠺ࠋࡇࢀࢆᣢࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡣࠊㄔࡉࢇࠊ⮬ᕫ⤂ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
బ⸨㸸ࡣࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢࢫ࣮ࣜࢺࡢబ⸨ㄔ࡛ࡍࠋ
ⓑᮌ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ࡛ࡣࠊఱࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
బ⸨㸸ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ࣎࢘ࣜࣥࢢࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ࡛ࡣࠊࢇ࡞⾜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
బ⸨㸸ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢫ࣮ࣜࢺὶࢆࡋ࡚ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢫ࣮ࣜࢺὶ࡛ࡍࠋࢫ࣮ࣜࢺὶࡣఱࢆࡸࡿࡢ࡛ࡍࠋ
బ⸨㸸࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࢆࡗ࡚ࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢࢆࡸࡗࡓࡾࠊ㍯ࡗᢞࡆ࡞ࢆࡸࡾࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸㍯ࡗᢞࡆࠊࢤ࣮࣒࡛ࡍࡡࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋㄔࡉࢇࡣࠊఱࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࢫࡢฟࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
బ⸨㸸2005 ᖺࠊ㛗㔝࡛⾜ࢃࢀࡓࡢୡ⏺ࠊࣝ࣌ࣥࢫ࣮࡛࢟ฟࡲࡋࡓࠋ
ⓑᮌ㸸2005 ᖺࠊ㛗㔝࡛㛤ദࡋࡓࡢୡ⏺࡛ࡍࠋࡍࡈ࠸࡛ࡍࡡࠋࣝ࣌ࣥࢫ࣮࢟ฟ



ࡓࡢ࡛ࡍࠋᡂ⦼ࡣ࠺࡛ࡋࡓࠋ
బ⸨㸸ࡣ㖡࣓ࢲ࡛ࣝࡋࡓࠋ
ⓑᮌ㸸㖡࣓ࢲ࡛ࣝࡍࠋࡍࡈ࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋࡣࡇ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
బ⸨㸸ྎᕷ㛗⏫࠶ࡿࢱࣜࣥࣞࢫࢺࣛࣥࡧࡍࡓ㹼ࡾ࡛ാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ࡧࡍࡓ㹼ࡾ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋࡧࡍࡓ㹼ࡾ࡛ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ
ࠋ
బ⸨㸸㔝⳯ࢆษࡗࡓࡾࠊὙ࠸≀ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ᭱ᚋ࡛ࡍࡀࠊⓙࡉࢇఱఏ࠼ࡓ࠸ࡇࡣ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
బ⸨㸸ࢥ࣮ࢳࠊ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫཧຍࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࢥ࣮ࢳࡸ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫཧຍࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ⓙࡉࢇ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀ࡛⚾బ⸨ㄔࡉࢇࡢⓎ⾲ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
㸦ᢿᡭ㸧
ᚿᮧ㸸ⓑᮌࡉࢇࠊబ⸨ࡉࢇࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡢሗ࿌ࢆఛ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ
ᑡࡋ⚾ࡢឤࡶ㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊඛࡢࡋࢃࡉࢇࡢ࠾ヰࡢ୰࡛
ࡶࠊቃ⏺ࢆྲྀࡾᡶ࠺࠸࠺࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㏻ᖖࠊ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠊⓙࡉࢇࠋ⏕άࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊࡺࡗࡓࡾࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࠸࠺
ࡶࡢࢆឤࡌࡿ㛫ࡣ࡞࡞࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊⓑᮌࡉࢇࡢ࠾ヰࢆఛࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡺ
ࡗࡓࡾࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ୡ⏺ఱேࡢ᪉ࡀࡍࡈࡃ㨩ຊ
ࢆឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࢇ࡞ⓑᮌࡉࢇࡢ࠾ヰࡔࡗࡓࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊὸ㔝ࡉࢇࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚࠾ヰࢆఛ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡢ
࠾᪉ࡢ࠾ヰࡶྵࡵ࡞ࡀࡽࠊὸ㔝ࡉࢇࡢࡈ⮬㌟ࡢάື➼ࡶྵࡵ࡚ 20 ศ࠾ヰࢆఛ࠼ࢀࡤ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢥ࣓ࣥࢺ
ὸ㔝㸸࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥࡢὸ㔝ྐ㑻ࠊ69 ṓ࡛ࡍࠋ
㸦ᢿᡭ㸧ᢿᡭࡣ᭱ᚋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࢧࣝࢧ
࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡗࡓࡢࡣࠊ⚾ࡀᛂᏛ⸨ἑࡢ SFC ࡛ᩍ࠼࡚࠸ࡿࡁࠊ㞀ࡀ࠸⚟♴ㄽ࠸
࠺ࢮ࣑ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࢤࢫࢺࡋ࡚᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡋࢃဴࡉࢇࠊ



ࡑࢀࡽࢧࢵࢡࢫࢆࡸࡿ㓇┿ᘪࡉࢇ 2 ே࡛᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᐇ₇ࢆࡸࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ࠸࠺ྡ๓࡛ࡍࠋ࣒࢞ࢸ࣮ࣉࡣࡉࡗࡁ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊࢦ࣑ࡢ࣏
ࣜࣂࢣࢶࢆ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ࡛ࡣࡗ࡚ኴ㰘ࡋ࡚ࠊࢻࣥࢻࣥࢻࣥࡓࡓࡃࡢࢆࠊࡸࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠊ
ࡸࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᏛ⏕ࡶ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡶࡓࡓࡏࡲࡋࡓࠋᏛ⏕ࡀຊ࠸ࡗࡥ࠸࢞ࣥ࢞ࣥࡸࡗࡓ
ࡽࠊ2 㝵ࡽᏛ⏕ࡀ㣕ࢇ࡛ࡁ࡚ࠊࠕୖ࡛ࡶᤵᴗࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡿࡉ࠸࡛ࡍࠖゝࢃࢀࡲ
ࡋࡓࠋࡑࢀࡀฟ࠸࡛ࡋࡓࠋ
 ⓑᮌࡉࢇࡢࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࠋ⚾ࡢྡ๓ࡶฟࡲࡋࡓࡀࠊ࠶ࢀࡣᑡࡋᐇ㛵ಀ࡛㐪
࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡀ▱ࡢ 2 ᖺ┠ࡄࡽ࠸ࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⣽ᕝࡉࢇࡀࠊࢫ࣌ࢩࣕ
ࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡣఱ࠸࠺ㅮ₇᮶ࡽࢀࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠊ⚾ࡣබົࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆ⪺
ࡁ㏨ࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊࡐࡦࡑࡢヰࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࠊ⣽ᕝࡉࢇࢆࣂ࣮ࡧฟࡋ࡚ࠊࢫ࣌ࢩ
ࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡣఱ࡛ࡍ⪺ࡁࡲࡋࡓࠋ3 ศࡃࡽ࠸ࡋࡷࡗࡓࡇࢁ࡛ศࡗࡓࠋ
ఱ≀ศࡾࡢⰋ࠸⚾࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㠀ᖖⓗ☜ㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢ≺࠸ࡣࡍࡄศࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㠃ⓑ࠸ゝࡗ࡚ࠊጔ㟁ヰࡋࡲࡋࡓࠋ࡞ヰࡀ࠶ࡿࡽࡍࡄ᮶࠸ゝࡗࡓࡽࠊ
40 ศࡶࡾࡲࡋࡓࠋࡕࡻ࠺࠾㢼࿅ධࡗ࡚࠸ࡿࡁࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋవィ࡞ヰ࡛ࡍࡀࠋ
ࡇࢀࢆࡍࡄ㛗ࡋࡲࡋࡓࠋ࠶ࡢࡁࠊࡲࡔ࡛ࡁ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡁ࡛ࡋࡓࡀࠊᐑᇛࡢ㛗ࢆ
ࡸࢀࠋࡇࢀࡣࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢ㛗ࢆࡸࡿࠊ᪦㑣ࡀ⥲⌮⮧࡞ࢀࡿ࠸
࠺ヰࢆ⪺࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀฟ࠸࡛ࡋࡓࠋ
 ࡕࡽࡶࠊࡍࡈࡃ⚾ࡣࠊ⚾ࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿ㞀ࡀ࠸⪅ほ࠸࠺ࠊ㞀ࡀ࠸⚟♴࠸࠺ࡢࡶኚ࡛
ࡍࡡࠊ♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡢ⫢ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆࡁࡕࢇ⾲ࡋ࡚࠸ࡿάື࡛ࠊኚ
ඹឤࢆᣢࡕࡲࡋࡓࠋ
 ඛ⤖ㄽࢆゝ࠸ࡲࡍࡀࠊ≉ࠊ᪥ࡣὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢ௳ࡢヰࡶ㝶ศฟ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢᑐᴟ࠶ࡿࡢࡀࠊࡇࡢ 2 ே࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊ᳜ᯇ⪷ࡢ⪃࠼᪉ࡢᑐᴟ࠶
ࡿࡢࡀࠊࡇࡢάື࡛ࡍࠋ
 ᳜ᯇ⪷ࡢᑐᴟゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣఱ࠸࠺ࠊ⚾ࡣࠊࡸࡲࡺࡾᅬ௳ࠊࡑࡋ࡚᳜ᯇ
⪷࠸࠺ࡢࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡁࠊᑡࡋᜍࢁࡋ࠸ゝⴥ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊㄡࡢᚰࡢ୰ࡶ࠶ࡿ᳜
ᯇ⪷࠸࠺ࡇࡀ㢌ᾋࡪࡢ࡛ࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊ19 ேࡶ 45 ศ㛫ẅࡍ࠸࠺ࡢࡣࠊ࡚ࡶ
ᬑ㏻ࡢே࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍࡽࠊ࡞ࡐ⮬ศࡓࡕࡢᚰࡢ୰ࡶ࠶ࡿ᳜ᯇ⪷ゝ࠺࠸࠺
ࠊࡑࢀࡣゝⴥ࡛⾲ࡍࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㞀ࡀ࠸⪅ࢆぢࡓࡁࠊ
୍⯡ࡢேࡣࠊ୍⯡ࡢே࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢᘓ≀ࡢእ࠸࡚ࠊࡑࡢ㎶ࢆṌ࠸࡚࠸ࡿேࡢࡇ࡛ࡍ
ࡀࠊࡸࡣࡾ㞀ࡀ࠸⪅ࠊ≉㔜࠸㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࠊ≉▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠊ⢭⚄
㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே᥋ࡍࡿࠊ࠶ࡣ㢌ࡢ୰࡛⪃࠼ࡿࠊࡃฟ࡚ࡃࡿゝⴥࡀࠕ
ࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ᳜ᯇ⪷ࡶࠊ࠶ࡢ≢⾜ཬࢇࡔ⌮⏤ࡢ 1 ࡘࠕ㞀ࡀ࠸⪅ࡣࢃ࠸
ࡑ࠺ࠖ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞ࡐࢃ࠸ࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋὠஂࡸࡲࡺࡾᅬ࡛ࠊᙼࡣ
1 ᖺ༙ࡶࠊ㠀ᖖ࡛ࡍࡀࠊࢆࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ



࡛ࡍࡽࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢࡇࢆ▱ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ▱ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ▱ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ▱ࡾ᪉ࡣࠊぢ࡚ࠊࡇࡢᏊࡓࡕࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡀ
ࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣࠊယࢀࡔఱ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡑ
ࡢ⌮⏤ࡢ࡞ࡾከࡃࡢ㒊ศࡣࠊࡇࡢேࡓࡕࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ᛮ࠸㎸ࡳ࡛ࠊࢃ࠸ࡑ࠺
࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࠊࡔࡗࡓࡽṚࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ࠺ࡀ࠸࠸࠸࠺ࠊᏳᴦṚࢆ⮬ศ࡛ࡸࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡇࢆ୍⯡ࡢேゝࡗ࡚ࡳࡿࠊඛゝࡗࡓࡼ࠺ࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ࠸࠺ࡢࡣྠࡌ
࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࠖᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࠊ⚾ࡣᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛⤊ࢃࡗࡓࡽ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡢ 1 ࡘ
ࡣࠊぢ࡚ࠊࡇࡢேࡓࡕࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡔࡽࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ
⚾ࡣࡶ࠺ 1 ࡘࡢពࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࡣᕪูࡢࡇࡼࠖゝࡗࡓேࡣⓑెኵࡉࢇ࠸࠺ᫎ⏬ホㄽᐙ࡛ࠊᜥᏊࡉ
ࢇࡀ⮬㛢࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢே┤᥋ఱ࡛ヰࡋࡓࡁࠊᙼࡀࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࡣᕪูࡢࡇ
ࡼࠖゝࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣࠊᕪู࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ゝⴥࡣࠊࡇࡢேࡓࡕࠊ
ࡘࡲࡾ㞀ࡀ࠸⪅ࡣࢃ࠸ࡑ࠺࡛ࠊࡑࢀࢆゝࡗ࡚࠸ࡿ⚾ࡣ㐪࠺ୡ⏺࠸࡚ࠊࡲࡉ࣐࣮ࢪࢼࣝ
࡞♫ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ศࡣᖾࡏ࡞ୡ⏺࠸࠺ࠊࢃ࠸ࡑ࠺࡛࡞࠸ୡ⏺࠸࡚ࠊࡑࡢゝⴥࡋ
࡚ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡣ⮬ศࡓࡕ㐪࠺ୡ⏺࠸࡚ࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ゝⴥࡀฟࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊࢃ
࠸ࡑ࠺ᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠊᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠺ࡣ▱ࡽ࡞࠸
࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ᚰࡢᛮ࠸࠸࠺ࡇࡀࠊࡸࡣࡾࡇࡢ♫࠾࠸࡚ࡢࠊࡇࢀࡶ 1 ࡘࡢᕪู࡛
ࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡣ᪉ࡀ࡞࠸࠸࠺ᛮ࠸ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡣ㞀ࡀ࠸⪅ࢆ▱ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡢ
࡛ࡍࠋࡼࡃ▱ࢀࡤࠊࢃ࠸ࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ㌿ࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢ࠾ேࡢάືࡣࠊᐇࡣ㞀ࡀ࠸⪅ࡢࡓࡵ࠸࠺ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᖖ⪅ࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚ࣟ
ࢵࢡࢢ࣮ࣝࣉࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡶࠊ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࠊ≉▱
ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢேࡀᬑẁࢫ࣏࣮ࢶࢆᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡽࠊࡑࢀࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࡋ࡚ฟ
ࡲࡍࠋ㞀ࡀ࠸⪅ࡢࡓࡵࡢάືࡢࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺ 1 ࡘࡣࡸࡣࡾࠊࡇࢀࡣάືࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ᪉
ࡣព㆑ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣୡࡢ୰ࡢேぢ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋぢ࡚
ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊ⤖ᯝⓗࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ
ࢆࡁࡕࢇ▱ࡽࡋࡵࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢࡁࡀᛮ࠺࡞ࡇࡋ࡚ࡣࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࢆぢࡓࡁࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡀࢫ࣏࣮ࢶࢆ
ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡶࡇ࠺࠸࠺ࣂࣥࢻࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࡍࡈ࠸࡞࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᛂࡔࡍࡿࠊࡇ࠺ฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࠋ࣮ࢺ࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍࠋ↝ࡁ≀ࢆࡋࡓ࠸
࠺ࡁࠊࡼࡃࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥ⚍ࡾ࡞࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆฟရࡍࡿ
ࢃࡅ࡛ࡍࠋᮏᙜࡣ 10 ࡄࡽ࠸ࡢ౯್ࡋ࡞࠸ࡢࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡀసࡗࡓ㖭ᡴࡗ࡚࠸ࡲࡍ
ࡽࠊ㡹ᙇࡗࡓศࡋ࡚ 500 ࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ㏆࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡍࠋ



 ࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡣ࠺࠸࠺ࡇ࠸࠺ࠊࣟࢵࢡࣂࣥࢻࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿࠊ↝ࡁ≀ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇࢀࡣ㞀ࡀ࠸ࢆࡾ㉺࠼࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊ೧࠸ࠊࣃࢳࣃࢳࣃࢳ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋᑡࡋඛࡶฟࡲࡋࡓࡀࠊ࣮ࣝࣈࣜࣗࢵࢺࠊ⏕㸦ࡁ㸧
ࡢⱁ⾡࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏᙜ⮬ศࡓࡕ࡛ᴦࡋࢇ࡛ࠊู〔ࡵ࡚ࡶࡽ࠾࠺ࠊࡇࢀࢆࡗ࡚ࡶ
࠺ࡅࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᮏᙜࡸࡾࡓࡃ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࡇࢆぢ࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛㞀ࡀ࠸⪅ほࡀኚࢃࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀࠊ
ඛࡢࠕࢃ࠸ࡑ࠺࡛ࠖṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆኚ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ
 ࡕࡽࡢάື࡛ࡶࠊᙜ↛ࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡣ
⩏ົ࡛ࡸࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
≉ࡋࢃࡉࢇࡣࠊ⮬Ⓨᛶ࠸࠺ࡇࢆゝࡗ࡚ࠊࡃࡑࡇ࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛ࡶཧ
ຍࡔゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬Ⓨᛶ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡲ࡛
ศࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤࠊࡔ࠸ࡪኚࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡔゝ࠸ࡓ࠸ࡇࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡶࡗゝ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࡸࡲࡺࡾᅬᡠࡾࡲࡍࡀࠊ࠶
ࡢࡼ࠺࡞௳ࡀ㉳ࡁ࡚ࠊ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡁࠊ⚄ዉᕝ┴ࡀタࡘ࠸࡚⌧ᆅᘓ
࡚᭰࠼࠸࠺᪉㔪ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࡽࠊ㞀ࡀ࠸⚟♴ࡘ࠸࡚ᚰ࠶ࡿேࡓࡕࡀࢇ࡛ࡶ
࡞࠸ゝࡗ࡚ᑐࢆࡋࡲࡋࡓࠋ▱ࡶ❧ὴ࡛ࠊࡶ࠺୍ᗘ⪃࠼┤ࡍ࠸࠺ࡇ࡛㐪࠺ィ⏬ࡀ
ฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡶࡲࡔ㊊ࡾ࡞࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ⌧ᆅᘓ࡚᭰࠼࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡶࡍࡈࡃⓎࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛⪃࠼ࡓࡢࡣࠊ᪥ࡢ
యࡢࢸ࣮࣐ྠࡌ࡛ࡍࡀࠊᆅᇦࡢேࠊ࠸ࢃࡺࡿᖖࡢேࡓࡕࠊ㞀ࡀ࠸⪅࡛ࡣ࡞࠸ேࡓࡕࠊ
࿘ࡾࡢேࡓࡕ࡛ࡍࠋ࣐࣮ࢪࢼࣝࡶ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ࡞ࡾ㐲ࡃ࠸ࡿேࡓࡕࡣࠊඛࡽ
ゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠊ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࡸࡲࡺࡾᅬ࠸
࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠶ࡑࡇࡣ࡞㛢㙐ᆺタ࡛ࡍࡽࠊᆅᇦࡢ୰ฟ࡚ࠎᩓṌࡋ࡚࠸ࡿ
ゝ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠶ࡑࡇࡣᅖࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊᨾࡀ࠶ࡗࡓࡽࡶࡗ࠶ࡑࡇࢆせሰࡋࡼ࠺࠸࠺
ࡇ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡲࡍࡲࡍᆅᇦࡢேࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡢ௳ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠶ࡑࡇࡣ
≉ู࡞ࡇࢁࡔࠊ㔜࠸㞀ࡀ࠸ࡢேࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠊࡲࡉᩥᏐ࠾ࡾࠊ┠࡛ぢ࠼ࡿࡼ࠺ࠊୡ
⏺ࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡇྠࡌࡼ࠺࡞ேࡀ୍⥴ධࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࢀࡀࡇࡢ௳ࢆዎᶵ࠺ࡍࡿ࠸࠺
ࡁࠊ⌧ᆅᘓ࡚᭰࠼࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡳࢇ࡞ࡀᆅᇦฟ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊᆅᇦࡍࡄ
ฟࡽࢀ࡞࠸ேࡶ࠸ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ┦ᙜ࡞ேᩘࡢேࡀᆅᇦฟ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡅࡤࠊࡑࡢᆅᇦࡢேࡓࡕࡣࠊ㔜࠸㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡀ㏆ࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ఫࢇ
࡛࠸ࡿࠊ㏆ࡃ࡛ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
࠺ࡍࡿࠊࡑࢀࡣࡓࡔ㞀ࡀ࠸⪅ࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡇ࡛ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࠋࡸάືࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆぢࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊඛࡢࠕࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ
࠸࠺ࡇࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ♫ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶ



ᑡࡋ⪃࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
 యゝ࠸ࡓ࠸ࡇࡣゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢᚋఱ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋఱࡑࡢᚋࡢࡇࡶゝࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡢ࡛ฟ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢇ࡞ࡇࢁ࡛ࠊ㛫ࡢ࠶ࢀ༠ຊࡋ
࡚⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ᢿᡭ㸧
ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㛫ࢆ࠾▱ࡽࡏࡍࡿࠊᚲࡎᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉࡿࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ
᪉ࢆఱேᏑࡌୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊὸ㔝ࡉࢇࡶࡑࡢ 1 ே࡛ࠊ㛫ࡨࡗࡓࡾ⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᚋ༙ࡣࣇࣟࡢⓙࡉࢇᑡࡋ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࣇࣟࡢࡸࡾࡾ
ᚿᮧ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊࣇࣟࡢⓙࡉࢇࡢ㛫ࡶྵࡵ࡚㛫ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࡣὸ㔝ࡉࢇࠊࡏࡗࡃࡢᶵ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࢀࢪࣙࣈࡢάືࡶᑡࡋࡈ⤂࠸ࡓࡔࡅࢀ
ࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ὸ㔝㸸⚾ࡣࠊ⸨ἑ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊࢀࢪࣙࣈ⸨ἑࡢ௦⾲ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺ 7 ᖺࡄࡽ࠸
ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࢀࢪࣙࣈ࠸࠺ࡢࡣࠊࡶࡶࡣᒸᒣ┴ࡢᩜᕷࡢすᖾ௦ࡉࢇ
࠸࠺᪉ࡀጞࡵࡲࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ࡣ≉ูᨭᏛᰯࡢඛ⏕ࡔࡗࡓ᪉࡛ࡍࠋ
 ᴟࡵ࡚༢⣧࡞άື࡛ࡍࠋࣉ࣮ࣞࣖࡀ 3 ே࠸ࡲࡋ࡚ࠊ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗࡓ୰Ꮫ⏕ࠊ㧘ᰯ⏕ࠊ㧘
ᰯࢆ༞ᴗࡋࡓேࡶྵࡵ࡚ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࠊⓎ㐩㞀ࡀ࠸ࡢ᪉࡛ࡍࠋࡑࡢேࡀ 1 㐌 1 㛫ࠊ3 ேࡢ
㛵ಀ࡛㒔ྜࡢ࠸࠸᭙᪥㛫ࢆỴࡵ࡚ࠊ1 㐌 1 㛫ࠊᴗᡤ࡛࠾ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ࠶࠼࡚ࠕࠖゝࢃࡎࠕ࠾ࠖゝࡗࡓࡢࡣࠊࡢࡲࡡࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢゝࡗ
࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡋࡻࡏࢇ 1 㐌 1 㛫࡛ࡍࡽࠋఱࡢカ⦎ࡶཷࡅ࡚࠸࡞࠸㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗࡓ
ே࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡽࠊ࠸࠺ࡢࡣࢩࣗࣞࢵࢲ࣮ࢆࡅࡓࡾࠊᑒ⟄ࢆᢡࡗࡓࡾ࠸ࡗࡓ
ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㣧㣗ᗑࡶ⤖ᵓከ࠸࡛ࡍࠋࢧ࣮ࣈࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢸ࣮ࣈࣝࢆࡩ࠸
ࡓࡾࠊࡓࡲ࣐ࢡࢻࢼࣝࢻ࡛ 1 㐌 1 㛫ࡸࡗ࡚࠸ࡿᏊࡶ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢேࡣ࣏ࢸࢺࢆసࡽ
ࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺ 1 ேࡢࣉ࣮ࣞࣖࡀࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡛ࡍࠋࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮࠸࠺ࡢࡣࠊ⏝⪅
ࡀᴗᡤ࡛ࢆࡍࡿࡁࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿ
࠸࠺ࡇࡣࠊᐇࡣࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡣࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢேࠊᡭࢆฟࡍ࡞ࠊཱྀࢆฟࡍ࡞ࠊ
㊊ࢆฟࡍ࡞ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺ᑡࡋ⦡ࡗ࡚ࡸࡗࡓࡇࢁࠊᐇ㝿ࠊࢪࣙࣈࢧ࣏࣮
ࢱ࣮ࡢேࡀࠕࡍ࠸ࡲࡏࢇࠊఱࡶࡍࡿࡇࡀ࡞ࡃ࡚ᬤ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠖゝࢃࢀ࡚ࠊሙྜࡼࡗ࡚
ࡣཱྀࢆฟࡋ࡚࠸࠸࡛ࡍࡼࠊࢧࢪ࢙ࢫࢳࣙࣥࡋ࡚࠸࠸࡛ࡍࡼ࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊࡑࢇ࡞ࠎⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋࡲࡏࢇࠋ
 ࡴࡋࢁࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࡢࡣࠊࡑࡢᴗᡤࡢ♫ဨࡢே࡛ࡍࠋࢧ࣏࣮ࢺ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡇ࠺࠸



࠺ࢆࡋ࡚ࡡゝ࠺ࡢࡀࡑࡢேࡓࡕ࡛ࡍࠋࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣࠊࡑࢀࢆᑡࡋぢᏲࡾࠊ࠺ࡲ
ࡃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡁࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࢧࢪ࢙ࢫࢳࣙࣥࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢ 3 ⪅࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿᴗ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡀᅜ࡛ࡣ 20 ࢆ㉸࠼ࡿ㒔㐨ᗓ┴࡛」ᩘ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ᪂₲ࡸ㛗㔝ࡣࡍࡈࡃከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚄ዉᕝ┴࡛ࡶ⸨ἑⱴࣨᓮᶓ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡕ࡞ࡳࠊᶓࡣ◚㛛ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ࠺࠸࠺ࡇゝ࠺ࠊጞࡵࡓすࡉࢇ࠸࠺᪉ࡀࡍ
ࡈࡃࡁࡕࢇࡋࡓே࡛ࠊࢀࢪࣙࣈ 7 ࢝᮲࠸࠺ἲᚊࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞Ỵࡲࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏேࡢ༏ྡᛶࢆᏲࡿࠊ࠾㔠ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࠊ࠸ࡃࡘ
࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘࢆࠊ࠺ࡶᶓࡣ◚ࡗࡓࡽࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ὀពࡋ࡚ࡶゝ࠺
ࡇࢆ⪺࡞࠸ࡽ◚㛛ࡔࠋすࡉࢇࡶࡋࡗࡾࡋ࡚࠸࡚ࠊࢀࢪࣙࣈࢆၟᶆⓏ㘓࠸࠺ࡢ
ࡼࡃศࡾࡲࡏࢇࡀࠊⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ7 ࢝᮲ࢆ◚ࡗࡓࡇࢁࡣ
ࢀࢪࣙࣈ࠸࠺ྡ๓ࡣࢃࡏ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢព࡛◚㛛ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ
ᙜࡢࡇࢆゝ࠼ࡤࠊ⚾ࡶ 7 ࢝᮲ࡣᏲࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡲࡔࢀࢪࣙࣈࡢྡ⛠ࢆࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ࠊࡑࡇࡢヰࡢ୰࡛ᑡࡋゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ࠾㔠ࡣ↛㛵ࢃࡾࡲࡏࢇࠋ࠾㔠ࡢືࡁࡣ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ᭶ 1 ᅇᐃ࠸࠺ࡶࡢࢆࡸࡗ࡚࠸࡚ࠊẖ᭶ࡢ➨ 2 ᪥᭙᪥ࡢ 10 ༙ࡽ 11 ༙ࡲ
࡛ࠊࡑࡇࡢ 3 ேࡢ᪉ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡸࡿࡇࡣࠊ⏝⪅ࡀඛ᭶ࡣఱࢆࡸࡾࡲࡋࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏝⪅Ⓨ⾲ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ࡞࡞࠺ࡲࡃヰࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊఱ
ࡔࡲࡋࡔࡲࡋ࡛ࡋࡷࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
 ⸨ἑᕷẸάືᨭࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡇࢁࡢ 2 㝵ࡢ㆟ᐊࢆࡾ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡾ௦
ࡀ 1 ᅇ 200 ࡛ࡍࠋࡿ࠾㔠ࡣ 200 ࡛ࡍࠋົᒁ㛗ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࢲ࢘ࣥࡢᏊ
ࢆᣢࡗࡓ࠾ẕࡉࢇࠊෆᾏᬛᏊࡉࢇ࠸࠺᪉࡛ࠊࡑࡢ᪉ࡲࡵ࡚࠾㔠ࢆΏࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡛ࡸࡗ
࡚ࡡゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾㔠ࡀࡿࡢࡣࡑࡇࡔࡅ࡛ࠊᴗᡤࡶ࠾㔠ࢆᡶ࠸ࡲࡏࢇࡋࠊ1 
㛫ാ࠸ࡓࡽ࠸ࡗ࡚㈤㔠ࡣฟࡲࡏࢇࡋࠊࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣ↓ൾ࡛ࡍࠋ
 ࡇࢀࡶࠊඛࡢࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࡢ⣽ᕝె௦Ꮚࡉࢇᑡࡋヰࢆ⪺࠸࡚ࠊࡸࢁ࠺
ᛮࡗࡓࡢྠࡌࡼ࠺ࠊすࡉࢇࡀࠊ⚾ࡀᩍᤵࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓ SFCࠊᛂᏛࡢ•༡⸨ἑ࢟
ࣕࣥࣃࢫ᮶ࡽࢀ࡚ࠊ࠸ࡓ࠸ゝ࠺ࡢ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ࡞ࡐ᮶ࡽࢀࡓ࠸࠺ࠊὸ㔝ࡉࢇ
ࡀࡼࡃㅮ₇ⴭస࡛㠀ᑓ㛛ᐙゝ࠺ࠋࡇࡢ㠀ᑓ㛛ᐙ࠸࠺ࡢࡣࠊ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ᑓ㛛ᐙ࡛࡞࠸ࠋ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊ㠀ᑓ㛛ᐙࡀ‽ᑓ㛛ᐙ࡞ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢ㠀ᑓ
㛛ᐙࢆ⫱࡚ࡿࡇࡀࡢ⚟♴ࡣ࡞ࡇࡔ࠸࠺ࡇࢆࡼࡃゝࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
ࢀඹ㬆ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊすࡉࢇࡀ⚾ࡢࡇࢁࢆᑜࡡ࡚ࡁ࡚ࠊࢀࢪࣙࣈࡢヰࢆࡑࡇ࡛ึ
ࡵ࡚⪺࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡣ㠃ⓑ࠸ࠊࡸࢁ࠺ゝࡗ࡚ࠊSFC ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㞀ࡀ࠸⚟♴ㄽࡢࢮ࣑ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࢆࡲࡎࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡋࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠊ⚾ࡣᶓఫࢇ࡛࠸
ࡲࡍࠋSFC ࡣᐃᖺ࡛㎡ࡵࡲࡋࡓࠋᮏᙜࡣࠊ⚾ࡗ࡚ࡣࠊࢀࢪࣙࣈࡣᶓࡢ࠺ࡀࡸࡾ
ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊጞࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࢀࢪࣙࣈ⸨ἑࢆ࡛ࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᏛࡀ࠶



ࡗ࡚ࡑࡇࡽጞࡵࡓ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢇ࡞ࡇ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࠊ6 ࢝᭶࡛⤊ࢃࡾ࡛ࡍࠋࣉ࣮ࣞࣖࡣࠊ6 ࢝᭶ࡑࡢ
ᴗᡤ࡛ࢆࡋࡓࡽࠊࡑࡇ࡛⤊ࢃࡾ࡛ࡍࠋ㐪࠺ᴗᡤ࡛ࡲࡓ 6 ࢝᭶࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ6 ࢝᭶࡛༊
ษࡾࡋࡲࡍࠋࠊ࢜ࣥࢦ࣮ࣥࢢ࡞ࡢࡣ 4 ௳ࡔࡅ࡛ࡍࠋࡶࡗ⏝⪅࡛ࡸࡾࡓ࠸࠸࠺ே
ࡶ࠸࡚ࠊᴗᡤ࡛ࡶཷࡅධࢀ࡚ࡶ࠸࠸࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ㊊
ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ᮏ᮶ࠊ⚾ࡀࡇࡢࢀࢪࣙࣈ⯆ࢆᣢࡗࡓࡢࡣࠊ㠀ᑓ㛛ᐙࡓࡿࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡋ࡚
࠺㠀ᑓ㛛ᐙࠊࡇࢀࢆ⫱࡚ࡓ࠸ࠊࡑࢀࡀᆅᇦࢆኚ࠼ࡿࡇࡔ࠸࠺┠ⓗࠊಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ⫢ᚰࡢࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀቑ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋඛࠊ㧗ᒣࡉࢇㄡ⤂ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸࠾㢪࠸ࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢሙ࡛ࡩࡉࢃࡋ࠸
ᛮ࠺ࡢࡣࠊࡶゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ┠ⓗࡣࠊ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗࡓᏊࡶࡓࡕࡀ㐌 1 㛫ࡢࠕ࠾
ࠖࢆࡍࡿሙࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇࠊࡇࢀࡶ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡣࠊᆅᇦࡢே㌟ࢆ
ࡉࡽࡍゝ࠺࠶ࢀ࡛ࡍࡀࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧘ᰯ⾜ࡗ࡚ࡲࡍࠋ≉ูᨭᏛᰯࡶࠋ
≉ูᨭᏛᰯ⾜ࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊᮏᙜࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠊ⤖ᒁࠊᨺㄢᚋᖐࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࠊ
࿘ࡾࡣྠ⣭⏕ࡀ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠊ≉ูᨭᏛᰯ࡛ࡍࡽࠋࡑࢀࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ≉ูᨭᏛᰯ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ࠾Ꮚࡉࢇࡣࠊ≉ูᨭᏛᰯ࠺ࡕᖐࡗ࡚ࡃࡿࡇࠊࡇࢀࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍࡀࠊᴗᡤ࡛ാࡅࡤࠊࡶ࠺ 1 ࡘ⥺ࡀቑ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋᴗᡤࡣࠊே࡛ࡍࡀࠊ୍⯡ࡢ
ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡍࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ே㌟ࢆࡉࡽࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㏫ࠊᆅᇦࡢேࠊࡑࢀ
ࡽ≉ᴗᡤࡢேࡗ࡚ࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡚ึࡵ࡚ࡢ⤒㦂ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࢆཷࡅ
ධࢀ࡚࠾ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵࢆቑࡸࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ 1 ࡘࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡍࡀࠊ୍␒ࡣࠊఱᗘࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ㠀ᑓ㛛ᐙࡓࡿࢪࣙࣈࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ㄏࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢேࡓࡕ㠀ᑓ㛛ᐙࢆ‽ᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊ⚟♴ࡢ௰㛫ධࡾࢆࡑࢀ࡞ࡃ⡆༢࡞ࣁ࣮ࢻ࡛ࣝࡉ
ࡏࡿ࠸࠺ࡇࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᑡࡋࡲࡔᚿ༙ࡤ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊࡲࡔ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢀࢪࣙࣈࡢࡈ⤂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࢀࢪࣙࣈࡢάືࡶࠊ᪥ࡢヰ࡞ࡾᐦ᥋㛵ࢃࡿࠊᮏ
㉁ⓗ࡞ࡇࢁࡣඹ᭷࡛ࡁࡿᛮࡗ࡚ᑡࡋࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡉ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊࣇࣟ
ࡢⓙࡉࡲࡽ࠸ࡃࡘࡈ㉁ၥ➼ࢆཷࡅࡅࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ཧຍ⪅ $㸸ᮏ᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࠎࡢࠊࡓࡵ࡞ࡿ࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠋ
 ⚾ࡶ௨๓ࡽࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ᪉ᆅᇦࡢ᪉ࠎࢆ࠺ࡋ࡚⤖ࡧࡅ࡞࠸ࠊᴗᡤࡣࡸࡗ࡚
࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡎࡗ⪃࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ࠺ࡸࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊ᪥
ࡢࡇࡢ୰࡛ᑡࡋⓎぢ࡛ࡁࡓ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㞀ࡀ࠸ࡢ᪉ࡣࠊࡸࡣࡾ⮬Ⓨⓗồࡵࡿࡼ࠺



࡞⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆࠊタࡀࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠊ୍᪉࡛ࠊࡸ
ࡣࡾタࡣ㛢㙐ⓗ࡞㒊ศࡀࡁ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࢆ࠺㛢㙐ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࣮࢜ࣉࣥ࡞
ሙᡤࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ 2 Ⅼࡀ㔜せ࡞ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡀᅇࡢ࠾ヰࡢ୰࡛࠶ࡾࠊᚋࡢ㠀
ᑓ㛛ᐙࢆࡢࡼ࠺‽ᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿ࠾㐩࡛ࡍࡡࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡢ࠾
㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢁ࡞ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᅇ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ࡢࡀࠊࡋࢃࡉࢇࡢࡇࢁࡶⓑᮌࡉࢇࡢࡇࢁࡶࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡀධࡗ
࡚ࡇࡽࢀࡿࡼ࠺࡞࣮࢜ࣉࣥ࡞ࢫ࣮࣌ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛
ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆᴗᡤࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆᑡࡋᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸ࡋࢃࡉࢇࡽ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࡋࢃ㸸せࡍࡿࠊ࠺ࡕࡢሙྜࡣ㡢ᴦάື࡛ࠊࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ࠸࠺ࣂࣥࢻࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊ࠼ࡤࠊẖ᪥⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡍࡀࠊ㐌ᮎᆅᇦࠊᆅᇦ࠸࠺᪥ᮏ୰࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿ♫ฟ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࢥࣥࢧ࣮ࢺࠊࣛࣈࢆࡋ࡚ࠊⓙࡉࢇ㡢ᴦ࡛ฟࡗ࡚ᖐࡗ࡚
ࡃࡿࡇ࡛⤖ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ⚟♴ࡢ୰ࡔࡅ࡛ࠊᴗᡤࡢ୰ࡔࡅ࡛⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣࠊࡑࡇ࡛⤖ࡍࡿࡓࡵࡢ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠾ࡢࡎ࠸࠺ࠊ᭱ึࡽᆅᇦࡢ
㛵ࢃࡾࡀ࡞࠸ࠊࣂࣥࢻࡋ࡚ࡢႠᴗࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ᭱ึࡢࡇࢁࠊసࡾጞࡵࡓࡇࢁࡣࠊ⚟♴ࡢ୰ࡔࡅ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡢ୰ࡔࡅ࡛ࡸ
ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢඛࡀぢ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊྠࡌࡇࢆࡸࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ㠀ᖖホ౯ࡀప࠸
ࡢ࡛ࡍࠋఱࠎࡕࡷࢇࡀ㡹ᙇࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊ⚟♴ࡢ୰ࡢேࡓࡕࡀ㏫ࡑࡢ
ࡼ࠺ࡋぢ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊࡇࢀ࡛ࡣ↛ඛࡀᗈࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣛࣈࣁ࢘ࢫ
࡛ࡸࡿࡒᐉゝࡋࡓࡾࠊCD ࢆฟࡍ࡞ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿᬑ㏻ࡢࣂࣥࢻࡀࡸࡿᒎ㛤ࢆࡑ
ࡢࡲࡲࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆጞࡵࡔࡋ࡚࠸ࡃࠊ୍ᣲࡤࢇᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 せࡍࡿࠊࡇࡕࡽഃࡽฟ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊྥࡇ࠺ഃࡢ᪉ࡣࡢࡼ࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸࠸ࡢ
ศࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ୍⯡ࡢ࣑࣮ࣗࢪࢩ࡛ࣕࣥ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠾ᡭఏ࠸ࡋࡓ࠸࠸࠺ே
ࡶࠊ࠺ࡋ࡚࠸࠸ศࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡁࠊࡇࡕࡽഃࡽ࣮࢜ࣉࣥ㒊ࡉࡽࡅฟ
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡇ࠺࡛ࡍࡼฟࡋ࡚࠸ࡃࠊ
ࠕࡑࢇ࡞㌟ᵓ࠼࡞ࡃ࡚࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠖ࠸࠺
ࡇ࡛ࠕࡑ࠺࡛ࡍࠋ࠺ࡒẼᴦࢇࢇ㐟ࡧࡁ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺ᙧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡃࢃ
ࡅ࡛ࡍࠋ
 ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡣࠊ⚟♴ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ๓⪺࠸࡚ࡧࡗࡃࡾࡋࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊ࠼ࡤࠊタࡢసᴗ࡛ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠊࢩ࣮ࢶࢆࡁࢀ࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ



ࢱ࢜ࣝࢆࡓࡓࢇ࡛࠸ࡲࡍࠊ࣮࣎ࣝ࣌ࣥࡸࡾ⠂ࡢ⿄ワࡵࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ⮬ศࡀ᪥ࠎࡸࡗ࡚࠸
ࡿసᴗࡀ୍యࡇ࡛࠺ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆⓙࡉࢇ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇࡶ▱ࡽ
࡞࠸࡛ࠊࡓࡔࡑࡢసᴗࡔࡅࡸࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ࠼ࡤᗑ⾜ࡗ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡀࡸࡗࡓࡇࡣࡇࡇ࡛
ࡇ࠺ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠸࠺ࡇࢆࡁࡕࢇศࡗࡓࡁࠊࡑ࠺ࠊ⮬ศࡢࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ♫ࡢ୰࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺᭷ຠࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࡀศࡾࡲࡍࠋࡑࡇࡢ
ࡇࢁࢆࡁࡕࢇࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠾࠸࠸࠺ࠊࡇࡕࡽഃࡢཷࡅᡭഃࡶࠊࡑ࠺࡛ࡍࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ࠎࡀసࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡍࡡ࠸࠺ࡇ࡛ศࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ึࡵ
࡚ࠊ࠾࠸ࡢὶࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡀ㛢ࡊࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡓࡶࡢࢆࡇࡕࡽഃࡣ↛ࡇࡢඛࡇ࡛ㄡࡀ࠺࠺
ࡢࠊࡢࡼ࠺ၟရࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡢࡶศࡽ࡞࠸ࠊࡇࡕࡽഃࡣࠊཷࡅࡓࡅࢀࡶࠊㄡ
ࡀ࠺ࡸࡗ࡚సࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶศࡽ࡞࠸࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊᬑ㏻ࣅࢪࢿࢫ
ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡶࠊ㠀ᖖ࠾ࡋ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋⓑᮌࡉࢇࡶ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ⓑᮌ㸸࠺ࡕࡣࠊ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡶ⾤୍⥴ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ2008 ᖺࡽ㛗
⏫࠸࠺ၟᗑ⾤୍⥴࠾⚍ࡾࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࠊࡑࡢᚋࠊᮏ⏫ၟᗑ⾤ࠊົᡤࢆࠊ
ᮏ⏫ࡢࡑࡤࠊྎ㥐㏆ࡃタࡅࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢࡑࡤᮏ⏫ᐙලࡢ⾤࠸࠺ၟᗑ⾤ࡀ࠶ࡿࡢ࡛
ࡍࡀࠊࡑࡕࡽࡶ㐃ᦠࡋࡲࡋ࡚ࠊ4 ᖺࡄࡽ࠸๓ࡽࠊࡶࡶࡑࡢၟᗑ⾤࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊ10
᭶ࡢࠕᮏ⏫࣒࣮ࣥࣛࢺ࣐ࣝࢩ࢙ࠖ
ࠊࡑࢀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡿࠕᑠࡉ࡞ᑠࡉ࡞ᒎぴࠖ
ࠊ
ࠕࡕ࠸
࡚ࢇࠖ␎ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ 12 ᭶ 8 ᪥ࡽ 12 ᭶ 25 ᪥ࡲ࡛࡛ࡍࠋࡇࡢ 2 ࡘࡢၟᗑ⾤ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢪࣙࣥࢺࡋ࡚ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ Ai ࡢ࣐࣮ࢡࢆධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࡢ࠾ᗑ
⾜ࡃࠊ࣮ࢺ࣭ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢసᐙࡢ⤮ࡀᒎ♧㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋయ 20 ᗑ⯒ࡄ
ࡽ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㈶ྠࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠾ᗑࡼࡗ࡚ࡣ 1 ࡢ࣐࣮ࢪࣥࡢᕪࡋୖࡆࡿ
ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠺ࡕࡣせࡾࡲࡏࢇ࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ 2 ㏻ࡾࡄࡽ࠸࡛ࠊẖᖺ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾⚍ࡾ࡛ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡶࠊࢧࣝࢧࡉࢇྠࡌࡼ࠺ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆࡋ࡚ࠊࡑࡇ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞ேࡀ㣕ࡧධࡾཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆᐃᮇⓗࡸࡗ࡚࠸࡚ࠊົᡤࡶ࢘
࢙࣒࡛ࣝ࢝ࠊࡣࡕࡻ࠺ᘬࡗ㉺ࡋࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮏᙜ⾤ࡢ୰࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢆࠊ㞀ࡀ
࠸ࡢ࠶ࡿேࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆺࡢタ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⮬ศࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛ࠊఫࡳ័ࢀࡓሙᡤ࡛ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ὸ㔝ࡉࢇࡀ๓ࠊ࣓ࢽࢸ࣮ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛタゎయᐉゝࢆࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣタࢆゎ
యࡋ࡚࡞ࡃࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ㒊ぶ㏉ࡏ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᮏᙜ⾤୰࡛ࠊᬑ㏻㞀ࡀ



࠸ࡢ࠶ࡿேࡶᬽࡽࡋࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀྠࡌࡼ࠺ࠊ⚾ࡓࡕࡶ⾤୰࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࡳࢇ࡞ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡇࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛ࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀᆅᇦࡢ㐃ᦠࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡ᕷẸࡢ᪉ࡢὶࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡸࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ࡋࢃ㸸࠾ヰ࠾࠸࡚ࡶࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾ࠸࠺ࡇ㛵ࡋ࡚ࠊ⚾ࡣࡶ
ࡶ࣑࣮ࣗࢪࢩ࡛ࣕࣥࠊNPO ࢆసࡿ๓ࡣࠊࡲࡉቃ⏺ࡢࡇࡕࡽ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡣࠊ
᪥ึࡵ࡚▱ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥ࡞ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡀࠋ
 ⚟♴ࡢ୰࠸ࡿேࠊࢫࢱࢵࣇࡢ᪉ࠊാ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡀࠊᆅᇦࡢ୰ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ࠸࠺ព㆑ࡀ
㠀ᖖప࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊࡲࡎ⚟♴࡛ാ࠸࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀࠊᆅᇦࡢ୰ධࡗ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㠀ᖖ㛢㙐ⓗ࡞ࠊ⚾ࡓࡕࡣ⚟♴ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࡽ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࠊࡲ
ࡓࠊࡑࢀࢆ࿘ࡾࡶࠊ࠶ࡢ᪉ࠎࡣ⚟♴ࢆ࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡔࡽ࣮࣋ࣝࢆࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿពࠊၿពࡢ㝸㞳࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛㝸㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡞
Ⓨࡀฟ࡚ࡇ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࠊᆅᇦ⁐ࡅ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ࡞࠸࠺ࡇࡢ 1 ࡘࡢㄢ㢟ࡶ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡼࡃࠊ⚟♴ࢆᑓ㛛࡛ࡎࡗ㛗࠸ࡇࡸࡗ࡚࠸ࡿ᪉ヰࡋ࡚࠸࡚ࠊࡍࡈࡃヰࡀྜࢃ࡞࠸ࡇ
ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ᪥ⓗ࡞ヰ㢟࡞ࡀ↛㏻ࡌ࡞ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࠋ࡚ࡶ┿㠃┠࡞⫋ဨࡉࢇ࡛ࠊ
ఱ༑ᖺࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺᪉࡛ࡍࡀࠊࡶࡗゝ࠼ࡤࠊヰࡀ㠃ⓑࡃ࡞࠸࠸࠺ࠊࡾࡀྜࢃ
࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡾࡀྜࡗ࡚ࡶ᪉ࡀ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡀ㸦➗㸧
ࠋ⚾
ࡾࡀྜ࠺ࡢࡶࠊࡈࡃᑡᩘࡋ࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࢫࢱࢵࣇ⮬యࡀࡢࡼ࠺ᆅᇦࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿࡗ࡚ゝ࠺୰࡛࠾ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋⰼᒇࡉࢇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊ⨾ᐜ㝔ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡞࠸࠺ࡇྠࡌࡼ࠺ࠊ࠺ࡕ
ࡣ┠ࡢ๓ࡀⰼᒇ࡛ࠊࡑࡢ㞄ࡀ㣧ࡳᒇ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ㥐ࡽ 5 ศࡢࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ࡇࢁ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ୍ဨ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠋ᭱ึጞࡵࡓࡁࠊ㟷ᖺ㆟ᡤ࡞
࠶࠸ࡉࡘ⾜ࡗ࡚㐩࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡵࡓࡾࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞Ⓨࡀࡍࡈࡃᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠊ᪥ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⪃࠼ࡿ୰࡛ࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢど
Ⅼࡽࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࠊࡑࡋ࡚㡢ᴦࡢどⅬࡽࡣࠊࡋࢃࡉࢇࡢࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮
ࣉ࡞ࡢάື࡛ࠊⓑᮌࡉࢇࡢ࠾ヰࡢ୰ࡣ࣮ࢺࡢヰࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ࡞ࡾࠊࡋࢃࡉࢇࡢ
άືࡶヰࡀࡘ࡞ࡀࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡶ࠺ 1 ࡘࠊ㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ࠊ▱
ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ᪉ࠎᆅᇦࢆ⤖ࡪ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࡢࡇࢁࠊὸ㔝ࡉࢇࡢࡇࢁ࡛࠾య
㦂࠸࠺ヰࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ㎰ᴗࡶ 1 ࡘ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ



 ⓑᮌࡉࢇࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊ㎰ᴗࡶᑡࡋࡸࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ㎰స≀ࡣྍ⬟ᛶࡋ
࡚ࡣ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋఱឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶ࢀࡤࠊ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠋ

ⓑᮌ㸸ࡧࡍࡓ㹼ࡾࢆసࡗࡓࡁࠊ㌴࡛ 15 ศࡄࡽ࠸ࡢྡྲྀᕷ࠸࠺༡ഃࡢࡇࢁ⏿ࢆ↓ൾ
࡛㈚ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ᪉ࡀ࠸࡚ࠊࡶࡑࡇࢆ࠾ࡾࡋ࡚ࠊ㔝⳯ࢆసࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇ㝿ࣞࢫࢺ
࡛ࣛࣥ࠺ࡢࠊࡧࡍࡓ㹼ࡾࡢࡑࡤ࠾ᗑࢆసࡗ࡚ࠊ㔝⳯ࡢ㈍ࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺ 10 ᖺ㏆ࡃࡸࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ㎰ᴗࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋᙜࡓࡾ๓࡛ࡍࡀࠊᅵ᪥ࡀఇࡳ
࡛ࡣ㎰ᴗࡣᡂ❧ࡋࡲࡏࢇࠋࡣࡶ࠺ᑡࡋつᶍ㎰ᴗࢆࡸࡿே㐃ᦠࡋ࡚ࠊタእᑵປ࠸
࠺ᙧ࡛ࠊ㎰ᴗࡢᑓ㛛ᐙ୍య࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠊ㎰⚟㐃ᦠࡶࠊᐑᇛ┴࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍ
ࡀࠊᮏᙜᅜ࡛┒ࢇ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡀാࡃሙࡸᶵᤊ࠼ࡿࠊ
㎰ᴗࡣ࡚ࡶࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫࡢ࠶ࡿศ㔝࡛ࡍࡼࡡࠋ
 ṇ┤ゝࡗ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇつᶍࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣศࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᶵ
Ეࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓ㎰⏘≀ࠊࡳࢇ࡞ࡀᡭࢆࡅ࡚㞧ⲡࢆྲྀࡗ࡚ࠊ࡛ࡁࢀࡤ㎰⸆ࢆ࠶ࡲࡾ
ࢃ࡞࠸࡛ࠊࡑ࠺ࡸࡗ࡚࡛ࡁࡓస≀ࡣࠊỴᐃⓗ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋࢭࣜࡢヰࡶⰍࠎ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠋᮏᙜ࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡾࡲࡍࠋ㎰ᴗ࠸࠺ࡢࡣࡸࡣࡾ
ேᡭࡀせࡾࡲࡍࠋேᡭࡋ࡚ࡣࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡀᑀ✀ࢆ᳜࠼࡚ࠊỈࢆࡸࡗ࡚ࠊ⫱࡚࡚ࠊ
ࡑࢀࢆ✭ࡋ࡚ࠊ⮬ศ࡛ࡶ㣗ࡿࠋࡇࡢὶࢀࠊ⮬↛ゐࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ࡞
ࡋ㛵ಀ࡞ࡃࠊே㛫ࡗ࡚ࠊ࡚ࡶ࡞⤒㦂࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ㎰⚟㐃
ᦠࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㎰ᴗ࠸࠺ࡢࡣࠊ➨ 6 ḟ⏘ᴗࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࡢാࡃ
ᶵࠊࢳࣕࣥࢫࠊሙࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊࡶࡢࡍࡈࡃࡁ࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮ
࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋὸ㔝ࡉࢇࡶࠊᅜࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞άືࢆࡈᏑࡌ࡛ࡍࡀࠊࡶ
㎰ᴗࡢᑓ㛛ᐙࢆ⚟♴ࡢ㠀ᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢ᪉࡞ࡶྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊఱࡈᏑ
ࡌࡢᛮ࠸ᾋࡪάືࡀࡶࡋ࠶ࢀࡤࠊࡈ⤂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ὸ㔝㸸ⱴࣨᓮࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࣛࢬ࣮࣋ࣜࠊࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜࠋࡑࢀࡶ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉
ࡀࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࠊ㎰ᴗࡣ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡀᩓṌ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊᶓᕷࡢᓊ᰿බᅬ
࠸࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣࡇ࡛ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࡕࡻࡗࡋ
ࡓⰼቭࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢⰼቭࡣ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗࡓ᪉ࠊ≉ูᨭᏛᰯࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡑ࠺
࠸࠺ேࡀ⫱࡚࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣࡶࡕࢁࢇ࠾㔠ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᑵປ࡛ࡣ࡞
࠸࡛ࡍࡀࠋ
 ⚾ࡣࡑࢇ࡞ሗࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ㎰ᴗࡣࡍࡈࡃ࠸࠸࡛ࡍࠋ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉
ࡗ࡚ࡶࠊࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡶࡍࡈࡃࠊࣟࢵࢡࡶࢫ࣏࣮ࢶࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ㎰ᴗࡶࠊయࢆࡗ࡚ࠊ⏘



≀ࡀ࡛ࡁࡿ႐ࡧࠊࡑࡋ࡚ࢀࡓ႐ࡧࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡣ㎰⚟㐃ᦠ࠸࠺㞴ࡋ
࠸ゝⴥࡣࢃࡎࠊࢆࡍࡿ࠸࠺୰ࡢ㠀ᖖᮍ᮶ࡢ࠶ࡿᴗ✀ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

㧗ᒣ㸸᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋబ⸨ࡉࢇ㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࢫ࡛ࢫ࣮ࣜࢺࢆࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ᭱ᚋࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀࡓࡃࡉࢇḧࡋ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࡼࡡࠋࡑࢀࡣ࣎ࣛࣥࢸ࠸࠺ព࡛ࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸ࡛ࡍࡡࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࢫ࣮ࣜࢺࡋ࡚ࠊࡓࡃࡉࢇࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢேฟࡗ࡚ࡁࡓࡾࠊ㛵ࢃࡗ࡚ࡇ
ࡽࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᎘࠸࡞࣎ࣛࣥࢸࡣࡢࡼ࠺࡞ே࡛ࡍࠋ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡿ࠸ዲࡁ
࡞࣎ࣛࣥࢸࡣ࠸ࡲࡍࠋ᎘࠸࡞࣎ࣛࣥࢸࡣࡢࡼ࠺࡞ே⪺ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ

బ⸨㸸࠸࡞࠸࡛ࡍࠋ
㧗ᒣ㸸ዲࡁ࡞࣎ࣛࣥࢸࡣ㸽
బ⸨㸸ዲࡁ࡞࣎ࣛࣥࢸࡣࠊⓙࡉࢇࢫ࣌ࢩ࡛ࣕࣝᴦࡋࢇࡔࡾࠊࡓࡕ୍⥴ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆᴦࡋࢇ࡛ࡃࢀࡿேࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ⓑᮌ㸸ዲࡁ࡞ே࠸࠺ࠊࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡓࡕ୍⥴ᴦࡋࢇ࡛ࡃࢀࡿே࠸࠺ࡇ࡛࠸࠸
࡛ࡍࠋᑡࡋᢤࡅࡓࡼ࠺࡞Ẽࡶࡋࡲࡍࡀࠋࡍ࠸ࡲࡏࢇࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᚿᮧ㸸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ୍⥴ᴦࡋ࠸࡞ᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿேࡀࡸࡣࡾዲࡁ࡛ࡍࠋ
బ⸨㸸ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡸࢫ࣮ࣜࢺὶ࡞ࠊࡓࡕࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᴦࡋࢇ࡛ࠊ
࢚ࣥࢪࣙࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡛ࡍࠋ
ᚿᮧ㸸ࡑ࠺࠸࠺ேࡀዲࡁ᎘࠸ࠋㄏᑟࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡍࡀࠋ
బ⸨㸸ࡓࡕᴦࡋࢇ࡛ࡃࢀࡿ࡚ࡶᎰࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋඛࠊ⮬ᕫỴᐃㄏᑟࢆࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࠊᑡࡋⱞ
ࡋ࠸ヰ࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠋᴦࡋࡉࡸࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㧗ᒣ㸸ࡓࡕ୍⥴ᴦࡋࢇ࡛ࡃࢀࡿࠊࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊ⚾ࡶࠊᑡࡋ຺㐪࠸ࡋ
࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠊ⮬ศࡣ㞀ࡀ࠸ࢆ࠶ࡿேࢆࡎࡗᨭ࠼࡚ࡁࡓᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㐪࠺ࡢ
ࡔᑡࡋࡎࡘศࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᨭ࠼ࡿࠊᨭ࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄔࡉࢇࡀゝࡗ
ࡓ࠾ࡾࠊ୍⥴ᴦࡋࡴ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡀࡸࡗศࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⺬㊊࡛ࡋࡓࠋ



ࡋࢃ㸸ࢲ࢘ࣥࡢேࡶ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊඛࡢࡈ㉁ၥࡢዲࡁ᎘࠸
࠸࠺ᴫᛕࡀ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋேዲࡁࠊ᎘࠸࠸࠺ᴫᛕࡀࡶࡋࡶ࡞࠸ࡋࡓࡽ⣲ᬕࡽࡋ
࠸ࡇ࡛ࠊࡑࡢᴫᛕࡢ࡞࠸᪉ࠊዲࡁ࡛ࡍࠊ᎘࠸࡛ࡍ࠸࠺㉁ၥࢆࡍࡿࠊᮏேࡣᅔࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡣࡶࡋࡋࡓࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋⱞᡭ࡞ࡣ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊዲࡁ᎘࠸࠸࠺ᴫᛕࡀࡶࡋࡶ࡞࠸ࡋࡓࡽࠊ
࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࣎ࣛࣥࢸࡢࡇ࡛ࠊࡇࡢ๓ࠊ⮬㛢ࡢ᪉࡛࡞ࡾ࠾ヰࡀ࡛ࡁࡿ᪉ࢆ࠺ࡕࢇ࡛ࢭ
࣑ࢼ࣮ࢆࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊẼ㓄ࡀᬬⱞࡋ࠸ゝ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸࡣධࡗ࡚ࡃࡿࡔࡅ࡛Ẽ
㓄ࡀᬬⱞࡋ࠸ࠋఱ࠾ᡭఏ࠸ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠊࡑࢀࡇࡑࡢࠊఱᨭ࠼ࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࠊࡶ࠺ධ
ࡗ࡚ࡃࡿࡔࡅ࡛ࠊࡑࡢẼ㓄ࡀᬬⱞࡋ࠸ࠊᨺࡗ࡚࠾࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠊࡶ࠺㏨ࡆ࡚ࡋࡲ࠺ゝ࠺
ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀඛ᪉ࡣࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠕఱ࠾ᡭఏ࠸ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠊ࠺࡛ࡍࠊ
ࡇࢇࡕࡣࠖゝ࠺ࠊࡑࡢ➗㢦ࡀᬬⱞࡋ࠸࠸࠺ࡇࢆࡓࡕࡣࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠺ࡀ࠸
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㠀ᖖศࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡡࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡑࢀࢆᨭ⮯࡞
ゝࡗ࡚ࠊẼࢆࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
 ὸ㔝ࡉࢇࡢඛࡢヰ࡛ࡣࠊၿពࡣ㝸㞳ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡞ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ヰࡶฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡏࡗࡃࡢᶵ࡛ࡍࡽࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ཧຍ⪅ %㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉࠸࠺ᯖࡇࡤࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡼࡃ
࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿఱࠎࡉࢇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫼ᬒࡣࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟ
࣮ࣛࡢఱࠎࡉࢇ࠸࠺࠾ࡁྜ࠸ࡔࡗࡓࡾࠊ୍⥴ാ࠸࡚࠸ࡿ㛫ࡔࡽࠊࢫࢱࢵࣇࡢఱࠎ
ࡉࢇࠊ࣮ࢸࢫࢺࡢఱࠎࡉࢇ࠸࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺ኚࢃࡿ▐㛫ࡀࡁࡗᏑᅾࡍࡿࡢ࡞ᛮ
࠸࡞ࡀࡽ⪺࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺ኚࢃࡿ▐㛫ࢆసࡿࡇࡣࠊᨭ⪃࠼࡚ࡃࡿࠊࡍࡈࡃ㞴ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㏫
ᨭࢆࡋࡼ࠺ࠊඛࡽฟ࡚࠸ࡿᨭ⮯ࢆ⁻ࢃࡏ࡚ࡃࡿࠊࣟࢵࢡ࣮࣮ࣥࣟࣛࡶ࡞
ࡽ࡞࠸ࡋࠊࢫࢱࢵࣇࡢ୍⥴ാ࠸࡚࠸ࡿ௰㛫ࡢఱࠎࡉࢇࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊ࣮ࢸࢫࢺࡢ
ఱࠎࡉࢇࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡞⪺࠸࡚࠸࡚ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡍ࠸ࡲࡏࢇࠊࡇࢀࡣឤ࡛ࡍࠋ࠶ࡾ
ࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᴦࡋࡉࡢඹ᭷࠸࠺ࡇࡣࠊࡍࡈࡃࡁ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ࣏࣮ࢶࡋࢁࠊ㡢ᴦࡋࢁࠊ࣮ࢺࡋࢁࠊᴦࡋࡉࠊ㎰



ᴗࡢሙྜࡣ࠾࠸ࡋࡉ࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ▐㛫ࡀࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡢ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ࡇࢁࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡔᑡࡋ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ཧຍ⪅ &㸸࠾ヰࢆ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ⚾ࡣࠊරᗜ┴すᐑᕷࡽ᮶ࡲࡋࡓࠋ2012 ᖺ㧗ᒣ┤ᶞඛ⏕ࡢᣦᑟ࡛ಟኈㄢ⛬ࢆಟࡋࡓ
ᚋࠊ2015 ᖺࠊಟኈㄢ⛬࡛࠾ୡヰ࡞ࡗࡓすᐑ࠶ࡿᴗᡤࠊ㛵すࡢ࠺ࡀᴦࡋࡑ࠺ࡔ
࡞࠸࠺ᛮ࠸ࡔࡅ࡛ࠊ㌿⫋ࠊ⛣ఫࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡛ࡍࡽࠊ᪥ࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡀ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ே࡞ࡢࡔ࡞ᛮ࠸࡞ࡀࡽࠊ࠸
ࡿ⫋ሙ࡛࡞ࡌࢇ࡛࠸࡞࠸࡞ᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࡲࡲ࡞ࡌࡲ࡞ࡃ࡚࠸࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ඛࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࢆぢ࡚ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ே࠸ࢃࢀࡀࡕ࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢࢆࠊ⚾ࡓࡕ
ࡣࠊࡑࢇ࡞ࡇࡣ࡞࠸ࠊ⚾ࡓࡕ୍⥴ࡔࡼㄝ᫂ࢆࡋࡲࡍࡀࠊࡇࡢ 1 ᖺࡄࡽ࠸ࠊ⚟♴ࡣ
↛㐪࠺⏿ࡢேࡓࡕ㐩࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾ┦ㄯᨭࡢࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲ
ࡿ࡛㧗ᑦ࡞ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺〔ࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠕࡍࡈ࠸ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡡࠖゝࢃࢀࡿࡢ
࡚ࡶ㐪ឤࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㐪ឤࡢㄝ᫂ࡶ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࠕࢃ࠸ࡑ
࠺ࠖࡸࠊ⚾ᑐࡋ࡚ࡶࠕࡍࡈ࠸ࡡࠖゝ࠺ேࡓࡕࡣࠊᕝࡢྥࡇ࠺ഃ࠸࠺ࠊ⮬ศࡓࡕࡣ
㐪࠺ୡ⏺࠸ࡿࡇࢁࡽࡇࡕࡽࢆぢ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡛ࡍࡽ⚾ࡓࡕࡣࠊᨭ⮯࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡳࢇ࡞⚾ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠊྠࡌࡔ࠸࠺ࡇ
ࢆࡁࡕࢇゝⴥࢆᣢࡗ࡚Ⓨಙࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᨵࡵ࡚ឤࡌࡲࡋࡓࠋឤ࡛ࡍ࠸ࡲࡏࢇࠋ
࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡋࢃ㸸すᐑࡢᕷ㛗ࡉࢇࡣࡶࢃࢀࢃࢀ⤡ࡳࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊನࡣ᪥ᮏ୍࡛␒ࢠࢱ࣮ࡢ࠺
ࡲ࠸ᕷ㛗ࡔゝࡗ࡚࠸࡚ࠊ࣊ࣅ࣓ࢱࢆ㏿ᙎࡁ࡛ᙎࡃࡢ࡛ࡍࠋࢃࢀࢃࢀࡀࡸࡿࡁᕷ㛗ᐊ
࠶࠸ࡉࡘ⾜ࡗࡓࡽࠊ1 ᭤୍⥴ࡸࡽࡏ࡚ࡃࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡍࡈ࠸࡛ࡍࡼࠋᙜ㑅ࡋ
࡚ࡽࢱࢺ࣮ࢆ୍⏕ᠱᾘࡋࡓゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ㸦➗㸧
ࠋ㠃ⓑ࠸᪉࡛ࡍࡼࡡࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ
ၥ㢟ࡣ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠋ

ὸ㔝㸸ࡢ᪉ࡢឤ⚾ࡶࢥ࣓ࣥࢺࡋࡲࡍࠋ୍⯡ࡢேࡓࡕࡣ࣎ࣛࣥࢸࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࠊ
ࡑࢀࡽ⚟♴ࡢࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࢆ〔ࡵࡿࡢ࡛ࡍࠋ〔ࡵࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊከศࠊᚰ⌮ⓗࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡍࠋࠕࡍࡈ࠸࡛ࡍࡡࠋ❧ὴ࡛ࡍࡡࠋ࠶࡞ࡓࡣዪ⚄ࡢࡼ࠺࡞ே࡛ࡍࡡࠋ⚾ࡣ
ᬑ㏻ࡢே࡛ࡍࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣࡸࡾࡲࡏࢇࡼࠖ࠸࠺ࡇࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࣎ࣛ



ࣥࢸ࡞ࡣ≉ࡑ࠺࡛ࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸࢆᮏᙜࡣࡸࡾࡓࡃ࡞࠸ࡢࡔࡅࢀࡶࠊ࣎ࣛࣥࢸ
ࢆࡸࡾࡓࡃ࡞࠸ゝ࠺ᑡࡋࡎࡋ࠸࠸࠺ᛮ࠸ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢேࢆࠊู
ୡ⏺ࡢேࠊ❧ὴ㐣ࡂࡿேࠊ㠀ᖖ〔ࡵࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚟♴ࡶྠࡌ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍࡽ⚾ࡣࠊゝࢃࢀࡿ࠺ࡢேᑡࡋࢧࢪ࢙ࢫࢳࣙࣥࢆࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋࡤ࡞ࡩࡾࢆࡋ࡞
ࡉ࠸ࠊ࠶࡞ࡩࡾࢆࡋ࡞ࡉ࠸ࠋࡑࢀࡣᑡࡋゝ࠸㐣ࡂ࡞ࡢ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡀᮏᙜ❧ὴ࡞ࡇ
ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࿘ࡾࡽぢࡿࠊ᎘࡛ࡶࡑ࠺ᛮࢃࢀࡿࡽࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊࡴࡋࢁࠊࡤ࡞ࡩࡾࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣᑡࡋゝ࠸㐣ࡂ࡛ࡍࡀࠊࡍࡈࡃᴦࡋࡑ࠺ࡸࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀᴦࡋࡃࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ⤥ᩱࡲ࡛ࡶࡽࡗࡓࡽ⏦ࡋヂ࡞࠸࡞ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ
࡛ࠊࡑ࠺ゝ࠺ேࡣఏࢃࡿࡼ࠺ࡍࡿࠊࡑࡢேࡶࠊࡑࢇ࡞ᴦࡋ࠸ࡇ࡞ࡢᛮ࠺ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ₇ᢏࡸ࠺ࡑ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᐇ㝿ࡑ࠺࡛ࡍࡽࡡࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⚾ࡶ
ㅮ₇࡛ゝࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ⚾ࡣࠊᙺேࡋ࡚ࠊ⏕ά༠ྠ⤌ྜࡢࡶࡋࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡁࡕࡻ࠺ࠊ
⏕ά༠ྠ⤌ྜ࡛ࠊఫẸཧຍᆺ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࠸࠺ࡶࡢࢆ⏕ά༠ྠ⤌ྜࡢேࡓࡕࡀࡸࡿ࠸
࠺ࡇࡀጞࡲࡗࡓࡇࢁࡣᢸᙜㄢ㛗࡛ࡋࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊ಟ࠸࠺ࡶࡢ⾜ࡗࡓ
ࡁࠊ࣎ࣛࣥࢸࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡀே᮶ࡲࡋࡓࠋ1 ேࡣぢࡿࡽ❧ὴࡑ࠺࡞ே࡛ࠊ
ࡑࡢேࡣ㧘㱋⪅ᑐࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠶ࡆࡿࡢ࡛ࡍࠋ⤊ࢃࡗࡓᚋࠊ࠺ࡕᖐࡗ࡚
᪥ఱࢆࡸࡗࡓࡁࡕࢇ᭩࠸࡚ࠊࡇࢀࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠊࡇࢀࡣࡼࡃ࡛ࡁࡓ࡞┬ࡢ᪥
グࢆ᭩ࡃࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢேࡣࡑࢀࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢேࡣ㥏┠ࡔᛮࡗࡓࡢ࡛
ࡍࠋ
 ࡑࡢḟ᮶ࡓேࡣࠕ⚾ࠊࡕࡷࡽࢇࡱࡽࢇ࡞ࢇ࡛ࡍࠖࠊゝࢃ࡞ࡃ࡚ࡶศࡿࡃࡽ࠸ࠊぢࡓ
ࡔࡅ࡛ࡕࡷࡽࢇࡱࡽࢇ࡞ே࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢேࡀࠕ⮬ศࡶࡸࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖᛮࡗ࡚
ົᡤ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊㄝ᫂ࡶ࡞ࡶཷࡅ࡞࠸࠺ࡕ↓⌮▮⌮ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢேࠊ㌴
ࡏࡽࢀ୍࡚㌺ࡢᐙࡢ๓࡛㝆ࢁࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡥࡗ 1 ேࡉࢀࡓࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ⚾ࠊẼࡀ࠸ࡓࡽࠊྎᡤ࡛ࡈ㣤ࢆసࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠖ
ࠋࡶ࠺᪥ࡔࡅࡍࡿࠊࡉࡼ࡞ࡽ
ゝࡗࡓࡽࠊ
ࠕࡲࡓ᮶࡚ࡡࠖゝࢃࢀ࡚ࠊ⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕࡣࠊ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ
ࡀᐷࡓࡁࡾ࡛ࠊ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡶᑡࡋලྜࡀᝏ࠸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡀ 2 ࢝᭶ࡶ㢼࿅
ධࡗ࡚࠸࡞࠸ゝ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ⪺࠸࡚ࠊࡑࡢࡕࡷࡽࢇࡱࡽࢇࡢጜࡕࡷࢇࡀࠊᮐᖠࡢே࡛ࠊ
ᮐᖠᕷ࡛ࣂࢫࣂࢫ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࣂࢫࡗ࡚ᾎᵴࡀࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࡸࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛
ࡍࠋᮐᖠᕷᙺᡤ㟁ヰࢆࡋࡓࡽࠊ࠺ࡕ࡛ࡣࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⪺࠸ࡓࡽ♫⚟♴༠
㆟࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡇ㟁ヰࡋ࡚ࠊࣂࢫࣂࢫࠊࣂࢫࡗ࡚ධᾎࣂࢫࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇࢣࡢேࡶ୍⥴᮶࡚ࠊ࠾ࡢࢣࡇࡑࠊ࡛ࢇࡃࢆே୍⥴࡞ࡗ࡚ࡸࡗࡓࡽࠊ࠾
ࡌ࠸ࡉࢇࡀࠕࡶ࠺ᖾࡏࡔࠋᴟᴦࡔࠋࡶ࠺࠸ࡘṚࢇ࡛ࡶ࠸࠸ࠖゝࡗ࡚ࠊ
ࠕࡑࢀࢆ⪺࠸ࡓࡽ⚾
ࡣࡸࡵࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࡽࡽࡋࡷࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊᐇࡣࠊࡇࢀࡣఱᅇࡶᘬ⏝ࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿࡽ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡔᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
 せࡍࡿࠊ࣎ࣛࣥࢸࡸࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡣ≉ู࡞ே࡞ࡢࡔࠊࢥ࣮ࢹࢿ



࣮ࢱ࣮ࡢேࡶࠊ࠶࡞ࡓ᪉ࡀࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆࡸࡗ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ່࡛ㄏ࡞ࢆࡍ
ࡿࡁࠊᑡࡋ❧ὴࡔぢࡽࢀࡿࡽࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊ಟ࡛ࡍࡽࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ࡢேࡀఱேࡶ࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࡕࡷࡽࢇࡱࡽࢇ࡞ࡩࡾࢆࡋ࡚ࡸࡗࡓࡽ࠸࠸ࡼࠋ࠶࡞ࡓࡣ
ࡑࡢࡲࡲ࡛ࡶ࠸࠸ࡼࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆゝࡗࡓぬ࠼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヰࡋࡔࡋࡓࡽṆࡲࡽ࡞ࡃ
࡞ࡾࡲࡋࡓ㸦➗㸧
ࠋ

ᚿᮧ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊィࢆぢࡿ⥾ࡵ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸㛫࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡲࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࢃࡺࡿᑓ㛛⫋ࠊ⚟♴ࡢᑓ㛛ᐙࡢ᪉ࠎࠊഐほ⪅࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊࡢヰࡶ࠶
ࡗࡓࡼ࠺ࠊ⚾ࡓࡕࡣ࡚ࡶ࡛ࡁࡑ࠺ࡶ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ୍⯡ࡢ᪉ࠎࡢ㛫ࡣࠊᚲ
ࡎቃ⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊࡑࡢቃ⏺ࡢᖜࢆᑡࡋᗈࡆ࡚ά
ືࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋࢃࡉࢇࠊⓑᮌࡉࢇࠊబ⸨ࡉࢇࠊࡑࡋ࡚ὸ㔝ࡉࢇࡶ࠾ヰࢆఛ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ
࠺ࡶࡇࡢቃ⏺ࡀ㠀ᖖᴦࡋࡑ࠺ࡔ࠸࠺ࡢࡀ୍ࡘ᪥ࡣぢ࠼࡚ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᴦࡋࡉࠊᚰᆅⰋࡉࠊ࠾࠸ࡋࡉࠊࡕࡷࡽࢇࡱࡽࢇࡉ࡞ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓά
ືࢆࢇࢇᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃᙺ⏦ࡋ
ࡲࡍࠊᴦࡋࡉࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ௰㛫ࢆᑡࡋ࡛ࡶቑࡸࡋ࡚࠸ࡅࡿ࠸࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ቑࡸࡍ࠸࠺ព࡛ࡣࠊ᪥ࡀࢫࢱ࣮ࢺ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣேᩘ
ࡀᑡ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊḟᅇࡣࡶࡗࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎ࠾௰㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡲࡵࡣࡋࡗࡾሗ࿌᭩࠸࠺
ᙧ࡛ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ♫ⓗ࡞ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࡇࢀ࡛⤊ࢃࡾࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡣ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈ
ࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ᢿᡭ㸧

ᮃ᭶㸸ᚿᮧ◊✲ဨࠊ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࣃࢿࣜࢫࢺࡢⓙࡉࢇࠊ㈗㔜࡞Ⓨ⾲ࢆ
࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡶ࠺୍ᗘࡁ࡞ᢿᡭࢆ࠾㢪࠸࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᢿᡭ㸧





ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᙜ᪥㈨ᩱ




ⓑᮌ⚟ḟ㑻 Ặ
బ⸨ㄔ Ặ





䛂㞀ᐖ䛾䛒䜛ே䛸䛾ฟ䛔䛃

ⓑᮌ⚟ḟ㑻

ヰ䛾㡰ᗎ

䠍. 䝇䝨䝅䝱䝹䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝇䛸䛾ฟ䛔䛭䛧䛶㞀ᐖ
䛾䛒䜛ே䛸䛾ฟ䛔
䠎. 䜃䛩䛯ࠥ䜚䛾タ❧
䠏. 䝣䞊䝗䝞䞁䜽䛸䜰䞊䝖䞉䜲䞁䜽䝹䞊䝆䝵䞁
䠐.బ⸨ㄔ䛥䜣䛾⤂



䠍. 䝇䝨䝅䝱䝹䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝇䛸䛾ฟ䛔
䛭䛧䛶㞀ᐖ䛾䛒䜛ே䛸䛾ฟ䛔
1995ᖺ

⣽ᕝె௦Ꮚ䛥䜣䛸ὸ㔝ྐ㑻䛥䜣

䛒䜛䜰䝇䝸䞊䝖䛸䛾ฟ䛔

䛔䛯䛰䛔䛯ឤື䛸Ẽྜ



䠎. 䜃䛩䛯ࠥ䜚䛾タ❧
2007ᖺ䞊2008ᖺ

䠏. 䜃䛩䛯ࠥ䜚䛾タ❧
2007ᖺ䞊2008ᖺ



䠏. 䜰䞊䝖䞉䜲䞁䜽䝹䞊䝆䝵䞁䛸
䝣䞊䝗䝞䞁䜽

䜰䞊䝖䞉䜲䞁䜽䝹䞊䝆䝵䞁



䜰䞊䝖䞉䜲䞁䜽䝹䞊䝆䝵䞁

http://art-in.org

ᐩ㇂䛾䛒䛜䛔䜣
䜅䛖䛹䜀䜣䛟ᮾAGAIN䛾άື



ᐩ㇂䛾䛒䛜䛔䜣
䜅䛖䛹䜀䜣䛟ᮾAGAIN䛾άື
䠘䝣䞊䝗䝪䝑䜽䝇䠚ᐩ㇂ᕷタ
⨨ ᗫᲠ㣗ရῶ䜙䛧ᅔ❓⪅
ᨭ
⏕άᅔ❓⪅䜙䜢ᨭ䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸వ㣗ရ䛾ᗫᲠ䛻ᑐ
䛩䜛ព㆑䜢ၨⓎ䛧䜘䛖䛸䚸ᐩ
㇂ᕷ䛿䠎䠕᪥䚸㣗ရᅇ⏝䛾
䝣䞊䝗䝪䝑䜽䝇䜢ᕷᙺᡤᗇ⯋
䠍㝵䛻タ⨨䛧䛯䚹┴ෆ䛾⮬
య䛷䝪䝑䜽䝇䜢タ⨨䛩䜛䛾䛿
ึ䜑䛶䛷䚸ᕷ䛿ᥦ౪䜢䜃
䛡䛶䛔䜛䚹

బ⸨ ㄔ䛥䜣䛾⤂





బ⸨ ㄔ䛥䜣䛾⤂
⮬ᕫ⤂䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
䝇䝨䝅䝱䝹䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝇䛷䛿ఱ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛻ฟ䛶䛔䜎䛩䛛䠛

䝇䝨䝅䝱䝹䛷䛿䛻䛹䜣䛺⾜䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
๓䛻ఱ䛛䛻ฟ䛯䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛

䛿䛹䜣䛺䜢䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䜃䛩䛯ࠥ䜚䛷䛿䛹䜣䛺䜢䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
ⓙ䛥䜣䛻ఱ䛛ఏ䛘䛯䛔䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛

䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䟿



ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㞀ࡀ࠸ࣘࢽࢵࢺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩
▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ
࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎ
ᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥
Ⓨ⾜㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠛ112-8606  ᮾி㒔ᩥி༊ⓑᒣ 5-28-20
Tel & Fax 03-3945-7504







ᙜ⪅య䛾┦ㄯᨭ㻌
䇷ୡ⏣㇂༊䛻䛚䛡䜛ẕᏊᐙᗞᨭ◊✲ሗ࿌᭩䠉㻌
㻌











 ᖺ  ᭶
ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮



ࡣ ࡌࡵ
ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࢃࡓࡿᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠕᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍẕᏊᐙᗞࡢ㈋ᅔࡽࡢ⮬❧ྥࡅࡓ⏕άಖㆤᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭࡢ㐃ᦠ㛵
ࡍࡿ◊✲ࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓୡ⏣㇂༊ඹྠ◊✲ࡋࡓẕᏊᐙᗞࡢᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ
ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵᐇ㊶ⓗ㛵ࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔ◊✲ࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ◊✲ࢆᢸᙜࡋࡓᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡣࠊ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨  ᮇ༓ⴥ┴ඵ༓௦ᕷ
ඹྠ࡛ࠊẕᏊୡᖏࡢᐇែࢆᙜ⪅࡛ࡍࡽࡣࡗࡁࡾࢃࡽ࡞࠸⮬ศࡢ≧ἣࢆࠊᩚ⌮ࡋࠊㄢ㢟ࡢ
ゎỴྥ࠺ࡓࡵࡢ᪉ἲࢆᨭ⪅୍⥴⪃࠼ࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࢆࡶࠊ➨  ᮇ࡛ࡣࠊᐇ㊶ࡢࣇ࣮ࣝࢻࢆᮾி㒔ୡ⏣㇂༊⛣ࡋ࡚ࠊ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊᏊ
ࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮⏕άᨭㄢ༠ຊࢆồࡵࠊ୍⥴ࡇࡢᙜ⪅ࡢᬽࡽࡋࡢᐇែࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡓࡵ㛤Ⓨࡉࢀࡓࢶ࣮ࣝࡢ᭷ຠᛶಟṇ⟠ᡤࡢ☜ㄆࠊ⏝᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡞ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠊ
ࡑࢀຍ࠼࡚ࠊᙜ⪅
ࡓࡕࡢᛮ࠸ࢆඹ᭷ࡋࠊ

ᅗ䠍㻌 ᮏ◊✲䛾ᵓ㐀㻌

ከᵝ࡞⌧ሙࢆࡘ࡞ࡂࠊ
ሗࡢ㞟ࢆᙜ⪅ࡢ
ഃ❧ࡗ࡚ᐇ㊶ࡍࡿᙺ
ࡋ࡚ẕᏊᨭࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ̿ࢆ㓄⨨ࡋ
࡚ࠊᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆࡼ
ࡾᑀ⪺ࡁྲྀࡿࡓࡵ
ࠊᕤኵࢆࡋࠊ᭷ຠ࡞
ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ
ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ  ࡘࡢ⤌ࡳࢆ
㏻ࡋ࡚ᙜ⪅యࡢᆅ
ᇦᨭࡢᐇែࢆ  ᖺ㛫
⥅⥆ࡋ࡚ሗ㞟ࢆ
ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡽᙜ
⪅ࡀࡼࡾࡼࡃ࠸ࡁࡓ࠸
ᛮ࠼ࡿᆅᇦᨭࡣ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ
࠸࠺ࡇࢆ᫂ࡽ
ࡋࡓ࠸ᛮࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ  ᖺ㛫ࡢᐇ㊶ࡢ
࡞࡛ࠊ᫂ࡽ࡛ࡁ
ࡓࡇࡣ௨ୗࡢࡇ࡛
࠶ࡿࠋ




ࢶ࣮ࣝࢆࡗࡓᙜ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ▱ࡿࡇࡣࠊᢸᙜࢣ࣮ࢫᩘࡀቑ࠼ࠊከᛁ࡞ᨭ⪅
ࡗ࡚ࡣᡭ㛫ࡀࡿࡋ㠃ಽ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊᶒຊᵓ㐀ࠊᖺ㱋ࠊ⤒㦂ࠊ౯್࡞ࡢ㐪࠸ࡼࡗ࡚┿
ᐇࢆㄒࡾࡃ࠸㛵ಀࡢ୰࡛ࡣࠊ㛤Ⓨࡉࢀࡓࢶ࣮ࣝࡣ࠾࠸ࡢ⌮ゎࡀ㐍ࡴ᭷ຠ࡞ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡇ
ࡀศࡗࡓࠋࡲࡓẕᏊᐙᗞࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢ㓄⨨ࡼࡗ࡚ࠊᙜ⪅ࡓࡕࡢッ࠼ࡓ࠸ෆᐜࡀ࡞
࡞⌮ゎࡉࢀ࡞࠸≧ἣࢆ࠶ࡁࡽࡵࡎఏ࠼⥆ࡅࡿࡓࡵࡣఱࡀ᭷ຠ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡶࠊᑡ
ࡋࡎࡘ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⮬ศࡽࡋ࠸ᬽࡽࡋࢆᡭධࢀࡿࡇࢆồࡵ⥆ࡅࡿࡇࡣኚ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬ศࡢࡇࢆ
୍⥴⪃࠼࡚ࡃࢀࡿேࡢᏑᅾࡸࡑ࠺ࡋࡓ㛫ࢆసࡿࡇࡣࠊ⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᨭࢆཷ
ࡅࠊᕼᮃྥࡅࡓດຊࢆࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
⮬ศࡢࡇࢆ⮬ศ࡛⪃࠼ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊぶࡀᏊࢆᏊࡀぶࡢ㓄៖ࢆࡋ࡚
࠸ࡿぶᏊ㛵ಀࡢࡶ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ศࡢࡇࢆ⪃࠼ࡿ㛫ࢆᣢࡘࡇࡣ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡽࠊᙜ⪅ࡀయⓗ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᙜ⪅ࡢẼᣢࡕࢆᨭ࠼ࡿࡇࡢ㔜せᛶࠊࡑࡢ
ࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࠊࡲࡓᙜ⪅య࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᏊࡶࡓࡕࡢᏑ
ᅾ࡞ࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
Ꮫࡢ◊✲ᡤࡀᐇ㊶ⓗ࡞◊✲ࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࠊ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿࣇ࣮ࣝࢻࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ
ࡑࡢ◊✲ࡣ㐍ࡲ࡞࠸ࠋࡲࡓ⌧ሙࡣ◊✲ⓗ࡞どⅬࢆᑟධࡋ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢᐇ㊶ࡣ⊂ࡾࡼࡀࡾࡢࡶࡢ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓព࡛ࠊᅇࡢୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲ࡀྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡇࡣࠊᮏ◊✲
ࢆᐇ㊶⌧ሙලయࡍࡿࡓࡵࡢࡁ࡞ዎᶵ࡞ࡗࡓࠋ
♫⚟♴◊✲ࡀ♫⚟♴ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᙺ❧ࡘࡶࡢ࡞ࡿࡓࡵࠊ◊✲⪅ࡶᣮᡓࢆࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ࡓࡕᏊࡶࣘࢽࢵࢺୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲ࡀࠊᆅᇦ࡛⏕ࡁࡃࡉࢆከ
ᵝᢪ࠼ࡿẕᏊᐙᗞࢆ࠾ࡋ࡚ࠊᏊࡶࡢᡂ㛗Ⓨ㐩ࢆᨭ࠼ࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ୍ຓ࡞ࡿࡇࢆᮇ
ᚅࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ◊✲ࡽᒎ㛤ࡉࡏࡓᨭ⪅ᨭ◊✲ࡶྠࡲࡵ࡚࠸ࡿࠊཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࡿᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶
                       ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗
ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ ᳃⏣᫂⨾










Ϩ ᙜ⪅యࡢᨭࡀኚ࠼ࡿࡦࡾぶࡢࡃࡽࡋ
㸯 ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊᐙᗞࡢ⌧≧
ୡ⏣㇂༊Ꮚࡶᐙᗞㄢ㛗 ᯇᮏ ᖾኵ


ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋୡ⏣㇂༊Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅㒊 Ꮚࡶᐙᗞㄢ㛗ࡢᯇᮏ⏦ࡋࡲࡍࠋ
ᮏ᪥ࡣࠊ
ࠕẕᏊᐙᗞ⮬❧ᨭᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ᙜ⪅యࡢᨭࡀኚ࠼ࡿ
ࡦࡾぶࡢࡃࡽࡋࠖࡢ࠺ࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊㄔ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋົᒁࢆ௦
⾲ࡋࡲࡋ࡚ࠊ୍ゝࡈᣵᣜ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᮾὒᏛୡ⏣㇂༊ࡢ༠ാ◊✲ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠗᆅᇦ࡛ᬽ
ࡽࡍẕᏊᐙᗞࡢ⮬❧ྥࡅࡓࠊ⏕άಖㆤᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭࡢ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ◊✲࠘ࢆࢸ࣮࣐
ࠊⅲᒣᆅᇦࢆࣔࢹࣝᆅᇦࡋࡓࠊ㸳ᖺ㛫ࡢᐇ㊶◊✲࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛◊✲ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ᳃⏣ඛ⏕ࢆࡣࡌࡵᮾὒᏛ㛵ಀࡢࢫࢱࢵࣇࡢⓙᵝࠊẕ
Ꮚ⏕άᨭタࡢⓙᵝࠊⅲᒣ⏕άᨭㄢࡢⓙᵝࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ◊✲㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛ㛵
ಀᶵ㛵ࡢⓙᵝ᪉࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏ᪥ࠊ᭱⤊ࡢࡈሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ㐠ࡧ࡞ࡾࠊࡇࡢሙ
ࢆࡾࡲࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ୡ⏣㇂༊࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᖹᡂ㸱㸰ᖺᗘࡽࡢඣ❺┦ㄯᡤ⛣⟶ࢆぢᤣ࠼ࠊᚅࡢ㐃㙐ࢆ᩿ࡕษࡿ
ண㜵ᆺࡢඣ❺┦ㄯ⾜ᨻࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ⓙᵝࡈᏑ▱ࡢ࠾ࡾࠊࡦࡾぶᐙᗞࡢぶࡣࠊᏊ⫱࡚ᐙィ㏣ࢃࢀࠊ⤒῭ⓗࡶཝࡋࡃከࡃ
ࡢᐙᗞࡣᆅᇦࡽᏙ❧ࡋࡸࡍ࠸≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ࡛
ࡣࠊᏊࡶࡀ࠸ࡿࡦࡾぶୡᖏࡢ⣙༙ᩘࡀ┦ᑐⓗ㈋ᅔࡢ≧ἣ࠶ࡿ࠸࠺ࠊኚཝࡋ࠸⤖ᯝࡶ
ฟ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
༊࡛ࡣࠊ௨๓ࡼࡾࠊࡦࡾぶᐙᗞࡀ⮬❧ࡋࠊᆅᇦࡢ୰࡛Ᏻᐃࡋࡓ⏕άࢆ࠾ࡃࡿࡓࡵࡢᨭ
ࡋ࡚ࠊ⏕άࡢᇶ┙࡛࠶ࡿఫࡲ࠸ࡢᨭࡸᑵປᨭࠊᏊ⫱࡚࣭⏕άᨭ࡞ࠊ⥲ྜⓗྛ✀ᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡲࡔࡲࡔ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢁࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠼ࡤࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡞ࠊ᪂ࡓ࡞⮬❧ᨭࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆά⏝ࡋࠊᐇ㊶ࢆ࠾ࡋ࡚ࠊẕᏊࡢ⥲ྜⓗ࡞ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊᨭࡍࡿഃࡢ⫋
ဨࡢᐇ㊶ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ◊✲ྲྀ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋ
ᮏ᪥ࡣࠊ㸳ᖺ㛫ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡿ⌧ሙࡽࡢࡈሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊሙࡢⓙᵝࡽࡶᚷ៸ࡢ
↓࠸ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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㸰 ඹྠ◊✲ᴫせ㸫ẕᏊᐙᗞᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚
  ỤᡞᕝᏛ⥲ྜ⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯㅮᖌ ᑠᯘᜨ୍
㸦㸯㸧ၥ㢟ᥦ㉳
ẕᏊᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ≧ἣࡣࠕᖹᡂ  ᖺᗘᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࠖࡼࡿୡᖏࡢᖹᆒᡤᚓ
ࡣ  ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊ୍᪉ẕᏊୡᖏࡢᖹᆒᖺ㛫ධࡣࠕᖹᡂ  ᖺᗘᅜࡦࡾぶୡᖏ
➼ㄪᰝࠖࡼࡿ  ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᖹᆒୡᖏேဨ ே㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ẕᏊᐙᗞࡢ㈋ᅔၥ㢟ࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇࡣ㈋ᅔ≧ែ࠶ࡿ࠸
࠺ࡔࡅ࡛ࠊᐇ㝿ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡢࠊࡲࡓᑗ᮶ⓗࡣࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࡢࠊࡢࡼ࠺ࡑࡢ≧ែࢆࡾ㉺࠼࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࢇぢ࠼࡚ࡇ࡞
࠸ࠋࡑࢀࡣẕᏊᐙᗞࡢၥ㢟ࡀ༢ࠕ㈋ᅔࠖ≧ែ࠶ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟
ࡀ♫ⓗ▩┪ࡢ㞟୰ⓗ⾲⌧ࡶ࠸࠼ࡿࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ᗈࡀࡾࡢ୰࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊኵࡢ '9 ࡽࡢ㏨㑊ࠊẕ⮬㌟ࡢ⢭⚄ᝈࠊᏊࡶࡢ㞀ᐖࠊᏊࡶࡢⓏᰯ➼ࡀᢡࡾ
㔜࡞ࡗ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ẕᏊᐙᗞࡣ㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿㅖ
ၥ㢟ࡣ」㞧࣭ከᵝࡢ୍㏵ࢆࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆ」㞧࡞ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊẕᏊᐙᗞᑐࡋ࡚ᖖ೫ぢ㸻ࠕ⮬
ᕫ㈐௵ㄽ ẕᏊᐙᗞ࡞ࡗࡓࡢࡣ⮬ศࡢ㈐௵ࡍࡿ ࠖࡀࡁࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ᑐࡋ࡚ࡢ⾜ᨻࡢᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊࡓࡔၥ㢟ࡢᗈࡀࡾ࠶ࢃࡏࡿࡼ࠺ᚋⓗ
࡞ᑐᛂࠊᑐ⟇ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊẕᏊᐙᗞᑐ⟇ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᩘࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᮏᙜၥ㢟ࡣゎ
Ỵࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ၥࡀ࠸࡚ࡇࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᚋⓗ࡞ᑐᛂࡔࡅ࡛ࠊࡣࡓ
ࡋ࡚⮬❧࡛ࡁࡿẕᏊᐙᗞࡀࢀࡃࡽ࠸࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ලయⓗࡣẕᏊᐙ᪘ᑐࡍࡿᆅᇦࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊタࠊྛ✀┦ㄯᶵ㛵ࠊ⤥ไᗘࠊᅾᏯࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼✀ࠎ࠶ࡾࠊᩚഛࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ࠺ࡋ࡚ࡇࢀࡔࡅࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ✀⤥ไᗘ➼ࡀ࠶ࡿࡢ
⮬❧⤖ࡧࡘ࡞࠸ࡢࠊලయⓗᆅᇦ࠾࠸࡚᫂ࡽࡋ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡓ
ࡵࡣᨵࡵ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࠊ♫㈨※ࡀᚲせࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࡢศᯒձ
㹼ࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸧ࡢ㛤Ⓨ㹼
ᮏ◊✲࣭ᐇ㊶ࡣࠊ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡢ➨  ᮇᴗࡋ࡚ࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙࡢࢥࣛ
࣮࣎ࣞࢩࣙࣥࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࠊ༓ⴥ┴ඵ༓௦ᕷ࠾࠸࡚ẕᏊᐙᗞࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡶࡶ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ⮬యࡣࠊ
ࠕ♫
ಖ㞀ᑂ㆟⚟♴㒊⏕άಖㆤไᗘࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ㸯㸴ᖺ㸯㸰᭶
㸯㸳᪥㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⏕άಖㆤᇶ‽ࡸไᗘ࣭㐠⏝ࡢᅾࡾ᪉⮬❧ᨭࡢぢ┤ࡋࢆᐇࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ ✀㢮ࡢㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼࡚᰿ᣐࡋࡓࠋࡲࡎ➨  ࡢㄪᰝ
ࡣඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜࡢ⏦ㄳᑐ㇟⪅ࡢ㒑㏦ㄪᰝࠊ➨  ࡢㄪᰝࡣ➨  ࡢㄪᰝᖹ⾜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⏕
άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿẕᏊୡᖏᑐࡋ
࡚ࠊࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡀ⮬ᕫⅬ᳨ㄪᰝ⏝⣬⮬ศࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࢆ  ࢣ࣮ࢫࡎࡘグධࡋ㐍
ࡵࡽࢀࡓࠋ➨  ࡢㄪᰝࡣẕᏊᐙᗞࡢẕぶ┤᥋⾜ࡗࡓࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛࠶ࡿ ྛㄪᰝࡢヲ⣽ࡣ
ඵ༓௦ᕷࠕ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡍࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃࡢࡓࡵࡢㄪᰝཬࡧࡑࡢ᳨
ウ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ  ᖺ  ᭶ཧ↷ ࠋ
ඵ༓௦࡛ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚࠶ࡆࡽࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝࡽḟࡢ㸷ⅬࡀࠊẕᏊ⏕άಖㆤୡᖏࡢ⮬❧ࡢࡓ
ࡵࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠋ 
6


ձᝏࡋ࡚࠸ࡃẕぶࡢᗣ≧ែ ղ᪥ᖖ⏕άࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟 ճᏊࡢ∗ࡽࡢᨭࡣᮇᚅ࡛ࡁ
࡞࠸ մ࿘ᅖࡽࡢᏙ❧㸦ぶ᪘࣭㏆㞄ࡢ㛵ಀ㸧 յᏊ⫱ࡕࡢ༴ࠊࡑࡋ࡚Ꮚࡶࡢ౫Ꮡ
նാࡃ⤒㦂ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࡢ㔜せᛶ շࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢ㛵ಀ ոẕᏊୡᖏ࡞ࡗ࡚  ᖺ
㛫ࡢᨭࡢ㔜せᛶ չእᅜ⡠ࡢẕᨭࡢ㐪࠸ࠊ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆసᡂࡍࡿࡓࡵᰕࡋ࡚  ࡘࡢ㡯┠
ࠕᗣࠖ
ࠕᢏ⬟ࠖ
ࠕᆅᇦࡢ㛵ಀࠖ
ࠕᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ
ࠕぶ᪘㛵ಀࠖ
ࠕᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖ
ࠕᑵປពḧࠖ
ࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ḟ  ࡘࡢᰕࢆඖ㡯┠ࢆ❧࡚࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠ࢆ☜ᐃࡋࠊࡑࡢ㡯┠ࡈࡑࢀࡒࢀ᪉
ྥᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡋ࡚  ẁ㝵ࢆタᐃࡋࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ
࣮ࢺ㸧 ࠕ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࢩ࣮ࢺࠖࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺࡣࠊ㡯┠㸦⾜㸧
฿㐩ẁ㝵㸦ิ㸧ࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࠊ㡯┠ࡋ࡚ࠕẕࡢᗣࠖ
ࠕ⏕άࢫ࢟ࣝࠖ
ࠕᆅᇦࡢ㛵
ಀࠖ
ࠕᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖ
ࠕᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ
ࠕᑵປពḧࠖ
ࠕぶ᪘㛵ಀࠖࡢ㸵㡯┠ࢆタᐃࡋࠊᚲせ࡞㡯┠
ࡘ࠸࡚ࡣᑠ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸧ࡣࠊ⏕άಖㆤࡢཷ⤥⪅ࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⌧≧⮬❧ࡢ᪉ྥᛶࢆྠどぬⓗ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࠊཷ⤥⪅࣮࣮࣡࢝ࡢ᪉ࡀᖖྠࡌㄆ㆑ࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢁ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓඛࡢ㸷Ⅼࡢㄢ㢟ࡢ᳨ウࡽࠊ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛᨭࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࡢࡓࡵ௨ୗࡢどⅬ
ࢆᑟࡁฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ձᙜ⪅ཧຍࡢどⅬ
ղᏊࡶࡢᶒ᧦ㆤࡢどⅬ
ճࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬ
ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆඖㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ㄒࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡
ࢻࡀࠊ➨  ẕぶࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢㄆ㆑ࡢࢬࣞࡢᏑᅾࠊ➨  ⏕άಖㆤࡢཷ⤥ᖺᩘࡀ㛗ࡃ࡞
ࡿࡘࢀࠊࢇ࡛࠸ࡃẕぶࡓࡕࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡇࠊ➨  Ꮚࡶࡢ⮬❧㜼ᐖ≧ἣࡀ࡞ࡾぢ
ࡽࢀࡿࡇࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆ⿵࠺ࡓࡵఱࡀ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡢࡢ
㆟ㄽࢆ⾜࡞࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ⟇ᐃࡢࡓࡵࠊẕぶࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢඹྠ
సᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᑟࡁฟࡉࢀࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊඵ༓௦ᕷ࡛ヨ⾜⤖ᯝࡣࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿࡘ࡞ࡀࡾࠋぢᏲࡾࡢࡓࡕ㸫⚟♴♫ࡢᙧᡂྥ
ࡅ࡚㸫 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅㞟 ࠖࢆཧ↷ࡋ࡚ࡋ࠸㸧
ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࡣ⌧
ᅾ࡛ࡣᨵゞ∧ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩ࣮ࢺ୍ᘧࡢᇶᮏᵓᡂࡣࠊ
ࠕࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ ࠖ
ࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠖ
ࠕࡢ≧ἣ
ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺࠖࠕࡇࢀࡽࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ϩ㈨ᩱ  ࢆཧ↷㸧ࠋ

㸦㸱㸧ẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࡢศᯒղ
㹼ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢタ⨨
⌧ᅾᆅᇦ࡛ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡋ࡚⏕άᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰᰾࡞ࡿࡢࡣ⏕άಖㆤ࡛࠶ࡾࠊ⏕
άᅔ❓ࡍࡿẕᏊᐙᗞࡢẕᑐࡋ࡚ࠊࡲࡎຓ⪅ࡋ࡚㛵ࢃࡿ௦⾲ࡀ⏕άಖㆤᢸᙜࢣ࣮ࢫ࣮࣡
࣮࡛࢝࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋ⏕άಖㆤ࣮࣮࣡࢝ࢡ࢚ࣛࣥࢺࡢ㛵ಀࡣࠊࣜࣉࢫ࣮࢟ࡼࡿࠕࢫࢺ࣮ࣜࢺࣞ࣋ࣝ
ࡢᐁࠖ࠸࠺ゝⴥ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᑐ➼࡞㛵ಀࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶ࡿࠋẕぶ┤᥋ⓗ
┦ᑐࡍࡿ⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣࠊẕᏊୡᖏࡢẕぶࡽぢࢀࡤࠊ⮬ศࡓࡕࢆࠕ⌮ゎࡋ࡚ࡃ
ࢀ࡞࠸ࠖᏑᅾ࡛࠶ࡿྠࠕ⏕ẅዣࠖࡢᶒ㝈ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿᏑᅾぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋẕࡋ࡚ࡳ
ࢀࡤࠊᮏᙜࡣ⮬ศࡓࡕࡢࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀ࡚⮬❧ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿ㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡸࡴ࡞ࡃ㊥㞳ࢆྲྀࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸Ꮡᅾ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡗ࡚
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ࡣࠊࡲࡓࡑࡇ࡛ẕࡢ㊥㞳ࡀ⏕ࡌࡿࠊవィẕࡢࡇࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ᝏᚠ⎔ࢆ⏕
ࡳࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ➨  ᮇࡼࡾ⯙ྎࢆୡ⏣㇂༊⛣ࡋࠊẕᏊୡᖏࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿ⏕άࢆᨭ
࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆࢸ࣮࣐ᤣ࠼࡚ࠊձࠕࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᆅᇦ࠶ࢀࡤẕᏊୡᖏࡣᏳᚰࡋ࡚
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢࠖ࠸࠺ẕᏊࡀ⏝࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠊղẕࡢᮏᙜ
ࡢࠕኌࠖࢆ⪺ࡁࠊࡢࡼ࠺ࢧ࣮ࣅࢫ⤖ࡧࡘࡅࡿࠊࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮
ࢱ࣮ࠖࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡋࡓࠋẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࠊձ┤᥋ⓗẕᏊᐙᗞࡢ⏕άࠕᶒ
㝈ࠖࢆᣢࡓࡎࠊྠẕᏊᐙ᪘ᚰ⌮ⓗ㏆࠸Ꮡᅾ㸻⌮ゎ⪅ࡋ࡚ࠊղẕᏊࡶࡢᶒࢆ᧦
ㆤࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗࠊࡋ࡚ᮾὒᏛࡢ༠ຊࡢࡶ  ྡࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
࡞ᶵ⬟ࡋ࡚ࡣࠊձẕࠊᏊࡶࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓᶒ᧦ㆤࠊղ⏕άಖㆤᢸᙜࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡
࣮࢝ࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊẕᏊ⏕άᨭタࡢ⫋ဨࡢ㐃ᦠࠊ㐃⤡ㄪ
ᩚࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ྠẕぶࡢㄒࡿほⓗ࡞ୡ⏺ࡇࡑࡀྠẕぶࡗ࡚ࡢࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠊࡘࡲࡾࢭ
ࣝࣇࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽࡀ⮬ࡽࡢࠕᶒ᧦ㆤࡢどⅬࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࢀࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀࠊ
ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢᙺ⪃࠼ࡿࠋ


㸦㸲㸧ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ
᭱ᚋ⌧ᅾࡢẕᏊᐙᗞࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸧୍ᘧࢆ⏝ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁ
ࡓࡇࡣࠊࡁࡃศࡅ࡚  Ⅼ࠶ࡿࠋ
 Ⅼ┠ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚ẕぶࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣඛࡳࡓࡼ
࠺ࠕᶒຊ㛵ಀࠖࢆ࠶ࡿ⛬ᗘඞ᭹ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࠊయⓗࡳࡓ
ࠕຓ⪅┠⥺ࡽぢࡓᙜ⪅ཧຍ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊಶูⓗどⅬࢆࡶࡗࡓࠕᙜ⪅┠⥺ࡽぢࡓᙜ
⪅ཧຍࠖࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ⮬ࡽࡢே⏕ࢆษࡾ㛤࠸࡚࠸ࡇ࠺ࡍࡿຊࡸ᪉ྥᛶࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢࡓࡵࡣࠊẕᏊᐙᗞࡣẕࠊᏊࡶࡑࢀࡒࢀࡀࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ క㉮⪅ ࠖ
ࡸከࡃࡢ⌮ゎ⪅ࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉࠕక㉮⪅ࢆ᧦ࡋ࡚ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞⾤࡙ࡃࡾ㸻ᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࠖ࠸࠺どⅬࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 Ⅼ┠ࡋ࡚ࡣࠊᏊࡶࡢጼࡀぢ࠼ࡃ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶ࡇࢀࡽࡢ୍㐃ࡢࢩ࣮ࢺ
ࡣࠕᏊࡶ⏝ࢩ࣮ࢺࠖࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇࡽࡣᏊࡶࡢ⫱ࡕࢆࠕືⓗࠖࡣࡘࡵ࡞࠸ࠋࡸࡣࡾ
ຓ⪅ࡀẕぶࢆ㏻ࡋ࡚ࡳࡓࠕᏊࡶࠖࡢጼ࡛࠶ࡾࠊ┤᥋Ꮚࡶ᥋ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᏊ
ࡶࡢ㈋ᅔࡀྉࡤࢀࡿ୰ࠊ᪩ᛴᏊࡶࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡓᏊࡶࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ





8


㸦㸳㸧ḟࡢࢫࢸࢵࣉࡋ࡚ࡢㄢ㢟
ձࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸧ᶒ᧦ㆤ㹼ᙜ⪅ࡢࠕኌࠖࢆ⪺ࡃࡇࡢ㞴ࡋࡉ㹼
ᖹᡂ  ᖺཌ⏕ປാ┬ࡽฟࡉࢀࡓࠗẕᏊ⏕άᨭタ㐠Ⴀᣦ㔪࡛࠘ࡣタ㐠Ⴀ࣭ᨭ᪉ἲ
ࢆ㈏ࡃᇶᮏⓗどⅬࡋ࡚ࠊẕᏊࡢࠕᶒ᧦ㆤࠖࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡇࡢ୰࡛ࡣఱࡽලయⓗ
࡞どⅬ࣭᪉ἲࡣฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ♫ࡢ୰࡛ẕᏊࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ⨨ࢆ⌮ゎࡍࡿࡣࠕẕ
Ꮚᐙ᪘ࡢẕぶࡀࠊ
ᑵປᐙᏊࡶࡢ㣴⫱ࢆ  ே࡛㐙⾜ࡍࡿࡇࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿ࠸࠺๓ᥦࠖ
⚄ཎᩥᏊࠗᏊ࡙ࢀࢩࣥࢢࣝ࠘᫂▼᭩ᗑ  ᖺࠊS ❧ࡘどⅬࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡲ
࡛ࡶẕᏊࡢ❧ሙ❧ࡘ࠸࠺ࡇࡣࠊຓ⪅どⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜ⪅どⅬ❧ࡘ࠸࠺ࡇ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢព࡛ࠊᶒ᧦ㆤ㸻ᙜ⪅どⅬࡋ࡚ࡽ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࡑࡢどⅬ❧ࡗࡓࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠸ᙜ⪅ࡢࠕኌ࡞ࡁኌࠖࢆ௦ᘚࡋ
ゝㄒࡋ࡚࠸ࡃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ղ┦ㄯᶵ⬟ࡢᚲせᛶ㹼ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢᚲせᛶ㹼
ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ⣽ࠎ࡞᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢࠕᝎࡳࠖࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽ
ࡶࠊࡑࢀࢆ࠺ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡎ࠸ࡿ≧ែ࠶ࡿࠋ
ࠕẕᏊࡽࡢ┦ㄯෆᐜᆅᇦ㐃ᦠࠖ ϩ㈨
ᩱ㸳ࡢ 3 ཧ↷ ࡽࡶࢃࡿࡼ࠺ᨻ⟇ⓗᑐᛂࡍࡿၥ㢟ࡶ࠶ࢀࡤࠊ᪥ᖖ⏕άୖ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡃၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣၥ㢟ゎỴ࠸࠺Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྠẕᏊᐙ᪘ࡢᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ
ᙺࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋẕᏊࡢどⅬ❧ࡘࠊ
ࠕ┦ㄯࠖᶵ㛵ࡣ❆ཱྀࡀศᩓࡋ࡚࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ࠸ࡸࡍ
ࡃࡣ࡞࠸ࠋẕᏊࡗ࡚ࠊࡶࡗ㌟㏆࡛ࠊࡋࡶఱ࡛ࡶヰࡏࡿࡇࢁࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙺࢆ
ᢸ࠺ࡢࡀࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋ

ճ㛵ಀ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊ಟࡢᐇ
ࡲࡎ➨  ⫋ဨࡢຊ㔞ࡢၥ㢟࣭ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊලయⓗࡣࠊձ⏝⪅⌮ゎࡢ㊊ ẕぶࡢ⌮ゎ
ࡑࢀక࠺⫋ဨࡢẕぶࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡢΰࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊẕぶࡢே᱁㞀ᐖࠊ⢭
⚄㞀ᐖ➼ࡀࢃࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣ㐺ษᑐฎࡋ࡞࠸⫋ဨ㛫࡛ࡢΰࡸ⫋ဨࡢࣂ࣮ࣥ
࢘ࢺࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋղḟ⫋ဨࡢΰࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃせᅉࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࡢࡣࠊ⫋ဨࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀ⪅ࡀࣂࣛࣂࣛࡢࠕ౯್ほ࡛ࠖẕぶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㛵ಀ⪅ࡀẕぶᑐࡋ࡚ࠕ⏕ά⪅ࠖ࠸࠺どⅬࠊࡶࡋࡃࡣࠕẕぶࠖ࠸࠺どⅬ㸻♫ⓗᙺ
࠸࠺どⅬࡽࡔࡅ࡛ࡽ࠼⌮ゎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ⏕ά⪅ࠊẕぶ࠸࠺
௨๓ࡦࡾࡢࠕዪᛶࠖ࠸࠺どⅬࢆᣢࡘࡇࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋẕぶࡢ❧ሙ࣭
ᙺࡢᩚ⌮ࢆࡋࠊ⌮ゎࡍࡿࡇࡼࡾ⮬ศࡓࡕࡀࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࢣ࣮ࢫ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡃព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
 ᐇ㝿ࢶ࣮ࣝࢆ࠸ࡇ࡞ࡍࡣࠊᚑ᮶ࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢ◊ಟࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࢢ
࣮ࣝࣈࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊಶูࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡔ᪥ᮏ࡛ࡣᮏ᮶ⓗ
࡞ព࡛ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣ༑ศ࡞ᐃ╔ࢆࡳ࡞࠸ࡀࠊࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ࠼ࡿ࠺࠼࡛ᚋࡁ࡞ᙺ
ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
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㸱 ᐇ㊶ሗ࿌
㸯㸧⏕άಖㆤሙ㠃࠾ࡅࡿẕᏊᨭ㸦㸯㸧 
    ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ᢸᙜ ྂᒇᜤభ

ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊാࡁฟࡋ࡚  ᖺ┠ࡢࡽヱᙜࡢୡᖏࡢ᪉ࡢᢸᙜ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
⮬ືⓗࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ㸯࣭㸰ᖺ┠ࡣࡇࢀࡽⓎ⾲ࡍࡿ
᪉ࡣูࡢୡᖏࡢ᪉ࢆᢸᙜࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㸱ᖺ┠࡞ࡾ⮬ศࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿୡᖏࡢ୰
ࡽࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋ࡚ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸᪉ࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢୡᖏࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᮏ
᪥ࡣⓎ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ヱᙜୡᖏࡀࠊ㸱㸮௦ࡢẕ㸱ேᘵࡢ㸲ேୡᖏ࡞ࡾࡲࡍࠋẕࡣ㸱ேᏊࡶࢆぢ࡞ࡀࡽ࠾ࢆ
㡹ᙇࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉࡛ࠊయ᭶㸯㸳㹼㸴᪥ࡄࡽ࠸ാࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᏊࡶ㸱ே࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
Ⰽࠎ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ୰Ꮫ㸯ᖺ⏕ࡢ㛗⏨ࡣࠊᑠᏛ㸳㹼㸴ᖺ⏕ࡢࡣṤᏛᰯ⾜ࡅ࡚࠸ࡲࡏ
ࢇ࡛ࡋࡓࠋᑠᏛ⏕ࡢ㡭ࡣ㐌㸰㹼㸱᪥⾜ࡅࢀࡤⰋ࠸᪉ࡄࡽ࠸ࡢⓏᰯ㢖ᗘ࡛ࡋࡓࠋ୰Ꮫධࡗ࡚ࡽ
ࡣ⎔ቃࡀኚࢃࡾᬻࡃ⾜ࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡕࡻࡗࡎࡘኚࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡲࡓᏛᰯ⾜ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ㛗⏨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠎ↔Ⅼࡋ࡚࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋᑠᏛᰯపᏛᖺࡢḟ⏨ࡣࠊⓎ㐩
యⓗ࡞㐜ࢀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊィ⟬ࡀ≉࡛ࡁࡎࠊࡣ≉ูᨭᏛ⣭㏻ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋಖ⫱ᅬᗂ
ඣࢡࣛࢫࡢ୕⏨ࡣࡶࡢࡍࡈࡃඖẼ࡞Ꮚ࡛ࡕࡻࡗࡋࡓࡇ࡛Ἵࡁ͐ゝ࠺⒯Ⓝࢆ㉳ࡇࡍᏊ࡛ࠊ
ࡑࢀࡀཎᅉ࡛ㄗゎࡋࡓ㏆ᡤࡢ᪉ࡽ㆙ᐹࡸඣ┦㏻ሗࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀᗘࠎ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕᐙఱ
ᗘࡶ㆙ᐹࡸඣ┦ࡢேࡀ᮶࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖẕࡽ┦ㄯࡀࡇࡕࡽධࡿࡇࡶᐃᮇⓗ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡀ࡞ࡐࡇࡢࢶ࣮ࣝࢆ࠸ࡓࡗࡓ࠸࠺ࠊᏊࡶࡶࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࡀከࡃࠊࡇࢆ࠺┦
ㄯࡋ࡚࠸࠸࠾ẕࡉࢇ⮬㌟ࡶࡼࡃศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ
ࠕ࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࡛ࡍ㸽ࠖ࠸࠺ࡢࢆ
ࡇࡕࡽ୍ᮏࡋ࡚ࡈ┦ㄯࡀධࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ୍ᗘᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ㐺ษ࡞♫㈨※⧅࠸
࡛ゎỴྥ࠺ࡓࡵࡢ୍Ṍ┠ࡋ࡚ࢶ࣮ࣝࢆ࠸ࡓࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀ୍ࡘࠋࡶ࠺୍ࡘࡀ࡞࡞┤
᥋㛵ಀࢆసࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㛗⏨ࠊࢶ࣮ࣝࢆ㏻ࡋ࡚ヰࡋࡢࡁࡗࡅ࡞ࢀࡤ࡞࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡾ
ᐇ㝿ࡇࡢୡᖏ࡛⣙㸯ᖺ㛫ࠊࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡋྲྀࡾ⤌ࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
㸰㸷ᖺ㸶᭶㸰㸷᪥㸯ᅇ┠ࡢゼၥ࡛⾜ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺղ Ꮚࡶ
ࡢ♫ࡢ㛵ࢃࡾ ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࡢ㸯ᅇ┠ࢆ㛗⏨ࡈᮏே᭩࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋṤྠᖍࡋ
࡚࠸ࡓẕࠊẕࡢጒ࠶ࡓࡿ᪉ෆᐜࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊ┤᥋ヰࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃẕࢆ㏻ࡋ࡚㉁ၥࢆ
ࡋ࡚ࡃࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡀヰࡋࡓࡇࡶẕࡉࢇࡀせ⣙ࡋ࡚Ꮚࡶఏ࠼ࡿࠊ࠸࠺ὶࢀ࡛㐍ࢇ࡛࠸
ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆ᭩ࡃࡁࡶࠊቨ⫼ࢆࡘࡅ࡚య⫱ᗙࡾࡋ࡚࣮࣎ࢻࢆᣢࡗ࡚ࡇࡗࡕࡣࡃぢࡏ࡞
࠸ࡼ࠺᭩ࡁ㎸ࡳࠊฟ᮶ୖࡀࡗࡓࡢࢆᣢࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡔࡲࡔቨࡀឤࡌࡽࢀࠊఱࢆ⪺࠸࡚ࡶࠕࡣ
࠸࣭࠸࠸࠼ࠖࡋゝ࠸ࡲࡏࢇࠊ
ࠕఱࡍࡿࡢࡀዲࡁ࡞ࡢ㸽ࠖ➼ࡢ࣮࢜ࣉࣥ࡞㉁ၥᑐࡋ࡚ࡶࠕ࠸࠼ࠊ
ࡲ࠵ࠊࡣ࠸ࠖⱞ➗࠸ࡍࡿࡔࡅࠊࡑࢇ࡞ヰࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡋࡓࠋᐙࡢ୰ࡔ࡞࡞
ヰࡏ࡞࠸࡞ᛮ࠸ࠊ
ࠕᐙࡔヰࡏ࡞࠸ࡽ࠾ẕࡉࢇࡀ࠸࡞࠸❆ཱྀ᮶࡚⛎ᐦࡢヰࡋࡼ࠺ࡼࠖ࠸
࠺ࠊㄯࡢࡘࡶࡾ࡛ࡑࢀࡔࡅఏ࠼ࠊࡑࡢ᪥ࡣ⤊ࢃࡾࡲࡋࡓࠋ
㸯ᅇ┠ࡢゼၥࡀ⤊ࢃࡾࠊࡁ࡞ኚࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⩣᪥㛗⏨ࡀ❆ཱྀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋ࡚ࠊึࡵ
࡚㸰ே࡛ヰࡍᶵࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢ㛗⏨ࡢ㛵ಀࡀࡑࡇ࡛ࡁࡃኚࢃࡗࡓ࡞ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋಖㆤ㛤ጞࡽ㛗⏨ࡀ㸯ே࡛᮶ࡓࡢࡣࡇࢀࡀึࡵ࡚࡛ࠊ࠾ẕࡉࢇࡘ࠸࡚ࡁࡓࡇࡶ㸯ᅇࡋ
࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ᮏேࡶኚࡀ࠶ࡗࡓࡢᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ࠺ࡋ࡚᮶ࡓࡢ㸽ࠖヰ
ࢆࡍࡿࠕ࠾ẕࡉࢇࠊ⮬ศࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሿ௦ࡢ⏦ㄳࢆࡍࡿࡼ࠺⮬ศ࡛⾜ࡁ࡞ࡉ࠸ࡗ࡚ゝࢃࢀ
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ᅗ㸱㸫㸯 ࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺղ㸦Ꮚࡶࡢ♫ࡢࢃࡾ㸧ࡢᵝᘧ

ࡓࡽ᮶ࡓࢇࡔࠖᮏேࡣヰࡋࡲࡋࡓࠋ⤊ጞࣂࢶࡢᝏࡑ࠺࡞ࠊࡶ࠺ᖐࡾࡓ࠸࠸࠺㞺ᅖẼࡀ㠃
ⓗఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ឤࡌࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ࠾ẕࡉࢇࣖࣖ⾜ࡁ࡞ࡉ࠸ࡗ࡚ゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡞
ᛮ࠸ࠊ㸳ศ㸯㸮ศࡃࡽ࠸࠾ヰࡋ࡚ࡑࡢ᪥ࡣ⤊ࢃࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࠶࠾ẕࡉࢇࡽ࠾♩ࡢ㟁ヰࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕ᪥࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠖ࠸
࠺ࡇࠊ㛗⏨ࡀࠕྂᒇࡉࢇࡢヰࡀ࠶ࡗ࠸࠺㛫⤊ࢃࡗࡕࡷࡗࡓࢇࡔࡼࡡࠖヰࢆࡋ࡚࠸ࡓ
࠸࠺ࡇࢆఛࡗ࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋヰࡋ࡚ࡼࡗࡓࢇࡔ࡞࠸࠺ࡇࡑࡇ࡛Ẽ࡙ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
㛗⏨ࡣࡢ୰࡛ࡣࠊヰࡍࡢࡀ᎘࠸࡛ேࡢ㛵ࢃࡾࡀⱞᡭ࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸ࠊᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㛗
⏨ࡀᐇ㝿❆ཱྀ᮶࡚ࠊࡑࡢᚋẕࡽࡢ㐃⤡࡛ࠕࡶ࠺ࡕࡻࡗヰࡋࡓࡗࡓࠖᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇẼ࡙ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡇࡽ㸰ᅇ┠ࡢᐇࡲ࡛ィ㸱ᅇ❆ཱྀ࡛㛗⏨ࡢ㠃᥋ࢆ⾜࠸ࠊᑡ
ࡋࡎࡘヰࡀ࡛ࡁࡿ㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺղ Ꮚࡶࡢ♫ࡢ㛵ࢃࡾ ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࡢ㸰ᅇ┠࡛ࡍࠋὀ┠ࡋࡓ࠸
ࡇࢁࡋ࡚ࠊࡁࡃኚࢃࡗࡓࡢࡀ᪥୰ࡢᒃሙᡤ࡛ࡍࠋ㸯ᅇ┠ࡢࢩ࣮ࢺࡢ᪥୰ࡢᒃሙᡤࡣࠕ୰Ꮫ
ᰯࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㸰ᅇ┠ࡢ㠃᥋ࡢࡣࠕᐙ࣭ᅗ᭩㤋ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸯㸮᭶ࡢྜၐ⚍௨
㝆ࠊ㐌㸯ᅇ㸰ᅇࡋⓏᰯ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢཎᅉࡀఱࡣࡲࡔࢃࡗ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇࡀࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࡣࠕຮᙉࡀࠊ᭱㏆ࡣࢸࢫࢺࡢⅬᩘࡀⴠࡕ࡚ࡁࡓࡽຮᙉࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡚࡞࠸ࡢ
࡞ࠖ࠸࠺ヰࢆẕࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋྜၐ⚍ࢆᶵຮᙉࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡶ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ
࡛ࠊఱูࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣࠊಶேⓗᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺୍ࡘࡢࡁ࡞ኚࡀᐙ᪘ࡢ㛵ಀ
࡛ࠊࡇࡇࡀ ࣂࢶ ኚࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡼࡃᐙ᮶ࡿུẕẕࡢ㛵ಀࡀࡕࡻࡗᝏࡃ࡞ࡗࡓࠊ࠸
࠺ࡇࡣ࠾ẕࡉࢇࡽఛࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࢆᏊࡶࡣឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㐩㛵ಀࡢḍࡣኚࢃࡾ࡞࠸࡛ࡍࠋ㛗⏨ࡽ⪺ࡃ㝈ࡾࠕᏛᰯࡢ㐩ࡣ࠸ࡿࡢ㸽ࠖ⪺ࡃࠕ࠸ࡿࠖ
⟅࠼ࠊࠕே㛵ಀࡣၥ㢟࡞࠸ࡢ㸽ࠖࡗ࡚ゝࡗࡓࡽࠕࡲ࠵㐩ࡶ࠸ࡿࡋࠖヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋຮᙉ㠃
௨እ࡛Ꮫᰯ⾜ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࡁࠊே㛵ಀࡣࡁ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏᙜၥ
㢟ࡀ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࢀࡶࡲࡔࡶቨࡀ࠶ࡗ࡚࠾ヰࡋ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡑࡇࢆ࠺ࡲࡃゝ࠼࡚
࡞࠸ࡢ࠸࠺ࡢࡣࡇࢀࡽ㛵ಀࢆࡉࡽసࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤศࡽ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸰ᅇ┠ࡢᐇ࡛ࡣࠊࢩ࣮ࢺࢆ᭩ࡃࡁࡢᵝᏊࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ๓ᅇࡣࡽぢ࠼࡞࠸⨨࡛
グධࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡢ┠ࡢ๓࡛᭩࠸࡚ࡃࢀࡓࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀࡁ࠸ኚ࡛ࡋࡓࠋᬑẁࡽ㛵ࢃࡾ
ࢆᣢࡗࡓࡇ࡛㛗⏨ࡢ୰࡛ヰࡋ࡚࠸࠸┦ᡭኚࢃࡗࡓឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡸࡗࡶ㠃ⓗࡑࢀ
ࢆ᭩ࡃࡇࢁࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡿࡋࠊ㉁ၥࡋ࡚ࡶࡲࡔࡲࡔቨࡣឤࡌࡲࡍࡀࠕࡣ࠸࣭࠸࠸࠼ࠖ
ࠕࡲ࠵࣭࠸
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ࡸ࠸ࡸࠖ࠸࠺࠶࠸ࡲ࠸࡞㏉⟅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ



ᅗ㸱㸫㸰 ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ḟࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖࡢᵝᘧ

㛗⏨ኚࡀ࠶ࡗࡓࡁࠊẕࡢẼᣢࡕࡢࡼ࠺࡞ኚࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠊ
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧ࡀ㸯ᅇ┠ࡢࡲࡔᏛᰯ㛗⏨ࡀ⾜ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡶࡢ࡞ࡾࡲࡍ
ࡀࠊ
ࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࡶࠕնᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇࡋ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡞࠸ヰࡋ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࢆኚ࠼ࡓ࠸࠸࠺ヰࡶ௨๓ࡽ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡇࡣ᭩ࡎࠕࡲࡎࡣᏊࡶࡢ⫱ࡕ࡛ࡍ
ࡡࠖⴠࡕ╔࠸࡚࠾ヰࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡀ㸰ᅇ┠ࡢᐇ࡞ࡿࠊ
ࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࡢḍࡁࡃኚࡀ࡛ࡲࡍࠋ㸯ᅇ┠㸰ᅇ┠ࡢ㛫
ఱࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ࠊ㛗⏨ࡢⓏᰯ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ௨እࠊ୕⏨ࡢἽࡁ࡛㆙ᐹࢆࡤࢀ
࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀࡲࡓᩘᅇ࠶ࡗࡓࡇࠊࡑࡋ࡚ྠࡌ࣐ࣥࢩࣙࣥఫࢇ࡛࠸ࡿேࠕ㆙ᐹࢆ
ࡪࡒࠖ┤᥋ゝࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡶ࠺࠺ࡋ࡚࠸࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠖཧ
ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡋࡓࠋ୕⏨ࡢ࡛㏆㞄ࡽᚅᛮࢃࢀࡿࡇࡀ᎘ࡔ࠸࠺ヰࡑࡋ࡚࠾
ࡾࠊ⏨ࡶ୕⏨ࡀ႖ვࡋ࡚࠸ࡿࡁࡶࠊὀពࡋࡓ࠸ࡢࠕᛣࡗ࡚࠸ࡿኌἽࡁኌࡀࢭࢵࢺࡔ⤯ᑐ
ᚅࡔᛮࢃࢀࡕࡷ࠺ࡽᛣࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺㸽ࠖᝎࡲࢀ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡇ㛗⏨ࡶᏛᰯ⾜ࡅ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀ㔜࡞ࡾࠕᏊࡶࡢࡇ⮬ಙࡀ࡞
࠸ࠋ⾜࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪥୰ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡽ࡞࠸ࠋᏊࡶࡢࡇࡀࢃࡽ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠋࠖヰࡍࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࡶࠊ
ࠕնᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖࡢࡔࡅࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊࠕշᏊࡶࡢ㛵ಀࠖࡗ࡚࠸࠺ࡢ
ࢆࡁࡃ᭩ࡃࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㛗⏨࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠾ẕࡉࢇࡣᏊࡶࡢࡣࠕࡸࡗࡥࡾ
⫱ࡕࡢၥ㢟ࡔࡅࡔࠖ࠸࠺ឤࡌྲྀࡾ࡛ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㛗⏨࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡃ࡞ࡿࠊ⮬ศ⮬㌟⮬ಙ
ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᝎࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺༳㇟࡛ࡋࡓࠋ
ᅇࡢࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡋᩚ⌮ࡋࡓㄢ㢟ࡣࠊձ㛗⏨ࡢⓏᰯࡘ࠸࡚ࠋཎᅉࡀࡇ࠶ࡿࡢ࠸࠺
ࡢࢆ㛗⏨⮬㌟ࡸᐙ᪘࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊᨭ᪉㔪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋղ㏆㞄ఫẸ
ࡢࢺࣛࣈࣝࡘ࠸࡚ࠋ㌿Ꮿࡀᚲせ࡞ࡢࠊࡑࢀ௨እࡢゎỴ᪉ἲࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣࠊ࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼࡞
ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋճ୕⏨ࡢⓎ㐩ࡘ࠸࡚ࠋẕࡽ┤᥋Ⓨ㐩ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯࡣධࡗ
࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ㸱ṓ㸴᭶࡞ࡿ⌧ᅾࡶἽࡁ᪉ࡶࡦࡃࠊⓎㄒࡶ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊⓎ㐩ᚰ㓄ࡀ࠶ࡾࡲ
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ࡍࠋࡲࡎࡣࡇࡢ㸱ࡘࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ♫㈨※ࢆ࠺ࡇࡢᐙᗞ⧅࠸࡛࠸ࡃࠊᨭ⎔ቃࡢᵓ⠏ࢆ
➨୍⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐇࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠊᅇ୍␒Ⰻࡗࡓᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࡢୡᖏ㛵ࢃࢀࡓ
ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡗࡁࡢࡇࡢ⾲ࢆࡳࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊၥ㢟ࡣ࡞࠸࡞࠾ẕࡉࢇࡀឤࡌ࡚࠸ࡿⰍ
ࢇ࡞ㄢ㢟ࡀฟ࡚ࡁࡓࡈᮏேࡀッ࠼ࡿࡇࡣࡁࡃᕪࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇࢆ╔┠ࡋ࡚ᨭࢆ⪃
࠼ࡿࡼࡾ⌧≧࠶ࡗࡓᨭ᪉㔪ࢆ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡢࡀࡢࡇࡢࢶ࣮ࣝࢆࡗࡓ༳㇟࡛
ࡍࠋ
ఱࡼࡾࡶ୰Ꮫ㸯ᖺ⏕ࡢ⏨ࡢᏊࠊఱၥ㢟ࡸᅔࡗࡓࡇࡀ࠶ࡗࡓࠊࡑࡢࡔࡅධࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠊᏊࡶࡽࡋࡓࡽぶࡀ㐃ࢀ࡚ࡁࡓᣦᑟ⪅ࡔᛮࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋၥ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊ⮬ศࡢ୰࡛࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗࡓࡽᙺᡤࡢே㛫ࡀ᮶ࡓ࠸࠺ࡢࡣᏊࡶ
ࡗ࡚ࡣࡁ࡞ฟ᮶ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊᬑẁࡽ㛵ࢃࡗ࡚࠸࡚ఱࡶ࡞࠸ࡁࡽ㛵ಀࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊᏊࡶ⮬㌟ࡽヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᅇࡢ㛗⏨ࡢ㠃᥋ࡶࠊᑡ࡞࠸ᅇᩘ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ┤᥋ヰࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡛ࠕ᪥୰ࡢ
ᒃሙᡤࡀᏛᰯࡽᅗ᭩㤋ኚࢃࡗࡓࠖᮏேࡽ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏕άࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋࡓぢ❧࡚ࠊࡑࡢᏊࡶࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿࡲ࡛࠺ࡔࡗࡓࡢࠊୡᖏయࡋ࡚ࡣ
࠺ࠊ୧㠃࡛⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᨭࢆࡍࡿࡢࡶࠊᛴฟ࡚ࡁࡓᣦᑟ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊᬑẁ
ࡽ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢᘏ㛗࡛ᨭධࢀࡿࡢ࡛ࠊᏊࡶࡗ࡚ࡶࠊᬑẁࡽヰࡋ࡚࠸ࡿேࡕࡻ
ࡗヰࡋࢆࡋ࡚ࡳࡿࠊ┦ㄯࡋ࡚ࡳࡿ㛵ಀࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚Ꮚࡶࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡇࡢୡᖏࡣ≉ୡᖏయࡁࡃᙳ㡪ࡀ࡛ࡲࡍࠋ⏕άಖㆤࡢไᗘ
࡛ࡣୡᖏ༢࡛ᢸᙜࡀ㸯ேࡘࡁࡲࡍࠋࡋࡋࠊୡᖏࡢㄢ㢟ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࡣ࠾ẕࡉࢇࡣ୍ேࠊᏊ
ࡶࡣูࠎ୍࡛ேࡦࡾ࡛ぢ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㸯ࡘ㸯ࡘࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛యࡀኚࢃࡗ࡚࠸
ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ࠊ㸱ᖺ㛫ᦠࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡽࡣ௨ୖ࡛ࡍࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈ
ࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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㸯㸧⏕άಖㆤሙ㠃࠾ࡅࡿẕᏊᨭ㸦㸰㸧
ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ᢸᙜ ᒣᓊྔ

ᐇ㊶㸰࡛ࡣࠊ⚾ࡀ㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊඛࡢྂᒇࡀ⤂ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡢࡼ࠺
ࠊࡇࡢ㸯ᖺ⚾ࡀ㛵ࢃࡗࡓ୰࡛ືࡁࡀ࠶ࡿ᪉࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡈᮏேࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆά⏝
ࡋ࡞ࡀࡽ㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰࡛ࡢ⚾ࡢឤࢆ࣓ࣥ࠾ఏ࠼࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ᪉ࡢᴫせࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺಖㆤ㛤ጞ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㛤ጞࡢࡈᮏேࡢッࡣࠊ
ዷፎࢆࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ఫࡴሙᡤ࠾㔠ࡀ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡈୡᖏ࡛ࡍࡀࠊ࠾㸰ேୡᖏ࡛࠾ẕࡉࢇࡀ㸰㸴ṓࠊࠊㄪ⌮ࡢ࠾ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾Ꮚࡉࢇ
ࡀ㸲ṓࡢ⏨ࡢᏊ࡛ಖ⫱ᅬ㏻ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᬑẁࡢ⚾Ꮚࡢ᪉ࡢ㛵ࢃࡾࡣࠊ࠾ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ධ⏦࿌࠸ࡗ࡚ࠊ࠾⤥ᩱࢆࡢࡃࡽ࠸ࡶࡽࡗࡓ࠸࠺ࡢࢆ⏦࿌ࡋ᮶࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡾࠊ
㝔㏻࠺ࡢ་⒪ๆࢆࡇࡕࡽྲྀࡾ᭶㸯㹼㸰ᗘ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࢱ࣑ࣥࢢ࡛
Ⰽࠎ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ࠾ẕࡉࢇࡢᡂ⫱Ṕ࡛ࡍࡀࠊᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕ࡢ࠾∗ࡉࢇ࠾ẕࡉࢇࡀ㞳፧ࢆࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡇ
ࡢ᪉⮬㌟ࡶẕᏊᐙᗞ࡛⫱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ࡤ࠶ࡉࢇ࣭ẕぶ࣭∗ぶࡶཷ⤥Ṕࡢ࠶ࡿ᪉࡛ࡍࠋ㧗ᰯࡢ㸯
ᖺḟ㏥Ꮫࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢᚋࣝࣂࢺࢆࡋ࡞ࡀࡽぶඖ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㸰㸰ṓࡢዷፎࡀ
Ⓨぬࡋ࡚ࠊ࠾ẕࡉࡲࡽࡶࡇࢀ௨ୖᢇ㣴ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡇࡢ᪉୍ே࡛࠾⭡࠾Ꮚࡉࢇࡀ࠸
ࡿ≧ែ࡛ಖㆤ⏦ㄳ᮶ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ


ᅗ㸱㸫㸱 ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ẕぶ⏝㸧ࠖࡢᵝᘧ

ᅇࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ẕぶ⏝㸧
ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸱㸧ࡣࠊ࠾Ꮚࡉࢇࡣࡲࡔ㸲
ṓ࡞ࡢ࡛ࡇࡢࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ẕࡉࢇࡔࡅ⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᬑẁࡢ⏕άࡢ
࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊࢇ࡞ࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࢆࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍␒ྑ➃᭩࠸࡚࠶ࡿ⪺ࡁྲྀࡾෆᐜ࠸࠺ࡇࢁ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡈᮏே࡞ࡃ࠸࡚ࡅࡘࢆ  ۑ
࡛ࠊ⚾ࡀẼ࡞ࡗࡓࡇࢁࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚㏣グࡋࡓࡶࡢ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࠼ࡤࠕᑵປពḧࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ⫱ඣࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡢ⢭࠸ࡗࡥ࠸࠸࠺ࡇࡸࠊ
ࡑࡇࡽࡶ࠺ᑡࡋ࠾ヰࢆᗈࡆ࡚ࠕ࠾㔠ࢆ㈓ࡵ࡚࠸ࡘࡣ⮬ศࡢ࠾ᗑࢆᣢࡕࡓ࠸ࠖ࠸࠺࠾ヰࡶ⪺ࡃ
ࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠕぶ࣭ᘵࡢ㛵ಀࠖࡢ㡯┠࡛ࠊ⚾ࡣᅇࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚ึࡵ࡚
࠾ẕࡉࡲࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ࠾ẕࡉࡲࡶ࡛ᛁࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ࠾Ꮚࡉ
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ࢇࢆ㡸ࡗ࡚㈔࠺࡞ࠊ⫱ඣࡢᡭຓࡅࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡣ࡞࡞㞴ࡋ࠸ࠊ࡛ࡶᮏᙜࡣ࠾㢪࠸ࡋࡓ
࠸ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ᛮ࠸ࡸࠊ㟁ヰ࡛࠾ヰࢆࡍࡿࡢࡀ᪥ㄢࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ▱ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ
⚾ࡣࡇࡢࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚ឤࡌࡓࡇࡣࠊࡲࡎࠕ࠾ẕࡉࢇ୍ே࡛Ꮚ⫱࡚ࢆ୧
❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ࠸ኚࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ⋡┤ࠕᏊ⫱࡚ࡗ࡚ኚࡔ࡞ࠖᛮࡗࡓ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡘ┠ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ᪉ࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛Ⰽࠎ࡞ᕤኵࡸດຊࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿጼࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤ࠾㣗ࡢ‽ഛ࡛ࡶࠊ࠾ヰࢆ⪺࠸ࡓࡇࢁࠕࡈ㣤ࢆᅵ᪥ࡓࡃࡉࢇసࡗ࡚࠾࠸࡚෭
ࡋ࡚࠾ࡃ࣭࡞ࡿࡃ෭㣗ရࢆࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡸࠊ
ࠕᏳ࠸㣗ᮦࢆ᥈ࡍࡓࡵ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢆࣁࢩࢦࡋ࡚⮬㌿㌴࡛ᅇࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ヰࡀ࡛ࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᚋࡢ┠ᶆࡸㄢ㢟࠸ࡗࡓ࠾ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ
ࠕࡣࡇࢀࡀ⢭୍ᮼࡔࠖࡈᮏேࡀᛮࡗ
࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡇࡶឤࡌࡲࡋࡓࠋࡈᮏேࡢࡸࡾࡾࡢ୰࡛ࠊฟ᮶࡚࠸ࡿࡇࢆ୍⥴☜ㄆࡋ
࡚ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⌧≧୍᪦ࡣ⣡ᚓࡋᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡼ࠺ࠊᛮ࠼ࡿࡇࡶษࡔࢁ࠺ឤࡌࡲࡋ
ࡓࠋ
ḟࡢࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ࢚ࢥ࣐ࢵࣉ
ࡢࡼ࠺࡞ᅗࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋᕥഃࡽ
ಖ⫱ᅬ࣭㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿ᪉ࠊୖࡀ⫋ሙࠊྑୖ
ẕぶࠊࡑࡢୗ࠾ጜࡉࢇ࣭㐩࠸࠺ࡢࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓ
ࡶࠊ࠾ẕࡉࢇࡢࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠾࠸࠾ႅࡾࡔࡽࡡࠖࡈᮏேࡣ࠾ࡗࡋ
ࡷࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊẖ᪥࠾㟁ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛
ࡍࠋ⚾ࡣࡲ࡛ࡇࡢ᪉ࢆࠕᏊࡶࡢ࠾ẕࡉ
ࢇࠖ࠸࠺┠⥺࡛ぢ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ᪉
⮬㌟ࡀࠕᏊࡶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࠕᏊࡶࡋ࡚࠾ẕ
ࡉࡲ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ
ᨵࡵ࡚Ẽࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀྠࡌࡼ࠺
ࠊࡲ࡛⪺ࡅ࡞ࡗࡓ࠾ጜࡉࢇࡸேࡢヰ
ࡶฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋಖ⫱ᅬ࡛ࡣ࠾ẕࡉࢇࡋ࡚
ࡢ㢦ࡀ࠶ࡾࠊࡈேࡣࡈேࡋ࡚ࡢ㢦ࡀ
࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ࡛ࡈᮏேࡀ㐪ࡗࡓᙺࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀぢ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࢩ࣮ࢺࢆぢ
࡚ࠊᜍࡽࡃෆᐜࡼࡗ࡚┦ㄯࡋࡸࡍ࠸┦ᡭ
ࡸࠊຊ࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡑ࠺࡞┦ᡭࢆ㑅ࢇ࡛┦ㄯ

