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くみこ、楠

木原

淳一

深尾 昌峰、堀

哲、服部

-1-

それでは、早速、議事に入らせていただきます。まず原口総務大臣より、ご挨拶及び本

-2-

恨みの心、あるいは差別された悲しみをエネルギーにして、拡大をしていきます。

とだと思います。格差が拡大をし、そしてファシズムは、その格差における怨嗟、人々の

なうちわを一方向にあおげば、全部そちらに引っ張られてしまう。これはとても危険なこ

日本放送協会の福地オブザーバの代理として、金田専務理事にご出席をいただいており

ます。

ります。一人一人の絆が緩やかで、分子と分子の間が疎であれば、それは気体です。大き

本日、後構成員と工藤構成員はご欠席と承っております。

ーナリズムは一つの方向へ流れていく。気体、液体、固体――物体の三体というものがあ

ない、多くのものが両論併記になっていて、国民には正しいことが伝わらず、そしてジャ

この会合の模様は、インターネットにより中継をさせていただいておりますので、ご了

承いただければと思います。

何故これが起きたのか。国会の議事録で見る限りは、どこに統治の主体があるかわから

に突入していくわけでございます。

を務めさせていただきます座長の濱田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

皆様には、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。本日、議事進行

んご案内のとおり、その数年後にはナチス・ドイツと我が国は結んで、そして亡国の戦争

危険であるという記述でございます。しかし、これが昭和１２年でございますから、皆さ

利保障等の在り方を考えるフォーラム第１回会合を開催させていただきます。

した。そこには、ナチス・ドイツの記述がございました。ナチス・ドイツについて非常に

それでは、定刻となりましたので、今後のＩＣＴ分野における国民の権

【濱田座長】

驚いたことに、昭和１２年に、当時の日本政府は『国体の本義』という本を出していま

５．議事録

・フリーディスカッション

た。

（２）意見交換

た。私も実際、国会の議事録の中に、一体いつがポイント・オブ・ノー・リターンなのか、

ジャーナリズム、民主主義が侵されて、多くの声がふさがれたということを学んできまし

故あの戦争に突入したのかでございました。私たちは社会科の教科書で、軍部が独走して、

のテーマは２つでした。何故３年８カ月、あの戦争を止めることができなかったのか、何

３年前、読売新聞がなさった「検証・戦争責任」というフォーラムがございました。こ

ています。

ミュニケーションにおける権利を保障する、このことを一番の目的にしていきたいと考え

このフォーラムの趣旨でございますが、情報通信、あるいは放送という大事な国民のコ

たいと思います。

フォーラム、これから大変大事なご議論に加わってくださること、心からお礼を申し上げ

後に戻れないのはいつなのか、そういうことでこのフォーラムに参加させていただきまし

事

皆さん、こんにちは。総務大臣の原口一博です。

座長をはじめ委員の皆様には、大変お忙しい中、こうして足を運んでいただいて、この

【原口総務大臣】

フォーラム開催に当たって大臣からの挨拶、関係趣旨説明

いたします。

フォーラムを発足させた趣旨等についてお話をいただければと思います。よろしくお願い

（１）総務大臣挨拶・趣旨説明

４．議

平生、

好宏、

正義、広瀬 道貞、三浦 惺

原口総務大臣、内藤総務副大臣、長谷川総務大臣政務官

（３）総務省

利矢子、児玉

克也、音

孝章、羽石 保、浜井 浩一、

信郎、五代

小野寺 正、金田 新（代理出席）、河合 久光、孫

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

義貴、丸山

伊知哉、根岸

重延 浩、宍戸 常寿、中村

祐治、郷原

恭男（座長代理）、上杉

茂樹、黒岩

純一（座長）、長谷部

濱田

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）
隆、宇賀

所：総務省第１特別会議室

２．場

３．出席者：

時：平成２１年１２月１６日（水）１７：３０～１９：００

１．日

在り方を考えるフォーラム（第１回会合）

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の

5

のは普遍的なパターナリズムに陥った大きな中央集権体制。私たちは、根本からパラダイ
ムを変えさせていただきました。つまり、放送や通信における権利の主体、その権利とは

礎をつくることだと思います。総務省は大きな官庁です。しかし、その大きな官庁の中で、

今までの行政はどうだったのか。これもしっかりと見ていきたいと思っています。

任後、すぐ世界各国を回りまして、例えばアメリカのＦＣＣの委員長であるジョナカウス

で多くの言論弾圧や抑圧がなされてきました。

拶に代えたいと思います。本当にありがとうございます。
【濱田座長】

た。業界の自主的規制機関であるＢＰＯの現状と評価、行政による対応の現状と課題、諸

外国の状況の国際比較、コンテンツを含む知的財産等に係る推進の在り方、こういったも
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言も踏まえて、皆様で活発なご議論をしていただき、どうぞ伸び伸びとご意見をおっしゃ

間工学の中で少しずつわかりかけたものであります。
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皆様方とのフリーディスカッションに移りたいと思います。先ほどの原口大臣からのご発

それでは、続きまして、意見交換として構成員、それからオブザーバの

【濱田座長】

は人間の本質に沿わないもの、人間は７より超えたものは一度に認識できない。これは人

（カメラ退出）

す。カメラ撮りの方はご退出いただきますようお願いいたします。

それでは、大変恐縮ですが、冒頭カメラ撮りをここまでとさせていただければと思いま

ています。私がここで何を申し上げたいかというと、人間の本質に沿わない放送、あるい

面をごらんください。一度に人が認識できるドットの数は、７プラスマイナス２と言われ

心理学で、こういう実験があります。ここに７つのドットが出ております。お手元の画

のもご議論をいただければと考えています。

様に足を運んでいただいて、参加してくださること、心からお礼を申し上げて、冒頭の挨

の方が勝っていました。しかし、本当にそれでいいのかということで、ＢＰＯができまし

どうもありがとうございました。

結びになりますが、本当にこんなにもお忙しい時間、こんなにたくさんの素晴らしい皆

議論いただければ幸いでございます。

予算を私たちは立ち上げていきます。新しい可能性を開くＩＣＴの未来、これを同時にご

電子教科書にして、そして１０年間で国民の生産性を３倍にしたいということで、来年度

一方で、今日、青山小学校を視察させていただいて、ＩＣＴですべての子供の教科書を

のトップをなさいました。ＢＰＯをつくるときも、多くの放送事業者に対する規制の議論

が必要とされる、放送事業者による自主的な取組の現状と評価。私の大学の先生がＢＰＯ

私は、今日、アジェンダを少し出させていただいています。放送・報道の自由を守る砦

秘密であります。このことを皆様に確認をさせていただきたいと思います。

んな政権になろうが、守られなければいけないものは言論、あるいは報道の自由、通信の

るものではありません。

います。もちろん、私がこういうアジェンダを申し上げたからといって、これに拘束され

の理事の人たち、あるいは委員長をはじめ与野党の議員に、まだそれを修正する力があっ

たので、放送法はあのくらいで済んだと思っています。しかし、誰が権力にあろうが、ど

むしろ世界に類例のない、まさに「自由の砦」ということで、ご議論をいただければと思

私がここで目指したいと考えているのは、アメリカのＦＣＣがモデルではございません。

たな時代における放送の在り方、規制の在り方等についてお話をしてきました。

国民の権利、あるいは新たな放送と通信、融合という言葉を使うかどうかは別にして、新

最初に出てきた案文を見て、私は非常に危惧を感じました。たまたまそのときの政権与党

改正という問題が沸き起こりました。大阪のあるテレビ局の事件を発端にしたものでした。

私が野党の筆頭理事をさせていただいていたときに、放送法の改正、あるいは電波法の

りたい、民主主義の砦をつくってまいりたいと思います。

キーさんと、４つのタスクフォースを立ち上げようという話をいたしました。知的な財産、

てこられた方々ばかりでございます。長くなりますので、これで最後にいたしますが、就

時の政治権力は自らを正当化するために、放送や通信に介入する誘惑を断ち切れず、今ま

世界に類を見ないものを皆さんと一緒につくってまいりたい、言論の砦をつくってまい

この中には、各最前線で、そして日本をリードして、あるいは世界をリードして頑張っ

かりと議論を深めて、そして言論の砦をさらに強固にさせていただきたいと思います。

ういう意味でも、放送・報道の自由が絶対に侵害されてはならない。世界の歴史を見ても、

言論の自由にある、市場の基本は一人一人が公正ということにあることだと思います。そ

一体何なのか。それを守るために、私たちは何をすればいいか。このことについて、しっ

法律は消費者（障害者）保護法といいました。障がい者は保護の対象であり、保護をする

ケーションにおける権利を保障することは、広くいうと民主主義の基礎、そして平和の基

今、ブログをお手元の画面に出させていただいておりますが、やはり民主主義の基本は

「消費者基本法」、「障害者基本法」という法律を立案させていただきました。今までの

私が、今日、ここで皆さんに申し上げたいことはこのことであります。国民のコミュニ

6

まで電波を送り出すということは、国がケーブル施設に対して補償するのか。お金を出す

思います。

検討の場でどういった形で議論されていくのか、すごく見守りたいところです。

変ありがたく思います。

論が要るのではないかと思いました。

合いをつけていくのかが第１点。

日本でいえば公正取引委員会のようなものではなくて、政治というか、そういうものから

の在り方の検討の問題をどう捉えるのか。

これはモデルにならないかもしれませんが、日本で考えようとすると、公正取引委員会
のようなものでないとすると、今、消費者庁に消費者委員会がございます。それは別に規
制権限を持っているわけではないが、消費者庁、あるいは消費者行政の運営について、独
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が、来年９月ぐらいにどんどんアナログ波を停波するので、契約を変えてくださいと言い

始めています。これは各ケーブル事業者が言い始めているのですが、本当にそれでいいの

か。つまり、国の方針として２０１１年７月２４日に（停波すると）法律で決まりました
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独立した委員会のようなものをお考えのようにお伺いいたしました。

判手続を通じて争いを解決していく制度だと思います。それではないということですので、

口大臣は、遅らせることなく完全に実施するとおっしゃっておりますが、そのことと、こ

４つ目に、ちょっと小さい問題ですが、デジタル化の問題に当たって、ＣＡＴＶの施設

限、政策の設定から規制権限を与えて、何か問題があると、そこで審判制度というか、審

わけです。ご案内のとおりですけれども、ＦＣＣですと、放送や通信などに対する規制権

３つ目に、２０１１年７月２４日の完全デジタル化とどう関係するのかの問題です。原

かわかりませんが、１年間で本当にできるのかの問題。

それから、ちょっと先走りますけれども、大臣は日本版ＦＣＣではないとおっしゃった

う印象をちょっと受けました。このフォーラムでどういう形で検討するのか、もう少し議

放送政策と、一方、産業振興政策みたいなことの２つが入っています。その辺をどう折り

第２点目に、そういった大きな問題を取り上げて議論するには検討時間が、月何回やる

部分と２番目の部分がどう関係しているのか、それこそ部会をつくって別にするのかとい

今もお話にありましたように、私もアジェンダ案を拝見させていただきまして、最初の

今、原口大臣に出していただいたアジェンダですが、そのアジェンダの中に通信政策、

と思うのですが、この中で４点だけ問題点を簡単に指摘したいと思います。

【根岸構成員】

政策をリセットするというか、これまでの色々な在り方をどう見ていくのかという会合だ

甲南大学法科大学院の根岸と申します。

言っていただいて、アジェンダの中に組み込んでいきたいと思います。

ますが、そのことは雑誌にも載っているわけですけれども、この放送政策、あるいは通信

この問題については原口大臣と、９月の末でしたか１０月の初めに議論したことがあり

といいのですが、それで終わってしまいそうですので、まず、どんどん皆様方から意見を

は大事かと思います。今も大事なテーマを出していただいたので、議論をさせていただく

立教大学の服部です。

臣の方から出していただいておりますので、これをさらに細かく煮詰めていくことがまず

今日は、次回以降どういう形で議論をしていくか、既にアジェンダを大

自由討議（フリーディスカッション）

【濱田座長】

見守りたいということではなくて、是非何かをつくっていただければと思います。

【服部構成員】

お願いいたします。

ありがとうございます。

わかりやすいのですが、全然保障されてないのではないか。こういう４つの問題が、この

発言の権利保障も少しお考えいただいて、原則１分から２分程度でお話をいただければ大

【濱田座長】

と言い始めていることと、国民の権利保障という問題を考えた場合、最後の４つ目が一番

だまだ発言の機会がございますので、今日は、権利保障の話がテーマですので、他の方の

それでは、どうぞ、皆様ご自由に挙手をいただいて、ご発言をいただければと思います。

最近、日本のケーブルテレビ施設が浮足立って、早く変えてください、変えてください

すので、１人のご発言時間、限られてまいるかと思います。大変申し訳ありませんが、ま

か出さないかは別として、何かしなければいけないのか。

上がるわけではないので、それほど経済的な負担ではないにしても、再来年の７月２４日

すので、冒頭に肩書とお名前をおっしゃっていただき、それからご発言をいただければと

今日は、時間が１９時までの予定で、たくさんの出席者の方においでいただいておりま

るのか。突然、アナログからデジタルへ変えてくださいと、もちろんめちゃくちゃ値段が

と何度も何度も広報しているのだけれども、来年秋の段階で周知徹底が本当に施されてい

ご発言の方は、ネットでも中継されておりますので挙手のお願いと、第１回目の会合で

っていただければと思います。

7

想、大臣は事前にアメリカ版ではないと言っておりますが、私としては、フォーラムはあ
らゆる可能性も話し合う場、事前にタブーを設けないで、国民注視の中、インターネット
中継もされているので、そのあたりを念頭に置きながら、是非、会合を進めていただきた
いと、冒頭、希望を申し上げさせていただきます。失礼します。

リソースとしての電波をどうやって有効に、しかも公平に、表現の自由を守りつつ、みん

なに配分していくかの問題であって、それはシステムをどう分けるかの問題ですが、一方

で、放送の自由を確保することを、社会的にプラスになる放送を確保することを目的とし

ている放送法というのは内容の問題です。

かに行政の間違い、あるいはこれを正さなかった政治の姿勢に原因があるわけで、制度上

ネット中継も入っていることですし、事前にお話しさせていただきます。

私は、こう思うのです。メディアは、基本的に表現の自由から活動が守られております。
新聞はいいけれども、テレビはお行儀が悪いから監督するという話ではなく、憲法の規定
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わば私の所属するジャーナリズムと公権力との不健全な関係を断ち切って、そして大臣の

おっしゃるとおり、まさに言論の自由な砦をつくる、それを築き上げるための作業、フォ
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の問題ではありません。

ようになり、番組の問題に突っ込んでの指導がなされるようになりました。これは、明ら

いうことをご理解いただき、謝金に関しては辞退させていただいていることを、インター

私の認識では、このフォーラムは、戦後一貫して日本にはびこっていた権力と報道、い

ということはなかったわけです。ある時期から、行政指導の根拠がえらく広く解釈される

放送事業者に対して、ちょっとおいでと招いて、色々細かい質問して、警告を発し、云々

基本的にジャーナリストの立場なので、余談にはなりますが、あらかじめ難しい立場と

【上杉構成員】

ジャーナリストの上杉と申します。

ど５点ほどありまして、それ以外にはないわけです。

が、どういう弊害をもたらしているのかの問題意識を持つことが不可欠ではないかと思っ

かつては、それは文字どおり守られてきまして、当時の郵政省ないしは現在の総務省が、

きちんとつくりなさい、放送制作上の基準をつくって、誰でも見られるようにしなさいな

択肢も十分にあり得ると思っています。いずれにしても、こういった歪んだ法的な枠組み

ております。

んが、放送法の中でいいます法律で定める条項というのは、例えば放送局は番組審議会を

機関の創設が必要だということであれば、今、提案されていますＦＣＣの創設のような選

法改正問題もそう簡単には起きなかっただろうという気がいたします。

きではないかと思います。

簡単に申しますと、法律に定める権限に基づく行政指導等ならば受けなければなりませ

明記しております。もちろん、この条項がきちんと守られるならば、一昨年みたいな放送

イアンスを確立しにくい、放送を巡る不祥事が後を立たないという根本的な原因と言うべ

そういう意味で、このような歪んだ法的な枠組みを解消する一つの方法として、新たな

定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、また規律されることがないと

資料の１０ページを開いてもらうとわかりますが、放送法の第３条は、放送番組は法律に

電波法で突然、放送法に違反すると免許を一時停止できるというような規定が設けられて

いる。そういった歪んだ枠組みになっていることが、放送事業者の方がなかなかコンプラ

ただいま電波法と放送法にねじれがあるというご指摘がありましたが、今日の（参考）

ていて、総務省には直接の規制権限、免許をどうこうするという権限は与えられていなく、

日本民間放送連盟の会長をしております広瀬でございます。

いずれにしろ、このフォーラム、今、郷原構成員もおっしゃいましたとおり、ＦＣＣ構

波法に基づいて、総務省は免許の付与の権限を持っているわけですが、そもそも限られた

【広瀬オブザーバ】

に関しては、ここに存在しながらも私の存在を消していただけるとありがたいと思います。

非常に歪んだ法的な枠組みになっているという問題意識を持つ必要があると思います。電

放送内容の問題に関する放送法について、事業者の自主的な取組の枠組みが中心になっ

段の部分に関しての議論に対しては参加させていただきますが、産業振興云々という部分

の部分はどうも立場上も、私がこの政策について介入していくのは非常に厳しいので、前

私は、放送行政の問題を考えるに当たっては、電波法と放送法という２つの法律による、

【郷原構成員】

名城大学の教授で弁護士の郷原です。

ではありますが、予め申し上げさせていただきます。

しゃったのはどういうものを考えていくのかについて、これから議論していきたいと思い

そういうことでアジェンダ案を見ると、産業振興と先ほどもご指摘がありましたが、こ

外のことに関しては、議論にあまり積極的に参加するつもりはないことを、ちょっと傲慢

は頭に浮かびましたけれども、それはもちろんこれからの議論だと思いますが、砦とおっ

ます。

ーラムだと認識しています。それが国民への最大限の利益に供すると考えた場合、それ以

立した立場からモニターし、検討するものと思います。そのようなものかと、ちょっと私

8

て議論をすればよいのではないかというのが私の意見です。

の国の民主主義を守るための規定です。そして、メディアのことですから、当然、行き過

す。それから、内閣府や各省にも色々な行政委員会が設置されていて、その中にも色々な
パターンがあります。例えば、国家公安委員会の場合、行政委員会ですけれども、大臣が
委員長を務めています。このように、いわゆる大臣委員会と言われるものもございます。

料の２２ページにも、それが表としてあらわれています。しかしながら、今、ご指摘あっ

たような懸念があるとすれば、それは放送法の規律や、ＮＨＫのガバナンスを見直す論議

が必要かもしれません。
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の分野でも重要になっており、例えば総務省の行政評価局、あるいは行政管理局、さらに
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を分析していくことがこれから必要になってくるのではないかと思います。

一口に行政委員会といいましても、その中に色々なパターンがあるので、そういったもの

人事院、これは３名の人事官からなっております行政委員会で、内閣の所轄とされていま

してきたというのが、メディア行政の一つの特徴をなしてきたと思います。今日の参考資

同時に、行政を監視する組織を考えることもあり得るのですが、行政を監視するのは他

このような内閣から独立した委員会は、憲法を改正しないとつくれないわけです。次に、

でもなく３名の検査官からなる会計検査院で、これは憲法上、内閣から独立しています。

日本は、他国に比べて政府による番組介入や、法律上の規制が緩くて、自主自律を旨と

します。

慶應義塾大学の中村伊知哉と申します。よろしくどうぞお願いをいた

委員会には、現在の日本でも色々なパターンがあります。一番独立性が高いのは、言うま

た。

は十分皆さんの理解を得ていきたいと考えています。

【中村構成員】

う委員会ができています。今回のフォーラムの設置と、非常に符合するような気がしまし

は十分あると考えています。そういう点で、ＢＰＯの現状はどうかという点について、私

行政委員会をつくるのがいいかどうかは、これから議論になるわけですけれども、行政

うことで、２００６年に台湾で最初の、そして現在唯一の全国通信委員会（ＫＣＣ）とい

の批判にも十分耐え得るようなＢＰＯにしていけば一番いいわけで、私たちはその可能性

以上です。

政権ができて、そのときに放送・通信の自由を守るために、行政委員会が必要であるとい

政権の間に、ＢＰＯを定着させていくことが大事ではないかと思います。郷原構成員など

東京大学の宇賀と申します。

台湾で半世紀ほど国民党の政権が続いて、２０００年に政権交代があって民主進歩党の

【宇賀構成員】

った番組審査をする機関、これを定着させれば一番早道ではないか。ＦＣＣみたいなもの

をつくりますと大変お金もかかる、つくるまでに大変多くの時間もかかる。ともかくこの

以上です。

ういった政策をどう組み立てられるのかといったことも議論できればと考えております。

をつくることは大賛成ですが、現在機能し始めておりますＢＰＯという放送事業者がつく

省を動かして、放送番組の内容に物を言うケースはどんどん減ってくると思うのです。砦

心してインターネットや携帯を使える環境をどのように整備していくのか。さらには、先

ことは、まさに憲法が駄目といったことであります。

ルのようなものを、つまり表現手段を持って表現力や想像力を向上させていけるのか。そ

ように整備をしていって、地域のコンテンツ力を高めていくのか。あるいは、青少年が安

新聞でいえば記事の中身に規制をかける。放送でいうならば、番組の中身に規制をかける

１回はあるという政治状況になれば、おのずから政界が、あるいは政党が、政治家が総務

rでtsudaっている方もおられるでしょう。こうした新しいメディアやネットワークをどの

誉を回復するか、経済的な損失を償うか。そういうことに進んでいくのが当然であって、

ほど大臣おっしゃいましたように、すべての子供たちが電子教科書や、デジタルランドセ

ろうと思います。この会議もネットで中継されておりますし、恐らく会場の中ではTwitte

いいか。そして、不幸にしてそういうことが起きた場合には、どういうふうに償うか、名

政権が代わりました。政権交代はあり得るものだと、３年とか５年、あるいは１０年に

チ、これは産業振興としてよりも、文化振興、あるいは地域振興としても考えるべきであ

ております。新しい技術を使って国民の表現の自由をいかに広げていくかというアプロー

これを仮に放送被害といいますならば、それをできるだけ減らしていくにはどうすれば

は財産上の損害を与えることも出てきます。

ただ、そうした組織論以上に、今、急を要するのは、私は２つ目のアジェンダだと思っ

れません。つまり、アジェンダ１については、幅広い方法論やアプローチで、時間をかけ

合のために自由が認められているわけではなくて、先ほどから大臣おっしゃるように、こ

ぎが出てくる。決して故意でなくても、人の名誉を傷つけ、プライバシーを破り、あるい

は会計検査や、人事院といった機能を強化するというアプローチを考えてもいいのかもし

で定められたものであって、何もこれは新聞社の都合のために、あるいはテレビ会社の都
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ジャーナリストの黒岩祐治です。つい先日まで、フジテレビで政治討

ノリティーの皆さんや、障がい者など、地域の中で課題を抱えて生きておられる方々が発
信をする側に回っています。

趣旨は賛同しますが、その砦を下手につくると、砦そのものが実は逆の、自由を破壊する

ことになり得るという危険性を感じています。例えば、政治的に公平であるということは

いただきたい。そのことで声なき声を上げることのできる人たちにとって、ある意味での
権利保障、砦に繋がっていく。何か規制をする機関をつくるだけではなくて、市民の声を
上げていける仕掛けを応援することで、そういった権利保障の砦にしていくという発想や
考え方も、是非議論の中で展開をしていければと考えています。
【浜井構成員】

クレームが来ました。極めて不公平な報道であると。何故か。うちの党の党首が喋った時

間が、他の党の党首よりも短かったと。じゃあ、同じ時間を確保すればそれが公平か、同

じ時間を確保して、同じことを聞くことになるならば、実は報道番組としては成立しない

わけです。つまり、そういう形によって公平が担保されるものではない。テレビの実際の

最前線にいる人間が、できるだけ公平にという志を忘れないようにすること以外に、これ

実ではないにもかかわらず治安が悪化しているとか、あるいは厳罰化すれば犯罪が減ると
か、犯罪学的に見ると何の科学的なエビデンスがないものに基づいて、マスコミが、情緒
的に世論を煽ってしまい、その結果、厳罰化世論が作り出されてしまうといった現象が起

とを、是非ご認識いただきたいと思います。何か特別な、新たな機関をつくれば、突然、

報道の自由が確保されるといったことはあり得ないと、私は考えています。

【深尾構成員】

罪についても刑事規制、つまり刑罰を強化した例はありますけれども、統計的に検証して

ちが、発信をする側に回っているということです。
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決することはないということです。アメリカなどでこれまで色々な形でホワイトカラー犯
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つ言わせていただければ、この手の問題が、いわゆる刑事規制を強化することによって解

ムの転換を感じることがあります。それは、明らかに今まで情報の「受け手」だった人た

何らかのチェックが必要だと思います。それについては、ＢＰＯを強化するなり、あるい

代にとっては非常に重要なことだと思っています。

場や、
「市民メディア」と言われるようなメディアの現場にいますと、違う側面でパラダイ

リーではなく、事実を正確に伝えるようになるため、公平な放送を確保していくためには、

通信や放送がどう貢献していけるのかという視点も、地方分権時代というか、地方主権時

はＦＣＣをつくるなり、色々な議論があると思いますが、犯罪学をやっている立場から一

で何らかの対策が必要であろうと思います。マスコミが、視聴者受けのする面白いストー

思うのですが、やはり地域社会の文化振興や、地域社会自体が活性化していくこと自体に、

先ほど大臣もパラダイムの転換とおっしゃいましたが、私たちも地域社会でＮＰＯの現

こういう現象に対して、規制をかけすぎるのは問題があると思うのですが、一定レベル

でいただきたいのが、アジェンダの中に入ってくる国際競争力も非常に重要な観点だとは

先ほど中村先生もおっしゃいましたが、私自身も、このアジェンダの中に是非組み込ん

きています。

ミが勝手にストーリーを作って事実とは異なる偏った報道をすることによって、例えば事

どんどん電話をかけてくるのです。そういう厳しいチェックに普段からさらされているこ

きょうとＮＰＯセンターの深尾と申します。

私の分野でやや問題になっているのは、いわゆるポピュリズム的な刑事政策です。マスコ

私は、刑事政策、特に刑事規制の効果やエビデンスに基づいた政策論が専門ですが、今、

しかも、我々にとって一番恐ろしいのは視聴者です。視聴者は、見ている間にどんどん、

を守ることはできない。

みや、小さなメディアを支えていく仕掛け、仕組みも、是非アジェンダの中に取り入れて

りました。なるべく公平にということで全体の討論を回したつもりですが、ある政党から

龍谷大学法科大学院の浜井と申します。

ア」と「小さなメディア」がある意味で共存し合っていく、均衡し合っていくような仕組

あえて「小さなメディア」と言ってもいいかもしれませんが、そういった「大きなメディ

わかりやすい例ですと、選挙になると各党の代表が一堂に会します。こういう経験があ

公平というのはどういうことなのか。

そういう時代になってきているという認識の下で、「市民メディア」と言われるものや、

す。そういった小さなメディア、ウェブなんかでも放送が盛んに行われていますが、マイ

突きつけられている大きな課題でした。私は、放送・報道の自由を守る砦が必要だという

一体どういうことなのでしょうか。１人の政治家に対して、視聴者の聞きたいことを聞く。

ュニティーＦＭのラジオ局でも、実に１００以上の番組を市民がつくって発信をしていま

そういったものをいかに活性化させていくかが重要です。私が京都で創設に関わったコミ

それは、今までの放送法や今までの電波法では想定し得なかった事態だと思っています。

放送法の趣旨をいかに守るかは、我々、政治討論のキャスターとしては、まさにいつも

論番組のキャスターをやっておりましたが、その実感からお話をしたいと思います。

【黒岩構成員】
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というのは、自分が発信したくても、事実上、デジタルディバイドになっている。都心に
いる子供たちは、光ファイバを使って、あるいは先ほどから出ているような電子教科書、

この事実だけはおさえておいていただきたいと思います。

【楠構成員】

りましたが、世界中の人々がつぶやいて大統領選挙の大きな波を起こすなど、そのような
ことですら、無名の人間が多くの人に伝えられる場合もあるわけで、是非そのようなもの

が、そういったものを検証してみるのも一つのフォーラムの課題ではないかと考えていま

す。

ます。
【重延構成員】

日本国憲法が１０３条あるわけですが、そのうちの約３分の１、３０条は基本的人権を憲

法の中に定めている。細かく、詳しく、国民としての権利とは何かということを明確に示

ですべて、機関ですべてできあがるということではなくて、人間の中にはやはり解釈と実
行の在り方もしっかりと見つめ合う、こういうような在り方が非常に重要であるという思
いにとらわれました。

資源として一方向に、マスメディアとして限られた放送局が多くの国民に影響を与える放

送を行うというテクノロジーの状況にありました。しかし、今、インターネットの進化に

よって、すべての国民が何らかの形で自分の意見を発信することのできる環境になりつつ

なく国民にも「責任」がある、しかも自律した責任がある。
「権利」と「責任」が一緒でな
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ただ、なりつつあるというのはどういうことかといいますと、発信したくてもできない
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今回、「権利」という話がありましたが、やはり国民の目から見ると、「権利」だけでは

うことを、解釈と実行の面で決めていくんだなということがよく見えます。ですから、法

できる権利。今、放送の件がありますけれども、これまで電波というものが限られている

あります。

はそれでも法の中で動いているという考え方、あるいは、ある機関の中で動いていくとい

いもあります。実際には、ある決定を行う、戦争に向かうという考え方の流れの中に、実

思います。

どういうことかというと、すべての国民は等しく、あらゆる情報にアクセスすることの

送した「日本海軍400時間の証言」という番組が、ある日本国民の姿を見せていたという思

フトによって、フォーカスを当てるべき新しい基本的人権のテーマがあるのではないかと

私は、恐らくクリエイティブということを含めた立場からの発言になるかと思いますが、
先ほどのご発言の中で「権利」という発言がございました。先日、ＮＨＫスペシャルで放

れていると思いますが、ただし、最近、新しいテクノロジー、新しい社会のパラダイムシ

している。この憲法を制定するのに長い年月がかかったわけですけれども、十分カバーさ

ってない若い政治家でも選挙に出られるという仕組みが必要ではないかと思うわけであり

がありますので、国民の権利とは何かということをちょっと考えてみたのですけれども、

テレビマンユニオンの重延でございます。

話をし合って投票できる、あるいは伝えることができる。お金をかけなくても、お金を持

今日のテーマの中に、メインのところに国民の権利保障という言葉

【孫オブザーバ】

を日本でもやるべきだし、例えば次の選挙で、インターネットを使ってすべての国民が会

会社のみが担うのではなく、すべて国民が発信できる立場になる。先ほどTwitterの話があ

のではないでしょうか。放送倫理検証委員会で扱ったケースがいくつかあると思うのです

以上です。

放送を守ることは私は大賛成ですが、これからの放送というのは、特定の一部の機関、

るという話なのであれば、これまでにＢＰＯは一体何をしてきたのかを見直す必要がある

人権の一つに、そのような議論があってもいいのではないか。

を一部損なわれたことになりはしないか。そういう意味で、新しい日本人としての基本的

最初に明らかにすべきではないでしょうか。これが一つ。

もう一つは、先ほどＢＰＯの話が出ましたけれども、ＢＰＯが国民の権利保障の砦にな

発信したくてもブロードバンドに繋がっていない。こうなると、生まれながらにして権利

されてきたと思うのですけれども、これまでの議論のどの部分を前提にするのかを、まず

ちに発信することができる。大人もそうですが。

の体系を見直す必要があると考えます。報道、放送、情報通信といった分野が抱える多く

しかし、離島に生まれたが故に、過疎地に生まれたが故に、同じ日本国民でありながら、

しく、色々なものを知ることができる、あるいは発信することができる、世界中の子供た

いただきます。情報通信分野で何と何が競い合っているのか、という切り口から今一度法

の問題は、競い合いの構造の中で解決されるのではないかと思います。これはずっと議論

大臣もおっしゃっておられますが、そういうものを使ってスピーディーに、効率よく、詳

二つあります。専門は競争政策なので、まずは「競争」という観点からコメントさせて

上智大学の楠と申します。

人々が、同じ日本国民でありながらいるのではないか。離島、過疎地に生まれた子供たち

みると、それらに何らかの抑止効果があったという科学的な報告はほとんどありません。
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きるという形を是非考えていただきたいです。

れが日本で世界に類例のないものをつくるという意味では非常に重要な、基本的精神構造

【五代構成員】

このアジェンダの流れの中で生まれればと思います。

度放送された番組というのは、インターネットの画面上でいつでも見ることができる。そ
うすると、そのものが権利侵害の問題に関わってきても、映像は永遠に残っていく。その

感じがあるのは非常に嬉しく思いまして、そういう意味で日本独自の新しい発想ができる

かどうかが重要です。

ともに、ＢＰＯの手の中では拾い切れない様々な問題が、今後、かなり出てくるだろう。

のが私の思いでございます。

【上杉構成員】

イティブのコンテンツをつくるところが後になるということです。私は、インフラとコン
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以上です。
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先ほど中村構成員、それから孫オブザーバのほうからも発言があったT

いのではないかというような感想を持っております。

フラ中心に動いていく傾向がございます。インフラが先行して、その後、実際にはクリエ

います。これはもちろん重要なことと思いますが、こういう形の流れの中で、いつもイン

その辺の問題を非常に幅広く拾い上げていかなければ、今後の放送の現状には対応できな

けられるかということは、今後の議論を待つしかないことですけれども、ＢＰＯの強化と

という中から考えるもう一つの視点、日本の視点とともにアジアの視点も考えたいという

それから、第３点目ですが、クリエイティブ産業の振興という言葉がアジェンダにござ

ですから、私は、ＢＰＯの強化という言葉、ＢＰＯが今回の制度設計の中でどう位置付

があります。

いという動きがあるのを見れば、アジアはやはりとても大事なエリアではないか。アジア

も、グローバルから考えれば、例えばＥＵという形でもう一つの新しい考え方を導入した

あたりをどう解釈したらいいか。その時々、新しい問題に直面して非常に当惑したケース

の進歩によって時々刻々と放送を取り巻く状況というのは変わっております。例えば、一

ぐらいの意識を持って行うかどうか。類例のない改革というお話の中に、日本独自という

それとともに、グローバルという視点は重要だと私は思います。地域も重要ですけれど

ただ、問題は、先ほどから幾つかお話が出ていますように、多様な放送の形態や、技術

私たちとしては、これから先を大変期待しているわけです。

リスでいえば、やはりサッチャー、ブレアの時代の新しい考え方が、恐らく今のクリエイ

ティブ産業という表現に変わってきていると思いますが、やはりある面での改革は、どの

そして広く報道もされ、それによって放送界も質を高めるような方向に来たということで

非常に新しい放送に対する考え方の導入があって、実行していきました。それから、イギ

て、本当に真剣に討議をしてきまして、今、ようやくＢＰＯの存在が皆様にも評価され、

というのが実情です。ですから、委員も夜になるまで議論をして、議論も多様な意見が出

それから、フランスでいえば１９９０年代でしたね、ジャック・ラングが大臣のときに

ようにバランスをとっていくか。その二律背反の中で、絶えず苦渋の選択を迫られてきた

実で、そういう歴史がございます。

構、色々な厳しい批判を受けてやってまいりました。

年代の大きな改革がありまして、放送事業と制作事業をはっきり分けていくということが

ＦＣＣ型の改革の中にも、そう単純な姿ではないけれども、ただ改革は実行したことは事

ても知っていらっしゃる方も少なくて、あるいはまた、ほとんど機能していないなど、結

ーバルな流れの中では、ＦＣＣという名前が時折出ますけれども、ＦＣＣ自体も１９７０

そのとき、私どもとしては、表現の自由を守りながら、人権、市民の権利の擁護とどの

に参加してまいりまして、この３月に退任したわけですが、最初のころは、ＢＰＯといっ

一体どのぐらい革新性を持ってやるかという構えができるかどうかということです。グロ

ございました。それもまた、色々な反省があって今に至っているという状態でありますし、

今、ＢＰＯの話が出ましたが、私は８年２カ月にわたり、ＢＰＯの創設の時期から議論

それから、放送・通信の共存の中で、新しい構造ということは必要なのですが、これを

評論家の五代利矢子です。

に向かっていただければと思う次第です。

ベースになれば、それが自律した責任を持った表現となり、そのレベルで是非新しい方向

戦争に向かうような、そういう構造ではない形をつくるということに導かれる考え方が、

あの「海軍反省会」で素直に語られていたように思うんですけれども、やはりまた再び

こういうことが、先ほど申し上げました「国民の権利」、それから「表現が自由」という

って初めて、クリエイティブな産業、クリエイティブな文化、産業と文化が一緒に共存で

人一人が持てるかというレベルで、こういうアジェンダを含めた解釈をしていきたい。こ

ではないかと思わされます。

テンツは共存して動いていくような形で考えていただきたいと思います。この両者がそろ

ければいけないと思うのです。権利主張だけではなくて自律した責任、この観念を国民一

12

れだけ伸びてきて、アジア諸国からも日本のソフトは非常に進んでいるという認識を持た
れて、今、アジア諸国でお手本にされていると思っています。

ィアの産業振興等に政や官が介入してくると、萎縮して、ろくな結果がないという認識を

持っております。ですから、たとえ緩やかな体制づくりであろうと、官主導のそういう体

らだというようなことで、権利の切り下げであるとか、
「日本版」フェアユースという名前
で、何もかにも許諾させてしまおうという動きがあることを、我々、クリエイティブの一
番末端の現場はとても心配しております。表現も、規制も、自主規制すらできなくなって
しまうのではないかということを危惧しております。

上、新規参入がありませんでした。これは断言してもいいと思うのですが、そうした歪ん

だ産業構造こそ現実を直視して直す。いわば、ここで体制をつくるよりも、むしろ完全な

開放、自由化ということの方が、より一層、産業振興に繋がるのではないかと認識してい

ます。

でございます。

かなと。これは言論の砦ですが。

これは、我々から見ますと通信の中身の問題なので、本当はやりたくない話です。です
けれども、公序良俗の問題であり、青少年の保護という観点から、これを入れ始めている
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けではなくて、私どもが日々制作をしておりますエンターテインメントのソフトに関して

も、多くの国で戦争に利用されております。ですから、先ほどの大臣のお話にもございま
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ているわけです。

ルタリングサービスなど、メールフィルターのようなものを入れる方向にむしろなってき

ントしている者ということで呼ばれたのだと理解しております。

先ほど大臣のお話にもありましたが、何も戦争のことについては報道だけがやられたわ

これを通信と見るのか、通信以外と見るのかという議論も当然あると思うのですが、フィ

レクションや、クリエイティブの現場におり、なおかつ、そこに出演する人間をマネジメ

信の秘密です。この通信の秘密については、通信の中身に対して一切タッチしてはならん
という大原則で今まで来ているわけです。ところが、インターネットの世界になってきて、

ホリプロの社長をやっております堀と申します。

思うのですが、通信事業者として見たときに、通信事業者にとって一番重要なのは実は通

今まで皆さんの議論、どちらかというと放送・報道の自由という方向で来られていると

【小野寺オブザーバ】

私がここに呼ばれたのは、恐らく放送番組の制作の一番最前線の現場に、いわゆるディ

【堀構成員】

ちょっと先走った議論ではありますが、以上、そのように思っております。

し合い自体、フォーラムの意味も曲がってしまうのではないかと強く認識しております。

ス権から考えれば、この記者クラブ制度は世界的に見ても改善しなくては、放送通信の話

ＫＤＤＩの小野寺でございます。

エーターたちの話をよく聞いていただく機会を設けていただければと、お願いをする次第

く。これこそ日本の放送行政の新しいもののスタート、砦をつくる部分で非常に必要なの

以上です。

切り下げというお話がこの場で出るようなことがないように、これは別の話として、クリ

大体笑いが起こりますが、それをまず改善していただくとか、あるいは議題にしていただ

同時に、孫オブザーバもおっしゃったように、本当に自由に、国民の知る権利、アクセ

という部分に関していえば、今、その余裕もないのが現実であります。その上に、権利の

番目でもいいのですが、日本にしかない非常に不自然な制度である記者クラブ制度を（笑）、

今、放送を中心としたコンテンツ制作の現場は非常に疲弊をしておりまして、産業振興

を出さないからだとか、権利者が権利の主張ばかりしてコンテンツの流通を許諾しないか

おいて産業振興の部分はあるのですが、半世紀以上にわたって日本の放送行政では、事実

一つの例として挙げれば、先走って提案させていただきますが、是非、アジェンダの１

語られることも難しい。ともすれば、コンテンツが流通しないのは、放送局がコンテンツ

い。それと、通信行政とエンターテインメントソフト、コンテンツ、報道番組等が一緒に

同時に、これはもちろん皆さんでお話しいただくと思うんですが、とりわけ放送行政に

の部分で配慮していただければと。

ただし、報道と産業振興が一つのテーマで語れるかといいますと、これはなかなか難し

れるべき広告の数も、アメリカなどに比べると非常に少ない。そういう自由さの中で、こ

ア産業の産業振興という部分に関して私見を言わせていただければ、歴史的に見て、メデ

制をつくった瞬間、規制に変質していくということも考えて、このあたりは少し議題設定

また、日本の放送というのは、諸外国に比べても表現の自由度が非常に大きい。規制さ

ております。

せん。単にメモをしているだけです。（笑）

アジェンダについて申し上げたのですが、それについてちょっと補足というか、メディ

した表現の自由、それとクリエーター、表現者の権利の保障があってこその表現だと思っ

witterなんですが、疑われているかもしれませんが、私は今、Twitterでつぶやいておりま
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瀬オブザーバが言った、今回、我々が出したバラエティー番組に対する意見というのは、

とは本当にいいのかと、私、疑問に思っています。

ジア各国からの参加者からありました。従わせる権限はＢＰＯにはないが、放送事業者と
ＢＰＯとの関係の中で、要するに信頼関係の中で行われているわけで、ＢＰＯの各種委員
会が出した意見、勧告がすべて履行されているかというと、完全履行はされていないので、

ることのできる権利ということを申し上げました。知ること、伝えることのできる権利で

すけれども、あわせて、今度は守る方の権利として、個人情報を守る、プライバシーの保

護、守るということが同じく基本的人権の中にあろうかと思います。

ったようなことは、決して自律だけで済む話ではないわけです。そういう意味では、議論
する際に法の規律が必要なのか、あるいは、それぞれの事業者や社会に投げて、それぞれ
の自主的な信頼関係を律することによって解決することなのかを分けながら進めていかな

盗んだ側、つまり１００万人、３００万人の個人情報を盗んだ犯人は、実は現在の日本の

法律では何ら罰せられない、罪に当たらない。情報を盗んだ、情報窃盗罪というものが日

本の法律の中にまだない。

物館のように、スピルバーグ監督など多くの人がお金を出し合ってつくって、その中にお
いては、著作権を主張しない。すごい数のラジオ番組やテレビ番組が保存されていて、多
くの若い人たちがみんな見ているわけです。このような組織を生み出さない日本の社会に
おいて、

クレジットカードの情報だ何だというものを盗んだ本人は、情報窃盗罪という法律がない

が故に何ら罰せられない。１００円だけ盗んでごめんなさい、それはフロッピーを盗みま

した。もし、自分でＣＤ－ＲＯＭを自宅から持ってきて、それにコピーしたら１００％無

罪。

【郷原構成員】

を検討いただきたいと思います。
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えます。

環として、その精神として、盗んだ本人も罰せられることを、是非法律の中に入れること
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先ほど来、私の名前が出ているので、ちょっと意見を申し述べさせて

是非、法と業界等における自律が混同しないような形でこの場で検討を進めるべきだと考

ろで、確かに、みなとみらいの放送ライブラリーなど出していますが、アメリカの放送博

１００円だけ盗んだということになるわけです。本当は何十億、何百億という被害がある、

これは、やはりおかしくないか。プライバシーを保護する、守る、個人情報保護法の一

最後に一つだけ、例えば放送番組の保存の問題や何かで、日本のテレビ局が色々なとこ

ディスク、ＣＤ－ＲＯＭに入れて盗んでいった。そうすると、１００円分だけ物理的な、

いと、わからなくなってしまうと思うんです。

はなくて法に任せる部分をきちんとして分けていかないと、今、孫オブザーバのお話にあ

の低い人が紛れ込んだりしているわけです。その人がその情報を盗んでいくわけですが、

したがって、例えばフロッピーディスクに入れて盗んでいった。１００円のフロッピー

そういう意味では自律的な部分はたくさんあるわけですけれども、そこの部分と、そうで

大臣が先ほどお話になった点を回避するために、放送業界がつくった組織なわけですが、

罰する法律であり、また、様々なペナルティーがあるわけです。その会社で働いている派

遣社員であったり、正社員であったり、下請の会社の中には、残念ながら、たまにモラル

確かに、
「あるある問題」を背景にしながら、再発防止計画を法に盛り込むという、原口

この個人情報保護法は、個人情報を何らかの事件で漏らしてしまった側の事業者を厳しく

そういう意味では全くの自律機関です。

ってつくっている組織の意見を、何故そういう形で放送各社が従うのかという疑問が、ア

通信の秘密にも関わりますが、先ほど私は、何人たりとも等しく知

【孫オブザーバ】

個人情報保護法というものができて、それ自体、私は賛成であります。ただ、問題は、

ときに、ＢＰＯという国からも全くお金をもらわずに、ＮＨＫと民放各社がお金を出し合

例えば、先日、韓国で国際会議があって、放送規制の話、あるいは放送倫理の話をした

てもありがたい回答だったと思います。

たいと思います。

我々通信事業者が本当にどうしたらいいのか悩んでいるということだけは申し上げておき

通信の秘密をどう捉えるのか。これを是非皆さん、議論の俎上にあげていただかないと、

我々自身もすごく悩んでつくって、みんなが相当時間をかけてつくったことに対する、と

そのメンバーで、色々な批判を受けたり、郷原先生から批判を受けたりしていますが、広

お送りするのが我々の仕事であって、そこにフィルタリングのようなサービスを入れるこ

この辺の議論については、表現の自由との絡みなど、色々な絡みがあると思うのですが、

なことになるので、その辺は濱田座長にお願いしたいのですが、例えばＢＰＯ、僕は今、

かと思っています。あくまでもトランスペアレントに、送り手のものをそのまま受け手に

２度目ですが、法の話と自律のことを混同しながらやっていくと大変

【服部構成員】

わけです。私は、ここは通信事業者から見たとき、本来、我々の仕事ではないのではない
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後すぐに、１回、独立行政委員会みたいなものが日本にできているんだけれども、すぐに
消えているわけです。そのときのことを、それこそインターネットなんかでしかまだ調べ
ていませんが、どうも国会答弁なんかを聞くと、そのとき消えた理由は、行政改革、つま
り無駄を省くというんですか、そういうことが表向きの理由になっているようですが、Ｇ

てくるはずです。ところが、下のほうに訂正放送の実績が出ていますけれども、あれだけ

の多数の放送が行われて、実際に訂正放送が行われているのはこれだけです。本当にチャ

レンジングな放送が行われていたら、きちんと調べて、その結果、訂正放送が行われると

いうことも、この程度の数ではないはずだと思うんです。

いいと思います。現状の前に、これまでの経緯みたいなことがあってもいいのかなという
気がちょっといたしましたので、発言させていただきました。
【羽石構成員】

が理想だと、私は思います。日本の放送法のシステムは非常に緩い。でも、緩いままで何

とかいてもらいたいから、放送事業者にきちんとした取組をしてもらうための現状認識を、

このフォーラムの中で深めていければと願っております。

大臣のブログに、真実に基づかないものとありまして、放送や報道自身で自主規制する
ことができないことは、とても深刻な言論の自由への挑戦を招きますとありますが、これ

いようだと公権力が入ってしまうこともあり得るんだと、それを念頭に置いているのか。
それはないと思いますが。

史の間でできてきたもので、その中に色々な人たちの努力も入ってきているわけです。で

すから、評価に当たっては、現状の断面だけではなく、時間の軸を入れた形で、きちんと

これからこれについて十分に議論していくと思いますけれども、やはりアジェンダにあり
ますように、放送事業者による自主的な取組の現状と評価、これが冒頭にありますけれど
も、この議論を多少時間を要してでもじっくりすべきだと、私は思っています。つまりは、
先ほど申し上げましたように、放送の自由というのは放送事業者の皆さん自身でつかみ取
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もう一つは、国民の知る権利及び報道の自由ですが、国民の権利の中には、利便性を確

保してもらうことも権利だと思うのです。今まで色々な業界が縦割りでやってきたり、役

所が縦割りでやってきたりして、色々な形で世の中の技術的な基盤も変わってきているわ

けですけれども、そういう状況の中、利用者の利便性の確保という視点でも、きちんとし

-21-

やはり私は、放送の自由は、まさに放送人が自らつかみ取るものだと思っております。

を大臣がお考えになっていると、私、思いますけれども、一方で、自主的な規制ができな

かを明らかにしていく過程があると思うのですが、今ある制度や仕組みは、かなり長い歴

した議論をやっていただきたいということを言っておきたいと思います。

は読みようによっては、当然、公権力の介入を阻止するスキームをつくるべきということ

アジェンダの前半ですけれども、現状と課題という評価の問題になって、何が問題なの

毎日新聞の児玉といいます。

以上です。

【児玉構成員】

中日新聞の羽石と申します。

かというところから振り返ってみて、それで、どうしたらいいのかという話があった方が

すが、もう少し歴史的な過去の話から振り返って、一体どういう形で今まで進んできたの

をもっと認識しようじゃないかということを言いたいわけです。

先ほど黒岩構成員がおっしゃったような、志を持ってきちんとやっていけるということ

つまり、過去からの歴史があるわけで、アジェンダに行政による対応の現状と課題と。
現状というのは、当然、過去の経緯を踏まえた現状で、課題は将来の話になると思うので

なコンプライアンス努力を各放送事業者が行っていかなくてはいけない。そのために現状

本当の理由がよくわからない。

ておいたら、逆に放送法による規制が強化される。そうならないようにするため、自主的

の場でも某テレビ局の問題を追及する発言もしましたが、それは、そういった現状を放っ

ＨＱがつくったものを吉田内閣がすぐに消しているというような感じだったと思います。

とを書いたことがあって、ちょっと日本版ＦＣＣ関係の話を調べてみたところ、かつて戦

放送する。この自主的な取組がきちんと機能していることが前提となって、第３条が生き

私、決して放送に対する規制を強化すべきだという論者ではありませんし、今まで国会

軸というところは同様の意見を持っています。実は、民主党が政策集に日本版ＦＣＣのこ

侵害を受けた場合、自主的に調査して、その結果、真実ではない放送だとわかったら訂正

読売新聞の丸山です。

今のお話とちょっと関連するので手を挙げてさせていただきましたけれども、私も時間

【丸山構成員】

してはならないという規定は非常に重要だと思います。しかし、もう一つ忘れてはならな

いのは、その次のページに第４条の規定があるわけです。放送事業者が放送によって権利

以上です。

た議論をしていただきたいと思います。

先ほど民放連の広瀬会長がおっしゃったように、確かに放送法の第３条、放送へ介入を

いただきます。
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一番大きな問題があって、切り込んでいくかを最初の方で少しご検討いただければと。あ

ではないかと、私は思います。

このぐらいにさせていただいて、大臣、きっと色々言いたいことがたまっていらっしゃる
んじゃないかと思いますが、一言お願いできますか。

はないかと私は考えておりますので、ご配慮いただければと思っております。

【孫オブザーバ】

【原口総務大臣】

が時々感じる。つまり、すべての国民が少しでも多く自由に発言できるように、言論の自

上げましたように、教育を、しっかりとした情報通信教育を受ける権利、そういった議論
をさせていたただければと思います。

る手段があることがとても大切な一つの権利であろうと思うのですが、すべての国民に、

使われていない有効な資源を、できるだけ有効利用する方向に考えていくことも大切なこ

ューをもっと上げていきたい。その結果、地域のコミュニティーや、あるいは先ほど申し
上げた、私のコンテクストでいうと、気体化した人々を、その間の絆をコミュニケーショ

あるいは、放送やマスメディアの報道を受け取って、色々考えるという意味での権利もあ

って、国民の権利といっても非常に多様であります。
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がここで問題になり、それぞれが衝突を起こすかもしれないわけです。

おられますし、それからクリエーターの方など、非常にさまざまな人の、さまざまな権利
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非常に幅広いご議論をいただいて大変参考になりました。

放送法から電波法、あるいは既存の、今ある仕組みをどう捉えるのかという議論まで、

ンという形でつないでいくという作業があるんだろうと考えております。

あるいは、ヒューマンリソースに対して多くの資源を投入していきたい、ヒューマンバリ

表現するという局面もあれば、情報通信サービスを利用するという形での権利もあります。

あるいは、国民の中に、ここにおいでですが、放送の事業者の方々、通信事業者の方も

まさに自由と人間の尊厳を保障するためには、それぞれの人々をエンパワーしていきたい。

非常に多様なものがあると、改めて感じた次第であります。国民といいましても、自らが

け足したような言葉を入れていますが、これはその先があって、やはり私たちは自由と人
間の尊厳を保障することに挑戦をしていくわけで、深尾構成員がお話になりましたように、

一橋大学の宍戸と申します。

お話を伺っていまして、今回のフォーラムの表題にあります国民の権利保障についても

【宍戸構成員】

そして、その権利を保障する主体は一体何なのか。ここに産業振興という、いかにも付

権利、アドボケートされる権利、健全な環境の中で選択できる権利、あるいは先ほど申し

けで、それを伝えることができるという手段が多くの人に、一個人でも伝えることのでき

とではないかと思います。

がおっしゃっているアクセスできる権利、あるいは、自ら表出できる権利、あるいは知る

な国民がもっと言論の自由を、言論の自由というのは１人でつぶやいてもしようがないわ

枠としてはテレビ局用にはめられているけれども、テレビ局そのものが少なくて、実は使

を保障する責務は一体誰にあるのかということを書いた法律でございます。先ほど孫社長

法は、世界消費機構の８つの権利を明定して、先ほど責務という話がありましたが、権利

波がまだたくさんあるはず。テレビ用に割り当てられている電波でも、地方によっては、

われていない電波がたくさんあって、これをさまざまな国民に開放していけば、さまざま

今日、正直、アジェンダを中途で、寸どめさせていただきました。と申しますのも、国
民の権利とは何かということをずっと議論していただいたわけですけれども、消費者基本

由ができるようにという意味では、例えば国民の共有資産である電波、使われていない電

本当にありがとうございます。

大臣の締めくくり挨拶

た少数のマスメディアの権利を保護することにも繋がりかねないように、国民の多くの人

ややもすると、言論の自由というのは特定のテレビ局、限られた少数のテレビ局、限られ

言論の自由、報道の自由ということが当然あるわけですけれども、

だいていない方もいらっしゃいますが、まだまだこれから議論が続きますので、ひとまず

を、ここでつまびらかにしていただいて、それを材料にして議論することも一つの方法で

以上です。
【濱田座長】 そろそろ予定をしている時間の終わりが近づいています。まだご発言いた

るならば、やはり放送事業者の皆様方がどうやって自らの手で放送の自由を守っていくか

ども、先ほど郷原構成員もおっしゃっていましたが、放送法の第３条と第４条を十分に守

るいは、この場で議論していく必要があるのではないかと感じました。

限られた１年間の中で、どこから議論していくのか。その全体像を見渡しながら、どこに

かをつまびらかにしていただいて、それを議題にして議論を進めていくことも一つの方法

この資料の中にも過去に問題になった主な事例が、昭和６０年からずっとありますけれ

こうした中で、国民の権利保障の在り方を考えるといったときに、このフォーラムで、

っていくということを考えるならば、放送事業者の方々はどういう形で取り組んでいくの

16

ていただいて、議論をいただくということもいいのかもしれません。

っている名刺です。これを配ると、その施設に５０円入るようになっていますけれども、

ムでの議論の参考にしていただきたいということで、郷原構成員の方から提出をいただい
たものです。お持ち帰りいただければと思います。

うＮＰＯがありまして、そこに行ってみて驚くのは、手も、足も、口もご不自由な方がカ

ウンセリングをなさっていました。どうやってお口が不自由でカウンセリングできるかと

-25-

にというのがジョン・Ｆ・ケネディの大きな政策のアジェンダでした。

れた後にさまざまな課題に挑戦する人たちを納税者に、チャレンジドをタックスペイヤー

すけれども、生まれながらにして神様から挑戦する課題をもらった人たち、あるいは生ま

葉です。新政権は「チャレンジド」という言葉を使っています。これはケネディの言葉で

う「障がい者」という言葉は使いたくないと思っています。とても後ろ向きな、悲しい言

パワーするということであります。私たちは障害者基本法についても議論しましたが、も

に産業振興があるのは誠に変な話です。このアジェンダの先にあるのは、一人一人をエン

私たちは、今日、ご議論をいただいて、先ほど上杉構成員がお話になったように、ここ

もありがとうございました。
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以上で、第１回の会合は終了させていただきます。大変活発なご議論いただいて、どう

ばと思います。

次回、第２回の会合の日程につきましては、事務局より別途ご連絡をさせていただけれ

ただいま皆様方に事務局から資料が配付されておりますけれども、これはこのフォーラ

らっしゃるキャリアの皆さんにもご協力いただいて、神戸にプロップ・ステーションとい

いうと、目の玉を動かして、それを言葉に変えておられました。

ありがとうございます。では、そのようにさせていただければと思います。

うことでお任せいただいてよろしいでしょうか。

の長谷部先生にご一任をいただいて、これからの議論の柱を立てさせていただく。そうい

って、様々なバリアを取ることができるだろうと考えているからであります。こちらにい

何故こんなことを言うかというと、情報通信でコミュニケーションを保障することによ

を感じている人たちに、ＮＰＯの方々が居場所をつくることをなさっていました。

本日いただきました、様々なご意見につきましては、政務三役と私、それから座長代理

若干不安ですが、入らないものは、場合によっては、大臣、また別のフォーラムをつくっ

ているのですが、これは私の名刺ですが、障がいを持った方々が一枚一枚つくってくださ

この間、深尾構成員のところでも、住みにくさを感じている人たち、生き辛さ、働き辛さ

ていく柱にしたいと思っておりますし、すべてがこの柱立ての中に本当に入るのかどうか

最後に、私たち新政権が目指したい社会ということで、これは色々なところでご紹介し

止めだという見事なお言葉がありましたが、これをもう少し煮詰めて、これから議論をし

ます。そして、世界の中でも少子高齢化に対応できない社会になってしまいます。

それでは、今日、色々とご議論をいただいて、これをどうやってこれか

ら議論していくかというのは大変難しいのですが、大臣の方から、このアジェンダ案は寸

【濱田座長】

いうと、ＧＤＰがこのまま１％ぐらいの成長でいくと、日本の財政赤字は破綻してしまい

ＩＣＴを使った教育を、なぜ私たちがこれほどやらなければいけないと言っているかと

ありがとうございました。

さが一つの大きなキーワードになっていました。

す。

のクリエイティブシティーを中心に研究をしていたときがありました。やはり２つ条件が

ら感謝を申し上げて、ご挨拶にならないですけれども、私のご挨拶にしたいと思います。

てコントロールできるのか。そういったことについても議論を深めてまいりたいと思いま

お話をしました。クリエイティブシティーって一体どういうところなのか。私たち、世界

のですが、すべての人たちがウェルカムで抑圧がない。つまり、住みやすさ、居心地のよ

る、先ほど前ＢＰＯの五代構成員からお話がありましたけれども、自分の情報をどうやっ

前ですか、
「ロード・オブ・ザ・リング」の制作者の皆さんと、ニュージーランドで色々な

今日は、本当に素晴らしい時間をいただきまして、大変お知恵をいただきまして、心か

るいはコミュニケーションにおける権利、もっと言うと、自分の情報をコントロールでき

高めていくか、いかにクリエイティブなものを守っていくか。内藤副大臣と一緒に、３年

あると思います。それは、差別や抑圧がない。ニュージーランドは日本から行っても遠い

この中で議論をしていきたいのは、自由を守る砦と一緒に、一人一人の学ぶ権利や、あ

また、堀社長がお話になったところは大変大事だと考えておりまして、いかに創造性を

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 2 回会合
平成 22 年 1 月 21 日(木) 17 時 30 分～
総務省８階第１特別会議室
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所：総務省第１特別会議室

２．場

克也、後

房雄、

正義、長尾 毅（代理出席）
、広瀬 道貞、三浦 惺

具体的な検討項目案ですが、ここには、大体このような検討項目が出てくるだろうとい

評価」。放送事業者自身の自主的な取組について検討をしてはどうかということです。

たします。それから、前回と同様で、会合の模様はインターネットにより同時中継してお

そこでカバーできない問題にどう対応していくかについて。

野寺オブザーバの代理として長尾渉外・広報本部長にご出席をいただいております。総務

アジェンダ設定に関する座長説明

-1-

-2-

ということ。それから、
「第三者的な監視組織の必要性及び課題」で、そうしたものをつく

過去の経緯」
。これまでの行政の仕組み、そういうものについて少し振り返って見てみよう

それから、③が「行政による対応の現状と課題」で、
「放送にかかわる行政機関に関する

ろな問題をカバーできているのかということもございますので、そういう問題があれば、

本放送協会より、福地オブザーバの代理として金田専務理事に、ＫＤＤＩ株式会社より小

省側では、長谷川大臣政務官が公務により遅れてご参加になると聞いております。

「これまでの活動状況への評価」と、前回ご意見ございましたが、ＢＰＯがすべていろい

本日は黒岩構成員、根岸構成員、河合オブザーバがご欠席と伺っております。また、日

それから、２番目が②になりますが、
「業界の自主的規制機関であるＢＰＯの現状と評価」。

ンプライアンス体制の現状と評価」。それと若干重なりますが、「これまでの活動状況への

に引き続きまして、議事進行を私が務めさせていただきますが、どうぞよろしくお願いい

りますので、ご了承いただければと思います。

ておりますが、まず、１番目が「放送事業者による自主的取組について」。放送事業者の「コ

うことで整理をしております。これは前回出していただいたご議論、それを中心にまとめ

本日は、皆様方お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。第１回会合

利保障等の在り方を考えるフォーラム」の第２回の会合を開催させていただきます。

それでは、定刻となりましたので、
「今後のＩＣＴ分野における国民の権

番骨格になる部分だと思います。

５．議事録

【濱田座長】

ょうか」ということです。これは大臣も以前から強調されていたところであり、やはり一

（２）意見交換

います。まず、（１）ですが、「第１回会合における議論を踏まえて、当面の優先課題とし
て、放送・報道の自由を守る「砦」に関する検討に対象を絞るということではいかがでし

事

そこでまず私のほうから、この資料に基づいて簡単にご説明をさせていただければと思

とができればと思っております。

その上で、今後のアジェンダの基本的な枠、幹になる部分を、大体方向づけていただくこ

私からまずご説明をさせていただいて、それについてご議論をいただきたいと思います。

をさせていただきました。

ついては、ある程度議論の幹はできそうだと思いましたので、今日、このような形で整理

流れの中で議論していくというのは大変難しいと思います。ただ、その核になる柱の部分

前回、最後にも申しましたが、非常に多様なご意見が出ましたので、それをすべて１つの

（１）アジェンダ設定について

４．議

原口総務大臣、内藤総務副大臣、長谷川総務大臣政務官

（３）総務省

金田 新（代理出席）、孫

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

保、

利矢子、

孝章、羽石

信郎、五代

伊知哉、服部

泰志、郷原

淳一

常寿、中村

義貴、丸山

浩、宍戸

茂樹、工藤

恭男（座長代理）、上杉

くみこ、楠

平生、重延

好宏、木原

浜井 浩一、深尾 昌峰、堀

児玉

音

純一（座長）、長谷部

役にもご相談をし、このフォーラムにおける検討事項案ということで整理したものです。

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）

濱田

いただいております。これは第１回会合における議論を踏まえて、原口大臣はじめ政務三

今回、私のほうからアジェンダ設定についてということで２枚ものの資料を用意させて

基本的には変わっておりません。

３．出席者：

隆、宇賀

時：平成２２年１月２１日（木）１７：３０～１８：３０

１．日

アジェンダ設定についてというもの。それから、参考資料は以前と同じものです。それか

在り方を考えるフォーラム（第２回会合）

ら、第１回会合の議事録がございます。それから、フォーラムのスケジュール案。これは

それでは、議事に入らせていただきますが、こちらに配付資料がございます。はじめに、

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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が、一応、今申し上げたようなところを柱にして議論をいただきたい。そうしておかない
と、どうも１回目の議論を繰り返していくことにもなりかねませんので、一応、こういう
形で柱をつくらせていただいて、ただ、そういうものをベースにしながらも、必要なとこ
ろはできるだけ幅広く議論を進めていくことができればと思っております。議論を進める
過程で必要なものは、さらに幹の中に取り込んでいってはどうかと思っております。

って担保していくのか。立法機関との関係、さらに既存の審議会、あるいは政府全体の評

価機関等との関係をどうしていくのか。こういったことなどが出てこようかと思います。

それから、④ですが、
「受信者の権利保障に係る枠組みの現状と課題」で、これは「訂正

放送など」としておりますが、いろいろな課題がここに含まれてくることになるかと思い

ます。そして、こういった①から④についての日本国内の現状、あるいは仕組みだけでは

よる自主的取組」がどういう状況か。それから、
「業界の自主的規制機関であるＢＰＯの現
状と評価」。そういったことがヒアリングでポイントになるかと思います。

ございますので、国民の権利保障の観点というものを中心にして、放送に対する地域や市

民のアクセス機会の拡大、そういうものを通じた、「ヒューマンバリューを向上させる方

ればいいと思っております。

たテーマがここであり得るだろうと思います。こうしたテーマについて、諸外国の状況、

【原口大臣】

ダ設定に関する提案についてご説明いただきましたので、私から追加的に３点、皆様にご
提示申し上げたいと思います。

その中の「国際競争力強化検討部会」というところで、今後議論される予定になっている

ということでございますので、そこでしっかりと議論をいただいて、ただ、やはりこちら

のほうの課題とかかわってくるところがあるかと思いますので、必要に応じて情報共有、

１つは、これは誰のための権利保障なのかについてであります。私たちは消費者基本法、
障害者基本法という法律をつくらせていただきました。その権利の主体は、視聴者であり、
国民であります。つまり、ここでご議論をいただきたいのは、この放送事業者、あるいは
通信事業者、それはあくまで様々なコンテンツや放送や報道の表現者であり、発信者です。
その自由の権利もとても大事でありますが、受け手の側が、安全な、健全な環境において
情報を取捨選択できる権利、あるいはすべて等しくアクセスできる権利、あるいは情報教
育を受ける権利、こういったものがしっかりと保障されてこそ、その上に立って初めて、
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連携を図っていくと。そのためには、そちらの検討部会の様子も時々はお知らせいただく

ということになるかと思いますが、そのように進めていってはいかがかと思っております。

それから、
（３）ですが、その他、大変たくさんの論点を出していただきました。これに

ついては、先ほど申し上げましたが、放送・報道の自由を守る「砦」に関する議論につい

て、いろいろと必要な範囲で枝葉を付け加えていく形で議論をしていく。あるいは、先ほ

どのコンテンツ振興もそうですが、その他の会合等において検討をいただく。そういった

状況を踏まえながら、別途検討・判断することでいかがかと思っております。議論がござ
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皆さん、ありがとうございます。濱田座長から本フォーラムのアジェン

ばと思いますが、議論の前に大臣のほうから何かございますでしょうか。

お願いしたいと思います。それを踏まえて、この柱をさらにブラッシュアップしていけれ

ものについては、別途に「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」、

それから、ここに（注）という形でつけておりますが、具体的なコンテンツ振興策その

以上、私からざっと整理をさせていただきましたが、これから皆様の間でご議論を是非

そういうことが出てくるかと思いますが、それは柔軟に考えて、実質的な議論が進められ

めの仕組み、パブリック・アクセスと言われるような問題がかかわってきますが、そうし

特に先進的な取組があれば、参考にして検討を加えていくことを考えております。

こういうことは聞いたほうがいいとか、こういう団体。個人から伺ったほうがいいとか、

る国内外の事例等」についてヒアリングを行っていく。まだまだ、議論を進めていますと、

け手であった国民が、今度はみずから、受け手であるだけではなくて発信する側となるた

具体的な検討項目案ですが、次の２ページ目にございます。これまでは情報、放送の受

また、２回目には「行政による対応の現状と課題」、それから、「受信者の利益増進に係

信者の利益増進に係る国内外の事例等」がどうなっているのか、あるいは「放送事業者に

テンツを含む知的財産等に係る推進の在り方」です。これについてはかなり幅広い問題で

策」に当面の検討対象を絞ってはいかがかと考えました。

と思っております。これもご議論をいただければと思っておりますが、まず１回目には「受

次回以降のヒアリングについては、大体、イメージとしてはこういう形になってこようか

それから、
（２）ですが、第１回会合でアジェンダ（案）の中に入れておりました「コン

以上の部分が、１つ、議論の検討対象として考えられるかと思います。

これはこれからご議論いただきますが、こうしたことを踏まえて進めることになれば、

最初からあまり検討課題を絞り込むというのは、まだ２回目ですのでどうかとは思います

政治的中立性、公正性、これらが何よりも大切になってきますが、そういうものをどうや

なく、諸外国の状況を踏まえ、国際比較をしてみることが必要だろうと思っております。

いましたホワイトスペースの活用等についても、別途議論が行われると聞いておりますし、

るとした場合に、そこでの業務の内容がどういったものになるのか。そして、その運営の
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に、一人一人のジャーナリストの権利を保障するためにも、公的機関にあるものは、基本
的にイニシャライズして、自分の名前を出して、そしてそれを発表することが大事であり
ますし、この民放連のコードにもございますように、原則、取材源を明らかにしなければ
いけない。全米新聞編集者協会（ＡＳＮＥ）は、秘匿性を保持する明白かつ差し迫った必
要性がない限り、情報源は明らかにされるべきと定めています。ドイツや韓国では、匿名
報道の場合であっても、少なくとも所属は明らかにしている模様であります。

ながらも、その基準の明確化や有効性について、言論の多様性の観点から、同一資本がす

べてを支配することについてどのように考えていくのか、言論の多様性、多元性を確保す

る上で十分に機能しているか否かを検証し、見直す必要がないのか、本フォーラムにおい

ても検討していただけないかと思います。もちろん、これは経営の視点がありますし、あ

るいは競争の視点もございますので、私は一概にすべてをクロスメディア規制すればいい

という考え方ではありません。逆に、ジャーナリスト一人一人を守る、あるいはそのため

是非、今日ここでご議論をいただきたいのは、私たちの今までの既得権益は一体何だった
のか、すべての既得権益を見直して、そして、国民の情報にアクセスする権利を保障して
いきたいと、この決意を申し上げて、前の３点の論点を座長において加えていただきたい
と思っています。ありがとうございます。
【濱田座長】

ご議論いただきたい３つのポイント、また、それと関連する基本的なジャーナリズムのあ

クセスでき、互いに切磋琢磨でき、よりよいコンテンツ、番組をつくり上げる機会と権利

が保障されることが必要ではないかと思っています。欧米やアジアでも健全な民主主義の

担い手を育成する観点から、放送番組とプロデュースする人たち、そこで様々なチャレン

ジがあると聞いています。この場でも指摘がございましたが、市民にとっての表現の場が

拡大するだけではなく、厳しい状況にある制作者の方々にも、様々なチャレンジ、ブレー

クスルーを目指すチャンスを提供できるのではないか。

造規制、組織規制をする目的というのは、結局、受信者の権利保障にかかわってくるので
あろうと思います。そういう意味では、大臣からご示唆いただいた第１点と第２点、これ
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シップに関係するインターネットメディアの記者からの質問です。検察当局による、おそ

らくリーク情報と思われる情報の垂れ流し、また、冤罪の可能性や、人権というもの、推
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をしていくことにすればいいのかという気がいたします。

違うものが出ておりましたのでご説明を申し上げたいと思います。

それから、クロスメディアの問題、これは一種の構造的な規制の問題ですが、ただ、構

現状と課題」
、ここで訂正放送制度の例を挙げておりますけれども、ここで少し幅広に議論

でございます。一部、今日の報道で出ておりますが、そのことについても私の真意と全く

昨日の大臣会見でございましたけれども、こういう質問がありました。クロスオーナー

ってきますと、先ほどのアジェンダ設定の（１）④の「受信者の権利保障に係る枠組みの

そこで、今お話のあった３点ですが、それぞれ、誰のための権利保障かということにな

り方、既得権益への切り込みにかかわる課題といったことについてお話をいただきました。

また、最後になりますが、本フォーラムのテーマである国民の知る権利に関連すること

利を保障し、そしてヒューマンバリューをもっと高くしていこうと考えています。

以上、３点申し上げましたけれども、要は何を申し上げたいかというと、一人一人の権

せないなんていうことは、あってはならないということを申し上げたわけでございます。

手段の確保が重要だと考えています。すなわち、様々な表現者、クリエーターが放送にア

ありがとうございました。今、大臣のほうから、特にこれから皆さんに

特定機関が気に食わない発言をした記者を追い出す、あるいはそのことについては放送さ

原則をしっかり守ったことをしないと、ジャーナリズム、あるいは放送局も、例えばその

の「砦」をつくりたいと再三申し上げてまいりましたけれども、多様な言論・放送の実現

次に、放送の多様性を確保するための具体策であります。この場で言論・放送にとって

私は、昨日、取材源を明らかにしなさいと言ったのではありません。そうではなくて、

の長い間のもたれ合いというものがなかったかというと、私はそうは思っていません。逆

史的な世界に冠たる二元体制、その現行の放送局の様々なパワーをさらにパワーアップし

に放送局の体力というのもとても大事だと考えています。

このことに対して、私はこのように答えました。私たち、この新政権は、検察がリーク
をしているという立場をとっていません。しかし、一方で、問答無用、ルール無用の過去

まメディアスクラムについての質問がございましたが、ＮＨＫと民放で築き上げてきた歴

について、大臣としてどう考えるか聞かせていただきたいという質問でありました。

のインターネットメディアにも公開をしようとしているわけです。その中で昨日、たまた

ざいます。今、放送と通信が融合するという形になっていて、私たちは記者会見をすべて

ですが、こうした一方向からの捜査当局のリーク情報のみをもとにした集中報道のあり方

られます。過去に何度も何度も繰り返されてきた報道被害の一典型のようにも思われるの

組みについてのお願いでございます。

２点目は、これまでの規制のあり方に加えて、クロスメディア所有の規制のあり方でご

定無罪の原則、そういったものを無視した集中報道、メディアスクラムといった傾向がみ

様々な表現や言論の自由というものが成り立つのだろうと思います。まず、この大きな枠
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ありがとうございます。大変大事な前提となるテーマだろうと思います。

すけれども、ああいうような問題を含めて、僕は砦をつくってもらうことに日本の報道機

いいますか、幹をつくるといったことをやっていきたいと思います。

省に呼び出されて文書を交付されたり、あるいは口頭で注意処分を受けるというようなこ
とが繰り返されてきた。ＢＰＯができて、そして倫理検証委員会ができて、かなりの間実
践されてきませんでしたが、去年になって何件かＢＰＯの審議と並行する形、あるいは先
回りする形で、処分というか行政指導があったわけです。その行政指導という問題とこの
砦の問題。つまり、僕は、実際に民放局、あるいはＮＨＫの場合には予算審議と番組介入
の問題というか、政治との問題を議論しなければいけない、かなり大きなテーマですけれ
ども、そういうことを含めて、砦というのはどこまでのことを大臣として思っていらっし
ゃるのか。あるいはこのフォーラムでどのような形の審議をしなければいけないのか。は
っきりさせていく必要がないか。なぜ僕がそう言うのかというと、行政がやってきたこと
がドキュメントになって出ていればいいのです。実際に僕もいろんな形で取材したけれど、
局からも手に入らなかったし、行政からも手に入らなかったことがあるわけです。どのよ
うなことが実際に文書として行使されたのか、あるいはどう言われたのか。がわからない。
個別具体的なところでのほころびというか、これまでのまずい点を正していく意味で、是
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われるので冒頭に申し上げることにしました。このフォーラムの基本的な課題である放

送・報道の自由を守りながら、国民の知る権利、この場合の国民の知る権利というのは、

正確な情報を知る権利、あるいは放送倫理と言われているものを含むと理解しているので

すが、今後の議論では、この両者をどう両立するかが大きな課題になってくると思います。

これは、どちらに傾いても問題が起こります。放送の倫理を強調し過ぎると報道の自由に

必要以上に介入することになりますし、報道の自由を認め過ぎると、やっぱり視聴率競争

などが起きてしまって、面白ければ良いと不正確な情報が提供されてしまう危険性がある

と思います。そこで、どういう機関をつくるにせよ、この新しい機関の役割の１つとして、

国民のメディアリテラシーを高めるような役割を、持たせるような何らかの仕組みをつく

っていくことが大切だと思います。あくまでも１つの意見ですけれども、例えば北欧など

でいえばオンブズマン制度が導入されておりまして、そこが放送倫理の問題を担当してい

るそうです。日本の裁判員も市民参加への例ですが、そういったチェック機関に視聴者で

ある一般市民が関わることによって、自然な形で司法やメディアに対するリテラシーが高
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政指導という問題と、その砦の問題です。つまり、行政指導という法の根拠がなかなかな
いような部分での厳重注意という形で、例えば地方の民放放送局の社長が、郵政省や総務

龍谷大学の浜井です。

それから、これはＢＰＯのところで話が出てくるのかもしれないですが、これまでの行

きたいと思います。

原口大臣には是非その砦について、もう少し個別具体的に、いずれかの回でお話しいただ

思うので、宛行扶持（あてがいぶち）のものではあってはいけないと思うのが第１点です。

うに、自分たちの伝統の中で、あるいは実践の中でそういうものをつくっていくべきだと

どこで意見を言おうか迷ったのですけれども、このフォーラムの主要課題ではないと思

【浜井構成員】

アジェンダ設定に関する自由討議

ます。

では、前回と同様、ご意見のある方は挙手をいただいて、お話しをいただければと思い

に、皆様方からご自由にご意見をいただければと思います。

関がみずからウェルカムであるとは信じたくないです。つまり、広瀬さんも前回話したよ

という問題、あるいは民放が関係者発言について何も報道していないということがありま

から皆様方にご議論をいただきたいと思います。その上で、このアジェンダの絞り込みと

今日は６時半まで議論を予定しておりますけれども、大体６時２５分ぐらいまでを目処

あいまいで、見えてこない部分があって、大臣の発言に対して新聞等々が批判したりする

定全体、それから大臣からご示唆いただいた点、こういうものを含めて、全体としてこれ

立教大学の服部です。

大臣には耳の痛い話かもしれないのですが、報道の自由を守る「砦」というのがかなり

【服部構成員】

まずは皆様方からいろいろご意見をお伺いできればと思います。

【濱田座長】

させていただきましたが、先ほど、私のほうからご説明申し上げましたこのアジェンダ設

かがかと思っております。私はとりあえずそのような形で、大臣からのご提案を受けとめ

出しておりますので、ここを今の大臣の話を踏まえて、議論を深めていくということでい

２ページ目の一番上になりますが、ここにパブリック・アクセスの問題を含めてテーマを

はないかと思います。

と、結局、規制強化なのか報道の自由優先なのかで議論が分かれてしまうことになるので

解で含み込んでいくことでいかがかと、今のところは感じました。

それから、放送の多様性を確保するための具体策というのは、これはちょうど（２）①、

まっていく効果もあろうかと思いますので、そういった部分もどこかで考慮しておかない

はアジェンダ設定の（１）④、ここを少し幅広く議論をしていただくという、そういう了
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か。全くこれは言語道断の、もしかしたら憲法にも違反しているのではないかというぐら
いの重大な問題であると思うんです。

思います。そこで大臣のご意見等を一緒に重ね合わせていくことができればいいと思って

おります。

の国民が機会均等に知ることのできる権利、伝えることのできる権利は、根本思想として
守らなければいけない、最も大切な人権であると思います。だから、アジェンダから記者
クラブ問題を外すことは、全く大きな問題であると言わざるを得ない、根本問題だと思い
ます。
【濱田座長】

いうのは、現状の記者クラブの放送、新聞等だけに限定しているのか。あるいは将来的に

通信、フリー、海外メディア等も含めた議論になるのか。そのあたりを前提としてはっき

りさせていただきたいので、前回、アジェンダに記者クラブ問題をと申し上げたので、改

めてお伺いしたいと思います。

【濱田座長】

コミュニティＦＭ三角山放送局の木原と申します。

アジェンダに関しては、特にこうして欲しいということではないのですが、１つ、番組
はやはり現場でつくられておりまして、私たちは日々、次に何を発言しようかや、ここは
何と言ったらいいかということについて、問題にぶち当たっているのが日常です。そのと
き、問題になるからやめておこうと脳裏をよぎることもあるんです。面倒くさいことにな
るからやめておこうと思ってしまったら、もうこれはおしまいだと思うのです。そういう
-10-

当に制度的な議論だけでいいのか、むしろ自由の実践の部分にかかわってくる、そういう

部分も随分あると思うんです。ですから、そういう意味では、メディアなり、こういう場

を離れたところでもっと議論すべきところが、私は結構あると思うんです。このように顔

ぶれをそろえて、ここで記者クラブ制度というものを全部議論し切れるのかというと、ち

-9-

場からという立場で発言させていただきたいと思います。

私は、ずっと長く現場におりまして、コミュニティＦＭでも今現場におりますので、現

【木原構成員】

この点は、今申しましたように次回に向けて考えてみたいと思います。

由の実践の中ででき上がっていく部分と両方あると思うんです。この記者クラブ制度が本

が、砦というもの、こうやって制度的な議論をしていくという部分と、それからやはり自

ある。それから、もう１つは、これは先ほど服部さんの言われたことにもかかわるのです

ここでは主として放送をやるわけですが、これは放送に限らず、新聞にもかかわる問題で

大きな問題だと思います。ただ、ここで議論をするのがいいかをちょっと迷ったんです。

わかりました、ありがとうございます。

かという境はもはやなくなってきている状況の中で、機会均等という理念の中の、すべて

こで「報道の自由の砦」を守る議論をしながらも、実際の皆様のご認識では、この報道と

この記者クラブの問題は、私もメディアを研究してきましたので、大変

そういうことで考えると、どこまでが報道で、どこまでが放送で、どこまでが文字のもの

組織で通信事業者、通信のジャーナリストは排除されているのが現状です。ですから、こ

イムに世界中の人々に伝えることができるような機能も、最近はついてきているわけです。

ないと思うんです。

送と通信となると、現状の記者クラブ制では通信が排除されていると言わざるを得ない。

メディアも入ることができたのですが、今現在、鳩山新政権といえども、ほとんどの政府

権益を守るような行為は、最もあってはならない、前近代的な発想であると言わざるを得

この話し合いのベースになるという座長のお話もあったのですが、報道という部分で、放

それから、その放送に関しても、例えばTwitterに、Ustreamのような動画で、リアルタ

る。世界で１億人もの人々がそういう状況になっている中で、特定の報道機関などの既得

げましたが、どうも見ると入っていないようです。今回、
「報道の自由の砦」ということで、

総務省に関しては、大臣のご尽力により、半ば、通信、いわゆるインターネットその他の

人々がTwitterを使って、みずからが報道機関、メディアになって人々に伝えることができ

前回、アジェンダ設定の中に、是非とも記者クラブ制度を含めていただきたいと申し上

大臣も、それから鳩山首相も、最近、Twitterを始めておられます。５００万人ぐらいの

定の新聞社の、まさに記者クラブというクラブ組織に入っている人たちの砦になってない

のを踏まえながら、砦というもののイメージを、このフォーラムとして固めていきたいと

今日はTwitterでつぶやいております。最初に宣言しておきます。

ら報道の砦、
“砦”ということの意味が、今の話にもありましたように、特定の放送局や特

（１）③、この中で議論があり得るという気がしておりますけれども、そういう個別のも

【上杉構成員】

っていると思うのですが、国民の知る権利、伝えることのできる権利の中で、もしかした

基本的に、国民の権利問題が、このフォーラムのメインテーマにな

フィロソフィーとして詰めていくことになるかと思います。行政指導の問題は、おそらく

砦の問題は、おそらく全体のこれから議論していくことの基本になる理念といいますか、

【孫オブザーバ】

いただきたいと思います。

【濱田座長】

ありがとうございます。

ょっと気になるところがあるものですから、ここでは入れていませんが、少し考えさせて

非とも行政の側からの何らかの説明、レクチャーが必要だろうと思います。

25

局サイドのほうからも情報を提供してもらえるようにしたいと思います。
【深尾構成員】

現場が問題意識もなくなり、そして、いい放送ができなりますので、今回はこの話の中で、

放送番組の質を高める方向での議論を是非お願いしたいと思います。

に使うということも、多分課題としては出て来るんだろうと思っています。そういった意
味で、諸外国の状況も大事ですが、それに加えて、何か外国の状況を真似しようというこ

それには全く異議はありませんし、
（２）の論点については、私自身もコンテンツ検討チー

【音構成員】

すと、先ほど木原さんからコミュニティＦＭの話がございましたが、ケーブルテレビでも、
パブリック・アクセスのサービスをやっているところが幾つかあります。また、海外との
比較でいいますと、例えばアメリカでは、１９８４年のケーブルテレビ法の中でパブリッ
ク・アクセスを制度化したことによって、実現した例もあります。逆に、日本はそうした
制度的なものを用意してこなかったがゆえの発達のあり方もあったのではないのかと思い
ます。

条件があると思うのです。１つは、（１）で言うジャーナリズムが外からの風をきちんと防

ぐことができるのかという建てつけの問題。それからもう１つは、砦に守られながら、ち

ゃんと食べていけるのか、つまり、その中でちゃんとビジネスを続けて、コンテンツをつ

くり続けることができるのかということも大事な状況かと思います。デジタル化がとても

進展していて、コンテンツのビジネス構造や環境が激変する中で、コンテンツがきちんと

長期的に回っていくような環境をどうするのかも念頭において、政策の優先順位を考えて

いければと思います

ではなく、今まで自主的な活動の中でうまくいっている部分、または展開ができてきた部
分もあるのではないか。ＢＰＯの評価なども行っていくべきでしょうし、制度化されるこ
とによってうまくいく、またはうまくいってきた事例もあるかもしれませんけれども、制

制作と流通を促進するという観点です。これは海外でもいろんなアプローチがありますの

で、何か日本でもできることがないのかについて、議論いただければと考えます。

【濱田座長】
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ば「砦」というようなことを考えたときに、砦をつくることによってうまくいくものだけ

はないかと思います。放送の多様性を広げる、多様な言論手段を確保して、コンテンツの

コンテンツの振興策について、中村構成員も検討メンバーに入ってらっ

もう一方で、（１）の議論と関連して、まだ十分イメージがわいていないのですが、例え

そういう意味で、先ほど大臣がおっしゃった３つの論点の３点目は、実は非常に大事で

今のご指摘と非常に重なるところがあるのですが、例えば日本の場合で

の声を活かす必要があるのではないかと思っています。

ておきたいと思います。表現の自由の砦なるものがあるとして、それが成立するには２つ

況など様々なメディアの状況がどうなっているかもきちんと一度整理をし、制度設計にそ

えていくのであれば、現状の我が国の市民メディアの状況やインターネットメディアの状

と思います。

ただ、この２つのアジェンダは、実は非常に密接に関連しているということを付言をし

とだけではなくて、日本独自の仕組みづくりや、日本でどうやっていったらいいのかを考

ムや電波活用ビジョンの検討チームに参加しておりますので、そちらで十分議論できれば

【中村構成員】

し、私はＮＨＫ受信料などの一部を市民による「公共放送」を支えていくインフラの整備

と自体が、「公共」を支える１つの営みなんだろうと思っています。

す。

この会合、ひとまず（１）に集中して優先するというのがこの会の本旨でございますので、

わけですが、それだけではなくて、きっと様々なメディアを通じて市民が発信していくこ

融合についても考えたいと思います。この辺もきっちりと議論していただきたいと思いま

それはいかに国民が発信できるメディアを確保するのかという観点で申し上げたのですが、

変化を迫られていると思います。多くの人は「公共放送」と言えばＮＨＫとなってしまう

ろいろな制度などが追いついていないこともあると思うので、これからのネットと放送の

支えていくのかを考えていく必要があります。先ほどの記者クラブ制度の問題もそうです

ています。そういった状況の中で、例えば公共放送の「公共」という概念一つをとっても

で融合している状態になっております。このことは、実際のその現象のほうが早くて、い

ンダの（１）よりも（２）のほうが、実は緊急性が高いのではないかと申し上げました。

日本国内でもインターネットメディアやTwitterなど新しい「メディア」が相当な数出てき

ーネット放送の同時配信をしておりまして、ネットの聴視者と地上波の聴視者が番組の中

そういった観点でいくと、今、中村構成員からもありましたように、それをどうやって

②の諸外国の状況（先進的な取組事例等）とありますが、今までの議論でもあったとおり、

ですが、コミュニティＦＭでは、もう既に三十数局が参加いたしまして、地上波とインタ

慶應義塾大学、中村伊知哉でございます。前回の会合で、私、アジェ

でこういった形でアジェンダを設定していただいたことは非常にありがたいです。ただ、

それと、もう１つ言わせていただきたいのですが、パブリック・アクセスに関しての話

きょうとＮＰＯの深尾と申します。今までのお話と関連づけて、（２）

しゃるということなので、是非こちらにも情報をお寄せいただければと思いますし、事務

ことを思わなくてもいいような現場でありたいと思っております。そういうことが続くと、
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とも何かメディア側の自主規制なのかはわからないですが、比例代表制部分については、

くいんです。つまり対象が見えない。砦というのはどこを対象にしているのか。例えば、

ぶわけですけれども、おそらく、皆さんの議論からいろいろと出ていますように、誰から
何を守るのかという構図が非常に複雑になっています。放送・報道事業者自体が第４の権
力になっているのは明らかですし、メディアの中でも、今出ていますように記者クラブの
中と外という関係もあります。こういうかなり多様な対立関係みたいなことを踏まえた砦
というイメージは、制度設計上、かなり複雑だと思いますが、なるべく、そうした、実際
の対立関係みたいな実態を踏まえた制度設計をすることが重要だと思います。先ほど座長
が言われたような、実態をまずきちっとヒアリングしようというのは非常に重要だと思い
-14-

と論点を全体設計に広げなければいけない局面に、次はなるのだろうと思います。ですか

ら、単純には、まず初めにコンプライアンスの問題、自浄作用がないのかという問題です。

それは僕、この前送られてきた資料を見てびっくりしたのですが、本当にそこまで崩れて

いるのかと。そうであれば、それはコンプライアンスというよりも存在そのものが問題で

あります。この議論は市民目線で見ると、業界と官僚が話をしているような感じになって

しまっている。市民は、先ほど言ったように多様な情報を欲しがっているわけですから、

多様な情報が得られるような仕組みをつくってもらわなければいけない。だから、アジェ

-13-

うのが１つです。

の選択肢を市民は得ることができない。選択肢が提供できない社会で、強い民主主義がで

と思うんですが、砦というと、権力から放送・報道を守るという構図が何となく当然浮か

ちょうどいい機会なのではないか。そういう話を論点として意識をしていただきたいとい

大きな話題があると、その話題が集中豪雨的に報道されるために、なかなかいろいろな形

電波に伴うところのコンプライアンスの問題は早くやらなければいけないのですが、もっ

況なので、両方にとっての共通ルールという意味で、メディアの整備がされるには、今が

だと思うのです。しかし、今のメディアから流れている報道は一方的に偏っている。何か

もう１つ、最後に砦ということの制度設計が、これから多分議論になっていくんだろう

めて、ちょうど与野党、立場逆転したわけですから、いわばお互いの立場がよくわかる状

うと、自由な社会を守るためであって、自由な社会とは、市民が多様な選択肢を持つ社会

きるわけはないのであって、それが多分、ここのアジェンダであると。そうならば、今の

しかし、なぜかこういうものが事実上実現しない状況になっている。こういうことも含

もう１つ、本当の報道の自由というか民主主義というのは何のために機能するのかとい

党の首相候補の討論が国民の参政権にとってもすごく重要だと思います。

これがずっと行われてきていない。これは何故なのか。例えば行政指導があるのか、それ

【工藤構成員】

は全体のメディアを想定しているのか。そこのあたりがよくわからないです。

の討論がどこの国でもゴールデンタイムにきっちり時間をとって行われているわけですが、

私、言論ＮＰＯというＮＰＯ団体なのですが、議論になかなか入りに

す。

各党の討論があってもいいのですが、政権選択の部分については、どう考えても主要２政

についてはずっと主張してきたわけですが、例えばその中で、２大政党の首相候補者同士

る事例もあわせて調べてみると、随分参考になるのではないかという気がいたしておりま

電波法とか放送法を対象とした免許放送の放送事業者をいっているのか。それとも、そこ

という今の首相がそんな立場にあるわけですが、そういうことを考えると、私も政権交代

と、つい欧米を調べるケースが多いのですが、実は、私たちの身近なところで起こってい

なるので、自由に競争できるようなインフラ整備をすることは、間接的には対抗側に有利

越してしまったのではないかと考えられるかもしれません。

しいと思います。私はイタリアを研究しているものですから、イタリアのベルルスコーニ

どうしてもインフラがあまり整備されていなくて、競争しようがない状況は与党に有利に

主化したのかもしれませんが、政権交代ということで言うと、この２つの国のほうが追い

告やレポートも、読むことがございます。このようなことからすると、海外の事例という

が、メディアというのは、要するに政党間の競争のインフラという意味を持つと思います。

権交代が複数回起こりました。つまり、日本は東アジアの中では非常に早く近代化し、民

になるという政治的な意味を持つものですから、なかなか公平な競争条件をつくるのは難

しい論点かもしれませんが、今、音先生からも出ました、政権交代という話と絡むのです

すと、この２つの国というのは、この２５年ぐらいの間に民主化が進んで、なおかつ、政

では、ＫＣＣなりＮＣＣはうまくいってるのかというと、随分苦労されているという報

前回、欠席させていただいたので、議事録等を読ませていただきました。１つ、少し新

名古屋大学の後です。

それから、もう一方のお隣の韓国はＫＣＣという独立行政委員会があります。考えてみま

【後構成員】

ほうがいいと思います。

ました。

それから、前回、宇賀先生がご指摘をされましたが、例えばお隣の台湾では、ＮＣＣ、

ンダをどこかのタイミングで、部分設計から全体設計に転換していく形で議論形成をした

度化されなかったことによる効用も、あわせて検討する必要があるのではないのかと思い
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らかの前進を図るのが建設的ではないかという気がいたします。記者クラブ問題などは、
その過程で出てくるだろうと思いますし、私自身も考え方がありますが、包含できるので
はないかと思います。
【郷原構成員】

送事業者の自主的取り組みから始めようではないかという収斂の仕方に大賛成です。これ

だけたくさんの人がいれば、みんなそれぞれ意見が違うと思うのですが、どこかで議論を

前進させなければいけないので、
（１）①、②、③、④、⑤、そして次に（２）に移ってい

くという格好で、進めていったほうがいいのではないかという気がいたします。

けたと思っても、かえって、訴訟を起こさないほうが得だと考えざるを得ない構図があり
ます。そうすると、結局その企業は、自分で諦めたわけですから、それでいいわけですけ
れども、それによって大きな誤解をさせられた視聴者の権利は害されるわけです。そこの
部分は、やはりＢＰＯなり、ほかの監視機関が役割を果たさないといけない部分でもある
と思いますから、どうしてもそこでスパッと切れない部分があることは頭に入れないとい

送事業者は視聴率競争や、コンプライアンスに反するようなことをやり始める。それをど

のようにチェックするか、ＢＰＯで十分だろうかという話だろうと思います。そういった、

ともかく放送について非常に不満な点、ＢＰＯについて不満な点などを十分話していただ

ければと思います。私たちも今、ＢＰＯが１００点満点、これで大丈夫と思っているわけ

ではないですし、むしろ定着させる過程にあるわけですから、おおいに参考意見としては

ると思います。そのレベルを現実的に考えていく、実行のレベルまで行っていくような会
議であることがとても大事だと思います。そのために、１つは、先ほど言った極めて新し
い、国際的なリードできる日本型、もう１つは、やはりもう明らかに多元的な時代、放送・
-16-

救済措置はいろいろあるわけで、すべてをＢＰＯに任せようと思うと、いろいろ行き過ぎ

が出てくる。そういう、民放各社やＢＰＯでカバーできるところと、やっぱり最終的に裁
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は機関ということで考えるのか、あるいは執行の方法で考えるのか、いろんなレベルがあ

こういうアジェンダをどうしたらいいかなどは、つまり、法制度で考えるのか、あるい

一方、経済的損失などは、例えば郷原先生が扱った不二家の問題などは、民事での別個

いという点は、えらく厳しく放送局に命じております。私たちはそれに従っています。

しなさいというところまではやりませんが、少なくとも、放送において名誉を回復しなさ

考えていく新しい国際的提言ができるのではないかと思います。

というような場面が出てくるだろうと思います。ＢＰＯは、その救済まで、こうして弁償

問題を政府と持っているわけです。こういう社会の中では、それが国際的な現実だと思い

がいいのではないかと思います。

そういう位置にありますから、今起きているいろんな問題点を、市民社会というレベルで

二次世界大戦でも、フォークランド紛争でも、イラク報道の件でも、すべて大きな対立、

役割、その自由について、それを守り、被害をどのように防いでいくかを議論していくの

まあります。大変注意しても、それによって名誉を傷つけられたり、経済的に損をしたり

くれるのではないか。実際に最も進歩的な公共放送を持っているイギリスにおいては、第

い。そういうことを心配する必要はないと思うので、まずは、放送、あるいはメディアの

ますけれども、日本の場合には、今や市民社会というベースでこれを考えることができる。

きるので、もしかしたら、新しい形の理論を国際的に言えるのではないか、新しい形をつ

なければならない。それがメディアであるわけで、決して、狭い範囲の議論には収まらな

もう一言あえて言うならば、放送も新聞も雑誌も、同じように被害者を出すことが、ま

ているという中で考えなければいけない。日本は、幸いにも戦争がない国という発想がで

りおもしろくなくてはいかんし、刺激的でなくてはいかんし、感動を与えるようなもので

今までの歴史を含めて考える砦ということになれば、かなり、日本は

進歩的な形で考えられるだろうと思います。普通、国際社会ですと、いまだに戦争を行っ

【重延構成員】

イアンスを守った記事・番組であるならば、それで大成功ということでは絶対なく、やは

先ほどから一、二議論が出ておりましたように、放送にしても新聞にしても、コンプラ

けないのではないかと思います。

やはりそこには今の放送の現状のもとで、その内容に非常に不満があり、大きな被害を受

だけ守っていこうじゃないかと。しかし、皆さんの多くの方々は、自由を守ると、すぐ放

聞きたいと思います。

例えば、不二家の事例にしても、なぜあれは不二家が訴訟を起こさなかったかというと、

はり全体の構造の中で考えないといけない面もあると思います。

例えば訴訟が、実際、そのような権利侵害に対して、どのような機能を果たすのかは、や

であって、何も放送事業者がそれで便利だとかいう話と全く違って、放送の自由をできる

と同じように、できるだけ自由を守っていこうじゃないかと。それは民主主義のインフラ

そして、こういうことだろうと思います。放送について言うならば、確かに新聞や雑誌

あるならば批判をしてもらい、定着させるべきだと考えるならばその方向で進むとか、何

まず、議論の進め方ですけれども、私、座長の決めた、つまり放

【広瀬オブザーバ】

今の、広瀬会長の問題整理は、基本的にそのとおりだと思うのですが、

判で決着をつけなければならないところもあるものと考え、まずはＢＰＯの現状に批判が

ますので、そこを是非じっくりやっていただければと思います。

28

【濱田座長】

議論していく中で通信の話は取り上げることになると思います。だた、通信を独自に取り
上げるのは、通信は通信の、インターネットの非常に複雑な世界ですから、そこを正面か
らやるのか、あるいは全体として放送を中心にし、議論をする中で扱うのか、そこはもう
ちょっと議論の様子を見てみたいと思います。今から外しているわけではありません。

ていく位置にあります。ただ、制作事業というのは、これは自由市場だと思います。そこ

に免許制の事業とは違う観点である、
“自由と公正”というのがもっともっと生かされてい

かなければいけない。それから、今までの考え方でつくるようなものでは全くだめで、あ

る意味では、放送という意味での、先ほど広瀬会長がおっしゃいました、おもしろい、感

動深いというのもございますが、非常に個人的な情報をつくるという新しいつくり方も、

深まってきたように思います。ここでのこれからの議論をどういうふうに進めていくかで
すが、今日はアジェンダ設定についてのペーパーを示しておりますけれども、今日のご議

いう自由市場、それを展開できるような形に流れればということを希望しております。

【孫オブザーバ】

先生がお話しになりましたけれども、最初に申し上げましたとおり、やはりこの主役は、
一人一人の市民であり、国民であると思います。先ほど、孫さんが、自由にアクセスでき
る権利、あるいは発信できる権利とおっしゃいましたが、是非３０年ぐらい、あるいは４
-18-

【原口大臣】

て、知る権利と伝える権利が機会均等にないと、これは偏った報道になってしまうという

リスクがあるということで、重大なコンプライアンス違反だと申し上げたいです。

１点だけ、質問ですけれども、アジェンダ設定のペーパーの２枚目の

項目３の括弧のところ、論点については、「放送・報道の自由を守る『砦』」になっている
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【上杉構成員】

本当に活発なご議論をありがとうございました。何のための砦だと服部

大臣の締めくくり挨拶

最後に、大臣のほうから何かございますでしょうか。

いただきたいと思います。

後ほど、進め方についての詳細については、事務局のほうからメールでご連絡をさせて

では、そのようにさせていただければと思います。

あるのではないか。つまり、報道機関の１つであるインターネットも市民メディアも含め

する側の限られた人々がその権限を持っていることに重要なコンプライアンス上の問題が

は５つか６つぐらいのキー局が、日本全国をネットワーク化しているということで、報道

が発生してしまっていることがあるわけですけれども、放送する側が実質、日本において

になかなか起きにくいし、あるいは言ってしまったものはなかなか覆しにくい。既に被害

放送してしまったものを、後からあれは間違っていましたと修正報道することが、現実的

【濱田座長】

議論でご一任いただくということでよろしいでしょうか。

たいと思いますし、尊重したいと思います。ただ１つ、明らかにＢＰＯ並びに報道業界の

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

上げたいと思っておりますが、そのあたりは、私、それから座長代理、政務三役のほうの

自主的にそういう組織をつくり、公正な運営を心がけておられることには、私は評価をし

方がコンプライアンス違反をしていることは、記者クラブ問題そのものである。つまり、

るかと思います。このあたりは、今日の議論を踏まえて、政務三役ともご相談をし、申し

り方と、とことん、さらに議論をやってからヒアリングをするという、両方のやり方があ

片方をないがしろにしてはだめだということをまずはっきり申し上げたい。

そこで、（１）から先に議論するということで、ＢＰＯが良識的な形で放送業界の方々が

思っています。ヒアリングを少し進めながら、アジェンダを並行して進めていくというや

それから、ヒアリングを次回どうするかですが、これは少し検討させていただければと

も大切だと思います。したがって、片方を優先的に先に議論するのはいいけれども、もう

てやるのであれば問題ない。ただ、どちらがより重要かという意味で言いますと、どちら

るのか、（２）の議論を先に始めるのかは、どちらであったとしても、要は（２）まで含め

論を踏まえて、もうちょっとアジェンダ設定の中身を詰めたいと思います。

りにさせていただきたいと思います。今日もかなり議論が広がっていますが、中身は大分

またまいろいろな方からお話を伺っているものですから、是非そういう観点では、制作と

先ほど中村先生のほうからもありましたけれども、（１）を先に始め

まだご意見があると思うのですが、ちょっとお時間が来てしまったので、そろそろ終わ

今、そういう環境が必要になっています。それが本当につくれる環境なのかについて、た

いえ、これは今、放送の概念もかなり広がってきていますので、結局、

ら通信を外したという理解でよろしいのでしょうか。

とだと思います。放送事業は免許制ですから、ある意味ではとても公共的な責任を果たし

だと全部通信が抜けてしまったのですが、そもそも前回の「放送・通信」というところか

か。その前の部分でも、（１）の①とか③は、「放送事業者による」という形で、この文面

います。

それから、私がコンテンツ制作者として、ここにいることができるのはとても嬉しいこ

のですが、これは前回まで、
「放送・通信」だったはずですが、あえて通信を外しているの

通信、両方で生きていく多元的な時代での考え方という、２つを是非入れていくべきと思

29

ありがとうございました。

した。
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以上

これで第２回の会合は終了とさせていただきます。皆さん、どうもありがとうございま

ご連絡をさせていただきたいと思います。

それでは、次回、第３回の会合の日程等につきましては、事務局のほうからまた改めて

【濱田座長】

と考えています。ありがとうございました。

まして、このアジェンダ設定そのものの組み合わせについてもお話をさせていただきたい

今日、大変多くのお話をいただきましたので、座長、座長代理、政務三役で議論を深め

の権利は保障できないと思います。

たりするのではないかと思うのです。そこの垣根を壊さないことには、私は、究極の国民

今までの、先ほど冒頭申し上げた、問答無用のルールがあったり、ルール無用の話があっ

いる体力に比べて、まだまだ世界のダイナミズムとマッチしていないのか。そこに、私は

ります。なぜこれほど大きなすぐれた国が、世界のコンテンツ市場の中で、自分が持って

もう１つは、ＩＣＴはすべての産業にくっついた、発展型、ネットワーク型モデルであ

みをつくっていただきたいというのが１つ。

市民が多様な情報を得られる仕組みをというお話もございました。そういう視点で、枠組

う変わっていくのか、その中でそれぞれの国民の権利をどう保障していくのか。先ほど、

０年、５０年といった少し長期のスパンで、私たちの国のコミュニケーションの仕方がど

30

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 3 回会合
平成 22 年 3 月 1 日(月) 17 時 00 分～
総務省地下 2 階講堂
次

１

開会

２

議事

第

（１）アジェンダ設定について
（２）関係者ヒアリング
・ 音好宏構成員
・ 日本放送協会
・ 民間放送事業者
－

(株)ＴＢＳテレビ

－ (株)テレビ朝日
－ 石川テレビ放送(株)
・ (社)日本新聞協会
（３）意見交換
（４）その他
３

閉会
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䊶ⷞ⡬⠪䋯࿖᳃䈲䇮䈬䈱䉋䈉䈭ㅍⷙ䉕᳞䉄䈩䈇䉎䈱䈎
䊶ㅍᬺ⠪䈱⥄ᵺ⢻ജ䉕䈬䈉⹏ଔ䈜䉎䈎
䊶ᣂ䈚䈇䊜䊂䉞䉝⁁ᴫ䈮ኻᔕ䈚䈢ⴕ⚵❱䋯ⷙ䈱ⷐઙ䈫䈲
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䂓⁁䈱ㅍ䉲䉴䊁䊛䈱ᬌ⸽
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䂓ᮭჇㅴ䈱䈢䉄䈱ⴕᐲਅ䈪䈱Ⓧᭂ⊛䈭ข䉍⚵䉂
䊶␠ౝ╙3⠪ᯏ㑐䈱ข䉍⚵䉂
䊶䊌䊑䊥䉾䉪䊶䉝䉪䉶䉴
etc.
6

䋺䉥䊮䊑䉵䋶(ฬฎደ䊁䊧䊎䋩䈱ⷐ
2002ᐕ12 ⸳┙
⋡⊛䋺ฬฎደ䊁䊧䊎䈮䉋䉎ੱᮭଚኂ䉇ႎⵍኂ╬䈱
㗴䈏↢䈛䈢႐ว䇮ㆡಾ䈭ភ⟎䉕⻠䈛䇮㗴䈱⸃
䉕䈲䈎䉎䇯
᭴ᚑ䈫⟎䈨䈔䋺3ฬ䈱ᄖㇱᆔຬ䈮䉋䉍᭴ᚑ䋨䊜䊂䉞䉝
⎇ⓥ⠪䇮ర⽷⇇䇮ᑯ⼔჻䋩ฬฎደ䊁䊧䊎䈎䉌⁛┙
䈚䈢ᯏ㑐䈫䈚䇮ฬฎደ䊁䊧䊎䈮ኻ䈚䈩䇮ㅍ୶ℂ䈫ੱ
ᮭ䈮㑐䈜䉎ᗧ䊶ഥ⸒䊶ⵙቯ䉕ⴕ䈉䇯
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䋺䉥䊮䊑䉵䋶䈱᩺ಣℂ
⧰ᖱ䊶⸷䈋䈻䈱ኻᔕ䋺ⷞ⡬⠪䈎䉌ੱᮭଚኂ╬䈱⧰ᖱ䊶
⸷䈋䈏䈖䈘䉏䈢႐ว䇮৻⟵⊛䈮䈲ᜂᒰㇱ⟑䈪ኻ
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㓸䈚⸃䈮䈅䈢䉎䈫䈫䉅䈮䇮䇸䉥䊮䊑䉵䋶䇹䈮ႎ๔䇯
⁁ᴫ䈮ᔕ䈛䇮㓐ᤨ䇮ฬฎደ䊁䊧䊎䈮ኻ䈚䈩ᗧ䋯ഥ
⸒䊶ⵙቯ䉕ⴕ䈉䇯
␠ౝ䋺ㅍ䈱୶ℂ䈫ੱᮭ䈮㑐䈜䉎ᆔຬળ
㑐ㅪᵴേ䋺䊜䌾䊁䊧․ㆬᄢ⾨(ᄖㇱᆔຬ䈮䉋䉎
⥄␠⇟⚵䈱⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䋩
8

䋺䉥䊮䊑䉵䊶䉦䊮䊁䊧(㑐䊁䊧䊎䋩⸳┙䈱⢛᥊
⚻✲䋺
07.1 䇸⊒ជ䋣䈅䉎䈅䉎ᄢౖΤ䇹ઙ⊒ⷡ
07.3 ⺞ᩏᆔຬળႎ๔ᦠ
07.4 ᬌ⸽⇟⚵䉕ㅍ
㑐䊁䊧䊎ౣ↢ᆔຬળ╵↳
07.6 䇸ㅍᵴᕈൻᆔຬળ䇹⸳⟎
09.8 䇸䉥䊮䊑䉵䊶䉦䊮䊁䊧ᆔຬળ䇹䈮⊒ዷ

38

9

䋺䉥䊮䊑䉵䊶䉦䊮䊁䊧䈱ⷐ

⋡⊛䋺
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10

㑐䊁䊧䊎䈱ㅍᵴᕈൻᆔຬળ䈻䈱ᗧ䈭䈬䈱ᵹ䉏
䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴ផㅴቶ

⠨ᩏㇱ
䋨⇟⚵ክ⼏ળോዪ䋩

䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴ផㅴㇱ
䋨ㅍᵴᕈൻᆔຬળോዪ䋩

ⷞ⡬⠪ᖱႎㇱ

⇟⚵ክ⼏䊶ో⥸⊛ᗧ
䋼⇟⚵ክ⼏ળ䋾

䋼ㅍᵴᕈൻᆔຬળ䋾
⧰ᖱ⺞ᩏ
ੱᮭଚኂ

䈇ว䉒䈞䊶ᗧ䊶⧰ᖱ
ੱᮭଚኂ
䋼ⷞ⡬⠪䋾

䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴ᜂᒰᓎຬ

㑐䊁䊧䊎
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䋺ਛᶏ䊁䊧䊎ㅍ䈱ⷐ
䂓␠ฬ䋺ᩣᑼળ␠ਛᶏ䊁䊧䊎ㅍ
䂓ᚲ䋺㠽ข⋵☨ሶᏒᴡፒ610
䂓⾗ᧄ㊄䋺4ం9ජ3⊖ਁ
䂓⸳┙䋺1984ᐕ1120ᣣ 䂓㐿ዪ䋺1989ᐕ111ᣣ
䂓␠ຬᢙ䋺48ฬ
䂓䉰䊷䊎䉴䉣䊥䉝䋺☨ሶᏒ䍂ᣣศᵤ䍂Ⴚ᷼Ꮢ䍂ᣣධ↸䇮
ષ⠫↸(ᣥጯᧄ↸)䇮☨ሶᏒ(ᣥᶰᳯ↸/2006ᐕ䌾)䇮
ධㇱ↸(2006ᐕ䌾䋩䇮ᄢጊ↸(2006ᐕ䌾)
䂓ធ⛯Ꮺᢙ 45,044䋨ട₸49.1䋦䋩
䉦䊋䊷Ꮺᢙ 91,772
㠽ขㇱᏪᢙ 93,353
(2009ᐕ4ᧃ)
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13

2006ᐕ☨ሶᏒ⼏ㆬ䈱ⷞ⡬₸

14

ਛᶏ䊁䊧䊎䈱䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊶䉼䊞䊮䊈䊦
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15

Ꮢ᳃䈱ᗧ䉕ᤋ䈜䉎࿁〝䈱ᜂ
䂓⇟⚵ክ⼏ળ
䂓䊌䊦䊁䉞䉝⇟⚵䊝䊆䉺䊷
䂓䊌䊑䊥䉾䉪䊶䉝䉪䉶䉴䊶䉼䊞䊮䊈䊦⇟⚵ㆇ༡ද
⼏ળ
䂓䉮䊛䉮䊛䊶䉦䊮䊐䉜䊧䊮䉴
䂓䌃䌁䌔䌖ᙣ⺣ળ

16

䉁䈫䉄
ĶਹၿɈনķȦༀႣȺɂȳɦɊĂߝɛɣɦɀȞɥɈɉĂ
Ćۃ൶ɈီளĂ௨ီɬ౧୲ȳɥࠇݢஶ
ĆʹʟɻɺିࠑɈྃڟɅಒڂȱȹʋʷʽʣʉĜʏʿˋ
ଶ)Ʌޙ౺ɈઃୖɈລୖɈଶīɈ܈ન
ĆȷȭɁாȴɥઃୖɈࢸჄୗ۲ɒɈಒ)ڂਉ٫ī
ĆລୖȳɥɈʋʷʽʣʉĜʏʿˋ჻Ɉऔଯ
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17

䈗㕒⡬䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯

18
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ᓟ䈱䌉䌃䌔ಽ㊁䈮䈍䈔䉎࿖᳃䈱ᮭ㓚╬䈱
䉍ᣇ䉕⠨䈋䉎䊐䉤䊷䊤䊛䋨╙䋳࿁䋩
䊍䉝䊥䊮䉫⺑⾗ᢱ

ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋳䋱ᣣ

ᣣᧄㅍදળ

ႎ䊶䈱⥄↱䉕䉎
ข䉍⚵䉂䈮䈧䈇䈩
䋱
䋲
䋳
䋴
䋵

ㅍ䊜䊂䉞䉝䈱⥄↱䈫⽿છ
⥄ਥ⥄ᓞ䈮䉋䉎ᐔᱜ䈭ㅍ䈱⏕
ㅍ⇟⚵䈱⾰䈱⏕
䌂䌐䌏䈮䈧䈇䈩
䈠䈱ઁ
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2

