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䢆䢛䢓䢔䢙䢇䢛䡫䡴䚸䡹䢉䢛䡸䡨䢕䡱䢔䢙䢇䢛䡫䡴䡹䚸Ꮫ䡹䢊䢛䡬䡾㐃ྜ䚸
䡹䢊䢛䡬䡾タ䚸䡹䡴䡬䢕䡹䢊䢛䡬䡾䚸䢘䡬䢕䢀䢚䡵䢚䡬䢍䡹 ➼

䞉ᅜ㝿䜸䝸䞁䝢䝑䜽ጤဨ䠄/K䠅ᢎㄆᅋయ
䞉ᅜ㝿䝇䝫䞊䝒➇ᢏᅋయ䠄/&Ϳ䜔䚸ᩍ⫱䞉⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡ⓗ䛺ഃ㠃䛷䝇䝫䞊䝒䛻㈉⊩䛧䛶 䛔䜛ᅜ㝿⤌
⧊➼䛜ຍ┕
䞉ୡ⏺䛾䝇䝫䞊䝒ಖㆤ䚸ሗඹ᭷䚸༠ຊᙉㄪ䛜┠ⓗ
䞉ᙺဨ䛿䚸ኟᏘ䜸䝸䞁䝢䝑䜽➇ᢏᅋయ㐃ྜ䞉Ꮨ䜸䝸䞁䝢䝑䜽➇ᢏᅋయ㐃ྜ䞉/&㑅ฟ/Kጤဨ
䞉䡹䢊䢛䡬䡾䡭䡶䡬䢀䢚䛾⊂❧༠䢎䢙䢆䢚䡬䚸ୖグ௨እ䛛䜙㑅ฟ䛥䜜䜛
䞉^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ䞉/& &ŽƌƵŵ ➼䛾ᅜ㝿㆟䛸䛸䜒䛻䚸᪂䛧䛔䝇䝫䞊䝒䛾ษ䜚ཱྀ䛾⥲ྜ
➇ᢏ䜢䝥䝻䝕䝳䞊䝇䛧䛶䛔䜛䚹
䠖tŽƌůĚŽŵďĂƚ 'ĂŵĞƐͬtŽƌůĚhƌďĂŶ'ĂŵĞƐͬtŽƌůĚDŝŶĚ'ĂŵĞƐͬtŽƌůĚĞĂĐŚ'ĂŵĞƐ
tŽƌůĚƌƚŝƐƚŝĐ'ĂŵĞƐ
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䖩䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䞉䝯䞁䝞䞊

䖩䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁㛤ദᐇ⦼
ϮϬϭϰᖺ䝻䝂

ͤϭϵϵϵᖺᪧ⛠'/^&⥲䠄㜰䠅
➨ϭᅇ䠄ϮϬϬϯᖺϱ᭶ϭϮ᪥䡚ϭϳ᪥䠅䝬䝗䝸䞊䝗䠄䝇䝨䜲䞁䠅
➨Ϯᅇ䠄ϮϬϬϰᖺϱ᭶ϭϱ᪥䡚ϮϬ᪥䠅䝻䞊䝄䞁䝚䠄䝇䜲䝇䠅
➨ϯᅇ䠄ϮϬϬϱᖺϰ᭶ϭϲ᪥䡚ϮϬ᪥䠅䝧䝹䝸䞁䠄䝗䜲䝒䠅
➨ϰᅇ䠄ϮϬϬϲᖺϰ᭶ϯ᪥䡚ϳ᪥䠅䝋䜴䝹䠄㡑ᅜ䠅
➨ϱᅇ䠄ϮϬϬϳᖺϰ᭶Ϯϯ᪥䡚Ϯϳ᪥䠅ி䠄୰ᅜ䠅
➨ϲᅇ䠄ϮϬϬϴᖺϲ᭶Ϯ᪥䡚ϲ᪥䠅䜰䝔䝛䠄䜼䝸䝅䝱䠅
➨ϳᅇ䠄ϮϬϬϵᖺϯ᭶Ϯϯ᪥䡚Ϯϳ᪥䠅䝕䞁䝞䞊䠄䜰䝯䝸䜹ྜ⾗ᅜ䠅
➨ϴᅇ䠄ϮϬϭϬᖺϰ᭶Ϯϲ᪥䡚ϯϬ᪥䠅䝗䝞䜲䠄䜰䝷䝤㤳㛗ᅜ㐃㑥䠅
➨ϵᅇ䠄ϮϬϭϭᖺϰ᭶ϯ᪥䡚ϴ᪥䠅䝻䞁䝗䞁䠄䜲䜼䝸䝇䠅

ϮϬϭϱᖺ䝻䝂

➨ϭϬᅇ䠄ϮϬϭϮᖺϱ᭶Ϯϭ᪥䡚Ϯϲ᪥䠅䜿䝧䝑䜽䝅䝔䜱䞊䠄䜹䝘䝎䠅
➨ϭϭᅇ䠄ϮϬϭϯᖺϱ᭶Ϯϲ᪥䡚ϯϭ᪥䠅䝃䞁䜽䝖䝨䝔䝹䝤䝹䜾䠄䝻䝅䜰䠅
➨ϭϮᅇ䠄ϮϬϭϰᖺϰ᭶ϲ᪥䡚ϭϭ᪥䠅䝧䝺䜽ͬ䜰䞁䝍䝹䝲䠄䝖䝹䝁䠅
➨ϭϯᅇ䠄ϮϬϭϱᖺϰ᭶ϭϵ᪥䡚Ϯϰ᪥䠅䝋䝏䠄䝻䝅䜰䠅
䞉䞉䞉䞉䞉 䝋䝏䠄䝻䝅䜰䠅䛻䛶⥅⥆㛤ദỴᐃ
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䖩䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁ϮϬϭϱ䛾ཧຍ┠ⓗ
:^d௦⾲䛸䛧䛶䛾ཧຍ䡚ϮϬϭϮᖺ䜿䝧䝑䜽௨᮶ϰᅇ┠ཧຍ
䞉䝇䝫䞊䝒ᅋయ䚸䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖ㄏ⮴䞉㛤ദ㒔ᕷ➼䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾䛻䜘䜛
ሗ㞟
䞉ୡ⏺䛾䝇䝫䞊䝒⏺䛾ືྥᢕᥱ
᪥ᮏ䡹䢊䢛䡬䡾⯆䡺䢙䡼Ͳ䠄:^䠅䛸:^d䛸䛾ඹྠ䝤䞊䝇ฟᒎ
䞉:^dဨ䛷䛒䜛ᮐᖠᕷほගᩥᒁ䝇䝫䞊䝒㒊ͬϮϬϭϳ䜰䝆䜰Ꮨ➇ᢏ⤌⧊ጤ
ဨ䞉᪂₲ᕷᩥ䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁䞉䛥䛔䛯䜎䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁䛻ຍ䛘䛶䚸
᪥ᮏᨻᗓほගᒁ䛆:EdK䛇䛾ཧຍ䜢ᚓ䛶ϰ䝁䝬つᶍ䛾ฟᒎ䜢⾜䛳䛯䚹
:^㛵㐃⤌⧊䛸䛧䛶䚸d/^;dƐƵŬƵďĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ƉŽƌƚͿ䚸
^ƉŽƌƚ&ŽƌdŽŵŽƌƌŽǁົᒁ䚸:䠄᪥ᮏ䡭䢙䡽䢀䢚䡬䢇䢛䢙䡴䢚ᶵᵓ䠅䛜ཧຍ
/dz &KZhD 䝟䝛䝸䝇䝖䛸䛧䛶䛾ཧຍ
䞉&ƵƚƵƌĞ^ƉŽƌƚ͕&ƵƚƵƌĞŝƚǇ^ĞƐƐŝŽŶ䛷:^dཎ⏣㛗 Ⓩቭ

䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗 䝬䝸䜴䝇䞉䠨䞉䝡䝊䞊䝹㛗䛻䜘䜛䝇䝫䞊䝒ᨵ㠉ᥦ
ϮϬϭϱᖺϱ᭶Ϯϭ᪥䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗,WͬĨĂĐĞďŽŽŬᥖ㍕グ
䠄ヂ䠖ᅜ㝿ྜẼ㐨㐃┕ົ⥲㛗 ἑᩗ䚸ຍ➹䠖䡹䢊䢛䡬䡾䡭䡶䡬䢀䢚๓⌮ ᖌᒸᩥ⏨䠅

䝡䝊䞊䝹㛗䛿䝇䝫䞊䝒ᨵ㠉䛻㛵㐃䛧䛶ϮϬ㡯┠䛾㆟㢟䜢ᥦ䛧䜎䛩䚹䛭䜜䜙㡯┠䛻㈶ᡂ䛥䜜䜎䛩䛷
䛧䜗䛖䛛䠛 䛤ពぢ䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔䚹
䠍䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䛷䛒䛢䜙䜜䜛┈㓄ศ䝰䝕䝹䜢⌧≧䛾䝺䝧䝹䛛䜙Ϯϱ䠂䛻ᘬ䛝ୖ䛢䜛䛣䛸䚹
Ă͘䛣䛾㔠㢠䛾ϱ䠂䜢┤᥋䛻ᅜෆ➇ᢏ㐃┕䠄䠪䠢䠅䛻ᨭᡶ䛖䛣䛸䚹
䠎䠊ៅ㔜䛻タᐃ䛥䜜䛯ᇶ‽䛻ᇶ䛵䛝䚸ᖺ㔠䛾䜘䛖䛺ᙧ䛷ᶵ⬟䛩䜛䡭䡹䢔䡬䢀䡷䢊䢛䢀ᇶ㔠䛾タ❧䚹
䠏䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽ཧຍ䝇䝸䞊䝖䛻ᑐ䛩䜛䝥䝷䜲䝈䝬䝛䞊䛾タ䚹
䠐䠊᫂☜䛺つᐃ䚸ᇶ‽䚸ཎ๎䜢ḟ䛾ศ㔝䛻ᑐ䛧䛶
Ă͘ 䠥䠫䠟ຍ┕䛻㛵䛩䜛䜒䛾 ď͘ 䠥䠫䠟䝅䝇䝔䝮
Đ͘ 䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝥䝻䜾䝷䝮䛻ᑐ䛩䜛䝇䝫䞊䝒䜔䛭䜜䛻‽䛨䛯䜒䛾䛾㑅ᢥཬ䜃㏣ຍ䛻㛵䛩
䜛䜒䛾 Ě͘ᅜ㝿➇ᢏ㐃┕䠄䠥䠢䠅䛻㛵䛩䜛බㄆ䝥䝻䝉䝇
䠑䠊䝇䝫䞊䝒௰ุᡤ䛾䛺䜛⊂❧䚹
䠒䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝔䝺䝡䝏䝱䞁䝛䝹䛜ϱϬ䠂ᅜ㝿➇ᢏ㐃┕䠄䠥䠢䠅䛻䜘䛳䛶ᡤ᭷䛥䜜䜛䛣䛸䚹
䠓䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝥䝻䜾䝷䝮䛻ຍ┕䛧䛶䛔䛺䛔䛭䛾䝇䝫䞊䝒䜈䛾ᕪูᗫṆ䚹
䠔䠊䠥䠫䠟䛜ദ䛩䜛䛶䛾䝇䝫䞊䝒Ⓨᒎ䝥䝻䜾䝷䝮䜔ᶵ䜈䛾䢅䢙䢔䢙䢇䢛䡫䡴䡹䢊䢛䡬䡾䛾⦭ྜ䚹
䠕䠊䡹䢊䢛䡬䡾䢍䡬䢈䢚䢎䢙䢀䛻䛚䛡䜛ດຊ䜔㔜」䜢㑊䛡䜛䛯䜑䛾㛵ಀ⪅䛾᫂☜䛺ᙺศᢸཬ䜃㈐௵䚹
䠍䠌䠊➇ᢏ䛻ཧຍ䛩䜛䜰䝇䝸䞊䝖ᡤᒓ䛾ᅜෆ➇ᢏ㐃┕䠄䠪䠢䠅䛾㛗䛻ᑐ䛩䜛䠄ฟᖍ䜢ྍ⬟䛻
䛩䜛䠅ㄆドཬ䜃䝏䜿䝑䝖ྲྀᚓᶒ䚹
䠍䠍䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽㛤ദ㒔ᕷ䛻䛚䛔䛶䚸䜸䝸䞁䝢䝑䜽㛤ദ๓ᚋ䛻䢅䢙䡱䢔䢙䢇䢛䡫䡴䡹䢊䢛䡬䡾㐃┕䛜䝕䝰
䜢䛷䛝䜛ᶵ䜢ᣢ䛯䛫䜛䚹
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䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗 䝬䝸䜴䝇䞉䠨䞉䝡䝊䞊䝹㛗䛻䜘䜛䝇䝫䞊䝒ᨵ㠉ᥦ
ϮϬϭϱᖺϱ᭶Ϯϭ᪥䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗,WͬĨĂĐĞďŽŽŬᥖ㍕グ
䠄ヂ䠖ᅜ㝿ྜẼ㐨㐃┕ົ⥲㛗 ἑᩗ䚸ຍ➹䠖䡹䢊䢛䡬䡾䡭䡶䡬䢀䢚๓⌮ ᖌᒸᩥ⏨䠅

䠍䠎䠊ᕪู䛺䛟䚸䜸䝸䞁䝢䝑䜽ཧຍ➇ᢏ㐃┕䠄䠥䠢䠅௦⾲䛾䠥䠫䠟䝯䞁䝞䞊䝅䝑䝥䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸
䠍䠏䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䛻㝿䛧䛶ᅜ㝿➇ᢏ㐃┕䠄䠥䠢䠅䛾㛗䛜⮬䜙䛾ᅋయ䛾䜰䝇䝸䞊䝖䜈䝯䝎䝹䜢
䛘䜛䛯䜑䛾ᶒ䚹
䠍䠐䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝮䞊䝤䝯䞁䝖䜈䝇䝫䞊䝒┬➼䜢䜘䜚ཧຍ䛥䛫䜛䛣䛸䚹䛴䜎䜚䛣䛾┬䛿ᅜෆ䚸
ᅜእ䛷䛾䝇䝫䞊䝒➇ᢏ䛻䛚䛡䜛㔜せ䛺㈈ᨻᨭ⪅䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚹
䠍䠑䠊ᣍ⮴䛧䜘䛖䛸䛩䜛㒔ᕷ䛜䜸䝸䞁䝢䝑䜽䜔䝜䞁䜸䝸䞁䝢䝑䜽➇ᢏ㐃┕䠄䠥䠢䠅䛻ᑐ䛧䛶䝥䝺䝊䞁
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹䛭䛖䛧䛶䚸ᢞ⚊ᶒ䛜䛒䜛䝯䞁䝞䞊䛜ᣍ⮴䛧䛶䛔䜛㒔ᕷ䜢ゼၥ䛩䜛䛻
㝿䛧䛶䛾⌮ⓗ䛺つᐃ䜢タᐃ䛩䜛䚹
䠍䠒䠊䠥䠫䠟ጤဨᢞ⚊䝥䝻䝉䝇䛜බᖹ䛷䚸䠄ᶒ┈⪅䛾䠅ពぢ䜢䛝䛱䜣䛸௦ᘚ䛷䛝䛶䚸ྠ➼䛷䜛䛣䛸
䠍䠓䠊እ㒊䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾⤥䜔ዎ⣙䛜㏱᫂ᛶ䜢ᣢ䛴䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸
䠍䠔䠊䜸䝸䞁䝢䝑䜽䛾⺅ᖒ䛾እ䛾䝬䝹䝏䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖䛻ᑐ䛩䜛ㄆ▱ཬ䜃ᶵ䛾䛯䜑䛾
ዡບ䛺䜙䜃䛻䝣䝹䝃䝫䞊䝖䜢䛶䛾䝇䝫䞊䝒䛾䛯䜑䛻⾜䛖䚹
䠄䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䛜⾜䛖䠅➇ᢏ䛾Ⓨᒎ䛾䛯䜑䛻⿵ⓗ䛺ຓ䜢⾜䛖䚹
䠍䠕䠊䠥䠫䠟䛸䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䛾༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛺䜙䜃䛻㈐௵䛾ᡤᅾ䜢᫂☜䛻♧䛩䛣䛸䚹
䠎䠌䠊ୖグ䛩䜉䛶䛾᭩ᗑ䛻䛴䛔䛶䛾බⓗ䛺ᐇせ㡯䚹

䝇䝫䞊䝒䜰䝁䞊䝗䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁 つᶍ
ϮϬϭϯ䝃䞁䜽䝖䝨䝔䝹䝤䝹䜽

ϮϬϭϰ䝧䝺䜽ͬ䜰䞁䝍䝹䝲

ϮϬϭϱ䝋䝏

Ϯ͕ϯϱϰ

ϭ͕ϲϯϲ䠄ึཧຍ⪅䠖ϰϭϬ䠅

ᮍⓎ⾲

ཧຍ⪅ᅜ⡠ᩘ

ϱϴ

ϳϴ

ᮍⓎ⾲

ཧຍ⤌⧊ᩘ

ϵϭϮ

ᮍⓎ⾲

ϭϬϬϬ䠇

䝤䞊䝇ฟᒎᩘ

ϵϮ

ϴϱ

ϴϱ

ཧຍᅜ㝿䝇䝫䞊䝒ᅋయ

ϭϬϳ

ᮍⓎ⾲

ϵϮ

ཧຍ㒔ᕷ

ϭϭϱ

ᮍⓎ⾲

ᮍⓎ⾲

䝯䝕䜱䜰䜶䞁䝖䝸䞊ᩘ

ϯϲϬ

ᮍⓎ⾲

ϰϬϬ䠇

䞉ϮϬϮϬᖺ䜸䝸䞁䝢䝑䜽䞉䝟䝷䝸
䞁䝢䝑䜽❧ೃ⿵㒔ᕷ䝥䝺䝊䞁
䝔䞊䝅䝵䞁
䞉ኟᏘ䜸䝸䞁䝢䝑䜽ᐇ➇ᢏ
䛾⤠䜚㎸䜏
䐟䝺䝇䝸䞁䜾 䐠㔝⌫䞉䝋䝣䝖
䝪䞊䝹 䐡䝇䜹䝑䝅䝳

䞉ϮϬϭϲ䝸䜸䜸䝸䞁䝢䝑䜽➇ᢏሙ‽
ഛ䛾㐜䜜ᑐ⟇
䞉㛤ദᆅ䜈䛾Ἴཬຠᯝ䛆Wǁㄪᰝ䛇
⤒῭ຠᯝ䠖h^Ψϯ͘ϴϱD
䠄ෆཧຍ⪅┤᥋ᾘ㈝䠖h^ΨϮ͘ϮϱD
㛫᥋ᾘ㈝䠖h^Ψϭ͘ϱϵD䠅

ཧຍ䜶䞁䝖䝸䞊ᩘ

䛭䛾䚸ヰ㢟

䠘䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁⤊ᚋ䛾ᒎ㛤䠚
䝡䝊䞊䝹㛗䛾㏥௵䞉ϮϬϭϲ௨㝆㛤ദ㒔ᕷ䛾⪃
ᬻᐃ䝏䜵䜰䝬䞁䞉᪂㛗䛾㑅ฟ
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䞉䝡䝊䞊䝹㛗䛾䠥䠫䠟ᢈุ
䞉Ϯϳ/&䛜䡹䢊䢛䡬䡾䡭䡶䡬䢀䢚䛸䛾ዎ⣙୍
Ṇ
䞉䡹䢊䢛䡬䡾䡭䡶䡬䢀䢚䞉䡶䢙䢉䢚䢙䡸䡪䢙䛾䝋䝏
⥅⥆㛤ദỴᐃ

^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ
>tKZϮϭ͘Ɖƌŝů
Session 1-09:30-10:45
How to Choose a Lawyer

ᅜ㝿➇ᢏᅋయ䠄IF䠅䛿ᵝ䚻䛺ἲᚊၥ㢟䛻┤㠃䛧䛶䛚䜚䚸⤌⧊ෆ
䛻ᘚㆤኈ䜢ᢪ䛘䛯䜚䚸ἲົ㒊㛛䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛IF䜒䛒䜛䚹 䞉䢋䡬
䡵䡿䡮䢙䡴䢚ㄢ㢟䛛䜙ෆ㒊䢋䢄䡸䢚䢎䢙䢀ၥ㢟 䞉▱ⓗ㈈⏘
䞉⛯㔠 䞉ッゴ 䞉つไ➼䛾ㄢ㢟䛜ぢ䜙䜜䜛䚹
䛣䛖䛔䛳䛯ἲⓗㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛ຓゝ䛾䝉䝑䝅䝵䞁䚹

Session 2-11:00-12:00
Legal Issues for and with National Federations

IF䛸NF䛸䛾㛵ಀ䛻⏕䛨䜛ἲⓗㄢ㢟
䛆ၟᶆཬ䜃▱ⓗ㈈⏘䛇
䞉䡹䢊䢛䢙䡷䡬ཬ䜃ദ⪅䛸䛧䛶䛾NF䛾᪂䛧䛔❧ሙ
䞉䡹䡿䡬䡴䢊䢕䡼䢚䡬䛸䛾΅
䛆つไ䛇
䞉つᶍNF䛸ᑠつᶍNF䛸䛾䢆䢚䢓䢙䡹ㄪᩚ
䞉䢈䢛䢗䡺䡹䛸ᵓ㐀䛾බᖹᛶ䛾☜ಖ䠉つᶍNF䛜ᑠつᶍNF䜘䜚ඃ
䛻❧䛴䛣䛸䛿䛺䛔䜢ᢸಖ䛩䜛䛛䚸䡹䢊䢛䡬䡾䛾䜘䜚ᗈ⠊ᅖ䛻䜟
䛯䜛ᬑཬ䛾ほⅬ䜢ᢸಖ䛩䜛䚹
䛆IFෆ䛾ἲົ䞉ᨻົ䛇
䞉ッゴ♫䛜䡹䢊䢛䡬䡾⏺䛻䜒ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛
䞉NF䛸䛾ἲⓗㄢ㢟䜢ዴఱ䛻ᅇ㑊䛩䜛䛛
䠉ఏ⤫ⓗ΅
䠉IFෆ䛷䛾ุእ⣮தฎ⌮䠛
䠉䡹䢊䢛䡬䡾௰ุᡤ
䞉⤒㐣䚸㏱᫂ᛶ䚸ἲⓗゎ㔘䛾⢭ᰝ
䠉ᢞ⚊䛸㑅ᣲ
䠉ἲⓗ䡭䢈䢛䢗䡬䡽䛸ᐇ㉁ⓗ䡭䢈䢛䢗䡬䡽䛾䢆䢚䢓䢙䡹ㄪᩚ䠉䢔䡹䡴䛿䠛
䠉ἲᚊ䛾᮲ᩥ䛸ἲᚊ䛾㊃᪨

13:30-17:30
LawAccord International Conference

^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ
>tKZϮϮ͘Ɖƌŝů
09:00-12:30
LawAccord International Conference Legal
challenges of modern sport

䢘䡬䡴䡸䡪䡫䢈䢛/㆟/䢆䢛䢄䢕䡿䢚䡤䡹䡲䡫䡸䡪䢙

13:30-17:30
LawAccord International Conference Legal
challenges od modern sport

䢘䡬䡴䡸䡪䡫䢈䢛/㆟/䢆䢛䢄䢕䡿䢚䡤䡹䡲䡫䡸䡪䢙

䠦䠝䠬䠝䠪䝤䞊䝇䝕䝄䜲䞁
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^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ
/dz &KZhDͲ ^WKZd͛^>'zdK/d/^
Ϯϭ͘Ɖƌŝů
13:35-14:00
KEYNOTE ADDRESS: The Olympic Legacy

SPEAKER: Anatoly Pakhomov,䝋䝏ᕷ㛗

14:00-15:00
PANEL SESSION: The Legacy Requirement

MODERATOR: David Eades, 䡸䢚䡨䡬䢁䢔䡹䢀䞉 BBC World䡭䢙䡲
SPEAKERS: Daniel Cordey,䡴䢚䢗䡬䢆䢚䢕䡮䢉䢚䢙䢀䡷䢈䢛䢓䡮䢐䡬
༠ ⌮㛗
Simon Farborother,䡰䢀䢚䢏䢙䢀䢙ᕷ 䢋䢄䡬䡸䢚䡨䡬
Tony Nagamaiah,䢋䢖䡬䡸䡭䢎䡸䢚䡨䡬䡮䢉䢚䢙䢀 GM
Risto Nieminen.䢈䡤䢙䢓䢙䢀䢚䡱䢔䢙䢇䢛䡫䡴ጤဨ 㛗

15:15-15:45
WVENT WATCH: Events to fit any city- an IF
perspective

SPEAKER: Peter Hall, ᅜ㝿ỈὋ㐃┕䢋䡬䡵䡿䡮䢙䡴䢚䠃TV㒊㛛
㈐௵⪅

15:45-16:45
PANEL SEESION: Future Sports for Future Cities

MODERATOR: David J J. Bond. 䢌䢕䡼䡯䢙 䢆䢛䡬䢀䢁䡬䡹䢚 䡿䢚䡮䢖䡴
䡼䡬
SPEAKERS䠖 Dr. Munehiko Harada ᪥ᮏ䡹䢊䢛䡬䡾䡾䡬䢔
䡹䢚䢍᥎㐍ᶵᵓ 㛗
Professor Andy Miah: SalfordᏛ ⛉Ꮫⓗ䡶䢌䡩䢂䡵䡬
䡸䡪䢙䠃ᮍ᮶䢎䡿䢚䡤䡭 ᐓ
Anita Palm䠖 䡶䢚䡬䢕䢀䢚䡶䡬䡹䢀2018ⱥ㐃㑥⤌⧊ጤဨ
➇ᢏ㒊㛛௦⾲

16:45-17:45
CASE STUDY: The Ceremony Conundrum

SEPAKER䠖 Antonio Abete, 䢈䡤䢕䢍䢋䡹䡼䡬 䡮䢉䢚䢙䢀 CEO

17:15-17:30
Focus on Kazan

SPEAKER䠖 Azat R. Kadyrov, ANO 䡹䢊䢛䡬䡾䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀 ⌮
 ົᒁ㛗

^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ
>'zͲzϭϮϮ͘Ɖƌŝů
08:00-09:30
PANEL DISCUSSION: Professional Sports’
Development in Russia
10:45-11:00
KEYNOTE PLENARY INTRODUCTORY ADDRESS: The
L’Word

SPEAKER: Hazem Galal, PwC ᆅ᪉⮬య䡺䡴䡼䡬
䡴䢚䢗䡬䢆䢚䢕䢔䡬䡼䢚䡬

11:00-12:00
PLEANARY PANEL SESSION: What’s in a word? The
truth about Legacy

MODERATOR: Hazem Galal, PwC ᆅ᪉⮬య䡺䡴䡼䡬
䡴䢚䢗䡬䢆䢚䢕䢔䡬䡼䢚䡬
SPEAKERS䠖 Dmitry Chernyshenko, 䡶䢙䡽䢄䡼䢕䢊䡫䡵䡬
䢔䡬䡴䢚 䡲䢚䡹䢚䢈䢛䢗䢍䢎䡿䢚䡤䡭䢊䡬䢕䡿䢚䡤䢙䡴䢚ᙺဨ 㛗
Mark Egan, 䢘䡬䢕䢀䢚䢓䡴䢚䢇䢚䡬➇ᢏຊྥୖᢸᙜ ௦⾲
Dr. Arne Feddersen, ༡䡿䢚䢙䢋䡬䡴Ꮫ⎔ቃ䠃䢇䢚䡸䢚䢄䡹⤒῭
Ꮫ㒊MSOᩍᤵ
Dr. Bridget McConnell, 䡴䢚䢓䡹䡶䢚䡬䢓䡮䢈ົ⥲㛗
Patrick Nally, West Nally Ltd CEO, ᅜ㝿䝫䞊䜹䞊
䝀䞊䝮༠ 㛗

13:30-14:00
THE ATHLETE BRAND AND THE ROLE MODEL
REVOLUTION

SPEAKER: Thomas van Schaik, 䡭䡿䢚䡤䡼䢚䡹 䡴䢚䢗䡬䢆䢚䢕
䢈䢚䢓䢙䢀䢚䡿䢚䡮䢖䡴䡼䡬

14:15-15:15
PANEL DISCUSSION: High Road or Low Road-What
it takes ofr motor sport to thrive in a fast-changing
landscape

MODERATOR䠖 David Eades, 䡸䢚䡨䡬䢁䢔䡹䢀䠃BBC
World 䡭䢙䡲SPEAKERS䠖 Raffaele Chiulli, UIM & ARISF 㛗
Andrew Craig, The Crig Company ♫㛗
Sergey Vorobyev, 䝋䝏F1䡴䢚䢓䢙䢈䢛䢔䢈䢛䢗䢏䡬䡼䡬䚸
䝋䝏䡷䡬䡳䡫䢀௦⾲
Oliver Weingarten, 䢈䡧䡬䢌䡩䢓E䡽䡬䢍༠ᑓົ⌮䚸OW
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^ƉŽƌƚĐĐŽƌĚ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ

>'zͲzϮϮϯ͘Ɖƌŝů
10:00-10:30
The Sporting Future Today- How technology is
changing the game plan

SPEAKER: Professor Andy Miah, SalfordᏛ
⛉Ꮫⓗ䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䠃ᮍ᮶䢎䡿䢚䡤䡭 ᐓ

10䠖45-12:00
PANEL DISCUSSION: When inequality IS the legacy

MODERATOR䠖 Charmaine Crooks C.M. 䡱䢔䢙䢇䢛䡭䢙䚸
NGU䡶䢙䡷䢕䡼䢙䢀 ♫㛗
SPEAKERS: Kate Caithness OBE, ᅜ㝿䡲䡬䢔䢙䡴䢚༠
㛗
Hon Molly Rhone OJ, ᅜ㝿䢄䡫䢀䢊䢚䡬䢕㐃┕ 㛗
Paul Smith, Repucom CEO&❧⪅

13:30-14:30
PANEL DISCUSSION䠖Managing your reputation
Before your reputation becomes your legacy

MODERATOR: David Eades, , 䡸䢚䡨䡬䢁䢔䡹䢀䠃BBC
World 䡭䢙䡲SPEAKERS: David Bond, ๓BBC䡹䢊䢛䡬䡾⦅㞟䡿䢚䡮䢖䡴䡼䡬
Scott Bowers, The Jockey Club䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙㒊㛛௦⾲
Dr. Emily Ryall, GloucestershireᏛ ဴᏛᑓᨷㅮᖌ

14:30-15:00
THE RUSSIAN INTERNATIONAL OLYMIC UNIVERSITY
fulfilling the legacy of the Sochi 2014 Winter Games

SPEAKER: Lev Belousov, 䝻䝅䜰ᅜ㝿䜸䝸䞁䝢䝑䜽Ꮫ
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䕿᪥㻌 㻌 㻌
䕿ሙ㻌 㻌 㻌
䕿㻌 㻌 㻌
䕿ඹ㻌 㻌 㻌
䕿ฟ ᒎ
㻌

䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠎䠔᪥䠄ⅆ䠅䡚䠏䠌᪥䠄ᮌ䠅㻌
ᡤ䠖ᮾி䝡䝑䜾䝃䜲䝖㻌 ᮾ䝩䞊䝹㻌
ദ䠖䠯䠬䠫䠮䠰䠡䠟ᐇ⾜ጤဨ㻌
ദ䠖䠦䠯䠰䠝䠄䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖 㻱㼄㻼㻻䠅㻌
♫䠖㻌 䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖 㻱㼄㻼㻻㻌

㻌

᪥ᮏ᪑⾜㻌
䝠䝖䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝈㻌
䠦䠰䠞㻌
䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䞉䝟䝡䝸䜸䞁㻌
䛥䛔䛯䜎䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁㻌
Ἀ⦖ほග䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁䝡䝳䞊䝻䞊䚸㻌
᪂₲ᩥ䞉䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁㻌
➨䠔ᅇᮐᖠ䜰䝆䜰Ꮨ➇ᢏ⤌⧊ጤဨ䚸㻌
᪥ᮏ䝇䝫䞊䝒䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ㻌
᪥ᮏ䝂䝹䝣䝒䞊䝸䝈䝮᥎㐍༠䚸㻌
䜸䞊䝅䝱䞁䝈䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾㻌

䝉䝭䝘䞊䠖㻌
䛆㻰㻙㻝䛇䛂㞀䛜䛔⪅䛜Ᏻᚰ䛧䛶᪑䛸䝇䝫䞊䝒䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛾䛷䛝䜛⎔ቃ䛵䛟䜚䛃㻌
䛂䛄䛷䛝䜛䛅䜢ពᕤኵ䛩䜛䡚㞀ᐖ⪅䝇䝫䞊䝒䛾ᶵჾ㛤Ⓨ䛻ᦠ䜟䛳䛶䡚䛃㻌
䝟䝅䝣䜱䝑䜽䝃䝥䝷䜲ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㻌 ᕝᮧẶ㻌
䛂㞀ᐖ⪅䛜Ᏻᚰ䛧䛶᪑䛸䝇䝫䞊䝒䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛾䛷䛝䜛⎔ቃ䛵䛟䜚㻌
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே᪥ᮏ䝖䝷䝧䝹䝦䝹䝟䞊༠⌮㛗㻛ᰴᘧ♫ 㻿㻼㻵㻌 䛒䞉䛘䜛ᴦ㒊㻌
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㻌 ⠛ሯᜤ୍Ặ㻌
䛆㻰㻙㻟䛇䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛂䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁䛃ฟᒎ䠯䠟㻌
䛥䛔䛯䜎䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁㻌
Ἀ⦖ほග䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁䝡䝳䞊䝻䞊㻌
᪂₲ᕷᩥ䞉䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁㻌
➨ 㻤 ᅇᮐᖠ䜰䝆䜰Ꮨ➇ᢏ⤌⧊ጤဨ㻌
䛆㻰㻙㻠䛇䛂䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䞉䝝䞁䝗䝤䝑䜽ฟ∧グᛕ䝉䝭䝘䞊䠍㻌
䛂䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䛾䛃㻌 䠄㡰ኳᇽᏛ㻌 ᕤ⸨ᗣᏹẶ䠅㻌
䛂䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䛻ᚲせ䛺䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛾Ⓨ䛃䠄᪩✄⏣Ꮫ㻌 ᯇᒸᏹ㧗Ặ䠅㻌
䛆㻰㻙㻡䛇䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䞉䝝䞁䝗䝤䝑䜽ฟ∧グᛕ䝉䝭䝘䞊䠎㻌 㻌
䛂䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝇䝖䛜䛹䛾䜘䛖䛻⾜䛝ඛ䜢Ỵ䜑䛶䛔䜛䛛䛃䠄ྠᚿ♫Ꮫ㻌 ᐑᾈᙲẶ䠅㻌
㻌
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䛂䇾ᡂຌ䇿䛸ホ౯䛥䜜䜛䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖䛵䛟䜚䡚ㄝ᫂㈐௵䛻ᛂ䛘䜙䜜䜛 㻢 䛴䛾䝣䜵䞊䝈䛸
䛿㻫䡚䛃䠄ᮾிᐩኈᏛ㻌 ᒸᫍ❳⨾Ặ䠅㻌
䛆㻰㻙㻢䛇䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䞉䝝䞁䝗䝤䝑䜽ฟ∧グᛕ䝉䝭䝘䞊䠏㻌 㻌
䛂䝇䝫䞊䝒䝒䜰䞊䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䠄㟷ᮌ⌮䠅㻌
䛂ᆅᇦάᛶ䛸䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮䛃䠄㧗ᶫ⌮䠅㻌
䛆㻰㻙㻣䛇➨ 㻡 ᅇ䝇䝫䞊䝒䝒䞊䝸䝈䝮ᅜ㐃⤡༠㆟㻌
䛆㻰㻙㻤䛇䛂㻞㻜㻞㻜 ᖺ䛻ྥ䛡䛯ືྥ䛃㻌
ෆ㛶ᐁᡣ㻌 㻞㻜㻞㻜 ᖺ䜸䝸䞁䝢䝑䜽䞉䝟䝷䝸䞁䝢䝑䜽ᮾி᥎㐍ᐊ㛗௦⌮䚸ෆ㛶ᑂ㆟ᐁ㻌 ⰱ
❧カẶ㻌
᪥ᮏᨻᗓほගᒁ䠄㻶㻺㼀㻻䠅㻌 䜲䞁䝞䜴䞁䝗ᡓ␎㒊ḟ㛗ㄏ⮴ᡓ␎ᢸᙜ㻌 ᗈ℩ṇᙪẶ㻌
䛆㻰㻙㻥䛇䛂䠦䝸䞊䜾䛜䝩䞊䝮䝍䜴䞁䛸ྲྀ䜚⤌䜐ᆅᇦάᛶ䛃㻌
䠦䝸䞊䜾ᖖົ⌮㻌 ୰すẶ㻌
䝁䞁䝃䝗䞊䝺ᮐᖠ 㻳㻹 ᇳ⾜ᙺဨ㻌
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第4回スポーツツーリズム・カンファレンス
プログラム
第一部