ᅗ㸱㸫㸲ࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺࠖࡢᵝᘧ

ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀ▱ࡽ࡞
࠸ヰࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊ┦ㄯ᮶࡚࠸࡞࠸ヰࡶࡁࡗ࠶ࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព
࡛ࠊሙ㠃ࡈ㢗ࡾࡍࡿ┦ᡭࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡃຊࡸࠊࡑࢀࡔࡅࡢ㈨※ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡔឤࡌࡲ
ࡍࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢᙺ࠸࠺ࡢࡣࠊࡈᮏேࡢ⏕άࢆయⓗぢࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ❧ሙ
ࡽࠊ⥅⥆ࡋ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ❧ሙࢆάࡋ࡚ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
᭱ᚋࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ࡳ࡚ࠊࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࢆࡍࡿୖ࡛ษࡔឤࡌࡓࡇࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡎࡣࠕᮏேࡀయ࡞ࡗ࡚ࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊḟࡢ┠ᶆࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᨭ࡛ࠖࡍࠋ๓ᥖࡢ
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧ࡘ࠸࡚ࠊ࠺࠸ࡗࡓ⫼ᬒࡸ≧ἣࡢ୰࡛
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ࡈᮏேࡀࡇࢀࢆ᭩࠸ࡓࡢࠊ࠸࠺ࡇࢁゐࢀࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࡇࡣ᭷ព⩏࡛ࡋࡓࠋࠕࡘࡂࡢ┠
ᶆࠖࡢࢢࣛࣇ࡛ࡣࠊࡈᮏேࡣࠕ⏕άࠖ࠸࠺㡯┠ࢆ࠶ࡆ࡚ࠕⴠࡕ╔࠸ࡓ⏕άࢆࡋࡓ࠸ࠖ࠾ࡗࡋ
ࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲ࡛ఛࡗ࡚ࡁࡓ࠾ヰ࡛ࡣࠊ
ࠕ࠾㔠ࢆᑡࡋ㈓ࡵࡓ࠸ࠖࡔࠕ࠾Ꮚࡉࢇࢆࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁ㏻ࢃ
ࡏࡓ࠸ࠖࠕື⬟࠺࠸ࠖ࠸ࡓࡋۑۑⓗ࡞せᮃࡀከࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕⴠࡕ╔ࡁࡓ࠸ࠖ࠾ࡗࡋ
ࡷࡗࡓࡢ࡛ࠊ⚾ࡋ࡚ࡣᑡࡋពእ࡛ࡋࡓࠋ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ᪉ࡗ࡚ࡢࠕⴠࡕ╔࠸ࡓ⏕άࢆࡋࡓ࠸ࠖ
࠸࠺┠ᶆࡢពࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊඛࡢࢫࣛࢻ࡛࠾ぢࡏࡋࡓࡼ࠺࡞ࢩ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ࠺ࡇ
ࢁࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊᐇᐙ࠾Ꮚࡉࢇࢆ㡸ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀฟ᮶࡞ࡃ࡚ࠊ࠾∗ࡉࢇࡶ࠸࡞࠸
୰࡛Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡸࠊᤲ㝖ࡘ࠸࡚ࡶࠕࡀᛁࡋࡃ࡚∦ࡅࡶฟ᮶࡞
࠸ࠖ࠸ࡗࡓࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ⫼ᬒࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊࡈᮏேࡀࡇ࠺ࡋࡓ┠ᶆࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌮ゎࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊ
ࠕᮏேࢆከゅⓗ࡞どⅬ࡛ᤊ࠼ࡿࡇࡼࡿ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࠖ࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋᬑẁࠊࡈ
᮶ᡤࡉࢀ࡚㠃᥋ࡍࡿ࡛ࡣㄒࡽࢀ࡞ࡗࡓෆᐜࢆᣠ࠸ୖࡆࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡ
ࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸱㸧࡛ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢⱞປࡸࠊ࠾ẕࡉࢇࡋ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼࢆぢࡿࡇࡀฟ
᮶ࡲࡋࡓࡋࠊඛࡢ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧࡛ࡣࠊࡈᮏே
࿘ᅖࡢ㛵ࢃࡾࢆぢࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋᬑẁࡢヰࡢࡳ࡛ࡣࠊࡈᮏேࡀヰࡑ࠺ᛮࡗࡓࡇࠊ⚾ࡀ
ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡋ࡚⪺ࡁࡓ࠸ࡇࡋᣠ࠸ୖࡆࡿࡇࡋ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࠾ヰࢆఛࡗ࡚࠸ࡿ୰
࡛ࡶࠊ⚾ࡢ୰࡛࠺ࡋ࡚ࡶࠕពࡀ࠶ࡿࡶࡢࠖࠕࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࠖ㑅ูࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡞ࡢ
࡛ࡍࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤᅾࡿࡁጼ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ഴྥ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
ࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ࡳ࡚Ẽࡀࡃࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ࠾Ꮚࡉࢇࡶᡂ㛗ࡋ࡚ࠊ࠾ẕࡉࢇࡶᵝࠎ࡞ኚࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ⚾⮬㌟ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡋ
࡚࠺࠸ࡗࡓⅬὀຊࡋ࡚ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃࡁ⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ
ࡈᮏேࡽⰍࠎ࡞ࡇࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ᕤኵࡀᚲせ࡛ࡍࡋࠊᬑẁࡢ⏕άࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ୰┠ᶆࢆタ
ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺ࠸࠺ࡶࡢࡀ㞃ࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡈᮏேࡢᙉࡳ࠸࠺ࡢࡶࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⪺
ࡁྲྀࡾࡢ୰㞃ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆᣠ࠸ୖࡆࠊᨭάࡋ࡚࠸ࡃࡀࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡢⓎ⾲ࡣ௨ୖ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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㸦㸰㸧ẕᏊ⏕άᨭタ࠾ࡅࡿẕᏊᨭ
㸯㸧ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ 
ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑẕᏊᣦᑟဨ Ლᒣ⣧Ꮚ

ࡈᏑ▱ࡢ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ▱ࡽ࡞࠸᪉ࡶ࠺୍ᗘࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡗ࡚ࢇ
࡞ࡇࢁ㸽࠸࠺ࡇ࡛ᑡࡋࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡢᴫせࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ୡ⏣㇂༊❧ࡢẕᏊ⏕άᨭタ࡛ࡍࠋ㸱㸮ᐊࡀධࢀࡿᑡࡋࡁࡵࡢタᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⥭ᛴ㒊
ᒇࡀ㸯㒊ᒇ࠶ࡾࡲࡍࠋ⌧ᅾධᡤୡᖏᩘࡀ㸰㸴ୡᖏࠊஙᗂඣ㸯㸲ྡࠊᑠᏛ⏕㸯㸱ྡࠊ୰㧗⏕㸯㸴ྡࡢ
ィ㸴㸷ྡࡀࡇࡕࡽࡢタ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫࢱࢵࣇࡣࠊタ㛗㸯ྡࠊ⫋ဨ㸷ྡࠊィ㸯㸮ྡࠋ㸰㸲
㛫㸱㸴㸳᪥ᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ↛ኪ㛫ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ᐟ┤ᴗົࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺᗘࡼࡾಖ⫱ᐊࢆ㛤ᅬࡋࠊಖ⫱ᅬධᅬ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸タࡢᏊࡶࢆ㸳ྡࡲ࡛㡸ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࠊ༊❧ಖ⫱ᅬ‽ࡌࡿᙧ࡛࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸱ྡࡢಖ⫱ኈࡀ࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᖖ㸰ྡ࡛㸯᪥ᅇ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⤥㣗ࡸ࠾ࡸࡘ࡞ࡶᡭసࡾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⤥㣗ࢫࢱࢵࣇࡶ㸰ྡ࠾ࡾࡲࡍࠋ
ඛࡽⰍࢇ࡞࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᮾὒᏛࢳ࣮࣒ࡣࠊ⚾ࡓࡕୡ⏣㇂༊❧ࡢᘓ≀࡞ࡾࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺࡽ㸳ᖺ㛫Ώࡗ࡚ࠊඛࡶ⤂ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᮾὒᏛࢳ࣮࣒ࡢ᪉࡛㛤
Ⓨࡉࢀࡓ  ✀㢮ࡢࢩ࣮ࢺࢆ㸳ᖺ㛫ࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᙜึࡣࢩ࣮ࢺࡢ࠸᪉ࡀ㠀ᖖ㞴ࡋࡃ࡚↛ࢃࡽ࡞ࡃࠊධᡤࡢẕ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞ࡗࡓ
ࡾࠊẕࡢ࠺ࡶึࡵ࡚ࢩ࣮ࢺࡢグධ࠸࠺ࡇ࡛ᑡࡋᡞᝨࡗࡓࡾࠊࡃศࡽ࡞ࡗࡓࡾ࠸࠺᪉
ࡶ࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍࡀࠊࡑࢇ࡞࡞࡛ᙜึࡣ࠾ẕࡉࢇᑐ㠃ࡋ࡞ࡀࡽ㛫ࢆタࡅ࡚ࢩ࣮ࢺࡢグධࢆ
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊグධࡍࡿ㝿ࡢ࠾ẕࡉࢇࡢᵝᏊࡶほᐹ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡍࡈࡃࡺࡗࡃࡾ⪃࠼࡞ࡀࡽ᭩
ࡃ᪉ࠊࣃࢵࣃࢵࣃࡉࡗㄞࢇ࡛㸳ศ࡛グධࡉࢀࡿ᪉ࠊࡪࡘࡪࡘゝ࠸࡞ࡀࡽࠕࢃࢇ࡞࠸ࢃ
ࢇ࡞࠸ࠊ࠶࣮⤖ᒁࢃࢇ࡞࠸ࠖࠊ✵ḍ࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺᪉ࠊᮏᙜ࠸ࢁࢇ࡞᪉ࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋࢩ࣮
ࢺࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊ⫋ဨࡢ࠺ࡶࡔࢇࡔࢇࢩ࣮ࢺ័ࢀ࡚࠸ࡁࠊࢩ࣮ࢺࢆୖᡭࡃྲྀࡾධࢀ
࡞ࡀࡽࡢ⮬❧ᨭ㠃ㄯࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸯㸯᭶ࠊᮾὒᏛࢳ࣮࣒ࡢึᅇࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⚾ࡶࡢタࣃ࣓ࣝࢰ࡛ࣥ⾜࠸ࠊ
ࡑࢀ௨㝆ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘෆィ㸳ᅇࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ㸰ᅇࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ㸱ᅇࠊࡑࢀࡒࢀᡴࡕྜࢃ
ࡏࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋⅲᒣᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ྜྠ࡛ࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆཷࡅࠊࢩ࣮ࢺࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
ࡸࡑࡢ㊃᪨ࠊ⏝᪉ἲ࡞ࡢ☜ㄆࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᅇࡀ㐍ࡴࡘࢀ࡚ࠊධᡤࢣ࣮ࢫࡢࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡸ᳨ウ࠸࠺ᙧᘧኚࢃࡾࠊᮾὒᏛࢳ࣮࣒ࡽࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂࢬࢆཷࡅࠊࡑࢀࢆࡶ࠾ẕ
ࡉࢇࡲࡓᏊࡶࡢᨭෆᐜࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࠊ⫋ဨဨࡀඹ㏻ࡢㄆ㆑ࡢ࡞࡛ᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ
ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ⓙࡉࢇࡢ࠾ᡭඖ⚾ࡢ㈨ᩱ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ᡴࡕྜࢃࡏࡢάືሗ࿌㸦3㸧࡞ࡀධࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㈨ᩱྠࡌࡼ࠺ࠊඛ⏕άᨭㄢ
࡛ࢫࣛࢻ࡛ฟࡋ࡚࠸ࡓ㸲ᯛࡢࢩ࣮ࢺ㸦ϩ㈨ᩱ㸱ࠊ3 ཧ↷㸧ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࢩ࣮ࢺ
ࢆぢ࡞ࡀࡽヰࢆ࠾⪺ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯␒ࠊࢩ࣮ࢺࡽࡢẼ࡙ࡁࠋࡑࢀࡒࢀࡢグධࡢ᪉ࠋ
ᩥᏐࢆ⥡㯇᭩ࡁ㎸ࡳࠊᐃつࢆࡗ࡚⥺ࢆᘬ࠸࡚ࡉࡽᐃつࢆࡗ࡚ࡶࡗࡶࡗኴࡃᘬ࠸࡚࠸
ࡃ࠾ẕࡉࢇࠊࡇࡢࡼ࠺ᑀ࡞సᴗࢆࡍࡿேࠋࡲࡓࡣࡃ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡳࡳࡎࡢࡼ࠺࡞Ꮠ
ࢆ᭩࠸࡚⥺ࡶ㐺ᙜᘬ࠸࡚࠸ࢀࡿ᪉ࠊᅔࡾࡈ㛵ࡋ࡚ࡶࠕ࡞࠸ࠖ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡽࢀࡿ᪉ࠊ
ᵝࠎ࡞᪉ࡀ࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
≉ࠊ࠸ࡘࡶ⚾ࡓࡕᑐᛂࡍࡿࡁࡣࡍࡈࡃ≀⭜ࡀᰂࡽ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ᭩ࡃࡁ࡞ࡿᭀ
࡞ཱྀㄪ࡛⊂ࡾゝࢆゝ࠸࡞ࡀࡽ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ᪉ࠊ㏫ぢࡓ┠ࡀࡍࡈࡃὴᡭ࡛ࡕࡻࡗヰࡋ࡙ࡽ࠸࡞
࠸࠺᪉ࡀ࡚ࡶᑀ⪺ࡁྲྀࡾ࡞ࡀࡽ᭩࠸࡚࠸ࡗࡓࡾ͐࠸࠺ࡇࢆࡉࢀ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡶࡑࡢ⌧ሙ
ࢆぢ࡞ࡀࡽࠕ࠶ࠊࡇࡢ࠾ẕࡉࢇࡗ࡚ࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡿࢇࡔ࡞ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᬑẁࡢࢠࣕࢵ
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ࣉࢆឤࡌࡓࡾ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
グධせࡍࡿ㛫࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶ࠾ẕࡉࢇᵝࠎ࡛ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡁࡕࢇࡲࡵࡼ࠺ࡺࡗࡃࡾ
㛫ࢆࡅ࡚グධࡍࡿ᪉ࠊ
ࠕࢃࢇ࡞࠸࡞࣮ࠊࢃࢇ࡞࠸࡞࣮ࠖఱᗘࡶ㤳ࢆࡋࡆ࡞ࡀࡽࠊ⊂ࡾ
ゝࢆゝ࠺ࠋࡑࡢ⊂ࡾゝࡕࡻࡗࡋࡓࡁࡗࡅࡀ࠶ࡾ⚾ࡓࡕࡀⓎぢ࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡑࢇ࡞㢼ᙜึࡣࡦࡾ㸱㸮ศࡽ㸯㛫ࡃࡽ࠸ࡅ࡚グධࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕࡶᙜึࡣ
࠾ẕࡉࢇࡀグධࡍࡿ⌧ሙ❧ࡕ࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡢグධࡍࡿ୰࡛ࢇ࡞ゝⴥࢆⓎࡍࡿࠊࢇ࡞ࡩ࠺
᭩࠸࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡶ㔜せࡔࡼ࠸࠺ࢻࣂࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡍࡈࡃ㈗㔜࡞㛫ࡔᤊ
࠼࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸰ᖺ┠㸱ᖺ┠ࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊᑡࡋ㛫ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ࠶
㠃ㄯࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࢺ࣮ࢱࣝ㸱㛫ࡃࡽ࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊࢩ
࣮ࢺࡣ࠾ẕࡉࢇΏࡋ࡚グධࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡽࠊ㠃ㄯࢆ㐍ࡵࡿ࠸࠺ᙧࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸲✀ࡢࢩ࣮ࢺࡢᫎࡋ࡚ឤࡌࡓࡇ࡛ࡍࡀࠊ๓ᥖ㸦3֧㸧ࡢࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮
ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧ࡀࠊ⫋ဨࡢ୰࡛ࡣࡇࢀࡀ୍␒ᙺ❧ࡗࡓ࠸࠺ኌࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᑐ㇟⪅ࡀࡢ
ࡼ࠺࡞ே㛵ࢃࡾࠊࡲࡓࡑࡢ㛵ಀᛶࡀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ୍┠░↛࡞ࡾࡲࡍࠋ≉ࠊࢫࢺ
ࣞࢫᛶࡀ࠶ࢀࡤᐇ㊶ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⥺㊰ࡳࡓ࠸⥺ࢆධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀᙉࡅࢀࡤ㸦⥺ࡀ㸧ኴ
ࡃ࡞ࡿࠊᙅࡅࢀࡤ⣽ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡼ࠺ࠊᮏᙜ᭩ࡁ㎸ࡴࡔࡅ୍࡛┠࡛ࡇࡢ᪉ࡀࡇࢇ࡞㛵ಀᛶࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡞࠸࠺ࡢࡀࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡀࡃᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ሙᡤࡸேࡀᑐ㇟⪅ධࡗ࡚ࡃ
ࡿࠊࡍࡈࡃ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࡋ࡚ࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࡀࡍࡈࡃ㔜せ࡞⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡚ࡶ㔜せ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊࡑࢀࢆࡁࡗࡅࡋ
࡚ࠊヰࢆ᥀ࡾୗࡆࡓࡾᗈࡆ࡚࠸ࡗࡓࡾ࠸࠺ࡇࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊ㛵ಀᛶࡀᑡ࡞࠸࠸࠺࠾ẕࡉࢇࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ேࡗ࡚ࡣᑡࡋⱞ
③ࡔࡗࡓ࡞࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ๓ᥖ㸦3㸧
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧࡛ࡍࡀࠊࡑࡕࡽࡢࢩ
࣮ࢺࡣ༢⣧ࢢࣛࣇ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠾ẕࡉࢇ⮬㌟ࡀឤࡌࡿᅔࡾࡈ࡞ࡾࡲࡍࠋᨵࡵ࡚ࡇࡕ
ࡽࡀ⪺࡞ࡃࡶࠊࡑࡇ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆぢ࡞ࡀࡽࡍࢇ࡞ࡾヰධࡗ࡚࠸ࡅࡿ࠸࠺ࡇࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧ࡣࠊ
ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡ
ࢩ࣮ࢺ㸦⌧≧☜ㄆࢩ࣮ࢺ࣭ࣃ࣓ࣝࢰࣥධᒃ⪅⏝㸧
ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸳㸧ࡢ㡯┠ᩘᏐࡀ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊࡑࡕࡽẚ࡞ࡀࡽ᭩࠸࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࢩ࣮ࢺࡣ୍㏻ࡾ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡀఱࢆ᭱ึࡽၥ࠸ࡅ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠾ẕࡉࢇࡢ
୍㏻ࡾࡢࡀศࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ᪂ࡋࡃධ⫋ࡋࡓ⫋ဨࡀࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ࠸࡞ࡀࡽ࠾ẕࡉ
ࢇ㠃ㄯࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊ㸳ᖺ┠࣭㸯㸮ᖺ┠ࡢ⫋ဨࡀ⾜ࡗ࡚ࡶࠊࡃᚲせ࡞㔜せ࡞Ⅼࡣ㒊⪺ࡅࡿ
࠸࠺ࢩ࣮ࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᩘࡼࡗ࡚ࡑࡢࢩ࣮ࢺࡢ࠸᪉ࡣᵝࠎ࡛ࠊࡑࡇࡽ᭦ᗈࡆ࡚࠸
ࡃຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡣᗈࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࡋࠊࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸⫋ဨࡶ᭱ప㝈ࡢ⪺࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ
ࡣ⪺࠸࡚࠸ࡅࡿ࠸࠺ࠊ࡚ࡶ㔜せ࡞ࢩ࣮ࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢇ࡞ࢩ࣮ࢺࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࠊᑐ㇟⪅͐࠾ẕࡉࢇࠊᏊࡶࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊ⫋ဨࡣࢇ࡞
ࡩ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ⚾ࡶ⫋ဨࡋ࡚ࡽࡢឤࡌ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ࠾ẕࡉࢇࡗ࡚ࠊ
ᚋࡢ⮬ศࡢࢆࡁࡕࢇࡋࡗࡾ⪃࠼ࡿ࠸࠺࠸࠸㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋఱ
࡞ࡃ㢌ࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸࡚ࡶࠊ࡞࡞⮬ศࡢᅔࡾࡈ࠸࠺ࡢࡀᩚ⌮ࡋ࡚ฟࡏ࡞
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ᅗ㸱㸫㸳 ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦⌧≧☜ㄆࢩ࣮ࢺ࣭ࣃ࣓ࣝࢰࣥධᒃ⪅⏝㸧ࠖࡢᵝᘧ

࠸࠸࠺࠾ẕࡉࢇࡀከ࠸୰ࠊྍどࡍࡿࡇࡼࡗ୍࡚ᗘ࠾ẕࡉࢇࡀࠕ࠶ࡗࠊ⚾ࡗ࡚ࡇࢇ࡞㢼
ᝎࢇ࡛࠸ࡓࢇࡔ࡞ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊ
ࠕ⚾ࠊࡇࢇ࡞ࡶࡢࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࢇࡔࠖ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑࢀࡀ᭩ࡁฟࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࢩ࣮ࢺ࡛࠾ẕࡉࢇ⮬㌟ࡶ☜ㄆࡋ࡚ࠊࡑࡇࡽ᪂ࡓ୍
Ṍࠊᨭࢆ⪃࠼࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡅࡿࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢩ࣮ࢺࢆグධࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ≉࠺ࡕࡢࡼ࠺࡞タ࡛ࡣⓎ㐩ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠾
ẕࡉࢇ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ⢭⚄ⓗⰍࠎᝈࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࠾ẕࡉࢇࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ㞴ࡋࡃឤࡌࡿ࠾ẕ
ࡉࢇࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡶ☜࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ࡛ఱᗘㄝ᫂ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞ࡑࡢグධࡢ᪉
ࡀࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶᮏᙜ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࠕࡇࡀࢃࡽ࡞࠸ࠖ⪺ࡁࠊࡲࡓ୍ࡘ
࠾ẕࡉࢇࢆⓎぢ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࡸࡣࡾࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚࠸ࡃࡢࡣࡍࡈࡃ㔜せ
࡞ࡇ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
୕⪅ࡀྠࡌࢩ࣮ࢺࢆぢࡿࡇ࡛ࠊ୍ᗘሗࡀᩚ⌮ࡉࢀඹ᭷ࡶ࡛ࡁ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ㏫୕⪅
ࡢᛮ࠸ࡀࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇࡀឤࡌ࡚࠸ࡿ࠾ẕࡉࢇ⮬㌟ࡀࠊᡃࠎࡀឤࡌ࡚࠸
ࡿ࠾ẕࡉࢇീࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾ࡛ヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶࠊ
ࡑࡢࢩ࣮ࢺࡀ࠶ࡿࡽࠕ࠾ẕࡉࢇࡇ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿࢇࡔࡡࠊ࡛ࡶࡇࢀࡶࡶ࠺୍ࡘ࠶ࡗࡓࡽ࠺㸽ࠖ
࠸࠺㢼⚾ࡓࡕࡢ᪉ࡽ㸯ࡘࡎࡘࣉࣛࢫࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶฟ᮶࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࢩ࣮ࢺࢆ࠸࡞ࡀࡽ㊊ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊᏊࡶᑓ⏝ࡢࢩ࣮ࢺࡶࡇࡕࡽࡢ
᪉࡛༠ാ࡛㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡍࡈࡃࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࢩ࣮ࢺ࡛ࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡕࡢ タࡢ Ꮚࡶ
ࡀࡍࡿࡢ㸱㛫ࡃࡽ࠸ࡗࡓࡾࠊ㸱㸮ศࡎࡘศࡅ࡚㸯㐌㛫ࡃࡽ࠸࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࡞ࢇ࡚ࡇࢆࡋ
࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣ࠸ࡸࡍ࠸ࠊᏊࡶࡗ࡚ࡶ㛵ಀᛶࢆぢࡿࡓࡵࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠖࡢࢩ࣮ࢺ
ࡣࡍࡈࡃ౽ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺ࡸࡗ࡚ࢩ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡞ࡀࡽ⮬❧㠃ㄯࢆࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ࡞ࢇ࡞ࢇࡔࢁ࠺
࠸࠺ࡇࢆ⫋ဨ࡛⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ
㸲✀ࡢࢩ࣮ࢺࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ⏝ࡍࡿࡢࡣ㸯ᖺ㸰ᅇࡢ⮬❧ᨭィ⏬ࡢࡔࡅ࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㸳ᖺ
㛫⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍␒㛗࠸᪉࡛㸯㸮ᅇࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪂ࡓ࡞ᨭࢆィ⏬ࡍࡿ
ࡁࡣ୍␒┤㏆ࡢࠊ๓ᅇࡸࡗࡓࢩ࣮ࢺぢẚ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࡀࠊ⫋ဨࡢ୰࡛ࡣࠊࡉࡽ
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ࡑࡢ๓ࡢ࠼ࡤ㸰ᖺ๓ࠊ㸱ᖺ๓ࡢࢩ࣮ࢺࡶఱࡽࡢᙧ࡛㸯ᯛࡢࢩ࣮ࢺᫎࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡲ
࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓᨭࡀຠᯝⓗࡔࡗࡓࠊࡶࡋࡃࡣᨭࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ
ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࡢࠊࡑࢀࡀ㸯ᯛぢ࡚ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࢀࡤࡶࡗ౽ࡔࡗࡓࡼࡡࠊ
࠸࠺ヰࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡣᡃࠎࡀᮏ᮶ࢩ࣮ࢺࢆఱᖺࡶ㐳ࡗ࡚ぢ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸
ࡇ࡛ࡍࠋ᪂ࡋ࠸⫋ဨࡀධࡗ࡚ࡁ࡚ఱᖺࡶ๓ࡢࢩ࣮ࢺࢆࡵࡃࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺㛫ࡀ࡞࡞ࢀ࡞
࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࢩ࣮ࢺ⮬యࡀࡑ࠺࠸ࡗࡓᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠸࡞࠸࠺ࠊࡇࢀࡣᕼᮃࢆ㎸ࡵ࡚ࠊ
㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㒊ศ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᳃⏣ඛ⏕ࡶ᭱ึ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୰ࡢࡾ㏉ࡾ࠸࠺ࡶࡢࡀࡍࡈࡃ࡞
ࡢࡣ⚾ࡓࡕࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᐇ㝿⌧ሙ࡛ື࠸࡚࠸ࡿ⌧≧ࡢၥ㢟≉ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ࡞࡞
᪥ࠎࡢࡾ㏉ࡾ࠸࠺ࡇࡀฟ᮶࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ┠ࡢ๓㉳ࡁ࡚ࡇ࡛⢭࠸ࡗࡥ࠸࠸࠺⫋ဨ࡞ࡢ
࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࡁࡕࢇࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡞ࡶᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡸࡗ࡚ࡁࡓ୰࡛ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࢆୖࡆࡿࡓࡵࡢຮᙉ࠸࠺ࡶࡢࢆ⌧ᅾࡸ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠾ୡヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑠᯘඛ⏕౫㢗ࡋ࡚ࠊ๓ᖺᗘࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ
ࡽᖺ㸴ᅇࡢຮᙉࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸯ᅇ㸰㛫ࡢᯟ࡛ᖺᗘࡣ㸴ᅇࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺ≉ࡋࡓຮ
ᙉࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᖺᗘࡶィ㸴ᅇ⾜࠺ணᐃ࡛ࠊ᪤㸳ᅇ⤊ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡢᡭඖ
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢ✵ⓑࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠾ࡶ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡀຮᙉ࡛ࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࢺ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
࡞ࡐຮᙉࢆ⏬ࡋࡓࡢ࠸࠸ࡲࡍࠊ༢⣧ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢຊࢆୖࡆࡓ࠸ࠊ⫋ဨဨࡀᛮ
ࡗ࡚࠸ࡓࡇࠊ⌧ሙ࡛ࡣ⫋ဨࡢ␗ືࡀ࠶ࡾࠊࡍࡈࡃධࢀ᭰ࢃࡾࡀ⃭ࡋ࠸࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕဨࡀࠊ┦
ㄯᴗົࡢࣉ࡛ࣟࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࠊㆤࡢ⌧ሙࡽ࠸ࡁ࡞ࡾࣃ࣓ࣝࢰࣥࡢタ␗ືࡋ࡚ࡃࡿ⫋ဨ
࠸࠺ࡢࡶከ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢࡓࡵࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࢆࡘࡅࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊẕヰࢆࡍࡿ㛫ࢆ᭷ຠ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊẕᏊࡢᛮ࠸ࢆゝⴥ㏻ࡾᤊ࠼ࡎࠊࡑࡢഃ
࠶ࡿⰍࢇ࡞ࡶࡢࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿຊࢆࡘࡅࡓ࠸ࡓࡵࠊ⫋ဨࡢࣂࣛࣂࣛ࡞ᛮ࠸ࢆⓗ☜࡞ᣦᑟ࡛ࡲࡵ࡚ࠊ
᪉ྥᛶࢆ୍ᮏ⤠ࡗ࡚ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ࠸࠺ࡶࡢࡢࡓࡵຮᙉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ຮᙉ⏝ࡢࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᚓࡓሗࢆ⫋ဨࡀࡑࢀࡒࢀゎ㔘࣭ホ౯ࡋ࡚ࠊẁ㝵ⓗ
ᨭࢆࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⣽࡞ゎ㔘࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊẕࡢ㛵ࢃࡾࡶ
ࡼࡾ῝ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊಶே࡛ࡣ╔┠Ⅼࡀ୍ࡘࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⫋ဨඹ᭷ࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ࡇ࡛ど㔝ࡀᗈࡀࡾࠊ
ᑐ㇟⪅ࢆከ㠃ⓗࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡉࡽࡑࡇඛ⏕ࡽࢻࣂࢫࢆ࠸
ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊ㸱㸴㸮ᗘࡃࡿࡗయⓗぢ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡞ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠊࡑࡇࡽఱࢆឤࡌྲྀࡿ࠸࠺ࡇࢆ㸯
ࡽᏛࡪࡇࡣࢳ࣮࣒ຊࡢᗏୖࡆࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢຮᙉࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜ࡗࡓᘏ㛗⥺ୖ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᚋࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᨭຊ
࠸࠺ࡶࡢࢆୖࡆ࡚࠸ࡅࢀࡤࡼ࠸࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖࡀ⚾ࡢⓎ⾲࡞ࡾࡲࡍࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
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ᮾὒࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘  ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ


ᖹᡂ  ᖺࡽ  ᖺ㛫Ώࡾ㛤Ⓨࡉࢀࡓࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋẕࡢ㠃ㄯࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ึᖺᗘࡣ࠸᪉ࡀࢃࡽࡎࠊᏊ౪ᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ྜྠ࡛ࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆཷࡅࡓẕ࠺ࡲࡃ
ㄝ࡛᫂ࡁ࡞ࡗࡓࡾẕࡢ᪉ࡶᅔᝨࡋグධࡍࡿࡲ࡛┦ᙜࡢ㛫ࢆせࡍࡿ᪉ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ
グධࡢẕࡢல⣽࡞ゝⴥࡸឤࢆࡼࡃほᐹࡍࡿࡼ࠺ࡢຓゝࢆཷࡅࠊᙜึࡣࡺࡗࡃࡾ
㛫ࢆࡅẕࢆほᐹࡋࡲࡋࡓࠋࡥࡗࡥࡗグධࡍࡿேࡸᝎࢇ࡛ࡋࡲ࠸ࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡿேࠊࡪ
ࡘࡪࡘゝ࠸࡞ࡀࡽ᭩ࡁ㎸ࡴ࡞ẕࡶࡑࢀࡒࢀ࡛ࡋࡓࠋ⏝ࡍࡿᅇᩘࡀቑ࠼ࡿ⫋ဨࡶᚎࠎ
័ࢀࠊࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡲࡃྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࡢ⮬❧ᨭ㠃ㄯࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ

㸯ࠊࢩ࣮ࢺࡽࡢẼࡁ
  ձࡑࢀࡒࢀࡢグධࡢ᪉

  ղグධせࡍࡿ㛫


㸰ࠊࢩ࣮ࢺࡢᫎ
  ձ⌧≧ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺ㸦୰ᚰࡀᐙ᪘࡛ᅇࡾ㛵ಀࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸧

  ղ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸦ࢢࣛࣇ㸧

㸱ࠊẕ࣭Ꮚ㸦ᑐ㇟⪅㸧⫋ဨᢸᙜ㹁㹕ࡢᛮ࠸
  ձᑐ㇟⪅ࡢᛮ࠸㸦ឤࡌ᪉㸧⫋ဨࡢᛮ࠸㸦ឤࡌ᪉㸧

㸲ࠊ㊊ࡋࡓࡶࡢࡣఱ
  ձࢩ࣮ࢺ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣఱ࠶ࡿ

㸳ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࢆୖࡆࡿࡓࡵࡢຮᙉ
  ࣭⫋ဨࡢ␗ືࡀ࠶ࡾࠊධ᭰ࡀከ࠸
  ࣭ಶேࡢຊ
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ȯȸǯǷȸȈᲴǢǻǹȡȳȈ᳸ȗȩȳȋȳǰ



ŧМဇᎍƷॖӼȷࠎஓ




ŧܼଈƷॖӼȷࠎஓ




ŧૅੲƷ૾ᤆ






ǢǻǹȡȳȈ



ऴ  إ





ᚐȷᚸ̖
ᲢʙܱƔǒȋȸǺ QT เ




ȋȸǺᲩเȷࢍǈ


ȗȩȳ

ࢍǈǛݰƍƨᚾᘍƷᛟଢᲣ
㸯 

ȋȸǺ











เȷࢍǈ







㸰 

ȋȸǺ












เȷࢍǈ










㸱 

ȋȸǺ
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ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ㸦Ლᒣ㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㓄ᕸ㈨ᩱ㻌

ᖹ ᡂ 䠎 䠕 ᖺ 䠏 ᭶ 䠍 ᪥㻌
ୡ⏣㇂༊Ꮚ䛹䜒ᐙᗞㄢ㻌
ᐇ㊶㒊䠄䝟䝹䝯䠬䠰䠅㻌 άືሗ࿌㻌
䛆㻌 άືሗ࿌㻌 䛇㻌
㻌
㻌 䖃㻌 ᮾὒᏛ䛸䛾༠ാ◊✲䛻㛵䛩䜛ᡴ䛱ྜ䜟䛫䠄➨䠍ᅇ䠅㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠑ᖺ䠍䠍᭶䠍䠔᪥䠄㔠䠅䠕䠏䠌ศ䡚䠍䠍䠏䠌ศ㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠓ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠍ྡ䚸䝟䝹䝯䠏ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠎ྡ䚸ົᒁ䠍ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 䛸䛩䜛䜿䞊䝇䛾☜ㄆ䠄䝟䝹䝯䚸⏕ಖ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 㠃᥋᪉ἲ䛾☜ㄆ㻌 ➼㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖㻌 䐟㻌 䛸䛩䜛䜿䞊䝇䛾☜ㄆ䠄䝟䝹䝯䚸⏕ಖ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝟䝹䝯䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䛿ゎ䜢䛔䛯䛰䛔䛯ୡᖏ䚸⏕ಖ䜿䞊䝇䛿䝟䝹䝯䜢㏥ᡤ䛧䛯䠎
䛷㐍䜑䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 㠃᥋᪉ἲ䛾☜ㄆ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㠃᥋㛫䜔䛭䛾ෆᐜ䜢☜ㄆ䛧䚸㠃᥋䛾୰䛷䛾䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䛾䛔᪉➼䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
㻌
䖃㻌 ᮾὒᏛ䛸䛾༠ാ◊✲䛻㛵䛩䜛ᡴ䛱ྜ䜟䛫䠄➨䠎ᅇ䠅㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠑ᖺ䠍䠎᭶䠒᪥䠄㔠䠅䠍䠍䠌䠌ศ䡚䠍䠏䠏䠌ศ㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㻌
ཧຍ⪅䠖䠓ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠏ྡ䚸䝟䝹䝯䠎ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠏ྡ䚸ົᒁ䠏ྡ䠅㻌
ᐇ㡯䠖䐟㻌 㠃᥋䛷⏝䛩䜛㈨ᩱ䛾య䛾☜ㄆ䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 䝟䝹䝯⫋ဨ䜈䛾ㄝ᫂䛻䛴䛔䛶㻌
ෆ㻌 㻌 ᐜ䠖㻌 䐟㻌 㠃᥋䛷⏝䛩䜛㈨ᩱ䛾య䛾☜ㄆ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䚸䜶䝁䝬䝑䝥䚸䝞䝷䞁䝇䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㈨ᩱ䛾ゎㄝ䜔䚸ᩥゝ
䛾ゞṇ⟠ᡤ䛾☜ㄆ䜢⾜䛳䛯䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 䝟䝹䝯⫋ဨ䜈䛾ㄝ᫂䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 ᚋ䚸ඛ⏕᪉䛛䜙䝟䝹䝯⫋ဨ䜈䛾ㄝ᫂䠄ྛ✀䝅䞊䝖䛾᪨䚸⏝᪉ἲ䠅㻌
䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖౫㢗䛧䛯䚹㻌
㻌
䖃㻌 ᮾὒᏛ䛸䛾༠ാ◊✲䛻㛵䛩䜛ᡴ䛱ྜ䜟䛫䠄➨䠏ᅇ䠅㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠑ᖺ䠍䠎᭶䠎䠒᪥䠄㔠䠅䠍䠌䠌䠌ศ䡚䠍䠎䠏䠌ศ㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠓ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠒ྡ䚸䝟䝹䝯䠒ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠑ྡ䚸ົᒁ䠐ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖ᮾὒᏛ䛛䜙Ꮚᐙ䝉䞁䚸䝟䝹䝯⫋ဨ䜈䛾ྛ㈨ᩱ䛾ㄝ᫂㻌 ➼㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ᅜㄪᰝ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛ẕᏊᐙᗞ䛾⌧≧䛻䛴䛔䛶㻌
䐠㻌 ẕᏊୡᖏ⏝⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶㻌
㻌
䖃㻌 ➨ 㻝 ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠍᭶䠎䠐᪥䠄㔠䠅䠍䠌䡚䠍䠎㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠒ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠓ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠐ྡ䚸ົᒁ䠏ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠎䜿䞊䝇䠅㻌
24


㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䛻㛵䛩䜛ពぢ㻌 ➼㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚹
ᮾὒᏛ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 䝉䝹䝣䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䛻㛵䛩䜛ពぢ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᅇึ䜑䛶㠃᥋䛾୰䛷䝅䞊䝖䜢⏝䛧䚸Ꮚᐙ䝉䞁䛚䜘䜃䝟䝹䝯䛾⫋ဨ䛜ឤ䛨䛯䛣䛸䜔㉁
ၥ➼䛻䛴䛔䛶ពぢ䛧䛯䚹㻌
㻌㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠎ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠎᭶䠍䠓᪥䠄㔠䠅䠍䠐䡚䠍䠔㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠎ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠐ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠐ྡ䚸ົᒁ䠎ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠐䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ༙ᖺᚋ䛾䝅䞊䝖సᡂ䛚䜘䜃㠃᥋ᐇ䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶㻌 ➼㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸ᮾ
ὒᏛ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᙜ᪥䛿䚸㈨ᩱ䜢䝥䝻䝆䜵䜽䝍䞊䛷ᢞᙳ䛧䚸ሗ䜢ඹ᭷䛧䛺䛜䜙᳨ウ䛧䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ༙ᖺᚋ䛾䝅䞊䝖సᡂ䛚䜘䜃㠃᥋ᐇ䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠘䝅䞊䝖సᡂ䛻䛴䛔䛶䠚㻌 㻌
䝅䞊䝖సᡂ䛻䛿⫋ဨ䛜❧䛱䛔᭩䛔䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢グ㘓䛩䜛䛣䛸䚸༙ᖺᚋ䛾⮬❧
ᨭィ⏬⟇ᐃ๓䛻䝅䞊䝖䛾సᡂ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸ḟᅇ䛿䛣䛾㛫䛾䜿䞊䝇グ㘓
䜢ྜ䜟䛫䛶䜏䛶䛔䛟䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
䠘㠃᥋䛻䛴䛔䛶䠚㻌 㻌
䠑᭶䛻䜚㏉䜚㠃᥋䜢䝟䝹䝯㻛⏝⪅䛾䠎⪅䛷⾜䛔䚸䠒᭶䛻䝅䞊䝖సᡂ䛸ィ⏬⟇ᐃ䛾
㠃᥋䚹䛥䜙䛻䚸༙ᖺᚋ䜒ྠᵝ䛻䚸䠍䠍᭶䛻䠎⪅㠃᥋䚸䠍䠎᭶䛻䝅䞊䝖సᡂ䛸ィ⏬⟇ᐃ䛾㠃
᥋䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠏ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠏᭶䠎䠐᪥䠄᭶䠅䠍䠐䡚䠍䠔䠏䠌ศ㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠏ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠐ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠐ྡ䚸ົᒁ䠏ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠐䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ᚋ䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶㻌 ➼㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸㻌
25


ᮾὒᏛ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ᚋ䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᅇ䛷䜰䝉䝇䠄䠏ᅇ䠅䜒⤊䜟䜚䚸୍ᕠ䛧䛯䚹㻌
䠐᭶䠖䝟䝹䝯䛾䛷ሗ࿌䠄ᑠᯘඛ⏕䠅䝅䞊䝖䜢䛳䛯ឤ䞉ពぢ䜢⪺䛔䛶䜋䛧䛔䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠑᭶䠖䜚㏉䜚㠃ㄯ䠄ẕ䚸䝟䝹䝯䛾䠎⪅䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᭶䠖䝅䞊䝖సᡂ䠄ẕ䚸䝟䝹䝯䚸ⅲᒣ䛾䠏⪅䠅㻌
䠕᭶䡚䠖䜰䝉䝇㻌
䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛿ᮇ䛜㏆䛵䛔䛯䜙ᗘ❧䛶䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠐ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠓᭶䠎䠕᪥䠄ⅆ䠅䠕䡚䠍䠎㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠐ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠍ྡ䚸䝟䝹䝯䠐ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠑ྡ䚸ົᒁ䠐ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠐䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 䛭䛾䠄䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖䛾䜾䝷䝣䛻䛴䛔䛶㉁䠅㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸ᮾὒ
Ꮫ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
䐠䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖䛾䜾䝷䝣䠄䛴䛞䛾┠ᶆ䠅䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䜢ᩚ⌮㻌
䜾䝷䝣⮬య䛻䛿ព䜢ᣢ䛯䛪䚸ᮏே䛜⪃䛘䛶䛔䜛㛫䛾どぬ䛻ព䛜䛒䜛䚹᭩䛔
䛶䛔䜛㛫䛾Ⓨゝ䜔ᵝᏊ䜢グ㘓䛧䛶䛚䛟䛸Ⰻ䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠑ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠒᪥䠄ⅆ䠅䠍䠏䡚䠍䠓㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠑ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠒ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠑ྡ䚸ົᒁ䠎ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 䝅䞊䝖䛾䛔ᡭ➼䛻䛴䛔䛶᳨ド㻌
䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠎䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 䝅䞊䝖䛾䛔ᡭ➼䛻䛴䛔䛶᳨ド㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛷䛾䝅䞊䝖䛾䛔ᡭ䜔⏝᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ド䚹䜎䛯䚸䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖䛾䜾䝷
䝣䠄䛴䛞䛾┠ᶆ䠅䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹㻌
䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸
ᮾὒᏛ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
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䖃㻌 ➨䠒ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠑᭶䠎䠓᪥䠄ⅆ䠅䠕䡚䠍䠎㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠑ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠑ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠑ྡ䚸ົᒁ䠏ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠏䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ➨䠑ᅇ◊✲䛷ᡴ䛱ྜ䜟䛫䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠏䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶ᐇ䚹䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ
䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸ᮾὒᏛ䝏䞊䝮䜢䝇
䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠓ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠍䠑᪥䠄ⅆ䠅䠕䡚䠍䠎㻌
㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㞟ᐊ㻌 㻌
㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠑ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠑ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠑ྡ䚸ົᒁ䠏ྡ䠅㻌
㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䛾ሗ࿌䠄ୖ⏣ඛ⏕䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠐䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䛾ሗ࿌䠄ୖ⏣ඛ⏕䠅㻌
䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸ᮾὒ
Ꮫ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌
䖃㻌 ➨䠔ᅇ㻌 ◊✲㻌
㻌 㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍䠓᪥䠄Ỉ䠅䠍䠐䡚䠍䠓㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㠃ㄯᐊ㻌
㻌 㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠍䠑ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸䝟䝹䝯䠐ྡ䚸Ꮚᐙ䝉䞁䠐ྡ䚸ົᒁ䠎ྡ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䐟㻌 ධᡤ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䛾ሗ࿌䠄ୖ⏣ඛ⏕䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ䠄䠒䜿䞊䝇䠅㻌
㻌 㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䐟㻌 ධᡤ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䛾ሗ࿌䠄ୖ⏣ඛ⏕䠅㻌
䐠㻌 ධᡤ䜿䞊䝇䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖᳨ウ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝅䞊䝖సᡂ䛸㠃᥋䜢ᐇ῭䜏䛾䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸䜿䞊䝇ᴫせ䜢ሗ࿌䛾ᚋ䚸ᮾὒ
Ꮫ䝏䞊䝮䜢䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝄䞊䛸䛧䛶䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌
䖃㻌 ᮾὒᏛ䛸䛾༠ാ◊✲䛻㛵䛩䜛ᡴ䛱ྜ䜟䛫㻌
㻌 㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠑᭶䠎䠌᪥䠄㔠䠅䠍䠍䠐䠑ศ䡚䠍䠎䠐䠑ศ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㞟ᐊ㻌
㻌 㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠒ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠍ྡ䚸䝟䝹䝯䠎ྡ䚸ົᒁ䠎ྡ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 ᐇ㡯䠖ᮾὒᏛ䛛䜙䝟䝹䝯⫋ဨ䜈䛾ᚋ䛾ᐇ㊶䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂㻌 ➼㻌
䠄ୖ⏣ඛ⏕䚸ົᒁ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 ෆ㻌 ᐜ䠖䠘ᚋ䛾ᐇ㊶䛻䛴䛔䛶䠚㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⮬❧ᨭ㠃ㄯ䛻⏝䛧䛯䝅䞊䝖䛻ᇶ䛵䛟᳨ウ䛷䛿䛺䛟䚸㻌
27


䝟䝹䝯䛾୰䛷䝅䞊䝖䜢䛹䛾䜘䛖䛻ά⏝䛧䛶䛔䛟䛛䜢ᐇ㊶䛧䛶䛔䛟䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䝅䞊䝖䜢⏝䛧䚸⫋ဨ㛫䛷䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝈䛩䜛㻌 ➼䠅㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 䖃㻌 䝟䝹䝯ᨭグ㘓☜ㄆ㻌
᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠓᭶䠍䠎᪥䠄ⅆ䠅༗ᚋ䠎䡚㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ሙ䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ㻌 㞟ᐊ㻌
㻌 㻌 㻌 ཧຍ⪅䠖䠏ྡ䠄ᮾὒᏛ➼䠎ྡ䚸ົᒁ䠍ྡ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 ᐇ㡯䠖䝟䝹䝯䝌䞁ୖἑ䛾ᨭグ㘓䛾ෆᐜ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
㻌
䖃Ꮚ䛹䜒ㄪᰝᐇ㻌
㻌 㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍᭶䛛䜙䠎᭶㻌
㻌 㻌 㻌 ᐇ㡯䠖ᢎㅙ䜢ᚓ䛯䝟䝹䝯䝌䞁ධᒃඣ❺ 㻝㻠 ྡ䠄ᑠᏛ⏕䛚䜘䜃୰Ꮫ⏕䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⫋ဨ䛜Ꮚ䛹䜒㠃ㄯ䜢⾜䛖㝿䛻䚸Ꮚ䛹䜒ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 ෆ㻌 㻌 㻌 ᐜ䠖ᮏㄪᰝ䛿䚸ୡ⏣㇂༊䛾Ꮫ⩦ᨭ䜢⏝䛧䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ᑐ䛧䛶⾜䛳䛯ㄪᰝ䛸䜋䜌
ྠ䛨ෆᐜ䛷ᐇ䛧䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⌧ᅾ䚸㞟ィసᴗ୰䛷䛒䜚䚸ᚋ䚸㞟ィ䞉ศᯒ⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌 䖃㻌 ᡃㅰඛ⏕ಶู◊✲ㄪᰝ䛻䛴䛔䛶䝯䞊䝹䛻䛶ㄪᩚ㻌
㻌 㻌 㻌 ᪥㻌 䠖ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠎᭶䡚㻌
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㸰㸧ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ 
ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ẕᏊᣦᑟဨ 㔝ཱྀ┿ᕭ

ࡲࡎࡣࠊࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ࡣࠊ♫⚟♴ἲேࢼ࣑࢜ࡢ࠸࠺♫
⚟♴ἲேࡀ㐠ႠࡍࡿẕᏊ⏕άᨭタ࡛ࡍࠋ
ࡇࡇᩘᖺࡣࠊஙᗂඣࡀ࠸ࡿୡᖏࡢ⏝ࡀ࡚ࡶከ࠸࡛ࡍࠋタෆಖ⫱ᐊࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢇ
ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡀಖ⫱ᅬ㏻ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᑠᏛ⏕௨ୖࡣᏛ❺ᐊࡀ࠶ࡾࠊᏛᰯࡽᖐࡗ࡚ࡁࡓᏊࡶ
ࡓࡕࡀᐟ㢟ࢆࡋࡓࡾࠊ㐟ࢇࡔࡾࠊࢤ࣮࣒ࢆࡋࡓࡾࠊ㐩ࢆࢇࡔࡾࠊࡁࡣㄌ⏕ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ᭶㹼㔠᭙᪥ࡢᖹ᪥ࡣᏊࡶࡓࡕࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀධࡗࡓࠊ⫋ဨࡢᡭసࡾ࠾ࡸࡘࢆ‽ഛࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ᪥ࠎࡢ⏕ά࡛ࡣࠊᾎᐊࡀᒃᐊࡘ࠸࡚࠾ࡽࡎࠊタෆ㸰ᐊ࠶ࡿᾎᐊࢩ࣮ࣕ࣡ᐊ㸯ᐊ
ࢆࠊ㛫ࢆỴࡵ࡚⏝⪅ࡢ᪉ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ౽ࢆ࠾ࡅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ḟࠊᐇ㊶ሗ࿌ධࡾࡲࡍࠋࡦࡘࡣࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ᨭ⪅ࡀឤࡌࡓࡇࠊࡶ࠺ࡦࡘࡣ
タෆ◊ಟࢆ࠾ࡋ࡚⚾ࡓࡕࡀᚓࡓࡇࠊẼ࡙ࡁ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊᐇ㊶ሗ࿌㸯ࠕࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡇ࡛ᙜ⪅⮬㌟ࡀ⪅
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆどぬⓗ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
ࠕ࠶࠵ࠊ⚾ࡣࡇࢇ࡞ᛂࡋ࡚ࡃࢀࡿேࡀ࠸ࡓࢇࡔࠊ
࿘ᅖࡣࡇࢇ࡞ຓࡅ࡚ࡃࢀࡿேࡀ࠸ࡓࢇࡔࠖࠊࡍࡈࡃ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࡉࢀࡓᵝᏊࢆឤࡌࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡈ⮬ศࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡶࠕ࠶ࠊ⮬ศࡣࡇࢇ࡞≧ἣ࠸ࡿࡽࠊḟࡣࡇ࠺ࡋ࡞࠸
࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡔ࡞ࠖࠊ≧ἣࡢᩚ⌮ḟࡢ┠ᶆ࣭᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ࠊᙜ⪅⮬㌟ࡀᚓࡽࢀࡓࡼ࠺ぢཷ
ࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋᨭ⪅ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢሙ୍࡛⥴┠࡛ぢ࡚☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕࡑࢀࡣࡇ࠺࠸࠺ࡇ
࡛ࡍ㸽ࠖ
ࠕࡑ࠺ࡍࡿࠊḟࡣࡇ࠺࡛ࡍ㸽ࠖᮏே☜ㄆࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡈᮏேࡢᙺࡣࡇ࠺࡛
ࡍࠊ⚾ࡓࡕᨭ⪅ࡢᙺࡣࡇ࠺࡛ࡍᩚ⌮ࡶ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊ࡚ࡶ᭷ព⩏࡞㠃᥋࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊᨭ⪅ࡀࢩ࣮ࢺࡀྥ࡞࠸ឤࡌࡓ᪉ࡶ࠸ࡽࡋࡓࡢࡶᐇ࡛ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕ㹂㹔࡛
㏨ࡆ࡚ࡁ࡚ࡑࢀࡇࢁࡌࡷ࡞࠸ࠖ
ࠕࡶ࠺ᮏᙜ᪥ࠎࡢࡇ⢭࠸ࡗࡥ࠸࡛Ꮠࡶ┠ධࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ⚾ࡣ
ࡇࢀ࡛ఱࡀࢃࡿࢇ࡛ࡍ㸽ࠖ࡞ࠊࡣ⮬ศ⮬㌟Ꮚࡶࢆぢࡘࡵࡽࢀࡿ≧ἣ↓࠸᪉ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࡃࡲࡎࡣഴ⫈ດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ᪉ࡀఱࢆ⪃࠼ࠊࡢࡼ࠺⚾ࡓࡕࡀᐤࡾῧࡗ࡚ࠊ
ఱࡀࡇࡢ᪉ࡢຊ࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࢆࡲࡎᨭ⪅⮬㌟ࡀ▱ࡿࡓࡵࡶࠊࡲࡎࡣഴ⫈ࡋࠊᐤࡾῧ
࠺ࡇࢆࢼ࣑࣮࣒࡛࢜࣍ࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᏊࡶࡢ㊥㞳ឤࡀศࡽ࡞࠸࠸࠺᪉࡛ࠊ๓ᥖ㸦3֧㸧ࡢࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ
࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧ᥥࢀࡓᐙࡢ୰࠸ࡿẕᏊࡶࡢࣛࢫࢺࡢ㛫㛵ಀᛶࢆ⾲ࡍ⥺ࡀᘬࡅ࡞
࠸᪉ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ⮬ศᏊࡶࡢ㛵ಀᛶࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡽ࡞࠸ࠊࡇࡇࡀ᭩ࡅ࡞࠸࠸࠺᪉
ࡶ୰ࡣ࠸ࡽࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡁࡣ↓⌮ࡋ࡚᭩ࡃࡇࡣࡏࡎࠊ
ࠕ࠾ẕࡉࢇ࠾Ꮚࡉࢇࠊ୍
⥴ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡽࡇࡢ ᐙࡢ ୰ධࡗ࡚࠸ࡲࡍࡼࠖ࠸࠺ㄝ᫂ࢆࡋࠊ
ࠕ᪥ࠎࡢᏊࡶࡢ⏕ά
ࢆ㡹ᙇࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠖヰࢆ⤊࠼ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ḟᐇ㊶ሗ࿌㸰ࠕタෆ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡓᨭ⪅ࡢẼ࡙ࡁࠖࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋᙜࠊࢼ࣑࣮࣒࢜࣍
ࡣ⏝ᮇ㛫ࡀ㛗࠸᪉ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ᪉㐩ࡢ୰ࡣࠊ㏥ᡤࡀ㏆ࡃ࡞ࡿࠊࡑࢀࡲ࡛௨ୖ㢖⦾⫋
ဨヰࢆࡋ᮶ࡿ᪉ࡶ࠾ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡀ࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⫋ဨࡋ࡚ࡣࠊ
㛗ᮇ㛫ศ㛵ࢃࡗࡓᛮ࠸ࠊ㏥ᡤᚋࡣ⮬ศࡽ┦ㄯ❆ཱྀ⾜ࡗࡓࡾࠊ626 ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊ⏝⪅ࡀ┦ㄯ᮶ࡓࡽࡢࡿ࠸࠺ཷࡅ㌟ࡢጼໃ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㢖⦾᮶ࡿ
⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ⏕ࡌࡓၥࢆ◊ಟ࡛ᢅ࠺ࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
◊ಟࢆ㏻ࡋࠊᙜ⪅య࡛㏥ᡤࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊ㛗ࡃタࢆ⏝ࡍࢀࡤࡑࡢศࠊ
ࠕタࢆฟࡓ࠶
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࠺ࡲࡃࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿࡢ࡞㸽ࠖ
ࠕᏊࡶࡢࡇ࡛ᅔࡗࡓࡁࠊタࡣ┦ㄯࡗ࡚ࡃࢀࡿࡢ
࡞㸽ࠖ࠸࠺Ᏻࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇẼ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋ㏥ᡤࡀ㏆࠸ࡽࡇࡑࠊᨭ⪅
ࡀࡋࡗࡾࠕ࠶࡞ࡓࡣࡲࡔࡇࡇ࠸࡚࠸࠸ࢇࡔࡼ࣓ࠖࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡾࠊ㏥ᡤࡋ࡚ࡽࡶࣇࢱ
࣮ࢣࢆࡋࡲࡍ࠸࠺ࡇࢆࠊゝⴥែᗘ࡛♧ࡋࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊ㏥ᡤྥࡅ࡚Ᏻࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿ᪉ࡣࠊ⫋ဨయ࡛✚ᴟⓗኌࡅࢆࡍࡿࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠾࠼
ࡾ࡞ࡉ࠸ࠖ
ࠕ࠸ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠖ
ࠕ࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖ࠸ࡗࡓ࠶࠸ࡉࡘࡸୡ㛫ヰ࠸ࡗࡓ࠾ࡋࡷ
ࡾࡲ࡛ࠊ⫋ဨဨ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤖ᯝࠊࡶࡢࡍࡈࡃ⏝⪅ࡀኚࢃࡾࡲࡋࡓࠋ㢖⦾ࡔࡗࡓ㢖ᗘࡶῶ
ࡾࠊ⏝ࡢ࠶ࡿࡁࠊ┦ㄯࡢ࠶ࡿࡁࡔࡅ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୰ࡣࠊ
ࠕ┦ㄯࡋࡓ࠸
ࡇࡀ࠶ࡿࠖࠊ⫋ဨࡢணᐃࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ᪉ࡶ࠾ࡾࠊ⫋ဨⓙ࡚ࡶឤືࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㏥ᡤࡢ᪥ࢆ㏄࠼ࠊ
ࠕᮏᙜ࠾ୡヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࠊࡇࡇ᮶࡚ࡼࡗࡓ࡛ࡍࠖゝⴥࢆṧ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᘬࡗ㉺ࡋ࡚࠸ࢀࡓ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᮏᙜ⚾ࡓࡕࡀẼ࡙ࡉࢀࡓࡇࡣࠊᨭ⪅యࡢᨭ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊᙜ⪅ᑐࡋࠊ
ࠕせ
ồࡀከ࠸࡞ࠖ
ࠕ㐣ゝࡗ࡚ࡃࡿ࡞ࠖ࡞ឤࡌ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡓࡸᨭࢆᣄྰࡍࡿ᪉ᑐࡋ࡚ࡣ
ࠕྥࡇ࠺ࡀᝏ࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࡞㸽ࠖ
ࠕࡇࡗࡕࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡞ࠖᨭ⪅ഃࡢࡇࢆᲴ⨨࠸࡚ࡋ
ࡲ࠺࠸࠺ࠊᮏᙜࡎࡋ࠸ヰ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ぢ᪉࡛ᙜ⪅ࢆぢ࡚ࡋࡲ࠺ࡇẼ࡙ࡉࢀ
ࡓ◊ಟ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᨭ⪅ࡀ⏝⪅య࠸࠺ࡇࢆᛀࢀࡎࠊࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬ࠸࠺ᙜ⪅୍
ேࡦࡾࡀຊࡸᙉࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺どⅬࢆࡶࡗ࡚㛵ࢃࡿࡇࠋ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࡇࡢẼ࡙
ࡁࢆࡶࠊ⫋ဨဨࡀព㆑ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ⤖ᯝࠊᙜ⪅ࡀኚࢃࡗࡓ࠸࠺⤒㦂ࢆ㏻ࡋࠊᙜ⪅ၥ
㢟ࡀ࠶ࡿ࡞ᛮࡗࡓࡁࡣࠊᐇࡣᨭ⪅ࡢ㛵ࢃࡾၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆࠊ⫋ဨⓙᚰࡢࡇ
࡛ᣢࡘࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
◊ಟᚋࡶࠊᨭࡍࡿ୰࡛㞴ࡋࡉࢆឤࡌࡓࡁࡣࠊึᚰ❧ࡕ㏉ࡾࠊᙜ⪅య࡛࠶ࡿࡇࠊࢫࢺ
ࣞࣥࢢࢫどⅬ࡛㛵ࢃࡿࡇࠊ୍ேࡦࡾࡀ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࡉࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇࠊຊࡢ࠶ࡿᏑᅾ
ࡔࠊ⫯ᐃⓗᙜ⪅㛵ࢃࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢኌࡅࡦࡘࡑࡢࡶࡢࡀኚࢃࡾࠊࡑ
ࡇࡽᙜ⪅ࡀᨭ⪅ࢆಙࡌࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᙜ⪅ᨭ⪅ࡀ୍⥴ኚࡋࠊᨭ⪅ࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡅࡿࡢ࡞ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ⓙࡉࢇ࠾ఏ࠼ࡋࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓෆᐜࡣࡇࡇࡲ࡛ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊඛ⛬ࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢ
᪉ࠎࡢሗ࿌ࢆ⪺ࡁࠊຍ࠼ࡓ࠸ࡇࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋሗ࿌ࡢ୰࡛ࠊᆅᇦఫࡴࡦࡾぶࡢ᪉ࡀࠊᏊ
ࡶࡀⓏᰯ࡞ࡾࠊ᪥୰ࡢᵝᏊࡀศࡽࡎᏳࢆឤࡌ࡚࠾ࡽࢀࡓ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊタ࡛
ࡣࠊẕぶࡸᏊࡶࡢヰࢆ⪺ࡃ⫋ဨࡀ࠸ࡿࡇࠊ᪥୰Ꮚࡶ㛵ࢃࢀࡿ⫋ဨࡀ࠸ࡿࡇࠊࡲࡓࠊ᪥୰
ࡢᏊࡶࡢᵝᏊࡘ࠸࡚ࠊࡓ࠼ࡤࠕ᪥ࡣ࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࢇࡷࡕۑۑ㐣ࡈࡋ࡚ࡲࡋࡓࡼࠋ
ࠖ
ࠕ
ኵ࡛ࡍࠊ࠾ẕࡉࢇ㸟Ᏻᚰࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡣྩۑۑᏛᰯࡣ⾜࡞࠸ࡅࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡀᡂ㛗ࡋ
࡚ࡲࡍࠖࠊẕఏ࠼ࡽࢀࡿᏑᅾࡀ⏕άࡢሙ࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡀࠊタࡢᙉࡳࡔឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⫋ሙࡸእฟඛࡽയࡘ࠸࡚ᖐᏯࡉࢀࠊࡑࡢࡲࡲ࠾㒊ᒇᖐࡗ࡚ᏊࡶἽࡃጼࢆぢࡏࡿ๓
ࠊタࡢ⫋ဨᝎࡳࡸហ⑵࡞ࡑࡢࡁྤࡁฟࡋࡓ࠸ឤࢆฟࡏࡿ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇࡶタࡢ࣓
ࣜࢵࢺ࡞ࡢࡔࢁ࠺ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ᆅᇦࡣᆅᇦ࡛ᨭࡍࡿⰋࡉࠊタࡣタ࡛ᨭࡍࡿࡇࡢⰋࡉࡀ࠶ࡿឤࡌࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
࠾ఏ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡈ㟼⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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 ೧  ݆  ೖ
ࣰભϕϫζΥέφεϱϛζΤϞϪζϣϟ
ψΨϝϙʖϞ ਇິ

τʖϜʰࣆंकରࢩԋ͗ร͓ΖͽͳΕ͚Δ͢ʱ

ʴࣰભๅࠄ̏ʵεʖφ༽Ν௪͢ͱ

ᶅ ݃Վʁଠंͳͯ͵͗ΕΝࢻְదͶ֮Ͳ͘ΖͪΌɼࣆं͗ΦϱϏϭϟϱφ͠Ηͪɽ
ࣆंࣙਐ͗য়ڱΝ؏ٮదͶݡΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼཀྵͲͪͪ͘Όɼࣆंͳࢩԋंྈं͗ɼ࣏
๏ΏඬͶͯ͏ͱ͑͢͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ
ᶆ εʖφ͖͗͵͏๏͏ΖʁࣙࣙਐΝͯݡΌΔΗΖয়ڱͶ͵͏ࣆंΏࢢʹͳܐؖ͗
ࢢҲରͶ͵ͮͱ͏Ζࣆंɽ͞Γ͑͵๏Ͷͺ࢘༽͢ͱ͏͵͏ɽ

ʤεʖφΝ࢘ͮͱΊͱࢩԋं͗ͳͪͣ͞״ʥ
ʀࢩԋं͗ɼࣆंʹΓ͑͵͞ͳΝΔ͖ͶͤΖͪΌͶͤ༽Ζ͖Ν֮Ͷ͢ͱ͕͚͞ͳ͗
ʤྭʁࣆंཀྵմͪΌͶཤ༽ͤΖ͖ɼࢩԋ๏๑Νߡ͓ΖࡒྋͳͤΖ͖ʥ
ʀਫ਼ΝࢩԋͤΖͲεʖφΝͤ༽Ζ͞ͳೋ͢͠ʤॽͶىͤΖ͞ͳύʖχϩ߶͠ʥ

ʴࣰભๅࠄ̐ʵࢬઅ಼ݜरʤߪࢥʁըःࢱʥΝ௪͢ͱಚͪࢩԋं͘Ͱـ

ೖ

ਕ਼

಼༲

 ೧  ݆  ೖ

 ໌

ঘߪٝʰཤ༽ंཀྵմʱʀ
ʰࣆྭݗ౾ʗΠιηϟϱφʱᶅ

 ೧  ݆  ೖ

 ໌

ঘߪٝʰཤ༽ंཀྵմʱʀ
ʰࣆྭݗ౾ʗΠιηϟϱφʱᶆ

 ೧  ݆  ೖ

 ໌

ཤ༽ंཀྵմʰࣆྭݗ౾ʗΠιηϟϱφʱᶅʤߨʁ৮ҽʥ

 ೧  ݆  ೖ

 ໌

ཤ༽ंཀྵմʰࣆྭݗ౾ʗΠιηϟϱφʱᶆʤߨʁ৮ҽʥ


ʤࢬઅ಼ݜरΝ௪͢ͱಚͪࢩԋं͘Ͱـʥ
ʀࢩԋंଈՃ؏ʤ
ʰ͞ΗͲΓ͏ʱ
ʰैؖΚͮͱ͏Ζʱ
ʰࠕࣆंয়ͳڱඬ͖Δߡ͓ɼ͑͞
ؖΚΖ΄͘ʱ͵ʹʥͲؖΚͮͱ͏ͱɼͨΗͺࣆंकରͲͺ͵͏ʤࣆंωʖθͶԌͮͱ͏͵
͏ʥؖΚΕͶ͵ͮͱ͢Ή͑ɽ݃Վͳ͢ͱɼࣆं͗ࢩԋंΝඈͪ͜Εɼԗͪ͜͡Ε͢ɼࢩԋंଈͺ
ʰ͍ࣆंͺࢩԋͶΔ͵͏ʱͳࣆंͦ͏ͶͤΖ͞ͳͶͯ͵͗ͮͪΕɼࢩԋंͶʰཀྵմ͢ͱ
Ά͢͏ʱͳࢧͮͪࣆं͖ΔΠϕϫʖοΝʰགྷٽଡ͏ղ͵ࣆंʱͳ͢ͱݡΉͮͪΕͤΖɽ
ʀηφϪϱήηࢻ఼Ͷ఼॑Ν͏ͪݜरΝߨ͏ɼݜरͲಚΔΗͪ͘ͰـΝ৮ҽસҽ͗қࣟ͢ɼࣆ
ंͶؖΚͮͪͳ͞Θɼࣆं͗҈ఈ༹ͪ͢ࢢ͗ݡΔΗͪɽࢩԋंଈࣆंͶଲͤΖݡ๏ΏؖΚΕ
๏͗ߢఈదͶ͵ΖͳɼࣆंߨಊΏਈͶߢఈద͵รԿ͗ਫ਼ͣΖ͞ͳͶͪ͘Ͳ͗ͳ͚͞Ͱـɽ
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㸦㸱㸧ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ㓄⨨ࡢヨ⾜ศᯒ
     ᮾὒᏛ 㠀ᖖㅮᖌ ୖ⏣⨾㤶

 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀୡ⏣㇂༊ࡢ⫋ဨඹྠࡋ࡞ࡀࡽࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮
ࢺࠊẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ࠺ホ౯ࡋࡓࡢࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ
ࡣࡌࡵ
࡞ࡐࠊࡇࡢᐇ㊶ⓗ◊✲ࡀᚲせࡔࡗࡓࡢࠋḟࡢࡼ࠺࡞ẕᏊᐙᗞࡢᐇែࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ձᅔ㞴ࡸᕼᮃ࡞ࢆゝㄒࡋࡃ࠸ࠋⓎゝຊࢆᣢࡕ࠼࡞࠸ࡓࡵࠊᨭࢆồࡵࡿຊࡀᙅ࠸ࠋ㒔ྜ
࡞ࡇࡸ᎘࡞ࡇࢆᡃ៏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬㌟ࡢຊࡔࡅ࡛ᨭࡲ࡛ࡓࡾ╔ࡃࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ղẕᏊᐙᗞ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏊࡢ♽∗ẕࡸぶ᪘ࠊẕᏊࢆᨭ࠼ࡓࡾࠊ♫ⓗ࡞ᨭࡘ࡞ࡄຊࡀ࠶ࢀࡤࠊ
ࡑࡢẕᏊᐙᗞࡣᚲせ࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡿࡀࠊ♽∗ẕࡸぶ᪘㛵ಀᛶࡀษࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ㏆ࡃ࠸࡚ࡶ♽
∗ẕࡢᨭຊࡀᙅ࠸ࠋ
ճ↓ព㆑࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ⾜ᨻ⫋ဨ࣭タ⫋ဨᙜ⪅ࡢ㛫ᶒຊ㛵ಀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒࡋ࡚ࠊ㞳፧ࠊᮍ፧ࡼࡗ࡚ẕᏊᐙᗞ࡞ࡗࡓ࠸࠺ཝࡋ࠸࿘ᅖࡢᢈุⓗ౯್ࢆ⫼㈇࠸ࠊ
⮬ᕫ㈐௵ࢆၥࢃࢀࡿሙ㠃ࡶከ࠸୰࡛Ꮩ❧ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊከࡃࡢẕぶࡀᏛᰯࡸᐙᗞࡢ୰Ᏻᚰ
࡛ࡁࡿேࡸሙᡤࡀ࡞࠸Ꮚࡶᮇࢆ㐣ࡈࡋࠊከࡃࡢᅔ㞴ࢆ⤒㦂ࡋ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀୖࡀࡽ࡞࠸୰࡛ࡣࠊẕ
ぶ⮬㌟ࡀࠕ࡛ࡁ࡞࠸࣭ࢃࡽ࡞࠸ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࠕ࡛ࡁ࡞࠸࣭ࢃࡽ࡞࠸ࠖゝ࠺ࡇࢆᜍࢀ
࡚࠸ࡿ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦௬⛠㸧
ࠖࡘ࠸࡚
⮬ศࡢᛮ࠸ࢆゝㄒࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⾜ᨻࡸᨭ⪅ࡢゝⴥࡀᙜ⪅ఏࢃࡾࡃ࠸
࠸࠺ẕᏊᐙᗞࡢㄢ㢟ᑐࡋࠊձࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡞ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᙜ⪅ࡢ≧ἣࡸᛮ࠸ࢆぢ࠼ࡿ
ࡋࠊ᪉ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡿࠊղࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆືࡍ୰᰾࡞ࡿࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ
࣮ࢱ࣮ࠖࡢᐇ㊶ࡼࡗ࡚ࠊᙜ⪅యࡢពḧࢆࡢࡼ࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃࠊࡁࡃࡇࡢ㸰Ⅼࡘ࠸࡚
᳨ウࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠊᙜ⪅ഃࡢኌࢆᚭᗏⓗ⫈ࡃேࢆ㓄⨨ࡋࡓࠊ
ࠕẕᏊᨭ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢࡢࡼ࠺࡞ពᅗ㛵ࢃࡾࡀࠊ
ࠕࡇࢇ࡞ࡩ࠺⏕ࡁ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠖᙜ⪅ࡀయ
ⓗᛮ࠸ᥥࡁࠊࡑࡢ⏕ࡁࡿỴពࢆᨭ࠼ࡿࠊࡑࡢヨ⾜ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡣࠊୡ⏣㇂༊࠾࠸࡚⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊᏊࡶᐙᗞᨭ
ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࠊẕᏊ⏕άᨭタ⫋ဨᙜ⪅࡛࠶ࡿẕᏊᐙᗞࡢẕᏊࡢ㛫❧ࡕࠊẕᏊᐤࡾ
ῧ࠸࡞ࡀࡽẕᏊࡢ௦ᘚࢆࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛㓄⨨ࡋࡓ᪤Ꮡࡢไ
ᗘࡼࡗ࡚⦡ࡽࢀࡿࡇࡢ࡞࠸❧ሙࡢே࡛࠶ࡿࠋ㻌 㻌 ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢ❧ሙᛶ
ࡣࠊձᙜ⪅ࡢഃ❧ࡕᚭᗏⓗヰࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡃࡇࠊղẕᏊᐙᗞࡀᬽࡽࡍᆅᇦࡢ
୰࡛ࠊᨭࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢ⤌ࡳࡀ㐺ษ࠺ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶
ࡿࠋղࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ⏣㇂༊࠾࠸࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࠺⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡞ࡢ࠺࠸࠺
ࡇࢆࠊᮾὒࢳ࣮࣒ࡢ୰࡛㝶᳨ウࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࡞࠾ࠊẕᏊᐙᗞ࠾ࡅࡿᙜ⪅ࡣࠊᮏ᮶ࡣࠕẕぶࠖࠕᏊࡶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊẕ
ぶ୰ᚰࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሗ࿌ࡢ୰࡛ࡣࠊ࠶࠼࡚ࠕᙜ⪅ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡿࠋ
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㸦㸰㸧ᙜ⪅ࡢゝㄒࡴࡅࡓẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡢࣉࣟࢭࢫ
ࠕᙜ⪅ࠖࡢゝㄒྥࡅ࡚ࠊ
ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡀࡢࡼ࠺࡞ពᅗࢆᣢࡗ࡚㛵ࢃࡗࡓ
ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㸦ᅗ㸱㸫㸱㸫㸯㸧ࡲࡵࡓࠋ

ᅗ㸱㸫㸱㸫㸯 ᙜ⪅ࡢゝㄒࡴࡅࡓẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡢࣉࣟࢭࢫ㸦➹⪅సᡂ㸧

ࡡࡽ࠸

㛵ࢃࡾ᪉ࡢពᅗ

ࡺࡿࡸ࡞ฟ࠸

ᶒຊ㛵ಀࢆࡶࡓ࡞࠸Ꮡᅾ

ᑐヰࡢࡣࡌࡲࡾ

⏕ά࣭Ꮚ⫱࡚࣭౯್ࡢ⌮ゎ

(ゝㄒࡢࡣࡌࡲࡾ)

ᅔࡾឤ࣭ཷࡅ࡚࠸ࡿࢧ࣏࣮ࢺࡢᐇ

ホ౯ࢆࡋ࡞࠸

㝿

ඹឤ

Ѝᙜ⪅ᨭ(⪅)ࡢࢬࣞࡢᢕᥱ

ከᵝ࡞౯್ࡢཷᐜ

ㄢ㢟ࢆẕぶ⮬ࡽᩚ⌮ࡋࠊᨭࡀᚲ

ࢻ࣎࢝ࢩ࣮㸦ඹ᭷ࠊ

せ࡞ࡇࢆᙜ⪅ᨭ⪅᪉ࡀ

ᨭᣢࠊ௰㸧

ㄆ㆑  㻌

ᮃࡴᨭ࠼ࡽࢀ᪉ࡢᢕᥱ

ᨭࡘ࡞ࡀࡿ⣒ཱྀࢆ୍⥴⪃࠼

ࢻ࣎࢝ࢩ࣮

ࡿ

㸦ᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ௦ᘚ

ᅗ

⮬ᕫ⫯ᐃឤ
ࡢᙧᡂ

ᘧ

࣭
ゝ
ㄒ


ࠕࡘ࡞ࡀࡿࠖ

ࡍࡿ࣭⾜ᨻ⫋ဨࡢㄝ᫂

ྥࡅࡓゝⴥࡢᙧᡂ

ࢆ௰ࡍࡿ㸧

♫ࡢ୍ဨࡋ࡚

ᙜ⪅ࡀࠕࡘ࡞ࡀࡿࠖࡓࡵࡢ

⏕ࡁࡿỴព

ゝⴥࡢయᚓ

ᨭࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ


ձࠕࡺࡿࡸ࡞ฟ࠸ࠖ
⾜ᨻ⫋ဨ࡛ࡶタ⫋ဨ࡛ࡶ࡞࠸ࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡣࠊᶒຊ㛵ಀࢆࡶࡓ࡞࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕᩳࡵࡢ㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕᙜ⪅ࡢ❧ሙࡓࡘᏑᅾ࡛ࠖ࠶ࡿࡇࢆᙜ⪅⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ
ࠕᏊ
⫱࡚ࡢࡇࡸ࠶࡞ࡓࡢẼᣢࡕࠊ࠶ࡗࡓࡽ࠸࠸࡞ᛮ࠺ࢧ࣏࣮ࢺࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡏࢇ㸽ࠖ࠸࠺
ࢫࢱࣥࢫ࡛ࠊࡺࡿࡸฟ࠺ࡇࢆព㆑ࡋࡓࠋ
ղᑐヰࡢࡣࡌࡲࡾ
ẕᏊᐙᗞ࡛࠶ࡿ࠸࠺♫ࡢཝࡋ࠸ࡲ࡞ࡊࡋࠊᏊࡶᑐࡋ࡚ࡢᚋࢁࡵࡓࡉࢆឤࡌࡿሙ㠃ࡶከ࠸
୰࡛ࡣࠊẕぶࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡣపࡃࠊ⮬ศࡢᏊ⫱࡚ࡀホ౯ࡉࢀࡿࡇࢆᜍࢀ࡚࠸ࡿẕぶࡶከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢃࡽ࡞࠸ࡇࠊ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆࠕࢃࡽ࡞࠸࣭࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࡲࡎࡣẕぶࡀヰࡋࡸࡍ࠸ࡑ࠺࡞ࡇࠊ࠼ࡤẕぶࡢయㄪࡸ࠾ᏊࡉࢇࡢᵝᏊ࡞ࡽ
ヰࢆጞࡵࡓࠋࢭࢫ࣓ࣥࢺࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ
ࠕఱࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣭࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࠸࠺ุ᩿ࡣ࠼࡞࠸࡛ࠊ
ᙜ⪅ࡀࡢࡼ࠺࡞౯್ࡢ୰࡛⏕ά࣭࠶ࡿ࠸ࡣᏊ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢ౯್ࢆཷᐜࡋࠊᙜ⪅⮬
㌟ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺ࡍࡿែᗘ࡛࠶ࡿࠋᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿᶵࢆᑀࡶࡘࡇࡀࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄒࡾጞ
ࡵࡼ࠺ࡍࡿᙜ⪅ࡢຊ࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᙜ⪅ࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࠕᅔࡾࡈࠖ
ࠕኚࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࠖ
ࠊᐇ㝿ཷࡅ࡚࠸ࡿࢧ࣏࣮ࢺࡶ
⪺࠸ࡓࠋᨭ⪅Ᏻ࡞ᛮ࠸ࢆỮࡳྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿࠊᨭ⪅ࡢㄝ᫂ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊ
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ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡼࡗ࡚ࠕᅔࡾࡈࠖࡣゎᾘࡉࢀࡑ࠺ࠊᙜ⪅ᨭ⪅ࡢࠕࢬࣞࠖࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
ಖ⫱ᡤࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿⱝᖺẕぶࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࠊᏊࡶࡢࣖࣖࡸࢺࣞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗ
ࠕಖ⫱ᡤ࡛ࡣࡇࢇ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡣ⪺ࡅࡓࡀࠊᐇ㝿⮬ศࡢᐙ࡛ࡣ࠺࠸࠺ࡩ࠺
ࡸࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢࠊ⮬ศࡢᐙ࡛ฟ᮶ࡑ࠺࡞ࡇࢆࡶࡗศࡾࡸࡍࡃᩍ࠼࡚ࡋࡗࡓ࠘ㄒࡽ
ࢀࡓࠋᚰ㓄࡞ẼᣢࡕࢆỮࡳྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ྜࢆឤࡌࡘࡘࡶࠊ⫋ဨᙜ⪅
࠸࠺㛵ಀᛶࡢ୰࡛ࡣࠊ
ࠕศࡽ࡞࠸࣭ฟ᮶࡞࠸ࠖ࠸ࡗࡓゝⴥࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊᡃ៏ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᙜ⪅ࡀㄒࡾጞࡵࡓࡁࠊ
ࠕࡑࢀࡣᏳ࡛ࡋࡓࡼࡡࠖ
ࠕࡼࡃヰࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࡡࠖ
࠸࠺ཷᐜᨭᣢࡀḟࡢࢫࢸࢵࣉࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ճ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢᙧᡂྥࡅࡓാࡁࡅ
ᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆඹ᭷ࡋࠊẕぶࡋ࡚ࡢ㡹ᙇࡾࢆᨭᣢࡍࡿࠋ⏕ಖࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡗࡓ
ࡼ࠺ࠊ
ࠕᏊ⫱࡚ࡢ୧❧ࡣኚࡔ࡞ࠖࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡃࢀࡿ࣮࣮࣡࢝ࡀ࠸ࡿ➼ࠊࡑ࠺࠸࠺ඹឤⓗᨭ
⪅ࡢែᗘࡀࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊᏊࡶࡢᡂ㛗ࡀ࠺ࢀࡋ࠸ࠊ
ஙᗂඣデ࡛Ⓨ㐩ࡀ㡰ㄪゝࢃࢀࡓࠊẕࡋ࡚ࡢ႐ࡧࠊ⮬ศࡢኚࠊࡇࢇ࡞ẕぶ࡞ࡾࡓ࠸ࠊࡑ࠺࠸
࠺ᮃࡴ⏕ࡁ᪉ࢆඹ᭷࣭ᨭᣢࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜ⪅ࡀᮃࡴᨭ࠼ࡽࢀ᪉ࠊࡑࡇࣇࢵࢺࡍࡿᨭࡀ
ཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⾜ᨻࡸᨭ⪅ሙྜࡼࡗ࡚ࡣࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀാࡁ
ࡅࡿࠋᨭࢆཷࡅࡿᶒࡀ࠶ࡿࠊ࠸࠺ㄆ㆑ࡍࡽᣢ࡚࡚࠸࡞࠸ẕぶࡶከࡃࠊ
ࠕࡇࡇࡣࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗ࡚࠸࠸ሙ㠃ࡔࡼࠖ࠸࠺ࡇࢆᙜ⪅ࡑࡋ࡚ᨭ⪅᪉ࡀㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᨭࡘ࡞ࡀࡿ
⣒ཱྀࢆ୍⥴⪃࠼ࡿࠋ
մࠕࡘ࡞ࡀࡿࠖྥࡅࡓゝⴥࡢᙧᡂ
ẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ௦ᘚࡋࡓࡾࠊᨭ⪅ࡢㄝ᫂ࢆ௰ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕᚲせ࡞
ᨭࡘ࡞ࡀࡿࠖࡓࡵࡣࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࢆ࠼ࡤ࠸࠸ࡢࠊ❆ཱྀ⾜ࡗࡓࡾᨭ⪅ࡢ๓࡛ヰࡍ
ࡁࡣࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࢆ࠼ࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢆᙜ⪅ࡀయᚓࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࢆᨭ࠼ࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡸᨭ⪅ࡀ⾜ᨻ⏝ㄒࡸ㞴ࡋ࠸⾲⌧ࢆࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜ⪅ྜࢃࡏࡓ
ㄝ᫂ࡢ᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
յ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚⏕ࡁࡿỴព
ᙜ⪅ࢆᨭࡘ࡞ࡄࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᙜ⪅ࡀᮃࡴᨭࡀ
ཷࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆᑀ⪺ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ⏕άࡸᏊ⫱࡚ࡀⰋ࠸
᪉ྥ㐍ࡳጞࡵࡓࠖ࠸࠺ᐇឤࡀࠊᨭࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵᚲせ࡞ゝⴥࠊ⮬ࡽㄒࡗ࡚࠸ࡃຊࢆᚓࡓᐇ
ឤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡀࠊ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚♫ࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡀࡽ⏕ࡁࡿࠊࡑ࠺࠸࠺Ỵពᕼᮃ
ࢆᨭ࠼ࡿࠋ

㸦㸱㸧ᡂᯝ
ձᙜ⪅ࡢᡂᯝ
㸿㸬ᙜ⪅ࡀࠊయⓗ⮬㌟ྥࡁྜ࠺
ᐇ㊶㸯㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢヨ⾜࡛ࡣࠊ㠃ㄯࡑࡢሙ࡛ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆグධࡋ㠃ㄯࢆ㛤
ጞࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊఱᗘࡢヨ⾜ࡢᚋࠊ࠶ࡿẕぶࡽࠕ㠃ㄯ᪥ࡼࡾ๓ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆཷࡅྲྀࡾࠊ⮬ศ
ࡢ㒊ᒇ࡛㛫ࢆࡅ࡚グධࡋࡓ࠸ࠖᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓࠋ➹⪅ࡀヰࢆ⪺ࡃሙ㠃࠾࠸࡚ࡶࠊ⪺ࢀࡓࡇ
ࡢࡳ࣏ࢶ࣏ࣜࢶࣜ㏉⟅ࡋ࡚࠸ࡓẕぶࡔࡗࡓࡀࠊグධᚋࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣࠊవⓑࡶࡧࡗ
ࡋࡾ⮬㌟ࡢᛮ࠸ࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸸ẕᏊ⏕άᨭタࢆ㏥ᡤࡋࡓẕぶࡽᏊࡶࡢⓏᰯࡢ┦ㄯ࠶ࡾࠊ⫋ဨࡀࡇࡢࢳ࢙ࢵࢡ
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ࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚㠃ㄯࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ▱ࡗ࡚ࡿேࡣ࠸࡞࠸ࠖ⮬ศࡣᆅᇦࡢ୰࡛Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸
ࡓẕぶࡶࠊグධࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿேࢆఱேࡶ☜ㄆࡋࠊࡈࡕࡷΰ
ࡐ࡞ࡗ࡚࠸ࡓẕᏊࡢၥ㢟ࢆศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡢẼ࡙ࡁࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢグධ㝿ࡋ࡚ࡣࠊグධ㛫ࠊᏳᚰࡋࡓ⎔ቃࡢಖ㞀ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ඵ
༓௦ᕷ࠾ࡅࡿ◊✲࡛㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆୡ⏣㇂༊࡛ヨ⾜ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮
ࢺࡢಟṇᙜ⪅ࡢពぢࡶྲྀࡾධࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡳࡓ࠸࠸࠺ពḧࡣࠊ⮬㌟ࡢ⏕άࡸ⏕
ࡁ᪉ࢆయⓗ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㹀㸬ẕぶࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࡢᡂ㛗ࡀぢ࠼ࡿ
ࡲࡓࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣ⌧ᅾࡢ≧ἣࡸẼᣢࡕࡢぢ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ศࡢኚࠊẕぶࡋ࡚ࡢ
⮬ᕫࡢᡂ㛗ࡀࠊどぬⓗ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㊶㸱㸸㸲ᅇ┠ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆグධࡋࡓẕぶࡀࠊ
ࠕࢩ࣮ࢺࡣ㠃ಽࠋࡔࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚࡞࠸࡛
ࡋࡻࠖឤࢆ㏙ࡓࡇᑐࡋࠊ๓ᅇࡽࡢኚࢆ♧ࡍࠊẕぶࡣᎰࡋࡑ࠺࡞㢦ࢆぢࡏࡓࠋẕぶࡢ
࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺྥࡅࡓ㈨ᩱࡋ࡚ࠊᙜ⪅ᨭ⪅ࡑࢀࡒࢀࡀࠊ㐣ཤࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆࡩࡾ㏉
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸿㸬ᨭ⪅㸦⾜ᨻᢸᙜ⪅ࠊタ⫋ဨ㸧ࡢᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࡢẼ࡙ࡁ
⏕ά࠾ࡼࡧᏊ⫱࡚ࠊᏊࡶࡢ⫱ࡕయࡢほⓗୡ⏺ࡢ⌮ゎ
ᨭ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᙜ⪅ࡢᛮ࠸Ẽ࡙ࡃࠖ
ࠕᙜ⪅ᑐࡍࡿぢ᪉ࡀኚࢃࡿࠖ࠸࠺Ⅼ࠾࠸
࡚ࡶࠊᡂᯝࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆヨ⾜ࡋ࡚ࡃࢀࡓ⫋ဨࡽࡣࠊ
ࠕᏊ⫱࡚ࠊẕぶࡗ࡚ኚ࡞
ࢇࡔ࡞ᐇឤࡋࡓࠖ
ࠕⱝ࠸⏨ᛶࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡀᏊ⫱࡚ࡢ㒊ศࢆᢕᥱࡍࡿࡇ᭷ຠࡔࡗࡓࠖ
ࠕᨭ
ࡀ᭷ຠാ࡞࠸せᅉࡋ࡚ࠊẕぶ⫋ဨࡢㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࠖ࡞ࡢពぢࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋグධࡋ࡚࠸ࡿࡢᙜ⪅ࡢ⾲࣭ࡘࡪࡸࡁࡶᑀほᐹࡋࠊ㠃ㄯᚋ࣓ࣔṧࡋࡓࡇࡼࡾࠊ
⏕άࠊᏊ⫱࡚ࠊᏊࡶࡢ⫱ࡕయࡢࠊᙜ⪅ࡢほⓗୡ⏺ࡢ⌮ゎࡘ࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ
㹀㸬ᘬ⥅ࡂ㈨ᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ
ᢸᙜࡢኚ᭦ࡀከ࠸⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡗ࡚ࠊ࣮࣮࣡࢝ࡀぢ❧࡚ࡓ㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙜ
⪅ࡢほⓗୡ⏺ࡢグࡉࢀࡓ᭷ຠ࡞㈨ᩱࡋ࡚ᘬ⥅ࡀࢀࡿࡇࡶࠊࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧ࡲࡵ
 ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࡼࡗ࡚ᙜ⪅ࡢほⓗୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࠊࡲࡓࠊẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ
࣮ࡀࠊᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ௦ᘚࡋ࡞ࡀࡽᙜ⪅ࡢゝㄒࢆᨭ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ
ࠕᨭ⪅ࡢᙜ⪅ᑐࡍࡿ
ぢ᪉ࡀኚࢃࡿࠖ→ࠕᨭ⪅ࡀᙜ⪅㏆࡙ࡃ࣭⌮ゎࡍࡿࠖ→⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡓᏳᚰឤࡽࠕᙜ⪅ࡀ
ኚࡍࡿࠖ
ࠊ࠸࠺㡰ᗎᛶࡀࠊẕᏊᐙᗞ࡞⚟♴ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿேࡓࡕࡢᨭ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࠋ

㸬㸬
ࠕ⮬❧ࡋࡓ⏕άࠖࡣࠊఱࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡎ⮬ศࡢຊ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࠕຓࡅ࡚ࠖ
ࠕࡇࢇ࡞ࡩ࠺ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡋ࠸ࠖ➼ࡢࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࡢゝⴥࢆᚓ
࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚⾜ᨻࡸᆅᇦࡢᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ⏕ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศ࡛ㄒࡿຊࢆᚓࡿࡇࡼ
ࡗ࡚ࠊ♫ࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡀࡽ⏕ࡁࡿ ࠕࡢࡼ࠺⏕ࡁ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠖࢆయⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿࠊࡇࡢ
㸲ᖺ㛫ࠊᙜ⪅ᐤࡾῧ࠺୰࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
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ඛࡶ㏙ࡓࡼ࠺ࠊẕᏊᐙᗞ࠾ࡅࡿᙜ⪅ࡣࠊ
ࠕẕぶࠖࠕᏊࡶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊẕᏊᐙᗞ࡛⫱
ࡘᏊࡶࡓࡕࡢᅔ㞴ࡣ῝้࠶ࡿࠋ
ẕᏊᐙᗞࡽᏊࡶࡔࡅࢆྲྀࡾฟࡋ࡚ࠊᏊࡶࡢഃ ࡀࢃ ❧ࡕ࡞ࡀࡽᑀኌࢆ⪺࠸࡚࠸ࡃࡇ
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ❧ሙᛶࡸᡭἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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㸲 ᨭࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ẕᏊᐙᗞࡢẕぶࡓࡕ
᪫ᕝᏛ▷ᮇᏛ ΎỈᶞ

ࠕᨭࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࣭ࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ࠖ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊୡ⏣㇂༊ࡀᐇࡋࡓࡦࡾぶᐙ
ᗞㄪᰝࡢศᯒࡢ୰࡛ࠊ࡞ࡐࡑ࠺࡞ࡿࡢ࠸࠺ࡇ㛵ࡍࡿᡭࡀࡾࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⚊ࡢ୰࡛ࡣࠕ㛫ࡀ࡞ࡃ࡚┦ㄯ⾜ࡅ࡞࠸ࠖࠕㄡ┦ㄯࡋࡓࡽ࠸࠸ศࡽ࡞ࡗࡓࠖ࠸
࠺㡯┠ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ┦ㄯ⾜ࡁࡓࡗࡓࡅࢀఱࡽࡢ⌮⏤࡛࡞࡞⾜ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ⾲
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࠕ┦ㄯ⾜ࡃẼ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣࡶ
࠺ㅉࡵ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋ࡞ࡐㅉࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡢศᯒࡍࡿࠊ㸰ࡘࡢせᅉࡀฟ࡚ࠊ㸯ࡘࡣࠕᅔࡗ࡚࠸
ࡿࡇࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡽࠖ
ࠋᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿேࡓࡕࡣࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀప࠸ேࡓࡕ
࠸࠺≉ᚩࡀぢ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᙜ⪅ᅋయࡢ᪉ࡓࡕࡇࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚⪺࠸࡚ࡳࡿࠊ
ࠕࡼࡃศ
ࡿࠖ๓⨨ࡁࡋࡓୖ࡛ࠕ┦ㄯࢆࡍࡿࡇ࡛ࠗᛣࡽࢀࡕࡷ࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸࠘ࠊ㐣ཤࡑࡢࡼ࠺࡞
⤒㦂ࡀ࠶ࡗ࡚ㄡࢆ㢗ࡿ࠸࠺ࡇࡀⱞᡭࡔ࠸࠺ேࡓࡕࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡑ࠺࠸࠺ഴྥ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠖ࠸࠺࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᜍࡽࡃⓙࡉࢇࡀࡇࢀࡲ࡛⌧ሙ࡛ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊࡑ࠺ኚ
ࢃࡾࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊ
ࠕ┦ㄯᶵ㛵ࡢᩘࡸࡑࡢෆᐜࢆࡓࡃࡉࢇ▱ࡗ࡚࠸ࢀࡤ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊ┦ㄯ⾜ࡃẼ
࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡶᙜ⪅ᅋయࡢ᪉ࡓࡕ⪺࠸࡚ࡳࡿࠊࠕ࠾ࡑࡽࡃࠖ๓
⨨ࡁࡋࡓୖ࡛ࠕ⮬ศࡀ┦ㄯࡍࡁ┦ᡭࡸ┦ㄯࡍࡁෆᐜࡘ࠸࡚ࠊᮏᙜⰍࠎ⪃࠼ࡓࡅࢀࠊࡇ
ࡶ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ⟅࠼࡚ࡃࢀ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛⧅ࡀࡿࡇࢆㅉࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠾ࡗࡋࡷࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡋࡓࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀ௨ୖ⣽࠸ศᯒࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀṧᛕ࡛ࡍࠋ
ࡋࡋࠊඛୖ⏣ࡉࢇࡀࠕࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃᑐࡍࡿゝⴥࢆసࡗ࡚࠸ࡃࠖ࠸࠺ࡇࢆ࠾ヰࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢẁ㝵ࡢࡶ࠺㸯ࡘ๓ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ┦ㄯࡢሙࢫ࣒࣮ࢬࡸࡗ࡚᮶ࡽࢀࡿࠊ࠼ࡤࠊ᪥ࠊ⚾ࡀࡇࡢሙ᮶ࡓࠊ
ṇ┤ሙࡀࡇ࡞ࡢࡼࡃศࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋከศᮏᙜᅔࡗ࡚࠸ࡿே㐩ࡣࠊࡇ⾜ࡅࡤ࠸࠸
ࠊᘓ≀ධࡗࡓศࡽ࡞࠸࡞ࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊࡍࡈ࠸㈇ᢸឤࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡶᏊ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿ∗ぶ࡞ࡢ࡛ࠊ࠼ࡤࠊ௨๓ࠊ᪫ᕝᕷすṊⓒ㈌ᗑࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠾ࡴࡘ
᭰࠼ࡢሙࡀ㸶㝵ࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊᏊࡶࡗ࡚ࡶぶࡗ࡚ࡶ㎞࠸࡛ࡍࡼࡡࠊ
ࠕ࡞ࡐ㸯㝵↓࠸ࡢࠖࠋ
≀ࡸ⎔ቃࡀⓎࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࡇࢀࢆᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣࠕࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࠖゝ࠺ࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᘓ≀ࡸሙࡀࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢁࡶ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
┦ㄯ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣈࢵࢡࡀㄞࡳࡃ࠸ᛮࡗࡓࡽㅉࡵ࡚ࡋࡲ࠺᪉ࡶ࠸ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡇࡢࡼ
࠺ぢ࡚࠸ࡃࠊ⾤࡙ࡃࡾࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋㄡࡶࡀࢫ࣒࣮ࢬᨭࡢሙධࡗ࡚࠸ࡅ
ࡿ⎔ቃࡀࠊேⓗ࡞ၥ㢟ຍ࠼࡚≀⌮ⓗࡶฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠺ࠋࡇࡇ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ
⚟♴ⓗ࡞どⅬࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ୰࡛ᙜ⪅ࢆ┿ࢇ୰⨨࠸࡚⎔ቃࢆసࡿ࠸࠺
㒊ศࠕᨭࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆຍ࠼࡚ࠊࢡࢭࢫࢩࣅࣜࢸࡢ㧗࠸ࠕ≀⌮ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࠸࠺ࡇࢁ
ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘど㔝ධࢀ࡚ࠊࡑࡇ㛵ࢃࡿேࢆ௰㛫ࡋ࡚⧅࠸࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶᙜ⪅ࡢ᪉ࡓࡕ
୍⥴⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊᨭࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ㜼ࡴせᅉࡣఱࠊே
⎔ቃ୧᪉ࡽᙜ⪅ࡢ᪉ࡓࡕ୍⥴⪃࠼ࡿࡇࢆḟࡢẁ㝵ࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ
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㸳 ᐇ㊶ࢆㄞࡳゎࡃ
㸯㸧ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭࡢ⌧ሙࡽ
NPO ἲேࡏࡓࡀࡸᏊ⫱࡚ࢿࢵࢺ ᯇ⏣ ጁᏊ


ⰱⰼබᅬ℩⏣࡛ࠕ࠾࡛ࡅࡦࢁࡤࠖ
㸦ୡ⏣㇂ࡢྡ⛠ࠋᅜ࡛ࡣࠕᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭᣐⅬࠖ࠸࠺➨
✀♫⚟♴ᨭᴗ㸧࠸࠺ࠊᮍᑵᅬࡢぶᏊࡀ⏝࡛ࡁࡿᒃሙᡤࠊ༊ᑐᛂⅲᒣᆅᇦࡢࠕᆅ
ᇦᏊ⫱࡚ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ
㸦ᅜࡢᴗྡࡣࠕ⏝⪅ᨭᴗᇶᮏᆺࠖ
㸧࠸࠺ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋᮏ᪥㈨ᩱࡢ୰ࡣࢳࣛࢩ࣮࢝ࢻࢆ㓄ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
⏝⪅ᨭᴗᇶᮏᆺࡣࠊ
ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛ࡢ┦ㄯࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ᚩࡣࠊ࣓࣮ࣝ㟁ヰ࡛┦
ㄯࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㌟㏆࡞࠾࡛ࡅࡦࢁࡤేタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡑࡇ࡛┦ㄯࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㢦ࡀᬑẁࡽぢ࠼࡚࠸ࡿࡽࡕࡻࡗ┦ㄯ࡛ࡁࡿ࠸࠺せ⣲ࠊኪ୰࡛ࡶ⮬ศࡢ㛫࠶ࢃࡏ࡚࣓
࣮ࣝࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡢ୧᪉ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ┦ㄯ࠸ࡗ࡚ࡶᮏᙜᵝࠎ࡛ࠊẼ㍍࡞㉁ၥࡽࠊไᗘ
ࡢ⊃㛫ࡸ࡞࡞᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡲ࡛࠸ࢁ࠸ࢁฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛
ࡍࠋ
⚾ࡓࡕࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣࠊዷፎᮇࡽಖ⫱ᅬࡸᗂ⛶ᅬ࡞ࠊࡇᡤᒓࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛
࠸࠺ᮇࡀᅽಽⓗከࡃࠊࡑࡢᮇᆅᇦࡇᡤᒓࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡃࠊ⚾ࡓࡕࡢᡭࢆ㞳ࢀࠊ㢪
࠺ࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡛㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡍࠋୡ⏣㇂ࡣࠕಖάࠖࡢᏳࡀ࡚ࡶࡁ࠸ᮇ
ࠊ㸯ṓ༙デࡢ๓ᚋࡃࡽ࠸ࡽ㸱ṓࡲ࡛ࡀ࡚ࡶ㛗ࡃ࡚ࠊ≉ᗂ⛶ᅬ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡣࡑࡇ
࡛⮬ศࡢᏊࡶࡢⓎ㐩ᝎࢇࡔࡾࠊࣖࣖᮇ࢞ࢳ࡛ྥ࠸ྜࡗ࡚࠸ࡃࠋぶᏊࡢࡸࡾࡾ࡛࡚
ࡶᝎࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺ᮇࢆࠊ௰㛫ࠕඹྠ㣴⫱ࠖࡀ࡛ࡁࡿሙ࡛ᨭ࠼ࡼ࠺ࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡶࡋẕᏊᐙᗞࡢᨭ∗Ꮚᐙᗞࡢᨭ࠸࠺どⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢᡭ๓ࡢࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡛
ᝎࢇ࡛࠸ࡿࠖࠊ
ࠕࡶࡶணᮇࡏࡠዷፎࡔࡗࡓࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᮇฟ࠺ࡇࡀከ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋಖᖌࡉࢇࠕࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁ⾜ࡗ࡚ࡳࡓࡽ㸽ࠖࠊ
ࠕࡇ࠺࠸࠺ேࡀᗘ⾜ࡃࡢ࡛ࠊࡼ
ࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖ࠸ࡗࡓᙧ࡛⧅ࡀࡗ࡚ࡃࡿ᪉ࡶከ࠸࡛ࡍࠋࡶ≉ู㣴Ꮚ⦕⤌ࡢ᪉ࠊ㔛ぶࡢ
᪉ࠊእᅜࡢ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋᏊࡶ㐟ࡤࡏࡓ࠸࣭ఙࡧఙࡧ㐣ࡈࡉࡏࡓ࠸ࡸࡗ࡚ࡃࡿ᪉ࡀ
ከ࠸ࡢ࡛ࠊ⮬ศࡢࢽ࣮ࢬࡼࡾࡶඛࠊ
ࠕᏊࡶࡢࡓࡵࠖゝࡗ࡚ࡸࡗ࡚ࡃࡿ᪉ࡀᅽಽⓗከࡃࠊ
ࡑࡢ୰࡛ᑡࡋ㛵ಀᛶࡀฟ᮶࡚ࡃࡿヰࡀࡱࡘࡱࡘฟ࡚┦ㄯࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋヰࡋࡸࡍ࠸ࢫࢱࢵࣇ
ࡢฟ࠸ࡔࡗࡓࡾࠊࠕヰࡋࡸࡍ࠸࣭⚾ࡔࡅࡀࡤࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡸࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠖ⮬↛࡞ᙧ࡛ฟ࠸ࠊྠࡌࢽ࣮ࢬࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡀ㞟ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ࡅࢆࡋࡓࡾࠊᏊࡶࡢ⫱
ࡕ⏕ά㠃ࡢᝎࡳࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡀዲࡁࡔࡗࡓࡶࡢᡭసࡾእ㐟ࡧ࡞࡛ࡶᒎ㛤ࡋࡲ
ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊぢࡓ┠ࡣᴦࡋࡃࠊ࡞ࢇ࡞ࡃ᮶࡚㐟ࢇ࡛ᖐࡿሙᡤ࡛ࡍࡀࠊ୰㌟ࡣᵝࠎ࡛ࡍࠋዟ
⾜ࡀ࠶ࡿࠋᣐⅬᴗࡶࡔ࠸ࡪ⇍ᡂࡋ࡚ࡁࡓឤࡌࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᆅᇦࡢ࠾ࡤࡕࡷࢇࡀሙᡤࢆࡦࡽ࠸࡚
Ꮚࡶࢆ㐟ࡤࡏࡿሙᡤࡔᛮࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛㌟㏆࡞ሙᡤ࡛┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆࡃᚭᗏⓗࡸࢁ࠺ᛮࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡉࡗࡁୖ⏣ඛ⏕ࡀぢࡏ࡚ࡃ
ࡔࡉࡗࡓࣉࣟࢭࢫࡢࡇࢁࢆぢ࡚ࠊ
ࠕ⚾ࡓࡕࡀࡸࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࡇࢀ࡛ࡍ㸟ࠖࡍࡈࡃᛮࡗ
ࡓࢇ࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ிࡢ᫂㞞Ꮚ(ࡳࡻ࠺ࢃ ࡲࡉࡇ)ඛ⏕࠸࠺᪉ࡀࡇࡢ㛫ࠕ࣐࣐ࡓࡕࡀ㠀ᖖែࠖࢸࣞࣅࡢ୰࡛
ゝࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕඹྠ㣴⫱ࠖ࠸࠺ሙࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊᐙᗞࡣⰍࠎ࡞ࠊᙧࡣ
ࡶࡃࡋ࡚ᆅᇦࡢ୰࡛Ꮚࡶࢆ୍⥴⫱࡚࡚࠸ࡃࡼ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ሙࢆࢇ࡞ேࡶࢡࢭ
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ࢫࡋࡸࡍ࠸ሙᡤࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࡞ᛮࡗ࡚㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕ࡞ࡳ(ࢫࣛࢻࡢ)
┿ࡣࠕ㉥ࡕࡷࢇࡢᚰ㌟యࢆ⫱ࡴㄒࡾࡅ࣭࠶ࡸࡋ᪉ㅮᗙࠖࡗ࡚࠸࠺ྡ๓࡛ࡍࠋࡑࡢ๓ࡣࠕࢃࡽ
࠺ࡓ࡛ࠖࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕㄒࡾࡅ࣭࠶ࡸࡋ᪉ㅮᗙࠖ࠸࠺ࡩ࠺ྡ๓ࢆࡘࡅࡓࡽࠕࡑࢀ
ࡀศࡽ࡞࠸ࡢ࡛ཧຍࡋࡲࡋࡓࠖࠊཧຍࡉࢀࡿ᪉ࡀቑ࠼ࡲࡋࡓࠋࡲ࡛ࡣࠕ࠶ࡸࡋ᪉ࡀࢃࡽ࡞
࠸ࠖ࠸࠺ࡇࡀゝ࠼࡞ࡗࡓࡋࠊಖᖌࡉࢇࠕ࠶ࡸࡋ࡚࠶ࡆ࡚ࡡࠖ࠸ࢃࢀ࡚ࠕ࠶ࡸࡍࡗ࡚࡞
ࢇࡔࢁ࠺㸽ࠖࡗ࡚ᛮ࠸࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓேࡀࠕ⪺࠸࡚࠸࠸ࢇࡔࠖࡗ࡚ࢃࡗࡓࠋ
ࠕ࠶ࡸࡋ᪉ㅮᗙࡗ
࡚࠸࠺ྡ๓ࡔࡗࡓࡽ⾜ࡗ࡚ࡶࡎࡋࡃ࡞࠸ᛮࡗ࡚᮶ࡽࢀࡓࠖゝࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚ࠊྡࡅ࡚ࡼ
ࡗࡓ࡞࠸࠺Ẽᣢࡕࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᑡࡋࡎࡘᑠࡉ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡺࡗࡃࡾᏊࡶ┠ࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡾࠊᛂ⟅ࡍࡿ࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㛫ࢆᐙ᪘࡛ศࡕྜ࠸ࠊࡋࡗ
ࡾᅵྎࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡞ឤࡌࡲࡍࠋ
ኪࡢࠕࢁࡵࡋࠖࡣࠊ࠶ࡿ࠾ẕࡉࢇࡢ୍ゝࡽጞࡲࡗࡓࡇ࡛ࡍࠋᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭᣐⅬࡣ࠺ࡋ
࡚ࡶ᪥୰ࡢάື࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡦࢁࡤࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࡶ࠺㸯ᅇࠊ࣡ࣥ࢜࣌ࡀ㸯ࢡ࣮ࣝ㸶
㛫࠶ࡿࠋ㸱ࡽኪࣃࣃࡀᖐࡗ࡚ࡃࡿኪ㸯㸯ࡲ࡛࣡ࣥ࢜࣌࡞ࢇࡔ࠸࠺ヰࡽࠊ
ࠕࡌࡷ࠶ࠊኪ
ࡳࢇ࡞࡛㞟ࡲࡗ࡚ኤ㣤ࡓ࡚ࡳࡿ㸽ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡳࢇ࡞࡛ࡈ㣤ࢆ㣗ࡿࢆࡸࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ
ࢩࣥࢢ࣐ࣝࢨ࣮ࡀ᮶࡚ࡃࢀࡓࡾࠊࡦࢁࡤࡽ༞ᴗࡋ࡚ಖ⫱ᅬ⾜ࡗࡓࡾᗂ⛶ᅬ⾜ࡗࡓࡾⰍࠎࡋ
࡚࠸ࡿ୰ࠕ⚾ࠊᐇࡣ㞳፧ࡋࡓࢇ࡛ࡍࠖ࠸࠺᪉ࡀฟ࡚ࡁࡓࡾࡋ࡚ࠊఱ࡞ࡃྠ❆ⓗࡶ࡞ࡿ
ࡋࠊᣐⅬࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡑࡢඛ⾜ࡗ࡚ࡶࡲࡔࡕࡻࡗࡇࡢ୰␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓ࠸┦ㄯࡋࡓ࠸࠸࠺᪉ࡓ
ࡕࡀ᮶࡚ࡃࢀࡓࡾࡗ࡚࠸࠺㢼࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇࡽࡢᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭᣐⅬࡣࠊࡶࡋࡋࡓࡽኪ
㛫ᅵ᪥ࡶࡍࡈࡃษ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࡇࢆࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࡢᐇឤ࡛ࡍࠋ
㸵ᖺ⤒ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤ࡞ࡢ࡛ࠊᙜ㸱᭶ࡔࡗࡓ㉥ࡕࡷࢇࡶᑠᏛ⏕࡞ࡗ࡚㓄⮃ࡢᡭఏ࠸ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡲࡍࠋࡸࡣࡾࠊ㛗ࡃࡑࡢᆅᇦࡢ୰࡛ྠࡌேࡓࡕࡢ㢦ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃሙᡤࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡢࡣࠊ࡚ࡶ
ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊ⾤ゅ࡛ࠊࢧ࣑ࢵࢺ࡛㈙࠸≀ࡋ࡚࠸ࡿࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞㛵ಀ࡞ࡢ࡛ࠊ
ᆅᇦࡢேࡀ㛵ࢃࡿሙ࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࢇ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡸไᗘࡀᐇࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᆅᇦࡢࡢே㢦ࡀ
ࢃࡗ࡚ྡ๓ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺⏕άࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㎰ࡢⴠ◊ࡢࠕࣁࣞࣝࣖࢪ࣮ࣙࢪࠖࡉࢇࠊ࠶ࢇࡲࡾୖᡭࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊⴠㄒࡸࡿே࡛⚾
ࡓࡕࡣᏊࡶࡱࢇぢࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᅋᆅࡢ࠾ࡌ࠸ࡕࡷࢇࡣࠕୗᡭࡃࡑࡔ࡞ࠖゝࡗࡕࡷ
࠺ࠋ
ࠕࡲ࠵ࡲ࠵ぢᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖゝ࠸࡞ࡀࡽ͐ࡑ࠺࠸࠺ேࡓࡕࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊከୡ௦࡛
ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡗࡁΎỈࡉࢇࡶ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ⾤⮬యࡀࡑ࠺ࡸࡗ࡚ேࡘ࡞ࡀࡿຊࢆᘬࡁฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࢇ࡞᪉࡛ࡶຊࡀ࠶ࡾࠊㄽࡑࢀࡣ♫ᛶࡶ࠶ࡿᛮ
࠸ࡲࡍࡀࠊᑓ㛛⫋ࡢ᪉ࡸ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿタࡢ᪉ࡔࡅࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾤ࡢ୰࡛ࡑࢀࢆ
ࡋ࠶࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡃࡽ࠸ࢫࢺࣞࣥࢢࢫࢆぢࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㛵ಀᛶࢆసࡾࡓ࠸ࠋᨭࢆཷࡅࡿ
ഃᨭ࠼ࡿഃศࡅ࡞࠸ᆅᇦࡋࡓ࠸ࠋࡶࡗゝ࠺⚾ࡣࠊ
ࠕぶࡢᨭࡀඛᏊࡶࡢᨭࡀඛ
ࠖࡳࡓ࠸࡞ࡇࢆ᫇ࡣࡼࡃゝࢃࢀࡓࡅࢀࡶࠊ⚾ࡣࠊぶࡣࡸࡣࡾᏊࡶࡢ᭱ࡢ⎔ቃ࡞ࡢ࡛ࠊぶ
ࢃࡗ࡚ࡍ࡚ࡸࡿ࠸࠺ព࡛ࡣ࡞ࡃࠊぶࢆᨭ࠼࡞࠸ࡇࡣᏊࡶࡶࡸࡸ࠸
࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡣࡕࡽࡀඛ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ୧᪉࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡑ࠺࠸࠺㛵ಀᛶࠊ㞄࠸
࡚࠶ࡆࡽࢀࡿேࡀࡸࡣࡾᆅᇦࡢே࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᆅᇦࠖ࠸࠺ゝⴥࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛࠸᪉ࡀ↛㐪࠺࠸࠺ࡇࢆࠊ᪥ࡣᙉࡃឤࡌࡲࡋ
ࡓࠋࡳ࡞ࡉࢇࡀᆅᇦ㸫ࡓ࠼ࡤࠕ⮬❧ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛⮬ศ࡛ࣃ࣮ࢺࡾ࡚⏕άࡍࡿࠊᆅᇦᡠࡿࠖ
࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡉࢀࡓࡢࠕᆅᇦࠖࡣࠊఱࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࠕᆅᇦࠖࡢ୰⚾ࡓࡕࡢ㢦
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ࡀᛮ࠸ᾋࢇ࡛ࡃࢀࢀࡤ࠸࠸࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆ࠸ࡘࡶឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾་⪅ࡉࢇ࡞ࠊ
ࠕᆅᇦᡠ
ࡍࠖ࠸࠺ࡢ࣓࣮ࢪࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓࡽࠕᏊᐙࢭࣥࠖ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋࡣ࠵ࠊ࡞ࡿࡡࠊࠋࠕ㛵ಀ
ᶵ㛵࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠖ⚾ࡣゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࠕᆅᇦࡗ࡚㛵ಀᶵ㛵ࡌࡷ࡞࠸ࡼࡡࠖࠋࡑࡇࡢヰࡣࡲࡓ࠸ࢁ
ࢇ࡞❧ሙࡢⓙࡉࢇ࡛ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࠋ❧ሙࡼࡗ࡚ぢ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶࡲࡓ㐪࠺
ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣ࠸ࡘࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡓࡕࡀࡸࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊᶵ⬟ࡋ࡚ࡣࠕࡪࡾࡗ
ࡌࠖ
ࠋᶫࢆࡅࡿࠊ⧅ࡄ࠸࠺ࡇࠊࡉࡽࠊࡇࡢሙᡤࡀ⮬ศࢆศࡗ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ⾜ࡗࡓࡽ
࠸ࡘࡶࠕ࠾࠾㸟ࠖ㏄࠼࡚ࡃࢀࡿࡇࢁࡔࡗࡓࡾࠊࡑࡇ࡛ఱࡀฟ᮶ࡓࡾᙺࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊࡑ࠺࠸
࠺ࢪࢺⓗ࡞ሙᡤࡀࡸࡣࡾㄡ࡛ࡶせࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ⚾ࡣᆅᇦഃ࠸ࡿࡢ࡛ࠊཷࡅṆࡵ࡚㊴
ࡡୖࡆࡿࢺ࣏ࣛࣥࣜࣥ࡞ឤࡌ࡛࠸ࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ୡ⏣㇂༊ዷፎᮇࡽࡢษࢀ┠ࡢ࡞࠸ᨭࡀጞࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢẕᏊ㡿ᇦ࣭ẕᏊᐙᗞࡢᨭ
࠸࠺ࡇࢁࠊࡲࡓࡶࡗࡶࡗᐦ᥋⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ
ࡀࡋࡗࡾࠊᅵྎࡀࢿ࡛࢘࣎ࣛฟ᮶࡚ࡃࡿࠊࡲࡓᚋࡢ㛵ࢃࡾࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡢᛮࡗ࡚ࠊ
࡚ࡶᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࡢᣐⅬ࡛࠶ࡗࡓࡾ⏝⪅ᨭᴗࡀࠊࡸࡣࡾ
ண㜵ⓗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃᑾࡁࡿᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ
ࠕᮏᙜࡇࢇ࡞ࡇ࡛࠸࠸ࡢ࡞㸽ࠖᛮ࠺ࡇ
ࢆゝ࠼ࡿሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊಶูࡢᨭ࠸࠺ࡼࡾࡣࡑࡇࡢሙᡤ⾜ࡗࡓࡽⰍࠎᏛࡓࡾࡇ࠺
ࡍࡿ࠸࠸ࢇࡔ࠸࠺ࡇࡀぢ࠼ࡓࡾࠊ
ࠕ⎔ቃ࡛ゎỴࡍࡿࡇࠖࡀࡶࡗࡶࡗᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃ
࡛ฟ᮶ࡿ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡣ௰㛫ࡣ࠸ࡿࡼࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡸࡣࡾㄢ㢟ࢆษࡾྲྀࡗ࡚
࠸ࡗ࡚ྡࡅࡿࡍࡈࡃ㎶ቃࡍࡿ࠸࠺ࡢࢆᐇឤࡋ࡚࠸࡚ࠊ㞀ᐖࡢศ㔝ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࢇࢇ
⚾ࡓࡕࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡡࠋ࠼࡞࠸ࡇࢁ⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ឤࡌࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑ
ࡇࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡛ໟᦤࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ാࡁࡅࢆ⚾ࡓࡕࡣࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ⬟࠸࠺ព࡛ࡣࠊ⾜ᨻࡘ࡞ࡆࡓࡋ࡚ࡶᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭᣐⅬࡣᬑẁ
㏻ࡾࡸࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ᭱㏆࠺࡞㸽ࠊᵝᏊࢆぢࡓࡾࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ࠸࠺ࡢࡀᙉࡳ࡞
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋኚ࡞ヰࠊ⾤୰࡛ࡶ┠ᧁ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕࡑࡇࡢ࠺ࢇࡸ࡛ぶᏊ࡛ࡅࢇࡋ࡚࠸ࡓࡼࠖ
࡞ࢇ࡚ሗࡶධࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡶ㏫ᆅᇦ࡛ᨭ࠼ࡽࢀࡿࡇࢁࡢⰋࡉ࡞ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡸࡣࡾࠊ⅏ᐖࡢࡶ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊ㏫ࡑࢀࢆ⌮⏤ࡋ࡚ᐙᗞࢆᆅᇦ㛤࠸࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࢆࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚲࡎㄡࡀᛂ࠼࡚ࡃࢀࡿᆅᇦࡔࡼ࠸࠺ࡇࠊᅇ⟅
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ⡆༢ゎỴࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊኌࢆฟࡏࡤㄡࡀࡲࡎࡣᛂ⟅ࡍ
ࡿࡼࠊ࠸࠺⾤ࡔ࠸࠺ࡇࢆಙࡌࡽࢀࡿே࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ⚾ࡓࡕࡣண㜵ⓗ࡞άື࡞ࡢ࡛ࠊ
↛㐪࠺㡿ᇦࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᮏᙜ῝้ᝎࢇ࡛࠸ࡿᮇฟࡗ࡚࠸ࡃࡣࠊ⚾ࡓࡕ⮬
㌟ࡶ⫱ࡓ࡞࠸ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡶฟ᮶࡞࠸ࡋࠊࡶࡋࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀẕᏊᐙᗞࡢࡇࢁ⨨ࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡇࡢ᪉ࡓࡕ⚾ࡓࡕࡀࡲࡓ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⾤
ྡᮐࢆࡅ࡚࠸ࡿேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᑡࡋẼ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࠊࡑࡇࢆࠕࡓࡔࡢ࠾ࡤ
ࡕࡷࢇࠖࡢࡩࡾࢆࡋ࡚࠸ࡽࢀࡿࡦࢁࡤࡢⰋࡉࡶⓙࡉࢇ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁ⧅࠸
࡛࠸ࡃࠊࡶࡋࠕࣃ࣮ࢺࢆࡾࡿ࡞ࡽ㏆ࡃࣞࡀ࠶ࡿࡼࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡿ࠸࠸࡞࠸࠺ࡇࢆീࡋ࡞ࡀࡽࠊⓙࡉࢇࡢሗ࿌ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
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㸰㸧Ꮚࡶᐙᗞᨭࡢ⌧ሙࡽ
ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ᱵ⏣ᘺᏊ

ࡇࡢẕᏊᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ㛤ጞẁ㝵ࡽཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕᢸᙜࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝
ࡀኚࢃࡗ࡚ࡶࠊ᪂ே࡛ࡶ࣋ࢸ࡛ࣛࣥࡶྠࡌࡼ࠺ࢣ࣮ࢫࡢ᪉ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢶ࣮ࣝ
ࡸࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾࡓ࠸ࠖ࠸࠺࠾ヰࡽጞࡲࡗࡓࡇࢆぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡽࡣࠊẕᏊ⏕άᨭタ⫋ဨࡢ᪉ࡽࡢ࠾ヰ㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋ࡚ឤ
ࡌࡓࡇ࡛ࡍࠊᐇ㝿ࡢࡼ࠺ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ẕᏊ⏕άᨭタධᡤࡉࢀ࡚࠸ࡿୡᖏࢆᑐ㇟࠾ẕࡉࢇࠊタࡢᢸᙜ⫋ဨࡉࢇᏊࡶᐙ
ᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢ୕⪅࡛ᖺ㸰ᅇࡢᐃᮇ㠃ㄯࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࢆጞࡵࡓ
ᙜึࡣࠊࢩ࣮ࢺࡢㄝ᫂ࢆࡋ࡚グධࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡗ࡚ࠊࡑࡢ୰ࡢẼ࡞ࡿ㒊ศࡘ࠸࡚
☜ㄆࡍࡿࡇ࡛㛫ࢆࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ࠾ẕࡉࢇࡽ⪺ࡁࡓࡗࡓࡇ࡞ࡢ࠾ヰࡀ༑ศฟ
᮶࡞ࡃ࡚ࠊࡇࢀࡣࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡲࡃ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸽ၥឤࡌࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠾
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠾ẕࡉࢇࡓࡕࡶከࡃࠊࡁࡕࢇ㛫ࢆࡗ࡚୕⪅࡛ヰࡀ࡛ࡁࡿᶵࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡢࡼ࠺ࡋࡓࡽ᭷ຠࢩ࣮ࢺࢆ࠼ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆᮾὒࡢඛ⏕᪉ࡽࢻࣂࢫࢆ࠸ࡓࡔࡁ
࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᳨ウ࡛ࡶఱᗘヰࡋྜ࠸ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࠾ẕࡉࢇࡓࡕࡶグධ័ࢀ࡚
ࡁࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ⌧ᅾࡣ๓࠾ẕࡉࢇࢩ࣮ࢺࢆ࠾Ώࡋࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊグධࡉࢀࡓࢩ࣮ࢺࢆࡶ
ᐃᮇ㠃ㄯࢆ⾜࠺࠸࠺ὶࢀࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡞ࡗ࡚ࡁࡓឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠃ㄯ㛫⣙㸯㛫ࡢ࠺
ࡕࠊ๓༙ࡣᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡀ୰ᚰࠊࢩ࣮ࢺࢆぢ࡞ࡀࡽ࠾ヰࢆࡋ࡚ࠊᚋ༙
ࡣࡑࢀࡽࡢヰࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊẕᏊ⏕άᨭタࡢ⫋ဨࡉࢇࡀ⮬❧ᨭィ⏬ࢆලయⓗసᡂࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࠊẕᏊ⏕άᨭタࡢࢃࡾࢆࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋᏊࡶᐙ
ᗞᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊẕᏊ⏕άᨭタධࡾࡓ࠸࠸࠺ࡈ┦ㄯࡽ࠾ཷࡅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ┦ㄯࢆཷ
ࡅ࡚ぢᏛࡶ୍⥴⾜ࡁࡲࡍࠋぢᏛࢆࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊධᡤ⏦㎸ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢁ࡛ࠊධᡤ㆟ࢆ㛤ദ
ࡋࠊධᡤỴᐃࢆࡋࡲࡍࠋࡑࡢᚋࡣࠊ㏥ᡤࡲ࡛タࡢ᪉୍⥴⮬❧ྥࡅࡓᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ὶࢀ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ẕᏊ⏕άᨭタධᡤ࡛ࡁࡿᮇ㛫ࡣᇶᮏⓗ㸱ᖺ࡛ࡍࠋ㝈ࡽࢀࡓධᡤᮇ㛫ࡢ୰࡛ࠊ㏥ᡤྥࡅ
࡚ゎỴࡋࡓ࠸ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ẕࡉࢇᨭ⪅୍࡛⥴☜ㄆࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋẕᏊ⏕άᨭタධ
ᡤࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ㞳፧ᚋࡢ⮬❧ࠖ
ࠕఫᏯᅔ❓ࠖࠕ⤒῭ⓗ࡞ࡇࢆྵࡵࡓ⏕άࡢ❧࡚┤ࡋࠖ࡞࠸
ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚⌧≧ࡢ☜ㄆࠊᚋࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡢලయ
ⓗ࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⌧≧ࡢ࠾ヰྠࠊ๓ᅇࡢᐃᮇ㠃ㄯࡢࢩ࣮ࢺẚࡿࡇ࡛ࠊ༙ᖺ
ࡢኚࢆᨭ⪅ഃ࠾ẕࡉࢇࡀඹ᭷ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐇ㝿グධࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸ࡃࡘࡢࢩ࣮ࢺࢆࡶᑡࡋ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㈨ᩱ㸿࣭㹀㸦3㸧ࡣ⌧≧☜ㄆࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋࡥࡗࡃ࠸࡚ࡅࡘࢆ ࡿࡲ ۑ᪉ࠊࡌࡗࡃࡾ⪃࠼࡞ࡀ
ࡽグධࡉࢀࡿ᪉ࡀ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿᛮࡗࡓ㡯ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠊ࡛ࡢ࠸ࡼ࡚ࡅࡘࢆۑ㡯ࡀ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊࡋࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡅࡘࢆۑఱಶࡅ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍࡼ࠸࠺㢼࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸿ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㸿㸧࡛ࡍࠋ࠾ᏊࡉࢇࡣඖẼಖ⫱ᅬ㏻ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇࡣ㡹ᙇࡗ࡚㸯᪥
㸶㛫ࡢᑵປࡀฟ᮶࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࢩ࣮ࢺ࡛ࡣࠕ▷㛫ࡢࣃ࣮ࢺ࣭ࣝࣂࢺࡀྍ⬟ࠖ࠶ࡾࠊ⏕ά
ࢫ࢟ࣝ㠃࡛ࡶࠕᚲせឤࡌ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࢁ࠾ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡘࡀۑẕࡉࢇࡀ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚
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ࠕ⮬ศ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖឤࡌ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢆ༑ศㄆࡵ࡚࠶ࡆ
࡚ࠊᏳ࡞ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ⫱ᅬ࣭ẕᏊ⏕άᨭタࡢ⫋ဨࡉࢇ࣭ࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝┦ㄯࡍࡿࡼ
࠺ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹀ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㹀㸧࡛ࡍࠋ࠾ẕࡉࢇࡢయㄪⰋࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ௨๓ࡣࣇࣝࢱ࣒ࡢࢆࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࠕ▷㛫ࡢࣃ࣮ࢺࡸࣝࣂࢺࡀྍ⬟ࠖ࠸࠺ࡇࢁ≧ࡃࡘࡀۑἣ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ᪉ࡣᏊࡶࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᏊࡶ┦ㄯࡋ࠶࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡇࢁ࠸ࡘࡀۑ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᨭ⪅ഃࡋ࡚ࡣ࠾Ꮚࡉࢇࡓࡕࡢ⌧≧࠾ẕࡉࢇࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡀ୍⮴ࡋ
࡚࠸࡞࠸ឤࡌ࡚࠸࡚ࠊᐃᮇ㠃ㄯࡣู࠾ᏊࡉࢇࡢⓏᰯ࣭㐍Ꮫࡘ࠸࡚ࡢヰࡋྜ࠸ࢆᏛᰯࡸࢫࢡ
࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮࣭ࣕࣝ࣡࢝ẕᏊ⏕άᨭタࡢ⫋ဨࡉࢇ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࠾ẕࡉࢇ࣭࠾Ꮚࡉࢇࡑࢀࡒ
ࢀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
㈨ᩱ㹁࣭㹂㸦3㸧ࡣࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࠖࡍࠋ࠾ẕࡉࢇ࠾Ꮚࡉࢇ㛵ಀᶵ㛵
ࡢ㛵ಀᛶࢆ࠾ẕࡉࢇࡀࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࡼࡃࢃࡾࡲࡍࠋ
㹁ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㹁㸧࡛ࡍࠋ࠾ẕࡉࢇࡀ࠾࡛ᛁࡋ࠸ࡇࡶ࠶ࡾࠊ࠾Ꮚࡉࢇࡑࢀࡒࢀࡘ࠸
࡚ࠊ࡚࠸ࡡ࠸ぢ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᏛᰯ࡛ࡶᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࢩ࣮ࢺࢆぢࡿ࠾ẕࡉ
ࢇࡣᏛᰯࡣⰋዲ࡞㛵ಀឤࡌ࡚࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠕ༊ᙺᡤࠖグධࡋ࡚⥺ࡀ⧅ࡀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ࡽࠊ༊ᙺᡤࡢಙឤࡀࡣࡗࡁࡾࢃࡾࡲࡍࠋࡇࡢୡᖏࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅㆟ࢆ⾜
࠸ࠊᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
㹂ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㹂㸧࡛ࡍࠋ࡚ࡶᑀ࡞᪉࡛ࠊ࠸ࡘࡶ⣽ࡃグධࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋẕᏊ⏕άᨭ
タࡢኴ࠸⥺ࡣ⫋ဨࡉࢇࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ⾲ࡋࠊࡂࡊࡂࡊࡢࢫࢺࣞࢫ⥺ࡣࡢධᒃ⪅ࡢ㛵ಀࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᪉ࡣẖᅇ⫋ሙࡢࢫࢺࣞࢫ⥺ࢆグධࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏕άᨭㄢࡢᑵປ┦
ㄯࢆࡈෆࡋࡲࡋ࡚ࠊఱᗘ┦ㄯ᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡣ࠾ẕࡉࢇࡢᕼᮃྜࡗࡓࡶࡢ
ࡀ࡞ࡃࠊ
ࠕࡶ࠺ᑡࡋࡢࡇࢁ࡛㡹ᙇࡾࡲࡍࠖ࠸࠺ࡇ࡛ྠࡌົඛ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㈨ᩱ㹃࣭㹄㸦3㸧ࡣࠊ
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ḟࡢ┠ᶆ࡛ࠖࡍࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺࡢྑഃࡢࠕࡘࡂࡢ
┠ᶆࠖࡢࡇࢁࡀࠊグධࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿࡁ୍␒ㄝ᫂ࡋ࡙ࡽ࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋࡣࠕࡇࢀࡽࡢ༙ᖺ
࡛㡹ᙇࡾࡓ࠸ࡇࠖ
ࠕ༙ᖺᚋࡣࡇࢇ࡞ࡇࢆ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡓ࠸ࠖᛮ࠺ࡇࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠊ࠸
࠺ࡩ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᕥഃࡢࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠾ẕࡉࢇࡀࢇ࡞ࡇࢆ୰
ᚰ⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࢃࡾࡸࡍࡃࠊ࠼ࡤᨭ⪅ഃࡀၥ㢟ࡔឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠾ẕࡉࢇࡢࠕᅔࡗ
࡚࠸ࡿࡇࠖࡣࡃධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚࠺ࡋ࡚࡞ࡢヰࢆ
⪺ࡃࡇ࡛ࠊࡼࡾ࠾ẕࡉࢇࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡢ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡍࡋࠊᨭ⪅ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢆఏ࠼ࡿ
ᶵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵၿ᳨ウࡢ୰࡛ࠕ࠾㔠ࠖ
ࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠖ࠸࠺㡯┠ࢆ
㏣ຍࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡛ࠊࡼࡾศࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㹃ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㹃㸧ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡞ᘓ࡚┤ࡋࢆ┠ⓗධᡤࡉࢀࡓ࠾ẕࡉࢇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡶᑵປࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚ࡼࡾධࡢከ࠸ࢆ᥈ࡋࡓ࠸ࠊ࠸࠺ࡩ࠺ヰࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡲᅔ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢ༙ࢆࠕ࠾㔠ࠖࠕᑵປࠖࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ㝈ࡽࢀࡓධᡤᮇ㛫ࡢ୰࡛⏕άࡢ❧࡚┤
ࡋྥࡅ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࡼࡃࢃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊධࢆቑࡸࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⌧≧ࢆぢ┤ࡋ࡚ᨭ
ฟ㠃ࢆῶࡽࡍ࠸࠺ヰࡶࡋࡘࡘࠊ࠾ẕࡉࢇࡀ㈙࠸≀࡞౫Ꮡࡋ࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚
ࡣࠊẕᏊ⏕άᨭタࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ⏝ࡶ࠾່ࡵࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹄ࡉࢇ㸦3 ㈨ᩱ㹄㸧࡛ࡍࠋ㹄㸫㸯ࡀධᡤᙜึࡢࡶࡢ࡛ࠊ࠾ẕࡉࢇ⮬㌟ࡢᗣ㠃ࡢᏳࡀ࡚ࡶ
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍࡳࡲࡏࢇࠊࡇࡇ࡛㈨ᩱゞṇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺグධࡣඛ࠾ヰࡋ
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ࡋࡓ㡯┠㏣ຍ௨๓ࡢࡶࡢࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊմ␒ࡣᏊࡶࡢ⫱ࡕ࡛ࠊն␒ࡣᑵປࡘ࠸࡚࡛ࡋࡓࠋ⏦ࡋヂ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㹄㸫㸰ࡀྠࡌ᪉ࡀᖺグධࡋࡓࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋẕᏊ⏕άᨭタ㏥ᡤྥࡅ࡚ࠊఫᏯࡘ
࠸࡚୰ᚰ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ኚࡋࡓࡢࡀࡼࡃࢃࡾࡲࡍࠋྠࡌࢩ࣮ࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚⏝ࡋ࡚⣔ิ
࡛ࡳࡿࡇ࡛ࠊ࠾ẕࡉࢇࡢẼᣢࡕࡢኚࡀឤࡌྲྀࢀࡓࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㠃ㄯ࡛ࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ࡳ࡚ឤࡌࡓࡇࡣࠊࡑࡢࡢୡᖏࡢ᪉ࡢ⏕ά≧ἣࡸẼᣢࡕࢆከゅⓗぢࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⥅⥆ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ࡛ኚࢆ࠾ẕࡉࢇᨭ⪅ࡀඹ᭷ࡋ࡚ឤࡌࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁⰋࡗࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊ᪂ࡋࡃධᡤࡉࢀࡓ᪉ࡣࡦࡘࡦࡘ࠾ヰࢆఛ࠺ࡼࡾ
ࡶࠊࢩ࣮ࢺࢆグධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛⌧ᅾࡢ≧ἣࡀศࡾࡸࡍࡃࠊධᡤࡉࢀࡓ᪉ࡶヰࡋࡸࡍࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊඛẕᏊ⏕άᨭタࡢ⫋ဨࡉࢇࡽࡶ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊグධࡋࡓࢩ࣮ࢺࢆࡶ
ᮾὒࡢඛ⏕᪉ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂࢬࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ┤᥋ࡢᨭ⪅ࡔࡅ࡞ࡃࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡢ
᪉ධࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡛࠾ẕࡉࢇࡢ㠃᥋ࡢ㛫࡛ࡣ⌧ࢀ࡞࠸㒊ศࡘ࠸࡚ࠊ㸲✀ࡢࢩ࣮
ࢺࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡇࠊ࠺࠸࠺どⅬ࡛ᨭࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺Ẽࡁࢆᚓࡿࡓࡵ࡚ࡶ᭷ຠࡔ
ࡗࡓឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢẕᏊᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡋ࡚ࠊᮾὒࡢඛ⏕᪉ࡣࡌࡵࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࡽࡢ࠾ヰࢆఛࡗࡓ
ࡾࠊ࠾ヰࡋྜ࠸ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࡣࠊ࡚ࡶ⮬ศ⮬㌟ࡢຮᙉࡶ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮬
ศࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡶᚋ⏕ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚᭷ຠ
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ





43


Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮㸦ᱵ⏣㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㓄ᕸ㈨ᩱ
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ʩ්ƠƯƍǔ

Ɩӳƍƴ࣎ƕƚƯƍǔ

ੈᨊ

ȑȫȡǾȳƷɶƷ
᧙̞

˟ƑƹਮਠƢǔ
ਮਠǛǄƱǜƲƠƳƍ

ȑȫȡǾȳˌٳƷ ᡈƴƲǜƳʴƕ˰ǜ
᧙̞

܇ƲǋƱƷ᧙̞



ݼіॖഒ



ܖఄȷ؏עƳƲƷ

ࠊࢫȷܖఄƳƲƴ

ưƍǔƔჷƬƯƍǔ

ᘍʙǁӋьƠƯƍǔ

ႻᛩưƖǔ

܇ƲǋƷƜƱƴ᧙࣎

܇ƲǋƷൢਤƪǛ

ƕƋǔ

ྸᚐƠƯƍǔ

ჺ᧓ƷȑȸȈǍ
ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

؏עƷʴƱʩ්ƕƋǔ

ƣŵᢘࡇƳុᩉǛਤƬƯ
ʩ්ƕưƖǔ
ƬƨƱƜƱƕƋƬƨ

ƓʝƍƕૅƑƋƏ᧙̞ư 

܇ƲǋƱɟደƴ࠰Ⴛࣖ

܇ƲǋƱႻᛩƠӳƏ

ƷѣǛƠƯƍǔ

ƜƱƕưƖǔ

ᧈ᧓ƷȑȸȈǍ

πσʩᡫೞ᧙Ǜ

ᡵᲮଐᲭᲪ᧓Ʒ

ᡵ  ଐᲮᲪ᧓Ʒ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

МဇƠƯƷݼіƕӧᏡ

ݼіƕưƖǔ

ݼіƕưƖǔ

Ƌǔ

Ʒͤࡍ

ဃǹǭȫ





˺ଐ     ࠰   உ  




ܭႎƴᡫᨈƕ







ͳ  ᎋ 

ᕤȷᡫᨈƠƳƕǒ

ᐯЎƷ˳Ʒཞ७ƴƭƍƯ 

ဃƕưƖƯƍǔ

ǳȳȈȭȸȫưƖƯƍǔ 



ʻƸӖᚮƠƯƍƳƍ

ܼᚘƷ

ˡƍƕƋǕƹ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ݲƠƣƭưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

پƠƳƕǒ



ǍǓƘǓ

ưƖǔ

Ǜज़ơƯƍǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ưƖǔ

ưƖǔ



ˡƍƕƋǕƹ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ݲƠƣƭưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

پƠƳƕǒ



ưƖǔ

Ǜज़ơƯƍǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ưƖǔ

ưƖǔ




ੈᨊ

ʙ˺Ǔ

؏עƱƷ᧙̞



ྵཞᄩᛐǷȸȈ ᲢȑȫȡǾȳλއᎍဇᲣ

㹀
ٻႸ



ƴᡈƷʴƴႻᛩưƖǔ

ಮࡸᇹ   ӭ
                                                    



ͳ  ᎋ 

ᕤȷᡫᨈƠƳƕǒ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ʙ˺Ǔ

؏עƱƷ᧙̞
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ȑȫȡǾȳƷɶƷ
᧙̞

܇ƲǋƱƷ᧙̞



ݼіॖഒ



ཞ७ƕܭܤƠƯƍǔ

ˡƍƕƋǕƹ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ݲƠƣƭưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

