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はじめに

平成 27 年に制定された今後の認知症政策推進総合戦略（通称新オレンジプラン）においては、7 本
の重要な施策に共通して、認知症の⼈の参加を謳っている。
認知症⾼齢者等が今後ますます増加することが予想される中で、量的な⽀援（準備・体制の確保）
に偏ることなく、「認知症の⼈の意思が適切に反映された⽣活が送れているか」という、もっとも重要な原点
に⽴ち返る必要性は⾼い。
認知症の⼈の意思決定⽀援については、これまで、「認知症の⾏動・⼼理症状（BPSD）等に対し認
知症の⼈の意思決定能⼒や責任能⼒を踏まえた対応のあり⽅に関する調査研究事業（平成 27 年
度）」において法的・倫理的な観点からの課題整理が、「認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援の
あり⽅に関する研究事業（平成 28 年度）」において現場の取組事例の収集による実態把握が⾏われた。
本年度は、それらの成果を踏まえて、認知症の⼈を⽀援する全ての⼈が、認知症の⼈の意思をできるか
ぎり丁寧にくみ取り、意思決定を⽀援するための“考え⽅(原則)”、“標準的なプロセス”、“留意点”を整理し、
ともに原点に⽴ち返って、⽀援のあり⽅を考えることのできるツール（ガイドライン）を⽰すことを⽬指した。
もちろん、このガイドラインに当てはめさえすれば、あらゆる場⾯、あらゆる事情においても、認知症の⼈の意
思が適切に反映された⽣活を送る意思決定の⽀援となるものではない。 このガイドライン後に、当てはまら
ないケースの蓄積がより重要で、今後の意思決定⽀援の事例集となっていくことが期待される。
認知症の⼈を⽀援する全ての⼈が、共通の原点に⽴ち、⽀援の⽅向性や考慮すべき事情などを共有し
ながら、認知症の⼈の意思決定を⽀援していくことこそが重要であり、本ガイドライン（裏⾯・⾏間に込めら
れた背景、作成過程、限界、課題も含めて）を認知症の⼈を⽀援する全ての関係者が、⽬にし、⼿に取
り、考え、振り返るものとなることを願う次第である。
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Ⅰ 事業概要

1

事業名
⽇常⽣活や社会⽣活等において認知症の⼈の意思が適切に反映された⽣活が送れるようにするための
意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業

2

事業⽬的
成年後⾒制度利⽤促進法の施⾏（平成 28 年 5 ⽉）を受け設置・開催された成年後⾒制度利⽤促

進委員会において、「障害者や認知症の⼈の特性に応じた適切な配慮を⾏うことができるよう、意思決定の
⽀援の在り⽅についての指針の策定に向けた検討等が進められるべき」旨の指摘がなされている。
認知症の⼈には、意思決定能⼒の低下に応じて、⽇常⽣活の場⾯、医療・介護サービスを受ける場⾯
ごとに配慮や⽀援が必要であることが認識されるようになったが、この配慮や⽀援を進める標準的なプロセス
や有効なモデルが共有されていない。そのために、法的・倫理的な観点（平成 27 年度成果）や、現場で
の様々な取り組み（平成 28 年度成果）を踏まえ、現場で利⽤ができるガイドないしガイドラインを⽰すこと
が必要である。
本事業では、⽇常⽣活や社会⽣活等において認知症の⼈の意思が適切に反映された⽣活が送れるよ
う、認知症の⼈の意思決定を⽀援する標準的なプロセスや留意点、有効な取組モデル等、本⼈の意思決
定能⼒に応じた⽀援のあり⽅や意思決定⽀援に関するガイドラインを策定する。

3

実施期間
平成 29 年 5 ⽉ 31 ⽇（内⽰⽇）〜 平成 30 年 3 ⽉ 31 ⽇

4

実施体制
本研究事業は、以下の委員で構成する委員会および WG を設置した（1）。
実施期間中に 3 回の委員会、5 回の WG 委員会を開催した。委員会等の各回の議事（主なテーマ）

は（2）の通りである。

（1）❶ 委員会
⽒名

◎は委員⻑
団体・所属

役職

⾚沼 康弘

⼀般社団法⼈ ⽇本成年後⾒法学会

副理事⻑

稲葉 ⼀⼈

中京⼤学法科⼤学院

教授

⼩川 朝⽣

国⽴がん研究センター 先端医療開発センター

分野⻑
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（続き）
鎌⽥ 松代

公益社団法⼈ 認知症の⼈と家族の会

理事

鴻江 圭⼦

公益社団法⼈ 全国⽼⼈福祉施設協議会

理事

齋藤 訓⼦

公益社団法⼈ ⽇本看護協会

副会⻑

助川 未枝保

⼀般社団法⼈ ⽇本介護⽀援専⾨員協会

地域包括⽀援センター
部会⻑

鈴⽊ 邦彦

公益社団法⼈ ⽇本医師会

常任理事

⽥⼝ 真源

公益社団法⼈ ⽇本精神科病院協会

理事

⽥中 志⼦

公益社団法⼈ 全国⽼⼈保健施設協会

研修委員会委員

国⽴研究開発法⼈ 国⽴⻑寿医療研究センター

理事⻑

学校法⼈ ⽇本社会事業⼤学専⾨職⼤学院

准教授

◎⿃⽻ 研⼆
曽根 直樹

［五⼗⾳順、敬称略］

❷ WG 委員会

●は WG 委員⻑
団体・所属

⽒名

役職

池⽥ 惠利⼦

公益社団法⼈ あい権利擁護⽀援ネット

代表理事

稲葉 ⼀⼈

中京⼤学法科⼤学院

教授

国⽴がん研究センター 先端医療開発センター

分野⻑

法政⼤学⼤学院経済学研究科

教授

助川 未枝保

⼀般社団法⼈ ⽇本介護⽀援専⾨員協会

地域包括⽀援センター
部会⻑

瀬⼾

公益社団法⼈ 福岡県医師会

専務理事

曽根 直樹

学校法⼈ ⽇本社会事業⼤学専⾨職⼤学院

准教授

⾼橋

裕⼦

世⽥⾕区⾼齢福祉部介護予防・地域⽀援課

課⻑

新⽥

國夫

在宅ケアアライアンス／⽇本臨床倫理学会

議⻑／理事⻑

●⼩川 朝⽣
菅

富美枝

裕司

［五⼗⾳順、敬称略］

❸ オブザーバー等
⽥中 規倫
林

幸徳

近藤 琢磨

厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 室⻑
厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 調整官
厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 係⻑

▶ 業務委託（委員会運営⽀援等）
合同会社 HAM ⼈・社会研究所
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（2）委員会実施状況と主な議事
第1回 委員会
⽇時

平成29年8⽉23⽇（⽔）

議事

1. 事業概要・趣旨について
（1）本年度事業の計画・射程範囲
（2）障害福祉サービスの利⽤等にあたっての意思決定⽀援ガイドラインについて
2. 事業成果⾒込とその活⽤について（意⾒交換）

第1回 WG委員会
⽇時

平成29年9⽉5⽇（⽕）

議事

1. 事業概要・趣旨について
2. WG 作業計画および事業成果⾒込について（意⾒交換）

第2回 WG委員会
⽇時

平成29年10⽉10⽇（⽕）

議事

1. 第1回WGの振り返り
2. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン(仮)
の策定に向けて
3. 訪問ヒアリング調査等の実施について

第3回 WG委員会
⽇時

平成29年11⽉7⽇（⽕）

議事

1. 第2回WGの振り返り
2. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン(仮)
の具体的な作成について

第2回 委員会
⽇時

平成29年12⽉15⽇（⾦）

議事

1. WG委員会での検討進捗について（報告）
2. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン(仮)
について（意⾒交換）

第4回 WG委員会
⽇時

平成30年1⽉10⽇（⽔）

議事

1. 第3回WG委員会以降の作業経過について（報告）
2. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン(仮)
について（検討）
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第3回 委員会
⽇時

平成30年2⽉6⽇（⽕）

議事

1. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン案について

第5回 WG委員会
⽇時

平成30年2⽉28⽇（⽔）

議事

1. 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン案について

（3）ヒアリング、施設訪問
①平成 29 年 12 ⽉ 11 ⽇

⽔島俊彦弁護⼠（法テラス⼋⼾法律事務所）

・・・ ガイドライン作成にあたっての法的側⾯からの助⾔、他の領域についての現状 など
②平成 29 年 12 ⽉ 26 ⽇

⼩規模多機能型居宅介護「あおいけあ」（加藤忠相代表取締役）

・・・ ⽀援の対象となる認知症の⼈の⽇常⽣活やサービス利⽤の実態、⽀援のあり⽅に
ついての助⾔ など

（4）事業実施スケジュール
平成 29 年 4 ⽉

5⽉

6⽉

7⽉

8⽉

9⽉

事業実施内容

第 1 回委員会の開催
◉
第 1 回 WG
●
10 ⽉

11 ⽉

12 ⽉

平成 30 年 1 ⽉

第 2 回委員会の開催

2⽉

3⽉

第 3 回委員会の開催

◉

◉

事業実施内容

第 2 回 WG

第 3 回 WG

第 4 回 WG

第 5 回 WG

●

●

●

●

意思決定⽀援ガイドラインの策定・執筆作業
（有識者ヒアリング、施設への視察等）
報告書案の作成
報告書の印刷(配布)
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Ⅱ 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン

認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン
̶ 案 ̶

本ガイドラインは、⽼⼈保健健康増進等事業としての平成 27 年度「認知症の⾏動・⼼理症状
（BPSD）等に対し認知症の⼈の意思決定能⼒や責任能⼒を踏まえた対応のあり⽅に関する調
査研究事業」と平成 28 年度「認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研
究事業」を踏まえ、委員会・ワーキング委員会の委員、さらに委員の所属されている組織、認知症
当事者の⽅などからのご意⾒とともに、国内施設の訪問調査、意思決定⽀援について知⾒を有す
る専⾨家などからの聞き取り、⽂献調査の結果のほか、イギリスの 2005 年意思決定能⼒法
（The Mental Capacity Act 2005）、「障害者の権利、意思及び選好を尊重する」と定めた障
害者の権利に関する条約（2014 年 2 ⽉ 19 ⽇批准）、障害福祉サービスの利⽤等にあたっての
意思決定⽀援ガイドライン（平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇・厚⽣労働省）等を参考にしている。
本ガイドラインが今後認知症の⼈の意思決定⽀援の様々な場⾯で使われ、実践を踏まえて、
発展的に改訂が積み重なり、よりよいガイドラインに改変されていくことを願っている。
なお、⽼健事業実施期間との関係から、本ガイドラインは、2018 年 3 ⽉ 9 ⽇現在の（案）と
して提⽰されている。
⽇常⽣活や社会⽣活等において認知症の⼈の意思が適切に反映された⽣活が
送れるようにするための意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業
実施主体︓学校法⼈梅村学園 中京⼤学（実施責任者・稲葉⼀⼈）

-5-

⽬ 次
Ⅰ はじめに

1

１ ガイドライン策定の背景
２ ガイドラインの趣旨
Ⅱ 基本的考え⽅

2

１ 誰の意思決定⽀援のためのガイドラインか
２ 誰による意思決定⽀援のガイドラインか
３ 意思決定⽀援とは何か（⽀援の定義）
Ⅲ 認知症の⼈の特性を踏まえた意思決定⽀援の基本原則

3

１ 本⼈の意思の尊重
２ 本⼈の意思決定能⼒への配慮
３ チームによる早期からの継続的⽀援
Ⅳ 意思決定⽀援のプロセス

6

１ 意思決定⽀援の⼈的・物的環境の整備
(1)

意思決定⽀援者の態度

(2)

意思決定⽀援者との信頼関係と⽴ち会う者との関係性への配慮

(3)

意思決定⽀援と環境

2 適切な意思決定プロセスの確保
(1)

本⼈が意思を形成することの⽀援（意思形成⽀援）

(2)

本⼈が意思を表明することの⽀援（意思表明⽀援）

(3)

本⼈が意思を実現することの⽀援（意思実現⽀援）

3 意思決定⽀援プロセスにおける家族
(1) 家族も本⼈の意思決定⽀援者であること
(2) 家族への⽀援
4 ⽇常⽣活や社会⽣活における意思決定⽀援
5 意思決定⽀援チームと会議（話し合い）
Ⅴ 認知症への理解とガイドラインの普及と改訂

13

Ⅵ 事例に基づく意思決定⽀援のポイント

14

-6-

Ⅰ はじめに
１ ガイドライン策定の背景
○ 成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律を受け設置された成年後⾒制度利⽤促進委員
会において、「障害者や認知症の⼈の特性に応じた適切な配慮を⾏うことができるよう、
意思決定の⽀援の在り⽅についての指針の策定に向けた検討等が進められるべき」と指
摘があり、成年後⾒制度利⽤促進委員会の議論を経て作成された成年後⾒制度利⽤促進
基本計画において、
「意思決定の⽀援の在り⽅についての指針の策定に向けた検討等が進
められるべき」とされた。
○ これを受け、認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針策定のため平成 27 年度、平成 28
年度に実施した意思決定に関する研究（脚注ⅰ）を参考に、平成 29 年度の⽼⼈保健健
康増進等事業において、認知症の⼈の意思決定⽀援に関する検討を⾏い、「認知症の⼈の
⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン」を策定した。
○ 本ガイドラインは、⽇常⽣活や社会⽣活等において認知症の⼈の意思が適切に反映され
た⽣活が送れるよう、認知症の⼈の意思決定に関わる⼈が、認知症の⼈の意思をできる
かぎり丁寧にくみ取るために、認知症の⼈の意思決定を⽀援する標準的なプロセスや留
意点を記載したものである。（脚注ⅱ）
２ ガイドラインの趣旨
○ 普段から、我々⼀⼈⼀⼈が⾃分で意思を形成し、それを表明でき、その意思が尊重され、
⽇常⽣活・社会⽣活を決めていくことが重要であることは誰もが認識するところである
が、このことは、認知症の⼈についても同様である。
○ 本ガイドラインは、認知症の⼈を⽀える周囲の⼈において⾏われる意思決定⽀援の基本
的考え⽅（理念）や姿勢、⽅法、配慮すべき事柄等を整理して⽰し、これにより、認知
症の⼈が、⾃らの意思に基づいた⽇常⽣活・社会⽣活を送れることを⽬指すものである。
〈脚注ⅰ〉⽼⼈保健健康増進等事業としての、平成 27 年度「認知症の⾏動・⼼理症状（BPSD）
等に対し認知症の⼈の意思決定能⼒や責任能⼒を踏まえた対応のあり⽅に関する調査研
究事業」と、平成 28 年度「認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する
研究事業」を指す。
〈脚注ⅱ〉本ガイドラインは、委員会・ワーキング委員会の委員、さらに委員の所属されている
組織、認知症当事者の⽅などからのご意⾒とともに、国内施設の訪問調査、意思決定⽀援
について知⾒を有する専⾨家などからの聞き取り、⽂献調査の結果のほか、イギリスの
2005 年意思決定能⼒法（The Mental Capacity Act 2005）、
「障害者の権利、意思及び選好
を尊重する」と定めた障害者の権利に関する条約（2014 年 2 ⽉ 19 ⽇批准）、障害福祉サ
ービスの利⽤等にあたっての意思決定⽀援ガイドライン（平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇・厚⽣労
働省）等を参考にしている。また、医療等の分野では、⼈⽣の最終段階における医療の決
定プロセスに関するガイドライン（平成 19 年 5 ⽉・改訂平成 27 年 3 ⽉・厚⽣労働省）
がある。
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Ⅱ 基本的考え⽅
１ 誰の意思決定⽀援のためのガイドラインか
○ 認知症の⼈（認知症と診断された場合に限らず、認知機能の低下が疑われ、意思決定能
⼒が不⼗分な⼈を含む。以下、「認知症の⼈」ないし「本⼈」という）を⽀援するガイド
ラインである。
２ 誰による意思決定⽀援のガイドラインか
○ 特定の職種や特定の場⾯に限定されるものではなく、認知症の⼈の意思決定⽀援に関わ
る全ての⼈（以下「意思決定⽀援者」という）による意思決定⽀援を⾏う際のガイドラ
インである。
○ その多くはケアを提供する専⾨職種や⾏政職員等であるが、これだけにとどまらず、家
族、成年後⾒⼈（脚注ⅲ）、地域近隣において⾒守り活動を⾏う⼈、本⼈と接し本⼈をよ
く知る⼈などが考えられる。
○ ケアを提供する専⾨職種や⾏政職員の例として、医師、⻭科医師、薬剤師、看護師、ケ
アマネジャー、相談⽀援専⾨員、⽣活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉⼠、
⺠⽣委員、社会福祉施設、医療機関、認知症初期集中⽀援チーム、認知症地域⽀援推進
員、認知症疾患医療センター、介護サービス事業所、障害・福祉サービス事業所、訪問
看護ステーション、市町村などが考えられる。
３ 意思決定⽀援とは何か（⽀援の定義）
○ 認知症の⼈であっても、その能⼒を最⼤限活かして、⽇常⽣活や社会⽣活に関して⾃ら
の意思に基づいた⽣活を送ることができるようにするために⾏う、意思決定⽀援者によ
る本⼈⽀援をいう。（脚注ⅳ）
○ 本ガイドラインでいう意思決定⽀援とは、認知症の⼈の意思決定をプロセスとして⽀援
するもので、通常、そのプロセスは、本⼈が意思を形成することの⽀援と、本⼈が意思
を表明することの⽀援を中⼼とし、本⼈が意思を実現するための⽀援を含む。（脚注ⅴ）
〈脚注ⅲ〉ここにいう成年後⾒⼈には、法定後⾒⼈と任意後⾒⼈が含まれ、前者には、補助⼈や
保佐⼈も含む。
〈脚注ⅳ〉本ガイドラインは、認知症の⼈の意思決定⽀援をすることの重要性にかんがみ、その
際の基本的考え⽅等を⽰すもので、本⼈の意思決定能⼒が⽋けている場合の、いわゆる「代
理代⾏決定」のルールを⽰すものではない。今後、本ガイドラインによって認知症の⼈の
意思決定を⽀援してもなお⽣ずる問題については、別途検討されるべきで、この点は本ガ
イドラインの限界と位置付けられる。
本ガイドラインは、本⼈の意思決定⽀援のプロセスは、代理代⾏決定のプロセスとは
異なるということを中⼼的な考えとして採⽤している。
〈脚注ⅴ〉本⼈が意思を形成することの⽀援を意思形成⽀援、本⼈が意思を表明することの⽀援
を意思表明⽀援、本⼈が意思を実現するための⽀援を意思実現⽀援と呼ぶこともできる。
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Ⅲ 認知症の⼈の特性を踏まえた意思決定⽀援の基本原則
１ 本⼈の意思の尊重
○ 意思決定⽀援者は、認知症の⼈が、⼀⾒すると意思決定が困難と思われる場合であって
も、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識することが
必要である。
○ 本⼈への⽀援は、本⼈の意思の尊重、つまり、⾃⼰決定の尊重に基づき⾏う。したがっ
て、⾃⼰決定に必要な情報を、認知症の⼈が有する認知能⼒に応じて、理解できるよう
に説明しなければならない。
○ 意思決定⽀援は、本⼈の意思（意向・選好あるいは好み）（脚注ⅵ）の内容を⽀援者の
視点で評価し、⽀援すべきだと判断した場合にだけ⽀援するのではなく、まずは、本⼈
の表明した意思・選好、あるいは、その確認が難しい場合には推定意思・選好（脚注ⅶ）
を確認し、それを尊重することから始まる。
○ 認知症の⼈は、⾔語による意思表⽰が上⼿くできないことが多く想定されることから、
意思決定⽀援者は、認知症の⼈の⾝振り⼿振り、表情の変化も意思表⽰として読み取る
努⼒を最⼤限に⾏うことが求められる。
○ 本⼈の⽰した意思は、それが他者を害する場合や、本⼈にとって⾒過ごすことのできな
い重⼤な影響が⽣ずる場合（脚注ⅷ）でない限り、尊重される。

〈脚注ⅵ〉本ガイドラインでは、「意思」という⾔葉で、意向、選好（好み）を表現することが
ある。
〈脚注ⅶ〉本⼈に意思決定能⼒が低下している場合に、本⼈の価値観、健康観や⽣活歴を踏まえ
て、もし本⼈に意思決定能⼒があるとすると、この状態を理解した本⼈が望むであろうと
ころ、好むであろうところを、関係者で推定することを指す。
〈脚注ⅷ〉本⼈にとって⾒過ごすことのできない重⼤な影響が⽣ずる場合の例としては、⽀援す
る家族等がいない、あるいは⽀援が難しいのに、⾃宅での⽣活を選ぶことで、本⼈が基本
的な⽇常⽣活すら維持できない場合や、糖尿病であるにも関わらず、⾷事指導で求められ
たカロリー制限を著しく超える⾷事摂取を続けるような健康を損なう恐れのある場合や、
本⼈が現在有する財産の処分の結果、基本的な⽇常⽣活すら維持できないような場合を指
す。
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２ 本⼈の意思決定能⼒への配慮
○ 本⼈には意思決定能⼒を有するということを前提にして、意思決定⽀援をする。
○ 本⼈のその時々の意思決定能⼒の状況に応じて⽀援する。
○ 本⼈の意思決定能⼒を固定的に考えずに、本⼈の保たれている認知能⼒等を向上させる
働きかけを⾏う。（脚注ⅸ）
○ 本⼈の意思決定能⼒は、説明の内容をどの程度理解しているか（理解する⼒）、またそ
れを⾃分のこととして認識しているか（認識する⼒）、論理的な判断ができるか（論理的
に考える⼒）
、その意思を表明できるか（選択を表明できる⼒）によって構成されるとさ
れる。これらの存否を判断する意思決定能⼒の評価判定と、本⼈の能⼒向上⽀援、さら
に後述のプロセスに応じた意思決定⽀援活動は⼀体をなす。
○ 意思決定能⼒の評価判定は、本⼈の認知機能や⾝体及び精神の状態を適確に⽰すような
情報と、本⼈の⽣活状況等に関する情報が適切に提供されることにより、⼗分な判断資
料に基づく適切な判断が⾏われることが必要である。

〈脚注ⅸ〉本⼈の意思決定能⼒についての注意事項を掲げる。
(1)本⼈の意思決定能⼒は⾏為内容により相対的に判断される。⽇常⽣活・社会⽣活の意
思決定の場⾯は多岐にわたり、選択の結果が軽微なものから、本⼈にとって⾒過ごす
ことのできない重⼤な影響が⽣ずるものまである。
(2)意思決定能⼒は、あるかないかという⼆者択⼀的ではなく（連続量）、段階的・漸次
的に低減・喪失されていく。
(3)意思決定能⼒は、認知症の状態だけではなく、社会⼼理的・環境的・医学⾝体的･精
神的・神経学的状態によって変化するので、より認知症の⼈が決めることができるよ
うに、残存能⼒への配慮が必要となる。
なお、本⼈の意思決定能⼒は本⼈の個別能⼒だけではなく、意思決定⽀援者の⽀援⼒
によって変化することに注意すべきである。
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３ チームによる早期からの継続的⽀援
○ 本⼈が⾃ら意思決定できる早期（認知症の軽度）の段階で、今後、本⼈の⽣活がどのよ
うになっていくかの⾒通しを、本⼈や家族、関係者で話し合い、今後起こりうることに
ついてあらかじめ決めておくなど、先を⾒通した意思決定の⽀援が繰り返し⾏われるこ
とが重要である。
○ 意思決定⽀援にあたっては、本⼈の意思を踏まえて、⾝近な信頼できる家族・親族、福
祉・医療・地域近隣の関係者と成年後⾒⼈等がチームとなって⽇常的に⾒守り、本⼈の
意思や状況を継続的に把握し必要な⽀援を⾏う体制（以下、「意思決定⽀援チーム」とい
う）が必要である。
○ 特に、本⼈の意思決定能⼒に疑義があったり、本⼈の意思決定能⼒向上・⽀援⽅法に困
難がある場合は、意思決定⽀援チームで情報を共有し、再度本⼈の意思決定⽀援の⽅法
について話し合う。
○ 意思決定⽀援にあたっては、特に、⽇常⽣活で本⼈に接するなど本⼈を良く知る⼈から
情報を収集し、本⼈を理解し、⽀援していくことが重要である。家族は、通常もっとも
本⼈を良く知る⼈であるから、家族が関わることは重要である。また、地域近隣で本⼈
の⾒守りをしていただいている⽅など、⽇頃から本⼈とつながりがある⽅と関わること
も重要である。
○ 意思決定⽀援に際して、本⼈の意思を繰り返し確認することが必要である。意思決定⽀
援者は、本⼈の意思を理解したと判断しても、その過程や判断が適切であったかどうか
を確認し、⽀援の質の向上を図ることが必要である。
○ 専⾨職種や⾏政職員が本⼈のその後の⽣活に影響を与えるような意思決定⽀援を⾏っ
た場合には、その都度、記録を残しておくことが必要である。
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Ⅳ 意思決定⽀援のプロセス
１ 意思決定⽀援の⼈的・物的環境の整備
○ 意思決定⽀援は、意思決定⽀援者の態度や意思決定⽀援者との信頼関係、⽴ち会う⼈と
の関係性や環境による影響を受けることから、意思決定⽀援に当たっては、以下に留意
する。
(1) 意思決定⽀援者の態度
○ 意思決定⽀援者は、本⼈の意思を尊重する態度で接していることが必要である。
○ 意思決定⽀援者は、本⼈が⾃らの意思を表明しやすいよう、本⼈が安⼼できるような態
度で接することが必要である。
○ 意思決定⽀援者は、本⼈のこれまでの⽣活史を家族関係も含めて理解することが必要で
ある。
○ 意思決定⽀援者は、⽀援の際は、丁寧に本⼈の意思を都度確認する。
(2) 意思決定⽀援者との信頼関係と⽴ち会う者との関係性への配慮
○ 意思決定⽀援者は、本⼈が意思決定を⾏う際に、本⼈との信頼関係に配慮する。意思決
定⽀援者と本⼈との信頼関係が構築されている場合、本⼈が安⼼して⾃らの意思を表明
しやすくなる。
○ 本⼈は、意思決定の内容によっては、⽴ち会う者との関係性から、遠慮などにより、⾃
らの意思を⼗分に表明ができない場合もある。必要な場合は、⼀旦本⼈と意思決定⽀援
者との⼆⼈で本⼈の意思を確認するなどの配慮が必要である。
(3) 意思決定⽀援と環境
○ 初めての場所や慣れない場所では、本⼈は緊張したり混乱するなど、本⼈の意思を⼗分
に表明できない場合があることから、なるべく本⼈が慣れた場所で意思決定⽀援を⾏う
ことが望ましい。
○ 初めての場所や慣れない場所で意思決定⽀援を⾏う場合には、意思決定⽀援者は、本⼈
ができる限り安⼼できる環境となるように配慮するとともに、本⼈の状況を⾒ながら、
いつも以上に時間をかけた意思決定⽀援を⾏うなどの配慮が必要である。
○ 本⼈を⼤勢で囲むと、本⼈は圧倒されてしまい、安⼼して意思決定ができなくなる場合
があることに注意すべきである。
〇 時期についても急がせないようにする、集中できる時間帯を選ぶ、疲れている時を避け
るなどに注意すべきである。
○ 専⾨職種や⾏政職員等は、意思決定⽀援が適切になされたかどうかを確認・検証するた
めに、⽀援の時に⽤いた情報を含め、プロセスを記録し、振り返ることが必要である。
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２ 適切な意思決定プロセスの確保
○ 意思決定⽀援者は、意思決定を⽀援する際には、本⼈の意思決定能⼒を適切に評価しな
がら、以下の適切なプロセスを踏むことが重要である。
(1) 本⼈が意思を形成することの⽀援（意思形成⽀援）
○ まずは、以下の点を確認する。
・本⼈が意思を形成するのに必要な情報が説明されているか。
・本⼈が理解できるよう、分かりやすい⾔葉や⽂字にして、ゆっくりと説明されているか。
・本⼈が理解している事実認識に誤りがないか。
・本⼈が⾃発的に意思を形成するに障害となる環境等はないか。
○ 認知症の⼈は説明された内容を忘れてしまうこともあり、その都度、丁寧に説明するこ
とが必要である。
○ 本⼈が何を望むかを、開かれた質問で聞くことが重要である。（脚注ⅹ）
○ 選択肢を⽰す場合には、可能な限り複数の選択肢を⽰し、⽐較のポイントや重要なポイ
ントが何かをわかりやすく⽰したり、話して説明するだけではなく、⽂字にして確認で
きるようにしたり、図や表を使って⽰すことが有効な場合がある。（脚注ⅺ）
○ 本⼈が理解しているという反応をしていても、実際は理解できていない場合もあるため、
本⼈の様⼦を⾒ながらよく確認することが必要である。
(2) 本⼈が意思を表明することの⽀援（意思表明⽀援）
○ 本⼈の意思を表明しにくくする要因はないか。その際には、上述したように、意思決定
⽀援者の態度、⼈的・物的環境の整備に配慮が必要である。
○ 本⼈と時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要であり、決断を迫るあまり、
本⼈を焦らせるようなことは避けなければならない。
○ 複雑な意思決定を⾏う場合には、意思決定⽀援者が、重要なポイントを整理してわかり
やすく選択肢を提⽰するなどが有効である。
○ 本⼈の⽰した意思は、時間の経過や本⼈が置かれた状況等によって変わり得るので、最
初に⽰された意思に縛られることなく、適宜その意思を確認することが必要である。
○ 重要な意思決定の際には、表明した意思を、可能であれば時間をおいて確認する、複数
の意思決定⽀援者で確認するなどの⼯夫が適切である。
○ 本⼈の表明した意思が、本⼈の信条や⽣活歴や価値観等から⾒て整合性がとれない場合
は、本⼈の意思を形成するプロセスが適切でない場合があるので、そのプロセスを⾒直
すことが必要である。

〈脚注ⅹ〉 開かれた質問とは、例えば、「外出しますか」という質問ではなく、「今どんなこと
をしたいですか」というものなどをいう。
〈脚注ⅺ〉 その他、⾳、写真、動画、絵カードやアプリケーションを⽰すことも考えられる。
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(3) 本⼈が意思を実現するための⽀援（意思実現⽀援）
○ ⾃発的に形成され、表明された本⼈の意思を、本⼈の能⼒を最⼤限活⽤した上で、⽇常
⽣活・社会⽣活に反映させる。
○ ⾃発的に形成され、表明された本⼈の意思を、意思決定⽀援チームが、多職種で協働し
て、利⽤可能な社会資源を⽤いて、⽇常⽣活・社会⽣活のあり⽅に反映させる。
○ 実現を⽀援するにあたっては、本⼈にとって⾒過ごすことのできない重⼤な影響が⽣ず
る場合でない限り、形成・表明された意思が、他から⾒て合理的かどうかを問うもので
はない。
○ 本⼈が実際の経験をする（例えば、ショートステイ体験利⽤）と、本⼈の意思が変更す
ることがあることから、本⼈にとって無理のない経験を提案することも有効な場合があ
る。
３ 意思決定⽀援プロセスにおける家族
(1) 家族も本⼈の意思決定⽀援者であること
○ 現在同居しているかどうかを問わず、本⼈の意思決定⽀援をする上で、本⼈を良く知る
家族は本⼈を理解するために⽋かすことはできない。したがって、本⼈をよく知る家族
が意思決定⽀援チームの⼀員となっていただくことが望ましい。
○ 家族も、本⼈が⾃発的に意思を形成・表明できるように接し、その意思を尊重する姿勢
を持つことが重要である。
○ ⼀⽅で、家族は、本⼈の意思に向き合いながら、どうしたらよいか悩んだり、場合によ
っては、その本⼈の意思と家族の意思が対⽴する場合もある。こうした場合、意思決定
⽀援者（この場合は、主として専⾨職種や⾏政職員等）は、その家族としての悩みや対
⽴の理由・原因を確認した上で、提供可能な社会資源について調査検討し、そのような
資源を提供しても、本⼈の意思を尊重することができないかを検討する。
(2) 家族への⽀援
○ 本⼈の⾝上に関⼼をもつ家族であるが故に、本⼈と意⾒が分かれたり、本⼈が過去に表
明した⾒解について家族が異なって記憶していたり、社会資源を受け⼊れる必要性の判
断について⾒解が異なることがあるが、意思決定⽀援者（主として専⾨職種や⾏政職員
等）は、家族に対して、本⼈の意思決定を⽀援するのに必要な情報を丁寧に説明したり、
家族が不安を抱かないように⽀援をすることが必要である。
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４ ⽇常⽣活や社会⽣活における意思決定⽀援
○ ⽇常⽣活の意思決定⽀援としては、例えば、⾷事・⼊浴・被服の好み、外出、排せつ、
整容などの基本的⽣活習慣や、⽇常提供されたプログラムへの参加を決める場合等が挙
げられるが、これらに限るものではない。
○ ⽇常⽣活については、これまで本⼈が過ごしてきた⽣活が確保されることを尊重するこ
とが原則になる。
○ 本⼈の意思や好みを理解するためには、意思決定⽀援チームで、本⼈の情報を集め、共
有することが必要である。
○ 社会⽣活の意思決定⽀援としては、⾃宅からグループホームや施設等に住まいの場を移
動する場合（その逆やその間も）や、⼀⼈暮らしを選ぶかどうか、どのようなケアサー
ビスを選ぶか、更には⾃⼰の財産を処分する等が想定されるが、これらに限るものでは
ない。
○ 本⼈の⽰した意思を⽇常・社会⽣活に反映した場合に、本⼈にとって⾒過ごすことので
きない重⼤な影響が⽣ずる場合は、意思決定⽀援チームで話し合うことが必要である。
この場合も、再度、適切な意思決定⽀援のプロセスを踏まえて、本⼈の意思決定⽀援の
⽅法について話し合う。その際には、それぞれの専⾨性を通じて、本⼈の認知機能や⾝
体及び精神の状態を適確に⽰す医療に関する情報、本⼈の⽣活状況等に関する情報が適
切に提供された上、⼗分な判断資料を得た上で判断が⾏われるようにすることが必要で
ある。その際のプロセスで話し合った内容は、その都度、⽂書として残すことが必要で
ある。
５ 意思決定⽀援チームと会議（話し合い）
○ 本⼈の意思決定能⼒の判定や、⽀援⽅法に困難や疑問を感じ、また、本⼈の意思を⽇常・
社会⽣活に反映した場合に、他者を害する恐れがあったり、本⼈にとって⾒過ごすこと
のできない重⼤な影響が⽣ずる場合には、チームで情報を共有し、共同して考える。こ
の場合も、再度、適切な意思決定⽀援のプロセスを踏まえて、本⼈の意思決定⽀援の⽅
法について話し合う（意思決定⽀援チームのメンバーを中⼼として開かれる話し合いを
「意思決定⽀援会議」という）。
○ 意思決定⽀援会議では、意思決定⽀援の参考となる情報や記録が⼗分に収集されている
のか、意思決定能⼒を踏まえた適切な⽀援がなされているのか、参加者の構成は適切か
どうかなど、意思決定⽀援のプロセスを適切に踏まえているかを確認することが必要で
ある。
○ 意思決定⽀援会議は、地域ケア会議、サービス担当者会議等と兼ねることは可能である。
○ 意思決定⽀援会議では、原則として、本⼈の参加が望ましい。もっとも、認知症の⼈は、
周囲の雰囲気をつかむのが苦⼿で、知らない⼤勢に囲まれるとかえって意⾒を出せなく
なる場合があることに配慮しなければならない。
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○ 意思決定⽀援会議の開催は、意思決定⽀援チームのだれからも提案できるようにし、会
議では、情報を共有した上で、多職種のそれぞれの⾒⽅を尊重し、根拠を明確にしなが
ら運営することが必要である。その際の話し合った内容は、その都度⽂書として残すこ
とが必要である。専⾨職種や⾏政職員等は、適切な意思決定プロセスを踏まえた⽀援を
提供するとともに、提供の過程や結果をモニタリング・記録し、評価を適切に⾏い、質
の向上につなげる役割がある。
○ 本⼈の意思は変更することもあるので、意思決定⽀援チームでの事後の振り返り（例え
ば、本⼈が経験をしてみて、意思が変わる場合がある）や、意思を複数回確認すること
が求められる。
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【概念図】

