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    ૨ᢿᅹܖႾۀᚠʙಅžᣂםƴेƍǛ݃Ƥǔӷᆸ˟Ȣȇȫ҄ʙಅſƴ
જࢨƠƨ܇ƲǋƨƪƷϙჇǛ̅Ƭƨ߾ٻȢǶǤǯǢȸȈ
    
 ũʙಅϋܾ
      ᘮ؏עƷٶƘƷ܇ƲǋǍ̬ᜱᎍƕჄϋٳǁƱᢤᩊƠǇƠƨŵƦƷٶƘ
ƷʴƨƪƸŴ
žǋƏɟࡇӷơǯȩǹƩƬƨӐᢋƱɟደƴܖ፼ƠƨƍſžǋƏ
ɟࡇƋƷထƷƋƷئƴᘍƖƨƍſ
žǋƏɟࡇƋƷƓᅛǓƴӋьƠƨƍſƱŴ
ᣂםƴेƍǛ݃ƤǔƜƱƕžٹſƱƠƯᛖǒǕǔྵཞƴƋǓǇƢŵ࢘ʙಅ
ƸŴʻɟࡇŴᣂםƷᑣƞǛज़ơƨǓᙸƭǊႺƠƨǓƢǔƜƱƕưƖǔǑƏ
Ƴžӷᆸ˟ſǛܱƠŴƜǕǛȢȇȫ҄ƠƯჄϋӲࠊထǁ੩̓ƢǔǋƷ
ưƢŵ
Ტஜ૨ ᲱŴŴ ᪫ӋༀᲣ
ǇƨŴȢǶǤǯǢȸȈƸŴ૨ᢿᅹܖႾऴإƻǖƹưƷ˖ဒžʻŴƾƘƠ
ǇƔǒƸơǊǑƏᲛ᳸ᅦܖٻƴƓƚǔᩗࣄᐻƴӼƚƨӕኵ᳸ſᲢ
 ࠰  உ᳸ உᲣƴƓƍƯޒᅆƞǕǇƠƨŵᲢஜ૨Ჰ᪫ӋༀᲣ

ᐯࠁໜ౨ȷᐯࠁᚸ̖ Ⴘഏ

Ƃܖٻμ˳ႸƃᲢǻȳǿȸႸԃǉᲣƃ
ᲫᲨᐯࠁໜ౨ȷᐯࠁᚸ̖˺ƴƋƨƬƯ
ዮѦਃ࢘и ᧈܖыЋ ̢බ  Ძ
ᲬᲨܖٻᢃփѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ
ዮѦਃ࢘и ᧈܖыЋ ̢බ  Წ
ᲭᲨμܖᏋѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ
Ꮛਃ࢘и ᧈܖ Ϊဏ   
ᲮᲨμܖܖѦѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ 
ܖѦਃ࢘и ᧈܖᕲ ܑ࠹   
ᲯᲨμܖᄂᆮѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ
ᄂᆮਃ࢘и ᧈܖ᭗ ᨙᘍ  
ᲰᲨμ؏עܖᡲઃѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ
؏עᡲઃਃ࢘иݱ ᧈܖඑ շʶ  
ᲱᲨʙѦኵጢѣƷྵཞƱᛢ᫆ɳƼƴʻࢸƷޒஓƴƭƍƯ
ʙѦ᧙ ᧈޅఌ ૼࠊ  

ƂܖσᡫႸƃ
ᲲᲨʴ᧓ႆᢋ૨҄ܖ
ʴ᧓ႆᢋ૨҄ܖᧈ ɶဋ ǹǦȩ  
ᲳᲨᘍሊܖ
ᘍሊܖᧈ ᡁ ǈƲǓ  
ᲫᲪᲨኺฎኺփܖ
ኺฎኺփܖᧈ ဋ Ջʍ  
  ᲫᲫᲨʴ૨ᅈ˟ܖ፭᧓ٸɼǳȸǹᲢྵˊǳȸǹᲣ
            Ꮛਃ࢘и ᧈܖ Ϊဏ  
ᲫᲨσဃǷǹȆȠྸܖ
σဃǷǹȆȠྸܖᧈ ჽҾ ദ  

ƂܖኒႸƃ
ᲫᲨܖኒ
ወਙܖኒᧈ  ࢧ ݱ 
   
Ƃܖσᡫ૰ᨼƃ  
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㧝㧚⥄Ꮖὐᬌ⥄Ꮖ⹏ଔᦠᚑߦߚߞߡ㧔✚ോᜂᒰቇ㐳㧕

ᧄቇߪᐔᚑ  ᐕ㧠ߩ࿖┙ᄢቇᴺੱൻߣห  ߩోቇౣ✬ࠍ⚻ߡޔᣂߒᐲ⚵❱
ߦࠃࠆᄢቇߠߊࠅࠍ㐿ᆎߒߚޕᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪቇ㐳ߩ߽ߣ╙㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡࠍ⸳ቯߒߡ
ᣂߚߥ৻ᱠࠍ〯ߺߒࡓ࠹ࠬࠪ↢ߚ߹ޔℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ඳ჻⺖⒟ࠍ⸳⟎ߒߚޔ߇ࠈߎߣޕ
ᐔᚑ  ᐕ㧟ߦ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴፉේ⊒ἴኂߦ⋥㕙ߒߡޔએ᧪ᣣ߹ߢⵍἴߦࠆ
ᄢቇߩߣߒߡἴኂᓳ⥝ᡰេᵴേࠍዷ㐿ߒߡࠆᦨਛߢࠆޕᓟ߽ⵍἴፉ⋵ߦ
ࠆ໑৻ߩ࿖┙ᄢቇߣߒߡޔၞ␠ળߦ߅ߌࠆሽᗵࠍ㜞ߡ߈ߚޕ
ᧄቇߪ೨࿁ߩ⥄Ꮖ⹏ଔᄖㇱ⹏ଔ߆ࠄ㧢ᐕࠍ⚻ㆊߒߚޕ೨࿁ᐔᚑ  ᐕ㧠ߩᄖㇱ⹏ଔႎ
๔ᦠߢߪޔᄙߊߩᜰ៰㗄ࠍߚߛߚ߇ߢ߆ߥߩߘޔቇ↢ࠨࡆࠬ㊀ⷞ↥ޔቇㅪ៤ߩᒝ
ൻޔᖱႎ㐿ߣᐢႎߩᒝൻ⋙ޔᩏᯏ⢻ߩᒝൻߦߟߡߪޔᣢߦኻ╷߇ታᣉߐࠇᚑᨐࠍߍ
ߡ߈ߚߩߢޔએਅߩฦ㗄⋡ߢ⏕㗿ߚߦࠇߘޕኻߒޔᜰ៰㗄ߩߥ߆ߢᱷᔨߥ߇ࠄታ
ᣉߐࠇߥ߆ߞߚ߽ߩ߿ᬌ⸛߇ㅴ߹ߥ߆ߞߚ߽ߩ߽ߊߟ߆ࠆߪߢߎߎޕᄢቇోߩ
ᐲ⚵❱ੱߦ㑐ߔࠆ㗄ߦߟߡㅀߴߡ߅ߊޕ
ੱᢥ♽ඳ჻⺖⒟ߩ⸳⟎ߪฦ⎇ⓥ⑼ߢᬌ⸛ߒߚ߇ୃߕ߹ޔ჻⺖⒟ߩᡷ㕟ࠍవⴕߐߖࠆߎߣ
ߣߒ╙ޔ㧞ᦼਛᦼ⸘↹ߣߒߡ⸳ቯߒߥ߆ߞߚߩߘޕᓟᐔᚑ  ᐕᐲߦోቇᢎ⢒⎇ⓥᡷ㕟ᆔຬ
ળߢ߽ᬌ⸛ߒߚ߇ޔᚑ᩺ߦ⥋ࠄߥ߆ߞߚޕ
ోቇౣ✬ߢណ↪ߒߚቇ⟲ቇ♽ᐲߩታ❣ߣᬌ⸽ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ৻ቯߩᬌ⸽ࠍߒ╙ޔ
㧞ᦼਛᦼ⸘↹ߦ߽ឝߍߚ߇ߩߘޔᓟᬌ⸛߇ㅴ߹ߕౕ⊛ߥᚑᨐߦߟߥ߇ߞߡߥߎߣߪ
ᓟㅀߒߡࠆߣ߅ࠅߢࠆޕ
ੱઙ⾌ߩਛᄩ▤ℂߣቇ㐳ⵙ㊂⚻⾌ߩᄢߦߟߡߪ╙ޔ㧞ᦼߩᢎຬੱઙ⾌ᷫ⸘↹᩺߇
ߥ߅ᬌ⸛ਛߛ߇৻ޔᣇߢㅌ⡯⠪ߩਇలភ⟎ߢੱઙ⾌ߩᷫߪㅴߒઁޔᣇߢቇ㐳ⵙ㊂⚻
⾌ߦࠃߞߡోቇࡦ࠲ߩᢎຬ߿ኾ㐷⡯ຬࠍណ↪ߒޔᣂߒ␠ળ࠾࠭ߦᔕߓߚੱࠍታ
ᣉߒߡࠆޕ
ߘߩᓟᧄቇ߇ឝߍߡ߈ߚޟᢎ⢒㊀ⷞߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇޟޠᢥℂⲢวߩᢎ⢒⎇ⓥޟޠၞߦሽ
ᗵࠆᄢቇޟޠᨵエߢല₸⊛ߥ▤ℂㆇ༡ޟߡߒߘޠἴኂᓳ⥝ᡰេ⋡⻉ߩߤߥޠᮡߦኻ
ߒߡޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേ߮ᬺോㆀⴕߩ⚿ᨐߣߒߡᚑᨐࠍߍߡࠆߩ߆⺖ߚ߹ޔ㗴ߪ߆╬
ߦߟߡޔᄢቇㆇ༡ࠍ‧ᒁߒߡࠆቇ㐳ㇱዪ㐳ߦ⥄Ꮖὐᬌ⥄Ꮖ⹏ଔࠍ᳞ߚޕ
 એਅߪᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄ㧠ᐕ㑆ߩᵴേᬺോߦߟߡ⥄Ꮖ⹏ଔᦠࠍ␜ߒޔᄖㇱ⹏ଔ╬ߢᡷ
ༀ╷ߥߤࠍᜰ៰ߒߡߚߛߊߎߣߦ❬߇ࠆࠃ߁ขࠅ߹ߣߚ߽ߩߢࠆ⥄ޕᏆ⹏ଔᦠߩౝ
ኈߦߟߡߩ⚦ߪฦಽ⑼ળ╬ߢ⺑ߒߚޕ೨ߦਇߥὐ߮ਇචಽߥὐ߇ࠇ߫ᜂ
ᒰቇ㐳ㇱዪ㐳߆ࠄ࿁╵ߐߖࠆߩߢ㆙ᘦߥߊ߅วࠊߖߚߛ߈ߚޔ߅ߥޕᐔᚑ 
ᐕᄩߦ੍ቯߢࠆᧄቇߩࡒ࠶࡚ࠪࡦౣቯ⟵ߣᄢቇᡷ㕟ታⴕࡊࡦߩౝኈߦߟߡߪ
ౠࠍ↪ᗧߒߡ߅ࠅߏߡߖࠊޔᗧࠍߚߛ߈ߚޕ
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㧞㧚ᄢቇㆇ༡ᵴേߩ⁁ߣ⺖㗴ਗ߮ߦᓟߩዷᦸߦߟߡ㧔✚ോᜂᒰቇ㐳㧕
㧔㧝㧕ᄢቇ▤ℂㆇ༡
 㧝㧕ᄢቇߩℂᔨ․⦡߮ᄢቇㆇ༡ߩ⁁ߣ⺖㗴
 ፉᄢቇߪޔഃ┙એ᧪᧲ޔർ㑐᧲ࠍਛᔃߦᢎ⢒↥ޔᬺⴕޔ╬ߩฦ⇇ߦᐢߊὑߥ
ੱ᧚ࠍㅍࠅߒ⛯ߌߡ߅ࠅޔᣂߚߦℂᎿቇၞ߆ࠄ⑼ቇᛛⴚ⠪ࠍヘߔࠆߎߣߢޔၞ␠
ળߦሽᗵߣା㗬ᗵࠆቇⴚᢥൻὐޟޔᢎ⢒㊀ⷞߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇ⊒ߡߒߣޠዷߔࠆߎߣ
ࠍℂᔨߣߒߡࠆᧄߚߒ߁ߎޕቇߩᄢቇߠߊࠅߪ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴේ⊒ߦ⋥㕙ߒߚ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔ࿖┙ᄢቇᴺੱ⹏ଔᆔຬળ߆ࠄޟᢎ⢒㊀ⷞߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇߣߒߡߩ
ࠍᨐߚߔߣߣ߽ߦޔፉᓳ⥝ᡰេߩὐߣߒߡޔᣂߚߥోᔃߥᧂ᧪␠ળࠍ᭴▽ߔ
ࠆߚߩᡰេࠍታᣉߔࠆߥߤޔᓳ⥝ߦะߌߡᄢቇ৻ਣߣߥߞߡᵴേࠍዷ㐿ߒߡࠆߎߣ
߇ࠄࠇࠆߣޠ㜞⹏ଔࠍᓧߡࠆᧄޕቇߪ╙㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡᦼ㑆ߦޔ⸥ߩℂᔨ⋡
ᮡߦᴪߞߡޔၞߦ⽸₂ߢ߈ࠆੱ᧚⢒ᚑޔቇ↢ߩߚߩᄢቇߠߊࠅޔၞߦᩮߑߒ⇇
ߦࠇࠆ⎇ⓥᚑᨐޔၞߣߩㅪ៤ၞ߳ߩ⽸₂ޔ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ߣߩㅪ៤ࠕࠫࠕޔᄥ
ᐔᵗၞߩቇⴚᵹߣ߁㧢ߟߩၮᧄ⋡ᮡࠍឝߍߚޔߚ߹ޕᲤᬺᐕᐲޔᐕᐲ⸘↹ߣߣ
߽ߦቇ㐳ߦࠃࠆޟᚭ㊁ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊࡦࠍޠᚑߒޔ㊀ὐ⊛ߦขࠅ⚵ߴ߈⺖㗴ࠍ
⏕ൻߒߡࠆ㧔⾗ᢱ  ޔ㗁ෳᾖ㧕
ޕ
 ᧄቇߩ⁁ߩਥߥ․⦡ߪޔએਅߩߣ߅ࠅߢࠆߪ৻╙ޕᢎ⢒⚵❱ߢޔᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ
ᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ࠍᡷ⚵ߒߡੱ㑆⊒㆐ᢥൻ⎇ⓥ⑼ࠍ⸳⟎ߒߚߎߣޔ߮ᐔᚑ  ᐕ㧠
ߦᄢቇ㒮↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ୃ჻⺖⒟ߩ߁߃ߦඳ჻⺖⒟ࠍᣂ⸳ߒߡޔฦޘ㜞ᐲኾ
㐷⡯ᬺੱ⢒ᚑߩࠍᐢߍߚߎߣߢࠆ╙ޕੑߪᢎ⢒ᣇᴺߢޔᐔᚑ  ᐕ㧟ߦޟፉᄢቇ
ߩᢎ⢒⋡⊛ߣฦቇ㘃ߩ㧟ߟߩࡐࠪࠍޠቯߒޔᢎ⢒ߩ⾰⸽ߣᚑᨐߩᬌ⸽ࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ᭴▽ߦะߌߡḰࠍ㐿ᆎߒߚߎߣߢࠆ╙ޕਃߪ⎇ⓥߢޔᐔᚑ  ᐕ㧠߆ࠄ⎇ⓥ
⚵❱ߢࠆቇ♽ࠍోቇ⊛ߦ᧤ߨࠆ⎇ⓥផㅴᯏ᭴ᧄㇱࠍ⸳┙ߒޔᚢ⇛⊛ߥ⎇ⓥᵴേᡰេࠍ
ታᣉߒߡ߈ߚߎߣߢࠆ╙ޕ྾ߪᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ߁ߟߊߒ߹߰ߊߒ߹ᧂ᧪ᡰេࡦ࠲ޔ
ᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ࿖㓙ᵹࡦ࠲ࠍ⸳┙ߒޔၞߩἴኂᓳ⥝ᡰេߣ࿖㓙ᵹߩᵴേὐ
ࠍᢛߒߚߎߣߢࠆ㧔⾗ᢱ  ޔ㗁ෳᾖ㧕ޕ
 ዊⷙᮨߥ✚วᄢቇߢࠆᧄቇߦߣߞߡޔㆇ༡⾌ઃ㊄߇ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᷫߐࠇߡ߈
ߚߎߣߪᬺോㆇ༡ߦ᭽ߥޘ࿎㔍ࠍ߽ߚࠄߒߡࠆੱߢ߹ࠇߎޕઙ⾌ߩ▵⚂ߥߤߦࠃߞߡ
ᢎ⢒⎇ⓥᵴേߦᡰ㓚߇ߥࠃ߁⽷ോੱ▤ℂߦദജߒߡ߈ߚޕᓟߪੱߥ⊛↹⸘ޔઙ
⾌ߩᷫࠍㅴࠆߎߣߡߒߘޔᣂߒ␠ળߩ࠾࠭߿ቇ↢ߩ࠾࠭ߦวߞߚᢎ⢒⎇ⓥࠍ
ዷ㐿ߒߡߊߚߦޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߦ 2&%# ࠨࠗࠢ࡞ࠍㆡ↪ߒߡ⸘↹⊛ߢല₸⊛ߥᄢቇㆇ
༡ࠍ⏕┙ߔࠆߎߣ߇⺖㗴ߢࠆ㧔⾗ᢱ  㗁ෳᾖ㧕ޕ

 㧞㧕ቇ㐳ߩ࠳ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆᄢቇㆇ༡㧔ෂᯏ▤ℂޔᄖㇱᯏ㑐ߣߩኻᔕ╬㧕
ᧄቇߩㆇ༡ߪޔ࿖┙ᄢቇᴺੱᴺߩቯߦೣࠅޔቇ㐳ᓎຬળ㧔㓒ㅳ㐿㧕ࠍⷐߣߒߡޔ
⚻༡㗄ࠍክ⼏ߔࠆ⚻༡ද⼏ળ㧔ᐕ㧣࿁⒟ᐲ㐿㧕ޔᢎቇ㗄ࠍክ⼏ߔࠆᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏
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ળ㧔㧞࿁㐿㧕ߩਔベߦࠃࠅㆇ༡ߐࠇߡࠆޕᓎຬળࠍ᭴ᚑߔࠆℂቇ㐳ߦߟ
ߡߪޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄቇ㐳ࠍ㧡ੱߦჇ߿ߔߣߣ߽ߦޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄᚲߔࠆోቇ
ࡦ࠲ߩࡦ࠲㐳ࠍോߔࠆߎߣߣߒޔᓎຬળߩᗧᕁ߇ోቇࡦ࠲ㆇ༡ߦ⋥ធᤋ
ߢ߈ࠆࠪࠬ࠹ࡓߣߥߞߡࠆޕฦળ⼏ߩ⼏ⷐ㍳ߣ㈩Ꮣ⾗ᢱߦߟߡߪ㔚ሶឝ␜᧼ߦឝ
タߔࠆߣߣ߽ߦޔᢎຬߦߪฦቇ㘃ᢎຬળ⼏ࠍㅢߓߡޔോ⡯ຬߦߟߡߪോද⼏ળࠍ
ㅢߓߡ㊀ⷐ᩺ઙߦߟߡ⍮ߒߡࠆ⼏ޕⷐ㍳ߪ⚻ޔ༡ද⼏ળߦߟߡߪᐔᚑᐕᐲ
߆ࠄޔᓎຬળߣᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળߦߟߡߪᐔᚑᐕᐲ߆ࠄᄖㇱ߆ࠄࠕࠢࠬน⢻ߥᄢቇ
ࡎࡓࡍࠫߦឝタߒޔᄢቇㆇ༡ߩㅘᕈߣ⺑⽿છࠍᨐߚߒߡࠆ⚻ߦࠄߐޕ༡ද⼏
ળቇᄖᆔຬ߆ࠄߩᗧߣߘࠇ߳ߩኻᔕߦߟߡߪޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄ⼏ⷐ㍳ߣߪߦᄢ
ቇࡎࡓࡍࠫߦឝタߒߡࠆޕ
߹ߚࠄࠇߎޔᴺቯߩળ⼏ߢߪⴕ߃ߥޔᚑ᩺೨ߩᗧ឵߿ᖱႎߩ႐ߣߒߡޔᓎ
ຬળࡔࡦࡃࠍਛᔃߣߔࠆޟᓎຬᙣ⺣ળޠ㧔Ფㅳ㐿㧕ޔ㧠ቇ㘃㐳ߣᓎຬળࡔࡦࡃߦ
ࠃࠆޟᓎຬߣቇ㘃㐳ߣߩᙣ⺣ળޠ㧔㧝࿁㐿㧕ࠍ㐿ߒޔᓎຬ㑆߮ᓎຬߣቇ㘃㑆ߩ
ᗧᕁߩ⇹ㅢࠍ࿑ߞߡࠆޕ
ᄖㇱ⼂⠪ߩᗧࠍᤋߔࠆ⚵ߺߣߒߡߪޔቇ㐳ෳਈᐲࠍ⸳ߌޔ㧞ੱߦᆔབྷ
ߒ⾆㊀ߥߏഥ⸒ࠍߚߛߡࠆ߇ߦࠄߐޔలታࠍ࿑ࠆߎߣ߇⺖㗴ߩ৻ߟߣߥߞߡࠆޕ
ᧄቇߩᄙ᭽ߥᢎ⢒⎇ⓥᵴേ߿ቇ↢ߦࠃࠆ⥄ਥ⊛ᵴേߪޔᢎ⡯ຬߩᖱႎࠍឝタߒߚౠሶ
ޟᄢߩ㗻ߩޠೀⴕ㈩Ꮣߦࠃࠆ᭴ᚑຬߩ߈⚦߆ߥᖱႎឭଏ߿⋵ޔౝߩࡑࠬࠦࡒࠍኻ
⽎ߣߒߚቯߩቇ㐳⸥⠪ળ㧔㧞࿁㧕ߢ⊒ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᣂ⡞⚫ߢ╬ࡆ࠹ޔ
ߐࠇࠆᯏળ߇ᄢߦჇ߃ޟޔ㗻ߩ߃ࠆᄢቇߡߒߣޠၞߦ߅ߌࠆፉᄢቇߩሽᗵߪ
Ⴧߒߡࠆޕ
ᄢቇㆇ༡ߩਥߥ⺖㗴ߣߒߡߪޔԘᓎຬળߣቇ㘃ߣߩᗧᕁߩ⇹ㅢޔԙߐࠄߥࠆല₸⊛
ߥᄢቇㆇ༡ߩࠅᣇߩޔ㧞ߟ߇ߍࠄࠇࠆޕ
Ԙᓎຬળߣቇ㘃ߣߩᗧᕁ⇹ㅢߩ႐ߣߒߡޟޔᓎຬߣቇ㘃㐳ߣߩᙣ⺣ળߪޠ㊀ⷐߢࠅޔ
ቯ⊛ߦ㐿ߒߡࠆ⁁ߪ৻ቯߩᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆߣ⠨߃ࠆޕᴺੱൻߦࠃࠅ⥄
ਥ⊛ߥᄢቇㆇ༡ࠍၮᧄߣߔࠆⅣႺߩਛߢޔᄢቇߦ᳞ࠄࠇࠆᯏ⢻߇㜞ᐲൻ㧔ᢎ⢒ߩ
⾰⸽࡞ࡃࡠࠣޔൻߥߤ㧕ޔᄙ᭽ൻ㧔ၞ⽸₂ޔἴኂᓳ⥝ߥߤ㧕ߒߡࠆઍߦ
߅ߡޔቇ㐳ߩ࠳ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆᗧᕁቯ߇ᄢቇߩ᧪ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߪᭂߡ
ᄢ߈ޕᓎຬળߩᢿߣታᣉਥߣߒߡߩቇ㘃ߩᗧᕁ߇น⢻ߥ㒢ࠅ৻⥌ߢ߈ࠆࠃ߁
ߥദജߣ⚵ߺ߇৻ጀᔅⷐߢࠆޕ
ԙᴺੱൻᓟޔᢎຬߪળ⼏ߥߤߦᤨ㑆ࠍഀ߆ࠇᧄ᧪ߩᢎ⢒⎇ⓥߦኾᔨߢ߈ࠆᤨ㑆߇ᷫዋ
ߒߡࠆߣ⸒ࠊࠇߡࠆޕฦᢎຬ߇⋥ធ㑐ࠊࠆోቇᆔຬળߦߟߡߪޔᐔᚑᐕᐲ
ߦ৻ቯߩᷫᢛℂ߇ⴕࠊࠇߚ߽ߩߩߛ߹ޔਇචಽߣ⠨߃ࠆޕᢎ⡯දߩⷰὐ߆ࠄ
ߩᓎഀಽᜂࠍߐࠄߦㅴല₸⊛ߥㆇ༡ᣇᴺࠍ⋡ᜰߔᔅⷐ߇ࠆޔߚ߹ޕቇ㐳ߩ⡯
ോಽᜂߦߟߡ߽ࠃࠅᯏ⢻⊛ߦߥࠆࠃ߁ߐࠄߥࠆᎿᄦ߇ᔅⷐߢࠆޕ
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㧟㧕ᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ߩᡷ㕟
  ᧄቇߪޔᐔᚑ  ᐕߩోቇౣ✬ߢቇ⟲ቇ㘃ቇ♽ᐲࠍណ↪ߒޔቇ↢߇ᚲዻߔࠆᢎ⢒
⚵❱㧔㧞ቇ⟲㧠ቇ㘃㧕ߣᢎຬ߇ᚲዻߔࠆ⎇ⓥ⚵❱㧔 ቇ♽㧕ࠍಽ㔌ߒߡᢎ⢒㗔ၞߩᄢ
ߣᨵエߥ⚵❱ࠍߑߒߡ߈ߚޔߡߒߘޕᢎ⢒㊀ⷞߣ߁ℂᔨࠍ〯߹߃ߡ৻ޔᣇߢቇ
㘃ߦᢎ⢒੍▚✬ᚑᮭޔᢎຬߩੱᮭ߿⹏ଔᵴേࠍ⟎߈ઁޔᣇߢᒰೋቇ♽ߪ⎇ⓥᵴേߩਥ
ߢࠆߎߣߦട߃ߡㅢᢎ⢒ߩ⽿છਥߢࠆߣⷙቯߒߚޔߒ߆ߒޕᐔᚑ  ᐕᐲߩቇ
♽㐳ㅪ⛊ળߢᓟ⠪ߩᓎഀߪ⎇ⓥ⚵❱ߦㆡߐߥߣߐࠇౕൻߒߥ߆ߞߚޕ
╙㧝ᦼਛᦼ⋡ᮡᦼ㑆ߩᦨᓟߩᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔቇ㐳ߩ⻁ᯏ㑐ߣߒߡ⸳⟎ߐࠇߚޟᢎ
⢒⎇ⓥ⚵❱ߩࠅᣇᬌ⸛ળ߇ޠቇ⟲ቇ㘃ቇ♽ᐲߩਛ㑆⊛ᬌ⸽ᬺࠍⴕ߇ࠇߘޔ
ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળߦႎ๔ߐࠇߡࠆߩߘޕႎ๔ߢߪޔቇ⟲ߪੱᢥ␠ળ♽ߩ㧟ቇ㘃ࠍ᧤ߨࠆ
ᒻᑼߩ⚵❱ߣߒߡߒ߆ᯏ⢻ߒߡߥޔቇ㘃ߪታ⾰ቇㇱߩᯏ⢻ࠍᨐߚߒߡࠆ߇ੱઙ
⾌ᷫߣᓟછਇలߩߚᢎ⢒⚵❱ߣߒߡߩᯏ⢻⛽ᜬ߇࿎㔍ߦߥߞߡࠆޔቇ♽ߪࡊࡠ
ࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥߩᲣߣߒߡ৻ቯߩᚑᨐࠍߍߡࠆ⥄ߣޔᏆ⹏ଔߒߚޕ
ߘߩᓟ߽ᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ߩ⋥ߒߪᒁ߈⛯߈ታᣉߒߡߊߎߣߣߒᧄޔቇߪޔᢎ⢒㊀ⷞ
ߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇߣ߁․ᓽࠍ↢߆ߒߟߟ␠ળߩ࠾࠭ߦวߞߚᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ߩࠅᣇߦ
ߟߡᬌ⸽ߒ⋥ߒࠍⴕ߁ోޔቇౣ✬ߢណ↪ߒߚቇ⟲ቇ㘃ቇ♽ᐲࠍᬌ⸽ߔࠆߣޔ
╙㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ߢឝߍߚޔߡߒߘޕᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄోቇᢎ⢒⎇ⓥᡷ㕟ᆔຬળࠍ⸳
⟎ߒߡᄙߊߩ࠹ࡑߦߟߡ⺞ᩏᬌ⸛ࠍട߃ߡ߈ߚ৻ޔߒ߆ߒޕᣇߢޔቇ⟲ቇ♽
ᐲࠍᵴ↪ߒࠃ߁ߣ߁ᗧ߿ቇ⟲ቇ♽ߩᵴ↪ߦᶖᭂ⊛ߢቇ㘃ਛᔃߩㆇ↪ߢࠃߣ߁
ᗧߥߤ᭽߇⸃ߥޘሽߒઁޔᣇߢޔㅢᢎ⢒ߩᜂᒰޔઍᢎ㙃ࠦࠬߩታᘒ⺞
ᩏޔቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ⾰⸽ޔᄢቇ㒮ߩቯຬల⿷㗴߳ߩᬌ⸛ߣኻᔕߦㅊࠊࠇߡޔᢎ⢒⎇
ⓥ⚵❱ߩᬌ⸽⋥ߒߪᬺ߇ㅴ߹ߥ߆ߞߚޕ
ߘߒߡᄢ㔡ἴේ⊒ࠍㄫ߃ߡߒ߹ޔᕆㆰޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᄢቇ㒮ၞ╷⑼ቇ
⎇ⓥ⑼ߦ᧲੩ࠨ࠹ࠗ࠻ࠍ⸳⟎ߒߡ╷⺖㗴ࡊࡠࠣࡓ㧔ἴኂᓳ⥝㧕ࠍ㐿⻠ߒޔᄢቇ㒮
↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ߦౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡಽ㊁ࠍᣂ⸳ߒߚߚ߹ޕᄢቇ㒮⚻ᷣቇ⎇
ⓥ⑼ߢߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄၞ↥ᬺᓳ⥝ࡊࡠࠣࡓޔળ⸘⒢ോࡊࡠࠣࡓߩ㐿⻠ࠍ੍ቯ
ߒߡ߅ࠅࠇߙࠇߘޔᣂߚߥᢎ⢒ᵴേࠍ㐿ᆎߒߡࠆޕ
  ᐔᚑ  ᐕඨ߫߹ߢߦߪࡦ࡚ࠪ࠶ࡒޔౣቯ⟵ᄢቇᡷ㕟ታⴕࡊࡦߩᬺߣ㑐ㅪߒߡޔ
ⴕߩᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ࠍᬌ⸽ߒ␠ࠅࠃޔળߩ࠾࠭ߦߞߚᨵエߢല₸⊛ߥᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱
߳ߩᡷ㕟ㆇ↪ឭ⸒ࠍ߹ߣࠆ੍ቯߢࠆޕ

㧠㧕⥄Ꮖὐᬌ⥄Ꮖ⹏ଔᵴേߣᢎຬ⹏ଔ
γ㧕ᧄቇߩ⹏ଔᵴേ
   ᧄቇߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖὐᬌ⥄Ꮖ⹏ଔᵴേߪ✚ޔോᜂᒰቇ㐳ࠍ⽿છ⠪ߣߔࠆ⥄Ꮖ⹏ଔ
ᆔຬળࠍਛᔃߦⴕߞߡࠆ⥄ޕᏆ⹏ଔᆔຬળߩਥߚࠆછോߪޔਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹
ᐕᐲ⸘↹ߦ㑐ࠊࠆㅴ⁁ᴫߩὐᬌ⹏ቯޔᴺੱ⹏ଔᄖㇱ⹏ଔ⸽⹏ଔ╬ߦ㑐ࠊࠆ⥄

4

! !

Ꮖ⹏ଔ߮ޔᢎຬ⹏ଔߥߤߢࠆޕ
߹ߕޔᴺੱ⹏ଔ㧔ਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹ᐕᐲ⸘↹ߩ▤ℂࠍ㧕ߦ㑐ߒߡߪ╙ޔ㧝
ᦼਛᦼ⋡ᮡᦼ㑆ߩ⹏ଔ⚿ᨐࠍᤋߒߚㆇ༡⾌ઃ㊄ߣߒߡޟޔᴺੱㆇ༡ᵴᕈൻᡰេಽޠ
㧔ฦᐕᐲ⚂  ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲએ㒠㓐ᤨ㈩ಽ੍ቯ㧕ߩ㈩ಽኻ⽎ߣߥߞߚߎߣ߇ᚑ
ᨐߣߒߡߍࠄࠇࠆ⹏ߥ߁ࠃߩߎޕଔ⚿ᨐࠍ↢ᧄቇߩข⚵ߣߒߡߪޔᢎ⡯ຬోߩ
ᬺോ㆐ᚑ߳ߩദജࠍ೨ឭߣߒߡޔԘᓎຬળߩਅߢᜂᒰ⽿છ⠪ࠍ⏕ߦߒޔᄢቇ㒮ኈ
ቯຬల⿷ߥߤߩ⹏ޟଔߩᜰᮡߣߥࠆ㊀ⷐ㗄ߩޠㅴ⁁ᴫߩὐᬌޔԙᓎຬᙣ⺣ળߦ߅
ߡޔฦᜂᒰቇ㐳ߩ⽿છߢᐕᐲ⸘↹ߩ㆐ᚑ⁁ᴫႎ๔ࠍⴕ߁ߥߤߩቇ㐳ਥዉߩὐᬌ
߇ޔਥߥ߽ߩߢࠆޔ߅ߥޕᐔᚑ  ᐕᐲߩᴺੱ⹏ଔߢߪᄢቇ㒮ቯຬᧂల⿷╬ߩ⺖㗴
߇ᜰ៰ߐࠇߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕᐲએ㒠ߪᜰ៰߇ߥߊ⋡ޔᮡߩ㆐ᚑ⁁ᴫߪ㗅⺞ߢࠆ㧔⾗ᢱ
 㗁ෳᾖ㧕ޕ
߹ߚ⹏ޔଔߩᢛߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲߦޟ࿖┙ᄢቇᴺੱፉᄢቇ⹏ଔⷙೣߩޠ
ቯ⹏ޔଔᵴേߩ◲⚛ൻ㧔⥄Ꮖ⹏ଔᆔຬળߩฦኾ㐷ᆔຬળߩᑄᱛ߮╙㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡ
ᦼ㑆߆ࠄߩᐕᐲ⸘↹㗄⋡ᢙߩ♖ᩏᷫ㧔ψ㧕㧕ࠍⴕߞߚ߶߆ޔቇ㐳⋥ロߩ⹏ޟ
ଔቶߡߒߣޠോㇱ㐷ࠍᢛߒޔᗧᕁቯߩࠬࡇ࠼ൻࠍ࿑ߞߚޟઁߩߘޕᢎ⢒⎇ⓥ
ߩ⁁ᴫ╙ޔߪߡߟߦޠ㧝ᦼਛᦼ⋡ᮡᦼ㑆ߩ⏕ቯ⹏ଔߦ߅ߡ⎇ޔⓥಽ㊁߇㧡Ბ㓏⹏
ቯߩ߁ߜޟ㧟⹏ޠቯߢࠅޔᢎ⢒ಽ㊁߿␠ળㅪ៤ಽ㊁ߦᲧߴߡ⹏ቯ߇㧝Ბ㓏ૐߎߣ
߆ࠄޔᐔᚑ  ᐕᐲࠃࠅቇ㘃ߢ߽⎇ⓥಽ㊁ߦߟߡߩ⋡ᮡࠍឝߍࠆ╬╙ޔ㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡ
ᦼ㑆ߩ⎇ⓥಽ㊁ߩలታࠍ࿑ߞߡࠆޕ
   ᓟߩ⹏ଔᵴേߩ੍ቯߣߒߡߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߩ⥄Ꮖὐᬌ⥄Ꮖ⹏ଔޔᐔᚑ  ᐕᐲ
ߩᄖㇱ⹏ଔޔᐔᚑ  ᐕᐲߩ⸽⹏ଔߣߡߒ⛯⛮ޔᄢ߈ߥ⹏ଔᵴേࠍⴕ߁ߎߣߣߥࠆޕ
ߎࠇࠄߩᵴേߦ߅ߡߪޔ
ޟᄢቇߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߩౣቯ⟵ߩߣޠㅪ៤߇⺖㗴ߣߥߞߡࠆޕ
߹ߚޔ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝ߦะߌߚቇ㐳ਥዉߦࠃࠆᧄቇߩฦಽ㊁ߩᵴേߦߟߡߪޔᐔ
ᚑ  ᐕᐲ߮  ᐕᐲߩᬺോታ❣ႎ๔ᦠ߳߹ߔߣߎࠈߥߊ⸥タႎ๔ߒޔ࿖┙ᄢቇ
ᴺੱ⹏ଔᆔຬળࠃࠅ㜞⹏ଔࠍᓧߚઁߩߘޕ㔡ἴᒰೋ߆ࠄߩᤨ♽⾗ᢱࠍᚑߒߡ߅
ࠅޔ㔡ἴᡰេᵴേᐢႎޠࠆ߈↢ߦޟᚑ߳ߩ⽸₂╬ᧄޔቇోߩ㔡ἴኻᔕߩᵴേ
ߦነਈߒߚ㧔⾗ᢱ  ޔ㗁ෳᾖ㧕ޕ

  δ㧕ᢎຬ⹏ଔߩ⁁ߣ⺖㗴
ᢎຬ⹏ଔߦߟߡߪޔฦቇ㘃ߩ⥄Ꮖ⹏ଔㇱળ߇ߘߩ⹏ଔ⚿ᨐࠍฦᢎຬ߳ࡈࠖ࠼ࡃ
࠶ࠢߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩᵴᕈൻޔᢎ⢒ߩ⾰⸽ࠍᡰេߔࠆ⋡⊛ߢᐔᚑ
 ᐕᐲ㨪 ᐕᐲ߹ߢߩᬺോታ❣ߦଥࠆᢎຬ⹏ଔࠍޔᐔᚑ  ᐕᐲߦታᣉߒߚోޕቇ⊛
ߥᢎຬߩੱ⹏ଔߦၮߠߊಣㆄ߳ߩᤋߦߟߡߪޔᐔᚑ  ᐕ  ᦼ߆ࠄታᣉߐࠇ
ߡࠆޕ
⥄Ꮖ⹏ଔᆔຬળ✚ᓟޔቇ㐳߇ోቇ⊛߆ࠄߩᬌ⸛⚿ᨐࠍ߹ߣޔᐔᚑ  ᐕ㧡
ߦቇ㘃߳ࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߒߚߣߎࠈߢࠆޕቇ㐳ߩᬌ⸛⚿ᨐߢߪޔಣㆄ߳ߩㆡಾߥ
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ᤋ߿ޔᄖㇱ߆ࠄߩⷞὐࠍ㈩ᘦߒߚోቇ⊛ߥᢎຬ⹏ଔᵴ↪ߩታᣉ╬ߦߟߡᓟ߽ᬌ
⸛ߔࠆߎߣߣߒߡࠆޕ
߹ߚޔᐔᚑ  ᐕ㧠߆ࠄࡦ࠲ᚲዻᢎຬ߳ߩᢎຬ⹏ଔታᣉޔᐔᚑ  ᐕ  ᦼ߆
ࠄ㒝ዻቇᩞᢎຬ⹏ଔᵴ↪ߦࠃࠆಣㆄ߳ߩᤋ߇ⴕࠊࠇᧄޔቇߦᚲዻߔࠆᐢᢎຬ
ߩᬺ❣߿ข⚵ߩ⹏ଔ߇ࠃࠅㅴߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
 