پƠƳƕǒ

ưƖǔ

Ǜज़ơƯƍǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ưƖǔ

ưƖǔ



ᢘࡇƳុᩉǛਤƬƨƓ˄



˟ƑƹਮਠƢǔ

ᘍʙƷƳƲƴ

ႻƷဃƴᇌƪλǒ

ਮਠǛǄƱǜƲƠƳƍ

ʩ්ƠƯƍǔ

Ɩӳƍƴ࣎ƕƚƯƍǔ

ܖఄȷ؏עƳƲƷ

ࠊࢫȷܖఄƳƲƴ

ưƍǔƔჷƬƯƍǔ

ᘍʙǁӋьƠƯƍǔ

ႻᛩưƖǔ

܇ƲǋƷƜƱƴ᧙࣎

܇ƲǋƷൢਤƪǛ

܇ƲǋƱɟደƴ࠰Ⴛࣖ

ȑȫȡǾȳˌٳƷ ᡈƴƲǜƳʴƕ˰ǜ
᧙̞

ưƖƯƍǔ

ƕƋǔ

ჺ᧓ƷȑȸȈǍ
ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

؏עƷʴƱʩ්ƕƋǔ

܇ƲǋƱႻᛩƠӳƏ
ƜƱƕưƖǔ

ƣŵᢘࡇƳុᩉǛਤƬƯ
ʩ්ƕưƖǔ
ƬƨƱƜƱƕƋƬƨ
ƴᡈƷʴƴႻᛩưƖǔ

ƓʝƍƕૅƑƋƏ᧙̞ư

ƷѣǛƠƯƍǔ

ᧈ᧓ƷȑȸȈǍ

πσʩᡫೞ᧙Ǜ

ᡵᲮଐᲭᲪ᧓Ʒ

ᡵ  ଐᲮᲪ᧓Ʒ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

МဇƠƯƷݼіƕӧᏡ

ݼіƕưƖǔ

ݼіƕưƖǔ
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Ƌǔ

ྸᚐƠƯƍǔ







ಮࡸᇹ  ӭ

ᐯЎ

Ӑʴ

ܱܼ

ܖఄ



ܼ ࡊ

ܖݱఄ

̊Ჴ ܇ƲǋŴ̬ᏋŴӐʴŴ၏ᨈƳƲ

ƞƍŵ

ƋƳƨƷǇǘǓƴƍǔʴŴᚨƳƲǛᐯဌƴƍƯƘƩ

ࢍƍ᧙̞      
୍ᡫƷ᧙̞      
ࢊƍ᧙̞
ǹȈȬǹƷƋǔ᧙̞
᧙̞Ʒ૾Ӽࣱ

ؕஜᚡ

၏ᨈ

ȑȫȡǾȳ

ɶܖఄ

˺ଐ              



൞Ӹ               

᳸ƍǇƷཞඞǛჷǔƨǊƷǷȸȈ᳸
㹁

ғࢫ

Ӑʴ



ڻ
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ᐯЎ

Ӑʴ

ܱܼ

ܖఄ

ȑȫȡǾȳ

ܼ ࡊ

ܖᇜ

܇

ܖఄ

̊Ჴ ܇ƲǋŴ̬ᏋŴӐʴŴ၏ᨈƳƲ

ƞƍŵ

ƋƳƨƷǇǘǓƴƍǔʴŴᚨƳƲǛᐯဌƴƍƯƘƩ

ࢍƍ᧙̞      
୍ᡫƷ᧙̞      
ࢊƍ᧙̞
ǹȈȬǹƷƋǔ᧙̞
᧙̞Ʒ૾Ӽࣱ

ؕஜᚡ

Ꮀئ

܇Ʒ༵

܇Ʒᅑ

˺ଐ              



൞Ӹ               

᳸ƍǇƷཞඞǛჷǔƨǊƷǷȸȈ᳸



ڻ

ғࢫ

㹂

Ӑʴ

༊ᙺᡤ

Ɩ૾ ̊

ಖ⫱ᅬ

⫋ሙ





ڻ

༊ᙺᡤ

Ɩ૾ ̊

ಖ⫱ᅬ

⫋ሙ
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ಮࡸᇹ  ӭ
൞Ӹ                            


㹃

᧓     ࠰   உ   ଐ ᳸    ࠰   உ   ଐ 

᳸ƍǇƬƯƍǔƜƱ᳸

㸵

᳸ƭƗƷႸ᳸
㸵

㸰
㸴

㸱

㸱
㸯

㸰

࣭

࣭
㸶
㸯

㸶
Ɩ૾ ̊

Ⴘ

Ĭ
İ
Ĳ
Ĵ

Ĭ

ͤࡍ  ĭ ဃ  Į Ɠ į ȑȸȈȊȸ
؏עŴȑȫȡưƷ᧙̞ ı ܇ƲǋƷᏋƪ 
܇ƲǋƱƷ᧙̞   ĳ ݼіƴƭƍƯ 
 ᚃȷΩࢂƳƲƱƷ᧙̞

è ᐯЎƴᛆ࢘ƢǔႸǛᢠǜưƘƩƞƍŵ

ı

İ
ĭ

ഏׅƷƾǓƔƑǓʖܭଐ   ࠰  உ  ଐ
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ಮࡸᇹ  ӭ
൞Ӹ                            

㹄㸫㸯


᧓     ࠰   உ   ଐ ᳸    ࠰   உ   ଐ 

᳸ƍǇƬƯƍǔƜƱ᳸

᳸ƭƗƷႸ᳸
㸴

㸴

㸱

㸯
㸯
㸯

࣭

࣭

㸰

㸲
㸲

㸰
Ɩ૾ ̊

Ⴘ

Ĭ
İ
Ĳ
Ĵ

Ĭ

ͤࡍ  ĭ ဃ  Į Ɠ į ȑȸȈȊȸ
؏עŴȑȫȡưƷ᧙̞ ı ܇ƲǋƷᏋƪ 
܇ƲǋƱƷ᧙̞   ĳ ݼіƴƭƍƯ 
 ᚃȷΩࢂƳƲƱƷ᧙̞

ı

İ
ĭ

ഏׅƷƾǓƔƑǓʖܭଐ   ࠰  உ  ଐ

è ᐯЎƴᛆ࢘ƢǔႸǛᢠǜưƘƩƞƍŵ

ಮࡸᇹ  ӭ
൞Ӹ                            


㹄̿㸰

᧓     ࠰   உ   ଐ ᳸    ࠰   உ   ଐ 

᳸ƍǇƬƯƍǔƜƱ᳸

᳸ƭƗƷႸ᳸
㸱

㸯
㸯

࣭

࣭

㸰㸦ఫᏯ㸧

㸴࣭㸷

㸰㸦ఫᏯ㸧

㸴࣭㸷
Ɩ૾ ̊

Ⴘ

Ĭ
İ
Ĳ
Ĵ

Ĭ

ͤࡍ  ĭ ဃ  Į Ɠ į ȑȸȈȊȸ
؏עŴȑȫȡưƷ᧙̞ ı ܇ƲǋƷᏋƪ 
܇ƲǋƱƷ᧙̞   ĳ ݼіƴƭƍƯ 
 ᚃȷΩࢂƳƲƱƷ᧙̞

è ᐯЎƴᛆ࢘ƢǔႸǛᢠǜưƘƩƞƍŵ

ı

İ
ĭ

ഏׅƷƾǓƔƑǓʖܭଐ   ࠰  உ  ଐ
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㸱㸧⏕άಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ࡢ⌧ሙࡽ
ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ᢸᙜಀ㛗 ➉㞞Ꮚ

⚾ࡶࠊඛࡢᱵ⏣ྠࡌࡃࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞࡢࡣ⏕άಖㆤࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࢆࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋࡓࠋඛᒣᓊࡀⓎ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㹀ࢣ࣮ࢫࡣࠊ⚾ࡀ⏕άಖㆤࡢ㛤ጞࢆࡋࡓ᪉࡛ࠊᙜࡣ
ࠗⱝᖺዷ፬࣭∗ぶᏑᅾ࠘ࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࢆ⪺ࡁࠕ࠺ᑐᛂࡋࡼ࠺ࠖᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕ
㸦㛗ࠎ㸧ヰࡉࡏ࡞࠸࡛ࡃࢀࡿ㸽᳔ࠖᏊ⬌ᆘࢆ࠸ࡓᙼዪྥࡁྜࡗࡓࡢࡀࠊึࡵ࡚ࡢฟ࠸
࡛ࡍࠋ
ࡑࡇࡽ⌧ᅾ❧ሙࡀኚࢃࡾࠕᰝᐹᣦᑟဨࠖ࡞ࡾࠊࡇࡢ᪉ࢆ㸳ᖺ㛫⚟♴ົᡤࡋ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡋ
ࡓ⤒㐣ࢆࠊᅇࡢࡇࡢࢩ࣮ࢺࡢ᳨ドࢆවࡡ࡚ᐇ㊶◊✲ࡘ࠸࡚ࡢࡾ㏉ࡾࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡎࠊࡇࡕࡽࡀึᅇᙼዪࡀグධࡋࡓࢩ࣮ࢺ࡛ࡍ㸦
ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ẕぶ⏝㸧
ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫
㸱㸧3 ཧ↷㸧
ࠋᙜࡢᙼዪࡣዷፎ⢾ᒀࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᗣ㠃ࡢࡇࢁࠕ
㸦ၥ㢟ࡣ㸧
࡞࠸ࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦⤒῭㠃ࡘ࠸࡚ࡶ㸧⏕άಖㆤࢆ࠺ࡅ࡞ࡀࡽࡶࠕ࡛ࡁࡿࠖグධࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋヰࡶࡇࡢグධࡢゝⴥࡑࡢࡲࡲ࡛ࡋࡓࠋ 
ඛࠊẕᏊᨭタࡢ᪉ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀ㸦ࡇࡢࢩ࣮ࢺࡀ㸧
ࠕྜࢃ࡞࠸᪉ࠖࡀᒃࡿࡢ
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋά⏝ࡋ࡙ࡽ࠸᪉⚾ࡣࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࠊ㠀ᖖࡘࡽ࠸
≧ἣ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠊඛ᪥ᙼዪࡀ᮶ᡤࡋࡓ㝿ࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆぢࡏࡓࡽࠊ
ࠕ࠶ࡓࡋ࡞ࢇ
ࡶ⪃࠼࡚࡞࠸ࡡࠖࡇࢀࢆぢ࡚ኌࢆ㧗ࡽ➗ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋᒣᓊ⚾ࡣࠊࡑࡢጼᙼዪࡢᡂ㛗
ࢆぢ࡚ྲྀࢀ࡚ᨵࡵ࡚Ꮀࡋࡃឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ḟ࡛ࡍࠊึᅇࡢࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧࡞ࡾࡲࡍ㸦3 ཧ
↷㸧
ࠋᙜᏊࡶࡀ⏕ࡲࢀ࡚㸴㐌┠࡛࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋᅔࡗ࡚ᒃࡿࡣࠕ࡞࠸ࠖࠊఱࡶ᭩
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ࠶ࡇࡢヰࡣࡲࡓఏ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
᭱ᚋึᅇࡢࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉ࡛ࠖࡍ㸦
ࠕ࠸ࡲࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧3 ཧ↷㸧
ࠋᙼ
ዪࡣࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ࠺㝿ࠊẼ࡞ࡿࡇࢁࢆ୍␒ୖ↓ព㆑᭩࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋࡇࡢᙜ
ᙼዪࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡓሙᡤࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡼࡃぢ࡚࠸ࡓࡔࡃศࡿࡼ࠺ࠊᙼዪࡗ࡚ᐇࡣࡇࡢᮇࡣࠊࡣࠕ♫ࠖࡀ࡞࠸ࡢ࡛
ࡍࠋ
ࠕᮏேࡓࡕࠖࡑࡋ࡚࠶ࡿࡢࡣࠕぶࠖࡑࡋ࡚ᙼዪࡀ࡚ࡶࡑࡾࡀྜࢃ࡞࠸ࠕጜࠖ
ࠋࡇࡢ㛵ಀᅗࡢ
୰ᆅᇦࡣࡇࡶฟ࡚᮶࡚࠸࡞࠸ࠊࡇࢀࡀᙼዪࡢ᭱ึ᭩࠸ࡓ࢚ࢥ࣐ࢵࣉ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢᚋࡢኚࢆᐈほⓗᤊ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࠊḟࡢ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࢆ࠾ぢࡏࡋࡲࡍࠋᕥഃ
ࡣࠊࣃ࣮ࢺ࡛ぶᏊேࡢ⏕άࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㝿సᡂࡋࡓࠊ
ࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠖ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᙼዪࡗ࡚ࡢࠊ࡞Ꮡᅾࡢ⨨ࡀࠕぶࠖᡠࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢྑ⬥ࠕ㐩ࠖ࠸࠺Ꮡᅾࡀࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡶᅛ᭷ྡモࡣฟࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࠕ㐩ࡀ࠸ࡿࡼࠖࡣゝ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊලయⓗࡣᣲࡀࡽ
࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ᕥࡀ⚾ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢୗࡀⓎ⾲ࡋ࡚ࡃࢀࡓᱵ⏣ࡉࢇࠊࡑࡋ࡚ಖᖌࠋᙼዪ
ࡗ࡚ࡢࠕ♫ࠖࡣࡇࢀࡔࡅ࡛ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡀࠊ᭱㏆ᒣᓊࡀྲྀࡗࡓࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠖ࡞ࡾࡲࡍࠋᎰࡋ࠸ࡇࠊᏊࡶࡀಖ⫱ᅬධᅬࡋ
ࡓࡇࡽࠊᆅᇦࡢ♫㈨※ࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᮏேࡢ࡞ሙᡤ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ⫋
ሙࠖ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᙼዪࡗ࡚ࡢ♫ࡣࡸࡗࡥࡾࡲࡔࡲࡔ⊃ࡃࠊࡓࡔᙼዪ⮬㌟ࡀࠕ࠾ẕࡉࢇࠖ
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ࡋ࡚ࠕዪᛶࠖࡋ࡚ୡ⏺ࡀᗈࡀࡗࡓࡢ࡛ࠊ⤖ᯝࠕ♫ࠖࡀᗈࡀࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀࠊᐈほⓗࡇࡢ
ࠕ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࠖࢆά⏝ࡋࡓࡇ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡲࡍ

⚾ࡓࡕ⏕άಖㆤࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡽඛᖺ༢࡛ኚࢃࡿ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓᛮ
࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀ⏕άಖㆤࡢ㹁㹕ࡀ┠ᣦࡍࡁᨭࡢ㔜せ࡞どⅬࡣࠊᐇࡣࡇࡢࢩ࣮ࢺࡽㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋධࢆቑࡸࡋ࡚ࠊ
ࠕ⏕άಖㆤࢆᢤࡅࡿࠖࡇࡔࡅࡀ┠ᶆ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋᆅᇦ࡛
ぶᏊࡀ⮬❧ࡋ࡚⏕άࡀ࡛ࡁࡿࠊࡑࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࡢࡀ⾜ᨻࡢ࡛࠶ࡿࠋඛඛ⏕ࡶྠࡌ࠾
ヰࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡇࢆ┠ᣦࡍࡁࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀ࠸ࡘࡲ࡛
ࡶࠕࡀࢇࡤࡗ࡚ࡡࠖࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
ࠗࡶ࠺࠸࠸ࡼࠊኵ࠘ᙼዪࡓࡕࡀ⮬ศ࡛ᘬ࠸࡚࠸ࡅ
ࡿࠊࡑࢇ࡞㢼ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤࠊ⤖ᯝᮏேࡢຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚
ឤࡌࡓࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ḟ࡛ࡍࠊࡇࢀࡣᐇࡣ⚾ࡢ┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢩ࣮ࢺࡔ࠸࠺㢼࠾⪃࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋඛᱵ⏣ࡶࠕࡇ
ࡢࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡢࡀ㞴ࡋࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋඛ⏦ࡋୖࡆࡓࠊᏊࡶࡀ㸴㐌┠ࡢࡁ
ᙼዪࡀ᭩࠸ࡓࢩ࣮ࢺᡠࡾࡲࡍ㸦
ࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࣭ࡘࡂࡢ┠ᶆࢩ࣮ࢺࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧3 ཧ
↷㸧
ࠋ
ᅔࡗࡓࡇࡣࠕ࡞࠸ࠖ᭩ࡁࡘࡘࠊࡑࡢ┤๓⚾ࡢ┠ࡢ๓࡛ᤵஙࢆࡋࠕࡇࡢᏊࠊࢤࢵࣉฟ࡞࠸ࢇ
ࡔࡼࡡ㹼ࠖᏊࡢ⫼୰ࢆᙉࡃ྇ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࠕࡡ࠻ࠊࡑࡢᢪࡁ᪉༴࡞࠸ࡽࠖヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࠊᐇ㝿ࢩ࣮ࢺࢆ๓ࡍࡿᙼዪࡣࡑࡢᅔࡗࡓࡇࡣゝࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚾
ࠕࡋ࡞ࡁࡷࡡࠊᏊࡶ⏘ࢇࡔࡽࡡࠖゝࢃࢀࡿࡇࢆண ࡋ࡚ࠊ᪤ḟࡢ┠ᶆࡢࡇࢁ
ࠕࠖ᭩࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡀࡑࡢᚋࠊኟ࡞ࡾᙼዪࠕࡉ࠵ࠊࡌࡷ࠶ࡇࡢᚋ࠺ࡋࡼ࠺ࠖヰࢆࡋࡓࡁ࡛ࡍࠋᙼዪ
ࡣࢢࣛࣇࢆศࡋࡓᚋࠊḟࡢ┠ᶆࠕఱࡶぢ࠼࡞࠸ࠖゝࡗ࡚ࠊゝⴥࢆ᭩ࡁධࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋ
ࡓࠋࡇࡢ᪥ࡣࠊ⚾ࡶࡍࡈࡃࡘࡽ࠸㠃᥋࡛ࡋࡓࠋࡇࡢᙜ⚾ࡣࠊࡇࡢ᪥ࡢᙼዪࢆ࠺ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ
ࡓࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸グ㘓ࢆㄞࡳ㏉ࡋ࡚ぢࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠗ᠆↛ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑵປᑐࡍࡿពḧࢆឤࡌࡽ
ࢀ࡞࠸࠘グ㘓ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
ࠕ㸦㛵ࢃࡾ᪉ࢆࡳ࡚㸧Ꮚࡶࡢ⤎ࢆឤࡌࡓࠖ
ࡶ᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࠋẕぶࡋ࡚ࡢࠊᙼዪࡢࢫࢺࣞࣥࢢࢫẼ࠸࡚࠸ࡿࡢࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠗࢆ
ࡍࡿẼࡀ࠶ࡿࡢ㸽࠘࠸࠺どⅬࡢグ㘓ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᐈほⓗ⪃࠼ࡿࠊࡑࡢᙜࡢ
ぢ❧࡚ࡶู㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊከ㠃ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࡓࡁ
࠺࡞ࡢ⪃࠼ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࢩ࣮ࢺసᡂࡢ⫼ᬒ࠸࠺ࡢࡀࠊᑵປᨭ⧅࠸ࡔࡁ࡛ࡋࡓࠋᱵ⏣ᑵປᨭࡢᢸᙜ⫋ဨ
ࡀ㠃᥋ࢆࡋࡓࡽࠕ
㸦ࢆࡍࡿࡢࡣ㸧ࡸࡔࠖゝࡗࡓࡢ࡛ࠕ➉ࡉࢇࡕࡻࡗ⾜ࡗ࡚ࠊᮏேࢆㄝᚓ
ࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠖே㢗ࡲࢀ࡚ࠊ⚾ࡣᮏேࡢᐙ⾜ࡁࡲࡋࡓࠋ⤖ᒁ⚾ࡣࠕᏊࡶࢆࡦࡾ࡛⫱࡚
ࡿࡢࡣࡘࡽ࠸ࡼࡡࠊಖ⫱⎔ቃࢆసࡿࡓࡵࡣࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢࡼࠖࠊ
ࠗ㈗᪉ࡢࡓࡵ࡞ࡢࡔ
ࡽ࠘ᙼዪゝ࠸⪺ࡏ࡚ࠊࡢヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋᮏேࡣᢎㅙࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᖐࡾࡀࡅࠕ⚾ࠊ
ࡵ㎸ࡲࢀࡓẼࡀࡍࡿࠖゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣࠊࡑࡢ⤒㐣ࡶグ㘓᭩࠸࡚ࡋࡲࡋࡓࠋᨵࡵ࡚ㄞࡳ㏉
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡍࡈࡃࡎࡋࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢᙜࡣࠊఱࡶᛮࢃࡎ᭩࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡘࡲࡾ⚾
ࡣᮏேࡢ┠ᶆࢆ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔ࡞ࠊࡔࢃࡾࡲࡍࠋᡂ㛗ࡋࡓࡢࡣ⚾ࡶ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡍࡿ⚾ࡓࡕࡢᨭࡀᙜ⪅య࠺ࠊᐈほⓗぢ࠼ࡿࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡲࡋ
ࡓࠋ
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ࡇࢀࡀࠊࡶ࠺ࡍࡄᏊࡶࡀ㸱ṓ࡞ࡿᙼዪࡀసࡗࡓࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋึࡵ࡚ࠕյᆅᇦࡢ㛵ಀࠖ
࠸࠺ࡇࢁࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᏊࡶࡀ㸱ṓ࡞ࡾࠊ㏆㞄୍ᐙ௰Ⰻࡃ࡞ࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢᐙ
Ꮚࢆ㐃ࢀ࡚ࡈ㣤ࢆ㣗ࡓࡾࡍࡿ㛵ಀࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡀ⾜ᨻ࡛ࡶ࡞࠸ࠊᏊࡶࡢᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ
ಖ⫱ᅬ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࡑࡋ࡚⫋ሙ࡛ࡶ࡞࠸ࠊ᪂ࡋ࠸ᆅᇦ࡛ࡢ㛵ಀࡀฟ࡚ࡁࡓࠊࡇࡇࡀ࡚ࡶࡁ࠸࡞
ᛮࡗࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊඛᒣᓊࡢሗ࿌ࡢ㝿ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕᑗ᮶ࡢヰࠖ࠸࠺ࡇࢁࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇ
ࢀࡀࠊඛ᪥ᒣᓊࡀ᭱ᚋྲྀࡗࡓᙼዪࡢ┠ᶆ࡛ࡍࠋࡧࡗࡃࡾࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊලయࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡍࠋ
ࠕ㸱㸮⛬ᗘᖖ㈓㔠ࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠖᮏேࡣㄒࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡇࡢ㸯ᖺ๓ࡣࠕ㌴ࡢචチࡀ
ࡋ࠸ࠖ᭩࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㸰㸳ṓࡢዪᛶࡽࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡶࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㌴ࡣᣢ࡚࡞
࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡣẼࡅ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ┠ᶆክࡣ㐪࠺ࠋ
ࠕ࠸ࡘྔ࠼ࡓ࠸ࡇࠖ
ࠕḟࡢ┠ᶆࠖ
ࠊࡑ
ࡇࡢ༊ูࡀᙼዪࡢ୰࡛ࡘ࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀࡇࡢࢩ࣮ࢺࡽ⚾ࡣㄞࡳྲྀࡿࡇฟ᮶ࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡇࢀࡀ࠸࠺どⅬࡣࠊࢩ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚ࡶᒣᓊ⚾ࡢᤊ࠼ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋඛ
ࠊྂᒇᒣᓊࡼࡾᙜ⪅ࡢ᪉ࡁࡕࢇྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᒣᓊࡣࠕᮏேࡢពྥ
ࡢ⫼ᬒ࠶ࡿࡶࡢゐࢀࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠖ࠸࠺ሗ࿌ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ࡚ࡶ⣲ᩛ࡞Ẽࡁ
ࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋฟ᮶ࡣᚲࡎ⫼ᬒࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ⫼ᬒẼ࠸࡚ࡸࡗయീࡀࡼࡾᾋࡁฟ
࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊᨭࢆࡍࡿࠕక㉮⪅࡛ࠖ࠶ࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡢ㠃᥋࡛
⚾ࡣ┠ᶆࢆ❧࡚࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
ࠕඛᑟ⪅ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠊࡔศࡾࡲࡍࠋ
ࠕఱ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡢ
࡛ࠊゼၥࡋ࡚ࡁࡲࡍ㸟ࠖ࠸࠺ࡶⰋࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋࡣࠕᚋ㏣࠸⪅ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ᮏேࡀ࠺࠸࠺ே࡞ࡢ࠸࠺యീࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡿࠊࡇࡢక㉮ࡢṌࡳࡀᥞࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀ࡚ࢆ⪺ࡁྲྀࢀࡿⅭࠕฟࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿゝⴥࡌࡷ࡞࠸ࡇࠖࡶẼ࠸࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡁᒣᓊࡣࠕ࠸ࡗࡥ࠸⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࠸࠺ពぢࢆࡃࢀࡲࡋࡓࠋ⚾
ࡶࡑ࠺࠸࠺㢼࣮࣮࣡࢝௦ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡋࠊࡑࢀࡶ࡚ࡶ࡞ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊඛ
ఱࡶ᭩ࡅ࡞ࡗࡓࡑࡢẼᣢࡕࡣࠊ࠺࠸࠺⫼ᬒࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᡤẼ࠸࡚࠸ࡃࠊࡑࡢどⅬ
ࡶ⚾ࡓࡕࡣᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
ゝㄒ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡑࢀࡀඛୖ⏣ඛ⏕ࡢ୰࡛ࠕ⬟ຊࠖ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ⚾ࡣᙼዪࡢ
ᢡឤࡽࡃࡿᏳࡀཎᅉ࡞ࡢ࡞᭱⤊ⓗᛮ࠸࡞ࡀࡽࠊᑵປᨭ⧅ࡆ┤ࡋࡓ࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋᮍ᮶ࡢ┠ᶆࢆᥖࡆࡽࢀ࡞࠸⮬ಙࡢ࡞ࡉࡀᅵྎ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ᙼዪࡀ⮬ศ࡛၏୍㑅ᢥࡋ࡚ᡂ
ຌࡋࡓࡇࡀࠕᏊ⫱࡚ࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢⅭࠊᙼዪࡣ࠸ࡲẕぶࡋ࡚ࡢ᭷⬟ឤࡀ࠸ࡗࡥ࠸࠶ࡿࡢ࡛
ࡍࠋゝⴥ࡛ゝ࠼࡞ࡗࡓ㒊ศࢆ✺ࡁワࡵࡍࡂࡎࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓ࠶࠼࡚┠ࢆࡘࡴࡾࡓ
࠸ᛮࡗࡓࢆࠊࡇࡲ࡛㏣࠸ࡅࡿࠊࡇࡲ࡛ぢᏲࡿࠊ㹁㹕ࡑࢀࡒࢀࡀࡑࡢ᪉ࡢ㊥㞳ឤࡸ
ࡑࡢ᪉࠺ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃࢆ⪃࠼ࡿࡇࠊࡇࡇࡀᗘࡣᨭ⪅ഃࡢ⮬ศࡢၥ㢟࡞ࡿࡢ࡞
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྠࡌࢶ࣮ࣝࢆ࠸ࠕከ㠃ⓗᙜ⪅ࡑࢀࡒࢀࢆࡽ࠼࡚࠸ࡃࠖ࠸࠺ࡲ࡛ࡢࢫ࣮
ࣃ࣮ࣂࢬࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࡽඛࡣᨭ⪅ࡢ౯್ほࡸ⤒㦂๎ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋࡔࡽࡇࡑ
ຓゝࡍࡿ୰࡛ࠊࡑࡢᨭ⪅ഃࡢᛮ࠸ࡶ㹁㹕ࡽ⪺ࡁྲྀࡿ࠸࠺ࡇࡶࡋࡓ࠸ࠊᚰࡀࡅ࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᨭ⪅࡛࠶ࡿ⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ⤖ᯝᨭࡢ᪉ྥᛶࡶኚࡾࠊᙜ⪅⮬ࡽࡢኚ
⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡃࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᙜ⪅ࡢኚࡣࠊᨭ⪅ഃࡶࠊࡘࡲࡾ┠ᶆྥࡅ࡚క㉮ࡋ࡚࠸ࡿ⮬
ศ⮬㌟ࡶࡍࡈࡃᎰࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛⤖ᯝࡋ࡚ࠊࡲࡓᨭࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ᙼዪࡢᑵ⫋ࡀỴࡲࡗࡓࠊ㞳⫋ࡋࡓࠊࡎࡗぢᏲࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᑵ⫋ࡀỴࡲࡗࡓࠊ⚾ࡣࡑࡢ
ࡣ❧ሙࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ≧ἣ࡛ࡋࡓࡀࠊ࡚ࡶᎰࡋ࠸ࡢࢆ㢦ฟࡉࡎࠕ㡹ᙇࡾ࡞ࡉ࠸ࠖゝ
ⴥࢆࡅࡓグ᠈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᪂ࡋ࠸⎔ቃࡢᏳࡶࡦࡑᢪ࠼࡞ࡀࡽᑵ⫋ྥ࠺Ẽᣢࡕᑐ
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡀ႐ࡧࡍࡂࡓࡽࠊࡑࢀࡣඹឤ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ඛ᪥ࠊ࠾Ꮚࡉࢇࡢ㸱ṓඣデࡢᚋ❆ཱྀ᮶࡚࠸ࡓᙼዪࠕࡡ࠻ࠊ㸱ṓඣデၥ㢟࡞ࡋゝࢃࢀࡓ
ࡼࠖኌࢆࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠕⰋࡗࡓࡡࠊୖᡭ⫱࡚ࡓࡡࠖ㏉ࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕ࠶ࡓࡋࡀࢱࣂࢥ྾
ࡗ࡚ࡿࡽ㸦Ⓨ㐩ࡀ㸧㐜ࢀࡿࡶࡗ࡚ゝࡗࡓࡼࡡࠖ✺↛࠸ࢃࢀࡲࡋࡓࠋᙜࠕႚ↮ࡀࠊཷືႚ↮
ࢆྵࡵ࡚⫾ඣᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡽࡶ࠺⏘ࡳ᭶ࡔࡽṆࡵࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠖಖᖌࡸ⚾ࡀヰࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᙼዪࡣࡑࢀࢆ㒊ศⓗᤊ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᙼዪࡣᙜ⮬ศ࡛ࡣ⮬ぬ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ㐣ཤࢆࡣࠕ࡞ࢇࡶ⪃࠼࡚࡞࠸
ࡡࠖࡗ࡚➗࠸㣕ࡤࡏࡿࠊ⮬ศ⮬ಙࡀᣢ࡚࡚ࡁࡓࡇ࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศ࡛ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢆࡋࡗࡾฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡽࡇࡑ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡣⰍࠎ࡞❧ሙࡢேどⅬࡸࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせࡔ
ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࡞⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⏕άಖㆤࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣࠊ⏕άಖㆤἲࡢ୰࡛ୡᖏࡢ⏕ά≧ἣࡢᢕᥱࡢⅭᐃᮇⓗ࡞ᐙᗞゼၥ
ࢆ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣮࣡࢝ࡶࠊಖᖌࡶᏛᰯࡢࢫࢡ࣮ࣝ࢝
࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡉࢇࡶ㐪࠺ࡇࢁࡣࠊ
ࠕᙜ⪅┦ㄯࡀ↓ࡃ࡚ࡶ࠸⾜ࡃᏑᅾࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࠋྂᒇ
ࡀඛヰࡋ࡚࠸ࡓࠕᬑ㏻ࡢࡁࠖࠊㄒࡾࡓ࠸ࡇࡀᮏே࡞࠸ࡁࡶ⚾ࡓࡕࡣ࠼ࡿ࠸࠺
ࠕ࣓ࣜࢵࢺࠖࢆᣢࡗ࡚ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⰋ࠸ࡇࡶᝏ࠸ࡇࡶ୧᪉ࡶゝ࠼ࡿᏑᅾࠊฟ᮶ࡓࡽゝ࠸ࡓ
ࡃ࡞࠸㈈ᕸࡢ୰㌟ࡶゝࢃࡏࡿ❧ሙࡢ⚾ࡓࡕࠋᬑ㏻ࠊᨭ⪅ࡣ࡞࡞⪺ࡅ࡞࠸࡛ࡍࡼࡡ㸽ࠕ࠾ẕࡉ
ࢇ㈈ᕸ࠸ࡃࡽ࠶ࡿࡢ㸽ࠖࠋ࡛ࡶ⚾ࡓࡕࠊ⪺࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࠊࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡔ
ࡽぢࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡑࡢ㛵ಀࡢ࣮࣋ࢫࢆసࡿࡁࡣࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡒࢀࡢ࠾ᐈᵝࡢᑛཝࢆᏲࡾ࡞ࡀ
ࡽࠊࡑࡢᙜ⪅ࡢ᪉ࡀࢇ࡞Ẽᣢࡕࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢᙼዪࡓࡕࡢẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀ
ࡀࠊඛྂᒇࡀヰࡋࡓࠕᬑ㏻ࡢࠖసࡗ࡚࠸ࡃ㛵ಀࡢ㔜せࡉࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࠕୡᖏဨࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇࡢ
ࣇࣝࢱ࣮ࢆ㏻ࡋࡓᏊࡶീࠊᐇ㝿Ꮚࡶ࠶ࡗ࡚ࡳࡿࡁࡃ㐪࠺ࡶࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋẕ
ࡀࠕኚࠖㄒࡿᏊࡶᐇ㝿࠺ࠊࡑࡢኚࡉࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚ࠊ⤖ᯝᨭ⪅ࡢẕぶᑐࡍࡿど
Ⅼࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣᮏᙜከᛁ࡞≧ἣ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕᏊࡶࡗ࡚ࡁ࡚ࠖ
ࠕᚲせ࡞
ሙྜࡣኪ୍⥴⾜ࡃࡽ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸ࡘࡶ⚾ࡣゝࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋ
ࡷࡗࡓࠕᏊࡶࡀᙜ⪅࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺どⅬࡣ⚾ࡶ࡚ࡶ㔜せࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊᏊࡶ
ࢃࡏࡿࢆ᎘ࡀࡿಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡀ࡚ࡶከ࠸࡛ࡍࠋࡘࡲࡾಖㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࢆ㞃ࡋࡓࡀࡿࠊᏊ
ࡶ㈇࠸┠ࢆᣢࡓࡏࡓࡃ࡞࠸࠾ࡗࡋࡷࡿࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾࡢ㹁㹕ࡣᙜ⪅୍ேࡦࡾࡢᑛཝࢆࡁ
ࡕࢇࡲࡶࡾࠊࡁࡕࢇヰࢆ⪺ࡅࡿᏑᅾࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᏊࡶ㐩ࡋࡗࡾࡗ࡚࠸ࡁࡲ
ࡋࡻ࠺࠸࠺ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅇࠊ⚾ࡓࡕࡶࡇࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ᨵࡵ࡚⮬ศࡓࡕࡢᨭࢆぢ┤ࡍࡁࡗࡅࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᰝ
ᐹᣦᑟဨࡶᙜ↛ㄢ㛗ࡽࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂࢬࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆಀဨࡢᣦᑟ࠸࠺ᙧ࡛ᡠࡋ࡚࠸ࡁ࡞
ࡀࡽࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡼࡾⰋ࠸ᙧ࡛ࡢᨭࠊ
ࠕᙜ⪅ࡗ࡚ࡶⰋ࠸ᨭࠖ࠸࠺ࡇࢁࢆᖖ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ⤌⧊ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࠊಀဨࡓࡕࡀᙜ⪅୍ேࡦࡾࢆぢᏲࡗ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊᨭࡋ࡚
࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊᚋࡶࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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㸲㸧◊ಟࡽぢ࠼࡚ࡁࡓᨭࡢㄢ㢟
ỤᡞᕝᏛ ㅮᖌ ᡃㅰ⨾ᕥᏊ
㸦㸯㸧㛵ࡋࡓ◊ಟࡢᴫせ
ୡ⏣㇂༊ࡢ༠ാ◊✲ࡢ୍⎔ࡽࠊᮾὒᏛࡢᏊࡶࣘࢽࢵࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ◊ಟㅮᖌࡋ࡚ேᮦ⫱
ᡂ㛵ࡋ࡚ࡁࡓࠋ◊ಟෆᐜࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊูᏊࠕᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ㸫ୡ⏣㇂༊
࠾ࡅࡿẕᏊᐙᗞᨭ⪅◊✲ሗ࿌᭩㸫ࠖࡋ࡚ࡲࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㛵ࡋࡓ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐇ㊶ᐇែ
ࡳࡽࢀࡿᨭࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
◊✲ᮇ㛫ࡢ  ᖺ㛫㛵ࡋࡓ◊ಟࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢᨭ⪅ࡀ₇⩦ㄢ㢟ࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᚲせ࡞⌮ㄽ࣭
ࢫ࢟ࣝࢆᏛࡪ㞟ྜᆺྜྠ◊ಟࠊಶูࡢタෆ࡚ಶ᳨ูウࢆ⾜࠺ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࣚࣥᆺ◊ಟ
ู࡛ࡁࡿࠋ๓⪅┦ᙜࡍࡿ◊ಟࡣࠊẕᏊ⏕άᨭタሗ◊ಟ  ᅇ ࠊࡦࡾぶᐙᗞᨭ⪅◊
ಟ  ᅇ ࠊ⏕άᨭㄢෆ◊ಟ  ᅇ ࠊࡑࡢࡢ◊ಟ  ᅇ ࠊィ  ᅇᐇࡋࠊᚋ⪅┦ᙜࡍࡿ◊ಟࡣࠊ
 ࡘࡢẕᏊ⏕άᨭタෆ◊ಟࡋ࡚ࠊィ  ᅇᐇࡋࡓࠋ
㞟ྜᆺ◊ಟ࡛ࡣࠊྛཧຍ⪅ࡽࡢ࠶ࡿ⛬ᗘࡢホ౯ࡣᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ಶࠎࡢㄢ㢟ぢ
ྜࡗࡓࢫ࢟ࣝࢵࣉࡘ࡞ࡀࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࢆᐇ㊶ࡢሙᣢࡕᖐࡾࠊ᪥ࠎࡢᐇ㊶ά
ࡋ᰿࡙ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ၥ࠸ࠊཧຍ⪅ࡢከࡃࡀ㤳ࢆࡋࡆ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࠊཧຍ⪅ࡢ
ຊ㔞ࡸࠊ◊ಟ࡛య㦂ࡋࡓࢫ࢟ࣝࢆᐇ㊶ࡍࡿヨࡳࢆྍ⬟ࡍࡿ⎔ቃ࠺ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸ࡇ
ࡀ࠺ࡀ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ⧞ࡾ㏉ࡋཧຍࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ୰ࠊẖᅇࠊึࡵ࡚ཧຍࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
ࡽࠊຊ㔞ࡢ␗࡞ࡿ⪅ࡀΰᅾࡍࡿᙧࡀጇᙜ࠺ࠊ㞟ྜᆺ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡢᚲせࡀ࠶ࡿᛮ
ࢃࢀࡓࠋ
 ୍᪉ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥᆺ◊ಟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘࢆୖࡆࡿࠊᥦ౪⪅ࡀ⮬ࡽࡢ㛵ࢃࡾࢆࡩࡾ
㏉ࡿ㐣⛬ཧຍࡍࡿࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ⫈ࡃ࠸࠺ᙺᚭࡍࡿࡇࢆㄢࡋࡓ⤖ᯝࠊᥦ౪⪅ࡀ
యⓗࠊ⪃࠼ࡿ࣭ゝⴥࡍࡿࡇࢆᨭ࠼ࡿሙࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࢆࡶࡘࡇࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ᥦ౪⪅ࡽ⾲ฟࡉࢀࡓᅔࡾឤࢆࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀඹ᭷ࡍࡿయ㦂ࡢሙࡀࠊሗඹ᭷ࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ⪅ཬ
ࡧᨭ⪅ᑐࡍࡿඹឤⓗ⌮ゎࢆ⏕ࡳࠊࡑࡇࡽᙜ⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿᨭ⎔ቃࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࡘ࡞
ࡀࡗࡓࡇࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࢣ࣮ࢫ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࡢᐇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࠸࠺ྜពࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊㅮᖌࡀධࡿᙧࢆ┿ఝ࡚ࠊᨭ⪅ࡢࡳ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅ
ࢪࣙࣥࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ᳨ウࢆ㛤ጞࡍࡿ࠸࠺ᡂᯝࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊேᮦ⫱ᡂࡢ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ◊ಟ࡛ᚓࡽࢀࡓෆᐜࢆᐇ㊶᰿࡙ࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ
㞟ྜᆺ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࠊタෆ࠾ࡅࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣂࢨ
࣮ እ㒊ㅮᖌ ࡼࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥᆺ◊ಟࢆ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ
 ᮾὒᏛ࡛ࡣࠊ㸯࡛㏙ࡓ㞟ྜᆺ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿࡓࡵࠊẁ㝵ⓗࢫࢸࢵࣉࢵࣉ࡛
ࡁࡿࡼ࠺✚ࡳୖࡆᘧࡢࣔࢹࣝ◊ಟࠕᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟࠖࢆ㛤Ⓨࠊᥦ♧ࡋࡓࠋ ᖺࠊ ᭶
ࡽ  ᭶ࡅ࡚ᐇࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࠊࢫࢸࢵࣉ  ᇶ♏ ࠊࢫࢸࢵࣉ㸰  ࠊࢫࢸࢵࣉ㸱 ࢫ
࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ 㐍ࡵ࡚࠸ࡃᙧࢆࡗ࡚࠸ࡿ ᅗ  ࠋ≉ࠊࢫࢸࢵࣉ㸰ࡢ᳨ウ࡛ᙜ⪅యࡢ
ᐙᗞᨭࡢᙜ⪅࡞ࡿᏊࡶぶࢆඹឤⓗ⌮ゎࡍࡿࡇࢆᐇ㊶ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࢫ
ࢸࢵࣉ㸱ࡢࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠖࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᙜ⪅ࡀయⓗ⏕άࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
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ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⏕άࢆྲྀࡾᕳࡃ㇟ᑐฎࡍࡿᙜ⪅ࡢ
ຊ╔┠ࡍࡿどⅬࡀࠊᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭࡢ᰿ᖿᤣ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊᙜ⪅ࡢゝືࡸ࿘ᅖࡢேࡢゝືࠊࡑࡋ࡚ᨭ⪅➼ࡢゝືࢆࡩࡾ㏉ࡾࠊព࡙ࡅࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᙜ⪅ࡢ⏕άࡢᑐฎࡍࡿຊࡸ⏕άࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊࡑࡢࠎࡢ≧ែࡢࡼ࠺࡞ᨭࡀᚲせ
ࠊࡑࡢᨭࢆࡍࡿຊ㔞ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࡀࢫ࣮
ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᨭ⪅ࡀࠕㄒࡿࠖࡇࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊᨭ⪅ࡢࠕㄒࡾࢆ⫈ࡃࠖ࠸࠺ࡇࡀࠊ࠸㔜
せ࠸࠺ࡇẼ࡙࠸ࡓࢫࢸࢵࣉ㸱ࡢཧຍ⪅ࡢゝⴥࠊ
ࠕࡇࢀࡗ࡚᭱ึ ᇶ♏ ᡠࡿࢇ࡛ࡍࡡࠖࡽࠊ
☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᨭࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍᙜ⪅ࡢࠕㄒࡾࢆ⫈ࡃࠖຊࡢ⫱ᡂࡘ࡞ࡀࡿ 2-7 ࡣࠊᐇ
㊶ࢆࠕㄒࡿࠖ
࣭
ࠕ⫈ࡃࠖ࠸࠺ᨭ⪅㛫ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍᅵྎ࡙ࡃࡾࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᙜ⪅ࡢࠕㄒࡾࡓ࠸ࠖࠕ⫈࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㸻ࠕᑛ㔜࣭ཷᐜࠖ࠸࠺ᛮ࠸ࠊᨭ⪅ࡢࠕㄒࡾࡓ࠸ࠖ
ࠕ⫈࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㸻ࠕᑛ㔜࣭ཷᐜࠖ࠸࠺ᛮ࠸ࡀࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⤌ࡳ
࡙ࡃࡾࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠊཧຍ⪅ࡀㄆ㆑࡛ࡁࡓࡇࡣࠊẁ㝵ⓗࢫࢸࢵࣉࢵࣉࢆᅗࡿ✚ࡳୖࡆᘧࡢࣔ
ࢹࣝ◊ಟࡢᡂᯝࡢ୍ࡘ࠸࠼ࡿࠋ

ᅗ㸯ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ

㸦㸱㸧ᙜ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࢆᅔ㞴ࡍࡿせᅉ
 ࠕㄒࡽ࡞࠸ேࠖࠊ
ࠕ㞴ࡋ࠸ேࠖᣓࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿᙜ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡘࠊయⓗㄒࡾࡓ࠸ᛮ࠼
ࡿᨭ⪅ฟ࠼࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᙜ⪅ࡣࠊㄢ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙜ⪅ࡀ⮬ࡽ⪃࠼ࠊゝⴥࡋ࡚࠸ࡃసᴗᐤࡾῧ࠼ࡿ㛵ಀᵓ⠏ࡀ༑ศ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࡇࡽࠊᚓࡽࢀࡿሗࡀᑡ࡞ࡃࠊࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࡲࡲᨭࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛
ࡣࠊᙜ⪅ࡢ❧ሙࡓࡗࡓ┠ᶆ␗࡞ࡿᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽࡳࡓ┠ᶆࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᙜ⪅ࡢ⌧㇟⾜ືࡢᢚไࡀᨭࡢ୰ᚰ⨨ࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿ࠸࠺⌧≧ࡢㄢ㢟ࡀࡳ࠼࡚
ࡁࡓࠋࡘࡲࡾࠊᙜ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࢆᅔ㞴ࡍࡿせᅉࡢ୍ࡘࡣࠊᙜ⪅ࡢࠕㄒࡾࢆ
⫈ࡃࠖຊࡼࡗ࡚ࠊᙜ⪅ᨭ⪅㛫࡛┠ᶆ࡞ࡿ᪉ྥᛶࡀඹ᭷࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽࠊせᅉࡢࡘ┠ࡋ࡚ࠊᨭ⪅ࡢࡽ࠼᪉ࡼࡾࠊᙜ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࢆ
ᅔ㞴ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᙜ⪅ࢆࠕୡᖏ༢ࠖࡳࡿࠊ
ࠕಶู༢ࠖࡳࡿ࠸࠺ᨭ
⪅ࡢどⅬࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ ᅗ㸰 ࠋ
ࠕୡᖏ༢㸻ぶᮏࠖࡢどⅬࡽࡳࡿࡇࡼࡾࠊᏊࡀぶࡢᚋࢁ
㞃ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡼ࠺ࠊᏊࡶࡢᏑᅾࡀ╔┠ࡉࢀࡃ࠸ᐇែࡀ࠶ࡿࡇࡀ◊ಟࡽぢ࠼࡚
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ࡁࡓࠋࡘࡲࡾࠊୡᖏ༢ࡣࠊᏊࡶࡢ⏕ά⎔ቃࢆ༑ศࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ࠾࠸࡚ࡣࠊᏊ
ࡶࡢᶒᐖࡀぢ㐣ࡈࡉࢀࡿ࠸࠺ࣜࢫࢡࢆᏎࡴࡇࢆ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ
ࢆࡩࡲ࠼ࠊ
ࠕಶู༢㸻ぶᮏࠊᏊᮏࠖ࠸࠺どⅬࡽࠊぶࡢᚋࢁᏊࡀ㞃ࡉࢀࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ࠕぶࠖࠕᏊࠖࡢ᪉ࢆᙜ⪅ࡋࠊࡾࢃࡅࠊᏊࢆయⓗᙜ⪅ᤣ࠼ࡿどⅬࢆࡶࡘࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ 2 ୡᖏ༢ࡽಶู༢

㸦㸲㸧ᙜ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࡘ࡞ࡀࡿேᮦ⫱ᡂ
ಶู༢ࡢどⅬࡽࠊᏊࢆᙜ⪅ࡢ❧ሙᢲࡋୖࡆࡿࡓࡵࡣࠊᨭ⪅ࡣࠊぶᑐᓖࡍࡿぬᝅ
ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᏊࡶࡢᶒࡢどⅬࡽᏊࡶࡢ⏕ά⎔ቃࢆࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊぶࡢࠕㄒࡾࠖࡢࡁࡉࡁᾘࡉࢀࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏊࡶࡢゝㄒ࣭㠀ゝㄒࡼࡿᑠࡉ࡞ࠕㄒ
ࡾࠖࡼࡿሗࢆ㞟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᨭ⪅ࡣࠊᏊࡶࡢ㛵ಀᵓ⠏ࡢᶫΏ
ࡋ࡞ࡿ㣴⫱ࡢ➨୍⩏ⓗ㈐௵⪅࡛࠶ࡿぶࡢ㛵ಀᵓ⠏ດࡵ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᙜ
⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࡘ࡞ࡀࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᏊࡶࡢᶒࡢどⅬࢆ᰿ᗏᤣ࠼࡚ࡓࡿ
ᙜ⪅࡞ࡿᏊࡶࡢ❧ሙ❧ࡗ࡚Ꮚࡶࡢ⏕άࢆࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ◊ಟ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ㄒࡾࢆ⫈ࡃຊ࣭౯್⌮࣭ಶู༢
㞟ྜᆺྜྠ◊ಟ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥᆺ◊ಟ

ሗඹ᭷࣭ᙺศᢸ࣭㛵ಀᵓ⠏
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᶆ‽
୰ሀ⪅ࡢ⫱ᡂ◊ಟϨ

୰ሀ⪅ࡢ⫱ᡂ◊ಟϩ

OJTࡼࡿᅵྎ࡙ࡃ
ࡾ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅵྎ࡙ࡃࡾ
ᅗ 3 ◊ಟࡢᒎ㛤

ࡑࡇ࡛ࠊேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࠊ◊ಟࡢᒎ㛤 ᅗ  ࡽ⪃࠼ࡿࠋ➨୍
ẁ㝵࡛ࡣࠊ㞟ྜᆺྜྠ◊ಟࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥᆺ◊ಟࡼࡾࠊᙜ⪅యࡢ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ
ࠕㄒࡾࢆ⫈ࡃࠖࢫ࢟ࣝࢆయ㦂ⓗ⩦ᚓࡋࠊᑓ㛛⫋ࡢ౯್⌮ࡸࠊಶู༢ࡼࡿどⅬࡽᏊࡶ
ࢆᙜ⪅ࡍࡿᚲせࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊሗඹ᭷࣭ᙺศᢸ࣭㛵ಀᵓ⠏ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᶆ‽
ࡘ࡞ࡀࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ➨ẁ㝵࡛ࡣࠊ➨୍ẁ㝵࡛Ꮫࢇࡔࢫ࢟ࣝࡸどⅬࢆᐇ㊶ࡢሙ᰿
࡙ࡏࡿ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ2-7 ࡼࡿᅵྎࢆࡘࡃࡿࡇࢆ┠ᣦ
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ࡋࡓ୰ሀ⪅ࡢ⫱ᡂ◊ಟ  ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨୕ẁ㝵࡛ࡣࠊᆅᇦ᰿࡙ࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢᅵྎ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࡓ୰ሀ⪅ࡢ⫱ᡂ◊ಟϩࢆ⾜࠺ࠋ
 ᖺ㛫ࡢᡂᯝࡋ࡚ᐇࡋࡓࣔࢹࣝ◊ಟࠕᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ࡛ࠖࡣࠊ◊ಟࡢᒎ㛤ࡢ➨ẁ
㝵┦ᙜࡍࡿෆᐜࡲ࡛┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋࡉࡽࠊ➨୕ẁ㝵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅵྎ࡙ࡃࡾࡢෆᐜࢆ┒ࡾ㎸
ࢇࡔ୰ሀ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 
㸦㸳㸧ࡲࡵ
 ◊ಟࡢ㛵ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ౯್⌮ࡘ࡞ࡀࡿࠕᙜ⪅ᑐࡍࡿぢ᪉ࡀኚࢃࡗࡓࠖ
࠸࠺ࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬࡢព㆑ኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇࡣࡁ࠸ࠋࡋࡋࠊᐇ㊶ࢆᢸ࠺๓ᥦࡋ࡚ࠊ
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆᇶ┙ࡍࡿ⌮ㄽᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛⫋ࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࡁࡇࢁࠊ
ࡑࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࢁࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿᨭ⪅ࡀ࠸ࡿ⌧≧ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⌧≧ࡽ⪃࠼ࡿࠊᨭ⪅ࣞ࣋ࣝྜࢃࡏ࡚ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࢆᅗࡿẁ㝵ⓗ✚ࡳୖࡆ᪉ᘧࡢ࠺
ࡕࠊᇶ♏◊ಟࡢᙉࡣᚲ↛࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࢆྵࡵ࡚ࠊேᮦ⫱ᡂ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
◊ಟࡢㄢ㢟ࡣࠊձᑓ㛛ࢫ࢟ࣝࢆྲྀᚓࡍࡿࠊղᑓ㛛ࢫ࢟ࣝࢆࠊ⫋ሙ࡛᰿ࡏࡿࡓࡵࠊ2-7 ࡢᅵྎ
ࢆࡘࡃࡿᡭἲࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࢆά⏝࡛ࡁࡿ୰ሀᨭ⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࠊճྛ㛵ಀᶵ㛵㛫࡛ࠊ᪉
ྥᛶࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᐇࡋⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺㸱ࡘࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ
ࠕせಖㆤඣ❺ᑐ⟇ㄪᩚᶵ㛵ࡢㄪᩚᢸᙜ⪅◊ಟࠖࡢᐇࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓ
 ᖺᨵṇඣ❺⚟♴ἲ ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࠊᏊࡶࡢᶒࡢどⅬࡽࠊᏊࡶࢆᙜ⪅ࡢ❧ሙᢲࡋ
ୖࡆࠊᏊࡶࡢ᭱ၿࡢ┈ࡢᑛ㔜ࢆලయࡍࡿᐇ㊶ࢆᢸ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇࡣᛴົࡉࢀࡿࠋ
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㸳㸧ࡲࡵ
    ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢ㛗୕⩚ ᛅႹ

ឤࡶྵࡵ࡚ヰࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ୡ⏣㇂༊ࡣࠊ⫋ဨᵓᡂ࠶ࡿ⛬ᗘ᪥ᮏࡢேཱྀᵓᡂࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊඛ⏕ࡽࡶ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ
࠺ࠊྡேⱁࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡢࡣ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㥏┠ࡔ࠸࠺ヰ࡛ࠊࡑࢀࡣࡑࡢ㏻ࡾࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋᶆ‽࠸࠺ࡶࡢࡀࡸࡣࡾྍḞ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡣᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢇ
࡞ࡇ㛵ࡍࡿᮾὒࡢඛ⏕᪉ࡢࡈᨭࡢ࠾ࡆ࡛ࠊᶆ‽࠸࠺ࡢ┠ᖜ࠸࠸ࡲࡍࠊࡑࢀ
ࡒࢀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⫋ဨࡀࠊⰍࠎ࡞Ẽ࡙ࡁࡔࡑࢀࡽᵝࠎ࡞⫋ဨࡢ㛵ಀࡢᨵၿࡔ
ࡀᚓࡽࢀࡓ࠸࠺ࡇࡀࡼࡃࢃࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ಶูࡢᣦᐃウㄽࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ࣭ᆅᇦ࡛ࡢࠕሙࠖࡢษࡉ࠸࠺࠾ヰࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡽṇⰍࢇ࡞㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃሙ㠃ࡢࡈ⤂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁ
ࡣࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡞ࠊᆅᇦࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࡑࡢࡶࡢࡢ㔜せᛶࡈᣦ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢃࡓࡃࡋ⏕άᨭㄢ㛗࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏕άಖㆤࡢ⚟♴㒊⨫ࡢㄢ㛗࠸࠺ࡇࡶࠊࡑࢀࡽᏊ
ࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡶ୧᪉ᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㏆ᖺࠊୡ௦ᑐ㇟ᆺࡢᆅᇦໟᣓࢣࡔࠊᅜࡢ
࠺࡛ࡣࠕᡃࡀ࣭ࡈࠖ࡞ࠊᆅᇦࢆព㆑ࡋࡘࡘࡶᑐ㇟⪅యࢆ࣭ୡᖏయࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃ࠸
࠺ࢆゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ㈋ᅔࡢၥ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡁࡕࢇ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ヨ㔠▼
࡞ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ពྜ࠸࡛ࡣࠊࡦࡾぶᐙᗞㄢࡢᯇᮏㄢ㛗ࡽࠕ┦ᑐⓗ࡞㈋ᅔࡀ㧗࠸ࠖ࠸࠺࠾ヰࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡁࡕࢇ୍୍ᙜ⪅ࡢ᪉ࡑࢀࡒࢀࡢᛮ࠸క㉮ࡋ࡞ࡀࡽࠊษᐇ㊶ࢆ✚ࡳ
ୖࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせࡔᛮ࠸࡞ࡀࡽࠊᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆ㠀άࡋ࡞ࡀࡽᚋ
ࡢᨭࡶ✚ࡳ㔜ࡡࢆᅗࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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㸴 ᐇ㊶◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ
ᮾὒᏛ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗 㸭 ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ ᳃⏣ ᫂⨾


㸯㸧Ꮫ⮬యࡢඹྠ◊✲
ᮾὒᏛ⮬యࡀඹྠ◊✲ࡍࡿࡁࡣࠊከᵝ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊከᵝ࡞ᙧ࡛Ꮫࡣࠊᆅᇦ
ࡢᵝࠎ࡞♫⚟♴ၥ㢟㛵ࡍࡿゎỴᡭἲࢆ⪃࠼ࠊࡑࢀࢆලయࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍⯡ⓗࡣㄪᰝࡸ◊
ಟࠊᑂ㆟࡞ࡢ༠ຊࡀከࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦࡢ⚟♴ㄢ㢟ࡣከᒱࢃࡓࡾࡲࡍࡽࠊࡋࡗࡾඹྠ࡛ࡁࢀࡤࠊከࡃࡢㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊ⚟♴ㄢ㢟ࡣ⏕άࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⾜ᨻࡣࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤࡢ㛵ಀ࡛⡆༢ࡣᏛ
ഃሗබ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍࡽࠊㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋ࡚ゎỴ᪉ἲࢆᐇ㊶ⓗ᳨ウࡍࡿ࠸
࠺ࡇࡣ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛ⮬యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡀ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛ࡁࡕࢇ⤌ࡳࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢ
ࡣࠊࡑࢀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᩥ⛉┬ࡽᣦᐃࢆཷࡅ
࡚ࠊࡑࡋ࡚Ꮫᅜࡀᢡ༙࡛㈇ᢸࡋࡓ⤒㈝ࢆᚓ࡚ࠊ㸳ᖺ㛫◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺⤌ࡳࡀ࡛ࡁ
࡚ࠊ➨  ᮇࡣ༓ⴥ┴ඵ༓௦ᕷࠊ➨  ᮇ࡛ࡣୡ⏣㇂༊ࠊගᕷࡢඹྠ◊✲༠ᐃࢆ⤖ࡧ◊✲ࢆ㐍ࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢୡ⏣㇂༊ࡢ༠ᐃࡣࠊ➨  ᮇ⚾ࡀᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆᘬࡁཷࡅࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓୡ⏣㇂༊༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛ࠊᅜ㝿ⓗどⅬࠊᅜⓗどⅬࠊᇶ♏⮬యࡢどⅬࢆࡶࡕࠊಶู
ࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᐙᗞࡢ⚟♴ㄢ㢟⮬య⟇ࡢࡼ࠺ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡘ࠸
࡚ࠊ≉ᙜ⪅ࡢᶒࡢどⅬࡽぢࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛⤖ࢇࡔ༠ᐃ࡛ࡍࠋᆅᇦࠊලయⓗࡣୡ⏣㇂༊
ࡢࡦࡘࡣⅲᒣ࠸࠺ᆅᇦࠊேཱྀࡣ㸰㸮ࡃࡽ࠸ࡢᆅᇦ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢᆅᇦࡢ୰࡛ࡑࡢ⏕άಖㆤࡸ࠶
ࡿ࠸ࡣᚅࡸ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕άࡢ⦅࠸࠺ࡇࢁタࡢ୰࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠊࡑࡇࡢ࡞࡛ࡢ⚾
ࡓࡕࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡼࡗ୍࡚యఱࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡢࠊࡑࢀࡣぢ࠼࡚ࡁࡓࡇࡼࡗ୍࡚యఱ
ࡀኚࢃࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡘ࠸࡚ࠊ㠀ⓙࡉࢇඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ

㸦㸯㸧◊✲ࡢጞࡲࡾ
◊✲ࢆチྍࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡣ⸨㔝ᬛᏊಖ⚟♴㒊㛗࡛ࡋࡓࠋࡲࡔ࠺࡞ࡿࢃࡽ࡞࠸◊✲
ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ሙ୍⥴ᐇࡍࡿࡇࢆᢎㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࢆලయⓗᐇ⌧ື
ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡣᒸ⏣⠜Ꮚࡶ㒊㛗㸦⌧༊㛗㸧࡛ࡋࡓࠋ
⌧ᅾ࡛ࡶࠊୡ⏣㇂༊ࡢ᪂ࡋ࠸Ꮚࡶ㛵ࡍࡿ⚟♴ศ㔝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᏊࡶࡢᶒࡢどⅬ❧ࡗ࡚
㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ⌮ゎࢆ♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿேࡀࠊୡ⏣㇂༊ࡢࡇ࠺ࡋࡓඹྠ◊✲ࡢỴᐃࢆࡍࡿ
㝿㛵ಀ㒊ࡢ⫋ࡘࢀ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊࡇࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡇࡢ⫼ᬒࡋ࡚㔜せ࡞
ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡁࠊࡇࡀົᒁࢆᐃࡵࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡦࡾぶ
ᨭᢸᙜࡋ࡚∦ᒸᩄỤࡉࢇࡀಀ㛗ࡢ⫋࠶ࡾࠊࡑࡢ௵ົࢆᢸࡗ࡚ࡃࡔࡉࡿࡇ࡞ࡗࡓࡇࡶ◊
✲ࡢ᥎㐍ࡣࡁ࡞ຊ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡔୡ⏣㇂༊ࡣ  ࡘࡢẕᏊ⏕άᨭタࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
༊❧タࡋ࡚ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ᴗົࢆᢸ࠺ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡀࠊୡ⏣㇂༊♫⚟♴ᴗᅋୡ⏣㇂༊
ࡽጤクࡉࢀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓタࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡶࡁ࡞ຊ࡛ࡋࡓࠋ
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ࡇ࠺ࡋࡓࡽࠊ⥅⥆ࡋ࡚ಖㆤࡽᆅᇦ⏕άࡢ⛣⾜ࢆࠊᬽࡽࡋᨭࡢᐇែࡽ⥅⥆ࡋ᳨࡚
ウࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᆅᇦࡋ࡚ࠊⅲᒣᆅᇦࡀタᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡢᆅᇦࡣ◊✲௦⾲࡛࠶
ࡿ᳃⏣ࡀఫẸ࡛࠶ࡾࠊࡍ࡛  ᖺ㏆ࡃᑵᏛ๓ࡢಖ⫱タ࡞ࢆࡘ࡞ࡄಖ⫱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢάືࢆ
࠾ࡇ࡞࠸ࠊከࡃࡢಖ⫱ࢆ୰ᚰࡋࡓ㛵ಀ⪅㢦ぢ▱ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡇࡶ୍ᅉ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊୡ⏣㇂༊ⅲᒣᆅᇦࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ࡚ࠊࡦࡾぶᨭᢸᙜㄢࢆົᒁࡋ࡚ࠊẕᏊ⏕
άᨭタࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ⏕άᨭㄢࢆ୰ᚰࡋࡓ◊✲ࢳ࣮࣒ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࡇ࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋ




㸦㸰㸧༠ᐃࡢᚲせᛶ
ࡑࡋ࡚ᙜࠊಖ⚟♴㒊㛗࡛࠶ࡗࡓ⸨㔝㒊㛗ࡢࡇࢁࠊ
ࠕࡐࡦࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡾࡓ࠸ࠖ
ఏ࠼࠺ࡀࡗࡓࡁࠊᏲ⛎⩏ົゝ࠺ቨ࡛ࠊ࡞࡞⌧ሙࡢㄢ㢟ࡀ㛤♧ࡉࢀ࡞࠸୰࡛ࠊࡸࡣࡾ
㛤♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ◊✲ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡇࢆ࠸ࡗࡓࢇ༠ᐃ࠸࠺ࡇ୍࡛⥴࡞ࡗ࡚ࡑࡢၥ㢟ゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵᑾຊࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊࡼ࠺ࡸࡃ⌧ሙࡢ⏕ࡢࢣ࣮ࢫ᳨ウࡶ❧ࡕࢃࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡢ◊✲ࡀࡣࡌࡲࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ

㸰㸧◊✲┠ⓗෆᐜ
㸦㸯㸧ᙜ⪅యࡢᨭ᪉ἲ
᭱ࡶࡋ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊ
ࠕᙜ⪅యࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡢ୰
࡛ࠊẕᏊᐙᗞ୍␒ၥ㢟ࡀ㞟⣙ⓗ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀ⚾ࡓࡕࡢ୰࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࡣࠊ㈋ᅔၥ㢟◊✲ࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲ࠊᅜ㝿♫ၥ㢟ẚ㍑◊✲ࠊேᶒ◊
✲ࠊ♫⚟♴Ṕྐ◊✲࡞ᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡇࡢࣇ࣮ࣝࢻࢆࡦࡘᡭ
ࡀࡾࡋ࡚ከᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀᶓ᩿ⓗຊࢆྜࢃࡏࡿ⤌ࡳࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࡣࡌࡵࡿࡇ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
࡛ࡍࡽࠊẕᏊᐙᗞ◊✲ࡀᑓ㛛࡛ࡣ࡞࠸◊✲⪅ࡶᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡣධࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᏊࡶࣘ
ࢽࢵࢺࡣࠊ㈋ᅔၥ㢟◊✲ࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲ࠊᅜ㝿♫ၥ㢟ẚ㍑◊✲ࠊேᶒ◊✲ࠊ♫⚟♴
Ṕྐ◊✲࡞ᵝࠎศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡇࡢࣇ࣮ࣝࢻࢆࡦࡘᡭࡀࡾࡋ࡚ከ
ᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀᶓ᩿ⓗຊࢆྜࢃࡏࡿ⤌ࡳࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࡣࡌࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
㞟⣙ⓗ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡽࠊ◊✲ᑐ㇟ࡸᑓ㛛ࡀ㐪ࡗ࡚ࡶ୍⥴◊✲ࠊከ㠃ⓗࡇࡢ≧ែࢆࡼࡾⰋࡃࡋ
࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ㸳ᖺ㛫ࢆࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㓄⨨ᮇᚅࡋࡓᙺ
ࡑࡢព࡛ࡣࠊᜍࡽࡃࡸࡗࡓࡇࡀ࡞࠸◊✲ᡭἲ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡋࡶฟ᮶ࢀࡤࡦࡾࡢᐙ᪘ࡢᡂ㛗
ࢆ⣔ⓗ㸳ᖺ㛫㏣࠸ࡅ࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ3 ࡛ሗ࿌ࡋࡓ࠾ࡾࠊ
ࠕẕᏊ
ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࡢࢆࠊ࠸ࢃࡺࡿㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓேࡢࢻ࣎ࢣ࣮ࢱ࣮ࠊᶒ᧦ㆤ⪅ࠊᙜ
⪅ࡢᶒࢆ௦ᘚࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞❧ሙ࡛ࠊὴ㐵ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡢゎࡶᚓࡲࡋࡓࠋᙜึࡣࠊ
ࢻ࣎ࢣ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ὴ㐵࠸࠺ࡇࡣ⌧ሙࡢ⌮ゎࢆᚓࡃ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࠊᐇ㊶⌧ሙୡ⏣㇂༊Ꮫࡢࠕ᥋╔ࠖࡋ࡚ẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆධࢀ࡚࠸ࡃ࠸
࠺ࡇࡋࡲࡋࡓࠋୖ⏣⨾㤶ࡉࢇ㸦ᮾὒᏛ㠀ᖖㅮᖌ㸧ࡀࡑࡢᙺࢆཷࡅ࡚ࡃࢀࡓࡇࡼࡗ
࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࡣᑓ㛛ᐙࡢᨭࢆཷࡅ࡚ᙜ⪅⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࠸࠺どⅬษࡾ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
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ᮏ㡢ࡢࡇࢁࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ̿ࡀධࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᨭ⪅ࡢᑐᛂࡀኚࢃࡾࠊᙜ⪅⌮ゎࡀ㐍
ࡳࠊᨭࡀᙜ⪅యኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆᥥࡁࡔࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀ⚾ࡓ
ࡕࡢ୰࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊୡ⏣㇂༊ࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ᆅᇦ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ࠺ࡋ࡚ࡶᙜ⪅ࡢពᛮỴᐃࡢࡓࡵࠊ
ࡦࡾࡢᨭ⪅ࡀ⥅⥆ⓗࢃࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⤌ࡳࠊᢸᙜ⪅ࡀ᭰ࢃࡗ࡚ᙜ⪅ᨭ
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚⾜ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࣂࣛࣂࣛᨭࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡣⰋࢀᛮࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᨭࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡀ㉳ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓከᵝ࡞ᨭࢆᙜ⪅ࡢどⅬࡽぢࡿࡇࢆᚭᗏࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡢࡀẕᏊᨭ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࡛ࡋࡓࠋ
 
㸱㸧◊✲ᡂᯝ
㸦㸯㸧Ꮚࡶࡢᅇ㐣⛬ࡘ࠸࡚
ୗグࡣࠊୡ⏣㇂༊ࡢࡇࡢ◊✲ࡢ୰࡛సࡾฟࡋ࡚ࡁࡓᅗ࡛ࡍࠋ
ᏊࡶࡓࡕࡀᕷẸࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊㄡ⮬ศࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ேฟࡗࡓࡾࠊ
ࡑࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ࡸࡾࡾࡸヰࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡃ࡞࡛⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀᙧᡂฟ᮶࡞࠸ࠊ࡞࡞ᕷẸ
ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇࢁ㎺ࡾࡘࡅࡲࡏࢇࠋᏙ❧≧ែࡽᅇྥ࠺ࡓࡵࡣࠊࡇࡢㄡࡘ࡞
ࡀࡿࡇࠊ
ࠕ⏕ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡇࢁࢆࡢࡼ࠺ࡳࢇ࡞࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡀタࡸᆅᇦ࡛ᅇࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆᩚ⌮ࡋࡲࡋࡓࠋ
Ꮚࡶࡣඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࡀ࠶ࡿࡋࠊぶࡶඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇ࡛ࡑࢀࡀᑡ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾᙅࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࢆࡢࡼ࠺ᨭ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

   
ࡇࡢᏊࡶࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡣࠊᯇᮏㄢ㛗ࡢሗ࿌㸦3 ཧ↷㸧ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊୡ⏣㇂༊ࡢ୰࡛ẖᖺ
 ௳௨ୖࡢᚅࡢ᪂つࢣ࣮ࢫࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ࠶ࡲࡾῶࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡑ
ࡢ⫼ᬒࡣࠊୡ⏣㇂༊࠸࠺ࡢࡣࠊᑵᏛ๓ࡢஙᗂඣࡢᚅᶵඣࡀῶࡽࡎࠊࣇࣝࢱ࣒࡛ാ࠸࡚࠸࡚ࡶ
 ṓᮍ‶ඣ࡛ࡣㄆྍಖ⫱ᡤධࢀ࡞࠸࠸࠺ࡃࡽ࠸ಖ⫱タࡀ㔞ⓗࡲࡔᮍᩚഛ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ
⚟♴ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿேࡓࡕࠊᏊࡶࡓࡕࡀ࠼࡞࠸࠸࠺≧ἣࡢ୰࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿ
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⚾ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᏊ⫱࡚ㄢ㢟ࡀ῝้࡞ࡿ๓ࡢண㜵ⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪩ᮇⓎぢࡼࡗ࡚ࠊ⚟♴ᑐᛂࡀ
࡛ࡁࢀࡤࠊၥ㢟ࡣ῝้࡞ࡽࡎ῭ࡳࡲࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊᏊ⫱࡚ᨭࡋ࡚ࡢಖ⫱ᡤࡢά⏝ࡣ༑ศ࡛
ࡁ࡞࠸≧ែ࡛ࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊ࡞࡞ࡇࡢୡ⏣㇂༊࠸࠺㠀ᖖ≉Ṧ࡞ᆅᇦࠊᛴ⃭Ꮚࡶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿᆅᇦࠊᏊ⫱
࡚ࡀࡋࡃ࠸ᐙᗞ࡛ࠊࡢࡼ࠺ᙜ⪅㐩ࡀయ࡞ࡗ࡚Ꮚࡶࡀ⫱ࡕᏊ⫱࡚ࡋ࡚࠸ࡃᨭࢆࡍࡿ
ࡢ࠸࠺ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

㸦㸰㸧⾜ᨻ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᕼᮃ
࡛ࡁࢀࡤࠊᮏሗ࿌ࡢ୰࡛⾜ᨻㄢ㢟ࡋ࡚ᚋࡐࡦࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࡘ࠸࡚⚾ࡀࡲࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
➨  ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ୍⥴⌧ሙ᳨࡛ドࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛≉ឤࡌࡓࡢࡀࠊ⚟♴ࡢ୰࡛ゝ࠺ࠕୡᖏ༢ࠖ
࡛ࡍࠋ⚟♴ࡣࡍ࡚ࠕୡᖏ༢ࠖࡢཎ๎࠸࠺ࡶࡢࡀࠊࡁ࡞⚟♴ࡢཎ๎࡛ࡍࠋࡇࡢᐙ᪘ࢆ୰ᚰ
ࡋࡓࠕୡᖏࠖ࠸࠺ᴫᛕࠊࡇࡢ⏕άࢆඹࡋ࡚࠸ࡿୡᖏ࠸࠺ᴫᛕࠊே୰ᚰࡢࠕୡᖏ༢ࠖ࠾
࠸࡚ࠊࡲࡔ⮬ศࡀᙇ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡞࡞ே࠸ࢁࢇ࡞ࡇࢆゝ࠼࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺❧ሙ࠶ࡿᏊ
ࡶࡓࡕࡀᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊୡᖏཎ๎ࡢ୰Ꮚࡶࡀᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᏊࡶ
ࢆ࠺ࡸࡗࡓࡽᘬࡗᙇࡾฟࡋ࡚ࡁ࡚ࠕᏊࡶయࠖ࠸࠺ࡇࢁࠊᙜ⪅యࡢ୰࡛ࡶ≉ᙅ࠸❧
ሙ࠶ࡿࠕᏊࡶయࠖ࠸࠺ࡇࢁᣢࡗ࡚࠸ࡅࡿࠊࡇࢀࡀࡦࡘࡢࡁ࡞ᰕ࡞ࡾࡲࡍࠋ㞴
ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊ⏕άಖㆤࡢ୰࡛ࠊᏊࡶࡢ࠸ࡿୡᖏࡘ࠸࡚ࡣᢸᙜᩘࡋ࡚  ಸ⛬ᗘຍ⟬ࡋ
࡚ࠊ࡞ࡽࡎᏊࡶ⮬㌟ヰࡍᶵࢆタᐃࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
➨  ࡀࠊᆅᇦࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᴗࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊ᪥ࠎᵝࠎ࡞ゝⴥࡅࡸ㛵ࢃࡾ
᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⎔ቃࡢኚ࠸࠺ࡇࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡀࠊࡇࡢ⌧ሙㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡇ࡛
ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋᅇࡢ◊✲࠾࠸࡚ᚋ༙ࡣࠊ◊ಟ࠶ࡿ࠸ࡣᵝࠎ࡞ලయ
ⓗ࡞ኚࢃࡾ᪉ࡢሙ㠃࠸࠺ࡇ⚾ࡓࡕࡀ㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ୰࡛ࣄࣜࣥࢢࡸ◊ಟࢆࡸࡾ
ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣఱᨾ࠸࠼ࡤࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡲ࡛ᢪ࠼࡚࠸ࡓᑓ㛛ᛶ࠸࠺ࡶࡢ㐪
࠺⪃࠼᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐪࠺ᙺࠖ࠸࠺ࡶࡢẼ࡙ࡁࠊࡑࡋ࡚ᙜ⪅య࠸࠺ࡶࡢࢆసࡾୖࡆ࡚
࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁⓙ࡛ຊࢆྜࢃࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵ࠺ࡋ࡚
ࡶᚲせࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠕࡾ㏉ࡾࠖ
ࠊࡑࡋ࡚ࠕ◊ಟ࡛ࠖࡋࡓࠋ
ࡇࡢ◊ಟ࠸࠺ࡶࡢࡢ୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡀẼ࡙࠸ࡓࡢࡣࠊ⚾ࡓࡕࡳࡓ࠸ࠎゼၥࡋ࡚ࡃࡿேࡓࡕ
ࡀࡸࢀࡿࡇࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶࡗᚲせ࡞ࡢࡣࠊẖ᪥ࡢࡾ㏉ࡾ࡛ࡍࠋ⏕άಖㆤᢸᙜࡣࠊẖ
᪥ࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡢྲྀࡾ⤌ࡳᑐࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ⩏ົࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡋࡋࠊࡢ⚟♴ᑐᛂࠊಖ⫱࠶ࡿ࠸ࡣᵝࠎ࡞ᨭ࡞୰࡛ࠊẖ᪥ࡢゝⴥࡅࡸᑐᛂ࡞㛵ࡍࡿ
ࡾ㏉ࡾ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ้ࠎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃᨭࡢࡾ㏉ࡾ࠸࠺ࡶࡢࡀࡇࡲ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊࡑࡇ
ࡀ࣏ࣥࢺ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ୡ⏺ⓗࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᑐேຓࠖࡢࡇࢁࡢぢ┤ࡋࡣࠊࡶࡗ⛉Ꮫⓗࠊࡶࡗ⥲ྜⓗ⾜ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ᮏࡢሙྜࡣࠊࡲࡔࡲࡔࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡸಖ⫱ኈಶேࡢྡேⱁ
㢗ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡇࢆᑓ㛛ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࡉࡽࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚࠸ࡃࠊ⛉Ꮫⓗ
Ⅼ᳨ࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࠊࡇࢀࡣ⚾ࡓࡕࡀ༑ศࡣฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࡋࠊࡇࢀࡽྲྀ
ࡾ⤌ࡲࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟࡛ࡍࠋ
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࠾ヰࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊ㸯ࡘࡣࠊୡᖏ༢ᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢ≧ἣࡢ୰࡛ࠊᏊࡶ࠸࠺ࡇ
ࢆ࠺ᢳฟࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋࡇࢀࡣࡇࡢ≧ἣࢆࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࠶ࡿព࡛ࢩࢫࢸ࣒
ࢆኚ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊぢ┤ࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊẖ᪥ࡢࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࠊࡑࡢ୰࡛࠼ࡤ୰ሀࡢ⟶⌮⫋࠶ࡿ࠸ࡣ୰ሀ⫋ဨ࡞ࡾ㏉ࡾࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞
ຊࢆᣢࡗࡓᑓ㛛ᐙࢆࠊࡇࡢࡼ࠺⚾ࡓࡕࡣ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢᅵྎ࡙ࡃࡾ࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせࡔឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

➨  ࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡘ࠸࡚ࠊᅇࡢ⏕άᨭㄢࡸẕᏊ⏕άᨭタࡢྲྀࡾ⤌ࡳሗ࿌࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ⌮ゎࡀ㞴ࡋ࠸ぶࡸᏊࡶ⮬㌟ࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࠊ࡚ࡶ῝ࡲࡾࡢ࠶ࡿᨭ
ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡃࠊⱝ࠸ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡗ࡚ࡣࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᙜ
⪅యࡢᨭࡀ㐍ࡴ࠸࠺ኚ᭷ព⩏࡞⤖ᯝࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊ⚾ࡶࡣࡑࡢሗ࿌ࢆ࠺ࡀ࠸ࡇࡢ 
ᖺ㛫ࡢ㔜せ࡞ᡂᯝࡢⓎ⾲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᏊࡶࡢᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ
ࠊ≉ࡇࡢᑐヰࡢ㔜せᛶẼ࠸࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡇࡣ࡚ࡶ࠺ࢀࡋ࠸Ẽ࡙ࡁ࡛ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡣᖺᗘ࡛  ᮇࡢ༊ษࡾࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊከศࡇࡢᚋ࠺࡞ࡿẼࡋ࡚࠸ࡽ
ࡗࡋࡷࡿࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡔࡅ࠾ヰࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡢ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡾࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡇࡢ◊✲ࡢᇶ┙
࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢຓᡂᴗ⮬యࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍࡽࠊྠᵝࡢᙧ࡛ࡣ⾜࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊఱࡽࡢᙧ࡛ࡇࡢ◊✲ࢆᚋ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࠊ
ࠕᆅᇦ࡛⏕ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡇࠊ♫⚟♴◊✲ࡀ
㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡣࠊఱࡽࡢᙧ࡛ḟᖺᗘ௨㝆ࡶ⥆ࡅࡓ࠸⪃࠼࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
࡛ࡍࡽࠊᑡࡋࢸ࣮࣐ࢆḟᒎ㛤ࡉࡏ࡚ࠊࡇࡢࢶ࣮ࣝ⮬యࡣࠊඛࡶࡈ㉁ၥࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺
ࡡࠊ
ࠕ࡛ࡣࠊ༢Ⓨࡢ┦ㄯࡔࡗࡓࡽ࠺࡞ࡢ㸽ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡑࡢ᭷ຠ࡛ࡣ↓࠸ᛮࢃࢀࡿࡼ
࠺࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿேࡓࡕࡣ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ㸽ࠖ࠸࠺ࡇࢆᐇ㊶ⓗ⪃࠼ࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ⚾ࡓࡕࡣ⤮ࢆࡗ࡚ࡳࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᵝࠎ࡞ࠕάືࠖ࠸࠺ࡢࢆࡗ࡚ࡳࡓࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋୡ⏺୰࡛ࡣࠊ࠼ࡤ㡢ᴦࡸ⤮࠸࠺ࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ᙜ⪅ࡓࡕࡀⓎゝࡍࡿࡇᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ⚾ࡓࡕࡀ࢟ࣕࢵࢳࡍࡿ
ຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊᙜ⪅ࡓࡕࡢ࠸ࢆ⚾ࡓࡕࡀ࢟ࣕࢵࢳࡋ࡞
࠸ࠊ⤖ᒁᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠸ࡃࡽᥦ౪ࡋ࡚ࡶຠᯝࢆࡁࡓࡉ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶᐇ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊඛࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊゝㄒ㛵ಀ࠸࠺ࡢࡣゝㄒࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡘࡲࡾ
ᵝࠎ࡞⾲⌧࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⮬ࡽ⾲⌧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢேࡔࡗࡓࡽヰࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇ
ࡢேࡔࡗࡓࡽ⾲⌧࡛ࡁࡿ࡞ࠊ࠸࠺㛵ಀᛶࢆࡢࡼ࠺సࡿࠊࡋࡶࡑࡢ㛵ಀᛶ࠸࠺ࡢࡣ༢
ࡑࡢሙࡀసࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛సࡗ࡚ࡶࡽ࠺どⅬࡶᚲせ࡛ࡍࠋ
ࠕ࠺ࡕࡣࢣࡢ
ሙࡣ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ࠶ࡑࡇ࡞ࡽࢣࡢሙࡀ࠶ࡿࠖ
ࠊࡘࡲࡾ࠼ࡤࠕಖ⫱ᅬ࡞ࡽ࠶ࡿࡡࠖ
ࠕᏛᰯ࡞ࡽ࠶
ࡿࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡀලయⓗᙜ⪅⧅ࡀࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠊࡑࡢࢣࡢሙ࡛ࡢᵝࠎ࡞ࡇ
ࡢሗ࠸࠺ࡶࡢࡀࠊලయⓗࡣ┦ㄯࡢሙ⧅ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព
࡛ࡣࠊࢣࡢሙ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᒃሙᡤ┦ㄯࡢሙᡤࡀࡢࡼ࠺⧅ࡀࡿࡢ࠸࠺ࡇࡶࠊᐇࡣࡇ
ࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࡍࡈࡃ㔜せࡔࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ⧅ࡀࡾࠊලయⓗࡣࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
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࠸ࢁࢇ࡞ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋࡲࡍࡅࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡇࡢୡ⏣㇂༊ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺సࡿ࠸࠺ࡇ
ࡶ࡚ࡶࡁ࠸ㄢ㢟࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ࠕᆅᇦࡢ୰࡛ព࠶ࡿேࠖ
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕព࠶ࡿሙࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆసࡾฟࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡶ࡚ࡶ࡞ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢᆅᇦࡣ༢ࡑࡢሙࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛
ࡍࠋࡑࡢ୰ࠊఱ⮬ศࡀ㛵ࢃࡗࡓ࠸࠺ࠕ㛵ಀᛶࠖࡀ࡞࠸ࠊᆅᇦ࠸࠺ࡶࡢࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡇ࡞
࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊඛゝࡗࡓࡼ࠺ࠊࢣࡢሙࢆᢸᙜࡍࡿ⪅┦ㄯࡢሙࢆᢸᙜࡍࡿ⪅ࠊࡑࡋ
࡚ᙜ⪅࡛ホ౯ࡋ࡚ᖖࡑࢀࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿࡇࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞࠸
ࠊᜍࡽࡃࡇࢀࡽᙜ⪅య࠸࠺ព࠶ࡿᨭ࠸࠺ࡶࡢࡣᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ඛࠊࡇࡢ◊✲ࡢࡦࡘࡢ฿㐩Ⅼࡀࠊ➉ಀ㛗ࡀ࠾ヰ࡞ࡗࡓࡇ㔜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾᨭ
⪅ࡢഃࡀኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢඛࡣᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ࡞ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛⚟♴࡛ࡣᖖࠕ࠶࡞ࡓࡀኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ࠶࡞ࡓࡀኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤࠖゝ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀᨭㄽ࡛ࡍࡡࠋ
Ꮫ⏕ࡶ⚾ࡓࡕࡣࡑ࠺ゝ࠺ࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡀດຊࡋ࡞࠸ࡽࡇ࠺࡞ࡗࡓࡢࡼࠖ
ࠋࡅࢀࡶ♫⚟♴ࡋ
࡚ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨭ⪅ࡀ࠺ㄆ㆑ࢆኚ࠼࡚ࠊᨭ᪉ἲࢆኚ࠼ࡿࠊኚࢃࡿ㡰ᗎᛶࡀ࡚ࡶ
ࡔ࠸࠺ࡇࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࡣࡣࡗࡁࡾࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
᭱ᚋࠊୡᖏࡢ୰࡛ࡁࡕࢇᏊࡶࡢᏑᅾࢆᾋࡧୖࡀࡽࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡑࡢᾋࡧୖࡀࡽ
ࡏ࡚࠸ࡃࡔࡅࡢேᮦࡢ㓄⨨ࡔࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡢぢ┤ࡋࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࡇ
ࡀ࡞࠸ࠊᏊࡶࢆ୰ᚰ࠾࠸ࡓᨭ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ⚾ࡓࡕࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇࡀ↓ᖐ
ࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ࠕ⚾ࡀ㸳ᖺࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇࡀࠊ࡞ࠊࡇࢀ㸯ᖺࡓࡗࡓࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ㸽ࠖ࠸࠺ࡩ
࠺࡞ࡇ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㠀ࠊࡑࡢࡓࡵࡇࡢ๐ῶࡍࡿࠊษࡾⴠࡍ࠸࠺ࡇࢆ㠀࠾㢪࠸
ࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࠊᮏᙜࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ࢆఱᅇࡶᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊⓙࡉࢇࡈከᛁ࡞୰࡛㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡢࡣ࡞࡞㞴ࡋࡃࠊࡇࢀࡔࡅࡢᆅᇦࡢ
ᨭ⪅ࡢ᪉㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ㆟ㄽࡋ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊẖᖺࡢ⥲ᣓ㆟ᅇࡢ  ᖺ㛫ࡢࡲࡵࡢࡔ
ࡅ࡛ࡋࡓࠋ
ኚ࡛ࡋࡓࡀࠊᴦࡋ࠸◊✲࡛ࡋࡓࠋᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡈከᛁ࡞୰࡛㛗㛫⇕ᚰ
ࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡁࠊᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ϩ㸬㈨ᩱ





㸯 ẕᏊᐙᗞࡢᏊࡶࡢᐇែ
̿ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊᐙᗞࡢᏊࡶࡓࡕ㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦➨  ሗ㸧̿

᪫ᕝᏛ▷ᮇᏛ㒊 ΎỈ ᶞ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ༊ෆ࡛ᬽࡽࡍࡦࡾぶᐙᗞࡢᏊࡶࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊ2015 ᖺᗘࡽ 2017
ᖺᗘࡅ࡚ࠊ➹⪅ࡽࡀ㛤ⓎࡋࡓᏊࡶᨭ㛵ࡍࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝ1ࢆ⏝࠸࡚ࠊ༊ෆ࡛Ꮫ⩦ᨭࢆ
⏝ࡍࡿᏊࡶࡢ⌧≧ࡢᢕᥱࢆヨࡳࡓࠋ௨ୗࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏሗ࿌ࡣ୰㛫ሗ࿌ࡋ࡚⨨࡙ࡅ࡞ࡾࠊᚋ᭦࡞ࡿศᯒࢆ⾜࠺ࡇࠊศᯒ⤒㐣࠾࠸࡚⌧ᅾ♧
ࡋࡓᩘ್➼ⱝᖸࡢኚືࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ
㸯㸧ㄪᰝᐇᴫせ 
ᮏሗ࿌ࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏊࡶࡣࠊୡ⏣㇂༊ෆ࡛Ꮫ⩦ᨭࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ⩦ᨭ
ࡣᑠᏛᰯᖺ⏕ࡽ୰Ꮫᰯ 3 ᖺ⏕ࡲ࡛࡛ࠊࡦࡾぶᐙᗞ࡛ᬽࡽࡍᏊࡶࢆᑐ㇟ࡋࡓᴗ࡛࠶ࡿࠊࡦࡾ
ぶᐙᗞᏛ⩦ᨭ࣎ࣛࣥࢸᴗࡼࡗ࡚ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ2017 ᖺᗘ㝈ࡗ࡚ࡣࠊ
Ꮫ⩦ᨭࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶຍ࠼ࠊ༊ෆ࡛ẕᏊ⏕άᨭタࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡦࡾぶᐙᗞࡢᏊࡶ࠸࠺ࡇ࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊẕᏊ⏕άᨭタ 0 ࡽ 18 ṓࡲ࡛ࡢᏊࡶࡀ
⏝࡛ࡁࡿࡇࡽ2ࠊẚ㍑ࡍࡿ㝿ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ㐪࠸ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛༊
ෆࡢࡦࡾぶᐙᗞࡢᏊࡶࡢ⏕άᐇែ࠸࠺どⅬࡽぢࢀࡤ㫽▔ⓗᏊࡶࡢᐇែࢆᥗࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ุ᩿ࡋࡓࡓࡵࠊศᯒࡢᑐ㇟ࡋ࡚ྵࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ2015 ᖺᗘࡢᅇ⟅ᩘࡣ 16㸦18.2%㸧ࠊ2016 ᖺᗘࡣ 31㸦35.2%㸧ࠊ2017 ᖺᗘࡣ 41㸦46.6%㸧࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛᖺᗘࡣ 4 ᭶ࡽ⩣ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ࡲ࠼ࡢ㛫࡛ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡣᨭ⪅Ꮚࡶࡀ୍⥴⪃࠼࡞ࡀࡽ᭩ࡁ㎸ࡴ᪉ᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᨭ⪅ࡣᏊ
ࡶࡢពྥࢆㄏᑟࡋ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࢆಁࡍෆࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊᨭ⪅ࡢពྥࡔࡅࡀᫎࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺
㓄៖ࡋࡓࠋ
 ⌮ⓗ㓄៖ࡘ࠸࡚ࡣᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ◊✲⌮ጤဨࡢᑂᰝࢆ⤒࡚ᐇࡋ
࡚ࡁࡓࠋ

ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦2016㸧ࠗᖹᡂ 27 ᖺᗘࠕ⿕⅏ࡋࡓᏊࡶᐙᗞࢆ⥅⥆ⓗᨭࡍ
ࡿࡓࡵࡢᙜ⪅ཧຍᆺࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨㄪᰝ◊✲ᴗࠖሗ࿌᭩࠘ཧ↷
2 ࡓࡔࡋࠊ⏨ࡢᏊሙྜ࠾࠾ࡴࡡ୰Ꮫ⏕ࡄࡽ࠸࡞ࡿࠊඣ❺㣴ㆤタᥐ⨨ኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
1
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㸰㸧ศᯒ⤖ᯝ
㸦1㸧ᑐ㇟⪅ࡢᴫせ
 ศᯒࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓᏊࡶࡢᴫせࢆ♧ࡋࡓࠋ2017 ᖺᗘࡣẕᏊ⏕άᨭタࢆ⏝ࡍࡿᏊࡶࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᖹᆒᖺ㱋ࡀ 2015 ᖺᗘ 2016 ᖺᗘẚ࡚పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲1
㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

㻌

ᖹᆒ್㻌

ᖹᆒ್㻌

ᖹᆒ್㻌

㻝㻞㻚㻡㻢㻌

㻝㻞㻚㻣㻢㻌

㻝㻜㻚㻢㻟㻌

ᖺ㱋㻌

 ศᯒᑐ㇟࡞ࡗࡓᏊࡶࡢᐙ᪘ᙧែᐙ᪘ᵓᡂࡘ࠸࡚௨ୗ♧ࡋࡓࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊᏛ⩦ᨭࡸẕ
Ꮚ⏕άᨭタࡣࡦࡾぶᐙᗞ㸦ẕᏊ⏕άᨭタࡣẕᏊᐙᗞ㸧ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡦࡾぶᐙ
ᗞࡀࢇ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽᐙ᪘ᵓᡂࢆぢࡿࠊ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘࡶẕᏊᐙᗞࡀࢇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 2㸦ᕥ㸸ᅇ⟅ᩘ ྑ㸸ྜ㸧
⌧ᅾ䛾ᐙ᪘ᙧែ㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

䜂䛸䜚ぶᐙᗞ㻌

㻝㻠㻌

㻥㻟㻚㻟㻑㻌

㻟㻝㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌

㻟㻤㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌

䜅䛯䜚ぶᐙᗞ㻌

㻝㻌

㻢㻚㻣㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻟㻌

㻝㻝㻚㻝㻑㻌

௨ୗྠᒃᐙ᪘㻌
∗㻌

㻝㻌

㻢㻚㻟㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻞㻑㻌

ẕ㻌

㻝㻡㻌

㻥㻟㻚㻤㻑㻌

㻟㻜㻌

㻥㻢㻚㻤㻑㻌

ጜ㻌

㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻟㻌

㻣㻚㻥㻑㻌

ጒ㻌

㻝㻌

㻢㻚㻟㻑㻌

㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻟㻡㻌

㻥㻞㻚㻝㻑㻌

㻌

㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻣㻌

㻞㻢㻚㻥㻑㻌

ᘵ㻌

㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻟㻌

㻥㻚㻣㻑㻌

㻣㻌

㻞㻢㻚㻥㻑㻌

♽ẕ㻌

㻡㻌

㻟㻝㻚㻟㻑㻌

㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻢㻌

㻞㻟㻚㻝㻑㻌

♽∗㻌

㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻞㻑㻌

㻟㻌

㻝㻝㻚㻡㻑㻌

䛭䛾㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻞㻑㻌

㻢㻌

㻞㻟㻚㻝㻑㻌
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㻟㻤㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌

 ⾲ 3 ࡛ࡣࠊᏊࡶࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢᘬࡗ㉺ࡋᅇᩘࡢᖹᆒࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2017 ᖺᗘࡣẕᏊ⏕άᨭ
タࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡀከ࠸ࡇࡽࠊᘬࡗ㉺ࡋࡢᖹᆒᅇᩘࡣࡢᖺᗘẚ࡚㧗࠸ᩘ್࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

⾲ 3㸦ᕥ㸸ᅇ⟅ᩘ ྑ㸸ྜ㸧
ᘬ䛳㉺䛧ᅇᩘ㻌 㻌㻌
㻌

㻌

㻌

㻌

ᖹᆒ್㻌

ᗘᩘ㻌

ᶆ‽೫ᕪ㻌

୰ኸ್㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻚㻝㻌

㻝㻜㻌

㻌 㻜㻚㻥㻥㻠㻌

㻞㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻌 㻞㻚㻡㻤㻌

㻞㻢㻌

㻞㻚㻢㻝㻌

㻌 㻞㻚㻡㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

㻞㻚㻤㻌

㻝㻜㻌

㻌 㻝㻚㻠㻣㻢㻌

㻟㻌

ྜ㻌 㻌 㻌 㻌 ィ㻌

㻌 㻞㻚㻡㻞㻌

㻠㻢㻌

㻌 㻞㻚㻝㻝㻢㻌

㻟㻌

㸦2㸧ศᯒ⤖ᯝ
 ୗグࡢ⾲࡛ࡣᖹ᪥ኪ 8 ௨㝆ᐙ࠸ࡿ࠾࡞ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2017 ᖺᗘࡣẕᏊ⏕
άᨭタࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡀከ࠸ࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊဨ࠸ࡿᅇ⟅ࡋࡓྜࡀࡢᖺᗘ
ẚ࡚㧗࠸ྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2015 ᖺᗘࢆぢࡿࠊ࠸࡞࠸ᅇ⟅ࡋࡓྜࡣࡢᖺᗘẚ࡚
㧗࠸ྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 4㸦ᕥ㸸ᅇ⟅ᩘ ྑ㸸ྜ㸧
㻌

㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

ᖹ᪥ኪ 㻤 㡭䛻㻌
㻌
ᐙ䛻䛔䜛ே

ဨ䛔䜛㻌

㻢㻌 㻌 㻟㻣㻚㻡㻑㻌

㻝㻢㻌 㻌 㻡㻥㻚㻟㻑㻌

㻞㻡㻌 㻌 㻢㻡㻚㻤㻑㻌

䛰䜜䛛䛧䜙䛔䜛㻌

㻣㻌 㻌 㻠㻟㻚㻤㻑㻌

㻤㻌 㻌 㻞㻥㻚㻢㻑㻌

㻝㻞㻌 㻌 㻟㻝㻚㻢㻑㻌

䛔䛺䛔㻌

㻟㻌 㻌 㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻟㻌 㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌

㻝㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻢㻑㻌
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Ꮚࡶࡢ⮬ᕫㄆ㆑㛵ࡍࡿ⤖ᯝࢆୗグࡢ⾲࡛♧ࡋࡓࠋࠕ⑂ࢀࡓឤࡌࡿࠖࠊࠕఱࢆࡸࡗ࡚ࡶ᎘࡞
ࡿࠖࠊࠕ࠾㔠ࡉ࠼࠶ࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠺ࠖࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀぢࡿࠊࡓࡲ࠶ࡿ࣭ࡼࡃ࠶ࡿࢆຍ࠼ࡓྜࡀ
2017 ᖺᗘࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠕఱࡶࡶቯࡋ࡚ࡸࢁ࠺ᛮ࠺ࠖࡘ࠸࡚ぢࡿࠊ2017 ᖺᗘࡢྜࡀ
ࡢᖺᗘẚ࡚ప࠸ྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⾲ 5㸦ᕥ㸸ᅇ⟅ᩘ ྑ㸸ྜ㸧
㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

ㄡ䛛䛾䛯䜑䛻㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻣㻚㻣㻑㻌

ఱ䛛䛧䛶䛒䛢䛯䛔䛸ᛮ䛖㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻠㻌

㻝㻟㻚㻟㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻡㻚㻠㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻡㻌

㻝㻢㻚㻣㻑㻌

㻌 㻠㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻢㻌

㻟㻣㻚㻡㻑㻌

㻝㻟㻌

㻠㻟㻚㻟㻑㻌

㻝㻠㻌

㻟㻡㻚㻥㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻠㻌

㻞㻡㻚㻜㻑㻌

㻌 㻡㻌

㻝㻢㻚㻣㻑㻌

㻝㻞㻌

㻟㻜㻚㻤㻑㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻟㻚㻞㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻥㻚㻣㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻣㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻟㻚㻞㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻣㻚㻥㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻡㻚㻤㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻡㻚㻤㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻝㻜㻌

㻢㻞㻚㻡㻑㻌

㻝㻤㻌

㻡㻤㻚㻝㻑㻌

㻞㻠㻌

㻢㻟㻚㻞㻑㻌

ᴦ䛧䛟ᐇ䛧䛶䛔䜛䛸㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻠㻌

㻞㻡㻚㻜㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻢㻚㻡㻑㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

ឤ䛨䜛㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻞㻞㻚㻢㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻠㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻌 㻥㻌

㻞㻠㻚㻟㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻠㻌

㻝㻞㻚㻥㻑㻌

㻝㻝㻌

㻞㻥㻚㻣㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻢㻌

㻟㻣㻚㻡㻑㻌

㻝㻞㻌

㻟㻤㻚㻣㻑㻌

㻝㻡㻌

㻠㻜㻚㻡㻑㻌

ᮏ䜢ㄞ䜣䛰䜚㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻢㻚㻡㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻡㻚㻤㻑㻌

䝔䝺䝡䜢ぢ䛶ឤື䛩䜛㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻟㻚㻞㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻣㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻥㻌

㻞㻥㻚㻜㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻢㻌

㻟㻣㻚㻡㻑㻌

㻝㻝㻌

㻟㻡㻚㻡㻑㻌

㻝㻡㻌

㻟㻥㻚㻡㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻣㻌

㻠㻟㻚㻤㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻡㻚㻤㻑㻌

㻝㻞㻌

㻟㻝㻚㻢㻑㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻣㻚㻥㻑㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻟㻚㻞㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻝㻤㻚㻠㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻡㻌

㻝㻢㻚㻝㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻠㻌

㻞㻡㻚㻜㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻞㻞㻚㻢㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻝㻤㻚㻠㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻣㻌

㻠㻟㻚㻤㻑㻌

㻝㻤㻌

㻡㻤㻚㻝㻑㻌

㻝㻥㻌

㻡㻜㻚㻜㻑㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻝㻠㻌

㻟㻢㻚㻤㻑㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻢㻌

㻟㻣㻚㻡㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻞㻞㻚㻢㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻝㻤㻚㻠㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻞㻞㻚㻢㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻝㻚㻝㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻡㻚㻤㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻝㻚㻝㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻞㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻥㻚㻣㻑㻌

㻝㻌

㻌 㻞㻚㻢㻑㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻞㻞㻚㻢㻑㻌

㻝㻡㻌

㻠㻜㻚㻡㻑㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻡㻚㻤㻑㻌

㻌 㻥㻌

㻞㻠㻚㻟㻑㻌

ఱ䛛䛻ክ୰䛻䛺䜛㻌

䛂⑂䜜䛯䛃䛸ឤ䛨䜛㻌

ఱ䜢䜔䛳䛶䜒᎘䛻䛺䜛㻌

䛚㔠䛥䛘䛒䜜䜀㻌
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䜘䛔䛸ᛮ䛖㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻡㻌

㻝㻢㻚㻝㻑㻌

㻌 㻤㻌

㻞㻝㻚㻢㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻠㻌

㻞㻡㻚㻜㻑㻌

㻌 㻡㻌

㻝㻢㻚㻝㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻤㻚㻝㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻠㻑㻌

ఱ䜒䛛䜒㻌

䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌

㻝㻞㻌

㻣㻡㻚㻜㻑㻌

㻝㻥㻌

㻢㻝㻚㻟㻑㻌

㻞㻡㻌

㻢㻡㻚㻤㻑㻌

ቯ䛧䛶䜔䜝䛖䛸ᛮ䛖㻌

䛒䜎䜚䛺䛔㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻥㻚㻣㻑㻌

㻌 㻣㻌

㻝㻤㻚㻠㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻌 㻝㻌

㻌 㻢㻚㻟㻑㻌

㻌 㻟㻌

㻌 㻥㻚㻣㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌

䛯䜎䛻䛒䜛㻌

㻌 㻟㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

㻌 㻢㻌

㻝㻥㻚㻠㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌

䜘䛟䛒䜛㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻜㻌

㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻞㻌

㻌 㻡㻚㻟㻑㻌
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㻌

㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

ぶ䛿⚾䛾ゝ䛔ศ䜢䜘䛟⪺䛔䛶䛟䜜䜛㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻜㻚㻜㻑㻌

㻟㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻢㻚㻣㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻞㻌

㻝㻟㻚㻟㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻡㻌

㻝㻠㻚㻣㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻞㻌

㻝㻟㻚㻟㻑㻌

㻝㻜㻌

㻟㻠㻚㻡㻑㻌

㻢㻌

㻝㻣㻚㻢㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻣㻌

㻠㻢㻚㻣㻑㻌

㻝㻝㻌

㻟㻣㻚㻥㻑㻌

㻝㻥㻌

㻡㻡㻚㻥㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻜㻚㻜㻑㻌

㻟㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻞㻌

㻡㻚㻥㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻢㻚㻣㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻢㻚㻣㻑㻌

㻤㻌

㻞㻣㻚㻢㻑㻌

㻤㻌

㻞㻟㻚㻡㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻝㻌

㻢㻚㻣㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻣㻌

㻞㻜㻚㻢㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻢㻌

㻠㻜㻚㻜㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻝㻟㻌

㻟㻤㻚㻞㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻢㻚㻣㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻢㻚㻣㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻟㻌

㻤㻚㻤㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻞㻌

㻝㻟㻚㻟㻑㻌

㻢㻌

㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻝㻜㻌

㻞㻥㻚㻠㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻡㻌

㻟㻟㻚㻟㻑㻌

㻝㻜㻌

㻟㻠㻚㻡㻑㻌

㻝㻣㻌

㻡㻜㻚㻜㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻞㻌

㻝㻟㻚㻟㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻝㻌

㻞㻚㻥㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻝㻌

㻞㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻝㻌

㻢㻚㻣㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻟㻌

㻞㻜㻚㻜㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻥㻌

㻢㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻢㻌

㻡㻡㻚㻞㻑㻌

㻞㻠㻌

㻣㻜㻚㻢㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻤㻚㻢㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻝㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻢㻌

㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻤㻌

㻞㻠㻚㻞㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻢㻌

㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻢㻌

㻝㻤㻚㻞㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻥㻌

㻢㻠㻚㻟㻑㻌

㻝㻝㻌

㻟㻣㻚㻥㻑㻌

㻝㻣㻌

㻡㻝㻚㻡㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻟㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻞㻌

㻡㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻢㻌

㻝㻣㻚㻢㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻥㻌

㻢㻠㻚㻟㻑㻌

㻝㻞㻌

㻠㻝㻚㻠㻑㻌

㻞㻞㻌

㻢㻠㻚㻣㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻞㻌

㻝㻡㻚㻠㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻝㻌

㻞㻚㻥㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻣㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻝㻌

㻞㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻣㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻣㻌

㻞㻜㻚㻢㻑㻌

ぶ䛛䜙ヰ䛧䛛䛡䛶䛟䜜䜛䛸Ꮀ䛧䛔㻌

ぶ䛿⚾䛾Ẽᣢ䛱䜢䜘䛟⌮ゎ䛧䛶䛟䜜䜛㻌

ぶ䛜Ẽ䛻䛺䜛䛸ᚰ㓄䛻䛺䜛㻌

ぶ䛻ບ䜎䛧䛶䜒䜙䛖䛸ඖẼ䛜ฟ䜛㻌

ぶ䛛䜙䜋䜑䜙䜜䜛䛸Ꮀ䛧䛔㻌

ぶ䛸୍⥴䛻䛔䜛䛸䛝䛿ᴦ䛧䛔㻌
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㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

ぶ䛿⚾䛾ᑗ᮶䜢䛸䛶䜒Ẽ䛻䛛䛡䛶䛟䜜䜛㻌

ぶ䛿ᐙィ䛾䛣䛸䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛㻌

ぶ䛿䛔䛴䜒㣗䜢స䛳䛶䛟䜜䛶䛔䜛㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻞㻌

㻝㻡㻚㻠㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻡㻌

㻝㻠㻚㻣㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻣㻌

㻡㻟㻚㻤㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻞㻜㻌

㻡㻤㻚㻤㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻟㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻝㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻜㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻝㻜㻌

㻟㻠㻚㻡㻑㻌

㻢㻌

㻝㻤㻚㻞㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻥㻌

㻞㻣㻚㻟㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻣㻌

㻡㻜㻚㻜㻑㻌

㻣㻌

㻞㻠㻚㻝㻑㻌

㻝㻡㻌

㻠㻡㻚㻡㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻡㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻢㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻟㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻡㻌

㻟㻡㻚㻣㻑㻌

㻤㻌

㻞㻣㻚㻢㻑㻌

㻝㻞㻌

㻟㻣㻚㻡㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻠㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻡㻌

㻟㻡㻚㻣㻑㻌

㻢㻌

㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻤㻌

㻞㻡㻚㻜㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻞㻌

㻡㻚㻥㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻜㻌

㻜㻚㻜㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻠㻑㻌

㻞㻌

㻡㻚㻥㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻟㻌

㻤㻚㻤㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻞㻌

㻝㻠㻚㻟㻑㻌

㻤㻌

㻞㻣㻚㻢㻑㻌

㻡㻌

㻝㻠㻚㻣㻑㻌

㻝㻜㻌

㻣㻝㻚㻠㻑㻌

㻝㻢㻌

㻡㻡㻚㻞㻑㻌

㻞㻞㻌

㻢㻠㻚㻣㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌
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㻌

㻌

㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘ㻌

⮬ศ䛾䛣䛸䛜ዲ䛝䛰㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻤㻚㻢㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻡㻌

㻝㻠㻚㻣㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻠㻌

㻝㻝㻚㻤㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻞㻌

㻝㻠㻚㻟㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻝㻟㻌

㻟㻤㻚㻞㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻥㻌

㻞㻢㻚㻡㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻠㻌

㻞㻤㻚㻢㻑㻌

㻡㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻟㻌

㻤㻚㻤㻑㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻠㻌

㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻟㻌

㻤㻚㻤㻑㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻟㻌

㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻟㻌

㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻡㻌

㻝㻠㻚㻣㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻤㻚㻢㻑㻌

㻝㻟㻌

㻠㻠㻚㻤㻑㻌

㻝㻝㻌

㻟㻞㻚㻠㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻡㻌
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㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻢㻌
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㻞㻤㻚㻢㻑㻌
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㻝㻟㻚㻤㻑㻌

㻝㻡㻌

㻠㻠㻚㻝㻑㻌
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㻞㻝㻚㻠㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻝㻌

㻟㻚㻜㻑㻌

䛝䜚䜂䜙䛟⮬ಙ䛜䛒䜛㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻤㻌

㻞㻣㻚㻢㻑㻌

㻠㻌

㻝㻞㻚㻝㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌

㻠㻌

㻞㻤㻚㻢㻑㻌

㻥㻌

㻟㻝㻚㻜㻑㻌

㻝㻠㻌

㻠㻞㻚㻠㻑㻌

䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻡㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻣㻌

㻞㻝㻚㻞㻑㻌

䛭䛖ᛮ䛖㻌

㻡㻌

㻟㻡㻚㻣㻑㻌

㻡㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻣㻌

㻞㻝㻚㻞㻑㻌

ᑗ᮶䛹䛖䛔䛳䛯䛻䛴䛝䛯䛔䛛䛜㻌

䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻝㻌

㻣㻚㻝㻑㻌

㻡㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻢㻌

㻝㻤㻚㻤㻑㻌

䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛶䛔䜛㻌

䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌

㻞㻌

㻝㻠㻚㻟㻑㻌

㻞㻌

㻢㻚㻥㻑㻌

㻠㻌

㻝㻞㻚㻡㻑㻌

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌
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㻝㻝㻌
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㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻝㻝㻌

㻟㻠㻚㻠㻑㻌
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䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌
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㻠㻞㻚㻥㻑㻌
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㻝㻜㻚㻟㻑㻌

㻝㻠㻌

㻠㻝㻚㻞㻑㻌
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㻤㻌

㻞㻣㻚㻢㻑㻌
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䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌
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㻞㻤㻚㻢㻑㻌
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㻝㻝㻌
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㻢㻌

㻞㻜㻚㻣㻑㻌

㻜㻌
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ᮾὒᏛඹྠ◊✲ ẕᏊᐙᗞ⮬❧ᨭᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࠕᙜ⪅యࡢᨭࡀኚ࠼ࡿࡦࡾぶࡢࡃࡽࡋࠖ

㛤ദせ㡯
᪥  ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸯᭶㸰㸴᪥㸦㔠㸧㸯㸲㹼㸯㸵
 ሙ ἑࢱ࣮࢘ࣥ࣍ࣝ ➨㸯࣭㸰㞟ᐊ
ཧຍ⪅ ᮾὒᏛഃᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨ 㸴ྡ 
      ୡ⏣㇂༊ഃᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨ 㸰㸮ྡ 
      ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ฟᖍ⪅      㸦㸰㸷ྡ㸧


ḟ➨
㸯 㒊㛗ᣵᣜ



㸰 ᮾὒᏛᣵᣜ㸦ᮾὒᏛ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗 ᳃⏣᫂⨾㸧
㸱 ༠ാ◊✲ᴫせㄝ᫂㸦ỤᡞᕝᏛ⥲ྜ⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ ᑠᯘᜨ୍㸧
㸲 ሗ࿌



㸦㸯㸧⏕άಖㆤࢳ࣮࣒㸦ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ᢸᙜ ྂᒇᜤ♸࣭ᒣᓊྔ㸧
㸦㸰㸧ẕᏊ⏕άᨭタ



ձࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ 㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ⫋ဨᲚᒣ⣧Ꮚ㸧
ղࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ 㸦ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍⫋ဨ㔝ཱྀ┿ᕭ㸧
㸦㸱㸧ᮾὒᏛࡼࡾ 
ձࠕẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ㓄⨨ࡢヨ⾜ศᯒ
㸦ᮾὒᏛ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ୖ⏣⨾㤶㸧
ղࡦࡾぶㄪᰝ࣭Ꮚࡶㄪᰝࡘ࠸࡚㸦᪫ᕝᏛ▷ᮇᏛ ΎỈᶞ㸧
㸳 ᣦᐃウㄽ㸦㐍⾜㸸ᑠᯘᜨ୍㸧



㸦㸯㸧132 ἲேࡏࡓࡀࡸᏊ⫱࡚ࢿࢵࢺ௦⾲ ᯇ⏣ጁᏊ
㸦㸰㸧ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ᱵ⏣ᘺᏊ
㸦㸱㸧ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢಖㆤ࣭⮬❧ಁ㐍ᢸᙜಀ㛗 ➉㞞Ꮚ
㸦㸲㸧ỤᡞᕝᏛ ᡃㅰ⨾ᕥᏊ
㸴 ពぢ



㸵 㛢ᣵᣜ



㸶 య⥲ᣓ
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ᐯᇌૅੲȗȭǰȩȠǷȸȈ ಮࡸɟᚁƂɭဋғ༿ƃ


ᲢᲫᲣǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈ ᲢᚃဇᲣ
ȷȷȷȷȷȷȷȷ2
  ᲢᲬᲣྵཞᄩᛐǷȸȈ
ᲢǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈȷȑȫȡǾȳλއᎍဇᲣ
ȷȷ2
  ᲢᲭᲣƍǇƷཞඞǛჷǔƨǊƷǷȸȈ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷ2

  ᲢᲮᲣ
žƍǇƬƯƍǔƜƱſ
žƭƗƷႸſƴƭƍƯ ȷȷ2

  ᲢᲯᲣǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈĬᲢ܇ƲǋƷᏋƪᲣȷȷȷȷȷ2
ᲢᲰᲣǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈĭ
Ტ܇ƲǋƷᅈ˟ƱƷƔƔǘǓᲣ
ȷȷȷȷȷȷȷȷȷ2
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ƠƯƍǔ



Ʒ᧙̞

ႻᛩƠƯƍǔ

ᑥŷƳƜƱǛ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

ᧈ᧓ƷȑȸȈǍ

ჺ᧓ƷȑȸȈǍ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

ྸᚐƠƯƍǔ

܇ƲǋƷൢਤƪǛ

܇ƲǋƷƜƱƴ᧙࣎

ƕƋǔ

ᘍʙǁӋьƠƯƍǔ

ƍǔƔჷƬƯƍǔ

ଐࠝႎƳ˟ᛅǛ







ܖఄȷ؏עƳƲƷ

ᡈƴƲǜƳʴƕ˰ǜư

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ˡƍƕƋǕƹ

ʙ˺Ǔ
Ǜज़ơƯƍǔ

Ǜज़ơƯƍǔ

ưƖǔ

ưƖǔ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ˡƍƕƋǕƹ

ੈᨊ

Ǜज़ơƯƍǔ

ưƖǔ

ǍǓƘǓ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ưƖƯƍǔ

ܭႎƴᡫᨈƕ



ˡƍƕƋǕƹ

ʻƸӖᚮƠƯƍƳƍ



яƚƯƘǕǔ

ƬƨƜƱƕƋƬƨǒ

МဇƠƯƷݼіƕӧᏡ

πσʩᡫೞ᧙Ǜ

ƷѣǛƠƯƍǔ

܇ƲǋƱɟደƴ࠰Ⴛࣖ

ႻᛩưƖǔ

ࠊࢫȷܖఄƳƲƴ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ཞ७ƕܭܤƠƯƍǔ



ᡵ  ଐᲮᲪ᧓Ʒ
ݼіƕưƖǔ

ᡵᲮଐᲭᲪ᧓Ʒ
ݼіƕưƖǔ

ƓʝƍǛݭƠƯƍǔ ƓʝƍǛૅƑӳƬƯƍǔ

Ƌǔ

ƓʝƍƕૅƑƋƏ᧙̞ư

ƴᡈƷʴƴႻᛩưƖǔ

ƬƨƱƜƱƕƋƬƨ

ưƖǔ

پƠƳƕǒ

ưƖǔ

پƠƳƕǒ

ưƖǔ

پƠƳƕǒ





















ǳȳȈȭȸȫưƖƯƍǔ 

ᐯЎƷ˳Ʒཞ७ƴƭƍƯ 



ͳ  ᎋ 

˺ଐ     ࠰   உ   ଐ

ƜƱƕưƖǔ

܇ƲǋƱႻᛩƠӳƏ

؏עƷʴƱʩ්ƕƋǔ

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ဃƕưƖƯƍǔ

ᕤȷᡫᨈƠƳƕǒ



ǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈᲢᚃဇᲣ

ܼᚘƷ





ᚃȷΩࢂƳƲƱ

ݼіॖഒ

܇ƲǋƱƷ᧙̞

؏עƱƷ᧙̞

ဃǹǭȫ

Ʒͤࡍ

ٻႸ

൞ Ӹ                

ಮࡸᇹ   ӭ
                                                    



Ʒͤࡍ

ٻႸ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ
Ǜज़ơƯƍǔ
ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ
Ǜज़ơƯƍǔ

ˡƍƕƋǕƹ

ưƖǔ

ˡƍƕƋǕƹ

ưƖǔ

78

ƠƯƍǔ



Ʒ᧙̞

ႻᛩƠƯƍǔ

ᑥŷƳƜƱǛ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

ᧈ᧓ƷȑȸȈǍ

ჺ᧓ƷȑȸȈǍ

ǢȫȐǤȈƕӧᏡ

ྸᚐƠƯƍǔ

ƕƋǔ

܇ƲǋƷൢਤƪǛ

܇ƲǋƷƜƱƴ᧙࣎

ଐࠝႎƳ˟ᛅǛ





᧙̞

ᘍʙǁӋьƠƯƍǔ

ܖఄȷ؏עƳƲƷ

ȑȫȡǾȳˌٳƷ ᡈƴƲǜƳʴƕ˰ǜ

ưƍǔƔჷƬƯƍǔ

˟ƑƹਮਠƢǔ
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ਮਠǛǄƱǜƲƠƳƍ

ȑȫȡǾȳƷɶƷ

ʙ˺Ǔ

ੈᨊ

Ǜज़ơƯƍǔ

ưƖǔ

ǍǓƘǓ

ǍǒƳƚǕƹƱ࣏ᙲࣱ

ưƖƯƍǔ

ܭႎƴᡫᨈƕ



ˡƍƕƋǕƹ

ʻƸӖᚮƠƯƍƳƍ



яƚƯƘǕǔ

ƬƨƜƱƕƋƬƨǒ

МဇƠƯƷݼіƕӧᏡ

πσʩᡫೞ᧙Ǜ

ƷѣǛƠƯƍǔ

܇ƲǋƱɟደƴ࠰Ⴛࣖ

ႻᛩưƖǔ

ࠊࢫȷܖఄƳƲƴ

ʩ්ƠƯƍǔ

ᘍʙƷƳƲƴ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ǑƏƴƳƬƨ

ݲƠƣƭưƖǔ

ཞ७ƕܭܤƠƯƍǔ















ݼіƕưƖǔ

ᡵ  ଐᲮᲪ᧓Ʒ

Ƌǔ

ƓʝƍƕૅƑƋƏ᧙̞ư

ƴᡈƷʴƴႻᛩưƖǔ

ƬƨƱƜƱƕƋƬƨ

ƕưƖǔ

ᢘࡇƳុᩉǛਤƬƯʩ්









ႻƷဃƴᇌƪλǒƣŵ 

ưƖǔ

پƠƳƕǒ

ưƖǔ

پƠƳƕǒ

ưƖǔ

پƠƳƕǒ

ǳȳȈȭȸȫưƖƯƍǔ 

ᐯЎƷ˳Ʒཞ७ƴƭƍƯ 



ͳ  ᎋ 

˺ଐ     ࠰   உ   ଐ

ƓʝƍǛݭƠƯƍǔ ƓʝƍǛૅƑӳƬƯƍǔ

ݼіƕưƖǔ

ᡵᲮଐᲭᲪ᧓Ʒ

ƜƱƕưƖǔ

܇ƲǋƱႻᛩƠӳƏ

؏עƷʴƱʩ්ƕƋǔ

Ɩӳƍƴ࣎ƕƚƯƍǔ

ᢘࡇƳុᩉǛਤƬƨƓ˄

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

ဃƕưƖƯƍǔ

ᕤȷᡫᨈƠƳƕǒ



ྵཞᄩᛐǷȸȈ ᲢȑȫȡǾȳλއᎍဇᲣ

ܼᚘƷ





ᚃȷΩࢂƳƲƱ

ݼіॖഒ

܇ƲǋƱƷ᧙̞



؏עƱƷ᧙̞

ဃǹǭȫ



ಮࡸᇹ   ӭ
                                                    

ಮࡸᇹ  ӭ

᳸ƍǇƷཞඞǛჷǔƨǊƷǷȸȈ᳸
൞Ӹ               

˺ଐ              





ܼ ࡊ

ᐯЎ






Ɩ૾ ̊

ؕஜᚡ



ࢍƍ᧙̞      
୍ᡫƷ᧙̞      
ࢊƍ᧙̞
ǹȈȬǹƷƋǔ᧙̞
᧙̞Ʒ૾Ӽࣱ

ܖఄ

༊ᙺᡤ

ಖ⫱ᅬ

Ӑʴ

ƋƳƨƷǇǘǓƴƍǔʴŴᚨƳƲǛᐯဌƴƍƯƘƩ
⫋ሙ

ƞƍŵ

ܱܼ

ڻ

̊Ჴ ܇ƲǋŴ̬ᏋŴӐʴŴ၏ᨈƳƲ
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ͤࡍ  ĭ ဃ  Į Ɠ į ȑȸȈȊȸ
؏עưƷ᧙̞ ı ܇ƲǋƷᏋƪ 
܇ƲǋƱƷ᧙̞   ĳ ݼіƴƭƍƯ 
ᚃȷΩࢂƳƲƱƷ᧙̞

è ᐯЎƴᛆ࢘ƢǔႸǛᢠǜưƘƩƞƍŵ

Ĭ
İ
Ĳ
Ĵ

Ⴘ

࣭

᳸ƍǇƬƯƍǔƜƱ᳸

ĭ

İ

࣭

᳸ƭƗƷႸ᳸
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ഏׅƷƾǓƔƑǓʖܭଐ   ࠰  உ  ଐ

ı

Ĭ

Ɩ૾ ̊

᧓     ࠰   உ   ଐ ᳸    ࠰   உ   ଐ 



൞Ӹ                            

ಮࡸᇹ  ӭ
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ƍ

ƴᚡλƠƯƘƩƞ

ĮȷȷƱǫȃǳϋ

ɥƍǔئӳƸĬĭ

è܇Ʋǋƕ  ʴˌ

èᲮബˌɥݣᝋ



܇ƲǋƷᏋƪ









ٻႸ

ӸЭ
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Ưƍǔ
 

ܼࡊƷཞඞǛ˴Ʊ
ƳƘჷƬƯƍǔ
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ƴƭƍƯ

 

ƹưƖǔ

ٻʴƔǒਦᅆƞǕǕ

 

ٻʴƱɟደƴưƖǔ

ܼࡊཞඞሁ ༵

 

ƭƍƯ

 

ưƖƯƍƳƍ

ưƖƯƍƳƍ

 

 

 

ဃȪǺȠƴ

ƭƍƯ

ૢྸૢ᪶ƴ

៲ƷׅǓƷ

 





 

ƍǔ

ܼࡊཞඞƕǘƔƬƯ

 

ႻࣖƷဃƕưƖǔ

ٻʴƴ̟ƞǕǕƹ࠰

 

̟ƞǕǕƹưƖǔ

 

̟ƞǕǕƹưƖǔ

ଐɶƷئއ

 

 ڡȷ ဏ

ƭƍƯ



ࣱК

ٻʴƱɟደƴưƖǔ



ྵཞ

ബ

ưƖƯƍƳƍ

ݱႸ

࠰ᱫ

ฌ λෘሁ ƴ



ǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈĬ ܇ƲǋƷᏋƪ 

 

Ưƍǔ

ܼࡊཞඞǛӖƚλǕ

 

ƖƯƍǔ

ƕŴƠƬƔǓƱƠƯ

ưƖƳƍƜƱǋƋǔ

 

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư

 

ưƖǔ

ƩƍƨƍᐯЎư





 

ѣưƖǔ

ǕŴᐯЎưᎋƑᘍ

ܼࡊཞඞǛӖƚλ

 

ƱƕưƖǔ

ᐯЎưዜਤƢǔƜ

 

ᐯЎưưƖǔ

 

ᐯЎưưƖǔ
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ӐƩƪ᧙̞

ٻʴƱƷ᧙̞

ȃǳϋƴᚡλƠ

ƯƘƩƞƍ

ܖఄưƷ

ᚃী᧙̞

ᚃ̞᧙܇

ݱႸ



ĬĭĮȷȷƱǫ

ˌɥƍǔئӳƸ

è܇Ʋǋƕ  ʴ



èᲱബˌɥݣᝋ



܇ƲǋƷᏋƪ

ٻႸ

ӸЭ

ಮࡸᇹ

   ബ

 

ƕƍǔ

ƋƍƞƭƢǔӐƩƪ

ଐ᪭Ŵ᫊ǛӳǘƤǕƹ

 

ƠƯƍǔ

ǒſƱƍƏƋƍƞƭǛ

ƍǇƢſǍžƞǑƏƳ

ଐ᪭ŴžƓƸǑƏƝƟ

 

ƭǛƠƯƍǔ

ƢǈſƱƍƬƨƋƍƞ

žƓƸǑƏſǍžƓǍ

 

ƭǛƠƯƍǔ

ƢǈſƱƍƬƨƋƍƞ

žƓƸǑƏſǍžƓǍ



࠰ᱫ

 ڡȷ ဏ

 

ደƴƍǔӐƩƪƕƍǔ

ଐ᪭Ŵܖఄϋưƍƭǋɟ

 

ᛅƢƜƱƕƋǔ

ȆȬȓưᙸƨƜƱƳƲǛ

ଐ᪭ŴܼưƋƬƨƜƱǍ

 

ƴЈƔƚǔƜƱƕƋǔ

ଐ᪭ŴƍƬƠǐƴᝰƍཋ

 

ƴЈƔƚǔƜƱƕƋǔ

ଐ᪭ŴƍƬƠǐƴᝰƍཋ



ࣱК

पǈƝƱƕƋǔƱ

ӐƩƪƷƜƱưႻ
ᛩƢǔƜƱƕƋǔ
 

ƴᘍƬƨǓƢǔӐ
Ʃƪƕƍǔ
 

 

 

ܼଈƷƜƱŴܖఄŴ

ᛩƢǔƜƱƕƋǔ

ƢǔƜƱƕƋǔ

ƍƬƠǐƴᝰƍཋ

ӐƩƪƷƜƱưႻ

 

ƖŴႻᛩǛƢǔ

पǈƝƱƕƋǔƱ

 

ѠࢍƷƜƱưႻᛩ

 

Ƌǔ

ƏſƱƍƏƜƱƕ

ଐ ᪭ Ŵž Ƌ Ǔ ƕ Ʊ

 

Ƌǔ

ƖŴႻᛩǛƢǔ

 

ӐƩƪƕƍǔ

Ɲ ƠƯ ƍƖ ƨƍ

Ӑ Ʃƪ ƱƠ Ưᢅ

Ɯ ǕƔ ǒǋ ᧈƘ

 

ǔ

ᛩ Ƣǔ ƜƱ ƕƋ

ܼ ଈƷ ƜƱ ưႻ

 

ƍǔ

Ə ᧙̞ ƴƳ ƬƯ

Ɠ ʝƍ ƴૅ ƑƋ

 

ƍǔ

Ə ᧙̞ ƴƳ ƬƯ

Ɠ ʝƍ ƴૅ ƑƋ

ଐ ᪭ Ŵž Ƌ Ǔ ƕ Ʊ
ƏſƱƍƏƜƱƕ
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ǻȫȕȁǧȃǯǷȸȈĭᲢ܇ƲǋƷᅈ˟ƱƷƔƔǘǓᲣ
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㸲ࠕࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ ࠖࢆ⏝࠸ࡓᐇ㊶
ỤᡞᕝᏛ⥲ྜ⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯㅮᖌ ᑠᯘᜨ୍
ୡ⏣㇂༊ෆ࠶ࡿẕᏊ⏕άᨭタࡢධᡤୡᖏ(30 ୡᖏ)ࡘ࠸࡚ࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋ࡚ヨ⾜ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕ 1 ࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡍࡿࠋ
(ࢣ࣮ࢫᴫせ)
ẕぶࡣᐙᗞࡢࡽࠊ୰Ꮫ༞ᴗᚋࢆ࠸ࡃࡘኚ࠼࡞ࡀࡽࡶ┿㠃┠ാ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋ
ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾྜࡗࡓ⏨ᛶ⤖፧ࡋࠊዷፎࢆࡁࡗࡅࢆ㎡ࡵࡓࠋኵࡣ⤖፧ᙜึࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ2 ே┠ࡢᏊࡶࡀ⏕ࡲࢀࡿᭀຊࡀጞࡲࡗࡓࠋᏊࡶࡀ࠸ࡿࡓࡵࡋࡤࡽࡃࡣኵࡽࡢᭀຊࡶ
ᡃ៏ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᭀຊࡢᑐ㇟ࡀ⮬ศࡔࡅ࡛࡞ࡃᏊࡶࡲ࡛ཬࡪࡼ࠺࡞ࡿࠊ2 ேࡢᏊࡶࢆ㐃ࢀ࡚
╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲᐙࢆ㣕ࡧฟࡋ㏨ࡆࡓࠋࡑࡢᚋಖㆤࡉࢀࠊ࠸ࡃࡘࡢタࢆ⤒࡚ᮏタ᮶ࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᚋᩘᖺࢃࡓࡿタ࡛ࡢ⏕άࢆ⤒࡚⏕άࢆ❧࡚┤ࡋࠊ⌧ᅾࡣᑵປࢆࡋ࡞ࡀࡽබႠఫᏯ࡛ぶᏊ 3
ே࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡢࢣ࣮ࢫࡢタࡢᨭࡣࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺэࡇࢀࡽࡢᨭෆᐜࡢ᳨ウэࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢᨭෆᐜࡢࡾ㏉ࡾэ⮬❧ᨭィ⏬⾲ࡢసᡂࠖ࠸࠺୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡢᐇࢆ༙ᖺ 1 ᗘ࠾ࡇ࡞
ࡗࡓࠋ
ࠕࡾ㏉ࡾࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀẕᏊ⏕άᨭタ⫋ဨࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࠊ⏕άᨭㄢ
⫋ဨ➼ࡀᚲせᛂࡌ࡚❧ࡕྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⮬❧ᨭィ⏬ࠖࡢཎࡣ⫋ဨࡀసᡂࡍࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚
ࡣࠊ᭱⤊ⓗᮏேࡢゎࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ྛ㡯┠㛵ࡍࡿࡑࡢⅬ࡛ࡢ฿㐩ẁ㝵 1㹼5 ࡢḍ(ᮏ✏ᥖ㍕ࡋࡓᅗ A ࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࡣ౽ᐅୖ 1㹼5 ࢆࡘ
ࡅࡓࡀࠊᐇ㝿ࡢᨭ⏝࠸ࡓࢩ࣮ࢺࡣ␒ྕࡣグ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸)ẕࡀ࣐ࣝࢆࡘࡅ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡀࠊᅗ
Bࠕࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢ᥎⛣(1㹼5 ᅇ┠)ࠖࡣࠊᖹᡂ 26 ᖺ 1 ᭶ࡽ༙ᖺ 1 ᗘࢩ࣮ࢺ࣐ࣝࢆࡘࡅࡓ⤖ᯝ
ࡑࡢᖹᆒ್ࢆࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ࠕ⏕άࢫ࢟ࣝࠖࡣ㧗࠸(ᖹᆒ 4.53)ࡶࡢࡢࠊ♫ᛶࢆక࠺ࠊࡘࡲࡾᏊࡶ
ࡢ㛵ಀ௨እࡢே㛫㛵ಀࡀᚲせ࡞ࡶࡢ(ᆅᇦࡢ㛵ಀࠊタࡢ㛵ಀࠊᑵປពḧࠊぶ࣭ᘵࡢ㛵ಀ)ࡘ
࠸࡚ࡣࢫࢥࡀప࠸(ᖹᆒ 1.95)ࠋࡇࡢ೫ࡾࡽࠊᑐே㛵ಀఱࡽࡢᅔ㞴ࢆకࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ᥎ ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓࠕᏊࡶࡢ㛵ಀࠖࡢࢫࢥࡢపࡉࡽᏊࡶࡢ㛵ಀࡶఱࡽࡢᝎࡳ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡽẕࡢ㛵ᚰࡀࠊࡕࡽ࠸࠺㌟㏆࡞ࡇ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
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ͤ 1

2

3

4

5

್ࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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ͤ ౽ᐅୖࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢ㡯┠ࢆᩘ್ࡍࡿࡓࡵࠊᕥࡽྑ 1㹼5 ࡲ࡛ࡢᩘᏐࢆධࢀ࡚࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢࢩ࣮ࢺࡣᩘ

ᆅᇦࡢ㛵ಀ

タࡢ㛵ಀ

୰㡯┠

ᅗ Aࠕࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ(ᵝᘧ)ࠖ

ᅗ Bࠕࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢ᥎⛣(1㹼5 ᅇ┠)ࠖ

䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䛾᥎⛣(1䡚5ᅇ┠)
6
5
4
3

2
1
0
ᐙィ
ẕ䛾ᗣ

ᤲ㝖

㣗స䜚

⏕ά䝇䜻䝹
➨1ᅇ

㡯┠
ẕ䛾ᗣ
⏕ά䝇䜻䝹

ᆅᇦ䛸䛾㛵ಀ
タ䛸䛾㛵ಀ
Ꮚ䛹䜒䛸䛾㛵ಀ
ᑵປពḧ
ぶ䞉ᘵ䛸䛾㛵ಀ

୰㡯┠

ᆅᇦ䛸䛾 タ䛸䛾 Ꮚ䛹䜒䛸 ᑵປពḧ ぶ䞉ᘵ
㛵ಀ
㛵ಀ
䛾㛵ಀ
䛸䛾㛵ಀ
➨2ᅇ

㻝ᅇ┠

➨3ᅇ

ᐙィ
ᤲ㝖

㻟
㻠

㻞ᅇ┠
㻟
㻠
㻠

㣗స䜚

㻠
㻞
㻞
㻝
㻝
㻝

㻠
㻠
㻟
㻝
㻝
㻟

➨4ᅇ

➨5ᅇ

㻟ᅇ┠
㻝
㻡
㻡

㻠ᅇ┠
㻡
㻡
㻡

㻡ᅇ┠
㻡
㻡
㻡

ᖹᆒ

㻡
㻞
㻡
㻞
㻝
㻝

㻡
㻞
㻞
㻝
㻝
㻝

㻡
㻞
㻞
㻝
㻝
㻝

㻠㻚㻢

㻟㻚㻡
㻠㻚㻠
㻠㻚㻢
㻞㻚㻠
㻞㻚㻤
㻠㻚㻞
㻝㻚㻞
㻝㻚㻠

 ࡑࡋ࡚ࠊᑵປࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿ࡣ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࠕᑵປពḧࠖࡢࢫࢥࡣ 5 ᅇ
ࡶ 1 ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ᪉࡛ࠊ
ࠕẕࡢᗣࠖࡢྛᅇࡢࢫࢥ╔┠ࡍࡿࠊ2࣭3 ᪥┠(1.0 
3.0) 4࣭5 ᅇ┠(࠸ࡎࢀࡶ 5.0)࡛ࡣࢫࢥࡀ᫂ࡽ㐪ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ 4࣭5 ᅇ┠࡞ࡗ
࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃᮏேࡢ≧ែࡀᨵၿࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢせᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᅗ Cࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸭༙ᖺ㛫ຊࢆධࢀࡿࡇࠖࡢࢩ࣮
ࢺࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࡣࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࠖཬࡧࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕձ
ᗣࠖ
ࠕղ⏕άࠖ
ࠕճᆅᇦ࡛ࡢ㛵ಀࠖ
ࠕմᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖࠕյᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ
ࠕնᑵປࡘ࠸
࡚ࠖ
ࠕշぶ࣭ᘵ࡞ࡢ㛵ಀࠖ࠸ࡗࡓࡇࢆࡢࡃࡽ࠸Ẽࡅ࡚࠸ࡿࡢࢆẕぶ⮬㌟
ࢢࣛࣇෆࡾࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࢢࣛࣇ(⮬ศ⮬㌟ࡢほ࣭ㄆ㆑)ࢆ 100㸣ࡋࠊ⮬ศ
ࡢ≧ἣࢆࡑࡢ୰ࡾࡿࡇࡼࡾෆ㠃࠶ࡿᚰ㓄ࢆእᅾࠊどぬࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
1 ᅇ┠ࡢࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࢆぢ࡚ࡳࡿࠕձᗣࠖࠕմᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖࠕյᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ
ࠕնᑵປࡘ࠸࡚ࠖࢆᆒ➼ࡾࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡲࡔ₍↛ࡋ࡚࠸࡚ᑗ᮶ࡀぢ࠼࡚࠸࡞

࠸ࡇࡀศࡿࠋ
ࠕ┠ᶆࡣࠊ༙ศࡣ⮬ศࢆࢣࡍࡿࡇࠊ༙ศࡣᏊࡶࡢࡇࡋࡼ࠺ࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋࡘࡪࡸࡁ࡞ࡀࡽグධࡋ࡚࠸ࡓࠖ࠸࠺ࡇࡢࡢ㠃ㄯグ㘓ࡽࡶࢃࡿࡼ࠺⮬ศ
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ࡓࡕࡢࠕᑗ᮶ࠖࡀぢ࠼ࡎࠊ㏣࠸㎸ࡲࢀࡓ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ 2࣭3 ᅇ┠࡞ࡿࠊࡑࡢ
࠸ࢆࠕゝㄒࠖ(ࠕ⎔ቃࢆኚ࠼ࡿࠖ
ࠕࢫ࣮࣌ࢫⓗ࡞ၥ㢟ࠖ
ࠕᏊࡶࡢ㛵ಀࡢᨵၿࠖ
ࠕㆤ⚟♴
ኈࡢ㈨᱁ྲྀᚓࠖ
ࠕᏊࡶࡢ㐍Ꮫࡘ࠸࡚ࠖ)ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚎࠎ⮬ศㄢ㢟㸻ࠕᑵປࠖࢆ᫂☜
ࡋࠊࡼࡾලయⓗᑗ᮶ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋࡑࡋ࡚ 4 ᅇ┠࡛ࡣࠕմᏊࡶࡢ⫱ࡕࠖ
ࠕյᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊ5 ᅇ┠࡛ࡣ⮬ศࡢ⚾⏕ά௨እࡢ♫ⓗே㛫㛵ಀࢆព
㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺୍ぢࠕ♫ᛶࠖ࠸࠺ព࡛ࡣᾘᴟⓗぢ࠼ࡿ࡛࠶ࡿࡀࠊ㛫ࡶㄢ㢟
ࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊどⅬࡀ⮬ศࡢ㌟㏆࡞ࡇ㸻⏕άࢫ࢟ࣝ㝈ᐃࡏࡎࠊᚎࠎࠕᑗ᮶ࠖ
ࢆぢᤣ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋඛࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢࢫࢥ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ぢ
࡚ࡳࡼ࠺ࠋᐇ㝿ࡢᑵປࡣ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠕ⌧ᅾࠖࡢᑵປពḧࡣྛᅇࡶప࠸ࡲࡲ࡛࠶
ࡿࡀࠊ
ࠕẕࡢᗣࠖࡣ 4࣭5 ᅇ┠࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕࡘࡂࡢ┠ᶆࠖࡢࢢࣛࣇ࠾ࡼࡧࡑ
ࡢ㠃ㄯࡽᚎࠎᑵປࠊᑗ᮶ࠊ♫ⓗே㛫㛵ಀ┠ࡀྥࡁࡣࡌࡵࡓࡁ➢ྜࡍࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡽࡽࠕᑗ᮶ྥࡅࡓࠖᑵປពḧᑵປ┤᥋ⓗᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠕẕࡢᗣ࡛ࠖ
࠶ࡿࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕᑗ᮶ྥࡅࡓࠖᑵປពḧࡣࠊ
ࠕ⌧ᅾࡢᑵປពḧࠖࡼࡾࡶࠊ
ࠕẕࡢᗣࠖࡢࠊ
ࠕᏊࡶࡢ㛵ಀࠖ
ࠕぶ࣭ᘵࡢ㛵ಀࠖࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆ࠺ࡅ࡚࠸ࡿࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
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ᅗ Cࠕ࠸ࡲᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ/༙ᖺ㛫ຊࢆධࢀࡿࡇࠖࢩ࣮ࢺࡢ᥎⛣