13 : 30 ~ 14 : 45

大会議室

開会挨拶

原田 宗彦（JSTA 会長・早稲田大学スポーツ科学学術院）

来賓ご挨拶

髙橋 道和 様（スポーツ庁 次長）

司会：王 理恵さん
（野菜ソムリエ／
アスリートフードマイスター3級）

基調講演 「〜これからのさいたま市〜 スポーツで日本一笑顔あふれるまち」
清水 勇人 氏 （さいたま市長／さいたまスポーツコミッション 会長）
昭和37年埼玉県生まれ。
日本大学法学部卒、松下政経塾卒塾（7期生）衆議院議員秘書を経て平成15年･19年、
南6区（さいたま市見沼区）より県議連続トップ当選。平成21年5月さいたま市長初当選、現在2期目。
平成25年第8回マニフェスト大賞「最優秀マニフェスト賞」受賞
さいたまスポーツコミッション会長、
日本サッカーを応援する自治体連盟会長、共栄大学客員教授

基調講演 「観光行政とスポーツツーリズム」
大岡 秀哉 氏（観光庁 観光資源課 ニューツーリズム推進官）
平成８年運輸省入省。
国土交通省（港湾局、国土計画局）、外務省国際協力局、国際協力事業団、内閣府沖縄総合事務局、
苫小牧港管理組合等に勤務。現在、観光庁観光資源課ニューツーリズム推進官にて、
観光資源の掘り起こし、
磨き上げ等に取り組む。

第二部

分科会①→ 15 : 00〜 16 : 00

分科会②→ 16 : 15〜 17 : 15

大会議室
分科会①「スポーツ施設経営」
＜講

演＞

「新スタジアムが拓く地域・クラブの未来」
野呂

(株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長）
輝久 氏 （

昭和29年三重県生まれ。名古屋大学卒業後松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社。秘書課長、企業システム
、
営業本部法人営業部長、広報部部長、パナソニックシステムソリューションズ首都圏本部本部長、同社常務などを歴任後、
平成24年株式会社ガンバ大阪顧問スタジアム建設本部本部長就任。平成24年同社取締役副社長、平成25年1月から現職。

＜講

演＞

「スポーツ施設への民間活力導入について」
桂田

隆行 氏（ 株式会社日本政策投資銀行 地域企画部）

1999年日本開発銀行（現（株）日本政策投資銀行）入行。エネルギー部、産業・技術部、北海道支店などで化学業、
ホテル・旅館業、観光業等の企業への融資業務に従事。2011年より地域企画部に在籍し、地域再生計画や総合特区エリアでの
企業向け融資支援業務等を担当した後、現在は大規模スポーツ施設整備についての資金調達に関する調査研究を行っている。
2013年早稲田大学大学院スポーツ科学研究科社会人修士課程修了。

分科会②「メガスポーツイベントとまちづくり〜2019RWC 佂石・横浜〜」
＜パネリスト＞
増田 久士 氏（佂石市総務企画部ラグビーワールドカップ推進室 室長補佐）
1963年愛媛県生まれ。1992年、東京大学文学部卒業。
（在学中、ラグビー部に所属）1995年より、関東ラグビーフットボール協会
に所属。2006年、筑波大学修士課程を卒業。同年、佂石シーウェイブスRFC事務局長に就任。2014年に佂石市教育委員会事務局
スポーツ推進課ラグビーワールドカップ誘致推進室に着任し、2015年4月より、佂石市総務企画部ラグビーワールドカップ推進
室室長補佐を務める。

増保 輝則 氏（RWC2019アンバサダー／ラグビー元日本代表）
1972年東京都生まれ。1994年、早稲田大学人間科学部卒業。（在学中、ラグビー部に所属、4年時に副将）
1994年より神戸製鋼コベルコスティーラーズに在籍し、選手、主将、監督として活躍。日本選手権で3度の優勝を経験する。
日本代表としては1991年、1995年、1999年のワールドカップに出場し、2000年度には代表主将も務めた。
2013年よりラグビーワールドカップ2019アンバサダーを務める。

＜コーディネーター＞
山羽 教文 氏（株式会社FIELD OF DREAMS代表取締役）
1971年兵庫県生まれ。
1995年早稲田大学教育学部卒業。
（在学中、ラグビー部に所属、4年時に主将）同年、三井物産株式会社入社。
2000年に同社を退社し渡米。2003年オハイオ大学大学院スポーツ経営学修士課程を修了。同年株式会社FIELD OF DREAMSを
設立、代表に就任（現在まで）。JOCキャリアアカデミープロジェクトメンバー、
（公財）日本健康スポーツ連盟理事などを歴任。

~ 21 ~

会議室①
分科会①「自然活用ツーリズムと環境共生
〜山を活用したツーリズム、トレイルツーリズムの事例を元に〜」 会議室①
＜パネリスト＞
千葉 達雄 氏（伊豆トレイルジャーニー総合プロデューサー）
1975年静岡県生まれ。
中京大学卒。観光協会やスポーツマネジメント会社を経て2012年、伊豆における新しい旅行コンテンツの
創造のため、
「伊豆トレイルジャーニー」を立ち上げる。2013年静岡県伊豆市内に株式会社ソトエを設立し代表取締役
プロ デューサーに就任。2015年よりウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）実行委員会事務局長。
日本トレイルランナーズ協会理事。

奥村 圭輔 氏 ( 株式会社山と溪谷社 イベント事業部長)
1965年東京都生まれ。明治大学卒。国内外の登山専門の旅行会社、
ランニングの専門出版社を経て、現在登山、
自然の専門出版社の
山と溪谷社勤務。
ふたつの出版社では、編集の仕事は担当せずに、ランニング、自転車、登山、トレイルランニングのイベント、
webに関する事業を担当。国や地方の行政機関とのイベント事業経験が長い。

＜コーディネーター＞
但野 秀信 氏（日本スポーツボランティアネットワーク 事務局）
1976年、神奈川県生まれ。ライフセービングにおいて、全日本選手権優勝やワールドゲームズ3位などの経験を持つ。2005年
に笹川スポーツ財団に入団し、国内最大のオープンウォータースイミング大会湘南OWSの事務局や東京マラソンのボランティ
ア運営などに携わる。2012年のJSVN設立から事務局を担当する。国内のスポーツボランティア団体のネットワーク化を行い
スポーツボランティア文化の醸成を図ることを目的に活動している。

分科会②「ランニングイベントのこれから」
＜パネリスト＞
古賀 浩之 氏（スポーツニッポン新聞社 事業本部 本部次長）
90年代からマラソンイベントに従事し、かすみがうらマラソンや山中湖ロードレースなど、スポニチが主催、後援する年間で
20大会以上のマラソン大会をすべて統括するマラソンプロデューサー。03年に自ら発案、開催した「スポニチマラソンサミット」
は14年に「マラソンサミットｉｎジャパン」として全国規模に拡大して開催。業界内での幅広いネットワークを軸に全国の
マラソン大会の更なる発展や地域振興、社会貢献をテーマに活動している。

高見澤 秋 氏（株式会社フォトクリエイト 事業本部 営業一部 スポーツ写真事業 マネージャー）
同社はスポーツ写真サービス「All Sports Community」を運営。東京マラソン、大阪マラソンをはじめ全国各地で開催される
マラソン大会の撮影を手掛ける。年間撮影大会は国内外合わせ年間約600大会に上り、大会の思い出をカタチに残せるサービス
として多くのマラソン大会で導入されている。自身もランナーとして各地のマラソン大会に参加、ご当地ランで様々な出会いを
重ねる事を楽しみとしている。

＜コーディネーター＞
大塚 眞一郎（JSTA・JOC 理事、日本トライアスロン連合専務理事）
東京都出身。1984年からトライアスロン競技の日本及びアジアでの普及に尽力。また、競技会運営、放映権管理、スポンサーシッ
プ、選手マネージメント、ボランティア対応などのすべての業務を競技団体で対応するシステムを確立し、多くの国際大会や
世界選手権を日本に誘致してきた。トライアスロン競技のオリンピック競技種目決定（1994）にも尽力。
ほかに、JOC スポーツ環境専門部会長・広報専門部会副部会長、国際トライアスロン連合（ITU) 理事

ネットワーキングセッション 17:30〜 18:30 １階ロビー
軽食と飲み物をご用意し、参加者同士の交流の時間を設けます。名刺交換・商談にご活用ください。
一言スピーチも承ります。ご希望の方は、受付までお申し出ください。

ブース展示
＜出展企業＞

一般社団法人ウィズスポ

第３回 スポーツイベントＥＸＰＯ

合宿の郷

※休憩時間、ネットワーキングセッションなどの時間にご自由にご覧ください。

妙高

JSTA編集の初のスポーツツーリズムの教科書

「スポーツツーリズム・ハンドブック」を１階ロビーで割引販売中です！
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スポーツツーリズム・コンベンション
2016 in 岐阜

参加費

日時

2016年1月28日

無料

場所

ひだホテルプラザ

※懇親会費・ファムトリップは
参加費が別途必要です。

主
後
定

申込方法

〜30日

基調講演

1

（岐阜県高山市花岡町2-60）
JSTAウェブサイトからお申し込みください

徳増 浩司氏

www.sporttourism.or.jp

催： 岐阜県／一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）
援： 観光庁 スポーツ庁ほか
員： 250人（先着順）

~ 29 ~

（公財）
ラグビーワールドカップ2019
組織委員会・事務局長

基調講演

2

狩野

靖

岐阜県 清流の国推進部
地域スポーツ課地域スポーツ推進監

スポーツツーリズム・コンベンション2016 in 岐阜 プログラム
1月28日

メイン会場

13:00 〜
13:30 〜 14:00

受
開会式
・主催者あいさつ

ロビーその他
付

宗宮 康浩（岐阜県 清流の国推進部長）
原田 宗彦（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構会長）

・来賓あいさつ等

14:00 〜 15:00

基調講演①「イングランドから日本へ ラグビーワールドカップ 2019 をいかに迎えるか」
徳増 浩司氏（公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会・事務局長）

15:00 〜 15:45

基調講演②「飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアでの成果」
狩野 靖（岐阜県 清流の国推進部地域スポーツ課地域スポーツ推進監）

16:00 〜 17:15

パネルディスカッション「スノーリゾートでのスポーツツーリズムを考える」
河野 博明氏（長野県スキー連盟副会長／野沢温泉観光協会副会長）
一ノ本 達己氏（株式会社マックアース代表取締役 CEO）
コーディネーター：原田 宗彦（JSTA 会長／早稲田大学スポーツ科学学術院）

17:30 〜

懇親会（祭の間） ※別途参加費が必要です。（参加費：5,000 円）

1月29日
9:30 〜 10:30

ブース展示

メイン会場（吉祥の間）

第二会場（祭の間）

ロビーその他

【1-1】パネルディスカッション「全国のスポーツコミッション先進事例」
矢作 光広氏（さいたまスポーツコミッション 副参与）
玉城 扇氏（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 企画部企画課 課長）
狩野 靖（清流の国ぎふスポーツコミッション事務局）
コーディネーター：山下 真輝（JSTA セミナー委員／JTB）
【2-1】パネルディスカッション
「障害者スポーツとまちづくり」
中島 隆二氏

【2-2】パネルディスカッション
「参加型スポーツの新潮流」
佐藤 大吾氏

（嬉野市市民福祉部 文化・スポーツ振興課スポーツ振興Ｇ主任） （一般財団法人ジャパンギビング 代表理事）

10:40 〜 11:40

鈴木 克己氏

竹川 隆司氏
（一般社団法人東北風土マラソン＆フェスティバル 代表理事）
青木 淑浩（JSTA 理事／近畿日本ツーリスト）

（鴨川市教育委員会 スポーツ振興課 課長補佐）

川原 啓嗣氏
（国際ユニバーサルデザイン協議会専務理事・名古屋学芸大学大
学院メディア造形研究所教授）
コーディネーター：吉永 憲（JSTA 監事／共同ピーアール）

【3-1】パネルディスカッション
「トップスポーツクラブを活用したまちづくり」
古田 賢氏

11:50 〜 12:50

ブース展示

【3-2】パネルディスカッション
「地域資源を活かしたスポーツツーリズム」
小島 伸浩氏

（新潟市文化・スポーツコミッション 課長補佐）

（日本ゴルフツーリズム推進協会 副会長・理事／津カントリークラブ取締役副社長）

林 幹広氏

田口 由加子氏

（ＦＣ岐阜 広報課長）

（NPO 法人神岡・町づくりネットワーク レールマウンテンバイク事務局）

コーディネーター：高橋義雄（JSTA 理事／筑波大学）

コーディネーター：大塚 眞一郎
（JSTA 理事／日本トライアスロン連合専務理事）

閉

会

1月30日
ファムトリップ（自由参加・参加費 2,000 円）
以下の 2 コースからお選びください。
高山コース：雪とふれあう 飛騨高山のウインターレジャー体験コース

9:00 〜 15:00

高山駅〜道の駅ひだ朝日村（スポーツ雪合戦体験）〜モンデウス飛騨位山スノーパーク（雪上クルージング体験）〜臥龍の郷（入浴／雪見露天風呂・
食事）〜 15 時高山駅解散予定

白川郷コース：雪の白川郷を体感

世界遺産と雪山散策コース

高山駅〜白川郷散策〜トヨタ白川郷自然学校（スノーシュー体験／一面の銀世界をガイドが案内）〜白川郷の湯（入浴／雪見露天風呂・食事）〜 15
時高山駅解散予定
留意事項：●両コースとも動きやすく、暖かい服装でご参加ください。
（雪上クルージングやスノーシュー体験の際は、各自防寒対策をお願いします。）
●雪上クルージングは、手袋とネックウォーマーの貸出が可能です。
（無料）ただし、参加者多数の場合、全員に貸し出すことができない場合があります。
●スノーシュー体験は、長靴の無料貸出があります。●参加希望者が少ない場合、中止となることがありますが、ご了承ください。

※スケジュールは、予定のため、今後変更の可能性があります。ご了承ください。 ※ 1 日のみ、一部のみのご参加も可能です。
↑高
山I
C

ひだホテルプラザ

ACCESS

41
雁川原橋
●
春慶会館
●
西小学校

日下部民藝館
●

西小学校南

ひだホテルプラザ

一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構 事務局
お問い
合わせ

158

158
JR高山駅

●高山濃飛バスセンター

申込方法
高山陣屋
●

TEL：03-6441-2045
E-mail: info@sporttourism.or.jp
※平日 10 時〜 18 時

並み
古い町

JR高山本線

●
飛騨国分寺

TEL. 0577-33-4600 FAX. 0577-33-4602
●鉄道／JR 高山本線 高山駅から徒歩５分。
●バス／高山駅 高山濃飛バスセンターから徒歩５分
●車／中部縦貫自動車道 高山西 IC より１５分または高山 IC より１０分

宮川朝市

高山
バイ
パス

●高山警察署
●
高山市役所

〒506-0009 岐阜県高山市花岡町 2 丁目 60 番地

●
市政記念館
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JSTA ウェブサイトからお申し込みください

www.sporttourism.or.jp

10:40

時間

11:50

11:40

12:50

メイン会場（吉祥の間）

第二会場（祭の間）

コーディネーター：大塚 眞一郎
（JSTA 理事／日本トライアスロン連合専務理事）
東京都出身。1984 年からトライアスロン競技の日本及びアジアでの普
及に尽力。また、
新しいスポーツであることから競技会運営、
放映権管理、
スポンサーシップ、選手マネージメント、ボランティア対応などのすべて
の業務を競技団体で対応するシステムを確立し、多くの国際大会や世界
選手権を日本に誘致してきた。ほかに、
（公財）日本オリンピック委員会
（JOC）理事・スポーツ環境専門部会長・広報専門部会副部会長、国際
トライアスロン連合（ITU）理事。

コーディネーター：高橋 義雄

（NPO 法人神岡・町づくりネットワーク レールマウンテンバイク事務局）
昭和 53 年岐阜県飛騨市
（旧神岡町）生まれ。平成 17 年東京から U ター
ン後、家業の傍ら翌年に廃線になった旧神岡鉄道の利活用事業レー
ルマウンテンバイクのオープニングスタッフとなる。平成 21 年飛騨市
観光協会の同事業専属事務局員となる。平成 23 年同事業が既存の
NPO（神岡・町づくりネットワーク）への移管に伴い、NPO へ移籍。
現在に至る。

田口 由加子

（日本ゴルフツーリズム推進協会 副会長・理事／津カントリークラブ取
締役副社長）
1965 年 東京都生まれ。三重県津市在住。1989 年以降株式会社トゥ
モローランド、株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）
、インター
ネットゴルフ場予約サイト GORA（現「楽天 GORA」
）などにてゴルフ
関連事業に従事。2002 年リンクス・アンド・パートナーズ株式会社を創
業し代表取締役に就任。PGM グループ・津 CC など複数のゴルフ場経
営及びコンサルティングを行う。2007-09 年出版流通大手株式会社 JL
代表取締役。2009 年 3 月「ニッポンに詳しくなろう」志誌 Japanist
の創刊に参画。

小島 伸浩

【3-2】パネルディスカッション
「地域資源を活かしたスポーツツーリズム」

（JSTA 理事／近畿日本ツーリスト）
東京都出身。1980 年近畿日本ツーリスト（株）入社。2003 年より、オ
リンピック、サッカーワールドカップ等国際総合スポーツ競技大会を中心
に、国際スポーツ競技大会の権利取得による、スポーツ事業全国販売
促進を担当。特にオリンピック・パラリンピックにおいて、様々な業務を
担当する。また、大型マラソン大会の運営（輸送、宿泊、海外誘客、関
連イベント等）
、地域の特性（町づくり）を活かしたスポーツイベントの仕
掛け等にも従事する。

青木 淑浩

（一般社団法人東北風土マラソン＆フェスティバル 代表理事）
国際基督教大学卒業。野村證券株式会社勤務ののち、野村ロンドン、
フィルモア・アドバイザリー執行役員を経て、2011 年 4 月、Asahi Net
International, Inc. をニューヨークに設立。同社の代表取締役社長とし
て、大学向け教育支援システム事業のグローバル化を推進。現在「東北
風土マラソン＆フェスティバル」の企画、運営を進めるほか、カタールフ
レンド基金の支援を受けた東北の起業家育成プロジェクト「INTILAQ」
を主導中。2006 年ハーバード・ビジネススクールにて MBA 取得。

竹川 隆司

（一般財団法人ジャパンギビング 代表理事／ NPO 法人ドットジェイピー
理事長）
1973 年大阪生まれ。大阪大学法学部在学中に起業、その後中退。98
年、若年投票率の向上を目的に NPO 法人ドットジェイピーを設立。議
員事務所などでのインターンシップ事業を運営。10 年、英国発世界最
大の寄付サイト「JustGiving」の日本版を立ち上げ、国内最大の寄付サ
イトへ成長（15 年、ジャパンギビングへ改称）
。

佐藤 大吾

【2-2】パネルディスカッション
「参加型スポーツの新潮流」

（JSTA 理事／筑波大学）
1968 年東京都生まれ。東京大学卒業、
同大学院博士課程単位取得退学。
日本サッカー協会 2002 年ワールドカップ招致委員会非常勤職員。名古
屋大学専任講師を経て筑波大学体育系准教授に着任。英国エジンバラ
大学教育学部で英国のスポーツ経営について研究。専門はスポーツ社会
学、スポーツマネジメント。
（公財）日本卓球協会評議員、
（一社）アリー
ナスポーツ協議会理事、
（一社）日本トップリーグ連携機構事業推進委員
会アドバイザー。

（株式会社岐阜フットボールクラブ FC 岐阜事業本部広報課 課長）
1976 年岐阜県瑞穂市生まれ。天理大学体育学部卒業、大阪体育大学
大学院でスポーツマネジメント・マーケティングを専攻し、01 年に名古
屋グランパスへ入社。スクールコーチ、スクール事業部、事業部、広報
部などを経て、08 年、J2 リーグに昇格した FC 岐阜へ転職。J クラブ
の立ち上げなどを行い、事業、営業、広報など幅広く業務を行い、現在
は事業本部広報課。研究テーマは J クラブと地域活性化、J クラブの経
営戦略と財務・資本モデルづくりなど。

林 幹広

（新潟市文化・スポーツコミッション 事務局 課長代理）
平成 6 年旧新津市役所入庁。保険年金課、総務課（選挙管理委員会
事務局兼務）等を経て平成 17 年合併により新潟市職員。平成 19 年
政策研究大学院大学修士課程修了、人事課、新潟駅周辺整備事務所
を経て平成 25 年 10 月より現職。本コミッションは文化を冠した国内
初のスポーツコミッション（平成 25 年 10 月設立）です。
『文化とスポー
ツの力で新潟を元気に！』をスローガンに、交流人口の拡大を通じた
地域経済の活性化に向け活動しています。

古田 賢

【3-1】パネルディスカッション
「トップスポーツクラブを活用したまちづくり」

（JSTA 監事／共同ピーアール）
1954 年生まれ。77 年成蹊大学法学部政治学科卒業。エレクトロニクス
関係専門紙記者を経て、82 年共同通信社入社。経済通信局特別情報編
集部（電子、電機担当）
。米国ジフ・デイビス社提携事業「日刊コンピュー
ター・インダストリー・デイリー」極東地区チーフライター、共同通信 PR
ワイヤー部長、情報企画本部次長を経て、現在同本部総務。総務省地
域再生マネージャー、唐津市観光協会アドバイザー、国土交通省観光庁
スポーツツーリズム推進連絡会議施設魅力化・まちづくりワーキングチー
ム座長、日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）監事などの活動を通
して、地域再生や観光事業と関わっている。

コーディネーター：吉永 憲

（国際ユニバーサルデザイン協議会専務理事・名古屋学芸大学大学院メ
ディア造形研究所教授）
1976 年、九州芸術工科大学（現 九州大学）卒業。1980 年、英国王立
芸術大学院（Royal College of Art）修了。通産省グッドデザイン賞審
査委員他各種公的審議会委員、異業種協業デザインネットワーク「東京
クリエイティブ」商品開発コーディネーター等を歴任。朝日新聞社、日本
経済新聞社、学習研究社、その他、食品、介護ビジネス等各種業界誌
にユニヴァーサルデザインに関する記事を寄稿。

川原 啓嗣

（鴨川市教育委員会 スポーツ振興課 課長補佐）
国士舘大学体育学部卒業。平成元年に鴨川市役所入庁。社会教育主事
として生涯学習課に勤務し、スポーツ振興課国体推進室、健康推進課を
経て平成 26 年 4 月から現職。千葉ロッテマリーンズ交流推進係長を兼
務するとともに、東京オリンピック・パラリンピック関連のキャンプ誘致
担当としてスポーツを中心としたまちづくりに取り組んでいます。

鈴木 克己

（嬉野市市民福祉部 文化・スポーツ振興課スポーツ振興 G 主任）
平成 9 年に合併前の旧嬉野町役場へ入庁。社会教育課、税務課、観光
商工課などを経て、平成 27 年 4 月より現職。観光商工課在籍時より
嬉野温泉への誘客にスポーツの視点を取り入れ、国内のトップチームや
海外からのスポーツキャンプ誘致・受け入れ等に携わる。市が掲げる「ユ
ニバーサルデザインのまちづくり」の一環として障がい者スポーツの振
興にも取り組んでいる。

中島 隆二

【2-1】パネルディスカッション
「障害者スポーツとまちづくり」

1月29日

〜

〜
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〜30日

援：観光庁

スポーツ庁

催：岐阜県／一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）
後

（岐阜県高山市花岡町2-60）

ひだホテルプラザ

2016年1月28日

主

場所

日時

スポーツツーリズム・コンベンション
2016 in 岐阜

古田 肇

岐阜県知事

原田 宗彦

回のコンベンションの開催をきっかけとして、全国に発信

挨拶とさせていただきます。

スポーツツーリズムの推進に寄与することを祈念し、歓迎の

ります。
終わりに、本コンベンションが岐阜県内をはじめ、全国の

ご参加いただきました皆様には、本コンベンションを通じ、
清流の国ぎふの魅力を十分に体感していただき、それぞれ
の活動の発展のきっかけとしていただけることを期待してお

進機構に心から感謝申し上げます。

おります。

し、今後のさらなる発展に結びつくことを心から期待して

出会いが、スポーツツーリズムのネットワーク構築を促進

くの方の参加者が見込まれていますが、会場での交流や

のきっかけとなることを願ってやみません。県外からも多

され、岐阜におけるスポーツツーリズムの飛躍的な発展

多様なスポーツコンテンツを抱えています。これらが、今

ツーリズムの更なる可能性を秘めています。そういった豊富
な資源をさらに活用し、スポーツによる地域活性化を図るた

めにも、このたびの「スポーツツーリズム・コンベンション
2016 in 岐阜」の開催は今後の活動の弾みとなる大変意義
のあるものであり、一般社団法人日本スポーツツーリズム推

原高地トレーニングエリア」や多くのスノーリゾートなど、

地や、お祭りや温泉などの観光資源も有しており、スポーツ

然と歴史が織りなす数々の観光地に加えて、
「飛騨御嶽高

せていただく運びとなりました。 岐阜県では、豊かな自

第 4 回大会として位置づけられ、岐阜県とともに開催さ

開催してきた「スポーツツーリズム・コンベンション」の

本コンベンションは、過去東京・大阪・沖縄で JSTA が

まってくるものと思われます。

ツツーリズムによる地域活性化への期待も今後ますます高

されるメガスポーツイベントが間近に迫りつつあり、スポー

ズゲームズ 2021」が開催されます。これら連続して開催

できます。そして、2021 年には「関西ワールドマスター

ビーワールドカップ 2019」への盛り上がりも大いに期待

ムの大活躍により、ラグビーに高い関心が集まり、
「ラグ

ワールドカップ 2015 イングランド大会」
での日本代表チー

本・東京に集まることになります。また、昨年は「ラグビー

パラリンピックが開催され、その後は、世界中の注目が日

2016 年は、ブラジル・リオデジャネイロでオリンピック・

の活動にご理解・ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

平素は（一社）日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）

会長

（JSTA）

一般社団法人
日本スポーツツーリズム推進機構

スキー、ボートなどのレジャーが人気となっています。また、
飛騨高山や白川郷、長良川鵜飼、関ヶ原古戦場などの観光

や長良川などの清流をはじめとする大自然を活用した登山や

岐阜県内では、高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンや飛
騨高山ウルトラマラソンなど各地の特色を活かした参加型ス
ポーツ大会が開催されているほか、北アルプスなどの山々

んだところです。

北京大会の事前合宿を誘致し、
11 月には、
イギリスオリンピッ
ク委員会、フランス陸上競技連盟と 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピックにおける事前合宿実施に向けた協定を結

阜県づくりを進めています。特に、スポーツによる地域振興
の一環として、スポーツ大会や合宿の誘致に力を入れており、
昨年の夏には、イギリス代表やアメリカ代表による世界陸上

岐阜県では、県民の皆様が、年齢、性別、障がいの有無
に関わらず、
「する」
・
「観る」
・
「支える」など、様々な形でスポー
ツに関わることにより、絆や一体感のある地域と活力ある岐

ているスポーツツーリズム・コンベンションを、岐阜県にて
盛大に開催できますことを大変うれしく思います。

ベンション 2016 in 岐阜」にご参加頂き感謝申し上げます。
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構が毎年開催し

ようこそ清流の国ぎふにお越しいただきました。心から歓
迎申し上げます。また、本日は「スポーツツーリズム・コン

ごあいさつ
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狩野 靖

懇親会

河野 博明

（清流の国ぎふスポーツコミッション事務局）
1964 年岐阜県郡上市生まれ。中京大学体育学部卒。スポーツメーカー
（株）
ゴールドウイン選手として 3 年間活動。陸上競技 800m を専門とし、
全国高校総体、国体、全日本学生、全日本実業団、日本選手権 800m
優勝、北京アジア大会 800m4 位。平成元年より高校に 19 年間勤務し、
平成 20 年度に教育委員会に異動。教育委員会や知事部局でスポーツ
行政に携わり、現在は生涯スポーツの推進やスポーツによる地域振興に
取り組む。

狩野 靖

（公益社団法人さいたま観光国際協会さいたまスポーツコミッション事業
担当 副参与）
昭和 60 年旧浦和市役所入 庁。平成 12 年よりさいたま市職員。平成
19 年教育委員会高校総体推進室へ配属。
「彩夏到来 08 埼玉総体」に
おいて、サッカー競技担当として運営に携わる。その後、経済局商業振
興課等を経て平成 26 年 4 月から現職。さいたまスポーツコミッション
は、国内初の本格的スポーツコミッションとして、国内外の大規模スポー
ツイベントを誘致し、地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図るこ
とにより、さいたま市を「日本一スポーツで笑顔あふれるまち」にするこ
とを目指している。

矢作 光広

【1-1】パネルディスカッション
「全国のスポーツコミッション先進事例」

メイン会場（吉祥の間）

（JSTA 会長／早稲田大学スポーツ科学学術院）
1954 年大阪府生まれ。京都教育大学教育学部卒業、筑波大学大
学院、ペンシルバニア州立大学体育・レクリエーション学部博士課
程修了。日本スポーツマネジメント学会会長、社団法人日本フィッ
トネス産業協会理事、JKA 公益事業審査委員、一般社団法人日本
スポーツツーリズム推進機構会長など。「オリンピックマーケティン
グ 世界 No.1 イベントのブランド戦略」
（スタジオタッククリエイティ
ブ）など著書・訳書多数。

コーディネーター：原田 宗彦

（長野県スキー連盟副会長／野沢温泉観光協会副会長）
1951 年長野県野沢温泉村生まれ。1974 年野沢温泉スキークラ
ブ入会、野沢温泉ジュニアスキークラブ小学生アルペンコーチなど
を歴任。1992 年〜 98 年野沢温泉スキークラブ理事長、〜 2005
年同会長。1998 年長野オリンピックアルペン男子セクレタリー、
同パラリンピックアルペンゼネラルセクレタリー。2005 年〜 14 年
株式会社野沢温泉代表取締役社長。2015 年スノーリゾート地域の
活性化に向けた検討会委員、公益法人長野県スキー連盟副会長。

（JSTA セミナー委員／ JTB）
1993 年株式会社 JTB 入社、2007 年 2 月に九州本社地域活性化事業
推進室、翌年 2 月同室室長、その後旅行マーケティング戦略部地域交
流ビジネス推進室観光立国推進担当マネージャーとして観光庁他霞ヶ
関対応チームとして活動。2012 年 4 月現名に組織を改名。観光庁にお
ける観光立国に関わる各種委員会に参画し、且つ全国自治体と連携し、
観光による地域活性化事業のサポート、訪日インバウンド事業戦略策定、
新成長戦略策定、東北復興支援事業、農林水産業における 6 次産業化
支援事業などに携わっている。内閣官房地域活性化伝導師、JSTA 元観
光地域づくり委員長、福岡地域戦略推進協議会観光副部会長、横浜市
都心臨海部再生マスタープラン審議委等国や地方自治体の各種委員を
歴任。

コーディネーター：山下 真輝

（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 企画部企画課 課長）
昭和 46 年生まれ。平成 2 年東京水産大学 海洋生産学科入学（平成
5 年中退）
、平成 10 年ハワイ大学ヒロ校 Marine Science 学科 卒業。
平成 12 年（財）沖縄観光コンベンションビューロー入社以来、主に海外
誘客プロモーション関連の業務を担当する。世界 46 ヵ国の財務大臣、
中央銀行総裁、金融関係者など約 5,000 名が集合する IDB 年次総会
において、イグレシアス会長の秘書室にて受入サポート。
「指定管理者
制度」最初の指定管理期間（平成 18 〜 20 年）万国津梁館にて勤務。

玉城 扇

第二会場（祭の間）

（株式会社マックアース代表取締役 CEO）
1967 年兵庫県生まれ。1990 年京都産業大学経営学部卒。 同
年にマックアースの前身である株式会社パークホテル白樺館入社。
1995 年株式会社マックアース代表取締役就任。2008 年よりス
キー場再生事業に乗り出す。 マックアースは、2015 年 9 月現在
国内 34 スキー場、29 ホテル・野外教育施設、15 のグリーンリゾー
ト、6 キャンプ場、9 ゴルフ場を運営（指定管理を含む）
。201415 年冬季の運営スキー場総入場者数は累計で約 294 万人。

一ノ本 達己

（岐阜県 清流の国推進部地域スポーツ課地域スポーツ推進監）
1964 年岐阜県郡上市生まれ。中京大学体育学部卒。スポーツメーカー（株）
ゴール
ドウイン選手として 3 年間活動。陸上競技 800m を専門とし、全国高校総体、国体、
全日本学生、全日本実業団、日本選手権 800m 優勝、北京アジア大会 800m4 位。
平成元年より高校に 19 年間勤務し、平成 20 年度に教育委員会に異動。教育委員会
や知事部局でスポーツ行政に携わり、現在は生涯スポーツの推進やスポーツによる地
域振興に取り組む。

パネルディスカッション「スノーリゾートでのスポーツツーリズムを考える」

1月29日

17:30 〜

17:15

（公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会 事務局長）
和歌山県出身。都立秋川高校、国際基督教大学（ICU）卒。1995 年より財団法人・
日本ラグビーフットボール協会にて、国際部長、広報部長を歴任。2004 年より、ラ
グビーワールドカップ招致事務局長として、招致活動に参加、2009 年 7 月に 2019
年大会の招致に成功。2011 年より日本ラグビーフットボール協会、
アジアラグビーフッ
トボール協会、IRB（国際ラグビーボード）理事を歴任。2012 年、RWC2019 組織
委員会理事・事務局長に就任。2015 年アジアラグビー協会会長に就任、現在に至る。