ㅍ⇟⚵⠨ᩏ


⠨ᩏ䈱ᓎഀ
䌎䌈䌋䈱ㅍ䈏䇮ㅍᴺ䉇䌎䌈䌋࿖ౝ⇟⚵ၮḰ䈭䈬䈮ᴪ䈦䈩䈇䉎䈎䇮ㅍ
୶ℂ䈱㕙䈪㗴䈭䈇䈎䇮䈭䈬䉕ਛᔃ䈮⠨ᩏ䈚䇮⇟⚵䈱⾰䈱ะ䉕࿑䉎



⠨ᩏታᣉ⚵❱
ㅍ⇟⚵䈱ㇱዪ䈫䈱⚵❱䈪ታᣉ

⠨ᩏታᣉ⚵❱
ౝㇱ⋙ᩏቶ

̪ ⚵❱࿑䋨ᛮ☴䋩

⠨ᩏቶ
✚ว䊥䉴䉪▤ℂቶ

䍃䍃䍃

⚻༡ᆔຬળ

ળ㐳
ℂળ

ㅍ✚ዪ

✬ᚑዪ
ዪ

⋙ᩏᆔຬળ

ႎዪ

䍃䍃䍃
ⷞ⡬⠪✚ዪ

䍃䍃䍃

ㅍ႐

3

ㅍ⇟⚵⠨ᩏ


⠨ᩏᣇᴺ
೨⠨ᩏ
 ㅍ೨䈮บᧄ䉇䌄䌖䌄䈱ⷞ⡬╬䈮䉋䉍ታᣉ
ㅍ⠨ᩏ
 䊆䊠䊷䉴䊶⇟⚵䈱ㅍ䉕ⷞ⡬䈚䈩ታᣉ
⇟⚵䊝䊆䉺䊷
 ⠨ᩏ䈱ෳ⠨䈫䈚䈩䇮ㅍ⇟⚵䈮䈧䈇䈩䈱ⷞ⡬⠪䈱₸⋥䈭ᗧ䈭䈬䉕
ᛠី䈜䉎䈢䉄䇮⇟⚵䊝䊆䉺䊷䉕ో࿖䈪ᆔབྷ䋨⚂䋱,䋰䋵䋰ੱ䋺ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ䋩



⠨ᩏ⚿ᨐ䈱䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪
Ფㅳ䇮ਥ䈭䊆䊠䊷䉴䉇⇟⚵䈱⠨ᩏ⚿ᨐ䉕႐ㇱዪ䈻⍮
ේೣ䋱࿁䇮⠨ᩏౝኈ䉕ℂળ䈻ႎ๔
೨䈮㗴䉇⇼⟵䈏䈅䉎䉅䈱䉕䉼䉢䉾䉪䈚䈢႐ว䈲䇮ㅦ䉇䈎䈮႐䈮ᜰ៰
䊝䊆䉺䊷䈱⇟⚵⹏ଔ䈭䈬䉕䉁䈫䉄䈢䊧䊘䊷䊃䉕䇮⇟⚵䈮ᤋ䈘䈞䉎䈢䉄䇮
ㅍ႐䈻⍮
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4

䌎䌈䌋䈱ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ㽲
 ࿖ౝㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈫䋸䈧䈱ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
䊶ᆔຬ䈱ᆔབྷ䊶䊶䊶ળ㐳䋨ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲⚻༡ᆔຬળ䈱หᗧ䈏ᔅⷐ䋩
䊶ળ⼏䊶䊶䊶ේೣ䈫䈚䈩䋱࿁㐿䋨䋸䈲ભળ䋩
䊶ᐔᚑ䋲䋰ᐕᐲ䈱ᵴേ䊶䊶䊶
䊶ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ࿖ౝㅍ⇟⚵✬㓸䈱ၮᧄ⸘
↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚䇮╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ㅍ⇟⚵ో⥸䈮䈧䈇䈩ᗧ឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ฦᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䈠䉏䈡䉏䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲฦᣇะ䈔
ၞㅍ⇟⚵✬㓸⸘↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚䇮╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ฦᣇะ䈔ၞㅍ⇟⚵╬䈮䈧䈇䈩ᗧ
឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ฦክ⼏ળ䈱╵↳䉇⼏䈱ⷐ╬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ో࿖ะ䈔䈲ฦᣇะ䈔䈱ㅍ䉇䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃
䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈻䈱ឝタ╬䈮䉋䉍䈚䈢䇯
䊶ክ⼏䈱లታ䈮⾗䈜䉎䈢䉄䇮ⷞ⡬⠪ᗧะ䈱ⷐ䉇ㅍ⇟⚵䊝䊆䉺䊷ႎ๔䉕ฦክ⼏ળ䈮Ფ࿁ႎ๔䇯

 ࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
䊶ᆔຬ䈱ᆔབྷ䊶䊶䊶ળ㐳䋨⚻༡ᆔຬળ䈱หᗧ䈏ᔅⷐ䋩
䊶ળ⼏䊶䊶䊶ේೣ䈫䈚䈩䋱࿁㐿䋨䋸䈲ભળ䋩
䊶ᐔᚑ䋲䋰ᐕᐲ䈱ᵴേ䊶䊶䊶
䊶࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ࿖㓙ㅍ䋨䊁䊧䊎䉳䊢䊮䊶䊤䉳
䉥䋩䈱ㅍ⇟⚵✬㓸䈱ၮᧄ⸘↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ㅍ⇟⚵ో⥸䈮䈧䈇䈩ᗧ
឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ክ⼏ળ䈱╵↳䉇⼏䈱ⷐ╬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ㅍ䉇䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈻䈱ឝタ䈮䉋䉍䇯
䊶ክ⼏䈱లታ䈮⾗䈜䉎䈢䉄䇮ⷞ⡬⠪ᗧะ䈱ⷐ䉕ክ⼏ળ䈮Ფ࿁ႎ๔䇯
5

䌎䌈䌋䈱ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ㽳
ክ⼏ળฬ

ᆔຬᢙ䇮ᆔຬ㐳ฬ䈲
ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋲ᧃᤨὐ

ᆔຬᢙ

ኻ⽎

ᆔຬ㐳

ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋵ฬ

ବᒾ᳁䋨೨ᣣᧄ㌁ⴕ✚ⵙ䋩

࿖ౝㅍ䇮ో࿖ะ䈔ㅍ

㑐᧲↲ାᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

ằ⼱ൟ᳁䋨䊺Ᏹ㓁㌁ⴕข✦ᓎળ㐳䋩

᧲੩䇮ᄹᎹ䇮ၯ₹䇮⟲㚍䇮ජ⪲䇮
⨙ၔ䇮ᩔᧁ䇮ጊ᪸䇮㐳㊁䇮ᣂẟ

ㄭ⇰ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

㥱⮮චౝ᳁䋨ᣣᧄ䉴䊏䊮䊄䊦ㅧ䊺ઍ
ข✦ᓎ␠㐳䋩

ᄢ㒋䇮੩ㇺ䇮ᐶ䇮ᄹ⦟䇮ṑ⾐䇮
ጊ

ਛㇱᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋳ฬ

ᅐ㊁ାብ᳁䋨ਛ੩ᄢቇℂ䊶✚ว╷ቇ
ㇱᢎ䋩

ᗲ⍮䇮ਃ㊀䇮㕒ጟ䇮ጘ㒂䇮⍹Ꮉ䇮
䇮ንጊ

ਛ࿖ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋲ฬ

ጟ↰శᱜ᳁䋨ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮ᢎ䋩

ᐢፉ䇮㠽ข䇮ፉᩮ䇮ጟጊ䇮ጊญ

Ꮊᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋲ฬ

ᩊ↰ ᵗਃ㇢᳁䋨Ꮊᄢቇᄢቇ㒮කቇ⎇
ⓥ㒮䋨ᒻᘒᯏ⢻ᒻᚑቇ䋩ᢎ䋩

ᾢᧄ䇮㐳ፒ䇮ጟ䇮ᄢಽ䇮⾐䇮
ችፒ䇮㣮ఽፉ䇮ᴒ✽

᧲ർᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋰ฬ

⮮৻᳁䋨䊺৾ච৾䉦䊷䊄ઍข✦ᓎ
␠㐳䋩

ችၔ䇮ፉ䇮ጤᚻ䇮㕍䇮ጊᒻ䇮
⑺↰

ർᶏᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

Ძ⒤᳁䋨ർᶏᝄ⥝䊺ઍข✦ᓎ␠
㐳䋩

ർᶏ

྾࿖ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

ዊ᧻ᱜᐘ᳁䋨ᗲᇫᄢቇ㘈䋩

ᗲᇫ䇮ᓼፉ䇮㚅Ꮉ䇮㜞⍮

࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋰ฬ

ᐔ↰ᐽᄦ᳁䋨䊺࿖㓙㔚᳇ㅢାၮ␆ᛛⴚ
⎇ⓥᚲઍข✦ᓎ␠㐳䋩

࿖㓙ㅍ
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ᓟ䈱䌉䌃䌔ಽ㊁䈮䈍䈔䉎࿖᳃䈱ᮭ㓚╬
䈱䉍ᣇ䉕⠨䈋䉎䊐䉤䊷䊤䊛䋨╙䋳࿁䋩
䊍䉝䊥䊮䉫⺑⾗ᢱ
䋲䋰䋱䋰ᐕ䋳䋱ᣣ
䌔䌂䌓䊁䊧䊎
䊁䊧䊎ᦺᣣ
⍹Ꮉ䊁䊧䊎ㅍ

䊁䊧䊎ᦺᣣ 㽲
䋱䋮䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴 䌾ㅍ䈱⊛䊶␠ળ⊛⽿છ䉕⥄ⷡ䌾
䋼ో␠⊛䋾
䃂䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴⛔⽿છ⠪䋨␠㐳䋩ʊ䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴⛔ቶ ʊ䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴⽿છ⠪䋨ฦዪ䋩
Ј ోᓎຬ䊶␠ຬ䊶㑐ㅪળ␠䊶ળ␠䊶♽ዪ ⎇ୃળታᣉ
Ј 䇸䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴䊶䊙䊆䊠䉝䊦䇹ᚑ䊶㈩Ꮣ䊶⎇ୃ
䋼ㅍ⇟⚵㑐ㅪ䋾
䃂⇟⚵ክᩏቶ䊶䊶䊶⇟⚵䊶CM䈱ౝኈክᩏ䇮ᖱႎ㓸䇮⎇ⓥ䊶ฦ⒳⋧⺣䇮 䇸⇟⚵ክᩏኾ㐷ㇱળ䇹ਥቿ䇮
䇸ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䇹⓹ญ
䃂✬ᚑዪ䊶ㅍၮḰኾછᜂᒰ䊶䊶䊶BPOㅪ⛊⽿છ⠪䇮⇟⚵ౝኈ䉼䉢䉾䉪䇮⋧⺣䇮 䇸ㅍ୶ℂ㑐ㅪળ
⼏䇹ਥቿ
䊶ฦㇱ⛔ᜂᒰ䊶䊶䊶⇟⚵ෂᯏ▤ℂ䇮䇸䉼䉢䉾䉪䉲䊷䊃䇹▤ℂ
䃂ႎዪౝ ႎડ↹ㇱਥዉ
䇸ෂᯏ▤ℂ䊒䊨䉳䉢䉪䊃ળ⼏䇹䇸䊒䊨䊂䊠䊷䉰䊷ળ⼏䇹䇸䊁䊨䉾䊒䊶ㅍ䉼䉢䉾䉪ળ⼏䇹䊶䊶䊶Ფㅳታᣉ
䇸ㅍ䊊䊮䊄䊑䉾䉪䇹䋨ㅍ䈮䉁䈧䉒䉎䊙䊆䊠䉝䊦䋩ᚑ䊶㈩Ꮣ
䋼㗴⊒↢ᤨ䋾
䃂䇸ㅍ䈫୶ℂ╬䈮㑐䈜䉎ኻ╷ળ⼏䇹䋨⼏㐳䊶␠㐳䋩
䃂䇸ㅍ✕ᕆኻ╷ᆔຬળ䇹䋨ㅍ㑐ㅪ䋩䇮䇸৻⥸✕ᕆኻ╷ᆔຬળ䇹䋨৻⥸㑐ㅪ䋩
Ј ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩䇮ᑯ⼔჻䊶ኾ㐷ኅ䈭䈬䈱䉝䊄䊋䉟䉴䉕ฃ䈔䉎䇯
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1

䊁䊧䊎ᦺᣣ 㽳
䋲䋮ⷞ⡬⠪䈫䈱ା㗬㉯ᚑ
䋼䈲䈇䋣䊁䊧䊎ᦺᣣ䈪䈜䋾 ⷞ⡬⠪䈱ჿ䉕⡞䈒ኾ㐷䉶䉪䉲䊢䊮
Ј 䋱䉦ᐔဋ 1ਁ8,800ઙ䇮⇟⚵ᜂᒰ⠪䈮㓐ᤨ䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪
䋼䊥䉰䊷䉼Q䋾 䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕↪䈚䈢䊁䊧䊎⇟⚵㵰ⷞ⡬⾰㵱⺞ᩏ
Ј 䋱ᣣᐔဋ4,600ઙ䇮1997ᐕ4䌾 ᘮᔕᄢቇᾢဈ⎇ⓥቶ䈫ห䈪㐿⊒ㆇ༡
䋼䉐䈦䉀䉖䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋾 2007ᐕ6䌾 ᧲੩ᄢቇ䈫䈱3ᐕ㑆䈱ห⎇ⓥ
Ј 䊁䊷䊙䇸ㅍዪ䈫Ꮢ᳃䈱ද⊛䊜䊂䉞䉝䊥䊁䊤䉲䊷ᵴേ䈱♽⊛᭴▽䇹
䇸䊁䊧䊎Ⴖ䇹䋨ⷞ⡬⠪䈮ዪ䉕㐿䈒䋩䇮䇸೨⻠ᐳ䇹䋨ⷞ⡬⠪䈫ળ䈉䋩
䇸䉐䈦䉀䉖䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䇹䋨ⷞ⡬⠪䈫ኻ䈜䉎䋩䈭䈬ታᣉ

䋳䋮BPO䋨ㅍ୶ℂ䊶⇟⚵ะᯏ᭴䋩䈮䈧䈇䈩
䋼BPO䈮ነ䈞䉌䉏䈢ⷞ⡬⠪䈱ᗧ䋾 1ㅳ㑆න䈪ዪ䈮䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䈅䉍䇯ㆡቱฦ⇟⚵䈮㈩ઃ䇯
䋼䌂䌐䌏ᆔຬ䈫䈱ኻ䋾
䃂ㅍੱᮭᆔຬળ䊶䊶䊶2009ᐕ330ᣣ䇮㊀ᄢ䈭ㅍ୶ℂ㆑䈅䉍䈱䇸൘๔䇹䉕ฃ䈔䇮
2009ᐕ514ᣣ䇮ਃቛᆔຬ㐳ઍⴕ䈮䉋䉎⎇ୃળታᣉ䇯႐䈱䍪䍽䍹䍡䍼䍋䍎䍙䍎䇮䍡䍼䍆䍸䍖䍞䍎䈭䈬䈫ᗧ឵䇯
䃂ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ䊶䊶䊶2009ᐕ1117ᣣ䇮䇸ᦨㄭ䈱䊁䊧䊎䊶䊋䊤䉣䊁䉞⇟⚵䈮㑐䈜䉎ᗧ䇹䉕䇯
2010ᐕ129ᣣ䇮ၫ╩䈚䈢᳓ፉᆔຬ䈫䍡䍼䍆䍸䍖䍞䍎䇮ㅍኅ䈭䈬䈏ෳട䈚䈢䊌䊈䊦䊂䉞䉴䉦䉾䉲䊢䊮䉕ዪౝ
䈪㐿䇮ᵴ⊒䈭⼏⺰䈏ዷ㐿䈘䉏䈢䇯
̪ 䈾䈎䈮䇮ᣣᧄ䊁䊧䊎䇸⌀⋧ႎ䊋䊮䉨䉲䊞䋣䇹൘๔䉕ฃ䈔䇮2009ᐕ109ᣣ䇮ዊ↸⼱ᆔຬ㐳ઍⴕ䈮
䉋䉎ീᒝળ㐿䈭䈬䇯

2

⍹Ꮉ䊁䊧䊎ㅍ
䋱䋮 䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴
䊶 2005ᐕ䈮䇮␠ౝ䈮ᖱႎ䉶䉨䊠䊥䊁䉞ᆔຬળ䇮ᴺോᆔຬળ䇮䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴ᆔຬળ䇮
⋧ᰴ䈇䈪⸳⟎䈚䇮䈠䉏એ㒠䇮␠ౝ䈱ᬌ⸽䈫䇮䉮䊮䊒䊤䉟䉝䊮䉴䈱ᗧ⼂㉯ᚑ䈮ᵈജ䈚
䈩䈇䉎䇯
䊶

⇟⚵䊶䌃䌍⠨ᩏ䈮㑐䈚䈩䈲䇮20ᐕ೨䈮䇸⠨ᩏᆔຬળ䇹䉕⸳⟎䇯2007ᐕ䈮䈐䈢♽ዪ
䈱⇟⚵䊂䊷䉺ㅧ㗴䉕ᯏ䈮⠨ᩏቶ䉕ᣂ⸳䈚䇮ᯏ⢻䉕ᒝൻ䈚䈢䇯

䋲䋮 ⷞ⡬⠪ᔕኻ
䊶 ⷞ⡬⠪ᔕኻ䈲✬ᚑㇱ䉕⓹ญ䈮䇮ઙᢙ䈲100ઙ⒟ᐲ䇯䈠䈱䈾䈫䉖䈬䈏䇮䈇ว䉒䈞
䉇ⷐᦸ䇯
䋳䋮 䌂䌐䌏䈮䈧䈇䈩
䊶 䌂䌐䌏䈮㑐䈜䉎␠ౝኻᔕ䈫䈚䈩䈲䇮Ფㅳ䌂䌐䌏䈎䉌䊜䊷䊦㈩ା䈘䉏䉎䇸ㅍ⇇ో⥸䈻䈱
ⷞ⡬⠪ᗧ䋨ᛮ☴䋩䇹䉕␠ౝ䊜䊷䊦䈮⸳䈔䈢䇸䌂䌐䌏䇹䊐䉤䊦䉻䈪䇮␠ຬోຬ䈏㑛ⷩ䈪䈐䉎
䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎䇯
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3

䋼ෳ⠨䋾 ᳃ㅪ䈫䈚䈩䈱䌂䌐䌏䈻䈱ะ䈐ว䈇䈱৻

z 䌂䌐䌏䊶ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ䇸ᦨㄭ䈱䊁䊧䊎䊶䊋䊤䉣䊁䉞䊷⇟⚵䈮㑐䈜䉎ᗧ䇹䉕ฃ䈔䇮
એਅ䈱䉲䊮䊘䉳䉡䊛䉕㐿


䉲䊮䊘䉳䉡䊛䇸䊋䊤䉣䊁䉞䊷ะᆔຬળ䇹

¾

נʮ⇬−⇹⇓∞∞⇉⇬⇎∏⇶↝ޅဪኵС˺ᎍ↗⅚μ∞⇉⇬⇎∏⇶↝ဪኵС˺ᎍ↗ⅻɟደ↚⅚
⇬−⇹∝⇶∏⇎⇬⇉∞ဪኵ↚↓ⅳ↕ᜭᛯↈ↺⅛
πѪↆɟᑍ↝ᙻᎮᎍ↱Ӌь⅛ⅤС˺ᎍⅻ˺↹ⅳ⇶∏⇎⇬⇉∞ဪኵⅥ↗ⅤᙻᎮᎍⅻᙸⅳ
⇶∏⇎⇬⇉∞ဪኵⅥ↚↓ⅳ↕⅚С˺ᎍ↗Ⴚᛖ↹ӳⅵ⅛

¾

䈀ᣣᤨ䈁 䋲䋰䋱䋰ᐕ䋳䋱䋱ᣣ䋨ᧁ䋩
ඦᓟ䋱ᤨ㐿႐䋯䋱ᤨ䋳䋰ಽ㐿ળ䋯䋵ᤨ⚳ੌ䋨੍ቯ䋩
䈀ળ႐䈁 ⨲䊖䊷䊦䋨᧲੩ㇺ᷼⿒ဈ䋷䋭䋲䋭䋲䋱䋩

4
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                                    એ  

ߎߣߢߪߥߊࠆߥࠄߐޔㅪ៤ߩᒝൻࠍน⢻ߣߔࠆᐲߩᢛߢࠆߣ⠨߃߹ߔޕ

ߦߪ⚻ޔ༡ߩቯ߇ਇนᰳߢߔߦߚߩߘޕᔅⷐߥߩߪޔᣂ⡞ߣㅍߩ㑆ߦᬥࠍᛂߜㄟ

ዪ߇࿖᳃ߩޟ⍮ࠆᮭߩޠᜂᚻߣߒߡޔᓟ߽⊛ޔᢥൻ⊛ࠍᨐߚߒ⛯ߌߡߊ

࠼ࡃࡦ࠼ൻߩㅴዷߦޔᣂ⡞␠߽ㅍዪ߽෩ߒ⚻༡ࠍㄼࠄࠇߡ߹ߔޕᣂ⡞␠ޔㅍ

ޟᣢሽ⒎ᐨࠍ⎕უߔࠆᛛⴚߩ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗࠆࠇࠊ⸒߽ߣޠ᥉࡞࠲ࠫ࠺ޔൻߣࡉࡠ

ࠍ᳞ࠆℂ↱ߢߔޕ

ᕈޟޠᄙరᕈޟޠၞᕈ⁁ࠆࠇࠊߥ៊߇ޠᴫߦߥߩߪࠄ߆ߢࠅ߇ࠇߎޔหⷙቯߩ᠗ᑄ

⸃ߣߒߡ⛽ᜬߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޠޕ

1

៰ߒ㑐ଥ⠪ߩౣ⠨ࠍ᳞ߚ߽ߩߢࠅ߹ߔࠄࠇߎޕၮᧄ⊛ߥ⻉ὐߪ㧘ᣣߥ߅ᣂ⡞⇇ߩ

ⷙᣇ㊎ߩౣᬌ⸛㧘ߐࠄߦࡈࠔࠢࠪࡒࠍޡㅍޢᔨߦࠆߎߣߩਇᒰᕈ㧘ߥߤࠍᜰ

ᯏ⢻ߩలታߣ⥄↱ߩ⏕㧘ᣂ⡞␠߇ㅍߦෳടߔࠆߎߣߩᗧ⟵ߣ⁛ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޡභޢ

 ߘߩⷐὐߪ㧘ᴺߩᩮᧄᡷᱜࠍ᳞ࠆߣߣ߽ߦ㧘ᡷᱜߩᣇะߣߒߡ㧘ㅍߦ߅ߌࠆႎ

88 ␠㧕ߦ߅ߡ㧘ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍߩߴߡ߅ࠅ߹ߔޕ

㑐ߔࠆᗧᦠޢ㧔ᣂ⡞ 87 ᧡㧕߅ࠃ߮ห 39 ᐕ 11  4 ᣣߠߌㇷᄢ⤿ߡޡᗧᦠޢ
㧔ᣂ⡞

ߢࠅ߹ߒߚߩߎޕὐߦߟߡᣂ⡞⇇ߪ㧘ߔߢߦᤘ 38 ᐕ 11  21 ᣣߠߌޡㅍᴺߦ

ޟㅍߩޠቯ⟵ࠍ߰ߊߡ㧘ᤨઍߩ⿲ߦㆡߒߚౣᬌ⸛ߣᡷᱜ߇ⴕࠊࠇߡߒ߆ࠆߴ߈߽ߩ

ᧄᢥ㧦
ޟㅍᴺߪ㧘ᧄ᧪㧘ߎߩࠃ߁ߥࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕᖱߩᄌൻߦᔕߓߡ㧘ㅍᴺߩ⋡⊛㧘

ࠆᚲࠍขࠅ߹ߣߡޕ

⢛᥊㧦⺞ᩏ⎇ⓥળ⼏ႎ๔ᦠߩේ᩺⨲ߩᤨᦼߦߚࠅࠅߩࡒࠪࠢࠔࡈޔᣇࠍਛᔃߣߔ

ተవ㧦ᄙ㊀ㅍߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥળ⼏દ⮮ᱜᏆળ㐳

ߎ߁ߒߚታᖱߦ⋡ࠍะߌࠇ߫ޔ3 ᬺᡰ㈩ߩᱛⷙቯࠍ᠗ᑄߒߚߣߒߡ߽ޔᖱႎߩޟᄙ᭽

ࡆ࠹ޟᄙ㊀ߦࠃࠆࡈࠔࠢࠪࡒㅍାߦ㑐ߔࠆᗧᦠޠ
㧔㧕

ߡ߹ߔޕ

ࠄߥޠޕ

㧲㧹ㅍߩో㕙⊛ో࿖⊛ߥታ↪ߩ㕍౮⌀߇ޔᣧᦼ߆ߟౕ⊛ߦ␜ߐࠇߥߌࠇ߫ߥ

߽ߜޔᱜߢᱜ⏕ߥႎࠍߨߣߔࠆᣂ⡞␠ߪ㧲㧹ዪࠍ⚻༡ߔࠆㆡᕈࠍ߽ߟߡߞ߇ߚߒޕ

ᨐߚߔ㖸ჿㅍ߇ో㕙⊛ߦታᣉߢ߈ࠆߜ߁ߩߎޕႎ⸃⺑ߩ㕙ߢߪޔ㐳ᱧผߣታ❣ࠍ

⊛ߥ㐿߇ࠇ߫ߦࠎߚޔ㖸ᭉߛߌߢߥߊޔႎ⸃⺑ᢎ⢒ᢎ㙃ߥߤᄙ㕙⊛ߥᯏ⢻ࠍ

ᧄᢥ㧦
ߣ߽ߣ߽ޟ㧲㧹ㅍߩ․⾰ߪޔᄙᢙߩᵄᢙ⏕߇น⢻ߣߥࠆὐߦࠅޔ㧲㧹ߩో㕙

㧝㧝㧤ᣣ㐿ߐࠇߚޟᛂߜวࠊߖળߡߦޠㅀߴߚᗧޕ

㧲㧹ዪ߽ 200 ዪࠍ߃↢߿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔᵴᖱႎ߇ਛᔃߩ㧿㧺㧿߿ࡉࡠ߽ࠣᕆㅦߦᄢߒ

߹ߚޔၞߦኒ⌕ߒߚࡈࡍࡄߩ⊒ⴕㇱᢙߪ߹߿ 3 ంㇱߦㄼࠅࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ

ߩㅍኻ⽎ၞߢ߽ޔᖱႎᚻߩᚻᲑߩᄙరᕈߩ⺰⸒ޔᄙ᭽ᕈߪ⏕ߐࠇߡ߹ߔޕ

ߟ߹ࠅߩ৻ޔ⠪ߦࠃࠆ࠾ࡘࠬ߿ᖱႎߩ⁛භ⊛㗏Ꮣߩ߅ߘࠇࠍ㒐ᱛߔࠆ߹ߢ߽ߥߊߤޔ

ߥᖱႎߩਛ߆ࠄᔅⷐߥᖱႎࠍ◲ଢ߆ߟ⍍ᤨߦขࠅߔߎߣ߇น⢻ߥᤨઍࠍㄫ߃ߡ߹ߔޕ

ᛛⴚߩ⊒㆐ߦࠃࠅ߿ࡦࠦ࠰ࡄޔ៤Ꮺ㔚ߥߤߢ߽ޔ⇇ਛߢᄢ㊂ߦᵹㅢߒߡࠆᄙ⒳ᄙ᭽

ߐࠄߦᣣߢߪߩ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔᕆㅦߥ᥉ߣᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦࠍߪߓߣߔࠆᖱႎㅢା

ㅍࠍ੨ฃߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

ࡆ߿㧮㧿㧘㧯㧿ߥߤߩᣂߚߥㅍࡔ࠺ࠖࠕߩߦࠃߞߡᄙߊߩⷞ⡬⠪߇ᄙ࠴ࡖࡦࡀ࡞

ਥᓎߪᣂ⡞ޔ㔀ߦࡆ࠹ޔࠝࠫޔ㒢ࠄࠇߡ߹ߒߚߩߘޔߒ߆ߒޕᓟ࠹࡞ࡉࠤޔ

ㅍ߳ߩ⒖ⴕ⸘↹ࠍࠄ߆ߦߒߚߩߎޕ᩺ߦኻߔࠆฦ⇇⼂⠪ߩᗧࠍ⡞ߊߚޔ㧝

⢛᥊㧦ㇷ⋭ߪޟ⍴ᵄㅍ㧔㧲㧹㧕↪ᵄᢙഀᒰ⸘↹᩺ޔߒ⊒ࠍޠ㧲㧹ㅍߩታ↪

หේೣ߇ቯߐࠇߚ 1959 ᐕᒰᤨޔᢙᄙߊߩੱߚߜߦ࠾ࡘࠬ߿ᖱႎࠍવ߃ࠆࡔ࠺ࠖࠕߩ

⊒⸒⠪㧦ᣂ⡞දળᳯዥോዪ㐳㧔ࠄ߆ߓᏱછℂળߩੌᛚࠍ߃ߡ㧕

ߎߣߣߥࠆ߅ߘࠇࠍޠ㒐ᱛߔࠆߩ߇⋡⊛ߢࠆߣ⠨߃߹ߔޕ

ㇷ⋭㧲㧹ㅍߦ㑐ߔࠆޟᛂߜวࠊߖળߩߢޠᗧ㒸ㅀ㧔㧕

ࠪࡒㅍߣࠫࠝߩߣࡆ࠹ޔᩮᧄ⊛⋧㆑ὐࠍᜰ៰ߒޔᒰዪߩༀಣᣇࠍⷐᦸߒߚ

ౝኈ㧦ㅍߩਥᕈ⏕┙ߣ⇟⚵ߩ⥄ਥⷙޔᣂ⡞␠ߩㅍዪ༡ߩ␠ળ⊛ᔅὼᕈࠢࠔࡈޔ

ߛߜޔ㑐ଥฦ⇇ߩᗧࠍ⡬ขߒߚߩߦኻᔕߒߡޕ

⢛᥊㧦ㇷ⋭߇ᤨ⥃ޟㅍ㑐ଥᴺ⺞ᩏળޕ⟎⸳ࠍޠㅍᴺᡷᱜߦ㑐ߔࠆ╵↳ቯߦߐ߈

ተవ㧦⥃ᤨㅍ㑐ଥᴺ⺞ᩏળ᧻ᣇਃ㇢ળ㐳㧔ᣣೀᣂ⡞㧤㧣␠ߩㅪฬߢޕᣂ⡞දળߣ㧕

ޟㅍ㑐ଥᴺߦ㑐ߔࠆᗧᦠޠ
㧔㧕

ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍߋࠆᣂ⡞දળ(ࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળ)ߩਥߥᗧ

ᧄ⊛ၮḰޠ9 ᧦ߩૉߒᦠ߈ߦࠆߣ߅ࠅߩ৻ޟޔ⠪߇࠾ࡘࠬߪᖱႎߩ⁛භ⊛㗏Ꮣࠍⴕ߁

ߎߩⷙቯߪޔㅍߦ㑐ߔࠆࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍቯߚޟㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮ

ࠇࠍ᠗ᑄߔࠆࠃ߁᳞ߡ߈߹ߒߚޕ

ࠅ߹ߔ ߩߎޕ3 ᬺᡰ㈩ᱛⷙቯߦߟߡޔᣣᧄᣂ⡞දળߪ߆ߨߡࠃࠅ᛬ࠅߦ⸅ࠇߎޔ

㒰ේೣߣ߫ࠇࠆ߽ߩߩਛߦޔᣂ⡞ࠫࠝ࠹ࡆߩ 3 ᬺᡰ㈩ࠍේೣᱛߔࠆⷙቯ߇

ࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕᚲߩࠅᣇߦ㑐ߒ߹ߒߡߪ߇ࠊޔ࿖ߦߪࠊࠁࠆࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ

␠࿅ᴺੱᣣᧄᣂ⡞දળࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળ

ࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕᚲߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᗧ

㧞㧜㧝㧜ᐕ㧟㧝ᣣ

㧔ෳ⠨㧕
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ߚ߹ޟ㧘ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߩ㓸ਛឃ㒰ේೣߦߟߡߪ㧘㧘ߤߩၞࠍߺߡ߽㧘ో࿖⚕㧘
ᣇ⚕㧘ⶄᢙߩㅍዪ㧘ߘߩઁᄙ⒳ᄙ᭽ߥᖱႎવㅍࡔ࠺ࠖࠕ߇ਗሽߒߡࠆߎߣ߆ࠄ㧘หේ
ೣ߇᠗ᑄߐࠇߚߣߒߡ߽⸒⺰ߩ↹৻ൻߦߪ⥋ࠄߥߎߣߪ⥄ߢࠆߚ߹ޕ㧘࠹ࡆߩో
࿖ 4 ዪൻߩផㅴߦ㓙ߒߡㅍዪߩ⚻༡⚻ᷣ⊛㗴ࠍℂ↱ߦหේೣࠍ✭ߔࠆߣ߁⠨߃
ᣇ߇ᙣႎ๔ᦠߢ␜ߐࠇߡࠆ߇㧘ߎߩߎߣߪ㧘㓸ਛឃ㒰ߩၮᧄ⊛⠨߃ᣇ߇ታߦߘߋ
ࠊߥ߽ߩߢࠆߎߣࠍ⸽ߔࠆ߽ߩߣࠊߑࠆࠍᓧߥߣࠆ߃߹〯ࠍ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕ㧘
࠹ࡆ㧘ਛᵄࠫࠝߦኻߒߡߪ㧘ᣢሽㅍዪ߽ߡᄢߦหේೣࠍ✭ߒߡߘߩᲑ㓏⊛
᠗ᑄࠍ࿑ࠅ㧘ߘߩઁߩࡔ࠺ࠖࠕߦኻߒߡߪߞߐㆡ↪ߔߴ߈ߢߥޠޕ

 ߩࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޟ㓸ਛឃ㒰ߩ⸵ᣇ㊎ߪޔᤘ㧟㧠ᐕޡߩ⋭⾆ޔㅍዪ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮ

Ḱ╙㧥᧦ߩᣇ㊎ߦၮߠߊክᩏⷐ㗔ߡߞࠃߦޢᛂߜߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߇ߩߘޔᒰᤨߦߊࠄߴޔ

ᣣޔᖱႎⅣႺߪᄢ߈ߊᄌൻߒߡ߅ࠅ߹ߔోޕ࿖⊛ߦ࠹ࡆዪߩᄙዪൻ߇ⴕࠊࠇޔ㧲㧹ߩ
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ተవ㧦㆙⮮ኼ৻ਥછክℂቭ

ߐߒߚࠅޟ㖸ჿࠨࡆࠬߡߒߣޠ㖸ᭉㅍࠍⴕ߁ߎߣߣߒޟߦࠇߎޔㅍ᥉

ߔࠆߚޟޔ㖸ჿࠨࡆࠬޟߣޠᤋࠨࡆࠬߦޠಽߌߡ㑐ଥ⋭ߩᡷᱜᬺࠍㅴޔ

㧔1990.8.20㧕

ේೣ߇ㆡ↪㒰ᄖߣߥߞߚ೨߽ࠆ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫߩ߽ߣߢޔㅢାⴡᤊߦࠃࠆޡㅍࠨ

ޟㇷ⋭㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળ⡬⡞ߦ߅ߌࠆ⡬⡞Ḱᦠ㕙ޠ
㧔㧕

ޟ㧔㧯㧿ߢߩ㖸ჿࠨࡆࠬ㐿ᆎߦ߁㧕ㇷ⋭㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળ⡬⡞ߦ߅ߌࠆ⡬⡞Ḱᦠ㕙ޠ

⠨߃ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕㅍߢ߽ࡆ࠹ޔᢥሼᄙ㊀ㅍߩ╙ਃ⠪ᴺੱߦߟߡޔ㓸ਛឃ㒰

߇ㇷ⋭⎇ⓥળߦࠃߞߡឭ⸒ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦޔᣢሽࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߦࠃࠆេഥ߇ᔅⷐߣ

߈ߚᣇᴺߢࠆࡒࠪࠢࠔࡈޕᄙ㊀ㅍࠍ↪ߔࠆ╙ਃ⠪ᴺੱ߳ߩෳߦᒰߚߞߡޔታ

 ޟㅢାⴡᤊࠍ↪ߒߚࠊࠁࠆޡㅍࠨࡆࠬ․ࠕࠖ࠺ࡔߪޢᕈޔฃାࠪࠬ࠹ࡓߣ੍ᗐ

ߣหߓ▸ߜࠀ߁ߦዻߔࠆࡔ࠺ࠖࠕߢࠆޠ

⠨߃ࠍߒߚᗧ㒸ㅀߩਛߢޕ

ߒࠈෂᗋߔߴ߈ߎߣߪ৻ޔㇱߩᏂᄢ⾗ᧄ߿ታ⾰⊛ߦᴦᮭജߩᡰ㈩ਅߦࠆജ߇↱⥄ޔ

ޟᢥሼߦࠃࠆᖱႎߩ㈩Ꮣߪ↥ࡒࠦࠬࡑޔᬺߩਛᩭߣߒߡޔᣂ⡞ㅢା␠߇વ⛔⊛ߦၭߞߡ

ᗧࠍ᳞ߡ߈ߚߦ⺧ⷐߩߎޕኻߒߡ㧝㧞㧝㧞ᣣޔㇷ⋭ࠍ⸰ࠇޔᣂ⡞ㅢା␠ߩ

ߩࠃ߁ߦવ㆐ࡔ࠺ࠖࠕ߇ᄙ᭽ൻߒߚᤨઍߦߞߡߪ߿ߪ߽ޔวℂ⊛ᩮࠍᄬߞߡࠆޕ

ಽ㊁ߦㅴߒޔᣢሽᬺ⇇ߦᖡᓇ㗀ࠍ߷ߒ߆ߨߥὐߦߎߘࠆޠ

⺞ᩏ⎇ⓥળޔߒ⟎⸳ࠍޠᓟߩห⎇ⓥળߩክ⼏ߩෳ⠨ߦߔࠆߚޔᣂ⡞දળߦኻߒߡޔ

ᐕޔ㔚ᵄߦࠃࠆㅍߩᵄᢙ߇Ꮧዋ㒢ߣ⠨߃ࠄࠇߚᤨઍߦ╷ቯߐࠇߚ߽ߩߢࠅޔᣣ

ᧄᢥ㧦ޟᯏ⢻⊛ߦߪᣂ⡞

ߒߡޔᒰೋߪᵈ⋡ߐࠇߚޕታ↪ൻߦะߌߡㇷ⋭ߪࡒࠪࠢࠔࡈޟᄙ㊀ㅍߦ㑐ߔࠆ

ࠊࠁࠆࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍㆡ↪ߔࠆ߽ߩߣߥߞߡࠆ߇ߩߎޔේೣߪᤘ㧟㧠

ߢ⽿છࠆ⸒⺰ႎߦߟߡ߶ߣࠎߤ⚻㛎ࠍᜬߚߥ߹߹ޔ⋉ㅊ᳞ߩߚߦᖱႎ↥ᬺ

ࠕߩ․⾰ߢࠆหႎᕈޔㅦႎᕈޔᵴሼࡔ࠺ࠖࠕߩ⸥㍳ᕈࠍߔࠆᣂߒࡔ࠺ࠖࠕߣ

ᧄᢥ㧦ޟᡷᱜ⋭᩺ߢߪޡޔቯ╬ߩޢၮḰߣߒߡޡㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮḰ╙ޢ㧥᧦ߩ
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᧪ㅴߡࠆ৻ㅪߩⷙ✭╷ߩታⴕᦼ㒢߇ᐕᐲᧃߦㄼߞߡࠆߎߣ߇ࠆߣᕁࠊ
ࠇߚ⻁ޕࠍฃߌ㐿ߐࠇࠆ㔚⋙ክߩ⡬⡞ળߦឭߒߚḰᦠ㕙ߢޕ

߆ࠄᣂ⡞දળߦኻߒߡᗧᾖળߩ᳞߇ߞߚߦࠇߎޕኻߒߡޟ⠨߃ߣ߹ࠍޠ㔚

⋙ክߦឭߒߚޕ

ᐙ⊛ㅍࡔ࠺ࠖࠕߩ৻ߟߣޠᕈᩰઃߌߡࠆ߇ޔ߫ࠇߔߣߛ߁ߘޔᬺਥߦᣢሽߩ৻⥸
ㅍᬺ⠪╬ߩෳࠍᜎࠎߛࠅޔ㐳ᐕߩ⚻㛎⫾ޔⓍߐࠇߚࡁ࠙ࡂ࠙ࠍᜬߟ⸒⺰ႎᯏ㑐
ߩ⾗⾰⢻ജࠍ↢߆ߔࠍ㐽ߑߔߴ߈ߢߪߥޠ

⋭ߪ㧥㧟ᐕ㧟㧞ᣣޔԘᣂⷙෳᬺ⠪ߪ㧞ߟߩ㧯㧿࠹ࡆߪߚ߹ޔ㧝ߟߩ㧯㧿࠹

ࡆ߅ࠃ߮㧢એౝߩ㧯㧿㖸ჿㅍࠍᚲᡰ㈩ߢ߈ࠆޔԙᣢሽߩㅍዪߪ㧝ߟߩ㧯

㧿࠹ࡆߪߚ߹ޔ㧢એౝߩ㧯㧿㖸ჿㅍࠍᚲᡰ㈩ߢ߈ࠆ߽ࠇߕޔߤߥޔ㧝㧜

⺰ႎᬺࠍዷ㐿ߔࠆ߁߃ߢᔅ㗇ⷐઙߣ⠨߃ࠆޕᓥߞߡޔㅍᬺ⠪ߩቯߦ㓙ߒߡߪޔ
ᣢሽㅍᬺ⠪ߥߤ㐳ᐕߩ⚻㛎ޔᄙߊߩᬺታ❣ࠍᜬߟ⸒⺰ႎᯏ㑐ߩෳ↹ߪਇนᰳߢ
7

ߩᗧ߇⋧ኻ⊛ߦ⭯ࠇࠆߎߣߦߥࠆޕᄙ࠴ࡖࡦࡀ࡞ൻ߇ታ⾰⊛ߦㅴዷߒߚᲑ㓏ߦ߅ߡޔ

หේೣߩ✭ࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣޢឭ⸒ߒߚޕหේೣߪᧄ᧪⊛ߦߪᓟ⠪ߩ⿰ᣦߦࠃࠅ

6

ߦߟߡࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળ߇ᗧᦠࠍ߹ߣޔឭߒߚ߽ߩޕ
ᧄᢥ㧦
ޟ㧮㧿ㅍߩṖߥዉ᥉ࠍߪ߆ࠆߦߪ⽿છࠆ⚻༡ࠍ⏕┙ߔࠆߎߣ߇⸒ޔ

ൻ߇ታߒߚ႐วࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ೨ឭߩ߭ߣߟߢࠆᵄᢙߩ㒢Ꮧዋᕈ

㧝ߦ߆ߌߡࡅࠕࡦࠣࠍታᣉߒޔㅍᬺ⠪એᄖ߆ࠄ߽ᐢߊᗧࠍ᳞ߚࠇߎޕ

ޡޟㅢାⴡᤊࠍ↪ߔࠆㅍߩ᥉ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળޢႎ๔ᦠߢߪޡޔᄙ࠴ࡖࡦࡀ࡞

⢛᥊㧦ㇷ⋭߇㧮㧿-㧠ᓟ⛮ᯏߢ࠺ࠫ࠲࡞ㅍࠍ㐿ᆎߔࠆᣇ㊎ࠍ␜ߒޔ㧥㧣ᐕ㧝㧜߆ࠄ㧝

ᄙ᭽ൻࠍ〯߹߃ߡ✭ߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ

ᧄᢥ㧦
ࠅ➅ߢ߹ࠇߎޟߒㅀߴߡ߈ߚߣ߅ࠅࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣߪ㔚ᵄࡔ࠺ࠖࠕߩ

ߎࠇߦవ┙ߟ㧝㧞㧣ᣣߩ㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળߩ⡬⡞ળߦឭߒߚ⡬⡞Ḱᦠ㕙ߢޕ

ޟ㧮㧿࠺ࠫ࠲࡞ㅍߦ㑐ߔࠆᣣᧄᣂ⡞දળߩᗧޠ
㧔㧕

ޟ㧥㧟ᐕ㧡ߩ㔚⋙ክߩ╵↳㧔⻁╙㧝㧠ภ㧕ߢߪ㧮㧿㧙㧠Ბ㓏ߦ߅ߌࠆⴡᤊㅍࠍޟၮ

߇િ߮ᖠߺޔ㖸ჿㅍߢߪᢱㅍߩ㐿ᆎࠍᑧᦼߔࠆዪ߽ࠇߚ⁁ᴫࠍฃߌޔㇷ

ᐕએౝߩᦼ㒢ઃ߈ߩភ⟎ߣߒߡ㧯㧿ㅍߩࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍ✭ߒߚޕ

ᬺ⠪ߩᗧะࠍዅ㊀ߒߟߟⷞߟ߆ޔ⡬⠪ߩ⼔ࠍ㊀ⷞߒߚ╷߇᳞ࠄࠇࠆޠ

ႎ㐿ޔㅘߥㅍⴕߣߣ߽ߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣߥߤߩⷙࠍᄢߦ✭ߒޔ

߇ޔ㧢ߦߪ㖸ჿㅍ߇㧢ዪ㧝㧤࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢ㗅ᰴ㐿ᆎߒߚ߇ࠈߎߣޕฃାᄾ⚂⠪

⢛᥊㧦㧯㧿ㅍߪޔᆔ⸤ㅍᬺ⠪ߩቯࠍฃߌߚ㧢ዪߦࠃࠅ㧥㧞ᐕ㧠߆ࠄ࠹ࡆㅍ

ߢߩᗧࠍⷐ⺧ߒߡ߈ߚߦࠇߎޕኻߒឭߒߚᗧޕ
ᧄᢥ㧦
ޟㆊߩㅍⴕᐲߩㆊߜࠍ➅ࠅߐߥߎߣ߇ᔅⷐߢࠅޔߪߦߚߩߘޔᖱ

ተవ㧦ਥછክℂቭ᧻ᧄᄥ㇢

ㅍⴡᤊߩࠅᣇో⥸ߦߟߡޔᣂ⡞දળߦኻߒᗧᦠ㕙ߩឭߥࠄ߮ߦหᬌ⸛ળ

㧔1993.1.18㧕

ޔᐲࡦ࡚ࠫࡆࠗࡂޔㅍࠍⴕࠕ࠽ࡠࠣㅍߩᛒⷞޔ⡬⠪⼔ߥߤᰴᦼ

ࠫ࠲࡞ᣇᑼߕࠇ߆ߩㆬᛯࠍ᳞ࠆㅍᣇᑼޔ↪ᣇᴺ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ᭴ᚑޔᬺਥ

⢛᥊㧦ㇷ⋭ߩޟ㧮㧿㧙㧠ᓟ⊒ᯏᬌ⸛ળߪޠ㧮㧿㧙㧠ᓟ⊒ᯏߦߟߡࠣࡠ࠽ࠕޔᣇᑼ࠺ޔ

ޟ㧮㧿㧙㧠ᓟ⊒ᯏߩ↪ᣇᴺ╬ߦ㑐ߔࠆᣣᧄᣂ⡞දળߩᗧޠ
㧔㧕

ޟ㧔㧯㧿ߦ㑐ߔࠆ㓸ਛឃ㒰✭ߩ㧕ㇷ⋭㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળ⡬⡞ߦ߅ߌࠆ⡬⡞Ḱᦠ㕙ޠ

᠗ᑄࠍᒝߊ᳞ࠆޠޕ

ࠆߎߣߦߥࠅޔㅍߩஜోߥ⊒ዷߦᖡᓇ㗀ࠍ߽ߚࠄߔᕟࠇ߇ࠆޔߡߞ߇ߚߒޕหේೣߩ

ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑߌࠊࠅߣޟ㓸ਛឃ㒰ේೣߦߟߡߪޔㅍߩ⊒ዷߦነਈߒߚᬺ⠪ࠍឃ㒰ߔ

ࠆ߆ࠄޔᴫߦኻᔕߒߡ⋥ߔᔅⷐ߇ࠆޕ
ޠ

ࠇࠆࠃ߁ᦼᓙߔࠆޠޕ

ⴕ߈߹ߞߡ᧪ߚߚޔෳⷐઙࠍ✭ߒᣂߚߥෳࠍଦߔᗧวߣᐭ߇೨ᐕ

Ბ㓏ߦ߅ߌࠆⴡᤊㅍߩࠅᣇߦߟߡޔㇷᄢ⤿߇㔚⋙ክߦ⻁ࠍⴕޔ㔚⋙ክ

ታߒߦࠄߐޔㅴዷߒࠃ߁ߣߒߡࠆᣣߣߪ߹ߞߚߊ⇣ߥߞߚⅣႺࠍ⢛᥊ߣߒߚᐲߢ

ߡࠆዋᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ⸃ᶖ╷㧔ࠊࠁࠆ㧝⋵㧠ᵄൻ╷㧕߇ㅴߺޔᄙዪൻ߇

㐿ߔࠆ੍ቯߢḰࠍㅴߡߚޕᵄᢙഀࠅᒰߡࠍߪߓߣߒߡޔᰴᦼㅍⴡᤊ

ᧄᢥ㧦
ޟ᩺ߦߟߡߣߊߦ⇣⺰ߪߥޕᓟ߽ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣ߇৻ጀ✭ߐ

࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍ✭ߔࠆᣦߩ⻁ࠍⴕߞߚߪࠇߎޕㇷ⋭߇㧤㧢ᐕ߆ࠄㅴ

ᧄᢥ㧦
ޟㅍᴺߩᄢㇱಽߪ㔚ᵄ߇Ꮧዋߥᤨઍߦ╷ቯߐࠇߚ߽ߩߢࠆޕᄙ࠴ࡖࡦࡀ࡞ൻ߇

ᮭߩ㒢ࠍޟ㧝㧜ಽߩ㧝એਅޟࠄ߆ޠ㧡ಽߩ㧝ᧂḩࡔࠬࡑޔߢߣߎࠆߔߣޠ

⢛᥊㧦ㇷ⋭ߪ㧥㧡ᐕ㧝ߩ㔚⋙ክߦޔㅍዪߩ㐿⸳ߦߚߞߡⶄޔᢙߩㅍᬺ⠪ߩ⼏

ተవ㧦㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળળ㐳↢↰ᱜノ

ࠍᰴᦼⴡᤊㅍ㧔㧮㧿㧙㧠㧕ᛂߜߍ੍ቯߩᐔᚑ㧥ᐕߦޔ㧤࠴ࡖࡦࡀ࡞ߔߴߡࠍ

ተవ㧦ਥછክℂቭጊญ⌺᮸

㧔1992.10.23㧕

⢛᥊㧦ㇷ⋭ߪ㧺㧴㧷㧞࠴ࡖࡦࡀ࡞ޔ᳃㑆ㅍ㧝࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢ᭴ᚑߐࠇߡࠆⴡᤊㅍ

㧔1995.2.17㧕

ޟᰴᦼㅍⴡᤊᲑ㓏ߦ߅ߌࠆⴡᤊㅍߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᣂ⡞⇇ߩၮᧄ⊛⠨߃ޠ

ޟ㧔ㅍ⾗ⷙߦ㑐ߔࠆ㧕ㇷ⋭㔚ᵄ⋙ℂክ⼏ળ⡬⡞ߦ߅ߌࠆ⡬⡞Ḱᦠ㕙ޠ

ࠍ᳞ߚޕ
ޠ

❣ࠍߔࠆᣂ⡞ㅢା␠ࠍᣢሽߩࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕᬺ⠪ߩ⥄↱ߥෳࠍ㒢ߔࠆࠃ߁ߥ

ᐲߪޔᢿߓߡࠄࠇߥޠޕ

✭ߐࠇࠆߴ߈߽ߩߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ㧝㧜ᐕ㑆ߣ߁ᦼ㒢ࠍ⸳ߌߚℂ↱ߦߟߡౣᐲ⺑

߆ࠄࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ᠗ᑄࠍ᳞ࠆޕᖱႎឭଏᬺ⠪ߣߒߡ㐳ᐕߩવ⛔⊛ታ
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ߪౣ߮ߘߩౝኈࠍㅀߔࠆߎߣߪߒ߹ߖࠎ߇ޔㅍߦኻߔࠆ⊛ⷙߪޔᷙା㒐ᱛኻ╷ߥ
ߤᔅⷐᦨዊ㒢ߦߣߤࠆߴ߈ߢࠅޔߚ߹ޔᣂ⡞ㅢା␠ߩㅍᬺ߳ߩㅴࠍ⚂ߔࠆ
ߎߣߪ⋥ޔធޔ㑆ធࠍࠊߕߦ↱⥄ߩ⺰⸒ޔኻߔࠆⴕᐭߩ߿ޔ࿖᳃ߩ⍮ࠆᮭ
ߩ⚂ߦߟߥ߇ࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߩߤߥޔᒰᆔຬળߩᜰ៰ߦߟߡౣᐲචಽߦᬌ⸛ߐࠇޔ
ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ⋥ߒޟߦߊߣޔਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߦߟߡ᠗ᑄࠍ
ߚ⋥ߒࠍⴕ߁ࠃ߁ߡߚࠄߦ⋭⾆ޔ᳞߹ߔޕ

ቯߦߟߡߪ࿁ޟޔᣂ⡞ߣㅍߩ⋧ߩ㑆ߢߩㅪ៤ߪ␠ળ⊛ᓇ㗀ജ߇ᄢ߈ߊߦ․ޔၞ

ߦ߅ߌࠆᖱႎḮߩᄙ᭽ᕈ߇៊ߥࠊࠇࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߩߣޠ⠨߃ᣇࠍ⸥ㅀߒޔᐲ⋥ߒߩ

ౕ⊛ߥᣇะᕈߪࠄ␜ߐࠇ߹ߖࠎߢߒߚޟޕਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߪޔㅍߦ㑐

ߔࠆหේೣࠍቯߚޟㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮḰޠ㧥᧦ߚߛߒᦠ߈ߦࠆߣ߅ࠅࡘ࠾ޟޔ

ࠬߪᖱႎߩ⁛භ⊛㗏Ꮣࠍⴕ߁ߎߣߣߥࠆ߅ߘࠇࠍޠ㒐ᱛߔࠆߎߣ߇⋡⊛ߢࠆߣ⠨߃

߹ߔ߇ࠕࠖ࠺ࡔޔⅣႺ߇ᄢ߈ߊᄌൻߒߡࠆᣣޔᣂ⡞ߣㅍߩㅪ៤߇ߐࠄߦㅴߣߒߡ

߽ޔᖱႎᚻᚻᲑ߿⸒⺰ߩᄙరᕈޔᄙ᭽ᕈߪᒁ߈⛯߈⏕ߐࠇࠆߣ⠨߃߹ߔޠޕ
ޟᒰᆔຬળ

දળࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળߩᗧ㧔㧕

࿖᳃ߩ⍮ࠆᮭߩ⚂ߦߟߥ߇ࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߣ⠨߃߹ߔޠޕ

ߚޕ

㧔㧕

9

⸛ࠍㅴࠍߣ߹ࠅߣޔ೨ߦᗧ㓸ࠍⴕߞߚߎߣ߆ࠄޔᆔຬળߩ⠨߃ᣇࠍߒ

ೣ㧔ᤘ  ᐕ㔚ᵄ⋙ℂᆔຬળⷙೣ╙  ภ㧕╬ߦଥࠆᐲᡷᱜ᩺ߦޠኻߔࠆᗧ

8

ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣⴡޔᤊㅍⷙᓞޔᣂߚߥㅍࠨࡆࠬߥߤࠍ࠹ࡑߦᬌ

ޟㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮḰ㧔ᤘ  ᐕ㔚ᵄ⋙ℂᆔຬળⷙೣ╙  ภ㧕߮ㅍᴺᣉⴕⷙ

⢛᥊㧦✚ോ⋭ߩᮡ⸥⎇ⓥળ߇࡞࠲ࠫ࠺ޔൻᤨઍߩㅍ╷ߩࠅᣇߦߟߡޔᜬᩣળ␠ޔ

࡞࠲ࠫ࠺ޟൻߩㅴዷߣㅍ╷ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥળޠขࠅ߹ߣ㧔᩺㧕ߦኻߔࠆᣣᧄᣂ⡞

ࠍ⚂ߒߡࠆޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߪߦ↱⥄ߩ⺰⸒ޔኻߔࠆⴕᐭߩ߿ޔ

ߪޔ࿖᳃↢ᵴߦߣߞߡ㊀ⷐߥᖱႎࠍ⊒ାߒߡࠆᣂ⡞ㅢା␠߇ㅍᬺߦㅴߔࠆߎߣ

ᒰᆔຬળ߇ߎࠇ߹ߢࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ᠗ᑄ߿ᄢ✭ࠍ᳞ߡ߈ߚℂ↱ߪޔ
೨࿁㧣㧞㧡ᣣߦឭߒߚᗧᦠ㧔ᷝ⾗ᢱ㧕ߦ⸥タߩߣ߅ࠅߢߔߢߎߎޔߡߞ߇ߚߒޕ

ߩਥᒛߣ㊀ߥࠆὐ߇ࠆ৻ޟޠᣇޔหේೣߦ߹ࠇࠆޟࠆࠁࠊޔਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠ

⊛ࠍ␜ߒߡ⺑ߔߴ߈ߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ

ࠍ៊ߥ߁ߣࠆ߇ޠࠇߘ߅ޟᗐቯߔࠆࠤࠬ߇ࠆߩߢࠇ߫ޔ⽎⺰ߢߪߥߊౕߩߘޔ

ᗧౝኈ㧦

ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޟ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍ✭ߔࠆᣇะߢ߹ߣࠄࠇߡ߅ࠅߩߢ߹ࠇߎޔᒰᆔຬળ

エߥ್ᢿ߇ᔅⷐߢࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆ߆ࠄߢߔߡߒߣ⋭⾆ޔߒ߽ޕᣣ⊛ߦߥ߅ᄙ᭽ᕈ

ߒߡࠆߎߣߦߟߡޔᄢ߈ߥ⇼ࠍᛴ߆ߑࠆࠍ߃߹ߖࠎⴕޕᐲߢߐ߃ࠬࡘ࠾ޟ

⢛᥊㧦ㅍߩ࠺ࠫ࠲࡞ൻ߇ࠬ࠲࠻ߒߚ߇࡞࠲ࠫ࠺ޔൻߦߪᣇዪࠍਛᔃߦ⩨ᄢߥ⸳

ߩᄖߣߔࠆߥߤޔหⷙቯߩㆡ↪ߦߚߞߡߪ⸒⺰ᖱႎߩᄙ᭽ᕈߩታᘒࠍ〯߹߃ߚޔᨵ

Ⴚᄌൻࠍචಽߦൊ᩺ߔࠆߎߣߥߊޔᣥ᧪ߩ⠨߃ᣇߦߩߺ࿕ၫߒߡⴕᐲࠍ⛽ᜬߒࠃ߁ߣ

ኻߔࠆᗧ㧔㧕

ะ߇ᛂߜߐࠇߚޕ

ᄙరᕈޔᄙ᭽ᕈߪᒁ߈⛯߈⏕ߐࠇࠆߣ⠨߃߹ߔޕᒰᆔຬળߣߒߡߪߚߒ߁ߎ߇⋭⾆ޔⅣ

✚ോ⋭ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޟ㓸ਛឃ㒰ේೣ㧔ㅍ㑐ଥ㧕ߩ⋥ߒߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛⠨߃ᣇߦޠ

ߪᖱႎߩ⁛භ⊛㗏Ꮣࠍⴕ߁ߎߣߣߥࠆ߅ߘࠇߥ߇ޠ႐วߦߪޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯ

ߊᄌൻߒߡ߅ࠅޔᓟޔᣂ⡞ߣㅍߩㅪ៤߇ߐࠄߦㅴߣߒߡ߽ޔᖱႎᚻᚻᲑ߿⸒⺰ߩ



ၮḰߦߟߡޔ㓞ធၞߩࡠࠞ࡞ዪ㑆ߦߟߡޔ⾗Ყ₸༡ߩ㒢╬ࠍ✭ߔࠆᣇ

ࠆߩߣޠ⠨߃ᣇࠍ␜ߒߡ߹ߔ߇ޔหⷙቯߩቯᒰᤨߣᲧߴߩࡔ࠺ࠖࠕⅣႺߪᄢ߈

᠗ᑄࠍ᳞߹ߔޠ

ᛩ⾗߇ᔅⷐߥߎߣ߆ࠄޔㅍᬺ⠪ߩ⚻༡ၮ⋚ᒝൻࠍ⋡⊛ߦޔㅍߦ߅ߌࠆᡰ㈩ߩ

ޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯࠍሽ⟎ߔࠆℂ↱ߦߟߡޟߪ⋭⾆ޔᣂ⡞ߣㅍߩ⋧ߩ㑆ߢ

ㅍᬺ߳ߩෳߦߟߡߪޔᣂ⡞ࠍߪߓߣߒߚ⸒⺰ႎᯏ㑐ࠍឃ㒰ߔߴ߈ߢߪߥߊޔ

ߩㅪ៤ߪ␠ળ⊛ᓇ㗀ജ߇ᄢ߈ߊߦ․ޔၞߦ߅ߌࠆᖱႎḮߩᄙ᭽ᕈ߇៊ߥࠊࠇࠆ߅ߘࠇ߇

ࠇߥ߆ߞߚߎߣߪޔᒰᆔຬળߣߒߡ߹ߎߣߦㆮᙝߢߔޕ

ߣ⠨߃߹ߔޔߚ߹ޕ㧮㧿ㅍࠍၮᐙ⊛ㅍࡔ࠺ࠖࠕߣߒߡ⟎ઃߌߡࠆએ࠲࠺ޔ

߽ߩߢߔ࠲࠺ޔߡߞ߇ߚߒޕㅍᬺ߳ߩෳߦߟߡߪࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ

ቯ⊛ߥ߽ߩߢࠅޟߦߊߣޔਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߩ᠗ᑄ߇࿁ߩᡷᱜ᩺ߦ߽⋓ࠅㄟ߹

ࠬ߇น⢻ߢߌߛࠆ߈ߢߟ߆ޔᄙߊߩᬺ⠪ߦഀࠅᒰߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ⸳ቯߔߴ߈ߛ

ߒࠈߘߩࡁ࠙ࡂ࠙ࠍ↢߆ߔߎߣ߇࠲࠺ޔㅍߩᝄ⥝᥉ߣ߁ⷰὐ߆ࠄ߽ว⥌ߔࠆ

࿁⾆⋭߇␜ߐࠇߚᐲᡷᱜ᩺ߪోޔߣߒߡߪࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍ✭ߔࠆ
ᣇะߢ߹ߣࠄࠇߡ߹ߔޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕㅍዪ㑆ߩ⾗ⷙ✭ߥߤߩౝኈߪ㒢

ᧄᢥ㧦
ߩߟ৻ޟᬺ⠪߇ᜬߡࠆᦨᄢߩવㅍኈ㊂ߦߟߡߪ࠲࠺ޔㅍߣߒߡචಽߥࠨࡆ

ᑄࠍߚ⋥ߒࠍⴕ߁ࠃ߁᳞߹ߒߚޕ

࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߌࠊࠅߣޔหේೣߦ߹ࠇࠆޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߦߟߡޔ᠗

⢛᥊㧦ㇷ⋭ߪ㧮㧿࠺ࠫ࠲࡞ㅍߦ߅ߌࠆ࠺࠲ㅍߦ߆߆ࠊࠆᐲߩࠅᣇߦߟߡᗧ

ࠍ㓸ߒߦࠇߘޔᔕߓߚ߽ߩޕ

ㅍ㑐ଥ㧕ߩ⋥ߒߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛⠨߃ᣇߚߒࠍޠ㓙ߦ߽ᗧᦠࠍឭߒࡔࠬࡑޔ

ᣣᧄᣂ⡞දળࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળߪᧄޔᐕ㧡ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޟ߇⋭⾆ޔ㓸ਛឃ㒰ේೣ㧔

ᗧౝኈ㧦

⢛᥊㧦೨㗄ߣห᭽࠻ࡦࡔࠦࠢ࠶ࡉࡄޕታᣉ

ࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળߩᗧޠ
㧔㧕

ޟ㧮㧿࠺ࠫ࠲࡞ㅍߦ߅ߌࠆ࠺࠲ㅍߦ߆߆ࠊࠆᐲߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᣣᧄᣂ⡞දળ

ࠆⷰߥ߁ࠃߩߎޕὐ߆ࠄࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߩ✭ភ⟎ࠍ᳞ࠆޠ

55

ߩᱛⷙޠቯߩ᠗ᑄࠍ᳞ߡ߈߹ߒߚޕၞߦኒ⌕ߒߚࡈࡍࡄߩ⊒ⴕㇱᢙߪ߿
㧟ంㇱߦㄼࠅࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ㧲㧹ዪ߽ 200 ዪࠍ߃↢߿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔᵴᖱႎ߇ਛᔃ
ߩ㧿㧺㧿߿ࡉࡠ߽ࠣ㓉⋓ࠍᭂߡ߹ߔߚߒ߁ߎޕਛߢޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛࠍޠ᠗ᑄߒߚ
ߣߒߡ߽ޔᖱႎߩޟᄙ᭽ᕈޟޠᄙరᕈޟޠၞᕈ⁁ࠆࠇࠊߥ៊߇ޠᴫߦߥߩߪࠄ߆ߢ
ࠅޔᡷߡหⷙቯߩ᠗ᑄࠍ᳞߹ߔޕ

 ߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ࿁✚ޔോ⋭߇␜ߐࠇߚ࡞࠲ࠫ࠺ޟൻߩㅴዷߣㅍ╷ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ

⎇ⓥળޠขࠅ߹ߣ㧔᩺㧕
㧔એਅޔ
ޟขࠅ߹ߣ᩺ޠ㧕ߪޔห৻ၞߦ߅ߌࠆ࠹ࡆ࡚ࠫࡦ

ㅍޔAM ㅍޔᣂ⡞ߩหᤨᡰ㈩ࠍᱛߒߚࠊࠁࠆޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯࠍሽ⟎ߔࠆ

ߣߣ߽ߦޔᣂߚߦࡆ࠹ޟFMᣂ⡞ߩޠਃᬺᡰ㈩ߦߟߡ߽ห᭽ߦේೣᱛᄖ

⸵ኈߣߒߡᛒ߁ߎߣ߇ㆡᒰߣߩ⠨߃ࠍ␜ߒߡ߹ߔࠅ➅ߢ߹ࠇߎޔߪࠇߎޕߒޟਃᬺ

⸳ߌࠄࠇߚ߽ߩߢࠅⴕޔᯏ㑐ߦࠃࠆⷙߪᷙା㒐ᱛߥߤᔅⷐᦨૐ㒢ߦߣߤࠆߴ߈ߢ
ߔޕᙗᴺߢ㓚ߐࠇߡࠆⴕࠍޠ↱⥄ߩޟᯏ㑐߇ⷙቯ▤ℂߔࠆ߆ߩࠃ߁ߥฬ⒓ߩ
⋭ߪࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ㓸ਛឃ㒰ේೣࠍࠦࡦ࠹ࡦ࠷ⷙᓞߩᴺ♽ߦ⒖ⴕߐߖࠆߚߩᏓ⍹ߢ
ߪߥ߆ߣ߁⇼ᔃᥧ㝩ࠍ↢ߓ߆ߨ߹ߖࠎޕ

߈⏕ߐࠇࠆߣ⠨߃߹ߔޔߒ߽ޕᣣߦ߅ߡ߽ߥ߅⁛භ⊛㗏Ꮣߩߣࠆ߇ޠࠇߘ߅ޟᗐ

ቯߔࠆࠤࠬ߇ࠆߩߢࠇ߫ߩߘޔᩮࠍౕ⊛ߦ␜ߒߡ⺑ߔߴ߈ߢߔޕ

 ߘ߽ߘ߽ࡔ࠺ࠖࠕߢࠆㅍߦኻߔࠆ⊛ⷙߪޔ߃߹〯ࠍ↱⥄ߩ⺰⸒ޔᷙା㒐

10

ᣣߢߪ߇ޘੱޔᖱႎࠍᚻߔࠆᚻᲑߪᒰᤨߣᲧߴߡᩰᲑߦჇ߃ߡ߹ߔ࠹࡞ࡉࠤޕ

ᖱႎࠍવ߃ࠆࡔ࠺ࠖࠕߩਥᓎߪᣂ⡞ޔ㔀ߦࡆ࠹ޔࠝࠫޔ㒢ࠄࠇߡ߹ߒߚߒ߆ߒޕ

ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣ߇ቯߐࠇߚ㧝㧥㧡㧥ᐕߦߪޔᢙᄙߊߩੱߚߜߦ࠾ࡘࠬ߿

ᗧౝኈ㧦

߇ޟㅍዪߦଥࠆߩ⥄↱੨ၮḰ⋭ߡߒߣޠൻߐࠇߚޕ

ߣ࠹ࡆ࡚ࠫࡦㅍߩ༡߇ࠄࠇߚ߶߆ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑࠆࠁࠊޔ㓸ਛឃ㒰ේೣ

⢛᥊㧦ቯㅍᜬᩣળ␠ᐲߩዉߦޔㅍᴺߥࠄ߮ߦ⋭߇ᡷᱜߐࠇޔ㧲㧹ࠫࠝ

ࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળߩᗧ  

ޟㅍᴺ╬ߩ৻ㇱࠍᡷᱜߔࠆᴺᓞߩᣉⴕߦ߁㑐ଥ⋭╬ߩᢛߦޠ㑐ߔࠆᣣᧄᣂ⡞දળ

⋥ߒࠍⴕ߁ࠃ߁ߡߚࠄߦ⋭⾆ޔ᳞߹ߔޕ

એޔᒰᆔຬળߩᜰ៰ߦߟߡචಽߦᬌ⸛ߒޟޔਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯ᠗ᑄࠍߚ

ߩ⥄↱ᐲࠍߢ߈ࠆߛߌ㜞ࠆߎߣ߽㊀ⷐߛߣ⠨߃߹ߔޕ

11

                              એ  

ࠕ㓸ਛឃ㒰ේೣߪర᧪ޔ㒢Ꮧዋߥ㔚ᵄ⾗Ḯࠍߞߡⴕ߁ㅍᬺߩᣉ⸳⸵ၮḰߣߒߡ

ᣂ⡞ߣㅍߩㅪ៤߇ߐࠄߦㅴߣߒߡ߽ޔᖱႎᚻᚻᲑ߿⸒⺰ߩᄙరᕈޔᄙ᭽ᕈߪᒁ߈⛯

ᱛኻ╷ߥߤᔅⷐᦨዊ㒢ߦߣߤࠆߴ߈ߢࠅޔᣂߒᤨઍߩㅍዪ⚻༡ߦߞߡߪ⚻ޔ༡

ߩ⥄↱੨ၮḰ߁ߣޠฬ⒓ߩᣂߚߥ⋭ࠍ⸳ߌࠆߎߣߦߥߞߡ߹ߔࠖ࠺ࡔࠬࡑޕ

ߎߣ߇⋡⊛ߢࠆߣ⠨߃߹ߔ߇ޔ೨ㅀߩߣ߅ࠅࡔ࠺ࠖࠕⅣႺ߇ᄢ߈ߊᄌൻߒߡࠆᣣޔ

ߜࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑࠆࠁࠊޔ㓸ਛឃ㒰ේೣߦ⋧ᒰߔࠆㇱಽࠍಽ㔌⁛┙ߐߖޟޔㅍዪߦଥࠆ

ᦠ߈ߦࠆߣ߅ࠅࠬࡘ࠾ޟޔߪᖱႎߩ⁛භ⊛㗏Ꮣࠍⴕ߁ߎߣߣߥࠆ߅ߘࠇࠍޠ㒐ᱛߔࠆ

หⷙቯߪޔㅍߦ㑐ߔࠆหේೣࠍቯߚޟㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮḰޠ9 ᧦ߚߛߒ

ᰴߦޔ࿁ߩᐲᢛ᩺ߢߪޔ㔚ᵄᴺᡷᱜߦߞߡޟㅍዪߩ㐿⸳ߩᩮᧄ⊛ၮḰ߁ߩޠ

ห᭽ߦේೣᱛߔࠆߣߒߡ߹ߔޕ೨ㅀߩߣ߅ࠅޔᒰᆔຬળߪߎࠇ߹ߢౣਃޟޔਃᬺᡰ㈩

ࠆޟਃᬺᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߦߟߡ᠗ᑄࠍߚ⋥ߒࠍ᳞ߡ߈߹ߒߚޕ

ᡰ㈩ߩᱛⷙޠቯߩ᠗ᑄࠍ᳞ߡ߈ߚᒰᆔຬળߩਥᒛߣኻ┙ߔࠆ߽ߩߢߔޕ

╙৻ߦ⋭ޔ᩺ߪห৻ㅍኻ⽎ၞߦ߅ߌࠆ㧲㧹ࠫࠝߣ࠹ࡆ࡚ࠫࡦㅍߩ༡ࠍ
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所：総務省講堂

２．場

好宏、木原

くみこ、黒岩

克也、後

房雄、

泰祥（代理出席）、金田

新（代理出席）、河合

事

浩、

聡（代理出席）、

ご出席をいただいております。よろしくお願いいたします。

た。ただ、これで最終確定というわけではなく、今後ヒアリングを進めていきながら、必

-2-

理で片山技術企画部門長、また、ＮＨＫ福地オブザーバの代理で金田専務理事にそれぞれ

-1-

広報本部長、ソフトバンク孫オブザーバの代理で嶋社長室長、ＮＴＴ三浦オブザーバの代

まさに「言論の砦」、これをつくっていきたい。国民の権利保障をしていきたい。アジェ

各構成員はご欠席と伺っております。また、ＫＤＤＩ小野寺オブザーバの代理で長尾渉外・

本日の出席者ですが、楠構成員、工藤構成員、児玉構成員、中村構成員、根岸構成員の

ンダについてはこれから濱田座長からご説明いただくとおり、まとめさせていただきまし

ぞれのお立場でお話をいただきます。

ンダ設定を中心に精力的にご議論いただきました。今日は関係者ヒアリングを行い、それ

変精力的にご議論をいただきまして、ありがとうございます。過去２回の会合ではアジェ

ございますので、ご了承いただければと思います。

けれども、会合終了後３時間を目処に総務省のホームページ上で、視聴可能とする予定で

【原口大臣】

皆さん、こんにちは。今回３回目ということで、座長はじめ皆様には大

会合の模様はこの会場設備の関係で、インターネットによる同時生中継はしておりません

本日の会合もこれまでと同様で、完全公開により行わせていただいております。今回の

から一言ご発言をお願いいたします。

本日、原口大臣は国会審議の関係でこの後退席なさいます。したがいまして、まず大臣

論をいただければと思います。

とうございます。大臣も少し心残りのようですので、是非その分、皆様にはしっかりご議

利保障等の在り方を考えるフォーラム」第３回会合を開催させていただきます。

【濱田座長】

さて、皆様には大変ご多忙の中、今日もお集まりいただきましてありが

＜大臣退席＞

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

発な意見交換の中で、しっかりとした法案をつくってまいりたい、そして方向性を示して

のところ資料の準備、ご出席をいただきまして感謝申し上げたいと思います。皆様との活

様々な自由の基礎をおつくりいただいておりますことを心からお礼申し上げます。ご多忙

ＨＫさん、民放事業者さん、日本新聞協会さん、それぞれ言論を守り、表現・報道など、

すが、国会を優先させていただきます。最後に、本日ヒアリングをお願いする音先生、Ｎ

【濱田座長】

それでは、定刻となりましたので「今後のＩＣＴ分野における国民の権

久光、嶋

これから、衆議院の予算委員会で答弁をしなければいけませんので、ここにいたいので

ますことを、心からお礼申し上げたいと思います。

大変厳しい経済状況の中で、ダイナミズムをしっかりと見つめたご議論をいただいており

ＩＣＴの発展が新たな可能性を生んでいます。あれもできない、これもできないではなく、

５．議事録

（２）意見交換

（１）関係者ヒアリング

４．議

原口総務大臣、内藤総務副大臣、長谷川総務大臣政務官

（３）総務省

長尾 毅（代理出席）、広瀬 道貞

片山

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

利矢子、重延

昌峰、堀 義貴、丸山 淳一

信郎、五代

浩一、深尾

祐治、郷原

恭男（座長代理）、上杉

宍戸 常寿、服部 孝章、羽石 保、浜井

音

純一（座長）、長谷部

ていただき、構成員・オブザーバの皆様にさらに議論を深めていただければと思います。

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）

濱田

定を盛り込む予定でございます。その検討の場としてまさに、本フォーラムが中心となっ

いて検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる規

ざいます。あわせて同法案の附則の中で、クロスメディア・オーナーシップの在り方につ

でございます。その中でマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化する予定でご

私たちは今国会に通信と放送に関する法体系を６０年ぶりに見直す法案を提出する予定

要に応じ見直しを行うことも可能でございます。

３．出席者：

隆、宇賀

時：平成２２年３月１日（月）１６：５５～１８：３０

１．日

在り方を考えるフォーラム（第３回会合）

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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をすることも含めて、今日はご報告をさせていただければと思います。

ただければと存じておりますが、よろしいでしょうか。

-3-

Ｃ」という言葉と、この「砦」という言葉がうまく結びつきませんでした。私の頭の整理

ございますので、その際にご発言いただければと思います。このような形で進めさせてい

すが、行政組織というものはそれぞれの国の政治システムの発展過程や、歴史と密接に関

現の自由を守るという自由の砦」というお話をいただいたときに、そのもともとの「ＦＣ

定についてご意見等がございましたら、ヒアリングの後に意見交換の時間を設ける予定で

りやっていても話が進みませんので、今日はヒアリングを行わせていただければと思いま

と私だけかもしれませんけれども、本フォーラムの第１回会合で原口大臣から「報道・表

て見直しを図るということでご理解をいただければと思います。本日もこのアジェンダ設

つまり「自由の砦」はＦＣＣのような諸外国にある独立行政委員会と、どう同じで、ど

Ｃという言葉がひとり歩きをし、そのイメージが先行したように思います。ひょっとする

めさせていただいておりますが、先ほど大臣からもお話がありましたように、必要に応じ

う違うのかを考えておいた方がいいのではないのかと思った次第です。もちろんのことで

ＦＣＣはアメリカの通信・放送行政を所管する独立行政機関でございます。まずこのＦＣ

思っております。なお、このアジェンダ設定でございますけれども、一応このようにまと

＜頷く者あり＞

の設置を検討すると入っていたことから始まったと認識をしております。ご存じのとおり、

それでは、このアジェンダ設定は、今後も議論させていただくとして、あまりここばか

かけは、民主党が昨年７月に出された「政策ＩＮＤＥＸ２００９」の中に、日本版ＦＣＣ

深めるための問題提起と整理をさせていただければと思います。今回のフォーラムのきっ

葉を追加しております。

このような形で一応の整理をし、本日の会合から３回にわたって、本フォーラムの構成

し進めて、原口大臣が示された報道・表現の「自由を守る砦」に関する論議を、もう少し

状況等もウォッチすべきというご意見がございましたので、「国内」「国内外の」という言

員、それから、関係事業者の皆様方からのヒアリング、意見交換を進めることにしたいと

本日、アジェンダの方向性を整理していただきましたので、それをもとに私からはもう少

前回、第２回まで皆さんから様々な領域の話をいただいたかと思います。濱田座長から、

とうございます。

それから、(２)②ですが、先進的な取組事例等については、外国だけではなく、国内の

制」について議論をしてはどうかということで明記しました。

それから、(１)④ですが、具体例として、
「クロスメディア所有の在り方」、「記者クラブ

上智大学の音でございます。発言の機会を与えていただきましてありが

音構成員からのプレゼンテーション
【音構成員】

取組みについて」という項目を新たに追加しました。

それでは、早速ですが、音構成員からご発表をお願いいたします。

関する検討を行うこととし、(１)②のとおり、
「通信分野における報道・表現の自由を守る

それから、通信分野も含めた「ＩＣＴ分野」における報道・表現の自由を守る「砦」に

ではなく、「並行して」議論をすることにさせていただきました。

意見交換の時間を設けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

できればと思います。すべてのプレゼンテーションが終了した後で、まとめて質疑応答、

前回、私よりご提案させていただいたペーパーから変更した主なポイントは、まず、ア

ジェンダの(１)・(２)を並行して議論するということでございます。どちらを優先するか

をご用意いただいておりますので、１０分～１５分程度ということで音構成員にはお願い

をお願いできればと思っております。

後の会合の進め方については、既に事前に事務局からメールで送付をされているかと思い

考えるフォーラム」のアジェンダ設定について」のとおりまとめさせていただきました。

ておりますので、申しわけございませんが、大体１０分を超えることがないようにご協力

任せいただいていたかと思います。議論し調整をいたしました結果、アジェンダ設定、今

なお、最初に音構成員からヒアリングの口火を切っていただきますが、少々多めに資料

程度でプレゼンテーションをお願いしたいと思います。かなり盛りだくさんな構成になっ

以降の取り進め方について、政務三役、それから、長谷部座長代理と私の議論・調整にお

ますけれども、お手元の資料の「「今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の在り方を

ただきまして厚くお礼を申し上げます。ご発表ですがお手元の資料に沿って、５～１０分

各対象者の方々におかれましては大変お忙しいところ、本フォーラムのためにご出席い

さて、前回の第２回会合では、アジェンダ設定やヒアリングの実施を含めた第３回会合

アジェンダ設定に関する座長説明

す。
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の領域について、立案・振興部分と規制部分の両方を行っています。日本に以前ありまし
た電波監理委員会などはもう少し領域が狭いと思います。それから、過去に国会へ提出さ

らわになったところが放送されたことで、ＦＣＣは放送したＣＢＳに罰金支払いを求めた

ことはよく知られていることでございます。

立案と規制の部分を担当している。それから、Ｏｆｃｏｍに関しては２００３年の法改正
は、やや戦略的だったと私は認識をしているのですが、通信・放送融合時代に向けた規制
の仕掛けということで、Ｏｆｃｏｍができたということができると思いますし、フランス
についてはもう少し別な考え方を持っていて、放送部分と通信部分を分けて展開する形に
なっていると思います。

かったわけですが、商業放送が導入され多メディア化・多チャンネル化によって、放送の

規制が複雑化したことが挙げられると思います。イギリスにおきましては従来ありました

複数の規制機関を、２００３年の通信法に基づいて一本化し、Ｏｆｃｏｍ（放送通信庁）

を設立いたしました。通信分野と放送分野の融合を見越した放送行政機関ということがで

きると思います。

放送の規制機関は、行政府からだけではなく、議会や放送事業者、場合によっては国民か
らも一定の距離をとる必要があることです。だから、ヨーロッパなどは独立行政機関制度
にしたということができると思います。

放送局の倒産の遠因は、ＥＵ域外で制作された番組が、放送総量の５０％を超えてはいけ

ないというルールを破ったことに対する多額の罰金を、ＣＳＡに課されたものだと言われ

ております。このように、やや具体的な規制を、積極的に展開してきたのが特色でござい

-6-

を持っているために、規制が必要だと言われるわけですが、そこで問題になりますのは、

し、統計データを作成しています。例えば１９９２年に倒産したラサンク（La 5）という

-5-

放送というものは公的意見の形成や、人々の生活に必要な基本的な情報を供給する役割

いうことになるわけですが、ＣＳＡに関しましては２４時間体制で放送番組のモニターを

５ページをめくっていただけますでしょうか。

諸外国の例を見てみますと、今申し上げたようにＦＣＣは最も広く通信・放送の領域の

とができるかと思います。その理由は、それまでは公共放送のみの国がヨーロッパでは多

他方、表のお隣のフランスに関しましては、ＣＳＡ（視聴覚高等評議会）が行政機関と

４ページをめくっていただけますでしょうか。

思います。

で、ヨーロッパにおいても独立行政委員会が設置されるのは１９８０年代からだというこ

督機関として、独立テレビ規制機関ＩＴＡが設立されておりますけれども、これは例外的

れたことのある放送委員会は、もう少し放送に限定したものと認識をすることができると

領域における放送と通信の分類を整理しております。アメリカのＦＣＣは通信・放送両方

例えば最近では２００４年のスーパーボールにおいて、ジャネット・ジャクソンの胸があ

また、表のお隣にございます英国では、１９５４年にテレビジョン法に基づく民放の監

放送制度がご専門の山本博史さんが書かれた論文から引用したものです。この図は、所管

の後の番組内容についての規制権限が行使されてきたという歴史的な経緯がございます。

目で、そこをご覧いただければと思います。

１９３４年通信法（Communications Act of １９３４）にこの独立行政委員会ＦＣＣが書

この図は、元ＮＨＫ職員で、今、私の大学でも教鞭をとっていただいてくださっている

されていると言えるのではないかと思います。そのあたりのことをまとめたのが１ページ

きました。ご存じのとおり、アメリカは放送サービスが開始され法制度が整備されまして、

ｖｓＮＢＣという裁判もございました。この裁判によってＦＣＣの存在が正当化され、そ

したが、その後、議会の勢力図の変化で、この新たに作られた独立行政機関は、やや翻弄

は、アメリカ、イギリス、フランス、韓国、台湾という５カ国の表をご用意させていただ

次に、３ページを見ていただけますでしょうか。

両国ともアメリカＦＣＣを参考に放送行政組織の改革を行い、独立行政機関がつくられま

き込まれております。４０年代にはＦＣＣの存在そのものが合憲かどうか争われ、合衆国

交代が起こっております。その間に放送を所管する行政組織の改革がなされたわけです。

その後、与野党が入れ替わる政権交代が行われ、さらにもう１度与野党が入れ替わる政権

幾つかの問題提起をさせていただければと思います。

最初に諸外国のことを少しだけ私の方からも触れさせていただきます。お手元の資料で

持っております。ご存じのとおり、韓国・台湾はこの２０年間で民主的な政権が成立し、

ど優れた研究業績があります。それらを参考にしながら今回の砦論を検討するに当たって、

次に２ページの「各国の放送行政と規制機関」をご覧いただければと思います。

私自身は前回ちょっとご紹介しましたように、表のお隣の韓国・台湾に関して、興味を

ました。

の制度の比較研究として、京都大学の曽我部先生や、国立国会図書館の清水さんの論文な

わるものでございます。ここで各国の放送制度を個別に語ることはできませんし、既にこ
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として活動をしておりますけれども、２００２年１２月から、名古屋テレビ放送は、自社
独自で、人権侵害や報道被害の問題が生じた場合に適切な措置を講じるための第三者委員
会をつくっております。そこでのポイントは、地元財界でも良識派として尊敬を集めてい
る人や地元の放送界で発言力を持つ弁護士たちをオンブスマンにすることによって、その
発言をないがしろにできない仕掛けを、自分たちでつくっていることだと思います。

した。１点目はいまの放送の実態に、現行制度は対応しているのかどうか。２点目は、視

聴者／国民はどのような放送規制を求めているのか。３点目は、放送事業者自身の自浄作

用をどう評価したらいいのか。４点目は、先ほどヨーロッパの例を１つご紹介しましたけ

れども、新しいメディア状況に対応した行政組織／規制の要件は何なのか。５点目は、具

体的には前回パブリック・アクセスが出てきましたが、受信者の権利増進のための機会を

外部の「オンブズ６」にそれをそのまま投げて、場合によってはある種の駆け込み寺にな
るような仕掛けを用意する形をつくっています。一方でそれに連動する形で、よい番組を
制作したらきちんと褒める仕組みとして、
「メ～テレ特選大賞」などもあわせてつくってい

制度設計や、強化策ともとることができるのではないのかと思います。そうすると、行わ

れるべきは現行制度で権利増進ができないかどうかをまず考えて、その次のステップとし

て、もしできないとすればその部分の制度を直していくことになるかと思います。

０７年１月に関西テレビの「発掘！あるある大事典Ⅱ」という番組で不祥事がございまし
た。納豆を食べたら痩せるといった類の番組内容の制作過程でデータ改ざんがあったとい
う事件でした。この一件では私もこの調査委員会に参加をいたしまして、そこで今の放送
局の中で同じような不祥事が起こらないために、どうしたらいいか、再発防止策等の議論
をいたしました。次回ご報告があるかと思いますが、この一件を契機にＢＰＯの中で「放
送倫理検証委員会」が設立されましたが、関西テレビの中では、その改善策として「放送

ではないのかとのご批判をしばしば受けます。それから、放送現場の制作者は放送番組基

準をきちんと読んでいるか、読む仕掛けになっているのかというような批判もございます。

ただ一方で、それらをより健全化していくような仕掛けができないのかも、あわせて考え

る必要があるのではないのかと思います。このあたりは後でご報告をいただけると思って

います。また、次回ご発表されるとお聞きしておりますが、ＢＰＯの活動についても同様

に検討すべきだと思います。

た人権の侵害の救済や、番組の在り方に関して視聴者からの意見を受ける仕掛けです。そ
のことを放送局の経営陣にフィードバックさせる体制をつくりました。２つ目は、関西テ

が、その判断基準の開示や十分な説明を、どのように求めていけばいいかについても、あ

わせて検討すべきなのではないかと思います。
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レビの番組に携わる人たち、制作現場の人たちが、良心に反する番組をつくるよう強制さ

具体的には大きく３つの活動をすることになりました。１つ目は、放送等によって生じ

しゃいます。つまりプロセスが開示をされていないのではないかというご批判と思います

７ページをめくっていただけますでしょうか。

１０ページをめくっていただけますでしょうか。

そういう委員会を設置することになりました。

されているのか、十分に見えないところがあるのではないのかと指摘をされる方がいらっ

不祥事があった場合に、どのようなプロセス、検討のもとに、例えば厳重注意の手続がな

活性化委員会」、これは後に「放送」をとって「活性化委員会」と名前を変えるのですが、

もう一つは関西テレビの事例でございます。ご記憶に新しいと思いますけれども、２０

放送局の審査の委員をしておりますけれども、番組審議会に関しては、形骸化しているの

それから、これまでの放送行政の在り方として、例えば放送事業者による放送番組上の

９ページをめくっていただけますでしょうか。

れませんけれども、例えば実態として番組審議会がどのように機能しているか。私もある

るという事例でございます。

から来ますと、それを社内の「放送の倫理と人権に関する委員会」で検討するとともに、

聞こえますが、それは表現の自由を拡大するためで、具体的な組織づくりというよりは、

今日は放送事業者の現場の方々が、お隣にいるのでやや口幅ったい言い方になるかもし

具体的に申しあげると、８ページの下方に示していますけれども、苦情や訴えが視聴者

つまり「自由の砦」という言葉のニュアンスからすると、新たな組織をつくるようにも

８ページをめくっていただけますでしょうか。

上放送について、民放連に加盟している放送局とＮＨＫの放送に関しての業界共通の機関

５ページ下に「「自由の砦」を設計するとすれば」ということで、５点書かせていただきま

どう確保したらいいか。以上、５点を整理・検討することが必要ではないかと思います。

１つは、名古屋テレビ放送という名古屋の放送局の事例でございます。ＢＰＯは主に地

次に、関連の具体的な事例について３点ご紹介させていただきます。

行政機関とどう同じなのか、どう違うのかということだと思います。そのことについて、

問題になりますのは、原口大臣がご提案されました「砦」というものが、今までの独立
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する仕掛けをつくっています。そして、その結果を編成部に伝え、中海テレビはその結果
を尊重してきました。例えば政治家や宗教団体からの持ち込みの打診などがこれまでもあ

放送局の外部の制作者たちが随分いるので、その人たちも含めて制作者の放送への良心を

尊重し、提示できる仕掛けをつくっていこうとしたことを示したのがこの図でございます。

りる人がでてきて、生活を大変にしてしまう可能性があるので見送るべき」という意見が
コムコム・カンファレンスの方から出てきたことで、それを中海テレビの経営陣は尊重す

セスについて、非常に積極的に取り組んでいます。中海テレビ放送は、経営理念の中心に

「地域の情報」をしっかりやることを明示しております。

ると、長い間にこのような姿勢が支持をされるようになり、それなりの広告収入を得てい
るとお聞きしております。つまり今のメディアシステム、制度でも十分に活用して、成功
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これは、平成１８年の米子市長選の開票速報のときの視聴率です。一番上の赤いデータが

中海テレビ放送でして、ＮＨＫよりも視聴率が高いというぐらい評価されている、地元密
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るわけです。それでは、この中海テレビの広告収入はどうなのかをある経営者にお聞きす

レンスに相談しましたら、
「地元住民の射幸心をあおり、場合によってはお金をたくさん借

れども、この中海テレビ放送は、制度化されていない日本の制度の下でパブリック・アク

それが地元住民にはどう評価されているかについては１４ページのデータでわかります。

になるかもしれませんが、制作現場は躊躇するわけです。このことをコムコム・カンファ

したケーブルテレビジョン法では、パブリック・アクセスが義務化されているわけですけ

れさせていただきましたけれども、日本の有線テレビジョン放送法の中では、パブリック・

例えばケーブルテレビの経営陣からすれば、地元のパチンコ店は有力なＣＭスポンサー

リティーを担保しようというものです。

的にサービスを進めていらっしゃるケーブルテレビでございます。前回のときにも少し触

アクセス・チャンネルに関しての規定はございません。アメリカで１９８４年に成立しま

１６ページをめくっていただけますでしょうか。「コムコム・カンファレンス」と書いて
ますが、ここの外部のアドバイザリースタッフに意見を求めることで、番組の中でのクオ

ケーブルテレビのことをご紹介申し上げます。パブリック・アクセスについて非常に積極

ンスが用意されております。

ニュースチャンネルに関しても、パブリック・アクセス・チャンネルと同様にカンファレ

最後に、もう一つだけご紹介させていただきます。中海テレビ放送の事例です。より具

体的に受信者の権利増進の可能性を内包した仕組みとして、米子の中海テレビ放送という

っており、それが繰り返し流れることになります。この「コムコムスタジオ」という地域

このケーブルテレビの約１０人の制作者、記者たちで、毎日、地元のニュース番組をつく

１５ページに戻っていただけますでしょうか。もう一つ、この「コムコムスタジオ」は、

１３ページをめくっていただけますでしょうか。

ます。

も、このような形での良心の担保という仕掛けをつくろうとしているということでござい

でございます。

いうものをつくって、そこで持ち込まれた番組が放送に耐えうるものであるかを、協議を

めるために活かしていこうというものです。それから、今の放送番組の制作の仕組みでは、

りましたが、随時このシステムのとおり対応し、トラブルなく対応をしているということ

のとおり、外部の人たちによる「パブリック・アクセス・チャンネル番組運営協議会」と

ども、アマの視聴者の意見をうまく汲み上げ、それを自分たちの番組のクオリティーを高

これが今申し上げました放送現場における「内部的自由」の問題に絡むわけですけれど

グループなどが番組を持ち込んで、放送しております。番組が持ち込まれると１６ページ

れば、番組審議会の委員はプロの視聴者かもしれない。そうすると、変な言い方ですけれ

１２ページをめくっていただけますでしょうか。

ることです。このパブリック・アクセス・チャンネルは地元の人たちを中心に映像好きの

は２つです。１つは「コムコムスタジオ」
（５チャンネル）という地域ニュース専門チャン

モデル」という言い方をしておりました。

一方では番組審議会のような法制度によって制度化された仕組みがありますが、言うな

チャンネルを行っています。その６つのコミュニティ・チャンネルの中で特に注目すべき

をより良く立て直し、健全にしていく使命があるということで、この仕掛けを「カンテレ

ネルがあること。もう一つはパブリック・アクセス・チャンネル（１４チャンネル）があ

中海テレビ放送はケーブルテレビの自主制作チャンネルの中で、６つのコミュニティ・

わった大阪大学の鈴木秀美先生は、不祥事があった放送局だからこそ、先頭に立って放送

１１ページをめくっていただけますでしょうか。

１５ページをめくっていただけますでしょうか。

着ができている放送局であることがわかります。

に近いですが、いい番組を褒める仕組みをつくることです。この斬新な仕組みづくりに関

れた場合に、それに対して意見を述べることができる仕掛けです。３つ目は、先ほどの話
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「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律
されることがない」としています。そして、第３条の２では、番組編集が「公安及び善良
な風俗を害しないこと」、
「政治的に公平であること」、
「報道は事実をまげないですること」、
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするこ
と」としています。

とになろうかと思いますけれども、検討に当たって求められていますのは、過程をより透

明化するメディアシステムや、説明責任がしっかりとれるメディアシステムなのではない

のかと思います。先ほどご紹介をした事例は、その部分について比較的うまくいっている

ので、評価をされているのかと思います。もちろん、これが今の放送のすべてだとは全く

思っておりません。そのため、あえて先進的な事例をご紹介させていただき、問題提起と

続いて、放送事業者による自主的取組などについて、ＮＨＫの皆さん

されております。

ＮＨＫは本部組織に視聴者総局を設け、その指揮下にコールセンターを設置しております。
現在、東京・大阪の２カ所合わせて約２００人のオペレーターを擁して、年間約１３０万
件以上のご意見を承っております。再放送の要望などを含む番組系のお褒めの言葉はおよ
そ５８％、苦情が１４％ほどになっております。これ以外に営業系のオペレーターが１,
０８５人おり、そのお問い合わせ処理は年間２３０万件以上になります。苦情その他の意
見の処理状況につきましては、放送法等２２条の２で会長は３カ月に１回以上、自己の職
務の執行の状況並びに第１２条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を、経営委
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いう言葉をおっしゃっています。矛盾すると思われるものが実はお互いを成り立たせる上

で、大変大切なものであるという意味だと思いますが、
「自由」と「秩序」というものもそ

のようなものだと思います。１人１人の自由があって秩序に意味があるということだと思

います。また、自由は自ずと自由であることの責任をそこに生じさせます。自らを律する

自律、自己規律の責任であります。それは法理だけではなく自主的に行われる組織デザイ

ンや社会や組織を構成する個人の情理や倫理、モラルをもって担保されるものであります。
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あった苦情その他の意見については、適切かつ迅速に処理しなければならないとあります。

『後漢書』を書いた班固という方がいらっしゃいますが、
「相反相成、相反し相成る」と

ので、まず私のほうからＮＨＫの取組をご説明させていただきます。

放送と報道の自由を守るために、どのような取組をしているかということでございます

また、放送法等１２条に苦情処理の規定が設けられ、協会はその業務に関し、申し出が

間は年間延べ２００時間ほどになります。そのすべての議事概要はＮＨＫのサイトで公開

ＮＨＫの金田でございます。

日本放送協会からのプレゼンテーション

野からバランスよく委嘱しております。年間の開催回数は審議会全体で１１０回、審議時

議会には局長・放送部長が必ず出席して熱心な議論が行われております。委員は幅広い分

が組織されており、ＮＨＫ執行部からは編成局長・制作局長・報道局長、地方放送番組審

組審議会、１０人の国際放送番組審議会、また地方では全国で８つの地方放送番組審議会

資料５ページをごらんください。ＮＨＫにおける放送番組審議会は、１５人の中央放送番

【日本放送協会(金田)】

まずＮＨＫの金田専務理事と今井放送総局副総局長からご発表をお願いいたします。

方、それから、民間放送事業者の皆さん方からご発表をいただきたいと思います。

【濱田座長】

ご清聴ありがとうございました。

これらの観点から放送法第３条の４では、放送番組審議機関の設置を義務づけています。

による表現の自由を確保することと高らかにうたっております。そのために第３条で、

ている事例というのをあえて紹介をいたしました。この後、
「砦」のデザインを検討するこ

させていただきました。

法第１条では、その目的を放送の不偏不党と真実及び自律を保障することによって、放送

まさしくこの思想をあらわす言葉ではないかと思います。

論議というのは非常に有用だと考えます。ただ、その「砦」が制度化されると、「砦」自体

めに、今の制度下で苦労しながら放送における視聴者・国民の利益拡大のために、検討し

ジャーナリストのことをForth Estate（第四身分）といい、その他の身分と分ける伝統は、

スの在り方を積極的に模索する必要があると思いますし、その１つの方向性として「砦」

放送と報道の自由を守るための公共放送の組織設計の運用状況からご説明します。放送

を置いたものであってこそ、社会から負託された役割を果たすことができると考えます。

で良いというつもりは全くございません。視聴者・国民の利益拡大につながる放送サービ

が権力化・形骸化してしまう危険性が常につきまとっていると思います。そうならないた

ています。放送・報道の役割を果たすジャーナリズムという制度は、自主的なものに比重

これらが相まって出来上がるよき慣行のことを制度（Institution）というのだろうと思っ

長くなりましたが、最後にまとめを申し上げさせていただきます。私は今の制度のまま

している事例もあるということを、あえてご報告しておこうと思います。
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解がある中で、微妙かつ困難な判断に真正面から向き合っておられるわけであり、大変な
ご努力をして今日まで活動してこられていると敬意を表しているところであります。ＢＰ
Ｏでは番組の質的向上を目的に、放送局の人たちを対象とした放送倫理の研修を行ってい
ますが、こうした取組は放送・報道の自由を守るという観点から、また視聴者に思わぬ迷
惑を与えることにならないための予防措置として大きな役割を果たしております。ＢＰＯ
の活動は自主的な取組であり、最終的には個々の放送事業者は独立した編集責任を負うと
いうことから、おのずと一定の限界があることも事実であります。しかし、当事者の間で

担当する考査室という組織を設けることにしています。現在の人員は２６名、それ以外に

外部のモニターとして１,０５０名をお願いして番組評価を行っています。放送総局とは異

なる副会長の直轄組織にしております。考査には事前考査と放送考査の２つがあり、事前

考査は番組の放送前に台本を見ながら試写して、言葉の誤りや不適切な表現がないかなど、

放送現場とは別の立場からチェックをします。また、放送考査は実際に放送されているニ

ュースや番組を視聴して、よりわかりやすい表現はないかなど様々な角度から評価し、次

回以降の放送に向けて参考意見などを提示します。年間の考査番組数は６１０本に上りま

いと考えているところであります。

ます。この３年間やってきました「ＮＨＫ“約束”評価委員会」の活動を継承し、視聴者

砦であります。基軸辺境国としての文化政策の一環としての砦です。その上にピーター・
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た。

けではなかなか品質は高まりません。現場の力が放送番組の質を決める、人の質が放送番

ければならないと考えています。むしろ全体的に見れば、この投資が喫緊の課題だろうと

いう意思をつくり出す情報共有空間を担保する放送・報道の在り方に強い感銘を受けまし

て契約をお願いしています。結局、品質は工程でつくり込むしかありません。チェックだ

カナダの言論の砦は内なる設計ではありません。開かれた社会での外との関係における

を維持した上で財政再建をするという、カナダ国民の意思はすごいと思いましたし、そう

プロダクションに制作を委託する場合にも、こうしたガイドラインを守ることを前提とし

組の質を決めると考えています。そのための教育も力を入れておりますが、まだ強化しな

の維持には、並々ならぬ意思と努力があると感じました。とりわけ税金による国民皆保険

開し徹底した教育を行っています。昨今では外部制作の比率を高めようとする中、外部の

９割の公的債務を抱え失業率１１％超、１５％消費税の導入、総選挙で政権与党が蒸発す

らい、放送現場にフィードバックしていく取組であります。

るのを見聞しました。北米の辺境国、象の隣で寝るネズミとしてカナダの生き方を守る砦

と考えております。私は１９９２年～９７年までカナダに滞在しておりました。ＧＤＰの

以上をサンプルとして抽出し、ＮＨＫ番組全般に対する満足度、親しみなどを評価しても

さらに現場に即した規律として、新放送ガイドラインをつくって、ホームページでも公

放送分野だけには限りませんが、２１世紀に入ってとりわけ重要性を増しているテーマだ

年４回放送評価調査を行っています。これはいわゆるＲＤＤ方式により視聴者２,０００人

本フォーラムのテーマになっております報道・表現の自由を守る砦を築くということは、

と考えております。ＢＰＯの現行の制度のもとで、なお一層熟成させていっていただきた

クする仕組みとして、
「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」という外部委員会を設けてい

視点でＮＨＫの活動を評価いただこうというものであります。また、放送文化研究所では

ことで議論を活性化し、中長期で放送番組の質的向上を図る上で、大変意義のある活動だ

これ以外に個別の評価ということではなく、全体に視聴者の評価を放送にフィードバッ

はなかなか収れんしない難しい議論に、個別利害を超えた高い視点からの見方を提供する

るものと認識しております。また、実際問題として当事者の間ではなかなか相容れない見

ＨＫはニュース・番組の取材制作部門とは異なる独立した組織として、放送番組の考査を

す。これ以外にモニターの意見が放送現場にフィードバックされることになります。

よりよい解決を目指した業界の自主的な取組として、一定の機能を果たしていただいてい

業者だけでは必ずしも視聴者の方々のご支持とご理解を得られないような問題について、

さて、ＮＨＫ内部の取組を越えた業界の取組としてのＢＰＯについてですが、個々の事

視聴者の目が行き届くよう努力しているところでございます。

純粋に自己規律として行っている取組をご説明します。資料３ページでございます。Ｎ

せん。エンパワーに対する配慮も制度上は重要だと思います。

が実効性がある、法定されているだけ自己規律という要素が薄くなるとの思いがぬぐえま

立場からあえて言わせていただければ、第１２条・第２２条の２など、自主的な取組の方

護審議委員会は外部の有識者に委員をお願いしておりまして、ＮＨＫの業務全般にわたり

政府あるいは特殊法人と異なる独自の情報公開制度を持っています。情報公開個人情報保

経営委員会に報告し、その内容はＮＨＫのサイトで公開しております。

以上が法に基づくＮＨＫの取組の概況ですが、手厚い設計だと考えております。我々の

判断しています。以上のＮＨＫの活動についての透明度をさらに上げるため、ＮＨＫでは

員会に報告しなければならないとされています。現在、これは視聴者対応報告として毎月
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して、放送事業者が視聴者からの批判や要望によって放送局自身が努力して、チェック機
能や番組制作の能力を高めていくことが第一であろうと思います。

す。

【濱田座長】

【テレビ朝日(上松)】
ありがとうございます。

るわけです。この国民の権利保障ということの「国民の権利」の意味は、国民の知る権利

という意味であろうと解釈しております。そして、国民の知る権利を裏打ちするものは、

お手元のレジュメの１ページに沿ってご説明させていただきます。まず、報道・表現の
自由を守るにはまず放送局自身のコンプライアンスの確立が絶対に必要だと考えておりま
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言論の自由と表現の自由であろうかと思います。特にこの国民の知る権利、そして、言論

の自由、表現の自由という、民主主義国家と全体主義的な国家の境目となる重要な考え方
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テレビ朝日の上松でございます。発言の機会をいただきまして

テレビ朝日からのプレゼンテーション

述べさせていただくつもりであります。よろしくお願いいたします。

から報告させていただきます。最後にもし時間が残れば、ＴＢＳの取組についても、申し

っているかという具体的な取組について、テレビ朝日の上松さんと石川テレビの高羽社長

うな努力がなされているか、仕組みを持っているか、それから、ＢＰＯとの対応はどうな

いましたけれども、言論の自由の砦ということを、このフォーラムの設立の理由としてい

るという印象を受けております。私の解釈といたしましては、冒頭で原口大臣もおっしゃ

ーラム」と題されておりますけれども、多少幅が非常に広い議論が行われる場になってい

このフォーラムは「今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォ

意見を述べさせていただきたいと思います。

私は民放連の中で制度に関する委員会の委員をしておりますので、最初に少し包括的に

機会をいただきましてありがとうございます。

以上のような考えが私どもの基本的な考えでありますけれども、それぞれの局でどのよ

非常に必要な側面ではないかと考えております。

【ＴＢＳテレビ(城所)】

ＴＢＳの城所でございます。今日は意見を聞いていただける

ているのは、視聴者なり国民のメディアリテラシーをどうやって向上させていくかであり、

ございます。それともう一つ、我々の責務でもあり、全体的に取り組む必要があると感じ

しているＢＰＯを基本に考えていくのがいいのではないかというのが、私どもの考え方で

ＴＢＳテレビからのプレゼンテーション

たいと思います。

回まで広瀬会長も再三おっしゃっておりますけれども、現在、自主的な仕組みとして存在

由を守っていくことの第一義的な義務は、やはり放送事業者が負っていると思います。そ

です。ＮＨＫもそうした努力を惜しまないことをお約束してご報告を終わります。以上で

レビ朝日の上松取締役、石川テレビの高羽代表取締役社長からそれぞれご発表をいただき

したがいまして、今、ＮＨＫの金田専務理事もおっしゃいましたけれども、この権利や自

を育てていく必要があります。可能性を可能性に終わらせないという意思と投資が不可欠

次いで、公権力から独立した第三者的な機関が砦であるべきだと考えます。そして、前

将来、権力や権威を守る砦に悪用されてしまうおそれが存在するのではないかと思います。

をかけた熟成と人への投資が不可欠です。寛容の精神をもって不断に努力し、希求し、人

続いて民間放送の皆様方からお話を伺いたいと思います。ＴＢＳテレビの城所副会長、テ

矛盾があるような気がしております。やはり国が関与して砦なり制度をつくった場合には、

ます大きくなっていると思います。その自由を守る制度（Institution）の確立には、時間

でございます。

ーナリズムの役割を果たすことができます。東アジアにおきましてグローバルに日本が大

が関与しながら、国そのものに対する批判の自由を保障する砦をつくるというのは、多少

のではなくて、それを一層保障するという方向で進めていただきたいと考えているところ

の上に初めて質の高い放送文化が育つ、言論の自由があってジャーナリズムが本来のジャ

ュー誌」が廃刊されました。アジアにおける日本の放送と報道の果たすべき役割は、ます

って、私どものここでの議論は、権力や権威に対する言論の自由や表現の自由を規制する

ございます。その考え方については学ぶべきことがあるように思います。自由な創作活動

以上の観点から、前回までの会合でも何人かの委員がおっしゃっていますけれども、国

いて、伝える自由が保持されているかどうかが分かれ目のような気がいたします。したが

あります。カナダＣＢＣの看板番組に「The Fifth Estate」―「第五身分」という番組が

きく貢献できるところであります。昨年１２月、「ファー・イースト・エコノミック・レビ

というのは、権力や権威を持っている組織なり人に対する批判や内部の決定過程などにつ

ジェニングスを生み、マクニール／レーラーレポートのレーラーを生むジャーナリズムが
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問合せ主体でございます。さらに４０％ほどが報道番組や情報番組のキャスターやコメン
テーターに対するご意見などが主体となっております。これらの声は毎日イントラで載せ

ライアンス・マニュアル」というものを作成しまして、これを今申し上げたところに配付

したり、研修したりしているところでございます。

ますが、メディアリテラシーに真っ向から取り組んでおります。そこでの内容は、まず「テ
レビ塾」というのがございまして、視聴者にテレビ局に来ていただいて、テレビ局の仕事
や、番組制作過程の紹介などを定期的な形で主催しており、２００４年から既に１８回も
行われております。

や、予算の運営や制作プロセスで不正がないかどうかを、各番組ごとにチェックシートで

管理しております。そして、報道については、さらにもう一段チェック体制を強めており

まして、毎週「危機管理プロジェクト会議」、
「プロデューサー会議」、「テロップ・放送表

現チェック会議」を実施しております。また、報道が主体になって「放送ハンドブック」

おりますが、それを発展させて大人版・地域版に拡大させたのが「出前講座」というもの
でございます。こちらは成人を対象に自治体などの地域コミュニティと協働して行ってお
ります。最近では中央区で「大人のためのメディアリテラシー入門」を計５回行いまして
大変高評を得ました。それから、視聴者、研究者、テレビ局スタッフが一体になって話し
合う、「ろっぽんワークショップ」というのも実施しております。このように様々な形で視

切になります。問題発生時は社長を議長とする「放送と倫理等に関する対策会議」が開か

れます。そのもとに番組関連は「放送緊急対策委員会」、一般の社員の不祥事等は「一般緊

急対策委員会」というところでそれぞれ随時会議を開きます。また、必要に応じて弁護士

や外部の専門家の方などのアドバイスを受けております。そうやって問題発生の原因究明、

放送被害の救済、再発防止などを検討し指示している状況でございます。
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象に、社員や関係者が出向いて、子どもたちにテレビを知ってもらうための事業をやって

起こります。問題が起きたときどのように迅速に対応し、的確に処理するかがまことに大
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を主体に、
「出前授業」を実施しております。これまでに４６０校のおよそ４万１千人を対

このように、二重三重のネットをかけている体制にしておりますが、残念ながら問題は

それから、
「出前講座」というのがございます。こちらは実は２００５年から全国の学校

の協働的メディアリテラシー活動の体系的構築」というちょっと難しい名前になっており

おります。また、実際に制作を担当している部署に統括担当がおり、個別番組の危機管理

をつくりまして、全社に配付して指針にしていくことになっております。

月から東京大学を中心とした大学と共同研究を行っております。テーマは「放送局と市民

そこで寄せられた声は全部番組にフィードバックしている状況でございます。

ます。

連絡窓口になるとともに、番組内容のチェック、相談、「放送倫理関連会議」の主宰をして

がございまして、これを１２年ほど前から慶應義塾大学と共同で開発・運営しております。

ております。また「放送番組審議会」も大事な役割ですが、こちらの窓口も担当しており

それから、
「ろっぽんプロジェクト」というのものがございまして、これは２００７年６

ーネットを利用した「視聴質」の調査を行っております。１日平均４,６００件の書き込み

ります。また「番組審査専門部会」を主宰して、随時関係セクションを集めて会議を行っ

次に、２つ目の編成制作局ですが、ここにも放送基準専任担当を置きまして、ＢＰＯの

また「リサーチＱ」というものがございまして、これは日々の視聴率とは別に、インタ

組基準から逸脱していることがないかどうかについて、番組やＣＭの内容審査を行ってお

ます。

数ですが、その他にメールでも１カ月に４,５００件寄せられております。その５０％弱が

社員・関係会社・制作会社・系列局をも含めて、研修を実施しております。また「コンプ

在しております。こちらの方では放送する内容が、民放連の放送基準や、テレビ朝日の番

こちらでは１カ月に平均１万８,８００件ほどの声が寄せられております。これは電話での

ライアンス責任者がいます。このコンプライアンス統括室が中心となりまして、全役員・

ような電話が入った場合は、すぐ番組担当者につないで、その場で対応することもござい

まず「はい！テレビ朝日です」という視聴者の声を聞く専門セクションを設けております。

ここが中心になって全社的なコンプライアンスを扱っております。その下に各局にコンプ

くっております。１つ目の番組審査室は、各セクションから独立したセクションとして存

視聴者との信頼を築くユニークな取組を進めておりますので、ご報告させていただきます。

して、その下に各セクションから独立したコンプライアンス統括室というのがございます。

まして、番組担当者に随時フィードバックしております。また、生放送等で緊急を要する

が得られなければ真のコンプライアンスは成立しないと考えております。テレビ朝日では

的体制がございます。こちらの方はコンプライアンス統括責任者として社長を長に置きま

次に、放送番組関連ですが、テレビ局でございますので、放送番組関連は別途体制をつ

次に２ページでございますが、テレビ局が幾ら体制をつくっても、視聴者との信頼関係

す。弊社のコンプライアンス体制はどうなっているかでございますけれども、まずは全社
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今後も当社はＢＰＯの活動に注視し、その指摘や見解には最大の敬意を持って対処する所