㧡㧕ᖱႎߩ㐿ឭଏ㧔ᢎ⢒ᖱႎߩ㧕
ᧄቇߦ߅ߌࠆᖱႎߩ㐿ߦߟߡߪޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേ╬ߩ⁁ᴫߩᖱႎߩ㐿ߪޔᄢቇߩ
⺑⽿છࠍᨐߚߔߚߩ␠ળ⊛⽿ോߣ⟎ઃߌ߿ࠫࡍࡓࡎޔฦ⒳ೀⴕ‛ޔ㑐ଥᯏ㑐
߳ߩ⋥ធ⸰ߥߤߩᯏળࠍㅢߓߡޔⓍᭂ⊛ߥᖱႎឭଏߦദߡ߈ߚޕ
㑐ଥᴺ╬ⴕ┙⁛ޟᴺੱ╬ߩߔࠆᖱႎߩ㐿ߦ㑐ߔࠆᴺᓞޠ㧔ᐔᚑ  ᐕ  㧝
ᣣᣉⴕ㧕߮ⴕ┙⁛ޟᴺੱ╬ߩߔࠆੱᖱႎߩ⼔ߦ㑐ߔࠆᴺᓞޠ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧠
㧝ᣣᣉⴕ㧕
ߦၮߠߊᖱႎ㐿⺧᳞ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ㧟ઙߩᴺੱᢥᦠ㐿␜⺧᳞߇ߞߚޕ
ᢎ⢒ᖱႎߩߦߟߡߪޔᐔᚑ  ᐕ㧠ࠃࠅᄢቇߩᢎ⢒⎇ⓥᵴേ╬ߩ⁁ᴫߦߟߡ
߇⟵ോઃߌࠄࠇߡ߅ࠅᧄޔቇߦ߅ߡ߽ࠬࡃࠪޔ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ㧦 ⑼⋡ਛ 
⑼⋡ࠍឝタ ឝタ₸ 㧑㧕߿ጁୃၮḰޔ࿖㓙ㅪ៤ޔᄖㇱ⾗㊄ߩ₪ᓧ⁁ᴫ╬ࠍࡎࡓࡍ
ࠫߢ㐿ߒߡࠆޔߦࠄߐޕᢎຬߩੱᬺ❣ߩᖱႎ㧔ኾછᢎຬ  ฬ㧕ߪޔᢎຬ߇ฦ
⥄ߢ⎇ⓥᵴേ╬ߩᬺ❣ࠍᦝᣂߔࠆߦࠃࠅޔോߩ⋭ജൻല₸ൻࠍ࿑ߞߡࠆޕ
ᐢႎᇦߩౝޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄታᣉߒߡࠆࡑࠬࠦࡒ߳ߩቯ⸥⠪ળߦࠃࠅޔᣂ⡞
࠹ࡆߩႎ߽Ⴧടߒߡࠆ㧔ᣂ⡞ឝタઙᢙ㧦ᐔᚑ  ᐕᐲ  ઙψᐔᚑ  ᐕᐲ  ઙ㧕ޕ
ೀⴕ‛ߣߒߡߪޔᐕ㧝࿁⊒ⴕߒߡࠆޟᄢቇⷐ(ޟ߿ޠ70㧔࠾ࡘࠬ࠲㧕ߦޠട
߃ోޔᢎ⡯ຬߩ㗻౮⌀߮ᵴേⷐ╬ࠍ⸥タߒߚޟᄢߩ㗻ࠍޠᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᲤᐕ
ᚑߒޔ
ޟ㗻ߩ߃ࠆᄢቇޔߡߒߣޠቇౝᄖߦᐢߊᐢႎߒߡࠆޔߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߪޟᐢ
ႎ &8&ࠍޠᣂߚߦᚑߒ⋵ޔౝᄖߩ㜞ᩞ߳ߩ㈩Ꮣ߮ࡎࡓࡍࠫߢ㐿ߒߡࠆޕ
㔡ἴᓟߩፉᄢቇߩᓳᣥᓳ⥝ᡰេߩข⚵ߺࠍ߹ߣߚౠሶޠࠆ߈↢ߦޟ㧔㈩Ꮣㇱᢙ
 ౠ㧕ࠍᚑߔࠆઁޔ㔡ἴේ⊒ߩᓇ㗀ࠍᔃ㈩ߔࠆ㜞ᩞ↢߿⼔⠪ߦኻߒޔ
ᄢቇ߿ቇ↢ߩ⁁ࠍಽ߆ࠅᤃߊ߹ߣߚޟᐢႎ࠴ࠪࠍޠᚑߒࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊࠝޔ
߿㜞ᩞ⸰ߢߩ㈩Ꮣࠫࡍࡓࡎޔឝタߦࠃࠆᖱႎឭଏࠍⴕߞߚ㧔⾗ᢱ  ޔ㗁ෳᾖ㧕ޕ
߹ߚޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ߣߩหડ↹ࠗࡌࡦ࠻ޟፉߩᗐࠍዯߌࠃ߁㧍㨪ፉᄢቇ ᢎ⢒
ᡰេ㧒ᓳ⥝ࡑ࡞ࠪࠚ KP ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩޠ㐿㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭೨㔰࠹ࠬਛᄩᐢ႐㧕ޔ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࠛࡦ࠻ࡦࠬߢߩࡄࡀ࡞ዷ␜㧔㨪 ሶߤ߽ᡰេࡏࡦ࠹ࠖࠕޔ㨪 
ၞᓳ⥝߳ะߌߚᵴേ㧕ޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ᖱႎ߭ࠈ߫ߢߩડ↹ዷ␜ࠃߓߪࠄ߆߹ߒߊ߰ޔޟ
߁㧍㨪ፉᄢቇߦ߅ߌࠆ㔡ἴᓳ⥝ߦะߌߚข⚵㨪ޠ
㧔㨪 㧕ࠍⴕޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ࠍߪߓ
ߣߒߚ㚂ㇺ߳ߩᐢႎᵴേࠍዷ㐿ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᢥㇱ⑼ቇᐢႎ  ภߢᧄቇߩᓳ⥝
߳ߩข⚵߇․㓸ߣߒߡឝタߐࠇࠆߥߤޔ㔡ἴᓟߩข⚵ࠍᐢߊᖱႎ⊒ାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
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㧢㧕ᴺㆩߩข⚵
ᴺੱൻએ㒠ޔᄢቇ⚻༡ߦ߅ߌࠆࠬࠢ▤ℂ߿␠ળ⊛ⷐ⺧ߦኻߔࠆࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ
ߩᢛᔀᐩ߇᳞ࠄࠇߡࠆᧄޕቇߦ߅ߡߪޔਥߦ⎇ⓥ⾌ߩਇᱜ㒐ᱛࠍ⋡⊛ߣߒߚ
ౝㇱ⋙ᩏࠍቯᦼ⊛ߦታᣉߔࠆߎߣߦࠃࠅޔਇᱜࠍᧂὼߦ㒐ߋߠߊࠅࠍㅴߡ߈ߚޕ
߹ߚޔਇᱜⴕὑߩᣧᦼ⊒ߣᤚᱜࠍ࿑ࠆߚߦޔፉᄢቇ⋉ㅢႎ⠪⼔ⷙ⒟㧔ᐔᚑ
 ᐕ㧠㧝ᣣᣉⴕ㧕ࠍቯߔࠆߣߣ߽ߦޔㅢႎ⓹ญ㧔✚ോ⺖㧕ࠍ*ޔ2 ߦ߅ߡᐢߊ
ߒߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߩോ⚵❱ౣ✬ߦ߅ߡߪޔቇ㐳⋥ዻߩ⋙ޟ⋙ᩏࠣ࡞ࡊ㧔ᓟߦ⋙ᩏ
ቶ㧕ࠆߥᦝޔߒ⟎⸳ࠍޠਇᱜ㒐ᱛࠍขߞߡࠆޕ૬ߖߡޔᄢቇ⚻༡ߦኻߔࠆ㗴ᗧ⼂
ߩะ߮⥄Ꮖⷙᓞࠍ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦޔᓎຬ߮ㇱዪ㐳ࠍኻ⽎ߣߒߚޟᄢቇᡷ㕟
ࡒ࠽㧦࿖┙ᄢቇᴺੱߦ߅ߌࠆࠟࡃ࠽ࡦࠬߣࠬࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻㧔ᐔᚑ  ᐕ㧞  ᣣ
⻠Ꮷ㧦╳ᵄᄢቇᄢቇ㒮ᢎ ศᱞ ඳㅢ᳁㧕ࠍޠ㐿ߒߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔ
⎇ޟⓥᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ⊛⎇ⓥ⾌ߩ▤ℂ⋙ᩏߩࠟࠗ࠼ࠗࡦ㧔ታᣉၮ
Ḱ㧕ߩޠቯࠍฃߌ⎇⊛ޔⓥ⾌ߩㆡಾߥ▤ℂ⋙ᩏ╬ߩߎࠇ߹ߢߩขࠅ⚵ߺߣޔᓟߩ
ขࠅ⚵ߺࠍ߹ߣߚޟፉᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒⎇ⓥ⾌ߩ▤ℂ⋙ᩏ╬ታⴕ⸘↹╷ࠍޠቯߒ
ቇౝᄖߦߒߚޔߚ߹ޕਇᱜ㒐ᱛ⸘↹ࠍ╷ቯផㅴߔࠆ⚵❱ߣߒߡޔᓎຬળߩਅߦ
ቇ㐳㧔✚ോᜂᒰ㧕ࠍ⽿છ⠪ߣߔࠆޟᢎ⢒⎇ⓥ⾌ਇᱜ㒐ᱛ⸘↹ផㅴቶޕߚߒ⟎⸳ࠍޠ
ޟᢎ⢒⎇ⓥ⾌ਇᱜ㒐ᱛ⸘↹ផㅴቶߩޠขࠅ⚵ߺߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᢎ⢒⎇ⓥ⾌ߩ
ਇᱜ㒐ᱛߩߚߩᵈᗧ༐ࡐࠬ࠲ࠍᚑߒోޔᢎຬߦ㈩Ꮣࠍⴕߞߚޕᐔᚑ  ᐕᐲߦߪ
ࡐࠬ࠲㈩Ꮣߩઁޔਇᱜ↪ߩߥߤࠍ␜ߒߚ࠴ࠪࠍᢎຬળ⼏ߢ㈩Ꮣߒޔᢎຬߦਇ
ᱜ㒐ᱛࠍ⸷߃ߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ㅢ⍮ߦࠃࠅ⎇ޟⓥ⾌ߩਇㆡಾߥ⚻ℂߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏࠍޠታ
ᣉߒోޔᢎ⡯ຬ߆ࠄ࿁╵ࠍᓧޔ㗍ߌ㊄╬ߩਇᱜߪߥᣦႎ๔ߒߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ⎇ޟⓥᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ⊛⎇ⓥ⾌ߩ▤ℂ⋙ᩏߩࠟࠗ࠼
ࠗࡦߦޠၮߠߊ⺞ᩏߦ߅ߌࠆᜰዉഥ⸒ࠍฃߌޔਇᱜ㒐ᱛߩᒝൻࠍⴕޔᢎ
ຬળ⼏╬ߢ⺑ߒቇౝ߳ߩ⍮ࠍ࿑ߞߚޕ
߹ߚߥߩ࠻ࡦࡔࠬࡂޔᄢቇߠߊࠅߦขࠅ⚵ߣߣ߽ߦੱޔᮭଚኂࠍᧂὼߦ㒐ᱛߒᔟ
ㆡߥⅣႺࠍࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡޔᓎຬળߩਅߦࡂࠬࡔࡦ࠻ኻ╷ቶࠍ⸳⟎ߒߩ⁁ޔ
⺖㗴╬ߩᵞߒߣߘߩ⸃╷╬ߦߟߡᬌ⸛ߒࡠ࠻ࡦࡔࠬࡂޟޔኻ╷ቶࡂޟ߿ޠ
ࠬࡔࡦ࠻ࠕ࠼ࡃࠗࠩߩ╬ޠࠍᢛߒߚޕ
߹ߚ࠻ࡦࡔࠬࡂࡢࡄޔ࠻ࡦࡔࠬࡂ࡞ࠕࡘࠪࠢޔ߮ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࡂࠬࡔࡦ
࠻╬ߩ᭽ߦ⊛৻⛔ߦ࠻ࡦࡔࠬࡂߥޘኻᔕߢ߈ࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦ߿ߦ࠻ࡦࡔࠬࡂޔ㑐ߔ
ࠆℂ⸃ࠍᷓࠆߚߩࡈ࠶࠻ࠍᚑ㧔ቇ↢✬ޔᢎຬ✬߮ോ♽⡯ຬ✬ߩ㧟⒳㘃㧕
ߒోޔቇ↢ోޔᢎ⡯ຬߦ㈩Ꮣߒߚޕ
ߥ߅ߩ࠻ࡦࡔࠬࡂޔ㒐ᱛ╬ࠍ࿑ࠆߚߩቯᦼ⊛ߥ⎇ୃߦߟߡߪޔฦቇ㘃ߩᢎຬળ
⼏ߩ೨ߩᤨ㑆ߦ㐿ߔࠆߥߤ⎇ୃᏨ⠪ߩჇടߦദߡࠆޕ
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㧣㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦኻߔࠆᄢቇㆇ༡ᵴേߩኻᔕ
㔡ἴ⋥ᓟߦޟෂᯏኻ╷ᧄㇱ⟎⸳ࠍޠ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧟  ᣣ㧕ߒޔቇ↢ᢎ⡯ຬߩุ
⏕ⴕ⻉⹜ޔᬺౣ㐿ߥߤߩᄢቇㆇ༡ߦኻߔࠆ✕ᕆ⊛ߥភ⟎߿ޔㆱ㔍ᚲㆇ༡
㔡ἴ⟵េ㊄ߩഃ⸳ࠍߪߓߣߔࠆἴኂኻᔕࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
ㆱ㔍ᚲ㐽㎮ߣᬺౣ㐿ᓟ߽ޔㅢᏱߩㆇ༡ߣߣ߽ߦෂᯏኻ╷ᧄㇱࠍ⛽ᜬߒߥ߇ࠄޔ
ේ⊒ߦࠃࠆ✢ኻ╷ߣ߁ᣂߚߥ⺖㗴߳ኻᔕߒߡ߈ߚޕ
ߎࠇࠄෂᯏኻ╷ᧄㇱߩኻᔕߦߟߡߪࡉࠗࠞࠕޟޔ㧔⸥㍳㧕ߡߒߣޠᢛℂߒޔᓟߦ
ᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ⺖㗴ࠍ߹ߣߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ
߹ߚޔᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ⸳⟎ߒߚ᧪ᧂ߹ߒߊ߰߹ߒߊߟ߁ޟᡰេࡦ࠲ޔߪߦޠኾછ
ࠬ࠲࠶ࡈࠍ㈩⟎ߔࠆ߶߆૬છߣߒߡቇ㘃ᢎຬ╬߇ᵴേߦขࠅ⚵ࠎߢࠆ߇ߩ࠲ࡦޔ
ᵴേߪ㐳ᦼ⊛ߦⴕߞߡߊᔅⷐ߇ࠆߚޔߩలታ߇⺖㗴ߢࠆޕ

㧔㧞㧕⽷ോၮ⋚
㧝㧕ਛ㐳ᦼ⊛ߥ⽷⸘↹
  ᧄቇߩߪޔㆇ༡⾌ઃ㊄ޔᬺᢱቇᢱᬌቯᢱߩቇ↢⚊ઃ㊄ޔ⡯ຬኋ⥢ᢱ
╬ߩ㔀↥ޔቇㅪ៤╬ޔነ㒝㊄ߢ᭴ᚑߐࠇߡࠆޕ
ਥߚࠆߪޔㆇ༡⾌ઃ㊄㧔᭴ᚑߩ⚂ ਁ⊖ ޔ㧕ޔቇ↢⚊ઃ㊄㧔
᭴ᚑߩ⚂ ਁ⊖ ޔ㧕ߣߥߞߡࠆޕ
ቇ↢⚊ઃ㊄ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ 
⊖ਁߣផ⒖ߒߡ߅ࠅޔਥߚࠆᄌേⷐ࿃ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲቇ⠪ߩᬺᢱ೨ୟߒᓽߩᑄ
ᱛ߮᧲੩㔚ജፉ╙৻ේሶജ⊒㔚ᚲࠍ࿃ߣߒߚᐔᚑ  ᐕᐲቇ⠪ߩቇᬌቯᢱ
ߩ㒰ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆޕᲧセ⊛ቯ⊛ߦផ⒖ߒߡࠆ߇ోޔ࿖⊛ߥዋሶൻ߮ේ⊒
ߩᓇ㗀ߦࠃࠅߦ․ޔፉ⋵ᄖ߆ࠄߩᔒ㗿⠪ߩᷫዋߥߤ෩ߒⅣႺ߇ᓟߪ੍ᗐߐࠇࠆޕ
↥ቇㅪ៤╬ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ 
⊖ਁޔነ㒝㊄ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ 
⊖ਁߣޔ㔡ἴ╬ߦ࿃ߒߚᢎ⢒⎇ⓥᵴേߦࠃࠅޔᄢߦჇߒߡࠆ㧔⾗ᢱ  㗁ෳᾖ㧕ޕ
ㆇ༡⾌ઃ㊄ߪޔᄢቇᡷ㕟ଦㅴଥᢙ㧔ٌ㧝㧕ߦࠃࠅޔᲤᐕᷫߐࠇߡߪࠆ߽ߩߩޔ
࿖ߩㅼㄼߒߡࠆ⽷ᖱ߆ࠄൊ᩺ߔࠇ߫ޔᓟޔᄢߥᡷ㕟ߣઃ㊄ߩᷫࠍ᳞ߡ
ߊࠆน⢻ᕈ߇ࠆޔߚߩߘޕਛ㐳ᦼ⊛ߦߪ⥄ਥ⽷Ḯߢࠆቇ↢⚊ઃ㊄߿↥ቇㅪ៤╬
⑼ޔቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄╬ߩᄖㇱ⾗㊄ߩ⏕ࠍ৻ጀ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔჇᣇ╷ߣߒߡᧄቇߩ
⾗↥ࠍല߆ߟല₸⊛ߦᵴ↪ߔࠆᣉ╷ࠍᄢ⢙ߦᬌ⸛ߒޔታⴕߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ੱઙ⾌ߦߟߡߪޔ
ߢ⚛◲ޟല₸⊛ߥᐭࠍታߔࠆߚߩⴕᡷ㕟ߩផㅴߦ㑐ߔࠆᴺ
ᓞޠ㧔ᐔᚑ ᐕᴺᓞ╙ ภ㧕ߦၮߠ߈ޔ࿖ኅോຬߦḰߓߚੱઙ⾌ᷫࠍᐔᚑ  ᐕᐲ
߹ߢⴕޔᐔᚑ  ᐕᐲߪ⚻ޟᷣ⽷ㆇ༡ߣ᭴ㅧᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆၮᧄᣇ㊎ ޠ
㧔ᐔᚑ ᐕ
㧣㧣ᣣ㑑⼏ቯ㧕ߦၮߠ߈ޔ࿖ኅോຬߩᡷ㕟ࠍ〯߹߃ߚੱઙ⾌ᡷ㕟ࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
ᦝߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ߽⛮⛯ߒߡੱઙ⾌ᡷ㕟ߦขࠅ⚵ࠎߢࠆౕޕ⊛ߦߪޔቇ㘃ᢎຬߪቯ
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ᐕㅌ⡯ߦ߁ᓟછలߩ㧞ᐕ➅ࠅᑧߴࠍޔ㒝ዻቇᩞᢎຬ߮ോ♽⡯ຬߪੱຬᷫࠍ
ߘࠇߙࠇታᣉߒߡ߈ߚ⚿ߩߘޕᨐޔᐔᚑ  ᐕᐲߪ 㧑㧔⋡ᮡ㧠㧑㧕
ޔᐔᚑ  ᐕᐲߪ
㧑㧔⋡ᮡ㧡㧑㧕ޔᐔᚑ  ᐕᐲߪ 㧑㧔⋡ᮡ㧢㧑㧕ޔᐔᚑ  ᐕᐲߪ 㧑㧔⋡ᮡ㧣㧑㧕
ߩᷫ߇ㄟ߹ࠇߡ߅ࠅߩߎޔ㑆ߩ࿖ኅോຬ⛎ਈߦḰߒߚ⛎ਈᒁ߈ਅߍ╬ߩᓇ㗀߽
ߞߡᷫ⋡ᮡࠍ࿁ࠆੱઙ⾌߇ᷫߐࠇߡࠆޕ
߹ߚޔᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔᓎຬળߩਅߦੱઙ⾌ᡷ㕟ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊࡦේ᩺╷ቯࡢࠠࡦ
ࠣࠣ࡞ࡊࠍ⸳⟎ߒޔᬺോ⾌ߩ⚂㧣ഀࠍභߡࠆ࿕ቯൻߐࠇߚੱઙ⾌ࠍ⏕ታߦ⋥ߒޔ
ᄙዋߩᄖ⊛ⷐ࿃ߦᏀฝߐࠇߥ⚻༡ၮ⋚ߩ⏕┙ߦะߌߚㆇ༡ࠍᣧᕆߦታߔࠆߚ
ߩⴕേ⸘↹ේ᩺ࠍ╷ቯߒߚޔߒ߆ߒޕ⍴ᦼ⊛ታⴕߪ࿎㔍ߢࠅߟ߆ޔౝኈ߇ᄢቇో⥸ߦ
ࠊߚࠆߚߩߘޔᓟߩขࠅᛒߪᧂቯߣߥߞߡࠆޕᓟߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒޟޔౣቯ⟵ߩޠᓇ
㗀╬ࠍ⠨ᘦߒߩࡦࡊࡦ࡚ࠪࠢࠕޔขࠅᛒࠍ⏕ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

㧞㧕੍▚ߩ✬ᚑߣၫⴕ⁁ᴫ
  ᧄቇߩ੍▚ߪޔᓎຬળߢቯߒߚ੍▚✬ᚑᣇ㊎ߩਅ⽷ޔോᆔຬળߢ੍▚㈩ಽ᩺߇ᚑ
ߐࠇޔᔅⷐߥᚻ⛯߈ᓟޔᓎຬળߢቯߐࠇࠆޕ
  ੍▚✬ᚑᣇ㊎ߪ␠ޔળ⁁ᴫߩᄌൻ߿ᧄቇ߇ᛴ߃ࠆ⺖㗴ߦኻᔕߔࠆߣߣ߽ߦᧄቇߩ৻ጀ
ߩ․⦡߿ᒝߺࠍߔߎߣࠍᔨ㗡ߦቇ㐳߇ᚑߒߡࠆޕ
੍▚✬ᚑߪ✬▚੍ޔᚑᣇ㊎ߦၮߠߊߣߣ߽ߦޔᢎ⢒⎇ⓥ╬ߩ⻉ᵴേߦᡰ㓚߇ߥߊല₸
⊛߆ߟലᨐ⊛ޔㆡᱜߦၫⴕߢ߈ࠆࠃ߁㈩ᘦߒ✬ޔᚑߒߡࠆޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᢎ⢒⚻⾌╬৻ㇱߩ⚻⾌ߦߟߡߪޔຬᢙ߿නଔߦࠃࠆ㈩ಽߣⷐᦸ㗵ߩ
↳⺧ᩏቯߦࠃࠆ㈩ಽࠍ૬↪ߒߡ߈ߚ߇⹏ޔଔᚻᴺ߇࿎㔍ߢቯ߹ߞߡߥߎߣ╬ߦࠃ
ࠅวℂ⊛ߥ੍▚㈩ಽߦߥߞߡߥ╬ߩ⺖㗴߇ࠅޔᓟޔᬌ⸛ࠍⴕ߁ߎߣߣߒߡࠆޕ
৻ᣇޔቇౝߩ┹⊛⎇ⓥ⚻⾌ߦߟߡߪߦ⺧↳߿↹⸘ޔᔕߓߡ㈩ಽߔࠆߥߤޔലᨐ⊛
ߥၫⴕࠍⴕ߁ფ߇ᒻᚑߐࠇߟߟࠆޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߩ․╩ߔߴ߈ข⚵ߺߣߒߡߪޔቇ㐳ⵙ㊂⚻⾌㧔ᡷ㕟ଦㅴ⚻⾌㧕ߣ߁੍▚
ᨒࠍᣂ⸳ߒޔᚭ㊁ ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊࡦࠍᓟߒߔࠆ߽ߩߢޔቇ㘃╬ߩᡷ㕟ᡰេᵴ
ᕈൻޔߪቇ㘃╬ߩㆇ༡ߩല₸ൻߦߥࠆᬺ╬੍߳▚ߩ㈩ಽࠍⴕߞߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪቇ↢ߦኻߔࠆ⚻ᷣ⊛ߥ✕ᕆᡰេភ⟎⚻⾌ߣߒߡᬺᢱ㒰ᨒߩᄢ
ࠍታᣉߒߡࠆߣߣ߽ߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪⷐᦸ߿✕ᕆᕈ߇㜞ᣉ⸳⸳ߦߟߡޔቇ
㐳⥄ࠄⷞኤࠍⴕޔᢛࠍⴕ߁ߴ߈߽ߩࠍቯߒߚޕ
߹ߚޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪ྾ඨᦼᲤߦᓎຬળ╬ߦ߅ߡޔㇱዪᲤߩᢎ⢒⚻⾌߿⎇ⓥ⚻⾌
╬ߩၫⴕ⁁ᴫࠍႎ๔ߒߟ߆⊛↹⸘ޔㆡᱜߥၫⴕࠍଦߒߡࠆޕ

㧟㧕ᄖㇱ⾗㊄ߩฃ⁁ᴫ
  ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲฃઙᢙ  ઙޔฃ㊄㗵  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲ
ห  ઙޔห  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲห  ઙޔห  ⊖ਁߣᐔᚑ  ᐕᐲߣᲧߒߡઙ
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ᢙߢ Ⴧޔฃ㊄㗵ߢ ߩჇߣߥߞߡ߅ࠅޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ᚲ▤ߩ
߶߆ߦෘ↢ഭ⋭ޔⅣႺ⋭ᚲ▤ߩ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ࠍ₪ᓧߒߡࠆޕ
  ↥ቇㅪ៤╬ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲฃઙᢙ  ઙޔฃ㊄㗵  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲห
 ઙޔห  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲห  ઙޔห  ⊖ਁߣߥࠅ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ߮᧲
੩㔚ജፉේ⊒ߦ㑐ߔࠆᧄቇ߳ߩฃ⸤ᬺ߇ࠅޔᐔᚑ  ᐕᐲߣᲧߒߡઙᢙߢ 
Ⴧޔฃ㊄㗵ߢ Ⴧߣߥߞߡࠆޕ
  ᅑቇነ㒝㊄ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲฃઙᢙ  ઙޔฃ㊄㗵  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲห
 ઙޔห  ⊖ਁޔᐔᚑ  ᐕᐲห  ઙޔห  ⊖ਁߣߥࠅ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ߮᧲
੩㔚ജፉේ⊒ߦኻߔࠆᧄቇ߳ߩ㔡ἴ⟵េߩᓇ㗀߽ࠅᄢߥჇടߣߥߞߡࠆޕ
ᄖㇱ⾗㊄Ყ₸ߪᐔᚑ  ᐕᐲ ޔᐔᚑ  ᐕᐲ ޔᐔᚑ  ᐕᐲ ߣߥߞߡࠆޕ

㧠㧕ᣉ⸳ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻
γ㧕ᢎ⢒⎇ⓥᵴേࠬࡍ㧙ࠬ⏕
   ᐔᚑ  ᐕ  ߦోቇౣ✬ࠍⴕޔᣂߚߦℂᎿቇ⟲ߩ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃ࠍ⸳⟎ޔ
ᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ߦࠄߐޔᐔᚑ  ᐕ㧠ߦߪඳ჻ᓟᦼ⺖⒟
ࠍ㐿⸳ߒᢎ⢒⎇ⓥᣉ⸳ࠬࡍࠬߩ⏕߇ᦸ߹ࠇߚޕ
   ᐔᚑ  ᐕ㧠ߦℂᎿ♽ߩᢎ⢒⎇ⓥᣉ⸳ࠬࡍࠬ⏕ߩߚߦ੍▚ࠍ⏕ޔᐔᚑ 
ᐕ㧡ߦ✚ว⎇ⓥ ℂᎿ♽ ߩჇ▽ᢛࠍቢੌߒ⎇ޔⓥቶޔታ㛎ቶࠍ⏕ߒߚޔߚ߹ޕ
หಽᨆቶ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔቶߩㅢ⊛ߦ↪᧪ࠆࠬࡍࠬࠍ⏕ߒޔᣂߚߥ⎇ⓥᣉ
⸳ߩలታࠍ࿑ࠅലߦᵴ↪ߐࠇߡࠆޕ

δ㧕ᓳ⥝ᡰេᵴേࠬࡍ㧙ࠬ⏕
   ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߿ፉ╙৻ේሶജ⊒㔚ᚲߦࠃࠆ㐳ᦼߦ߱ᓳᣥᓳ⥝ᡰេ⚵❱ߩ
ᵴേࠬࡍࠬߣߒߡ߁ߟߊߒ߹߰ߊߒ߹ᧂ᧪ᡰេࡦ࠲ߩᣉ⸳⸘↹ࠍᚑߒޔᐔ
ᚑ  ᐕ  ߦ੍▚ࠍ⏕ߒᐔᚑ  ᐕ㧣ߦᣂ▽Ꮏߩ⊒ᵈࠍታᣉߒߚޔߚ߹ޕᐔᚑ
 ᐕ㧟ߦߪࡊࡂࡉᑪ‛ࠍᣂ▽ߒ࠲ࡦޔᵴേߩὐࠬࡍࠬࠍ⏕ߒᵴ↪ߒߡ
ࠆޕ

ε㧕ᄙ᭽ߥ⽷Ḯ⏕ߦࠃࠆᣉ⸳ᢛ
   ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃⎇ⓥᢎ⢒ᓟេળ㊄ߦࠃࠆ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃ᓟេ㊄⸥
ᔨࠍᐔᚑ  ᐕ㧡ߦᣂ▽ᢛࠍⴕޔᣂߚߥᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩࠬࡍࠬ߮ᯏ⢻ࠍ⏕
ߒޔᄢቇ㒮↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ဳታ〣ᢎ⢒ផㅴࡦ࠲߿
ฦ⒳⻠Ṷળ╬ߦᵴ↪ߒߡࠆޕ
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㊄⼱Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅ߌࠆᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ
නO 


ᐔᚑ  ᐕᐲ ᐔᚑ  ᐕᐲ ᐔᚑ  ᐕᐲ ᐔᚑ  ᐕᐲ   ⠨

ᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ









Ⴧ   ᷫ



㧗

㧗

㧗

ᢛᑪ‛ 

✚ว⎇ⓥ

↢ࠪࠬ࠹ࡓ

߁ߟߊߒ߹߰ߊ

ℂᎿ♽ 

ℂᎿቇ㘃ᓟេ

ߒ߹ᧂ᧪ᡰេ

㊄⸥ᔨ

ࡦ࠲ࡊࡂࡉ

⸘㧗


࡙࠾࠶࠻

̪ᑪ⸳Ꮏਛ㧦߁ߟߊߒ߹߰ߊߒ߹ᧂ᧪ᡰេࡦ࠲ O 

ζ㧕ᣉ⸳ߩ⾰ߩ▤ℂ
   ࠠࡖࡦࡄࠬߩ⒖ォᢛᓟ ޔᐕએ߇⚻ㆊߒޔᑪ‛⸳ߩ⠧ൻޔഠൻ߇ㅴⴕߒ
ߡࠆޕ
   ోᔃߩ⏕߮⎇ⓥᢎ⢒ᣉ⸳ߩ⾰ࠍ⛽ᜬะߐߖࠆߚߦቯᦼ⊛ߦᑪ‛ޔ
⸳ߦߟߡᎼⷞߒ ࡦࡊ࠲ࠬࡑࠬࡄࡦࡖࠠޔᐔᚑ  ᐕ㧢 ߦၮߠ߈ᣉ⸳ᢛ
ഥ㊄ ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޔᣉ⸳ᢛ⾌ઃ㊄ ࿖┙ᄢቇ⽷ോ⚻༡ࡦ࠲ ߮ቇౝ੍
▚ߦࠃࠅ⸘↹⊛ߦᣉ⸳ᢛࠍⴕߞߡࠆޕ⠧ኻ╷╬ၮ⋚ᢛᬺߣߒߡᐔᚑ  ᐕᐲ
ᱜ੍▚ߦࠃࠅࠗࡈࠗࡦౣ↢⚻ޔᷣ⚻༡ቇ㘃ߩ⠴㔡ᒝᡷୃޔ࿑ᦠ㙚ߩ⁜㓖⸃
ᶖᎿࠍ੍ቯߒߡࠆޔߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲࠃࠅ⸘↹⊛ᣉ⸳ᢛߩቇౝ੍▚ᨒࠍ⸳ߌఝ
వᐲ್ቯࡈࡠߦࠃࠅฦㇱዪ߆ࠄߩⷐᦸ㗄ߦߟߡఝవᐲࠍ್ᢿߒណᛯ㗄ࠍ
ߡࠆޕ
   ᐔᚑ  ᐕᐲߦ߅ߡߪ    ᣣ㨪 ᣣߩᦼ㑆ߦቇ㐳✚ޔോᜂᒰቇ㐳หⴕߢታ
ⷞኤࠍⴕᔅⷐᕈ✕ᕆᕈࠍ⏕ߒ▚੍ޔភ⟎ߩఝవ㗅ߩᬌ⸛ࠍⴕណᛯ㗄ࠍ
ቯߒߚޕ

η㧕ᣉ⸳⸳ߩലᵴ↪
   ᓟലᵴ↪߇ㄟ߹ࠇߥ㇠ᄖᣉ⸳ޟᶏߩኅጊߩኅߪߡߟߦޠᐔᚑ  ᐕ 
ߦᓎຬળߢ⼑ᷰಣಽ߇ᛚߐࠇޔᣇ࿅╬߳ߩขᓧⷐᦸߩᾖળࠍታᣉߒߚ߇
․Ბߩⷐᦸߪήߊޔᐔᚑ  ᐕᐲᧃߦ৻⥸┹ᧅ๔ࠍⴕߞߚ߇ᔕᧅ⠪ߪή߆ߞߚޕ
ᓟ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ߿ේሶജἴኂߦࠃࠆၞߩᓳ⥝ᬺ⸘↹߿㒰ᨴ⸘↹ߩข⚵ߺ⁁ᴫ
ࠍ〯߹߃⾗↥ߩലᵴ↪ࠍ࿑ࠆޕ
   ߹ߚޔ⡯ຬኋ⥢ߪߩ↪ࠕࠚࠪࡓ࡞ޔㇱደࠍ㧡ቶ⏕ߒ⇐ޔቇ↢߇ዬߒߡࠆޕ
߹ߚޔේሶജἴኂߢ⸘↹⊛ㆱ㔍ၞߦᜰቯߐࠇߚㆱ㔍⠪㧣Ꮺߦήఘߢ⾉ਈߒዬ₸
ߪ 㧑એߣߥߞߡࠆޕ
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θ㧕ࠛࡀ࡞ࠡኻ╷
   ㊄⼱Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅ߌࠆ㔚᳇ࠟࠬ᳓ߩ↪㊂߮ߘࠇࠄߩ೨Ყ߿೨ᐕห
ᲧࠍᲤޔ⡯ຬឝ␜᧼ߦߒޔቇౝᢎ⡯ຬߩ▵᳓⋭ࠛࡀ࡞ࠡᗧ⼂ߩะࠍଦ
ߒߡࠆޕ

   ㊄⼱Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬࠛࡀ࡞ࠡᶖ⾌ේන㧔╙ੑ⒳ࠛࡀ࡞ࠡᜰቯᎿ႐㧕
ᐕ ᐲ

ࠛࡀ࡞ࠡᶖ⾌ේන

Ⴧ  ᷫ

ᐔᚑ  ᐕᐲ

 

     㧙

ᐔᚑ  ᐕᐲ

 

೨ᐕᲧ ٌ㧑

ᐔᚑ  ᐕᐲ

 

೨ᐕᲧ ٌ㧑

ᐔᚑ  ᐕᐲ

 

೨ᐕᲧ ٌ㧑

  ̪ࠛࡀ࡞ࠡᶖ⾌ේනߪ↪ߩࠡ࡞ࡀࠛޔ㊂ࠍᑪ‛ᑧᐥ㕙Ⓧߢ㒰ߒߚ୯

ι㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦኻߔࠆኻᔕ
   ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠅ⊒↢ߒߚᑪ‛ߩო╬ߩࠢ࠶ࠢޔᄤ᧚ᾖ⸳ⓨ⺞⸳
ߩ⪭ਅⵍޔߡߟߦࡦࠗࡈࠗޔኂ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒἴኂᓳᣥ⾌ࠍⷐ᳞ߒⵍἴߒߚᑪ‛
ߩᓳᣥᎿࠍታᣉߒޔోᔃߥᢎ⢒⎇ⓥⅣႺࠍ⏕ߒߚޕ
   ߹ߚ᧲ޔ੩㔚ജፉ╙৻ේሶജ⊒㔚ᚲߦࠃࠆ⢻ᳪᨴߦኻߒߡޔ㒝ዻቇᩞ
ߦ߅ߡߪㆇേ႐╬ߩࠍ㧡EO 㒰ⵝ⥩ࠣࡦࠠ࠶ࡠ࠲ࡦࠗ࠻࡞ࠔࡈࠬࠕޔ㕙
ࡊ࡞ࠨࠗ࠼╬ߦߟߡߪ㜞᳓ᵞᵺ㒰ᨴࠍታᣉߒޔᔃߢ߈ࠆᢎ⢒ⅣႺߩ⏕ߦ
ദߚޕ
   ㊄⼱Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅ߡ߽ㆇേ႐ޔਛᄩᐢ႐߮ደᄖࠬ࠹ࠫ╬ߩ㒰ᨴࠍ⸘↹⊛
ߦታᣉߒ✢㊂ૐᷫߦะߌߚขࠅ⚵ߺࠍⴕࠬࡄࡦࡖࠠޔౝߢߩ↢ᵴⅣႺߩో⏕
ߦദߡࠆޕ
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入戸野２０１2アクションプラン
国立大学法人福島大学は、第 2 期６年間 (2010 〜 2015) の中期目標・中期計画
として55 項目の課題を掲げ、毎事業年度に年度計画を立てそれぞれの目標達成
を目指し活動を行っています。また、昨年 3 月 11 日に遭遇した東日本大震災と
原発事故後の被災の復興に向けて、昨年度重点的かつ戦略的に実施すべく策定
した「2011 アクションプラン」の 15 計画は、中期目標・中期計画とは直接に
連動するものではありませんが、その計画はほぼ達成され、学内から一定の
評価を得ています。
今年度は、震災後から一年を経て変化した教育研究環境を前提に、新たに
生起した重点課題を含めて「入戸野 2012 アクションプラン」として策定し
戦略的に取り組むことにしました。これらを達成するためには、大学が一丸と
なって取り組むことが特に重要ですが、実行組織である各学類の教員はじめ
事務職員の理解と協力が欠かせません。
皆様方の温かいご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

2012 年 4 月
福島大学長

入戸野 修

ٵઇ
【教育の質を保証する体制の充実】
本学の教育課程の特徴、すなわち大学で何を学び身に付けられるか、学生をどのような人材に育てるかなどの教育体制の情報を
広く発信するとともに、広報活動を積極的に展開します。
「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」「入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）」を踏まえて、教育の質を保証する体制を充実します。

【大学院への秋入学制度の導入】
大学院の質を保証する教育体制の整備に取り組むとともに、教育研究のグローバル化に対応するため大学院修士課程への
秋入学制度導入の具体策について検討し、その実現を目指します。

【附属学校園・大学・地域の連携強化】
附属学校園と大学と地域の連携を一層強化し、附属学校園の特徴を活かした教育活動等の研究実績を公表するとともに、
地域のモデル校として地域に開かれた附属学校園を構築します。

৾ٵে੍ର
【経済的支援の充実】
経済的に困窮する学生に対して、授業料等の減免、奨学金等の給付により手厚い支援を展開します。

【就職支援の強化】
就職活動を支援するため、交通費の補助、ガイダンスの充実、キャリアカウンセリング体制の強化等を行います。

【学生の相談体制の充実】
学生が抱える学習や生活の悩み、問題などメンタル面での相談体制を充実します。
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ٵଢ଼ણ
【プロジェクト研究等の推進】
個々の教員の基盤研究及び被災支援のプロジェクト研究を効果的に推進し、地域社会の振興に積極的に寄与するとともに、
本学の特色ある文理融合型の研究成果を発信します。

【研究推進と外部資金の増強】
研究の一層の促進を図るため、研究推進機構を核として、他研究機関等との連携を促進するとともに、教員の研究活動への
支援体制の充実を図ります。また、十分な研究費の確保に向けて外部競争的資金、とりわけ科学研究費補助金の申請率・
採択率の向上を目指すとともに、そのための体制・環境の整備に努めます。

【附属図書館の機能の充実】
附属図書館の機能の充実を図るとともに、総合情報処理センターとの連携を進めて、より一層の教育研究環境の整備充実を進めます。

ٵভ൴طୠ৴طব৲
【地域との連携による復興支援】
協定締結した地方自治体や企業および他研究機関等との連携を強化するとともに、社会のニーズに対応した大学の教育研究
組織の見直しを含めた取り組みにより、地域社会の復興と活性化に貢献します。

【公開講座の新展開と附属図書館等の活用】
生涯学習推進のために、地域住民を対象とした公開講座の新しい展開を図るとともに、大学の知的資源である附属図書館等の
活用と利用促進のための各種事業を実施します。

【ACF による復興支援と教育活動】
「アカデミア・コンソーシアムふくしま（ACF）」で確立した福島県内の大学間の連携協力を継続強化し、福島の復興に関わる
事業展開と同時に、学生の基礎能力の質的保証と災害復興に関わる実践的な能力の習得を目指す教育活動を展開します。

【国際交流センターの整備・充実】
留学生の受け入れと日本人学生派遣の両面の交流を促進するとともに、新たな展開を推進するために、国際交流センターの
組織体制を整備し機能の充実を図り、世界に向けた情報の発信に努めます。

௶ੌٵઈ
【うつくしまふくしま未来支援センターによる復興支援推進】
「うつくしまふくしま未来支援センター」における支援活動が効果的に行えるよう、定期的に地域に対して活動成果を発信する
とともに、外部の意見も取り入れて更なる復興支援策を図ります。

【全学センターの機能の充実】
副学長がセンター長を兼ねることにより、全学センターとして機敏でより総合的な運営と大学執行部との密な情報交換により
教育研究機能の充実を図ります。