㡯┠
ձᗣ ղ ⏕ά ճ ᆅᇦ࡛ࡢ㛵ಀ
մ Ꮚࡶࡢ⫱ࡕ յ Ꮚࡶࡢ㛵ಀ
ն ᑵປࡘ࠸࡚ շ ぶ࣭ᘵ࡞ࡢ㛵ಀ

3 ࢩ࣮ࢺᨭᑐࡍࡿᚋホ౯
ᐇ㝿୍㐃ࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋࡓᚋࠊձࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢホ౯ࠊղタ⫋ဨ➼ࡢせ
ᮃࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊẕᏊ⏕άᨭタࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿẕ(19 ྡ)ᑐࡋ࡚ẕᏊᨭࢥ
࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮(ὀ 3)ࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ(ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊグྡᘧ)ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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ࡑࡢ⤖ᯝ(ᅗ F ࠕࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ᙺ❧ࡗࡓᛮ࠺ࡇࠖ)ࠊࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵ
ᅗF

ࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ

㸣
ࢡࢩ࣮ࢺࡢホ౯ࡋ࡚᭱ࡶከࡗࡓࡢࡀࠕ⮬ศࡢ⏕άࡸ⮬❧ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡣࡲ࡛ࠊẕぶࡀ⮬ศࡢ⏕άࢆᐈほⓗࡾ㏉ࡿᶵࡀ࡞ࡗࡓࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ
࠺ࠋḟከࡗࡓࡢࡀࠕタ⫋ဨヰࡏࡿᶵࡀ࡛ࡁ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⮬❧ᨭࢩ࣮ࢺ
ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡁࡗࡅࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡶࡢ࠸
࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋ࡚ࡢឤ࣭ពぢࢃࡿ⮬⏤グ㏙ࡋ࡚ࡣࠕయࢆ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠕࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡽࠊ㠃ㄯࡀ⡆᫆࡞ࡗࡓឤࡌࡀ࠶ࡿࡢ
࡛῝࠸ࡇࢁࡶᢲࡉ࠼࡚ヰࡏࡿࡶࡗ᭷㞴࠸࡛ࡍࠖ
ࠕ᪥ࠎᛁࡋࡃ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿᛀࢀࡀࡕ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺⮬❧ࡢ᪉ྥᛶࢆศࡾࡸࡍࡃᩚ⌮࡛ࡁࡓࡇ࡛ࠎぢ㏉ࡋࠊึᚰᖐࡗ
࡚⪃࠼ࡿᶵࢆᣢ࡚ࡓࡇࡀఱࡼࡾ࠶ࡾࡀࡓࡗࡓ࡛ࡍࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓẇ
ḟࠊẕᏊᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀẕ(8 ྡ)ࡢಶู㠃ㄯࢆ⾜࠸ࠊࠊձタࡸ༊ࡢ⫋
ဨ(Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮)ࡽࡢᨭ࡛࠺ࢀࡋࡗࡓࡇ ղᏊ⫱࡚ࡸᬽࡽࡋࡢᅔࡾࡈ
ࠊࡋ࠸ࢧ࣏࣮ࢺ ճ⮬❧ᨭࢩ࣮ࢺࡢឤ࣭ពぢࠊࢆ୰ᚰࣄࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ධᒃ୰ཷࡅ࡚ࠕ࠺ࢀࡋࡗࡓᨭࠖࡣࠕẕぶࡔࡅ࡛ࡢᑐᛂࡀᅔ㞴(⮬ศࡢᛴࠊ⢭⚄ᝈ
ࡢᝏࠊᏊࡶࡢ⾪ືⓗ⾜ື)ࡢ┦ㄯࡗ࡚ࡃࢀࡿࠖࠕᏊࡶࢆ㡸ࡗ࡚ࡃࢀࡿࠖࠕᐙࡢ
ᡭఏ࠸ࠖ
ࠕ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫࡀࡓࡲࡗࡓࡁẼ㍍ヰࢆ⪺࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿ(༶ᛂᛶࠊᩜᒃࡀప
࠸)ࠖ
ࠕᏛᰯࡢ✀㢮ࡢ⌮ゎࡸᡭ⥆ࡁ➼ࡢ⿵ຓࠖ
ࠕᏊࡶࢆ୍ே࡛␃Ᏺ␒ࡉࡏ࡞ࡃ࡚῭ࡴࠖ
ࠕ㧗ᖺ
㱋⏨ඣࡢᨭ(࠾㢼࿅ࡢධࡾ᪉࡞)ࠖ
ࠕᏛᰯࡢ᭩㢮ࡢ⌮ゎࡸᡭ⥆ࡁ➼ࡢ⿵ຓࠖ
ࠕᏊࡶࢆ 1 ே
࡛␃Ᏺ␒ࡉࡏ࡞ࡃ࡚῭ࡴࠖ
ࠕ㧗㱋⏨ඣࡢᨭ㸦࠾㢼࿅ࡢධࡾ᪉࡞㸧
ࠖ➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
⯆῝ࡗࡓࡢࡣࠊ
ࠕ㧗㱋⏨ඣࡢᨭ㸦࠾㢼࿅ࡢධࡾ᪉➼㸧
࡛ࠖࠊẼࡀࡘࡃࡼ࠺࡛Ẽ࡙࡞
ࡗࡓࡇࡀࠊࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝࡽศࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢽ࣮ࢬᑐࡋ࡚ࡣ᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫ
࡛ࡣᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ž؏עᅈ˟ƴƓƚǔࡊܼ܇ƷဃƱƦƷੲяᢅᆉƷƀᙸƑǔ҄Ɓ
ſ
 ிබܖٻᅦᅍᅈ˟ႆᄂᆮǻȳǿȸዻᨼžƭƳƕǓŴૅƑӳƏᅦᅍᅈ˟ƷˁኵǈƮƘǓſ
R᳸ ǑǓɟᢿ٭
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㸳 ẕᏊࡽࡢ┦ㄯෆᐜᆅᇦ㐃ᦠ
ᮾὒᏛ 㠀ᖖㅮᖌ ୖ⏣⨾㤶
㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
ẕᏊࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ᅔࡾࡈࢆᢪ࠼ࡿࠊࡉࡽࡑࢀࡽࡢᅔࡾࡈ
ᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵ࡸタࡀᨭ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࡾ㉺࠼࡚ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦᨭࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳ᪉ࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧ㄪᰝ㞟ィ᪉ἲ㸦3㹼 ཧ↷㸧
㸰ᡤࡢ༊ෆẕᏊ⏕άᨭタ࠾࠸࡚ࠊධᡤ୰ࡢẕᏊࡀࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛⫋ဨᨭࢆồࡵ࡚ࡁࡓࠊ
⫋ဨᑐࡋ࡚ࣄࣜࣥࢢᐇ࠾ࡼࡧグධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ┦ㄯᑐࡋ࡚ᨭ㛵ࢃࡗࡓே࣭ᶵ
㛵ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅࡘࢆۑ㸦 ۑ㸸A ẕᏊ⏕άᨭタ  ە㸸B ẕᏊ⏕άᨭタ㸧
ࠋ
グධᚋࠊෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ㡯┠࣭୰㡯┠ศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ୧タྠࡌࡼ࠺౫㢗ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊグධࡋ࡚ࡃࢀࡓ⫋ဨࡢᩘࡀ␗࡞ࡿ➼ࡶ࠶ࡾࠊグධᩘᕪࡀ
ぢࡽࢀࡿࡀࠊධᡤ⪅ࡀලయⓗࡢࡼ࠺࡞ࡇࡘ࠸࡚ࠊᨭࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩘࡢᕪࡘ࠸࡚ࡣၥ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㡯┠ձ㹼շࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢ㡯┠ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊࡢ∗ࡸ᪂ࡋ࠸ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㛵ࡍࡿ┦ㄯ
ࡶከ࠸ࡇࡽոչࢆ᪂ࡓຍ࠼ࡓࠋ
 ձẕࡢᗣ ղ⏕άࢫ࢟ࣝ ճᆅᇦࡢ㛵ಀ մᏊࡶࡢ⫱ࡕ յᏊࡶࡢ㛵ಀ
նᑵປ࣭ẕࡢᑵᏛ շぶ࣭ࡁࡻ࠺ࡔ࠸➼ࡢ㛵ಀ ոᏊࡢ∗ չ᪂ࡋ࠸ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ պࡑࡢ

㸱㸧⪃ᐹ
㸦㸯㸧⏕άࢫ࢟ࣝ͐㣗࡙ࡃࡾࠊᤲ㝖࡞ࡢᐙࡢ᪉ຍ࠼࡚ࠊ
ࠕ13 ᐙィࡢࡸࡾࡃࡾࠖ
ࠕ23 Ꮫᰯ࣭ᙺ
ᡤࡢ᭩㢮ࡢㄝ࣭᫂グධ⿵ຓ࣭ᥦฟࡢ௦⾜ࠖ࡞ලయⓗ࡞ᨭࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᆅᇦࡢ㛵ಀ͐㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪᩚࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ32 Ꮫᰯࡢಖㆤ⪅ࡢ㛵ಀࠖ
ࠕ33 ẕࡢே㛵ಀ࡞
௰ࠖ࡞᪥ᖖⓗ࡞㛵ಀㄪᩚࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧Ꮚࡶࡢ⫱ࡕ͐ࠕ47 ಖ⫱ᅬࡉࡀࡋ࣭ධᅬࠖ
ࠕ65 ᑵᏛࠖ
ࠕ66 㐍⣭࣭㐍Ꮫࠖ࡞ࠊࣛࣇ࣋ࣥࢺ㸦ࣛ
ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢኚࢃࡾ┠㸧ࡢ㝿ከࡃࡢᶵ㛵ࡀ㛵ࢃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕ69 Ꮚࡶྠኈࡢࢺࣛࣈ࣭ࣝ࠸ࡌࡵࠖ
ࠕ72 ᭀຊࠖ࡞ࠊᏊࡶࡢၥ㢟ࡀ῝้ࡋࡓࡶከࡃࡢᶵ
㛵ࡀ㛵ࢃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧Ꮚࡶࡢ㛵ಀ͐ࠕ94 Ꮚࡶࢆྏࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ
ࠕ95 Ꮚࡶࢆྏࡿࡇࡀฟ᮶࡞࠸ࠖ
ࠕ99 Ꮚࡶࡀ
ఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ106 ⮬ศవ⿱ࡀ࡞ࡃ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡞ࠊ᪥ࠎࡢᏊࡶࡢ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊẕぶࡢẼᣢࡕᐤࡾῧࡗࡓࡾࠊ୍⥴Ꮚࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࡳࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊẕぶࡀࡾ㉺
࠼ࡿຊࢆࡘࡅࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟
୍ぴᣲࡆࡽࢀࡓࡼ࠺࡞┦ㄯ࣭ᅔࡾࡈᑐࡋࠊẕᏊ⏕άᨭタ࡛ࡣ⫋ဨࢆ୰ᚰࡑࢀࡽࡢᨭࢆᢸ
࠸ࠊᚲせ࡞ᶵ㛵ࡸタࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊධᡤ⪅ࡢẕぶࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊ
ࠕ┦ㄯࡋࡓ࠸ࡣ
ᙺᡤࡀ㛢ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕᙺᡤࡢᢸᙜ⪅㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ࠖ࡞ࡢᏳࡶฟ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ⏕άࢆࡋ࡚
࠸ࡿẕᏊᑐࡋࠊ༶ᛂᛶࡢᚲせ࡞ሙ㠃࡛ㄡࡀࡢࡼ࠺ලయⓗᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᙜ⪅ࡀᮃࡴᨭ⪅㸦ᶵ㛵࣭タ㸧ࡽࠊᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊᆅᇦ⏕άࡢ
୰࡛ࡢᅔࡾࡈࡣ࡞࠸ࠊᙜ⪅ࡢ❧ሙ࡛ࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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䠑㻌ẕᏊ䛛䜙䛾┦ㄯෆᐜ䛸ᆅᇦ㐃ᦠ
ᨭ䛻㛵䜟䜛ே䞉ᶵ㛵䚷䚷䕿䠖䠝ẕᏊ⏕άᨭタ䚷䚷䖃䠖䠞ẕᏊ⏕άᨭタ

ẕᏊᐙᗞ䛜┦ㄯ䞉ᨭ䜢ồ䜑䜛ሙ㠃䞉

㡯
┠

ᗣ⟶
⌮䞉⥔ᣢ

ẕ
䛾

ᗣ

ᑠ㡯┠

୰㡯┠

㏻㝔䞉ධ
㝔䞉᭹⸆

⢭⚄ⓗ
Ᏻᐃ
ฟ⏘

ᐙィ䞉
㔠

㻝
㻢
㻣
㻝㻜
㻝㻝
㻞
㻡
㻤
㻟
㻠

ẕ䛾ᗣ
య㔜⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾ィ
⾑ᅽ䝏䜵䝑䜽
་⒪䛾ཷデ䜢ಁ䛩
㝔䛾ሗᥦ౪
㏻㝔ྠ⾜
᭹⸆⟶⌮
ධ㝔ᨭ
⸆ᒁ䛻⸆䜢ྲྀ䜚䛻⾜䛟
䝇䝖䝺䝇
⢭⚄ⓗⴠ䛱㎸䜏

㻝㻞 ₍↛䛸䛧䛯ᚋ䛾Ᏻ㻔యㄪ䞉㔠
㖹䞉ẕᏊ㛵ಀ䠅
㻥
㻝㻟
㻝㻠
㻝㻞㻥
㻝㻡

ฟ⏘
ᐙィ䛾䜔䜚䛟䜚
㔠䛾㏉῭ィ⏬
ぶ᪘䛛䜙䛾㔠
⏕άಖㆤ䜈䛾⛣⾜

㻞㻢 Ꮫ㈨䛾┦ㄯ㻔ዡᏛ㔠䞉㈚䠅

⏕
ά
䝇
䜻
䝹

ᤲ㝖䞉ᩚ
⌮ᩚ㡻

᭩㢮䞉ᡭ
⥆䛝

㣗
㈙䛔≀
䛭䛾

㏆㞄䞉ᆅ
ᇦ䛸䛾㛵
ಀస䜚

ᆅ
ᇦ
䛸
䛾
㛵 ᆅᇦ䛾
ಀ ሗᥦ౪

ᘬ㉺䛧‽
ഛ

㻤㻠
㻝㻢
㻝㻣
㻝㻤

ዡᏛ㔠
ᤲ㝖䞉ᒃᐊ䛾∦䛵䛡
䝂䝭䛾ฟ䛧᪉䛻䛴䛔䛶
Ꮚ䛾ᩚ⌮ᩚ㡻
᭩㢮䠄Ꮫᰯ䚸ᙺᡤ➼䠅䛾ㄝ
㻞㻟
᫂䚸グධ⿵ຓ䚸ᥦฟ௦⾜
㻞㻠 㔜せ᭩㢮䛾㡸䛛䜚䞉☜ㄆ
㻞㻝 䝦䝹䝟䞊ᑟධ

ẕᏊ
⏕ά
ᨭ
タ
䕿䖃

䕿䖃

タෆ Ꮫᰯ
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震災後の子ども・若者たち
継続的支援が育てた力
2018年3月

発行：東洋大学福祉社会開発研究センター





はじめに
私たちは、平成25年度から29年度の5年間にわたり福祉社会開発研究センターの研究の柱として、東
日本大震災の被災地における子ども支援について研究を重ねてきた。
本研究は、被災地での子ども権利の具体化のために子ども・若者の参加による実態を明らかにし、支
援の仕組みづくりと可視化を目指したものである。
本研究報告書は、東日本大震災からの復興にかかわる調査研究の成果の一部を公開するものである。
2011年3月11日の東日本大震災からまもなく丸7年が過ぎようとしている。この間、子ども・若者は、
それぞれにこの震災の体験を背負い、 身を削るような学びを続けている。その中には、専門的な支援に
繋がった子ども・若者もいれば、支援が必要にもかかわらず、専門機関に繋がっていない子ども・若者も
いる。また、彼らの中には、被災したふるさとの復興や自分たちの体験を次の世代に繋げたいと願い、
活動の場を求めている若者もいる。こうした子ども・若者たちが震災を抱えながら成長し、大人になって
いくためには、継続的・総合的に支援を続ける体制を緊急に構築することが求められる。その一時期を
共同研究という形で継続した関係を持った宮城県南三陸町出身若者たち、岩手県山田町おらーほで過ご
した若者たち、こうした子どもたちが自分自身の問題として震災からの復興を考え、取り組んできた。
私たち大人の伴走の距離感、関与など彼らは固有の価値を明確に表現し、震災後の若者支援の重要性
と取り組み方への示唆を多様な形で教えてくれている。彼らの協力なしにはこの研究はあり得なかったこ
とに改めて心から感謝の意を表したい。
なお、この研究は以下の研究費による研究を合わせて行い、この成果を本研究に使用していることを付
記する。
- 2014年度厚労省児童福祉問題調査「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研究事
業」
- 2015年度厚労省子ども・子育て支援推進調査研究事業「被災した子ども家庭を継続的に支援する
ための当事者参加型システム開発調査研究事業」
- 第46回（平成27年度）三菱財団社会福祉事業・研究 助成「東日本大震災において支援を受けて
きた中高生の参加型子ども支援マニュアルの開発」

2018年3月
東洋大学福祉社会開発研究センター長
子どもユニット代表
東洋大学教授 森田明美





れた）が語る内容を基に可視化しながら、その支

1. 研究の概要と提言

援のタイミングや有効性等について議論を行って
きた。具体的な方法としては、被災した子どもた

(１)背景および目的

ちへのグループインタビュー（南三陸町立戸倉中

中高生支援者のための新たな支援ルー
ルづくりを目指して

ト）や、子どもたちが実施した被災地域への訪問

学２年で被災して流された同級生２０人アンケー
調査の結果（山田町ゾンタハウスを利用する高校
生が２０１５年１月に実施した仮設住宅に住む１
００人の人たちへのアンケート、）を手掛かりに

私たちは、2011年3月11日の東日本大震災前

した。支援を受けた子どもたちが見て、感じて、

から行ってきた中高生支援及び震災後に行ってき

考えたことを私たち研究者と共に振り返りながら、

た被災地における中高生支援の研究を手がかりと

被災地の子ども支援のあり方について議論を重ね

しながら、子ども支援団体と共に、各被災自治体

てきた（後述８月と１月に実施）。このように震

に対して中高生支援の重要性を提起しながら主体

災の現場にいた子どもたち当事者が参加する研究

的に支援体制を構築してきた。本研究では、被災

方法は、子どもの権利を実現する上で必要なもの

地での学習支援や自習室の提供等の支援を受けて

であると考えている。そして、子どもたちと共に

きた子どもたちと支援者が、「震災後の時期」ご

震災後においても被災地における児童福祉課題と

との中高生支援の在り方や「課題別に行政サービ

子どもの権利実現を真正面から向き合ってき私た

ス等支援機関に繋ぐための支援者に求められる知

ちだからこそできるオリジナリティのあるもので

識やスキル」を明らかにし、支援者が「その技術

ある。

や知識の習得するためのプログラムを開発」を行
うことを目的とした。そして、もし、次に大震災

(３)結果および考察

が起きた場合に、復興の過程で必要となる中高生
向け支援者のためのガイドラインになればと考え

復興した地域に適応する人材育成に
は信頼できる場と人が必要

ている。

(２)方法

本研究から導き出された最も重要なことは、「子
どもたちにとって信頼できる場や人との出会いが、

震災の現場にいた子どもたち・当事
者が参加して震災後の中高生支援を
総括

次の一歩を踏み出すきっかけとなっていたこと」
である。私たちは、子どもたちが自分自身の人生
を取り戻し、復興の過程で新たに作られる地域に
おける担い手になるためには市民性を獲得してい

本研究では、これまで出会ってきた支援者の姿

くことが必要だと考えていた。しかし、被災地で

や利用してきた支援の実態について、被災した子

は、学校や家族自体も大きな被害を受けていたこ

どもたち（といっても、震災当時の子どもが丸５

とから、それらが子どもの後見を十分に引き受け

年経ち青年になっており、調査研究に協力してく

ることは困難だった。そこで、この市民性を培う

1


プロセスを促すためには、支える場として、第一

の際、自身の経験を社会化していく様相が確認で

に学校や家族以外の「第３のおとなとそのような

きた。

おとなと話せる場」で「話を聴いてくれること」

なお、高校生の場合は、支援の対象として捉え

が必要であった。

られず、自立した存在として周りから認識されて

研究の結果、子どもたちは以下のようなプロセ

しまうため、ニーズが見過ごされやすいことも分

ス経ていることが確認できた。

かった。

(４)提言と今後の課題
o 信頼できる身近なおとなに自分の話ができるよ

中高生支援の質量向上のために必要
な３つのこと

うになる、また安心して話せる場がある
o そうした信頼できるおとな以外の人に対して、

本研究では、子どもたちはしっかりと話を聴い

自分の話ができるようになる

てもらうことで、市民性を培う一歩を踏み出すこ
とができるということが明らかとなった。また、

o 同年代の子ども同士で震災の経験を語り合う

市民性を培うプロセスを経て、新たな取組に踏み
出したとしても、そのことを気にかけて、かつ子

o これからの生き方を考える

どもたち自身がそのことを話したいと思い、その
おとなの元に足を運んでいることが分かった。そ

o 一歩踏み出す

こで、子どもたちが暮らす地域の中で子どもたち
の市民性を育むには２つのシステムと、そのプロ

子どもたち自身が「自分の過去を言語化」し、

セスで見られる子どもたちの興味関心の広がりに

未来について考える際に「自分のままでよいのだ」

対するニーズを具現化することができる専門性を

「自分でやってよいのだ」という肯定感という市

養成するプログラムが必要である。

民性の基礎を得ていくことも明らかとなった。そ
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1つ目が、子どもたちが、専門性をもつ信頼で
きるおとなと会えるように、継続して場を運営す
るシステムである。
2つ目は、子どもたちと子どもたちが持つニー
ズをマッチングするシステムである。
3つ目は、支援者の専門性養成のための研修プ
ログラムである。
子どもたちが市民性を獲得していく上で、新た
な支援や人とのつながりを求めていくことが確認
できることから、支援者自身が子どもたちのニー
ズを具現化するためのつながりや支援情報、具体
的には奨学金、まちづくりワークショップ、自己
啓発、進学、就職等の情報を常に掴み、それぞれ
の子どもたちに理解できる方法で伝えることがで
きる仕組みが求められる。このことは３つ目の支
援者の専門性養成のための研修プログラムでは必
須の課程である。

家族まるごと支える重層的な支援シ
ステムの検討が課題
本研究は、震災後の復興の過程で必要となる中
高生支援の質量の向上のために必要なことを考察
した。その中で、家族つまり子どもの保護者への
アプローチについて課題が残った。保護者が経済
的に困窮していて子どもがネグレクト状態の場合
や保護者が精神障害を持っている場合等で学習支
援等を利用できない（しない）傾向が本研究の中
で確認されている。家族まるごと支える役割は学
習支援の場等の中高生支援だけで担うことは困難
であり、児童相談所や市町村等による重層的な支
援システムの構築が必要であると考えられる。こ
の点については、被災地に限らず国内の制度上の
課題でもあるため、法令改正等の動向も踏まえて
別途調査研究を実施する必要がある。
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ハウスの開所式が催され、中学生や高校生への学

2. 子どもたちの現在
〜支えられて市民とし
ての力を身につける
（ケース集）

習支援が開始されることとなった。
・Z00 caféの運営
震災から5年が経過しようとする中で、子どもた
ちからゾンタハウスにいる大人2たちに対して、一
歩踏み出した取組をしたいという相談が2015年

(１)Z00 café（岩手県山田町）
山田町ゾンタハウスの概要
岩手県山田町は地震による津波被害を受け、町
の大部分が浸水し、かつ大火災に見舞われていた。
平成28年4月15日現在、東日本大震災による死者・
行方不明者は825人となっている。平成23年1月
時点の人口における4.3％が震災によって犠牲と
なった 1 。
震災後、東洋大学社会学部森田研究室に国際奉

に入りあったという。そのときは、まだ具体的に

仕団体ゾンタクラブの日本支部から、復興支援に

どのようなことをしたいという明確なイメージは

関する寄付の申し出があったという。大学職員に

なかったが、山田町で暮らす人たちのために、何

山田町出身の女性がいたことから、山田町におけ

か役に立ちたいということを考えていたようであ

る復興支援を決断した。このとき、支援の対象と
して中学生や高校生といった、それまで児童福祉

る。つまり、これまでたくさんの人達に支えても

の支援の対象として捉えられてこなかった子ども

らってきたから、今度は子どもたちが山田町の人

たちへの支援を検討してきた。特に受験を控えて

たちを元気にしたいと考えたのである。

いる子どもたちにとって、受験勉強ができないば

とはいえ、漠然としたイメージしかなかったこ

かりか、受験自体ができるのかどうかも分からず、

とから、2016年1月から2月にかけて、宮城県石

不安を抱えていたこともその理由として挙げられ

巻市にある高校生カフェ「 」（かぎかっこ）へ

る。

訪問をし、カフェの開設のイメージを作り上げた。

その後、東洋大学社会学社会福祉学科森田ゼミ
の学生や院生が山田町を訪れ、ゾンタハウス設置

2017年3月までに13回のカフェを実施している。

のための準備を行った。2011年9月4日にゾンタ
1

山田町（2016）『震災からの復旧と再生 東日本大震災からこれまでの歩み 山田町復興記録誌』http://www.town.yamada.iwate.jp/20_fukkou/
pdf/fu_kirokushi1.pdf 2017.3.11 アクセス
2

ゾンタハウスには、ボランティアだけでなくゾンタハウスの管理運営を担う大人が4人おり、勉強をみるだけでなく、何気ない毎日の話をした
り、将来のことの相談を受けたりしている。
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運営しているのは高校生であり、学業への影響や
アルバイトとしての位置づけができないことか
ら、毎日運営している訳ではない。メニューの開
発や接客、レジ等、これまで携わることのなかっ
た仕事であったため苦労をしているようであるが、
それぞれに充実感を持って取り組んでいるようで
ある。
・一歩踏み出すきっかけ
子どもたちがカフェを運営するきっかけとなっ
たのは、支える側になりたいという思いがあった
ことは述べてきた。では、なぜそのように考える
ようになったのであろうか。そのきっかけとして、
震災以降毎年1月に開催されている、「子どもた
ちと一緒に考える被災地の復興支援」への参加し
たことが挙げられる。被災地とはいえ、岩手・宮
城・福島とそれぞれ被災の状況には違いがあるし、
そこで暮らす子どもたちの震災への考え方も多様
である。そうした様々な地域の子どもたちが集ま
り、被災後の支援のあり方について考えることを
目的として開催されている。ゾンタハウスを利用
している子どもたちもこの催しに参加しており、
後述するような南三陸の青年たち等の活躍を見な
がら、自分たちにも何かできるはずと考えたよう
である。他にも、子どもたちは震災当時、目の前
で大切な人を失ったり、もしかしたら自分が命を
落としていたかもしれないという、想像を絶する
経験をしてきた。自分が今本当に生きていて良い
のだろうか、亡くなっていった人たちの分もしっ
かりと生きろと言われどうがんばれば良いのか、
弱音を見せずに生きなければならないのか、など
誰にもその辛い思いを伝えることができない、あ
るいは聞いてもらうことができなかったという。
簡単には自分の考えていることを他者に伝えられ
ず、自分の中で解決しなければならないと思って
いたと語る子どもたちもいた。
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しかし、この集いに参加し、話を聞いてくれる
大人たちや子どもたちと出会いながら、少しずつ
子どもたちは安心感を得ながら、自分の思いを語
り始めてきた。そして、会を重ねるとともに、子
どもたちが自分の思いをたくさん語ることができ
るようになってきている。自分自身のことを語る
ことで、大人たちや他の子どもたちに受け入れて
もらい、少しずつ子どもたち自身がエンパワメン
トできるようになっていく姿をたくさん目にする
ことができた。自分自身のことを言葉で表現する
ことによる、自分自身を振り返る、見つめなおす
重要性を大人自身も学ぶことができる機会であっ
た。
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(２)ゾンタハウス周辺の仮設
住宅に住む１００人へのアン
ケート調査結果
山田町に住む人々はどのような場を必要として
いるのか、山田町の仮設住宅に住む方々や中学生
など10代以上の人を対象にして2016年年２月に
アンケート調査を実施した。
その結果、若者からお年寄りまで幅広く、必要
としているのは「年齢に関係なく、いろんな人と
おしゃべりできるスペース」だった。山田町では、
憩いの場というものがあまりなく、また、その少
ない憩いの場においても年齢層が偏っていること
から、誰もが集い交流できる場が求められている
ことがわかったため、高校生カフェを開くことに
した経緯がある。
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・資料紹介
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考え、その未来を具体的な形にしていくための活

(３)Project"M" （宮城県南
三陸町）

動を行っている。
また、特に大きな課題として、震災風化を防ぐ
ことが大切だと考えている。先述のような、東日

Project"M" の概要

本大震災のことが、ただの過去の出来事として捉
えられるようになってきたり、ある一部の地域の
出来事のように捉えられていることに対する危機

Project"M"は、2015年に宮城県南三陸町(戸倉
地区)出身の大学生が中心となって立ち上げた組

感を青年たちは持っている。過去とその教訓を語

織である。

り継ぐ活動を行いつつ、若い世代が地域の中で交
流を実践する活動を通して、若者の"地域"や"社会

中心メンバーの4人は大学生となって南三陸町
を離れ、大学で出会った他地域の学生と関わる中

"に対する関わり方を探っている。また、東北の

で、東日本大震災や被災地に対する大きなギャッ

被災地に関わる中で、地域や身近な社会の課題に

プを感じたという。例えば、宮城県のことを「マ

対して感じた"気づき"を共有し、「学生が実行で

ンゴーの有名な？」と言われたり、東日本大震災

きる」アイディアを立て、実行することも目的と

への関心がなかったりしたことを感じ取ったとい

している。

う。高校生の頃から考えていた、大切な地元のた
めに、「何かしたい」と言う思いを形にしなけれ

・新たな挑戦「当事者と共にツアー」をするきっ

ばならないと真剣に考えるようになった。また、

かけ
上記のような背景のもと、青年たちは活動を開

震災以降ずっと支えられる側にいたが、支える側

始したが、それ以外にも彼らの活動を後押しした

にならなければならないという思いもあった。

存在があった。

しかし、Project"M"のメンバーたちは具体的に
どのようなことを実践したら良いか、なかなか具

4人の青年は中学校2年生の3月に被災している。

体的なイメージが掴めないままであった。地元を

南三陸町は大きな津波被害を受け、長期にわたる

離れてしまったため、顔を合わせて話すことは簡

避難生活を余儀なくされていた。その後学校が再

単ではないため、SNS等を用いて話し合いを繰り

開され、仮設住宅に居住することができたが、落

返し、友人を誘い合って小規模旅行という形で南

ち着かない日々が続いていたようである。特に中

三陸ツアーを実施することにした。

学校3年生となり、受験勉強も本格的にやらなけ

現在では、語り部活動を通し、東日本大震災当事

ればならなかったが、なかなか落ち着いて勉強を

者としての震災教訓の発信を行ってきた。結成後、

することができなかった。

東北出身等の学生メンバーを加え、地元出身者が

そんな中、学習支援を行っている団体が中学校

企画する被災地ツアーを中心に、震災の"過去"と

にやってきて、授業終了後から帰りのバスの時間

共に、復興へ進む東北の"今"を発信する活動を行

までの間、勉強のサポートを受けることができた。

なっている。実際に現地に足を運ぶ形で若者と地
域を結び、震災時の状況や、被災地が抱えている

そこで出会った支援者から、東洋大学で毎年実

現状の課題、地元の人々の温かさや、震災後に見

施されていた被災した子どもたちの意見交換を行

つめ直した故郷の魅力などに触れ、地域の未来を

うシンポジウムに招待された。ここでこの4人は
自分たちの体験を公の場で語る機会を得て、当時
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の町の状況やその後の暮らし、地元の伝統芸ので

・紹介資料

ある鹿子踊りなどをプレゼンした。聴講したおと
なたちが真剣に頷いてくれたり、涙を流してくれ
たり、積極的に質問がなされたことを経験し、自
分たちの体験の価値を見出すことができたようで
ある。また、より多くの場で語り継いでいく必要
があると、使命感も同時に感じたようである。
その後も意見交換会に何度か参加し、様々な人
たちと関わる機会を得てきたが、自分たちの発表
に進展が見られないことに青年たち自身が焦るよ
うになってきたようである。
・個人的な経験を社会化するプロセス
被災経験をそうした経験がない他の学生に話を
したが、リアリティを持って理解されることがで
きなかったということが、Project"M" の活動の
大きな理由でもあり、危機感であった。一方でそ
ういった危機感に対しても聴いてもらうことがで
きたおとなの存在は、彼らにとってとても重要で
あった。個人的な経験を他者に受容してもらうこ
とによって、若者たちの思いや考えが広がってい
く、いわば社会化していく実感を得ることができ
たのだと考えられる。受け止めてもらったことが
自己肯定感を高めることにつながっていると青年
たちも語っていることからも、こうした機会を各
地域につくりあげていくことが必要である。
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3．戸倉中学校 65期
生の追跡調査（宮城
県南三陸町）
(１)震災後に受けた支援と現
在
当調査の協力者である戸倉中学校（以下、戸中
という。）出身の４名が調査班を組んで、同級生
１６名に震災後に受けた支援について、SNSを利
用したアンケート調査を行った。その後、当調査
班がアンケート調査の結果を踏まえて個人別に聞
き込み調査を行った。
【SNSを利用したアンケート調査の概要と結果】
（右図参照）
・実施時期： 2016年６月10〜 6月月17日
・対

象： 戸倉中学校65期生 20名

・方

法： 設問への回答（LINEグループ）

・回収率： 100％
・設問
放課後学習、ローソンの奨学金＋外部から
震災後、受けた支援プログラムが
キッズドア（の放課後学習）のみ→

の支援
涙ス

７名

タンプ
キッズドア（の放課後学習）、ローソンの
奨学金のみ → ハートスタンプ
キッズドア（の放課後学習）、ローソン（の

・【聞き取り調査の結果】

奨学金）に加えその他外部からの支援（避
難所での物資支給等は含まない）

SNSを使ったアンケートにはない選択肢があるこ

→

とが分かった。

びっくりスタンプ
・結果
放課後学習のみ

13名

放課後学習、ローソンの奨学金のみ

０名
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放課後学習のみ

13名

放課後学習、ローソンの奨学金のみ

０名

放課後学習＋外部からの支援

２名

放課後学習、ローソンの奨学金＋外部からの

他の支援としてどのような支援を受けましたか、

支援

受けて良かったことは

５

名
・聞き取り調査を通じて得られた項目別の感想

-

みちのく未来基金金(奨学金金)

-

あしなが育英会(奨学金金)

-

TOMODACHIのサポートによるアメリカで

放課後学習をやって良かったこと

の鹿子躍公演の実施

- 震災直後からスタートが遅れた分を補えた。
- 学習支援を受けるのが初めてで、勉強の仕

-

ニトリの奨学金金

-

茅ヶ崎市との交流

（良かったこと）

方を知ることができた
- 普段出会えない大人達との出会いがあった。
ボランティアの皆さんに出会えた。

-

経済的に助かった

-

交流会などが楽しかった

-

伝統芸能に対する考え方が、強制的に躍ら

- 学校の先生とは違う、頼れる大人に出会え

されていたという認識から、自らの楽しみ

た。

に変わった

- 楽しくて良い刺激になった

-

- 仮設住宅では勉強ができないため、ありが

初めて（無料で）海外に渡航できて、良い
経験になった

たかった
- 自分の苦手な範囲を選んで勉強できる、そ

他の支援として、どんな支援が欲しかったか

してすぐに質問できる環境が良かった

- 高校生生への学習支援

- 友達みんなで楽しく勉強ができた

- もっと同世代と交流できるようなイベント

- 勉強に前向きな気持ちで取り組めるように

に参加したかったが、情報がなかった

なった

- 家や家族を失って支援を受けている友達を

- 行きたい高校に無事合格することができた。

前に、自分が支援してほしいとは言えなかっ
た

- 高校での学習の地盤固めができた。

- 奨学金で十分助かっていたので他は特に必

- 大学へ進学できた

要なかった。

- 就職試験でも中学の基礎知識が役立った。
・調査班による考察
傾向として、中学校での学習支援という受動的

ローソンの奨学金をもらわなかった理由
-

選考(作文、家庭環境)で落ちた

な支援しか受けず、ローソンの奨学金ももらわな

-

応募しなかった

かった人たちは他の支援も受けていないことがわ

-

必要なかった

かった。主な理由としてあげられたのが被災度合
いの違いであった。そもそも家も家族も無事だっ
た人たちは、自分から支援プログラムを探したり

ローソンの奨学金に応募しなかった理由
-

作文を書くのが面倒だった

応募したりしない。そして家を失った人たちは能

-

なんとなく

動的に支援を受けるという姿勢がなく、何も情報

-

家も家族も無事だったから

を得られなかったというケースがほとんどである。
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家族を失った同級生は共に放課後学習支援以外の

- 部活動で、兵庫県の高校生と交流した時(高

支援も受けているが、受動的か能動的かの違いに

校)、兵庫県の高校生に

よって、支援の数が大幅に違う。何か１つの支援

- 誰にも話していない気がする。高校におい

(特に奨学金以外の)を受けることによって自分の

ても。

中で変化が生じ、次の機会に繋げているのが「放

- 就活時の面接等で、会社の社長に話した。

課後学習支援＋奨学金＋他」に分類された人たち

就活で会社の社員に。

であり、学習支援のみで終わってしまった人たち

- 震災の１週間後、母親に （ほかの家族に

は、アンケートに対しても消極的で、「受けてき

は話せなかった）

た支援」という概念自自体ほとんど持ち合わせて

- 神戸での講演会で、高２の時。被災県外の

いない傾向がみられた。震災後ほどなく同級生の

中高生や、メディアに。

1人が「わたしの家も流されればよかった」と言っ

- 覚えていないが、親戚や家族に。

た。クラス内でその発言が問題となったが、受け

- 高校に入って、友達と震災の話をしている

られる支援数の違いに、複雑な気持ちを抱いてい

時。友達、家族に。

たに違いない。確かに被災度合いで奨学生を制限
するのは当たり前かもしれないが、同じ被災体験

今自分が暮らしている地域で被災したことを話し

をした子どもとして、家も家族も無事だった子ど

ているか、あるいは話すことができるか

もに対しての精神的ケアを含む支援が必要だった

- 誰にも話していない

と結論づける。

- 聞かれれば話す
- 話せるが自分から話そうとはしない
- 話したくないが、断ることができず話して

(２) 震災後に受けた支援と現

いる
- 話しづらい

在（追加調査）

- 被災地（地元・宮城）で働いているため、
常に被災者と関わっている。話すことには

当調査班が、地元南三陸町で行われる成人式に

全く抵抗はない。

参加した際に、再度同級生に追加で個人別に聞き
込み調査を行った。

話をしていないとすればその理由
- 話をする空気にではない。興味があって聞

・【追加聞き取り調査の結果】

いてくる人もいないような感じ（大学内等）

・実施時期： 2017年１月８日〜９日
・対

象： 戸倉中学校６５期生 10名

・方

法： 個別の聞き取り

- 機会がないから。話すような雰囲気でない。
聞いてくる人もいないから。
- 同じような境遇をした人には話せるが、何

・追加聞き取り調査を通じて得られた項目別の内
容

も知らずにぐいぐい聞いてくる人には話し

震災後に初めて震災の話をしたのはいつか、また、

たくない
- 聞かれていないのに言うのは押し付けがま

それは誰に

しく思われそう

- 話していない
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- その場の雰囲気を悪くするので言わない

- 母親 （前に一度だけ話したきりだが、きっ

- 地元や震災の話が友人間でタブーになりそ

と応援してくれている）

うだから

- 親

- 今までで、不愉快だった被災への言葉や声

- 親や大学の先生、高校時代の友人

- 死体見た？等の興味本位の質問

- 家族、友達、先生

- 瓦礫引き受け拒否の声

- いないような・・・

- 絆ばかり唱えるメディア
- 自分に対してのものではないが、被曝に対
する風評被害など（ニュース）
- ネットの誹謗中傷。風評被害など
- 特に思い当たらない
親・親戚以外で信頼できる大人はいるか
- いない
- 作らないようにしている。自分のことを知っ
てもらいたいということもない。
- 信頼 と言えるほどでもないが、相談があれ
ば学校のカウンセリング室など、受け付け
ているところを利用した
- 震災当時担任だった中学校の先生
- 信頼できるのは親
自己実現（これからやりたいと思っていること、
実現したいこと）
- 建築関係の仕事に就くための努力をしたい
（大学）
- 今働いていること、今やっていることを続
けて頑張りたい
- 小説家になりたい
- 今は特にない
- 国家試験に合格すること（栄養士）
- 保育士になること
- トリマーとして働いていくこと
- 美容師として新しい地で活躍していくこと
応援してくれる人がいるか
- 建築関係の仕事に就いている親
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4. 復旧復興への若者
の意見の取り入れ方
／市民教育の取り入
れ方

の子どもたちが「自分のまちの復興に関わりたい」

(１)実際の支援における視点
（支援者側の視点）

た」と回答した子どもの割合は 15年度61.7％と

と回答している。ＳＣＪは同様の調査を2011年
度、2012年度、2014年度に実施しているが、11
年度が84.4％、12年度が68.1％、14年度が64.9％
というように、「地域の復興に関わりたい」と回
答した子どもの割合は、年度を追うごとに減少し
ている。その一方、「自分のまちの復興に関わっ
なり、12年度の56.7％、14年度の57.2％に比べ、
わずかに増加した。
「復興に関わりたくない」「復興に関わってい
ない」理由については、「何をしたらいいか分か

震災によって、自分が生活してきた
”まち"を感じ、考えるようになる

らない」(56.6％)、「関わる機会がない」
(43.6％)という回答が突出し、12年度、14年度
の調査結果と同様の傾向が見て取れる。このこと

震災が起きる前は、ほとんどの子どもは何気な

から本調査では、「いまだ、子どもが復興に関わ

く日常を過ごしており、自分が住んでいる地域に

るための具体的な情報や機会の提供が、子どもに

ついてそれほど興味・関心が無かったり、あるい

分かりやすい形で伝わっていないことが原因だ」

は地域の魅力を体感することがほとんどなかった。

としている。

しかし、震災を経ることで、自分が生きてきた地

また、「復興に関わりたい」と回答した子ども

域を実感し、その土地について考え、歴史を感じ、

のうち 55.2％が「子どもの意見が復興に良い影

魅力に気づいた。

響を与える」と回答した一方で、「復興に関わり

南三陸で続いている伝統芸能の「鹿子踊り」や

たくない」と回答した子どもの75.4％が「子ども

「相馬野馬追」、あるいは地域の祭りなど、それ

の意見は復興に良い影響を与えない」と回答した

らの文化的な習俗が存続できなくなってはじめて、

とのことである。

そうした空間の意味や良さ、そこにおける自分の

子どもたちをとりまく環境も安定はせず、さま

役割などを痛感し、また、当たり前のように日常

ざまな意見もあるが、被災地の子どもがその町や

の中で食べていた海の幸、山の幸のおいしさに気

地域の担い手になるためにも、自分が活躍できる

づいた。加えて、国内外から招待を受け、被災体

ということの体験なしには実現につながらない。

験を話したり、あるいは短期・長期留学による同

「郷土愛」というのは、まさに、上から押し付け

世代との交流を通じ、より自分が生まれ育った村

られたり、大人から教わるものではなく、日常生

や町について、想いを強くしていっている。

活の中で自分が生活している地域の中で居場所を

国際ＮＧО「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ

感じ、必要とされていることや、自分にできるこ

ン」（ＳＣＪ）が、被災地の小学4年生〜高校3

とを感じることがあってこそ、培われるものであ

年生の13、957人を対象にした「Hear Our

ろう。

Voice 10〜子ども参加に関する意識調査」

この先も50年、60年と生きていく子どもたち

（2015年11月〜12月実施）によると、62.4％

の声が活かされずに、復興計画が進んでいるのは
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なぜなのか。子どもが望む復興計画になっている

「学習支援」で開かれる新たな視野

のか。子どもは有権者ではなくとも、その町で生
活している町民であり、市民であるのは言うまで

本調査にも出てくるように、時間や空間は十分

もない。子どもも当事者の一人として参加できる

ではなくとも、少しの時間でも勉強に集中できる

ようなシステムを築くことが、その町を愛する人

環境を整えた学習支援が各地で取り組まれた。あ

を増やすことにつながる。子どもの声を受け止め、

るいは家庭で眠っている教材・文房具のみならず、

その町を愛し、支える人を増やす

出版社などからも多くの学習教材の提供があった。
教える側も地元の方だけではなく、被災地外から

%'ňŲ\^ZňǺ Hč¡NȐ*."'ŭ9)
ZM O-^GNJ1">MÿāMƀƃMǼ7[
ɝÒcê^ŗ;5HZčAHŐ*&
%ĖIZZ³-9@)HŐCF)_."³c9@
]))M-Ê-]J)#č¡-]Ĉc-3FU9
)&
%ǹÊ@BMǂ.IM\*KňǺc9F)1M-"
ĖIZKZŨ+FU9)&
%ȈưāG(_ŧȼMƺƷHȗɕKð/(*5H
."āĂE1^"ǂE1^SMɅŉ.ɜW_&

大学生や会社員などがボランティアで手分けして
関わった。
特に沿岸部に住む子どもたちにとって震災が起
きるまでは、中学や高校卒業後に就く仕事といえ
ば、親が従事する職業（漁業、農業など）、公務
員や農協などの職員、介護職くらいのイメージし
かなかった。そうしたなか、被災地での復旧・復

この調査に参加した被災地の子どもたちは、こ
うした声を発している。
被災地で成長している子どもたちは、数年後に
は大人になる。しかし、大人になってから社会の
担い手としてみなされるのではなく、今、この時
も、その町の住民であり、地域社会の担い手であ
るのは事実である。むしろ、被災地の子どもたち
が、自分が生活している町の将来に絶望を感じて
しまうのか、それとも希望を見出せるのかは、「消
滅可能自治体」としても取り上げられている沿岸
地域の自治体であればこそ、地域の死活問題となっ
ていくであろう。
親や教師、そして多くの大人たちは、子どもに
とって「良かれ」と思って大人だけで物事を進め
てしまいがちだが、その結果子どもには届かない、
響かないことがたくさんある。当事者である子ど
もに、大人の想いが届いているのか。そしてまた、
大人は子どもたちの声をきちんと受けとめられて
いるのか。今だからこそ、その町で生きている子
どもと大人がともに、町の復旧・復興のあり方に
ついて考え、話し、意見を交わしあうことが、町
を愛する人を増やすことにつながるのである。

興活動に県外から多くの人が関わることによって、
自動車会社や電気会社、銀行といったよく耳にす
る企業のほか、航空会社やリース会社、証券会社、
ＩＴ企業など、名前は聞いたことがあっても身近
ではない企業の人と出会い話をしたり、さらには
ウェブデザイナー、ライフプランナー、ソーシャ
ルイノベーターなどそれまで聞いたことのない職
種の人と接し、著名な大学の学生と交流したりな
ど、今までにない将来を意識する出会いが広がっ
た。
「学習支援」が主目的とはいえ、親でもなく、
学校の先生でもない人との〝ななめの関係 を通
じて、親や教師には言えない何気ないことを話し、
聞いてもらうことで、「心の居場所」も生まれた
ようである。「学校は息苦しく、家は誘惑が多く
てリラックスしてしまう。塾でも学校でもない居
場所だからこそ、程よい緊張感の中で勉強がはか
どった」と宮城県の高校生は語ってくれている。
他にも「大学生になったら自分も学習支援に関わ
りたい」「中高生時代に得たたくさんの体験を、
各地で伝えていきたい」「こうした支援によって、
あらためて地元のために働くことを決意した」な
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ど、多くの方との出会いが中高生にとって大きな
経験となり、成長につながっている。

市民を育てる
有権者ではなくとも主権者である子どもが、ま
さに当事者として、権利主体として社会に参加す
ることは、民主主義社会において健全なことであ
る。こうした社会への参加が〝主権者とは何か
〝権利行使に伴う責任とは何か 〝意見が異なる
時はどのように主張をしたらいいのか（折り合え
ばいいのか） ということを考える機会となる。
そして、自分の思い通りにならなかったり、主義
主張が異なる人と激論になったり、あるいは自分
の不甲斐なさを体感することによって異なる意見
と出会い、対応スキルを学ぶ。
これはまさに、市民教育の場であろう。
地球規模では人口は増加の一途をたどり、今後
も否応なしにグローバル化の波に飲み込まれてい
く。少子高齢化が進む日本が今後も存続していく
ためには、これまでの「島国・日本」の視点だけ
では立ち行かず、内向きではなく、外に対して積
極的に出て行くことが不可欠となる。であればこ
そ、過保護に大人が子どもを育てるのではなく、
18歳で大人として世界に出て行けるように育てて
いく必要がある。
子どもの未来は、私たちの未来でもある。まさ
に、子どもの未来を、子ども自身が創っていく取
組が、本報告書の中身であり、その実践となって
いる。大人としてすべきことは何かが、今、問わ
れていると言えよう。
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で過ごすという時間が小学生の頃よりもさらに少

5. 中高校生の支援の
必要性と支援の仕方

なくないのである。
後者について、虐待等、子どもたちが深刻な状
況に追い込まれたとき、保護的に児童福祉サービ
スは支援を展開することとなる。しかし、例えば

(１)支援の必要性

虐待についてみると、比較的高校生に対しては児
童相談所が介入することは少なく、高校生が支援

児童福祉における中学生や高校生の
位置づけ

の対象として捉えられえているとは言えない。
児童福祉サービスの子どもたちのライフステージ
毎に分析をすると、年齢の高い子どもたち、具体

日本の児童福祉サービスを概観すると、概ね就

的には中学生や高校生や、支援の対象としてしっ

学前の保育サービスと社会的養護や障がいがある

かりと認識されているとは言い難いことが指摘で

子どもたちなど、いわゆる困難を抱えている子ど

きる。

もたちに対する保護的な支援の２つの柱によって

支援が必要な２つの理由

構成されているとみることができる。前者につい
ては先述しているように、就学前の子どもとその

では、こうした中学生や高校生に対して、支援

家庭がサービスの対象となっているところに特徴

は必要ないのであろうか。私たちがこれまで行っ

があり、家庭・保育施設・地域における子育て支

てきた被災地における子どもたちとの調査研究か

援の3者によって子どもを支える構造が構築され

ら、支援の必要性は十分にあると考えている。そ

はじめてきている。しかし、子どもたちが小学校

の理由として２つ挙げることができる。

に入るとこうした構造は一変する。就学期以降の

１つは、震災前まで中学生や高校生を支える役

子どもたちに対する児童福祉サービスは、放課後

割は学校と家庭が担ってきたが、その学校も家庭

児童健全育成事業（学童保育、学童クラブ等の名

も子どもたちの同じように被災をした。その結果、

称）か地域にあれば児童館が主となり、子どもた

中学生や高校生の受け皿であった学校や家庭が機

ちを支える基盤は学校教育と家庭教育が大半を担っ

能不全に陥ってしまった。そのため、居場所を失っ

ている。

てしまった中学生や高校生たちは、不安や苛立ち

さらに子どもたちが中学生・高校生になると、

を聴いてもらうことができなくなってしまった。

利用できる児童福祉サービスはおおむね児童館の

中にはストレスを発散するために、深夜まちなか

みとなるが、児童館は比較的小学生以下を対象と

を徘徊したり、自動販売機などを破損させてしまっ

した室内環境が整備されていることが少なくない

たりするなどの行動に出てしまった子どもたちが

ことから、中学生や高校生が日常的に利用する場

いたことが報告されている。さらに、先述のよう

にはなりにくい。この時期の子どもたちの1日の

に、中学生や高校生はそもそも児童福祉における

過ごし方を見ると、部活動まで含めれば概ね１０

支援の対象として捉えられていなかったため、復

時間程度は学校におり、それ以外は家庭で過ごす

興計画において彼らに対する支援はほとんど位置

こととなる。中には子どもたちの中には部活動の

づけられていなかった。支援がほとんど用意され

後、塾に通っていることもあるだろう。地域の中
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ていなかった子どもたちは、被災する中で支援を

開していた。当時は現在のような生活困窮者自立

必要としていたのである。

支援法における学習支援事業やひとり親家庭の子

また、次節で指摘しているが、中学生や高校生

どもたちを対象とした学習支援ボランティア事業

へは被災地において学習支援が提供されていた。

がなかったことから、被災地における学習支援は

そうした支援を受けてきた子どもたちが、現在高

公的な裏付けなく、支援者たちが何とか人や物、

校生になったり大学生になったりして、様々な活

お金を集め実施しているものであった。被災地で

動を行っている（第１章）。こうした活動のきっ

展開している学習支援の特徴は次のように整理で

かけは学習支援の場で出会った信頼できる大人た

きる。１）市民社会による独自の取組、２）ター

ちに話を聴いてもらうことであった。話しを聴い

ゲッティングがほとんどなされていないため、被

てもらうことで、子ども自身の中で安心感が芽生

災地域で暮らす子どもたちであれば誰もでも本人

え、少しずつ自分の悩みや今後何をしていきたい

が希望すれば利用できた、３）２）とも関わるが

のか、子ども自身が「見える化」していく姿が明

強制的に利用させられる場ではない、である。

らかとなっている。こうした子どもたちの思いを
尊重してもらいながら、子どもたちが本来的に持っ

学習支援の場における子どもたちの
過ごし方

ているリジリエンスを発揮することができるよう
になったのである。具体的な支援の様相について
は次節に示すが、このような現実からも、中学生
や高校生への支援の必要性を指摘することができ

子どもたちの目的は学習支援の場で勉強をする

る。

ことであった。定期試験前や受験前は特に利用が
多かったことが支援者から語られている。しかし、
勉強だけでなく支援者と一緒に話しをしたり、中

(２)支援の視点

には軽食を摂ることができる場もあり、そこで食
べながら学校のことや家庭のこと、将来のことを
子どもたちのペースでしゃべることができた。家

調査で出会ってきた被災地における
学習支援の場の概要

族のことや学校の悩みを誰にもそれまで打ち明け
られず、学習支援の場で初めて語ったという子ど
もたちにも私たちは出会ってきた。

まず、私たちが調査研究のフィールドとして設

こうした何気ない日常を過ごす一方で、子どもた

定をした学習支援の場について、概略を述べた上

ちだけではなかなか理解が難しい支援に関する情

で、学習支援の場の支援の構造について明らかに

報を、支援者が子どもたちと一緒に理解しようと

する。

取り組んでいた。例えば奨学金であれば、子ども

清水ら（2017）で整理しているように、被災

自身が奨学金の対象になるのかがうまく把握でき

直後から多くの被災地外の大学生や支援者が被災

ないことがあったようで、支援者が一緒に利用で

地にやってきた。そうした外からの支援者たちの

きるかどうか調べることがあったという。学校で

中には、学習環境が整っていない被災地の子ども

も進路相談の中で奨学金の情報は子どもたちに提

たちのための学習スペースを作ったり、実際に勉

示されてきたが、学校の先生たちの中でもうまく

強を教えたりするなど、いまでいう学習支援を展

理解が進まない奨学金や経済的支援の情報があり、
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そうした情報は先生から子どもたちに提供される

とを支援者が聞きながら、次の支援や挑戦に子ど

だけであったという。

もたちのペースでつないでいた。つまり、話を聴

学習支援の場には多様な大人たちがやってきた。

いてもらう中で、子ども自身も支援者自身もその

特に大学生のボランティアは多く、大学生と関わ

子の今の課題や将来のことを可視化し、これから

る中で子どもたちが大学進学を希望するようにな

の生き方暮らし方を自分でデザインできるように

ることもおおくあった。他にもまちづくりワーク

支援者が常に子どもたちと向き合っていたのであ

ショップへ参加したり、復興に関わる子ども同士

る。

の意見交換の場に行ったり、他の被災地域への見

学習支援の場の支援の構造から、次の5点を指

学などをする機会を得ていた。

摘しておきたい。1つ目は、子どもたちの話をしっ
かりと聴くこと、2つ目は子どもたち自身が話を

支援の視点

聴いてもらえたと実感できること、3つ目は一緒
に今のことや今後のことを向き合いながら今の課

上記のような実践を視覚的に整理しようと試み

題等を可視化すること、4つ目が子どもたちのペー

たものが以下の図である。

スで次の支援やチャンスにつながること、5つ目

子どもたちの今の悩みや将来に対する希望など

がこうした支援を子どもたちが利用することでエ

を、学習支援の場にいる支援者はしっかりと聴い

ンパワメントが図られることである。

ていた。中学生や高校生には、児童福祉による支
＜参考文献＞
- 東洋大学福祉社会開発研究センター（2015）「被
災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調
査研究事業」平成26年度 厚生労働省 児童福祉問
題調査研究事業 課題１ 報告書
- （2016）「東日本大震災による被災児童等に対す
る支援に関する研究」厚生労働省 子ども・子育て
支援推進調査研究事業 課題12 報告書
- 清水冬樹・森田明美（2017）「子どもの貧困を克
服するためのソーシャルワーク」『ソーシャルワー
ク研究』42（4）、32-9．

援がほとんどないことから、話を聴いてもらうこ
とができる場は震災前までは学校や家庭であった
が、先述の通り震災によってそうした機能が崩壊
してしまった。そうした中で学習支援の場は子ど
もたちが話をしっかりと聴いてもらうことができ
る場であった。
また、そうした話を大人に尊重してもらえたこ
とが重要であった。何気ない日常の話や将来のこ
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6. 被災地で学習支援
を利用してきた子ど
もたちのリジリエン
スとエンパワメント

場合によっては命を失ったり深刻な障がいを負っ

(１)リジリエンス

の子どもに関する保護者や学校からの相談は、つ

たりすることも考えられる。これをハザードとい
う。
リジリエンスの定義には、「危険性（リスク）
が高い状況」という文言が含まれている。子ども
たちが経験した危険性は、リスクではなくハザー
ドである。この影響は大変深刻であり、震災直後
なみごっこや死体遊び、強度の分離不安、被災映
像によるフラッシュバックなど、PTSDを発症し

リジリエンスとは、「危険性（リスク）が高い

てしまった子どもたちもいたという4。これだけ

状況に置かれながらも、子どもが内的および外的

の深刻な状況に子どもたちは追い詰められてしまっ

な能力や資源を活用して良好に適応することに着

た。しかし、こうした中で子どもたちは子どもた

目した考え方3」であり、門永によると「困難を

ち自身が本来持っているリジリエンスを発揮し、

克服すること」「ストレスのもとで維持される能

エンパワメントしていくことができた。

力」「トラウマからの回復」の3つの下位分類が

私たちは2014年度と2015年度に実施した、学

あるとされている。

習支援の場を利用している中学生や高校生を対象

ところで、危険性について2つの視点から理解

とした調査結果によると、子どもたちの自己肯定

されることがある。具体的には、危険性をリスク

感と将来に対する希望について、どちらも2015

とハザードの2つに整理し、その意味を理解する。

年度の調査の方が高い割合を示していた。下記の
図2つはその結果を示しているものである。例え

子どもたちが育つ中で、様々な危険が身の回り

ば「自分のことが好きだ」という設問では、2014

にはある。転んで怪我するということから、車に

年度では23.5％であったが2015年度は36．4％

ひかれそうになるといったもの、あるいは本報告

となっていた。「社会に役立つことをしたい」に

書で取り組んでいる東日本大震災による被害が想

おいても54.7％から64.7％と高い割合を示すよ

定されよう。例えば子どもが保育所や幼稚園、学

うになっていた。「私にはだいたいの将来計画が

校等で遊んでいるときに転んですり傷程度の怪我

ある」においても38.7％から58.8％へと大きく

をすることは、子どもたちが予測可能な場合が想

上昇している。

定され、その後の暮らしにも必ずしも大きな影響
を及ぼさず、むしろ経験することでその危険を察
知することができる。こうした危険をリスクとい
う。一方、事故や大災害に巻き込まれるというこ
とは子どもだけでは対処のしようがなく、その危
険を察知することも困難である。こうした危険は、
3

門永朋子（2010）「子ども家庭福祉実践におけるリスクとレジリエンスの視座の可能性」『子ども家庭福祉学』（10）,1-10. なお、門永は
「レジリエンス」と表記をしているが、本報告では「リジリエンス」と示す。
4

足立智昭（2016）「災害後の子どもの心と向き合うには？災害急性期から中期の子どものストレス反応とアセスメントと対応」東日本大震災
から6年 子どもたちは今 配布資料より
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自分のことが好きだ
自分は人から必要とされている
自分のことをだれもわかってくれない
まわりの人とあまり違わないようにしている
友だちとの関係はお互い深入りしない

23.5%
36.4%
27.5%
36.5%
11.9%
17.8%
20.3%
20%
27.8%
22%
54.7%
64.7%

社会に役立つことをしたい
2014年度調査(n=133)

2015年度調査(n=85)

38.7%

私にはだいたいの将来計画がある
私は、将来結婚をしたい
私は、将来自分の子どもを育てたい
私には未来がないような気がする
私の将来には希望が持てる
将来の為を考えて今から準備をしていることがある
将来のことを大人とよく話をする
大人になっても地元にいたい
自分の将来は自分で切りひらく自信がある
将来どういった仕事につきたいかはっきりとしている
地元を離れて違うところでずっと暮らしたい

2014年度調査(n=133)
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16.5%
11.8%

58.8%
50.9%
60.0%
62.4%
60.0%

46.6%

59.5%
44.4%
46.4%
52.6%
38.6%
34.1%
35.3%
43.9%
42.4%
58.6%
57.6%

24%
25.0%
2015年度調査(n=85)

こうした子どもたちの回復は、学習支援の場に
いる支援者たちも感じているようである。
- 私たちの活動を通じて、子どもたちの自己

の醸成に繋がった。不登校児の中には復学
できた児童生徒もいた。

肯定感や自分への自信が深まってきている
ことを感じる。

(２)リジリエンスからエンパ
ワメントへ

- 被災して仮設住宅で生活する子どもたちに
安心して集える居場所が確保された。
- 宿題をする習慣や学習の遅れをカバーでき
る場・時間ができた。

こうして回復してきた子どもたちが、第1章に

- 教科学習にとどまらず、体験学習や集団活

あるような活動を始めている。深刻な被害を受け、

動・スポーツの機会などの創出につながっ

窪田（2015）が言うような「生5 」の営みの困難

ている。

に直面した。避難所では特にすることがなく、漠

- 避難生活によって、学校や友達関係がバラ

然とした不安を抱えている中、気にかけてくれる

バラになってしまった環境の子どもが、地

大人にはあまり出会わなかったという青年がいた。

域の居場所の中で繋がりを回復させること

受験を1年後に控え、このまま高校への進学がで

ができた。

きなくなるのではないかという心配をしているも

- 大学生や社会人ボランティアなどの多様な

の、親や友人を失ったものなど、これから「生」

人との関わりが、子どもの学びや社会観、

をどのように組み立てたら良いか、全く想像がつ

人間観に良い影響を与えている。

かず、考えるゆとりもなかった。

- 子どもを中心にしながら、保護者・地域が

そうした子どもたちが学習支援の場で支援者と出

つながり、協力したりまとまって行動でき

会い、話を聴いてもらいながら、自分がこれから

るきっかけができた。

どのように「生」を描いていたら良いか、少しず

- 社会的・心理的にサポートが必要な子ども

つ向き合いながら回復をしてきた。そして、今子

や家庭を、必要な支援につなげることがで

どもたち・若者たちは再び人生の主人公として自

きた。

分の生き方を描き、歩み始めている。リジリエン

- 多くの利用者が将来への希望と進路を見出

スを子どもたちが発揮し、エンパワメントしてい

し、進学することができた。

くことができたのである。

- 成績が向上した生徒が多い。子どもが自分
の意見を発信できるようになった。
- 大学生ボランティアとの交流を心から楽し
みにし、大学生をロールモデルとして感じ
てくれている。
- 学力向上に加えて、子どもたち自身が抱え
る悩みや不安を、スタッフに話すことによっ
て、安心感を得ることができ、自己肯定感

5

ここでいう「生」とは「生命」「生活」「人生」のことを示す（窪田2015:5）
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7. 中高校生が動き出
した後、どのように
つなげるか

②福島県南相馬市における行政による支援の事例
一歩踏み出した子どもたち・青年たちをサポー
トする取組として、福島県南相馬市にあるみなみ
そうま復興大学と学生団体Live Link Odaka
（LLO）の活動を事例として取り上げる。

(１)方法論と取組事例

福島県南相馬市は2006年1月1日に、それまであっ
た鹿島町、原町市、小高町およびが合併して誕生
した自治体である。旧市町による市境を元に３つ

①被災地における行政による子ども・若者の活動

の区に分かれており、それぞれ北から順に鹿島区、

支援の現状

原町区、小高区となっている。震災前は人口が71、

大学生や高校生たちが信頼できる場で回復する

561人（2011年3月11日現在）であったが、津

ことによって、次の一歩、具体的にはカフェや被

波による福島第１原子力発電事故により、人口約

災地ツアーへと踏み出す姿をここまで確認してき

85%が市外に流出し人口が減少していた。さらに、

た。しかし、こうした新たな活動を行うに当たっ

原発被害により避難区域が設定されたが、その境

て、解決しなければならない課題がある。それは

界が旧市町境と重なり、合併した自治体が分断さ

運営に関することである。
Z00 caféの運営については、寄付や助成金など

れてしまった。具体的には小高地区が原発から

で動いている。また、高校生たちがアルバイトを

20km圏内に入っていたため警戒区域に、原町区

することは地元の高校において原則禁止されてお

は30km圏内に入っていたため緊急時避難準備区
域に指定された。小高区については、平成28年7

り、どうしても必要な場合は届け出をしなければ

月12日に避難指示が解除されている。現在の人口

ならない。

は2017年3月16日現在56、672人となっている。

Project"M" についても運営においては課題が
あった。初めてツアーを実施したときの費用、例
えば宿泊代や交通費等は運営側である大学生がお

みなみそうま復興大学は南相馬市が原町区に

およそ負担していた。2回目も同様に運営側が費

2015年7月に設置したものである。元々大学が設
置されていない自治体において、原発事故による

用負担をしていたが、3回目は、全労済による支

若い人たちの流失に歯止めがかけられない中、市

援を受けることができたため、運営側の負担は大

外・県外の大学による調査研究・教育事業のフィー

幅に減らすことができたという。

ルドを提供し、南相馬市のまちづくりや復興に関

こうしたツアーに対する支援は市民社会の側から

する知見として還元することや復興の新たな担い

なされており、行政による支援がほとんど展開さ
れていない。震災により当初は絶望の中にいたか

手を育成することを目的としている。具体的には、

もしれない子どもたち・青年たちが、様々な人た

調査研究に関わるプラットフォームとなる、市営
住宅を利用した宿泊先の提供、シェアオフィス、

ちと関わる中でそれまでの自分自身の生き方を大

レンタカー等移動に関する費用の負担などを行っ

きく変えている中で、その周辺にいるおとなたち-

ている。2017年3月1日現在、16大学がみなみそ

特に行政関係-は震災前の枠組みの中で子ども支

うま復興大学による支援を利用し、調査研究なら

援を捉えており、彼らの思いに応えることができ

びに教育活動を実施している。2016年度より南

ないままでいるように見える。
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相馬市の地域課題解決に資する調査研究に要する

(２)一歩踏み出したあとも話
を聴いてもらえる関係

経費に対して最大で30万円の事業補助を行ってい
る。
また、南相馬市ではみなみそうま復興大学とは

こうした一歩踏み出した子どもたち・若者たち

別に、市内の高校に通う学生団体Live Link Odaka
（LLO）が2016年に設立され、南相馬市役所や

への支援はいつまで実施されるべきであろうか。

社会福祉協議会のような地域の団体が高校生の活

例えば、児童福祉法であれば、18歳未満の子ど

動をサポートしている。具体的には市町へのまち

もたちを対象とすることが法律上明記されている。

づくりの提言や地元菓子店と共同で商品開発、被

社会的養護の場合、近年の法改正により20歳まで、

災地域訪問交流事業などを行っている。

あるいは大学に通っていれば22歳まで支援を利用
することができる。上述したような、行政による

③行政による子ども若者支援のあり方

支援を検討する場合、おそらく年齢によっては支

「地元の復興に関心がある若者は多いはず」

援がしやすかったりしにくかったりすることが想

Project"M" の小野寺さんは常々様々なところ

定される。特に高校生は自立し始めている時期で

で口にしている。みなみそうま復興大学は、大学

あり、なぜこの時期に支援が必要なのかというこ

を対象とした活動支援ではあるものの、例えば復

とが常に問われていることは先述した通りである。

興に携わりたい被災経験がある若者が大学生とな
り、みなみそうま復興大学に関わるチャンスを作

こうした議論は常に施策を形成する側からなさ

ることができる。行政からのサポートがなされて

れているものが多い。これを子どもたち・若者た

いることから、まちづくりについてダイレクトに

ちであればどのように見えているのであろうか。

影響を与えることも十分に考えられる。経済的な

Project"M" の大学生たちは、毎年開催されて

負担だけでなく、子どもたちが発信する活動には

いる意見交換会に参加している。この理由につい

おとなの理解が必要なことが多い。特に被災地の

て問うと、「これまで話をずっと聞いてくれた先

場合、震災を経験した自分たちだからこそできる

生方にまだまだ話したいことがたくさんある」「次

こと、しなければならないことは何かということ

に先生たちに会ったときにこの話をしたいってこ

を常に考えている。子どもたちや若者たちの主体

ととたくさん巡り合うんですよ」と語っていた。

性が十分に発揮できる機会を作り出すためにも、

また、Project"M" の大学生たちは進学した当初、

行政の子ども若者支援のあり方を、その地域の現

大学を卒業したらすぐに南三陸町に戻るというこ

状を踏まえた上で各自治体の中で検討されること

とを考えていた。しかし、今は必ずしもすぐに戻

を期待したい。

らなければならない、とは思っていないようであ
る。ツアーを実施して、地元のおとなたちから「自
分のために生きて良いんだよ」と声をかけてもら
えたり、今一度自分の将来を描きなおしてみよう
と思い、救命救急士の資格の取得を控えたりした
青年もいる。東日本大震災で経験したことを語り
継ぎ、風化させないということからはぶれないが、
それを実現するための方法論を今一度考えている
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姿が見受けられる。このように子ども時代に描い
ていた自分の姿を考え直す機会となったのが、多
様な人々に話を聴いてもらうことだったのである。
聴き続けるということは年齢で区切ることがで
きない営みである。子どもたちの居場所となった
場にいるおとなは、いつでも子どもたち青年たち
が戻って来ることができる場を継続的に運営しな
ければならないし、聴いてほしいと子どもたちか
ら言われたときに聴くことができるおとなの存在
が必要となる。年齢で区切るのではなく、多様な
人たちが集う場を形成していくことが今後の課題
であり、支援策を講じる上でも重要な視点となる
と考えられる。
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その担い手や場は地域によって異なる。そうで

8．まとめ

あるからこそ、被災年齢と状態、地域性によって、
適切な支援の場と人のありようを検討しておく必

被災地の子ども支援のあり方を検証するにあたっ

要があることが分かった。

て、子ども自身の参加によって、その効果や価値
を評価することは案端ではない。
その理由は、子ども・若者支援に関する支援は、
①支援につながりにくい②子どもの意見を聴いて
もらう機会が少ない③困難が見えにくい④施策が
利用しにくい⑤施策の効果が見えにくいからであ
る。
だから、支援につながりにくい子どもたちの、
子どもたちの声を聴き、見えにくい困難を共有し、
施策を利用してもらえるようにするために、施策
の効果や課題を検証していかなければならない。
支援を用意することは重要であるが、その用意
された施策をどのようにして必要な子どもたちに
届けるのかということが、明確にされ、準備され
ていないと、その価値は生まれてこない。
今期の取組は、東日本大震災子ども支援に関する
数少ない量的調査を実施した研究者たちが、その
中で育った子ども・若者と一緒にその支援の質と
量、また支援の時期などについて、検証するため
に、被災当事者と一緒になって、その在り方を具
体的な支援を当事者に出してもらいながら、一つ
ずつ検証していった質的な調査である。
厳しい災害であればあるほど、丁寧に復興に向
けた支援として、きちんと向き合い、その時折の
気持ちを聴き続け、子どもたちの成長・発達の場
面に寄り添いながら、回復に向けた歩みを進める
ことができる安心できる居場所と話を聞いてくれ
る人と、それを支える専門家の存在、そして自分
のことを考えるための活動が重要であることが分
かった。
こうした場と人とその子どもが必要とするチャン
スを提供するためには、しっかりと向き合う人の
存在が重要である。
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活動の記録
公開報告会、シンポジウムな
どへの参加・報告
2015年10月10日〜11日：

2016年12月25日：

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポ

宮城県議会他「東日本大震災から6年子どもた

ジウム2015in西東京に、被災学生と支援学生

ちは今ー宮城県からの発信」（於：仙台レイ

の参加と報告、小中学生との交流：ヤンファン

ンボーハウス）東日本大震災子ども支援に関す

ギルスさんとの協議

る調査研究報告と被災地の大学生たちの報告

2016年1月9日〜10日

をふまえて支援者や地方議員などとの意見交換

第５回 大人と子どもの意見交換会［於：東洋

2017年3月9日〜10日：

大学］で活動の報告と議論

第6回 大人と子どもの意見交換会［於：東洋大

2016月3年10日：

学］と衆議院第２議員会館での第１6回東日本

衆議院第２議員会館での第１５回東日本大震

大震災子ども支援意見交換会で活動の報告と

災子ども支援意見交換会で報告

議論への参加

2016年3月24日：

＜被災地の若者たちと実施した研究会＞

宮城県議会：県議会議員と被災地の大学生た

2015年11月7日：

ちとの意見交換

東洋大学研究会

2016月8月7日：

2016年2月27日〜28日：

公開討論会（於：東洋大学） 震災時の子ど

合宿研究会（於：東洋大学）

も支援に関する震災経験の若者たちとボランティ

2016年4月10日：

アで支援した学生たちとのワークショップ：

東洋大学研究会

2016年9月7日：

2016年5月8日：

山田町ゾンタハウスの高校生と他の被災地で支

東洋大学 研究会

援を受けた大学生が、山田町ゾンタハウスで支

2016年6月5日：

援のあり方を議論

東洋大学研究会

2016年10月9日：

2016年6月19日：

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポ

東洋大学 研究会

ジウム2016in宝塚・「災害と子ども」分科会

2016年8月26日〜27日：

で、災害時の子ども・若者支援の在り方に関す

合宿研究会（於：東洋大学）

る報告と議論に参加

2016年11月13日：
東洋大学 研究会
2017年2月5日：
東洋大学 研究会
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参考資料
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暮らす寂しさを抱えていたりして、今も悲しみや

震災から７年目の子
どもたちをめぐる状
況−子どもたちの声
から

困難さから心が癒されていない人々がたくさんい
ます。そのようななかで、様々な支援を力にして
成長している子ども・若者たちの姿や活動は私た
ちに希望と勇気を与えてくれます。
私たち東日本大震災子ども支援ネットワークは、
2011年5月の発足以来、国連「子どもの権利条約」
の趣旨や規定をふまえた被災地での子ども支援の

子どもの暮らし復興に向け
て −東日本大震災から7年
目の子どもたちの声と震災子
ども支援活動への提言−

あり方を提起する活動をおこなっています。震災
から7年目も、子どもたちや子どもに関わる大人
たちの発言を丁寧に聴き取り、継続的な対話を続
け、子どもの最善の利益の具体化を実現するため
の活動を継続していきます。東日本大震災におけ
る子ども支援活動の視点や経験などについて、今
後起こりうる災害からの復旧・復興にも活かして
いくことができるように、行政や様々な団体など

2017年3月11日 東日本大震災
子ども支援ネットワーク

とのネットワークを保ちながら、発信と連携を強
めていきます。
昨年までに引き続き、子どもたちや震災支援に
携わる方々の思いや声を、国会議員会館内での集

2017年3月11日、東日本大震災から6年が経過

い、被災地での意見交換会、子どもたちと市民と

し、7年目となります。

の意見交換会などの機会を通じて、国会や各自治

昨年4月には、熊本・大分地震が発生し、災害

体の議会、政府、行政、市民社会などにつなぐ取

列島日本では、いつどこが次の被災地となるかわ

組も継続していきます。

からないことがあらためて実感されました。熊本・
大分地震の復旧・復興支援活動では、東日本大震

(１)

災からの経験や教訓も大いに生かされました。昨

震災から７年目の子どもたちをめぐる状況−

子どもたちの声から

年8月には、岩手県沿岸北部に台風が上陸し、東

東日本大震災から7年目。この間に、発災時小

日本大震災の被災地が再び災害の被害を受けまし

学1年生だった子どもたちは中学生に、中学2年

た。地域でのレジリエンス（回復力）の強化が重

生だった子どもたちは、20歳になりました。6年

要であることを再認識させられました。

という歳月を経て、支援を受けた子どもたちが、

東日本大震災の被災地域の外では、震災のこと

子どもたちを支援する立場に成長しています。震

が語られる機会が減り、震災が「風化」されてい

災を経験して、大人になった子どもたちから、次

く懸念があります。しかし、現在も東日本大震災

のような声が寄せられています。

による被害は「進行形」であるといえます。とく

%Ł@^ÏMűĸ.ǑK9FĎb`F)C@(
Mű(MŶMƘŜB">5-]Ɛ$JţŢcë3
FÏð/KŖɂ;_5H.G/F)C@H)*Ǧ

に県外避難した福島の子どもたちが避難先で辛い
思いをしたり、いじめを受けたり、家族と別れて
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東日本大震災からの復興状況や被災した子ども

被災地をはじめ様々な地域で、子どもたちが復

たちの現状などを考え、そして上記の意見を含め

興のまちづくりや地域の取組に積極的に携わる機

成長した子ども（若者）たちの姿を見ると、子ど

会が醸成されています。日々支えられてきた若者

も・若者の参加の下で『東日本大震災子ども・若

たちが、自分自身のことから社会とのつながりを

者白書』をつくることが求められています。

意識し、新たな活動を始め、様々な形で社会に還
元したいと考えています。

(２)

災害子ども支援活動に求められる視点

私たちは、2016年のネットワーク発足6年目の
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メッセージとして、以下の(1) から(5)の視点を提
示しました 。
これらの視点は、東日本大震災における災害子
ども支援活動に求められる視点として提示しまし

「支えられ格差」に加えて、子どもの貧困問題

たが、今後起こりうる災害における子ども支援活

やDV、虐待など、震災前から地域にあった課題

動にも共通して求められる視点です。

も顕在化してきています。「支え」が届いていな

(1) 「子どもとともに」復興を

い子どもたちにいかに支援を届けるか、地域の社

(2) 子どもたちのレジリエンス（回復力）を生

会資源を有効活用していくことが求められます。

かす

そして、何よりも、ひとりひとりの子どもたちに

(3) 子どもたちを分断しない、「子どもにやさ

寄り添い、継続的な信頼関係を築いていくことの

しいまち」づくりを

重要性を認識し、子どもたちの声に耳を傾けるこ

(4) 子ども観、子ども支援の捉え直し：一人ひ

とが求められます。

とりの子どもに寄り添った支援
(5) 子ども支援の主流化（子ども支援を後回し

%ï:ȈưāK)J.]Z"ó^MĖ@BHM
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にしたり「次いで」にしないために）
(３)

「子どもの暮らし」復興に向けた10の提

案
本ネットワークでは、「子どもの暮らし」を復
興させること、すなわち、すべての子どもが生来

%W<NĖIZȵK9C-^"Ģ^ƪCFȒcǲ
)F(4_5H.ǄčË#ŮǊJţŢGNJ
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の力を最大限に発揮できる環境を整える「子ども
にやさしいまち」を具体化するために、7年目に
あたって、次の10の提案をします。そして、この
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提案を実現するために、とりわけ子どもが取り組

意見を述べたりするだけではなく、個人の震災体

むことができるように、人・物・金を含め国・自

験を社会化していけるような場をつくることも大

治体・市民社会等がそれぞれの役割を果たすとと

切です。そして、それらの声がきちんと政策に反

もに連携することが求められています。

映されるなど、つないでいくことが必要です。そ

今後起こりえる災害において、子ども支援活動

のようななかで、子ども・若者参加の下で関係者

をおこなう団体や個人の方々の活動指針として参

総がかりによる『東日本大震災子ども・若者白書』

考にしていただければと思います。

をつくっていきましょう。

①

④

子どもと向き合い、子どもの思いや願いを

受けとめる活動を継続しよう

支援につながっていない子どもに工夫して

積極的に働きかけよう

安心して思いや声を聴いてもらうことができる

子どもたちの間の「支えられ格差」が拡大して

人と出会い、語ることによって、子どもたちは震

います。まわりに支えてくれる仲間や大人がおら

災による厳しい体験を過去のものとして、未来に

ず、日常に寄り添う形の学習支援や遊び場などの

向けた歩みを始めます。子どもたちの話をじっく

活動につながっていない子どもたちと支援をつな

り聴く機会をつくり出し、その思いや願いを受け

げる方法を考えていくことが大切です。大人から

とめる活動を続けることが大切です。震災から7

子どもへの一方的な誘いや価値観の押し付け、情

年目をむかえる今も基本におかれるべき点です。

報の一方的な伝達だけでなく、子どもたちが楽し
んで参加できるような工夫や子ども同士が誘い合っ

②

子どもの自己肯定感と安心感を育てよう

て自主的に参加できるような仕組みづくりも求め

子どもたちの「生きていていいんだ」、「自分

られています。

のことを考えていいんだ」というような思いを支
える自己肯定感は、子どもたちが今後の自分と社

⑤

会の関係を考えていくことにつながっています。

よう

多様な出会い、経験と挑戦の機会を提供し

そんな子どもたちの思いや願いを受けとめるため

被災体験はそれぞれです。他の地域の子どもた

にも子どもたちの日常にきちんと寄り添い、子ど

ちと交流すること、復興の過程で様々な立場や職

もたちが安心して語れる状況を家庭や地域など身

業の大人たちと出会い、支えられることで、子ど

近な場につくり出すことが大切です。

もたちは、自らの多様な可能性を発見し将来の姿
を描きます。実際に子どもたちは行動し始めてい

③

子どもの声を社会化し、子ども・若者参加

ます。それを支援することは大人の役割です。

の下で『東日本大震災子ども・若者白書』をつく
ろう

⑥

子どもたちは地域やまちの"今"と"未来"の担い

安心できる「居場所」−とりわけ中高生も

集える「居場所」をつくろう

手です。まちの未来図は、子どもたちと一緒に描

子どもが安心して自分らしさを出すことができ

かねばなりません。子どもにそうした"役割"を与

る、日常的に使える「居場所」が、子どもを孤立

えることや、子どもが地域やまちの復興に意見を

から守り、前向きに歩き出す力や強い人間関係を

述べる機会をつくることは、子どもたちの心のケ

育てます。低年齢の子どもたちだけでなく中高生

アにもつながります。子どもたちがただ語ったり

も、学校以外でも勉強することができたり、友人
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や信頼できる大人とつながれたりできる「居場所」

いく必要があります。また、震災後の「復旧・復

が必要です。

興」という特別な取組から、既存の制度への移行
が加速しています。被災地で進める支援の内容を、

⑦

子どもが安心して相談でき、効果的に救済

既存の制度でも運用可能な形、または運用が容易

される仕組みをつくろう

な形にしていくことが重要です。

家族や先生、友人にも悩みを打ち明けたり相談
したりできない、またはそうした機会を持ててい

⑩

ない子どもたちがいます。「つらい」、「苦しい」

しよう

情報や経験を、「今後の備え」として共有

と感じたときに、子どもが安心してSOSを発信で

支援活動で得た知識や情報、経験は、今後の防

きる環境をつくり、その発信が、効果的な救済に

災・減災への取組に生かせる重要な資源です。子

つながる仕組みをつくる必要があります。学校や

ども支援に関わる者・団体が実践した支援のあり

施設にある既存の仕組みにとどまらない、独立し

方を広く共有し、災害時の子ども支援のツールと

た新たな仕組みづくりが求められています。この

して、実際に支援を受けている子どもたちや震災

仕組みが効果的に機能するためにも、支援者が子

当時子どもであった世代の意見も聴きながら、今

どもの気持ちに寄り添い、市民と行政などが共同

後の備えとして残していくことが求められます。

して子どもを理解し、支援を進めることが必要で
す。

※本メッセージを作成するに際しては、被災学
生たちの協力を得た。

⑧

子どもや家族の支援者を支えよう

子どもを支えるには、日常的に子どもと接する
保護者や周囲の大人も支えることが必要です。子
どもには「信頼できる大人」の存在が不可欠です。
保育士、教職員、施設職員、学童指導員など子ど
もに関係する様々な職員や支援者が、適切な勤務
条件の下でそれぞれの仕事ができる環境を整える
こと、支援知識や技術を向上するための研修の場
などを与えられ、地域の復興を担う存在になれる
よう、行政や地域が支援することが必要です。ま
た、彼らが十分に休息を取れるような機会をつくっ
ていくことも重要です。
⑨

地域の人々と連携し、既存の制度と復興の

ための制度との調整を図ろう
外から来た団体の支援で始まった活動が、その
団体が撤退した後も「仕組み」として地元に残る
よう、被災地に既存の団体の能力の強化や、地域
の方々の活動への参加を積極的に促す取組をして
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おいてProject"M"の取組報告として、被災した学

「地方自治と子ども
施策」全国自治体シ
ンポジウム2015in西
東京における
Project"M"の取組報
告等（2015年10月
10日〜11日）

生と支援者の学生とがともに報告しあった。
また、ヤンファンギルスさんと対話した。また、
小中学生との交流し、今後の取組について話し合っ
た。

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウ
ム2015in西東京（東京都西東京市市民会館）に

（写真：西東京市からの提供）
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Project"M" の報告に対するJan Van Gilsさん
（ヨーロッパ子どもにやさしいまちネットワーク代表）からのメッセージ

&GCT(TKGPFUֻ

%QOKPIDCEMJQOG+JCFVQUJCTGCNQVQHGZRGTKGPEGUֻVJQWIJVUCPFHGGNKPIUYKVJO[HCOKN[
CPFHTKGPFU+YCUUWTRTKUGFD[VJGCOQWPVQHPKEGOGOQTKGUKPO[JGCF

(KTUVQHCNN+YCPVVQVJCPM[QWHQT[QWTJQURKVCNKV[6JGYCTOYGNEQOGD[6QMQCPF;WLKCPF
VJGYGNEQOGGXGT[YJGTG+ECOGYCUHCPVCUVKE+TGCNN[CRRTGEKCVGKV

$WVCNUQVJGEQPHGTGPEGYCUKPVGTGUVKPI+VICXGOGCPKFGCQPYJCVKUIQKPIQPKP,CRCPQP
EJKNFHTKGPFN[EKVKGU6JGֺQTICPK\CVKQPQHVJGEQPHGTGPEGCUUWEJYCUCPPKEGKPKVKCVKXGֻPQV
QPN[DGECWUGQHVJGCOQWPVQHRCTVKEKRCPVUֻDWVCNUQHQTVJGXKXKFTGRQTVUQPGZRGTKGPEGUKP
FKHHGTGPVEKVKGU'URGEKCNN[VJGUVQTKGUQHVJGEJKNFTGPQPVJGGCTVJSWCMGYCUXGT[KORTGUUKXG
6JGYC[VJG[YCTGKPXQNXGFKPVJGYJQNGRTQEGUUYCUCTGCN EJKNFKPVJGEKV[ EQPUVTWEVKQP

5Q+NGCTPGFCNQV
1PEGCICKPֻVJCPM[QWXGT[OWEJֻKVYCUGYQPFGTHWNGZRGTKGPEG

-KPFTGICTFU

,CP
LCPXCPIKNU
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約140人の人で賑わう会場で、子どもたちは5

東日本大震災子ども
支援ネットワーク
第5回シンポジウムー
子どもたちと一緒に
考える被災地の復興
支援―（2016年1月
9日〜10日）

つのグループに分かれ、「自分にとって大切・重
要・ターニングポイントとなった出会いやできご
と」について検討・発表しました。
地域も年齢も被災状況も様々な子どもたち同士
が出会い、相手の意見に耳を傾け、お互いの意見
を伝えあいました。学習会や自習室、レスパイト、
子ども会議や様々なプログラムへの参加がターニ
ングポイントになっただけでなく、そこで「いつ」
「誰に」出会ったかが重要であるという意見が目
立ちました。
この意見交換会に毎年参加して意見を発表する
ことで、自分自身の気持ちや考えが確認できて、

岩手県、宮城県、福島県から小・中・高・大学

言いたくても言えなかったことが言えた、人見知

生が参加して、震災発生後5年が経つうちにたく

りだった自分が変わっていくことを実感できた等

ましく、頼もしく成長した姿を見せてくれました。

の感想がありました。

震災発生時に中学生だった子どもが大学生となり、

議論後半では、様々におこなわれてきた支援事

実家から離れて一人暮らしを始め、ふるさとを遠

業や子どもを対象とした 復興支援プログラムと、

くから見て初めて気づいたことがあったり、支援

先に挙げた「重要だった」事業や出会いとの違い

を受ける側から支援する側に変わるだけでなく、

を検討しました。継続が重要であること、継続す

次の災害に備えて提言できる立場に成長していま

るかどうかは子どもの意見を聞いて欲しいこと、

した。

震災をふみ台にしてさらに成長できるように背中
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を押して欲しい、保護的な事業だけでは不十
分・・・等、たくさんの意見が出されました。
会場の大人たちは、子どもの成長する姿にハッと
させられ、子どもから社会に向けられた問いかけ
を真剣に受け止めました。

＜「子どもたちと一緒に考える被災地の復興支援」における南三陸町出身の若者たち 写真：清水冬樹提供＞
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第15回 東日本大震
災子ども支援意見交
換会−５年間の子ど
も支援を子ども参加
で検証する−（2016
年3月10日）
（1）山田町ゾンタハウス
Z00 café（高校生カフェ）
の取組報告
2016年3月10日に、衆議院第二議員会館にお
いて開催された「第15回

この意見交換会に参加した4人の高校生は、次の

東日本大震災子ども支

ような感想を述べている。

援意見交換会」に山田町の高校生が4人参加した。

 !%(M Żű-]" ĹHJ_ÏűK"5
M\*JŔȊ š«KçÓ7=F)@A/H
FZǼ)Ǧɚc;_5H.G/W9@#ǖ@
BMƤÖcþ«ț÷MŮ$["ȅŦMŮ$K
ǍŞǹÊMȐȂG¬+_5H.G/F"HF
Z*`9-C@G;#5`-]Z"ţŢc9
F1`@Ů$SMŕșcŋ`<K"¢ļNǹ
Ê@B.Ȗ-cţ+F(4_¹KJ^@)H
Ő)W;#&
 %ǽ$J¡ȵ.ȈưāMĖIZȵM@YKǰ
+ƤÖ9F1`F)_H)*5HcŤYFŕ
:W9@#ɍư-]ɤĹ.@BW;."WA
ňǺMȮG;#>dJGZĖIZȵ.Õ
ŀ[ ƥG/_ąŘ.G/FƀŁKŕș9F
)W;#5`-]ZāĂM@YKƤÖ9F)
/@)G;#&
 %uvM§ȇH9FuvM5Hc¬+]
`@HŐ*#ǖȵMƺƷcȈưā¨ĊMŮ$
K¬+_5HG"ȈưāNƐ$JţŢKţ+
]`FňǺ9F)3_HŐC@#@17dM
Ů$MȒcǲ)F"ċ1M¡.ȈưāKD)
FǏÐKǰ+F1`F)Fĕ9-C@#)a
)aJŦǞ.(_5HcǒC@#ȈưāGM
eo{ǧƇMÊƆ.;6)HŐC@#&

高校生カフェをどのように実現しようとしている
のか、どのようなものにしたいのかなど、この1
年の活動とその成果を国会議員や関係省庁の方た
ちを含めた多くの人たちを前に、プレゼンを行っ
た。なぜこうしたカフェをやろうと思ったのか、
これまでの活動を踏まえながら、自分たちの言葉
で説明をしていた。カフェの名前も「Z00 cafe」
とし、名称の意味や、看板を大学生と一緒に作っ
たり、山田町の人たちがどのようなカフェがある
と良いと考えているかアンケートを行った結果を
公表した。「山田町の方々が必要としている「年
齢に関係なくいろんな人とおしゃべりできるスペー
ス」に少しでも近づけるように頑張っていきたい
なと思います。」という言葉で最後を締めくくっ
た。
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(２)Project"M"（南三陸ツアー
等）の取組報告

＜「第15回 東日本大震災子ども支援意見交換会」の様子 写真：清水冬樹提供＞
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次の大規模災害が起
きる前に、東日本大
震災等の教訓を考え
る 〜震災復興にお
ける子ども・若者支
援とは？〜（2016年
8月7日）
(１)概要
被災地である福島県、宮城県、岩手県の中高生を
東洋大学に招いて行われた。この意見交換会の目
的は各自で受けたサービスを他の地域に住んでい
る学生と共有し、それぞれ足りない支援のありか
たについて考え直そうという目的で行われた。時
間は朝から夕方にかけて話し合った。全4班に分
かれて、各班ファシリテーターが１人、大学生２
人、中高生３人で大まかに５つの議題について議
論し合った。
(２)議論の枠組みと結果
支援内容

方法

①勇気づけられた

②有効だった

③欲しかったが
利用できなかった

④欲しかった工夫
支援の形、時期

⑤震災後に、頼りになった人は誰か
自分が今後やれること
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・１班の議論

- 顔が見える関係で、安心感があるから

１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたか

- 仮設訪問では、地域ごとに的を絞った支援

信頼できる人との関わり

が大事だと感じた。茅ヶ崎では、交流会後

- ゾンタハウスで人と話して、視野が広がっ

に何が必要か聞いてくれた。→顔が見える

た。

関係だからこそ、ニーズを把握しそれに応え

- 相談することによって、その相手のことを

てくれる。

信頼できるようになった。

- ゾンタハウスの佐藤さんのように、顔を合

- 子どもの頃から知っていて信頼しているゾ

わせて話をできる大人がいる。顔が見える

ンタハウスのスタッフさんからの情報は、

と、その人が支援してくれているのだとわ

たしかな情報として信頼感を持って受け入

かる。

れられた。

- 拠点はなかったが、語り部等も震災後に来
て会った人から繋がった。

場所の提供

- 活動に参加することに関して、友達に相談

- 被災して仕事がなくなった親と一緒にいる

しなかった。家族にも確認程度にしか話し

ことにより、勉強に集中できなかった。ゾ

てなかった。

ンタハウスで自分より年下の子達が勉強し
ているのを見ると、自分も頑張ろうと思っ

３．支援が必要だったのにも関わらず利用できな

た。

かったのはなぜか

- 中3の夏に仮設住宅に入居した。部屋数が少

- 情報が入ってこなかった

なく勉強する空間がなかった。しかし、家

- 情報を得られず、自分たち家族で何とかし

族と一緒にいるのが苦ではなかった。

なくてはならないと思っていた。
- 内容がわかりづらかった

奨学金

- 給付型に近い奨学金を利用していた。条件

- 国際ゾンタの奨学金を利用した。学校や保

等が特殊なものもあって、よく分からなかっ

育園が情報を提供してくれる場所だった。

た。
- その奨学金がどういったものか説明し、読

交流会

み解く人がいたほうがいい。中学生だと分

- 仮設でのイベントの交流会があった。そこ

かりにくかった。

で交流した人は今でも毎年来てくれる人が
いる。茅ヶ崎から交流会で来た人とは、年

４．どのような工夫、支援の形があったらよかっ

に１回茅ヶ崎での交流会で会っている。こ

たか

の交流で世代関わらず様々な人と話せて、

- 学校からの情報提供

友達や新たな繋がりができた。

- 支援検索サイト

- 草の根交流サミット
- 伝統芸能を世界に発信した。
２．なぜその支援が有効だったのか
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５．震災後に、頼りになった人は誰か

- 「こういう進路があるよ」と提案されるの

- 進学するにあたって、ゾンタハウスの竹内

と「こういう進路に進むべき」と押し付け

先生・佐藤さん、東洋大の森田先生、家族

られるのでは、前者の提案の方が良かった。

など。
- 震災前は親や兄弟に相談していた。→自分

- 人を理解するには「家族のことを気にかけ

の目標を理解している人たちなので、その

る」ことが大事。

上でのサポートがあって助かった。
- 竹内先生はゾンタハウスが始まる以前から
知っていて、信頼関係があった。佐藤さん
は、自然と見守ってくれているのが伝わっ
てきた。→２人に共通するのは「継続性」。
ずっと関わり続けているのが、信頼できる
人の条件。
- 母親→進路関係の経済的な面で頼りになっ
た。
- 担任の先生には特に様々なことを相談して
いた。（高校の生徒数が少なかったことも
あり、相談しやすかった）
- 友達に相談することは特に無かった。
- ボランティアに相談することはあまり無かっ
たが、大学生と関わって「大学ってどんな
ところ？」などと聞くことはあった。
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・２班の議論

- 食事の補助は出たが参考書などが中学生向

１．どのような支援が自分を勇気づけてくれたの

きだったので、高校生が支援を受けるとこ

か。

ろではない。わざわざ食事の補助だけを受

- 資格勉強（英検）、受験勉強（高校）の支

けるメリットはないと思う。また、立地条

援が役立って、進路のきっかけにもなった。

件も悪く、あまり学生は見えなかった。で
も環境は温かった。話も聞いてくれる人も

- 生活を考えなければならない状況下での放

いた。ただやはり高校生には物足りなかっ

課後支援は受験生として安心できる場所で

た。受験勉強としては合わない。家、学校

もあった。

でできる。

- 部活などの用具が流されてしまったが、ユ

- 「すこやか」の支援内容を明確にしてほし

ニフォームやラケットなどの支援があり、

い。ただ食事が出るだけでは利用はしない。

助かった。
- ゾンタで行うイベント（クリスマス）で息

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期

抜きになったし、思い出にもなった。

- 本屋が隣町まで行かないといけないから参

- 全国、世界中からのメッセージは嬉しかっ

考書は助かったが、食べ物などの消費物資

た。頑張っていこうという気持ちになった。

が多く、使いきれなかった。必要な分だけ
あればよかった。

２．なぜその支援の方法は有効だったのか。

- 物資のキャベツはとてもよかった。普通は

- 意見交換会の場で現状を知ってもらうこと

ご飯とかお握りだから栄養がとれた。量ば

ができて、色んな人が携わっていることが

かりじゃなくて、栄養の面で考えてほしかっ

わかった。

た。

- 自衛隊や交流団体など色々な方面の方々が

- 高校の時にも学習支援があればよかった。

訪問して来て、元気づけてくれたし、自分

あったほうが、勉強している人と一緒に勉

たちが生活できるのもその人たちのおかげ

強ができたと思うから。皆が勉強できる場

であることも知ることができた。

があればよかった。
- 奨学金で助かってはいるが、勇気づけられ

３．支援が必要にも関わらず、何故利用できなかっ

てはいない。でも大学への進学のきっかけ

たのか。

にはなった。

- 「すこやか」を利用したいと思っていたが、

- 部活に学生生活で一番時間を使っていた。

キッズドアはこちらに来てくれる感じで行

だから施設で勉強する時間がなかった。

きやすかった。逆に「すこやか」では誰が

- 学校のプログラムでよかったこと、してほ

そこにいるかわからなかった。チラシから

しかったこと

ではわからない。怖いと感じていた。

- 学校としてボランティアを行くことを企画

- 友達からの誘いで高校1年から「すこやか」

してほしかった。被災地向けの短期留学の

に通っている。けど利用しなくなった。学

情報を知らなかった。学校は被災地のこと

校から遠く、通いづらい。部活もやってい

を全然教えてくれなかった。自分で調べる

たのでなおさら行けない。

しかなかった。
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- 宮古市の被害を受けてない高校は震災とい

- 学習支援があったが故に大学に進学できた。

うことをあまり教えてくれなかった。

震災が起きた後はとても勉強ができるよう
な状況ではなかったため、ボランティアに

５．震災後に、頼りになった人

よる学習支援はかなり有効だった。

- ゾンタスタッフ全員…進路の相談とか勉強

- 日常の生活が送れるようになったため。奨

を一緒に見てくれた。

学金や補助金は自分たちの生活ができるよ

- 親・妹…なるべく震災前の状態の振る舞い

うにしてくれた。

をしようとしていた。
- 親戚…震災後に一緒に住ませてくれたりな

３．支援が必要だったにも関わらず、なぜ利用で

ど、本当に助かった。

きなかったのか。

- 支援団体、ボランティア…話を聞いてくれ

- ゾンタハウスみたいな存在、南三陸や気仙

たり、心のケアをしてくれた。勉強ができ

沼にはなかったから。ゾンタハウスみたい

る場所作りをしてくれた。

に無料で学習支援ができる場所があれば使っ
ていた。

・３班の議論

- 家の近くに塾みたいな存在がなかったから。

１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたの
- 山田は家が被災度合いにより、奨学金が必

か。
- 物→教材、机、部活動で必要なもの、奨学

要でももらえなかった。被災度合いが大き

金、パン、お菓子など津波の被害で失った

くなくても満足できるお金がもらえなかっ

ものを提供してくれた。

た。

- プログラム→海外短期留学、就職セミナー、

- 県外の人との交流。もっと県外の人たちに

外部から来た人の勉強を教える会などで様々

知ってもらいたいと思ったのでたくさん交

な人生の選択肢を増やしてくれた。

流できるイベントなどを増やして欲しかっ

- イベント→アーティストのコンサート、自

た。

衛隊とのスポーツ大会やライブとなどは普
通お金を払って参加するものだが、無料で

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期

有名人に会うことができた。

- 他の地域で行なわれている支援が知れたら
よかった。他の地域で行なわれている支援

２．なぜその支援の方法は有効だったのか。

を知る機会がなかったため知れるような媒

- 震災の体験が自分の将来に生きてくるから。

体があればいいと思った。

震災の体験があったからこそ自分の人生の

- 震災の話はたくさんの人に聞いてほしい。

選択肢が増えた。

共有したい。震災の話は実際のところたく

- 普通だったら経験できないことを経験でき

さんの人にしたいから、もっと聞いてほし

たから。普通だったら有料で高額なお金を

い。

支払うべきイベントや留学などを無料もし
くは低額で参加できたから。
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５．震災後に、頼りになった人
- 親、友達、中学の先生、ゾンタ関係の人、

キッズドア

サポートを仲介してくれる人

- 放課後帰宅前の時間に自分達の教室で勉強

- 親→進学、就職、経済、健康

ができたから→ 自分たちのホームで、安

- ゾンタ関係→勉強、進学

心して勉強できた。

- 友達→進学、精神面での健康

- 自分達の教室で行われていたため、入試前

- 先生→奨学金、プログラムの提案、進学、

の時期など、時間を無駄にしなくて済んだ

就職

- 様々な支援を通して自分達の相談に乗って

- 片貝さん、森田先生→仕事とかの視野を広

くれる、背中を押してくれる沢山の大人達

げてくれた。話を聞いてくれる。

に出会えた。

- 自分が今後やれること
- ボランティアの提案やプログラムの提案を

３．支援が必要だったにも関わらず、なぜ利用で

周りの人にする。

きなかったのか

- 結果を残して、今まで自分を支えてくれた

支援全体

人に恩返しをする。

- 街（役所、避難所等）に支援物資が届いて

- 自分の後輩に話して、こういう支援がある

いる中、町外れにいる人は、そこまでの移

ということを伝えたい。

動手段がない、遠すぎる。
- どこでどのような支援が行われているか、

・４班の議論

どのように情報を得ればいいのかわからな

１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたの

かった。

か。

- 奨学金を申し込む際、家の状況、親の収入

- 物資、直接支援系： 教材、部活用道具支

等の条件で判断され、申し込めなかった。

援、食糧支援、スクールバス、ゾンタハウ
ス
- イベント：

ゾンタハウス
兵庫県神戸へ行き、阪神淡路

- 通う子達の中でグループができていて、行

大震災を経験した現地の人達との交流試合、

きづらい、環境に馴染みづらかった。

情報交換

- 勉強する場と、休憩、おしゃべりする場の

- プログラム： キッズドア学習支援（2011

境界が曖昧になってきている。

年度・中三当時）、東京の企業での職業体
験

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期
- 震災直後に食糧物資が集中して、廃棄する

２．なぜその支援の方法は有効だったのか

ことがあった。また、バンしかこないなど、

ゾンタハウス

バランスが偏りがちだったため、必要なも

- 居場所、勉強できる環境ができた

の、量の明確化が必要。

- 大学生との交流、進路相談など

- 学校で、奨学金や、プログラムなどのお知

- ゾンタへ通う他の中高生と意見交換ができ

らせが、掲示板に貼ってあるだけや、ホー
ムルームで簡単に告知されるだけなど、非

た
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常に簡素でわかりづらかったため、もう少

- 『お前は家あるからな』家の損害状況によっ

ししっかり情報を教えて欲しい。

て支援に格差があったため、この言葉が皮

- Z00 café、南三陸等で、活動をしている人

肉っぽく感じられた。

達を見て、自分達の周りにもそういう意識
を持った仲間がいるか知りたかった。一緒
に何かをする仲間が欲しかった。
- 意見交換会の時期が、センター試験と重な
る。（高三生）
５．震災後に、頼りになった人
- 親、友達、中学の先生、ゾンタ関係の人、
サポートを仲介してくれる人
- ゾンタハウスに通う中高生→学校のことな
ど話しを聞くことができた。
- ゾンタハウスの佐藤さん→違う考え方を持
つきっかけを与えてくれた。
- ゾンタハウスに来た大学生→ボランティア
をしようとするきっかけを与えてくれた。
- NPO底上げの矢部さん→南三陸バスツアー、
プロジェクトMに繋いでくれた。
- 支援や活動に関する固定観念を覆してくれ
た。
- 片貝さん→放課後学習会や意見交換会など、
現在の活動につながった。
- 登米市民の方々→避難の受け入れ、お世話。
- 自分が今後やれること
- 支援を受けた人に対して何かをそのまま返
すのではなく、支援を受け自分が進んだ先
で自分なりにできることで貢献すること。
印象に残っている言葉
- 『頑張ろうね』
- 『親に反抗しなさい』 進路を決める際に
苦しい状況だからといって親の言い成りに
なるのではなく、自分の考えもしっかり伝
えなさいという言葉。
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(３)参加した子どもたち・青
年たちが感じた震災後の人と
の関わり
好きになったこと、
嬉しかったこと

嫌だったこと、
腹が立ったこと




















「少しは親に反抗し
なさい」と言われた
やるしかない（逃げ
ても仕方ない）
（大学の友達から）
震災の話を聞かせて
ほしい
私たちが嬉しいこと
は、自分たちのやり
たいことをやってい
ることだ
人生何があるかわか
らないから、やりた
いことをやりなさい
（話さないでも）一
緒に頑張ろうねとい
う振る舞い
一期一会（震災後
に、特に好きになっ
た。これからも大切
にしたい）












(４)参加した子どもたち・青
年たちの感想
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強要された
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どうせ無理なんだか
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（2）質問内容および回答

Project"M" による
岩手県山田町Z00
Café 見学と意見交
換（2016年9月12
日）

・Z00 caféを始めた時期はいつだったのか。
2016年1月9〜10日に東洋大学で行われた
「東日本大震災子ども支援意見交換会」か
ら帰ってきてから。caféが開く日は２階か
ら椅子や机を下ろして、並べて開いている。
・なんでやろうと思ったのか。
ゾンタハウスのスタッフの竹内先生から、

（1）取組概要

宮城県の石巻で開いている高校生café「」
（かぎかっこ）みたいにやってみないかと

山田町を訪問した南三陸出身の大学生２人・い

提案があった。

わき市出身の大学生１人とゾンタハウスでカフェ
を開いた山田町の高校生3人で行われた。ゾンタ

・なんで竹内先生とそういう話になったのか。

ハウスを初めて訪れる大学生が、山田町のこと、

将来、未来に向けてこういうものをやらな

Z00 caféのことを知るために行われた。所要時

いかという提案があった

間は約45分で大学生が山田町の高校生に質問を
投げかける形式で行った。
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・その提案についてどう思ったのか。

・地域の人に呼びかけているのか。

楽しそうだと思った。

Z00 café の時に、「次は○月○日にやり
ます」と宣伝。あとは、おばあちゃんの口

・自分たちが運営を任せられることはわかってい

コミ。あとは、チラシを貼ったりする、人

たのか。

気ランキングを貼ったりしている。

土台は大人がやってくれるのかなと思って
いた。メニューなども大まかなところは考

・Z00 caféやっている高校生はみんな同じ高校

えてくれると思っていた。

か。
みんな同じ山田高校。

・実際はどうだったのか。
・高校の人に話しているか。

どういうのをやりたいのかを高校生たちが
案を出して、そこから出せそうなものを大

最初は話していたけど、今は話していない。

人がピックアップした。

準備に関係するクッションやエプロンにつ
いて話していた（４人）。

・メニューは誰が作ったのか。
高校生が作っている（大人もちょっといじっ

・学校の友達にZ00 caféをすすめているのか。
誘っているが、メンバーとして来てくれな

ている）。

い。
・メニューは何を参考にしたのか。
ラテアートはゾンタハウスのスタッフの佐

・なんで来ないと思うのか。

藤さんの家に行ったときに、佐藤さんがラ

ゾンタを利用していなくてちょっと行きづ

テアートにハマっていて「やってみない？」

らいと感じる子がいる。ゾンタを利用して

と提案された。それでZ00 caféでもやろう

いる人でも、土曜日が部活や学校で忙しい。

かということになった。
・Z00 caféをやってみての変化は。
結構大変。高校生のいる週で、自分たちが

・毎回盛り上がるのか。
一番最初の頃は40人くらい来ていたが少な

時間のある土曜の14:00-18:00にやる。

くなった。
・最近caféをやったのはいつか。
2016年9月3日（テスト前）

・どの年代が一番多いのか。
お年寄り。高校生は数人。

・始めてみて良い事はあったのか。
・山田は他にカフェがあるのか。

たくさん人が来る。公文の子、その親、高
校生のおばあちゃんの友達など色々な世代

近くに「民謡カフェ」というものがあり、

の人と関われるのが嬉しい。

それが同時期にオープンした。

64


・高校生が学校終わりに行くカフェはあるか。

・この辺の高校生は放課後何をしているのか。

ない。

それぞれの趣味をしている。道端や小学校
や、トンネルや役場の下。遊ぶときはぶら

・いっぽいっぽ山田はどういうところか

り旅をしたりしている。

小学生は多い、中学生とかはあまり見ない。
しかし、「ふれあいセンター」は高校生が

・出かけるとこはどこに行くのか。
宮古は佂石（たまに）、盛岡。

勉強しに行っている。（ゾンタのことは触
れずに）学校の先生がそっちに行けと言っ

・来年受験や就職があるが、どう考えているか。

ている。

福祉系に進みたい。関東はどうかな、とい
う感じ。岩手から出ることをあまり考えて

・ふれあいセンターはどのような施設なのか。
図書館もあるし、小さい子用の絵本のある

いない。

スペースもある。軽食を食べるスペースもあ
・ゾンタは後継する人がいるのか。

る。ふれあいセンターの方が建物も新しい

ちょいちょい声はかけているが、集まらな

からキレイ、床が柔らかい。

い。
・ゾンタと比べてどうだったか。
昨日はふれあいセンターはうるさかった。

・大人の支えが大きかったのか。
なんだかんだ大人の支えが大きかった。

・みんな震災のときの年齢はいくつだったか。
・意見交換会を通して何か感じたことはあるか。

小５。

海外の話を聞いてやりたいと思った。ちょ
・そのときのことを覚えているのか。

うど今年来た副校長が県のイングリッシュ

少し覚えている。

キャンプや海外派遣の関係者だった。英語
が得意だから、学校の先生から「こういう

・震災当時のことを意識してZ00 café などを運

のあるから行かない？」と言われ応募。し

営しているか。

かし、3年生が優先で行けなかった（県で10

意識していない。

人くらい）。イングリッシュキャンプはみ
んな行ける。

・ゾンタに通ったり、caféを運営したりするモチ
ベーションはどこにあるのか。

・将来は英語を使いたいのか。

地域の人が来てくれる。いつも来てくれる

何回かは外国に行って、向こうの福祉を勉

おじいちゃんおばあちゃんが次のcaféを楽

強したい。英語は経験としてありたい。

しみにしてくれている。待っていてくれるか
ら若い世代がガツガツやらないといけない
と思う。
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・中学生で遊んでいたところはどこか。
ずっと部活をしていた。大沢ぶらり旅をし
ていた。探検が多い。山や海。
・今の子どもたちは何をして遊んでいるのか。
携帯・スマホやカードゲームなどをしてい
る。
・家を流された人は今どこにいるのか。
仮設住宅や山を崩したところに家を建てた
りしている。

(3)山田町ゾンタハウスの見学
報告 （阿部成子）
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２０１７年３月９日・
３月１０日東日本大
震災子ども支援意見
交換会
（1）３月９日
１３時〜１７時
東洋大学１号館１６０１教室
活動内容
1.基調報告：東日本大震災における子どもの支援
の取り組みとこれまでとこれから：森田明美
2.被災地の子ども若者たちの報告と大学生・支援
者との意見交換（3グループに分かれて意見交換）
高校生と若者たち（岩手県山田町、南三陸町、東
京など避難者）約10名、東洋大学社会学部学生、
被災地出身の大学生など
3.全体討議：3グループの報告を受けながら参加
者と一緒に考える
4.参加団体からのメッセージ
司会進行：荒牧重人（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク運営委員 山梨学院大学教授）
：森田明美（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク事務局長 東洋大学教授）
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報告内容

西條：1回目2回目の参加者が自分の友人を誘い、

【１班】ファシリテーター：林大介

その友人がまた別の友人を誘うというような繋が
りの中で参加者が集まりました。

林：それではProject M、ゾンタハウス、
Z00cafe、東洋大学森田ゼミの報告について意見

石井：参加した人からはどのような感想がありま

交換兼質疑応答を始めます。

すか？
西條：実際に行ってみてこんなにも復興は進んで

花岡：Z00afeについてですが、カフェを始めよ

いないのだなという感想が一番見受けられます。

うと思った発起人は？

被災した姿と今前向きに復興に向けて頑張ってい

湊:塾の先生に勧められました。

る姿のどちらも知ってもらうというような企画内
容なので、復興はあまり進んでいないけれども地

花岡：スタンスとしては、ゾンタハウスが先にあっ

元の人たちはこんなに頑張っているというギャッ

てそこで関係があった人に勧められたということ

プを感じるという学生が多いです。

かな？

石井：私は森田ゼミに入って初めて震災のことに

湊：はい。そうです。

関わらせてもらっていますが、山田町の様子やゾ
ンタハウス、Z00cafeでの活動は行ってみて初め

上田：その前から（Z00cafeができる前）ゾンタ

て分かることだらけでテレビや人から聞いたお話

ハウスには遊びに言っていたということかな？

だけでは全て知ったことにはならないということ

湊：はい。そうです。

を強く感じました。

花岡：ゾンタハウスは雰囲気的には、中学生とか
小学生とかも行くイメージ？
湊：中高生ですね、公文をやっている日もあるの
で、その時は小中高生でみんな一緒に勉強をして
います。
林：ゾンタハウスの利用者は中学生が多いのかな？
湊：今は、受験シーズンなので中学生が多いです。
いつもは高校生の方が多く利用しています。

林：Project Mのツアーにはどんな子たちが参加
しているの？

林：他に聞きたいことがある人いますか？

西條：私は今まで学校で震災の話をしたことがあ

石井：Project Mをやっている方々に質問ですが、

まりなくて、仲の良い友達といる時も震災の話は

同世代の学生を参加対象としているとレジュメに

していいのかわからなくて、自分からはしてきま

は書かれていますが、それはどのように参加学生

せんでした。でもツアーに参加したいといってく

を集めているのですか？

れる子たちは周りにはいました。1回目2回目の
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ツアー後に次も参加したいといってくれる子たち

湊：高村：はい、変わらないです。

もいました。参加者は震災を経験した宮城県に住
む子であったり、震災を経験していない山梨県に

林：今のメンバーはカフェを開く前からゾンタハ

住む子であったりと様々です。参加者全員が復興

ウスに通っていたの？

の活動に興味があるのではなく、ツアーが気にな

湊：高村はい、そうです。

る、東北に一度は行ってみたいというような子も
参加してくれます。

林：今のカフェに関わっているメンバーが同級生
ということで次につなげるために、後輩たちに引

林：ツアー後にフィードバックはするの？

き継いでもらいたいと思っているの？

西條：二泊三日のツアーですが毎晩各々が感じた

湊：部活の後輩や中学生にも声をかけていきたい

こと、気づいたこと、感想を共有します。最終日

なと思っています。

にはワークショップという形で共有をします。自
分の住む町について感じていること、課題などを

林：古庄さん、松尾さんはこの後継者の問題につ

話合う時間を設けています。

いて学生内で何か話はしていますか？
松尾：今聞いていて思ったのが、友達行きづらい

林：自分の町というのは？

と言っているのなら一人ずつロ―テーションでカ

西條：私たちは南三陸町について話し合います。

フェのお手伝いをお休みして、友達を誘って一緒

参加者の中には自宅が栃木県や山梨県など様々で

にZ00cafeにお茶をしに来るとかはどうなのかと

す。自分の町の魅力や防災について考えます。

思いました。

高橋：ゾンタハウスについての質問ですが、今の

湊：高村：良いと思います。

Z00cafeを運営しているのは主に高校二年生の代

花岡：昨年の12月にちょうど3か月経ってないく

ですが、今年からみんな受験生になります。その

らいから高校生のためのカフェとしての活動をやっ

うえで、後継者についての課題にはどのような取

ているのですが、南相馬の、一度住民がゼロ人に

り組みが必要だと思いますか？また、私たちにで

なったところで同じように高校生たちが自分たち

きることは何ですか？

のできる範囲で何かやりたいということで団体を

湊：友達に「Z00cafeを一緒にやろうよ」と誘っ

作ってやっていますが、Z00cafeもこれとイメー

てみてはいるのですが、行きたいとは言ってくれ

ジが被るというか、彼らも同じ高校二年生でこれ

ますが、行きづらいと言われます。ゾンタハウス

から受験が始まり今後どうカフェを運営していく

に一回も言ったことがないし、今カフェを長く手

のかというのが目下の課題としてあります。自分

伝っている人達がいる中でこれから参加するとい

たちの後継者となる人を引っ張ってくるというこ

うのには抵抗があると言う人もいます。

とがなかなか難しいと言っています。友達をつれ
てくればいいんじゃないかという提案をしますが、

林：Z00cafeができて一年くらいですか？

やはり行きづらいという意見が出ているようです。

湊：9か月くらいです。

やはり、自分と違う学年の人を連れてくるという
のは難しいところはあるよね。ゾンタハウスのお

林：では、カフェに関わっているメンバーはずっ

話を聞いていてどこでも同じ課題があるのだなと

と変わらないということかな？

思いました。
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林：湊さん・高村さんは一度、南相馬のカフェに

湊：応援してくれています。私たちの親は毎回カ

は行っているのだよね？どんな雰囲気だった？

フェが開かれる度に来てくれます。逆に学校の先

湊：主に高校生だけで運営していたけど学校があ

生は来てくれないのであまり興味がないのだと思

る平日は大人の人の手も借りて運営していました。

います。先生たちをカフェに誘ってはいるのです
が全然来てくれないです。

林：Z00cafeは高校生のみで運営している？

林：カフェは学校の外での活動、サークルの活動

湊：調理場では大人の手も借りて運営しています。

みたいなイメージを持っていると思うのだけれど、

月に一回、土曜日に開催しています。

これの魅力は何かな？学校との違いとかはどんな

高橋：二回目にZ00cafeに参加した時に東洋大生

ところ？

が考えたレクリエーションを介護施設の入所者に

湊：いろんな人と関わることができるところです。

出し物として楽しんでもらうという企画を行いま

学校だと先生と友達というつながりしかないけど、

した。カフェだけの開催ではなく、カフェと並行

カフェだと、おじいちゃんおばあちゃんや小学生

してもう一つ企画をやればもっとZ00cafeやゾン

とか地域の人達と関わることができます。コミュ

タハウスに来てくれる人が増えるのではないかな

ニケーションをとることがとても楽しいです。

と思いました。

高村：知らない人でもカフェを通じて仲良くなれ

西條：Z00cafeというのは高校生だけで運営する

るし、地域の人と深い関わりを持つことができま

ということですよね？後継者についてですが、中

す。とても良い場所だと思います。

学生も一緒になって運営すれば多少は問題も解決
するのかなと思いました。下の世代もどんどん巻

林：自分の知らない人に対して地域の人が余計な

き込んでいけばいいのかなと感じました。

こと、自分の言ってほしくないことを言ったりは
しないの？

林：データにもあると思うけど、実際にカフェに

湊・高村：特にないです。

お客さんとして来てくれた人たちは、中学生と高
校生ではどちらが多いのかな？

林：東洋大生はカフェを手伝ってみて、自分が高

湊：中学生は全然来ていないです。一人二人くら

校生の時こんなカフェがあったら行ってみたい、

いですかね。

やってみたいと思ったかな？
石井：私はやってみたかったと思います。高校が

林：実際にカフェをやっていて楽しいの？カフェ

アルバイト禁止の学校だったのでこんなカフェが

の魅力は何かな？

あったら携わりたかったですね。実際にカフェを

湊：楽しいです。私は調理をする係りですが、お

手伝ってみて、高齢者の方といったあまり関わる

客さんが美味しいと言って食べてくれて、注文が

機会がない方たちと交流できるのはとても良いと

多いと作り甲斐があってとても嬉しいです。

思います。都会では味わうことができない体験・
経験ができるのではないかなと思います。

林：カフェをやっていることはご両親や学校の先

松尾：私はZ00cafeのお手伝いはしたことがない

生はどう思っているのかな？そういう話をしたこ

のですが、高校生の時にこんなカフェが近くにあっ

とがある？

たら行ってみたいと思います。ずっと部活のみの
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生活とかだと視野が狭くなるし、いろいろな人と

西條：高校の時は周りの友達が同じ震災での体験

関わることでこんな将来もあるとわかると思うの

をしていたので日常会話の中で話はしていました。

で是非やってみたかったです。

私の高校は南三陸町の隣にあり、電気などは止まっ
てしまいましたが津波の被害は受けませんでした。

林：西條さん、松崎さんは震災前から地域の人と

でも私の自宅は津波の被害にあい、みんなとはま

関わりはあったのかな？

た違った被害を受けました。そんな重い話を友達

私の住んでいるところは田舎で、1キロくらい家

には話せませんでした。だから自分の震災の体験

が離れている人同士でも道で会うと挨拶を交わし

を本当に仲のいい信頼できる人にしかできません

ます。学校帰りに世間話をしたりはしていました。

でした。高校生の時にこのような意見交換会とい

地域のつながりはあると思います。みんな知り合

う場があって本当に良かったと今でも思っていま

い以上のつながりはありますね。

す。

松崎：私は、学校や部活が一緒であった子や親同
士のつながりはとても強いと思います。原発の問

林：湊さんは今回この意見交換会は三回目の参加

題で親が仕事に出ている間、子どもが一人で留守

ということで以前と何か変わったなということは

番をするのは危ないので近所の家にお邪魔して一

ある？

緒に過ごしたりしています。普段から地域のつな

湊：毎回みんなと意見を交換するたびにそれぞれ

がりを感じています。

が違う体験をしているけど考えていることは一緒

林：学校の中だけではなくてそれ以外で地域の人

だと思います。中学生の時は自分から発言をする

たちと関わることができる場があるということは

ことが苦手でまとめるのも苦手でした。でも最近

とても良いことだし、楽しいよね。ツアーで知り

は話すことが楽しいと思うようになって人の意見

合った人であったり今日の意見交換会で出会った

を聞くことも楽しいなと思うようになりました。

人であったりとか、人と話すことが苦手なひとも
もちろんいると思うけれどたくさんの人と交流す

林：高校の友達には、東京に来て震災の話をして

ることはやっぱり大切なことだよね。

きたよとかいう話はするの？

西條：私は以前人前で話すことが苦手でした。で

湊：ないですね。東京に行ったということは話す

もツアーを開催したことで少しは慣れました。初

けど具体的な内容については話さないです。同じ

めて意見交換会に参加した時は、震災の時の話を

ような経験をしている友達がたくさんいるけど震

することがとても辛かったです。でも年月が過ぎ

災の話は全然しないです。

ていくによって震災のことを知ってもらうという
ことが自分の力になっていると感じるようになり

林：なぜしないの？やっぱりしにくいのかな？

ました。震災のことを話すのは今でも辛くなると

湊：町の舗装が変わったとか新しい建物ができた

きはあるけど、それ以上に知ってもらいたいとい

とかいう話はします。

う思いが強くなってきました。

高村：こんな施設ができてほしいなとは話します。

林：学校の友達には震災のことはあまり話せなっ
た？
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林：6年経って復興は少しずつしていると思うけ

に参加して西條さんに出会えて踏み込んだ話もで

どそれに関してはどうおもう？震災を経験した小

きるようになりました。

学生の時と比べてどう変わったかな？
湊：道路とか町の様子が変わってきて小さい頃通っ

林：これからどう復興のために関わっていきたい

ていた道もなくなって寂しいな、嫌だなと思うこ

なと考えていますか？

とはあります。自分の思っている、イメージして

西條：今やっているツアーで、聴覚障がいについ

いる山田町とは違ったものになりつつあって、震

て学んでいる学生として聴覚障がいを持っている

災前の姿に戻ってほしいなと思うことはあります。

方が震災時どのように非難したかやどんなことに

でも自分の育った町だから大人になっても山田に

困ったかなどを今調査していてこの調査が本当に

戻ってきたいなと思います。

被災地の人のためになっているかわからないし、
自己満足で終わるかもしれないけれど、こういう

林：これから山田町がこうなってほしいという話

活動は今後も続けていきたいなと思っています。

は親とか学校の先生とかと話す機会はあるの？

私たちの調査によって今後南三陸町やそのほかの

湊：ゾンタハウスやZ00cafeを一緒にやっている

震災の被害を受けた地域に少しでも多くの人が居

子たちとは世間話の中で話すことができるけどあ

住や移住をしに来てくれたらとても嬉しいです。

まり深くは話さないです。

調べて終わりではなくてしっかりと発信していき
たいなと思っています。今考えているのは、地域

林：Project Mの人たちは自分の町のことを話し

のブログを作ってこんな

たりするの？

支援が必要ですなどと発信し、動画をつくって聴

西條：私が震災の体験を話せるようになったきっ

覚障がいをもっている方の立場になって、障がい

かけは大学で震災に関する講演会があってからで

を持った方がどのように生活をしているかなどと

す。その講演会で自分の思っていた以上に友達が

いうことを知ってもらいたいなと思っています。

参加していてそこでみんなの前で自分の震災の体

またこのような震災が起こった時に教訓として残

験を話しました。また、同じ大学の友達が

しておきたいなと思うし、障がいを持った方に対

Project Mのツアーに参加してくれてその子たち

して少しでも力になれたらいいなと思います。本

には自分の体験を話しました。それ以外の大学の

当に力になれるかは分からないけど、やらないよ

友達には全然話せていないです。

りは思いついたことは何でもやった方がいいと私
は思います。できる範囲でやっていきたいなと思

林：それは震災のことを話したい？それとも離せ

います。

ないのかな？
西條：高校の時は自分の経験を話したいという思

林：東洋大生は中には阪神淡路大震災を経験した

いが強くありました。今は、全員ではないけど、

人もいると思うけど、今回の震災があってこれか

自分の話だけではなく同じような経験をした人と

らどんなこと（活動）をするべきだと考えている？

友達になれたので高校生の時よりかは、話したい

実際に被災地の中学生、高校生と会ってみてどん

けど話せないという思いは感じなくなりました。

なことが課題であると感じている？

松崎：私も以前はあまり震災のことを話すような

石井：私はこの震災で大きな被害を受けていない

友達がいませんでした。でもProject Mのツアー

ので今日みんなと話してみて、経験したことの自
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分とのギャップがすごいなと感じました。以前は

内部の被災地の子どもたちに一番に伝えていくこ

テレビなどで震災の映像や情報を見たり聞いたり

とも大変重要なことだと思っています。

しても、自分とはかけ離れた世界のことのように
感じていました。でも、直接被災地に行くことで

林：山田高校では、震災のことを語り継いでいく

わかることがたくさんあるなと活動を通して感じ

という活動とかはしているの？

ました。全国の人が被災地に行って状況を知ると

湊：やっていないと思います。

いうことはできないけど、もっとこのような活動
が増えたらいいなと思います。就職活動をするう

上田：私は湊さんや高村さんの年齢で母親になっ

えで、企業を見るときに復興のための活動をして

た人たちの気持ちを聞いて研究をしているのです

いる企業を見てみようかなと思いました。

が、大人が良かれと思って言っていること、アド

瓜生：私がゾンタハウスに行ったときはちょうど

バイスがその人たちにとっては必ずしも正解であ

公文が開かれていて、小学二年生の男の子に勉強

るとは限らないということに気づかされて、その

を教えました。勉強を教えている中で、6年前の

ような視点で考察すると、湊さんや高村さんはい

震災の時はこの子たちはまだ二歳か三歳で地震の

ろいろ大人が言ったりやったりしていることにつ

時の記憶はないだろうなとふと思った時に不思議

いて自分の思っている、求めていることと違うな

な感覚になりました。今の私の身の回りの環境と

と感じることはありますか？もしくは大人に対し

いえば高いビルがあったり大きな公園があったり

て何か言いたいことはありますか？

有り余るくらいのたくさんのものが私を取り囲ん

高村：学校の先生に、何度もカフェに来てほしい

でいる中で、今の山田町で暮らしている子たちは

と言っているのになかなか来てくれないことです

7、8メートルもある防潮堤がすぐそばにあって道

かね。来てくれる先生はいたけど来てくれない先

の舗装もあまり進んでいない中で暮らしています。

生の方が多くていつも「なぜ来てくれないのだろ

この子たちにとってはこのいまの山田町の環境が

う」と思います。安いし美味しいから是非来ても

普通のもの、当たり前のものとして存在している

らいたいです。

ことがとても感慨深いと感じます。この子たちに

湊：もう少し中学生、高校生を巻き込んで活動を

震災時のことやその教訓などを伝えるのが今の私

したいなと思います。以前、宮古市の被害が大き

たちがやるべきことなのではないのかなと感じま

かったところにボランティア活動に行った時に、

す。

いろんな世代の若者を巻き込んで活動していたの
でこのような活動がもっと増えればいいなと思い

林：Project Mでは語りべなどで子どもたちに震

ました。

災時のことを伝えているのだよね？

林：ひとまずここまでで終了します。

西條：私たちも初めて被災地に来た人たちに震災
のことを伝えることが大切だなとおもいます。で

【２班】ファシリテーター：清水冬樹

もまったく震災のことを知らない、または覚えて
いない子どもたちに震災のことを伝えて、語り継

清水：ゾンタに初めて行った時はどうだった？

いでいくということを今後していきたいなと思っ

高校生：兄弟が通っていて、公文に通っていた関

ています。外部に向けた語りべも重要だけれども、

係で、ゾンタハウスへはすんなりと入れた。
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清水：北海道に自主避難をしたけど、その実感は

草野：原発には郡山より近いけど、風の関係で、

あった？

いわきより郡山の方が放射能が高くなっちゃう。

鈴木：深く関心を持たれず、よくも悪くも聞かれ

むしろ、いわきは原発の地域からの避難者を受け

ない。最初は自主避難について聞かれることに疲

入れる地域。それによって、人口が極端に増えた

れていたから聞かれなくて良かったと思っていた

地域がある。転校生が１００人来た。

けれど、時間が経つにつれて、自分の人生におい
て重要なことを話さずには理解してもらえないこ
とに違和感を覚えた。仲良くなれば聞いてくれる
けど、面倒臭そうな話で、周りからは煙たがられ
た
清水：面倒くさいとは相手が？それとも自分が？
鈴木：相手が面倒臭いと思っていたと思うし、自
分もその経緯を話すことが複雑であったから面倒
臭いと思っていた。その中で、自分がどこで話し
たかというと、高校の社会の先生が授業の一環と
して母親と一緒に話す機会を与えてくれた。それ

清水：郡山に自主避難した人はどれくらい？

と、自主避難者同士のネットワーク、避難者の会

草野：自主避難も自分たちが自主避難と言ってい

などで話す機会があった。

るだけで、移住者という言葉もある。住民票を移
している人もいればいない人もいる。自主避難の

清水：自主避難とはどういうことか、なぜ、自主

定義も様々。

避難した？
鈴木：原発から６０キロ圏内の、放射能が高いわ

清水：自主避難に抵抗はなかったか？

けではないところにいたが、風などによって運ば

鈴木：地震で学校休みになって１ヶ月後には再開

れてくる場所でもある。最初、国がその放射能の

されたが、登校しても地震が続くから、バタバタ

情報をスピーディーに流さなかったところから不

していたし、学年にも自主避難とは言葉に出さず

信感を抱いた。情報が届かない中で放射能がどう

に、何人か転校している人がいた。だからその選

なるか分からないリスクを抱えた中で生活するの

択肢もありだと思った。

もありだが、それを避けるのも１つの選択肢だと
思った。それと地震が続くとストレスになったり

清水：今、郡山に戻るという話にはならないのか？

体調を崩したりした。避難区域でもなく、自ら避
難したから街から支援物資が届くわけでもないた

鈴木：郡山に残っている人や祖父母に今後どうす

め、自分たちでその情報を探し出す。また、それ

るのかと聞かれるけど、友達などが残っている中

も受けられるかどうかは分からない状態から始ま

で自分だけ避難してきて、また「裏切り者」とか

る。

「あいつ逃げたな」と陰口を言っている人をみて、
自分が自主避難したことを申し訳なく思った。ま

清水：いわきはどうだったか？

た、残って頑張っていた人に受け入れてもらえる
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のか、同じ志でかつ目標でついていけるのか怪し

清水：草野さんが東北地区での復興のためにした

かった。だから、一回県外に出たのなら、そこか

こと？

ら自分が出来ることがあるのかなと思った。その

草野：一番初めのきっかけは、中３の夏にいわき

実践として社会学部に入り、統計的にどういう人

市の中学校の生徒会長全員が長崎の市長から招か

がそういう理由で避難したのかなどを学ぶことが

れて、長崎の生徒会長と交流する機会があった時

でき、県外からでもできることがあると考えた。

に初めて震災のことを話した。

清水：草野さんの周りには自主避難したひとはい

清水：草野さんの話をきいて東北スクールに行き

るか？

たいという人は行けたのか？

草野：あまりいないけどゼロではない。地震があっ

草野：いわき市からは行けないけど、自治体や地

た後は春休みに入ってしまい学校の子と会うこと

域によって選ばれ方は様々。自分から申告して選

はなかったけど、新学期始まってもいなかったか

ばれた人もいる。

ら自主避難したのだと思った。
清水：ゾンタのことやカフェのことを話したいと
清水：自主避難については誰かと話すことはあっ

思ったのはなぜ？

たのか？

高校生：カフェをやっていて、お客さんが震災の

鈴木：仲のよい１０人くらいしか言っていない。

こととか話していて自分たちが伝えていかなけれ

他の人には親の転勤と言っていた。

ばいけないと思った。

自主避難とは言えない。本当に仲良いこと、言わ
ないと迷惑がかかってしまう子にしか言っていな

清水：草野さんが山田を訪れて、カフェに行って

かった。

みてどう思った？
草野：すごく町もZ00cafeに来る人もすごくアッ

清水：草野さんはゾンタのようにお世話になった

トホームだと感じた。でも逆に初めての人は入り

人への恩返しを形にしようといったような活動を

にくい。慣れ親しんだ人のみが入りやすい感じ。

したりしていたのか？
草野：中３〜高校半ばまで、復興支援をしてくれ

清水：Z00cafeをやってくれる後輩がいないこと

た世界中の人たちに恩返ししたいという思いで、

をどう感じている？

フランスのパリでイベントを開くという（東北ス

高校生：まず、ゾンタに来る人が減って、その人

クール）活動をしていた。そこでの取材で自分が

たち同士の関わりもなくなった。カフェをやって

被災したことを話す機会があった。東北スクール

くれる子もいない。前回、ヘルプでカフェに手伝

の繋がりは中学校のとき生徒会長をしていて、い

いに来てくれた中学生もいたけど、仕事の話以外

わき市の中学校の生徒会長全員に東北スクールに

あまりコミュニケーションがとれなかった。

参加しませんかと誘いがあった。
清水：下の子たちに支えてもらった人たちに恩返
清水：東川町（鈴木さんが自主避難した場所）で

しがしたいという動機はあるのか？

は自分の経験を話す機会などあった？
鈴木：自分から話す機会はなかった。
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高校生：６年経って風化している。下の子は新し

高校生：ない

い建物、震災前とは違う建物ができて、そこに移っ
ているのが大きいと思う。

清水：ふとした時に竹内先生とか友達とか話すこ
とはないの？

清水：東北スクールは下に受け継ぐとかあるの？

高校生：友達とも、震災の時に同級生をなくして

草野：１年前にプロジェクトができた。中高生が

話してはいけないのかな…という雰囲気があって

やっている。草野さんも関わっている。その子達

話にくい。

が関わったきっかけも生徒会。
清水：佐々木さんと小林さんの間でも話をするこ
清水：周りから東北スクールをやりたいというの

とはない？

はなかった？

高校生：２人の間でもしない。遠慮のいらない人

草野：羨ましがられたけど、東北スクールはタフ

だと話ししやすいけど分からない人にはどこまで

で勉強、部活、東北スクールの両立が大変そうと

話し、踏み込んで良いのか分からない。

言われた。
清水：２０１４年の調査で周りの人が聞いてくれ
清水：避難親子として、逆に話し合うことが難し

るという割合が高かったけど、２０１５年は極端

くならない？

にその割合が減ったのだけど、その実感はある？

鈴木：母親がすごく活動的でしゃべる場所ないと

高校生：佐藤さんとか竹内先生と話すことはあっ

自ら作る感じの人で、中学生で被災した僕自身も

ても他の人とはしない。

使える教材になり得る。支援という形ではないけ
ど、親が作ってくれた授業という形での語りであっ

清水：佐藤さんとか竹内先生以外でも将来のこと

た。

とか話を聞いてくれる人だと思える人がいなくなっ
ちゃったなという実感はある？

清水：その時、みんな真剣に聞いてくれた？

高校生：いなかった。

鈴木：ネットワーク作って出てくれた人で、かつ
福島がどういう複雑な状況にあるということを分

清水：じゃあ、山田の話じゃないのかな？

かっている人だから割と聞いてくれた。

森田：山田はもともと先生とか向き合ってくれな

清水さん 旭川は震災の時は地盤が固いためほと

かったよね。

んど揺れなかった。だから、わからない人は分か

草野：２年前（高校生の時）から考えて、意見交

らなくて、テレビの中で起こっていることがある

換会のような大人がこんなにも聞いてくれるのか

意味パラレルワークだった。震災があったことが

とびっくりした。

リアリティをもって感じられなかった中で関心を
持ってくれたというのはある意味で話せる場所が

森田：２年前くらいから大きな変化があったのか

あったからかな。

も。そんな実感はある？
鈴木：ニュースでの報道が減っていくことを感じ

清水：震災のことを下の子と話すことってあるの？

た。
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清水：お母さんが語る場を作ってくれた以外の場

高校生：自分たちが生活していく中で、復興とは

所で発することはあった？

あまり考えずに、みんなが復興しているって言っ

鈴木：なかった。でも、母親が自分のこともちゃ

ているから、これが復興なのだろうなって思って

んと１つの意見として考えてくれる人だから、僕

いたけど、今は自分たちがZ00cafeのように、考

と母親で話し合いをすることもある。だんだん、

えて動いていくうちに、復興って何だろうなって

高校のことかとどうしても新しい環境の中に入れ

思うようになった。

替わると自分の生い立ちを話すかどうか、どこま

復興って変わっていくけど、自分たちが生活して

で話すかという選択が自主避難者はすごく難しい。

きた山田ではなくなる。そういう思いもある。け

うまく喋れるわけではないからどうやって喋るか。

ど今のままでは何もないから、建物が建っていく

どうしても年月が経っていくと新しくなっていく

ということは良いことだけど、前の山田に戻って

たびに疲れるから喋る機会も減るし、喋られる機

欲しいという気持ちもある。

会も減る。
清水：ハピネを作った時とかにそのような話とか
清水：法政大学ではないの？

はなかった？

鈴木：そもそも自分が自主避難者であると言って

高校生：一応、どういう風な建物になって欲しい

いるのは２〜３人。どうしても、東京だと言いづ

とかをアンケートとか学校に来たりして聞いてき

らい。

た。

清水：ゼミ生の中で活動を通して、被災した子た

清水：暮らしの中のごく一部な話だよね？

ちが話をできないでいるという実感はある？

高校生：全体で考えれば、便利になっていくけど

金子：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島の人

自分たちとしては、便利になるだけでは住みやす

たちに関しては、関わっている年齢が小学５年生

い街にはならない。

までの子しかいないし、下は２、３歳で自分の自
我が芽生えてくるのが被災後だから復興するとと

清水：住みやすさとは？

もに成長していくというか震災があったことが当

高校生：街の人との関わりが一番大きい。カフェ

たり前で震災前と比較ができない。変化がどうと

とかだと関わることが多いからすみやすさとか考

かいう話をすることはない。

える。

森田：若者たちにとっていうと震災の中を生きて

工事とかしていて、道路とかが毎日のように変わ

いるということでいうとそのことがなかなか固ま

るから、ずっと住んでいたとしても、道がわから

らない。そこから復興していく感覚、自分がどう

なくなることがある。家などがいつの間にか建っ

やって生きていくかということを語っていくこと

ていて、いつ変わっていたのだろうという感じ。

で次に伸びていく。その不安定さみたいな、家を

震災前の山田にもう一回住みたいし、戻りたいと

リフォーム中が落ち着かないのと同じように地域

思うけど戻れないということ、新しくなってきて

がリフォーム中なわけでずっと。そういう感覚は

みんなどう思っているのかな。それを話し合い、

ある？震災後の暮らしや建物しか知らない子たち

聞き合う場はない。

ばかりという感覚はどうなの？
【３班】ファシリテーター：谷川由起子
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情報が回ってこなかったり報道を通してじゃない
谷川：まず３つのグループが説明してくださった