本⼈の意思の尊重、意思決定能⼒への配慮、早期からの継続⽀援

本⼈が⾃ら意思決定できるよう⽀援
意思決定形成⽀援、表明⽀援、実現⽀援のプロセスに沿って⽀援を実施

本⼈意思の尊重・
プロセスの確認

⽀援⽅法に困難・
疑問を感じた場合

意思決定⽀援チームによる会議（話し合い）
◉本⼈、家族、医療関係者、介護関係者、成年後⾒⼈ など
◉サービス担当者会議、地域ケア会議と兼ねることも可
◉開催は関係者誰からの提案も可

適切なプロセスを踏まえた⽀援が提供されたかの確認

本⼈の意思の尊重の実現

認知症の⼈の⾃らの意思に基づいた⽇常⽣活・社会⽣活の実現
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【具体的なプロセス】

⽇常⽣活・社会⽣活等における意思決定⽀援のプロセス
⼈的・物的環境の整備
◎意思決定⽀援者の態度
（本⼈意思の尊重、安⼼感ある丁寧な態度、家族関係・⽣活史の理解 など）

◎意思決定⽀援者との信頼関係、⽴ち会う者との関係性への配慮
（本⼈との信頼関係の構築、本⼈の⼼情、遠慮などへの⼼配り など）

◎意思決定⽀援と環境
（緊張・混乱の排除、時間的ゆとりの確保 など）

[ポイント、注意点]
◉本⼈の意思形成の基礎となる条件の確認（情報、認識、環境）
◉必要に応じた 都度、繰り返しの説明、⽐較・要点の説明、図や表を⽤いた説明
◉本⼈の正しい理解、判断となっているかの確認

意思表明⽀援︓形成された意思を適切に表明・表出することへの⽀援
[ポイント、注意点]
◉意思表明場⾯における環境の確認・配慮
◉表明の時期、タイミングの考慮（最初の表明に縛られない適宜の確認）
◉表明内容の時間差、また、複数⼈での確認
◉本⼈の信条、⽣活歴・価値観等の周辺情報との整合性の確認

意思実現⽀援︓本⼈の意思を⽇常⽣活・社会⽣活に反映することへの⽀援
[ポイント、注意点]
◉意思実現にあたって、本⼈の能⼒を最⼤限に活かすことへの配慮
◉チーム(多職種協働)による⽀援、社会資源の利⽤等、様々な⼿段を検討・活⽤
◉形成・表明された意思の客観的合理性に関する慎重な検討と配慮

意思決定⽀援のプロセスの記録、確認、振り返り
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各プロセスで困難・疑問が⽣じた場合は︑チ ムでの会議も併⽤・活⽤

意思形成⽀援︓適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの⽀援

Ⅴ 認知症への理解とガイドラインの普及と改訂
○ 本ガイドラインが普及する前提として、意思決定⽀援者となる誰もが、認知症について
の正しい知識を持ち、認知症の⼈に関する理解を深める必要がある。国は、認知症に関
する啓発及び知識の普及に努めることが必要である。
○ 本ガイドラインを広く意思決定⽀援者に普及させるためには、知識の伝達だけではなく、
本ガイドラインを具体的な場⾯でどのように使うのかを中⼼とした、事例を使っての研
修が必要である。
○ 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する取り組みの蓄積を踏まえ、本ガイドラインの内容も
定期的に⾒直していくことが必要である。
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Ⅵ 事例に基づく意思決定⽀援のポイント
事例についての注意
以下には、⽇常⽣活、社会⽣活の場⾯に分けて、参考として事例を掲載しています。
これらは、提供された実際の事例にガイドラインのポイントを⽰すために必要な範囲で
加⼯していますので、実際の事例がこのようになったことを⽰すものではありません。
また、事例のような対処が唯⼀の対応であるとしては提⽰されていません。右欄に加え
たコメントを参考にガイドラインとの関係について理解を頂ければ幸いです。

〈事例Ⅰ〉⽣活⽀援、医療機関への受診勧奨（⽇常⽣活）
１ 事例アウトライン
・本⼈

80 代

・家族

⻑男

⼥性

⼀⼈暮らし

県外在住

60 代 ⽉ 1 回帰省し本⼈の世話を⾏っている

・⽀援者 近隣住⺠
２ 事例本⽂（意思決定⽀援のプロセス）
近隣住⺠が、もともと⼣⾷の副菜を持参したり、買い物を⼿
伝うなどして本⼈の⽣活の⽀援を⾏っていた。しかし、最近に
なり、家の中の散らかりが⽬⽴つようになり、また買い物を依
頼する際にも必要以上の⾦銭を渡すなど、おつりの計算や⾦銭
管理が難しくなっていることが考えられるエピソードがでて
きた。以前の彼⼥ではありえなかったことだったため、⼼配し
た地域住⺠より地域包括⽀援センターに⽀援の導⼊について
相談がきた。
社会福祉⼠が訪問したところ、家の⽞関先や屋内にはごみが
散乱していた。また、浴室のバスタブは汚れた⽔が溜まり排⽔
溝が詰まっている状態であり、家の管理が困難になっているこ
とがうかがえた。
本⼈から⽇常⽣活をうかがうなかで、何度も同じ話を繰り返
すことがあった。また、⽇付の感覚が曖昧であることが分かっ
た。しかし、本⼈は病院に通院はしていなかった。
本⼈から、家族の連絡先を聞き出し、家族からも情報を得る
ようにした。その結果、現在の主たる介護者は⻑男であり、⽉
に 1 回帰省し、掃除・買い物・⾦銭引き出しの⽀援を⾏ってい
ることがわかった。⻑男は、最近になり、本⼈が⾃宅の清掃を
⼗分にできなくなってきたことには気づいていたが、遠⽅に住
んでいるためどのように対応したらよいのか困っていたとの
ことであった 1)。

- 20 -

1) 家族からの情報収集、家族に
関わりを促す。
〈本編Ⅳ-3(1)、〈2)〉

ケア担当者より、本⼈に今の⽣活をどのようにとらえている
か、尋ねた 2)。すると、本⼈は、「⽝や猫と⼀緒に⾃宅で暮ら

2) オープンに尋ね、希望が⾔いや

したい」と⾔った。⻑男は「将来的には⽼⼈ホームにお世話に

すいように配慮をする。

ならないといけないと思っているが、現時点では本⼈の思いを

〈本編Ⅳ-1(1)〉

尊重し⾃宅での⽣活を⾒守りたい」と考えていた。そこで、地
域包括⽀援センターの職員と社会福祉法⼈の社会福祉⼠は⾃
宅を訪問し、⾃宅で暮らすうえで必要なことはなにか、アセス
メントを実施した。
あわせて、本⼈に対して、医療機関へ⼀度受診した⽅がよい
ことを勧め、内科的な疾患の有無や認知症について相談するこ
とを勧めた。受診の結果、内科的な問題はなかったが、アルツ
ハイマー型認知症の診断を受けた。
地域包括⽀援センターの職員は、それらの情報を集め、介護
保険サービス導⼊に向けてケアマネジャー選定及び担当者会
議を実施した。社会福祉⼠は、家族の意向も踏まえ、ヘルパー
による室内清掃を提案した。当初、本⼈は他⼈が家にあがるこ
とに抵抗があると⾔ったが、試しをすることには納得した。数
回、ヘルパーの利⽤を試した後に、改めて本⼈の意向を尋ねる
と、「親切な⼈で安⼼した」と導⼊の提案を承諾した 3)。
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3）経験をした上で判断することも
⼀つの⽅法である。
〈本編Ⅳ-2(3)〉

〈事例Ⅱ〉⽣活リズムの回復（⽇常⽣活）
１ 事例アウトライン
・本⼈

70 代後半

男性

賃貸アパートに⼀⼈暮らし

・家族 同居していたが数年前に死亡。弟が近隣に在住であるが交流は途絶えている。
・⽀援者 地域包括⽀援センター、⺠⽣委員、⾏政（⾼齢福祉担当）
２ 事例本⽂（意思決定⽀援のプロセス）
もともと、近所とは疎遠だった。最近になり、ごみ捨てのル
ールが分からなくなってきたのか、家からごみを出さなくなっ
たばかりか、古い家具等を拾ってきては部屋内外に積み上げ、
道にまではみだし通⾏にも⽀障を来す状態となり、苦情が⼤家
と市役所に寄せられた。本⼈は近所からの苦情を頑なに拒んで
いるが、最近とみに痩せが⽬⽴ち、顔⾊も悪いということから、
⺠⽣委員が訪問した。しかし、訪問をしても、本⼈は家から出
てこなかった。⼀⽅、近所の者が「ごみ」を⽚付けようとする
と⾎相を変えて怒ることもあった。
外で⾒かけた時に声をかけるとやり取りができると聞き、地
域包括⽀援センターの職員は、本⼈が荷物運びに苦労している
際に本⼈を⼿伝い、庭まで⼊り家の状態を確認した。その際に、
息切れと痩せが⽬⽴っていたことから、職員は「⼼配だわ、暖

1）経験をした上で判断することも

かい⾷事とれていますか？」と声をかけ、時間をおかず⼀緒に

⼀つの⽅法である。意思決定を

庭先で⾷した。別れる際に、寒い時期だから「また、⼀緒に暖

⽀援するうえで、まず本⼈との信

かい⾷事しましょう」と⾔うと本⼈はうなずいた。職員は今回
のやり取りを⺠⽣委員に伝え、本⼈を外で⾒かけたら声をかけ
てほしいと依頼した 1)。

頼関係を築くことが重要である。
あわせて、本⼈が安⼼できるよう
な姿勢で接することも重要である
〈本編Ⅳ-1〉

職員は、その後も、
「近くに来たのでどうしているかと思って」
等と声をかけながらも、介護保険の利⽤等もすすめた。本⼈は、
介護保険の利⽤は拒否した。そのため、職員は、急ぎすぎない
ように注意をしつつ、本⼈の健康状態に気を配った 2)。また、
職員は⼤家にもこれまでの⽣活を確認した。⼤家からは「⺟親
をここで看取り、⻑く住んでくれているけど、いろいろ不幸な
ことがあり⼈間不信なのでは」との話があった。
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2）時期も急がせないことが⼤事。
また、本⼈の理解を深める上
で、⽣活史について家族関係を
含めて理解することは重要であ
る。 〈本編Ⅲ-3、Ⅳ-1〉

夏近くになると、職員は「⽣ごみは、夏は臭いがひどくなる
から、ちょっと⽚づけていいかな。A さんもその⽅が臭わなく
て楽でしょ。⼿伝うから」と⾔ったところ、本⼈より「⼤事な
ものは捨てないよ」と答えたものの、⼿伝いについては拒否が
なかった。そのため、初めて家の中の⽚づけを⼿伝い、腐る類
のものを⼤袋に 10 袋近く捨てた。職員は、本⼈の発⾔やしぐさ
から、他の物は、ゴミではなく、彼なりに⼤事なものと考えて
いることを理解した 3)。また、他の時は、道路にはみ出してい
る壊れた椅⼦について「私もちょっとスカートひっかけちゃっ

3）⾔語による意思表⽰がうまくでき
ない場合があり、⾝振りや表情と
あわせて読み取る。
〈本編Ⅲ-1〉

た。このままだと危ないね。」と⾔うと、「⼩学校で使っていた
んじゃないかな。⼦どもの時思い出すでしょ。可愛い。」と珍し
く⾃分から話した。
「⼤事なら⼀緒にここを少し⽚づけて、⾒える所に置いたら」
と持ち掛けつつ、⽚づけの⽀援を続けた 4)。続ける中で、本⼈

4）この事例のように、意思決定能
⼒があることを前提に、まず本⼈

は何が⼤事で何がいらないか区別付かないようであった。⼀つ

が決められるように⽀援をすること

ずつ確認をすすめ、捨てる物には「⽳が空いていて使えないか

から始める。すくなくとも、「本⼈は

な」等、理由を伝え・確認をしながら道路にはみ出ている物を

分からない」からと、意思を確認せ

整理した。最後に本⼈にとって⼤事な壊れた椅⼦は、よく⾒え

ずに、⽀援者だけの判断で内容

る所におくと、「うん、（すっきりして）良かった」と喜んだ。
その後も⺠⽣委員にもお願いして何度かに分けて関わりながら
続けた。次第に、本⼈の態度も、おどおどしたり怒って興奮す
るなどの極端な感情を表出することはなく落ち着いてきた。
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を決めるのは慎むべきである。
〈本編Ⅳ-2(1)〉

〈事例Ⅲ〉⼊所中の⽇常⽣活（⽇常⽣活）
１ 事例アウトライン
・本⼈

80 代 ⼥性

・施設⼊所
・⽀援者 ケア担当者
２ 事例本⽂（意思決定⽀援のプロセス）
本⼈は、⽼⼈ホームに⼊所をしている。⽼⼈ホームでは、⼊
所者を対象に毎週体操教室を開いていた。本⼈は、半年前に転
倒して⾜を⾻折したことから、リハビリに熱⼼に取り組み、体
操教室にも⽋かさずに参加していた。
ある時、⼊所者を対象にしたレクリエーションがあり、それ
は施設外に出かけるものだった。ケア担当者は、本⼈が⾻折で
しばらく外に出られなかったことから、外出の機会を作ってあ
げようとレクリエーションに参加させようと思い、本⼈にその
旨を伝えた。しかし、本⼈はその話を聞き、レクリエーション
の⽇程を確認すると、急に落ち着かなくなり、「私は⾏かない」
と繰り返した。
ケア担当者は、改めて本⼈にレクリエーションのことをどの
ように思っているのかを開かれた形でたずねた 1)。本⼈の思っ
ていることを順序⽴てて確認をしたところ、本⼈は体操教室を
休むことで、また歩けなくなるのではないかと恐れていること
がわかった 2)。そこで、ケア担当者は、レクリエーションに出
ることと、レクリエーションには出ずに体操教室に参加するこ
とについて、それぞれのメリットとデメリットを並べて⽰し、

1）まず開かれた質問をし、本⼈の
意向を尋ねる。
〈本編Ⅳ-2(1)〉

2）⾔語で意向をうまく表出できな
い場合があるので、⾝振りや表
情等とあわせて確認をする
〈本編Ⅲ-1〉

⼤事なところを繰り返し説明した 3)。⼀度に全体を覚えること
は難しかったが、ケア担当者は何度かに分けて、⾟抱づよく説
明をし、本⼈が理解したかを確認した。
最終的に、体操教室を 1 回休むことで歩けなくなるなど急な

3）選択肢を⽰す場合には、⽐較
のポイントやメリット・デメリットをわ
かりやすく⽰す、⾔葉だけではなく

⽇常⽣活の変化はないことを本⼈は理解し、レクリエーション

⽂章や図表を使うなどがある。

に参加することを決めた。

〈本編Ⅳ-2(1)〉

- 24 -

〈事例Ⅳ〉財産処分に関する意思決定⽀援(社会⽣活)
１ 事例アウトライン
・80 代の⼥性
・家族背景：

夫は死亡、⼦供無し、家族はいない。

・認知症で、ホーム⼊居契約のため、(成年)後⾒が開始された。
・有料⽼⼈ホームに⼊居中、今後のホーム利⽤料を⽀払うため、⾃宅売却の必要性が出
てきた。
・本⼈は、⾃宅に対する愛着が強く、売ってもよいとは⾔わない。
上記のように、⾝近に信頼できる⼈はいない。ホームの費⽤の捻出のために売却すると
いうことであるためホームの関係者から説明させるのは不適当と考えられる。
２ 事例本⽂（意思決定⽀援のプロセス）
まず、意思決定をする前提として、⼗分な時間が確保できる
かどうかを確認した。後⾒⼈は、保有する預貯⾦の総額から利
⽤料をまかなえる期間を予測した。重要な財産の処分であるこ
とから意思決定には⼗分な時間を⽤意し、短期間で決しないよ
う配慮をした 1)。
時間をかけることにより管理の経費などがかかることが懸念

1）本⼈が安⼼して検討できるよう
に（⼗分な時間がとれるように）
配慮をする。
〈本編Ⅳ-1(3)〉

され、本⼈の意向に沿っているかどうかが懸念された。しかし、
本⼈の認識を直接尋ねると、成年後⾒⼈が⾃宅をきちんと守っ
ていることを喜んでいる旨の発⾔があった。その点で、本⼈の
意向に沿っていることを確認し、管理の経費は本⼈にとって無
駄な⽀出ではない、節約するために早く売る必要はない、と成
年後⾒⼈は判断した 2)。
しかし、残⾦との関係で、今後売らなければならない時期が

2) ⼤きな意思決定⽀援の前段階
として、⽀援⾃体が本⼈の意向
に沿っているかどうかを確認した。

必ず来るので、重⼤な社会⽣活上の問題を避けるためにも、時
間をかけて本⼈の意思形成をする（進める）ことが必要である。
また、売却の時期についても、ぎりぎりまで現状で管理を継
続するか、少し余裕のある段階で売却するかという選択の問題
があることには留意をしつつ⽀援を進めた。
成年後⾒⼈は、かかりつけ医、ケア担当者と連絡を取った

3)⽣活に重⼤な影響を与えるよう
な決定に際しては、多職種による
意思決定⽀援チームによる多⾓

3)。かかりつけ医からは、認知症の診断があること、と重要な

的な検討が求められる。

意思決定を⽀援する上で記憶の障害のほか、重要なポイントを

〈本編Ⅳ-5〉

⽰すなど、理解を促すための配慮が望ましいことを共有した。
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また、⽇常⽣活においても相当の⽀援が必要な状態であること、

4) 認知能⼒や⾝体・精神の状

現在、⽣命に関わるような重⼤な疾病は⾒当たらず、しばらく

態、⽣活状況に関する⼗分な情

は現状の介護の状況で続けられるのではないかとの情報を得

報収集が必要。特に医療者は、

た 4)。

認知機能の評価をとおして、どの

ケア担当者からは、本⼈がホームでの⽣活を気に⼊っている
ことを確認し、本⼈が現在のホームでの⽣活を続けることを望
んでいることを確認した 5)。また、⾃宅の管理についても、
本⼈よりケア担当者に対して、成年後⾒⼈が管理をしているこ
とで安⼼している旨の発⾔があったことも聞き、現在の⽀援が

ような点で⽀援が求められるの
か、どのような⼯夫をすれば全体
像を本⼈が把握できるのかについ
て、意思決定⽀援チームに対し
て、情報を提供することが求めら
れる。 〈本編Ⅲ-2、Ⅳ-5〉

本⼈の意向に沿っていることも共有した。
後⾒⼈は、本⼈に対して、今後も⽼⼈ホームを利⽤するため
には、利⽤料を⽀払うために⾃宅を売却する必要性があること

5) 本⼈の意向を知り、意思決定
を⽀援する上で、特に⽇常⽣活

を具体的に説明したうえで、本⼈がこの問題をどのように理解

で本⼈に接するなど本⼈をよく知

しているのか、どのような意向を持っているのかをオープンに

る⼈から情報を収集し、本⼈を

たずねた 6)。本⼈からは、⽼⼈ホームの利⽤に満⾜をしてい

理解することが重要。

るし、今の⽣活を続けたいとの希望が出た⼀⽅、⾃宅を売却す

〈本編Ⅲ-3〉

る必要性の理解は難しく、⾃宅の売却には否定的であった。ま
た、売却をしない場合に、今後、今の⽣活を続けるうえでの⽀
援が得られなくなるおそれについても理解は困難であった。そ
のため、後⾒⼈は、利⽤する場合としない場合について、重要
な違いを具体的に情報提供し、⽐較する上での重要な点を具体

6) ガイドラインで⽰す意思決定能
⼒の評価。社会⽣活に重⼤な
影響を及ぼすような内容のため、
その決定が今後どのような影響
を及ぼすのか、どのようなことが⽣

的に説明した。時間をかけて繰り返し説明をし、選択の重要性

じると想定されるのかまで、本⼈

を伝えたうえで、本⼈の意向を確認した 7)。

が把握したうえで決めることが重

⽀援の結果、最終的に本⼈は⽼⼈ホームでの⽣活を続けるこ

要なため、慎重な確認が必要。

とを望み、そのためには、利⽤料を⽀払うための⽅策が必要で

意思決定⽀援者は本⼈の意

あることを理解した。また、その⽅策の⼀つとして、⾃宅売却

思を尊重し、安⼼して表明でき

も⼀つの⼿段であることも理解した。売却をするかどうかは、
改めて話し合い、その時期については、後⾒⼈にまかせるとい
うことなった。
財産管理をする成年後⾒⼈は、⺠法 858 条（成年後⾒⼈は、
成年被後⾒⼈の⽣活、療養看護及び財産の管理に関する事務を

る態度で接する。
〈本編Ⅳ-1(1)、Ⅳ-2(1)〉
7) 認知能⼒の状態に応じた⽀援
の⼯夫。
⽐較のポイントや今後の⾒通し

⾏うに当たっては、成年被後⾒⼈の意思を尊重し、かつ、その

をわかりやすく伝える。

⼼⾝の状態及び⽣活の状況に配慮しなければならない。）こと

〈本編Ⅳ-2(2)〉

から、職務上の義務として本⼈の意思を尊重すべきであるが、
本ガイドラインでも意思決定⽀援の⼀員として位置付けられ
ている。

- 26 -

〈事例Ⅴ〉退院⽀援、成年後⾒申⽴て（社会⽣活）
１ 事例アウトライン
・本⼈

80 代後半

⼥性（⽂中では A さんと表⽰されることもある）

・家族 夫死亡後、弟（70 代後半）と同居。
・⽀援者 地域包括⽀援センター、⺠⽣委員、ケアマネジャー
２ 事例本⽂（意思決定⽀援のプロセス）
（本事例は、意思決定⽀援が難しかった事例である。仮に本ガイドラインに則った⽀援を
実施した場合には、どのような意思決定⽀援のプロセスが想定されるかについて記載した）
A さんは、利⽤していた元気はつらつ教室で周囲とのトラブ
ルを繰り返したため、地域包括⽀援センターに同教室から相談
があった。相談の中で、A さんには物忘れとみられる症状があ

1）意思決定⽀援をするうえで、⼈
的・物理的な環境の整備、信頼
関係の構築が重要である。本事
例の場合、トラブルが続いたことか

ったことから、地域包括⽀援センター職員が本⼈と⾯接をした。

ら、危機介⼊的な⾯談になったた

その際に、職員より、A さんに、介護保険の申請を勧めたが、A

め、信頼関係が築けず、安⼼でき

さんは拒否された 1)。

る環境も⽤意できていなかったこと

たまたま、A さんと顔⾒知りのケアマネジャーがいたので、
地域包括⽀援センターの職員は、ケアマネジャーに介⼊を依頼

が、振り返りで指摘された。また、
トラブルも取り返しがつかないとこ
ろに⾄る前に、少しずつでも準備

した。その結果、A さんは介護保険申請を⾏い、デイサービス

ができたかもしれない。

の利⽤を開始することができた。当初週 1 回程度の利⽤をして

〈本編Ⅲ-3、Ⅳ(1)〉

いたが、次第に 2〜3 回の利⽤に増えていった 2)。
⽀援開始から 2 年が経ったころ、A さんは体調を崩した。同

2）本⼈との信頼関係に配慮をし

居していた弟から、ケアマネジャーに⽀援依頼あり、A さんは

た⽀援、情報の共有がなされる
ことが重要。

急性膵炎で⼊院となった。
⼊院して 1 か⽉経ち、病気が落ち着いてきたため、退院を検
討することになった。A さんは、⾃宅での慣れた⽣活を希望し

〈本編Ⅲ-3、Ⅳ(1)〉
3）⽀援の原則を踏まえ、「認知症

た。しかし、ケアマネジャー、病棟看護師、地域包括⽀援セン

だからできない、わからない」と判

ター職員とで協議をした結果、⽀援者は理解⼒もなく⾃宅での

断するのではなく、本⼈の意向と

⽣活は困難と判断した 3)。

その背景を理解し、それを尊重す
ることが重要である。この場⾯であ
れば、本⼈が⾃宅で⽣活すること
をどのように理解しているのか、退
院した後の⽣活がどのようになるの
かを我が事としてどのように認識し
ているのかを、本⼈に直接たずね
て確認することが望まれる。また、
意思決定⽀援の際に、本⼈を交
えた⽀援が重要である。
〈本編Ⅲ-1、Ⅳ-2(1)〉
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3）この事例では、退院後に体調を

さらに、今後の⽣活の中でのさまざまな⼿続きを考えると、
成年後⾒⼈による⽀援が必要と考えられた。しかし、A さん⾃

崩した場合の対応が危惧される
が、それが⽣じる可能性はどうだっ
たか、その際に本⼈が周囲に⽀援

⾝による申し⽴ては困難であると考えられた 4)。⽀援者は、同

を求められるか、それが難しい場

居の弟さんに実施してもらうのがスムーズであろうと考えた。

合でも、定期的な⾒守りとデイサ

しかし、弟さんも理解⼒が不⼗分であることがわかり、両者に

ービスが⼊れば、⾃宅で過ごすと

⽀援者が必要だろうとの結論に達した。最終的に、地域包括⽀

いう本⼈の希望に沿えるのではな

援センターによる申し⽴て⽀援が開始となった。

いか、など⼯夫できる点の検討が
望まれた。
〈本編Ⅲ-1、Ⅳ-2(1)〉
4）上記と同様に、後⾒制度の利
⽤や家族への説明することに対
して、本⼈がどのように考えている
のか、意向の確認が少なくとも必
要である。⼀度では理解が難し
いかもしれないが、わかりやすい
説明や⽂書を⽤いた説明、メリッ
ト・デメリットを⽐較して出す、など
の⼯夫をあわせて⾏うことが考え
られる。 〈本編Ⅲ(3)〉
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Ⅲ 考察・今後の課題

▶1 ガイドラインの作成
本事業において、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドラインを作成した。
委員会・ワーキング委員会での議論をベースに、各発⾔の反訳と概要版を毎回作成して、その集約を事
務局ベースで作成し、その他の情報提供や調査を踏まえて作成したものである。
もっとも、意思決定⽀援という分野⾃体まだ始まったばかりの分野であり、かつ、先⾏する実践もまだ緒に
ついたところである。そのため、ガイドライン⾃体は、倫理的・法的な観点を踏まえて、理念・考え⽅等のある
べき姿を中⼼として記載されているが、これが実際の現場で使えるためには、以下に指摘するような次のステ
ップが必要である。

▶2

ガイドラインの周知・広報
本事業において作成した、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドラインは、

医療や介護の専⾨職に限らず、広く認知症の⼈の⽣活を⽀える⼈を対象にしている。また、⽀援プロセス
の⼿段的・技術的な⾯のみに着⽬することなく、認知症の⼈の意思決定の⽀援について、理念・考え⽅に
遡って、⽀援のあり⽅を整理している。
本ガイドラインについては、認知症の⼈に関わる全ての⼈に広く周知・広報されることが望まれる。

▶3 意思決定⽀援を担う専⾨職等への教育・研修
本ガイドラインは、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定の場⾯を対象として、意思決
定⽀援の原則・考え⽅を整理しているが、もちろん、あらゆる場⾯や個別状況に即した記述を⾏うには⾄っ
ていない。
よって、ガイドラインで⽰された原理原則を基礎として、意思決定の⽀援にかかわる専⾨職等によって、
原理原則を柔軟にあてはめて実際の⽀援を⾏うことが求められる。そのため、本ガイドラインの内容について、
意思決定⽀援を担う専⾨職を中⼼として、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定の⽀援
について教育・研修が展開されることが望まれる。

▶4

ガイドライン内容のブラッシュアップ
本ガイドラインの本編にも⽰されているが、ガイドラインは現時点における状況等を踏まえた、いわゆる「初

版」的な位置付けであると考えている。
刻々と変化する認知症の⼈に対する⽀援の状況、認知症施策推進による社会環境などはもちろん、
本ガイドラインが多くの⼈の⽬に触れ、集められるご意⾒・ご指摘を取り⼊れ、継続的に内容のブラッシュアッ
プを⾏う必要がある。
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【資料編】
委員会、および、WG 委員会の主な提出資料と主なご発⾔整理
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第 2 回 WG 委員会

平成 29 年 10 ⽉ 10 ⽇

48

第 3 回 WG 委員会

平成 29 年 11 ⽉ 7 ⽇

55

平成 29 年 12 ⽉ 15 ⽇

64

平成 30 年 1 ⽉ 10 ⽇

72

平成 30 年 2 ⽉ 6 ⽇

78

平成 30 年 2 ⽉ 28 ⽇

81

第 1 回 委員会

第 2 回 委員会
第 4 回 WG 委員会
第 3 回 委員会
第 5 回 WG 委員会
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ㄆ▱䛾⾜ື䞉ᚰ⌮≧䠄%36'䠅➼䛻ᑐ䛧䚸ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴᐃ⬟ຊ䜔㈐
௵⬟ຊ䜢㋃䜎䛘䛯ᑐᛂ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ᴗ
సᴗ㒊䐠䠄་⒪䞉ㆤ➼䛾ពᛮỴᐃᨭ䠅

ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴᐃᨭ䛻㛵䛩䜛
⌮ⓗ䞉ἲⓗ䛺ほⅬ䛛䜙䛾ㄽⅬ䛾ᩚ⌮

ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴᐃᨭ

ᴗయ Ꮫᰯἲே ᱵᮧᏛᅬ䠄୰ிᏛ䠅
ᴗ䛾య䛾䛸䜚䜎䛸䜑 ✄ⴥ୍ே

ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗ
᪥ᖖ⏕ά䜔♫⏕ά➼䛻䛚䛔䛶ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮ䛜㐺ษ
䛻ᫎ䛥䜜䛯⏕ά䛜㏦䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䛾ពᛮỴᐃᨭ
䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲ᴗ





資料2-1

〈2〉

 ᡂᖺᚋぢே➼䛿䚸ᮏே䛾⮬ᕫỴᐃᶒ䛾ᑛ㔜䜢ᅗ䜚
䛴䛴䚸㌟ୖ䛻㓄៖䛧䛯ᚋぢົ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ồ䜑䜙
䜜䛶䛚䜚䚸ᚋぢே䛜ᮏே䛻௦⌮䛧䛶ἲᚊ⾜Ⅽ䜢䛩䜛
ሙྜ䛻䜒䚸ᮏே䛾ពᛮỴᐃᨭ䛾ほⅬ䛛䜙䚸䛷䛝䜛
㝈䜚ᮏே䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䚸ἲᚊ⾜Ⅽ䛾ෆᐜ䛻䛭䜜
䜢ᫎ䛥䛫䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
 ᡂᖺᚋぢே➼䛜ᮏே䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺㓄៖䜢
⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᚋ䛸䜒ពᛮỴᐃ䛾ᨭ䛾
ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ➼䛜㐍
䜑䜙䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