【危機管理体制の整備】
東日本大震災と原発事故後一年間の経験を踏まえて、より実効性を高めた危機管理体制の整備を図ります。

ٵਝ؞य़কথঃ५୭
【キャンパス環境整備の充実】
学生・教職員の安全で安心できる学び舎や職場を確保するため、ハード・ソフトの両面での環境整備を推進します。

〒960-1296
福島県福島市金谷川 1 番地
Ｔ Ｅ Ｌ： 0 2 4 - 5 4 8 - 5 2 2 4
Ｆ Ａ Ｘ： 0 2 4 - 5 4 8 - 3 1 8 0
Ｕ Ｒ Ｌ： h ttp : / / w w w . f u k u sh im a - u . a c . j p
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Chronology

旧浜田町キャンパス

旧森合キャンパス

1949（昭和24）年５月31日，法律第150号国立学校設置法により，福島師範学校・福
島青年師範学校・福島経済専門学校の３校を包括して，学芸学部と経済学部の２学部を
持つ福島大学が設置されました。
国立新制大学の入学者選抜は，第１期・第２期に分けて行われ，福島大学は第２期に
行われました。選抜の結果，学芸学部293名（４年課程101名，２年課程192名），経済学
部は161名の合計454名の入学が許可されました。
学芸学部には学芸部と教育部が置かれ，学芸部の中には人文科学科，社会科学科，自
然科学科が，教育部の中には教育学科，教育心理学科，各科教育学科が置かれました。
研究・教育の組織として全31講座が設けられました。
また経済学部には14講座が設けられました。
学芸学部は市内浜田町に，また経済学部は市内森合の２つのキャンパスに分散してい
たため，昭和54年に金谷川の地に統合移転しました。
昭和62年10月に行政社会学部を増設し，平成16年10月，国立大学法人化のなかで理
工学群共生システム理工学類を創設し，新たな出発をしています。
旧３学部を継承した３学類を人文社会学群としてくくり，理工学群とともに２学群４
学類の教育組織を実現するとともに，全教員が参加する研究組織として12の学系を構築
しました。また，人文社会学群には，伝統ある社会人教育を継承して，夜間主コース（「現
代教養コース」
）を有しています。大学院についても既存３研究科とともに，平成20年４
月には大学院共生システム理工学研究科を発足させ，充実した教育・研究を推進してい
ます。
移転当時の金谷川キャンパス
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今、
福島大学でしか学べないものがある
福島大学は、これまで経験したことのない災害に直面している被災県にあって、国立大学として地元地域からの期待に応えてい
大学として地元地 か の
えてい
けで
では得 れなかった
く使命と地域にある存在意義を感じています。被災地や被災者を支援するという実践から、学生は座学
学生は座学だけでは得られなかった
経験という学びの中で、悩みながら、しかし確実に大きな成長をしています。これからの復興を担う人材育成の一つの姿として、
震災を踏まえた大学教育のあり方に向かって進んでいきたいと考えています。

1. 災害復興支援学
地域と共に歩んできた福島大学は、震災直後から地域支援を目的とする「福島大学うつくしまふくしま未来支援センター」を設立
して、福島の復興のために様々な活動を行ってきました。センターでは、
４０人を超える専任・兼任のスタッフが日々活動していま
す。こうした経験を活かし、平成２４年度から「災害復興支援学」を開講し、福島の復興に積極的に貢献できる人材の育成に着手
しました。この授業の特徴は、
センターの教員が取り組んでいる支援の姿を伝えることに重点を置いていることです。地域により、
必要としている支援は異なります。現場の姿を知らなければ、効果的な支援を行うことは期待できません。これを伝えることが
できるのは、現場で活動している研究者だけです。この授業では、現場の姿を通して学ぶことにより、学生が新たな支援者とな
ることを期待しています。以下、
「生活支援」と「食の安全」に関する授業の内容を紹介します。

◆高齢化が進む集落での活性化支援◆
他大学学生・教員や福島県と協力しながら福島県内の集落活性化を支援しています。地域の良
いところを聞き出し、地図や歌にして地域の住民に元気や誇りを取り戻してもらう活動や、人
口減により取りやめていた行事を復活させるなどの取り組みを行っています。様々な人々を巻
き込むことで、地域に新たな風を呼び込み、地域の輪を拡げています。
（担当 : 高木亨先生）
いわき市高部集落での一コマ
（田村健太郎氏撮影）

◆放射能汚染からの食と農の再生を
〜生産段階から検査段階までの体系的対策〜◆
福島の食と農の再生には、生産段階からの体系立った放射能対策が不可欠です。これまでは、伊
達市の水稲試験栽培や、農地一枚毎の放射能計測などに取り組んできました。平成２５年度はこ
の知見や経験を踏まえて、①コメの全袋検査をふまえた農地のリスク評価、②土壌の化学組成や
放射能濃度、水文条件からのコメの移行量予測、③肥料の必要量の算出、などを検討し生産者毎
にきめ細かな営農指導をするためのシステム作りにチャレンジします。
（担当 : 石井秀樹先生）

はさがけ乾燥させる晩秋の田

★ＦＵＲＥうつくしまふくしま未来支援センターＨＰ ＜http://fure.net.fukushima-u.ac.jp/＞

2. 学生の活動に
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学生の活動について
学生
生の活動に
活動
動に
に いて
「ふくしまの想いを届けよう！
福島大学 教育支援＆復興マルシェ in 文部科学省」を開催
福島大学は文部科学省と共同で、平成２４年１１月に文部科学省庁舎前「霞テラス中央ひろば」
において、
「ふくしまの想いを届けよう！福島大学 教育支援＆復興マルシェ in 文部科学省」と題
したイベントを開催しました。
マルシェを開催する経済経営学類の学生
福島大学は被災県にある国立大学として、避難者・被災者への支援や福島県の復旧・復興に向け
た取り組みを行っています。そういった活動を紹介することで、福島の「今」を伝え風評を払拭し、
福島への観光や応援のきっかけとなることを目的に、霞ヶ関をはじめとする首都圏へ向けた広報
として、
「復興マルシェ」
「教育支援プレゼン報告」
「活動パネル展示」を行いました。
「復興マルシェ」では、生産者と消費者をつなぐ青空市（マルシェ）を開催している経済経営学類の
学生が、旬を迎えたリンゴ、ラ・フランスや福島県オリジナル米「天のつぶ」、ジュースなどの試食・
配布を行いながら、農産物の放射性物質検査のデモンストレーションも実施し、福島の食の安全・安
心への理解を求めました。
子ども支援の活動を紹介する学生
「教育支援プレゼン報告」では、避難している子どもたちの学習・遊び支援を行っている人間発達
文化学類の学生や教員から、こども支援活動やＯＥＣＤ東北スクールの活動について報告があり、子どもたちと接する中で「あら
ためて教員になりたいと思った。」と言う学生の言葉に、来場者も熱心に耳を傾けていました。また、会場内で「うつくしまふくし
ま未来支援センター」
の活動をパネル展示し、
多くの来場者が訪れ本学の活動や福島県の現状を知っていただく機会となりました。
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3. 各学類で学べること
人間発達文化学類

行政政策学類

教育・スポーツ・芸術などを、人間発達という視点から複合
的に探究し、学校教員の養成はもちろん、さまざまな分野
で活躍できる教育者を育成します。

法学、政治学、行政学、社会学を通して、広く学際的な観点
から学び、地域社会が抱える問題を解決できる人材を育成
します。

学びのキーワード

学びのキーワード

学習支援／教育探究／人間科学／特別
支援／子育て支援／言語文化／地域生
活文化／数理科学／スポーツ探究／生
涯スポーツ／芸術文化 ほか

基本的人権／裁判員制度／死刑制度／
夫婦別姓／分権型社会／格差社会／ま
ちづくり／市民参加／比較文化／グ
ローバリゼーション／共生社会／ジェ
ンダー ほか

経済経営学類

共生システム理工学類

経済経営リテラシー、ソリューション能力、コミュニケーショ
ン能力、キャリア教育の 4 つを教育の柱とし、社会の各分
野で活躍できる実践力のある人材の育成します。

文理融合という新たな視点をベースに、理学・工学・社会科学の融
合を実現。人―産業―環境の共生に関する実践的な研究と学びを
通して、共生の科学・技術にアプローチできる人材を育成します。
学びのキーワード

学びのキーワード
ミクロ経済学・マクロ経済学／市場経
済と政府／環境政策／金融政策／ま
ちづくりと地域振興／景気回復／地
方交付税／社会開発と NGO ／経営戦
略／マーケティング／ベンチャー企業
／経営分析 ほか

システム制御／ユニバーサルデザイン
／ソフトウェア工学／人間工学／持続
循環型産業／生産システム／新エネル
ギー／機能性材料／水・物質循環／環境
地質／水・土壌浄化／生物多様性 ほか

4. 放射線への取り組みについて
◆除染の実施◆
学生がより安心・安全に生活できる環境の確保に努めるため、キャンパス内の除染を進めていま
す。これまで、
Ｕ字側溝などの高線量地点（ホットスポット）や、学生のみなさんが活動する場所
（グラウンド等）を中心に、超高圧洗浄や表層土除去などによる除染工事を実施しました。
★主な除染実施済みの場所 …

サッカー・ラグビー場、ハンドボールコート、野球場、弓道場、馬場、陸上競技場（芝生部）、テニスコート、
バレーボールコート、中央広場（インターロッキング、芝生部）、野外ステージ・サークル棟周辺
表層土除去・芝張り替え

◆放射線への取り組みの公表◆
福島大学では、教員有志による放射線計測チームによる県内の空間放射線量率マップ
（測定点約 300）
の作成や、うつくしまふく
しま未来支援センターの中に放射線対策担当をつくり、地域の放射線問題へ対応しています。
また、キャンパス内の空間線量率
計測や、学生モニターの協力を得ながらの１週間の外部被ばく積算線量計測など、実態に沿った計測を続けています。
福島大学の放射線への取り組みや毎週のキャンパス内放射線計測データは、
ＨＰからご覧になることができます。

★福島大学放射線に関する取り組み
＜http://www.fukushima-u.ac.jp/guidance/top/torikumi-housyasen.html＞
★福島大学キャンパス内及び附属学校園の放射線計測データの公開
＜http://www.fukushima-u.ac.jp/guidance/top/fukudai-housyasen.html＞

福島大学の情報はホームページでチェック！
福島
大学
学の情報はホームペ
情
ージでチェック！
ジ
入試情報もホームページでチェック！
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福島大学

で

検索

福島大学 入試

で

検索

収入・支出決算額（平成23年度）
CLOSING ACCOUNTS : REVENUE AND EXPENDITURE 2011
収

入

REVENUE

区
分
Division of Revenue
運
営
費
交
付
金
Total Grant for Management Expense
授業料，入学料及び検定料収入
Tuition and Examination Fees
雑
収
入
Miscellaneous Income
補
助
金
等
収
入
Subsidy Income
施 設 整 備 費 補 助 金
Subsidies for Maintenance of University Facilities
国立大学財務・経営センター施設費交付金
Grant-in-Aid from CUFM (Center for National University
Finance and Management) for facilities maintenance
産学連携等研究収入及び寄附金収入等
Income from Industry-University Cooperative Research and Donations
引
当
金
取
崩
Reserve Fund Reversal
目 的 積 立 金 取 崩
Purpose Reserve Fund Reversal
合
計
Total

支

出

（百万円）

3,486

3,503

2,400

2,302

139

133

439

104

249

647

30

30

474

227

1

ー

ー

94

7,218

7,040

EXPENDITURE

区
分
Division of Expenditure
人
件
費
Personal Expenses
教
育
経
費
Education Expenses
研
究
経
費
Research Expenses
教 育 研 究 支 援 経 費
Expenses for Supporting Education and Research
一
般
管
理
費
Administrative Expenses
施
設
整
備
費
Supplies and Equipment Cost
補
助
金
等
Subsidy
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等
Budget for Industry-University Cooperative Research and Funding
合
計
Total

国立大学財務・経営センター
施設費交付金 0.4％

［23年度］ ［22年度］
（参考）
Amount［2011］Amount［2010］
（Ref.）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 6.6％

施設整備費補助金
3.4％

引当金取崩 0.0％

補助金等収入
6.1％
雑収入
1.9％

運営費
交付金
（百万円） 48.3％

7,218

授業料
入学料及び
検定料収入
33.3％

（百万円）
［23年度］ ［22年度］
（参考）
Amount［2011］Amount［2010］
（Ref.）
4,259

4,278

557

756

427

522

367

219

276

305

294

677

439

99

361

285

6,980

7,141

補助金等 6.3％
産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等
5.2％

施設整備費
4.2％
一般管理費
3.9％
教育研究支援
経費 5.3％

6,980 人件費
（百万円） 61.0％

研究経費
6.1％
教育経費
8.0％

107,100
83

77,940

84,400
89,420

66

64
62,870

62
58
53,260
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ฃࠇߩᣇ㊎㧔ࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪ㧕ޔߡ߃߹〯ࠍޠᢎ⢒ߩ⾰ࠍ⸽ߔࠆࠍల
ታߔࠆޔԚᄢቇ㒮ߩ⾰ࠍ⸽ߔࠆᢎ⢒ߩᢛߦขࠅ⚵ߣߣ߽ߦޔᢎ⢒⎇ⓥߩࠣࡠ
ࡃ࡞ൻߦኻᔕߔࠆߚᄢቇ㒮ୃ჻⺖⒟߳ߩ⑺ቇᐲዉߩౕ╷ߦߟߡᬌ⸛ߒޔ
ߘߩታࠍ⋡ᜰߔޔԛ㒝ዻቇᩞߣᄢቇߣၞߩㅪ៤ࠍ৻ጀᒝൻߒޔ㒝ዻቇᩞߩ․ᓽ
ࠍᵴ߆ߒߚᢎ⢒ᵴേ╬ߩ⎇ⓥታ❣ࠍߔࠆߣߣ߽ߦޔၞߩࡕ࠺࡞ᩞߣߒߡၞߦ㐿
߆ࠇߚ㒝ዻቇᩞࠍ᭴▽ߔࠆޕࠆߡߒߣޔ
  ߎ߁ߒߚਛᦼ⋡ᮡ߮ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊࡦࠍታߔࠆߚߦޔᐔᚑ  ᐕᐲߩቇ⟲ቇ㘃
ቇ♽߳ߩ✬ᚑᦧ߃એ㒠ㅴߡࠆޔዋੱᢙᢎ⢒ታ〣ߣߒߡߩ㧝ᐕᰴᔅୃߩޟᢎ㙃Ṷ⠌ޠ
߆ࠄᒁ߈⛯ߊฦ⒳Ṷ⠌⑼⋡ࠕࡖࠠޔഃㅧ⑼⋡ߣߒߡߩࠕࡖࠠޟᒻᚑ⺰ࡕࠕࡖࠠޟޠ
࠺࡞ቇ⠌ޔޠࡊ࠶ࠪࡦ࠲ࡦࠗޟޠቇ↢⥄ࠄ߇ቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠍ⸳⸘ታⴕߔࠆ⥄ޟᏆቇ
⠌ࡊࡠࠣࡓࠍޠ㐿⻠ߒޔቇ↢ߩਥ⊛ቇ߮߿ߩޘ⢻ജᗧ᰼ࠍ৻ጀะߐߖࠆࠞ
ࠠࡘࡓࠍឭଏߒߡࠆ᧲ޔߚ߹ޕᣣᧄᄢ㔡ἴࠍฃߌ⥄ޟޔᏆቇ⠌ࡊࡠࠣࡓ㧔᧲ᣣᧄᄢ
㔡ἴࡏࡦ࠹ࠖࠕ㧕ޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ೨ᦼ߆ࠄ㧕ࠍනൻߒߚ㧔⾗ᢱ  ޔ㗁ෳᾖ㧕
ޕ
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ߎߩࠃ߁ߦቇ↢ߩਥ⊛ߥቇ߮ࠍ㊀ⷞߒߡቇ↢ߩੱޘ⢻ജࠍિ߫ߒߡߊߎߣ߇ᧄ
ቇߩᢎ⢒ߩ╙㧝ߩ․⦡ߣ߃ࠆ߇╙ޔ㧞ߩ․⦡ߪၞ␠ળߩታߩਛ߆ࠄቇࠎߢߊߣ
߁ⷰὐߢࠆౕޕ⊛ߦߪޔㅢ㗔ၞ✚ว⑼⋡ߣߒߡޟේሶജἴኂߣၞޠ㧔ᐔᚑ 
ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄ㧕ޟޔἴኂᓳ⥝ᡰេቇޠ
㧔ᐔᚑ  ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄ㧕ࠍ㐿⻠ߒߚޔߦࠄߐޕ㧟㧚
 એ㒠ޔፉ⋵ߪ߽ߣࠃࠅ࿖㓙⊛ߥ⺖㗴ߣ߽ߥߞߡࠆޟ㔡ἴޠ
ޟේ⊒ޠ
ޟἴኂޠ
ޟ✢ޠ
╬ࠍࠪࡃࠬߦ⸥タߒߡࠆᬺߪޔ㧠ቇ㘃วࠊߖߡ  ⑼⋡ࠍ߃ߡ߅ࠅޔᓳ⥝ᡰេߩ
ᓟߒߣߥࠆ⎇ⓥᢎ⢒ࠍዷ㐿ߒߡࠆߚ߹ޕᢎ⢒ )2㧔ߩ⾰ޟ㜞ᢎ⢒ផㅴࡊࡠࠣࡓޠ㧕
ߢߪޔㄘᝄ⥝ߣᣇㇺᏒߩਛᔃᏒⴝᝄ⥝ࠍ⚿วߐߖߚ⋥↥ޟደบߥ )1ⴝߣㄘ
ࠍ❬ߋၞડᬺޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲ㧕ޔฃേ⊛ߥ⍮⼂ๆဳቇ⠌߆ࠄߩ⣕ළ
ࠍ࿑ࠅቇ↢ߩቇ⠌ࡌ࡞ࠍᄢ߈ߊะߐߖࠆᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓߣߒߡߩ⑼ޟቇ⊛ℂ⸃ߩᷓ
ൻࠍଦߔၞㅪ៤ဳℂᎿᢎ⢒ޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲ㧕ࠍዷ㐿ߒߡࠆ߽ߦઁޕ
┹ᛛ⠪ᜰዉ⠪╬ߩࠬࡐ࠷ࠠࡖࠕᒻᚑᡰេᬺߢࠆࠕࡖࠠ࠷ࡐࠬޟᄢቇ㒮ࡊ
ࡠࠣࡓޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲ㧕╬ࠍ₪ᓧߒࠆ⦡․ޔᢎ⢒ᵴേࠍផߒㅴߡ
ࠆ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕╙ޕ㧟ߩ․⦡ߣߒߡޔᄙ㕙⊛ߥⷞὐߦࠃࠆ㗴⊒⸃⢻
ജࠍߔࠆੱ᧚⢒ᚑߩߚߩቇ㓙⊛ᢥℂⲢว⊛ᢎ⢒ߩዷ㐿ߣߒߡޔㅢ㗔ၞߣߒߡߩ
✚ว⑼⋡ࠍᲤᐕ  ⑼⋡⒟ᐲቯ⊛ߦ㐿⻠ߒߡࠆઁߩߘޕㅢ㐿⻠߿㐿⑼⋡ᐲ߇
ࠆޕ
ᄢቇ㒮㑐ଥߢߪࡓ࠹ࠬࠪ↢ޔℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ߦ߅ߡᐔᚑ  ᐕᐲߦඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ࠍ⸳
⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄඳ჻೨ᦼ⺖⒟ߦ߅ߡ⑺ቇࠍታᣉߒ㧠ฬ߇ቇߒߚޕ
৻ᣇޔၞ╷⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߢߪޔ㔡ἴᓳ⥝ߣၞౣᑪߩ⎇ⓥᢎ⢒ὐߣߒߡ┙ᢎᄢቇ
ᳰⴼࠠࡖࡦࡄࠬߦࠨ࠹ࠗ࠻ᢎቶࠍ⸳⟎㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄ㧕ߒߚޕฦ⎇ⓥ⑼ߩࠕ࠼ࡒ࠶
࡚ࠪࡦࡐࠪ㧔ቇ⠪ฃᣇ㊎㧕ߪߔߢߦ╷ቯᷣߺߢࠅࠪࡐࡑࡠࡊࠖ࠺ޔ
ߣࠞࠠࡘࡓࡐࠪߦߟߡߪᐔᚑ  ᐕᐲਛߦᚑߔࠆޕ
  ᒰ㕙ߩ⺖㗴ߣߒߡߪޔԘᐔᚑ  ᐕᐲߦ⏕ቯߒߚޟፉᄢቇߩᢎ⢒⋡⊛ޠ㧔⾗ᢱ ޔ
㗁ෳᾖ㧕߮࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕޔࠪࡐࡓࡘࠠࠞޔ
ࠪ㧔ፉᄢቇ✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲(& ㇱ㐷✬ޡᐔᚑ  ᐕᐲ㨪ᐔᚑ  ᐕᐲፉᄢ
ቇ․ᢎ⢒⎇ⓥ⚻⾌ᬺႎ๔ᦠ ᄢࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߦࠃࠆᢎ⢒ߩ⾰ߩ⸽ߣᚑᨐߩ
ᬌ⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ޢᐔᚑ  ᐕ  ┨  ╙ޔෳᾖ߅ߥޕหႎ๔ᦠߪએਅޡᢎ⢒ߩ⾰
⸽ႎ๔ᦠ⇛ߣޢ⒓ ߚ߹ޕ74.JVVRYYYHWMWUJKOCWCELRGFWAKPHQKOIDRFHߦ
ឝタޕ㧕ࠍ〯߹߃ޟቇ߮ߩ࠽ࡆޟޔޠቇ⠌ࡐ࠻ࡈࠜࠝޔޠቇ↢ࠕࡦࠤ࠻╬ࠍᵴ↪ߒߚ
ᢎ⢒ᡷༀߩ߳⸽⾰ޔขࠅ⚵ߺޔԙᦺ㞲⺆ߩ㐿⻠ੱޔᢥ␠ળቇ⟲ㅢ⑼⋡ߩ⋥ߒޔԚ
ᄛ㑆ਥࠦࠬߦ߆߆ࠆὐᬌ⺖㗴៰ߣᡷༀᣇ╷ߩᬌ⸛╬߇ߍࠄࠇࠆޕਛᦼ⊛ߥ⺖㗴
ߣߒߡߪ⥄ޔᏆ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞ✚ޔว⑼⋡ޔ࿖㓙ൻኻᔕࠞࠠࡘࡓ߿ㅢᢎ⢒ᆔຬળߢ
⏕ߐࠇߚ․ୃࡊࡠࠣࡓޔᔕ↪⧷⺆⧷⺆એᄖߩᄖ࿖⺆ࠬࡐ࠷ታ⠌ߩ㐿⻠ߦ߆߆
ࠆᬌ⸛ࠍㅴࠆߣߣ߽ߦੱޔᢥ␠ળቇ⟲㧟ቇ㘃ߩࠞࠠࡘࡓᡷ㕟߇੍ቯߐࠇࠆਛޔ
ㅢᢎ⢒ోߩ⋥ߒ߇ࠆޔߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߦ⸳⟎ߐࠇߚࠪ࠰ࡦࠦࠕࡒ࠺ࠞࠕޟ
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ࠕࡓ߰ߊߒ߹ޠ㑐ㅪߢߪޟޔೋᐕᰴᢎ⢒ޟޠፉቇߩ╬ޠᐢၞㅪ៤ဳቇ჻ജะࡊࡠࠣ
ࡓߩห㐿⊒ࠍ⛮⛯ߔࠆߣߣ߽ߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᄢቇ㑆ㅪ៤หᢎ⢒ផㅴᬺߢޟ
ፉߩᧂ᧪ࠍᜏߊޡᒝੱ᧚ࠅߊߠޢหᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓޠ
㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲ㧕
߇ណᛯߐࠇޔፉߩᓳ⥝ߦะߌߡᣂߚߥㅪ៤ࡊࡠࠣࡓ߇ዷ㐿ߐࠇࠆ㧔⾗ᢱ  㗁ෳᾖ㧕ޕ

 㧞㧕ᢎຬ⚵❱߮ㆇ༡
ᢎ⢒ߩታᣉ╬ߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡߪޔ
ޟԘᢎ⢒ᡷ㕟ߦߟߡ✚ว⊛ߦᬌ⸛ࠍⴕޔᖱߩ
ᄌൻߦㄦㅦߦኻᔕߢ߈ࠆࠍᢛߒޔᢎ⢒ᣇᴺࠍᡷༀߔࠆޔԙᢎຬߩᬺജ߿ᢎ⢒ജ
ߩะࠍ࿑ࠆޕࠆߡߞߥߣޠ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦ⸳⟎ᒻᘒࠍ࿖┙ᄢቇ߆ࠄ࿖┙ᄢቇᴺੱߦᄌᦝߔࠆߣߣ߽ߦޔᢎ⢒⎇ⓥ⚵
❱ࠍቇㇱቇ⑼߆ࠄቇ⟲ቇ㘃ቇ♽ߦ✬ᚑᦧ߃ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᐢⷞ㊁ߣ⼾߆ߥഃㅧ
ജࠍߔࠆኾ㐷⊛⡯ᬺੱࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡੱޔ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ⴕޔ╷ቇ㘃ޔ
⚻ᷣ⚻༡ቇ㘃ࡓ࠹ࠬࠪ↢ޔℂᎿቇ㘃ߣ߁㧠ߟߩቇၞࠍഃ⸳ߒޔዋੱᢙᢎ⢒ࠍၮᧄߣ
ߔࠆ⥄Ꮖ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞㅢ㗔ၞᢥℂⲢวဳኾ㐷ᢎ⢒㗔ၞ╬ߩࠞࠠࡘࡓࠍᢛߔ
ࠆߎߣߢޔᣂ↢ፉᄢቇߣߒߡౣ⊒ߒߚޔߚ߹ޕᄢቇ㒮⚵❱ߪޔᓥ᧪ߩੱᢥ♽㧟⎇ⓥ
⑼ߦട߃ޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ୃ჻⺖⒟ޔᐔᚑ  ᐕᐲߦߪหඳ჻
⺖⒟ࠍ⸳⟎ߒߚޕ
ቇㇱߦઍࠊࠆቇ⟲ቇ㘃ቇ♽ߦߟߡߪޔቇㇱࠍታ⾰⊛ߦᒁ߈⛮ߋቇ㘃ߩߘࠇ
ߙࠇߩࠕࠗ࠺ࡦ࠹ࠖ࠹ࠖߩㅊ᳞߇ࠅ߇ࠇߘޔฦቇ㘃ߩᢎ⢒╬ߩ⾰ࠍ㜞ߡࠆ㕙߽
ࠆ߇߅ߥޔᓟቇ㘃㑆ߢߩታ⾰⊛ߥᢎ⢒㕙ߢߩදജද㑐ଥࠍߐࠄߦߤߩࠃ߁ߦᒝ
ߡߊ߆߇ࠊࠇߡࠆߩߘࠎࠈߜ߽ޕ㓙ⴕࠊࠇߡࠆㅢ㐿⻠߿㐿⑼⋡ᐲߩ
ὐᬌ߽ᔅⷐߣߥࠆߚ߹ޕቇ♽ߦߟߡߪޔቇ㘃ᮮᢿ⊛ߥㅪ៤⊛⎇ⓥߩㅴዷߦነਈߒߡ
ࠆ㕙ߪ߽ߣࠃࠅޔᢎ⢒ߩ㕙ߣߒߡߪㅢᢎ⢒ࠍᜂ߁ၮ⋚⊛⚵❱ߣߒߡᯏ⢻ߒߡࠆ
ὐߪ㊀ⷐߢࠆޕ
ᧄቇߪੱޔᢥ␠ળ⑼ቇ♽ߩ⎇ⓥಽ㊁ߦ߅ߡᄙߊߩቇⴚ⎇ⓥࠍ⊒ߒߡࠆߛߌߢߥ
ߊޔᢎ⢒ታ〣✚วࡦ࠲ߩᵹࠇࠍ᳹✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲߿᧲ർ⚻ᷣ⎇ⓥᚲએ᧪ߩ
વ⛔ࠍᜬߟၞഃㅧᡰេࡦ࠲ߥߤߦ߅ߡޔၞ␠ળ⚻ᷣߣኒ⌕ߒߚ⎇ⓥ߇ᕷߠ
ߡ߅ࠅ⎇ߚߒ߁ߎޔⓥߩ⫾Ⓧߪၞ␠ળߦ߅ߌࠆ⍮ߩὐޔᢥൻߩὐࠍᒻᚑߔࠆߣߣ
߽ߦޔᣇ⥄ᴦߩ╷ᒻᚑ߿↢ᶦቇ⠌ޔෘ↢ߦ߽ነਈߒޔၞ␠ળ߆ࠄޟᄢޠ
ߩᗲ⒓ߢෘା㗬ࠍᓧߡࠆޕ
ోቇ⊛ߥ⚵❱ߣߒߡᏱ⸳ߩᢎ⢒㑐ଥᆔຬળߪޔᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળߩਅߦోޔቇߩᢎ⢒ᡷ
㕟ᡷༀޔᐕᐲ⸘↹⹏ଔࠍᚲߔࠆޟᢎ⢒ડ↹ᆔຬળޠ
ޔㅢ㗔ၞ⥄Ꮖ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞ
ࠍᚲߔࠆޟㅢᢎ⢒ᆔຬળޔޠᢎ⢒ో⥸ߦ߆߆ࠆోቇ⺞ᢛࠍᚲߔࠆޟᢎോද⼏ળޔޠ
ੱᢥ␠ળቇ⟲ᄛ㑆ਥࠦࠬߩ㗄ో⥸ࠍᚲߔࠆޟઍᢎ㙃ࠦࠬㆇ༡ᆔຬળޠ
ޔ߮ᢎ
ᣇᴺᡷༀ⺞ᩏࠍᚲߔࠆޔࠅ߇ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ &(ޟᢎ⢒ᜂᒰቇ㐳ࠍ⽿છ⠪ߣߒ
ߡฦቇ㘃߆ࠄ㧞ฬߩᢎຬޔᢎോ⺖㐳╬ࠍ᭴ᚑຬߣߒߡޔᬌ⸛ߔࠆࠍߣߞߡࠆޕ
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߹ߚޔᐔᚑ  ᐕ㧠߆ࠄޔᢎ⢒ౝኈޔᢎ⢒⺖⒟ߩᡷ㕟ߣ⎇ⓥផㅴᣇ╷ࠍᬌ⸛ߒޔ૬ߖ
ߡߎࠇࠍᜂߔࠆᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ߩࠅᣇߦߟߡᬌ⸛ߔࠆߚߦోޟቇᢎ⢒⎇ⓥᡷ㕟ᆔ
ຬળޔߒ⟎⸳ࠍޠᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળߣหߓ᭴ᚑຬߢ⼏⺰ࠍዷ㐿ߒߡࠆޕ
৻ᣇޔฦቇ㘃ߩ᧪᭴ᗐ߿࠺ࠖࡊࡠࡑࠞࠠࡘࡓࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦߩࡐࠪ╬
ߪޔቇ㘃ౝߩ⚵❱ߢࠆ᧪⸘↹ᆔຬળ╬ߢᬌ⸛ߩߥ⊛⥸৻ޔߚ߹ޔᢎോ㗄ߪᢎോ
ᆔຬળ╬ߢᬌ⸛ߩޔᢎຬળ⼏ߢክ⼏ቯߐࠇࠆߎߣߦߥߞߡࠆޕ
ߥ߅ޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄޔᢎ⢒㑐ଥ⻉╷⻉㗴ߦㄦㅦߦኻᔕߢ߈ࠆᢛߩߚޔ
ᢎ⢒ડ↹ᆔຬળࠍઁߩᆔຬળߩ৻Ბߩᆔຬળ߳ߣ⟎ߠߌߩᄌᦝࠍⴕޔฦቇ㘃߆
ࠄߩㆬᆔຬࠍᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ຬߪቇ㘃ߩ᧪᭴ᗐ╷ቯࡔࡦࡃ╬ࠍᆔຬߦㆬߔࠆࠃ
߁ଐ㗬ߒߚޔߡߒߘޕᢎ⢒ᜂᒰቇ㐳ߩਅߢޔ⸥ᢎ⢒ડ↹ᆔຬߦട߃ޔᢎ⢒ᣇᴺߩᡷ
ༀ߿ᬺജᢎ⢒ജะࠍኾ㐷ߣߔࠆ✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ㇱ㐷ᢎຬޔᢎ
ോ⺖㐳╬ࠍ᭴ᚑຬߣߔࠆ 9) ࠍ⸳⟎ߒᧄޔቇߩၮᧄ⋡ᮡߢࠆޔഃㅧജߩḮᴰߢࠆ⥄ޟ
↱ߢ⥄ᓞ⊛ߥቇ߮ࠍޠផㅴߒߟߟޔᄙ㕙⊛ᄙర⊛ߥੱ᧚⢒ᚑߩⷐᦸߦ⊛⏕ߦᔕ߃ࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦޔᬌ⸛ࠍㅴߡࠆޕ

 㧟㧕ࠞࠠࡘࡓࡐࠪߦၮߠߚᢎ⢒ౝኈ߮ᣇᴺ
ᧄቇߢߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲߩ㧠ᐕ㑆ߦࠊߚࠅޔፉᄢቇߩቇ↢߇㧠ᐕ㑆
ߢりߦઃߌࠆߴ߈⻉⢻ജߩ╷ቯߦขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚߩߘޕᚑᨐߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔ
ᚲዻቇ㘃ߦ߅ߡୃᓧߔߴ߈ޟኾ㐷⊛ഃㅧജޠ
㧔ฦ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪ㧕ߣޔਥߦㅢ
㗔ၞ⥄ޔᏆ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞߦ߅ߡቇ↢߇ㅢߒߡୃᓧߔߴ߈ޟᐢᢎ㙃ޠ
⥄ޟᏆᒻᚑജޠ
ࠍቯ⻉ࠄࠇߎޔ⢻ജߩࠞࠠࡘࡓߩ⟎ߠߌߣߒߡޔએਅߦ␜ߔࠞࠠࡘࡓ
ࡐࠪࠍ㐿ߒߚߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߦߪߣࠪࡐࡓࡘࠠࠞࠄࠇߎޔߩ
ᬺߩᢎ⢒⋡⊛ᚑ❣ၮḰߣߩㅪ㑐ࠍࠪࡃࠬߦߡ␜ߒߚઁޔᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆࠞࠠࡘ
ࡓࡐࠪߩ╷ቯߦขࠅ⚵ࠎߢࠆޕ
ޣᢎ⢒⺖⒟✬ᚑታᣉߩᣇ㊎㧛ฦቇ㘃ࠦࠬߩࠞࠠࡘࡓࡐࠪޤ

ፉᄢቇߢߪޔᰴߩࠃ߁ߥࠞࠠࡘࡓߦၮߠߡޔᐢᢎ㙃⥄Ꮖᒻᚑജኾ㐷⊛ഃㅧജࠍᶩ㙃ߒ߹ߔޕ
ቇ჻⺖⒟ߩࠞࠠࡘࡓࠍޟㅢ㗔ၞޠ
⥄ޟᏆ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞޠ
ޟኾ㐷㗔ၞޠ
↱⥄ޟㆬᛯ㗔ၞߩޠ㧠㗔ၞߦಽߒ߹ߔޕ
ޟㅢ㗔ၞ␠ޔߪߢޠળ⽎߿⻉㗴ߦኾ㐷⊛ߥജ㊂ࠍ⚿߮ߟߌߡℂ⸃ߒᵴ↪ߔࠆᐢᢎ㙃ߩၮ␆ࠍ⢒ߚ
ߦߩߡߴߔޔቇ㘃ߦㅢߔࠆࠞࠠࡘࡓߣߒߡ✚ޔว⑼⋡ޔᐢၞㆬᛯ⑼⋡ޔᄖ࿖⺆⑼⋡ޔᖱႎᢎ⢒⑼⋡ޔஜ
ᐽㆇേ⑼⋡ࠍ㐿⻠ߒ߹ߔޕ
㧙✚ว⑼⋡ߢߪޔᢥ♽ℂ♽ߩᨒ⚵ࠍ߃ߚቇ⠌ࠍㅢߓߡޔᄙⷺ⊛✚ว⊛ߥᕁ⠨ࠍ⢒ߡ߹ߔޕ
  㧙ᐢၞㆬᛯ⑼⋡ߢߪੱ̌ޔ㑆ߣᢥൻ̍̌␠ળߣᱧผ̍̌⥄ὼߣᛛⴚ̍ߩ㧟ಽ㊁ߩቇ⠌ࠍㅢߓߡޔቇ⊛ߥᕁ⠨ߩၮ
␆ߣߣ߽ߦޔኾ㐷ࠍ߃ߚ㑐ᔃߣℂ⸃ࠍ⢒ߺ߹ߔޕ
  㧙ᄖ࿖⺆⑼⋡ߢߪ⺆⧷ޔ߮ߘߩઁߩᄖ࿖⺆ߩቇ⠌ࠍㅢߓߡޔᄖ࿖⺆ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജߣ⼾߆ߥ⇇ⷰ
ᕁ⠨ജജࠍ⢒ߺ߹ߔޕ
  㧙ᖱႎᢎ⢒⑼⋡ߢߪޔᖱႎಣℂߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ࠬࠠ࡞ߩቇ⠌ࠍㅢߓߡᖱႎ࠹ࠪࠍᶩ㙃ߒ߹ߔޕ
  㧙ஜᐽㆇേ⑼⋡ߢߪޔฦ⒳⋡ߩࠬࡐ࠷ታ〣ࠍㅢߓߡޔஜᐽ߿ㆇേߦߟߡߩ⑼ቇ⊛⼂ࠍଦߔߎߣߢޔり
࠹ࠪࠍ⢒ߺ߹ߔޕ
 
⥄ޟᏆ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞࠄ⥄ޔߪߢޠਥ⊛ߦቇ߮ࠍ࠺ࠩࠗࡦߔࠆ⥄Ꮖᒻᚑജߩၮ␆ࠍ⢒ߚߦޔਥߦ㧝㧞ᐕᰴ
ߩቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚࠞࠠࡘࡓߣߒߡޔᢎ㙃Ṷ⠌ࠕࡖࠠޔഃㅧ⑼⋡⥄ޔᏆቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⻠ߒ߹ߔޕ
  㧙ᢎ㙃Ṷ⠌ߢߪⷙੱ ޔᮨߩࡒ࠽ᒻᑼߩᬺࠍㅢߓߡࠄ⥄ޔ㗴ࠍ⊒ߒޔᕁ⠨ߒޔ⍮⼂ࠍㅊ᳞ߔࠆ⥄Ꮖቇ
⠌ജࠍ⢒ߺ߹ߔ␠ߚ߹ޕળߦㅢ↪ߔࠆࠕࠢ࠹ࠖࡉߥ⍮⼂ࠍޔખ㑆ߣߣ߽ߦୃᓧߔࠆㆊ⒟ࠍㅢߓߡࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ
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࡚ࠪࡦജ㑐ଥᒻᚑജࠍᶩ㙃ߒ߹ߔޕ
  㧙ࠠࡖࠕഃㅧ⑼⋡ߢߪోޔቇ㧝ᐕᰴᔅୃ⑼⋡ߢࠆࠠࡖࠕᒻᚑ⺰ߣޔㆬᛯ⑼⋡ߢࠆࠠࡖࠕࡕ࠺࡞ቇ⠌
ࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊࠍㅢߓߡޔઍ␠ળߦ߰ߐࠊߒၮᧄ⊛ߥ⡯ᬺⷰߣࡕ࡞ޔ߮⥄ࠄߩㅴ〝ㆬᛯߣᄢቇߢߩ
ቇ߮ࠍ㑐ㅪઃߌߡਥ⊛ߦቇ߱ࠠࡖࠕ࠺ࠩࠗࡦജࠍᶩ㙃ߒ߹ߔޕ
  㧙⥄Ꮖቇ⠌ࡊࡠࠣࡓߢߪޔቇ↢ߦࠃࠆ⥄ਥ⊛ߥቇ⠌⺖㗴ߩ⸳ቯߣ⺖ߩߘޔ㗴㆐ᚑߩߚߦ⚵❱ߐࠇߚቇ⠌㓸࿅
ߦࠃࠆቇ⠌ᵴേࠍනߣߒߡࠆߎߣߢ⥄ޔਥᕈਥᕈߦၮߠߊ⥄Ꮖቇ⠌ജߣ␠ޔળ㓸࿅ߩߥ߆ߢ‛ߦ
ขࠅ⚵㑐ଥᒻᚑജࠍ㙃߹ߔޕ
 ޟኾ㐷㗔ၞޔߪߢޠᚲዻߔࠆቇ㘃ኾࠦࠬߩࠞࠠࡘࡓࡐࠪߦᓥߞߡޟޔᐢᢎ㙃⥄ޟޔޠᏆᒻ
ᚑജ⊒ࠍޠዷߐߖࠆߣߣ߽ߦޔኾ㐷⍮⼂ᛛ⢻ᘒᐲߦၮߠߚޟኾ㐷⊛ഃㅧജࠍޠりߦઃߌ߹ߔޕ
㧙ࠞࠠࡘࡓࡐࠪߪޔฦቇ㘃ኾࠦࠬ߇␜ߔ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࠍୃᓧߔࠆߚߩኾ㐷⑼⋡ߩ
♽ߢߔߥ⚦ߩࠪࡐࡓࡘࠠࠞޕౝኈߦߟߡߪޔฦቇ㘃ࠦࠬߩ㗁㧔೨ឝޡᢎ⢒ߩ⾰⸽ႎ๔
ᦠ┨  ╙ޢߪᧄቇ *2JVVRYYYHWMWUJKOCWCELRGFWAKPHQKOIDRFH㧕ࠍߏෳᾖߊߛߐޕ
 ↱⥄ޟㆬᛯ㗔ၞޟޔߪߢޠㅢ㗔ၞ⥄ޟޠᏆ࠺ࠩࠗࡦ㗔ၞޟޠኾ㐷㗔ၞߩޠතᬺߦᔅⷐߥනᢙࠍḩߚߒߚߢޔ
ฦ㗔ၞߩ㐿⸳⑼⋡ߩਛ߆ࠄޔቇ↢ߩ㑐ᔃߦၮߠ߈ߐࠄߦⓍߺ㊀ߨߚߣᕁ߁㗔ၞߩቇ⠌ࠍ⥄ࠄㆬᛯߒߡㅴࠆ
ߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
 ⸥ߩ㧠㗔ၞߦട߃⥄ߦᦝޔಽߩ⢻ജࠍિ߫ߘ߁ߣߔࠆᗧ᰼ߩࠆቇ↢ߩߚߦߚ↪ࠍ࠲ࡘࡇࡦࠦޔᖱႎ
㓸ಽᨆ㕙ߢߩታ〣⊛ߥࠬࠠ࡞ࠕ࠶ࡊࠍ࿑ࠆޟᖱႎࠣ࠼ࠕ࠶ࡊ․ୃࡊࡠࠣࡓޔߣޠኾ㐷ಽ㊁ߩ⎇ⓥ߿
ዞ⡯⇐ቇߦะߌߚ⧷⺆ᛛ⢻ะߩߚߩ↪ࠍޠࡓࠣࡠࡊୃ․ࡊ࠶ࠕ࠼ࠣ⺆⧷ޟᗧߒߡ߹ߔޔߚ߹ޕ
ࠝࠬ࠻ࠕޔਛ࿖ޔࡓ࠽࠻ࡌޔ㖧࿖ࠞߩࠞࡔࠕޔࠬࠡࠗޔࠪ࡞ࡌޔࠕ࠾ࡑ࡞ޔ࠷ࠗ࠼ޔ࿖ᄢ
ቇߣߩቇ↢ᵹදቯߩਅޔ឵⇐ቇᐲࠍᢛߔࠆߎߣߢޔ࿖㓙⊛ߥᵴべࠍᦸቇ↢ߩᗧ᰼ߦᔕ߃߹ߔޕ