と聞けなかったりするので、知り合いづてとかそ

ことについてお互い聞きあいたいなということが

ういう場を通して情報を仕入れて次のツアーに活

教えていただきたいです。Project Mのお二人に

かそうかという形でやっているので、自分は外に

対してなんですけれども、風化させないようにし

出た身ではあるのですが、ツアーを通して町の現

たいとか伝えていきたいという気持ちでやってい

状を学んでいる、現場で働いている人から直接聞

たけども、実は自分たちのためでもあった、自分

くという機会をもらっているという形ですね。

たちが故郷の魅力を再発見するというお話をもう
少し詳しく話してもらってもいいですか。

谷川：何回かProject Mのツアーを開催されてい
て、最初は身銭を切っていて、外の支援が得られ

小野寺：元々ツアーをやろうと思ったきっかけや

るようになってきたり、ツアー先も南三陸だけじゃ

語り部をやろうというところに至ったところとし

なくなってきたりっていうことがあったと思うの

ては、大学進学で故郷を離れたってことで、その

ですけれど。やっぱり学生が自分のお金でそういっ

時に出身が宮城のここでという話をしても、「宮

たことをやるっていうのが日本中でやっている人

城ってマンゴーが有名なの？」ということが仲間

ここにしかいないのではないかと思うのですが、

内でありました。

そこまでしてやろうと思ったのですか？

それで、あれだけの報道があったのにこれだけ知

三浦：やっぱり同学年で来たいとは言うけど参加

らないのだということにギャップを感じました。

しやすくするためにはなんだろうって考えた時に、

でもそこで興味を持ってくれて地元に来たいとい

交通費とか参加費はどうしてもかかるじゃないで

う子もいたので、どっちにしろ実際に自分の地元

すか。その時に１人１万円とかかかると学生にとっ

に足を運んでもらって案内しようとツアーをやっ

てハードルが高いと思ったので、そこはメンバー

たのですが、最初は外に発信したい、知ってほし

で割り勘してっていう話になって、それで参加費

いところでしたけども、外の子たちに案内するこ

のコストを抑えてずっと自分たちで負担していま

とで僕らも地元の話を聞くことができるので、中々

した。今考えればおかしいですけど。

その機会って地元に閉じこもっているとできない

小野寺：変な気持ちでしたけどね。自分たちが出

ので、案内するから話が聞けるので、そういうこ

して。でもディズニーランドに来てもらうわけじゃ

とですごく熱い人たちがいたりとか、南三陸面白

ないので、震災がなければ広まることがなかった

いなというのがあったりですね。魅力が発見でき

ようなド田舎に震災があって来たいって言ってく

ましたね。

れる子たちがいるのでそれってすごく幸せだなっ
て思いますね。

三浦：ほとんど言われちゃったのですが、私たち
がツアーをする上では南三陸のことを知っておか

谷川：たぶんベースには故郷愛というものをとて

ないといけないので、最低限の知識とか現状とか

も感じるというか、人にお金を払ってまで自分の

を自分たちの中で整理していかないといけないと

故郷を見てほしいというのは、震災があるとかな

いう面でも、逆に自分たちが学んでかなきゃいけ

いとかもしかしたら関係ないっていうかそんな風

なかったのでそういう面でもですし、色々なこと

に見ていて思ったし、でも続かないからぜひ外の

に南三陸町は挑戦していて、一回外に出ちゃうと

支援を受けてほしいという風にも思っていたので、
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その後お金の心配よりも内容の心配ができるよう

作っていければいいなと思います。中間的な立場

になってほしいと思っていたので、すごく良かっ

で東洋大学の森田ゼミの皆さんは、例えば

たなと思います。たぶんキーワードとして故郷愛

Project M、自分たちと同年代の人がやっている

という面では山田町も同じで。さっき言わなかっ

のをどんな風に見ていますか？

たけど、（Z00cafeは）給料もらっていないって

畠山：たまに語り部の活動の時とかに何回か一緒

言ったほうがいいよ。高校でバイトが禁止されて

に参加させていただいたのですけれど、若い人が

いるので、無給で働いていて。あの瞬間あの建物

若い人に伝えるっていうことがすごく大切だなと

にお金を貰って働いている人は誰もいないですよ

思って。いろんな情報源ってあるじゃないですか。

ね。バイトが全面的に禁止なの？

ニュースとか新聞とか。例えば僕が震災当時は高

上沢：届け出を出してやらなきゃいけないのです

校1年生で、もちろん学校の方も液状化という形

けれど、やるのも夏休みとか冬休みとかとかじゃ

で被災したので少し東北にいる人たちとは捉え方

ないとダメで、それ以外はできないです。

が違ったと思うのですけど、それでもニュースと
かで見て映像を見たり、キャスターの方がお話し

谷川：だからほんと無償ですよね。行くたびにい

されていたり、もちろん本当に大変だなという感

ろんな工夫がされていてあそこの建物にいるとき

じ方はしたのですが、去年語り部の講演に参加さ

だけじゃなくて、すごく普段もいろいろ準備して

せていただいたときに、同年代の彼らから話を聞

いるだろうな。メニューを考えるとかね。その共

いたときに、すごい話がすっと入ってきました。

通して2つにあるのはやっぱり"故郷愛"かなとい

例えばニュースとかで震災以外のいろんな事件が

う風に思うので、逆に私とか東京で暮らしていて

起きたとしても、どっか他人事に感じてしまうと

自分が住んでいる町でこんなことが起こったとし

思うのですよ。でも周りの友人とか同じ世代の人

ても、誰もそんなことしないだろうなという思い

がこういったことが起きたっていうと、少し他人

もあって、うらやましいなという気持ちがするの

事ではないような感じ方、入ってきかたが違うと

ですけど。そういう意味では、外の人により知っ

思うのですね。そういう違いがある中で本当に特

てほしい、地元の人に元気になんて欲しいという、

に若い世代、知らない世代、今の小中学生とか同

すこし方角は違うのですけど、その辺が共通点か

じ彼らの大学生の友達でも、宮崎と宮城を間違え

なと思うのですけど。上沢さんはまだ高校生です

たみたいに全然知らないこともたくさんある中で、

けど、Project Mをやっているような大学生を見

一番伝わってきやすいというか、そういう同じ世

てどう思いますか？

代の働きかけが。それは、本当にニュースとか本

上沢：単純にすごいなって思うし、自分も南三陸

とかと違って、その世代の人たちが語るっていう

に行ってみたいなって思います。もっと南三陸と

のが大切だという風に感じました。

か宮城とか福島とかたくさんの人に知ってもらっ
て、いいところだと知ってもらえる人が増えてい

谷川：やっぱり言葉の迫力が違うというかね。そ

けばいいなと思います。

ういうことはありますよね。私自身もちょっと変
な言い方になりますけど、私にとっては山田町し

谷川：お互い行き来しようとしても、大学生は故

か知らないから、山田町で活動していると山田町

郷から離れていることもあり、地味に行くのも大

がすべてというところもあったのですが、

変でね。車じゃないとだめだから。そんな機会も

Project Mの皆さんに会った時に、彼らは中学校
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で津波の被害を受けているので、話を聞いたとき

ですよね？その時は互いにそういう話とかはどう

に、たぶんそういうストーリーは町ごと、村ごと

でした？

何百もあると思うので。でもそういう子どもたち

小野寺：中学校はやっぱり同じ境遇・経験を一緒

の力によってそういうのを発信していこうという

にしているメンバーだったので、話はしやすかっ

のが出来てない町もたくさんあるわけで。出来て

たですね。

ない町の方が多いので、もっと知りたいし、子ど

谷川：もちろんね、大変だよなということをベー

もたちが発信できるように、全てのところで機会

スとして共有しているとは思うのでそれぞれ状況

が用意されるようになるといいなという風に私は

がちょっと違うと思うのですが。

感じました。

小野寺：大変だったというか、同じことを体験し

今日の課題として、語り続けることとか聞いても

たメンバーと一緒にまた元通り、震災前のコミュ

らえることが続けられること、体験したことがあっ

ニティのまま学校生活が送れているだけですごく

たら共有してくださいとのことだったので、良い

安心感がありましたし、あとは僕のクラスにもご

ことはたくさん出ると思うのですけど、聞いても

両親を亡くされている子たちもいたので、そうい

らえなかったとか場が用意されなかったみたいな

う面では別に気を使うってわけではなく、自然に

体験とかしていますか？

ふるまっていたような感じで明るく。でも、全く

上沢：小学生の時とかゾンタに行く前までは、震

震災の話をしないってことでもなかったですね。

災の事について友達とも喋らないし、そういう話

むしろ高校とかに行って、全くもう内陸に出ただ

の話題にならないし、話そうとすらしてなかった

けで津波の事を知ってないので、その時に全く話

のですけど、ゾンタに行ってからは、地域の大人

す体制もできないし、話す空気にならない。大学

の人とかがいたので。あとは、自分とは違う地域

もそうだと思うのですが、そっちの方が大変でし

の友達とかもできたので、自分はこの地域でこん

たね。

な体験をしたよとか、友達もこっちはこっちの小
学校でこういう感じだったよっていうことをゾン

谷川：そうすると、高校・大学とある意味薄まっ

タで知ることができたかなって感じです。

ていきますよね、共有した体験みたいなものが。
薄まっていく中で、誰かと話がしたいというかそ

谷川：小学生の時は互いに話さなかったっていう

ういう風に思った時はどうしていましたか？

のは、話しちゃいけないみたいな雰囲気に？

小野寺：話がしたいなってときは、ちょうど森田

上沢：もう分かっているよね？というか、お互い

先生からの繋がりで、これ（意見交換会）の第2

に分かっているから特にそこまで聞かなくても、

回目に招待してもらったので、その時にしっかり

例えば友達の親族がどうのこうのっていうのも噂

と親身になって話を聞いてくれる大人の人たちの

とかで流れてきているので、その子から直接聞か

前で津波の体験を話して、今町に思うことを語る

なくても知っているし、それ以上深入りするのも

ことができたのが大きかったですね。高校1年生

ちょっとっていうのがあったので、あんまり話さ

の1月だったので、ちょうど中学卒業してから。

ないです。

谷川：そうするとその時そういう場があった、上
沢さんにとっては山田町ゾンタハウスがおそらく

谷川：お二人（小野寺・三浦）は中学生だったわ

震災後1年で、中学生になってすぐにできて。で

けですけど、中学校生活があと1年間あったわけ

もそんなすぐには来ていないのだよね？中学校生
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活少し慣れたくらいで来て話すようになって。そ

うのを書いているので、そうするとカフェの時に

れでProject Mの方々はシンポジウムがあったり

こないだ新聞見たよって来てくれます。

して。でもそういうのはね、ない人もいっぱいい
るからね。そしたらどうなっちゃうだろうなって

谷川：このところテレビで紹介されることが多く

いうのはありますよね。あの、話さなきゃいけな

て、テレビのコーナーの最後に次回のZ00cafeは

い環境に置かれるのは良くないと思うのですが、

いつって出ると、こんなことしちゃって大丈夫か？

話したいときに話せるっていうのはやっぱり必要

でもこないだなんかは本当に混んで、NHKの人も

なのかなって思いますよね。その中で、いろんな

手伝ったの？2月の2回目の時に。取材でNHKの

風に気持ちがどんどん変化していって今のそれぞ

人が来ていたけど、その人もエプロン着けて手伝っ

れの活動に繋がっていると思います。何回か山田

たかいがあって。でも本当にあなどれないという

町の方に森田ゼミの方々行ってくださって、カフェ

か。出しているメニューも手作りなので、壁に写

を手伝って。もし良かったらそれこそ一度ご招待

真も貼ってあるのでぜひまた見てください。そん

したいのですけれど（小野寺・三浦に対して）。

な感じなのですけれど、船田さんと鈴木さんは横

カフェはね、高校生の身の丈にあった運営をした

から見てゾンタハウスの活動を支えてくださって

くて、毎週とかやることになると結局大人がやる

いるのですが、一方でゾンタハウスの活動自体は

ことになるじゃない？私は、高校生がやれるとき

利用者が減っていて空いてんだよな？勉強のとこ

にやってくれればいいと思っていて。開店の１０

ろが。もう一時期は、階段のところに人が座って

分くらい前からお客さん入ってくるよね？それで、

勉強していた時期もあったのですけれど、今は他

まだそんな回数やってない時にとったアンケート

の場所もできて、とっても良いことだとは思うの

に９回来た人がいたのは、１日２回とか来ている

ですけれど、ゾンタハウスにしか居られなかった

のだね、きっと。本当にお喋りする場がないので、

のがほかの場所もできるようになってとてもいい

カフェの日は集まる日みたいにしてくれているの

とは思うのですが、それをご覧になっていかがな

だよね。すごい女性率が高いし、町の喫茶店だっ

感想をお持ちでしょうか？

たら回転率が悪くて。だけど同じ人が長くいて何

鈴木：そうですね、子どもたちを勧誘しています。

杯も頼むから、ありがたいのですが。（Project

勉強しに来なさいって。でも間に合っていますっ

Mと山田町ゾンタハウスで）交流出来たらいいの

て。少子化で高校の人数、中学生も減っているの

ですけど。

ですから皆山田高校に入れるのです。大体120人
くらい今度中学校卒業して、地元の高校に入るの

小野寺：おばあちゃんとかが多いですか？

は27人かな。あとはもう隣町に行って実業高校の

上沢：おばあちゃんとか、あと自分たちの親が来

方へ。宮古商業高校に。実業高校の方が今人気高

ていますね。

くて。

三浦：アンケート見る限り紹介制みたいな感じ。
紹介制っていうのもおかしいのですけど。

谷川：高校に進学しちゃえば通学に時間がかかっ

谷川：そんなことはないですけどね。やっぱりテ

て。もちろん住宅の環境が整ってきて家で勉強し

レビの後とかね。

やすくなっているってこともあると思うのですが。

上沢：テレビとかラジオとか新聞に載った時の後

じゃあ山田高校空いているの？

とかは、その新聞とかに次はいつやりますってい

83


上沢：空いています。部活は本当に人数足りなく
て、他の部活から借りてきてとか、お互いに。私

谷川：やっぱりその時その時必要なものが変わり、

も本当はバレー部なのですけれど、今テニス部の

みんなの気持ちや、まず故郷自体が変わっている

助っ人をしています。試合の人数とかの関係で。

でしょ、すごい工事で。だから、それこそ自分た

お互いに足りないところはカバーしあう感じでやっ

ちも外に出たらよっぽど自分たちで意識して地元

ています。

の事を知ろうと思わないと、今の状況が分からな

船田：やっぱり、震災後の一番必要な時期とある

いってこともあるし、山田町だって私が行くたび

程度目的を達成して、使っていただける形が変わっ

に道が変わっていて迷子になりそうになるし。今

てきてるいというのは当然あるので、無理をして

日は国道こっちだけど、今日の国道こっちみたい

最初の頃のイメージでというわけにはいかないの

な。だからそういうこともあるし、ただやっぱり

で。ぼちぼちと今どの必要にしている方たちが、

一貫してこの回自体は年に1回やっている中で、

谷川さんにもお話ししましたけど、4月から社会

私は最初からずっと出ていて、それぞれがそこま

福祉協議会で、まちかどギャラリーのところを3

で故郷へ還元するというかそういう想いが貫かれ

月で閉めるって新聞に載ったら、うちらに貸して

るとは思ってなかったので、感動を覚えているの

くれませんかっていう話が来たので。3月でまち

ですが。1つ聞きたかったのが、（小野寺・三浦

かどギャラリーは閉めますがその後の使い道はそ

に対して）今年成人式でしたよね？成人式はどん

のゾンタで考えますって社協の方で来て、震災前

な想いだったのかなと思って。みんな外に出てい

は一般の住宅を借りてひなたぼっこということで、

るの？

高齢者が来てお茶を飲んだり、編み物をしたり、

小野寺：全員で20人ですけど、役場とかJAとか

好きなことができるスペースがあったのですが、

地元で働いている子たちが4人くらいいますけど、

それもなくなったので、もしあそこ（まちかどギャ

後は関東に来ている子たちが4人くらいと、仙台

ラリー）を独占して使えるのであればあの部屋を。

の方に専門や大学の方に行っているメンバーです

結構使い道が広がってくるので、出入りする方々

かね。全員何にも変わってなくて、そこはすごく

のメンバーというか年齢・状況に応じてゾンタハ

安心できたところで。1人1人からも地元でとても

ウスと一緒に、イベントとか授業ができるのでは

頑張っている話、パワーをもらったので、僕らも

ないかと。それも社協の方に比重を置いて、手助

早く追いついて頑張りたいなと思います。

けしてもらって、ということなのでやれることが

三浦：それこそ専門学生も卒業して今年就職なの

これからもあるなということですね。地元の老人

で、我々も2年間学生としてその中でも何かでき

クラブも結構居場所を探していますので。

ることはありますし、学生のうちにやっぱりやっ

谷川：ずっと同じであり続ける必要はなくて、逆

ていきたいこと、やらなきゃいけないことをやっ

に民間のやっていることだからこそ、その時のニー

ていくだけというのは、成人式、同世代の中学校

ズに合わせて変えていける良さもあると思います。

まで一緒だった子たちを見て思いました。

舟田：ふれあいセンター（図書館）とか、使い道

谷川：そういう話はやっぱり"故郷愛"だなと私は

ある程度決まっていますよね、時間も利用する形

すごく思います。

態も。ところが好きなようにやれるので、そういっ
た使い方の居場所になるもではないかと思って。
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山田町で大学生が来てくれるじゃない？夏とか冬

れど、別に自分たちが町づくりにどういう風に関

とか、春もきてくれています。それはどういう存

わるかっていうのを考えるために始めたプロジェ

在ですか？

クトではなかったのですけど、震災教訓と地元の

上沢：話しやすいし、カフェ手伝ってもらうのも

事をみんなに知ってもらおうと始めた試みでした

とてもありがたいし、山田町自体に大学がないの

けど、その中でまだ活動をしている中で自分はど

で、大学生と話す機会が本当にないので。大学に

ういう風に町に関わりたいかっていうのが見えて

ついてじゃないけど、大学生ってこんな感じなの

きましたし。大学2年を通して、自発的な活動を

だっていうのが東洋大学の皆さんの感じで。（森

通してとても見えるものがありますね。

田ゼミの人をさして）

舟田：出てくるよね、やっぱり。それをもうちょっ

そういうイメージだと思っています。

と実際に実現に向けてとなると、やっぱり2人だ

小野寺：逆にうちはそういうのがなかったので、

けじゃちょっと力が足りないし、ツアーで2〜30

町の中で。ないってことはないのですが、大学生

人集まったって中々できないし、できる方法を探

が来て関わるってことはなかったです。やっぱり

してほしいね。

高校卒業したら就職しようか進学しようかってい

谷川：でも今の話は、高校生の時はやっぱり材料

う選択もあって。その時にどうしたかっていうと、

が少ないから当然なのですが、町づくりに関わる

わざわざ隣のちょっと遠い気仙沼ってところに2

一番の方法は地元で公務員になることっていうと

時間くらいバイクで走って。そこに大学生が来るっ

ころからだんだん広がって、いろんな関わり方が

ていう、そこで大学生にこんな感じだって話を聞

あるっていう風に気付くようになったってことだ

くイベントにわざわざ行きましたね、（三浦と）

し、上沢さんも将来の夢とか。

2人で。紹介があって。（話を聞いて）ガラッと

上沢：とりあえず次3年生なので高校卒業したら

変わりましたね。大学良いなって。最初はお互い

大学に行こうと思っているのですけれど、その大

高校卒業したら公務員になろうって思っていたの

学が今迷っていて。県立大か、（三浦さんの通っ

ですが。

ている）東北福祉大がいいなって思っていて、そ
こで今悩んでいます。1回山田町を出て大学で学

舟田：前のシンポジウムの時に町づくりの話、被

んでからもう一度山田に戻って、福祉系とかのこ

災にあった自分の町をこんな町にしたいなって、

とで携われたらいいなって思っています。

町づくりに関わりたいなって話したよね？（小野
寺・三浦が）高校の最初のくらいに。今回

谷川：もちろん全て無駄な経験なんてないと思う

Project M立ち上げて地元の良さも知って、どう

のですが、それは震災のあるなしに関係なくて、

いう風にしたらいいのか、なってほしいなってい

そういう風に視野が広がるみたいなことはねすご

うそういう希望は持ちつつあるの？それをどうい

くいいなっていう風に思います。

う風に具現化していくのかっていう話をシンポジ

（Project Mの）語り部を東京でやったりしてい

ウムで聞いた。それが少しでもできているかって

るわけですよね。それは、やって手ごたえという

いう。

かどんな感じでしたかね。中学校でやったって書

小野寺：その時は町づくりに携わるにはどうした

いてあった？高校か。（大阪・山口・東京で高校

らいいのだろうかっていうのを考えて、やっぱ地

1年の時にやった）それは依頼が来てなの？

方職員、役場に入ることなのかと思ったのですけ
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三浦：東京から来たボランティアさんが南三陸に

ういう風に見えているのかなと、みんなで調査結

来て、その方の紹介で東京に来て講演というか震

果をまとめていく中できっと先輩がやっていたこ

災当時の話をしてくれないかというのは最初のきっ

とを見たりしているのだよね？なんか感じたことっ

かけで、それが確か大阪で。その次の日に山口行っ

てありますか？

て同じような講演が2日連続でありました。それ

片山：調査自体には4年生が卒業研究としてやっ

が1年も経たないうちに、数か月後くらいにまた

ていたので関わってないのですけれど、ゾンタハ

東京で会った感じで、それが本当に始めての語り

ウスに行ってZ00cafeとかに関わっていったりと

部でしたね。ほとんどもう会社の中でやったので

かする中で、やっぱり高校生たちが考える山田町

社員さんしかいないような状況だったので、震災

をもっと活性化させたいという想いを、私たちも

直後っていうこともあり、当時の写真とか使って

手伝いたいなという想いではやっていて。でもそ

頑張って説明したので、それなりに手ごたえとい

れがZ00cafeとか直接的なお手伝いをすると、手

うか反応は大きかったかなと思います。あとは、

伝っていることに満足しちゃうというか、それを

去年私個人の語り部で、京都の中高一貫の学校に

やっているっていうことに今満足しているのが私

お邪魔させていただいて、1時間ほど講演してき

として感じている課題です。まだ2回しかやって

たのですが、本当に全校生徒多かったのですけれ

ないのであまり上から言える立場ではないのです

ど、それなりに後で送っていただいた感想とか見

けれど、その辺でちょっと新しい関わり方ができ

ると、ちょっと変わりましたとか今まで興味がな

ればいいなって思っていて、まだ具体的なことは

かったという感想とかも多くて。話してよかった

これから考えていかなきゃ分からないのですけど。

なと思いますし、まだまだ知らない人もいるし、

せっかく町を活性化させたいっていう想いがある

少しでも何か東日本大震災、それこそ熊本地震と

ので、その想いをとても大事にしたいなっていう

か何でもいいので知るようなきっかけになればい

風に思って、これから活動を一緒にやっていけた

いなっていうのはあります。

らなと思っています。

谷川：森田ゼミ生に聞きたいのですが、今回いろ

坂本：私も2回しか山田町に行ってなくて、しか

んな調査をやって居場所の意味合いとかも変わっ

もZ00cafeのお手伝いもしていなく、タイミング

ていくし、さっきの説明でいっぽいっぽに落ち着

が合わなくてZ00cafeの前日とかに行ったことは

いた雰囲気を好む子どもがいるっていうのにびっ

あるのですが。まず、自分たちの住んでいるとこ

くりしたのですが。船田さんはあそこにいる大人

ろに対する想いっていうのが、東京に住んでいる

は落ち着いてないとかいうし。

人とは比べ物にならないくらいすごいし、震災に

舟田：言葉巧みに誘ってくるとかね、自分の経験

対する考え方ももちろん違うので、そこらへんが

を喋りっぱなしで。そういうおじさんがいっぱい

年下ですけれど純粋にすごいなって思いますし、

いる中で落ち着いて…信じられないなと思うけれ

逆に地域を活性化させたいっていうのに協力した

ど。

のですけれど、やっぱり私は当事者じゃないので
状況を知らないのですが、知らないからこそでき

谷川：そういう意味で少し山田町から離れたとこ

ることが私たちにもあると思うので、そういう意

ろから支えてくれるのが森田ゼミの皆さんなので

味での協力もできたらいいなって思っていますし、

すけど、でも故郷ではないじゃない？だからこう

直接的な支援というか、頑張っている人を下から

いう活動をしている子たちとかは、大学生からど

支えてあげられたらいいなって思います。

86


小和口：私は、今日Project Mとかゾンタハウス

時に、例えば学習支援とかも隣町とかもっと近い

でいうとZ00cafeとか、語り部の活動でツアーを

ところから人呼んでいるわけでもあるじゃないで

考えて自分たちでやることとか自発性が、南三陸

すか。でもわざわざ僕らが高いお金を出していた

の方もゾンタの方も大切にしているというか、自

だいてそこまで、2年間のうちに4回行くっていう

発性があるなって思って、それも地元が好きだか

中で、もちろんこっちは吸収することがたくさん

らとか地元愛があるからこそできているというか。

あると思うのですが、向こうの学習支援以外でも

それを東京の東洋の学生がどうやってサポート、

僕らが行く意味っていうのは何なのかっていうの

支えられるのか。支えられることは結構あると思

が最後の訪問からずっと考えていて。たぶんニー

うのですけれど、どう支えていくのかっていうの

ズも変化していると思います。これから3年生た

は難しい課題で。どういうことができるのかとか、

ちが2回とか行く中で、また状況も変わっていく

今後どうしたらいいのかっていうのは、考えなきゃ

と思いますし、それの中でちゃんと活動を行って

いけない課題でもあるなと思って、何ができるの

山田町に行くっていう目的を見つけて、また何か

かなって。Z00cafe手伝うには、手伝うことはで

してくれていったらいいなと思います。

きるけど、それ以外にも何か山田町のためにでき
ることを何かもっとありそうだなと漠然と思って

谷川：今の話はたぶんみんな共通して、居場所の

います。

必要性とかニーズとかも変わっていくし、故郷に

畠山：僕は先月の4回目の訪問で最後だったので

関わりたいと思っている若者たちの活動の内容も

すけれど、4回を通して正直こっちが何かをでき

変わっていくと思うけど。東京の大学生が東北を

たっていうよりは、していただいた、僕が経験さ

支援するってことの意味合いも変わっていくって

せていただいたことの方が本当に大きくて。最後

いうことなのだと思います。だからみんな変わっ

の訪問の日に、何回かお会いしてお世話になった

ていく者同士がいろんなことをやっているわけで。

ことある方のとこに挨拶に行ったのですけれど、

それをみんなが常に考えて意見を交換したりしな

とても印象的なのが、「またいつでも帰っておい

いと、やっぱり見失っていくっていうことなのか

で」と言っていただけたことですね。半年に1回

なとも思うのですけれど。でもこういうことで1

4日、5日とかしか行かなくて、何ができたかって

年に1度くらい会って話をして、やっぱり会った

言っても夜少し勉強を教えて、何個かたまにでき

時にだんだん懐かしなって思ってくるようになっ

ることのお手伝いしてって感じなのですけれど、

てくるというかね、また今年もこのメンバーで集

正直何もしてあげられていない僕たちに対して、

まれたことの喜びもあると思うので、そんな話も

「来てくれてありがとう。また帰ってきてね。こ

しながら。でもやっぱり若い人はどんどん社会に

こを故郷と思ってくれていいから。」ってことを

出て繋がっていくので、例えばそれこそ2人（小

おっしゃってくださって。正直、今震災からかな

野寺・三浦）だって就職すればまたきっと違うよ

り時が経って、最初の1年目、2年目とか、もちろ

ね。こんな平日やって来られるかどうかは。たぶ

んがれきがたくさんあるからそれの撤去とか、そ

ん来られないのではないかと思いますし。それこ

ういう力的な支援というのは当時必要だったと思

そね、だんだん皆さんも卒業して就職して上沢さ

うのですけれど、だんだんそれも片付いてきて。

んもこれから大学行った時に生活が変わって、こ

これから僕らが来年度以降も東京からわざわざ大

ういったところに来られる余裕があるかどうかは

学生が山田町に行く意味って何だろうって考えた

分からないのですけど。ただ連絡をとれたり、意
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見を交換出来たりっていうことはきっと続いてい

しながら大人なら大人なりに、プレイヤーとなっ

くとは思うので、うまくそこは連携していけたら

ている学生には学生なりのアイディアを出し合っ

なと思います。

て、良い取り組みをしていければ。

ではこのあたりで締めようと思います。ありがと
うございました。

林：カフェはいろいろな世代とコミュニケーショ
ンがとれる。「おいしい」と言ってもらえてうれ

【全体での共有】

しい。地域の人や知らない人ともコミュニケーショ
ンがとれてうれしい。

花岡：後継者問題を解決しなければならない。

Project Mの学生は様々な大学の学生や同じ大学

問題が出ているからと言って活動自体に問題があ

の中でもそこまで深く震災の話を出なかったから

るというわけはない。

意見交換会に参加している。今までつながってい

職場では復興推進係というところで復興の計画を

なかった、もしくはそこまで深くコミュニケーショ

立てているが、役所でできることは一から作りだ

ンをとっていなかったが、震災がきっかけでコミュ

すということではなく、何かを支援するというこ

ニケーションをとれるということがよかった、と

とが基本である。地元のプレイヤー(今回はゾンタ

いう話を聞いて、伝えるだけでなくいろんな人と

ハウスの高校生、Project Mのメンバー)が始めた

のつながりを築いていくということは大切。震災

ことをどうやって力添えしていくかというところ

がきっかけで地域の見直しが進められているが改

の役割分担が明確だということが被災地を訪れて

めて感じ取った。70年後に続けていく。環境は違

明確だと思った。

いますが小さい子は育っていく中で、今あるのが

始めるということのエネルギーはある。

当たり前と思ってしまうが、本当にそれが当たり

HP,Twitterもすごい。そこで出ている課題をここ

前でいいのか。だからこそ語り継いでいく。そし

にいる大人たちや周りの支援している人たちも含

て何を学んで、私たちが生きていかなければなら

めて例えば「継続」が問題ならば、「どうしたら

ないのかを感じた。

解決していけるのか」ということに対して。お金
を出すということではなく対外的なPR、ゾンタハ

瓜生：山田に行ったときに公文をやっていて、小

ウスであれば東洋大生から「こういう方法で考え

学2年生算数の勉強を教えていた。よく考えたら、

たらいいのではないか」という方向性の転換の提

今小学2年生ということは震災時、2歳か3歳で震

言がこういった場で生まれてくる。

災を覚えているか覚えていないかくらいの年齢。

南相馬も高校が再開する。尾高駅から高校の通学

その子たちが今周りの環境を見て、防潮堤やショッ

路の中に高校生が集えるようなカフェを作りたい、

ピングモールがないという環境で暮らし、それを

ということでキッチンカーを自分で作って営業を

普通だと思ってしまっていることが感慨深い。自

始めた。（2016.12）

分は東京で大きな建物やビルが建っているのが当

役所、地域、こうやって今日のように関係を持っ

たり前だと思っているが、その子たちはその環境

た方々とどうしていくかを相談できる場というの

で育っているということが不思議、というか感慨

がプレイヤーの自分にとって必要だということを

深い。

改めて感じた。活動場所は違いますが、方向性は
同じだと思っているので、これからも情報を共有
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舟田：被災当初はやるべきことがこちらはすぐわ

い。この瞬間にこの建物にお金をもらっている人

かる。例えば道路、食べ物、水。直後に火事→消

はいない。大人もボランティア。少しでもお給料

す、助ける、薬、水、毛布など。

を払いたいがそれをするには高校の許可が必要だっ

いろんな問題が解決、満たされると心の問題。

たりしてややこしいことがあり、カフェをやって

時間が経つと考えることも変わってくる。

いるだけでなくてメニューの準備をしたり、たく

ゼミの皆さんがきたら「今日は何する？」と聞く

さんの負担を強いられている状況だなあ。

が「んー」と考えるくらい難しいので、地元の人

Project M語り部活動などで「若者から若者に伝

たちが喜ぶことを。パッとできて、楽しめること

える力はすごい。メディアなどで聞く震災の様子

をきっかけに作っていこうということに落ち着い

とは全然違って、説得力があって、メディアだと

た。なので山田に来るときはきっかけを作るよう

自分のことにはなんてことない、でも若者が若者

なものを持ってきてほしい。

に向かって話せば全く違う迫力を持って伝わって
来る。」

谷川：故郷愛に満ちた活動
Project Mは発信型、Z00cafeは活性化型という

上沢：小学校の頃に震災

感じだとは思うが、ただどちらも故郷愛が共通し

小学校ではみんな震災のことはわかっているから

ているのと地元の人と話す機会が得られる、とい

という雰囲気があってあまり活発に話をしなかっ

うのに価値を見出している。

た

カフェはお客さんと交流できる。お客さんの「い

だが、ゾンタハウスに来て少し離れた地域の子と

ろんな年代の人と話したい」というニーズがあっ

関わることでそこで震災の話ができるようになっ

て、そこに自分たちも答え、地元の人たちと話す

た

ことで元気をもらっているということもあり、

Project Mは中学生の時に同じ経験をした仲間同

Project Mの皆さんは地元から離れているという

士で絶妙な距離感があり、震災の経験を分かち合っ

こともあるので、Project Mの活動をしなければ

たり、時には口にしなかったりすることで共有で

地元の人と話す機会はない。Project Mも

きていた。高校で地元から少し離れたところに行

Z00cafeも自分たちのためになっている。

くと震災の経験に強弱があるので話がしづらかっ

Project M 最初は他の学生が参加する費用を

た。その時の話したい気持ち、聞いてもらいたい

Project Mのメンバーが自腹で賄って、招待をし

気持ちがここのシンポジウムの中で話すことで満

ていた。「ディズニーランドに行くのに招待して

たされ、そこでの出会いで聞いてくれる大人と出

いるわけではない、地元に招待しているのだから

会い、視野が広がっていった。

参加をしやすくするためになんとか費用を分担し

Project Mの2人は、まちづくりに関わりたい。

て賄った」と言っていて、参加者にとっては参加

当時の2人のアイディアは地元で公務員になると

しやすいかもしれないがメンバーにはとても負担

いう風に直結していたが、様々な人の話を聞いて

が大きい。今は全労済さんはじめ、支援を得られ

行く中でそれだけがまちづくりに関わる方法では

るようになって良かったが、そこまでしてでも活

ないと感じられるようになった。職業選択という

動をしたかった南三陸の若者とZ00cafeの高校生

意味でも範囲が広がっている。ざわちんに関して

も高校でアルバイトは基本的に禁止されている関

も、大学を受験して地元を離れることになるかも

係でどんなにカフェで働いてもお給料はもらえな
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しれないけどまた戻ってきたいという気持ちが強

70年前に原爆が落とされた日です。そう言った日

い。

に飯舘村に居られるということが不思議です」と

2つの活動を一緒に行う機会が欲しいが、場所的

いうのを聞いて鳥肌がたった

にも厳しいなあ、難しいなあ。

→70年以上も経って、ましてや自分が経験をして

どちらも地元だけにいると大学生に出会う機会が

居ない1日を大切な日として思い出している。

ない。 山田町ゾンタハウスに東洋大生が来てくれ

私たちがこうやって語っていくことが続いてくこ

て大学生がこんな感じだということを知った。

とで、70年後100年後などこれから岩手、宮城、

南三陸の子達は進学するか就職するかっていう選

福島で生まれた子たちに「おじいちゃん、おばあ

択をする時期に大学生と話をする機会があって気

ちゃんもこうやって被災してね」と話していくよ

仙沼に行って、そこで大学生がどんなものなのか、

うになるのだなあと思ったが、そういう風になる

と知って勉強するのもいいなと感じた。どちらも

かどうかは私たちが語っていくか語っていかない

地域の中にいるだけだと必要な情報が得られない

かで変わっていく。話す場をいただけているとい

ので、このシンポジウムを継続していることで価

うことがどれだけ有難いことかということを再確

値も見出せた。

認した。

東洋大生が「東京から山田町に行く意義を見出し

「Project M、Z00cafeは状況が変わっていくが

ていきたい。高校生が描く町の未来を応援したい

どうしたら継承できるのか」

けれども近くじゃなくてわざわざ遠い東京から行

語りの場を用意していただいている、されている、

く意味を見出していきたい」

参加している人たちもこれを考えて参加している
のではないかと思うが、自分たちが生きていたそ

金子：町がどんどん変わっていって便利にはなっ

の周りの激動や世の中についてやはり言葉にしな

てはいるが、便利になったからといって住みやす

いと頭の中だけでは整理できない。周りの景色が

い町というわけではない。ということが印象的。

変わっていって、形上は復興していても昔の姿で

これからも変わっていくと思うが、山田町に住ん

はない、違和感を覚えるという部分でも必要となっ

でいる人がいかに住みやすい町を作っていくかが

てくるのは語りの場。「言葉にすることで生き方

復興というキーワードに対して大切なことなので

を整理する」そういう場がないその人自身の復興

はかいか。

に結び付きにくい。震災前にアイデンティティが
形成されていたか、それとも後に形成されたかで

清水：「聞いてくれる人がいた」

震災が当たり前かどうかに繋がってくる。

鈴木さんは普段からこの場で話すような話を親と

自分自身は、震災の時に小さかった子たちが今を

していた。信頼できる大人がいる元でコミュニケー

当たり前だと思って生活しているというのも当た

ションを取りながら今の自分の立ち位置、これか

り前のことだと思う。中越地震、岩手・宮城・内

ら先のことを考えていくという構造が3人に共通

陸地震、阪神大震災はあったことであり、それが

している

「あたりまえ」という考え方になってしまってい
る。3.11の小さい子も同じく、生きている場所は

草野：話す場をいただけることがありがたい。

違うだけで考えることは同じなのではないだろう

夏に飯舘村に学習支援に行った。長崎県長崎市出

か。

身の男の子がいて、8月9日に「今日は僕の地元に
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阪神、中越地震の話を聞いたときにどう思ったか、

ある。「ここに入っていいのかな。どうしたらい

もしくはどう関わっていきたいのか、どう考える

いのかな。受け入れてもらえるのかな」と考えて

かというのが、東日本大震災時に小さかった子た

しまう。新しく入っていく人にとっては不安にな

ちが東日本大震災をどう考えるか、という考え方

る。新しい人が関わりやすいゾンタハウスや新し

のプロセスが似ていると思うので、そこをうまく

い後継者を見つけていくうえで重要な視点になっ

活用していけたらいいのではないか。それをする

ていくのかなと感じた。

ためには、自分たちも勉強をしていかなければな
らない。

Project M：元々外に発信しなければという思い
があって始めた。携わっていることで、企画して
いる側が見いだせるものや考えられることがある。

片山：カフェを手伝いに行くとそれだけで満足し

今すぐに下の世代に繋ごうということはあまり思っ

ちゃいそうになる

ておらず、焦っていない。これから大学が忙しく

ゾンタに2回、Z00cafe2回

なり、社会人になっていくというところでも、活

手伝うと高校生や山田町の方とお話し、直接的な

動が続いていくことが大切だと思うので、僕らが

かかわりができるので、それだけでZ00cafeを手

どういうふうにこれから関わっていけるか。関わ

伝ったという満足感が自分の中で生まれる。初め

り方を変えて僕らが主体的に関われることも考え

は「ゾンタに行ったら何をするのだろう」という

られるのではないか。

ところから始まり、Z00cafeをやって、こういう
感じなのだと思って満足した自分がいる。4年生

舟田：後継者問題を解決しないといけない。

になってもゾンタ、Z00cafeに行くがZ00cafe以

街角ギャラリーが3月で閉鎖。社会福祉協議会の

外で「なにができるのか」が課題。具体性はない

方がそこを借りたい、ということで今月契約をす

が、これからどうしていくのかという不安がある

る。日向ぼっこ、お茶っこ、週何回か4月からオー

ので、それを具体化して関わりたい。

プン。そうすれば高校生も加わり、年上になら引

言っても無理なことだしダメなこととはわかって

き継げる。

いるが「前の街に戻ってほしい」という言葉が印
象に残っている。思っていること、考えているこ

子ども支援ネットワーク

とを遠慮するのではなく出していける場所であっ

ラデシュに夢中だった。大学に入ってから、バン

てほしい、出してもらいたい。復興する政府関係

グラを知り、バングラのために何かしたいと思い

の方であっても何か昔のことを感じさせる何かを

グループを立ち上げて活動した。学生でやってい

残しながら復興というのもあり得るのではないか。

るプロジェクト。募金、バングラを知ってもらう

様々な形の復興があると思うから、「無理だ、か

勉強会、後継者など。卒業したら勉強会などは途

なわない」と思わずに勇気をもってもっと思って

絶えてしまったが、バザーをやるグループがでて

いることを言ってもらいたい。

きて事業の形態が変わったがグループは続いた。

若い人の勇気ある一言が大人の心を動かす。ゾン

「バングラデシュのために」というものがまだ続

タハウスは仲が良く、アットホームで素敵だが逆

いている。20年前に関わった人とはまだつながっ

に外部に人は入りにくい。自分はなんとも思って

ている。10年、20年会わなくてもつながってい

いなくても、そこのチームやグループの雰囲気が

られる。
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小野：18-20 バング

「支援者側」「支援者とは何か」

福島は姿は見えないが厳しい。姿が見えないだけ

支援という言葉が好きではない。する側、される

に共有できている人も少ないけれども、そこをど

側が対等じゃないように思えるし、支援に行って

ういうふうに宮城や岩手とつないでいくのか。

いると思っている私たちが支援されているのでは

「つながるものはつながるし、つながらないもの

ないか。当たり前だと思っていることが当たり前

はつながらない」

ではない（例:東京には遊べる場所がたくさんある

やってきて、これをやりたいと思ったらノウハウ

が山田町にはない）ということに気づかされてい

がほしくなる。どうやってやるのか教えてほしい、

る。そういうことが分かることが今の自分がある。

手伝ってほしい、というような人がいればやって

自分の知っている大人は先生か親で、対等な人ば

くれる。それが素敵な体験だったら自分もなにか

かりではない。学生たちのネットワーク、高校生

やってみたいと思う。

の活動が大人と対等に話す1つの機会なのではな

その程度でなければ、つなげるにつなげられない。

いか。
「語っていくこと、それを聞いてくれる場や受け

ゾンタハウスが本当に地元の方に支えられていて、

入れてくれる場の重要性を改めて認識したと思い

今後もどうしたいか、ということを東京にいる私

ます。」

たちが「ノウハウ、オカネ、応援部隊」を送るこ
とによって、新しい応援の形が見えたらいい。そ

森田：「若者」という世代に入ってきて、この中

れが良いと思ったら、高校生が大人になって支援

で次のステージをどう考えるか。

者や運営していく側に立ったときに老朽した建物

「子どもたちや若者たちの声を中心にいこう」と

のなかにもしかしたら若いエネルギーが入ってく

覚悟を決めた。

るかもしれない。

→そのとき生まれた子が小学生、小学生の高学年

良い体験、良い活動で誰もが入っていける場になっ

が高校生の高学年

ていればつながっていくし、つながっていかなけ

→ここから下に繋ごうとするのは「震災後の体験

ればそれはそれで仕方ないと思わなければ支援は

を共有する」ということになり、「被災体験」を

やっていけない。

共有するのは難しい。

次のステージは何か。

同じことを同じように経験しても思いが違うが、

共有したい、つながりたい、店に行く、一緒に話

その経験を共有していないものが伝えるというの

す、見る、話し合う

は非常に難しいことである。

「震災子ども若者白書を作ろう」

今高校生がやっていることを次につなげるという

どんな風に支えられたか、活動したか、どんなふ

ことは、震災と離れた形で受け止めてくれる人た

うに育ったかを語れる人たちが語り合い、語り繋

ちが出てくるかもしれない。

ぎながら白書を作る。これが次の世代の教材や読

→「震災後の地域を一緒に作っていく」という形

んで動きだしていく。教材なのか台本なのかはわ

でなければ震災という言葉で共有できることとい

からないがそういう風になっていくかもしれない。

うのは限られてくるのかもしれない。(宮城、岩手)

そういう場みたいなものを一緒に作っていくこと
が子ども参加の価値を作り出していくのかもしれ
ない。子どもにやさしい街づくり、子ども権利条
約の具体化というのは、子ども1人1人の希望や
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夢をかなえていくということを具体化しなければ
ならない。
教材はできたが匡はまだ子どもたちの声を聴けて
いない。
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（２）３月１０日
１１時〜１３時
衆議院第２議員会館１F
多目的ホール
活動内容
1.7年目の子ども支援に求められる視点と課題：
森田明美（東日本大震災子ども支援ネットワーク
事務局長 東洋大学）
2.20歳になった被災地の若者たちが取り組もうと
していること：南三陸町等で被災した子どもたち
projectM
3.高校生が被災地の復興のためにできること：岩
手県山田町ゾンタハウスZ00cafe
4.被災地における子ども・若者支援活動および南
相馬復興大学と若者活動が目指していること：花
岡高行（南相馬市企画課復興推進係）
5.被災した若者、支援者からの発言
6.関係省庁からの報告とコメント（復興庁、厚生
労働省、文部科学省、内閣府）
7.意見交換
司会進行：荒牧重人（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク運営委員 山梨学院大学教授）
：森田明美（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク事務局長 東洋大学教授）
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荒牧：第16回目の東日本大震災復興支援意見交

れども保育園幼稚園後にみな生まれた子どもたち

換会を始めさせていただきます。明日を前に改め

になってまいりました。今年２０歳を迎えた若者

てこの東日本大震災復興の子ども支援のあり方に

たちは中２の春にこの震災を迎えています。中２

ついて、この会は国会と政府と市民社会を繋ぐ、

の春というのは私たちずっと話をしてきてわかっ

それから被災地と中央を繋ぐ中で私たちこのネッ

たことですがとても大事な時期で、この子たちは

トワークは当初から子どもの意見表明参加という

義務教育を1年だけ受けてきた子たちですね。つ

ことに意義を置いて来ました。でもなかなか直接

まり義務教育は何ができたのかということを問え

若者から意見をもらうということは出来なかった

る年代ですね。これ以降の若者たち、今日実はこ

が、今回丁度日程もうまくあった部分もあり、ま

の人達の為に日程を組んだということなのですけ

た私たちのネットワーク自身が様々な皆さんから

れども、岩手県の山田町のところにあります山田

受ける支援を力にして、そして活動している子ど

高校は丁度機能と今日高校の入学試験の為にお休

も若者をどうやって支援していくのかというよう

みですね。そのため実は今日、昨日から上京して

なことを本格的に検討しておりますので、今回丁

くれて昨日はみんなで話し合い、そして今日議員

度日程がうまくあった若者たちにきてもらい発表

会館での交換会ということを行うことができまし

することになりました。丁度国会の会議中であり

た。明日は被災地で3月11日を過ごしたいという

年度末の中で国会議員の皆さんまた政府の皆さん、

ことなので今日これが終わったら急いで被災地に

お集まりいただきましてありがとうございます。

戻っていくという子どもたちです。今年はすごく

それでは、最初に本ネットワーク事務局長の森田

子どもたちの話を聞きながらですね、今回実は毎

明美さんから挨拶を兼ねて今回の趣旨や7年目に

回私たち子ども支援ネットワークが出してまいり

向けて子ども支援に求められる課題や視点を報告

ましたメッセージ、提言というのは子ども大人た

してもらおうと思います。お願いします。

ちの意見によって組み立てていくものにしたいと
いうことで、皆さんのお手元に今日発表したいと

森田：みなさんおはようございます。お忙しい中

いう若者たちと一緒に作ってきた、メッセージを

お集りいただきましてありがとうございます。今、

1ページから５ページまでになりますが作らせて

司会の方からお話しありましたけれども、明日で

いただきました。この中に震災から7年目という

震災から７年ということになります。私たち、震

ことで子どもたち若者たちはいったい何を考えて

災直後から震災の復興の中で子どもの権利という

いるのかということについて書かせていただいて

ことを具体化するということを国連やあるいや国

おります。特に私達が感じていることではありま

内の様々なNPO、支援団体と一緒に子どもたちを

すが、この意見交換会はよくある形ではあります。

中心にした支援の仕組みを一貫して考えてきまし

具体的には子たちが意見発表していくそれに答え

た。具体的には支援の当事者たちが当初集まって

ていくその形だけみれば、1回だけ見ればよくあ

いた会から、徐々に子どもが育って、そしてこの

る形ですけれども実はこれを7年間続けてきたと

7年目を迎える時には実は２０歳になった若者た

いうこと、この過程の中で日々支援者とつながり

ちがこのずっと私たちの意見交換会のなかで育っ

ながら毎日毎日支えられながらここを迎えている

てきた若者たちが20歳になってこの会を動かして

ということが私はとても大きな意味だと思ってい

くれました。それはやはり私たちにとってとても

ます。この毎日支えられていくということがどう

大事な時期でして、具体的にはよく言われますけ

いう意味を持つのかということがようやく彼らの
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言葉として受け入れられるようになってきて、私

ずっと言い続けてきたことです。すごい体験をし

たちもわかってきました。一番大事なことはなに

た子どもたちですけれども、今日見ているように

かって話が昨日丁度出てきました。話せること聞

支えられ続けてきた子どもたちは、果敢に地域の

いてもらえること、これをまじめに大人たちが受

未来を背負おうというところまで彼女たちは育っ

けていることそのことをする場や、人やそしてそ

てきています。このことを私たちは、見ていただ

れを具体的に応援していくような専門家がいる。

いて支援の在り方、ないものだけを埋めていくだ

こうゆう場や人というのがどんなに大事か、そし

けでは子どもたちの今がないということ、このい

てそれを支える様々チャンス交友者が重要である

まを続けていくためには未来の支え方というもの

ということが非常にクローズアップされてきまし

をもう一回見直さなければならない。それを私た

た。これは被災直後から大事なことでありそして

ち良く言いますストレングスの視点とか、エンパ

継続してこれが行われていくことが大事なことと

ワーメントアプローチとかいろいろ言います。つ

いうことです。ぜひ皆さんこのメッセージを読ん

まり一番は子どもたち自身が抱えている非常にマ

でいただきたいと思いますが、この３ページ目を

イナスな部分つらい部分もあります、しかしそれ

開いてください。この１・2ページ目の若者たち

以上にお未来に向けて生きなければいけないとい

のメッセージはこれを書き続けてきてくれていた

うところを彼らは支えていくということがどんな

若者たちが今日来てくれていますので、彼らがど

に大事かということです。これが２番目です。３

ういう風に成長してきたのかというのは発表を聞

番目の視点です。彼らはみんな誰でも支えるよと

いていただきたいと思います。

いう支援者によって支えられていました。子ども

私の方はそれを受けて一体支援者たちは何をし

たちを分断するっていうことは入り口のハードル

なければならないかということを最初に少しお話

をずっと上げてしまいます。義務教育のなかでや

しておきたいと思います。具体的には3ページに

られた支援というのがどんなに大事かというのが

５つの項目が書いてあると思います。まず私たち

ここでずっと若者たちと議論していくなかで語ら

は子どもたちと一緒に復興しなければならないと

れました。つまり全ての子どもたちが学ぶ教育の

いうことですね。だから若者たちの中に出てまい

場ですが、ここが大切にされなければならない。

ります、もう被災地は全くと言っていいほど被災

そして支援がきちんとされなければならない場な

情報が見えなくなってしまう、あるいはわかりづ

のですね。でこのことが、３番目です。そして４

らくなってきている、そういう中で生まれた子ど

番目。このひとりひとりの子どもたちをいろんな

もたちそれ自体がその中で生まれて育っていると

この５年目６年目７年目と年数を重ねていけば行

いう。そうするとじゃあ、震災というものをこの

くほど子どもたちの状況はバラバラになってきて

地域はどう共有していけばいいのか、あるいは日

います。このばらばらの状態をわたしたちは是非、

本中世界中に散らばっている被災体験を持ってい

この一人一人に寄り添える、あるいは話を聞くと

る子どもたちの話をいったいどうやって広げていっ

いうこと、話せる場というのを私たちは提供して

たらいいのかということが非常に重要な視点にな

いかなければならない。これが４番目。そして５

らなければいけない。この子どもと共に復興しな

番目です。子ども支援というのはどうしても後回

ければならない。それから2番目ですね、子ども

しにされます。なぜならば子どもの意見はなかな

たちのリジリエンス、これを大事にしよう。子ど

か聞いてもらえないし、発言する場がないからで

もたちは回復する力をもっている。これ私たちが

す。よく女性たちの主流化、ジェンダーの主流化
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とありますが、まさに子どもたちの問題、子ども

の若者たちが取り組もうとしていること、現に取

たちこそ主流にしていかなければならない。地域

り組んでいることについてまず報告しておうと思

の主流にしていく、すべて後回しにしないという

います。

ことがとても大事なことだと思います。この５つ
の視点を私たちは大事にしながら、７年目以降も

小野寺：ご紹介頂きました、この春1月に成人を

支援を続けていきたいし、子どもたちと一緒に復

迎えまして南三陸町の壊滅的な被害を受けた場所

興というものを考えていきたい。今日お話しさせ

地域で中学2年が、今成人になりまして若者代表

ていただくときにこの人達、子どもたち若者たち

として来させていただきました。また、神奈川大

はここで発言するためにずっと議論し続けてきま

学の小野寺と申します宜しくお願いします。さっ

した。この議論しつづけてきた結果というものを

そく、今取り組んでいることとしての活動を紹介

聞いていただきながら、最後にはこの２点を聞い

させていただきます。私たちが今行っている活動

ていきたいと思います。

はProject Mという活動です。この活動は2015

１点目ですが彼らはもう成人していきます。そ

年に宮城県の南三陸町出身の大学生私たち中心に

うするとだんだん個々の被災のところから離れて

結成しました。活動内容としては語り部活動とい

いかなければならない。この時期だからこそ、子

うものを通して東日本大震災の当事者としての震

ども若者の震災の白書を作るためにぜひご尽力い

災記憶の発信を若い世代を通して広く行っていく

ただきたい。今日子ども若者白書担当の内閣府の

というものです。もう一つは東北出身の学生メン

方もいらしています。ぜひ、この震災版をこの時

バーを呼び込んで、地元出身者が企画する被災地

期作っていただきたい。語れるようになった若者

ツアーというものを中心として、震災の過去と共

たち、そして記憶がだんだん薄れていく今、この

に進む東北の今を発信するというものを行ってい

時期でないと作れないと思っています。この１点

ます。活動に至る経緯やきっかけをご紹介します。

を先ず皆さんに共有していくのがこの会です。２
点目。若者たちも話してくれますが、いろんな活

私からはProject Mが活動に至るまでのきっか

動を今始めました。しかし、若者たちにはお金が

けを紹介させてもらいたいと思います。私たちは

ありません。ぜひ、この若者たちを応援していく

東洋大学の意見交換会を始め南三陸町で被災して

ような機関や基金がどうしても欲しい。この子た

から割と被災体験とか自分の思いを語る場という

ちが地域の担い手になっていくためには、場や基

のを支援として、結構早めの段階から与えて頂き

金や応援する人たちが必要となってきます。こう

ました。段々と語ることに慣れていき、自分たち

ゆうためにも私たちの力を合わせたいという風に

には語る使命があるということを実感してきまし

思っています。この２点を私たち今日の会議の中

た。東洋大学での意見交換会の中でもなにか実行

で若者たちと共有していきたいと思っております

出来たらと思っていたのですが、なかなか高校生

のでよろしくお願いします。

の力だけではどのようにしてやりたいことを形に
すれば良いのかというアウトプットが分からず、

荒牧：どうもありがとうございました。先ほど言

何も出来ずにいました。実際にそれぞれがバラバ

いましたように１ページからのメッセージにつき

ラの大学に進んだ時に、それぞれが同じような思

ましてはこの段階で公にしていきたいと思います。

いがあり、特に私は友達に自己紹介をした時に宮

プログラムに沿いまして、二十歳になった被災地

城県の場所すら知らないという現状を知りました。
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毎日メディアで被災地のことを報道されていたに

私たちは今までに大学1年生の夏にツアーを行

も関わらず、宮城県の場所すらも知られていない

い、また冬にもツアーを行い、大学2年生の夏に3

ということが本当にショックで、それからSNSな

回目のツアーを行いました。4回目のツアーは今

どを通じて仲間に発信したところそれぞれも似た

までは南三陸町でしたが福島県へいきました。第

ような気持ちをそれぞれの大学で感じていたので、

1・2回目のツアーはご支援を頂くことがなかった

簡単なことから始めてみようということで、ツアー

ので全てお金を自分たちで出し合って…運営して

を始めるに至りました。

行きました。ツアーは私たち4人ともう1人地元出

今行っている活動としては配布資料を見ていた

身の子の5人で企画運営しています。参加者はこ

だくと、すごく細かく載せていただきましたが、

の5人としてみてきました。第4回目の参加者の子

ツアーを2015年の9月から行い、その後東洋大学

たちも企画運営側としてまわってくれて、昨年の

の森田先生との出会いがあり、「

夏のツアーでは学生28人とあと全労済の方に参加

若者たち防災会議」だったり、ツアーに参加させ

していただき大人数になりました。ツアーでは震

ていただきました。また都内の高校の中で語り部

災当時の私たちが中学校で被災した状況を話すだ

講演を行う機会があり、年間を通して継続的に行っ

けでなく、震災前からの町の良さや人の温かさや

ているという状況です。主になっている活動とし

海や山などの良さを伝えることを見込んで、漁業

ては、やはり当事者として中学校で経験したこと

体験や地域の人との交流会をしました。昔からだ

を語るという語り部活動と被災地ツアーという二

けではなく震災後に新しく始まった事業や、最終

本になります。その活動について説明します。

日のワークショップでは南三陸町に限らずそれぞ
れみんな山梨だったり東京だったり参加者の人た

三浦：東北福祉大学2年の三浦です。私からは私

ちも地元の良さについて考えたり、自分の町で災

たちProject Mとして活動している中で基盤になっ

害が起ったらなどを考えたりしました。このツアー

ている、震災の語り部について説明させていただ

では初めは参加者の方になにか持ち帰って貰えれ

きたいと思います。私個人的に今もなお行ってい

ばいいなと思い始めましたが、実際にはそれだけ

るのですが、高校2年生の時から語り部を行って

でなく企画した私たちも町の良さに改めて気づく

いて、当事高校2年生の時は本当に震災時に体験

ことが沢山あり、とても有意義な活動だなと思い

したことや思ったことをただ伝えるだけというよ

ました。4回目の福島ツアーでは2回目に参加して

うな気持ちでしたが、今大学2年に入って私です

くれた私と同い年の福島県の友人が企画運営をし

と防災士の資格や将来の夢とも直結している事も

てくれました。

あり震災当時の状況だけでなく、防災士として防

福島のツアーの話をさせていただきますけども、

災の話を少し絡めたり、後は救護処置というのも

これは福島市出身の女の子僕らと同世代の大学2

講演の中で少し話したりというような形で、本当

年生の女子が企画してくれたのですが、彼女は前

に震災のことに限らず防災だったり救護だったり、

に僕らが作った南三陸町ツアーに参加してくれて、

南三陸町全体の事として記憶を発信していけるよ

今度はうちでもやってみようかなということで企

うな語り部の講演になっていっています。私たち

画するにいたりました。ただ福島市は福島県の中

語り部をする中で、話す中で自分たちの思いなど

心で直接の被害は受けてないのですが、同じ被災

を整理していけたのかなというふうに今振り返る

地のなかにいるというすごく複雑な気持ちを持っ

と思います。

ていたということでした。やはり同じ福島の中に
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いる、自分としてそれを他人事にしないで、福島

ようなシステムがこれから必要なのではないかと

の今を多くの人に伝えたいなという思い出企画し

思います。活動をサポートするようなところを復

てくれました。これを企画してくれたのは僕らの

興事業の中に「震災若者応援枠」というようなも

南三陸町のメンバーです。逆に福島に行くという

のを取り入れるべきなのではないかと思っていま

経験をさせていただきました。原発被害から復興

す。私たちとしては、震災を中学2年で受けて今

に向かう現場の様子を拝見させていただきました。

成人となった若者をとして地域にこの先の将来貢

これが様子です。やはり語り部活動を聞き、大学

献できるようなモデルとなれるように頑張りたい

生が中心となって浪江町出身の方が若者を取り込

と思います。ありがとうございました。

んで農業の観点からお花を育てて、東京の大学生
を呼び込んでプロジェクトを引っ張っている方と

草野：私はみんなとは違って福島県のいわき市と

どう信頼を築いていくかというのを肌で実感しま

いうところの出身ですが福島には原発という岩手

した。僕らもそうですが震災後にそれが発端になっ

と宮城とは違う問題が復興の過程でどうしても出

てしまいますが、地元に対して何かしたいという

てきてしまうので、私たち福島出身にしか分から

若者がいます。僕らを始め、山田町の子たちもそ

ないことがあると思うのでそれをお話したいと思

うです。ただ、これがきっかけとなって何かした

います。私は上智大学で勉強しているのですが昨

いとはありましたけどもこれを前向きにサポート

年の夏にほかの大学生と一緒に飯舘村に学習支援

してくれる方々が少なかったなと思います。特に

に行きました。その時に飯舘中学校の校長先生と

高校生や大学に入ってからもそうでしたが、まず

お会いし、お話する機会がありました。その先生

は前向きに子どもたちの話を聞いてくれる。お金

がおっしゃっていたのが「この飯舘中学校にいる

の面での補助をしてくれるということが、行政で

子たちを将来福島県出身ですと堂々と言えるよう

なかったなと思います。ですが私たちは故郷を離

に育ててあげたい。」というふうにおっしゃって

れて周りに伝えなきゃ今やらなきゃという事だっ

いました。その先生が私に「草野さんは福島出身

たので、最初は自己負担で周りの大学生を呼び込

と堂々と言えますか？」と聞かれたのですが、考

む経費を作って来てもらうというふうにしていま

えてしまいました。どうしても言える時と言えな

した。でもそこまでやって来てもらうということ

い時があります。みんなと楽しく話が盛り上がっ

で震災前には気づかなかったふるさとの良いとこ

ている時に「草野さんどこの出身ですか？」と聞

ろが見つかりました。今はその地域、地元に戻り

かれて「福島です」と言ったら震災どうだったと

たいと思う人が多いと思います。私事ではありま

か、原発大変だったとか聞かれたらこの話の盛り

すが、今年のこの春大学を辞めて地元に戻り復興

上がりを私の震災の話で火を消してしまっていい

に貢献するためにも林業の専門学校に転身しよう

のかなとか、だからといって「大丈夫です！問題

という決意をしています。震災によって元々から

なかったです」なんてそんな簡単に言える話でも

日本の自治体それぞれが抱えていた多くの課題が

ないので、ちょっと考えてしまいますねという話

震災によって浮き彫りになっていったということ

をしていました。

が事実だと思います。だからこそ、その地域の希

そんなことで、福島出身とういことが自分の人

望になるのが子どもたちだったはずであり、だか

生にどんな影響があったのかなと考えていた時に、

らこそ行政がその町で育った子たちの考えに親身

長崎県長崎市出身の男の子がいましてその子が発

になってサポートしたり、汲み取ったり、できる

した一言が私にとっては衝撃的でした。その日は
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丁度８月９日だったのですが、丁度原爆が70年

験しなかったこと、震災がなければ得られなかっ

以上前に長崎に落ちた日で、「今日は丁度僕の出

た力もあるのではないかと思います。被災地だけ

身のところに70年前に原爆が落ちた日ですが、

でなく、日本自体皆さんが未来を作る原動力とな

そんな日に飯舘村にいるのがちょっと不思議な気

ることを信じています。また今日も講演会でも皆

持ちです。僕にとってはとっても大切な日です。」

さんがこれから活動する基盤や支援などをしてい

という話を聞いて、70年も昔でたまたま自分の生

きたいと思います。

まれた地域に原爆が落ちたという日を自分の中で
すごく大切な日と話していて、私の中ではすごい

荒牧：学生の方、先生どうもありがとうございま

鳥肌の立つ思いでした。そうしたときに70年後

した。続きまして高校生の取り組みについてです。

100年後に福島に生まれてくる子どもたちは、自

岩手県山田町ゾンタハウスというところで行って

分たちのおじいちゃんおばあちゃんが被災してど

いるZ00cafeという活動についてです。

んな思いをしているのだな、福島出身ですって恥
ずかしくて言えないんじゃなく自分で経験したこ

上沢・佐々木・湊・坂本：岩手県山田町から来ま

とを子どもたちにきちんと話して、そういう子ど

した、岩手県立山田高校の上沢りえです。佐々木

もたちが生まれてくるか来ないか、そういったか

麗緒です。湊日和です。坂本未来です。高村侑奈

たちで育つか育たないかは自分たちにかかってい

です。初めに私たちの通っている山田町ゾンタハ

るのだなと感じました。毎回こういった形自分の

ウスについて説明します。山田町ゾンタハウスと

経験したことを発する場があること、今日もこう

いうのは特定非営利活動団体子ども福祉研究所が

やってお話しできて本当に幸せだなと感じました。

たくさんの方々の寄付や支援を受けて開設された

ありがとうございました。

こどもたちのための自習室です。部活動を終えて
おなかをすかせた子どもたちが1階で軽食を取り、

荒牧：ありがとうございました。今ですね、20

２階で自習をします。東洋大学の学生さんも長期

歳になった若者たちが語るということ、継承して

休みを利用してきてくれます。学習支援だけでな

いくということ、あるいは地域の担い手になった

く、地域の節分祭や秋祭、クリスマスパーティー

若者たちに現在どの様な支援が必要なのかという

などをして大学生との交流を深めています。次に

ことを話してくれました。ではここで伊藤先生お

私たちの行っている高校生カフェZ00Cafeについ

話しいただけますでしょうか。

て説明します。
当時小学５年生だった私たちは高校2年生にな

伊藤：宮城県選出の衆議院議員の伊藤と申します。

りました。そこでなんらかの形で支援してくださっ

私も丁度今中学2年の子どもがいますが、意見交

た方々に恩返しをしたいと考え、話し合った結果

換会6年間見ているうちにみなさんが成長してき

山田町が活気ある町になるのが一番ではないかと

たなと感じました。今日の発表も復興の強さにな

思いました。カフェの名前は"Z00Cafe"です。動

ること、やはり人間には苦難や不幸がありますが

物園のように私たちの笑顔でみんなも笑顔にした

それを生きる中でどう努力するか、行動するか、

いという思いと、ゾンタハウスが私たちにとって

協力するかということを越えて成長するのだなと。

第2の家であるように山田町の人にとっても第2の

同時にみなさんの成長を作りだすもとになったの

家のような場所であっとほしいと願いこの名前を

が震災かもしれません。逆に震災がなかったら経

つけました。ここからゾンタの"Z"をとりました。
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看板を作成するときも、東洋大学の学生さんに手

ンづくりなど沢山の人に支えられてやってきまし

伝っていただきました。参考として石巻にある高

た。今もカフェを開催するにあたって準備がとて

校生カフェ"かぎかっこ"に見学に行きました。か

も大変ですが、沢山のお客さんが来てくれて、お

ぎかっこに行く前に仮設住宅に住む約100人の方

いしい楽しいまた次も楽しみといってもらえるこ

にアンケートを取りました。結果は年齢に関係な

とが本当に励みになっています。そして、このカ

く話せるスペースの需要が高いことが分かりまし

フェからみんなを元気に笑顔にして少しでも復興

た。この春までに11回のカフェを開催してきまし

の力になれたらいいなと思っています。私は接客

た。最近は部活動などとの両立も難しかったです

をしているときに明るくということを心がけてい

が、午前中部活で疲れていても午後はお客さんの

ます。ラテアートをお客さんの前でやる機会があ

前では笑顔でがんばりました。場所はゾンタハウ

りますがその時にかわいいねと言ってもらえるの

スの１階を使っています。カフェのメンバーは今

がすごくうれしいです。お客さんの元気に負けて

日の５人とあと１人います。高校生は６人で行っ

しまうことがあるので負けないように頑張りたい

ています。東洋大学の学生さんをはじめとして様々

と思います。

な方に協力していただきました。カフェでは季節

私は厨房を担当しています。主にアイスドリン

に合わせて、クリスマスであればクリスマスツ

クを担当しています。最初はお金を取るのでそれ

リー、今年は酉年ということもあり鶏をモチーフ

に見合ったものを作らないと思っていましたが、

にしたりしました。今までのカフェの中で３回ほ

今はアンケートにおいしかった、また来たいと書

どアンケートを行ったのですが、まず年齢はこの

いていただけて本当にうれしいです。これからも

ような感じです。グラフからも高齢者の方が多く

Z00Cafeとして地域の方々を幸せにしていきたい

見受けられました。このカフェをどの様に知りま

と多います。私は会計を担当していますが、計算

したかという質問には、知人から聞いたテレビや

が合わなかったりすることがあってお金を扱うこ

新聞などで知ったという方が多かったです。初め

との大変さをとても知りました。私はコミュニケー

て来店される方も多いのですが、リピーターの方

ションをとるのが苦手でそれが会計に響いてしま

もいてうれしいです。また来たいですかという質

うこともありましたが、今はコミュニケーション

問に関しては、はいと答えた方が97％と多かった

を取れるようになりました。そしてこれからもカ

のですが、まあまあと答えた方が3％といたのが

フェを続けて山田町が活気あふれる街になればと

ちょっと残念でした。しかし、いいえと答えた方

思います。私は接客を担当しています。接客を担

がいなかったのはうれしかったです。アンケート

当してみて知らない人と初めて話をして、注文を

では感想欄があり、感想としては食べに来るのが

取るのがとても緊張しました。しかし、今は回数

毎月の楽しみと書いてくださった方がいて励みに

を重ねることにより少しずつ慣れてきました。こ

なりました。

れからも頑張るので応援よろしくお願いします。

今まで11回カフェを開催してきたのですが、の

皆さんもぜひ来てください。

べ482人の方に来ていただき、平均で約50人の
方に来ていただいています。私は厨房を担当して

荒牧：はい、ありがとうございます。ゾンタハウ

いてホットドリンクなどを作っています。自分た

スの彼らの居場所の1階の部分をその時だけリ

ちが０から始めたカフェなので最初は何をしてい

フォームして地域の方や高齢者の方に居場所とし

いのかわからなかったですが、メニューやエプロ

て提供しています。そういう意味では居場所を地
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域の人たちに広げていくという大きな決断だと思

て一つにまとまりつつあった自治体が震災によっ

います。本当にありがとうございました。続いて

て分化してしまったという形になります。

は、若者の支援でなかなか様々な助成金などもあ

震災前に比べて大きく変化したところを４つ上

りますがうまくいっていない部分があります。そ

げさせていただきます。

して、今南相馬市で若者たちが減った自治体だか

一つ目が人口減少です。７万人強いた人口が一

らこそ取り組みたいと始めた活動があります。で

時は１万人を切るほどまでになって資あったとい

は花岡さんどうぞ。

う形です。そして少子高齢化です。避難から戻ら
れる方もいますが高齢のかたばかりが戻られて若

花岡：福島県南相馬市福祉課から参りました花岡

い人達は外へ出ていくという形です。沿岸部から

と申します。簡単な自己紹介にはなりますけども、

山側にかけては原発の被害を被っている。最後に

もともと南相馬市の役員ではなくて3年前に南相

地域の分化というものができてしまっている。こ

馬市の市役所に災害派遣という形で東京都杉並区

れらを受けて、南相馬復興大学を平成２７年度か

から派遣されまして、この3月に3年になります。

ら設置をしておりますが、いわゆるユニバーシ

南相馬市で行っている行政の取り組みなどについ

ティーとされている東洋大学さんのような形では

てご説明させていただきます。南相馬市が昨年の

なく、大学生の取り組みを南相馬復興大学と称し

４月にほぼほぼ全面避難区域が解除されまして、

ているわけでございます。またそこに伴いまして

避難指示区域の小高区というところに２校の高校

レベルウォーという高校生たちの支援も行ってお

がありまして、そちらが新しい学校としてリスター

ります。でまず南相馬復興大学のコンセプトにつ

トすることとなりました。また、南相馬市から高

いてですが大学生の復興、市民による町、大学の

校生などに向けて無償のカフェ提供を始めました

活動をサポートするプラットホームを市としては

ので紹介させていただきます。まず南相馬市につ

作りますよという取り組みです。震災以降出てき

いてですが、皆さん震災以降よく耳にすることに

ているキーワードとして外部からの支援。大学生

なったのではないかと思いますが南相馬市は福島

をできかぎり受け入れていきたい。また、がむしゃ

県の中通りの北側に位置しています。原発から

らな活動力というものを外から持っていきたいと、

10km、20km、30km、30km以上といったすべ

市長発案おもと取り組んでおります。市として南

て含まれている特殊な地域になります。人口が震

相馬市復興大学に協力しているのが移動手段にな

災前は７万人強、震災後は６万ほどになっており

ります。南相馬市は車社会になりつつあるので市

ます。平成１７年に市町村が合併し南相馬市がで

内でのレンタカーというのを来ていただく大学生

きました。震災の時南相馬市はできて５年を過ぎ

を中心としたNPO団体さんなどに貸与させていた

たあたりでした。平成２９年を迎える今震災前よ

だいています。また、宿泊場所としても市の中で

りも震災後の歴史のほうが長くなっているのが南

研究活動ができるように市営住宅の一角を確保し

相馬市です。特に図面にも書かせていただきまし

ております。止まる場所がないということを回避

たが原発から20km、30km、といったところで

しております。活動拠点となるところをつくりま

国の支援等は変わってきていますが、偶然で仕方

して、最近の研究活動がどこに行ってもできるよ

ないとしか言いようがありませんが、旧市町村で

う電源の確保やネットワークの完備などをしてお

線引きをされてしまった。せっかく南相馬市とし

ります。最後に本年度より始めたものになります
が、１事業約30万を上限とした補助費用を始め
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ました。これらにより、南相馬市をフィールドと

みを考えていかなければならないと思いました。

した研究活動が市民の復興につながると考えてい

私からの報告は以上になりますありがとうござい

ます。それらを私はサポートしたいとおもってお

ました。

ります。最後におむすびの紹介をさせていただき
ます。キッチンカーを自作して小高を結ぶ場所を

荒牧：ありがとうございます。この南相馬復興大

つくりたいという思いから始めました。大きな場

学というのは内部の不足している若い力を外から

所でやるのではなく、キッチンカーという小さい

沢山の若者たちを集めながら、模索しながら行っ

場所で小高の人を結んでいきたいと思いました。

ています。ありがとうございました。

相馬の歴史の中で小高は特別なところになるので

ここで山口先生一言いかがでしょうか。

すが、相馬藩の神社が小高にありました。その神
社を囲むようにできているのが小高町です。映画

山口：参議院議員の山口と申します。途中から来

「君の名は」でも結びという言葉が印象的な言葉

たものでしっかり話を聞けていませんが、今の話

として出てきていますが、神社の神様を中心とし

を聞いて街づくりがしっかりできてきているのだ

て町は栄えてきたという意味合いも込めてこの名

なと思いました。どんな時も社会や地域は夢を持

前にしました。コンセプトは高校生が望む場所を

つ子どもたちを支えていなければならないなと感

作りたいというのが第一です。東京大学の先生た

じました。いじめの問題がテレビでもでています

ちを中心に高校生は何が欲しいかというアンケー

が、はっきり言って日本もこんなものかこんな国

トを行ったところ、大人であれば病院なりといっ

なのかと思ってしまいます。でもこれを機に日本

た回答になるおのが高校生だとおしゃれなカフェ

はこんな国ではないと皆さんが発していくことで

が欲しいという回答があった。友達と長時間話せ

大きな力を持つと思います。将来、大変なことも

る場所が欲しい。勉強ができる場所が欲しい、ゾ

つらいこともたくさんあったけれどなんてすばら

ンタハウスもそうですが家や学校でなくみんなで

しい町ができたのだと思えるような町を作っていっ

勉強がしたいという意見がありました。市の職員

てください。大人たちも支えますので。こんなに

という立場を越えて高校生と一緒にキッチンカー

いい話を少ししか聞けませんでしたがありがとう

に色を塗ったりしました。そして12月に開業しま

ございました。

したが、駅と学校の間にありまして駅の待ち時間
に使われる形になっています。常磐線は1本逃す

荒牧：ありがとうございます。ここで被災した若

と1時間半駅で待たされることとなりその姿を見

者たちということで福島から旭川に出て、今は東

ているのがつらかったために作りました。そして

京にいる鈴木くんがいらっしゃっているので、昨

最後のまとめにはいりますが、これから南相馬だ

日もずっと発言していろいろ考えてきてくれてい

けでなくいままで避難指示区域だった地域には徐々

るのでどうぞ発言お願いします。

に新規の移住者が増えてくると思います。もとも
と小高区1万人いた地域に帰ってきたのは十数パー

鈴木：ご紹介いただきました、福島県郡山で被災

セント火度です。人数がへったからと言って課題

しまして、5月に旭川に母子で自主避難しました。

は減らず、むしろ増える一方です。小高くや南相

鈴木といいます。自主避難者というと生活物資の

馬市、福島県の未来を作っていく子どもたちの声

打ち切りやいじめの問題などあるかとおおいます

を、できれば大人も含めて活動できるような仕組

が、僕自身特になく今も大学に通っています。今
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までの話を聞いていて自主避難者としてもやっぱ

母さんや子どもたちはいまだ不安を抱えながら過

り聞いてもらえる場は大切だなと思いました。自

ごしています。震災復興は宮城、岩手は復興が目

分から、被災者とも言いづらい、なんなら自主避

に入るが、福島は復興すら時が止まった時のまま

難者ともいいづらい。理解してくれる人もいれば

にしてあるものもある。福島にはまだまだ支援が

あー自主避難者だといわれる場合もあります。で

必要です。これからもよろしくお願いします。

すが周りの人達に話を聞いてもらって自分の気持
ちの整理がついたこともあります。直接かかわる

荒牧：ありがとうございました。子どもたちが日々

ことがなくても何か支援できることがあるかもし

育っていくのですが、暮らしを支援していくとい

れないということが社会学を専攻している理由に

う視点と継続性ということは子どもたちの希望を

もなっています。やはり話す場というものにどれ

つなぐ非常に重要な視点だと思います。今日皆さ

だけの支援が必要かわかってもらえたと思います。

んのお手元に宮城県子ども総合センターの鈴木さ

これから将来つなげていくためにも話していきま

んがいらっしゃっていますので、宮城県としての

すし、僕らが大人になったとき話を聞いてあげる

取り組みをお聞きしたいと思います。

ようにしたいなと思います。ありがとうございま
す。

鈴木：始めまして。宮城県子ども総合センターの
鈴木といいます。私どものセンターはもともと子

荒牧：ありがとうございました。丁度福島の郡山

どものメンタルや子どもの療育について支援して

で母子家庭の支援をされているしんぐるまざーず

きました。平成２６年に心のケア推進班が結成さ

ふぉーらむ福島の遠野さんに少し発言していただ

れました。子どもの心のケアに対応できる場を作っ

きたいなと思います。

ていく形でした。一つ目は支援者の対応力の向上、
連携共同体制の強化という二つ目的をもっていま

遠野：福島県郡山から来ましたNPO法人しんぐる

す。今日はこの事業の成果について説明していき

まざーずふぉーらむ福島の遠野といいます。しん

たいと思います。一つ目が気づきや学びの場を提

ぐるまざーずふぉーらむ福島は2011年の原発事

供できたことで、先生方や保育士さんたちが対応

故の直後から、東洋大学の森田先生に支援してい

力の向上ということに力を貸せたのかなと思いま

ただきました。お母さんたち特に子どもたちは母

す。二つ目、医師や心理士が巡回の際に助言をし

子家庭という経済的な関係上遠くに避難すること

ていましたが、その助言が先生方の不安を取り除

ができず、子どもたちがどれくらい被爆してしまっ

き、励ましになったという声が先生方からあがり

たのかという不安に駆られていました。そんなお

ました。三つ目が研修等で連携のあり方を学んで

母さんたちに支援をということで毎年東洋大学の

いただくことが出来ましたし、また事業を通すこ

セミナーをお借りしてそこで内部被ばくを減らそ

とで関係者が集う場所でもあったので、そこで顔

うということで2泊３日のサマーレスパイトデイ

の見える関係を作るというところで寄与出来たの

ズという名前で避難をしております。県外への一

ではないかと思います。四つ目ですね、当班が現

時避難を承諾していただいているのはうちだけな

場や学校地域に行くことで子どもの心のケアの大

んじゃないかなと感じております。だんだんと震

事さを啓発できたのではないかと思います。今の

災関係の予算は減らされ、なるべく福島県内で活

小学校・幼稚園の実情をお話しさせていただきま

動するようにと言われている。福島県内にすむお

すと、よく学校とかで耳にするのが生活背景の不

105


安定により不登校になり、家族機能の低下により

思いますのでよろしくお願いいたします。それで

愛着や発達に低下が見えている。この三つが大き

は復興庁からお願いします。

な問題として危惧している。実際宮城県の子ども
の状況をデータで見ても虐待ですとか不登校が一

復興庁：私復興庁からまいりました田淵と申しま

番数値としても高く数位しておりまして、今後も

す。私のほうから子どもに対する支援法について

子どもの心のケアは必要だということは感じてお

ご説明させていただきたいと思います。正式名称

ります。今年度から宮城県では子どものケアに対

は少し長くなってしまいますが、東京電力原子力

する支援体制の充実というのが図られてきました。

事故により被災した子どもを始めとする住民等の

やっとですけれども。教育の面では我々のアウト

生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関

リーチの手法を生かして学校支援を作ることが出

する法律という正式名称になっております。これ

来ました。あと、われわれの保険福祉のほうでも

を我々は子ども支援法と呼んでいます。これは震

県内三か所にある宮城心のケアセンターというと

災発生の翌年平成24年に各党、与党野党含めて

ころに、子どもの心のケアも委託して大人からど

全会一致で法律として可決されたものになります。

もまで切れ目のない支援というものを実施してお

この内容なのですが、被災者の方々主に福島の方々

ります。そういった機関が連携しながら現場や現

なのですが、不安の解消、安定した生活には包括

場を支える県というのも、自分たちの役割をしっ

した支援が必要ということで具体的な事業という

かり確認して、連携する機会を多くして地域にお

より国がどうすべきであるかがかいてある法律と

ける支援の質というのを上げていけるのではない

なっております。先ほどご紹介いただきました、

かなと思っております。国のほうも変わらない支

どういった施策なのかが記載されたものは復興庁

援を宜しくお願い致します。

だけでなく各省庁で子ども支援法に基づき取り組
んでいるものでございます。まあこれだけでなく

荒牧：ありがとうございました。それではここか

たくさんありますが、一部ご紹介させていただき

らですが、各省庁からの今回この回を開催するに

たいと思います。放射線の影響による健康の影響

あたって事前にお渡ししました子ども若者復興白

調査やそれに対する医療の提供スペース、自然体

書これについての実現の可能性と、特にですが子

験活動を通じて心身の健康を保持する活動、ある

ども若者を支援していくファンド、応援のための

いは住民の住宅の確保など様々なものがこの法律

仕組みですね、あるいは支援の場、それから特に

に基づき行われているものであります。この子ど

今まで子ども若者たちがいろいろ支援を受けてき

も支援法は福島から非難されている方あるいは避

たことの中でいわゆる義務教育の中での震災から

難地から福島に戻られる方あるいはそのまま継続

の復興ということのサポートと同時に、高校での

されて避難し続ける方がそれぞれの生活を安心し

復興サポートというのが非常に弱かったと若者た

て行えるよう取り組んでいきたいと考えたもので

ちの発言から出てきております。こういった中で

ございます。具体的にこれに基づいていろいろな

一体どのような行政としての取り組みをしている

施策を進めていることに関してはそれぞれ取り組

のかということをその可能性、今の取り組みの状

んでいる各省庁に聞けることだと思いますので、

況をご発言頂こうと思っております。復興庁、厚

説明としましては以上にさせていただきたいと思

労省、内閣府、文科省という順でご発言頂こうと

います。
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荒牧：ありがとうございました。それでは厚労省

内閣府：青少年施策を行っております斎藤と申し

のほうからお願いできますでしょうか。

ます。私どもで担当しています子ども若者白書に
つきまして、平成26年度以降に被災地で活躍した

厚生労働省：資料の3枚目ですけれども、被災し

若者たちの活動が掲載されておりますが、今後の

た子どもの健康生活対策等総な合支援事業がござ

掲載等についてどうしていくのかという質問をい

います。先ほど復興庁の方から説明がありました

ただきましたがそちらについて回答させていただ

一枚書きで言いますと右側の一番上でございます。

きます。私ども毎年子ども若者白書という形で国

二つ目の子どものいる家庭等への訪問による心身

会に提出をしておりますけれども、国の子ども若

の健康に関する相談支援というものの設置、子ど

者の施策についての基本法になりなすけれども、

もの心身のケアなどを行っております。厚労省の

子ども育成推進法こちらに基づく臨時報告という

資料に戻りますが、概要としまして被災した子ど

形で国会に提出させていただいています。中身は

もの支援は長期的な目が必要だと思っております。

ですね非常に広範囲になっておりまして教育福祉、

それで今話をしました各々の事業を復興庁の被災

保健医療と更生保護ですとか幅広い分野を扱って

者支援総合交付金の中で事業を行っております。

いるような文書になっております。あのわたくし

対象事業としましては（１）から（６）までとなっ

どもの白書の知名度が低いのかなと反省もしない

ております。特に（１）の仮設住宅に住んでいる

といけないかなと思うのですが、あのご指摘いた

お子さん自宅に帰還した子どものいる家庭を訪問

だきました平成26年度以降の子ども若者白書に

しまして心身の健康に関する相談、傾聴、子育て

つきまして、平成23年よりコラムを掲載しており

サロンの開設等により支援をしております。対象

まして、頑張っている若者等の取り組みを紹介さ

につきましては、子育てされている親御さん、妊

せていただいているところであります。現在平成

産婦さんへの訪問なども対象になっております。

29年度版の白書の作成に取り組んでおりますけれ

二番目としまして、仮設住宅で暮らしているお子

ども、事例などといろいろ緩和しながら検討して

さんへの環境づくりということで、居場所づくり

いるところでありますので、地域で頑張っている

が一点、遊び場を配置するということでございま

若者、被災地の若者に限らず、今頑張っている若

す。三点目が遊具の設置または子育てイベントの

者を全国の子どもたちのお手本になるような活動

開催とでいうことで今この事業を福島県数多く出

が多いと思いますので、事例等勘案しながら引き

ていますが、室内で遊ぶお子さんに児童館または

続き記載内容等検討していきたいと思います。以

体育館に大型遊具を設置しております。（４）で

上です。

すが親を亡くした子どもたちへの相談援助という
ことで子どもの心のケアセンターを３県、岩手・

荒牧：それでは文科省のほうからお願いいたしま

宮城・福島に設置されております。専門の職員に

す。

よる被災した子どもへの心身の健康の相談を行っ
ております。また子ども支援者の研修、被災した

文部科学省（子どもたちの心のケア担当）金子と

児童同士の交流会などを設置する事業となってお

申します。文部科学省としましては東日本大震災

ります。ご案内６番目に関しては食の安全などの

で被災されました子どもたちのケアを図るために

イベントも行っております。以上です。

毎年度スクールカウンセラーを派遣する経費を調
整しております。こちらはもちろん高等学校も対
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象になっています。被災した幼児、児童の心のケ

でも放射線の副読本の活用をしております。以上

アは中長期的な支援が必要だと考えておりますの

でございます。

で、平成29年度の予算案においても全額国公補助
の交付金事業を予算計上させていただいていると

文部科学省（キャリア教育担当）神谷と申します。

ころでございまして、引き続き被災地の自治体と

復興支援というくくりではありませんが高校生の

連携を取りながら支援をしていきと思っておりま

キャリア形成という部分でご質問がありましたの

す。

でお答えさせていただくのですが、自らを形成し
ていくキャリア教育は非常に大切だと思います。

文部科学省（奨学金担当）：新谷と言います。よ

この中で教育委員会においては、地域の産業と連

ろしくお願いします。奨学金のことにつきまして

携を図りながら地元企業への職業体験やインター

は東日本大震災において経済的困難な高校生にお

ンシップの開催を推進しております。その取り組

きましては奨学金を行う場合その全額を国で支援

みによって地方創生の観点を地元への就職という

しております。この奨学金におきましては地震や

ものに促進できるのではないかと思います。以上

津波で被害を受けた方はもとより子ども被災者支

です。

援法が制定されたことを踏まえまして、福島第１
第２原子力発電事故による災害を理由として他の

森田：以上でしょうか。それでは以上ですが各省

地域に避難されている高校生も対象となっており

庁からの発言がありました。あの一つはここから

ます。また、都道府県により貸与基準返還基準な

ですが、25分ほど時間が調達できました。たく

ど柔軟な対応ができるような仕組みになっており

さん国会議員の方もいらっしゃっているので、こ

まして、通常都道府県が行っている貸与型の奨学

のやりとりをしながら途中でご発言を求めていき

金よりも手厚い支援が受けられ実績としましては

たいと思いますけれども、今日の各省庁からの発

平成23年から27年にかけて約3万人の子どもたち

言ですが一つはやはり私たちが最初申し上げてい

がこの制度を利用しています。以上でございます。

た二つの大きな課題の一つはやはりこの時期だか
らこそ子ども若者の復興白書をやっぱり総合的に

事前の問い合わせで放射線に関する問い合わせ

作ってほしいということ。やはりここで明らかに

ございましたのでご説明させていただきます。子

しなければ子どもたちの記憶もなくなっていくし、

ども支援法の中で放射線が人の健康に与える影響

それから事実自体もなくなってしまう。白書をど

に効果的な予防方法を提供するということでそれ

うつくったらいいのか。それからもう一つ昨日も

を踏まえまして文部科学省のほうで平成26年に放

子どもたちの発言からでていたのですが、たとえ

射線の本を作成いたしまして全国でも小中高に対

ば副教材今文部科学省が学校教材をつくってらっ

して合計1200万発行しているところでございま

しゃるわけですけれども、阪神淡路の時と比較し

す。また、文部科学省のウェブサイトにてこの本

てみると本当にいったい何円かかるのだろうか、

の電子媒体をおいていましてこれを引き続き活用

このことを子どもたちにしてみるとどのように震

したいと思います。また先ほど、避難者のいじめ

災の体験というのを語り継いでいくのかを体験や

の問題がありましたけれども、昨年の12月に都

教材としていくのかというのですが各省庁のなか

道府県・教育委員会に通知がございましてその中

でいただきたいというのと、もう一つがですね若
者たちのキャリア教育の中でも話があったように
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被災地の中で若者たちがいろいろな活動を始めて

路との関係で今放射線のことでまだいじめの話と

きているとこれにたいするスポット的な支援とい

かもあるということで引き続き各学にこの放射線

うのはかんがえられないのか、あるいは子ども若

の副読本について活用してもらいたいと思います。

者を総合的に応援していくような心のケアという
のは一つだと思いますが被災地の中だからこそ子
どもたちの居場所としてきちんと機能しながら、

荒牧：あのもっと具体的に聞きますとさきほどの

この子達を応援していくそういった場をきちんと

Project Mのような活動についてなんだか、実際

作れないのか。これは心のケアセンターとどう協

に政府がやってないと思っていて、いろんな事業

力してくのかという点もおありなのかと思います

施策が現場に届いていないというもどかしさは政

が、子ども被災者支援法を今後どういう風に当事

府もあると思うのです。Project Mのような活動

者、子ども若者たちの声を聴きながらどういう風

をする場合に使える事業とか資金というのはある

に支援をしていくのかの方針についてどなたかも

のかどうか。アドバイスしていただき、こういっ

う一度発言頂けないでしょうか。それを受けて国

たのが使えますよといっていただけると、若者も

会議員の方々からの発言をいただきたいと思いま

さらに元気に活動できると思います。いかがです

す。

かね。何かそれを全部自治体に任せるのかそれと
も政府のお金施策を活用できますよとアドバイス

内閣府（子ども若者白書担当）：先ほど私が説明

いただけると助かるのですが。

したものの繰り返しにはなってしまいますが、子

それでは考えてください。これだけ１時間も発

ども若者白書というのは子ども若者推進育成法の

言してきたわけですから、何か答えていただきた

臨時報告として挙げさせていただいていますが、

い。メッセージだけでなく対話をしていきたいと

今の子ども若者白書の中でと考えますとコラムで

思っているのでお願いしたいと思います。

手厚くするとかそういったところが限度なのかな

先ほどの子ども推進育成法の具体化という話で

と思いますね。今提案いただいている、子ども若

若者の声を具体化できないかという話をいただい

者復興白書といったかたちになりますと、また別

たと思うのですけれども、それに関しましてわれ

のものが必要となりますのでまた内閣府だけでな

われも普段いろんな場で意見交換させていただい

く復興庁さんはじめ他の関係省庁と連携してとい

て、被災者の方の生活支援であるとかいろいろな

う形になりますので今すぐに可能性について回答

声を常にいただいている状況でございます。それ

は難しいと思います。

を踏まえてどういった対応を取っていくのかとい
うことはなかなか一概にすぐにこうしましょうと

荒牧：はい、ありがとうございます。こういった

はなかなかいろんな事情があるので難しいところ

発言でかまいません。彼らの思っていること、感

ではあるのですけれども、今いただいた中でどう

じていることを今現段階で各省庁は回答できるの

いったことが出来るか総合的に考えてこれからやっ

かという形でかまいませんのでお願いしたいと思

ていきたいと思います。

います。

あの、ぜひ政治家の人たちが来ていますので応
援してもらってですね、若者たちのところに新し

文部科学省：二点目の学校副教材の話で、放射線

いファンドが出来てくるとか、活動をするときに

副読本の話をさせていただいたのですが、阪神淡
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先ほどの南相馬みたいな新たな取り組みが誕生し

はずなのに、縦割りの弊害みたいなものがここに

てくるとなんかやる気が起きますよね。

きてまた、世実技出ているのではないかと思いま
す。ぜひ復興庁設立の目的を思いだしていただき

小野寺：そうですね、震災が機となって地元に貢

取り組んでもらいたいと思います。また、子ども

献したいとおもいましたし、そういった思いのあ

被災者支援法のくくりではいろいろ心配があるも

る若者が増える中でどこに頼っていいのか、僕ら

のですから、これから委員会のなかで議題にさせ

も自費で始めましたし。でも応援してくれるのが

ていただきたいものでありますが、また今福島特

自分たちの地元や地域として応援してくれるよう

措法の改正案が委員会に出されますがこれについ

な仕組みがあれば、窓口があればすぐにでも頼り

ても子どものいじめ対策ももりこまれていくこと

たいですし、これこそが有効な政策になっていく

になっています。若いみなさんと一緒になって頑

のだろうなと思います。

張らせていただきます。ありがとうございました。

不明：えっと、今の段階は山田町のゾンタハウス
もProject Mも市民社会が応援して継続活動と発

荒牧：先生はいつもこの会場を設定するときにお

展を支えていますが、この支えというのが市民社

世話になりますが、私たちよく言いますが児童福

会とはやり続けるというのはもちろんその必要性

祉法の改正があって子どもの権利条約の具体化と

を感じているのだと思いますが、なかなかやはり

いうのは日々の子どもたちの暮らしが良くなって

限界があると思いますので、こういったものをや

いかなければ、悪くなってからでは救済はおそい

はり広げていって全体化していくっていうことが

ので、いじめの起きる前の地域がみんな本当に仲

ないと、本当に18歳選挙権が実現して若者たちが

良くしていけるように頑張ってもらいたいともい

主人公として生きていこうとする中で、特に被災

ますが小宮山さんいかがですか。

地はこの人達が担っていくのですから、こういう
人たちを応援できる仕組みを総合的にできればい

小宮山：民進党衆議院議員小宮山泰子です。先生

いなと思っているところでございます。

の話聞きながら大変だなと思いました。私自身は
埼玉県の川越出身でどちらかというとまだ福島か

不明：みなさんお疲れ様でございます。あの、学

らの自主避難者の方がいます。埼玉県下もかなり

生の方々の発表を聞けなくて申し訳ございません。

いらっしゃり、親戚も東北に多いという状況で、

今日は委員会がありましてそれが終わってから参

なかなか情報共有が出来ないのが自主避難者の現

りました。このあと１時から再開なもんですから

状であります。また、居住のほうの支援の打ち切

戻らなくちゃいけないですね。今レポートパワー

りで子どものことを選択した、子どもを切り捨て

ポイントを見させていただいていたところです。

るしかないのかなという非常に大変な面に直面し

ついこの先週末宮城県の沿岸部回ってきました。

ております。子ども被災者支援法を作りましたが、

本当の意味での復興はまだまだ先が長いなと思い

やはり何を選択するかというのが上からではなく

ました。その主人公はまさにみなさんたちだなと

自分から選べるのが日本のいいところだと思いま

思います。先ほど役所の方たちもいろいろと答え

すし、それに向けて私のほうも頑張っていきたい

てくださっていましたが、復興庁というのはそれ

と思います。

こそ各省庁を束ねて復興のまとめ役としてやれる
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荒牧：川田さんお願いします。

作ったはずなのですが、そこまで至っていない。
法律はいつでも変えられます。もっとこういう風

川田：みなさんこんにちは。私も19歳の時に薬

にしてくれ、使いやすくしてくれとみなさんがいっ

害塩素の問題は実名公表で国と裁判をして戦って

てほしいし、政府にもいってほしいのですが、そ

いました。大学生活の時でした。ちょうど皆さん

れからマスコミにもぜひ行ってくれればと思いま

と同じくらいの時に戦ってきたわけですが、日本

す。やはり世論が声を上げていくことでしか社会

の子どもの権利条約の批准が1994年でちょうど

は変われないと思いますので、例えばカフェをや

批准した年に立教大学で子どもの権利に関するシ

ればテレビが来たりマスコミは若い人たちがやる

ンポジウムがありまして僕はそこで初めて意見表

と取り上げてくれたりしますよね。こういったこ

明をさせていただいた覚えがあります。子どもが

とを通じてマスコミの力を借りられますし、今日

声を上げることによって社会を変えていこうとい

の皆さんの声が白書に綱がると思いますし、内閣

うのが僕は非常に大事なことだと思いますので、

府の人も言っていましたが、そこに白書を作って

ぜひ皆さんの発表していただいたのを見ることが

いる人がいますので、声をちゃんと白書につなげ

できなかったのは残念ですが、本当に大人も子ど

てくれと先生がいうのではなくみなさんがいう方

もも自分の意見をしっかり言っていくっていうの

が効果はあります。福島の白河は母親の出身地で

がすごく大事で、何をしてほしいかを直接言って

して、母親の親戚が福島にたくさん住んでいたり

いいと思います。例えば、山田町はまだ鉄道出来

とか、最近岩手の客員教授になったりと被災地と

てないですよね。鉄道を復旧してほしいとかです

いろいろ関係はありますので、私も他人ごとでは

ね、特に若い人たちが使うものですよね。そういっ

なくしっかりやっていきたいと思います。

た声を上げてもっと早く復旧してくれと。でいま

あと本日ちょうど復興特別委員会がありまして、

復興大臣は国鉄出身のひとなので鉄道に思い入れ

大臣の所信表明を聞いてきましたが衆議院でも特

があるそうです。ぜひ、復興大臣東北ではないで

別委員会がありまして、こういった議事録はウェ

すが鉄道マンだったはずなのでみなさんがもっと

ブ上でも見ることが出来ます。すごくいい質問に

鉄道早く復旧してくれといえばやってくれるかも

対して国会議員がこういったことをやってくれと

しれないですですし、今回は長靴発言して辞めちゃ

復興庁にいっています。バスのルートを仮設住宅

う人もいましたけれども、本当に世界的に恥ずか

だけでなく、復興住宅のほうまで回してくれとか

しい人だと僕は思っています。それこそ逆に逆手

皆さんの使い勝手のいいように設備や予算はもっ

にとってなにをやっているんだとおとなは何やっ

と具体的にこうしてほしいということが大切だと

てんだと、大人としてもっとちゃんとしてくれと

思います。その時に国会議員や、与党の権限の強

言っていいと思いますし。

い先生の力を借りて、皆さんの声を届けて社会を

それとぼくは今回子ども支援者推進法を作った

動かすということが社会を変えることができます

のは国会議員の声からできたものですが、やっぱ

ので、これからももっと遠慮せずに文章でも構い

り自分の薬害エイズの経験から、二度と子どもが

ません、もっといってください。皆さんの声で私

社会に訴えて裁判で勝たなくても、国が被害に対

たちも動きやすくなりますのでよろしくお願いし

する損害賠償をしっかりすべきではないかと、子

ます。

どもたちが戦わなくても子どもたちが検査を受け
られて、国としてそういったことを認めるために

111


荒牧：ありがとうございました。だいぶ時間が限

聞いてもらえるようにしてほしいなと思いました。

られていますが大学生の皆さん何かご発言ありま

ありがとうございました。

すでしょうか。何か聞いてみてご感想ありますか。
荒牧：はい、ありがとうございました。私たちこ
のネットワークはですね、支援する支援されてい
草野：中２の春に被災して、それからいろいろな

るなど一方的な関係にしないと、だから子どもの

キャリア教育などを受けてきましたが、すごく私

権利というのを基本においています。子どもたち

はラッキーだったなと思います。いつも思うのが、

は未来の未来で終わらない、今を生きる主体とし

大人が何かやってくれるだろうという大人だより

ての子どもたちの声をちゃんと聴いていくことが

のところが良くないなと思います。子どもだからっ

必要です。ぜひこの７年目のネットワークのメッ

て思うのはすごく寂しいなと思います。私は成人

セージは単にメッセージで終わらせるのではなく、

して大人になってしまいましたが、子どもだから

具体的な施策や事業をしていきたいと思いますの

こそ考えられる面白い意見もありますし、もちろ

で是非、検討していただければと思います。時間

ん大人の方にもわからないような難しい話を教え

になりますので最後に森田事務局長から一言いた

てもらってこんなこともあるのだなと思うのです

だきたいと思います。

が、子どもだから例えば選挙権を１８歳にすると
きも、まだ子どもだから権限は与えられないでは

森田：長時間にわたってご発談のご参加ありがと

なくて、逆に私は思うのですけれども権限を与え

うございました。各省庁のかた突然振りまして申

られれば自覚が芽生えると思っているので、そう

し訳ございませんでした。国会議員方々もこの会

いった子どもが声を上げていけばいいと言ってい

は様々な党派を超えて参明かしてくださっており、

ただけたことがすごくうれしいなと思って聞いて

多くの国会議員の方も子ども自身の話を聞いてく

いました。ありがとうございました。

ださり、あるいは市民社会の取り組みを聞いてく
ださって、より多くの委員会で生きてくると私は

荒牧：他にどうでしょうか。せっかくですから東

思っております。そのことが各省庁の施策にどう

洋大学の皆さんどなたかいかがですか。

取り込まれていくのかと考えています。子どもた
ちは生きていていろんな悲しみや苦しみを抱えて、

金子：本日はみなさん貴重なお話を聞かせていた

そして喜びを積み重ねてこの丸７年を迎えたわけ

だきまして本当にありがとうございます。僕たち

です。先ほど、若者たちの発言の中に私が７０年

は支援をしている学生の立場としておはなしさせ

後に３．１１というのを記念日にできるかという

ていただきますと、先ほども子どもの話を聞くと

発言がありました。到底私なんて生きていられな

いうことがありましたけれども、子ども特に自分

い。でも、今の若者たちはあるわけですね、そう

たちで活動している子どもたちは考えを私たちが

したときに私たちは責任をもって３．１１を伝え

おもっている以上に持っていますし、僕たちが学

続けることが出来るのか。どう引き継ぐかという

ぶことが多いくらいの子どもたちです。ぜひ子ど

ことをずいぶん話していました。つまり、彼らは

もたちの話を親身に聞いて、なかなかはじめまし

自分の体験を個人化するのでは無く、社会化しさ

ての人たちに意見をいうのは難しいと思いますの

らに普遍化しようとしているわけですね。こうい

で、継続したこの子達のいろいろな声を積極的に

う非常に優れた社会的視点を持った若者たちが被
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災地で育った。これ自体はひとつひとつの支援で
育った皆さんの今と思っているわけですね。未来
はほっといてできるものではない、未来は日々こ
の支援を積み重ねながら若者たちと一緒に作って
いくと思っているわけですね。３．１１は明日に
なりますけれどもこの日を大切に迎えたいと彼ら
は頻繁に言っているわけですね。この日本当に厳
しいことを体験してきた彼らが大切に迎えたいと、
これを私たち大人がどう支えていくか問われてい
るのだと思うわけです。支え続けるためには私た
ちが忘れていってはいけない、でも忘れていって
しまうということをどう忘れないようにしたらい
いのか。みんな忘れていってしまう被災地のこと
をどう伝えていいか問題にしていいか、みんなずっ
と考えているわけです。
私たちは質問に対して答えなければいけない。
市民社会や政府もここにこたえてほしいと思って
いるわけです。東日本大震災子ども支援ネットワー
クはほんとに非力だったわけですけれども、７年
目のメッセージを出すとこまで来ました。市民社
会の活動にあるからこそ続けてこられたのだと思
います。これからもほそぼそと子どもたちの話、
子どもたちとの対話をしてこれを政策に生かして
いくということをしていきたいと思います。若者
たちが自前で始めた活動、自分たちの居場所を提
供しての活動を折れさせるわけにいかないなと、
続けてほしいというのが私たちの願いです。今日
のことをそれぞれの場でそれぞれの形で、反映で
きるようなかたちで東日本大震災における子ども
たちの支援を続けていってほしいなと思います。
本当にどうもありがとうございました。
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ける子ども・若者支援とは」とつけさせていただ

２０１７年８月５日
東日本大震災子ども
支援意見交換会

いております。この丸６年半が過ぎて、７年経つ、
今日実は来てくれている若者たちですが、最初に
この意見交換会という形で来てくれた若者たちが
大学生、２０歳を超えました。そして今年山田町
のゾンタハウスの方から来てくれた若者たちは、
小学校５年生の時に被災した人たちです。今年高

（1）午前中の部

３になりました。こんな風に年月が経つというこ
とは、子どもたちは着実に年を重ねていって、そ

森田：皆さんおはようございます。高校生は夏休

して幼い子どもだった人たちがこうやって若者た

みの最中ですが、大学はまだ夏休みに入ってない

ちに成長していっています。その中で色々なこと

のですね。来週ようやく夏休みに入るところで、

を私たちは彼らの言葉から気付いてきたわけです

まだてんやわんやしているところです。ただ限ら

が、少し今日は私が冒頭を、なぜこの時期にこう

れた日程の中なので、もうピンポイントでここし

したことをしなければならないかという風につい

か空いてないということで、本当に皆さんには色々

て、お話をさせていただこうという風に思ってい

なご予定がおありだったと思います。もうこれで

ます。

２０１１年１月から始めましたが、２０１２年、

災害が起きてちょうどその時ですが、本当にみ

１３年、１４年、１５年、１６年、１７年と、今

んな孤立していたのですね。そして必死になって

回で７回目ということになります。私たちは復興

命を永らえようということで、子どもたちもその

においては、子どもたち自身の復興においては子

中で生き延びようとしていました。その中で彼ら

どもたちの意見をきちんと聞きながら、そしてま

の話の中に、４年目、５年目ぐらいの議論の時か

た子どもたちの意見がきちっと聞けるように私た

ら、子どもたちの中に誰かと繋がりたい、あるい

ちが寄り添い、子どもたちが育つことを支えてい

はその誰かと繋がったことが災害から生き延びて

くという仕組みをどんな風に作ったらいいのか、

いくという時の大きなエネルギーになっていた、

ということを本当に手探りですけど続けてまいり

ということが語られるようになってきました。こ

ました。この会も、一昨年まではずっと１月の成

の４年目、５年目ぐらいの議論の中で、多様な形

人の日を挟んでやってまいりましたけど、やはり

でNGOやNPOやいろんな人たちが被災地に入っ

この成人の日、子どもたちがだんだん成長してき

ていくのですけれど、その地域ごとにいろんな支

ますとこの時期入試等が重なって、本当にこうい

援はありました。しかしその中でどなたか、ある

う場を持つことが難しくなってまいりました。こ

いは誰か、あるいはどの組織の活動なのか、これ

れ自体、震災が年月を経たという風に思っていま

も多様なのですが、この子どもたちにとって生き

すが、そういう意味でこの時期を少し外して少し

延びていくという時の意味ある大人というものに

青年になった子どもたちが、時間にゆとりを持っ

出会っているということがはっきりしてきました。

て過ごすことができる夏に行ったらどうだろうと

その中で彼らは本当によく話しました。活動をし

いうことで、昨年モデル的に１回やってみました。

ながら、あるいは勉強しながら。いろんなことを

今年は本格的に冬のものを夏にこれを開催すると

しながら繋がりを求めて活動してきたという時期

いうことで、私たちは初めてこの時期にやってみ

になります。その中で大人たちはこの非常に厳し

ることにしました。タイトルとしては「復興にお
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い体験をした子どもたちに対して何とか手を差し

るのか、というようなことをそこから意識して一

伸べようとする、そして子どもたちもその手に触

緒に考えられればという風に思っています。

れようとする。この関係性が出来上がった時に、

今日どういう風に進行させていただくのか、とい

この対話の成立というものがそこに出来上がりま

うことについて１月の半ばに若者たちと一緒に考

した。ようやくですが、彼らの中に自己肯定感、

えてみました。その時に彼らが今までやってきた

そう簡単なものではありませんが少しずつこういっ

ことをみんなで共有しながら、その後支援者や支

た肯定的な体験、あるいは色々な活動というもの

援している大学生たちと一緒に、この自分たちが

が、その中で提供される中で自己肯定感が形成さ

今置かれている状況を話し合いながら、若者たち

れていく。このようなプロセスが私たちの中に見

が考える支援の形ってどういうものなのだろう、

えてきました。まさにそれが生きる意欲とよく言

これはいったい私たちがどんなことを準備してい

われますけれど、そのようなものに繋がっていき、

けばいいのか、このようなことを最終的には今日

そして彼らが実は今共に生きていく主体として、

のゴールとして彼らは設定したいという風に考え

市民として生きていく力になっていくといった段

ました。私も実は先週山田町の方に行きました。

階に来ていることを感じています。私たちは彼ら

約１年ぶりに山田に行ったのですが、その中で皆

と一緒に震災の様々な支援を提携したときに、当

様もご存知のように防潮堤がかなり高く出来上がっ

事者がどのようにしたら主体になるのだろう、主

て、そして道路もかなり整備されていました。そ

体になるとはどういうことなのだろうということ

してこの震災とはなんだったのだろうという風に

を考えていきました。自分がこの地域の中で生き

思う場面もたくさんありました。でもゾンタハウ

ていき、自分の地域の中で本当に意味のある大人

スに入った途端に、何も変わってない、という想

になっていく。こういったことを捉えるというよ

いと同時に、この人たちの暮らしというのがどん

うな色々な機会が必要なのだろうという風に考え

な風に今あるのだろうという風にも思いました。

ました。ただ簡単ではなくて、かなり長期間に渡っ

これは同時の感想だったのですね。すごく町並み

て、このような一緒に考えたり、一緒に寄り添っ

は変わった。しかし、この人たちの生きている６

たり。あるいはそのような人たちと一緒に活動し

年間というのはずっと繋がっていて、そして今が

ていく場がとても大事だということにも気づいて

ある。これは一体どのような風にこの地域の人た

きたのです。今日皆さんにお話ししてもらう２つ

ちにとって、この変化というものが影響を与える

のグループ、そしてそれを支援してきた私のゼミ

んだろう。そのようなことを先週とても感じたわ

の学生たちの報告があります。Project Mという

けです。今日は、若者たちがどのような風に震災

のとZ00caféというのがあります。これらは実は

後６年半を過ごして、今どのような活動をし、そ

被災した若者たちが今始めつつある活動になりま

してその活動がどのような風に町の中に影響を与

す。先ほど私がお話させていただきましたけれど

え、そして自分たちがやっている活動を彼らがど

も、市民として生きていくということに繋がって

のような風に感じているのかというのを共有して、

いくような活動が少しずつ見えてきた。最近被災

という風に思っております。その上で、やはりこ

地ではどう記録化するか、どう記憶化するかみた

の震災は今も連続して起こっていますけれども、

いなことが非常に大きな話題になっていますけど、

この災害の中で一体若者たち をどのように支援

若者たちは一体どの段階でどんなことを考えてい

していくことが必要なのかということを大人の人
たちは考えていきたいという風に思っている次第
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です。私たちにとってみると、本当についこの間

のメンバーを加えて被災地ツアーというのを中心

のような震災でしたが、若者たちにとってみると

にして地元に同世代の学生を呼び込むというよう

もうかなり前の、本当に幼い時の体験となってき

なツアーを企画してきました。震災の過去という

ています。ですからよく被災地では言われますが、

ものと一緒に復興に進む東北の今ということを、

今高３になった子たちは小５で体験している。そ

当事者が今語れることとして発信しています。活

の前の子どもたちにとってみると、もう震災の体

動開始までですが、２０１１年の３月に南三陸の

験そのもの自体が当事者性としてはあまりない。

メンバーは被災して、その後受験対策で当時中学

しかし、家族はその中で非常に深い傷、深い影響

２年生だったメンバーが学習支援を受けていまし

を受けて、家族がその中で生活をしている。こう

た。その繋がりで２０１３年から被災地の復興支

いった被災体験というものを語り継いでいく、あ

援で森田先生の紹介があって、そこの意見交換会

るいはこれを継続して支援を続けるということは

に参加させてもらって、それからずっと関わらせ

年数が経てばたつほど、その体験が難しくなって

てもらいました。２０１５年には皆大学で地元を

いくという風に私自身は思っています。そういう

離れるということになりまして、その時に初めて

意味でぜひ当事者からの話を今日はじっくり聞き

自分の地元を出たので、県外の学生との交流で震

ながら、一緒に私たちがこれからどんな風に支援

災とか被災地という部分の意識の差やギャップを

し続ければいいのかということを考えてみたいと

感じました。例えばこれはいつもする話なのです

いう風に思います。以上私から少しお話させてい

が、自己紹介したときに宮城県ですと言ったら、

ただきました。

九州だっけという話があったりマンゴーが有名だ

今日はまず３つのグループにお話ししていただこ

よねという話だったり、一方で東北に行きたいと

うと思っていますので、まずはProject Mの方か

言ってもらえたりしてくれる学生もいましたので、

ら。南三陸出身の若者たちが被災体験を今どんな

その時に大学に入って今まで何もできなかったの

風に語り継ごうとしているのか、あるいは自分た

で何かしなければという危機感を感じ始めました。

ちの中でそれをどう考えようとしているのかとい

そこでこの機会に実際に地元に連れて行こうとい

うことを一緒に聞いてみたいという風に思います。

うことで、Project Mとして南三陸を中心にする
ツアーとか語り部活動をやっていきましょうとい
うことになりました。継続的に活動はできており、

小野寺：皆さんこんにちは。私たちはProject M

ツアーは２０１５年９月から２０１６年２月、９

という活動を大学生中心にやっておりまして、私

月と、去年の９月は全労済の方から支援をいただ

と三浦が宮城県南三陸町の出身で、松崎さんが福

いて学生だけでなくて、企業の方、新入社員の方々

島県福島市の出身で今一緒に活動をしております。

の研修を兼ねて実施したもので学生が２３名、企

ちょっとその紹介をさせてもらえればと思います。

業の方が８名という結構大きなツアーになりまし
た。あとは大学と共同で協力して南三陸の震災前

はじめにですけど、Project Mというのは２０１

の模型を作ろうというプロジェクトを行ったり、

５年に南三陸町出身の大学生中心に始めた活動で

あと語り部活動も行ったりとしていました。メン

す。最初語り部活動というのを通して、自分たち

バーは今学生が５人、南三陸のメンバーが５人と

自身が当事者だったのでこれを周りに発信すると

福島の人が１人と、あと１人福島の南三陸で働い

いう活動からはじめて、それ以降段々と東北出身

ている社会人の人が１人います。
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当事者が震災の過去を語り継ぐことで、震災５年、

れるということで、広がったツアーになると思い

６年と段々時間は経っていくので、これは忘れる

ます。郷土芸能などもつながりがあるので練習を

ものとして風化はある意味自然なことなのだろう

見せていただいたり、ワークショップをしたりし

なとは思いますが、この震災の記憶を伝え続ける

ています。

のは当事者ができることだと思うので、これは私

これは課題としてあげられますが、町との繋が

たちにできることだなと思い継続してやろうとい

りがツアー自体にあまりなくて、行政に何かを依

う風にして進めてきました。

頼したりするという関わりがあまりないので、こ
れから町で継続していく上で、町との繋がりはあっ

三浦：私の方からは、震災の語り部講演というこ

たほうが良いので、その点が課題だと思っていま

とについて少しお話させていただきたいと思いま

す。

す。元々は先ほどのお話にもあった通り、個人の

今年の２月に内向けでメンバーが福島のことを

語り部活動としておこなってきました。今なお個

知りに行くというツアーをやりました。これは福

人で私は語り部活動などをしていますが、大学に

島出身の松崎さんが企画してくれたので、話をし

入って団体Project MとしてProject M自体に講

てもらいたいと思います。

演依頼などもいただいて、Project Mとしても講
演活動をおこなっております。またそれ以外にも

松崎：このツアーは、南三陸出身のメンバーから

私ですと、防災士という民間の資格があり大学で

私に対して、福島にも行ってみたいということを

取得しまし、防災と絡めながらの震災の語り部を

言われて、私ともう１人の福島出身の方と企画さ

したり、他に普通救命講習なども受けているので、

せていただきました。１日目に飯坂温泉という観

その学んだことを少し活かしながら救命講習もや

光地に行き観光しました。２日目に南相馬に行っ

らせていただいたりしております。語り部という

て様々なお話を聞かせてもらいました。福島では

震災の事を話すだけではなく、もう一歩先に、防

未だ原発事故が収束しておらず、まだ風評被害が

災や未来、救命講習というような、震災を軸に幅

続いている土地でもあるので、簡単に比べること

広い講演活動なども行っております。

はできないのですが、南三陸と比べて、福島の状
況を知ってもらえたらと思い企画しました。今は

小野寺：これが先ほど話した、大学に進学して

福島とはカタカナでフクシマと記号化されて表さ

ギャップを感じてそこから被災地ツアーを企画し

れることもありますが、そのように故郷を記号化

た２０１５年の夏の写真です。ツアーですが、県

されるというのは結構抵抗があるので、その違和

内外、遠くは関西からも参加してくれた学生がい

感も実際に来て南三陸の人たちも感じてもらえた

ました。ツアーの内容は、地元出身の学生と県外

らいいなということで企画しました。終わった後

の学生の交流を地元出身者として繋げること、町

の感想では、福島はまだ震災が終わっていなかっ

内の地域住民や子どもたちとの交流を加える。他

たのだなということに気付けたなど、福島の魅力

に町づくりを学ぶ講話や、地域おこし事業等の見

を感じてもらえたので、企画する意味はあったと

学、産業の体験、漁業・林業の体験というのもし

感じたのでまた機会があれば企画したいなと思っ

ました。時期は去年の９月です。今年も再来週に、

ています。

同じツアーをやります。今回は大学生だけでなく
今来てくれている山田の高校生たちも参加してく
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小野寺：今はツアーが中心の活動なのですが、こ

三浦：私は今大学３年生でまだ今年のツアーは終

れも出身者が企画するツアーであり、参加者を同

わっていませんが、来年度は就職活動の時期とい

世代の学生にしています。このツアーの狙いは被

うことで、来年まだやるかどうかも決まってない

災現地に行って学ぶというよりも、友達の地元だ

ですが、今まで大学３年間継続しているので来年

から行ってみたいという旅行気分の切り口からで

度もできたらと個人的に思っています。その後に

も参加しやすいようにして、観光要素や住民との

社会人になってく中で、このような活動を行いた

交流などをいれています。他にワークショップで

いなという想いはありますが、仕事があるので、

意見交換をして、震災当時の過去と復興の今、地

中々難しいと思います。ですが団体の活動はどう

域の未来、これは被災地に限らず自分の地元など

発展させていくのか、展開させていくのかという

でも一緒に考えられるようなものにしてます。被

のは、今後私たちが考えていかなければいけない

災地が友達の地元であるという点が身近に感じら

のかなと思っています。まずは再来週にある夏の

れる部分なので、そこを大事にしています。

ツアーを成功させるとともに、自分たち以外にも

これは南三陸が抱える課題と対策とそのために

参加者がいますのでその方々からもアイデアを貰っ

やっていくことですが、今はどこでもそうですが

て、今後継続と展開をしていけたらいいなと思っ

人口減少だったり少子高齢化だったりが震災前か

ております。

らの課題で、その課題が震災によって浮き彫りに
なってきたというのがありまして、次の世代がど

松崎：私は、福島市出身なのでこの先南三陸に大

う作られていくのかがとても不安ですが、これは

きく関われるかというと分からないのですが、私

対策として震災後に県内外から様々な人が町に入

は大学で言語聴覚士という資格を目指して勉強し

り、地域の皆さんが育んだ後援というものを繋ぐ

ており、その中で聴覚障がい者の方についての勉

ことで、地域の人たちが活躍できて、人が動くこ

強もあります。それを勉強する学生として震災時

とで地域全体を動かします。なので、町に直接住

に聴覚障がいの方がどのような問題を抱えていた

むことはなくても外からでも街づくりを一緒に考

かにスポットを当て、研究とまではいきませんが、

えてくれる人や、活動してくれる人が多くなって

調査をしているので、大学での学びから震災の事

くれると良いので、このことは私たちもツアーを

についてこの先も考えていけたらと思っています。

通して、町の将来像だったり課題だったりを同世
代の学生と一緒に共有することができると思って
います。これからも継続していければと思ってい

小野寺：ツアーについては、私たちの活動自体も

ます。

これまでは外に発信していこうということでやっ

最後にこれからのことです。ツアーはこれから

ていたのですが、私たち自身が地元から離れてい

も継続していきたいなと思いますが、私たちも学

ても活動を通して地元の事を考えられるので、自

生ではなくなるので、下の世代にどう繋いでいく

分が故郷に帰った時に何をしたらいいのか、どう

のかが課題です。個人的に、ツアーはもちろん、

関わっていったらいいのかが見えるので、自分た

個人としてこれをやってみたいというのはありま

ちが発信する活動ですが、もう一つの側面として

す。

これに関わる自分たち自身が東北と繋がっていけ
るようにやっていこうという一つのツールにもなっ
ています。
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あと私の話ですが、実は岐阜県の林業の学校で

た岩手県下閉伊郡の山田町というところにありま

南三陸に帰るために勉強しています。最近私が勝

す。そこのちょうど海辺のところに今から丸６年

手に提案したことですが、岐阜県美濃市のある使っ

前ですが２０１１年の６月に山田町の方に私が出

てない山が、今後交流の場として何か使えないか

かけて行って、そしてそこで私の教え子の実家が

と考えました。それをアカデミーという学生と市

あるところにその周辺にいた方たちと震災後何が

で協力してアイデアを貰おうと市がやっているこ

一番必要になっていくのかという風に相談したと

とに、私が勝手に提案しました。福島市に花見山

きに、一番大事なものはやっぱり次の世代をどう

という春に観光客でにぎわう山があり、それを美

育てるかという風におっしゃっていました。その

濃にも作って東北の今と繋げられないかというよ

時にじゃあやっぱり日本の社会福祉の制度に全く

うなのことを提案したら、それが学内選考通って

ない中高校生をターゲットにした場所が必要だと

市の方で発表しろっていう風になって、この間わ

いうことで、おやつ付きの自習室というのを震災

ざわざ岐阜の方に帰ってその発表を市長にプレゼ

直後の８月に山田町に作りました。建物自体はそ

ンしてきたんですけど、２億円あるから選ばれた

の当時使える建物、使えるといっても２階まで水

らそれが実現できるよということもあったので、

につかってほとんどの建物は壊れたり、あるいは

離れててもなんでもできるなということを最近思っ

焼けたり大変な状況の中でいくつか残った建物の

たので、やっぱり学生として今できることと言い

中の１つ、頑丈な建物で１階は浸水したけれども

ますか、東北と繋がっていけるような、関わり続

なんとかお掃除すれば使える、あるいは機材を取

けられるようなことが必要なんだなという風に感

り換えればなんとか使えるということで、私が理

じました。こんな感じでしょうか。ありがとうご

事長をしている法人が国際ゾンタクラブからの寄

ざいました。

付をいただいて、そして当初立ち上げたという風
になりました。それから６年間ずっとほぼ毎日、

森田：ありがとうございました。中２の時に被災

平日は毎日開けて子どもたちに日常的なケアとい

した人たちですね。中２から高校生、そして大学

うものを、その中で軽食を出し続けていくという、

生になったりまたコースを変えたりと、若者がこ

今でいえば子ども食堂とか学習支援とかの走りの

う被災地と繋がりながらどんな風に大人になって

ような状態で６年前に始めたわけです。これは基

いくのか、というところを私たち本当に間近に見

本的にはすべて皆さんからの寄付によって運営さ

させてもらっていて楽しい思いをさせてもらって

れ、そして今もずっと続いている場所になります。

いるなという風に思うのですが、ここから今も話

最初にお話をさせていただきましたけれども、私

ありましたけれども故郷を遠くで想うということ

はその中で意味ある大人に出会ってほしい、そし

が、どんな風に震災と繋がっていくのかというと

て子どもたちが安心できる場所というものをそこ

ころを、ぜひ午後の時間に皆さんと意見交換がで

に形成したいということで始めたものなのですが、

きたらと思います。

その中で多くの若者たちが育っていったわけなの

続いてですが、小５の時に被災して岩手県山田

ですが、今回はゾンタハウスの中で地域の中で何

町のゾンタハウスを１つのフィールドにしておこ

か自分たちができることはないかということで動

なった、今高３の人たちです。山田町ゾンタハウ

き始めた人たちがいます。その活動がZ00 café

スは今日いらしてる方はほとんどご存知だと思う

という活動だったのですが、その活動を中心的に

んですけど、震災で非常に大きな災害被害を受け

担って、先週私も食べたり飲んだりしてきました
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けれども、誠ににぎやかな、自分たちの居場所を

のZをとりました。また、Zooのo（オー）２文字

リフォームしてその日だけ提供するという、私も

はアルファベットではなく数字の０（ゼロ）にし

初めてなのですが、２階が学習支援の場で机を下

てあります。これは私たちがカフェをゼロから始

に運びそしてまた片づけるということもやりなが

めたという意味を込めています。この看板は東洋

ら、自分たちの場所を作り出している。そこに多

大学の学生さんが山田町に来てくれた時に一緒に

くのいろんな世代の人たちが集まってくる、そう

作りました。動物園を意識してカラフルな色合い

いった場所に育っていきました。そこもちょうど

にしました。

丸１年たって１周年の記念も終わったところなの

これまで約１年間やってきたんですけど、先月

ですけど、そこでの活動の中で高校生の人たちは

の２９日で１８回カフェをおこなってきたんです

何を感じ、そして何を考えているのかということ

けど、その１８回の中で延べ７９５人の方に来て

の報告をしていただきたいと思います。お願いし

いただきました。ここでZ00 caféがテレビで放

ます。

送されたときの動画をご覧ください。

（６人の自己紹介）山田町から来ました、山田高

（Good luck storyの動画）

校３年の湊日和です。同じく佐々木麗緒です。同
じく上沢りえです。同じく小林未空です。同じく

上沢：こんな感じで１年間やってきました。これ

坂本未来です。同じく高村侑奈です。

からの課題としては、Project Mの方にもあった
ように下の世代にどう引き継いでいくのかってい

上沢：私たちがおこなっているZ00 caféという

うのがあります。私たちは今高校３年生で受験の

高校生カフェの説明からしたいと思います。私た

年なのでもう少しするとボランティア活動とか全

ちは小学５年生の時に被災したのですが、高校１

部ストップになって進路関係の事メインになって

年生の時にゾンタハウスの自習室を利用している

くるので、そうするとカフェも月１回っていうの

メンバーで、支援をしてくださっている方々に何

がどんどん難しくなると思うので、早めに後継者

らかの形で恩返しをしたいと考えみんなで話し合っ

を見つけて頑張りたいと思います。

た結果、山田町が活気ある町になることが一番の
恩返しなんじゃないかと考えカフェという形で活

森田：せっかく来たから、１人ずつ何か感想言っ

動しようと思いました。そのカフェの名前はZ00

てみたらどう？

caféです。この名前は高校生カフェのメンバーの
２つの熱い想いによって考えられました。１つ目

高村：カフェを通して人とコミュニケ―ションを

は、カフェのメンバーは笑顔が絶えない明るい人

とることの大切さとか楽しさを感じたので、それ

ばかりなので、動物園でお客さんが動物を見て笑

を将来の仕事にも活かしたいし、山田町の復興に

顔になるように、私たちのカフェでも私たちの笑

も活かしていきたいなと思います。

顔を見て笑顔になってほしいという想い。２つ目
は、私たちにとってゾンタハウスは第２の家のよ

森田：一番楽しかったことは何？

うな場所なので、このZ00 caféも山田町の人た
ちにとって第２の家のような場所になってほしい
という想い。この想いからゾンタハウスの頭文字
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坂本：カフェが終わった後に毎回打ち上げをする

上沢：東京から仕事の都合で山田町に来たって方

のですが、その時にカフェ以外の震災のこととか

もZ00 caféに来てくださったりとか、テレビと

カフェのこととか色々話をして楽しいです。

かラジオで見たり聞いたりという人が遠方から来
てくださったりするので、遠くから来てくださっ

小林：あと残り少ないカフェを、皆さんを笑顔に

た方々との交流ができているのでいいと思うので

できるように頑張りたいと思います。

すが、お客さんの年齢層っていうのがまだ高くて
同年代のお客さんがあまり来てくれないので頑張

佐々木：今までカフェをやってきて、山田町の人

ろうと思います。

はもちろん他のところからも来て頂き、たくさん
の人と関われてすごく楽しいし、自分も学ぶこと

森田：ありがとうございました。約８００人の人

も多いし、人のために頑張ることの楽しさとか難

たちが１８回の中で本当にたくさんの方が利用し

しさとかも学べてすごいいい経験ができていると

てくれていますが、ちょっと同世代の人が来てく

思います。

れないのが難点だということはずっとみんな言っ
ていますけど、中々うまくいかないのですが。

湊：カフェをやってきて、高齢者の方とか小さい

ここで私のゼミの学生はもうこれで４代目くら

子どもとかお客さんが来てくれていっぱいお話も

いになるのかな。５代目くらいになるのかな。３・

できるし、地域の人と顔見知りというか仲良くなっ

４年生のゼミでずっとゾンタハウスのサポートを

て、町を歩いていてカフェの人だよねとかそこか

してきました。最初に建物の掃除のところから始

ら話が弾んですごく楽しいし、地域の人と触れ合

めたわけですけれども、今７年目を迎えた活動と

えているなと思います。将来この経験を活かして、

いうのがどんな形になっているのかということも

地域のために頑張りたいと思います。

ちょっとお話をさせていただこうと思って、今回
ちょっと時間を取らせていただくことにしました。

森田：上沢さんは今山田高校の生徒会長をやって

ゼミ長の青木くんが話をしてくれるのでよろしく

いますよね。山田町のどんなことをお手伝いして

お願いします。

いるの、生徒会って。
青木：東洋大学社会学部森田ゼミ４年の青木です。
上沢：山田高校の生徒会としては、毎年３月１１

よろしくお願いします。ここで森田ゼミの活動の

日にともしびの集いっていうのをやっているんで

報告をさせていただきます。森田ゼミの活動では

すけど、今年の３月は私たち生徒会も企画から運

主に社会福祉の規律ではやりきれないところでし

営までやっていました。

たり、支援の行き届かないところに支援しようと
いう目的を持ちまして活動しています。主に子ど

森田：どうですか、Z00 caféは最初に狙ってい

もの福祉というところに重点を置きまして、１年

たようにいろんな人たちが集まってくれて、そし

間スケジュールを組んで活動をおこなっています。

てゾンタハウスの中でみんなそれぞれバラバラだっ

フィールドに出ての活動っていうのは５月からす

た人たちが交流できたらいいなと思っていた、そ

でにおこなっていまして、千葉県の里親会協力の

ういう目的は達成できましたか。

もと１日野外炊飯をしたり一緒に遊んだりという
交流をおこなっています。７月にはしんぐるまざ
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あずふぉーらむ福島さんと協力しまして、福島の

れているのでそのお手伝いや見学などをさせてい

母子家庭・父子家庭の子どもたちを東洋大学のセ

ただいています。

ミナーハウスで預かりまして、２泊３日をともに

以上簡単にではありますが、森田ゼミの紹介を

過ごすというサマーレスパイトデイズをおこなっ

させていただきました。ありがとうございました。

ています。８月から９月の夏休みには先ほど紹介
がありましたZ00 caféのお手伝いなどをして、
１１月から１月にはフィールド体験活動としてい

森田：ありがとうございました。ここからですが

ろんな施設に協力をお願いしまして研修に行って

少し時間がありますので、質問とかあるいは感想

います。２月３月には岩手県山田町のゾンタハウ

とかそういったものを少し貰ってからグループに

スの訪問をやっていまして、２月には意見交換会

分かれたいと思うので、発表した皆さん前に出て

を国会議事堂の議員会館にておこなっています。

くれますか。じゃあここから質問とか感想を受け

サマーレスパイトでは、福島の原発の被害を受

付けてからグループに行きたいと思います。

けた子どもたちが放射線の心配なく外で遊べるよ
うな活動を用意しています。一緒に夜ご飯を食べ
たりお風呂に入ったりするだけではなく、宿題を

荒牧：こんにちは。どうも報告ありがとうござい

一緒にしたりレクリエーションを一緒にしたりと

ました。いつも色々な報告を聞きながら元気をも

プログラムを組んでいます。子どもの日常生活に

らっている感じがします。質問というのは感想で

私たちが飛び込むような形で２泊３日を過ごして

も結構ですが、今回のテーマは震災復興における

います。こちら写真がそれぞれラジオ体操の様子、

子ども・若者支援という、我々ずっとどういう風

食事の様子、スイカ割りの様子、スイカ割りをし

に取り組みをしてとかやり方がいいのかというの

た後の集合写真、宿題を終わった子どもたちが森

を自分たちに問いながらやってきていますよね。

田先生に確認をしてもらっている様子です。

そういう意味で、皆さんが受けてきた支援と言い

続きまして東日本大震災復興支援活動について

ますかそういう中で感じていることをぜひお伺い

なんですけど、年に２回から３回、３日間から４

したいなという風に思っています。これは先ほど

日間泊りがけでゾンタハウスに訪問しています。

森田さんが報告してくれましたように、我々とし

普段は放課後の子どもたちのスペースとして公文

ては斜めの関係とか意味ある大人との出会いとか

教室などがおこなわれています。そこでおやつの

多様な体験とかができるような支援の在り方を模

無料配布などもありまして、子どもたちが年代問

索してきているのですよね。しかも一番大本には、

わずに訪れやすいように工夫されているのではな

皆さんが主体となって活動できるようにという中

いかと思っています。そこで学習のサポートでし

でProject Mという非常にかっこいい名前で、し

たり、子どもたちと日常の会話などをおこなって

かもツアーというそれもハードルをすごく下げて、

います。土曜日には不定期ではあるのですが、

でも実際には街づくりに色々繋げている活動とか

Z00 caféという高校生カフェのお手伝いもさせ

ですね、Z00 caféという非常に素敵な名前の中

ていただいています。そのほかにも山田町の施設

で取り組んでいること、そういう中で感じている

などを訪問しまして出し物など、地域の方々との

これまで受けてきた支援の在り方について何か意

交流もおこなっています。９月には山田町でお祭

見がありましたら、グループの中で検討する前に

りがおこなわれているのですが、長い間準備をさ

皆さんの感想を聞いときたいなと思います。それ
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から、森田ゼミの皆さんには実際にやっていて感

ぱいしたり勉強も分からないことは教えてもらっ

想がありましたら聞かせてもらえればと思ってい

たり、人生相談とかちょっと長生きしているので

ます。

たくさん人生のことについて話したり、あとは友
達ともいっぱい食べながら話しして学校ではあま

佐々木：自分は中１からゾンタハウスに通ってい

り話さない子ともいっぱい喋れて本当に家みたい

てもう６年くらいたっているのですが、やっぱゾ

な感じで過ごしていて、支援も本当にたくさんし

ンタハウスがあることによって勉強もできるし、

てもらっていてありがたいです。

ゾンタにいる人たちとの何気ない会話とかでもす
ごく楽しいし、家のようにくつろいで喋って愚痴っ

坂本：私も高校１年の時から公文を通じてゾンタ

たりもするし楽しい話もするし、ゾンタに行った

に行ったのですが、中学校３年生の受験の時に勉

らすぐ佐藤さんとかいるのですけど聞いてくださ

強をしに行って、それで高校受かれたので感謝し

いよみたいな話とかもするし、本当に勉強になる

ているし、今私は専門学校志望なのですが、専門

のもすごい自分にとってはなくてはならない場所

学校に行くための志望理由書みたいなものとかそ

だと思います。

ういうのを佐藤さんからアドバイスもらったり、
勉強もゾンタに通ったりすることで少し上がった

上沢：私もゾンタハウスは中１の冬から通ってい

ので感謝しています。

るのですが、何でも話せるような大人がいてもち
ろん勉強の話もするのですが、学校の話とか色々、

高村：私はいつから言っていたか分からないので

今この時期なので進路の相談とか色々できるので、

すが行くようになって、勉強苦手なのですが友達

自分の未来を考えていく上でも重要な場所です。

に教えてもらったりスタッフの方に教えてもらっ

あとはゾンタハウスってことで様々な支援、学習

たりしてすごく楽しく勉強できているし、コミュ

支援だとか食べ物の支援とか受けていたのですが、

ニケーションもとれてすごく楽しいです。ゾンタ

それによって宿題がはかどるのですごく感謝して

に鈴木さんっていう人がいるのですが、すごく面

います。

白くて優しいおじいちゃんでいつもお世話になっ
ています。そのような人たちに支えてもらいなが

小林：私は高校１年生の時に友達に誘われて行く

ら、すごく色々な勉強だったり進路についてだっ

ようになったんですけど、ゾンタハウスに行って

たり相談できるし、本当に第２の家のような感じ

から友達も増えたし、学校の先生には相談できな

で楽しいのでこれからも通いたいです。

いようなことも相談に乗ってもらってすごく助け
られているなと思います。勉強とかも分からない

小野寺：今まで受けてきた支援の中で、今自分た

ことはゾンタのスタッフや友達に教えてもらって

ちが動けて活動できているってことに対してすご

よく分かるようになったのでありがたいと思いま

く良かったなって思うし、そのあたりだと高校生

した。

の時に特に何かしなきゃなとかやらなければとい
う想いはあったのですが、でもできないだろうなっ

湊：私は中１の頃からゾンタに通っていて、最初

ていう想いがたぶんありましたよね。お金がない

は勉強だけだったのですが一緒にゾンタハウスで

からっていうのもあると思いますが。ただ、森田

過ごして行くと、相談とかも大人の人たちにいっ

先生に出会ってから毎年意見交換会の場に出させ
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てもらって、自分が思っていることだったりやり
たいって思っていることを、意見を言葉にして出

松崎：私自身は福島県の福島市出身なので津波の

して聞いてくれる人たちがいるっていう環境の中

被害とかそういうのはなかったので皆さんみたい

で、まずやりたいことが整理できてしかもそれを

な支援は受けたことがないのですが、でもこうい

できるよって応援してくれる大人の人たちがいっ

う場に来ていろんな人の話を聞いていると、小学

ぱいいて、それこそさっきの全労済の方に繋いで

生の頃とか中学生の頃とかそういう時からずっと

くれたりというのがあったおかげで、こうして色々

長い間話を聞いてくれる大人がいるっていうその

な活動ができているので、若者はたぶん色々やり

存在はすごく大きいのかなと思っていて、私自身

たいって思うことがあるし、考えていることもた

はこのProject Mのプログラムに参加するまで学

くさんあると思うので、ただできないとかお金が

生がこうやって主体的に自分の故郷を広げようみ

ないからやれないとか思ってしまっていると思う

たいな活動をしているってこともよく知らなかっ

ので、そのあたりを密接に繋がっている地域や学

たし、自分の体験をそんなに伝えたいとかも思っ

校の方から中高生に対して何かあるみたいな意見

てなかったし、どっちかっていうと隠すというか

をもらうような場とかそういうのが積極的にでき

言いたくなかった側なので、でも言わせようとい

てくるといいのではないかと思います。

うかこういう場に来ると自分の体験とか考えをい
う機会をいただけるので、その話をずっと聞いて

三浦：私が受けた支援というのは中学３年生の時

もらえたという体験は私にはないのですが、見て

に受けた放課後の学習支援がメインというか、今

いて良いなというか素敵だなと思いました。

この場にいるのも放課後の学習支援があったから
ここにいるわけで、それが一番の出会いかなとい

青木：僕はどちらかといえばちょっと厚かましい

う風に思っていて、ツアーにしても被災地のいろ

のですが支援をしている側で、今年度も半月ほど

んな巡るようなプログラムって色々あると思うの

前にサマーレスパイトデイズの方に参加してきま

ですが、中高生・大学生がいろんな思いとか少な

した。そして昨日はしんぐるまざあずふぉーらむ

からずあると思いますが、やはり参加するにはハー

様の活動に二泊三日で参加してきまして、そこで

ドルが高いっていう学生の方が大半だと思うので、

あったのがレスパイトの時の夜の部屋での会話が

そういうところをどう崩していくのかっていうの

楽しかったねという会話が子どもたちと出たんで

が私個人思っているところで、たぶんプログラム

すよ。その会話っていうのは定期的に継続してい

に一回でも参加すれば世界観とかそれこそもっと

るからこそ起こる楽しい出来事だと思うので、続

色々な活動に参加してみようという風になると思

けることっていうのは大事なのだと活動を通して

うので、一回があるかどうかっていうとこでそれ

感じています。あとは、サマーレスパイトデイズ

ぞれ違ってくるのかなと思いますし、私たちも放

に参加したのが今年で３回目ですけど初めて参加

課後支援がきっかけでここに今いてツアーの支援

したときは、子どもも学生も最後別れの時に泣い

とかもいただいているので、本当そこの支援して

ている人っていうのはほとんどいなかったのです

いる団体に一回でも関わることがあれば人脈とか

が、昨年度は数人か泣いていて、今年は別れの時

も広がるし自分の考え方も広がるし、支援の在り

何人も泣いていてっていうのがあって、どんどん

方っていうのもまた多彩になってくるのかなと私

良くなっているなっていうのを３回活動に参加し

個人は思っています。
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て感じているので、継続することの大切さを大き