䠎 ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾⏝䛾ಁ㐍䛻ྥ䛡䛶⥲ྜⓗ䛛䛴ィ⏬ⓗ䛻ㅮ䛪䜉䛝⟇
䠄䠍䠅⏝⪅䛜䝯䝸䝑䝖䜢ᐇឤ䛷䛝䜛ไᗘ䞉㐠⏝䛾ᨵၿ
䠉ไᗘ㛤ጞ䞉㛤ጞᚋ䛻䛚䛡䜛㌟ୖಖㆤ䛾ᐇ䠉
䐟㧗㱋⪅䛸㞀ᐖ⪅䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯ពᛮỴᐃᨭ䛾ᅾ䜚᪉

䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜾䝹䞊䝥
䛂୰㛫ሗ࿌䛃



ಁ㐍ጤဨ

ಁ㐍㆟

ᇶᮏィ⏬

ᇶᮏィ⏬䛾䛾సᡂ䛻䛒䛯䛳䛶┒䜚㎸䜐䜉䛝㡯

ෆ㛶

㛶㆟Ỵᐃ

ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾⏝䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ
䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺἲᚊ➨䠎䠕ྕ䠅
ᇶᮏィ⏬䛾సᡂ䛻ᙜ䛯䛳䛶┒䜚㎸䜐䜉䛝
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䛺䛚ᅔ㞴

ពᛮỴᐃᨭ䛜
䛷䛝䛯䠄ᡂຌ䠅

〈3〉

ពᛮỴᐃᨭ䛜
䛷䛝䛯䠄ᡂຌ䠅

䠄⌧⾜ἲୖ䛾䠅
ᡂᖺᚋぢே䛾ᶒ㝈ෆ䛷䛾㛵䜟䜚

䛺䛚ᅔ㞴

⤌⧊䜔ᆅᇦ䛷䛾
ᨭ

ᖹᡂϮϳᖺᡂᯝ䠄ほⅬ
➼䠅䜢㋃䜎䛘䛯ᨭ

ពᛮỴᐃᨭ
ᅔ㞴

ᖹᡂᖺᗘ䞉ពᛮỴᐃᨭᴗ

䐠 ୰㛫ሗ࿌䛾ෆᐜ
䕿 ྠ୰㛫ሗ࿌䛷䛿䚸ᡂᖺᚋぢே➼䛻་⒪ྠពᶒ䜢䛘䜛䛛䛹䛖䛛䠄ྜἲᛶ䠅䛾ほⅬ
䛾䜏䛺䜙䛪䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾どⅬ䛛䜙䚸㐺᱁ᛶ䠄ᨭ䛻ᚲせ䛺㈨㉁䛸ຊ㔞䠅ཬ䜃㐺
ษᛶ䠄ᶒ㝈⾜䛜㐺ษ䛻⾜䛥䜜䜛᮲௳➼䠅䛾☜ಖ䛾ほⅬ䜒㋃䜎䛘䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺
⪃䛘䛜♧䛥䜜䛯䚹
䞉 ᡂᖺᚋぢே➼䛻䛿䚸ᮏே䛾ពᛮỴᐃᨭ⪅䛾୍ဨ䛸䛧䛶䛾ᙺ䠄ሗᥦ౪䜔䚸ព
ᛮ㏻䞉ุ᩿䞉ពᛮᙧᡂ䛾ᨭ➼䠅䛜䛒䜚䚸ᮏே䛾ពᛮ䜢᥎ᐃ䛩䜛ሙྜ䛻䜒䚸䜘䜚ヲ
⣽䛻ᮏே䛾ពᛮ䜢ᫎ䛷䛝䜛䜘䛖ከ⫋✀䛾༠㆟䛻ཧຍ䛧䛯䜚䚸ᐙ᪘㛫䛾ពぢ䜢ㄪᩚ
䛩䜛䛺䛹䛧䛶䚸㈉⊩䛷䛝䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹
䞉 ᚋ䚸⮫ᗋ⌧ሙ䛾ពᛮỴᐃᨭ䛾㉁䛾ྥୖ䛾ほⅬ䛛䜙ᡂᖺᚋぢே➼䛾ᙺ䛾
ᣑ䜢⪃䛘䜛ሙྜ䛻䛿䚸ពᛮỴᐃᨭ➼䛾ㄆ㆑ྥୖ䜔ពᛮỴᐃᨭ䛾㉁䛾☜ಖ
䛾䛯䜑䛾ᡭ㡰䞉㐠⏝䝥䝻䝉䝇䛾᫂♧䛸䛔䛳䛯୍⯡ⓗ䛺⟇䛸ే䛫䛶䚸ᚋぢே䛾ពᛮ
Ỵᐃᨭ⪅䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢᫂♧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᩍ⫱䚸㐠⏝䛾㉁䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ
䛷䛒䜛䚹≉䛻䚸ᮏே䛾ពᛮỴᐃ䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡂᖺᚋぢே➼䛜㌟ୖ┘
ㆤ㠃䛷༑ศ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧ᮏே䛾⨨䛛䜜䛯≧ἣ䜔䛭䜜䛻క䛖ពᛮ䛾⤒㐣➼䜢⇍▱
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䜎䛪䛭䛖䛧䛯⎔ቃᩚഛ䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹䞉 䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸ୖグ䛾䜘䛖
䛺䜢䜎䛪ඹ᭷䛧䛴䛴䚸ᚋ䜒䚸་⒪䞉ㆤ➼䛾⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ྜពᙧᡂ➼䚸ᚲせ䛺
ᑐᛂ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䠄䠒䠅ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾་⒪䚸ㆤ➼䛻ಀ䜛ព
ᛮỴᐃ䛜ᅔ㞴䛺⪅䜈䛾ᨭ➼䛾᳨ウ䠄⥆䛝䠅















〈4〉

ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ἲ䛾⾜䠄ᖹᡂᖺ᭶䠅䜢ཷ䛡タ
⨨䞉㛤ദ䛥䜜䛯ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸䛂㞀
ᐖ⪅䜔ㄆ▱䛾ே䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺㓄៖䜢⾜䛖䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䜘䛖䚸ពᛮỴᐃ䛾ᨭ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛾⟇
ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ➼䛜㐍䜑䜙䜜䜛䜉䛝䛃᪨䛾ᣦ䛜䛺䛥䜜䛶
䛔䜛䚹ᮏᴗ䛷䛿䚸᪥ᖖ⏕ά䜔♫⏕ά➼䛻䛚䛔䛶ㄆ▱
䛾ே䛾ពᛮ䛜㐺ษ䛻ᫎ䛥䜜䛯⏕ά䛜㏦䜜䜛䜘䛖䚸ㄆ▱
䛾ே䛾ពᛮỴᐃ䜢ᨭ䛩䜛ᶆ‽ⓗ䛺䝥䝻䝉䝇䜔␃ពⅬ䚸᭷
ຠ䛺ྲྀ⤌䝰䝕䝹➼䚸ᮏே䛾ពᛮỴᐃ⬟ຊ䛻ᛂ䛨䛯ᨭ䛾䛒
䜚᪉䜔ពᛮỴᐃᨭ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹

᪥ᖖ⏕ά䜔♫⏕ά➼䛻䛚䛔䛶
ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮ䛜
㐺ษ䛻ᫎ䛥䜜䛯⏕ά䛜㏦䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䛾
ពᛮỴᐃᨭ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲ᴗ

බເෆᐜ

⌧⾜䛾⮫ᗋ䛻䛚䛔䛶䜒デ⒪୍⯡䛷ពᛮỴᐃᨭ䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛯䛾䛷䛒䜛䛜䚸⮬ᕫỴᐃ䛜㔜せ
ど䛥䜜䚸࿌▱䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜎䜜䛶䚸䛣䜜䛸୪⾜䛧䛶䚸ពᛮỴᐃ䜒䝟䝍䞊䝘䝸䝈䝮䛛䜙VKDUHG
GHFLVLRQPDNLQJ䜈ㄆ㆑䛜⛣䜚䛴䛴䛒䜛䛣䛸䚸ከ⫋✀䛾㛵䜟䜚䜒㔜せど䛥䜜䛶䛝䛯䚹䛭䛾㐣⛬䛷䚸
≉䛻㉁䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶⌮䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛜ᥦ䛥䜜䛶䛝䛯䚹
⡿ᅜ䛷䛿䚸ᖺ௦䛣䜝䛛䜙⮫ᗋ䛾⌧ሙ䛛䜙䛾┦ㄯ䛻䜛⌮䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁άື䠄㝔ෆ
䛷⏕䛨䛯⌮ၥ㢟䜢་⒪䝏䞊䝮䛸䛿ู䛻ᨭ䝏䞊䝮䛜タ䛡䜙䜜䚸㐺ᨭ䜢䛧䛶䛔䛟䠅䛜┒䜣䛻
䛺䛳䛯䚹䜟䛜ᅜ䛷䜒䚸ᖺ䛣䜝䛛䜙⮫ᗋ⌧ሙ䛷䛾⌮ၥ㢟䛺䛔䛧ᮏே䛾ពᛮỴᐃᨭ䛜㞴䛧
䛔ែ䜈䛾ᑐฎ䛾ᚲせᛶ䛜ඹ᭷䛥䜜䚸ி㒔ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉䜔䚸ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔
◊✲⛉䛻䛚䛔䛶䚸་⒪⌮Ꮫ䛾ㅮᗙ䛜㛤タ䛥䜜䚸ྜ䜟䛫䛶䚸ேᮦ⫱ᡂ➼䛾άື䛜䛺䛥䜜䛯䚹
ᖺ䛣䜝䛛䜙䛿䚸䛸䛧䛶つᶍ㝔䛻䛚䛔䛶䚸་⒪䝏䞊䝮䛸䛿⊂❧䛧䛯◊✲ᑂᰝ䛷䛺䛔⮫ᗋ
⌮ጤဨ䜢タ⨨䛧䛯䜚䚸⌮䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䝏䞊䝮䜢⨨䛟㝔䛜䛒䜚䚸୍㒊䛾㝔䛷䛿䚸䛭
䛾ᐇ⦼䜢╔ᐇ䛻ୖ䛢䛶䛔䜛䠄ᮾிᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㝔䚸ྡྂᒇ➨㉥༑Ꮠ㝔䚸ᅜ❧㝔ᶵᵓ
ᮾி་⒪䝉䞁䝍䞊䚸⊂❧⾜ᨻἲேປാ⪅ᗣᏳᶵᵓᶓປ⅏㝔➼䠅䛜䚸䜎䛰䚸䛣䜜䜙䛿䚸ඛ
㐍ⓗ䛺ヨ䜏䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛾୰䛷䜒䚸䛸䛧䛶ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴᐃᨭ䛾ᅔ㞴䛥
䛜ඹ᭷䛥䜜䛴䛴䛒䜚䚸ㄆ▱ึᮇ㞟୰㆟➼䛷ᆅᇦ㆟䜢タ䛡䛶䛔䜛䜒䛒䜛䠄ඛ㐍ⓗ䛺ヨ䜏䛸
䛧䛶䚸ᮾி㒔ୡ⏣㇂༊䚸ᒸᒣ┴ὠᒣᕷ䚸ᮾி㒔ㄪᕸᕷ䛺䛹䛜䛒䜛䠅䚹
䛣䜜䜙䛿䚸ཌ⏕ປാ┬䠄䛘䜀䚸ே⏕䛾᭱⤊ẁ㝵䛾་⒪䛾ពᛮỴᐃ䛻䛚䛡䜛䝥䝻䝉䝇䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䠅䜔Ꮫ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢ཧ↷䛻䚸ከ⫋✀䛷ᑐヰ䛩䜛᪉ἲ䜢䛳䛶䚸ಶ䚻䛾⮫ᗋ䛷䛾ᅔ㞴䜈
䛾ᑐฎ䜢䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺άື䛿䚸䜎䛰⥴䛻䛴䛔䛯䜀䛛䜚䛷䛒䜛䚹
䜎䛯䚸Ꮫ䜔䚸Ꮫ䛜య䛸䛺䜚◊ಟ䛜⾜䜟䜜䚸䛭䜜䛮䜜䛾㡿ᇦ䛷䛾ពᛮỴᐃᨭၥ㢟䜈
䛾ᑐฎ䜢䛩䜛ேᮦ䜢⫱䛶䜛ヨ䜏䛜䛥䜜䛶䛚䜚䚸᪥ᮏ⮫ᗋ⌮Ꮫ䛿䚸ᮏᖺᗘ䛛䜙䚸⮫ᗋ⌮ၥ
㢟䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ேᮦ䜢Ꮫ䛾ㄆᐃไᗘ䛸䛧䛶タ䛧䛯䚹

⤌⧊䜔ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᨭయไ䛸ேᮦ⫱ᡂ
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᪂つᐇ䛾ᚲせᛶ

ㄆ▱䛾ே䛻䛿䚸ពᛮỴᐃ⬟ຊ䛾పୗ䛻ᛂ䛨䛶䚸᪥ᖖ⏕
ά䛾ሙ㠃䚸་⒪䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䜛ሙ㠃䛤䛸䛻㓄៖䜔ᨭ
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ㄆ㆑䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛜䚸䛣䛾㓄៖
䜔ᨭ䜢㐍䜑䜛ᶆ‽ⓗ䛺䝥䝻䝉䝇䜔᭷ຠ䛺䝰䝕䝹䛜ඹ᭷䛥
䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑䛻䚸ἲⓗ䞉⌮ⓗ䛺ほⅬ䠄ᖹᡂᖺᗘ
ᡂᯝ䠅䜔䚸⌧ሙ䛷䛾ᵝ䚻䛺ྲྀ䜚⤌䜏䠄ᖹᡂᖺᗘᡂᯝ䠅䜢㋃
䜎䛘䚸⌧ሙ䛷⏝䛜䛷䛝䜛ᣦ㔪䛺䛔䛧䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾⟇ᐃ
䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䜢⾜䛖䚹



䚽ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ἲ䛾⾜䠄ᖹᡂᖺ᭶䠅䜢ཷ䛡タ⨨䞉㛤ദ䛥䜜䛯ᡂᖺᚋぢไ
ᗘ⏝ಁ㐍ጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸䛂㞀ᐖ⪅䜔ㄆ▱䛾ே䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺㓄៖䜢⾜䛖䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ពᛮỴᐃ䛾ᨭ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ➼䛜㐍䜑䜙
䜜䜛䜉䛝䛃᪨䛾ᣦ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䚽ពᛮỴᐃᨭ䝰䝕䝹䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛜䜣䞉࿘⏘ᮇ➼䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ㄆ▱䛾ே䜈
䛾ពᛮỴᐃᨭ䝰䝕䝹䜔᪉ἲㄽ䛿☜❧䛧䛶䛔䛺䛔䚹
䚽⌧ሙ䝺䝧䝹䛷䛿ᵝ䚻䛺䛾᳨ウ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸䝕䞊䝍䛸䛧䛶ඹ᭷䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸
య⣔䜒䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸䛤䛸䛾ಶู䛾ᑐᛂ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ẚ㍑ⓗᆺⓗ䛺
ሙ㠃䛻䛚䛡䜛ᶆ‽ⓗ䛺䝥䝻䝉䝇䛾ᥦ♧䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䚽ᨭᅔ㞴䛻䛴䛔䛶䛿䚸タ䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ከ⫋✀䛻䜘䛳䛶ᨭ㆟䛜㛤䛛䜜䜛
䛣䛸䛸䛺䜛䛜䚸䛭䛾㝿㆟䛾⤌䜏స䜚䜔䚸⫋✀䛤䛸䛾ᙺ䚸ヰ䛧ྜ䛔䛾䝥䝻䝉䝇➼䛻䛴䛔
䛶䛾䝰䝕䝹䛜ඹ᭷䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹ඛ㐍ⓗ䛺ᆅᇦ䛷䛿䚸ᆅᇦ䜿䜰㆟➼䜢㛤䛔䛶ᐇ䛧䛶䛚
䜚䚸䛣䜜䜙䜢ཧ⪃䛻ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴᐃᨭ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ䜿䜰㆟䝰䝕䝹䜔䛭䛾ᐇ
᪉ἲ䜢♧䛩ᚲせᛶ䛿㧗䛔䚹
䚽ୖグ䛸୪⾜䛧䛶䚸⌧ᅾ䛾་⒪䞉ㆤ䛻䛚䛔䛶ពᛮỴᐃᨭ䜢ព㆑䛷䛝䛪䚸䜎䛯䚸ᐇ䛷
䛝䛺䛔䝞䝸䜰䛿䛺䛻䛛䛺䛹䜢ㄪ䜉䜛䛣䛸䛷䚸䠭䠃䠝䛾సᡂ䜔⌧ሙ䛾ᩍ⫱䛾ྍ⬟ᛶ䜢᳨ウ䛩
䜛䛣䛸䛿䚸ᑗ᮶䛾ᒎ㛤䛻㈨䛩䜛䚹
䚽ලయⓗ䛻ᮏே䛾ពᛮỴᐃ䛾ᨭ䜢䛩䜛ሙ㠃䛸䚸ᆅᇦ䛷䛾㆟䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䜒ᣦ㔪
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
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ᣦ㔪䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾
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ົᒁ
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ᣦ㔪䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾
᳨ウ
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ጤဨ㛗䠄௦⌮䠅
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ጤკ
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䚽ᮏே䞉ᐙ᪘䛻䛸䛳䛶䠖ㄆ▱䛾ே䜈䛾ពᛮỴᐃᨭ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾
ᣦ㔪䜔䝰䝕䝹䛜♧䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ᮏே䞉ᐙ᪘䛜䚸ពᛮỴᐃ䜢ᨭ䛥䜜䜛䚹ཷ
⒪䞉䝃䞊䝡䝇⏝䛻䛚䛔䛶䚸ண ྍ⬟ᛶ䜢㧗䜑䚸ண䜑ලయⓗ䛻‽ഛ䛩䜉䛝
➼䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䚽་⒪䞉ㆤᥦ౪⪅䛻䛸䛳䛶䠖ᣦ㔪䛜♧䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ㄆ▱䛾ே䛾ពᛮỴ
ᐃᨭ䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛧䚸ලయⓗ䛻⾜䛖䜉䛝ᡭ㡰➼䜢ཧ⪃䛻ពᛮỴᐃᨭ
䛜䛷䛝䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸䜘䜚⣡ᚓᛶ䛾㧗䛔་⒪䞉ㆤ䛜ᥦ౪䛷䛝䜛䚹
䚽ᡂᖺᚋぢே䠄ೃ⿵⪅䜒ྵ䜐䠅䛻䛸䛳䛶䠖ᣦ㔪䛜♧䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ᑓ㛛䞉ᕷẸ
ᚋぢே䜙䛜ពᛮỴᐃᨭ䛻㛵ᚰ䜢᭷䛧䚸་⒪䞉ㆤᥦ౪⪅䛸ពᛮỴᐃᨭ
䛾༠ྠ⪅䛸䛧䛶ཧ⏬䛷䛝䜛䚹
䚽ᆅᇦ䛻䛸䛳䛶䠖ᣦ㔪䛜♧䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ㄆ▱䛾ே䛾ぢᏲ䜚䜢་⒪䞉ㆤ
ᥦ౪⪅䚸ᡂᖺᚋぢே䛸༠ຊ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

ᴗ䛾ຠᯝ
ཬ䜃ά⏝᪉ἲ
䠄ᚋ䛾ᒎ㛤䠅
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䛂ᡂᖺᚋぢᨭ䝉䞁䝍䞊䛃
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ᡤ䞉⏫ᮧᙺሙ䛾ྛ❆ཱྀ䚸⚟♴ᴗ⪅䚸་⒪ᶵ㛵䚸㔠⼥ᶵ㛵䚸
Ẹ⏕ጤဨ䚸⮬➼䠅
 䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䚸┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ䚸⏕άಖㆤ䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊
䚸ಖᖌ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ኈ䚸ධᡤඛ♫⚟♴タ䚸ධ㝔ඛ
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 㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾⏝➼䛻䛒䛯䛳䛶䛾ពᛮỴᐃᨭ䜺䜲
䝗䝷䜲䞁䠄ᖹᡂᖺ᭶᪥䠅
 ே⏕䛾᭱⤊ẁ㝵䛻䛚䛡䜛་⒪䛾Ỵᐃ䝥䝻䝉䝇䛻㛵䛩䜛䜺䜲
䝗䝷䜲䞁䠄ᨵゞᖹᡂᖺ᭶䠅
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䛾☜❧䛻ྥ䛡䛶䠄㧗㱋⪅ㆤ◊✲⛉ሗ࿌᭩䠅
 ᖹᡂᖺᴗ䛂ㄆ▱䜹䝣䜵䛾䛒䜚᪉䛸㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊
✲ᴗሗ࿌᭩䛃ㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䛾
 ி㒔ㄆ▱⥲ྜᑐ⟇᥎㐍ィ⏬䛂ி㒔ᘧ䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䛃䛂
䛾䜰䜲䝯䝑䝉䞊䝆䛃HWF
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䠘ู⣬䠏ཧ↷䠚

䠘ู⣬䠐ཧ↷䠚

䠄䠍䠅ᚋ䛾⟇䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䐟䝜䞊䝬䝷䜲䝊䞊䝅䝵䞁䠄ಶே䛸䛧䛶䛾ᑛཝ䜢㔜䜣䛨䚸䛭䛾ᑛཝ䛻䜅䛥䜟䛧䛔⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䠅
䐠⮬ᕫỴᐃᶒ䛾ᑛ㔜䠄ពᛮỴᐃᨭ䛾㔜ど䛸⮬Ⓨⓗពᛮ䛾ᑛ㔜䠅
䐡㈈⏘⟶⌮䛾䜏䛺䜙䛪䚸㌟ୖಖㆤ䜒㔜ど䚹
䠄䠎䠅ᚋ䛾⟇䛾┠ᶆ
䐟⏝⪅䛜䝯䝸䝑䝖䜢ᐇឤ䛷䛝䜛ไᗘ䞉㐠⏝䜈ᨵၿ䜢㐍䜑䜛䚹
䐠ᅜ䛹䛾ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䜒ᚲせ䛺ே䛜ᡂᖺᚋぢไᗘ䜢⏝䛷䛝䜛䜘䛖䚸ྛᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ᶒ
᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䜢ᅗ䜛䚹
䐡ᚋぢே➼䛻䜘䜛ᶓ㡿➼䛾ṇ㜵Ṇ䜢ᚭᗏ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏝䛧䜔䛩䛥䛸䛾ㄪ䜢ᅗ䜚䚸Ᏻᚰ䛧
䛶ᡂᖺᚋぢไᗘ䜢⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䐢ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾ᶒไ㝈䛻ಀ䜛ᥐ⨨䠄Ḟ᱁᮲㡯䠅䜢ぢ┤䛩䚹
䠄䠏䠅⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䛾ᢕᥱ䞉ホ౯➼
ᇶᮏィ⏬䛻┒䜚㎸䜎䜜䛯⟇䛻䛴䛔䛶䚸ᅜ䛻䛚䛔䛶䛭䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢ᢕᥱ䞉ホ౯䛧䚸┠ᶆ㐩ᡂ䛾
1
䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹
〈1〉

ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉ཬ䜃┠ᶆ➼

䠄䠍䠅ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾⏝䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ28ᖺἲᚊ➨29ྕ䠅䛻ᇶ䛵䛝䚸ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾⏝
ಁ㐍䛻㛵䛩䜛⟇䛾⥲ྜⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺᥎㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻⟇ᐃ䚹
䠄䠎䠅ィ⏬䛾ᑐ㇟ᮇ㛫䛿ᴫ䛽䠑ᖺ㛫䜢ᛕ㢌䠄ᖹᡂ29ᖺᗘ䡚33ᖺᗘ䠅䚹
䠄䠏䠅ᅜ䞉ᆅ᪉බඹᅋయ䞉㛵ಀᅋయ➼䛿䚸ᕤ⛬⾲䜢㋃䜎䛘䛯ྛ⟇䛾ẁ㝵ⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺᥎㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹
ͤᕷ⏫ᮧ䛿ᅜ䛾ィ⏬䜢຺䛧䛶ᕷ⏫ᮧィ⏬䜢⟇ᐃ䚹
䠘ู⣬䠍ཧ↷䠚

ᇶᮏィ⏬䛻䛴䛔䛶

ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬䛾ᴫせ

ὀ䠍䠖⚟♴➼䛾㛵ಀ⪅䛸ᚋぢே➼䛜䝏䞊䝮䛸䛺䛳䛶ᮏே䜢ぢᏲ䜛యไ
ὀ䠎䠖⚟♴䞉ἲᚊ䛾ᑓ㛛⫋ᅋయ䛜༠ຊ䛧䛶ಶู䛾䝏䞊䝮䜢ᨭ䛩䜛⤌䜏

䞉ᚋぢไᗘᨭಙク䛻୪❧䞉௦᭰䛩䜛᪂䛯䛺᪉⟇䛾᳨ウ
䠄㡸㈓㔠䛾ᡶᡠ䛧䛻䛴䛔䛶䛾ᚋぢ┘╩ே➼䛾㛵䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⤌䜏䠅

䠄䠏䠅ṇ㜵Ṇ䛾ᚭᗏ䛸⏝䛧䜔䛩䛥䛸䛾ㄪ

䞉ᗈሗᶵ⬟䠄ᶒ᧦ㆤ䛾ᚲせ䛺ே䛾Ⓨぢ䚸࿘▱䞉ၨⓎ➼䠅
䞉┦ㄯᶵ⬟䠄┦ㄯᑐᛂ䚸ᚋぢ䝙䞊䝈䛾⢭ᰝ䚸ぢᏲ䜚యไ䛾ㄪᩚ➼䠅
䞉⏝ಁ㐍䠄䝬䝑䝏䞁䜾䠅ᶵ⬟
䞉ᚋぢேᨭᶵ⬟䠄䝏䞊䝮䛻䜘䜛ᨭ䚸ᮏே䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䛯ᰂ㌾䛺ᑐᛂ➼䠅
䞉ṇ㜵Ṇຠᯝ

䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛜ᚲせ䛺ே䛾Ⓨぢ䛸᪩ᮇ䛛䜙䛾┦ㄯ
䞉ᚋぢே➼䜢ྵ䜑䛯䛂䝏䞊䝮䛃䠄ὀ䠍䠅䛻䜘䜛ᮏே䛾ぢᏲ䜚
䞉䛂༠㆟䛃➼䠄ὀ䠎䠅䛻䜘䜛䝏䞊䝮䛾ᨭ
䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ䞉㐠Ⴀ䛾୰᰾䛸䛺䜛ᶵ㛵䛾ᚲせᛶ

䠄䠎䠅ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛵䛟䜚

䕿ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍䠌᭶䛻⾜䛥䜜䛯ᨵṇἲ䛾⾜≧ἣ䜢㋃䜎䛘䛴䛴䚸ົ䛜㐺
ษ䛻⾜䜟䜜䜛䜘䛖ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶᳨ウ䜢⾜䛖䚹
䠄䠔䠅
Ṛᚋົ䛾⠊ᅖ➼

3

䕿ᡂᖺᚋぢே➼䛾ᶒ䛻ไ㝈䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛ไᗘ䠄䛔䜟䜖䜛Ḟ᱁᮲㡯䠅
䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢ຍ䛘䚸㏿䜔䛛䛻ᚲせ䛺ぢ┤䛧䜢⾜䛖䚹
䠄䠓䠅
ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾ᶒไ㝈䛻ಀ
䜛ᥐ⨨䛾ぢ┤䛧
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䕿་⒪䜔⚟♴㛵ಀ⪅➼䛾ྜព䜢ᚓ䛺䛜䜙䚸་⒪䞉ㆤ➼䛾⌧ሙ䛻䛚䛔䛶㛵
ಀ⪅䛜ᑐᛂ䜢⾜䛖㝿䛻ཧ⪃䛸䛺䜛䜘䛖䛺⪃䛘᪉䜢䚸ᣦ㔪䛾సᡂ➼䜢㏻䛨䛶
♫䛻ᥦ♧䛧䚸ᡂᖺᚋぢே➼䛾ලయⓗ䛺ᙺ➼䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䛟䜘䛖䚸
䛷䛝䜛㝈䜚㏿䜔䛛䛻᳨ウ䛩䜛䚹

䕿ᅜ䛾ᙺ䠖㈈※䜢☜ಖ䛧䛴䛴ᅜ䛾ண⟬ᴗ䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䜢ಁ䛩䚸ඛ㐍
ⓗ䛺ྲྀ⤌䛾⤂䛺䛹
ͤ㛵ಀᅋయ䠄⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ䞉ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ䠅䛾✚ᴟⓗ䛺༠ຊ䛜㔜せ

䕿㒔㐨ᗓ┴䛾ᙺ䠖ᗈᇦⓗぢᆅ䛛䜙䛾ᕷ⏫ᮧ䛾ᨭ➼

䕿ᕷ⏫ᮧ䛾ᙺ䠖୰᰾ᶵ㛵䛾タ⨨䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ẁ㝵ⓗᩚഛ➼

䕿⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙䛻䛚䛡䜛㐺ษ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛷䛾Ⓨぢ䞉ᨭ䛸䛸䜒䛻䚸ᐇົⓗ䛺ᑐᛂ䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䕿௵ពᚋぢዎ⣙䛾䝯䝸䝑䝖➼䛾࿘▱䚸┦ㄯᑐᛂ䜢㐍䜑䜛䚹
䕿ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝䛻ಀ䜛㈝⏝ຓᡂ䛻䛴䛔䛶䚸ྛᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䚸ᅜ䛾⿵
ຓไᗘ䛾ά⏝䜔䚸ᅜ䛜᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛ຓᡂᑐ㇟䛾ྲྀᢅ䛔䜢㋃䜎䛘䛯ᑐ
ᛂ䜢᳨ウ䛩䜛䚹䠄䛘䜀ಖబ䞉⿵ຓ䜔ᮏே⏦❧䛶➼䛾ྲྀᢅ䛔䠅
䕿ᕷ⏫ᮧ䛿ᅜ䛾ィ⏬䜢຺䛧䛶ᕷ⏫ᮧィ⏬䛾⟇ᐃ䛻ດ䜑䜛䚹

䠄䠒䠅
ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾་⒪䞉ㆤ➼
䛻ಀ䜛ពᛮỴᐃ䛜ᅔ㞴䛺⪅䜈䛾
ᨭ➼䛾᳨ウ

䠄䠑䠅
ᅜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䚸㛵ಀᅋయ➼
䛾ᙺ

䠄䠐䠅
ไᗘ䛾⏝ಁ㐍䛻ྥ䛡䛶ྲྀ䜚⤌
䜐䜉䛝䛭䛾䛾㡯

䠘ู⣬䠐ཧ↷䠚

䕿⌧⾜䛾ᚋぢไᗘᨭಙク䛻୪❧䞉௦᭰䛩䜛᪂䛯䛺᪉⟇䠄㡸㈓㔠䛾㐺ษ䛺
⟶⌮䚸ᡶᡠ᪉ἲ➼䠅䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䕿ᚋ䛾ᑓ㛛⫋ᅋయ䛾ᑐᛂᙉ➼䛾᳨ウ≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺ṇ
㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾᪉⟇䜢᳨ウ䛩䜛䚹

⥲ྜⓗ䛛䛴ィ⏬ⓗ䛻ㅮ䛪䜉䛝⟇

2

䞉タ⨨䛾య䠖ᕷ⏫ᮧ䛾タ⨨䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹䠄ጤク➼䜢ྵ䜑ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᰂ㌾䛺タ⨨䠅
䞉㐠Ⴀ䛾య䠖ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛┤Ⴀཪ䛿ጤク䛺䛹䠄ᴗົ䛾୰❧ᛶ䞉බṇᛶ䛾☜ಖ䛻␃ព䠅
ͤᑓ㛛⫋ᅋయ䛿䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ཬ䜃୰᰾ᶵ㛵䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ䛻✚ᴟⓗ䛻༠ຊ

䖂୰᰾ᶵ㛵䛾タ⨨䞉㐠Ⴀᙧែ
䞉タ⨨䛾༊ᇦ䠖ᕷ⏫ᮧ䛾༢䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛䚹䠄」ᩘ䛾ᕷ⏫ᮧ䛷䛾タ⨨䜒᳨ウ䠅

䞉ᗈሗᶵ⬟䠄ᶒ᧦ㆤ䛾ᚲせ䛺ே䛾Ⓨぢ䚸࿘▱䞉ၨⓎ➼䠅
䞉┦ㄯᶵ⬟䠄┦ㄯᑐᛂ䚸ᚋぢ䝙䞊䝈䛾⢭ᰝ䚸ぢᏲ䜚యไ䛾ㄪᩚ➼䠅
䞉⏝ಁ㐍䠄䝬䝑䝏䞁䜾䠅ᶵ⬟
䞉ᚋぢேᨭᶵ⬟䠄䝏䞊䝮䛻䜘䜛ᨭ䚸ᮏே䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䛯ᰂ㌾䛺ᑐᛂ➼䠅
䞉ṇ㜵Ṇຠᯝ

䚓ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ䞉㐠Ⴀ䛾୰᰾䛸䛺䜛ᶵ㛵䛜ᚲせ䚹
䖂ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ཬ䜃୰᰾ᶵ㛵䛜ᢸ䛖䜉䛝ලయⓗᶵ⬟➼

䞉䛂䝏䞊䝮䛃ᑐᛂ䠄⚟♴➼䛾㛵ಀ⪅䛸ᚋぢே➼䛜䝏䞊䝮䛸䛺䛳䛶ᮏே䜢ぢᏲ䜛యไ䛾ᩚഛ䠅
䞉䛂༠㆟䛃➼䠄⚟♴䞉ἲᚊ䛾ᑓ㛛⫋ᅋయ䛜༠ຊ䛧䛶ಶู䛾䝏䞊䝮䜢ᨭ䛩䜛⤌䜏䛾ᩚഛ䠅

䕿ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᇶᮏⓗ⤌䜏

䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᚲせ䛺ே䛾Ⓨぢ䞉ᨭ
䞉᪩ᮇ䛾ẁ㝵䛛䜙䛾┦ㄯ䞉ᑐᛂయไ䛾ᩚഛ
䞉ពᛮỴᐃᨭ䞉㌟ୖಖㆤ䜢㔜ど䛧䛯ᚋぢάື䜢ᨭ䛩䜛యไ䛾ᵓ⠏