だき、プロデューサーや放送作家などを交えて、パネルディスカッションを局内で開催し

テレビを持たない新聞は翼を持たない鳥みたいなものだと、新聞社がいわゆる「波取り」

ために、コミュニケーションをして向き合っているのが実態でございます。

ように会社全体が不断の努力をすることが、結局、言論の自由を守る砦の重要な要件だと
思います。協議事項の砦づくりは、私どものこうした思いを保護する箱物くらいに考えた
方がよく、現行ＢＰＯの存在は十分その機能を果たす方向性を持っていると信じておりま
す。

社長見解をメールで全社員に伝えました。当社の放送責任を明確にし、この事態にどう対

処するかという内容でした。さらに「これまでの業務の中で法律に抵触する、もしくは抵

触しそうなことがありましたか」という緊急アンケートを実施いたしました。社員の内省

と自覚を促したものです。アンケートで寄せられた体験・意見・要望は社員の半数近い６
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ることがとりわけローカル局にとっては何より大切なことと思っています。そして、この

０５年９月です。系列局で「あるある大事典Ⅱ」の不祥事が発覚した２００７年１月には、
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いずれにしましても、私は日ごろの活動を通じて、地域の人たちに親しまれ、信頼され

ことがあってはならないという願いから、コンプライアンス委員会を立ち上げたのは２０

コンプライアンス関連についてまずお話します。当社はいやしくも企業倫理を問われる

ことはないのではないでしょうか。

考えられません。したがって、新聞と放送の資本関係を規制しても、実質的に何も変わる

【石川テレビ(高羽)】

石川テレビの高羽でございます。

ると思っております。特に報道上の問題で新聞社が口を挟むようなことはありませんし、

石川テレビからのプレゼンテーション

新聞社ともどもマスメディアの一角を占めるものとして、敬意を抱き合う関係になってい

に当たり、当社を育てていただいた経緯がございます。今は私ども石川テレビも成長して、

の新聞社から非常勤取締役が入っています。５％以上の株を持っている新聞社は４社です。

問題だけでなく他局の問題も含めて、テレビ全体の放送倫理の向上や、正確な放送を期す

テレビ朝日からは以上でございます。

最後に、クロスメディア関連についてお話しします。石川テレビ放送の場合、現在３つ

けた際に、委員長代行に来ていただき、一体どこに問題があったのかを、自分たちの局の

存です。

しております。局長会では時に社長が見解を述べ、議論の対象にすることにしております。

放送倫理検証委員会からございましたが、こちらも委員の１人である水島教授に来ていた

て活発な議論が展開されました。他にも日本テレビ「真相報道バンキシャ！」が勧告を受

す。月１回送られるＢＰＯ報告の小冊子は、報道制作と編成業務局の各部長を中心に回覧

研修会、話合いの場を設けました。また、最近のバラエティ番組に関する意見書の提出が

員が能登半島の先端まで当人を訪ねて、理解を得たこともあります。

しております。

般への視聴者意見などすべてを社内メールで流し、全社員が閲覧できるようにしておりま

上がっております。デジタル化のための中継局設置問題でクレームがあった際は、担当役

視聴者からＢＰＯに寄せられた意見が我々に寄せられ、それを随時番組にフィードバック

レクターと共有するために（ＢＰＯ放送倫理検証委員会の）委員長代行に来ていただき、

わせとその要望です。クレームのあった場合は基本的には担当役員が直接当人にご説明に

ＢＰＯの存在が定着しつつあるのではないかと思っております。ＢＰＯからは、毎週１回、

責任者となっています。日常の対応としては、毎週ＢＰＯからメール配信される放送界全

程度であります。今年の１月は１２０件でした。ほとんどが番組や事業についての問い合

しております。数々の番組に対する勧告や見解の表明などを通じまして、視聴者にも今は

勧告を受けただけではなく、一体どこに問題があったかを制作者、プロデューサー、ディ

後６時まで開設して対応しております。視聴者からの声はメールを合わせて月約１００件

的な番組を監督する機関として、言論・表現の自由を守るために必要な機関と我々は理解

次にＢＰＯ関連についてお話しします。ＢＰＯの社内対応には局長級の考査室長が連絡

柱であります。編成部を担当窓口にして視聴者の専用回線を、平日は午前９時３０分～午

を求めたり、あるいは委ねるケースがございます。このＢＰＯは第三者による自主・自律

我々は２００９年に重大な放送倫理違反ありとした勧告を受けました。そのときもただ

視聴者の方々の声をどのように受けとめるかは、コンプライアンス体制を支える大きな

く各局で然るべく対応しております。

６人から約８０項目ありました。幸いコンプライアンス委員会で対処すべき深刻な例はな

が発生したときは、まずは放送局が自主的に対応しますが、場合によってはＢＰＯに判断

それらのことを行いましても、残念ながら問題は発生するのが事実でございます。問題

聴者の方と関係を築いて、信頼関係を醸成していきたいと考えております。
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それでは、最後に社団法人日本新聞協会からご発表をお願いしたいと思

情報の中から必要な情報を簡便かつ瞬時に取り出すことが可能な時代を迎えています。

ざいました。まず１つは、
「個別の記者クラブや記者会見の在り方は、それぞれのクラブが

局が国民の「知る権利」の担い手として、今後も公共的、文化的使命を果たし続けていく

構成員・オブザーバの皆様にはご理解いただければと思います。

日本新聞協会のメディア開発委員会の委員長を務めていま

-21-

れていると思います。これを読み上げます。

お手元に「クロスメディア所有のあり方に関する意見」という１枚紙がお手元に配付さ

す読売新聞の大久保でございます。

【日本新聞協会(大久保)】

-22-

第１に、３事業支配の規制撤廃を求める最大の論拠として、メディアの多様化という点

たいと思います。

以上、日本新聞協会の意見をまとめてまいりました。これについて少し補足して説明し

ことではなく、さらなる連携の強化を可能とする制度の整備であると考えます。
」

には、経営の安定が不可欠です。そのために必要なのは、新聞と放送の間に楔を打ち込む

ドバンド化の進展に伴い、新聞社も放送局も厳しい経営を迫られています。新聞社、放送

ついてのご担当ということで、記者クラブ制は担当外ということになりますので、その点、

それでは、大久保さん、芹川さん、ご発表をお願いいたします。

「既存秩序を破壊する技術」とも言われるインターネットの普及、デジタル化とブロー

廃を求める理由です。

ことでございます。

つまり本日ご出席の大久保委員長と芹川副委員長は「クロスメディア所有の在り方」に

こうした実情に目を向ければ、３事業支配の禁止規定を撤廃したとしても、情報の「多
様性」「多元性」「地域性」が損なわれる状況にないのは明らかであり、これが同規定の撤

しています。

きたい」。３つ目ですが、「なお、取材・報道のための自主的な組織である記者クラブの在

いずれ政策の方向性を提案していくことについては、違和感を持たざるを得ない」という

ＦＭ局も２００局を超え、コミュニティや生活情報が中心のＳＮＳやブログも急速に拡大

ブ及び記者会見について意見を述べること、及び質問等に答えることは控えさせていただ

り方や記者会見の方法について、通信・放送行政を担当する総務省の懇談会で議論され、

また、地域に密着したフリーペーパーの発行部数はいまや３億部に迫り、コミュニティ

の放送対象地域でも、情報入手の手段の多元性、言論の多様性は確保されています。

い」。２つ目ですが、「したがって当協会としてはヒアリングの場において個別の記者クラ

ことはない。なお、各記者クラブは独立した存在であり、当協会に指導等を行う権限はな

つまり、一の者によるニュースや情報の独占的頒布のおそれを防止するまでもなく、ど

術の発達により、パソコンや携帯電話などでも、世界中で大量に流通している多種多様な

意見等を賜りたい旨打診をいたしましたが、同協会の担当部門からは次のとおり回答がご

判断することであり、これについて現段階で社団法人日本新聞協会としてコメントできる

さらに今日ではインターネットの急速な普及と検索エンジンをはじめとする情報通信技

ル放送を享受できるようになりました。

テレビやＢＳ、ＣＳなどの新たな放送メディアの出現によって多くの視聴者が多チャンネ

アの主役は新聞、雑誌、ラジオ、テレビに限られていました。しかし、その後、ケーブル

同原則が制定された１９５９年当時、数多くの人たちにニュースや情報を伝えるメディ

こととなるおそれ」を防止するのが目的であると考えます。

本的基準」９条の但し書きにあるとおり、「一の者がニュース又は情報の独占的頒布を行う

この規定は、地上放送に関するマスメディア集中排除原則を定めた「放送局の開設の根

れを撤廃するよう求めてきました。

事務局から協会の編集委員会に対して、このヒアリングの場で記者クラブ制についてもご

６年だったかと思いますが、これは新聞協会の中の「編集委員会」が担当されております。

なお、日本新聞協会は過去に記者クラブ制に関する見解を公表されております。２００

関してご発表をいただくということでございます。

と芹川副委員長でございます。アジェンダ設定のうち「クロスメディア所有の在り方」に

います。本日発表をいただきますのは協会の中の「メディア開発委員会」の大久保委員長

【濱田座長】

日本新聞協会からのプレゼンテーション

りましたらお願いいたします。どうもありがとうございました。

あります。この３事業支配禁止規定について、日本新聞協会はかねてより折りに触れ、こ

除原則と呼ばれるものの中に、新聞・ラジオ・テレビの３事業支配を原則禁止する規定が

【濱田座長】

時間が少し押しておりますので、城所さんからは質疑応答の中で何かあ

「クロスメディア所有のあり方に関しましては、わが国はいわゆるマスメディア集中排

以上です。
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大きな先導的役割を果たしてきたという歴史的経過もあります。

ンターネットの普及も国民の情報取得の環境を劇的に変えました。インターネットの利用

どうもありがとうございました。

規制と振興とありますが、監督はＢＰＯで強化すればいいと思いっています。内容審査に
つきましても。しかし、規制と振興は分けて、できたら情報通信省的なものをつくってい

クロスメディア所有の規制については緩和、撤廃の方向こそが議論のあるべき方向ではな

いかと思います。

度についての見解、立場のご紹介がありました。私も構成員としてそもそも記者クラブ制
度を本フォーラムのアジェンダにすることについてはどうかと思います。会議の冒頭でア

-24-

【丸山構成員】

ぞれの国の歴史や国情によって様々です。札幌大学の池田准教授らの識者によりますと、

ラジオの商業放送が１９２０年に始まったアメリカで、新聞と放送の相互所有が禁止され

るようになったのは１９７５年のことです。それまでは制限がありませんでした。しかし、

-23-

先ほど濱田座長から、日本新聞協会の編集委員会での、記者クラブ制

以上です。

れますが、クロスメディア所有に限らず、放送にかかわる制度やメディアの事情は、それ

くという、省庁再編のところまでこの場で議論していただくとありがたいと思います。

にやるのかやらないのかということを、きちんと考えていただきたい。それから、監督と

という視点に立つなら、地方放送局の基盤を強化するため、経営の選択肢が広がるように

もう１点、クロスメディア所有の在り方に関連して、しばしば諸外国の例が取り上げら

あります。内藤副大臣が最もご熱心であったと私は聞いておりますけれども、それを本当

の原口大臣の認識は全くそのとおりだと思います。地域の言論の自由、表現の自由を守る

ります。

がかかる。ジャーナリスとしての手腕というものは一朝一夕にはできない。１回崩れても

短く言いますと、民主党の政策インデックスを見ると完全にＦＣＣをやりますと書いて

非この目的強化のために制度や組織をどうするかを議論していただきたいと思う次第であ

いても大変大事なものがある。そこが壊れてしまうともう一回立ち上げるのに大きな時間

う一回ゼロからやるというのは民主主義の基盤を壊すのではないかという心配がある」。こ

たけれども、今日は、長谷川政務官や原口大臣、そして、内藤副大臣もおられるので、是

います。「地方の放送局は単なる経営主体ではなくて、地方の文化の中心であり、言論につ

ソフトバンクの嶋と申します。

今、音先生の話で「制度なのか、組織なのか、強化策なのか」というテーマがありまし

【嶋オブザーバ代理】

自由討議

それでは、残りの時間を意見交換の時間とさせていただければと思います。

【濱田座長】

以上であります。

う点こそが重要だと思います。原口総務大臣は１月１２日の記者会見で次のように語って

により、全国の新聞・テレビ・ラジオの経営がどこも極めて厳しい状況に陥っているとい

第２に、むしろ今日的課題としては、長引く不況に加えＩＣＴの発展などの構造的要因

いなどといった恐れは全くないのが実情です。

今では、１つのメディア企業が情報を独占して、国民あるいは県民に多様な情報が届かな

増大しています。かねてから指摘していることではありますが、ＩＣＴが急激に進展した

いる事業者も増えてきました。このようにメディアは今や質と量の両面で著しく多様化し

ではなく、緩和、そして、撤廃という方向で議論されるよう改めて要請いたします。

改められました。日本では放送事業の黎明期に新聞社が民間のテレビ・ラジオ局の設立に

います。ケーブルテレビの受信世帯は全国でおよそ２,４００万世帯に達しております。イ

います。中には独自の取材により、記事や動画といった放送に近いコンテンツを配信して

を禁止しました。しかし、昨年の法改正で新聞社や大企業が放送事業に進出できるように

えます。ケーブルテレビ局も平成２０年度で６６７の事業者が自主制作の番組を放送して

インテーマだと伺っています。そうであれば、クロスメディア所有に関しては規制の強化

ァン）政権時代に、光州事件後の言論統制の一環として、新聞社による地上放送局の経営

す。地域の重要な情報源となっているコミュニティＦＭ放送も大幅に増えて２２７社を数

民のほとんどが利用している状況です。ネット上で発信される情報も多様で豊富になって

新聞と放送局の相互所有を解禁する動きが出ています。韓国では全斗煥（チョン・ドゥフ

年度末の時点でＢＳ・ＣＳ放送系の事業者は１１７社に上り多様な番組を放送しておりま

最後に、このフォーラムはＩＣＴ分野における報道・表現の自由を守るということがメ

相互所有の禁止に踏み切りました。しかし、２００１年ごろからは規制緩和の流れの中で、

４社から、現在２０１社と４倍に増えております。総務省の調査によりますと、平成２０

者は１０年前には２,７００万人程度でしたが、２００８年には９,９００万人に達し、国

ベトナム戦争に関するメディアの政権批判に反発した大統領側の意向を受けて、ＦＣＣが

があります。この規定が制定された当時と比べて、民放連加盟のテレビ及びラジオ局は５
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れにしても、こういう信頼度が高い状況の中では、メディアが世論に強い影響を与えると
いう意味で、報道の持つ責任は非常に重いと思います。私の分野、特に犯罪、治安の問題

的ルールに対して行政が関与することになりはしないのかという危惧があります。主に申

し上げるとこの２点が理由であります。

ていくのかが議論されていましたけれども、私が問題にしたいのは報道における「事実」
のチェックについてです。報道の中で事実をどのようにチェックしているか、基本的な統
計やデータを報道前のチェックの中で、どう生かしているのかがなかなか見えてきません。
ともすると、客観性を欠いたセンセーショナルな報道が目立ち、その結果、偏った世論が
つくられて、そうした世論の空気にあおられて政策が進んでいくのは、非常に危険だと思
います。その意味で、メディアの責任というのは非常に重いので、そのあたり、つまり、
テレビなどの報道における事実の正確性のチェック体制を何とかしていただきたいと思い
ますし、ここでも表現の自由を確保しつつ、正確な事実報道をどう確保するのか、メディ
ア・リテラシーをどう高めるのか、そういう議論をしていただきたいと思います。

の砦を守る」という趣旨であったはずです。会合のタイトルにも「今後のＩＣＴ分野にお
ける国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」とあります。今の話を伺いまして、
話し合いの中に記者クラブ問題を入れないということは、現状の報道体制をそのまま維持

-26-

【上杉構成員】

この場を離れたところで議論すべきところが結構ある」とおっしゃっております。さらに、

そのときに、
「新聞にも深くかかわる問題なので、アジェンダに入れることについては少し

考えさせてほしい」とおっしゃっております。これについて、私は全く同感でありまして、

読売新聞さんと若干重なりますけれども、やはり記者クラブ問題については、アジェンダ

から外していただきたいというのが私のお願いです。

私は放送事業者のコンプライアンス体制の現状と評価が今日のアジェ

ンダで、今日は実情・実態の把握のためのヒアリングだと認識していたのですが、ほとん

ど抽象論ばかりで実態の話ではない。実態の話はどういう形でこの場で把握されるのかを

教えていただきたいです。コンプライアンスという仕組みを、どうつくっているかのお話

ばかりされますけれども、それでは全くコンプライアンスが機能しているかどうかわかり

ません。私も一応コンプライアンスを専門にしている人間として呼んでいただいたと思っ

ているのですが、コンプライアンスは具体的な事例でどのような取組をしたのか。問題に

対してどう対処したのか。まずそこを考えないとコンプライアンスのレベルというのは絶

-25-

【郷原構成員】

記者クラブの問題ですが、このフォーラムは、そもそも、
「言論の自由

その上で、今日の議論の中ではＢＰＯの問題や、あるいは視聴者の意見をどう取り入れ

る劇場型の報道が一定程度影響を与えていると思います。

「記者クラブ制度が制度的な議論だけでいいのか、むしろ自由の実践に関わってくるので、

律によって、成り立つ基盤であると私は考えております。また、前回の会合で濱田座長は、

えていると認識していて、体感治安は非常に悪くなっています。これはマスコミのいわゆ

こういう状況はメディアリテラシーから考えると私は非常に問題があると思います。いず

るということになりますと、各関係者が今まで築いてきた報道、記者クラブに関する自主

状況は、やはり招くことがあってはならないと私は考えております。言論機関は自主・自

犯罪報道ですけれども、そのほとんど真実であると考える人が過半数以上を占めています。

るのか。総務省が仮に記者クラブ制度について方向性を出して、その見解を他に遵守させ

しております。にもかかわらず、多くの国民は治安が悪化していると感じ、凶悪犯罪が増

す。私自身の行った世論調査でも、新聞が報道したものやテレビが報道したもので、特に

者クラブ制度について行政上の権限がない総務省で、見解や方向性を出す根拠はどこにあ

に関しては、ご承知ないかもしれませんが、昨年日本の殺人の認知件数は戦後最低を記録

該調査によると新聞を９０％、テレビを８０％の人が信頼しているという結果が出ていま

と思います。もう１点、本フォーラムは、総務大臣が招聘したと思いますが、そもそも記

記者クラブの話です。統治機関が言論機関に様々な権限を行使し得る

す。また、東大と大阪商業大学でやっているＪＧＳＳという社会調査があるのですが、当

ものでありまして、そのルールをここの場で一元的に決めることにはそもそも無理がある

以上です。

マスコミ、新聞やテレビの信頼度というのは他の先進国と比較して物凄く高くなっていま

体、民間の企業、地方自治体など、報道各社がそれぞれのルールに基づいて運営している

【羽石構成員】

的な世論調査のひとつに世界価値観調査というのがございます。その結果によると日本の、

と思います。そうなりますと、記者クラブというのはご承知のように、行政機関、業界団

今の問題に関連してですが、私は世論調査も専門としています。国際

【浜井構成員】

的な実態把握をやっていただきたいと思います。

対わかりません。そのような場を大人数でやるのが無理であれば、小委員会的な形で具体

で記者クラブ制度の在り方について何らかの見解、ないし方向性を示すということになる

簡潔に言いますと２点あります。１つは、アジェンダとして明記すれば、本フォーラム

ジェンダについても意見を言っていいとのことでしたので申し上げます。
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こでの皆さんの本音は、テレビ局に自由を認めて、勝手に番組をつくらせたらとんでもな

間は、国民ではないということを言っているのでしょうか。

たが、視聴者に我々はさらされているわけです。そうすると、その１つの放送、１つの発
言に対して、ネットでもいろんな攻撃も入ってくる。全部さらされていて、全部公開され

せよ最初から言論の自由を奪うような進行というのは、是非止めていただきたいと思いま

す。

各放送事業者が設置してもなお、批判を受けるような番組や番組制作手法が続いているの
はどうしてか、改善できるのかどうなのかを放送事業者として是非報告していただきたい
と思います。その辺は座長と座長代理と事務局でぜひ相談して欲しいと思います。

保障するという観点でも、アジェンダに入れてきちんと記者クラブの在り方も含めて、こ

のフォーラムで議論すること自体は、私は適当だと思っています。

【黒岩構成員】

権への配慮がいろいろ足りなかった報道などが取り上げられています。そこで浮かび上が
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いたしますけれども、ちょっと視点を変えて発言させていただきたいと思います。

Ⅱ」の話であったり、不二家の話であったりするからです。つまり、正しくない報道や人
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今日、放送事業者の方々から、どのようにして放送被害をなくすかの努力なり制度なり
をお聞きしました。何となく放送事業者はいろいろと守りの姿勢を強制されている感じが

な感じがしてならないです。それは、ここで取り上げられるのが例えば「あるある大事典

報道・表現の自由を守る砦をつくることの議論がされているはずですが、私には何か変

広瀬でございます。

っと違う言い方をすると、２１世紀に入り、コンプライアンスが叫ばれ、その担当部門を

見や色々なところに参加できるという、一種の「コミュニケーションの権利」をきちんと

【広瀬オブザーバ】

事業者自身が様々な施策を展開すればするほど、自らの自由を失っていると思います。も

先ほどから話に出ているような、小さなメディアがきちんと情報をとれる環境や誰もが会

黒岩祐治です。

ですから、砦は、今、黒岩さんがおっしゃったような規制の機関になるのではなく、よ
り広めていくという意味であるべきだと思います。僕は砦は必要ないと思いますが、放送

ば、私は全然次元が違うと思っています。加えて、
「経営の問題」が全面に出されています。

が、本来すごく大事だと思います。

ーやコミュニティＦＭを持ち出されてクロスメディアの問題を同列で論拠されるのであれ

ますが、日本新聞協会の資料で述べられているコミュニティペーパーとか、フリーペーパ

っき浜井先生もおっしゃっていたように、それに対してどのような形で対応していたのか

で何かをやっているわけではなく、様々な意見がたくさん飛び込んできているのです。さ

委員のご意見と同じように、私も具体的な内実をもう少し知りたいと思っています。

また、クロスメディアの点に関して、先ほどの浜井先生のご意見とも重なる部分があり

はなく、かなり増えているのではないかと僕は思います。それはＢＰＯが勝手に乗り込ん

ンプライアンスという言葉が出て以降、いろんな事件、問題点が放送業界で減ったわけで

おっしゃられたように、ＢＰＯの勧告をメールで回覧している話や、制作者に届けている

話は、それがどう活かされているかという実態は非常にわかりにくいです。先ほどの郷原

いはＮＨＫは、それぞれいろんな知恵を絞っていろんなことをやってきたわけですが、コ

先ほどの郷原さんの意見は、とても大事だと思います。民放業界ある

【服部構成員】

国民にとっては解りにくい部分があると思います。例えば先ほど、放送局の説明者の方々

砦をつくるといったら、私は何か自由を認めないと言っている気がしてなりません。

たしている役割は非常に大きいと思うのですが、現実的に本当はどうなのかについては、

【深尾構成員】

現状をきちんと理解する観点でいくと、今お聞きして私もＢＰＯが果

ャーを感じていることか。いつもチェックされているぐらいの思いがあり、前も言いまし

わけで、今、戻ってきましたので、日本新聞協会さんの話は聞いていませんが、いずれに

ていて、全部情報は透明で、これ以上の自由はどこにあるのか。さらにそれに対して何か

ことによって、我々現場で放送に携わっている人間は、どれぐらい大きな精神的プレッシ

じて容認できないという抗議の意味を表す趣旨で、先ほどあえて退席しました。そういう

以上です。

ＢＰＯの話も、私は現場で生々しく感じたところでありますけれども、ＢＰＯができた

気がしてならないです。

ろうとする話し合いの場でありながら、事前に言論を封じるようなことを命じるのは、断

はいけないということですので、これは質問ではありません。ただ、言論の自由の砦を守

いことになるので、自由はやっぱり縛らなければならないという話が行われているような

論するべきであるのに、なぜ報道・表現の自由を守る砦という話になるのか。結局は、こ

は入らないのか。つまり非記者クラブメディアである通信や、フリー、海外、その他の人

先ほど日本新聞協会のメモを座長が読み上げる形で、記者クラブについては質問をして

ってきている課題に対して、正しい報道を間違わなくするためにはどうすればいいかを議

するということなのか。そうであるならば、この国民の権利の中に非記者クラブメディア
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を出すことについて、活発なご意見を賜りたいとおっしゃっておりました。クロスメディ
アについては法制化を多分考えておられると思いますから、当然国としての権限と、民間
の自主的な権限をどのように調和させるかを考えていくべきだと思います。
【濱田座長】

いますと、やはり、これからの進め方やまとめ方をどうするかについて、少し考えながら
いろいろな議論をやっていく必要があると思います。正直言って、これだけ正反対の議論

しまったのか議論されています。何しろ９.１１の後ですから、テロの問題やいろいろな問

題がありまして、イラクに戦争を仕掛けることは当然だという空気がまず米国に定着して

しまいました。メディアもほとんどそれに反論することがなかった。日本の場合を取り上

げてみても、本格的な問題提起はほとんどなくて、アメリカに従うことがいいのかという

次元の話になってしまった感じがいたします。つまり、メディアが役割を果たすことは大

変なことで、それに対する期待や激励があっても本当はいい場面なわけです。

続いて議論を交わしていただければと思います。

聞、放送とは何かを考えなくてはいけないと思います。だんだんテレビも新聞も経済的な

先ほどの「記者クラブ制」をアジェンダから外すべきとの話の

題から逃げてまいるつもりは全くございません。ただし、限られた期間の中で限られた問
題を議論していただくということでございますから、当然に枠組みの議論も、また座長の
ところでご検討いただかなければならないと思います。私どもも大臣と一緒に、積極的に
この議論の中に参加させていただいて、本フォーラムをやってよかったと、皆さんに思っ
ていただけるような形にぜひ仕上げていきたいと思います。特に座長には大変ご面倒をか
けますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ていただきたいと希望を申し上げます。

言論の封殺というのは誤解だと僕は思っています。日本新聞協会と直

【丸山構成員】

接話をしたわけではありませんが、今後、ここで記者クラブ制度の“き”の字も言うなと

いうつもりは全くありません。議論はすればよろしいと思います。ただ、アジェンダにす

ることは何がしかの方向性を出すことを前提にしているのではないかと申し上げているわ

けで、何もしゃべってはいけないと言うつもりは毛頭ありません。
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が、ここは総務大臣が集めたフォーラムであり、国の行政としての権限があることを前提

【濱田座長】
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次回第４回の日程につきましては３月２９日（月）１７時から、本日に

皆様、今日は本当にありがとうございました。お礼申し上げます。

受け止めをしていただいただろうと思っております。私どももお願いをした以上、この問

きなメディアの在り方や、あるいは自由の砦がどうあるべきかをもっと大きな視点で考え

それから、総務省の所管でないというか、総務大臣の所管から外れてとおっしゃいます

濱田座長にも大変難しい問題をご審議いただくということで恐縮に思います。国民の皆

れは容易ならざるフォーラムだという実感を強く持ったところでございます。

展させていくかを考えるときです。先ほど私が情報通信省的と申し上げましたが、縦割り

様にとっても非常に関心の深い、まさに自分たちの知る権利に関わる重要な問題だという

業者の皆様、大変熱心なご協議をいただきまして心から御礼を申し上げます。同時に、こ

がおっしゃったような、権利や自由の砦をどうつくって、どのようにメディアを成長、発

省だからアジェンダから外すということはやめて、本当にこれから３０先、５０年先の大

ます。本当に構成員の皆様、オブザーバの皆様、そして、今日ご発言をいただきました事

年ぶりの政権交代で新しい政治をこれからやろうとしているときであって、今、広瀬会長

行政を廃止して、コンテンツ振興をしようという意味です。是非ともそういう発想で総務

わけございません。大臣はおそらく、ずっと聞いていたかったとおっしゃると思っており

冒頭に大臣から申し上げましたように、国会審議で大臣が失礼をいたしまして大変申し

政務官の長谷川でございます。

大臣政務官の締めくくり挨拶
【長谷川政務官】

ないという発想はやめるべきことを座長及び政務三役にお願いしたいです。せっかく６０

ときにも出ましたが、その問題についての議論とは別に、ここは総務省の所管だからでき

【嶋オブザーバ代理】

以上でございます。

ていくのか。私自身はそういう立場で、今後もこの会議に参加していきたいと思います。

最後に、長谷川政務官からご発言いただければと思います。

非常に活発なご意見が出ているというのは、これは大変いいことだと思います。是非引き

とと同時に、本当の意味での知る権利、メディアへの期待、いざというとき頼りになる新

不況に直面して、記者の数が減るなどの事態の中でどのようにしてメディアの役割を持っ

も出ていますし、これを１つにまとめるのがいいのかも考えなければいけません。ただ、

そういうことを含めて、今後はこの話も進めていき、放送被害をいかに防ぐかというこ

引き続いて今後も議論をいただこうと思いますが、今日のお話を伺って

に話をしないといけないと思います。先ほども原口大臣がご挨拶の中で、法制化、方向性

現在、アメリカをはじめいろんな国で、どうしてイラクに戦争を仕掛けることになって

72

皆様、どうもありがとうございました。
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以上

以上で第３回の会合を終了とさせていただきます。ヒアリングにご協力いただきました

局から別途ご連絡させていただきます。

引き続いてヒアリングの２回目を開催させていただく予定です。詳細につきましては事務

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 4 回会合
平成 22 年 3 月 29 日(月) 17 時 00 分～
総務省８階第１特別会議室
次

１

開会

２

議事

第

（１）関係者ヒアリング
・ 宍戸常寿構成員
・ 放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）
・ 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟
・ 日本弁護士連合会
（２）意見交換
（３）その他
３

閉会
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ㅍ䈏䈱䈮ㆡว䈜䉎䉋䈉䈮⇟⚵䈱✬㓸䈮ᒰ䈢䈦䈩ㆩ䈜䈼䈐㗄䉕ቯ䉄䇮䈖䉏䈮ၮ䈨䈇䈩
ㅍᬺ⠪䈏⥄䉌ቯ䉄䈢⇟⚵ၮḰ䈮ᓥ䈦䈩⇟⚵䈱✬㓸䈏ⴕ䉒䉏䉎䈫䈇䈉⇟⚵✬㓸䈱⥄ᓞᕈ䈮䈧䈇
䈩ⷙቯ䈚䈢䉅䈱䈫⸃䈘䉏䉎䇯
䈖䈱䉋䈉䈮䇮ᴺᓞ䇮ㅍᬺ⠪䈏䈬䈱䉋䈉䈭ౝኈ䈱ㅍ䉕䈜䉎䈎䇮䈜䈭䉒䈤䇮䈬䈱䉋䈉䈮⇟⚵䈱✬
㓸䉕䈜䉎䈎䈲䇮䈱⥄↱䈱㓚䈱ਅ䇮䈱䈱ㆡวᕈ䈮㈩ᘦ䈚䈢ㅍᬺ⠪䈱⥄ᓞ⊛್ᢿ
䈮䉉䈣䈰䉌䉏䈩䈇䉎䇹㩿ᦨ್ᐔᚑ㪉㪇䊶㪍䊶㪈㪉㪀

䋶

㽲 มᴺ⊛ᢇᷣ
 ᮭଚኂ䉕ฃ䈔䈢⠪䈮䈫䈦䈩ᤨ㑆䊶⾌↪䈏䈎䈎䉎䇮
ᗧ䊶ㆊᄬ䈱┙⸽䈱㗴
㽳 ⸓ᱜㅍᐲ
 ⑳ᴺ䈱⺧᳞ᮭ䈪䈲䈭䈒䇮ㅍᬺ⠪䈱್ᢿ
㽴 䌂䌐䌏䈱ข䉍⚵䉂䋨⋭⇛)

77

䋷

䋨䊊䊷䊄䈭ⷙ䋩
㽲 ή✢ዪ䈱ㆇ↪ᱛ䋨㔚ᵄᴺ76᧦1㗄䋩
㽳 ౣ⸵䈱ᜎุ
䋨䉸䊐䊃䈭ⷙ䋩
㽴 ⾗ᢱឭᐲ䋨ㅍᴺ53䈱䋸䋩

…ᡷༀ䈮ㄭ䈇႐ว䈏䈅䉎䋿

ౣ⊒㒐ᱛ⸘↹ᐲ᩺䋨2007ᐕ䋩

㽵 ႎ๔ᐲ䋨㔚ᵄᴺ81᧦䋩…⇟⚵ౝኈ䈮ኻ䈜䉎ႎ๔䋿
㽶 ⴕᜰዉ
䇸ㅍ⇟⚵䈮䈧䈇䈩ᐓᷤ䇮ⷙᓞ䈜䉎䈢䉄䈮䈲ᴺᓞ䈱ᩮ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈏䇮ㆊ䈱ⴕᜰዉ
䈲䈾䈫䉖䈬䈏⽎⊛䈮⥄ਥⷙᓞ䉕ⷐ⺧䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ౕ⊛䈭ភ⟎䉕ⷐ⺧䈜䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈒ᜂ
ᚻᲑ䉅䈭䈇䈖䈫䈎䉌䇮ⷙ⦡䈏⭯䈒䇮৻⥸⊛䈮ᴺᓞ䈱ᮭ㒢䉕ᔅⷐ䈫䈚䈭䈇䉅䈱䈪䈅䉍䇮ㅍᴺ
╙㪊᧦䈮ቯ䉄䉎ᐓᷤ䇮ⷙᓞ䈮䈲ᒰ䈚䈭䈇䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯䇹䋨㊄Ỉ⮍䊶ㅍᴺㅙ᧦⸃⺑㪌㪌㗁䋩
ㆇ↪䈮㗴䈱䈅䉎䈅䉍䋨䌂䌐䌏ㅍᴺ⎇ⓥળႎ๔ᦠ䇸ㅍᴺ䈫䈱⥄↱䇹╬ෳᾖ䋩

䋸

78

䋹

㽲 ⇟⚵䈱ᄙ᭽ᕈ䈱⛽ᜬ䊶⏕
㽳 ႎⵍኂ⠪䈱ᢇᷣ䊶ᶖ⾌⠪⼔
㽴 ᴦ䈎䉌䈱⸒⺰䊶ႎ䈱⁛┙
㽵 ㅍⴕ䈱ㅘᕈ䈱ะ

䈖䉏䉌䈱⺖㗴䈱⸃䈱䈢䉄䈮䇸⎏䇹䈲ᔅⷐ䈎䋿
䈇䈎䈭䉎䇸⎏䇹䈏↪䈎䋿
䋱䋰

`

䊊䊷䊄䈭ౝኈⷙ䈱ਥ

`

ᮭઍ䉕೨ឭ䈫䈚䈢⁛┙ᕈ䊶ਛ┙ᕈ

`

ㅍ䊶ㅢାⴕ䈱৻ൻ䋨䉝䊜䊥䉦䊶䉟䉩䊥䉴䊶㖧࿖䋩䋯ಽ㔌
䋨䊄䉟䉿䊶䊐䊤䊮䉴䋩

`

ડ↹┙᩺ᮭ㒢䈫ⷙᮭ㒢䈱⛔ว䋨䉝䊜䊥䉦䋩䋯ಽ㔌䋨䌅䌕⻉࿖䋩

`

ᴦ⊛ᄙరᕈ䈱ⷙ䈻䈱ᤋ䋨䊄䉟䉿䋩

79

䋱䋱

⻉ᄖ࿖䈮䈍䈔䉎ⷙᯏ㑐䈱ⷐ
⁛┙ⷙᯏ㑐
䷡丠丩䷪

ኻᔕ䈜䉎ડ↹䊶
ᝄ⥝ᯏ㑐䋨ᐭ䋩

䷣䷭丩䷸
丈䷣七

ಽ㊁

ᗧᕁቯ

ㅢା䊶ㅍ

ว⼏
(5ੱ)

䊎䉳䊈䉴䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮ᛛ⢻⋭
ᢥൻ䊜䊂䉞䉝䉴
䊘䊷䉿⋭

ㅢା䊶ㅍ

ว⼏
(9ੱ)

ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭

ㅢା

⁛છ

䌆䌃䌃
䋨ㅪ㇌ㅢାᆔຬળ䋩

䌏䌆䌃䌏䌍
䋨ㅢାᐡ䋩

䌂䌎䌥䌴䌺䌁
䋨ㅪ㇌䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᐡ䋩

ฦᎺ䈱䊜䊂䉞䉝ᐡ

ㅍ

䋨Ꮊ䈮䉋䈦䈩ฬ⒓䈏⇣䈭䉎䋩

且丨丱䷸

㧭㧾㧯㧱㧼
㧔㔚ሶㅢାㇷଢⷙᯏ㑐㧕

⚻ᷣ↥ᬺ㓹↪⋭

ㅢା

㚂⋧ᐭ䊜䊂䉞䉝
㐿⊒ᐡ

ㅍ

ว⼏
㩿ᆔຬᢙ䈲ฦᎺ䈮
䉋䉍⇣䈭䉎䇯㪀

ว⼏
㩿䋷ੱ㪀

ᆔຬ╬䈱
છᮭ⠪
ᄢ⛔㗔

(㒮䈱ഥ⸒䍃หᗧ䈏ᔅⷐ)

ᐭ䊶⼏ળ䈫䈱㑐ଥ

ㆇ༡⾌↪

䊶 ⴕᐭ䈻䈱⺑⽿છ䈭䈚䇯  ᐭ ᡰ  ㊄ 䇮
䊶 ㅪ㇌⼏ળ䈮ኻ䈚⽿છ䉕⽶䈉䇯ᬺ⠪䈎䉌ᓽ
䈜䉎⸵ᚻᢙᢱ
䋨⼏ળ䈏੍▚ᛚ䋩

ਔᜂᒰᄢ⤿䋺㕖ၫⴕᓎ
ᐭᡰ㊄䇮
ຬ䋶ੱ
ᐭ䈶⼏ળ䈻䈱⺑⟵ോ
ᬺ⠪䈎䉌ᓽ
䉕⽶䈉䇯䋨⼏ળ䈏੍▚ᛚ䋩
㕖ၫⴕᓎຬ䋺ၫⴕᓎຬ
䈜䉎⸵ᢱ╬
䋳ੱ(䌃䌅䌏)

1,900ੱ

850ੱ

㪉㪃㪌㪇㪇ੱ

ᄢ⛔㗔

㵪

㩿ㅪ㇌ᐭ䈱ផ⮈䉕ฃ䈔䈩㪀

䋨ฦᎺ䈮䉋䉍⇣䈭䉎䋩

⡯ຬᢙ
(ᢙ)

ㅪ㇌ᐭ䊶Ꮊᐭ䈮ኻ䈚⁛┙䇯

ᄢ⛔㗔䋳ੱ 䋨✚ⵙ䋩 䇮
ਅ㒮⼏㐳ฦ䋲ੱ

㵪

ᐭᡰ㊄

䋨䉧䉴䇮㋕
╬䉕䉃䇯䋩

ฃାᢱ

䋨ฦᎺ䈮䉋䉍
⇣䈭䉎䋩

ᐭᡰ㊄

㪈㪌㪇ੱ

ᐭᡰ㊄

400ੱ

ᐭᡰ㊄

1,600ੱ

䊶 ᄢ⛔㗔䊶ᐭ䊶⼏ળ䈮ᵴേ

䌃䌓䌁
䋨ⷞ⡬ⷡ㜞╬⹏⼏ળ䋩

㖧࿖

⍮⼂⚻ᷣㇱ
ᢥൻ⢒ⷰశㇱ
ⴕోㇱ

ว⼏
(9ੱ)

ㅢା䊶ㅍ

ว⼏
(5ੱ)

ㅢㇱ䊶ㇷ㔚ዪ
ㅢା䊶ㅍ
䋨࿖ኅㅢାㅍᆔຬળ䋩 ⴕ㒮ᣂ⡞ዪ

ว⼏
㩿㪎ੱ㪀

䌋䌃䌃
䋨ㅍㅢାᆔຬળ䋩

บḧ

䌎䌃䌃

ᄢ⛔㗔䋳ੱ 䋨⼏㐳䋩 䇮 ႎ๔ᦠ䉕ឭ䇯
䊶 ⻁䊶ᬌ⸛ଐ㗬䉕ฃ䈔䈩ᗧ
ਅ㒮⼏㐳ฦ䋳ੱ
䉕ⴕ䈉䇯
䊶 ᄢ⛔㗔⋥ዻ䈱ᯏ㑐䈪䇮㚂⋧
ᄢ⛔㗔
䈱⋙〈䉕ฃ䈔䉎䋨ㅍ⇟⚵
䋨ᆔຬ䈲࿖ળ⼏㐳䊶࿖ળᆔ
ⷙ╬䈲㒰䈒䋩䇯
ຬળ䈱ផ⮈䇮ᆔຬ㐳䈲ᆔຬ
䊶 ᄢ⛔㗔䊶࿖ળ䈻ᬺോႎ๔⟵
䈱ㆬ䈮䉋䉍છ䋩
ോ䉕⽶䈉䇯

ⴕ㒮
䋨┙ᴺ㒮䈱หᗧ䈏ᔅⷐ䋩

䊶 ᴺᓞ䈮ၮ䈨䈐ⴕ㒮䈎䉌⁛
ੱઙ⾌䋺ᐭ੍▚
┙䈚䈩⡯ᮭⴕ䇯
ᬺ⾌䋺⸵นᢱ䊶
䊶 ┙ᴺ㒮䈻䈱ᚑᨐ䊶ឭ᩺䈱
ᵄᢙ↪ᢱ
ᓟႎ๔⟵ോ䉕⽶䈉䇯

㪌㪇㪇ੱ

䋱䋲

䋨 䇸⇇䈱ㅍㅢା⁛┙ⷙᯏ㑐䈱⁁䇹ㅍ⎇ⓥ䈫⺞ᩏ2010ᐕ3ภ╬䈎䉌ᚑ䋩

`

ⷐ
z 1950ᐕ䋨ᤘ25ᐕ䋩䈮ᣉⴕ䈘䉏䈢㔚ᵄਃᴺ䋨㔚ᵄᴺ䇮ㅍᴺ䇮㔚ᵄ⋙ℂᆔຬળ⸳⟎ᴺ䋩䈮䈇⊒
⿷䈚䈢䇮ว⼏䈱⁛┙ⴕᯏ㑐䇯
z ౝ㑑䈎䉌⁛┙䈚䈢ⴕᆔຬળ䈪䈅䉍䇮䉝䊜䊥䉦䈱FCC䈮▸䉕䈫䈦䈢䉅䈱䇯
z ᆔຬળ䈲䇮Ḱ┙ᴺ䇮Ḱมᴺ⊛ᯏ⢻䉕ᜬ䈤䇮⁛ᢿ䉕ឃ䈜䉎䈢䉄䋷ੱ䈱ᆔຬ䈮䉋䉎ว⼏䉕ណ↪䇯
䋨䋩 ✚ℂᐭ䈱ᄖዪ䈫䈱⟎䈨䈔䈪䈅䉍䇮ౝ㑑䈎䉌ቢో䈮⁛┙䈚䈢ሽ䈫䈲䈇䈋䈭䈇䇯

`

ᮭ㒢䈶ᆔຬ䈱ㆬછ╬
╷┙᩺䋨Ḱ┙ᴺᯏ⢻䋩

ⷙ⋙〈

⚗ಣℂ䋨Ḱมᴺ⊛ᯏ⢻䋩

ⷙೣቯ䋨ή✢ዪ⸵ᚻ⛯ⷙೣ䇮ή✢ዪ㐿⸳
䈱ᩮᧄ⊛ၮḰ䇮ᛛⴚၮḰ╷ቯ䋩

ή✢ዪ䈱⸵䇮䌎䌈䌋⋙〈䇮㔚ᵄ⋙ⷞ䊶
ᣉ⸳ᬌᩏ䇮⇟⚵ⷙᓞ╬

ⴕಣಽ䈮ኻ䈜䉎⇣⼏↳䈚┙䈩
䈱⡬⡞

z ᆔຬ䋨ᆔຬ㐳䈶ᆔຬ6ฬ䋩䈲䇮ਔ⼏㒮䈱หᗧ䉕ᓧ䈩ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䈏છ䇯
䋱 4ฬએ䈏ห৻ౄ䈮ዻ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇯
䋲 ᆔຬ䋨㐳䋩䈮䈭䉏䈭䈇⠪䋺࿖ળ⼏ຬ䇮ౄᓎຬ䇮ㅍᬺ䊶ㅍ㑐ㅪᬺᓎຬ䈫䈠䈱ᴺੱ䈱⼏ᮭ10%એ䉕䈜䉎⠪

z ⷙೣቯ䉕䉃䈜䈼䈩䈱ⴕಣಽ䈮䈲䇮ኂ㑐ଥ⠪䉇ቇ⼂⚻㛎⠪䈱ᗧะ䉕ⴕ䈮ᤋ䈘䈞䉎䈢䉄䈱
⡬⡞ᚻ⛯䈐䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䇮⡬⡞ળ䈱⚻ㆊ䉇ᆔຬળ䈱ቯ䇮⼏㍳䈭䈬䉅䈜䈼䈩㐿䇯
`

ᆔຬળ䈱ᑄᱛ
ศ↰ౝ㑑䈲䇮䇸ⴕᆔຬળᐲ䈲䇮⽿છ䈱⏕䈘䉕ᰳ䈐䇮⢻₸⊛䈭ോಣℂ䈱⋡⊛䉕㆐䈚㔍䈇䇹䈫䈱ℂ↱䈎䉌䇮㔚ᵄ⋙
ℂᆔຬળ䉕䉃20એ䈅䈦䈢ⴕᆔຬળ䈱ේೣᑄᱛ䉕㑑⼏ቯ䈚䇮ᱜขᒁᆔຬળ╬䈇䈒䈧䈎䈱ᄖ䉕㒰䈇䈩⊒⿷䈎
䉌2ᐕᓟ䈱1952ᐕ䋨ᤘ27ᐕ䋩 7ᧃ䉕䉅䈦䈩ᑄᱛ䈘䉏䈢䇯
䋨⡛৻䇸㔚ᵄ⋙ℂᆔຬળ䉕䉄䈓䉎⼏⺰䈱゠〔䇹ㅍ⎇ⓥ䈫⺞ᩏ2010ᐕ3ภ╬ෳᾖ䋩
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䋱䋳

㽲 ⇟⚵䈱ᄙ᭽ᕈ䈱⛽ᜬ䊶⏕
䊶 ᐭ䈏⇟⚵ౝኈ䈮⋥ធ䈜䉎䈱䈪䈅䉏䈳䇮⁛┙ⷙᯏ㑐䈏ਇนᰳ䇯
䊶 ⇟⚵ᬺ⠪䈱⥄ਥ䊶⥄ᓞ䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕䉃䊜䊂䉞䉝㑆䈱┹䈮䉉
䈣䈰䉎䈼䈐䈪䈲䈭䈇䈎
 ⸓ᱜㅍ䊶⺰ᮭᐲ ⷙᯏ㑐䉋䉍䉅ⵙ್ᚲ䈮ᆔ䈰䉎䈼䈐䈪䈲䈭䈇䈎

㽳 ႎⵍኂ⠪䈱ᢇᷣ䊶ᶖ⾌⠪⼔
䊶 มᴺ⊛ᢇᷣ
䊶 ㅍᬺ⠪䈱⥄ਥ⊛ข⚵
…ోㅍዪ䈪චಽ䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎䇮ⷞ⡬⠪䈎䉌䈱ㅘᕈ
䊶 䌂䌐䌏

䋱䋴

㽴 ᴦ䈎䉌䈱⸒⺰䊶ႎ䈱⁛┙
䊶 ⼏㒮ౝ㑑䈱ਅ䈪䈲䇮ⴕ䈣䈔䈪䈭䈒䇮࿖ળ䊶ౄ䈎䉌䈱⁛┙䉅ᔅⷐ
䊶 ⁛┙ⷙᯏ㑐䈱႐ว䇮䈠䈱ੱㆬ䈱ਛ┙ᕈ䈏⺖㗴
 ᴦൻ䈱ෂ㒾
䊶 䈫䉍䉒䈔ᐔේೣ䈲䇮ㅍᬺ⠪䈱⥄ਥ䊶⥄ᓞ䉇䌂䌐䌏䈮ᆔ䈰䉌䉏䉎
䈼䈐䈖䈫䉕⏕䈜䈼䈐䈪䈲䈭䈇䈎
㽵 ㅍⴕ䈱ㅘᕈ䈱ะ
䊶 ⇟⚵䈻䈱䈏䈅䈦䈢䈫䈇䈉⇼䈇䈏䉅䈢䉏䉎䈖䈫⥄䈏䇮⸒⺰䊶ႎ
ᯏ㑐䈫䈚䈩䈱䈅䉍ᣇ䉕៊䈭䈉
 ᐭౝㇱ䈮ⴕ⋙ⷞᯏ㑐䈱⸳⟎
䌣䌦䋮ᶖ⾌⠪ᐡ䈫ᶖ⾌⠪ᆔຬળ䈱㑐ଥ䇮⧷Ofcom䈱ౝㇱ⛔
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䋱䋵

䇸หⷙ䇹䈱ᚻᴺ䋨䌅䌕ⷞ⡬ⷡ䊜䊂䉞䉝䉰䊷䊎䉴ᜰ╬䋩

`

䊶 䊜䊂䉞䉝䋨⇇䋩䈫ⴕ䈱ኻဳⷙ
䊶 ᚒ䈏࿖䈪䈲ᣢ䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈫䉅⹏ଔ䈪䈐䉎
䊶 ᬺ⠪ౝㇱ䇮䌂䌐䌏䈱ಣℂᚻ⛯䈫䇮ⴕ䈫䈱㑐ଥ䈱䊦䊷䊦ൻ
䋺䌂䌐䌏䈱ઙಣℂਛ䈲䇮↳䉏䉕ㅢ䈛䈩䇮ⴕ䈮䉋䉎ⷙ䉕Ꮕ䈚ប䈋䉎ᘠⴕ
䂾หⷙೣ䋨co-regulation䋩䈱ᔨ࿑
䂾     



 

Enclosure

selfregulation



The

selfregulation
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䋨ᔃ䊈䉾䊃ଦㅴද⼏ળ䌈䌐 ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍ଦㅴද⼏ળ䈱⸳┙䈮䈧䈇䈩䉋䉍䋩

䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱↪ⅣႺᢛ䈲䇮䈖䉏䉁䈪䉅᳃㑆䈱⥄ਥ⊛ข⚵䈫䈚䈩ദജ䈏䈭
䈘䉏䈩䈐䈢䈫䈖䉐䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚䇮䈖䉏䉌䈲⋥㕙䈜䉎㗴䈻䈱ኻ∝≮ᴺ⊛ข⚵䈪
䈅䈦䈢䉍䇮ฦᣉ╷㑆䈱ᯏ⊛䈭ㅪ៤䈏චಽ䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䈭䈎䈦䈢䉍䇮䊗䊤䊮䉺
䊥䊷䈮ෳട䈜䉎ਥ䉅৻ㇱ䈱䊈䉾䊃㑐ㅪડᬺ䈪䈅䈦䈢䉍䈫䇮䈱ข⚵䈮䈫䈬䉁䈦
䈩䈇䉎䈫⸒䉒䈙䉎䉕ᓧ䈭䈇䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮ၞ⊛䈮䉅䉍䈏䈅䉍䇮䊈䉾䊃䊥䊁䊤
䉲䊷ᒝൻ䈱ข⚵䈮䈧䈇䈩䉅ᩰᏅ䈏↢䈛䉎䈖䈫䈏 ᔨ䈘䉏䉎䇯
䈠䈱䈢䉄䇮ᓟ䈲䇮䈖䉏䉁䈪ડᬺ䉇ᢎ⢒ᯏ㑐䇮䌎䌐䌏╬䈮䉋䈦䈩䇱䈮ⴕ䉒䉏䈩
䈐䈢ข⚵䉕ᯏ⊛䈮ㅪ៤䈘䈞䉎䈖䈫䉇䇮න䈪䈲␠ળ⽸₂ᵴേ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏࿎㔍
䈭ਛዊ䈱ડᬺ䇮ᗧ᰼䈅䉎ੱ䇮ၞ䈱䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉫䊦䊷䊒䇮䉁䈢䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾
䊃䉕↪䈜䉎᭽䇱䈭ડᬺ䈎䉌䉅䇮䈘䉌䈮ᄙ䈒䈱䊒䊧䊷䊟䊷䈏ෳ↹䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䈢
䈪䇮✚ว⊛䈎䈧ᚢ⇛⊛䈭ข⚵䈫䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᣣᧄో࿖䈅䉁䈰䈒ታᣉ䈪䈐䉎䉋䈉
䈮㈩ᘦ䈜䉎䈖䈫䈪䇮᳃㑆䈮䈍䈔䉎⥄ਥ⊛ข⚵䉕⾰䊶㊂䈫䉅䈮ะ䈘䈞䉎䈖䈫䈏ਇน
ᰳ䈪䈅䉎䇯
䈖䈱䈢䉄䈱⚵䉂䈫䈚䈩䇮↪⠪䇮↥ᬺ⇇䇮ᢎ⢒㑐ଥ⠪䈭䈬䈏䇮䈍䈇䈱ข⚵
䈮䈧䈇䈩䈱ᖱႎ䉕䈚䇮ఝ䉏䈢ข⚵䉕ข䉍䉏䉎䈫䈫䉅䈮䇮䈖䉏䉁䈪䈱ᨒ䉕
䈋䈢ද䈮䉋䉎ข⚵䉕↢䉂䈜ᵹ䈱႐䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯ౕ⊛䈮䈲䇮䈬䈖䈱
ၞ䈮䈍䈇䈩䉅ᔃ䈭䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃↪ⅣႺ䉕ᢛ䈚䇮↪⠪䈏䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱
శ䈫ᓇ䉕ᱜ䈚䈒⍮䉍䇮ᭉ䈚䈒⾫䈒ᔃ䈚䈩䈉䉿䊷䊦䈫䈚䈩⊒ዷ䈘䈞䉎䈖䈫䉕⋡ᮡ䈮䇮
ၞ䈱ᵴജ䉕ข䉍ᚯ䈜䈖䈫䉇࿖㓙ㅪ៤䊶࿖㓙⽸₂䉅ⷞ㊁䈮䉏䈢ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒
䉍ଦㅴද⼏ળ䉕⸳┙䈜䉎䇯
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ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍ଦㅴද⼏ળ䈲䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱↪ⅣႺ䉕ᢛ䈜䉎
䈢䉄䈮ᰳ䈎䈞䈭䈇ਃ䈧䈱ᵴേ䈮ข䉍⚵䉃䇯╙৻䈮䇮✚ว⊛䈭䊥䊁䊤䉲䊷
ะ䈱ផㅴ䈪䈅䉍䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱ᓇ䈱ㇱಽ䈻䈱ኻᔕ䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮䈜
䈳䉌䈚䈘䉅વ䈋䉌䉏䉎⊒ᵴേ䉕ታᣉ䈚䇮䌉䌃䌔䉕䈇䈖䈭䈜ሶ䈬䉅䈢䈤䈫䈠
䉏䉕ᥦ䈎䈒䉎ᄢੱ䈢䈤䉕⢒ᚑ䈜䉎䇯╙ੑ䈮䇮᳃㑆䈱⥄ਥ⊛ข⚵䈱ផ
ㅴ䈪䈅䉍䇮᳃㑆ડᬺ╬䈏ଐ䈪䈐䉎⥄ਥᙗ┨╬䈱╷ቯ䈫䈠䈱᥉╬䉕
࿑䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᔃ䊶ో䈭䊈䉾䊃ⅣႺ䉕นⷞൻ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䇯╙ਃ
䈮䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱↪ⅣႺᢛ䈮㑐䈜䉎⍮䈱㓸⚂䈪䈅䉍䇮᳃㑆ડ
ᬺ䉇ฦᣇ䈪䈱ข⚵䉕㓸䊶⚫䈜䉎䈖䈫╬䈮䉋䉍䇮᭽䇱䈭ᵴേ䈮ข䉍
⚵䉃ਥ㑆䈱䉝䉟䊂䉞䉝䈱䈫䇮䈘䉌䈭䉎Ꮏᄦ䉕࿑䉎䈢䉄䈱⼏⺰䈱႐
䉕ឭଏ䈜䉎䇯
ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍ଦㅴද⼏ળ䈲䇮䈖䉏䉌䈱⻉ᵴേ䉕ㅢ䈛䇮᳃㑆ਥዉ䈮䉋
䉎⦟ᅢ䈭䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃↪ⅣႺ䈱᭴▽䈮⽸₂䈜䉎ᗧ䈪䈅䉎䇯
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ἴἢỶἽὉỶὅἑὊἕἚỆấẬỦ
̬᩷࠰ݲᜱểͤμᏋỉӕኵ

2010.03.29

ɟᑍᅈׇඥʴἴἢỶἽἅὅἘὅݙ௹ὉᢃဇႳᙻೞನίᾔᾜᾐὸ
4

Ẑ᩷࠰ݲỶὅἑὊἕἚͳૢؾඥẑᘍộỂỉ්ủ
2007/11/26 ✚ോ⋭
䇸䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺ䊶ኂᖱႎ䈻䈱ኻᔕ䈮㑐䈜䉎ᬌ⸛ળ䇹⸳⟎

2007/12/26 ╙ਃ⠪ᯏ㑐䋨䋺EMA䋩
╙৻࿁⸳┙Ḱᆔຬળ㐿

2007/12/10 ✚ോᄢ⤿ⷐ⺧
䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫ዉଦㅴᵴേ䈱ᒝൻⷐ⺧

2008/01/31 2008/02/28 2008/03/25 ╙ਃ⠪ᯏ㑐䋨䋺EMA䋩
╙ੑ䊶ਃ䊶྾࿁⸳┙Ḱᆔຬળ

2008/04/25 ✚ോ⋭
䇸䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺ䊶ኂᖱႎ䈻䈱ኻᔕ䈮㑐䈜䉎ᬌ⸛ળ䇹 ਛ㑆䈫䉍䉁䈫䉄
䌾䊑䊤䉾䉪䊥䉴䊃ᣇᑼ䉕ේೣㆡ↪䊶᳃㑆䈱╙ਃ⠪ᯏ㑐䈱ᔅⷐᕈ䌾

2008/04/08 EMA
㒢⽿છਛ㑆ᴺੱ䊝䊋䉟䊦䉮䊮䊁䊮䉿ክᩏ䊶ㆇ↪⋙ⷞᯏ᭴⸳┙

2008/04/25 ✚ോᄢ⤿ⷐ⺧
䇸៤Ꮺ㔚䊶PHS䈱䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䉰䊷䊎䉴䈱ᡷༀ╬䈮㑐䈜䉎៤Ꮺ㔚ᬺ╬䈻䈱ⷐ⺧䇹

2008/04/30 EMA
㒢⽿છਛ㑆ᴺੱ䊝䊋䉟䊦䉮䊮䊁䊮䉿ክᩏ䊶ㆇ↪⋙ⷞᯏ᭴⸳┙✚ળ

2008/04/25 I-ROI
㒢⽿છਛ㑆ᴺੱ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䊶䉮䊮䊁䊮䉿ክᩏ⋙ⷞᯏ᭴䋵⸳┙䉕⊒

2008/06/01 EMA
䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺ䊶ኂᖱႎ䈮㑐䈜䉎ᴺⷙ䈮䈧䈇䈩䈱ᗧ

2008/05/26 ᢎ⢒ౣ↢ᙣ⺣ળ
䇸╙৻ᰴႎ๔䇹 ዊਛቇ↢䈮ේೣ៤Ꮺ䉕ᜬ䈢䈞䈭䈇ᣦឭ⸒

2008/06/30 EMA
䇸䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃ㆇ↪▤ℂቯၮḰ䇹⊒

2008/06/11 ࿖ળ
䇸㕍ዋᐕ䈏ోᔃ䈚䈩䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕↪䈪䈐䉎ⅣႺ䈱ᢛ╬䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹
ᚑ┙ 18ᣣᏓ䋨2009ᐕ41ᣣᣉⴕ䋩

2008/07/22 EMA
䇸䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃ㆇ↪▤ℂቯᐲ䇹ክᩏ↳⺧㐿ᆎ

2008/07/17 ✚ോ⋭

2008/08/28 EMA
䇸ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍䇹ଦㅴ䊒䊨䉫䊤䊛䈱╷ቯ㐿ᆎ

╙৻࿁ቯ䉰䉟䊃⊒

2008/07/17 I-ROI

2008/09/04 EMA
䇸⸳┙⸥ᔨ䉲䊮䊘䉳䉡䊛䇹㐿

䉝䉪䉶䉴㒢ኻ⽎䉦䊁䉯䊥䊷ㆬᛯၮḰ䈮㑐䈜䉎ᗧᦠ

2008/09/12 ␠࿅ᴺੱ 㔚᳇ㅢାᬺ⠪දળ䊶៤Ꮺ㔚ᬺ⠪
䌅䌍䌁ቯ䈱ᤋ䊶䉦䊁䉯䊥䊷ㆬᛯၮḰ䈱ᡷༀ⊒

2008/09/04 EMA

2008/10/08

2008/10/28 EMA

⊒䊶ᢎ⢒䉝䉪䉲䊢䊮䊒䊤䊮⊒

㔚ሶᦠ☋⽼ᄁ䉰䉟䊃ะ䈔䉧䉟䊄䊤䉟䊮䈱ᬌ⸛

䇸ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍䇹ଦㅴද⼏ળ⸳┙
2008/10/21 ౝ㑑ᐭ
䇸㆑ᴺ䊶ኂᖱႎኻ╷ቭ᳃ታോኅ䊤䉡䊮䊄䊁䊷䊑䊦䇹⸳⟎

2008/10/28 EMA
䉮䊚䊠䊆䊁䉞એᄖ䈱䉰䉟䊃ቯᐲ䈱ᬌ⸛㐿ᆎ䉕⊒
2009/01/09 EMA

2009/01/14 ✚ോ⋭
䇸䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺ䊶ኂᖱႎ䈻䈱ኻᔕ䈮㑐䈜䉎ᬌ⸛ળ䇹 ᦨ⚳ข䉍䉁䈫䉄

䇸䉰䉟䊃ၮḰ䈮㑐䈜䉎EMA䈱⠨䈋ᣇ䇹
䇸ቯᐲ䈶䉶䊦䊐䊧䉟䊁䉞䊮䉫ᡰេᵴേ䈮㑐䈜䉎EMA䈱⠨䈋ᣇ䇹ᗧ㓸

2009/02/27

2008/02/22 EMA
䇸ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍䇹ଦㅴද⼏ળ⸳┙✚ળ
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ᵏᵗ࠰ᵏᵐஉỉዮѦٻᐫᙲᛪ
࠰உƴዮѦٻᐫƔǒઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍሁǁச࠰ᎍƕ̅ဇƢǔઃ࠘ᩓᛅƴƓƚǔஊܹǵǤȈǢ
ǯǻǹСᨂǵȸȓǹᲢȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹᲣƷ୍ӏ̟ᡶǛǔǑƏƴᙲᛪƞǕŴӕǓኵǜưƖƨŵ
ǹᲣƷ୍ӏ̟ᡶ
ʙˑƴࠇƖᡂǇǕǔǱȸǹƕ̔ƱƠƯٶႆ
ʙ

࠰உƴዮѦٻᐫƔǒઃ࠘ᩓᛅȷ᳂ʙಅᎍሁƴݣƠŴ᩷࠰ݲǛஊܹऴإƔǒܣǔƨǊƴŴ
᳂ʙಅᎍሁƴ
ȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷݰλ̟ᡶƴӼƚƨӕኵǛŴͤμƳǳȳȆȳȄȓǸȍǹƷޒƷڳƛƱƳǒƳƍ
ࢍ҄ƢǔǑƏϐᙲᛪŵ
ǑƏᣐॾƠƭƭŴࢍ
࠰உƷᙲᛪϋܾ

࠰உƷᙲᛪϋܾ
ૼᙹڎኖᎍƴ
ݣƢǔӕኵ

ȕǣȫǿȪȳǰƷМဇǛҾЩƱƠƨ࢟ưƷச
࠰ᎍƷᚃೌᎍƷॖ࣬ᄩᛐƷܱ

ᚃೌᎍǁƷॖ࣬ᄩᛐ

ଏڎ܍ኖᎍƴݣ
Ƣǔӕኵ

ȡȸȫȷᛪ൭ӷݥཋƴǑ
ǔƖƔƚ

ӕኵƷᚸ̖

ᛐჷྙƴؕƮƖᐯࠁᚸ̖

ȷƢǂƯƷ᩷࠰ݲᲢബசᲣƷଏڎ܍ኖᎍ
ƴ᧙ƠŴȕǣȫǿȪȳǰƷМဇǛҾЩƱƠ
ƨ࢟ưॖ࣬ᄩᛐǛܱ
ȷ᩷࠰ݲᲢബசᲣƷ̅ဇᎍƴ᧙ƠŴᚃೌ
ᎍưƋǔଏڎ܍ኖᎍƴݣƠƯŴȕǣȫǿȪ
ȳǰМဇƷॖ࣬ᄩᛐǛܱ
МဇᎍૠƴƭƍƯŴಅမƱƠƯܭႎƴπᘙ
ˊྸࡃሁǁƷਦݰƷ࣋ࡁјௐႎƳԗჷȷգႆ
6

䋨ෳ⠨䋩䌾䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䉰䊷䊎䉴䈱↪䉕ේೣ䈫䈚䈢ᗧᕁ⏕䈫䈲䌾
ⷫᮭ⠪หᗧᦠ╬䈱䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫↳ㄟᰣ䈱䉟䊜䊷䉳
<ᡷ⸓ᓟ>

<ᡷ⸓೨>

䂾ේೣ⊛䈮ㆡ↪䈫䈭䉎䉅䈱䉕␜䈚䈢ᒻ䈪
ⷫᮭ⠪䈱ᗧᕁ⏕

䂾䇸䊖䊪䉟䊃䇹䇸䊑䊤䉾䉪䇹䇸ਇⷐ䇹䈱ㆬᛯᰣ䉕
䊆䊠䊷䊃䊤䊦䈮⸳⟎䈚䇮ⷫᮭ⠪䈱ᗧᕁ⏕

䊐䉞䊦䉺䊥䊮
䉫䉰䊷䊎䉴
↳ㄟᰣ

䊖䊪䉟
䊃

䊑䊤䉾
䉪

䇸䊖䊪䉟䊃䇹䈲䇸ਇⷐ䇹䈱⸥タ䈏䈭䈇႐ว䈲䇮䇸䊑䊤䉾䉪䇹
䈱↳ㄟ䈮หᗧ䈚䈢䉅䈱䈫䈚䉁䈜䇯
䊐䉞䊦䉺䊥䊮
䉫䉰䊷䊎䉴
↳ㄟᰣ

ਇⷐ

䊖䊪䉟
䊃

䊑䊤䉾
䉪

ਇⷐ

̪䊖䊪䉟䊃䉕Ꮧᦸ䈜䉎႐ว䈲ਇⷐ䉕Ꮧᦸ䈜䉎႐ว
䈲䇮䋨䊑䊤䉾䉪䈮䇸㬍䇹䉕⸥タ䈱䋩䇮䈠䈱ㆬᛯ⢇䈮
⸥

̪䊡䊷䉱䈏䈇䈝䉏䈎䉕ㆬᛯ
⸥䈏䈭䈇႐ว䈲ᄾ⚂䉕ฃ䈔ઃ䈔䈭䈇ㆇ↪
䇸䊒䊧ශሼ䇹䈲䇸ઁ
䈱ㆬᛯ䈏䈭䈇႐ว
䈲䊑䊤䉾䉪䈏ㆡ↪䈘
䉏䉎䇹ᣦ䉕⸥タ䈜䉎
䈭䈬䈚䈩␜⊛䈮
⺑

䌾䊜䊥䉾䊃䌾
䊶⽼ᄁᐫ䈱ᐫຬ䈏䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈱ሽ䉕ᗧ⼂䈚䇮⏕ታ䈭⺑
䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎
䊶⼔⠪䈏䈭䈟䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈏ᔅⷐ䈭䈱䈎䉕⠨䈋䉎ᄾᯏ䈫
䈭䉎

̪⸥䈲䈅䈒䉁䈪䉟䊜䊷䉳䇯ታ㓙䈱ⷫᮭ⠪หᗧᦠ╬䈱ᦠᑼ䈲ฦ␠䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉎䇯
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ἧỵἽἑἼὅἂίஊܹἇỶἚỴἁἍἋСᨂἇὊἥἋὸểỊᾎ
⇻⇉∑⇥∐∙⇖≋ஊܹ⇛⇊⇮⇈⇕⇡⇟Сᨂ⇛∞⇹⇟≌
ǤȳǿȸȍȃȈɥƷЈ˟ƍኒǵǤȈƳƲŴ᩷࠰ݲƴஓǇƠƘƳƍǵǤȈƴǢǯǻǹưƖƳƍǑƏƴƢǔೞ
ᏡŵȕǣȫǿȪȳǰƷ૾ࡸƴǑǓŴˌɦƷǑƏƳȡȪȃȈƱȇȡȪȃȈƕƋǔŵ

∝∁∕⇊⇮∐⇟⇮૾ࡸ≋ઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍ੩̓∐⇟⇮૾ࡸ≌
ઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍƕᐯƴܭǊƨਫ਼᠍ؕแǛƨƠƨᲢͤμƳǵǤȈưȓǸȍǹɥƷؕแ
ƴᢘӳᲣπ
πࡸǵǤȈᲢɟᢿᨊƘᲣƷǈƴǢǯǻǹӧᏡưŴƦǕˌٳƷǵǤȈǁƷǢǯǻ
ǹǛஊܹƔͤμƔƴ᧙ǘǒƣɟࢷСᨂŵ
∝⇼∏⇩⇕∐⇟⇮૾ࡸ≋ཎܭЎ⇈⇕⇡⇟Сᨂ૾ࡸ≌
Ј˟ƍኒǵǤȈǍǮȣȳȖȫኒǵǤȈƳƲઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍƕᐯƴЙૺƠƨཎܭƷǫ
ȆǴȪƴޓƢǔŵɟᑍǵǤȈǁƷǢǯǻǹǛஊܹƔͤμƔƴ᧙ǘǒƣСᨂŵțȯǤȈȪ
ǹȈ૾ࡸǑǓǋ࠼ርƷǵǤȈǛМဇƢǔƜƱƕӧᏡŵ

᩷࠰ݲƴஓǇƠƘƳƍǵǤȈƴǢǯǻǹưƖƳƘƳǔɟ૾ŴɟᑍǵǤȈǍཎܭƷǫȆǴ
ȪȸƴޓƢǔǵȸȓǹǛ੩̓ƢǔǵǤȈƕɟࢷСᨂƞǕǔƜƱƴᲛ
᩷࠰ݲƋǔƍƸᅈ˟ႎƴॖ፯ƷƋǔǵǤȈǋɟࢷưȕǣȫǿȪȳǰƷݣᝋƴƳǔƨǊŴᚃ
ೌᎍƱ᩷࠰ݲƸᆮಊƷᢠ৸ǛࢍƍǒǕǔŵኽௐƱƠƯȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷ୍ӏ̟ᡶ
ƷڳƛƴƳƬƯƍǔƷưƸƳƍƔᲹ

8

ऀകมᇋрҥѳһҏҺӃҀ҅̔ң҉рੵಬё
䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈱䉟䊜䊷䉳

ࡈࠖ࡞࠲ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

ㅢᏱߩ74.߳ߩធ⛯

․ቯߩ74.߳ߩធ⛯
ࠕ࠳࡞࠻ޔળޔਇᴺ
ω
㑛ⷩਇน

ࡉ࠶ࠢࠬ࠻
㧔ኂࠨࠗ࠻ߩ74.ࠬ࠻㧕
YYY٤ٌعEQO
YYYۭٕPGV
YYY٠㧏ڏEQO

ࠕ࠳࡞࠻
ળ
ਇᴺ

䊑䊤䉾䉪䊥䉴䊃䈱URL㓸䈱⚵䉂
៤Ꮺࠨࠗ࠻ߦ߽ኻᔕߒߚ
9GDߩ⥄േ㓸ࠪࠬ࠹ࡓ

⋡ⷞߦࠃࠆࠨࠗ࠻ߩ㆑ᴺ
ᕈࠞ࠹ࠧߩ⏕

ࠬࡄࡓࡔ࡞߿ฦࠨࠗ࠻ߩ
ࡦࠢࠍߚߤࠅᄙ㕙⊛ߦ
74.ࠍ㓸
㘃ૃᬌ⚝ᛛⴚ╬ߦࠃࠆࠞ࠹
ࠧߩ⥄േઃਈ

⊓㍳ᷣߺߩࠨࠗ࠻ߦߟ
ߡ߽ቯᦼ࠴ࠚ࠶ࠢ
Ფᣣ㧝࿁ࡉ࠶ࠢࠬ࠻
ߩ㈩ା
ᦨᣂߩ9GDࠨࠗ࠻߇⊒
ߐࠇߚᤨὐߢ⊓㍳
9
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ἭὁỶἚἼἋἚ૾ࡸỂࢨ᪪ửӖẬỦͤμễἇỶἚỉ̊Ṟ
᩼փМȷ᩼ՠဇƷǵǤȈᲢ̾ʴƷ᳂ŴπႎƳೞ᧙ƱƠƯƷܖఄŴŴᘍೞ᧙Ŵܪ
ඥʴሁᲣƕМဇЈஹƳƘƳǔŵ
ࡅೞ᧙ǛИǊƱƠƨ0)1021ሁƷӲᆔ˳ׇƷѣƴƓƍƯ੩̓ƞǕǔٶᆔٶಮƳܹȷҔၲȷᅦᅍȷᏋȷܪሁŷ
ƷπσႎƳऴ්إᡫƕ᧹ܹƞǕǔŵ
ཎƴᏋ᧙̞ưƸŴச࠰ᎍǛɼᙲƳȦȸǶȸƱƠƯŴઃ࠘ᩓᛅưܖٻƷ˞ᜒऴإǍؽƳƲƷƓჷǒƤƳƲǛ੩̓ƢǔƜ
ƱƕٶƘƳƬƯƍǔŵʻࢸŴW,CRCPನेƷᡶޒƴǑƬƯǇƢǇƢܖఄሁưƷ9GDȚȸǸМဇƷೞ˟ƕٶƘƳƬƯƘǔƱ
ᎋƑǒǕǔƕŴƜƷǑƏƳǵǤȈǇưǢǯǻǹСᨂƷݣᝋƱƳǔƨǊ+6ᏋƴݣƠƯǋफࢨ᪪ǛӏǅƢŵǇƨŴܼࡊƴƓƍ
ƯǋŴ᩷࠰ݲஜʴǍܼଈƕನሰƠƨȗȩǤșȸȈƳǵǤȈǇưǢǯǻǹƕưƖƳƍƱƍƏཞඞǛࢍƍǔƜƱƱƳǓᐯࠁሥྸ
ǋưƖƳƘƳǔŵ
ƜǕƸ᩷࠰ݲƕǱȸǿǤǵǤȈưॖᙸǛႆᘙƢǔƜƱǛஊܹǳȳȆȳȄৢƍƢǔƜƱƱƳǔŵ

ᙹݱƳǵǤȈǛМဇưƖƳƘƳǔŵ
ઃ࠘ᩓᛅƸȦȸǶȸޖƕ࠼ƘŴᇢǛƍƭǋ៲ƴƭƚƯƍǔƱᚕƏཎࣱǛဇƠŴݱ٥ࡃሁƕᙹݱƳȢȐǤȫǵǤȈǛ
ನሰƠƯŴƓࡃƷኰʼሁƴМဇƢǔǱȸǹǍǢȸȆǣǹȈƕǍ̾ʴƷ$NQIưȕǡȳƱǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛƱǔʙƕ
ٶƘƳƬƯƍǔŵƠƔƠƳƕǒŴƢǂƯƷᙹݱƳǵǤȈǛπࡸǵǤȈ҄ƢǔƷƸྵܱႎƴɧӧᏡƳƨǊŴ᩷࠰ݲƱᙹݱ
ƳǵǤȈƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƸɧӧᏡƱƳǔŵ
ǇƨŴᩃᛏǍȆȬȓƷǑƏƳȞǹȡȇǣǢǋŴȍȃȈƱƷᡲѣƠƨऴإ੩̓ưƸઃ࠘ᩓᛅǛМဇƢǔƜƱƕɟᑍ҄ƠƯƖƯ
ƍǔƕŴπࡸǵǤȈƴƳǕƳƍɶݱƷȡȇǣǢǛ᩷࠰ݲƸМဇưƖƳƘƳǔŵ

ǳȟȥȋǱȸǷȧȳǁƷफࢨ᪪
ྵנŴȡȸȫೞᏡƸŴଏƴᡫᛅೞᏡǛɥׅǔǇưƴਘٻƠƯƖƯƓǓŴ̾ʴ᧓ưऴإʩ੭ǛƢǔئӳǍŴ˖ಅƔǒƷȡȫ
ȞǬሁƴǑǔऴإ੩̓ǛƢǔئӳưǋŴȡȸȫƴ࣏ᙲஇ˯ᨂƳऴإƱ᳆ǛᚡᡓƠƯŴᛇኬƳऴإǍϙჇሁƷȞȫȁȡ
ȇǣǢǳȳȆȳȄƸ᳟᳜᳑ǵǤȈɥư੩̓ƢǔƱƍƏ૾ඥƕɟᑍႎƴ୍ӏƠƯƍǔŵƠƔƠŴɟᑍǵǤȈǁƷǢǯǻǹƕС
ᨂƞǕǔƱŴᡲዂെƱƠƯƷȡȸȫƕೞᏡƠƳƘƳǔƨǊ᩷࠰ݲƴ࣏ᙲƳऴإƕ੩̓ưƖƳƘƳǔŵ
̊ᲴƓǋƪǌƷႆ້ƴǑǔүᨖऴإǛȡȸȫ˟ՃӼƚƴᣐ̮ƠƯƍǔ̊ሁƕנ܍

10

ἭὁỶἚἼἋἚ૾ࡸỂࢨ᪪ửӖẬỦͤμễἇỶἚỉ̊ṟ
ƜǕƔǒƷȦȓǭǿǹؾưƷܼᩓሁǛМဇưƖƳƘƳǔŵ
ઃ࠘ᩓᛅƸƦƷ᭗ƍ୍ӏྙƴǑǓŴƜǕƔǒஜ҄ƢǔưƋǖƏȦȓǭǿǹؾưƷɼᙲƳ᳃ȄȸȫƱƠƯࢳƞǕƯ
ƍǔŵ̊ƑƹțȸȠǻǭȥȪȆǣǍȍȃȈȯȸǯܼᩓሁƷǳȳȈȭȸȩƱƠƯМဇƢǔئӳǋेܭƞǕƯƍǔŵǇƨŴ࠼Ƙ
ȦȓǭǿǹؾƷȡȪȃȈǛܱज़ưƖǔˁኵǈƱƠƯ4(+&Ǎǫȡȩ˄Ɩઃ࠘ᩓᛅƱʚഏΨȐȸǳȸȉǛМဇƠƯŴቇҥƴ
țȸȠȚȸǸǁᛔݰƢǔˁኵǈƕನሰƞǕƯƍǔƕ᩷࠰ݲƸМဇưƖƳƘƳǔŵ

᩷࠰ݲƕଐŷМဇƠƯƍǔ૰ǍƓᓑ܇ሁƷǭȣȳȚȸȳࣖѪƕưƖƳƘƳǔŵ
૰ǍƓᓑ܇ሁƷ᩷࠰ݲӼƚǭȣȳȚȸȳǵǤȈƕМဇưƖƳƍƨǊŴ᩷࠰ݲƸƜǕǇưઃ࠘ᩓᛅưቇҥƴࣖѪưƖƯƍ
ƨǭȣȳȚȸȳƴᝲဇǛƬƯᓶǛМဇƠƯࣖѪƢǔƠƔƳƘƳǔŵ
ǇƨŴ᳃҄ƷࢸᡚƴǑǔǳǹȈǢȃȗƸ࠼ԓɼǍ࠼ԓˊྸࡃሁƷǭȣȳȚȸȳถݲǛਔƘƨǊŴƻƍƯƸ᩷࠰ݲǁɧ̝
ƱɧМႩǛǋƨǒƢƜƱƴƳǔŵ

᩷࠰ݲƷ+6ȪȆȩǷȸƷࢸᡚǛǋƨǒƢŵ
ƜǕƔǒƷ᳃ᅈ˟ǛဃƖസƬƯƍƘƴƸŴ౨ኧǨȳǸȳሁƷဇƸ࣏᪰ƷǋƷƱƳƬƯƍǔŵ
ଐஜƷ᩷࠰ݲƴƸᲽǑǓǋઃ࠘ᩓᛅƕ୍ӏƠƯƓǓŴ౨ኧǨȳǸȳƴǑǔ᳃ƷဇƸઃ࠘ᩓᛅƔǒڼǇǔʖܭƩƬƨ
ƕŴ౨ኧኽௐƴٶƘԃǇǕǔɟᑍǵǤȈǍ$NQIሁƷǳȟȥȋȆǣŴܱឋɥМဇɧᏡƱƳǔƨǊŴƕƴƓƚǔ+6ȪȆȩ
ǷȸƸٻƖƘࢸᡚƢǔƜƱƱƳǔŵ

ɟᑍǵǤȈμ˳Ʒ̮ဇ˯ɦƱƦǕƴˤƍͤμƳɟᑍǵǤȈƕෞ๒ƢǔӧᏡࣱƕ᭗ƍŵ
žɟᑍǵǤȈᲷफſƷȬȃȆȫǛࢌǒǕǤȡȸǸƕƭƍƯƠǇƏƜƱƕভࣞƞǕǔŵ
ɟᑍǵǤȈƴƸŴઃ࠘ƷМဇǛᏋƠƯƍǔͤμƳǵǤȈǍՠԼǛᝤ٥ƠƯƍǔȢȐǤȫǳȞȸǹሁƷբ᫆ƷƍǵǤȈ
ƕٶૠנ܍ƢǔƕŴɟᑍǵǤȈƸμƯžࣴƠƍǵǤȈſƱਵƑǒǕƔƶƳƍཞ७ƕဃǇǕǔƷưƸƳƍƔŵ
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࢘ỉἨἻἕἁἼἋἚ૾ࡸỉỽἘἆἼὊỉཞඞ
ో73䈱䉦䊁䉯䊥䈱䈉䈤䇮䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈱ኻ⽎䈫䈭䈦䈩䈇䈢䉦䊁䉯䊥䊷

̒ɧඥᲢᢌඥƱ࣬ǘǕǔᘍໝŴᢌඥƱ࣬ǘǕǔᕤཋŴɧᢘЏƳᕤཋМဇᲣ
̒ɼࢌᲢʙȷȆȭȷᢅນŴന֥ȷτ֥ŴᛣᜏȷɶͻŴᐯൈȷܼЈŴɼࢌɟᑍᲣ
̒ǢȀȫȈᲢࣱᘍໝŴȌȸȉဒŴࣱ̨ŴǢȀȫȈ౨ኧȷȪȳǯᨼᲣ
̒ǻǭȥȪȆǣᲢȏȃǭȳǰŴɧദǳȸȉᣐࠋŴπȗȭǭǷᲣ
̒ǮȣȳȖȫᲢǮȣȳȖȫɟᑍᲣ

ƂᬱŴᇤܖఄǍᬔʙπᑽǋ0)ƃ

̒Ј˟ƍᲢЈ˟ƍȷࣾʴኰʼŴኽ۟ኰʼᲣ
̒ǰȭȆǹǯᲢǰȭȆǹǯᲣ
̒ǪǫȫȈᲢǪǫȫȈᲣ

Ƃ7(1ǍᣃࠊˡᛟƷᛅ᫆ǋ0)ƃ

̒ǳȟȥȋǱȸǷȧȳᲢǦǧȖȁȣȃȈŴਫ਼ᅆெŴ+6ਫ਼ᅆெᲣ ƂȖȭǰȷ505ȷː᧓ϋƷਫ਼ᅆெǋ0)ƃ
̒ȩǤȕǹǿǤȫᲢӷࣱग़Უ

ƂࣱӷɟࣱᨦܹƷႻᛩǵǤȈǋ0)ƃ

̒ܪᲢˡወႎƳܪŴܪɟᑍᲣ

ƂݢᨈŴң˟ƷǵǤȈǋ0)ƃ

̒ѣȷηᲢѣȷηᲣ

ƂᐯൟηǍൟɼηƳƲηƷǵǤȈǋ0)ƃ

̒ʴ։ڤ

Ƃȓȸȫ˟ᅈŴǰȩȓǢŴǳȟȃǯǵǤȈǋ0)ƃ

ᲢۗಏᛏŴտŴᣒŴǢȫǳȸȫᙌԼŴ൦ბȷɦბȷȕǧȁဒŴ૨ᇘƴǑǔࣱႎᘙྵŴǳǹȗȬᲣ

ỴἁἍἋСᨂݣᝋỽἘἆἼὊỉɶỆẆ᩷࠰ݲỉМဇỆᣐॾẲẺἇỶἚởͤμễἇỶἚờԃộủềẲộạẇ

ẐἨἻἕἁἼἋἚ૾ࡸẑỂỊễẪẐỽἘἆἼὊ૾ࡸẑỂẝỦẇ
㶎䇸หᕈᗲ䇹䇸ቬᢎ䇹䇸ᴦᵴേ䊶ౄ䇹䈶䇸ᬌ⚝䉨䊞䉾䉲䊠䇹䈲䇮㪉㪇㪇㪏ᐕ㪐䈮㪜㪤㪘䈎䉌䇸䉝䉪䉶䉴㒢ኻ⽎ᄖ䈫䈜䈼䈐䉦䊁䉯䊥䈫䈚䈩ᗧ䈚䈢⚿ᨐ䇮䈲ኻ⽎ᄖ䈫䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯
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ἧỵἽἑἼὅἂểỊᾎ
䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱䊕䊷䉳䉕৻ቯ䈱ၮḰ䈮䉋䉍䇸␜䈚䈩䉋䈇䉅䈱䇹䋨ሶ䈬䉅ะ䈔䈱ஜో䈭
䉰䉟䊃䈭䈬䋩䈫䇮䇸␜ᱛ䈱䉅䈱䇹䋨ળ䈇♽䉰䉟䊃䉇䉝䉻䊦䊃䉰䉟䊃䈭䈬䋩䈭䈬䈮ಽ䈔䇮
ሶ䈬䉅䈮䈞䈢䈒䈭䈇䊕䊷䉳䈮䈲䉝䉪䉶䉴䈪䈐䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎䇮䈫䈩䉅↪䈭ᯏ⢻䈪䈜䇯
䇸䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈮䈲䇮᭽䇱䈭ᯏ⢻䈏䈅䉍䇮ሶ䈬䉅䈱ᐕ㦂䉇䈗ኅᐸ䈱䊘䊥䉲䊷䈮ว䉒䈞
䈩ㆬᛯ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯
៤Ꮺ㔚䈱䊐䉞
䊦䉺䊥䊮䉫䈲䇮䋲
⒳㘃䈱ᣇᑼ䈎䉌
ㆬᛯ䈚䇮৻ᓞ䈮
䉝䉪䉶䉴㒢
䊖䊪䉟䊃䊥䉴䊃ᣇᑼ

䊑䊤䉾䉪䊥䉴䊃ᣇᑼ

៤Ꮺ㔚ᬺ⠪䈏⁛⥄䈮ቯ䉄䈢ឝ
タၮḰ䉕ḩ䈢䈚䈢䋨ஜో䈭䉰䉟䊃䈪䊎
䉳䊈䉴䈱ၮḰ䈮ㆡว䋩ᑼ䉰䉟䊃
䋨৻ㇱ㒰䈒䋩䈱䉂䈮䉝䉪䉶䉴น⢻䈪䇮
䈠䉏એᄖ䈱䉰䉟䊃䈻䈱䉝䉪䉶䉴䉕
ኂ䈎ஜో䈎䈮㑐䉒䉌䈝৻ᓞ㒢

䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫ળ␠䈏㓸䈚䈢䉰䉟䊃
ᖱႎ䉕73䈱䉦䊁䉯䊥䈮ಽ㘃ൻ䇯៤Ꮺ
㔚ᬺ⠪䈏⁛⥄䈮ㆬᛯ䈚䈢․ቯ
䈱䉦䊁䉯䊥䉕䇱䈱䉰䉟䊃䈱ኂ䈎
ஜో䈎䈮㑐䉒䉌䈝䉦䊁䉯䊥න䈪
㒢䇯䊖䊪䉟䊃䊥䉴䊃ᣇᑼ䉋䉍䉅ᐢ▸࿐
13
䈱䉰䉟䊃䉕↪䈜䉎䈖䈫䈏น⢻

93

13

ዮѦႾ ỶὅἑὊἕἚɥỉᢌඥὉஊܹऴإồỉࣖݣỆ᧙ẴỦ౨᚛˟
ίɶ᧓ӕụộểỜὸ

ἧỵἽἑἼὅἂỉܱјࣱỆ᧙ẴỦᛢ᫆
㽲↹৻ᕈ
ዊቇᩞૐቇᐕ䈎䉌㜞ᩞ↢䇮䈅䉎䈇
䈲ᄢቇ↢䉁䈪䈱ᐢ䈇ᐕ㦂ጀ䈫
ᄙ᭽䈭ଔ୯ⷰ䉕ᜬ䈧㕍ዋᐕ䈮ኻ
䈚䈩䉅䇮⁁䈮䈍䈇䈩䈲䇮䊖䊪䉟䊃
䊥䉴䊃ᣇᑼ䇮䊑䊤䉾䉪䊥䉴䊃ᣇᑼ䈱
ੑ⒳㘃䈱䉰䊷䊎䉴䈣䈔䈏ឭଏ䈘
䉏䈩䈇䉎⁁ᴫ䈪䈅䉎䇯

㽳䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫ኻ⽎
䈱ᐢ▸ᕈ
䊖䊪䉟䊃䊥䉴䊃ᣇᑼ䈮䈍䈇䈩䈲៤
Ꮺ㔚ᬺ⠪䈮䉋䉍䇸ᑼ䉰䉟䊃䇹
䈫䈚䈩ណ↪䈘䉏䈢䉰䉟䊃䈱䉂䈏䉝
䉪䉶䉴น⢻䈪䈅䉍䇮ᄢᄙᢙ䈱ኂ
䈪䈭䈇䉰䉟䊃䈏ឃ㒰䈘䉏䈩䈚䉁䈉䈖
䈫䈫䈭䉎䇯䉁䈢䇮䊑䊤䉾䉪䊥䉴䊃ᣇᑼ
䈪䈅䈦䈩䉅ᜰቯ䈘䉏䈢䉦䊁䉯䊥䈮
ಽ㘃䈘䉏䈢䉰䉟䊃䈲䇮ኂ䈪䈭䈇
䉰䉟䊃䉅䉄䈩䇮䈜䈼䈩䊐䉞䊦䉺䊥
䊮䉫䈮䈎䈎䉍䉝䉪䉶䉴䈏㒢䈘䉏
䉎䈖䈫䈫䈭䉎䇯

㽴ଢᕈ䈱㒖ኂ
PC䈫䈲⇣䈭䉍ᄢᄙᢙ䈱ੱ䈏ᚲ
ᜬ䈚䈩䈇䉎៤Ꮺ㔚䈲䇮㕍ዋᐕ䈱
ᣣᏱ↢ᵴ䈮ਇนᰳ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮
ឝ␜᧼䉰䉟䊃䉕ቇᩞ䈱ㇱᵴേ䈱
ㅪ⛊䈱䈢䉄䈮↪䈜䉎䈭䈬䇮䈠䈱
ଢᕈ䈏ᄢ䈇䈮ᵴ䈎䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮䈱䊐䉞䊦䉺䊥䊮
䉫䉕ㆡ↪䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䈖䈉䈚䈢
↪䈏䈪䈐䈭䈒䈭䉎䈭䈬䇮ଢᕈ
䈱㒖ኂ䈏 ᔨ䈘䉏䉎䇯

ᛢ᫆ᚐൿỉẺỜỉჺὉɶႎࣖݣ
↹৻ᕈ䊶㕖ㆬᛯᕈ
䊶䉝䉪䉶䉴㒢䈚䈢䈇ᖱႎ䈱▸࿐
䈏ㆬᛯ䈪䈐䈭䈇
䊶㑛ⷩ䈏㒢䈘䉏䉎ᖱႎ䈱▸࿐䈏
ᐢ▸

⺖㗴స䈱䈢䉄䈮
㽲䇸䉦䉴䉺䊙䉟䉵ᯏ⢻䇹╬
㹢↪⠪䈏ਥ⊛䈮ㆬᛯน⢻䈫
䈭䉎⚵䉂
㽳䇸᳃㑆䈱╙ਃ⠪ᯏ㑐䇹
㹢㕍ዋᐕ⼔䈮㈩ᘦ䈚䈢䉰䉟䊃䉕
ቯ䈜䉎⚵䉂

ᄙ᭽ᕈ䊶ㆬᛯᕈ
䊶ⷫᮭ⠪䈱ᛚ䈮䉋䉍㕍ዋᐕ䈏
↪䈚䈢䈇䉰䉟䊃䉕䈮ㆬᛯน⢻
䈫䈜䉎䈭䈬䈱䉰䊷䊎䉴䈱ឭଏ
䋨䉦䉴䉺䊙䉟䉵ᯏ⢻䈱ឭଏ䋩
䊶㕍ዋᐕ⼔䈮㈩ᘦ䈚䈢䉰䉟䊃䈮
䈲䉝䉪䉶䉴น⢻
䋨᳃㑆䈱╙ਃ⠪ᯏ㑐ቯ䉰䉟䊃䈱
䉝䉪䉶䉴㒢⸃㒰䋩
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ᵐᵎ࠰ᵒஉỉϐࡇỉዮѦٻᐫᙲᛪ
ᵐᵎ࠰ᵒஉᵐᵓଐỆϐࡇỉዮѦٻᐫᙲᛪểዮѦႾẐỶὅἑὊἕἚɥỉᢌඥὉஊܹ
ऴإồỉࣖݣỆ᧙ẴỦ౨᚛˟ẑỉɶ᧓ểụộểỜỆấẟềἧỵἽἑἼὅἂỉોծ૾
ᤆầᅆẰủẺẇ

ἧỵἽἑἼὅἂોծ૾ᤆ
ṞҾЩᢘဇᾉἨἻἕἁἼἋἚ૾ࡸίཎܭЎỴἁἍἋСᨂ૾ࡸὸ
ᚃೌᎍƷॖ࣬ᘙଢƕƞǕƳƍئӳƴҾЩᢘဇŵțȯǤȈȪǹȈ૾ࡸᲢઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍ
੩̓ȪǹȈ૾ࡸᲣǑǓǋᢅࡇƳǢǯǻǹСᨂƷርƕƍƨǊ

ṟᇹɤᎍೞ᧙ỉᛐܭἇỶἚӏỎỽἘἆἼὊỉᢠ৸ửӒପẲẺἨἻἕἁἼἋἚ
૾ࡸ
ƕஊܹऴإƷЙૺǛƢǔƜƱƸžᘙྵƷᐯဌſžᡫ̮Ʒᅼ݅ſƴࢨ᪪ǛӏǅƢऀǕ
ƕƋǔƨǊŵǇƨŴᡫ̮ʙಅᎍƕЙૺƢǔƜƱƸŴᡫ̮ʙಅƷርǛᏮƢǔƨǊŵ
ąᇹɤᎍೞ᧙Ტ'/#Ŵ+41+ᚨᇌǁᲣ

ṠМဇᎍỉᢠ৸ᏃửفởẴሊᾉ̾КỆἇỶἚửМဇỂẨỦỽἋἑἰỶἌ
ೞᏡỉܱᘺ
ą࠰உƔǒɟᢿƷઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍƕǵȸȓǹڼ

ṡଏڎ܍ኖᎍồỉҾЩ҄ỉᾉᇹɤᎍೞ᧙ӏỎỿἵἼỴỉแͳầૢẟ
ഏᇹ
ą࠰ٰƔǒ̬ᜱᎍǁƷॖ࣬ᄩᛐڼŵ࠰உƔǒӲᡫ̮ʙಅᎍƕɧᙲƷॖ
࣬ᘙᅆƕƳƍئӳƴᢘဇڼ
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ዮѦٻᐫᙲᛪ
ઃ࠘ᩓᛅȷ᳂ƷȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷોծሁƴ᧙Ƣǔઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍሁǁƷᙲᛪ
ᲬᲪ࠰ᲮஉᲬᲯଐ
Ძ ମ࠰உƷዮѦٻᐫᙲᛪǛӖƚƨȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷݰλ̟ᡶƴƭƍƯ
ᲢᲫᲣ ȢȐǤȫǳȳȆȳȄƷᚸ̖ؕแǛሊܭƠŴᛐܭǛᘍƏᇹɤᎍೞ᧙ƷӕኵǛ៊ǇƑŴžཎܭЎǢ
ǯǻǹСᨂ૾ࡸſᲢƍǘǏǔžȖȩȃǯȪǹȈ૾ࡸſᲣƷȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƴƭƍƯŴᇹɤᎍೞ᧙
ƴǑǓᛐܭƞǕƨ̾КǵǤȈǍਖ਼ڜƞǕƨǢǯǻǹСᨂƢǂƖǫȆǴȪƕӒପƞǕǔǑƏ᧙̞ʙಅᎍ᧓ư
ңᜭƠŴࣖݣƢǔƜƱŵ
ᲢᲬᲣ ᲢᲫᲣƷࣖݣƸŴബசƷଏڎ܍ኖᎍƴ᧙ƢǔȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷᢘဇƷໜǇưƴܱ
ฎǈƱƳƬƯƍǔƜƱƕ࣏ᙲưƋǓŴࣖݣϋܾƷᛇኬƳԗჷሁǛҗЎƴǓƳƕǒଔƴࣖݣƢǔƜƱŵ
ᲢᲭᲣ ബசƷᎍƕڎኖᎍӍƸ̅ဇᎍƱƳǔڎኖƴ᧙ƠŴ࢘ᛆڎኖƴ̞ǔᚃೌᎍƷॖ࣬ᄩᛐǛᘍƏƴ
ᨥƠŴᚃೌᎍƔǒဎԓӍƸᚡ᠍ƕƳƍئӳƴᚨܭƞǕǔȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƸŴžཎܭЎǢǯǻǹ
Сᨂ૾ࡸſƱƢǔƜƱŵƳƓŴ࠰ᱫǍМဇܱ७ሁǛᎋॾƠŴᢘЏƳȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹǛਖ਼ڜƢǔƜ
ƱǛڳƛǔǋƷưƸƳƍŵ
ᲢᲮᲣ ബசƷᎍƕڎኖᎍӍƸ̅ဇᎍƱƳǔڎኖƴ᧙ƠŴȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹǛᚐᨊƠǑƏƱƢ
ǔᨥƷᚃೌᎍƷॖ࣬ᄩᛐǛᄩܱƴܱƢǔǑƏѐǊǔƜƱŵ
Წ МဇᎍƷᢠ৸ᏃǛفǍƢǵȸȓǹ੩̓Ʒ౨᚛ሁ
ᲢᲫᲣ ྵנ੩̓ƠƯƍǔȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƴƭƍƯŴ̾КƴǵǤȈƷǢǯǻǹǛᚩӧƠƨǓŴǫ
ȆǴȪƝƱƴǢǯǻǹǛᚩӧƠƨǓƢǔƳƲŴМဇᎍƴƓƍƯᚨܭưƖǔǑƏƳǵȸȓǹǍŴƦƷ˂ƷМ
ဇᎍƷᢠ৸ᏃǛفǍƢǵȸȓǹƷ੩̓ǛࡽƖዓƖ౨᚛ƢǔƜƱŵ
ᲢᲬᲣ ƜǕǒƷ౨᚛ƴƭƍƯŴМဇᎍƷМࣱ̝ӼɥƷᚇໜƔǒŴଔƴࣖݣƠŴૼǵȸȓǹƷ੩̓ƴᨥ
ƠƯƸŴƦƷಒᙲӏƼܱƴƭƍƯԗჷǛǔƜƱŵ
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ẐỶὅἑὊἕἚɥỉᢌඥὉஊܹऴإồỉࣖݣỆ᧙ẴỦ౨᚛˟ẑ
ίዮѦႾὸ
ᇹɤᎍೞ᧙ƴࢳƞǕǔࢫл
ᇹɤᎍೞ᧙Ʒ࣏ᙲࣱ
ઃ࠘ᩓᛅƷǤȳǿȸȍȃȈɥƴޒƢǔȢȐǤȫǳȳȆȳȄƷ࣯ᡮƳ୍ӏƱƱǋƴŴ̬᩷࠰ݲᜱƷᚇໜሁƔǒբ᫆ƱƳ
ǔʙᝋƕЈƯƖƯƍǔƷƸʙܱưƋǔŵȢȐǤȫǳȳȆȳȄȓǸȍǹƕŴʻࢸᛦƴႆޒƠƯƍƘƨǊƴƸŴžМဇᎍ̬
ᜱſƱžǳȳȆȳȄȓǸȍǹƷႆޒſǛɲᇌƞƤǔͳૢؾǛƬƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍŵ
᩷࠰ݲƸŴྵנƷȢȐǤȫǳȳȆȳȄƷႆޒǛૅƑƯƓǓŴƍǘǏǔžǱȸǿǤ૨҄ſƸბܱƴᅈ˟ƴఌ˄ƍƯƍǔƕŴ
ɟ૾ưŴ᩷࠰ݲƴǋƨǒƢࡴܹǋǯȭȸǺǢȃȗƞǕŴ᩷࠰ݲƴǑǔઃ࠘ᩓᛅƷǤȳǿȸȍȃȈМဇǛᙹСƢǂƖƱƷ٣
ǳȳȆȳȄʙಅᎍƸɟ˳ƱƠƯŴ᩷࠰ݲǛஊܹऴإƔǒܣǔƨǊƷᅈ˟ႎᝧ˓Ǜ
ƕƋǔŵȢȐǤȫǳȳȆȳȄƴᨂǒƣŴǳ
ௐƨƢѐщƕ൭ǊǒǕƯƍǔƕŴཎƴŴȢȐǤȫǳȳȆȳȄȓǸȍǹ᧙̞ᎍƸઃ࠘ᩓᛅȕǣȫǿȪȳǰƷݰλ̟ᡶǛڎೞ
ƴŴ̬᩷࠰ݲᜱƴ᧙ƢǔಅမƷᐯɼႎӕኵǛέݰƢǔƜƱƕᙲưƋǔŵ
ƦƷЭ੩ƱƠƯŴǇƣƸŴ̾ŷƷʙಅᎍƷ̬᩷࠰ݲᜱƴݣƢǔӕኵƷࢍ҄ƕ࣏ᙲưƋǔŵ̊ƑƹŴǢȀȫȈǳȳȆȳȄ
ƳƲŴ᩷࠰ݲƷ᧠ᚁƴɧᢘЏƳǳȳȆȳȄƴƭƍƯŴȉȡǤȳǍȇǣȬǯȈȪǛЎƚƯ੩̓ƢǔѐщǛƢǕƹŴǑǓᢘЏ
ƳርƷǈƴȕǣȫǿȪȳǰưǢǯǻǹСᨂưƖǔǑƏƴƳǔŵǇƨŴǵǤȈƴਫ਼᠍Ƣǔ࠼ԓƴƭƍƯǋ᩷࠰ݲƴɧᢘЏ
ƳǋƷƴƠƳƍǑƏᣐॾƢǔƜƱƕ࣏ᙲưƋǔŵ
ƜƷǑƏƳ̾КƷѐщǛЈႆໜƱƠƯŴƞǒƴŴಅ
ಅမƷᐯɼႎӕኵǛࢍ҄ƢǔƨǊƴŴǳȳȆȳȄʙಅᎍሁƕɶ࣎ƱƳ
ǓŴᇌƠƨᇹɤᎍႎƳᇌئƷೞ᧙ǛᚨᇌƠŴƦƷѣǛᆢಊႎƴૅੲƢǔƜƱưŴઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍƕਃƬƯƍǔȕǣȫ
ǿȪȳǰǵȸȓǹƷᝧ˓ǛЎਃƠŴƦƷોծǛᘍƏǂƖưƋǔŵ
ƜƷᇹɤᎍೞ᧙ƸŴǤȳǿȸȍȃȈɥƴ්ᡫƢǔǳ
ǳȳȆȳȄƷᚸ̖ؕแǛሊܭƠŴᛐ
ᛐܭǛᘍƏǷǹȆȠƱƠƯƷᇹɤᎍ
̬᩷࠰ݲᜱƷƨǊƴɟܭƷࣖݣǛᜒơƯƍǔǵǤȈǛᛐܭƢǔƨǊƷᚸ̖ؕแሁǛሊܭƢǔƱƱǋƴŴƜƷ
ೞ᧙ưƋǔŵ᩷
ؕแƴؕƮƖŴǳȳȆȳȄʙಅᎍሁƕဎᛪƠƨǵǤȈǛݙ௹ƠŴᛐܭƷӧԁǛൿܭƢǔŵ
ƜǕƴǑǓܲᚇႎƳؕแƴؕƮƘŴǳȳȆȳȄʙಅᎍሁƷᐯɼႎӕኵǛ̟ᡶƢǔƱƱǋƴŴƜƷؕ
ؕแǛΪƨƠƨǵǤȈ
ƴƭƍƯȕǣȫǿȪȳǰƴǑǔǢǯǻǹСᨂǛᚐᨊƢǔƜƱưŴМဇᎍƴƱƬƯǑǓМࣱ̝ƷƋǔȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓ
ǹǛܱྵƢǔƜƱƕӧᏡƱƳǔŵ
ƜƷᇹ
ᇹɤᎍೞ᧙ƸŴᘍŴǳȳȆȳȄʙಅᎍӏƼᡫ̮ʙಅᎍƔǒƋǔᆉࡇᇌƠƯƍǔƜƱƕᙲưƋǓŴƦǕƴǑƬ
ƯܲᚇႎưπദƳᇌئƔǒǵǤȈሁƷᚸ̖ǛᘍƏƜƱƕਃ̬ƞǕǔŵཎƴŴᘍ
ᘍƸžஊܹऴإſƷؕแƷሊܭǍŴ̾ŷƷ
ǵǤȈƴ᧙Ƣǔᚸ̖ƴƭƍƯƸᇌƪλǒƳƍƜƱƕҾЩưƋǔƨǊŴƜƷᇹɤᎍೞ᧙ƴ᧙ɨƢǂƖưƸƳƍŵ
ǇƨŴᇹɤᎍೞ᧙ƸŴɟƭƴᨂǒǕǔǋƷưƸƳƘŴǤȳǿȸȍȃȈɥƷǳȳȆȳȄƷٶಮࣱǛ៊ǇƑŴǉƠǖᙐૠƷ
ᇹɤᎍೞ᧙ƕؕแǛ੩ᅆƢǔƜƱƴǑǓŴಮŷƳ̖͌ᚇǛ́܍ƞƤǔƜƱưŴМဇᎍƷᢠ৸ᏃǛفǍƢƜƱƴƭƳƕǔƜ
ƱƕஓǇƠƍŵ
ᲢǤȳǿȸȍȃȈɥƷᢌඥȷஊܹऴإǁƷࣖݣƴ᧙Ƣǔ౨᚛˟ ɶ᧓ӕǓǇƱǊ
ᲬᲪ࠰Ხஉ
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᳸ઃ࠘ᩓᛅȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷܱјࣱƋǔ୍ӏǛႸਦƠƯ᳸Უ
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Ẑ᩷࠰ݲỶὅἑὊἕἚͳૢؾඥẑỉಒᙲ

18
18
18

᩷࠰ݲầܤμỆ࣎ܤẲềỶὅἑὊἕἚửМဇỂẨỦؾỉૢͳሁỆ᧙ẴỦ
ඥࢷకỆݣẴỦ᧽࠘ൿᜭ ίʚҗ࠰ρஉҗଐӋᜭᨈϋ᧚ۀՃ˟ὸ
ࡅƸŴஜඥƷСܭƴ࢘ƨǓŴഏƷʙƴƭƍƯɢμǛƢǂƖưƋǔŵ
ɟŴǤȳǿȸȍȃȈƕŴ᩷࠰ݲǛԃǉμƯƷʴŷƴƱƬƯŴᅈ˟ӋဒƱ࠳ᅦᡙ൭ƷƨǊƷಊǊƯᙲƳ
െƱƳƬƯƍǔƜƱƴသॖƠŴ̾ʴǍݲૠᎍǛԃǉٶಮƳɼ˳ƕǤȳǿȸȍȃȈǛМဇƠƨᘙྵƷᐯဌŴ
ٶಮƳऴإƴ᧙Ƣǔऴإႆ̮ǍǢǯǻǹǛɧ࢘ƴСኖƢǔƜƱƷƳƍǑƏƴƢǔƜƱŵ
ʚŴϋ᧚ዮྸٻᐫƷȪȸȀȸǷȃȗƷɦŴ᩷࠰ݲƕܤμƴ࣎ܤƠƯǤȳǿȸȍȃȈǛМဇưƖǔͳૢؾ
ƴ᧙ƠŴࡅɟ˳ƱƳƬƯŴ࠼إգႆѣǛᆢಊႎƴᘍƍŴ࠼Ƙԗჷ࣋ࡁǛǔƜƱŵ
ɤŴऴإȪȆȩǷȸȷȢȩȫᏋǛܖఄᏋሁƋǒǏǔೞ˟ǛМဇƠƯਘΪƢǔƱƱǋƴŴ̬ᜱᎍሁǁƷ
ƳǔྸᚐƷේᡢǛǔƜƱŵ
ׄŴȕǣȫǿȪȳǰƷؕแᚨܭƷϋܾƴǑƬƯƸŴǤȳǿȸȍȃȈМဇƴᨥƠƯƷᘙྵǍᡫ̮ƷᐯဌǛС
ᨂƢǔƓƦǕƕƋǔƜƱǛҗЎƴᛐᜤƠŴƦƷႆሁƴ࢘ƨƬƯƸŴʙಅᎍӏƼʙಅᎍ˳ׇሁƷᐯɼႎƳ
ӕኵǛݭƢǔƜƱŵǇƨŴʙಅᎍሁƕᘍƏஊܹऴإƷЙૺŴȕǣȫǿȪȳǰƷؕแᚨܭሁƴฏƢǔƜ
ƱƕƳƍǑƏƴƢǔƜƱŵ
ʞŴஜඥᇹɤҗவӲӭƴܭǊǔᎍƷᐯɼႎŴɼ˳ႎƳӕኵǛஇٻᨂݭƢǔƱƱǋƴŴƦǕǒƷᎍƴݣƠŴ
ᝠૅੲሁǛᘍƏǑƏѐǊǔƜƱŵ
ρŴ܇ƲǋƷႆᢋെ᨞ƴࣖơƨƖǊኬƔƳᚨܭƕӧᏡƱƳǔઃ࠘ᩓᛅӏƼǤȳǿȸȍȃȈᇢဇƷȕǣȫ
ǿȪȳǰǵȸȓǹŴ᧠ᚁСᨂƷርǛஇݱᨂƴƱƲǊǔ২ᘐƷܱྵሁŴǤȳǿȸȍȃȈƴ᧙Ƣǔ২ᘐƷᡶ
ޒƴᡮǍƔƴࣖݣưƖǔ˳СƷૢͳƴѐǊǔƜƱŵ
ɡŴǤȳǿȸȍȃȈɥƷᢌඥऴݣإሊƴƭƍƯƸŴஜඥƷਜ਼ፗƴؕƮƘൟɼݰƷӕኵǛදᙻƢǔƜƱŵǇ
ƨŴπѦՃƷԓႆ፯ѦƔǒᘍƏӮඥዓƖǛؕஜƱƠƨࣖݣǛᘍƏƜƱŵ
οŴෙٳƔǒႆ̮ƞǕǔǤȳǿȸȍȃȈɥƷᢌඥஊܹऴݣإሊƴ᧙ƢǔᨥңщƷנǓ૾ƴƭƍƯŴ࠼Ƙ
౨᚛ƢǔƜƱŵ
ӫൿᜭƢǔŵ
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19

៤Ꮺ㔚䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䉰䊷䊎䉴䈱↪⁁ᴫ
䋨ᐔᚑ21ᐕ12 ␠࿅ᴺੱ㔚᳇ㅢାᬺ⠪දળႎ⊒䋩
˾ऀകมᇋнМУѝҥѳһҏҺӃҀ҅̔ң҉рᅄᄝૢజсსϊφχႌ௵
̢ఴ2112दႆમผ̣˻
˾φಔкཛྷޓЫѝк˺სχ
ু˿ొ̢˾ආ˾যా̣рѴӃҏ̔ҝғҘнౢйПѝऀകมᇋᅄᄝ௵ওఌए൭ სϋωτႌ௵

㪎㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪍㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪌㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪋㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪊㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪉㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪈㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇㩷
㪇㩷
㪟㪈㪐㪅㪐

㪟㪅㪉㪇㪅㪊

㪟㪉㪇㪅㪐

㪟㪅㪉㪇㪅㪈㪉

㪟㪉㪈㪅㪊

㪟㪉㪈㪅㪍

㪟㪅㪉㪈㪅㪐

㪟㪉㪈㪅㪈㪉

̪൜ႆࠝ໕йрҥѳһҏҺӃҀᅄᄝૢ๕Ѥ୨С

20

᩷࠰ݲỉỶὅἑὊἕἚМဇͳૢؾ
ểᇹɤᎍೞ᧙ỉࢫл

2010.03.01

ɟᑍᅈׇඥʴἴἢỶἽἅὅἘὅݙ௹ὉᢃဇႳᙻೞನίᾔᾜᾐὸ
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ᇹɤᎍೞ᧙ểẲềỉᵣᵫᵟỉᚨᇌểѣ
ɟᑍᅈׇඥʴȢȐǤȫǳȳȆȳȄݙ௹ȷᢃဇႳᙻೞನ
ᚨᇌଐᲴᲬᲪᲪᲲ࠰ᲮஉᲲଐ
ˊᘙྸʙᲴؗᢿ ဏ
ᚨᇌỉႸႎ
ĬȢȐǤȫǳȳȆȳȄƷͤμ҄
ĭ᩷࠰ݲƷႆᢋെ᨞ƴࣖơƨɼ˳ࣱǛᄩ̬ƠƨɥưƷӖ̮ᎍƷ̬ᜱᏋ
ĮӖ̮ᎍƷМࣱ̝ƷӼɥ