㧠㧕࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߦၮߠߚቇ⠌ᚑᨐߩ㆐ᚑ㧔නቯޔතᬺቯߥߤ㧕
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔవㅀߩࠞࠠࡘࡓࡐࠪߣ૬ߖޔቇ↢߇㧠ᐕ㑆ߢりߦઃߌࠆ
ߴ߈⻉⢻ജߣߒߡޔએਅߦ␜ߔ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࠍ㐿ߒߚޔߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߦ
ߪᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߩ╷ቯߦขࠅ⚵ࠎߢࠆޕ
ޣቇ↢߇ୃᓧߔߴ߈⍮⼂߮⢻ജ㧛ฦቇ㘃ࠦࠬߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪޤ

ፉᄢቇߢߪޔᐢⷞ㊁ߣ⼾߆ߥഃㅧജࠍߔࠆኾ㐷⊛⡯ᬺੱߩ⢒ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߡޔએਅߦ␜ߔޟᐢᢎ㙃⥄ޟޠ
Ꮖᒻᚑജޟޠኾ㐷⊛ഃㅧജୃߩޠᓧࠍᩇߣߒߚᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
Σ㧚ᣣߩ␠ળߩ⽎߿⻉㗴ߦኾ㐷⊛ߥജ㊂ࠍ⚿߮ߟߌߡℂ⸃ߒޔᵴ↪ߔࠆജ㧔ᐢᢎ㙃㧕
Σ㧝ᄙⷺ⊛✚ว⊛ᕁ⠨㧦␠ળ⽎߿⻉㗴ߦኻߒޔᢥℂߩᨒ⚵ࠍ߃ߡޔᄙⷺ⊛✚ว⊛ߦ⠨߃ࠆ⢻ജ
Σ㧞ቇ⊛ᕁ⠨ߩၮ␆㧦ੱ㑆ᢥൻ␠ળᱧผ⥄ὼᛛⴚߦኻߔࠆኾ㐷ࠍ߃ߚℂ⸃ߣ㑐ᔃߣޔቇ⊛ߥᕁ
⠨ߩၮ␆
Σ㧟ᄖ࿖⺆ᖱႎり࠹ࠪ
Σ㧟Ԙ㧦ᄖ࿖⺆ߩၮ␆⊛ߥ㩄㩚㨷㩐㩃㨺㩆㨸㩧⢻ജߣ⸒⺆ᢥൻߦኻߔࠆ⼾߆ߥ⇇ⷰޔᕁ⠨ജޔജ㧔ᄖ࿖⺆㩢㩍㩡㩆㨺㧕
Σ㧟ԙ㧦ࠦࡦࡇࡘ࠲ࠍ↪ߚᖱႎ㓸ಽᨆߩၮ␆㧔ᖱႎ࠹ࠪ㧕
Σ㧟Ԛ㧦ஜᐽ߿ㆇേߦߟߡߩ⑼ቇ⊛⼂㧔り࠹ࠪ㧕
Τ㧚⥄ࠄቇ߮ࠍ࠺ࠩࠗࡦߔࠆਥᕈ㧔⥄Ꮖᒻᚑജ㧕 
Τ㧝⥄Ꮖቇ⠌ജ㧦⥄ࠄ㗴ࠍ⊒ߒޔᕁ⠨ߒޔ⍮⼂ࠍㅊ᳞ߔࠆᆫ
Τ㧞ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജ㧦ᢥ┨߿⊒ߩᗧ࿑ࠍචಽߦℂ⸃ߒߚߢߩࠄ⥄ޔᗧࠍലᨐ⊛ߦવ㆐ߔࠆ⢻ജ
Τ㧟ࠠࡖࠕ࠺ࠩࠗࡦജ㧦⥄ࠄߩㅴ〝ㆬᛯߣޔၮᧄ⊛ߥ⡯ᬺⷰߣࡕ࡞ߦၮߠߡޔਥ⊛ߦቇ⠌ࠍ⸘↹ߔࠆജ
Τ㧠㑐ଥᒻᚑജ㧦⺖㗴㆐ᚑߩߚੱࠄ⥄ޔ㑆㑐ଥࠍ᭴▽ߒ␠ޔળ㓸࿅ߩਛߢ‛ߦขࠅ⚵⢻ജ
Υ㧚ኾ㐷⍮⼂ᛛ⢻ᘒᐲߦၮߠߚഃㅧ⊛ᕁ⠨ജ㧔ኾ㐷⊛ഃㅧജ㧕
㧦ᚲዻߔࠆቇ㘃ኾࠦࠬߩኾ㐷⊛ߥ⍮⼂ᛛ⢻ᘒᐲߦၮߠߡ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆജ
Јፉᄢቇߦ߅ߡቇ჻ߩቇࠍขᓧߔࠆߚߦޔቇ↢ߪᚲዻߔࠆቇ㘃ࠦࠬߏߣߦએਅߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪ
ߦ␜ߔ⢻ജࠍୃᓧߔࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޔ߅ߥޕ⍮⼂⢻ജߩ⚦ߥౝኈߦߟߡߪޔฦቇ㘃ࠦࠬߩ㗁㧔೨
ឝޡᢎ⢒ߩ⾰⸽ႎ๔ᦠ┨╙ޢߪᧄቇ*2JVVRYYYHWMWUJKOCWCELRGFWAKPHQKOIDRFH㧕ࠍ
ߏෳᾖߊߛߐޕ
ੱ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃
 㧦ޟᢎ߃⢒ജޟޠℂ⸃ߒតⓥߔࠆജ߿ੱޟޠᢥൻߣ㑐ࠊࠆജ⸃ޟޠߒഃㅧߔࠆജޠ
ⴕ╷ቇ㘃
 㧦⎇ޟⓥಽ㊁ߩ⍮⼂ޟޠ㗴⊒⺞ᩏ⸃⺒⢻ജ⸃ޟޠ⢻ജᔕ↪⢻ജޟޠജ㩄㩚㨷㩐㩃㨺㩆㨸㩧⢻ജޠ
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⚻ᷣ⚻༡ቇ㘃
ࠆߔ┙⥄ޟജޟޠቴⷰ⊛ߦⷰኤಽᨆߒ⺰ޔℂ⊛ߦᕁ⠨ߔࠆജ⚻ޟޠᷣ␠ળߢታ〣ߒ⸃ߔࠆജޠ
↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃
㧦ޟ♿ߩ⻉㗴ߦᚢߒ⸃ޔߔࠆജⷞߥ࡞ࡃࡠࠣޟޠὐ߆ࠄ‛ޔࠍត᳞ߔࠆജޠ
ޟ㗴⸃ߩߚߩታ〣ജߦࠬࡦࠛࠗࠨࡓ࠹ࠬࠪޟޠ㑐ߔࠆᐢኾ㐷⍮⼂ߣታ〣⢻ജޠ
ᄛ㑆ਥ㧔ઍᢎ㙃㧕ࠦࠬ
㧦ޟ⡯ᬺ⍮⼂ᛛ⢻␠ޟޠળੱߣߒߡߩᢎ㙃ߩߡߒߣ߇߈↢ޟޠᢎ㙃ޟޠ߈ߥ߇ࠄቇ߱ജޠ

ߎࠇࠄ⻉⢻ജߦ㑐ߔࠆቇ⠌ᚑᨐߩ㆐ᚑ⁁ᴫߦߟߡߪޔቇ↢තᬺ↢ណ↪ડᬺࠍ
ኻ⽎ߣߒߚోቇ⊛ߥ⾰⚕⺞ᩏߩታᣉࠍㅢߒߡޔ⸥ߩࡐࠪ᭴▽ߣਗⴕߒߡᬌ⸽ࠍ
ㅴߡ߈ߚ㧔ᐔᚑ 㨪 ᐕᐲޟቇ㘃Σᦼ↢߳ߩᢎ⢒ᚑᨐᬌ⸽ࠕࡦࠤ࠻ޔޠᐔᚑ  ᐕᐲ
ޟቇ㘃Τᦼ↢߳ߩᢎ⢒ᚑᨐᬌ⸽ࠕࡦࠤ࠻ޔޠᐔᚑ 㨪 ᐕᐲޟㅢᢎ⢒ࠕࡦࠤ࠻ޔޠ
ᐔᚑ  ᐕᐲޟතᬺ↢ડᬺ߳ߩᢎ⢒ᚑᨐᬌ⸽ࠕࡦࠤ࠻ޠ
ޕએߪ೨ឝޡᢎ⢒ߩ⾰⸽
ႎ๔ᦠߦ┨  ╙ޢ㍳㧕ߚ߹ޕฦቇ㘃ߢ߽ޔᚲዻߔࠆቇ↢߇りߦઃߌࠆߴ߈⍮⼂ᛛ⢻
ᘒᐲ╬ߦߟߡޔනቯ⁁ᴫޔතᬺቯ⁁ᴫޔቇ↢߮ᢎຬኻ⽎ߩ⾰⚕⺞ᩏ╬ߦၮ
ߠߚᣣᏱ⊛ߥ⥄Ꮖ⹏ଔᵴേ߇ⴕࠊࠇߡ߈ߚޕᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔቇ⠌ᚑᨐߩὐᬌ⚿ᨐߦ
ᔕߓߚᢎ⢒ᡷༀะߩᢛߦะߌߡోࠄࠇߎޔቇ߮ฦቇ㘃ߦ߅ߌࠆቇ⠌ᚑᨐᛠ
ី⁁ᴫߩ⺞ᩏߣᢛℂࠍ〯߹߃ޔᔅⷐߥᣂⷙ⺞ᩏߩડ↹ࠍㅴߡࠆޕ

㧡㧕ᢎ⢒ߩౝㇱ⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߣ (& ߩข⚵
ᧄቇߢߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ (& ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޔᐔᚑ  ᐕᐲߦᢎ⢒ડ↹ᆔຬળޔᐔᚑ 
ᐕᐲߦ✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲(& ㇱ㐷㧔ᐔᚑ  ᐕ㧠߆ࠄ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ㇱ㐷ߣᡷ⒓㧕ࠍ⸳
⟎ߒޔᢎ⢒ߩౝㇱ⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽߮ోቇ⊛ߥ (& ᵴേߦᐢߊขࠅ⚵ࠎߢ߈ߡ
ࠆޕ
ᢎ⢒ડ↹ᆔຬળߪޔᐔᚑ 㨪 ᐕᐲߦ߆ߌߡޔፉᄢቇߩቇ↢߇㧠ᐕ㑆ߢりߦߟߌࠆ
ߴ߈⍮⼂ޔ⢻ജޔᛛⴚߩ⏕ൻࠍㅴߡ߈ߚߩߘޕ㓙ޔቇ↢ޔතᬺ↢ޔណ↪ડᬺࠍኻ
⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩታᣉಽᨆࠍⴕߦ࠲࠺ޔၮߠߚ⋡ᮡ⸳ቯࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
ߘߩᚑᨐࠍޔ
ޟᐢᢎ㙃⥄ޟޠᏆᒻᚑജޟޠኾ㐷⊛ഃㅧജࠍޠਃᧄᩇߣߔࠆޟፉᄢቇߩ
ᢎ⢒⋡⊛ߡߒߣޠᢥൻߒޔᄢቇ YGD ࠨࠗ࠻ߦߡ㐿ߒߚߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔฦቇ
㘃ߩޠࠪࡐࡓࡘࠠࠞޟޠࠪࡐࡑࡠࡊࠖ࠺ޟ
ޠࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕޟ
ࠍ╷ቯ㐿ߒߚߣߎࠈߢࠅޔፉᄢቇߩᢎ⢒⋡⊛߮࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߩ㗄⋡
ࠍࠪࡃࠬ߳ᤋߐߖߚ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧤  ᣣޔቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩࠪࡃࠬߦ߅ߌࠆ
ᤋ₸ߪ 㧑㧕ޔ߅ߥޕᐔᚑ  ᐕᐲᧃߦߪฦ⎇ⓥ⑼ߢ߽㧟ߟߩࡐࠪࠍᚑ㐿ߒޔ
ࠪࡃࠬ߳ߩᤋ߽㗅ᰴⴕ߁੍ቯߢࠆޕ
(& ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߪޔᬺࠕࡦࠤ࠻ߩታᣉޔᬺ㐿㧒ᬌ⸛ળޔ
ޡቇ߮ߩ࠽ࡆߩޢᡷ⸓ޔ
(& ኋᴱ⎇ୃߥߤࠍⴕߞߡ߈ߚޕᬺࠕࡦࠤ࠻ߪᐔᚑ  ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄዉߐࠇߚࡈࠜ
ࡑ࠶࠻ߢޔ߹ߢ⛮⛯ߒߡⴕࠊࠇߡࠆޕਥߦߩޘᢎຬߩᬺᡷༀߩߚߦᓎ┙ߡ
ࠄࠇߡ߈ߡࠆ߇ޔᜂᒰᢎຬੱߩߺ߇㑛ⷩߢ߈ࠆߣߐࠇߡߡޔ㑐ㅪߩ⻠ᐳ߿ኾߢ
ߩᡷༀද⼏ߦචಽߦᵴ߆ߐࠇߡࠆߣߪ߃ߕࡓ࠹ࠬࠪޔᡷༀߩߚߩᬌ⸛߇ᔅⷐߣߥ
ߞߡࠆ߅ߥޕᬺᡷༀߩࠃࠅㄦㅦߥࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߩታߩߚޔᐔᚑ  ᐕᐲᓟᦼ߆
ࠄਛ㑆ࠕࡦࠤ࠻ߩ YGD ൻߩ⹜ⴕ⊛ታᣉࠍߚޕฃ⻠ቇ↢߳ߩㄦㅦ߆ߟ⋥ធ⊛ߥࡈࠖ
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࠼ࡃ࠶ࠢߦነਈߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕหߓߊ (& ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⊒⿷એ᧪⛮⛯ߒߡⴕࠊ
ࠇߡ߈ߚᬺ㐿㧒ᬌ⸛ળ߽ޔᐔᚑ  ᐕᐲ㧡࿁ޔᐔᚑ  ᐕᐲ㧡࿁ޔᐔᚑ  ᐕᐲ㧠࿁ታ
ᣉߐࠇߡ߅ࠅߦ․ޔᐔᚑ  ᐕᐲߪᣂછᢎຬ㧟ੱ߇ᬺ㐿ࠍⴕ߁ߥߤ⧯ޔᚻᢎຬߩࠠࡖ
ࠕࠕ࠶ࡊߦ⽸₂ߒߡࠆߣ߃ࠆ߇ޔౝኈ߿ෳട⠪ᢙߩ㕙ߢᎿᄦ߇ᔅⷐߣߥߞߡࠆޕ
ߥ߅ (& ᵴേߣᢎ⢒ᡷ㕟ࠍㅪേߐߖోޔቇ߮ฦቇ㘃ߩ (& ᵴേࠍᒝൻߔࠆߚᢎ⢒ડ↹
ᆔຬળߣ (& ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ⛔วߔࠆ⚵❱ᡷ✬ࠍⴕ߁੍ቯߢࠆޕ
ޟᄢቇ↢ࠄߒቇ߮ޠታߩᡰេ࠷࡞ߣߒߡߩቇ⠌ࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢޡቇ߮ߩ࠽ࡆޔߪޢ
ᐔᚑ  ᐕᐲߩ⹜ⴕ

߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲߩⴕ

ߦ⥋ࠆ߹ߢޔቇ↢ᢎ⡯ຬ߆ࠄߩᗧࠍ

〯߹߃ޔ㧡࿁ߩᡷ⸓ࠍ㊀ߨߚߩߎޕᡷ⸓ߦߚߞߡߪޔቇ↢ᢎ⡯ຬ߇৻ၴߦળߔࠆ&(ޟ
ኋᴱ⎇ୃޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᲤᐕታᣉߐࠇߡࠆޕ㧕ߢߩ⼏⺰ࠍ〯߹߃ߟߟޔ⸥ߩᢎ⢒
⋡⊛ࡐࠪࠍᡰ߃ࠆၮᧄ⊛ߥቇ⠌ࠬࠠ࡞߇⋓ࠅㄟ߹ࠇߚߒ߆ߒޕቇ㘃ߦࠃߞߡޡቇ
߮ߩ࠽ࡆߩޢᵴ↪ߦߪ߫ࠄߟ߈߇ࠆޕฦቇ㘃ߢߩᢎ㙃Ṷ⠌ߩὐᬌలታߣวࠊߖߘޔ
ࠇߙࠇߩቇ㘃ᢎ⢒ߣࠃࠅว⥌ߒߚᢎ᧚ഥ⊛࠷࡞ߩ㐿⊒ᬌ⸛╬߇ᦸ߹ࠇࠆޕ
✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ㇱ㐷ߪޔฦ⒳ⷞኤ⺞ᩏ⎇ⓥ╬ࠍታᣉߒߩߘޔ
ᚑᨐࠍᢎ⢒ડ↹ᆔຬળ(& ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢឭଏߒޔ⸥ᢎ⢒⋡⊛ࡐࠪ╬ߩ
╷ቯᡰេޔฦ⒳ (& ᵴേᡰេࠍⴕߞߡ߈ߚ&(ޔߚ߹ޕ5& ࡚ࠫࠗࡦ࠻ࡒ࠽߿ᧄቇᢎ⡯
ຬߩ࡙࠾ࠢߥข⚵ࠍቇౝᄖߦ⚫ߔࠆᬺᬺോታ〣⸥㍳㓸➏✬ߩޠ߃ߜ߹ߎޟ
ࠍ⁛⥄ߦⴕ߁ߥߤޔᢎ⢒ᵴേߩⅣႺᢛߣߒߡߩᢎ⡯දࠍផㅴߒߡࠆޔߚ߹ޕᐔᚑ
 ᐕᐲណᛯߩᄢቇ㑆ㅪ៤หᢎ⢒ផㅴᬺࠍ᧪ᧂߩ߹ߒߊ߰ޟᜏߊޡᒝੱ᧚ࠅߊߠޢ
หᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓޡޟޔ߽ߡ߅ߦޠ㐿߆ࠇߚౝㇱ⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓ࡞࠺ࡕߩޢ㐿⊒ࡊޠ
ࡠࠣࡓࠍᜂᒰߔࠆߎߣߦߥߞߡ߅ࠅᧄޔቇߩᢎ⢒ߩౝㇱ⾰⸽ߦᄢ߈ߥᓎഀࠍᜂ߁ߎ
ߣ߇ᦼᓙߐࠇߡࠆ㧔⾗ᢱ  㗁ෳᾖ㧕ޕ

㧢㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦኻߔࠆᢎ⢒ᵴേ㕙ߢߩኻᔕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦኻߔࠆᢎ⢒ᵴേ㕙ߢߩኻᔕߦߟߡߪޔਥߦԘ㔡ἴࡏࡦ࠹ࠖ
ࠕߩනቯޔԙἴኂᓳ⥝㑐ㅪᬺߩ㐿⻠ޔԚቇ㘃ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆἴኂᓳ⥝㑐ㅪߩข
ࠅ⚵ߺߩ㧟ὐ߇ߍࠄࠇࠆޕ
㔡ἴࡏࡦ࠹ࠖࠕߩනቯߦߟߡߪޔ㔡ἴ⊒↢⋥ᓟ߆ࠄᄙߊߩቇ↢߇ޔㆱ㔍ᚲኻ
ᔕ߿߇ࠇ߈᠗ⵍޔἴቛߩ

ઃߌ╬⥄ޔਥ⊛ߦࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേߦขࠅ⚵ࠎߢߚߎ

ߣࠍฃߌޔᓥ᧪ߩᬺ⑼⋡ߢࠆ⥄Ꮖቇ⠌ࡊࡠࠣࡓߩ․ߣ⟎ઃߌ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ
ߦ߁ࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേᤨ㑆ߦᔕߓනቯࠍⴕߞߚޕቯၮḰߪ  ᤨ㑆ߢ㧝නޔ㧞
න  ᤨ㑆߹ߢߣߒޔᐔᚑ  ᐕᐲߩනቯ⠪ߪ೨ᓟᦼߢᑧ  ฬߣߥߞߡࠆߩߎޕ
ขࠅ⚵ߺߪޔቇ↢ߩࡏࡦ࠹ࠖࠕෳടࠍᓟߒߔࠆߎߣߢⵍޔἴᡰេߦ❬ߍࠆߣߣ߽
ߦ⥄ߩ᧪ᧄޔᏆቇ⠌ࡊࡠࠣࡓߩ⋡⊛ߢࠆ⥄ਥᕈޔਥᕈ␠ޔળᕈߩ⢒ᚑࠍᦼᓙߔࠆ
߽ߩߢࠅޔᐔᚑ  ᐕᐲߪࠃࠅᧄᩰ⊛ߥࡏࡦ࠹ࠖࠕ⑼⋡ߩ┙ߜߍ߽ᬌ⸛ߒߟߟ⛮ޔ
⛯ߒߡනቯߒߡࠆޕ
ἴኂᓳ⥝㑐ㅪᬺߦߟߡߪޔㅢ㗔ၞ✚ว⑼⋡ߦ߅ߡޔේ⊒ߦࠃࠆၞ߳ߩ
ᓇ㗀߿ᓳ⥝╷ߥߤࠍቇ߱ޟේሶജἴኂߣၞޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄ㧕ࠍ㐿⻠ߒߚޕ
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 ੱቯຬߦ  ੱߩฃ⻠Ꮧᦸ߇ࠆߥߤቇ↢ߩ㑐ᔃ߽㜞ߊޔᐔᚑ  ᐕᐲએ㒠߽ౝኈ
ࠍలታߐߖᒁ߈⛯߈㐿⻠ߒߡࠆޔߚ߹ޕᣂߚߦ᧪ᧂ߹ߒߊ߰߹ߒߊߟ߁ޟᡰេࡦ࠲
⎇ߩޠⓥ⠪߇ਛᔃߣߥࠅޔԘἴኂߩℂᔨߣ⢛᥊ޔԙ⊒ἴᓟߩೋᦼኻᔕޔԚᓳ⥝ᡰេᵴ
േߦߟߡቇ߱✚ว⑼⋡ޟἴኂᓳ⥝ᡰេቇޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄ㧕ࠍ㐿⻠ߒߚߩߎޕ
⑼⋡ߪޔ႐ߢᵴേߒߡࠆ⎇ⓥ⠪߇ታߩᆫࠍㅢߒߡޔᓳ⥝ߦᔅⷐߥߎߣࠍવ߃ࠆౝ
ኈߢࠅࠍ⋡⑼ߩߎޔฃ⻠ߒߚቇ↢߇ᣂߚߥᡰេ⠪ߣߥࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
ቇ㘃ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆἴኂᓳ⥝㑐ㅪߩขࠅ⚵ߺߣߒߡߪޔԘੱ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߢߪޔ
ᐔᚑᐕ㧠߆ࠄ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᢎ⢒ᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ┙ߜߍޔፉ⋵ߩᓳ⥝ࠍᡰ߃ޔ
ሶߤ߽ߩᚑ㐳ࠍᔕេߔࠆߚߦޔቇ↢ߣᢎຬ߇৻ߣߥߞߡ⥄ޔὼ㛎ቇᩞޔᦐሶߤ
߽ࠠࡖࡦࡄࠬߥߤߥ߹ߑ߹ߐޔቇ⠌ᡰេᵴേࠍዷ㐿ߒߡࠆޕԙၞ╷⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߪޔ
ᐔᚑᐕᐲ߆ࠄ┙ᢎᄢቇߣ⋧දജㅪ៤දቯࠍ✦⚿ߒ᧲ޔ੩ࠨ࠹ࠗ࠻ࠍ㐿⸳ߒޟ
╷⺖㗴ࡊࡠࠣࡓ㧔ἴኂᓳ⥝㧕ࠍޠឭଏߒߡࠆޕԚ⚻ᷣቇ⎇ⓥ⑼ߪޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄ
ၞ↥ᬺᓳ⥝ࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⸳ߒޔፉ⋵ࠍߪߓߣߔࠆᣣᧄߩၞ↥ᬺᓳ⥝ߩᜂᚻ
ߣߥࠆࠛࠠࠬࡄ࠻ࠍ㙃ᚑߒࠃ߁ߣḰࠍㅴߡࠆޕԛ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ߢ
ߪޔᐔᚑᐕᐲߦ↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲߣㅪ៤ߒޔ㕟ᣂ⊛ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߩ㐿⊒ߣޔ
ᜬ⛯⊛⊒ዷࠍᡰ߃ࠆੱ᧚⢒ᚑࠍⴕ߁ᣂಽ㊁ޟౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡޔߦ߽ߣߣࠆߔ⟎⸳ࠍޠ
⋵ౝડᬺ߽߳⻠⟵㐿ࠍታᣉߒߡࠆޕ

㧣㧕㒝ዻቇᩞߩᵴേߩ․⦡ߣข⚵
ᐔᚑᐕ㧠ߦᢥㇱ⑼ቇ⋭߇ขࠅ➙ߚޟ࿖┙ᄢቇ㒝ዻቇᩞߩᣂߚߥᵴ↪ᣇ╷╬ߦߟ
ߡޟޔߪߡ߅ߦޠ㒝ዻቇᩞߪޔቇㇱ⎇ⓥ⑼╬ߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߦ⚵❱⊛
ߦදജߔࠆߎߣ߿ޔᢎ⢒ታ⠌ߩታᣉ߳ߩදജࠍⴕ߁╬ࠍㅢߓߡޔ㒝ዻቇᩞߩᧄ᧪ߩ⸳⟎
⿰ᣦߦၮߠߚᵴേࠍផㅴߔࠆߎߣߦࠃࠅߩߘޔሽᗧ⟵ࠍ⏕ߦߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐ
ߢߪߥ߆ߣޠޕሽᗧ⟵߇ࠊࠇߚߣߎࠈߢࠆޕ
ߎࠇࠍ〯߹߃ᧄޔቇ㒝ዻቇᩞߦ߅ߡߪޔγ㧕㒝ዻቇᩞߩ⚵❱ㆇ༡ߩ⺖㗴ޔδ㧕
㒝ዻቇᩞߩ⸳⟎⿰ᣦߦၮߠߊᧄ᧪ߩᓎഀޔ߮ε㧕㒝ዻቇᩞߩਥߥᵴേ⁁ᴫ╬ࠍႎ๔ߔ
ࠆޕ
γ㧕ޟ㒝ዻቇᩞߩ⚵❱ㆇ༡ߩ⺖㗴ߩޠኻᔕ⁁ᴫ
㒝ዻቇᩞߩㆇ༡ߦߟߡߪߢ߹ࠇߎޔᄢቇቇ㘃ޔ㒝ዻቇᩞߩߕࠇߦ߅ߡ
߽ޔ㒝ዻቇᩞߪᄢቇቇㇱߩ⚵❱ߩ৻ㇱࠍ᭴ᚑߒߡࠆߣߩ⼂߇චಽߢߥߚߦޔ
ቇ㐳ߩ࠳ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ᯏ⢻߇චಽ⊒ើߐࠇߡࠆߣߪ߃ߥ⁁
ᴫ߇ࠄࠇߚޔߚ߹ޕ㒝ዻቇᩞߩሽᗧ⟵߇ਇ⏕ߢޔᄢቇቇㇱߪߦࠄߐޔၞߩ
ᢎ⢒⇇ߩᦼᓙߦචಽᔕ߃ߡߥߣߩᜰ៰߇ߞߚޕ
ߘߎߢᧄቇߢߪޔᣂߚߦቇ㐳ࠍᐳ㐳ߣߔࠆ㒝ዻቇᩞㆇ༡ળ⼏ࠍ⸳⟎ߒߡޔᐕ㧟࿁
⒟ᐲ㐿ߒޔቇ㐳ᣇ㊎ޔ㒝ዻቇᩞߩሽᗧ⟵ࠍ⊒ើߔࠆታᣉ᩺߮ቇ㐳ⵙ㊂⚻⾌ߩ
ขࠅ߹ߣ╬࠻ࡦࡔࠫࡀࡑޔࠍᒝൻߒߚޕၞㆇ༡ද⼏ળߦ߅ߡߪޔቇᄖߩ㑐
ଥᯏ㑐ߣߩද⼏ࠍㅴ⋵ޔᢎᆔޔᏒᢎᆔޔቇ⼂⚻㛎⠪߮ᧄቇ㑐ଥ⠪㒝ዻቇᩞ㐳
ࠍ᭴ᚑࡔࡦࡃߣߔࠆޟ㒝ዻቇᩞၞㆇ༡ද⼏ળޕߚߒ⟎⸳ࠍޠ
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ޝ㒝ዻቇᩞ㑐ㅪળ⼏ߩ㑐ଥ࿑ߦߟߡޞ

          ᓎ  ຬ  ળ
        χ ω
 ㆇ༡ળ⼏㧔⼏㐳㧦ቇ㐳㧕  ▤ℂㆇ༡ߩၮᧄᣇ㊎ࠍክ⼏

ᐔᚑ  ᐕ㧠⸳⟎

       χ ω                  χ ω
ၞㆇ༡ද⼏ળၞߦ㐿߆ࠇߚㆇ༡ද⼏  Њ ㆇ༡ද⼏ળၮᧄᣇ㊎ߩౕ⊛ߥද⼏  
㧔ᄖㇱⷞὐ߆ࠄߩද⼏㧕ᐔᚑ  ᐕ㧞⸳⟎                 χ ω

                       㒝ዻ྾ᩞද⼏ળ ྾ᩞߩㆇ༡ද⼏

δ㧕ޟ㒝ዻቇᩞߩ⸳⟎⿰ᣦߦၮߠߊᧄ᧪ߩᓎഀߩޠኻᔕ⁁ᴫ
࿖┙ᄢቇߩ㒝ዻቇᩞߢࠆ․ᕈࠍᵴ߆ߒޔᄢቇቇㇱߩᜬߟੱ⊛⾗Ḯࠍᵴ↪ߒߟߟޔ
┙ቇᩞߢታᣉߔࠆ߽ߩߣߪ⇣ߥࠆޟవዉ⊛ታ㛎⊛ߥข⚵ࠍਛ㐳ᦼ⊛ⷞὐ߆ࠄታᣉ
ߒޔ㑐ㅪߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥࠍផㅴߔࠆޡὐᩞޔߡߒߣޢ࿖ߩᢎ⢒╷ߩផㅴߦነਈߔࠆ
ߎߣޠߪޟޔၞߩᢎ⢒⇇ߣߩㅪ៤දജߩਅߦޔၞߩᢎ⢒ߩ࡞࠺ࡕޡᩞޔߡߒߣޢ
ၞߩᢎຬߩ⾗⾰⢻ജߩะޔᢎ⢒ᵴേߩ৻ጀߩផㅴߦነਈߔࠆߎߣ߇ޠ᳞ࠄࠇ
ߡࠆᧄޕቇߢߪࠆߌ߅ߦ⋵ᧄߩߢ߹ࠇߎޔᢎ⢒ታ〣߿⎇ⓥ㐿ߩታ❣߿ᓎഀ╬߆ࠄޔ
ၞᢎ⢒ߩࡕ࠺࡞ᩞߣߒߡߩᓎഀࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ㒝ዻቇᩞߢߩᢎ⢒ታ⠌ߪޔᢎ⢒
ᜂᒰቇ㐳ߩਅߢታᣉߐࠇޔ㒝ዻቇᩞߣㅪ៤ߒߚታ⠌ㆇ༡ᆔຬળ㧔ᐕ㧠࿁㧕ޔᢎ⢒
ታ⠌⋭ળޔᢎ⢒ታ⠌ㆇ༡ද⼏ળߩታᣉද⼏╬ࠍㅢߒߡలታߒߚข⚵ߺࠍⴕߞߡࠆޕ

ε㧕㒝ዻቇᩞߩਥߥᵴേታᣉ⁁ᴫ╬
Ԙੱቇ⚖ߩዉታᣉ
ᐔᚑ  ᐕᐲ▚ⷐ᳞ࠍㅢߓߡޔᢥㇱ⑼ቇ⋭߮ၞߩᢎ⢒ᆔຬળ╬ߩฦ⒳ද⼏ࠍㅢ
ߓߡޔ㒝ዻዊਛቇᩞߩ  ੱቇ⚖⒖ⴕភ⟎ࠍ⸘ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߘޕਛߢ߽ዊቇᩞ
㧝㧞ᐕ↢ߪ  ੱቇ⚖⒖ⴕភ⟎߽ታᣉߐࠇᦨޔዋੱᢙߣߒߡቇᩞㆇ༡⊛ߦ߽ో࿖߆ࠄ
ᵈ⋡ߐࠇߡࠆߚ߹ޕਛቇᩞ㧝ᐕ↢ࠍዉߒߚߩ߽ᧄቇ߇ᦨೋߢࠅᵈ⋡ߐࠇߡࠆޕ
ᓟޔᐕᰴㅴⴕߢㅴߡߊߦᒰߚࠅޔዋੱᢙᢎ⢒ߩലᨐࠍߤߩࠃ߁ߦలታߐߖߡ
ߊ߆ߩߘޔᣇᴺ⺰ߩ᭴▽߇ᔅⷐߢࠆޔߦߚߩߘޕᄢቇᢎຬߪ߽ߣࠃࠅޔᢎ⢒㑐
ଥ⠪߆ࠄߩᜰዉഥ⸒ࠍ᳞ߡ߈ߚޕ
ԙᄢቇᢎຬߣߩห⎇ⓥᚑᨐ╬
ቇ㐳ⵙ㊂⚻⾌ߩᚑᨐߣߒߡ㒝ዻᐜ⒩ߣᧄቇᢎຬߣหၫ╩ߒߚޡሶߤ߽ߩᔃ߇
߃ߡ߈ߚޢ㧔ᐔᚑᐕ㧟㧕ߦߟߡߪޔᐔᚑᐕ㧡ߦᣣᧄ⢒ቇળߩᢥ₂⾨ࠍฃ⾨
ߒߚޕ㒝ዻਛቇᩞߢߪޔᴺᄢቇᢎߣᧄቇᢎߩห⎇ⓥߣᬺᡷༀᵴേࠍⴕߞߚ
߁߃ߢ⎇ޔⓥᚑᨐߣߒߡหၫ╩ߒߚޡᬺ߇ᄌࠊࠇ߫↢ᓤ߇ᄌࠊࠆ↢ޔᓤ߇ᄌࠊࠇ
߫ቇᩞ߇ᄌࠊࠆޢ㧔ᐔᚑᐕ㧡㧕ޔ
ޡᢎ⢒ᡷༀᵴേߦኻߔࠆᄖㇱ⹏ଔႎ๔ᦠޢ㧔ᐔᚑ
ᐕ㧟㧕ࠍ⊒ⴕߒߡࠆ⇣ޕቇᩞ⒳㑆ߩ৻⽾ᢎ⢒ࠍᄢቇߣ㒝ዻቇᩞ߇ㅪ៤ߒߡ
ขࠅ⚵ࠎߢࠆ-G%Q(Wࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧔ᧄቇ㒝ዻ྾ᩞ㧔ᐜ⒩ޔዊቇᩞޔਛቇᩞ․ޔ
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ᡰេቇᩞ㧕ᢎຬ߇ᧄቇᢎຬߣ߽ㅪ៤ߒߟߟޔᩞ⒳ࠍ߃ߡ᳞ࠆੱ㑆ࠍߒޔ
ㅪ៤⎇ⓥࠍⴕߞߡࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޕ-G[%QORGVGPE[QH(WMWUJKOC(W\QMWߩ⇛ޕ⢒
ߺߚࠠࠦࡦࡇ࠹ࡦࠪߪޔ⛯ߌࠆജੱޔ㑆㑐ଥࠍߟߊࠆജ⥄ޔಽࠍߟ
ࠆജߩ㧟ߟ㧕ߢߪޔಽ⑼ળߏߣߦ࠹ࡑࠍ⸳ቯߒ⥄ޟޔᏆ࠺ࠩࠗࡦ߇ߢ߈ࠆੱ㑆ߩޠ
⢒ᚑߦ㑐ߔࠆႎ๔ᦠ㧔ᐔᚑᐕ㧟⊒ⴕ੍ቯ㧕ࠍขࠅ߹ߣߡࠆޕ
Ԛ᧲੩㔚ജፉ╙৻ේሶജ⊒㔚ᚲኻᔕ
   ፉ╙৻ේሶജ⊒㔚ᚲ߆ࠄ⚂  ࠠࡠએ㔌ࠇߚፉᏒౝਛᔃ㧔ፉᏒᓎᚲ߆ࠄ㧝
ࠠࡠએౝ㧕ߦ⟎ߔࠆ㒝ዻਛቇᩞᐜ⒩ߪ✢㊂߇㜞ߊޔᐔᚑ  ᐕ㧠  ᣣޟደ
ᄖᵴേᥳቯၮḰ Ǵ5X㨔߇ޠᢥㇱ⑼ቇ⋭߆ࠄ␜ߐࠇߚߣ߈ߦၮḰࠍ߃ߡ߅ࠅޔ
⢒ߩᬺ߿ㇱᵴേ╬ደᄖᵴേࠍប߃ࠆ⁁ᴫߦ⥋ߞߚޔߚߩߘޕ࿖ߩᩞᐸ㒰ᨴᎿߣ
ߒߡޔ㧡㧣ᣣ߆ࠄ⚂㧝ࡨࠍ߆ߌޔᢝౝߦ࠻ࡦ࠴ࠍជࠅ㒰ᦧᎿࠍ
ታᣉߒ  ⚂ޔಽߩ㧝એਅߦૐᷫߐߖࠆ࿖ߩࡕ࠺࡞ᩞߩᓎഀࠍᜂߞߚޕ㒝ዻቇᩞߢߪޔ
ၞߩᦨఝవ⺖㗴ߢࠆፉේ⊒ߦ߁⢻㒰ᨴᵴേߦ߅ߡᧄޔቇࠍߪߓޔ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴ޔፉ⋵ᢎ⢒ᆔຬળޔፉᏒᢎ⢒ᆔຬળߣߩㅪ
៤ߦࠃࠆᵴേࠍዷ㐿ߒޔᩞᐸᎿ࡞ࡊޔ㒰ᨴᎿߩታᣉߪߦࠄߐޔၞㅪ៤ߩ
ၮߦࠟࠬࡃ࠶࠴✢㊂⸘㈩Ꮣ߿ࡕ࠾࠲ࡦࠣࡐࠬ࠻⸳⟎╬ࠍⴕޔၞࡕ࠺࡞ᩞߣߒ
ߡ߽ዷ㐿ߒߡࠆޕ