䕿௨ୗ䛾䠏䛴䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛩ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹

䕿㧗㱋⪅䛸㞀ᐖ⪅䠄ᮏே䠅䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯ពᛮỴᐃᨭ䜢⾜䛖䛯䜑䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ➼䛻ྥ䛡䛯
᳨ウ䜔䚸᳨ウ䛾ᡂᯝ䜢ඹ᭷䞉ά⏝䛩䜛䚹
䕿ᮏே䛾ពᛮ䞉㌟ୖ䛻㓄៖䛧䛯ᚋぢົ䜢㐺ษ䛻⾜䛖䛣䛸䛾䛷䛝䜛ᚋぢே➼䜢ᐙᗞุᡤ䛜
㑅௵䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䛾⤌䜏䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䕿ᮏே䛾ᶒ᧦ㆤ䜢༑ศ䛻ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᚋぢே➼䛾௦䜢ᰂ㌾䛻⾜䛖䛣䛸䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⎔
ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䕿ᚋぢ䞉ಖబ䞉⿵ຓ䛾ุู䛜㐺ษ䛻䛺䛥䜜䜛䜘䛖䚸་ᖌ䛜ᮏே䛾⨨䛛䜜䛯ᐙᗞⓗ䞉♫ⓗ≧
ἣ䜒⪃៖䛧䛴䛴㐺ษ䛺་Ꮫⓗุ᩿䜢⾜䛘䜛䚸デ᩿᭩➼䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䛩䜛䚹

⥲ྜⓗ䛛䛴ィ⏬ⓗ䛻ㅮ䛪䜉䛝⟇

䠄䠏䠅
ṇ㜵Ṇ䛾ᚭᗏ䛸⏝䛧䜔䛩䛥䛸
䛾ㄪ
䠉Ᏻᚰ䛧䛶⏝䛷䛝䜛⎔ቃᩚഛ䠉

䠘ู⣬䠏ཧ↷䠚

䠄䠎䠅
ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃
ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛵䛟䜚

䠘ู⣬䠎ཧ↷䠚

䠉ไᗘ㛤ጞ䞉㛤ጞᚋ䛻
䛚䛡䜛㌟ୖಖㆤ䛾ᐇ䠉

䠄䠍䠅⏝⪅䛜䝯䝸䝑䝖䜢ᐇឤ䛷䛝䜛ไᗘ䞉㐠⏝䛾ᨵၿ 䠘ู⣬䠎ཧ↷䠚

䞉㈈⏘⟶⌮䛾䜏䛺䜙䛪䚸ពᛮỴᐃᨭ䞉㌟ୖಖㆤ䜒㔜ど
䞉㐺ษ䛺ᚋぢே➼䛾㑅௵䚸ᚋぢ㛤ጞᚋ䛾ᰂ㌾䛺ᚋぢே➼䛾௦➼
䞉デ᩿᭩䛾ᅾ䜚᪉䛾᳨ウ

䠄䠍䠅
⏝⪅䛜䝯䝸䝑䝖䜢ᐇឤ䛷
䛝䜛ไᗘ䞉㐠⏝䛾ᨵၿ

ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬䛾䝫䜲䞁䝖

䞉ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾⏝䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ28ᖺἲᚊ➨29ྕ䠅䛻ᇶ䛵䛝⟇ᐃ
䞉ィ⏬䛾ᑐ㇟ᮇ㛫䛿ᴫ䛽䠑ᖺ㛫䜢ᛕ㢌䠄ᖹᡂ29ᖺᗘ䡚33ᖺᗘ䠅
䞉ᕤ⛬⾲䜢㋃䜎䛘䛯ྛ⟇䛾ẁ㝵ⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺᥎㐍 䠘ู⣬䠍ཧ↷䠚 ͤᕷ⏫ᮧ䛿ᅜ䛾ィ⏬䜢຺䛧䛶ᕷ⏫ᮧィ⏬䜢⟇ᐃ
䞉ィ⏬䛻┒䜚㎸䜎䜜䛯⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䛾ᢕᥱ䞉ホ౯➼

ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛵䛟䜚
䞉ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛୰᰾ᶵ㛵䛾タ⨨

䝟䞁䝣䝺䝑䝖䚸䝫䝇䝍䞊䛺䛹䛻䜘䜛ไᗘ࿘▱

31ᖺᗘͤ

32ᖺᗘ

ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾ᶒไ㝈䛾ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶ἲไୖ䛾ᥐ⨨➼
┠㏵䠖ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䠑᭶䜎䛷

་⒪䞉ㆤ➼䛾⌧ሙ䛻䛚䛔䛶㛵ಀ⪅䛜ᑐᛂ䜢
⾜䛖㝿䛻ཧ⪃䛸䛺䜛⪃䛘᪉䛾ᩚ⌮

ᑓ㛛⫋ᅋయ➼䛻䜘䜛⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛾ಁ㐍

㔠⼥ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛⮬ⓗྲྀ⤌䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾ಁ㐍

⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
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䠘ู⣬䠎䠚

ཧ⪃䛸䛺䜛⪃䛘᪉䛾࿘▱䚸ά⏝≧ἣ䜢㋃䜎䛘䛯ᨵၿ

ྲྀ⤌䛾᳨ウ≧ἣ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛚䛡䜛ṇ㜵Ṇ
ຠᯝ䜢㋃䜎䛘䛯䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺ṇ㜵Ṇ䛾ᅾ䜚᪉䛾᳨ウ

┦ㄯయไ䛾ᙉ䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᭦䛺䜛ᵓ⠏

୰᰾ᶵ㛵䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ

┦ㄯయไ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏ᨭ
䠄ྛᆅᇦ䛾ྲྀ⤌䛾㞟䞉⤂䚸ヨ⾜ⓗ䛺ྲྀ⤌
䜈䛾ᨭ➼䠅

䠘ู⣬䠍䠚
33ᖺᗘ

᪂䛯䛺㐠⏝➼䛾㛤ጞ䚸㐠⏝≧ἣ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥

ពᛮỴᐃᨭ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ➼䛾᳨ウ䚸ᡂᯝ䛾ඹ᭷➼

デ᩿᭩䛾ᅾ䜚᪉➼䛾᳨ウ

㐺ษ䛺ᚋぢே➼䛾㑅௵䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾ಁ㐍

ᅜ䛾ィ⏬䛾࿘▱䚸ᕷ⏫ᮧィ⏬䛾⟇ᐃാ䛝䛛䛡䚸⟇ᐃ≧ἣ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥

30ᖺᗘ

⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㝶䚸ᅜ䛻䛚䛔䛶ᢕᥱ䞉ホ౯䛧䚸ᚲせ䛺ᑐᛂ䜢᳨ウ䛩䜛䚹
ͤᇶᮏィ⏬䛾୰㛫ᖺᗘ䛷䛒䜛ᖹᡂ䠏䠍ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྛ⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸ಶู䛾ㄢ㢟䛾ᩚ⌮䞉᳨ウ䜢⾜䛖䚹

Ϯ ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾ᶒไ㝈䛾ᥐ⨨䛾ぢ┤䛧

ϭ ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼䛾་⒪䞉ㆤ➼䛻ಀ䜛ពᛮỴ
ᐃ䛜ᅔ㞴䛺ே䜈䛾ᨭ➼䛾᳨ウ

Ϭ

ṇ㜵Ṇ䛾ᚭᗏ䛸⏝䛧䜔䛩䛥䛾ㄪ
䞉㔠⼥ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛㡸㈓㔠➼⟶⌮䛻ಀ䜛⮬
ⓗ䛺ྲྀ⤌䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾ಁ㐍➼
䞉ྲྀ⤌䛾᳨ウ≧ἣ➼䜢㋃䜎䛘䛯䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺
ṇ㜵Ṇ䛾ᅾ䜚᪉䛾᳨ウ

᥎㐍

ϫ 䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾

Ϫ

⏝⪅䛜䝯䝸䝑䝖䜢ᐇឤ䛷䛝䜛ไᗘ䛾㐠⏝
䞉㐺ษ䛺ᚋぢே➼䛾㑅௵䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾ಁ㐍
䞉デ᩿᭩䛾ᅾ䜚᪉➼䛾᳨ウ
䞉㧗㱋⪅䛸㞀ᐖ⪅䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯ពᛮỴᐃᨭ
䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ➼䛾᳨ウ䚸
ᡂᯝ䛾ඹ᭷➼

ϩ ᕷ⏫ᮧィ⏬䛾⟇ᐃ

Ϩ ไᗘ䛾࿘▱

29ᖺᗘ

ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬䛾ᕤ⛬⾲

ਹ৷യਤ৩ভदभ౪త
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ㆤ
䝃䞊䝡䝇
ᴗ⪅

ᐙᗞุᡤ

་⒪ᶵ㛵

ᚋぢไᗘᨭಙク䛻୪❧䞉௦᭰䛩䜛㡸㈓㔠➼䛾⟶⌮䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸㔠⼥ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛
⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛻ᮇᚅ䚹䠄ᅜ㖟⾜༠䚸ᅜᆅ᪉㖟⾜༠䚸➨ᆅ᪉㖟⾜༠䚸ᅜಙ⏝㔠ᗜ
༠䚸ᅜಙ⏝⤌ྜ୰ኸ༠䚸䜖䛖䛱䜗㖟⾜䚸㎰ᯘ୰ኸ㔠ᗜ䛻せㄳ䚹䠅

ጤဨ䛾ពぢ䛾ᴫせ➼

㸺ู⣬㸲㸼

〈4〉

䠏 ⮬ື㏦㔠➼
⏕ά㈝➼䛾⥅⥆ⓗ䛺☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᐃᮇⓗ䛺⮬ື㏦㔠
䐠ཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ 䊻 䐟ᑠཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ

䠎 ᡶᡠ䛧
䐟ᑠཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ
䞉ᚋぢே䛾䜏䛾ุ᩿䛷ᡶᡠ䛧䛜ྍ⬟
䐠ཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ
䞉ᚋぢே䛻ຍ䛘䚸ᚋぢ┘╩ே➼䛾ྠព䠄㛵䠅䛜ᚲせ

䞉ᡂᖺ⿕ᚋぢேྡ⩏䛾㡸㈓㔠䛻䛴䛔䛶
䠍 ཱྀᗙ䛾ศู⟶⌮
䐟ᑠཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ䠄᪥ᖖⓗ䛻⏝䛩䜛⏕ά㈝➼䛾⟶⌮䠅
䐠ཱྀ㡸㔠ཱྀᗙ䠄㏻ᖖ⏝䛧䛺䛔ከ㢠䛾㡸㈓㔠➼䛾⟶⌮䠅

㡸㈓㔠➼䛾⟶⌮䛾ᅾ䜚᪉䛾䜲䝯䞊䝆䠄䠅

䕿 ᚋ䚸᭱㧗ุᡤ䞉ἲົ┬➼䛸䜒㐃ᦠ䛧䛴䛴䚸✚ᴟⓗ䛺᳨ウ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

䕿

䞉┦ㄯᑐᛂ
䞉䝏䞊䝮䛾ᨭ
䞉༠㆟䛾㛤ദ
䞉ᐙ䛸䛾㐃ᦠ
䞉ᚋぢேཷ௵⪅ㄪᩚ➼䛾ᨭ ➼

㒔㐨ᗓ┴

Ẹ⏕ጤဨ䞉⮬➼
ᆅᇦ㛵ಀᅋయ

♫⚟♴༠㆟

㐃ᦠ䞉ᨭ

┤Ⴀཪ䛿ጤク

ᕷ⏫ᮧ

䠘ู⣬䠏䠚
ᆅᇦໟᣓᨭ
䝉䞁䝍䞊

┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ

ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ

䞉ᗈሗᶵ⬟䚸┦ㄯᶵ⬟䚸⏝ಁ㐍ᶵ⬟䚸ᚋぢேᨭᶵ⬟䚸ṇ㜵Ṇຠᯝ

Ӑᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᶵ⬟ӑ

་⒪ᶵ㛵

䠄㞀ᐖ⪅䠅

ᚋぢே➼

䝏䞊䝮

ᮏே

୰᰾ᶵ㛵

㞀ᐖ⚟♴
䝃䞊䝡䝇
ᴗ⪅

༠㆟

䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊

ᚋぢே➼

䠄ㄆ▱㧗㱋⪅䠅

ᮏே

䝏䞊䝮

¾ ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᚲせ䛺ே䛾Ⓨぢ䞉ᨭ
¾ ᪩ᮇ䛾ẁ㝵䛛䜙䛾┦ㄯ䞉ᑐᛂయไ䛾ᩚഛ
¾ ពᛮỴᐃᨭ䞉㌟ୖಖㆤ䜢㔜ど䛧䛯ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾㐠⏝䛻㈨䛩䜛ᨭ
యไ䛾ᵓ⠏

Ӑᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙺӑ

㔠⼥ᶵ㛵

་⒪䞉⚟♴㛵ಀᅋయ

Ẹ㛫ᅋయ䞉䠪䠬䠫➼

ᘚㆤኈ䞉ྖἲ᭩ኈ
䞉♫⚟♴ኈ➼

ᆅᇦ㐃
㐃ᦠࢿ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ࡢ࣓࣮ࢪ

ពᛮỴᐃᨭ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᴫせ
Ϩ ㊃ ᪨
䕿 㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㞀ᐖ⪅䛜䛂䛹䛣䛷ㄡ䛸⏕ά䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛾㑅ᢥ䛾ᶵ䛜☜ಖ䛃䛥䜜䜛᪨䜢つᐃ䛧䚸ᣦᐃᴗ⪅䜔ᣦ
ᐃ┦ㄯᨭᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸䛂ពᛮỴᐃᨭ䛃䜢㔜せ䛺ྲྀ⤌䛸䛧䛶⨨䛡䛶䛔䜛䚹
䕿 ⯡䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾ᐃ⩏䜔ព⩏䚸ᶆ‽ⓗ䛺䝥䝻䝉䝇䜔␃ពⅬ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢సᡂ䛧䚸ᴗ⪅䜔ᡂᖺᚋぢ䛾ᢸ䛔ᡭ䜢
ྵ䜑䛯㛵ಀ⪅㛫䛷ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛨䛶䚸㞀ᐖ⪅䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䛯㉁䛾㧗䛔䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻㈨䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䜒䛾䚹

ϩ ⥲ ㄽ
䠍䠊ពᛮỴᐃᨭ䛾ᐃ⩏
ពᛮỴᐃᨭ䛸䛿䚸⮬ᕫỴᐃ䛻ᅔ㞴䜢ᢪ䛘䜛㞀ᐖ⪅䛜䚸᪥ᖖ⏕ά䜔♫⏕ά䛻㛵䛧䛶⮬䜙䛾ពᛮ䛜ᫎ䛥䜜䛯⏕ά䜢㏦䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䚸ᮏே䛾ពᛮ䛾☜ㄆ䜔ពᛮཬ䜃㑅ዲ䛾᥎ᐃ䚸᭱ၿ䛾┈䛾᳨ウ䛾䛯䜑䛻ᴗ⪅䛾⫋ဨ䛜⾜䛖ᨭ䛾⾜Ⅽཬ䜃⤌䜏䜢䛔䛖䚹
䠎䠊ពᛮỴᐃ䜢ᵓᡂ䛩䜛せ⣲
䠄䠍䠅ᮏே䛾ุ᩿⬟ຊ
㞀ᐖ䛻䜘䜛ุ᩿⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛿䚸ពᛮỴᐃ䛻䛝䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛䚹ពᛮỴᐃ䜢㐍䜑䜛ୖ䛷䚸ᮏே䛾ุ᩿⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛻䛴䛔䛶ៅ㔜䛺䜰
䝉䝇䝯䞁䝖䛜㔜せ䚹
䠄䠎䠅ពᛮỴᐃᨭ䛜ᚲせ䛺ሙ㠃
䐠 ♫⏕ά䛻䛚䛡䜛ሙ㠃
⮬Ꮿ䛛䜙䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜔ධᡤタ➼䛻ఫ䜎䛔䛾ሙ䜢⛣䛩ሙ㠃
䜔䚸ධᡤタ䛛䜙ᆅᇦ⛣⾜䛧䛶䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜔୍ேᬽ䜙䛧䜢㑅䜆
ሙ㠃➼䛜䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾㔜せ䛺ሙ㠃䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ᮏே䛾ពᛮ☜ㄆ䜢᭱㝈䛾ດຊ䛷⾜䛖䛣䛸䜢๓ᥦ䛻䚸ᴗ⪅䚸ᐙ
᪘䜔ᡂᖺᚋぢே➼䛜㞟䜎䜚䚸ุ᩿䛾᰿ᣐ䜢᫂☜䛻䛧䛺䛜䜙䚸䜘䜚ไ
㝈䛾ᑡ䛺䛔⏕ά䜈䛾⛣⾜䜢ཎ๎䛸䛧䛶䚸ពᛮỴᐃᨭ䜢㐍䜑䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹

䠄䠏䠅ேⓗ䞉≀⌮ⓗ⎔ቃ䛻䜘䜛ᙳ㡪
ពᛮỴᐃᨭ䛿䚸ᮏே䛻㛵䜟䜛⫋ဨ䜔㛵ಀ⪅䛻䜘䜛ேⓗ䛺ᙳ㡪䜔⎔ቃ䛻䜘䜛ᙳ㡪䚸ᮏே䛾⤒㦂䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛䚹

（資料 3）

䐟 ᪥ᖖ⏕ά䛻䛚䛡䜛ሙ㠃
䛘䜀㣗䞉⾰᭹䛾㑅ᢥ䞉እฟ䞉䛫䛴䞉ᩚᐜ䞉ධᾎ➼
ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័䛻㛵䛩䜛ሙ㠃䛾䚸」ᩘ⏝ព䛥䜜䛯వ
ᬤάື䝥䝻䜾䝷䝮䜈䛾ཧຍ䜢㑅䜆➼䛾ሙ㠃䛜⪃䛘䜙䜜
䜛䚹
᪥㡭䛛䜙ᮏே䛾⏕ά䛻㛵䜟䜛ᴗ⪅䛾⫋ဨ䛜䚸ሙ㠃
䛻ᛂ䛨䛶༶ᛂⓗ䛻⾜䛖┤᥋ᨭ䛾䛶䛻ពᛮỴᐃᨭ
䛾せ⣲䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹

1

䠏䠊ពᛮỴᐃᨭ䛾ᇶᮏⓗཎ๎
䠄䠍䠅ᮏே䜈䛾ᨭ䛿䚸⮬ᕫỴᐃ䛾ᑛ㔜䛻ᇶ䛵䛝⾜䛖䛣䛸䛜ཎ๎䛷䛒䜛䚹ᮏே䛾⮬ᕫỴᐃ䛻䛸䛳䛶ᚲせ䛺ሗ䛾ㄝ᫂䛿䚸ᮏே䛜⌮ゎ䛷䛝
䜛䜘䛖ᕤኵ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䠄䠎䠅⫋ဨ➼䛾౯್ほ䛻䛚䛔䛶䛿ྜ⌮䛸ᛮ䜟䜜䜛Ỵᐃ䛷䜒䚸⪅䜈䛾ᶒ䜢ᐖ䛧䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛭䛾㑅ᢥ䜢ᑛ㔜䛩䜛䜘䛖ດ䜑䜛ጼ
ໃ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䠄䠏䠅ᮏே䛾⮬ᕫỴᐃ䜔ពᛮ☜ㄆ䛜䛹䛖䛧䛶䜒ᅔ㞴䛺ሙྜ䛿䚸ᮏே䜢䜘䛟▱䜛㛵ಀ⪅䛜㞟䜎䛳䛶䚸ᮏே䛾᪥ᖖ⏕ά䛾ሙ㠃䜔ᴗ⪅䛾䝃䞊
䝡䝇ᥦ౪ሙ㠃䛻䛚䛡䜛⾲䜔ឤ䚸⾜ື䛻㛵䛩䜛グ㘓䛺䛹䛾ሗ䛻ຍ䛘䚸䛣䜜䜎䛷䛾⏕άྐ䚸ே㛫㛵ಀ➼ᵝ䚻䛺ሗ䜢ᢕᥱ䛧䚸᰿
ᣐ䜢᫂☜䛻䛧䛺䛜䜙㞀ᐖ⪅䛾ពᛮཬ䜃㑅ዲ䜢᥎ᐃ䛩䜛䚹
䠐䠊᭱ၿ䛾┈䛾ุ᩿
ᮏே䛾ពᛮ䜢᥎ᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛹䛖䛧䛶䜒ᅔ㞴䛺ሙྜ䛿䚸➨୕⪅䛜ᮏே䛻䛸䛳䛶䛾᭱ၿ䛾┈䜢ุ᩿䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䚹᭱ၿ
䛾┈䛾ุ᩿䛿᭱ᚋ䛾ᡭẁ䛷䛒䜚䚸ḟ䛾䜘䛖䛺Ⅼ䛻␃ព䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䠄䠍䠅䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䛾᳨ウ
」ᩘ䛾㑅ᢥ⫥䛛䜙䝯䝸䝑䝖䛸䝕䝯䝸䝑䝖䜢ྍ⬟䛺㝈䜚ᣲ䛢䚸ẚ㍑᳨ウ䛧䛶ᮏே䛾᭱ၿ䛾┈䜢ᑟ䛟䚹
䠄䠎䠅┦䛩䜛㑅ᢥ⫥䛾୧❧
⪅ᢥ୍䛾ሙྜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸┦䛩䜛㑅ᢥ⫥䜢୧❧䛥䛫䜛䛣䛸䜢⪃䛘䚸ᮏே䛾᭱ၿ䛾┈䜢㏣ồ䛩䜛䚹䠄䛘䜀䚸㣗ไ㝈䛜ᚲせ䛺
ே䜒䚸㐠ື䜔㣗ᮦ➼䛾ᕤኵ䛻䜘䜚䚸ᮏே䛾ዲ䜏䛾㣗䜢䛧䛴䛴䚸ᗣୖ䝸䝇䜽䛾ᑡ䛺䛔⏕ά䜢㏦䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛛⪃䛘䜛ሙྜ➼䚹䠅
䠄䠏䠅⮬⏤䛾ไ㝈䛾᭱ᑠ
ఫ䜎䛔䛾ሙ䜢㑅ᢥ䛩䜛ሙྜ䚸㑅ᢥྍ⬟䛺୰䛛䜙䚸㞀ᐖ⪅䛻䛸䛳䛶⮬⏤䛾ไ㝈䛜䜘䜚ᑡ䛺䛔᪉䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᮏே䛾⏕䞉㌟య䛾
Ᏻ䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䚸⾜ື䛾⮬⏤䜢ไ㝈䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䛷䜒䚸䛻䛺䛔䛛ៅ㔜䛻᳨ウ䛧䚸⮬⏤䛾ไ㝈䜢᭱ᑠ䛩䜛䚹
䠑䠊ᴗ⪅௨እ䛾どⅬ䛛䜙䛾᳨ウ
ᴗ⪅௨እ䛾㛵ಀ⪅䜒䛘䛶ពᛮỴᐃᨭ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹ᮏே䛾ᐙ᪘䜔▱ே䚸ᡂᖺᚋぢே䚸䝢䜰䝃䝫䞊䝍䞊➼䛜䚸ᮏே䛻
┤᥋䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛩䜛❧ሙ䛸䛿ู䛾➨୕⪅䛸䛧䛶ពぢ䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ከᵝ䛺どⅬ䛛䜙ᮏே䛾ពᛮỴᐃᨭ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠒䠊ᡂᖺᚋぢே➼䛾ᶒ㝈䛸䛾㛵ಀ
ពᛮỴᐃᨭ䛾⤖ᯝ䛸ᡂᖺᚋぢே➼䛾㌟ୖ㓄៖⩏ົ䛻ᇶ䛵䛟᪉㔪䛜㱈㱒䜢䛝䛯䛥䛺䛔䜘䛖䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾䝥䝻䝉䝇䛻ᡂᖺᚋぢே
➼䛾ཧ⏬䜢ಁ䛧䚸᳨ウ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

- 37 -

2

Ϫ ྛ ㄽ
䠍䠊ពᛮỴᐃᨭ䛾ᯟ⤌䜏
ពᛮỴᐃᨭ䛾ᯟ⤌䜏䛿䚸ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅䛾㓄⨨䚸ពᛮỴᐃᨭ㆟䛾㛤ദ䚸ពᛮỴᐃ䛾⤖ᯝ䜢ᫎ䛧䛯䝃䞊䝡䝇➼⏝ィ
⏬䞉ಶูᨭィ⏬䠄ពᛮỴᐃᨭィ⏬䠅䛾సᡂ䛸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䚸䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛸ホ౯䞉ぢ┤䛧䛾䠑䛴䛾せ⣲䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹
䠄䠍䠅ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅䛾㓄⨨
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅䛿䚸ពᛮỴᐃᨭィ⏬సᡂ䛻୰ᚰⓗ䛻䛛䛛䜟䜚䚸ពᛮỴᐃᨭ㆟䜢⏬䞉㐠Ⴀ䛩䜛䛺䛹䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾
⤌䜏䜢స䜛➼䛾ᙺ䜢ᢸ䛖䚹䝃䞊䝡䝇⟶⌮㈐௵⪅䜔┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ䛜වົ䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䠄䠎䠅ពᛮỴᐃᨭ㆟䛾㛤ദ
ពᛮỴᐃᨭ㆟䛿䚸ᮏேཧຍ䛾ୗ䛷䚸ពᛮỴᐃ䛜ᚲせ䛺㡯䛻㛵䛩䜛ཧຍ⪅䛾ሗ䜢ᣢ䛱ᐤ䜚䚸ពᛮ䜢☜ㄆ䛧䛯䜚䚸ពᛮཬ䜃㑅
ዲ䜢᥎ᐃ䛧䛯䜚䚸᭱ၿ䛾┈䜢᳨ウ䛩䜛⤌䜏䚹䛂䝃䞊䝡䝇ᢸᙜ⪅㆟䛃䜔䛂ಶูᨭ㆟䛃䛸୍యⓗ䛻ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䠄䠏䠅ពᛮỴᐃ䛜ᫎ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇➼⏝ィ⏬䜔ಶูᨭィ⏬䠄ពᚿỴᐃᨭィ⏬䠅䛾సᡂ䛸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
ពᛮỴᐃᨭ䛻䜘䛳䛶☜ㄆཪ䛿᥎ᐃ䛥䜜䛯ᮏே䛾ពᛮ䜔䚸ᮏே䛾᭱ၿ䛾┈䛸ุ᩿䛥䜜䛯ෆᐜ䜢ᫎ䛧䛯䝃䞊䝡䝇➼⏝ィ⏬䜔
ಶูᨭィ⏬䠄ពᛮỴᐃᨭィ⏬䠅䜢సᡂ䛧䚸ᮏே䛾ពᛮỴᐃ䛻ᇶ䛵䛟䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䠄䠐䠅䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛸ホ౯ཬ䜃ぢ┤䛧
ពᛮỴᐃᨭ䜢ᫎ䛧䛯䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾⤖ᯝ䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛧䚸ホ౯䜢㐺ษ䛻⾜䛔䚸ḟ䛾ᨭ䛷䛥䜙䛻ពᛮỴᐃ䛜ಁ㐍䛥䜜䜛䜘䛖ぢ
┤䛩䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䠎䠊ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛ពᛮ㏻䛸ྜ⌮ⓗ㓄៖
ពᛮỴᐃ䛻ᚲせ䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛ሗ䜢ᮏே䛜༑ศ⌮ゎ䛧䚸ಖᣢ䛧䚸ẚ㍑䛧䚸ᐇ㝿䛾Ỵᐃ䛻ά⏝䛷䛝䜛䜘䛖㓄៖䜢䜒䛳䛶ㄝ᫂䛧䚸Ỵᐃ䛧䛯
䛣䛸䛾⤖ᯝ㉳䛣䜚ᚓ䜛䛣䛸➼䜢ྵ䜑䛯ሗ䜢ྍ⬟䛺㝈䜚ᮏே䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ពᛮ㏻䛻䛚䛡䜛ྜ⌮ⓗ㓄៖䜢⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䠏䠊ពᛮỴᐃᨭ䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛グ㘓䛾సᡂ
ពᛮỴᐃᨭ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᮏே䛾䛣䜜䜎䛷䛾⏕ά⎔ቃ䜔⏕άྐ䚸ᐙ᪘㛵ಀ䚸ே㛫㛵ಀ䚸Ⴔዲ➼䛾ሗ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛜ᚲ
せ䛷䛒䜛䚹ᐙ᪘䜒ྵ䜑䛯ᮏே䛾䛣䜜䜎䛷䛾⏕ά䛾యീ䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᮏே䛾ពᛮ䜢᥎ᐃ䛩䜛䛯䜑䛾ᡭ䛜䛛䜚䛸䛺䜛䚹
䠐䠊⫋ဨ䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ྥୖ
⫋ဨ䛾▱㆑䞉ᢏ⾡➼䛾ྥୖ䛿䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾㉁䛾ྥୖ䛻┤⤖䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸ពᛮỴᐃᨭ䛾ព⩏䜔▱㆑䛾⌮ゎཬ䜃ᢏ⾡➼
䛾ྥୖ䜈䛾ྲྀ⤌䜏䜢ಁ㐍䛥䛫䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹

3
䠑䠊㛵ಀ⪅䚸㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅䛿䚸ᴗ⪅䚸ᐙ᪘䜔ᡂᖺᚋぢே➼䛾䚸㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ពᛮỴᐃᨭ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹༠㆟䜢
ά⏝䛩䜛➼䚸ពᛮỴᐃᨭ㆟䛻㛵ಀ⪅➼䛜ཧຍ䛩䜛䛯䜑䛾యไᩚഛ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䠒䠊ᮏே䛸ᐙ᪘➼䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㈐௵➼
㞀ᐖ⪅䛸ᐙ᪘➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ពᛮỴᐃᨭィ⏬䚸ពᛮỴᐃᨭ㆟䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛾ᑀ䛺ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ⱞゎỴ䛾ᡭ㡰➼䛾
㔜せ㡯䛻䛴䛔䛶䜒ㄝ᫂䛩䜛䚹ពᛮỴᐃᨭ䛻㛵䜟䛳䛯㛵ಀ⪅➼䛿䚸ᴗົୖ▱䜚ᚓ䛯⛎ᐦ䜢ಖᣢ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

ϫ ពᛮỴᐃᨭ䛾ලయ
䠍䠊᪥୰άື䝥䝻䜾䝷䝮䛾㑅ᢥ䛻㛵䛩䜛ពᛮỴᐃᨭ
䠎䠊タ䛷䛾⏕ά䜢⥅⥆䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛾ពᛮỴᐃᨭ
䠏䠊⢭⚄⛉㝔䛛䜙䛾㏥㝔䛻㛵䛩䜛ពᛮỴᐃᨭ

䕿 ពᛮỴᐃᨭ䛾ὶ䜜
ពᛮỴᐃࡀᚲせ࡞ሙ㠃

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥ ࣭ᒃఫࡢሙࡢ㑅ᢥ ➼

ᮏேࡀ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ
⮬ᕫỴᐃࡀᅔ㞴࡞ሙྜ
 ۑᮏேࡢពᛮỴᐃ㛵ࡍࡿሗࡢᢕᥱ᪉ἲࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ‽ഛ➼
࣭ ࢺ࣓ࣥࢫࢭ ۑᮏேࡢពᛮ☜ㄆ ࣭᪥ᖖ⏕άࡢᵝᏊࡢほᐹ ࣭㛵ಀ⪅ࡽࡢሗ
┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅
㞟࣭ᮏேࡢุ᩿⬟ຊࠊ⮬ᕫ⌮ゎࠊᚰ⌮ⓗ≧ἣ➼ࡢᢕᥱ࣭ᮏேࡢ⏕άྐ➼ࠊ
වົྍ
ேⓗ࣭≀⌮ⓗ⎔ቃ➼ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭య㦂ࢆ㏻ࡌࡓ㑅ᢥࡢ᳨ウ ➼

ពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ
ࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟࣭ಶูᨭ㆟
වࡡ࡚㛤ദྍ

ᮏே࣭ᐙ᪘࣭ᡂᖺᚋぢே➼࣭ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅࣭ᴗ⪅࣭㛵ಀ⪅➼ࡼࡿ
ሗࡸᮏேࡢពᛮࡢ᥎ᐃࠊ᭱ၿࡢ┈ࡢุ᩿

ពᛮỴᐃࡢ⤖ᯝࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬࣭ಶูᨭィ⏬
㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ࡢసᡂࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊᨭ⤖ᯝ➼ࡢグ㘓
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ᨭࡽᢕᥱࡉࢀࡿ⾲ࡸឤࠊ⾜ື
➼ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿពᛮ㑅ዲ➼ࡢグ㘓

ពᛮỴᐃ㛵ࡍࡿグ㘓ࡢ
ࣇ勋勖ࢻࣂ勏ࢡ

ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡢ㑅௵
ࢭࢫ࣓ࣥࢺ

4

㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ಀࡿពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥ

㞀 Ⓨ     ➨   ྕ
ᖹ ᡂ  ᖺ 㸱 ᭶  ᪥

 
ྛ
 
 

Ϩ㸬ࡣࡌࡵ
㸯㸬࢞ࢻࣛࣥ⟇ᐃࡢ⫼ᬒ
ࠕᆅᇦ♫࠾ࡅࡿඹ⏕ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚᪂ࡓ࡞㞀ᐖಖ⚟♴⟇ࢆㅮࡎࡿࡓࡵࡢ㛵ಀ
ἲᚊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡢ㝃๎➨㸱᮲࠾࠸࡚ࡣࠊἲ⾜ᚋ㸱ᖺࢆ┠㏵ࡋ࡚㞀ᐖ⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚ᡤせࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀぢ┤ࡋ㡯ࡢ୍ࡘᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㒔㐨ᗓ┴▱
ᣦᐃ㒔ᕷᕷ㛗 Ẋ
୰ ᰾ ᕷ ᕷ 㛗

 ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ   

♫ಖ㞀ᑂ㆟㞀ᐖ⪅㒊࡛ࡣࠊᖹᡂ 27 ᖺ㸲᭶ࡽぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ
27 ᖺ 12 ᭶ᚋࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ
ྠሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᚋࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚௨ୗࡢグ㍕ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚

㞀ᐖಖ⚟♴㒊㛗 
㸦 බ ༳ ┬ ␎ 㸧  


࠾ࡾࠊ
ࠕ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ಀࡿពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥࠖ
㸦௨ୗࠕ࢞ࢻࣛ



ࣥࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝➼࠶ࡓࡗ࡚ࡢពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥࡘ࠸࡚

ͤ ࠕ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜㸱ᖺᚋࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥♫ಖ㞀ᑂ
㆟㞀ᐖ⪅㒊ሗ࿌᭩㸧ࡼࡾᢤ⢋




ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿඹ⏕ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚᪂ࡓ࡞㞀ᐖಖ⚟♴⟇ࢆㅮࡎࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲ
ᚊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢ㝃๎➨㸱᮲࠾࠸࡚ࡣࠊἲ⾜ᚋ㸱
ᖺࢆ┠㏵ࡋ࡚㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚
ᡤせࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀぢ┤ࡋ㡯
ࡢ୍ࡘᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ♫ಖ㞀ᑂ㆟㞀ᐖ⪅㒊࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨
ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᚋࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊྠሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ
ពᛮỴᐃᨭࡢᐃ⩏ࡸព⩏ࠊᶆ‽ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࠊ␃ពⅬࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠕពᛮỴᐃᨭ
࢞ࢻࣛࣥ㸦௬⛠㸧ࠖࢆసᡂࡋࠊᴗ⪅ࡸᡂᖺᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡋࠊ
ᬑཬࢆᅗࡿࡁ᪨ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
⯡ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍ᴗࡼࡿ◊✲ሗ࿌᭩ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ಀࡿពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥࠖࢆసᡂࡋࡓࡢ࡛㏻▱ࡋࡲࡍࠋ
ྛ㒔㐨ᗓ┴ࠊᣦᐃ㒔ᕷཬࡧ୰᰾ᕷ࠾ࢀ࡚ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࡢᨭࡀࡼࡾ୍ᒙ
㐺ษᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⟶ෆᕷ༊⏫ᮧࠊᣦᐃᴗ⪅ཬࡧᣦᐃ┦ㄯᨭᴗ⪅ᑐࡋ࡚࿘▱
࠸ࡓࡔࡃࡶࠊ◊ಟ࡞ᵝࠎ࡞ᶵࢆ㏻ࡌ࡚ᮏ࢞ࢻࣛࣥࡢᬑཬດࡵ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ㏻▱ࡣࠊᆅ᪉⮬ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ࡢ㸲➨㸯㡯ࡢつᐃ
ᇶ࡙ࡃᢏ⾡ⓗ࡞ຓゝ࡛࠶ࡿࡇࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡲࡍࠋ









㸳㸬㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭ࣭ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
㸦㸰㸧ᚋࡢྲྀ⤌
㸦ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸧
 ۑ᪥ᖖ⏕άࡸ♫⏕ά➼࠾࠸࡚㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࡀ㐺ษᫎࡉࢀࡓ⏕άࡀ㏦ࢀࡿࡼ
࠺ࠊ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛵ࢃࡿయ➼ࡀࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑
ࡋࡓୖ࡛ࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐺ษ࡞
⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 㸦ពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥ㸧
 ۑពᛮỴᐃᨭࡢᐃ⩏ࡸព⩏ࠊᶆ‽ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭ
ィ⏬ࡢసᡂ୍యⓗᐇ➼㸧ࠊ␃ពⅬ㸦ពᛮỴᐃࡢ๓ᥦ࡞ࡿሗ➼ࡢఏ㐩➼㸧ࢆ
ྲྀࡾࡲࡵࡓࠕពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥ㸦௬⛠㸧ࠖࢆసᡂࡋࠊᴗ⪅ࡸᡂᖺᚋぢࡢ
ᢸ࠸ᡭࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡋࠊᬑཬࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊពᛮỴᐃᨭ
ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࢞ࢻࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ◊ಟࢆᐇࡍࡿ
ࡶࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡸࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅➼ࡢ◊ಟࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰ࡶ⨨
ࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ࢞ࢻࣛࣥࡢᬑཬᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᙧᘧⓗ࡞㐺⏝ࡽࢃࢀࡿ࠶ࡲࡾࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡞⮬ᕫỴᐃᶒࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

  㸦㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᨭ㸧
ࠊࡓࡲ ۑ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢලయⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡢせ⣲ࡋ࡚ࠕពᛮỴᐃᨭࠖ
ࡀྵࡲࢀࡿ᪨ࢆ᫂☜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
1

㸰㸬࢞ࢻࣛࣥࡢ㊃᪨

ϩ㸬⥲ㄽ

㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲ྜⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ㸦௨ୗࠕ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ
ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨㸯᮲ࡢ㸰㸦ᇶᮏ⌮ᛕ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᮏே㸦௨ୗࠕᮏேࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡀࠕࡇ࡛ㄡ⏕άࡍࡿࡘ࠸࡚ࡢ㑅ᢥࡢᶵࡀ☜ಖࠖࡉࢀࡿ᪨ࢆつᐃࡋࠊᣦᐃ┦ㄯᨭ
ᴗ⪅ཬࡧᣦᐃ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼㸦௨ୗࠕᴗ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᑐࡋࠊ㞀ᐖ⪅

㸯㸬ពᛮỴᐃᨭࡢᐃ⩏
ᮏ࢞ࢻࣛࣥ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᨭࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᨭࡢཎ๎ࡣ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜࡛࠶
ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ⮬ࡽពᛮࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿᨭࢆពᛮỴᐃᨭ
ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡍࡿࠋ

➼ࡢពᛮỴᐃࡢᨭ㓄៖ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿ᪨ࢆつᐃࡍࡿ㸦➨ 42 ᮲ࠊ➨ 51 ᮲ࡢ 22㸧࡞ࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭࠖࢆ㔜せ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࡢᨭ㓄
៖ࡋࡘࡘࠊ㞀ᐖ⪅ཬࡧࡑࡢᐙ᪘ࡑࡢࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿ┦ㄯᴗົࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡑࡢࡢ
㞀ᐖ⪅ࡢᶒ┈ࡢಖㆤ➼ࡢࡓࡵࡢ⟇ཪࡣไᗘࡀࠊ㐺ษ⾜ࢃࢀཪࡣᗈࡃ⏝ࡉࢀࡿࡼ
࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸦➨ 23 ᮲㸧
ࠋ

ពᛮỴᐃᨭࡣࠊ⮬ࡽពᛮࢆỴᐃࡍࡿࡇᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿ㞀ᐖ⪅ࡀࠊ᪥ᖖ⏕άࡸ♫
⏕ά㛵ࡋ࡚⮬ࡽࡢពᛮࡀᫎࡉࢀࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᮏேࡀ
⮬ࡽពᛮỴᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡋࠊᮏேࡢពᛮࡢ☜ㄆࡸពᛮཬࡧ㑅ዲࢆ᥎ᐃࡋࠊᨭࢆᑾࡃ
ࡋ࡚ࡶᮏேࡢពᛮཬࡧ㑅ዲࡢ᥎ᐃࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊ᭱ᚋࡢᡭẁࡋ࡚ᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈
ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵᴗ⪅ࡢ⫋ဨࡀ⾜࠺ᨭࡢ⾜Ⅽཬࡧ⤌ࡳࢆ࠸࠺ࠋ

ࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥ⌮ᛕࡢᾐ㏱ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ᧦ㆤࡀồࡵࡽࢀࡿ࡞࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬
ᕫỴᐃࡢᑛ㔜ᇶ࡙࠸࡚ᨭࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡣㄡࡶࡀㄆ㆑ࡍࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
⮬ᕫỴᐃࡀᅔ㞴࡞㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿᨭࡢᯟ⤌ࡳࡸ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶᶆ‽ⓗ࡞ࣉ
ࣟࢭࢫࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢞ࢻࣛࣥࡣࠊᴗ⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭィ⏬
ࢆసᡂࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㝿ࡢ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࢆᩚ⌮ࡋࠊ┦
ㄯᨭࡸࠊタධᡤᨭ➼ࡢ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⌧ሙ࠾
࠸࡚ពᛮỴᐃᨭࡀࡼࡾලయⓗ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࡸጼໃࠊ᪉ἲࠊ㓄៖ࡉࢀࡿ
ࡁ㡯➼ࢆᩚ⌮ࡋࠊᴗ⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㝿ᚲせࡉࢀࡿពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌
ࡳࢆ♧ࡋࠊࡶࡗ࡚㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢞ࢻࣛࣥࡣࠊᴗ⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㝿⾜࠺㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌ࡳ

㸰㸬ពᛮỴᐃࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲
㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢ୕ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧ᮏேࡢุ᩿⬟ຊ
ᮏேࡢ㞀ᐖࡼࡿุ᩿⬟ຊࡢ⛬ᗘࡣࠊពᛮỴᐃࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ
࠼ࡤࠊఱࢆ㣗ࡿࠊఱࢆ╔ࡿ࠸ࡗࡓ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡣྍ⬟ࡔࡀࠊ
タࡽᆅᇦ⏕άࡢ⛣⾜➼ఫࡲ࠸ࡢሙࡢ㑅ᢥࡘ࠸࡚ࡣពᛮỴᐃᨭࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࠸ࡗࡓࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋពᛮỴᐃࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡢ⛬ᗘࡘ࠸࡚
ࡢៅ㔜࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
㸦㸰㸧ពᛮỴᐃᨭࡀᚲせ࡞ሙ㠃
ពᛮỴᐃᨭࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ᚲせࡉࢀࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏேࠊᴗ⪅ࠊᐙ᪘ࡸᡂᖺᚋぢே➼㸦ಖబேཬࡧ⿵ຓே୪ࡧ௵ព
ᚋぢேࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢࠊᚲせᛂࡌ࡚ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡸ་⒪㛵ಀ⪅ࠊ⚟♴ົᡤࠊ
ᕷ༊⏫ᮧࡢᚅᑐᛂ❆ཱྀࡸಖᡤ➼ࡢ⾜ᨻ㛵ಀᶵ㛵ࠊ㞀ᐖ⪅ᑵᴗ࣭⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ
ᑵປ㛵ಀᶵ㛵ࠊࣆࢧ࣏࣮ࢱ࣮➼ࡢ㞀ᐖᙜ⪅ࡼࡿᨭ⪅ࠊᮏேࡢ▱ே➼ࡢ㛵ಀ⪅ࠊ㛵
ಀᶵ㛵➼㸦௨ୗࠕ㛵ಀ⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࠊ㞀ᐖ⪅㛵ࢃࡿከࡃࡢேࠎࡶពᛮỴᐃᨭࡢ
ཧຍࢆಁࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞀ᐖࡢ≧ែ➼࠾࠸࡚ಶูᛶࡀ㧗ࡃࠊࡑ
ࡢᨭ᪉ἲࡶከᵝ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᴗ⪅ࡣࠊ࢞ࢻࣛࣥࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗ⪅ࡢᐇ
ࡸಶࠎࡢ㞀ᐖ⪅ࡢែᵝᛂࡌ࡚᩿ពᛮỴᐃᨭ㛵ࡍࡿពᕤኵࢆᅗࡾࠊ㉁ࡢྥୖ
ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ձ ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿሙ㠃
᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᨭࡢሙ㠃ࡋ࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊ㣗ࠊ⾰᭹ࡢ㑅ᢥࠊእฟࠊ
ࡏࡘࠊᩚᐜࠊධᾎ➼ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័㛵ࡍࡿሙ㠃ࡢࠊ」ᩘ⏝ពࡉࢀࡓవᬤάືࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍࢆ㑅ࡪ➼ࡢሙ㠃ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥㡭ࡽᮏேࡢ⏕ά㛵ࢃࡿᴗ⪅
ࡢ⫋ဨࡀሙ㠃ᛂࡌ࡚༶ᛂⓗ⾜࠺┤᥋ᨭࡢ࡚ពᛮỴᐃᨭࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿሙ㠃࡛ពᛮỴᐃᨭࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀ
ࡓ⏕άయ㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡞ࡾࠊᮏேࡀ⮬ࡽࡢពᛮࢆ⪅ఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿពḧ
ࢆ⫱࡚ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ

ࡲࡓࠊᴗ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ✚ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢞ࢻࣛࣥࡢෆᐜࡶぢ┤
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿᨭሙ㠃ࡢ୰࡛ࠊ⥅⥆ⓗពᛮỴᐃᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ղ ♫⏕ά࠾ࡅࡿሙ㠃
㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲࡢᇶᮏ⌮ᛕࡣࠊ࡚ࡢ㞀ᐖ⪅ࡀࡇ࡛ㄡ⏕άࡍࡿࡘ࠸࡚
ࡢ㑅ᢥࡢᶵࡀ☜ಖࡉࢀࠊᆅᇦ♫࠾࠸࡚ࡢேࠎඹ⏕ࡍࡿࡇࢆጉࡆࡽࢀ࡞࠸
᪨ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ㚷ࡳࡿࠊ⮬Ꮿࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡸධᡤタ➼ఫࡲ࠸

2

3
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ࡢሙࢆ⛣ࡍሙ㠃ࡸࠊධᡤタࡽᆅᇦ⛣⾜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ఫࡲ࠸ࢆ᭰࠼ࡓࡾࠊ

㡪ࡀ࡞࠸ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙳ㡪ࡀ࡞࠸ྠ✀ࡢ㣗≀ࡀ⏝ព࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠾㔠ࢆ✚ࡳ

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⏕άࡽ୍ேᬽࡽࡋࢆ㑅ࡪሙ㠃➼ࡀࠊពᛮỴᐃᨭࡢ㔜せ࡞ሙ㠃

❧࡚࡚ࡽࡁ࡞㈙࠸≀ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊእฟࡢ⦎⩦ࢆࡋ࡚ࡽฟࡅࠊࡉࡽ

ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
య㦂ࡢᶵࡢά⏝ࢆྵࡵࠊᮏேࡢពᛮ☜ㄆࢆ᭱㝈ࡢດຊ࡛⾜࠺ࡇࢆ๓ᥦࠊ

༴㝤ࡀண ࡉࢀࡿሙྜࡣᚋࢁࡽ㞳ࢀ࡚ぢᏲࡿࡇ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸➼ࠊ
ᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᴗ⪅ࠊᐙ᪘ࡸࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢࠊᚲせᛂࡌ࡚㛵ಀ⪅➼ࡀ㞟ࡲࡾࠊุ᩿ࡢ᰿ᣐࢆ᫂

ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢࡓࡵࡣࠊᴗᡤయ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ

☜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾไ㝈ࡢᑡ࡞࠸⏕άࡢ⛣⾜ࢆཎ๎ࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡓࠊࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆᙉㄪࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᑐࡋ࡚ไ⣙ⓗ࡞ࡾ㐣ࡂ࡞࠸ࡼ࠺
ὀពࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧ேⓗ࣭≀⌮ⓗ⎔ቃࡼࡿᙳ㡪

㸦㸱㸧ᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃࡸពᛮ☜ㄆࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊᮏேࢆࡼࡃ▱ࡿ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲ

ពᛮỴᐃᨭࡣࠊᮏே㛵ࢃࡿ⫋ဨࡸ㛵ಀ⪅ࡼࡿேⓗ࡞ᙳ㡪ࡸ⎔ቃࡼࡿᙳ㡪ࠊᮏ
ேࡢ⤒㦂ࡢᙳ㡪➼ࢆཷࡅࡿࠋ

ࡗ࡚ࠊᮏேࡢ᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃ࡸᴗ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ሙ㠃࠾ࡅࡿ⾲ࡸឤࠊ⾜ື
㛵ࡍࡿグ㘓࡞ࡢሗຍ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άྐࠊே㛫㛵ಀ➼ᵝࠎ࡞ሗࢆᢕᥱࡋࠊ᰿

࠼ࡤࠊពᛮỴᐃᨭ㛵ࢃࡿ⫋ဨࡀࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡼ࠺ࡍࡿែᗘ࡛᥋ࡋ࡚

ᣐࢆ᫂☜ࡋ࡞ࡀࡽ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮཬࡧ㑅ዲࢆ᥎ᐃࡍࡿࠋ

࠸ࡿ࠺ࡸࠊᮏேࡢಙ㢗㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࡀᙳ㡪ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊពᛮỴᐃࡢሙ㠃❧ࡕ࠺ᐙ᪘➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ಀᛶࡶᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ

ᮏேࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άྐࢆᐙ᪘㛵ಀࡶྵࡵ࡚⌮ゎࡍࡿࡇࡣࠊ⫋ဨࡀᮏேࡢពᛮࢆ᥎
ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀࡾ࡞ࡿࠋ

⎔ቃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊึࡵ࡚ࡢ័ࢀ࡞࠸ሙᡤ࡛ពᛮỴᐃᨭࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࠊᮏேࡀ㐣ᗘ
⥭ᙇࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᬑẁ㏻ࡾࡢពᛮ⾲♧ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ⏝ࡢ㑅ᢥࡘ࠸࡚ࡣࠊయ㦂⏝ࢆά⏝ࡋ⤒㦂ᇶ࡙࠸࡚㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡢά⏝࡞

㸲㸬᭱ၿࡢ┈ࡢุ᩿
ᮏேࡢពᛮࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡀ༠㆟ࡋࠊᮏேࡗ࡚
ࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆุ᩿ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ᭱ၿࡢ┈ࡢุ᩿ࡣ᭱ᚋࡢᡭẁ࡛࠶ࡾࠊ

⤒㦂ࡢ᭷↓ࡼࡗ࡚ࡶᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ḟࡢࡼ࠺࡞Ⅼ␃ពࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬ពᛮỴᐃᨭࡢᇶᮏⓗཎ๎

㸦㸯㸧࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡢ᳨ウ

ពᛮỴᐃᨭࡢᇶᮏⓗཎ๎ࢆḟࡢࡼ࠺ᩚ⌮ࡍࡿࠋ

᭱ၿࡢ┈ࡣࠊ」ᩘࡢ㑅ᢥ⫥ࡘ࠸࡚ࠊᮏேࡢ❧ሙ❧ࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺࢹ

㸦㸯㸧ᮏேࡢᨭࡣࠊ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜ᇶ࡙ࡁ⾜࠺ࡇࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃ
ࡗ࡚ᚲせ࡞ሗࡢㄝ᫂ࡣࠊᮏேࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᖜᗈ࠸㑅ᢥ⫥ࡽ㑅ࡪࡇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊ㑅ᢥ⫥ࢆ⤠ࡗࡓ୰ࡽ㑅ࡿࡼ࠺ࡋ
ࡓࡾࠊ⤮࣮࢝ࢻࡸලయ≀ࢆᡭࡀࡾ㑅ࡿࡼ࠺ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊᮏேࡢពᛮ☜ㄆࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࠶ࡽࡺࡿᕤኵࢆ⾜࠸ࠊᮏேࡀᏳᚰࡋ࡚⮬ಙࢆᣢࡕ⮬⏤ពᛮ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ
࠺ᨭࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࣓ࣜࢵࢺࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᣲࡆࡓୖ࡛ࠊẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇࡼࡾᑟࡃࠋ
㸦㸰㸧┦ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡢ୧❧
⪅ᢥ୍ࡢ㑅ᢥࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊ୍ぢ┦ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࠊᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆ㏣ồࡍࡿࠋ
࠼ࡤࠊᗣୖࡢ⌮⏤࡛㣗ไ㝈ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡶࠊ㐠ືࡸ㣗ᮦࠊㄪ⌮᪉ἲࠊ┒

  
㸦㸰㸧⫋ဨ➼ࡢ౯್ほ࠾࠸࡚ࡣྜ⌮ᛮࢃࢀࡿỴᐃ࡛ࡶࠊ⪅ࡢᶒࢆᐖࡋ࡞࠸ࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ㑅ᢥࢆᑛ㔜ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿጼໃࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏேࡀពᛮỴᐃࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏே┈ࡀཬࡪࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜࡣࠊពᛮ

ࡾࡅ➼ࡢᕤኵࡸぢ┤ࡋࡼࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᮏேࡢዲࡳࡢ㣗ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᗣ
ୖࣜࢫࢡࡢᑡ࡞࠸⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࡿሙྜ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧⮬⏤ࡢไ㝈ࡢ᭱ᑠ

Ỵᐃࡋࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣ᭱㝈ᑛ㔜ࡋࡘࡘࡶࠊࡑࢀᑐࡋ࡚⏕ࡎࡿࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀண ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࠊᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠼
ࡤࠊࡼࡿ㣗ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡢไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ࡀ㣗ࡓ࠸ࠊ⏕ά㈝ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ
ࡶᵓࢃࡎࡁ࡞㈙࠸≀ࡀࡋࡓ࠸ࠊ୍ே࡛እฟࡍࡿࡇࡣᅔ㞴ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ୍ே࡛እฟ
ࡀࡋࡓ࠸➼ࡢሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡽᑐࡋ࡚ࡣࠊ㣗ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣗≀ࡣࠊࢀࡄࡽ࠸࡞ࡽ㣗࡚ࡶᙳ

ఫࡲ࠸ࡢሙࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࠊ㑅ᢥྍ⬟࡞୰ࡽࠊ㞀ᐖ⪅ࡗ࡚⮬⏤ࡢไ㝈ࡀࡼࡾᑡ
࡞࠸᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏேࡢ⏕ࡲࡓࡣ㌟యࡢᏳࢆᏲࡿࡓࡵࠊᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࡢほⅬࡽࡸࡴ
ࢆᚓࡎ⾜ືࡢ⮬⏤ࢆไ㝈ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⾜ືࡢ⮬⏤ࢆไ㝈ࡍࡿࡼࡾ㑅
ᢥ⫥ࡀ࡞࠸ࠊไ㝈ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢ⛬ᗘࡀࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡚ࡍࡴࡼ࠺࡞᪉ἲ
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ࡀ࡞࠸ៅ㔜᳨ウࡋࠊ⮬⏤ࡢไ㝈ࢆ᭱ᑠࡍࡿࠋ

Ϫ㸬ྛㄽ

ࡑࡢሙྜࠊᮏேࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡋࠊᮏேࡢ⣡ᚓྠពࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ᭱

㸳㸬ᴗ⪅௨እࡢどⅬࡽࡢ᳨ウ
ពᛮỴᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࡿᮏே㛵ࡍࡿከࡃࡢሗࡣࠊᮏேࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࡀ✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᴗ⪅ࡣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿୖ࡛ࠊไᗘࡸ⤌⧊
యไࡼࡿไ⣙ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡀពᛮỴᐃᨭᙳ㡪ࢆ࠼ࡿሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ

㸯㸬ពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌ࡳ
ពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡢ㓄⨨ࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദࠊពᛮ
Ỵᐃࡢ⤖ᯝࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬࣭ಶูᨭィ⏬㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ࡢసᡂ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯࣭ぢ┤ࡋࡢ㸳ࡘࡢせ⣲ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬࣭ಶูᨭィ⏬㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ᇶ࡙ࡁࠊ᪥㡭
ࡽᮏேࡢ⏕ά㛵ࢃࡿᴗ⪅ࡢ⫋ဨࡀࠊ࡚ࡢ⏕άሙ㠃ࡢ୰࡛ពᛮỴᐃ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

ࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ไ⣙ࢆཷࡅ࡞࠸ᴗ⪅௨እࡢ㛵ಀ⪅ࡶ࠼࡚ពᛮỴᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᮏேࡢᐙ᪘ࡸ▱ேࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢࠊࣆࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡸᇶᖿ┦ㄯᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ┦ㄯဨ➼ࡀࠊᮏே┤᥋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ❧ሙࡣูࡢ➨୕⪅ࡋ࡚ពぢࢆ㏙

㸦㸯㸧ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡢᙺ
ពᛮỴᐃᨭࢆ㐺ษ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᴗ⪅ࡣពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀᮃ

㝈ࡢດຊࢆࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡲࡋ࠸ࠋពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊពᛮỴᐃᨭィ⏬సᡂ୰ᚰⓗ㛵ࢃࡾࠊពᛮỴᐃᨭ
㆟ࢆ⏬࣭㐠Ⴀࡍࡿ࡞ࠊពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌ࡳࢆసࡿᙺࢆᢸ࠺ࠋ
ලయⓗࡣࠊពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊᮏேࡢᕼᮃࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢࢧ࣮
ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ๓ᥦࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃᨭࢆ㐺ษ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࠊᮏேࡢពᛮࡢ☜ㄆ࣭᥎ᐃࡸᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࡢ᳨ウࡢᡭ㡰ࡸ᪉ἲࡘ࠸࡚ィ⏬ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭཧ⪃࡞ࡿሗࡸグ㘓ࢆㄡࡽ㞟ࡍࡿࠊពᛮỴᐃᨭ
㆟ࡢཧຍ⪅ࡢᵓᡂࠊពᛮࢆ⾲ฟࡋࡸࡍ࠸᪥ࡸሙᡤࡢタᐃࠊ⤮࣮࢝ࢻࡢά⏝➼ᮏே
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡢᕤኵ➼ࠊពᛮỴᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࡿ㡯ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊពᛮỴᐃࢆᚲせࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᮏேࡽ┤᥋ヰ
ࡋࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࡓࡾࠊయ㦂ࡢᶵࢆ㏻ࡌ࡚ᮏேࡢពᛮࢆ☜ㄆࡋ

ࡿࡇࡼࡾࠊᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡀᮏேࡢ❧ሙ❧ࡕࠊከᵝ࡞どⅬࡽᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࢆ
㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸴㸬ᡂᖺᚋぢே➼ࡢᶒ㝈ࡢ㛵ಀ
  ἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᡂᖺᚋぢே➼ࡣࠊἲ௧ࡼࡾ㈈⏘⟶⌮ᶒࡶ㌟ୖ㓄៖⩏ົࡀㄢ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᴗ⪅ࡀ⾜࠺ពᛮỴᐃᨭ࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬Ꮿࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡸධ
ᡤタ➼ࡢఫࡲ࠸ࡢሙࡢ㑅ᢥࡸࠊධᡤタࡽࡢᆅᇦ⛣⾜➼ࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡀᢸ࠺㌟ୖ
㓄៖⩏ົ㔜」ࡍࡿሙ㠃ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋពᛮỴᐃᨭࡢ⤖ᯝᡂᖺᚋぢே➼ࡢ㌟ୖ㓄៖
⩏ົᇶ࡙ࡃ᪉㔪ࡀ㱈㱒ࢆࡁࡓࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠊពᛮỴᐃᨭࡢࣉࣟࢭࢫᡂᖺᚋぢே➼ࡢཧ
⏬ࢆಁࡋࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
  ࡞࠾ࠊಖబேཬࡧ⿵ຓே୪ࡧ௵ពᚋぢேࡘ࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡋ࡚ࡣࠊᡂᖺ
ᚋぢேࡘ࠸࡚ྠᵝ⪃࠼ࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡓࡾࠊ㛵ಀ⪅ࡽሗࢆ㞟ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏேࡢពᛮཬࡧ㑅ዲࠊุ᩿⬟ຊࠊ
⮬ᕫ⌮ゎࠊᚰ⌮ⓗ≧ἣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άྐ➼ᮏேࡢሗࠊேⓗ࣭≀⌮ⓗ⎔ቃ➼ࢆ㐺ษ
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࠋ
ୖグࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᢸ࠺ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨཪࡣࢧ࣮ࣅ
ࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࡑࡢᙺࡀ㔜」ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡀවົࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
㸦㸰㸧ពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ
ពᛮỴᐃᨭ㆟ࡣࠊᮏேཧຍࡢୗ࡛ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ᚓࡽࢀࡓពᛮỴᐃࡀᚲせ࡞
㡯㛵ࡍࡿሗࡸពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢཧຍ⪅ࡀᚓ࡚࠸ࡿሗࢆᣢࡕᐤࡾࠊᮏேࡢពᛮࢆ
☜ㄆࡋࡓࡾࠊពᛮཬࡧ㑅ዲࢆ᥎ᐃࡋࡓࡾࠊ᭱ၿࡢ┈ࢆ᳨ウࡍࡿ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋពᛮỴ
ᐃᨭ㆟ࡣࠊᮏேࡢពᛮࢆᴗ⪅ࡔࡅ᳨࡛ウࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙ᪘ࡸࠊᡂᖺᚋぢே➼
ࡢࠊᚲせᛂࡌ࡚㛵ಀ⪅➼ࡢཧຍࢆᚓࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ពᛮỴᐃᨭ㆟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡀ⾜࠺ࠕࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟ࠖࡸࢧ࣮
ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࡀ⾜࠺ࠕಶูᨭ㆟୍ࠖయⓗᐇࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ➨  ᮲ࡢ㸱➨㸯㡯つᐃࡍࡿ༠㆟㸦
㸦௨ୗࠕ༠㆟ࠖ࠸

6

7
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࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᴗ⪅࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡋࠊྲྀ

ពᛮỴᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᮏேࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕ά⎔ቃࡸ⏕άྐࠊᐙ᪘㛵ಀࠊே㛫

⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

㛵ಀࠊႴዲ➼ࡢሗࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐙ᪘ࡶྵࡵࡓᮏேࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕
άࡢయീࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡣࠊᮏேࡢពᛮࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀࡾ࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏேࡢ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿពᛮ⾲♧ࡢ᪉ἲࡸ⾲ࠊឤࠊ⾜ືࡽㄞࡳྲྀࢀࡿពᛮ

㸦㸱㸧ពᛮỴᐃࡀᫎࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭィ⏬㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ࡢస

ࡘ࠸࡚グ㘓࣭✚ࡋࠊᮏேࡢពᛮࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾ᥎ᐃࡋࡓࡾࡍࡿ㝿᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⾜࠺

ᡂࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
   ពᛮỴᐃᨭࡼࡗ࡚☜ㄆཪࡣ᥎ᐃࡉࢀࡓᮏேࡢពᛮࡸࠊᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ุ᩿ࡉ

ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏேࡀពᛮỴᐃࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜ࡛ࡶࠊࠕࡇࡢࡁࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࢆㄞࡳྲྀࡿୖ࡛㔜せ࡞ࠗᵝᏊ࠘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ࢀࡓෆᐜࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭィ⏬㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ࢆసᡂࡋࠊ
ᮏேࡢពᛮỴᐃᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑ࠺࠸ࡗࡓࠊᐈほⓗᩚ⌮ࡸㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࠕᵝᏊࠖࢆグ㘓ṧࡋࠊ✚ࡳୖࡆ࡚࠸
ࡃࡇࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࢆᨭࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ཧ⪃㈨ᩱ࡞ࡿࠋ

య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ᮏேࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡓࡾࠊయ㦂୰ࡢᵝᏊࡽᮏேࡢពᛮࡢ᥎ᐃࡀྍ⬟࡞ࡗ
ࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺ᪉ἲࢆពᛮỴᐃᨭィ⏬ࡢ୰⨨

ࡲࡓࠊពᛮỴᐃᨭࡢෆᐜ⤖ᯝ࠾ࡅࡿุ᩿ࡢ᰿ᣐࡸࡑࢀᇶ࡙ࡃᨭࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ
ࡀ࠺ࡔࡗࡓࡘ࠸࡚グ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀࠊᚋࡢពᛮỴᐃᨭᙺ❧ࡘࡓࡵࠊグ㘓ࡢ

ࡅࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㛗ᮇ㛫ࠊタࡸ㝔ධᡤ࣭ධ㝔ࡋ࡚࠾ࡾࠊタࡸ

᪉ἲࡸෆᐜࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ

㝔௨እ࡛⏕άࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊఱࡽࡢ⌮⏤࡛ࡑࢀࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚㑅ᢥᾘᴟⓗ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊタࡸ㝔௨እ࡛⏕άࡍࡿ⤒㦂ࡀ࡞ࡃ࡚㑅ࡧࡼ࠺ࡀ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ
㞀ᐖ⪅ᑐࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ᆅᇦ⛣⾜ᨭࡢ⏝ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍➼ࡢయ㦂⏝ࢆ㏻ࡌ

㸲㸬⫋ဨࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢྥୖ
⫋ဨࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡➼ࡢྥୖࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡢ㉁ࡢྥୖ┤⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊព

࡚ࠊᐇ㝿ࡢ⤒㦂➼ࢆ㏻ࡌࡓពᛮỴᐃᨭࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᛮỴᐃᨭࡢព⩏ࡸ▱㆑ࡢ⌮ゎཬࡧᢏ⾡➼ࡢྥୖࡢྲྀ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ࢞ࢻࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ◊ಟࢆᐇࡍࡿࡶࠊពᛮỴᐃᨭ㛵ࡍ

㸦㸲㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ཬࡧぢ┤ࡋ
ពᛮỴᐃᨭࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ⤖ᯝࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࠊホ౯ࢆ㐺ษ⾜࠸ࠊ