ᚨᇌឯॖỉಒᙲ
ྵנƷȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƴǑǔ᧠ᚁСᨂƞǕǔǵǤȈƷɶƴƸŴ᩷࠰ݲƷᐯࠁᘙྵȄȸȫŴᚃ᧓܇ǍӐʴ᧓Ʒǳ
ȟȥȋǱȸǷȧȳȄȸȫƱƠƯஊဇưƋǓŴπႎƳೞ᧙Ǎɟᑍ˖ಅƔǒƷऴإ੩̓ǛႸႎƱƠƯƍǔǵǤȈǋנ܍ƠƯƍ
ǔƴǋƔƔǘǒƣŴɟࢷƴஊܹǵǤȈƱƠƯৢǘǕƯƓǓǇƢŵǇƨŴɟࢷưȕǣȫǿȪȳǰƷݣᝋƱƳƬƯƍǔƜƱ
ƕŴኽௐƱƠƯȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷ୍ӏ̟ᡶƷڳƛƴƳǔǋƷƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ƞǒƴŴ̬᩷࠰ݲᜱǛܱјࣱƋǔǋƷƱƢǔƴƸŴȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹˌٳƴ᩷࠰ݲƕᏡщჷᜤȷऴإǛᐯǒᢠК
ƠŴʴ࢟ǍᐯࠁܱྵƴƢǔǋƷǛӕࢽƢǔᏡщǛ៲ƴƭƚǒǕǔգႆȷᏋȗȭǰȩȠǍȬǤȆǣȳǰሁƷሊǋ
ုႎƴܱƞǕǔ࣏ᙲƕƋǔƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ƜƷǑƏƳƜƱƔǒŴ᩷࠰ݲƷႆᢋെ᨞ƴࣖơƨɼ˳ࣱǛᄩ̬ƠƭƭŴᢌඥȷஊܹऴإƔǒ̬ᜱƠŴȢȐǤȫǳȳȆȳ
ȄƷͤμƳႆޒǛ̟ᡶƢǔሊǛዮӳႎƴܱᘍƢǔƨǊᇹɤᎍೞ᧙ǛᚨᇌƠǇƢŵ

ɼễѣ
Ĭ᩷࠰ݲƷМဇƴᣐॾƠƨؕแƷሊܭƱȢȐǤȫǵǤȈƷݙ௹ŴᛐܭӏƼᢃဇႳᙻಅѦ
ĭ̬᩷࠰ݲᜱƱͤμᏋǛႸႎƱƠƨȕǣȫǿȪȳǰƷોծ
Į +%6Ტऴإᡫ̮২ᘐᲣȪȆȩǷȸƷգႆȷᏋѣ
22

ᾔᾜᾐỉኵጢನ
'/#˟Ճዮ˟
ʙѦޅ

ᇌƠƨᲭƭƷᢿᧉžྸʙ˟ſŴ
žؕแሊۀܭՃ˟ſŴžݙ௹ȷᢃ
ဇႳᙻۀՃ˟ſƴǑƬƯᢃփ
ྸʙ˟

ۀՃƸМܹ᧙̞ǛஊƠƳƍ
ᇹɤᎍƷܖᜤኺ᬴ᎍưನ

ؕแሊۀܭՃ˟

• ˌɥƷܖᜤኺ᬴ᎍưನ
• ӲۀՃ˟ƷۀՃᢠܭŴ১ᛐǛᘍƏŵ
• ᇹɤᎍೞ᧙ƷሥྸȷኵጢᢃփǛᘍƏŵ

• 9)ư౨᚛ƠƨؕแǛሊܭƢǔŵ
• ؕแሊܭƴƋƨǓբ˟ᜭƴբǁբƢǔŵ

ǫȆǴȪȸ
ؕแ౨᚛9)
գႆȷᏋȗ
ȭǰȩȠᢿ˟

ᢌඥǳȳȆȳȄ
ݣሊᢿ˟

բȷॖᙸ

•ദ˟Ճ
•ឃя˟Ճ

ٳᢿƷܖᜤኺ᬴
ᎍưನŵ'/#
ٳᢿƔǒܲᚇႎ
Ƴᇌئưբȷ
ॖᙸǛᘍƏŵ

ݙ௹ȷᢃဇႳᙻۀՃ˟
• ሊܭƞǕƨؕแƴؕƮƖǵǤȈƷݙ௹Ǜᘍ
Əŵ
• ᛐࢸܭŴؕแƴƋƬƨǵǤȈᢃփƕƞǕƯƍ
ǔƔᢃဇႳᙻǛᘍƏŵ

ݙ௹ȷ
ᢃဇႳᙻܴ

࠼ԓਫ਼᠍ؕแ
౨᚛9)

ؕแక
Ʒ౨᚛

ͤμǳȟȥȋ
Ȇǣ౨᚛9)
ᘙྵኒؕแ
౨᚛9)

բȷॖᙸ

բȷॖᙸ

բ˟ᜭ
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ἨἻἕἁἼἋἚ૾ࡸỉોծỆếẟề
ᐯࠁƷМဇƴ
ƭƍƯƷᝧ˓

74.Ўᴰᴕᴜ
˺

⊼⊳⋅⇁ኧↆ⅚⊻⋞⋄⋞⋃Ў
ↆ⊷⋄⊻⋟⋙⋙⊾⋅↝˺

↪⠪
⠪

䍪䍆䍷䍞䍶䍻䍖䍼䍶䍛䍢ឭଏળ␠

ᴎᴛᴒᴶᴰᢠ৸ŴؕแሊܭŴ
ᴓᴊᴜƷᛐܭ

ᇹɤᎍೞ᧙ᚨፗᙲˑ↚ؕ
↔ⅼᚨፗ

╙ਃ⠪ᯏ㑐

⋍⊩⋚⋁⋙⋞⊹⋟∝⊼⊱⋌⋟⊾↝੩̓
ᴤᴀᴱᴘᴰᴵᴐᴶᴔᴕᴛᴩ
Ʒᢃփ

ઃ࠘
ઃ࠘Ό
῭
ῥဇ
ᵳᵰᵪ Ὺ

ᛐܭᴓᴊᴜƷᢃփ
ᢃփ
ǛᘍƏᝧ˓

䍘䍻䍡䍻䍠䊶䍪䍽䍹䍨䍼䍐䍞䍼䍎

ㅢାᬺ⠪
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ἧỵἽἑἼὅἂỆấẬỦᵣᵫᵟᛐܭἇỶἚồỉỴἁἍἋСᨂ
̒066FQEQOQ
̄ž
ž9GDСᨂſǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǵǤȈҥˮưƷǢǯǻǹСᨂᚐᨊǋƠƘƸŴᚨܭƠƨǋƷƷǈϐࡇСᨂӧᏡ
̄žǭȃǺ KȢȸȉȕǣȫǿſᲢțȯǤȈȪǹȈ૾ࡸᲣǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǵǤȈҥˮưƷǢǯǻǹСᨂᚐᨊǋƠƘƸŴᚨܭƠƨǋƷƷǈϐࡇСᨂӧᏡ
̒ƨƩƠž᧓СᨂſǛݰλƠƨئӳŴǫǹǿȞǤǺƠƨǵǤȈǋǢǯǻǹСᨂ
̄žKȢȸȉȕǣȫǿſᲢȖȩȃǯȪǹȈ૾ࡸᲣǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ᇹɤᎍೞ᧙ᛐܭᲢ'/#ᲣǵǤȈǛɟਙƴƯƷǈ٭ӧ
̒ƨƩƠž᧓СᨂſǛݰλƠƨئӳŴǫǹǿȞǤǺƠƨǵǤȈǋǢǯǻǹСᨂ
̒CW
̄ž'<YGDМဇСᨂſǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǢǯǻǹСᨂ
̄žዓέᨂܭǳȸǹſ ᲢțȯǤȈȪǹȈ૾ࡸᲣǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǢǯǻǹСᨂ
̄žǫǹǿȞǤǺǳȸǹſǛᢠ৸Ʒئӳ
̒žዓέᨂܭǿǤȗ ܖݱဃӼƚ ſžμᙹСǿǤȗ ƓܲƞǇǵȝȸȈƳƲƷǈᚩӧ ſǛ
ᢠ৸ŵ
̒žዓέᨂܭǿǤȗᲢɶ᭗ဃӼƚᲣſǛᢠ৸ƠƨئӳưᛐܭǵǤȈƴ7᳆ƷዓǛ
ԁŴӍƸᇹɤᎍೞ᧙Ʒ٭ƴƯɟਙ᳀᳀ƕӧᏡ
̒5QHVDCPM
̄žǤȳǿȸȍȃȈǢǯǻǹСᨂſǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǢǯǻǹСᨂ
̄ž;CJQQƖƬƣſ ᲢțȯǤȈȪǹȈ૾ࡸᲣǛᢠ৸Ʒئӳ
̒ǢǯǻǹСᨂ
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ἅἱἷἝἘỵἇỶἚᢃဇሥྸ˳СᛐܭСࡇ
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ἅἱἷἝἘỵἇỶἚᢃဇሥྸ˳СᛐܭСࡇểỊ
䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃ㆇ↪▤ℂቯᐲ䋨એਅ䍀ᧄቯᐲ䍁䋩䈫䈲䍂EMA䈏ቯ䉄䉎䍀䉮䊚䊠䊆䊁䉞
䉰䉟䊃ㆇ↪▤ℂቯၮḰ䋨એਅ䍀ᧄቯၮḰ䍁䋩䍁䈶ክᩏ䍃ㆇ↪⋙ⷞ䈮㑐䈜䉎⻉㗄䉕ቯ䉄
䉎䍀ክᩏ䍃ㆇ↪⋙ⷞ⚦ೣ䍁䈮ၮ䈨䈐䇮ㆡಾ䈭↪ⅣႺ䉕ᢛ䈜䉎䊝䊋䉟䊦䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃䈱ㆇ↪
▤ℂ䈮䈧䈇䈩䇮ክᩏ䇮ቯ䈶ㆇ↪⋙ⷞ䉕ⴕ䈉ᐲ䈪䈜䇯
EMA䈪䈲䍂↳⺧䉰䉟䊃䈏ᧄቯၮḰ䈮ㆡว䈚䈩䈇䉎䈎ุ䈎䉕ክᩏ䈚䍂ㆡว䈫್ᢿ䈚䈢႐ว䈮ቯ
䉰䉟䊃䈫䈚䈩ቯ䉕ઃਈ䈚䉁䈜䌿 ቯ䉕ઃਈ䈚䈢䉰䉟䊃䈮ኻ䈚䈩䈲䍂⛮⛯䈚䈩ㆇ↪▤ℂ⁁ᴫ䉕⋙ⷞ
䈚䇮ቯᤨ䈱ຠ⾰䈏䈢䉏䈩䈇䉎䈎䉕⏕䈇䈢䈚䉁䈜䇯

䇼㐿ၮḰ䋨 2008ᐕ630ᣣ䋩䇽
䇸䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃ㆇ↪▤ℂቯၮḰ䇹
̪ၮḰ╷ቯᆔຬળ䈏ၮḰ䉕╷ቯ
http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun.pdf
䇸ክᩏ䊶ㆇ↪⋙ⷞ⚦ೣ䇹

̪ၮḰ╷ቯᆔຬળ䈏╷ቯ䈚䈢ၮḰ䈮ၮ䈨䈐ክᩏ䈱
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【はじめに】

（８）第８章では、刑事手続における被告人の権利について述べた。証拠開示の不徹底
と二審で逆転有罪判決を受けた被告人が、事実の存否や量刑については上級裁判所の再
審理を受ける権利を有しないことの規約違反を指摘している。
（９）第９章では、受刑者に対する刑事拘禁施設における処遇の問題点について述べた。
この点に関しては、新たな立法により、刑事施設視察委員会が全国の各行刑施設で設置
されるなど、多くの前進が見られた。なお残る問題点を指摘している。
（１０）第１０章では、新たに生起した規約違反の問題を記載した。規約１８条、１９
条に関する政治ビラ配布の警察による取り締まり、国家公務員の政治活動一律全面禁止、
教科書検定制度による表現の自由侵害、放送法改正や政府の放送局に対する行政指導に
より、報道の自由など表現の自由を侵害している実情を報告している。さらに、選挙に
おける戸別訪問が公職選挙法により全面的に禁止されていることについて、前回委員会
で表現の自由を侵害するとの議論がなされたが、この法律がなお維持され、裁判所もこ
の侵害を是認していることについて報告している。

国際人権（自由権）規約に基づき提出された
第５回日本政府報告書に対する

４．
なお、委員会は１９９８年１１月５日に採択した総括所見において、中労委が
労働者が腕章を着けている場合に不当労働行為の申立の審理を拒否していたことに対
し、かかる取扱いは規約１９条及び２２条に反するとの見解を示した(パラ２８)。

日本弁護士連合会報告書

５．
その後、いずれの労働組合に関しても、中労委の審理は以下のような状況で再
開されるようになった。これは委員会の見解が示されたことによる改善である。

㻝

＜現 状＞
６．
中労委は審理を始めるにあたり、先ず労働組合側に対し「腕章をはずして下さ
い」、「ちゃんと言いましたからね」と述べ、労働組合側から「はい、聞きました。し
かし、従前主張の理由により、腕章をはずすことはできません」と回答し、これを受け
て、中労委は「それでは審理に入ります」と述べて審理が開始される習わしになってい
る。
したがって、審理自体は支障なく行われるようになっており、かつてのように審理が
進まない状態は解消されている。

２００７年１２月

日 本 弁 護 士 連 合 会

㈨ᩱ㸯
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【第１０章

思想・良心，表現の自由

（１）表現の自由】

７７４． （３）日弁連は上記の検定制度の現実の運用の実態を踏まえ、現行の検定制
度は規約１９条に適合しないと主張するものである。仮に制度自身は存続させるとして
も、本来教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的で、自由な教育活動を保証す
べきであるから、検定基準は検定当局者の恣意的な解釈の余地を残さない一義的で、大
綱的なものとし、かつそれが法律として制定されることが必要であると提言するもので
ある。

いわゆる従軍慰安婦に対する性暴力に関し、当時の政府の責任などを問おうとする民衆
法廷を取り上げたものであった。東京高裁の判決によると、ＮＨＫ幹部が放送日の数日
前に政府高官（官房副長官）に面談した後、民衆法廷の判決言い渡し場面を削除したり、
民衆法廷で証言した被害者（外国人女性）の証言シーンを削除するよう番組制作担当者
に指示し、その意にそわない改変を行ったことが認められている。
この異常な事態に至った背景には、東京高裁判決も認定しているとおり、ＮＨＫが予
算をスムーズに成立させるために予算の国会承認を前に国会議員の半数以上を個別に
訪問し説明しているという実態がある。

④ メディア関係
Ａ

結論と提言

７８１．

７７５．

７８２． 日本でも、第２次大戦後まもなく電波三法が制定され、中央官庁ではなく、
政府・与党から距離を保てる独立行政委員会（電波管理委員会）が放送行政を司り、Ｎ
ＨＫの予算も独立行政委員会が国会に説明することで、政治介入を防いでいた。

１ 国は、日本では、放送行政を中央官庁たる総務省が司っていることから、放送メデ
ィアに対する与党を中心とする政治家の圧力を防ぐことができない。総務省は、放送局
に対して、番組内容、編集、演出など番組作成に関して、行政指導すべきではない。
２ 国は、放送行政を司る独立行政委員会を設置し、放送局に対する政治圧力を防ぐべ
きである。
３ 国は、放送法改正案から、第５３条８の２は削除されるべきである。
Ｂ

㻞

Ｃ

７８４． このため、ＮＨＫは、独立行政委員会という盾を失い、ＮＨＫ幹部は政治家
の圧力を直接受けることになり、ついにＮＨＫ従軍慰安婦番組事件における改変にみら
れるような個々の番組に対する介入までも許す結果となった。

記載なし。

７８５． さらには、総務省は、ＮＨＫに対して「北朝鮮の拉致報道を重点的にやりな
さい」という個別的事項について放送法による「放送命令」まで出した。

政府の対応と第５回政府報告書の記述

７７７．
Ｄ

７８３． ところが、日本が独立を回復してまもなく、政府与党は、上記独立行政委員
会を廃止し、放送行政を自らの影響力下にある中央官庁である郵政省（当時）の所管と
した。これは世界の主要国をみても異例なことである。

国際人権（自由権）規約委員会の懸念事項・勧告内容

７７６．

本来、放送局は政治家から独立するべきである。

記載なし。
７８６． このことは、ＮＨＫだけでなく、民放についても同様である。民放の場合、
免許更新を政府与党の影響下にある中央官庁たる総務省に握られていることによって、
番組内容、演出、編集に関してまで、行政指導がなされている。最近は、瑣末なミスを
いちいち取り上げて厳重注意処分という行政処分を頻発しているが、報道の自由との関
連から謙抑的でなければならない。こうして民放各社は行政、政治家からの独立が阻害
されており、その結果、民放は押しなべて権力監視機能が弱体化している。
例えば、前記ＮＨＫ従軍慰安婦番組事件の東京高裁判決についても、ＮＨＫが政治家
の圧力によって番組を放送直前に改変したことを認定した事実が正確に報道されず、む
しろ政治家の直接的な圧力が認定されなかったといわんばかりの報道までなされてい
る。
放送行政の権限を政府・与党が直接握っている国は、主要国では日本とロシアくらい
であり、日本でも、独立行政委員会を復活させることで、放送の独立性を確保する制度
的保障が必要である。

日弁連の意見

１ ＮＨＫ（日本放送協会）従軍慰安婦番組事件などにみる権力によるメディアへの支
配介入
７７８． 日本国憲法はその第２１条において、「１項 集会、結社及び言論、出版そ
の他一切の表現の自由は、これを保障する。２項 検閲は、これをしてはならない。通
信の秘密は、これを侵してはならない。」と定められ、集会・結社・表現の自由、検閲
の禁止、通信の秘密を保障している。
７７９． ところが、現実には、権力によるメディアへの支配・介入が隠然と行われて
いる。

２

７８０． 東京高等裁判所は、２００７年１月２９日、ＮＨＫが、政治家の圧力によっ
て、番組を放送直前に改変したことを認定した。この番組は、第二次世界大戦における
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放送法改正案
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７８７． 度重なるメディアの不祥事に対する批判的世論を背景にして、公権力はメデ
ィア規制を図ろうとし、総務省は、ある民放テレビ局の情報番組におけるデータ捏造問
題をきっかけとして、ついに放送法改正案を国会に提出した。
放送法改正案は、２００７年６月１９日、衆議院で審議が開始された。

７９３． 日本でも、１９５０年、電波管理委員会という独立行政委員会が総理府の外
局に設置されたが、１９５２年に郵政省に権限が移行した。
あらためて、日本でも、電波管理委員会のような独立行政委員会が放送行政を管掌す
るべきである。

７８８． 今回の法改正案第５３条の８の２は、「１項 総務大臣は、放送事業者（受
託放送事業者を除く。）が、虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させ
るような放送であって、国民経済又は国民生活に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれが
あるものを行い、又は委託して行わせたと認めるときは、当該放送事業者に対し、期間
を定めて、同様の放送の再発の防止を図るための計画の策定及びその提出を求めること
ができる。２項 総務大臣は、前項の計画を受理したときは、これを検討して意見を付
し、公表するものとする。
」と規定している。

５

７８９． 同条文は、「誤解させる」「悪影響」「及ぼすおそれ」等曖昧な文言を多用し
ている。
これにより、個々の番組の評価を通じて総務大臣が放送内容へ介入する道を開くも
のであり、上記放送法改正案は、行政による放送の自由への侵害の危険が大きく、日本
国憲法第２１条にも反し、違憲の疑いが強い。
３

㻟

７９５． 報道被害救済の手段として、マスメディア自身によって設立される報道評議
会による救済は、訴訟を始めとする法的手段による救済と比較して ① 簡易・迅速・廉
価な救済を得られる可能性が大きいこと、 ② 法的手段による救済の外にあるとされる
事案についても救済の可能性があること、 ③ マスメディア内部に自浄作用が発生し、
報道被害を事前に防止する可能性が増大することが期待されることなどの利点が挙げ
られる。

有事法制による放送局の指定公共機関化

７９０． 有事法制３法には、放送局を指定公共機関とし、これらに対し、「必要な措
置を実施する責務」を負わせ、内閣総理大臣が、対処措置を実施すべきことを指示し、
実施されない時は自ら直接対処措置を実施することができるとされた。
これにより、政府が放送メディアを統制下に置き、市民の知る権利、メディアによる
自由な批判や権力監視機能を目的とする、報道の自由を侵害し、国民主権と民主主義の
基盤を崩壊させる危険がある。
４

自主的な横断機関の設置

７９４． テレビ界においては、放送事業者が設置した機関で、青少年問題、放送によ
る人権侵害、放送倫理問題を扱う、自主的な横断機関であるＢＰＯがある。しかし、新
聞及び雑誌メディアについては、このような業界横断的な機関の設置がなされていない。
国家権力から表現の自由を守るためにも、学者、マスコミ関係者、弁護士会推薦の弁護
士その他の有識者によって構成される自主的な業界横断機関である報道評議会を設置
すべきである。そして、この報道評議会には、マスメディアによる名誉毀損、プライバ
シー侵害について、調査、仲裁、裁定する機能を持たせるべきである。

７９６． 現在、名誉毀損、プライバシー侵害を理由として権力によるマスメディア規
制が進められているが、この機関を設置することにより権力による介入を防ぐことがで
きる。
報道評議会の早急な設置が望まれる。

放送行政の政府からの独立

（２） 日の丸君が代問題（規約１８条）

７９１． １で述べたとおり、放送行政の権限を政府が一括して直接握っている国は、
主要国では日本とロシアくらいである。アメリカには連邦通信委員会（ＦＣＣ）、イギ
リスには独立テレビ委員会（ＩＴＣ）、放送基準委員会（ＢＳＣ）、フランスには、視聴
覚最高評議会（ＣＳＡ）、ドイツでは放送行政は各州に分属し、州メディア庁が行って
いる。イタリアには、1997 年に独立行政委員会（アウトリタ）が設立された（国の資
金と放送局などの資金で構成）
。
アジアでも、韓国では２０００年新放送法が発効し、独立行政組織の韓国放送委員会
ができた。台湾でも、２００６年独立性の強い国家通信放送委員会ができた。

Ａ

総論と提言

７９７．
国は、公立の小学校、中学校及び高等学校の卒業式、入学式において、君が代が斉唱
される際、思想良心の自由を理由として、日の丸に向かって起立せず、国歌を斉唱せず、
あるいは伴奏をしない教職員に対し、職務命令などによって起立、斉唱や伴奏を強制し
てはならず、起立、斉唱あるいは伴奏をしない教職員を懲戒処分その他不利益に扱って
はならない。

７９２． ちなみに、韓国では、反論権制度導入と共に、放送発展基金が資金を出す第
三者的法定機関として言論仲裁委員会が設置されている（裁判官、弁護士、マスコミ出
身者、知識人で構成）
。

Ｂ

国際人権（自由権）規約委員会の懸念事項・勧告内容

７９８．

記載なし。
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ูゼၥࡀ⚗Ṇࡉࢀ㸪㑅ᣲάືᮇ㛫୰㓄ᕸ࡛ࡁࡿᩥ᭩ᅗ⏬ࡢᩘࡸᙧᘧࡀไ㝈ࡉࢀ࡚

ࢡࣛࣈไᗘࢆぢ┤ࡍ࡞⮬ࡽࢆつᚊࡋ㸪ࡘ㸪ᶒຊࡼࡿᙜ࡞ᖸ΅ࢆ㝖ࡋ࡚㸪

࠸ࡿࠋ㔜せ࡞⾲⌧ᡭẁ࡛࠶ࡿࣅࣛ㓄ᕸ࡞ᑐࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚㸪

ከᵝ࡞ሗ㐨ࢆᐇ⌧ࡋᚓࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿࡇࠋ

㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸮᭶㸪ᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ጤဨࡽࡶᠱᛕࡀ⾲᫂ࡉࢀ㸪⾲⌧ࡢ

㸱

⮬⏤ᑐࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿྜ⌮࡞ไ㝈ࢆ᧔ᗫࡍࡁ࡛࠶ࡿࡢ່࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇࢁ
࡛࠶ࡿࠋ

ᅜࡣ㸪ᕷẸࡢ▱ࡿᶒࡀ༑ศಖ㞀ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪


ᨺ㏦⾜ᨻࡀᨻᗓࡽ⊂❧ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࢆ☜❧ࡍࡿࡇࠋ



ᕷẸࡢ▱ࡿᶒࡀලయࡉࢀࡓሗබ㛤ἲࢆᨵṇࡋ㸪ࡉࡽ㸪ࡼࡾᐇຠⓗ࡞
ሗබ㛤ࡢࡓࡵබᩥ᭩⟶⌮ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࠋ

ࡉࡽ㸪⮬⏤࡛Ẹⓗ࡞♫ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡓࡵࡣ㸪ᕷẸࡀ♫㛵ࡍࡿᐇࡸ

㸲

⪅ࡢពぢࢆṇࡋࡃ▱ࡿࡇࡀಖ㞀ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ᕷẸࡢ▱ࡿᶒࡢಖ

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢⅬࢆ᭱㝈⏕ࡍࡓࡵ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ⾲⌧άື
ࡼࡿᘢᐖࡢ㜵Ṇࡣ㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⮬つไྖἲᡭ⥆ࡼࡿ࠸࠺ไᗘタィࡀ࡞ࡉ

㞀㸪≉ᶒຊᑐࡍࡿ┘どࡣ㸪࣐ࢫ࣓ࢹࡢሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡢಖ㞀࡞ࡃࡋ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ

ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࠋ

ᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪࣐ࢫ࣓ࢹࡣ㸪ሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡀᕷẸࡢ▱ࡿᶒዊࡋ㸪ᶒຊࢆ
┘どࡍࡿࡓࡵಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㔜せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ㸪㛢㙐ⓗ࡞

ᙜ㐃ྜࡣ㸪ࡇࡑ⾲⌧ࡢ⮬⏤▱ࡿᶒࡢ㔜せᛶࢆᙉࡃッ࠼ࡿࡶ㸪⾲⌧

グ⪅ࢡࣛࣈไᗘࢆぢ┤ࡍ࡞⮬ࡽࢆつᚊࡍࡿࡶ㸪ᶒຊࡽࡢᙜ࡞ᖸ΅ື

ࡢ⮬⏤ࢆ☜❧ࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪㸰㸯ୡ⣖ࡢ᪥ᮏ࠾࠸࡚⮬⏤࡛Ẹⓗ࡞♫ࡀᐇ

ࡌࡿࡇ࡞ࡃከᵝ࡞ሗ㐨ࢆ⾜࠺㈐ົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᙉࡃ⮬ぬࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

⌧ࡉࢀࡿࡓࡵຊࢆᑾࡃࡍỴព࡛࠶ࡿࡇࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ

᪉㸪ᨺ㏦ෆᐜࢃࡓࡿ㡯ࡘ࠸࡚⥲ົ┬ࡀ⾜ᨻᣦᑟࢆከⓎࡋ㸪ᨺ㏦ᒁᨻ

௨ୖࡢ࠾ࡾᐉゝࡍࡿࠋ

ࡵࡢไᗘࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡣᛴົ࡛࠶ࡿࠋ
ሗබ㛤ไᗘࡶ㸪ᕷẸࡢ▱ࡿᶒࡀලయࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡼࡾ

㸰㸮㸮㸷ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸧㸯㸯᭶㸴᪥

ᗈࡃබ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺㸪ࡉࡽ࡞ࡿᨵṇࡲࡓࡣᵓ⠏ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

᪥
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ᮏ

ᘚ

ㆤ

ኈ

㐃

ྜ



㈨ᩱ㸰

ᐙࡀᅽຊࢆࡅࡿࡀぢࡽࢀࡿ⌧≧㚷ࡳࡿࡁ㸪ᨺ㏦⾜ᨻࡀᨻᗓࡽ⊂❧ࡍࡿࡓ

ᥦ



⌮

⏤

ࡀ࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎ㸪⾤ᐉ㌴ࡢ㦁㡢➼ࡼࡾ࿘㎶ఫẸ➼㏞ᝨࡀࡿ
ุ᩿ࡋࡓࡋ࡚㸪ሙ⏝ࢆᣄྰࡍࡿ௳ࡶⓎ⏕ࡋࡓࠋ

➨㸯

⾲⌧ࡢ⮬⏤࣭▱ࡿᶒࡢព⩏ၥ㢟ࡢᡤᅾ

㸰

᪥ᮏᅜ᠇ἲࡣ㸪ᇶᮏⓗேᶒࢆࠕࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ọஂࡢᶒࠖᐃࡵࡓ࠺࠼࡛

ࣅࣛ㓄ࡾࡑࡢࡢᕷẸࡢሗⓎಙࡢ⮬⏤ᑐࡍࡿไ⣙


ࡑࡋ࡚㸪㏆ᖺ㸪ᨻᗓᑐࡍࡿᢈุࡢෆᐜࢆྵࡴࣅࣛࢆᢞภࡍࡿ⾜Ⅽᑐࡋ࡚㸪

㸦᠇ἲ㸯㸯᮲㸪㸷㸵᮲㸧㸪ࠕ㞟㸪⤖♫ཬࡧゝㄽ㸪ฟ∧ࡑࡢ୍ษࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡣ㸪

ఫᒃධ⨥ࡲࡓࡣᅜᐙබົဨἲᇶ࡙࠸࡚ᕷẸࡸබົဨࡀ㐊ᤕࡉࢀࡓࡾ㸪㉳ッ

ࡇࢀࢆಖ㞀ࡍࡿ ࠋࠖ㸦᠇ἲ㸰㸯᮲㸧ࡋ࡚㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡋࡓࠋ᪥ᮏᖇᅜ᠇

ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚᭷⨥ุỴࡀୗࡉࢀࡿ࡞ฮ⨩ࢆࡶࡗ࡚ᕷẸࡢᨻⓗ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡀ

ἲ㸦᫂᠇ἲ㸧ୗ࠾ࡅࡿࠕ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠖࡣ 㸪ࠕ᪥ᮏ⮧Ẹࣁἲᚊࣀ⠊ᅖෆࢸゝ

⬣ࡉࢀࡿែࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ㄽⴭస༳⾜㞟ཬ⤖♫ࣀ⮬⏤ࣤ᭷ࢫࠖつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࠶ࡃࡲ࡛⮧Ẹ

ࣅࣛ㓄ࡾࡣ㸪᪂⪺ࡸᨺ㏦࡞ࡢ࣐ࢫ࣓ࢹࢆ┤᥋⏝ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ᕷ

ࡀኳⓚࡽᜠᜨࡋ࡚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ㸪᪥ᮏᅜ᠇ἲ࡛ಖ㞀ࡉࢀࡓ

Ẹࡗ࡚ྍḞ࡞ሗⓎಙᡭẁ࡛࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࡑࡢෆᐜࡀ࣐ࢫ࣓ࢹࢆ

⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡣ㸪᫂᠇ἲࡣࡃᛶ᱁ࢆ␗ࡋ㸪❧᠇⩏ࡢほⅬࡽ㸪ἲᚊࡣࡶ

㏻ࡌ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡀࡓ࠸ᑡᩘពぢࡢሙྜ㸪ᕷẸࡀ⮬ࡽࡢពぢ

ࡼࡾ㸪᠇ἲᨵṇࡼࡗ࡚ࡶኚ࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᶒࡋ࡚ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛

ࢆㄞࡳᡭ┤᥋ᡭΏࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ព࠾࠸࡚㸪ࣅࣛ㓄ࡾࡣᴟࡵ࡚᭷

࠶ࡿࠋ

ຠ࡞⾲⌧᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡣ㸪ே㛫ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᒓᛶ࡛࠶ࡿ⢭⚄άືࢆ㊊ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚

ࡋࡋ㸪㸰㸮㸮㸲ᖺ㸰᭶㸪⮬⾨㝲ࡢࣛࢡὴරᑐࡍࡿෆᐜࡢࣅࣛࢆ⮬

ࡢ㔜せᛶࡲࡽࡎ㸪ᶒ⪅ࡓࡿ⚾ࡓࡕᕷẸࡀᨻỴᐃࡢࡓࡵᚲせ࡞ሗࢆ༑

⾨㝲ᐟ⯋ࡢྛᐊࡢ⋞㛵ࢻࡢ᪂⪺ཷࡅᢞภࡋࡓᕷẸࡀఫᒃධ⨥ࡢ࠸࡛㐊

ศᥦ౪ࡉࢀࡿᶵࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࡢ㔜せᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᤕࡉࢀ㸪㸵㸳᪥㛫ࡶࡢ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚㌟ࡀᣊ᮰ࡉࢀࡓ࠺࠼㸪㉳ッࡉࢀࡓࡇ

㻡

ࡋࡋ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡀࡑࡢ㔜せᛶ࣭ඃ㉺ᛶࡶࢃࡽࡎ㸪බᶒຊ࡞

ࡣグ᠈᪂ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏ௳ࡘ࠸࡚㸪ᮾிᆅ᪉ุᡤඵ⋤Ꮚᨭ㒊ࡣ㸪
ࠕ⿕

ࡼࡗ࡚ᐖࡉࢀ㸪ุᡤࡼࡗ࡚ࡶࡑࡢṇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᕷẸࡢ

࿌ேࡽࡼࡿࣅࣛࡢᢞภ⮬యࡣ㸪᠇ἲ㸰㸯᮲㸯㡯ࡢಖ㞀ࡍࡿᨻⓗ⾲⌧άືࡢ

▱ࡿᶒዊࡍࡃሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡼࡗ࡚බᶒຊᑐࡍࡿᢈุࢆ࡞ࡍࡁ࣐ࢫ࣓ࢹ

୍ែᵝ࡛࠶ࡾ㸪Ẹ⩏♫ࡢ᰿ᖿࢆᡂࡍࡶࡢࡋ࡚㸪࠸ࢃࡺࡿඃ㉺ⓗᆅࡀ

ࡶ㸪ᶒຊࡀሗࢆ㞃ⶸࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࢆぢ㏨ࡋࡓࡾ㸪ᨻᐙࡢពྥࢆᚾᗘࡋ࡚ࢸ

ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࡋ࡚㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢ㔜せᛶࢆ㔜どࡋ 㸪ࠕฮ⨩ฎࡍࡿ

ࣞࣅ␒⤌ࡢෆᐜࢆኚ᭦ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞㸪ᶒຊࡢ┘どᶵ⬟ࢆ༑ศᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

್ࡍࡿ⛬ᗘࡢ㐪ἲᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖࡋ࡚↓⨥ุỴࢆୗࡋࡓࠋ

⾲⌧ࡢ⮬⏤ᑐࡍࡿᐖࡸ࣐ࢫ࣓ࢹࡢ⌧≧ࡢၥ㢟Ⅼࡀࡇࡢࡲࡲᨺ⨨ࡉࢀࢀ

ࡇࢀᑐࡋ㸪᭱㧗ุᡤࡣ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶㸯㸯᪥ 㸪ࠕࡓ࠼⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢ⾜

ࡤ㸪⮬⏤࡛Ẹⓗ࡞♫ࡀ⎰ゎࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢࡓࡵࡣ࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ⟶⌮ᶒ⪅ࡢពᛮࡋ࡚❧ࡕධࡿࡇ
ࡣ㸪⟶⌮ᶒ⪅ࡢ⟶⌮ᶒࢆᐖࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࡇ࡛⚾ⓗ⏕άࢆႠࡴ⚾⏕ά

➨㸰
㸯

ᕷẸࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ཬࡧ▱ࡿᶒࡢ⌧≧

ࡢᖹ✜ࢆᐖࡍࡿࡶࡢ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ ࠋࠖࡋ࡚㸪≉ẁࡢ┈⾮㔞ࢆ

㏆ࡢືࡁ

ࡍࡿࡇ࡞ࡃ㸪⿕࿌ேࡽࢆ᭷⨥ࡋࡓࠋ๓グᆅุỴࡶᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ㸪

㏆㸪⮬⏤࡞ពぢ⾲᫂ࡀጉᐖࡉࢀࡓࡋ࡚ᗈࡃ♫ⓗ㛵ᚰࢆࢇࡔࡢࡣ㸪ᖺ

ᙜヱ⮬⾨ᐁᐟ⯋࠾࠸࡚ࡣࡢࣅࣛ㓄ᕸ⾜Ⅽࡀၥ㢟ࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞ࡃ㸪ᮏ௳

㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸧Ⓨ⏕ࡋࡓḟࡢࡘࡢ௳࡛࠶ࡿࠋ

ࡣࣛࢡᡓதᑐࡍࡿ࠸࠺⾲⌧ෆᐜ╔║ࡋ࡚つไࡀ࡞ࡉࢀࡓ࠸ࡀᴟࡵ

ࡲࡎ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶㸪㟹ᅜ⚄♫ࢆྲྀᮦࡋࡓᫎ⏬ࠕ㟹ᅜ 㹗㸿㹑㹓㹉㹓㹌㹇ࠖ

࡚ᙉ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆙ᐹࡼࡿᙜ࡞㐊ᤕ㸪᳨ᐹࡼࡿᙜ࡞㉳ッ㸪ࡉࡽࡣ

ࡀ㸪ᅜ㆟ဨࡽࡢせㄳࡼࡿヨࡢᐇࡀ୍ࡘࡢዎᶵ࡞ࡾ㸪⾤ᐉ㌴࡞ࡀ

᭱㧗ุᡤࡼࡿ┈⾮㔞ࢆᨺᲠࡋࡓุỴࡣ㸪᠇ἲ࡛ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾲⌧ࡢ⮬

ୖᫎࡢ୰Ṇࢆồࡵࡿᢠ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋࡓࡇࡽ㸪ୖᫎࢆỴࡵ࡚࠸ࡓᫎ⏬㤋㸳㤋

⏤ࡢಖ㞀ࡢ๓グࡢព⩏ࡀ㋃ࡲ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡣ฿ᗏゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ

ࡀ㸪㏆㞄➼㏞ᝨࡀࡿࡇ㓄៖ࡋ࡚┦ḟ࠸࡛බ㛤ࢆ୰Ṇࡍࡿ࠸࠺௳ࡀ



࠶ࡗࡓࠋ

ᕷẸࡢ┤᥋ⓗ⾲⌧⾜Ⅽࡀไ⣙ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࣅࣛ㓄ᕸࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢹࣔ⾜㐍
࡞ࡢ♧ጾ⾜Ⅽ࠾࠸࡚ࡶ㸪᮲࠾࠸࡚チྍไࢆ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㆙ᐹ

ࡲࡓ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸰᭶ࡣ㸪᪥ᮏᩍ⫋ဨ⤌ྜࡢ㞟ࡢሙணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣍

ࡽヲ⣽࡞ᣦ♧ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡾ㸪ࢹࣔཧຍ⪅ࡀ㝲ิࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ல⣽࡞㐪

ࢸࣝࡀ㸪⮬ࡽዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠾ࡁ࡞ࡀࡽ㸪ࡋࡶሙ⏝ࢆㄆࡵࡿุᡤࡢỴᐃ

ࡼࡗ࡚㐊ᤕࡉࢀࡿែࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᵓෆ࡛ࡢࣅࣛࡲࡁࡘ

  

  

࠸࡚Ꮫ⏕ࡽࡀ㐊ᤕ㸪㉳ッࡉࢀࡓࡾ㸪⮬యࡀᩍ⫋ဨ⤌ྜࡢ㞟ࡢሙ⏝ࢆ㞟

ࡣ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ᑐࡍࡿไ⣙ࡣࠕබඹࡢ⚟♴ࠖࡢྡࡢࡶᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘࢆ㉸࠼

ദ⪅ពぢࢆ␗ࡍࡿᅋయࡢጉᐖࡢ࠾ࡑࢀࢆ⌮⏤ࡋ࡚ᣄྰࡋࡓࡶ࠶ࡿ

࡚ᙜ࡞ไ⣙ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

㸪⮬⾨㝲ሗಖ㝲ࡀ⮬⾨㝲ࡢࣛࢡὴ㐵ᑐࡍࡿᕷẸࢆㄪᰝࡋ㸪ࡑࡢ
㸱


ࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹᨻࡢ㐣⛬ࢆᵓᡂࡍࡿᶒ࡛࠶ࡿ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡸ㑅ᣲᶒࢆつไࡍ

ሗࢆ㞟ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡿ❧ἲࡸฎศࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪Ẹᨻࡢ㐣⛬ࡼࡗ࡚ᅇࡍࡿࡇࡀᴟࡵ࡚

බົဨࡢᨻⓗ⾲⌧άືཬࡧ㑅ᣲ㐠ື㛵ࡍࡿไ⣙

ᅔ㞴࡞ࡿࡓࡵ㸪つไࡀᚲせ᭱ᑠ㝈ྰࡘࡁุᡤࡣཝ᱁ᑂᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ

ᅜᐙබົဨࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ᑐࡍࡿ㐣ᗘࡢไ⣙ࡢࡋ࡚㸪ᅜᐙබົဨἲཬࡧ

࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪᭱㧗ุᡤࡣ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡀၥ㢟࡞ࡿࡘ࠸࡚ཝ᱁࡞

ே㝔つ๎ࡀ㸪ᅜᐙබົဨࡼࡿᨻάືࡘࡁ㸪ฮ⨩ࢆࡶࡗ࡚ໟᣓⓗࡘ୍

ᑂᰝࢆࡏࡎ㸪㏆ࡢ⮬⾨㝲ᐁ⯋ࡢࣅࣛධࢀࡢ࠾࠸࡚ࡶ᭷⨥ࡢุ᩿ࢆࡋࡓ

ᚊ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ㸰㸮㸮㸱ᖺ㸯㸯᭶㸪୍⯡⫋බົဨ࡛࠶ࡿ♫ಖ

ࡇࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ᭱㧗ุᡤࡣ㸪ᅜᐙබົဨࡼࡿᨻάືࡢไ㝈

㝤ົᡤ⫋ဨࡀ㸪ఇ᪥⚾᭹࡛㸪⫋ሙࡽ㞳ࢀࡓ⮬Ꮿ㏆ࡃࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥᨻඪ

㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ࡲࡓ㸪㑅ᣲ㐠ື㛵ࡍࡿᡞูゼၥࡢ⚗Ṇࡸ㞟ࡢ⮬⏤ࢆつไࡍࡿ᮲

ࡢᶵ㛵ㄅ➼ࢆ㓄ᕸࡋࡓࡇࡘࡁ㸰㸮㸮㸲ᖺ㸱᭶㐊ᤕࡉࢀ㸪㸰㸮㸮㸴ᖺ㸴᭶

ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᴟࡵ࡚⦆ࡸつไࡢྜ᠇ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀ⥆ࡅ

᭷⨥ࡉࢀࡓ௳ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௳࠾࠸࡚ࡣ㸪㐊ᤕ⮳ࡿࡲ࡛⣙㸯᭶㛫

ࡽࢀࡿ㝈ࡾ 㸪ࠕ᠇ἲࡢ␒ேࠖࡋ࡚㸪≉⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢつไᑐࡋ࡚ཝ᱁ᑂᰝ

ࢃࡓࡾ᭱㸯㸯ྡࡢබᏳ㆙ᐹᐁࡢᑿ⾜ࡼࡿࣅࢹ࢜ᙳࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡞㸪ᨻ

ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ุᡤࡢᙺࡣ฿ᗏᯝࡓࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢホ౯ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞

άືᑐࡍࡿබᏳ㆙ᐹࡢᤚᰝࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ


࠸ࠋ

ࡲࡓ㸪ᕷẸࡢ⾲⌧άືࡢ࠺ࡕ㸪≉㸪㑅ᣲ㐠ືࡸᨻⓗ⾲⌧άືᑐࡋ࡚㸪

㸳

බ⫋㑅ᣲἲࡼࡗ࡚ᗈỗ࡞ไ⣙ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ┳㐣ࡋᚓ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ

ࡣẸᨻࡢᇶ┙࡛࠶ࡾ㸪ᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ࡶ⾲⌧ࡢ⮬⏤㸦㸯㸷᮲ 㸧㸪

㻢

ྠἲࡣ㸪ձ㑅ᣲ㐠ືࡣ㸪㑅ᣲ㐠ືᮇ㛫௨እࡣ୍ษ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ

ᨻཧࡢᶒ㸦㸰㸳᮲㸧ࢆಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ጤ

ࡋ㸦ᮇࡢไ㝈 㸧㸪ղ㑅ᣲ㐠ືᮇ㛫୰ࡶ㸪ೃ⿵⪅ཬࡧೃ⿵⪅ᒆฟᨻඪ௨እࡢ

ဨࡣ㸪つ⣙ୖࡢᶒࡢไ㝈ࡣ㸪ไ㝈ࡢᚲせᛶẚࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼

㑅ᣲ㐠ືࢆᗈ⠊ไ㝈ࡋ㸦యࡢไ㝈 㸧㸪ճᩥ᭩ࡢ㓄ᕸ㸪₇ㄝࡢ㛤ദࢆᙉࡃ

࡚࠸ࡿ㸦ẚཎ๎ 㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ලయⓗ࡞ᘢᐖࢆၥࢃࡎ㸪୍ᚊฮ⨩࡛ࡶࡗ

ไ㝈ࡋࡓ࠺࠼㸪ᡞูゼၥࡣ୍ᚊ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿ㸦᪉ἲࡢไ㝈 㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸯

࡚ࣅࣛ㓄ᕸࡸ㑅ᣲάືࢆᢚᅽࡍࡿࡇࡣྠつ⣙㐪ࡍࡿࡶࡢゎࡉࢀࡿࠋ

㸷㸲㸴ᖺ௨㝆㸪ᡞูゼၥࡸᩥ᭩㡺ᕸ⨥࡛㸷㸯㸮㸮㸮ே௨ୖࡢேࠎࡀ᳨ᣲ㸪ฎ

ࡿほⅬࡽ㸪ᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ጤဨࡣ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸮᭶ 㸪ࠕ⾲

⨩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸲

ᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ጤဨࡢ⥲ᣓᡤぢ
⾲⌧ࡢ⮬⏤㸪≉ᩥ᭩㓄ᕸࡸᑐヰࡼࡿᨻᢈุࡸ㑅ᣲάືࡀ⮬⏤࡛ࡁࡿࡇ

⌧ࡢ⮬⏤ᨻཧຍࡍࡿᶒᑐࡋ࡚ຍ࠼ࡽࢀࡓ㸪බ⫋㑅ᣲἲࡼࡿᡞูゼၥ

㑅ᣲ㐠ືࡣ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶࡲࡽࡎ㸪㑅ᣲࢆ㏻ࡌ࡚Ẹไ

ࡢ⚗Ṇࡸ㑅ᣲάືᮇ㛫୰㓄ᕸࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᩥ᭩ᅗ⏬ࡢᩘᙧᘧᑐࡍࡿ

ࡢ㐣⛬ࡢཧຍࢆྍ⬟ࡍࡿព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡿព⩏ࡽࡍࢀࡤ㸪㑅ᣲ㐠ື

ྜ⌮࡞ไ㝈㸪ᠱᛕࢆ᭷ࡍࡿ ࠋࠖࠕᨻᗓᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞ෆᐜࡢࣅࣛࢆ⚾ேࡢ㒑

ࡣᗈࡃᕷẸࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ㸪ࡘ㸪㑅ᣲ㛵ࢃࡿពぢ㸪ሗࡀᗈࡃఏ࠼ࡽࢀࡿ

౽ཷࡅ㓄ᕸࡋࡓࡇᑐࡋ࡚㸪ఫᒃධ⨥ࡶࡋࡃࡣᅜᐙබົဨἲᇶ࡙࠸࡚㸪

ᡭẁࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾ㸪බ⫋㑅ᣲἲࡼࡿࡇࢀࡽࡢᗈỗ࡞つไࡣ㸪ᕷẸ

ᨻάືᐙࡸබົဨࡀ㐊ᤕࡉࢀ㸪㉳ッࡉࢀࡓ࠸࠺ሗ࿌ᠱᛕࢆ᭷ࡍࡿࠖ᪨ࡢ⾲

ࡼࡿ㑅ᣲ㐠ືࡢ⮬⏤ࡦ࠸࡚ࡣ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᙜไ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸ࢃ

᫂ࢆࡋ㸪ࡉࡽ 㸪ࠕつ⣙㸯㸷᮲㸪㸰㸳᮲ࡢࡶ࡛ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨻάືࡸࡑࡢ

ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡿไ⣙ࡼࡾ㸪᪥ᮏ࡛ࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓ㑅ᣲ㐠

ࡢάືࢆ㸪㆙ᐹ㸪᳨ᐹཬࡧุᡤࡀ㐣ᗘไ㝈ࡍࡿࡇࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ

ືࡶཎ๎ࡋ࡚⚗Ṇࡉࢀࡿゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢぢ┤ࡋࡢ㠀ࡶᚋࡢㄢ

ἲᚊࡽ࠶ࡽࡺࡿྜ⌮࡞ไ㝈ࢆ᧔ᗫࡍࡁ࡛࠶ࡿࠖ᪨᪥ᮏᨻᗓ່࿌ࡍࡿ⮳

㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡗࡓࠋ

ุᡤࡼࡿ㐪᠇ᑂᰝࡢ༑ศࡉ

᪥ᮏࡣ㸪㸯㸷㸵㸷ᖺᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙ࢆᢈࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᢈ⥾⣙ᅜ

௨ୖࡢࡼ࠺࡞ែࡣ㸪᪥ᮏᅜ᠇ἲࡀ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆඃ㉺ⓗ࡞ᆅࢆ༨ࡵࡿேᶒ

ࡋ࡚ጤဨࡢ່࿌ࢆㄔᐇཷࡅධࢀࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢⅬࡽࡶ㸪

ࡋ࡚ཌࡃಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎ㸪⌧ᐇࡣᕷẸࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡀṇᙜಖ㞀

ᨻᗓࡣ᪩ᛴබ⫋㑅ᣲἲཬࡧᅜᐙබົဨἲ࡞ࢆᨵṇࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪㆙ᐹ᳨࣭ᐹ

ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࡑࡢ⾲⌧ෆᐜࡀᶒຊᢈุྥ࠺ࡁ

ࡣᕷẸࡢ⾲⌧⾜Ⅽ㸪ࡾࢃࡅᕷẸࡢᨻⓗ⾲⌧⾜Ⅽᑐࡍࡿᖸ΅࣭ጉᐖࢆ୰Ṇࡍ
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ࡁ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ᙜ㐃ྜࡀ㛗ᖺࢃࡓࡾࡑࡢᐇ⌧ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿಶே㏻

ᨺ㏦࣓ࢹ࠾࠸࡚㸪⥲ົ┬ࡀᨺ㏦ᒁᑐࡋ㸪ᨺ㏦ෆᐜரࡿ㡯㛵ࡋ࡚

ሗไᗘ㸪ࡾࢃࡅᅜ㝿ேᶒ㸦⮬⏤ᶒ㸧つ⣙➨୍㑅ᢥ㆟ᐃ᭩ࡢᢈࡀ┤ࡕ࡞ࡉࢀ

ཝ㔜ὀព➼ࡢ⾜ᨻᣦᑟࢆࡍࡿࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⾜ᨻᣦᑟࡢ୰ࡣ㸪ᪧ᪥ᮏ

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㌷㸵㸱㸯㒊㝲ࡢ≉㞟␒⤌࠾࠸࡚グ⪅ᐊෆࡢグ⪅ࡢᫎീࢆὶࡍ㝿ᙜࡢᐁᡣ㛗
ᐁࡢ┿ࡀᩘ⛊㛫ᫎࡾ㎸ࢇࡔࡇࢆၥ㢟ࡍࡿ࡞㸪ᤐ㐀࡛ࡶㄗሗ࡛ࡶ࡞࠸༢࡞

➨㸱
㸯

࣐ࢫ࣓ࢹࡢ⾲⌧㸦ሗ㐨㸧ࡢ⮬⏤ࡑࡢㄢ㢟

ࡿ␒⤌సࡾரࡿ㡯ࡘ࠸࡚ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡸ㸪ᨺ㏦ෆᐜ㛵ࡋ࡚᪤ᨺ㏦ேᶒ

࣐ࢫ࣓ࢹࡣᕷẸࡢ▱ࡿᶒዊࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠾

ጤဨࡀṇࢆ່࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚㔜ࡡ࡚ᣦᑟࡾฟࡍ࡞ࡑࡢᚲせᛶ

ࡾ㸪ࡑࡢᖐ⤖ࡋ࡚㸪ࡑࡢሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡀಖ㞀ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪉㸪ᕷẸ

ၥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡿ⾜ᨻᣦᑟࢆฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪⥲ົ┬ࡀච

ࡢ▱ࡿᶒࢆ㊊ࡍࡿࡓࡵከᵝ࡞ሗ㐨㸪≉ᶒຊ┘どࡢどⅬᇶ࡙࠸ࡓሗ㐨ࢆ

チᶒ㝈࣭┘╩ᶒ㝈ࢆ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ㉳ᅉࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᨺ㏦ᒁࡣ⥲ົ┬ࡽ

ࡍࡿࡇࡀせㄳࡉࢀࡿࠋࡋࡋ㸪࣐ࢫ࣓ࢹࡀᶒຊࢆ┘どࡍࡿᙺࢆ༑ศᯝ

චチࢆཷࡅࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ┘╩ୗ࠶ࡿࡓࡵ㸪⥲ົ┬ࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ

ࡓࡋ㸪ࡲࡓࡑࡢ㈐ົࢆ༑ศ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋ

ࡣ⌧ሙᑐࡍࡿ┦ᙜ࡞ᅽຊ࡞ࡿࠋࡾࢃࡅࡑࡢᣦᑟࡀᨺ㏦ෆᐜரࡿ㡯㛵

ࡲࡎ㸪ሗ㐨ࡢከᵝᛶࢆ㜼ᐖࡍࡿཎᅉࡋ࡚ᚑ๓ࡼࡾグ⪅ࢡࣛࣈไᗘࡢᛶ࣭

ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ␒⤌సࡾࡢᙳ㡪ࡣィࡾ▱ࢀࡎ㸪

㛢㙐ᛶࡀၥ㢟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋලయⓗࡣ㸪ࢡࣛࣈຍ┕♫ࡢࡳࡀグ⪅ぢ❧ࡕ

࣐ࢫ࣓ࢹࡀᕷẸࡢ▱ࡿᶒᛂ࠼ࡿࡓࡵ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡣ࠸࠸ࡀࡓ

࠺ᶵࢆ࠼ࡽࢀࡿ࡞ሗࡢὶ㏻ࡀไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪ࢡࣛࣈຍ┕♫ࡀᐁᗇ

ࡃ㸪ᨺ㏦⾜ᨻࡀᨻᗓࡽ⊂❧ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡽ౽ᐅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࡢ㏉ࡋࡋ࡚ᐁᗇᑐࡍࡿᢈุⓗどⅬࢆኻ࠸ࡡ࡞

㸱

ࡉࡽ㸪ಶேሗಖㆤἲࡸ≢⨥⿕ᐖ⪅ᇶᮏィ⏬࡞ࡢつᐃࢆཱྀᐇࡋ࡚㸪㆙ᐹ

㻣

࠸ࡇ㸪ࡲࡓ㸪ᐁᗇࡢሗ᧯సࢆཷࡅ࡚ᗈሗᶵ㛵ࡋࡡࡎከᵝ࡞ሗ㐨ࡀ࡞ࡉࢀ

ࡸᐁᗇࡀ࣐ࢫ࣓ࢹᑐࡍࡿሗᥦ౪ࢆពⓗไ㝈ࡋ࡚࠸ࡿᐇែࡀሗ࿌ࡉࢀ

ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ༴ࡉࢀࡿࡇࡣ㸪➨㸲㸰ᅇேᶒ᧦ㆤ࡛ࡶᣦࡋࡓ

࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤ㸪㆙ᐹᐁࡢ≢⨥ࡘ࠸࡚ࡑࡢẶྡࢆ᫂ࡽࡋ࡞ࡗࡓࡾ㸪㆙

࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ᪂⪺༠ࡶ㸪ࢡࣛࣈຍ┕♫௨እࡢࢪ࣮ࣕࢼ

ᐹࡀ⿕ᐖ⪅࣐ࢫ࣓ࢹࢆ᥋ゐࡉࡏࡓࡃ࡞࠸ሙྜ⿕ᐖ⪅ࡢពᛮ⛠ࡋ࡚ࡑࡢ

ࣜࢫࢺࡢ㛤ᨺࢆつ⣙ୖㄆࡵࡿ➼ࡑࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮍࡔ㠃ⓗ㛤

ẶྡࢆⓎ⾲ࡋ࡞࠸ࡀ࠶ࡿࠋሗබ㛤ไᗘࡀ༑ศ࡞୰㸪ሗᥦ౪ࡢ㐣ᗘࡢไ⣙

ᨺࡉࢀࡿ㐠⏝࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠸ࡀࡓࡃ㸪㏿ࡸ࠶ࡽࡺࡿグ⪅ࢡࣛࣈࡀࡍ

ࡣ࣐ࢫ࣓ࢹࡢᶒຊ┘どࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ

࡚ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㛤ᨺࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࣐ࢫ࣓ࢹࡀᶒຊࡼࡿᙜ࡞ᖸ΅ࢆཷࡅ㸪ሗ㐨ෆᐜࡢኚ᭦⮳ࡗࡓ

➨㸲

ሗබ㛤ไᗘࡢ༑ศࡉ

ࡋ࡚㸪㸰㸮㸮㸯ᖺ 㸪ࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖᑐࡍࡿᪧ᪥ᮏ㌷➼ࡢ㛵ࡢၥ㢟ࢆྲྀ

ᕷẸࡢ▱ࡿᶒࢆ┤᥋ⓗ㊊ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ሗබ㛤ไᗘࡀ࠶ࡾ㸪᪥ᮏ࡛ࡶ

ࡾᢅࡗࡓ㹌㹆㹉ࡢ␒⤌㛵ࡋ㸪㹌㹆㹉ࡢᖿ㒊⫋ဨࡀ␒⤌ᨺ㏦๓ᨻᐙ᥋ゐࡋ

ሗබ㛤ἲ㸦⾜ᨻᶵ㛵ࡢಖ᭷ࡍࡿሗࡢබ㛤㛵ࡍࡿἲᚊ㸧ࡀ㸯㸮ᖺ๓ไᐃࡉࢀࡓ

࡚ᨺ㏦ෆᐜࡢㄝ᫂ࢆࡋ㸪ᨻᐙࡽᣢㄽࢆ⪺ࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ␒⤌ෆᐜࢆኚ᭦ࡋ

ࡀ㸪ṧᛕ࡞ࡀࡽ༑ศ࡞ࡶࡢࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ

ࡓ௳ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ㸪ㅖእᅜ࡛ࡣ㸪ᶒຊࡼࡿᙜ࡞ᖸ΅ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ㸪

ࡲࡎ㸪㛤♧ࡉࢀ࡞࠸ሗࡀᗈỗ㐣ࡂࡿࠋࡓ࠼ࡤ㸪⌧⾜ἲࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࡢࡳࡀᑐ

⤒Ⴀ㝕⌧ሙࡢグ⪅ࡽࡀ⦅㞟᪉㔪࡞ࡘ࠸࡚༠㆟ࡍࡿሙࢆタࡅ㸪⌧ሙࡢグ⪅ࡢ

㇟ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᅜࡢᩥ᭩ࡸุᡤࡢྖἲ⾜ᨻ㛵ࡍࡿᩥ᭩ࢆබ㛤ࡉࡏࡿἲไ

⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᑛ㔜ࡍࡿෆ㒊ⓗไᗘࡀᏑᅾࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡶ㸪ࡿไᗘࡘ࠸࡚◊

ᗘࡀᏑࡋ࡞࠸ࡀ㸪▱ࡿᶒࡢ㊊ࡢほⅬࡽࡍࢀࡤ㸪ᅜཬࡧุᡤࡶሗබ㛤ἲ

✲ࢆ῝ࡵ㸪ࡑࡢไᗘࡢᙜྰࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀࡿࡇࡶᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡢᑐ㇟ᶵ㛵ຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⾜ᨻᶵ㛵ࡢሗࡘ࠸࡚ࡶ㸪㜵⾨࣭እሗཬࡧ

㸰

๓グࡢࡶ㸪බᶒຊࡀሗ㐨ෆᐜධࡍࡿែࡶỴࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

≢⨥ሗࡣ㸪බࡍࡿᨭ㞀➼ࡀ⏕ࡎࡿࠕ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㛗ࡀㄆࡵࡿ

ࡶࡶ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ㸪➨㸰ḟୡ⏺ᡓᚋࡲࡶ࡞ࡃ࠸ࢃࡺࡿ㟁Ἴ୕ἲࡀไᐃࡉࢀ㸪

ࡘࡁ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠖሙྜ㛤♧ࡋ࡞࠸࡛ࡼ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡛ࡣ⾜ᨻᶵ

⊂❧⾜ᨻጤဨ࡛࠶ࡿ㟁Ἴ┘⌮ጤဨࡀᨺ㏦⾜ᨻࢆྖࡾ㸪㹌㹆㹉ࡢண⟬ࡶྠጤဨ

㛵ࡢ㔞ࢆ㐣ᗘᗈࡃㄆࡵࡿ㐠⏝ࢆチࡋࡡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪㛤♧⏤ࢆཝ᱁㝈

ࡀཎ๎ࡋ࡚ᅜㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ᨻධࢆ㜵࠸࡛࠸ࡓࠋࡋࡋ㸪᪥ᮏࡀ⊂

ᐃࡋ㸪㜵⾨࣭እሗཬࡧ≢⨥ሗࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨭ㞀➼ࡀ⏕ࡌࡿࠕ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ

❧ࡋ࡚ࡲࡶ࡞ࡃ㸪ྠጤဨࡣᗫṆࡉࢀ㸪㒑ᨻ┬㸦ᙜ㸧ࡢᡤ⟶ࡉࢀࡿ⮳ࡗࡓ

⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㛗ࡀㄆࡵࡿࡇࡘࡁ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿሗࠖ࠶ࡿࡢࢆࠕ࠾ࡑࢀࡀ࠶

ࡀ㸪ࡇࢀࡣୡ⏺ࡢせᅜ࡛ࡶ␗࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿሗࠖᨵṇࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶேሗࡢ㛤♧ࡢእ㸦ྠἲ㸳᮲㸯ྕࣁ㸧

  

  

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බົဨࡢẶྡࡶබ㛤ࡢ㛤♧ෆᐜࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞⤌ࡳࡣ㸪⾗♫ཬࡧ࣐ࢫ࣓ࢹࡢⓎ㐩ࡼࡗ࡚ሗࡢཷࡅᡭ࡞

ࡲࡓ㸪ッゴᡭ⥆ୖ㸪ุᡤࡀ㸪㛤♧ࡉࢀࡓᩥ᭩ࡢᐇ≀ࢆ☜ㄆࡍࡿ⾡ࡀ࡞࠸ࡓ

ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᕷẸࡀ⮬ࡽࡢពぢ࡞ࢆ♫ఏ࠼ࡿࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢫ࣓ࢹ

ࡵ㸪ᙜヱᩥ᭩ࡢ㛤♧ࡀṇᙜྰࢆุ᩿ࡋࡃ࠸ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪㛤♧

ࡀᣢࡘ㧗ᗘࡢබඹᛶ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᨺ㏦࡞ࡢ፹యࡀᮏ᮶ᕷẸඹ᭷ࡉࢀࡿࡁ

ࡢ℃⏝ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ㸪㛤♧ࡉࢀࡓᩥ᭩ࡢᐇ≀ࢆุᡤࡀぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ

ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡞ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪᪥ᮏ࡛ࡶࡇࡢၥ㢟ࡢ◊✲ࢆ῝ࡵ㸪ᑟධࡢ㠀ࡢ

࣓ࣥ࢝ࣛᑂ⌮ࢆἲᐃࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࡀᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࠕሗබ㛤බᩥ᭩⟶⌮ࡣ㌴ࡢ୧㍯ࠖ࠸ࢃࢀࡿࠋ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸴᭶㸪බᩥ᭩⟶⌮
ἲࡀᡂ❧ࡋࡓࡀ㸪ྠἲࡢබᩥ᭩⟶⌮ࡣᮍࡔ༑ศࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡎ㸪බᩥ᭩⟶⌮ࡣ

➨㸴

ᥦゝ

ᅜࡢྛᶵ㛵ࡢᐖ⾪✺ࡍࡿࡇࡽ㸪⟶⌮ᦠࢃࡿ⫋ဨࡢ୰❧ᛶࡶᙉຊ࡞

ᙜ㐃ྜࡣ㸪ࡓ࠼ࡤ㸪㸯㸷㸷㸷ᖺⓎ⾲ࡋࡓࠕேᶒࡢࡓࡵࡢ⾜ືᐉゝࠖ࠾࠸

ᶒ㝈ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⟶⌮ࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡣྛᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࡚㸪Ẹ⩏♫ࡢᇶ┙࡞ࡿ⾲⌧࣭㞟࣭⤖♫ࡢ⮬⏤࡞ࡢ⢭⚄ⓗ⮬⏤ࡢಖ㞀ࡢ

ࡑࡇ࡛㸪ྛᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽබᩥ᭩⟶⌮ࡢ㐺ṇ࡞⤫ไࢆ⾜࠺୰❧ⓗ࡞ᶵ㛵ࡋ࡚

㔜せᛶࢆᣦࡋ㸪♫⛛ᗎࡢ⥔ᣢ㸪≢⨥ᤚᰝࡢ┠ⓗ࡞ࡢྡࡢࡶ㸪ࡇࢀࡽࡢே

ࠕබᩥ᭩⟶⌮ᗇࠖࢆタࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷẸࡀබᩥ᭩᥋ࡋ⏝ࡋࡸࡍࡃࡍ

ᶒࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿἲไᐃࡣᙉࡃᑐࡋ㸪⾜ືࡍࡿࡇࢆᐉゝࡋ㸪ࡲࡓ㸪

ࡿࡓࡵࡣ㸪ᅜࡸุᡤࡢබᩥ᭩㸪᳨ᐹᗇಖ⟶ࡢฮ☜ᐃッゴグ㘓ࡸ㌷ἲ㆟グ

㸰㸮㸮㸵ᖺࡢ➨㸳㸮ᅇேᶒ᧦ㆤ࠾࠸࡚㸪᪥ᮏᅜ᠇ἲࡸᅜ㝿ேᶒἲࡢᐃࡵࡿே

㘓ࡶ⾜ᨻᶵ㛵ࡢබᩥ᭩ྠᵝ୍ᣓࡋ࡚ᅜ❧බᩥ᭩㤋࡛⟶⌮ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉ

ᶒಖ㞀ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆᙉࡃッ࠼ࡿࡶ㸪⢭⚄ⓗ⮬⏤࡞ࡢேᶒࡢಖ

ࡽ㸪≉ᐃṔྐබᩥ᭩➼ࡘ࠸࡚බᩥ᭩⟶⌮ἲࡣ㸪ࡢ⤒㐣ࡼࡾᙜヱሗࢆ㛤

㞀➼ࡢάືຊࢆᑾࡃࡍỴពࢆ⾲᫂ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

♧ࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎ⌧⏝ᩥ᭩ࡢ㛤♧⏤ྠᵝࡢ⏝

ࡋࡋ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢ༴ᶵⓗ≧ἣࡣᨵၿࡉࢀࡿ᪉ྥ࠶ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪

㻤

ᣄྰ⏤ࡋ࡚࠾ࡾྜ⌮࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⏝ᣄྰ⏤ࢆぢ┤ࡍࡶ㸪ᅜ㝿ⓗ័

ᙜ㐃ྜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾᥦゝࡍࡿࠋ

⾜࣭ືྥ࡛࠶ࡿࠕ㸱㸮ᖺ࣮ࣝࣝࠖࢆ᥇⏝ࡋ㸪㸱㸮ᖺࡢ⤒㐣ࡶཎ๎බ㛤ࡍࡁ

㸯

࡛࠶ࡿࠋ

Ẹ⩏♫࠾ࡅࡿᕷẸࡢ⾲⌧⾜Ⅽࡢ㔜せᛶ㚷ࡳࢀࡤ㸪ᕷẸࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤
ཬࡧ▱ࡿᶒࡣ᭱㝈ಖ㞀ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅜ㸪ᆅ᪉බඹᅋ
య㸪ࡾࢃࡅࡑࡢᶒ㝈⾜ᙉไຊࡀక࠺ࡇࡀከࡃᶒ㝈℃⏝ࡢ༴㝤ᛶࢆෆໟࡍ

➨㸳

ᕷẸࡼࡿ᪂ࡓ࡞⾲⌧ᡭẁࡢ⋓ᚓ

ࡿ㆙ᐹཬࡧ᳨ᐹࡣ㸪ᕷẸࡢ⾲⌧⾜Ⅽ㸪ࡾࢃࡅᕷẸࡢᨻⓗ⾲⌧⾜Ⅽᑐࡍࡿᖸ

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᛴ㏿࡞Ⓨ㐩ࡣ㸪ᕷẸࡀ⮬ࡽ♫ᑐࡋ࡚ሗⓎಙࡍࡿࡇࢆྍ

΅࣭ጉᐖࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

⬟ࡋ㸪ྠ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ⾜ࡁ࠺ሗࢆᐜ᫆ྲྀᚓࡍࡿࡇࢆྍ⬟

ࡲࡓ㸪ุᡤࡣ 㸪ࠕ᠇ἲࡢ␒ேࠖࡋ࡚㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ᑐࡍࡿつไࡀᚲせ᭱ᑠ

ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ㸪ᕷẸࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ཬࡧ▱ࡿᶒ

㝈ᗘ࡛࠶ࡿࡘࡁ㸪ཝ᱁ᑂᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢆᨭ࠼ࡿ⏬ᮇⓗ࡞፹య࡛࠶ࡾ㸪ᕷẸࡢඹ᭷㈈⏘࠸࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡋ࡚㸪ᨻᗓཬࡧᅜࡣ㸪බົဨࡢఇᬤࡢࣅࣛ㓄ᕸ࡞ࢆ୍ᚊไ⣙ࡋ࡚࠸

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡣ㸪ྡᶒࡸࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᐖࡍࡿሗࡸᏊࡶࡢᡂ㛗Ⓨ

ࡿᅜᐙබົဨἲࡸᆅ᪉බົဨἲࡢつᐃࢆᨵṇࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᕷẸࡢ㑅ᣲ㐠

㐩ୖዲࡲࡋࡃ࡞࠸ሗ࡞ࡶὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡓࡵ㸪ࣥࢱ࣮

ືࡸᨻⓗ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪᪩ᛴබ⫋㑅ᣲἲࢆᨵṇࡋ㸪㑅ᣲ㐠ື

ࢿࢵࢺୖࡢሗࡢὶ㏻බⓗ࡞つไࢆᮇᚅࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿࠋ

࠾ࡅࡿᡞูゼၥ⚗Ṇ࡞ࡢไ⣙ࢆ᧔ᗫࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋࡋ㸪ᕷẸࡀ⮬⏤࡛ከᵝ࡞⾲⌧άືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
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of the Committee of Ministers to member states
Guidelines concerning the independence and functions of

on the independence and functions of regulatory
regulatory authorities for the broadcasting sector

on 20 December 2000

at the 735th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and
facilitating their economic and social progress;

Recalling the importance for democratic societies of the existence of a wide range of independent and
autonomous means of communication, making it possible to reflect the diversity of ideas and opinions, as
set out in the Declaration on freedom of expression and information of 29 April 1982;
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4.

Highlighting the important role played by the broadcasting media in modern, democratic societies;

Emphasising that, to guarantee the existence of a wide range of independent and autonomous media in the broadcasting sector, it is
essential to provide for adequate and proportionate regulation of that sector, in order to guarantee the freedom of the media whilst at the
same time ensuring a balance between that freedom and other legitimate rights and interests;

5.

Noting that the technical and economic developments, which lead to the expansion and the further
complexity of the sector, will have an impact on the role of these authorities and may create a need for
greater adaptability of regulation, over and above self-regulatory measures adopted by broadcasters
themselves;

Considering that for this purpose, specially appointed independent regulatory authorities for the broadcasting sector, with expert
knowledge in the area, have an important role to play within the framework of the law;

Recognising that according to their legal systems and democratic and cultural traditions, member states
have established regulatory authorities in different ways, and that consequently there is diversity with
regard to the means by which - and the extent to which - independence, effective powers and
transparency are achieved;

6.
Finally, precise rules should be defined as regards the possibility to dismiss members of regulatory
authorities so as to avoid that dismissal be used as a means of political pressure.

- do not make any statement or undertake any action which may prejudice the independence of
their functions and do not take any advantage of them.

Considering, in view of these developments, that it is important that member States should guarantee the
regulatory authorities for the broadcasting sector genuine independence, in particular, through a set of
rules covering all aspects of their work, and through measures enabling them to perform their functions

7.
In particular, dismissal should only be possible in case of non-respect of the rules of incompatibility
with which they must comply or incapacity to exercise their functions duly noted, without prejudice to the
possibility for the person concerned to appeal to the courts against the dismissal. Furthermore, dismissal
on the grounds of an offence connected or not with their functions should only be possible in serious
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effectively and efficiently,

Recommends that the governments of member states:

a.
establish, if they have not already done so, independent regulatory authorities for the broadcasting
sector;

b.
include provisions in their legislation and measures in their policies entrusting the regulatory
authorities for the broadcasting sector with powers which enable them to fulfil their missions, as prescribed
by national law, in an effective, independent and transparent manner, in accordance with the guidelines set
out in the appendix to this recommendation;

c.
bring these guidelines to the attention of the regulatory authorities for the broadcasting sector, public authorities and professional
groups concerned, as well as to the general public, while ensuring the effective respect of the independence of the regulatory authorities
with regard to any interference in their activities.

authorities for the broadcasting sector

(Adopted by the Committee of Ministers

I. General legislative framework

1.
Member states should ensure the establishment and unimpeded functioning of regulatory
authorities for the broadcasting sector by devising an appropriate legislative framework for this purpose.
The rules and procedures governing or affecting the functioning of regulatory authorities should clearly
affirm and protect their independence.

2.
The duties and powers of regulatory authorities for the broadcasting sector, as well as the ways of
making them accountable, the procedures for appointment of their members and the means of their
funding should be clearly defined in law.

II. Appointment, composition and functioning

Bearing in mind Article 10 of the European Convention on Human Rights, as interpreted by the European
Court of Human Rights;

3.
The rules governing regulatory authorities for the broadcasting sector, especially their
membership, are a key element of their independence. Therefore, they should be defined so as to protect
them against any interference, in particular by political forces or economic interests.

- regulatory authorities are under the influence of political power;

For this purpose, specific rules should be defined as regards incompatibilities in order to avoid that:

- members of regulatory authorities exercise functions or hold interests in enterprises or other
organisations in the media or related sectors, which might lead to a conflict of interest in
connection with membership of the regulatory authority.

- are appointed in a democratic and transparent manner;

Furthermore, rules should guarantee that the members of these authorities:

- may not receive any mandate or take any instructions from any person or body;
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19.
Regulatory authorities should not exercise a priori control over programming and the monitoring of
programmes should therefore always take place after the broadcasting of programmes.

instances clearly defined by law, subject to a final sentence by a court.

8.
Given the broadcasting sector's specific nature and the peculiarities of their missions, regulatory
authorities should include experts in the areas which fall within their competence.

20.
Regulatory authorities should be given the right to request and receive information from
broadcasters in so far as this is necessary for the performance of their tasks.

III. Financial independence
9.
Arrangements for the funding of regulatory authorities - another key element in their independence - should be specified in law
in accordance with a clearly defined plan, with reference to the estimated cost of the regulatory authorities' activities, so as to allow
them to carry out their functions fully and independently.

21.
Regulatory authorities should have the power to consider complaints, within their field of
competence, concerning the broadcasters' activity and to publish their conclusions regularly.

10.
Public authorities should not use their financial decision-making power to interfere with the
independence of regulatory authorities. Furthermore, recourse to the services or expertise of the national
administration or third parties should not affect their independence.

22.
When a broadcaster fails to respect the law or the conditions specified in his licence, the regulatory
authorities should have the power to impose sanctions, in accordance with the law.

11.
Funding arrangements should take advantage, where appropriate, of mechanisms which do not
depend on ad-hoc decision-making of public or private bodies.
IV. Powers and competence

23.
A range of sanctions which have to be prescribed by law should be available, starting with a
warning. Sanctions should be proportionate and should not be decided upon until the broadcaster in
question has been given an opportunity to be heard. All sanctions should also be open to review by the
competent jurisdictions according to national law.

Regulatory powers
12.
Subject to clearly defined delegation by the legislator, regulatory authorities should have the power
to adopt regulations and guidelines concerning broadcasting activities. Within the framework of the law,
they should also have the power to adopt internal rules.

Powers in relation to public service broadcasters

Granting of licences

24.
Regulatory authorities may also be given the mission to carry out tasks often incumbent on
specific supervisory bodies of public service broadcasting organisations, while at the same time
respecting their editorial independence and their institutional autonomy.

13.
One of the essential tasks of regulatory authorities in the broadcasting sector is normally the
granting of broadcasting licences. The basic conditions and criteria governing the granting and renewal of
broadcasting licences should be clearly defined in the law.

㻝㻟

V. Accountability
14.
The regulations governing the broadcasting licensing procedure should be clear and precise and
should be applied in an open, transparent and impartial manner. The decisions made by the regulatory
authorities in this context should be subject to adequate publicity.

25.
Regulatory authorities should be accountable to the public for their activities, and should, for
example, publish regular or ad hoc reports relevant to their work or the exercise of their missions.

15.
Regulatory authorities in the broadcasting sector should be involved in the process of planning the
range of national frequencies allocated to broadcasting services. They should have the power to authorise
broadcasters to provide programme services on frequencies allocated to broadcasting. This does not have
a bearing on the allocation of frequencies to transmission network operators under telecommunications
legislation.

26.
In order to protect the regulatory authorities' independence, whilst at the same time making them
accountable for their activities, it is necessary that they should be supervised only in respect of the
lawfulness of their activities, and the correctness and transparency of their financial activities. With respect
to the legality of their activities, this supervision should be exercised a posteriori only. The regulations on
responsibility and supervision of the regulatory authorities should be clearly defined in the laws applying to
them.
27.

16.
Once a list of frequencies has been drawn up, a call for tenders should be made public in
appropriate ways by regulatory authorities. Calls for tender should define a number of specifications, such
as type of service, minimum duration of programmes, geographical coverage, type of funding, any
licensing fees and, as far as necessary for those tenders, technical parameters to be met by the applicants.
Given the general interest involved, member states may follow different procedures for allocating
broadcasting frequencies to public service broadcasters.

All decisions taken and regulations adopted by the regulatory authorities should be:
-

duly reasoned, in accordance with national law;

-

open to review by the competent jurisdictions according to national law;

-

made available to the public.

Top

17.
Calls for tender should also specify the content of the licence application and the documents to be
submitted by candidates. In particular, candidates should indicate their company's structure, owners and
capital, and the content and duration of the programmes they are proposing.

Related Documents
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Monitoring broadcasters' compliance with their commitments and obligations

18.
Another essential function of regulatory authorities should be monitoring compliance with the
conditions laid down in law and in the licences granted to broadcasters. They should, in particular, ensure
that broadcasters who fall within their jurisdiction respect the basic principles laid down in the European
Convention on Transfrontier Television, and in particular those defined in Article 7.
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Noting the overview concerning the legislative framework of members states and its practical implementation, as
well as legal and institutional solutions developed in particular countries regarding regulatory authorities in the
broadcasting sector, and which is reproduced in the appendix hereto;
Declaration of the Committee of Ministers
on the independence and functions of regulatory authorities for the
broadcasting sector

Welcoming, in this context, the situation in many Council of Europe member states where, in line with
Recommendation Rec(2000)23, the independent and efficient regulation of the broadcasting sector in the public
interest, as well as the independence, transparency and accountability of regulatory authorities for the
broadcasting sector, is ensured by law and in practice;

(Adopted by the Committee of Ministers on 26 March 2008
at the 1022nd meeting of the Ministers’ Deputies)

Concerned, however, that the guidelines of Recommendation Rec(2000)23 and the main principles underlining it
are not fully respected in law and/or in practice in other Council of Europe member states due to a situation in
which the legal framework on broadcasting regulation is unclear, contradictory or in conflict with the principles of
Recommendation Rec(2000)23, the political and financial independence of regulatory authorities and its
members is not properly ensured, licences are allocated and monitoring decisions are made without due regard
to national legislation or Council of Europe standards, and broadcasting regulatory decisions are not made
available to the public or are not open to review;

The Committee of Ministers of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and facilitating
their economic and social progress;

Aware that a ‘culture of independence’, where members of regulatory authorities in the broadcasting sector
affirm and exercise their independence and all members of society, public authorities and other relevant players
including the media, respect the independence of the regulatory authorities, is essential to independent
broadcasting regulation;

Bearing in mind Article 10 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5), guaranteeing the right to
freedom of expression, which includes the freedom to hold opinions and to receive and impart information and
ideas without interference by public authorities and regardless of frontiers;
Recalling the importance for democratic societies of the existence of a wide range of independent and
autonomous means of communication, making it possible to reflect the diversity of ideas and opinions and the
absence of any arbitrary controls or constraints on participants in the information process, on media content or
on the transmission and dissemination of information, as set out in the Declaration on the freedom of expression
and information (29 April 1982);

Aware that independent broadcasting regulatory authorities can only function in an environment of transparency,
accountability, clear separation of powers and due respect for the legal framework in force;
Aware of the new challenges to the regulation of the broadcasting landscape resulting from concentration in the
broadcasting sector and technological developments in broadcasting, in particular digital broadcasting;
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Recalling its Recommendation Rec(2000)23 to member states on the independence and functions of regulatory
authorities for the broadcasting sector, and its Recommendation Rec(2003)9 to member states on measures to
promote the democratic and social contribution of digital broadcasting, as well as its Declaration on the
guarantee of the independence of public service broadcasting in the member states (27 September 2006);

I.
Affirms that the ‘culture of independence’ should be preserved and, where they are in place,
independent broadcasting regulatory authorities in member states need to be effective, transparent and
accountable and therefore;
II.
Declares its firm attachment to the objectives of the independent functioning of broadcasting regulatory
authorities in member states;

Mindful of the case law of the European Court of Human Rights and the relevant decisions of the European
Commission of Human Rights, in particular when the latter states that a licensing system not respecting the
requirements of pluralism, tolerance and broadmindedness, without which there is no democratic society, would
infringe Article 10, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights and that the rejection by a state
of a licence application must not be manifestly arbitrary or discriminatory, and thereby contrary to the principles
set out in the preamble to the Convention and the rights secured therein;

III.

Calls on member states to:

–
implement, if they have not yet done so, Recommendation Rec(2000)23 on the independence and
functions of regulatory authorities for the broadcasting sector, with particular reference to the guidelines
appended thereto, and having regard to the opportunities and challenges brought about by political, economic
and technological changes in Europe;

Recalling the commitment made by member states in the Political Declaration of the 7th European Ministerial
Conference on Mass Media Policy (Kyiv, 10 and 11 March 2005) to undertake to ensure that the regulatory
measures which they may take with regard to the media and new communication services will respect and
promote the fundamental values of pluralism and diversity, respect for human rights and non-discriminatory
access;

–
provide the legal, political, financial, technical and other means necessary to ensure the independent
functioning of broadcasting regulatory authorities, so as to remove risks of political or economic interference;

Recalling the objective of Recommendation Rec(2000)23 that, to guarantee the existence of a wide range of
independent and autonomous media in the broadcasting sector, it is essential to provide for adequate and
proportionate regulation of that sector, in order to guarantee the freedom of the media whilst at the same time
ensuring a balance between that freedom and other legitimate rights and interests;

–
disseminate widely the present declaration and, in particular, bring it to the attention of the relevant
authorities, the media and of broadcasting regulatory authorities in particular, as well as to that of other
interested professional and business players;
IV.

Invites broadcasting regulatory authorities to:

–
be conscious of their particular role in a democratic society and their importance in creating a diverse
and pluralist broadcasting landscape;
–
ensure the independent and transparent allocation of broadcasting licences and monitoring of
broadcasters in the public interest;
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Underlining the important role played by the traditional and digital broadcasting media in modern, democratic
societies in particular for informing the public, for the free formation of public opinion and the expression of ideas
and for scrutinising the activities of public authorities as underlined in its Recommendation Rec(2003)9 as well
as in its Declaration on the guarantee of the independence of public service broadcasting in the member states;

–
contribute to the entrenchment of a ‘culture of independence’ and, in this
context, develop and respect guidelines that guarantee their own independence and
that of their members;
–

1.
According to Recommendation Rec(2000)23 of the Committee of Ministers to member states on the
independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector (hereafter ‘the
recommendation’), an appropriate legal framework is essential for the setting up and proper functioning of a
broadcasting regulator. Laws and regulations should indicate clearly how and by whom members are nominated,
the ways of making them accountable, how the regulatory authority is financed and what its competencies are in
order to ensure the financial and political independence of the authority and its members (cf. Appendix to the
recommendation, Section I, paragraphs 1 and 2).

make a commitment to transparency, effectiveness and accountability;

V.
Invites civil society and the media to contribute actively to the ‘culture of
independence’, which is vital for the adequate regulation of broadcasting in the new technological environment,
by monitoring closely the independence of these authorities, bringing to the attention of the public good
examples of independent broadcasting regulation as well as infringements on regulators’ independence.

2.
All Council of Europe member states have at least some basic legal provisions on broadcasting
regulation. However, not all broadcasting regulators are established by law as independent authorities, neither
are all required by law to act independently.
3.
Almost all member states have clear legal provisions on the financing and competencies of the regulator
and the nomination of its members. A number of laws, however, do not address all relevant matters. For those
states where the broadcasting sector is not regulated by an independent body but by government bodies or
bodies directly under the authority of a ministry or minister, rules on independent financing or the independent
nomination of members can be considered redundant. In other cases, there is no apparent reason why the law
does not provide the details required by the recommendation.

Appendix to the Declaration by the Committee of Ministers on the independence and functions of regulatory
authorities for the broadcasting sector

Introduction
At its 3rd meeting, in June 2006, the Steering Committee on Media and New Information Services (CDMC)
discussed the implementation of non-binding instruments in its area of competence, in particular that of
Recommendation Rec(2000)23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting
sector. It asked the Secretariat to collect information with a view to assessing the situation as regards the
independence and functions of regulatory authorities in the broadcasting sector in member states.

4.
In general, the majority of Council of Europe member states’ laws on broadcasting regulation seem to
provide an adequate protection for the independence of regulatory authorities. However, it would appear that, in
a number of member states, the legal framework does not protect the independence of regulatory authorities as
required by the recommendation. In particular, the rules on the appointment of members to the regulatory
authority often do not provide members adequate protection against political pressure (see below for further
details).
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In October 2006, the Bureau of the CDMC examined a first draft document prepared by the Secretariat and
decided that this draft should be reviewed with a view “to develop in greater detail the possible deficiencies in
the legislative framework of member states and its practical implementation, without however naming specific
countries. The second part, which includes information on the situation in the member states, should be a factual
overview of legal and institutional solutions developed in particular countries regarding regulatory authorities in
the broadcasting sector, using as a template the main requirements of the recommendation, providing
information on whether the safeguards of the regulatory authorities’ independence and functioning laid down in
the recommendation are observed in practice in the particular country”.

It has also been reported that, in a number of member states, public authorities have failed to respect the legal
framework or have taken advantage of legal loopholes to interfere with the independence of the regulatory
authority (see below for further details).
5.
In a number of member states, laws have been described as too vague or contradictory, making it
difficult for regulatory authorities to reach consistent and objective decisions. In some cases, contradictory and
seemingly arbitrary decisions by the broadcasting regulator have been explained by the fact that frequent
changes to the broadcasting legislation give rise to uncertainty about the legal and regulatory framework in force
at a particular point in time.

This document contains an overview on the implementation of Recommendation Rec(2000)23 and, more
particularly, information on the independence of regulatory authorities in the Council of Europe member states.
The document examines the legal framework and practice on broadcasting regulatory authorities and
broadcasting regulation in member states and the degree of compliance with regard to the guidelines set out in
Recommendation Rec(2000)23.

6.
The quantity and detail of the regulations vary considerably between member states. However, there
does not seem to be a clear link between the amount of detail in a country’s legislation on broadcasting
regulation and the regulatory authority’s independence. In fact, some of the regulatory authorities that are
governed by a very limited set of rules are considered in practice to operate relatively independently. Some
importance has been attributed to a ‘culture of independence’ where law makers, government and other players,
under the scrutiny of society at large, respect the regulatory authorities’ independence without being explicitly
required to do so by law.

This overview was prepared on the basis of information provided by member states on their legal frameworks. It
also takes account of information gathered from other sources which include reports by the Parliamentary
Assembly, the OSCE Special Representative on Freedom of the Media, a report by the Open Society Institute on
broadcasting in Europe,1 information provided by the European Platform of Regulatory Authorities (EPRA),2 as
well as information from international and national non-governmental organisations.

II.
Overview of the legislative framework of members states and its practical implementation as well as
legal and institutional solutions developed in particular countries regarding regulatory authorities in the
broadcasting sector

I.

APPOINTMENT, COMPOSITION AND FUNCTIONING

7.
According to the recommendation (cf. the Appendix thereto, Section II, paragraph 3), the rules governing
regulatory authorities in the broadcasting sector should secure their independence and protect them against any
interference, in particular by political and economic interests.
8.
The majority of the broadcasting regulatory authorities in Council of Europe member states are
established by law as autonomous bodies. However, certain of them are government bodies or bodies directly
under the authority of a ministry or minister. These regulators often depend on the administrative support of the
ministry to which they are attached and seldom manage their own budget independently. In some such cases,
the authorities concerned are said to succeed in working independently, usually due to a long-standing practice
of independence or comprehensive regulatory frameworks which provide clear guidelines on the regulatory

LEGISLATIVE FRAMEWORK

1

Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Programme (2005) “Television Across Europe: Regulation, Policy and Independence”.
2
In particular a background paper on “The Independence of Regulatory Authorities” prepared by the EPRA Secretariat for the 25th EPRA
meeting, Prague, 16-18 May 2007, doc EPRA/2007/02.

authorities’ competences. Almost all of the authorities which are not formally
established as autonomous agencies but which are reported to work independently
in practice seem to be found in longstanding democracies with relatively low levels
of corruption, where the transparency of public bodies in general is ensured and
where independent media and a vibrant civil society keep the regulatory authority’s
work under close scrutiny.

16.
Whereas in a majority of member states regulations exist on the dismissal of members, they are not
always limited to the list of justifications for dismissal provided for by the recommendation. In a number of
member states, the law stipulates that members of regulatory authorities can be dismissed if convicted of an
offence, but it is not always specified that this has to be a serious offence as opposed to a minor or
administrative offence.
17.
In some member states, to avoid dismissal procedures being used as a means of exerting pressure on
members, members of regulatory authorities cannot be dismissed at all. This practice has apparently given rise
to concern in at least one member state, where members could not be held accountable and dismissed for
licensing decisions that were allegedly in violation of national law.

9.
To guarantee the independence of members of regulatory authorities from political and economic
pressure, the recommendation calls on member states to ensure that regulatory bodies have incompatibility
rules, preserving their members from being under the influence of political powers or prohibiting them from
holding interests in enterprises of other organisations in the media or related sectors (cf. Appendix to the
Recommendation, Section II, paragraph 4).

III.
10.
Most Council of Europe member states have rules that prohibit members of regulatory authorities from
holding political office; the number of states that also ban them from having commercial interests in the media
sector is lower. Indeed, in certain cases, the incompatibility rules for members of regulatory authorities go
beyond the guidelines appended to the recommendation and members of regulatory authorities are not
permitted to work in the media business or engage in politics for several years after the expiry of their mandate.
To prevent members from signing over their commercial interests in a media business to a family member, the
law in some member states also requires that close relatives of members give up commercial interests in the
media. This requirement extends on occasion to relatives holding political office.

FINANCIAL INDEPENDENCE

18.
Another key factor for ensuring the independence of regulatory authorities is their funding arrangements,
which, according to the recommendation, should be specified in law in accordance with a clearly defined plan,
and with reference to the estimated cost of the regulatory authorities’ activities, so as to allow them to carry out
their functions fully and independently (cf. Appendix to the recommendation, Section III, paragraphs 9 to 11).
19.
The majority of Council of Europe member states have legal provisions defining the source of funding of
the regulatory body. By contrast, in at least a quarter of member states, the legal framework does not appear to
be clear on this subject.

However, in other member states, the framework seeking to guarantee the independence of members of
regulatory authorities is far less satisfactory and, in many cases, incompatibilities do not extend to potentially
conflicting relations with or interests in media businesses or politics.
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20.
It is common practice amongst many regulatory authorities in Council of Europe member states to
receive their funding directly through fees in order to be independent from public authorities’ decision making.
Nonetheless, the laws of a large number of member states specify that the regulatory authority is to be financed
by the state budget. In some member states, the law mentions clearly that public authorities must not use their
financial decision-making power to interfere with the independence of the regulatory authority; however in most
countries where the regulatory authority is financed by the state budget no such precautions are laid down in the
law.

11.
In certain Council of Europe member states, the members of regulatory authorities have the power to
decide over a member’s possible conflict of interest, or a member can choose not to make use of his or her
voting rights, should personal interests be at stake in a regulatory decision. Another practice is for the other
members to decide to exclude a member in case of proven conflict of interest.
12.
To guarantee the integrity of the members of regulatory authorities, the recommendation calls for rules
designed to ensure that members of regulatory authorities are appointed in a democratic and transparent
manner (cf. Appendix to the recommendation, Section II, paragraph 5).

21.
In some member states, the law stipulates that the regulatory authority proposes its annual budget plan
which then has to be automatically approved by a specific state body (or the approval of such a body being a
formality). However, in at least a third of all Council of Europe member states, no clear rules exist to ensure that
the approval for the regulatory authority’s funding is not up to the discretion of such other state bodies.

13.
In most Council of Europe member states, the members of regulatory authorities are appointed by the
parliament or by the head of state at the proposal of parliament. In some member states, in order to ensure that
the membership of the regulatory authority reflects the country’s social and political diversity, part or all of the
members are nominated by non-governmental groups which are considered to be representative of society.
Further, in a few member states, the law provides objective selection criteria for the appointment of members.

22.
It would appear that, despite the law envisaging an independent funding plan for the regulatory authority,
in certain Council of Europe member states those authorities claim to feel under threat of or have experienced
pressure from governments which go back on agreed funding plans and/or use funding decisions as leverage in
political power struggles.

By contrast, in a number of countries, members are appointed by sole decision of one state authority, e.g. the
head of state or a state department, often without clearly specified selection criteria. The appointment of
members of regulatory authorities by the head of state and/or parliament has sometimes been criticised
advancing that, in such cases, membership would represent or reproduce political power structures.

Reportedly, in more than one case, broadcasting regulatory authorities which, according to the law should be
financed independently, in practice received their revenue from the state because of a weak broadcasting
market or because the licence fee collecting system was ineffective. In at least two member states, the
regulatory authority did not publicly disclose the source of their revenue after the licence fee system had
collapsed.

14.
Concerns have often been raised that the nominating or appointing bodies could exert pressure on the
members after their appointment. In fact, in some member states, the members of regulatory authorities are
frequently accused of acting on behalf of the state body that designated them or political formation behind the
designating or appointing authority.

23.
In addition, many regulators also complain that they are not given the means (in particular human
resources) to adequately perform their duties (see below for further details).

15.
To avoid that dismissal be used as a means of political pressure, the recommendation calls for precise
rules on the possibility to dismiss members. Accordingly, dismissal should only be possible in case of nonrespect of the rules of incompatibility, duly noted incapacity to exercise a member’s functions and conviction (by
a court of law) for a serious criminal offence. An appeal before the competent courts should be possible against
any dismissal (see Appendix to the recommendation, Section II, paragraphs 6 and 7).

IV.

POWERS AND COMPETENCE

24.
According to the recommendation, the legislator should entrust the regulatory authority with the power to
adopt regulations and guidelines concerning broadcasting activities as well as internal rules (cf. Appendix to the
recommendation, Section IV, paragraph 12).
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25.
In a significant number of Council of Europe member states, the law clearly
stipulates that regulatory authorities have the power to adopt regulations and
guidelines concerning broadcasting activities and have the power to adopt internal
rules. However, in at least a quarter of the member states, the legal framework does
not foresee such rights. In at least two member states, these powers are in fact
expressly vested upon another body or authority.

Many member states give details on the sanctions that can be handed down in cases of violations of the laws or
licence requirements. However, the lower end of the scale is not always a warning. Further, in a small number of
member states, the law contains no details on possible sanctions.

26.
An essential task of the broadcasting regulatory authority should be the granting of licences. The basic
conditions and criteria governing the granting and renewal of broadcasting licences should be clearly defined in
the law. The regulations governing the broadcasting licensing procedure should be clear and precise and should
be applied in an open, transparent and impartial manner and decisions should be made public. Calls for tenders
should also be made public, should define a number of conditions to be met by the applicants and specify the
content of the licence application (cf. Appendix to the recommendation, Section IV, paragraph 13 to 17).

35.
Almost all regulatory authorities in Council of Europe member states are by law required to monitor the
respect of licence conditions. Many regulators have performed their monitoring duties successfully for many
years, interpreting and developing licence requirements, on occasion in cooperation with broadcasters, in order
to best protect the rules defined in national legislation. A significant number of bodies, however, allegedly
monitor insufficiently or not at all because they do not have the necessary financial or human resources to do so.

It might be added that, only in about one quarter of Council of Europe member states, the law explicitly allows
monitoring bodies to consider third party complaints concerning broadcasters’ activities.

36.
On a number of occasions, regulators have been accused of applying sanctions arbitrarily or
inconsistently. Further, in a few countries, complaints have been made that the sanctions were too harsh or too
lax, motivated by archaic moral ideas or that they were politically motivated. This has apparently been due to
vague licence conditions or broadcasting requirements with regulators being uncertain about how to interpret
those conditions. It has also been argued that some regulatory authorities do not have the political support or are
not given the means to enforce sanctions.

27.
The above-mentioned requirements are fully met in some Council of Europe member states and partially
in many of them. In particular, the majority of regulatory authorities in Council of Europe member states are
given the competence to award broadcasting licences. However, in at least one fifth of all member states, a body
other than a broadcasting regulator awards broadcasting licences. Further, the legislation of not less than nine
member states fail to define clearly the basic conditions and criteria for the granting and renewal of broadcasting
licences.
28.
In almost half of all Council of Europe member states, tender procedures are insufficiently detailed. It
would appear that, in at least 18 member states, there are no legal provisions requiring that the licence tendering
process be public. In a comparable number of member states, the law does not specify on the selection criteria
to be met by applicants for licences. Again, in almost one in two member states, the legal framework is either
silent or provides insufficient detail on the content of licence applications.

V.

ACCOUNTABILITY

37.
In its final part (cf. Appendix to the recommendation, Section V, paragraphs 25 to 27), the
recommendation states that regulatory authorities should be accountable to the public for their activities, for
example by means of publishing annual reports. The recommendation also underlines that regulatory authorities
should make their decisions public and should only be supervised in respect of the lawfulness of their activities
and the correctness and transparency of their financial activities.
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29.
Even though licensing decisions are often criticised, the majority of regulatory authorities seem to award
licenses in a manner which is consistent with the recommendation. Nevertheless, in a number of Council of
Europe member states, the broadcasting licensing procedure allegedly lacks transparency, is arbitrary or
politically biased. It is claimed that, in many cases, this is due to a lack of regulations and licence selection
criteria, and frequent revisions of the law apparently add to the confusion.

38.
In many member states, regulatory authorities are accountable to state bodies or authorities, for
example the parliament, the head of state or the auditing authorities. By contrast, broadcasting regulatory
authorities are accountable by law to the public in only a few cases. That said, in at least eight Council of Europe
member states, the law clearly requires regulatory authorities to make their decisions public, while many other
legal frameworks are silent on these issues.

30.
In addition, some broadcasting authorities have not been able to enforce the law when allocating
licenses, because regulations were not clear as to the distribution of competences in the licensing process or
because broadcasting regulators were not given the authority and/or financial means to establish or to
implement an effective licensing system.

In at least eight of the member states where the law prescribes that regulatory authorities are accountable to a
state body or to the public, the legal framework does not specify clearly that the regulatory authorities can only
be supervised in respect of the lawfulness of their activities and the correctness and transparency of their
financial activities. Moreover, in a number of member states, regulatory authorities cannot be held accountable
by law to anyone.

31.
Another essential function of regulatory authorities should be the monitoring of broadcasters’ compliance
with their commitments and obligations. Regulatory authorities should have the power to consider complaints
and there should be no a priori monitoring. Regulatory authorities should have the power to impose sanctions in
cases of violations. The sanctions have to be defined by law and should start with a warning (cf. Appendix to the
recommendation, Section IV, paragraphs 18 to 23).

39.
In approximately half of the Council of Europe member states, the law prescribes that decisions of the
broadcasting regulator are open to review (usually by a court of justice). However, in other member states,
decisions cannot be challenged before the courts.

32.
The laws in almost all Council of Europe member states envisage an independent body to monitor
broadcasters’ compliance with the law and with licence conditions. This task is usually entrusted to the
regulatory body that awards licenses although, in some countries, the law creates a separate independent
authority for that purpose. There are, however, some member states where organs that are under the direct
authority of or answerable to governmental authorities are vested with monitoring duties.

40.
The majority of regulatory bodies in Council of Europe member states publish their decisions in annual
reports. In some countries where regulatory bodies are accountable by law to parliament and/or the head of
state, it has been alleged that annual reports were rejected and regulatory authorities dissolved not on objective
grounds but for political reasons.

33.
Hardly any of the legislations in member stipulate clearly that monitoring should be conducted only after
broadcasting, although practice is broadly in compliance with this requirement.
34.
In most member states, regulatory authorities are empowered to impose sanctions as prescribed by law.
However, in at least seven member states, there are either no provisions on the body that would enforce
sanctions or this function is carried out directly by government bodies or authorities.
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DIRECTIVE 2007/65/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 December 2007
amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by
law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television
broadcasting activities
(Text with EEA relevance)

of the regulatory framework to take account of the
impact of structural change, the spread of information
and communication technologies (ICT) and technological
developments on business models, especially the
financing of commercial broadcasting, and to ensure
optimal conditions of competitiveness and legal
certainty for Europe’s information technologies and its
media industries and services, as well as respect for
cultural and linguistic diversity.

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Articles 47(2) and 55 thereof,

(6)

Traditional audiovisual media services — such as television — and emerging on-demand audiovisual media
services offer significant employment opportunities in
the Community, particularly in small and medium-sized
enterprises, and stimulate economic growth and
investment. Bearing in mind the importance of a level
playing-field and a true European market for audiovisual
media services, the basic principles of the internal
market, such as free competition and equal treatment,
should be respected in order to ensure transparency
and predictability in markets for audiovisual media
services and to achieve low barriers to entry.

(7)

Legal uncertainty and a non-level playing-field exist for
European companies delivering audiovisual media
services as regards the legal regime governing emerging
on-demand audiovisual media services. It is therefore
necessary, in order to avoid distortions of competition,
to improve legal certainty, to help complete the internal
market and to facilitate the emergence of a single information area, that at least a basic tier of coordinated rules
apply to all audiovisual media services, both television
broadcasting (i.e. linear audiovisual media services) and
on-demand audiovisual media services (i.e. non-linear
audiovisual media services). The basic principles of
Directive 89/552/EEC, namely the country of origin
principle and common minimum standards, have
proved their worth and should therefore be retained.

Having regard to the proposal from the Commission,
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(2)

The laws, regulations and administrative measures in
Member States concerning the pursuit of television
broadcasting activities are already coordinated by
Directive 89/552/EEC, whereas the rules applicable to
activities such as on-demand audiovisual media services
contain disparities, some of which may impede the free
movement of those services within the European
Community and may distort competition within the
internal market.

(3)

Audiovisual media services are as much cultural services
as they are economic services. Their growing importance
for societies, democracy — in particular by ensuring
freedom of information, diversity of opinion and media
pluralism — education and culture justifies the application of specific rules to these services.

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (1),

Having regard to the opinion of the Committee of the
Regions (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article
251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1)

(4)

Council Directive 89/552/EEC
coordinates certain
provisions laid down by law, regulation or administrative
action in Member States concerning the pursuit of broadcasting activities. However, new technologies in the transmission of audiovisual media services call for adaptation

Article 151(4) of the Treaty requires the Community to
take cultural aspects into account in its action under
other provisions of the Treaty, in particular in order to
respect and to promote the diversity of its cultures.

(5)

In its resolutions of 1 December 2005 (5) and 4 April
2006 (6) on the Doha Round and on the WTO Ministerial Conferences, the European Parliament called for
basic public services, such as audiovisual services, to be

(8)

(5) OJ C 285 E, 22.11.2006, p. 126.
(6) OJ C 293 E, 2.12.2006, p. 155.

On 15 December 2003, the Commission adopted a
Communication on the future of European regulatory
audiovisual policy, in which it stressed that regulatory
policy in that sector has to safeguard certain public

(1) OJ C 296 E, 6.12.2006, p. 104.
(2) OJ L 201, 25.7.2006, p. 15.
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interests, such as cultural diversity, the right to information, media pluralism, the protection of minors and
consumer protection and to enhance public awareness
and media literacy, now and in the future.

(9)

The Resolution of the Council and of the Representatives
of the Governments of the Member States, meeting
within the Council of 25 January 1999 concerning
public service broadcasting (3) reaffirmed that the
fulfilment of the mission of public service broadcasting
requires that it continue to benefit from technological
progress. The co-existence of private and public audiovisual media service providers is a feature which distinguishes the European audiovisual media market.

(10)

The Commission has adopted the initiative ‘i2010:
European Information Society’ to foster growth and
jobs in the information society and media industries.
This is a comprehensive strategy designed to encourage
the production of European content, the development of
the digital economy and the uptake of ICT, against the
background of the convergence of information society
services and media services, networks and devices, by
modernising and deploying all EU policy instruments:
regulatory instruments, research and partnerships with
industry. The Commission has committed itself to
creating a consistent internal market framework for
information society services and media services by
modernising the legal framework for audiovisual
services, starting with a Commission proposal in 2005
to modernise the Television without Frontiers Directive
and transform it into a Directive on Audiovisual Media
Services. The goal of the i2010 initiative will in principle
be achieved by allowing industries to grow with only the
necessary regulation, as well as allowing small start-up
businesses, which are the wealth and job creators of the
future, to flourish, innovate and create employment in a
free market.

(11)

The European Parliament adopted on 4 September
2003 (4), 22 April 2004 (5) and 6 September 2005 (6)
resolutions which called for the adaptation of Directive
89/552/EEC to reflect structural changes and technological developments while fully respecting its underlying
principles, which remain valid. In addition, it in principle
supported the general approach of basic rules for all
audiovisual media services and additional rules for television broadcasting.

(3) OJ C 30, 5.2.1999, p. 1.
(4) European Parliament resolution on Television without Frontiers
(OJ C 76 E, 25.3.2004, p. 453).
(5) European Parliament Resolution on the risks of violation, in the EU
and especially in Italy, of freedom of expression and information
(Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) (OJ C 104 E,
30.4.2004, p. 1026).
(6) European Parliament resolution on the application of Articles 4
and 5 of Directive 89/552/EEC (Television without Frontiers),
as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002 (OJ
C 193 E, 17.8.2006, p. 117).

㈨ᩱ㸴

(1) OJ C 318, 23.12.2006, p. 202.
(2) OJ C 51, 6.3.2007, p. 7.
(3) Opinion of the European Parliament of 13 December 2006 (not yet
published in the Official Journal), Council Common Position of 15
October 2007 (not yet published in the Official Journal), Position of
the European Parliament of 29 November 2007.
(4) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or
Administrative Action in Member States concerning the pursuit of
television broadcasting activities. (OJ L 298, 17.10.1989, p. 23).
Directive as last amended by Directive 97/36/EC (OJ L 202,
30.7.1997, p. 60).

(4)
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excluded from liberalisation under the GATS negotiations. In its resolution of 27 April 2006 (1), the
European Parliament supported the Unesco Convention
on the Protection and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions, which states in particular that
‘cultural activities, goods and services have both an
economic and a cultural nature, because they convey
identities, values and meanings, and must therefore not
be treated as solely having commercial value’. The
Council Decision 2006/515/EC of 18 May 2006 on
the conclusion of the Convention on the Protection
and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions (2) approved the Unesco Convention on
behalf of the Community. The Convention entered into
force on 18 March 2007. This Directive respects the
principles of that Convention.

DIRECTIVES

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,

EN
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(12)

This Directive enhances compliance with fundamental
rights and is fully in line with the principles recognised
by the Charter of Fundamental Rights of the European
Union (1), in particular Article 11 thereof. In this regard,
this Directive should not in any way prevent Member
States from applying their constitutional rules relating
to freedom of the press and freedom of expression in
the media.

(13)

This Directive should not affect the obligations on
Member States arising from the application of Directive
98/34/EC of the European Parliament and of the Council
of 22 June 1998 laying down a procedure for the
provision of information in the field of technical
standards and regulations (2) and of rules on Information
Society services. Accordingly, draft national measures
applicable to on-demand audiovisual media services of
a stricter or more detailed nature than those required
to simply transpose this Directive should be subject to
the procedural obligations established under Article 8 of
Directive 98/34/EC.

(14)

㻝㻥
(15)

(16)

No provision of this Directive should require or
encourage Member States to impose new systems of
licensing or administrative authorisation on any type of
audiovisual media service.

For the purposes of this Directive, the definition of an
audiovisual media service should cover only audiovisual
media services, whether television broadcasting or ondemand, which are mass media, that is, which are
intended for reception by, and which could have a
clear impact on, a significant proportion of the general
public. Its scope should be limited to services as defined
by the Treaty and therefore should cover any form of
economic activity, including that of public service enterprises, but should not cover activities which are primarily
non-economic and which are not in competition with
television broadcasting, such as private websites and
services consisting of the provision or distribution of
audiovisual content generated by private users for the
purposes of sharing and exchange within communities
of interest.

18.12.2007

(34)

(35)

(18)

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of
the Council of 7 March 2002 on a common regulatory
framework for electronic communications networks and
services (Framework Directive) (3) according to its Article
1(3) is without prejudice to measures taken at
Community or national level, to pursue general interest
objectives, in particular relating to content regulation and
audiovisual policy.

(1) OJ C 364, 18.12.2000, p. 1.
(2) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as last amended by Council
Directive 2006/96/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 81).
(3) OJ L 108, 24.4.2002, p. 33. Directive as amended by Regulation
(EC) No 717/2007 (OJ L 171, 29.6.2007, p. 32).

(33)

(17)

EN

(19)

(20)

(21)

For the purposes of this Directive, the definition of an
audiovisual media service should cover mass media in
their function to inform, entertain and educate the
general public, and should include audiovisual
commercial communication but should exclude any
form of private correspondence, such as e-mails sent to
a limited number of recipients. That definition should
exclude all services whose principal purpose is not the
provision of programmes, i.e. where any audiovisual
content is merely incidental to the service and not its
principal purpose. Examples include websites that contain
audiovisual elements only in an ancillary manner, such as
animated graphical elements, short advertising spots or
information related to a product or non-audiovisual
service. For these reasons, games of chance involving a
stake representing a sum of money, including lotteries,
betting and other forms of gambling services, as well as
on-line games and search engines, but not broadcasts
devoted to gambling or games of chance, should also
be excluded from the scope of this Directive.

(37)

In its Communication to the European Parliament and
the Council on Better Regulation for Growth and Jobs in
the European Union, the Commission stressed that a
careful analysis of the appropriate regulatory approach
is necessary, in particular, in order to establish whether
legislation is preferable for the relevant sector and
problem, or whether alternatives such as co-regulation
or self-regulation should be considered. Furthermore,
experience has shown that both co- and self-regulation
instruments, implemented in accordance with the
different legal traditions of the Member States, can play
an important role in delivering a high level of consumer
protection. Measures aimed at achieving public interest
objectives in the emerging audiovisual media services
sector are more effective if they are taken with the
active support of the service providers themselves.

Thus self-regulation constitutes a type of voluntary
initiative which enables economic operators, social
partners, non-governmental organisations or associations
to adopt common guidelines amongst themselves and for
themselves. Member States should, in accordance with
their different legal traditions, recognise the role which
effective self-regulation can play as a complement to the
legislative and judicial and/or administrative mechanisms
in place and its useful contribution to the achievement of
(1) Case C-355/98 Commission v. Belgium [2000] ECR I-1221,
paragraph 28; Case C-348/96 Calfa [1999] ECR I-0011, paragraph
23.

(23)

(24)

For the purposes of this Directive, the definition of media
service provider should exclude natural or legal persons
who merely transmit programmes for which the editorial
responsibility lies with third parties.

Television broadcasting currently includes, in particular,
analogue and digital television, live streaming, webcasting
and near-video-on-demand, whereas video-on-demand,
for example, is an on-demand audiovisual media
service. In general, for television broadcasting or television programmes which are also offered as ondemand audiovisual media services by the same media
service provider, the requirements of this Directive
should be deemed to be met by the fulfilment of the
requirements applicable to the television broadcast i.e.
linear transmission. However, where different kinds of
services are offered in parallel, but are clearly separate
services, this Directive should apply to each of the
services concerned.

The scope of this Directive should not cover electronic
versions of newspapers and magazines.
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For the purpose of this Directive, the term ‘audiovisual’
should refer to moving images with or without sound,
thus including silent films but not covering audio transmission or radio services. While the principal purpose of
an audiovisual media service is the provision of
programmes, the definition of such a service should
also cover text-based content which accompanies
programmes, such as subtitling services and electronic
programme guides. Stand-alone text-based services
should not fall within the scope of this Directive,
which should not affect Member States’ freedom to
regulate such services at national level in accordance
with the Treaty.

The notion of editorial responsibility is essential for
defining the role of the media service provider and
therefore for the definition of audiovisual media
services. Member States may further specify aspects of
the definition of editorial responsibility, notably the
notion of ‘effective control’, when adopting measures to
implement this Directive. This Directive should be
without prejudice to the exemptions from liability established in Directive 2000/31/EC of the European
Parliament and of the Council of 8 June 2000 on
certain legal aspects of information society services, in
particular electronic commerce, in the Internal Market
(Directive on electronic commerce) (1).

In the context of television broadcasting, the notion of
simultaneous viewing should also cover quasi-simultaneous viewing because of the variations in the short
time lag which occurs between the transmission and the
reception of the broadcast due to technical reasons
inherent in the transmission process.

All the characteristics of an audiovisual media service set
out in its definition and explained in Recitals 16 to 23
should be present at the same time.

(26)

In addition to television advertising and teleshopping, a
wider definition of audiovisual commercial communication should be introduced in this Directive, which
however
should
not
include
public
service
announcements and charity appeals broadcast free of
charge.