徳増 浩司

ラグビーワールドカップ 2019 をいかに迎えるか」

メイン会場

プログラム

基調講演②「飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアでの成果」

基調講演①「イングランドから日本へ

開会式

1月28日
〜

〜
〜
〜
〜
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スポーツツーリズム・コンベンション 2016 in 岐阜

ファムトリップご案内
日時：１月３０日（土）9 時〜 15 時

集合：8 時 50 分
参加費：2,000 円（含まれるもの：和田家入場料、スノーシューレンタル料、白川郷の湯入浴料、食事代、バス代）
集合場所 ＪＲ高山駅前 観光案内所周辺
JR 高山駅
集合
場所

交番
観

バスセンター

光

案内所

※集合場所から各場所には貸切マイクロバスで
移動します。
※動きやすく、暖かい服装でご参加ください。
（スノーシュー体験の際は、各自防寒対策をお
願いします。
）
・スノーシュー体験は、長靴の無料貸出があり
ます。

ロータリー

至：ひだホテルプラザ→

（当日の連絡先）
090-6376-5394（JSTA 宮本）

＜行程＞
時間

行程

9:00

60

高山駅前集合 白川郷へ移動

10:00

60

白川郷散策 和田家見学

11:00

10

移動

11:10

50

雪の森の散歩（トヨタ白川郷自然学校）

備考
バス移動

バス移動

・スノーシュー体験
12:00

10

12:10

110

14:00

60

15:00

バス移動

移動
白川郷の湯（入浴及び食事）
移動

バス移動

解散（高山駅）
参考：15:36 ワイドビュー36号（大阪行）、16号（名古屋行）
16:00 濃飛バス 新宿行き

解散予定：15 時（高山駅）
~ 34 ~
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࣭㈨ᩱ ࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᴗ⏺᳨ᐃࡢ㛤Ⓨಀࡿᴗㄪᰝཬࡧປാ⪅ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡘ࠸࡚ࠖ
࣭㈨ᩱ ࠕ ࡘࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦:*㸧ࡘ࠸࡚ࠖ
࣭㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ᳨ᐃࠖཧຍເ㞟ࢳࣛࢩ
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ᴗ⏺᳨ᐃࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉᨭᴗ
➨㸰ᅇࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ⏘ᴗᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨ
  ㆟㘓

᪥ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㹼

ሙᡤ ඹྠ㏻ಙ㤋  㝵㆟ᐊ $

㸬㛤
㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ᶵᵓ㛗ཎ⏣᐀ᙪ㛤ᐉゝ
ጤဨ࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮➼ࡢ⤂㸦ົᒁ㸧
㸬㈨ᩱㄝ᫂ཬࡧពぢ 
㆟
ḟ➨

 

 ᴗࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ ࠊ㸧

 

 ⫋ົศᯒࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ ࠊ㸧

   ไᗘタィࡢࡓࡵࡢ⫋ᴗ⬟ຊࣜࢫࢺసᡂ᪉㔪ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧
 

 ᚋࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦:*㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧

㸬ḟᅇࠊ➨  ᅇጤဨࡢ㛤ദ᪥⛬ࡢㄪᩚ
㸬㛢
ཎ⏣ጤဨ㛗ࠊᒸᫍጤဨࠊ㙊⏣ጤဨࠊ㕥ᮌጤဨࠊᅬᕝጤဨࠊᇼཱྀጤဨࠊྜྷỌጤ
ጤဨ
࢜ࣈࢨ

ဨ  ௨ୖ  ྡͤྡ⡙㡰 㸺ෆ⏣ጤဨḞᖍ㸼
⸨⏣Ặࠊ➉ෆẶࠊᕷᕝẶ  ௨ୖ  ྡ 㸺⏣ẶḞᖍ㸼 

࣮ࣂ࣮
㈨ᩱ 㸸ᴗㄪᰝ㸦㸯ḟࣄࣜࣥࢢ㸧⤖ᯝࡢࡲࡵ
㈨ᩱ 㸸ᴗㄪᰝ㸦㸯ḟࣄࣜࣥࢢ㸧ྛ♫ูࡲࡵ
㈨ᩱ 㸸⬟ຊࣘࢽࢵࢺᴫせ㸦㸧
㈨ᩱ 㸸⫋ົศᯒ⚊㸦⫋ᴗ⬟ຊホ౯ࢩ࣮ࢺᇶ♏㈨ᩱ㸧
㈨ᩱ 㸸ไᗘタィࡢࡓࡵࡢ⫋ᴗ⬟ຊࣜࢫࢺ㸦㸧సᡂ᪉㔪
㓄ᕸ

㈨ᩱ 㸸㸱ࡘࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦:*㸧ࡘ࠸࡚㸦➨  ᅇጤဨ㈨ᩱ㸧

㈨ᩱ

ูῧ㸸ᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨጤဨྡ⡙
ཧ⪃㸸ฟᖍ⪅ྡ⡙
   ➨  ᅇᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨ㆟㘓
   ࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ㆟㘓
   ࣍ࢸࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ᳨ᐃどᐹ࣏࣮ࣞࢺ㸦⏬ീࡁ㸧
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ᴗ⏺᳨ᐃࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉᨭᴗ 
➨㸱ᅇࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ⏘ᴗᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨ
  ㆟㘓

᪥ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㹼

ሙᡤ ඹྠ㏻ಙ㤋 㝵 $ ㆟ᐊ

㸬㛤
㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ᶵᵓ㛗ཎ⏣᐀ᙪ㛤ᐉゝ
ጤဨ࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮➼ࡢ⤂㸦ົᒁ㸧
㸬㈨ᩱㄝ᫂ཬࡧពぢ 
 

 ᴗ✀ཬࡧ㝵ᒙ࣓࣮ࢪ࢟ࣕࣜࣃࢫࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧

㆟

 

 㝵ᒙูᚲせ࡞⬟ຊ㸦㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧

ḟ➨

 

 ᳨ᐃヨ㦂ࡢᯟ⤌ࡳ㸦㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧

   ⫋ᴗ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂ၥ㢟せ⣲ࡢᢳฟ㸦ᇶ♏ၥ㢟㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ 㸧
㸬ᚋࡢసᴗࡘ࠸࡚ࠊཬࡧࠊḟᖺᗘࠊᴗ⏺᳨ᐃࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉᨭᴗ
ᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢ➼ࡢάືࡘ࠸࡚
㸬㛢




ཎ⏣ጤဨ㛗ࠊෆ⏣ጤဨࠊᒸᫍጤဨࠊ㕥ᮌጤဨࠊᅬᕝጤဨࠊᇼཱྀጤဨࠊྜྷỌጤ
ጤဨ
࢜ࣈࢨ

ဨ  ௨ୖ  ྡͤྡ⡙㡰 
⸨⏣Ặࠊ➉ෆẶࠊᕷᕝẶࠊᢲぢẶ ௨ୖ  ྡ 

࣮ࣂ࣮
㈨ᩱ 㸸ᴗ✀ཬࡧ㝵ᒙ࣓࣮ࢪ࢟ࣕࣜࣃࢫ
㈨ᩱ 㸸㝵ᒙูᚲせ࡞⬟ຊ㸦㸧
㈨ᩱ 㸸᳨ᐃヨ㦂ࡢᯟ⤌ࡳ㸦㸧
㈨ᩱ 㸸⫋ᴗ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂ၥ㢟せ⣲ࡢᢳฟ㸦ᇶ♏ၥ㢟㸧
㓄ᕸ

ཧ⪃㈨ᩱ 㸸➨  ᅇᴗ⏺᳨ᐃ㛤Ⓨጤဨ㆟㘓㸦㸧

㈨ᩱ

ཧ⪃㈨ᩱ 㸸➨  ᅇࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ㆟㘓㸦㸧
ཧ⪃㈨ᩱ 㸸⫋ົศᯒ⚊
ཧ⪃㈨ᩱ 㸸➨  ᅇࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻㄝ᫂㈨ᩱ
ࡑࡢ㸸ฟᖍ⪅ྡ⡙
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࣥࣂ࢘ࣥࢻ࣭ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠚ
㸬ࠕ᪥ᮏࡧ㎸ࡵእᅜேほගᐈ 㹼ࢫ࣏࣮ࢶࢆ࠺ࣥࣂ࢘ࣥࢻᡓ␎άࡍ㹼ࠖ
ᰴᘧ♫ࡸࡲࡈࡇࢁ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸭ࣥࣂ࢘ࣥࢻ ゼ᪥ほග ࣅࢪࢿࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ
ᮧᒣ㍜Ặ
㸬ࠕୡ⏺ࡢᅜ㝿ࢫ࣮࢟ࣜࢰ࣮ࢺ࣭ࢽࢭࢥ࢚ࣜࡢ᭱᪂ሗ࿌ 㹼ᛴ⃭ቑຍࡍࡿᅜ㝿ࣜࢰ࣮ࢺᆅࡢㄢ
㢟㹼ࠖ
 ᰴᘧ♫ࢫ࣏࣮ࢶࣅࢪࢿࢫ◊✲ᡤ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᖍ◊✲ဨ 㔝୍ᙪẶ
                                          
ࠕە᪥ᮏࡧ㎸ࡵእᅜேほගᐈ㹼ࢫ࣏࣮ࢶࢆ࠺ࣥࣂ࢘ࣥࢻᡓ␎άࡍ"㹼ࠖ
ᰴᘧ♫ࡸࡲࡈࡇࢁ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸭ࣥࣂ࢘ࣥࢻ ゼ᪥ほග ࣅࢪࢿࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ
ᮧᒣ㍜Ặ
ߦ

ᖺࡢ  ᭶ࣟࢧࣥࢨࣝࢫ࡛㛤ദࡉࢀࡓ࢘ࢺࢻࡸࢺࣞࣝ࡞㛵ࡋࡓࢻ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢩࣙ
࣮ࠕ6DYY\7UDYHOHUࠖࠊ᪥ᮏࡽึࡵ࡚ฟᒎࡋࡓࠋ

ߦ

ࢩ࣮࡛ࣙࡣࠊ࠸ࡼ࠸᪑⾜ࢆࡍࡿ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛㡑ᅜࠊ୰ᅜࠊ࣓ࣜ࢝ྛᆅᇦ ࣓ࣜ࢝ᅜ❧
බᅬ ࡞ୡ⏺୰ࡽࣈ࣮ࢫࡀฟᒎࡉࢀࠊ⣙  ᪥㛫࡛  ே௨ୖࡀཧຍࡋࡓࠋ᪥ᮏࡽࡣࢫ࢟ࣗ
࣮ࣂࢲࣅࣥࢢࡀ࡛ࡁࡿࣉ࣮ࣝࣟࢵࢡࢡ࣑ࣛࣥࢢタࡀฟᒎࡉࢀࠊᐙ᪘㐃ࢀࡸேྠኈ࡛ᴦ
ࡋࡵࡿ⏬ࡀᅜẚ㍑ࡋᅽಽⓗ࡞ேẼࢆ㞟ࡵࡓࠋ

ߦ

ࢩ࣮ࣙࡢሙ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࢺࣛ࣋ࣝ࢞ࢻࣈࢵࢡࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࣜࢵࢡࢫࢸ࣮ࣈẶࡀࢭ࣑
ࢼ࣮ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣ࣮ࠗࣟ࢝ࣝ࠘࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࠸ࠊࡑࡢᆅ࡛ࡋయ㦂࡛
ࡁ࡞࠸⤒㦂ࢆ㔜どࡍࡿಶேほගᐈࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ߦ

᪥ᮏࡣᅇࡢࢩ࣮࡛ࣙᅜ❧බᅬࡢ㨩ຊࢆ⤂ࡍࡿࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢ⏬ࡣከࡃࡢ
ほගᐈࡢ⯆ࢆចࡁࠊ᪥ᮏࡢᅜ❧බᅬ࡛ఱయ㦂࡛ࡁࡿࠊࣁ࢟ࣥࢢࡸࢺࣞࣝࡶᴦࡋࡵࡿࠊ
⛅ࡣ᪥ᮏࡢࡢᅜ❧බᅬࡀேẼ࠶ࡿࠊ࡞ࡘ࠸࡚ከࡃ㉁ၥࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ߦ

ᅇࡢࢩ࣮ࣙࢆ㏻ࡌ࡚᪥ᮏࡣࠊࠕ⮬↛ࠖࠊࠕ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ࠸࠺せ⣲ࢆࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒⤡ࡵ
࡚ࣆ࣮ࣝࡋࡓࠋ᪑័ࢀࡓほගᐈゼࢆಁࡍࡓࡵࡣࠊ᪥ᮏࡽࡋࡉᅄᏘࡈࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙ
ࣥࢆࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ߦ

ほගᆅࡢሗ㞟ࢆ⡆༢⾜࠼ࡿࠕ࣡ࣥࢫࢸࢵࣉ❆ཱྀࠖࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆάᛶ
ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢືࡁࡋ࡚  ᖺ  ᭶ࠕ᪥ᮏࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢶ࣮ࣜࢬ
࣒༠ࠖࡣሗࢆ୍ᡤࡲࡵ࡚ඹ᭷ࡍࡿࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ߦ

ࠕእᅜே┠⥺࡛ࠖᙼࡽࡀఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀᑐࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
ࡀࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࣅࢪࢿࢫ࠾࠸࡚ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊእᅜேほගᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆㄪᰝ
ࡋࠊࡑࢀࢆά⏝ࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆᒎ㛤ࡍࡿࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ߦ

ࠕ7ULS$GYLVRUࠖࡣ᪑⾜ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࠊୡ⏺࡛  ൨  ༓ேࡀ⏝ࡍࡿཱྀࢥ࣑ࢧࢺ࡛࠶ࡿࠋᮏ
ࢧࢺࢆ⏝ࡋࡓཱྀࢥ࣑ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢᡂຌࡋ࡚ࠊᮾிࡢ࣍ࢸ࡛ࣝホ౯  ࢆ⋓ᚓࡋࡓ
⃝ࡢᒇ᪑㤋ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㒊ᒇᩘ  ᐊࡢᑠつᶍ᪑㤋࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ ᅜ  ேࢆࡧ㎸ࢇࡔ
ᡂᯝࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ߦ

᪥ᮏேࡢᾏእ᪑⾜⪅ᩘࡣᖺ㛫  ༓  ⓒேࠊୡ⏺  ࡛࠶ࡿࡀࠊᖺࠎῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᾏ
እࡽ᪥ᮏゼࢀࡿほගᐈᩘࡣᖺ㛫⣙  ༓ேࠊୡ⏺  ࡛࠶ࡿࠋࣥࣂ࢘ࣥࢻࠊ࢘ࢺࣂ࢘ࣥ
ࢻࡢࣂࣛࣥࢫࡀᝏ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

ߦ

᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺࢆቃ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᙳ㡪ࡽࣥࣂ࢘ࣥࢻࣅࢪࢿࢫྲྀࡾ
⤌ࡴᴗࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⓒ㈌ᗑࡢᕷሙࡶ  ࡽ  ῶᑡࠊࢦࣝࣇேཱྀࡶ  ༓
ேࡽ  ⓒேῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ߦ

᪥ᮏேࡀᅜෆ᪑⾜࡛ᾘ㈝ࡍࡿ㔠㢠ࡀ⣙  ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊእᅜேࡀ᪥ᮏ᪑⾜࡛ᾘ㈝ࡍࡿ㔠㢠
ࡣ⣙  ࠊ⣙  ಸ௨ୖᾘ㈝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᖺẚࠊ᪥ᮏ᮶ࡿእᅜேほගᐈࡣ⣙  ቑ
࠼࡚࠸ࡿࠋᨻᗓࡣእᅜேほගᐈࡢቑຍࢆᥖࡆࠊ ᖺࡲ࡛᮶᪥ほගᐈᩘ  ༓ே✺◚ࢆ┠ᶆࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ⯟✵ᶵ࣭ᐟἩᡤ࣭ࣂࢫࡢ㊊ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ߦ

እᅜேࡢ࡞ゼ᪥⌮⏤ࡣࡁࡃࡘศࢀࡿࠋࡲࡎ୍ࡘࡣࠊࢱࠊྎ‴ࠊࣥࢻࢿࢩࢆ୰ᚰ
ࡋࡓᮾ༡ࢪㅖᅜ࡛ࣅࢨࡀ⦆ࡉࢀࠊࣅࢨ࡞ࡋ࡛᪥ᮏ᪑⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾᮾ༡ࢪࡽࡢゼ᪥⪅ᩘࡣ⣙  ௨ୖቑຍࡋࡓࠋḟࠊࡀ  ᖺ๓ẚ  
Ᏻࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮⏤ࡼࡾゼ᪥ほගᐈᩘࡶቑຍࡋࡓࠋ

ߦ

ᮾி㍯ྥࡅࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡣゼ᪥ほගᐈࢆቑࡸࡍࡓࡵࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࣅࢬࢿࢫྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡿࠋゼ᪥እᅜேࡢᅜูྜࡣྎ‴ࡀ  ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⣙  ே࡛యࡢ⣙ 㸣   ே ࠊ
 ࡀ࣓࣮ࣜ࢝ࣚࣟࢵࣃ࡛⣙  ேࡀゼ᪥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡣୡ⏺࡛᭱ࡶ᪑⾜ேཱྀࡀከ࠸ᅜ࡛
࠶ࡿࡀࠊᾏእ᪑⾜⪅ࡢ࠺ࡕ 㸣ࡣ᪥ᮏ௨እࡢᅜ᪑⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ߦ

ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣࢪேࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓࣥࣂ࢘ࣥࢻࣅࢪࢿࢫὀ┠ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊゼ᪥ほගᐈࡢከࡃࡣᅋయ᪑⾜࡛ึ᮶᪥ࡋࠊࡑࡢ୰ࡢ  ࡀಶே᪑⾜⪅ࡋ࡚᮶᪥
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ߦ

ಶே᪑⾜ࡢ㛗ᡤࡣゼၥඛࢆ⮬⏤㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ㈙࠸≀➼ᾘ㈝ࡍࡿẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋほගᗇࡀಶே᪑⾜ᐈ  ༓ྡࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊゼࡣ᪥ᮏࡽࡋ࠸⤒㦂
ࢆࡋࡓ࠸⟅࠼ࡓேࡀከࡗࡓࠋࡲࡓࠊእᅜேほගᐈࡀࢩࣙࢵࣆࣥࢢᾘ㈝ࡋ࡚࠸ࡿ㔠㢠ࡣ᪥ᮏ
ேࡢᖹᆒ㉎ධ㢠ࡢ  ಸ௨ୖ࡛ࠊእᅜேࡀᖺ  ᅇ᪥ᮏ᮶࡚㈙࠸≀ࡍࡿࡇࡀࠊ᪥ᮏேࡀ᭶  ᅇ㈙
࠸≀ࡍࡿࡼࡾࡎࡗຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᨻᗓࡣච⛯ရࡢရ┠ࡸච⛯ᗑࡢᩘࢆᖜቑࡸࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

ߦ

ࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒㛵ࡋ࡚ࡣᮾ༡ࢪࡽࡢほගᐈࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡽࠊ
᮶᪥ࡢ㝿ࡣ࢘ࣥࢱ࣮ࢫ࣏࣮ࢶࡀࡋࡓ࠸࠸࠺ᅇ⟅ࡀ ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㡑ᅜேほගᐈࡣᒣⓏ
ࡾࠊࣁ࢟ࣥࢢࡀࡋࡓ࠸ࡢᅇ⟅ࡀ ࡛࠶ࡾࠊᆅ᪉ࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛵ᚰࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ߦ

ࡋࡋࠊᆅᇦࡋ࡚ࡣࣞࢪ࣮ࣕ㈨※ࡀ࡞࠸ࡢࡀၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᆅᇦࡣᜨࡲࢀࡓ⮬↛ࢆά
ࡋࢧࢡࣜࣥࢢࢶ࣮ࢆసࡾࠊ⮬↛ேࡢ⼥ྜ࡛ほග㈨※ࢆసࡾୖࡆࡿࡇࡀゎỴ⟇ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋྛ⮬య࡛ࡶほගᐈࡀࡢ⛬ᗘࡑࡢᆅᇦࢆゼၥࡋ࡚࠸ࡿࢆᢕᥱࡋࠊࢽ࣮ࢬྜࡗࡓࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ߦ  ᚋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㍯ࡸࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠊࡑࡋ࡚ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡞ࡢࣅࢵࢡࢫ࣏࣮ࢶ
࣋ࣥࢺࡀ୕ࡘࡶ㛤ദࡉࢀࠊୡ⏺୰ࡽὀ┠ࢆᾎࡧࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࣋ࣥࢺ㛤ദྥࡅࠊྛᆅᇦ
ᴗࡀࣥࣂ࢘ࣥࢻࣅࢪࢿࢫྲྀࡾ⤌ࡴࢫࢱࣥࢫࢆ᫂☜ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ࣋ࣥࢺ௨እࡶほගᐈࢆ
㨩࡛ࡁࡿ㈨※ࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࠕەୡ⏺ࡢᅜ㝿ࢫ࣮࢟ࣜࢰ࣮ࢺ࣭ࢽࢭࢥ࢚ࣜࡢ᭱᪂ሗ࿌ 㹼ᛴ⃭ቑຍࡍࡿᅜ㝿ࣜࢰ࣮ࢺᆅࡢ
ၥ㢟㹼ࠖ
ᰴᘧ♫ࢫ࣏࣮ࢶࣅࢪࢿࢫ◊✲ᡤ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᖍ◊✲ဨ 㔝୍ᙪẶ
ߦ  ࢽࢭࢥ࢚ࣜࡢほගᅪࡣࠕಢ▱Ᏻ⏫ࠖࠕࢽࢭࢥ⏫ࠖࠕ⹒㉺⏫ࠖࡢ  ⏫ࡲࡓࡀࡿᅜ㝿ࣜࢰ࣮ࢺ࢚
ࣜࢆᅪᇦࡋࠊ㇏࡞⮬↛㈨※ᅜ㝿ὶࡢ┦ࡼࡗ࡚ࠊࠕࢪ᭱㧗ࡢᅜ㝿ࣜࢰ࣮ࢺ࡙ࠖ
ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࢽࢭࢥ࢚࡛ࣜࡣࠊእᅜேほගᐈࢆᑐ㇟ࡋ࡚ከࡃࡢᅜෆእࡢᴗࡀ㛤
Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ᾏ㐨࡛ࡣ  ᖺ๓ึࡵ࡚ࢫ࣮࢟ᩥࡀ⏕ࡲࢀࠊࣂࣈࣝᔂቯᚋࠊ ᖺ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ࣮ࣟࢫ
ࣇࣥࢻࣞẶࡀ࢘ࢺࢻࣅࢪࢿࢫࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙜࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ *'3 ᡂ㛗ࡀⴭࡋࡃࠊྠ
ᅜࡽࡢᢞ㈨ࡀࡁࡗࡅ࡛ࢽࢭࢥ࢚࡛ࣜࡢࣜࢰ࣮ࢺ㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ߦ   ᖺᮾ㟈⅏ᚋࠊ୍ࡋ࡚࠸ࡓࢽࢭࢥ࢚ࣜࡢᡂ㛗⋡ࡶ⌧ᅾ࡛ࡣᅇࡋࠊᡂ㛗ࢆ⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࠋᢞ㈨ࡢྜࡋ࡚ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡀ  ࠊ㤶

 ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ  ࡛࠶ࡾࠊᢞ㈨

㢠ࡢ㧗࠸ᅜࡣẕᅜ࡛ࡶࢽࢭࢥࢆ⮬ᅜẸ 35 ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡣ୰ᅜࢱࡽࡢᢞ㈨ࡶቑຍࡋ࡚࠾
ࡾࠊࣜࢰ࣮ࢺタࡢ㈙࿘㎶ࡢ㧗⣭ὀᏯᆅ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ⮬↛⎔ቃ
ᜨࡲࢀࠊᬒほࡀⰋࡃࠊⰋ㉁࡞㞷そࢃࢀࡓࢫ࣮࢟ሙࡀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ߦ  ᖺᗘࡽࢽࢭࢥእᅜேほගᐈࡀቑ࠼ࠊ ᅜ௨ୖࡢゝㄒ࡛సࡗࡓ࢞ࢻࣈࢵࢡࢆฟ∧ࡋࠊྛࣜ
ࢰ࣮ࢺࡸᗑ↓ᩱ࡛㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊእᅜேほගᐈྥࡅศࡾࡸࡍࡃ⧳ࡵࡽࢀࡓࠊࢥ
ࣥࢻ࣑ࢽ࣒࢞ࢻࣈࢵࢡࡶྛᅜゝㄒ࡛〇సࡋ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ࢽࢭࢥࡣࠗ:25/'6.,$:$5'6࠘࠾࠸࡚ࠊ ᖺ  㒊㛛ࠊ ᖺ  㒊㛛ཷ㈹ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽࠗ:RUOG̓V%HVW6NL%RXWLTXH+RWHO࠘㒊㛛࡛ࡶ  ᖺୡ⏺୍ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡞ࠊࢫ࣮࢟
タࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊၟᴗタࠊࢥࣥࢻ࣑ࢽ࣒タ࠾࠸࡚ࡶ㛤Ⓨࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ߦࢽࢭࢥࢫ࣮࢟ࣜࢰ࣮ࢺࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡣࠊඹ㏻⏝ๆࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡛ࠊ࡚ࡢࢫ࣮࢟ࢥ࣮ࢫࢆ
⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ߦᚋࡢィ⏬ࡋ࡚ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㢼㧗⣭ࢥࣥࢻ࣑ࢽ࣒ࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࠊ㧗⣭㣧㣗ᗑ࡞
ࢆᢪ࠼ࡿࠊᕧ࡞」ྜタࢆᘓタࡍࡿࣉࣛࣥࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ࢽࢭࢥࡣ⤒῭ⓗࡣᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐟἩタࡢ㊊➼ၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ㏆ᖺᐩ⿱ᒙࡢࢫ࣮࢟
࣮ࣖࡔࡅ࡛࡞ࡃ୰㛫ᒙࡸࣂࢵࢡࣃࢵ࣮࢝ࡶከࡃ㞟ࡲࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡇࡢᒙࡢᐟἩタ㊊ࡶ῝้
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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ߦ  ࢽࢭࢥ࢚ࣜෆࠊࢽࢭࢥࡢ⛣ືᡭẁࡀᛴ⃭ቑຍࡍࡿゼ᪥እᅜேᑐࡋ࡚㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ࣟࣥࢢࢫࢸᐈࡣࢫ࣮࢟௨እࡢࢡࢸࣅࢸࡶ⾜࠺ࡀࠊࡑࢀࡽࡢタࡶ㊊ࠊࡶࡋࡃࡣࢽ࣮ࢬ
ࢆ‶ࡓࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ߦ  ほගᐈࡢቑຍక࠸ࠊ㣧㣗ᗑࡢ㟂せࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࢸࢼࣥࢺᩱࡢ㧗ࡉࡸᅇ㌿⋡ࡢᝏࡉ
ࡽࠊ⌧≧࡛ࡣᅽಽⓗ㊊≧ἣ࠶ࡿࠋ
ߦ  ཷࡅධࢀഃࡢၥ㢟ࡋ࡚ࡣࠊቑ࠼⥆ࡅࡿほගᐈᑐᛂࡍࡿタ࣭ປാ⪅ࡢ㊊ࡀࡁ࡞ၥ㢟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧ࡣᏛ⏕ࡸ࣮࡛࣡࣍ࣜ᮶ࡿእᅜே௵ࡏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ᚋࡢࢽࢭࢥࡢᡓ␎ࡋ࡚ࡣࠊ㏻ᖺᆺࣂࣛࣥࢫࣜࢰ࣮ࢺࡢኚࢆ┠ᣦࡍࡇࠊࢧ࣐࣮ࢩ࣮ࢬࣥ
ࡢάᛶྥࡅ࡚ࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᑟධࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᐈ࣭ྎ‴ᐈ୰ᚰ
ࡽከᅜ⡠ᐈࡢཷࡅධࢀࢆ┠ᣦࡋࠊࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪࢆ⾜࠺ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ߦ  ࣁ࣡Ꮫᥦ౪ࡋ࡚Ꮫ⏕ࢆࣁ࣡㏦ࡾࣜࢰ࣮ࢺࡢຮᙉࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾᏛᰯ⮬యࢆࢽࢭ
ࢥㄏ⮴࡛ࡁ࡞࠸᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  እᅜேࡀࢥࣥࢻ࣑ࢽ࣒࡛㣗ࡿࡶࡢࡣእᅜ㣗ရࡀከ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ㣗ရᥦ౪♫ࢆቑࡸࡋ
࡚᪥ᮏ㣗ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆቑࡸࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ᣑࡋ࡚࠸ࡃࢽࢭࢥయࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢⅬࡶほගᐈ
ࢆㄏᑟࡍࡿୖ࡛ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ほග≉༊ࡋ࡚ࢽࢭࢥ࡛ఱࢆ⾜࠸ࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⛣ືᡭẁࡢ☜ಖࡸࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢㄏ
⮴ࠊほග⛯ࡢᑟධ࡞ࡼࡾࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ⛣ఫ⪅ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊㄒ
Ꮫࡢ≉༊ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ߦ  ࢽࢭࢥ࢚ࣜࡣᚋࡶࠊᴗࠊእ㈨ࠊᆅඖࡀ༠ຊࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ⌧≧ 㹼ࢫ࣏࣮ࢶᴗ⏺ཬࡧࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣ㹼ࠖ
 ࣑ࢬࣀᰴᘧ♫ ๓௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ⌧┦ㄯᙺ㸦බ㈈㸧᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨᅜ㝿ᑓ㛛
㒊ဨ  ୖኴ㑻Ặ

 ࠕ ᖺᮾி㍯ ̿ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᆅᇦάຊࡢฟࢆࠖ
  ࢽࢵࢭᇶ♏◊✲ᡤ◊✲⌮  ྜྷᮏගᏹẶ

ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ⌧≧㹼ࢫ࣏࣮ࢶᴗ⏺ཬࡧࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣ㹼ࠖ
ࣆ ࢡ ࣃࣛࣜ ࣆ ࢡ ⌧≧
࣏
ᴗ⏺ཬࡧࡑ 㐍ᤖ≧ἣ
ࠕ ᖺᮾி࢜ࣜ
ࠕ
࣑ࢬࣀᰴᘧ♫ ๓௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ⌧┦ㄯᙺ㸦බ㈈㸧᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ
ᅜ㝿ᑓ㛛㒊ဨ  ୖኴ㑻Ặ
¾

,2& ጤဨࡣᐃဨࡀ  ྡࠊ⌧ᅾࡣ  ྡ࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋጤဨࡣ  ✀㢮ࡢᯟࡀ࠶ࡾࠊ12& ᯟ࣭
ಶேᯟ࣭㹇㹄ᯟ࣭ࢫ࣮ࣜࢺᯟࡽ㑅ฟࡉࢀࡿࠋࢫ࣮ࣜࢺᯟࡣࡑࢀࡒࢀࡢ㍯࡛ୖ 
ྡࡀ  ᖺࡢ௵ᮇ࡛௵ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡢᯟࡣྛᅋయ⌮ࢆ  ᖺ௨ୖࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ❧ೃ⿵ࡍࡽ㞴
ࡋ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

¾

㍯ +4㸦࣮ࣟࢨࣥࢾ㸧ࡣୡ⏺ࡽ  ࣨᅜࠊ ྡ⛬ᗘࡢ⫋ဨࡀ㞟ࡲࡾົࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ ,2&
ጤဨࡣⱥㄒࡲࡓࡣࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢆ⾜࠸㑅ฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ ᮇ  ᖺࠊᘏ㛗  ᖺࡢ௵ᮇ࡛
ᑵ௵ࡍࡿࠋ

¾

ࢧ࣐ࣛࣥࢳẶࡣඖࠎእᐁࡔࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊඃ⚽࡞ࣈ࣮ࣞࣥࢆ࿘ᅖࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋ㈶ྰࡢศ
ࢀࡿ㆟㢟ࡣ㆟ึ᪥ື㆟ࡋࠊྰỴࡉࢀࡓሙྜࡶ᭱⤊᪥ࡲ࡛᰿ᅇࡋࢆ⾜࠸ࠊ⥭ᛴື㆟࡛ྍ
Ỵᣢࡕ㎸ࡴ➼ࡢᡭ⭎ࢆⓎࡋࡓࠋ

¾

ࣟࢤẶࡣඖ་ᖌ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖྜ⌮ⓗ࡛ࠊྑ⭎ⓗᏑᅾࢆసࡽ࡞ࡗࡓࠋࢧ࣐ࣛࣥࢳẶࡢ᭱ࡶ
ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊỴ㆟࡛Ỵࡲࡗࡓ⤖ᯝࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀࠊ᰿ᅇࡋ➼ࢆཷࡅࡅ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ

¾

ࣂࢵࣁẶࡣࢧ࣐ࣛࣥࢳ㛗ࡢ⌮ࠊࣟࢤ㛗ࡢ㛗࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㆟ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ
ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧Ặࡢᡭ⭎ࢆࡼࡃᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡿࠋࡲࡓᙼࡣࢹࢲࢫࡢᘚㆤኈࡶࡵ࡚࠸
ࡓࡓࡵࠊ┈┦ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵᘚㆤኈࢆ㎡ࡵ࡚㛗ᑵ௵ࡋࡓࠋ

¾

ᮾி㍯ࡢ㏣ຍ✀┠࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ  ➇ᢏࡀ❧ೃ⿵ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣ
ࣜ࢜㍯๓ࡢ ,2& ⥲࡛㑅ฟࡍࡿࠋ➇ᢏࡢ㑅ฟ㝿ࡋ࡚ ,2& ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀసᡂࡍࡿ
 ௨ୖࡢホ౯㡯┠⤖ᯝࢆ⏝࠸ุ࡚᩿ࢆ⾜࠺ࠋ

¾

ᮾி㍯Ỵᐃᙜࡓࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡣཎⓎᨾ㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆᣦࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢၥ㢟ࡣ᭱
⤊ࣉࣞࢮࣥ࠾࠸࡚Ᏻ㒊㤳┦⮬ࡽࠕཎⓎ࠾࠸࡚ࡣᨻᗓࡀ㈐௵ࢆᣢࡘࠖ㏙ࡿࡇ୍࡛ᛂࡢ
Ỵ╔ࢆࡳࡓࠋ

¾

ᮾி㍯ࡣࠗࢫ࣮ࣜࢺࣇ࣮ࢫࢺ࠘ࢆᥖࡆࠊࢫ࣮ࣜࢺࡀ⮬⏤࡞ࡃ㐣ࡈࡏࡿࡇࢆ➨୍┠
ᶆࡋࡓࠋ

¾

ᮾி㍯࠾࠸࡚᪥ᮏࡣࠊᅜࡀ࠶ࡲࡾ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸࡞࠸✀┠ࡶຊࢆධࢀࠊ ಶ௨ୖࡢ࣓
ࢲࣝ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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¾