㧤㧕✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲ߩ․⦡ข⚵߮⺖㗴
  ✚วᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲ߪޔᢎ⢒㊀ⷞߩੱ᧚㙃ᚑᄢቇࠍ⋡ᜰߒߡޟᢎ⢒ડ↹ߦ㑐ߔࠆ⺞
ᩏ⎇ⓥࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦᧄޔቇߩᢎ⢒ᵴേ߮ᢎ⢒ᡰេᵴേࠍ✚ว⊛ߦᡰេߔࠆߣߎޠ
ࠍ⋡⊛ߦޔᐔᚑ  ᐕ㧠ߦ⸳⟎ߐࠇޔᐔᚑ  ᐕ㧟߹ߢޔᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᵴേߩ⾰
ߩ⛽ᜬะᡷༀࠍᜂᒰߔࠆ &(ޟㇱ㐷ࠕࡖࠠޔޠ㐿⊒߮ዞ⡯ᡰេࠍᚲߔࠆࡖࠠޟ
ࠕ㐿⊒ᢎ⢒⎇ⓥㇱ㐷ోޔޠቇߩᢎຬᔒᦸ⠪߳ߩᡰេࠍᜂᒰߔࠆޟᢎ⡯ጁୃㇱ㐷ޔޠᢎ⢒
႐╬߆ࠄߩᢎ⢒⋧⺣ࠍᜂᒰߔࠆޟᢎ⢒⋧⺣ㇱ㐷ޔޠ⡯ᢎ⡯ຬ⎇ୃ߮ቇᩞᢎ⢒㑐ଥᯏ
㑐ߣߩㅪ៤ࠍᜂᒰߔࠆޟ⡯⎇ୃㇱ㐷ߩޠ㧡ㇱ㐷ߣోቇߩᢎ⢒ᵴേߩ⾰ߩ⛽ᜬะ
ᡷༀߦដ߆ࠆኾ㐷⚵❱ߢࠆޟᢎ⢒ડ↹ቶߢߣޠ᭴ᚑߒߡߚޕᐔᚑ  ᐕ㧠߆ࠄޔᢎ
⢒ߩౝㇱ⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓࠍᒝൻߔࠆߚޔᢎ⢒ડ↹ቶࠍᑄᱛߒߩߘޔᯏ⢻ᬺോࠍ&(ޟ
ㇱ㐷ߦޠ⒖ⴕߒޔᓥ᧪ߩోቇ (& ᬺോߣวࠊߖߡޟ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ㇱ㐷߽ߣߣࠆߔ⟎⸳ࠍޠ
ߦࠕࡖࠠޟޔ㐿⊒ᢎ⢒⎇ⓥㇱ㐷ޔߪߡߟߦޠታᘒߦහߒ⎇ࠕࡖࠠޟⓥㇱ㐷ߣޠฬ⒓
ᄌᦝࠍⴕߞߚޔ߅ߥޕฦㇱ㐷ߩ․⦡╙ޔ㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡᦼ㑆㧔એਅ╙ޟ㧞ᦼޕ߁ߣޠ㧕ߩ
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ข⚵߮⺖㗴ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

γ㧕ޣ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ㇱ㐷ޤ
㧔ᣥ (& ㇱ㐷㧕
╙㧞ᦼߦ߅ߡߪޟޔᢎ⢒㊀ⷞߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇᧄ߁ߣޠቇߩ⋡ᮡࠍࠃࠅౕൻߔࠆ
ߚోޔቇ⊛ߥᢎ⢒ᡷༀߩផㅴߦነਈߔߴߊᵴേࠍⴕߞߡ߈ߚోޕቇᆔຬળߢࠆ (&
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߣදജߒߩ࠽ࡒ &(ޔታᣉޔᬺታ〣⸥㍳㓸ߩᚑޔ
ޟᬺࠕࡦࠤ࠻ޠ
ߩታᣉ㓸⸘ಽᨆᵴ↪ޔቇ⠌ࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢޡቇ߮ߩ࠽ࡆߩޢᚑ․ޔᢎ⢒⎇ⓥ
⚻⾌ߩኻᔕޔቇ⠌⋧⺣⓹ญߩ⸳⟎ &(ޔኋᴱ⎇ୃߩታᣉޔቇ↢ߩቇ⠌ᡰេᢎຬะߌ
ᬺ㧔ᢎ⢒㧕ᡷༀߩߚߩ⾗ᢱᖱႎឭଏࠦ࠽ߩ⸳⟎ &(ޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ㓸ⷞޔኤ
⺞ᩏ⎇ⓥ╬ߦขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚޕᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ &(ޔวࠊߖోޔቇ
ᆔຬળߩᢎ⢒ડ↹ᆔຬળޔᄢቇㅪ៤ࡦ࠲ߩߒߊ߰ࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦࠕࡒ࠺ࠞࠕޟ
߹ߣޠㅪ៤ߒߥ߇ࠄ &(ޔផㅴᵴേߩᬺࠍਛᔃߦⴕߞߡ߈ߚޕਛߢ߽ޔ
ޡቇ߮ߩ࠽ࡆޢ
ߪޔᓥ᧪߆ࠄᩮᒝߊߞߚቇ↢߆ࠄߩⷐᦸࠍขࠅࠇޟޔᬺࠕࡦࠤ࠻⾰ޔߪޠ㗄
⋡ߩߺߥࠄߕታᣉᣇᴺ߿ᵴ↪ᣇᴺߩᡷᱜ߳ะߌߡ⼏⺰ࠍߒߡ߈ߚޔߚ߹ޕᴺᡷᱜߦ
ኻᔕߒޔ㧟ߟߩࡐࠪߩ╷ቯޔፉᄢቇߩᢎ⢒⋡⊛╷ቯߦ߽ዧജߒߚޕട߃ߡࠦޔ
ࡦ࠰ࠪࠕࡓ㑐ଥߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠅߦ߅ߡ߽ޔฦᄢቇ⸰ߣᗧ឵ޔᓟߩ⛮
⛯⊛දജߥߤࠍ⏕ߢ߈ߚޕ
ᓟߩᵴേㅢߒ߮⺖㗴ߣߒߡߪޔᢎ⢒ડ↹ᆔຬળ╬ߩోቇᆔຬળߣㅪ៤ߒߡᵴ
േߒߡ߅ࠅోޔቇߩᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߦᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆߣߎࠈߢࠆ߁ߘޕ
ߒߚᵴേ߿ߩ࠽ࡒޔડ↹ታ〣⸥㍳㓸ߩᚑߥߤߩㇱ㐷⁛⥄ߢዷ㐿ߔࠆ (&5& ᵴ
േࠍ⊒ዷ⛮⛯ߐߖࠆߣߣ߽ߦోޔቇ⊛ߥᢎ⢒ౝኈᣇᴺߩᬌ⸛ޔቇ⠌ᚑᨐߩᛠីޔ
ౝㇱ⾰⸽ߩ᭴▽ߥߤࠍਛᔃߦޔฦቇ㘃ోቇᆔຬળ⹏ଔቶ╬ߣㅪ៤ߒߡㅴߡ
ߊߎߣߦߥࠆޕ
 
δ㧕⎇ࠕࡖࠠޣⓥㇱ㐷ޤ
㧔ᣥ ࠠࡖࠕ㐿⊒ᢎ⢒⎇ⓥㇱ㐷㧕
╙㧞ᦼߦ߅ߡߪߩߢ߹ࠇߎޔቇౝࠠࡖࠕᢎ⢒ߩផㅴߣၞㅪ៤ߦࠃࠆขࠅ⚵ߺ
ߩᄢߦࠃࠅޔᓟߩࠠࡖࠕᢎ⢒ߩዷ㐿ߩၮ⋚ᢛߪᢛߟߟࠆޔߦ․ޕቇౝࠠ
ࡖࠕᢎ⢒లታߩߚߩቇᄖฦᣇ㕙ߣߩㅪ៤⛽ᜬߦദฦ⒳ડ↹ࠍታᣉߒޔᣂߚߥዷ
㐿߽↢߹ࠇߚޔߚ߹ޕතᬺᓟߩࠠࡖࠕᒻᚑࠍⷞ㊁ߦࠇߚᬌ⸛ߩ৻ᱠߣߒߡޔ㧠ᐕ
↢ߩ࠺࠲㓸ߣಽᨆࠍታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕട߃ߡ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴએ㒠ߊߟ߁ޟޔ
ߒ߹߰ߊߒ߹ᧂ᧪ᡰេࡦ࠲ߩޠᬺ߽วࠊߖߡޔㇱ㐷ᵴേߩౝኈࠍᄢలታߐߖ
ߥ߇ࠄᯏ⢻⊛ߥㆇ༡ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
৻ᣇߢ⺖⻉ޔ㗴ߩᬌ⸛߇ߐࠄߦᔅⷐߢࠅࠕࡖࠠޔഃㅧ⑼⋡ߩታᣉߣౝኈߩ
ᬌ⸛ߪᄢ߈ߥ⺖㗴ߢࠆోޕቇㅢᢎ⢒ߣߒߡߩ⟎ߠߌߥ߇ࠄ߽ฦቇ㘃ߩ․⦡ࠍ↢
߆ߔ߽ߩߢࠆ߇ޔౝኈ߿ขࠅ⚵ߺߦߟߡߪᖱႎ឵ߦߣߤ߹ߞߡ߅ࠅߚࠄޔ
ߡฦቇ㘃ౝߢߩࠠࡖࠕᢎ⢒߳ߩኻᔕ߿ᜂᒰߩలታࠍ࿑ࠆᔅⷐᕈ߇ࠆߣ⠨߃ࠆޕ
߹ߚޔᓟߩᬺዷ㐿ߦߟߡቇౝදജߣၞㅪ៤ߩᣂߚߥᢛℂᬌ⸛߇᳞ࠄ
ࠇࠆޕട߃ߡߢ߹ࠇߎޔᚻઃ߆ߕߢߞߚᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆࠠࡖࠕᢎ⢒ߦߟߡ߽ᬌ
⸛߇ᔅⷐߢࠅޔቇㇱࡌ࡞ߩዞ⡯ᡰេߣߩㅪ៤߽ⷞ㊁ߦࠇߚኻᔕࠍᬌ⸛ߒߚޕ
ᓟߩᵴേㅢߒ߮⺖㗴ߣߒߡߪޔᄢቇᢎ⢒ߪߎࠇ߹ߢએߦߘߩ⾰ߣౝኈߦߟ
ߡᐢߊ␠ળߩⷐ⺧ߦᔕ߃ࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆ᧚ੱߩߘޕ⢒ᚑߪතᬺᓟߩዞ⡯
㗴ߦ㒢ࠄߕዞᬺ⠪ߩ⡯ᬺ↢ᵴࠍㅢߓߡߩࠠࡖࠕᒻᚑᡰេ߽᳞ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਅᧄޔቇߩవ⊛ߥࠠࡖࠕᢎ⢒ߩขࠅ⚵ߺߦߟߡߪ߹ߑ߹ߐޔ
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ߥ⺖㗴ߩ⋥ߒߣᣂߚߥขࠅ⚵ߺߩᎿᄦ߇ᔅⷐߢࠆޕᓟߪ࡞࠺ࡕޔᬺߩ㐿߿
ኾ㐷ᢎ⑼ߩࠠࡖࠕᢎ⢒⊛ⷞὐ߆ࠄߩ♽ൻ␠ޔળੱߩቇ߮⋥ߒߦ߽ኻᔕߒߚࠠࡖ
ࠕᒻᚑᡰេߥߤၞㅪ៤ࠍ↢߆ߒߚࠠࡖࠕᒻᚑᡰេߩડ↹ㆇ༡ߥߤታ⸽⊛⎇ⓥߣ
ࠊߖߚขࠅ⚵ߺࠍ੍ቯߒߡࠆޕ

ε㧕ޣᢎ⡯ጁୃㇱ㐷ޤ
╙㧞ᦼߦ߅ߡߪޔᢎ⡯ጁୃㇱ㐷ળ⼏ߩᓎഀ߿⟎ߠߌߩᡷༀߩߚߦળ⼏ߩ
ࠅᣇߥߤࠍᬌ⸛ߒޔ᭴ᚑࡔࡦࡃߩᄌᦝࠍⴕߞߚޕหળ⼏ߪోޔቇߩ⺖⒟ቯ↳⺧
߮ߘࠇߦଥࠆᢎ⡯㑐ㅪ⑼⋡ߩදജଐ㗬ߣ⏕ߩ႐ߣߒߡᯏ⢻ߒߡࠆޔߌࠊࠅߣޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߩᢎ⡯ጁୃቇ↢ะߌߩޟᢎ⡯ጁୃࠞ࡞࠹ߩޠᚑߣ↪ᣇᴺߦ㑐ߒ
ߡੱޔ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃એᄖߩ㧟ቇ㘃ߦኻߒߡߪ㑐ㅪᖱႎߩឭଏߣᢎຬ㙃ᚑߩࠅᣇ
ߦ㑐ߔࠆᦨૐ㒢ߩᖱႎ߇ߢ߈ߚߎߣߪᚑᨐߩ৻ߟߢࠆ᧲ޔߦࠄߐޕᣣᧄᄢ㔡
ἴએ㒠ޔ㔡ἴߩᓇ㗀ߦࠃࠅ੍ޔቯߒߡߚቇᄖ㑐ଥ⠪߇㑐ࠊߞߚޟᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌⻠
ᐳߦޠ㑐ߒߡߪㆃࠇߣⷙᮨߩ❗ዊࠍߥߊߐࠇߚ߇ޔᢎ⡯ጁୃࠞ࡞࠹ߩᵴ↪ߦ
ߚߞߡߩ㕙⺣ߩታᣉ߿ޔ㧞࿁ߩᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌ߩ⹜ⴕߚ߹ޔᢎ⢒ታ⠌એᄖߦቇᩞ႐
ቇ╬ߩ㛎߇ዋߥቇ↢ะߌߦޔ㓸࿅ߢ⸰ߢ߈ࠆදജᩞࠍ㐿ᜏߔࠆߥߤޔᐔᚑ
 ᐕᐲ߆ࠄߩᧄᩰታᣉߦะߌߡߩḰࠍⴕߞߡࠆޕട߃ߡޔፉ⋵ߩᢎ⢒ណ↪⹜
㛎ߩㅍࠅߣ❗ዊߩߚᧄޔቇቇ↢ߩᢎຬណ↪⹜㛎߿ᢎ⡯ጁୃߦ㑐ߔࠆ⋧⺣߇ᕆჇ
ߒࠕ࠼ࡃࠗࠬ╬ࠍⴕߞߚޕᓟߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߩᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌ߩᧄᩰታᣉߦะ
ߌߡޔᬺߩౝኈߣᄖㇱᯏ㑐߮ᄖㇱ⻠Ꮷ╬ᵴ↪ߩߚߩㅪ⛊⺞ᢛࠍ⸘↹⊛ߦታᣉ
ߔࠆߎߣޔ߮ᢎ⡯ጁୃࠞ࡞࠹ߩ↪ߦ㑐ߒߡቇ㘃ᜂᒰᢎຬߣᢎോ⺖ߣߩㅪ៤ࠍߐ
ࠄߦㅴߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ
ᓟߩᵴേㅢߒ߮⺖㗴ߣߒߡߪోޔᢎຬ⸵ขᓧ⠪ߩ߁ߜ㧥ഀㄭߊࠍභࠆੱ
㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃߇⋡ᜰߔᢎຬ㙃ᚑߣઁߩߘޔ㧝ഀ⒟ᐲߩᢎຬ⸵ขᓧᏗᦸ⠪ࠍᛴ߃ࠆ
ઁ㧟ቇ㘃ߢߪޔᢎຬ㙃ᚑߦଥࠆℂᔨ߿ᣇะᕈ߇ᔅߕߒ߽৻⥌ߒߡߥޔߒ߆ߒޕ㜞
ᩞᬺޔਛ㜞ℂ⑼ޔਛቇᛛⴚޔ㜞ᩞᎿᬺ╬ߩᢎຬߩ㙃ᚑߥߤߦኻߔࠆၞߩᦼᓙ߽ଐ
ὼᄢ߈ߊᧄߦࠇߘޔቇ߇ᔕ߃ࠆߎߣߪ㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆޕᣂߚߥᐲߩਅߢߩᢎຬ㙃
ᚑߦߟߡ⸥ߩ⍦⋫ߣ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆߚߦޔᓥ᧪ߩㇱ㐷ߩᵴേࠍ⊒ዷ⊛ߦ⛮⛯ߐ
ߖࠆߎߣߪ⸒߁߹ߢ߽ߥ߇ߚߒ߁ߘޔᵴേࠍㅢߓߡోቇߣߒߡᢎຬ㙃ᚑߦ߆ߦข
ࠅ⚵ߴ߈߆ࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ζ㧕ޣᢎ⢒⋧⺣ㇱ㐷ޤ
╙㧞ᦼߦ߅ߡ߽ޔᒰㇱ㐷ߩᬺߢࠆ⥃ޟᐥᔃℂᢎ⢒⋧⺣ቶߩޠㆇ༡ޔ߮⋧
⺣ቶᵴേ߳ߩᓥࠍㅢߒߚᄢቇ㒮↢ᢎ⢒ޟޔᢎ⢒ታ〣⎇ୃ⻠ᐳߩޠડ↹ޔㆇ༡╬ࠍᐕ
ߤ߅ࠅታᣉߒߡࠆޕᐔᚑ  ᐕᐲߦߪ⺣⋧߆ߥߜ߹ޟቶޠ⒖ォߩߚߩߘޔḰޔᢛ
ࠍⴕ߁ߣ߽ߦޔ
ޟᢎ⢒ታ〣⎇ୃ⻠ᐳ✬ࠬࠢޠᚑߩ⚵ߺ឵߃╬ߩᬌ⸛ࠍⴕޔᐔᚑ 
ᐕᐲ߆ࠄޟᢎ⢒⥃ᐥ⎇ୃ⻠ᐳߣޠฬ⒓ࠍᄌᦝߒޔ㧢ࠢࠬߢ㐿⻠ߒߡࠆ⋵ޔߚ߹ޕ
ౝߩ┙ቇᩞޔᄢቇ㒝ዻቇᩞߥߤߢࠬࠢ࡞ࠞ࠙ࡦ╬ߩᢎ⢒⥃ᐥᵴേ߽⛮⛯⊛
ߦⴕߞߡࠆޔߦࠄߐޕᄢቇౝߩᢎ⢒⥃ᐥ⊛⺖㗴ߦଥࠆ⺞ᩏᡰេᵴേߦߟߡߪޔቇ
ౝߦ߅ߌࠆቇ↢ߩ⁁ޔᢎ⢒⥃ᐥ⊛⺖㗴ߦߟߡቇ↢✚ว⋧⺣ቶࠞ࠙ࡦ߮ቇ
↢⺖ߣߩᖱႎ឵ࠍⴕޔᢎ⢒⋧⺣ㇱ㐷ߣߒߡߩᡰេߩน⢻ᕈࠍᬌ⸛ߒߡࠆ᧲ޕᣣ
ᧄᄢ㔡ἴએ㒠ߦߟߡߪޔ㔡ἴߩᓇ㗀ߦࠃࠅޔ
⥃ޟᐥᔃℂᢎ⢒⋧⺣ቶޠᵴേߩ৻ᤨભ
ᱛ߿ޟޔᢎ⢒⥃ᐥ⎇ୃ⻠ᐳߩޠฃ⻠↢߇ᐕߩඨಽߦߣߤ߹ࠆߥߤޔ㔡ἴߩᓇ㗀ߪዊߐ
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ߊߥ߆ߞߚ߇ߜޔᣧߊ᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ㨪Ꮧᦸࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㨪ߜ┙ࠍޠߍޔ
ⵍἴ⠪߿ቇᩞ႐ߢߩኻᔕ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚ⋧⺣ᬺോ߿ၞߩ⥃ᐥᵴേࠍታᣉߒߡࠆޕ
ᓟߩᵴേㅢߒ߮⺖㗴ߦߟߡߪޔᓟ߽⥃ޟᐥᔃℂᢎ⢒⋧⺣ቶ⺣⋧ߩߢޠ
ᵴേࠍㅢߓߡၞ⽸₂ࠍⴕߞߡߊߣߣ߽ߦߩߘޔᚑᨐࠍ⋧⺣ቶ♿ⷐޟᔃℂ⥃ᐥ⎇ⓥޠ
ߦ⊒ߔࠆ⺣⋧ޔߚ߹ޕᵴേ߳ߩᓥࠍㅢߓߡᄢቇ㒮↢ߩᔃℂ⥃ᐥߩታ〣ߦ㑐ߔࠆᢎ
⢒ࠍⴕޔᔃℂ⥃ᐥߩੱ᧚⢒ᚑࠍⴕ߁ޔߚ߹ޕ
ޟᢎ⢒⥃ᐥ⎇ୃ⻠ᐳߪޠ㔡ἴએ㒠ޔᓥ᧪
ߩෳടੱᢙ߹ߢ࿁ᓳߒߡߥߩߢޔᐢႎࠍᎿᄦߔࠆߥߤߒߡ߈ߚޔߦࠄߐޕ
⸥ߩ⋧⺣ᵴേ⻠ୃ⎇ޔᐳߩ߶߆ࡦ࠙ࠞ࡞ࠢࠬޔᵴേࠍㅢߓߡ߽ޔ㔡ἴᓳ⥝ߩ
ߥ߆ߩᔃℂ⊛ߥ㗴߳ߩኻᔕࠍⴕߞߡߊޕ

η㧕ޣ⡯⎇ୃㇱ㐷ޤ
╙㧞ᦼߦ߅ߡߪޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߩ⸵⁁ᦝᣂ⻠⠌ߩᧄᩰታᣉ╬ߦࠃࠆᓇ㗀߆ࠄ
ޟ⡯ᢎ⡯ຬ⎇ୃⷙߩޠᮨ❗ዊࠍߥߊߐࠇߚ߇৻ޔᣇߢߪᄙ᭽ߥᢎ⢒႐ߩ⎇ୃ
࠾࠭ߦᔕ߃ࠆᄢቇߩၞ⽸₂ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆᯏળߣ߽ߥࠅࠍ↹⸘ޔታᣉߔࠆਛߢޔ
ቇᩞ႐߇ᄢቇߦ᳞ߡࠆߎߣߪޔታ〣ߩࡃ࠶ࠢࡏࡦߣߥࠆᧄ⾰⊛ߥᣇޔ⠨߃
ᣇߢࠆߎߣ߇ᡷߡᶋ߈ᓂࠅߦߥߞߚޔߪߣߎߩߘޕฦ⡯ᢎ⡯ຬ⎇ୃ⻠ᐳߩฃ⻠
⠪ᢙჇട߿ࠕࡦࠤ࠻ಽᨆ㧔ࡂ࠙࠷࠙ࠃࠅ߽ᧄ⾰⺰ࠍ㧕ߣ߽㑐ㅪߠߌࠄࠇࠆ⁁⸵ޕ
ᦝᣂ⻠⠌ߩേะߦߟߡߪᧂߛਇㅘߥߣߎࠈ߇ࠆ߇ޔᑄᱛߩ㓙ߦߪ⡯⎇ୃߩޟᢎ
⑼ᡷༀࡒ࠽․ޟޠᡰេ㑐ଥ⎇ୃ⥃ޟޠᐥᔃℂ㑐ଥ⎇ୃߩߤߥޠᓳᵴߣߣ߽ߦቇᩞ
႐ߩ࠾࠭ࠍᝪ߃ߚᣂߚߥ⎇ୃࠍડ↹ߒߚޔߚ߹ޕ
߹ߒߊ߰ޟᢎ⢒ࠪࡦࠢ࠲ࡦࠢޠ
ᵴേߦ߽ജὐࠍ⟎ߡ߅ࠅޔᏒ↸ߩᢎ⢒ᡰេߦߪᄢ߈ߥᚻᔕ߃ࠍᗵߓߡࠆޔߚ߹ޕ
ኾ㐷⡯ຬߩ㈩⟎߇ߥ↸ߩᢎ⢒ⴕߦ㑐ߒߡߪޔᄢቇߣߒߡߩኾ㐷⊛ߥᡰេ߇ߢ߈
ࠆಽ㊁ߢࠆߎߣ߆ࠄߩ࠲ࡦޔᯏ⢻ࠍᵴ߆ߒߚᡰេߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߦߟߡ߽
ⷞ㊁ߦࠇߡᵴേࠍⴕߞߡࠆޕᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄޔ㧞ߟߩ⥄ਥㆇ༡⻠ᐳ㧔߅߅ߚ߹Ⴖޔ
ᐔᩞ㐳ળ㧕ߩㆇ༡߿ᡰេࠍⴕߞߡ߅ࠅޔᣂߒၞ⽸₂ߩᒻߣߒߡల߇ᦼᓙߐ
ࠇߡࠆ᧲ޕᣣᧄᄢ㔡ἴએ㒠ߪޔ㔡ἴߩᓇ㗀߽ࠅะߡᡰេࠍㅴࠆᵴേࠍਛᔃ
ߦㅴߡࠆޕ㔡ἴ⋥ᓟߪ✕ᕆᤨߣ߁ߎߣ߽ࠅ✕ޟᕆᤨኻᔕࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߤߥޠ
⚻༡ߦ߆߆ࠊࠆᡰេ߇ਛᔃߣߥߞߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕᐲᓟඨ߆ࠄߪቇ⠌ᜰዉߦ㑐ߔࠆ⎇ୃ
⻠ᐳ߇ᄙߊߥࠆߥߤᐔᏱᤨߩᢎ⢒ᵴേᡰេ߿⋵ౝฦߦ⧘↢߃ߡࠆ⥄ਥ⎇ୃળߩ
ห㐿߽Ⴧടߒߡࠆ⋵ޔߚ߹ޕౝߩ⎇ୃࡦ࠲ߣㅪ៤ߒߚ⎇ୃ⻠ᐳߩలߦߟ
ߡ⋧ߩୃ⎇ޟਸ਼ࠅࠇߩޠน⢻ᕈߦߟߡ߽ᬌ⸛ࠍⴕߞߡࠆ㧔⋵ᢎ⢒ᆔຬળߣߩ
ㅪ៤㧦߰ߊߒ߹ߩᧂ᧪ࠍᜂ߁ሶߤ߽ߩ⢒ᚑ̆ℂᢙᢎ⢒లታᬺ㧕⋵ߢ߹ࠇߎޔߦࠄߐޕ
ౝฦߢᔅⷐߣߐࠇߚ⎇ୃߪޔᵿㅢࠅޔਛㅢࠅޔળᵤߏߣߦ࠹ࡑ߽
࠾߽࠭ᄢ߈ߊ⇣ߥߞߡ߅ࠅޔᵿㅢࠅߩޟቇᩞ⚻༡ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ޔޠਛㅢࠅߩⵍޟἴఽ
┬↢ᓤࠍฃߌࠇߚቇ⚖⚻༡ޔޠળᵤߩޟቇജะߩขࠅ⚵ߺୃ⎇ߩߤߥޠળታ
❣ࠍ〯߹߃ߩߤޔߢ߽ᔅⷐߣߐࠇࠆᤨߦᵴ↪ߐࠇࠆ⡯⎇ୃߩ⎇ୃࡔ࠾ࡘࠍల
ታߐߖ߹ߒߊ߰ޟޔᢎ⢒ࠪࡦࠢ࠲ࡦࠢߩޠᵴേߦᵴ߆ߒߡ߈ߚޕ
ᓟߩᵴേㅢߒ߮⺖㗴ߣߒߡߪ⋵ޔਅߩᢎ⢒ᆔຬળޔᢎ⢒ᯏ㑐⎇ޔⓥ࿅ޔቇ
ᩞߪޔፉᄢቇߣㅪ៤ࠍᷓ⎇ⓥߩୃ⎇ޔలታࠍ࿑ࠅߚߣ߁Ꮧᦸߣᦼᓙࠍ߽ߞߡ
ࠆᧄޕㇱ㐷ߢߪ  ߩߎޔᐕߦࠊߚࠅޟ⡯ᢎ⡯ຬ⎇ୃ⻠ᐳࠍޠ㐿ߒޔᢎ⡯ຬߩቇ
߮⋥ߒߩ࠾࠭ߦᔕ߃ࠆߣ߽ߦ߹ߒߊ߰ޟޔᢎ⢒ࠪࡦࠢ࠲ࡦࠢߩޠᵴേࠍㅢߒߡᢎ⢒⎇
ⓥ߿ᢎ⢒ᣉ╷ߠߊࠅߦ⽸₂ߒߡ߈ߚ⺧ⷐߴߩޕઙᢙߪᐕ㑆⚂  ઙ߆ࠄ  ઙߦߩ߷ࠆޕ
ᢎ⢒႐ߣ৻ߣߥߞߚขࠅ⚵ߺߪޔቇᩞ╬ߦᐢߊᡰᜬߐࠇߡ߅ࠅઁޔᄢቇߦߥ․
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⦡ߣߥߞߡࠆޕᓟߪߩߎޔᢎ⢒႐ߣᄢቇߣߩࡄࠗࡊᓎߣߒߡߩᓎഀࠍ৻ጀలታ
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４ つ のカリキュラム領域 で
自律的 な学び を習得できます︒

共通領域
専門領域

自己デザイン
領域

／法律・政治学系／外国語・

外国文化学系／健康・運動

学系／文学・芸術学系

カリキュラムの組み方次第では、
他学類の授業を履修することができます。
他学類の授業体験は、個々の専攻分野をより広い視点から理解することに役立ちます。

福島大学では︑ 教育課程を﹁共通領域﹂
﹁自己デザ
イン領域﹂
﹁専門領域﹂
﹁自由選択領域﹂の４領域に
区分しカリキュラムを設けています︒
ル を 身 に 付 け︑ 自 らの 進 路 選 択
と大学での学びを関わらせて考え
る﹁キャリア創造科目﹂
︑自主性・
主体性を育み︑集団の中でものご
とや社会と関わっていく能力を培う
﹁ 自 己 学 習 プログラム﹂で構 成さ
れています︒

専門領域

40

共通領域
文系理系の枠組みを超えて学習
する﹁総合科目﹂
︑ 科 学 的な知 識
や思考方法︑人間に関する深い洞
察︑幅広い教養を身に付ける﹁広
域選択科目﹂
︑外国語コミュニケー
ション能力を育成する﹁外国語科
目﹂
︑コンピュータの操作能力を高
める﹁情報教育科目﹂
︑身体能力
の維持・向上をはかる﹁健康・運
動科目﹂で構成されています︒

基礎・基本科目の履修を重視し
つつ︑各学群・学類・専攻の教育
目 的︑ 人 材 育 成の目 的 を 達 成 す
るための体系的なカリキュラム編
成となっています︒

Cap 制度

理・情報学系／経営学系／

経済学系／社会・歴史学系

他学類の授業の履修など
他学類との交流が可能

教員は個々の専門に沿っ
て、より柔軟な研究組織
である
「学系」
で研究活動
を展開しています。

福島大学では、学期（セメスター）ご
とに履修登録できる単位数の上限を設
定していますが（Cap 制度）
、これも登
録した科目をしっかりと時間をかけて勉
強してもらうために設けた制度です。

人間・心理学系／生命・環

境学系／物質・エネルギー

学系／機械・電子学系／数

共生システム
理工学類

経済経営
学類

研究組織（12学系）

理工
学群

・総合科目
・広域選択科目
・外国語科目
・情報教育科目
・健康・運動科目

履修単位数に上限を設ける

・教養演習
・キャリア形成論
・キャリアモデル学習
・インターンシップ
・自己学習プログラム

行政政策
学類
人間発達
文化学類

人文社会学群

福島大学は、それぞれの授業で掲げた
達成目標に対する 5 段階の到達度（グ
レードポイント）で評価するシステムを
採用しています。学期ごとにグレードポ
イントの平均値（GPA）が算出され、
それに基づいてきめ細やかな学習指導
がなされます。ただ単に卒業に必要な
単位数を満たせばよいのではなく、そ
れぞれの授業でどのような質の高い学
習を行ったかが問われるのです。

学生は教育組織としての「学群・学類」に所属しています。
GPA 制度

教育組織（2 学群 4 学類）
単位修得の質を問う

自己デザイン領域

自由選択領域
﹁共通領域﹂﹁自己デザイン領域﹂
﹁ 専 門 領 域 ﹂の 卒 業 に 必 要 な 単
位数を満たした上で︑各領域の開
設科目の中から︑学生の関心に基
づき︑さらに積み重ねたいと思う
領域の学習を自ら選択して進める

主に︑１・２年次の学生が︑自
分自身を高め︑個々の履修計画を
設 計する際の核となる領 域です︒
これにより︑実際の講義を受けな
がら︑学生自身がより正確に自分
の進みたい進路を見つけられるよ

ことができます︒

うに配慮してあります︒

ふさわしい基本的な職業観とモラ

人規模のセミナー形式の授業
である﹁ 教 養 演 習 ﹂
︑ 現 代 社 会に
20

立体的に学ぶことで
新しいステージが見えてきます。
キャリア形成論

全 学 の１年 次 の 必 修 科 目︒ 自

分 自 身 と 向 き 合 い︑ 自 分 自 身 の

人生を見つめること︑自分の労働・

職業についてのイメージや見方を

見直しつつ︑労働・職業に接近す

る 道 筋 を 知 るこ と︑ 大 学 にお け

る﹁学び﹂の意味を深め︑
﹁学び﹂

の主体を形成することを目的とし

ます︒

キャリアモデル学習

実践的な職業論・労働論︑人生

論についての科目︒ 学外の教育者︑

芸術家︑法律家︑公務員︑自営業

者︑技術者などによる講演のほか︑

現場訪問︑調査といった形態も導

入します︒

インターンシップ

インターンシップは︑学生のキャ

リア形成において重要な職業体験

広い視野と豊かな創造力を有する専門的職業人の育成を目指す教育重視の人材育成大学

大学院
進学

経済経営
学類
共生システム
理工学類

卒業演習・研究

行政政策
学類

学類専門科目

科学
技術者

学類基礎科目

経済人

人間発達
文化学類

学類共通科目
︵人間発達文化学類のみ︶

公務員

の場であり︑大学での学びをさら

動的にしま

教育者

に意欲的・能

学では︑イン

す︒ 福 島 大

を充実させる

タ ーンシップ

ために︑受け

入れ事業体の

拡大や連携

等に向け︑全

学的に取り組

みを進めてい

ます︒

人材育成目標

民間企業
地方自治体
学校現場
連

携

NPO 等

実習・演習

■自由選択領域
自己デザイン、共通、専門の各領域の開設科目の中から、個々
の関心に基づいて自由に選択して学んでいく領域です。

自由選択領域

■学群共通科目
学群に所属する学生が共通に学ぶべき基礎的な知識・理論に
関する科目です。

学群共通科目

■専門領域
各学群・学類、専攻の教育目的、人材育成の目的を達成する
ための体系的な専門科目で構成されています。

■自己デザイン領域

専門領域

本領域では、1・2 年次の時期に自分自身を見つめ、卒業後の進路やその
後の人生について考えます。しっかりとした職業観を持つことは、その後
の学びをより豊かなものにします。

基本科目 教養演習

自己デザイン領域

自己学習プログラム
これからの時代に欠かすことのできない、英語によるコミュニケーション、コンピュータ
を用いた情報収集・分析面での実践的なスキルアップを図るための特別プログラムです。

留学
英語グレードアップ

情報グレードアップ

外国語科目

情報教育科目

共通領域

キャリア創造科目 インターンシップ、キャリアモデル学習、キャリア形成論

■共通領域
すべての学類に共通するカリキュラムです。この領域に属する「総合科目」は文理融合の内
容を持った科目で、大学論、21世紀の世界経済、現代世界における紛争と平和、情報化と社
会などの中から一つのテーマを選び、さまざまな分野からのアプローチを通して、多角的・
総合的な考え方を学びます。

総合科目 広域選択科目 健康・運動科目 外国語科目 情報教育科目
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䊶 ሶ䈬 䉅 䈱ᄞ䉕 ⢒䉃ᣉ⸳

䋳 䋮 ⥄⊒⊛䊶 ⥄ᓞ⊛䈭ᵴേ䉕 ⴕ䈋 䉎 Ⓧᭂᕈ䈫 ␠ળᕈ

䈖 䉃䈖 䉃

䋴 䋮 ၞ䈱ሶ䈬 䉅 䈢䈤䈱ℂᢙ♽ᢎ⢒䊧 䊔䊦䈱ะ

䊶 䉥䊷䊒䊮 䉨 䊞 䊮 䊌䉴

䊶 ጊᏒ䈸䉏䈅 䈇⑼ቇ㙚

䊶 䉒䈒 䉒䈒 䌊 䌲 䋮 䉦 䊧 䉾 䉳

䊶 䊛 䉲䊁䉾 䉪 䊪 䊷䊦䊄

䉴 䊕䊷䉴 䊌䊷䉪

䋵 䋮 ⑼ቇᢎቶ䈱ᄙ᭽ൻ䈮䉋 䉎 ⑼ቇ㙚䈱ᵴᕈൻ

䊶 ⏥᪽ጊྃἫ⸥ᔨ㙚
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ቇ↢䈮 䉋 䉎 ⑼ቇ㙚䈪䈱න䈭䉎 Ṷ␜ታ㛎䈫 ⇣䈭䉍 䇮⑼ቇ㙚䈫 䈱ㅪ៤䈮䉋 䉎䇸 ⺖㗴ត᳞ᵴേ (䋴 䊶 䋵 䉶䊜 䋩䇹
䈫 䈚 䈩⟎䈨䈔䉕 ⏕䈮䈚 䇮⹏ଔ䈮䈍䈇䈩䉅 䇮ਛ㑆⹏ଔ䊶 ᦨ⚳⹏ଔ䈱ੑᲑ㓏䉕 ⸳ቯ䈚 䇮ቇ↢䈱䊝䉼䊔䊷
䉲䊢 䊮 䉕 㜞䉄䉎 Ꮏᄦ䉕 䈚 䈩䈇䉎 䇯

䊁䊷䊙 䋭⸘↹⊒ળ䈱⾗ᢱ䋭
㸇䋮 ↢㔚᳇ାภ䈮䈧䈇䈩䈱ዷ␜ᢎ᧚㐿⊒
䋲 䋮 䊨 䊗䉾 䊃 䉨 䉾 䊃 䈱䈫 䊨 䊗䉾 䊃 ᢎቶ
䋳 䋮 䊋䉟 䉥䊂䉞 䊷䉷䊦Άᢱ䋨 BDF 䋩 ᚑ㛎ᴺ䈱㐿⊒
䋴 䋮 㘩䈼‛䈮䉁 䉏䉎 DNA ታ㛎ᢎቶ
䋵 䋮 䈋 䈭䈇䉅 䈱䉕 䈩䉂䉋 䈉 䋣⑼ቇ౮⌀㐷
䋶 䋮䇸 䈧䉋 䈘 䇹 䈫 䇸 䈎䈢䈤䇹 䈱⒁ኒ
䋷 䋮 㔚䉕 䈧䈒 䈦 䈩䉂䉋 䈉 䋣䉣䉳䉸 䊮 䈱⧰ഭ㛎
䋸 䋮 ⴡᤊ᷹ⷰ䊂䊷䉺 䈫 ᷷ᥦൻ੍᷹䊝䊂䊦䉕 ↪䈇䈢
䇭 䇭 ⅣႺ䊝䊆䉺 䊥 䊮 䉫

䋹 䋮 䉨 䊞 䊮 䊌䉴 ౝ䈱⺞ᢛᳰ䉕 ↪䈚 䈢ቇᩞ䊎 䉥䊃 䊷䊒ഃ
10䋮 䊁䊮 䉶䉫 䊥 䊁䉞 䊷 (㵪ቮ䈮ᶋ䈎䈹ਇᕁ⼏䈭ᩇ㵪䋩 ᮨဳ䈱ዷ␜
䇭 䇭 䈫 䊁䊮 䉶䉫 䊥 䊁䉞 䊷䊘䊷䊦䈱ᚑᢎቶ
11䋮 ਅ᳓䈱ᵹ䉏䉕 ᳓ᮏ䈪ౣ䈚 䉋 䈉 䇯
12䋮 䉦 䊷䊄 䈱ⵣ䈮䈲䈏䈅 䉎 䋿⏛᳇⸥㍳䈱⒁ኒ
13 䋮䇸 ಽሶ䈏ಽሶ䉕 ಽ䈔䉎 䇹 㵪ಽሶ⼂䉕 ␜䈜ታ㛎䈱Ꮏᄦ
14 䋮 ੱ㘃ᦨೋ䈱⫾㖸ᯏ䉕 ౣ䈚 䈩 䉂䉋 䈉
15 䋮 ፉ⋵䉕 ઍ䈜䉎 ⥄ὼ䉇↢ᘒ♽䈱ᄌൻ䈱⺞ᩏ䈫 ዷ␜
16 䋮 ⏥᪽ጊ㊁ᄖ䉧䉟 䊄 䊙䉾 䊒䈫 ྃἫታ㛎ⵝ⟎䈱ᚑ