(27)

The country of origin principle should remain the core of
this Directive, as it is essential for the creation of an
internal market. This principle should therefore be
applied to all audiovisual media services in order to
ensure legal certainty for media service providers as the
necessary basis for new business models and the
deployment of such services. It is also essential in
order to ensure the free flow of information and audiovisual programmes in the internal market.

(1) OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.

L 332/31

L 332/32

(39)

EN

In order to promote a strong, competitive and integrated
European audiovisual industry and enhance media
pluralism throughout the European Union, only one
Member State should have jurisdiction over an audiovisual media service provider and pluralism of information should be a fundamental principle of the
European Union.

(29)

Technological developments, especially with regard to
digital satellite programmes, mean that subsidiary
criteria should be adapted in order to ensure suitable
regulation and its effective implementation and to give
players genuine power over the content of an audiovisual
media service.

(30)

As this Directive concerns services offered to the general
public in the European Union, it should apply only to
audiovisual media services that can be received directly or
indirectly by the public in one or more Member States
with standard consumer equipment. The definition of
‘standard consumer equipment’ should be left to the
competent national authorities.

(31)

Articles 43 to 48 of the Treaty lay down the fundamental right to freedom of establishment. Therefore,
media service providers should in general be free to
choose the Member States in which they establish themselves. The Court of Justice has also emphasised that ‘the
Treaty does not prohibit an undertaking from exercising
the freedom to provide services if it does not offer
services in the Member State in which it is established’ (2).

(32)

Member States should be able to apply more detailed or
stricter rules in the fields coordinated by this Directive to
media service providers under their jurisdiction, while
ensuring that those rules are consistent with general principles of Community law. In order to deal with situations
where a broadcaster under the jurisdiction of one
Member State provides a television broadcast which is
wholly or mostly directed towards the territory of
another Member State, a requirement for Member
States to cooperate with one another and, in cases of
circumvention, the codification of the case-law of the
Court of Justice (3), combined with a more efficient
procedure, would be an appropriate solution that takes
account of Member State concerns without calling into
question the proper application of the country of origin
principle. The notion of rules of general public interest
has been developed by the Court of Justice in its case law
in relation to Articles 43 and 49 of the Treaty and
includes, inter alia, rules on the protection of
consumers, the protection of minors and cultural
policy. The Member State requesting cooperation
should ensure that the specific national rules in
question are objectively necessary, applied in a nondiscriminatory manner, and proportionate.

(2) Case C-56/96 VT4, paragraph 22; Case C-212/97 Centros v.
Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; see also: Case C-11/95 Commission
v. Kingdom of Belgium and Case C-14/96 Paul Denuit.
(3) Case C-212/97 Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; Case C33/74 Van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging; Case
C-23/93 TV 10 SA v. Commissariaat voor de Media, paragraph 21.
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In order to safeguard the fundamental freedom to receive
information and to ensure that the interests of viewers in
the European Union are fully and properly protected,
those exercising exclusive television broadcasting rights
to an event of high interest to the public should grant
other broadcasters the right to use short extracts for the
purposes of general news programmes on fair, reasonable
and non-discriminatory terms taking due account of
exclusive rights. Such terms should be communicated
in a timely manner before the event of high interest to
the public takes place to give others sufficient time to
exercise such a right. A broadcaster should be able to
exercise this right through an intermediary acting specifically on its behalf on a case-by-case basis. Such short
extracts may be used for EU-wide broadcasts by any
channel including dedicated sports channels and should
not exceed 90 seconds.

‘Media literacy’ refers to skills, knowledge and understanding that allow consumers to use media effectively
and safely. Media-literate people are able to exercise
informed choices, understand the nature of content and
services and take advantage of the full range of opportunities offered by new communications technologies.
They are better able to protect themselves and their
families from harmful or offensive material. Therefore
the development of media literacy in all sections of
society should be promoted and its progress followed
closely.

The notion of general news programmes should not
cover the compilation of short extracts into programmes
serving entertainment purposes.

The country of origin principle should apply to both the
access to, and the transmission of, the short extracts. In a
trans-frontier case, this means that the different laws
should be applied sequentially. Firstly, for access to the
short extracts the law of the Member State where the
broadcaster supplying the initial signal (i.e. giving
access) is established should apply. This is usually the
Member State in which the event concerned takes
place. Where a Member State has established an
equivalent system of access to the event concerned, the
law of that Member State should apply in any case.
Secondly, for transmission of the short extracts, the law
of the Member State where the broadcaster transmitting
the short extracts is established should apply.

(40)

Television broadcasting rights for events of high interest
to the public may be acquired by broadcasters on an
exclusive basis. However, it is essential to promote
pluralism through the diversity of news production and
programming across the European Union and to respect
the principles recognised by Article 11 of the Charter of
Fundamental Rights of the European Union.

(2) OJ L 378, 27.12.2006, p. 72.

The requirements of this Directive regarding access to
events of high interest to the public for the purpose of
short news reports should be without prejudice to
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and
of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation
of certain aspects of copyright and related rights in the
information society (1) and the relevant international
conventions in the field of copyright and neighbouring
rights. Member States should facilitate access to events of
high interests to the public by granting access to the
broadcaster’s signal within the meaning of this
Directive. However, they may choose other equivalent
means within the meaning of this Directive. Such
means include, inter alia, granting access to the venue

(1) OJ L 167, 22.6.2001, p. 10.

124

18.12.2007

(28)
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of these events prior to granting access to the signal.
Broadcasters should not be prevented from concluding
more detailed contracts.

(41)

It should be ensured that the practice of media service
providers of providing their live television broadcast
news programmes in the on-demand mode after live
transmission is still possible without having to tailor
the individual programme by omitting the short
extracts. This possibility should be restricted to the ondemand supply of the identical television broadcast
programme by the same media service provider, so it
may not be used to create new on-demand business
models based on short extracts.

(42)

On-demand audiovisual media services are different from
television broadcasting with regard to the choice and
control the user can exercise, and with regard to the
impact they have on society (2). This justifies imposing
lighter regulation on on-demand audiovisual media
services, which should comply only with the basic rules
provided for in this Directive.

(43)

Because of the specific nature of audiovisual media
services, especially the impact of these services on the
way people form their opinions, it is essential for users
to know exactly who is responsible for the content of
these services. It is therefore important for Member States
to ensure that users have easy and direct access at any
time to information about the media service provider. It
is for each Member State to decide the practical details as
to how this objective can be achieved without prejudice
to any other relevant provisions of Community law.

(44)

The availability of harmful content in audiovisual media
services continues to be a concern for legislators, the
media industry and parents. There will also be new challenges, especially in connection with new platforms and
new products. It is therefore necessary to introduce rules
to protect the physical, mental and moral development
of minors as well as human dignity in all audiovisual
media services, including audiovisual commercial
communications.

(45)

Measures taken to protect the physical, mental and moral
development of minors and human dignity should be
carefully balanced with the fundamental right to
freedom of expression as laid down in the Charter on
Fundamental Rights of the European Union. The aim of
those measures, such as the use of personal identification
numbers (PIN codes), filtering systems or labelling,
should thus be to ensure an adequate level of protection
of the physical, mental and moral development of
minors and human dignity, especially with regard to
on-demand audiovisual media services.

The right of access to short extracts should apply on a
trans-frontier basis only where it is necessary. Therefore a
broadcaster should first seek access from a broadcaster
established in the same Member State having exclusive
rights to the event of high interest to the public.

The Recommendation of the European Parliament and of
the Council of 20 December 2006 on the protection of
minors and human dignity and on the right of reply in
relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry (2)
already contains a series of possible measures for
promoting media literacy such as, for example,
continuing education of teachers and trainers, specific
Internet training aimed at children from a very early
age, including sessions open to parents, or organisation
of national campaigns aimed at citizens, involving all
communications media, to provide information on
using the Internet responsibly.

(38)

EN

(25)

Co-regulation gives, in its minimal form, a legal link
between self-regulation and the national legislator in
accordance with the legal traditions of the Member
States. Co-regulation should allow for the possibility of
State intervention in the event of its objectives not being
met. Without prejudice to Member States’ formal obligations regarding transposition, this Directive encourages
the use of co-regulation and self-regulation. This should
neither oblige Member States to set up co- and/or selfregulatory regimes nor disrupt or jeopardise current coor self-regulatory initiatives which are already in place
within Member States and which are working effectively.

㻞㻜
(36)

(22)

the objectives of this Directive. However, while self-regulation might be a complementary method of implementing certain provisions of this Directive, it should
not constitute a substitute for the obligations of the
national legislator.

Under this Directive, notwithstanding the application of
the country of origin principle, Member States may still
take measures that restrict freedom of movement of television broadcasting, but only under the conditions and
following the procedure laid down in this Directive.
However, the Court of Justice has consistently held that
any restriction on the freedom to provide services, such
as any derogation from a fundamental principle of the
Treaty, must be interpreted restrictively (1).

With respect to on-demand audiovisual media services,
restrictions on their free provision should only be
possible in accordance with conditions and procedures
replicating those already established by Articles 3(4), (5)
and (6) of Directive 2000/31/EC.

L 332/30

It is characteristic of on-demand audiovisual media
services that they are ‘television-like’, i.e. that they
compete for the same audience as television broadcasts,
and the nature and the means of access to the service
would lead the user reasonably to expect regulatory
protection within the scope of this Directive. In the
light of this and in order to prevent disparities as
regards free movement and competition, the notion of
‘programme’ should be interpreted in a dynamic way
taking into account developments in television broadcasting.
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A Member State, when assessing on a case-by-case basis
whether a broadcast by a media service provider established in another Member State is wholly or mostly
directed towards its territory, may refer to indicators
such as the origin of the television advertising and/or
subscription revenues, the main language of the service
or the existence of programmes or commercial communications targeted specifically at the public in the Member
State where they are received.

L 332/29

(2) Case C-89/04, Mediakabel.
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The Recommendation on the protection of minors and
human dignity and on the right of reply already
recognised the importance of filtering systems and
labelling and included a number of possible measures
for the benefit of minors, such as systematically
supplying users with an effective, updatable and easyto-use filtering system when they subscribe to an
access provider or equipping the access to services specifically intended for children with automatic filtering
systems.

(46)

(47)

㻞㻝

(48)

(49)

Media service providers under the jurisdiction of the
Member States should in any case be subject to a ban
on the dissemination of child pornography according to
the provisions of Council Framework Decision
2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the
sexual exploitation of children and child pornography (1).

None of the provisions introduced by this Directive that
concern the protection of the physical, mental and moral
development of minors and human dignity necessarily
requires that the measures taken to protect those
interests should be implemented through prior verification of audiovisual media services by public bodies.

On-demand audiovisual media services have the potential
to partially replace television broadcasting. Accordingly,
they should, where practicable, promote the production
and distribution of European works and thus contribute
actively to the promotion of cultural diversity. Such
support for European works might, for example, take
the form of financial contributions by such services to
the production of and acquisition of rights in European
works, a minimum share of European works in video-ondemand catalogues, or the attractive presentation of
European works in electronic programme guides. It is
important to regularly re-examine the application of
the provisions relating to the promotion of European
works by audiovisual media services. Within the
framework of the reports set out under this Directive,
Member States should also take into account notably
the financial contribution by such services to the
production and rights acquisition of European works,
the share of European works in the catalogue of audiovisual media services, and in the actual consumption of
European works offered by such services.
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When implementing the provisions of Article 4 of
Directive 89/552/EEC, Member States should encourage
broadcasters to include an adequate share of co-produced
European works or of European works of non-domestic
origin.

(51)

It is important to ensure that cinematographic works are
transmitted within periods agreed between right holders
and media service providers.

(52)

The availability of on-demand audiovisual media services
increases the choice of the consumer. Detailed rules
governing audiovisual commercial communication for
on-demand audiovisual media services thus appear
neither to be justified nor to make sense from a
technical point of view. Nevertheless, all audiovisual
commercial communication should respect not only the
identification rules but also a basic tier of qualitative rules
in order to meet clear public policy objectives.

(53)

The right of reply is an appropriate legal remedy for
television broadcasting and could also be applied in the
on-line environment. The Recommendation on the
protection of minors and human dignity and on the
right of reply already includes appropriate guidelines
for the implementation of measures in national law or
practice so as to ensure sufficiently the right of reply or
equivalent remedies in relation to on-line media.

(54)

(55)
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L 332/34

As has been recognised by the Commission in its interpretative communication on certain aspects of the
provisions on televised advertising in the ‘Television
without frontiers’ Directive (2), the development of new
advertising techniques and marketing innovations has
created new effective opportunities for audiovisual
commercial communications in traditional broadcasting
services, potentially enabling them better to compete on
a level playing-field with on-demand innovations.

Commercial and technological developments give users
increased choice and responsibility in their use of audiovisual media services. In order to remain proportionate
with the goals of general interest, regulation should allow
a certain degree of flexibility with regard to television
broadcasting. The principle of separation should be
limited to television advertising and teleshopping,
product placement should be allowed under certain
circumstances, unless a Member State decides otherwise,
and some quantitative restrictions should be abolished.
However, where product placement is surreptitious, it
should be prohibited. The principle of separation
should not prevent the use of new advertising techniques.
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Furthermore, sponsorship and product placement should
be prohibited where they influence the content of
programmes in such a way as to affect the responsibility
and the editorial independence of the media service
provider. This is the case with regard to thematic
placement.

(64)

The right of persons with a disability and of the elderly
to participate and be integrated in the social and cultural
life of the Community is inextricably linked to the
provision of accessible audiovisual media services. The
means to achieve accessibility should include, but need
not be limited to, sign language, subtitling, audiodescription and easily understandable menu navigation.

According to the duties conferred upon Member States
by the Treaty, they are responsible for the transposition
and effective implementation of this Directive. They are
free to choose the appropriate instruments according to
their legal traditions and established structures, and
notably the form of their competent independent regulatory bodies, in order to be able to carry out their work
in implementing this Directive impartially and transparently. More specifically, the instruments chosen by
Member States should contribute to the promotion of
media pluralism.

(68)
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Apart from the practices that are covered by this
Directive, Directive 2005/29/EC of the European
Parliament and of the Council of 11 May 2005
concerning unfair business-to-consumer commercial
practices in the internal market (1) applies to unfair
commercial practices, such as misleading and aggressive
practices occurring in audiovisual media services.
Moreover, as Directive 2003/33/EC of the European
Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the
approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products (2), which
prohibits advertising and sponsorship for cigarettes and
other tobacco products in printed media, information
society services and radio broadcasting, is without
prejudice to Directive 89/552/EEC, in view of the
special characteristics of audiovisual media services, the
relation between Directive 2003/33/EC and Directive
89/552/EEC should remain the same after the entry
into force of this Directive. Article 88(1) of Directive
2001/83/EC of the European Parliament and of the
Council of 6 November 2001 on the Community code
relating to medicinal products for human use (3) which
prohibits advertising to the general public of certain
medicinal products applies, as provided in paragraph 5
of that Article, without prejudice to Article 14 of
Directive 89/552/EEC. The relation between Directive
2001/83/EC and Directive 89/552/EEC should remain
the same after the entry into force of this Directive.
Furthermore, this Directive should be without prejudice
to Regulation (EC) No 1924/2006 of the European
Parliament and of the Council of 20 December 2006
on nutrition and health claims made on foods (4).

(56)

(57)

Given the increased possibilities for viewers to avoid
advertising through use of new technologies such as
digital personal video recorders and increased choice of
channels, detailed regulation with regard to the insertion
of spot advertising with the aim of protecting viewers is
no longer justified. While this Directive should not
increase the hourly amount of admissible advertising, it
should give flexibility to broadcasters with regard to its
insertion where this does not unduly impair the integrity
of programmes.

(58)

This Directive is intended to safeguard the specific
character of European television, where advertising is
preferably inserted between programmes, and therefore
limits possible interruptions to cinematographic works
and films made for television as well as interruptions
to some categories of programmes that still need
specific protection.

(59)

The limitation that existed on the amount of daily television advertising was largely theoretical. The hourly limit
is more important since it also applies during ‘prime
time’. Therefore the daily limit should be abolished,

L 332/35

L 332/36
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(67)

Close cooperation between competent Member States’
regulatory bodies and the Commission is necessary to
ensure the correct application of this Directive.
Similarly close cooperation between Member States and
between Member States’ regulatory bodies is particularly
important with regard to the impact which broadcasters
established in one Member State might have on another
Member State. Where licensing procedures are provided
for in national law and if more than one Member State is
concerned, it is desirable that contacts between the
respective bodies take place before such licences are
granted. This cooperation should cover all fields coordinated by Directive 89/552/EEC as amended by this
Directive and in particular Articles 2, 2a and 3 hereof.

Since the objectives of this Directive, namely creation of
an area without internal frontiers for audiovisual media
services whilst ensuring at the same time a high level of
protection of objectives of general interest, in particular
the protection of minors and human dignity as well as
promoting the rights of persons with disabilities, cannot
be sufficiently achieved by the Member States and can
therefore, by reason of the scale and effects of this
Directive, be better achieved at Community level, the
Community may adopt measures in accordance with
the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of
the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not
go beyond what is necessary in order to achieve these
objectives.

Surreptitious audiovisual commercial communication is a
practice prohibited by this Directive because of its
negative effect on consumers. The prohibition of surreptitious audiovisual commercial communication should
not cover legitimate product placement within the
framework of this Directive, where the viewer is
adequately informed of the existence of product
placement. This can be done by signalling the fact that
product placement is taking place in a given programme,
for example by means of a neutral logo.

(61)

Product placement is a reality in cinematographic works
and in audiovisual works made for television, but
Member States regulate this practice differently. In
order to ensure a level playing field, and thus enhance
the competitiveness of the European media industry, it is
necessary to adopt rules for product placement. The definition of product placement introduced by this Directive
should cover any form of audiovisual commercial
communication consisting of the inclusion of or
reference to a product, a service or the trade mark
thereof so that it is featured within a programme, in
return for payment or for similar consideration. The
provision of goods or services free of charge, such as
production props or prizes, should only be considered
to be product placement if the goods or services involved
are of significant value. Product placement should be
subject to the same qualitative rules and restrictions
applying to audiovisual commercial communication.
The decisive criterion distinguishing sponsorship from
product placement is the fact that in product
placement the reference to a product is built into the
action of a programme, which is why the definition in
Article 1(m) of Directive 89/552/EEC as amended by this
Directive contains the word ‘within’. In contrast, sponsor
references may be shown during a programme but are
not part of the plot.

(62)

Product placement should, in principle, be prohibited.
However, derogations are appropriate for some kinds
of programme, on the basis of a positive list. A
Member State should be able to opt-out of these derogations, totally or partially, for example by permitting
product placement only in programmes which have
not been produced exclusively in that Member State.

(j)

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

(d) “media service provider” means the natural or legal
person who has editorial responsibility for the choice
of the audiovisual content of the audiovisual media
service and determines the manner in which it is
organised;

Article 1
Directive 89/552/EEC is hereby amended as follows:
1. the title shall be replaced by the following:
‘Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 of the European
Parliament and of the Council on the coordination of
certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision
of audiovisual media services (Audiovisual Media Services
Directive)’;

(e) “television broadcasting” or “television broadcast” (i.e. a
linear audiovisual media service) means an audiovisual
media service provided by a media service provider for
simultaneous viewing of programmes on the basis of a
programme schedule;

2. Article 1 shall be replaced by the following:

(f)

“broadcaster” means a media service provider of television broadcasts;

‘Article 1
For the purpose of this Directive:

(66)

(60)
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(c) “editorial responsibility” means the exercise of effective
control both over the selection of the programmes and
over their organisation either in a chronological
schedule, in the case of television broadcasts, or in a
catalogue, in the case of on-demand audiovisual media
services. Editorial responsibility does not necessarily
imply any legal liability under national law for the
content or the services provided;

In accordance with point 34 of the Interinstitutional
Agreement on better law-making (1), Member States are
encouraged to draw up, for themselves and in the
interests of the Community, their own tables illustrating,
as far as possible, the correlation between this Directive
and the transposition measures, and to make them
public,

(g) “on-demand audiovisual media service” (i.e. a nonlinear audiovisual media service) means an audiovisual
media service provided by a media service provider for
the viewing of programmes at the moment chosen by
the user and at his individual request on the basis of a
catalogue of programmes selected by the media service
provider;

(a) “audiovisual media service” means:
— a service as defined by Articles 49 and 50 of the
Treaty which is under the editorial responsibility of
a media service provider and the principal purpose
of which is the provision of programmes in order
to inform, entertain or educate, to the general
public by electronic communications networks
within the meaning of Article 2(a) of Directive
2002/21/EC. Such an audiovisual media service is
either a television broadcast as defined in point (e)
of this Article or an on-demand audiovisual media
service as defined in point (g) of this Article,
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while the hourly limit should be maintained for television
advertising and teleshopping spots. The restrictions on
the time allowed for teleshopping or advertising
channels seem no longer justified given increased
consumer choice. However, the limit of 20 % of television advertising spots and teleshopping spots per
clock hour remains applicable. The notion of a television
advertising spot should be understood as television
advertising in the sense of Article 1(i) of Directive
89/552/EEC as amended by this Directive having a
duration of not more than 12 minutes.

(1) OJ L 149, 11.6.2005, p. 22.
(2) OJ L 152, 20.6.2003, p. 16.
(3) OJ L 311, 28.11.2001, p. 67. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1901/2006 (OJ L 378, 27.12.2006, p. 1).
(4) OJ L 404, 30.12.2006, p. 9, as corrected by OJ L 12, 18.1.2007,
p. 3.

(2) OJ C 102, 28.4.2004, p. 2.

(63)

(65)

(50)

When defining ‘producers who are independent of broadcasters’ as referred to in Article 5 of Directive
89/552/EEC, Member States should take appropriate
account notably of criteria such as the ownership of
the production company, the amount of programmes
supplied to the same broadcaster and the ownership of
secondary rights.

(1) OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.
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“surreptitious audiovisual commercial communication”
means the representation in words or pictures of
goods, services, the name, the trade mark or the
activities of a producer of goods or a provider of
services in programmes when such representation is
intended by the media service provider to serve as
advertising and might mislead the public as to its
nature. Such representation shall, in particular, be
considered as intentional if it is done in return for
payment or for similar consideration;

(k) “sponsorship” means any contribution made by a
public or private undertaking or natural person not
engaged in providing audiovisual media services or in
the production of audiovisual works, to the financing
of audiovisual media services or programmes with a
view to promoting its name, its trade mark, its image,
its activities or its products;

(l)

“teleshopping” means direct offers broadcast to the
public with a view to the supply of goods or
services, including immovable property, rights and
obligations, in return for payment;

(m) “product placement” means any form of audiovisual
commercial communication consisting of the
inclusion of or reference to a product, a service or
the trade mark thereof so that it is featured within a
programme, in return for payment or for similar
consideration;

(n)

(i) “European works” means the following:

— works originating in Member States,
(h) “audiovisual commercial communication” means
images with or without sound which are designed to
promote, directly or indirectly, the goods, services or
image of a natural or legal entity pursuing an
economic activity. Such images accompany or are
included in a programme in return for payment or
for similar consideration or for self-promotional
purposes. Forms of audiovisual commercial communication include, inter alia, television advertising, sponsorship, teleshopping and product placement;

and/or
— audiovisual commercial communication,
(b) “programme” means a set of moving images with or
without sound constituting an individual item within a
schedule or a catalogue established by a media service
provider and whose form and content is comparable
to the form and content of television broadcasting.
Examples of programmes include feature-length films,
sports events, situation comedies, documentaries,
children’s programmes and original drama;

(i)

(1) OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.
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“television advertising” means any form of
announcement broadcast whether in return for
payment or for similar consideration or broadcast for
self-promotional purposes by a public or private
undertaking or natural person in connection with a
trade, business, craft or profession in order to
promote the supply of goods or services, including
immovable property, rights and obligations, in return
for payment;

— works originating in European third States
party to the European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe
and fulfilling the conditions of point (ii),

— works co-produced within the framework of
agreements related to the audiovisual sector
concluded between the Community and third
countries and fulfilling the conditions defined
in each of those agreements,

— application of the provisions of the second and
third indents shall be conditional on works
originating in Member States not being the
subject of discriminatory measures in the
third country concerned;
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(ii) The works referred to in the first and second
indents of point (i) are works mainly made with
authors and workers residing in one or more of
the States referred to in the first and second
indents of point (i) provided that they comply
with one of the following three conditions:

— they are made by one or more producers
established in one or more of those States, or

— production of the works is supervised and
actually controlled by one or more producers
established in one or more of those States, or

— the contribution of co-producers of those
States to the total co-production costs is
preponderant and the co-production is not
controlled by one or more producers established outside those States;

㻞㻟

(iii) Works that are not European works within the
meaning of point (i) but that are produced
within the framework of bilateral co-production
treaties concluded between Member States and
third countries shall be deemed to be European
works provided that the co-producers from the
Community supply a majority share of the total
cost of production and that the production is not
controlled by one or more producers established
outside the territory of the Member States.’;

3. Article 2 shall be replaced by the following:

‘Article 2
1.
Each Member State shall ensure that all audiovisual
media services transmitted by media service providers
under its jurisdiction comply with the rules of the system
of law applicable to audiovisual media services intended for
the public in that Member State.

2.
For the purposes of this Directive, the media service
providers under the jurisdiction of a Member State are
those:
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(a) the media service provider has its head office in that
Member State and the editorial decisions about the
audiovisual media service are taken in that Member
State;

(b) if a media service provider has its head office in one
Member State but editorial decisions on the audiovisual
media service are taken in another Member State, it
shall be deemed to be established in the Member
State where a significant part of the workforce
involved in the pursuit of the audiovisual media
service activity operates. If a significant part of the
workforce involved in the pursuit of the audiovisual
media service activity operates in each of those
Member States, the media service provider shall be
deemed to be established in the Member State where
it has its head office. If a significant part of the
workforce involved in the pursuit of the audiovisual
media service activity operates in neither of those
Member States, the media service provider shall be
deemed to be established in the Member State where
it first began its activity in accordance with the law of
that Member State, provided that it maintains a stable
and effective link with the economy of that Member
State;

EN

6.
Without prejudice to the Member State's possibility of proceeding with the measures referred to in
paragraphs 4 and 5, the Commission shall examine
the compatibility of the notified measures with
Community law in the shortest possible time. Where
it comes to the conclusion that the measures are
incompatible with Community law, the Commission
shall ask the Member State in question to refrain
from taking any proposed measures or urgently to
put an end to the measures in question.’;

— public security, including the safeguarding
of national security and defence,

‘1.
Member States shall ensure freedom of reception
and shall not restrict retransmissions on their territory
of audiovisual media services from other Member States
for reasons which fall within the fields coordinated by
this Directive.’;

(b) in paragraph 2 the introductory phrase and point (a)
shall be replaced by the following:

‘2.
In respect of television broadcasting, Member
States may provisionally derogate from paragraph 1 if
the following conditions are fulfilled:

(a) a television broadcast coming from another Member
State manifestly, seriously and gravely infringes
Article 22(1) or (2) and/or Article 3(b);’

4. Media service providers to whom the provisions of
paragraph 3 are not applicable shall be deemed to be under
the jurisdiction of a Member State in the following cases:

‘4.
In
services,
derogate
service if

(a) they use a satellite up-link situated in that Member
State;

(a) the measures are:

respect of on-demand audiovisual media
Member States may take measures to
from paragraph 1 in respect of a given
the following conditions are fulfilled:

(i) necessary for one of the following reasons:

— public policy, in particular the prevention,
investigation, detection and prosecution of
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7. the following Chapter shall be inserted:

by this Directive, which would be applicable to it if it
were established within the first Member State,

1.
Member States shall remain free to require media
service providers under their jurisdiction to comply with
more detailed or stricter rules in the fields coordinated by
this Directive provided that such rules are in compliance
with Community law.

2.

In cases where a Member State:

㻞㻠

(a) has exercised its freedom under paragraph 1 to adopt
more detailed or stricter rules of general public interest;
and

(b) assesses that a broadcaster under the jurisdiction of
another Member State provides a television broadcast
which is wholly or mostly directed towards its territory;

it may contact the Member State having jurisdiction with a
view to achieving a mutually satisfactory solution to any
problems posed. On receipt of a substantiated request by
the first Member State, the Member State having jurisdiction shall request the broadcaster to comply with the
rules of general public interest in question. The Member
State having jurisdiction shall inform the first Member State
of the results obtained following this request within two
months. Either Member State may invite the contact
committee established under Article 23a to examine the
case.

3.

(b) that the broadcaster in question has established itself in
the Member State having jurisdiction in order to
circumvent the stricter rules, in the fields coordinated

(iii) proportionate to those objectives;

(b) before taking the measures in question and without
prejudice to court proceedings, including preliminary proceedings and acts carried out in the
framework of a criminal investigation, the Member
State has:

— asked the Member State under whose jurisdiction the media service provider falls to take
measures and the latter did not take such
measures, or they were inadequate,

— notified the Commission and the Member State
under whose jurisdiction the media service
provider falls of its intention to take such
measures.

5.
Member States may, in the case of urgency,
derogate from the conditions stipulated in paragraph
4(b). Where this is the case, the measures shall be
notified in the shortest possible time to the
Commission and to the Member State under whose
jurisdiction the media service provider falls, indicating
the reasons for which the Member State considers that
there is urgency.
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(b) audiovisual commercial communications shall not use
subliminal techniques;

‘CHAPTER IIA
PROVISIONS APPLICABLE TO ALL AUDIOVISUAL MEDIA
SERVICES

it may adopt appropriate measures against the broadcaster
concerned.

(c) audiovisual commercial communications shall not:

Article 3a
Member States shall ensure that audiovisual media service
providers under their jurisdiction shall make easily, directly
and permanently accessible to the recipients of a service at
least the following information:

Such measures shall be objectively necessary, applied in a
non-discriminatory manner and be proportionate to the
objectives which they pursue.

(a) the name of the media service provider;

4. A Member State may take measures pursuant to
paragraph 3 only if the following conditions are met:

(b) the geographical address at which the media service
provider is established;

(a) it has notified the Commission and the Member State in
which the broadcaster is established of its intention to
take such measures while substantiating the grounds on
which it bases its assessment; and

(c) the details of the media service provider, including his
electronic mail address or website, which allow him to
be contacted rapidly in a direct and effective manner;

(b) the Commission has decided that the measures are
compatible with Community law, and in particular
that assessments made by the Member State taking
these measures under paragraphs 2 and 3 are
correctly founded.

(d) where applicable, the competent regulatory or supervisory bodies.

Article 3b
Member States shall ensure by appropriate means that
audiovisual media services provided by media service
providers under their jurisdiction do not contain any incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality.

5. The Commission shall decide within three months
following the notification provided for in paragraph 4(a).
If the Commission decides that the measures are incompatible with Community law, the Member State in question
shall refrain from taking the proposed measures.

Article 3c
6. Member States shall, by appropriate means, ensure,
within the framework of their legislation, that media
service providers under their jurisdiction effectively
comply with the provisions of this Directive.

Member States shall encourage media service providers
under their jurisdiction to ensure that their services are
gradually made accessible to people with a visual or
hearing disability.

7. Member States shall encourage co- and/or self-regulatory regimes at national level in the fields coordinated by
this Directive to the extent permitted by their legal systems.
These regimes shall be such that they are broadly accepted
by the main stakeholders in the Member States concerned
and provide for effective enforcement.

Article 3d
Member States shall ensure that media service providers
under their jurisdiction do not transmit cinematographic
works outside periods agreed with the rights holders.

Where the first Member State assesses:

(a) that the results achieved through the application of
paragraph 2 are not satisfactory; and

(ii) taken against an on-demand audiovisual media
service which prejudices the objectives referred
to in point (i) or which presents a serious and
grave risk of prejudice to those objectives;
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5. Article 3 shall be replaced by the following:

‘Article 3

— the protection of consumers, including
investors;

(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:

(c) the following paragraphs shall be added:
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— the protection of public health,

4. Article 2a is hereby amended as follows:

(c) if a media service provider has its head office in a
Member State but decisions on the audiovisual media
service are taken in a third country, or vice-versa, it
shall be deemed to be established in the Member
State concerned, provided that a significant part of
the workforce involved in the pursuit of the audiovisual
media service activity operates in that Member State.
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criminal offences, including the protection
of minors and the fight against any incitement to hatred on grounds of race, sex,
religion or nationality, and violations of
human dignity concerning individual
persons,

6.
This Directive does not apply to audiovisual media
services intended exclusively for reception in third
countries and which are not received with standard
consumer equipment directly or indirectly by the public
in one or more Member States.’;

(b) although they do not use a satellite up-link situated in
that Member State, they use satellite capacity appertaining to that Member State.

(b) to whom paragraph 4 applies.

Official Journal of the European Union

5.
If the question as to which Member State has jurisdiction cannot be determined in accordance with paragraphs 3 and 4, the competent Member State shall be
that in which the media service provider is established
within the meaning of Articles 43 to 48 of the Treaty.

3. For the purposes of this Directive, a media service
provider shall be deemed to be established in a Member
State in the following cases:

(a) established in that Member State in accordance with
paragraph 3; or

18.12.2007
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(i) prejudice respect for human dignity;

(ii) include or promote any discrimination based on
sex, racial or ethnic origin, nationality, religion or
belief, disability, age or sexual orientation;

(iii) encourage behaviour prejudicial to health or safety;

(iv) encourage behaviour grossly prejudicial to the
protection of the environment;

(d) all forms of audiovisual commercial communications
for cigarettes and other tobacco products shall be
prohibited;

(e) audiovisual commercial communications for alcoholic
beverages shall not be aimed specifically at minors
and shall not encourage immoderate consumption of
such beverages;

(f) audiovisual commercial communication for medicinal
products and medical treatment available only on
prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls shall be
prohibited;

(g) audiovisual commercial communications shall not cause
physical or moral detriment to minors. Therefore they
shall not directly exhort minors to buy or hire a
product or service by exploiting their inexperience or
credulity, directly encourage them to persuade their
parents or others to purchase the goods or services
being advertised, exploit the special trust minors place
in parents, teachers or other persons, or unreasonably
show minors in dangerous situations.

Article 3e
8. Directive 2000/31/EC shall apply unless otherwise
provided for in this Directive. In the event of a conflict
between a provision of Directive 2000/31/EC and a
provision of this Directive, the provisions of this
Directive shall prevail, unless otherwise provided for in
this Directive.’;

1.
Member States shall ensure that audiovisual
commercial communications provided by media service
providers under their jurisdiction comply with the
following requirements:

(a) audiovisual commercial communications shall be
readily recognisable as such. Surreptitious audiovisual
commercial communication shall be prohibited;

6. Article 3a shall be deleted;
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2.
Member States and the Commission shall encourage
media service providers to develop codes of conduct
regarding inappropriate audiovisual commercial communication, accompanying or included in children's
programmes, of foods and beverages containing nutrients
and substances with a nutritional or physiological effect, in
particular those such as fat, trans-fatty acids, salt/sodium
and sugars, excessive intakes of which in the overall diet
are not recommended.
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Article 3f
1.
Audiovisual media services or programmes that are
sponsored shall meet the following requirements:

(a) their content and, in the case of television broadcasting,
their scheduling shall in no circumstances be influenced
in such a way as to affect the responsibility and
editorial independence of the media service provider;

(b) they shall not directly encourage the purchase or rental
of goods or services, in particular by making special
promotional references to those goods or services;
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— specific medicinal products or medical treatments
available only on prescription in the Member State
within whose jurisdiction the media service provider
falls.

— in cinematographic works, films and series made for
audiovisual media services, sports programmes and
light entertainment programmes, or

㻞㻡

2.
Audiovisual media services or programmes shall not
be sponsored by undertakings whose principal activity is
the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco
products.

4.
News and current affairs programmes shall not be
sponsored. Member States may choose to prohibit the
showing of a sponsorship logo during children's
programmes, documentaries and religious programmes.

Article 3g
1.

Product placement shall be prohibited.

2.
By way of derogation from paragraph 1, product
placement shall be admissible unless a Member State
decides otherwise:
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The derogation provided for in the first indent shall not
apply to children's programmes.

8. the following Chapter shall be inserted:

‘CHAPTER IIB
PROVISIONS APPLICABLE ONLY TO ON-DEMAND
AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES

(a) their content and, in the case of television broadcasting,
their scheduling shall in no circumstances be influenced
in such a way as to affect the responsibility and
editorial independence of the media service provider;

Article 3h
Member States shall take appropriate measures to ensure
that on-demand audiovisual media services provided by
media service providers under their jurisdiction which
might seriously impair the physical, mental or moral development of minors are only made available in such a way
that ensures that minors will not normally hear or see such
on-demand audiovisual media services.

(b) they shall not directly encourage the purchase or rental
of goods or services, in particular by making special
promotional references to those goods or services;

2.
If another broadcaster established in the same
Member State as the broadcaster seeking access has
acquired exclusive rights to the event of high interest to
the public, access shall be sought from that broadcaster.

3.
Member States shall ensure that such access is guaranteed by allowing broadcasters to freely choose short
extracts from the transmitting broadcaster's signal with,
unless impossible for reasons of practicality, at least the
identification of their source.

Article 3i
1.
Member States shall ensure that on-demand audiovisual media services provided by media service providers
under their jurisdiction promote, where practicable and by
appropriate means, the production of and access to
European works. Such promotion could relate, inter alia,
to the financial contribution made by such services to the
production and rights acquisition of European works or to
the share and/or prominence of European works in the
catalogue of programmes offered by the on-demand audiovisual media service.

(d) viewers shall be clearly informed of the existence of
product placement. Programmes containing product
placement shall be appropriately identified at the start
and the end of the programme, and when a programme
resumes after an advertising break, in order to avoid
any confusion on the part of the viewer.

By way of exception, Member States may choose to waive
the requirements set out in point (d) provided that the
programme in question has neither been produced nor
commissioned by the media service provider itself or a
company affiliated to the media service provider.

2.
Member States shall report to the Commission no
later than 19 December 2011 and every four years
thereafter on the implementation of paragraph 1.

3. In any event programmes shall not contain product
placement of:

L 332/43

L 332/44

EN

5.
Short extracts shall be used solely for general news
programmes and may be used in on-demand audiovisual
media services only if the same programme is offered on a
deferred basis by the same media service provider.

㻞㻢

6.
Without prejudice to paragraphs 1 to 5, Member
States shall ensure, in accordance with their legal systems
and practices, that the modalities and conditions regarding
the provision of such short extracts are defined, in
particular, any compensation arrangements, the maximum
length of short extracts and time limits regarding their
transmission. Where compensation is provided for, it
shall not exceed the additional costs directly incurred in
providing access.’;

20. Article 19 shall be replaced by the following:

14. Article 11 shall be replaced by the following:

The provisions of this Directive shall apply mutatis mutandis
to television channels exclusively devoted to advertising and
teleshopping as well as to television channels exclusively
devoted to self-promotion. Chapter III as well as Article
11 and Article 18 shall not apply to these channels.’;

1. Member States shall ensure, where television advertising or teleshopping is inserted during programmes, that
the integrity of the programmes, taking into account
natural breaks in and the duration and the nature of the
programme, and the rights of the right holders are not
prejudiced.

2. The transmission of films made for television
(excluding series, serials and documentaries), cinematographic works and news programmes may be interrupted
by television advertising and/or teleshopping once for each
scheduled period of at least thirty minutes. The transmission of children's programmes may be interrupted by
television advertising and/or teleshopping once for each
scheduled period of at least 30 minutes, provided that
the scheduled duration of the programme is greater than
30 minutes. No television advertising or teleshopping shall
be inserted during religious services.’;

22. Article 20 shall be replaced by the following:
‘Article 20
Without prejudice to Article 3, Member States may, with
due regard for Community law, lay down conditions other
than those laid down in Article 11(2) and Article 18 in
respect of television broadcasts intended solely for the
national territory which cannot be received directly or
indirectly by the public in one or more other Member
States.’;

15. Articles 12 and 13 shall be deleted;

13. Article 10 shall be replaced by the following:
‘Article 10
1.
Television advertising and teleshopping shall be
readily recognisable and distinguishable from editorial
content. Without prejudice to the use of new advertising
techniques, television advertising and teleshopping shall be
kept quite distinct from other parts of the programme by
optical and/or acoustic and/or spatial means.

‘PROTECTION OF MINORS IN TELEVISION
BROADCASTING’;

16. Article 14(1) shall be deleted;

24. Articles 22a and 22b shall be deleted;
25. the title of Chapter VI shall be replaced by the following:
‘RIGHT OF REPLY IN TELEVISION BROADCASTING’;

18. Article 18 shall be replaced by the following:

26. in Article 23a(2), point (e) shall be replaced by the
following:

1. The proportion of television advertising spots and
teleshopping spots within a given clock hour shall not
exceed 20 %.

‘(e) to facilitate the exchange of information between the
Member States and the Commission on the situation
and the development of regulatory activities regarding
audiovisual media services, taking account of the
Community's audiovisual policy, as well as relevant
developments in the technical field;’

2. Paragraph 1 shall not apply to announcements made
by the broadcaster in connection with its own programmes
and ancillary products directly derived from those
programmes, sponsorship announcements and product
placements.’;

27. the following Chapter shall be inserted:

notably through their competent independent regulatory
bodies.’;
28. Articles 25 and 25a shall be deleted;
29. Article 26 shall be replaced by the following:

Not later than 19 December 2011, and every three years
thereafter, the Commission shall submit to the European
Parliament, the Council and the European Economic and
Social Committee a report on the application of this
Directive and, if necessary, make further proposals to
adapt it to developments in the field of audiovisual media
services, in particular in the light of recent technological
developments, the competitiveness of the sector and levels
of media literacy in all Member States.
This report shall also assess the issue of television advertising accompanying or included in children's programmes,
and in particular whether the quantitative and qualitative
rules contained in this Directive have afforded the level of
protection required.’
Article 2
Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and
of the Council of 27 October 2004 on cooperation between
national authorities responsible for the enforcement of
consumer protection laws (1) is hereby amended as follows:
— Point 4 of Annex ‘Directives and Regulations covered by
Article 3(a)’ shall be replaced by the following:
‘4. Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 of the
European Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States
concerning the provision of audiovisual media services
(Audiovisual Media Services Directive) (*): Articles 3h
and 3i and Articles 10 to 20. Directive as last
amended by Directive 2007/65/EC of the European
Parliament and of the Council (**).
___________
(*) OJ L 298, 17.10.1989, p. 23.
(**) OJ L 332, 18.12.2007, p. 27.’

‘CHAPTER VIB
19. Article 18a shall be replaced by the following:

COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES'
REGULATORY BODIES

Article 23b

‘Article 18a
2.
Isolated advertising and teleshopping spots, other
than in transmissions of sports events, shall remain the
exception.’;
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23. the title of Chapter V shall be replaced by following:

‘Article 18

‘TELEVISION ADVERTISING AND TELESHOPPING’;

1.
Member States shall ensure that for the purpose of
short news reports, any broadcaster established in the
Community has access on a fair, reasonable and non-discriminatory basis to events of high interest to the public
which are transmitted on an exclusive basis by a broadcaster under their jurisdiction.

‘Article 26

11. Articles 6 and 7 shall be deleted;

12. the title of Chapter IV shall be replaced by the following:

3.
Member States shall ensure, by appropriate means
within the framework of their legislation, that broadcasters
under their jurisdiction do not exercise the exclusive rights
purchased by those broadcasters following the date of
publication of this Directive in such a way that a
substantial proportion of the public in another Member
State is deprived of the possibility of following events
which are designated by that other Member State in
accordance with paragraphs 1 and 2 by whole or partial
live coverage or, where necessary or appropriate for
objective reasons in the public interest, whole or partial
deferred coverage on free television as determined by that
other Member State in accordance with paragraph 1.

‘Article 19

‘Article 11

17. Articles 16 and 17 shall be deleted;
10. in Article 4(1), the phrase, ‘within the meaning of
Article 6,’ shall be deleted;

2.
Member States shall immediately notify to the
Commission any measures taken or to be taken pursuant
to paragraph 1. Within a period of three months from the
notification, the Commission shall verify that such
measures are compatible with Community law and
communicate them to the other Member States. It shall
seek the opinion of the contact committee established
pursuant to Article 23a. It shall forthwith publish the
measures taken in the Official Journal of the European
Union and at least once a year the consolidated list of
the measures taken by Member States.

Official Journal of the European Union

21. Article 19a shall be deleted;
4.
As an alternative to paragraph 3, Member States may
establish an equivalent system which achieves access on a
fair, reasonable and non-discriminatory basis through other
means.

1.
Each Member State may take measures in accordance
with Community law to ensure that broadcasters under its
jurisdiction do not broadcast on an exclusive basis events
which are regarded by that Member State as being of major
importance for society in such a way as to deprive a
substantial proportion of the public in that Member State
of the possibility of following such events by live coverage
or deferred coverage on free television. If it does so, the
Member State concerned shall draw up a list of designated
events, national or non-national, which it considers to be of
major importance for society. It shall do so in a clear and
transparent manner in due time. In so doing the Member
State concerned shall also determine whether these events
should be available by whole or partial live coverage, or
where necessary or appropriate for objective reasons in the
public interest, whole or partial deferred coverage.

Article 3k
3.
The Commission shall, on the basis of the information provided by Member States and of an independent
study, report to the European Parliament and the Council
on the application of paragraph 1, taking into account the
market and technological developments and the objective
of cultural diversity.’;

— tobacco products or cigarettes or product placement
from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products,
or

Official Journal of the European Union

‘CHAPTER IIC

Article 3j
4.
The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply
only to programmes produced after 19 December 2009.’;

(c) they shall not give undue prominence to the product in
question;
3.
The sponsorship of audiovisual media services or
programmes by undertakings whose activities include the
manufacture or sale of medicinal products and medical
treatment may promote the name or the image of the
undertaking, but shall not promote specific medicinal
products or medical treatments available only on
prescription in the Member State within whose jurisdiction
the media service provider falls.

9. the following Chapter shall be inserted:

PROVISIONS CONCERNING EXCLUSIVE RIGHTS AND
SHORT NEWS REPORTS IN TELEVISION BROADCASTING

— where there is no payment but only the provision of
certain goods or services free of charge, such as
production props and prizes, with a view to their
inclusion in a programme.

Programmes that contain product placement shall meet at
least all of the following requirements:
(c) viewers shall be clearly informed of the existence of a
sponsorship agreement. Sponsored programmes shall
be clearly identified as such by the name, logo and/or
any other symbol of the sponsor such as a reference to
its product(s) or service(s) or a distinctive sign thereof in
a appropriate way for programmes at the beginning,
during and/or the end of the programmes.

18.12.2007

Member States shall take appropriate measures to provide
each other and the Commission with the information
necessary for the application of the provisions of this
Directive, in particular Articles 2, 2a and 3 hereof,

Teleshopping windows shall be clearly identified as such by
optical and acoustic means and shall be of a minimum
uninterrupted duration of 15 minutes.’;
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Article 3
1.
Member States shall bring into force the laws, regulations
and administrative provisions necessary to comply with this
Directive by 19 December 2009 at the latest. They shall
forthwith inform the Commission thereof.
(1) OJ L 364, 9.12.2004, p. 1. Regulation as amended by Directive
2005/29/EC.

18.12.2007

EN

Official Journal of the European Union

When Member States adopt those provisions, they shall contain
a reference to this Directive or be accompanied by such a
reference on the occasion of their official publication. The
methods of making such references shall be laid down by
Member States.
2.
Member States shall communicate to the Commission the
text of the main provisions of national law which they adopt in
the field covered by this Directive.
Article 4
This Directive shall enter into force on the day following its
publication in the Official Journal of the European Union.

L 332/45

Article 5
This Directive is addressed to the Member States.

Done at Strasbourg, 11 December 2007.

For the European Parliament
The President

For the Council
The President

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES
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好宏、楠

新 （ 代 理 出 席 ）、 河 合

久光、長尾

房雄、

毎回、濱田座長を中心に、構成員の皆様方には熱心なご議論をいただ

事

-1-

れから、孫オブザーバがご欠席と伺っております。また、ＫＤＤＩの小野寺オブザーバの

【濱田座長】

-2-

それでは、早速ヒアリングを開始したいと思います。各対象者の方々

ただきます。本日もよろしくお願い申し上げます。

ことを期待し、引き続きの活発なご議論をお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせてい

しております。

本日は、木原委員、黒岩委員、児玉委員、根岸委員、服部委員、浜井委員がご欠席、そ

えていけばいいのか、国民目線に立って率直に、忌憚なくご意見を交換していただきます

皆様には、言論・報道の自由という民主主義の生命線を守るためにどのようなことを考

ご了解いただければと思います。また、会合の模様はインターネットにより生中継をいた

本日の会合もこれまでと同様、完全公開ということで行わせていただいておりますので、

げさせていただきます。

の中、ご出席をいただき、また、いろいろお話をいただきますことを心から感謝を申し上

【濱田座長】

利保障等の在り方を考えるフォーラム」の第４回会合を開催させていただきます。

団体連盟、日本弁護士連合会の皆様方にご発表いただきます。皆様方には、本当にご多忙

５．議事録

それでは、定刻となりましたので「今後のＩＣＴ分野における国民の権

大学時代の恩師でもあるＢＰＯの飽戸理事長はじめ宍戸構成員、そして、東京都地域婦人

そして、本日はヒアリングの第２回目でございます。聞くところによれば、原口大臣の

だきたいと思います。

それが早く終われば、ここへ駆けつけると聞いております。どうかその間、ご容赦をいた

座長からもありましたように、今、大臣は参議院決算委員会の答弁に立っておりまして、

（２）意見交換

（１）関係者ヒアリング

４．議

原口総務大臣、内藤総務副大臣、長谷川総務大臣政務官

（４）総務省

きますことを心から感謝申し上げます。

副大臣からの挨拶

日本弁護士連合会 日隅 一雄、相原 佳子

弘、岡本 伸行

ヒアリングを始める前に、内藤副大臣から、何かございましたらお願いします。

て整理を行っていくというのは当然のことだと思っております。

【内藤副大臣】

飽戸

道貞、

いただければと思います。表現の自由、報道の自由、国民の知る権利というものを踏まえ

いただいて、その結果を踏まえて議論の整理を行いたいと思っておりますので、ご理解を

ましたが、ひとまず現行アジェンダに沿って計３回のヒアリング・意見交換を進めさせて

前回会合では、記者クラブ制の取扱いをはじめとして様々なご意見・ご議論をいただき

グを行いたいと存じます。

本日の会合ですが、前回の第３回会合に引き続いて構成員、関係団体等からのヒアリン

しいただけるということです。

審議が長引けば、お越しになれないかもしれませんが、ご都合がつき次第、こちらにお越

特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 長田 三紀、高野 ひろみ

放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）

淳一

毅 （ 代 理 出 席 ）、 広 瀬

義貴、丸山

（３）ヒアリング対象者（ヒアリング順、構成員を除く）

渡邊 大樹（代理出席）

金田

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

克也、後

信郎、五代 利矢子、重延 浩、宍戸 常寿、

恭男（座長代理）、上杉

茂樹、工藤 泰志、郷原

純一（座長）、長谷部

中村 伊知哉、羽石 保、深尾 昌峰、堀

音

濱田

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）
隆、宇賀

所：総務省第１特別会議室

２．場

３．出席者：

時：平成２２年３月２９日（月）１７：００～１８：３８

１．日

ＮＨＫ福地オブザーバの代理で金田専務理事に、それぞれご出席をいただいております。

在り方を考えるフォーラム（第４回会合）

また、原口総務大臣は国会審議の関係で遅れてご到着になる予定です。あるいは、国会

代理で長尾渉外・広報本部長に、ＮＴＴ三浦オブザーバの代理で渡邊経営企画部門長に、

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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のクロスオーナーシップの問題も、国民に届く言論・情報の多様性を確保する上でそれぞ
れどのような長短があるかという観点から検討されるべきものと考えております。

ざいましたら、個別のご説明の終了時点でご質問をいただければと思います。あまりそこ

で長く議論をすると全部が終わりませんので、大変恐縮ですが、個別のご説明終了後の時

の利益が対立します。この場面は司法的解決が中心でしたが、最近ではＢＰＯの取組もあ

-3-

-4-

自由として、放送の自由を理解することができます。

この権利はインターネットや携帯電話の普及によってますます重要になっております。し

捉え直しますと、マスメディアの自由が国民の知る権利に奉仕する権利であるということ

をあらかじめお断りしておきたいと思います。

ある放送における言論・報道の多様性を通じて国民の知る権利をよりよく充足するための

義の発達への貢献が掲げられております。これを、私の資料の５ページの放送の自由から

しましても、これは放送分野とのかかわりを中心にした、ひとまずの整理にすぎないこと

で、これは最高裁自身の理解でもありますが、そのことを前提に、特に基幹的メディアで

ります。放送法の目的として、放送の普及、放送による表現の自由の確保、健全な民主主

あるいは過去３回のフォーラムで議論された論点の相互関係を図にしてみました。とは申

国民の権利のうちで最も根源的なのは、視聴者、公衆としての国民総体の権利です。そ

ず、現在出ております総務省資料１０ページですが、現行放送法の仕組みが整理されてお

がだろうかと発言した記憶がございます。今回、私自身が頭の整理を兼ねて、アジェンダ、

して、国民の表現の自由という場合には、自ら情報にアクセスし、表現する権利があり、

ますので、適宜そちらを画面に出していただきながらご説明しようと思っております。ま

権利と言っても、様々な主体、内容があるので、それらの相互関係を整理してみたらいか

おります。

その課題に絞って報告いたしたいと思っております。

まず、放送分野における現状ですが、事務局が第１回からお出しの資料が充実しており

放送を念頭に置いて、現状と課題と考えるところを多少お話しさせていただこうと考えて

況を整理した上で、検討アジェンダの放送分野における報道・表現の自由を守る取組と、

そこで、まず、私の資料の３ページをご覧ください。第１回フォーラムで、私は国民の

この報告では、縦の国民、放送事業者、権力のラインを中心に、とりわけ地上波テレビ

私は憲法を専攻しておりますが、今回は、前回の音構成員の問題提起を踏まえ、問題状

ていただき、誠にありがとうございます。

ず政治権力から放送の自主・自律を守ることが出発点だろうと理解しております。

現の自由を守る「砦」を創設しようという原口大臣のご提言も、放送分野については、ま

【宍戸構成員】

一橋大学の宍戸です。このたびは、プレゼンテーションの機会を与え

とその権限を与える国会という政治権力から放送の自由を守ることも重要になります。表

宍戸構成員からのプレゼンテーション

るところです。さらに、国民の権利を充足するためには、放送事業の免許権限を持つ行政

得ます。ここでは、放送による報道・取材の自由と名誉権などの人格的利益や消費者保護

それでは、早速ですが、まず、宍戸構成員からご発表をお願いいたします。

実に反するショッピング番組のように、放送によって国民の権利が侵害される場面もあり

全体の質疑応答、意見交換をさせていただくということで進めたいと思います。

その後、繰り返しになりますが、すべてのプレゼンテーションの終了後に、もう一度、

他方、図の左下になりますが、番組による名誉・プライバシー侵害でありますとか、事

記者クラブ問題、アジェンダにある市民メディアのパブリックアクセス、さらには新聞社

答、意見交換の時間を設けたいと思いますが、特に各報告について事実関係の確認などご

点では、手短に、特に確認的事項を中心にお願いできればと思います。

作・編集に携わっている方々の自由も大切です。さらに、このフォーラムで議論のあった

律の確保が大切ですが、放送局の内部で、あるいは外部のプロダクションとして番組の制

として問題を考えたいと思います。その際、後に述べますように、放送事業者の自主・自

だろうと思いますけれども、繰り返しになりますが、この報告では差し当たり放送を中心

そして、前回と同様に、すべてのプレゼンテーションが終了した後に、まとめて質疑応

願いいたします。

なお、大変恐縮ですが、時間をお守りいただければと思っておりますので、よろしくお

日本弁護士連合会の順にプレゼンテーションをお願いしたいと思っております。

この２つの権利はお互いに排除し合うものではなく、両者を総体として高めていくべき

ては依然重要なものと考えます。

ます。

ご発表ですが、お手元の資料に沿って、宍戸構成員、ＢＰＯ、東京都地域婦人団体連盟、

かし、新聞、雑誌、放送等を通じて多様な言論や情報に触れる権利も、多くの国民にとっ

におかれましては、お忙しい中、このフォーラムにご出席をいただき、ありがとうござい
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とおり、一時期、特に８件と多用されたこともあり、ハードな規制が使えない分、かえっ
てお手軽に行政指導が利用されているのではないかということと、どのような基準で、ど
のように行政指導がなされているのか不透明だ、といった批判が強いところです。

ります。しかし、とりわけ番組規律の確保は、放送法３条の番組編集の自主・自律によっ

てなされるべきである、これが放送法の基本思想であり、このことは、下に挙げておりま

す最高裁判例でも確認されているところです。これは思想・表現の自由に介入し、新聞・

る「ビートたけしのＴＶタックル」事案や、
「ニュースステーション」事案等、真に番組が
政治的公平であったかどうかはともかく、政治的公平に問題があるという理由で行政指導
を行うことが民主主義の在り方にとって危険ではないかと思われるような事案も含まれて
おります。

利侵害に対する裁判的救済がありますが、誤った番組の内容は、社会に急速に広がってし

まう権利侵害を生む反面、裁判で争うには時間・費用がかかります。放送局側の故意・過

失を市民が立証することにも困難が伴います。また、放送法は、誤った番組の訂正・取消

しを義務づける仕組みを用意しておりますが、総務省資料１１ページにあるとおり、訂正

ょうし、そのためにも放送行政の透明性の向上が望まれます。こうした課題の解決のため
に「砦」が必要か、いかなる「砦」が有用かを慎重に検討する必要があるだろうと思いま
す。

れから、免許取消しが定められているのみです。この点は、総務省資料の２２ページをご

覧いただければわかるとおり、国際比較で見ても、日本は政府の介入・干渉が小さい法的

仕組みとなっております。これまで我が国で放送番組に係る不利益処分が行われた事例は

-6-

と思います。こちらが、私から見て要点をまとめたものになります。

ているといったような批判があります。なお、「発掘！あるある大事典Ⅱ」事件の際には、

-5-

は改めて詳細に検討されると思います。時間の関係上、１１ページに戻っていただきたい

の報告制度が本来は技術的な問題に限られるべきなのに、番組内容に対しても報告を求め

まず、各国の規制機関はいずれもハードな内容規制の主体であります。この独立規制機

監理委員会という独立行政委員会が活動しておりました。今後、「砦」論を深掘りする際に

送法上の資料提出制度は、事実上の改善命令に近い場合があるといったことや、電波法上

放送局に再発防止計画の提出を求める制度が当時の政府から提案されたことがありますが、

１３ページをご覧ください。日本でも放送法が施行されて以降、間もなくの間は、電波

規制する独立規制機関が存在しております。

構ではなく、内閣から独立した規制機関に放送を委ねることです。多くの国では、放送を

てきて、それが放送行政の問題点なのではないかという批判も強いところです。例えば放

しかしながら、こうしたハードな規制がなされない反面、よりソフトな規制が多用され

り得ることには注意をしておく必要があります。

１２ページをご覧ください。「砦」としてまず考えられるのは、内閣のもとにある官僚機

り方として、言論・報道が時の政治からの独立を維持するといった要請は今後高まるでし

による規制があります。ハードな規制といたしましては、電波法上の停波、運用停止、そ

ないとされております。なお、５年に１回の再免許も運用次第では番組に対する介入とな

番組により権利を侵害された被害者との関係や、あるいは政権交代が起きる民主主義の在

番組を視聴する国民との関係で、番組の多様性の維持・確保は今もなお重要な課題です。

と「砦」論についての意見を述べさせていただきたいと思います。

こうした裁判的、あるいは自主的取組の他に、私の資料の８ページになりますが、政府

後にご報告があるものと承知しております。

なお、放送界全体の取組として、ＢＰＯの活動が充実してきたところですが、この点は

以上、駆け足の概観でしたが、次に私の資料の１０ページから、放送分野における課題

野党の対立にかかわるタッチーな事案も幾つか含まれております。例えば２７ページにあ

ージをご覧ください。こちらからは、放送に対する規制手法を挙げております。まず、権

放送を裁判で求めることはできず、放送事業者の自主的判断に委ねられております。

パカ）」事案のように、確かに番組に問題があるのではないかと思われる事案の一方で、与

例えば「発掘！あるある大事典Ⅱ」事案であるとか、２６ページにある「番組点滅（パカ

もっとも、誤った番組や放送による権利侵害は「切り捨て御免」ではありません。７ペ

する政府の介入・干渉を極力限定することがねらいであると考えられます。

詳しくは総務省資料２５ページから、総務省自身が資料を作っていただいておりますが、

ールでは規制色が薄いとされております。総務省資料の２４ページをご覧になればわかる

ディア集中排除原則といった、他のマスメディアではあり得ないような規定が課されてお

放送をコントロール下に置いて国民を戦争へと駆り立てた戦前の苦い反省から、放送に対

そして、⑤の行政指導については、総務省事務次官を務められた金澤さんのコンメンタ

これは、こうした規制手法を強化しようとしたものだととらえることができます。

論点を解明する義務といった番組編集準則、放送番組審議会の設置義務、さらにはマスメ

資料６ページですが、もちろん放送に対しては、免許制をはじめ政治的公平や多角的に
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するか。その政治化を招かないような仕組みが我が国でも可能か。ここは深掘りをして検

制機関を導入すべきでしょう。ただ、政治的介入を排除できないというのであれば、これ

きであり、それを理由にした処分や行政主導は許されない。こういうことを確認すること
が独立行政機関をつくる、つくらないにかかわらず、まずもって重要ではないかと考えま

みがあるというだけではなく、全放送局で実態としてそういう取組が十分行われていると

いうことが視聴者の目に見えて信頼されるものであることが必要であるように思います。

こと自体が言論・報道機関としての在り方を損ない、国民の知る権利に奉仕するというメ
ディアとしての役割を果たす上でもよろしくないことだろうと思います。

くこの仕組みの力点は、メディア、メディア界が行政との対話を通じて、例えばメディア

が十分に取り組んでいる間には、政府機関がハードな規制を差し控えるところにあるよう

強化するなりして、政府内部に、規制というよりは、むしろ行政の動きを監視するといっ
たような機関を設置することで透明性を確保するというやり方もあろうかと思います。第

-8-

我が国ではもともとハードな規制が用いられてこなかったことからすれば、実は、我が

国はこうした取組の先進国だと言えないこともないと思います。しかし、行政指導が不透

-7-

そこでですが、例えば独立規制機関の設置が難しいとすれば、現在の電波監理審議会を

送行政の透明性の向上であろうと思います。番組への介入があったという疑いを持たれる

思います。
「共同規制」などといいますと、非常に規制強化のようにも響きますが、おそら

に感じます。

こうした政治介入を防ぐためにも、最も重要なことは、繰り返しになりますが、④の放

「共同規制」あるいは、
「規制された自主規制」の仕組みというものが参考になるだろうと

す。

主・自律、あるいはＢＰＯに委ねられる、あるいは最終的には世論の批判に委ねられるべ

その際、前回の郷原構成員のご発言もあったと思いますが、一部の放送局で先進的な仕組

この点で示唆に富んでおりますものが１６ページになりますが、ＥＵで採用されている

すが、それを政府が求めることには問題があるのではないか。この問題は放送事業者の自

平の要請の問題だろうと思います。番組が公平であるべきこと、これは言うまでもないで

実際に政治からの言論・報道の独立が問題になりますのは、先ほど言いました政治的公

また、②につきましても、司法的救済の他、放送事業者とＢＰＯの取組で十分でないか。

中立的な裁判所の判断を仰ぐべきではないかと考えられます。

ィア間の競争に委ねるべきでしょう。あるいは訂正命令や反論権制度を導入するとしても、

討する必要があるだろうと思います。

その「砦」を乗っ取ろうという誘惑も当然働くわけです。人選の中立性をどのように確保

の多様性や質の確保のために、政府が介入・干渉する規制を採用するのであれば、独立規

までどおり、番組事業者、放送事業者の自主・自律、さらにはインターネットを含むメデ

ォーラムでもご発言があったと思いますが、このように「砦」を強力にすればするほど、

フォーラムで議論すべきではないかと考えた点を挙げさせていただきました。例えば番組

とおりです。
「砦」は放送行政を所管する総務省だけではなく、その他の官庁、あるいは自

入れて、それを規制に反映させるといったようなことも考えられるわけです。

治体、さらには与野党からの圧力からの盾でもなければなりません。しかし、既にこのフ

行政だけではなく、国会・政党からの独立も必要です。このことは３ページの図に示した

た、ドイツのように独立規制委員会の委員の数を増やして、様々な社会的勢力の代表者を

以上を踏まえたのが、資料の１４ページになります。今後、放送分野の課題について、

になりますが、政治からの言論・報道の独立を達成するためには、議院内閣制のもとでは、

ＣＴ分野の規律としていいかどうか、これは別途検討する必要があるように思います。ま

なり、何らかの形でルール化して合理化するといったこともあり得るように思います。

信全体について企画立案権限も、規制権限も有するようなスーパー委員会のようなものを

１５ページに戻っていただきたいと思います。問題提起、あるいは放送行政の課題の③

が事業者の自主的な取組として行われるのであれば、例えばその手続と行政の関係を協定

か持っていない状況です。企画立案は政党政治に委ねられるのが通常です。仮に放送・通

通常の政治プロセスから切り離してつくるとすると、それはそれで国民生活に密着したＩ

図にしたものですが、視聴者から見て、どこかで透明な形で紛争が処理されている。それ

合と、そうでない場合がありますし、さらにアメリカを除いて独立規制機関は規制権限し

くということがあるように思います。

られるかは、最近、この仕組みを導入したお隣の韓国、台湾の例を見ても若干不安が残る

１７ページをご覧ください。こちらは、上段でイギリスのOfcomの視聴者対応の仕組みを

見えないとすると、そうした全体としての不透明さが放送局へのフラストレーションを招

性を確保することにあるのですが、委員の人選がどこまで政党政治の影響を受けないでい

ところがあります。また、この仕組みを導入する場合に、放送・通信の両方を所管する場

明で、放送事業者と政府の関係が見えない。さらに、事業者の自主的取組も視聴者によく

関の胆となるのは、政権交代を前提に、時の政権からの放送行政の独立性、中立性、専門
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放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に独立した第三者の立場から迅速・的確

私の報告は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。

と、番組視聴者からの批判や指摘に大別することができます。これらの意見や苦情は、そ
の内容に応じて毎月開催される３つの委員会に報告されます。

するという機能のほうが重要ではないかと私は思います。ＢＰＯが直接真実であるかどう

かを明らかにすることよりも、プロセスをチェックすることの方が重要ではないかと思う

れます。問題を指摘された放送局は自主的・自律的に改善に取り組み、その結果は委員会
に報告されるとともに公表されます。こうした一連のサイクルによって、放送番組の向上
と倫理の確立を図っています。これが当機構の基本的な枠組みであります。

いうことであれば、それを受けて、真実あるいはそうでなかったということもきちんと説

明し、それを基本的にはＢＰＯなりがバックアップすることが本筋ではないか。その意味

で事業者自身の取組がまず最初にあるべきではないかと申し上げた次第です。

【濱田座長】

-9-
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次に、個々の委員会についてご説明いたします。

審議や審理に付されます。委員会での審議・審理結果は当該局に通知され、一般に公表さ

持っております。まず放送事業者自身がきちんと取り組む。例えば真実性に問題があると

続きまして、業界の自主的規制機関であるＢＰＯの現状等について、放

で審査に入ります。番組への批判や指摘は放送倫理検証委員会、または青少年委員会での

【宍戸構成員】

ご指摘ありがとうございます。私も郷原先生と全く同じような印象を

まず、当事者からの苦情については、一定の要件を満たしている場合は放送人権委員会

ます。受け付けたものは、ご自身の名誉やプライバシーを傷つけられた当事者からの苦情

ライアンスが機能しているかどうかを、ＢＰＯがしっかりチェックする。それを明らかに

のです。そういうお考えと考えてよろしいでしょうか。

ら始まります。ＢＰＯがこの１年間に受け付けた意見は総数２万４,０００件を超えており

を放送事業者自身が明らかにしていくという取組をきちんとやっているかどうか、コンプ

い第三者から選ばれております。

いといけません。その場合の自主的な取組は、例えば放送法３条と４条の関係でいえば、

次に、ＢＰＯの業務についてですが、まず一般からの意見や苦情を受け付けるところか

表現を職業とされる方、メディアに関する研究者など、いずれも放送局とは直接関係のな

的な取組が重要だというお考えなのでしょうか。とりわけＢＰＯの機能をもっと強化しな

何か真実性に問題があると指摘を受けたときに、放送内容に問題があったか、なかったか

の委員会を設置しております。その委員は、弁護士など法律の専門家、作家や写真家など

この目的を達成するために、放送倫理検証委員会、放送人権委員会、青少年委員会の３つ

ちょっとお考えを確認させていただきたいですが、放送事業者の自主

【郷原構成員】

宍戸構成員からのプレゼンテーションに関する質疑

た。その目的は、「言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、

で「砦」を構築する。こういった方法もあるように考えるところです。

に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする。
」とされております。

民放連の合意に基づいて、それまであった組織を整理統合して２００３年に設立されまし

の取組の強化、それからＢＰＯの機能拡大、これら３つの互いの均衡によって重層的な形

に就任して３年になります。

としては強い権限と強い独立性を有する機関を創設すべきでしょう。これに対して放送と

初めにＢＰＯの目的と組織について、ご説明させていただきます。ＢＰＯは、ＮＨＫと

で放送人権委員会の委員を９年ほど務めさせていただきました。その後、ＢＰＯの理事長

そこで言う国民の権利とは何かを明確にすると同時に、放送の自由との兼ね合いで、「砦」

政府の対話型規制の透明化に力点を置くとすれば、行政を監視する機関、放送事業者内部

私は社会心理学者として放送に関する研究を長年続けてまいりました。そのようなご縁

ありがとうございます。

に整理したものですが、ハードな規制の強化によって国民の権利を実現するのだとすれば、

を置き、他の権利とどのような調整を行うか、それらが問題だろうと思います。ごく単純

放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の理事長を務

めております飽戸でございます。本日はＢＰＯの活動について説明する機会をいただき、

【放送倫理・番組向上機構（飽戸）
】

検討では参考になるのではないかと思います。

最後に、１９ページになります。国民の権利保障という場合に、どのような権利に力点

ＢＰＯからのプレゼンテーション

送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の飽戸理事長からご発表をお願いいたします。

と思いますが、例えばOfcomの民間的なガバナンスの採用です。こういった仕組みも今後の

近では消費者委員会のような仕組みもあります。あるいは１７ページをご覧いただきたい

三者委員会にも独立性の高い人事院から、そうでないものまで多様な制度があります。最
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ら選任されます。このようにして、理事会、評議員会、委員会、いずれも二重、三重の手

かと思いますので後ほどご参照いただければと思います。

さらに、ＢＰＯと放送局との関係は協力関係を原則としております。ＢＰＯの各委員会
の決定は、以上のようなＢＰＯの成り立ちから、法的な直接の強制力、拘束力を持つもの
ではありません。しかし、その一方で、ＢＰＯに加盟している放送局は、発足に当たって

-12-

こで、個別の番組について放送局に質問して、説明責任を果たしてもらうことを原則とし

ております。スライドの資料にＴＢＳ、テレビ朝日、フジテレビの例を挙げておきました。

-11-

確保しようとしております。

の委員会でありますので、白黒を明確につけて勧告をすることは適切ではありません。そ

榜しております。子供へのテレビの影響という明確に証明することが難しい問題について

続きを経て委員が選ばれることにより、放送局と一般社会との間の公平な第三者の位置を

役職員以外という制約があり、評議員会から選任される委員も放送事業者の役職員以外か

時間の関係で説明を省略させていただきます。お手元にＢＰＯ委員会決定集が届いている

次に、青少年委員会の活動です。青少年委員会は視聴者と放送局の回路になることを標

されます。評議員会が３つの委員会の委員を選出します。そして、評議員は放送事業者の

会の委員は、理事会が直接選任するのではなく、理事会が７名以内で選ぶ評議員会に委嘱

図っています。

スライドには本年度に決定を行った４つの事案を挙げました。個別の事案については、

次に、ＢＰＯの活動の中核をなす３つの委員会の独立性について見てみます。ＢＰＯの
理事会は、さきに述べましたように一定の第三者性を備えておりますが、この３つの委員

自体に放送局寄りにならない配慮がなされています。

無を判断することはもちろん、付随する放送倫理上の問題があったかどうかも審議いたし

に誤りがあった場合、その内容を放送します。そのことを通して放送による被害の救済を

１０人のうち、理事長を含む４人が放送事業者以外から選ばれる仕組みによって、理事会

に関する苦情を取り扱います。苦情申立人と放送局双方の言い分を聞いて、人権侵害の有

ます。指摘を受けた放送局は、委員会決定を必ず放送することになっており、自らの放送

うち３人は、放送事業者以外から理事長が選任します。つまり、ＢＰＯの理事会メンバー

理事長は、過去にさかのぼって放送事業者と無関係な人が選ばれています。また、理事の

運営に責任を持つ理事会は、理事長と９人の理事で構成されています。機構を代表する

会費によって賄われています。

次に、放送人権委員会です。放送人権委員会は、既に申し上げたように個別の人権侵害

組を放送しています。

員会としては初の勧告を行いました。日本テレビはこの勧告を受けて約３０分もの検証番

県裏金報道に関して、捏造とは言えないが裏どりが不十分だったとして、放送倫理検証委

いる放送事業者です。毎年の活動に必要な費用も、すべてこれらＢＰＯ構成員が拠出する

しているのは、ＮＨＫ、日本民間放送連盟、そして、日本民間放送連盟に加入、参加して

していこうということで今様々な議論が行われております。

２つ目の業務である虚偽・捏造事案としては、日本テレビの「バンキシャ！」が、岐阜

ＢＰＯは、全国の放送業界がつくった自主的な組織であるということです。ＢＰＯに参加

受けることの多いバラエティー番組ですが、この点に関しては、民放業界が自主的に検討

断を担っているのがＢＰＯであります。

る部門と国会対策部門の明確な分離などを提言しました。

このような問題について判断するために、ＢＰＯには幾つかの特徴があります。まず、

らも憲法で尊重されるべき大切な権利の調整という難しい問題が出てきます。その点の判

治との間で適切な距離、事実的な対応がとれていたかを問う内容でした。番組を制作され

最も新しい意見は民放テレビのバラエティー番組に関するものです。視聴者から批判を

インパクトを持って届くことから、言論・表現の自由と視聴者の基本的人権という、どち

限られた電波を使って視聴者に直接届けられること、子供を含む一人一人の視聴者に強い

の実施を控え、公正性、正確性、公平性の原則の再確認を求めました。

ＮＨＫの「ＥＴＶ２００１」の番組改編に関する意見は、ＮＨＫという公共事業体が政

かせない基盤であり、最大限尊重すべきものであると言われております。しかし、放送は

った集団的過剰同調報道になっているのではないかとの指摘をいたしました。裁判員制度

めぐる報道が過熱した際、青少年への配慮を要望しております。

表した３つの意見を紹介しております。いずれも放送業界に大きな影響を与えたものです。

次に、ＢＰＯの組織上の工夫についてご説明します。言論・表現の自由は民主主義に欠

聴状況の調査・研究なども実施しております。また、最後に、昨年は芸能人の薬物事件を

に関する審理と見解・勧告という２つの業務を行っております。スライドでは、最近、公

光市母子殺害事件の裁判報道に関する意見は、テレビ報道全体が被害者の視点に寄り添

他にも、子供たちの意見を直接把握するための中学生モニター制度、子供たちのテレビ視

放送倫理検証委員会、ここでは放送倫理全般に関する審議と意見の公表と、虚偽・捏造

135

うな案件は全然問題ないですが、そうではないと、放送局側は、これは真実だと、あるい
は取材源の秘匿ということで明らかにできないということを言っているような事案につい
て、本当にそれが適切なのかどうか、そういう点について、どのような取組が行われてい
るのかということをお聞かせいただきたい。
【放送倫理・番組向上機構（飽戸）
】

Ｏの中でも特に検証委員会の場合は、かなり強力な調査能力を持っているといいますか、

性を尊重しておりますが、他方、放送局はＢＰＯに協力し、決定を尊重、遵守すると約束

していることで実効性が保たれているという、それぞれ微妙なバランスの上に成り立って

いるのがＢＰＯの最大の特徴であります。このようにして選ばれた委員会が検証するのが、

言論と表現の自由の確保と視聴者の基本的人権の擁護という難しい問題です。しかし、こ

れらの決定を日常の取材、制作番組にどのように生かすかはあくまでもそれぞれの放送局

に委ねられています。

【郷原構成員】

うであったかをどのように検証されているかをお聞きしたいです。
【放送倫理・番組向上機構（飽戸）】

送事業者の決定が虚偽であったと考えられる場合に、勧告なり、見解が出されますが、そ
れに対して放送局側がこういう改善を行った、こういう改革を行ったという回答がＢＰＯ
に寄せられるわけです。その回答も公表しておりますし、放送事業者がＢＰＯの見解に対

放送倫理の高揚は、このような一つ一つの場面を通して身についていくもので、一朝一夕

になし遂げられるものではなく、到達点のない持続的な取組であります。ＢＰＯの判断は

その取組を促す１つの力として提供するものです。また、ＢＰＯの判断が当該局の自覚を

促すとともに、それ以外の放送局でも他山の石として改善・改革の努力をされることが期

待されています。これらの検証の場でＢＰＯの判断の積み重ねが重要な参考資料として役

立つと考えています。

消費者の立場から、特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟の長田事務局次長と高野

これらの意見に謙虚に耳を傾け、自らの活動の検証を続けていきたいと考えています。

-13-

ＢＰＯからのプレゼンテーションに関する質疑

ありがとうございます。

【濱田座長】

にも理解され、放送局の自律の中で放送倫理の高揚を促す力となるよう、ＢＰＯとしても

-14-

東京都地域婦人団体連盟からのプレゼンテーション

様からご発表をお願いします。よろしくお願いいたします。

次に、通信放送分野における報道・表現の自由を守る取組などについて、

真実であったかをＢＰＯとして直接調査をすることはしていません。

してどのような適切な処置、対応をとったかを明らかにしていくことで、虚偽であったか、

直接の答えになっていないかもしれませんが、放

に、より一層の努力を求める意見もあります。ＢＰＯの活動が放送局にも、一般の視聴者

以上、ＢＰＯの役割、実際の活動についてご説明させていただきました。現在のＢＰＯ

重ねながら結論を出していくケースが多いです。

取材や制作現場で意見交換しながら、自らの頭でとことん考え抜くことが求められます。

虚偽であったかどうかではなくて、放送事業者側の自主的な取組がど

本当に虚偽であったかについては放送局側の見解を尊重して、ＢＰＯ委員の判断で議論を

しかし、一般的には、ＢＰＯの３委員会は、いずれも調査権限は持っていないわけで、

いう方法もあります。

検証委員会の外に特別な調査委員会をつくって、きちんと調査をして明らかにしていくと

送倫理がごく自然に備わっていることが必要です。その上で、様々な異なる様相を見せる

な効果を上げることは難しく、放送現場で放送倫理が貫かれるためには、まず担当者に放

す。日々創造性を求められる放送現場では、画一的なマニュアルを当てはめることで大き

ＢＰＯの目的の１つであります放送倫理の高揚について一言、触れておきたいと思いま

に関してきちんと行われてきたのかどうか。とりわけ最初から虚偽だったと認めているよ

２つの場合があり得ると思います。１つは、ＢＰ

能がＢＰＯに求められると、私も思います。そういう面での努力がこれまで具体的な事案

を明らかにする努力は非常に重要で、それがきちんと行われたかどうかをチェックする機

ここにも放送局の自主性を尊重するＢＰＯの基本姿勢があらわれていると思います。

以上のように、ＮＨＫと民放連がつくった組織でありながら、ＢＰＯの委員会は放送局

が真実ではないという指摘があったときに、放送事業者として本当真実であったかどうか

送局が具体的な改善策等を検討し、その実施状況をＢＰＯに報告するのが通例であります。

から独立した第三者として判断をする。放送局に反省と自制を促し、助言するという自主

ただきます。先ほど宍戸構成員のお話の中にも出てきた放送法４条に基づいて、放送内容

ＢＰＯの委員会が見解等で問題点を指摘する場合、放送局への要望は要点を示し、当該放

これまでのＢＰＯの具体的な案件に対する取組に関して確認させてい

【郷原構成員】

結ばれた合意書や規約でＢＰＯへの協力と決定の尊重、遵守を約束しております。実際に
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東京地婦連の長田でございます。本日は貴重な機

きます。しかし、それがその後、どのように扱われたのかはホームページ上では理解でき

して発言をしております。

意欲がわくのかどうか疑問に思いました。その後、いろいろな放送局のホームページを見

ています。

-15-

-16-

声を集めたいという意欲が感じられないのが現状ではないかと思いました。

いというのとはちょっと違って、視聴者が見てクリックをして意見を出そうとするまでの

権利は非常に大切なものだと思っておりますので、それを是非ご認識いただけたらと思っ

うことであっても、認められないのではないかと考えています。報道の自由、表現の自由

形にはなっていました。しかし、普通のメーカーなどが消費者の意見を是非お寄せくださ

係になれていない現状だと思います。今後この分野が発展していくためには、この８つの

どこにあるか結局わからないところも多くありました。まだまだ放送局の側から視聴者の

といったクレジットが幾つかありはありましたが、いろいろな意見が自由に出せるような

情報量や交渉力の格差が非常に大きくて、まだまだ公正な市場ルールでお互いに公正な関

て、いいなと思ったところがありましたが、ほとんどはテレビ朝日さんと同じか、むしろ

られませんというクレジットとして、例えば、女優さんの衣装については答えられません

しずれているように聞こえるかもしれませんが、放送事業者や電気通信事業者と消費者の

ないと考えております。それが報道の自由を守るために国や地方自治体が関与しますとい

た。そこに行きますとご意見を書けるようになっておりましたし、こういうことには答え

援をすることが国の責務となっております。情報通信分野でも、今回のアジェンダとは少

表現の自由を守る取組について、私どもは国や地方自治体など行政機関の介入は認められ

しましたが、意見を出すお問い合わせコーナーがトップページの一番下の方にございまし

い、８つの権利をここにご紹介させていただきました。消費者基本法は、消費者の自立支

させていただきましたけれども、何局かはトップページ右側などにご意見コーナーがあっ

局の取組のお話がございました。それを伺い、テレビ朝日さんのホームページを拝見いた

本法で紹介をされている８つの権利を念頭に置いていただいて、ご議論いただけたらと思

それでは、このアジェンダについての話をさせていただきます。放送分野における報道・

もう一つ、前回のヒアリングで、テレビ朝日さんがこういう取組をしているなどの、各

きちんと国民に知らされていることが大切ではないかと思いました。

それが各放送局に届けられていてといった仕組みのご紹介がありました。そういうことが

というのを、このフォーラムの最初に原口大臣がご紹介くださいました。是非、消費者基

まず、第一に、
「今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障」とは、何の権利を守るのか

ことを申し上げたいと思います。

ませんでした。それが非常に残念です。前回の第３回会合のヒアリングのときに、毎月、

れ以外に、毎月たくさんの意見が寄せられていて、それをホームページ上で見ることがで

ったのではないかという認識を持っている者もおり、これまでも様々な動きに敏感に対応

今回いただいたアジェンダと、これまで３回のご議論の資料を拝見いたしまして考えた

託された議論は、その結果がどうなったのかを我々も知ることができましたけれども、そ

くられて、それが少し経った後に、為政者によって全然別の目的のために利用されてしま

ています。

に多くおります。特に戦前、戦中の空気を知っているということで、表現の自由や、通信

次に、ＢＰＯの取組についてなぜこのように思ったのかというと、１つは、委員会に付

ＰＯの存在をきちんと知らせていく、そういう環境整備を進めることが国の責任だと考え

な人権を守っていきたい、いかなければいけないという強い意志を持っている会員が非常

の秘密に関する国家機関の関与のもともとの仕組みは、初めは立派な大義名分とともにつ

国民にはまだまだ知られていないことが１つの大きな課題ではないかと思います。このＢ

だおります。そのために、表現の自由、通信の秘密という戦後できた憲法で守られた大切

律していっていただければと考えています。

でございます。私はその東京の連絡組織におります。

ＢＰＯの活動も、本当に真摯に取り組んでいただいているのですが、そのことが結局、

昨今の視聴率の低迷は視聴者の声なき抵抗と考えていただいて、放送局の皆さんが自らを

民主的な女性の集まりをつくろうということで、地域の婦人たちが集まってつくった組織

会員には高齢の者も多くおりまして、戦争中の記憶というものを持っている者もまだま

ただ、私どもが今の放送すべてに満足して、これで大丈夫だと考えているわけではなく、

を守っていくことが適切ではないかと考えています。

す。今ご紹介いただきましたＢＰＯという仕組みを生かして、私たちが報道・表現の自由

を守るのは、むしろ希少な電波の使用を認められている放送局自身の責務だと思っていま

して、結果的に戦争協力に至ってしまったかつての婦人会組織とは違う、それと決別した

私どもの組織は戦後間もなく１９４８年に、それまで、戦争中、
「銃後の守り」といいま

会をいただきまして、ありがとうございます。

【東京都地域婦人団体連盟（長田）】
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ひ ずみ

で表現の自由などの精神的自由に関する分野を取り扱っている第５部会の部会長をしてお
ります日隅です。本日は貴重な機会を与えていただき、ありがとうございます。

そうやって視聴者が自分の見ている放送局を温かく、また批判の精神を忘れずに見る。そ

して、それを率直な声として寄せていくことこそが報道や表現の自由を侵そうとする様々

しました資料１に書いてあるとおり、国連の規約人権委員会のカウンターレポートの中で
も触れさせていただいております。ちょっと時間があるので見ていただければと思います
が、資料１の１６０ページのところに、放送局が政治家から独立するべきであるというよ
うなことで書かせていただいております。

青少年の携帯電話からいろいろなサイトを見る際のフィルタリングの基準を第三者機関が

つくることになり、活動をしてきています。私もそこの理事をさせていただいていますけ

れども、民間で様々な活動が続けられております。２００８年１０月には、いろいろな事

業者や学者の皆さんに幅広にお集まりいただいて「安心ネットづくり促進協議会」も設立

ジ近くのものです。項目だけを見ていただければわかると思いますが、表現の自由の保障
に関する網羅的な、市民的な自由やビラまき等の自由を含めて網羅的な検討をさせていた
だいております。

改正で、私どもから考えれば表現の自由を侵したり、通信の秘密を場合によっては侵すの

ではないかというような条文が含まれた条例改正が検討されているのが現状です。国が地

方に何か発言するのはなかなか難しい仕組みかもしれませんが、それでも青少年インター

は、このメディアの表現の自由が保障されているかどうかを検討するに当たって、独立性
の観点と多様性の観点の２つの観点から検討してみました。独立性とは政府からの独立、
広告主からの独立、それから、政府あるいは広告主から必然的に一定の影響を受けざるを
得ない経営陣からの現場スタッフの独立の３点。それから、多様性について言えば、マス
メディアの種類、数という多元性の意味での多様性。それから、内容そのものの多様性の
点から検討して、他の諸外国でどのような保障がなされているか。日本ではどのような保

-18-

て傷つけられたり、被害に遭う人が出ないように最大の努力をしていかなければいけない

と思いますし、あわせて国や地方自治体には是非その環境整備に力を尽くしていただきた

いと強く要望していることを最後に申し上げたいと思います。ありがとうございます。

それでは、最後になりましたが、放送分野における報道・表現の自由を

守る取組などについて、人権問題などに取り組まれてきたお立場から、日本弁護士連合会

-17-

【濱田座長】

も検討しましたので、そこに触れさせていただきたいと思います。２ページ目ですが、我々

私どもは力を合わせてＩＣＴ分野で表現の自由、通信の秘密を守りながら、それによっ

かと思います。是非ご検討いただければと思っています。

その人権大会の中で、放送・通信メディアを含むメディアの表現の自由の保障について

資料３につきましては、この人権大会に向けて作成した基調報告書で、全体で５００ペー

はなっていると思いますが、昨年頃から、各地方自治体の青少年の健全育成のための条例

ネット環境整備法にのっとった範囲の中で何かメッセージを出していくことができないの

府から独立するための制度を確立すること」ということを、我々も考えているところです。

料になります。資料２の大会宣言の２ページ目の３項を見ていただければ、
「放送行政が政

変なので、環境整備は非常に大きな役割ではないかと思います。

もう一つ、国はこの法律に沿っていろいろな民間の活動を応援しましょうということに

をテーマに取り上げ、いかに保障するかについて検討しました。資料２、資料３がその資

境整備をするのが、国の本来の役割ではないかと思っています。なかなか民間の活動も大

また、昨年は、日弁連最大のイベントであります人権大会において、表現の自由の保障

た。このフォーラムで中心的な話題となっております独立行政委員会については、お配り

備法の成立をめぐって様々な議論がございました。議論した結果、第三者機関を設立して、

されて、啓発活動等、いろいろな努力を続けております。こういう民間の努力に対して環

日弁連ではこれまでに、当部会を中心に表現の自由について様々な取組を行ってきまし

ＵＮＩ」の上映妨害騒動における監督側の代理人などをした経験があります。

個人的には、ＮＨＫの番組改編事件の原告側の代理人、あるいは映画「靖国 ＹＡＳＵＫ

通信分野における表現の自由の問題も、２００８年６月、青少年インターネット環境整

次に、通信の方のお話を少しさせていただきます。

な権威に対しての一番の「砦」に結果的にはなるのではないかと私は考えました。

【日本弁護士連合会（日隅）】

しずつ建設的な意見を寄せる視聴者の行動にもつながっていくのではないかと思います。

ご紹介いただきました日本弁護士連合会人権擁護委員会

日本弁護士連合会からのプレゼンテーション

の日隅人権擁護委員会第５部会部会長、相原事務次長から、ご発表をお願いいたします。

中からこのように番組に生かすことができましたというメッセージが伝わってくれば、少

るので、すべてに答えるわけにはいかないのはよくわかりますけれども、集まった意見の

それから、集めた意見をどうしているのかが見えませんでした。様々な意見が寄せられ
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らないままで提訴ができるような制度を設けるであるとか、これはこの分野のみに限定さ
れることではありませんが、実効性のある強制執行制度などを設けることで対処できるの

も、資料７におけるような内容が独立行政委員会においては必要ではないかと我々は考え

ました。

最後の８ページですが、パブリックアクセスについて触れたいと思います。この点につ
いては、報告書のＵＲＬを書かせていただきましたので、是非そちらで参照していただけ

-20-

他方、ＢＰＯと行政の関係については、２００９年にＢＰＯの放送倫理検証委員会が審

-19-

うことはこうしたことからもわかるのではないかと考えております。

いるのではないかと考えております。ＢＰＯと、我々が主として利用する裁判という司法

制度によって、この分野においては十分対処できているのではないかと考えております。

防ぐためには、政府から独立した独立行政委員会が放送行政を担うことが重要であるとい

の積み重ねによって一定のルールができていると思いますので、ＢＰＯは十分に機能して

かった大臣もいれば、多発している大臣もいることがよくわかります。こういう増加や大

改善策の報告といった申し合わせがあり、一定程度守られているようです。

臣ごとの差異が恣意的なものだと断定するつもりはもちろんないですが、恣意的な発動を

色の四角が１人の総務大臣の任期を示しているわけですけれども、全く行政指導を行わな

には法的な拘束力はありませんが、先ほどもご紹介いただいたとおり、決定内容の放送や、

その決定の内容等を検討すると、非常に緻密な検討がなされていますし、そういうもの

ます。しかも、単に増えただけではなく、大臣によって件数に随分差があります。この青

定の中で人権侵害や放送倫理を含む何らかの指摘をされております。また、ＢＰＯの決定

政指導ですが、従前は、そこに赤字で示したとおり、ほとんどなされていなかったわけで

自主的規制機関であるＢＰＯの現状と評価について触れておきたいと思います。

す。ところが、７ページを見ていただくと、小泉内閣発足後、急激に増加した傾向があり

な恣意的な運用は非常に危険だろうと考えております。例えば放送番組の内容に対する行

よって侵害された場合に現状のシステムで十分に対応できているかどうかの問題と業界の

ＢＰＯの中における放送人権委員会は、正式に受理した事案の８割近くについては、決

会見の開放の問題ですが、これも各省庁によって随分違いがあるようですので、そのよう

いかに解消するかがこの点における一番重要なポイントだと考えております。例えば記者

６ページの行政による対応の現状と課題についてですが、恣意的な運用がなされる件を

４ページ目に移りますが、放送分野において、名誉やプライバシーの人権がメディアに

すので、ちょっと長い話になりましたが、紹介させていただきました。

こういうことを是非参考にしていただければ幸いです。昨年、この取組をしたばかりで

と思っております。

ここに書かせていただきましたので、後ほど条文と突き合わせて検討をしていただければ

事務局が単に横滑りになるのではなく、独自に採用すること。それから、予算についてあ

る程度独立した形で上げられる制度について考えてみました。

この分野でも既に行政の介入余地がある法律ができておりますが、そのことについては

ながら、公募制を採用するなどして多様な人材をもって充てること。独立した職権行使。

ではないかと考えております。

せんが、例えば発信者情報について迅速に開示する制度を設けるとか、相手の氏名がわか

の基準が設定されておりますので、それらを参考にして、非常に簡単ではありますけれど

国家行政組織法３条に基づく３条委員会であること、それから、人選の透明性を確保し

では、どうしたらいいかということですが、まだ十分な検討をしているわけではありま

ないと考えております。

ております。しかし、それに対応するためといって、行政の介入を安易に認めるべきでは

が、現状では、残念ながら、人権侵害の対応が十分ではないと言われても仕方ないと考え

５ページをお願いします。通信分野における報道・表現の自由を守る取組についてです

分な機能を発揮することができないのではないかと思っております。

すべて英文のままで翻訳はしていませんが、いかに独立性を担保するのかについての一定

員会について言うならば、ヨーロッパ等においてはもう既に資料４から６にあるとおり、

３ページ目ですが、先ほど諸外国での仕組み、制度について触れましたが、独立行政委

いて中心的なテーマとして検討していかなければならないと考えております。

はその会見の開放の問題。それから、パブリックアクセスは、多様性における多元性につ

おける政府からの独立の問題。クロスオーナーシップ規制、あるいは記者クラブ、あるい

勢があったわけです。そういうことを見ても、行政指導が恣意的になされるとＢＰＯが十

討を勧告した事例では、総務省が行政指導を行わないと表明したというように正反対の姿

考えております。

こちらのフォーラムで中心的な課題となっております独立行政委員会は、独立性の中に

議を見送った３番組について総務省が厳重指導をする一方で、ＢＰＯが訂正放送などの検

障がなされており、あるいはなされていないかを一つ一つ検討していくべきではないかと
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【日本弁護士連合会（日隅）】

いですけれども、記者クラブがあることによって、本来、出てくるような情報が出てこな
いことで、端的にその当時の表現で言えば、
「馴れ合い」という表現をたしか使ったと思い
ます。不正確であったら訂正する必要があるかもしれませんが、本来、出てくるべき情報

リックアクセスの制度が設けられ、民主主義の基盤を支えてきております。これは日本で

も当然導入されるべきだと考えております。そのような制度が導入されれば、マスメディ

ア自身もこれまでと違うオルタナティブな情報が入ることによって、さらに多様な情報を

伝えなければならなくなると考えております。

害の防止・救済に関する決議では、「新聞・テレビなどの報道機関は、遺憾ながら今なお、
排他的、閉鎖的な記者クラブを通して、官公庁など機関からの公式発表情報に少なからず
依存し、それらが提供する経済的便益さえ享受している。これらのことは、報道機関が権
力機関を監視し、市民に必要な情報を取材・報道し、知る権利に奉仕する責務を十分に果

もしれません。しかし、現実には、インターネットを利用した市民参加型メディアは必ず

しも伸びていない、あるいは有力なものが撤退している現実があります。したがって、少

なくともそのようなメディアが伸び悩んでいる原因と対策について十分に検討していただ

きたいと願っております。

【五代構成員】

【上杉構成員】

に対する期待というのは非常に大きなものがありまして、数名の委員の方から、ＢＰＯを
強化したほうがいい、それから、第三者機関としてむしろＢＰＯというものを育てていく
べきだというようなご意見が、議事録を見てもおわかりのように出ております。私自身も、
メンバーであったことから、期待をしているのですけれども、ただ、現実問題として、Ｂ
ＰＯは調査権もございませんし、今後の強化の方向性がなかなか見えてまいりません。先
生ご自身が長く携わってこられて、どういう形のほうに強化していったら、ＢＰＯがより
第三者機関としての役割を果たし、表現の自由を守るための砦して機能するか、その点に
ついてのご意見があればお伺いしたいことと、もう一つは、こういう問題が今までネック
になっていたという点があればお知らせ下さい。例えば通信と放送の融合の点では、これ

例えばアメリカでは、パブリック・アクセス・チャンネ

【日本弁護士連合会（日隅）】

ルという公共放送が市民の作成した番組を報道することがあったり、あるいは韓国では、

民主政権のもとで、日本で言えばＮＨＫに当たるＫＢＳが、毎週土曜日だったと思います

が、一定の時間帯を、市民がつくった番組を放送する形で開放しています。

同じく先ほど言及された記者クラブの開放の状況についてですが、日

だけますか。

【上杉構成員】

本弁護士連合会として、過去に記者クラブ制度について何らかの意見表明をされた経緯は

ありますか。

【日本弁護士連合会（日隅）】

ので、放送と通信との融合の諸問題を、ＢＰＯはどのように考えていらっしゃるか。この
２点についてお尋ねしたいと思います。
【放送倫理・番組向上機構（飽戸）】

っているのではないかということで、記者クラブ制度については、なくすのではなく、開

放していくべきだという意見を大会宣言の中で述べたことがあります。

【上杉構成員】
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ＢＰＯに対する期待をいろいろなところで表明し

されて、しかも現実に当事者の住所まで知られ、投石をされたという事例もございました

ったものを取り上げる中で、記者クラブという存在自体が人権侵害を生む１つの原因にな

今の記者クラブについて、どういう点についての人権侵害なのか具体

まで私自身も体験しましたけれども、実際に、テレビに報道されたものがすぐネットに出

名誉毀損や、プライバシー侵害などを中心に取り上げることが多かったのですが、そうい

人権大会では、これまでは主に弁護士としての性格上、

６年間、ご指導いただきまして感謝しております。これまでの４回のフォーラムでＢＰＯ

私もＢＰＯに参加させていただきまして、飽戸先生が委員長のときに、

関して、インターネット以前に設けられていた海外の具体的な事例を一、二、教えていた

ジャーナリストの上杉です。日隅さんのパブリックアクセスの説明に

自由討議

日本弁護士連合会からのプレゼンテーションに関する質疑

たす上で妨げとなっている」と述べています。
）

当時触れております。
（追記：１９９９年第４２回人権擁護大会での報道のあり方と報道被

あるため、もはや特別なパブリックアクセス制度は不要ではないかという考え方もあるか

私の発表は以上のとおりです。ありがとうございました。

が出ないことによって、例えば偏った事件報道になるなどの問題があるのではないかと、

ただ、この点については、非常に安価に情報を発信できるインターネットという手段が

記者クラブの存在がすなわち人権侵害ということではな

的な事例を、１つでもいいのですが、挙げていただけませんか。

ればと思います。海外では、インターネットが普及する以前からテレビやラジオへのパブ
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すと、基準そのものを抜本的につくり直す必要があるし、また、チェックする人数も、現
在の何倍もの人数が必要になるだろうということで、研究は始めておりますが、現在の段
階ではインターネットについては取り上げないが、将来は、取り上げるという形でいいか
を考え始めたところという状況です。
【郷原構成員】

けなかったようなので、私の認識と意見をちょっと申し上げたいと思います。放送事業者
の自主的な取組がきちんとＢＰＯの検証委員会で評価・検証されているかというと、私は

情が来ることです。それをよく見ますと、実はＢＰＯの役割が理解されていなくて、誤解

されていることが原因であることが多い。例えばＢＰＯは見解や勧告を出すだけでは番組

がちっとも変わらないので、もっと厳しく監視して、規制すべきであるという意見が非常

に多い。そのような場合に、ＢＰＯはあくまでも放送事業者が自主・自律的に改善・改革

するのを助ける第三者機関であることを説明します。しかし、これがなかなかわかりにく

く、理解していただけない。まずは、ＢＰＯの役割をしっかり理解していただくというこ

とが必要だろうと考えております。

【放送倫理・番組向上機構（岡本）
】

の質問にも少し関係するかと思いますが、ＢＰＯの３委員会の中で倫理検証委員会につい
ては一定の調査能力を備えておりますけれども、事実関係について争いがあるときに、そ
れをすべての証拠等を収集して決めていく機能は持っていません。

ってしまい、放送局の皆さんの努力の結果をどうやって国民の皆さんに周知させていくか

を考えないと、ＢＰＯは機能していないということになってしまうと思います。だから、

ＢＰＯを強化するということは、現在やっている仕事をしっかりと国民の皆さんに知らせ

ていくことだろうと思います。

現在までの「バンキシャ！」の場合もそうでしたし、現在、審議中の案件もそうですけ
れども、通例、問題になったことについて局側と連絡をとります。そちらはどうお考えで
すかということですが、それに対してかなり早い段階で報告が出てくるのが通例です。そ
れには、起きた内容、その原因、早い場合には再発防止策というのが既に入っている場合
もございます。それをもとにして調査や、場合によっては聞き取りということをするのが
むしろ通例で、何もないところにＢＰＯがゼロから行くというのはむしろ少ない。局側の
見解が形は違いますが、人権委員会でも双方、申立人、被申立人、これは放送局側ですけ

-24-

五代構成員からの２つめの質問のインターネットとの関連ですが、これは本当にＢＰＯ

の報告が出ると直ちにいろいろな情報が飛び交います。それと、放送事業者自身がインタ

ーネットを大いに活用しておられるという状況なので、インターネットの情報もＢＰＯが

取り扱うべきであるという議論が起こったわけですが、これは実際には非常に難しい。放

送の場合には、あらゆる国民があまねく視聴することを前提として審査、審議を行うわけ

ですが、インターネットの場合は、非常に限られた人たちが自由に発言しています。そう

いうものを含めると放送で築き上げられてきた判断の基準は、そのままインターネットに

-23-

ご指摘をいただきましたけれども、まず、先ほど

度が望ましいと思うのですが、その点についてはいかがお考えですか。

一般の視聴者全体になかなか伝わらない。相変わらず、番組は変わらないという苦情にな

実が真実かどうかを明らかにしようと思っても、警察や検察ではないわけですから、理事

ます。

れる。逆に、それを怠って、いい加減に対応している事業者に対しては厳しく指摘する態

委員会で認定しているかといったら、これはほとんどやっていないと思います。結局、事

場合によっては、ＢＰＯ自体が出かけていって、出前でもしようということも考えており

れてきます。それはＢＰＯのホームページや「ＢＰＯ報告」で報告していますが、これは

事業者側が自分たちでやることをしっかりやっているのかというプロセスをきちんと検証

せません。あくまでも改革するのは放送事業者ですから、これを何とかして決定を地方に、

にならないように、きちんと事実を明らかにする努力をしている事業者はきちんと評価さ

ＢＰＯはなかなかまともにそういう指摘を取り上げない。そういったときに、本当に放送

か、決定も読んでいる暇がないということをよく聞きます。それではＢＰＯの役割は果た

革に努力をしてくださっているわけです。その改善・改革の努力の結果はＢＰＯに報告さ

めている場合であれば厳しい対応ができるのですが、放送事業者側が真実だと言い張ると、

ます。しかし地方へ行きますと、番組づくりに忙しくて、ＢＰＯの存在を知らなかったと

長が言われるように、そんな簡単にできることではないと思います。それよりも、不公平

「発掘！あるある大事典Ⅱ」の例のように、放送事業者側が事実が真実じゃなかったと認

ことです。コンプライアンス担当はよく理解してくださって、局に説明してくださってい

最後に、ＢＰＯが出した決定や勧告に従って放送事業者の皆さんは一生懸命、改善・改

全く不十分だと思います。徹底的に厳しいことを言うんですけれども、
「バンキシャ！」や

それから、２番目に、ＢＰＯの決定が末端の番組制作者のところまでなかなか届かない

先ほどの私の質問は、飽戸理事長には質問の趣旨がよくご理解いただ

適用することは難しい。したがって、インターネットまで取り上げるということになりま

ていただいておりますが、一番の問題は、ＢＰＯが機能していないのではないかという苦
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その役割を果たせない、ということを言っているという理解でいいのでしょうか。人権侵
害を守るという役割を、今のＢＰＯの組織や役割では維持・達成できないということをお

受けとめて、それが十分かどうか判断をしているのが、委員からご指摘をいただきました

けれども通例です。ゼロから私どもができるわけではありません。

場レベルにそれを浸透させないといけない。それから、自分たちのことに関して公開しな
いといけない。つまり、ＢＰＯはいろいろやっても、その効果がないということをおっし
ゃっているのか。そうすると、さっき飽戸理事長がおっしゃっていることは、ＢＰＯの目
的とか、目標に対して今のままでは非常に欠陥があるということをおっしゃっているとい
う理解でよろしいのでしょうか。
【放送倫理・番組向上機構（飽戸）】

正確に理解してもらいにくいという状況をお話ししたわけです。もちろんＢＰＯそのもの
をもっと厳しく監視して、もっと厳しく罰しなきゃ番組はよくならないという意見に対し
ては、我々はあくまでも放送事業者が自主・自律的に自分たちで改善していくのを応援す

て、たまたま違う案件ですが、ほぼ似たケース、同じようなタイミングで、検証委員会と

人権委員会の双方で訂正放送はどうあるべきかについて議論をして、その回答を決定の中

で述べたことがございます。言われたことをそのまま鵜呑みにして、いつもそれを通して

いるわけではありません。つまり、言い方は変ですが、いろいろなことを言う局にはあま

り言わないで、最初から謝っている局には非常に強く言うというご指摘は、私自身は、あ

まり当たっていないのではないかと思いますし、そうなってはいけないと思っています。

現状において、局に対して、結論全体が放送倫理上、問題があるとまでは言えないとした

場合でも、個々の点については、こことここは注意すべきであるということは申し上げて

いますので、最近、決定文が長い傾向になっておりますが、すべてをお読みいただけると

かなか理解してもらえない。処罰して罰金を取るなどだとすぐわかるんですが、そういう
ことは、我々はしない。あくまでも放送事業者が自分で解決されるのを応援するために、
例えば具体的にこんなところはおかしいのではないかということをヒントとして与えて、
それをどういう形で改革するかは、ＢＰＯの決定を見た上で、放送事業者が自分たちで決
めていくという形です。だから、そういう本来の目的から言うと機能しているが、そこで

私がどの事例のことを申し上げたいかはおわかりだと思うんですけれ

【郷原構成員】

ども、過去の事例の中で、放送事業者側がこれは真実性に問題がないと言っていて、しか

し、結果的には問題があったというときに、当事者に対して当初どういう対応をしたのか。

そこのところをよく検証してみられることが大事だというのが私の意見です。

【放送倫理・番組向上機構（岡本）
】

していかないといけないと思っております。
【工藤構成員】

り問題ではなくて、自主的に組織された機関が行う人権侵害などの行動に対しての提言な
どに、人権侵害を起こした人たちがきちんと対応しないことのほうが問題のような気がし
ます。それが初めに飽戸理事長が言ったことで、それはどうしたらいいと思っているので

外部的に言えば、弁護士会が十分に機能していると言っているのですけれども、どういう

評価をすればいいかわかりません。つまり、ＢＰＯの目的とか目標があって、それに対し

てどう行動しているかをきちんと評価するために、目的や目標が抽象的な表現ではなく具

体的に、中期的な目標でも、今年はどうしているかなどを、きちんと言ってもらわないと

わかりません。

-25-

人権侵害などのいろいろなことに関して規制すべきだという問い合わせがたくさんあった

それから、今、飽戸理事長のおっしゃったことがちょっとわかりませんでした。つまり、

【放送倫理・番組向上機構（飽戸）】

しょうか。

もらえないということを少し申し上げたわけです。これはきちんと広報などを通して説明

の毎年の目標はどういうものが出るのでしょうか。評価するということになると、さっき

-26-

放送局側が対応をしないことが１つあるとすると、

ＢＰＯの存在を理解してほしいということは、私たちにとってはあま

一般の国民の皆さんの期待とずれているために、なかなかＢＰＯの活動が正確に理解して

【工藤構成員】

せっかくのヒアリングの機会なので質問させてもらいますが、ＢＰＯ

ご意見として承りました。

る。それを助けるための資料を提供する。そういう役割だということを説明しますが、な

指摘は十分にしていると私は理解しております。

ＢＰＯの実際に行っている活動はなかなか国民に

それから、２つ目、３つ目も、ＢＰＯの中でいろいろなことを言っても、放送局側が現

局に対して、この訂正放送で一般の人が何を言っているのかわかるのかということについ

っしゃっているのかがちょっと気になりました。

っていました。ということは、もともと規制をすべきだというニーズに対して、ＢＰＯが

グ、両方の当事者から直接話を聞くという段階に行きますので、それぞれの局の考え方を

ただ、その結果について、例えば去年の秋に、訂正放送をしたとおっしゃっている放送

が、それはほとんど視聴者の誤解に基づくもので、ＢＰＯはその役割ではないとおっしゃ

れども、その主張を文書にして出してもらって、それの検討をして、ある段階でヒアリン
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Ｂ、Ｃ、Ｄ、場合によってはＥのランクまで公共機関を分けております。

ういう勧告を受けて、こういうふうに改革しましたということをもう少し一般の人たちに

官僚と言われた時代がございました。そういう制度においては、本当は政治が中心にいな

ここにいらっしゃる皆様方にご議論をいただいて、一定の結論、今回、通信と放送の融合
法制についてもある意味６０年ぶりの改正案を出させていただいています。光の道を敷し
て、そして、すべてのシステムは国民に安全な環境で自由に選択ができ、多様性が保障さ
れ、そして、そこに向かう教育がビルトインされていなければならない。このように考え
ておるところでございます。引き続き、次回以降の会合におきましても、濱田座長を中心

このパブリックアクセスについては、またさらに次回も議論が出るかと

【濱田座長】

思いますが、まだご質問をお受けしたいのですが、実は原口大臣が国会審議から駆けつけ

ていただきまして、さらにすぐまたご予定があるということでございますので、大変恐縮

ですが、最後に大臣から一言いただいて、この会を今日は閉じさせていただければと思い

ます。大臣、よろしくお願いします。

民が自らの情報をコントロールできるためにどのようなことが必要なのか。あるいはどん

-28-

域婦人団体連盟、放送倫理・番組向上機構、宍戸先生のそれぞれから、本当に貴重なお話

-27-

結びになりますけれども、大変な勢いで世界が大きく動いています。ある意味で情報に
よる囲い込み、エンクロージャーというものも進んでいるように思います。私たちは、国

【原口大臣】

皆様本当にありがとうございます。今日は日本弁護士連合会、東京都地

大臣の締めくくり挨拶

義の基盤となるものをしっかりとつくっていくためにはどうすればいいかということで、

います。

に活発なご議論をお願いを申し上げたいと思います。

ではございません。純粋に、あらゆる権力から言論・報道、あるいは表現の自由、民主主

う筋があるのとないのとでは民主主義に与える影響は非常に大きいものだと我々は考えて

が起きるのかというと、戦争の時代であるともう言うまでもないことであります。

すから、それは細い道筋であっても、その道筋が１つあることによって、他のマスメディ

何度も申し上げていますが、私は先に結論ありきでこのフォーラムを開催しているわけ

がある意味統制をされ、そして、多くのアクセスする権利が奪われてしまうと、そこに何

すから、いわゆる市民側から出てくる情報を流す一定の道筋が必要だということです。で

アが一定程度、そのことについて注視せざるを得ないということになりますので、そうい

ければいけないのに異物を排除する。つまり、国民の意思が中心でなければいけないこと

府、国会議員などから一定程度の影響を受けてしまい、情報が一定程度偏ってしまう。で

どうしてもマスメディアは広告主や、あるいは権力、政

【日本弁護士連合会（日隅）】

先ほど一般の国民の皆さんとの期待のずれというお話がございましたけれども、私は、
政治自身もある意味ではずれていたのではないかと思います。かつて明治時代は、天皇の

ご見解があればお伺いをしたいのですが。

果たすということをおっしゃっていますが、パブリックアクセスが果たす役割に関して、

た資料の８ページで、パブリックアクセスが民主主義の基盤に対して非常に大きな役割を

とめをしようと考えております。

今後の通信・放送の在り方について議論をさせていただき、タスクフォースの中間的なま

【深尾構成員】

日本弁護士連合会の日隅さんにお伺いをしたいですが、説明いただい

と思います。また、５月５日の週には、アメリカのＦＣＣのジョナカウスキー委員長とも

と考えているところです。

先週、鳩山総理官邸のオープン化ができましたけれども、これも皆様のお力のおかげだ

くの人たちにすべて公正、公平に開かれているかどうかを総務省で調査いたしました。Ａ、

見えにくく、一般の人や皆さんに理解しにくい。だから、それをＡ社がＢ番組についてこ

もわかるように説明するということは、ＢＰＯの機能を理解していただく上で重要だろう

発表することができます。いわゆるパブリックと言われているもの、そのパブリックが多

１つは、記者会見のオープン化でございますが、これについて総務省で調査をし、近々、

幾つかご報告をしてお礼に代えたいと思います。

それから、もう１つは、先ほども申し上げましたように、改革されているが、なかなか

理解していただく。これが１つ。

的です。もう少し地方の皆さんや、制作の皆さん、現場の皆さんにＢＰＯの決定を伝えて

そして、濱田座長を中心に大変自由闊達なご議論をいただいております。私の方からも

ます。

面がある。第１の側面については、ＢＰＯの決定が先ほど申し上げたように、末端の制作

現場に届いていない状況が若干見られるので、それを改革するのは１つのＢＰＯの改善目

を伺いまして、私も後でフォローさせていただきますが、冒頭お礼を申し上げたいと思い

もう一方で、対応しているが、その状況が国民に理解、周知されていないという２つの側
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どうもありがとうございました。

-29-

以上

最後に、ヒアリングにご協力いただきました皆様、どうもありがとうございました。

詳細につきましては、事務局より別途ご連絡をさせていただきます。

３日（金）の、１７時より、本日に引き続いてヒアリングの第３回目を開催する予定です。

これで本日は終了させていただきますが、次回の第５回の会合につきましては、４月２

【濱田座長】

て、お礼にかえたいと思います。ありがとうございました。

本当に現実のものとなるように、総務省としても全力を尽くすことをお誓い申し上げまし

ます。ＢＰＯをつくるときも、高い理想のもとでおつくりをいただきました。その理想が

きます。そして、飽戸先生、大学時代からいろいろ教えていただいて、ありがとうござい

と思いますが、引き続きよろしくお願いを申し上げまして、私からの感謝とさせていただ

本当にまた後でビデオを見ながらフォローをするという残念な結果になって申し訳ない

ています。

んなシステムが必要なのか。そういったことについてもまたご議論をいただければと思っ

な人でも人権侵害に泣き寝入りをしない、一人一人の人間の尊厳が保障されるためにはど
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今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 5 回会合
平成 22 年 4 月 23 日(金) 17 時 00 分～
総務省８階第１特別会議室
次
１