⌧ᅾࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠗࢸࣟᑐ⟇࠘
ࠗኳೃ➼ࡢ⮬↛⎔ቃᑐᛂ࠘
ࠗሙࡢࣥࣇࣛᩚഛ࠘
ࠗ࣍ࢸࣝࡢ
ᐊᩘ㊊࠘➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࣍ࢸࣝࡣ  ᐊࡀᚲせࡔࡀࠊᮾிࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡍࡿࡓࡵ
㏆㞄┴࡛ࡶ☜ಖࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

¾

ᮾி㍯ࡢ⤌⧊ጤဨࡣ⌧ᅾ  ேᙅࡢ⫋ဨࠊ㢳ၥ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࡢࣆ࣮ࢡࡣ
⥲ᩘ  ே⛬ᗘ࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ

¾

⤌⧊ጤဨࡣ⌧ᅾ  ᒁࡀ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࢸࣟᑐ⟇ᒁࡣࣟࣥࢻࣥ㍯Ꮫࡧࠊ᪩ࡃࡽ
‽ഛࢆጞࡵࡿࡓࡵࡇࡢẁ㝵࡛㛤タࡋࡓࠋ

¾

ᮾி㍯ࡢ➇ᢏሙࡣ  ᭶୰᪪Ỵᐃࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋ⏝ࡸ࿘㎶✵ᇦࡢၥ㢟࡛ᮍࡔ☜ᐃ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋࡁࡃኚࢃࡽ࡞࠸ࡢࡣ㑅ᡭᮧࡢ⨨ࡔࡅ࡛ࠊࡢ➇ᢏሙࡣࡲࡔኚ᭦ࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

¾

㍯ሙෆ࠾࠸࡚ࡣࠊࢫ࣏ࣥࢧ࣮௨እࡢᴗᗈ࿌ࡣฟࡏ࡞࠸ࠋ୍᪉㑅ᡭࡢ⏝ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶ
⏝ලࡢ࣓࣮࣮࢝ࡔࡅࡣࠊ〇㐀㈐௵⪅ࡋ࡚  ࢸ࣒ࡘࡁ  ⟠ᡤࡔࡅつᐃࢧࢬෆ࡛ࡢࣟࢦ
ᥖ♧ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࣟࢦࡢ⨨ࡣ⬥ࡼࡾୗ࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࡣࣉࣞ㍯ࢆ⾜࠺ࡀࠊ ᖺ㍯ࣉࣞ㍯࡛ࡣࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㏆ᖺ࡛ࡣࣉࣞ㍯ࢆࢸࢫࢺ࣋ࣥࢺࡪࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ୡ⏺᪥ᮏࡢᩥࡢᕪ␗ࡼࡿၥ㢟ࡶᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋእᅜேࡣ่㟷ࢆධࢀࡿࡇࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡿࡀࠊ่㟷ࡢ࠶ࡿேࢆ Ἠධࢀ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ➼ࠊᆅ᪉ࡽၥ࠸ྜࢃࡏࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ


4㸸᪂ࡋ࠸ࣟࢦࡣ࠸ࡘⓎ⾲࡞ࡿࡢ㸽
$㸸 ᭶ࡣⓎ⾲࡛ࡁࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

4㸸➉⏣㛗 ,2& ࡢ㛵ಀࡣ࠺㸽
$㸸ಶேⓗ࡞㒊ศࡣ⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ➉⏣㛗ࡣࢻࢶࡶ♫ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࢻࢶㄒࡶሓ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ㄒᏛࡀሓ⬟࡞ศヰࡶࡋࡸࡍࡃࠊ㛵ಀࡣⰋዲ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

4㸸㔝⌫ࡢᮾி㍯ཧຍࡣ࠶ࡿ㸽
$㸸㔝⌫ࡣ  ヨྜ  㛫ᙅࡾࠊ㛗ࡍࡂࡿ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ  ᅇ⤊࠸࠺ࡶฟࡓࡀࠊ
 ᅇࡲ࡛ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ㔝⌫࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡾࠊᅜෆ࡛ࡶពぢࡀ⧳ࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᮾி
㍯࠾࠸࡚ࡣ✀┠ᩘ  ࢆᑡࡋ㉸࠼࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡲࡓࢫ࣮ࣜࢺᩘࡶୖ㝈ࡢ   
ேࢆ㉺࠼࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ヰࡶฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ≧ἣࡢኚࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓ⌧ᅾᅜෆࡢ
ぢゎࡶ⧳ࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⤌⧊ጤဨࡋ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶ㔝⌫ࢆ᥎ࡍ࠸࠺యไࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

4㸸ࣥࣈࢵࢩ࣐࣮ࣗࢣࢸࣥࢢࡢᑐ⟇ࡣ㸽
$㸸⤌⧊ጤဨࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣࠗ࢜ࣇࢩࣕࣝࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢆඃ࡛࠘࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠗ㑅ᡭᮧࡽሙࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊ ᖺ௨ୖ๓タ⨨ࡉࢀࡓ┳ᯈࡢࡳㄆࡵࡿ࠘
ࠗ࢜ࣇࢩࣕࣝࢫ࣏ࣥࢧ࣮
ࣂࢵࢸࣥࢢࡍࡿᗈ࿌ࠊ┠❧ࡘᗈ࿌ࡣ࣐ࢫ࢟ࣥࢢࡍࡿ࠘ࡇࡀ㏻࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋᮾிࡣ㠀ᖖ
┳ᯈࡀከࡃࠊࡑࡢ࣐ࢫ࢟ࣥࢢ㈝⏝ࢆㄡࡀᨭᡶ࠺ࡢ➼ࡢၥ㢟ࡶࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ࠕ
ࠕ
 ᖺ
ᖺᮾி㍯
ᮾி㍯ ̿ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᆅᇦάຊࡢฟࢆࠖ
ᩥࣉ ࢢ࣒ࣛ
ࡼࡿᆅᇦάຊࡢ
ฟࢆࠖ
ࢽࢵࢭᇶ♏◊✲ᡤ◊✲⌮  ྜྷᮏගᏹẶ
¾

㍯᠇❶ࡣࢫ࣏࣮ࢶᩥࢆ⼥ྜࡉࡏࡿ࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢ㍯࡛ࡣⱁ⾡ࢆ➇࠸ྜ࠺
࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ ᖺ࣊ࣝࢩࣥ࢟ࡽࡣࢫ࣏࣮ࢶࡲࡘࢃࡿᩥࡢᒎ♧ኚࢃࡾࠊ
ࡲࡓ  ᖺᮾிࡽࡣࢫ࣏࣮ࢶ㝈ࡽ࡞࠸ᩥᒎ♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺᮾி㍯࡛ࡣࠊࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࡢసᡂࠊ࣓ࢲࣝᩘࡢ㏿ሗ➼ࠊࣁ࣮ࢻ㠃㝈ࡽࡎࢯࣇࢺ㠃࡛ࡶ
ከࡃࡢࣞ࢞ࢩ࣮ࢆṧࡍࡇᡂຌࡋ࡚࠸ࡓࠋ

¾

 ᖺࣟࣥࢻࣥ㍯࡛ࡣࠊࡘ࡚࡞࠸つᶍࡢᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
ி㍯ᚋࡽ⾜ࢃࢀࠊ≉ࣟࣥࢻࣥ㍯㛤ᖥ  ࣨ᭶๓ࡽࡣ㞟୰ⓗ࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉࢀࠊ
㍯ࢆ┒ࡾୖࡆࡓࠋ

¾

࣋ࣥࢺෆᐜࡣࢠࣜࢫᩥࡢᒎ♧ࡔࡅ㝈ࡽࡎࠊୡ⏺୰ࡢ࣮ࢸࢫࢺᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵከᙬ࡞ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

¾

ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣண⟬  ൨ࡀ⤌ࡲࢀࠊ ᖺ㛫࡛ィ  ேࡀཧຍࡋࡓࠋつᶍ࡞ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ⤌⧊ጤဨᩥ࣋ࣥࢺᑓ㛛ᒁࢆタࡅࠊᅜࡢᩥタࡸⱁ⾡ᶵ㛵
༠ຊ࡛ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ

¾

ࣟࣥࢻࣥᩥ࣋ࣥࢺࡣ↓ᩱࡢࡶࡢࡀ㠀ᖖከࡃࠊཧຍ⪅ࡢ 㸣௨ୖࡀ↓ᩱ࣋ࣥࢺཧຍࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㍯ࡢሙࢳࢣࢵࢺࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ከᩘࡢேࠎࡶࠊ㍯ࡢ㞺ᅖẼࢆࢃ࠸ࠊ
ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᥐ⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ

¾

࣋ࣥࢺᮇ㛫୰ࡶከࡃࡢ᪂సⱁ⾡సရࡀసࡽࢀࠊࡲࡓ⾤୰࡛ 32383㸦✺Ⓨⓗ࣋ࣥࢺ㸧➼ࡀ⾜
ࢃࢀࡿ࡞ࡋࡓࠋ

¾

࣋ࣥࢺࡣࣟࣥࢻࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ᭷ྡ࡞࣮ࢸࢫࢺࡢసရࡣㄽࡢ
ࡇࠊᆅඖࡢᅋయࡼࡿᩥᴗࡶ⾜ࢃࢀࡓࡇࡼࡾࠊᆅ᪉⯆ࡶ⧅ࡀࡗࡓࠋ

¾

ᮾி㒔ࡣ㍯ㄏ⮴ࡽᩥຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊⱁ⾡ᩥホ㆟࠸࠺⤌⧊ࢆసࡾࠊ❧ೃ⿵
ࡶᩥࣃ࣮ࢺࡢෆᐜࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

¾

ᮾி㒔ࡣከࡃࡢᩥタࡀ࠶ࡾࠊ㍯ྥࡅ࡚タィ  ൨๓ᚋࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᮾிᩥࣅࢪࣙࣥ࠸࠺  ᖺ ᖺࢆᑐ㇟ࡋࡓᮾி㒔ࡢᩥ⯆ィ⏬ࡀࡶࡵࡽࢀࠊල
యⓗ࡞ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ウࡶጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᩥᗇ࡛ࡶ㒊ࡀసࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞
ࢹࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᩥ࣋ࣥࢺ㛵ࡋ࡚㆟ㄽࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊண⟬㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡔᮍ᳨ウࡢ≧ἣࠋⱥᅜ᪥ᮏ
ࡢேཱྀࡸ *'3 ࢆẚ㍑ࡍࡿ  ൨⛬ᗘࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡶࡼ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࡓࡔ⾜࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ┠ᶆࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࠗᮾிࡔࡅ⤊ࢃࡽࡏ࡞
࠸࠘ࠊ
ࠗⱁ⾡ࡢᮍ᮶ࢆᮾிࡽసࡿ࠘ࠊ
ࠗ᪥ᮏேဨࡀⱁ⾡άືཧຍࡍࡿ࠘ࡢ㸱ࡘࢆࢸ࣮࣐ࡋ
ࡓ࠸ࠋ


4㸸ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣥࣃࢡࢺ࡛㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࡢ㎶ࡾ㸽
$㸸ࢫ࣏࣮ࢶᩥඹ㏻ࡍࡿࣥࣃࢡࢺࠊᩍ⫱ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢫ࣮ࣜࢺࡀᏛᰯࢆゼၥࡍ
ࡿ࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆⱁ⾡ᐙࡀ⾜࠺࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿㄪᰝࡼ
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ࡿࠊⱁ⾡ࡢㅮ⩏ࡀᏊ౪ࡢࡸࡿẼࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊⱁ⾡௨እࡢᏛᴗࡶዲᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺⤖ᯝࡀ
ฟ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᆅᇦࡶⱁ⾡࡛⮬ಙࢆࡘࡅࡉࡏࠊᆅᇦ⯆ࡢࡁࡗࡅ࡞ࡿ࠸࠺ຠᯝࡶᮇᚅࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

4㸸ᩥ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡣ࢜ࣇࢩࣕࣝࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢩࢵࣉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸽
$㸸ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋࣟࣥࢻࣥࡢሙྜࡣࣥࢫࣃ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆసࡾࠊ㍯ࡢ࣐࣮ࢡࡣ⏝࠸࡞࠸ࡀ
 ࠸࠺ࣟࢦࢆ⏝࠸࡚㐃ࡉࡏࡿ࠸࠺ᡭἲࢆ⾜ࡗࡓࠋᆅᇦࡀ⾜࠺ࡶࡢࡸ࣎ࣛࣥࢱ࣮࡛ࣜ⾜࠺ࡶ
ࡢࡣ㍯ṇつࡢ࣋ࣥࢺ࡛⾜࠼ࡿᛮ࠺ࡀࠊࢫ࣏ࣥࢧ࣮௨እࡢẸ㛫ࡀ㛵ࡍࡿ㒊ศࡣࡲࡔලయⓗ࡞
᪉ྥᛶࡀぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ

4㸸ᮾி᮶ࡿእᅜேほගᐈࢆᆅ᪉ὶࡍࡓࡵࠊᆅ᪉ࡢⱁ⾡⚍➼ࢆ୍ᩧ✌ືࡉࡏࡿ➼ࡢ⏬ࡣ࠶
ࡿ㸽
$㸸 ᖺࡢ㛤ദࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ᪉ࡢⱁ⾡⚍➼ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ᪑⾜⪅ࣆ࣮࡛ࣝࡁ
ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊほගᐈࡢ➨୍┠ᶆࡣ㍯ࢆぢࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᮾிࡽᆅ᪉ㄏᐈࡍࡿࣉࣟ
࣮ࣔࢩࣙࣥࢆ࠺ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࠋ

௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕほග❧ᅜࡢᐇ⌧ࡘ࠸࡚ࠖ
ほගᗇほගᆅᇦ⯆㒊ほගᆅᇦ⯆ㄢᆅᇦ➇தຊᙉᨭᐊ㛗ఀ⸨つẶ 
 ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࡢ‽ഛ≧ἣࠖ
බ┈㈈ᅋἲேࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ⤌⧊ጤဨᴗ㒊㛗ఀ㐩ுẶ
 ࠕ㛵す࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬ  ࡴࡅ࡚ࠖ
ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥ㛵すົᒁ㛗᳃ᒸៅྖẶ

ࠕほග❧ᅜࡢᐇ⌧ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕほග❧
ᐇ
ほගᗇほගᆅᇦ⯆㒊ほගᆅᇦ⯆ㄢᆅᇦ➇தຊᙉᨭᐊ㛗ఀ⸨つẶ
¾

ᡃࡀᅜࡢほගࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠊ ᖺ࠾ࡅࡿ᪑⾜ᾘ㈝㢠ࡢྜࡣࠊ᪥ᮏேࡀ⾜࠺
ᅜෆ᪑⾜㛵㐃ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡶࡢࡢࠊ୰ᅜࡸྎ‴ࡽࡢゼ᪥እᅜேࡼࡿ᪑⾜ෆᾘ㈝㢠ࡀᖺࠎ㧗ࡲ
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋゼ᪥᪑⾜ᐈᩘࡀఙࡧࠊゼ᪥᪑⾜୍ᅇ࠶ࡓࡾࡢᾘ㈝㢠ࡶఙࡧ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊゼ
᪥እᅜேࡼࡿ᪑⾜ෆᾘ㈝㢠ࡣᚋࡶఙࡧࡿᶵ㐠ࡀ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚋࡢᆅᇦ࡙
ࡃࡾゼ᪥እᅜேࢆά⏝ࡋ࡞࠸ᡭ❧࡚ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

¾

୍ᖺᗘゼ᪥ほගᐈࡣ  ேࢆ✺◚ࡋࠊᖺᗘࡣ  ேࢆ㉸࠼ࡓࠋᖺ  ᭶ᮎࡢⅬ
࡛  ேࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ㡑ᅜࡸ୰ᅜࡽࡢゼ᪥ᐈࡀ᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ㏆ᖺࡣࣅࢨ⦆ࡢᙳ
㡪ࡽᮾ༡ࢪࡽࡢゼ᪥᪑⾜ᐈࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࢪࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊḢ⡿ࡽࡢ
ゼ᪥᪑⾜ᐈࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇࡶᐇࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋ

¾

ゼ᪥እᅜேࡀᐟἩࡍࡿࡢࡣࠊᮾᾏ㐨⥺ἢ⥺ࠊゝ࠺ࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࣝࢺࡀ᭱ࡶேẼ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
┠ᶆࡍࡿ  ᖺ࡛ࡢゼ᪥እᅜே  ே✺◚ࢆぢᤣ࠼ࡿࠊࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࣝࢺࡢᐟἩ㛵
ࡍࡿ࢟ࣕࣃࢩࢸࢆ㉸࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊゼ᪥እᅜேࡼࡾ
ᆅᇦࡢ⯆ࢆᢪ࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆᨻᗓࡣ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒
ࡁ࡞ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᨻᗓࡀᥖࡆࡿࠕゼ᪥᪑⾜ᐈࡢᆅᇦศᩓࠖࡢ  ࡘࡢ⟇ࡋ࡚ࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺ࠸࠺ᴗ
ࡀ࠶ࡾࠊ ✀㢮ࡢ࣮ࣝࢺࢆ⪃ࡋࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊゼ᪥እᅜேࡢ᪥ᮏᅾᮇ㛫ࡣᖹᆒ࡛  㐌㛫
࡛࠶ࡿ࠸࠺ࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿࠋ
࠸  㐌㛫࡛ከࡃࡢሙᡤࢆゼࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᗈᇦⓗ࡞ほග㐃ྜࡀ⤌ࡵࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ⮬యࡔࡅ࡛ほගࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㏆㞄ࡢ⮬యᡭࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽάື࡛ࡁࡿࡼ࠺ಁࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

¾

᪥ᮏࡢᅄᏘࢆほගࡶ⏕ࡋࠕᏘ⠇ศᩓࠖࡘ࠸࡚ࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࠊほගᗇ࡛ຮ
ᙉࢆ㛤ࡁࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣏࣮ࢶ㛵ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃࠊࡢ࢘ࣥࢱ࣮ࢫ࣏࣮ࢶ࡛
࠶ࡿࢫ࣮࢟ࡸࢫࣀ࣮࣮࣎ࢻࡀእᅜேዲホ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏேࡽࡢேẼࡣప㏞ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ✀┠
ࡀࠊᚋࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻ㛵㐃࡛ࡣ࣍ࢵࢺࢺࣆࢵࢡ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ඹ᪥ᮏࡢࢫ࣮࣭࢟ࢫࣀ࣮࣮࣎ࢻ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊᚋࡢᑐ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ

¾

ࠕ9,6,7-$3$1ࠖ࠸࠺ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ࠊ㔜Ⅼᕷሙࢆタᐃࡋࡓࠋࡋࡓࡀ
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ࡗ࡚ࠊᆅᇦ⏕ࡢࡓࡵࣥࣂ࢘ࣥࢻ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡣࠊ㠀ࡶ 9,6,7-$3$1 ࢆά⏝
ࡋ࡚㡬ࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
¾

ࢫ࣏࣮ࢶ㛵ಀࡢゼ᪥ࣉ࣮ࣟࣔࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ࣐ࣛࢯࣥࢪࣕࣃࣥ➼࡛ -67$ ࡣ㐃ᦠࡋ࡚ࡁࡓࠋ

¾

ච⛯ᗑࡢቑຍࡀᅜෆ࡛ⴭࡋ࠸ࠋ⌧≧࡛ࡣ୕㒔ᕷᅪච⛯ᗑࡀ㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋ
ࡣᆅ᪉ゼ᪥እᅜேࢆㄏᐈࡍࡿࡓࡵࡶච⛯ᗑࢆᅜቑࡸࡋ࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡྥࡅ࡚♫ࡀື࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊほග࠸࠺ほ
Ⅼ࡛ゝ࠼ࡤࠊዴఱࡋ࡚  ᖺ௨㝆᪥ᮏゼࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡶࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺࢆ࠸ࡕ᪩ࡃ᥎ࡋ㐍ࡵࠊ ᖺࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵ
ࣉ㛤ദࠊ ᖺ㛵す࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬ㛤ദ࠸ࡗࡓࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶࢆࡣࡌࡵ
ࡋ࡚ࠊ㈨※ࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

¾

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶᩥࡢ⚍࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵࠊ ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿࣟ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ
ᚋࡽࡣࠊ᪥ᮏࡢᩥࢆᢲࡋฟࡋࡓࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ


ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࡢ‽ഛ≧ἣࠖ
බ┈㈈ᅋἲேࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ⤌⧊ጤဨᴗ㒊㛗ఀ㐩ுẶ
¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡣࠊ ࢳ࣮࣒ࡀཧຍࡋࠊ 㒔ᕷࠊ㛤ദᮇ㛫ࡣ⣙  㐌㛫ࠊ  ヨྜ⾜
ࢃࢀࡿ࡛࠶ࡿࠋᮇ㛫୰ࡣ 㹼 ேࡢእᅜேࡀ᪥ᮏࢆゼࢀࡿヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ
ࢳ࣮࣒ࡢ㛵ಀ⪅ࡔࡅࢆ⪃࠼࡚ࡶ  ྡ⛬ᗘࡀ᮶᪥ࡋࠊ࣓ࢹ㛵ಀ⪅➼࡛ࡶ᭦  ྡ௨ୖ
ࡢ᮶᪥ࡀᐃࡉࢀࠊᙼࡽࡀ㛗ᮇ㛫ᅾࡋࠊ᪥ᮏ୰ࢆືࡁᅇࡿ⪃࠼ࡿ࡞ࡾࡁ࡞ࣥࣃࢡ
ࢺࡀᆅᇦࡣṧࡏࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദࡣ࠺ࡋ࡚ࡶᮾிὀ┠ࡀ೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ๓ᖺࠊᅜ࡛㛤ദ࡛ࡁࡿࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡀᡂຌࡍࡿࡇ
ࡣࠊᮾிࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪥ᮏయࢆୡ⏺▱ࡽࡋࡵࡿຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡶ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ


¾

⤌⧊ጤဨࡣࠊ⤊⩣ᖺ  ᖺࡣྰᛂ࡞ࡋゎయࡉࢀࡿࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ୰࡛ື࠸࡚
࠸ࡿࠋ ᖺࡢࣥࢢࣛࣥࢻᚋࡣࠊࣛࢢࣅ࣮⏺ࡢὀ┠ࡀ᪥ᮏ㞟ࡲࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊ
 ᖺ௨㝆ࡣࡼࡾ୍ᒙάືຊࢆὀ࠸࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

¾

 ᖺࡽࡣ  ᖺ࡛ࡢ๓ཬࡧᮇ㛫୰ࡢࢳ࣮࣒࢟ࣕࣥࣉᆅ㛵ࡍࡿሗࢆⓎಙࡋ࡚
࠸ࡃࠋ ᖺࣥࢢࣛࣥࢻ⤌⧊ጤဨࡽࡢᘬࡁ⥅ࡂࢆ⤒ࡓᚋ࡞ࡿணᐃࡔࠋ

¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡢᮏ⤌ࡳྜࢃࡏᢳ㑅ࡣࣟࣥࢻ࡛ࣥ⾜ࢃࢀࡿࡢࡀᜏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ ᖺ⤌⧊ጤဨࡋ࡚ࡣࠊࡑࡇ࡛᪥ᮏ࡛㛤ദࡉࢀࡿ࠸࠺༳㇟ࢆど⫈⪅
ṧࡏࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

⤌⧊ጤဨࡋ࡚㛤ദ㒔ᕷồࡵࡿࡇࡣࠊዴఱࡋ࡚ᆅᇦࡢࣥࣃࢡࢺࢆṧࡍ
࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ࣎ࣛࣥࢸࡢά⏝ἲࡸࠊᆅᇦࡢᏊࡶ㐩ክࢆ
࠼ࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࡘ࠸࡚ᚋ࠸᳨ウ࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࡸࡣࡾ࣓ࢪ࣮ࣕࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ࡛ࡣ⤒῭ຠᯝᮇᚅࡀࡿࡀࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ┤ᚋ
ࡢሗ࿌᭩ࡣ㉥Ꮠ⤊ࢃࡗࡓグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻᨻᗓࡣ㉥Ꮠ⤊ࢃࡿ
ࡇぬᝅ࡛㛤ദ㋃ࡳษࡗࡓゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ⮬ᅜࡀୡ⏺ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣋
ࣥࢺࢆ㛤ദ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍࡇ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᅜࣞ࢞ࢩ࣮ࢆṧࡍࡇ࡛⪃࠼࡚࠸ࡓ
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ࡽࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡢほᡓ⪅ࡣࠊᖹᆒ࡛  㐌㛫ࢆ㛤ദᅜ࡛㐣ࡈࡍゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊほᡓ⪅ࡢ┠ⓗࡣ⮬ᅜࡢᑐᡓ࣮࢝ࢻ࡛࠶ࡿ  ヨྜ࡛࠶ࡾࠊࡢ᪥⛬ࡣࣛࢢࣅ࣮௨
እࡢほග㈝ࡸࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢇ࡞ᙼࡽࡀྛᆅࢆືࡁᅇࢀࡿࡼ࠺࡞ሗᥦ౪ࢆ࠸⾜ࡗ
࡚࠸ࡃࡀㄢ㢟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࡣ᪥ᮏ㛤ദࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࢪࡢࡋ࡚ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿഃ㠃
ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࢪࡢᅜࠎࡽ㞟ᐈࢆࡅࡓ࠸࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊࢪᅾఫࡢḢ⡿
ே㐩ࡶࣉ࣮ࣟࢳࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᚋࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࠊ㏆㞄ࡢᆅᇦྠኈࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚ほගᐈࢆㄏᐈࡍࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛᆅᇦ㛫࡛ほගᐈࡀࡼࡾከࡃ⛣ືࡍࡿࡼ࠺ᢲࡋฟࡍ⤌ࡳࡶᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕ࠶ࡑࡇࡢᆅᇦࡣࡇࢇ࡞㠃ⓑ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡼࠖ࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࠊⅬ
Ⅼࢆ⥺࡛⤖ࡪࡼ࠺࡞ሗᥦ౪ᡭẁࡶ୍ࡘࡢ⟇࡛ࡣ࡞࠸ࠋ


4㸸๓࢟ࣕࣥࣉᆅࡘ࠸࡚ࠊཧຍࢳ࣮࣒ᑐࡋ࡚⤌⧊ጤဨࡽሗᥦ౪ࢆ⾜࠺࠸ࡗࡓ⤌ࡳࡣ
࠶ࡿࡢ㸽
$㸸ࢳ࣮࣒࢟ࣕࣥࣉᆅ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⥲ົ┬ࡢ +3 ⤌⧊ጤဨࡋ࡚ࡢᣦ㔪ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛࢢࣅ
࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡛ࡣࠊྛヨྜࡢ㛤ദᆅᛂࡌ࡚࢟ࣕࣥࣉᆅࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ጤဨࡀ᩷
᪕ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࡀࠊྛࢳ࣮࣒ࡢせᮃᛂࡌ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉㔪࡛⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

4㸸࢟ࣕࣥࣉㄏ⮴㛵ࡋ࡚ࠊつ๎ࡸつไࡣ࠶ࡿࡢ㸽ࡲࡓࠊࡑࡢሗࡣࡇ࡛ᚓࡽࢀࡿࡢ㸽
$㸸࢜ࣜࣥࣆࢵࢡྠࡌࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡓࡔࠊ⤌⧊ጤဨࡶᵝࠎ࡞
㡯┠ࡘ࠸࡚ദ⪅㸦࣮࣡ࣝࢻࣛࢢࣅ࣮㸧΅ࢆࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࡓࡵࠊලయⓗ࡞ሗ
ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔ⏦ࡋୖࡆࡽࢀ࡞࠸ࠋ

ࠕ㛵す࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬ  ࡴࡅ࡚ࠖ
ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥ㛵すົᒁ㛗᳃ᒸៅྖẶ
¾

࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬࡣࠊୡ⏺᭱㧗ᓠࡢ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡾࠊ ṓ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ
ㄡ࡛ࡶ࢚ࣥࢺ࣮࡛ࣜࡁࡿ࠸࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛  ᅇ㛤ദࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㛵す࡛㛤
ദணᐃࡢ  ᖺࡣࠊࢪึࡢ࡛࠶ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥ㛵すࡀᣍ⮴ࡘ࠸࡚ࢧ
࣏࣮ࢺࢆࡋࡓࠋ

¾

ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥ㛵すࡣࠊ㛵す⤒῭ྠࢆẕయࡋ࡚❧ࡕୖࡀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉ࠸
ࡓࡲࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥḟ࠸࡛ࠊᅜෆ  ␒┠ฟ᮶ୖࡀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡃࠎࡢ⤌⧊ࡣࠊ
ࡢࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢࡼ࠺⮬యࡽᡂࡾ❧ࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ ࡢẸ㛫ᴗࡸᏛࢆ
࣓ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢫ࣏࣮ࢶ㸩ࠖࢆάື⌮ᛕࡋ࡚࠾ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶ㸩᪑⾜ࡸࢫ࣏࣮ࢶ㸩
㣗࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛㛵す⤒῭ࡢάᛶᙺ❧ࡘάືࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

࢚ࣥࢺ࣮ࣜ㈝⏝ࡣ✀┠ẖᨭᡶ࠺᪉ᘧ࡛ࠊ」ᩘ✀┠Ⓩ㘓ࡍࡿཧຍ⪅ࡶከ࠸ࠋࡲࡓࠊᅜࢆ௦⾲
ࡍࡿ࠸ࡗࡓᴫᛕࡀ࡞ࡃࠊከᅜ⡠࡛ࡢࢳ࣮࣒ࢆᙧᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

¾

ཧຍ⪅ࡣ  ௦ࡀ᭱ࡶከࡃࠊᐩ⿱ᒙࡀ༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ  ᖺ୍ᗘࡢ
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ᾏእ᪑⾜ࡋ࡚ࡶᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡿேࠎ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࡛ࡣࢭࣞࣔࢽ࣮ࡸὶ࣋ࣥࢺ➼ࡶ
ຊࡀධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾

࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬ㛤ദࡢࡓࡵ᪂つ࡛タࢆᘓタࡍࡿࡇࡣཎ๎⚗Ṇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
᪤Ꮡࡢタࢆά⏝ࡋ࡚㛤ദࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡢᐟἩࡸ⛣ືᡭẁ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊཎ๎ཧຍ⪅⮬㌟࡛ᡭ㓄ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㛤ദࡿ㈝⏝ࡀࡢୡ
⏺ⓗࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺẚ࡚᱁ẁᏳ࠸ࠋ

¾

ࢩࢻࢽ࣮ࡣ  ᪥㛫㛤ദࡉࢀࠊᾏእࡽࡢཧຍ⪅ࡣ⣙  Ἡࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡽࡣ᪑⾜┠ⓗࡢ୰࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬࢆ⤌ࡳධࢀ࡚࠾ࡾࠊࡢᆅᇦ
ࡶほග᪑⾜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

¾

ඛ᪥ࠊ
ࠕ࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬ㛤ദࡢᡂຌ࠶ࡓࡾࠊࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀணࡉࢀࠊࡑࡢゎ
Ỵࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࠖࡘ࠸࡚ࠊ㛵すᅪࢆ୰ᚰࡋࡓᏛ⏕㐩ࢆᑐ㇟ࢥࣥ࣌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱
ඃ⚽㈹ࢆࡗࡓࢳ࣮࣒ࡢࣉࣞࢮࣥࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕẸἩ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚋࡶ⏘ᐁᏛࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ 㹈㹑㹒㸿ࢭ࣑ࢼ࣮LQ63527(& ࠙'ࠚ
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
ࢭࢵࢩࣙࣥࢸ࣮࣐ࠕ㞀ࡀ࠸⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚᪑ࢫ࣏࣮ࢶࢆᴦࡋࡴࡇࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖ
㸯㸬
ࠕ
࡛ࠗࡁࡿ࠘ࢆពᕤኵࡍࡿ㹼㞀ࡀ࠸⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢᶵჾ㛤Ⓨ㹼ࠖ
  ࣃࢩࣇࢵࢡࢧࣉࣛ㸦ᰴ㸧௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕝᮧẶ
㸬
ࠕ㞀ࡀ࠸ࢆࡶࡘࢫ࣮ࣜࢺࢆࡉࡉ࠼ࡿ㸫᪑ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ
㸦ᰴ㸧㹑㹎㹇࠶࣭࠼ࡿᴦ㒊㸭㹌㹎㹍᪥ᮏࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮༠㸦እฟᨭᑓ㛛ဨ㸧
⠛ሯᜤ୍Ặ


ࠕ
࡛ࠗࡁࡿ࠘ࢆពᕤኵࡍࡿ 㹼㞀ࡀ࠸⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢᶵჾ㛤Ⓨ㹼ࠖ
㸯㸬
ࣃࢩࣇࢵࢡࢧࣉࣛ㸦ᰴ㸧௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕝᮧẶ
¾

ᕝᮧ⩏⫥ᰴᘧ♫㸦௨ୗࠊᕝᮧ⩏⫥㸧ࡣࠊ⩏⫥ල࣭㌴࠸ࡍ࣭ఫᏯᨵಟ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊタ➼
ࡢ༺ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣃࢩࣇࢵࢡࢧࣉࣛᰴᘧ♫ࡣࢢ࣮ࣝࣉ♫࡛࠶ࡿࠋ♫ࡢ⪃࠼ࡋ࡚
㐲៖ࡀࡕ࡞㞀ࡀ࠸⪅ࡢࠕኌ࡞ࡁኌࢆ⪺ࡃࡇࠖࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡢኌഴ⫈ࡋ࡞ࡀࡽᥦ
Ⴀᴗࢆᚰࡅ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᚑ᮶ࡣࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡛ࡅࡀࢆࡋࡓேࡢලࢆసࡿ࠸࠺ᴗࡀከࡗࡓࡀࠊᚋࡣࢫ࣮ࣜࢺࡢ
ᡃࢆண㜵ࡍࡿࡇࡶ㔜Ⅼࢆ࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⮬㌟ࡢ⤒㦂ୖᡃࢆࡍࡿࡇࡣࡑࡢ
ேࡢࣛࣇࢧࢡࣝࢆ≬ࢃࡏࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊ
ࠕᡃࢆࡉࡏ࡞࠸ࠖ࠸࠺⪃࠼ࡣษ࡛࠶ࡿࠋ⮬㌟
ࡀ  ṓࢆ㉺࠼࡚ࡶ࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡶලࡢ࠾ࡆ࡛࠶ࡾࠊ
ලࡸᰂ㌾࡞࣮ࣝࣝኚ᭦࡞ᕤኵḟ➨࡛ఱṓࡲ࡛࡛ࡶㄡ࡛ࡶࢫ࣏࣮ࢶࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᕝᮧ⩏⫥࡛ࡣࠕ㹓㹌㹂㹃㹐㸩㹑㹒㸿㹌㹂ࠖࡢ⌮ㄽࢆᙉࡃゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᩥᏐ㏻ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡢୗ
❧ࡕࠊ࠾ᐈᵝࢆ⌮ゎࡍࡿጼໃࢆᣢ࡚࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋ࠾ᐈᵝࡃྠࡌ≧ែ㌟ࢆ⨨ࡃࡇࠊ
ྠࡌẼᣢࡕ࡞ࡿࡣྍ⬟㏆࠸ࡢ࡛ࠊࢃࡽ࡞࠸ࡇࡣ✚ᴟⓗ⪺ࡃࡼ࠺᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ
࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢆⱄࡋᥦࡘ࡞ࡆࠊࡑࡢᥦᑐࡋࡲࡓពぢࢆࡶࡽ࠺࠸࠺⧞ࡾ㏉ࡋࡀ
ษ࡛࠶ࡿࠋษ࡞ࡢࡣᖖᏛࡪጼໃ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ษࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࣉࣟࡣ౯್ࢆࡿே࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡿࠖ࠸࠺
₎ᏐࡢᪧᏐయࡣࠕ㈽ࠖ᭩ࡁࠊࠕ㈙࠺ேࡢኈ㸦ඛ⏕㸧ࠖゎ㔘ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊࡘࡲࡾ࠾ᐈᵝࡽ
ồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺▱㆑ࢆᖖຮᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᕝᮧ⩏⫥࡛ࡣࢫ࣮ࣜࢺᨭࡋ࡚ࢫ࣮ࣜࢺⓎ᥀ࡸၨⓎάື࡞㞀ࡀ࠸⪅ࢫ࣏࣮ࢶ࡞ࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢάືࢆᩘከࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࡚ࠊᮏ♫ࡢ࠶ࡿ㜰ᗓᮾᕷ࠾࠸࡚㧗㱋
⪅࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࣀࣝࢹࢵࢡࢫ࣮࢟ࡢࢫࢸࢵ࢟ࢆ⏝ࡋࡓ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ
⏬ࡸ㌴࠸ࡍࢸࢽࢫయ㦂࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