ࡿ᳨ウࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᭩⡠ࡼࡿᩥ⊩Ꮫ⩦ࠊෆ㒊ࡢຮᙉࠊ
ᐇᆅ◊ಟ㸦㹍㹈㹒㸧ࠊእ㒊◊ಟࡢཷㅮ➼ࠊලయⓗ࡞◊ಟィ⏬ࢆ❧ࡋࠊ㐍ࡵࡿࡇࡀຠᯝ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ḟࡢᨭ࡛ࡉࡽពᛮỴᐃࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺ぢ┤ࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ホ౯ཬࡧぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊពᛮỴᐃࡢ⤖ᯝࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡸಶูᨭ
ィ⏬ᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ㛤ጞࡋࡓᚋࡢᮏேࡢᵝᏊࡸ⏕άࡢኚࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿ

㸳㸬㛵ಀ⪅ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊᴗ⪅ࠊᐙ᪘ࡸᡂᖺᚋぢே➼ࡢࠊ㛵ಀ⪅➼㐃ᦠࡋ࡚ពᛮỴ
ᐃᨭࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
  㛵ಀ⪅➼㐃ᦠࡋࡓពᛮỴᐃᨭࡢᯟ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡣࠊ༠㆟ࢆά⏝ࡍࡿ➼ࠊᆅᇦ࠾
ࡅࡿ㐃ᦠࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠸ࠊពᛮỴᐃᨭ㆟㛵ಀ⪅➼ࡀཧຍࡍࡿࡓࡵࡢయไᩚഛ
ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  ពᛮỴᐃᨭࡢ⤖ᯝࠊ♫㈨※ࡢ㊊ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓሙྜ➼ࡣࠊ༠㆟࡛ඹ᭷ࡋࠊࡑ
ࡢ㛤Ⓨྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ⮬యࡢ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬ᫎࡋࠊィ⏬ⓗ࡞ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ
ࡾࡍࡿ࡞ࠊᮏேࡀ⮬ࡽࡢពᛮࢆᫎࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏேࡢ⏕άࡢ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡓ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢཬࡧホ౯ࡢሗࢆグ㘓ṧࡍࡇ࡛ࠊḟពᛮỴᐃᨭ
ࢆ⾜࠺㝿ࡢ᭷ຠ࡞ሗ࡞ࡾࠊぢ┤ࡋࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ពᛮỴᐃᨭࡣࠊPlan㸦ィ⏬㸧
ࠊDo㸦ᐇ⾜㸧
ࠊCheck㸦ホ౯㸧
ࠊAct㸦ᨵၿ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿ࠸ࢃࡺࡿ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾᑀ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ពᛮỴᐃᨭ࠾ࡅࡿពᛮ㏻ྜ⌮ⓗ㓄៖
ពᛮỴᐃᨭࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊពᛮỴᐃᚲせࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿሗࢆᮏேࡀ༑ศ⌮
ゎࡋࠊಖᣢࡋࠊẚ㍑ࡋࠊᐇ㝿ࡢỴᐃά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࢆࡶࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࠊỴᐃࡋࡓࡇ
ࡢ⤖ᯝ㉳ࡇࡾᚓࡿࡇ➼ࢆྵࡵࡓሗࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᮏேࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊពᛮ㏻࠾
ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏேࡢពᛮ㏻ࢆᑀ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊᮏேᨭ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ಁ㐍ࡉࢀࠊᮏேࡀពᛮࢆఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿពḧࡀ㧗ࡲࡾࠊᮏேࡀពᛮỴᐃࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸≧ែ
ࢆࡘࡃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸴㸬ᮏேᐙ᪘➼ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵➼
ᮏேᐙ᪘➼ᑐࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃᨭィ⏬ࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡢᑀ࡞
ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊⱞゎỴࡢᡭ㡰➼ࡢ㔜せ㡯ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡍࡿࠋᴗ⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᮏேࡸᐙ᪘➼ࡽࡢⱞࡘ࠸࡚ࠊ㎿㏿ࡘ㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊⱞゎỴつ⛬ࢆᐃࡵ

㸱㸬ពᛮỴᐃᨭࡢ᰿ᣐ࡞ࡿグ㘓ࡢసᡂ

ࡓୖ࡛ⱞࢆཷࡅࡅࡿࡓࡵࡢ❆ཱྀࡢタ⨨ࡸ➨୕⪅ጤဨࡢ㓄⨨➼ࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚
8

9

㸦ᅗ㸯㸧ពᛮỴᐃᨭࡢὶࢀ

࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋពᛮỴᐃᨭ㛵ࡍࡿⱞࡘ࠸࡚ࡶࠊⱞゎỴつ⛬ᚑࡗࡓᑐᛂࢆ
⾜࠸ࠊពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊⱞཷᢸᙜ⪅ࠊⱞゎỴ㈐௵⪅ࠊ➨୕⪅ጤဨ༠ാࡋ࡚

ពᛮỴᐃࡀᚲせ࡞ሙ㠃

ᑐᛂᙜࡓࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥ ࣭ᒃఫࡢሙࡢ㑅ᢥ ➼

ពᛮỴᐃᨭ㛵ࢃࡗࡓᴗ⪅ࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡸ㛵ಀ⪅➼ࡣࠊ⫋ࢆ㎡ࡋࡓᚋࡶྵࡵ࡚ࠊ
ᴗົୖ▱ࡾᚓࡓᮏேࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢ⛎ᐦࢆಖᣢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᮏேࡀ
ࡀ⮬ࡽ
ࡽពᛮỴᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ

⮬ࡽពᛮỴᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ሙྜ

ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡢ㑅௵ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
㸦┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅වົྍ㸧

   


ۑᮏேࡢពᛮỴᐃ㛵ࡍࡿሗࡢᢕᥱ᪉ἲࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ‽ഛ➼
ࢺ࣓ࣥࢫࢭ ۑ
࣭ᮏேࡢពᛮ☜ㄆ ࣭᪥ᖖ⏕άࡢᵝᏊࡢほᐹ ࣭㛵ಀ⪅ࡽࡢሗ㞟
࣭ᮏேࡢุ᩿⬟ຊࠊ⮬ᕫ⌮ゎࠊᚰ⌮ⓗ≧ἣ➼ࡢᢕᥱ 
࣭ᮏேࡢ⏕άྐ➼ࠊேⓗ࣭≀⌮ⓗ⎔ቃ➼ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ
࣭య㦂ࢆ㏻ࡌࡓ㑅ᢥࡢ᳨ウ ➼

ពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ㛤ദ
      

㸦ࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟࣭ಶูᨭ㆟වࡡ࡚㛤ദྍ㸧
 

࣭ᮏே ࣭ᐙ᪘ ࣭ᡂᖺᚋぢே➼ ࣭ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ ࣭ᴗ⪅ ࣭㛵ಀ⪅➼
ࡼࡿሗࡸᮏேࡢពᛮࡢ᥎ᐃࠊ᭱ၿࡢ┈ࡢุ᩿
࣭ᩍ⫱㛵ಀ⪅ ࣭་⒪㛵ಀ⪅ ࣭⚟♴ົᡤ ࣭ᕷ༊⏫ᮧࡢᚅᑐᛂ❆ཱྀ
࣭ಖᡤ➼ࡢ⾜ᨻ㛵ಀᶵ㛵 ࣭㞀ᐖ⪅ᑵᴗ࣭⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᑵປ㛵ಀᶵ㛵
࣭ࣆࢧ࣏࣮ࢱ࣮➼ࡢ㞀ᐖᙜ⪅ࡼࡿᨭ⪅ ࣭ᮏேࡢ▱ே ➼



ព
ᛮ
Ỵ
ᐃ

㛵
ࡍ
ࡿ
グ
㘓
ࡢ
ࣇ
勋
勖
ࢻ
ࣂ
勏
ࢡ

ពᛮỴᐃࡢ⤖ᯝࢆᫎࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬࣭ಶูᨭィ⏬
㸦ពᛮỴᐃᨭィ⏬㸧ࡢసᡂࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊᨭ⤖ᯝ➼ࡢグ㘓



ᨭࡽᢕᥱࡉࢀࡿ⾲ࡸឤࠊ⾜ື➼ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿពᛮ㑅ዲ➼ࡢグ㘓

10

11
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ϫ㸬ពᛮỴᐃᨭࡢලయ

㈐௵⪅ࡢཧຍࡼࡾࠊB ࡉࢇࡢពᛮỴᐃᨭ㆟ࢆ㛤ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋB ࡉࢇࡣࠊ࠸ࡘࡶ

㸯㸬᪥୰άືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㑅ᢥ㛵ࡍࡿពᛮỴᐃᨭ

ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ㐪࠺㆟ࡢཧຍ࡞ࡾࠊⴠࡕ╔ࡁࡀ࡞ࡃᏳࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ

  㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊゝⴥ࡛ពᛮࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ A ࡉࢇࡀࠊ⏕άㆤᴗᡤ
ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ⏕άㆤᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊA ࡉࢇࡢ᪥୰άືࣉ

ᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡓᡂᖺᚋぢேࡣࠊB ࡉࢇࡀタ័ࢀ࡚ⴠࡕ╔࠸ࡓ⏕άࢆ㏦ࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ
⏕άࡢሙࢆኚ࠼ࡿࡇ࡛ B ࡉࢇࡀᏳᐃ࡞≧ែ࡞ࡽ࡞࠸Ᏻ࡛࠶ࡿヰࡋࡓࠋពᛮ

ࣟࢢ࣒ࣛࢆࡢࡼ࠺⪃࠼ࡓࡽⰋ࠸ᝎࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊA ࡉࢇࡢ᪥୰άືࢆỴࡵࡿࡓ

Ỵᐃᨭ㈐௵⪅ࡀࠊ⮬Ꮿ࡛ࡢ B ࡉࢇࡢᵝᏊࡘ࠸࡚ᡂᖺᚋぢேᑜࡡࡿࠊᖐ┬ࡋࡓ

ࡵࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࢆ㛤ࡃࡇࡋࡓࠋពᛮỴᐃᨭ㆟ࡣࠊA ࡉࢇᐙ᪘ࠊA ࡉ
ࢇࢆࡼࡃ▱ࡿᏛᰯࡢඛ⏕ࠊ⛣ືᨭᴗᡤࡢᨭဨࠊ⏕άㆤᴗᡤࡢᢸᙜ⫋ဨࠊA ࡉࢇ

ࡣࠊ⮬ศ࡛࠾ࢆἛࡋ࡚࢝ࢵࣉ࣮࣓ࣛࣥࢆసࡗ࡚㣗࡚࠸ࡿࡇ➼ࡀヰࡉࢀࡓࠋタධ
ᡤᨭࡢࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ᢸᙜ⫋ဨࡣࡑࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࠊタ࡛ࡣ⮬ศ࡛࠾ࢆἛࡋ

ࢆᢸᙜࡍࡿ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡀཧຍࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࡀពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅࡞ࡗ࡚
㆟ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ࡓࡾࠊ࢝ࢵࣉ࣮࣓ࣛࣥࢆసࡗ࡚㣗ࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊタࡢ⎔ቃࡀ B ࡉࢇ
ࡢᮏ᮶࡛ࡁࡿࡇࢆ⊃ࡵ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊB ࡉࢇࡗ࡚ࡼࡾࡼ࠸⏕άࡢሙ

  ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊ㆟ࡢཧຍ⪅ A ࡉࢇࡢ᪥㡭ࡢᵝᏊࡽㄞࡳྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿពᛮࡸዲࡳࠊࡑࢀࡽࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀࡾ➼ࡢሗࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋA ࡉࢇࡣࠊ

ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗࡓࠊヰࡋࡓࠋ
B ࡉࢇࡣࠊ┠ࡢ๓࠶ࡿὒ᭹ࡸ㣗≀ࡢ୰ࡽ⮬ศࡀẼධࡗࡓ≀ࢆ㑅ࢇࡔࡾࠊ⤮࣮࢝

ᐙ᪘ࡸ㢦ぢ▱ࡾࡢேࡀ࠸ࡿࡓࡵࠊᏳᚰࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡓࠋᐙ᪘ࡽࡣࠊA ࡉࢇࡀ

ࢻࡸ┿࣮࢝ࢻࢆぢ࡚ࠊࡑࡢ᪥⾜࠺άືࢆ㑅ࢇࡔࡾࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ⤒㦂ࡋࡓࡇࡀ࡞࠸ࢢ

♽ẕࢃ࠸ࡀࡽࢀ࡚⫱ࡕࠊ♽ẕࡀᚓពࡔࡗࡓ㤝㢌సࡾࢆ࠺ࢀࡋࡑ࠺୍⥴ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
ࡸࠊἑᒣసࡗࡓ㤝㢌ࢆ㏆ᡤ㓄ࡿࡇࡶ࠸࡚࠸ࡁࠊேࡽ႐ࡤࢀࡿ࠺ࢀࡋࡑ࠺ࡔ
ࡗࡓࡇ➼ࡀヰࡉࢀࡓࠋᏛᰯࡢඛ⏕ࡽࡣࠊA ࡉࢇࡣࡔࡕ㛵ࢃࡿࡇࡀዲࡁࡔࡗࡓࡇ

࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⏕άࡢタࡢ⏕άࢆẚ࡚㑅ࡪࡇࡣ㞴ࡋࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࣮࣒࣍ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊ✵ࡁ㒊ᒇࡢ࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊయ㦂⏝ࢆ

ࡸࠊ㟼࡞㡢ᴦࢆዲࢇ࡛⫈࠸࡚࠸ࡓࡇࠊ⣬⤮ࡢල࡛Ⰽࢆሬࡿࡇࡀዲࡁ࡛ࠊᮘྥ
ࡗ࡚㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࢟ࣕࢵࣉࡢศ㢮ࡢࡼ࠺࡞సᴗⓗ࡞ࡇࡣ
ࡍࡄ㣬ࡁ࡚ࢫࡽ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀヰࡉࢀࡓࠋ⛣ືᨭᴗᡤࡢᨭဨ

㦂ࡋ࡚ࡳࡓ⤖ᯝࡀ B ࡉࢇࡢࡓࡵ࡞ࡿ࡞ࡽࠖ࠸࠺ពぢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡣࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࢧ࣮

ࡋ࡚ࡳ࡚ࠊࡑࡢᵝᏊࡽ B ࡉࢇࡢពᛮࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡣ࠺ᥦࡋࡓࠋᡂᖺᚋぢேࡶࠊ
ࠕయ

ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࢆኚ᭦ࡋࠊᆅᇦ⛣⾜ᨭᇶ࡙ࡃࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢయ㦂⏝ࢆ⾜࠺ෆᐜ
ぢ┤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ1 ࣨ᭶ᚋᗘពᛮỴᐃᨭ㆟ࢆ㛤ࡁࠊB ࡉࢇࡢయ㦂⏝ࡢᵝᏊࢆඹ

ࡽࡣࠊA ࡉࢇࡣ᳃ࡢ୰ࢆᩓṌࡋ࡚ࠊ㫽ࡢࡉ࠼ࡎࡾࢆ⪺ࡃ⪥ࢆࡲࡋ࡚࠺ࢀࡋࡑ࠺ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊேΰࡳ➼㞧㡢ࡀከ࠸ሙᡤࡣⱞᡭ࡞ࡼ࠺࡛⾲ࡀ㝤ࡋࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊࣛࣛࡋࡓឤ
ࡌ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀヰࡉࢀࡓࠋ
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅ࡣࠊࡇࢀࡽࡢሗࢆᩚ⌮ࡋࠊ᪥୰άືࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑ    
ࡢ⤖ᯝࠊࡲࡎࡣ A ࡉࢇࡗ࡚⏕άㆤᴗᡤࡀᒃᚰᆅࡢⰋ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡓࡵࠊA ࡉࢇࡢ᪥୰άືࢆࠊ㟼࡞㡢ᴦࡀὶࢀࡿ㒊ᒇ࡛ࣃࣥࡸࢡࢵ࣮࢟ࠊ㤝㢌ࢆసࡿ
άືࡸࠊ⣬⤮ࡢල࡛࣌ࣥࢸࣥࢢࡍࡿάືࠊ᳃ࡢ୰ࡢᩓṌ㐨ࢆ㫽ࡢࡉ࠼ࡎࡾࢆ⪺ࡁ࡞
ࡀࡽᩘே࡛Ṍࡃάື➼ࡽጞࡵࡿࡇࡋࠊࡲࡓࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪥୰άືࡢ୰࡛ࡢ A ࡉࢇࡢ⾲
ὀ┠ࡋࠊA ࡉࢇࡢពᛮ⾲♧ࡢᡭࡀࡾࢆグ㘓ṧࡋࠊᚋࡢពᛮỴᐃᨭࡢࡓࡵࡢ
ሗࢆ✚ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊពᛮỴᐃᨭィ⏬ಶูᨭィ⏬ࢆ୍యⓗసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚ࡽ 3 ࣨ᭶ᚋࠊぢ┤ࡋࡢࡓࡵࡢ㆟ࢆ㛤ࡃࡇࡋࡓࠋ

᭷ࡋࠊB ࡉࢇࡀᚋࡢ⏕άࡢሙࡘ࠸࡚タࡢ⏝ࢆ⥅⥆ࡋࡓ࠸ࡢࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍
⏕άࡋࡓ࠸ࡢࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋB ࡉࢇࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ΰࡋ࡞࠸ࡼ
࠺ࠊタ࡛ࡗ࡚࠸ࡓ⤮࣮࢝ࢻࡸࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࡶ࠺ࡇࡋࡓࠋ
ேᩘࡢᑡ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⎔ቃࡣࠊB ࡉࢇࡗ࡚ⴠࡕ╔ࡅࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ㏆ࡃࡢࢥ
ࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫ࣭ࢫࢺ㈙࠸≀⾜ࡗࡓࡾࠊ࢝ࢵࣉ࣮࣓ࣛࣥࢆసࡗࡓࡾࠊ෭㣗ရࢆ㟁Ꮚ
ࣞࣥࢪ࡛ ࡵ࡚㣗ࡓࡾࠊB ࡉࢇࡣ⏕άࢆయⓗᗈࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ
1 ࣨ᭶ᚋࠊពᛮỴᐃᨭ㆟ࡀ㛤ࢀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࡢయ㦂⏝ࡢᵝᏊࡀሗ࿌ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡢෆᐜࡽࠊB ࡉࢇࡢពᛮࡀࡇ࠶ࡿࡢࠊᡂᖺᚋぢேࡶྵࡵࡓㄡࡗ࡚ࡶ
᫂ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸱㸬⢭⚄⛉㝔ࡽࡢ㏥㝔㛵ࡍࡿពᛮỴᐃᨭ
  65 ᡯࡢዪᛶ C ࡉࢇࡣ⤫ྜኻㄪ࡛ࠊᘬࡁࡇࡶࡾࡀࡕ࡛㍍ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ 32 ᡯࡢ
ᜥᏊ D ࡉࢇேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬Ꮿࡣᣢࡕᐙ࡛ࠊC ࡉࢇࡢ⪁㱋ᖺ㔠㑇᪘ᖺ㔠࡛

㸰㸬タ࡛ࡢ⏕άࢆ⥅⥆ࡍࡿ࠺ࡢពᛮỴᐃᨭ
  タධᡤᨭࢆ⏝ࡋ࡚ 15 ᖺ࡞ࡿ B ࡉࢇࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⮬㛢ࡀ࠶ࡾࠊゝⴥࡼࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㞴ࡋ࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐙ᪘ࡀஸࡃ࡞ࡾࠊᡂᖺᚋぢேࡀ㑅௵ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᢸᙜࡢ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡣࠊ⥅⥆ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᨭࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࠊᚋ
ࡶᘬࡁ⥆ࡁタධᡤᨭࢆ⏝ࡍࡿࡢࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍➼⏕άࡢሙࢆ⛣⾜ࡍࡿࡢࠊ
B ࡉࢇࡢពᛮỴᐃᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
  ࡑࡇ࡛ࠊᢸᙜࡢ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡀពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅࡞ࡾࠊB ࡉࢇᡂᖺᚋぢேࠊ
タධᡤᨭࡢࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ B ࡉࢇࡢᢸᙜ⫋ဨࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮

⏕ィࢆ❧࡚࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕άࡣⱞࡋࡗࡓࠋC ࡉࢇࡣࠊᩘᖺ๓㏻ᨾ㐼ࡗ࡚ࡽᐙ
ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࠊD ࡉࢇࡀ㈙࠸≀ࡸᤲ㝖ࠊὙ℆ࠊㄪ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢁࡀࠊ1 ᖺ๓ D
ࡉࢇࡀᐙฟࢆࡋ࡚ࡽ✜࡞ࡾࠊ㏆㞄Ꮿୖࡀࡾ㎸ࡴ➼ࡢ⾜Ⅽࡀᗘࠎ㉳ࡇࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ
་⒪ಖㆤධ㝔࡞ࡗࡓࠋᐙฟࡋ࡚࠸ࡓ D ࡉࢇࡣࠊC ࡉࢇࡀධ㝔ࡋࡓᚋࠊ⮬Ꮿᡠࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋD ࡉࢇࡢᐙฟࡢཎᅉࡣࠊ≧ࡀᏳᐃ࡞ C ࡉࢇࡢ㠃ಽࢆࡳࡿࡇ⑂ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊC ࡉࢇࡀ㏥㝔ࡋࡓᚋࡣࠊ୍⥴⏕άࡍࡿࡇࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡓࠋ

12

13

㸦ཧ⪃㸧㸿ࡉࢇࡢពᛮỴᐃᨭࡢࡓࡵࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ⾲
C ࡉࢇࡣࠊධ㝔ࡋ࡚ 3 ᭶࡛≧ࡀᏳᐃࡋࡓࠋࡋࡋࠊ⮬Ⓨⓗ࡞ពᛮࡢ⾲᫂ࡀஈࡋࡃࠊ

ᚋࡶࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ពᛮỴᐃᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᮏேࡽࡋ࠸⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

1 ⢭⚄ಖ⚟♴ἲ࡛ࡣࠊ㝔ࡣಶࠎࡢ་⒪ಖㆤධ㝔⪅ࡀ᪩ᮇ㏥㝔࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌࠾࠸࡚୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡍ㏥㝔ᚋ⏕

ά⎔ቃ┦ㄯဨࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏥㝔ᚋ⏕ά⎔ቃ┦ㄯဨ࡞ࢀࡿࡢࡣࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠊಖᖌ➼࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⢭⚄
㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᴗົࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ᪉ࠊࡶࡋࡃࡣୖグ⫋✀௨እ࡛࠶ࡗ࡚ཌ⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿ◊ಟࢆಟࡋࡓ᪉࡛ࡍࠋ

15

14
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䚷䞉䛰䛱䛸㛵䜟䜛䛣䛸䛿ዲ䛝䛺䜘䛖䛰䚹
䚷䞉㟼䛛䛺㡢ᴦ䜢ዲ䜐䜘䛖䛰䚹
䚷䞉⣬䛻⤮䛾ල䜢ሬ䜛䛺䛹䚸సⓗ䛺άື䛿ዲ䛝䛺䜘䛖䛰䚹
䚷䞉䝨䝑䝖䝪䝖䝹䛾䜻䝱䝑䝥䛾ศ㢮䛾䜘䛖䛺సᴗⓗ䛺䛣䛸䛿䛩䛠㣬䛝䛶䛧䜎䛖䜘䛖䛰䚹

䠘ᡭ䛜䛛䜚䛸䛺䜛ሗ䛛䜙᥎ᐃ䛥䜜䜛ᮏேពᛮ䠚

䚷䞉䛛䜟䛔䛜䛳䛶䛟䜜䜛♽ẕ䛾䜘䛖䛺ே䛜ዲ䛝䛺䜘䛖䛰䚹
䚷䞉♽ẕ䛾䜘䛖䛺ே䛸୍⥴䛻㤝㢌䛺䛹䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜ዲ䛝䛺䜘䛖䛰䚹
䚷䞉స䛳䛯㤝㢌䛺䛹䜢㓄䜚䚸ே䛛䜙႐䜀䜜䜛䛣䛸䛜䛖䜜䛧䛔䜘䛖䛰䚹

䚷䞉᳃䛾୰䜢ᩓṌ䛧䛶䚸㫽䛾䛥䛘䛪䜚䜢⪺䛟䛸䛖䜜䛧䛔䜘䛖䛰䚹
䠄⛣ືᨭ䝦䝹䝟䞊䠅
䚷䞉ேΰ䜏䛺䛹㞧㡢䛜ከ䛔ሙᡤ䛿䚸䜲䝷䜲䝷䛧䛶ⱞᡭ䛺䜘䛖䛰䚹
䕿᳃䛾୰䜢ᩓṌ䛧䛶䚸㫽䛾䛥䛘䛪䜚䜢⪺䛟䛸⪥䜢䜎䛧䛶䛖䜜䛧䛭䛖䛻䛧䛶䛔䛯䚹
䕿ேΰ䜏䛺䛹㞧㡢䛾ከ䛔ሙᡤ䛿ⱞᡭ䛺䜘䛖䛷⾲䛜㝤䛧䛟䛺䛳䛯䜚䜲䝷䜲䝷䛧䛯ឤ䛨
䚷䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹

┦ㄯဨࡣࠊᗘពᛮỴᐃᨭ㆟ࢆ㛤࠸ࡓࠋᅇࡣ C ࡉࢇࡶཧຍࡋࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅ
࡚ࣃ࣮ࢺࢆࡾࠊᜥᏊ⏕άࡋࡓ࠸࠸࠺ពᛮࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋC ࡉࢇࡣࠊ㏥㝔

䠄Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䠅
䕿䛰䛱䛸㛵䜟䜛䛣䛸䛿ዲ䛝䛰䛳䛯䚹
䕿㟼䛛䛺㡢ᴦ䜢ዲ䜣䛷⫈䛔䛶䛔䛯䚹
䕿⣬䛻⤮䛾ල䛷Ⰽ䜢ሬ䜛䛣䛸䛿ዲ䛝䛷䚸㞟୰䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛯䚹
䕿䝨䝑䝖䝪䝖䝹䛾䜻䝱䝑䝥䛾ศ㢮䛾䜘䛖䛺సᴗⓗ䛺䛣䛸䛿䛩䛠㣬䛝䛶䜲䝇䛛䜙❧䛱ୖ
䚷䛜䛳䛶䛧䜎䛳䛯䚹

䠘ពᛮỴᐃᨭ䛜ᚲせ䛺㡯┠䠚

ࡗࡓ࠸࠺ࠋC ࡉࢇࡣࠊ⮬Ꮿᖐࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡿࡀᘓ≀ࡀ⪁ᮙࡋ࡚ࢦ࣑ᒇᩜࡢ≧ែ
࡛࠶ࡾࠊධ㝔⏕ά࡛ࡢ㊊⭜ࡢ➽ຊࡢపୗࡼࡾ⮬Ꮿࡢᘧࢺࣞࢆ࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵ⏕ά࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡇࠊᘬࡗ㉺ࡍࡋ࡚ࡶࠊ࠾㔠ࢆࡔࡲࡋྲྀࡽࢀࡓࡓࡵ㈨㔠ࡀ
࡞࠸ࡇࠊ⏕ά㈝ࡀⱞࡋ࠸ࡇ➼ၥ㢟ࡀᒣ✚ࡳ࡛ࠊࠕࡶ࠺⮬Ꮿࡣᖐࢀ࡞࠸ࠖ࠶ࡁࡽࡵ
࡚࠸ࡓヰࡋࡓࠋ
┦ㄯဨࡣࠊC ࡉࢇࡢᡤᚓ≧ἣࡔ⏕άಖㆤࡢ⏦ㄳࡀ࡛ࡁࡿࡇࠊࡑࡢࡓࡵࡢᡭ⥆ࡸࣃ
࣮ࢺ᥈ࡋࡢ᪉➼ࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࠊ⮬Ꮿ௨እࡢᬽࡽࡋࡶ࡛ࡁࡿࡇࢆᑀఏ࠼ࡓࠋ
ᜥᏊࡢ D ࡉࢇࡣࠊࡑࢀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ༠ຊࡍࡿࡇࢆ C ࡉࢇఏ࠼ࡓࠋ

ពᛮỴᐃᨭ㆟䛾䜎䛸䜑

ࡣࠊ㊃ࡔࡗࡓᡭⱁရࡸ᭩㐨సရࠊ㈹≧➼ࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓࠋ᫇ࡢ┿ࡣࠊὶ⾜ࡢ᭹ࢆ╔
࡚➗㢦࡛࣏࣮ࢬࢆࡿጼࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇᐙࡣ❧ὴ࡞㏱ࡋ᙮ࡾࡢᑠቨࡀ࠶ࡿ⮬៏ࡢᐙࡔ

䠘䛣䜜䜎䛷䛾⏕άྐ䠚

ࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓ D ࡉࢇࡀᐙฟࢆࡋࡓࡇࡣࢩࣙࢵࢡࡔࡗࡓࡇ➼ࢆヰࡋጞࡵࡓࠋC ࡉࢇ

䚷㻭䛥䜣䛜ྲྀ䜚⤌䜏䛯䛔᪥୰άື䝥䝻䜾䝷䝮䛿䠛

ពᛮỴᐃᨭ䛾䛯䜑䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖⾲

ࡀࠊⓎᚋࠊ㔠㖹ࢆࡔࡲࡋྲྀࡽࢀࡿ➼ࡢⱞປࢆࡋ࡚ࡽᏳࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊྠࡌࡇࡢ☜ㄆ
ࢆఱᅇࡶࡍࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᑀ࡞ㄝ᫂ࡀ࠶ࢀࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡿຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊධ㝔
๓ࡣࠊ᭹⸆ࡢ୰᩿ࡸῶ⸆ࡼࡾᛣࡾࡸࡍࡃ௧ཱྀㄪ࡞ࡾࠊ㏆㞄ఫẸࡢ⿕ᐖዶࡶ࠶
ࡗࡓࡇࡀヰࡉࢀࡓࠋ㝔ࡢ་㏥㝔ᚋ⏕ά⎔ቃ┦ㄯဨࡽࡣࠊධ㝔୰ࡢ C ࡉࢇࡣࠊ
㝜ᛶ≧ࡢࡓࡵ⮬Ⓨⓗ࡞ពᛮࡢ⾲᫂ࡀஈࡋࡃࠊேᑐࡍࡿ㆙ᡄᚰࡶ࠶ࡗ࡚ࢇヰࡋࢆ
ࡍࡿࡇࡀ࡞࠸࠸࠺≧ἣࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋពᛮỴᐃᨭ㆟࡛ࡣࠊC ࡉࢇࡀࠕࡶ࠺⮬Ꮿ
ࡣᖐࢀ࡞࠸ࠖゝࡗࡓ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋࠊC ࡉࢇࡢពᛮࢆ☜ㄆࡍࡿᡭࡀࡾࢆᚓࡿࡓࡵࠊព
ᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ┦ㄯဨࡀ C ࡉࢇࢆకࡗ࡚⮬Ꮿ⾜ࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
⮬Ꮿࡣ⪁ᮙࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊD ࡉࢇࡀᐙฟࢆࡋ࡚࠸ࡓ 1 ᖺ㛫࡛ࢦ࣑ᒇᩜࡢࡼ࠺࡞≧ែ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⮬Ꮿᡠࡗࡓ D ࡉࢇࡶ࠼࡚ࠊC ࡉࢇࡢヰࡋࢆ⫈࠸ࡓࠋC ࡉࢇࡣࠊᐙ⯡

䕿㻭䛥䜣䛿㻝ṓ㻢䞄᭶䛾᳨デ䛷▱ⓗ䛺Ⓨ㐩䛾㐜䜜䛜ᣦ䛥䜜䚸▱ⓗ㞀ᐖ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䜎䛧䛯䚹୧ぶ䛸䠏ṓᖺୖ䛾ጜ䚸䛭䛧䛶∗᪉
䚷䛾♽ẕ䛸䛾㻡ேᬽ䜙䛧䛷䛧䛯䚹✜䜔䛛䛷ே䛺䛴䛣䛔ᛶ᱁䛷䛒䛳䛯㻭䛥䜣䛿≉䛻♽ẕ䛻䛛䜟䛔䛜䜙䜜䛶⫱䛱䜎䛧䛯䚹♽ẕ䛜ᚓព䛷
䛒䛳
䚷䛯㤝㢌స䜚䜢䛖䜜䛧䛭䛖䛻ᡭఏ䛳䛯䜚䚸♽ẕ䛸୍⥴䛻㏆ᡤ䛻㓄䛳䛶Ṍ䛔䛯䜚䛧䜎䛧䛯䚹䛭䛾䛸䛝䛻ே䛛䜙႐䜣䛷䜒䜙䛘䜛䛸㻭䛥䜣䜒䛸䛶
䚷䜒䛖䜜䛧䛭䛖䛺⾲䜢ぢ䛫䛶䛔䛯䛭䛖䛷䛩䚹
䕿Ꮫᰯ䛿ᑠᏛᰯ䛛䜙≉ูᨭᏛᰯ䛻㏻䛔䜎䛧䛯䚹Ꮫᰯ䛷䛿ே䛸㛵䜟䜛䛣䛸䛜ዲ䛝䛷䚸䛔䛴䜒௰㛫䛸୍⥴䛻㐣䛤䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹䛷䜒
䚷䛯䛟䛥䜣䛾ே䛷⾜ື䛻㞟䜎䛳䛯䜚䚸㐠ື䛺䛹䛷䛝䛺㡢䛜䛩䜛ሙ㠃䛺䛹䛷䛿ᑡ䛧䛔䜙䛔䜙䛩䜛ᵝᏊ䛜ぢ䜙䜜䜎䛧䛯䚹
䕿ゝⴥ䛷䛿ពᛮ䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔㻭䛥䜣䛷䛧䛯䛜ዲ䛝䛺≀䛻䛿⮬䜙✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ጼ䜔䚸㇏䛛䛺⾲䛷࿘ᅖ䛻Ẽᣢ䛱䜢ఏ䛘
䚷䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹
䕿ఇ᪥䛿ᐙ᪘䛸୍⥴䛻ฟ䛛䛡䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛧䛯䛜䚸䛚∗䛥䜣䛸䛚ẕ䛥䜣䛜⮬Ⴀᴗ䜢䛥䜜䛶䛔䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸㻭䛥䜣䛾䛚ฟ䛛䛡䜢䛧䛯䛔
䚷䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛻ᛂ䛘䜙䜜䛺䛔᪥䜒ከ䛟䛺䛳䛶䛝䛯䛣䛸䛛䜙⛣ືᨭ䜢⏝䛧䛶䚸䝦䝹䝟䞊䛸ฟ䛛䛡䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䕿≉ูᨭᏛᰯ༞ᴗᚋ䛾㐍㊰䛿䚸ᑵປ⥅⥆ᨭ㻮ᆺᴗᡤ䜔⏕άㆤᴗᡤ䛺䛹㻟ᅇ䛾ᐇ⩦䜢㔜䛽䛯⤖ᯝ䚸⏕άㆤᴗᡤ䜢
䚷⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