開会

２

議事

第

（１）関係者ヒアリング
・上杉

隆構成員

・木原くみこ構成員
・深尾

昌峰構成員

・中村伊知哉構成員
・ (社)日本ＰＴＡ全国協議会
・村井

純 慶應義塾大学環境情報学部教授

・森 亮二 英知法律事務所弁護士
（２）意見交換
（３）その他

３

閉会
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䊤䊑ᐲ䈻䈱ℂ⸃䉕ᷓ䉄䉎䈢䉄䇮䇸⸥⠪䉪䊤䊑㗴ᬌ⸛ዊᆔຬળ䇹䉕⸳⟎䈚䈩䇮⸥⠪䉪䊤䊑

䈦䈩䈇䉎䇯㩷

㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑ᐲ䈱⋡⊛䉇䈅䉎䈼䈐ᆫ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䇮ᣣᧄᣂ⡞දળ✬㓸ᆔຬળ䈲䈖䉏䉁䈪䇮
ో࿖䈱⸥⠪䉪䊤䊑䈱ၮᧄ⊛ᜰ㊎䈫䈭䉎⛔৻⸃䉕ᢙᰴ䈮䉒䈢䉍␜䈚䈩䈐䈢䇯䈚䈎䈚ᤓ䇮ႎ
䉕ข䉍Ꮞ䈒ⅣႺ䈲ỗᄌ䈚䈩䈍䉍䇮䉳䊞䊷䊅䊥䉵䊛৻⥸䈮ኻ䈜䉎࿖᳃䈱⋡䉅৻Ბ䈫෩䈚䈒䈭

㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑䈏ਥ䈚䈩ⴕ䈉䉅䈱䈱৻䈧䈮䇮⸥⠪ળ䈏䈅䉍䉁䈜䇯⊛ᯏ㑐䈏ਥ䈜䉎ળ

䉕৻ᓞ䈮ุቯ䈜䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈇䈏䇮ㆇ༡䈭䈬䈏⊛ᯏ㑐䈱৻ᣇ⊛್ᢿ䈮䉋䈦䈩Ꮐฝ䈘
䉏䈩䈚䉁䈉ෂ㒾ᕈ䉕䈲䉌䉖䈪䈇䉁䈜䇯䈠䈱ᗧ䈪䇮⸥⠪ળ䉕⸥⠪䉪䊤䊑䈏ਥ䈜䉎䈱䈲

⸃⺑㩷

㩷 ⸒䈉䉁䈪䉅䈭䈒䇮ข᧚䊶ႎ䈲⥄↱䈭┹䈏ၮᧄ䈪䈜䇯⸥⠪䉪䊤䊑䈮ዻ䈜䉎⸥⠪䈲䇮䉪䊤䊑
䈱⋡⊛䈫ᓎഀ䉕ᱜ䈚䈒ℂ⸃䈚䇮䉋䉍⾰䈱㜞䈇ႎ䉕᳞䉄䈩ಾ⏢℉⏴䋨䈞䈦䈘䈢䈒䉁䋩䈚䈩䈇䈎
䈭䈔䉏䈳䈭䉍䉁䈞䉖㩷

㩷 䈖䈱⸃䈲⋥ធ⊛䈮䈲⊛ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⸥⠪䉪䊤䊑䉕ኻ⽎䈮䈚䈢䉅䈱䈪䈜䈏䇮ో࿖䈱⸥
⠪䉪䊤䊑䈏䈖䉏䉕ၮᧄ⊛䈭ᜰ㊎䈫䈚䈭䈏䉌⥄ਥ⊛䈮䉪䊤䊑ㆇ༡䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕ᦼᓙ䈚䉁䈜䇯㩷

⸥⠪䈲ಾ⏢℉⏴䉕㩷

䉅䉄䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯䈢䈣䈚䇮↪䈮ઃ㓐䈚䈩䈎䈎䉎⻉⚻⾌䈮䈧䈇䈩䈲䇮ႎ䈏ᔕಽ䈱
⽶ᜂ䉕䈜䈼䈐䈪䈜䇯㩷

㩷 ⸥⠪ቶ䈏⽷↥䈱⋡⊛ᄖ↪䈮ᒰ䈚䈭䈇䈖䈫䈲䇮ⵙ್ᚲ䈱್䉇ᣥᄢ⬿⋭ㅢ㆐䈪

䈱䉂䈏䈉ℂ↱䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯ข᧚䈱⛮⛯ᕈ䈭䈬䈮䉋䉎ᔅⷐᐲ䈱㆑䈇䉅ൊ᩺䈚䈭䈏䉌䇮ㆡ
ᱜ䈭↪䉕࿑䈦䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉍䉁䈜䇯㩷

㩷 䈖䈖䈪ᵈᗧ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈱䈲䇮ข᧚䊶ႎ䈱䈢䉄䈱⚵❱䈪䈅䉎⸥⠪䉪䊤䊑䈫䉴䊕䊷
䉴䈫䈚䈩䈱⸥⠪ቶ䈲䇮䈱䉅䈱䈣䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈜䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮⸥⠪ቶ䉕⸥⠪䉪䊤䊑ട⋖␠

㩷 ႎᯏ㑐䈲䇮⊛ᯏ㑐䈭䈬䈻䈱⛮⛯⊛䈭ข᧚䉕ㅢ䈛䇮࿖᳃䈱⍮䉎ᮭ䈮ᔕ䈋䉎㊀ⷐ䈭⽿
છ䉕⽶䈦䈩䈇䉁䈜䇯৻ᣇ䇮⊛ᯏ㑐䈮䈲࿖᳃䈻䈱ᖱႎ㐿␜⟵ോ䈫⺑⽿છ䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈖
䈱䉋䈉䈭㑐ଥ䈎䉌䇮⊛ᯏ㑐䈮䈎䈎䉒䉎ᖱႎ䉕ㄦㅦ䊶⊛⏕䈮ႎ䈜䉎䈢䉄䈱䊪䊷䉨䊮䉫䊦
䊷䊛䈫䈚䈩⊛ᯏ㑐䈏⸥⠪ቶ䉕⸳⟎䈜䉎䈖䈫䈲䇮ⴕ䈱⽿ോ䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉁䈜䇯Ᏹᤨ
↪น⢻䈭⸥⠪ቶ䈏䈅䉍⊛ᯏ㑐䈮ㄭធ䈚䈩⛮⛯ข᧚䈏䈪䈐䉎䈖䈫䈲䇮ᮭജ䈱ⴕ䉕䉼䉢
䉾䉪䈚䇮⒁ඞ䈘䉏䈢ᖱႎ䉕⊒ជ䈚䈩䈇䈒䈪䉅䇮ᄢ䈇䈮ᗧ䈱䈅䉎䈖䈫䈪䈜䇯㩷

䈜䉎⠪䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䉁䈜䇯㩷

㩷 䈠䈚䈩ᦨ䉅㊀ⷐ䈭䈱䈲䇮ႎ୶ℂ䈱෩䈪䈜䇯ᣣᧄᣂ⡞දળ䈲ᣂ⡞୶ℂ✁㗔䈪䇮ႎ䈱
⥄↱䈫䈠䉏䈮䈉㊀䈇⽿છ䉇䇮ᱜ⏕䈪ᱜ䈭ႎ䇮ੱᮭ䈱ዅ㊀䈭䈬䉕ឝ䈕䈩䈇䉁䈜䇯䈖䉏
䉌䈲䇮ၮᧄ⊛䈭ႎ୶ℂ䈪䈜䇯⊛ᯏ㑐䈮৻⥌䈚䈩ᖱႎ㐿␜䉕᳞䉄䉎䈭䈬ข᧚䊶ႎ䈱
䈢䉄䈱⚵❱䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䈏චಽ⊒ើ䈘䉏䉎䈢䉄䈮䉅䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈲䇮䈖䈉䈚䈢ႎ୶ℂ䉕෩

㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑䈏䇸ข᧚䊶ႎ䈱䈢䉄䈱⥄ਥ⊛䈭⚵❱䇹䈪䈅䉎એ䇮䈠䉏䉕᭴ᚑ䈜䉎⠪䈲䉁䈝䇮
ႎ䈫䈇䈉⊛䈭⋡⊛䉕䈚䈩䈇䈭䈔䉏䈳䈭䉍䉁䈞䉖䇯⸥⠪䉪䊤䊑䈱ㆇ༡䈮䇮৻ቯ䈱
⽿છ䉕⽶䈉䈖䈫䉅᳞䉄䉌䉏䉁䈜䇯㩷

㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑䈲䇮䇸㐿䈎䉏䈢ሽ䇹䈪䈅䉎䈼䈐䈪䈜䇯ᣣᧄᣂ⡞දળ䈮䈲࿖ౝ䈱ᣂ⡞␠䊶ㅢା
␠䊶ㅍዪ䈱ᄙ䈒䈏ട䉒䈦䈩䈇䉁䈜䇯⸥⠪䉪䊤䊑䈲䇮䈖䈉䈚䈢ᣣᧄᣂ⡞දળട⋖␠䈫䈖䉏䈮
Ḱ䈝䉎ႎᯏ㑐䈎䉌ᵷ㆜䈘䉏䈢⸥⠪䈭䈬䈪᭴ᚑ䈘䉏䉁䈜䇯ᄖ࿖ႎᯏ㑐䈮ኻ䈚䈩䉅㐿䈎䉏
䈩䈍䉍䇮䈮ᄖ࿖ႎᯏ㑐䈱⸥⠪䈏ട䈜䉎䉪䊤䊑䈲Ⴧ䈋䈧䈧䈅䉍䉁䈜䇯㩷

䉋䉍㐿䈎䉏䈢ሽ䈮㩷

䊤䊑䈱ᓎഀ䈱৻䈧䈪䈜䇯Ꮢ᳃䈎䉌䈱ᖱႎ⊒ା䈮ኻ䈚䈩䉅䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈲㐿䈎䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷

㩷 ⺃ᜌઙ䈪䈱ႎදቯ䈭䈬䇮ੱ䉇ੱᮭ䈮䈎䈎䉒䉎ข᧚䊶ႎ䈱⺞ᢛᯏ⢻䉅䇮⸥⠪䉪

㕙䉅䈅䉍䉁䈜䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮ㄦㅦ䊶⊛⏕䈭ႎ䈏น⢻䈮䈭䉍䇮䈘䉌䈮䈠䉏䉕ᚻដ䈎䉍䈮䇮䉋䉍ᷓ
䈇ข᧚䉇ႎ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈱䈪䈜䇯㩷

㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑ᐲ䈮䈲䇮⊛ᯏ㑐䈭䈬䈏䈜䉎ᖱႎ䈻䈱䉝䉪䉶䉴䉕ኈᤃ䈮䈜䉎䈫䈇䈉

ႎ㐿䉕᳞䉄䈩䈇䈒␠ળ⊛⽿ോ䉕⽶䈦䈩䈇䉁䈜䇯䉪䊤䊑᭴ᚑຬ䉇⸥⠪ળᏨ⠪䈲䇮䈖䈉䈚
䈢㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䉋䈉᳞䉄䉌䉏䉁䈜䇯㩷
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㩷 ⸥⠪䉪䊤䊑䈱᭴ᚑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䈱⸃䈏ᣣᧄᣂ⡞දળ✬㓸ᆔຬળ䈏ข䉍䉁䈫䉄䈢䉅䈱
䈪䈅䉍䇮䈲䈛䉄䈮ᣂ⡞දળട⋖䈱ᣂ⡞䇮ㅢା䇮ㅍฦ␠䉕䇮ᰴ䈇䈪ᣂ⡞දળ䈮ട⋖䈚䈩䈇
䈭䈇䈏䈾䈫䉖䈬ห䈛䉋䈉䈭ᬺോ䉕䈚䈩䈇䉎ႎᯏ㑐䉕䇸䈖䉏䈮Ḱ䈝䉎䉅䈱䇹䈫䈚䈩ቯ⟵ઃ䈔
䈢䇯㩷

㩷 䈚䈎䈚䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈲䈠䈱ᓟ䇮╙ੑᰴᄢᚢ䈱ᚢᤨ⛔ਅ䈪ᱷᔨ䈭䈏䉌⊒䈣䈔䉕ႎ䈝䉎
䈖䈫䉕䈭䈒䈘䉏䈢䇯ᚢᓟ䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈮䈧䈇䈩ᣣᧄᣂ⡞දળ䈱⸃䈲ᤨઍ⁁ᴫ䈱ᄌㆫ

䈮䈦䈩ᄌൻ䈚䈩䈐䈢䇯䇸⸥⠪䉪䊤䊑䈮㑐䈜䉎ᣂ⡞දળ䈱ᣇ㊎䇹䋨㪈㪐㪋㪐 ᐕ䊶ᤘ 㪉㪋 ᐕ䋩䈪䈲
䇸⸥⠪䉪䊤䊑䈲ฦᯏ㑐䈮㈩ዻ䈘䉏䈢⸥⠪䈱ᔒ䈏⋧㓸䉁䉍䇮ⷫ⌬␠䉕⋡⊛䈫䈚䈩⚵
❱䈜䉎䉅䈱䈫䈚䇮ข᧚䈱㗴䈮䈲৻ಾ㑐ਈ䈞䈯䈖䈫䈫䈜䉎䇹䈫ቯ䉄䉌䉏䈢䇯භ㗔ァ䈱ᗧะ
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㩷 㪐㪎 ᐕ䈱⸃䈲䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈱䇸ᕈᩰ䇮⋡⊛䈭䈬䇹䈮䈧䈇䈩䇮䇸⊛ᯏ㑐䈏䈜䉎ᖱႎ䈻
䈱䉝䉪䉶䉴䉕ኈᤃ䈮䈜䉎䇺ข᧚ὐ䇻䈫䈚䈩䇮ᯏ⢻⊛䈭ข᧚䊶ႎᵴേ䉕น⢻䈮䈚䇮࿖᳃䈮䊆
䊠䊷䉴䉕⊛⏕䇮ㄦㅦ䈮વ䈋䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎䇹㵪䈫ⷙቯ䈚䈩䈐䈢䇯䈚䈎䈚䇮䇸ข᧚ὐ䇹䈫䈱
䈲㩹႐㩹䈱䉟䊜䊷䉳䈏ᒝ䈒䇮䊪䊷䉨䊮䉫䊦䊷䊛䈫䈚䈩䈱⸥⠪ቶ䈫䈱ᷙห䉕䈐䉇䈜䈇䇯㩷

㩷 ࿁䇮䇸ข᧚䊶ႎ䈱䈢䉄䈱⥄ਥ⊛䈭⚵❱䇹䈫䈚䈢ਥ䈭ℂ↱䈲䇮㩿㪈㪀ᕈᩰ䉕䉋䉍⏕䈮䈜䉎
㩿㪉㪀䍀⸥⠪ቶ䇹䈫䈱ᔨ䈱ᷙห䉕ㆱ䈔䉎㵪䈱 㪉 ὐ䈪䈅䉎䇯㩷

㩷 ᚢᓟ 㪊㪇 ᐕ䈢䈦䈢 㪈㪐㪎㪏 ᐕ䋨ᤘ 㪌㪊 ᐕ䋩䈱䇸⸥⠪䉪䊤䊑䈮㑐䈜䉎ᣣᧄᣂ⡞දળ✬㓸ᆔຬ
ળ䈱⸃䇹䈪䈲䇸䈠䈱⋡⊛䈲䈖䉏䉕᭴ᚑ䈜䉎⸥⠪䈏䇮ᣣᏱ䈱ข᧚ᵴേ䉕ㅢ䈛䈩⋧䈱⊒
䈫ⷫ⌬䉕䈲䈎䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇹䈻䈫ᕈᩰઃ䈔䈏৻ㇱᄌ䉒䈦䈢䇯䈘䉌䈮䇮㪐㪎 ᐕ䋨ᐔᚑ 㪐 ᐕ䋩✬㓸ᆔ
ຬળ⸃䈪䈲䇸ข᧚ὐ䇹䈫⟎ઃ䈔䈢䇯䇸ⷫ⌬䊶␠䇹䇸⋧⊒䊶ⷫ⌬䇹䈎䉌䇸ข᧚ὐ䇹
䈻䈱ᄌൻ䈣䈦䈢䇯㩷
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㩷 䈠䈱႐ว䇮⸥⠪䉪䊤䊑䈲䇸ข᧚䊶ႎ䈱䈢䉄䈱⚵❱䇹䈪䈅䉍䇮䈠䈖䈮ട⋖䈜䉎⠪䈲䇮ႎ䈫
䈇䈉⊛䈭⋡⊛䉕䈚䈩䈇䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯㩷

㩷 ႎᯏ㑐䉇䉳䊞䊷䊅䊥䉴䊃䈏䇮ᣂ䈢䈮䉪䊤䊑䈮ട⋖䈜䉎႐ว䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱⸥⠪䉪䊤䊑䈱
ㆇ༡䈮ᆔ䈰䉎䈼䈐䈪䇮ෳടᒻᘒ䉅䇮Ᏹ㚢䇮㕖Ᏹ㚢䇮䉥䊑䉱䊷䊋䊷ട⋖䈭䈬䇮䈠䉏䈡䉏䈱䉪䊤
䊑䈱ᖱ䈮ᔕ䈛䈢ᒢജ⊛䈭ㆇ↪䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯㩷

㩷 䉁䈢䇮ႎᵴേ䈮㐳䈒៤䉒䉍৻ቯ䈱ታ❣䉕䈜䉎䉳䊞䊷䊅䊥䉴䊃䈮䉅䇮㐷ᚭ䈲㐿䈎䉏䉎䈼
䈐䈣䉐䈉䇯㩷

䈫䈱ᛕ್䈮䈲ᒰ䈢䉌䈭䈇䈫⠨䈋䉎䇯ᄖ࿖ႎᯏ㑐䈱ട⋖ၮḰ䈫䈚䈩䈲䇮㩿㪈㪀ᄖോ⋭⊒ⴕ䈱ᄖ
࿖⸥⠪⸽䉕䈜䉎⸥⠪㩿㪉㪀ᣣᧄᣂ⡞දળട⋖␠䈫ห᭽䈱䇮䉁䈢䈲䈠䉏䈮Ḱ䈝䉎ႎᬺോ
䉕༡䉃ᄖ࿖ႎᯏ㑐䈱⸥⠪㵪䈱 㪉 ᧦ઙ䉕ḩ䈢䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁䈚䈇䇯㩷

㩷 ᄖ࿖䈱ႎᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈜䈪䈮ᄙ䈒䈱⸥⠪䉪䊤䊑䈮ട⋖䈚䈩䈇䉎ታ❣䈏䈅䉍䇸㐽㎮⊛䇹

䉏䈮Ḱ䈝䉎ႎᯏ㑐䈎䉌ᵷ㆜䈘䉏䈢⸥⠪䈭䈬䇹䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯㩷

ᮭജ䈮ኻ䈚䈩ᖱႎ㐿䉕᳞䉄䉎േ䈐䈏ᐢ䈏䈦䈢䇯㩷

䈏ᒝ䈒ᤋ䈚䈢䉅䈱䈣䈦䈢䇯㩷
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䇸䊂䉳䉺䊦ᢎ⑼ᦠ䇹䈱᥉
ో࿖᳃䈱ᖱႎ↢↥䍃ᶖ⾌ജ䈱ะ

䂾䊌䊑䊥䉾䉪䉝䉪䉶䉴䊶䉼䊞䊮䊈䊦䉕
䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䈎䋿
䂓ᶏᄖ䈱ᄖᵈⷙ╬
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᭽
ൻ
ᣉ
╷

☨䋺䊐䉞䊮䉲䊮䊦䊷䊦
⧷䋺25䋦ᄖㇱ䊦䊷䊦
䋺ᄁ10䋦䊦䊷䊦
㖧䋺24ޯ35䋦䊦䊷䊦

䂓䉝䉟䊂䉞䉝
䊶ᰴᦼⴡᤊ╬ᣂ䈚䈇䊜䊂䉞䉝

䂓䉮䊮䊁䊮䉿ขᒁᏒ႐

䊶ᄙ᭽䈭ਥ䈱ෳട

AMD䉝䊪䊷䊄䈭䈬
᳃㑆ਥ䈪䈱
ᄙ᭽䈭䊶ᵹㅢ䈱䉍

䊶ቯ䈮㓙䈚䈩䈱ടὐ䊘䉟䊮䊃
䊶⽷ၮ␆䈻䈱㈩ᘦ

䂓NHK BS䈱ദജ⟵ോ
NHK ⴡᤊᆔ⸤ㅍ䈪䈱
ᄖㇱᲧ䉕50䋦એ
䈫䈭䉎䉋䈉ദ䉄䉎ᜰ㊎
䋨ㅍ᥉ၮᧄ⸘↹䋩
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⚐
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ᣣᏱ䈫䈚䈩䈱
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․䈭䉅䈱
䈫䈚䈩䈱

⥄േゞ
䈱

ਸ਼㚍䊶㚍ゞ

䊁䊧䊎
䈱

ᣂ䈚䈇ᛛⴚ䈲
ᣢሽ䈱↥ᬺ䉕
ᣂ䈚䈇ଔ୯䈮
ᄌ䈋䉎

․䈭䉅䈱
䈫䈚䈩䈱

ᤋ↹
․䈭䉅䈱
䈫䈚䈩䈱

㍳㖸䊶ㅍ
䈱

Ṷᄼળ
ᱧผ䈱ᵹ䉏

䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋺ᡷ㕟䈫ᖱႎ␠ળ
ᄌൻ䈜䉎
䉣䊈䊦䉩䊷
䉟䊮䊐䊤

ᄌൻ䈜䉎
䉮䊚䊠䊆䉬䊷
䉲䊢䊮䈫↥ᬺ

ᄌൻ䈜䉎
ᢎ⢒䈱
䈅䉍ᣇ

ᄌൻ䈜䉎
⍮⽷䈱
䈅䉍ᣇ

ᄌൻ䈜䉎
࿖᳃䈱↢ᵴ
ో⥸

䈫ᧂ᧪䈱䈘䉁䈙䉁䈭ᔕ↪ᛛⴚ
䈬䉖䈭ⅣႺ䈱
ᄌൻ䉇ᛛⴚ㕟ᣂ䈏
䈅䉎䈎ಽ䈎䉌䈭䈇

䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃

䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱㓚ო䉕ข䉍㒰䈒
䊐䊤䉾䊃䈭㆐ᕈ䈱ၮ⋚

䈫ᧂ᧪䈱䈘䉁䈙䉁䈭ㅢାᛛⴚ
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䈭䈇␠ળ䈻

䈜䈼䈩䈱
ੱ䇱䈱
␠
䈱ෳട
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䊥䊁䊤䉲䊷
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ᚻ
䈫䈚䈩䈱
䊥䊁䊤䉲䊷

ᖱႎ䈏⥄↱䈮
䈋䈭䈇䈫䈖䉐䈮
ഃㅧ䈲䈭䈇
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䈜䈼䈩䈱࿖᳃
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䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃

䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱㓚ო䉕ข䉍㒰䈒
䊐䊤䉾䊃䈭㆐ᕈ䈱ၮ⋚

䈫ᧂ᧪䈱䈘䉁䈙䉁䈭ㅢାᛛⴚ

䉰䊷䊋䉪䊤䉟䉝䊮䊃=䉝䉪䉶䉴

䊑䊤䉡䉱
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䊁䊧䊎

iphone╬
(៤Ꮺ┵ᧃ)

䊑䊤䉡䉱䉕タ䈜䉎ฦ⒳ᯏེ
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STB

Web 2.0䋽㜞ㅦ䉝䊒䊥

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

㪧㪚

䊁䊧䊎

iphone╬
(៤Ꮺ┵ᧃ)

STB

䊑䊤䉡䉱䉕タ䈜䉎ฦ⒳ᯏེ

P2P=ᄢ㊂䊂䊷䉺
VMൻ䈚䈢
䉱
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

䉥䊷䊋䊷䊧䉟䊈䉾䊃䊪䊷䉪

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱
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VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

䉪䊤䉡䊄

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

ᰴઍ䊑䊤䉡䉱 HTML5=ᣂ䈚䈇ᚢ

䈭䉖䈪䉅䇮䈬䈖䈪䉅䇮ᔃో䇮
ᄢ㊂䇮䉝䉪䉶䉴䇮㜞ㅦ

VMൻ䈚䈢
䉱
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

䉪䊤䉡䊄
䈫
䉥䊷䊋䊷䊧䉟䊈䉾䊃䊪䊷䉪

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱

VMൻ䈚䈢
䊑䊤䉡䉱
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䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈉䉼䊞䊧䊮䉳
• ੱᮭ䊶䊒䊤䉟䊋䉲䊷䊶⪺ᮭ
䋱 ᱜ䈚䈇ℂᔨ
䋲 ᱜ䈚䈇␠ળ䋨䊦䊷䊦䋩
䋳 ᡰេ䈜䉎ㆡಾ䈭䊁䉪䊉䊨䉳䊷

• ㆊᐲ䈭ᱛ䈪䈲䈭䈒

ㆡಾ䈭䊦䊷䊦ᒻᚑ䈫䈠䈱᥉

• ㆊ䈭ኻᔕ䈪䈲䈭䈒

ኻଔ䈱ㆶర╬ㆡಾ䈭䊦䊷䊦䈫䈠䈱᥉

䇸శ䈱䇹 䊔䉴䊃䊒䊤䉪䊁䉞䉴
ᮡḰൻ䌀వ┵䊙䊷䉬䉾䊃

182

䉫䊨䊷䊋䊦䈭⽸₂

䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺኂᖱႎ䈱ⷙ䈫
䈱⥄↱
ᮭ㓚䊐䉤䊷䊤䊛
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㕍ዋᐕ䊈䉾䊃ⷙᴺ᩺䈫䇸⎏䇹䈱ਇ㽲
⇼䋱
ⵙ䉕䈦䈢㒰⟵ോ䉕⺖䈜એ䇸ኂᖱႎ䇹
䈱▸࿐䈲⏕䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈏䇮䈠䈱ቯ⟵
䉕䈬䈱䉋䈉䈮䈜䉎䈱䈎䋿

2008ᐕೋ䉄䇮⥄᳃ౄ䈱㕍ዋᐕ․
ᆔຬળ䈏䇸㕍ዋᐕ䊈䉾䊃ⷙᴺ䇹䈱
ᆔ
⹜᩺䉕㐿
⹜
 ኂᖱႎ䈮䈧䈇䈩䇸䊒䊨䊋䉟䉻䈱

⇼䋲
ኂᖱႎ䈱㒰⟵ോ㆑䈮⟏ೣ䉕⑼䈜䈱䈪䈅
䉏䈳䇮䈠䈱ᖱႎ䈲䉅䈲䉇䇺ኂ䇻䈪䈲䈭䈒䇺㆑ᴺ䇻
ᖱႎ䈭䈱䈪䈲䈭䈇䈎䋿

ኂᖱႎ䈱㒰⟵ോ䇹䈫䇸䈠䈱㆑
䈮䈧䈇䈩䈱⟏ೣ䇹䉕ⷙቯ䈜䉎䉅
䈱䈪䈅䈦䈢䈢䉄⼏⺰䉕䈹䇯

⇼䋳
ኂᖱႎ䈱⊒ା䈲㆑ᴺ䈪䈭䈇䈱䈮䇮䈠䉏䉕
㒰䈚䈭䈇䈖䈫䈏㆑ᴺ䈭䈱䈲ਇဋⴧ䈪䈲䋿
⇼䋴
㆑ᴺᖱႎ䈪䈘䈋⟎䈘䉏䈩䈇䉎⁁䈪ኂᖱႎ
䈱䇸㒰⟵ോ㆑䇹䈏ᬌ䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䈱䈎䋿

183

2

㕍ዋᐕ䊈䉾䊃ⷙᴺ᩺䈫䇸⎏䇹䈱ਇ㽳
2008ᐕ423ᣣ䇮䊂䉞䊷䊶䉣䊇䊶䉣䊷䇮䊈䉾䊃䉴䉺䊷䇮䊙䉟䉪䊨䉸䊐䊃䇮䊟䊐䊷䇮ᭉᄤ䈱5
␠䈲ห䈪ᗧ䋨㕍ዋᐕ䊈䉾䊃ⷙᴺ䉕ᗧ⼂䈚䈢䉅䈱䋩䇯એਅⷐ⚂䇯

⼔⠪䉇ᢎ⢒㑐ଥ⠪䈱ᣇ䇱䈫ᗧ឵䉕ⴕ䈦䈢䈪䇮ሶ䈬䉅䈱䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱
ో䈭↪ⅣႺ䈱⏕䉇䊥䊁䊤䉲䊷ะ䈱ⷰὐ䈎䉌ᔅⷐ䈭⺞ᩏ䊶ᬌ⸛䈍䉋䈶ᢎ᧚
䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯ᵴേ䈮䉋䈦䈩ၭ䈦䈢⍮䉕䉅䈫䈮ᐭ䊶⥄ᴦ䈮ኻ䈜䉎╷ឭ⸒䉕ⴕ䈇
䉁䈜䇯
䇮ሶ䈬䉅䈫䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱↪䈮㑐䈚䈩䈲䇮ฦౄ䈮䈍䈇䈩䈇䈒䈧䈎䈱ᴺ᩺䈏
ᬌ⸛䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯৻ㇱ䈱ᴺ᩺䈮䈍䈇䈩䈲䇮⼔⠪䈱ᄙ᭽䈭ᗧ䉕ᤋ䈪䈐䈭䈇
⚵䉂䈱ዉ䉕⟵ോൻ䈚䈢䉍䇮ᑷኂ䈏ᄙ䈒ലᨐ䈱ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇ⷙ䉕⺖䈚䈢䉍䈜䉎
ะ䈏䉂䈫䉄䉌䉏䉁䈜䈏䇮䈠䉏䉌䈱ᴺ᩺䈮䈲ኻ䈚䉁䈜䇯
ሶ䈬䉅䈢䈤䈏ᔃ䈚䈩䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕↪䈪䈐䉎ⅣႺ䉕㉯ᚑ䈜䉎䈖䈫䈱ᔅⷐᕈ䈲
⺕䉅䈏䉄䉎䈫䈖䉐䈪䈜䇯⼔⠪䉇䉌䉏䉎䈼䈐ሶ䈬䉅䈏ᦸ䉁䈭䈇ᣇᴺ䈪䇮䈎䈧䇮ല
ᨐ䈏ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇ᣇᴺ䉕࿖䈏৻ᣇ⊛䈮䈚ㅴ䉄䉎䈖䈫䈲⺕䈮䈫䈦䈩䉅䊜䊥䉾䊃䈲䈭䈇
䉅䈱䈫⠨䈋䉁䈜䇯ᒰ␠䉌䈲ሶ䈬䉅䉇⼔⠪䈫৻✜䈮ᦨༀ䈱ⅣႺ䉍䈮ነਈ䈚䈩䈇䈐
䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
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㕖Ᏹ䈮㗴䈱ᄙ䈇ᴺ᩺䈪䈅䈦䈢ഀ䈮䈲䇮ᔕ䈲ዊ䈘䈎䈦䈢䇯ᴺ᩺Ბ㓏䈎
䉌ኻ䉕䈚䈩䈇䈢䈱䈲䇮MIAU䋨䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䊡䊷䉱䊷දળ䋨ᒰᤨ䈲
䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃వㅴ䊡䊷䉱䊷䈱ળ䋩䋩䈾䈎䇯



ᦨ⚳⊛䈮ᚑ┙䈚䈢ᴺᓞ䋨㕍ዋᐕ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃ⅣႺᢛᴺ䋩䈪䈲䇮೨⸥䈱
㗴䈱ᄙ䈒䈲⸃ᶖ䈘䉏䈢䇯



ᴺᓞᚑ┙ᤨ䈮⧯ᐓႎ䈏䈅䈦䈢䈏䇮䈠䈱ᤨὐ䈪䈲ᒰೋᴺ᩺䈱䉋䈉䈭ෂ㒾
䈭䉅䈱䈪䈲䈭䈒䈭䈦䈩䈇䈢䇯
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䈪䇮䉰䊷䊎䉴ኻ⽎㗔ၞ䈱ᄢ䉕ᱛ䈜䈼䈐䇯
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䈪৻✜䈮㗎ᒛ䉍䉁䈚䉊䈉䇹
䇸䈍㊄䈮䈭䉎䈭䈇䈪䈜䈎䋿ᄙዋෂ䈭䈒䈩䉅OK䇹
䇸ᓳ⼦䈚䈢䈇⋧ᚻ䈲䈇䉁䈞䉖䈎䋿䈍ᚻવ䈇䈚䉁䈜䇯䇹

2007ᐕ8䇮㑧䉰䉟䊃䈪⍮䉍ว䈦䈢↵ᕈ3ੱ䈏ฬฎደ䈪ળ␠ຬ䈱ᅚᕈ䉕Ვኂ䇯ᅚᕈ
䈲න䈭䉎ㅢ䉍䈜䈏䉍䈪‽ੱ䈫䈲䈱㑐ଥ䉅䈭䈒䇮ᭂ䉄䈩∩䉁䈚䈇ઙ䇯
ᄢ䈐䈒ႎ䈘䉏䇮䇸┙ᴺ䈱ਇ䈪䈲䈭䈇䈎䇹䈫䈱ᜰ៰䉅ᄙᢙ䇯

ᣣ䉁䈪䇮┙ᴺ䈱േ䈐䈭䈚


┙ᴺൻ䈮䈅䈢䈦䈩ᬌ⸛䈜䈼䈐䊘䉟䊮䊃䈲ᄙ䇱䈅䉎䈏䇮ਛ䈪䉅㊀ⷐ䈭䈱䈲䇮㆑ᴺᖱႎ
䈪䉅⟎䈘䉏䈩䈇䉎䉅䈱䈏䈅䉎ਛ䈪䇮ᣂ䈢䈮ᴺⷙ䉕䈦䈩䉅ᴺၫⴕ䈏䈭䈘䉏䉎䈎
䈫䈇䈉ὐ䇯
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6

㆑ᴺኂᖱႎ䈫ᴺⷙ䈻䈱ᦼᓙ㽴
ળ䈇♽䉰䉟䊃


ᚑੱ䈮䉋䉎↪䈮䈧䈇䈩䈲䇮㗴䈏䈭䈇䈏䇮ఽ┬䈏↪䈜䉎䈫េഥ㓙䈱ᖱႎ
឵䈮↪䈇䉌䉏䇮‽䈱䈐䈦䈎䈔䈮䇯

ળ䈇♽䉰䉟䊃ⷙᴺ䋨ᱜᑼ䈮䈲䇸䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃⇣ᕈ⚫䊶䊶䊶䇹䋩䈫䈚䈩
ᐔᚑ2003ᐕ䈮┙ᴺൻ䇮2008ᐕ䈮ᡷᱜ
•ᬺ⠪䈱ዯ䈔⟵ോ
•ᱛ⺃ᒁⴕὑ䈱ⷙ
•ᐕ㦂⏕⟵ോ
•ఽ┬䈱↪ਇน䉕␜䈜䉎⟵ോ


┙ᴺൻ⥄䈮䈧䈇䈩䈲⇣⺰䈲ዋ䈭䈎䈦䈢䈏䇮ⷙኻ⽎䈮SNS䉕䉃䈎ุ䈎䈲ᄢ
䈐䈭⼏⺰䈮䇯ĺ 䈪䈲ㅢᏱ䈱SNS䈲䉁䉏䈭䈇䈖䈫䈮⏕ቯ䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇸㕖
ળ䈇♽䉰䉟䊃䇹䈮䈍䈔䉎‽⟋䈱㗴䉕ᱷ䈚䈩䈇䉎䇯
7

㆑ᴺኂᖱႎ䈫ᴺⷙ䈻䈱ᦼᓙ㽵


㕖ળ䈇♽䉰䉟䊃䈪䈱‽⟋䈲䇮એਅ䈱⼏⺰䈮䈧䈭䈏䈦䈩䈇䉎䈏䊶䊶䊶




SNS䈱⥄ਥⷙ䈮䈲છ䈞䈩⟎䈔䈭䈇
EMA䈱ቯ䈲ା↪䈪䈐䈭䈇

ᐔᚑ䋲䋱ᐕ䋱ᐕ㑆䈮䊒䊨䊐䉞䊦䉰䉟䊃䈭䈬䈱㕖ળ䈇♽䉰䉟䊃䉕䈚䈩ఽ┬⾈ᤐ䈭䈬䈱
‽⟋䈱ⵍኂ䈮䈅䈦䈢ఽ┬䈲䋱䋴䋸ੱ䋨೨ᐕᲧ䋶䋶ੱჇ䋩䈫䇮ળ䈇♽䉰䉟䊃䈪ⵍኂ
䈮䈅䈦䈢䋳䋶ੱ䋨ห䋱䋲ੱᷫ䋩䉕ᄢ䈮࿁䈦䈢䈖䈫䈏䋱䋷ᣣ䇮⼊ⷞᐡ䈱⛔⸘䈪ಽ䈎䈦䈢䇯
⼊ⷞᐡ䈲䇸ળ䈇♽䉰䉟䊃䈱ⷙ䈏ㅴ䉃৻ᣇ䇮㕖ળ䈇♽䉰䉟䊃䈪䈱ⵍኂ䈏Ⴧ䈋䈧
䈧䈅䉎䇹䈫䈚䈩䇮ᵈᗧ䉕䈶䈎䈔䈩䈇䉎䇯
↥⚻ᣂ⡞ 2010ᐕ218ᣣ䈱⸥䈎䉌
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8

䈱⥄↱䉕䇸⢿䈎䈜䇹䉅䈱㽲


䇸࿖ኅ䈮䉋䉎䈱⥄↱䈱㒢䉕ᭂജ࿁ㆱ䈜䈼䈐䇹䈫䈇䈉䈖䈫
䈮⇣⺰䈱䈅䉎ੱ䈲䈇䈭䈇䇯



㗴䈲䇮䇸࿖ኅ䈮䉋䉎䈱⥄↱䈱㒢䇹䈏ᓙᦸ䈘䉏䉎䉋䈉䈭
䈏䈪䈩䈐䈩䈚䉁䈉䈖䈫䇯㗴䇮․䈮ᮭଚኂᖱႎ䉕
ᷫዋ䈘䈞䉎䈖䈫䈏䇮䈱⥄↱䉕䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯



㵰⎏㵱䉅䈠䈱䉋䈉䈭ⷰὐ䈎䉌⠨䈋䉎䈼䈐䇯ⷙ䈮ኻ䈚䈩䇸NO䇹䈫
䈇䈉⚵❱䊶࿅䈱䉂䈭䉌䈝䇮ലᨐ⊛䈭㆑ᴺኂᖱႎኻ╷䉕䈍
䈖䈭䈉⚵❱䊶࿅䇮䈘䉌䈮䈲䈠䈱䉋䈉䈭ᯏ⢻䊶Ꮏᄦ䉅㵰⎏㵱䈪䈅䉎䇯
9

䈱⥄↱䉕䇸⢿䈎䈜䇹䉅䈱㽳
╙䋲䋸ᦼ᧲੩ㇺ㕍ዋᐕ㗴ද⼏ળ╵↳
䇸䊜䊂䉞䉝␠ળ䈏䈏䉎ਛ䈪䈱㕍ዋᐕ䈱
ஜో⢒ᚑ䈮䈧䈇䈩䇹

㕍ዋᐕ䊈䉾䊃ⷙᴺ᩺
䇸䊈䉾䊃䈪ⴕᴺ䈪䉅㆑ᴺ䈭䊧䊔䊦䈱
䉒䈇䈞䈧↹䉅◲න䈮䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁
䈜䈏䇮䈠䈱↹㕙䉕ኂ䉰䉟䊃䈱䈫䈚䈩
ળ⼏䈭䈬䈪㈩Ꮣ䈜䉎䈫㆑ᴺ䈮䈭䉎䉒䈔䈪
䈜䇯䈠䉏䈭䈱䈮䉰䉟䊃⥄䈲䈇䈧䈪䉅
䉌䉏䉎䈫䈇䈉⁁ᴫ䈲䈍䈎䈚䈇䈪䈜䉋䈰䇯䇹

䇸ઁ䈮ឭଏ䈜䉎⋡⊛䈱䈭䈇䈇䉒䉉䉎䇸න
⚐ᚲᜬ䇹䈲ᱛ䈘䉏䈝䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕
ਛᔃ䈮䈍䈡䉁䈚䈇ఽ┬䊘䊦䊉䈏⬧ᑧ䈚䈩
䈇䉎䇯䇹
䋳䋵䋌

䇸䇺⥄ਥⷙ䈪䈲ਇචಽ䇻㕍ዋᐕ䊈䉾
䊃ⷙ⥄᳃ᴺ᩺䇮㜞Ꮢᣧ⧣⼏ຬ䈮⡞
䈒䇹NIKKEI NET 2008ᐕ48ᣣ

187

10

㆑ᴺኂᖱႎ䈮ኻ䈜䉎ข䉍⚵䉂㽲
ᔃ䊈䉾䊃䈨䈒䉍ଦㅴද⼏ળ


䍐䍻䍞䍎䍦䍍䍢䊶䍬䍍䍢䍵䍐䍻䍜䍻䍞䍎






㕍ዋᐕ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃ⅣႺᢛᴺ䈱ᚑ
┙䉕ฃ䈔䈩2009ᐕ2䈮⸳┙䇯ో䊶
ᔃ䈭䊈䉾䊃䈨䈒䉍䉕ផㅴ䈚䇮䉟䊮䉺䊷
䊈䉾䊃↪ⅣႺ䉕ᢛ䈜䉎䇯䉟䊮䉺䊷
䊈䉾䊃䈮䈎䈎䉒䉎䈅䉌䉉䉎ᒰ⠪䈱ෳ
ട䉕ᗐቯ䇯






⺞ᩏડ↹ᆔຬળ䈫᥉⊒ᆔຬળ䈱
䋲䈧䈏ᵴേ䈱ᩇ䇯೨⠪䈱ਛ䈮䇸⺞ᩏᬌ
⸽ᬺㇱળ䇹䇸ఽ┬䊘䊦䊉ኻ╷ᬺㇱ
ળ䇹䇸䉮䊮䊁䊮䉿䊧䉟䊁䉞䊮䉫ᬺㇱળ䇹
䇸䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䊃ᬌ⸽ᬺㇱળ䇹䉕
⸳⟎䇯䇸ఽ┬䊘䊦䊉䌾䇹䈪䊑䊨䉾䉨䊮䉫
䉕ᬌ⸛䇯



2006ᐕ6䈮ㆇ↪㐿ᆎ䇯
䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱㆑ᴺኂᖱႎ䈮䈧䈇
䈩䇮ㅢႎ䉕ฃ䈔䉎䇯
㆑ᴺᖱႎ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⼊ኤ䈮ㅢႎ䈜䉎䈫
䈫䉅䈮䇮䊒䊨䊋䉟䉻╬䈮ኻ䈚䈩㒰䈱ଐ㗬䇯
ኂᖱႎ䈮䈧䈇䈩䈲䇮↪ⷙ⚂╬䈮ၮ䈨
䈒ኻᔕ䈱ଐ㗬䇯
ㆇ↪䉧䉟䊄䊤䉟䊮䉕ᢛ䈚䈩䇮ኂᖱႎ䈮
䈧䈇䈩䈲䇮㒢ቯ䉕⸳䈔䈩෩ᩰ䈭ㆇ↪䉕䉄
䈙䈜䇯
2009ᐕ䈱ታ❣䈲䇮㆑ᴺᖱႎ䈫䈚䈩䈱㒰
ଐ㗬16,496ઙ䋨ኻᔕ₸88.0%䋩䇮ኂᖱႎ
䈫䈚䈩䈱ኻᔕଐ㗬1,971ઙ䋨ห78.4%䋩
11

㆑ᴺኂᖱႎ䈮ኻ䈜䉎ข䉍⚵䉂㽳
㆑ᴺኂᖱႎ⋧⺣䉶䊮䉺䊷

EMA䇮I-ROI





䉰
䉰䉟䊃䈱╙ਃ⠪⸽䇯䉰䉟䊃䈱ోᕈ
䈮䈧䈇䈩䈱䈍აઃ䈐䉕ਈ䈋䉎䈚䈒䉂䇯
䈬䈤䉌䉅2008ᐕ5䈮⸳┙䇯EMA䈲៤
Ꮺ䈱䉂䇯I-ROI䈲PC䉰䉟䊃䉅䇯
䊡䊷䉱䊷䈱⊒䊶ᢎ⢒ᵴേ
䊐䉞䊦䉺䊥䊮䉫䈱ᡷༀ
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㆑ᴺኂᖱႎ䈱⋧⺣⓹ญ
2008ᐕ2䈮⸳┙䇯ᒰೋ䈲㔚᳇ㅢାᬺ
⠪ะ䈔䈪䈅䈦䈢䈏䇮ᓟ䈮৻⥸䈮㐿䇯ਥ
䈫䈚䈩䊒䊨䊋䉟䉻䇮ឝ␜᧼▤ℂ⠪䇮ቇᩞ▤
ℂ⠪䈎䉌䈱⋧⺣䉕ᗐቯ䇯
㒰ⷐ⺧䇮⊒ା⠪ᖱႎ㐿␜䈭䈬䈻䈱ኻ
ᔕ䈱䉝䊄䊋䉟䉴䇯
䊈䉾䊃䈇䈛䉄䈱ኻᔕ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䉝䊄䊋䉟
䉴䇯

12

䈱ⷙ䈮ኻ䈜䉎⠨䈋ᣇ


㵰⎏㵱䈱ਛᩭ䈲䇮㗴ᖱႎ䋨㗴ႎ䊶ㅍ䋩䈮ኻ䈜䉎ታല⊛ኻ╷䈪䈲䈭䈇
䈎䇯



࿖ኅ䈮ᦼᓙ䈘䉏䉎ᓎഀ䈲䇮᳃㑆䈱ข䉍⚵䉂䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䈏ේೣ䇯



䈢䈣䈚䇮ႎⵍኂ䈮䉋䉎ᮭଚኂ䈏㗫⊒䈜䉎䈫⹏ଔ䈘䉏䉎䉋䈉䈭႐ว䇮ᣂ
䈢䈭ᴺⷙ╬䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䈩䉅䉇䉃䉕ᓧ䈭䈇䇯



䈮䇮ᣂ䈚䈇ᯏ㑐䉕䉌䈙䉎䉕䈋䈭䈇႐ว䈪䈅䈦䈩䉅䇮ⴕ䉋䉍䈲⁛┙ⴕ
ᆔຬળ䈏ᦸ䉁䈚䈇䇯䉁䈢䇮⁛┙ⴕᆔຬળ䈪䈅䈦䈩䉅䇮ᐢ▸䈭ᮭ㒢䉕ਈ䈋
䉎䈼䈐䈪䈲䈭䈇䇯ේೣ䈫䈚䈩䇮ႎⵍኂ╬䈱ᮭଚኂ䈱ᢇᷣ䈮ᱛ䉄䉎䈼䈐䇯
․䈮䇸ਛ┙ᕈ䇹䈭䈬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᚲ▤䈘䈞䉎䈼䈐䈪䈲䈭䈇䈱䈪䈲䇯
13
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所：総務省第１特別会議室

２．場

浩一、深尾

新（代理出席）、河合

久光、嶋

聡（代理出席）、長尾

弁護士 森

丸山です。私は社会部記者、その後、論説委員をほぼ３０年やってま

ありがとうございました。

今日、東京スカイツリーへ視察に行ってまいりました。
「むさし」と言われる６３４メー
ターの世界一巨大な電波塔で、工事の休憩時間を利用して１５０メーターのところまで登
らせていただきました。五重塔という、過去の私たちの歴史が誇っている技術を利用しな

-2-

本日は、後構成員、音構成員、黒岩構成員、重延構成員、根岸構成員の各構成員がご欠

す。また、ＫＤＤＩの小野寺オブザーバの代理で長尾渉外・広報本部長に、ソフトバンク

-1-

いただきました。

民の生産性あるいは教育、アクセスの権利をしっかりと保障していくビジョンを出させて

これは光ファイバだけではなく、もちろん無線もございます。そういうものを駆使して国

まず、
「ＩＣＴ維新ビジョン」を作成させていただきました。２０１５年までに「光の道」、

席と伺っております。それから、郷原構成員、宍戸構成員が遅れてご出席と伺っておりま

はインターネットにより生中継をしておりますので、ご了解いただければと思います。

本日の会合もこれまでと同様、完全公開により行わせていただきます。この会合の模様

利保障等の在り方を考えるフォーラム」の第５回会合を開催させていただきます。

それでは、定刻となりましたので「今後のＩＣＴ分野における国民の権

ます。

５．議事録

【濱田座長】

この間の幾つかの動きについてご説明申し上げることで、皆様への感謝に代えたいと思い

皆さん、こんにちは。総務大臣の原口一博でございます。皆様には、濱

（２）意見交換

【原口大臣】

まず初めに大臣からお話をお願いいたします。

のヒアリングになります。

それでは、本日の議題に入りたいと思います。本日は前回、前々回に引き続いて３回目

【濱田座長】

ぞよろしくお願いいたします。

生懸命勉強させていただいて、皆様方と議論に参加させていただきたいと思います。どう

いりました。放送界を取り巻く現状や法体系をさほど詳しくはございませんけれども、一

【丸山構成員】

田座長をはじめ毎回精力的にご議論を賜りまして、心から感謝申し上げたいと思います。

事

毅（代理出席）、

丸山構成員から一言ご挨拶をお願いいたします。

ればと思います。

さんに今回の会合から構成員としてご出席いただくことになりましたのでご了承いただけ

退されております。丸山構成員については、社内で後任に当たる、同じ名字の、丸山伸一

山構成員が、４月の人事異動によりフォーラムへの参加が難しくなったため、構成員を辞

前回までフォーラムに参加いただいておりました毎日新聞の児玉構成員と読売新聞の丸

議題に入る前に、構成員の交代等についてご紹介をいたします。

総務省側では、長谷川政務官がご欠席と伺っております。

（１）関係者ヒアリング

４．議

原口総務大臣、内藤総務副大臣

（４）総務省

英知法律事務所

亮二

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 曽我 邦彦

（３）ヒアリング対象者（ヒアリング順、構成員を除く）

慶應義塾大学 村井 純

常寿、中村

昌峰、堀 義貴、丸山 伸一

利矢子、宍戸

福田 俊男（代理出席）
、渡邊 大樹（代理出席）

金田

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

服部 孝章、羽石 保、浜井

信郎、五代

伊知哉、

泰志、郷原

楠

茂樹、工藤

くみこ、

濱田 純一（座長）、長谷部 恭男（座長代理）、上杉 隆、宇賀 克也、木原

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）

３．出席者：

時：平成２２年４月２３日（金）１７：００～１８：４７

１．日

ＮＨＫ福地オブザーバの代理で金田専務理事に、ＮＴＴ三浦オブザーバの代理で渡邊経営

在り方を考えるフォーラム（第５回会合）
企画部門長にそれぞれご出席をいただいております。

の孫オブザーバの代理で嶋社長室長に、民放連の広瀬オブザーバの代理で福田専務理事に、

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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なったのかというご意見を先ほど金子郁容先生からお話いただいたところでございます。
まさに、自由で開かれたこの日本の社会、そして一人ひとりの表現の自由あるいは報道・

いと思っております。誰もが等しく情報にアクセスできる、あるいは入札システムについ

ても電子によって公正・公平なシステムをつくっていきたいと思っております。

自由で柔軟で寛容な社会をつくり上げるためのご努力に心から感謝を申し上げまして、総
務大臣としての挨拶に代えたいと思います。

れておりました。今日から行政刷新会議において事業仕分け第２弾をやらせていただいて

おりますが、私たち総務省は出先機関についても権限仕分けを行おうとしています。２人

りますので、大変恐縮ですが、ご説明に当たっては、あらかじめお願いしております５分

-4-
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７名の方からプレゼンをいただいた後で、まとめてメンバーとの意見交換を予定してお

んの順にプレゼンテーションをお願いしたいと思います。

深尾構成員、中村構成員、日本ＰＴＡ全国協議会さん、村井教授、英知法律事務所の森さ

日本弁護士連合会からは、独立した委員会の設置や記者クラブ会見の開放、パブリック

りました。

しかし批判精神を忘れない率直な声が寄せられることこそ一番の「砦」だとのご意見を賜

消費者団体の特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟からは、視聴者からの温かく、

ご発表ですが、お手元にも資料がございますが、これに沿って上杉構成員、木原構成員、

ォーラムにご出席をいただきましてありがとうございます。

ば、行政の監視、事業者の自主的取組強化、ＢＰＯの機能拡大の重層的な組合せが「砦」

となり得るという説明をいただきました。

グを開始したいと思います。ヒアリング対象者の皆様におかれましては、お忙しい中、フ

トするのであれば、強い権限と独立性を有する機関が「砦」となるが、そうでないとすれ

それでは、今大臣からお話がございましたように、早速今日のヒアリン

【濱田座長】

ンス、行為の正統性、あるいは参加度を加えたいと考えています。また、内容規制にシフ

本当に濱田先生を中心にありがとうございました。

と、柔軟であることが変化に対応できる唯一の道であるということでございます。まさに

点として、各種プロセスの透明性の確保や既存の受信者による発信の場の拡充等が挙げら

の構成員がお話になったように、そこに至るプロセスも全部開示をして、そのパフォーマ

らぎやノイズを大事にしながら、極めて省エネのシステムを持っています。自由であるこ

ていただきました。脳というのはリジットなかたいアーキテクチャーではなく、むしろ揺

組についてご説明を賜りました。

また、音構成員、宍戸構成員からは、言論の自由を守る「砦」を議論する際に必要な視

（情報通信研究機構）において脳と情報通信についての研究というものをキックオフさせ

結びになりますが、同じつながることによって保障されるもの、あるいは今、ＮＩＣＴ

改めて感謝を申し上げます。

しつつ、視聴者の基本的人権を守るという要請から設立・運営されている実態や現在の取

的な取組についてご説明をいただきました。またＢＰＯからは、報道・表現の自由を保障

ＮＨＫと民放３社の方々からは、コンプライアンス体制あるいは視聴者対応といった自主

放送の自由など様々な自由が強く守られるためのご議論を展開していただいていることに

つくりになるに当たって何を目指してこられたのか、そしてどのような理念でおつくりに

律あるいは地方政府の電子政府を標準化できるような、標準化法をつくらせていただきた

本日はヒアリングの３回目でございますが、過去２回のヒアリングを振り返りますと、

今日は慶應義塾大学の開校記念日だそうでございます。福沢諭吉公が慶應義塾大学をお

ても、私たちは議論をしています。来年の通常国会に向けて電子政府化の推進のための法

らそれぞれの観点でご発表をいただくことになっております。

法人日本ＰＴＡ全国協議会、慶應義塾大学の村井教授、弁護士の森さんの計７名の方々か

いただきつつ、今新たな情報通信社会についての指針をつくらせていただいています。

すべての人に公正・公平に開かれたプラットフォームをつくりたい。電子政府化につい

本日の第３回ヒアリングでも、上杉構成員、木原構成員、深尾構成員、中村構成員、社団

このように多くの方々から今後の検討の参考となるご意見を賜ったわけでございますが、

向で議論すべきとのご意見がございました。

メディア、多チャンネル化の時代における経営の選択肢拡大のため、規制緩和・撤廃の方

さらに、社団法人日本新聞協会からは、クロスメディア所有規制の在り方について、多

アクセスの導入等に関するご提言をいただきました。

分であることを証明することは大変大きな権利でございます。そういう５原則を出させて

ない間に情報のセキュリティが奪われている。アイデンティファイ、つまり国民自らが自

せていただきました。これはいつの間にか自らの情報が誰かに囲い込まれて、そして知ら

「ＩＣＴ維新ビジョン」に加えて、国民ＩＤに関する「原口５原則」というものも出さ

申し上げてきました。

がら、温故知新、まさに未来を開く電波塔をおつくりいただいている皆様に激励と感謝を
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ればと思います。あくまでもフェアな議論をしたいと思い、この文面を添付しました。私

いてお話しされたかと思います。

【上杉構成員】

界中のほとんどの民主主義国家で行われていることが、日本では行われていないことをま
ずご認識いただきたいと思います。

自由を守るために、ともに同じラインに立って機会均等、そしてそこからスタートしよう

ということをずっと言い続けてきています。いわばアクセス権の担保、公平性ということ

海外メディア、雑誌、インターネットの記者の共通認識がこの部分です。

います。
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すが、少なくとも１８ページ以降に名前が出ている７０名以上のフリージャーナリスト、

国の中でも圧倒的に情報アクセスがクローズであることが認定されたと申し上げたいと思
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現状認識です。記者クラブ側に所属しているメディアの方々も色々反論はあろうと思いま

を受けた宮内庁、法務省、内閣官房等に関しては、これはもう先進国のみならず世界中の

などの既存メディアと外国メディア、雑誌、インターネットメディア、フリーランスの記

者は長い間、会見への自由な出席、自由な質問が認められてきませんでした」というのが

府機関でも相当温度差があるということが一つ言えると思います。特に、Ｄランクの評価

言論の自由は存在していなかったのかということがあると思います。何といっても、この

は記者クラブの加盟社・者が会見への参加を事実上独占しており、記者クラブの非加盟社・

説明は割愛しますが、申し上げたいのは、ＡＢＣＤのランクづけが行われていて、同じ政

そして、求めていることは、１７ページになります。「私たちは、大手新聞社やテレビ局

「記者会見・記者室の完全開放を求めるアピール」を行いました。冒頭の、「しかし、実際

結果について」です。ここ総務省で原口大臣の指示のもと、３月に結果が発表されました。

こうした調査が行政の側から行われるということで、既にこの国の報道機関には情報、

日本のフリージャーナリスト、それからこれまで色々活動してきた７０名の呼び掛け人が

早速１つ目ですが、資料の１ページ目の「記者会見のオープン化の状況についての調査

４つ目ですが、１６ページの記者会見の開放を求める会のアピール文です。これは今月、

れること自体が、今行われていないという全くの証左であります。先進国のみならず、世

者クラブの記者たちに出ていってくれと言ったことも一度もありません。いわゆる報道の

を言っているということです。

そして飛んで「⑧まずは規約を読み、議論してみませんか？」
。こういう形で手引きが出さ

ですが、決してそういうことではありません。記者クラブの解体も求めていませんし、記

の参加を拒んでいませんか？」、「②記者会見の開放に抵抗していませんか？」、
「③記者ク

までも記者会見の開放、いわゆる公的情報へのアクセスの公平性を求めてきたものです。

ラブ員以外の質問を阻んでいませんか？」、
「④記者クラブへの加入を阻んでいませんか？」、

ブ制度に対して改善を求めました。「実行のための手引き」の部分ですが、「①記者会見へ

どうもこの議論になると、記者クラブに入れてくれというような誤解が広がっているよう

です。今回は一歩進んで、その新聞労連自らが具体的な手引きを発表して、この記者クラ

言を出していたのですが、宣言を出すのみで、実際の行動には移していなかったのが現状

ようと思います。

まず、最初に誤解なきように申し上げておかなくてはいけないのは、ずっとフリーのジ

新聞労連が、
「記者クラブ改革へ踏み出そう」という宣言を出しました。過去にも同種の宣

が、私が記者クラブを語り出すと５日から１０日かかるので、できるだけ早目に終わらせ

ャーナリストを含めて、記者会見の開放をこの数十年間訴え続けてきました。それはあく

３つ目ですが、日本新聞労連の声明文で、１３ページになります。今年３月４日に日本

与えていただきありがとうございます。記者クラブについてお話をさせていただくのです

ジャーナリストの上杉隆です。５分から１０分ということでお時間を

抗議の意味で退席しており、内容は聞いておりませんが、おそらくこのあたりのことにつ

上杉構成員からのプレゼンテーション

自身は、日本新聞協会のヒアリング当日は、質問権を未然に封じることをなさったので、

アリングをしていただいたので、ここでは説明を割愛します。この文章を読んでいただけ

それでは、早速、最初に上杉構成員からご発表をお願いします。

２つ目ですが、５ページ目の、日本新聞協会の見解です。日本新聞協会には、前々回ヒ

やって行政の方から示されているのが日本の現状です。

自由であってほしいと願うのは、これはむしろ報道機関に属する記者たちではなく、こう

フォーラムの趣旨である言論の自由の砦を守る、その言論の部分においては、何としても

ばと思います。そのような進め方にさせていただければと思います。

でも、特に手短にご質問したいことがございましたら、２、３問程度質問していただけれ

答・意見交換をいたしますが、前回と同様に事実関係の確認等は個別のご説明の終了時点

それから、今申しましたようにすべてのプレゼンテーションの終了後にまとめて質疑応

から１０分程度のお時間でお願いいたします。
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【濱田座長】
いただければと思いますが、今の時点で何かございますでしょうか。

日本の報道の質を高め、言論の自由と民主主義社会の発展につながると確信しています。」

ということで、１８ページ以降に呼び掛け人の名前が載っております。私もその一人とし

それでは、また最後にまとめて議論いただきますので、ご質問などもその際にお願いで

しさせていただきたいと思います。

でいるだけであります。

っているというところでございます。

化しているにもかかわらず、日本だけがそこに蓋をするのは、効果的ではないと思います。

コミュニティＦＭはどうかというと、イメージとして、地域の真ん中に放送局があって、
出演者がそこに来てマイクを持ちます。しゃべり終わったら聞き手に回り、今まで聞き手
だった人が、次はしゃべり手になる、そのようにマイクは常に出演者である市民が握って
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のであれば、必ず記者会見の開放を前提として議論に加えていただきたい。そして、先ほ
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ということになると思います。

クラブへの開放を求めています。また、ＥＵ委員会も数年にわたって決議を行っているの

このように言論の自由を守ることを話し合う、そしてアジェンダセッティングをされる

マイクを握っているのは放送局です。ツーウエイ（双方向）の場合も、放送局対リスナー

２００２年と２００３年に規制緩和や、公平な国際的ルールに基づく見地から日本の記者

は、規制緩和の見地から日本の記者会見に対しては公平な運用を行うよう求めております。

ます。４ページ目のイメージ図ですが、県域放送局やＮＨＫなどの大きな放送局の場合、

とよく聞かれるのですが、答えは、
「マイクを誰が握っているか」の違いではないかと思い

県域放送やＮＨＫなどの、いわゆる大きな放送局とコミュニティ放送局はどう違うのか

場を提供する役割を担っているのがコミュニティ放送局であると言えます。

た言葉かもしれませんが、
「誰でも出演（参加）する権利」があるはずです。そして、その

ことだと思います。誰もが出演し、発信することが出来る放送局。これは今まではなかっ

メディアだけでなく、日本政府に対しても国際機関が抗議をしております。ＯＥＣＤは

民の知る権利が日本では阻害されているとして抗議を行っています。

これはフリープレスの原則に基づいて求めております。国境なき記者団も毎年のように国

を紹介します。ＦＣＣＪ（日本外国特派員協会）は、３０年来オープン化を求めています。

最後に、これで本当に最後になりますが、日本の報道・記者会見に対しての海外の評価

第です。

コミュニティＦＭの大きな特色・特徴は、出演者と聴取者、リスナーとの間に境がない

局がございます。三角山放送局のある札幌市では、現在、７局ございまして、必死に頑張

おりましたiPad等を含めてインターネットメディアの急激な発展によって情報がフラット

とにかく記者会見の開放に関しては、是非ともアジェンダに入れていただきたいと思う次

ィＦＭは、４月１日現在、全国で２３６局あります。北海道にはこのうち１割以上の２５

は、現在のメディア環境において非常に不公平です。さらに、先ほど中村構成員も持って

三角山放送局は、三角山のある札幌市西区で１３年前に開局いたしました。コミュニテ

な試みを行ってまいりました。今回は、私ども三角山放送局の取組を一つの例としてお話

に取材を行い、それで得た情報が色々な形で国民、そして世界中に発信されることを望ん

最後になりますが、このような形で日本だけが情報のガラパゴス化に置かれている現状

コミュニティＦＭでは、地域の人たちのパブリックアクセスの機会を増やすために様々

ただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。

つもりは全くありません。誰もが同じ土俵に立って、そして同じアクセス権のもと、公平

とかく対立構造で記者クラブ、非記者クラブメディアが取り上げられていますが、その

【木原構成員】

土俵に是非とも参加させていただきたいと思うからです。

コミュニティＦＭ、三角山放送局の木原くみこです。発表の機会をい

木原構成員からのプレゼンテーション

続きまして木原構成員からご発表をお願いいたします。

きればと思います。

らば、その言論にネット、フリーランス、雑誌、海外メディアも認めていただいて、同じ

ただきたいと言いました。それは、原口大臣の目指すところが「言論の自由を守る砦」な

いう認識のもと、第１回目の会議であえてアジェンダセッティングにこれを取り上げてい

このように日本だけが特殊な制度であり、それが結果として言論の自由を妨げてきたと

て今回賛同して名前を載せております。

ような報道のシステムをつくった上で議論していただければと思います。

り広げ、切磋琢磨を続けることこそが、知る権利、報道の自由の真の意味での実践であり、

先ほど申しましたように、各報告の後に手短にご質問等ございましたら

ど大臣もおっしゃいましたが、世界標準のプラットフォームをつくるならば、世界と同じ

者、非営利で情報発信を行っている団体・個人などが平等な立場で自由に取材・報道を繰
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解決につながるものだと思います。

す。外国人もいます。性的マイノリティの方もいます。「いっしょに、ね！」を合言葉に誰

にかかります。規模の小さい私どもコミュニティ放送にとっては非常に苦しい金額です。

るキュー」と申します。
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コミュニティＦＭの出力は、最高で２０ワットです。ＮＨＫは何と３００キロワットで

にいきたいと思います。インターネットでの放送についてお話しさせていただきます。

さて、ここまでは「誰でも出演出来る」という話ですが、次は「誰でも聞ける」ところ

思います。

地域は少数派で成立していると思います。小さな声を決して切り捨てないでいきたいと

（映像上映）

「石井ちゃんとゆく！」です。どうぞ。

【濱田座長】

紹介してくれた番組をごらんいただきたいと思います。ＵＨＢ北海道文化放送の人気番組

ジャーナリストの上杉です。障がい者、ハンディキャップを持つ方へ

【木原構成員】

だけますか。
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費用は本当に色々なので一口には言えませんが、私も色々とチャレン

や補助金など、政府あるいは公的機関から何かしらの補助があるのかどうかを教えていた

の機器の設備投資は、どのぐらい費用がかかるのでしょうか。また、それが例えば助成金

【上杉構成員】

木原構成員からのプレゼンテーションに関する質疑

今の時点で何かご質問がございましたら、いただければと思います。

を目指していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

これからも三角山放送局は「いっしょに、ね！」を合言葉に、誰もが発信出来る放送局

つくりました。説明してもなかなかわかりにくいと思いますので、今日は地元の放送局が

フを上げ下げするようなスイッチもつくりました。これは北海道工業試験場と共同開発で

このために二の足を踏む局もありますし、ネックになっていると思います。

す。さらに、著作権にかかわる費用が地上波だけでなく、インターネットにも二重、三重

るぶるっとふるえて合図をするという形のものをつくりました。これは名付けて「ぶるぶ

それから、手が不自由なパーソナリティためには呼気スイッチ、要するに息でもってカ

また、もう一つの課題は、インターネットなどの設備投資にお金がかかるということで

はリスナーとの距離が非常に近いだけに、こじれると厄介でもあります。番組審議会はも

でしたので、ないものはつくるしかないと思い、（機器を）つくりました。

レクターが「キュー」という合図を出しても見えないためわからないので、この時計がぶ

って影響を被る個人という、個人に対する権利保障の問題です。コミュニティＦＭの場合

い者がマイクの前に立つことは念頭になかったのではないかと思います。そのようなこと

ちろんありますが、受け皿、クッションとして中立な組織が必要ではないかと思います。

誹謗・中傷や、世論や政治との関わりなどが出てまいります。出演する個人や、それによ

けですし、放送機器も障がい者が使いやすいものは全くありませんでした。つまり、障が

例えば、右下にあるのは、腕時計になっているのですが、目が不自由な方に私たちディ

は違った問題が起きてくる可能性があります。行き過ぎた発言や、発言した個人に対する

イクを握り、どこでも聞けるようになってきたわけですけれども、そうなると、今までと

放送局はバリアフリーとは反対に、バリアだらけでございました。スタジオは段差だら

ました。

最後に、課題についてですが、お話ししてきましたようにコミュニティＦＭは市民がマ

消、合併などで広がった地域、災害時の情報伝達、そういうのも含めて情報ディバイドの

ています。中には障がいのある人もいます。車いすの人もいます。目が不自由な方もいま

もが発信出来るようにと思い取り組んでまいりました。しかし、すぐに問題にぶち当たり

このようにコミュニティ放送がパブリックアクセスへの取組をすることは、難聴地域解

４倍ぐらいの人が毎日入れかわり立ちかわりマイクの前に立って自分の意見や思いを伝え

でも聞けるようになりました。全国で聞くことが出来ます。地域情報の発信にももっと役

それが匿名であったり、時には責任のない発言であったりする場合もあると思います。

に立てるようになると思います。現在、９局が聞けますが、どんどん増えていく予定です。

す。このことによってアクセス数は格段に増えました。そして、先月末から、何とiPhone

などは、どちらかというと、全員が一斉にマイクを握っている状態ではないかと思います。

さて、三角山放送局では、現在１７０名の市民パーソナリティがおります。この写真の

２００８年の６月から、今３６局が参加してサイマル放送（同時放送）を行っておりま

かない」ことを解消するためにインターネット放送に取り組んでまいりました。

って発言をします。

インターネットの場合はどうなのかを考えたのですが、例えばインターネットの掲示板

すので、その大きさの違いがわかると思います。私どもは、「聞こえないとか」、
「電波が届

いると言えると思います。放送局は市民をつなぐ役割を担っていて、出演者は、責任を持
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まず、１ページ目の現状認識からお話させていただきます。基本的に、現行の日本の通

【深尾構成員】

要だと思っております。その観点は、基本的にＢＰＯの取組などを活かし、政治からの独

きたいと思います。

ダでも設定いただいたように、メディア自体が地域の活性化に寄与するとか、文化が育成
されていく、育まれていく。平たく言えば、繋がることで生きていく力が湧いていくこと、
人を幸せにすること、かけがえのない一人ひとりが輝くとことが、実は電波・通信を通じ
て出来ると考えています。それは先ほど見ていただいたＤＶＤの映像でも明らかだと思っ
ています。そういった観点で、電波・通信行政を考えていくことが、このフォーラムとし
ての一つの責務であろうと思っています。

い」と言われたのが９０年代の終わりぐらいです。それがこうして非営利のコミュニティ

メディアが、２０００年以降、インターネットや多様な分野で広がりをみせています。今

からご紹介するのは、全国で色々な地域の特性を持って発信されている皆さんです。見て

いただけばわかると思いますが、皆さん生き生きと地域のことを発信しておられます。こ

ういう中でまちが元気になっていったり、自分たちのまちを見つめ直すことになったりし

ます。

きていることは既に事実です。これは技術発展によって受け手の市民ではなく、発信の主
体としての市民の姿と実践が、既に我が国でも多様な形で存在しているということです。
そのことにより、発信することで守られる人権があり、創られる人権がある。それは特に
潜在的な社会課題やマイノリティの問題等に関しては、当事者が発信することで守られる、
創られる権利がある。それによって形成される価値があると考えています。また、自身が

-12-

これは、今回このＤＶＤをつくっていただいたOurPlanet-TVの紹介になりますが、イン

ターネット放送局として様々な社会課題を発信されています。こういった子どもたちへの

映像ワークショップなども通して発信することに非常に力点を置いてやっておられます。

最近は、離島や、鹿児島などで、こういった地域の発信でまちを活性化させていこうと

たくさんのラジオ局が生まれてきています。これもほとんどの方々がボランティアで局を

-11-

次に４ページについてです。今見ていただいたように発信する市民が、多様に存在して

議論でもそうですが、国際競争力や表現の自由、規制のあり方の議論に加えて、アジェン

政省の基本的な電波行政でした。
「放送局をやりたいのなら株式会社をつくって出直してこ

これは大学生がつくっている番組です。

次に３ページについてです。そういった意味では、今までの、例えばこのフォーラムの

の自由を享受出来るように定めることが大前提、大原則だと私は思っています。

許を取るまでに、
「ＮＰＯ法人にコミュニティＦＭの免許などやらん」というのが当時の郵

次にこれは日本で初めてのＮＰＯ法人の放送局でした。私も設立に関わりましたが、免

とを大前提として、社会のすべての成員が言論・表現の自由、コミュニケーションと情報

は自由であって、国民を電波の消費者と見るのではなく、主体としてきちんと規定するこ

で有名な局です。

捉えるということです。これは先ほどからあったように、大原則は、コミュニケーション

（ＤＶＤを上映しつつ発言）

２ページ目ですが、そのときに中核となる考え方は、コミュニケーションを権利として

これは阪神・淡路大震災のときにいわゆる「海賊放送」から始まったコミュニティＦＭ

ました。

立を社会全体の総力を挙げて実現するべきだと個人的には思っております。

ると私自身は認識しております。その視点に立って、独立行政委員会の設置は、非常に重

る「市民メディア」や「コミュニティメディア」がどういうものか、ＤＶＤで見ていただ

このＤＶＤはコミュニティメディアとして活躍している全国の仲間たちがつくってくれ

信放送政策は、先ほど申しましたとおり「事業者の権利・義務」を定めたビジネス法であ

最初に、今の木原構成員の発表とも重なるところがあるのですが、私が今回テーマにす

きょうとＮＰＯセンターの深尾です。

では、パワーポイントの方に移らせていただきます。

深尾構成員からのプレゼンテーション

（ＤＶＤ上映終了）

も後段でご提案させていただきたいと思います。

【濱田座長】

それでは、続きまして深尾構成員からご発表をお願いいたします。

いまして、市民が発信することを支援する仕掛け、仕組みが出来ています。こうしたもの

これは後でも触れますが、韓国などでは、メディアセンターに国を挙げて取り組まれて

支えて、自分たちのまちを元気にしたい思いで発信されています。

あると思います。

改善していくことは考えられているけれども、発信する方に関しては全くないのが現状で

ジして、補助金などをもらいたいと思ったこともあるのですけれども、聞く人にとって色々
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こういうコミュニケーションの権利を支える、ＮＰＯやＮＧＯを支えるグラミン銀行や、

画に入れていくということが非常に重要だろうと思っています。

側も信頼を勝ち得ないと私たちは認識しています。そういった情報開示の仕組みもきちん

いうことです。

【上杉構成員】

報にアクセス出来る環境を実現していくことも非常に重要です。

負担になっているかと思います。その中で、例えば２０１１年７月２４日に幸か不幸かア
ナログ放送が終了して、地デジに完全移行することになりますので、アナログの放送機器
が現在の大きな放送局から相当出てくると思うのですが、例えばそれを優先的にもらうと
か、払い下げとか、そのような構想はあるのでしょうか。
【深尾構成員】

送体制の中に三元的なコミュニティ放送を入れるということを申し上げましたが、実は多
くのコミュニティＦＭは第三セクター形式で行政の支援を受けてやっていて、そういうと

クアクセス等を支える支援基金や財団のようなものの創設です。先ほど申しあげたメディ

アセンターの設置などを応援したり、コミュニティＦＭを応援したりするもので、また、

商業放送の中でもドキュメンタリーなどの非常に社会性を持った公共的な番組では、スポ

ンサーがつかず、大きな放送局の皆さんも苦労して制作をなさっています。そういった方々

を応援するような基金を、アーカイブなどもそうですが、メディアや「発信」ということ

をきちんと文化と捉えて応援していくような制度設計や在り方が、今非常に求められてい

るのではないかと感じています。

ころを機軸に制度設計がされてきております。一方で、私が設立したラジオ局もそうです

-14-

国民自身が主体であることを基本に据えながら、こういった制度設計、パブリックアク

-13-

現状はないですが、非常にいいアイデアだと思います。先ほど私は放

かもしれませんが、地方、地域のミニメディアは、設備投資に大きなお金がかかって相当

最後になりますが、４つ目は、ＮＨＫの受信料などの一部を積極的に活用したパブリッ

ジャーナリストの上杉です。質問というか、提案というか、思いつき

でしょうし、投資をしていく人たちも増えてくると現場では感じています。

くために、先ほど上杉構成員からもありましたが、多様なメディアや多様な存在が一次情

と整備していくことがセットで議論していければ、実はファイナンスの問題も生きていく

としてきちんと可視化していく。そういったことが税制優遇とセットじゃないと、ＮＰＯ

型・協働型の制度になるようにみんなが努力しながら、こういった権利を確立していくと

７ページをめくってください。３つ目は、そういった発信力を支える政策を展開してい

要ですし、我々ＮＰＯサイドもきちんと情報開示をして、社会から信頼されるパートナー

です。制度をつくっても、押しつけ型の制度になっては、制度が腐ってしまいます。共創

いったところがきちんとしたビジョンを持って評価される評価軸を形成していくことも重

いっぱいありますし、地域の放送局が協力してくれれば出来ることもいっぱいある。そう

２つ目は、パブリックアクセスの制定に向けた国民的な議論を形成していくことが重要

んです。地域のメディア、例えば地元の新聞社が協力してくれれば、簡単に出来ることが

地域の中では、実は大変な苦労をしなくてもこういったことが出来る

多様なメディアセンターを整備していくことを提案したいと思います。

【深尾構成員】

１つ目は、「メディアセンター」の整備です。「発信」することをきちんと保障し、民主

主義の根源を形成する。発信することによって、公正で公平な社会をつくっていくため、

えてください。

尾構成員の見通しや、よりアクセスが保障出来るための方向性やお考えがありましたら教

地域通貨などの「絆」を支えるためのファイナンスを考えています。その点について、深

次に６ページについてです。具体的な提案を幾つか用意してきました。

考えています。

そういったことで考えていくと、公共放送の在り方自身も考え直すことが大変重要だと

つくろうとしています。もう一つは、今回の郵政改革や年金改革についても同じですが、

ィメディアだけではなく、非営利の放送という部分でのコミュニティ放送を放送体制の一

今私たちは「新しい公共」ということで来年度に向けて市民公益税制を

深尾構成員からのプレゼンテーションに関する質疑
【原口大臣】

何かご質問等ございましたらいただければと思います。

三元的な考え方として、コミュニティ放送という、従来のコミュニティＦＭやコミュニテ

【濱田座長】

す。

セスを軸とした制度設計を考えていく。そのような時期に来ているのではないかと思いま

業放送」の２本立てで基本的に考えられてきましたが、そういったものを媒介する一つの

次に５ページについてです。そのような中で、今までの放送行政は、
「公共放送」と「商

「パブリックアクセス」がとても重要になってくるのです。

そういった文脈で、前回、日弁連からもありましたとおり、「発信する市民」を支える、

発信することでメディアリテラシーが形成されていくのです。
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版印刷発明の１６世紀以来、新聞、書籍、雑誌が発達してきて、２０世紀に入ると地上波
の放送、あるいはその後半には衛星やケーブルテレビといった新しい放送メディアが普及
してきました。それらに対しては、規制と同時に、２０世紀の終盤には多メディア・多チ

た今のご提案がきちんと整備出来ると、非常に助かるところがたくさん出てくると思いま

す。

【浜井構成員】

の情報発信量は３０.６倍に増えています。国民の情報発信量は爆発的に増加してきている
わけです。

とを通して、例えばそれによって地域に発信をして、受け手の感想を聞くことで、本当に

自分の言いたいことが伝わったかといったことを学べるプログラムをきちんと組めば、

やサービスを開発・発展させていくということです。

【中村構成員】

報リテラシーとも関連するものですが、このデジタル教科書に関しては、近くその推進母
体となる民間主導のデジタル教科書協議会を立ち上げるべく、我々関係者が動いておりま
して、課題は様々なものがあります。教育環境をどうするのか、あるいは教材をどうする
のか、ネットワーク環境をどうするのか、そして、端末はどうするのかということで、こ
んな端末になるのでしょうか、どうでしょうか。見せびらかせるのは今のうちだと思って

大をどうするのかといった、今お二方からあったような課題などが挙げられますし、それ

らに対する手段としても、行政組織あるいは法制度をどう見直すのか。さらにはメディア

の整備をどう促進するのかといった、いずれも重要ですけれども、様々な課題や手段があ

り、論点、アプローチが拡散していると思いますので、どこから手をつけていくのがよい

のかを整理していくのがよいかと私は考えております。

-16-

を通じて全国民が情報生産力を高めたり、消費力を向上させたりすることです。これは情

有などの資本・参入規制などをどう扱うか。あるいはパブリックアクセス、発信機会の拡

-15-

３つ目は利用する側で、利用環境を整備することです。例えば、デジタル教科書の普及

おります課題は、放送局への政治介入をどうするのか。あるいは行政でクロスメディア所

慶應義塾大学の中村伊知哉でございます。これまでの議論で出されて

つまり、電波を再編したり活用したりして、デジタルサイネージのような新しいメディア

中村構成員からのプレゼンテーション

２つ目は、新しいメディアを開発すること。アナログの跡地やホワイトスペースの活用、

うことです。

【濱田座長】

続いて、中村構成員からご発表をお願いします。

めていって、すべての国民の情報発信機会を保障すること。全国民がテレビ局になるとい

まず第１に、インフラを整備すること。原口大臣が進めておられる「光の道」を強く進

アが自発的に取り組んでいく。そういったことを社会全体が応援する制度設計が必要だと

感じています。

そのための３つのアプローチ、政策を書いてみました。

タル環境を整備するのが政策の方向性として立ち得るのではないかということです。

ものを地域社会全体が、もしくは放送局の責務として展開していく。コミュニティメディ

し、それ自体は学校だけではなし得ません。学校の先生たちも大変ですから、そういった

ます。つまり、日本列島を「自由の砦」とする考え方であり、そのためにも最先端のデジ

のデータを自分で計算してみたのですが、１９９６年から２００６年までの１０年間で国

ほどもワークショップの映像がありましたが、子どもが実際に番組をつくって発信するこ

もや大人の教育になっていくのです。そういった部分を転換していかなければいけません

会や表現の自由は格段に高まってきたのではないでしょうか。総務省の情報流通センサス

では、パソコンのスイッチの入れ方から教えれば済むことで完結しています。しかし、先

次に３ページです。こういったことをどんどん進めていくのがよいのではないかと考え

会ではそのための法制度も審議されると伺っております。それらを通じて国民の表現の機

ありがとうございます。メディア教育というと、どうしても学校現場

【深尾構成員】

色々な問題点、発信することの難しさやそれを受け取ることの難しさも実感を持って子ど

てきて、政策としては規制緩和や、通信・放送の融合策がとられてきました。現にこの国

今世紀に入って、インターネット、モバイル、地デジといった新しいメディアが普及し

ころにあるリテラシーを高める点についてもう少しご説明いただければと思います。

シーを高めることはかなり大事なことと思っています。この「メディア教育の普及」のと

ついてもう少し説明していただけませんか。私もこの会議に参加しながらメディアリテラ

ャンネル政策がとられてきたわけです。

メディアを拡張していくことが効果的ではないかと考えております。グーテンベルクの活

形成して、みんなからお金を借りまくって設備投資をしております。ですから、そういっ

先ほど時間の関係から説明を省略されたのですが、資料６ページ目に

次に２ページについてです。そこで私見なのですが、表現の自由を拡大するためには、

が、いわゆる非営利で行政から独立したところは、いまだに借金を負いながらラジオ局を
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か。
【中村構成員】

くても、その中の一部時間などをパブリックに開放するといった仕組みに設計するのかと

ル教科書といってもメディア整備策にもなるわけです。ですから、教育戦略でもあり、成

長戦略として捉えられるのではないでしょうか。こういったことを総合的に進めていくこ

とが必要でしょう。

るイメージなのかと思って書いてみました。
【濱田座長】
いいたします。

セスのお話があったのですけれども、より広域の新しいパブリックアクセス・チャンネル

をつくることは出来ないだろうかということです。番組の制作あるいは表現の主体を多様

化する施策は、これも様々なアプローチがあります。海外では外注規制などが地上波の放

【（社）日本ＰＴＡ全国協議会（曽我）】

間主体での努力が続けられてきました。

いてございますが、安心ネットづくり促進協議会が昨年の２月に発足したときに、私は日
本ＰＴＡ全国協議会の代表としてその中に参加をさせていただきました。もちろん公立高
校の全国高等学校ＰＴＡ連合会の会長さんも一緒に加わり、民間で様々なインターネット

すが、多様な制作主体が参加出来るような、例えばプロダクションであるとかＮＰＯなど

が参加出来るような仕組みとして、事業者の認定の際に、外部制作をすることを加点ポイ

ントに加えるといったやり方があるのではないでしょうか。

アピールの１つ目の記一でありますが、
「社会の一員として青少年が安全に安心してイン

-18-

ますが、これは先ほど深尾構成員や木原構成員が言われていたパブリックアクセスのイメ

-17-

では私から、最後の４ページ目にパブリックアクセス・チャンネルという言葉が出てき

ばならないとして、昨年の３月にアピールを出しました。

Ａ全国協議会として、保護者に、今の状況や、お守りいただきたいことをお願いしなけれ

【濱田座長】

それでは、ご質問等をいただければと思います。

ーネットの会議や文科省の通達を通して、色々な情報が錯綜する中で、きちんと日本ＰＴ

の整備等に関する法律」（青少年インターネット環境整備法）が施行され、内閣府のインタ

このアピールを出したのは、
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境

体として参加をして活動を行い、１ページの下のようなアピールを出しております。

中村構成員からのプレゼンテーションに関する質疑

以上です。

かもしれませんが、工夫する余地はあるのではないかということでございます。

の青少年のためになる環境整備をするためのご努力をされるということで、我々も特別団

様々な担当もさせていただきました。現在も、１ページ目のアピールの資料の中間点に書

ますような衛星のチャンネルなどの新しいメディアで、ＨＤでなくＳＤでいいと思うので

ただ、その際に、財政的基礎への配慮は必要でしょうから、支援措置とのセットになる

私は、昨年６月まで日本ＰＴＡ全国協議会の会長をしており、その中でＩＣＴに関する

右側に書きましたのはジャストアイデアです。例えば次の衛星、間もなく公募が始まり

ら、全国の保護者の安心・安全を確保していく役割を担っております。

した状況を踏まえて次のステップも考えてよいのではないでしょうか。

インターネット環境の中で、子どもたちが様々な環境にいる中で、全国的なことに関する

また、ＮＨＫに関しては、衛星委託放送での外部制作比を一定以上にするよう努めるとい

問題点等の協議などは、私ども日本ＰＴＡ全国協議会が国などとともに研究開発をしなが

ございます。全国会員約１,０００万人の保護者を有しており、全国でご論議がされている

う指針が放送普及基本計画でつくられるようなアプローチがとられています。さらにそう

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会は、義務教育の公立小中学校の子どもたちの保護者の会で

例えばコンテンツの取引市場をつくろうと、ＡＭＤアワードなどでマルチメディアに流

通するコンテンツ、番組をつくっていこうと民間主体での取組が進められてきております。

今ご紹介いただきました曽我でございます。

日本ＰＴＡ全国協議会からのプレゼンテーション

外注規制などがあるのですが、日本はどちらかと言うと、こういった規制ではなくて、民

送局に課されてきました。アメリカのフィンシンルールや、イギリス、フランス、韓国の

が、そういう意味でそういったチャンネルに深尾構成員や木原構成員のところが参加され

次に、社団法人日本ＰＴＡ全国協議会顧問の曽我さんからご発表をお願

いう気がしております。まだこれは具体的な申請者のイメージがあるわけではないのです

最後のページです。今申し上げたのは、いずれも既に動き出しているプロジェクトであ

ります。もう一つ、新しい提案をしてみたいと思います。ここまで地域のパブリックアク

どうでしょう。衛星でやる場合に、運営主体があって、すべてではな

ージと同じと考えればいいのでしょうか。それとも少し性格が違うイメージなのでしょう

iPadを持ってきました。これは通信端末、放送端末になっていくと思いますので、デジタ
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子どもたちを触れ合わせながら大人に育てていくのか。これに関してはそれぞれの省庁が
単独でやるのではなく、国策として全体が連携をし、是非とも環境を整えていただき、我々

このようにアピールを出し、現在の環境の中で子どもたちを守るためには、今、保護者

自らが本当に学習をしていかなければならない時期にあることを、日本ＰＴＡ全国協議会

-20-

ください。

いて、様々な開発企業の皆様にお願いをしてきました。私どもはインターネットと子ども

-19-

補足ですが私どもは平成１４年からマスメディアに関するアンケート調査をずっと行っ
ております。皆さんに状況だけお伝えしたいと思い、添付しております。９ページをご覧

ないためです。しかしながら、私も安心ネットづくり促進協議会の中に加わらせていただ

話とさせていただきたいと思います。

境を整備することが前提であるということをお願いし、日本ＰＴＡ全国協議会としてのお

私どもは、国がこのことに積極的に取り組むことは、是非子どもたちの安心・安全な環

末を安易に子どもに渡してしまうため、そこから起きる大きな問題が全然解決されていか

このような形で通達を出させていただいたのは、保護者が携帯電話やインターネット端

もの携帯電話の使用や利用についてのルールを作るようにする」。

次に、
「保護者は、情報リテラシー能力を身につけ、子どもとの話し合いを通じて、子ど

①通話、②防犯ブザー、③緊急通知機能(電話発信＋居場所通知)に限定した携帯電話）」

が発表された状況に従っていくのではないかと思います。

くことが、まさしくインターネットに触れ合わせながら子どもたちを育てるという内閣府

（※

必要な機能に限定した携帯電話（機能限定携帯電話とは）

いますので、やはりそのことももう少し論議をし、その状況に合わせたツールを与えてい

ただ、現時点では、青少年と申し上げても、小学生、中学生、高校生それぞれ段階が違

ＴＡ全国協議会の推薦マークを発行させていただいております。

に安心な機能を限定した携帯電話をおつくりいただいております。その場合には、日本Ｐ

携帯電話会社からは、この通達を基本に、どうしても必要な子どもに与える場合の、我々

をお願いしたい次第でございます。

ど必要な機能に限定した携帯電話（※）を持たせるようにする。

次に、
「通学時の安全確保などのため小中学生に携帯電話を持たせる場合は、通話機能な

上の文は外しますが、
「一、原則として、小中学生には携帯電話を持たせないようにする」。

した。

まだまだ混乱が起きているということで、２ページにあるアピールを出させていただきま

その後、教育再生懇談会や様々なところでも論議され、次のアピールを出さなければ、

保護者に安心してインターネットツールを使えるような子どもの環境を整備いただくこと

すことは十分に私どもも認知しております。そのためには、どのようにインターネットと

学校で学ぶインターネットモラルを家庭で崩さないよう、子どもと同等の情報を共有する」。

として全国の会員にアピールをしたところでございます。

青少年がこの後インターネット社会で大人になり、様々な日本の未来を担う役割を果た

環境をいかに早く整えるかに関しては、お願いしたい立場でございます。

その問題解決に関しては、なお一層スピーディにそれぞれの省庁が連携し、青少年を守る

先ほど中村構成員から電子教科書のお話がありましたが、まさしくこれが進むならば、

最後に、
「保護者はインターネットについて自ら積極的に学ぶ姿勢を持ち、子どもたちが

活リズム、「早寝、早起き、朝ご飯」を守る」。

次に、
「携帯電話等、年齢に応じて使用時間、使用場所等を設定し、家庭内での健全な生

わせ、必ずフィルタリングを設定する」。

Ａ全国協議会の立場でございます。

ずつ解決をしていってもらいたい。そのような立場をとらなければならないのが日本ＰＴ

を適時に行う」。

次に、
「携帯電話等、インターネットを行える環境を、無防備に与えない。発達段階に合

とが出来る環境を保護者に安心出来るように発信していただいて、このような状況が少し

けません。その中で十分に技術開発力を持っている日本の様々な企業や、能力を持ってい

める」。

る皆さんにご協力をいただいて、青少年が安心・安全なインターネット社会の中で育つこ

どもたちにインターネット環境をどう与えていくかをもっと真剣に考えていかなければい

り、保護者は適切にインターネットを利用させる責務を自覚し、家庭におけるルールを決

次に、
「インターネットの環境を与えるのは保護者であり、携帯電話などのインターネッ

育てるなら、何ら問題はないのですが、その環境整備が整っていない中では、段階的に子

もう一つが、
「有害なインターネット環境から子どもたちを守るのは第一が家庭教育であ

トツールを与えるに当たり、使用責任があることを自覚し、子どもの使用状況の内容確認

を触れ合わせないで育てようということではないのです。グッドネットな社会で子どもを

ターネットを利用できる環境の整備に対し、法律に従い、通達を尊重し協力を惜しまない」。
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地球全体を包んでいること。２つ目としては、雲がちょっと見えているようになっていま
して、つまり、海底ケーブルでない地上を這う光ファイバや衛星や電波を使った技術によ

しています。ＢＰＯの青少年委員会などでもご論議をいただき、青少年のための番組にな

るようにご努力をいただいております。

でも、そしてどこにいる人でもアクセスできるという、モビリティやカバレージの問題が
あります。基本的には日本で言えば、すべての国民参加という使命を持っている。これが
インターネットの環境とご認識ください。

う任意団体が民間の力で生まれました。私どもも様々な発言をさせていただいて、民間の

力で自助能力の中で青少年を守る環境が整うならばと参加させていただきました。民間の

活動と国とが連携をすれば、もっと環境状況の改善は早まって、子どもたちがインターネ

それでは、ご質問等、いかがでしょうか。

-21-

有しようという観点から今日はお話させていただきます。

インターネット環境の視点から、インターネット技術の動向等を一つの見方で皆様と共

-22-

その結果として、誰もが情報にアクセス出来ることは、これまで説明された皆さんがも

４ページをお願いします。

くことが、この変化に対する我々が果たすべき使命となります。

【村井教授】

慶應義塾大学環境情報学部の村井でございます。よろしくお願いします。

変増えるということでございます。その中で本当に知恵を出して新しいものをつくってい

現します。この情報社会で今申しあげたような改革が起こってくると、変化する分野が大

りまして、デジタル情報はインターネットという共通の基盤で情報のアクセスや共有を実

そして、ＩＣＴは基本的にデジタル情報であることが大変大きなインパクトを持ってお

村井教授からのプレゼンテーション

それでは続いて、慶應義塾大学環境情報学部の村井教授からご説明をお願いいたします。

【濱田座長】

３ページをお願いします。

とをたくさん生み出しています。

いことを是非ご理解いただき、整備を進めていただきたいと思います。

以上です。

と見て、それに対する対応の準備をする必要があります。インターネットもそういったこ

業のスタイルが生まれてくるなど、イノベーションは必ず新しいものを生み出し、その方

て安心なインターネット社会が我々の近くに訪れるのではないかと思っております。

向へトランジションして行く時期がありますので、社会はその移っていく状況をしっかり

情報も含めて考えたいと思います。例えば音楽の楽しみ方が変わったので新しい音楽の産

来る窓口として、またしっかり役割を担える民間団体に成長していただいたときに、初め

私ども大人の社会では、すでにインターネットの利用・活用をさせていただいておりま

に今日のコンテンツの話では、発信する情報や、非常にクォリティの高い商業価値のある

からない不安もあります。是非きちんと法人化され、我々がいつも議論出来る、お話が出

すが、子どももよりよい環境で活用しながら育つ、大人になれる環境は、まだ整っていな

ことを生み出します。そういう環境が出来てくるので、色々考えなければいけません。特

しかしながら、任意団体はいつなくなるかもわからないし、窓口がいつなくなるかもわ

まず変革です。インターネットの技術は、色々なショッキングなことも含めて、新しい

大きな課題を抱えている分野でもあります。そして、最後に、どこでも、どこにある情報

らこういう社会が出来るのかという窓口がない。その後安心ネットづくり促進協議会とい

身が代表してこの安心ネットづくり促進協議会に参加をさせていただいております。

知識や医療、教育に関わる人たちにどのようにインターネットを提供出来るか。こういう

のは、インターネット社会に対する私どもが発言する窓口がない。どなたと話していった

２ページをお願いします。

ことです。インターネット全体の世界ではアフリカやインド、そういったところで新しい

くるぐらいに保護者が成長してまいります。今まで民放連の皆さんにお話をしていました

ットと触れ合いながら成長出来る環境になるのではないかと期待しています。現在、私自

そして、１００％カバレージと書いてありますが、それは、すべての人間が参加出来る

識が高まってくると、見せたくない番組より、こんな番組を見せたいという話に変わって

ってインターネットのカバレージが出来るということです。

れで伝えようとしています。１つは、インターネットの情報空間は、グローバルな空間で

なっているのかといったことを、民放連さんとも年に１度懇談を持ちながら、要望書を渡

その経年変化の中で、昔はこんな番組は見せたくないといっていた保護者が、自らの意

この図は、私がいつもインターネットを考えるときに使う図で、４つぐらいのことをこ

１ページをお願いします。

ンケートです。日本ＰＴＡ全国協議会でアンケートをとり始めたころは、この番組はどう

９ページの３番の、「『見せたくない番組』より『見せたい番組』の方が多い」というア
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ど、色々と議論があったと思います。そして、その理念と社会が正しければ、そのことを
担保出来るテクノロジーを色々な形で、今お見せしたような環境の中で構築していく必要
があります。私の話のポイントは、我が国は是非これをやるべきだということです。また、
過度な禁止でなく、適切なルールを形成することや、過度な対応でなく、対価の還元、そ
してそのための適切なルールの実行などができてこそ、情報の先進的な環境ができ、そし

が出てまいりました。ちなみに、今日の事業仕分けの中継もＰ２Ｐの技術が使われており

ます。これは、大量のデータを大量の人がアクセスするための技術として有効です。ただ

し、この絵のとおり、ディスクが各コンピュータに置いてあります。ここに何を蓄積する

かが知財の面でも大きな課題になってまいります。そういった意味でローカルに置いてい

るストレージの問題を大きく考える必要が出てまいります。

１１ページをお願いします。これが最後のスライドになります。
「光の道」という環境で
この国のブロードバンド化が今後ますます進んで、すべての国民が参加出来る環境ができ

-24-

今度はこのディスクの絵をわざと消してあります。クラウドという言葉がインターネッ

ト上で出てまいりました。これは何となくブラウザの向こうにクラウドの環境があって、

-23-

て、それを以て世界に貢献できるということです。

す。それは、正しい理念、そして、それに対して何をするかという正しいルール、社会な

次に、大量のデータを運ぶときにどうするかについてですが、これはＰ２Ｐという技術

８ページをお願いします。

います。まず私たちは何をすべきなのか、これをグローバルにきちんと示す必要がありま

７ページをお願いします。

てプライバシーという問題は、インターネット上の情報の問題で大変大きな課題になって

ここの書かれたような分野で色々なチャレンジがあります。まずは著作権や人権、そし

とです。基本的には手前（機器側）側も強くなったので、良いアプリ、高速のアプリがど

んどんできてくる、つまりユーザ環境が充実してきたということであります。

１０ページをお願いします。

ございます。

にいいものがつくられて、格納されて流通されて発信される環境をどうつくっていくかで

とで、高速に処理ができるようになりました。例えばグーグルマップは速く動くというこ

たブラウザと書いていますように、ブラウザ側とサーバ側で連携しつつ分散処理を行うこ

Ｗｅｂ２.０という言葉も流行語みたいなものですが、下にＶＭ(Virtual Machine)化し

レージの中に格納され、みんなで共有され、アクセスされるときに、その体制の中で本当

という新しい技術の標準でございます。このときに、何が問題になるかは、当然そのスト

６ページをお願いします。

ージがありまして、これを有効に使って素晴らしい環境をつくろうというのがＨＴＭＬ５

分５００ギガバイトもしくは２５０ギガバイトのハードディスクがローカルについている

トウェアとしてのブラウザが整備されました。

ネットにアクセスする環境は、今やパソコンだけではない状況になってきています。

４ギガバイトぐらいの不揮発性メモリがついています。大臣がお使いのコンピュータは多

ールドワイドウェブは世界中にある情報にアクセスが出来るということで、その閲覧ソフ

スマートフォン等の携帯端末や、セットトップボックスなど、ブラウザによってインター

います。さっきの中村伊知哉構成員の自慢したiPadや、iPod等も、１６ギガバイトから６

展を見ていくと、インターネットと情報アクセスとの関係がよくわかります。基本的にワ

と思います。そして、何と自宅にあるテレビは、２テラバイトとか１テラバイトのストレ

りました。この最先端の技術では、今度は、手前側のディスクが大変大きな意味を持って

した。ブラウザはインターネットのすべてではありません。しかしながら、ブラウザの発

ただ、ブラウザを考えるときに、一番下にあります通り、パソコン、テレビ、iPhone、

今、次世代ブラウザのためのウェブページ記述言語として、ＨＴＭＬ５が登場してまい

９ページをお願いします。

イメージで、手前のディスクがあまり意識されません。

しかしながら、それを前提としたときのイメージが、このクラウドコンピューティングの

９５年にウインドウズが生まれたときは、ブラウザのことをインターネットと呼んでいま

最近のバズワードに沿って、インターネットの技術史をブラウザで見ていきます。１９

５ページをお願いします。

ブラウザ技術の展開について見ていきたいと思います。

めには、この安心と安全をどう担保するかの技術や方法が確立できなければなりません。

て提供できるのではないかというのがクラウドコンピューティングでございます。そのた

を含めた、その表現の体系を考える必要があります。

ここからは、少々誤解されている面もあるかもしれない分野である、インターネットの

データはすべてそちら側で安心・安全に格納され、ソフトウェアもその中でサービスとし

うお話になったと思います。その中で、本当に高価値の創造物をどのようにしていけるか
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情報」と「違法情報」に区別されます。違法情報は違法な情報、有害情報というのは違法
ではないけれども有害な情報です。後者について、この当初案がどのような規制をするか
ですが、まずプロバイダの有害情報の削除義務を規定します。ここで言うプロバイダには
掲示板の管理者や、ブログのサービスの提供者、ＳＮＳのサービスの提供者などが含まれ
ます。そういった人たちに有害情報を削除すべき義務を課して、義務違反があったら罰則

献になることになってくると思います。今申し上げましたように、今日お見せしたような

技術は、日本が非常に強い分野で、発展していく環境もあります。また、使いこなす力や、

普及度も日本が大きく進んでいると思います。だからこそ、その中身や、その中でつくり

出すものは、最高のクォリティを持って世界全体に貢献出来るものになると私は確信して

おります。そのようなものをみんなでつくらなければいけないと思っております。

ご質問などいかがでしょうか。

本日はお時間をいただきましてありがとうございました。弁護士の森で

新たな法規制を付け加えて、果たして新しく付け加わった部分が効果的に削除されるのか。

ないことです。
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じられたエピソードをご紹介したいと思います。青少年ネット規制法案、規制法案という

１つ、それを示すような、インターネット上の表現の自由について、ある種の脅威が感

２ページ目をおめくりください。

報と表現規制が非常に間近なものとして感じられることを申し上げたいと思います。

れも多々あるわけでございます。したがいまして、インターネットの世界では違法有害情

４ページ目をおめくりください。
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うなのかということで、反対声明をＩＴ事業者が出すことがありました。

この当初案がどういう経緯をたどったかといいますと、この有害情報規制はちょっとど

３ページ目をおめくりください。

ので、また後ほど改めて触れたいと思います。

法執行によって消されていくのかが疑問なわけでございます。この４番目は重要な問題な

根拠になるわけなのですが、違法情報が氾濫しているような状況があったとして、そこに

でして、やはり誰もが発信出来る関係上、色々なものが上がってきてしまう。これは仕方

逆に、そのことから表現規制を正当化すべき場面、表現規制が出てきてしまう場面、こ

４番目のものが一番重要ですけれども、違法有害情報が氾濫している状況が表現規制の

はないのかというような問題もあるわけです。

と、ブログ事業者の方ではそれを削除する義務を負うのはどういうことなのか。不均衡で

発信者は違法情報を発信したことにならないのに、掲示板や、あるいはブログに書かれる

３番目もそれに関係しますけれども、発信する方は違法としては取り扱われない。情報

るのではないかということです。

２番目の問題は、罰則を科すのであれば、それはもはや有害ではなくて違法になってい

どれがそうでないのかわかるのかということでございます。

報について削除義務を課すというけれども、その範囲はどうなのか。どれが有害情報で、

さらに言えば、その内容としても色々疑問があるところでして、最初の疑問は、有害情

のではないかという懸念が持たれるわけでございます。

罰則を科されては大変だということで、有害情報のおそれがあるものをどんどん削除する

原構成員から、みんながマイクを持っている状態だというお話がありました。そのとおり

報道とインターネットの大きな違いの一つは、違法有害情報の量でございます。先ほど木

放送・報道についてここまで４回主にご議論されてきたかと思いますけれども、放送・

す。

ネット上の違法有害情報の話、違法有害情報とその規制の話をさせていただこうと思いま

ございます。私はインターネット上の違法有害情報の仕事をしておりますので、インター

【森弁護士】

森弁護士からのプレゼンテーション

たします。

それでは、最後になりましたが、英知法律事務所弁護士の森さんからご発表をお願いい

【濱田座長】

を科する内容になっておりました。このような法律ができてしまうと、そういう人たちは

たとおり、有害情報についての規制がありました。有害な情報は、法律の世界では、
「有害

方法、あるいはそれに伴うルールが出来て、それが最終的にグローバルな情報社会への貢

以上でございます。

これがなぜ脅威に感じられたかですけれども、当初案の中には、スライドの左側に書い

に自民党の青少年特別委員会が公表したものでございます。

てきます。我々技術の分野から言えば、これが最高のマーケットであって欲しいので、日

本が最高のマーケットを形成していることを前提に、それに対しての安心・安全の技術の

のは正確ではないかもしれません。青少年ネット規制法の当初案として２００８年の初め

ます。つまりこれをベストプラクティス、最高の経験として、世界に貢献させる必要がで
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とでございます。

が大きいわりにはそれほど社会全体を巻き込むような議論にはならなかったと認識してお

利用すると問題があるということで、掲示板管理者が規制対象となっているわけでござい
ます。

ネットの情報発信については、国家が一切関与すべきではなくて、表現の自由市場に委ね

るべきだと言う人はいないわけでございます。やはり権利を侵害された人は救済されなけ

面を有害サイトの例として会議などで配布すると違法になるわけです。それなのにサイト

ているわけでございます。
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ット上で現行法でも違法なレベルのわいせつ画像も簡単に見ることができますが、その画

してどうなのかが議論になりまして、色々なところで検討がされましたが、意見が分かれ
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ネット規制法案の当初案のときに報道で紹介されていたものをちょっとご紹介します。
「ネ

ろや、キスや、風俗店、ラブホテルに出入りするところも映ってしまいます。これは果た

自体はいつでも見られるという状況はおかしいですよね。」というご説明をされているわけ

規制を正当化しようとする説明は、たいがい次のようなことになっております。青少年

人の顔、表札、ナンバープレートが映り込みます。場合によっては、立ち小便をするとこ

総務省からも「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」で

１０ページ目をおめくりください。

べきもの、通さないものをきちんと選んでいけるかどうかが問題なわけでございます。

まず最初は、道路周辺映像サービスです。グーグルストリートビューです。これは本来

は道路の周辺映像を提供して、どうなっているのかを示すのが目的ですが、色々なもの、

実際には非常に微妙な問題として我々の前に提示されるということです。その中で、通す

行為の規制はいけない」と言えば、聞こえはいいですし、わかりやすいのですけれども、

以上のようなことから、私の申し上げたいのは以下のようなことです。
「国家による表現

５ページ目をおめくりください。

な問題についてご紹介をしていきたいと思います。

今、表現の自由に対する脅威のエピソードをお話ししましたけれども、ここからは微妙

１枚飛ばしまして、９ページ目をおめくりください。

掲示板ですけれども、この場合は成人による利用は問題がないわけですけれども、児童が

なかなか規制について全般的に反対することは難しいわけでございます。例えばインター

ればいけませんし、立法措置もあり得るということです。

ト規制法。これも言ってみれば闇サイトと同じように違法情報が交換される可能性のある

ただ、そうは言いながら、やはり違法有害情報が多いインターネットの感覚からすると、

実際に立法による規制がなされる場合もあります。ここでご紹介するのは出会い系サイ

います。

ではないかという議論があったわけでございます。

放送・報道にはノーという機能があるからです。もし納得できないような規制が提案され

７ページ目をおめくりください。

が殺人事件を起こすことがありました。これについてもやはり立法で規制した方がいいの

います。しかし、これはもしかしたら、放送・報道には当てはまらないかもしれません。

れば、それはやはりノーとおっしゃると思いますし、世の中を巻き込む議論ができると思

これは違法行為をやろうという人たちが情報交換を掲示板でして、ここで知り合っ人たち

そういう意味では、ノーという機能というのは、一つの表現の自由の「砦」だろうと思

これもご記憶にあろうかと思いますけれども、闇サイトについてです。闇の求人・求職。

だけご紹介しまして、もう一つ、次のものをご紹介させていただきます。

は、当初案に比べればかなり軽減されていたわけでございます。そういう意味では、非常

ったと思っております。

ます。私も申し上げたいことはございますけれども、とりあえず意見が対立していること

いう報道もありました。しかしながら、私がここでご紹介したような有害情報規制の問題

６ページ目をおめくりください。

べきという意見になっております。真二つと言っていいぐらい分かれているわけでござい

に問題のある当初案が提案されたところで、ノーという機能がなかったことは怖いことだ

是正、勧告等の権限を有する第三者機関ができるまで、サービス対象領域の拡大を停止す

法律して成立した時点で、これは青少年インターネット環境整備法という法律になるわ

けですけれども、これ自体問題があると言われておりまして、また、成立したときにそう

これに対して日弁連も意見書を出しております。こちらは重大な権利侵害が生じており、

発しているとは言えず、改善を要するが、サービスを止めるほどのことではないというこ

若干報道もありましたし、個人の方のブログでもかなり扱われたわけですけれども、問題

ります。もしかしたら、このまま法律になってしまっていたかもしれないと思っています。

の意見書が出ておりますけれども、こちらの結論は、簡単に言えば、重大な権利侵害が頻

インターネットユーザー協会の反対声明なんかもございました。インターネット上では
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全体の質疑応答に移る前に、今の森さんのご説明について、何かご質問

重三重の負担になるというお話がありましたが、あるパブリックアクセスをするがために、

ういう意味では国との距離という問題がありますけれども、ガイドラインをつくって厳格
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としての立場からも反対するものではないと思います。

がありましたけれども、公正取引委員会はその所管が公正な競争を阻害することを防ぐと
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ただ、これも箱をつくって、その中身が伴わないことがないよう、最初からこの箱はこ
ういうものを入れるための箱であるということを十分に議論しての箱であれば、制作会社

いいのではないかと思いますし、反対する立場にもないと思います。

道被害の議論がここまでなされてきましたけれども、どうしても権利侵害が頻発すると評

ます。それを前提に申し上げれば、独立行政委員会がいいのではないかというようなお話

をつくるというご意見は、私どものような立場の者からすれば、これは大いにやられたら

る役割は、民間の取組に対する支援が原則ではないかと思っております。ただ、やはり報

価されるときには、これは法規制等が出てくるのもやむを得ないことであるわけでござい

それと、先ほどの中村構成員の新たなＢＳメディアでパブリックアクセス・チャンネル

有害情報に対する実効的対策ではないかと思っております。そこにおいて国家に期待され

というものを一緒にして議論しないでいただきたいなと思います。

最後に私個人としての意見を申し上げます。やはり「砦」の機能の中核は、違法情報、

し、地域情報を主体にしているコミュニティもありますし、あるいは災害のときに活躍し

をアドバイスしております。

たコミュニティもあるわけです。したがって、財産としての情報と、いわゆる報道・表現

私どもが関わっているコミュニティでも、音楽を主体としたコミュニティＦＭもあります

１３ページ目をおめくりください。

なりますと、著作権がすごい負担だというお話をされておりますけれども、現実的には、

それから、違法有害情報相談センターもできております。これはインターネット・ホッ

トラインセンターの民事版とも言うべきもので、削除要請や発信者情報開示などへの対応

とが、このインターネット時代の特性になるのではないか。とかくインターネットの件に

個人の考えるところや、コミュニティの考えるところを全国、あるいは世界に知らせるこ

ＥＭＡとＩ-ＲＯＩ、これはご承知のとおりＷｅｂサイトの安全性についてお墨付きを与

える第三者認証です。フィルタリングの基準を提供することをしております。

をしなければいけないというのは、ちょっと違うかなと思います。パブリックアクセスは、

１２ページ目をおめくりください。

我々のような表現を財産的価値に変えている者の権利を制限してまでパブリックアクセス

で、三角山放送局の件の際に、著作権の費用がインターネットなどで配信するにしても二

な運用、制限的な運用を目指しているというところでございます。

ビの制作もやっておりますし、表現者のマネジメントもやっております。先ほどの話の中

にも関わっておりますし、今日は重延構成員はいらっしゃってないのですけれども、テレ

口大臣からもそのようにおっしゃっていただいたとうかがっております。

それから、次はインターネット・ホットラインセンターで、これは実績と存在感では一

【堀構成員】

としては、緊急避難法理によって正当化できるという結論でございまして、報道では、原

番大きなものかもしれません。こちらは警察庁の委託事業としてなされておりまして、そ

自由討議
ホリプロの堀でございます。私どもの会社でもコミュニティＦＭの経営

それでは、全体についてどうぞご意見、あるいは質疑をいただければと思います。

はございますでしょうか。

【濱田座長】

か。特に通信の秘密との関係でできるのかについて中間発表をいたしました。これは結論

ノ対策作業部会がありまして、先日、児童ポルノに対するブロッキングを適法にできるの

のみならず、違法有害情報に対する取組もしております。調査企画委員会の中に児童ポル

づくり促進協議会です。先ほど曽我様からご紹介がありましたけれども、あのような活動

違法有害情報に対する取り組みを幾つかご紹介させていただきます。最初は安心ネット

以上でございます。

るべきではないのではないかと考えております。

そういう意味では、表現規制に結びつくような違法有害情報に対する取組、これをどの

ようにしていくかが、真の意味での「砦」の働きをするものではないかと考えております。

権利侵害の救済にとどめるべきであって、表現の中立性といったことについては所管させ

広範な権限を与えることは問題があるのではないかと思います。原則として報道被害等の

が必要だという説明になっているわけでございます。

１１ページ目をおめくりください。

いうことですから、広範な権限を与えてもいいのかもしれませんけれども、表現の分野で

です。これは言ってみれば、違法情報が蔓延している状況を紹介して、だから新しい規制
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てことは、これまでの経緯からみて、おそらく夢物語以上だと私は思います。その辺につ

【木原構成員】

【深尾構成員】

【村井教授】

ていくかが非常に重要だと思います。単に法制化すればいいわけではないと思います。そ
れは現実的にどういうコンテンツをそこに上げるか。制度はつくったけれども、そこの中
身がないことになれば、意味がないものになっていきます。基本的にはそういった民主主
義の基盤となる発信を軸に据えていくということ、そこの制度設計がどうやったらうまく