17. ⥄ὼⅣႺ䈫 䈠䈱ో䉕 ⠨䈋 䉎 ፉᄢቇ䉨 䊞 䊮 䊌䉴 䊙䉾 䊒
䇭 䇭䋨 ⾰✬䋩
18 . Ꮒᄢ┥Ꮞ䉕 䈧䈒 䉎 䋣
19 䋮 㜞Ớᐲ㌁䉟 䉥䊮 ᳓䈱ᔕ↪ຠ㐿⊒
20 䋮 䊶 ᵴᕈ䉕 ↪䈇䈢ⅣႺᵺൻታ㛎䈱ᚻᴺ㐿⊒
21 䋮 㖸䈱⿷䈚 ▚䋬 ᒁ䈐 ▚䋮 ାภಣℂ㐷
22 䋮 ⽎䈱ේℂ䉕 ቇ䈹⑼ቇ䈍䉅 䈤 䉆 䈱
23 䋮 䊈䉾 䊃 䊪 䊷䉪 䊶 䊐 䊨 䊷䉝 䊦䉯 䊥 䉵 䊛 䈱 Web 䉝 䊒䊥 ᚑ
24 䋮 ⑼ቇ♽ታ㛎䈱䇸 䉫 䊥 䊷䊮 䇹 ൻ䉕 ⋡ᜰ䈚 䈢ታ㛎 ౕེ䈍䉋 䈶
䊒䊨 䉫 䊤 䊛 䈱㐿⊒
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㧠㧚ోቇቇോᵴേߩ⁁ߣ⺖㗴ਗ߮ߦᓟߩዷᦸߦߟߡ㧔ቇോᜂᒰቇ㐳㧕
㧝㧕ᧄቇߩቇോᵴേߩ⋡⊛․⦡߮⁁ߣ⺖㗴
γ㧕⋡⊛
ᧄቇߦ߅ߌࠆቇോᵴേߪޔቇ⠪ㆬᛮ⺖ޔᄖᵴേޔෘ↢ዉޔஜᐽ▤ℂޔዞ⡯ᡰេ
ߦ㑐ࠊࠆᬺോߢࠆ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ߹ߢߪޔ࿖㓙ᵹߣ⇐ቇ↢ߩฃߌࠇߦ߆߆ࠊࠆᬺ
ോ߽߹ࠇߡߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߎߩㇱಽߪၞㅪ៤ᜂᒰቇ㐳ߩᚲᬺോߦ⚵
ߺࠇࠄࠇߡࠆ㧕ޔߦ߁ࠃߩߎޕቇോᵴേߪቇ೨߆ࠄතᬺᓟ߹ߢߩቇ↢↢ᵴߩ᭽ޘ
ߥዪ㕙ߦ㑐ࠊߞߡ߅ࠅౕޔ⊛ᬺോౝኈߪᄙጘߦࠊߚࠆ᧚ੱޕ⢒ᚑ⋡⊛ߦว⥌ߒߚቇ
↢ࠍฃߌࠇߩߘޔᓟߩ㧠ᐕ㑆ߩቇ↢↢ᵴߩⅣႺࠍᢛ߃࡞ࠢࠨޔᵴേߥߤߩ⥄⊒⊛
⺖ᄖᵴേࠍ㓚ߒߦ⊛⚳ᦨޔዞ⡯ߣ߁ᒻߢᢎ⢒ߩᚑᨐࠍߦ߁ᓎ⋡ߪޔᢎ⢒㊀ⷞ
ߩੱ᧚⢒ᚑᄢቇࠍᮡ᭙ߔࠆፉᄢቇߦ߅ߡߩߘޔᩮᐙࠍߥߔᬺോߣ߃ࠆޕ

δ㧕․⦡
⹜ޣ㑐ㅪޤ
ፉᄢቇߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭․ᢎ⢒⎇ⓥ⾌ណᛯᬺߩ৻Ⅳߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄ㧠
ᐕ㑆ࠍ߆ߌߡޟᄢࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߦࠃࠆᢎ⢒ߩ⾰ߩ⸽ߣᚑᨐߩᬌ⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ޠ
ߦขࠅ⚵ࠎߛߩߎޕㆊ⒟ߢޔ
ޟᄢࠬ࠲ࡦ࠳࠼߁ߣޠṼὼߣߒߚ⋡ᮡ⸳ቯߢߪߥߊޔ
ฦቇ㘃ߦ߅ߌࠆࡐࠪ╷ቯߣ߁ౕ⊛ߥࡌ࡞ߩᬌ⸛ࠍఝవߐߖࠆߴ߈ߣ⠨߃ޔ
࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪ╷ߩࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕޔࠪࡐࡓࡘࠠࠞޔቯ
ࠍⴕߞߚޕߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪߪࠇߘޔએ೨ߩ߽ߩࠍߩߎޔขࠅ⚵ߺߩ
ㆊ⒟ߢ⋥ߒޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ╷ቯߒߚ߽ߩߢࠆ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕ᧄޕቇߩ⹜
ߪߩࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕߚߒ߁ߎޔਇᢿߩᬌ⸽ᬺߦၮߠ߈ㆀⴕߒߡ߈ߡࠆޕ
ޣቇ↢↢ᵴߩలታޤ
ፉᄢቇߪޔᐔᚑ  ᐕߩోቇౣ✬ߩᄢᡷ㕟ߩ㓙ޔ
ޟᣂ↢ፉᄢቇት⸒ޠ
㧔⾗ᢱ 㨪
㗁ෳᾖ㧕ߣ߁ᒻߢᄢቇߣߒߡߩၮᧄℂᔨࠍቇౝᄖߦ␜ߒߚߩߘޕ౨㗡ߦ⥄↱⥄ޟޔ
ᴦ⥄┙ߩ♖ߩዅ㊀߇ޠឝߍࠄࠇߡࠆࠍࠇߎޕฃߌޔᄢቇㆇ༡ߦ㑐ߒߡߪޔቇ↢
ᢎຬ⡯ຬߩߔߴߡߩ᭴ᚑຬ߇┙ߩࠇߙࠇߘޔ႐ߢᄢቇߩ⻉ᵴേߦෳ↹ߔࠆߎߣࠍ
⸽ߒ⋧ޔߦዅ㊀ߒᄢቇߩ⥄ᴦࠍ⊒ዷߐߖࠆߎߣࠍ⻭ߞߡࠆޕቇോᵴേߦ߅ߌࠆቇ
↢↢ᵴߩలታߦะߌߚᧄቇߩ᭽ߩߎߦߐ߹ޔߪߺ⚵ߥޘℂᔨߩᤋߢࠆޕቇ↢↢
ᵴද⼏ળߣቇኰㆇ༡ද⼏ળߪޔቇ↢ߩᗧࠍᄢቇߩㆇ༡ߦᤋߐߖࠆߚߦ⸳ߌࠄࠇ
ߚቇ↢ෳടဳߩળ⼏ߢࠆࠍߺ⚵ߩߎޕਛᔃߦޔᢎຬ⡯ຬቇ↢ߩ㧟⠪ߦࠃߞߡ
ડ↹ㆇ༡ߐࠇࠆޠࠬࠚࡈࡦࡖࠠޟ
㧔ోቇᢎ⢒⎇ⓥ㓸ળ㧕ࡈࠗࠬࡄࡦࡖࠠޔᵴᕈൻᬺޔ
ቇ↢⺰ს⾨ޔቇ㐳ࠝࡈࠖࠬࠕࡢޔቇ㐳ߣቇ↢ઍߣߩᙣ⺣ળޔቇ↢ߣᢎ⡯ຬߣߩද
ߦࠃࠆࠝࡊࡦࠠࡖࡦࡄࠬߩડ↹ㆇ༡ߥߤޔቇ↢ߩᗧࠍ⡬ขߒޔᢎ⡯ຬߣቇ↢ߣ
߇දߒߡᵴേߔࠆ⚵ߺࠍᄙ㕙⊛ߦ⸳ቯߔࠆߎߣߦࠃࠅߥ↱⥄ޔⅣႺߩਛߢቇ↢ߩ
⥄ᴦߣ⥄┙ߩ♖ࠍዅ㊀ߒߩߘޔᶩ㙃ࠍ࿑ߞߡࠆޕ
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ޣዞ⡯ᡰេޤ
ፉᄢቇߪޔᐔᚑ  ᐕߦޔᢎ⢒⎇ⓥࠪࠬ࠹ࡓ߮ࠞࠠࡘࡓߩᄢᡷ㕟ࠍⴕߞߚޕ
ߘߩ㓙ߩࠞࠠࡘࡓᡷ㕟ߩᩇߩ৻ߟ߇ࠕࡖࠠޔᢎ⢒ߩలታߢࠆࠕࡖࠠޟޕഃㅧ
⑼⋡ࠍޠਥߥౝኈߣߔࠆోቇㅢߩࠞࠠࡘࡓࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߦࠃࠅࠕࡖࠠޔᢎ
⢒ࠍផㅴߒߡ߈ߚᧄޕቇߩዞ⡯ᡰេߩᦨᄢߩ․ᓽߪޔᱜⷙߩࠞࠠࡘࡓߢⴕࠊࠇࠆ
ࠠࡖࠕᢎ⢒ߣޔዞ⡯ᡰេቶࠍਛᔃߣߒߚᣣᏱ⊛ߥዞ⡯ᡰេߣࠍ⚵ߺวࠊߖߡ┙ޔ
⊛ߦዷ㐿ߒߡࠆὐߢࠆޕ

ε㧕⁁ߣ⺖㗴
㧔⁁ߣ⺖㗴ߪޔએਅߩฦ㗄⋡ࠍෳᾖ㧕

㧞㧕ࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪߦࠃࠆቇ↢ฃߣ⹜ᐲ
ฦቇ㘃ߢߪߦࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕߩࠇߙࠇߘޔᴪߞߚᗧ᰼⊛ߥฃ㛎↢ࠍ₪ᓧߔ
ࠆߚߢ߹ࠇߎޔ᭽ߩ⹜ߥޘᡷༀ߇࿑ࠄࠇߡ߈ߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲᐕᐲ⸘↹ߢߪߩߡߴߔޔቇ㘃ߦ߅ߡޔ⹜⥸৻ޔផ⮈⹜ޔ#1 ⹜╬ޔ
ฦ⒳ߩ⹜ᣇᴺߩലᨐࠍᬌ⸽ߒ⹜ޔᐲᡷ㕟᩺ࠍᚑߒߚੱޕ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߢߪޔ
ផ⮈⹜Τߦߟߡᢎ⑼ߏߣߩ㓸ੱᢙࠍᄌᦝߒޔᐔᚑ  ᐕᐲ⹜߆ࠄޟኅᐸ⑼ᢎຬࠍ
ᒝߊᏗᦸߔࠆ⠪ߩޠᨒࠍ⸳ߌࠆߎߣࠍቯߒߚⴕޕ╷ቇ㘃ߢߪޔផ⮈⹜ᐲߦߟ
ߡޔ㜞ᩞߩㅴ〝ᜂᒰ⠪߆ࠄߩᗧⷐᦸ╬ࠍ⡬ขߒߚ⚿ᨐࠍ〯߹߃ޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄ
㧝Ბ㓏ㆬᛮߦߒޔวᩰ⊒ߩᤨᦼࠍᣧࠆߎߣߦࠃࠅޔฃ㛎↢ߦኻߔࠆ⽶ᜂシᷫ߿ଢቱ
ࠍ࿑ߞߚ⚻ޕᷣ⚻༡ቇ㘃ߢߪߩࠨࠖࡈࠝࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕޔႎ๔ࠍ߽ߣߦޔቇ㘃ߢ⺖
㗴ࠍ⏕ߒᬌ⸛ࠍⴕߞߚࡓ࠹ࠬࠪ↢ޕℂᎿቇ㘃ߢߪޔቇᓟߩቇᬺᚑ❣⺞ᩏࠍታᣉߒ
ߚ⚿ᨐࠍ〯߹߃ޔ#1 ⹜ߩ✚ว㗴ߦߟߡޔฃ㛎↢ߩၮ␆ቇജ߇⸽ߐࠇࠆࠃ߁ᡷༀ
ߒߚޔߚ߹ޕᄢቇ㒮⎇ⓥ⑼ߢߪ⾗⹜ޔᩰክᩏၮḰࠍ♖ᩏߒޔⓍᭂ⊛ߦ␠ળੱࠍㆬᛮߔ
ࠆߚߩᐲߩలታࠍ࿑ߞߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔቇ⠪ㆬᛮᣇᴺ⎇ⓥᆔຬળ߮ฦቇ㘃ߦ߅ߡ⹜࠺࠲ߩಽᨆࠍ
ⴕ⺖ޔ㗴ߩᢛℂߣኻ╷ߩᬌ⸛ࠍⴕߞߚੱޕ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߢߪޔቇ㘃߮ኾߩࠕ࠼
ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪࠍ╷ቯߒ⹜ޔᐲߦߟߡߪޔᐔᚑ  ᐕᐲታᣉߩ⹜ᡷ㕟᩺ࠍ
ౕ⊛ߦᬌ⸛ߒ⏕ቯߒߚ⚻ޕᷣ⚻༡ቇ㘃ߢߪޔ⹜㛎ߩ⑼⋡ޔផ⮈⹜ߩࠅᣇߦߟ
ߡᬌ⸛ࠍⴕߞߚࡓ࠹ࠬࠪ↢ޕℂᎿቇ㘃ߢߪޔቇ⠪ㆬᛮᣇᴺ⎇ⓥᆔຬળߦ߅ߡ
⹜ಽߣୃቇ⁁ᴫߦߟߡಽᨆߒ⋧ޔ㑐ߪࠄࠇߥߣߩ⚿ᨐ߆ࠄޔᄙ᭽ߥ⹜ᒻᘒ
߇ലᨐࠍߍߡࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔฦቇ㘃ߦ߅ߡ␜ߒߡߚࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪ㧔ቇ⠪ฃ
ᣇ㊎㧕ߦߟߡ⋥ߒޟޔ㧔ฦቇ㘃ߩ㧕ᢎ⢒⋡ᮡߣ᳞ࠆቇ↢ޠ߮ߩ⹜ޟ㓙ߦ᳞
ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃߩߤߥߔ␜ߦ⚦ߡߟߦޠᡷༀࠍⴕߞߚࠪ࠶ࡒ࠼ࠕߩߎޔ߅ߥޕ
࡚ࡦࡐࠪߪޔᐔᚑ  ᐕᐲฦቇ↢㓸ⷐ㗄ߦ⸥タߒߚޕ
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ߎߩࠃ߁ߦߩࠇߙࠇߘޔᐕᐲߦ߅ߡߦࠪࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕޔၮߠߊ⹜ࠍᔘ
ታߦㆀⴕߒߡ߈ߚ߇ޔᱷᔨߥ߇ࠄޔᐔᚑ  ᐕ㧟ߦ⹜ߦ․ޔᐢႎߩᣇߦ߆߆ࠊࠆ㊀
ᄢߥ᧪߇⊒↢ߒߡߒ߹ߞߚޔߪߡߟߦࠇߎޕ㧡㧕ߩη㧕ߦ߅ߡㅀߴࠆ߇ߩߎޔ
ߎߣߩᓇ㗀ߢᔒ㗿⠪ߩᷫዋ߇੍ᗐߐࠇࠆਛޔ᭽ߥޘኻ╷ࠍ⻠ߓࠆߎߣߦࠃߞߡ⚿ޔᨐ⊛
ߦߪ೨ᐕᐲࠍ࿁ࠆᔒ㗿⠪߇ߞߚ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕
ޕ

㧟㧕ᄢቇ㒮ቯຬల⿷㗴ߦኻߔࠆข⚵
ቯຬᧂల⿷ߪᄢቇߩሽᗧ⟵ߦ㑐ࠊࠆోቇ⊛㊀ⷐ⺖㗴ߢࠆޔߛߚޕ㗴ߩᕈ⾰߿⒟
ᐲߪ⎇ⓥ⑼ኾߏߣߦ⇣ߥߞߡ߅ࠅޔၮᧄ⊛ߦߪߘࠇߙࠇߩ⸳⟎⋡⊛ߦᾖࠄߒߡᔅⷐ
ߥᡷ㕟ߩᬌ⸛߇ߥߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕએਅߦޔฦ⎇ⓥ⑼ߦ߅ߌࠆߎࠇ߹ߢߩᬌ⸛⁁ᴫ߿
ౕ⊛ขࠅ⚵ߺߦߟߡᢛℂߒߡ߅ߊ㧔⾗ᢱ㗁ෳᾖ㧕ޕ

٤ੱ㑆⊒㆐ᢥൻ⎇ⓥ⑼
ᧄ⎇ⓥ⑼ߪޔᐔᚑ  ᐕ㧠ߦޔᣥᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼߆ࠄᡷ⚵ߒߚᣂߚߥᄢቇ㒮ߢࠆߘޕ
ߩ․ᓽߪޔԘ⊒ޟ㆐ᡰេߩࠛࠠࠬࡄ࠻ࠍޠ㙃ᚑߔࠆ㜞ᐲኾ㐷⡯ᬺੱ⢒ᚑߦജὐࠍ⟎
ߚᄢቇ㒮ߢࠆߎߣޔԙၞ␠ળߩᢎຬ㙃ᚑ⎇ୃᯏ⢻ࠍ⚵ߺㄟߺޔኾ㐷ᕈࠍ㜞ᐲൻߐ
ߖࠆࠦࠬࡢࠢࠍ⚵ߺㄟࠎߛࠞࠠࡘࡓࠍߒߡࠆߎߣޔԚ㒮↢⥄りߩၞߢߩ
ᵴേࠍනൻߔࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ታ〣⎇ⓥࠍᣂߚߦዉߒߚߎߣޔԛ␠ળੱ㒮↢ߩቇ߮ߩ
ᯏળࠍ⸽ߔࠆߚߦࡆ࠹߿࠻ࠗ࠹ࠨޔળ⼏ࠪࠬ࠹ࡓࠍዉߒߡࠆߎߣࠍߤߥޔ
ߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᧄߡߒ⟎⸳ޕᐕᐲߢ㧠ᐕ߇ߚߟ߇ోޔߣߒߡߪᲤᐕቇቯຬࠍల
⿷ߐߖߡࠆޔߚ߹ޕㆊߦߪᄖㇱ⹏ଔߢ߽ㅀߒߚޟᢎ⡯ኾ㐷ᕈะࠦࠬࡢࠢޠ
߇㜞ߊ⹏ଔߐࠇߚታ❣߇ࠆޕᄙᔔൻߒߡࠆቇᩞ႐ߢ߽ߥ߅ޔᢎຬ⎇ୃߦኻߔࠆ࠾
࠭ߪ㜞ߊ⊒ޔߌࠊࠅߣޔ㆐㓚߇߿ၞߩ․㐳ࠍ↢߆ߒߚቇᩞ⚻༡ᣇᴺޔ2+5# ߦහߒ
ߚቇജะߥߤߩᣂߚߥ⺖㗴ߦኻߔࠆ⎇ୃ࠾࠭߇㜞߹ߞߡࠆޕหᤨߦޔẜ⊛ߦ␠
ળੱߩ⎇ⓥ࠾߽࠭ૐߊߥߊޔၞᢥൻഃㅧኾߦ߅ߌࠆኾ㐷ᕈߩ₪ᓧ߿ၞߢᵴべߢ
߈ࠆੱ᧚㙃ᚑᯏ⢻ߦᦼᓙ߇㓸߹ߞߡࠆ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫߩਛߢ⎇ᧄޔⓥ⑼ߩቯຬల⿷
ߦะߌߚขࠅ⚵ߺࠍਃߟߩⷰὐ߆ࠄㅀߴࠆޕ
㧖ᢎ⢒⺖⒟ߩᡷༀ
ੱ㑆⊒㆐ᢥൻ⎇ⓥ⑼ߪߩߢ߹ࠇߎޔᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ߩ⫾Ⓧࠍၮ⋚ߦ ޔ♿ࠍᡰ߃ࠆ
ၞ␠ળߩᢎ⢒ੱ᧚⢒ᚑࠍߋࠆᄙ᭽ߥ࠾࠭ߦⓍᭂ⊛ߦᔕ߃ࠆߚᐔᚑ  ᐕᐲߦ㐿⸳
ߐࠇޔ㧟ኾ㧥㗔ၞߦࠃߞߡ᭴ᚑߐࠇߡࠆ㧔ᢎ⡯ᢎ⢒ኾ㧙ቇᩞᢎ⢒㗔ၞࡘࠠࠞޔ
ࡓ㐿⊒㗔ၞޔၞᢥൻഃㅧኾ㧙ᣣ⧷⸒⺆ᢥൻ㗔ၞޔၞ↢ᵴᢥൻ㗔ၞޔᢙℂ⑼ቇ㗔
ၞ࠷ࡐࠬޔஜᐽ⑼ቇ㗔ၞⴚ⧓ޔᢥൻ㗔ၞޔቇᩞ⥃ᐥᔃℂኾ㧙⥃ᐥᔃℂ㗔ၞޔቇᩞ
⥃ᐥ㗔ၞ㧕
ޕ
⎇ⓥ⑼ߩᡷ⚵ߦߚࠅޔၞ␠ળߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᢥൻࠍߋࠆᄙ᭽ߢⶄ㔀ߥઍ⊛⺖
㗴ߦᔕ߃ᰴઍࠍᜂ߁ሶߤ߽㕍ᐕᚑੱߩᚑ㐳⊒㆐ࠍታ〣⊛ߦᡰេߔࠆߎߣࠍᗧ࿑
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ߒޔᓥ᧪ߩୃ჻⺰ᢥ⎇ⓥߦട߃ࡈࠖ࡞࠼⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥታ〣⎇ⓥࠍ߽ផㅴ
ߐߖߡࠆޔߚ߹ޕᢎຬߩᡰេࠍฃߌ㒮↢ߦࠃࠆ⎇ⓥᵹࠍᵴᕈൻߐߖࠆޟ㗔ၞࠦࡒࡘ
࠾࠹߽ࠖߤߥ⋡⑼ޠᣂ⸳ߒਥ⊛ߥද⎇ⓥജߩ⢒ᚑࠍ߽⋡ᜰߒߡࠆޕട߃ߡޔፉ
⋵ߩ⡯ᢎຬ⎇ୃᯏ⢻ࠍᜂ߁⽿છࠍᨐߚߔߚޟޔᢎຬ⾗⾰ะࠦࠬࡢࠢޠ߮ࠕޟ
ࠪࠬ࠲ࡦ࠻࠹ࠖ࠴ࡖޠᐲ߽Ḱߒޔቇᩞ႐ߩ⺖㗴ߦහᔕߢ߈ࠆࠃ߁Ḱߒߚޕ
㧖⹜ᣇᴺ╬ߩᡷༀ
  ᐔᚑ  ᐕᐲ⹜߆ࠄߪޔਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળ╬ߢᜰ៰ߐࠇࠆᢎຬ㙃ᚑߩୃ჻ࡌ࡞ൻߩേ
ะࠍⷞ㊁ߦࠇੱޔ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߦ☋ߔࠆᗧ᰼⊛ߥቇ↢ߩㅴቇࠍផᅑߔࠆᣂߒ
⹜ᣇᴺߣߒߡޟቇ㘃ᚲዻ↢․⹜ࠍޠዉߒߚୃޕ჻⺖⒟ߦ߅ߡޔઍ⊛ᢎ⢒⺖㗴
╬ߦߟߡࠃࠅ৻ጀߩ⎇ⓥࠍ⛮⛯⊛ߦᷓൻߐߖࠆߣߣ߽ߦࡖ࠴ࠖ࠹࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕޟ
ޠᐲߩᵴ↪ߦࠃࠅቇᩞ႐ߩ⺖㗴ߦߟߡ߽ታ〣⊛⎇ⓥ߇ዷ㐿ߢ߈ࠆࠃ߁ᡷༀࠍㅴ
ߡࠆޕ
㧖⹜ᐢႎ╬ߩᡷༀ
ࡄࡦࡈ࠶࠻߿ࡐࠬ࠲ߩߦട߃ޔᄢቇ㒮⺑ળࠍⓍᭂ⊛ߦታᣉߒߚౕޕ⊛ߦ
ߪޔԘፉ᳃ႎᣂ⡞ፉ᳃ᣂ⡞╬ߦᄢቇ㒮⺑ળߩ⸥ࠍឝタޔԙᄢቇ㒮⺑ળ⋥
೨ߦߪᡷߡᣂ⡞᛬ࠅㄟߺᐢ๔ࠍⴕઁޔᄢቇߩቇ↢߿Ꮢ᳃ߦኻߒߡ⍮ᔀᐩࠍ࿑ߞߚޔ
Ԛᄢቇ㒮⺑ળࠍቇ↢߿␠ળੱ╬ߩኻ⽎ߦⶄᢙ࿁ታᣉߔࠆߣߣ߽ߦޔታᣉߩ㓙ߦߪ
ଢᕈߩ㜞⺑ળ႐ࠍᏒౝߦ⏕ߒߚࠅᄕᣇߩ㐿ᤨ㑆ࠍ⏕ߒޔᏫቛㅜਛߢ߽ෳടߢ
߈ࠆࠃ߁ߥ᧦ઙᢛߦദߚޔԛᄢቇ㒮ߢߩ⎇ⓥࠍ೨ߦℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ޟ㛎ቇޠ
ߩᯏળࠍ⸳ቯߒޔቇ჻⺖⒟ߩቇ↢߇⡬⻠ߔࠆߎߣࠍน⢻ߣߒߚߩ╬ޔᡷༀࠍᣉߒߚޕ

٤ၞ╷⑼ቇ⎇ⓥ⑼
ၞ╷⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߢߪޔᐔᚑ  ᐕᐲએ㒠ޔቇ㘃߮ઍᢎ㙃ࠦࠬ߆ࠄߩㅴቇ₸Ⴧ
ടࠍߨࠄޔᲤᐕޟቇౝะߌ⺑ળࠍޠડ↹ߒޔኾ㐷Ṷ⠌ᜂᒰᢎຬ߆ࠄࡒ↢ߦჿࠍ߆
ߌࠆࠃ߁ᢎຬߦ߮߆ߌߚ߇ޔ㗼⪺ߥᚑᨐߪᓧࠄࠇߥ߆ߞߚ␠ޕળੱኻᔕߢߪޔᐔᚑ 
ᐕᐲߦ⪺ޔฬߥᄢቇᢎຬࠍ⡜ߒ⻠Ṷળࠍડ↹ߒޔ૬ߖߡᏒ᳃ะߌߩᄢቇ㒮⺑ળࠍ㐿
ߒߚߣߎࠈ ޔฬߩ⡬ⴐࠍㄫ߃ߚ߇ฃ㛎ߦߪ⚿߮ઃ߆ߥ߆ߞߚߚޔ⠉ᐕ߆ࠄߪᢎຬ
ߣ㒮↢ߦࠃࠆᬺ߿⎇ⓥߩ⚫ߦಾࠅᦧ߃ߚޕ
⹜ᐲߩᡷༀߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔቯຬᧂల⿷ߩ႐วߦߪᓟᦼ⹜ߩ㧞ᰴ⹜㛎
ࠍⴕ߁ߎߣࠍቯޔᐔᚑ  ᐕᐲߦߪ␠ޔળੱᔒ㗿⠪ߩଢቱࠍ࿑ࠅᄢቇ㒮⹜㧔೨ᦼ㧕⹜
㛎ᣣ⒟ࠍᦐᣣߦ⸳ቯߒߚޔߚ߹ޕቇᄖ⠪ߦߣߞߡಽ߆ࠅ߿ߔ⑼⋡ฬ⒓ߦᄌᦝߔߴߊ
ୃᱜ᩺ࠍߞߚޕ
㧟 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߮ේ⊒ἴኂߦࠃࠆㄉㅌ⠪߇㧞ฬ㧔⇐ቇ↢߮ⵍἴ⠪㧕ߞߚޕᐔ
ᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪޔઍ⊛⺖㗴ߦኻᔕߔࠆޟᮭᠩ⼔ޟޠἴኂᓳ⥝ޟޠᢥൻ⾗↥ࠣࡠࡊޠ
ࡓࠍ㐿⸳ߒ⺑⹜ޔળ᩺ౝߣߣ߽ߦᣂ⡞᛬ࠅㄟߺᐢ๔ߢᐢႎߒߚޕ⸥ߩ߁ߜޟἴኂ
ᓳ⥝᧲ޔߪࡓࠣࡠࡊޠ੩ࠨ࠹ࠗ࠻㧬┙ᢎᄢߢ㐿⸳ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ
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એᓟ⫾Ⓧߐࠇߚ⍮ࠍ⚿㓸ߔࠆߣߣ߽ߦޔፉߩ⁁߆ࠄ⊒ାߒޟἴኂᓳ⥝ቇߩޠᄢ♽
ߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߒߚޕቯຬ  ฬߩ߁ߜ᧲੩ࠨ࠹ࠗ࠻ᨒߣߒߡᣂ↢㧡ฬࠍల⿷ߔࠆߣߣ
߽ߦޔፉߢ߽㔡ἴᓳ⥝ߦ⺖㗴ᗧ⼂ࠍᒝߊᛴߊ␠ળੱ߇ฃ㛎ߒޔቯຬల⿷ࠍ㆐ᚑߒߚ ޕ
ᐔᚑ  ᐕ  ᧃߦߪ┙ޔᢎᄢቇߣߩන឵දቯ߇✦⚿ߐࠇߚߎߣ߆ࠄ᧲ޔ੩ࠨ࠹
ࠗ࠻ࠍࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓߣߒߚ⋧ᵹ߇ዷ㐿ߔࠆߎߣ┙ߚ߹ޔᢎᄢቇቇㇱߢޟἴኂ
ᓳ⥝ᡰេ㐷ࠍޠදജߩ߽ߣߦ㐿⻠ߔࠆߎߣࠍᄾᯏߦޔතᬺ↢߇᧲੩ࠨ࠹ࠗ࠻ߦ
ㅴቇߔࠆน⢻ᕈ߽ⷞ㊁ߦࠇߡࠆޕ

٤⚻ᷣቇ⎇ⓥ⑼
⚻ᷣቇ⎇ⓥ⑼ߩల⿷⁁ᴫߦߟߡߔࠇ߫⚻ޔ༡ቇኾߦ߅ߡߪᄖߩᐕᐲ߽
ߞߚ߇߶߷Ფᐕቯຬ߇ల⿷ߐࠇߡ߈ߚߩߦኻߒߡ⚻ޔᷣቇኾߦ߅ߡ㐳ᦼߦࠊߚߞߡ
ᧂల⿷ߩ⁁ᘒ߇⛯ߡࠆߩߎޔߚߩߎޕ㑆᭽ߥޘขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡ߈ߚߩߘޕⷐ
ߪᰴߩㅢࠅޕ
Ԙᐔᚑ  ᐕᐲࠃࠅ⚻ᷣቇ⎇ⓥ⑼ጊᢎቶࠍ㐿␠ޔળੱߥߤߩฃ⻠ߒ߿ߔ᧦ઙࠍ⏕
ߒߡᔒ㗿⠪Ⴧߦߟߥߍߚޕԙୃ჻⺰ᢥߩၫ╩ࠍ೨ឭߣߔࠆࠦࠬߦട߃␠ޔળੱ߇⡯
ോ⚻㛎ߥߤࠍ↢߆ߒߡࡐ࠻ࠍᚑߔࠆ․ቯ⺖㗴⎇ⓥࠦࠬࠍ⸳ቯߒ␠ࠅࠃޔળੱߩ
࠾࠭ߦኻᔕߔࠆࠞࠠࡘࡓࠍᢛߒߚޕԚࡆࠫࡀࠬߩᦨ೨✢ߢᵴべߐࠇࠆᄖㇱ⻠Ꮷ
ࠍ⡜ߔࠆߥߤߩ⋡⑼⟵⻠ޔలታࠍ࿑ߞߡ߈ߚޕԛᄢቇ㒮⎇ⓥ⑼ࠍりㄭߦᗵߓߡ߽ࠄ߁
ߚߦޔᬺࠍ㐿ߔࠆޟ㐿⻠ᐳࠍޠፉޔጊߢ㐿ޕหᤨߦᄢቇ㒮ߩ⺑⋧⺣ળ
ࠍ㐿ߒߚޕԜቇ㘃ߩቇ↢ߦᄢቇ㒮ߦߟߡ⺑ߔࠆ⋧⺣ળࠍⶄᢙ࿁⸳ቯޕԝᐔᚑ  ᐕ
ᐲࠃࠅ␠ޔળੱߩ㑐ᔃޔరߩ࠾࠭ߦᔕ߃ࠆߴߊޟ⒢ോળ⸘ࡊࡠࠣࡓޟޠၞ↥ᬺᓳ
⥝ࡊࡠࠣࡓࠍޠ㐿⸳ߦ․ޔᓟ⠪ߢߪޔቇᄖ߆ࠄߩቴຬ⻠Ꮷࠍࠆ⑼⋡ߩలታࠍ࿑ߞ
ߚޕԞ࠾࠭ߩ㜞⚻༡ቇኾ߳⚻ᷣቇኾ߆ࠄቯຬࠍ⒖േߒࠅࠃޔታ⊛ߥ⎇ⓥ⑼ߩ
᭴ᚑߦᄌᦝߒߚޕ
  ߎߩࠃ߁ߦߎߩ㧡ᐕ㑆᭽ߥޘขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡ߈ߚ߇ޔᖱߪ৻Ბߣ෩ߒߐࠍჇߒߡ
ࠆޔߦ․ޕේ⊒ߦࠃࠅ⢻ߩᓇ㗀ࠍෂᗋߔࠆ⇐ቇ↢ߩᔒ㗿߇ᄢߦᷫዋߒߚޕ
⇐ቇ↢ߪ㧟ഀ߆ࠄ㧠ഀߩᲧ㊀ࠍභߡߚߎߣ߽ࠅ⇐ޔቇ↢ᔒ㗿ߩᷫዋߪల⿷ࠍࠃࠅ
࿎㔍ߥ߽ߩߦߒߡࠆޕᐕᐲߪޔ⸥ԝԞߦߟߡᣂ⡞߳ߩ᛬ࠅㄟߺ࠴ࠪᚑޔ
Ꮏળ⼏ᚲળႎ߳ߩትવߥߤޔᐕߦ߽߹ߒߡትવᐢႎࠍᒝൻߒߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ

٤↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼
  ↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ߩޔᐔᚑ  ᐕᐲߩቇቯຬ  ฬߦኻߔࠆల
⿷₸ߪ 㧑ߢߞߚޔߪߦࠇߎޕᄢ㔡ἴේሶജ⊒㔚ᚲߩᓇ㗀ߢ⇐ޔቇ↢߿␠ળੱ
ߩᔒ㗿⠪߇ᷫዋߒߚߎߣ߇ᄢ߈ߊᓇ㗀ߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔ల⿷₸߇ 㧑ߢߞߚ೨
ᐕߣᲧߴࠆߣ  ฬએᷫዋ㧕ޔߒ߆ߒޕᐔᚑ  ᐕᐲࠍ㒰߈ޔቯຬల⿷߇㆐ᚑߐࠇߥᩮ
ᧄ⊛ߥේ࿃ߪޔቇ㘃߆ࠄߩቇ⠪߇චಽߢߥߎߣߣ್ᢿߐࠇࠆޕቇ㘃߆ࠄߩቇ⠪ࠍ
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Ⴧ߿ߔߚߦޔ㧝ᐕ↢ߦኻߒߡࠕࡖࠠޟᒻᚑ⺰ߢޠℂᎿ♽ߦ߅ߌࠆᄢቇ㒮ㅴቇߩᗧ⟵
ࠍ⺑ߒߚࠅޔ㧟㧠ᐕ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚᄢቇ㒮⺑ળࠍታᣉߒߡࠆޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦߪޔᔒ㗿⠪Ⴧࠍ⋡ᜰߒߚᰴߩࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡࠆޔߪߟ৻ޕᄢ
ቇ㒮ߩ⑺ቄቇᐲࠍዉߒߚߎߣߢࠆ⇐ޔࠅࠃߦࠇߎޕቇ↢ߩฃߌࠇ ߦ․ޔ,+%#
╬ߩᡰេࠍฃߌࠆ⇐ቇ↢ߩฃߌࠇ߇ኈᤃߦߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕᰴߦޔፉ╙৻ේ
ሶജ⊒㔚ᚲኻᔕߦ㑐ࠊࠆᓳ⥝⸘↹ߦᔕߒ↥ޔᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲߩ⎇ⓥຬࠍቴຬᢎ
ຬߣߒߡㄫ߃ޔඳ჻೨ᦼ⺖⒟ߦޟౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡಽ㊁ࠍޠᣂ⸳ߒߚߩߎޕಽ㊁ߢ
࠳ߣߥࠆੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߚߦޔఝ⑲ߥቇ↢ࠍㆬᛮߒ⎇ⓥᡰេࠍⴕ߁ߎߣ߇⸘↹ߐ
ࠇߡࠆޕ

㧠㧕ቇ↢ߩㅴ〝ߦኻߔࠆᡰេ⁁ᴫ߮ㅴ〝⁁ᴫ㧔ቇ⠌ᚑᨐߩಽᨆ㧕
ᧄቇߢߪޔᐔᚑᐕᐲએ㒠ోޔቇዞ⡯ᡰេᆔຬળߩਅߦᢎຬോຬડᬺߩ㧟ㇱળ
ࠍ⸳⟎ߒޔฦቇ㘃ߩᆔຬࠍ㧟ㇱળߦ㈩⟎ߒޔታോဳߩߢᡰេߦขࠅ⚵ࠎߢࠆߐޕ
ࠄߦޔᒰᆔຬળᆔຬ㐳ࠍᐔᚑᐕᐲ߹ߢߪᜂᒰቇ㐳㧔ቇോᜂᒰ㧕߇ോߡߚ߇ޔ
ࠃࠅታ〣⊛ޔലᨐ⊛ߦᬺോ߇ⴕ߃ࠆࠃ߁ޔᆔຬ߆ࠄߩㆬߢㆬߔࠆߎߣߦߒߚޕᐔᚑ
ᐕᐲએ㒠ߪห৻ߩᆔຬ߇ᆔຬ㐳ࠍോߡ߅ࠅߥ⊛⛯⛮ޔᡰេ߇⚵߹ࠇߡࠆޕ
ᐔᚑᐕᐲߦᒛ⒖ォߒߚዞ⡯ᡰេቶߦ߅ߡޔዞ⡯ᵴേㅴ〝ㆬᛯߩߚߩߐ߹ߑ
߹ߥ߈⚦߆ߥࠨࡐ࠻ࠍⴕߞߡ߅ࠅߩߘޔ㊀ⷐߥ⟎ߠߌߢࠆޟዞ⡯ࠟࠗ࠳ࡦࠬޠ
ߪ␠ޔળߩേ߈߿ቇ↢ߩ࠾࠭ࠍ〯߹߃ߡ⋥ߒࠍⴕޔᐕ㑆⚂ࠦࡑ㐿⻠ߒޔᐕޘฃ
⻠⠪ࠍჇ߿ߒߡࠆޕ
ቇ↢߆ࠄߩዞ⡯߿ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆਇ߿ᖠߺߩ⋧⺣ߦኻߒߡ⾗ޔᩰࠍᜬߟࠠࡖࠕࠞ࠙
ࡦࠍᐔᚑᐕᐲ߆ࠄᲤᣣ㈩⟎ߔࠆࠍߣࠅߦࠄߐޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄߪޔㅳ㧝࿁
ᤨ߹ߢ⋧⺣ᤨ㑆ࠍᑧ㐳ߒޔᄛ㑆ਥ߽ࠦࠬߚቇ↢╬߳ߩଢᕈะࠍ࿑ߞߚ߹ޕ
ߚߩ࠲ࡐࠨࡉ࡚ࠫߩࠄ߆ࠢࡢࡠࡂޔᵷ㆜දജ߽ߞߡޔㅳ㧝࿁㧔ᧁᦐᣣ㧕ߪࠞ
࠙ࡦࠍ㧞ੱ㈩⟎ߔࠆߎߣߦࠃࠅࠣࡦࡦ࠙ࠞޔઙᢙߩჇടߦኻᔕߒߡࠆޕ
⚻ᷣ⁁ᴫᖡൻ߿᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆ෩ߒዞ⡯ⅣႺߦኻᔕߔࠆߚޔᣂߚߥᡰេ╷ࠍ
ᐔᚑᐕᐲ߆ࠄᰴߩߣ߅ࠅታᣉߒߡࠆ⚻ޕᷣ⊛ߥᡰេߣߒߡޔዞ⡯ᵴേߦ㑐ࠊࠆㅢ
⾌ߩ৻ㇱഥ㧔ᦨᄢ㧕ࠍታᣉߒޔජߩഥࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕዞ⡯ࡃࠬ࠷
ࠕࠍડ↹ߒ᧲ޔ੩߿บߢ㐿ߐࠇࠆวหડᬺ⺑ળ╬ߦෳടߔࠆቇ↢ࠍޔᄢቇߢᚻ
㈩ߒߚࡃࠬߢળ႐߹ߢㅍㄫߒߚᧂޔߦࠄߐޕౝቯߦࠃࠅዞ⡯ᵴേࠍ⛮⛯ߒߡࠆ㧠ᐕ↢
ࠍኻ⽎ߣߒߡᦼ⑺ޔวหડᬺ⺑ળߩ㐿߿⋧⺣ળࠍታᣉߒߡࠆ⚿ߩߘޕᨐޔᐔᚑ
ᐕᐲතᬺ↢ߩዞ⡯₸ߪޔ㧑㧔᧲ർ㧑㧕ߣޔㆊᦨૐࠍᦝᣂߒߚ೨ᐕߩዞ⡯
₸㧑߆ࠄᡷༀߐࠇߡࠆޕ
ቇ↢߳ߩᖱႎឭଏߦߟߡߪޔᐔᚑᐕᐲߦ࠾ࡘࠬ࠲ޟዞ⡯ᡰេቶㅢାࠍޠഃ
ೀߒࠅࠃޔりㄭߥߣߎࠈ߆ࠄ߈⚦߆ߥᖱႎ⊒ାࠍⴕ߁ߎߣߣߒߚޔߚ߹ޕᐔᚑᐕᐲ
ߪ*2ࠍ࠾ࡘࠕ࡞ߒߔ߿ࠅ߆ࠊߢࡓࠗ࠲ޔᖱႎ⊒ାࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔᣂߚߦዉ
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ߐࠇߚቇോᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍᵴ↪ߒޔ᳞ੱᖱႎ৻ⷩ߿ቇᄖቇౝࡒ࠽ߩឝタࠍలታ
ߐߖᖱႎឭଏࠍⴕߞߡࠆޕ
ᣢත⠪ߩ߳ߩᡰេᒝൻߩߚ*ޔ2ࠍ࠾ࡘࠕ࡞ߒߚ㓙ߦޔතᬺ↢ߩࡔ࠾ࡘࠍ⸳ቯ
ߒޔᣢත⠪߇ᣂࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ⅣႺࠍᢛߔࠆߣߣ߽ߦޔᣢත⠪
㒢ቯߩᖱႎࠍ*2ߦឝタߒߚᧄޔߚ߹ޕቇ㐿วหડᬺ⺑ળ߳ߩෳടޔዞ⡯⋧⺣߽↪
ߢ߈ࠆߣߥߞߡࠆޕ
⼔⠪ߦኻߒߡߪޔᐔᚑᐕᐲ߆ࠄ࠳ࠗࠢ࠻ࡔ࡞ߦࠃࠆᖱႎឭଏࠍ㧞࿁㧔ޔ
㧟㧕ⴕߞߚ⼔ޔߚ߹ޕ⠪ࡒ࠽ࠍᒁ߈⛯߈㐿ߔࠆߣߣ߽ߦᧄޔቇਥߩวหડ
ᬺ⺑ળߦ߅ߡߪ⼔ޔ⠪߽↪ߢ߈ࠆ⺣⋧ࠕࡖࠠޟળ⼔ޔߌ⸳ࠍޠ⠪ะߌߩࠨ
ࡐ࠻ߩలታࠍ࿑ߞߚޕ
એਅߦޔㆊ㧟ᐕ㑆ߩㅴ〝⁁ᴫࠍ␜ߔ㧔⾗ᢱ㗁ෳᾖ㧕ޕ
ᐔᚑᐕᐲතᬺ↢ߩዞ⡯₸ߪ⚻ߚߒ⊒ࠍ┵ߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑޔᷣ⁁ᴫᖡൻߩᓇ㗀ࠍ
ฃߌޔᄢቇ↢ߩዞ⡯ౝቯ₸߇ㆊᦨૐࠍᦝᣂߔࠆߣ߁෩ߒ⁁ᴫߩߥ߆ᧄޔቇߦ߅
ߡ߽ᐔᚑᐕᐲතᬺ↢ߩዞ⡯₸ߦᲧߴߡ㧞ࡐࠗࡦ࠻ૐߊ㧔㧑㧕ߥߞߚߦࠄߐޕᐔᚑ
ᐕ㧟ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀߽ߞߡޔ⠉ޔᐔᚑᐕᐲතᬺ↢ߩዞ⡯₸
ߪᧄޔቇߦ߅ߌࠆㆊᦨૐ㧔㧑㧕ࠍ⸥㍳ߒߚߥ߁ࠃߩߎޕ෩ߒዞ⡯ⅣႺߦኻᔕߔ
ࠆߚޔᣂߚߥᡰេ╷㧔ᰴߩ㗄⋡ෳᾖ㧕ࠍ⻠ߓߚ⚿ᨐޔᐔᚑᐕᐲතᬺ↢ߩዞ⡯₸ߪ৻
ᤓᐕᐲਗ㧔㧑㧕ߦᡷༀߐࠇߚޕ
ᧄቇቇ↢ߪ᧲ޔർ㑐᧲ᣇࠍਛᔃߣߒߚᄙ᭽ߥᬺ⒳߳ዞ⡯ߒߡࠆ߇ᦨޔᄢߩ․ᓽ
ߣߒߡߪޔቇ↢ߩり⋵ߢߩ⊛ᬺ⒳ዞ⡯⠪㧔ᢎຬޔ࿖ኅᣇോຬޔ㊄Ⲣ㧕߇৻ቯ
Ყ₸ࠍභߡࠆߎߣ߇ߍࠄࠇޔᐔᚑᐕᐲዞ⡯⠪ᢙߩ߁ߜㆊඨᢙ㧔㧑㧕ࠍභࠆ
߹ߢߩ⁁ᴫߣߥߞߡࠆޔߪࠇߎޕฦቇ㘃ߩᢎ⢒⋡ᮡߦࠃࠆᚑᨐߣ⹏ଔߔࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆ․ߦࠄߐޕᓽࠍߍࠆߣޔᣇോຬߩჇട߇⪺ߒߊޔᐔᚑᐕᐲතᬺ⠪ታ❣ߢߪޔ
೨ᐕᐲߣᲧセߒߡੱ㧔ੱψੱ㧕Ⴧടߒޔᐔᚑᐕᐲතᬺ⠪ታ❣ߦ߅ߡ߽หᢙ
ߣߥߞߡࠆޕ