➇ᢏᚿྥᛶࡢ㧗࠸ࣃࣛࣜࣥࣆࣥࡢලࡸ⩏㊊ࡶ〇సࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡣ♫ဨࡀ࣓࢝ࢽࢵࢡࡋ࡚ヨ
ྜ➼ᖏྠࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ୰ࡢᖏྠࡣᴗົࡢවࡡྜ࠸ୖ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㑅ᡭ⮬㌟ࡀ⩏㊊ࡸ
㌴࠸ࡍࡢᩚഛࢆฟ᮶ࡿࡼ࠺♫࡛࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᴗ㡿ᇦࢆ㝈ᐃࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ౫㢗ࡀ࠶ࢀࡤே㛫௨እࡢ⩏㊊ࡶ〇సࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࡚ࠊ㊊ࢆኻࡗࡓ
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≟ࡸࣄࣞࢆ࡞ࡃࡋࡓ࣑࣓࢘࢞⩏㊊ࡸேᕤࣄࣞࢆࠊ㊊ࢆᝏࡃࡋࡓࣇ࣑ࣛࣥࢦලࢆ〇సࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢᴗᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ពぢࢆᣢࡘேࡶ࠸ࡿࡀࠊᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊᚋࡶ〇సࡋ࡚࠸
ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ
¾

㏆ᖺࠊ㞀ࡀ࠸⪅ྥࡅタࡀᩚഛࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡀᩚഛࡉࢀࡓタࢆ⟶⌮ࡍࡿேࡀ༑ศ࡞▱㆑ࢆᣢࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗタࡢⰋࡉࡀάࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙ㠃ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞▱㆑㊊ࢆ
ゎᾘࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡶᕝᮧ⩏⫥࡛ࡣ♫እྥࡅ࡚ၨⓎάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ᪥ࠊ⩚⏣✵

࠾࠸࡚

⯟✵♫ྥࡅ㌴࠸ࡍࡢ✚ࡳ㎸ࡳ᪉࡞ࡢㅮ⩦ࢆ⾜࠸ࣞ࢞ࢩ࣮࢟ࣕࣜࠊ࣮ࣟࢥࢫࢺ࢟ࣕࣜ㛵
ಀ࡞ࡃከࡃࡢ⯟✵♫ཧຍ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
¾

㞀ࡀ࠸⪅ࢫ࣏࣮ࢶ➼ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇࡣࠕࣁ࣮ࢺࣂࣜࣇ࣮࡛ࣜࠖ࠶ࡿࠋࢫࢸࣞ࢜ࢱ
ࣉࡣᤞ࡚ࠊ┦ᡭࡢࡇࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺ࡍࡿጼໃࡀษ࡛࠶ࡿࠋ

㸺㉁ᛂ⟅㸼
㉁ၥ㸸ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢶ࣮ࣜࢫࢺࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊᚋ᪥ᮏࡣࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᅇ⟅㸸㔜せ࡞ࡇࡣࣥࣇࣛᩚഛ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾࣥࣇࣛࡣᩚഛࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ
ࣥࣇࣛࢆ࠸ࡇ࡞ࡍேᮦ▱㆑࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣁ࣮ࢺࣂࣜࣇ࣮ࣜࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞࠸
⪃࠼ࡿᴗࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡋ࡚ࠊ⋞㛵ཱྀ࡞ࡿ⯟✵♫ࡣ㞀ࡀ࠸⪅ᑐᛂᑐࡍࡿព㆑ࡣ㧗࠸ࡀࠊ㝣㊰
ࡣ㧗࠸ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࡢ㒊ศࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ಶேࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ㞀ࡀ࠸ࢆࡶࡘࢫ࣮ࣜࢺࢆࡉࡉ࠼ࡿ㸫᪑ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ
㸬
㸦ᰴ㸧㹑㹎㹇࠶࣭࠼ࡿᴦ㒊㸭㹌㹎㹍᪥ᮏࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮༠㸦እฟᨭᑓ㛛ဨ㸧
⠛ሯᜤ୍Ặ 

¾

⌧ᅾ᪥ᮏ࡛ࡣㆤࢆᚲせࡍࡿேࡀ  ேࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ᡭᖒಖ᭷⪅ࡣேཱྀࡢ⣙㸲㸣࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛㞀ࡀ࠸⪅࣭㧗㱋⪅ཬࡧࡑࡢᐙ᪘࡞ከࡃࡢேࠎࡀ᪑⾜ᑐࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆ
ᚲせࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᨭࢆ⾜࠺ࡢࡀㆤࡢᢏ⾡ཬࡧ᪑⾜ᴗົࡢ▱㆑ࢆᣢࡘࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮㸦እ
ฟᨭᑓ㛛ဨ㸧࠸࠺ேᮦ࡛࠶ࡾࠊㅮ₇⪅ࡣࡑࡢேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠺ࡓࡵ⣙  ᖺ๓᪥ᮏࢺࣛ࣋ࣝ࣊
ࣝࣃ࣮༠࠸࠺㹌㹎㹍ࢆ❧ࡕୖࡆ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ᚲせࡉࢀࡿ⬟ຊࡣㆤ࣭ຓᢏ⾡ࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊ⿕ຓ⪅᪑⾜㛵ࡍࡿ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ௰ᙺࢆᯝࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ᪑⾜ᴗົ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ㟁ື㌴࠸ࡍࢆ⏝ࡍࡿ⿕ຓ⪅ࡢሙྜࠊ㟁࡛ࡁࡿሙᡤࡣࡇࠊࡑࡢሙᡤ⾜ࡃࡓࡵ
ࡢࡼ࠺࡞⾜⛬ࢆ⾜ࡅࡤࡼ࠸࡞ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࣉࣛࣥࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐙࡽ᪑⾜
ඛࡲ࡛ࡢ㏻ᡭẁࡢ☜ಖࡸ㞀ࡀ࠸⪅ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿ᪑㤋ࡢ☜ಖ࡞ࡶྵࡲࢀࡿࠋ

¾

᪥ᮏࡢㆤಖ㝤ไᗘࡣᒇෆ㝈ࡗࡓሙྜᡭཌ࠸ಖ㞀ࡀཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊᒇእάື㛵ࡋ࡚ࡣ㏻㝔⾜⛬
࡞ࢆ㝖ࡅࡤ༑ศ࡞ಖ㞀ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

¾

㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡘேࡶ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡞ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࢆ⌧ᆅ⾜ࡁほᡓࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ㏆ᖺࡣ⿵ຓჾල➼ࡢⓎ㐩ࡼࡾࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺཧຍࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿ᪉ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ⱝ࠸㞀ࡀ࠸⪅ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘჾලࢆᥞ࠼ࢀࡤ⮬ຊ࡛⛣ືࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗㱋⪅ࡢሙྜࡣ㞴ࡋ
࠸ࡓࡵࡑࡢሙྜࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

¾

⛣ື࡛⏝ࡉࢀࡿࡇࡢከ࠸㌴࠸ࡍࡔࡀࠊ⌧ᅾ᪥ᮏ࡛సࡽࢀ࡚࠸ࡿ㌴࠸ࡍࡢከࡃࡣᐊෆࡸࣂࣜࣇ
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࣮ࣜ✵㛫ࢆᐃࡉࢀ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ᪑⾜࡛ᒇእࢆ⛣ືࡍࡿ㝿㌴࠸ࡍࡀࢲ࣓࣮ࢪࢆཷࡅࠊ
ࢧ࣏࣮ࢺ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫⱞ៖ࡍࡿࡇࡀከࡃ࠶ࡿࡓࡵࠊᨵၿ⟇➼ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
¾

 ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡྥࡅ࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡋ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘
㸦ࢺࣞࡸࢫ࣮ࣟࣉ࠸ࡗࡓタ࣭タഛ࣭㏻➼ࡢࣥࣇࣛ㸧
ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘㸦ࢳࢣࢵࢺ㉎ධࡢࣝ
࣮ࣝࡸ⏝ࡢ㝿ࡢᡭ⥆ࡁ࡞ࡢ⤌ࡳ㸧ࠊࡑࡋ࡚࣐ࣥࣃ࣮࣡㸦ᩍ⫱ࢆྵࡵࡓேᮦ㸧ࡢ㸱Ⅼࢆ⪃࠼࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

¾

ࣃࣛࣜࣥࣆࣥࡢᑐᛂࡔࡅ࡛࡞ࡃࡑࡢᐙ᪘ࡸࣃࣛࣜࣥࣆࣥࡢࣇࣥᑐࡍࡿᑐᛂࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣃࣛࣜࣥࣆࣥࡢᑐᛂࡣᡭཌ࠸ࡀࡑࡢ࿘ᅖࡢே㛫ᑐࡍࡿᨭࡀᡭⷧ࡞ࡇࡀᠱ
㡯࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᚋ≉ᨵၿࡀᚲせࡔ⪃࠼ࡿ㒊ศࡣࣔࣅࣜࢸ࡛࠶ࡿࠋᏘ㛗㔝࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ
ࡢ㝿ࡣ㹈㹒㹀ࡀ᪥ᮏ୰ࡽ㌴࠸ࡍ⏝ࣂࢫࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ㧗㱋⋡➼
ࢆ⪃៖ࡍࡿ  ᖺྠࡌᡭẁࢆㅮࡌࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᚋࡑࡢၥ㢟ࢆ࠺ゎỴࡍࡿࢆ⪃࠼
࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣟࣥࢻࣥࡢሙྜࠊࣟࣥࢻࣥࢱࢡࢩ࣮ࡢከࡃࡀ㌴࠸ࡍᑐᛂ࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋᚋ᪥ᮏࡢࢱࢡࢩ࣮ࡶࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢱࢡࢩ࣮᭰࠼࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋࢯࣇࢺࡢ㒊ศ࡛ࡶሗ
ࢆࡢࡼ࠺ఏ࠼ࡿࠊࢳࢣࢵࢺ㈍ࡢ⤌ࡳࢆᨵၿࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㹈㹐࡛㌴࠸ࡍᖍࢆண
⣙ࡋࡼ࠺ࡋࡓሙྜࠊⓎๆࡲ࡛㸯㹼㸰㛫ࡾࠊࢳࢣࢵࢺࢆ㈙࠺ࡓࡵ❆ཱྀࢆゼࢀ࡚ࡽⓎๆ୰
ࡣ㐪࠺ሙᡤ࡛㛫ࢆࡘࡪࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋእฟ➼ࡀኚ࡞ேࡇࡢືࡁࢆᙉ࠸ࡿࡢࡣ㓞࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋᚋࡇࡢࡼ࠺࡞⤌ࡳࡢ㒊ศࡶᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ

¾

㞀ࡀ࠸⪅ࢫ࣮ࣜࢺࡢⲴ≀ࡣᖖ⪅᪑⾜ࡢ㸰㹼㸱ಸ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡿࡓࡵⲴ≀ࡢ⛣ືࡀኚ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࡶࡋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ࡛᪥ᮏࡸࡗ࡚ࡁࡓ᪑⾜⪅ࡀᮾிࡽᆅ᪉⛣ືࡋ
ࡓ࠸⪃࠼ࡓሙྜࠊ㟁㌴࡞ࡢ㏻♫ᶵ㛵ࡣࠊ㌴ෆࡢⲴ≀⨨ࡁሙࡢ☜ಖࡸᆺࡢࢥࣥࣟࢵ࣮࢝
ࡢቑタ࡞ᵝࠎ࡞㇟ࢆ⪃៖ࡋࡓᑐᛂࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
㉁ၥ㸸ࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ࡢேᩘࡣ㸽
ᅇ⟅㸸ᅜ࡛⣙  ே࠸ࡿࠋࡰ㒔㐨ᗓ┴ࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ࡣ࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡣྛ⮬యࡀࢺࣛ࣋ࣝ࣊
ࣝࣃ࣮ࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ࡗࡓඛ࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ⤌ࡳసࡾࢆᚰࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㉁ၥ㸸ࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ࢆᡭ㓄ࡍࡿ㈝⏝ࡣᗄࡽࡾࡲࡍ㸽
ᅇ⟅㸸ぢᏲࡾࡔࡅ࡞ࡽࡤ㸯᪥㸰࡛ࠊせㆤ㸳ࡢேࡣ㸯᪥㸱ࡢ㈝⏝ࡀࡾࠊࡇࢀ᪑㈝ࡀ
ຍࢃࡿࠋ㸯᪥⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㛫⏝ࡸ༙᪥⏝ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࡛≧ἣᛂࡌࡓᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ
㉁ၥ㸸ᑓ㛛⫋ࡢ᪉ࡣ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍ㸽
ᅇ⟅㸸ㆤ࣊ࣝࣃ࣮㸰⣭ࢆဨᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࣉࣛࢫࣝࣇ࡛┳ㆤᖌࡸ♫⚟♴ኈࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠋࢺࣛ࣋ࣝ࣊ࣝࣃ࣮ࢆᮏᴗࡋ࡚࠸ࡿேࡣࢇ࠾ࡽࡎࠊᮏᴗࡢවࡡྜ࠸࡛
⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋ

௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ 㹈㹑㹒㸿ࢭ࣑ࢼ࣮LQ63527(& ࠙'ࠚ
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
ࢭࢵࢩࣙࣥࢸ࣮࣐ࠕ㸰㸮㸰㸮ᖺྥࡅࡓືྥࠖ
㸯㸬
ࠕ㸰㸮㸰㸮ᖺྥࡅࡓᚋࡢືྥࠖ
ෆ㛶ᐁᡣᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ࣭ᮾிࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ᥎㐍ᮏ㒊ົᒁ
⥲ᣓㄪᩚ⤫ᣓᐁ ⰱ❧カẶ
㸰㸬
ࠕ㸰㸮㸰㸮ᖺྥࡅࡓࣥࣂ࢘ࣥࢻㄏ⮴ᡓ␎ࠖ
᪥ᮏᨻᗓほගᒁ㸦-172㸧ࣥࣂ࢘ࣥࢻᡓ␎㒊ḟ㛗 ᗈ℩ṇᙪẶ

ࠕ㸰㸮㸰㸮ᖺྥࡅࡓᚋࡢືྥࠖ
㸯㸬
ෆ㛶ᐁᡣᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ࣭ᮾிࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ᥎㐍ᮏ㒊ົᒁ
⥲ᣓㄪᩚ⤫ᣓᐁ ⰱ❧カẶ
¾

ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡཧຍࡍࡿࡇព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠖࡼࡃゝࢃࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡣࡑ࠺༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㏆௦࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠊࢡ࣮࣋ࣝࢱࣥࡀᥦၐࡋࠊ୰ᚰࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠋࡑࡢᚋ㛫ࡀ⤒ࡘࡘࢀࠊ࣓ࣜ
࢝ࡀྎ㢌ࡋࠊࣥࢢࣛࣥࢻࢆ୰ᚰࡋ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ➇தࡀ⃭ࠋ࣓࣭ࣜ࢝ࢠࣜࢫ୧ࢳ࣮࣒
ࡢ㜚㦁ࡂ࡞ࡶ㉳ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ∾ᖌࡀࠊⱥᅜ⡿ᅜ୧㑅ᡭᅋࢆ㞟ࡵࠊࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛㔜
せ࡞ࡇࡣࠊࡍࡿࡇࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁཧຍࡍࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠖఏ࠼ࠊࢡ࣮࣋ࣝࢱࣥࡀ⩣㐌ࡇ
ࡢⓎゝࢆᘬ⏝ࡋࡓࡇ࡛ࠊ
ࠕཧຍࡍࡿࡇព⩏ࡀ࠶ࡿࠖ࠸࠺⾲⌧ࡀᗈࡲࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢゝⴥ
ࡢ⫼ᬒࡣࠊ㯪᫂ᮇࡢࡇࢁࡽ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡀࠊ⇚Ⅿ࡞➇தࡢሙ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ

¾

࣐ࢳࣗࣜࢬ࣒ࡢኚࡶぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ㍯ࡣ㛗࠸㛫࣐ࢳࣗࢫ࣏࣮ࢶࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡸࠊࣉ࣭࣐ࣟࢆၥࢃࡎࠊୡ⏺୍ࡢ㑅ᡭࡀฟሙࡍࡿ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸷㸴㸲ᖺࡢ
㍯ࡣࠊࡃ␗࡞ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ࣓ࣜ࢝ࡢࢻ࣮࣒ࣜࢳ࣮࣒ࡀฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣ௨๓ࡣ⪃࠼ࡽ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋ

¾

ࡘ࡚ࡢ࣐ࢳࣗࣜࢬ࣒௦࠾࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㍯࡛ࡣࠊᕧ㢠࡞㉥Ꮠ⤊ࢃ
ࡾࠊࣔࢫࢡ࣡㍯ࡣすഃㅖᅜࡢཧຍࡢ୰࡛㛤ദࡉࢀࡿ࡞ࠊ⤒῭㠃ࡸᨻࡾᅇࡉࢀࡿࡇࡀ
㢧ⴭ࡞ࡾࠊ࠺࠺㛤ദྡࡾࢆୖࡆࡿ㒔ᕷࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ≧ἣ࡞ࡗࡓࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᏑ
⥆ࡢ༴ᶵ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࡇࡢ≧ἣࡢࡁ࡞㌿Ⅼ࡞ࡗࡓࡢࡀࠊࣟࢧࣥࢮࣝࢫ㍯࡛࠶ࡗࡓࠋࢸࣞࣅᨺᫎᶒࠊ୍ᴗ✀୍♫ࡢ
ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ไᗘࠊࢢࢵࢬࡢୖ࡞ࠊࢥ࣐࣮ࢩࣕࣜࢬ࣒ⓗᵝ┦ࡀࡁ࡞ᏑᅾឤࢆⓎࡋࡓ᭱ึࡢ
㍯࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡣࠊᮾഃㅖᅜࡀཧຍࡋ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⤒Ⴀ㠃࡛ࡣ㯮Ꮠࢆ㐩ᡂࡋࠊᡂຌ
⤊ࢃࡗࡓࠋࡇࡢᚋࠊࣟࢧࣥࢮࣝࢫ᪉ᘧ࡛ࡶ࠸࠺ࡁࢫ࣮࣒࢟ࡶ࡙࠸࡚ࠊ㍯ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

¾

≉ࢸࣞࣅᨺᫎᶒᩱࡢ࢙࢘ࢺࡣࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩࢻࢽ࣮㍯ࡢࡣࠊ㸯൨㸰㸵㸮㸮ேࡀࠊ
㛤ᘧࢆࡳࡓゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸰㸮㸯㸰ᖺࡢࣟࣥࢻࣥ㍯ࡢ㛤ᘧࢆࡳࡓேࡣࠊ㸷൨ே࡛࠶ࡾ
ᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡗࡓື⏬ࡢ㓄ಙࡀᖜቑ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸰㸮㸰㸮ᖺ
࡛ࡣࠊ࠸ࡗࡓ࠸ࢀࡔࡅࡢேࡀ㛤ᘧࡸヨྜࢆ┠ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ⌧≧࡛ࡣணࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ
㞴ࡋ࠸ࡀࠊⳘ࡞ᩘ࡛࠶ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ
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¾

᪥ᮏࡢሙྜࠊ࡚ࡢ࣮࢟ᒁࡀࢪࣕࣃࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ཧຍࡋ࡚ᨺᫎᶒࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᫀ
㍯ᮾி㍯ࡣࠊ㸵㸮㸮൨㏆࠸㈨㔠ࢆᣐฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ࡣࠊ᪤㸰㸮㸰㸰ᖺࠥ㸰㸮㸱㸰
ᖺࡢዎ⣙ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ⣙㸷㸮㸮㸮൨ࡀ ,2& ᨭᡶࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ࡢᕧ㢠
ࡢᨺᫎᶒᩱࡢᜠᜨࢆ࣓ࣜ࢝ࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨࡣཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ,2& ࡽከ㢠ࡢ㈨㔠ࢆཷࡅ࡚࠸
࡚ࠊ࣓ࣜ࢝࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨࡣࠊ᪥ᮏ㐪ࡗ࡚⛯㔠ࡼࡿᨭࢆཷࡅࡎ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࡉ࡚ࠊ㸰㸮㸰㸮ᖺࢆぢᤣ࠼ࡿࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢຠᯝࢆࡢࡼ࠺Ἴཬࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢࠊࡀ
ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

¾

࠼ࡤࠊࣟࣥࢻࣥ㍯࡛ࡣࠊࢠࣜࢫᅜ୰࡛ᩥ࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀࠊⱁ⾡࣭ᩥࡢࢠࣜࢫࡽࡋ
ࡉࢆᚭᗏⓗⓎಙࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆ᪥ᮏ⨨ࡁ࠼࡚⪃࠼᪥ᮏ୰ࡢᩥࢆ✚ᴟⓗ࠺Ⓨಙࡋ࡚࠸
ࡃࡢࡀㄢ㢟ࡔᛮ࠺ࠋ

¾

ࡲࡓࢤࣜࣛ㞵ࠊ⇕୰ࠊከゝㄒᑐᛂ࡞ࠊ୍ࡘࡢ┬ᗇ࡛ࡣ⤖ࡏࡎࠊ」ᩘࡢ┬ᗇࡲࡓࡀࡿㄢ
㢟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࢜ࣝ㟘ࡀ㛵࡛ᶓ୵ࢆ㏻ࡍసᴗࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣅࢨࡢ⦆Ᏻࠊࢧࣂ࣮ࢸࣟ
࡞ࡶྠᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

¾

ᖺ㸴᭶࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ⮧ࡀ⨨ࢀࡓࠋࡲࡓ㸯㸮᭶ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢእᒁ
ࡋ࡚ࢫ࣏࣮ࢶᗇࡀタ⨨ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢࢫ࣏࣮ࢶࡀࡁ࡞ኚྥࡅ࡚࠸ࡼ࠸ࡼ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡍࡿࡢࡀ
ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊࢫ࣏࣮ࢶᗇࡢ୰࡛ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡛࠺ᆅᇦ࠾ࡇࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡞ࠊࡇࢀࡲ࡛࡞࠸ㄢ㢟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋጞࡵࡿࡇ࡞ࡿᮾி㸰㸮㸰㸮ࡢᡂຌྥࡅ࡚ࠊࡸ
ࡿࡁࡇࡣከ࠸ࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
4 ᮾி㍯㝿ࡋ࡚㝔ࡀ㊊ࡽ࡞࠸⌧≧ࡔࡀࠊ࠺ࡼ࠺⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡢࠋ
$ ࠼ࡤ⇕୰ᑐ⟇ࡋ࡚ᚲせ࡞㝔ࢆ⪃࠼ࡿࠊᩘࡀ࠸ࡃࡽ࠶ࡗ࡚ࡶ㊊ࡾ࡞࠸ࠋ㝔⾜ࡃ๓ࠊ≧
ࢆ㜵Ṇࡍࡿண㜵ⓗᥐ⨨ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊཌປ┬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡍ
ࡿࡼ࠺ࠊᨻ⟇ⓗᶓ୵ࢆᕪࡍࡇࡀᚲせ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࠕ㸰㸮㸰㸮ᖺྥࡅࡓࣥࣂ࢘ࣥࢻㄏ⮴ᡓ␎ࠖ
㸰㸬
᪥ᮏᨻᗓほගᒁ㸦-172㸧ࣥࣂ࢘ࣥࢻᡓ␎㒊ḟ㛗 ᗈ℩ṇᙪẶ
¾

ࠕࣥࣂ࢘ࣥࢻᾘ㈝ࠖࡀࣄࢵࢺၟရ␒ᶓ⥘࡞ࡿ࡞ࠊ㝯┒ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ㹈㹌㹒㹍ࡣࠊࣅࢪࢵ
ࢺࢪࣕࣃࣥᴗࠊ㹋㹇㹁㹃ㄏ⮴ᴗࡸࢶ࣮ࣜࢫࢺ࣭ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࠊࡑࡋ࡚㐨
ࡢ㥐࡞ࡢእᅜேෆᡤࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᴗົ࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ-172 ࡢゼ᪥ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ
ᇳ⾜ᶵ㛵ࡀ⾜ࢃࢀࠊᾏእᴗ⪅ࢆά⏝ࡋࡓእᅜே┠⥺࡛ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡀᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ㎿㏿࡞
ពᛮỴᐃࡸ⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐᛂࡼࡾࠊㅖእᅜࡢ➇தᡴࡕࡘຠᯝⓗ࡞እᐈㄏ⮴άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


¾

ゼ᪥እᅜேࡀቑຍࡋࡓせᅉࡋ࡚ࠊࡲࡎ㸰㸮㸯㸱ᖺࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദ
ࡀỴᐃࡋࡓࡇࡀୖࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀຍ࠼ࠊᏳࡢ⯆ࠊච⛯ไᗘࡢᣑࠊᰝドච㝖࣭せ௳⦆ࠊ
/&&࣭ࢡ࣮ࣝࢬࡢᣑࠊ,&7 ⎔ቃࡢᬑཬ㸦ゼ᪥እᅜேࡢ  ࡀࢫ࣐࣍ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸧࡞ࡀ㐍⾜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ᪥ᮏ᮶࡚ࡽ⾜ືࢆỴࡵࡿእᅜேࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᣑࢆ⥆ࡅࡿୡ⏺᪑⾜ᕷሙࡣࠊ㸯㸯൨㸱㸱㸮㸮ேࡽ㸯㸶൨ேࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿࡇࡀࠊண

ࡉࢀ࡚

࠸ࡿࠋゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦 ᖺࠥ ᖺ  ᭶㸧࡛ࡶᮏᖺ㸦㸯࣮㸴᭶㸧ศ࡛ࡶ๓ᖺẚ 㸣
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ቑࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࢠࣜࢫࠊࣥࢻࢿࢩࠊࣟࢩࡢ௨እࡢᅜ࡛࡚ゼ᪥እᐈᩘ㐣ཤ᭱㧗࡞ࡗࡓࠋ
ゼ᪥እᅜேࡢ᪑⾜ᾘ㈝≉ᛶ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡞ࡢࢪࠊᮾࢪࡣࠊ㈙࠸≀௦ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Ḣ⡿ࡣᐟἩ௦ࡢࠊṔྐ࣭ఏ⤫య㦂࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿᪑⾜ᨭࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡛ࡣࠊ ᖺᗘ᪑⾜
ᨭ  ᖺࡪࡾࡢ㯮Ꮠ㌿࡞ࡗࡓࠋ
¾

ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢቑຍక࡞࠸ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡀࢶ࣮ࣜࢬ࣒⏘ᴗࡢ〈㔝ࢆᣑࡉࡏࡿࡇࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋࢼࣅࡢᴗ⏺ࡸከゝㄒᑐᛂࡼࡗ࡚άᛶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡶୡ⏺ࡽὀ┠ࡉ
ࢀࡿ⏘ᴗ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ほගࡀࡶࡓࡽࡍࡶࡢࡋ࡚ࡣࠊほගࡣᑡᏊ㧗㱋௦ࡢ⤒῭άᛶࡢษࡾᮐࡋ࡚㞠⏝ࡢฟࢆ⾜
࠸ࠊὶேཱྀࡢᣑࡼࡿᆅᇦࡢάᛶࡣᆅ᪉⏕ࡢ༶ຠ࣭≉ຠ⸆ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋࡑࢀࡼࡾᅜ
㝿ὶほගࡢ᥎㐍࡛ࢃࡀᅜࡢࢯࣇࢺ࣭ࣃ࣮࣡ࡀᙉࡉࢀࠊほග❧ᅜࡼࡾᅜẸࡀࡾ⮬ಙྲྀࡾ
ᡠࡍࡇࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

⌧ᅾࡢᅜෆ࠾ࡅࡿほගࡢྡ┠ *'3 ࡢᵓᡂẚ 㸣ࠊほගࡢ㞠⏝ㄏⓎຠᯝ  ேࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ
᪑⾜ᾘ㈝㢠༨ࡵࡿࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢྜ㸵㸣࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋゼ᪥እᅜே㸶ேศࡢᾘ㈝ࡀᐃఫேཱྀ㸯
ேศࡢᾘ㈝┦ᙜࡍࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ᪥ᮏࡢᅜ㝿ほගධࡣୡ⏺㸯㸵ࡲࡗ
࡚࠾ࡾࠊᚋࡉࡽ࡞ࡿఙࡧࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

¾

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㸤ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ⥆ࡁࠊ㛵す࣮࣡ࣝࢻ࣭࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬࡀ࠶ࡾࠊ㸳ேࡀゼࢀ
ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ࣓࢞࣋ࣥࢺࢆぢᤣ࠼ࡓࣥࣂ࢘ࣥࢻㄏ⮴ᡓ␎ࡣࠊゼ᪥እᅜே㸰㸮
㸮㸮ே௦Ḟࡏ࡞࠸ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ

¾

⌧ᅾࡢゼ᪥እᅜேࡢ࣮ࣝࢺࡣࠊࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࣝࢺ೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣝࢺୖࡢ㒔ᕷࡣ࡞࡞ᐟࡀ࡞
࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇྜࢃࡏࠊࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸰㸮㸯㸳ࡀࣥࣂ࢘ࣥࢻ᪂௦ྥࡅ
ࡓᡓ␎ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊほග⏘ᴗࡢᙉࠊᅜෆほගࡢ⯆ࠊཷࡅධࢀ⎔ቃᩚഛࠊ㉁ࡢ㧗࠸ほගὶࣜ࢜
㍯ࠊᮾி㍯ࡑࡢᚋࡢほග⯆ࡢຍ㏿ࢆ┠ⓗỴᐃࡉࢀࡓࠋ

¾

ᾏእ࠾ࡅࡿゼ᪥ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥᇶ┙ࡢᙉࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠊࣅࢨせ௳ࡢᡓ␎ⓗ⦆ࢆࡋࡓ
ࡇ࡛ࠊࣇࣜࣆ࣭ࣥࣔࣝࢹࣈࡽࡢゼ᪥ࡀᖜୖ᪼ࡋࡓࠋ

¾

ᾘ㈝⛯ච⛯ᗑᩘࡢᣑࡑࡢἼཬຠᯝࡣࠊゼ᪥እᅜேࡼࡿほගᾘ㈝ᣑ࣭ᆅᇦάᛶࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
ච⛯ᡭ⥆࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡢά⏝ಁ㐍ࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࠊ㈙࠸≀ࢆᴦࡋࡵࡿࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢥ࣮ࢫ
ࡢᙧᡂ࡞࠶࠸ࡲࡗ࡚ࠊᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ほග⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓேᮦ⫱ᡂ➼ࡢ࡛ࡣࠊほගศ㔝࠾ࡅࡿእᅜேᮦࡢά⏝㸦ࢫ
࣮࢟ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮㸧࡞ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ほගᐈࡢᆅ᪉ศᩓࡸほගᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡛ࡣࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺࡢᙧᡂࠊሗⓎಙࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠊ
ࠕ㐨ࡢ㥐ࠖࢆ᰾ࡋࡓᆅᇦ࠾ࡅࡿほග⯆ࡸࠊ/&&࣭ࢡ࣮ࣝࢬࡢㄏ⮴ࡶྍḞ࡛࠶ࡿࠋᐟἩタࡢ
౪⤥☜ಖࢆࡣࡌࡵࠊ㏻ヂෆኈไᗘࡢぢ┤ࡋࠊ㈚ࡋษࡾࣂࢫࡢ౪⤥☜ಖࠊከゝㄒᑐᛂࠊ↓ᩱ :,),
⎔ቃࡢᩚഛ,& ࣮࢝ࢻࡢ౽ᛶྥୖࠊᡭࡪࡽほගࡢಁ㐍࡞ࠊཷධ⎔ቃࡢᨵၿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

¾

0,&( ㄏ⮴ᡓ␎㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐍⾜୰ࡢ࡞⟇ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ 0,&( ᙉ㒔ᕷࠊࣥࣂࢧࢲ࣮
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࣘࢽ࣮ࢡ࣋ࢽ࣮ࣗࡀ࠶ࡿࠋእᅜேࣅࢪࢿࢫᐈࡢྲྀࡾ⤌ࡳᙉ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࢫࢺ࣮ࣞࣥ
ࡢタ⨨ࠊ⮬ືࢤ࣮ࢺࡢ㐠⏝ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ほගὶࡢᐇ⌧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅜྛᆅ࡛ࡢᩥࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ദࡸ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദࢆᬒẼࡋࡓࣂࣜࣇ࣮ࣜࡢຍ㏿ࡶ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
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¾

᪥ᮏࡢ㨩ຊࡢሗⓎಙ࡛ࡣࠊᅜෆᶵ㛵࣭ᴗࡢ㐃ᦠࠊᅜ࣭ᅜ㝿ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠊᅜෆ⮬యࡸ
ᴗ⪅ࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࣭ሗᥦ౪ࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢᵓ⠏࡛ࡣࠊእᅜே
┠⥺ࡓࡕࠊ㨩ຊࡢ⤠㎸ࡳ㸦ᤞ࡚ࡿຬẼ㸧ࢆ⾜࠸ࠊᗈᇦ㐃ᦠࡸほග㈨※ࡢⓎ᥀ࠊほග㈨※☻ࡁୖࡆࠊ
ヨ⾜ࢶ࣮ࡢ㐀ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ⫢せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ

¾

ᅜᐙࣈࣛࣥࢻᣦᩘࡣࠊ⥲ྜࣈࣛࣥࢻ㸯ࠊほගࣈࣛࣥࢻ㸰ࠊእᅜேゼၥᐈᩘࡣୡ⏺  ࠊࢪ
ࡢ୰࡛ࡶ㸵࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣈࣛࣥࢻຊᐇ㝿ࡢゼ᪥ᩘࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡇࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖ



 ᖺ  ᭶  ᪥ 㹈㹑㹒㸿ࢭ࣑ࢼ࣮LQ63527(& ࠙'ࠚ
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
ࢭࢵࢩࣙࣥࢸ࣮࣐ࠕ- ࣮ࣜࢢࡀ࣮࣒࣍ࢱ࢘ࣥྲྀࡾ⤌ࡴᆅᇦάᛶࠖ
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࣉࣟࢧࢵ࣮࣮࢝ࣜࢢᖖົ⌮ ୰すẶ
ࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᮐᖠ *0 ᇳ⾜ᙺဨ
୍⯡♫ᅋἲேࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᾏ㐨ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ௦⾲⌮ ୕ୖẶ
ᰴᘧ♫•༡࣐࣮࣋ࣝࣞ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 ┿ቨ₩Ặ
ᯇᮏᒣ㞞 )& ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 ᭶ᘯኈẶ
ࣇࢪ࣮ࣀᒸᒣ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᮌᮧṇ᫂Ặ


ࠕᯇᮏᒣ㞞 )&ࠖᯇᮏᒣ㞞 )& ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 ᭶ᘯኈẶ
㸯㸬
¾

ᯇᮏᒣ㞞 )&ࡣࠊ ᖺᒣ㞞ࢡࣛࣈࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࠋ
ࠕႚⲔࡸࡲࡀࠖࡀⓎ⚈ᆅ࡛ࠊᙜึࡣࢧࢵ࣮࢝
⤒㦂⪅ࡀ࠸࡞࠸ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᚿྥࡢࢳ࣮࣒࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㛗㔝┴ - ࢡࣛࣈࢆࡘࡃࢁ࠺
࠸࠺Ẽ㐠ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢࡣࢫࢱࢪ࣒ࡀ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡢ๓ྜᐟ࡛᮶ࡓࢳ࣮࣒
ࡢ࢟ࣕࣉࢸࣥࡀࠕࡇࢇ࡞ࢫࢱࢪ࣒ࡀ࠶ࡿࡢࠊࡶࡗࡓ࡞࠸ࠖࡢኌࡀ࠶ࡾࠊᆅඖࡢ᪉ࠎࠊၟᕤ
㆟ᡤࡀࠊ౫㢗ࢆࡋ࡚ࡁ࡚ࠊጞືࡋࡓࠋάືᙜึࡢࠊᙜ࢘ࣝࢺࣛࢫᯇᮏࡢࣇࣥࡣࠊࡲࡔࢃࡎࡤ
ࡾࡢ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ

¾

ᯇᮏᒣ㞞 )& ࡢᡂ㛗ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ௨ୗࡢ  Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࣈࡣㄡࡢⅭᏑᅾࡍࡿࡀ᫂☜ඹ᭷࡛
ࡁࡓࡇࠊᯇᮏᒣ㞞 )& ࢆྲྀࡾᕳࡃ࡚ࡢࢫࢸࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀ⚾⚾ḧ࡞ࡃࢡࣛࣈ࣭ᆅᇦࡢⅭ⾜
ືࡋ⥆ࡅࡓࡇ 㛗㔝┴ࣛࣂࣝࡢࢧࢵ࣮࢝ࢡࣛࣈࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋࢳ࣮࣒ࡢ㈇ࡅࡀࡇࢇ
࡛ࡶࠕࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀసࡗ࡚ࡁࡓࢳ࣮࣒࡛ࠖ࠶ࡿࡇࡽࠊᖖほᐈᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡰࠊ
ሙࡀ‶ဨࡢ≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᴗ⌮ᛕࡣࠊᮍ᮶ࡢክឤືࢳࣕࣞࣥࢪ࡛࠶ࡿࠋ-㸯ࡸ -㸰࡞ࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸰㸮㸯
㸲ᖺ -㸯᪼᱁㝿ࡋ࡚ࡣⓏᇛࣃ࣮ࣞࢻࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡞ࡢᆅᇦࡶඹṌࢇ࡛࠸ࡿࠋᒣ㞞ࢻ࣮࣒ࣜࢧ
࣑ࢵࢺࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᒣ㞞ࣇ࣑࣮ࣜᡂ㛗ᡓ␎ࢆඹ⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊࢧ࣏࣮ࢱ࣮࣍
࣮࣒ࢱ࢘ࣥඹᡂ㛗࣭Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ

¾

㛗㔝┴ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᑵ⫋⋡ࡀᅜ୍࡛␒㧗࠸ᆅᇦ࡛ࡑࢀక࠸㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡶᅜ୍࡛␒ప࠸ᆅ
ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᅜ୍ࡢ㛗ᑑ┴ࡋ࡚ࡶホ౯ࡀ㧗࠸ࠋᚋࡶࢧࢵ࣮࢝࠸࠺ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡋ
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࡚ࡦ࡙ࡃࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࠕࣇࢪ࣮ࣀᒸᒣࠖࣇࢪ࣮ࣀᒸᒣ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᮌᮧṇ᫂Ặ
㸰㸬
¾

ࡲࡎᒸᒣ࡛ࡣࠊࣇࢪ࣮ࣀࡣ࠾ࡑࡽࡃ  ேࡢ࠺ࡕ  ேࡋࢫ࣏࣮ࢶ⯆ࡀ࠶ࡿேࡀ࠸࡞࠸
⪃࠼࡚࠾ࡾࠊヨྜ࡛ࡶ㈇ࡅࡿ๓ᥦࡢ⤒Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒸᒣࡣࠊẼ㞴ࡋ࠸ேࠎࡀ࠸ࡿ⏫ࡋ࡚᭷ྡ
࡛ࡲࡓࠊᅜⓗࡶ▱ྡᗘࡢపࡉࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ┴Ẹᛶࡋ࡚ࡣࠊೝ⣙┴࡛ࠊ࠾㔠ࢆࡓࡵ࡚࠸ࡿࡇ
ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࢳ࣮࣒ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺ⥆ࡃ '1$ ࡋ࡚ࠊᩋᕥྑࡉࢀ࡞࠸㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ
ࡣࠊձከࡃࡢࢫ࣏ࣥࢧ࣮ᴗࡽᨭ㸦⣙  ♫㸧ࠊղᡂ⦼࣭ᩋ㢗ࡽ࡞࠸㛵ಀ࡙ࡃࡾࠊճ⮬
యࡢ㛵ಀᾐ㏱࡛࠶ࡿࠋ

¾

- ࣮ࣜࢢࡣ  ᖺᵓࢆㅻࡗ࡚࠾ࡾࠊࡢࡰࡾࡢᥖฟࡸ┳ᯈసᡂ࡞ࢆ㏻ࡌᆅᇦ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ
ᇦ༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺㛵ಀࢆసࡿࠊᆅᇦ࡛㛤ദࡉࢀࡿ࣋ࣥࢺ㑅ᡭࡸ࣐ࢫࢥࢵࢺࡀཧຍࡍࡿࡼ࠺࡞
ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢫࢱࢪ࣒ࡢ㨩ຊ࡙ࡃࡾࡋ࡚ࠊձࢫࢱࢵࣇࡢ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸղᗈሙ
࣋ࣥࢺࡢᐇࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ


ࠕ•༡࣐࣮࣋ࣝࣞࠖᰴᘧ♫•༡࣐࣮࣋ࣝࣞ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 ┿ቨ₩Ặ
㸱㸬
¾

•༡࣐࣮࣋ࣝࣞࡣࠊ ᖺᵓࡢ୰࡛ࠊ⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࠋ➇ᢏ✀┠
ࡋ࡚ࡣࠊࢧࢵ࣮࢝ࡢࡶࣅ࣮ࢳࣂ࣮ࣞࠊࣛࢢࣅ࣮ࢭࣈࣥࢫࠊ) ࣮ࣜࢢࠊ࣮ࣟࢻ࣮ࣞࢫࠊࢺࣛ
ࢫࣟࣥ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ•༡࣐࣮࣋ࣝࣞࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࡣࠊ
ࠕክ࡙ࡃࡾ ࡦ࡙ࡃࡾᴦ
ࡋࡵ࡚࠸ࡿே⏕ᆅᇦࢆ㇏ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶᩥࡀ᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿୡࡢ୰ࠋᖖຊ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ᆅඖᜠ㏉ࡋࡍࡿࡇⱝ⪅ࢆᛂࡍࡿࡇࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ

¾

•༡࣐࣮࣋ࣝࣞࡢࢧࢵ࣮࢝ࡣࡼࡃ㉮ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕᴦࡋࢇ࡛ࢧࢵ࣮࢝ࢆࡸࡾ࡞ࡉ࠸ࠊࡔࡽ
㉮ࡿࢇࡔࠖ࠸࠺ࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋ

¾

-㸯୍࡛␒࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ-㸰ⴠࡕ࡚ࠊぶ♫ࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡾࠊṧࡉࢀࡓࡢࡣࠊ㸰㌷ࡢ㑅ᡭᕷẸ
ࡔࡅࡔࡗࡓࠋࡑࡇࡽ㸯㸮㸮ᖺᵓࡢ୰࡛ࠊ⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈᵓࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ


ࠕࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᮐᖠࠖࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᮐᖠ *0 ᇳ⾜ᙺဨ㸭୍⯡♫ᅋἲேࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᾏ㐨ࢫ࣏࣮ࢶࢡ
㸲㸬
ࣛࣈ௦⾲⌮ ୕ୖẶ
¾

ࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᮐᖠࡢࢪ㛵ಀᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࠕ࡞ࡐࢪ㛵ಀᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡢࠖ࠸࠺⌮
⏤ࡣࠊձ⌮ᛕࠕᾏ㐨ࡶୡ⏺ࠖ
ࠊղᆅᇦࡢࡳ࡞ࡉࢇࡀࠊࢪࠊ≉ $6($1 ὀ┠ࡋ࡚࠸
ࡿࠊճࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞᮐᖠࡀⓙࡉࢇ $6($1 ࢆ⧅ࡆࡿࢥࣥࢸࣥࢶ࡞ࢀࡿྍ⬟ᛶࠕࡁ࠸ࠖ
ࠊࡢ௨ୖ
㸱Ⅼ௦⾲ࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊࢪྛᅜ࠾࠸࡚ࠕࢧࢵ࣮࢝ࡢᙳ㡪ຊࠖࡣ㠀ᖖ㧗ࡃࠊࡲࡓࢪ
࠾ࡅࡿࢡࣛࣈࡢࢺࢵࣉࡣᆅඖࡢ᭷ຊ⪅࡛࠶ࡿࡇࡶ⌮⏤ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ

¾

ࢡࣛࣈ⪃࠼ࡿᴗᒎ㛤࣓࣮ࢪࡋ࡚ࡣࠊᾏ㐨࣭ᮐᖠᕷ࣭㛵ಀ⪅ࡀὀ┠ࡍࡿ $6($1 ᅜࡢࢡࣛࣈ
㛫ᥦᦠࢆ⾜࠸ࠊࡑࡋ࡚ᥦᦠࢡࣛࣈ㛫ࡢࣁࣈࢡࣛࣈ࡞ࡾࠊᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

¾

$6($1 㑅ᡭࡢ⋓ᚓࡼࡗ࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢ 39 ᐇࠊᥦᦠඛࢡࣛࣈ࣮࣒࣍ࢤ࣮࣒࡛ࡢ᪥ᮏᴗࣉࣟࣔ
࣮ࢩࣙࣥࠊ㐠㍺ᒁࡸࣅࢪࢵࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥ㛵㐃ཷධ༠ຊࠊྛᅜ࣓ࢹᣍ⮴ᴗⱝᡭ㑅ᡭ࣭Ꮫ⏕ࡢ␃
Ꮫࠊࣥࢱ࣮ࣥཷධ༠ຊࠊᴗࡢ⌧ᆅἲேタ❧ࠊ༠ᴗࡢ༠ຊ࡞ࡢάືࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᾏእࡢከ
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ࡃࡢᅜẸࠕ⾤ࠖࢆ▱ࡿࠊ⾤ࡢ≉⏘ࢆ▱ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ᪥ᮏࠊᮐᖠࠊᾏ㐨ࢆඖẼࡋ࡚
࠸ࡃࠊࡑࢀࡀࢥࣥࢧࢻ࣮ࣞࡢࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࠕࡲࡕࡢඖẼࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࠊ- ࣮ࣜࢢࠖබ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࣉࣟࢧࢵ࣮࣮࢝ࣜࢢ
㸳㸬
ᖖົ⌮ ୰すẶ
¾

㸳㸰ࡢ - ࢡࣛࣈࡀࠊ㸱㸵㒔㐨ᗓ┴ᡤᅾࡋࠊⓒᖺᵓࢡࣛࣈࢆຍ࠼ࡿࠊ㸳㸶ࡢࢡࣛࣈࡀࠊ㸲㸮㒔
㐨ᗓ┴ᡤᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻࢶࡢ࡛ࡣ㸳㸮ࢳ࣮࣒ࡀ㸯㒊ࢆ⤒㦂ࡋࠊᆅඖࢫࢱ࣮ࡀ᮶ࡿᶵࢆ
⤒㦂ࡍࡿࠋࡇࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀࠊࢻࢶࡢ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉඃᖹᆒほᐈ㸲ேࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

-㸯ᖹᆒධሙ⪅ࡣୡ⏺࡛㸯㸮␒┠ࠊ-㸰ᖹᆒධሙ⪅ࡣࠊୡ⏺࡛㸱㸪㸲␒┠࡛࠶ࡿࠋ- ࡢᩘᏐࡣࠊ㦫
␗ⓗ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ㸤ࢢ࣮ࣟࣂࣝࠊࢫ࣏࣮ࢶࡀᆅᇦࢆඖẼࡍࡿࠊࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ
࣒ࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࢆࢸ࣮࣐ᅜ㝿ὶࡀ⏕ࡳࠊ㞠⏝ᐃఫ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࡇࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࢪࢧࢵ࣮࣐࣮࢝ࢣࢵࢺࡢฟࡋ࡚ࠊࢪ࠾ࡅࡿࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣏ࢪࢩࣙࣥࡢ⋓ᚓࢆ┠
ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣࠊࢪࡢ࣐ࢿ࣮ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃὶࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢪࡢࢧࢵ࣮࣐࣮࢝ࢣ
ࢵࢺࡣ㠀ᖖᑗ᮶ࡀ᭷ᮃ࡛࠶ࡿࠋ⩦㏆ᖹࡼࡾᅜᐙ࡛ࢧࢵ࣮࢝ࢆ⯆ࡋጞࡵࡿࠋ㒔ᕷࡸ㎰ᮧࡢ㛤Ⓨ
ィ⏬ࠊࢧࢵ࣮࢝ୖࡢᘓタࢆࠊ┒ࡾ㎸ࡳࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀࠊࢡࣛࣈ⤒ႠࡢᏳᐃⓎᒎࢆࠊᨭࠊࢡࣛࣈ
ྡࡸᮏᣐᆅࡢࠊ㢖⦾࡞ኚ᭦ࢆᡄࡵࡿࠊᴗྡࡽᆅᇦྡኚࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡣ㸯ࡘࡢ࣮ࣜࢢ
ࡔࡅ࡛ୡ⏺࡚ࡿ࣮ࣜࢢࢆసࡾୖࡆࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

- ࣮ࣜࢢࡣࠊୡ⏺㸵㸮࢝ᅜࡢヨྜ୰⥅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢഃ㠃࡛ࡣࠊࢱࡽ⣙  ྡࡀࠊ
ᇸ⋢ࢫࢱࢪ࣒᮶ሙࡍࡿ࡞ࡢຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣮ࣖࣥࡣ㎰ᴗᆅᖏ࡛ࡢ࣐࣮ࣖࣥㄆ▱ྥୖ
ࡾࡃࡳࠊࢱࡢ㎰ᴗᆅᇦ࡛ࢧࢵ࣮࢝ᩍᐊࢆ㛤ദࡶ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⬟ຊࡢ࠶ࡿᏊࡶࡀࣂࣥࢥ
ࢡࢢࣛࢫࡢ⫱ᡂࢳ࣮࣒࡛ࣉ࣮ࣞࡋࠊࢭࣞࢵࢯ㜰ࡢ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ࢆάࡍࡇ࡛ࠊ࣐࣮ࣖࣥࡣࢭࣞ
ࢵࢯࡢ༠㈶㔠ቑ㢠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᚋࡣࢦࢩ࢝ࢵࣉ㸦ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸧㸶㸮࢝ᅜ㸯㸴㸮㸮ࢳ࣮࣒㑅ᡭ㸲㸳㸮㸮㸮ேほᐈᩘ㸱㸱ே
࠸࠺ࡶࡢࢆ᪥ᮏᣍ⮴ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ


z

ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ

¾

ᯇᮏᒣ㞞ࡢ࠼ࡓᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎰ᐙࡢேࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋヨྜほᡓࢆࡍࡿࡇࡣࠊ
㧗㱋⪅ࡗ࡚ࡢ⏕ࡁࡀ࠸࡞ࡾࠊぶᏊ୕௦ࢆ㐃ࢀ࡚ࡃࡿࠋ㣗୰࡛ࡶࠊᒣ㞞ࡢヰ࡛┒ࡾୖࡆࡽࢀ
ࡿࢩ࣮ࣥࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

63257(& ࡣ㞽⣽ᴗࡗ࡚ࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸ LQSXW ᶵ࡞ࡿࠋ᪥ࠎᴗົ㏣ࢃࢀࡿ⫋ဨࡗ࡚ࠊ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ࣋ࣥࢺࡀ࠶ࡿࡇࡣࠊሗࢆྠከࡃධᡭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿኚ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

¾

ࣇࣟࣥࢺࡢ⬟ຊࢆఙࡤࡍࡇࡀࠊࢡࣛࣈࡢ⬟ຊ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣࠊ࠸ࡋ࡚✌ࡄࠊ
ࡀ⫢せࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

⾜ᨻࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚ࠊ•༡࣐࣮࣋ࣝࣞࡣࠊ•༡࠸࠺ྡ๓ࡢᐃ⩏ࡢᗈࡉࡽࡶᖹሯᕷࡶྵࡵ࡚
୰㏵༙➃࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊྜేࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࢆࢳ࣮࣒ࡋ࡚┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

࢙࣮࢘ࡽࡢࣇࣥࡀࡢࡃࡽ࠸᮶࡚࠸ࡿࡢࠊࡘ࠸࡚ࡣࠊぢ࠼ࡿࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᅜෆ
ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ࡛㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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¾

ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢᨻ⟇ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ- ࡋ࡚ࡣᚋࡶሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓྛ
ᅜゝㄒࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ⌧ᅾࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࢡࣛࣈࡀᾏእ࡛ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆసࡾ࠶ࡆࡿࡓࡵ
ࠊሗࡋ࡚ᾏእᒆࡅࡓ࠸ࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
㉁ၥ㸸ᅜෆ࠾࠸࡚ࢡࣛࣈࡀ࡞࠸ࠊ✵࠸࡚࠸ࡿࢫ࣮࣌ࢫࡘ࠸࡚ࡣ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ㸽
ᅇ⟅㸸- ࡽࡣാࡁࡅࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊሗࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋす᪥ᮏᮾ᪥ᮏ࡛ᩥ
ࡀ␗࡞ࡾࠊࢡࣛࣈࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡢ⎔ቃࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

㉁ၥ㸸
㸦ᮐᖠ㸧⫱ᡂࡢ㈹ࢆᤵ㈹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸽ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࣮ࣘࢫࢆᙉࡃࡋࠊάᛶࢆ⾜࠺㸽
ᅇ⟅㸸ࡲࡎ㈨㔠ຊࡀ๓ᥦࡔࡀࠊ࣮ࣘࢫ࠾㔠ࢆࡅ࡚ࡋࡗࡾ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ⣣࠸࡚ࢺ
ࢵࣉ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡲ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ

㉁ၥ㸸
㸦ᮐᖠ㸧ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡘ࠸࡚
ᅇ⟅㸸ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡸఏ࠼᪉ࡀୗᡭࡃࡑࡔࡗࡓឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࢪᡓ␎ࡢ୍␒ࡢⅬࡣࠊࠕࢧࢵ࣮࢝
ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࠸᪉ࡀ࠶ࡗࡓࢇࡔࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖ㻌
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝӐࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬӑࡀ࡞ࡐୡ⏺  ࢝ᅜ௨ୖ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ㸽ࠖ
୍⯡♫ᅋἲேࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢛࣮ࣛࣇࢪࣕࣃࣥ ௦⾲⌮ ᡭᔱ㞞ኵẶ

 ࠕ㛤ദྍ⬟࡞ᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᩘࠎ㸸,2& ࢪ࢙ࣥࢲ  ࡼࡿኚࠖ
ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢻඖ⌮㸭ᅜ㝿࣮࣡ࣝࢻࢤ࣮࣒ࢬ⌮㸭ୡ⏺ࣇࣛࣥࢢࢹࢫࢡ㐃┕⌮㸭ୖᬛ
Ꮫᩍᤵ ᖌᒸᩥ⏨ Ặ

z

࣏
ࢸ ࣂ
࣏
ࢺࢤ
ࢬ ࡀ࡞ࡐୡ⏺  ࢝ᅜ௨ୖ
࢝ᅜ௨ୖ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸
㛤
ࠕᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝӐࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬӑࡀ࡞ࡐୡ⏺
ࠕᅜ㝿
ࡿࡢ㸽ࠖ
୍⯡♫ᅋἲேࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢛࣮ࣛࣇࢪࣕࣃࣥ ௦⾲⌮ ᡭᔱ㞞ኵẶ

¾

ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࡣ  ᖺ௦ࢠࣜࢫᮏ♫ࢆᣢࡘࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢛࣮ࣛࣇ♫ࡀࣛࢭࣥ
ࢫࡍࡿ࣐ࣝࢳࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢸࣂ࡛ࣝࠊୡ⏺  ࢝ᅜ௨ୖࠊ ே௨ୖࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿
࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ

¾

᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࡢࢸࢫࢺ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ
ࡢᙳ㡪࡛እ㈨⣔ࡣࡌࡵࠊ⏦ࡋ㎸ࢇࡔᴗཧຍ⪅ࡀ༙ῶࡋࡓ࠸࠺ࢡࢩࢹࣥࢺࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊཧ
ຍ⪅ࡽࡣዲホࢆᚓࡓࠋ

¾

 ᖺ୕ື⏘ࣞࢪࢹࣥࢩࣕࣝᰴᘧ♫ࡢᕷሙ㛤ᣅ㒊ࠕ᪂ࡋ࠸ᙧ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ⼥ྜ
ࡉࡏࡿ⤌ࡳࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ヰ࡞ࡾࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࢆ⾜࠺ᶵ㐠࡞ࡗࡓࠋ

¾

ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࡣ  ᪥㛫ࠊྠ㛤ദ࡛」ᩘࡢ✀┠࡛➇࠸ྜ࠺࠸࠺࣐ࣝࢳࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙
ࢫࢸࣂ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢᴗࠊᅋయࡀ」ᩘ✀┠ࢳ࣮࣒ࢆฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩ
ࣙࢼࣝ࡞ᑂุࢆ⏝ពࡋࡓࠊㄡ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࡿࠊཧຍ࣭ほᡓᆺ࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡀ≉Ṧ࡞
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ

¾

၏୍ࡢ࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡣྠࡌࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࢆ╔࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸ࡇ࡛ࠊከ
ࡃࡢࡢࢳ࣮࣒ࡀ࠸ࡿ୰࡛ࠊ♫ဨྠኈ㌟ෆព㆑ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࢀࡀ♫ෆ㐠ືࡣࡃ␗࡞
ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᅵ᭙᪥ண㑅࣮ࣜࢢࢆ⾜࠸ࠊྛ࣮ࣜࢢࡢࢺࢵࣉ  ࡀ⩣᪥ࡢỴࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ㐍ࡴࠋᅵ᭙᪥ࡢ
ኪ➇ᢏཧຍ⪅ဨ㸦Ỵ㐍ࡴࢳ࣮࣒ࡶᩋ㏥ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡶ㸧ࡀཧຍ࡛ࡁࡿࣃ࣮ࢸࡀ⏝ពࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࢳ࣮࣒ෆࠊ♫ෆࠊᅋయෆࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୍⥴ண㑅࣮ࣜࢢࢆᡓࡗࡓ♫እࢳ࣮࣒ࡶ
ࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

¾

ཧຍ⪅ேᩘู 'LYLVLRQ ࡲ࡛ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡋ࡚➇࠺ࠋࡲࡓྛ➇ᢏ࡛ࡣ㡰࣏ࣥࢺ➇ᢏ
ேᩘࡢ࣏ࣥࢺࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࠊࡑࡢ࣏ࣥࢺࡢྜィ࡛㡰ࢆỴࡵࡿࠋ

¾

ᖺཧຍࡋࡓᴗࡢ⣙  ࡀᖺࡶཧຍࡍࡿࠋࡲࡓ  ᴗ࠶ࡓࡾࡢཧຍேᩘࡶቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᖺࡣ  ே⛬ᗘࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
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¾

♫ෆ㐠ື᭱ࡶ␗࡞ࡿⅬࡣࠊࡕ⾜ࡃ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡕࢆ┠ᣦࡍࠊ♫እࡢࢳ࣮࣒
♫ࠊᅋయࢆᣲࡆ࡚ᡓ࠺ࠊࡲࡓ᭷ᚿࠊ௰㛫࡛ᡓ࠸⾜ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࢳ࣮࣒ෆࡢ⤖᮰ࡀ㠀ᖖᙉ
ࡲࡿࠋ

¾

ண㑅࣮ࣜࢢࠊỴࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺศࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚࠸ࡃ㔜せ࡞࣏
ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋண㑅ࡀ࣮ࣜࢢᡓ࠸࠺ᙧࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛  ヨྜ┠ࡢ┬ࢆࡋ࡚  ヨྜ┠⮫
ࡳࠊ ヨྜ┠ࡢ┬ࢆࡋ࡚  ヨྜ┠ᣮࡴ࠸࠺ጼໃࡀ࡚ࡢࢳ࣮࣒࡛ぢࡽࢀࡿࠋ

¾

ࢭࣝࣇࢪࣕࢵࢪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇᘧ࡞ᑂุࡀࢪࣕࢵࢪࢆࡍࡿࡢุ࡛ᐃࡀ᫂☜࡛࠶ࡾࠊࢳ࣮࣒ࡋ࡚
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࢀࡤ࠶ࡿࠊࡕࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࡀฟࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

¾

ᴗ࡛࡞ࡃ࡚ࡶཧຍࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᖺࡣᗑ⯒࡛ࢫࢱࢵࣇᐈ࡛ࢳ࣮࣒ࢆసࡗ࡚ཧຍࡋࡓࡇ
ࢁࡸࠊᑠᏛ⏕ࡢࢳ࣮࣒ࡸ 37$ ࡢࢳ࣮࣒ࠊႠᴗ࣐ࣥ࠾ᐈᵝ࡛ࢳ࣮࣒ࢆసࡗ࡚ཧຍࡋࡓࡇࢁࡶ
࠶ࡾࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊᡤᒓ㛵ಀ࡞ࡃᗈࡃ㛛ᡞࢆ㛤࠸ࡓ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᖺࡢ  ᭶㛤ദࡉࢀࡿ࡛ࠊ࠶ࡿᡭᴗࡣ  ྡࡢᯟࢆྲྀࡾࠊୡ⏺୰ࡢᨭ♫ࡑࡢ 㸣
ࡢᯟࢆࡾࡾࠊ◊ಟࢆවࡡ࡚ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࢫ࣏࣮ࢶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ᅜࡸୡ
⏺ࡢᨭ♫ࡢὶࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࢆ⏝ࡍࡿ♫ࡶ࠶ࡿࠋ

¾

ྠ✀┠ෆࢡࣛࢫࢆ」ᩘసࡾࠊヨྜࡣ୍⥴⾜࠺ࡀ࣮࣡ࢻࡣู࡛㈔࠼ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢࢳ࣮࣒ࡶࡕࢆ≺࠸࠸ࡃጼໃࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ኚ」㞧࡞࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡀ࣐ࢽࣗࣝࡉࢀࠊࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛㑅ᡭⓏ
㘓ࡸᩋ⟶⌮ࠊ࣏ࣥࢺ⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
4㸸ᑂุࡢᡭ㓄ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
$㸸ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᚑ࠸ྛࢫ࣏࣮ࢶࡢ༠ࠊࡶࡋࡃࡣࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ♫ὴ㐵ࢆ౫㢗ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
4㸸ࡢሙᡤ࡛ࡢ㛤ദࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
$㸸ᆅ᪉⮬య୍⥴ࡸࡽ࡞࠸ࡢ㛤ദࡣ㞴ࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋᮾிࡢሙྜࠊᮾி㒔࣭Ụᮾ
༊࣭୰ኸ༊ࡢᚋ࠸࠺ᙧ࡛タࢆࡾཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢤ࣮࣒ࢬࡣࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ
㐺ษ࡞ᮇࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊタࡢΰ㞧ᮇሙᡤࢆ☜ಖࡍࡿࡢࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋୡ
⏺ⓗࡣぢࡿタࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛࡸ⮬యࠊࡲࡓࡣࠊᏛ⮬యࡀඹྠ࡛ദࡍࡿ࠸࠺
ࡀከ࠸ࠋ
4㸸Ἀ⦖ࡣูࡢࡶࡢࠋ
$㸸Ἀ⦖ࡢࡣἈ⦖ࡢᅋయࡀᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊูࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
4㸸ࡢᆅᇦ࡛ࡶせᮃࡀ࠶ࢀࡤ㛤ദࡍࡿࠋ
$㸸㛤ദࡍࡿࠋタࡸᮇࡢၥ㢟࡞ࠊ࿘฿࡞‽ഛࡀᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᩘࠎࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⤒࡚㛤ദ
ࢆࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ


 ࠕ㛤ദྍ⬟࡞ᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᩘࠎ㸸,2& ࢪ࢙ࣥࢲ  ࡼࡿኚࠖ
 ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢻඖ⌮㸭ᅜ㝿࣮࣡ࣝࢻࢤ࣮࣒ࢬ⌮㸭
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ୡ⏺ࣇࣛࣥࢢࢹࢫࢡ㐃┕⌮㸭ୖᬛᏛᩍᤵ ᖌᒸᩥ⏨ Ặ

¾

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢḟࡢᖺࡣ㛵す࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒ࢬ࡛  ேࢆເ㞟ࡍࡿィ⏬ࡀ࠶ࡿࠋ
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢪ࢙ࣥࢲ  ࡢᥦゝ࡛ࡶࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദᆅ࡛࣮࣡ࣝࢻ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢤ࣮࣒
ࢬࡢ㛤ദࢆ᳨ウࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

¾

ࢫ࣏࣮ࢶࡢㄒ※ࡣ GHSRUWDUH ࠸࠺ࣛࢸࣥㄒ࡛࠶ࡿࠋ ୡ⣖࡞ࡾࡢ VSRUW ࠸࠺ㄒ࡞ࡗ
ࡓࡀࠊࡑࡶࡑࡶࡣࠕᬑẁ㐪࠺ᡤ㸦ᚰ㌟యࢆ㸧㐠ࡪࠖ࠸࠺ព࡛ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ྠ⩏ㄒ࠸࠼ࡿࠋ࡚ࡢேࡀ㡢ᴦࢆᴦࡋࡵࡿࡼ࠺ࠊᮏ᮶ࢫ࣏࣮ࢶࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡁᩥ࡛࠶
ࡿࠋ

¾

ࢫ࣏࣮ࢶࡣࠕࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢩࢵࣉࢫࠖࠕࢤ࣮࣒ࢬࠖ࠸࠺  ✀㢮ศࡅࡽࢀࡿࠋࢳࣕ
ࣥࣆ࢜ࣥࢩࢵࣉࢫࡣ⣧⢋  ࢆỴࡵࡿࡇࡀ┠ⓗࡔࡀࠊࢤ࣮࣒ࢬࡢᇶᮏ⌮ᛕࡣࡳࢇ࡞ࡀཧຍ
ࡋ࡚ᴦࡋࡳὶࡍࡿࡇࡀ➨୍⩏࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ᪥ᮏ࡛ࡣ᫂⥔᪂ᐩᅜᙉරࡢᡭẁࡋ࡚ࢫ
࣏࣮ࢶࡸయ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡓṔྐⓗ⫼ᬒࡽࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢩࢵࣉࢫᆺࡢࠕ㹼ࡢࡓࡵࠖ࠸࠺ᡭẁ
ࡋ࡚ࡢࢫ࣏࣮ࢶࠊࡘࡇࡔࡅࡀ┠ⓗࡢࢫ࣏࣮ࢶࡢࡳࡀṧࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

¾

ᴦࡋࡴࡇࡀ┠ⓗࡢࢫ࣏࣮ࢶ࡛ࡶࠊࡑࡢ㓬㓮ࡣ➇࠺ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡃ㈇࡞ࡽ࡞࠸ࢤ࣮
࣒࡛ࡣ㠃ⓑࡃࡣ࡞࠸ࠋࢦࣝࣇࡀ㠃ⓑ࠸ࡢࡣࣁࣥࢹ࢟ࣕࢵࣉࢆࡋ࡚ㄡ࡛ࡶ࡚ࡿࢳࣕࣥࢫ
ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡋࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࢫ࣏࣮ࢶᬑཬࡢ᰿ᖿࡣࡳࢇ࡞࡛ᴦࡋࡵࡿタᐃ࠶ࡿࠋ


¾

ᮾி㒔ࡣᡂேࡢ㐌୍ࢫ࣏࣮ࢶᐇ⋡ 㸣࠸࠺ᅜࡼࡾ㧗࠸┠ᶆࢆᥖࡆࠊ ேࡢ⫋ဨࢆᮾி㒔ࣞ
ࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ༠ฟྥࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⌧ᅾࢫ࣏࣮ࢶ⯆ࡀ࡞࠸ேࠎࡶࢫ࣏࣮ࢶ
㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ

¾

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᣍ⮴ࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࡣࠊ ᖺࢆ┠ᣦࡋࡓ㝿ࡢࠕ᪥ᮏࠖ࠸࠺₎Ꮠ⾲グࢆࠕࢽࢵ
࣏ࣥࠖ࢝ࢱ࢝ࢼ⾲グኚ࠼ࡓࠋࡇࢀࡣ₎Ꮠࡢࠕ᪥ᮏࠖࡼࡾࡶ࢝ࢱ࢝ࢼࡢࠕࢽࢵ࣏ࣥࠖࡢ᪉ࡀ
ࡼࡾぶ㏆ឤࢆឤࡌࠊᨭ⪅ࡀቑ࠼ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣࠕᚰ࡛ࠖ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

¾

 ᖺ  ᭶ࠊᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ㐃ྜ㸦ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢻ㸧⥲࡛ࣅࢮ࣮ࣝ㛗ࡀ ,2& ᢈุࢆ⾜
ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊከࡃࡢᅋయࡀࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢻࢆ㞳⬺ࡋ࡚ࡋࡲ࠸⤌⧊ࡋ࡚ࡢᏑ⥆ࡀ༴ࡪ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥᴗࡣ⥅⥆ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚋࡶά⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࡲࡔ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢫ࣏࣮ࢶࡶ౯್ࡀ࠶ࡿࠋ ᖺሜᕷ࡛ࣇࣛࣥࢢࢹ
ࢫࢡࡢୡ⏺ࢆ㛤ദࡋࡓ㝿ࡣ  ൨つᶍࡢ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ㍯➇ᢏࡔࡅ⤒῭ຠᯝ
ࡀ࠶ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ

¾

ᮾி㍯ࡢ㏣ຍೃ⿵✀┠ࡣ  ᅋయࡀ❧ೃ⿵ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ᅋయࡣ࣮࣡ࣝࢻࢤ࣮࣒ࢬࡢ
✀┠࡛࠶ࡿࠋࡲࡔ㍯᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢫ࣏࣮ࢶࡶᵝࠎ࡞ࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

¾

ᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ㠀ᢎㄆᅜ㝿➇ᢏᅋయ㐃┕ $,06 ࡣ  ➇ᢏᅋయࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐨ࠊ
࢟ࢵࢡ࣎ࢡࢩࣥࢢࠊᰂ⾡ࠊྜẼ㐨ࡶࡇࡇຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ $,06 ࡀ᭱㏆ຊࢆᣢࡕጞࡵ࡚࠾ࡾࠊ
,2& ࡀຓࡍࡿ࠸࠺ヰࡶ࡛࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺ㍯ࡢ㏣ຍ➇ᢏ᭱᭷ຊೃ⿵࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ✵ᡭࡣὶὴࡢ㐪࠸ࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡ࣮ࣝࣝࢆసࡿࡇ࡛ࡑࢀࢆࡾ㉺࠼ࡓࠋ

¾

ࡇࢀࡽ᪥ᮏ࡛㛤ദྍ⬟࡞ᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡣከᩘ࠶ࡿࠋ࣮࣡ࣝࢻࣞࢪ࣮ࣕࢤ࣮࣒ࢬ࡞
ࡣ 0,&( ࡋ࡚ࡢㄏ⮴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅜ㝿㆟ࡋ࡚ࡣୡ⏺ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣇ࢛࣮࣭࣮࢜ࣝ㆟ࠊ
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ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢻࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥ➼ࡶ᪥ᮏ࡛㛤ദྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
¾

࣮࣡ࣝࢻࣞࢪ࣮ࣕࢤ࣮࣒ࢬࡣ㛤ദᆅࡀ⾜࠺ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㑅ࡿࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞࡛࠶ࡿࠋ
ᖺࡢ᪥ᮏᣍ⮴ࡣኻᩋࡋࡓࡀࠊ ᖺྥࡅ࡚ື࠸࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࡑࡢࡶ࣮࣡ࣝࢻࢤ࣮࣒ࢬࠊ࣮࣡ࣝࢻࢫ࣏࣮ࢶ㺃ࣇ࢛࣮㺃࣮࢜ࣝࢤ࣮࣒ࢬࠊ࣮࣡ࣝࢻࣅ࣮ࢳࢤ
࣮࣒ࢬࠊࢪࣅ࣮ࢳࢤ࣮࣒ࢬࠊ࣮࣡ࣝࢻ࣐ࣥࢻࢤ࣮࣒ࢬࠊࢪࣥࢻ࣭࣐࣮ࢩࣕࣝ
࣮ࢶࢤ࣮࣒ࢬࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫࠊ࣮ࣘࢫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠊࣘࢽࣂ࣮ࢩ࣮ࢻࠊࢪ
➇ᢏࠊᮾࢪ➇ᢏ➼ࠊከᩘࡢㄏ⮴ྍ⬟࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

¾

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺࡣᐁࡽẸࡢὶࢀࢆᙧᡂࡍࡿࡇࠊ
ࠕࡍࡿࠖ
ࠕࡳࡿࠖ
ࠕᨭ࠼ࡿࠖ࠸࠺ᗈ࠸ཧຍ
ࡢ⤌ࡳࢆᣢࡘࡇࠊ ୡ௦ࡔࡅ࡛࡞ࡃḟୡ௦ࡢཧ⏬ࢆࡉࡏࡿࡇࠊึࡢ࡛࠶ࡿࡇࠊ࢜ࣥ
࣮࡛ࣜ࣡ࣥ࠶ࡿࡇࠊᐁẸ࡛ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡇࡀ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕ᪂ࡋ࠸බඹࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠖ
 ᅜᅵ㏻┬ 㒔ᕷᒁ㛗 ᰩ⏣ ༟ஓẶ

 ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ẸἩࠖ
  ᰴᘧ♫ⓒᡓ㘐☻ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ୖᒣ ᗣ༤Ặ


 ࠕ᪂ࡋ࠸බඹࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠖ ᅜᅵ㏻┬ 㒔ᕷᒁ㛗 ᰩ⏣ ༟ஓẶ

¾

᪂ࡋ࠸බඹࡢṔྐࡣࠊᅜᅵィ⏬ࠊᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬ࡢṔྐ㐃ືࡍࡿࠋ୕⥲㸦ᆅ᪉㛤Ⓨ㸧ࠊᅄ
⥲㸦ከᴟศᩓᆺᅜᅵ㸧ࠊ⥲㸦ከᴟᆺᅜᅵᵓ㐀㸧ࠊᅜᅵᙧᡂィ⏬ᅜᅵィ⏬ࡀᒎ㛤ࡍࡿࡘ
ࢀࠊ᪂ࡋ࠸බඹࡢᴫᛕࡀᗈࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋ

¾

᪂ࡋ࠸බඹࡣ㒔ᕷᨻ⟇ࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾࡽⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊබඹᛶࢆഛ࠼ࡓ♫ᅋἲே࣭㹌㹎㹍
࡞ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᰴᘧ♫࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᐃḰ࡛㓄ᙜࢆ⾜ࢃ࡞࠸᪨ࢆᐃࡵࡓ♫࡞ࠊᵝࠎ
࡞ᙧែࡢேࠎࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᾏእ࡛ࡣ㐨㊰ࡀ࢝ࣇ࢙✵㛫࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶ㐣ཤࡣᏊ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ
࠺࡞௦ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ㏻ࡢ☜ಖ௨እ࠾ࡅࡿ㐨㊰⏝ࡣኚᢚไⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵά⏝ࡋ࡚࠸ࡃάືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࡽ 9LVLW-DSDQ ࠸࠺࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊゼ᪥ࡢእᅜேࡣ㡰ㄪቑຍഴྥ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣゼ᪥እᅜேࡢ┠ᶆᩘࡘ࠸࡚ࠕ ࡢ㧗ࡳࢆ┠ᣦࡍࠖᥖࡆ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱
㏆࡛ࡣ  ேࡀ⌧ᐇⓗ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛
ࠕ ேࢆ┠ᣦࡍࠖ
ゝ࠺ࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ゼ᪥ほගᐈࡢቑຍక࠸ࠊゼ᪥እᅜே  ேࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡼࡾࡶࠊ ேࠊ ே࠸
࠺ᩘᏐࡀᮇᚅឤࢆ㎸ࡵ࡚ㄒࡽࢀࡿࡼ࠺ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ゼ᪥ほගᐈࡣ୰ᅜ࣭ྎ‴ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠕ⇿㈙࠸ࠖぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ୰ᅜேほගᐈࡣ⃭ቑࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏࡣ᪑⾜⪅ᩘୡ⏺  ࡛࠶ࡾࠊᓥᅜ࡞ࡢ࡛Ṥࡢேࡀᾏ㊰࣭✵㊰࡛ゼࢀࡿࠋ

¾

ゼ᪥እᅜேࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᾘ㈝㢠ࡣࠊ ே  ᅇ࠶ࡓࡾ  ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋゼ᪥እᅜேࢆቑࡸࡍ
ࡇ࡛ࠊᅜෆᐃఫேཱྀῶᑡࡼࡿ⤒῭ၥ㢟ࢆ⿵࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

¾

ᆅ᪉࡛ࡣ㹊㹁㹁࠾ࡅࡿほගᐈࡣࡶࡕࢁࢇࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ࡢᐤ

ࡶࡁ࡞ᮇᚅࢆᣢࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᐑᓮࡢ࠶ࡿ⏫࡛ࡣ  ேࡢ᪑⾜⪅ࡀゼࢀࠊ㈙࠸≀ࡸほගࢆࡋ࡚ᖐࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡶ࠶ࡿࠋ
¾

ᮾிࡽᐩኈᒣࢆぢ࡚㛵すྥ࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࣝࢺࠖ௨እࡶࠊᅜࢆぢ࡚ᅇ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕᗈᇦほග࣮ࣝࢺࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆసࡿࡃάືࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

୰ᅜࡢேࡣࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࣝࢺࠊ⡿ࡢேࡣᮾிࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢேࡣᾏ㐨➼ࠊฟ㌟ᅜࡼ
ࡗ࡚೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇࡀㄪᰝࡽศࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊᆅඖࡢேࠎࡀ࠺⮬ศࡢ⏫ࢆࡼࡃࡋ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞
ேࠎࡀ༠ാࡋ࡚ࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆᙉࡋ࡞ࡀࡽྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࠊࡑࢀ࡛ࡶᡭࡢᒆ࡞࠸
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ሙᡤබඹࡀᡭࢆῧ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
¾

࣮࢜࢞ࣝࣉࣛࢨ㸦ᒾᡭ┴⣸Ἴ㒆⣸Ἴ㸧ࡣࡶࡶఱࡶ࡞࠸ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢫ࣏࣮ࢶタࢆస
ࡿࡇ࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ㐠Ⴀయࡣᰴᘧ♫࡛࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿᴗ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊᅜࡋ࡚ࡶᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ࣥࣇࣛࢆసࡿேࢆᨭࡍࡿࡇࡶබඹᴗࡋ࡚ษ࡛࠶ࡿࡀࠊసࡗࡓᚋࠊ⟶⌮㐠⏝ࡋ࡚࠸
ࡃேࠎࢆᨭࡍࡿࡇࡶ᪂ࡋ࠸බඹ࣭᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᮾி㍯ྥࡅ࡚ࠊ㐨㊰ࡢಖỈᛶࡸ㐽⇕ᛶࢆ⪃࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⇕࠸ࢫࣇࣝࢺ
ࡢୖ࡛࣐ࣛࢯࣥࢆ⾜࠺ࡇᑐࡍࡿၥ㢟ࡣࡲࡔࡲࡔከࡃࠊලయⓗ࡞᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
4㸸ᾏእ࡛ࡣ⮬ື㌴㐨࣭⮬㌿㌴㐨࣭ࢪࣙࢠࣥࢢ㐨࡞ࡀేタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᚋࡑࡢࡼ࠺࡞
ィ⏬ࡣ࠶ࡿࠋ
$㸸⮬㌿㌴㐨ࡢヰࡣᅜ࡛ࡶࡼࡃୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬㌿㌴㐨ࡢᩚഛࡣỌࡽࡃ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢ
㐨㊰ࡣ⮬㌿㌴㐨ࢆసࡿࡔࡅࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸࡀ࡞࠸ࡢࡀᐇ࡛࠶ࡾࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡣ㛫
ࡀࡿࠋ
4㸸㒔ᕷබᅬ࠾࠸࡚ࡣၟᴗ⏝ᑐࡋつไࡀཝࡋ࠸ࠋ⦆ࡢணᐃࡣ࠶ࡿࠋ
$㸸ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡼࡿ♫⚟♴タࡢ༨⏝ࡘ࠸࡚ࠊ⦆ࡣ╔ᡭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㒔ᕷබᅬࡢከ
ᵝ࡞ᶵ⬟ࡀ༑ศⓎࡉࢀࡿࡼ࠺᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
4㸸 ᖺࢆᐃࡋࡓ㐨㊰ᨵၿ㛵ࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ィ⏬ࡣ࠶ࡿࠋ
$㸸ࡲࡔ⤌ࡳࡢ᳨ウẁ㝵࡛࠶ࡿࡀࠊ᪩ᬌලయⓗ࡞᳨ウࡀࡉࢀࡿᛮࢃࢀࡿࠋ


 ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ẸἩࠖ  ᰴᘧ♫ⓒᡓ㘐☻ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ୖᒣ ᗣ༤Ặ

¾

⌧ᅾ  ே ேࡢゼ᪥እᅜேࡀ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ≧ἣ࡛ᅜෆ࣍ࢸࣝࡣ୍㒊ᆅᇦࡢ✌ാ⋡ࡀ
㸣ࢆ㉸࠼ࡿ➼ࠊ㐕㏕ࡋࡓ≧ἣ࠶ࡿࠋᚋゼ᪥እᅜே  ேࢆ㉸࠼࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᐟἩタ
ࡢ㉁࣭㔞ࡀᥞࢃ࡞࠸ࡣࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ㝯┒Ỉࢆࡉࡍࡇ࡞ࡿࠋ

¾

㏆ᖺ᪑⾜ࡢண⣙ࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾࠊಶேⓗ࡛⾜࠺ࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧
ἣୗ࡛ $LUEQE ࡢࡼ࠺࡞✵ࡁ㒊ᒇ࣐ࢵࢳࣥࢢࢧࢺࡀ㝯┒ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࡇࢀࡲ࡛ࡢẸἩࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ⏣⯋ࡢ㎰ᐙࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁἩࡲࡿ࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ$LUEQE
➼✵ࡁ㒊ᒇἩࡲࡿ᪂ࡋ࠸ᙧែࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠕᐟἩ⏝௨እࡢ┠ⓗ࡛ᘓ࡚ࡽࢀࡓ≀௳ᐟἩࡍ
ࡿࡇࠖࡀᗈࡃẸἩࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

⥅⥆࣭ࡋ࡚ἩࡲࡽࡏࠊᐟἩᩱࢆᚓࡿࡣᮏ᮶᪑㤋ᴗࡢⓏ㘓ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᮧ㎰ᴗయ㦂
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ᐟἩࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡣࠊᐟἩᩱ࡛ࡣ࡞ࡃయ㦂ᩱࢆཷࡍࡿࡇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ✵ࡁᐙேࢆἩࡵ࡚ᐟἩᩱࢆᚓࡿሙྜࡣ᪑㤋ᴗἲ㐪࡞ࡿࠋ

¾

$LUEQE ࡣୡ⏺࡛ᘏἩᩘ  Ἡࢆᢅ࠺✵ࡁ㒊ᒇࣈࢵ࢟ࣥࢢ♫࡛࠶ࡿࠋ᪤   
ேࡢእᅜேࡀ᪥ᮏࡢᅾ $LUEQE ࢆ⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ≀௳Ⓩ㘓௳ᩘࡣ    ௳⮳
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≀௳ࡢ୰ࡣࠊ᪑㤋ᴗἲ㐪ࡋ࡚࠸ࡿ≀௳ࡶከࡃ࠶ࡿ࠸࠺ሗ㐨ࡶ࡞ࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾

᪑㤋ᴗἲ㐪࡞ࡗ࡚ࡶ $LUEQE ≀௳ࢆ㈚ࡋฟࡍேࠎࡀ࠸ࡿ⫼ᬒࡣࠊ᭶  ᪥ࡶ✌ാࡍࢀ
ࡤ᭶㢠ᐙ㈤ྠ㢠࡞ࡾࠊ✌ാ⋡ࡀୖࡀࢀࡤୖࡀࡿ⛬┈ࡀୖࡀࡿࡇ࠶ࡿࠋ

¾

୍᪉ࠊ᪑㤋ᴗἲ㐪࡞ࡽࡎࡶẸἩࢆ⾜࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋᅜᐙᡓ␎≉༊  ᮲࠾࠸࡚ࠊ᪑㤋ᴗ
ἲ㐺⏝㝖እ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ≉༊ᣦᐃࡉࢀࠊࡘᐃࡵࡽࢀࡓ᮲௳ࢆ‶ࡓࡏࡤࠊⓏ㘓ࡍࡿࡇ
࡛ྜἲⓗẸἩࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ≉ᮾிࡸ㜰࡛ࡣ≉༊᮲ࡢไᐃྥࡅ࡚ࡢື
ࡁࡀ㆟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ᪩ࡅࢀࡤᩘ᭶௨ෆࡣẸἩࡀྜἲ࡞ࡿ≉༊ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ

¾

ࡲࡓࠊබඹᛶࡢ㧗࠸࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿࠊ᫂ࡽᐟἩタࡀ㊊ࡍࡿ㝿ࡣࠊᆅ᪉⮬యࡢ
せㄳ➼ࡼࡾ᪑㤋ᴗἲ㐪࡞ࡽࡎẸἩࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡣ࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉ
ࢀࡿᮇ㛫ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ࣋ࣥࢺ㛤ദᮇ㛫௨እẸἩࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣ᪑㤋ᴗἲ㐪࡞ࡿࠋ

¾

᮶ᖺ௨㝆ࠊ$LUEQE ࡢࡼ࠺࡞ẸἩ࠶ࡗࡏࢇᴗ⪅ࠊࡲࡓࡣẸἩࢆࡢࡼ࠺᪥ᮏᅜࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿ
ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊẸἩࡉࡽ࡞ࡿつไ⦆ࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

¾

᪥ᮏࢆゼࢀࡿእᅜேࡢ 㸣௨ୖࡣ᪥ᮏ࡛ఱࡋࡽࡢࢫ࣏࣮ࢶࢆࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
㟂せࡢ࠶ࡿ୰ࠊᐟἩタࡀ࡞࠸ࡣࣥࣂ࢘ࣥࢻࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᶵࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊ㜿Ἴ㋀ࡾࡣ  ேࡢேࠎࡀゼࢀࡿࡀࠊᚨᓥᕷࡢᐟἩ࢟ࣕࣃࢩࢸࡣ a ேศࡋ
࡞࠸᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐟἩタࡀ࡞࠸ࡇࡼࡾࠊከࡃࡢ㟂せࢆྲྀࡾ㏨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣᆅ᪉࡛ᗫᰯࡸ✵ࡁᐙࡀከࡃࠊ๓‽ഛࢆ⾜࠼ࡤ࣋ࣥࢺẸἩࢆ⾜࠼ࡿ⎔
ቃࡣከࡃ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆά⏝ࡍࡿࡇࡀᚋࡢᆅ᪉ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢࡁ࡞㘽࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

¾

ࠕࡲࡾ࣮࡞ࠖ࠸࠺ྜἲⓗ࡞ẸἩ࣐ࢵࢳࣥࢢࢧࢺࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ≉࣋ࣥࢺࡢẸ
Ἡ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᐟἩᆅࢆ㛤ᨺࡋࡓ㏵➃࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࢆ㡬ࡃࡼ࠺࡞≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
㟂せࡣ☜ᐇ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚋࡢᒎᮃᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ


㸺㉁ᛂ⟅㸼
4㸸ẸἩࡢホ౯ࡸࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡣྍ⬟㸽
$㸸ᐟἩ⪅࣭ᥦ౪⪅᪉ࡽࢥ࣓ࣥࢺࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࠾࠸ホ౯ࡋ࠶࠺ࡇ࡛㐺ṇ࡞ホ౯ࢆ⥔ᣢ࡛
ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏேࡢᐙࢆ᪥ᮏேࡀእᅜே┠⥺࡛ホ౯ࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊእᅜேࡼࡿ
እᅜே┠⥺࡛ࡢホ౯ࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
4㸸ẸἩ㛵ࡍࡿಖ㝤ࡣ࠶ࡿࠋ
$㸸⌧ᅾタ⨨ྥࡅ࡚᥎㐍୰࡛࠶ࡿࠋᚋ㟂せࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡞ࡢ࡛ࠊከゝㄒࡶྵࡵ࡚ᙉࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ


௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮LQ⚟ᒸ
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ  ࡢྜᐟㄏ⮴ࡘ࡞ࡀࡿ᭱᪂ࡢ
≧ἣࠖ
 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ᶵᵓົᒁ㛗 ୰ᒣဴ㑻 


ࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣇ࢛࣮࣭ࢺ࣮ࣔࣟࡢᴫせὶᴗࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ࠖ
  ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣇ࢛࣮࣭ࢺ࣮࣭ࣔࣟࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ົᒁ Ἑཎᕤ Ặ



ࠕཧຍᆺࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡢᙺࠖ
  㱟㇂Ꮫ⤒ႠᏛ㒊ࢫ࣏࣮ࢶࢧ࢚ࣥࢫࢥ࣮ࢫᩍᤵᯇỌᩗᏊẶ



 ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ  ࡢྜᐟㄏ⮴ࡘ࡞ࡀࡿ᭱᪂
ࡢ≧ἣࠖ
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ᶵᵓົᒁ㛗 ୰ᒣဴ㑻
¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡣࠊ ᖺࡘ࡞ࡀࡗࡓࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࣛࢢࣅ࣮ࡣࢫ࣏࣮
ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ᐤࡍࡿ㒊ศ࡛ࠊ㠀ᖖᅾࡀ㛗ࡃࠊ㌿ᡓࡍࡿࡇࡽࡑࢀకࡗ࡚ࣇࣥࡀ
୍⥴⛣ືࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ

¾

࢟ࣕࣥࣉᆅࡢ≉ᚩࡋ࡚Ꮫᰯࡢタࡀከ࠸ഴྥ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡔ࡞࡞㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࠋ᪥ᮏ
ࡣࠊࣈࣜࢫࢺࣝࠊࣈࣛࢺࣥࠊ࢛࢘ࣜࢵࢡ࡛ྜᐟࢆ⾜ࡗࡓࠋྜᐟᮇ㛫ࡣࠊ ࣨ᭶వࡾ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ㏣ࡗࡅࡢࣇࣥࡀࡃࡗࡘ࠸࡚⛣ືࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒ⓗࡶ࠸࠸࣋ࣥࢺ
࡛࠶ࡿࠋ

¾

᭱ᚋ᪥ᮏ௦⾲ࡀྜᐟࢆ⾜ࡗࡓ࢛࢘ࣜࢵࢡࡣᑠᏛᰯ࡛ࠊࢠࣜࢫ᭱ྂࡢ⏨Ꮚᰯ࡛࠶ࡿࠋ ⟠ᡤ
࡛  㠃ࢆࢥ࣮ࢺࡀ࠶ࡿ࡞ࠊ᪥ᮏࡣ࡞࠸ᛌ㐺࡞⎔ቃ࠶ࡿࠋ࢛࢘ࣜࢵࢡࡣࠊࢢࣟࢫࢱ࣮ࡽ
㸶㸮NP 㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣓ࢹࡢ㟢ฟຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢛࢘ࣜࢵࢡࡣࠊ㟢ฟࡢࡇࡶ⪃࠼࡚ⱥ
ᅜ㢼ࡢ⾰࡛⾜ࡗࡓࡾࠊⱥᅜ㢼ࡢタࡢ๓࡛┿ᙳࢆ⾜࠺࡞タᐃࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࢥࣥࢆ
⏝ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࠸࠺ḧồࢆႏ㉳ࡉࡏࡿࠋ

¾

 ᖺࡣࠊ᪂ᅜ❧➇ᢏሙࡢ⏝ࡀ୰Ṇ࡞ࡗࡓࠋ௦ࢃࡾࡢ⣲ࢫࢱࢪ࣒࡛⾜ࢃࡿணᐃ࡛ࠊ
Ỵࡣᶓᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏሙ࡛⾜ࢃࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡛ࡣ㸱⟠ᡤ࠶ࡾࠊ᭷ຊࢳ࣮࣒ࡢ᮶ゼࡀỴ
ࡲࢀࡤࠊᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ

¾

⥲ົ┬ࡢࢳ࣮࣒࢟ࣕࣥࣉᆅࡣࠊ ᛂເࡀ࠶ࡗࡓ⪺࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࣛࢢࣅ࣮ࡢሙྜࡣ᪩࠸
ẁ㝵࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡀỴࡲࡿࡇࡽࠊᣍ⮴άືࡣࡸࡾࡸࡍ࠸⪃࠼ࡿࠋࣛࢢࣅ࣮ࡢሙྜࡣࠊ
ࡰࣛࣥ࢟ࣥࢢ㏻ࡾࡸࡗ࡚ࡃࡿⅬࡸࠊ ᖺ༙๓ࡣྜᐟᡤ㑅ᐃࡀࡉࢀࠊࡑࢀࡽᾏእࢳ࣮࣒ࡀ
᮶࡚ࠊ㑅⪃ࢆࡍࡿࣇ࢙࣮ࢬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

7RN\R ࡣࠊᵝࠎ࡞ᡭ㝿ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡸ㔝⌫ࢯࣇࢺ࡞ࡢ➇ᢏࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢྜᐟᡤ㑅ᐃࡶ㟂せࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ዲㄪ᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾࠊிࡸࣜ࢜ࡀ࠺ࡽࡸࡴ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඛ᪥ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ
ሙࡀỴᐃࡋࡓࠋ⬤ᙅ࡞⤌⧊ࡀከ࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊ࡞࡞ሗ㞟ࡣⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ
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࡛࠶ࡿࠋ
¾

 ࡣࠊ タࡢࣜࢫࢺࢆసࡾࠊྛᅜ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ㓄ᕸࡋࡓࠋࣟࣥࢻࣥ࢜ࣜࣥࣆࢵ
ࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ⤌⧊ጤဨࡣࡣࠊබㄆೃ⿵ᆅ࡛ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࢟ࣕࣥࣉࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊ᭱
 ࣏ࣥࢻࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

¾

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ๓ྜᐟᡭ㓄ࡢᡭ㡰ࡣࠊࡲࡎྛᅜ࣭ᆅᇦ 12& ࡀ༢య࡛᮶ࡿሙྜࡣࠊ-2& ࢆ㏻ࡋ࡚
ࡃࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ 12& య࡛᮶ࢀࡿࡇࡣ࡞࡞↓࠸≧ែ࡛ࠊ࠶ࡿࠋࡲࡓྛᅜ࣭ᆅᇦ 1)
ࡣࠊࡇࡇࡢ 1) ࢆ㏻ࡋ࡚࠾ヰࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࠊ17& ࢆ᥎⸀ࡉࢀࡓࡾࠊ᪥ᮏࡢྜᐟࢆࡸࡗ࡚࠸
ࡿࡇࢁࢆ᥎⸀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᾏእ 12&࣭ᾏእࢳ࣮࣒ືྥࡋ࡚ࡣࠊ᪤ྜᐟࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ๓どᐹ᮶ࡿᡤ࡞ࡿࠋ๓ど
ᐹ᮶ࡿࡇࢁࡣண⟬వ⿱ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ᡤᖏࡢሙᡤ࡛࠶ࡾࠊ᭷ຊᅜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ12& ࡞
ࡣࣁࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢳ࣮࣒ࡀከ࠸ࠋ

¾

࣓࢞ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢ๓ྜᐟㄏ⮴ࡢࡓࡵࡣࠊ⤒῭Ἴཬຠᯝ࣭♫ⓗຠᯝࢆ࠺Ἴཬࡉࡏ
࡚࠸ࡃࡢࢆࡁࡕࢇ⪃࠼࡚⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋලయⓗࡣࢩࢸࢭ࣮ࣝࢫ
ࢆࡢࡼ࠺⾜࠸ࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛵ᚰࢆ࠺㧗ࡵࡿࡢࠊࡲࡓᆅᇦࡢ≉᭷ࡢ➇ᢏ࡞ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ


 ࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣇ࢛࣮࣭ࢺ࣮ࣔࣟࡢᴫせὶᴗࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ࠖ
  ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣇ࢛࣮࣭ࢺ࣮࣭ࣔࣟࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ົᒁ Ἑཎᕤ Ặ
¾

63257)257202552:㸦௨ୗ 6)7㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫࡛㛤Ⓨ㏵ୖᅜ
ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ  ࢝ᅜ௨ୖ࣭ ே௨ୖࢆᑐ㇟ࠊ᪥ᮏᅜᨻᗓࡀ᥎㐍ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌ
ࡓᅜ㝿㈉⊩ᴗ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ୡ⏺ࡢࡼࡾࡼ࠸ᮍ᮶ࢆࡵࡊࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢ౯್ࢆఏ࠼ࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ࣭࣒࣮
ࣈ࣓ࣥࢺࢆ࠶ࡽࡺࡿୡ௦ࡢேࠎᗈࡆ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡳ࡛እົ┬ࠊࢫ࣏࣮ࢶᗇཬࡧ㛵ಀㅖᶵ㛵ࡼ
ࡿ᪤Ꮡ࣭᪂つࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ6)7 ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ဨᅋయࡀᐇࡍࡿ 6)7 ㄆᐃᴗ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

¾

 ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢᣍ⮴ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶ࣈ࢚ࣀࢫࣞࢫࡢ
,2& ⥲࡛Ᏻಸ⥲⌮ࡀࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛᪥ᮏࡀࡇࢀࡲ࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓࢫ࣏
࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿㈉⊩άືࢆࠊ୍ᗘ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ᣑࠊಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ
ᴗ࡛࠶ࡿ 6)7 ࡢⓎ㊊ࢆᐉゝࡋࡓࠋ,2& ጤဨࡢ๓࡛Ⓨゝࡋࡓࡇࡼࡾࠊ6)7 ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡇࡣᅜ㝿බ⣙࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

άື㡿ᇦࡢ㸱ࡘࡢᰕࡋ࡚ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿༠ຊཬࡧὶࠊᅜ㝿ࢫ࣏࣮ࢶேᮦ⫱ᡂᣐⅬࡢ
ᵓ⠏ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢ᥎㐍యไࡢᙉᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

㐠Ⴀయไࡋ࡚ 6)7 ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡀ  ᖺ  ᭶❧ࡕୖࡀࡾࠊእົ┬ࢫ࣏࣮ࢶᗇࢆ୰ᚰ
㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐠Ⴀጤဨࡀ㸰ࣨ᭶㸯ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ဨ㛫ࡢ㐃
ᦠࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤᥋ᙜ⪅㛫ࡀ⾜࠺ሙྜࠊ6)7 ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ົᒁࡀ௰ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀᩚഛࡉࢀࠊࡇ࡛ࡢࡼ࠺࡞άືࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᢕᥱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ဨࡣࠊタ❧ࡣ  ᅋయࡔࡗࡓࡀࠊィ  ᅋయࡲ࡛ቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜෆࡢ
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ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃ᅋయࠊ1*2132ࠊᏛࠊᆅ᪉⮬యࠊẸ㛫ᴗ࡞ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
¾

እົ┬ࡸ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦-,&$㸧࡞ࡢ᪤Ꮡࡢࢫ࣮࣒࢟ࡢࠊㄆᐃᴗไᗘࡀ࠶
ࡾࠊဨᅋయࡀᐇࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿㈉⊩ᴗ࣭ᅜ㝿ὶᴗࢆࠊ๓⏦ㄳᇶ࡙ࡁ
㐠Ⴀጤဨࡀࠕ6)7 ㄆᐃᴗࠖࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿࠋົᒁࡼࡾ 6)7 ࡢࣟࢦࡸࣂࢼ࣮ࢆᥦ౪ࡋࠊ
ဨయ࡛ 6)7 ࡢ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࢆୡ⏺ᗈࡆ࡚࠸ࡃࠋ ᖺ  ᭶ࡲ࡛ဨᅋయࡼࡿ⣙  
ᴗࡀㄆᐃࡉࢀࡓࠋ

¾

ලయⓗ࡞άື࡛ࡣࠊ⚟ᒸ┴ࡀ 6)7 ึࡢᆅ᪉බඹᅋయᐇࡼࡿㄆᐃᴗࡋ࡚ࢪኴᖹ
ὒࡇࡶ㆟࣭ࣥ⚟ᒸࢫ࣏࣮ࢶὶᴗࢆᐇࡋࡓࠋ᪥ᮏࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ༠ࡀࣔࣝࢹࣈࣂ
ࢻ࣑ࣥࢺࣥ༠㛗ࡢᣍ࠸ࡋࠊ᪥ᮏࡢࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡢࢪࣗࢽᙉࡢ⌧ሙࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
タ࡞ࡢどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⧅ࡀࡾ࡛ྠᅜࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡฟሙࢆ┠ᣦࡍዪᏊࢪࣗࢽ㑅ᡭࡀᣍ
࠸ࡉࢀࡿࠋ

¾

እົ┬࡛ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶእ᥎㐍ᴗࡢࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝ࡋࠊࣇࣜࣆࣥඹᅜࡢࣚࢵࢺ➇ᢏ⪅ࢆ
᪥ᮏᣍ⪸ࡋࡓࠋእົ┬ࡣ✚ᴟⓗࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿༠ຊ࣭㈉⊩ᴗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅾእබ㤋ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᾏእ㛵ಀ⪅ࡢ 6)7 ࡢッồࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

-,&$ ࡣ㟷ᖺᾏእ༠ຊ㝲࡞᪤ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿㈉⊩άືࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ືࡁ
ࡋ࡚ࡣᅜ㝿Ṋ㐨ᏛࡢᏛ⏕ࡀ -,&$ ࡢእᅜே◊ಟဨࢆᑐ㇟Ṋ㐨ࢆᢨ㟢ࡋࡓࡀ࠶ࡿࠋࡉࡲࡊ
ࡲ࡞┠ⓗ࡛᮶᪥ࡋࠊ-,&$ ᮾிᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡛◊ಟࢆཷࡅࡿእᅜேᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏྂ᮶ࡢ㌟యά
ືࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


 ࠕཧຍᆺࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡢᙺࠖ
  㱟㇂Ꮫ⤒ႠᏛ㒊ࢫ࣏࣮ࢶࢧ࢚ࣥࢫࢥ࣮ࢫᩍᤵ ᯇỌᩗᏊ Ặ
¾

ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᑠ㛵ࢃࡽࡎࠊࣞ࢞ࢩ࣮ࢆࡁࡕࢇṧࡋ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ⤒῭ຠᯝ➼
࡛ぢࡀࡕࡔࡀࠊᮏᙜࡢ⮬ศࡓࡕࡢ㊊ඖࢆぢ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶ㛵ࢃࡿே㐩ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ࡢࡀ
࡛ࡣ࡞࠸࡞ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

¾

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡣࠊᐇ⾜ጤဨ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷࡢ᪉㢗ࢇ࡛࡛ࡁࡓࢳ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ
ி㒔ࡣᏛࡀከࡃࠊᩍဨࡸᏛ⏕ࡀ㠀ᖖከࡃఫࡲ࠺⾤࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ⾤ࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢࣞ࢞ࢩ
࣮ࢆ࠸ṧࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊࢆ⪃࠼タ❧ࢆࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ㛤ദࡀᆅᇦάᛶᯝࡓࡍᙺࡋ࡚ࠊ
ࠕ♫㈨ᮏࢆ✚ࡍࡿᶵ⬟ࠖࠊ
ࠕᾘ㈝ࢆㄏᑟ
ࡍࡿᶵ⬟ࠖࠊࠕᆅᇦࡢ㐃ᖏᛶࢆྥୖࡍࡿᶵ⬟ࠖࠊࠕ㒔ᕷࡢ࣓࣮ࢪࢆྥୖࡍࡿᶵ⬟ࠖ࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࢆࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡁࡕࢇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆࡍࡿࡓࡵࠊᐃ㔞ⓗ࣭
ᐃᛶⓗࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵ࡚ࡋࡗࡾ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢳ࣮࣒
ࡀ࠶ࡿࠋ