成して、産業としての音楽産業や映像産業が発展するといった、非常にうまくつくられた

技術や仕組みが生成されます。先ほど私はブラウザの例で説明いたしましたが、そういっ

た環境の中で技術や仕組みを担保として、新しい技術をつくっていくことが進められてい

ると思います。

の発信に関してはまだまだだという感じがして、これからそういうようなことにちからを
いれていただきたいと思います。
【中村構成員】

えていくような社会的な仕組を考えていくことが並行して必要で、基本的には堀構成員の

おっしゃっていることは、私はとても大事なことだと思っています。

【服部構成員】

きではないかということにどう応えていくのかが試されていると思います。今日ジャスト
アイデアで申し上げましたのは、新しいメディアが出てきたときに、そのチャンネルを認
定するようなときに、どこを選ぶのかという基準があると思います。技術もあれば、財政
的な基礎もあれば、そうした中の一つにパブリックアクセスのような要素を組み込むとい
う、折衷案ですけれども、そういったことが考えられないかということでございます。
【濱田座長】

間になってしまいましたので、ひとまず今日の意見交換を終了させていただければと思い
ます。

ャンネルを設定したりあるいは放送区域内の学校に放送スタジオを建設するといった提案

をする事業者に対して地方自治体がフランチャイズを渡すというのがあります。日本のケ

ーブルテレビの場合には、それが一切されていないというか、行政や法の支援がないまま、

幾つかのケーブルテレビでパブリックアクセス・チャンネルが実行されていますけれども、

例えば原口大臣が言う「砦」を考えた場合、それを法で支援すべきなのか、あるいはそう

ではなくて、新しい技術が出てきたときに考えるべきなのか。日本は、いわゆる旧来のケ

ーブルテレビで十分できたはずなのに、議論としてはもちろんありましたけれども、全く

パブリックアクセス・チャンネルは実行されなかったことについてはどう思うのか。新し
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きたということだろうと思います。しかし、一方で、この時代、多様性をもっと確保すべ

ていくと、いわゆるフランチャイズを地方政府が付与する際に、パブリックアクセス・チ

-32-

ありがとうございます。まだご質問があろうかと思いますけれども、時

本はこれまでそういったことを避けてやってきた。そうした中で豊かな放送文化を生んで

セス・チャンネルを考える際に、例えばアメリカのケーブルテレビジョン放送法などを見

海外のアプローチがどちらかというと、法規制に傾いている中で、日

補完していくようなところまでは支援する制度があるのですけれども、それ以外のところ

そこに至るプロセスの中で、やはり今、堀構成員がおっしゃったようなことをきちっと考

木原構成員、深尾構成員、中村構成員に質問ですが、パブリックアク

ます。今の段階では、聞く人や、テレビを見る人たちが、障がいがあったりするのを色々

新しいモデルで対価の還元ができるような技術的な仕組みもできると思います。ただし、

ときに、全く支援がないのは、まだそこまで考えられていない段階なのではないかと思い

準として世界に提案するのは日本の義務だと思うのです。そういったことを通じて、この

先ほど舌足らずだったのですけれども、障がい者の人が発信していく

【木原構成員】

もありますが、技術としては日本が先行して進んでいるところがあります。これを技術標

いくかについて知恵を絞らなければいけないと思っています。

局としての体をなさないということをどう文化としてつくっていくか、またどう醸し出し

ように、新しいメディアを使って、新しいビジネスに発展する、そして対価をきちんと生

我が国の状況を見ますと、私が今日説明したような画面は、中には強弱が少し違う分野

はり推奨していくムードをきちんと社会全体として醸し出していく。そうしないと、放送

を守れないのではないかという話がありますが、実態を見ますと、例えば今の携帯端末の

私は法でぎちぎちに制度を決めてしまうことには若干違和感はあるの

ですが、ただやはり、先ほど来言っている権利としてどう保障していくかを考えると、や

ーネットの上では、例えば音楽や映画が違法に流通してしまうので、そういう環境は価値

価値のあるデータが流通するときに、対価をどうできるか。よくインタ

【濱田座長】

ある）という現実的な話でした。

深尾構成員からどうですか。

いてお答えいただきたい。

ども、私たちのようなコミュニティＦＭにとっては、なかなか費用面では厳しい（高額で

それはとてもよくわかるので、否定するわけでは全然ないのですけれ

いメディアではそれが、特に中村構成員がおっしゃったような形のＢＳで実行されるなん

そういうことを是非権利の問題ということでお願いしたいということです。
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本当にありがとうございます。一人一人の価値をどうやって高めていく

どうもありがとうございました。
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きました皆さん、どうもありがとうございました。

以上

以上で第５回の会合を終了させていただきたいと思います。ヒアリングにご協力いただ

事務局から別途ご連絡させていただきます。

なお、次回会合は６月２日（水）１７時より開催する予定です。詳細につきましては、

質問等おありだと思いますが、次回以降しっかりと議論を是非いただければと思います。

ラムの今後の進め方についてご議論いただければと考えております。まだまだご意見、ご

第６回会合では、これまでのヒアリング結果などを受けました論点整理、それからフォー

せていただきましたので、これからいよいよしっかりと議論をと思っております。次回の

これで３回にわたるヒアリングが終了いたしました。かなり急ピッチでヒアリングをさ

【濱田座長】

ありがとうございました。

して、お礼の言葉に代えたいと思います。

きる権利を支えて、それが結果として表現や放送、様々な言論の「砦」となることを期待

という、そういうことも学ばせていただきました。このフォーラムがまさに一人一人の生

らい方々を、まさに目の前にいる同じような生きづらい人たちがＮＰＯとして支えている

動されている京都へ行くと、生きづらい人たち、あるいはアサーティブでない、視聴しづ

を支えるあるいは絆を支える仕組みをつくっていきたいと思っています。深尾構成員の活

一方で、先ほど少しお話をしましたけれども、私たちは「新しい公共」という形で社会

ってくるのだと考えています。

をしましたけれども、あらゆるところにあって、つながることによって、情報の質も変わ

トは、もうテレビや放送と同義とは限らないと思います。この間トロンの坂村先生とお話

大事なご指摘をいただいたと思います。常時つながっていることによって、インターネッ

かについて、多くの視点をいただきました。また、子どもたちやネットの安全についても

【原口大臣】

大臣の締めくくり挨拶

最後に原口大臣から何かございますでしょうか。

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 6 回会合
平成 22 年 6 月 2 日(水) 17 時 00 分～
総務省８階第１特別会議室
次

１

開会

２

議事

第

（１） ヒアリング等の総括
（２） 当面の進め方について
（３） 意見交換

３

閉会
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ℂᔨߩ߽ߣޔㆊኻᔕߢߥㆡಾߥ࡞࡞߿ᔃోߥᛛⴚࠍߞߡߊߎߣ߇㊀ⷐޕ
٤ 㕍ዋᐕߩᔃోߥࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪ߩߚ╙ਃ⠪ᯏ㑐ࠍ⸳┙ޕ࿖ߩᓎഀߪߎ߁ߒߚ
᳃㑆ߩദജߦኻߔࠆⅣႺᢛޕ
٤ 㕍ዋᐕ߇ᔃోߦࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍ↪ߢ߈ࠆⅣႺߩᣧᦼᢛߩߚޔ࿖߇Ⓧᭂ⊛ߦ
ขࠅ⚵ߣߣ߽ߦޔᔃࡀ࠶࠻ߠߊࠅଦㅴද⼏ળࠍߪߓߣߔࠆ᳃㑆߇࿖ߣㅪ៤ߔࠆߴ߈ޕ

5

 ৈవнњѝഒ܂р॓ிкܿബ
ⴕߩߢ߹ࠇߎޣߦࠃࠆኻᔕ㧔ᴺᢛⴕޔᜰዉ╬㧕ߩ⹏ଔޤ
٤ ႎߩ⥄↱߳ߩ࿖߿ᣇ⥄ᴦߥߤⴕᯏ㑐ߩߪࠄࠇߥࠍ↱⥄ߩ߃ߣߚޕ
ࠆߚߢߞߡ߽ⴕޔᯏ㑐ߩߪࠆߴ߈ߢߪߥޕ
٤

⇟⚵㗴߳ߩⴕᜰዉ߇ᄙߊߥߞߚߩߪⴕߩ㑆㆑ޕ

٤

ⴕߣޠ⎏ޟᜰዉߩ㑐ଥߦߟߡ⼏⺰ߔߴ߈ޕ

٤

ᴺ⸃㉼ߣታⴕߩࠅᣇߩⷞὐޔᮭ㓚ߣหᤨߦ⥄┙ߒߚ⽿છߩⷞὐ߇㊀ⷐޕ

╙ޣਃ⠪⊛ߥ⋙ⷞ⚵❱ߩᔅⷐᕈ߮⺖㗴ޤ
٤ ⇟⚵߇ߞߚߣ⇼ࠍ߽ߚࠇࠆߎߣ⥄⺰⸒ޔႎᯏ㑐ߣߒߡߩࠅᣇࠍ៊ߥ߁ޕ
ᐭౝㇱߦⴕࠍ⋙ⷞߔࠆᯏ㑐ࠍ⸳ߌޔㅘᕈࠍ㜞ࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
٤ ⴕᆔຬળߦ߽ᙗᴺⷙቯߐࠇߡࠆળ⸘ᬌᩏ㒮ޔౝ㑑ᚲロߩੱ㒮ޔᄢ⤿ᆔຬળߩ࿖ኅ
ᆔຬળޔᶖ⾌⠪ᆔຬળ╬⦡ࠅޘಽᨆ߇ᔅⷐⴕޕ⹏ଔዪ╬߽ᐢߊ⼏⺰ߔߴ߈ޕ
٤ ⼏㒮ౝ㑑ߢߪޔ࿖ળౄ߆ࠄߩ⁛┙߽ᔅⷐⷙ┙⁛ޕᯏ㑐ߩ႐วੱޔㆬߩਛ┙ᕈ߇
㗴ߣߥࠅޔᴦൻߩෂ㒾߇ࠆߌࠊࠅߣޕᐔේೣߪㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⥄ᓞ߿㧮㧼㧻ߦ
ᆔߨࠄࠇࠆߴ߈ߎߣࠍ⏕ߔߴ߈ޕ
٤

ᚢᓟ߹߽ߥߊ⸳ߌࠄࠇߡߚ㔚ᵄ⋙ℂᆔຬળߪߓᱧผ⊛ߥ⚻✲߽ߡᬌ⸛ߔߴ߈ޕ
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 ЯрഀϝϗϨნнМУѝसᅄဏнࣰѝᇐಬёр॓ிкܿബ̢υ̣
⸓ޣᱜㅍᐲޤ
٤

ႎⵍኂࠍฃߌߡ߽⸩⸷ޔឭߦࡔ࠶࠻߇ߥ᭴ㅧߦߥߞߡࠆޕ

٤

⸓ᱜㅍ⺰ᮭᐲߪⷙޔᯏ㑐ࠃࠅⵙ್ᚲߦᆔߨࠆߴ߈ޕ

٤

ㅍႎⵍኂ⠪ߦኻߒޔ㧮㧼㧻ߢߢ߈ࠆߎߣߣมᴺ⊛ᢇᷣߣߩᓎഀಽᜂ߇ᔅⷐޕ

7

 ЯрഀϝϗϨნнМУѝसᅄဏнࣰѝᇐಬёр॓ிкܿബ̢φ̣
ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡠࠢޣᚲߩࠅᣇޤ
٤ ࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕᚲⷙߩࠅᣇߦߟߡޔᣣ⊛ⷞὐ߆ࠄޔᚒ߇࿖ߩⴕ࡞࡞߇⸒⺰
ߩᄙరᕈࠍ⏕ߔࠆߢචಽߦᯏ⢻ߒߡࠆ߆ุ߆ࠍᬌ⸽ߒߔ⋥ޔᔅⷐ߇ߥ߆ᬌ⸛ߒߡ
ߚߛ߈ߚޕ
٤ 㧔࠹ࡆዪߣߒߡߪޔ㧕ഃᬺᒰೋߪᣂ⡞ߦޟ⢒ߡߡߚߛߚޔ߇ޠߪ⥄┙ߒߡࠆ
ߣ⼂ޕ
٤ 㧟ᬺᡰ㈩ߩේೣᱛⷙቯߪޔᒝൻߢߪߥߊ᠗ᑄߔߴ߈ⷙޕቯቯᓟޔ㧯㧭㨀㨂ޔ㧮㧿ޔ
㧯㧿ߚߞߣ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔᣂߚߥࡔ࠺ࠖࠕ߇⊓႐᥉ߒ߿ࡄࡍࡈߦࠄߐޔ
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ዪ╬߽Ⴧടߒߡࠆ⁁ᴫߦ㐓ߺࠇ߫ⷙޔቯࠍ᠗ᑄߒߡ߽ޔᖱႎߩᄙ᭽ᕈ
ᄙరᕈၞᕈ߇៊ߥࠊࠇࠆߎߣߪߥޕ
٤ ࡈࡍࡄ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߩሽࠍࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕⷙ᠗ᑄߩ⺰ߣߔࠆߩߪ
ᰴర߇㆑߁ޕ
٤ ᣂ⡞␠߿ㅍዪ߇ޔ෩ߒ⚻༡⁁ᴫਅߢᓟ߽⊛ᢥൻ⊛ࠍᨐߚߒߡߊߦߪޔ
⚻༡ߩቯ߇ਇนᰳࠆߥᦝޕㅪ៤ߩᒝൻࠍน⢻ߣߔࠆᐲᢛ߇ᔅⷐޕ
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 ЯрഀϝϗϨნнМУѝसᅄဏнࣰѝᇐಬёр॓ிкܿബ̢χ̣
⸥ޣ⠪ࠢࡉޤ
٤

ㅍᬺ⇇ߩ㐽㎮ᕈ߽ᡷༀ߇ᔅⷐޕ

٤ ⸥⠪ࠢࡉ⥄ߩሽ߿ࠝࡊࡦᕈ߇㗴ߢߪߥߊޔႎߩ⥄↱߇ㅍዪ╬⸥⠪ࠢࡉߦട
⋖ߔࠆ৻ㇱߩ⠪ߦ㒢ቯߐࠇߡࠆߎߣߦ㗴߇ࠆ⸥ߩࡈޕ⠪߿ㅢାࡔ࠺ࠖࠕ߿ోߡߩ࿖
᳃ߦᐔߦޟ⍮ࠆᮭ⊒ߒࠬࠢࠕޟޠାߔࠆᮭ߇ޠ㓚ߐࠇࠆߴ߈ޕ
٤ ⺕ߢ߽ળߦෳടߒߩࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔᮭࠍ㓚ߔࠆⷰὐ߆ࠄߡࠇߦ࠳ࡦࠚࠫࠕޔ
⼏⺰ߔࠆߎߣ⥄ߪㆡᒰޕ
٤ ✚ോ⋭ߩᚲ▤߆ุ߆ߦ᜔ࠄߕࠄ߆࠳ࡦࠚࠫࠕޔᄖߔߎߣߥߊޔ㨪ᐕవߩᄢ߈ߥⷞὐߢ
⼏⺰ߒߡ߶ߒޕ
٤ ⁛⥄ߦㆇ༡ߐࠇߡࠆฦ⸥⠪ࠢࡉߩ࡞࡞ࠍߎߩ႐ߢ৻ర⊛ߦࠆߩߪήℂ߇ࠆޕ
✚ോ⋭ߦߪ⸥ޔ⠪ࠢࡉߦߟߡᣇะᕈ╬ࠍߔᮭ㒢㧔ᩮ㧕ߪߥ⥄ޕਥ⊛࡞࡞ߦ
ⴕ߇ߔࠆߎߣߦߥࠆ⥄ߣߎࠆߔ⺰⼏ޔߒߛߚޕߪ᭴ࠊߥޕ
٤ ⛔ᴦᯏ㑐߇⥄ޔਥ⥄ᓞߦߞߡ┙ߟ⸒⺰ᯏ㑐ߦᮭ㒢ࠍⴕߔߴ߈ߢߥߩ↱⥄ޕታ〣ߩ㗴
ߢࠅޔᣂ⡞ߦ߽ᷓߊ㑐ࠊࠆߩߣޔᘕ㊀ᗧߦหᗵޕ
٤ 㧵㧯㨀ߩฃߌᚻߛߌߢߥߊ⊒ାਥߣߒߡߩᏒ᳃ࠍታߔࠆߚ⸥ޔ⠪ࠢࡉ߿⸥⠪ቶߩ
⥄⊒⊛⋥ߒ߿Ꮢ᳃߇⊒ାߔࠆ ޠࡉࠢޟ႐ ߩ⸳⟎߇㊀ⷐޕ
9

 ХўѐйဥрଃУвеб႟Оહћ༥Ыѝ೨кмѝбѓрੵಬё
ޤ⺰✚ޣ
٤ ᭽ߥޘ⠪߇࠲ࠛࠢޔㅍߦࠕࠢࠬߢ߈ޔߦಾ⏢℉⏴ߒߡ࠹ࡦࠦࠃࠅࠃޔ
ࡦ࠷⇟⚵ࠍࠅߍࠆޟᯏળߣᮭ߇ޠ㓚ߐࠇࠍࡘࡃࡦࡑࡘࡅޔะߐߖࠆᣇ╷ࠍ
ᬌ⸛ߒߡߚߛ߈ߚޕ
٤ ޟᏒ᳃ߩᮭ⟵ോࠍޠၮ␆ߦߔ߃ߡ␠ޔળߩߔߴߡߩᚑຬ߇ࡘࡒࠦޔ↱⥄ߩ⺰⸒ޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߣᖱႎߩ⥄↱ࠍ੨ฃߢ߈ࠆࠃ߁ቯࠆߎߣ߇ᄢේೣޕ
٤

ၞᵴᕈൻޔᢥൻ⢒ᚑ߇ੱ৻ੱ৻ޔノߊᐘߖߦߥࠆ╬ߩⷰὐߢ⠨߃ࠆߎߣ߇⽿ോޕ

٤ ᣂߒၮᧄ⊛ੱᮭߣߒߡࠆࠁࠄޔᖱႎߦࠕࠢࠬߢ߈ࠆᮭ㧔⍮ࠆᮭવ߃ࠆᮭ㧕߇
ࠆ߿ޕㅍߪ․ቯߩ␠ߦ⁛භߐࠇࠆߴ߈ߢߥޕ
٤

ฃߌᚻߛߞߚᏒ᳃߽⊒ାਥߣߒߡࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߣሽߢ߈ࠆ⚵ߺࠍᬌ⸛ߔߴ߈ޕ

٤ ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ߿ࡀ࠶࠻ㅍߩߚߦ⊛↥⽷ࠍޟଔ୯ߦᄌ߃ߡࠆ⠪ߩޠᮭࠍ
㒢ߔࠆߎߣߦߪ⇼ߩߡߒߣ↥⽷ޕᖱႎߣޔႎߩ⥄↱ࠍ৻✜ߦ⼏⺰ߒߥߢ߶ߒޕ
٤

ኻଔࠍㆶరߢ߈ޔ㖸ᭉᤋ↥ᬺ߽⊒ዷߔࠆࠃ߁ߥᛛⴚ߿␠ળ⊛ߥ⚵ߺߠߊࠅ߇ᔅⷐޕ

٤

㧵㧯㨀ᢎ⢒ߣߒߡࡔ࠺ࠖࠕᢎ⢒ࠍ␠ળోߢ᥉ߐߖ࠹ࠪࠍ㜞ࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
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ޤࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄޣ
٤ ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߪޔ᳃ਥਥ⟵ߩၮ⋚ࠍᡰ߃ࠆ߽ߩߢࠅޔᣣᧄߢ߽ዉ߇ᦸ߹ߒޕ
ߚߛޔታߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪Ꮢ᳃ෳടࡔ࠺ࠖࠕ߇િ߮ߡ߅ࠄߕޔේ࿃ߣኻ╷ߩᬌ⸛߇ᔅⷐޕ
٤ ⻉ᄖ࿖߇ᴺⷙߦࠃࠆዉࠕࡊࡠ࠴ߦߊਛޔᣣᧄߪߘࠇࠍㆱߌߥ߆⼾ޔㅍᢥൻࠍ⢒ࠎ
ߢ߈ߚ৻ޕᣇߢޔㄭᐕߩᄙ᭽ᕈ⏕߳ߩⷐ⺧ߦߤ߁ᔕ߃ࠆ߆ߣ߁⺖㗴߽ࠆޕ
٤

නߦᴺൻߔࠆߛߌߢߥߊޔข⚵ࠍផᅑߔࠆࡓ࠼ࠍ␠ળోߢ㉯ᚑߔࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ

٤

ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߪᣢߦᄙߊߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍߢዉߐࠇߡࠆޕ

٤ ߩ⥄↱ࠍᄢߔࠆߦߪߩࠕࠖ࠺ࡔޟᒛ߇ޠലᨐ⊛ޕਥߩᄙ᭽ൻᣉ╷ߣߒ
ߡޔᣂߒࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍࠇߥ߆㧔࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ৻ㇱᤨ㑆Ꮺࠍࡄࡉ
࠶ࠢߦ㐿㧕ޔߡߒߣࠕ࠺ࠗࠕޕᰴᦼⴡᤊ╬ᣂߒࡔ࠺ࠖࠕߦ㧺㧼㧻ߥߤᄙ᭽ߥਥߩ
ෳടࠍଦߔߚޔቯߦ㓙ߒߡടὐࡐࠗࡦ࠻ࠍ⸳ߌߚࠅ⽷ޔᡰេភ⟎ࠍᬌ⸛ߒߡߪߤ߁߆ޕ
٤ ᰴᦼⴡᤊࠍߞߚᣂߒࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩࠕࠗ࠺ࠕߦߪ⾥ᚑߛ߇ߌߛ▫ޔ
ߞߡਛりࠍࠊߥߣ߁ߎߣߦߥࠄߥࠃ߁චಽ⼏⺰ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
٤ 㐳ᦼ㑆ᚢࠍ⚻㛎ߒߡߥᣣᧄߪᣂߚߥ⚵ߺࠍࠇࠆფ߇ࠆ⚵⇟ޕ߇⥄↱Ꮢ႐
ߩਛߢ⊒ዷߢ߈ࠆߎߣࠍᦼᓙޕ
11

٤  ޠ࠲ࡦࠕࠖ࠺ࡔޟᖱႎ⊒ାߩᡰេὐ ߩၞዷ㐿߿ߡߟߦࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄޔ
࿖᳃⊛⼏⺰ࠍᒻᚑߒഃදဳߩᐲࠍታߔࠆߎߣޔฃାᢱߩ৻ㇱࠍⓍᭂᵴ↪ߒߚࡄࡉ
࠶ࠢࠕࠢࠬ߿ᬺㅍߦ߅ߌࠆ⊛⇟⚵╬ࠍᡰ߃ࠆޟᡰេၮ㊄ߩޠഃ⸳߇ޔ㊀ⷐޕ
ޣ㧔ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬࠍታᣉߔࠆ㧕ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍޤ
٤

ᬺㅍߩ㧞ᧄ┙ߡ߆ࠄޔ㕖༡ߩㅍߚࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍࠍട߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ

٤ ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪޔၞߩᏒ᳃⥄り߇ޟṶෳടߔࠆᮭࠍޠᜬߜޔㅍዪߪߘߩ
ޟ႐ࠍޠឭଏߔࠆᓎഀࠍᜂߞߡࠆޕ㓚߇⠪ߢ߽ෳട߇ኈᤃߦߥࠆኻᔕ╷߽㊀ⷐޕ
٤ ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠨࠗࡑ࡞ㅍ߳ߩข⚵߇ᐢ߇ߞߡࠆޕ㕙ޔṶ⠪
߮ࠬ࠽╬ߩੱߩᮭ㓚߇⺖㗴ߦߥߞߡߊࠆ⚵⇟ޔߡߒߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠢߩߘޕክ⼏ળߛ
ߌߢߥߊਛ┙ߩ⚵❱߇ᔅⷐޔߚ߹ޕᵄߣࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢੑ㊀ߦ߆߆ࠆ⪺ᮭ⾌↪ߩ߶߆
⸳ᛩ⾗ߩ⽶ᜂ߽⺖㗴ޕ
٤ రߩᣂ⡞␠߿ㅍዪߦࠃࠆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔㅍዪ߳ߩදജ߇⹏ଔߐࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆߣߣ߽
ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔㅍࠍⴕ߁㧺㧼㧻╬⥄り߽␠ળ߆ࠄା㗬ߐࠇࠆߚᖱႎ㐿␜߇ᔅⷐޕ
Ꮢ᳃⋉⒢߿ၞߩࠍޠߥߕ߈ޟᡰ߃ࠆࡈࠔࠗ࠽ࡦ߽ࠬߎ߁ߒߚߎߣߣ࠶࠻ߢ⼏⺰ߐࠇࠆ
ߎߣߢ↢߈ߡߊࠆޕ
٤ ⸳ᛩ⾗⽶ᜂߩシᷫߩߚޔ࠺ࠫ⒖ⴕᓟߩࠕ࠽ࡠࠣ↪ㅍᯏེࠍࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍዪ߇
ఝవ⊛ߦ߽ࠄߞߡߪߤ߁߆ޕ
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࠰
Ჰஉ
ଐ
ᲢᇹׅᲣ
Ჱஉ

ҢѲҺӃҀ๕рާ˾๒Ⴚр௲ѓုн߶Ыѝࡀᇈ

ࡀᇈрשܟ
¾

ㅍಽ㊁ߦ߅ߌࠆႎߩ⥄↱ࠍࠆข⚵ߦߟߡ
 ㅍᬺ⠪ߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߩ⁁ߣ⹏ଔ
 ᬺ⇇ߩ⥄ਥ⊛ⷙᯏ㑐ߢࠆ㧮㧼㧻ߩ⁁ߣ⹏ଔ

¾

ㅢାಽ㊁ߦ߅ߌࠆႎߩ⥄↱ࠍࠆข⚵ߦߟߡ

᳸

ࡀᇈрתܟ
¾
¾

ᲫᲪஉ

ⴕߦࠃࠆኻᔕߩ⁁ߣ⺖㗴
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信郎、重延

郷原

富 太 郎 （ 代 理 出 席 ）、 金 田

皆さん、こんにちは。毎回精力的にご議論いただき、心より感謝申し上
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バの代理で渡邊経営企画部門長にそれぞれご出席いただいております。
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ンタッチするのか、しないのかわかりませんけれども、皆様におかれましては是非これま

今日は、３回のヒアリングの総括をいただくということでございますが、私も誰にバト

していくことが大事であると思っています。

ソフトバンク孫オブザーバの代理で嶋社長室長、静岡朝日テレビ放送河合オブザーバの代

理で飯島常務取締役、ＮＨＫ福地オブザーバの代理で金田専務理事、ＮＴＴ三浦オブザー

（情報通信分野は）スピードが速いです。速いからこそ、じっくりと、しっかりと議論を

伺っております。それから、ＫＤＤＩ小野寺オブザーバの代理で長尾渉外広報本部長に、

ていることが極めて大事であると考えています。また、一方で、知らないうちに自分の情

ます。

報が蓄えられ、マーケティングに供され、権利が侵害されるといった事態も起きています。

は、オープンで情報が囲い込まれないこと、一人一人の国民が情報を選択する自由を持っ

様は、インターネットにより生中継をいたしておりますので、ご了解いただければと思い

本日は、長谷部座長代理、音構成員、工藤構成員、五代構成員、根岸構成員がご欠席と

まいりたいと思います。次の総理が誰になるのかは、まだわかりません。しかし、私たち

す。引き続き私たちは、放送行政、あるいは情報通信、言論の自由について議論を重ねて

本日の会合も、これまでと同様、完全公開により行わせていただきます。この会合の模

利保障等の在り方を考えるフォーラム」の第６回会合を開催させていただきます。

これから次の内閣を組織するため、４日に代表選挙、そして首班指名と流れてまいりま

きました。

５．議事録

それでは、定刻となりましたので「今後のＩＣＴ分野における国民の権

あるいは創造する方にとっては、センシティブなものもたくさんあることも学ぶことがで

（３）意見交換

【濱田座長】

見れば、あるいは別の観点から見ると、恣意的な権力の介入の余地や、言論を構成する、

（２）当面の進め方について

る６０年ぶりの放送法改正も国会に出させていただきました。ただ、私どもはまだまだ反

ＩＣＴ分野、情報通信分野は目まぐるしく変わっています。放送と通信の融合法制であ

にありがとうございます。

の中で議論することができましたことを、冒頭私からお礼申し上げたいと思います。本当

変なお力添えに心から敬意を表しますとともに、
「言論の砦」ということを本格的に総務省

中で、皆様にご挨拶させていただくことになりました。座長をはじめ皆様のこれまでの大

ご案内のとおり、今日午前中に鳩山首相が辞意を表明し、総辞職の決まった内閣という

げたいと思います。

【原口大臣】

省すべきところが多々ございます。つまり、法文上は何の瑕疵もない、しかし、見る人が

事

保、

祐治、

聡 （ 代 理 出 席 ）、

孝章、羽石

茂樹、黒岩

初めに、大臣から一言お願いできればと思います。

思っております。

論の総括を行い、その上で、フォーラムの当面の進め方についてご議論をいただければと

アリングを行ってまいりましたが、今回はその結果も踏まえて、これまでのご意見・ご議

目処に議論をいただければと思っております。前回まで合計３回にわたって関係者へのヒ

それでは、本日の議題に入りたいと思います。今日は、大体１時間程度、１８時までを

総務省側では、長谷川政務官がご欠席と伺っております。

（１）ヒアリング等の総括

４．議

原口総務大臣、内藤総務副大臣

（３）総務省

長尾 毅（代理出席）、広瀬 道貞、渡邊 大樹（代理出席）

飯島

伸一

新 （ 代 理 出 席 ）、 嶋

義貴、丸山

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

浜井 浩一、深尾 昌峰、堀

伊知哉、服部

房雄、木原

常寿、中村

克也、後

浩、宍戸

純一（座長）、宇賀

濱田

（１）構成員（座長を除き五十音順、敬称略）

くみこ、楠

所：総務省第１特別会議室

２．場

３．出席者：

時：平成２２年６月２日（水）１７：００～１８：００

１．日

在り方を考えるフォーラム（第６回会合）

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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すべきであろう。情報通信省を含めて省庁再編まで議論してはいかがかということもござ

【濱田座長】

というご意見がございました。また、
「砦」の中核は、問題報道・放送に対する実効的対策
がきちんととられることではないかというご意見もございましたし、違法有害情報対策を
行う組織・団体、また、それがどういう機能を果たしていくのかという工夫を重ねていく

がまだ漏れているではないかとか、このあたりはもうちょっとこういう形で議論した方が

いいのではないかといったことを、後ほど是非ご意見をいただき、議論を重ねていただけ

ればと思っております。

ございました。

ないというご意見もありましたし、独立行政委員会の設置は、報道・放送の自由を保障す

もらうために、何らかの対策が必要であろうというご意見がございましたし、そういうも
のを具体化していく一つの方法にもなるのでしょうが、外部委員で構成されるオンブズマ
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いくことで、最先端のデジタル環境を整備していく視野から捉えてはどうかというご意見

-3-

報道において事実・データをどういうふうにチェックしているのか。事実を正確に伝えて

それから、２ページ目ですが、日本列島をもう少し大きくとらえて「自由の砦」として

した。

それから、報道によって偏った世論に流されて政策がつくられることは危険であって、

う積極的な側面で、メディアに何を期待するのかという視点も必要だろうというご意見が

え方もあり得るというご意見もございました。あるいは、そもそもこういう「砦」は必要

るものとして重要であり、こういうものをしっかり実現すべきだというご意見もございま

それから、放送被害の防止という側面だけではなく、他方で国民の知る権利の保障とい

業者内部の取組強化」、
「ＢＰＯの機能拡大」という重層的な形で「砦」を構築していく考

と思います。

発想で、対話型規制の透明化に力点を置くのであれば、「行政の監視機関」、あるいは「事

したコンプライアンスが実行されるべきだといったご意見がございました。ただ、同時に、

もあるのではないか。

い。何故こういう批判を受けるような番組づくりが続くのかといった問題提起もあったか

は「放送局の責務」であるということ。そして、規制強化を受けないためには、きちんと

いました。あるいは、
「砦」のつくりようによっては、放送・報道の自由を破壊する危険性

あれば、強い権限と独立性を有する独立規制機関が「砦」になるけれども、それとは別の

す。放送の自由は放送人自らがつかみとるものだということ。同時に、その自由を守るの

ための「制度設計」、あるいは「強化策」と捉えることもできるだろうというご意見もござ

コンプライアンスという言葉が言われ出してからも、事件・問題報道が減ったわけではな

して、まず、放送事業者のコンプライアンス体制について色々なご意見が出されておりま

ますが、これについては、新しい「組織」と考えることもあれば、表現の自由を拡大する

それから、ハードな規制の強化（政府による番組への直接介入等）にシフトすることで

次に、３ページです。「放送分野における報道・表現の自由を守る具体的な取組」の形と

ージ目の総論で、先ほども大臣からお言葉がありました「言論の自由を守る砦」でござい

ことも「砦」になるだろう。こういったご意見が全般としてございました。

意味ではクロスオーナーシップや記者クラブ・会見の解放といった論点があり得るだろう

私も少しずつまとめをしながらお話ししていきたいと思います。この中で、こういうこと

それでは、
「ヒアリング等の総括」という資料をご覧いただければと思います。まず１ペ

があるだろうということで、独立性という意味では独立行政委員会の設置、多様性という

これは、ご覧いただければいいのですけれども、ざっとお目通しいただくということで、

また、
「砦」をどういう角度から論じていくかというときに、独立性、多様性という要素

るだろうというお話もございました。

のヒアリングを中心にして、これまでの主なご意見、ご議論をアジェンダごとにまとめて

おります。それを座長の私から簡単に紹介させていただければと思います。

し批判精神を忘れない率直な声が寄せられることが、表現の自由を守る一番の「砦」にな

についてが中心でございます。まず、これまでの取りまとめについて、事務局で過去３回

それから、こうした議論の中で、放送事業者自らが自由を侵害されないように能力を高
めていく必要があるだろうということもございましたし、視聴者サイドから温かく、しか

それでは、今日の議事は先ほど申しましたように、ヒアリング等の総括と当面の進め方

ヒアリング等の総括に関する座長説明

いました。

た。また、政策インデックスにございます「日本版ＦＣＣ」をやるかやらないかを明確に

えたいと思います。本当にありがとうございます。

大臣、どうもありがとうございました。

もありました。あるいは、ＢＰＯを定着させるという課題についてもご意見がございまし

で以上のご協力、ご指導を賜りますようにお願い申し上げまして、冒頭の感謝の挨拶に代
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いというご意見。それから、番組問題への行政指導が多くなったのは、行政の間違いであ
るというご指摘。それから、「砦」と行政指導の関係についてきちんと議論すべきだろう。
また、法令解釈とその実行の在り方をどう捉えていくか、あるいは権利保障と同時に自立
した責任をどう位置付けていくかが大切であろうというご意見がございました。

説明し、ＢＰＯはそれをバックアップするということが筋ではないか。そういうＢＰＯの

役割をどうとらえるかという議論がございましたし、その役割ということでは、放送事業

者が真実性を明らかにするプロセスをチェックするのがＢＰＯの重要な役割で、これまで

のＢＰＯの検証は不十分なところがあるのではないか。また、努力していない事業者に厳

う認識があるというお話もございました。３事業支配の原則禁止規定については、強化で
はなく撤廃すべきであるというご意見もあり、その背景としては、新たなメディアが登場・
普及していて、情報の多様性・多元性・地域性がかつてとは異なってきているというお話

-6-

それから、人権・プライバシー・著作権といった「イノベーションを伴うチャレンジ」

っていくことが重要だというご指摘。それから、青少年の安心・安全なインターネット利

-5-

当時は、新聞に育てていただいたという関係もあったけれども、現在は自立しているとい

した。

に対して、正しい理念のもとで過剰対応ではない適切なルール、安心・安全な技術をつく

する上で十分に機能しているかどうかを検証する必要があるだろう。テレビ局が生まれた

ました。

な問題になることもあるというご指摘。そして、権利侵害情報を減少させることが、結果

団体やその機能・工夫も、重要な「砦」の一部になり得るだろうというご指摘もございま

的救済との役割分担をどうとらえていくかという整理も必要だろうというご指摘がござい

ご意見。それから、違法有害情報に関する議論は、実際に規制をどうするかは非常に微妙

次に、８ページです。「クロスメディア所有の在り方」については、言論の多元性を確保

放送・反論権制度は裁判所によって実施されるべきことではないか、また、ＢＰＯと司法

ことで、通信分野の人権侵害対応は不十分だけれども、行政の介入は避けるべきだという

として表現の自由を守ることにつながるという観点から、違法有害情報対策を行う組織・

ながら、訴訟提起をしてもなかなかメリットがない構造をどうするのか、あるいは、訂正

ということで整理させていただいたグループの中では、まず、訂正放送制度を念頭に置き

次に、５ページです。
「通信分野における報道・表現の自由を守る取組について」という

分担の関係をどうとらえていくかというご指摘もございました。

次に、７ページです。「その他ＩＣＴ分野における権利保障に係る枠組みの現状と課題」

て検討すべきではないかというご指摘がございました。

とっていないという問題があるのではないか。あるいは、ＢＰＯの実態がわかりにくいの

ではないか。取組が１００点ではないけれども、ＢＰＯでやることと司法的救済との役割

た。また、独立規制機関としては、かつての電波監理委員会のような歴史的な経緯も含め

り十分対処可能である。ＢＰＯの決定に対して、放送局がきちんと自主的対応を必ずしも

した。特に、こういう組織をつくる場合に、議院内閣制では国会・政党からの独立性、あ

というご指摘がありました。

るいは人選の中立性もしっかりと考えておかなければいけないというご指摘がございまし

会計検査院等色々な仕組みがあるので、幅広く議論すべきであるというご意見がございま

それから、司法との関係では、人権侵害についてはＢＰＯや司法による事後的規制によ

する機関を設けて透明性を高めるという考え方。また、行政委員会的なものといっても、

それから、ＢＰＯをどう活用していくかその存在を見せ、どのようにＢＰＯが意見を処

理・活用しているのか見せていくことも必要だし、そのための環境整備が国の役割だろう

次に、「第三者的な監視組織の必要性及び課題」ということでは、政府内部に行政を監視

られない。たとえ表現の自由を守るためであっても、行政機関の介在は認めるべきではな

扱うこともどうするか考えるべき。ＢＰＯだけではなくて、まずは事業者自身がきちんと

しく指摘する姿勢が必要ではないかというご指摘もございました。

次に、６ページですが、
「行政による対応の現状と課題」ということで、これまでの行政

携が課題であろうというご意見がございました。

う扱われるのか不明確というご意見もございました。

による対応の評価については、報道の自由への国や地方自治体など行政機関の介入は認め

備のために国が積極的に取り組むとともに、先ほどもありましたように、民間と国との連

送局に何か意見を出す場合に、それをどこのページから投稿するのかが見つけづらく、ど

次に、４ページです。業界の自主的規制機関としてＢＰＯが活動しているわけですが、

いくべきだというご指摘。それからもう一つ、安心・安全なインターネット利用環境の整

ィアリテラシーの向上への取組も重要だろうということがございました。また、実際に放

ＢＰＯを定着させることが大事である、あるいは、ＢＰＯがカバーできない問題も含めて

用のために第三者機関を設立して、民間の努力に対する環境整備を国の役割として行って

ン制度、視聴者参加のオンブズマン制度を導入してはどうか。あるいは、視聴者側のメデ
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とも重要だといった総論的なご意見がございました。

必要であるというご意見もありました。

が続いておりますが、
「メディアセンター」の展開、パブリック・アクセスについての国民
的議論を形成していくことと同時に、
「支援基金」の創設も考えてはどうかというお話もご
ざいました。

ジに挙げておりますけれども、大臣からも、様々な表現者、クリエーターが放送にアクセ

スでき、互いに切磋琢磨して、よりよいコンテンツ・番組を作り上げる「機会と権利」が

保障されることによって、ヒューマンバリューを向上させる方策を検討していただきたい

い者でも参加が容易になる対応策も必要だろう。それから、コミュニティＦＭではインタ
ーネットサイマル放送への取組も広がっているわけで、そうした状況に対応していくこと
も課題が色々とあるというご指摘がございました。

輝く・幸せになる等の観点を入れることが大事ではないか。あるいは、情報にアクセスで

きる権利を考えて、放送が特定の社に独占されることでは必ずしも十分ではないのではな

いかということ。

-7-
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それから、地元の新聞社、放送局によるコミュニティ放送への協力が評価されるように

では、地域の市民自身が「出演・参加する権利」を持って、重要な場になっている。障が

するという視点が必要だろうということ。あるいは、地域活性化、文化育成、一人一人が

それから、市民が発信主体としてマスメディアと共存できる仕組みを考えるべきだろう。

の放送たるコミュニティ放送を加えることは大事なのではないか。コミュニティＦＭの中

こうした「市民の権利・義務」を基礎にすえて、広く表現の自由等を享受できるように

最後に、
「コミュニティ放送」ですが、公共放送、商業放送の２本立てに加えて、非営利

十分発展できることを期待したいというご意見もございました。１２ページの上にその話

の仕組み」についても、かなりご意見が出されておりました。総論的なところを１０ペー

というお話がございました。

要があるということ。また、それに関連して、番組制作が自由市場の中でこうした機会に

次に、１０ページです。
「これまで情報の受け手だった国民が自ら発信する側となるため

こうしたアイデアに賛成のご意見と同時に、中身も大切だということも十分議論する必

いうご意見もございました。

は記者室の自発的な見直し、あるいは市民が発信するクラブの設置が必要ではないかとい

ったご意見がございました。

多様な制作主体の参加を促していくための財政支援措置も検討することもどうだろうかと

というご意見もございました。また、発信主体としての市民を実現するため、記者クラブ

セス・チャンネルをつくれないか考えていってはどうか。衛星等も利用して、ＮＰＯなど

ご意見。そして、統治機関が自主自律に拠って立つ言論機関に権限を行使すべきではない

ドを社会全体で醸成することも大事だろう。

の所管か否かにかかわらず、大きな視点で議論すべきだというご指摘がございました。

それから、コミュニティ放送で既にパブリック・アクセスはある程度導入されている。

どうこたえるか考えていく必要があるだろう。また、こうした新しい取組を推奨するムー

ョンの権利を保障するという観点を議論すべきではないかということ。それから、総務省

それから、メディアの拡張といったコンセプトで考えていく中で、新しいパブリックアク

日本が豊かな放送文化をはぐくんできた背景も考えながら、近年の多様性確保への要請に

されるべきだというご意見がございました。また、誰でも会見に参加し、コミュニケーシ

同時に、各記者クラブのルールをこうした場で一元的に決めるのは無理ではないか。総

望ましいのではないかということ。こうした中で、法規制による導入アプローチを避けて、

して、すべての国民に公平に「知る権利」、あるいは「アクセスして発信する権利」が保障

務省には、記者クラブ制について方向性等を出す権限（根拠）はないのではないかという

１１ページから１２ページにかけてはパブリック・アクセスのところで、日本での導入が

性の改善が必要だろうというご意見。それから、フリーの記者、通信メディアをはじめと

具体的なパブリック・アクセスの話とコミュニティ放送の話を次にまとめておりますが、

仕組みづくりも大事だし、メディア教育を社会全体で普及させて、リテラシーを高めるこ

たしていくためには経営の安定が不可欠で、さらなる連携の強化を可能とする制度整備が

次に、９ページです。
「記者クラブ制」の問題ですが、これについては、放送業界の閉鎖

それから、対価を還元でき、音楽・映像関係の産業も発展できるような技術や社会的な

自由を一緒に議論しないことも大切だというご意見もありました。

者」の権利を制限することは疑問があるのではないか。財産としての情報と報道・表現の

と同時に、パブリック・アクセスやネット放送のために「表現を財産的価値に変えている

たし、今のような新しいメディア状況、経済状況の中で、新聞社や放送局がその使命を果

クロスメディア規制撤廃の論拠とするのは、次元が違うだろうというご指摘もございまし

同時に、フリーペーパーやコミュニティＦＭが出てきているが、そういうものを直ちに

もあったかと思います。
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けているのではないかとか、これからの進め方はこうすればいいのではないかといったこ
とを、どうぞご自由にご意見をいただければと思います。挙手をいただければと思います
ので、よろしくお願いいたします。

考えていくべきだろうというご指摘もございました。また、こういうものを容易にしてい

くための設備投資負担の軽減のために、例えばアナログ用放送機器をコミュニティ放送局

が優先的にもらってはどうかという具体的なご提案もございました。

政の側の意向を聞きたいと言ったと思います。つまり、法に基づかないというか、私は基

ればと思っております。

と思います。次回以降にお願いしたいと思います。
【金田オブザーバ代理】

クセス、国民が発信する側に回るという仕組みについて議論してはどうかという形で、と

りあえずは整理いたしました。

その際に、視聴者の意見をどのような形で吸収し、それを番組にどのように反映するの
かの体制についてご説明申し上げました。その活動についてのまとめを、現在ＮＨＫのサ
イトで詳しく報告させていただいていますが、それを「ＮＨＫ視聴者サービス報告書２０
１０」ということで冊子にしましたので、お許しが得られれば、委員の方にお届けしたい
と思います。全体で１年間に４６５万件、番組関係で１３５万件ほどのご意見をいただい
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という程度でまとめているものですので、是非色々とご議論いただいて、これからの進め

方を考えることができればと思います。今申しましたように、これからのご議論で追加で

こういうところはヒアリングしたいとか、こういうところをプレゼンしてみたいというこ

とがございましたら、是非おっしゃっていただければと思います。そういうご意見を組み
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せていただきました。

１日に「放送分野における報道・表現の自由を守る取組について」ということでご説明さ

をすべきだとか、色々なご意見があろうかと思います。私も、この「進め方」は本当に案

えるべきだとか、回数を増やすべきだとか、議論の深化をする前にもう少しヒアリング等

ただ、当面の進め方については、議論の深化のテーマにもうちょっとこういうものを加

ましたというだけなので、是非このフォーラムの場で行政担当者からご説明いただけたら

てはどうか。それから、３回目に、先ほども最後の方で説明いたしましたパブリック・ア

ＮＨＫ会長の代理で出席しています金田でございます。３月

も、その指導を行った理由については全然説明がなされていません。こういう案件があり

みの現状と課題」について色々論点がございましたが、そういうことを取り上げて議論し

いてどういう背景・理由のもとで行われてきたのか。昨年秋、ＢＰＯ人権委員会の三宅委

か。

員長代行から情報公開を求めて、行政指導についてのまとまった文書で出ていますけれど

送事業者に対するそういう行政指導はなされておりません。これまでの行政指導事案につ

表現の自由を守る取組について」ということで、ＢＰＯの評価等も含めて議論してはどう

２回目は、「行政による対応の現状と課題」、「ＩＣＴ分野における権利保障に係る枠組

これは原口大臣にも是非感想を言っていただきたい問題です。原口大臣になってからは放

うえでも、政治と行政との関係を見るうえでも、行政権限がはっきりとは見えてきません。

論の深化のプロセスに当然入っていくわけで、ここにございますように、まず次回あたり

に「放送分野における報道・表現の自由を守る取組について」、「通信分野における報道・

その齟齬は一体何なのか、行政の側からの説明がなければ、ＢＰＯの今後を考えていく

政指導が行われました。

って、去年2009年、４件ほど放送倫理検証委員会が問題としなかった事例に厳重注意の行

Ｏの放送倫理検証委員会ができてからは、２年間全く行政指導がなかったが、３年目に入

づかないと思っているんですが、行政指導、厳重注意がこれまで随分出されました。ＢＰ

の進め方に関する議論をしていただくということで、ざっと考えてみましたのは、次に議

申し上げましたような形でヒアリング等の総括をさせていただいて、それとあわせて当面

もう一枚の「当面の進め方（案）」という資料をご覧いただければと思います。今日は今

当面の進め方に関する座長説明

【服部構成員】

えず、議題（２）の当面の進め方についてもざっとご説明申し上げた上で、議論いただけ

服部です。何回目かの会合で、行政の取組について質問しました。行

「ヒアリング等の総括」及び「当面の進め方」に関する自由討議

ように、重要なポイント等抜けておりましたら、ご指摘いただければと思います。とりあ

以上のとおり、これまで非常に幅広いご意見をいただいております。先ほど申しました

私からは以上です。それでは、先ほどご説明しました総括について、こういうことが抜

込んで、これからの進め方を考えていきたいと思います。

示等が必要であるし、市民公益税制等地域の「きずな」を支えるファイナンスもセットで

するとともに、コミュニティ放送を行うＮＰＯ等自身も社会から信頼されるための情報開
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読売新聞の丸山です。濱田座長のつくられた「当面の進め方（案）」に

場に対する逆の意味での行政の介入、干渉と受け取られることがないか、大いに懸念する
ところでございます。議論は、
「砦」の在り方を検討するこのフォーラムの場ではなく、報

すと、砦の必要性について次のように議論を進めてほしいというミッションを与えられた

のではないかと考えます。

継され、リアルタイムでツイッターでいろいろな人の意見が返ってくる。私はテレビ業界
が長いですけれども、そういうことは初めての体験でした。ツイッターで返ってくる意見

議論は進めやすいとは思いますが、今後の議論の中でその姿がはっきり見えてくる可能性

もありますので、その問題はひとまず置きます。

由に監視する状況になっていて、おかしなものはおかしいとリアルタイムで返ってくると
いう新しいメディアの状況に入っているときに、前時代的な議論をしているこの場は一体
何なのかと、改めて強く感じた次第です。議論の深化の中でも、放送分野における云々、
通信分野における云々とありますが、今まさに融合した時代に入っている。新しいメディ

ない」とおっしゃる意味もよくわかります。だからといっては失礼かもしれませんが、今

般の放送法改正案においては、電波監理審議会に、表現の自由などの確保に関する放送行

政を独自に審査して、総務大臣に建議できる条項を盛り込もうとされましたが、結果削除

された経緯がございます。

【重延構成員】

しているから、権力介入の口実をつくってしまっているのではないでしょうか。業界やＢ
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以上です。
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重延でございます。前回ヨーロッパの火山噴火の影響でこちらのフォ

が必要なのかどうかの根本的な議論をすべきだと考えます。

ないものではないかと考えます。現状を見ますと、番組制作等で同じ過ちを何度も繰り返

り「放送の自由を守る砦」は、それに逆行するおそれのある要素、匂いすら備えてはいけ

アの状況は今どうなっているのか改めてこの場でみんなで認識した上で、本当にその「砦」

つくるなんていうこと自体が、時代にそぐわなくなっているのではないのか。みんなが自

い、極めて政治色の強い委員会となっているそうです。原口大臣が「ＦＣＣはモデルでは

先ほど大臣は、センシティブなものがあることを学ばれたとおっしゃいましたが、やは

そのときに、改めて意を強くしたのですが、国がいろいろ考えて報道の自由を守る砦を

得ないと私は確信します。アメリカのＦＣＣを見ると、実態は権力からの独立とはほど遠

は驚くほどまともな意見が多くて、これが新しいメディアの在り方だと感じました。

んどん皆さんの意見が返ってくる。番組そのものは収録だったんですが、ネットでは生中

防止を担保する制度設計であるとも解釈できるわけです。どちらなのか定まっている方が

ただ、組織であれ制度設計であれ、国家権力が少しでも入り込むものは「砦」とはなり

ことがありました。ダダ漏れでは、ネット中継されているものに対して、ツイッターでど

ＣＳ放送の番組の放送をやっている様を「ダダ漏れ」という、そのままネット中継された

そうすると、
「砦」は日本版ＦＣＣのような組織であるとも、問題解決、問題発生の未然

か否か、それが実現可能かどうかを探るということではないかと思います。

今放送・通信の分野は激変しつつある最中だと実感する機会がありました。つい先日、

た。その分私の意見も含めてお話したいと思います。

のであれば、諸外国の状況を調べる中で、例えば日本版ＦＣＣのようなものが必要である

どを放送・報道の自由との兼ね合いの中で議論する。その上で、問題解決の切り札となる

黒岩祐治です。私は、この２回ほどヒアリング等に出られませんでし

【黒岩構成員】

一方で行政による放送番組等への規制・介入の事例、立法による規制・介入を巡る動きな

道現場にかかわる人たちを交えた場で大いにしていただきたいものと考えます。

提言の形にまとめることは、日々権力との対峙を旨に報道の自由を追い求めている報道現

ことではないかと考えます。大臣が初回に示されたアジェンダ案を私なりに解釈いたしま

すなわち、まず放送事業者による自主規制、ＢＰＯの取組等の実効性を調べて評価して、

そうであればこそ、総務省のフォーラムでこうあるべきだとか、こうすべきだといった

的な改革を促したと言えると思います。

の記者クラブを動かして、オープンな記者会見の拡大につながっています。つまり、自主

ご意見は、極めて貴重な問題提起だったと思います。そしてその効果として、役所や多く

という言葉の意味について、正確な認識をこの場の構成員で共有することが第一に大切な

私は、初回の会議で原口大臣がおっしゃられた「放送・報道の自由を守る砦」の「砦」

基本的に賛成という立場から、若干意見を述べさせていただきます。

【丸山構成員】

すでしょうか。今後の議論のデータとして使わせていただきたいと思います。

なお、記者クラブ問題についても一言申し述べさせていただきます。上杉構成員からの

「砦」の一つではないかと私は考えます。

【濱田座長】

ありがとうございます。それでは、その資料は委員に後ほどいただけま

ＰＯによる自主規制をより実効性のあるものに高めていく総合的な環境づくりもまた、

ております。それをどのような形で番組の改善に使っているかのご説明資料でございます。
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なのか。一番早い例が、韓国の船が魚雷にやられた件です。従来の朝鮮半島の北と南の関
係からいくと、一体どこまで信頼できるのだろうかという気もします。

方ではないかと私は思います。

【浜井構成員】

活動がだんだん軽んじられるような時代になってくるのではないか。そうした場合に、満
遍なく情報が流れていくことはどういうことなのか。どこからどこまではインターネット
に任されるのかという目途も付けなければ、マスメディアの新たな役割は出てこないので
はないかという気がいたします。規制という手段に拠らずに、報道の自由を守っていくこ
とが大切です。

は、どういう組織をつくるかということよりは、賢い視聴者を育てる、つまりメディア・

リテラシーが重要ではないでしょうか。賢い視聴者が健全なメディアを育てていくことに

なるのだと思います。それこそが真の砦であり、賢い視聴者が育てば、わざわざ組織とし

ての砦を作る必要はなくなります。ツイッターなども、おそらくそのための道具として有

効に機能する可能性があるのだと思います。組織を作る前に、まず、メディア・リテラシ

というか、公営的な放送はその種のものを自ら律して、堅いもの（番組）でいきなさいと
いった雰囲気があるために、結果としてテレビという大事な情報源が力を失いつつあると
いう現実もございます。堅いことばかり言わずに、テレビが提供している娯楽というもの

-14-

利と、プライバシーの問題は大変重要な問題で、その辺の議論がまだされておりません。
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【広瀬オブザーバ】

今後の進め方については、座長の提案に賛成でございます。ただ、

力をなくしてマードック氏たちにやられているのは、娯楽を嫌うといいますか、軽視する

テレビについては相当議論が出てきましたけれども、インターネットを使う側の自由や権

以上です。

それから、テレビの場合には娯楽も非常に大事です。ヨーロッパの公共放送がだんだん

とフォローする。色々な韓国の調査関係者に聞いてその辺を証拠付けるとか、細かい取材

いろいろ聞いていて思うのは、
「言論の自由を守るための砦」をつくるために最も必要なの

ーの育成をどう進めていくのかという議論も重要なものではないかと考えております。

あれはおそらく正確な調査だと思うのですけれども、その調査を日本人の記者がきちっ

ですが、重要なことだと思うので申し上げたいと思います。フォーラムの議論を私なりに

「ヒアリング等の総括」にも入れていただいているので重複になるの

りということがどんどん進んできております。その場合に、国民の知る権利は一体大丈夫

既存のメディアそのものの力が落ちてきて、取材陣を削減したり、カメラマンを削減した

ている。その中で変えようとしている部分が見えます。それだけでは不可能であるという

認識をもう一回持って、ある視点、システム、考え方をつくるのが、これからの推進の仕

もう一つは、この時代に、特にアメリカとヨーロッパで顕著にあらわれているように、

をある程度前提にした方が建設的な結論が出るのではないかという気がします。

っていて、せっかく変わるべき時代に、ある意味では経済状況の中色々な構造が保守化し

えられない。むしろ保守化しています。保守化している中でこれを考えるという状況にな

広告を出すべきでないというような訴え方を経済界の幹部にする。つまり、そういう点に

思います。

守ってもらうことになりますと、屋上屋を重ねる規制が出てくるばかりで、報道陣の自覚

た新聞によくあったのですけれども、こういう記事を書いているといって、時の政治家が、

の中で、今まである規制の構造の中からこれを変化させるということは多分無理だろうと

かが原点であろうかと思います。大変なのは、今経済性という中でその構造がなかなか変

ども、これ以上やると取材はお断りしますとか、実際に取材拒否の問題が出てきます。ま

う認識のもとから、モデルを考える時代に行くべきであると思います。現在の色々な動き

ついては十分覚悟して進んでいくというのが報道陣の役割だと思います。何でもかんでも

といいますのは、ある種の取材は、企業の場合などを考えてもらえればわかるのですけれ

独立性が重要である。これは間違いないですけれども、今社会、個人は変わっているとい

ですから、まず言論の自由を守ったベースさえあれば、あとは構造を自由にどう考える

テレビについて若干申し上げますと、新聞と同じように、表現の自由を守っていくのは
テレビ事業者の大きな責任であって、人に守ってもらうこと自体が問題になると思います。

の社説で相当大きく取り上げられておりました。その辺も議論する必要があると思います。

は、言葉の表現では「制度設計」、「強化策」という言葉は使いませんけれども、今黒岩構

では、確かに「言論の自由を守る砦」は基本としては重要で、曲げてはならない。そして、

あるのではないか。例えば、ネット広告に関する総務省研究会のことが、今日の朝日新聞

「『自由の砦』は新しい『組織』」という文章の中に、相当意味があるように思います。私

成員がおっしゃったとおり、モデルが変わっていると思います。モデルが変わっている中

けれども、是非もう一方のインターネットについても、もう少し時間をかけて行う必要が

テレビのことは、幸いなことにみんなよく知っているので議論もわかりやすかったのです

一言感じることを申し上げますと、ヒアリングの総括で出ている総論のところの１番の

ーラムを欠席してしまいました。大事な会合であったと思います。
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までに何をどういう責任でやるかきちんと決めていただくように、この１０月まで深化さ

【中村構成員】

【黒岩構成員】

す。議論だけすればいいと思っています。そもそも、ああでもないこうでもないと論点を
出していますけれども、一番根本のところで全然論点が整理されていないです。一番の問

くのか、デジタル環境の整備を重視するのか。あるいは有害情報対策にしても、規制のア

プローチなのか、技術開発でいくのか、リテラシー教育を重視するのかといった、まだ隔

たりのある意見が並んでいる状況だと思います。

ないか。そもそも何らかの政策への落とし込みなどをする必要がないのではないかという
ご意見もございましたし、同時に、政策等へ落とし込む必要がない、とにかく今のままで
放っておいてくれというのであれば、なぜ放っておいていいのかはきちんと整理する必要

うのが一番いけないと思います。したがって、この中で一体何をやるのかやらないのか、

それから、制度、組織設計がどうかという話がありましたけれども、本当に組織、制度設

計がいけないのか、いいのかもきちんと議論で結論を出すべきだと思います。

そういう意味で、最終的にどういう形にするのかは、まだ私自身もしっかり見えている
わけではありませんけれども、政策へ落とし込むかどうか、優先順位をどうつけていくか、

-16-

で出てきているので、そういうところまで本当に日本はやるのかやらないのかをきちんと

-15-

それから、今広瀬会長がおっしゃったように、たしかフランス、ヨーロッパでは報道の

自由を守るために、一つの例ですけれども、国費を投入して新聞社を守るというところま

があろうかと思います。

ます。ただ、議論を深化させてどうするのか、議論のための議論だけでは仕方ないのでは

おりますので、フォーラムで話し合ったことはいいけれども、結局何もできなかったとい

【嶋オブザーバ代理】

「当面の進め方（案）」で議論を深化させていくことは、概ねですが反対はないかと思い

います。

た部分の見える化、可視化をしていくことも議論としては必要ではないかと感じました。

ソフトバンクの嶋と申します。非常に論点がたくさん出てきて

論を進めていくか、私が今お話をお伺いしていて感じたことを踏まえてご相談したいと思

それでは、今まで色々ご意見をいただきましたが、今後どういう形で議

【濱田座長】

言葉で言うと、プライオリティー、政策順位を決めていくことかもしれません。そういっ

それなら賛成です。

筋も、この論点が出てきた今の時点で何らかの整理をして、それが先ほどの中村構成員の

【黒岩構成員】

す。

となってしまうことは絶対避けなければいけないと思います。

そういった点でいくと、こういったものをどう最終的に落とし込んでいくかの大きな道

る。それをやらないと、単なる話すだけであり、それではいけないというのが私の結論で

ドマップといいますか、大きい議論や非常に総花的な議論をしていて、どこかでうやむや

ですから、本当に要るのか要らないのかをうやむやにするのではなくて、きちんと議論す

私も思います。しかし、冒頭大臣も率直に放送法のことに触れられましたし、今中村構成

べきだと。その上で、要るのであればいつまでにやると決める。要らないのであればやめ

だと申し上げたんです。ここはきちんと総務省で皆さんが集まった中で議論しているわけ

うな時代認識も非常に重要だと思います。短期的な「当面の進め方（案）」はこれでいいと

員もおっしゃったように、このフォーラムの議論がどう政策として結実していくかのロー

【嶋オブザーバ代理】

いえそれぞれが重要な論点になっていると思います。先ほど黒岩構成員がおっしゃったよ

私は、本当に要るのか要らないのかという議論をまずやるべき

まで持っていかなければいけないのか。私は、そういうことに全体的に反対しています。

深尾です。私も、論点が若干総花的になっていると思いますが、とは

【深尾構成員】

何の意味もないです私は、明確に自分の立場はそんな「砦」は要らないと言っています。

から非常に重要になってくると思います。

要らないのだから、つくる議論をする必要はないです。なぜこういう制度設計か何か結論

ではないのか。そこのところで何の共通点も出ていないです。そんな中で各論に入っても、

先順位をつけた上で、短期、中期、長期の政策の選択肢を出していく作業や認識が、これ

以上です。

題は何かといったら、タイトルにあります「報道の自由を守る砦」をつくるべきか、べき

これを政策に落とし込んでいこうとすると、それらの重要性とか緊急性を検討して、優

今の考えに全く反対です。私は、何もつくる必要はないと思っていま

せていただきたいと思います。

ぎると考えます。例えばその中で「自由の砦」一つとっても、組織論なのか、制度論でい

中村でございます。論点はほぼ出ていると思いますが、論点があり過

いうことをしないと、単に議論しただけで終わってしまうと思いますので、是非ともいつ

やった上で、議論を進めていって、短期、中期、長期、そして政策をいつまでにやるかと

以上です。

の大切さも十分に知った上での議論であってもらいたいという気がしております。
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を保障されるためにはどうすればいいか、皆さんに是非ご議論いただきたいと思います。
この間アメリカのグーグル社に行ってまいりました。中国とのグーグル問題は、まだ多く
の議論を残しているものです。

た方がいいのではないかというご意見があれば、是非おっしゃっていただければと思いま

す。どこかでさらにヒアリングが必要だということになれば、ヒアリングをすることもあ

り得ていいかという気もしますが、次回以降、まずはこの議論を個別のテーマに沿っても

だけの自由ではなく、国民全体の自由ととらえて是非次回以降ご議論いただければと思っ
ています。

ろいろテーマもありますので、一気に２つともいくのかどうかは、全体の進行はそうなん

ですが、大臣をはじめとして政務三役、座長代理のご意見も聞いて、少し進め方を考えさ

本当にありがとうございました。冒頭服部構成員からお話があったとこ

-17-

だ、今ＤＰＩ（ディープ・パケット・インスペクション）の議論をしていますけれども、

の世界を規制する気は全くありませんし、規制などあってはならないと思っています。た

そして、座長をはじめ皆様に心からお礼を申し上げたいです。私たちはインターネット

ここで「砦」の議論をしていただいている証左だと思います。

ろは行政に指示をして、私の時代にそういうものがなかったということは誇りであるし、

【原口大臣】

大臣の締めくくり挨拶

最後に原口大臣から一言いただければと思います。

らメールにてご連絡させていただければと思います。

論をしていただいて、お礼を申し上げたいと思います。今後の進め方の詳細は、事務局か

今日は皆様方からご意見を出していただきにくいかと思ったのですが、膨らみのある議

ばいいか考えるということもお許しいただいてよろしいでしょうか。

【濱田座長】

あるような形で考えているけれども、もう少し詰めて、どういうテーマ設定の仕方をすれ

した。

-18-

以上

それでは、これで本日の会合を終了とさせていただきます。どうもありがとうございま

予定でおります。詳細は、事務局から別途ご連絡させていただければと思います。

最後に、次回会合の予定でございますけれども、６月３０日（水）１７時から開催する

ありがとうございました。是非戻ってきていただければと思います。

りがとうございます。

だければと思います。それから、進め方については今申しましたように、大体ここの案に

座長をはじめ皆さんに、「I shall return.」と申し上げて結びにしたいと思います。あ

民は何を知る権利があるのかといったことも、言論、報道、表現の自由はジャーナリスト

ども、次回は放送分野、通信分野で、通信分野といってもプライバシーの問題も含めてい

せていただければと思っております。一応こういう形で前に進んでいくことにさせていた

瞬時に無限大の新たなパラダイムにおいて何をどのように整理していくのか、あるいは国

大枠はそのようなことですが、先ほど広瀬オブザーバからもご指摘がございましたけれ

ですから、サイバーの空間で起きていること、ツイッターでどうとかいう話ではなく、

世界においても自由で、選択可能で、安全に国民自らがアクセスする権利や表現する権利

それでは、このフォーラムの性格もございますので、これからの進め方をさらにこうし

うちょっと詰めていければと思います。

ェンダ設定のお話がございましたけれども、何も放送だけの話ではございません。通信の

いってはいかがかと思っておりますが、いかがでしょうか。そのあたりはよろしいですね。

ズムの餌食になる事態は避けなければいけない。

るものをとにかく議論しようでは最悪の状況になっていくわけで、今ご指摘いただいたよ

ですから、私がここで「言論の砦」、「表現の自由の砦」と申し上げたのは、先ほどアジ

蓄えられて、それが瞬時に無限大のインターネットの世界において、様々なコマーシャリ

せていくことができればと思っております。どこへ行くかわからないけれども、目先にあ

うな点を意識しながら、各テーマについての議論をもう少し詰めていくということにして

パラダイムが常に前に進んでいます。国民がそのことを知らないで、いつの間にか情報を

あるいは自由に任せて何もしなくていいのかどうかをしっかり考えながら、議論を深化さ
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今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 7 回会合
平成 22 年 6 月 30 日(水) 17 時 00 分～
総務省８階第１特別会議室
次

１

開会

２

議事

第

（１） 放送分野における報道・表現の自由を守る取組について
（２） 通信分野における報道・表現の自由を守る取組について
３

閉会
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㧝 ᵴേౝኈ╬ߩ⍮
٤

㧮㧼㧻߇ᨐߚߒߡࠆᓎഀߪᄢ߈ߣᕁ߁߇ߩߘޔታᘒߪࠊ߆ࠅߦߊޕ

٤

ⷞ⡬⠪࿖᳃ߦኻߒߡޔ㧮㧼㧻ߩሽ߿ข⚵ߩ⍮߇ਇචಽޕ

٤

⥄ਥ⊛ߥᡷༀࠍഥߌࠆߣ߁㧮㧼㧻ߩᓎഀ߇ℂ⸃ߐࠇߥޕ

㧞㧚ࡊࡠࠬߩㅘൻ
٤

㧮㧼㧻߳ነߖࠄࠇߚᗧ╬߇ߤߩࠃ߁ߦಣℂᵴ↪ߐࠇߡࠆߩ߆߇ਇㅘޕ

㧟㧚ᯏ⢻ᒝൻ
٤

㧮㧼㧻ߩቯߦኻߒߡㅍᬺ⠪߇߈ߜࠎߣ⥄ਥ⊛ኻᔕࠍߒߥߎߣ߇㗴ޕ

٤

ߎࠇ߹ߢ㧮㧼㧻߇ࠞࡃߢ߈ߡߥ㗴߽ߡᐢߊᛒ߁ߴ߈ޕ

٤

ႎⵍኂ⠪߳ߩኻᔕߦߟߡޔ㧮㧼㧻ߢߢ߈ࠆߎߣߣมᴺ⊛ᢇᷣߣߩᓎഀಽᜂ߇ᔅⷐޕ

٤

ㅍᬺ⠪߇⌀ታᕈࠍࠄ߆ߦߔࠆࡊࡠࠬࠍ෩ߒߊᬌ⸽ߔߴ߈ޕ

٤

⇟⚵ߩ⾰⊛ะߦߣߞߡ㧮㧼㧻ߩข⚵ߪᗧ⟵߇ᄢ߈ޕ

٤

㧮㧼㧻ࠍᵴ↪ߒߡႎߩ⥄↱ࠍߞߡߊߎߣ߇ㆡಾޕ
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㧨⺰ὐ㧟㧪

ㅢାಽ㊁ߦ߅ߌࠆႎߩ⥄↱ࠍࠆข⚵ߪචಽⴕࠊࠇߡࠆ߆ޕ

㧨᭴ᚑຬ╬ߩᗧ㧪
㆑ᴺኂᖱႎ߳ߩኻᔕ
٤ ߩ⥄↱ޔㅢାߩ⒁ኒࠍ⢿߆ߒ߆ߨߥᴺⷙޔᛛⴚ⊛ኻ╷᧦ޔᡷᱜ㧔⥄ᴦ㧕
╬߳ߩኻᔕ߇ᔅⷐޕ
٤

ੱᮭଚኂ߳ߩኻᔕࠍᒝൻߔߴ߈ޕ㧔ߚߛߒⴕߩߪㆱߌࠆߴ߈ޕ㧕

٤

࿖㧔ᮭജ㧕߇ࡈࠖ࡞࠲ࡦࠣᬺߦߔࠆᘒ߇ ᔨߐࠇࠆޕ

٤

᳃㑆ߩ⥄ਥ⊛ߥ㆑ᴺኂᖱႎኻ╷ࠍଦߔⅣႺᢛ߇㊀ⷐޕ

٤

ࠗࡁࡌ࡚ࠪࡦߦ߁࠴ࡖࡦࠫߦኻߔࠆㆡಾߥ࡞࡞ߠߊࠅ߇ᔅⷐޕ
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٤ᣣᧄ࿖ᙗᴺ
╙ੑච৻᧦ 㓸ળ␠⚿ޔ߮⸒⺰ޔ ߘߩઁ৻ಾߩߩ⥄↱ߪࠍࠇߎޔ㓚ߔࠆޕ
٤㧞 ᬌ㑛ߪޕߥࠄߥߪߡߒࠍࠇߎޔㅢାߩ⒁ኒߪࠍࠇߎޔଚߒߡߪߥࠄߥޕ
٤ㅍᴺ
㧔⋡⊛㧕
╙৻᧦ ߎߩᴺᓞߪޔᏀߦឝߍࠆේೣߦᓥߟߡޔㅍࠍߩߦㆡวߔࠆࠃ߁ߦⷙᓞߒߩߘޔஜోߥ⊒㆐ࠍ
࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
৻ ㅍ߇࿖᳃ߦᦨᄢ㒢ߦ᥉ߐࠇߡߩߘޔല↪ࠍ߽ߚࠄߔߎߣࠍ㓚ߔࠆߎߣޕ
ੑ ㅍߩਇਇౄ⌀ޔታ߮⥄ᓞࠍ㓚ߔࠆߎߣߦࠃߟߡޔㅍߦࠃࠆߩ⥄↱ࠍ⏕ߔࠆߎߣޕ
ਃ ㅍߦ៤ࠊࠆ⠪ߩ⡯⽿ࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣߦࠃߟߡޔㅍ߇ஜోߥ᳃ਥਥ⟵ߩ⊒㆐ߦ⾗ߔࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޕ
㧔ㅍ⇟⚵✬㓸ߩ⥄↱㧕
╙ਃ᧦ ㅍ⇟⚵ߪޔᴺᓞߦቯࠆᮭ㒢ߦၮߊ႐วߢߥߌࠇ߫ޔੱ߆ࠄ߽ᐓᷤߐࠇޔߪⷙᓞߐࠇࠆߎߣ߇ߥޕ
㧔⇟⚵ၮḰ㧕
╙ਃ᧦ߩਃ ㅍᬺ⠪ߪޔㅍ⇟⚵ߩ⒳߮ㅍߩኻ⽎ߣߔࠆ⠪ߦᔕߓߡㅍ⇟⚵ߩ✬㓸ߩၮḰ㧔એਅ⚵⇟ޟ
ၮḰޕ߁ߣޠ㧕ࠍቯߦࠇߎޔᓥߟߡㅍ⇟⚵ߩ✬㓸ࠍߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
٤㔚᳇ㅢାᬺᴺ
㧔ᬌ㑛ߩᱛ㧕
╙ਃ᧦ 㔚᳇ㅢାᬺ⠪ߩขᛒਛߦଥࠆㅢାߪޔᬌ㑛ߒߡߪߥࠄߥޕ
㧔⒁ኒߩ⼔㧕
╙྾᧦ 㔚᳇ㅢାᬺ⠪ߩขᛒਛߦଥࠆㅢାߩ⒁ኒߪޔଚߒߡߪߥࠄߥޕ
㧔↪ߩᐔ㧕
╙᧦ 㔚᳇ㅢାᬺ⠪ߪޔ㔚᳇ㅢାᓎോߩឭଏߦߟߡޔਇᒰߥᏅ⊛ขᛒࠍߒߡߪߥࠄߥޕ
٤㕍ዋᐕ߇ోߦᔃߒߡࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍ↪ߢ߈ࠆⅣႺߩᢛ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ
㧔ၮᧄℂᔨ㧕
╙ਃ᧦
㧟 㕍ዋᐕ߇ోߦᔃߒߡࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍ↪ߢ߈ࠆⅣႺߩᢛߦ㑐ߔࠆᣉ╷ߩផㅴߪߥ↱⥄ޔᵴേߩ
㊀ⷐᕈ߮ᄙ᭽ߥਥ߇⇇ߦะߌᄙ᭽ߥᵴേࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ․ᕈߦ㈩ᘦߒޔ᳃㑆
ߦ߅ߌࠆ⥄ਥ⊛߆ߟਥ⊛ߥข⚵߇ᄢ߈ߥᓎഀࠍᜂޔ࿖߮ᣇ࿅ߪߎࠇࠍዅ㊀ߔࠆߎߣࠍᣦߣߒߡ
ⴕࠊࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

Ⅸᘙྵ↝ᐯဌ↚᧙ↈ↺ᘶЙ̊Ⅹ இٻЙΨ∝‥∝



ඥࡩ∇∈ᚫᚤʙˑ

ⅨᘶЙ↝Йൿ≋৷ቦ≌Ⅹ
̒ ᙗᴺ᧦㗄ߩⷙቯߪࠍ↱⥄ߩޔ㓚ߒߡࠆޔߡߒ߁ߘޕฦੱ߇⥄↱ߦߐ߹ߑ߹ߥᗧޔ⍮⼂ޔᖱႎߦ
ធߒࠍࠇߎޔ៨ขߔࠆᯏળࠍ߽ߟߎߣߪߩߘޔ⠪߇ੱߣߒߡ⥄Ꮖߩᕁᗐ߮ੱᩰࠍᒻᚑ⊒ޔዷߐߖ␠ޔળ↢ᵴ
ߩਛߦߎࠇࠍᤋߐߖߡߊߦ߅ߡᰳߊߎߣߩߢ߈ߥ߽ߩߢࠅޔ᳃ਥਥ⟵␠ળߦ߅ߌࠆᕁᗐ߮ᖱႎߩ
⥄↱ߥવ㆐ޔᵹߩ⏕ߣ߁ၮᧄ⊛ේℂࠍ⌀ߦታലࠆ߽ߩߚࠄߒࠆߚߦ߽ᔅⷐߢߞߡߥ߁ࠃߩߎޔᖱ
ႎ╬ߦធߒࠍࠇߎޔ៨ขߔࠆ⥄↱ߪޔฝⷙቯߩ⿰ᣦߩߘ߫ࠊޔࠄ߆⊛⋡ޔᵷ↢ේℂߣߒߡᒰὼߦዉ߆ࠇࠆߣߎ
ࠈߢࠆޕ

Ⅸإᢊ↝ᐯဌ↚᧙ↈ↺ᘶЙ̊Ⅹ இٻൿଯԧ……∝‣‣∝․

Ҧٶᬜ⇬−⇹⇻⇉∑∆੩Јԡˋʙˑ

ⅨᘶЙ↝ൿ≋ܭ৷ቦ≌Ⅹ
̒ ႎᯏ㑐ߩႎߪޔ᳃ਥਥ⟵␠ળߦ߅ߡޔ࿖᳃߇࿖ߦ㑐ਈߔࠆߦߟ߈ޔ㊀ⷐߥ್ᢿߩ⾗ᢱࠍឭଏߒޔ࿖᳃
ߩޟ⍮ࠆᮭߦޠᄺߔࠆ߽ߩߢࠆޔߡߟ߇ߚߒޕᕁᗐߩߩ⥄↱ߣߥࠄࠎߢޔታߩႎߩ⥄↱ߪޔ
ߩ⥄↱ࠍⷙቯߒߚᙗᴺੑ৻᧦ߩ㓚ߩ߽ߣߦࠆߎߣߪ߁߹ߢ߽ߥߥ߁ࠃߩߎޔߚ߹ޕႎᯏ㑐ߩႎ߇ᱜ
ߒౝኈࠍ߽ߟߚߦߪޔႎߩ⥄↱ߣߣ߽ߦޔႎߩߚߩข᧚ߩ⥄↱߽ޔᙗᴺੑ৻᧦ߩ♖ߦᾖࠄߒޔචಽ
ዅ㊀ߦ୯ߔࠆ߽ߩߣࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
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Ⅸᘙྵ↝ᐯဌ↚᧙ↈ↺ᘶЙ̊Ⅹ இٻЙଯԧ……∝‣•∝‣‧‒

फࣈ↝ⅷʙˑ

Ⅸᑥ߷ᘶЙ↝ܫӒݣॖᙸ≋৷ቦ≌Ⅹ
̒ ᙗᴺੑ৻᧦ߦ߁ߩ⥄↱߇ޔ⺰⸒ޔ ߩ⥄↱ߩߺߥࠄߕޔ⍮ࠆ⥄↱ࠍ߽ߎߣߦߟߡߪᕟࠄߊ⇣⺰
߇ߥߢࠈ߁ޕㄉฏߩߺߦහߒߡ߃߫ޔห᧦ߪੱޔᮭߦ㑐ߔࠆ⇇ት⸒৻᧦߿࠼ࠗ࠷ㅪ㇌࿖ၮᧄᴺ
᧦ߥߤߣ⇣ߥࠅޔ⍮ࠆ⥄↱ߦߟߡࠄ߰ࠇࠆߣߎࠈ߇ߥߩߢࠆ߇ޔߡߟߣࠄ߆ࠆߢࠇߘޔ⍮ࠆ⥄↱߇
ᙗᴺ㓚ߐࠇߡߥߣ⸃ߔߴ߈ߢߥߎߣߪ߽ߜࠈࠎߢࠆઁߪ↱⥄ߩޔߒߛߌޕ⠪߳ߩવ㆐ࠍ೨ឭߣ
ߔࠆߩߢߟߡޔߺ⺒ޔ⡬߈ߘߒߡࠆ⥄↱ࠍᛮ߈ߦߒߚߩ⥄↱ߪήᗧߣߥࠆ߆ࠄߢࠆޕᖱႎ߮ᕁᗐ
ࠍ᳞ࠍࠇߎޔᚻߔࠆ⥄↱ߪޔ ޔ㗏Ꮣ╬ߩ⥄↱ߣⵣ৻⋧ޔቢߩ㑐ଥߦࠆߣ⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ߩ↱⥄ߩࠅߣ߭ޕ߆ࠄ߫߆ࠅߢߥߊޔ࿖᳃ߩߔࠆᐘㅊ᳞ߩᮭ㧔ᙗᴺ৻ਃ᧦㧕߆ࠄߟߡ߽ߘ߁
ߢࠆ߇ߦࠆߔⷐޔᢥ⧓ຠࠍ㐓⾨ߒߘߩଔ୯ࠍ੨ฃߔࠆ⥄↱ߪޔ ޔ㗏Ꮣ╬ߩ⥄↱ߣߦޔචಽߦዅ㊀ߐࠇ
ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߩߢࠆޕᒰຠ߇⧓ⴚ⊛ᕁᗐ⊛ߦଔ୯ߩ㜞߽ߩߢࠆߎߣߦߟߡ߇ࠇߘޔቴⷰ⊛ߦ
⊕ߢ߶ߣࠎߤ⇣⺰ࠆࠍߥߣ߈ߪ߽ߜࠈࠎޔㅢᏱ৻⥸ߩຠߦߟߡ߽․ޔᲑߩᖱߩߥ㒢ࠅࠄࠇߎޔ
߇⥄↱ߦ

ޔ㗏Ꮣߐࠇߟ⥄↱ߦ⺒߹ࠇߡߎߘޔᢥൻߩㅴዷ߇ᦼᓙߐࠇࠆߩߢࠆࠆ߆߆ޕຠߩ㗏Ꮣ╬߇␠

ળߩᕈ⒎ᐨߦࠄ߆ߩᅢ߹ߒ߆ࠄߑࠆᓇ㗀ࠍ߷ߔ߽ߩߢࠆߣߒߡ߽ߩߘޔຠࠍ ߒࠍࠇߎޔ㐓⾨ߖߒ
ࠆߎߣߦࠅࠃޔᄢߥࠆ␠ળ⊛ଔ୯߇ࠆ㒢ࠅߩߘޔ㗏Ꮣ╬ࠍߣࠄ߃ߡࠍࠇߎޔೃᴺ৻৾᧦ߦᡆߔࠆߎߣߪޔ
⚿ᨐߦ߅ߡߩ⥄↱ࠍଚߔߎߣߦߥࠆߣ߁ߴ߈ߢࠆࠆߢ߁ߘޕએⴕࠆ߆߆ޔὑࠍೃᴺ৻৾᧦ߦ
߁ߎߣߪᙗᴺ⸵ߐࠇߥߣߎࠈߢࠅޔߡߟ߇ߚߒޔ⸥ߩຠ߽ห᧦ߦ߁⁻ⶤߩᢥᦠߦߪᒰࠄߥߣ߁
ߎߣߦߥࠆߢࠈ߁ޕ



Ⅴૼඥ≕∞∐∏⇼⇊∏ܖ

ঙඥ

ᇹ…༿Ⅵ≋ૼɭᅈ⅚ᧈᢿऑဏᓸ≌

22
ߩ⥄↱
 ߩ⥄↱ߩ㓚ᩮ
C ᳃ਥ⊛ᴦㆊ⒟ߩ⛽ᜬ
̒

⥄↱ߥᵴേߪᖱႎߩฃߌᚻߦߐ߹ߑ߹ߥ⋉ࠍ߽ߚࠄߔߌࠊࠅߣޕᒝ⺞ߐࠇࠆߩߪޔ᳃ਥ⊛ߥᴦ
ㆊ⒟ࠍ⛽ᜬߔࠆ߁߃ߢ߇↱⥄ߩޔᨐߚߔᓎഀߢࠆߥ߹ߑ߹ߐޕ╷ޔᗧޔᛕ್ߦࠄߐޔታߩႎ
ߦࠃࠅචಽߥᖱႎࠍᓧࠆߎߣߢޔᏒ᳃ߪ⼏ຬߩㆬߥߤฦ⒳ߩᛩ߿ᄢⴐⴕേߥߤࠍㅢߓߡߘߩᗧᕁࠍ
ᴦߦᤋߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕᴦߦෳടߔࠆᏒ᳃ߦචಽߥᖱႎࠍឭଏߔࠆߎߣࠅ߹ߟޔ࿖᳃ߩޟ⍮
ࠆᮭޔࠅߢ⊛⋡ߩ᧪ᧄ߇ߣߎࠆ߃ߚߎߦޠᖱႎߩㅍࠅᚻߩ⥄↱ߪߘߩ㊀ⷐߥᚻᲑߣߒߡ㓚ߐࠇࠆߎ
ߣߦߥࠆޕ

 ⍮ࠆᮭߣࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ
C ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߩ⥄↱ߣⷙᓞ
̒

ઍ␠ળߦ߅ߌࠆ߶ߣࠎߤ⁛භ⊛ߥᖱႎߩㅍࠅᚻߢࠆࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ߇ߩ⥄↱ࠍ੨ߔࠆᩮߪޔ
ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߩᵴേ߇ޔ࿖᳃ߩ⍮ࠆᮭߦᄺߒߩߘޔᏫ⚿ߣߒߡ᳃ਥ⊛ᴦㆊ⒟ߩ⛽ᜬ߿ฃߌᚻߣ
ߥࠆੱߩ⥄ᓞ⊛ߥ↢ࠍᡰ߃ࠆၮᧄ⊛ᖱႎߩឭଏߥߤ␠ޔળోߩ⋉ࠍታߔࠆߎߣߦࠆޕ
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Ⅸᡫ̮↝ᅼ݅↚᧙ↈ↺ᘶЙ̊Ⅹ ע᧵ٻЙ≫≔≙≑≚≑≚Йൿ ≱≷≷ᩓإʙˑ
Ⅸʙక↝ಒᙲⅩ
㧺㨀㨀߇ࡒࡗޔ㊄ᬺ⠪߇⊒ାߒߚ⢿ㄼ⊛ౝኈߩ㔚ႎࠍฃℂߒ㈩㆐ߒߚߎߣߦߟߡޔ㧺㨀㨀ߪ⢿ㄼᢥ⸒ࠍ
㔚ႎࠍⷡ⍮ߒߚ႐วߦߪޔ㔚ႎߩฃઃ߿㈩㆐ࠍᜎุߔࠆ⟵ോ߇ߞߚߩߦߎࠇࠍᕃߞߚߣߒߡޔฃା⠪߇៊ኂ⾩
ఘࠍ᳞ߚޕ
ⅨᘶЙ↝Йૺᙲଓ≐ᛪ൭ూҲⅩ
̒ ේ๔߇㧺㨀㨀ߦ᳞ࠆⴕὑߪޔㅢାᬺ⠪ߦ᳞ࠆߎߣ߇ㆡᒰߢߥߩߺߥࠄߕ⊛ߡߞ߃߆ޔㅢାᬺ⠪
ߣߒߡߩ⡯ോߩᕈ⾰߆ࠄߒߡ⸵ߐࠇߥ㆑ᴺߥⴕὑߢࠆޕ
̒ 㔚᳇ㅢାᬺᴺߦⷙቯߔࠆ㔚᳇ㅢାᬺ⠪ߩឭଏߔࠆᓎോߩౝኈߣߒߡ੍ቯߐࠇߡࠆߩߪ‛߽ߢ߹ߊޔℂ
⊛ߥㅢାવ㆐ߩᇦߥߒᚻᲑߣߒߡ⊒ޔା⠪߆ࠄ⊒ାߐࠇߚㅢାౝኈࠍߘߩ߹߹ฃା⠪ߦવ㆐ߔࠆߎߣߢࠆ
ޕ㧔⇛㧕ߌߛߒޔ㔚ႎߩࠃ߁ߥ⊛ㅢାᚻᲑ߇ޔㅢାᬺ⠪ߩ⋡ߦ⸅ࠇࠆߎߣ߇ㆱߌࠄࠇߥ߽ߩߢࠆߦ߽
㑐ࠊࠄߕᐢߊ↪ߐࠇߡࠆߩߪޔㅢାᬺ⠪߇ㅢାౝኈߦ৻ಾ㑐⍮ߒߥߎߣ߇␠ળ৻⥸ߦ⍮ା㗬ߐࠇߡ
ࠆ߆ࠄߢࠆޕ
̒ ࠆ㔚ႎ߇‽⟋⊛ߥౝኈߢࠆ߆ุ߆ࠍᛠីߔࠆߚߦߪోޔ㔚ႎࠍክᩏߩኻ⽎ߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߕ⚿ޔዪޔ
ୟ⊛ߦᄙᢙߩߘߩઁߩ㔚ႎ↪⠪ߩㅢାߩ⒁ኒࠍଚኂߔࠆߎߣߦߥࠅ␠ࠆࠃߦߣߎߩߎޔળ⊛ߥᖡᓇ㗀ߪ߈ࠊ
ߡ㊀ᄢߢࠆޔࠄߥߗߥޕㅢାߩౝኈ߇ㅙ৻ีߐࠇࠆ߽ߩߣߔࠆߣޔᖱႎવ㆐ߩ⪜❗ലᨐࠍ߽ߚࠄߒ↱⥄ޔ
ߥᵴേߥߒᖱႎߩᵹㅢ߇㒖ኂߐࠇࠆ߆ࠄߢࠅޔᙗᴺ߇㓚ߔࠆၮᧄ⊛ੱᮭߣߒߡߩㅢାߩ⒁ኒߩ⼔ߩ
ᩭᔃߪޔㅢାౝኈ߇╙ਃ⠪ߦᛠីክᩏߐࠇߥὐߦࠆޕ
̒ 㔚᳇ㅢାᬺߦᓥߔࠆ⠪߇ㅢାߩ⒁ኒ⼔ߦ㆑ߒߚ႐วߦ⟏ೣߩೃ߇ട㊀ߐࠇߡࠆߩߪޔ㔚᳇ㅢାᬺ
⠪ߦࠃࠆㅢାߩ⒁ኒ߳ߩଚኂߩෂ㒾߇ߩߘޔᕈ⾰৻⥸ੱߦࠃࠆ߽ߩߦᲧセߒߡ৻ጀ㜞߽ߩߢࠆߎߣߦ㐓ߺ
ࠍࠇߎޔᒝߊᱛߔࠆ⿰ᣦߢࠆޕ
̒ ේ๔ࠄߩਥᒛߪⴕޔᐲ⸵ߐࠇߥὑ⟵ോࠍⵍ๔ࠄߦ᳞ࠆ߽ߩߢࠅⵍޔ๔ࠄߥߒߘߩᓥᬺ⠪ࠄߦ
ේ๔ࠄਥᒛߩភ⟎ࠍណࠆߴ߈ᴺ⊛⟵ോࠍࠆߪోߊߥޕ
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Ⅸʙక↝ಒᙲⅩ
ᣣᧄߩ⡯ㆬߩ⠪߇ⵙ್ᚲߦኻߒฬ᫈៊ߦᒰߚࠆ

‛ߩ

ߩ೨Ꮕߒᱛࠍ᳞⋧ߚࠇࠄࠍࠇߎޔᚻᣇߩ ⠪߇ޔ

ߩ⥄↱ޔ೨Ꮕߒᱛߦࠃࠆᬌ㑛ߦᒰߚࠆߣߒߡ៊ኂ⾩ఘࠍ᳞ߚޕ
ⅨᘶЙ↝Йૺᙲଓ≐ᛪ൭ూҲⅩ
ᙗᴺੑච৻᧦ੑ㗄೨Ბߪᬌ㑛ߩ⛘ኻ⊛ᱛࠍⷙቯߒߚ߽ߩߢࠆ߇ޔ㔀ߘߩઁߩ

‛ߩශ⽼ޔᧄޔᄁޔ㗏Ꮣ╬ߩಣಽߦ

ࠃࠆ೨Ꮕᱛߪߩ‛ޔౝኈߩ✂⟜⊛৻⥸⊛ߥክᩏߦၮߠߊ೨ⷙ߇ⴕᯏ㑐ߦࠃࠅߘࠇ⥄ࠍ⋡⊛ߣߒߡⴕࠊࠇࠆ߽ߩߣߪ
߃ߕޔᬌ㑛ߦߪᒰߚࠄߥޕ
ฬଚኂߩⵍኂ⠪ߪੱޔᩰᮭߣߒߡߩฬᮭߦၮߠ߈ޔടኂ⠪ߦኻߒߡଚኂⴕὑߩᏅᱛࠍ᳞ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ⴕޔὑߦࠃ
ࠆฬଚኂߦߟߡߪޔੱߩฬߩ⼔㧔ᙗᴺ৻ਃ᧦㧕ߣߩ⥄↱㧔หੑ৻᧦㧕ߩ⺞ᢛࠍⷐߔࠆޕ᳃ਥ࿖ኅߪ࿖᳃߇߅ࠃߘ৻
ಾߩਥ⟵ਥᒛ╬ࠍߔࠆߣߣ߽ߦߎࠇࠄߩᖱႎࠍ⋧ߦฃ㗔ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣ╬ࠍሽ┙ߩၮ␆ߣߒߡ߅ࠅࠊࠅߣ↱⥄ߩޔ
ߌ⊛㗄ߦ㑐ߔࠆߩ⥄↱ߪߦ․ޔ㊀ⷐߥᙗᴺߩᮭߣߒߡዅ㊀ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߪ↱⥄ߩޔߒߛߚޕή㒢ߦ
㓚ߐࠇࠆߩߢߪߥߊߩੱઁޔฬࠍኂߔࠆߪߩ⥄↱ߩỬ↪ߢߞߡⷙޔߔࠆߎߣࠍᅹߍߥޕ
ⴕὑߦኻߔࠆ೨ᛥߪޔᣂ⡞ޔ㔀ߘߩઁߩ

‛߿ㅍ╬ߩ‛߇ߘߩ⥄↱Ꮢ႐ߦࠆ೨ߦᛥᱛߒߡߘߩౝኈࠍ⺒⠪ߥ

ߒ⡬ⷞ⠪ߩߦ㆐ߐߖࠆㅜࠍ㐽ߑߒߪߘߩ㆐ࠍㆃࠄߖߡߘߩᗧ⟵ࠍᄬࠊߖߩޔᛕ್ߩᯏળࠍᷫዋߐߖࠆ߽ߩߢࠆߎߣ╬
߆ࠄࠍ↱⥄ߩޔ㓚ߒᬌ㑛ࠍᱛߔࠆᙗᴺੑ৻᧦ߩ⿰ᣦߦᾖࠄߒޔ෩ᩰ߆ߟ⏕ߥⷐઙߩ߽ߣߦ߅ߡߩߺ⸵ኈߐࠇࠆޕ
ੱᩰᮭߣߒߡߩฬᮭߦၮߠߊ ‛ߩශ⽼ޔᧄޔᄁޔ㗏Ꮣ╬ߩ೨Ꮕᱛߪޔฝ

‛߇ോຬߪ⡯ㆬߩ⠪ߦኻ

ߔࠆ⹏ଔޔᛕ್╬ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢࠆ႐วߦߪޔේೣߣߒߡ⸵ߐࠇߕߩߘޔౝኈ߇⌀ታߢߥ߆ߪኾࠄ⋉ࠍ࿑ࠆ⋡⊛ߩ߽ߩ
ߢߥߎߣ߇⊕ߢߞߡⵍޔߟ߆ޔኂ⠪߇㊀ᄢߦߒߡ⪺ߒߊ࿁ᓳ࿎㔍ߥ៊ኂࠍⵍࠆ⯲߇ࠆߣ߈ߦ㒢ࠅޔᄖ⊛ߦ⸵ߐࠇࠆޕ
ߩኂߦ㑐ߔࠆ㗄ߦߟߡߩⴕὑߩ೨Ꮕᱛࠍಣಽߦࠃߟߡߕࠆ႐วߦߪޔේೣߣߒߡญ㗡ᑯ⺰ߪௌോ⠪ߩክ
ࠍ⚻ࠆߎߣࠍⷐߔࠆ߇ޔௌᮭ⠪ߩឭߒߚ⾗ᢱߦࠃߟߡޔౝኈ߇⌀ታߢߥ߆ߪኾࠄ⋉ࠍ࿑ࠆ⋡⊛ߩ߽ߩߢߥߎߣ߇
⊕ߢࠅޔߟ߆ޔௌᮭ⠪߇㊀ᄢߦߒߡ⪺ߒߊ࿁ᓳ࿎㔍ߥ៊ኂࠍⵍࠆ⯲߇ࠆߣࠄࠇࠆߣ߈ߪޔญ㗡ᑯ⺰ߪௌോ⠪ߩክࠍ⚻ߥ
ߊߡ߽ᙗᴺੑ৻᧦ߩ⿰ᣦߦߔࠆ߽ߩߣߪ߃ߥޕ
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ŠನՃ
ٻ ԧ܇
ఙ ܇Ҧᘍ
ဍဋ Ҧദ
קဋኮɟᢹ
˱ˢ ʶ࣓
ٶɟༀ
ဋ ദ࠼
ᧈဋ ɤኔ
ᧈᢿऑဏ
ɶ  ᝅ
ᅦஜ Ⴧɟ
К ႺՁ
ؗᢿ ဏ
ɤங ීɟ
ɥ  ᡢ

1

ଐஜዮӳᄂᆮඥѦᢿᧈ
ᲢᅈᲣȆȬǳȠǵȸȓǹң˟ ǵȸȓǹ͒ྸۀՃ˟ۀՃᧈ
ᲢᅈᲣଐஜǤȳǿȸȍȃȈȗȭȐǤȀȸң˟ ᘍඥࢷᢿ˟ᧈ
ᲢᅈᲣᩓൢᡫ̮ʙಅᎍң˟ݦѦྸʙ
ிʮܖٻܖٻᨈඥܖܖᄂᆮᅹ
Ҙᓶܖٻඥኺܖᢿ
ࡰᜱٟ
ཎܭ᩼փМѣඥʴ ிʮᣃۡ؏עʴ˳ׇᡲႱʙѦޅഏᧈ
ிʮܖٻܖٻᨈඥܖܖᄂᆮᅹ
ᲢఇᲣǨȌȷȆǣȷȆǣȷȉǳȢඥѦᢿᧈ
ிଐஜᩓ̮ᩓᛅᲢఇᲣዮѦʴʙᢿඥѦᢿᧉᧈ
ȤȕȸᲢఇᲣඥѦᢿᧈ
ɶܖٻځඥᅹܖٻᨈ
অࣖ፯ܖٻؽඥܖᢿȷඥѦᄂᆮᅹ
᳅ᲾᲾ᳃ ఇ   ዮѦʴʙஜᢿඥѦᢿ ਃ࢘ᢿᧈ

ᚨܭƔǒᢘဇᲣƴܱӧᏡƱƷᎋƑ૾ǛπᘙŵȕǣȫǿȪȳǰƷ୍ӏǛ̟ᡶŵ

ȷᩓ܇ȡȸȫƷȕǣȫǿȪȳǰǵȸȓǹƷ੩̓Ʊᡫ̮Ʒᅼ݅Ʒ᧙̞Ǜૢྸŵ
 ڡᩓൢᡫ̮ʙಅᎍƴǑǔȕǣȫǿȪȳǰᢘဇƴƭƍƯŴМဇᎍƷဎᡂǈƴؕƮƘஊ
јƳӷॖƕƋǔئӳᲢИᚨܭưƸᢘဇƠƳƍᲣƔƦǕƱӷᙻƠƏǔئӳᲢИ

ǔǋƷƴᨂǔƜƱሁǛϋܾƱƢǔɥᚡǬǤȉȩǤȳƷોܭǛܱŵ

ȷᡕषȡȸȫሁᡛ̮ƴ̞ǔьλᎍऴإƷʙಅᎍ᧓ʩ੭Ʊ̾ʴऴ̬إᜱƷ᧙̞Ǜૢྸŵ
 ڡʩ੭ƷݣᝋƱƳǔऴإǛٻᡛ̮ǛྸဌƴМဇͣഥਜ਼ፗǛӖƚƨьλᎍƴ᧙Ƣ

ᡫ̮ʙಅƴƓƚǔ̾ʴऴ̬إᜱƴ᧙ƢǔǬǤȉȩǤȳſƷોܭǛܱŵ

Šௐሁ
ȷઃ࠘ᩓᛅƷˮፗऴإƷဇƱȗȩǤȐǷȸ̬ᜱƷ᧙̞Ǜૢྸŵ
  ڡˮፗऴإƷᇹɤᎍ੩̓ƴ࢘ƨƬƯஜʴӷॖሁǛ൭ǊǔƜƱሁǛϋܾƱƢǔžᩓൢ

Š౨᚛ʙ
ȷᡫ̮Ʒᅼ݅ӏƼȗȩǤȐǷȸऴإƷ̬ᜱƷྵཞᲢϋٳƴƓƚǔᜭᛯǍӕኵᲣ
ȷ̾ʴऴ̬إᜱඥకǛ៊ǇƑƨᩓൢᡫ̮ʙಅᎍƷ̾ʴऴإƷӕৢƍ ሁ

‒
ℲⅤᩓൢᡫ̮ʙಅЎ↚ⅹↀ↺⇽∏⇊⇶⇝∞ऴ↺ↈ᧙↚إটᛩ˟Ⅵ
≋›‣‧†․⊡≌‒



ᡫ̮Ў↚ⅹↀ↺ᘙྵ↝ᐯဌ∝ᡫ̮↝ᅼ݅ሁ↚᧙ↈ↺౨᚛ཞඞ‒

2

 ŠನՃ
Ⴛᄸ ᅵ  پǤȳǿȸȍȃȈȷǳȳȆȳȄݙ௹Ⴓᙻೞನ ˊᘙྸʙ
ʟɥ िथ  ᲢᅈᲣଐஜǱȸȖȫȆȬȓᡲႱ ʙಅᢿᇹᲬǰȫȸȗᧈ
ឭ ޛଡЩ  ǽȕȈȐȳǯȆȬǳȠᲢఇᲣǳȳǷȥȸȞǤȳǿȸȍȃȈǵȸȓǹᢿᧈ
ޢ ʁᢊ  ࡰᜱٟ
ьᕲ ᅵഏ  ᲢᅈᲣଐஜμңᜭ˟ ݦѦྸʙ
ᓎ൷ ݵʴ  অড፯ܖٻؽϱ
ެҾ ܑଡ  ȢȐǤȫȷǳȳȆȳȄȷȕǩȸȩȠ ʙѦᧈޅ
ங ƨǇˊ ɼۡᡲӳ˟
౿  ദঙ  ȞǤǯȭǽȕȈఇࡸ˟ᅈ ২ᘐወਙܴᲽᙀ˱
ఙ ܇Ҧᘍ  ᲢᅈᲣȆȬǳȠǵȸȓǹң˟ ǵȸȓǹ͒ྸۀՃ˟ۀՃᧈ
ݱඡ ૨ଢ  ఇࡸ˟ᅈȟǯǷǣ ኺփሥྸஜᢿᧈ
Ў ଢဏ  ᲢᝠᲣǤȳǿȸȍȃȈң˟ иྸʙᧈ
૬ᕲ ᛗ   ிʮܖٻܖٻᨈඥܖܖᄂᆮᅹ
קဋ ኮɟᢹ ᲢᅈᲣᩓൢᡫ̮ʙಅᎍң˟ ݦѦྸʙ
᧙  ᎧӮ   ಏټᲢఇᲣฏᧈܴܴٳ
᭗ ٻබ  ȍȃȈǹǿȸᲢఇᲣփಅȞȸǱȆǣȳǰஜᢿ ࠼إᢿ ᢿᧈ
᭗  ̮ᘍ    ܝוᨈܝٻඥܖᢿࠖᜒ˓ݦ
᭘ ദ  پᲢᅈᲣμ᭗ሁܖఄᡲӳ˟ ˟ᧈ
ᇦʂϋ б  ᳅ᲾᲾ᳃ᲢఇᲣǳȳȆȳȄȷȡȇǣǢஜᢿǳȳȆȳȄǵȸȓǹ˖ဒᢿᧈ
ᇌჽ Ꭷଢ  ᲢᅈᲣଐஜǤȳǿȸȍȃȈȗȭȐǤȀȸң˟ и˟ᧈ
ဋ ࢀ   ᲢఇᲣȉǳȢ ǳȳǷȥȸȞǵȸȓǹᢿ ਃ࢘ᢿᧈ
ᧈဋ ɤኔ  ிʮᣃۡ؏עʴ˳ׇᡲႱ ʙѦޅഏᧈ
ᧈᢿ ऑဏ ிʮܖٻ
ବဋ Ⴧ   ᲢఇᲣᲾ᳟ ӕዸࢫዮӳ˖ဒᢿᧈ

ǔӕኵƷңᛦႎƳਖ਼ᡶሁ
ɥᚡǛӖƚŴငܖƷ᧙̞ᎍƴǑǓŴ୍ӏգႆǍᛦ௹ᄂᆮƳƲൟ᧓ƷᐯɼႎѣǛᘍ
ƏƜƱǛႸႎƴž࣎ܤȍȃȈƮƘǓ̟ᡶңᜭ˟ſƕᚨᇌƞǕƨᲢ*᳸Უŵ

ऴإƷႆ̮ᎍƕ࠼ƘМဇͳૢؾƴƭƍƯƷႸǛσஊƢǔᐯɼঙᇘʙಅǁƷ
ૅੲŴ২ᘐႆૅੲሁŴൟ᧓ƷᐯɼႎӕኵƷ̟ᡶ
ȷऴإȢȩȫᏋƷࢍ҄Ǎൟ᧓ʙಅᎍƴǑǔգႆѣૅੲǛᡫơƨŴМဇᎍǛᏋƯ

ȷ1'%&ᲢኺฎңщႆೞನᲣŴ+67Ტᨥᩓൢᡫ̮ᡲӳᲣሁƴƓƚǔᨥᡲઃƷਖ਼ᡶ
ȷɶݱǵǤȈሥྸᎍሁƴǑǔᐯɼႎƳЪᨊǛ̟ᡶƢǔƨǊƷႻᛩǻȳǿȸƷᚨፗŴ

 ڡዮѦႾƸŴǤȳǿȸȍȃȈɥƷМဇͳૢؾƴ᧙ƠŴɦᚡǛɼƳϋܾƱƢǔѼਙႎ
ƳሊȑȃǱȸǸǛሊܭᲢ*Უŵ
ȷઃ࠘ᩓᛅȕǣȫǿȪȳǰƷɟޖƷ୍ӏ̟ᡶǍǵȸȓǹોծ

Šௐሁ
δᇜȝȫȎƷ්ᡫǛԃǉᢌඥऴإǁƷࣖݣƴ᧙ƢǔؕஜႎኵǈŴൟ᧓ƷᐯɼႎӕኵƷ
̟ᡶሊŴМဇᎍǁƷ୍ӏգႆѣƷנǓ૾ሁƴƭƍƯإԓǛӕǓǇƱǊŵ

ȷǤȳǿȸȍȃȈɥƷᢌඥȷஊܹऴإƴ̞ǔྵཞƱᛢ᫆Ʒ౨ᚰ
ȷࡅȷಅမƳƲƴƓƚǔࣖݣƷૢྸǍࡅሁƴǑǔૅੲ૾ሊƷ౨᚛ ሁ

 Š౨᚛ʙ

ℳⅤ⇊∙⇥∞⇳⇩⇮ɥ↝ᢌඥ∝ஊܹऴ↺ↈ᧙↚ࣖݣ↝↧إ౨᚛˟Ⅵ
≋›‣‒≌‣†‣․›⊡‣†
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ຓ ࢀ
К ႺՁ
ؗᢿ ဏ
 ޛᨙӮ
ɺ ᡢ 
ౕ ʰʚ 
ޛӝ ᒍ 
ᒉʟ ଡ࠼
Ӵ߷ ᛗӮ

3

 ᲢఇᲣǦǣȫǳȠ ӕዸࢫؓᘍࢫՃࠝѦȍȃȈȯȸǯ২ᘐஜᢿᧈ
 ȤȕȸᲢఇᲣ ᲽᲽᲢஇ᭗ǳȳȗȩǤǢȳǹᝧ˓ᎍᲣψඥѦஜᢿᧈ
 ɟܖٻӸᛎ
 ʮᣃܖٻ
 ȋȕȆǣᲢఇᲣ ඥѦᢿᧈ
 ࡰᜱٟ
 ډᑣέᇢᅹܖ২ᘐܖٻᨈܖٻ
 ǳȟȥȋǱȸǷȧȳǺᲢఇᲣ Ჽǵȸȓǹᢿ ᢿᧈ
   ᳑ᲿᲫᲫᲪ ˊᘙ
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新 （ 代 理 出 席 ）、 河 合

たしか前回の会合でしたか、「I shall return.」という言葉を使ったと思います。ちょ

きました。これを簡単にご説明させていただきたいと思います。ただこれは、皆様方に是
非自由に忌憚のないご議論をいただければということで、あくまで議論のためのたたき台

-2-

いた「当面の進め方」に沿って議論の深化を今回から行っていきます。その１回目という

-1-

意見をいただくということですが、私から議論のたたき台となる資料を用意させていただ

それでは、議論を始めたいと存じます。今日は、先ほどの２つのテーマについて色々ご

それでは早速ですが、本日の議題に入りたいと思います。本日は、前回ご了承をいただ

お、総務省側では、内藤副大臣及び長谷川政務官がご欠席と伺っております。

Ｔ三浦オブザーバの代理で渡邊経営企画部門長にそれぞれご出席いただいております。な

けることは、大変ありがたいことだと思っております。

の代理で長尾渉外・広報本部長に、ＮＨＫ福地オブザーバの代理で金田専務理事に、ＮＴ

ありがとうございました。何より、この「言論の自由を守る砦」という
ことを提起いただいたのが原口大臣でいらっしゃいますので、大臣が引き続き出席いただ

【濱田座長】

ありがとうございました。

かりとご議論をいただければ幸いでございます。

っと挑戦的な言葉でしたが、それはもう忘れていただいて、
「言論の砦」ということでしっ

深尾構成員、孫オブザーバがご欠席と伺っております。また、ＫＤＤＩ小野寺オブザーバ

本日は、宇賀構成員、楠構成員、工藤構成員、中村構成員、根岸構成員、服部構成員、

模様は、インターネットにより生中継をしておりますので、ご了承ください。

本日の会合も、これまでと同様に完全公開で行わせていただいております。この会合の

利保障等の在り方を考えるフォーラム」の第７回会合を開催させていただきます。

それでは、定刻となりましたので「今後のＩＣＴ分野における国民の権

ます。

５．議事録

【濱田座長】

いただくということでございますが、じっくりと時間をかけてご議論いただければと思い

再度確認をしたところでございます。本フォーラムは、表現の自由という憲法にかかわる

かかわるところについては、やはり慎重なまでにも慎重な姿勢が必要だということを、私、

はり法案の細部に至るまでしっかりと神経をめぐらせて、特に言論・報道・表現の自由に

一部に、やはり私たちが意図せざる危惧も国会で出されたことも事実でございまして、や

ましたが、次期国会に早期提出する方向で検討していきたいと考えています。ただ一方で、

度整備などによって厳しい環境にある事業者の経営の柔軟性を確保する意図も持っており

則の出資の上限を３分の１未満まで可能とすること、それから通信・放送両用無線局の制

さきの国会で審議未了・廃案という形になりました。本法案は、マスメディア集中排除原

（２）通信分野における報道・表現の自由を守る取組について

道貞、

保、

案件を扱ってございます。先日のヒアリングからまた深化をしていただく、議論を深めて

事

久光、長尾

常寿、羽石

第３回の会合でご紹介いたしました「放送法等の一部を改正する法律案」については、

（１）放送分野における報道・表現の自由を守る取組について

４．議

原口総務大臣

（３）総務省

渡邊 大樹（代理出席）

金田

浩、宍戸

毅 （ 代 理 出 席 ）、 広 瀬

利矢子、重延

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

伸一

信郎、五代

義貴、丸山

祐治、郷原

浜井 浩一、堀

黒岩

濱田 純一（座長）、長谷部 恭男（座長代理）、後 房雄、音 好宏、木原 くみこ、

行ってくださいますよう、お願い申し上げます。

こんにちは。皆様には毎回精力的にご議論いただきまして、濱田座長は

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）

【原口大臣】

じめ皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。これまで同様、忌憚のない意見交換を

所：総務省第１特別会議室

２．場

最初に大臣から一言いただければと思います。よろしくお願いいたします。

３．出席者：

時：平成２２年６月３０日（水）１７：００～１８：２４

１．日

と、
「通信分野における報道・表現の自由を守る取組について」の、２項目についてご議論

在り方を考えるフォーラム（第７回会合）
いただきたいと存じます。

ことで、大きく２つのテーマ、「放送分野における報道・表現の自由を守る取組について」

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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ブズマン制度の導入事例も参考になるのではないかといったご意見、「視聴者対応」では、
視聴者の声を放送事業者に伝える手段が十分に明確になっていないといったご意見、それ
から「メディアリテラシー向上への取組」の中では、賢い視聴者を育てることも大切、放