∗

♽ẕ

┦ㄯᨭᴗᡤཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡋࡓࠋ
ጤク┦ㄯᨭᴗᡤࡢ┦ㄯဨࡣࠊᆅᇦ⛣⾜ᨭࡢ⏝ࢆᛕ㢌ࠊពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅
ࡋ࡚ពᛮỴᐃᨭ㆟ࢆ㛤࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣࠊ㝔ࡢ་㏥㝔ᚋ⏕ά⎔ቃ┦ㄯဨࠊᲷ
ཷࡅᣢࡕ┳ㆤᖌࠊᙺᡤࡢ㞀ᐖ⚟♴ᢸᙜ⫋ဨࠊಖᡤࡢಖᖌࠊᜥᏊࡢ D ࡉࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋC
ࡉࢇࡣࠊཧຍࡋࡓࡃ࡞࠸ࡢࡇࡔࡗࡓࠋ
ᙺᡤࡢ㞀ᐖ⚟♴ᢸᙜ⫋ဨ D ࡉࢇࡼࢀࡤࠊC ࡉࢇࡣࠊ୍ᐙࢆᨭ࠼ࡿࡋࡗࡾ⪅ࡔࡗࡓ

䠘㛵ಀ⪅䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯䠝䛥䜣䛾ពᛮ䜢ุ᩿䛩䜛䛯䜑䛾ᡭ䛜䛛䜚䛸䛺䜛ሗ䠚
䠄ᐙ᪘䠅
䕿䠝䛥䜣䛿䚸♽ẕ䛻䛛䜟䛔䛜䜙䜜䛶⫱䛳䛯䚹
䕿♽ẕ䛜ᚓព䛰䛳䛯㤝㢌స䜚䜢䛖䜜䛧䛭䛖䛻୍⥴䛻䛧䛶䛔䛯䚹
䕿㤝㢌䜢㏆ᡤ䛻㓄䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶⾜䛝䚸ே䛛䜙႐䜀䜜䜛䛸䛖䜜䛧䛭䛖䛰䛳䛯䚹

ጜ

䠝䛥䜣

ẕ

ពḧࡢపୗࡶ࠶ࡾࠕࡶ࠺⮬Ꮿࡣᖐࢀ࡞࠸ࠖ㏥㝔ࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ
㝔ࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡀࠕ㏥㝔ᚋ⏕ά⎔ቃ┦ㄯဨ1ࠖ࡞ࡾࠊ⇕ᚰ㏥㝔ྥࡅࡓ
ാࡁࡅࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊC ࡉࢇࡣ㯲ࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡔࡅࡔࡗࡓࠋ㏥㝔ᨭጤဨࡣࠊධ㝔୰
ࡢ㞀ᐖ⪅ࡸᐙ᪘ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌࠊᚲせ࡞ሗᥦ౪➼ࢆ⾜࠺ᆅᇦຓᴗ⪅ࡋ࡚ࠊጤク

㹀

ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟
䠄ᮏே䛾䝙䞊䝈䠅

㻟

㻞

ᖹᡂ

ᖺ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜢య㦂⏝䛧䚸䜘䜚
⮬⏤䜢ᗈ䛢䛶⏕ά䛷䛝䜛䛛ヨ䛧䛶
䜏䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸䛾タ䛷䛾⏕
ά䛸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⏕ά䜢ẚ䜉
㻝
䛶䚸⏕ά䛾ሙ䛸䛧䛶䛹䛱䜙䛜Ⰻ䛔䛛
ᮏே䛜ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛷ពᛮ䜢⾲᫂䛷
䛝䜛䚹

ඃඛ
㡰

⏝⪅ྠព⨫ྡḍ
㹀

㹂

ィ⏬సᡂᢸᙜ⪅
ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅

฿㐩┠ᶆ

ᨭෆᐜ

᭶

᪥

య㦂⏝䜢㏻䛨䛶䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
䛾⏕ά䜢⤒㦂䛧䚸䛾タ䛷䛾⏕
ά䛸ẚ䜉䛶䛹䛱䜙䛷⏕ά䛩䜛䛣䛸䛜
ᮏே䛾ពᛮ䛺䛾䛛Ỵ䜑䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜘䛖ពᛮỴᐃᨭ䜢⾜䛖䚹

ᨭ┠ᶆ

⏝⪅ྡ

㻝䞄᭶ᚋ

㐩ᡂ
ᮇ

✀㢮䞉ෆᐜ䞉㔞䠄㢖ᗘ䞉㛫䠅

䠞

ඹྠ⏕άຓ䠄య㦂⏝䠅䚷㻟㻜᪥

ㄢ㢟ゎỴ䛾䛯䜑䛾
ᮏே䛾ᙺ

༳
䝃䞊䝡䝇⟶⌮㈐௵⪅䠄ពᛮỴᐃᨭ㈐௵⪅䠅

ᥦ౪ᴗ⪅ྡ
䠄ᢸᙜ⪅ྡ䞉㟁ヰ䠅
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䕿䕿 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜢య㦂⏝䛧䚸䜘䜚
⮬⏤䜢ᗈ䛢䛶⏕ά䛷䛝䜛䛛ヨ䛧䛶
䜏䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸䛾タ䛷䛾⏕
ά䛸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⏕ά䜢ẚ䜉
䛶䚸⏕ά䛾ሙ䛸䛧䛶䛹䛱䜙䛜Ⰻ䛔䛛
ពᛮ䜢⾲᫂䛷䛝䜛䚹

⚟♴䝃䞊䝡䝇➼

㻝䞄᭶ᚋ

ホ౯
ᮇ
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 ➨㸳ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 ➨㸱ᅇጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

㸲 ᚋࡢணᐃ



 ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤࠕ࠶࠾࠸ࡅ࠶ࠖ௦⾲ྲྀ⥾ᙺຍ⸨ᛅ┦࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 Ỉᓥಇᙪᘚㆤኈ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

㸱 ࣄࣜࣥࢢ࣭タゼၥ



 ‽ഛ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 ‽ഛ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 ➨㸱ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 ➨㸰ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

 ➨㸯ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ㄡࡢ㏭ࢆࡍࡿࡢ

-2-

⬮ ڽὀ㸫ࠕពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ༑ศ࠸࠺ᐃ⩏ࠖ

⬮ ڽὀ㸫ࠕㄆ▱デ᩿ࡉࢀࡓሙྜ㝈ࡽ࡞࠸ពࠖ

ᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ㄆ▱デ᩿ࡉࢀࡿ௨๓ࡽࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗࢆᢕ

ேࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ

 ۑㄆ▱デ᩿ࡉࢀࡓሙྜ㝈ࡽࡎࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࡀࢃࢀࠊពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ༑ศ࡞

2

ྜࡣࠊ㐪࠸ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ㄆ▱ࡢேࡢᨭ⪅ࡢ㛵ࡾ࠾࠸࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊᨭࡢ࣏ࣥࢺࡀ␗࡞ࡿሙ

⬮ ڽὀ㸫ࠕㄆ▱ࡢேࡢ㛵ࢃࡿேࠖࡢලయⓗ࡞⾲グࢆࡍࡿࠋ

ࡢ࢞ࢻ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋ

㸦⿵ຓ࣭ಖబࢆྵࡴ㸧ࠊࡑࡢࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ぢᏲࡾάືࢆ⾜࠺ே࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧

㸦ࡑࡢ୰ᚰࡣࢣࢆᥦ౪ࡍࡿேࡸ⾜ᨻ⫋ဨ➼࡞ࡿࡀࠊࡇࢀຍ࠼࡚ࠊᐙ᪘ࠊᡂᖺᚋぢே

ே㸦௨ୗࠊ
ࠕㄆ▱ࡢேࠖ࠸࠺㸧㛵ࢃࡿ࡚ࡢே㸦௨ୗࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭ⪅ࠖ࠸࠺㸧

 ۑㄆ▱デ᩿ࡉࢀࡓሙྜ㝈ࡽࡎࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࡀࢃࢀࠊពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ༑ศ࡞

㸯 ㄡࡗ࡚ࡢ࢞ࢻࣛࣥ

ϩ⌮ᛕ

࡛࠶ࡿࠋࠖࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋ

㸰 ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨཬࡧ‽ഛ

ᨭࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡶࠊㄆ▱ࡢேࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁ



 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨ 12 ᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊࠕㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃࡢ

   ಶูពぢ⫈ྲྀ

 ➨㸰ᅇጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ࡿὀពⅬࡸᕤኵࢆ♧ࡍࠋ

 ۔ࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡢ㝿ࠊ❧ࡕṆࡲࡿ࣏ࣥࢺࢆ♧ࡍࡁࢆ㑅ࡧࠊᚲせࡉࢀ

 ➨㸯ᅇጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

㸯 ᮏጤဨ

 ڽጤဨ࣭WG ጤဨ࡛♧ࡉࢀࡓពぢࢆཧ⪃ࠊ⪃࠼ࡿࡁᰕ⬮ὀࢆࡘࡅࡿࠋ
⌧ ۔ሙ࡛⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⌧ᐇࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢὀពⅬࡸᕤኵࢆ♧ࡍࠋ



࣏ࣥࢺࢆ♧ࡍࠋ

࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࢆᨭࡍࡿ࠾࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿࡁᰕ㸦⌮ᛕ㸧ࢆ♧ࡋࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿどⅬ࣭

 ۔ㄆ▱ࡢேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒ㸦⮬ᚊ㸧ࡢᑛ㔜ࡢほⅬࡽࠊㄆ▱ࡢேࡢ᪥ᖖ⏕άࡸ♫⏕ά

ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࡢ⤒㐣ᚋࡢணᐃ

➨㸲ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ㄆ▱ࡢạࡢ᪥ᖖ䔆ά࣭♫䔆ά࠾ࡅࡿពᛮỴᐃ㔖࢞ࢻࣛࣥ ௬ 

Ϩ๓ᥦ ࢞ࢻࣛࣥࡢᵓᡂ 





資料 3
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ពᛮỴᐃ㏭ࡣఱ ( ㏭ࡢᐃ⩏ )

ㄆ▱ࡢேࡢᨭࡋ࡚ࡢពᛮỴᐃᨭࢳ࣮࣒

-3-

ぢᏲࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ᪉㛵ࢃࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋ

ே࡛࠶ࡿࡽࠊᐙ᪘㛵ࢃࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊᆅᇦ㏆㞄࡛ᮏேࡢ

㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊᐙ᪘ࡣ㏻ᖖࡶࡗࡶᮏேࢆⰋࡃ▱ࡿ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ᮏேࢆⰋࡃ▱ࡿேࡽሗࢆ㞟ࡋࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ

ᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿ㸦ᇶᮏィ⏬ 4-5 㡫㸧ࠋ

ពᛮࡸ≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᚲせ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺యไ㸦ពᛮỴᐃᨭࢳ࣮࣒㸧ࡀ

ᆅᇦ㏆㞄ࡢ㛵ಀ⪅ᚋぢேࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ㄆ▱ࡢே㸦ᮏே㸧ࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᮏே㌟㏆࡞ᐙ᪘࣭ぶ᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭

5

⬮ ڽὀ㸫ࠕᚋࡢࡼ࠺࡞ࡿࠖ
ࠕᚋ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇࠖࡘ࠸࡚ලయⓗグ㍕ࡍࡿࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫㛗ᮇࢃࡓࡿពᛮỴᐃᨭࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂グ㸦ᇶᮏィ⏬ 3 㡫㸧ࡍࡿࠋ

ࡢᨭࢆᙉㄪࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ᨭࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍ㸧

 ㄆ▱ᶵ⬟㞀ᐖࡢ࠶ࡿሙྜࡢᨭ᪉ἲࡢ⪃࠼᪉㸦グ᠈㞀ᐖࡸὀព㞀ᐖࡢᨭ㸧
㸦ㄆ▱

ࡿࡇ

ྜ࠸ࠊᚋ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇࡘ࠸࡚Ỵࡵࡿ࡞ࠊඛࢆぢ㏻ࡋࡓពᛮỴᐃࡢᨭࡀ㔜せ࡛࠶

 ㍍ᗘࡢẁ㝵࡛㸦Ỵࡵࡽࢀࡿẁ㝵࡛㸧ᚋࡢࡼ࠺࡞ࡿぢ㏻ࡋࢆᮏேࡸ㛵ಀ⪅࡛ヰࡋ

 ㄆ▱ࡣグ᠈㞀ᐖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẚ㍑ุ࣭᩿ࡢຊࡶపୗࡍࡿࡇ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ពᛮỴᐃᨭࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊᢲࡉ࠼࡚࠾ࡃ㔜せ࡞ㄆ▱ࡢ≉ᛶࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

4 ㄆ▱ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࢞ࢻࣛࣥࡢ≉㉁

ࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ࠕㄆ▱ࡢேࡀỴᐃࡋ࡞࠸࠸࠺ỴᐃࠖࢆᨭࡍࡿࡇࡶࠊពᛮỴᐃᨭ࡛࠶ࡿ

ฟ࡚ࡃࡿᴫᛕ㝈ᐃࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ࠕ᭱ၿࡢ┈ࠖᇶ࡙ࡃ⪃࠼᪉ࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡀᑾࡁࡓࡇࢁ㸦⪅Ỵᐃࡢ㝿㸧

ࡃࡳྲྀࡿࣉࣟࢭࢫࢆ࠸࠺ࡇࢆ᫂グࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ࣃࢱ࣮ࢼࣝ㸦∗ᶒⓗ㸧࡞㛵ࢃࡾࡣ␗࡞ࡾࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑀ

ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᨭ㸦ពᛮᐇ⌧ᨭ㸧ࢆྵࡴࠋ

ࡇࡢᨭ㸦ពᛮᙧᡂᨭ㸧ࠊ⾲᫂ࡍࡿࡇࡢᨭ㸦ពᛮ⾲᫂ᨭ㸧ࢆ୰ᚰࡋࠊࡑࢀ

 ۑពᛮỴᐃᨭࡣࠊㄆ▱ࡢே㛵ࢃࡿពᛮỴᐃᨭ⪅ࡼࡿࠊᮏேࡀពᛮࢆᙧᡂࡍࡿ

ࡑࡢே㛵ࢃࡿேࡼࡿᮏேᨭࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࠸࠺ࠋ

⏕ά㛵ࡋ࡚⮬ࡽࡢពᛮࡀᫎࡉࢀࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ⾜࠺ࠊ

 ۑㄆ▱ᶵ⬟ࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ᭱㝈ᨭࡉࢀ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕άࡸ♫

3

ㄆ▱ࡢேࡢᨭࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡢᐙ᪘

ពᛮỴᐃ㸦ពᛮᙧᡂࠊពᛮ⾲᫂ពᛮᐇ⌧㸧ࡢࣉࣟࢭࢫࡢᨭ

-4-

 ۑᙧᡂࡉࢀࡓពᛮࠊ⾲᫂ࡉࢀࡓពᛮࡀࠊࡽぢ࡚ྜ⌮ⓗ࠺ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㈨※ࢆ⏝࠸࡚ࠊ᪥ᖖ⏕ά࣭♫⏕άࡢ࠶ࡾ᪉ᫎࡉࡏࡿࠋ

⮬ ۑⓎⓗᙧᡂࡉࢀࠊ⾲᫂ࡉࢀࡓᮏேࡢពᛮ࣭㑅ዲ㸦࠶ࡿ࠸ࡣዲࡳ㸧ࢆࠊ⏝ྍ⬟࡞♫

 ۑᮏேࡀ⮬ࡽࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡋࡃࡃࡍࡿせᅉࡣ࡞࠸ࡘ࠸࡚ὀពࢆࡍࡿࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫⮬Ⓨⓗពᛮࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡉࢀࡿ᮲௳ࡘ࠸࡚᫂グࡍࡿࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮࡀࠊᐇㄆ㆑ㄗࡾࡀ࡞ࡃࠊ⮬Ⓨⓗᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ὀពࢆࡍࡿࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣࠊᮏேࡢពᛮࢆ㒔ᗘࠊ☜ㄆࡋࠊ⌮ゎࡍࡿࡇጞࡲࡿࠋ

7

ࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࡇࡶ ពᛮỴᐃᨭࢳ࣮࣒ࡢᙺࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ ≉ᐙ᪘ࡣࠊ┈┦ࢆᣢࡘ㸦ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸧ࡇࡽࠊࡑ

ㄆ▱ࡢேࡢពᛮ┦ࡍࡿពྥࢆᣢࡘ㸦㜼ᐖ࣭እ㸧⪅ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ᐙ᪘ᶵ⬟ࡽࡳ࡚ࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡋ⨨ࡅࡽࢀࡿሙྜࠊ

࡛ࡁ࡞࠸➼ࡘ࠸࡚᫂グࡍࡿࠋ

࠸࡚ㄪᰝ᳨ウࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㈨※ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࡀ

ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᑐ❧ࡢ⌮⏤࣭ཎᅉࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᥦ౪ྍ⬟࡞♫㈨※ࡘ

⪅ࡢ୍ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ᐙ᪘ࡢពྥᑐ❧

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ᐙ᪘᥋ࡍࡿ㝿ࡶࠊࡲࡎࡣࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿጼໃඹឤࡋࠊពᛮỴᐃᨭ

ࣥࡀ┤᥋ࡢᑐ㇟ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⌧ ۑᐇࡣࠊᐙ᪘ࡢពྥㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࡣᮏ࢞ࢻࣛ

ᐙ᪘ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡢ࡛ࠊྠࡌᐙ᪘࡛ࡶࠊぶࡢ㛵ಀᛶࡀ୰ᚰ࡞ࡿ㞀ᐖᨭࡣ␗࡞ࡿࠋ

ࠊࡶࡗࡶ ۑ㞀ᐖ⪅ᨭࡢ࢞ࢻࣛࣥẚ࡚ࡶࠊ ㄆ▱ࡢேࡢሙྜࡣ㓄അ⪅ࡸᏊ౪ࡀ

 ۑᐙ᪘ࡶࠊ㏻ᖖࡣࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࢳ࣮࣒ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿࠋ

せ࡛࠶ࡿࠋ

 ۑᮏேࡀᐙ᪘ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡎࠊ
㸦⮬Ⓨⓗ㸧ពᛮࢆ⾲᫂ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᚲ

 ۑ㸦ㄆ▱ࡢே㸧ᮏேࡢពᛮỴᐃࡢᨭ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᐙ᪘ࡢពྥࢆඃඛࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

6
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ᮏேࡢពᛮࢆᨭࡍࡿࡇࡣ

ᮏᵸࡢពᛮỴᐃ⬟⅙ࡘ࠸࡚

-5-

࡞࠺࡞ៅ㔜࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᶵ⬟➼⫼ᬒ࡞ࡿჾ㉁ⓗ࡞ホ౯ࠊࡑࡢሙ㠃ᛂࡌࡓᶵ⬟㠃࡛ࡢホ౯ࢆ࠾ࡇ

㸰ᮏேࡗ࡚ぢ㐣ࡈࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜࡞ᙳ㡪ࢆྵࡴỴᐃࡢ㝿ࡣࠊㄆ▱

▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࡞ࡿࡀࠊ⌧ሙ࡛ࡣఱࡀ☜ㄆ࡛ࡁࢀࡤࠊពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ࠶ࡿุ᩿࡛ࡁࡿࡢࠊ

㸯ᇶᮏⓗᅄせ⣲ࡢ☜ㄆࠊᮏேࡀ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᘬࡁฟࡍ⬟ຊࡢ☜ㄆࡀ୰ᚰ

Ⅼࡢグ㏙ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫 ⌧ሙ࡛ࡢ⮬ⓗ࡞άືࢆ㐍ࡵࡿⅬ࡛ࠊពᛮỴᐃ⬟ຊࡢุᐃࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ

ពᛮỴᐃᨭࢳ࣮࣒࡛ሗࢆඹ᭷ࡋ᳨࡚ウࢆࡍࡿࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊ⩏ࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊᮏேࡢ⬟ຊྥୖᨭ᪉ἲᅔ㞴ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ

ពᛮỴᐃ⬟ຊࡢホ౯ุᐃᮏேࡢ⬟ຊྥୖᨭࡣ୍యࢆ࡞ࡍࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࢆᅛᐃⓗ⪃࠼ࡎࠊᮏேࡢㄆ▱ணഛຊ➼ࢆྥୖࡉࡏࡿດຊࢆ⾜࠺ࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮỴᐃࡢ࡛ࡁࡿ⬟ຊᛂࡌ࡚ᨭࡍࡿࠋ

 ۑᮏேࡣពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃᨭࢆࡍࡿࠋ

9

࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ᮏேࡗ࡚ぢ㐣ࡈࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜࡞ᙳ㡪ࡀ⏕ࡎࡿሙྜࡘ࠸࡚ࡢ⪃

࡞࠸ࠋ

ࡁ࡞࠸㔜࡞ᙳ㡪ࡀ⏕ࡎࡿሙྜࡢᑐฎࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᮏ࢞ࢻࣛࣥࡣ┤᥋ࡢᑐ㇟ࡋ࡚࠸

 ۑᮏேࡢ♧ࡋࡓពྥࢆ᪥ᖖ࣭♫⏕άᫎࡋࡓሙྜࠊᮏேࡗ࡚ぢ㐣ࡈࡍࡇࡢ࡛

⬮ ڽὀ㸫ᮏேࡗ࡚ぢ㐣ࡈࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜࡞ᙳ㡪ࡀ⏕ࡎࡿሙྜࡢ

⬮ ڽὀ㸫⪅ࢆᐖࡍࡿࡶࡢࡢሙྜࡢ

ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜࡞ᙳ㡪ࡀ⏕ࡎࡿሙྜ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊᑛ㔜ࡉࢀࡿࠋ

 ۑᮏேࡢ♧ࡋࡓពྥࡣࠊࡑࢀࡀ⪅ࢆᐖࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ሙྜࡸࠊᮏேࡗ࡚ぢ㐣ࡈࡍࡇ

ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏேࡢពᛮࢆᙧᡂࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀ㐺ษ࡛࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆぢ┤ࡍࡇ

 ۑᮏேࡢ♧ࡋࡓពྥࡀࠊᮏேࡢಙ᮲ࡸ⏕άṔࡸ౯್ほ➼ࡽぢ࡚ࡶᩚྜᛶࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ

ᛮ࣭㑅ዲࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᥎ᐃពᛮ࣭㑅ዲࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ

ࡋࠊᨭࡍࡁࡔุ᩿ࡋࡓሙྜࡔࡅᨭࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎࡣࠊᮏேࡢ⾲᫂ࡋࡓព

 ۑពᛮỴᐃᨭࡣࠊᮏேࡢពྥ㸦ពᛮ࣭㑅ዲ࠶ࡿ࠸ࡣዲࡳ㸧ࡢෆᐜࢆᨭ⪅ࡢどⅬ࡛ホ౯

8
㒣ᖖ䏝ά࣭♫䏝ά

ᨭሙᡤࡢ≉ᛶ༶ࡋࡓᨭ
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 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ୖグ ༶ࡋࡓࠊᨭࣉࣟࢭࢫࢆ༊ูࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

 ۑᨭ㛵ಀࡀ୍ᑐ୍࡞ࡿሙ㠃ࠊᨭ㛵ಀࡀከᑐ୍࡞ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ

11

driving(㐠㌿)ࡸ⤖፧ࠊ㑅ᣲ➼

ͤࡑࡢࡢ᳨ウ㡯┠ࡢ

ࡢࣂࣛࣥࢫࡘ࠸࡚ࠋ

߀ 㝔࡛ࡣࠊ㏥㝔ᚋ⊂ࡾᬽࡽࡋࡀ࡛ࡁࡿ࠺ࠊ་⒪ⓗ࡞ฎ⨨⏕άᨭ

ࡵཷデ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠋ

 ㄆ▱⮬యࡢ⒪ࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿ㸦ࢦ࣑ᒇᩜ࡞㸧ࡅࢀࡶ㆑ࡀஈࡋ࠸ࡓ

ၥ㢟ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠋ

 ཷデࡢၥ㢟࡞ࠊㄆ▱⮬యࡢ⒪࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊేᏑࡢ㌟య⟶⌮㛵ࢃࡿ

 㣗ࡸᰤ㣴ࠊᗣ⟶⌮࡞⒪㣴㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࠋ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫་⒪ࡢ㡿ᇦࡢ᥋ྜࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢグ㏙ࢆ⪃࠼ࡿࠋ

 ᪩࠸ẁ㝵࡛ࡢᡂᖺᚋぢே㸦⿵ຓ࣭⿵బ㸧ࡢ⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࠋ

ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࠖ㸦ᇶᮏィ⏬ 7 㡫㸧

ࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢෆᐜࡑࢀࢆᫎࡉࡏࡿࡇ

⬮ ڽὀ㸫ࠕᚋぢேࡀᮏே௦⌮ࡋ࡚ἲᚊ⾜ⅭࢆࡍࡿሙྜࡶࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࡢほⅬ

࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊᡂᖺᚋぢேࡢᙺࡀ㔜せ࡞ࡿࡇࠋ

 ࡑࡢ㝿ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᐈほⓗ࡞ពᛮỴᐃ⬟ຊࡢホ౯ࡸࠊࣉࣟࢭࢫࡢᢸಖࡀ

ពྥࢆ⪺ࡁฟࡍⅬࠊಖㆤࡢほⅬࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࠋ

 ㈈⏘ࡢฎศ➼࡛ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ⏕ά࠼ࡿᙳ㡪ࡸࡸࡾ┤ࡋࡢຠ࡞࠸Ⅼ࡛ࠊ

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫㈈⏘࣭㔠㖹ࡢฎศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭦௨ୗࡢⅬࡢグ㏙ࢆ⪃࠼ࡿࠋ

㞟ࡵࠊඹ᭷ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ۑᮏேࡢពᛮࡸዲࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐙ᪘ࢆྵࡵࡓᨭࡍࡿࢳ࣮࣒࡛ࠊᮏேࡢሗࢆ

ࡀཎ๎࡞ࡿࠋ

 ۑ᪥ᖖ⏕άࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᮏேࡀ㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡓ⏕άࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ

ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽ㝈ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 ۑ᪥ᖖ⏕άࡋ࡚ࡣࠊ㣗࣭ධᾎ࣭⿕᭹ࡢዲࡳࡸࠊ♫⏕άࡋ࡚ࡣࠊఫࡲ࠸ࡢ㑅ᢥࡀ

10
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⎔ቃᩚഛ࣭㜼ᐖせᅉ

ࡲ࡛グ㏙ࡍࡿࠋ
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⬮ ڽὀ㸫ࣉࣟࢭࢫࡢᢸಖࡶ㛵ಀࡋࠊ☜ㄆෆᐜࡢࣜࢫࢺࠊࡢࡼ࠺࡞グ㘓ࢆṧࡍࡁ

ࡇࢆ♧ࡍ࡞ࠊᨭ᪉ἲࡢᕤኵࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ᮏேࡀពྥࢆ⾲᫂ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏேࡢពྥࢆᨭࡍࡿᙺࡢேࢆࡓ࡚ࡿ

ᩘᅇࡢ☜ㄆࡀྵࡲࢀࡿ㸧 ࠋ

ࡍࡿᚲせࢆ♧ࡍ㸦ࡑࡢ୰ࡣࠊᚋࡢࡾ㏉ࡾ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸧ࡸࠊពྥࡢ」

Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊㄪᩚࡍࡿሙࠊᮏே☜ㄆࡋࡓࡾࠊពྥࢆ⪺ࡃሙࢆ࠶࠼ู࡚

ࡁࡿ⎔ቃࢆ⏝ពࡍࡿ࡞ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡣ␗࡞ࡿ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢ

ࡀᙅࡃ࡞ࡿࠊ㞟୰࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊேࢆ⤠ࡿࠊ㟼࡞㞟୰࡛

ࡸࡍ࠸ࡀࠊㄆ▱ࡢሙྜࠊㄆ▱ᶵ⬟㞀ᐖࡼࡾሙࡢ㞺ᅖẼࡸὶࢀࢆᢕᥱࡍࡿຊ

▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢሙྜ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏேࡢពྥࢆᑜࡡ࡞ࡀࡽࡢ㆟࡛♧ࡋ

ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ពᛮỴᐃᨭ㆟࡛ࡢ㆟ࡢᣍ㞟࣭㐍ࡵ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡢᕤኵࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ᡂᖺᚋぢேࡢᙺࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿ㸦ᖹᡂ 28 ᖺሗ࿌᭩㸧ࠋ

㸰 ᮏேࡀពྥࢆ⾲᫂ࡋࡸࡍࡃࡍࡿ⎔ቃࢆసࡿࡇ

ㄪᩚࡍࡿពྜ࠸

㸯 ᮏேࡢពྥࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᮏே㛵ࡍࡿሗࢆඹ᭷ࡋࠊᮏேࢆࡢࡼ࠺ᨭࡍࡿ

ࡢࡇ ۑ㆟ࡢ┠ⓗࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀᐃࡉࢀࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ὀពࡢ᪉ࡘ࠸࡚᫂グࡍࡿࠋ

࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࿘ᅖࡢ㞺ᅖẼࢆࡘࡴࡢࡀⱞᡭ࡛ࠊ▱ࡽ࡞࠸ໃᅖࡲࢀࡿ࠼ࡗ࡚ពぢࢆฟࡏ࡞ࡃ

࡞࠺ࡼࡢࡇ ۑ㆟࡛ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊᮏேࡢཧຍࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡶࡗࡶࠊㄆ▱ࡢேࡣࠊ

グ㏙ࡍࡿࠋ

⬮ ڽὀ㸫ពᛮỴᐃᨭ㆟ᆅᇦࢣ㆟ࠊࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟➼ࡢ㛵ಀ➼ࡘ࠸࡚

㆟ࡪ㸧
ࠋ

ሗࢆඹ᭷ࡋࠊඹྠࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ࢆࡇࡇ࡛ࡣពᛮỴᐃᨭ

ࡓពᛮࢆࡢࡼ࠺ࡽ࠼ࠊࡢࡼ࠺ᨭࡍࡿᅔ㞴ࡸၥࢆឤࡌࡓሙྜࡣࠊࢳ࣮࣒࡛

 ۑᮏேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࡢุᐃࡸࠊពᛮ⬟ຊᨭ᪉ἲᅔ㞴ࡸၥࢆឤࡌࠊࡲࡓࠊ⾲᫂ࡉࢀ

13 ពᛮỴᐃᨭ㆟

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫⎔ቃᩚഛࡘ࠸࡚ࡣࠊㄆ▱ࡢ≉ᛶࡽࠊ࠸ࡃࡘࡲࡵ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

 ۑᮏேࡀ⮬ࡽࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡋࡃࡃࡍࡿせᅉ╔┠ࡋ᥈ࡾࠊࡑࡢせᅉࡢᑐฎࢆᅗࡿࠋ

12

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ࡡࡇᒇᩜࡸࡈࡳᒇᩜࡢ

ࢆ⤠ࡗ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

-8-

 ڼᮏᩥ㏣ຍ㸫ㆤࡢ⌧ሙ࡛ࠊ࠺ࡋ࡚ពᛮỴᐃᨭࡢືࡁࡀᐃ╔ࡋ࡞࠸ࡢࢆ᳨ウࡋࠊ↔Ⅼ

⬮ ڽὀ㸫ࡣࠊ࣏ࣥࢺᕤኵࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ

ேࡢ᪥ᖖ⏕ά࣭♫⏕άࡢ㑅ᢥࡀၥ㢟࡞ࡿ

 3 ᨭࢳ࣮࣒ࡀᮏேࡢពᛮ⬟ຊࡀ࡞ࡾపῶࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࡽ㛵ࢃࡿሙྜࠊᮏ

㸦ᅔࡿ㸧



 2 ᨭࢳ࣮࣒ᮏேࡢ㛗࠸㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡾࠊᮏேࡢ♫⏕άࡢ㑅ᢥࡀၥ㢟࡞ࡿ

 1 ᨭ⪅ᮏேࡢ㛗࠸㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡾࠊᮏேࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ㑅ᢥࡀၥ㢟࡞ࡿ

㸦ᆺⓗ࡞㸧

ࠐ ࢆ㏻ࡌ࡚⌮ᛕࢆᏛࡪ
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   ຌਕ͗қࢧΝනͤΖ͞ͳࢩԋʤ қࢧනࢩԋ ʥ   
   ຌਕ͗қࢧΝࣰͤݳΖ͞ͳࢩԋʤ қࢧࣰࢩݳԋ ʥ   



   ೖਫ਼Ώऀճਫ਼Ͷ͕͜Ζқࢧ݀ఈࢩԋ                 
   қࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͳճ٠ʤ͢͏ʥ                      