の合間の休憩として、パンを食べたりだとか友達

く感じています。

と少しお話したりして休憩しています。

森田：他にいかがですか。全体で共有しておきた

森田：他はどうですか。

いことっていうのがあれば。
発言者不明：６人の高校生の方に単刀直入にお聞
発言者不明：ゾンタハウスの事でちょっとお聞き

きして申し訳ないですけど、最初被災したときに

したいのですが、私３年くらい前にゾンタハウス

小学生だったのですよね。今まで振り返った時に

を見学させていただいたのですけど、その時に見

人から言われて嬉しかったことと嫌だったことが

た時は１階の入ったところに本があったり座れる

あれば教えてください。

ところがあったりしていて、どちらかというと２
階で勉強に嫌になった子どもが居場所で下に来て

坂本：嫌だったことでもいいですか。嫌になった

ゴロゴロしていていたりいろんなことをしていた

ことは、私自身県外の高校生との交流活動だった

と思います。Z00 caféができてすごいなって思っ

り、来てくれる活動のボランティアに参加してい

ていたのですが、その時に皆さんカフェの時はす

たりしたのですが、青森県の高校に行った時です

ごく色々やっていていいなと思ったのですけど、

けど、被災支援で行ったのですけどその時にプレ

それ以外の時って皆さんはどういう風に過ごして

ゼンテーションで発表しました。その発表してい

いるのかなということと、あとその頃勉強が嫌だ

る人が感極まって泣いてしまったのですけど、そ

なとか学校が嫌だなという人たちが来てあそこで

の時に後ろで見ている高校生が笑っている訳では

ゴロゴロしていた子どもたちがいっぱいいたと思

ありませんがどこか馬鹿にされているのがあって、

うのですけど、今はそんな感じ、あんな机が出来

それが嫌でした。言葉じゃないですけど。

ちゃって綺麗になったので綺麗すぎて居場所がな
いのかなと心配しているのですけど、その辺ちょっ

佐々木：自分が嬉しかったことは、ゾンタハウス

と教えていただけますか。

に通っていてスタッフの人とかと話したり相談し
たりする時に、自分の好きなことやっていいよみ

佐々木：下の階はカフェの時はすごい机とか並べ

たいな、応援するからっていうのを言われて、何

ているのですけど、他の平日は普通にいつものよ

でもやることは全部応援してあげるみたいなこと

うな、前とはちょっと違うけど机とかはいつも上

を言われてすごく嬉しかったです。

から持ってきているので、過ごしやすいというか
ゴロゴロとか。

小林：嬉しかったことは、カフェをやっていて頑
張っているねとか美味しかったよとか自分たちが

上沢：１階部分はカフェのために机とかの場所が

やっていることを褒められて嬉しかったです。

変わったりだとか本棚の場所が変わったりとかし
たのですけど、平日使う時は以前と変わらず勉強

湊：嬉しかったことなのですが、仲良かった子が
高校離れちゃって、いつも私が誕生日の時にすご
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い長文を送ってくれるのですけど、最近の誕生日

からっていうのもあるのかもしれないのですけど、

の時にその人が毎年同じことを言われるのですが、

やっぱり故郷のことを馬鹿にされた言い方とかさ

こうやってゾンタハウスに通って勉強したりZ00

れるとちょっと腹立たしいというか、そういう想

caféをやって地域の人を喜ばせたり、あとはこう

いはありますね。具体的な言葉っていうよりかは、

いう東洋大学の意見交換会で震災の事についてと

ちょっと抽象的にはなりますが、そういう故郷を

かをしていて、本当にすごいと思うとか手が届か

馬鹿にされる言葉は嫌ですね。

ないっていうか憧れるみたいなことを言われて、
そんな言葉、文字だから多分話してくれたのです

松崎：今は違うのですが、大学１年生の頃とかこ

が、普段だと直接言ってくれないことをそうやっ

ういう活動をする前は福島出身ですって言った時

てメールですごいとか言ってくれて、嬉しいなっ

に決まり文句みたいに震災の時大丈夫だったとか

て思います。

聞かれるのが鬱陶しいというかあんまりいい感じ
はしなくて、逆に今は震災の事に踏み込んでもらっ

森田：大学生にもお聞きしましょう。

て福島の事を知りたいとか、今やっている
Project Mの活動について学科の友達が聞いてき

小野寺：嫌だったことというかまずいなというこ

てくれるっていうのはすごく嬉しいです。

となのですけど、自分自身が風化してきてしまっ
ていることを実感し始めていて、何て言うのでしょ
うね。６年も経てばなんですけど、自分は忘れな

（２）グループワーク後のま
とめ

いっていう風に当事者で語らなきゃなと思ってい
ましたけど、環境が高校から大学に行って地元か
ら出たり、去年まで大学にいたりしたのですが今
年から岐阜の方に行って、向こうは海がないので
そんな感じで７年目になって、なんとなく震災が

森田：震災から７年が経ち、町は非常に復興して

すごく遠く感じてきてしまっているところが、こ

きました。そして、家族も７年、６年半という間

れはちょっとまずいなという風に思っているとこ

に色々と変化をしてきました。とくに子どもたち

ろです。

は、その中でも成長し学年、学校が変わり、青年
期の子どもたちは、次の大人、町の主人公になっ

三浦：そうですね嬉しかったことは、語り部講演

ていく時代を迎えてきています。自分たちが受け

とかしていて講演後に話しかけてくれる方とかも

てきた支援、そして自分たちがやってきたことを

中にはいらっしゃって、被災地の状況を今まで知

振り返り、町の中での自分の役割を考え直し始め

らなかったのですけど少しわかった気がしますと

ているという段階です。これは私が最初に申し上

か、励ましの言葉をいただいたことがあるのです

げましたが、先週も山田に行き、町並みが大きく

けど、そう言っていただけるだけで私はすごく嬉

変わっていく中で、震災前の状況とは大きく変わっ

しいですね。少しでも被災地の状況を知ってもら

てしまいました。今日、ここに来てくれている皆

えたのだなということがあるので私的には嬉しい

さんは、小学生の時に出会ったり中学生の時に出

言葉でもあります。逆に嫌だった言葉までとはい

会ったりしている人たちで、その前の姿をよく知っ

かないですけど、地元でこうやって活動している

ていて、その姿からの復興ということを今、ずっ
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と見続けてきています。この変化というものが、

必要だということ。Z00cafeの地域に与える影響

今のみなさんの日々の暮らしの背景にあります。

は想像以上に大きかった。などが出ました。

そういう中で、少しずつ自分たちがこの社会の中
でどうゆうことをどんな風にやっていくのかとい

安田：次はこの話をもとに、自分が考える良い大

うことを、考え始めているみなさんが、具体的に

人と悪い大人について、こういう大人が良いや、

はZ00cafeやProject Mといったものを始められ

こういう大人は嫌だというテーマについて話し合

て、そして、そのことをみんなで共有しながら支

いました。良い大人の意見がたくさんありました。

援をしてきた東洋大学の学生たちや、それ以外の

１番多く出てきたのが、自分の立場に立って物事

様々な支援を行ってきた大人たちと一緒に議論し

を考えてくれるや、対等な関係でいてくれる大人

ながら、今日の午後の時間で、一体自分たちが次

が良いという意見が１番多く出ました。受け入れ

の震災、次の災害、あるいは次の地域社会に何が

てくれる人や、親身になって話を聞いてくれる人、

できるだろう、何を大事にしなければならないだ

ただ聞いてくれるだけではなく自分が間違いを犯

ろう、ということをみんなで話あっていたと思い

したときはその間違いを正してくれる、大人自身

ます。

が間違えを認められる大人であってほしいという

そして２つのグループに分かれ、そのグループの

意見も出ました。嫌な意見は、１人１人に差別し

中での議論、私もあっち行ったりこっち行ったり

てくる大人、自分の価値観を押し付けてくる大人、

して、聞かせてもらいました。ファシリテートし

否定されるような大人は嫌だという形で意見が出

てくれた、林先生と谷川さんで、多少ファシリテー

ました。まとめとして、良い大人たちというのは、

トの仕方が違うので、そのプロセスも結構おもし

自分たちの理想でもあると思うと話しになりまし

ろいなって思って聞いておりました。この報告を

た。そして、この大人になるには、自分たちはど

してもらいながら、今度はみんなで最後のまとめ、

うしていけばこういう大人になれるのか、という

７年目を迎えておりますが、この若者へと育って

話しをしました。そこで出たのが、色んな体験を

きた地域の子どもたちですが、この子どもたちと

して、色んな情報を収集できるようにしていけば

一緒に私たちはこれから何を進めいていくのだろ

こういう大人になれるという意見と、色々な人と

う、一緒に最後に考えてみたいと思います。ぜひ

触れ合って、色んな人の価値観に触れることによっ

最後にこの２つのグループの報告を受けて、最後

て、自分の考えが広がっていくからこういう大人

に議論していきたいと思います。

になれるという意見が多く出ました。

林グループの報告（発表者：金井、安田）

金井：付け足して言うと、ボランティアなどで色
んな人と触れ合うことによって、良い人も悪い人

金井：私たちのグループでは、まず午前中に話を

も色んな価値観を得ることができるので、そういっ

聞いて、それについてどう思って、どう考えたか

た人たちを受け入れていくことによって、自分が

というのをポストイットに書きました。具体的な

今後どういった大人になるべきかという道筋が、

意見は、ゾンタハウスはたくさんの人との繋がり

明るみになると考えました。以上です。

をもっていて、人との繋がりが大切だということ。
自分たちの思いを聞いてくれる大人たちがいてく

林：今、報告してもらいましたが、大人というと

れることはすごく大切で、なんでも話せる場所は

ころの中で、今回の大きなテーマであるのが『震
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災復興における子ども・若者支援とは？』という

て出してもらいました。高校生の意見では、でき

ことで、支援を受ける側だと、高校生、大学生と

るだけ大量の水と食料を届けるなどの、その日を

か、小学生の時から受けていると思います。そこ

生きる為にとる行動の意見が多く。大学生は、そ

でこんな大人は嫌だったよねとか、こういった大

の日に取るべき行動や、その後のことの意見があ

人は凄く良かったよねとか、具体的に出るとゾン

りました。Over３０では、より具体的で細かな

タハウスでは、鈴木さん、佐藤さん。あとは森田

支援の意見が出ました。全体の意見のまとめは、

先生と出会えて凄かったという中で、そういう大

情報は大切でどうすれば正確で必要な情報を届け

人、どういう大人と関わりがあると、その若者や

られるのかについて。心のケアは凄く大切である

子どもにとっても凄く、居場所にしても、生活し

について。子どもが避難生活でストレスや不安を

ていくうえでも、安心できるのだろうか、という

抱え、安心・安全な遊び場をどうするか。などに

ところを、私のところで出してもらうようにしま

ついて議論を深めていきました。

した。そのうえで、出てきたこういう大人が良い

２つ目は、どのようにして災害に備えるか、準

よねっていうのは、逆に言えば自分たちが目指し

備するかについて意見を出しました。色んな意見

て生きたい大人像だろうなだと思います。今日、

が出ましたが、自分のふるさとがどうなって欲し

予定だと３０歳になったらなどとなっていて、そ

いのかについて話し合いました。代表的な意見は、

こまでは絞っていませんが、みんながみんな鈴木

世代間の交流を深め、地域の繋がりを強くする。

さんや佐藤さんや森田先生みたいになれるわけで

すぐ行動できる町などの意見が出ました。ここで

はない。それぞれ色んなキャラクターがある中で、

は、災害に強い町はどういう町なのか。何か起き

それぞれの良い要素を含めてそういう大人になる

たときにすぐ行動できる町はどういう町なのか。

ために自分たちが、どんなことをしていったらい

どうやってこのような町を作っていけば良いのか

いのかという話しをずっとしてきました。その中

について深めることにしました。難しい議論にな

で出た、色んな経験をするとか、色々遊ぶために

りましたが、災害に強い町は日頃から交流が盛ん

は、良い思い出を作っていくとか、安定な雰囲気

であるだろうとなりました。交流が盛んな町とい

を固定化しないで、色々と張り巡らしていくこと

うのは、山田や南三陸では伝統的なお祭りを通し

が大事ということになりました。それを緊急時に

て繋がりが作られていくが、都会では難しいとい

いきなりそういう大人になれるわけではないです。

う意見になりました。都会で伝統的なお祭りを作

それで、平常時の今の時からそこを意識していく

るのは難しく、今あるラジオ体操などの取り組み

ことが大事というところを最後確認して、終わり

や繋がりでさえ、無くなりつつある中で、新しい

ました。

ものを作るのは難しく、なにができるのかと考え
ると、避難訓練を充実させる、簡単ではあります

森田：では、谷川さんお願いします。

が日頃の挨拶を大切にする、子ども会の活動を活
発にさせるなどの意見が出ました。以上です。

谷川グループの報告（発表者：長尾）
谷川：大きく３つに分けて話し合いをしました。
長尾：こちらのグループではまず初めに、もし３

初めの話し合いは共通な意見を抜き出して話し合

０歳になって大規模災害が起きたときにどうする

い、高校生の意見に厚生労働省の鈴木さんがおっ

かというのを、高校生、大学生、over３０に分け

しゃって下さったのが、命を助ける為に物資を早
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く適切に届けるということで、自治体の職員も被
災者であるので、自治体から要望が来る前に物資

荒牧：ありがとうございます。改めてこの様な機

を届けるという国の動きを教えて下さりました。

会が必要だと思いました。語ることと聞くことの

子どもへの支援では、安心して遊べる場所を作る、

大事さについて改めて教えてもらいました。自分

意見や気持ちを聞いてもらえる環境や場を作りや

の考えを語り、語る中で整理をする、語ったこと

意見を聞いてあげられる大人になること、夢や希

を有言実行する、聞く側はこういう場だと一生懸

望を持て、将来を切り開けるための活動を行う、

命聞こうとして、聞いて受けとめようとする大人

など、子どもへの支援でも３種類ぐらいあるとな

がいる。こういう場は非常に重要だと思いました。

りました。情報共有や発信の仕組みについては、
当時は情報が無くて不安や恐怖が強かったという

２つ目は子ども支援。支援という言葉を我々は意

意見がありました。辛いことを知るという面もあ

識的に使っています。これは、対等な言葉ではあ

るが、情報が無くて不安とういことは、情報共有

りません。だからこそ、一方的な関係にしないた

や発信の仕組みを整えれば、できるようになると

めに、子どもの権利の考え方を大切にしています。

いう意見でした。前半のグループと同じ様に、こ

権利は主体側の権利をどのように保証するか考え

れは有事に急にできないので、日頃から情報共有

ることになります。もう１つは、明日は我が身で

や発信を、何が正しい情報で誰に伝えるのか、ど

す。日本は災害列島であり、いつ自分たちがそう

うやったら届けられるのかという仕組み作りをす

いう状況になるか分からない、そういう関係の中

る必要があるという話し合いをしました。

で、支援、被支援という関係があります。

後半は、ふるさとを大切に思う気持ちはどうやっ

３つ目には、斜めの関係、意味のある大人との出

たら作られるのか、について深めました。誇りに

会い、多様な体験が重要であるということを、み

思える伝統の有無がポイントになりますが、都会

なさんの議論の中で具体的に、どういう大人、関

で新しく伝統を作るのは難しいので、そこは情報

係であれば良いのか教えてもらいました。

共有や発信でカバーをするということになりまし

４つ目は、Project M、Z00cafeなどは、町づく

た。

りに新しい動きを作っていると思いました。復興

最後に大人はこれから、若者はどんな大人にな

の町づくりは、高台を設置するなどという考えが

りたいかについて話し合いました。自分だけが良

まだ多いです。そういう中で、支え、支え合いの

ければ良いのではなく、人の為に行動できる人に

関係の中で、子どもたちが育つ、町全体が元気に

なりたい。自分が色んな人と出会って視野が広がっ

なる活動に新たな風を吹かせていると思いました。

たので、自分も子どもに良い影響を与えられる様
になりたい。などの意見が多く出されました。

最後に、両方のグループから出た継続の問題。こ
れは私たちも常に悩んでいる事で、子どもの権利
条約総合研究所を作ったのもどうやって継続して

森田：２つのグループの話し合いがどのように展

いくかということが１つ大きくありました。若者

開されたのかについて発表してもらいました。最

の組織や学生の組織が継続していくのは凄く難し

後に一言ずつ６年半経って今日の話し合いでどん

いです。そういう中でやはり、自分たちが活動し

なことを思ったかを共有して終わりたいと思いま

ていて楽しくおもしろい活動でなければ長続きし

す。

ません。意義だけで活動していてはくたびれてし
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まいます。みなさんの意見で非常に重要だと思っ

ると感じました。それが被災地であろうと、色々

たのは、参加者の中から声やアイデアを聞いて、

な地域で問題を抱えている子どもたちであろうと、

どうすれば良いか考えるという、次の世代の人た

みんな同じで、そこで大事なのは大人たちがきち

ちから意見やアイデアを貰いながら考えるのは大

んとその問題に向き合って、問題解決の糸口を一

切だと思いました。

緒に考えて行きながら、この大人は信じていいな
という場をたくさん用意していかなければならな

川浪：今日は非常に良い会でした。１つだけ申し

いということです。特に災害の時は、みんな命を

あげるとすれば、みなさん非常につらい思いをさ

守ることに必死で、なかなか子どもたちに目を向

れたと思います。ふるさとを思う気持ちもあると

けることができないです。その中で私達が早く子

思います。みなさんこれから就職をするでしょう、

どもたちに目を向けてあげなければなりません。

家庭を持つことでしょう。みなさん、山田町にい

そして、子どもが子どもらしくいること。これは、

ないかもしれません、離れてしまうかもしれませ

命そのものです。命そのものの存在に私達が、ど

ん。でも、それはそれで良いと思います。ふるさ

んな時でも早く目を向ける。子どもの利益のため

とを思う気持ちがそれは素晴らしいことだと思い

に子どもを優先させるということは、そういうこ

ます。

とだと思います。その出会いがいつ子どもたちに
訪れたというのが、その後の成長に大きく写し出

石富：みなさん、辛い経験をしたと思いますが色

されていきます。これが、子どもたちに出会って

んな可能性を充分持っていると思います。これら

６年間で心も体も大きくなったねということで、

をどのように被災地以外から持ってくるか、それ

私達が何をできたか、子どもたちが何を返したか、

こそ私たちが支えることができそうな気がするの

この応答関係を私達はもっと知らないといけない

で、その知恵をいただきながら、私たちも関心を

と思いました。この応答関係を日本中に作ること

持ち続けて関わらして頂けると、今日参加した意

ができたら、大人も子どもも過ごしやすい町にな

義があったと思います。

ると今日は感じさせてもらいました。私はいつも
被災地の子どもと議論する時は、私がいつも勇気

森田：最後に私が一言まとめさせて頂きます。私

づけられ、頑張ることができます。周囲は変わっ

も６年半の間、被災地の若者と出会ってきて、た

ても人々の暮らしは繋がっているので、災害の記

くさんのことを学ばせてもらいました。社会福祉

憶は消えないことです。これによるプラスもマイ

研究を行い４０年ぐらいになりますが、分からな

ナスも全て背負いながら生きていかなければなら

かったこと、もう少しクリアにしたかったことが、

ないです。乗り越えるために力を合わせて、日々

被災地の若者と一緒に歩んでいく中で、私も実践

を送っていきたいと思います。

させていただいたと感じています。私が１番確信

今日は長時間でしたが、深い議論ができたと思

に思って得られた事は、みなさんが今日言ってい

います。これで終わりにしたいと思います。あり

てくれたように、震災からの復興は色々な生活を

がとうございました。

背負って毎日を歩んでいきます。それぞれ違いま
すが、その過程で自分が自分らしく生きて行く為
の確証と言うのでしょうか。そういうものをみん
な、年齢や地域は違いますが、どこかで掴んでい
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＜コーディネーター＞

２０１７年１２月１
７日 東日本大震災
から7年 子どもたち
は今 宮城県からの
発信２

森田明美（東洋大学教授
東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長）
総合司会：遊佐美由紀
(宮城県議会こども政策研究会)
日時：12月17日（日）11時〜14時
場所：あしなが育英会 仙台レインボーハウス食堂
（〒980-0022 宮城県仙台市 青葉区五橋２丁目
１１５地下鉄南北線五橋駅下車）

（1）実施概要

参加費：500円（昼食代金）
共 催：宮城県議会こども政策研究会

震災からの年数はこの間の子どもたちの支えら

災害子ども支援ネットワークみやぎ

れ方によって、大きく今の暮らしが変わってきて

東日本大震災子ども支援ネットワーク

います。

東洋大学人間科学総合研究所

自分たちの暮らしを語り始めた子どもたちが、
震災直後から被災地の子どもたちの心の復興に寄
り添い続けてきた児童精神科医本間先生と一緒に、
今とこれからを語ります。
＜基調講演＞
東日本大震災からの子どもたちの心の復興
本間博彰（元宮城県子ども総合センター所長 郡
山あさかホスピタルこどもの心診療部長）

東日本大震災
東日本大震災から7年
災から7年
子どもたちは今
子どもたちは
は今
宮城県からの
の発信２
宮城県からの発信２

＜共同討議 ＞
東日本大震災子どもたちと語る

引用：http://www.sendaihikape.jp/event/
引用：
http://www.sendaihikape.jp/event/

南三陸町出身の若者たち

＜基調講演＞
東日本大震災からの子どもたちの心の復興
本間博彰（元宮城県子ども総合センター所長
郡山あさかホスピタルこどもの心診療部長）
＜共同討議 ＞
東日本大震災子どもたちと語る
南三陸町出身の若者たち
東松島出身若者たちと本間先生の共同討議
＜ワークショップ＞
共同討議を受けて参加者全員で考えます
＜コーディネーター＞
森田明美（東洋大学教授 東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長）
総合司会：遊佐美由紀(宮城県議会こども政策研究会)

＜ワークショップ＞

震災からの年数はこの間の子どもたちの支えられ方
によって、大きく今の暮らしが変わってきています。
自分たちの暮らしを語り始めた子どもたちが、震災直
後から被災地の子どもたちの心の復興に寄り添い続け
てきた児童精神科医本間先生と一緒に、今とこれから
を語ります。
これからの長い彼らの人生におとなたちはどのよう
な支援をしたらいいか一緒に考えてみませんか。
この日は報告を聞いた後、昼食を一緒にとりなが
ら、若者たちと支援者のワークショップも行います。
年末のご多忙な時期とは思いますが、どうぞご参加く
ださい。

共同討議を受けて参加者全員で考えます

日 時：12月17日（日）11時〜14時
場 所：あしなが育英会 仙台レインボーハウス食堂

東松島出身若者たちと本間先生の共同討議

（〒980-0022 宮城県仙台市 青葉区五橋２丁目１１５地下鉄南北線五橋駅下車）

参加費：500円（昼食代金）
共 催：宮城県議会こども政策研究会 災害子ども支援ネットワークみやぎ
東日本大震災子ども支援ネットワーク 東洋大学人間科学総合研究所
申し込み・連絡先：ファミリーサポートルーム
〒9810923 宮城県仙台市青葉区東勝山２丁目７−２４
TEL 022-739-9757 FAX 022-739-9758 Mail info@yusa-miyuki.jp
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（2）報告内容
・本間博彰先生
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神戸の大震災では子どもの問題は？
教育復興担当教員
阪神･淡路大震災
直後の1995年4月か
ら、国の特例措置と
して通常の教員定数
に上乗せし被災地の
小中学校に配置。担
任を持たず、児童ら
の心理的なケアや防
災教育に専従で当た
る。2005年度「大
震災に係る心のケア
担当教員」に名称変
更され。2010年3月
まで続いた。
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て「東日本大震災子ども・若者20年プロジェクト」

２０１８年２月１０
日 東日本大震災子
ども・若者支援セン
ター開所式 ー大震
災後の子ども・若者
に必要な支援につい
て考えるー

と位置づけ、2030年まで様々な事業を行うこと
を目的として立ち上げることにしたものである。
本シンポジウムは、その記念事業として、震災
から継続して子どもたちや、支援者の抱える心理
的な課題に寄り添ってこられた本間先生の基調報
告をもとに、震災後に様々な課題を背負いなから
成長してきた若者たちからの発言を受けて、今後
の支援を考えたい。今回は阪神淡路大震災で被災
した子どもたちからの報告も受ける。震災から年
数を経ることはどのような家族の変化、暮らしの
変化があるのか、またその変化は、子どもたちの
キャリアの形成にどのような影響を与えるのか、

（1）実施概要

市民、専門家の支援者たちと一緒にこれからの支
援の在り方を考えてみたいと思う。

東日本大震災から７年以上が経過した。この間、
子ども・若者は、それぞれにこの震災の体験を背

１３:００〜１３:１０

負い、身を削るような学びを続けている。その中

設立宣言： 足立智昭（宮城学院女子大学）

には、専門的な支援に繋がった子ども・若者もい

総合司会： 遊佐みゆき

れば、支援が必要にもかかわらず、専門機関に繋
がっていない子ども・若者もいる。また、彼らの

１３：１０〜１４：００

中には、被災したふるさとの復興や自分たちの体

基調講演「大震災から７年、診療の場で出会った

験を次の世代に繋げたいと願い、活動の場を求め

子ども・若者たち」

ている若者もいる。こうした子ども・若者たちが

講演者： 本間博彰（あさかホスピタルこどもの

震災を抱えながら成長し、大人になっていくため

心診療部長）

には、継続的・総合的に支援を続ける体制を緊急
に構築することが求められる。

１４：１０〜１５：４０

阪神淡路大震災では、20年間の支援の必要性

シンポジウム「大震災後、子ども・若者が考える

が語られているが、さらに広域で厳しい被害を受

支援とは ―子どもたちからの提言―」

けた東日本大震災では、それ以上の期間の支援が

コーディネーター：森田明美（東洋大学）

求められている。だが、残念ながらこれまでの子

話題提供：兵庫県西宮市、岩手県山田町、宮城県

ども・若者支援に見る限り、総合的・長期的な支

南三陸町・石巻市、福島県郡山市で震災を経験し

援体制が構築されているとは言いがたい。

た子ども・若者たち

本事業は、それらの子ども・若者の成長と発達
を、被災体験を抱えながら成長する子どもの視点

１５：４０〜１６：１０

から、医療、心理、教育、福祉などの分野にわたっ

情報交換会

て総合的・長期的に支援するために、第1期とし
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東日本大震災子ども・若者支援センター開所式

ー大震災後の子ども・若者に必要な支援について考えるー

日時：２０１８年２月１０日（土）１３時〜１６

東日本大震災から７年以上が経過した。この間、子ども・若者は、それぞれにこの震災の体験を背負い、
身を削るような学びを続けている。その中には、専門的な支援に繋がった子ども・若者もいれば、支援が必
要にもかかわらず、専門機関に繋がっていない子ども・若者もいる。また、彼らの中には、被災したふるさ
との復興や自分たちの体験を次の世代に繋げたいと願い、活動の場を求めている若者もいる。こうした子ど
も・若者たちが震災を抱えながら成長し、大人になっていくためには、継続的・総合的に支援を続ける体制
を緊急に構築することが求められる。
阪神淡路大震災では、20年間の支援の必要性が語られているが、さらに広域で厳しい被害を受けた東日
本大震災では、それ以上の期間の支援が求められている。だが、残念ながらこれまでの子ども・若者支援に
見る限り、総合的・長期的な支援体制が構築されているとは言いがたい。
本事業は、それらの子ども・若者の成長と発達を、被災体験を抱えながら成長する子どもの視点から、医
療、心理、教育、福祉などの分野にわたって総合的・長期的に支援するために、第1期として「東日本大震
災子ども・若者20年プロジェクト」と位置づけ、2030年まで様々な事業を行うことを目的として立ち上
げることにしたものである。
本シンポジウムは、その記念事業として、震災から継続して子どもたちや、支援者の抱える心理的な課題
に寄り添ってこられた本間先生の基調報告をもとに、震災後に様々な課題を背負いなから成長してきた若者
たちからの発言を受けて、今後の支援を考えたい。今回は阪神淡路大震災で被災した子どもたちからの報告
も受ける。震災から年数を経ることはどのような家族の変化、暮らしの変化があるのか、またその変化は、
子どもたちのキャリアの形成にどのような影響を与えるのか、市民、専門家の支援者たちと一緒にこれから
の支援の在り方を考えてみたいと思う。
総合司会 遊佐美由紀（宮城県議会）

時
場所：仙台レインボーハウス（仙台市青葉区五橋
２丁目１１５）
資料代：５００円
定員： １００名程度
主催：東日本大震災子ども・若者支援センター
協力：宮城県議会こども政策研究会 あしなが育

設立宣言

足立 智昭

宮城学院女子大学 教授

13:10

基調講演

本間 博彰

元宮城県子ども総合センター所長
あさかホスピタルこどもの心診療部長

「大震災から7年、診療の場で出会った子ども・若者たち」
14:10

英会 東洋大学人間科学総合研究所 東日本大震

シンポジウム

「大震災後、子ども・若者が考える支援とは」

災子ども支援ネットワーク

話題提供

NPO法人こども福祉研究所 NPO法人子どもグ
リーフサポートステーション

13:00

兵庫県西宮市 岩手県山田町 宮城県南三陸町
福島県郡山市で震災を経験した子ども・若者たち

15:40
情報交換会
〜16:10

コーディネーター 森田明美（東洋大学）

仙台レインボーハウス(仙台市青葉区五橋2丁目1-15)

NPO法人しんぐる
2018年2月10日

まざあず・ふぉーらむ・福島

土曜日
13：00
〜16：00

後援：宮城県 仙台市

仙台駅から
JR仙台駅西口を出て、奥州街道を南に徒歩14分
五橋駅から
仙台市営地下鉄南北線「五橋駅」北2番出口から南へ1分

資料代 500円

お申込みは不要です

※会場には駐車場がありません。
スリッパなどは用意しておりませんので、内履や厚い靴下をご用意下さい。

主催：東日本大震災子ども・若者支援センター
協力：宮城県議会こども政策研究会 あしなが育英会 東洋大学人間科学総合研究所 東日本大震災子ども支援ネットワーク
NPO法人こども福祉研究所 NPO法人子どもグリーフサポートステーション NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
後援：宮城県 仙台市

お問い合わせ：あしなが育英会 東北事務所 担当：菅野 E-mail：kanno.h@ashinaga.org
TEL：022-797-2418／FAX：022-281-8239
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の新たな挑戦に自信を持ってどんどん挑戦してい

研究協力者情報
阿部

成子

（あべ

こうと思います。

せいこ）

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと

(１)20歳の抱負

皆さんが行なっていることは、この先ずっと残っ
ていくものですし、後世の子どもたちを救いえる
「ありのままの自分を好

素晴らしいことだと思います。自分たちだけでは

きになる！」

自らの体験をどう社会に還元すればいいのかわか

自分の生い立ちを語ると

らないでいた私たちを当事者として研究に携わら

きに、東日本大震災での被

せて頂き、「被災体験が決して無駄にはなってい

災体験は欠くことのできな

ない」と自己を肯定する場を与えてくださいまし

い項目となりました。今ま

た。ありがとうございます。

ではそこに少しばかりの負

このようにして辛い体験を自ら語る、そして真

い目と、大きな使命感を感

剣に受け止めてもらうというプロセスがいかに被

じて生活してきましたが、

災した子どもたちの心の復興につながるかを、私

２０歳を機に、その考え方を変えていこうと思い

を含め東洋大学の研究に携わっている南三陸出身

ます。と言えるのも、震災当時「震災があってよ

の４人は証明していると思います。話をしっかり

かった」と言えるような大きな人間になりたいと

と聞いてもらえる場で話す機会を得られなかった

仲間と語り合っていたように、自分はこの６年間

がために、話すことが嫌になってしまったり、自

で大きな成長を経た実感があるからです。被災を

分自身の中で意図的に被災の体験を風化させてし

通して学んだ教訓、語ることの大切さに加え、そ

まっている同級生の現状を初めて知り、私自身も、

れらの学びが無意識のうちに私の言動や正確に影

自分がこんなに強く体験を語れている理由は「そ

響し、得た他の人にはない強さや思いやりの心な

のような場」を提供してもらったからだと気がつ

ど、この成人を迎えた年を境に全てが自分らしさ

きました。だからと言って、話をする場をたくさ

だと受け入れていきたいです。「３月11日があっ

ん作って全ての子ども達に話をさせればいいのか

てこその今の輝く自分ここにあり」と胸を張って

というとそうも簡単にはいきません。やはりそこ

言えるようになる、大きな節目に今立っています。

で大切になってくるのは、支援をする前に一人一
人のニーズをしっかり理解するカウンセリングの

今までは自分に自信がなく、周りからどう見ら

工程だと思います。多くの人に話をすることで肯

れるかを気にして実現できなかったことが数え切

定感や自信を取り戻す子もいれば、近親者にじっ

れないほどありましたが、20歳で心機一転、そ

くり聞いてもらうことで心の落ち着く子もいます。

んなもったいないことをしている時間はないと思

多種類の支援を一斉に用意して、「どれでも好き

うので、Project”M"の活動や、留学も含めた自分

なものを」というのも違います。自分にあった支
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援は自分ではわかりませんし、そこに自分から飛

小野寺

び込むことは子ども達にとって容易なことではり

翔

（おのでら

しょう）

ません。よって、しっかりと子ども一人一人に寄

(１)20歳の抱負

り添い、向き合った上で最適な支援方法を考えて
あげることが大人の最も重要な役割だと思います。

成人を迎えたこの春よ
り、林業を専門的に学ぶ
専修学校に転進します。
将来的に故郷の復興に携

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか

わる仕事がしたいという
思いがありましたが、高
校を経て、大学に在学中
にもなかなか具体的なイ
メージを見出せずにいま

・単なる作業としての防災ではなく、意識として

した。

の防災の大切さ

しかし、たくさんの方々に支えられて実施する

・恵まれた生活環境への感謝

ことができた学生の南三陸ツアーの中で、故郷の

・命の尊さ

新しい町づくりを学び、町の中で自分が活躍でき

伝え方は、やはり「語り部」という形がベスト

るフィールドを見つけることができました。故郷

だと思います。実際の場所で実際に体験した人が

を離れての学びが続きますが、地域の資源と先祖

語ることによって、聞き手の心への響き方が全く

代々から受け継がれた財産を守るためにも、必ず

違ってきますし、記憶にもより長く残ると思いま

生まれ育った故郷へ戻ることを改めて決意しまし

す。次第に語れる人が少なくはなりますが、私た

た。

ちが生きている限りは語り継いで、亡くなる頃に
は体験者さながらに語り継げる後継者がいて、誰
もが東日本大震災の教訓を当たり前に知っている

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと

状態になっていれば良いと思います。

同じ被災地に居ながらも、周りの子たちとの"
被災差"を感じて、自ら支援を断ってしまう子ど
もたちがいます。
お金や物を提供する支援でなくとも、学習支援
や、やりたいこと、自分や故郷の将来を考えられ
るようなプログラムがありました。私は高校生の
時に、アメリカで地元の郷土芸能を披露する経験
や、意見交換会や、震災講演といった多くの機会
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に参加させて頂きました。興味を持って、あるい

草野

は心を許して真剣に話を聞いてくれる人に対して、

みらい

（くさの

みらい）

自分の過去と今を共有したことで、記憶と想いを

(１)20歳の抱負

整理することができ、将来やりたいことや地域へ
の関わり方を考えることに繋がりました。そうし
た機会の中で、私たちのこれからを応援してくれ

東日本大震災以来、

る方々に出会うことができたことも大きいです。

復興の中心を担う世代

未来を描くことができる子どもたちひとりひと

として様々な支援を受

りに対して、このようなプログラムを提供するこ

けてきましたが、今ま

とは、非常に意味があるものと思います。震災後

では、子どもとして色々

の支援については、支援の先を被災や生活の度合

な機会をいただいてい

いで判断することなく、被災を経験した子どもた

たからこそ、「ハタチ」

ち全員に手を差し伸べる工夫が重要になると考え

という響きはとても特

ます。

別に感じます。「まだ
子どもだから」という言い訳が、もうこれ通用し
なくなってしまったことに対する不安と覚悟がい
つも胸にあり、これからは、どんな場面において

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか

も、期待される振る舞い以上に、自分しか持って
いない個性とスキルを生かす努力を惜しまない姿
勢を大切にしたいと思います。

震災当時に中学生ながら行った救命活動や、当

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと

たり前の日常が一瞬にして失われていったあの日
あの時の気持ち、そこから様々なご支援を受けて
前向きに成長することができていったという経験
等々は、中学生の時期に被災をした私たちだから

様々な機会に恵まれてきた中で特に幸せだった

語ることができるものです。いつどこで起こるか
わからない天災に対する意識や、震災があって気

ことが、私が受けてきた支援に関わる全ての方々

づくことができたこと・得たことを、たくさんの

が、子どもの意見を尊重してくださったことです。
一般的に子どもが所属するコミュニティーは学校、

人に、特には私たちと同じ若い世代に対して共有

家族、習い事など、とても限られています。しか

して行きたいです。

し、私の場合は様々な支援を通して、普通には出
会うことができないような大人の方々との出会い
がたくさんあり、そこから学んだことは数えきれ
ません。子ども達は、支援を通して学校では学べ
ないような、社会の仕組みや必要なスキルを学び
ことができます。子どもの意見を尊重することで、
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子どもながらに責任感と自覚が芽生え、「支援を

西條

受けっぱなし」の状態から、「自分から主体的に

育美

（さいじょう

いくみ）

動き出したい」と思う気持ちが生まれるのではな

(１)20歳の抱負

いかと思います。

「子ども」の立場から、
まだまだ未熟ではあります

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか

が「大人」になり、自分た
ちの力で出来ることがどん
どん増えてきました。この
自分たちにできること・やっ
てみたいことを、イメージ

昨年の夏に数名の大学生と共に、飯舘村に学習

で終わらせるのではなく、

支援に行った時の話です。ちょうど8月9日に、長

１つずつ実現できるように

崎県出身の学生が「71年前の今日は、僕の故郷

頑張りたいです。大学一年生の時に私たちは南三

に原爆が投下された日です。僕にとってとても大

陸ツアーを実現することができました。はじめは

切な日に、飯舘村にいることは、感慨深い思いで

小規模ツアーでしたが、去年の夏には参加人数が

す。」と言いました。彼は何気なく言っただけか

30人を超すツアーとなりました。このツアーを機

もしれないけれど、話を聞いていた私はつい鳥肌

に、私は参加してくれた同じ大学の友人とともに

が立ちました。彼が実際には経験していない70年

熊本地震の募金活動を行ったり、今後も様々な活

以上も昔の出来事を、大切な1日として思い出す

動を予定しています。言語聴覚士を目指す学生と

ように、これから何十年先に生まれる人々にも、

して、震災時、聴覚障害を持つ方々がどのような

東日本大震災の中で生まれた思いや、消えてしまっ

動きを取ったのか、困ったこと、欲しかった支援

た命を、365日の内のたった1日でも思い出して

などを調査しようと今動き出しています。このよ

ほしい、そして、そんな未来が訪れるかどうかは、

うな人と人とのつながりも大切にしながら、積極

今生きている私たちの世代に大きくかかっている

的に活動していくことが20歳の目標です。

ということを痛感しました。広島や長崎の子ども
達が、平和学習を通して原爆のことを学ぶように、

(２)震災子ども支援をやって
いる大人に言いたいこと

東北の子ども達にも震災の学びを深める時間が必
要であると思います。

大きな被害を受けてもすぐに立ち直ることがで
きる子どももいれば、小さな被害であっても心に
大きな傷を受けた子どももいます。そのため、被
害の大きさで心に負った傷の程度を決めずに、柔
軟に対応していくことが大切だと考えます。例え
ば、つらい経験をしながらも前を向き、立ち直ろ
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うと頑張っている子に対して「頑張ってね」など

三浦

の言葉かけや必要以上の心のケアは、逆にその子

貴裕

（みうら

たかひろ）

の負担となってしまったり、自尊心を傷つけてし

(１)20歳の抱負

まう場合もあります。また、実際は心に大きな傷
を負い、つらい思いをしているのに、自身の被災
状況があまり大きくないために周りに気を遣って、

20歳にもなり、新成人の

口に出せないケースもあります。子どもの本当の

仲間入りをしたわけですが、

気持ちに寄り添った支援をしていくには、一回の

高校の頃から続けている語

みや短期での交流では難しいため、継続して信頼

り部活動や大学生になって

関係を築いていくことが必要だと感じます。

始めた「南三陸ツアー」な
どの活動を継続させていく
ことが私にとって１つの目

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか

標です。20歳になったから
特別何かをやめたり、初め
たりすることなく自分のできる範囲でできること
からやっていきたいと考えています。しかし、一
人の大人として自覚を持ちながら活動しなければ

震災によって私は家、故郷、大切な人達、など、

ならないとは思っています。

数え切れないほどのものが奪われました。この辛

現在行っている活動が、少しでも町のためにな

く衝撃的な一生忘れることのできない経験を語り

れば良いなと思いつつ、どうしたら今の自分の立

伝えることは、災害の恐ろしさを伝えるとともに、

場で町に貢献することができるかなど"一人の大

防災・減災意識を高めるために重要なことだと感

人"として考えつつ今後活動していきたいなと思っ

じます。しかし、震災によって多くのものが奪わ

ています。

れただけではなく、多くのものを私は得ることが
できたので、マイナス面だけでなくプラス面の体

(２)震災子ども支援をやって
いる大人達に言いたいこと

験も伝えていきたいです。震災当時の様子は、実
際にその場にいた私ではなくても、映像であった
り、他の人が語り継いでいくことができます。し
かし、私があれほど辛く恐ろしかった震災を「経

まずは子ども達にしっかり、寄り添って話を聞

験できてよかった。」と言えるようになるまで、

いてあげることが一番大切だと思います。寄り添

どんなに素晴らしい支えがあったのか、経験を得

い話を聞くことで子ども達の「こころのケア」に

てきたのかは、私自身にしか語ることができませ

もなりその後の支援につながると考えます。一方

ん。全員が私のように震災を前向きにとらえ、立

的な支援ではなく、子ども達に寄り添い、ニーズ

ち直ったわけではありませんが、少なくとも私や
町の復興のために立ち上がった被災地の人々の元

に答えていく方が関係性を築くことができ、支援

気な様子やそれまでの過程を伝えていきたいです。

の継続につながると思います。子ども支援は継続
することに意味があるため、信頼関係が重要になっ
てくると考えます。
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(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか
震災を通して感じた、危機意識や防災意識といっ
たことは後世に伝えるべきだと考えます。東日本
大震災では、予想をはるかに超えた大津波により、
大きな被害がありました。誰もが「ここまで来る
はずがない」という考えがあったと思います。私
も当時そのように考えていました。そのため、被
害も拡大したように考えます。自然災害は常に予
想を超えると常に思っておくことで、即座に対応
ができると思います。また、日頃から防災意識を
少しでも持つことで違ってくると思います。例え
ば、出先での避難路の確認や非常食の携帯などで
す。これらは災害時のこころの余裕にもつながる
と思います。日頃から防災意識を持つことはなか
なか難しいことではありますが、頭の片隅にでも
入れておくことで違ってきます。
現在、語り部の活動を行っていますが、まずは
被災された方の話を聞くことが後世に語り継ぐた
めにも必要だと思います。形として残し、伝える
ことはもちろんですが、震災記憶を語り継ぐ方々
は一番必要だと思っています。実際に話を聞くの
と聞かないのでは、災害に対する意識が大きく変
わってくると思います。そのため、震災を通して
感じた、危機意識や防災意識などは語り継ぐ必要
性があると考えます。
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡽࠊ2008 ᖺࠕ♫ࣔࢹࣝࡣ㸺▱ⓗ㞀ᐖ㸼ࢆໟᦤࡋᚓࡓࠖ࠸
࠺ㄽᩥࢆ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍ᖺࠊ2013 ᖺࡢ㞀ᐖᏛࡢ࡛ࠊࡇࡢㄽᩥࢆᇶၥ㢟
ᥦ㉳ࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺♫ࣔࢹࣝᑐࡍࡿၥࢆᣢࡗࡓᚋࠊ࡛ࡣ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡘேࡓࡕ࡞
ࢆໟᦤྍ⬟࡞ᶒ᧦ㆤࡢཎ⌮࡞ࡿつ⠊࠸࠺ࡢࡣ୍య࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺
ࡇࡘ࠸࡚ᑡࡋ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ 2009 ᖺࡽ 2013 ᖺࡢㄽᩥ࡛ࠊࡇࢀ
ࡣᚋࡶゐࢀࡲࡍࡀࠊࡲࡔ༑ศ῝ࡵࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊヨㄽࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇ
ࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠸ࡓᩘᖺ㛫ࡣ㺂῝࠸᳃ࡢ୰ࢆᡭࡉࡄࡾ࡛ࡉ㏞࠸Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ឤぬ࡛ࡋࡓ㹿
 ࡇࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢṇ⩏ࡸࢣࡢ⌮㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ⌧ᅾ㺂୰᩿ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୰᩿ࡢ⌮
⏤ࡣṇ┤ゝ࠸ࡲࡍࠊᑡࡋࡋࢇࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡽ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡇ௨እࡶࠊ⮬ศ⮬㌟
ᑐࡍࡿၥࡶᣢࡕጞࡵࡓࡽ࡛ࡍࠋࡑࡢၥ࠸࠺ࡢࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࢆᢈุࡋࡓ⚾ࡣࠊᯝ
ࡓࡋ࡚♫ࣔࢹࣝࢆࡁࡕࢇ⭊ⴠࡕ࡚ศࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ၥ࡛ࡍࠋ
⭊ⴠࡕࡿ࠸࠺ศࡾ᪉ࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊᴫᛕࡋ࡚▱㆑ࡋ࡚▱ⓗ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖ
ࡢศࡾ᪉ࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠼ࡤࡑࢀࡣࠊ
ࠕࡑࡾࡷ࠶ࡑ࠺ࡔࡼ࡞ࠖ࠸࠺ඹឤ
ࡶࢫࢺࣥ⭡ⴠࡕࡿࡼ࠺࡞ศࡾ᪉ࠊゝ࠸ࡲࡍ㹿
ࡑࡢࡼ࠺࡞ศࡾ᪉ࢆࡍࡿࡓࡵࡣࠊඛࡎ㺂ࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠊゝ࠸࠼ࢀ
ࡤ㺂♫ࣔࢹࣝࢆ⏕ࡳฟࡉࡎࡣ࠾ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠊᅛ᭷ࡢ≀ㄒࢆᑀ㎺ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࠊࡕࡻ࠺㺂ົᰯࡽᅜእ◊ಟࡢᶵࢆࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊ
ࢠࣜࢫࡢ࣮ࣜࢬᏛ࠶ࡿ㞀ᐖᏛࢭࣥࢱ࣮࡛ 1 ᖺ㛫ࠊࢠࣜࢫࡢ࠶ࡿᑠࡉ࡞㞀ᐖ⪅ᅋయ
㛵ࡍࡿㄪᰝࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㞀ᐖ⪅ᅋయࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡢ㉳※࠶ࡿ࠸
ࢃࢀࡿࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕ࠖ(Union of the Physically Impaired Against
Segregation : UPIAS)࠸࠺⤌⧊࡛ࡍࠋ
 ࡉ࡚ࠊ๓⨨ࡁࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ࡣࠊ4 ࡘࡢᰕ࡛ሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࡲࡎ 1 ࡘ┠ࡣ࠾ヰࡋࡲࡋࡓ UPIAS ◊✲ࡢᴫせࠊ2 ࡘ┠ࡣ UPIAS ࡢึᮇࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ
࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢཎᇶ࡞ࡿࢹࠊ3 ࡘ┠ࡀ♫ࣔࢹࣝࡢពព⩏ࠊ4 ࡘ┠ࡀࢣ
ࡢ⌮࠸࠺ᰕ࡛ࡍࠋ
⚾ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲⤒⦋ࡽࡋࡲࡍࠊ1ࠊ2 ࡢᰕ 4 ࡢᰕࡣ㡰␒ࡀ㏫࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
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ඛࡎ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ UPIAS 㛵ࡍࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡽࠊ㐃ᖏつ
⠊ࡢࢣࡢ⌮ࡢヰࢆࡍࡿ᪉ࡀὶࢀࡋ࡚ࡣศࡾࡸࡍ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺㡰
ᗎ࡛⤌ࡳ❧࡚ࡲࡋࡓࠋ
 ඛࠊෑ㢌࡛ࠊ᪥ࡣࠊࡘࡢᙜ⪅ᛶࡽⓎ㆟ࡉࢀࡓᶒ᧦ㆤࡢཎ⌮ⓗ࡞㆟ㄽࡘ࠸
࡚ሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ㏙ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢࡘࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡣࠊ୍ࡘࡣࠊ㞀
ᐖ⪅ࡓࡕࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖ͐⚾ࡣࡇࢀࢆ㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡘࡲࡾࠊࢹࢫࣅࣜࢸ࠸࠺♫ⓗᢚᅽࢆཷࡅࡿ⿕ᐖ⪅㞟ᅋࡢࠕᙜ⪅ᛶ࡛ࠖࡍࠋ
ࡇࡢ㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟㛵ࡋ࡚㺂UPIAS ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝ
ࡢ⏕ᡂࡢᩥ⬦ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡣࠊᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ᭷㈐ᛶࢆ⮬ぬࡋࡓࠕᙜ⪅ᛶ࡛ࠖ
ࡍࠋ⚾ࡣࡇࡢᨭ⪅ࡋ࡚ࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡽࠊᚋ༙㏙ࡲࡍࠕࢣࡢ⌮ࠖ࠸࠺ཎ⌮
ⓗつ⠊ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ϩ ࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕ࠖ㸦UPIAS㸧◊✲ࡢᴫせ
1 ◊✲⮳ࡿ⤒⦋
ࡲࡎࠊ1 ࡢ㸦1㸧ࡢ◊✲⮳ࡿ⤒⦋ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡅࡀࠊࡈᢎ▱ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ1960 ᖺ௦
ᚋ༙ࡽ 70 ᖺ௦༙ࡤࡅ࡚ࡣࠊୡ⏺ྛᅜ࡛ࣛࢹ࢝ࣝ࡞㞀ᐖ⪅㐠ືࡀࡓࡃࡉࢇ⤌⧊ࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡣࡑࡢᚋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢᨻⓗ㺃ᩥⓗ࡞ᅵተࡢ࠺࠼࡛ࠊከ
ᵝ࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏࡲࡍࡀࠊࡑࡇඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓࡢࡣࠕ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࠖࢆಶேࡢ࣓ࣥ࣌ࣥ
ࢺ㛵ࡍࡿ་⒪ⓗ࡞ၥ㢟ࡽࠊ♫ⓗ㺃ᨻⓗၥ㢟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺ࡍࡿᚿྥᐇ㊶࡛ࡍࠋ
ᚋࡶゐࢀࡲࡍࡀࠊ⚾ࡣࡇࢀࢆࠕᖐᒓࡢ㌿ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ㞀
ᐖ⪅ၥ㢟ࡢཎᅉࢆ㞀ᐖ⪅ಶேࡽ♫ᖐᒓඛࢆ㌿ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢࠕᖐᒓࡢ㌿
ࠖࡣࠊ࠼ࡤ♫㐠ືࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿ࣐ࢵ࢝ࢲ࣒࠸࠺ேࡢゝⴥࢆࡾࡿࠊ㞀ᐖ⪅ࡓࡕ
ࠕㄆ▱ゎᨺࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆࡶࡓࡽࡏࡓ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠕㄆ▱ゎᨺࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ㞀
ᐖ⪅ࡓࡕࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⨨ࢀࡓᢚᅽⓗ࡞≧ἣࢆࠕ㐠࡛ࠖࡣ࡞ࡃ࡚ࠕṇ࡛ࠖ࠶ࡿᤊ࠼┤
ࡍࡇࢆពࡋࡲࡍࡀࠊࢠࣜࢫ㞀ᐖ⪅㐠ື࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᖐᒓࡢ㌿ࠖࡑࡋ࡚ࠕㄆ
▱ゎᨺࠖࢆ᫂☜࡞ᙧ࡛ᥦ♧ࡋࡓࡢࡀࠊ♫ࣔࢹࣝࡤࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠕ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࠖࢆᤊ
࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࣔࢹࣝࡔ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㹿
ࢠࣜࢫ࡛ࡣࠊࡇࡢ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࣔࢹࣝࡣ UPIAS ࡼࡗ࡚᭱ึᥦ㉳ࡉࢀࠊᚋ㞀ᐖᏛࡢ
◊✲⪅࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽࡶ㞀ᐖᙜ⪅࡛࠶ࡿ࣐ࢡ㺃࢜ࣜࣂ࣮࠸࠺ேࡼࡗ࡚ᐃᘧࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ
 ḟࠊ
㸦2㸧ࡢ♫ࣔࢹࣝ◊✲ࡢ㝯┒࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊࢠ
ࣜࢫࡣࡶࡼࡾ᪥ᮏࡢ㞀ᐖᏛࡸ㞀ᐖ⪅⚟♴㡿ᇦ࡛ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬࡽ◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ࠼ࡤࠊ
ࠕ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࠖࡢࣜࣜࢸࡢศᯒ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࡸࠊ
ࠕ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࠖ
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ࡢゎỴ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࡸỗ⏝ྍ⬟ᛶ➼㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ┒ࢇ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊᛮ㆟࡞ࡇࠊࡇࡢ⌧௦ࡢ㞀ᐖ⪅ศ㔝࠾ࡅࡿ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿ♫ࣔࢹࣝ
ࡢ㉳※ࠊࡘࡲࡾࠊ♫ࣔࢹࣝࡀ࠸ࡘࠊࡇ࡛ࠊㄡࡼࡗ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢ
ࠊゝ࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊṤゝཬࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ṇ☜ゝ࠼ࡤࠊ♫ࣔࢹࣝࡢ㉳※ࡣࠊ⚾ࡀ⌧ᅾ◊✲ᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿ UPIAS ࡀ࠶ࡗࡓ
ᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡃㄒࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍యࠊࡇࡢ UPIAS ࠸࠺⤌⧊ࡢෆእ࡛ࠊࡢࡼ࠺
࡞㆟ㄽࡀࢃࡉࢀࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࢹࡢ⏕ᡂ⮳ࡗࡓࡢࠊ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ㞀ᐖᏛศ㔝࠾࠸࡚ࡣࡶࡼࡾࠊᮏᐙ࡛࠶ࡿࢠࣜࢫࡢ㞀ᐖᏛ࠾࠸࡚
ࡶṤゐࢀࡽࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⌧௦ࡢ㞀ᐖ⪅ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ࡚ࡶ㔜せ࡞㞀ᐖ⪅⤌⧊࡛࠶ࡗࡓ UPIAS ࠸࠺⤌⧊ࡢ
⤖ᡂࡽゎᩓ⮳ࡿ㐣⛬ࢆヲ⣽ᤊ࠼ࡓ◊✲ࡀⓙ↓࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡢ⏕
ᡂࡢᩥ⬦ࠊ♫ࣔࢹࣝࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓᅛ᭷ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀࠊUPIAS ࡢṔྐࡶᮍࡔⓎ
᥀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺≧ἣ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡐࠊUPIAS ࡣ◊✲ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࠸࠸ࡲࡍ㺂ࡑࡢࡓࡿせᅉࡣ UPIAS ෆ㒊
ࡢ㆟ㄽࢆヲ⣽グ㘓ࡋࡓ୍ḟ㈨ᩱࡢ㞟ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
UPIAS ࡀࡑࡢ⤌⧊እ㒊බ⾲ࡋࡓ㈨ᩱࡣഹ 4 ᮏࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࣞࢪ࣓ࣗࡢ(3)࡛ࡍࠋ
୍ࡘࡣ⤌⧊┠ⓗ᪉㔪ࢆ⾲ࡋࡓ Union of the Physically Impaired Against Segregation :

Policy Statement(UPIAS, 1974g) ࠊ  ࡘ ┠ ࡣ ึ ࡵ ࡚ ♫  ࣔ ࢹ ࣝ ࡢ ᵓ  ࢆ බ  ࡋ ࡓ
Fundamental Principles of Disability(UPIAS & Disability Alliance, 1975)ࠊࡑࡋ࡚ࠊ୕ࡘ
┠  ᅄ ࡘ ┠ ࡀ ࢜ ࣮ ࣉ ࣥ 㺃 ࢽ ࣗ ࣮ ࢫ ࣞ ࢱ ࣮  ࡋ ࡚ ࡢ Disability Challenge, No.1 &
No.2(UPIAS, 1981, 1983)࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡽࡣ UPIAS ࡢ⤖ᬗࡉࢀࡓᛮࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࡑࡢᛮࡢ⏕ᡂ
㐣⛬࠾ࡅࡿ⤌⧊ෆእࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࢆ❚࠸▱ࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱⓗไ⣙ࡶࠊඖ UPIAS ࣓ࣥࣂ࣮ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞ࡶᐇ
ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊUPIAS ෆ㒊࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚♫ࣔࢹࣝࡢࢹ
ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡀỴᐃⓗ㊊ࡋ࡚࠸ࡓゝ࠼ࡲࡍࠋ
ඛࠊ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ2011 ᖺᗘ⚾ࡣᅜእ◊ಟࡢᶵࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࢠࣜࢫ
ࡢ㞀ᐖᏛࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿࠊ࣮ࣜࢬᏛ♫Ꮫ㺃♫ᨻ⟇Ꮫ㒊ཬࡧ㞀ᐖᏛࢭࣥࢱ࣮࡛◊ಟࢆࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࣮ࣜࢬᏛ฿╔ࡋ࡚ࡽࠊඛࡎ㞀ᐖᏛࢭࣥࢱ࣮⚾ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࢥࣜࣥ㺃ࣂ
࣮ࣥࢬඛ⏕ࡈᣵᣜ⾜ࡁࡲࡋࡓࠋࣂ࣮ࣥࢬඛ⏕ࡢ◊✲ᐊ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓ
ࠊ⚾ࡢ◊ಟᮇ㛫୰ࡢࢸ࣮࣐ࡀࠕUPIAS ࡢ◊✲ࠖࡔ࿌ࡆࡓࡇࢁࠊࣂ࣮ࣥࢬඛ⏕ࡣ㦫
ࢀࡲࡋࡓࡀࠊࡍࡄࠕࡑࢀࡣ࡚ࡶⰋ࠸ࢸ࣮࣐ࡔࠖ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㹿
ࡑࢀࡽ 1 ࢝᭶⤒ࡗࡓ㡭ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡀ㛫ࡾࡋ࡚࠸ࡓ◊✲ᐊࠊࣂ࣮ࣥࢬ
ඛ⏕ࡀྎ㌴ẁ࣮࣎ࣝ 2 ⟽ࢆࡏ࡚ゼࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊࢽࢵࢥࣜ➗ࡗ࡚ࠕࡇࢀࡣ⏣୰ࡗ࡚ᐆ
≀ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠖ࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓ㹿⟽ࢆ㛤ࡅࡿ UPIAS ࡢෆ㒊ᅇぴᩥ᭩
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(Internal Circular)ࡀࠊUPIAS ࡢ⤖ᡂ┤ᚋࡽゎᩓࡍࡿ 1990 ᖺࡲ࡛ࡢ 20 ᖺ㛫ศ㒊ᥞࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࣂ࣮ࣥࢬࡉࢇࡣࡑࢀࢆ UPIAS ࡢඖ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ᪉ࡓࡕࡽ㡸ࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
 
ࡇࢀࡀ Circular ࡛ࡍ(ࢫࣛࢻ)ࠋ
ᚿᮧ㸸confidential(㒊እ⛎)࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋconfidential ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡶᚋ࡛ㄝ᫂ࡋࡲࡍࡅࡶࠊ⾲⣬ࡢ୰ࡶ
ࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࠊᡭ᭩ࡁ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊྂ࠸ࢱࣉࣛࢱ࣮࡛ᡴࡗࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡶ࠺㯤
ࡤࢇ࡛ࡃࡗࡘ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ 1 ᯛࡎࡘࡀࡋ࡚ࠊ1 㐌㛫ࡅ࡚ࢥࣆ࣮ࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠊᚿᮧඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ Circular ࡣ confidential ࡞ UPIAS ࡢෆ㒊ᩥ᭩࡛ࡋ
ࡓࠋUPIAS ࠸࠺⤌⧊ྡ⛠ࢆ᪥ᮏㄒヂࡍࠊࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ᙼࡽࡣࠕ㞀ᐖ⪅㝸㞳ࠖࡢᢠࢆᥖࡆࡓ⤌⧊࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᙼࡽࡀࠕ㞀ᐖ⪅㝸㞳ࠖࡢ㇟ᚩ
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡢࡀ㞀ᐖ⪅ࡢධᡤタ࡛ࡍࠋࡇࡢ⤌⧊ࡣ⤖ᡂᙜึࡽయ 40 ྡࡄࡽ࠸
ࡢဨࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰ࡣ㞀ᐖ⪅タࡢධᡤ⪅ࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ
ࡢධᡤ⪅ࡢ᪉ࡓࡕࡣࠊ
ࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕ࠖࡢဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀ
タഃࡤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊタࢆ㏣࠸ฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ᜍࢀࢆᖖᣢࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓ㹿Circular ࡀ confidential ࡔࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࡛ࡣࠊ࡞ࡐࠊUPIAS  Circular ࡀᚲせࡔࡗࡓࡢゝ࠸ࡲࡍࠊᙜࡢࢠࣜࢫࡣ(
ㄽࠊᙜࡢ᪥ᮏࡶྠࡌ࡛ࡍࡀ)ࠊ㞀ᐖ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫ࡣࣂࣜࡔࡽࡅ࡛ࡋࡓࡽࠊタධ
ᡤ⪅ࠊ≉㔜ᗘࡢ㌟య㞀ᐖ⪅ࡀ㆟ࡸ㞟ࡢࡓࡵࠊẼ㍍ࡇ࡛ẖ㐌ࠊᡈ࠸ࡣẖ᭶ 1 ᅇ
㞟ࡲࡿ࡞࠸࠺ࡇࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡋࡓࠋ࡛ࡍࡽᙼࡽࡣ㠀ᖖ㛫ࡢ
ࡿࡸࡾ᪉࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ Circular ࢆဨ㒑㏦࡛ᅇぴࡋ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡋࡶࡑࡢ㒑㏦᪉ἲࡶࠊタධᡤ⪅㏦ࡿࡁࡣࠊࡑࡢධᡤ⪅ࡢᐙ᪘ࡢྡ๓࡛ฟࡋࡓࡾࡋ
࡚ࠊࡇࡢᩥ᭩ࡀ UPIAS ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇࡀࡤࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡓࡔࠊUPIAS ࡢ୰࡛ࡣࠊCircular ࡀタࡢ⫋ဨࡤࢀࡿࡇ㛵ࡍࡿ㆙ᡄࡣᙉࡃ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࡀࠊᙼࡽࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡍࡿእ㒊ࡢேࡓࡕࡣㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺࠸࠺ࠊ࠸࠺ྜពࡶ࠶
ࡾࡲࡋࡓࠋ
࠸ࡎࢀࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊࡇ࠺࠸࠺㠀ᖖཝࡋ࠸᮲௳ࡢ୰࡛ᙼࡽࡣ⤌⧊ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊཝࡋ࠸᮲௳࡛࠶ࡗࡓࡽࡇࡑࠊ⤌⧊ෆࡢヲ⣽࡞㆟ㄽࡀ
Circular ࡢ୰グ㘓ࡋ࡚ṧࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࠾ヰࡋࡓࠊCircular ࡀ࡞ࡐᚲせࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࣞࢪ࣓ࣗ 2 ࣮࣌ࢪ┠
ࡢᅖ࠸ࡢ୰᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡅࢀࡤ࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ᪉ࡣ࣏࣮࣭ࣝࣁࣥࢺࡉࢇ࠸࠺᪉࡛(ࢫࣛࢻ)ࠊUPIAS ࡢ⤖ᡂࢆࡧࡅࡓ᪉࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ᪉ࡣ㐍⾜ᛶࡢ㞀ᐖࢆᣢࡗࡓ᪉࡛ࠊࢃࡎ 42 ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ࣏࣮ࣝࡉࢇࡢ
ඖዟࡉࢇࠊࢪࣗࢹ࣭ࣁࣥࢺࡉࢇ(ࢫࣛࢻ) 2 ᅇᙼዪࡢࡈ⮬Ꮿ࡛ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡉࡏ
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࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ2 ᅇࡶṤ 1 ᪥୰ࠊ㛗㛫ࢃࡓࡿࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡋࡓࡀࠊᮏᙜ
ᑀ࠾ᛂ࠼࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡶ࠺ 1 ேࠊྠࡌࡃ UPIAS ࡢඖ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࣐ࢠ࣮࣭ࢹ
ࣅࢫࡉࢇ࠸࠺ዪᛶ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡶࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࢣ࣭ࣥࢹࣅࢫࡉࢇ࠸࠺᪉ࡀ(ࢫࣛࢻ)ࠊ࣐ࢠ࣮࣭ࢹࣅࢫࡉࢇࡢࡈே࡛ࠊࡇࡢ
᪉ࡣ⚾ࡀゼၥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡣ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࠊዟࡉࢇࡣ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡉࢇ(ࢫࣛࢻ)࠸࠺᪉ࡣࠊ⚾ࡀࢠࣜࢫᅾ୰ࡢ
12 ᭶࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡗࡓᚋࠊ2 ᖺࡄࡽ࠸⤒ࡗ࡚ࡽࠊ2013 ᖺ
㡭ඛࡢࢪࣗࢹ࣭ࣁࣥࢺࡉࢇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࡢࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡉࢇࡢ
ࡈᜥዪࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡗ࡚ࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆヨࡳࡲࡋࡓࡀ㺂ࡲࡔẼᣢࡕࡢᩚ⌮ࡀࡘ࠸࡚࠸
࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠾᩿ࡾࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

2 UPIAS ◊✲ࡢ┠ⓗព⩏
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊUPIAS ◊✲ࡢᴫせධࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍ㹿ࣞࢪ࣓ࣗࡢ 2 ࡢ 2 ␒࡛ࡍࠋUPIAS
◊✲ࡢ┠ⓗព⩏࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ◊✲┠ⓗࡣ㸦1㸧᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊUPIAS ࡢ
⤖ᡂࡽ⤊⤖⮳ࡿ⤌⧊ෆእࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡓࡾ࡞ࡀࡽࠊᚋ♫
ࣔࢹࣝ⛠ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࢹࡢ⏕ᡂࡑࡢ⦎ᡂࡢ㐣⛬ࢆ᳨ドࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ◊✲ࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࡣឡࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊᚋࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ◊✲యࡢᵓᡂࡣࠊḟࡢ࣮࣌ࢪࡢᅄゅࡢᯟࡢ୰᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡢࡇࢁࡣࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ᵓᡂ࡛⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ➨୍❶ࡢࠕ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࠖࢆ㝖ࡅࡤࠊࡁࡃ 2 ࡘࡢࣃ࣮ࢺศ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

3 ◊✲ࡢయᵓᡂ
 ➨Ϩ㒊ࡣ UPIAS ࡢࢥ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓேࡓࡕࡢࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ◊✲࡛ࡍࠋ࡞
ࡐࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲ࢆ➨Ϩ㒊⨨࠸ࡓゝ࠸ࡲࡍࠊඛࡶ◊✲┠ⓗ
࡛㏙ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ◊✲ࡣ☜♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࢹࢫࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ࣇ
࣮࣒ࣞࡀࠊUPIAS ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺ᙧᡂࡉࢀࡓࡢࠊ࠸࠺ࡇࢆᤊ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡍࡀࠊࡋࡋࠊᙼࡽࡢෆ㒊ᅇぴᩥ᭩ࢆㄞࡳࠊඖ࣓ࣥࣂ࣮ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚ศࡗࡓ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ♫ࣔࢹࣝㄌ⏕ࡢ㉳※࠶ࡗࡓ UPIAS ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡣࠊ༢▱ⓗࣞ࣋ࣝࡢ
㆟ㄽ⤊ጞࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇࡣ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡢࡼࡾ῝࠸ឤⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ࠾
ࡅࡿඹឤࠊᡈ࠸ࡣࠊᙼࡽࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆᣢࡘ㌟యᛶ᰿ࡊࡋࡓඹ㏻య㦂࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶
ࡗࡓࠊ࠸࠺ࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣඛࡎࠊࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡽࡢࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠾ࡅࡿࢹࢫࣅࣜࢸ
య㦂ࡢ᳨ドࠊࡘࡲࡾࠊUPIAS ࠾࠸࡚῝࠸ឤⓗ㺃㌟యⓗḟඖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྍ⬟
ࡋࡓᙼࡽࡢ㞀ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆ᳨ドࡋࠊࡑࡢᚋ࡛ࠊUPIAS ࠸࠺♫㺃ᩥ
ࡢ୰࡛ఱࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࠊࡑࡇ࡛ࡣࡢࡼ࠺࡞ࢹࢫࣅࣜࢸࢆࡵࡄࡿ᪂ࡋ࠸ࣇ࣮ࣞ
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࣒ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡢࠊࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࠊ➨Ϩ㒊ࢆࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲ࠊ➨ϩ㒊ࢆ
UPIAS ࠸࠺⤌⧊ࡢ◊✲ࡋࡲࡋࡓࠋ
➨Ϩ㒊࡛ࡣࠊඛฟ࡚ࡁࡲࡋࡓ࣏࣮࣭ࣝࣁࣥࢺࡉࢇࢪࣗࢹ࣭ࣁࣥࢺࡉࢇࡢࣛࣇࣄ
ࢫࢺ࣮ࣜࠊࡑࢀࡽࢣ࣭ࣥࢹࣅࢫࡉࢇ࣐ࢠ࣮࣭ࢹࣅࢫࡉࢇࡢࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊᮏᙜ
ࡣࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡉࢇࡢࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡶ㏣࠸ࡅࡓࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅ
ࠊࡢࡇࢁࡇࢀࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺↓⌮࡞࠸࠺Ẽࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⥆࠸࡚➨ 2 㒊ࡀ UPIAS ࠸࠺⤌⧊ࡢ◊✲࡞ࡾࡲࡍࠋ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊࡑࡇࡣ⤌⧊ࡢᙧែ
ⓗᵓ㐀㛵ࡍࡿ◊✲᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊUPIAS ࠸࠺㐠ື⤌⧊ࡀࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢᙧែࢆ
ᩚ࠼࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㒊ศࡣࠊ࠼ࡤ UPIAS ࠸࠺⤌⧊
ࡢ㐠Ⴀࡢ࣮ࣝࣝࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺సࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡞ࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇ࠺࠸࠺♫㐠ື⤌⧊࠾ࡅࡿᙧែⓗ࡞ᵓ㐀࠸࠺ࡢࡣࠊ༢࡞ࡿ⤌⧊ࡢᙧࡢᩚഛ㐣⛬
ࢆពࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢ⤌⧊ࡢࡼࡗ࡚❧ࡘ౯್ࡸ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᏑᅾ⌮⏤㛵ࡍࡿ
ၥ࠸ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ⤌⧊ࡢᙧែࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊUPIAS ࡢ⤌⧊ࡋ࡚
ࡢᙧែⓗ࡞ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᙼࡽࡢᛮᙧᡂࡸࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛࡚
ࡶ㔜せ࡞㊊ࡾ࡞ࡿ⪃࠼ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡲࡎ⤌⧊ࡢᙧែⓗ࡞ᵓ㐀࠸࠺ࡇࢁࢆ᳨
ドࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚ࠊ➨ 2 㒊ࡢ᭱ึࡢ➨ 5 ❶⨨ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ⥆ࡃ➨ 6 ❶ࡀࠊࡇࡢ◊✲యࡢ୰࡛ࡣ➨ 7 ❶୪ࢇ࡛ࠊ࣓ࣥࡢ㒊ศ࡞ࡾࡲࡍࠋᚋ
ࠊᑡࡋ⤂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀࠊUPIAS ࡣ⤖ᡂᚋࠊࡍࡄ♫ྥࡅ࡚άືࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡣ⤖ᡂᚋࠊ18 ࣧ᭶㛫ࡶࡢ㛫ࢆࡅ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⤌⧊ࡢ┠ⓗ᪉㔪
ࡘ࠸࡚ࠊᚭᗏⓗ㆟ㄽࢆࡋࡲࡍࠋࡑࡢ㛫ࠊᙼࡽࡣ⤌⧊ࡢእྥࡗ࡚ࠊṤఱࡶⓎಙࡋ࡚
࠸ࡲࡏࢇࠋᚭᗏⓗ࡛ࠊᴟࡵ࡚ៅ㔜࡞Ẹⓗ㆟ㄽࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ⤌⧊ࡢ┠ⓗ᪉㔪ࡀ᫂☜
ࡍࡿࡲ࡛ࠊ࠶࠼࡚ࠊ⤌⧊እ㒊ࡢ㛵ಀࢆ㐽᩿ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ 18 ࣧ᭶㛫ࡢ㆟ㄽࡼࡗ࡚ᡴࡕ
ฟࡉࢀࡓࡢࡀࠊ
ඛࠊ
⤂ࡋࡲࡋࡓ UPIAS ࡀබ㛤ࡋࡓձࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࠊ
UPIAS ࡢ policy
statement ࠸࠺ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢ࣏ࣜࢩ࣮㺃ࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ⤖ᬗࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢࠊ18 ᭶㛫ࢃࡓࡿ㆟ㄽࡣࠊ୍ᗘࡔ
ࡅࣟࣥࢻࣥ㞟ࡲࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓ㆟ࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊࡍ࡚ඛ⤂ࡋࡲࡋࡓ Circular 
࠸࠺ෆ㒊ᅇぴᩥ᭩ࢆ㏻ࡋࡓ㆟ㄽ࡛ࡋࡓࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢグ㘓ࡣヲ⣽ Circular ṧࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ 18 ࣧ᭶㛫ࡢ㆟ㄽࡀࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࢹࡢཎᆺࢆ⏕ࡳฟࡋࡓゝ࠼ࡲ
ࡍࠋ
 ゝ࠸ᛀࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ➨ 1 ❶ࡽ➨ 6 ❶ࡲ࡛ࡣ᪤᭩ࡁ⤊࠼࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ3ࠊ4ࠊ5ࠊ
6 ❶ࡣᫍᏛࡢ⣖せⓎ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᖺᗘࡣ⥆ࡃ➨ 7 ❶➨ 8 ❶ࢆᡂࡉࡏࡿண
ᐃ࡛ࠊ᮶ᖺᗘࡣࡉࡽࡑࡢ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡳࠊ࡛ࡁࢀࡤࠊ᮶ᖺᗘ୰ࡣࡇࡢ◊✲ࢆࡉࡏࡓ
࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊඖ᮶ᛰࡅ⪅࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ㏻ࡾ࠸ࡃ࠺ࡕࡻࡗศࡽ࡞࠸࡛ࡍࠋ
➨ 7 ❶➨ 8 ❶ࡣ⌧ᅾࠊ୪⾜ࡋ࡚ᇳ➹୰࡛ࡍࡀࠊ➨ 7 ❶࡛ࡣࠊUPIAS ࡀึࡵ࡚♫ࣔࢹ
ࣝࡢࢹࢆ᫂☜ᡴࡕฟࡋࡓࠗ㞀ᐖࡢᇶᮏཎ⌮࠘࠸࠺Ꮚࡢᇶ࡞ࡗࡓ Disability
Alliance ࠸࠺⤌⧊ࡢྜྠ㆟ࡢ୰࡛ࡢ㆟ㄽࢆࠊゝㄝศᯒࡢᡭἲࢆ㏻ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡲ
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ࡍࠋ
ࡇࢀࡀࠗ㞀ᐖࡢᇶᮏཎ⌮࠘࠸࠺Ꮚࡢ⾲⣬࡛ࡍ(ࢫࣛࢻ)ࠋFundamental Principles of
Disabilityࠖ᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢୖ UPIAS and DISABILITY ALLIANCE ᭩
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇࡣࡇࡢࠕ㞀ᐖࡢᇶᮏཎ⌮ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊUPIAS  DISABILITY ALLIANCE
࠸࠺⤌⧊ࡀྜྠ㆟ࢆᣢࡗࡓࠊࡑࡢ㏲ㄒ㘓ࢆᇶࡋ࡚సࡽࢀࡓᏊ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏ
ࡢ㞀ᐖᏛࡢ◊✲⪅ࡓࡕ࠾ࡑࡽࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ♫ࣔࢹࣝࡢࢹࢆ
UPIAS ࡀึࡵ࡚⾲ฟࡋࡓࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡛ࡍࠋ
4 ᖺ๓ࡢࢠࣜࢫ࡛ࡢ◊ಟ୰ࠊ⚾ࡣࠊᮏᙜᖾ㐠ᜨࡲࢀࡓ 1 ᖺ㛫ࡔࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇࡢᏊࡀฟ᮶ୖࡀࡿ๓ࡢẁ㝵ࡢ UPIAS  DISABILITY ALLIANCE ࡢ㆟ࡢ㘓
㡢ࢸ࣮ࣉࢆ㉳ࡇࡋࡓ㏲ㄒ㘓ࢆࢥࣆ࣮ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ❶ࡢศᯒ࡛ࡣ㺂
ࡇࡢ㏲ㄒ㘓ࢆ⣲ᮦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ⥆ࡃ➨ 8 ❶࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ㒊ศࡶ᭩ࡁ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊ
ࠗ㞀ᐖࡢᇶᮏ
ཎ⌮࠘ࢆබ⾲ࡋ࡚ࡽࠊᩘᖺᚋࠊUPIAS ࡢ⤖ᡂࢆࡧࡅࠊ⌮ㄽⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚⤌⧊ࢆ
ࡅࢇᘬࡋࡓ࣏࣮ࣝࣁࣥࢺࡢ✺↛ࡢṚࡸࠊ࣓ࣥࣂ࣮┦ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡼࡗ࡚ࠊ୍ࠊ
UPIAS ࡣ⤌⧊Ꮡ⥆ࡢ༴ᶵࢆ㏄࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡢ༴ᶵࡀࡢࡼ࠺ᣍ᮶ࡋࡓࡢࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊ
ᙼࡽࡣࡑࢀࢆࡢࡼ࠺ࡾ㉺࠼ࡼ࠺ࡋࡓࡢࠊ࠸࠺ࡇࢁ↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ドࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚➨ 9 ❶࡛ࡣࠊ1980 ᖺ௦⤊ࢃࡾࡽ 1990 ᖺ௦ࡅ࡚ࡢ UPIAS ࡢゎᩓ⮳ࡿࣉ
ࣟࢭࢫࢆศᯒࡋ࡚ࠊ
➨ 10 ❶࡛ࡣ᭱ᚋࠊ
◊✲ࡢࡲࡵࢆࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡀ UPIAS
◊✲ࡢయ࡛ࡍࠋ

ϩ ⤖ᡂึᮇ࠾ࡅࡿࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ᳨ド(➨ 6 ❶)
1 ♫㐠ື࠾ࡅࡿពᵓ⠏ࡣ
 ࡛ࡣࠊࣞࢪ࣓ࣗ 4 ࣮࣌ࢪࡢ 2 ࡘ┠ࡢᰕධࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࡇࡇࡣ⤂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ UPIAS ◊✲ࡢ➨ 6 ❶㒊ศ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡇࢆ⣲ᮦࡋ
࡞ࡀࡽ㺂᪥ࡢ୍ࡘ┠ࡢᙜ⪅ᛶࠊࡘࡲࡾࠊ㞀ᐖᙜ⪅ࡼࡿࠊᶒ᧦ㆤࡢཎ⌮ⓗ࡞Ⓨ㆟
ࡘ࠸࡚ࠊᑡࡋ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍ㹿 ࡑࡢ๓ࠊᑡࡋ⌮ㄽⓗ࡞⫼ᬒࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋ
ࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ♫㐠ື࠾ࡅࡿពᙧᡂࢆᤊ࠼ࡼ࠺ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ࢟ࢶࢭࢫ࣌ࢡࢱ࣮
௦⾲ࡉࢀࡿᐃ⩏⩏Ꮫὴࡤࢀࡿேࡓࡕࡼࡿ◊✲ࡀࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡽ
ࡣ♫ᵓ⠏⩏ࡢ❧ሙࡽࠊ♫㐠ື࠾ࡅࡿࢡ࣒ࣞ㺃࣓࢟ࣥࢢ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠊࣞࢪ࣓᭩ࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ♫㐠ືࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺࡍࡿࠕ♫ၥ㢟ࠖࢆఱ
ࡽࡢࠕᐃࡉࢀࡓ≧ែࠖ㛵ࡍࡿ‶ࡸせồࢆᙇࡍࡿಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢάືࢆ㏻ࡋ
ࡓࠕࣞࢺࣜ࢝ࣝ࡞ᵓ⠏≀ࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡶ࠺ᑡࡋලయⓗゝ࠺ࠊ࠶
ࡿ♫㐠ືࡀࠊࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆࠕၥ㢟ࠖࡋ࡚ྠᐃࡋࠊࡑࡢࠕၥ㢟ࠖࢆࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ
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ࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࠊࡉࡽࠊㄡᑐࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࡑࡢᴫᛕࡋࡓࠕၥ㢟ࠖࢆᥦ♧
ࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡼ࠺ࡍࡿࡢࡀࠊࡇࡢ♫ᵓ⠏⩏ⓗ࡞♫㐠ື◊✲ࡔ
ゝ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࡢ▱ぢࡼࡿࠊ♫㐠ືࡀࠕ♫ၥ㢟ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇࠖࡣࠊࠕၥ㢟ྡ๓ࢆ
࠼ࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᗄࡘࡢதⅬࢆ㛵㐃࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚ᕸ⨨ࡋࡘࡘࠊࡢதⅬࢆ
ࡑࡢ㡿ᇦࡢእᢲࡋࡸࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ⌧㇟ࢆࡵࡄࡿࢺࣆࢵࢡࡢቃ⏺ࡸ㡿ᇦࢆ☜❧ࡍ
ࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ⠏⩏ⓗ◊✲ࡀ᥈ồࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ࠊ♫㐠ື࠾ࡅࡿࠕ≧ἣࡢ
ᐃ⩏ࠖࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࢆࠊࡉࡽὙ⦎ࡉࢀࡓᡭἲ࡛♫㐠ື◊✲ྲྀࡾධࢀ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊࣇ
࣮࣒ࣞศᯒࡢ◊✲⪅ࡓࡕ࡛ࡍࠋ

2 ♫㐠ື࠾ࡅࡿࣇ࣮࣒ࣞࡢᴫᛕ
ࡇࡢࣇ࣮࣒ࣞ࠸࠺ᴫᛕࢆ♫㐠ືศᯒࡢࡓࡵࢦࢵࣇ࣐ࣥ(Goffman)ࡢ◊✲ࡽ᭱ึ
⏝ࡋࡓࡢࡣࠊࢠ࣒ࣕࢯࣥ(William Gamson)࠸࠺♫㐠ືࡢ◊✲⪅࡛ࡍࡀࠊࢠ࣒ࣕࢯ
ࣥࡣࣇ࣮࣒ࣞࢆࠕಶேࡑࡢ⏕ά✵㛫ࡸయ♫ࡢ୰࡛㉳ࡇࡗࡓฟ᮶ࢆ⨨࡙ࡅࠊ▱ぬࡋࠊ
㆑ูࡋࠊࣛ࣋ࣝࡅࢆࡍࡿࡇࢆྍ⬟࡞ࡽࡋࡵࡿゎ㔘ᅗᘧࠖᐃ⩏࡙ࡅࡲࡋࡓࠋ

3 ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ 5 ࡘࡢᶵ⬟
⚾ࡣࠊࡇࡢࣇ࣮࣒ࣞศᯒࡢඛ⾜◊✲ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨ 6 ❶࠾࠸࡚ࠊUPIAS ࡢࣇ
࣮࣑ࣞࣥࢢ㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࢆ 5 ࡘࡢᶵ⬟࠾࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡲࡋࡓࠋ
㛫ࡢไ㝈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᑡࡋ⡆༢⤂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
୍ࡘࡣࠊࠕㄆ▱㌿ࡢᶵ⬟࡛ࠖࡍࠋࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡣேࠎࡢᖹࡸ‶ࢆṇᙜࡋࠊࡑࡢ
ᖹࡸ‶ࡢᶆⓗࠊࡍ࡞ࢃࡕᩛᡭࢆᐃࡵࠊᖹ㺃‶ࢆࡼࡾᗈࡃඹ㬆ⓗ࡞せồ㧗ࡵ࡞
ࡀࡽࠊࡑࢀࢆ♫㺃ᨻࡋ࡚ࡺࡃᶵ⬟ࢆᣢࡕࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣඛࡶᘬ⏝ࡋࡲࡋࡓࡀ㺂࣐ࢵ࢝ࢲ࣒࠸࠺◊✲⪅ࡀࠕㄆ▱ゎᨺࠖྡࡅࡓᶵ
⬟ࡶ㔜࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢㄆ▱㌿ࡸㄆ▱ゎᨺࡼࡗ࡚ࠊேࠎࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ⮬⦖⮬⦡ⓗ࡞
ࠕ㐠ࠖࡢゎ㔘ᅗᘧࡽ⬺ฟࡋࠊ⮬ศࡓࡕᅔ㞴ࢆࡶࡓࡽࡋ⥆ࡅࡿ♫ࡢṇẼ࠸࡚
ࡺࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ➃ⓗゝ࠺ࠊ♫㐠ືࡢࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢㄆ▱㌿ᶵ⬟ࡣࠊಶࠎ
ࡢࠕ㐠ࠖࢆ♫ⓗ࡞ࠕṇࠖព࡙ࡅ┤ࡍᶵ⬟ࢆᣦࡋࡲࡍࠋ
 ణࡋࠊࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ▱ⓗ࡞ḟඖാࡃࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡶࡑࡶࠊ
♫㐠ືࠊࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⤌⧊ⓗάືࢆ༊ูࡍࡿࡢࡣࠕ⇕࠸ឤࡢᏑᅾࠖࡔゝࢃࢀ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡣࠊ෭㟼࡛ᐈほⓗ࡞᪂ࡋ࠸ㄆ▱ⓗᯟ⤌ࡳࡔࡅࢆேࠎࡶࡓࡽࡍࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡢ‶ࡸᛣࡾࠊࡋࡳ࡞ࢆពᅗⓗႏ㉳ࡉࡏࠊάᛶࡉࡏࡿࡶࠊࡉ
ࡽࡑࢀࢆṇࡋ࠸᪉ྥỈ㊰࡙ࡅ࡚ࡺࡃࠋ㐠ື࠾࠸࡚㔜せ࡞Ⅼࡣࠊࡇࡢࡼ࠺Ỉ㊰࡙ࡅ
ࡽࢀࡓឤࡀࠊ㐠ືࡢάືࡸືဨ࠾࠸࡚ᚲせࡉࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢせ࡞※Ἠ࡞ࡿࡢ
ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡀࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢࡘ┠ࡢᶵ⬟࡛ࡍࠋ
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୕ࡘࡵࡣࠊືဨࡢᶵ⬟࡛ࡍࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ࠶ࡿ♫㐠ື(⤌⧊)ࡀᏑ⥆ࡋࠊࡑ
ࡢ┠ⓗࡢᐇ⌧ྥ࠼ࡿྰࡣࠊࡑࡢ㐠ືࡢചࡢୗࠊࢀࡔࡅከࡃࡢேࠎࢆཧ㞟ࡉࡏ࡚
࠸ࡅࡿࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࠾ࡅࡿືဨࡢᶵ⬟ࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ቃ㐝࠶
ࡿಶࠎேࡢ౯್ほࡸಙᛕࡸᛣࡾࡢឤ࡞ࠊ♫㐠ືࡢ┠ᶆࡸ᪉㔪㺃ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡞ࢆ
ᯫᶫࡋ(ࢫࣀ࣮ࡣࡇࢀࢆࠗࣇ࣮࣒ࣞᯫᶫ࠘ࢇࡔ)ࠊከࡃࡢேࠎࢆ♫㐠ືࣜࢡ࣮ࣝࢺࡋ
࡚ࡺࡃᶵ⬟࡛ࡍࠋ
ᅄࡘ┠ࡢࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢᶵ⬟ࡣࠊάື⥔ᣢ᪉ྥࡅࡢᶵ⬟࡛ࡍࠋඛࡶゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡣㄆ▱ゎᨺࡼࡗ࡚ࠊୡ⏺ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࣇ࣮࣒ࣞࢆࡶࡓࡽࡋࡲࡍࡀࠊࡇࡢࣇ
࣮࣒ࣞࡢᙧᡂࡉࢀࡿ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ♫㐠ື⤌⧊ࡢ┠ⓗࡸάື᪉㔪ࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚ࡺࡁࡲ
ࡍࠋࡘࡲࡾ♫㐠ືࡣࠊࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐠ື⤌⧊ࡢ┠ⓗ㺃᪉㔪ࡢࠕṇࡋࡉࠖࢆ᰿ᣐ
࡙ࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢάືᐇ㊶ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࠊࡑࢀࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡺࡃᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿゝ࠼ࡿᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ᭱ᚋࡢᶵ⬟ࡣࠊ㞟ྜⓗࢹࣥࢸࢸࡢᙧᡂᶵ⬟࡛ࡍࠋ⧞ࡾ᭰࠼ࡋ࡞
ࡾࡲࡍࡀࠊࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡼࡿㄆ▱ゎᨺࡣࠊேࠎࡢ㐠ࡸᖾࡢཎᅉࢆࠊࡑࡢேࡓࡕ⮬㌟ࡢ
ᒓᛶࡸᐟࡽᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢேࡓࡕᑐࡍࡿ♫ⓗ࡞ṇࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡼ࠺ಁ
ࡋ࡚ࡺࡁࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢṇࢆࡾฟࡋࠊࡑࢀࢆ᧯ࡿᩛᡭࡀྍどࡉࢀ࡚ࡺࡁࡲࡍࡀࠊ
ྠࠊࡇࡢᩛᡭࡼࡿṇࢆ⿕ࡾࠊࡑࡢ⿕ᐖయ㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿࠕࢃࢀࢃࢀࠖព㆑ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ࡸࡇࡢṇẼࡁࠊࡑࢀඹ❧ࡕྥࢃࢇࡍࡿࠊ㞟ྜⓗ࡞ࢹࣥࢸࢸࡀࡑࡇ
ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡺࡃ⪃࠼ࡲࡍࠋ

4 UPIAS ࠾ࡅࡿࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ≉ᚩ
 ࡇࢀࡽࡢࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢᶵ⬟ࢆᡭࡾࡋ࡚ࠊUPIAS ࡢ⤖ᡂึᮇ࠾ࡅࡿ⤌⧊ෆ㒊ࡢ
㆟ㄽࢆศᯒࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ㛫ࡢไ㝈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ୍㒊ࢆࠕ4 UPIAS ࠾ࡅࡿ
ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ≉ᚩࠖࡋ࡚ሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࣞࢪ࣓ࣗ 5 ࣮࣌ࢪ┠ࡢ 4 ␒ࠊUPIAS
ࡢࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ≉ᚩࡢࡇࢁ࡛ࡍࠋ
(1)ᑓ㛛ᐙᨭ㓄 professional dominance ࡢᢠ
ඛࡎࠊUPIAS ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⤖ᡂึᮇࡢ㆟ㄽ࡛ࠊ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᫂☜࡞
ᑓ㛛ᐙ⩏ࠊᑓ㛛ᐙᨭ㓄ࡢᢠࠊࡑࡢᑕࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖ
ࡢᙇ࡛ࡍࠋ
ࡲࡎ UPIAS ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⤖ᡂึᮇࡢ㆟ㄽ୍࡛ࡘࡢࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᫂☜࡞
ᑓ㛛ᐙ⩏ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑓ㛛ᐙᨭ㓄ࡢᢠ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢᑕࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢࡀ࠸ࢃࡺ
ࡿ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢᙜ⪅ᛶࡢᙇ࡛ࡋࡓࠋᑓ㛛ᐙ⩏ࡢᢠ࠸࠺ࡢࡣࠊࡋ࡚་⒪ࡢᑓ
㛛ᐙࡓࡕࡀ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࠊࡘࡲࡾࠊᶵ⬟ⓗ࡞㞀ᐖࡔࡅࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶ
ࢃࡽࡎࠊ㞀ᐖ⪅ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡢ࡚ࢆྲྀࡾᢅ࠼ࡿࡢࡼ࠺㘒ぬࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡑ
ࡢࡇᑐࡍࡿᢈุᣄ⤯ࡀ Circular ࡢ୰࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 ࠼ࡤࠊࡑࡢᅄゅࡢ୰ࡢ c)ࡢࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡢពぢ࡞ࡀࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࡇࢆㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕ་ᖌࡓࡕࡣࢹࢫࣅࣜࢸ࠸࠺♫ⓗ⌧㇟㛵ࡋ࡚ࠊ㌟యⓗࣥ࣌
࣓ࣥࢺࢆデ᩿ࡍࡿࡢྠࡌ᪉ἲ࡛ᢕᤊ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࠊ㌟య㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿᢚᅽ≧ἣࡢゎ
Ỵసᴗࠊ⮬ࡽࡶཧຍ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡉࡽᙼࡽࡣ㌟య㞀ᐖ⪅ࡗ࡚ࠕఱࡀ᭱ၿ࡞
ࡢࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡉ࠼ᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ᑓ㛛ᐙࡓࡕࡢ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉ࡢᢠࡋ࡚ࠊࢹࢫࣅࣜࢸࢆ♫
ᢈุࡢゝⴥࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࡇࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࢣࣥ㺃ࢹࣅࢫࡢ b)ࢆㄞ
ࡳࡲࡍࠋ
ࠕ㞀ᐖ⪅ศ㔝࠾࠸࡚ࢹࢫࣅࣜࢸࢆ♫ⓗᢚᅽࡢᙧᘧࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ᑓ
㛛ᐙ࡞ࡾᚓࡿ㞀ᐖ⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺ࡌࡷ࡞࠸ࠖ
ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡉࡽࠊࡑࡶࡑࡶࢹࢫࣅࣜࢸ࠸࠺♫⌧㇟ࢆ᭱ࡶṇ☜ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡢࡣㄡ࠸࠺ࠊࡑࢀࡣ᪥ࠎࢹࢫࣅࣜࢸࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡔࠊ࠸
࠺ᙇࡀࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀ㺂ࡓ࠼ࡤḟࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋg)ࡢ⟠ᡤ࡛ࡍࠋ
ࠕࢹ
ࢫࣅࣜࢸࢆ♫ⓗၥ㢟ࡋ࡚ṇ☜ᢕᥱࡋࠊࡑࡢၥ㢟ᛶࢆᥦ㉳࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࢹࢫࣅ
ࣜࢸࡀࡶࡓࡽࡍṧ㓞ࡉࢆ┤᥋⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ㌟య㞀ᐖ⪅⮬㌟࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆᣢ
ࡓ࡞࠸ᖖ⪅࡛࠶ࡿࠗྠ⪅ࡓࡕ࠘ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࠗせồࡢᮏ㉁࠘ࢆぢㄗࡿ༴㝤ᛶࠊࡉ
ࡽࡣࠗ㛫㐪ࡗࡓᙧ࡛㞀ᐖ⪅ၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ࠘༴㝤ᛶࢆᖖᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠋࡇࡇ࡛ࣦࢵࢡ
ࡀゝ࠺ࠕ㛫㐪ࡗࡓᙧ࡛ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠼ࡤ㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵධᡤタࢆࡓࡃࡉࢇసࡾࡲࡋࡻ
࠺ࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺᪉ྥᛶࢆ࠺ࡋ࡚ࡶᖖ⪅ࡓࡕࡣ᥇ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࣦࢵࢡࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡣࠊ
ࠕࢃࢀࢃࢀࠖࡢࣜࣝ㺃ࢽ࣮ࢬࡣࡃ␗࡞ࡿࡢࡔࠊᙇࡋ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡔࡽࡇࡑࠊ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡀࢹࢫࣅࣜࢸࡢၥ㢟ࢆⓎ㆟ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ
ṇᙜ࡛࠶ࡿ࠸࠺ッ࠼ࡀᙼࡽࡢᙇ࡛ࡍ㹿࠼ࡤࠊf)ࡀࡑ࠺࡛ࡍࠋUPIAS ࡢタࢆࡧࡅ
ࡓ࣏࣮ࣝࡢぢゎ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ㌟య㞀ᐖ⪅ࡀ⿕ࡗ࡚ࡁࡓ(࠸ࡿ)ࠗᢚᅽ࠘ࡢṔྐࢆㄆ㆑ࡍࡁࡔࠋࢃ
ࢀࢃࢀࡗ࡚ᚲせ࡞ࡇࡣࠊ⮬ࡽࡢ⤌⧊ࡢ⮬ᕫ⤫ไࢹࢫࣅࣜࢸ(=♫ⓗᢚᅽ)ࢆ
ࡵࡄࡿ㌟య㞀ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢⓎ㆟࡛࠶ࡿ͐୰␎͐ࢹࢫࣅࣜࢸࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡢࡣࠗ㞀ᐖ
⪅ࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࠎ࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ♫ⓗ࡞ศ㞳Ꮩ❧┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㌟య㞀ᐖ⪅⮬
㌟࡛࠶ࡿࡢࡔࡽࠖࠊࡇࡇ㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢᙜ⪅ᛶࡀ᫂☜ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ᙜ⪅ᛶࡼࡿⓎ㆟ࡢ㆟ㄽࡀࠊḟࡢ(2)ࡢࢹࢫࣅࣜࢸయ㦂ࡢᤊ࠼┤ࡋ㞟
ྜⓗࢹࣥࢸࢸࡢᙧᡂ㐃ືࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
(2)ࢹࢫࣅࣜࢸయ㦂ࡢᤊ࠼┤ࡋࡽ㞟ྜⓗࢹࣥࢸࢸࡢᙧᡂ
 ࡲࡎࠊ(2)ࡢᅄゅࡢ୰ࡢ h)ࢆㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕ㌟య㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ࠎ⤒㦂ࡍࡿၥ㢟ࡣࠗಶேⓗ࡞ၥ㢟࠘
࡛ࡶࠗ་Ꮫⓗ࡞ၥ㢟࡛࠘ࡶ࡞ࡃࠊࡑࢀࡣࠗ♫ⓗ≧ἣࡋ࡚ࡢࢹࢫࣅࣜࢸ࠘ࡢၥ㢟ࡔࠖ
ࠋ
ࡇࢀࡣ࣏࣮ࣝ㺃ࣁࣥࢺࡢゝⴥ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࢹࢫࣅࣜࢸࢆ♫ⓗᢚᅽࡋ࡚
ᤊ࠼ࡼ࠺࠸࠺せồࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕᑐࡋ࡚ࠊඛゝ࠸ࡲࡋࡓࡼ࠺࡞ࠕᖐᒓࡢ㌿ࠖࢆ
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ಁࡍࡧࡅࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿
 ࡇ࠺࠸࠺࠶ࡿ✀ࡢㄆ▱㌿ࢆಁࡍࠊUPIAS ࡢࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡽࡢᙇࡣࠊࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡓ
ࡕࡗ࡚ࡣࡸࡣࡾࢩࣙࢵࢡࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋㄆ▱ࡢ㌿࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀࡲ࡛
ಙࡌ࡚࠸ࡓୡ⏺ࡣ␗࡞ࡿୡ⏺ࡀࡑࡇᥦ♧ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࢩࣙࢵࢡࢆక࠺ࡇࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍ㹿ࡇࡢࢩࣙࢵࢡࡽ㺂ㄆ▱㌿ࡢᢠࡢពぢࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࡽฟ࡚ࡁ
ࡲࡍࠋ࠼ࡤ i)ࡸ j)ࡀࡑ࠺࡛ࡍࠋi)ࢆㄞࢇ࡛ࡳࡲࡍࠋ
ࠕࣘࢽ࢜ࣥࡣ᪤ࠊࢃࢀࢃࢀࡀࠗᢚᅽ࠘
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺๓ᥦ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊ⚾ࡣ᪥ࠎࠊ≉ู࡞ࠗᢚᅽ࠘࡞ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࠊ
⥆࠸࡚ j)࡛ࡍࠋ
ࠕᢚᅽ࠸࠺ゝⴥࡣ⪅ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ᨭ㓄ࡢḧᮃࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ
ࡀࠊᨻᗓࡸࡢබⓗᶵ㛵ࡣࡓࡔࢹࢫࣅࣜࢸ㛵ࡋ࡚↓▱࡞ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ᑐࡍ
ࡿᨭ㓄ḧࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀ㞀ᐖ⪅ࡣࠎ↓どࡉࢀࡓࡾࠊᛀ
ࢀࡽࢀࡓࡾࠊⰋࡃ࡞࠸ᢅ࠸ࢆཷࡅࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶពᅗⓗ࡞ᢚᅽࡣゝ࠼࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺ࡩ࠺ㄽࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ㄽᑐࡋ࡚ࠊࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡣㄽࡋࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊk) l)ࡢࣦࢵࢡࡢ
ㄽ࡛ࡍࠋඛࡎ k)ࢆㄞࡳࡲࡍ㹿ࠕࢃࢀࢃࢀࡢ㉳Ⅼࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ඹ㏻ㄆ㆑ࡣࠊ
ࠗࢃࢀ
ࢃࢀ㞀ᐖ⪅ࡀ♫ࡼࡗ࡚ᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠘࠸࠺ࡇࡔࠋࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠗᐇࡢၥ㢟࠘
࡛࠶ࡗ࡚ࠊಶࠎࡢ㞀ᐖ⪅ࡢࠗឤぬࡸព㆑ࡢၥ㢟࡛࠘ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࠖ
ࠊ⥆࠸࡚ l)࡛ࡍࠋࠕ
ࠗ≉
ᢚᅽࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸࠘ゝ࠺࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡢពぢࡣࠗ⮬ศࡢឤぬ࠘ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ
࡞ࡐࠊከࡃࡢ㌟య㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡣ㝸㞳ⓗタ࡛ᬽࡽࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢࠋ㝸㞳ⓗタ࡛ᬽࡽࡉ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᙼࡽࡢᏑᅾࡣࠗཝ↛ࡓࡿᐇ࡛࠘ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡞タ࡛ᬽࡽࡋ࡚
࠸ࡿᙼࡽࡀࣘࢽ࢜ࣥຍධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛タഃࡽࡢሗࢆᜍࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡶ
ࠗཝ↛ࡓࡿᐇ࠘ࡔࠋࡇࢀࢆࠗᢚᅽ࠘ゝࢃࡎࡋ࡚ఱゝ࠺ࡢࠋࢃࢀࢃࢀࡣಶேⓗ࡞ឤぬ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫ⓗ࡞ᐇࢆぢࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖᙇࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㠀ᖖ⃭ࡋ࠸ࠊࡣࡍࡈࡃᑐ❧ⓗ࡞㆟ㄽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽࠊඛゝ࠸ࡲࡋࡓ
ࡼ࠺ UPIAS ࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࡀ 1 ᖺ༙ࡅ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࣞࢪ࣓ࣗࡢ 7 ࣮࣌ࢪ┠ࡢୗࡢ᪉ࠊᅖࡳࡢୗࡢࡇࢁᑡࡋᩚ⌮ࢆࡋࡲࡋࡓࠋUPIAS ࠾
ࡅࡿࢹࢫࣅࣜࢸࢆ♫ⓗᢚᅽࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࠸࠺せồࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡢࠕㄆ▱㌿
ࠖࢆồࡵࡿせồ࡛ࡋࡓࠋලయⓗࡣ⮬ࡽࡢᝒࡋࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᖾࠊ‶ࢆࠊ⮬ศ⮬㌟࡛
ࡣ࡞ࡃ࡚ࠕ♫ⓗୡ⏺࠾࠸࡚ኚ᭦ྍ⬟࡞ഃ㠃ࠖᖐᒓࡉࡏ࡚࠸ࡃㄆ▱㌿ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕ
ồࡵࡓࢃࡅ࡛ࡍ㹿
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕㄆ▱㌿ࠖࡼࡗ࡚ᙜ࡞ᢚᅽࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇẼࡁࠊࡑࡢࡇࡢ
ᛣࡾࢆႏ㉳ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᛣࡾࢆᣢࡘࡇࡢṇᙜᛶࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕ☜ㄆࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡇ
ࡢ㎶ࡾࡣࠕឤࡢỈ㊰ࡅࠖࡋ࡚⚾ࡀᩚ⌮ࡋࡓࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢᶵ⬟࡛ࡍࠋࡉࡽࠊࡇ࠺࠸
࠺ࠕㄆ▱㌿ࠖࡼࡗ࡚࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡣ⮬ศࡓࡕࢆᐃ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕ㐠ᝒ
Ⴣࡍࢃࢀࢃࢀࠖࡽࠊ
ࠕṇᛣࡾࠊࡸࡑࢀࢆṇࡉࢇࡍࡿయ࡛࠶ࡿࢃࢀࢃࢀࠖࡢ
ᐃ⩏࡛ࡍ㹿ࡇࡇࡣࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢࠕ㞟ྜⓗࢹࣥࢸࢸࡢᙧᡂᶵ⬟ࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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 ࡑࡢᚋࢆᑡࡋ㣕ࡤࡋࡲࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࢆㄽᩥ࡛ࡣࠊඛᩚ⌮ࡋࡓࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ
5 ࡘࡢᶵ⬟ࡽ UPIAS ࡢึᮇࡢࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ㆟ㄽࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕࡻࡗ㛗ࡃ࡞ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊ8 ࣮࣌ࢪࠕࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ 5 ࡘࡢᶵ⬟ࡽࠖ࠸࠺▷࠸ᩥ❶࡛ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡲࡋ
ࡓࡢ࡛ࠊࡲࡓ㛫ࡀ࠶ࡿࡁ࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ௨ୖࠊUPIAS ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢཎᆺ࡞ࡿࢹࡀ࠺࠸࠺㆟ㄽࡽ⏕ࡳฟࡉࢀ
࡚ࡁࡓࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊ⤌⧊ෆ㒊ࡢᅇぴᩥ᭩ࢆ⣲ᮦࡋ࡚㎺ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

Ϫ ♫ࣔࢹࣝࡢពព⩏
 ࡑࡋ࡚ࠊḟࡁ࡞ 3 ␒࡛ࡍࡀࠊᚋ♫ࣔࢹࣝྡࡅࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࡇࡢ
UPIAS ࡢࢹࡀࠊ㞀ᐖ⪅ࡢศ㔝࠾࠸࡚࠺࠸࠺ពព⩏ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࠊ
ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡈᏑࡌࡢ᪉ࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᑡࡋᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

1 㞀ᐖ⪅㐠ືࠕ㞀ᐖࡢᐃ⩏ࠖ
 ࡲࡎ 1 ␒ࠊ㞀ᐖ⪅㐠ື㞀ᐖࡢᐃ⩏࡛ࡍࠋඛ♫ၥ㢟ࡢᵓ⠏⩏ⓗ࡞◊✲ࡘ࠸࡚
ᑡࡋゐࢀࡲࡋࡓࡀࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ♫ၥ㢟ࡢᵓ⠏࠸࠺ࡢࡣᨻⓗ࡞⾜Ⅽ࡛ࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
♫ၥ㢟ࡢᵓ⠏࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࡇ᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ⌧㇟ࢆ࠶ࡿ౯್ព㆑ࢆᣢࡗ࡚
ᤊ࠼࡚ࠊࡑࡢၥ㢟ᛶࢆࣆ࣮ࣝࡋ࡚ࠊࡑࡇேࡸ㔠ࡸ㈨※ࢆືဨࡋ࡚ࠊࡑࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗ
ࡿ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡔࡽ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟࠸࠺♫ၥ㢟ࡢᵓ⠏࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛
ࡍ㹿࠼ࡤ㺂࠶ࡿ౯್ほࡸ❧ሙࡽᵓ⠏ࡉࢀࡓ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢᐃ⩏ࡀᶒጾࢆࡲ࠺ࡁࠊ㞀ᐖ
⪅ᑐࡍࡿ♫ⓗ࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࡀつᐃࡉࢀ࡚ࡺࡃࠊࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࢆࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡋࠊࡑࢀࢆࡢࡼ࠺ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠊ
࠸࠺సᴗࡣࠊ㞀ᐖࢆࡢࡼ࠺ព࡙ࡅࡿࠊ࠸࠺సᴗ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ㞀ᐖ
ࢆࡢࡼ࠺ព࡙ࡅࡿࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢᵓ⠏ࡢࡉࢀ᪉ࡶኚࡋࡲࡍࠋ
㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊ㞀ᐖࡸ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡀࡢࡼ࠺ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀࡿࠊ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ༢࡞ࡿほᛕⓗ࡞㆟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡓࡕࡀ♫ⓗࡢࡼ࠺ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡇ࡞
ࡿࡢ㺂࠸࠺ࡇ┤᥋ⓗ㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡾ㺂ᴟࡵ࡚ษᐇ࡞ၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢព࠾࠸࡚㺂ᮡ㔝ࡉࢇ࠸࠺㞀ᐖᏛࡢ◊✲⪅ࡀᣦࡋࡓࠕ⌧௦ࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡣ
ࠗ㞀ᐖ࠘ࡢᐃ⩏ࢆࡵࡄࡿ㜚த࡛࠶ࡗࡓࠖ(ᮡ㔝 1990:455)࠸࠺ᣦࡣ࡚ࡶⓗ☜ࡔࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

2 ఏ⤫ⓗ㺃ᨭ㓄ⓗ࡞ࠕ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࠖࡢつᐃ
(1)ࢠࣜࢫ㞀ᐖ⪅㐠ື㺃㞀ᐖᏛ࠾ࡅࡿࠕᩛᡭࠖࡢྡ࡙ࡅ
 2 ␒⾜ࡁࡲࡍࠊUPIAS ࡢࡼ࠺࡞ࢠࣜࢫࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡸࠊࡑࢀࢆᅵተㄌ⏕ࡋࡓ㞀ᐖ
Ꮫࡢ༟㉺ࡋ࡚࠸ࡓⅬࢆ୍ࡘ࠶ࡆࡿࡍࡿࠊ⮬ศࡓࡕࡀᢠࡍࡁᩛᡭࠊ࠸࠺ࡶࡢࢆ᫂
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☜ྡ࡙ࡅࡓ࠸࠺Ⅼࡔᛮ࠸ࡲࡍ㹿ࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡸ࣓ࣜ࢝ࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࠊ
Ḣࡢ㞀ᐖ⪅㐠ື࡞࠾࠸࡚ࡶぢࡽࢀ࡞ࡗࡓⅬ࡛ࡍࠋ
 ᩛᡭࢆྡ࡙ࡅࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㜚࠺┦ᡭࢆྍどࡉࡏࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ
ࡲࡽࡎࠊᩛᡭࢆᴫᛕࡋࠊࡑࡢṇᛶࢆᭀ࠸࡚ࡺࡃࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊࡢࡼ࠺ྡࡅࡓ࠸࠸ࡲࡍࠊ࠼ࡤࠊඛࡢࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗ
ࢱ࡛ࣥࡍࡀࠊࡇࡢ᪉ࡣ༡ࣇ࡛ࣜ࢝ࣃࣝࢺ࣊ࢺ㜚ࡗ࡚ 5 ᖺ㛫ࡢᢞ⊹⏕άࢆ࠾ࡃࡗ
ࡓᚋࠊࢠࣜࢫஸࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺⤒Ṕࢆᣢࡘ㌟య㞀ᐖ⪅࡛ࡋࡓࠋࢠࣜࢫ᮶ࡽࢀ࡚
ࡽ࠶ࡿྜ࡛࣏࣮ࣝ㺃ࣁࣥࢺฟ࠸ࠊពẼᢞྜࡋ࡚ࠊUPIAS ࡢ⤖ᡂᙜึࡽࠊࡇࡢ⤌⧊
ࡢ≌ᘬᙺࡢ୍ே࡛ࡋࡓ㹿ࡇࡢ᪉ࡣᚋࢠࣜࢫ DPI ࡢ௦⾲࡞ࡾࠊࡉࡽࡑࡢᚋࠊ⚾ࡀ◊ಟ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡓ࣮ࣜࢬᏛࡢ㞀ᐖᏛࢭࣥࢱ࣮࡛ୖ⣭◊✲ဨࡋ࡚㞀ᐖᏛࡢ◊✲ࡶ
ᚑࡉࢀࡓ᪉࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࣦࢵࢡ࣭ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡸ࣐ࢡ࣭࢜ࣜࣂ࣮࠸࠺ᙜ⪅࡛࠶ࡿ㞀ᐖᏛࡢ
◊✲⪅ࡓࡕࡣࠊඛࡎᑓ㛛ᐙࡓࡕࠊ≉་⒪ࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡀ㞀ᐖࢆಶேࡢḞᦆࡋ࡚ᤊ࠼࡚
ࡁࡓࡇࢆᢈุࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣࡇࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡢ㞀ᐖࡢᤊ࠼᪉ࢆࠊಶேḞᦆࣔࢹ
ࣝ individual deficit model ྡ࡙ࡅࡲࡋࡓࠋࡇࡢಶேḞᦆࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡣࠊᚰ㌟
ࡢᶵ⬟Ḟᦆ㺃Ḟⴠࢆᢪ࠼ࡓேࠎ࡛࠶ࡿព࡙ࡅࡽࢀࡲࡍ㹿
 ಶேḞᦆࣔࢹࣝࡼࡿࠊ♫࠾ࡅࡿࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖࡢཎᅉࡣࠊ㞀ᐖ⪅ಶே
ࡢḞᦆࠊࡘࡲࡾ࣓ࣥ࣌ࣥࢺ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡑࡢၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ಶேࡢࣥ
࣓࣌ࣥࢺࡢᅇ㺃ྥୖྥ࠺ࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢಶேࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡢ
ᅇ㺃ྥୖᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶຊࢆⓎࡍࡿ௬ᐃࡉࢀࡓᑓ㛛㡿ᇦࡣఱゝ࠸ࡲࡍࠊࡑࢀ
ࡣ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆ⒪ࡍࡿᢏ⾡ࡸ▱㆑ࢆᣢࡘಙࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ་⒪ࡢ㡿ᇦ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠊ་⒪ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢཎᅉࡉࢀࡿ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆゎᾘࡍࡿ၏୍ࡢ
ᡭẁࡋ࡚ࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᆅࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࢆ㞀ᐖ⪅ഃࡽぢࡿࠊ
⮬ศࡓࡕࡣಶேḞᦆࣔࢹࣝࡼࡗ࡚ࠊᖖ࣓ࣥ࣌ࣥࢺ࠸࠺ḞᦆࢆᣢࡘࠕḞᦆయࠖ
ࠊ
ᡈ࠸ࡣࠕḞⴠయࠖࡋ࡚ព࡙ࡅࡽࢀࠊᖖ་⒪ⓗධࡢᑐ㇟ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀࡿࡇ
࡞ࡾࠊࡉࡽゝ࠼ࡤࠊᖖ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡢ⒪ࡢࡓࡵࠊ་⒪ᑓ㛛⫋ࡢேࡓࡕ༠ຊ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᝈ⪅ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡺࡃࡇ࡞ࡿ㺃㺃㺃ࡇࡢ㎶ࡾࡢ㆟ㄽࡣ࠾ࡑ
ࡽࡃࣃ࣮ࢯࣥࢬࡢ⪅ᙺ sick roll ࡢ㆟ㄽࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㺃㺃㺃
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛㺂ಶேḞᦆࣔࢹࣝࡽ࠸ࢃࡺࡿ་Ꮫࣔࢹࣝ࠸࠺ࡶࡢࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚ࡃ
ࡿࡢࡔࠊᙼࡽࡣᙇࡋࡲࡋࡓ㹿
 ࡉࡽࠊࡇࡢಶேḞᦆࣔࢹࣝࡣࠊ་Ꮫࣔࢹࣝࡢࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡶ⏕ࡳฟࡋࡓࠊ
ࣇࣥࢣࣝࢩࣗࢱࣥࡣᣦࡋࡲࡍࠋᙼࡣࡑࢀࢆࠕಶேᝒ⌮ㄽ personal tragedy
theoryࠖྡ࡙ࡅࡲࡋࡓ㹿ಶேḞᦆࣔࢹࣝ࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎᅉࡉࢀࡓ
࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡣࠊᖖഅ↛ࠊ࠶ࡿಶேࡢ㌟ࡢୖ㝆ࡾࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢഅ↛ࠊ
ࡓࡲࡓࡲࠊ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆᣢࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓேࡓࡕࡣࠊᝒⓗ࡞ேࡓࡕ࡛࠶ࡾࠊ࡚ࡶྍ
ယ࡞ேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࠊ㞀ᐖࡢಶேᝒ⌮ㄽࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ㞀ᐖ
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⪅ᮏேࡓࡕࡀほⓗࢀࠊᖾࡏ⏕ࡁ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶ㺂♫ࡣ㺂ࡇࡢಶேᝒ⌮ㄽ
ࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅=ᖾ࠸࠺ᅗᘧ࡛ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㞀ᐖ⪅ࡣᖾࡔࠖ࠸࠺ᤊ࠼᪉ࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟
㛵ࡍࡿ♫ⓗ࡞㈐௵࠸࠺ࡶࡢࡶච㈐ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࢃ࠸ࡑ࠺࡞ಶே
ࡢᝒᑐࡋ࡚ࠊ୍᪉࡛ࡣඛ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆྲྀࡾ㝖ࡃ་⒪ࡀ⤯ᑐⓗ࡞ᆅࢆ☜ಖࡋ
ࡲࡋࡓࡀࠊࡶ࠺୍᪉࡛ࡇࡢࠕࢃ࠸ࡑ࠺࡞㞀ᐖ⪅ࠖࡓࡕᑐࡋ࡚ᑓ㛛ⓗྲྀࡾᢅ࠺㡿ᇦࡀ
࠶ࡿࠊࣦࢵࢡࡽࡣゝ࠸ࡲࡍ㹿ࡑࢀࡣࢳࣕࣜࢸ࠸࠺㡿ᇦ࡛ࡍࠋࢠࣜࢫࡢ㞀ᐖ⪅㐠
ືࡣࠊࢳࣕࣜࢸࡼࡗ࡚㞀ᐖ⪅ࡢᝒࡣ៘ࡵࡽࢀࡿࠊྠࠊࠕࢃࢀࢃࢀࠖࡣࢳࣕࣜ
ࢸࡢᑐ㇟┦ᛂࡋ࠸౫ᏑⓗᏑᅾࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿࠊᙇࡋࡲࡋࡓࠋ

3 ♫ࣔࢹࣝࡢពព⩏
 ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࠊ㞀ᐖ⪅㐠ື࠾ࡅࡿࠕᩛࠖ࠸࠺ࡢࢆ᫂☜ྡࡅࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࡢᯟ⤌
ࡳࢆᢈุࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᙼࡽࡣಶேḞᦆࣔࢹࣝࡢᑐᢠࣔࢹࣝࡋ࡚ࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࢹ
ࡢᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋࣞࢪ࣓ࣗࡢ 9 ࣮࣌ࢪࡢ 3 ␒ࠊ♫ࣔࢹࣝࡢពព⩏ࡢ(1)࡛
ࡍࠋ
UPIAS ࡣࠊඛゝ࠸ࡲࡋࡓࡼ࠺ 1974 ᖺබ⾲ࡉࢀࡓࠗ㞀ᐖࡢᇶᮏཎ⌮࠘࠸࠺ࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺࡢ୰࡛ึࡵ࡚♫ࣔࢹࣝࡢࢹࢆᥦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋඛࡎ㺂ᙼࡽࡣࠕ࣓ࣥ࣌
ࣥࢺࠖࢆࠕᡭ㊊ࡢ୍㒊. ࡲࡓࡣ㒊ࡢḞᦆࠊ㌟యḞ㝗ࡢ࠶ࡿ⫥యࠊჾᐁࡲࡓࡣᶵᵓࠖᐃ
⩏࡙ࡅࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡢᐃ⩏ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᶵ⬟㞀ᐖࡢᐃ⩏ኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊᙼࡽࡢ㞀ᐖᐃ⩏ࡢ⊂⮬ᛶࡣ㺂ࠕࢹࢫࣅࣜࢸࠖࡢᐃ⩏࠶ࡾࡲࡍࠋᙼࡽࡣࠕࢹࢫ
ࣅࣜࢸࠖࢆࠕ㌟యⓗᶵ⬟㞀ᐖࢆᣢࡘேࢆࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢇ⪃៖ࡏࡎ♫άືࡢ
ὶࡽ㝖ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦♫ࢆཎᅉࡍࡿάືࡢไ㝈ࡸ┈࡛࠶ࡿࠖᐃ⩏࡙ࡅࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊᙼࡽࡣࠊࢹࢫࣅࣜࢸࢆ㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿࠕ♫ⓗᢚᅽࠖࡼࡗ࡚ࡘࡃࡽࢀࡿ
ࡶࡢࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡉࡽᙼࡽࡣࡇࡢࡼ࠺࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢹࢫࣅࣜ
ࢸࢆ༊ูࡋࡓୖ࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢᮏ㉁ࡣࢹࢫࣅࣜࢸ࡛࠶ࡿࠊᙇࡋࡲࡋࡓࠋ
(2)♫ࣔࢹࣝࡀࡶࡓࡽࡋࡓ 3 ࡘࡢ㌿
 ࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡢ⌮ㄽⓗ㺃ᐇ㊶ⓗព⩏ࡘ࠸࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋ⪃࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࡇ
ࡢ♫ࣔࢹࣝࡢព⩏ࡣࠊ㞀ᐖࡸ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ᰿ᗏࡽࡦࡗࡃࡾ㏉ࡋࡓࠊ
ࡘࡲࡾࠊ㌿ࡉࡏࡓࡇ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊࡲࡉ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢࣃࣛࢲ࣒ࢩࣇ
ࢺࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㺂ࡇࡢ♫ࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿࣃࣛࢲ࣒ࢩࣇࢺࢆࡶ࠺ᑡࡋලయⓗぢࡲ
ࡍࠊࡑࢀࡣࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢぢ᪉ᑐࡍࡿ 3 ࡘࡢࡁ࡞㌿ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ゝ࠼ࡲࡍࠋ
 1 ࡘࡣࠕཎᅉᖐᒓࡢ㌿࡛ࠖࡍࠋලయⓗゝ࠸ࡲࡍࠊ♫ࣔࢹࣝࡣඛࡎࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ
࡙ࡽࡉࡢཎᅉࡢᖐᒓඛࢆಶேࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡽ♫ࡢ࠶ࡾ᪉㌿ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡇ
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ᙼࡽࡢゝⴥࢆᢤࡁฟࡋࡲࡋࡓࡀࠊdisabled by society ࡛࠶ࡗ࡚ not by their bodies ࡞ࡢ
࡛ࡍࠋ㞀ᐖ⪅ࡣᙼࡽ⮬㌟ࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺࢆᣢࡘ㌟యࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙼࡽࢆ
ཷࡅᐜࢀࡼ࠺ࡣࡋ࡞࠸♫ࡼࡗ࡚ᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ㺂࠸࠺ㄆ㆑ࡀࠕཎᅉᖐᒓࡢ㌿ࠖ
࡛ࡍࠋ
 2 ࡘ┠ࡣࠕ㈐௵ᖐᒓࡢ㌿࡛ࠖࡍࠋ♫ࣔࢹࣝࡣ㺂㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆゎỴࡍࡿ㈐
௵ࡢᖐᒓඛࢆࠊ㞀ᐖ⪅ಶேࡢດຊࡽ♫㌿ࡉࡏࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉ
ࡢཎᅉࢆࡘࡃࡗࡓࡢࡀ♫࡛࠶ࡿ௨ୖ㺂ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿ㈐௵ࡶࡲࡓ♫࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋࡑࡇࠊࡇࢀࡶᙼࡽࡢゝⴥ࡛ࡍࡅࡶࠊ
ࠕ㞀ᐖ⪅ࡀୡ⏺㐺ᛂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺
ࡀ㞀ᐖ⪅㐺ᛂࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ᭩ࡁฟࡋ࡚࠾ࡁࡲࡋࡓ㹿
 3 ࡘ┠ࡣࠕ⌧㇟ㄆ㆑ࡢ㌿࡛ࠖࠊࡇࢀࡣୖࡢ 2 ࡘࡢ㌿ࡢᖐ⤖ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲ
࡛ಶேḞᦆࣔࢹ࡛ࣝࡣᙜ↛ࠕ㞀ᐖ⪅㸻࡛ࡁ࡞࠸ேࠖࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ㞀ᐖ⪅
ၥ㢟࠸࠺♫⌧㇟ࢆᤊ࠼ࡼ࠺࠸࠺♫ࣔࢹࣝࡣࠊ
ࠕ࡛ࡁ࡞࠸㞀ᐖ⪅࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ࡛ࡁ
࡞ࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿ♫ࠖࡲ࡞ࡊࡋࢆ㌿ࡉࡏ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ 3 ࡘࡢ㌿ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ♫ࣔࢹࣝࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ㞟ྜⓗࢹࣥࢸࢸ
ࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡺࡃྍ⬟ᛶࡸ㺂♫ࣔࢹࣝࡀྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢṇᙜࡢ᰿ᣐ࡞ࡾ࠺ࡿࡇࠊ
ࡉࡽࠊ♫ࣔࢹࣝࡀࡶࡓࡽࡍ㞀ᐖ⪅ᨭࡢྍ⬟ᛶࡢᣑ࡞ࡘ࠸࡚ࠊ9 ࣮࣌ࢪࡢୗࡲ
ࡵ࡚࠾ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛㺂ᚋ┠ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍ㹿

ϫ ࢣࡢ⌮
 4 ࡘ┠ࡢᰕධࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ㞀ᐖ⪅ၥ㢟ࡢࣃࣛࢲ࣒㺃ࢩࣇࢺࢆࡶࡓࡽࡋࡘࡘ࠶ࡿ♫ࣔࢹࣝࡣࠊ㞀ᐖ⪅
㐠ືࡢᒎ㛤࠾࠸࡚ࡣࡶࡼࡾࠊ㞀ᐖ⪅⚟♴ᨻ⟇㺃㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿ⌧ሙࡢᨭᐇ㊶ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
㞀ᐖࢆࡵࡄࡿ◊✲࠾࠸࡚ࡶࠊ࡚ࡶࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࡶࡢࡔ⪃࠼ࡲࡍࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

1 ♫ࣔࢹࣝࡢၥ
ࡋࡋࠊෑ㢌⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ⚾ࡣ࠶ࡿࡇࢁࡽ♫ࣔࢹࣝࡢព⩏ࢆホ౯ࡋࡘࡘࡶࠊ⚾
ࡀⱝ࠸ 20 ௦๓༙ࡢ㡭㛵ࢃࡗࡓ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖࡸ㔜ᗘ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤ࠾࠸࡚ࠊ
♫ࣔࢹࣝࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ጞࡵࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㞀ᐖ⪅㐠ືࡢᙇࡽ㞳
ࢀ࡚ࠊᨭ⪅࠸࠺ࡶ࠺ࡦࡘࡢᙜ⪅ᛶ❧ࡗࡓࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡞ࡢᶒ᧦ㆤ
࠾࠸࡚♫ࣔࢹࣝࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢၥ㢟ព㆑ࢆ㍈ࡋ࡚᭩࠸ࡓࡢࡀࠊࠕ♫ࣔࢹࣝࡣ<▱ⓗ㞀ᐖ>ࢆໟᦤࡋᚓࡓࠖ࠸
࠺ㄽᩥ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢㄽᩥࡣ 2008 ᖺⓎ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍ᖺࡢ㞀ᐖᏛࡢࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࡛࢘ࠊࡇࡢㄽᩥࢆࡶၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢෆᐜࢆලయⓗ⤂ࡋࡲࡍࠊࡑࢀࡣඛ㏙ࡓ♫ࣔࢹࣝࡀࡶࡓࡽࡍ㌿࠸
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࠺ࡶࡢ㛵ࢃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣ♫ࣔࢹࣝࡀࠕཎᅉᖐᒓࡢ㌿ࠖ
ࠕ㈐௵ᖐᒓࡢ㌿ࠖ
ࠕ⌧㇟ㄆ
㆑ࡢ㌿ࠖ࠸࠺୕ࡘࡢ㌿ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠊ㏙ࡲࡋࡓ㹿ࡇࡢ࠺ࡕ㺂ࠕཎᅉᖐᒓࡢ㌿ࠖ
ࠕ㈐௵ᖐᒓࡢ㌿ࠖࡢ㛵ಀࡢᤊ࠼᪉ࡼࡗ࡚ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡣࡁ࡞ᙅⅬࢆᢪ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㹿
♫ࣔࢹࣝࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎᅉࢆ♫ồࡵࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎ
ᅉࡢᖐᒓඛࢆࠊ㞀ᐖ⪅ಶேࡢ࣓ࣥ࣌ࣥࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫ࡢഃồࡵࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ
࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊཎᅉᖐᒓࡢ㌿࡛ࡍࠋࡔࡽࡇࡑ㺂♫ࣔࢹࣝࡣ㺂㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆゎỴ
ࡍࡿ㈐௵ࢆ♫ồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㈐௵ᖐᒓࡢ㌿࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣ㠀ᖖ༢⣧࡞ᅉᯝᚊࡼࡿㄝ࡛᫂ࡍࠋཎᅉࡀ♫࠶ࡿࡢࡔࡽ♫ࡀ㈐௵ࢆᣢ
ࡗ࡚ゎỴࡋࢁࡼ࠸࠺ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༢⣧࡞ᅉᯝᚊࡼࡿㄝ᫂ࡼࡗ࡚ࠊ♫ࣔࢹࣝࡣࢹࢫ
ࣅࣜࢸ࠸࠺ၥ㢟ࡢゎᾘ㈐௵ಀࡿ⩏ົᶒࢆ᫂ドࡋࠊᨾࠊࡁ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆ
ᣢࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡇࡢㄽ⌮ࡣ㏫ㄞࡳࡲࡍࠊ♫ࡀసࡾฟࡋ࡚࠸࡞࠸
㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ♫㈐௵ࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ㄞࡳ᪉ࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡶࡋࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᢪ࠼ࡿࡍ࡚ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡀࠊ♫ཎᅉࢆồࡵࡽࢀࡿ⏕ࡁ࡙ࡽࡉ࡛࠶ࢀ
ࡤၥ㢟࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㺂㞀ᐖ⪅ࡀᢪ࠼ࡿ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢ୰ࡣ㺂♫ཎᅉࢆồࡵࡿࡇࡀ࡚
ࡶ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡶ࠶ࡾࡲࡍ㹿
࠼ࡤ㐍⾜ᛶࡢ㔜ᗘࡢ㞀ᐖࠊ࣏࣮࣭ࣝࣁࣥࢺࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ㞀ᐖࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ㐍⾜ᛶࡢ➽
ࢪࢫࢺࣟࢸ࣮ ALS ࡢ᪉ࡓࡕࡢ㞀ᐖࠊ࠼ࡤ᪥࡛ࡁࡓࡇࡀ᪥࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣඛ㐌ࡲ࡛Ỉࡢධࡗࡓࢥࢵࣉࢆᣢ࡚ࡓࡢࡔࡅࠊ㐌ධࡗ࡚ࡽᣢ࡚
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡀఱࢆពࡍࡿ࠸࠺ࠊᙜ↛ࡑࢀࡣṚࡀ㏆࠸࡚ࡃࡿࡇࢆ
ពࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢ㏆࠸࡚ࡃࡿṚࢆᖖព㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᜍᛧࡸᏳࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᜍᛧࡸᏳࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽ⏕ࡁࡿࡢࡣ࡚ࡶࡘࡽ࠸ࡇࡔࢁ࠺ࠊࡑࢀࡣ
ീ㞴ࡃ࡞࠸࠸࠺ࠊ࠸ࡸࡴࡋࢁࠊ⚾ࡓࡕࡢീࢆࡣࡿ㉸࠼ࡓࡶࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢṚࡀ㏆࠸࡚ࡃࡿࡇࡼࡿᜍᛧࡸᏳ࠸࠺ࡶࡢࡣ♫ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡘࡲࡾ♫ཎᅉࢆᖐᒓࡉࡏࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ♫ࣔࢹࣝࡀཎᅉ㈐௵ࢆࢭࢵࢺ࡛ᤊ࠼ࡿࢹࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࣮ࡸ ALS ࡢᝈ⪅ࡉࢇࡓࡕࡢᏳࡸᜍᛧᑐࡍࡿࢣࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ࡀ㈐
௵ࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせᛶࢆぢฟࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡀ⌧ሙ࡛ฟࡗࡓ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡘ࠸࡚ࡶྠࡌ࡛ࡍࠋࡑ࠺
࠸࠺᪉ࡓࡕ㛵ࢃࡗࡓࡇࡢ࠶ࡿᨭ⪅ࡣࡼࡃࡈᏑࡌࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊᙼࡽࡢ࠸ࢃ
ࡺࡿືឤぬ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡔࢃࡾࠊࡇࡢ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢ⏕ࡁ
࡙ࡽࡉࡢ࡚ࢆ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ᖐᒓࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ☜ᚑ᮶ࠊ⮬㛢ࡢ
᪉ࡓࡕࡢ㞀ᐖ≉ᛶ⾜ື≉ᛶࡋ࡚་Ꮫࣔࢹࣝⓗㄽࡌࡽࢀࡿࡇࡢከࡗࡓࣃࢽࢵࢡ
ࡸ⮬യ⾜Ⅽ➼ࠊᙉᗘ⾜ື㞀ᐖࡤࢀࡿ⾜ືࡘ࠸࡚ࡶࠊ᭱㏆ࡣ⎔ቃࡢ㛵ಀᛶ(┦స⏝
ᛶ)࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࠸࠺ぢ᪉ࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡋࡋࠊ♫ࡀࡢࡼ࠺ኚ
ࢃࡗ࡚ࡶ㺂㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⮬㛢ࡢேࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡣṧࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㹿ゝ࠸࠼
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ࢀࡤ㺂㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆࡍ࡚ゎᾘ࡛ࡁࡿ♫ࢆࠊ⚾ࡓࡕ
ࡣ㺂⌧Ⅼ࡛࣓࣮ࢪࡍࡿࡇࡉ࠼ࠊ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㹿ᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢࡇࢆࠊㄽᩥ࡛ࡣḟࡢᯟࡢ୰ࡢࡼ࠺᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ4 ⾜┠ࡽㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕ␎ࠖࡢḟ
ࡽ࡛ࡍࠋ
ࠕ
ࠗ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠘
ࠊ≉ࠗ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠘ࡢ<③ࡳ>ࡀ┦ᑐࡋ㞴࠸࠸࠺ࡇࡢ
ពࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊᙼࡽ⮬㌟ࡀࠊᙼࡽࢆᅽ㏕ࡋΰࡉࡏࡿࠗ⌮ゎࡋ㞴࠸ୡ⏺࠘ࢆ♫ⓗ࡞ࡶ
ࡢࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾᅇ㑊ࡸኚ᭦ࠊゎ㔘ࡢྍ⬟࡞ࡶࡢࡋ࡚ᑐ㇟ࡍࡿࡇࡶࠊࡑࡢୡ⏺ࡽ
ࡢᅽ㏕ࡢ⌮ᑾࡉࡸᙜᛶࢆ⣕ᙎࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࡺ࠼࡛࠶ࡿࠊゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡶࡋࠊᙼࡽࡢ<③ࡳ>ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡋࡓࡽࠊࠗ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࠓ③ࡳࠔ࠘
ࢆࠊ♫ⓗḟඖ࡛ࡢࡳᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊ♫ࡀኚࢃࢀࡤ<③ࡳ>ࡣゎỴࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞༢
⣧࡞㆟ㄽ⾜ࡁ╔ࡁࡡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡺࡃ࠺ࡕࠊ⚾ࡣࠊ♫ࣔࢹ࡛ࣝᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ
⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤࡢཎ⌮ࢆࡶࡗᗈ࠸㐃ᖏつ⠊ࡢᩥ⬦࡛⪃࠼࡚ࡺ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ጞࡵࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆ✺ࡁワࡵ࡚ࡺࡃࠊࡑࢀࡣࠊ⤖ᒁࡢࡇࢁ㺂࣓ࣥ࣌
ࣥࢺࡣఱ㺂ࢹࢫࣅࣜࢸࡣఱ࠸࠺㆟ㄽࠊゝ࠸࠼ࢀࡤ㺂ఱࡀಶேⓗ࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡾ㺂ఱࡀ♫ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ࠸࠺㆟ㄽࢆ⤒⏤ࡋ࡚㺂᭱⤊ⓗࡣ㺂㐃ᖏつ⠊ࡢၥ㢟⾜
ࡁ╔ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺⪃࠼࡚ࡽࠊᡃ࡞ࡀࡽ↓ㅛ࡞సᴗྲྀࡾࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡲࡿ࡛ගࡢ
ᕪࡋ㎸ࡲ࡞࠸ᬯࡃ࡚῝࠸᳃ࡢ୰ࢆ୍ேࡉࡲࡼࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌࡀࡇࡇᩘᖺ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡑࡢࡉࡲࡼ࠸Ṍ࠸࡚ࡁࡓ㐨➽ࢆᑡࡋࡈ⤂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡇࡽᑡࡋࡸࡸࡇࡋ࠸
ヰ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡈᐜ㉧࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

2 㐃ᖏつ⠊ࡣ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆໟᦤ࡛ࡁࡓ
 10 ࣮࣌ࢪ┠ࡢୗࡢ 2 ␒࡛ࡍࠋ㐃ᖏつ⠊ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆໟᦤ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ 2009
ᖺ᭩࠸ࡓㄽᩥ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ⚾ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐃ᖏつ⠊㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡽጞ
ࡵࡲࡋࡓ㹿ࡑࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊ࣮ࣟࣝࢬࢭࣥࠊࡑࡋ࡚ࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢ㆟ㄽ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡎ࣮ࣟࣝࢬ࡛ࡍࡀࠊ࣮ࣟࣝࢬࡀᙼࡢṇ⩏ㄽࡢ๓ᥦ⨨࠸ࡓㄆ㆑ࡣࠊேࠎࡀ⏕࠾࠸࡚ồ
ࡵࡿၿࢆ␗ࡋࠊࡑࢀࡺ࠼ࡢ␗ࡍࡿ࠸࠺ᐇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ࠺࠶ࡿࡁࡔ࠸࠺ᙜⅭ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢᐇࡽࠊᙼࡣ⮬ࡽࡢṇ⩏ࡢᵓ࠾࠸࡚ 2 ࡘࡢ᮲௳ࢆㄢࡋࡲࡋࡓࠋ1 ࡘࡣࠊṇ⩏ࡢཎ
⌮ࡢ୰㌟ࢆ࠶ࡽࡌࡵᐃࡋ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊఱࡀၿࡁ⏕ࠊఱࡀ࠸࠸ே⏕ࡢ୰㌟ࡣྛே
ጤࡡࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ2 ࡘ┠ࡀࠊ11 ࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࡅࡶࠊᕷẸࡢせ௳ࡋ࡚ࠊྜ⌮ᛶ
㐨⌮ᛶࢆồࡵࡿࠋ࡞ࡐ࠸࠺ࠊၿࡁ⏕ࡣఱ࠸࠺ỴᐃࢆጤࡡࡽࢀࡓᕷẸࡣ⮬ࡽࡢ
ၿࡁ⏕ࢆࡾฟࡍྜ⌮ᛶࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊྠࠊ⪅ࡢၿࡁ⏕ᑐࡋ࡚ࡑࢀࢆᑛ
㔜ࡍࡿ㐨⌮ᛶࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀ࣮ࣟࣝࢬࡢᕷẸࡢせ௳࡛ࡋࡓࠋ
 ࣮ࣟࣝࢬࡣࡉࡽࠊࡇࡢྜ⌮ᛶ㐨⌮ᛶࢆᣢࡓ࡞࠸ேࠎࢆᙼࡢṇ⩏ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᑕ⛬ࡽ
ព㆑ⓗ㝖ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ 11 ࣮࣌ࢪࡢୖࡢᅄゅࡢᅖࡳ࡛ࡍࠋ㒊ㄞࡳࡲࡍࠋ
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ࠕᕷẸࡋ࡚᭱ప㝈ಖ᭷ࡍࡁ⬟ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ேࠎࡣࠊᨻⓗඹྠయࡋ࡚ࡢ♫ࢆᡂ
ࡾ❧ࡓࡏࡿ┦㛵ಀࡽ㝖ࡉࢀࡿࠋ࠼ࡤ࣮ࣟࣝࢬࡣ≉ࠊࡑࡢ㇟ᚩⓗᏑᅾࡋ࡚ࠊ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅ࢆ࠶ࡆࠊ
ࠗ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࣀ࣮࣐ࣝ࡞ேࠎࡢ㛫ࡣࠊ┦㛵ಀࡣ࡞࠸᩿࠘ࡌࡓ
࠺࠼࡛ࠊᙼࡽࡢၥ㢟ࡣ♫ࢆᵓࡍࡿୖ࡛ḟⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊ
ࠗṇ⩏ࡢၥ㢟࡛ࡣ
࡞ࡃࠊឿၿࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࠘㏙ࡿࠖ
ࠋ
 ḟ⚾ࡣ࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡋࡲࡋࡓࠋࢭࣥࡣࠊேࠎࡢ⎔ቃⓗࠊಶேⓗ࡞ᕪ
␗╔┠ࡋࡘࡘࠊṇ⩏࠸࠺ࡢࡣࡑࢀࡒࢀࡢከᵝᛶࡢ୰࡛ேࠎࡀ࡞ࡋᚓࡿᶵ⬟ࡀᖹ➼ศ
㓄ࡉࢀࠊ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ⮬⏤ࡢᖜࡀ➼ࡋࡃாཷ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡔࠊゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࢭࣥࡣ
ࡇ࠺࠸࠺ᶵ⬟ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊࢆ₯ᅾ⬟ຊ capability ࡧࡲࡋࡓࡀࠊṇ⩏
ࡼࡗ࡚ಖ㞀ࡉࢀࡿࡁேࠎࡢ⮬⏤ࢆࡇࡢ₯ᅾ⬟ຊࡢᐇែᇶ࡙࠸ࡓศ㓄ࡢၥ㢟ࡋ࡚ᤊ࠼
┤ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢ₯ᅾ⬟ຊࡢᴫᛕࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ቃ㐝⨨ࢀࡓࠊ≉ࣦࣝࢿࣛ
ࣈࣝ࡞ேࠎࡢᐇ㉁ⓗ࡞⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀࡾࡋ࡚ࡣࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࡔࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡋࡋ᪉࡛ࡇࡢ₯ᅾ⬟ຊࡀࠕ⮬ᚊⓗ࡞⮬⏤ࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠸࠺ࡇࠖࢆᙉㄪࡋ
ࡍࡂ࡚࠸ࡿࠊࡘࡲࡾつ⠊ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᢈุࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࠼ࡤࢥ࣮࢚ࣥ࠸࠺ேࡣࠊࢭࣥࡢ₯ᅾ⬟ຊࡢᴫᛕࢆࠕᙉᶒ⩏ࠖࡔᢈุࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭࣥࡣࡑࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛㺂࣮ࣟࣝࢬྠᵝ㺂▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡀࠊࢣࣃࣅࣜࢸ
ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿࡁ⮬⏤ࡣ㛵㐃ࢆᣢࡓ࡞࠸Ꮡᅾࡋ࡚ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ㝖ࡍࡿ
ࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡲࡍ㹿ḟࡢࠊ11 ࣮࣌ࢪࡢ 2 ࡘ┠ࡢᅄゅࡢ┿ࢇ୰㎶ࡾ࡛ࡍࠋࠕ୍᪉࡛
㌟య㞀ᐖ⪅ࢆ᧦ㆤࡋࡘࡘࡶࠊ᪉࡛ࢭࣥࡣே㛫ࡢ⏕άࡢ㉁ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⮬⏤ࡢ⬟ືⓗ
࡞⾜࠸࠺౯್࠶ࡿࡶࡢࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣ┤᥋㛵㐃ᛶࢆᣢࡓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺㏙ࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ேࠎࡣྜ⌮ⓗ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࢆ⾜ࡍࡿ❧ሙࡣ࠸࡞࠸ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠖ
ࠋ
 ࡉࡽ(3)ࡢࢾࢫࣂ࣒࡛࢘ࡍࠋࢭࣥࡼࡾࡶࡉࡽ㞀ᐖ⪅ࡢ⣽ࡸ࡞㓄៖ࢆࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ
ぢࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡋࡋ⮬ࡽࡢࢣࣃࣅࣜࢸࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࠊᴟ➃࡞㔜ᗘࡢㄆ▱㞀ᐖ
ࢆᣢࡘேࠎࡣ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇࢆࢾࢫࣂ࣒࢘ࡶ᫂ゝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ๓༙ࡢ㒊ศࡔࡅ
ࢆㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕࢾࢫࣂ࣒࢘ࡶྠᵝࠊᴟ➃࡞ሙྜࡣࠊ࠶ࡿேࡀ୰ᚰⓗ࡞ᢏ⬟ࢆ㐩ᡂࡍࡿ⬟
ຊࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀᮏᙜ῝้࡛࠶ࢀࡤࠊ⢭⚄㞀ᐖࡸ⪁ேᛶ⑵࿈ࡢ῝้࡞ࢣ࣮ࢫ
ྠࡌࡼ࠺ࠊࡑࡢேࡣࡃே㛫ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡶࡣࡸே㛫ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡿ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ⚾ࡣࡇࡢቃ⏺ࡣ㛵ᚰࡀ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ㧗ࡢቃ⏺ࠊࡍ࡞ࢃࡕே㛫ࡢ
ࢣࣃࣅࣜࢸࡢ࣐ࣝࢡࢫࡢゝ࠺┿ே㛫ⓗࠊࡘࡲࡾே㛫್ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿࣞ࣋ࣝࡢ᪉
㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠖ
ࠋࡔࡽࠊ▱ⓗ㞀ᐖࡢ᪉ࡓࡕࡣ↓㛵ᚰࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ぢ࡚࠸ࡁࡲࡍࠊ㐃ᖏつ⠊ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠸࠺ࡢࡣࡑࡢ
⌮ㄽⓗ࡞㏱᫂ᗘࢆ⃮ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࠸ࢃࡤΰᅉᏊởᰁᅉᏊࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚⨨
ࡅࡽࢀ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞ᑕ⛬ࡽ㝖ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔゝ࠼ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẼ࡞ࡿࡢࡣࠊࡇࡢ⌮ㄽⓗᑕ⛬ࡽࡢ㝖ࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡞<㔜ᗘ▱ⓗ㞀
ᐖ⪅>ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡢᾘࢆᮃࡴࡢࡼ࠺࡞ࠊඃ⏕Ꮫⓗ࡞ゝㄝࡀࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢつ⠊ㄽ⪅
22