㧡㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦኻߔࠆቇോᵴേ㕙ߢߩኻᔕ
γ㧕ⵍἴ⠪ᡰេ
ⵍἴ⠪ᡰេߩ․ᨒߣߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲߪቇᢱ  ฬޔᬺᢱ  ฬߦኻߒߡో
㗵㒰ࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕᐔᚑ  ᐕᐲߪޔቇᢱ  ฬޔᬺᢱ  ฬߦኻߒߡో㗵
㒰ࠍⴕߞߚޕᐔᚑ  ᐕᐲߪ࿖߆ࠄߩ੍▚㗵ߦኻߒߡㆡ↪⠪߇ᄙߊࠆߔࠎߡࠍࠇߎޔ
ߚⵍޔἴ⠪⟵េ㊄߿ᅑቇነઃ㊄ߦട߃ ޔජߩቇౝភ⟎ࠍⴕߞߚޕ

δ㧕ᔃりߩஜᐽ▤ℂ
ᣣᏱⴕߞߡࠆり⊛⸻≮߮ᔃℂ⋧⺣ߩ✚ᢙߪޔቇ↢ᢎ⡯ຬࠍߡᐕ㑆 
㨪 ઙߢផ⒖ߒߡ߅ࠅޔ㔡ἴߣේ⊒ߦࠃࠆᄢ߈ߥᄌേߪࠄࠇߡߥߒޕ
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ࠈޔᔃℂ⋧⺣ߩ᧪⺣ቇ↢ᑧᢙߪޔ㔡ἴߩߞߚᐔᚑ  ᐕᐲߪ⚂  ઙߣޔᐕߩᐕ㑆
 ߆ࠄ  ઙߣ߁ᢙߦᲧߒߡᷫዋߒߚޔߛߚޕේ⊒ߦ↱᧪ߔࠆℂ↱ߢߩભㅌ
ቇ⠪߇ޔዋᢙߢߪࠆ߇ሽߒߡࠆߩߎޕᢙሼࠍ᳖ጊߩ৻ⷺߣߒߡߣࠄ߃ࠆߥࠄޔ
ቇ↢ߩਛߦߪਇࠍᛴ߃ߥ߇ࠄ↢ᵴߒߡࠆੱ߇ẜߒߡࠆߎߣ߽ᗐቯߖߑࠆࠍᓧ
ߥޕ㕙⊛ߥᢙሼߦߣࠄࠊࠇࠆߎߣߥߊޔᓟ߽ৼካߦࡈࠜࡠߒߡߊᔅⷐ߇
ࠆޕ

ε㧕ࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേ
㔡ἴේ⊒߇⊒↢ߒߡએ᧪ޔፉᄢቇߩᄙߊߩቇ↢߇ߘࠇߙࠇߩ႐ᚲߢ⥄⊒⊛
ߦࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേࠍⴕߞߡߚޔࠍࠇߎޕቇ↢ߩ⊒᩺ߢ⚵❱ൻߒޔᐔᚑ  ᐕ㧡ߦ
ޟፉᄢቇἴኂࡏࡦ࠹ࠖࠕࡦ࠲ߜ┙ࠍޠߍᧄޔቇᢎຬߩᜰዉߩਅߦᵴべߒߡ
ࠆੱޔߚ߹ޕ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߦ߅ߡߪޔᢎຬߣቇ↢ߩදߦࠃߞߡޔᐔᚑ  ᐕ㧠
ࠃࠅޟሶߤ߽ᡰេࡊࡠࠣࡓޔߖߐ࠻࠲ࠬࠍޠቇ↢ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᵴべߦࠃߞߡ
ᄢ߈ߥᚑᨐࠍߍߡࠆޔߦࠄߐޕᐔᚑ  ᐕ㧣ߦ⋵ޔౝߩᄢቇኾ㐷ቇᩞߩቇ↢߇
ㅪ៤ࠍขࠅวߥ߇ࠄߩ߹ߒߊ߰ޔ㔡ἴᓳ⥝ᡰេࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚ߹ߒߊ߰ޟ
ᓳ⥝ᡰេቇ↢ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍޠፉᄢቇ߇ਛᔃߣߥߞߡᆎേߐߖޔ⸳ቛࠍ⸰ߒ
ߡࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩᡰេࠍⴕߞߡࠆ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕ߚߒ߁ߎޕቇ↢ߩᵴേࠍᡰ
េߔࠆߚోޔቇㅢ⑼⋡ߩ⥄ޟᏆቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠕࠖ࠹ࡦࡏߡߒߣޠᵴേߩන
ቯࠍⴕߞߡࠆޕ

ζ㧕ቇᄖ⠪ࠍਛᔃߣߒߚ࿅ߩᵴേ
ේ⊒ߪߧߖᦼ੍ޔᒻߢፉᄢቇߩቇോᵴേߦᄢ߈ߥ⽶ߩㆮ↥ࠍᱷߒߡࠆߘޕ
ࠇߪޔේ⊒ኻㆇേࠍฬ⋡ߦޔቇᄖ⠪ࠍਛᔃߣߔࠆࠣ࡞ࡊߩቇౝ࡞࡞ήⷞߩᵴേ
߇ᵴ⊒ൻߒߡࠆߣ߁ὐߢࠆߩߘޕ⢛ᓟߦߪޔࠄ߆ߦߎߩࠣ࡞ࡊߩ⚵❱ᄢ
ߩ⋡⊛߇ࠅޔේ⊒ߩߞߚፉ⋵ߩరᄢቇߢࠆፉᄢቇ߇ߘߩ࠲ࠥ࠶࠻
ߦߥߞߡࠆߩߎޕേ߈ߪᓟ߽⛯ߊߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆߎߣ߆ࠄߚߒ߁ߎޔേ߈߆ࠄ
ᧄቇߩቇ↢⥄ᴦࠍࠆߎߣߪᧄޔቇߩቇോᵴേߩᓟߩᄢ߈ߥ⺖㗴ߣߥߞߡࠆޕ

η㧕⹜ᐢႎ߳ߩᓇ㗀
ේ⊒ߪᧄޔቇߩቇോᵴേߦኻߒߡߩߟ৻߁߽ޔᄢ߈ߥ⹜✵ࠍ⺖ߔߎߣߣߥߞߚޕ
ߘࠇߪޔේ⊒ߩᓇ㗀ࠍ࿁ㆱߔࠆߚޔፉᄢቇ߳ߩቇ߇ᢘ㆙ߐࠇࠆߩߢߪߥ
߆ߣ߁ ᔨߢࠆޔߚߩߎޕፉᄢቇߪේ⊒ߩᓇ㗀ࠍಽᨆߔࠆߣߣ߽ߦޔቇ
ౝߩ✢㊂ߩ᷹ቯߣߘࠇߦၮߠߊ᭴ౝ㒰ᨴࠍⴕ⚿ߩߘޔᨐࠍߔࠆദജࠍⴕߞ
ߚޔߚ߹ޕቇౝ߿ፉᏒߩ✢ⅣႺߦ㑐ߔࠆቴⷰ⊛ᖱႎࠍឭଏߔߴߊޔቇ㐳ࠍਛ
ᔃߦㄭ㓞ߩ㜞ᩞ⸰ࠍⓍᭂ⊛ߦⴕߞߚޔߦࠄߐޕᔒ㗿⠪ోຬࠍኻ⽎ߦᬌቯᢱࠍήᢱߦ
ߔࠆភ⟎߽ⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔፉᄢቇߩᔒ㗿⠪߇ỗᷫߔࠆߣ߁ᣂ⡞╬ߩ೨੍᷹
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ߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ೨ᐕᐲࠍ࿁ࠆᔒ㗿⠪ࠍ₪ᓧߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕ޕ
ߚߛޔፉᏒߩߩ⁁ᴫ߇ઁ⋵ߦߪᱜ⏕ߦવࠊߞߡߥน⢻ᕈ߇ࠆߚߦ․ޔ
⋵ᄖᔒ㗿⠪ߩ₪ᓧߦะߌߚᐢႎᵴേߪޔᓟ߽☼ࠅᒝߊ⛮⛯ߒߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ

θ㧕ዞ⡯ᡰេ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠅዞ⡯ᵴേߩᓇ㗀ࠍฃߌߚቇ↢ߩߚߦ*ޔ2ޟዞ⡯ߩᐢ႐✕ᕆ ޠ
ࠍ㐿⸳ߒޔㅦ߿߆ߥᖱႎឭଏᡰេࠍⴕߞߚޔߦࠄߐޕౝቯࠍขࠅᶖߐࠇߚቇ↢ߩ⁁
ᴫࠍ⏕ߒޔขࠅᶖߒડᬺ߳ߩ⁁ᴫ⏕߿ޔቇ↢ߩᏗᦸߦᔕߓߚ᳞ੱᖱႎߩᡰេࠍⴕ
ߞߚޕ

㧢㧕ஜ▤ℂࡦ࠲ߩ․⦡ข⚵߮⺖㗴
ஜ▤ℂࡦ࠲ߪޔකᏧ㧞ੱ⼔⋴ޔᏧ㧞ੱ߇㈩⟎ߐࠇᧄޔቇቇ↢߮ᢎ⡯ຬߩஜ
▤ℂߦ㑐ߔࠆኾ㐷⊛ᬺോࠍⴕߞߡࠆޕᬺോౝኈߪᄙጘߦࠊߚࠆ߇ߪߢߎߎޔᐔᚑ  ᐕ
ᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕ㧥߹ߢߦⴕߞߚᬺോߩਥߥὐߦߟߡㅀߴࠆޕ
γ㧕ቇ↢ቯᦼஜᐽ⸻ᢿ
Ფᐕޔ㧠߆ࠄ㧡ߦ߆ߌߡޔቇᩞஜోᴺߦၮߠ߈ቇ↢ቯᦼஜᐽ⸻ᢿࠍⴕߞߡ
ࠆޕฃ⸻₸ߪޔり㐳㊀᷹ቯߩฃ⸻⠪ࠍၮḰߦߡߺࠆߣޔ㧝ᐕ↢ ઍޔ㧞㧟
ᐕ↢ ઍޔ㧠ᐕ↢એ ઍߢផ⒖ߒߡ߅ࠅޔቇᐕߦࠃࠅ߫ࠄߟ߈߇ᄢ߈ޕ㧝ᐕ↢
ߪฃ⸻⟵ോᗧ⼂߇㜞ߎߣߣޔ㧠ᐕ↢ߪዞ⡯ᵴേ╬ߢりᬌᩏᦠ߇ᔅⷐߦߥࠆߎߣߢ
ฃ⸻₸߇Ყセ⊛㜞৻ᣇޔ㧞㧟ᐕ↢ߪޔฃ⸻ߔࠆᔅⷐᕈࠍ߹ࠅ⼂ߒߡߥߚ
ૐ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕஜᐽ▤ℂ㕙߆ࠄߩฃ⸻ߩᔅⷐᕈߩᐢႎࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔฃ⸻
ᤨ㑆ߥߤޔฃ⸻ߩߒᤃߐߥߤࠍߐࠄߦᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
߹ߚޔ㧝ᐕ↢ߦߪቯᦼஜ⸻ᤨߦ 72+㧔ᔃりߩஜᐽ⁁ᘒࠍ߁࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻㧕ࠍ⸥タ
ߐߖᔃりߩஜᐽᐲߩࠬࠢ࠾ࡦࠣࠍⴕߞߡࠆޕᓟᣣޔ
ޟᱫߦߚߊߥࠆߩߤߥޠ㗄⋡
ࠍ࠴ࠚ࠶ࠢߒߚቇ↢ߩ߮ߛߒ㕙ធࠍⴕࠅࠃޔᗧ⟵ߥቇ↢↢ᵴࠍㅍࠆߚߩᡰេ
ࠍⴕߞߡࠆ⥄ޔߪࠇߎޕᲕ੍㒐ߦ߽ߟߥ߇ߞߡࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ

δ㧕ᣣᏱ⸻≮ߦ߅ߌࠆ∛᳇߿ߌ߇ޔᔃℂ⋧⺣ߩ⁁ᴫ
ᣣᏱⴕߞߡࠆり⊛⸻≮߮ᔃℂ⋧⺣ߩ✚ᢙߪޔቇ↢ᢎ⡯ຬࠍߡᐕ㑆 
㨪 ઙߢផ⒖ߒߡࠆ≮⸻ޕౝኈߪޔᗵ౨᭽∝⁁㧔ࠊࠁࠆ㘑㇎ߣࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ
ࠍ㧕ߦࠃࠆฃ⸻⠪߇ᄙߊࠍභߡࠆޕᐔᚑ  ᐕ߆ࠄ  ᐕߦ߆ߌߡ⁴ᆭࠍ߰ࠆ
ߞߚᣂဳࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ㧔*0 ߩᵹⴕᦼߦߪޔᄢߩᖚ⠪߇ߒነߖߚߚޔᗵᨴ⠪
ߩߚߩㇱደࠍߟߊࠅᬌᩏޔᴦ≮ࠍⴕ߁ߥߤ․ޔߥኻᔕࠍᔅⷐߣߒߡᄙᔔࠍᭂߚޕ
৻ᣇޔᔃℂ⋧⺣ࠍᏗᦸߒߡ᧪⺣ߒߚቇ↢ߩᑧߴᢙߪᐕ㑆  ߆ࠄ  ઙߢផ⒖ߒߡ
ࠆޕ㧔ߚߛߒ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴߩߞߚᐔᚑ  ᐕᐲߪ⚂  ઙߣỗᷫߒߚޕ㧕⋧⺣ౝኈ
ߪޔኻੱ㑐ଥ㗴ߥ⊛ᤨ৻ޔㆡᔕ㓚ኂ㧔㧡∛ߥߤ㧕
ࠖ࠹࠽࠰ࡄޔ㓚ኂޔ៨㘩㓚ኂޔ
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ᒁ߈ߎ߽ࠅߥߤ᭽ޔ߇ࠆߢޘㄭᐕߩ․ᓽߣߒߡߪޔතᬺ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ߽ߩޔዞ⡯ߦ
㑐ߔࠆ߽ߩޔᕜᗲ㗴ߦ㑐ߔࠆ߽ߩޔᢎຬ߆ࠄߩ⚫ߩჇടޕࠆࠇࠄߍ߇ߤߥޔත
ᬺ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ߽ߩߣߒߡߪޔත⺰߇ㅴ߹ߥޔᜂᒰᢎຬߣ߁߹ߊ߆ߥߥߤߩ⋧
⺣߇ࠆޕዞ⡯ᵴേߩᔔߒߐ߿㓹↪ⅣႺߩ෩ߒߐߦࠃࠆࡊ࠶ࠪࡖߩߚත⺰߇ᚻ
ߦߟ߆ߥߣ߆ޔᢎຬ߇⋡ᜰߔࡌ࡞ߣቇ↢ߩ⢻ജߩ⪭Ꮕߥߤ߇ߺࠄࠇߚޕᕜᗲ㗴
ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߣߒߡߪᄬᕜߩ⋧⺣߇ᄙ߇ߩߎߪߡߟ߆ޔ⒳ߩ⋧⺣ߪ⥄ಽߢਸ਼ࠅ߃
ࠆ߽ߩߢ⋧⺣ߦ᧪ࠆߎߣߪṌᄙߦߥ߆ߞߚ߽ߩ߇Ⴧ߃ߡࠆޕቇ↢᳇⾰ߩᄌൻ߇ુ߃
ࠆޕᢎຬ߆ࠄߩ⚫ߩჇടߪޔᐔᚑ  ᐕߦቇ↢ߩ⥄Ვኻ╷߇ోቇ⊛ߦⴕࠊࠇޔᒰࡦ
࠲ߣߩㅪ៤߇ᒝ߹ߞߡࠆߎߣ߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆߛ߹ޔߚ߹ޕᢙߎߘዋߥ߇⊒ޔ
㆐㓚ኂߣᕁࠊࠇࠆቇ↢ߦࠃࠆ⋧⺣߇ዋߒߕߟჇ߃ߡࠆ㧔⾗ᢱ 㨪 㗁ෳᾖ㧕ޕ
ᢎ⡯ຬߦࠃࠆᔃℂ⋧⺣ߪޔઙᢙߪዋߥߥ߇ࠄᲤᐕ৻ቯᢙߪࠆ⺣⋧ޕౝኈߪੱ
⊛㗴߆ࠄ⡯ോߦ㑐ߔࠆ߽ߩ߹ߢ᭽ޔ߇ߛޘㄭᐕߩ․ᓽߣߒߡߪ㕖ᱜⷙ⡯ຬ߆ࠄߩ⋧
⺣ߩჇട߇ߍࠄࠇࠆޕౝኈߪ⡯႐ߩੱ㑆㑐ଥޔߩ㊂߿⾰ߦ㑐ߔࠆ߽ߩ߇ᄙޕ

ε㧕↥ᬺකᵴേ
ஜ▤ℂࡦ࠲ߩකᏧߪᧄቇߩ↥ᬺකߦછߐࠇߡ߅ࠅޔ㧝࿁⒟ᐲ⡯႐Ꮌⷞࠍ
ⴕޔోⴡ↢ᆔຬળߦ⚿ᨐࠍႎ๔ߒߡࠆޔߚ߹ޕᢎ⡯ຬቯᦼஜ⸻ߩ⚿ᨐ߆ࠄ∔ޔ
∛ߩ▤ℂಽࠍᚑߒ߽ࠇߎޔోⴡ↢ᆔຬળߦႎ๔ߒߡࠆޔߦࠄߐޕᄢቇߩᣂⷙ
ណ↪⠪ߩోⴡ↢ᢎ⢒ࠍޔ㧝ᤨ㑆⒟ᐲ⻠ޔṶᒻᑼߢⴕߥߞߡ߈ߚޕ
߹ߚోޔᢎ⡯ຬࠍኻ⽎ߦޟ⡯ᬺᕈࠬ࠻ࠬ◲ᤃ⺞ᩏࠍޠᲤᐕߩ⡯ຬஜ⸻ߦࠊߖߡ
ੱ⺖ࠍߪߓߣߒߚ㑐ଥㇱ⟑ߩදജࠍᓧߡⴕ⚿ޔᨐࠍੱߦࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߒߡ
࡞ࡈࠤࠕߩ৻ഥߦߒߡ߽ࠄ߁ߣߣ߽ߦޔ⡯႐ߏߣߩࠬ࠻ࠬ⁁ᴫࠍోⴡ↢ᆔຬળ
߮ോㅪ⛊ળߦ߅ߡႎ๔ߒޔ⡯႐ߩࠬ࠻ࠬシᷫߦᓎ┙ߡߡ߽ࠄߞߡࠆޕ

ζ㧕ᐔᚑ  ᐕ㧟ߦߎߞߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߮ේ⊒ߦኻᔕߒߚᵴേ
ᧄቇߢߪᄢ㔡ߦࠃࠆੱ⊛ⵍߥ⊛‛ޔኂߪዋߥ߆ߞߚ߇ޔේ⊒ߦࠃࠆ㊀ᄢߥ
⢻ἴኂߦ⥰ࠊࠇߚߚޔ✢ⵍᦑࠍᔃ㈩ߔࠆ᭽߇⺣⋧ߥޘነߖࠄࠇޔኻᔕߒߡ
߈ߚ߫߃ߣߚޕᰴߩࠃ߁ߥ⋧⺣ߢࠆޕ
㘩ߴ‛ߦ⢻߇߹ࠇߡߥ߆ᔃ㈩ߢ㘩߇ㅴ߹ߥޕ
᳓ߪࡍ࠶࠻ࡏ࠻࡞ߩߺޕ
ቇ↢㘩ၴߩ㘩᧚ߦࠪ࠙ࡓ߇߹ࠇߡߥ߆ᔃ㈩ߢࠆޕ
㥦ⴊ߇㗫❥ߦࠆ߇⢻ߩᓇ㗀ߢߥ߆ޕ
ஜ⸻ᤨߩዩߦࠪ࠙ࡓ߇ᬌߐࠇߥ߆ߞߚ߆ᢎ߃ߡ߶ߒޕ
ૐ✢㊂ⵍᦑߪஜᐽⵍኂ߇ዋߥߎߣߪ㗡ߢߪࠊ߆ߞߡߡ߽ਇߪࠆޕߤߥ ޕ
ߎࠇࠄߦኻߒߡޔකቇ⊛ߥ⺑ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦᧄޔቇߩෂᯏኻ╷ᧄㇱࠍਛᔃߦⴕࠊ
ࠇߡࠆ᭽ߥޘ⢻ኻ╷ࠍ⺑ߒߡᱜ⏕ߥᖱႎឭଏⴕޔోߢࠆߎߣࠍ⚊ᓧߒ
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ߡ߽ࠄ߁ࠃ߁ߦദߡ߈ߚޕᄢㇱಽߩᣇࠍ߈⌕ߜ⪭ߪޘขࠅᚯߒߚ߇৻ޔߛ߹ޔㇱߦ
ߪᒝਇᗵࠍᜬߞߡࠆੱߚߜ߇ࠆߎߣ߽⏕߆ߢࠆޕ
߹ߚޔἴኂ⋥ᓟߦߪᧄቇߦㆱ㔍ᚲ߇⸳⟎ߐࠇߚ߇ޔᒰࡦ࠲ߪක≮ᢇ⼔߮ᔃ
ߩࠤࠕߩᓎഀࠍᜂߞߚޕㆱ㔍⠪ߩ߶ߣࠎߤ߇⌕ߩߺ⌕ߩ߹߹ߢㆱ㔍ߒߡ߈ߡ߅ࠅ⮎ޔ
߽ᜬߚߕޔஜᐽࠍኂߒ߿ߔ⁁ᘒߢߞߚߚޔᚒߩޘᵴേ߇ᓎߦ┙ߜ߅ޔࠇߩᤨ
ߦߪᶡࠍᵹߒߡᗵ⻢ߐࠇߚᣇ߽ߡޔᚒ߽ߡߞߣߦޘᄢᄌ߁ࠇߒߎߣߢߞߚޕ

㧣㧕ోቇቇോᵴേߩᓟߩዷᦸ
γ㧕⹜ᐢႎߩ⺖㗴
ේ⊒߇ᧄቇߩᔒ㗿⠪ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߪޔᓟ߽የࠍᒁߊߎߣࠍⷡᖗߔࠆᔅⷐ߇
ࠆ⋵ޕౝ߆ࠄߩᔒ㗿⠪ߦߟߡߪޔᄢቇߩ✢ⅣႺߩቴⷰ⊛⁁ᴫ߇ࠆ⒟ᐲ⍮ࠇᷰ
ߞߡ߅ࠅޔᢙሼߩߢߩᓇ㗀ߪ↢ߓߡߥ⋵ޔߒ߆ߒޕᄖ߆ࠄߩᔒ㗿⠪ߩᷫዋะ
ߪ⛯ߡ߅ࠅ⚿ߩߘޔᨐޔᔒ㗿⠪ࠆߪቇ⠪ߩ⋵ౝ㜞ᩞ↢ߩභࠆഀวߪ 㧑ࠍ
߃ޔㆊᦨ㜞ࠍ⸥㍳ߒߡࠆޕర߆ࠄߩᔒ㗿⠪ഀว߇㜞ߣ߁ߎߣࠍุቯ⊛ߦ
߫߆ࠅߣࠄ߃ࠆᔅⷐߪߥ߇ޔ࿖┙ᄢቇߢࠆએޔరߛߌߢߪߥߊో࿖ߩ⧯⠪ߦ
㐷ᚭ߇㐿߆ࠇߡࠆᔅⷐ߇ࠆޔߚ߹ޕዋሶൻߦࠃࠆᔒ㗿⠪ੱญߩᷫዋߦട߃ߡޔ
ፉ⋵ߦ߅ߡߪ⧯⠪ߩ⋵ᄖᵹߣ߁ᷓೞߥ㗴ࠍᛴ߃ߡࠆߩߘޕᗧߢߦ߆ޔ
ઁ⋵߆ࠄߩᔒ㗿⠪ࠍ₪ᓧߔࠆ߆ߪޔፉᄢቇߩᓟࠍ⠨߃ࠆߢ߈ࠊߡ㊀ⷐߥ⺖㗴
ߢࠆ৻ޕጀߩⅣႺᡷༀߩദജߣᖱႎ⊒ାߦദࠆߎߣߪ൩⺰ߢࠆ߇ߩߘޔ೨ߦޔ
రߩߺߥࠄߕో࿖⊛ߦ߽ሽᗵߩࠆᄢቇࠍ⋡ᜰߒߡߦࠄߐޔᢎ⢒⎇ⓥᯏ⢻ࠍలታ
ߐߖߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ

δ㧕ቇ↢ਛᔃߩᄢቇࠍ⋡ᜰߒߡ
౨㗡ߢ߽߰ࠇߚ߇ޔፉᄢቇߩၮᧄℂᔨߢࠆ⥄ᴦ⥄┙ߩ♖ߩዅ㊀ߪޔቇ↢ߩ
⺖ᄖᵴേࠍᅑബߔࠆ㓙ߩᄢቇߩၮᧄ⊛ߥᆫߢࠆޟߩ♖ߩߎޔߛߚޕዅ㊀ޔ߇ޠ
ᄢቇߩ৻ᣇ⊛ߥଢቱߣ⥄↱ߩឭଏߣ߁ߎߣߦ⍵ዊൻߒߡߪߥࠄߥ⥄ޕᴦߣ⥄┙
ߩ♖ࠍ߆ߦᶩ㙃ߒⴕേߩࡌ࡞ߦߟߥߍߡߊ߆ߣ߁ߎߣ߇ࠊࠇࠆߴ߈ߢ
ࠆޕ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦ⥄ޔᴦߣ⥄┙ߩ♖ߦၮߠ߈ޔᄢቇߣߒߡ᭽ߪߺ⚵ߥޘḰߒ
ߡࠆ߇ޔᱷᔨߥ߇ࠄߘࠇߦᔕ߃ࠆߛߌߩቇ↢ߩ⥄ᴦ⢻ജ߇චಽߦߪࠊߞߡߥ
ߣ߁ታ߇ࠆޕ᭽ߥޘᯏળࠍㅢߓߡޔᣣߩቇ↢ߩታᘒߦᴪߞߚ߈߆ߌࠍߒߡ
ߊᔅⷐ߇ࠆޕ
ᗵᨴ∝ኻ╷ޔ㓚ኂࠍߔࠆቇ↢ߩᡰេ࡞࠲ࡦࡔޔ㕙ߩ㗴ࠍᛴ߃ࠆቇ↢ߩ⸻ኤ⋧
⺣ߩᢛߥߤޔቇ↢ߩஜᐽ▤ℂߦ߅ߌࠆ⺖㗴ߪᄙ᭽ൻߒߡࠆޕஜ▤ℂࡦ࠲
ޔቇ↢⋧⺣ቶߣᢎ⡯ຬߣߩㅪ៤ࠍᒝൻߒߡขࠅ⚵ࠎߢ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ട߃ߡᧄቇߪޔ೨ㅀߒߚࠃ߁ߥේ⊒ߦ߁✢ⅣႺߦኻߔࠆਇߣ߁㗴ࠍ
ᛴ߃ߡࠆޕቇ↢ߩታᘒᛠីߦദޔᔅⷐߥኻ╷ࠍ⻠ߓߡߊޕ