¾

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡣࠊ࠸ࡕ᪩ࡃᕷࡸఫẸࠊࣛࣥࢼ࣮ࡸ࣎ࣛࣥࢸࡁࡕࢇࡑࡢ
⤖ᯝࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦఫẸࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ≺࠸࡛ࠊ
タ❧ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ࢚ࣜࢰࣥ㸧⧅ࡆࡿࡇࡀࠊ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡢᙺ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡘ࡞ࡆࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢳ࣮࣒ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ㏻ࡌࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ㛵

~ 81 ~

ࡍࡿ㛵ᚰࡸၥ㢟ࠊ⇕ព࡞ࢆඹ᭷ࡋࠊࡑࡢศ㔝ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆࠊᣢ⥆ⓗ࡞┦ὶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ῝ࡵ
࡚࠸ࡃேࠎࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡾࠊᑡࡋࡎࡘ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
¾

ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇ⤒῭ⓗຠᯝࡢ⟬ฟࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ୍␒ษ࡞ࡢࡀࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣋
ࣥࢺࡼࡗ࡚ࠊி㒔ᕷఱࡀṧࡗࡓࡢࠊி㒔ᕷẸఱࡀṧࡗࡓࡢࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ⓗ
ຠᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ഃ㠃ࡽ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ி㒔࣐ࣛࢯ࡛ࣥࡣᖺࡽㄒᏛࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸ㸻
ࢫ࣏࣮ࢶࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࠸ࡗࡓ࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋேᮦࡢࣉ࣮ࣟࢳࡸࡅసࡾ࡞ࡣࠊ
㠀ᖖ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᾏእࡽࡢゼၥືᶵࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ㸩ఏ⤫ᩥࠊᬒᆅࡣ≉㔜せ࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡽ

¾

࣐ࣛࢯࣥࡶᕪูࡢ௦࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྡྂᒇ࡛ࡣࣉࣞࢮࣥࢺࢆᕤኵࡋࠊ࠸ࡪࡍࡁࡣࠊᕷẸࡢ
࠾ࡶ࡚࡞ࡋᐃホ࣭◁ࡴࡋࡶ㨩ຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋி㒔ࡣࠊ࣌ࡀேẼ࡛㖹ࡶヰ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶᮏⓗࡣࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡢࢥࡽࡎࢀ࡞࠸ᕪูࡀษ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ

¾

⌧ᅾி㒔࣐ࣛࢯ࡛ࣥ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ࠕி㒔࣐ࣛࢯࣥி㒔ఏ⤫ᕤⱁ㱟Ꮫ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆ
⾜࠺ࠋලయⓗࡣࠊձி㒔࣐ࣛࢯࣥ㸦ࢫ࣏࣮ࢶࡢάᛶ㸧
ࠊղி㒔࣭ఏ⤫ᕤⱁࡢάᛶࠊճᮾ᪥ᮏ
㟈⅏⯆ᨭࡢ㸱ࡘࡢ㍈࡛ࠊάຊࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃࠋ᭱ࡢຠᯝࡣࠊ࣐ࣛࢯࣥ⯆ࡢ࡞࠸ேࢆᕳ
ࡁ㎸ࢇࡔࠊࢫ࣏࣮ࢶ㛵ಀ࡞࠸ேࢆሙ㊊ࢆ㐠ࡤࡏࡿࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍ぢࢫ࣏࣮ࢶࡣ㛵
ಀࡢ࡞࠸ேࠎࡢ༠ാࢆ࠸⤌ࡳࡍࡿࡀษ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࢆࣞ࢞ࢩ࣮ࡋ࡚ṧࡋ࡚
࠸ࡃࡇࢆ⢭ຊⓗᢸࡗ࡚࠸ࡃࠋ

௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࣥࢢࣛࣥࢻࢆࡾ㏉ࡿࠖ
-7% ࢢ࣮ࣝࣉᮏ♫ࢫ࣏࣮ࢶࣅࢪࢿࢫ᥎㐍ᐊ ࢚ࢢࢮࢡࢸࣈࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮
⏣▱ᕫẶ
 ࠕ㛤ദ㒔ᕷ࣭ᮐᖠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
ᮐᖠᕷ ほගᩥᒁࢫ࣏࣮ࢶ㒊⏬ᴗㄢ㛗 ▼ᕝ⩏ᾈẶ
 ࠕࡈᣵᣜࠖ
-67$ 㛗 ཎ⏣᐀ᙪ


ࠕࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ  ࣥࢢࣛࣥࢻࢆࡾ㏉ࡿࠖ
-7% ࢢ࣮ࣝࣉᮏ♫ࢫ࣏࣮ࢶࣅࢪࢿࢫ᥎㐍ᐊ ࢚ࢢࢮࢡࢸࣈࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮
⏣▱ᕫẶ

¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡣ  ᆅᇦࡀཧຍࡋࠊୡ⏺࡛  ൨ேࡀど⫈ࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
୍᪉  ᖺึ㛤ദṔྐࡣẚ㍑ⓗὸࡃࠊࡲࡓඃᆅᇦࡶᙉᅜࡀᖺྡࢆ㐃ࡡࡿ࡞ࡢ≉Ⰽࡀ
࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ࡅ࡚ࠊ 㒔ᕷ⾜ࢃࢀࡿࠋ

¾

㛤ദ㒔ᕷࡣࠗ㐺ษ࡞㛤ദሙ࠘
ࠊࠗ㐠Ⴀᚲせ࡞ᐟἩ࣭⦎⩦タ࠘ࠊࠗ㐠Ⴀࡢ༠ຊయ
ไ࠘ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋヨྜࡈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊほᐈᐜேᩘࡀᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࠾ࡅࡿࣛࢢࣅ࣮ࣇࣥືྥࢆぢࡿࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻほᡓ⪅ࡣ
 ேࠊᖹᆒᅾ᪥ᩘ  ᪥ࠊᖹᆒ㸯᪥ᾘ㈝㔠㢠  ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣ㞄ᅜࡢ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜேࡀከࡃྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊࡑࢀ௨እࡢ㐲᪉᮶ゼ⪅ࡣࡼࡾከࡃࡢ࠾㔠ࢆ࠸ࠊ㛗ࡃᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᙉᅜࡢࣇࣥࡣẚ㍑ⓗୖὶᒙࡀከࡃࠊᅾ୰ࡣ㸯᪥୰ࢫࢱࢪ࣒࿘㎶࡛㣧㣗➼ࡢᾘ㈝άືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࣝࢥ࣮ࣝ㸦ࣅ࣮ࣝ㸧ࡢᾘ㈝㔞ࡀ㠀ᖖከ࠸ࡶ≉ᚩࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

¾

ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊሙ࿘㎶ఱⓒேࡽᩘ༓ேࡶධࡿ௬ࢸࣥࢺࡸࣉࣞࣁࣈ
ࢆタ⨨ࡋࠊ㣧㣗ࡸ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢺࡢᥦ౪ࡢࡳ࡞ࡽࡎほᐈྠኈࡀ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉᵓ⠏ࢆ
⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᚲࡎᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢳࢣࢵࢺࢆ㈙࠼࡞ࡗࡓࣇࣥࡸ࿘㎶ఫẸࡢࡓ
ࡵࡢࣇࣥࢰ࣮ࣥ࡞ࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

-7% ⊂⮬ࡢㄪᰝࡼࡿ᪥ᮏࡘ࠸࡚ࠊࣟࣥࢻࣥほᡓ⪅ࡢ㸷ࡀゼၥ࣭ほගࢆᕼᮃࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡑࢀ௨እࡶ㸲௨ୖࡢேࠎࡀ

Ἠࠊࢩࣙࢵࣆࣥࢢࠊ࣑࣮ࣗࢪ࣒ゼၥࢆ⾜࠸ࡓ࠸⪃

࠼࡚࠸ࡿࠋ
¾

ࡲࡓࠊྠㄪᰝ࡛ࡣ᪥ᮏᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪࡣࠗ&XOWXUDO࠘
ࠊ
ࠗ%HDXWLIXO࠘ࠊ
ࠗ)ULHQGO\࠘
ࠊ
ࠗ0RGHUQ࠘
ࠊ
ࠗ7HFKQRORJ\࠘࡞ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ╔┠ࡋࡓࣥࣂ࢘ࣥࢻࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᑐᛂࡀ᳨
ウࡉࢀࡿࠋ
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ࠕ㛤ദ㒔ᕷ࣭ᮐᖠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
ᮐᖠᕷほගᩥᒁࢫ࣏࣮ࢶ㒊⏬ᴗㄢ㛗 ▼ᕝ⩏ᾈẶ

¾

ᮐᖠࡢᐟἩ࢟ࣕࣃࢩࢸࡣ࣍ࢸࣝ  ேࠊ᪑㤋  ேࠋ᪂༓ṓ✵ ࡽࡢࢡࢭࢫࡣ㟁㌴
࡛  ศỴࡋ࡚㏆ࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
౽࡞❧ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓほගᐈࡢ‶㊊ᗘࡣ᪥ᮏே࡛ 㸣ࠊ
እᅜே࡛ 㸣㠀ᖖ㧗࠸ᩘᏐࢆ࣐࣮ࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊᮐᖠࢻ࣮࣒ࢆ⏝ࡍࡿࠋᮐᖠࢻ࣮࣒ࡣᐜᐈᩘ 
ேࢆ㉸࠼ࡿኳೃᆺࢻ࣮࣒࡛ࠊ➨୕ࢭࢡࢱ࣮᪉ᘧ࡛㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᮐᖠࢻ࣮࣒ࡢ㔝⌫࣮ࣔࢻࡽࢧࢵ࣮࣮࢝ࣔࢻࡢࡢኚ᭦ࡣ  㛫⛬ᗘ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋኳ
↛Ⱚ⥔ᣢࡢၥ㢟ࡽࠊᒇෆ࡛ࡢ㐃⥆⏝ࡣ  ᪥⛬ᗘࡀ㝈⏺࡛ࠊࡑࢀ௨ୖ㛗ᘬࡃሙྜࡣ୍ᗘฟࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

¾

㸲ேᐜࢫࢱࢪ࣒࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢩࣕࢺࣝࣂࢫࢆ」ᩘ᪉ྥฟࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊ㏥ሙࡲ࡛ࡢ
㛫ࢆ▷⦰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

: ᮼࡢ㛤ദຠᯝࡋ࡚㸲ࡘࡢຠᯝࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘ┠ࠗࢫ࣏࣮ࢶ⯆࠘ࡣࠊ: ᮼ㛤ദࡼࡿ
ࣛࢢࣅ࣮ᬑཬࠊ㸰ࡘ┠ࠗࢩࢸࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࠘ࡣࠊᮐᖠ࣭ᾏ㐨ࡢ㨩ຊⓎಙࠊ㸱ࡘ┠ࠗ
ㄏ⮴ࡢ㉳⇿࠘ࡣࠊ: ᮼࢆዎᶵࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢㄏ⮴ࠊ㸲ࡘ┠ࠗ⤒῭ຠᯝ࠘ࡣࠊᐩ⿱ᒙ
ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢶ࣮ࣜࢫࢺ᮶ゼࡼࡿ⤒῭ຠᯝ࡛࠶ࡿࠋ

¾

⌧ᅾᮐᖠᕷࡣࣛࢢࣅ࣮ᑓ⏝ࢫࢱࢪ࣒ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࣛࢢࣅ࣮➇ᢏேཱྀࡣ  ேࡋ࠾ࡽ
ࡎࠊ: ᮼࢆዎᶵᬑཬࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗࣛࢢࣅ࣮ࡢ 35 ࣋ࣥ
ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ᮐᖠᕷࡣᮐᖠ㍯ࡢࣞ࢞ࢩ࣮ࢆྵࡴከࡃࡢࢫ࣏࣮ࢶタࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ෭ᾴ࡞Ẽೃ㇏ᐩ࡞㞷
➼ࠊ⎔ቃᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓほගࢫ࣏ࢵࢺࡸ㣧㣗ᗑࠊᐟἩタࡶከᩘ࠶ࡾࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࢶ
࣮ࣜࢫࢺࢆࡧ㎸ࡴ≧ἣࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺࡢᮐᖠ㍯ࡢࣞ࢞ࢩ࣮ࢆඖࢫ࣏࣮ࢶࡢㄏ⮴ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᮐᖠ∧ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑
ࢵࢩࣙࣥࡀᚋタ⨨ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࡉࡽᙉࡉࢀࡿࠋࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡇࡼ
ࡾᑓ௵ࢫࢱࢵࣇయไࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ㛗ᮇΏࡿྛᅜᅜ㝿➇ᢏ㐃┕➼ࡢே⬦ᙧᡂࢆ⾜࠼ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡿࠋ



ࠕࡈᣵᣜࠖ -67$ 㛗 ཎ⏣᐀ᙪ

¾

ࡢ᪥ᮏࡣ㸱ࡘࡢࣂࢬ࣮࢝ࠗ733࠘
ࠊ
ࠗ ㍯࠘
ࠊࠗࣥࣂ࢘ࣥࢻ࠘ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿゝࢃࢀࡿࠋ
≉ࠗ ㍯࠘
ࠊ
ࠗࣥࣂ࢘ࣥࢻ࠘ࡣᡃࠎࢫ࣏࣮ࢶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡀ┠ᣦࡍࡇࢁ㠀ᖖఝ㏻ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ᖺほගᗇࡀ࡛ࡁ࡚ึࡵ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛Ẹ㛫࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓほග⏘ᴗᑐࡋ࡚ᅜࡋ࡚ࡢ᪉
㔪ࡀ࡛ࡁࠊᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗࡋ࡚ᯟ⤌ࡳࡀ࡛ࡁጞࡵ࡚ࡁࡓࠋ
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¾

᪥ᮏࡣࡇࢀࡲ࡛ࠗࣔࣀ࡙ࡃࡾ࠘ᅜᐙࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ
ࠗࢥࢺ࡙ࡃࡾ࠘ࡀ㠀ᖖୗᡭ࡞ᅜ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠗࣔࣀ࡙ࡃࡾ࠘ࡣ㧗ຍ౯್Ⓨᒎࡋࠊ
ࠗࢥࢺ࡙ࡃࡾ࠘ࡶᡂ㛗ࡋጞࡵࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡣࡇࢀࡽࡢ⼥ྜࡋࡓࠗࢥࢺࣔࣀ࡙ࡃࡾ࠘ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡁࡔࢁ࠺ࠋ


௨ୖ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇ -67$ ࢭ࣑ࢼ࣮
࠙ࢪ࢙ࣥࢲࠚ
 ࠕ᪂ࡓ࡞࣓ࢹฟᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓࢶ࣮ࣜࢬ࣒㛤Ⓨࠖ
ᰴᘧ♫ࢹ࣮࣭ࣜࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ ᪑࣐ࣝࢩ࢙ᴗ㒊 ᇳ⾜ᙺဨ㒊㛗
ᮏ⨾㔛Ặ
 ࠕ࢘ࢺࢻࢫ࣏࣮ࢶࢆほගάᛶࡘ࡞ࡆࡿᆅᇦ㐃ᦠࠖ
᭷㝈♫ࢿࢳ࣮࣭ࣕࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ❿ᮧᾈ୍Ặ

ࠕ᪂ࡓ࡞࣓ࢹฟᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓࢶ࣮ࣜࢬ࣒㛤Ⓨࠖ
ࠕ᪂ࡓ࡞࣓ࢹ
ฟᆅᇦ㈨※
※ࢆά⏝ࡋࡓ
ࣜࢬ 㛤Ⓨ
ᰴᘧ♫ࢹ࣮࣭ࣜࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ ᪑࣐ࣝࢩ࢙ᴗ㒊 ᇳ⾜ᙺဨ㒊㛗
ᮏ⨾㔛Ặ
¾

᪑ࣔࢽ࠸࠺ࢧ࣮ࣅࢫࢆసࡗࡓ⫼ᬒࡣࠊࡇࡇᩘᖺ㞧ㄅࢆぢ࡚᪑⾜⾜ࡃ࠸࠺ேࡀῶࡗ࡚࠸
ࡿࡇࠊࡑࡋ࡚᪑⾜ࡇ࠺ᛮࢃࡏࡿࡁࡗࡅࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡀ࠶ࡾࠊ ᖺ๓ࡽᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

¾

᪑ࣔࢽࡢࣔࢽࡣࣔࢽࢱ࣮ࡢព࡛ࠊࣔࢽࢱ࣮ᅜࡢ᪑㤋↓ᩱ࡛ᐟἩࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡼ࠸ࡇ
ࢁࢆ᥈ࡋ࡚࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸࡚㈔࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺࡣᛂ࣓ࢵࢭ࣮ࢪඹᨵၿࢆ᭩
ࡁࠊ㹆㹎᪑㤋ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࡿࡿࡪࣇ࣮ࣜ࠸࠺፹యࡶ㹈㹒㹀ඹྠ࡛సࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟽᰿⾜ࡃ㟁㌴ࡢ㌴ෆࣇ࣮࣐ࣜ࢞ࢪ
ࣥࡋ࡚タ⨨ࡋࠊ⟽᰿⾜ࡃேࠎ㹎㹐ࡍࡿάືࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ፹యࡣᖺ  㒊Ⓨ⾜
ࡀ࠶ࡿࠋ

¾

ᙉࡳࡋ࡚ࡣྲྀᢅタᩘࡀᅜ࡛  ௳࠶ࡾࠊࡲࡓࢹ࣮࣭ࣜࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ♫ဨࡀ
 ྡ࠾ࡾࠊᆅᇦᐦ╔࡛άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

¾

⌧ᅾࠊ᪑⾜⾜ࡇ࠺ᛮࡗࡓேࡀ᳨⣴࡛ࡁࡿࢧࢺࡣከᩘᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡑࡶࡑࡶ᪑⾜⾜ࡇ࠺
ᛮࢃࡏࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ᪑⾜⾜ࡇ࠺ᛮࢃࡏࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆసࢁ࠺ᛮ࠸ࠊ
᪑ࣔࢽࢆసࡗࡓࠋ

¾

᪑ࣔࢽࡢ⏝⪅ࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௨᮶⣙  ⤌ࡢᐟἩࡀ࠶ࡾࠊ⣙  ࡢᐟἩࡲࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ဨᩘࡶ    ே࡞ࡾࠊ┦ᛂເᩘࡶ⣙  ௳࡞ࡗࡓࠋ

¾

᪑ࣔࢽࡣ↓ᩱࡢࡓࡵࠊࡶࡋࡋࡓࡽᙜࡓࡿࡶࠊ࠸࠺Ẽᣢࡕ࡛ᐟἩᆅࡢሗࢆ㜀ぴࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊ᪑⾜⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࢆႏ㉳ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

¾

ᆅᇦࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸άᛶᴗࡀཧຍࡋࡓࡾࠊᆅᇦᆅᇦࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓࡾࠊࡲࡓࡑࢀࡔࡅ
࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸㒊ศ࡛➨୕⪅ࡀཧຍࡋࡓࡾࡍࡿ➼ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࢆ⾜࠸ࡓ࠸⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ᪂ࡓ࡞ຍ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿᡭఏ࠸ࡀࢥࣥࢭࣉࢺ࡛࠶ࡿࠋ

¾

᪑ࣔࢽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ)DFHERRN ࡛᪑࣐ࣝࢩ࢙࠸࠺࣮࣌ࢪࡶ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣌ࢪࢆ࠸࠸ࡡࡋ࡚
ࡶࡽ࠺ࠊ᪑⾜ࡢሗࡀὶࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᪥ᖖࡢ࡞᪑ࡢሗ
ࢆධࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

∝⨾Ⲕࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡼࡿࠊ᪑㤋ࡢᖹ᪥✌ാ⋡ࢆୖࡆࡿ∝⨾ά࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
⢝ရ♫ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡼࡿࠊ Ἠᚋ⢝Ỉࢆࢺࣛࣝࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
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ࣅ࣮ࣝ♫ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࡶᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
¾

すṊ㕲㐨ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡋࡓࣁ࣮ࣟ࢟ࢸࣛࢵࣆࣥࢢࡋࡓ㟁㌴ࡢ㐠⾜ࠊࣁ࣮ࣟ࢟ࢸ࣮ࢫ
ࢱࣥࣉ࣮ࣛࣜࢩ࢙࣓࢝ࣛࢆ⏝ࡋࡓ࿘㐟⏬࡞ࡶࠊ᪥ᮏㄒ࣭୰ᅜㄒ࣭㡑ᅜㄒࡢ  ᅜㄒ
࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

¾

 ṓࡢฟ࠸ࢆ┠ⓗࡋࡓᒣࢥࣥ࠸࠺⏬ࡶ  ᅇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤ദᆅࡣᅜࡢᒣ
࡛࠶ࡿࡀࠊⓏ㡬ࡋࡓᒣࡣᜊࡢ  ྡᒣ࠸࠺ㄆᐃドࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤ദࡍࡿࡓࡧᐃဨ฿
㐩ࡲ࡛ࡢ㛫ࡀ᪩ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊேẼୖ᪼୰ࡢ࣋ࣥࢺࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ேࡢ✭᪑⾜࠸࠺ࠊ✭య㦂ࣔࢽࢱ࣮࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋయ㦂ᆺ⏬ࡼ
ࡾᆅᇦࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊᆅᇦࡽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⫋ᴗ࡞ࡢ
ᒓᛶࡶ╔┠ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋࠊேᮦ♫࡞ᥦᦠࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


¾

ᚋࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪑ࢆࡍࡿேࡶ╔┠ࡋ࡚῝ᇼࡾࡍࡿࡼ࠺࡞⏬ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ


㹏㸸࡞㢳ᐈࡣࡢࡼ࠺࡞ᒙ㸽
㸿㸸⾜ᨻࠊ᪑㤋ࡀ࣓ࣥ࡞ࡿࠋ࣓ࢹ࣭᪑⾜♫ࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠶ࡿࠋ

㹏㸸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸽
㸿㸸ࢡࣛࣥࢺࡼࡿࠋ㞟ᐈࡀ┠ⓗࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࢀࡤ㞟ᐈேᩘ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ
ࣈࣛࣥࢻᙧᡂࡀ┠ⓗ࡛࠶ࢀࡤ㛗ᮇ㛫ࡢほᐹࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

㹏㸸᪑ࣔࢽᛂເࡍࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡢࡣࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸽
  㸿㸸↓ᩱ࡛᪑⾜⾜ࡅࡿ࠸࠺Ⅼࡀ᭱ࡶࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ᅇᛂເࡍࡿࡓࡧ  㡯┠⛬ᗘࡢ
ࣥࢣ࣮ࢺ⟅࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᛂເ⪅ࡀࡢࡼ࠺࡞ពᅗࢆᣢࡗ࡚ᛂເࡋ࡚ࡁࡓࡣ࠶ࡿ⛬
ᗘศࡿࠋ

  㹏㸸᪑ࣔࢽ࡛ᐟἩ࡛ࡁࡿᐟࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚ぢࡘࡅ࡚ࡁࡓࡢ㸽
  㸿㸸ᐟ┤᥋΅ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊᆅ᪉⮬య༠ຊࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

ࠕ࢘ࢺࢻࢫ࣏࣮ࢶࢆほගάᛶࡘ࡞ࡆࡿᆅᇦ㐃ᦠࠖ
᭷㝈♫ࢿࢳ࣮࣭ࣕࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ❿ᮧᾈ୍Ặ
¾

᪥ᮏࡣከࡃࡢ⮬↛ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡲࡔ᭷ຠά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⮬↛࢞
ࢻࡀࡘࡃࡇ࡛ࠊࡓࡔࡢᒣ࣭ᕝࡀほග㈨※࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

¾

࢘ࢺࢻࡢᇶᮏࡣࠗసࡽ࡞࠸࣭ቯࡉ࡞࠸࣭ởࡉ࡞࠸࡛࠘࠶ࡿࠋ⮬↛ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝ࡍࡿࡁ
࡛ࠊⓏᒣ㐨ࡢᩚഛ࡞ࡶ᭱ప㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿࡀࡲࡲࡢ⮬↛ࢆࠊ࠸࠺ࡢࢆࢥࣥࢭࣉࢺࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

¾

Ꮚ౪⮬↛ࡢ୰࡛㐟ࡪᴦࡋࡉࢆయ㦂ࡉࡏࡓ࠸ࡀࠊ⮬ศࡶࡸࡗࡓࡇࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣛࣇࢸࣥࢢ
ࢶ࣮ཧຍࡋࡓ࠸࠺ᐙ᪘㐃ࢀࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࡋࠊ᭱㏆ࡣᮌⓏࡾ㸦ࢶ࣮ࣜࢡ࣑ࣛࣥࢢ㸧ࡍ
ࡽ࠾ᐈࡉࢇࡀࡘࡃࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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¾

᭱㏆࡛ࡣᴗ◊ಟࡸಟᏛ᪑⾜➼࡛ࡶࣜࣂ࣮ࣛࣇࢸࣥࢢ➼࢘ࢺࢻάືࢆ⾜࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ
ࢳ୍࣮࣒࡞ࡗ࡚ຊࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊ௰㛫ࡢಙ㢗ឤࢆ㧗ࡵࡓࡾࡍࡿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

¾

ࢇ࡞ࡼ࠸⎔ቃࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚㈔ࢃ࡞ࡅࢀࡤほගࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡢ⤌ࡳసࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࿌▱ࢆࡋࠊཧຍ⪅ࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢሗࢆ⮬
యࡸ᪑⾜♫୍⥴ᨵၿࡋࠊࡲࡓ࿌▱ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࢧࢡࣝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

¾

ࡏࡗࡃࡼ࠸⎔ቃࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊẸ㛫ᴗࡀᡭ᮶࡚ᡭࡸࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣほගࡘ࡞ࡀ
ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᆅᇦ⮬యࡣ㥔㌴ሙࡸࢺࣞࡢタ⨨࡞ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ௦ࢃࡾࠊᏳ⟶⌮ࡸ
ேᮦ⫱ᡂࠊᐉఏᗈ࿌ࡣ࡚ᴗࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉୖ࠾࠸࡚ࡣ  ᖺᖺ㛫  ே⛬ᗘࡋ࢘ࢺࢻཧຍ⪅ࡀ࠸࡞ࡗࡓࡀࠊ ᖺࡣཧ
ຍ⪅  ேࠊ࢘ࢺࢻࢆྲྀࡾᢅ࠺ᴗࡀ  ♫ࠊ࢞ࢻࡀ  ྡ⛬ᗘࡲ࡛ᡂ㛗ࡋࡓࠋ

¾

࢘ࢺࢻࡢ㛤ᴗࡣⲡࡢ᰿ⓗ࡞㒊ศࡀከ࠸ࠋᆅ᪉⮬యࡽࡣࡼࡃ᮶ᖺఱ༓ே㞟ᐈ࡛ࡁࡿ
⪺ࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ↓⌮࡞ヰ࡛࠶ࡿࠋேࡀ࢘ࢺࢻࢆయ㦂ࡋࠊࡑࡢయ㦂ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡛
Ꮚ౪ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ㐃ࢀ࡚᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊỈୖࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ

¾

ᆅᇦ⾜ᨻࡀ࢘ࢺࢻάືࡢࡓࡵࡍࡿࡁࡇࡣࠊᏳᇶ‽ࡢไᐃ࡞ᨾࡢࣜࢫࢡࢆῶࡽ
ࡍࡇ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࢘ࢺࢻࡀᗈࡀࡗ࡚ࡃࢀࡤ⮬↛⾜ᨻࡢ⿕ࡿ㒊ศࡀฟ࡚ࡃ
ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛᥋ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ


  㹏㸸⌧ᅾࡢࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡣࡢ⛬ᗘ࠸ࡿ㸽
  㸿㸸♫ࡼࡗ࡚㐪࠺ࠋඈࢀࡤࡼ࠸ᛮࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣ㸱ࡶ࠸࡞࠸ࡀࠊ
⚾ࡢࡇࢁ࡛ࡣ㸱⛬ᗘࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

  㹏㸸ᾏእࡽࡢ᮶ᐈࡣࡢ⛬ᗘ㸽
  㸿㸸యࡢ㸳㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋእᅜேࡢᾘ㈝ࡀ⇿㈙࠸ࡽయ㦂ࡸ⮬ศࡓࡕ⊂⮬ࡢ౯್ほ⛣ࡾࡘࡘ࠶
ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ

  㹏㸸⎔ቃၥ㢟㛵ࡋ࡚ఱྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸ఱ≉ูྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣ࡞࠸ࡀࠊಶே࡛࡛ࡁࡿάືࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ
⾜ᨻ༠ຊࡋ࡚ࡶࡗఱࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

  㹏㸸ኳೃࡢࣜࢫࢡࡣ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸽
  㸿㸸ྎ㢼࡞ࡀ᮶ࡓሙྜࡣΎࡃㅉࡵࡿࠋ༴㝤ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᑡࡋ࡛ࡶ
ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿሙྜࡣྲྀࡾࡸࡵࡿࠋࡑࡢࢃࡾ㞵ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࡛ࡁࡿࢡࢸࣅࢸ

 ษ

ࡾ᭰࠼ࡿ➼ࠊỈୖ᮶ࡓேࡀᴦࡋࡵࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸨ᰴᘧ♫ࡑ࠶ࡑࡧ ୰ᓥ♫㛗 ᴗ⤂
¾

ࡑ࠶ࡑࡧࡣ  ᖺጞࡲࡗࡓࢧࢺ࡛ࠊࡶࡶࡣࣛࣇࢸࣥࢢࡸ㤿ࡢ࢞ࢻࢆࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇࢁࡽጞࡲࡗࡓࠋ
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¾

ࡇࢀࡲ࡛࢘ࢺࢻࡣࢫ࢟ࣝࡢ࠶ࡿேࡔࡅࡀᴦࡋࡵࡿࡶࡢࡔࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆึᚰ⪅࡛ࡶᴦࡋࡵ
ࡿࡼ࠺࢞ࢻࡀࡃ࢘ࢺࢻࣞࢪ࣮ࣕࡢ⤂ࡽண⣙ࡲ࡛࠸࠺ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
௨እࡶࠊ࢘ࢺࢻᴗ⪅ࡀ࢜ࣥࣛࣥୖ࡛ண⣙ࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ


㸨ࡇࡇࡽࠊⓏቭ⪅㸰ྡࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢱ࣒࡞ࡿࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸ࣛࣇࢸࣥࢢ࢞ࢻࡢ㈨᱁ࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸୍⯡♫ᅋἲேࣛࣇࢸࣥࢢ༠㸦㹐㸿㹈㸧࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢࣛࣇࢸࣥࢢᴗࡢ㸶
⛬ᗘࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸ಟᏛ᪑⾜ࢆ௵ࡏࡿᴗࡢࣜࢫࢡ⟶⌮➼ࡣ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸽
  㸿㸸㹈㹒㹀࡛ࡣ㹐㸿㹈ࡢ㈨᱁ࡶࡋࡃࡣබඹࡢࣛࣇࢸࣥࢢ࢞ࢻࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࣞࢫ࢟
࣮ࣗ㸱ࡶࡋࡃࡣࡑࢀ‽ࡌࡿ㈨᱁ࠊࡑࡋ࡚ᩆᛴἲࡢ㈨᱁ࠊࡇࡢ㸱ࡘࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ♫ࡢࡳጤ
クࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ㝤㛵ࡋ࡚ࡣಶูࡢᴗ࡛ຍධࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ༠య
࡛ධࢀࡿࡶࡢࡶ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢺࣛࣈࣝࡢࢇࡣࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢆࡋࡗࡾࡋ࡚
࠾ࡅࡤᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀከࡃࠊࣜࢫࢡࣅࢪࢿࢫࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡞࠸ࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ


❿ᮧẶࡢ㹏㸸࢞ࢻࡣᏘ⠇ປാ⪅࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊᏳᐃධࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸㠀ᖖ③࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ㢳ᐈࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊࣂࢵࢡ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࡸࢫࣀ࣮
ࢩ࣮ࣗ➼࡛⿵ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ⚾ࡢࡇࢁ࡛ࡣ㸳㸮㸣ࡀᏘ⠇ປാ⪅࡛࠶ࡿࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸⩌㤿┴ෆࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࢳ࣮࣒ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ㐃ືࡋࡓ㞟ᐈࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸ࡐࡦࡶࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡐࡦኌࢆࡅ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᮏẶࡢ㹏㸸㛗㔝┴࡛ࡶྲྀࡾᢅ࠸ࡣ࠶ࡿ㸽⮬యࡋ࡚ࡶ㠀ࡶ୍⥴ࡸࡾࡓ࠸ࠋ
  㸿㸸㛗㔝࡛ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࠋ㠀ࡶ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

ᮏẶࡢ㹏㸸ࢫࣀ࣮ࣜࢰ࣮ࢺ⣔࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸ụஅᖹ࣍ࢸ࡛ࣝ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࣇ࣑࣮ࣜྥࡅࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ࠾㢪࠸࡛ࡁࡿ㸽
  㸿㸸ࣇ࣮ࣝࢻࢆぢ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ࡛ࡁࡿỴࡵ࡚࠸ࡿࠋほගⓗ࡞㒊ศ࡛ࡣⓙࡉࢇ༠ຊࡋ
࡚సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ㒊ศ࡞ࡢ࡛ࠊࡈ┦ㄯ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ࠼ࡤᐩኈࡢᶞᾏ࡞ࡣ࣓࣮ࢪࡀᝏ
ࡗࡓࡓࡵࢺࣞࢵ࢟ࣥࢢࢥ࣮ࢫࡶேẼࡔࡗࡓࡀࠊ࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡ࡛ࡶ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ
ࡽேẼࡀฟࡓ࡞ࠊษࡾཱྀࢆኚ࠼ࢀࡤࡸࡾࡼ࠺ࡣⰍࠎ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸㛗ᓮ┴࡛ࡶࣛࣇࢸࣥࢢࡣ࡛ࡁࡿ㸽
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  㸿㸸ὶࢀࡢ⃭ࡋ࠸ᕝ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛗㔝┴࡛ࡶࡺࡿࡸ࡞ὶࢀࡢሙᡤ࡛⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊಟᏛ᪑⾜࡞࡛ேẼ࡛࠶ࡿࠋᕝࡀ࡞ࡅࢀࡤᾏ࡛࢝ࢾ࣮࡞ࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊ
ᚲࡎࡋࡶࣛࣇࢸࣥࢢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸ࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸እᅜே࢞ࢻࡢࣅࢨࡸ⏕ά࡞ࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸽
  㸿㸸Ỉୖࡣࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻேࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜேࡀከ࠸ࠊḟ࠸࡛ࢿࣃ࣮ࣝேࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ⱥㄒࢿࢸࣈࡢ࢞ࢻࢆቑࡸࡋࡓ࠸ࡀࠊࣅࢨࡢၥ㢟ࡣࡸࡣࡾࡁ࠸ࠋ

❿ᮧẶࡢ㹏㸸ࣅࢨ௨እつไ⦆ࡀᚲせ࡞ࡇࡣ࠶ࡿ㸽
  㸿㸸≉ࡣ࡞࠸ࡀࠊᏘ⠇ປാ⪅ࡢᐃ╔ࡘ࠸࡚ࡣ✵ࡁᐙࡢ㈤㈚ࡸ࢞ࢻᐙ᪘ࡢ⫋࡞ࠊࡶ࠺ᑡࡋ
ຓࡀ࠶ࡿࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ

௨ୖ
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