ᶝ  எཀྵմͳ Ϊχϧϱͳٶրఙ 

ᶞ ࣆྭͶ͚Ͱخқࢧ݀ఈࢩԋϛϱφ 


















  Պଔຌਕқࢧ݀ఈࢩԋंͲ͍Ζ͞ͳ
  Պଔࢩԋ



   қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηͶ͕͜ΖՊଔ

   ຌਕ͗қࢧΝܙͤΖ͞ͳࢩԋʤ қࢧܙࢩԋ ʥ   





 న͵қࢧ݀ఈϕϫιη֮ฯ                            





   қࢧ݀ఈࢩԋंͳ৶བͳܐؖɼཱིͬճ͑ंͳܐؖഓྂ 
   қࢧ݀ఈࢩԋͳ ڧ





   қࢧ݀ఈࢩԋंସౕ 



̏ қࢧ݀ఈࢩԋਕదʀཀྵదڧඍ                   

ᶜ қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιη 





̑ οʖϞͶΓΖ͖غΔܩକదࢩԋ                       


̐ ຌਕқࢧ݀ఈྙഓྂ                           





̏ ຌਕқࢧଜ॑ 



ᶛ எਕಝΝಁΉ͓ͪқࢧ݀ఈࢩԋخຌݬଉ 





̑ қࢧ݀ఈࢩԋͳͺՁ͖ʤࢩԋఈٝʥ                      


̐ ୯ͶΓΖқࢧ݀ఈࢩԋΪχϧϱ͖                    





̏ ୯қࢧ݀ఈࢩԋͪΌΪχϧϱ͖                  



ᶚ خຌదߡ͓๏ 







எਕೖਫ਼ʀऀճਫ਼Ͷ͕͜Ζқࢧ݀ఈࢩԋΪχϧϱ Ҍ 

̐ Ϊχϧϱटࢭ                                      

ᶙ ͺͣΌͶ 


̏ Ϊχϧϱࡨఈഐ                                  ܢ







 ࣏ 









資料 1
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ճͶ͕͏ͱɼʰ্֒ंΏஎਕಝͶԢͣͪన͵ഓྂΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼ

қࢧ݀ఈࢩԋࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱࢨਓࡨఈͶͪ͜ݗ౾͗ΌΔΗΖ΄͘ʱͳࢨ
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எਕ͗ɼࣙΔқࢧͶͪ͏Ͱخೖਫ਼ʀऀճਫ਼ΝૻΗΖ͞ͳΝࢨͤͲ͍Ζɽ

ຌదߡ͓๏ ʤཀྵ೨ʥΏࢡɼ๏๑ɼഓྂͤ΄͘ࣆณΝཀྵ͢ͱࣖ͢ɼ͞ΗͶΓΕɼ

˕ ຌΪχϧϱͺɼஎਕΝࢩ͓ΖबҕਕͶ͕͏ͱߨΚΗΖқࢧ݀ఈࢩԋɼخ

͗ɼ͞͞ͳͺɼஎਕͶͯ͏ͱಋ༹Ͳ͍Ζɽ 

ೖਫ਼ʀऀճਫ਼Ν݀Όͱ͏͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζ͞ͳͺ୯͗ࣟͤΖͳ͞ΘͲ͍Ζ

˕ ஊ͖ΔɼըʓҲਕҲਕ͗ࣙͲқࢧΝܙ͢ɼͨΗΝනͲ͘ɼͨқࢧ͗ଜ॑͠Ηɼ

̐ Ϊχϧϱटࢭ 



఼Νͪ͢ࡎىͲ͍Ζɽ 

͙ΕೣͶ͚ΊखΖͪΌͶɼஎਕқࢧ݀ఈΝࢩԋͤΖඬ६ద͵ϕϫιηΏཻқ

ͪਫ਼ૻ͗ΗΖΓ͑ɼஎਕқࢧ݀ఈͶؖΚΖਕ͗ɼஎਕқࢧΝͲ͘Ζ͖

ʕ ຌΪχϧϱͺɼೖਫ਼Ώऀճਫ਼Ͷ͕͏ͱஎਕқࢧ͗నͶൕӫ͠Η

ԋΪχϧϱʱΝࡨఈͪ͢ɽ 

ۂͶ͕͏ͱɼஎਕқࢧ݀ఈࢩԋͶͤؖΖݗ౾Νߨ͏ɼʰஎਕқࢧ݀ఈࢩ

೧ౕͶࣰࢬͪ͢қࢧ݀ఈͶͤؖΖڂݜΝࢂߡͶɼฑ  ೧ౕਕฯ݊݊߃ଁࣆ

ʕ ͞ΗΝण͜ɼஎਕқࢧ݀ఈࢩԋͶͤؖΖࢨਓࡨఈͪΌฑ  ೧ౕɼฑ 

ΌΔΗΖ΄͘ʱͳ͠Ηͪɽ 

ฯࠦਕɽ   





Ͳ͘Ζɽ 
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ࢩԋΝқࢧනࢩԋͳɼຌਕқࢧΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋΝқࢧࣰࢩݳԋͳͳ͞ݼ

⬮ὀ䚿㻌 ຌਕ͗қࢧΝܙͤΖ͞ͳࢩԋΝқࢧܙࢩԋͳɼຌਕ͗қࢧΝනͤΖ͞ͳ

Ν නͤΖ͞ͳࢩԋΝৼͳ͢ɼ ຌਕқࢧΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋΝɽʤٯʥ 

ͤΖͲɼ௪ɼͨϕϫιηͺɼຌਕ͗қࢧΝܙͤΖ͞ͳࢩԋͳɼ ຌਕ͗қࢧ

˕ ຌΪχϧϱͲ͏͑қࢧ݀ఈࢩԋͳͺɼஎਕқࢧ݀ఈΝϕϫιηͳ͢ͱࢩԋ

ΖຌਕࢩԋΝ͏͑ɽ 

қࢧͶͪ͏Ͱخਫ਼ΝૻΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖͪΌͶߨ͑ɼқࢧ݀ఈࢩԋंͶΓ

˕ எਕͲ͍ͮͱɼͨྙΝ࠹ͱ͖͢ݸɼೖਫ਼Ώऀճਫ਼Ͷࣙͱؖ͢Δ

̑ қࢧ݀ఈࢩԋͳͺՁ͖ʤࢩԋఈٝʥ 



ٯʭ͞͞Ͷ͏͑೧ݡޛਕͶͺɼ๑ఈݡޛਕͳқݡޛਕ͗ΉΗɼंͶͺɼึঁਕΏ

ΗΖɽ 

ࣆॶۂɼ্֒ʷෳࢳγʖϑηࣆॶۂɼޤητʖεϥϱɼࢤௌଞ૯͵ʹ͗ߡ͓Δ

ࢳࢬઅɼҫྏؖؽɼஎॵॄغࢩԋοʖϞɼஎ࣮׳ҫྏιϱνʖɼղޤγʖϑη

ࢩԋҽɼਫ਼ฯޤίʖηϭʖΩʖɼฯ݊ࢥɼਈฯ݊ෳࢳ࢞ɼ ਫ਼җҽ ɼऀճෳ

˕ ίΠΝͤڛΖ৮झΏߨ৮ҽྭͳ͢ͱɼҫࢥɼࢥޤɼίΠϜϋʖζϡʖɼ ૮

ߡ͓ΔΗΖɽ 

Νྒྷ͚எΖਕɼ ೧ݡޛਕʤٯʥ ɼͨଠɼஏҮͶ͕͏ͱݡगΕಊΝߨ͑ਕ͵ʹ͗

˕ ͨৼͺίΠΝͤڛΖ৮झΏߨ৮ҽͳ͵Ζ͗ɼ͞ΗͶՅ͓ͱɼՊଔɼຌਕ

ϱͲ͍Ζɽ

ΖસͱਕʤҐԾʰқࢧ݀ఈࢩԋंʱͳ͏͑ʥͶΓΖқࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑ࡏΪχϧ

˕ ಝఈ৮झΏಝఈͶݸఈ͠ΗΖͲͺ͵͚ɼஎਕқࢧ݀ఈࢩԋͶؖΚ

̐ ୯ͶΓΖқࢧ݀ఈࢩԋΪχϧϱ͖ 

ϧϱͲ͍Ζɽ   

ʕ ೧ݡޛౕཤ༽ଇͶͤؖΖ๑ཱΝण͜અ͠Ηͪ೧ݡޛౕཤ༽ଇҗҽ

خຌܯժͶ͕͏ͱɼ
ʰқࢧ݀ఈࢩԋࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱࢨਓࡨఈͶͪ͜ݗ౾͗

˕ எਕʤஎͳਏஇ͠ΗͪͶݸΔͥɼஎؽఁԾ͗ٛΚΗɼқࢧ݀ఈ

̏ Ϊχϧϱࡨఈഐ ܢ



̏ ୯қࢧ݀ఈࢩԋͪΌΪχϧϱ͖ 

ྙ͗ॉ͵ਕΝɽҐԾɼʰஎਕʱ͵͏͢ʰຌਕʱͳ͏͑ʥΝࢩԋͤΖΪχ





ఢ͍͗Εɼ೧ݡޛౕཤ༽ଇҗҽճ٠Νࡠͱܨ͠Ηͪ೧ݡޛౕཤ༽ଇ

ᶚ خຌదߡ͓๏ 

ᶙ ͺͣΌͶ 
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Ͷ͚Ͱخన͵இ͗ߨΚΗΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 



ಉ͖͘͜Νߨ͑ɽ
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˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙΝݽఈదͶߡ͓ͥͶɼຌਕฯͪΗͱ͏ΖஎྙΝͦ͠Ζ

˕ ຌਕͨ࣎ʓқࢧ݀ఈྙয়ڱͶԢͣͱࢩԋͤΖɽ 
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ͪͶͺɼౕͨɼىΝ͢ͱ͕͚͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ   

˕ ৮झΏߨ৮ҽ͗ຌਕͨޛਫ਼ͶӪڻΝ༫͓ΖΓ͑͵қࢧ݀ఈࢩԋΝߨͮ

֮͢ɼࢩԋ࣯ΝਦΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕͶͺқࢧ݀ఈྙ͍͗Ζͳ͏͑͞ͳΝͶ͢ͱɼқࢧ݀ఈࢩԋΝͤΖɽ

ԋंͺɼຌਕқࢧΝཀྵմͪ͢ͳஇ͢ͱɼͨգఖΏஇ͗నͲ͍͖ͮͪʹ͖͑Ν

̐ ຌਕқࢧ݀ఈྙഓྂ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶࡏ͢ͱɼຌਕқࢧΝ܃Εศ֮ͤ͢Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽқࢧ݀ఈࢩ

གྷͲ͍Ζɽ 

गΕΝ͢ͱ͏ͪͫ͏ͱ͏Ζ๏͵ʹɼೖࠔ͖Δຌਕͳͯ͵͗Ε͍͗Ζ๏ͳؖΚΖ͞ͳ॑

ਕΝྒྷ͚எΖਕͲ͍Ζ͖ΔɼՊଔ͗ؖΚΖ͞ͳͺ॑གྷͲ͍ΖɽΉͪɼஏҮۛྣͲຌਕݡ

ๅΝफॄ͢ɼຌਕΝཀྵմ͢ɼࢩԋ͢ͱ͏͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍ΖɽՊଔͺɼ௪ͮͳຌ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶ͍ͪͮͱͺɼಝͶɼೖਫ਼ͲຌਕͶંͤΖ͵ʹຌਕΝྒྷ͚எΖਕ͖Δ

ೋ͍͗Ζͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲๅΝͱ༙͢ڠ͑͢ɽ 

˕ ಝͶɼຌਕқࢧ݀ఈྙͶ͍ٛٝ͗ͮͪΕɼຌਕқࢧ݀ఈྙʀࢩԋ๏๑Ͷࠖ

फ़ʥ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

য়ڱΝܩକదͶѴ͢චགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ରʤҐԾɼʰқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞʱͳ͏͑ɼޛ

ҫྏʀஏҮۛྣͳंܐؖ೧ݡޛਕ͗οʖϞͳ͵ͮͱೖదͶݡगΕɼຌਕқࢧΏ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶ͍ͪͮͱͺɼຌਕয়ڱͶԢͣͱɼਐۛ͵৶བͲ͘ΖՊଔʀଔɼෳࢳʀ

͗॑གྷͲ͍Ζɽ   

͏ͱ͍Δ͖ͣΌ݀Όͱ͕͚͵ʹɼΝݡ௪ͪ͢қࢧ݀ఈࢩԋ͗܃Εศ͢ߨΚΗΖ͞ͳ

͑Ͷ͵ͮͱ͏͚͖ݡ௪͢ΝɼຌਕΏՊଔɼͲंܐؖ͢͏ɼࠕً͞ޛΕ͑Ζ͞ͳͶͯ

˕ ຌਕ͗ࣙΔқࢧ݀ఈͲ͘ΖغʤஎౕܲʥஊͲɼࠕޛɼຌਕਫ਼ʹ͗Γ

̑ οʖϞͶΓΖ͖غΔܩକదࢩԋ 



ๅͳ ɼຌਕਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ͗నͶ͠ڛΗΖ͞ͳͶΓΕɼॉ͵இࣁྋ

˕ қࢧ݀ఈྙஇͺɼຌਕஎؽΏਐର;ٶਈয়ସΝ న֮ͶࣖͤΓ͑͵

फ़ϕϫιηͶԢͣͪқࢧ݀ఈࢩԋಊͺҲରΝ͵ͤɽ 



͑͵Νࢨͤɽ 

ΖΏɼຌਕ༙͗ͤࡑݳΖࡔࢊॴ݃Վɼخຌద͵ೖਫ਼ͤΔң࣍Ͳ͘͵͏Γ

ΌΔΗͪΩϫϨʖݸΝஸ͚͓͢ΖৱࣆઃखΝକ͜ΖΓ͑͵݊߃Νଝ͵͑ڬΗ͍

خຌద͵ೖਫ਼ͤΔң࣍Ͳ͘͵͏Ώɼ౸බͲ͍ΖͶؖΚΔͥɼৱࣆࢨͲٽ

ͤΖՊଔ͗͏͵͏ɼ͍Ζ͏ͺࢩԋ͗ೋ͢͏ͶɼࣙͲਫ਼Νમ͞ͳͲɼຌਕ͗

⬮ὀ䚿㻌 ຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖྭͳ͢ͱͺɼࢩԋ

͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖ ʤٯʥ Ͳ͵͏ݸΕɼଜ॑͠ΗΖɽ 

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧͺɼͨΗ͗ଠंΝ֒ͤΖΏɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵

ྙΝ࠹ݸͶߨ͑͞ͳ͗ٽΌΔΗΖɽ 

қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼஎਕਐ৾Εघ৾ΕɼනรԿқࢧනࣖͳ͢ͱಣΊखΖ

˕ எਕͺɼޢݶͶΓΖқࢧනࣖ͗घ͚Ͳ͘͵͏͞ͳ͗ଡ͚ఈ͠ΗΖ͞ͳ͖Δɼ

ͳ͞ΘɼͲ͍Θ͑ͳ͞ΘΝɼͲंܐؖਬఈͤΖ͞ͳΝࢨͤɽ 

ͱɼ͢ຌਕͶқࢧ݀ఈྙ͍͗ΖͳͤΖͳɼ͞য়ସΝཀྵմͪ͢ຌਕ͗Ͳ͍Θ͑

⬮ὀ䚿㻌 ຌਕͶқࢧ݀ఈྙ͗ఁԾ͢ͱ͏ΖͶɼຌਕՃ؏ɼ݊߃؏Ώਫ਼ྼΝಁΉ͓

ΝනͤݳΖ͞ͳ͍͗Ζɽ 

⬮ὀ䚿㻌 ຌΪχϧϱͲͺɼʰқʱΏʰқࢧʱͳ͏͑ݶཁͲɼқɼқࢧɼમʤΊʥ

͢ɼͨΗΝଜ॑ͤΖ͞ͳ͖Δ࢟ΉΖɽ 

ͪ͢қࢧʀમɼ͍Ζ͏ͺɼ֮ͨ͗ೋ͢͏Ͷͺਬఈқࢧʀમ ʤٯʥ Ν֮

఼ͲՃ͢ɼࢩԋͤ΄ͫ͘ͳஇͪ͢Ͷͫ͜ࢩԋͤΖͲͺ͵͚ɼΉͥͺɼຌਕන

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͺɼຌਕқ  ʤқࢧʀમ͍Ζ͏ͺΊʥ
ʤٯʥ಼༲Νࢩԋंࢻ

Ͷઈ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ  

ͮͱɼࣙ݀ހఈͶචགྷ͵ๅΝɼஎਕ༙͗ͤΖஎྙͶԢͣͱɼཀྵմͲ͘ΖΓ͑

Ζɽ͞ΗΔଚ൳ΝஇͤΖқࢧ݀ఈྙՃఈͳɼຌਕྙࢩԋɼ͠ΔͶޛ

ߡ͓ΖྙʥɼͨқࢧΝනͲ͘Ζ͖ʤમΝනͲ͘ΖྙʥͶΓͮͱߑ͠ΗΖͳ͠Η

˕ ຌਕࢩԋͺɼ ຌਕқࢧଜ॑ɼͯΉΕɼࣙ݀ހఈଜ॑Ͷ͑ߨ͘Ͱخɽ ͪ͗͢

Νࣙ͞ͳͳ͢ͱࣟ͢ͱ͏Ζ͖ʤࣟͤΖྙʥɼཀྵద͵இ͗Ͳ͘Ζ͖ʤཀྵదͶ

̏ ຌਕқࢧଜ॑   

˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙͺɼઈ಼༲Νʹఖౕཀྵմ͢ͱ͏Ζ͖ʤཀྵմͤΖྙʥɼΉͪͨΗ
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ΌͶɼࢩԋ࣎Ͷ༽͏ͪๅΝΌɼϕϫιηΝى͢ɼ৾ΕศΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ



Ζ͵ʹͶқͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ

-5-

ʕ ࣎غͶͯ͏ͱ͏͵ͦ͗ٺΓ͑ͶͤΖɼॄͲ͘Ζ࣎ؔଵΝમɼൾΗͱ͏Ζ࣎Νඈ͜

͍͗Ζ͞ͳͶқͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ  

˕ ຌਕΝͲҕͳɼຌਕͺѻౙ͠Ηͱ͢Ή͏ɼ҈ৼ͢ͱқࢧ݀ఈ͗Ͳ͘͵͚͵Ζ

ͯҐͶ࣎ؔΝ͖ͪ͜қࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑͵ʹഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

͗Ͳ͘ΖݸΕ҈ৼͲ͘Ζ͵ͳڧΖΓ͑ͶഓྂͤΖͳͳͶɼຌਕয়ڱΝ͗͵ݡΔɼ͏

˕ ॵΌͱॶΏΗ͵͏ॶͲқࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑Ͷͺɼқࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ

ߨ͑͞ͳ͗Ή͢͏ɽ 

ॉͶනͲ͘͵͏͍͗Ζ͞ͳ͖Δɼ͵Ζ΄͚ຌਕ͗ΗͪॶͲқࢧ݀ఈࢩԋΝ

˕ ॵΌͱॶΏΗ͵͏ॶͲͺຌਕͺەͪ͢Ε ɼࠠཛྷΝͪ͢Ε͢ ɼຌਕқࢧΝ

  қࢧ݀ఈࢩԋͳ ڧ

ͳ್ਕͲຌਕқࢧΝ֮ͤΖ͵ʹഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ΔқࢧΝॉͶන͗Ͳ͘͵͏͍Ζɽචགྷ͵ͺɼҲ୶ຌਕͳқࢧ݀ఈࢩԋं

˕ ຌਕͺɼқࢧ݀ఈ಼༲ͶΓͮͱͺɼཱིͬճ͑ंͳܐ͖ؖΔɼԗྂ͵ʹͶΓΕɼࣙ

͢Ώ͚ͤ͵Ζɽ 

ఈࢩԋंͳຌਕͳ৶བߑ͗ܐؖ͠Ηͱ͏Ζɼຌਕ͗҈ৼ͢ͱࣙΔқࢧΝන

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͗қࢧ݀ఈΝߨ͑ࡏͶɼຌਕͳ৶བܐؖͶഓྂͤΖɽқࢧ݀

  қࢧ݀ఈࢩԋंͳ৶བͳܐؖɼཱིͬճ͑ंͳܐؖഓྂ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼࢩԋࡏͺɼೣͶຌਕқࢧΝౕ֮ͤΖɽ 

͍Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͞ΗΉͲਫ਼࢛ΝՊଔܐؖΌͱཀྵմͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ

ౕͲંͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͗ࣙΔқࢧΝන͢Ώͤ͏Γ͑ɼຌਕ͗҈ৼͲ͘ΖΓ͑͵ସ



͞ͳ͗నͲ͍Ζɽ 
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ͺɼຌਕқࢧΝܙͤΖϕϫιη͗నͲ͵͏͍͗ΖͲɼͨϕϫιηΝݡͤ

˕ ຌਕනͪ͢қࢧ͗ɼຌਕ৶ড়Ώਫ਼ྼΏՃ؏͖Δͱݡ͗ͳΗ͵͏

қࢧ݀ఈࢩԋंͲ֮ͤΖ͵ʹ͗నͲ͍Ζɽ 

˕ ॑གྷ͵қࢧ݀ఈࡏͶͺɼනͪ͢қࢧΝɼՆͲ͍Ηͻ࣎ؔΝ͕͏ͱ֮ͤΖɼ਼

ॵͶࣖ͠ΗͪқࢧͶളΔΗΖ͞ͳ͵͚ɼనٕͨқࢧΝ֮ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧͺɼ࣎ؔܨգΏຌਕ͖͗Ηͪয়ڱͶΓͮͱรΚΕಚΖͲɼ࠹

Ώ͚ͤમࢸΝࣖͤΖ͵ʹ༙͗ްͲ͍Ζɽ 

˕ ࡸ͵қࢧ݀ఈΝߨ͑Ͷͺɼқࢧ݀ఈࢩԋं͗ɼ॑གྷ͵ϛϱφΝཀྵ͢ͱΚ͖Ε

ࢩԋंସౕɼਕదʀదڧඍͶഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕқࢧΝන͢Ͷ͚͚ͤΖགྷҾͺ͵͏͖ɽͨࡏͶͺɼफ़ͪ͢Γ͑Ͷɼқࢧ݀ఈ

  ຌਕ͗қࢧΝනͤΖ͞ͳࢩԋʤқࢧනࢩԋʥ 

ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕ͗ཀྵմ͢ͱ͏ΖΓ͑ͶखΕ͍͑ΖͪΌͶɼຌਕ༹ࢢΝ͗͵ݡΔΓ͚֮

࢘ͮͱࣖͤ͞ͳ༙͗ް͵͍͗Ζɽ 

ࣖͪ͢Εɼ͢ͱઈͤΖͫ͜Ͳͺ͵͚ɼชহͶ͢ͱ֮Ͳ͘ΖΓ͑Ͷͪ͢ΕɼਦΏනΝ

˕ ਼મࢸΝࣖͤͶͺɼർֳϛϱφΏ॑གྷ͵ϛϱφ͗Ձ͖ΝΚ͖ΕΏ͚ͤ

ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ எਕͺઈ͠Η಼ͪ༲ΝΗͱ͢Ή͑͞ͳ͍ΕɼౕͨɼೣͶઈͤΖ͞

 ʀຌਕ͗ࣙదͶқࢧΝܙͤΖͶ্֒ͳ͵Ζڧͺ͵͏͖ɽ 

 ʀຌਕ͗ཀྵմ͢ͱ͏ΖࣆࣰࣟͶޣΕ͗͵͏͖ɽ 

 ʀຌਕ͗ཀྵմͲ͘ΖΓ͑ɼ͖ΕΏͤ͏ݶཁͲɼΑ͚ͮΕͳઈ͠Ηͱ͏Ζ͖ɽ 

 ʀຌਕ͗қࢧΝܙͤΖͶචགྷ͵ๅ͗ઈ͠Ηͱ͏Ζ͖ɽ 

   ຌਕ͗қࢧΝܙͤΖ͞ͳࢩԋʤқࢧܙࢩԋʥ 
˕ ΉͥͺɼҐԾ఼Ν֮ͤΖɽ 

  қࢧ݀ఈࢩԋंସౕ 

͗ΔɼҐԾన͵ϕϫιηΝಁ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼқࢧ݀ఈΝࢩԋͤΖࡏͶͺɼຌਕқࢧ݀ఈྙΝనͶՃ͢͵

̐ న͵қࢧ݀ఈϕϫιη֮ฯ 



˕ ৮झΏߨ৮ҽͺɼқࢧ݀ఈࢩԋ͗నͶ͵͠Η͖ͪʹ͖͑Ν֮ʀͤৄݗΖͪ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕқࢧΝଜ॑ͤΖସౕͲં͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ͤΖɽ 

ܐؖ ΏڧͶΓΖӪڻΝण͜Ζ͞ͳ͖Δɼқࢧ݀ఈࢩԋͶͪͮͱͺɼ ҐԾͶཻқ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͺɼқࢧ݀ఈࢩԋंସౕΏ қࢧ݀ఈࢩԋंͳ৶བܐؖɼཱིͬճ͑ਕͳ

̏ қࢧ݀ఈࢩԋਕదʀཀྵదڧඍ 
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ʕ Պଔ͗ຌਕқࢧ݀ఈࢩԋंͳ͵ΖͪΌͶɼՊଔࢩԋ͗ٽΌΔΗΖɽ

Ͷଲ͢ͱๅΏࢩԋ͗ͤڛΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ

қࢧ݀ఈΝਦΖͪΌͶɼқࢧ݀ఈࢩԋंʤकͳ͢ͱ৮झΏߨ৮ҽʥͺɼՊଔ

ޤΏࢩԋචགྷͶͯ͏ͱқ͗ݡ͖ΗΖ͍͗ΖɽݡմΝ͢ɼຌਕͶͳͮͱ࠹ྒྷ

͖ΗΖΏɼຌਕ͗գڊͶනͪ͢ݡմͶͯ͏ͱՊଔ͗ҡ͵ͮͱىԳ͢ͱ͏Ζɼղ

ʕ ຌਕਐͶৼؖΝͯՊଔͲ͍Ζ͗ބͶɼຌਕͶͳͮͱՁ͗࠹ྒྷ͖Ͷͯ͏ͱқ͗ݡ

  Պଔࢩԋ  

ΖՊଔͺຌਕΝཀྵմͤΖͪΌͶ͖ܿͤ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽ 

⬮ὀ䚿㻌 ࡑݳಋ͏ͱ͢ڋΖ͖ʹ͖͑ΝΚͥɼຌਕқࢧ݀ఈࢩԋΝͤΖͲɼຌਕΝྒྷ͚எ

ΖՊଔͺຌਕΝཀྵմͤΖͪΌͶ͖ܿͤ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽ

⬮ὀ䚿㻌 ࡑݳಋ͏ͱ͢ڋΖ͖ʹ͖͑ΝΚͥɼຌਕқࢧ݀ఈࢩԋΝͤΖͲɼຌਕΝྒྷ͚எ

ɼຌਕқࢧΝଜ॑ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͖Νݗ౾ͤΖɽ  

ݬҾΝ֮ͪ͢ͲɼڛՆ͵ऀճࣁݱͶͯ͏ͱࠬݗ౾͢ɼͨΓ͑͵ࣁݱΝͱ͢ڛ

ʤ͞ͺɼकͳ͢ͱ৮झΏߨ৮ҽʥͺɼͨՊଔͳ͢ͱೲΊΏଲཱིཀྵ༟ʀ

ͺɼͨຌਕқࢧͳՊଔқࢧ͗ଲཱིͤΖ͍Ζɽ͑ͪ͢͞ͺɼқࢧ݀ఈࢩԋं

˕ Ҳ๏ͲɼՊଔͺɼຌਕқࢧͶ͘͏͵͗Δɼʹ͑ͪ͢ΔΓ͏͖ೲΞͫΕɼͶΓͮͱ

ͯ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ 

˕ Պଔɼຌਕ͗ࣙదͶқࢧΝܙʀනͲ͘ΖΓ͑Ͷં͢ɼͨқࢧΝଜ॑ͤΖࢡΝ࣍

͢͏ɽ 

˕ ຌਕΝΓ͚எΖՊଔʤٯʥ͗қࢧ݀ఈࢩԋοʖϞҲҽͳ͵ͮͱ͏͚ͪͫ͞ͳ͗Ή

  Պଔຌਕқࢧ݀ఈࢩԋंͲ͍Ζ͞ͳ

̑ қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηͶ͕͜ΖՊଔ



Ζɽ 

Ζ͞ͳ͍͗Ζ͞ͳ͖ΔɼຌਕͶͳͮͱໃཀྵ͵͏ݩܨΝҌͤΖ͞ͳ༙ް͵͍͗

˕ ຌਕࣰ͗ࡏݩܨΝͤΖʤྭ͓ͻɼࢬઅεϥʖφητʥͳɼຌਕқࢧ͗รߍͤ

͵͏ɽ 

ΖͲ͵͏ݸΕɼܙʀන͠Ηͪқࢧ͗ɼଠ͖Δͱݡཀྵద͖ʹ͖͑Ν͑Ͳͺ

˕ ࣰݳΝࢩԋͤΖͶ͍ͪͮͱͺɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥ

ͱɼཤ༽Ն͵ऀճࣁݱΝ༽͏ͱɼೖਫ਼ʀऀճਫ਼͍Ε๏Ͷൕӫͦ͠Ζɽ 

˕ ࣙదͶܙ͠Ηɼන͠ΗͪຌਕқࢧΝɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞ͗ɼଡ৮झͲڢಉ͢

Ͳ಼ͮͪ͢༲ͺɼౕͨชॽͳ͢ͱͤ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ   



-8-

͵Ζ͍͗Ζ͞ͳͶഓྂ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ 

बҕฉҕـΝ͖ͯ͗ۦघͲɼஎΔ͵͏ͶҕΉΗΖͳ͖͓ͮͱқݡΝड़ͦ͵͚

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠ͲͺɼՆ͵ݸΕɼຌਕࢂՅ͗Ή͢͏ɽͮͳɼஎਕͺɼ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠ͺɼஏҮίΠճ٠ɼγʖϑη୴ंճ٠ͳΖ͞ͳͺՆͲ͍Ζɽ

Ζɽ 

͖͑ɼ͵ʹқࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηΝనͶಁΉ͓ͱ͏Ζ͖Ν֮ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍

͖ɼқࢧ݀ఈྙΝಁΉ͓ͪన͵ࢩԋ͗͵͠Ηͱ͏Ζ͖ɼࢂՅंߑͺన͖ʹ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠Ͳͺɼқࢧ݀ఈࢩԋࢂߡͳ͵ΖๅΏى͗ॉͶफॄ͠Ηͱ͏Ζ

͢͏Νқࢧ݀ఈࢩԋճ٠ͳݼʥɽ 

གྷͲ͍Ζʤ͞Γ͑͵οʖϞΝқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞɼͨϟϱώʖΝৼͳ͢ͱ͖ΗΖ

Ͳ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͶͺɼοʖϞͲๅΝ༙͢ڠɼڠಋ͢ͱߡ͓Ζ͞ͳ͗ච

ऀճਫ਼Ͷൕӫͪ͢ͶɼଠंΝ֒ͤΖڬΗ͍͗ͮͪΕɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳ

˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙఈΏɼࢩԋ๏๑ͶࠖೋΏٛΝͣ״ɼΉͪɼຌਕқࢧΝೖʀ

 қࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͳճ٠ʤ͢͏ʥ 



͵இࣁྋΝಚͪͲஇ͗ߨΚΗΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽͨࡏϕϫιη

ࣖͤҫྏͶͤؖΖๅɼຌਕਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ͗ నͶ͠ڛΗ͓ͪ͑ɼॉ

ࡏͶͺɼ ͨΗͩΗΝ௪ͣͱɼຌਕஎؽΏਐର;ٶਈয়ସΝన֮Ͷ

͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲ͑͢͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽͨ

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧΝೖʀऀճਫ਼Ͷൕӫͪ͢ͶɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ

ηΝમ͖ɼߍͶͺࣙހࡔࢊΝॴͤΖ͗ఈ͠ΗΖ͗ɼ͞ΗΔͶݸΖͲͺ͵͏ɽ

ಊͤΖʤͨٱΏͨؔʥΏɼҲਕΔ͢Νમ͖ʹ͖͑ɼʹΓ͑͵ίΠγʖϑ

˕ ऀճਫ਼қࢧ݀ఈࢩԋͳ͢ͱͺɼ͖ࣙΔήϩʖϕϙʖϞΏࢬઅͶेΉ͏ΝҢ

ๅΝॄΌɼ༙ͤڠΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕқࢧΏΊΝཀྵմͤΖͪΌͶͺɼՊଔΝΌͪқࢧ݀ఈࢩԋͤΖοʖϞͲɼຌਕ

͞ͳ͗ݬଉͶ͵Ζɽ   

˕ ೖਫ਼Ͷͯ͏ͱͺɼ͞ΗΉͲຌਕ͗գ͟͢ͱͪ͘ਫ਼֮͗ฯ͠ΗΖ͞ͳΝଜ॑ͤΖ

͝ΔΗΖ͗ɼ͞ΗΔͶݸΖͲͺ͵͏ɽ 
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平成 29 年度 厚⽣労働省⽼⼈保健事業推進費補助⾦
（⽼⼈保健健康増進等事業分）

⽇常⽣活や社会⽣活等において認知症の⼈の意思が
適切に反映された⽣活が送れるようにするための意思決定⽀援の
あり⽅に関する研究事業
報告書
実施主体︓学校法⼈梅村学園 中京⼤学
平成 30 年 3 ⽉
禁無断転載