61


ε㧕ዞ⡯ᡰេ
ᢎ⢒ߩᚑᨐࠍቴⷰ⊛ߦ␜ߔߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆߥ⊛┵߽ᦨޕᚑᨐߩᜰᮡߩ৻ߟ߇ޔ
ዞ⡯⁁ᴫߢࠈ߁ޟࠆࠁࠊޔߪࠇߘޕዞ⡯₸ߥ߹߁ߣޠᢙሼߢߪߥߊޔㅴ
〝⁁ᴫ߇ੱ᧚⢒ᚑ⋡⊛ߦว⥌ߒߚ߽ߩߦߥߞߡࠆߎߣࠍ␜ߔߎߣߢࠆޕ෩ߒዞ
⡯ⅣႺߩਛߦߞߡ⺖ߩߎޔ㗴ߩ㆐ᚑߦߪ࿎㔍߇߁߇ޔ᭽ߥޘᎿᄦߦࠃߞߡߘߩታ
ࠍ⋡ᜰߒߚ⋵ޔ߫߃ޕౝࠆߪቇౝߢⴕߞߡࠆวหડᬺ⺑ળߩ⁁ᴫࠍ
ࠇ߫ޔፉᄢቇߩቇ↢ߩណ↪ࠍᦸࠎߢࠆડᬺߪᄙᢙሽߒߡࠆޕቇ↢ߩᏗᦸߣડ
ᬺߩ᳞ੱߣࠍ߁߹ߊࡑ࠶࠴ࡦࠣߢ߈ࠇ߫ޔᏗᦸߦᴪߞߚዞ⡯ߦߟߥߍࠆߎߣߪน⢻
ߢࠅߩߚߩߘޔᖱႎឭଏ⺣⋧ޔ⺑ޔળ╬ߩડ↹ࠍࠅࠃޔⓍᭂ⊛ߦⴕߞߡ
ߊᔅⷐ߇ࠆ⋵ޔߚ߹ޕౝડᬺࠍਛᔃߣߒߚࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊ߳ߩෳട߽ߘߩߚߩ
㊀ⷐߥᯏળߢࠆߎߣ߆ࠄޔⓍᭂ⊛ߦᡰេߒߡ߈ߚߥ߆⚦߈ޔߚ߹ޕዞ⡯ᡰេ
ߩߚߦߪޔቇ↢৻ੱ߭ߣࠅߩዞ⡯ᵴേ⁁ᴫࠍᄢቇ߇ᛠីߒߡ߅ߊߎߣ߇ਇนᰳߢ
ࠆࠩࠗࡃ࠼ࠕޕᢎຬޔቇോᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߥߤࠍㅢߓߡޔቇ↢ߩዞ⡯ᵴേ⁁ᴫࠍᛠ
ីߒৼޔካߥዞ⡯ᡰេࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
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ੱޣ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪޤ
㧝㧚ੱ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߩᢎ⢒⋡ᮡߣ᳞ࠆቇ↢
ੱ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߢߪ㧘ᢎຬࠍߪߓၞ߿ડᬺߥߤߢᵴべߢ߈ࠆᐢ⟵ߩᢎ⢒⠪㧔ੱ㑆⊒㆐ᡰេ⠪㧕ࠍ⋡ᜰߔ
ᗧ᰼ࠍᜬߜޔතᬺ߹ߢߦᰴߩ㧠ߟߩജࠍりߦઃߌߚߣ⠨߃ࠆቇ↢ࠍฃߌࠇ߹ߔޕ
ੱ㑆߅ࠃ߮ᢥൻߦኻߒ⋧߿ߺ⚵ߩࠄࠇߘޔ㑐ଥߦߟߡޟℂ⸃ߒតⓥߔࠆജޠ
ਥ⊛ߦታߦ߰ࠇޔ߈߆ߌࠆ߿ੱޟᢥൻߣ㑐ࠊࠆജޠ
⺖㗴ࠍ⊒ߒ⍮⼂߿ᛛⴚࠍㅢߒߡ⸃ޟߒഃㅧߔࠆജޠ
⸥㧟ߟࠍၮ␆ߣߒߡోޔߣߒߡੱ㑆ߩ⊒㆐ࠍᡰេߒᢥൻࠍ⢒ࠎߢߊޟᢎ߃⢒ജޠ
ੱ㑆⊒㆐ᢥൻቇ㘃ߦߪੱޔ㑆⊒㆐ኾޔᢥൻតⓥኾⴚ⧓࠷ࡐࠬޔഃㅧኾߩਃߟߩኾ߇ࠅ߹ߔޕฦ
ኾ߇᳞ࠆቇ↢ߪᰴߩㅢࠅߢߔޕ
ੱ㑆⊒㆐ኾߢߪ㧘ᢎ⢒ߩታ߿ᱧผߦኻߔࠆ⍮߿㧘⏕߆ߥᔃℂቇ⊛⍮㧘ᐜఽᦼ߆ࠄ↢ᶦߦࠊߚࠆੱ
㑆ߩ⊒㆐㧘․ߥᢎ⢒⊛࠾࠭╬ߦᒝ㑐ᔃ߇ࠅ㧘᧪㧘㑐ㅪಽ㊁ߢሶߤ߽ߚߜࠍᡰេߔࠆ⡯ᬺ╬ߦߟ߈
ߚߣ⠨߃ߡࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
ᢥൻតⓥኾߢߪ㧘ੱ㑆ߩ⊒㆐ߦ߆߆ࠊࠆ⸒⺆ᢥൻ㧘ၞᢥൻ㧘↢ᵴ⑼ቇ㧘ᢙℂ⑼ቇߦߟߡߩࠇߙࠇߘޔ
ቇౝኈࠍᷓࠆߣߣ߽ߦ㧘㗔ၞ⋧ߩ㑐ㅪᕈ߿ᔕ↪ᕈࠍㅊ᳞ߒ㧘ߘߩᚑᨐࠍᢎ⢒႐߿␠ળߩਛߢ↢߆ߒ
ߡߎ߁ߣߔࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
ࠬࡐ࠷⧓ⴚഃㅧኾߢߪ㧘ࠬࡐ࠷⧓ⴚಽ㊁߿ᢎ⢒႐ߦ߅ߡᐢߊᵴべߔࠆኾ㐷ኅࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣ
ࠍߑߒߡ㧘ߎࠇࠄߩಽ㊁ߦᒝ㑐ᔃࠍ߽ߜ㧘㜞ᛛ⢻ߣᷓត᳞ᔃࠍ߽ߟቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
㧞㧚⹜ߩ㓙ߦ᳞ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃ
ੱ㑆⊒㆐ᡰេ⠪ߦߪ㧘ੱ㑆ߦኻߔࠆℂ⸃ߛߌߢߥߊ㧘㜞ᩞߢቇ߱ੱᢥ⑼ቇ߿␠ળ⑼ቇ㧘↢ᵴ⑼ቇ㧘ᢙℂ⑼ቇ㧘
⧓ⴚ㧘ࠬࡐ࠷ߥߤߩᐢ⍮⼂߇ᔅⷐߢߔޕᄢቇߦ߅ߡᣂߚߥ⍮⼂߿ᛛⴚࠍりߦߟߌࠆߚߦޔએਅߦߍ
ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃࠍߒߡࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
(1)㜞ᩞᤨઍ߹ߢߩၮ␆⊛ߥቇജታᛛ⢻ജ
(2)ᓧᗧಽ㊁ߦ㑐ߔࠆఝࠇߚℂ⸃ᛛ⢻㧔એਅߩ߁ߜ 1 ߟએ㧕
ᓧᗧߥᢎ⑼߿㗔ၞߩᗧౝኈࠍࠃߊℂ⸃ߒߡࠆޕ
ࠬࡐ࠷ߦ߅ߌࠆఝࠇߚታ❣ࠍߒߡࠆޕ
㖸ᭉ߿⟤ⴚߦ߅ߡఝࠇߚᛛ㊂ࠍߒߡࠆޕ
(3)ᢎ⢒ੱ㑆ᢥൻ␠ળ߳ߩ㗴ᗧ⼂ޔ߮ੱ㑆⊒㆐ᡰេߦኻߔࠆᒝᗧᔒ
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ⴕޣ╷ቇ㘃ߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪޤ
㧝㧚ⴕ╷ቇ㘃ߩᢎ⢒⋡ᮡߣ᳞ࠆቇ↢
ⴕ╷ቇ㘃ߢߪޔ21 ♿ߩၞ␠ળ߇⋥㕙ߒߡࠆ⻉⺖㗴ߦߟߡޔᐢߊቇ㓙⊛ߥⷰὐ߆ࠄቇ߮ࠄࠅࠃޔ
ߒ߿ߔஜᐽߢᢥൻ⊛ߥၞ␠ળࠍࠅߔߚߦޔතᬺ߹ߢߦᰴߩ㧠ߟߩജࠍりߦઃߌߚߣ⠨߃ࠆቇ↢ࠍ
ฃߌࠇ߹ߔޕ
ᴺၞⴕ␠ળᢥൻ╬ߩ⎇ⓥಽ㊁ߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛߆ߟኾ㐷⊛⍮⼂
࿖ၞ␠ળߦ߅ߌࠆ⻉㗴ࠍ⥄ࠄ⊒ߒ⺞ޔᩏಽᨆߔࠆ⢻ജ
⊒ߒ⺞ޔᩏಽᨆߒߚ⻉㗴ߦߟ߈⸃ޔߔࠆᔕ↪⊛⢻ജ
ୃᓧߒߚ⍮⼂⠨ኤߒߚ⚿ᨐࠍ⊒ߒࠆߔ⺰⼏ޔ⢻ജ
ⴕ╷ቇ㘃ߢߪޔ㧞ᐕ↢ߩ೨ᦼ㧔╙㧟ࡔࠬ࠲㧕߆ࠄޔᴺቇኾޔၞߣⴕኾ␠ޔળߣᢥൻኾߩ
ߕࠇ߆ߦᚲዻߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕฦኾߪޔᰴߩࠃ߁ߥၮ␆⊛ኾ㐷⊛ߥ⍮⼂߮⢻ജࠍりߦߟߌߚੱ᧚ߩ
⢒ᚑࠍ⋡ᮡߣߒߡ߹ߔޕ
ᴺቇኾ㧦ࠟ࡞ࡑࠗࡦ࠼㧔ޟᴺ⊛ߥᕁ⠨ޠ
㧕ࠍりߦߟߌߚߢޔᏒ᳃ߣߒߡߩᴦෳട್ⵙޔຬᐲޔડ
ᬺᴺോޔോຬߣߒߡߩᴺ⊛ታ〣ߥߤߦㆡᔕߒޔ࿖߅ࠃ߮ၞߩᴺ⊛㗴ࠍ⥄ࠄ⊒⸃ߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆޕ
ၞߣⴕኾ㧦ᴦⴕ␠ળߦ߆߆ࠊࠆ⎇ⓥಽ㊁ߩၮ␆⊛⍮⼂ߣޔၞߩ࿕ᕈߣᄙ᭽ᕈߦኻߔࠆ⺞
ᩏ⢻ജᕁ⠨ജࠍりߦઃߌߚ߁߃ߢޔၞ␠ળߩ⻉㗴ߩ⸃ߦะߌߡⓍᭂ⊛ߦ⽸₂ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
␠ળߣᢥൻኾ㧦␠ળቇޔᱧผቇޔᢎ⢒ቇޔᢥൻ⎇ⓥ╬ߦߟߡߩኾ㐷⊛⍮⼂ߣቇ㓙⊛⍮⼂ޔ߮⺞ᩏᖱ
ႎ⸃⺒⢻ജࠍりߦߟߌߚߢޔઍ␠ળޔၞ␠ળޔᱧผℂ⸃⇣ޔᢥൻℂ⸃ޔ࿖㓙ᵹ╬ߦ߆߆ࠊࠆ㗴
ࠍߺߕ߆ࠄ⊒⠨ኤߒ⸃ߩߘޔ⸃ߩᣇะᕈࠍߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧞㧚⹜ߩ㓙ߦ᳞ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃ
21 ♿ߩၞ␠ળ߇⋥㕙ߒߡࠆ⻉⺖㗴ߦߟߡޔᐢߊቇ㓙⊛ߥⷰὐ߆ࠄቇ߮ߔ߿ߒࠄࠅࠃޔஜᐽߢᢥൻ
⊛ߥၞ␠ળࠍࠅߔߚߩ⢻ജࠍᄢቇߦ߅ߡりߦߟߌࠆߚߦޔએਅߦߍࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ᛛ⢻㑐
ᔃࠍߒߡࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
(1)㜞ᩞᤨઍ߹ߢߩၮ␆⊛ߥቇജ㧔એਅߩ߁ߜ 1 ߟએ㧕
࿖⺆ޔᱧ᳃ޔℂ⑼ޔᢙቇޔᄖ࿖⺆ߦߟߡୃޔቇߦᔅⷐߥ⍮⼂ࠍߒߡࠆޕ
⸥⑼⋡ߩ߁ߜ߆ࠇߕޔ㧟⑼⋡ߦߟߡޔఝࠇߚ⍮⼂ࠍߒߡࠆޕ
(2)ઍ␠ળ߿ၞߩ⻉⺖㗴ߦ㑐ߔࠆℂ⸃ജᕁ⠨ജಽᨆ⛔วജജ㧔એਅߩ߁ߜ 1 ߟએ㧕
⺒ᦠ߿⺰ℂ⊛ߥᢥ┨ࠍᦠߊ⠌ᘠߦၮߠߊ㐳ᢥߩ⺒⸃ജⷐ⚂ജ
ᴦ⚻ᷣ␠ޔળ⊛ߥ㗴ߥߤߦ㑐ᔃࠍᜬߜޔᷓߊ⠨ኤߔࠆᘒᐲ
ᗧ឵ߦࠃߞߡ⸃╷ࠍ⠨߃ߛߔߚߩ⊒⸒ജᚗߪ⺰ὐᢛℂജ
ផ⮈⹜ߢߪޔ⸥ߩ㧝㧞ߦട߃ޔએਅߩὐࠍ⹏ଔߒ߹ߔޕ
ᣂߒၞ␠ળߠߊࠅߦ㑐ᔃࠍᜬߜޔၞ␠ળߩ⊒ዷߦ⽸₂ߒࠃ߁ߣߔࠆᗧ᰼ޔ
߮ᵹേ⊛ߥ␠ળߩᄌൻߦኻᔕߒޔㆊߦߩߥ⺖㗴ߦኻߒߡᨐᢓߦᗧ᰼
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⚻ޣᷣ⚻༡ቇ㘃ߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪޤ
㧝㧚⚻ᷣ⚻༡ቇ㘃ߩᢎ⢒⋡ᮡߣ᳞ࠆቇ↢
⚻ᷣ⚻༡ቇ㘃ߢߪޔઍ␠ળߢߎߞߡࠆ᭽ߥޘ㗴ߦ㑐ᔃࠍᜬߜ⚻ࠍࠄࠇߘޔᷣ⚻༡ߩⷞὐߢߣࠄ߃ࠆ
⢻ജࠍ߽ߟߎߣߦࠃߞߡ␠ޔળߢߩታ〣ജࠍ⊒ើߔࠆߚߦޔතᬺ߹ߢߦᰴߩ㧟ߟߩജࠍりߦઃߌߚߣ⠨߃
ࠆቇ↢ࠍฃߌࠇ߹ߔޕ
⡯ᬺੱ↢ޔᵴ⠪ߣߒߡ⥄┙ߒ␠ޔળ⊛୶ޔℂ⊛ߥⷰὐ߆ࠄ⥄ࠄࠍᓞߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
ᐢᢎ㙃ߣ⚻ᷣቇ⚻༡ቇಽ㊁ߩၮ␆⊛ኾ㐷⊛⍮⼂ߦၮߠߡޔታࠍಽᨆߒ⺰ޔℂ⊛ߦᕁ⠨ߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆ
⚻ᷣቇ⚻༡ቇಽ㊁ߩၮ␆⊛ኾ㐷⊛⍮⼂ࠍㆡಾߦᔕ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈⚻ޔᷣቇ჻ߣߒߡߩታ〣ജߣ㗴⸃
⢻ജࠍりߦߟߌߡࠆ
⚻ᷣ⚻༡ቇ㘃ߢߪޔ㧞ᐕ↢ߩᓟᦼ㧔╙㧠ࡔࠬ࠲㧕߆ࠄ⚻ޔᷣಽᨆኾޔ࿖㓙ၞ⚻ᷣኾޔડᬺ⚻༡ኾ
ߩਃߟߩኾߩߕࠇ߆ߦᚲዻߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕฦኾߪޔᰴߩࠃ߁ߥၮ␆⊛ኾ㐷⊛ߥ⍮⼂߮⢻ജࠍ
りߦߟߌߚੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍ⋡ᮡߣߒߡ߹ߔޕ
⚻ᷣಽᨆኾ㧦ࡒࠢࡠࡑࠢࡠ⚻ᷣቇߢߩ⻉⼏⺰ࠍㅢߒߡ⚻ᷣߩߒߊߺࠍ♽⊛ߦℂ⸃ߒޔᓧࠄࠇߚ⍮⼂ࠍ
㊄Ⲣ⚻ᷣࠍߪߓߣߒߚ⚻ᷣࠪࠬ࠹ࡓߩಽᨆߣߘߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆታ〣⊛ߥ⠨ኤߦᔕ↪ߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆޕ
࿖㓙ၞ⚻ᷣኾ㧦⚻ᷣቇ⊛⚛㙃ߦၮߠߊℂ⺰⊛ޔᱧผ⊛ޔ╷⊛ߦട߃ߡࠣࡠࠞ࡞ߥ⍮⼂ࠍりߦઃ
ߌߡᣣߩ⚻ᷣ␠ળࠍℂ⸃ߒޔ࿖㓙␠ળߣၞ␠ળߩ⺖㗴ߦℂ⺰⊛ታ〣⊛ߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ડᬺ⚻༡ኾ㧦ડᬺᵴേߦኻߒޔᄖㇱⅣႺࠍ〯߹߃ߡቯ㊂⊛ቯᕈ⊛ߦಽᨆߔࠆߚߩኾ㐷⊛⍮⼂ࠍߒޔ
ߘࠇࠍᔕ↪ߒߡડᬺ߅ࠃ߮ߘߩઁ⚵❱ߦ߅ߌࠆㆡಾߥᗧᕁቯ߇ߢ߈ࠆၮ␆⊛ജ㊂ࠍりߦߟߌߡࠆޕ
㧞㧚⹜ߩ㓙ߦ᳞ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃ
ઍ␠ળߢߎߞߡࠆ᭽ߥޘ㗴ࠍ⚻ᷣ⚻༡ߩⷞὐߢߣࠄ߃ࠆ⢻ജߣ␠ޔળߢߩታ〣ജࠍᄢቇߦ߅ߡり
ߦߟߌࠆߚߦޔએਅߦߍࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃࠍߒߡࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
(1)㜞ᩞᤨઍ߹ߢߩၮ␆⊛ߥቇജ
࿖⺆ޔᱧ᳃ޔℂ⑼ޔᢙቇޔᄖ࿖⺆ߦߟߡୃޔቇߦᔅⷐߥ⍮⼂ࠍߒߡࠆޕ
(2)⺒⸃ജᕁ⠨ജ⍮⼂ᵴ↪ജജ
(3)ઍ␠ળߢߎߞߡࠆ᭽ߥޘ㗴ߦኻߔࠆ㑐ᔃᗧ⼂ߣീቇᗧ᰼
(4)ᓧᗧಽ㊁ߦ㑐ߔࠆఝࠇߚቇജታ❣㧔ផ⮈⹜߮ኾ㐷㜞ᩞ✚วቇ⑼තᬺ↢⹜ߦᒰ㧕
ផ⮈⹜߮ኾ㐷㜞ᩞ✚วቇ⑼තᬺ↢⹜ߢߪޔ⸥ߩ㧝㧞㧟ߦട߃ޔએਅߩὐࠍ⹏ଔߒ߹ߔޕ
ផ⮈⹜㧔એਅߩ߁ߜ 1 ߟએ㧕
ⴕേജ߿ഃㅧജߦၮߠߚ߈ߴߔ⸥․ޔᵴേᱧࠍߒߡࠆޕ
★⸥ᖱႎ㑐ㅪߦኻߔࠆఝࠇߚ⍮⼂ߒߥޔ㑐ㅪ⾗ᩰࠍߒߡࠆޕ
⧷⺆╬ߩᄖ࿖⺆ߦ㑐ߔࠆఝࠇߚ⍮⼂ߒߥޔ㑐ㅪ⾗ᩰࠍߒߡࠆޕ
ኾ㐷㜞ᩞ✚วቇ⑼තᬺ↢⹜
★⸥ޔᖱႎ╬ߩታ〣⊛⑼⋡ߦኻߔࠆఝࠇߚ⍮⼂ࠍߒߡࠆޕ
㧔ᵈ㧕ቇ⹜㛎ߏߣߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪ㧔ቇ⠪ฃᣇ㊎㧕ߪฦ㓸ⷐ㗄ߦ⸥タߒ߹ߔ
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ࡓ࠹ࠬࠪ↢ޣℂᎿቇ㘃ߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪޤ
㧝㧚↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃ߩᢎ⢒⋡ᮡߣ᳞ࠆቇ↢
↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃ߢߪޔቇ↢߇තᬺ߹ߢߦੱޔ㧙↥ᬺ㧙ⅣႺ߇↢ߔࠆߚߩࠪࠬ࠹ࡓ⑼ቇࠍቇ߮ޔᕈ
ߦᔕߓߚታ〣⊛⎇ⓥߩ㛎ࠍⓍߎߣߢޔએਅߩ㧟ߟߩജࠍりߦઃߌࠆߎߣࠍᢎ⢒⋡ᮡߣߒߡ߹ߔޕ
ੱ㧙↥ᬺ㧙ⅣႺߩࠪࠬ࠹ࡓ⑼ቇߦ㑐ߔࠆᐢኾ㐷⍮⼂
ᐢⷞὐ߆ࠄ⺖㗴ࠍ⊒ߢ߈ࠆᢥℂⲢวဳߩᕁ⠨ജ
21 ♿ߩ⻉㗴ߦᚢߒ㗴⸃ߔࠆߚߩታ〣ജ
↢ࠪࠬ࠹ࡓℂᎿቇ㘃ߦߪੱޔ㑆ᡰេࠪࠬ࠹ࡓኾ↥ޔᬺࠪࠬ࠹ࡓᎿቇኾޔⅣႺࠪࠬ࠹ࡓࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ኾ
ߩਃߟߩኾ߇ࠅࠇߙࠇߘޔએਅߩࠃ߁ߥ․ᓽࠍ߽ߟ⎇ⓥᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߹ߔ⥝ߦ߆ࠇߕߩߘޕ߇
ࠅ⥄ޔಽߦㆡวߒߡࠆߣ⠨߃ࠆቇ↢ࠍ᳞߹ߔޕ
ੱ㑆ᡰេࠪࠬ࠹ࡓኾߢߪޔᔃℂቇ↢ℂቇ↢Ꮏቇߥߤߩࡅ࠻ℂ⸃ߦ㑐ࠊࠆ↢ࠪࠬ࠹ࡓ⑼ቇ߿ޔᖱႎ
ᯏ᪾㔚᳇㔚ሶᎿቇߥߤࠍၮ␆ߣߔࠆੱ㑆ᡰេߩᛛⴚ㐿⊒ߦߟߡߩ⎇ⓥߥߤࠍㅢߒߚᢎ⢒ࠇߘ߮ࠃ߅ޔ
ࠄߦᔅⷐߥၮ␆ᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߹ߔޔࠅࠃߦࠇߎޕතᬺᓟੱޔ㑆ᡰេᛛⴚಽ㊁ߢᵴべߢ߈ࠆੱࠍ⢒ߡߡ߹
ߔޕ
↥ᬺࠪࠬ࠹ࡓᎿቇኾߢߪޔൻቇᎿቇ᧚ᢱᎿቇߥߤࠍၮ␆ߣߔࠆⅣႺ⽶⩄ߩዋߥ߽ߩߠߊࠅᛛⴚޔᖱႎ
Ꮏቇ⚻ޔ༡Ꮏቇࠍࠄࠇߘߦࠄߐޔၮ␆ߣߔࠆ⋭⾗ḮᓴⅣဳ␠ળࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߦߟߡߩ⎇ⓥߥߤࠍㅢߒ
ߚᢎ⢒ߦࠄࠇߘ߮ࠃ߅ޔᔅⷐߥၮ␆ᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߹ߔ߇ࠅߊߠߩ߽ޔࠅࠃߦࠇߎޕᅢ߈ߢડᬺ⚻༡ߦ߽ᒝ
㑐ᔃ߇ࠅޔතᬺᓟࠕ࠾ࠫࡦࠛޔᑯℂ჻ߥߤ↥ᬺᡰេߩ᭽ߥޘಽ㊁ߢᵴべߢ߈ࠆੱࠍ⢒ߡߡ߹ߔޕ
ⅣႺࠪࠬ࠹ࡓࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ኾߢߪޔⅣႺಽᨆൻቇޔᵺൻᎿቇ↢ޔᘒቇ߿ၞ⸘↹ޔᵹၞ▤ℂ⸘↹ߥߤࠍၮ
␆ߣߔࠆⅣႺࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߥߤࠍㅢߒߚᢎ⢒ߦࠄࠇߘ߮ࠃ߅ޔᔅⷐߥၮ␆ᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߹ߔߎޕ
ࠇߦࠃࠅޔ᳓ࠍਛᔃߣߒߚⅣႺℂ⸃ߣ⥄ὼ⾗Ḯߩ⏕ోߦᒝ㑐ᔃ߇ࠅޔතᬺᓟޔⅣႺ▤ℂ⠪ޔⅣႺ
⸘㊂჻ޔኂ㒐ᱛ⠪ߣߒߡᵴべߢ߈ࠆੱࠍ⢒ߡߡ߹ߔޕ
㧞㧚⹜ߩ㓙ߦ᳞ࠆ⍮⼂ᛛ⢻㑐ᔃ
ᧄቇ㘃ߪੱޔ㑆ߦߟߡ⍮ࠅߚ⚻߿ࠅߊߠߩ߽ޔ༡ߦ⥝߇ࠆ⥄ޔὼ߿ⅣႺࠍ⺞ߴߚߩޔዋߥߊߣ߽ߤ
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こうした子どもたちの心と学び
を支援していこうと立ち上げたの

││ プ ロ ジ ェ ク ト で の︑ こ れ ま

体となって行った﹁子ども支援ボ

最 初 に 行 っ た の は︑ 学 生 が 主

での活動内容は︒

遊びや学びを通じながら︑子ども
ランティア﹂です︒平成 年４月

心のケア・子どもの心のストレス
的には子どもたちが行うことにな

ちが行っている地域復興も︑将来
市の避難所で延べ７００人の子ど

３００人の学生が︑福島市と郡山

から８月までの第Ⅰ期では︑延べ

こども支援担当マネージャー

「子どもの心をストレスから守る」リー
フレットを作成し配布した

︵人間発達文化学類 教授︶

森 知高

「子ども支援ボランティア」で活動する学生

経験に悪い経験はない︒
人がいて共に生きていく中で
経験を豊かなものにしていこう

││ こ ど も・ 若 者 支 援 部 門 の 活

人間発達文化学類等が中心と
たちに未来を託していくことを目

動概要を教えてください︒

なって運営しているこども・若者
的としており︑名称には︑今私た

が
﹁未来のたね﹂
プロジェクトです︒

支援部門には︑学びと遊びの支援・
アセスメント・若者支援の４つの
という意味を込めています︒

る︑そのために今たねを蒔こう︑
もを支援しました︒ 月から現在

チームがあります︒私は主に学び

23

と遊びの支援と︑うつくしまふく
しま未来支援センターとの橋渡し
役として全体のマネジメントを担
当しています︒
││ こ れ ま で 子 ど も の 心 の ケ ア
については︑どの様な支援を行っ
てきましたか︒
震災で︑子どもたちは心に様々な
負担を負いました︒そうした子ど

1948 年生まれ。体育科教育学が専門で、子
どもの健康と運動など、子どもの体力向上に
取り組んできた。原発事故の影響で県内の子
どもたちの体力低下や、肥満・ケガが増えて
いることを懸念しており、今後プロジェクト活
動の一つに組み込んでいきたいと考えている。

特集
こども・若者支援部門

鯉のぼりを復興のシンボルになぞら
え、様々なメッセージを込めたものを
展示した「koi 鯉アートのぼり」プロ
ジェクトは、国内外にその支援の輪が
広がっている

1

もたちのストレスケアのため︑児童・
園児の保護者を対象とした対処の
作成しました︒また︑福島市と郡

ポイントをまとめたリーフレットを
山市の児 童・園児１︑
８７０人を対
定し︑どんなタイプのストレスが問題

象に︑日常の行動からストレスを評
になっているかを調べるストレスアセス
データを集めました︒それにより小

メント調査を実施し︑１︑
３２２人の

く︑親が不安を感じると︑子ども

さい子どもほどストレスを感じやす

9

11
12

も不安を強くすることが分かりま
した︒
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── 笑顔咲く、未来のたねを共に ──

仮設住宅や避難所での学習支援の様子

松市・本宮市の仮設住宅を回り︑

までの第Ⅱ期では︑福島市・二本

バラになっていた友だちにも会え

れも子どもたちにとっては︑バラ

キャンパス﹂も開催しました︒ど

使って勉強を教える﹁日曜子ども

た﹂という学生の言葉が︑
彼らの気

員になることは考えられなかっ

いる子どもをそのままにして︑教

も︑
﹁目の前で悲惨な目にあって

持ちを象徴していると思います︒

人の学生が︑延べ８００人の子ど
るよい機会だった様で︑とても喜

人間発達文化学類長から聞いた

なっていると言えます︒

教員を目指す彼らの〝たね〟にも

が必要です︒大学にはそのための

ますが︑それまでは長期的な支援

経てば子どもたちも自立していき

が区切りと言われています︒ 年

ました︒ボランティア活動を機に︑

れに役割を決めて行うようになり

チームに分かれ︑その中でそれぞ

が︑実際に運営を任せると自然と

た︒教員は初めの指導は行います

彼らの力はすごいなと感じまし

となって行っていますが︑改めて

これらの活動は全て学生が主体

もへの支援活動を行いました︒参
んでもらえました︒

話ですが︑ボランティア活動を始
施設も人材も揃っているのですか

支援は 年・ 年・ 年・ 年

める前に避難所の現状を視察に
学生の自主性や自主的に学ぶ力が
良いことだったと思います︒

ら︑それらを上手く活用しながら︑

と思っています︒

とって非常によい経験となった

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 は︑ 学 生 に
もなりに悪い環境を受け入れつ

と っ て は︑ 今 が 現 実 で す︒ 子 ど

避難している子どもたちに

てお聞かせください︒

こ と は 間 違 い あ り ま せ ん︒ 例 え
気持ちを持っています︒どんな状
況においても子どもたちは強い

つ︑そんな中でも学びたいという

すが︑それでもお互い慣れるまで
環境を作ってあげることが︑今の

なと思いますが︑できるだけ良い

ば︑子どもは大人より︑年齢の近

は 軋 轢 も あ っ た と い い ま す︒ ま

う か︒ プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 を 通 し

私たちの役目ではないのでしょ
て︑ 子 ど も た ち が 自 分 た ち が 受

くなってしまうという常に変化し
の心も不安定になり︑ボランティ

向かっていく││その歩みをこれ

けたことを糧としながら将来に
からも支えてあげたいですね︒

来を支える子ども達のために〜﹂を

告﹂があり︑避難所等におけるこれ

の学校状況調査アンケート結果報
部は﹁大震災後の教育復興に向け
て │ 子どもの生活変化の視点から
│﹂と題した基調報告と︑
﹁震災後

語られ︑次に 名のパネリストらに

としての将来像﹂について意欲的に

ンティア経験をとおして捉える教員

人間発達文化学類の学生から﹁ボラ

ションが行われた︒ ここではま ず︑

待﹂をテーマとしたパネルディスカッ

部は﹁福島の教育復興ビジョンへの期

学校の状況などが示された︒ 第

までの子ども達の様子や県内小中

平成 年 月 日に開催した︒ 第

島の教育復興へ向けて 〜福島の未

ことを目的としたシンポジウム﹁福

を交流させて教育復興を促進する

つ︑教育現場を支える経験と叡知

震災後の教育現場の状況を共有しつ

興を推進した︒ 同会は︑東日本大

進める会﹂を組織し︑県内の教育復

﹁大震災後の福島県の教育復興を

内の教育関係諸団体と協力連携して

福島大学人間発達文化学類は県

教育復興シンポジウム

しかしそうしたことがあって

いったこともあったそうです︒

アの人たちに対し暴力をふるうと

つづける人的環境の中で︑子ども

た︑仲良くなったと思ったらいな

い学生の方が打ち解けやすいので

はいかがですか︒

││ 今 後 の 活 動 の 方 向 性 に つ い

行った際︑真新しいランドセルを

の生徒︑総勢２００名が集まり︑バ

││ 活 動 に 参 加 し た 学 生 の 様 子

育ったのは︑大変な状況の中でも

ら帰り︑段ボールで仕切られたス
ペースに戻って行ったそうです︒
その姿を見て︑震災や原発事故さ
えなければ⁝と胸がいっぱいにな
り︑私たちがこの子たちの力になる
と決意を新たにしたそうです︒ そ
の気持ちが︑みんなのパワーの源に
なっているんだなと感じました︒
││ 学 習 支 援 以 外 で は︑ ど ん な
ものがありますか︒
８月には︑サテライト校に通う
高校生を対象としたスポーツフェ
ス テ ィ バ ル を 開 催 し︑ 約 ２ ０ ０
名が参加してスポーツを楽しみ
ました︒ 月にはクリスマスパー
ティーに子どもと保護者を招待し
たり︑２月には高校受験を控えた
中 学 生 を 対 象 に︑ 大 学 の 教 室 を

人間発達文化学類を中心とした活動

﹁２０１１青春スポフェス！﹂
サテライト高校生スポーツフェスティバル
準備作業を経て今回のイベント開催

日に福 島 大 学で
カー︑ソフトボールの４つの種目で仲

レーボール︑バスケットボール︑サッ

去 る８ 月
都が被災地へのスポーツ支援事業と

間とチームを組み︑
一日︑スポーツを

となったものである︒ その後︑東京

存分に楽しんだ︒また︑
女子バスケッ

イベントを開催した︒このイベントは︑
一流アスリートの派遣を申し出てく

して︑このイベントに予算の補助や

トボール元日本代表の萩原美樹子

﹁２０１１青春スポフェス！﹂という

れることになり︑より盛大なイベン

借りして高校生活を送っている福島
トに膨らんでいった︒

表のヨーコゼッターランドさん︑ソフ

18

３・ の震災により︑他の高校に間
県内のサテライト高校生を中心に︑
イベント当日は︑サテライト高校

トボール元日本代表監督の宇津木

うであった︒

見て︑イベントの成功を実感したよ

ちがスポーツを楽しんでいる様子を

うであったが︑サテライト高校生た

業と当日の運営で走り回り大変そ

備した学生たちは︑連日の準備作

再会の場にもなっていたようだ︒ 準

た人など︑このイベントが友達との

とって一緒のチームを組んで参加し

や︑県外に転校した友達に連絡を

いた友達と久しぶりに再会できた人

サテライト校になって会えなくなって

参加した高校生の中には︑別々の

トを大いに盛り上げてくれた︒

援をして生徒達と触れ合い︑イベン

りして駆けつけ︑スポーツ指導や応

妙子さんらが多忙な日程をやりく

生︑そしてサテライト受け入れ高校

さんや︑女子バレーボール元米国代

高校ごとにチームを編成し︑対戦す
るスポーツ大会である︒
イベントの運営は︑福島大学でス
ちで実際にスポーツイベントを企画︑

ポーツを専攻する学生が︑自分た
準備︑開催まで行う﹁スポーツ企画
演習﹂という授業で企画した︒授業
の中で学生たちが︑震災復興のため
にスポーツで何ができるかを考えて
いたときである︒みんな︑なかなか
良い案を出せずにいたのだが︑そん
な中︑
一人の学生が﹁私の弟がサテラ
とは離ればなれだし︑今年は例年

イトの高校に通っているけど︑友達
行われる体育祭も出来ないらしい﹂
という話を切り出した︒﹁それだっ
たら福島大学のスポーツ施設を使っ
て︑サテライト高校生のための合同
体育祭をやろうじゃないか！﹂という

2

これからも大学だからこそできる

類の学生ですので︑この経験は︑
5

背負った女の子がちょうど学校か

3

加者のほとんどが人間発達文化学

ＮＰＯと連携しながら延べ４００

ボランティア活動の原点となった写真
親子で楽しいひとときを過ごしたクリ
スマスパーティー

様々な形の支援を続けていきたい

1

12

12

ことで一気に話がまとまり︑連日の

77

の一歩となるシンポジウムとなった︒

となった福島県の教育復興に向けて

者等の多くの参加者による県民一体

市民・教育関係者・ＰＴＡ・大学関係

する声などの多様な意見が出され︑

を含めたこれからの教育復興に期待

も未来に向けた新しい教育の創造

た︒ また︑会場の一般参加者から

の方向性などについて議論がなされ

よる課題の提示と今後の取り組み

7

23

17

13
14

学生の授 業の一環として例年 行って
きた「自然体験学校」
。昨年は被災し
た子どもたちを招待した復興支援プロ
ジェクトとして実施し、子どもも学生も
大きく成長した

10 10

1

11

││先 生 は 震 災 時 は 何 を さ れ て
大きいですね︒震災直後は水や電

難所におきたかったということも

がまた始まるかな︑と思ったのが

かったので︑支援活動を行う事態

これはかなりの規模の地震だと分

た︒阪神・淡路大震災の経験から︑

大学へ出かけようと思った時でし

鈴木 私は自宅にいて︑ちょうど

かったですね︒

友達を連れてきてくれることも多

できる︒そういう意味では学生が

気も晴れるし︑何より食事を提供

り︑大学の避難所で動いていれば

家に閉じこもって孤立しているよ

るか分からない状況でしたから︒

気も止まっており︑次に何が起こ

いましたか︒

正直なところです︒翌日には県の

ね︒燃料等の問題もありましたし︒

││共 に い れ ば 心 強 い で す も の

社会福祉協議会へ顔を出してボラ
ンティア災害対策本部の立ち上げ

ており︑３日目からは福島市でも

区からどんどん避難者が入ってき

段ボールをあらゆるところからか

寒さをちょっとでも和らげようと

てね︒居住スペースを作るときも

鈴木 ええ︑あの時はかなり寒く

ための女性専用スペース︑子ども

と思います︒着替えや授乳をする

浪江町の方から避難者が来たの
て作っていったけど︑福大の避難

など︑過去の震災では必要に応じ

を同時に進めなければなりません
を進めました︒

所では最初から作るつもりで設営

で注意したことはありますか︒

││他 に 避 難 所 の 運 営 を す る 上

ゆっくりできた﹂と言ってもらえ

目 に あ っ た け ど︑ こ こ に 来 た ら

うとしたことですかね︒
﹁大変な

鈴木 できるだけ日常に近づけよ

い経験でした︒

営を手伝えたというのはとてもよ

自分たちが思うやり方で避難所運

に提案するようになったんです︒

くことがいろいろ出てきて︑先生

だん日を経るうちに私たちが気付

げますし︑運動不足も解消できま

ろを分ければ健康被害の問題も防

ました︒寝るところと食べるとこ

放してもらって居住空間とは分け

た︑食事の場所も生協の食堂を開

んだと思います︒

からこそ︑いろんなことが出来た

学生がこうしようと言ってくれた

個人の発想でしかないですから︒

んですよ︒私がどんなに考えても

るのは私の方でもとても助かった

鈴木 学生の方から提案してくれ

までの常識ではタブーとされてき

の本の整理という感じですね︒今

性陣︑男性は物資の運搬や図書館

各自が考える避難所運営をこの経

ンティアに参加した一人ひとりが

りました︒私だけじゃなく︑ボラ

を出してくれるのでやりがいがあ

伊藤 先生がどんどんゴーサイン

ボランティア支援担当マネージャー

︵行政政策学類 教授︶

鈴木典夫

を確認し︑県庁や市役所へも足を

避難所が立ち上がっていたので︑
き集めました︒バタバタと走り出

延ばしました︒夕方からは相双地

様々な場所へ赴き情報収集を行い

設計図を描いて皆に指示を出して

したが︑あらかじめ私の頭の中で

しながらの避難所運営ではありま

ました︒
││ 日には福島大学も避難所と

鈴木 はい︒まだ県のＨＰでも福

いたので︑大きな混乱はなかった
大の避難所開設は広報されていな
部屋︑みんなで寛げる団らんの間

して開放しましたよね︒

かったのですが︑ 日にはすでに
で︑ 日開設とはいえ受付と設営
でした︒スタッフもかなり大わら
した︒ただ︑学生に対しては労働

わで︑学生にも協力を呼びかけま
力として期待した面はもちろんあ

るような状態を早く作るよう努力

りましたが︑学生を守る責務を避

しました︒たとえば︑食事は初日

すから︒それから日常のリズムを

から温かいものを出しました︒ま

取り戻してもらうために意識的に

ましたが︑学生にはどんどん避難
験からつかみとったと思います︒

役割分担しました︒食事作りは女

所の中に入ってコミュニケーショ

たね︒

今後の大きな自信につながりまし

鈴木 大学が避難所になることは

ンをとるよう指示しました︒その
いですから︒

結果的には大きな教育的効果があ

方が避難者の要望を吸い上げやす

││過 去 の 震 災 の 教 訓 を 活 か し

るということです︒予断を許さな
きるんですよね︒

た 運 営 だ っ た わ け で す ね︒ 伊 藤

││ 国 立 大 学 が 避 難 所 に な る の

い状況でも学生たちはちゃんとで

ましたか？

は 全 国 初 だ そ う で す が︑ そ の メ

さんは学生として避難所を支え

伊藤 私はボランティアをするの

リットは他にもありますか︒

て こ ら れ て︑ ど ん な こ と を 感 じ

が初めてだったので︑最初の２〜
くので精一杯でした︒でも︑だん

行政政策学類３年

23

︵Ｈ 年度︶

︵Ｈ 年度︶

土谷一貴

人間発達文化学類４年

伊藤 航

23

山形県出身。福島大学避難所の学生
ボランティアの中心として活躍した。
福島大学災害ボランティアセンターの
初代センターマネジメントチーム。

27
28

３日は鈴木先生の言うとおりに動

78

5

岩手県出身。福島大学災害ボ
ランティアセンターの活動の中
心を担うセンターマネージメント
チームを務めている。

大学が避難所になった日。
そこには教員と学生の知恵で生まれた
温かい日常がありました。

福島大学避難所

特集
学生団体 福島大学
災害ボランティアセンター

避難所での炊き出し。初日は物資が
ないため、寮生から野菜や調理器具
をかき集めて作った

15

1961 年生まれ。主な研究分野は地域福祉、コミュニティ
ワーク。阪神・淡路大震災で京都市社会福祉協議会地域
福祉活動専門員として支援業務を行う。福島大学に赴任
後は中越地震、中越沖地震、岩手・宮城内陸地震の長期
的支援を行った。東日本大震災では福島大学の避難所開
設・運営にあたり、中心的な役割を担うとともに、その後
の被災者支援に取り組んでいる。

── 福大発。新しい絆を共に ──

16

16

ンパワーがあることですね︒学生

鈴木 まず第一に教員や学生のマ
をしていました︒

ネットワークを作るべきだという話

どれだけ救いになったことか︒ま
災害ボランティアセンターなん

││そ の 第 一 段 階 が︑ 福 島 大 学

のキャラクターが避難者にとって
た教員のネットワークは強力なサ
で す ね︒ 成 立 の 経 緯 を 教 え て 頂

土谷 震災当初︑福大の学生ボラ

けますか︒

ポートになります︒教授陣のもつ
ネットワークは災害対策本部を凌
は様々な分野のエキスパートがい
ンティアは大きく つあったんで

ぐほどですよ︒それから︑大学に
ますから︑健康︑メンタルケア︑
す︒ つは福大の避難所を支えた

言ができることも大きいですね︒

者の方が抱える問題に専門的な助
福大にあったボランティアグルー

ボランティア︑ つ目はもともと

子ども︑法律︑福祉などなど避難

ただ︑避難所はいつか閉鎖になりま
プ key's
︵キーズ︶
︑ つめは福島
市のあづま総合運動公園の避難

す︒ ところが︑福島の震災復興は

て他県からのボランティアニーズの受

たちには︑被災地にある大学とし

なりません︒だから早い段階で学生

心的役割を担う機関が必要だった

ティアニーズに対応するには︑中

生がおっしゃったようなボラン

は個々に活動していましたが︑先

所で活動していた福 Love
︵フクラ
ブ︶というグループです︒今まで

かなりの長期戦を覚悟しなければ

け皿となる体制が必要だし︑さらに

伊藤 初期の活動は︑相双地域の
が︑傾聴ボランティアですね︒現

は井戸端訪問と呼んでいるのです

を行いました︒あとは︑自分たち

が建ってからは物資搬入の手伝い
津波被害にあった建物の泥だし
在の活動はどう？土谷君︒
土谷 今は主にコミュニティづく

や避難所への物資搬入が主でし

福島大学災害ボランティアセンター

で遊んだり︒県北地域に仮設住宅

べない保育園の子どもたちと屋内

た︒あと原発事故の影響で外で遊

れているのですか︒

││ 具 体 的 に は ど ん な 活 動 を さ

から活動を開始しました︒

立を決定し︑学校が始まった 月

ことから三者の代表が集まって設

は他大学を巻き込んだボランティア

学生団体

大学間学生連携による被災者支援ボランティア

足湯や手湯をしながら︑被災者の

ています︒ あとは足湯活動ですね︒

たり︒ もちろん井戸端訪問も続け

ンを図ったり︑自治会の手助けをし

トを通して仮設内のコミュニケーショ

りのお手伝いをしています︒ イベン

いくでしょうから︑そのコミュニ

設住宅から復興支援住宅になって

かなければなりません︒今後は仮

もたちの成長をずっと見守ってい

射能の問題がありますから︑子ど

ことです︒また︑福島の場合は放

人に対する支援に移行するという

者もだんだん落ち着いてきている

鈴木 震災から１年が過ぎて被災
しかもそれを 年︑ 年と長期ス

ほど地味な活動になるはずです︒

う︒これらは新聞ネタにならない

ティの見守りも必要になるでしょ

方の悩みなどを聞いています︒

からね︒もちろん︑
こうしたコミュ

の段階に来ているのかもしれない

ければならないけど︑そろそろ次

ニティ支援は地道に続けていかな

ればなりません︒私は続けていき

らこそ草の根的にやっていかなけ

忘却との戦いですね︒でも︑だか

パンで展開しなければならない︒

ま す よ︒ 学 生 が 代 替 わ り し て も
ずっとね︒阪神・淡路大震災では

鈴木 全員に対する支援から︑高
終わりなんてありませんから︒

り支援をこれからも︒この活動に

方がいます︒福大ならではの見守

今でもそうした活動を続けている
齢者や介護が必要な人︑何らかの

議会︶
︑県内のボランティアセンター

ティアセンター︵福島県社会福祉協

なる３月 日の福島市入りに

が︑東日本大震災から１年と

クトは﹁日本をひとつに結びた

向けて行われた︒このプロジェ

学生の目線や感覚を十分に活か

学生らがたすきをつなぎ︑福島

い﹂という想いを胸に︑
各地の大

佐 藤 宗 らが 昨 年

月に発 足
させた﹁全国学生プロジェクト﹂
発事故を風化させてはいけな

︵Ｊ ＡＳＰ ︶
︒ 震 災 被 害や 原

いと︑会員制交流サイト﹁フェ
都 道 府 県の

を 呼 び 掛 け︑

学生ネットワークのメンバーは左図の

イスブック﹂などを通じて参加

通り︒ それぞれのブロックの大学の

全国の大学生らが応じたプロ

福島大生有志の呼び掛けに︑

〜日本全国メッセージ集め ＆ たすきリレー

﹁日本を一本に﹂

トピックス

事情で困っている人など︑特定の

││次の段階と言うと？

ね︒

20

ジェクト﹁ 全 国たす きリレー﹂
学生団体﹁福島大学災害ボラン
代表者らが集まりネットワーク会議

ふくしま復興支援学生ネットワーク

ティアセンター﹂で活動する福島大学
を定期的に開催し︑各大学や各地

同士の新しい絆を結ぶと同時に︑学

したこの学生ネットワークは︑大学

への応援メッセージを集めなが

域の活動を尊重しながら︑県内各

生ボランティアの新しい可能性を切

らゴールを目指すというもの︒

地のボランティアやプロジェクトへの協
働活動を行う︒アドバイザーには︑

り開くものとして今後の期待が高

行うことを目的とした﹁ふくしま復
興支援学生ネットワーク﹂が︑昨年
ふくしま学生災害ボランティア支援

福島工業高等専門学校
いわき明星大学

郡山健康科学専門学校
日本大学工学部
ポラリス保健看護学院
国際メディカル
テクノロジー専門学校
郡山女子大学

福島介護福祉専門学校
福島学院大学
桜の聖母短期大学
福島大学

10

企画したのは福島大４年の

月から本格的に始動している︒

支援

会津大学

まっている︒

各所ボランティアセンター

支援

チーム
︵教員︶
︑福島県災害ボラン

から仮設住宅へ移った被災者のニー
ズの把握や心のケアなどを行い︑各
大学または各地域の学生が共に情
報交換をし合い︑連携をとりなが
ら幅広く活動を行っている︒ 現在の

ふくしま学生災害ボランティア
支援チーム︵教員︶

この学生ネットワークは︑避難所

いながらふくしまの震災復興支援を

などが加わる︒

学・専門学校の学生が連携を取り合

の学生が発起人となり︑県内の大

11

共鳴した︒ リレーは沖縄県か

２４００人を超える学生らが

海ルートと︑大分県から四国︑

ら中国︑東北地方を走る日本

都府県

近畿︑関東地方を走る太平洋
ルートをたどる︒ 計

観客らにも横断幕にメッセージ

で１人１キロずつ走り︑沿道の
を寄せてもらい︑見事完走し
た︒当日のリレーの様子は︑Ｊ
ＡＳＰのホームページ︵ http://
︶にて 公
watalucky.com/jasp/
開中︒

29
30

福島県災害ボランティア
センター︵県社協︶
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ML（メーリングリスト）情報共有

10

仮 設 住 宅 でのバーベキュー。
こうしたイベントを通してコミュ
ニティづくりを後押ししている
＊各大学・各地域の活動情報共有
＊各大学活動ノウハウ共有・提供
MS = 各大学マネージャースタッフ（キーパーソン）

会津 災害
ボランティア
ネットワーク
いわき 災害
ボランティア
ネットワーク
県中 災害
ボランティア
ネットワーク
県北 災害
ボランティア
ネットワーク

MS

MS

外で遊べない福島の子どもたちのために福大ボ
ラセンが企画した三重のサマーキャンプ。放射能
問題がある福島では未来を担う子どもたちへの
支援も欠かせない項目のひとつだ

3

復興支援学生ネットワーク会議
（毎月 1 回）
他大学協働ボランティア活動

28

5

仮設住宅を訪問しての足湯活
動。話を聞きながら心もゆっ
くり解きほぐしていく
津波の被害が大きかった相双
地方では瓦礫の片付けや泥だ
しボランティアを行った

1

3

2

支援
（2011.9 月現在）

支援

MS

MS

ふくしま復興支援
学生ネットワーク

38

構内の一角に設けられた「福島大学災害ボラン
ティアセンター」
。周囲には、全国から寄せられた
支援物質が所狭しと並ぶ

7
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