ࡓࡕࡢ୰࡛ᩓぢࡉࢀࡿࡇ࡛ࡍࠋ࠼ࡤ 11 ࣮࣌ࢪࡢ୍␒ୗࡢᅖࡳࡢ୰ࡢ 2 ⾜┠㎶ࡾࠊ࠼
ࡤࠊ࣮ࣟࣝࢬࡣࠕ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚♫ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ⏕᮶ࡢ⬟ຊࡢ୍⯡Ỉ‽ࢆಖᣢࡋࠊ㔜࡞
Ḟ㝗ࡢᣑᩓࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆㅮࡌࡿࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋࡑࡢᚋᑡࡋ㣕ࡤࡋ࡚ࠊ
ࠕࢻ
࢛࣮࢘࢟ࣥࡶࠊ
ࠗ㐺ษ࡞ᑛᩗࢆ♧ࡍ୰⤯ࡢ᮲௳࠘ࡋ࡚ࠊ㏻ᖖࡢ⏕άࡗ࡚ࡣᙜࡓࡾ๓
ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ᮃࡳࡀ(③ࡳࡽࡢ⒵ࠊ༑ศయࡀືࡏࡿࡇࠊ▱ⓗ㺃ឤⓗ
⏕άࢆ㏦ࡿ⬟ຊࠊィ⏬ࢆ❧࡚ᐇ⾜ࡍࡿ⬟ຊ࡞)ࡀࡀ୍ᐇ⌧ࡉࢀࡿࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ㠀ᖖ
㝈ᐃⓗ⠊ᅖ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿࡍࡂ࡞࠸ሙྜࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺㐃ᖏつ⠊࠾ࡅࡿ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᢅ࠸ࢆࡓࡗࡓୖ࡛ࠊ⚾ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࢆ㐃ᖏつ⠊ࡢ⬺ᵓ⠏ࡢどᗙ⨨ࡃࡇࡢព⩏ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ 12 ࣮࣌ࢪࡢୖࡢᅖࡳ
࡞ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡑࡇࡣ㛫ࡀ࠶ࢀࡤㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠸࠺どᗙࡽ㐃ᖏつ⠊ࢆྲྀࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ
ලయⓗࡣࡑࡢ㐃ᖏつ⠊ࡀ<ㄡࡢ>ࠊ<ఱࢆ>ࠊ<ࡢࡼ࠺>ಖ㞀ࡋࡼ࠺࠸࠺つ⠊࡞ࡢࢆ
ၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼ࠊࡇࡢ㡰ᗎ࡛⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ

3 <ㄡࡢ>ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ
 12 ࣮࣌ࢪࡢ 3ࠊඛࡎࠊ<ㄡࡢࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ 2010 ᖺࡢㄽᩥ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊඛࡎࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢṇ⩏࠾ࡅࡿᬑ㐢ⓗጇᙜᛶࡢ᰿ᣐ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㌿
ྍ⬟ᛶࠊࡘࡲࡾࠊேࠎࡣࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࢆ⨨ࡁ࠼ࡿࡇࢆᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ㐃ᖏつ⠊
࠾࠸࡚⪅㓄៖ࡍࡿ࠸࠺᰿ᣐࢆᢈุࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᅖࡳࡢ୰ࡶ᭩ࡁࡲࡋࡓࡼ࠺㺂ᮏ᮶ࠊ⌮ࡣࠊ㌿ྍ⬟ᛶࡼࡾࡶ㌿ྍ
⬟ᛶ࠾࠸࡚ࠊ❧ࡕୖࡀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ᢈุ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌿ྍ⬟ᛶࢆ᰿
ᣐࡋ࡞࠸ࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>㓄៖ࡍࡿ㐃ᖏつ⠊ࢆồࡵࡼ࠺ࡍࡿືᶵࡣ⏕ࡲࢀ࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ᙇࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
⥆࠸࡚(2)࡛ࡍࠋḟ㔝ᓮࡉࢇ࠸࠺⌮Ꮫ⪅ࡢࠕᏑᅾࢆ⫯ᐃࡍࡿ⌮ࠖࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡋ
ࡓࠋ㔝ᓮࡉࢇࡣࠊࡓࡔᏑᅾࡍࡿ࠸࠺ࡇࡔࡅࢆ⌮ࡢ᰿ᣐ⨨ࡃࡇࢆᙇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡣࡇࡢ㔝ᓮࡉࢇࡢᙇࡢពࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡍࡋඹឤࡶࡍࡿࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡋࡋࠊ࠼ࡤ
⌧௦ࡢ⏕⌮ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽぢࡿࡼ࠺ࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᏑᅾࡣ⫯ᐃࡉࢀࡿࡇࢁࠊ
ᏳᴦṚࡸᑛཝṚ⤖ࡧࡅࡽࢀ࡚ㄽࡌࡽࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇ㝿㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᏳᴦṚ
ࡸᑛཝṚࢆἲไࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᅜࡸᕞࡶᏑᅾࡋࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࡣࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࡢ⏕ࡸᏑᅾࡑࡢࡶࡢࡀࡶ࠺᪤ᨻᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋࡑࡇ
࡛ࠕᏑᅾࢆ⫯ᐃࡍࡿ࠸࠺ㄽ⌮ࠖࡀࢀࡢຊࢆᣢࡘࡢࠊ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚⚾ࡣၥ
ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ㎶ࡾࢆᑡࡋࡑࡢᅄゅࡢ୰᭩ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣࡕࡻࡗ㣕ࡤࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࣞࢪ࣓ࣗࡢ 13 ࣮࣌ࢪ⾜ࡁࡲࡍࠋ(3)࡛ࡍࠋ࡛ࡣࠊ⣲ᮔࠕᏑᅾࡢ⫯ᐃࠖ⨨࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࡑࡢᏑᅾࢆᢎㄆࡉࢀࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࢆ⥆ࡅ࡚
⪃࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠊ୍ࡘࡢࢹࡋ࡚ࠊ
ࠕ㛵ಀㄽⓗ࡞ᢎㄆࠖ࠸࠺ࢹࡀ࠶ࡿࡇ
23



Ẽ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࣞࣥࢺࡸ࢚ࣥࢤࣝࣁ࣮ࢺࡢࣃ࣮ࢯࣥㄽࢆྲྀࡾୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊ⡆
༢ࡲࡵࡲࡍࠊ୍ேࡢேࡀࠊࡑࡢேࡀࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡼ࠺ࡶࠊࡲࡓࠊࡓ
࠼㔜࠸▱ⓗ㞀ᐖࡢேࡓࡕࡢࡼ࠺⮬ศ࡛⮬ศࡢࢽ࣮ࢬࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚
ࡶࠊᙼࡀ⪅ࡢ㛵ಀ࠶ࡿࡁࠊゝ࠸࠼ࢀࡤᙼࡀ⪅ࡽࡢࢣࢆཷࡅࡿࡁࠊᙼࡣࡑ
ࡢᏑᅾࢆᢎㄆࡉࢀࡿ࠸࠺ㄽ⌮࡛ࡍࠋ(3)ࡢᅖࡳࡢୗࡽ 3 ⾜ࡔࡅㄞࡳࡲࡍࠋ␎ࡢḟ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ࢚ࣥࢤࣝࣁ࣮ࢺࡢ♫ⓗព࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢯࣥࡣࠊ㔜ᗘࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ A ࡸ⬻Ṛࡢ⪅ B 
࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢṚࢆᮃࡲ࡞࠸ࣃ࣮ࢯࣥࡓࡕᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡇࢀࡽࣃ࣮ࢯࣥࡓࡕࡢ㛵
ಀࢆྵࡵ࡚ A ࡸ B ࢆࣃ࣮ࢯࣥぢ࡞ࡋࠊࡑࡢ⏕ࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺ᙇࢆᑟࡁฟࡋ࡚࠸
ࡿࠖ
ࠋ
 ࡋࡋࠊࡉࡽࡇࢀࢆᑡࡋ⪃࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠊఱࡕࡻࡗኚࡔ࡞࠸࠺Ẽࡶ࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋ࡞ࡐゝ࠸ࡲࡍࠊ᪤⪅ࡢ㛵ಀࢆษ᩿ࡉࢀ࡚᪂ࡓ࡞⪅ࡢ㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀ
ᅔ㞴࡞ேࡓࡕࡣ୍య࠺࡞ࡿࢇࡔࢁ࠺࠸࠺ၥࡀ࠸ࡓࡽ࡛ࡍࠋᐇ㝿㔜ᗘ▱ⓗ㞀
ᐖ⪅࠸࠺ࡢࡣࠊ(4)᭩ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࢣࣞࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡿ↛ᛶࡢ㧗࠸ேࡓࡕࡔゝ
࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ(4)ࡢᅖࡳࡢୗࡽ 3 ⾜┠ࢆㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕຍ⸨ࡀᣦࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊ⌮ⓗ㓄៖ࡢᑐ㇟ࢆ㛵ಀㄽⓗᤊ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ㛵ಀᛶࡽ㝖ࡉࢀࡓேࠎࠊゝ࠸
࠼ࢀࡤㄡࡽࡶࡧࡅࡽࢀࡿࡇࡢ࡞࠸ேࠎࡢᏑᅾࡣᢎㄆࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸࠸࠺
ࠗࢢࣟࢸࢫࢡ࡞⤖ㄽ࠘⾜ࡁ╔࠸࡚ࡋࡲ࠺ࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊࡶ࠺⪃࠼࠶ࡄࡡ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊฟཱྀࡀศࡽ࡞
࠸≧ែ㝗ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ vulnerability ࠸࠺ᴫᛕࠊࡑ
ࡢㄞࢇ࡛࠸ࡓࢣࡢ⌮㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡀࡑࡢඛࢆ⪃࠼ࡿ୍ࡘࡢࣄࣥࢺ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࠊ⚟♴ศ㔝࡛ࡶࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ᴫᛕࡣ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࣦࣝࢿࣛࣅ
ࣜࢸ࠸࠺ࡢࡣࡈࡃ⡆༢ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡲ࡛ࡢ♫⚟♴ࡢᨻ⟇ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ
ᑐᛂᅔ㞴࡞㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࢆ♫⚟♴ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢᴫᛕࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢࡔࢁ
࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃྂᕝඛ⏕࡞ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࠾࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡋࡋࠊ⚾ࡣࡇࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ᴫᛕࢆࡶࡗᗈࡃࠊ㐃ᖏつ⠊ࡢ⌮ㄽ࠾࠸
࡚ᬑ㐢ⓗ࡞ே㛫ⓗᒓᛶࢆ⾲ࡍᴫᛕࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢᴫᛕࢆࠊ㐃ᖏつ⠊࠾ࡅࡿ<ᕷẸ=㐃ᖏつ⠊ࡀࡑࡢయ㺃ᑐ㇟࡛࠶ࡿே
㛫ࡋ࡚ㄆࡵ࠺ࡿ⪅>ࡢᬑ㐢ⓗᒓᛶࢆᣦࡋ♧ࡍࡶࡢࡋ࡚࠼࡞࠸⪃࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡞ࡐࡑࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡶྵࡵࡓே㛫ࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᒓᛶ࡞ࡢ࠸
࠸ࡲࡍࠊேࡣࡍ࡚ே⏕࠾࠸࡚ᚲࡎ vulnerable ࡞≧ែ⨨ࢀࡿࡽ࡛ࡍ(ஙᗂඣᮇ㺃
ඣ❺ᮇࠊ㧗㱋ᮇࠊẼࠊ㞀ᐖࠊ⤒῭ⓗᅔ❓࡞)ࠋࡑࡋ࡚ࠊከࡃࡢሙྜ㺂ࡑࡢ vulnerable ࡞
≧ែᑐࡋ࡚㺂♫ࡣࡑࢀࢆᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊఱࡽࡢᨭࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛౪⤥ࡋࡲࡍ㹿
㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠸࠺ࡢࡣࡇࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸᜏஂⓗࡉࡽࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࢆᣢࡘ
ேࡓࡕ࡛ࠊࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢᙉᗘࡢ㧗࠸ேࡓࡕゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ♫ࡀ࡞ࡐࡇࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࣦࣝࢿࣛࣈࣝ࡞≧ែᑐࡋ࡚ᨭࢆࡍࡿ㈐
௵ࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠸ࡲࡍࠊࡑࡢ୍ࡘࡣࠊࡢேࠎࡀஙᗂඣᮇࡸඣ❺ᮇࠊ㧗㱋ᮇ࠾࠸࡚ࡑ
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ࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡋ࡚♫ⓗᨭࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࣦࣝࢿ
ࣛࣅࣜࢸࢆᨺ⨨ࡍࡿࡇࡣබᖹࡔࡽ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࣦ
ࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀᨺ⨨ࡉࢀࡿࡇࡣࠊࡢேࠎࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀᨺ⨨ࡉࢀࡿࡇ
ྠࡌࡼ࠺ࠕṧ㓞ࠖࡔࡽ࡛ࡍࠋṧ㓞࡞≧ែ⨨ࢀࡓேࠎࢆ♫ࡀᨺ⨨ࡍࡿࡢࡣṇ⩏
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊḟࡢᅖࡳࡢ୰ࡢࢩࣗࢡ࣮ࣛࡢࠕᜍᛧࡢࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࠖ࠸࠺ㄽ⪃ࡽ
ࣄࣥࢺࢆᚓࡲࡋࡓࠋ
 ⥆࠸࡚ 14 ࣮࣌ࢪࡢ୍␒ୖࡢᅖࡳ࡛ࡍࠋࡕࡻࡗ㛗࠸ࡢࡀ㒊ㄞࡳࡲࡍࠋ
ࠕࡇࡢࣦࣝࢿ
ࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ே㛫ᒓᛶࡽ❧ࡕୖࡀࡿṇ⩏ࡀࠗ⮬⏤ࡼࡾ᰿※ⓗ࡞ࡶࡢ࠘ࡋ࡚ࠗṧ㓞ࡉ
ࡽࡢゎᨺ࠘ࢆ➨୍⩏ⓗᚿྥࡍࡿࡇࢆᣦࡋࡓࠋࡇࡢṧ㓞ࡉ࠸࠺ᝏࡢゎᾘࡢᚿྥࡣࠊ
ࢩࣗࢡ࣮ࣛࡀࠕᜍᛧࡢࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࠖ࠾࠸࡚ᣦࡋࡓࡼ࠺ࠊே㛫ࡢᬑ㐢ⓗせồᇶ࡙࠸
࡚࠸ࡿࠋࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸᇶ࡙ࡃṇ⩏ࡣࠊே㛫ᑐࡋ୍࡚ษࡢ⬟ຊⓗᒓᛶࢆồࡵ࡞࠸ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࡢ⬟ຊࡢ㠀ᡤ᭷ࡶࡲࡓࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࢆฟࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡽࡔࠋࡓࡔ
Ꮡᅾࢆ⬣ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢࡇࡔࡅࡀࡇࡢṇ⩏ࡢయ࡞ࡿࡓࡵࡢ㈨᱁࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ⮬⏤ࡢ
Ⓨࡢࡓࡵࡣఱࡀᚲせ࠘࠸࠺ၥ࠸ࢆၥ࠼ࡤࠊಶࠎࡢ≧ἣࠊ㢪࠸ࠊ౯್࡞ࢆ⛗㔞ࡋࡘ
ࡘࠊࡑࡢḧồࢆࢽ࣮ࢬࡋ࡚බඹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ
ࠗఱࡀṧ㓞࠘࠸࠺ၥ
࠸ࡣࡑࢀࡣ␗࡞ࡾࠊಶࠎ≉Ṧ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㣗ࡽࢀ࡞࠸ࡇࠊᏳᚰࡋ࡚᫂᪥ࢆ㏄࠼ࡽࢀ࡞
࠸ࡇࠊᮃࡴሙᡤఫࡵ࡞࠸ࡇࠊ➼࡞ࡢホ౯࠾࠸࡚ࡣఱࡽ⛗㔞ࡢᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ
ಶࠎࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡉ࠼┠ࢆࡸࢀࡤ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠖ
ࠋ
 ࠾Ẽ࡙ࡁࡢࡇᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ࡣࠊඛぢࡓ♫ࣔࢹࣝࡢ⪃࠼᪉ࡣ
ࡁࡃ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ♫ࣔࢹࣝࡣࢹࢫࣅࣜࢸࡢཎᅉࢆ♫ᖐᒓࡉࡏ࡚ࠊ♫ࡢഃࡢࢹ
ࢫࣅࣜࢸゎᾘྥࡅࡓ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿ࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤᅉᯝㄽⓗ࡞ㄽ⌮࡛ࡋࡓࠋ༢⣧࡞
ᅉᯝㄽ࡛࠶ࡿࡽࡇࡑࠊ♫ࣔࢹࣝࡣࡁ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡋࡋඛ
ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ♫ཎᅉࢆᖐᒓࡉࡏࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉᑐࡍࡿ
♫ⓗ㈐௵ࢆၥ࠺ㄽ⌮ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ཎᅉ㈐௵ࡢᅉᯝㄽࡽࡣᑟࡁฟࡋࡃ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊཎᅉ㈐௵ࢆ࠸ࡗࡓࢇษ᩿ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾♫ᑐࡋ࡚㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡞
ࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡍࡿ♫ⓗ㈐௵ࢆồࡵࡿㄽ⌮ࢆ᥈ồࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺⪃
࠼࡚ᑟࡁฟࡋࡓࡢࡀࠊࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀṧ㓞ࡉࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆᨺ⨨ࡍࡿ
ࡇࡣṧ㓞࡛࠶ࡗ࡚ṇ⩏࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄽ⌮࡛ࡋࡓࠋ
 ඛㄞࢇࡔࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕఱࡀṧ㓞ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࡢ⟅ࡣࠊ
ࠕఱࡀၿ࠸ࡇ
ࠖ࠸࠺ၥ࠸ẚࡿࠊࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡸࡍ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊḟࡑࡇᾋୖ
ࡍࡿࢸ࣮࣐ࡣࠊࡑࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀṧ㓞࡞≧ែࢆࡶࡓࡽࡉ࡞
࠸ࡓࡵࡣࠊఱࢆᙼࡽᖹ➼ศ㓄ࡍࡁࠊ࠸࠺㆟ㄽࡔ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࠕㄡࡢࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡽࠕఱࢆࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐㆟ㄽࡣ⛣ࡗ࡚ࡺࡁࡲࡍࠋ

25



4 <ఱࢆ>ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ
 14 ࣮࣌ࢪࡢ 4 ␒࡛ࡍࡀࠊࡇࡢㄽᩥࢆ 2012 ᖺ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡞ࡢ
ࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀᙼࡽࢆṧ㓞࡞≧ែ⨨࡞࠸ࡓࡵᚲせ࡞ᇶᮏ㈈ࡋ࡚ࠊࢣ࠸
࠺ࡶࡢࢆ⨨ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࢣ࠸࠺ࡢࡣ༢㌟యⓗ࡞ຓࢆពࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊ⪅ࡢឤඹឤࡋࡓࡾࠊ⪅ࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࢆẼ㐵࠺ࡇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ≧ἣࡢᨵၿ
ᑾࡃࡍࡇࠊ࠸࠺ព࠾࠸࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇ࡛ࡣࠊࡶ࠺ᅖࡳࡢ୰ࢆㄞࡳࡲࡏࢇࡀ㺂ࡑࡢᴫ␎ࡢࡳㄝ᫂ࡋࡲࡍࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣࡼ
ࡗ࡚ࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡀࠊṧ㓞࡞≧ែࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࢆ㜼Ṇ࡛ࡁ
ࡿࠋࡋࡋࠊၥ㢟ࡣࠊࢣࡣඖ᮶㺂ಶูⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㺂ே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆᇶ┙ࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡍࠋࡓࡲࡓࡲࠊ㐺ษ࡞ࢣ㛵ಀ⨨ࢀࡓ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡣṧ㓞ࡉࡽ㏨ࢀࡽࢀࡿࡶ
ࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡋࡋࠊඛࡢヰࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀ㺂<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡣࢣࣞ
ࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡾ࠺ࡿ↛ᛶࡢ㧗࠸ேࠎ࡛ࡍࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿࠊࢣࡢᖹ➼࡞ಖ㞀ࠊࢣࡢᖹ
➼࡞ศ㓄ࢆࡢࡼ࠺ᐇ⌧ࡍࡿࡢࠊ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀḟฟ࡚ࡁࡲࡍࠋ

5 <ࡢࡼ࠺>ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂࡾ⾜ࡁ࡛ࠕࡢࡼ࠺ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࡀᾋࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕㄡࡢࠖࠕఱࢆࠖ
ࢆ⪃࠼࡚ࡺࡃࠊḟࡣࠊ
ࠕࡢࡼ࠺ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࢆ⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࠸࠺ࢃࡅ
࡛ࡍࠋࡢࡼ࠺ࢣ࠸࠺㈈ࢆศ㓄ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊ♫ⓗ࡞࣮ࣝࣝᇶ
࡙ࡃࢣࡢศ㓄ࢆ࠺ࡍࡿࡢࠋࡉࡽูࡢゝⴥ࡛ゝ࠼ࡤ㺂ࢣࢆ࠸ไᗘࡍࡿࡢࠊ
࠸࠺ヰ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡣࡲࡎࠊࢣࡣ࡞ࡐไᗘࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ5 ࡢ(1)࡛ࡍࡀࠊ
ࢣࡢไᗘࡢᚲせᛶࡢ᰿ᣐࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡋࡲࡋࡓࠋࡘࡢഅ↛ᛶࢆ㉸࠼ࡿࡓࡵ࠸࠺
ࡢࡀࡑࡢ᰿ᣐ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᑡࡋㄞࢇ࡛ࡳࡲࡍࠋ(1)ࡢࢣࡣ࡞ࡐไᗘࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡢࠊࡢࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࠕࡑࡢ୍ࡘࡣࠊࢣࢆⓎືࡉࡏࡿே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆᡤ᭷࡛ࡁࡿྰࢆࡵࡄࡿഅ↛ᛶ࡛࠶
ࡿࠋ㺃㺃㺃␎㺃㺃㺃ᐙ᪘ⓗ⣣ᖏࡢ࢜ࣝࢱࢼࢸࣈࢆぢฟࡍࡇࡣࠊ㸺㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㸼ࡗ࡚ᐜ
᫆࡞ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࡣࠊከࡃࡢ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡀࠊᐙ᪘࠸࠺ே⛠ⓗ㛵ಀᛶࡢ
ゎయྠࠊ
ࠗሙᡤ࡞ࡁ⪅ displaced persons࠘ࡋ࡚ᆅᇦ♫ࡽ≀⌮ⓗษࡾ㞳ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ(࠸ࡿ)࠸࠺ᐇࡀド᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㺃㺃㺃␎㺃㺃㺃ࡶ࠺୍ࡘࡢഅ↛ᛶࡣࠊࢣࡢෆᐇ㛵
ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ᖾ㐠ࡶࢣࡢⓎືࡢዎᶵ࡞ࡿே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚Ⓨࡉࢀࡿࢣࡢෆᐇࡀࡢࡼ࠺࡞㉁ࢆᣢࡕ࠺ࡿࡢࡣ
ࡑࡢ㛵ಀᛶጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺അ↛ᛶ࡛࠶ࡿࠖ
ࠋ
࠸࠺ࡼ࠺ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞അ↛ᛶࢣࢆጤࡡ࡞࠸ࡓࡵ㺂ࢣࢆไᗘࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠊ࠸࠺ᙇࢆࡋࡲࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㺂࡛ࡣࠊࢣࢆไᗘࡋ࡚㺂ࡑࢀࢆᖹ➼ศ㓄ࡍࡿࡣ
࠺࠸࠺ࡇࠊ࠸࠺ၥ࠸⛣ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡇ࡛ᑡࡋᡠࡾࡲࡍࡀࠊ4/(2)ࡢᅖࡳᡠࡾࡲࡍ㹿ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ୍ᮏࡢㄽᩥࢆࡘ࡞࠸࡛࠾ヰ
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ࡋࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊヰࡢὶࢀ࡛ࠊㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓ㡰␒㏻ࡾࡣ࠸ࡎࠊᑡࡋ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࡋࡲ
ࡍࠋᑡࡋࡲࡓ㺂ㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㹿ࠕ㺃㺃㺃␎㺃㺃㺃ࠖࡢḟࡽ࡛ࡍࠋ
ࠕྠ㉁㺃ྠ㔞ࡢࢣࢆᶵᲔⓗᖹ➼ศ㓄ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡋࠊពࡀ࡞࠸ࡇࡣ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋಶࠎࡢ vulnerability ࡢⓎ⌧ࡣከᵝ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ<ẚ㢮࡞ࡁࡶࡢ>࡛
࠶ࡿ௨ୖࠊࡑࢀࡢࢣࡶࡲࡓከᵝ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᖹ➼ศ㓄࡛ࡁࡿࡢ
ࡣࢣࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢣࡢⓎືࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿ㛵ಀᛶ(=ぶᐦᅪ)ฟಀࡿ㈨※(=㈈)࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࠗࢣ㈨※ࡢศ㓄࠘ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺⚾ࡣ㺂ࢣࡢᖹ➼ศ㓄࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢣ㈨※ࡢᖹ➼࡞ศ㓄ࡀᚲせࡔ㺂⪃࠼ࡲࡋ
ࡓ㹿ࡇࡇ࡛࠸࠺ࢣ㈨※ࡣࠊලయⓗࡣ࣮࣒࣍࣊ࣝࣃ࣮࡞ࡢㆤ⪅ࠊ┦ㄯᨭဨ࡞ࠊ
୍ேࡢ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆຓࡍࡿࡇࢆྵࡵ࡚㺂ᙼࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࢆᖖẼ㐵࠸ࠊࡑࡢ≧
ἣࡢᨵၿᑾࡃࡍேᮦࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢣࢆഅ↛ᛶ௵ࡏ࡞࠸࠸࠺⌮⏤ࡽࠊࡇࡇ࡛
ࡣࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㈨※ࡣ୍ᛂእࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㹿
 ࡑࡋ࡚ḟᾋࡧୖࡀࡿࡢࡀࠊࢣ㈨※ࢆᖹ➼ศ㓄ࡍࡿࡁࠊࡢ⛬ᗘࡢ㔞ࡸ㉁ࢆ
ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ศ㓄ࡍࡿࡢ࠸࠺ࠊ࡚ࡶགྷ࡞ၥ㢟࡛ࡍࠋ
 <㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡑࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡢఱࢆࡢࡼ࠺ホ౯ࡋࠊࡑࡢホ౯ᇶ࡙࠸࡚㺂
ࡢ⛬ᗘࡢࢣ㈨※ࢆศ㓄ࡍࡿࡢࠊࡇࡇࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ゎ㔘ࡸ㔞ࡀධࡾ㎸ࡴవᆅࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍ㹿
ࡈᢎ▱ࡢ᪉ࡶ࠾ࡽࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀ㺂ࡇࡇᩘᖺ᮶ࡢ㞀ᐖ⪅ไᗘᨵ㠉᥎㐍㆟ࡸ⚟♴㒊
ࡢ୰࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ㈨※ࡢබṇ࡞ศ㓄᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ㆟ㄽࡀࢃࡉࢀ࡚ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ⚾ࡣ⤖ㄽࡋ࡚ࡣࠊ5 ࡢ㸦2㸧ࡢୖࡢ᪉᭩ࡁࡲࡋࡓࡅࡶࠊᜍࡽࡃ၏୍᭱Ⰻࡢ᪉ἲ
࠸࠺ࡢࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡴࡋࢁ၏୍᭱Ⰻࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡣ⪃࠼࡞࠸᪉ࡀ
࠸࠸ࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⛅ඖඛ⏕ࡣࠊࡑࡢࡈⴭ᭩ࡢ୰࡛㺂⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥࠾ࡅࡿ⾜ᨻᶒຊᑓ㛛ᐙᶒຊࡼ
ࡿ㔞ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ㺂ᇶ‽࠸࠺୍ࡘࡢᶒຊᢚไࡢ᪉ἲࢆㄽࡌ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࡀ㺂⚾
ࡣࡇࡢࢣ㈨※ࡢศ㓄ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠊࡇࡢ⛅ඖඛ⏕ࡢࡈᣦࢆࡎ࠸ࡪࢇཧ⪃ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㹿ࢣ㈨※ࡢศ㓄࠾࠸࡚ࠊᇶ‽࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࠊࡘࡲࡾࠊ
ࢣ㈨※ࡢ㔞ࡸෆᐜ㐃ືࡍࡿࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢࢽ࣮ࢬࢆ

ࡿఱࡽࡢඹ㏻ࡢᑻᗘࠊ

⌧⾜ࡢ⥲ྜᨭἲ࡛ࡣࠊࡑࢀࡣ㞀ᐖᨭ༊ศࡤࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀ㺂ࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽࠸࠺
᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࡣࠊ⾜ᨻᶒຊࡸᑓ㛛ᐙᶒຊࡢ㔞ࡼࡗ࡚㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࢽ࣮ࢬࡀ༑ศ
㓄៖ࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆᢚไ࡛ࡁࡿ࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊ᪉࡛㺂ࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡣࠊᇶ‽ࡽ㞽ࢀⴠࡕࡿࡶࡢࢆᚲ↛ⓗ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋࡇࢀࡶ⛅ඖඛ⏕ࡀࡈᣦ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶࢣࡣඖ᮶㺂ᇶ‽ࡣ
ྜࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࢆ᭩࠸ࡓࡢࡀࠊ(3)ࡢࣃࣛࢢࣛࣇ࡛ࡍࠋࡇࡇࢆᑡࡋㄞ
ࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ࠕࡑࡶࡑࡶࢣࡣࡑࡢᮏ㉁࠾࠸࡚ࠊ⛛ᗎ(ᇶ‽)ࡽࡢ㐓⬺ྍ⬟ᛶࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࠊࢣࡣࢣ㛵ಀ࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐヰ(ࢣࡉࢀࡿ⪅ࢣࡍࡿ⪅ࠊࢣࡍࡿ⪅
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ྠኈࠊᡈ࠸ࡣࢣࡍࡿ⪅ࡢࣔࣀ࣮ࣟࢢࡋ࡚ࡢᑐヰ)࠾࠸࡚ᖖከᙬ࡞ኚࢆぢࡏࠊࡑࢀ
ࢆ୍ᐃࡢྜ⌮ⓗ࡞ᇶ‽ᢲࡋࡵࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣᮏ᮶ⓗ↓⌮ࡀ࠶ࡿࡽࡔࠋࡇࡢ
ࡼ࠺⪃࠼ࡿࠊᇶ‽ࡣࣜࢫࢡࢆక࠺ḟၿࡢ⟇࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼ࠗṧ㓞ࡉ࠘ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞ࢣࢆ

ࡿᇶ‽ࢆタᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣᇶ‽ෆໟࡉࢀ

ࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࢆ⮬ぬࡋࡘࡘࠊ
ࠗࡸࡴࢆᚓࡎࠊ⏝ᚰࡋ࡞ࡀࡽࠊ㝈ᐃࡋ࡚࠘(ᒸ㒊 2008:256)
࡞ࡉࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ
ࠋ
 ࢣ࠸࠺ࡢࡣࡑࡶࡑࡶᇶ‽ࡽ㐓⬺ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤ(16 ࣮࣌
ࢪ࡛ࡍ)ࠊḟ⪃࠼ࡓࡢࡣࠊࢣ㈨※ࡢศ㓄㛵ࡍࡿホ౯ࢆࡶ࠺ࢣ㛵ಀጤࡡ࡚ࡋࡲ࠺
࠸࠺᪉ἲ࡛ࡍࠋ16 ࣮࣌ࢪࡢ୍␒ୖࡢᅖࡳ࡛ࡍࠋ
ࠕࡇࡢᇶ‽࠸࠺᪉ἲࡢ㝈⏺Ⅼ࠾࠸࡚ࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡢ᪉ἲࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊࢣࡢ᪉ἲࡢホ౯࠾࠸࡚࠺ࡋ࡚ࡶ㔞࠸࠺せ
⣲ࢆ㝖࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡞ࡽ㺂ࡲࡓࠊ࠸ᚤධࡾ⣽ࢆ✸ࡘᇶ‽ࡀタᐃࡉࢀࡼ࠺ࡶࠊᡈ࠸ࡣࠊ
ࡑࡢᇶ‽ࡀ࠸⦆ࡸ㐠⏝ࡉࢀࡼ࠺ࡶࠊࢣࡀᖖࡑࡇࡽࡢ㐓⬺ྍ⬟ᛶࢆෆໟࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࠊࢣࡢ᪉ἲࡢホ౯࠾ࡅࡿ㔞ࡢᶒ㝈ࢆࠊࡑࡢ㔞ࡢ⤖ᯝࡼࡗ࡚᭱ࡶᙳ㡪
ࢆ⿕ࡿ❧ሙ࠶ࡿࢣࡢཷࡅᡭࡑࡢᢸ࠸ᡭࡓࡕጤㆡࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࡑࢀࡣࠊࡲࡉࢣࡀ⏘ࡳฟࡉࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢣ㛵ಀࡑࡢ᪉ἲⓗ㔞ࢆጤࡡࠊ
ࢣࡢ㇏࡞㐀ᛶࢆእ㒊⤫ไࡼࡗ࡚ᢚไࡍࡿࡇࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ᥍࠼ࡿ࠸࠺᪉ἲ࡛࠶
ࡿࠖ
ࠋ
 ࡇࡢㄽᩥࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠊඛ⛅ඖඛ⏕ࡽࡶࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀ㺂ࡕࡻ࠺ࠊᮐ
ᖠᕷ࡛ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢺไᗘࢆᑟධࡋࡼ࠺࠸࠺㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᮐᖠᕷ⫋ဨ
㞀ᐖ⪅ࠊࡑࡋ࡚ࠊᴗ⪅Ꮫ㆑⤒㦂⪅࡞ࡀ㞟ࡲࡗ࡚㆟ㄽࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㺂ࡑࡢ㟷┿ࢆ᭩
࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚾ࡶ 2008 ᖺࡢ᭱ึࡢ㆟ࡽࡑࡢ୍ဨຍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁ㺂PA ไᗘࡢ⏬㺃
㐠Ⴀ㛵ࡍࡿຮᙉ࡛࠸ࢁ࠸ࢁᏛࡤࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ㹿ࡇࡢຮᙉࡣ⌧ᅾࡶ᭶ 1 ᅇ⛬ᗘࡢ
࣮࣌ࢫ࡛⥆࠸࡚࠸ࡲࡍ㹿ᮐᖠᕷࡢ PA ไᗘࡢᑟධ⤒⦋ࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚⚾ࡀࡲࡵࡓࡶࡢ
ࡣࠊࢿࢵࢺୖ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㺂ࡈ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ᪉ࡣࠊࡈ୍ㄞࡃࡔࡉ࠸㹿⏣୰⪔୍㑻㺃PA ไᗘ࡛
᳨⣴ࡍࡿ PDF ࡢ㈨ᩱࡀฟ࡚ࡁࡲࡍ㹿
ࢣ㈨※ࢆࡢ⛬ᗘ㺂ࡢࡼ࠺࠺ࡣ㺂ࢣࢆཷࡅࡿᮏேࠊࢣࢆཷࡅࡿᮏேࢆぢᏲ
ࡿᐙ᪘㺂ࡑࡋ࡚ࢣ࣮࡛ࣛ࠶ࡿ PA Ỵࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ࠼ࡤࠊᮐᖠᕷࡢ PA ไᗘࡣࠊ㔜ᗘゼ
ၥㆤࡢᨭ⤥㛫ᩘࢆᇶ‽ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㺂⏝⪅ࡸᐙ᪘ࢣ㈨※ࡢ㔞ࡸ⏝᪉ἲࡀ
ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀ㺂⾜ᨻࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿ㈝⏝ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࢀࡤ㺂PA
ࡢ⤥ࡢタᐃࡸࠊPA ࡢ࠸᪉࡞ࡣࠊ⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡀ࡞ࡾ⮬⏤Ỵࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ㹿
 ࡋࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ㈨※ࡢෆᐜࡸ㔞ࢆࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢣ㛵ಀጤࡡࡿ࠸࠺᪉ἲᑐ
ࡋ࡚㺂ᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊᗄࡘࡢᠱᛕࡸᏳࠊࡑࡋ࡚ࠊㄽࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡇࡣண ࡛ࡁ
ࡲࡍ㹿ࡑࢀࡣࠊ࠾ࡼࡑḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍ㹿(5)ࡢࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࠕࡋࡋࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࢣಀࡿ㔞ࢆ㠃ⓗࢣ㛵ಀጤㆡࡍࡿࡇࡣࠊ
ࢣ㺃ࢥࢫࢺࡢ㏱᫂ᛶ࠸࠺㈈ᨻⓗၥ㢟ࡶࡉࡿࡇ࡞ࡀࡽ㺂ࢣ⌮ࡢほⅬ࠾࠸࡚ぢ࡚ࡶ
ࡑࡇࡣࡁ࡞ࣜࢫࢡࡀకࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣࠗṧ㓞ࡉ࠘ࡢゎᾘࡢ㈐௵ࢆ<ಶ
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ࡋ࡚ࡢ㛵ಀᛶ>ࡢ୰ᢞᲠࡍࡿࡇࡶ࡞ࡾࡡࡎ㺂ࡲࡓࠊ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚㐙⾜ࡉࢀࡿ(
࠼ࡤ㐣࡞ࠗᛮ࠸㎸ࡳ࠘ࡼࡿ)ࢣࡑࡢࡶࡢࡀ᪂ࡓ࡞ࠗṧ㓞ࡉ࠘ࢆ⏘ࡳฟࡍࣜࢫࢡࢆ⤫ไ
ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡽࡔࠋࡑࡶࡑࡶࢣࢆᇶᮏ㈈ࡋ࡚ᢎㄆࡋࡘࡘࢣࢆไᗘࡍࡿࡇ
ࡢ᰿ᣐࡢ୍ࡘࡣࠊࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚⏕ࡌ࠺ࡿࠗṧ㓞ࡉ࠘ࢆ㜵ࡄࡇࡶ࠶ࡿࡇࢆ⪃࠼ࢀ
ࡤࠊ
ࠗࢣࡢไᗘ࠘ࡣಶࠎࡢࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚⣳ࡀࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㇏࡞ពᐇ㊶ࡢⓎ㟢
ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࢣ㛵ಀከࡃࡢ㔞ࢆጤࡡࡘࡘࡶ㺂ࡑࡢࢣ㛵ಀࡀࠗṧ㓞ࡉ࠘
ࡢ๓ᢡࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡓ࡞ࠗṧ㓞ࡉ࠘ࢆ⏘ࡳฟࡍࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࢆࢣ㛵
ಀࡢ<እ>ࡢ༠ാ࠾࠸࡚ᢸಖࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ
ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊฟཱྀࡢ࡞࠸ᚠ⎔ㄽࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࡞ࡾⱞࡋ࠸ヰ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓ㹿
ᜍࡽࡃⓙࡉࢇࡶࠊࡶ࠺࠺ࢇࡊࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀ㺃㺃㺃ࠋ
㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢṧ㓞ࡉࢆᨺ⨨ࡋ࡞࠸ࠊࡑࡢࡓࡵࡣ♫ࡀࢣࢆࡍࡿ㈐௵ࢆᣢࡘࡁ
ࡔ࠸࠺ࡢࢆ୍ḟⓗ࡞࣮ࣝࣝࡍࢀࡤࠊࡇࡢ୍ḟⓗ࡞࣮ࣝࣝࢆㄡࡀ࠸ࡢࡼ࠺ᐇ㊶
ࡍࡿ࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤ㐺ษ࡞ḟⓗ࡞࣮ࣝࣝࢆぢฟࡉ࡞ࡅࢀࡤࠊ୍ḟⓗ࡞࣮ࣝࣝࡣࡃព
ࢆ࡞ࡋࡲࡏࢇࠋࡇࡢ୍ḟⓗ࣮ࣝࣝࠊḟⓗ࣮ࣝࣝ࠸࠺ࡢࡣࠊࢠࣜࢫࡢဴᏛ⪅ࡢࣁ࣮ࣂ࣮
ࢻ࣭ࣁ࣮ࢺ࠸࠺ேࡢཷࡅࡾ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡑࢀ୍࡛ᛂࠊㄽᩥࡢ᭱ᮇࠊ⚾࡞ࡾḟ
ⓗ࡞࣮ࣝࣝࡢほⅬࢆ 2 ࡘᥦ㉳ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ୍ࡘࡣࠊ⦆ࡸ࡛ᰂ㌾࡞ᇶ‽ࡢ࢞ࢻࣛࣥࢆసࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍ㹿ࠕࢣ㛵ಀࢆᗈࡃ⦆ࡃᤊ࠼ࡘࡘࠊࡑࡢࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚ጇᙜ࡞ࢣࡀᑟฟࡉࢀࡿࡓ
ࡵࡢᡭ⥆ࡁⓗ࡞࢞ࢻࣛࣥࢆ<እ>ࡽつᐃࡍࡿ࠸࠺᪉ἲ࡛ࠖࡍࠋࡘࡲࡾࠊࢣࡢ㇏
࡞ពࢆ᮰⦡ࡋ࡞࠸⛬ᗘ⦆ࡸ࡞࢞ࢻࣛࣥࢆసࡗ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠊ࠸࠺ࡢࡀ୍ࡘࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊ
ࠕࢣࡀ㐙⾜ࡉࢀࡓᚋࠊࡑࡢࢣࡢ≀ㄒⓗᩥ⬦࠾࠸࡚ࠊ<እ>ࡢ༠ാ
ࡼࡗ࡚ࡑࡢࢣࡢጇᙜᛶࢆホ౯ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࠖ
ࠋ
ᚋⓗ࠸࠺ࡇࢁࡀ࣑ࢯ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡕࡻࡗࡑࡇࡶㄞࡲࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠕࢣࡢ
ᚲせࡣࠊࢣࢆཷࡅࡿഃࡢせồࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠊࠗ᫂☜┦ᡭ
ࡢពࢆ☜ࡵࡿ๓ࠊ᪤ࡑࡢሙࡢᩥ⬦㺃≧ἣࡼࡗ࡚┦ᡭࡢពࢆỮࡴᙧ࠘(ᇼỤ㺃୰ᒸ
2005:186)࡛ឤཷࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋᡈ࠸ࡣࠊࡑࡢᚲせࡀࠊୖࡢぢࡓࡼ࠺ࠊࢣࣛ
࣮ࡶྵࡵࡓࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ㛵ಀࡢ≀ㄒⓗᩥ⬦ࡽᾋୖࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢣ
ࡢᚲせࢆ๓☜ᐃⓗᤊ࠼ࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ௨ୖࠊఱࡀᚲせ࠸࠺๓ࡢࢭࢫ
࣓ࣥࢺࡼࡾࡶࠊࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚ఱࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞ࡉࢀࡓࢆࠊ
ᚋࡑࡢ≀ㄒⓗᩥ⬦ࡶゎ㔘ࡍࡿホ౯ࡀࢣࡢ⌮㐺ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࠖ
ࠋ
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ࡲࡵ࠼࡚
 ࡞ࡀ࡞ࡀࡸࡸࡇࡋ࠸ヰࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⏦ࡋヂ࡞ࡃᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿 ᭱ᚋᑡࡋ᪥ࡢሗ
࿌ෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊᬻᐃⓗ࡞ࡲࡵࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ17 ࣮࣌ࢪࡢୖ࡛ࡍࠋ

(1)♫ࣔࢹࣝࡢࣥࣃࢡࢺ
᪥ࡢ୍ࡘ┠ࡢㄽⅬࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡢࢹࢆࡵࡄࡿࡶࡢ࡛ࡋࡓ㹿♫ࣔࢹࣝࡣࠊఏ⤫
ⓗ㺃ᨭ㓄ⓗ࡞㞀ᐖゝㄝ͐ಶேḞᦆࣔࢹࣝࡸ་Ꮫࣔࢹࣝࠊಶேᝒ⌮ㄽࢆᇶ┙⏘ฟࡉࢀࡿ㞀
ᐖゝㄝᑐࡍࡿᑐᢠゝㄝ࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡣࠊࢹࢫࣅࣜࢸ࠸࠺♫ⓗᢚᅽࢆ⿕ࡗ࡚ࡁࡓ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖ
ࠊࡘ
ࡲࡾࠊࢹࢫࣅࣜࢸࡢ㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖࡽࡢࠊ⮬ࡽࡢᶒ᧦ㆤࡢࡓ
ࡵࡢཎ⌮ⓗ࡞Ⓨ㆟࡛ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢཎ⌮ⓗ࡞Ⓨ㆟ࡣࠊᴟࡵ࡚༢⣧࡞ᅉᯝᚊࠊࡘࡲࡾࠊཎᅉ㈐௵㛵ࡍࡿᅉᯝᚊࢆᇶ┙
⨨࠸ࡓࡀᨾࠊ㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅࡛࠶ࡿ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢᶒゝㄒࡋ࡚ᙉⅯ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡗ
ࡓࡢࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋ

(2)♫ࣔࢹࣝࡀࠕྲྀࡾࡇࡰࡋࡓࡶࡢࠖࡽ㐃ᖏつ⠊ࡢ㆟ㄽ
ࡋࡋࠊࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡣࠊࢹࢫࣅࣜࢸࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸㞴࠸ࠊ࠼ࡤࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅>ࡤࢀࡿேࠎࡢࠕ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖ
ࠕṧ㓞ࡉࠖࢆྲྀࡾࡇࡰࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸
࠺ࡢࡀࠊ᪥ࡢሗ࿌ࡢ 2 ࡘ┠ࡢㄽⅬ࡛ࡋࡓࠋ
⚾ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢࠕ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖࡸࠕṧ㓞ࡉࠖᑐࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ࡓࡕ
ࢆᨭࡍࡿ❧ሙࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖ
ࠊࡘࡲࡾࠊᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ᭷㈐ᛶࢆ⮬ぬࡍࡿࠕᙜ⪅ᛶࠖ
ࡽࡢⓎ㆟ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆࡼࡾᗈ࠸ᩥ⬦࡛⪃࠼ࡿࡓࡵࠊ㏆ᖺࡢ㐃ᖏつ⠊ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆࠊ<㔜ᗘ
▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢどᗙࡽᢈุⓗ᳨ウࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕㄡࠖࠊ
ࠕఱࠖࢆࠊ
ࠕࡢࡼ
࠺ࠖಖ㞀ࡍࡿࡇࡀᚲせࠊ࠸࠺ὶࢀ࡛㆟ㄽࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊඛࡎࠊ
ࠕㄡࠖࢆࡵࡄ
ࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊvulnerability ࠸࠺ほⅬ࠾࠸࡚ࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆ㐃ᖏつ⠊ໟᦤࡍࡿ
ࡇࠊ
ࠕఱࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡢࡼ࠺ཎᅉ㈐௵ࡢᅉᯝᚊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ୧
⪅ࢆ࠶࠼࡚ษ᩿ࡋࠊ
ࠕṧ㓞ࡉࠖࢆࢣࡍࡿࡇࡢ♫ⓗ㈐௵ࡘ࠸࡚㏙ࡲࡋࡓࠋ

(3)♫ࣔࢹࣝ㺃ṇ⩏ࡢつ⠊ࡶࢣࡢ⌮ࢆ
♫ࣔࢹࣝࡢㄽ⌮ࠊࡘࡲࡾࠊ♫ࡀࡾฟࡋࡓ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡔࡽࠊ♫ࡀ㈐௵ࢆ
ᣢࡘ࠸࠺ࠊཎᅉᖐᒓ㈐௵ᖐᒓࢆ⤖ࡧࡅࡿᅉᯝᚊࡼࡿㄽ⌮ࡣࠊ࡚ࡶࣥࣃࢡࢺࡀ࠶
ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡀࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᶒࢆᙇࡍࡿࡓࡵࡣ࡚ࡶ㔜せࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ࡢሗ࿌࡛ࡣ┬␎ࡋࡲࡋࡓࡀ㺂᭱ࡶ㐝࡞ே㓄៖ࡋࡓᇶᮏ㈈ࡢබṇ࡞ศ㓄࣮ࣝ
ࣝࡋ࡚ࡢ࣮ࣟࣝࢬࡢ᱁ᕪཎ⌮ࡸࠊ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ⮬⏤ࡢᖜࡲ࡛ࡶど㔝ධࢀࡓ࣐ࣝࢸ㺃
ࢭࣥࡢ₯ᅾ⬟ຊࡢᴫᛕࡶࡲࡓࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᐇ㉁ⓗᖹ➼ࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡺࡃ࠺࠼࡛㺂࡚ࡶ㔜せ࡞♧
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၀ࢆ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍ㹿
 ࡋࡋࠊࡇࢀࡽ♫ࣔࢹࣝࡶṇ⩏ࡢ㐃ᖏつ⠊ࡶࠊࡕࡽࡶࡑࡢ᰿ᗏ⮬ᚊⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞
⬟ຊࢆᇶᮏⓗᒓᛶࡍࡿே㛫ほࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ᣓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞
ேࠎࡀࡑࡢ⌮ㄽⓗᑕ⛬ࡽྲྀࡾࡇࡰࡉࢀ࡚࠸ࡃ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊከᵝ࡞㞀ᐖࢆᣢࡕࠊከᵝ࡞⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅ࡢᨭ࠸࠺ほⅬࡽ
ࡍࡿ㺂♫ࣔࢹࣝࡸṇ⩏ࡢ㐃ᖏつ⠊ࡶࠊ
ࠕࢣࡢ♫ⓗ㈐௵ࠖ
ࠊ
ࠕࢣࡢ⌮ࠖ࠸࠺
ࡶࡢࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࢆᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊࡇࡢࢣ㛵ࡍࡿ♫ⓗ
㈐௵ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࡘࡲࡾࠊࢣࢆไᗘࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ཎ⌮ࡀᚲせࠊ
࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
᭱ᚋࡢᅖࡳࡢᩥ❶ࡶ᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࡀ㺂♫ࣔࢹࣝࢣࠊᡈ࠸ࡣṇ⩏ࢣ࠸࠺
⪅ᢥ୍ࢆ㏕ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢣࡢ⌮ࡀࠊ♫ࣔࢹࣝࡸṇ⩏ࡢㄽ⌮ࡶồࡵࡽࢀࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸㺂࠸࠺ࡇࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡢ⚾ࡢᬻᐃⓗ࡞⤖ㄽ࡛ࡍࠋ
ᅇࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ࿌ࡢᶵࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡽࠊ⮬ศࡢ᭩࠸࡚ࡁࡓࡶࡢࢆࡌࡗࡃࡾㄞࡳ
㏉ࡋ࡚ࡺࡃࠊㄽ⪃ࡢ⢒ࡉࡸ㣕㌍㺂ᮏᙜࠊฝพࡋࡓẁᕪࡀ⮳ࡿࡇࢁᩓぢࡉࢀ࡚ࠊṇ
┤ゝ࠸ࡲࡍ㺂᪥ࡢሗ࿌ࡢࡓࡵࡢసᴗࡣࠊẼᣢࡕࡀⴠࡕ㎸ࢇ࡛ࡺࡃసᴗ࡛ࡋࡓ㹿
ࡋࡋࠊⴠࡕ㎸ࢇ࡛ࡤࡾࡶ࠸ࡽࢀࡲࡏࢇࡢ࡛㺂࠾ࡆࡉࡲ࡛ㄢ㢟ࢆከࡃ⮬ぬ࡛ࡁࡲࡋࡓ
ࡢ࡛㺂๓ྥࡁࠊᚋࡶᑡࡋࡎࡘ⪃࠼࡚ࡺࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿
 ᭱ᚋࠊỴព⾲࡛᫂⤊ࢃࡿࡢࡶࡳࡗࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡇࢀ࡛⚾ࡢሗ࿌ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ᢿᡭ㸧
⛅ඖ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊࢀࡇࢀ 1 㛫 40 ศࠊ㛗࠸ࡇ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ࠾ఇ
ࡳ࠸ࡓࡔ࡞࠸ኚ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࡛ࡣ 20 ศࡲ࡛ᑡࡋఇ᠁ࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸺ఇ᠁㸼

࠙ࣇ࣮ࣟࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠚ
ྖ㸸᪥ࡣ࠶ 40 ศࡄࡽ࠸ࡋ㛫ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⏣୰ඛ⏕ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ
࡛ࡶཷࡅࡲࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊ⮬⏤㉁ၥ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ᪥ࡢ࠾ヰࡢ☜ㄆ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ♫ࣔࢹࣝᚋ༙࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢣࡢ⌮ࡢヰ࡛ࠊ
㢟ࡀࡑ࠺࡛ࡍࡅࡶࠊ2 ࡘ㔜せࡔ࠸࠺ࡢࡣศࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠺࠸࠺ࡘ࡞ࡀࡾ᪉ࢆࡍ
ࡿඛ⏕ࡣ࠾⪃࠼࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸㞴ࡋ࠸ࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍ㹿
ྖ㸸2 ࡘ㔜せࡔ࠸࠺ࡇࡣ᪥ࡢ࠾ヰ࡛ࡼࡃศࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊ⨨ࡅ࠸࠺ࠊ
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ᑐᛂࡍࡿᒁ㠃ࡀ㐪࠺ࡢࡔ࠸࠺ࡩ࠺⌮ゎࡍࡿࡢࠊᏲഛ⠊ᅖࡣඹ㏻࡞ࡢࡔࡅࢀࡶఱ
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡔ⪃࠼ࡿࡢࠋ
⏣୰㸸ࡑࡢ㛵ಀࢆ࠺ぢࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡶࡲࡔࡼࡃ῝ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡓࡔᏲഛ⠊ᅖࡀ㐪࠺ࡶᛮࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࠼ࡤࠊ㞀ᐖ⪅㐠ືࡀ♫ࣔࢹࣝⓗ࡞ࢹ
ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚♫ᑐࡋ࡚ᶒࢆᙇࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࡸࡣࡾࢣࡢ⌮࠸࠺ࡢࡀࡑ
ࢀࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡑࢀࡀᯝࡓࡋ࡚ࢣࡢ⌮࡞࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࢳ࢙ࢵࢡࡀᚲせࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ࣔࢹࣝⓗ࡞ᶒࡢᙇࡣࠊ
ࡋ࡚࡚ࡘࡶ࡞ࡃṧ㓞࡞ࡶࡢࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚ࠊࢣࡀࡑࢀࢆࢳ
࢙ࢵࢡࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊ᭱ᚋࡢ᪉㏙ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࢣࡑࡢࡶࡢࡶᭀ㉮ࡍࡿ༴㝤ᛶࡣᖖ
࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊṇ⩏ࡢほⅬࡽࠊࢣࡢ୰㌟ࡶࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ
࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢศᢸ㡿ᇦࡀ࠶ࡿࠊࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚㺂ࡑࡢ㛵ಀ
ࢆ࠺ᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࢀࡽࡢ⚾ࡢㄢ㢟࡞ࡿࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸯㸸ࡢඛ⏕ࡢ㉁ၥࡸࠊඛ⏕ࡢ࠾ヰࡋࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡢࡼ࠺࡞ࣔࢹࣝࡀ࡛ࡁࡿ
⪃࠼ࡓࡁࠊᵓ㐀ᵓᡂ⩏ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡁ࡞ࣂࢣࢶࡢ୰⛉Ꮫⓗ࡞㊃ྥᛶဴᏛⓗ
࡞㊃ྥᛶࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡀ⟽ࡢ୰ධࢀࡓࡽࡕࡽࡣ⨨ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞Ẽࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ♫ࣔࢹࣝࡢ᪉ࢆ⛉Ꮫⓗ࡞⟽ࡢ୰ᐇド⩏ⓗ࡞ࣔࢹࣝࡢ୰ධ
ࢀ࡚ࠊ⌮ⓗ࡞ࡇࢁࢆဴᏛⓗ࡞᪉ධࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀ࡛୧᪉ࢆ㛵ᚰ┦㛵ᛶకࡗ࡚㑅
ᢥࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡣ☜ぢ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊ࠺ࣜࣥࢡࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺
ࠊࡕࡽࡢ౯್㔜ࡁࢆ⨨ࡃࡢࠊࡑࡢⅬࡑࡢⅬ࡛ࠊ㛵ᚰ┦㛵ᛶ࠸࠺ゝⴥࡀ࣮࢟
࣮࣡ࢻ࡞ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚⪺ࡏ࡚㡬࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡁ࡞ࣇ࣮࣒ࣞᯟࡋ࡚ࡣᵓ㐀ᵓ
ᡂ⩏ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡀ࠼ࡿࡢ࡞ࡣീࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
⏣୰㸸ࡎࡿ࠸ゝ࠸᪉࡛ࡍࡅࡶࠊᨭࢆཷࡅࡿഃᨭࢆࡍࡿഃࡀࡑࡢࠎࡢ≧ἣᚲせ
ᛂࡌ࡚࠸ࡸࡍ࠸ㄽ⌮ࢆ࠼ࡤⰋ࠸ࡌࡷ࡞࠸ࠋ
㉁ၥ⪅㸯㸸ࡑࢀࢆᵓ㐀ᵓᡂ⩏࡛ࡣ㛵ᚰ┦㛵ᛶ࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡛ㄝ࡛᫂
ࡁ࡞࠸࡞࠸࠺Ẽࡣࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸⚾ࡣ࠶ࡲࡾࡋࡷࡽ࡞࠸᪉ࡀ࠸࠸⮬ぬࡋࡘࡘࠊ1 ࡘࡔࡅࠋ᪥ࡢ࠾ヰࡢࡇࢁ࡛ࣜ
࣋ࣛࣜࢬ࣒࡛ࡢ㆟ㄽࠊࡑࡇ࡛࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡀ࠺ࡋ࡚ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢୖ࡛ࡢࢣࡢ
⌮࠸࠺ヰࡢὶࢀࡔࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࡢࡣẚ㍑ⓗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒
ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳぶⓗ࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠾࠾ࡼࡑࡑࢀ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡔࢁ࠺ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᙜ
↛ࡑࡢࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ၥ㢟࡞ࡾ㊊ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡍࡿࠊྠࡌࡼ࠺
࡞ヰࡀ㏫♫ࣔࢹࣝࡘ࠸࡚ゝ࠼࡞࠸ࡢ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡶࡶ⏣୰ඛ⏕ࡣ
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♫ࣔࢹࣝࡘ࠸࡚‶ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ヰࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࠊせࡍࡿࡑࢀྠࡌ‶ࡔ
⌮ゎࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ⓗ࡞Ⓨࡢᯟ⤌ࡳᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ‶
࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࢣࡢ⌮࠸࠺ヰ⾜ࡗࡓࢃࡅࡔࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡘ࡞ࡀࡾࡀ♫
ࣔࢹࣝࡢ㛵ಀ࡛ࡶ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸࠸ࡢ࠺ࠋ
⏣୰㸸᭱ึ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓࡀࠊ࡞ࡐ♫ࣔࢹࣝ‶ࢆᣢࡗࡓゝ࠸ࡲࡍࠊ20 ௦๓
༙▱ⓗ㞀ᐖ⪅タ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡓࡕฟ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᙼࡽ
ࡢᶒ᧦ㆤࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺ࡍࡿࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ♫ࣔࢹࣝࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣ⭊ⴠࡕ࡞࠸
Ẽࡀࡋࡓࡽ࡛ࡍࠋࡑࡢ㐪ឤᚋࡽ⌮ᒅࢆࡘࡅ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸ࡔࡽࠊࡑࡢ⌮ᒅࢆࡘࡅࡿ㐣⛬࡛ࠊ࣮ࣟࣝࢬࢭࣥࡢᯟ⤌ࡳᑐࡍࡿఱ㐪ឤ
࠸࠺≀㊊ࡾ࡞ࡉ࠸࠺ࡢࡀࠊࡢࡇࢁྠࡌࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚࠸࠺ࡇ࡛
᪥ࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸࡚࠸࠸ࡢ࠺ࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡁ࡞ヰࡢࡘ࡞ࡀࡾ࠸࠺ࡢࡀࠊ୍ᛂఱ࡞ࡃᩚ⌮࡛ࡁࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ
ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
㉁ၥ⪅ 2㸸㏵୰ࡽ࠸࠺ࠊ᭱ᚋࡢ 3 ศࡢ 1 ࡄࡽ࠸ࡋ⪺ࡅ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊඛ⏕ࡢㄽ
ᩥࡣㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡣศࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡛㉁
ၥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊඛ⏕ࡢ࠾ࡗࡋࡷࡿព࡛ࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࡣἲไᗘⓗࡣ࠶ࡿព࡛ࡣ㠀ᖖಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍ᛂไᗘⓗ࡞つᐃࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࡋࠊࡑࢀᑐࡋ࡚㈨※ࡀᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊタࡀ࠸࠸࠺ࡣูࡋ࡚ࡶࠊᅾᏯ࡛࠶
ࢀタ࡛࠶ࢀࠊఱࡽࡢไᗘ࡛ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ᛮ࠺ࠊ⚾
ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ▱ࡢ㧗㱋⪅ࡢேࡓࡕࡣᮏᙜᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠊᏙ⊂Ṛࢆࡋ࡚࠸
ࡿேࡓࡕࡶࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡍࡋࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡀ⮬Ꮿ࡛ஸࡃ࡞ࡿࡢࡣࡊࡽฟ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ➨୍ࡢ㉁ၥࡣࠊඛ⏕ࡢၥ࠸ࡣࠊไᗘⓗࡣಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࡗ࡚࠸࠸࠺ศ
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡑ࠺࠸࠺㈨※ࡀศ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ๓ᥦ⪃࠼ࡿࡢࡀࡲࡎ୍
Ⅼ࡛ࡍࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ேࡶࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢㄽ⌮ࡣࡑࡢูࡢேࡓࡕࡣ࠺࡞ࡿࡢ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ
 2 ␒┠ࡣࠊඛ⏕ࡀ᭩࠸࡚࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡍ 10 ࣮࣌ࢪ࡛ࠊඛ⏕ࡢཎయ㦂ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ๓ᥦࡀࠊ
ࠕᙼࡽ⮬㌟ࡀᙼࡽࢆᅽ㏕ࡋΰࡉࡏࡿࠗ⌮ゎࡋ㞴࠸ୡ⏺࠘ࢆ♫ⓗ
࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾᅇ㑊ࡸኚ᭦ࠊゎ㔘ࢆྍ⬟࡞ࡶࡢࡋ࡚ᑐ㇟ࡍࡿࡇࡶࠊࡑࡢୡ⏺
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ࡽࡢᅽ㏕ࡢ⌮ᑾࡉࡸᙜᛶࢆ⣕ᙎࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࡺ࠼࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ㔜ᗘ
㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢ⪃࠼᪉࡛ࡍࠋࡑࢀࡶඛ⏕ࡢゎ㔘࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࠺࠸࠺ព࠸࠺ࠊ࠼ࡤࡢᡂᖺᚋぢேࢆࡋࡲࡍࠊㄆ▱ࡢ㔜ᗘࡢ᪉ࡓࡕ
ࡢࡇࡣศࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋศࡽ࡞࠸ࡇࢆ๓ᥦࠊ࡛ࡣ࠺ࡸࡗ࡚ࡑࡢேࡓࡕࡢᛮ࠸ࢆ
᥎ࡋ㔞ࡿ࠸࠺ヰ࡞ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ࠺࠸࠺⤌ࡳࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸
࠺ࠊ࡛ࡁࡿࡁࡣᮏேࡢヰࡀ⪺ࡅࡓࡽ࠸࠸ࡢࡣ๓ᥦ࡛ࡍࡅࢀࠊࡶ࠺ࡦࡘࡣࢳ࣮࣒
ࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺᪉ἲࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡑࡢࡢ⾲࡛ࡍࠊయㄪ࡛ࡍࠊ⏕
⌮ⓗ࡞≧ἣࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⌮ゎࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࣉ࣮ࣟࢳࡶࡑ࠺ࡔࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࢳ࣮࣒࡛⌮ゎࡋ࡚ࠊ୍ᛂࡇࢀࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆస
ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡸࡣࡾ 1 ே࡛ࡸࡿ⤯ᑐ㛫㐪࠼ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࢆ㞟ࡵ࡚
᭱ၿࡢࢣࡢ᪉ἲࠊ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠊࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺ពࡔࢁ࠺
⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊࡇࢀࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊඛ⏕ࡣࡇࡇࡽࠊࡔࡽ࠺࡞ࡿ
࠸࠺ࡑࡢࣟࢪࢵࢡࡀࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ㣕ࡪࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠸࠸ࡢ࡞ࠋ
࠾ࡶࢇࡤࡿ

 ࡘࡲࡾࠊ୍ᛂไᗘⓗಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀ࠸ࡓࡋ࡚ࠊࡑࡢேࡓࡕࡢពᛮࢆ ៖ ࡿ 
࠸࠺ࠊࡑࡢពᛮࡣᡃࠎࡢ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡋࠊ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ
࡚ࡶࠊ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢドᣐࢆᤊ࠼࡚ࠊࡇࢀࡣ࠸࠸ᑐᛂ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ࡛ࡍࡽㄽ⌮ⓗ⪃࠼ࡿࡑ࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ࡛ࡣࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ
࠸࠺ᴫᛕࢆᢞධࡋ࡚࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡢࠊࡑࢀࡣᮏᙜゎỴࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺
ࡢࡀ 2 ␒┠ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࠋ
 㛵㐃ࡋ࡚ࠊࡢ⚟♴ࡢᇶᮏࡣࠕࡽࡋࡉࠖࡀ㠀ᖖᙉㄪࡉࢀࡲࡍࠋ♫⚟♴ἲࡢᨵṇ࡛ఱࡀ
ゝࢃࢀࡓ࠸࠺ࠊࡸࡣࡾࠕࡑࡢேࡽࡋࡉࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀ౯್ࡋ࡚୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋỴࡋ࡚⮬❧ఱ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡸࡣࡾࠕࡑࡢேࡽࡋࡉࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊពᛮࢆ
⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ேࡢ⏕άࡀ࠺ࡸࡗࡓࡽᏲࢀࡿࠊ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋ
࡚ࠊࡑࡢពᛮ⬟ຊࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡘ࠸࡚ࡶఱࡽࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸
࠺๓ᥦ࡛ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊඛࡢ♫ࡢ㆟ㄽ㛵㐃ࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊಶูࡢࢣ
㛵ಀ࡞ࡿయࡑࡇࡲ࡛⫋ဨࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᐙ᪘ࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡔࡅ♫࠸ࡃ
ࡲ࡛ࡢ୰㛫ࢳ࣮࣒࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ேࡓࡕࡢྜ㆟ࡢୖ࡛ືࡃ࠸࠺ࡢࡀ
♫ⓗࠊඛ⏕ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞♫ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀࠊ࠸ࢃࡤಶேⓗ࡞㛵ಀ
ࡋ࡚ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ୰㛫ࡸࡣࡾఱ㛵ಀᛶࡢつᐃࡢ᪉ࡀ࠶ࡿẼࡀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢣ
ࡶ⚾ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࢳ࣮࣒ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡛ࠊᅾᏯ࡛࠶ࡗ࡚ࡶㆤ⪅ᨭ࠸࠺ࡢ
ࡣࡍࡈࡃ㔜せࡔ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱ᚋࡢ⤖ᯝࡋ࡚࠶ࡿேࡓࡕ௵ࡏ࡚ࠊࡑࡢேࡓ
ࡕࡀࡑࡢேࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࢣࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀ⚾
ࡢ⪃࠼࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊඛ⏕ࡣ࠺࠾⪃࠼࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㞴ࡋ࠸ࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ1 ࡘ┠ࡢࠊ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖࡢ᪉ࡓࡕ
ࡣไᗘⓗಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡔࡑࡢไᗘⓗ࡞ಖ㞀ࡉ࠼ࡶࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡓࡕࢆ♫⚟
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♴ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺᪂ࡋ࠸ᴫᛕ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊᙧᘧⓗゝ࠸ࡲࡍࠊᙧࡋ࡚タධᡤࡸࢹࢭࣥࢱ࣮࡞࡛
ไᗘⓗಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᙧࡢ୰࡛ᴟࡵ࡚ṧ㓞࡞≧ែ⨨ࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࡢ
ࡀࡸࡣࡾ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡘேࡓࡕ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࡎࡗ⪃࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇࡣࡸࡣ
ࡾ⮬ศࡢⱝ࠸㡭ࡢయ㦂ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㹿
 ࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊࡸࡣࡾᙼࡽࡀゝⴥ࠸࠺㈨※ࢆᣢࡓ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ୍␒ࡁࡃ࠶ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣᜍࡽࡃㄆ▱ࡢ㔜࠸᪉⢭⚄㞀ᐖࡢ㔜࠸᪉ࡶඹ㏻ࡍࡿࣦ
ࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡔࡽࠊไᗘⓗ࡞ಖ㞀ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࠺࠸࠺ṧ㓞ࡉ
⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢁࢆぢࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡎࡗ⪃࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 2㸸ࡢ㆟ㄽࡣࠊ㈨※ࡢศ㓄ࡢヰࡔไᗘࡢၥ㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇࢆᢤ࠸࡚ࡋࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡍࠋ
⏣୰㸸㈨※ࡢศ㓄ࡢヰࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊࡑࡢṧ㓞ࡉࢆᨺ⨨ࡋ࡞࠸ࡓࡵࡢࢣࡢ㈨※
ࢆࡁࡕࢇศ㓄ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᑠᯘඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ 2
␒┠ 3 ␒┠ࡢࡈ㉁ၥ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢳ࣮࣒ࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺ࡢࡣ⚾ࡶࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡀ᭱ᚋࡢ᪉࡛㆟ㄽࢆࡋࡓࡢࡣࠊಶูⓗ࡞ࢣ㛵ಀࡢ୰㒊ᢞࡆࡋ࡚࠸
࡚ࡣ㥏┠ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ෑ㢌࡛ࡕࡻࡗࢠࣜࢫ࡛ࡢయ㦂ࢆ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓࡀࠊᐇࡣ UPIAS ࡢ㈨ᩱࢆ㞟ࡵࡿࡇ
ࡣูࠊࢠࣜࢫࡢࢲࣞࢡࢺ㺃࣓࣌ࣥࢺࡢㄪᰝࡶࡋࡲࡋࡓࠋᮐᖠࡢ PA ไᗘ࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ㔜ᗘゼၥㆤࡢᑐ㇟⪅ࡔࡅ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊPA ࡢ⏝⪅ࡶ㌟య㞀ᐖࡢ᪉ࡓ
ࡕ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ㹿ࡋࡋࠊࢠࣜࢫࡢࢲࣞࢡࢺ㺃࣓࣌ࣥࢺࡣ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࡢ
᪉ࡓࡕࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ㹿ࡑࡢ⏝ᐇែ㛵ࡋ࡚࡚ࡶ⯆ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊఱ⟠ᡤࡢࢲ
ࣞࢡࢺ㺃࣓࣌ࣥࢺࡢࢧ࣏࣮ࢺ㺃ࢭࣥࢱ࣮࡛ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ
ࠊᑠᯘඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡽࢀࡓࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ1 ேࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ࿘ࡾࠊࡑࡢ᪉ࡢ
ࠕ᭱ၿࡢ┈ࠖࢆ⪃࠼ࡿேࡓࡕࡀఱே㞟ࡲࡗ୍࡚ࡘࡢࢳ࣮࣒ࢆసࡿࠊᙼࡽࡣࡑࢀࢆࠕࢺࣛ
ࢫࢺࠖࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࡀ㺂ࡑࡢࢺࣛࢫࢺࡢ୰࡛ࠊࡶࡕࢁࢇእ㒊ࡽࡼࡃぢ࠼ࡿࡼ࠺ࢺࣛ
ࢫࢺࡢ㆟ㄽࢆබ㛤ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࠕ᭱ၿࡢ┈ࠖࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࢲࣞࢡࢺ㺃
࣓࣌ࣥࢺࡼࡗ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡓ࠾㔠ࢆᙼࡢࡓࡵࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡸࡾ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᜍࡽࡃゝⴥࡢ㈨※ࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡓࡕᑐࡍࡿࢣࡣࠊᶒ᧦ㆤࡢほⅬࡽࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
ᙧࢆࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⚾ࡶᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸⚾ࡢ⌮ゎࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡽ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࠊࡇࡢࠕࢣࡢ⌮ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊࢣࡀ
ᚲせࡔ࠸࠺ࡇࡢ᰿ᣐࢆ᥈ࡿࠊ᫂☜ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

35



⏣୰㸸ࡑࢀࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡑࢀࡀࢫࢱ࣮ࢺࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸ࣦࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡣᴫᛕⓗࡇࢀࢆゎᾘࡋࡓࡾ⿵ࡗࡓࡾࡍࡿ࠸࠺ヰ࡞ࡗ࡚
࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺ࡔᛮ࠸ࡲࡍ㹿
㉁ၥ⪅ 3㸸ࡑࢀࢆබඹࡢࡶ⾜࠺ไᗘࠊᐇࡉࡏࡓ࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺㊃᪨࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋᛮ࠸ࡘࡁ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࠊ᰿ᣐࡣ࡞࠸ࡸࡣࡾ㥏┠࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸ࡑࡇࡣ⚾ࡶ㝶ศᝎࡳࡲࡋࡓࠋᐇ㝿ࠊ⚾ࡣ㔝ᓮࡉࢇࡢࠕᏑᅾࢆ⫯ᐃࡍࡿ⌮ࠖᑐࡋ࡚
ᢈุⓗᤊ࠼ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣ㺂᪤ไᗘࡑࡢࡶࡢࡀࠊᡈ࠸ࡣไᗘࡢḞዴࡀ<㔜ᗘ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅>ࡢࡼ࠺࡞ࣦࣝࢿࣛࣈࣝ࡞ேࠎᑐࡋ࡚ࠕṧ㓞ࡉࠖࢆࡘࡃࡾࡔࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿ
ࠊ
ࠕᏑᅾࢆ⫯ᐃࡍࡿࠖ࠸࠺ᙇࡀࢀࡢຊࢆᣢࡘࡢࠊ࠸࠺ࡇၥࢆᣢࡗ
ࡓࡽ࡛ࡍ㹿
᰿ᣐࢆ⨨ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࠸࠾ࡇࡀࡲࡋ࠸࠸࠺ࡇࡣࠊࡼࡃศࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ㄡࢆࢣࡍࡿࠊㄡࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡿࠊࡑࡢேࡀ⏕ࡁࡽࢀࡿ᮲௳ࢆసࡿ࠸࠺ࠊఱࡽ
ࡢ᰿ᣐࢆタᐃࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠸࠾ࡇࡀࡲࡋࡃ࡚ࠊ࠸ே▱ࢆ㉸࠼ࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓ
ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇ㋃ࡳ㎸ࡲ࡞࠸ᨻࡢ୰࡛ືࡅ࡞࠸࠸࠸ࡲࡍࠊ⌧ᐇⓗ࡞ไᗘࡢ᪉
ຊࡀാ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ឤぬࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸ไᗘࡢ᪉┠ࢆྥࡅࡿࠊከศ᰿ᣐࡣࠊㄝᚓࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿࡔࢁ࠺ᛮ
࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣࡕࡽ࠸࠺ࠊ❑⏣ᜤᏊࡢᘵᏊ࡛ຓㄽ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊ❑⏣ඛ⏕ࡀ
ࡼࡃゝࡗࡓࡢࡣࠊ
ࠕேࢆຓࡅࡿࡢ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ᰿ᣐࡣከศ࡞࠸ࡼࠖゝ࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࣑
ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ୍ே୍ேࡀ⣡ᚓࡋࡓࡾᚲせࡔࡼࡡゝࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡣࡇ࡛ࡶぢࡘࡿࡅ
ࢀࠊ࣐ࢡ࡛ࣟࣞ࣋ࣝㄡࡀ⪺࠸࡚ࡶဨࡀ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⣡ᚓࡋ࡚ࠊ㈶ᡂࡍࡿࡼ࠺࡞᰿ᣐ
ࡣࠊ⚄ࡀゝࡗ࡚ࡶ⪺࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࢃࡅࡔࡽࠊ↓⌮࡛ࡣ࡞࠸ࡢ⌮ㄽࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊᙼዪࡣ᭱ᚋ 2013 ᖺฟࡋࡓᮏࡢ୰࡛ࠊ࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢᛮ࠸
࠺ࡶࡢࡍࡈࡃὀ┠ࡣࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊไᗘ┠ࢆྥࡅࡿࡸࡣࡾ᰿ᣐࡀḧࡋ࠸࠸࠺ࡢ
ࡣࡼࡃศࡿࡢ࡛ࡍࡅࠊᐇ㝿୍ᑐ୍࡛㠃ྥ࠸ྜࡗࡓࡁࠊࡘ࠸ᨭࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࠸࠺㒊ศࡢ᪉⾜ࡃࠊ᰿ᣐ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⮬ศࡀࢇ࡞ࡇ࡞ࡿ࠸࠺Ẽࡣࡋࡲࡍࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࡣࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡶࢁᡭࢆᣲࡆ࡚⣡ᚓࡋ࡚ࡶࡽࢃ
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࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊㄽ࡛ࡁ࡞࠸ࡄࡽ࠸ࡢㄽ⌮ࡣ⏝ពࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⌧ᐇⓗ࡞ヰࢆࡋࡲࡍࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕ㈨※ࢆᅇࡍࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡼࡾ
⏕⏘ᛶࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿゝ࠸ࡲࡍ㺂ࠕ㈈ࡢᢞ㈨ᑐࡋ࡚┈ࡢᅇࡀぢ㎸ࡵࡿࠖேࡓࡕࡑ
ࡢ㈨※ࢆᅇࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺㆟ㄽࡣࡇࡢᅜ࡛ࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࡢࡁࠊ㈨※
ࡢඖ࡞ࡿ⛯ࢆᣐฟࡍࡿഃࡢேࡓࡕᑐࡋ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡓࡕࡀᣐฟࡋࡓ⛯ࢆ࠺ࡇࢆࠊ<㔜
ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢࠕṧ㓞ࡉࠖࡢゎᾘᅇࡍࡇࡘ࠸࡚ࠊ⣡ᚓࡉࡏࡿࡲ࡛ࡣ࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
ㄽࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢁࡲ࡛ṇᙜࡍࡿࣟࢪࢵࢡࢆࠊࡸࡣࡾࡇ࡛⪃࠼࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ẽࡀࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸ࡼࡃศࡾࡲࡋࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁࡋ࠸ᛮ࠸ࡉࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀࡸࡣ
ࡾࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࠋࡓࡔࠊࡇࢇ࡞ࢥࢶࢥࢶ⪃࠼࡚࠸ࡽ
ࡗࡋࡷࡗ࡚ࠊవࡾࡶ⮬ศࡀ⬟ኳẼࡔࡽࡎࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗࡰࡅ
ࡓゝ࠸᪉࡛ࡍࡅࠊ᰿ᣐࡀ࡞࠸ࢲ࣓࡞ࡢ࡞ᛮࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠋ㠀⪃࠼࡚ࠊ㐃ࢀ࡚
࠸ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᶒ࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࡇ࡞࠸
ࡢࡣࠊఱព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ᰿ᣐࡢヰࡘ࡞ࡀࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࠋ࠶ࡿព࡛᰿ᣐࢆ
ไᗘࡋࡓࡢࡀ᠇ἲࡢᶒࡔࡋ͐͐ࠋ
⏣୰㸸ࡑࡢᡭ๓ࡢ㆟ㄽࢆࡋࡼ࠺࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠸ࡀ࡛ࡍࠋᏛ㝔ࡽࠊࡏࡗࡃࡢᶵ࡛ࡍࡽࠋ
㉁ၥ⪅ 4㸸᪥ࡣ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮ࡢᨭ⪅ࡢ A ࠸࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ
ࢆఛ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡇࡀᮏᙜࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࠊࡕࡻࡗ㣕ࢇ࡛ࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠋ
 ࡛ࡣࠊࡲ࡛ࡢඛ⏕᪉ẚ࡚㉁ၥࡢࣞ࣋ࣝࡀୗࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡎࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡅ
ࡶࠊ⩏ົ㈐௵ࡢヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠊ⚾ࡶ⌧ሙࡢฟ㌟࡞ࡢ࡛ඛ⏕ࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ
ᮏᙜࡼࡃศࡾࡲࡋࡓࠋ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ゝⴥࢆࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡅࢀࡶࠊඹឤ࡛ࡁࡿࡇ
ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࡚ࡶຮ
ᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⩏ົ㈐௵࡛⪃࠼ࡿࠊ⚾ࡣࡲ࡛ࡢ୰୍࡛␒ࢫࢺࣥⴠࡕ࡚࠸
ࡿࡢࡀࠕෆⓎⓗ⩏ົࠖ࠸࠺ゝⴥࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ┦ᡭᶒࡀ࠶ࡿࠊࡔࡽࡑࢀᑐᛂࡍࡿ
⩏ົࢆᣢࡘ࠸࠺ࠊࡑࢀࡀ⚾ࡢ୰࡛ࡣࢫࢺࣥⴠࡕ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࠊඛ⏕ࡢ᪥ࡢⓎゝ
࠺࠸࠺ࡇࢁࡀࡘ࡞ࡀࡿ࡞ᛮ࠸࡞ࡀࡽࣞࢪ࣓ࣗࢆᣏぢࡋࡲࡋࡓࡀࠊఱඛ⏕ࡣࡑ
࠺࠸࠺ࡇࡣ࠾⪃࠼࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ྖ㸸࠼ࡤࢣࡢ⌮࡛ࠊࡘࡲࡾ㓄៖ࡋࡼ࠺ࠊṇ⩏ㄽⓗ࡞ᩥ⬦࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢁ࡛⩏ົ
㈐௵࠸࠺ヰࢆࡍࡿ࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡑࡢ㎶ࡾ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⏣୰㸸ඣᓥள⣖Ꮚඛ⏕ࡀ᭩ࢀ࡚࠾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࣦࣞࢼࢫࡢࠕ
ࠗ㢦࠘ࡢබ⌧ࠖ࠸࠺⌮
ࡢࡼ࠺࠾⪺ࡁࡋࡲࡋࡓ㹿⚾ࡶᑡࡋ⮬ศࡢࢣ㛵ࡍࡿㄽᩥ࡛ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠋ
ྖ㸸ࡑ࠺࠸࠺ヰࡢὶࢀ♫ࣔࢹࣝࡣࡸࡣࡾࡔ࠸ࡪ㐪࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠶࠼࡚㈐௵ࢆၥ࠺࠸
࠺ࣔࢹ࡛ࣝࡍࡽࠋࡑࢀࢆ⚾⮬㌟ࡣ᪥ࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࠊ᭱ึࡶゝࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
࠺ࡶࡸࡣࡾࡋࡗࡃࡾࡋ࡞࠸ࡢࡣࠊࡑࢀࢆ 2 ࡘ୪࡚ࠊ࠺ࡔゝࢃࢀࡓࡁࠊࡸࡸ㐪ឤ
࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࠊࡑࡢ 2 ࡘࢆ࠺⪃࠼ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡢࡀ࠺ࡶࡸࡣ
ࡾศࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡢᮇࠊ♫ࣔࢹࣝⓗࠊㄽ⌮ⓗࠊࡔࡽ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇࡣࠊ࠶ࡿ⛬
ᗘࡸࡽࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄝ᫂ࡢ᪉ࡶከᵝ࠶ࡿࡋࠊἲᚊᏛࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡎࡗ
㣤ࢆ㣗ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠼ࡤࠊ
ぢᏲࡾࡘ࠸࡚ࠊఱ࡛ᆅᇦࡢ࿘ࡾࡢேࡀࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆࡍࡿࡇࢆㄆࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
ࡢࠋ
 ࡑࢀࢆゝࡗࡓࡽࠊ᪥ࡶࢭࣥࡢヰࡶฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࢭࣥࡀࡼࡃฟࡍࡋ࡚ࠊẅ
ே௳ࡀࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ⾤୰࡛㉳ࡁ࡚ࠊࡑࢀࢆぢ࡚࠸ࡿேࡀఱ༑ே࠸ࡓࠋࡔࡅࠊࡑࢀ
ᑐࡋ࡚ㄡࡶື࡞ࡗࡓࠊ㆙ᐹ㐃⤡ࡍࡿࡇࡉ࠼ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡔࡅฮἲୖࡢ≢⨥ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡔࡅࠊࡑࡢࡁࡢேࡓࡕࡢ㈐௵ࡣ࠶ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆၥ࠺࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ࣞ࣋ࣝࡢ㈐௵ࡢヰࢆࠊศࡿࡼ࠺ࠊぢ࠼ࡿࡼ࠺ヰࢆࡍ
ࡿࡢࡣ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸࡞࠸࠺ࡇࢆᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ㎶ࡾࡣ࠺࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸ࢣࡢ⌮ࢆ㆟ㄽࡍࡿ୰࡛ࠊࡑࡢࣦࣞࢼࢫࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊṧ㓞࡞≧ែ⨨
ࢀࡓேࡢ㢦ࢆぢ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࡺ࠼ࡢ㈐௵࠸࠺ࡢࡀࠊぢࡓഃ࠶ࡿ࠸࠺㆟ㄽࡣࡼࡃศ
ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇࡽࡶࡗ⚟♴ⓗ࡞ᨭࡢ᪉ࡘ࡞ࡆ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣ
⚾ࡢ୰࡛ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊࡶࡶࡇࡢ♫ࣔࢹࣝᢈุࢆ᭩ࡇ࠺ᛮࡗࡓ
ࡢࡣࠊ⛅ඖඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊ♫ࣔࢹࣝᇶ࡙ࡃ㆟ㄽࡀ࡚ࡶάⓎ࡞ࡾࡘࡘ
࠶ࡗࡓᮇ࡛ࡍࠋ≉㞀ࡀ࠸⪅ไᗘᨵ㠉᥎㐍㆟ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࠊᶒ᮲⣙ࡀࡑࡢ♫ࣔࢹ
࣮ࣝ࣋ࢫ࡛࠸࠺ࠊࡑࡇࡽⴠࡕ࡚࠸ࡃࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡞ࠊ࠸࠺ឤぬࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡢ
ࡇࢁࢆㄝ᫂ࡋࡓ࠸࠸࠺ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᙉࡃ࠶ࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡔࡽࠊ⚾ࡣ♫ࣔࢹࣝⓗ࡞㆟ㄽࢆࡶࡗࡸࡿࡁࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡶゝ࠸ࡲࡋ
ࡓࡀࠊ㞀ᐖ⪅ᨭࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝⓗ࡞ᐇ㊶ࡼࡾࡶᮍࡔಶேࣔࢹࣝⓗ࡞ᨭࡀከࡃ
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍ㹿࡛ࡍࡽࠊ♫ࣔࢹࣝࡣᙇࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡓࡔࠊ♫ࣔࢹࣝࡔࡅ࡛ࠊ⌧ሙࡢᨭࢆࡍ࡚᰿ᣐࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㹿
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⚾ࡢヰࡢ᭱ᚋࡢࡇࢁ࡛㺂ᬻᐃⓗ࡞⤖ㄽࡋ࡚ࠕࡕࡽࡶࠖゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡢࡇ
ࢁࠊࡇࡢࡼ࠺ゝ࠺ࡋ࡞࠸࡞ࠊᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸㏫ࠊ㠀ே⛠࡞ࡢࡔࡅࠊࡘࡲࡾࢭࣥࡀඛฟࡋࡓ࡛ゝ࠼ࡤࠊ㠀ே⛠ᑐࡍࡿᑐ
㇟ࡢヰ࡛ࡍࡼࡡࠋ࡛ࡶ⩏ົࠊ㈐௵࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡿࡍࡿࠊไᗘࡢ⤖ࡧࡁࡳࡓ࠸࡞ࡶ
ࡢࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡞ࠊࡑࢇ࡞ឤぬࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
࠶ 5 ศࡄࡽ࠸࡛ࡍࡅ࠺࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 5㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ୍ࡘ⣲ᮔ࡞ၥ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ UPIAS ࡢ⤌⧊ෆእ
࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡋࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊእࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣල
యⓗ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸UPIAS ࡢ᭱ึࡢᑐእⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡇࢀ࡛ࡍ(ࢫࣛࢻ)ࠋDISABILITY
ALLIANCE(DA : 㞀ᐖ㐃ྜ)࠸࠺ᅋయࡢྜྠ㆟࡛ࡍࠋࡇࡢ㆟ࡢ୰࡛ࠊ࠸ DA ࡀ
㞀ᐖ⪅ၥ㢟㛵ࡋ࡚ᪧ᮶ࡢᨭ㓄ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ UPIAS ࡀᨷ
ᧁࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 DA ࠸࠺ࡢࡣࠊ1970 ᖺ௦༙ࡤⱥᅜෆࡢ 35 ࡢ㞀ᐖ⪅㛵㐃ᅋయࡀ㞟ࡲࡗ࡚❧ࡕୖࡆࡓ༠
㆟య࡛ࡍࡀ㺂ࡇࡢ DA ࡣࠊᙜ㺂㞀ᐖ⪅ࡢᡤᚓಖ㞀ࡢࡳ↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᒎ㛤
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ㹿ᨻᗓࡢ΅ࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛㺂♫ᨻ⟇ࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡀᚎࠎ DA ࢆᑟࡍࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࢱ࢘ࣥࢮࣥࢺ࠸࠺㈋ᅔ◊✲࡛ࡣⴭྡ࡞♫Ꮫ
⪅ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᙼ࡞ࡀ DA ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋUPIAS ࡣࡑࡢࡼ࠺
࡞ DA ࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕᑐࡋ࡚㺂࠶࡞ࡓࡓࡕᑓ㛛ᐙࡓࡕࡀᑟࡍࡿ㞀ᐖ⪅⤌⧊ࡀ࠸୍⯡㞀
ᐖ⪅ࡓࡕࢆཷࡅ㌟ࡢ≧ែ㏣࠸ࡸࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢࢹࢫࣅࣜࢸࡢẼ࡙ࡁࢆ㜼ᐖ
ࡋ࡚ࡁࡓࠊ࠸࠺ࡇࢆࠊྜྠ㆟ࡢ୰࡛ᚭᗏⓗᢈุࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢ࠺ࡕࠊᑡࡋࡎࡘ௦ࡀ㐣ࡂ࡚࠸ࡃࠊ♫ࣔࢹࣝࢆ⌮ゎࡍࡿ⤌⧊ࡀࢠࣜࢫࡢ୰࡛ࡶ
ቑ࠼࡚ࡁ࡚ࠊUPIAS ࡣࡑࢀࡽࡢ⤌⧊άⓎ࡞ὶࢆ⾜࠸㺂1980 ᖺ௦ࡢึ㢌ⱥᅜ㞀ᐖ⪅ᅋ
య༠㆟ British Council of Organizations of Disabled People : BCODP ࠸࠺⤌⧊ࢆ⤖
ᡂࡋࠊࡇࡢ⤌⧊ࡀࢠࣜࢫ DPI ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 5㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 6㸸ඛ⏕ࠊ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋඛ⏕᪉ࡢࡼ࠺㞴ࡋ࠸㉁ၥ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛
ࡍࡅࠊ᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅ࡢไᗘࡘ࠸࡚ 2 ࡘఛ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪥ࡢ๓༙ࡢ࠾ヰࡋࡢ୰࡛
㌟య㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࠊ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡀ⤫ྜࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅⚟♴ࡣ
ࡢࡇࢁ 3 㞀ᐖ୍ᮏࡣᐇ㊶࡛ࡁ࡚ࠊ㞀ᐖ㛫ࡢ᱁ᕪࢆ࡞ࡃࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊᚋࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛࠸ࡃࠊ3 㞀ᐖࡢ⤫ྜ࠸࠺ࡇࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛
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ゝࢃࢀ࡚ࡁ࡚ࢧ࣮ࣅࢫయ⣔ࡶసࡽࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢὶ
ࢀࡘ࠸࡚ࠊඛ⏕ࡣ࠺࠾⪃࠼࡞ࡢ࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺ࡦࡘࠊࢣࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ࢆᣲࡆ࡚࠾ヰࡋࡃࡔࡉࡗࡓࡢ࡛࡚ࡶศࡾࡸ
ࡍࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ࠾ヰࡢࡀࠊ࣮࣒࣍࣊ࣝࣉࡢ㛫ࡢ㓄ศࡢ࠾ヰࡋࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪥
ᮏࡢሙྜࡣࠊ࣮࣒࣍࣊ࣝࣉࡣ㛫࡛タᐃࡍࡿ࠸࠺ᙧྲྀࡾ࠶࠼ࡎ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡢไᗘࡢවࡡྜ࠸ࡣᙜ↛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࢀࢆ࡞ࡐゝ࠺࠸࠺ࠊ⚾ࡀ࠸ࡓ⮬
య࡛ࡣࠊㆤಖ㝤ࡢ๓࡛ࡍࡅࠊබົဨࡢ࣊ࣝࣃ࣮ࢆᗫṆࡋ࡚ࠊẸ㛫⛣⟶ࡋࡓࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ⚾ࡓࡕࡣࢣࢆ㛫࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊබົဨࡢ⩏ົࢆಖドࡋ࡞ࡀࡽᚲせ࡞
ࡁࡍࡄ㥑ࡅࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ไᗘ࡛ࠊ㛫࡛ࡣ࡞࠸ᙧࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺㐠ືࢆࡋ࡚㈇
ࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࠊࡢ㞀ᐖ⪅ࡢࢣࡢ≉࣮࣒࣍࣊ࣝࣉ㛵ࡋ࡚ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࠊ
㐪࠺ࡈពぢࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡋࡓࡽ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ2 Ⅼ࡛ࡍࠋ
⏣୰㸸᪥ⱥࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡢṔྐࢆ 1970 ᖺ௦㎶ࡾࡽ㎺ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠊࡢࡼ࠺▱ⓗ㞀
ᐖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⮬ศࡓࡕࡢ㐠ືࡢ୰ໟࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺㆟ㄽࡀඹ㏻ࡋ࡚࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࡢ࡛ࠊᙼࡽࡣࡑࢀࡀㄢ㢟ࡔ࠸࠺ࡇࢆࡎࡗㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㺂ࡑࡢㄢ㢟
ࢆࡎࡗゝ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡔᛮ
࠺ࡢ࡛ࡍࠋ1980 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆ࡢ୧ᅜࡢ⮬❧⏕ά㐠ືࡢ୰࡛ࡶࠊࡸࡣࡾ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⢭⚄㞀ᐖ
ࡢ᪉ࡓࡕࡣ༑ศໟᦤࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
3 㞀ᐖ⤫ྜ୍ඖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞀ᐖ⪅㐠ືഃࡀࡗ࡚ࡣ⤫ྜⓗ࡞㐠ືࢆᒎ㛤ࡍࡿዲᶵ࡛
ࡶ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍ㹿ඛ⾜ࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅ศ㔝࡛ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅㺃⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢศ㔝ࡶᣑࡋ࡚ࡺࡃ࠸࠺ᡓ␎࡛ࡍࡀࠋ
 2 ࡘ┠ࡢࠕࢣࢆ㛫㔞࡛ࡣ࡞ࡃࠖ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡶࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᚲせ࡞ࢣࡀࡁࡕࢇಖ㞀ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡀᮏ㉁ⓗ࡞ㄢ㢟࡛ࡍࠋ
ᮐᖠࡢ PA ไᗘࡣࠊ2008 ᖺ㡭ࡽ㆟ㄽࢆ✚ࡳ㔜ࡡ㺂2010 ᖺ࡛ไᗘࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ᖺ࡛ 5 ᖺ┠࡞ࡾࡲࡍ㹿⌧ᅾࡢࡇࢁࠊᮐᖠᕷෆ࡛ 60 ྡࡢ᪉ࡀࡇࡢ PA ไᗘࢆࡗ࡚
࠾ࡽࢀࡲࡍࡀࠊ⚾ࡓࡕࡀ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࡇࡣ㺂ࡓࡔ༢㛫㔞ࢆቑࡉࡏࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㛫ࡢᯟࢆྲྀࡗᡶ࠺ゝ࠸ࡲࡍࠊ㛫ࡢᯟ࡛ࢣࢆ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛
ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡣࡢࡇࢁయ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᮐᖠᕷࡣ㔜ᗘゼၥㆤࡢ㛫ᩘࢆ
᭱ୖ㝈 540 㛫ࡲ࡛ཤᖺࡢ 4 ᭶ㄆࡵࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ PA ไᗘࡾ᭰࠼࡚࠸ࡲ
ࡍࠊ1 ࢝᭶ 800 㛫 900 㛫࠸࠺㛫ᣑࡶ୍ᛂྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊPA
ไᗘࡶㄢ㢟ᒣ✚࡛ࡍࡢ࡛ࠊᚋࡶ㆟ㄽࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿
ྖ㸸ࡶ࠺㛫࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ࡣᮏᙜ㛗࠸㛫ࠊ㈗㔜࡞࠾ヰࢆ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋⓙࡉࢇࠊᨵࡵ࡚ᢿᡭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ᢿᡭ㸧࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ࡣࡌࡵ
ྖ㸸ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡣᩥ⛉┬ࡢ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࢭࣥ
ࢱ࣮࡛ࠊ᮶ᖺࡀ᭱⤊ᖺᗘ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ୰࡛⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛๓ᖺᗘࠊ⏣୰ඛ⏕᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᶒ᧦ㆤ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞࠾ヰࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢸ࣮࣐࠸࠺ࡢࡣࠊᶒ᧦ㆤ㛵ࢃࡿࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣẚ㍑ⓗ⌮ㄽⓗ࡞ഃ㠃ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇᐇ㊶࠸࠸ࡲࡍࠊࣉࣛࢡ
ࢸࢫࡢ㒊ศࡶࡎࡗࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡀࡴࡋࢁከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ⌮ㄽ
ⓗ࡞࠸࠺ࡇ࡛ࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡾࢃࡅ⏣୰ඛ⏕࠾ヰࡋ㡬࠸ࡓෆᐜࡀࢢࣝ
࣮ࣉࡋ࡚ࡶᙉࡃ༳㇟ṧࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋࡲࡵ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠺୍ᗘඛ⏕᮶࡚
㡬࠸࡚࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠾㢪࠸ࡋࡓࡽࠊࡈᛌㅙ㡬ࡁࠊ᪥ࡢ◊✲࠸࠺
ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᶒ᧦ㆤ࠸࠺ࡢࡣὶ⾜ࡾࡢゝⴥ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡶࡕࢁࢇࡑ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ♫ⓗ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀࠊㄡࡋࡶከࢀᑡ࡞ࢀㄆࡵࡿࡇࢁࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡓࡔࠊ
ၥ㢟ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠺࠸࠺ᙧ࡛ᐇࡉࢀࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋᶒ
᧦ㆤ࠸࠺ྡࡢୗ࡛ᢚᅽⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉࠸࠺ࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࡓࡔᢚᅽࡀ㥏┠࠸࠺
ࠊ㏫ࡢᨺࡗ࡚࠾ࡃ࠸࠸ࡲࡍࠊ↓どࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࠊᨺࡗࡓࡽࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟
࠸࠺ࡢࡶ᪉࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡉ⏣୰ඛ⏕ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆࡎࡗ㛗ᖺ◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
࠸࠺ࡢࡀ๓ᅇࡢ࠾ヰࡢ᭱ᚋࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ୍ᗘࡑࡢ㎶ࡾࡢࡇࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ࠋ᪥ࡣࡑ࠺㛗ࡵ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡼࡾࡶヰ㢟ᥦ౪࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠋࡔ
ࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋ◊✲ⓗ࡞ᅖࡳ᪉ࢆࡍࡿⰋࡗࡓ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ
୰ᚰᑡࡋ࠾ヰࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㹇 ࠕᶒ᧦ㆤಀࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟㸸♫ࣔࢹࣝࢣࡢ⌮ࠖ
⏣୰㸸ࡈ⤂㡬ࡁࡲࡋࡓᫍᏛᅬᏛࡢ⏣୰࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ୍ᖺࡢ 7 ᭶
ࠕᶒ᧦ㆤ㛵ࢃࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟ࠖ㢟ࡋ࡚ࠊ࡞ࡾ㛗࠸㛫ࡋࡷࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
༙ࡢ㛫ࢆሗ࿌࡛ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ᪥ࡣࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ୰ᚰ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࡢ࡛ࠊ๓ᅇࡢࡾ㏉ࡾࢆ▷ࡃࡲࡵࡿࡔࡅࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᅇࡣࠊ๓ᅇࡢሗ࿌ࡢ᭱ᚋࡢ࠺࡛ゐࢀࡲࡋࡓࠕࢣࡢ⌮ࠖ࠸࠺ࡇࢁࢆ㆟ㄽࡢ୰
ᚰ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡲࡎࡑࡇࡽ୰ᚰࡾ㏉ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡛ࡣࠊࣞࢪ࣓
ἢࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ๓ᅇࡢሗ࿌ࡢᰕࡣ 4 ᮏ࡛ࡋࡓࠋᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗ࡞Ⓨ㆟࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᙜ
⪅ᛶࠖࢆ 2 ࡘࡢほⅬ࡛ᤊ࠼ࡲࡋࡓࠋ1 ࡘࡣࢹࢫࣅࣜࢸࡢ⿕ᐖࢆⵚࡿᙜ⪅ࡓࡕࠊࡘࡲ
ࡾ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢᙜ⪅ᛶࡽࡢⓎ㆟࠸࠺ほⅬࢆ❧࡚ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀሗ࿌ࡢᰕࡢϨ㹼Ϫ㸦㏣
グ㸸Ϩࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕ࠖ
㸦UPIAS㸧◊✲ࡢᴫせࠊϩUPIAS ࡢึᮇࣇ࣮࣑ࣞ
ࣥࢢ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢཎᇶ࡞ࡿࢹࠊϪ♫ࣔࢹࣝࡢពព⩏㸧࡛ࡍࠋࡇࡢϨ

2



㹼Ϫࡣ UPIAS ࡢ◊✲ࡽ♫ࣔࢹࣝࡢ㆟ㄽࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࡶ࠺୍ࡘࡢᙜ⪅ᛶࡋ࡚ࠊ
ࠕᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ᭷㈐ᛶࢆ⮬ぬࡋࡓᙜ⪅ᛶࠖ࠸
࠺ほⅬࢆ❧࡚ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀሗ࿌ࡢᰕࡢϫࠕࢣࡢ⌮࡛ࠖࡍࠋ᪥ࡣ≉ࡇࡢ 4 ␒┠ࡢ
ࡇࢁࢆ୰ᚰࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊᑡࡋ⮬ศࡢᮏࡢᐉఏࡶවࡡ࡚ࠊ
UPIAS ࡘ࠸࡚ࠊᑡࡋ࠾ヰࡋࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࣞࢪ࣓ࡢ 2ࠊ
ࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕㸦UPIAS㸧ࡢ◊✲ࡢᴫせࠖ࠸࠺ࡇࢁ࡛
ࡍࠋ2011 ᖺᗘົᰯࡽᅜእ◊ಟࡢᶵࢆࡶࡽ࠸ࠊࢠࣜࢫࡢ࣮ࣜࢬᏛࡢ㞀ᐖᏛࢭࣥ
ࢱ࣮࡛ 1 ᖺ㛫◊✲ࢆࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡁࡲ࡛බ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ UPIAS ࡢ
ෆ㒊㈨ᩱࢆ㞟ࡋࡓࡾࠊUPIAS ࡢࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ᪉ࡓࡕࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚ࠊࡑࢀࢆ⣲ᮦࡋ࡚ᩘᖺ㛫◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ◊✲┠ⓗࡣ(1)᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ
ࠕ♫ࣔࢹࣝࡢཎᆺⓗ࡞ࢹࡢ⏕ᡂࡑࡢ㘐
ᡂࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ドࡍࡿࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋᅇࠊ⌧௦᭩㤋ࡽฟ∧ࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓᮏࡢ
㢟ࡣࠕ
ࠗ㞀ᐖ࠘ࡢ♫ࣔࢹࣝࢆࡵࡄࡿ㉳※ࡢ≀ㄒࠖࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡇ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡼ
࠺ࠊᐇࡣ㐌ࡢ᪥᭙᪥Ⓨหࡉࢀࡿணᐃ࡛ࠊࡶ࠺ 2㹼3 ᪥᪩ࡅࢀࡤ⌧≀ࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡁࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊ᪥ࡣᮏࡢ࢝ࣂ࣮ࡔࡅࢥࣆ࣮ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ(⏣୰⪔୍㑻, 2017)ࠋ
 ࡇࡢᮏࡣࠊ๓ᚋࡢᗎ❶⤊❶ࠊ8 ❶ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ㒊࡛ 10 ❶❧࡚࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍ᖺࡢኟሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓẁ㝵࡛ࡣࠊࡲࡔ 5 ❶ࡲ࡛ࡋ᭩ࡅ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡑࡢᚋ 6 ❶㹼8 ❶ࠊࡑࢀࡽ⤊❶ࢆ᭩ࡁຍ࠼࡚ࠊ㐌ࡢⓎหࡇࡂࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ
 2011 ᖺᗘࡢࢠࣜࢫࡢᅜእ◊ಟ࡛ࠊࡑࡢ๓ᖺᗘࡽ‽ഛࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⣙ 6 ᖺ
ࢃࡓࡿసᴗ୍༊ษࡾࡀࡘ࠸࡚ࠊࡣᑡࡋ⬺≧ែ࡛ࡍࠋࡰ࣮ࡗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏࡢᐉఏࡣࡇࡇࡲ࡛ࡋࡲࡋ࡚ࠊࣞࢪ࣓ࡢ 3 ␒┠ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡡࠋ
ࠕࢣࡢ⌮ࠖ࠸
࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࠕᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ᭷㈐ᛶࡽࡢⓎ㆟ࠖ࠸࠺ࡇ࡛࠾ヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡀࢠࣜࢫࡢ♫ࣔࢹࣝࡢࢹึࡵ࡚ฟྜࡗࡓࡢࡀࡽ 18 ᖺࡄࡽ࠸๓࡛ࡍࠋ
ࡑࡢࡁ࠾ࡑࡽࡃ᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅ศ㔝࡛ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡣࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓᛮ࠸
ࡲࡍࠋ18 ᖺ๓ࢠࣜࢫ᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡢᛮẚ㍑ࡢ◊✲ࢆጞࡵࡲࡋࡓࠊ
ࢠࣜࢫࡢ࠶ࡿᩥ⊩ࡢ୰࡛ࠕ♫ࣔࢹࣝࠖ࠸࠺ゝⴥࢆⓎぢࡋ࡚ࠊࡑࡢពࡍࡿࡇࢁࢆ▱ࡾࠊ
࡚ࡶ⾪ᧁࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡣ 20 ௦ࡢ㡭ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅タࡢ⫋ဨࡸࠊ㔜ᗘࡢ
⮬❧㞀ᐖ⪅ࡢຓ⪅ࢆࡸࡗࡓࡾࠊ㞀ᐖ⪅ᅋయࡢᑓᚑ⫋ဨ࡞⫋ࢆ㌿ࠎࡋ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࡢ 20 ௦๓༙ࡄࡽ࠸ࡽⰍࠎ⪃࠼࠶ࡄࡡ࡚ࠊΰࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀࡇࡢ♫ࣔ
ࢹࣝࡢฟྜ࠸ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿពịゎࡋࡓ࠸࠸ࡲࡍࠊࡍࡗࡁࡾぢ࠼ࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ
ࡲࡋࡓࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࡢ᪥ⱥࡢ㞀ᐖ⪅㐠ືࡢṔྐẚ㍑◊✲୍ᛂࡢ༊ษࡾࡀࡘ࠸ࡓ㡭ࠊ⚾ࡣ♫ࣔࢹࣝ
ᑐࡋ࡚࠶ࡿၥࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣ⚾ࡀᐇ㝿 20 ௦ࡢ༙ࡤࡄࡽ࠸タࡢ
୰࡛ฟࡗࡓ᭱㔜ᗘゝࢃࢀࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡸ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢ࠸ࢃࡺࡿᶒ᧦ㆤ࠾࠸࡚ࠊ
♫ࣔࢹࣝࡀ༑ศ࡞᰿ᣐ࡞ࡾᚓ࡚࠸࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࠊ࠸࠺ၥ࡛ࡋࡓࠋ
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 ࡑࡇ࡛ࠊ⚾ࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆどᗙ⨨࠸࡚ࠊ♫ࣔࢹࣝࢆࡲࡎᢈุⓗ᳨ウࡍࡿసᴗࢆ
ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࢆㄽᩥࡋ࡚ࡲࡵࡓࡢࡀࠊ3 ࡢ㸦1㸧ࡢձࡢࠕ♫ࣔࢹࣝࡣ▱ⓗ㞀ᐖࢆໟ
ᦤࡋᚓࡓࠖ࠸࠺ㄽᩥ࡛ࡍ(⏣୰, 2008)ࠋࡇࢀࡣ 2008 ᖺࠗ㞀ᐖᏛ◊✲࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚ࠊ
ࡉࡽ 2013 ᖺࡢ㞀ᐖᏛࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓ(⏣୰, 2013)ࠋࡑ
ࡢㄽᩥ᭩࠸ࡓࡇࡢ࣏ࣥࢺ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ⡆༢࡞ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸
࠺ࡢࡣࠊղ␒᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊཎᅉᖐᒓࠊ㈐௵ᖐᒓࡢ㌿ࢆࡋࡓࠋࡘࡲࡾࡲ࡛㞀
ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎᅉ࠸࠺ࡢࡣࠊ㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࣓ࣥ࣌ࣥࢺ࠶ࡿࢇࡔ
࠸࠺ᤊ࠼᪉࡛ࠊࡔࡽ㞀ᐖ⪅ࡣࡑࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆゎᾘࡋࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊ⮬ࡽࡢ࣓ࣥ࣌
ࣥࢺࡢゎᾘດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡗࡓࡋࠊᨭ⪅ࡓࡕࡶࡑࡢࡼ࠺㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ
ࡋࠊࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡣ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎᅉࢆ♫ࡢഃᢞࡆ㏉ࡋࠊ♫ࡢഃᖐᒓ
ࡉࡏࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྠࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢゎᾘ㈐௵ࡶࡲࡓ♫ࡢഃᖐᒓࡉࡏࡓࠋࡘ
ࡲࡾ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢཎᅉ㈐௵ࢆ♫ᖐᒓࡉࡏࡿ࠸࠺ࠕᖐᒓࡢ㌿ࠖࢆ♫ࣔࢹ
ࣝࡣࡶࡓࡽࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࡢࠕᖐᒓࡢ㌿ࠖࡣ㠀ᖖࣥࣃࢡࢺࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࣥࣃࢡࢺࡣࠊ
࡚ࡶ༢⣧࡞ᅉᯝᚊ౫ࡿࡶࡢࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ࣔࢹࣝࡣ༢⣧ࡔࡗࡓࡽࡇࡑࠊࣥ
ࣃࢡࢺࡀ࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡢၥࡣࠊ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆࠊ࡚♫ᖐᒓࡉࡏ
ࡽࢀࡿࡢ࠸࠺ၥࡸࠊࡑࡢࡼ࠺࡞♫ᖐᒓࡉࡏ㞴࠸㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢゎᾘ㈐௵
ࢆ࠺ࡍࡿࡢࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡣ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⮬㛢ࡢ᪉ࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊALS ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ➽ࢪࢫࢺࣟ
ࣇ࣮ࡢࡼ࠺㐍⾜ᛶࡢ㞀ᐖࢆᣢࡘேࡓࡕࡢࠕ᪥ࠎ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠖࡇࡢᏳࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣṚྥࡗ࡚࠸ࡃࡇࡢᛧࡉࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡶࡸࡣࡾ♫ࣔࢹ࡛ࣝ
ࡣ࡞࡞ᤊ࠼㞴࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㒊ศࡢࢣࡸᨭ࠸࠺ࡇࡀ♫ࣔࢹ
ࣝࡽࡇࡰࢀⴠࡕ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࠊࡉࡽࠊࡑ࠺࠸࠺⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆᣢࡘேࡓࡕ
ࢆ࡚ໟᦤࡋࡼ࠺ࡍࡿࠊࡶࡗᗈ࠸㐃ᖏつ⠊ࡢᩥ⬦࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼ጞࡵࡲࡋ࡚ࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢṇ㆟ㄽ࡞ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ᰿※ⓗ࡞㐃ᖏつ⠊ࡋ࡚
ࠕࢣࡢ⌮ࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ϩ 㐃ᖏつ⠊ࡣ㸺㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㸼ࢆໟᦤ࡛ࡁࡓ
 ᭱ึྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢศ㓄ⓗṇ⩏ࠊࡑࢀࢆ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
>࠸࠺どᗙࡽᤊ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡀ 2009 ᖺࠗ♫⚟♴Ꮫ࠘
ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ㐃ᖏࡢつ⠊㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠖ࠸࠺ࢱࢺࣝࡢㄽᩥ࡛ࡋࡓ(⏣୰, 2009)ࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࡲࡎࢪࣙࣥ㺃࣮ࣟࣝࢬࡢࠕᕷẸᴫᛕࡢ⊃ࡉࠖࠊ࣐ࣝࢸ㺃ࢭࣥࡢ₯ᅾ⬟ຊࣉ
࣮ࣟࢳࡢࠕᙉ⩏ⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿ↓㛵ᚰࠖ
➼ࢆᢈุⓗ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆ㐃ᖏつ⠊ࡢ⬺ᵓ⠏ࡢどᗙ⨨ࡃࡇࡢព
⩏ࢆᗄࡘᥦ㉳ࡋࡲࡋࡓࠋ
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 1 ࡘࡣࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢ㐃ᖏつ⠊ࡢ㝈⏺Ⅼࢆᣦࡋ♧ࡍ࠸࠺ࡇࠊ2 ࡘ┠ࡣࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒
ࡢ⮬⏤ᖹ➼ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺࡉࢀ࡚ࡁࡓၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ࡢ
ᨻဴᏛࡸᕪ␗ࡢᨻᏛࠊࡑ࠺࠸࠺ศ㔝ࡢ㆟ㄽࡢ᪂ࡋ࠸ᑐヰࡢྍ⬟ᛶࢆᣅࡃࡇ࡞ࡿ
࠸࠺ࡇࠋࡑࡋ࡚ࠊ3 ࡘ┠ࡀ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿ♫ⓗᨭࡢṇᙜࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆ
ច㉳ࡋࠊ♫⚟♴ࡢᇶ♏ࢆ᳨ドࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊࡇࡢ
3 ࡘ┠ࡢ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆどᗙ⨨ࡃࡇࡢព⩏ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊᖺࡢ┦ᶍཎ௳௨
㝆ࠊ㞀ᐖ⪅㡿ᇦ࡛ࡣ㠀ᖖษᐇ࡞ࢸ࣮࣐࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ϫ 㸺ㄡࡢ㸼ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ
 㐃ᖏつ⠊ࢆ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢどᗙࡽၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡁලయⓗఱࢆࡍࡿ
ࠊ3 ࡘࡢၥ࠸ࢆ❧࡚ࡲࡋࡓࠋ<ㄡࡢ>㐃ᖏつ⠊࡞ࡢࠊ<ఱࡢ>ᖹ➼࡞ࡢࠊࡑࡢᖹ➼ࢆ<
ࡢࡼ࠺>ᐇ⌧ࡍࡿࡢ࠸࠺ࠊ㡰␒࡛⪃࠼࡚࠸ࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
<ㄡࡢ>࠸࠺ࡢࡣࠊ㐃ᖏつ⠊࡛࠸ࢃࡤ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࢆᣦࡋࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊࡑࡢ㐃ᖏつ
⠊ࡀ࠺࠸࠺ேࡓࡕࢆໟᦤࡍࡿ㐃ᖏつ⠊࡞ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢ<ㄡ>ࡀኚࢃࡿࠊ㐃
ᖏつ⠊ࡢෆᐜࡶኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࣞࢪ࣓ࡢ(3)࡛ࡍࠋ
<ㄡࡢ>ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹࡣ 2010 ᖺࡢࠗ♫⚟♴Ꮫ࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᢎㄆࢆ
ࡵࡄࡗ࡚̿ࣂࣝࢿࣛࢼࣅࣜࢸ࠾ࡅࡿᢎㄆࡣྍ⬟ࠖ࠸࠺ࢱࢺࣝࡢㄽᩥ࡛ࡍ(⏣୰,
2010)ࠋ
 ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࡀࠊ㐃ᖏつ⠊ໟᦤࡉࢀࡿᑐ㇟࡞ࡿேࡓࡕࢆࡢࡼ࠺つᐃࡍࡿࡼ
ࡗ࡚ࠊ㐃ᖏつ⠊ࡑࡢࡶࡢࡢෆᐜࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࡣ<ㄡࡢ>つ⠊ࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࡘࡲࡾࡣࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢṇ⩏࠾ࡅࡿ<ே㛫>ᴫᛕࢆࡵࡄࡿၥ
࠸࡛ࡍࠋ
 ࡑࡇ࡛ࡣ࣮ࣟࣝࢬࡢᕷẸᴫᛕࡢ⊃ࡉࠊࢭࣥࡸࢾࢫࣂ࣒࢘࠾ࡅࡿ⮬ᚊᛶࡢᙉㄪࢆᢈุⓗ
᳨ウࡋࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢໟᦤ࠾࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࢆᣦࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࣜ
࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢṇ⩏࠾ࡅࡿே㛫ᴫᛕࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼ࡿࡓࡵࡢඛ⾜◊✲ࡽࠊ2 ࡘࡢࢹࢆ
ྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀճ␒᭩ࡁࡲࡋࡓࠕᒓᛶ⩏ࡢྰᐃࠖ࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡍࠋ
 ලయⓗゝ࠺ࡑࢀࡣࠊ
ࠕே㛫Ꮡᅾࡢ<ᢎㄆ>ࢆ࠶ࡽࡺࡿᒓᛶࢆ᰿ᣐၥ࠺࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
࠸࠺ᙇ࡛ࠖࡍࠋࡘࡲࡾࠊఱࡽࡢᒓᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀே㛫ࡢ᮲௳࡞ࢇࡔ࠸࠺ࡩ࠺
ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡑࢀࢆᣢࡓ࡞࠸ேࠊࡑࡇࡽࡇࡰࢀⴠࡕࡿேࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔࡽࠊ
ே㛫ࡣఱ࠸࠺ࡁࠊఱࡽࡢᒓᛶ࠾࠸࡚ࡑࢀࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠸࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ᙇ
࡛ࡍࠋ
 ⚾ࡣࠊ⌮ᛕࡋ࡚ࠊࡇࡢᙇࡣṇࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡓࡔࡇࡢ⌮ᛕࢆኌ㧗ᙇ
ࡍࡿ๓ࠊつ⠊ⓗ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡔࡍࡁࡇࡀࡓࡃࡉࢇṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ᭩ࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡴࡋࢁࠊṧࡉࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ๓ࠊ
ࡇࡢࠕᒓᛶ⩏ࡢྰᐃࠖࢆᙇࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊே㛫ࡢᑛཝࡣఱ࠸࠺ಶࡢᢎㄆྍḞ
࡞ၥ࠸ࢆࡑࢀ௨ୖၥ࠺ࡇࢆᣄࡴࠕᛮ⪃Ṇࠖࢆᣍ࠸࡚ࡋࡲ࠺ࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺⪃
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࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢே㛫ほࢆࡾ㉺࠼ࡿࡶ࠺୍ࡘࡢࢹ࠸࠺ࡢࡀࠊմ᭩ࡁࡲࡋࡓࠕ㛵
ಀㄽⓗ࡞ᢎㄆࡢྍ⬟ᛶࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ࠼ࡤࠊရᕝ࢚ࣥࢤࣝࣁ࣮ࢺࢆᑡࡋᘬ⏝ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡕࡻࡗㄞࢇ࡛ࡳࡲࡍࠋ
 ே᱁ࡓࡿᇶ‽ࡣᮏேࡢ⮬ᕫព㆑࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᏑᅾㄒࡾࡅࠊே᱁ࡋ࡚㐝ࡍ
ࡿ⪅ࡼࡿᢎㄆ࠶ࡿ(ရᕝ 2007:90)ࠋ
 <㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>࡛࠶ࡿ A ࡸ⬻Ṛࡢ⪅ B ࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢṚࢆᮃࡲ࡞࠸ࣃ࣮ࢯࣥࡓࡕ
ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡇࢀࡽࣃ࣮ࢯࣥࡓࡕࡢ㛵ಀࢆྵࡵ࡚ A ࡸ B ࢆࣃ࣮ࢯࣥࡳ࡞ࡋࠊࡑ
ࡢ⏕ࢆᑛ㔜ࡍࡿ(Engelhardt=1989:104)ࠋ
 ࡘࡲࡾࡓ࠼ゝㄒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁ࡞࠸㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊ㑄ᘏᛶࡢព
㆑㞀ᐖࡢ᪉࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢேࡓࡕࡢᏑᅾࢆࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸Ꮡᅾࡔᛮ࠼ࡿ࿘ᅖࡢ
ேࡓࡕࡀ࠸ࢀࡤࠊࡑࡢ࿘ᅖࡢேࡓࡕࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡛ࠊࡑࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ㑄ᘏᛶព㆑㞀
ᐖࡢ᪉ࡓࡕࡣ<ே>ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡔࠊ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋࡇࡢ⪃࠼᪉
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⚾ࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡲ࡛ࡣᛮ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡓࡔࠊ࠼ࡤࡶࡋࠊ
ࠕ࠸࡞ࡿ⪅
ࡽࡶᮃࡲࢀࡎࠊឡࡉࢀ࡞࠸ேࡀ࠸ࡓሙྜࠊࡑࡢேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇࢆࡢࡼ࠺ࡍࢀ
ࡤᏲࢀࡿࡢࠖ࠸࠺ၥࡣࡸࡣࡾฟ࡚ࡃࡿࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ≉㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࠊ㔜ᗘࡢ⮬㛢ࡢ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊᐙ᪘ࡢ௦
ࢃࡾ࡞ࡿ㛵ಀᛶࢆぢฟࡍࡇࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸࠸࠺ᐇែࡀ࠶ࡾࠊከࡃࡢ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࡀᐙ᪘ࡢ႙ኻྠࠊ࠸ࢃࡤࠕሙᡤ࡞ࡁᏑᅾࠖࡋ࡚ᆅᇦ♫ࡽ≀⌮ⓗษࡾ㞳ࡉࢀࠊ
ධᡤᆺタࡢ୰࡛㛗ᮇ㛫ࡢ⏕άࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ᐇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡘࡲࡾࠊ⌮ⓗ࡞㓄៖ࡢᑐ㇟ࢆ㛵ಀㄽⓗᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡸࡣࡾ㛵ಀᛶࡽ㝖ࡉࢀࡓ
ேࠎࠊ࠸ࢃࡤㄡࡽࡶࡧࡅࡽࢀࡿࡇࡢ࡞࠸ேࡓࡕࡣᢎㄆࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࠸࠺࠶
ࡿ✀
ࠕࢢࣟࢸࢫࢡ࡞⤖ㄽࠖ(ຍ⸨ 2007:65)⾜ࡁ╔࠸࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢໟᦤ࠸࠺ほⅬࡽぢࡿࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒
ࡢே㛫ほࡶ⊃࠸ࡋࠊᒓᛶ⩏ࡢྰᐃࡸ㛵ಀㄽⓗ࡞ே㛫ほࡶࡑࢀࡒࢀ㊊ࡾ࡞࠸㒊ศࡀ࠶
ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡶໟᦤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ே㛫ᒓᛶ࠸࠺ࡢࡣ୍యఱࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ
࠺⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࡁࠊࣦࣞࢼࢫࡢဴᏛࠊࣚࢼࢫ࠸࠺ேࡓࡕࡢࢣࡢ⌮࠸࠺
ࡇࢁ㎺ࡾ╔࠸࡚ࠊࡑࡇ࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁࡓࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ᴫᛕࡀே㛫ᒓᛶࡋ
࡚ࡣᬑ㐢ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿ⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ


ϫ 㸺ఱࢆ㸼ࡵࡄࡿ⪃ᐹ
 ḟࡣ<ఱࢆ>࠸࠺ၥ࠸ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ 2012 ᖺ⚾ࡢᡤᒓࡍࡿᏛࡢ⣖せ
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ᢞ✏ࡋࡓࠕ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢣࡢศ㓄ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺ࢱࢺࣝࡢㄽᩥ࡛ࡍ(⏣୰, 2012)ࠋ
ղ␒࡛ࡍࡡࠋ
ࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡼࡗ࡚ࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅><ṧ㓞ࡉ>ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡋࡓࡽࠊࡑ
ࡢ<ṧ㓞ࡉ>ࡽࡢゎᨺࡢࡓࡵࡣࠊࢣࡀศ㓄ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊ<ఱࢆ>
࠸࠺ၥ࠸ᑐࡍࡿゎࡔ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡇࡶ᭩ࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜ
ࢸࡢࢣࡣࠕே⛠ⓗ࡞㛵ಀᛶࡢ㛢ሰࠖ࠸࠺㐠ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊࢣ࠸࠺ࡶࡢࡣࠊಶูⓗ࡞Ẽ࡙࠸ࡼࡗ࡚ࠊ║๓ࡢ⪅ࡢയࡘࡁࡸࡍࡉᩄ
ឤ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ⪅ࢣࡍࡿ⪅ࡢ㛵ಀ࠸࠺ࡢࡣࠊே⛠ⓗ࡞㛵ಀ
ࡢ୰࡛㝈ᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࡛ࡍࡽࠊճ␒᭩ࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆ࠸
㉸࠼ࡿ࠸࠺ၥ࠸ࡀၥࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡇࢆᑡࡋㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ேࠎࡢṧ㓞ࡉࢆᙜ࡞ࡇ࡛࠶ࡿᙇࡋ㞴࠸<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢṧ㓞ࡉࢆྲྀࡾᡶ࠺ࡓࡵࡣࠊᙼࡽࡀ
⨨ࢀࡓṧ㓞ࡉẼ࡙ࡁࠊࡑࡢᙜᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࠊᙼࡽࢆࡑࡇࡽゎᨺࡍࡿࡇࡢṇᙜᛶࡀᙇࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍యࠊㄡࡀࡑࡢ㈐ࢆ㈇࠺ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡶࡋࠊࡑࢀࡀ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆࢣࡍࡿேࠎ௨እ
࡞࠸ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣࡍࡿேࠎࡢே⛠ⓗ㛵ಀᛶࡉ࠼ࡶ႙ኻࡋࡓ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡢ
vulnerability ࡀࢣࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡣṧ㓞ࡉࡢ୰ᨺ⨨ࡉࢀ⥆ࡅࡿࡋ࡞࠸ࠋ͐␎͐<㔜ᗘ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅>࠾ࡅࡿ vulnerability ࡢ≉㉁ࡢ୍ࡘࡣࠊࢣࣞࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡾ࠺ࡿ↛ᛶࡢ㧗ࡉ࠶ࡿゝࡗ
࡚ࡶⰋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ vulnerability ᇶ࡙ࡃ㐃ᖏつ⠊ࡣࠊぶᐦᅪ࠾࠸࡚ᒃሙᡤࢆ႙࠺ࣜࢫࢡࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ࢣࡍࡿேࠎࡢ㛵ಀࡢእ㒊⨨ࢀࡿࣜࢫࢡࡢ㧗࠸<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(⏣୰,
2012:121)ࠋ

 ᐇ㝿ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡀᐙ᪘௨እࡢேࠊ▱ேࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿྜ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸
࠸ᐇែࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᐙ᪘௨እࡢࢣ㛵ಀ࠸࠺ࡢࡣ࡞࡞ᣢࡕ࡙ࡽ࠸ࠋࡺ࠼
ࢣࣞࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡾࡸࡍ࠸࠸࠺ࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉࢆ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ḟࢣࡢ≉㉁ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡍࡿ⇕ពࢆᣢࡗࡓ㛵ࢃࡾࠊࡇࢀࡣࢣ
ࡢ≉㉁ࡢ୍ࡘࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆᢸಖࡋ࡞ࡀࡽࠊྠே⛠ⓗ㛵ಀᛶ࠸࠺㝈⏺ࠊ
ไ㝈ࢆ࠸ࡾ㉺࠼ࡿ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺㆟ㄽࡀࡸࡣࡾᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠊ⪃࠼
ࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࢣࡢ≉㉁ࢆᢸಖࡋࡘࡘࠊ࠸ࢣࢆᖹ➼ศ㓄ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢࠊ࠸࠺ၥ࠸࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊゝⴥࢆ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊࢣṇ⩏ࢆ࠸᥋ྜࡍࡿ࠸
࠺ࠊᨻဴᏛ࠾࠸࡚㛗ᖺࠊ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓၥ࠸ࡶ㔜࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ୍ᖺࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢࠕ࣑ࢡࣟࡣ᰿ᣐࡀ࠶ࡿࡅࢀࡶࠊ࣐ࢡࣟࡣ᰿ᣐࡀ࡞
࠸ࠖ࠸࠺ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᜍࡽࡃࢣṇ⩏ࢆ᥋ྜࡉࡏࡿ࠸࠺సᴗࡣࠊ࣑ࢡࣟࡢ᰿
ᣐࢆ࣐ࢡࣟ᥋ྜࡉࡏ࡚ࡺࡃసᴗ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 մ␒ࠊࢣ㈨※ࡢศ㓄ࢆࡵࡄࡗ࡚࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋྠ㉁ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྠࡌ㔞ࡢࢣࢆᖹ
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➼ศ㓄ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛ࡍࡋࠊពࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊಶࠎࡢࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ
ࡀ࠺⾲⌧ࡉࢀࡿࡢ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀࡣࡶ࠺ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢࢣࡶࡲࡓከ
ᵝ࡞ࡶࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᖹ➼ศ㓄࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࢣࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࢣ
ࡢⓎືࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿே⛠ⓗ㛵ಀᛶࡢฟࡿ㈨※ࠊࡇࢀࢆ⚾ࡣࠕࢣ㈨※ࠖ⾲⌧ࡋࡲ
ࡋࡓࡀࠊࢣ㈨※ࡣᖹ➼ศ㓄࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࢣ㈨※ࢆᖹ➼ศ㓄ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊලయⓗࡣࡑࡇࡢୗ᭩ࡁࡲࡋࡓ 3 ࡘࡢࡇ࡛
ࡍࡡࠋ1 ࡘࡣ᪤Ꮡࡢࢣ㛵ಀࡀᔂቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡑࡢ㛵ಀࢆᨭ࠼ࡿࡇࠊ2 ࡘ┠ࡣ<㔜ᗘ
▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆ᪤Ꮡࡢ㛵ಀᛶࡽษ᩿ࡍࡿࡼ࠺࡞ศ㞳࣭㝸㞳ⓗ࡞⟇ࡢᨵᗫ࡞ࠊ᪤Ꮡࡢ㛵
ಀᛶࡢᏑ⥆ࢆ㜼ࡴせᅉࢆྲྀࡾ㝖࠸࡚࠸ࡃࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊ3 ࡘ┠ࡣ᪤㛵ಀࢆ႙ኻࡋࡓࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ႙ኻࡋࡘࡘ࠶ࡿ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㛵ಀᛶฟࡢዎᶵ࡞ࡾᚓࡿ㈈
ࡋ࡚ࠊࢣ㈨※ࢆศ㓄ࡍࡿࡇࠊ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡉࡽࠊࡌࡷ࠶ࡇࢀࢆලయⓗ࠺ศ㓄ࡍࡿ⪃࠼ጞࡵࡓࠊḟࡢ 2 ࡘࡢၥ࠸ࡀᾋ
ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ1 ࡘࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽࡛ᖹ➼ࢣ㈨※ࢆศ㓄࡛ࡁࡿࡢࠊࡶ࠺
1 ࡘࡣࠊࡑࡢࢣ㈨※ࡀⓎືࡉࡏࡿࢣࢆࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡽ┘どࡋ࡚ࠊࡑࡢࢣࡢጇᙜᛶ
ࢆホ౯࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

Ϭ 㸺ࡢࡼ࠺㸼ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ
 ࡇࢀࢆᑡࡋලయⓗ⪃࠼ࡓࡢࡀࠊ(5)ࡢ<ࡢࡼ࠺>ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ࡛ࡍࠋࡇࢀࡶົᰯࡢ
⣖せ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕࢣࡀศ㓄ࡉࢀࡿࡁࠖ࠸࠺ࢱࢺࣝࡢㄽᩥ࡛ࠊ2013 ᖺᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓㄽᩥ࡛ࡍ(⏣୰, 2013)ࠋࢣࢆ࠸ᖹ➼ศ㓄ࡍࡿ࠸࠺ၥ࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ
ࠕࢣࡢไᗘ
ࠖ㛵ࡍࡿཎ⌮ⓗ࡞᳨ウࢆヨࡳࡓࡢࡀࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ࡍࠋ
࡞ࡐࢣࡀไᗘࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠸࠺ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ2 ࡘࡢഅ
↛ᛶࢆไᚚࡍࡿࡓࡵࡔゝ࠼ࡲࡍࠋࡑࡢ 1 ࡘࡣࠊࢣࢆⓎືࡉࡏࡿே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆᡤ᭷࡛
ࡁࡿྰ࠸࠺അ↛ᛶ࡛ࡍࠋࡇࡢഅ↛ᛶࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕࢣࡢไᗘࠖࡀᚲせࡔ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 2 ࡘ┠ࡣࠊࢣࡢ㉁ࡀே⛠ⓗ㛵ಀᛶጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺അ↛ᛶ࡛ࡍࠋࢣ࠸࠺ࡢࡣࠊ
࠶ࡿᑐ㇟ᑐࡍࡿᑓᚰⓗ࡞㛵ᚰࡸ⇕ពᇶ࡙࠸࡚ືࡁฟࡍࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡀ≉ู࡞㛵ᚰ㺃
⇕ព࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ㐣࡞ࡗࡓࡾࠊᡈ࠸ࡣᢚᅽⓗ࡞ࡗࡓࡾࠊࡣᨭ㓄ࡸ᧯స㺃⟶⌮
㌿ࡌࡓࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣐ࢼࢫࡢ⾜Ⅽ㌿ⴠࡋ࡚࠸ࡃࣜࢫࢡࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
≉ู࡞㛵ᚰ㺃⇕ព࠸࠺ࡢࡣࠊࡁࡣᝏ࠸࠺㈇ࡢឤࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࡛ࡍࡽࠊ≉⮬ศࡽࢡ࣮࣒ࣞࢆ⾲ฟ࡛ࡁ࡞࠸ேࡓࡕᑐࡍࡿࢣ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣࡾࡑ
ࡢே⛠ⓗ㛵ಀᛶࡓࡔጤࡡ࡚࠸ࢀࡤ࠸࠸࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡇ࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡿࢣ
ࢆఱࡽࡢᙧ࡛ไᚚࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ௨ୗࡀࠊࡑࡢࡇࢆࡵࡄࡿ
⪃ᐹ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡎࠕࢣ㈨※ࡢศ㓄㛵ࡍࡿホ౯ࠖࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋճ␒࡛ࡍࠋࡲࡎࠕホ౯ࠖゝ࠺ࠊ
ࡇࡇ 2 ࡘࡢせ⣲ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ1 ࡘࡣࢣ㈨※ࡢศ㓄ᑐ㇟࡞ࡿཷ⤥㈨᱁(࢚ࣥࢱ
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ࢺ࣓ࣝࣥࢺ)ࢆࡵࡄࡿホ౯࡛ࡍࠋ⚾ࡣࡇࡢ࢚ࣥࢱࢺ࣓ࣝࣥࢺࢆࡵࡄࡿホ౯࠸࠺ࡢࡣࠊ࡛
ࡁࡿࡔࡅᗈࡃᤊ࠼ࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࡇࡇ࡛ࡣࠕྲྀࡾࡇࡰࡉ࡞࠸ࠖ
࠸࠺ࡇࡀ୍␒࡞ࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊᚑ᮶ࡢ㞀ᐖุᐃࡢࡼ࠺ࠊ
࣓ࣥ࣌ࣥࢺࡀᜏஂⓗ࡛࠶ࡿ࠺ࠊࠊෆ㒊㞀ᐖ࡛࠶ࢀࡤ㒊ࡈᑐ㇟࡞ࡗࡓࡾࠊ
࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡾࠊࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ไ㝈ࢆࡅࡿᚲせࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕྲྀࡾࡇࡰࡉ࡞࠸ࠖ
ࡓࡵࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᗈࡃᑐ㇟ࢆໟᦤࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀᚲせࡔࢁ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ၥ㢟ࡣࡶ࠺୍ࡘࡢホ౯ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࢣ㈨※ࡀฟࡍࡿࢣࡢෆᐜࠊ᪉ἲࠊ㔞
㛵ࡍࡿホ౯࡛ࡍࠋࡇࡇࡣࠊᨻⓗ࡞΅ࡸ㥑ࡅᘬࡁࡀ⏕ࡌࡲࡍࠋࡢࡼ࠺࡞ࢣࡀࡢ
⛬ᗘᚲせࢆỴࡵࡿホ౯ࡀࠊᨻⓗ࡛࠶ࡿࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ேࡣࡇ࠺࠸࠺ࢣࡀᚲ
せ࡛ࡍࠊ࠸࠺⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽࠸࠺ࡢࡀ↓࠸ࡽ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊࢣࡢ㐺ษᛶࢆࡵࡄࡿ၏୍
᭱Ⰻࡢホ౯ࡢᇶ‽ࡀ࡞࡞ぢฟࡏ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞΅ࡸ㥑ࡅ
ᘬࡁࡀ⏕ࡌࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ⛅ඖඛ⏕ࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥࠾࠸࡚ࠊ⾜ᨻᶒຊࡸᑓ㛛ᐙᶒຊࡢ㔞ࢆ࠸ไᚚࡍ
ࡿ࠸࠺㆟ㄽࡢ୰࡛ࠕᇶ‽ࠖ࠸࠺᪉ἲࢆㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇ࡛⛅ඖඛ⏕ࡣࠊᇶ
‽ࡀཝ᱁㺃◳┤ࡍࡿ༴㝤ᛶࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀᙧᘧ⩏ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡢ༴㝤ᛶࢆᣦࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍ(⛅ඖ, 2007:26)ࠋ
 ࡇࡢࠕᇶ‽ࠖࢆࡵࡄࡿ㝗✶ࡣࠊ
ࠕࢣࡢศ㓄ࠖᘬࡁࡅ࡚ᑡࡋ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࢣ࠸
࠺⾜Ⅽࡣࡑࡢᮏ㉁࠾࠸࡚ࠊ⛛ᗎࠊࡘࡲࡾᇶ‽ࡽᖖ㐓⬺ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡶࡗ
ゝ࠼ࡤࠊࢣ࠸࠺ࡶࡢࡣࢣ㛵ಀ࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐヰ࠾࠸࡚ࠊᖖከᙬ࡞ኚࢆ
ぢࡏࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣࢆ୍ᐃࡢྜ⌮ⓗ࡞ᇶ‽ᢲࡋࡵࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣࠊ
ᮏ᮶ⓗࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡶࡋᇶ‽ࢆタᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࡣ
ᒸ㒊ࡉࢇࡢゝⴥࢆࡾࡿࠊ
ࠕࡸࡴࢆᚓࡎࠊ⏝ᚰࡋ࡞ࡀࡽࠊ㝈ᐃࡋ࡚ࠖ(ᒸ㒊 2008:256)࡞ࡉ
ࢀࡿࡁࡶࡢࡔࠊ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ

ϭ ࢣ㈨※ࡢศ㓄ಀࡿホ౯
 ࠕᇶ‽ࠖࡣ␗࡞ࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡶࡑࡶ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࡼ࠺
⮬ศࡓࡕࡢࢽ࣮ࢬࢆゝⴥࡸືస࡛᫂☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ேࡓࡕࡢࢽ࣮ࢬ࠸࠺ࡢࡣࠊ
ࡑࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡎࡗ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓࢣ࣮ࣛࡓࡕࡀࠊࡑࡢඹ᭷ࡋࡓ㛫ࠊ⤒㦂ࡢ
✚ࡳ㔜ࡡࡀ࡞࠸࡞࡞ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡋࡶࡑࡢࢽ࣮ࢬࡣࠊࡑࡢ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࡢ㛵ಀࢆ῝ࡵࡓࢣ࣮ࣛࡓࡕࡀࠊ࡞ࢇ࡞ࡃឤࡌࡓࡾࠊࡑࢀ࡞ࡃឤཷࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠼ࡤࠕ࡞ࡐࡑ࠺࠸࠺㛵ࢃࡾ᪉ࢆࡍࡿࡢࠖ⪺ࢀࡓࡁࠊࢣ࣮ࣛࡓࡕ
⮬㌟ࡶ࡞࡞ࡑࢀࢆゝㄒࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡶ࠶ࡿࠋ࡞ࢇ࡞ࡃࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ឤ
ࡌ࡚࠸ࡿᛮࡗࡓࡽࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ാࡁࡅࡓࢇࡔࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺ㄝ᫂ࡋ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡔࡽࠊࡑࡢࢣ㛵ಀࡢእ㒊ࡢேࡓࡕࡽぢࡿࠊྍゎ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢣ࣮ࣛ
ࡓࡕࡢ༢࡞ࡿᛮ࠸㎸ࡳࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᤊ࠼ࡽࢀࡓࡾࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡶࠊᑡ
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ࡋㄗゎࢆᜍࢀࡎゝ࠼ࡤࠊࢣ࠸࠺ࡢࡣࡑࡶࡑࡶ≉ู࡞Ẽ࡙࠸࡛ࡍࡽࠊᖖࢣࡍࡿ
ഃࡢ࠶ࡿ✀ࡢࠕᛮ࠸㎸ࡳࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ
ࡼࡗ࡚ࡇࡑࠊ࠶ࡿពࠊࢣࡢ≉ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ẽࡶࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀࡣᭀ㉮ࡍࡿ༴㝤ᛶࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠋ
 ࡔࡽࠊእ㒊ࡢ⪅ࡗ࡚ࡣࠊ࠼ࡤྲྀࡿ㊊ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡔࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚲせ࡞⾜
Ⅽࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ぢ࠼ࡓࡋ࡚ࡶࠊࢣ࣮ࣛࡓࡕࢣࢆཷࡅࡿேࡢࢣ㛵ಀࡢ
୰࡛ࡣࠊࡑࢀࡀࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋ
࡛ࡶࡋ㛫ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞࠾ヰࡶࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ
 ࡛ࡍࡽࠊࡑ࠺ࡸࡗ࡚࡞࡞ࢣ㛵ಀࡢእ㒊ࡽホ౯ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡉ
ࡽゝ࠼ࡤࠊࡑࡶࡑࡶእ㒊ࡽࡢホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ↓⌮ࡋ࡚ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢣ㛵ಀࡼࡗ୍࡚␒ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᙜ⪅ࡓࡕࠊࡘ
ࡲࡾࢣ࣮ࣛࢣࢆཷࡅࡿ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࠊࢣࡢホ౯ࢆጤࡡ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡶ࠶
ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡀ࠼ࡤࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢫ(PA)ไᗘࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
࠺࠸࠺ࢣࡀᚲせ࡛ࠊࡑࢀࡀ࠺࠸࠺᪉ἲ࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡢ⛬ᗘࡢ㔞ࡀᚲせ࠸࠺ホ౯ࢆࠊ
ࢣ㛵ಀࡑࡢࡶࡢጤࡡ࡚ࡋࡲ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ
 ᮐᖠᕷࡀ 2010 ᖺᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡛ึࡵ࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝ㺃ࢩࢫࢱࣥࢫࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡢ⚟
♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑟධࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢタ⚾ࡶ 2008 ᖺࡽ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ2010 ᖺ
ࡽไᗘࡉࢀ࡚ࠊࡕࡻ࠺ 5 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࡇࢁ࡛ࠊ⌧ᅾࡶ᭶ 1 ᅇ 2 ᅇࠊᮐᖠᕷࡢ
⫋ဨࡓࡕࡸᙜ⪅ᅋయࠊ
⚟♴ᴗᡤ⫋ဨࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ
PA ㆟࠸࠺ࡢࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࢆ༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽࠊPA ไᗘࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⌧ᅾࠊᮐᖠᕷෆ࡛ PA ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅ࡣ 70 ྡࡄࡽ࠸࠸ࡲࡍࠋẖᖺ㺃ẖ᭶ᑡࡋࡎࡘቑ
࠼࡚࠸ࡲࡍࠋCIL ࡉࡗࡱࢁ࠸࠺⮬❧⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡀ PA ไᗘࡢࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆᢸࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 PA ไᗘࡢࡼ࠺ࢣ㛵ಀࡢ୰ࢣࡢホ౯ࢆጤࡡ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊࡸࡣࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ
㢟ࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊࢣ㺃ࢥࢫࢺࡢ㏱᫂ᛶࢆ࠸ᢸಖࡍࡿ࠸࠺⌧ᐇⓗ࡞㈈ᨻⓗ
ၥ㢟ࡶࡶࡕࢁࢇ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ᭩ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡶࡋࢣ㛵ಀ
ࡢ୰ࢣࡢホ౯ಀࡿ࡚ࡢ㈐௵ࢆጤࡡ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊ
ࠕṧ㓞ࡉࡢゎᾘࠖࡢ㈐௵ࢆಶࡋ࡚
ࡢ㛵ಀᛶࡢ୰ᨺ⨨ࡍࡿࡇࡶ࡞ࡾࡡࡎࠊࡲࡓࠊࢣࡑࡢࡶࡢࡀ᪂ࡓ࡞ṧ㓞ࡉࢆ⏕ࡳฟ
ࡍࣜࢫࢡࢆไᚚࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀ⌧ᅾࡢᮐᖠᕷࡢ PA ㆟ࡢ୰࡛ࡶẖᅇࡢࡼ࠺
ฟ࡚ࡃࡿ㆟ㄽ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡌࡷ࠶ࠊ࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࠋࣦࣞࢼࢫࡣࠕឡࡣ⤯࠼ࡎṇ⩏ࢆ┘どࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ
(Lévinas =2006:152)ゝ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕឡࠖࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕࢣࠖ⨨ࡁ࠼ࡲࡍࡀࠊࢣࡶ
ࡲࡓṇ⩏ࡼࡗ࡚┘どࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋලయⓗ࡞᪉ἲࢆᥦ
ࡍࡿࡇࡣࠊ࡞࡞㞴ࡋࡃࠊ⚾ࡢ㆟ㄽࡶ୰㏵༙➃࡛࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡋࡘࡘࡶࠊᗄࡘࡢᥦ
ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊࢣ㛵ಀࢆᗈࡃ⦆ࡃᤊ࠼࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࢣ㛵ಀ࠾࠸࡚ጇᙜ࡞ࢣ
ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࡓࡵࡢᡭ⥆ࡁⓗ࡞࢞ࢻࣛࣥࢆእࡽつᐃࡍࡿ࠸࠺ࡸࡾ᪉ࠋࡇࢀࡣ
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ࢠࣜࢫࡢពᛮỴᐃ⬟ຊἲ࠾ࡅࡿᡭ⥆ࡁつᐃ࡞ࡀཧ⪃࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ᭩ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࢣࡀ㐙⾜ࡉࢀࡓᚋࠊࡑࡢࢣࡢ≀ㄒⓗ࡞ᩥ⬦࠾࠸࡚ࠊእࡢ
༠ാࡼࡗ࡚ࡑࡢࢣࡢጇᙜᛶࢆホ౯ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࠋࢣࡀⓎືࡉࢀࡿ๓ࠊணࡵࢣࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆ㐺ษホ౯ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࢣࡀᥦ౪ࡉࢀࡓᚋࠊእࡢ༠
ാࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࠊࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾ
ࡢᮐᖠᕷࡢ PA ไᗘ࠸࠺ࡢࡣࠊࡁࡕࢇࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡕࡽ࠸࠺ࡇࡕࡽࡢ
ࡸࡾ᪉࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡵࡋ࡚᭩࠸ࡓࡢࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡸṇ⩏ࡢつ⠊ࢣࡢ⌮ࠊࢀࡀ୍␒࠸
࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡍ࡚ࡔ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠊ᭩ࡁࡲࡋ
ࡓࠋせࡣࡑࢀࢆ࠸ࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࠊ⚾ࡓࡕࡢ㢌ࢆࡗ࡚࠸࡞ࡁࡷ
࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡔࢁ࠺࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇᩘᖺࡣඛ CM ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ UPIAS 㛵ࡍࡿసᴗࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ
࡛ࠊ
ࠕࢣࡢ⌮ࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞ࡲࡲ࡛ᨺ⨨ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ୍ᛂࠊUPIAS
◊✲ࡢ༊ษࡾࡀࡘࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᗘࠊࡇࡢࢸ࣮࣐ᡠࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
௨ୖࠊ๓ᅇࡢሗ࿌ࢆ㞧㥍࡛ࡍࡀࠊࡾ㏉ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ᪥ࡢ㆟ㄽࡢ⣲ᮦࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ᢿᡭ㸧

ϩ ࣇ࣮ࣟࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ᮘࡢ㓄⨨࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࡞࡞ウㄽ࠸࠺ࡢ
ࡶ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ⏣୰ඛ⏕ࠊࡇ࠾ᗙࡾ࠸ࡓࡔ࠸࡚⤖ᵓ࡛ࡍࡢ࡛ࠋࡓࡔࠊ
ⓙࡉࢇ㢦ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛୰ᗙࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠋ
 ㄽⅬᩚ⌮࠸࠺ࡢࡶࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡓࡔࡃఱࡶ࡞࠸୰࡛⮬⏤
࠸࠺ࡢࡶࠊࡕࡻࡗࡲࡎ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᴟࡵ࡚ࡁࡃศࡅࡿࠊ᪥࠾ヰࡢ࠶
ࡗࡓࡇࢆࡁࡃ 2 ࡘศࡅࡿࠊ1 ࡘࡣ㐃ᖏࢆ࠺⪃࠼ࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࠋࡑࢀࡽࠊࣂ
ࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣ࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࠊ࠸࠺ࡢࡀࡁࡃ
2 ࡘၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡶࡸࡗࡥࡾ㛵ࢃࡿࡇ
ࢁࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࠼ࡤ㐃ᖏࡢつ⠊ࡢၥ࠸┤ࡋࠊ㐃ᖏࢆ࠺⪃࠼ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸ࡗ
ࡓࡁࠊㄡࡢࠊఱࢆࠊࡢࡼ࠺࠸࠺ࡇࢆ⏣୰ඛ⏕ࡣᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠋ
 ࠕᡃࡀ࣭ࡈࠖࡢヰࡀฟࡓࡁࠊ⚾ࡣࡕࡻࡗゝࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠕᡃࡀࡢᡃ
ࡗ࡚ఱ࡞ࡢ㸽ࠖ࠸࠺ࡇࡀẼ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋࡲࡉㄡࡢ㐃ᖏ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡀࠊࡸ
ࡗࡥࡾࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿࡁࡶฟ࡚ࡃࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࠊぢᏲࡾࡸఱ
ࡢࡇ⪃࠼ࡿࡁࠊࡸࡗࡥࡾࠕ㞄ேࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀฟ࡚ࡃࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㐃ᖏ
ࢆ⪃࠼ࡓࡁࡢ㞄ே࠸࠺ࡢࡀࠊ
ࠕㄡࡢࠖ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊࡌࡷ࠶࠺㛵ࢃࡗ࡚
ࡃࡿࡢࠊ⨨࡙ࡃࡢࠋࡲࡉぢᏲࡾάື࡞ࢇࢆ⪃࠼ࡿࡁࠊࡸࡗࡥࡾ㐃ᖏࡘ࡞ࡀ
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ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡀࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ୍ࡘࡣぢᏲࡾ࡞ࢇ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡉ
ఱ㓄៖࠸࠺ࠊ♫ぢᏲࡽ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡛㛵ࢃࡿࠋࡑ
࠺࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ࠺⪃࠼ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ヰ࡛ࡍࡽࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢၥ㢟ᑐࡋ
࡚࠺⚾ࡓࡕࡣ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࠊ࠸࠺ヰ㔜࡞ࡗ࡚ࡃࡿヰ࡛ࡍࡋࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊ⮬❧ࠊ⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ࡇࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⮬❧ࠊ⮬ᕫỴᐃࢆ⪃࠼ࡿࡁࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢၥ㢟ࢆ
࠺ཷࡅṆࡵࡿࡢ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀࡇࡑ⏣୰ඛ⏕ࡀ 10 ᖺ๓ࠊ20 ᖺ๓ࡽࠊࡶ࠺ࡲࡉ▱ⓗ
㔜ᗘ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡣ࠺࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࡼࡡࠋ
࡛ࡍࡽࠊ୧᪉ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊ⮬⏤࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡗ࡚࠸࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊࡲࡎࡣ㐃ᖏࡢㄡࡢ㐃ᖏ࡞ࡢࠊఱࢆ㐃ᖏࡢᑐ㇟ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊࡢࡼ
࠺ࡑࢀࢆලయࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࢀࢆࡵࡄࡗ࡚ఱ
ࠋ
㉁ၥ⪅㸯㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ๓ᅇࡢࡁࡣࠊࡲࡔ⚾ࡣࡇࡕࡽࡢᏛ࠾ࡽ࡞ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ⪺࠸࡚࠾ࡽ࡞࠸୰࡛ࠊ⛅ඖඛ⏕ࡽࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࠋ
 ⚾⮬㌟ࡶ㐃ᖏ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡕࡽ࠸࠺ἲᏛⓗ࡞࠺ࡽࡎࡗࣉࣟ
࣮ࢳࡋ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡉඛ⏕ࡀ᪥ࡶᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀᛶ࠸࠺
ࡇࢁࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᴫᛕ⮬యࡀࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟ࢆច㉳ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠋ⚾ࡢཧ⪃ࡋࡓࣇࣛ
ࣥࢫ࡛ࡣࠊ㐃ᖏࡢ 1 ࡘࡢ㢮ᆺࡋ࡚ᖐᒓࡼࡿ㐃ᖏ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿࢇࡔࠋࡘࡲࡾఱࡽ
ࡢ㞟ᅋᛶ࠸࠺ࡇࡢ୰࡛㛵ಀᛶࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡍࡿ✲ᴟࡢࡇࢁࡣᏑᅾ⮬య
ࡼࡗ࡚ᶒࡶⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ฎ⌮ࢆࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞≉⚟♴㛵ಀࡢἲᚊ
ࡢᶒ࠸࠺ࡇࢆつᐃࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛᪥ࡣࡕࡽ
࠸࠺ࠊဴᏛⓗ࡞࠾ヰࡔ࠸࠺ࡩ࠺⌮ゎࢆࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ᰿ᮏࡢࡇࢁࢆࡲࡓ⚾ࡶ⪃࠼ࡉࡏ
ࡽࢀࡿ᪥ࡣ࠾ヰࡔᛮࡗ࡚࠾⪺ࡁࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࠊ᭱ึࡢࡑ࠺࠸࠺Ⅼ࡛ࡣෑ㢌ࡢ㐃ᖏ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚࡞ࡾ
᪩࠸ẁ㝵ࡽࡇ࠺࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡀࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㠀ᖖឤ㖭ࢆཷࡅࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ♫ࡢ୍␒ᇶᮏⓗ࡞ࡇࢁ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡗࡥࡾඛ⏕ࡶࡈᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞࢝ࣥࢺဴᏛ࠸࠺ࠊ࠶࠶࠸࠺ே㛫ീ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ
࠺࠸࠺ࡶࡢ࠸࠺ࡢࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫ⓗ࡞ྜ⌮ⓗ⩏ゝ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠊ㠀ᖖྜ⌮ⓗ
࡞ே㛫ീࡢ㛫࡛ࡢࡼ࠺ඞ᭹࡛ࡁࡓࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦ኚࢃࡽࡎࡑࡇࡣඞ᭹࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢁࢆࠊࡑࢀࡀ≉㞀ᐖࡢ୰࡛ฟ࡚ࡃࡿ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࡇࡢ୰࡛ࠊࡢ
ࡼ࠺ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡀศࢀࡤᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚ࠊෑ㢌㒊
ศࡘ࠸࡚ࡣ⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᛴࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ⏦ࡋヂࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
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㉁ၥ⪅㸯㸸࠸࠸࠼ࠊࢇ࡛ࡶ࡞࠸࡛ࡍࠋ
ྖ㸸ఱ⏣୰ඛ⏕ࡢ࠺ࡽẼࡢ࠸ࡓࡇ࠶ࡾࡲࡍࠊࡢ͐͐ࠋ♫ࣔࢹࣝࡳࡓ
࠸࡞ヰ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑ࠺࠸࠺࣮ࣚࣟࢵࣃⓗ࡞ఏ⤫ⓗ࡞ᕷẸീ࠸࠺ࡢ࡞ࠋ
㉁ၥ⪅㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ྖ㸸ࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࡽࡍࡿࠊ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ㄝ᫂࠸࠺ࠊព࡙ࡅࡳࡓ࠸࡞
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ
⏣୰㸸♫ࣔࢹࣝࡢ㉳※ࢆࡎࡗ㎺ࡗ࡚࠸ࡃࠊ⚾ࡀᅇࠊᮏ᭩࠸ࡓ UPAIS ࠸࠺⤌⧊
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᙼࡽࡢᙇࡣ㠀ᖖศࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋᙼࡽࡣࡇ࠺ᙇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ⌧௦♫࠾࠸࡚᪤ࠊ㔜ᗘࡢ㌟య㞀ᐖ⪅ࡀ♫⤫ྜ࡛ࡁࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ
ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡀ㞀ᐖ⪅ࡓࡕᑐࡋ࡚ࡁࡕࢇศ㓄ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡔࡽࠊࢃࢀࢃࢀ㈈
ࢆศ㓄ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᭷⬟࡞Ꮡᅾ࡞ࢀࡿࠖ࠸࠺ᙇ࡛ࡍࠋ
 ࡸࡣࡾࡇࡢᙇࡣࠊ㈈ࡢබṇ࡞ศ㓄ࡼࡿࠕ⬟ຊࡢ᭦᪂ࠖ࠸࠺ពࡀㄞࡳྲྀࢀࡲࡍࠋ
࡛ࡍࡽࠊࡓ࠼㈈ࡀศ㓄ࡉࢀ࡚ࡶ࡞࡞ࠕ⬟ຊࠖࢆⓎ࡛ࡁ࡞࠸ேࡓࡕࡣࠊࡇࡇࡽ㞽
ࢀⴠࡕ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋUPIAS ࡢෆ㒊㈨ᩱࢆㄞࡴࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡣࡇࡢࡇࡘ࠸࡚⮬ぬⓗ
ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡰࢀⴠࡕࡿᏑᅾࢆ⮬ぬࡋࡘࡘࡶࠊᙼࡽࡣඛࡎࠊࡁࡕࢇࡋࡓศ㓄ࢆồ
ࡵࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࢫࢱࣥࢫࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
♫ࣔࢹࣝࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᾐ㏱ࡋࡓࡁࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ࡢ❧ሙ➼ࡽࠊ♫ࣔࢹࣝᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᢈุࡀฟ࡚ࡁࡓࡢࡣ࠶
ࡿពࠊᙜ↛ࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋࡇࡢ♫ࣔࢹࣝࢆࡵࡄࡿᴫᛕㄽதࡣࠊ⌧ᅾࡶ⥅⥆୰࡛ࡍࠋ
 ࡉࡁࠕ㛵ಀᛶࠖ࠸࠺ࡇゐࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊከࡃࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡀᆅᇦࡽ
≀⌮ⓗ㝖ࡉࢀࠊタධᡤࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ែࡀ⥆࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢᆅᇦࡽࡢ≀
⌮ⓗ㝖ࡼࡾࠊᖖඛ❧ࡘ㝖ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ㛵ಀࡽࡢ㝖࡛ࡍࠋ
⬺タࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊᆅᇦ⛣⾜ᨭ࠸࠺ゝⴥࡀࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡣࡇ
ࡢゝⴥࡣ㔜せ࡞༢ㄒࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏ᮶ࡣࠊᆅᇦ♫⏕ά⛣⾜ࡢᨭ࡛ࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⬺タࡢᨭࡣࠊ༢≀⌮ⓗタࡽᆅᇦ⛣⾜ࡉࡏࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢ
ࠕ♫ࠖ
ࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࠕ㛵ಀࠖࡢ୰ࡢ⛣⾜ࢆᨭ࠼ࡿࡇࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺⪃࠼
ࡿࠊ
ࠕ㛵ಀࠖࡢ୰ࡢໟᦤࢆᨭࡍࡿ▱ᜨࡸᢏ⾡ࢆᯝࡓࡋ࡚♫⚟♴ࡣᣢࡕᚓ࡚ࡁࡓࡔࢁ
࠺ࠊ࠸࠺ၥࡀᾋࢇ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠸ࡀ࡛ࡍࡡࠋࡌࡷ࠶ࠊ⚾ࡢ࠺ࡽࠋࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊ♫ࣔࢹࣝ࠸࠺ࡢ
ࡣ࠸ࢁࢇ࡞ᤊ࠼᪉ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊከศேࡼࡗ࡚ᤊ࠼᪉ࡀ㐪࠺ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡅࢀࡶࠊ᪥⤂ࡉ
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ࢀࡓࡼ࠺࡞♫ࣔࢹࣝࡢᤊ࠼᪉ࡽࡍࡿࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡢヰ࠸࠺ࠊࡑࢀࡣࡲࡔࡑ
ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰ධࡗ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸⪃࠼࡚ࡼࢁࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ࣔࢹࣝࢆᙇࡋࡓึᮇࡢ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࡢᙇ࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศ
ࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡣ♫ࡼࡗ࡚ᙜࡘࡃࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᙇ࡛ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ♫
ࣔࢹࣝࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡙ࡽࡉ࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡗ࡚ࡢࠕ㐠ࠖ࡞ࡇ࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊ
ࠕṇࠖ࡞ࡇࡔ࠸࠺ᤊ࠼┤ࡋࡢࡓࡵࡢࢹ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡇࡣࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ
ࡢࡲ࡞ࡊࡋ࠸࠺ࡢࡣᜍࡽࡃࢇ࡞ࡗࡓࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ከศ࠶ࡿព࡛ࠊᙉ࠸ே㛫ീ࠸࠺ࡢࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
⏣୰㸸UPIAS ࠸࠺⤌⧊ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࡁࠊ୍␒᭱ึ㆟ㄽࡉࢀࡓࡢࡀࠊ⤌⧊ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮ࢩࢵࣉ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ⮬ศࡓࡕࡢ⤌⧊ࠊṇဨࡋ࡚ㄡࢆධࢀࡿࡢࠊ࠺࠸࠺㞀ᐖ⪅ࢆࠕࢃ
ࢀࢃࢀࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࡋ࡚ㄆࡵࡿࡢࠋඛࡶゐࢀࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࠊ
ᙼࡽࡣព㆑ⓗ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ㝖ࡋࡲࡋࡓࠋ࡞ࡐゝ࠸ࡲࡍࠊᙼࡽࡢධ
ࢆㄆࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࢹࢫࣅࣜࢸᴫᛕࢆ᰾ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕ㞀ᐖࡢ⌮ㄽࠖࢆࡘࡃࡗ࡚࠸
ࡇ࠺ࡍࡿ(ᙼࡽࡗ࡚ࠊ
ࠗ㞀ᐖࡢ⌮ㄽ࠘ࡢᵓ⠏ࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ)
▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆධࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊΰࡍࡿ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋᐇࡣࡇࢀྠࡌࡇ
ࢆࠗṇ⩏ㄽ࠘ࢆ᭩࠸ࡓࢪࣙࣥ㺃࣮ࣟࣝࢬࡶゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⮬ศࡢࠗබṇࡋ࡚ࡢṇ㆟࠘ࡢ⌮
ㄽࡢ୰▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ࠸ࢀ࡞࠸ࠊ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣṇ⩏ࡢ
⌮ㄽ࠾ࡅࡿࠕΰᅉᏊࠖࡔࡽࡔࠊࠋ
㉁ၥ⪅㸯㸸ࡘ࠸࡛ࡶ࠺୍ࡘࠋࡍࡳࡲࡏࢇࠋࡶ࠺ࡕࡻࡗಶูࡢヰ࡛ࡶࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
☜ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ࣮ࣟࣝࢬࡢᕷẸᴫᛕ࠸࠺ࡇ㛵ࡋ࡚ゝ࠺ࠊ࡞ࡿ
࠸࠺ࡩ࠺᪥࠾⪺ࡁࡋࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢭࣥࡢࢣࣃࣅࣜࢸࡢ࠶࠶࠸࠺ࡇ
ᑐࡍࡿඛ⏕ࡢホ౯ࠊඛࡕࡻࡗᚲࡎࡋࡶ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࢭࣥ
⮬యࡶࡑ࠺࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࡸࡣࡾ㠀ᖖከᵝ࡞㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡓࡕࢆໟᦤࡍࡿࡼ࠺࡞ᴫᛕࡣ࡞ࡾ
ᚓ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ホ౯࡛ࡼࢁࡋ࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢀࡶࢭࣥᑐࡋ࡚ࡣࠊࡸࡗࡥࡾ୍ᐃࡢ
ホ౯ࡣࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡇࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ឤࡌ࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⏣୰㸸୍ᐃࡢホ౯ࡀ࡛ࡁࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣮ࣟࣝࢬࡼࡾࡶࡎࡗࡑࡢᑕ⛬ࡀᗈ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࠊ࡛ࡶࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࢭࣥࡋ࡚ࡶࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡋ࡚ࡶࠊ₯ᅾ⬟ຊࢆᖹ➼ศ
㓄ࡍࡿ࠸ࡗࡓࠊࠕ⮬ᚊⓗ⮬⏤ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࠖࡀつ⠊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶࡗゝ࠼ࡤࠊࠕ⮬⏤࡛࡞ࡅࢀࡤே㛫ࡌࡷ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺
ྵពࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ≉⮬ᚊᛶ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>
ࡓࡕࡣ࠺ࡋ࡚ࡶࠊᙼࡽࡢ⌮ㄽⓗᑕ⛬ࡢእ⨨ࢀ࡚࠸ࡃ༴㝤ᛶ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿࢇࡔࢁ࠺
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࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࡑࢀ㛵ࡋ࡚⚾ࡽࠋࡕࡻࡗ⚾ࡢ⌮ゎ㐪࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊከศ⮬
❧ⓗࡑ࠺࠸࠺ຊࢆⓎࡍࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊࢭࣥࡣဨࡀࡋ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸
࠺ࡩ࠺ࡣᚲࡎࡋࡶゝࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆไ⣙ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢ᮲
௳ᛶࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡣ㔜せࡔ࠸࠺ࠋࡓࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡽ࡞࠸ᕷẸࡌࡷ࡞࠸ࠊࡑ
࠺࠸࠺ࡇࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢ₯ᅾ⬟ຊࡢ⾜ࡢሙ㠃࡛ࡑ࠺࠸࠺⮬❧࠸
࠺ࡢࡣ㔜せࡔゝࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊ₯ᅾ⬟ຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚟♴ࢆཷࡅࡿࡁࠊ
࠼ࡤࡼࡃฟࡉࢀࡿ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊኪࠊእฟṌࡃ⮬⏤ࡀⱝ࠸ዪᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࡣࡎࡔࠋࡔࡅࠊ
ࡑࢀᑐࡋ࡚ᶒጾ⩏ⓗ࡞ேࡽࠕኪእฟ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔࡽࠊࡑࡢ
ኪእฟࡿ⮬⏤࠸࠺ࡢࡣ㔜せࡔ࠸࠺ࡇࡀ୍⯡ⓗࡣ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡅࢀࡶࠊ㏫ࠊ
ᐇ㝿࠶ࡿ࠺ࡣูࡋ࡚ࠊᶒጾ⩏ⓗ࡞ே㛫ࡀࠕᐙ࠾ᐈࡉࢇࡀ᮶ࡿࡽࠊ࠾ࡲ࠼ࡣ
ᐙ࠸ࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࠋኪࡣእฟ࡚࠸ࡅࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᮏேࡶࡓࡲࡓࡲእฟ࡚࠸ࡁࡓ
࠸࠸࠺ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࡣྠࡌࡔࡅࢀࡶࠊࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺ไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ
ࡑࡢேࡢ࢚࢘ࣝࣅ࣮ࣥࢢ࠸࠺ࠊࡑࡢ⚟♴ࡢ౯್ࡽࡍࡿࠊ๓⪅ᚋ⪅࡛ࡣពࡀ㐪࠺
࠸࠺ࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸࡚ࠋከศ⮬❧ࡢ㔜せࡉ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ᩥ⬦ࡢ୰࡛ゝࢃࢀ࡚
࠸࡚ࠊ࡛ࡶࡑ࠺࠸࠺ࠕእฟ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕࡑࢀࡀ⮬❧࡞ࢇࡔࠖ࠸࠺ࡇ
ࡣከศゝࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡍࡿ⌮ゎࡶ⤖ᵓ࠶ࡗ࡚ࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ᳨࡛⣴ࢆࡅ
ࡿࠊ⤖ᵓࢭࣥࡢᮏࡢ୰ࡣゝⴥࡋ࡚ฟ࡚ࡃࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡗ࡚ࠋࡑࢀࡽࠊ㞄ேࡣㄡ
ゝࡗࡓࡁࠊ⪷᭩ࡢࢢࢵࢻ࣭ࢧ࣐ࢱ࡛ࣜࣥࡋࡓࡗࡅࠊࡑ࠺࠸࠺ࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ
ࡸࡗࡥࡾᅔࡗ࡚࠸ࡿேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣂࣝࢿࣛࣈࣝ࡞ேࢆ㞄ேࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ
ࢆ㆟ㄽࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋከศࠊ࢝ࣥࢺ⩏ⓗ࡞Ⓨࢆ࠺ホ౯ࡍࡿ࠸࠺ࡇ
ࡢ

ᗘᕪࡢၥ㢟ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ⤖ᵓ࢝ࣥࢺ⩏ⓗ࡞Ⓨࡀᙉ

࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊࡶ࠺ᑡࡋࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡋ࡚⌮ゎࡀ࠶ࡿࡢ࡞࠸࠺༳
㇟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠋኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋ
⏣୰㸸ࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢࡽ࠼᪉ࡸホ౯ࡣศࢀࡿࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠼ࡤࠊ⚾ࡣࢭࣥࡀ
ࠕඹឤࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ࠺ࠊᯝࡓࡋ࡚ࠊࡑࡢࠕඹឤࠖࡢᑐ㇟ࡋ࡚<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࢁࡀẼ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸰㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋࡕࡻࡗ᭱ึ⏝ㄒࡢ☜ㄆࡔࡅࠋ⚾ࡣࢣ
ຮᙉ࡞ࡶࡢ࡛ࠊἲᚊᏛࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠋಶูᣲ
ࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࢣ࠸࠺ࡢࡣࡲ࡞ព࡛࠺ᐃ⩏࡙ࡅࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡢ
ࡀ୍ࡘࠋ࠶㐃ᖏࡘ࠸࡚ࡶ㐃ᖏࡢព࠸࠺ࠊࡢḟඖ࡛㐃ᖏࡢつ⠊ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࠼ࡤࠊἲไᗘࢆᇶ♏࡙ࡅࡿࡓࡵࡢつ⠊ࡋ࡚ࡢ㐃ᖏ࡞ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞
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ࡃ࡚♫ࣔࢹࣝࡢࠊゝࡗ࡚ࡶࠊ⚾ࡣຮᙉ࡞ࡢ࡛ࠊࡑ࠺ṇ☜ゝ࠼࡞࠸ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊ⌧≧ᢈุࠊᢈุ㆟ㄽࡋ࡚ࡢつ⠊࡞ࡢ࠸࠺ࠊࡑࡢࠕ㐃ᖏࡢつ⠊ࠖࡢつ⠊ࡢព
ࡢ 2 ࡘࢆࡲࡎ࠾⪺ࡏ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⏣୰㸸ࢣࡢᴫᛕ࠸࠺ࡢࡶㄽ⪅ࡼࡗ࡚ከᵝ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣ⦆ࡃ⪃࠼࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᙜ↛ࡑࢀ
ࡣ㌟యⓗ࡞ຓࡣ㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡴࡋࢁ⪅ࡢ࠶ࡾᵝࡸឤඹឤࡋࡓࡾࠊ⪅ࡢ⨨
ࢀࡓ≧ἣࢆẼ࡙ࡗࡓࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ≧ἣࡀࡶࡋṧ㓞࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ≧ἣࡢᨵၿ
ᑓᚰⓗᑾࡃࡍࡇ࠸࠸ࡲࡍࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࡛⦆ࡃᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 㐃ᖏࡘ࠸࡚ࡣࠊࡸࡣࡾἲไᗘ࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࠊ㆟ㄽࡍࡿ㝿ࠊࡑࢀࢆ
᪉ྥࡅ࡚࠸ࡃ୍ࡘࡢ⌮ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡸࡣࡾࠊࡇࡢ⌮ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡣࠊ
㉸㉺ㄽⓗ࡞㆟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ⌧ᐇࡢᯫᶫ࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤࢣࢆࡵࡄࡿ⾜ᨻࡢ΅ࡸࠊᡈ࠸ࡣッゴࡢ࡞ࡢ
 ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ⪃࠼࡚࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸰㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ 1 Ⅼࠊඛ⛅ඖඛ⏕⏣୰ඛ⏕ࡀࡸࡾྲྀࡾࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡶᨻᏛࢆⱝᖸࡸࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊ࠶ࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࣮ࣟࣝ
ࢬ࠸࠺ࡢࡣᇶᮏⓗ♫ዎ⣙ࡢᇶ♏ࡅࢆព㆑ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ♫ዎ⣙ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵ
ࣉࡋ࡚ㄡࡀධࡿࡢ࡛ࠊ☜㔜ᗘ㞀ᐖ⪅࠸࠺ࡢࢆ᫂☜㝖እࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ☜࡛ࠊࡑ
ࢀࡀࢾࢫࣂ࣒࢘ࡀᙉࡃᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡢ࡛ࠊࢭࣥࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ
ᩥ⬦ࡀ♫ዎ⣙ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡇࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ࠺࠸࠺㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ࡞ࡢ࡛ࢭࣥࠊࢾࢫࣂ࣒࢘࠸࠺ࡢࡣ♫ዎ⣙ࡢࡓࡵࡢ᫂☜࡞
ே㛫ീ㔜Ⅼࢆ⨨ࡎࠊ࡛ࡶ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣྠࡌ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊே㛫ࡋ࡚ࡢ୍
⯡ⓗ࡞ᒓᛶ࠸࠺ࡢࢆఱࡋ࡚ᘬࡁฟࡑ࠺ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࠊࡔࡽࡑࡢ
ព࡛ࡣඹ㏻ᛶࡀ࠶ࡿࡣᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
 ඛࡢ㐃ᖏつ⠊ࢆࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠸࠺ࡢࡶࠊࡑࡢⅬ㛵ࢃࡗ࡚࠸࡚ࠊࡸࡣࡾ㐃ᖏࡍࡁ
࠸࠺ࣞ࣋ࣝࢆࡇタᐃࡍࡿ࡛ࠊࡑࡢே㛫ീࡢᐃ࠸࠺ࡢࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡞
࠸࠺ࡢࡣࡕࡻࡗ㆟ㄽࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢࠋ
ྖ㸸ಶูࡲࡓ࠸ࢁ࠸ࢁࠋࢣࡢヰ࡛ࠊ⣲ᮔ࡞ࢇ࡞ࡃẼ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㞀
ᐖ⪅ࡢᶒ᮲⣙ࡢᩥ⬦࡛࠶ࡲࡾࢣࡢヰࡗ࡚ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࡼ࠺࡞༳㇟࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ࠶
ࡿ࠸ࡣྜ⌮ⓗ㓄៖ࡑࡇࡲ࡛ලయࡋ࡚ࡶ࠸࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢࡇ
ࢆ⪃࠼ࡿࡁ༳㇟ⓗ࡞ヰ࡛ࡶ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ࢆ⪃࠼ࡿࡁࢣࡢ
ヰ࠸࠺ࡢࡣࠊఱ⤖ᵓ㔜せ࡞ពࢆᣢࡗ࡚ࡁࡑ࠺࡞ឤࡌࡣ࠶ࡾࡲࡍ㸽
⏣୰㸸⚾ࡣࡴࡋࢁྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣ♫ࣔࢹࣝぶᛶࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋㄽ⌮ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊ
ࡇࡢ♫ࡣከᩘὴ࡛࠶ࡿ㞀ᐖࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡓࡕࡢᚰ㌟ࢆᇶ‽ࡋ࡚ࢹࢨࣥࡉࢀࡓ♫࡛
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࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘேࡓࡕ㸫ከᩘὴࡣ␗࡞ࡗࡓᚰ㌟≧ែ࠶ࡿேࡓࡕ㸫ࡗ
࡚ࡣࠊ↓㓄៖࡞♫࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶࡋ♫ࡀ㞀ᐖ⪅ࡓࡕࢆ♫ࡢᡂဨࡋ࡚ㄆࡵࡿࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊࡲ࡛ᙼࡽᑐࡋ࡚↓㓄៖࡛࠶ࡗࡓࡇᑐࡋ࡚ࡢ┬ࡶࠊᙼࡽᑐࡋ࡚ྜ
⌮ⓗ㓄៖ࢆᥦ౪ࡍࡿ⩏ົࢆᣢࡕࠊ᪉࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ࡣ♫ᑐࡋ࡚ྜ⌮ⓗ㓄៖ࢆồࡵࡿᶒࢆ
ᣢࡘࠋࡇࢀࡣᴟࡵ࡚♫ࣔࢹࣝⓗ࡞Ⓨࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡔࡽࠊᶒ᮲⣙ࡑࡢࡶࡢࡶࡸࡣࡾࢣ࠸࠺ࡇࡣ༑ศໟᦤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤᶒ᮲⣙ࡢ➨ 19 ᮲ࡢ(b 㡯)࡛ࡣࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢺ㛵
ࡍࡿゝཬ࡞ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊయࡋ࡚ࡣࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸᑐࡍࡿࢣ࠸࠺ࡇࢁࡲ
࡛ࡣ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࡑࢀࡣከศ㏫ゝ࠺ࠊไᗘࢆసࡿࡁࡢ㞴ࡋࡉ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋྜ⌮ⓗ㓄៖ᇶ࡙ࡃไᗘタィࡢ᪉ࢆࠊゝ࠺᪉ࡀࠊලయⓗ࡛⌧ᐇⓗ࡞せ
ồࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸰㸸ࡢ࠾ヰ⏣୰ඛ⏕ࡢࡈሗ࿌ࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊࡕࡻࡗ⤖ࡧࡘࡃࡢ࡞ᛮࡗࡓࡢ
ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢྜ⌮ⓗ㓄៖࠸࠺ࡢࡣࠊᙜ⪅ྠኈࡢᑐヰࢆ⏕ࡳฟࡍࡁࡗࡅࠊ
ッゴ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡞ࡿࡢࠊጤဨ࠸࠺ࡑࡢ㠀ッゴⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡞ࡿࡣู
ࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ᶵࢆ⏕ࡳฟࡍ࠸࠺ពࡶ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸࡚ࠋࡑࡢព࡛ᡭ⥆ࡁⓗ࡞ࠊࡇ
ࢀࡣඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡽࢀࡓࡢࡣホ౯㍈ࡢヰࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡕࡻࡗ㐪࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ࠶ࡿពࡑࡇ࡛ࡢ㛵ಀᛶࢆ⏕ࡳฟࡍࡁࡗࡅ࡞ࡿ࠸࠺ព࡛ࡣࠊࢣ࠸࠺♫
ࣔࢹࣝࡑࡢࢣࡢ⪃࠼᪉࠸࠺ࡢࡀࡑࡇࡲ࡛┦ᑐࡍࡿࡶࡢゝࢃࢀࢀࡤࠊ୧⪅ࡀㄪ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᑐヰࡀᡂ❧ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
㉁ၥ⪅㸰㸸ࡑࢀࡣࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
⏣୰㸸ᜍࡽࡃྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ഃࡶࠊࡑࡋ࡚㞀ᐖ⪅ࡢ࿘ࡾࡢேࡓࡕࡶࠊࡃ័ࢀ࡚࠸࡞
࠸⪃࠼᪉࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㌵㎚㸦࠶ࡘࢀࡁ㸧ࡸⴱ⸨ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㌵㎚ࡸⴱ⸨ࢆ
ᅇ㑊ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣࠊᑐヰࡢᡭ๓࡛ᢡࡍࡿࡇࡶ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸱㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ1 ᖺ༙๓ࡶࡲࡓຮᙉࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ
᪥ࡶ┬ࡍࡿࡇࡀ㠀ᖖከࡃ࠶ࡗࡓឤࡌ࡛ࡍࠋ⚾⮬㌟ࡇࡢຮᙉࢆࡋጞࡵࡓࡢࡀࠊࡕࡻ࠺
 1989 ᖺࠊ␃Ꮫࡋࡓࡁྠ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡔࡽࠊࡲࡉ ADA ࡢ┤๓ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ
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ࡔࡽࠊ⚾ࡗ࡚ࡶ ADA ࠶ࡾࡁࡳࡓ࠸࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡢྜ⌮ⓗ㓄៖࠸࠺ࡇࡶ
ADA ࡢ୰࡛͂reasonable accommodation̓࠸࠺㠀ᖖࡁ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ࠶ࡗ࡚ࠋ⏣୰
ඛ⏕ࡀ௮ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢ͂reasonable accommodation̓࠸࠺ࡢࡣࡲࡉ♫
ࣔࢹࣝࢆࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢศ㔝࡛ࡇࡢࢆከࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊඛ⏕ࡢ㈨ᩱࡢࠕᛮ⪃Ṇࠖ
࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡿព࠶ࡗ࡚ࠊࡴࡋࢁࡑࡢ♫ࣔࢹࣝࡑࡢࡶࡢࡀࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝
ࡗ࡚ࡣ࠶ࡿព㜚࠸ࡢࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡞࠸࠺ࡑ࠺࠸࠺Ẽࡀࡋࡲࡍࡡࠋ
ྖ㸸㜚࠸ࡢ㸽
㉁ၥ⪅㸱㸸㜚࠸ࡢࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀ㜚ࡗ࡚࠸ࡃࠋࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡢ
ࡣ࠶ࡿ✀ࠊ㜚࠸ࡢᑓ㛛⫋ࡳࡓ࠸࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡢᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡓࡵࡢ 1 ࡘ
ࡢ⌮⏤࡙ࡅࡔࡗࡓࡾࠊࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡈⓎゝࡢ୰ㄪ࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᐇࡣ͂accommodation̓࠸࠺
ゝⴥࡢពࡢ୰ㄪ࠸࠺ពࡶධࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢ㎶ࡢࡇࢁ
ࡢ㛵ࢃࡾࡶࡲࡓᑡࡋຮᙉࡋ࡚࠸࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸࡞࠸࠺ࡢࡣࠊࡍࡈࡃᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶඛࡢே㛫ࡢᑛཝࠊࡑࡢ㎶ࡾࡶࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣ㠀ᖖ࢟
ࣜࢫࢺᩍⓗ࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࡶྵࡵ࡚⪃࠼ࡿࠊ
ࠕ⚄ᵝࡀࡑ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔ
ࡽࠖࡳࡓ࠸࡞ࠊ
ࠕ࡚ࡢேࡀࡑࡢ⚄ᵝࡢᙧᙧ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ
ࡑࡶࡑࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡲࡉ⮬ࡽ᐀ᩍࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆ࣮࣋ࢫࡍࡿࡇ࡛ᛮ⪃Ṇࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚ࠊࡑࡇࡽ㐍ࡵ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑࢇ࡞┬ࢆ⮬㌟ࡣឤࡌ࡚࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋࡍࡳ
ࡲࡏࢇࠋ㞧ࡥࡃ࡞ឤ࠸࠺ࡇ࡛ࠋ
ྖ㸸࠸࠼࠸࠼ࠋ
⏣୰㸸⚾ࡽ㉁ၥࡋ࡚ࡶࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ
⏣୰㸸ᚿᮧඛ⏕ࠊ
ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡣ͂reasonable accommodation̓ࡢ㐺ษ࡞ヂㄒゝ࠼ࡿ
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㉁ၥ⪅㸱㸸ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࡢ୰࡛ࠊᙜ⪅ࡢ᪉ࠎ୍⥴◊✲ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊᩥி༊ࡢ⮬❧ᨭ༠㆟ࡢᙜ⪅㒊ࡢ㒊㛗ࡉࢇࡀ⢭⚄㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ᙼゝࢃࡏࡿࠊ
ࠕ㓄៖࡞ࢇ࡚ࡋ࡚ࡋࡃࡡ࠼ࡼࠋᬑ㏻ᢅࡗ࡚ࡃࢀࠖࠊᙼࡣ᫂☜ࡑࡢ
㓄៖࠸࠺ゝⴥࢆ᎘ࡀࡾࡲࡍࡡࠋࡑࡢ㓄៖ゝࢃࢀࡓ▐㛫ୖࡽ┠⥺࡞ࡿ࠸࠺ࡇ
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࡛ࠊࡑࡢ͂reasonable accommodation̓࠸࠺ゝⴥࡀྜ⌮ⓗ㓄៖ࠊ㓄៖࠸࠺ࡩ࠺ゝࢃ
ࢀࡓⅬ࡛᎘ࡀࡿ᪉ࠎࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡞࠸࠺ࡢࡣࠊᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
⏣୰㸸⚾ࡣ࣑ࢫ࣮ࣜࢹࣥࢢ࡞ヂࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ
㉁ၥ⪅㸱㸸ࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࠊヂࡏゝࢃࢀࡓࡽࠊ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࡇࡔ࠸࠺ࡢࡣ☜࡛ࡍࡡࠋ
ࡍࡳࡲࡏࢇࠋᅇ⟅࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
㉁ၥ⪅㸲㸸㉁ၥ࠸࠺ࠊ⮬ศ࡛ࡶ⪃࠼᪉ࢆࡲࡵ࡞ࡀࡽࠊ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠾ヰ࠶
ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡢඛ⏕᪉ࡢヰࡕࡻࡗ㛵㐃ࡍࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ 12
᮲ࡀࠊከศ⮬ศ࡛㜚࠼࡞࠸ேࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࢆ࠺ࡍࡿࡢ࠸࠺
ࡇࢆၥ࠺࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠋ࡛ࡶࠊࡑࡢ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ 12 ᮲ࡢ୍⯡ⓗពぢ࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒ
ጤဨࡀ 12 ᮲ࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࢀࡔࡼࠊࡘࡲࡾ௦⌮ỴᐃࢆࡏࡎࠊᨭࡁពᛮỴᐃࢆ
ࡋ࡞ࡉ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠺ࡍࢀࡤࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿࡣ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛
ࡍࡼࡡࠋ࡛ࡁࡿࡋ᭩࠸࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ၥ࠺࡚࠸
ࡃ࠸࠺ࡢࡀࠊࡸࡗࡥࡾ⌧ሙࡽࡋฟ࡚ࡇ࡞ࡃ࡚ࠊ⏣୰ඛ⏕ࡀࡎࡗぢ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ
ᮐᖠࡢ PA㸦ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢫ㸧㆟࡛ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢺ㸦௨
ୗ PA㸧⮬యࡶᚅᙅ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋࣇ࢜ࢼ࣭࣒࢘ࣜࢫ1ࡉࢇࡀࠊPA ࡀ᭱ࡶ⤒῭ⓗ
ᙅ࠸⫋ᴗࡔࠊᅜ࠾ୡヰ࡞ࡿࡁࡔࡗ࡚࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࢀࡽ
ࢠࣜࢫࡢពᛮỴᐃἲࡢ⾜ 6 ᖺࡢୖ㝔࣏࣮ࣞࢺࡢ୰࡛ࡣ PA ࡀ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏝⪅ࢆ⤒
῭ⓗᦢྲྀࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ሗ࿌ࡶฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࡚ࡶ࠾࠸ᙅ࠸ࠋᮏே
ࡶᙅ࠸ࡋࠊࡑࢀࡽࡑࢀࢆࢣࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮࣮࣡࢝ࡶ㠀ᖖᙅ࠸ࠋ࠼ࡤᮐᖠࡢ PA ࡞ࢇ
ࡣປാᇶ‽ἲࡢ㐺ᛂࡉ࠼ᚓࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ⱞ㞴ࡢ୰࡛ࠊ࡛ࡶ 12 ᮲ࢆᐇ
⌧ࡋࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊ⤖ᒁࡣᮏேࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀ࠺ࡸࡗ࡚ពぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࠸࠺ࡇࡶ㛵ಀࡍࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡶࡋࠊᑗ᮶ⓗࡑࢀࢆࡲࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃ୰࡛ࠊࢠࣜࢫࡢពᛮỴᐃ⬟ຊἲࡢᡭ⥆ࡁࡘ࠸
࡚ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ࠼ࡤ͂independent mental capacity advocate̓
ࠊ⊂❧➨୕⪅௦
ᘚேࡣ↛▱ࡽ࡞࠸ே࡛ࡍࡼࡡࠋࡘࡲࡾᐙ᪘ࡶㄡࡶ㐩ࡶ࠸࡞࠸ࡽࡑࢀࡀጤクࡉࢀࡿ
࠸࠺ᙧ࡛ࠋ࡛ࡶࠊࡑࢀࡣࡸࡗࡥࡾᶒ᧦ㆤࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࡛ࡶࠊ࡞࠸ࡼࡾࡣࡲࡋࡔ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࡽぢࡿࠊᑡ࡞ࡃࡶࡇࢀࡄࡽ࠸ࡣḧࡋ࠸Ẽࡶࡍࡿࡅࢀࡶࠊᜍࡽࡃồ
ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࡇࢀࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊከศᮐᖠ࡛ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢẚ㍑ࡍࡿ୰࡛㆟ㄽ࡛
ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࠋࡐࡦࡑࢀࢆㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶᪥ࠊࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ゝⴥࡀ࡚ࡶ༳㇟ṧࡾࡲࡋࡓࠋࠕᡃࡀ࣭ࡈࠖ
1

ⱥᅜ࣮ࣜࢬᏛྡᩍᤵࠋḢᕞࢆࣇ࣮ࣝࢻ⛣Ẹࡢࢣປാ⪅◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ࡞ⴭ᭩
ࠗSocial Policy: a critical introduction࠘(1989)ࡸࠗClaiming and Framing in
the Making of Care Policies: the recognition and the redistribution of
care࠘(2009)➼ࡀ࠶ࡿࠋ
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࡛ࡣࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡘ࠸࡚ఱࡶゝࡗ࡚࠸࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠊᙜ⪅ࠊ㔜ᗘ㞀ᐖ
⪅ࡸࢣࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࣛࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢேࡓࡕࡢពぢࢆ
⪺ࡎࠕᡃࡀ࣭ࡈࠖࡣฟⓎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣ↛ពࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 1 ࡘሗᥦ౪࡛ࡍࡀࠊ2010 ᖺࢸ࣒࣭ࢲ࣮ࢸࣥࢺࣥ࠸࠺ேࡀ࣐ࠗࢿ࣮ࢪࣥࢢ࣭ࣂ
ࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠘2࠸࠺ᮏࢆ Tavistock ࡽࢠࣜࢫ࡛ฟࡋ࡚࠸࡚ࠊᙼࡣࢣ࣮࣡ࢡࡢ♫
⛉Ꮫ⪅࡞ࢇ࡛ࡍࠋዟࡉࢇࡣࢯ࣮ࢩ࣮࣮࡛ࣕࣝ࣡࢝ዟࡉࢇࡀ᪩ᮇㄆ▱࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡓࡵࠊ
ࠗࣝࢪ࣮ࣕࣀࣥⰼ᮰ࢆ࡛࠘ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⬻ࡀࢇࢇື࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡃ࠸࠺㐣⛬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣࡶࡗ᪥ᮏ▱ࡽࢀ࡚ࡋ࠸࡞ᛮࡗ࡚ࠊᶵࡀ
࠶ࢀࡤࡐࡦఱࡽࡢᙧ࡛ࡈ⤂ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡍࡳࡲࡏࢇࠋࡲࡲࡽ
࡞ࡃ࡚ࠋ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠊ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡣ࠸ࠊ࠺ࡒࠋ
⏣୰㸸࡚ࡢ㞀ᐖ⪅ࡀពᛮỴᐃ࡛ࡁࡿࡇࢆ๓ᥦ⨨ࡎࠊࡑࡇఱࡽࡢ᮲௳ࢆㄢࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࠊ
ࠕእ᥈ࡋࠖࡀ┤ࡕጞࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺⤒㦂ⓗ࡞ᐇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᶒ᮲⣙
ࡢ➨ 12 ᮲ࡣᡓ␎ⓗࠕࡍ࡚ࡢ㞀ᐖ⪅ࠖࢆ᫂グࡋࡓࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ࣔࢹࣝࡶࡑ࠺࠸
࠺ព࡛ࡣ㐠ືᡓ␎ࡋ࡚ࠊ༢⣧࡞ᅉᯝᚊࢆᥦ㉳ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡓࡔࠊ㞀ᐖ⪅
㐠ືࡢᡓ␎ⓗ࡞ᙇࢆࠊ◊✲⪅ࡀ↓ᢈุཷࡅධࢀࡿ࠸࠺ࡢࡣࢲ࣓ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋᴫ
ᛕⓗ࡞ྫྷࡣࠊ◊✲⪅ഃࡢᙺ࡛ࡍࡽࠋ
ྖ㸸ࡢヰࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࠊ࠼ࡤࡶࡶ㞀ᐖ⪅ࡢᶒࡣබẸᶒࡢὶࢀࡢ୰࡛ฟ࡚ࡁࡓ
࠸࠺ゝࢃࢀ᪉ࡀࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ᩥ⬦࡛ゝ࠺ࠊせࡍࡿᕷẸᶒࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿ࠸࠺
ព⩏ࡀࡲࡎ࠶ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡘࡲࡾᐇ㝿ࡢຊࡢᙅࡉࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ㛵ಀ࡞ࡋ
࡚ࡢேࡀἲࡢୗᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡋࠊಶேࡢᑛཝ࡞ࢇ࡚ࠊࡲࡉࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁ
࠶ࡿࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋᙉ࠸ࠊᙅ࠸㛵ಀ࡞ࡋࠊබẸࡋ࡚ᶒࡣ
࡚Ᏺࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡢព⩏ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡀ
ࡲࡎࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
 ከศࡑ࠺ࡣゝࡗ࡚ࡶࠊࡑ࠺࠸࠺බẸࡋ࡚ࡢᶒࢆࠊᐇ㝿ࡣ⾜࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺㒊ศࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࠊ♫ᶒࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺⾜࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺≧ἣᑐࡋ࡚♫ࡋ࡚ᑐᛂࡍࡁ
ࡔ࠸࠺ࡢࡀࠊከศ♫ࣔࢹࣝࡢᶒࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃሙྜࡢ➽❧࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
 ࡑࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊࡕࡻࡗㄽⅬࡋ࡚ࡶ࠸࠸࡞ᛮ࠺ࡢࡣࠊᨵࡵ࡚ᕷẸᶒࡋ࡚࡚ࡢ
⪅ㄆࡵࡿࠊᡓ␎ⓗ࡞ࡶࡢゝࡗࡓࢇࡔࡅࠊࡑࢀࡘ࠸࡚ࡣ࠸࠸ࡋ࡚ࠊࡸࡗࡥࡾព⩏ࡳ
Managing Vulnerability: The Underlying Dynamics of Systems of Care (The
Tavistock Clinic Series) – June 4, 2010, ISBN-10: 1855758881
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ࡓ࠸࡞ࡶࡢࡀࠊබẸࡋ࡚ࡢᶒࠊே㌟ศࡢୖୗࡣ࡞࠸ࡋࠊ౯್ࡢ㔜࠸ప࠸ࡶ࡞࠸࠸࠺
ࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡁࡕࢇ♫ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡃ࠸࠺ࡇࡢព࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࢇ
࡛ࡍࡡࠋὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢၥ㢟࡞ࢇ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊከศ♫ᶒࡢၥ㢟࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡲࡉ
ࡑ࠺࠸࠺ᕷẸᶒ࠸࠺ࠊே㛫ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ᶒࡢၥ㢟࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺
ࠊ⚾࡞ࢇࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࠋ
 ࡔࡽࠊᨵࡵ࡚࠶ࡢ௳ࡢពࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊ࡚ᖹ➼ࠊయࡀᙅ࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ
ࡣ㛵ಀ࡞ࡋᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁࡔ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ᕷẸᶒⓗ࡞Ⓨࡢព⩏࠸࠺ࡢࡣ 1 ࡘ
ᢲࡉ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋࡶ࠺୍ࡘࠊᕷẸᶒࢆ⾜࡛ࡁ࡞࠸ࡽ
ᑐᛂࡍࡿゝࡗࡓࡁࠊࡑࡢᑐᛂࡍࡿࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᯟ⤌ࡳࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊࣂࣝ
ࢿࣛࣅࣜࢸࡢၥ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠋࡶ࠺ࡑࡢᕷẸ
ᶒࡢᯟ⤌ࡳࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸ࠸࠺ࡢࡣከศṇ⩏ࢣࡢヰ࡛ࠊᮏ㉁ⓗ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛
ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡔࡋࡓࡽࠊࡑࡢᕷẸᶒࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵࡣ♫㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊྜ⌮ⓗ
㓄៖࠸࠺ࠊ
͂reasonable accommodation̓ࢆࡋ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺㆟ㄽࣂࣝࢿࣛ
ࣅࣜࢸࡢヰ࠸࠺ࡢࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞ࡋࠋ
 ࡓࡔ୍᪉࡛ࠊࡑࡢ㎶ࡾࢆࡘ࡞ࡆ࡚㆟ㄽࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿ₻ὶ࠸࠺ࠊேࡓࡕࡶᐇ㝿࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࡢ㎶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡔ࠸࠺ࡇ࡛⏣୰ඛ⏕ࡣඛ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸
ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ༳㇟ⓗࡣࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣ࠸࠺ࠊᩥ⬦ࡳࡓ࠸࡞ࡢࡣࠊࡢࡼ࠺࡞
ཷࡅṆࡵ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏣୰㸸⛅ඖඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡿࡼ࠺ࠊࡲࡎᕷẸᶒࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀࡣ࡚
ࡶ㔜せ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᕷẸᶒࢆ⾜࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᙜᛶ
ࢆッ࠼ࠊࡑࢀࢆ♫ࡀ⿵ൾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ♫ࣔࢹࣝࡸྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢࢹࡢᇶ┙
࠶ࡿࡢࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᕷẸᶒࡀࡁࡕࢇ⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ⮬⏤࡞ᕷẸࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠊࡔ
ࡽ♫ࡀࡑࡇᑐᛂࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣࡍࡈࡃࡼࡃศࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡋ
ࡋࠊࡇࡢᙇࡣࠊ
ࠕᕷẸࠖࢆ⮬⏤ࡢ⾜࡛ࡁࡿᏑᅾࡋ࡚Ᏻ᫆つᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶࡘ
࡞ࡀࡾࡡ࡞࠸ࠋ
 ே✀ᕪูࡸẸ᪘ᕪูࠊዪᛶᕪูࡶྵࡵ࡚ࠊᕪูࡢゎᾘࡢㄽ⌮࠸࠺ࡢࡣࠊඛ㏙ࡓ♫
ࣔࢹࣝࡸࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᙇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㔜ᗘࡢ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅ࡸ⮬㛢⪅ࡢሙྜࡣࠊࡇࡢຠᯝࢆぢฟࡋࡃ࠸ࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊ♫ࣔࢹࣝࡸྜ⌮ⓗ
㓄៖ໟᦤࡉࢀࡃ࠸ࠋ⚾ࡀᘬࡗࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁ࡞ࢇࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸳㸸ࡕࡻࡗ㉁ၥࡋ࡚࠸࠸࡛ࡍࠋ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ
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㉁ၥ⪅㸳㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋඛ⏕ࡣ࠸ࡘࡶ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅
࠸࠺ᙧ࡛ࠊ㔜ᗘࡢ᪉ࡢࡇࢆᨭ࠼࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࡚ࡶᎰࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
࠸ࢃࡺࡿே㛫㛵ಀࠊ♫⏕άࡽ㝖ࡉࢀ࡚ࠊ≀⌮ⓗࡶ㛵ಀᛶⓗࡶ㝖ࡉࢀ࡚ࠊ
タࡢ୰ධࡗ࡚࠸ࡿ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡗࡓேࡓࡕࡢ୰ࡢࡉࡽ㔜ᗘࡢ᪉࠸࠺ᙧࡢ↔Ⅼࡢᙜ࡚
᪉࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠶࠼࡚㔜ᗘ࠾ࡗࡋࡷࡿࡇࡘ࠸࡚࠾⪺ࡏ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
⏣୰㸸⚾ࡣࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>ࢆ⚟♴ࡸᩍ⫱ࠊᡈ࠸ࡣ⢭⚄་Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊᚰ⌮Ꮫⓗ࡞
ᐃࡸࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢ ᐃࠊ
ࠊᡈ࠸ࡣ♫㐺ᛂ⾜ືࡢホ౯➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࡇࡲ࡛ࡀ㔜ᗘࠊࡇࡇ
ࡽࡣ୰➼ᗘࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇࡽࡣ㍍ᗘ࠸࠺ࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁඛ
ࡽࡢ㆟ㄽ࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ㏆௦ࡢࠕᕷẸࠖࡢᴫᛕࠊ
ࠕே㛫ࠖࡢᴫᛕࡽࡇࡰࢀⴠࡉࢀ࡚
࠸ࡃேࡓࡕࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇᑐࡋ࡚ࠕゝⴥࡢ㈨※ࠖࢆ㥑ࡋ࡚ࢡ࣮࣒ࣞࢆ⾲ฟ࡛ࡁ࡞࠸
ேࡓࡕࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣᨻⓗ࡞୍ࡘࡢどᗙࡋ࡚<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>࠸࠺ゝⴥࢆࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡍࡽࠊᢡࠊࡇࠕ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡛ࡶゝⴥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡣࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡍࠖ➼࠸
࠺ࡈᣦࢆཷࡅࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ࡞࡞ࡑࡢ㎶ࡢㄝ᫂ࡀ㞴ࡋ࠸࡞ࠋ
ྖ㸸ࡎࡗᝎࡲࡋ࠸࠸࠺ࠊ࡞࡞⤖ㄽ࠸࠺ࡢࡀࡍࡄ⡆༢ฟ࡞࠸ࡼ࠺࡞ၥ㢟❧
ࡕධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ࡶ࠺↛ᛀࢀ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊሗ࿌᭩࠸࠺ࠊࡇࢀࢆࡇࡢ๓㡬࠸࡚ぢࡓ
ࡽࠊ
ࠕ࣑ࢡࣟࡣ᰿ᣐࡀ࠶ࡿࡅࢀࡶࠊ࣐ࢡࣟࡣ࡞࠸࠸࠺ࠖ࠸࠺ࡩ࠺࡞ࠊ
ࠕ࠶ࡗࠊ⮬ศ
ࡔ࡞ࠊࡇࢀࠖᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡑࢀࡣࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊ1 ࡘࡍࡈ࠸่⃭ⓗ
࡞㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᮏᙜ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ㡬࠸ࡓࣞࢪ࣓
ࠕ࠸࡞ࡿ⪅ࡽࡶ࠺ࢇࡠࢇࠖ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ῝࠸ࡼ࠺ࡶぢ࠼ࡿࢇ࡛
ࡍࡀࠊࡇࢀࡣၥ࠸ࡋ࡚ࡕࡻࡗ↓⌮ࡀ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡞࠸࠺Ẽࡀࡋࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ┤ほ
ⓗ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠋ
 ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࢀࡣࠊࡇ࠶ࡿࠊㄡࡶぢࡓࡇࡶゐࡗࡓࡇࡶ࡞࠸ࡼ࠺࡞ఱࢆᐃ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆ࠺ࡋࡲࡋࡻ࠺࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡣࡕࡻࡗཝࡋ࠸
࡞ᛮࡗ࡚ࠋࡑࢀࡇࡑ࢝ࣥࢺྡ๓ࡀฟ࡚࠸ࡿࡽฟࡍࠊୡ⏺➃ࡀ࠶ࡿࠊ㛫
ጞࡲࡾࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡰఝࡓࡼ࠺࡞ၥ࠸࡛ࠊࡕࡻࡗ⟅࠼ࡀࡑࡶࡑࡶぢ
ࡘࡽ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ 1 ࡘࠋ
 ࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢྠࡌ 3 ࣮࣌ࢪࠕᙼࡽࡀ⨨ࢀࡓṧ㓞ᛶẼ࡙ࡁࠊࡑࡢᙜᛶࡀㄆ㆑
ࡉࢀࠖ࠸࠺ࡇࢁࡽࡢ㆟ㄽࡣศࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋㄡࡀࡑࢀẼ࡙࠸࡚ㄆ㆑ࡋࡓ
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ࡁࠊࡌࡷ࠶࠺ࡋࡼ࠺࠸࠺㆟ㄽࡔࡗࡓࡽࠊࡲࡉࡢࡼ࠺ࠊࢣ㈨※ࡢศ㓄ࠊ
࠺ࡸࡗ࡚㈨※ࢆศ㓄ࡋࡼ࠺࠸࠺㆟ㄽࡣࡘ࡞ࡀࡿ࡞ᛮࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࢣ
ࡢ⌮ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࢀࡿ࠸࠺ࡇࡔࡍࡿࠊࡇࡇࡽ⪃࠼࡚࠸ࢀࡓ࠺ࡀࠋ
ୖࡢ᪉ࡢၥ࠸ࡣࠊࡇࢀࡣࡕࡻࡗࡋࢇ࠸࠸࠺ࠊከศ⟅࠼ࡀ࡞࠸ࢇࡔࢁ࠺࡞ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀẼ࡙࠸࡚ㄆ㆑ࡋࡓࡁࠊఱࢆࠊࡢ⛬ᗘࠊࡢࡼ࠺ࠊㄡࡀ࠸࠺㆟ㄽࢆࠊࡑࢀࡣ࡛
ࡁࡿ࡞࠸࠺Ẽࡀࡋ࡚ࠋࡐࡦࡑࡗࡕࡢ࠺↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡶࡽࡗࡓ࠺ࡀᾘ⪖ࡀᑡ࡞࠸
࡞࠸࠺Ẽࡀࡋࡲࡋࡓࠋ
⏣୰㸸ࡸࡣࡾࠊே㔛㞳ࢀࡓタࡢ୰࡛ࡎࡗ 20 ᖺࠊ30 ᖺ⏕άࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ᪉ࡓࡕࡀࡓࡃࡉ
ࢇ࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ⮬ࡽࡢ⏕άࡢ‶ࢆッ࠼ࡿࠕゝㄝࡢ㈨※ࠖࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡓࡕࠊ᪥ࠎࡢ
ᴗົ㏣ࢃࢀࡿ⫋ဨࡓࡕࡶ༑ศ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࢣࢣࣞࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡾࡸࡍ
࠸ࡇࡣᐇ࡛ࡍࠋ⚾ࡢᘬࡗࡾࡣࡸࡣࡾ 3 ࣮࣌ࢪࡢୖࡢࠕ࠸࡞ࡿ⪅ࡽࡶࠖ࠸࠺
ࡇࢁ࠶ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ࡑࢀࡣ 3 ࣮࣌ࢪࡢୗࡢ࠺ࡢṧ㓞ࡉẼ࡙࠸࡚࠸࡞࠸ࠊᙜᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚
࠸࡞࠸࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡍࠋ
⏣୰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ࡑࡗࡕࡽࡔࡗࡓࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾᚓࡿࡽࠊ࠸࠺ヰࡣ࡛ࡁࡿᛮ࠺ࢇ
࡛ࡍࡼࡡࠋࡓࡔࠊୖࡢ࠺ࡔࠊぢࡓࡇࡶゐࡗࡓࡇࡶ࡞࠸ࡶࡢࡢྲྀᢅㄝ᫂᭩ࢆ࠺ࡸࡗ
࡚సࢁ࠺࠸࠺ヰ࡞ࡿࠊࡕࡻࡗࡇࢀࡣࡋࢇ࠸࡞ᛮࡗࡓࡢ࡛ࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶṧ㓞
࡞ࡢẼ࡙࠸࡚࠸࡞࠸ࠊࡑࡤ࠸ࡿࡢㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡽࡔࡗࡓࡽࠊᚋࡢ㆟
ㄽࡣࡘ࡞ࡀࡿ࡞࠸࠺ࡩ࠺ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࡛ࡶࠊᑡ࡞ࡃࡶ⏣୰ඛ⏕ࡣẼ࡙࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡶࢇࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡎࡗẼ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠋ
⏣୰㸸ࡑࡇ࠸࡚ࠊࢣࡀⓎືࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠋ
ྖ㸸࠶࣮ࠊࢣ࠸࠺ࡢࡣࠊࡘࡲࡾࠕኚࡔ࡞ࠊఱࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠊ㛵ࢃࡽ࡞ࡃࡕ
ࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠺ࠋࡔࡅࠊఱࡶ⾜ືࡣࡋ࡞࠸ࠋࡔࡅࠊࡍࡈࡃẼ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ࠸࠺ࡢࡣ㸽
⏣୰㸸ࢣࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ྖ㸸ࢣ࡛࠸࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋ
⏣୰㸸࡛ࡶࠊࡑࡇࢆࢣ࠸࠺ゝⴥࢣࣜࣥࢢ࠸࠺ゝⴥࢆศࡅࡿேࡶ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ
ࡑࡇࡣࡁࡃゝ࠼ࡤࢣࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋẼ࡙ࡃ࠸࠺ࡇࡶࢣ࡞ࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ࣦࣞࢼࢫ࡛ࡶࠊ㢦ࡀぢ࠼ࡓࡽ᭷㈐ᛶࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣศࡿࡅࢀࡶࠊ㢦
ࡶぢ࠼࡞࠸ࡢࠕ࠾ࡲ࠼ࡣ᭷㈐ࡔࡽࠖゝࢃࢀࡿࠊ
ࠕࡑࢀࡣࡕࡻࡗࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠖ
࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋ㢦ࡀぢ࠼ࡿ࠸࠺ࡁࠊࢣࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊࡑࡇࡽࡢ
㆟ㄽࡔࡗࡓࡽᡂࡾ❧ࡘ࡞࠸࠺ࠋ
⏣୰㸸ࡓࡔࠊㄡࡽࡶ㢦ࢆぢࡽࢀ࡞࠸ேࡓࡕࡀ࠸ࡿࡍࢀࡤࠊࡑࡢேࡓࡕᑐࡋ࡚ࡑࡢேࡓ
ࡕࡢ㢦ࢆぢ࡚ࡃࢀࡿேࢆ㈨※ࡋ࡚ศ㓄ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸࠶࠶ࠊࡑࡢ㆟ㄽࡣࡑࢀࡣศࡾࡲࡍࠋᖖࡑࢀ࡛ࡶ₃ࢀࡿேࡣ࠸ࡲࡍࡽࠊࡑࡢ
ேࡓࡕࢆ࠺ࡋࡼ࠺࠸࠺ヰࡘ࡞ࡀࡿࠊࡕࡻࡗ⟅࠼ࡀฟ࡚ࡇ࡞࠸࡞࠸࠺Ẽࡀࡋ
ࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
ྖ㸸ࡇࢀࡶࡲࡓࡍࡈࡃඛ➃ⓗ࡞㆟ㄽ࡞ࡗࡕࡷࡗ࡚ࠋఱࠋ࠸ࡀ࡛ࡍࡡࠋ㏫⏣
୰ඛ⏕ࡢ࠺ࡽࠊࡎࡗ࠸࠺ࠊྲྀࡾ࠶࠼ࡎᙜ㠃㛵ࢃࡗ࡚࠸ࢀࡿ࠸࠺ඛࡢ࠾ヰ
࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊఱၥ࠸ࡅ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡽࠋ⚾ࡓࡕࡶຮᙉ࡞ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠋ
⏣୰㸸ཤᖺࠊ┦ᶍཎࡢ௳ࡀ㉳ࡁࡓࠊ⚾ࡣㅮ₇ࡢ౫㢗ࢆཷࡅ࡚ࠊู⏫࠸࠺࣮࢜࣍ࢶࢡ
ᾏഃࡢ⏫ࡢࣅࢪࢿࢫ࣍ࢸ࡛ࣝࢽ࣮ࣗࢫ࡛▱ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡁ࡞⾪ᧁࢆཷࡅ࡚ࠊḟࡢ᪥ࡢㅮ
₇࡛ఱࢆࡋࡷࡗࡓࡢࡶ↛ぬ࠼࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡋࡤࡽࡃᮏᙜⲉ↛⮬ኻ࠸࠺≧ἣ࡛ࠋ
3 ࢝᭶ࡄࡽ࠸ࡓࡗࡓࡁࠊࡑࡢࡇࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ヰࡋ࡚ࡋ࠸ゝࢃࢀ࡚ࠊ࠶ࡿࡇࢁ
࡛ࡋࡷࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࡞࡞࠺ࡲࡃࡋࡷࢀ࡞ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
 ࠾ࡑࡽࡃࠊᚋࡢ㞀ᐖ◊✲ࡣࠊ࠶ࡢ௳ఱࡽࡢᙧ࡛ྥࡁྜࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ࡛ࡁࢀࡤⓙࡉࢇࡀ࠶ࡢ௳ࢆࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆ࠾⪺ࡁࡋࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠋ
ྖ㸸ከศࡑ࠺࠸࠺ヰࡣ࠸ࢁ࠸ࢁᚋ࡛͐͐ࠋࡓࡔࡼࡃฟ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊศ㓄ࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊࡘ
ࡲࡾࡼࡾᅔࡗࡓேࡀ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠊನࡢ࠺ࡀࡶࡗᅔࡗ࡚࠸ࡿࠊከศࡑ࠺࠸࠺࠶
ࡿ✀ࡢศ㓄࡛ඃඛ㡰࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࣞ࣋ࣝࡢヰ⨨ࡁ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡁࡗ⤖ᵓࡑ
࠺࠸࠺㆟ㄽ࠸࠺ࡢࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡞࠸࠺ࠋࡔࡽࠊ࠶ࢀࡣỴࡋ࡚♫ᶒࡢၥ㢟࡛ࡣ↛
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࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
⏣୰㸸࠸ࡃࡽ㔜࠸㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊタ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ
⚟♴ࡢไᗘࡀࡁࡕࢇໟᦤࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⚟♴ࡢไᗘࡽࡶࡇࡰࢀⴠࡕ
࡚࠸ࡿከࡃࡢேࡓࡕẚࡿࠊᙼࡽࡣࡲࡔࡲࡋ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺㆟ㄽࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡋࡋࠊ⚾ࡣไᗘࡀໟᦤࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࠊṧ㓞࡞≧ែ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ࠺࠸
࠺ࡢࡣࡲࡓูࡢヰࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ┦ᶍཎ௳ࡢ⿕ᐖ⪅ࡓࡕࡶไᗘໟᦤࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࡀࠋ
㉁ၥ⪅㸵㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠋ⚾ࡶ᪥ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁຮᙉࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊ㐃ᖏつ⠊ࡢၥ࠸
┤ࡋࢆඛ⏕ࡣ᭩࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊㄡࡢࠊఱࢆࠊࡢࡼ࠺࠸࠺ᙧ࡛᭩࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑ
ࢀࡒࢀ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࡢヰࠊᖹ➼ࡢศ㓄࠸࠺ࡢࡣࡼࡃศࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡢ
ࡸࡲࡺࡾᅬࡢヰࡶࡑࢀࡶ㛵㐃ࡍࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡗࡥࡾࡇࡇ࡛࡞ࡐ㐃ᖏつ⠊ࡢၥ࠸
┤ࡋࡀᚲせ࡞ࡢࠋ࡞ࡐࠊ࡞ࡐ࠸࠺ࡢࡣࡘࡲࡾࡑࡢㄝ᫂ࢆඛ⏕ࡣࡕࡻࡗࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡗࡥࡾ๓ᥦ࡞ࡿඹឤࠊ⚾ࡀࡼࡃᛮ࠺ࡢࡣྠࠊࡑ࠺࠸
࠺࠸ࢃࡺࡿ㔜ᗘࡢ㞀ᐖࢆᣢࡓࢀࡓ᪉ᑐࡍࡿẼᣢࡕࡢ㒊ศࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡣ࡞
࡞ᡭࢆᕪࡋఙࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࠊࡑࡇ╔ᡭࡋࡃ࠸ࡇࢁ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡓࡔࡑ
࠺࠸࠺ᛮⓗ࡞ࡇࢁ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠊ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ
࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࠼ࡤࡑࡢᶒᑐࡋ࡚ࡶࠊࡶࡕࢁࢇᶒࡢ๓ᥦࡋ࡚⩏ົࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⩏ົࡢඃᛶ࠸
࠺ࡢࡀࡼࡃゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊఱࠎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࠼ࡤᵓᡂဨᑐࡋ࡚ఱ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇᑐࡋ࡚ࠊ⤖ᵓ✺ࡁワࡵࡓ㆟ㄽࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋࡓࡽ࠸
࠸ࡢࠋࡶࡕࢁࢇࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡢ௦ࡽࡸࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊࢺࢡࣦࣝࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊࢪ
࣭ࣙࣥࢫࢳ࣮ࣗࢺ࣭࣑ࣝࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊせࡍࡿ⩏ࡢヰ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ
㎶ࡢࡇࢁࡘ࠸࡚ࠊඛ⏕ࡣ࠺࠸࠺࠾⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡞ࠋ⮬ศࡀࡕࡻࡗ
㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࠊᑡࡋᩍ࠼࡚ࡋ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⏣୰㸸㞀ᐖᏛࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ♫ࣔࢹࣝࡢ㝗✶㸦ࢇࡏ࠸㸧ࢆ࠺ࡾ㉺࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡔ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ♫ࣔࢹࣝࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ッ࠼࠸࠺ࡢࡣ⏕ࡁ࡙
ࡽࡉࡢཎᅉࡀ♫࠶ࡿࡽࠊࡑࢀࢆゎᾘࡍࡿ㈐௵ࡣ♫࠶ࡿࢇࡔ࠸࠺ࠊศࡾࡸࡍ࠸
ッ࠼࡛ࡋࡓࠋࡋࡋࠊ<㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅>࡞ࠊࣂࣝࢿࣛࣈࣝ࡞ேࡓࡕࡢࢣ࠸࠺ࡇࢆ
⪃࠼ࡓࡁࠊᡓ␎ⓗࡇࡢཎᅉ㈐௵ࢆษ᩿ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࢆ᥇ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⪃࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸᰿ᣐࢆၥ࠺࠸࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠼ࡤ㐃ᖏࡣ࡞ࡐ㐃ᖏࡍࡿࡢ
ࠊ࡞ࡐࢣࡍࡿࡢ࠸࠺ࡢࡣࠊከศၥ࠺࡚ࡶ⟅࠼ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡔࡗࡓࡽࠊࡑ࠺Ỵࡵ
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ࡲࡍ࠸࠺ࡇࢁࡽࡸࡗࡓ࠺ࡀ㆟ㄽࡣᡂࡾ❧ࡘࢇࡌࡷ࡞࠸࡞࠸࠺Ẽࡀࡍࡿࢇ࡛ࡍ
ࡡࠋせࡍࡿṧ㓞࡞ேẼ࡙࠸࡚ࠊᙜᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡣఱࡋ࡞ࡁࡷ࡞ࡽ࡞࠸
Ỵࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋỴࡵࡲࡋࡓ࡛ࡶ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡑࢀࢆ᰿ᣐࠊ᰿ᣐ᥈ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡶࠊ
ᴦࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠶ࡲࡾ⏕⏘ᛶࡣ࡞࠸࡞ࠋࡔࡽࠊࡶ࠺⣙᮰ࡋ࡚ࠕ࠺ࡕࡢ♫
࡛ࡣࡇࢀ࡛ࡸࡾࡲࡍࠖỴࡵ࡚ࠊࡌࡷ࠶࠺ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋㄡࡀࠊఱࢆࠊࡢࡼ࠺࠸࠺
㆟ㄽࡢ࠺ࡀ⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡅࡿ࡞ࠋ
㉁ၥ⪅㸵㸸ࡑ࠺ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ᙧ࡛ᾐ㏱ࡉࡏࡿࠊ࠺࠸࠺ᩍ⫱
ࡔࡑࢀࡀఏࢃࡿࠊ⚾ࡶࡑࡕࡽ⯆ࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔࡽࠊࡇ࡛Ỵࡵ࡞ࡁࡷ
࠸ࡅ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋỴࡵࡓࡇࢁ͐͐ࠋ
⏣୰㸸᰿ᣐ࠸࠺ࡢࡣࠊṧ㓞ࡉࢆᨺ⨨ࡍࡿࡇࡣṇ࡛࠶ࡾࠊṇ⩏࡞ࢇࡔ࠸࠺᰿ᣐ࡛࠸
࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡀ࡞ࡐṇ⩏࠸࠺ࡇࢆ࠸ࢃࡤㄽ࡛ࡁ࡞࠸ࡄࡽ࠸ࡢㄽ⌮ࡣ
⤌ࡳ❧࡚࡚࠾࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࡞࠸࠺Ẽࡣࡍࡿࢇ࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ㄽ࡛ࡁࡕࡷ࠸ࡲࡍࡼࡡࠋࡉࡗࡁࠊࡸࡲࡺࡾᅬࡢヰࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢᚋ᪂⪺
グࡔࡗࡓఱ࡛ㄞࢇ࡛࠸࡚ࠊ࡞ࡿᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ❧ᒾ┿ஓࡉࢇࠊ⃝
ṇᖾࡉࢇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡗࡕ࠸࠺ࡢࡶࡦ࠸ヰ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠋே㏞ᝨࢆ
ࡅࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺ࡳࢇ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡅࢀࡶࠊᚲࡎ㏞ᝨ
ࢆࡅࡿேࡣ࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡅࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠊࡅࡓࡃ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊࢣࡀᚲせࡔࡗࡓࡾ
ࠊேࡢᡭࡀᚲせࡔࡗࡓࡾࡍࡿேࡣ࠸ࡿࡢ࡛ࠊே㏞ᝨࢆࡅࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺⌮ᒅࡔࡅ
࡛ࡣࡶ࠺♫ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶே㏞ᝨࢆࡅ࡚ࡶ࠸࠸♫࠸࠺ࡶࡢࢆఱ
┠ᣦࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡼ࠸࠺ࠋู㏞ᝨࢆࡅ࡚࠸࠸ࡼ࠸࠺ࡽࠊࡳࢇ࡞ࡀ㏞ᝨࢆࡅ
ࡿࢃࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ㏞ᝨࢆࡅ࡚࠸࠸࠸࠺ㄽ⌮㏞ᝨࡅ࡞࠸࡛ఱࡸࢁ࠺࠸࠺ㄽ
⌮ 2 ࡘ࡞࠸ࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀ࡞࠸ࠋᅇࡢሙྜࡣࠊ㏞ᝨࢆࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ㄽ⌮
ࡔࡅࡀయࢆそࡗࡕࡷࡗ࡚ࠊ࠶ࢇ࡞ࡩ࠺㑧㨱࡞ࢇࡔࡽᾘࡏࡤ࠸࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞⌮ᒅ
࡞ࡗࡓࢇࡔ࠸࠺ࠋㄡࡀゝࡗࡓࡢ࡞ࠋ⃝ࡉࢇࡗࡕࠋ
 ࡞ࡢ࡛ࠊ1 ࡘࡢཎ⌮ࡔࡅ࡛❧࡚ࢀࡤࠊࡸࡗࡥࡾᚲࡎࡶ࠺୍᪉ࡽࡣࠕ࠼ࡗࠊࡑࢇ࡞
ࡇࢁఱ࡛ศ㓄ࡋ࡞ࡁࡷ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࠖ࠸࠺ヰࡀᚲࡎฟ࡚ࡃࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ2 ࡘ❧࡚࡚ࣂࣛ
ࣥࢫࢆྲྀࡿ࠸࠺ᙧࠋࡕࡻࡗேⓗ࡛࠸ࡸࡽࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ1 ᮏ࡛ᢲࡋ㏻ࡑ࠺ࡍ
ࡿ⑂ࢀࡿࡽࠊ2 ᮏ࠶ࡗࡓ࠺ࡀ࠸࠸࡞࠸࠺Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࡉࡗࡁࡢᯘࡉࢇࡢ᭱ึࡢ㉁ၥ㛵ࢃࡿࡇࠊไᗘࡋ࡚࠺⤌ࡳ❧࡚ࡿ࠸࠺ࡇ
ࠊ⚾ࡓࡕࡀ࠺㛵ࢃࡿࡢ࠸࠺ࡇ㊥㞳ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊไᗘࡋ࡚⤌ࡳ❧࡚ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣἲⓗ࡞ᩆ῭ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡑ࠺࠸࠺㛵ಀᛶࢆタᐃࡋࡓࡾࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿሙ
ྜࠊ
ࠕ⚾ࡓࡕࡢ♫ࡗ࡚ࠊ࠺࠸࠺㛵ಀᛶࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ࠺࠸࠺࠺ࡀᮃࡲࡋ࠸
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⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸࠺ࡢࠊ୍⥴ࡣ࡞࡞ࡡࠋࡘࡲࡾṇᙜᛶࡢồࡵࡽࢀࡿࣞ࣋ࣝࡢ
㐪࠸ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡣࡸࡗࡥࡾ࠶ࡿࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇࡔࡼࡡࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ไᗘࡣ࠶ࡲࡾ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࡽ࡞ࠋඛ⏕ࡸࡗ࡚ࠋ
ྖ㸸ከศࡔࡽࠊࡢࡼ࠺ࠊఱࢆࠊ࠸࠺ࡇࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿ
࠸࠺ࡇ࡞ࢇࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇࡔࡼࡡࠋไᗘ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡞࠸㒊ศ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸࡞ࡐࡢၥ࠸ࡣࡡࠋ
ྖ㸸ࡔࡽࠊ࡞ࡐࡢၥ࠸ࢆࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࠊఱᑐࡋ࡚࠸࠺ࡇࡣࡸࡗࡥࡾ⪃࠼ࡓ࠺ࡀ
࠸࠸ࡢ࡞ࠋ୍⯡ⓗ࡚࡞ࡐ࡛ゎ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࠊኚࡔ࠸࠺ࡢࡣ☜
ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡣ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㉁ၥ⪅㸴㸸ࡔࢇࡔࢇᗂඣࡢၥ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡽࠋ
ࠕ࠺ࡋ࡚ఱ࡞ࡢ㸽ࠖ࠸࠺ࠋ
ྖ㸸ࡔ࠸ࡓ࠸ࡶ࠺ࡑࢁࡑࢁ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡔⓎゝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᪉ࡶ
࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸶㸸ࡇࡢᶵ࡞ࡢ୍࡛ࡘ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠋࣞࢪ࣓࡛ࣗࠊ
ࠕࢣࡣࡑࡢ
ᮏ㉁࠾࠸࡚⛛ᗎ㸦ᇶ‽㸧ࡽࡢ㐓⬺ྍ⬟ᛶࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢣࡣࡶࡢ㛵ಀ
࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐヰ㸦ࢣࡉࢀࡿ⪅ࢣࡍࡿ⪅ࠊࢣࡍࡿ⪅ྠኈࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢣࡍࡿ
⪅ࡢࣔࣀ࣮ࣟࢢࡋ࡚ࡢᑐヰ㸧࠾࠸࡚ᖖከᙬ࡞ኚࢆぢࡏࠊࡑࢀࢆ୍ᐃࡢྜ⌮ⓗᇶ‽
ᢲࡋࡵࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣᮏ᮶ⓗ↓⌮ࡀ࠶ࡿࡽࠖඛ⏕ࡣ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸࡚ࠊࡔࡽ
ࡇࡇ࡛ࠕᇶ‽ࡣࡸࡴࢆᚓࡎ⏝ᚰࡋ࡞ࡀࡽ㝈ᐃࡋ࡚ࠖࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛
ࡍࡀࠊࡇࡇࡢࢣࡢᮏ㉁࠸࠺ඛ⏕ࡢࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊ⚾ࡣࡍࡈࡃឤ㖭ࢆཷࡅࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
 ࡑ࠺ࡍࡿࠊࡇࡢࢣࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࠊせࡍࡿࢣࡣᇶ‽⛛ᗎࡽ㐓
⬺ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࡅࢀࠊࡋࡋࠊᇶ‽ࡸࠊ㐓⬺ᑐࡋ࡚ఱࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸
࠸࠺ࡇࡢࢪ࣐ࣞࣥࢆ࠺ࡋࡓࡽⰋ࠸࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ඛ⏕ࡢ࠾⪃࠼ࢆ⪺ࡁࡓ࠸ᛮࡗ
ࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
⏣୰㸸⚾ࡣ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲࡢ㞀ᐖ⛬ᗘ༊ศࡀᑟධࡉࢀࡓࠊᾏ㐨ࡢ࠶ࡿᕷࡢᑂᰝࡢ࣓
ࣥࣂ࣮ࢆጤკࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ᳨ウࡉࢀࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋALS ࡢ
80 ௦ࡢ࠾ẕࡉࢇࠊ㧗㱋ࡢ ALS ࡢዪᛶ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ࠾ẕࡉࢇࢆຓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
50 ௦ 60 ௦ࡢேࡢጜጒ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࠸ࢃࡺࡿ࣊ࣝࣃ࣮ࡢ㛫ᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ࡛ࠊቑࡸࡋ
࡚ࡋ࠸ࠋࡑࢀࡣᕷࡢᇶ‽௨ୖቑࡸࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺ヰ࡞ࡢ࡛ࠊᑂᰝ࠶ࡀࡗ࡚ࡁࡓ
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ࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁヰࢆఛࡗ࡚ࡳࡿࠊࡑࡢ 50 ௦ 60 ௦ࡢጜጒࡶ⭜③ࡸෆ⮚ᝈࠊ⾑
ᅽ➼ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࡋࢇࡉࢆᢪ࠼࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࢣࡢ୰㌟ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠊẖᮅࠊࡑࡢ ALS ࡢ࠾ẕࡉࢇࢆ╔᭰࠼ࢆࡉࡏ࡚ࠊ࠾
⢝ࢆࡉࡏ࡚ࠊ2 ே࡛ᢪ࠼࡚ࣜࣅࣥࢢࡲ࡛㐠ࢇ࡛ࠊᏳᴦ᳔Ꮚᗙࡽࡏ࡚ࠊࡑࡢ࠾ẕࡉࢇࢆᅖࢇ
࡛᫇ࡢࣝࣂ࣒ࢆぢ࡞ࡀࡽヰࢆࡋࡓࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࠋ
ᑂᰝဨࡣ་⒪⫋ 2 ྡ♫༠ࡢ⫋ဨ⚾ࡢ 4 ே࡛ࡋࡓࠋ་⒪⫋ࡢ᪉ࡓࡕࡣࠊ☜ᐷࡓࡁ
ࡾࡼࡾࡶୖయࢆ㉳ࡇࡋࡓ࠺ࡀෆⶶᶵ⬟ⓗࡣ࠸࠸ࡢ࡛ࠊ㉳ࡇࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡢࡔࡀࠊࢃࡊ
ࢃࡊ╔᭰࠼ࡉࡏ࡚ࠊࣜࣅࣥࢢࡢ᳔Ꮚᗙࡽࡏࡿᚲせࡣࡃ࡞࠸ࠊゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋࢠࣕࢪ࣋
ࢵࢻࡔࡽࠊࣁࣥࢻࣝࢆᅇࡏࡤୖయࡣ㉳ࡁ࡚ࡃࡿࢇࡔࡽࠊࠋࡑ࠺࠸࠺↓㥏࡞ࡇࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡽࠊ࣊ࣝࣃ࣮ࡢ㛫ᩘࡀ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿࢇࡔ࠸࠺ពぢ࡛ࡋࡓࠋ⚾ࡣࡇࡢពぢ㐪ឤ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊࢣ࠸࠺ࡢࡣࠊࢣࡉࢀࡿഃࡔࡅࡢࢣࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊࢣࡍ
ࡿഃࡢࢣ࡛ࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑ࠺ࡍࡿࡸࡣࡾࡑࡢጜጒࡗ࡚ࡣࠊࡁࡕࢇ╔᭰࠼ࡓ࠾ẕ
ࡉࢇࡀ⢝ࢆࡋ࡚ࣜࣅࣥࢢࡢ᳔Ꮚᗙࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ែࡀࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡇ
ࡢᩥ❶ࢆ᭩࠸ࡓࠊࡇࡢࢣ࣮ࢫࡢࡇࡀ㢌ࡢ୰࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡔࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀศࡽ࡞࠸ࠊ
ࠕࡑࢀࡣᚲせࡔࡼࠋྜ⌮ࡔࡼࠖ࠸࠺
ࡩ࠺࡞ุᐃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡛ࡶࠊᙜேࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡣࡶ࠺ࡅࡀ࠼ࡢ࡞
࠸ࢣࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡑࡇࡢࡇࢁࢆࡢไᗘ࡛ࡣࡁࡕࢇホ౯࡛ࡁ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸
࡞ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅㸶㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࢣ࣮ࣛࡘ࠸࡚ࡢࢽ࣮ࢬࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊࡑ࠺࠸࠺Ⓨࡀ᪥ᮏ࡛ฟ࡚ࡇ࡞࠸
࠸࠺ࡢࡣఱ࡛ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
⏣୰㸸ᮏ᮶ࡑࡇࢆࡁࡕࢇࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
ྖ㸸࡞࡞Ⓨࡀ࡞࠸ࠋ
⏣୰㸸ࡓࡔࠊ࢚ࣦ࣭࢟ࢸࢆࡣࡌࡵࠊࢣࡢ⌮ࡢఱ⩻ヂࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࢟
ࢸࡉࢇࡢᮏࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࠊࢣࡍࡿഃࡢࢣ࠸࠺ࡇࡣᚲࡎฟ࡚ࡁࡲࡍࡋࠊࢣ࣮ࣛ
ᑐࡍࡿᨭࡢᚲせᛶ㺃㔜せᛶࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸♫⚟♴ἲࡢ㛵ಀࡢ◊✲࡛ࠊࢣ࣮ࣛ࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࠊ
ࠕࢣ࣮ࣛࡗ࡚ఱ㸽ࠖ
ࡗ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺㉁ၥࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡽࠋ࠸ࡸࠊࡑࢀࡣไᗘࡋ࡚ࢣ࣮ࣛࡗ࡚ධࡗ࡚ࡇ
࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲ࠶ࠊ☜᪥ᮏࡣࡑ࠺࡞ࢇࡔࡅࢀࡶࠋ
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㉁ၥ⪅㸷㸸ࢠࣜࢫ࡛ࢣ࣮ࣛࡢᡓ␎ࡀฟ࡚ࡁࡓࡁࠊࡶࡕࢁࢇࣖࣥࢢࢣ࣮ࣛࡢၥ㢟ࡶ
࠶ࡗࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢣ࣮ࣛ࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸࡚ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᐙ᪘ࡢேࡀࠕ⚾
ࡀࢣ࣮ࣛ࡞ࢇ࡚▱ࡽ࡞ࡗࡓࢃࠖゝࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋᜍࡽࡃࡸࡗࡥࡾࢣ࣮ࣛࡢࢭࢫ࣓
ࣥࢺࠊࢣ࣮ࣛࡢᡭᙜ࠸࠺ࡶࡢࢆసࡿ୰࡛ࠊᐙ᪘ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶᚅࡍࡿᐙ᪘ࡶ࠸ࢀࡤࠊ
⮬ศࡀ≛≅࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡶ࠸࡚ࠊࡑࢀࡣ᪥ᮏ࡛ࡣ㒊ࡈࡗࡕࡷ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊษࡾ㞳ࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊᜍࡽࡃ⟇ⓗࡶఱ࠸࠸ㄏᑟࡀ࠶ࡗࡓࡋࠊከศᚅ
ࢆษࡾཱྀࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ
ࠗẕぶࡼ㸟ẅࡍ࡞࠘ࡌࡷ
࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࡶࡋࡋࡓࡽ࡛ࡁࡿࡢ࡞࠸࠺ࡢࡣࠊࡕࡻࡗឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸ࠊఱ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 10㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢭࣥࢱ࣮࡛ࡼࡃヰࡋྜࢃࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛ࠊぢᏲࡾ
ࡘ࠸࡚࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᅇࡢඛ⏕ࡢࣞࢪ࣓ࡢ୰࡛ࡑࡇ㛵ಀࡀ࡚ࡶ࠶ࡿ࡞ᛮࡗ
ࡓࡢࡀࠊ
ࠕே⛠ⓗ㛵ಀᛶࢆ࠸㉸࠼ࡿࠖࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿே㛫ࡑ࠺࠸࠺ࡶ
ࡢࢆྵࡵ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ヰࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡞࠸࠺
ࡩ࠺ࡶᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ⏕ࡀࡇࡇ࡛࠾ヰࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡁࠊࢣṇ⩏ࡢ⤖ྜࡘ࠸࡚ヰࢆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ㛵ಀᛶࢆࡶ࠺ᑡࡋᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⏣୰㸸ࡸࡣࡾࠊࢣࡀಶูⓗ࡞㛵ಀᛶࡢ୰࡛Ⓨࡉࢀࡿࡶࡢࡔ࠸࠺ࡢࡣࠊ㛫㐪࠸࡞࠸ࢇࡔ
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡀࡓࡲࡓࡲࡑ࠺࠸࠺㛵ಀᛶࢆᣢࡗࡓேࡣࣛࢵ࣮࢟ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࡅࢀࡶࠊᣢࡘࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ேࡓࡕࡀከࡃ࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡌࡷ࠶ࠊࡑࡢᣢࡓ࡞࠸ேࡓࡕ
ಶูⓗ࡞㛵ಀࡢࢣࢆศ㓄࡛ࡁࡿ࠸࠺ࠊࡑࢀࡣᜍࡽࡃ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋࡇࡗ
ࡕࡢࢣ㛵ಀࢆࡇࡗࡕࡢே࠶࡚ࡀࡿ࡞ࢇ࡚࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ
 ࡌࡷ࠶ࠊఱࡀศ㓄࡛ࡁࡿࢇࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊࢣࡢࡾฟࡍ㈨※࡛ࡍࡡࠊࡘ
ࡲࡾࠊ
ࠕࢣ㈨※ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡣศ㓄࡛ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࠋࢣ㈨※ࢆᖹ➼ศ㓄ࡍࡿ
࠸࠺ࡇࢆࠊ㐃ᖏつ⠊ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛⪃࠼࡚࠸ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࢀࡀࢣ
ṇ⩏ࡢ᥋ྜ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲࡔᢳ㇟ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ
ࡢヰ࡞ࡢ࡛ࠊලయⓗ࠺ࡋࡼ࠺࠸࠺㆟ㄽࡢ୰࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ไᗘ࡞ࡀ୍ࡘࡢ⌧ᐇⓗ࡞ᡭ❧࡚ࡋ࡚ᥦࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㛛ඛ⏕ࠊఱ࠶ࡾࡲࡍ㸽
㉁ၥ⪅ 11㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㉁ၥ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ᪥࠾ヰࢆఛࡗ࡚࠸࡚ࠊࡍࡈࡃ⪃࠼
࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡞ᛮࡗࡓࡢࡣࠊ⚾ࡣከᩥࡢ⫼ᬒࢆᣢࡗࡓேࢆᑐ㇟ࡋ࡚◊✲ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᒓᛶ࠸࠺ࡶࡢ࡛⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࡁࠊࡑࡢᒓᛶࡢ」ྜᛶ࠸࠺ࡶࡢࢆ
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⪃࠼ࡘࡘࠊࡑࡢࡢ㒊ศࡣ࠺࠸࠺ࡩ࠺㔜࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣ࡛ࡁࡿࢇࡔࢁ࠺࠸
࠺ࡇࡶࠊ⪃࠼࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡞࠾ヰࢆఛࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ࡔ࠸ࡓ࠸ணᐃࡢ㛫࡞ࡗ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢀ࡛
ࡣ᪥ࡣ㛗࠸㛫࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⏣୰ඛ⏕ᢿᡭࢆࠋ
㸦ᢿᡭ㸧
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⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ௦⾲ 
⛅ඖ ⨾ୡ







1



㸯  ᖺ㛫ࡢ◊✲ࢆ⾜࠸ඃࢀࡓᡂᯝࡀ࠶ࡀࡗࡓⅬࡘ࠸࡚

ࠐ◊✲άືࡢඹ㏻ࡢᇶ┙࡞ࡿ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࣭▱ぢࡢᥦ♧
 ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉࡢᙺࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡢྛࣘࢽࢵࢺࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ
ୖ࡛᭷ຠ࡞どⅬ࡞࠸ࡋ㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏࢢ࣮ࣝࣉ࡛
ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㊃᪨ࢆලయࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᇶᮏⓗබ㛤࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣘࢽࢵࢺࡽ㛵ᚰ
ࡢ࠶ࡿᩍဨࠊ◊✲ဨࡢேࡓࡕཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࠊࡇࡢ  ᖺ㛫ࡢ㛫ࠊィ  ᅇ
ࡢ◊✲㸦ෆබ㛤  ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ

ࡇࢀࡽࡢ◊✲άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡸࠕぢᏲࡾࠖࢃࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗ
࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲άືࢆ⥲యࡋ࡚ࡲࡵୖࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
ᇶ┙࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

ࠐぢᏲࡾάື࠾ࡅࡿ㈐௵ࡢᤊ࠼᪉ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࡇ
 ぢᏲࡾάື࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡍ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅᇦ
ఫẸࠊ♫⚟♴༠㆟ࠊ⮬య࡞࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㈐௵ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚౽┈ࢆா
ཷ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡽࡼࡗ࡚┈ࢆᚓࡿࡇ࡞ࡿࡦࡾᬽࡽࡋࡢ㧗㱋⪅ࢆࡣࡌࡵࡍ
ࡿᆅᇦఫẸ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ㈐௵㛵ಀࡣࡁࢃࡵ࡚᭕࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ᭕ࡉࡣࠊぢᏲࡾάືࢆไᗘࡢၥ㢟ࡋ࡚⪃࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡇࢆᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡘࡲࡾࡇࡇ࡛ࡢ㈐௵ࡣࠊ୍✀ࡢ⩏ົࡋ࡚ࠕࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸⩏ົࠖᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕࡸࡽ࡞࠸ࠖ
࠸࠺㑅ᢥࡶྵࡵ࡚ࠊࡇࡲ࡛ࡸࡿࡣ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢุ᩿ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊぢᏲࡾάືࢆไᗘࡢၥ㢟ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᙜ⪅ࡢ┦㛵㛵
ಀ㸦ぢᏲࡿഃぢᏲࡽࢀࡿഃࡢ㛵ಀ㸧ࡢ᫂☜ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣏ࣥࢺࡣࠊࠕࡍࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࠸࠺ࡇᛂ⟅ࡍࡿ⾜Ⅽ㸦ࡓ࠼ࡤࢦ࣑ࡢ㞟✚ᡤᣢࡗ࡚⾜ࡃࡢࢆኚࢃ
ࡗ࡚࠶ࡆࡿ࠸ࡗࡓࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚⮬ศ࡛ࡶࡇࡢ⛬ᗘ࡞ࡽ࡛ࡁࡿ࠸ࡗࡓ⾜Ⅽ㸧ࢆぢ
࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠐぢᏲࡾάືࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࡇ
 ぢᏲࡾάືࢃࡿ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ࡘࡢどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸯ࠊぢᏲࡿഃぢᏲࡽࢀࡿഃࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ࠊ≉ᐃࡢ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿ
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀ே⛠࡞㸦༏ྡᛶࡢ㸧㛵ಀᛶࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࢆ༊ูࡍࡿ࠸࠺どⅬ࡛࠶
ࡿࠋࡕࡽࡢሙྜࡶࠊ࠶ࡿ✀ࡢ㛵ಀᛶࢆㄆࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࡑࡇࡣ
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓไᗘసࡾࢆ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸰ࠊぢᏲࡿഃぢᏲࡽࢀࡿഃࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ၥ㢟ࡋ࡚࠸ࡿ┈ࡢᛶ㉁ὀ┠
ࡍࡿ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ≉ᐃࡢ㛵ಀᛶ࠶ࡿࡁࠊࡑࡇ࡛ࡣಶูࡢලయⓗ࡞┈ࡸ
㈐௵ࢆၥ࠺ࡇࡀྍ⬟࡞㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸㸦ࡓ࠼ࡤࠊぢᏲࡾዎ⣙ࡢࡼ࠺࡞≉ᐃࡢ㛵
ಀᛶࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡞㸧ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ࠊᆅᇦᬽࡽࡍ㧗㱋⪅
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࡞ࡀ୍⯡ⓗᚓ࡚࠸ࡿ┈ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᐃᛶࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ✀ࡢ┈ࡣࠊ
≉ᐃከᩘࡢఫẸࡀ୍⯡ⓗாཷࡋ࡚࠸ࡿ┈࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡞ಶேࡢ┈ࡸᶒࡢၥ㢟
ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍⯡ᛶࡣࠊไᗘࢆタィࡍࡿୖ࡛ࠊࡁ࡞ไ
⣙せᅉࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍⯡ⓗ┈ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞
ࠕ⩏ົࠖᑐᛂࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞㈐௵ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡋࠊไᗘ
ࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠊࡿ୍⯡ⓗ࡞㈐௵ࢆ࠸ไᗘࡢ୰⤌ࡳ㎸ࡴࡀ࣏ࣥࢺ
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ

㸰 ㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚
ࠐ⌮ㄽ◊✲ࡋ࡚ࡢᚋࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚
 ぢᏲࡾࡸᶒ᧦ㆤࡢၥ㢟ᑐࡍࡿᑐᛂࢆලయⓗ⪃࠼࡚࠸ࡃ⌮ㄽⓗㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊୖグ
ࡢࠊ㧗㱋ࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ࠸ࡗࡓྛ㡿ᇦ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿぢᏲࡾࡸᶒ᧦ㆤࢃࡿㅖ
άືࢆࠊ⥲ྜࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽⓗ࡞᳨ウࡀ༑ศ࡞ࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊᐇ㊶ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡢ㛫ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ᶒ᧦ㆤ࣭ぢ
Ᏺࡾάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⥲♫ᕷࡢ㛵ಀ⪅ఱᗘពぢࢆࢃࡍࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢࡇࢆ㏻ࡌ
࡚㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆຍ࠼
࡚࠸ࡃࡇࢆࠊ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉࡢᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ㸯ࡘࡋࡓ࠸ࠋ









࠙ཧ⪃㈨ᩱ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࠚ
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
 㛤ദෆᐜ㸸ᒣཱྀభ㸦༤ኈᚋᮇ㸧Ặࡀࠊᯇ㑻Ặࡢࠕ㌿ᮇ࠾ࡅࡿ♫⚟♴⌮ㄽࠖ
㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
3



 㛤ദෆᐜ㸸㉺๓⪽⨾㸦༤ኈ๓ᮇ㸧Ặࡀࠊྜྷ⏣ஂ୍Ặࡢࠕ᪥ᮏ♫⚟♴⌮ㄽྐࠖ㛵ࡍࡿ
ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


㸱㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸ᮤୡె㸦༤ኈ๓ᮇ㸧Ặࡀࠊ୕ᾆᩥኵẶࡢࠕ♫⚟♴ㄽࡢㄢ㢟ࠖ㛵ࡍࡿሗ
࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ




㸲㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
 㛤ദෆᐜ㸸ᒣ⏣⌮ᜨᏊ㸦༤ኈ๓ᮇ㸧Ặࡀࠊ௰ᮧඃ୍Ặࡢࠕ⌧௦♫࠾ࡅࡿ♫⚟♴ࡢ
ព⩏ࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ➨㸰㆟ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
 㛤ദෆᐜ㸸ୖᏊẶࡀࠊᒾ⏣ṇ⨾Ặࡢࠕ㸺ಶே㸼㸺♫㸼ࠊࡑࡢ⤫ྜࡋ࡚ࡢ⚟
      ♴ࡢㅖ⌮ᛕࠖࢆࠊࣔ࢘ᾏ⇩㸦༤ኈᚋᮇ㸧Ặࡀ୍␒ࣨ℩ᗣᏊẶࡢࠕ♫⚟♴
࠾ࡅࡿ͆ཎ⌮ㄽ͇ࡢᒎ㛤ㄢ㢟ࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


࠙බ㛤◊✲ࠚ
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸ᒾᡭ┴❧ᏛⳢ㔝㐨⏕ඛ⏕ࠕᒾᡭ┴ἢᓊ㒊ࡢ㟈⅏⯆ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸♫⚟♴ἲே᯽ᯇ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍᯽ᯇⱌタ㛗᪩ᆏ⪽ஂẶ
ࠕ⿕⅏ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅⚟♴タࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖࡘ࠸࡚ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋ


㸱㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
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   ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
   ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
   㛤ദෆᐜ㸸⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࠕᶒ᧦ㆤ୍⯡ⓗ࡞⮬⏤ࡢಖ㞀ࠖࡘ࠸࡚ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋ


࠙ཧ⪃㈨ᩱ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࠚ
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ୰ᚰࠊ ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾
ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸㉺๓⪽⨾ 5$ ࡀࠊᩥ⊩࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀̿⌮
ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ┙̿࠘➨୍❶ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ

㸱㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸㛛⨾⏤⣖◊✲ဨࡀࠊᩥ⊩࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀̿
⌮ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ┙̿࠘➨❶ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ

㸲㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ➨ᅄ㆟ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸∦᱒ṇ⩏Ặࡀࠊᩥ⊩࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀̿⌮ࡢ
ே㛫Ꮫⓗᇶ┙̿࠘➨୕❶ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ

㸳㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ➨୍㆟ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸∦᱒ṇ⩏Ặࡀࠊᩥ⊩࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀̿⌮ࡢ
ே㛫Ꮫⓗᇶ┙̿࠘➨ᅄ❶ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ

 ᖺᗘᡂᯝ
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 ᖺᗘࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚◊✲ࢆ⤌⧊ࡋࠊぢᏲࡾ࠸࠺Ⴀࡳࡢព
ࢆࠊ⩏ົࠊ㈐௵ࠊᶒ࠸ࡗࡓᴫᛕ⤡ࡵ࡚⌮ㄽⓗ᥈✲ࡍࡿసᴗࢆࡍࡍࡵࡓࠋసᴗࡽ
ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡢົ⩏ۑෆᐜ
 ୍⯡ⓗゝࡗ࡚ࠊᶒ⩏ົࡢ┦㛵㛵ಀ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿ㝿࣏ࣥࢺ࡞ࡿࡢࡣࠊ
ㄡࡀ⩏ົ㸦㈐ົ㸧ࢆ㈇࠺ࡢ࠸࠺⩏ົࡢᢸ࠸ᡭࡢၥ㢟ࠊࡑࡋ࡚⩏ົࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇࡼ
ࡗ࡚┈㸦౽┈㸧ࢆாཷࡍࡿࡢࡣㄡ࠸࠺ၥ㢟ࠊࡉࡽࡑࡢ⩏ົࡢෆᐜࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ぢᏲࡾάືࡢሙྜࠊ⩏ົࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊぢᏲࡾఱࡽࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀồࡵࡽࢀࡿᆅ
ᇦఫẸࠊ♫༠ࠊ⮬య࡞ࡀヱᙜࡍࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓ⩏ົࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚౽
┈࣭┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿ⪅ࡣࠊぢᏲࡾάືࡼࡗ࡚┈ࢆᚓࡿࡇ࡞ࡿࡦࡾᬽࡽࡋࡢ㧗㱋
⪅ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᆅᇦఫẸ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡉࡽ⩏ົࡢෆᐜࡣࠊぢᏲࡾ㈨ࡍࡿࡼ࠺
࡞ᵝࠎ࡞άືࢆ࡞ࡍࡇࡢせㄳ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺୍ᛂࡢᑐᛂ㛵ಀࡣᐃ࡛ࡁࡿࡢࡔࡀࠊࡋࡋࡑࡇ࡛ࡢ⩏ົᶒࡢ┦㛵㛵ಀࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⩏ົࡢᢸ࠸ᡭࠊ┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿ⪅ࠊ⩏ົࡢෆᐜࡣ࠸ࡎࢀࡶ᭕࡞ࡶࡢࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤᢸ࠸ᡭࡋ࡚ࡢᆅᇦఫẸࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᆅᇦఫẸゝࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣㄡࡀ
⩏ົࢆᯝࡓࡍࡢࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿ⪅ࡶࠊぢᏲࡾάືࡼࡗ࡚ㄡࡀ
┈ࢆཷࡅࡿࡘ࠸࡚ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┈ࢆཷࡅࡿࡢࡣࠊ㞟ᅋࡋ࡚ࡢᆅᇦ
ఫẸྵࡲࢀࡿᣦᐃྍ⬟࡞」ᩘࡢಶே࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋぢᏲࡾࡢෆᐜࡋ࡚ࡶࠊ࠺࠸
࠺ࡇࢆ⾜࠼ࡤ⩏ົࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡞ࡿࡀ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ⩏ົ
 ࡇ࠺ࡋࡓᶒ⩏ົࡢ┦㛵㛵ಀࡢ᭕ࡉࡣࠊぢᏲࡾάືࢆᶒࡸ⩏ົࡢࢃࡾ࡛
ㄽࡌࡿࡇࢆᅔ㞴࡞ࡶࡢࡋࠊࡇࢀࡽࡢㅖάືࢆᶒࡢၥ㢟ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸
࠸ࢃࡺࡿ⩏ົࡢୡ⏺ࡢၥ㢟ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡾࢃࡅෆᐜୖࡢ᫂☜ࡉࡣࠊ
⩏ົࡢࢃࡾ࡛ࡁ࡞ពࢆࡶࡘࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⩏ົࡣࠊ
ࠕࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸⩏ົࠖࡢࡇ࡞ࡢࡔࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⩏ົࡢ≉㉁ࡣࠊ
ࠕ⩏ົࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ
㸦ෆᐜୖࡢ᫂☜ࡉ㸧࠸࠺ࡇࡀ
ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࠸࠺ࡇࡢ୰ࡣࠊ
ࠕࡸࡽ
࡞࠸ࠖ࠸࠺㑅ᢥࡶྵࡵ࡚ࠊࡇࡲ࡛ࡸࡿࡣ⩏ົ㸦㈐௵㸧ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢุ᩿ጤࡡࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊ⩏ົࡢᢸ࠸ᡭࡸᶒಖᣢ⪅ࡀ௬ᣦᐃྍ⬟࡞ಶேࡋ࡚タᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡶࠊ⩏ົࡢෆᐜࡀୖグࡢࡼ࠺࡞᭕ࡉࢆྵࢇ࡛࠸ࡿᶒᛶࢆᑟࡁฟࡏ࡞࠸
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊぢᏲࡾάືࢆࠊ᫂☜࡞⩏ົࡸ㈐௵ࡢၥ㢟ࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ࠺ࡍ
ࡁ࡞ࡢࠋࡲࡎࡣぢᏲࡾάືࢆࡵࡄࡿᙜ⪅ࡢ┦㛵㛵ಀࡢ᫂☜ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡓ
࠼ࡤࠕぢᏲࡾ༠ᐃࠖ࠸ࡗࡓࡶࡢࡢ⟇ᐃ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ⏕ά༠ྠ⤌ྜ࡞࡛ࡣࠊᏯ㓄ࡸ㓄㣗
ࢧ࣮ࣅࢫ࡞୍࡛ேᬽࡽࡋࡢ⤌ྜဨࡸࠊᆅᇦࡢ㧗㱋⪅᥋ゐࡍࡿᶵࡀከ࠸࠸࠺≉㛗ࢆ
⏕ࡋࠊ⮬య࡞ࠕᆅᇦぢᏲࡾ༠ᐃࠖࡢ⥾⤖ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡑ࠺
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࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬యࡼࡗ࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅➼ࡳࡲࡶࡾ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡀᴗ
ົࢆ⾜࠺㝿␗ኚࢆឤࡌࡓሙྜࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࡞⾜ᨻࡢᢸᙜࢭࢡࢩࣙࣥ㏻ሗ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡇࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡔࡀࡇ࠺ࡋࡓ༠ᐃࡣࠊぢᏲࡾᙜࡓࡿഃ㸦ぢᏲࡿ⩏ົࡢᢸ࠸ᡭ㸧ࡀᴗົୖᆅᇦ୍࡛ேᬽࡽ
ࡋࡢ㧗㱋⪅᥋ゐࡍࡿᶵࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡇࠊࡲࡓぢᏲࡾάືࡼࡿ┈ࢆ
ཷࡅࡿഃࡶࡑ࠺ࡋࡓᴗ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࠸࠺ࡇ࡛㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉ
ࡽぢᏲࡾࡢෆᐜࡶ␗ኚࢆឤࡌࡓ㝿ࡢ㏻ሗ㸦ࡋࡶ㏻ሗඛࡶ࠶ࡽࡌࡵᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧࠸
࠺ࡇ࡛ࠊぢᏲࡾࢃࡿᙜ⪅άືࡢෆᐜࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ≉ᐃ࡛ࡁࡿ᮲௳ࡀࡑࢁࡗ࡚࠸
ࡿࡽྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇࢆぢ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ


࠙ཧ⪃㈨ᩱ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࠚ
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ◊✲ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ୰ᚰࠊ ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾
ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸➨୍ᅇ┠ࡢ᳨ウᘬࡁ⥆ࡁࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰
ᚰࠊ ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋᖺᗘࡣࠊ
       ᵝࠎ࡞ゅᗘࡽࠕぢᏲࡾࠖࡸࠕᶒ᧦ㆤࠖࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊࡢࣘࢽࢵࢺᑐ
ࡋ࡚ሗᥦ౪ࡸබ㛤◊✲ࡢ㛤ദࢆ㏻ࡋ࡚ඹ㏻㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿሙࢆ✚ᴟⓗ
タࡅ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ

㸱㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
㛤ദෆᐜ㸸㉺๓ ⪽⨾㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸧㹐㸿ࡀࠊᜠ⏣Ᏺ㞝ⴭࡢࠗຓ♫ㄽ̿ࣘ
࣭࣭ࣔࣖࢸࢶࢲࡢẸ᪘♫Ꮫ࠘ࢆᇶሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ᡂ  ᯝ㸸ࠕබ┈ࠖ
ࠕඹ┈ࠖࠕ⚾┈ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣከࡃࡢሙ㠃࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡽࢆࡢࡼ࠺ᤊ࠼ࡿࡢ࠸ࡗࡓⅬࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᩥ⊩࠾࠸࡚ࠊ
ຓ♫ࡢᵓ㐀ࡶࠕබ┈ࠖࠕ⚾┈ࠖࡢࣂࣛࣥࢫࡀồࡵࡽࢀࠊ
ࠕඹ┈ࠖࢆࡵ
ࡄࡿຓ⾜Ⅽࡣࠊ᪥ᮏࡢᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ᆅᇦఫẸࡢࠕ⏕άࡢ▱ᜨࠖࡋ࡚
ᵝࠎ࡞ᙧែࢆࡾ࡞ࡀࡽᏑ⥆ࡋ࡚ࡁࡓⅬࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕබ┈ࠖ
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ࠕඹ┈ࠖࠕ⚾┈ࠖࡢၥ㢟ࡣྂࡃ࡚᪂ࡋ࠸どⅬ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠕぢᏲࡾࠖ࠸࠺ほⅬࡽ╔┠ࡋࠊຓࢆࡍࡿഃࡢ㈐௵ࡢ⠊ᅖࡘ
࠸᳨࡚ウࢆᅗࡿࡇࡍࡿࠋ࠼ࡤࠕぢᏲࡾࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ༏ྡᛶࢆ๓ᥦ
ࡋࡓ㈐௵ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿሙྜࠊ♫ⓗබⓗࢆࡢࡼ࠺࠸ศࡅࡿࡢࠊ
ࡲࡓࡑࡶࡑࡶ㈐௵࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺㆟ㄽࡶࡘ࡞ࡀ
ࡿࠋᚋࠊᨵࡵ࡚ࠕඹ┈ࠖ࠸࠺㆟ㄽࡢ✚ࡳ㔜ࡡྠ㈐௵࠸࠺ᴫᛕ
⪃ᐹࡶᚲせ࡞ࡿⅬࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

㸲㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡀࠕぢᏲࡾࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
5REHUW(*RRGLQࠕ*LOOLDQ%URFNHG1HFHVVDU\JRRGV2XUUHVSRQVLELOLWLHV
WR 0HHW 2WKHU 1HHGVࠖࡢࠕ9XOQHUDELOLWLHV DQG 5HVSRQVLELOLWLHV$Q
(WKLFDO'HHQVHRIWKH:HOIDUH6WDWHࠖࢆ㢟ᮦ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
  ᡂ  ᯝ㸸
ࠕぢᏲࡾࠖ
ࠕᶒ᧦ㆤࠖࢆࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ࡽ࠼࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺
ࠋࡇࢀࡽࢆ㆟ㄽࡍࡿ㝿ࠊࢽ࣮ࢬࡢၥ㢟ࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡢࡀ♫⚟♴ࡢศ
㔝࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕࣂࣝࢿࣛࣈࣝࠖ࠸࠺
ᴫᛕ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡃࢆᥦࡋࡓ࠸ࠋ
ࠕぢᏲࡾࠖ
ࠕᶒ᧦ㆤࠖࢆࢽ࣮ࢬࡢၥ㢟
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿሙྜࠊఱࡀᚲせ࡞ࡢࠊࡑࢀࢆ࠺㊊ࡍࡿࡢ࠸࠺どⅬ
㔜ࡁࡀ⨨ࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠕぢᏲࡾࠖ
ࠕᶒ᧦ㆤࠖࢆࠕࣂࣝࢿࣛࣈࣝࠖࡢၥ
㢟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓሙྜࠊࡑࡇࡣ࠺࠸࠺ᙅࡉࡀ࠶ࡿࡢࠊࡑࡢᙅࡉࢆ࢝ࣂ
࣮ࡍࡿ⾜Ⅽࡸ㑅ᢥࢆࡍࡿࡢ᭱ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡏࡿ❧ሙ࠶ࡿ⪅ࡢ㈐௵ࡘ
࠸࡚ࡶྵࡵࡓ㆟ㄽࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ

࠙බ㛤◊✲ࠚ  
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
㛤ദෆᐜ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺྜྠ࡛බ㛤◊✲ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ⏣୰⪔୍㑻ඛ⏕㸦ᫍᏛᅬ
Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧ࠕᶒ᧦ㆤಀࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟̿ࠗ♫ࣔࢹࣝ࠘
ࠗࢣࡢㄽ⌮࠘ࡘ࠸࡚ࠖࢆሗ࿌ࡋ࡚㡬ࡁࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ㆟ㄽࢆᒎ
㛤ࡋࡓࠋ
 ᡂ  ᯝ㸸ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ࠕ㝸㞳ᑐࡍࡿ㌟య㞀ᐖ⪅㐃┕ࠖ
㸦83,$6㸧◊✲ࡢᴫせࠊ83,$6
ࡢึᮇࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࠾ࡅࡿ♫ࣔࢹࣝࡢཎᇶ࡞ࡿࢹࠊ♫ࣔࢹ
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ࣝࡢពព⩏ࠊ᭱ᚋࢣࡢㄽ⌮㛵ࡍࡿෆᐜࢆ୰ᚰ⾜ࢃࢀࡓࠋࡉࡽࠊ
㞟ྜⓗ⿕ᐖ⪅ࡋ࡚ࡢࠕᙜ⪅ᛶࠖ
ࠊᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ᭷㈐ᛶࢆ⮬ぬࡋࡓࠕᙜ
⪅ᛶࠖ࠸࠺ෆᐜࡶゐࢀࡽࢀࠊᶒ᧦ㆤ࠾ࡅࡿࠕᙜ⪅ᛶࠖ࠸࠺ほ
Ⅼࡽ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡀࠕ♫⚟♴ᶒ᧦ㆤࠖ㛵ࡍࡿ
     ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
   ᡂ  ᯝ㸸♫ⓗ࡞άືࡣࠊᇶᮏⓗࡣఱࡽࡢไᗘࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ
ࠕぢᏲࡾࠖ㛵ࢃࡗ࡚ᵝࠎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㅖάືࢆࡢࡼ࠺ไᗘࡋ࡚
⨨࡙ࡅࡓࡽⰋ࠸ࡢࠊࡲࡓࡣ⌮ゎࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢࠋࡇࡇ࡛㆟ㄽࢆࡍࡿࡓࡵ
ࡢᯟ⤌ࡳࡋ࡚ࠊไᗘࡀᑐ㇟ࡍࡿᶒ࣭┈ࢆ㸲༊ศ㸦ほⓗᐈほⓗ㸭
┤᥋ⓗ㛫᥋ⓗࡢᕪ㸧࡛⾲ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࠕほⓗᐈほⓗࠖ㛵ࡋ࡚
ࡔࡀࠊ┈ࡸᶒࡣࠊಶேࡢᅛ᭷ࡢ┈ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࠊಶ
ேࡢᅛ᭷ࡢᶒࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࠊᏊࡶࠊ㈋ᅔ⪅࠸ࡗࡓ
㢮ᆺヱᙜࡍࡿᢳ㇟ⓗ࡞ேࢆྡᐄ࡚ேࡍࡿ┈ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋ⪅ࡢሙྜࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᢳ㇟ⓗ୍࣭⯡ⓗᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ┈࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢሙྜほⓗ┈㸦ಶேࡢ┈㸧ࡢሙྜࡢࡼ࠺࡞ಶேࡢయⓗ࡞ᙇࢆ㍈
ࡋࡓไᗘᵓᡂࡣ⾜࠼࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊಶேࡢ┈ࢆࡼࡾ᭷ຠ࡞ࡶࡢ
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㞟ᅋࡋ࡚ࡢ┈ࡢ㛵ࢃࡾࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㞟
ᅋࡋ࡚ࡢ┈㛵ࢃࡿၥ㢟ࡶࠊไᗘࡢᵓᡂࡢ᪉ࡼࡗ࡚ࡣࠊಶேࡢ┈
㌿ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ


㸱㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡢ✄ἑබ୍◊✲ဨࡀࠕ⚟♴ཎ⌮ࡋ࡚ࡢࠗ㸿㸻㠀㸿࠘ࠖ
㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏሗ࿌ࡣࠊ✄ἑබ୍ⴭ㸦㸧
ࠕຓ⪅ࡀ⮫ᗋ㋃
ࡳ␃ࡲࡿࡁ࣮⚟♴ࡢሙ࡛ࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࠖࢆᇶ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ᡂ  ᯝ㸸ຓࡣࠊࢡ࢚ࣛࣥࢺຓ⪅ࡀࠕඹࠖࡑࡋ࡚ࠕ࠾࠸ࠖ⾜࠺⾜Ⅽ
࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮫ᗋࡢዟ῝࠸ࡇࢁࡣࠊඹྠసᴗࢆࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶ
ࠕ࡞ࡍࡁࡇࠖࡸࠕ࡛ࡁࡿࡇࠖࡀぢࡘࡽ࡞࠸≧ἣࠊࡍ࡞ࢃࡕࢡ࢚ࣛ
ࣥࢺࡶຓ⪅ࡶ࡞ࡍࡍࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ែ┤㠃ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇ
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ࡇࡽࠊఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡁຓ⪅ࡣ࠺ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠋࡇࢀࡽࡢ
ၥ࠸ᑐࡋ࡚ࠊᮏሗ࿌࡛ࡣ⚟♴ࡢཎ⌮ࡋ࡚ࡢࠕ㸿㸻㠀㸿ࠖࡢᘧࢆ⏝࠸࡚ࠊ
↓ព࡞⌧ᐇࢆ㠃ⓗ⫯ᐃࡍࡿ㐣⛬ࢆㄽ⌮ⓗ᳨ウࡍࡿࡇࢆヨࡳࠊ⚟
♴ࡢཎ⌮࠸࠺ほⅬࡽ㆟ㄽࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓࠋ

㸲㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸ࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅
㛤ദෆᐜ㸸ᖹ⏣ ཌ ඛ⏕㸦᫂Ꮫἲ⛉Ꮫ㝔࣭ᩍᤵ㸧
ࠊす⏣ ᘯඛ⏕㸦ᒸᒣᏛ
ἲ⛉Ꮫ㝔࣭ᩍᤵ㸧
ࠊ⛅ඖ ⨾ୡ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࠕぢᏲࡾᶒ᧦ㆤࠖ
ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋ

࠙ࡑࡢࠚᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᣑ◊✲
᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅
㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡽࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᡂ  ᯝ㸸ࡲࡎࠕぢᏲࡾࠖࢆ㆟ㄽࡍࡿ㝿ࠊ
ࠕぢᏲࡽࢀࡿഃࠖࠕぢᏲࡿഃࠖࡢ㐪࠸ࢆ
ព㆑ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠕࣂࣝࢿࣛࣈ࣭ࣝࣔࢹࣝࠖ
ᇶ࡙ࡃ㈐௵ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋᮏሗ࿌ࡣᐇ㊶࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㈐௵㛵ࡍࡿ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌮Ꮫࡸ⌮ㄽⓗ࡞どⅬࡽࡢᯟ⤌ࡳࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࢆᐇ㊶ࡢ୰
࡛ᤊ࠼ࡿ㝿ࡣᩚ⌮ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕぢᏲࡾࠖࢆࠕぢ
ᏲࡽࢀࡿഃࠖࠕぢᏲࡿഃࠖ࠸࠺ㄽ⌮ࢆศࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡛ࠊ㈐௵ࡢၥ
㢟ࡶྵࡵࡓ㆟ㄽࡀྍ⬟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡣࡲࡉ♫ⓗᏙ❧ࡋ
࡚࠸ࡿேࠎࢆ࠺ᨭࡋࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾࠊศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓࠕぢᏲࡾࠖࡢ㆟ㄽࢆ㑊ࡅ࡚ࡣ㏻ࢀ࡞࠸≧ἣࡢ୰ࠊࡇࢀࡽࡢ
㆟ㄽࡢᒎ㛤ࡀࡉࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


࠙ཧ⪃㈨ᩱ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࠚ
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ㆟ᐊ %
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰ᚰࠊ ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸
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  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  㛤ദෆᐜ㸸ᑎ⏣ㄔ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉᐈဨ◊✲ဨࠊ㉺๓⪽⨾⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ 5$
      7RP&DPSEHOO ⴭࡢࠕ5LJKWV $FULWLFDO LQWURGXFWLRQࠖࡢᩥ⊩᳨ウࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
  ᡂ  ᯝ㸸㞟ᅋⓗ࡞┈࣭ᶒࢆᢅ࠺ୖ࡛ࢥࣞࢡࢸࣈࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀᚲせ
࡞ ࡾ ࠊ ࡑ ࡇ ࡛ ᮏ ◊ ✲  ࡛ ࡣ 7RP &DPSEHOO ࡢ ࠕ 5LJKWV  $ FULWLFDO
LQWURGXFWLRQ୍ࠖ㒊ࢆ᳨ウ㢟ᮦࡋࡓࠋࢥࣞࢡࢸࣈࡢศ㢮ࠊ㞟ᅋⓗ࡞⮬ᕫ
Ỵᐃࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࠊ┈ࡸᶒࢆつᐃࡍࡿ㞟ᅋࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡢᚲせᛶࡀඹ᭷࡛ࡁࡓࠋᚋࡶ᳨ウㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡞ࡗࡓࠋ

࠙බ㛤◊✲ࠚ  
㸯㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
㛤ദෆᐜ㸸⛅ඖ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡀࠊ
ࠕ♫⚟♴ࣛࢶ࣭࣮࣋ࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࢳ㸸
ࢽ࣮ࢬࡽᶒࠖ࠸࠺㢟┠࡛ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
   ᡂ  ᯝ㸸ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣘࢽࢵࢺࡢᯟࢆ㉸࠼ᨭࢆồࡵ࡞࠸ேࠎᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺
ᤊ࠼࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠸࠺どⅬࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ⮬ᕫỴᐃ
ࡣࠊ┠ⓗ࡞ࡢᡭẁ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢၥ࠸⟅࠼ࡿᯟ⤌ࡳࡋ࡚
ࣛࢶ࣭࣮࣋ࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࢳ╔┠ࢆࡋࡓࠋࣛࢶ࣭࣮࣋ࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࢳ
࠾࠸࡚ࡣࠊᶒࢽ࣮ࢬࡢၥ㢟ࢆ༢㡯ᑐ❧ⓗ࡞㛵ಀࡋ࡚῭ࡲࡍࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᶒᇶ♏ࢆ⨨ࡃ࠸࠺ほⅬࡢୗ࡛୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ
࡞⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࡇࠊ㸯ࡘࡢព⩏ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࠋ

㸰㸧᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅
㛤ദෆᐜ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺྜྠ࡛බ㛤◊✲ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᖺᗘࡢ⥅⥆ࡋ࡚ࠊ
     ⏣୰⪔୍㑻ඛ⏕㸦ᫍᏛᅬᏛ࣭ᩍᤵ㸧ᶒ᧦ㆤಀࡿሗ࿌ࢆࡋ࡚㡬ࡁ
     ࢢ࣮ࣝࣉࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ㆟ㄽࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓࠋ
ᡂ  ᯝ㸸ᖺᗘ⥆ࡃ㆟ㄽࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓࡀࠊᖺᗘࡣᶒ᧦ㆤᙜ⪅ࢆࡵࡄࡿ
     ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࠙ᏛⓎ⾲ࠚ
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Ꮫྡ㸸᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ ➨  ᅇ⛅Ꮨ
㛤ദᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᪥㸦᪥㸧
ሗ࿌⪅㸸㔠Ꮚග୍⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ဨ
ཧຍ⪅㸸⛅ඖ⨾ୡ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࠊ㉺๓⪽⨾⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ 5$
ᡂ  ᯝ㸸㔠Ꮚග୍◊✲ဨࡀࠕࠗ┦⩏ົ࠘ࠗᶒ࠘㛵ࡍࡿྐⓗ⪃ᐹ̿ 5REHUW
2ZHQ ࡢࠕ༠ྠࡢ⌮ᛕࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿ࠖ࠸࠺㢟┠࡛ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ5REHUW
2ZHQ ࡢࠕ༠ྠࡢ⌮ᛕࠖ╔┠ࡋࠊ2ZHQ ࡀ᭷ࡋࡓࠕ┦⩏ົࠖࠕᶒࠖ
ࡢぢゎࡑࡢ≉㉁ࡘ࠸࡚᫂ࡽࡋࡓࠋ

࠙ㄽᩥࠚ
ㄽᩥྡ㸸ぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࢥࣞࢡࢸࣈࡢᙺ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
  ᥖ㍕ㄅ࣭ᕳྕ࣭ᥖ㍕᪥㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࠊ9ROࠊ ᖺ  ᭶
  ᇳ➹⪅㸸㉺๓ ⪽⨾ ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㹐㸿

࠙ࡑࡢࠚᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥  㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅
㛤ദෆᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡽࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᡂ  ᯝ㸸ぢᏲࡾ㛵ಀᛶࡢၥ㢟╔┠ࡋࠊ◊✲ࡢどⅬ࣭ᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡲࡎࠊᕷ
Ẹ♫࡛ࡣࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠕබⓗ㡿ᇦࠖ⌧ᐇ♫Ꮡᅾࡋ࡚
࠸ࡿಶูලయⓗ࡞ே㛫ࡀ⏕άࡍࡿࠕ⚾ⓗ㡿ᇦ࡛ࠖศ㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ㈋
ᅔ࡞ࡢ⏕άᅔ㞴ၥ㢟ࡣ⚾ⓗ㡿ᇦࡢၥ㢟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣᑐᛂ࡛
ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡀᣑ࣭῝้ࡋࠊᕷẸ♫ࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵࡣఱࡽࡢᑐᛂ
ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁࡓⅬࢆ㏙ࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⏕ά㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᚲせࡢᑐ
ᛂ㸦ࡑࡢ㛵ಀᛶ㸧ࡋ࡚  ࡘࡢ㛵ಀᛶ㸦㸿ᕷẸࡋ࡚ࡢ㛵ಀࠊ㹀ᐙ᪘ࡸᆅᇦ
♫ࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢ㛵ಀࠊ㹁⾜ᨻ㸦ᅜࠊ⮬య㸧ఫẸࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࠊ⌧
௦♫࡛ࡣࠊ㸿㹀㹁ࡢ㛵ಀࡀ㘒⥈ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㘒⥈࠸࠺≧ἣࢆࡢࡼ࠺ㄞ
ࡳゎࡃࡘ࠸࡚ࠊㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ
     ࡑࡢ୰࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀᛶࡣ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ㛵ࢃࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࡣ୍ᐃࡢព
ࡀ࠶ࡿࡇࠊᐇ㝿ࡢάືࡣࡁࢀ࠸㢮ᆺ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ」
ᩘࡢࢃࡾ᪉ࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ᪉ࡀከࡃࠊ࠼ࡤࠊぢᏲࡾ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
⾜ᨻఫẸ㸦ᕷẸ㸧ࡢ㛵ಀࠊᕷẸᕷẸࡢ㛵ಀࠊ㞄ேࡢ㛵ಀࠊぶ᪘㛵
ಀ➼ࠊ࠸ࡎࢀࡢ㛵ಀ࡛ࡶぢࡽࢀࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇࠊぢᏲࡾάືࢆㄞࡳゎ࠸࡚
࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ㛵ಀᛶࡢ㐪࠸ࡸ≉ᚩࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᣦ
ࡋࡓࠋ
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࠙ཧ⪃㈨ᩱ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࠚ
㸯㸧᪥  㸸2017 ᖺ 6 ᭶ 19 ᪥㸦᭶㸧11㸸30㹼13㸸00
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
  ཧ ຍ ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅
  ᡂ  ᯝ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰ᚰࠊぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࠕࡘ࡞ࡀ
ࡿࠖ
ࠕࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺㛵ಀᛶࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋேࠎࡣᕷẸ⏕
άࠊఫẸ⏕άࠊ⚾⏕ά࠸࠺ࡼ࠺⏕άࡢከ㠃ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕άࡀ
㔜࡞ࡗࡓࡾ⛣⾜ࡋࡓࡾࡍࡿࠋ⚾ⓗ㡿ᇦ࡛ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓၥ㢟ࢆබⓗ㡿
ᇦࡢၥ㢟㌿ࡍࡿ࠸࠺ὶࢀࡣ༢⣧࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕぢᏲࡾࠖ㛵㐃
ࡉࡏࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ♫ࠖࡢၥ㢟ࡋ୍࡚ᣓࡾ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞㞴ࡋࡉ
ࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸧᪥  㸸2017 ᖺ 7 ᭶ 24 ᪥㸦᭶㸧10㸸45㹼13㸸00
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
  ཧ ຍ ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅

  ᡂ  ᯝ㸸✄ἑබ୍◊✲ဨࠕ┦ᶍཎ㞀ᐖ⪅ẅയ௳ࡽぢ࠼ࡿࡶࡢ̿ࡘࡢཎ⌮
ࡼࡿᆒ⾮̿ࠖ࠸࠺㢟࡛ࡈሗ࿌㡬ࡁࠊ㔠Ꮚග୍◊✲ဨࡣࠕࠗࡘ࡞ࡄ࠘
㛵ಀࡽࡳࡓ᪥ᮏࡢ♫ᵓ㐀̿♫⚟♴ྐࡢどⅬࡽ̿ࠖ࠸࠺㢟࡛ࡈ
ሗ࿌㡬࠸ࡓࠋࡉࡽࡣఀዉᕝ⚽◊✲ဨࠕ6RFLDOࠖ࠸࠺㢟࡛ࡈሗ࿌㡬
࠸ࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡽࠊ♫⚟♴ࡀᢪ࠼ࡿᵓ㐀ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᣦࡀ
࡞ࡉࢀࠊฟ∧ྥࡅࡓពぢࢆᐇࡋࡓࠋ
࠙බ㛤◊✲ࠚ
㸯㸧᪥  㸸2017 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
  ሙ  ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 8202 ᩍᐊ
  ཧ ຍ ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅ࠊࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅ࠊᏛ㝔⏕
  ᡂ  ᯝ㸸⛅ඖ⨾ୡ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࠕࡘ࡞ࡀࡾࡼࡿຓࡢ⏝ྍ⬟ᛶࡘ࠸
࡚ࠖ࠸࠺㢟࡛ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠊ
ࡘ࡞ࡀࡾࡢᒓᛶࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࠊࡘ࡞ࡀࡾࡢᙉᗘࢆࡵࡄࡿၥ㢟࠸࠺ࡼ࠺ࠊ
ࡇࢀࡽࡘࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ࠼ࡤࠊ㏆㞄ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡣࠊᐙ᪘ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡼࡾࡣⷧ࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ͆ࡘ
࡞ࡀࡾ͇ࢆㄽࡌࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᙉᗘࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡘ࡞ࡀࡾࢃࡿᙉᗘࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚᭷⏝࡞どⅬࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ࡚
࠸ࡿࢢࣛࣀࣦ࢙ࢲ࣮ࡢࠕᙅ࠸⣣ᖏࡢᙉࡉࠖ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡘ࡞ࡀࡾ
ࡼࡿຓࡢ⏝ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
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࠙どᐹࠚ
㸯㸧᪥  㸸2018 ᖺ 3 ᭶ 13 ᪥㸦ⅆ㸧
࣭14 ᪥㸦Ỉ㸧
  ሙ  ᡤ㸸ᒸᒣ┴⥲♫ᕷ
  ཧ ຍ ⪅㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛵ಀ⪅ࠊࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅
  ᡂ  ᯝ㸸⥲♫ᕷࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ
       ሗ࿌ࢆᐇࡋࡓࠋᶒ᧦ㆤ㛵ࢃࡿάືࢆඛ㥑ⓗᢸࡗ࡚ࡁࡓ⌧ሙࡢ
       ᪉ࠎࡇࢀࡽࡢᆅᇦ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ
࠙ฟ∧ࠚ
  ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ฟ∧ᮏࡢ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉࡢᇳ➹⪅㸸
 ⛅ඖ⨾ୡࠕࡘ࡞ࡀࡾࡼࡿຓࡢ⏝ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠖ
 㔠Ꮚග୍ࠕࠕࡘ࡞ࡄࠖ㛵ಀࡽࡳࡓ᪥ᮏࡢ♫ᵓ㐀ࠖ
  ✄ἑබ୍ࠕ┦ᶍཎ㞀ᐖ⪅ẅയ௳ࡽぢ࠼ࡿࡇࠖ
  㛛 ⨾⏤⣖㸦Ⲷ㔝๛ྐඹⴭ㸧
ࠕእᅜ࣮ࣝࢶࢆࡶࡘ㧗㱋⪅ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛ᢪ࠼ࡿᅔ㞴ᨭ
̿୰ᅜᖐᅜ⪅ࡢࡽ̿ࠖ                   
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बષ Ṝṟ भॄǗबષ Ṝṣ भॄ ịታዉૃࠓݸᄣᆋᇿካܒᆱজષூ୯ΖංỌ
ᇿካષ್ؐܢ౼

᱔ᵨᒊɱᬣ࠶ᒊɱࠄʯˈʴቅϜᆋࠑዉʱࡠʟˑ
ࠠːூ୯̴ᔬዉூ୯ʱʟˑᏫװᆋᇿካ

बષ ṝṚ भ ṟ ಆ
ᆃᜊẮ಼ຳࠓݸባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵
ʁṛṛṜƆṢṠṚṠ ಼ΫᧀΫᆆ࢘ ṟƆṜṢƆṜṚ
ṾṯṶſṰṫẂ ṚṝƆṝṣṞṟƆṡṟṚṞ