されているのは送り手側の権利ですが、送り手側の権利は、当然に受け手側の権利も予測、

予想しているわけで、また実際、
「知る権利」という言葉はよく使われている言葉で、そう

いったものもはっきりイメージする形でここでは整理しています。原口大臣もこのフォー

次に、論点３で５ページ目になります。これは「通信分野における報道・表現の自由を

-4-

-3-

く検証すべきではないか等々のご意見がございました。

うすればいいのか、具体的にこういう課題にどう取り組んでいけばいいのかなど、是非、

含めて是非議論いただければと思います。今日は深掘りですので、特に具体的にここをど

く扱うべきではないか。あるいは放送事業者は真実性を明らかにしていくプロセスを厳し

た。また、機能強化については、これまでＢＰＯがカバーできていない問題も含めて幅広

います。

これが大きな構造です。先ほども申しましたように、全体の議論のフレームそのものも

ふうに処理・活用されているのか。そういうことが不透明であるというご意見もありまし

らは公権力による介入を防ぐ、あるいはそれを必要とさせない取組になってこようかと思

いうことについて、なかなか実態がわかりにくく周知が不十分ではないかといったご意見

ういう形で問題提起をさせていただきました。

もあり、また、
「処理プロセスの透明化」の点では、ＢＰＯへ寄せられた意見等がどういう

そもそもこういうものがあるということ、それからどういう形で取組が行われているかと

か。そして通信分野における報道・表現の自由を守る取組は十分に行われているのか。こ

この報道・表現の自由を守るという論点１ですが、これは放送事業者やＢＰＯの立場か

見を整理しました。例えば、「活動内容の周知」については、特に視聴者・国民に対して、

分に行われているのか。そ れから、ＢＰＯが自主的規制機関として十分に機能しているの

とめております。１つは、「活動内容等の周知」にかかわる問題、それから、「処理プロセ

て議論をしていただけるとよいと思います。

スの透明化」にかかわる問題、それから「機能強化」にかかわる問題、そういう形でご意

制機関として十分に機能をしているかですが、これもご意見を大体３つに分けてここにま

てまいりますが、同時に、受け手側の権利を保障するという観点にも十分ご留意いただい

右側の論点ですが、ここでは、まず放送事業者による報道・表現の自由を守る取組が十

次に、４ページ目です。これは論点２のＢＰＯにかかわるものです。ＢＰＯが自主的規

とんと理解していただける部分かと思います。ここでは特に送り手側の権利がしばしば出

うといったご意見が出されておりました。

アンス」の関係では、番組審議会が形骸化しているのではないかといった問題提起、オン

左側の権利は、大きく送り手側と受け手側とに分けております。憲法で直接明示的に規定

とで「知る権利」があるということもおっしゃっていますので、これは皆様にも比較的す

詳細は省略させていただいて、ざっとご覧いただければと思います。例えば、
「コンプライ

して右側にそれに関連して議論すべき論点と考えられるものを３つばかり挙げております。

送事業者の責務として、そもそも視聴者のメディアリテラシー向上への取組が必要であろ

分類して整理しております。個別のご意見は既に前回ご紹介をさせていただきましたので、

える形で、この１枚目にございますように、左側に「砦」にかかわる権利を書き出し、そ

ラムの中で、このように送り手の権利だけではなく、受け手側にその派生の権利というこ

シー向上への取組にかかわるご意見ということで、メンバーの皆様方からの意見を３つに

て、コンプライアンスにかかわるご意見、視聴者対応にかかわるご意見、メディアリテラ

由を守る取組は十分行われているか」にかかわるものです。ここに３つのカテゴリーとし

次に、３ページ目です。これはまず先ほどの論点１、
「放送事業者による報道・表現の自

すけれども、改めてご確認をいただければと思います。

ポイントをまとめているものです。この会合でも大臣からは直接お話をいただいておりま

論の自由を守る砦」に関して、原口大臣が過去の会合等でおっしゃったご発言の幾つかの

次に２ページ目です。これは１ページ目の全体のフレームの補足になるものですが、
「言

積極的なご意見も含めておっしゃっていただければと思っております。

それでは、ざっとこのペーパーをご説明いたします。ここでは、これまでの議論を踏ま

放送分野における報道・表現の自由を守る取組に関する座長説明

います。

度私から説明をいたします。残りの時間は是非皆様方から議論を出していただければと思

今日の会議は大体１８時１５分までを予定しておりますが、最初に１０分から１５分程

ただければと思います。

れども、この他にこういう論点を立ててはどうかなども含めて、今日はどしどしご議論い

でして、もう少し全体のフレームを変えてはどうかや、論点を一応３つ挙げておりますけ
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の前、ヒアリングでも出ましたように、
「安心ネットづくり促進協議会」が設立されて、こ
うした違法・有害情報への対応というものが民間ベースで進んでいる状況であると聞いて

制、技術的対策等への対応が必要であるといったご意見、それから、民間の自主的な違法・

有害情報対策を促す環境整備が重要ではないかといったご意見なども出されております。

まりこの境界は厳格に考えずに、また、最初に申しましたように、この他の論点もあり得
るかもしれませんので、どの角度からでもいいかと思いますので、どうぞお考えのところ
を是非今日は積極的にご発言をいただければと思います。

気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改定、あるいは電気通信事業

者によるフィルタリングの利活用、考え方の整理などを行い、それによってフィルタリン

グや位置情報サービスなどが行われるようになってきております。これが１番目の懇談会

ンターネット上の違法・有害情報に関する現状・課題の検証、その対応策といったものを

-5-

【郷原構成員】

ら２１年にかけて開催されたということで、先ほどもテーマとして挙がっておりましたイ
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今日の論点の１と２についてです。コンプライアンスの問題とＢＰＯ

「放送分野における報道・表現の自由を守る取組」及び「通信分野における報道・表
現の自由を守る取組」に関する自由討議

情報への対応に関する検討会」というものも行われてきたようです。これは平成１９年か

それから次の２ページ目から３ページ目にかけてです。
「インターネット上の違法・有害

私からの説明は以上でございます。

ということもできるのですが、適宜、ご発言に応じて議論は整理してまいりますので、あ

す。ここに成果等と書いてあります が、これまでのところ、ここでの検討を踏まえて「電

です。

色々な課題がお互いに関連してきますので、例えば論点１から論点３、それぞれ分けて

通信の秘密、プライバシー、個人情報保護に関する事項、こういったものを扱っておりま

がら、是非活発なご議論をいただければと思っております。

色々とご議論をいただければと思いますが、こうした経緯、背景といったものも踏まえな

まず、この１ページ目にあるのが、
「電気通信分野におけるプライバシー情報に関する懇

談会」です。これは既に平成１５年から行われているものです。ここにありますように、

以上、通信分野における取組を簡単にご紹介させていただきました。これから皆様方に

ことです。

う検討状況を踏まえて民間等での取組もある程度進んできているようですので、ここでの

議論のご参考にということで、ざっとこの資料の概要をご紹介していきたいと思います。

論あるいは動きというのは色々あったと思いますが、最近ではこうした動きがあるという

ういうものが最近動いていたのかということについて、材料を用意いたしました。こうい

シーに関して、進められてきているということです。もちろん、これ以前からこうした議

うです。

足しているのではないかというご指摘がございました。そこで、少しそのときにも申し上

は、総務省の他の研究会でも色々な検討が行われてきているようでございます。少し、ど

シー保護あるいは個人情報保護の自主ガイドラインの制定に動き出している状況もあるよ

ンターネット利用の自由あるいはプライバシーの問題、そういうところについて議論が不

ここで簡単にご紹介したような形での取組が、通信分野においては個人情報やプライバ

受けて、グーグル社がプライバシーポリシーを改定したり、あるいは業界団体でプライバ

検討状況」というものがお手元にあるかと思います。前回の会合で、通信分野におけるイ

げたかもしれませんが、この通信分野における表現の自由あるいは通信の秘密等について

情報保護とのかかわりといったものを検討してきているということです。ここでの議論を

いサービスがもたらす課題について、それらを整理しつつ、特に通信の秘密あるいは個人

介がありますけれども、ストリートビューあるいは行動ターゲティング広告といった新し

関する研究会」というのが昨年の４月から行われてきております。これもここに簡単な紹

それから最後の４ページ目です。
「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に

それから、参考資料でもう１つ、
「通信分野における表現の自由・通信の秘密等に関する

通信分野における報道・表現の自由を守る取組に関する座長説明

議論の折に適宜ご参照いただければと思っております。

の条文などや、判例といったものを参考資料の形でまとめて付けております。これからの

おります。

携の推進といったことについて政策提言などをしていくということで、これを受けて、こ

を中心にご意見をいただいたわけですが、表現の自由、通信の秘密を脅かしかねない法規

ざっとこのような形で整理をさせていただきましたが、参考資料として、関連する憲法

ここで議論したということでございます。ここでは、フィルタリングの普及促進や国際連

守る取組が十分に行われているか」です。これについては、特に違法・有害情報への対応
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表現の自由を守るのは、もちろんその上でそういう目的はあると思いますが、
「視聴者の基
本的人権を迅速かつ的確に擁護し」ということが説明でも最初に出てきているわけで、こ
れは当然ながら、送り手側の権利と受け手側の権利の矛盾がかなり意識された機関だろう
と思いますので、その点でもちょっと問題の構図を、民対民のところにもう少し１つの焦
点を置く形にしたほうがリアリティーが出てくるのではないかというのが私の意見です。
【濱田座長】

方々も来られたわけですが、各社のコンプライアンス体制の広告宣伝のような話ばかりで

したし、ＢＰＯの理事長に対しても、自主的な取組をＢＰＯとしてどのように評価してい

るのか、実際に問題放送があったときに放送事業者としての自主的な取組の中身をどこま

できちんと調べているのか、ＢＰＯがどのように関与されているのかを再三にわたってお

聞きしたんですが、質問の意味もほとんど理解していただけなかった。こういう状況では、

この問題を深掘りしようにも深掘りしようがないと思います。

ストレートに出していただいて、それに合った材料を取り上げていく、そういうほうがい

【濱田座長】

【郷原構成員】

問に対してもう少し詳しく答えていただければと思います。具体的に色々訂正放送までや
らないといけないような問題放送はたくさんあるわけで、ＢＰＯで審査した事案もあるわ
けですけれども、このＢＰＯの仕組みは、放送事業者がまず自主的取組をする放送法の枠
組みを前提にして、自主的な機関としてのＢＰＯがそれを審査して意見を出すことになっ
ているわけです。やはり自主的枠組みの中で、自主的な放送事業者の取組は具体的に適切
だったのか否かの具体的な検証が一番重要だと思います。その点についてＢＰＯで勧告が
出されたような案件や見解が出されたような案件について、今までどういう取組、どうい
う調査が行われたのかをぜひ具体的に明らかにしていただきたいです。今までは、ほとん
どの場合、放送事業者でこういう調査を行った結果、こういうことでしたということだけ
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が、全体の問題構図をどう捉えるかについて少し意見があります。座長から出していただ

いた最初の大きな骨格は、全体として片方に公権力があって、それとの関係で送り手側の

権利と受け手側の権利をどう擁護するかという構図だと思います。今の、郷原構成員の発

言にもそのようなところがあったのではないかと思うのですが、その送り手側の権利と受

け手側の権利がバッティングする構図が、最近特に深刻な問題になってきているのではな

いか。そのときに受け手側の権利も、知る権利だけではなくて、いわゆる人権侵害で問題

になるようなその他の人権が、送り手側の、例えば表現の自由との間で緊張関係を生んだ

り、実際、権利侵害が起こったりするという意味で、むしろこの２つの主体の権利がかな

り深刻に民対民で緊張感を持つ構図をもっとはっきり出す方がリアリティーが出てくるの
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そういう観点からは、この前、ＢＰＯからヒアリングをしたときの質

いかという気がちょっとしています。

【後構成員】

郷原構成員の話に少し関連して、論点としては２にかかわると思います

ころがありますが、関連して他の方どうぞ。

ありがとうございます。今の点、今後の取扱いを私自身も考えていると

くさんあるわけです。ばらっと材料を出すのか、それとも、ここが問題だというご意見を

ね、ということで終わらせるような問題ではないと思います。

いたほうが論点が見やすいかと思います。

いない。やはりこういった場ではなかなか難しいということであれば、座長にも以前申し

ないことは私もそう思うのですが、一方で、この材料は、実は問題意識に応じて非常にた

ーとおっしゃったのは本当にそうかなと思いました。そのあたりの構図をもうちょっと書

底言えないと思います。そういった現状を把握するための材料がまだ全然ここに出てきて

そういった具体的な議論をしていかないと、この問題は、ここの場でうまくいっています

権利、受け手側の権利ということを非常にシンプルにつくっておりますので、リアリティ

放送が行われている事例は非常に少ないし、全体としてまともな対応ができているとは到

それから、郷原構成員のおっしゃったところで、確かに今まで深掘りするための材料が

確かに、今、後構成員からお話しいただいたように、ちょっとこの構図は、送り手側の

と思っている人が多いと思うのですが、一方で、そういった問題放送などについても訂正

上げたのですが、ワーキンググループをつくって個別事例についてもう少し検討するとか、

よろしいですか。

いましたら、いただければと思います。

は、おそらく非常に少ないと思います。メディアの報道がいろんな面で非常に歪んでいる

一方で、国民の中に、今、メディアの報道について問題がないと思っている人というの

つ的確に擁護し」となっているわけで、そういう意味では、論点２で書かれている報道・

の論点に関連するヒアリングで民放事業者やＮＨＫの方々が来られたり、ＢＰＯの幹部の

今、お２人からご意見をいただいていますが、さらに関連してもしござ

ＢＰＯについても、参考資料で改めて見てみると、本来、
「視聴者の基本的人権を迅速か

ではないかというのが私の意見です。

ほとんど何も材料が出ていないという状態ではないかと思います。ここの会合の場で、こ

の取組の点、この論点を深掘りしていくという話ですけれども、深掘りしようにも、まだ
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かってもらえるのではないか。そうした資料は、例えば今日要請すれば、次回までにはち
ゃんと役所が集めるに違いないので、それはそれでやってみたらどうかという気がします。
【濱田座長】

と思いますし、そういった進化のプロセスも含めて、状況をもう少し見ることができれば、
それも面白いと思います。

めに非常に重い措置を受けた事例もありますけれども、自主的な取組によって明らかにな

った事例があまりないことは、私はまだやはり放送事業者としての自主的な取組は不十分

なのではないかと思います。そこをＢＰＯとしてもっと突っ込んで調査する気があるのか

どうかについて、今までの取組をもっと詳しく報告してもらえればと思います。

【濱田座長】

ております。

常に遠慮深い発言で、十分に伝えるべきことを伝えていなかったのではないかという気が
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ることを「放送と人権等権利に関する委員会」ではやってきておりました。

んで調べることは、本当に時間の無駄ではないかという気がいたします。
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なかなか内容を掴みにくい。ですから、見解や勧告を出すときには事前に概要をお配りす

れは相当厳しいことがおのずからわかるのであって、今から一つ一つのことを関係者を呼

して、このことで提言したいと思っていたのは、この毎月号の最後に書かれている、具体

ように決定したかが詳しく書いてあります。実際の番組を見ていないと、現実問題として

これは秘密でも何でもない。その種のものを郷原構成員に全部目を通してもらえれば、こ

思います。しかしその後、ＢＰＯの作業も大変手慣れてきて、私自身は、例えば第三者機

ども毎月出ております。この中に、どういった問題をどのように取り上げて、しかもどの

はＢＰＯのホームページに掲載されていますし、印刷物は関係方面に配られております。

申し上げたいのは、その報告の後半のページに、視聴者からどういう苦情や問題点の指

それともう１つ、「ＢＰＯ報告」という冊子が、一般の人には配られていないのですけれ

をし、こういう結論になりましたという、大変に詳しい内容が毎月公表されている。それ

摘があり、かなり具体的に書いてございます。これはなかなか興味深いデータだと思いま

なかなかご理解いただけないギャップであることは、私も体験の中で感じておりました。

らく十数件だと思うのですけれども、それはどういう調査をし、ＢＰＯの中でどんな議論

郷原構成員が不幸にも経験された事件は、ＢＰＯが始まるか、スタートするかしないか

改革をするのをサポートする第三者機関です。そこのところの微妙な違いが一般の方には

の時期のもので、確かにあの事件は、郷原構成員が満足するようなものではなかったかと

これまで何度も言われておりますように、あくまでも放送事業者が自主・自律的に改善・

対応したり、規制したり、審判をが下されたりするような期待がある。しかしＢＰＯは、

もございました。

そして、ＢＰＯの放送倫理検証委員会が活動を始めて約３年が経ったのではないかと思

く持っているのではないか。だからそこに色々と意見を言うと、そのことについて素早く

ものですけれども、そういうことは許されませんので、訂正をもう一度やり直させること

いますけれども、事例は数十件に上っております。その中でやはり特徴的なものは、おそ

一般の人たちはきっとＢＰＯに対して、いわゆる公的な第三者機関というイメージを強

と思います。

正も、これは放送に限らず新聞でも雑誌でも、大体訂正は目立たないところに置きたがる

り、あなた方は組織を見直しなさいということから、さらには訂正はこうしなさいと。訂

般の人に理解されにくい要素がある。その辺のすれ違いみたいなことがあるのではないか

していないのではないかという苦情が来ることです」と率直に言われて、大変印象に残っ

す。率直に申し上げますと、ＢＰＯの数人の方からヒアリングをした訳ですけれども、非

の過程から、どうしてこういうことが起きたのかということから始めまして、結論、つま

が、どういう問題がおありですかとお尋ねしたことに対して、「一番の問題はＢＰＯが機能

事例をもう少し深掘りすべきではないかというご意見についてで

【広瀬オブザーバ】

その「機能」していないというのは、ＢＰＯの本来持っている組織の性質がなかなか一

ほどおりました。この前、飽戸理事長がお見えになって、私も質問させていただきました

えてみるということにさせていただきます。

いたします。どういうことかというと、放送事業者がある種の間違いを起こした場合、そ

会」はもう１０年以上たっております。私は「放送と人権等権利に関する委員会」に８年

それでまたさらに、もう少しまだ議論の素材がないということであれば、さらに方法を考

ＢＰＯの委員会は３つありまして、「放送と人権等権利に関する委員

【五代構成員】

た場でのＱ＆Ａでしたから、もう少し詳しい答えをいただくように考えてみましょうか。

そこは、おっしゃったように、非常に限られた時間の中で、またこうし

う気がいたします。それは結論を読んでもらうだけで、これは裁判以上だということがわ

「バンキシャ！」問題のように、警察の手によってとんでもない問題が明らかになったた

ＢＰＯも確かに時間をかけて少しずつ進化をしてきているところはある

関、特に国会で承認されたりした方々がやる調査に比べて真に実質的で丁寧なものだとい

を材料にしてＢＰＯの審議が行われているのではないかという気がします。中には、例の
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開していくかもやはり非常に重要なことであります。ＢＰＯは、表層的にはとてもよくや
っていらっしゃると思っています。ただ、実際に表層レベルでない現場レベルあるいはつ

いうものを含めて、放送した直後から既にあらゆる苦情が電話ないしはネットで動き始め

ます。

るかどうか、そのことに関しては、多々考えることがある。あの後、経済不況なども来て
おりますから、色々な条件は変わっておりますけれども、本当にそこで指摘された問題を
起こした構造そのものが変わっているかどうか、それに関しては、やはり色々議論されな
ければいけないことが多々あると考えます。でも、放送である以上実際には膨大な量の対
応を日々をやっていることだけは私は現場からご指摘させていただきたいと思います。
【黒岩構成員】

ているつもりでも、やはり意見が必ず少なくて１０件ぐらい来ます。最近は放送局の視聴

者センターの中で非常に有能にとらえて分析をしていただいています。ですから、そのす

べてがつくった人に来るわけではないのですけれども、やはり非常に専門的な質問も来ま

す。これが私どものつくる人のところに、その日の夜あるいは翌日の朝、殺到してくるわ

けです。そういう作業を、私どもは放送している人とつくる人の中で対応しております。

この現場が数多くのこういう事情に対応しているので、ＢＰＯが取り上げる課題は、その

ております。私の目からすれば、ＢＰＯがあるがゆえに現場は、既に萎縮しています。細
かいことにこだわって、伸びやかな放送そのものがもう既に失われているのではないかと、
私は心配するぐらい現場は萎縮しています。

いて問われるわけです。ドラマはそのことに関しては非常に慎重にクレジットを入れてお

りますけれども、やはり真実にかかわるのではないかという指摘は膨大な量が起きている。

そのすべてに対応しているわけではないと思います。これは通信がいずれ同じようなこと、
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ます。ＢＰＯについて、皆さんの認識は、現場感からするとどうも相当違うなと私は思っ

すが、すべては情報にかかわっております。たとえ娯楽であってもそのことの真実性につ

-11-

けですから、いくらでも出せる。しかし、私はあえてここでは、現場の話をしたいと思い

ＢＰＯの材料が必要だということでありますけれども、材料は、先ほどの資料があるわ

テレビジョンというものは、性格上、やはり教育、教養、娯楽、報道などと分けられま

中でごく選ばれたものでありますが、あらゆる番組で起きていると思います。

き上がっている。ただ、あそこに書かれていた構造に対する問題点がその後改善されてい

時代の中で、電話も数多く来ます。これは番組について、こちらとしては良識的につくっ

黒岩祐治です。

例えば、「発掘!あるある大事典Ⅱ」の事件に関しては、非常にいい報告書が最後にはで

るべき課題がある。

が始まって何分かたつとアクセス１位になったりすることがございます。そういう通信の

それでも放送が始まったら、色々なことが動き始めます。グーグルのアクセス量も、放送

くる人レベルのところで実際にそれが生きているかどうかに関しては、やはりともに考え

いることは私も認識しております。そういう中で、一体ＢＰＯで協議されたものがどう展

すと、苦情は物凄いレベルで来ています。もちろん、通信の時代でございますから、そう

私は、ある意味では良質な歴史クイズ番組をやっていると言われているのですけれども、

り具体的でハードなクレームに対応している。それは実際には放送局も相当の量をやって

ことであったかのレベルの高いところで議論されるわけですけれども、現場は、いつもよ

めた問題点も随分ございました。

そういう意味では、つくる人という観点から少し話をしますと、実際に放送をしてみま

に多いのです。ＢＰＯレベルになれば、問題はやはり意図したものであったか、未知なる

ことに１人で半日の時間を費やすといったハードな仕事が、つくる側にはございます。

視聴者という関係だけで語られているのですが、実際には放送を送る人、それからつくる

さんいる。実際にはＢＰＯの問題の中でも、そのつくる人の中で、放送局以外のことを含

ているわけですけれども、クレームを常連としてやっている方もいらっしゃる。そういう

者とのお付き合いがあります。全体で、私が多少難点を指摘するとすれば、放送事業者と

やはりつくる人間、あるいは放送する人間の責任はございます。ただ、その扱う量は本当

いうことです。私たちも表現で、「と言われている」とか「（誰々が）こう言った」と付け

私は、現場レベルで色々な視聴者とのお付き合い、あるいは放送事業

【重延構成員】

でしょう。放送局の中にもつくる人がおりますけれども、放送局以外にもつくる人がたく

に専門的なことであれば、学説１つ言えばほかの学説の人が必ずクレームをつけてくると

今後私どもが検討する段階での参考になるのではないかと思っております。

そういうものを含めて、これからどうしていけばいいか、たくさん課題が残っています。

の視聴者対応を受けている。クレームの中には必ずしも正しくないものもあります。非常

ているさまざまなイメージがかなりあぶり出されてくるのではないか。具体的なだけに、

人というのがいますし、見る人がいる。このつくる人という部分を除くわけにはいかない

あるいはそれ以上のことに出会うだろうと思いますけれども、現場レベルでは非常に多く

的なマスメディアに対するご意見を整理し分析してみると、一般の方々が放送業界に抱い
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【黒岩構成員】

とはよくわかります。ただ、私は「言論の自由を守る砦」をつくるという、
「砦」という言
葉にずっと引っかかっているわけですけれども、私の印象としては、基本的な流れは、Ｂ

やはりこれは間違った情報になるかもしれない、エビデンスはどこにあるのかという話に

なってくる。つまりこれは「発掘!あるある大事典Ⅱ」の納豆ダイエットの後遺症がこんな

形で出ているのかと私は思いました。

にさせちゃいけない、もっともっとチェックしろと、それが正しいコンプライアンスだと
言っているように聞こえてならないです。だから、私はそっちの方向性にあまり行き過ぎ
ると、もうそのこと自体が、
「砦」をつくろうというその作業自体が言論の自由をつぶして

つまりそれはＢＰＯに上がるまでの話で、現場が萎縮しているという材料を踏まえて判断

していただきたいと私は思います。だから、今日はあえて具体的な材料を提供しました。

【郷原構成員】

ます。私は少なくとも、
「砦」という言葉がこのフォーラムで出された経緯について、一応
シンボリックな言葉として「砦」という言葉を使う必要があったとしても、中身は全く白
紙だったと思います。その「砦」をどういうものにするかはここで議論すべきことであっ
て、黒岩構成員がおっしゃるような、とにかくどんどん規制を厳しくして、皆が萎縮する

-14-

【郷原構成員】

で考えています。そういう観点からは、コンプライアンスによって萎縮すること自体が本

来おかしいわけです。本当の意味で放送が社会の要請に応えようとする自由な活動を行っ

ているのであれば、それを束縛することは、そもそもコンプライアンスではないわけです。

しかし、逆に、コンプライアンスを誤って理解することによって、先回りして、責任回

避のために、これもあれもやってはいけないというくせに、あるところでは実に大胆に誤

-13-

それは、その「砦」という言葉に若干誤解があるのではないかと思い

しまう。そういう危険性を感じています。

かねてから、コンプライアンスは法令遵守ではなくて社会の要請に応えることという観点

私が言いたいことも基本的にその方向とあまり変わらないです。私は

ＰＯをもっと強化して、もっとちゃんとチェックしようというものです。放送機関に自由

そういうことによって、言いたいことが言えなくなっているのが現状です。その現状、

ちょっと私の認識が違うのかもしれないですが、おっしゃっているこ

しては、私も全く同じ認識です。

放送されませんでした。あるところに持っていった企画の中にもその話が入っていると、

るべきだし、そういう意味で、全体的にＢＰＯが本当に正しく適正に機能しているとは私

うという話までしています。その研究会でそういう話をしていることを踏まえても、私は

には思えない。ＢＰＯがかえって誤った効果をもたらしているのではないかという点に関

ることがほとんど当たり前のように一般的な状況になっていることが、もっと問題にされ

あるテレビ局でその話をしました。そうしたところ、その部分がやっぱり引っかかって、

理由があって匿名にする、顔をモザイクにするのなら分かりますが、モザイクになってい

研究」の班長までやりまして、こういう話をもとにして西洋医学と漢方を融合させていこ

付けられていません。こういった問題について外国人特派員協会で話をすると、必ず聞か

そしてがんを完治させることになった。

政府の科学研究費がおりてきて、私は「漢方・鍼灸を活用した日本型医療創生のため調査

や、顔なし映像などが平気でまかり通っていることです。そうした問題にはまだ全然手が

収力を高めることを実践したことによって、私の父親は、まさに自己免疫力が高まって、

れるのが、「何故、日本ではそんな証言が匿名で出てくるのだ。」と必ず聞かれます。何か

のではないかという気がします。本当に問題にすべきことは、例えばモザイク映像の問題

じ効果があるということを実践した。それは何かというと、胃の吸収力を高める。胃の吸

今、私が話をしたこのストーリーは、実はテレビでは発言できないのです。これは実は

スが全体的に誤った考え方になっていることで、放送事業者に間違った影響を与えている

方。ところが、その長いもを蒸したものをそのまま食べる、これは食です。実はこれが同

でもいけない、という方向にはならないはずです。

ドクターから指導を受けて、それを実践したのです。長いもとは何なのか。実は漢方は生

広瀬会長が言われるように、ＢＰＯが今凄くしっかりやっている割には、コンプライアン

していくことです。そうすれば、日頃からこれもいけない、あれもいけないと何でもかん

に、医食同源という発想があるわけです。長いもを食べた。長いもを蒸して食べることを

これは何かというと、長いもを干したもの。長いもを干したものを煎じて飲む、これが漢

ある放送が行われたときにきちんと調査をして、そこに限定して問題をきちんと明らかに

それが漢方と西洋医学を融合させることによって完治したということがあった。このとき

そういう意味でコンプライアンスの方向が間違っていることを考えないといけないし、

から起きる問題であって、本当に機能させるべきところは、むしろ本当に実質的に問題の

ということで、色々な形で訴えています。それは私の父親が末期の肝臓がんになったが、

薬を組み合わせて煎じて飲みます。その漢方の生薬の中の一番大事なのが山薬というもの。

った放送が行われるわけです。それはきちんと正しくコンプライアンスが機能していない

少し具体的な話をします。実は私は今、漢方と西洋医学を融合させた医療が必要だろう
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論・表現の自由はジャーナリストだけの自由ではなく、国民全体の自由と捉えるべき」と
考えますと、まず放送に限定して話をすれば、実際に放送で表現活動に携わる担い手にと
って、このＢＰＯがどう認識されているのか、再度確認する必要があるのではないでしょ
うか。先ほどの萎縮論は、まさに私もちょっと楽しんだところがございますけれども、例
えば、ＢＰＯから出されたワイドショーに関してのレポートの中では、放送現場ではＢＰ
Ｏの名前は全然知られていないと書かれているところもありましたし、もう一方で、ＢＰ
Ｏがこれだけあるから非常に日本は進んでいると書かれているレポートもあります。実態
としては、まさに先ほどのお話にありましたように、どこまで機能しているのかが、見て
いる方によって相当違っているのではないか。その確認はここで一度されるべきではない
かと思いました。
【木原構成員】

せていただきます。私は北海道にいると、ＢＰＯというものをあまりよく知りませんでし
た。このたび、本当にたくさんの資料を送っていただいて、こういうことをやっていらっ
しゃるのだととてもよくわかりました。北海道のことがたまに出てきますが、あまり出て

確かに黒岩構成員が言われるようにもう一度ここで確認する必要があると思います。

ＢＰＯの議論の中で、私が参加している際にも、今の萎縮という言葉

が何度も出てきました。「現場が萎縮する」と。その「現場が萎縮する」という言葉に私た

ちが萎縮しそうになります。その意味がおわかりでしょうか。つまり、色々意見を言うこ

とが結果として現場を萎縮させ、何もできなくなると言われるのでないか、とても気にな

るのです。ＢＰＯの「放送と人権等権利に関する委員会」はで委員に自由に発言させると

いう点に非常に気を配っておられました。ですから、どんな小さなことでもきちんと受け

止めて真面目に議論してくださり、あの雰囲気は、私個人は非常に評価しています。ただ

その時に、現場ではこうだという情報が聞こえてくると、私たちの発言が、現場の人たち

に対して無形のプレッシャーになってしまうのではないかと、逆に萎縮するような気分も

ありました。私もかつて何年間かの現場経験もございますが、やはり立場が違うと、なか

なか相互に難しいものだという印象です。

今日、まさに大臣が最初におっしゃった、
「言論の自由を守るというの

【五代構成員】

【黒岩構成員】

は非常にデリケートな問題である」という指摘は、非常に正しいと思います。今、（五代構

ー放送を聞いて電話をしても、それはちょっとうちでは、となるようなので、地域の色々
な放送局が関わって運営していくようなものが必要なのではないか。それと、監視のよう
なことではなくて、例えば子供たちのメディアリテラシー教育を担うものというところか

デリケートな問題にかなり強力な圧力がかかってくる。もうそのこと自体が圧力になって

くると私は認識しています。

【音構成員】

これは具体例ですが、札幌では、市民でつくる「メディアアンビシャス」という会があ
ります。私も入っていますが、年会費を３,０００円払って入るのですが、この会は、優れ

-16-

放送現場で実際に番組制作に携わっている方々は、放送局員に限らずもう少し広い状況が

-15-

の人が参加できるような、地域がわかるような「砦」であって欲しいと思います。

一人がジャーナリストの教育を受けなければならないと私は思います。市民参加の、一般

大臣が言われたように、ジャーナリストだけではなく国民がということであれば、一人

っております。先ほど重延構成員からご案内ございましたけれども、制作会社の方々など

もう一方で、ＢＰＯは、今の仕掛けでいいますと放送局とＢＰＯとの契約関係で成り立

今の活動がより見えてくるのでは、というのが片方であります。

も同感でして、もう少し深掘りしたほうがいいと思います。そのことによって、ＢＰＯの

郷原構成員の「もう少し個別具体的な内容について検討すべき」という発言について、私

らも、そういうことが必要なのではないかと思います。

コミュニティー放送に関しては全くＢＰＯが関知していないということで、コミュニティ

いうと、やはり我々の頭の中には「砦」が浮かぶわけです。
「砦」が。そうすると、やはり

ＢＰＯに関して、一度ご報告はしていただきましたけれども、先ほどの

ます。それは、地元のＮＨＫや各民放やコミュニティー放送も参加したものであるべき。

のではないでしょうか。それが、何故か「砦」という言葉がついているわけです。
「砦」と

地方を巻き込むことができない悩みがあるということもおっしゃっていました。

な問題です。郷原構成員がおっしゃった「砦」は、要するにここで中身を議論すればいい

私としては、やはり、地方ごとの情報の「砦」というものが必要なのではないかと思い

らえないのではないかという気がしております。ＢＰＯの方の発言の中にもありましたが、

ているかというと、もっと萎縮してくる。そういう悪循環に陥りがちなぐらいデリケート

ですと言っても、やっぱり砦は砦です。言論の自由を守るという話であれば、それでいい

こない。また、北海道で起きたことを東京で議論することに関して、実際にはわかっても

成員が）おっしゃったように、萎縮、萎縮と両方が思っていて、それで結果的にどうなっ

札幌から来ておりますので、地方はどう思うかという観点から発言さ

あります。原口大臣のご発言が今日配付のペーパーに出ておりますけれども、まさに「言

方向にもっていくのは、決して「砦」でも何でもないと思います。やはりそこの方向性を、
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現の自由にかかわる制度設計、これは社会的な仕組みも含めてだと思いますが、そういう
捉え方もあり得るだろう。そうなると、例えば今お話があったメディアリテラシーも大き
な社会的な仕組み、「砦」の一部という考え方もできないわけではないという気もします。
これは、
「砦」を今のところそんなにがちがちに考えずに、色々な、今申し上げたかなり
幅のある可能性も含めてイメージをしておいていただいた方が、議論があまりぎりぎりと
狭いところに籠もってしまわないでいいかという気がします。いずれ最終的なまとめをす
るときにここはまたご議論いただければと思いますが、今はそのぐらいの気分で議論いた

されて情動的な反応が起きていくことに危機感を抱いています。ですから、そういう意味

では、メディア全体として、あるいは各放送局の中で、放送している情報の真実性を何ら

かの形でチェックするシステムをつくっていく必要があると思います。根拠のない情報に

よって世論が作られるのは危険です。ただ、黒岩構成員が危惧されているように、強権的

な「砦」をつくってしまうと、そこが何らかの規制機関になってしまいます。その規制機

関によってメディアが萎縮することがあってはいけないし、それは最近役所の中でよく見

られるような、郷原構成員が批判しているような、いわゆる「事なかれコンプライアンス」

きしていきますから、我々がここで深いちゃんとした議論を何回も重ねながら、いやこれ
は心の中の「砦」ということもあるとか、色々なことを言っても、外に出ていったときに

う。賢い視聴者を育てていけば、ある程度そういう問題は解決すると思います。賢い視聴

者が、健全な「表現の自由を守る」砦になるのです。

よいのではないかと思います。大臣を前にして言うのもなんですが、最初にどうも独立規
制機関のイメージが先行したもので、
「砦」にとらわれている感じは文脈上あるかもしれま
せん。ですが、そこは改めて大胆に頭を解き放していただきたいと思います。

うと、リテラシー教育が活発に行われていることが１つの要因だと思います。それとやは

りオンブズマン制度です。専門家によるチェックだけではなく、オンブズマンに市民が参

加することで、単に報道をチェックするというよりは、市民が一緒に番組をつくっていく
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識が生まれ、その中でリテラシーが高まっていくところがあるので、そういうものも１つ

いただければと思います。

-18-

ただ、言葉が持つ危険性は重々感じます。そこは十分意識をしながらこれからも議論を

私たちは言ってきました。やはり「砦」なのですね。そこは一度頭を開放していただいて

ノルウェーはそういうものの影響をあまり受けていませんでした。それはどうしてかとい

という意識がうまれる。オンブズマンに参加することでマスコミの実態を知り、当事者意

の「砦」――ここには憲法学者が何人かいますが、例えば、「憲法は人権の「砦」だ。」と

ます。これをポピュリズム厳罰化といいますが、３月にノルウェーに調査に行ったときに、

それはおっしゃることはよくわかります。ただ同時に、こういった自由

【濱田座長】

報道によって、世論が情緒的にあおられてうまれた厳罰化が非常に大きな問題となってい

は、やはり「砦」ができるということになっていきます。それが怖いです。

っても、やっぱり「砦」という言葉からはそういう意味で出てこないです。言葉は一人歩

言及しているのは、結局のところ、砦をつくったらつくったでいろんな問題が起きてしま

では、具体的にどうしたらいいのかと色々悩むのですが、今、先進国では劇場型の犯罪

由を拡大するための制度設計、あるいは強化策と捉えることもできるだろうと。でも、言

あまり議論を拡散するつもりはないですが、私がメディアリテラシーについて繰り返し

言葉はとても大事なものだと思います。座長のおっしゃる、表現の自

【黒岩構成員】

制機関など、そういうものとして考えるイメージもあれば、あるいはもう少し大きな、表

ていて、メディアがあまり真実性のない話をどんどん伝えていく中で、世論がそれに動か

りません。

申し上げたことですが、
「砦」は、ある１つの組織だと。例えばＢＰＯや、あるいは独立規

龍谷大学の浜井です。私も基本的には郷原構成員と問題意識を共有し

【浜井構成員】

だいていいかと思います。

と思いますが、３ページのところをご覧いただければと思います。これは前に私が説明で

はり地域でもしっかりとした拠り所が欲しいというのが私の考えです。

につながっていくのだろうと思います。そんな砦をつくってしまうことは誰の利益にもな

の意味が話題になってきました。ちょうど前回の第６回会合のフォーラムの議事録がある

代になっていくと思います。札幌の放送も今ここですぐ聞けます。そういうことから、や

何度かといいますか、今に限らずこれまでも言論の自由を守る砦の「砦」

【濱田座長】

流れていくという気がしておりましたが、これからは、地方から情報が逆流するような時

アであり、必要な観点ではないかということで発言させていただきました。

わけではなく、砦をつくるつくらないの議論だけではなく、そういうものも１つのアイデ

この会は、言論の自由や表現の自由を強く意識した会だと思っています。

そんなことで今までは、放送が、水が下に流れていくようにキー局から各地域に情報が

の落としどころなのではないでしょうか。決して議論をそちらに拡散しようと思っている

たドキュメンタリーに対して勝手に賞をあげる会です。時間があれば説明したいのですが、
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今、色々非常に面白いお話を伺っておりましたので、少し感想を申し

【郷原構成員】

解されているのではないかと思います。基本的には放送事業者が自由に色々な報道を行っ
ていける環境をつくることが重要であり、だからこそ、何か問題があった際の視聴者との
間でのトラブルや、社会的にも問題にされかねないようなことになったときは、その放送
事業者の事後対応がきちんと行われているか、誠実な対応が行われているかをきちんとＢ
ＰＯが事後的に評価をして、問題があれば問題を指摘する。そしてそれによって、こうい
う問題を二度と起こさせないようにすることがもし確保できれば、問題にした人に対して

お手元の資料に日本国憲法の条文がついているので、前に私自身が報告したことを少し補

足させていただきたいと思います。関連条文・判例等の資料の２ページ目の報道の自由に

関する裁判例として、
「博多駅テレビフィルム提出命令事件」がございます。ここでは、報

道機関の報道とは、国民の知る権利に奉仕するものであって、国民が国政に関与するにつ

き重要な判断の資料を提供するものであるとされるわけです。そして、その国民の知る権

利の中身は、その上の「法廷メモ訴訟」にありますように、各人が自由に様々な意見、知

識、情報に接することであろうと思います。

にかく文句を言われる、勧告をされる。これは不名誉なことだから、そういったことにな
らないように、事前に、少しでもＢＰＯに指摘される可能性のある行為は全部やめておこ

情報を知る、それも言論・情報の提供、真実の情報に立脚した上で様々な政治なり社会に

ついての物の見方や意見を提供されることが、放送の特質であり重要なポイントだろうと

のプロフェッショナリズムにかかってくると思います。やはり使命感と、何を目指して放
送をやっているかがしっかりしていないと、せっかくつくった機関もよくならない。「砦」
という言葉をやめるとしても、結局何かそこに働いてくれる機関は必要だと思います。
【黒岩構成員】

放送が果たさなければいけない多様な言論を国民に提供することに対して、かえって萎縮

効果を招いているのではないかというご指摘です。これはもし現実にそういうことがある

としますと、放送が本来国民の知る権利に奉仕する存在としてやらなければならないこと

と、全く真逆の効果が起きているわけです。

れども、ＢＰＯだけではないです。今、いろんなところですぐに訴えられます。色々な裁
判沙汰を抱えるわけです。そうすると、面倒くさいといえば面倒くさいということもあり、
だから慎重にならなければいけないという、色々な意味を含めた意味での萎縮が実はある
と思います。現場とはそういうものなのです。だから、今の話もとても説得力があったの
ですが、最後には、ＢＰＯがこうであっても、やはり何らかの組織が要るのではないかと
いう話になってきた。やはり何かをつくろうとしているということですよね。私が言いた
いのは、ＢＰＯですら現場に対する萎縮効果を与える。いわんや、また新たな組織をつく
ったら、組織をつくれば何とかなるというのは、この日本の国の大きな過ちであり、病気
だと思います。そんなものはつくらない方がいい、つくったらもっと萎縮するだけである。
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他方ＢＰＯが、放送番組に対する一部の国民からの過剰なバッシングに対して、例えば

放送番組を制作されている方の「盾」となり、本当はこの番組はこういう趣旨でつくられ

ていてそれで問題ないということを説明する。あるいは本当に真実性に問題がある番組が

あった場合には、郷原構成員がよくおっしゃるように、厳しく叱って、放送の在り方全体

を良くしていくことが、ＢＰＯに本来求められている役割だったはずです。これが本当に

放送現場においてどれほど認識されているのか否か。もしそれがうまくいっていないとす

れば、どこに原因があるのか。現場に原因があるのか、ＢＰＯのやり方に原因があるのか。

あるいはもしそれに問題があるとすれば、どう取り組んでいけばいいのか。例えばもっと

ＢＰＯを準司法的な、裁判に近いような形にすればいいのか、もう少し視聴者にこのＢＰ
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私は、現場のイメージを、たまたまこの場ではＢＰＯと言いましたけ

ば、全くいい方向に向かないわけです。ですから、結局、それを受けとめる放送事業者側

黒岩構成員のお話を聞いて非常にショックだったことは、ＢＰＯという存在が、本来の

うという自制が働き、働かないところはとんでもない番組が起きる。そういう方向で行け

由な活動が一層可能になるべきだろうと思います。ところがそうではなく、ＢＰＯにはと

引用されているものと実質的に同じことになるのですが、放送については、国民が多様な

思います。

も、ＢＰＯの言っていることが信頼されるかもしれないし、それによって、それ以降の自

ここから私が申し上げたいことは、４ページ目にあります長谷部座長代理の教科書から

今の宍戸構成員のご意見、全く私も同感で、ＢＰＯの機能がやはり誤

体的な質問項目なりを立てて議論したほうが有益なのではないかと思った次第です。

ち往生されるだけでしょうから、なるべく事前にこの構成員の中で意見を出し合って、具

に、ＢＰＯに幾つか具体的な質問を投げかけてみる。この場に呼んで突然ご質問しても立

Ｏの在り方を認識していただくのかとか、そういった論点を絞って議論を深掘りするため

ろうと思います。私もこの場で憲法学者として末席を汚させていただいている人間として、

「砦」という言い方がまずければ、結局は「盾」ということとほとんど実質的に同じだ

上げさせていただきたいと思います。

【宍戸構成員】
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対して、たしか５つか６つかあると思うのですが、それに対しては、違反していれば行政
指導を受けても仕方ないことだと思います。しかし、その他一般の番組についてこうした
方がいいといったものは、なくもがななことがこれまでにいくつもあって、そのためにこ
の「砦」論議があると私は受け取ってきました。ですが、確かに、屋上屋を重ねる既成の
ものでは本当に意味がない。具体的に何が放送の番組編成の自由に圧力をかけているかと
言えば、まさにそういうことであって、それを念頭に置いて議論すれば、結論はもっと早
く出てくるのではないかという気もいたします。
【宍戸構成員】

という組織がせっかくあるのだから、そういう方向に活用したらいい。ＢＰＯがなくても

訴訟を起こされるかもしれない。ＢＰＯが正しく機能すれば、逆に訴訟を起こされないで

済むかもしれないのです。ＢＰＯはそういうものでなければいけないと思います。訴訟に

よる解決は、私は本当に不毛だと思っています。私自身も一応法曹資格者ですけれども、

そんなことをいつも気にして放送現場でやらなければいけないことは不幸なことだと思い

ます。ですから、ＢＰＯとは別に組織をつくることに私はこだわっているわけでも何でも

ありません。

【広瀬オブザーバ】

ただきました「ＮＨＫ視聴者サービス報告書」を拝見しますと、実に多くの番組に対する
意見、まさに重延構成員がおっしゃったような様々な意見があって、それに対してどう対
応をしたかが見える形で提供されているわけです。こういった見える取組は、どれほどＮ
ＨＫやそれ以外の放送局でなされているか。それがどれだけ効果があるのか。これは、お
そらく１つ重要な問題ではないかと思います。
【濱田座長】

はこのあたりで終えさせていただければと思います。どうも大変活発にご議論いただいて
ありがとうございました。

役所の圧力を阻止するものだという意味では、
「砦」はあるだろうという気がするのです。

早い話が、皆さんはどう思うか知りませんけれども、今、選挙中で、投票日は２０時ま

で投票時間があって、２０時を２、３分過ぎた頃から当確がどんどん出てきます。しかし、

大体選挙のたびに全国で１つか２つ当確の打ち間違いがあります。それに対して、投票日

の１週間、２週間前に役所から全放送事業者に対して、打ち間違いのないようにしていた

だきたいという指導がございます。おそらくここにいらっしゃる方の約半分は、それは当

然の注意ではないか、事前の警告ではないか、仕方ないことではないか。そのようにとる

のではないかと思いますが、実はそれが行政指導の始まり、圧力の始まりと言ってもいい

よろしいでしょうか。

ございました。今回は目下出ておりませんし、砦論議の真っ最中に総務省がそういうこと

しく思われているかもしれません。しかし、一種の現場感を私たちは持たなければいけな
い。この現場は放送の現場、あるいはつくる現場、それから被害の現場も含めてです。そ

-22-

その行政指導は私にとってみれば、非常に今、目下のところ、放送にとって煩わしいと

いいますかプレッシャーになるわけです。本来、放送法上許される行政指導は外形的なも
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なかなか皆様方、すぐに何か解決に向けて一直線に行くことではないので、まどろっこ

じめ政務三役にも少しお知恵をいただいて、それから座長にご一任いただくということで

言う権限は放送法上どこにも書かれておりません。前回の、去年の衆院選挙まではそれが

を言ったのではおかしいし、出さないだろうと私も考えております。

どうまとめるか、大変、次回の持ち方が頭の痛いところなのですが、少しここは大臣は

と思います。「用心しなさい」ということは実は全く不要なことであって、そういうことを

それでは、まだご意見、ご議論があろうかと思いますが、今日のところ

てＢＰＯがあるという理解なのだろうと思います。各事業者の方の取組で、今日お配りい

りましたが、これはおそらく、本来各放送事業者が自主的に取り組まれることの延長とし

けるという点です。だから、私は「砦」という言葉にあまり抵抗感を感じないのは、それ

は役所の圧力をも、あるいは与党の圧力と言っていいかもしれませんけれども、政治なり

それと、もう１点だけ。例えばＢＰＯによって放送を色々な批判から守る側面、自由な
言論、多様な言論を放送事業者がしていただくための環境整備があるはずだという話があ

しておりません。では具体的に何かといいますと、それは要するに役所から色々指導を受

されて議論されることになるだろうと理解しております。

のような編成の仕方をするならば広告を出しませんといった、その種の圧力が１つありま

す。しかし、これは滅多にあるものではないし、テレビに対してそういう経験を私はまだ

げたことでもありますし、今後、議論の深化の、
「行政による対応の現状と課題」で深掘り

には何かということについてです。１つはやはり、よく新聞・雑誌でありますが、おたく

今、広瀬オブザーバがおっしゃったことは私自身がプレゼンで申し上

つくって公表しろとされているのにそれをつくっていないとか、そういう外形的なものに

組織をつくることが目的だと言っているわけではありません。ＢＰＯ

【郷原構成員】

放送事業者あるいは番組編成の自由に圧力をかけるものは具体的

のです。例えば、番組審議会をつくれとされているのにつくっていないとか、番組基準を

また別のことを考えなければいけないと私は思います。
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で、自由な環境、そして公正な環境をどうつくっていくかが大事だと思います。

で、今、若干もがいているところにあるような気がします。そのあたりを少しずつうまく
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に、私も幾つかの番組に出させていただいた際、貸金業法を議論するときは、
「ここではも

先ほど、民間の広告の話もありました。先ほど黒岩構成員がおっしゃったように、現実

論いただいているということでございます。

を受けることができる自由とは一体何なのか。それを学ぶための１つの方策をここでご議

自由、あるいは様々な受け手が自由な環境のもとで自由に情報を選択できる、正しい情報

う機関のことを言っているのではないのです。一人一人がみずからの言論の自由、表現の
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以上

以上で第７回会合を終了させていただきます。今日はどうもありがとうございました。

は成り立っているわけです。つまり、学びを前提としているわけです。私たちがここで議

論をしているのは、黒岩構成員が少し強い表現でおっしゃっておりますけれども、そうい

次回会合の予定については、事務局から別途ご連絡をさせていただきます。

議論の中で積み上げていくものだということで、国連の「障害者の権利条約」というもの

どうもありがとうございました。

今日は本当に貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。

の人権を保障するための「砦」とは一体何なのか。それを全部書き込むのかという話でし

【濱田座長】

するかを、是非また座長のもとで深いご議論いただければと思います。

とと同じ意味のことを私たちはそこで議論をしていったわけです。差別に対する一人一人

た。それは無理だと、むしろ逆に様々な判例や、あるいは一つ一つのリテラシーというか

それこそ言いわけコンプライアンスというのですか、その世界に落ち込まないために何を

ゃだめじゃないかと言う人もいるようですけれども、私はここの議論は間違ってないと思

別とは何かということを定義するだけで大変多くの時間を費やしました。そして、直接的

Accommodation” といいます。先ほど座長がお話しになった、「憲法が砦である」というこ

えています。おそらく、党からは、何でＦＣＣをあきらめたのか、勝手にＦＣＣをやっち

を持った人たちの権利とは何か、差別とは何かということを議論していったわけです。差

というのは、まさに法令遵守をコンプライアンスと勘違いしている。さらにより厳しい、

ことによって権利が高まる。この仕組みを私たちは「砦」としてつくってまいりたいと考

の権利条約」というものが、長い時間をかけてできました。これは何かというと、障がい

定義がなされたわけです。では、合理的な配慮とは何か。英語で言うと、”Reasonable

も、先ほど市民参加という話がございましたけれども、参加することによって学ぶ、学ぶ

のものは一体何なのかを議論する中で、是非ご理解をいただきたいのは、国連の「障害者

います。単なる機関をつくって、屋上屋をつくって、それで自由を守ったふりをしている

における自由は何に裏打ちされているのか。そして、つくり手も送り手も、そして受け手

ちはまずＦＣＣということを選挙で言っていたわけです。ただ、そのＦＣＣという機関そ

差別だけではなくて、間接的差別として、合理的な配慮を欠いたものは差別であるという

今日は大変大事なご議論をいただきまして、感謝いたします。私たちのこの通信や放送

もうするなと指示しています。公権力からの「砦」――「砦」という言葉について、私た

広瀬オブザーバがお話しになった通達は出ません。記者会見をして、そういったものは

かでしっかりと議論がされるべきだと思います。

しいのか正しくないのかを私たちは、これは総務大臣としての立場ではなく、やはりどこ

【原口大臣】

本当に活発なご議論をありがとうございます。

けない。実際に相撲協会で何があったのか。それを誰がどのように伝えるのか。それは正

うな話ではありません。しかし、このことは議論としてはきっちり詰めておかなければい

た。総務大臣としてはどう考えるのかということでございました。私がそこに介入するよ

大臣の締めくくり挨拶

それでは、遅くなりましたが、最後に原口大臣からご発言いただきます。

ちょっとホットな話題で、先ほど、文部科学大臣と例の日本相撲協会の話をいたしまし

制約の中でせめぎ合いながらやっている、先ほど民・民という話もございました。その中

て考えていかなければいけない。その現場感、全体感をどう私たちがうまく獲得できるか

詰めていけるように、次回も考えてみたいと思います。

う言わないでください」と、現場から私たち出演者に対するものもございました。色々な

れから同時に、何か１つやればそれで済むという話ではないという、一種の全体感を持っ

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 8 回会合
平成 22 年 8 月 25 日(水) 17 時 00 分～
総務省８階第１特別会議室
次

１

開会

２

議事

第

（１） 行政による対応の現状と課題
（２） ＩＣＴ分野における権利保障に係る枠組みの現状と課題
（訂正放送制度）
（３） 放送分野における報道・表現の自由を守る取組について
３

閉会
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䋨✚ോ⋭⾗ᢱ䋩

ㅍ⇟⚵䈮ଥ䉎ⴕಣಽ䊶ⴕᜰዉ䈮䈧䈇䈩
䇼
䇼ⴕಣಽ䇽
䇽

䇼
䇼ⴕᜰዉ䇽
ᜰ 䇽

䂾 ⴕᐡ䈱ಣಽ䈠䈱ઁᮭജ䈱ⴕ䈮ᒰ䈢䉎ⴕὑ䉕䈇䈉䇯
䋨╙2᧦╙1㗄╙2ภ䋩

䂾 ⴕᯏ㑐䈏䈠䈱છോ䈲ᚲോ䈱▸࿐ౝ䈮䈍䈇䈩৻ቯ䈱ⴕ
⋡⊛䉕ታ䈜䉎䈢䉄․ቯ䈱⠪䈮৻ቯ䈱ὑ䈲ਇὑ䉕᳞䉄䉎ᜰ
ዉ䇮൘๔䇮ഥ⸒䈠䈱ઁ䈱ⴕὑ䈪䈅䈦䈩ಣಽ䈮ᒰ䈚䈭䈇䉅䈱䉕䈇䈉䇯
䋨╙2᧦╙1㗄╙6ภ䋩

䂾 ਇ⋉ಣಽ䈫䈲䇮ⴕᐡ䈏䇮ᴺ䈮ၮ䈨䈐䇮․ቯ䈱⠪䉕ฬ
ਇ⋉ಣಽ䈫䈲䇮ⴕᐡ䈏䇮ᴺ䈮ၮ 䈐䇮․ቯ䈱⠪䉕ฬ
䈅䈩ੱ䈫䈚䈩䇮⋥ធ䈮䇮䈖䉏䈮⟵ോ䉕⺖䈚䇮䈲䈠䈱ᮭ䉕
㒢䈜䉎ಣಽ䉕䈇䈉䇯䋨╙2᧦╙1㗄╙4ภ䋩

䂾 ⴕᜰዉ䈮䈅䈦䈩䈲䇮ⴕᜰዉ䈮៤䉒䉎⠪䈲䇮䈇䉇䈚䈒䉅ᒰⴕ
ᯏ㑐䈱છോ䈲ᚲോ䈱▸࿐䉕ㅺ⣕䈚䈩䈲䈭䉌䈭䈇䈖䈫䈶ⴕ
ᜰዉ䈱ౝኈ䈏䈅䈒䉁䈪䉅⋧ᚻᣇ䈱છᗧ䈱දജ䈮䉋䈦䈩䈱䉂ታ䈘䉏
䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈖䈫䈮ᵈᗧ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇 䋨╙32᧦╙1㗄䋩
䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈖䈫䈮ᵈᗧ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䋨╙32᧦╙1㗄䋩

䂾 ⴕᐡ䈲䇮ਇ⋉ಣಽ䉕䈚䉋䈉䈫䈜䉎႐ว䈮䈲䇮ਇ⋉ಣ
ಽ䈱ฬ䈅䈩ੱ䈫䈭䉎䈼䈐⠪䈮䈧䈇䈩䇮ᗧ㒸ㅀ䈱䈢䉄䈱ᚻ
⛯䋨⡬⡞䈲ᑯ䈱ᯏળ䈱ઃਈ䋩䉕ၫ䉍䇮ਇ⋉ಣಽ䈱ℂ↱
䉕␜䈘䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯 䋨╙13᧦䊶╙14᧦䋩

䂾 ⴕᜰዉ䈮៤䉒䉎⠪䈲䇮䈠䈱⋧ᚻᣇ䈏ⴕᜰዉ䈮ᓥ䉒䈭䈎䈦䈢䈖
䈫䉕ℂ↱䈫䈚䈩䇮ਇ⋉䈭ขᛒ䈇䉕䈚䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇯䋨╙32᧦╙2㗄䋩

̪᧦㗄ߪోߡⴕᚻ⛯ᴺ

䇼㆑ᩮ䇽

䂾 䈖䉏䉁䈪䇮ᚒ䈏࿖䈪
ㅍ⇟⚵䈮ଥ䉎ⴕಣಽ
䋨ਇ⋉ಣಽ䋩䈏ⴕ䉒䉏䈢䈲䈭䈇䇯
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1
0
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3ภ䋨⯯னႎ䋩
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䉨䊷ዪ䊶Ḱ
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䋨ෳ⠨䋩 ㆊ䈮㗴䈫䈭䈦䈢ਥ䈭
ᐕᣣ

᩺

䉦䊁䉯䊥

ᜰዉౝኈ

H21.6.5

⯯னႎ
䂾䇸ᖱႎ䋷䌤䌡䌹䌳 䊆䊠䊷䉴䉨䊞䉴䉺䊷䇹᩺
H21.4.11䈮ㅍ䈚䈢ᒰ⇟⚵䇸ᣇ⥄ᴦ․㓸䇹䈱䌖䌔䌒䈱ਛ䈪䇮ᷡ
ゞ䈏᥉Ბ䊑䊤䉲䉕䈕䈝ᷡ䉕ਛᢿ䈚䈭䈇Ꮕὐ䈮䈍䈇䈩⇟⚵䉴
䉺䉾䊐䈎䉌䈱ଐ㗬䈮䉋䉍⇟⚵䈱䈢䉄䈮ᷡゞ䈏䊑䊤䉲䉕䈕䈩ᷡ䉕
ਛᢿ䈚䈢⁁ᘒ䈪ㅢㆊ䈜䉎䈫䈖䉐䈱ᬺ㘑᥊䉕ᓇ䈚䈢ᤋ䉕䉅 䈩ੑ
ਛᢿ䈚䈢⁁ᘒ䈪ㅢㆊ䈜䉎䈫䈖䉐䈱ᬺ㘑᥊䉕ᓇ䈚䈢ᤋ䉕䉅䈦䈩ੑ
㊀ⴕ䈱⽎ᓽ⊛䈭䈫䈚䈩⚫䇯

䂾 ㅍ䈚䈢䌔䌂䌓䊁䊧䊎䈮ኻ䈚䇮ᖱႎᵹㅢⴕ
ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ౣ⊒㒐
ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䈮䈧䈇䈩䋳䈎
એౝ䈮ႎ๔䈜䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧
એౝ䈮ႎ๔䈜䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧䇯

H19.4.27

⯯னႎ
䂾䇸䈢䈎䈛䉖䌏䌎䌅䌍䌁䌎䇹᩺
⇟⚵ၮḰ㆑
ᅚᕈ䉺䊧䊮䊃䈫㔌ᇕ䈚䈢↵ᕈ䈱ฬ䉕Მ៊䈜䉎ౝኈ䉕ㅍ䇯
䋨↵ᕈ䈏ᄢ㒋ⵙ䈮ឭ⸷䇯H18.12.22
䋨↵ᕈ
ᄢ㒋ⵙ ឭ⸷䇯
䈮↵ᕈ䈱⸷䈋䉕䉄䉎್䇯
↵ᕈ ⸷ 䉕 䉎್䇯
ប⸷䈞䈝್⏕ቯ䇯䋩

䂾 ㅍ䈚䈢Ფᣣㅍ䈮ኻ䈚䇮ㄭ⇰✚วㅢ
ାዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ౣ⊒㒐
ᱛ䈮ᔅⷐ䈭ភ⟎䉕⻠䈝䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧䇯
ᔅⷐ䈭ភ⟎䉕⻠䈝䉎
䉕ⷐ⺧䇯

H19.4.27

䂾䇸䉂䈱䉅䉖䈢ᦺ䉵䊋䉾䋣䇹᩺
H19.1.22ㅍ䈱䇸䉂䈱䉅䉖䈢ᦺ䉵䊋䉾䋣䇹䈪䇮ਇੑኅ䈏ᦼ㒢ಾ䉏ේ
᧚ᢱ䉕↪䈚䈩䈇䈢䈖䈫䉕ႎ䈜䉎㓙䈮䇮⾨ᦼ㒢ಾ䉏䈱䉼䊢䉮
䊧䊷䊃䉕ౣ↪䈚䈩⽼ᄁ䈚䈢╬䈫ታ䈮ၮ䈨䈎䈭䈇ㅍ䉕ⴕ䈦䈢䇯
䋨4/18䈍䈶ㅍ䋩
䂾䇸ੱ㑆䋣䈖䉏䈪䈇䈇䈱䈣䇹᩺
H19.2.3ㅍ䈱䇸ੱ㑆䋣䈖䉏䈪䈇䈇䈱䈣䇹䈪䇮䊊䉟䊌䊷䉸䊆䉾䉪㖸䉕
⡞䈒䈖䈫䈪㗡䈏䉋䈒䈭䉎䈫䈇䈉⺑䉕ᢿቯ⊛䈭䈪ㅍ ⎇ⓥ䉫
⡞䈒䈖䈫䈪㗡䈏䉋䈒䈭䉎䈫䈇䈉⺑䉕ᢿቯ⊛䈭䈪ㅍ䇯⎇ⓥ䉫
䊦䊷䊒䈮ήᢿ䈪⺰ᢥ䉕ᒁ↪䇯
䂾䇸䉰䊮䊂䊷䉳䊞䊘䊮䇹᩺
H19.2.11ㅍ䈱䇸䉰䊮䊂䊷䉳䊞䊘䊮䇹䈪䇮ᩉᴛෘഭ⋧䈱࿖ળ⊒⸒䉕
ਇᱜ⏕䈮✬㓸䈚ㅍ䇯 䉁䈢䇮䇸ᩉᴛෘഭ⋧⊒⸒䋣ⴝ䈱ੱ䇱䈱
ᔕ 䈫䈚䈩 ⊓႐ੱ‛䈮㍳ᤨ㑆䉇⾰㗄䉕೨䈮વ䈋䉟䊮䉺
ᔕ䇹䈫䈚䈩䇮⊓႐ੱ‛䈮㍳ᤨ㑆䉇⾰㗄䉕೨䈮વ䈋䉟䊮䉺
䊎䊠䊷䈮ᔕ䈛䈘䈞䈩䈇䈢䉅䈱䇯

⯯னႎ
⇟⚵ၮḰ㆑

䂾 ㅍ䈚䈢᧲੩ㅍ䈮ኻ䈚䇮ᖱႎㅢା
╷ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ౣ⊒㒐
ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䈮䈧䈇䈩ᒝ䈒ⷐ⺧䇯

㪟㪈㪐㪅㪊㪅㪊㪇

䂾䇸⊒ជ䋣䈅䉎䈅䉎ᄢౖΤ䇹᩺
H17.1.9䌾H19.1.7ㅍ䈱䋱䋸⇟⚵䈱䈉䈤䇮䋸⇟⚵䋨䇸㘩᧚X䇹䋨⚊⼺䉻䉟
䉣䉾䊃䋩䇮䇸䉂䈎䉖or䉍䉖䈗䇹䇮䇸䉼䊢䉮䊧䊷䊃䇹䇮䇸ཬ᳝䉻䉟䉣䉾䊃䇹䇮䇸✚
▚SP䇹䇮䇸㉄⚛䇹䇮䇸Ქᛮ䈐䇹䇮䇸ኙᄤ䉻䉟䉣䉾䊃䇹䋩䈮䈧䈇䈩ㅧ䈱
ㅍ䉕ⴕ䈦䈢䇯

⯯னႎ
⇟⚵ၮḰ㆑

䂾 ㅍ䈚䈢㑐䊁䊧䊎ㅍ䈮ኻ䈚䇮✚ോ
ᄢ⤿ฬ䈮䉋䉍⼊๔䉕ⴕ䈇䇮ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔
ᄢ⤿ฬ
䉋䉍⼊๔䉕ⴕ 䇮ౣ⊒㒐
ะ䈔
䈢⌀䈚䈭ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯 ㅍᴺ㆑䈱
⁁ᘒ䉕ౣᐲ↢䈝䉎႐ว䈮䈲෩ᱜ䈮ኻಣ䇯
䂾 䋱䈎એౝ䈮ౣ⊒㒐ᱛ╷䇮䋳䈎એౝ
䈮ភ⟎⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩ႎ๔䈜䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧䇯

ᐕᣣ

᩺

䉦䊁䉯䊥

3

ᜰዉౝኈ

H18.8.11

䂾䇸䉟䊑䊆䊮䉫䊶䊐䉜䉟䊑䇹᩺
⇟⚵ၮḰ 䂾 ㅍ䈚䈢᧲੩ㅍ䈮ኻ䈚䇮✚ോᄢ⤿ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ
䈇䇮ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
㪟㪈㪏㪅㪎㪅㪉㪈ㅍ䈱䇸䉟䊑䊆䊮䉫䊶䊐䉜䉟䊑䇹䈮䈍䈇䈩䇮ᣥᣣ ㆑
ᧄァ䋷䋳䋱ㇱ㓌䈱ᤋ䉕ᛒ䈦䈢․㓸䈱ਛ䈪䇮ႎౝኈ䈮
㑐ଥ䈱䈭䈇ੱ‛䈱౮⌀䊌䊈䊦䉕ㅍ䇯

H18.7.11

䂾⇟⚵ὐṌ䋨䊌䉦䊌䉦䋩᩺
⇟⚵ၮḰ 䂾 ㅍ䈚䈢䌂䌓䊶䌃䌓ㅍᬺ⠪䋲䋶␠䈮ኻ䈚䇮╷⛔ቭฬ䈮
䉋䉎ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ㅍᴺ䇮⇟⚵ၮḰ╬䈱ㆩ䈶ౣ⊒㒐ᱛ䈮
䉴䊘䊮䉰䊷䈎䉌ឭଏ䈘䉏䈢ㅢ⽼⇟⚵↪䈱ㅍ⚛᧚䈱 ㆑
ะ䈔䈢⇟⚵䈱⏕┙䈮䈧䈇䈩ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
䈉䈤䇮᳃ㅪ䈱ᚑ䈚䈢䇸䉝䊆䊜䊷䉲䊢䊮╬䈱ᤋᚻᴺ䈮
㑐䈜䉎䉧䉟䊄䊤䉟䊮䇹䈶ⴡᤊㅍදળ䈱ᚑ䈚䈢䇸ᐢ
๔ㅍ䉧䉟䊄䊤䉟䊮䋲䋰䋰䋴䇹䈮ᛶ⸅䈜䉎ᤋ䉕ㅍ
๔ㅍ䉧䉟䊄䊤䉟䊮䋲䋰䋰䋴䇹䈮ᛶ⸅䈜䉎ᤋ䉕ㅍ䇯

H18.6.20

䂾శὐṌ╬䈱ᤋᚻᴺ䉕↪䈚䈢⇟⚵᩺
䌎䌈䌋䈶᳃ㅪ䈏ᚑ䈚䈢䇸䉝䊆䊜䊷䉲䊢䊮╬䈱ᤋ
ᚻᴺ䈮㑐䈜䉎䉧䉟䊄䊤䉟䊮䇹䈮ቯ䉄䉎ᢙ୯╬䈱ၮḰ䉕ㅺ
⣕䈚䈢ᤋ䉕ㅍ䇯

䂾 ㅍ䉕ⴕ䈦䈢䌎䌈䌋䈶䊁䊧䊎᧲੩䈾䈎᳃䋷䋷␠䈮ኻ䈚䇮
╷⛔ቭฬ䈲✚วㅢାዪ㐳ฬ╬䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ╬䉕ⴕ䈇䇮
ㅍᴺ䈶⇟⚵ၮḰ╬䈱ㆩ䊶ᔀᐩ╬ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈢
䈱⏕┙䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
䂾 ౣ⊒㒐ᱛ╷䈱ភ⟎⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩䇮䋳䈎એౝ䈮ᢥᦠ䈮䉋䉍
ౣ⊒㒐ᱛ╷䈱ភ⟎⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩 䋳䈎એౝ䈮ᢥᦠ䈮䉋䉍
ႎ๔䈜䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧䇯
㶎 ᳃ㅪ䈮䉅ⷐ⺧

H18.6.20

H17.3.2

䂾䇸䈷䊷䈎䉖䊋䊂䉞䋣䇹᩺
⇟⚵ၮḰ 䂾 ㅍ䈚䈢᧲੩ㅍ䈮ኻ䈚䇮✚ോᄢ⤿ฬ䈮䉋䉎⼊๔䉕ⴕ䈇䇮
㪟㪈㪏 㪌 㪍ㅍ䈱䇸䈷 䈎䉖䊋䊂䉞䋣䇹䈮䈍䈇䈩⚫䈚䈢 ㆑
㪟㪈㪏㪅㪌㪅㪍ㅍ䈱䇸䈷䊷䈎䉖䊋䊂䉞䋣䇹䈮䈍䈇䈩⚫䈚䈢
ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧
ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
⊕䉟䊮䉭䊮⼺䉕↪䈇䈢䉻䉟䉣䉾䊃ᴺ䉕ታ〣䈚䈢ᄙ䈒䈱ⷞ
㶎 ᳃ㅪ䈮䉅ⷐ⺧
⡬⠪䈏ஜᐽⵍኂ䉕⸷䈋㒮䇯
䂹䇸䊙䉴䊜䊂䉞䉝㓸ਛឃ㒰ේೣ㆑䇹᩺
䋨 ᩣ ᑼ  䂾 ✚ോᄢ⤿ฬ䈮䉋䉎⼊๔䋳␠䇮ᖱႎㅢା╷ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎⼊
╙䋳⠪ฬ⟵ᩣᑼ䈱㐳ᐕ䈮䉒䈢䉎╬䉕ㅢ䈛䈩 䊙䉴 䋩
╙䋳⠪ฬ⟵ᩣᑼ䈱㐳ᐕ䈮䉒䈢䉎╬䉕ㅢ䈛䈩䇮䊙䉴
๔䋱䋴␠䊶෩㊀ᵈᗧ䋲䋲␠
๔䋱䋴␠
෩㊀ᵈᗧ䋲䋲␠䇮ᣇ✚วㅢାዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈ
ᣇ✚วㅢାዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈ
䊜䊂䉞䉝㓸ਛឃ㒰ේೣ䈮ቯ䉄䉎⾗㒢䈱㒢䉕䈋
ᗧ䋳䋲␠䇯
䈩ㅍዪ䈻⾗䈏ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢ታ䈏್䇯
䂾 ␠ౝ䈮䈍䈔䉎ᩣᑼ▤ℂ䈱⋥䈚䈭䈬ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔
䈩ᔅⷐ䈭ౕ⊛ភ⟎䉕⻠䈛䇮╙䋳⠪ฬ⟵ᩣᑼ䈱⸃ᶖ⚿ᨐ䉕
䉄䈠䈱ភ⟎⁁ᴫ䉕䋳䈎એౝ䈮ႎ๔䊶䈜䉎䉋䈉ⷐ⺧䇯
䂾 ห᭽
ห᭽䈱ᘒ䈏➅䉍䈚↢䈝䉎႐ว䈮䈲䇮㔚ᵄᴺ╙䋷䋶᧦䈮
ᘒ ➅䉍
䈝䉎႐ว
䇮㔚ᵄᴺ╙ ᧦
ၮ䈨䈒ⴕಣಽ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏䈅䉍䈉䉎䈖䈫䉕⼊๔䋨⼊๔␠䈱䉂䋩䇯
㶎 㑐ଥ࿅䋨ᣣᧄ᳃㑆ㅍㅪ⋖䇮ᣣᧄ䉮䊚䊠䊆䊁䉞ㅍදળ䇮
ᣣᧄᣂ⡞දળ䋩䈮䉅หේೣ䈱ㆩ䊶ᔀᐩ䉕ⷐ⺧䇯
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ᐕᣣ
H16.6.22

᩺

䉦䊁䉯䊥
䉦䊁
䊥

ᜰዉౝኈ

ᴦ⊛ᐔ
䂾䈇䉒䉉䉎䇸ౄᐢႎ⇟⚵䇹᩺
㪟㪈㪍㪅㪊㪅㪉㪇䈮䇮⥄᳃ౄ৻ౄ䈣䈔䈱ౄᐢႎ⇟⚵䈪䈅䉎䇸⥄᳃ౄጊ
ᒻ⋵ㅪ․⇟⚵ ਃቛਭਯ䈱䈬䈉䈭䉎ጊᒻ䋣䌾ᣇ䈱ᤨઍ䈱ෂ
ᯏ䌾䇹䈫䈇䈉⇟⚵䋨85ಽ⇟⚵䋩䉕ㅍ䇯

䂾 ㅍ䈚䈢ጊᒻ䊁䊧䊎䈮ኻ䈚䇮ᖱႎㅢ
ା╷ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮
ㅍᴺ䈱ㆩ䈻䈱ข⚵䈱ᔀᐩ䉕ᒝ䈒ⷐ
⺧䇯

⯯னႎ
䂾䇸䊎䊷䊃䈢䈔䈚䈱䌔䌖䉺䉾䉪䊦䇹᩺
㪟㪈㪌㪅㪐㪅㪈㪌ㅍ䈱䇸䊎䊷䊃䈢䈔䈚䈱TV䉺䉾䉪䊦䇹䈮䈍䈇䈩䇮ㆊ䈱 ᴦ⊛ᐔ
࿖ળ䈮䈍䈔䉎ർᦺ㞲䈱ᜆ⥌㗴䈏ข䉍䈕䉌䉏䈢㓙䈱ᮨ᭽䉕ႎ
䈚䈢㓙 ⮮ቁ↵ⴐ⼏㒮⼏ຬ䈱ታ㓙䈫䈲㆑䈉䈱႐㕙䈱䉇䈛
䈚䈢㓙䇮⮮ቁ↵ⴐ⼏㒮⼏ຬ䈱ታ㓙䈫䈲㆑䈉䈱႐㕙䈱䉇䈛
䈱ᤋ䉕✬㓸䈚ㅍ䇯
䋨H16.6.7䈮⸓ᱜㅍ䉕ታᣉ䋩

䂾 ㅍ䈚䈢䊁䊧䊎ᦺᣣ䈮ኻ䈚䇮ᖱႎㅢ
ା╷ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮
ౣ⊒㒐ᱛ╷╬ᔅⷐ䈭ភ⟎䉕⻠䈝䉎䉋䈉
ⷐ⺧
ⷐ⺧䇯

䂾䇸䊆䊠䊷䉴䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹᩺
ⴐ ⼏ 㒮 ✚ ㆬ  ᛩ  ᣣ (H15.11.9)
(H15 11 9) ⋥ ೨ 䈱 H15.11.4
H15 11 4  ㅍ 䈱
䇸䊆䊠䊷䉴䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈮䈍䈇䈩䇮16ಽ㑆䈮䉒䈢䉍䇸⩲᳃ਥౄ䈱
㑑ฬ★⊒䇹䉕ข䉍䈕ㅍ䇯
H11.6.21

䂾䇸䉻䉟䉥䉨䉲䊮ႎ䇹᩺
H11.2.1ㅍ䈱䇸䊆䊠䊷䉴䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈮䈍䈇䈩䇮ᚲᴛ䈱䉻䉟䉥䉨
ㅍ 䇸
䉲
䈍
ᚲᴛ 䉻䉟䉥䉨
䉲䊮㗴䈮㑐䈚ਇᱜ⏕䈭䈱ႎ䈏ⴕ䉒䉏䇮৻ㇱၞ䈱ㄘᬺ
↢↥⠪䈮ㅅᖺ䉕䈎䈔䇮䈅䉎䈇䈲䇮ⷞ⡬⠪䈮ᷙੂ䉕↢䈛䈘䈞䈢䇯

ㅍᴺ䈱⋡⊛╬
⇟⚵ၮḰ㆑
⇟⚵ၮḰ㆑
⸓ᱜㅍ

䂾 ㅍ䈚䈢ో࿖ᦺᣣㅍ䈮ኻ䈚䇮ㇷ
ᄢ⤿ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ㅍᴺ
䈶⥄␠⇟⚵ၮḰ䈱ㆩ䊶ᔀᐩ䈻䈱ข
⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
䂾 ข⚵⁁ᴫ䉕ᒰಽ䈱㑆䇮྾ඨᦼᲤ䈮ႎ
๔䈜
๔䈜䉎䉋䈉ⷐ⺧䇯
䈉ⷐ⺧䇯

H10.4.6

䂾䉝䊆䊜䇸䊘䉬䊝䊮䇹᩺
H9.12.16ㅍ䈱䉝䊆䊜⇟⚵䇸䊘䉬䉾䊃䊝䊮䉴䉺䊷䇹䉕䈩䈇䈢ఽ┬
䉕䉄⚂700ੱ䈏⊒╬䈱⇣Ᏹ䉕᧪䈚䇮∛㒮䈮៝ㅍ䈘䉏䈢䇯

ㅍᴺ䈱⋡⊛╬

䂾 ㅍ䈚䈢䊁䊧䊎᧲੩䈮ኻ䈚䇮ㅍⴕ
ዪ㐳ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮䉧䉟䊄
䊤䉟䊮䈱╷ቯ䈭䈬ౣ⊒㒐ᱛភ⟎䈱లታ
䈮ข䉍⚵䉃䉋䈉ᒝ䈒ⷐ⺧
䈮ข䉍⚵䉃䉋䈉ᒝ䈒ⷐ⺧䇯

5

ᐕᣣ

᩺

䉦䊁䉯䊥

H8.5.17 䂾䇸䉥䉡䊛ႎ䇹᩺

ㅍᴺ䈱⋡⊛╬

ဈᧄᑯ⼔჻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䊁䊷䊒䉕䉥䉡䊛⌀ℂᢎᐙㇱ䈮䈞䇮
㐿ᝡᩏᓟ䈠䈱䈖䈫䉕ㅢႎ䈚䈭䈎䈦䈢䇯䉁䈢䇮ታ䈮䈜䉎␠ౝ
⺞ᩏ⚿ᨐ䉕⊒䈚䈢
⺞ᩏ⚿ᨐ䉕⊒䈚䈢䇯

ᜰዉౝኈ
䂾 ㅍ䈚䈢᧲੩ㅍ䈮ኻ䈚䇮ㇷᄢ⤿ฬ䈮
䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ౣ⊒㒐ᱛ䈮ะ䈔䈩䇮
⇟⚵䈱⋥䈚䇮⡯ຬ䈱⎇ୃ╬ౕ
⊛䈭ភ⟎䉕⻠䈝䉎䈖䈫䉕ᒝ䈒ⷐ⺧
⊛䈭ភ⟎䉕⻠䈝䉎䈖䈫䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
̪᳃ㅪ䇮NHK䈮䉅ⷐ⺧

H6.9.2

䂾䇸ᬞ⊒⸒䇹᩺
ㅍᴺ䈱⋡⊛╬
㪟㪌㪅㪐㪅㪉㪈䈮㐿䈘䉏䈢᳃ㅪ䈱ㅍ⇟⚵⺞ᩏળ䈮䈍䈇䈩䇮䊁
䊧䊎ᦺᣣ䈱ᬞႎዪ㐳䈏ᴦ⊛ᐔᕈ䈮㆑䈚䈢ㅍ䉕ⴕ
䊧䊎ᦺᣣ䈱ᬞႎዪ㐳䈏ᴦ⊛ᐔᕈ䈮㆑䈚䈢ㅍ䉕ⴕ䈦
䈢䈫⇼䉒䉏䉎⊒⸒䉕䈚䈢䇯

H5.3.19 䂾䇸ᅏ䊍䊙䊤䊟 ᢿ䈱₺࿖䊶䊛䉴䉺䊮䇹᩺
㪟㪋㪅㪐㪅㪊㪇╬䋳ᣣ㑆䈮ㅍ䈚䈢䌎䌈䌋䉴䊕䉲䊞䊦䇸ᅏ䊍䊙䊤䊟 
ᢿ䈱࿖ 䊛䉴䉺䊮䇹䈮䈍䈇䈩 䉴䉺 䊐䈏㜞ጊ∛䉕ⵝ 䈢 ੱὑ⊛
ᢿ䈱࿖䊶䊛䉴䉺䊮䇹䈮䈍䈇䈩䇮䉴䉺䉾䊐䈏㜞ጊ∛䉕ⵝ䈦䈢䇮ੱὑ⊛
䈮⪭⍹䉕䈖䈚䈢䇮䈪䈭䈇႐ᚲ䉕ᓇ䈚䈩ᵹ⍾䈱䈢䉄䈏䈭䈒
䈭䈦䈢䈫䈚䈢䇯
䋨H5.2.4䈮⸓ᱜㅍ䉕ታᣉ䋩

S60.11.1 䂾䇸䉝䊐䉺䊇䊷䊮䉲䊢䊷䇹᩺
㪪㪍㪇㪅㪏㪅㪉㪇ㅍ䈱䇸䉝䊐䉺䊇䊷䊮䉲䊢䊷䇹䈮䈍䈇䈩䇮ᜂᒰ䊂䉞䊧䉪
䉺䊷䈏ዋᐕዋᅚ䈮ജⴕὑ䉕ⴕ䈉䉋䈉␜ໂ䈚䇮䈖䉏䉕㍳䈚ㅍ
䈚䈢䇯
䋨S60.10.28䈮⸓ᱜㅍ䉕ታᣉ䋩
䋨
⸓ ㅍ䉕ታᣉ䋩

䂾 ో࿖ᦺᣣㅍ䈮ኻ䈚䇮ㇷᄢ⤿ฬ䈮䉋䉎
෩㊀ᵈᗧ䇯
䂾 ข⚵⁁ᴫ䉕䇮ᒰಽ䈱㑆䇮ᐕᐲᒰೋ䈮ႎ๔
ข⚵⁁ᴫ䉕 ᒰಽ䈱㑆 ᐕᐲᒰೋ䈮ႎ๔
䈜䉎䉋䈉ⷐ⺧䇯

⯯னႎ

䂾 ㅍ䈚䈢ᣣᧄㅍදળ䈮ኻ䈚䇮ㇷᄢ⤿
ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ㅍᴺ䈶⇟
⚵ၮḰ╬䈱ㆩ ᔀᐩ ㅍ⇟⚵ㆊ
⚵ၮḰ╬䈱ㆩ䊶ᔀᐩ䇮ㅍ⇟⚵ㆊ
⒟䈮䈍䈔䉎䉼䉢䉾䉪ᯏ⢻䈱ᵴᕈൻ╬ౣ⊒
㒐ᱛ䈻䈱ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
䂾 ข⚵⁁ᴫ䉕䇮ᒰಽ䈱㑆䇮྾ඨᦼᲤ䈮ႎ๔
䈜䉎䉋䈉ⷐ⺧䇯

⯯னႎ

䂾 ㅍ䈚䈢ో࿖ᦺᣣㅍ䈮ኻ䈚䇮ㇷᄢ⤿
ฬ䈮䉋䉎෩㊀ᵈᗧ䉕ⴕ䈇䇮ㅍᴺ䈶
⇟⚵ၮḰ䉕ㆩ䈚䇮⌀䈭ข⚵䉕ᒝ䈒ⷐ⺧䇯
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㧵㧯㨀ಽ㊁ߦ߅ߌࠆᮭ㓚ߦ㑐ߔࠆߎࠇ߹ߢߩਥߥᗧ㧔⸓ᱜㅍᐲ㑐ㅪ㧕
٤ ⺋䈦䈢⇟⚵䈱ౝኈ䈲䇮␠ળ䈮ᕆㅦ䈮ᐢ䈏䈦䈩䈚䉁䈉ᮭଚኂ䉕↢䉃㕙䇮ⵙ್䈪䈉䈮䈲ᤨ㑆䊶⾌
↪䈏䈎䈎䉎䇯ㅍዪ䈱ᗧ䊶ㆊᄬ䉕Ꮢ᳃䈏┙⸽䈜䉎䈖䈫䈮䉅࿎㔍䈏䈉䇯䉁䈢䇮⸓ᱜㅍ䉕ⵙ್䈪
᳞䉄䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈝䇮ㅍᬺ⠪䈱⥄ਥ⊛್ᢿ䈮ᆔ䈰䉌䉏䈩䈇䉎䇯

٤

㗴ㅍߦߟߡ߽⸓ᱜㅍ߇ⴕࠊࠇߡࠆߪ㕖Ᏹߦዋߥߒోޔߣߒߡ߹ߣ߽ߥኻ

ᔕ߇ߢ߈ߡࠆߣߪᐩ⸒߃ߥޕ

٤

⸓ᱜ߿⺰ᮭᐲࠍዉߔࠆߣߒߡ߽ޔਛ┙⊛ߥⵙ್ᚲߩ್ᢿࠍઔߋߴ߈ߢߪߥ߆ޕ

٤

ㅍႎⵍኂ⠪ߦኻߒޔ㧮㧼㧻ߢߢ߈ࠆߎߣߣมᴺ⊛ᢇᷣߣߩᓎഀಽᜂ߇ᔅⷐޕ

1

⸓ᱜขᶖㅍޔㅍ⇟⚵ߩሽ
ㅍᴺ䈪䈲䇮ㅍ䈱⌀ታᕈ䈱⏕䈶ⵍኂ⠪䈱ᢇᷣ䉕࿑䉎ⷰὐ䈎䉌䇮⸓ᱜ䊶ขᶖㅍᐲ䈏⸳䈔䉌䉏䉎䈫䈫䉅䈮䇮ⵍኂ⠪䈮䉋䉎
⇟⚵ౝኈ䈱⏕䇮ㅍ⇟⚵ክ⼏ᯏ㑐䈱⾗ᢱ䈫䈚䈩䇮ㅍ⇟⚵䈱ሽ䉕⟵ോ䈨䈔䈩䈇䉎䇯
䋱 ⸓ᱜ䊶ขᶖㅍᐲ

䇼䉟䊜䊷䉳࿑䇽

⋡ ⊛

ㅍ

ㅍߩᜬߟ␠ળ⊛ᓇ㗀ജߦ㐓ߺޔㅍߩ⌀ታᕈࠍ㓚ߒޔ૬ߖߡ◲ࠅࠃޔᤃޔㄦ
ㅦߦⵍኂ⠪ߩᮭࠍᢇᷣߔࠆߎߣޕ
 ⷐ
ߘߩㅍߦࠃࠅᮭߩଚኂࠍฃߌߚᧄੱߪߘߩ⋥ធ㑐ଥੱߪޔㅍߩᣣ߆ࠄ
ߘ ㅍߦ
㧟ࡩએౝߦߩߘޔㅍࠍⴕߞߚㅍᬺ⠪ߦኻߒߡ⸓ޔᱜㅍࠍ⺧᳞ߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆޕ
ㅍᬺ⠪ߪޔታߢߥ㗄ߩㅍࠍߒߚ႐ว⸓ޔᱜߪขᶖߩㅍࠍߒߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㧔ㅍᴺ╙㧠᧦㧕

ㅍᬺ⠪
ߪㅍᓟ
㧟ࡩ㑆ޔ
㍳㖸㍳↹
ߦࠃࠅ⇟⚵
ࠍሽ

ᮭߩଚኂࠍฃߌߚᧄੱ
ߪߘߩ⋥ធ㑐ଥੱ
⸓ᱜㅍࠍ⺧᳞
ޣㅍᓟ㧟ࡩએౝޤ

 ㅍ  ᬺ ⠪
⌀ታ߆ุ߆ࠍ⺞ᩏ

ታᣉ⁁ᴫ
ᐕᐲ

H4

㧴5

㧴6

㧴7

㧴8

㧴9

㧴10

H11

H12

H13

H14

ታᣉ
ઙᢙ

2(8)

2(5)

5(7)

2(5)

12(13)

16(20)

8(13)

10(16)

12(14)

10(11)

9(10)

㧴15

㧴16

㧴17

㧴18

㧴19

㧴20

㧴21

4(6)

10(7)

3(5)

4(6)

12(17)

9(12)

7(8)

㶎⸓ᱜ䊶ขᶖㅍ䈱ታᣉ⁁ᴫ䈲䇮ㅍ⇟⚵ክ⼏ᯏ㑐
䈮ႎ๔䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䋨ㅍᴺ╙䋳᧦䈱䋴╙䋵㗄䋩

̪㧔

⌀ታߢߥߎߣ߇
್ߖߕ

⌀ታߢߥߎߣ߇್

್ޣᓟ㧞ᣣએౝޤ

⸓ᱜㅍࠍᜎุ

⸓ᱜㅍࠍታᣉ
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㧔㧮㧼㧻⥄りޔㅍᬺ⠪ޔᬺ
⠪ⷞޔ⡬⠪╬ߦ㧕ߘߩේ࿃ߣኻ╷ߦߟߡߤ߁⠨߃ࠆ߆㧔㧮㧼㧻ߩ⚵ߺ




ԙ ฦᆔຬળߪ✬㓸ߩ႐ߩታᘒࠍ〯߹߃ߚߢⷞޔ⡬⠪ߣ߽႐ߣ
߽ਵ㔌ࠍ߆ߥ〒㔌ߢᐔߦኻᔕߒ⊒ߟ߆ޔାߔࠆࠃ߁ദߡࠆޕ

ਈߔࠆߎߣߦࠆޕ
ߎߩᓎഀࠍᨐߚߔߚⷞޔ⡬⠪ޔㅍዪߩਔ⠪߆ࠄ⁛┙ߒߚ╙ਃ⠪ߩ┙႐
ߢᐔߥ್ᢿ߇ߢ߈ࠆߣߎࠈߦࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ


㧭
Ԙ 㧮㧼㧻ߩᓎഀ⋡⊛ߪޔ㧺㧴㧷ߣ᳃ㅪ߇⥄ਥ⊛ߦ⸳┙ߒߚ⥄ᓞ⊛ᯏ㑐
ߣߒߡⷞߦ߽ߣߣࠆߔ⏕ࠍ↱⥄ߩޔ⡬⠪ߩၮᧄ⊛ੱᮭࠍᠩ⼔ߔࠆߚ
ޔㅍߩ㗴ߦㄦㅦ⊛⏕ߦኻᔕߒޔᱜ⏕ߥㅍߣㅍ୶ℂߩ㜞឴ߦነ

㧝 㧮㧼㧻ߩᓎഀߦ㑐ߒߡޔԘㅍᬺ⠪ߣⷞ⡬⠪ߩ㑆ߩ┙ߜ⟎ߪߤߩㄝࠅ
ߦࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޔߚ߹ޕԙ✬㓸ߩ႐ߣߩ〒㔌ᗵߦߟߡߤߩࠃ߁
ߦᗵߓߡࠆ߆ޕ㧮㧼㧻ߩ㧟ᆔຬળߘࠇߙࠇߦߟߡ㆑ߪࠆ߆ޕ

Σ 㧮㧼㧻ߩᓎഀߦߟߡ

ㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴[㧮㧼㧻]
                  

㧮㧼㧻߳ߩߏ⾰ߦߟߡߩ߅╵߃



ޟᓟߩ㧵㧯㨀ಽ㊁ߦ߅ߌࠆ࿖᳃ߩᮭ㓚╬ߩ
ࠅᣇࠍ⠨߃ࠆࡈࠜࡓ╙ޠ㧤࿁ળว㧔㧕

2

⸳ߌࠆߎߣ߿ޔㅍዪߦ╙ਃ⠪ߦࠃࠆ⺞ᩏᆔຬળߩ⸳⟎ࠍ൘๔ߒߚࠅߔࠆ
ߎߣ߽ߢ߈ࠆޕ
․⺞ᩏ࠴ࡓߪᤓᐕ⸳⟎ߒߚߎߣ߇ࠆޕ

㧭 ᆔຬળ߆ࠄ⾰ᦠࠍߒߚࠅޔㅍᷣߺ࠹ࡊ߿㑐ㅪ⾗ᢱߩឭଏࠍ᳞ߚ
ࠅߔࠆ߶߆ޔ㑐ଥ⠪ߩࡅࠕࡦࠣࠍⴕߞߡࠆޕ
  ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߢߪޔ᩺ߦᔕߓߡኾ㐷ኅ߆ࠄߥࠆ․⺞ᩏ࠴ࡓࠍ

㧞 ㅍᬺ⠪ߦኻߒߡㅍౝኈߩ⌀ታᕈ߿ߩߘޔᚑㆊ⒟ߦ㑐ߔࠆ㗴߇ᜰ
៰ߐࠇߚߦ߅ߡޔㅍᬺ⠪߇⥄ਥ⊛ߦⴕߞߚ⺞ᩏߩౝኈ߿⺞ᩏ⚿ᨐ
ࠍౕ⊛ߦߤߩࠃ߁ߥᣇᴺߢᬌ⸽ߒߡࠆߩ߆

ߎࠇ߹ߢߩቯࠍޟડ↹ข᧚ޠ
✬ޟ㓸ߩߤߥޠ㗄⋡ߢᢛℂߒߩࠇߙࠇߘޔ
್ᢿߩᜰ㊎ߣߥࠆࠃ߁ㅍੱᮭᆔຬળ್ᢿၮḰߣߒߡౠሶߦ߹ߣߡࠆޕ

㧭 ㅍᴺߥࠄ߮ߦㅍ୶ℂၮᧄ✁㗔㧔㧺㧴㧷᳃ㅪ╷ቯ㧕ޔ㧺㧴㧷ߩ⇟⚵ၮ
Ḱޔ᳃ㅪㅍၮḰߥߤࠍ߽ߣߦޔ᩺ߏߣߦ್ᢿߒߡࠆޕ
ฦᆔຬળߩክ⼏╬ߩ⚻ㆊ߿⚿ᨐߩਛߦ್ޔᢿߩℂ↱߇ࠄ߆ߦߐࠇߡ߅ࠅޔ
㧝࿁ೀⴕߩޡ㧮㧼㧻ႎ๔ޕࠆߡߒߢࠫࡍࡓࡎޔ߿ޢ
㧟ᆔຬળߩ߁ߜㅍߣੱᮭ╬ᮭߦ㑐ߔࠆᆔຬળ㧔ㅍੱᮭᆔຬળ㧕ߪޔ

㧝 ክ⼏ޔክℂߪߎࠇࠄߦ߁⺞ᩏ㧔એਅޟክ⼏╬ޕ߁ߣޠ
㧕ࠍⴕ߁್ᢿၮ
Ḱ߮ክ⼏╬ߩ⚿ᨐߣߒߡ⸃ޔ൘๔ߪᗧ㧔એਅޟ൘๔╬ޕ߁ߣޠ
㧕ࠍ
ⴕ߁್ᢿၮḰࠍᢎ␜ߚߛ߈ߚޔߚ߹ޕᒰ್ᢿၮḰߪ㐿ߐࠇߡࠆߩ
߆ޔ㕖㐿ߩ႐วߪߘߩℂ↱ߪ߆ޕ

Τ ክ⼏ክℂ╬ߦߟߡ

ᐲߩᡷᄌࠃࠅ߽ࠍ⊛⋡┙⸳ޔචಽᨐߚߔࠃ߁ޟޔᆔຬળቯߩޠ႐
߳ߩᶐㅘⷞޔ⡬⠪ߩ⍮ᐲߩะࠍޔߩ⚵ߺߩߥ߆ߢ␠ޔળߦℂ
⸃ߐࠇᡰᜬߐࠇࠆขࠅ⚵ߺࠍ⛮⛯ᒝൻߔࠆߎߣ߇ᦨ߽ലᨐࠍߍࠆߣ⠨߃
ࠆޕ
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㧭 ᣇߩㅍዪ߇ㅍߒߚౝኈߦߟߡ߽ᆔຬળߢ᩺ߣߒߡขࠅߍޔ൘
๔߿⸃ࠍߒߡࠆ᧲ޕ੩ߩㅍዪߩ⇟⚵ߦߟߡᣇߦዬߒߡ

4

3

㧠 ޔᣇߢߪ BPO ߪߤߩ᭽ߦᯏ⢻ߒߡࠆߩ߆ޔߚ߹ޕᓟޔᣇߢߩ
BPO ߩข⚵ࠍߤߩ᭽ߦ⊒ዷߐߖߡⴕߊ੍ቯ߆ޕ

㧭 ߩ⥄↱ߩ⏕ߪ㧮㧼㧻ߩ㊀ⷐߥ⋡⊛ߩ߭ߣߟߢࠅޔฦᆔຬળߪ႐
ߩ⪜❗ࠍ߆ߥࠃ߁ޔᏱߦ㈩ᘦߒߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ

  ⍮₸ߩะߦะߌߡߪޔቯߩㅢ⍮ᓟߦ⸥⠪ળࠍⴕߞߚࠅޔ൘๔߿
⸃ߩౝኈࠍోᢥߦࠫࡍࡓࡎޔឝタߒߚࠅߒߡࠆޕ㧮㧼㧻ࡎࡓࡍ
ࠫߩ⋥ㄭ  ᐕ㑆㧔 ᐕ㧤ᐕ㨪 ᐕ㧣㧕ߩࡅ࠶࠻ᢙߪߩߘޔ೨  ᐕ
㑆ߦᲧߴ 㧑 ߪࡘࡆࠫࡍޔ㧑ࠇߙࠇߘޔჇ߃ߡࠆޕ
߹ߚ㧮㧼㧻ߩᵴേࠍ⍮ߔࠆ๔⍮ࠬࡐ࠶࠻ࠍߒޔ᭴ᚑຬߩㅍዪߦ
ㅍߒߡ߽ࠄߞߡࠆޕ๔⍮ࠬࡐ࠶࠻ߩ  ᐕᐲߩㅍ࿁ᢙߪ࠹ࡆ㧟ਁ 


㧭 㧮㧼㧻ߣߒߡ⍮₸ߩ⺞ᩏࠍⴕߞߚߎߣߪߥޕ

㧝 BPO ߩᵴേߩታലᕈࠍ㜞ࠆߦߪⷞޔ⡬⠪ߩ⍮₸߇ᄢ߈ߊ㑐ଥߔࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆ߇ޔ࿖᳃ߩ BPO ߩ⍮₸ߪߤߩ⒟ᐲ߆ޔߚ߹ޕ⍮₸ะࠍ࿑ࠆߚ
ߦขࠅ⚵ࠎߢࠆߎߣߪࠆ߆ޕ



Υ ᵴേౝኈ╬ߩ⍮ߦߟߡ

㧟 ൘๔╬ߪㅒߦޔ✬ᚑߩ႐ߦ⪜❗ലᨐࠍ߷ߒߡࠆߣߩᜰ៰ߦߟ
ߡߦ߁ࠃߩߤޔ⠨߃ࠆ߆ޕ

ࠆߣߣ߽ߦߥ⋥₸ޔᗧ឵ࠍⴕޔᱜ⏕ߥㅍߣㅍ୶ℂߩ㜞឴ߦነਈ
ߔࠆࠃ߁ദߡࠆޕ

㧭 ୶ℂ▤ℂߩ⹏ଔ╬ߪ୶ޔℂ▤ℂࠍࠆㅍዪ⥄り߇ⴕ߁߽ߩߢ
ࠅޔ㧮㧼㧻߇᩺ߩᬌ⸽ߣߪߦޔ೨ߦⴕ߁߽ߩߢߪߥߣ⠨߃ࠆޕ

ࠆ߆ߥߡߞⴕޕ႐วߩߘޔℂ↱ߪ߆ޕ

ቯߩㅢ⍮ߩ߶߆ߦ߽ޔᆔຬ߿⺞ᩏᓎ߇ฦㅍዪ߿࿅ߩ⎇ୃ╬
ߦะߚࠅޔฦㅍዪߦ߮߆ߌߡޟ⎇ⓥળޠ
ޟᣇᗧ឵ળࠍޠ
㐿ߚࠅߒߡࠆߥ߁ࠃߩߘޕ႐ߢߪޔᆔຬ߇್ᢿߩౝኈࠍߒߊ⺑ߔ

⸃╬ߢᜰ៰ߒߚㅍ୶ℂߩ㗴ὐߦߟߡߪޔᒰㅍዪ߇ᡷༀ╷ࠍ
ߚขࠅ⚵ߺ⁁ᴫࠍᆔຬળߦႎ๔ߔࠆߎߣߦߥߞߡࠆߩߎޕขࠅ⚵ߺ
ౝኈߪࡎࡓࡍࠫ╬ߢߒߡࠆޕ
ฦᆔຬળߩ⸃╬ߩౝኈ߇ޔㅍᬺ⠪߿ળ␠╬ߩ႐ߦචಽዯ
ߡࠆߣ߹ߢߪ⸒߃ߥ⁁ߢࠆߎߣߪℂ⸃ߒߡࠆޔߚߩߎޕ

㧭 㧮㧼㧻⊒⿷ᤨߦ㧺㧴㧷ߣ᳃ㅪ߇ࠊߒߚၮᧄวᗧᦠߦၮߠ߈ޔ㧮㧼㧻߇

ขࠍⴕߞߡ⏕ߒߚࠅ⚿ߩߘޔᨐߩࠍⴕ߁ߎߣߪࠆߩ߆ޕ

㧞 ൘๔╬ࠍⴕߞߚᓟ⸃ߩߘޔ൘๔ౝኈ߇ᬺ⠪㧔ᒰ⠪ߢࠆᬺ⠪
߮ߔߴߡߩㅍᬺ⠪ળ␠㧕ߩ✬ᚑߦචಽߦᤋߐࠇߡࠆߣ
⠨߃ࠆ߆ࠅ➅߽ߤߊޕߒ㊀ⷐߛߣᜰ៰ߐࠇߡࠆޟᗧߦޠኻߒ⌀ޔ
ߥౕ⊛ߥᡷༀ߇ㅍዪ߿ળ␠ߢߤ߁ታⴕߐࠇߚ߆ޔᆔຬળ߇ႎ๔ߩ⡬

࿁ࠝࠫޔ㧟ਁ  ࿁ߢࠆޕ
ߐࠄߦႎޡ㧮㧼㧻ႎ๔ ࠍޢ7000 ㇱᚑߒޔㅍዪޔ㑐ଥ⠪ߦ㈩ઃߒߡ
ࠆޕ



㧡 ክ⼏╬ߦ߅ߡޔㅍᬺ⠪ߩ୶ℂ▤ℂࠍ೨ߦ⹏ଔ࠴ࠚ࠶ࠢߒߡ

⇣ߥߞߡߥߣ⠨߃ߡࠆޕ

㧭 ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߪߩࠇߙࠇߘޔ᩺ߦೣߒߡ߽ᦨޔㆡߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆᣇᴺߢᬌ⸽ߒߡࠆޕክℂࠍㅴࠆߢߩၮᧄ⊛ߥᣇᴺߪ⿷⊒ޔᒰೋߣ

㧠 ⊒⿷ᒰೋߩㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩክℂߣߩหᆔຬળߢߩክℂߢߪޔᬌ
⸽ߩᣇᴺޔᬺ⠪ߦኻߔࠆኻᔕ߇ߤߩࠃ߁ߦ⇣ߥߞߡߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߆㧔⊒
⿷ᒰೋߩ᩺ߦහߒߡ⠨߃ߚ႐วޔᒰᤨߩหᆔຬળߩክℂߣߩክℂߣౕ
⊛ߦߤ߁⇣ߥࠆߩ߆㧕
ޕ

㧭 ߎࠇ߹ߢᆔຬળ߇ឭࠍ᳞ߚߎߣߪߥ߇ޔᆔຬ߇✬㓸೨ߩข᧚࠹ࡊ
ࠍᒰዪߢⷞ⡬ߒߚߎߣ߇৻ᐲࠆޕ

㧟 ㅍౝኈߩ⌀ታᕈ߇㗴ߦߥߞߚ႐วޔㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩክℂߦ߅
ߡ✬ޔ㓸೨ߩ↢࠹ࡊࠍឭߐߖߡࠆߩ߆ޕ
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5

ߡࠆ߶߆ޔઍߦࠆߣޔਛᔃߪ 30 ઍߢ 33㧑ࠍභࠆޕ
ⷞ⡬⠪ᗧᢙࠍᬺ⠪ߦ㐿␜ߔࠆߎߣߪ⠨߃ߡߥޕ

ઙޔ08 ᐕᐲ 15923 ઙޔ09 ᐕᐲ 24572 ઙߣߥߞߡ߅ࠅޔ09 ᐕᐲߪ೨ᐕࠃࠅ
⚂ 1 ਁઙߩᄢჇടߣߥߞߚޕ
ޟ㧮㧼㧻ߩޠᵴേ߇࠾ࡘࠬᣂ⡞⸥ߥߤ
ߢવ߃ࠄࠇࠆߎߣߦࠃࠅޔ⍮߇ᐢ߇ࠅߟߟࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޔߚ߹ޕ
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ᥉ߦࠃࠅࡔ࡞ᗧ߇ోߩ 70㧑ࠍභࠆߥߤᕆჇߒ

ߦಽ㘃ߒߚ߁߃ޔᲤߘߩᗧᢙߣਥߥᗧߩⷐࠍ߹ߣޔ
ޡ㧮㧼㧻ႎ๔ޔޢ
ࡎࡓࡍࠫߥߤߢ㐿ߒߡࠆޕ
ోߩะࠍࠆߣⷞޔ⡬⠪ᗧ✚ᢙߪޔ06 ᐕᐲ 11032 ઙޔ07 ᐕᐲ 16993


㧭 㧮㧼㧻ߦነߖࠄࠇࠆᗧߪޔᆔຬળክ⼏╬ߦ⾗ߔࠆ߇ోޔ⊛ะߪࠕޔ
ࠢࠬੱ⥸ో⚵⇟ޔᮭ㕍ዋᐕߥߤߩ⒳ޔᕈޔౝኈޔઍ╬

㧝 ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߩో⊛ะ㧔ᗧ✚ᢙ߮ౝኈ㧕ࠍߦ߁ࠃߩߤޔಽᨆ
ߒߡࠆ߆ޔߚ߹ޕᬺ⠪ߩⷞ⡬⠪ᗧᢙࠍ㐿␜ߔࠆߎߣߦߟߡ߁ߤޔ
⠨߃ࠆ߆ޕ

Φ ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߦߟߡ

㧭 7000 ㇱࠍශߒޔᆔຬળᬌ⸛ߩౝኈޔᗧ⸃╬ߩቯߥࠄ߮ߦ㧮㧼㧻
ߦዯߚਥߥⷞ⡬⠪ᗧࠍ᭴ᚑຬߩోㅍዪ㧔203 ␠㧕ߣߘߩ⇟⚵ክ⼏ળ
ߦㅍઃߒ߇ࠬࠤߥ߁ࠃߩߤޔ㗴ߦߥࠆ߆ⷞޔ⡬⠪ߩᗧߩะߥߤࠍ
⥄ዪߩෳ⠨ߦߒߡ߽ࠄߞߡࠆޕᏗᦸ߇ࠇ߫⎇ⓥ⠪╬ߦ߽ㅍઃߒߡࠆޕ

㧡 Ფೀⴕߐࠇߡࠆޟ㧮㧼㧻ႎ๔ߪ⊛⋡ߩޠ߆ߪ⊛⋡ߩߘޔߚ߹ޕචಽ
ᨐߚߐࠇߡࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޕ




ࠆੱ߆ࠄ↳ߒ┙ߡ߇ߞߚ߽᩺ࠆޕ
߹ߚޔᆔຬ߿⺞ᩏᓎ߇ᣇߦ߈ޔർᶏ߿᧲ർ᧲ޔᶏߣߞߚࡉࡠ࠶ࠢ
ౝߩరㅍዪߣᗧ឵ળ߿ീᒝળࠍ㐿ߒߡࠆޕరࡑࠬࠦࡒߩข
᧚ߦ߽ᔕߓߡޔၞߢߩ㧮㧼㧻ߩℂ⸃ߩଦㅴߦߟߥߍߡࠆޕ
 ᐕᐲ߆ࠄߪޔ㧮㧼㧻ߩ⚻⾌⽶ᜂߦࠃࠅޔㅍዪߩ᳞ߦᔕߓߡ⺞ᩏᓎࠍ
⎇ୃ╬ߩ⻠Ꮷߣߒߡᵷ㆜ߔࠆᣉ╷߽ㅴߡ߅ࠅߩߎޔᣉ╷ߩᵴ↪ࠍᣇ
ㅍዪߦ߮߆ߌߡࠆޕ

6

⼂⠪ߩਛ߆ࠄㆬછߔࠆߎߣߦߥߞߡࠆ⼏⹏ޕຬߩㆬછߪℂળ߇ⴕ߁
߇ޔᆔຬળᆔຬߩㆬછߦߪℂળߪ㑐ਈߒߡߥޕℂળߩℂ㧔 ฬ㧕
ߪޔ㧺㧴㧷ޔ᳃ㅪ߇㧟ฬߕߟㆬછߔࠆ㧢ฬߩ߶߆ޔ㧠ฬ㧔ℂ㐳ࠍ㧕
ࠍᄖㇱ⼂⠪ߩਛ߆ࠄㆬછߒߡࠆޕ


㧭 㧮㧼㧻ߩ╙ਃ⠪ᕈࠍ⏕ߔࠆߚޔᵴേߩਛᨔߢࠆ㧟ᆔຬળߩᆔຬߪޔ
⼂⠪㧔ㅍᬺ⠪ߩᓎ⡯ຬએᄖ㧕ߢ᭴ᚑߔࠆ⹏⼏ຬળ߇ޔหߓߊᄖㇱߩ

㧝 㧮㧼㧻ߩㅍᬺ⠪߆ࠄߩ┙⁛ޟᕈਛ┙ᕈߥ߁ࠃߩߤޔߡߟߦޠ㈩ᘦ
߿ኻ╷ࠍⴕߞߡࠆ߆ⷞޕ⡬⠪ߩℂ⸃⚊ᓧ߇චಽᓧࠄࠇߡࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޕ
ਇචಽߥ႐วޔේ࿃ߣᦝߥࠆኻ╷ߦߟߡߤ߁⠨߃ࠆ߆ޕ

Χ ߘߩઁ

ࠇࠆߎߣߩᗧ⟵ߪᄢ߈ޕ
߹ߚㅍዪฬ⚵⇟ޔฬߩಽ߆ࠆᗧߪޔේೣߔߴߡߩᗧࠍㅳߏߣߦᒰ
ㅍዪߦㅍߞߡࠆ߶߆ߩߘޔㅳߩઍ⊛ᗧࠍోㅍዪߦㅍߞߡࠆޕ
ߎ߁ߒߚᗧࠍޔ㧮㧼㧻ߦነߖࠄࠇࠆⷞ⡬⠪ᗧߪߩߘޔᄙߊ߇ᒰ
ㅍዪߦ߽ነߖࠄࠇߡ߅ࠅⷞޔ⡬⠪ᗧ߳ߩᔕኻޔಽᨆߊߠߣ߽ߦࠇߘޔ
ᡷༀޔߪޔᒰㅍዪ߇ⴕ߁߽ߩߣ⠨߃ߡࠆޕ

ᬌ⸽ᆔຬળߢߪⷞޔ⡬⠪ᗧߪߩ࠲࠾ࡕ⚵⇟ޔઍⴕ⊛ᓎഀࠍᨐߚߒߡ
ࠆߣ⸒߃᧲ߦ․ޔ੩ߢߪⷞ⡬ߢ߈ߥޔᣇߩ⇟⚵ߦ㑐ߔࠆᗧ߇ነߖࠄ

ଥᆔຬળߦႎ๔ߒߡࠆߩߎޕႎ๔ࠍฃߌߡޔᆔຬળߪ᩺ߩขࠅᛒߩ
ᬌ⸛ࠍ㐿ᆎߔࠆޕ

ᢙචઙዯߊⷞ⡬⠪ߩᗧߪੱޔ⚵⇟ޔᮭ╬ౝኈߦⷐࠍ߹ߣߡޔᆔຬ
ળ⺞ᩏᓎ߇ᏨߒߡᲤᣣ㐿߆ࠇࠆോዪߩળ⼏ߦႎ๔ߐࠇࠆޕᬌ⸛ߩ⚿ᨐޔ
ᔅⷐߦᔕߓߡޔᒰㅍዪ╬ߦวࠊߖߡౝኈࠍలߒ⺞ޔᩏᓎ߆ࠄ㑐


㧭 ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߪޔฦᆔຬળߩክ⼏╬ߩᄾᯏߣߒߡ㊀ⷞߒߡࠆޕᣣޘ

㧮㧼㧻ߩ┙႐⢻ജ߆ࠄߺߡน⢻߆ޕ

㧞 ㅍߩᄙ᭽ᕈ⌀ታᕈ╬ߦ㑐ߔࠆᗧⷐᦸ╬ޔᲤᄙߊነߖࠄࠇߡ
ࠆⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧࠍޔㅍᬺ⠪ᬺ⠪ߩㅍ߮㧮㧼㧻ߩᵴേ
ߩᡷༀߦౕ⊛ߦߤߩࠃ߁ߦᵴ߆ߒߡࠆ߆ޔߚ߹ޔචಽߦ↢߆ߔߎ
ߣ߇ߢ߈ߡࠆߩ߆⹏ޔଔࠍુߚޕᵴ߆ߐࠇߡߥߣߔࠇ߫ߩߤޔ
ࠃ߁ߥข⚵߇ࠅᓧࠆ߆ޔ߫߃ޕᗧߩಽᨆ⚿ᨐࠍ㑐ㅪߔࠆᬺ⠪ߦ
વ߃ޔᒰᬺ⠪߆ࠄߩᗧޔ⺰ߪᡷༀὐࠍߔࠆߎߣߪޔߩ
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ࠅⷞޔ⡬⠪ߩ⦟⼂ࠆᑪ⸳⊛ߥᗧߦᔕ߃ߡߊߎߣ߽ߎࠇ߆ࠄ㊀ⷐߣ⠨߃
ࠆ߇ޕ߆߁ߤޔ

ࠆߩߎޕ᳃ਥ⊛ߥ⚵❱߇ᚑഞߔࠆ߆ุ߆ߪߦ৻ޔㅍᬺ⠪ߩ⥄ⷡߣ
ᮭജߩ⻞ᛥߣߦ߆߆ߞߡࠆߣ⸒ߞߡ߽ㆊ⸒ߢߪߥߣޠᗧࠍߒߡ

7

㧭 ࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪߪ㊀ⷐߢࠅߥ߹ߑ߹ߐޔขࠅ⚵ߺ߇ㅍዪߢⴕࠊ
ࠇߡࠆ߇ޔ㧮㧼㧻ᧄ᧪ߩ⋡⊛ᓎഀߢߪߥߣ⠨߃ߡࠆޕ

㧠 ࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪࠍ㜞ߡߊߎߣ߽ᓟ BPO ߩ㊀ⷐߥᓎഀߦߥߞߡ
ߊߣ⠨߃ࠆ߇ౕޔ⊛ߥឭ᩺╬ࠇ߫ᢎ␜ߚߛ߈ߚޕ

㧭 ৻⟵⊛ߦߪߘࠇߙࠇߩㅍᬺ⠪߇್ᢿߔࠆߎߣߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
ᆔຬળߢขࠅߍࠆ߆ߤ߁߆ߪޔ᩺ߩౝኈߦࠃߞߡฦᆔຬળ߇್ᢿߒߡ
ࠆޕ

߹ߚᅷᒰߣ⠨߃ࠆ߆ޕ
㧔ߩޘㅍᬺ⠪ߩ್ᢿߦᆔߨࠆߴ߈ߛߣ⠨߃ࠆ߆ޕ㧕

㧟 ㅍᴺ߇ឝߍࠆᐔේೣߦ㑐ߒߡޔᐭߦࠃࠆⴕᜰዉ߇ⴕࠊࠇࠆߎߣࠍ
ㆱߌࠆߚߦޔ㧮㧼㧻߇ㅍ⇇ߩ⥄ਥ⊛ข⚵ߣߒߡ್ᢿߔࠆߎߣߪน⢻߆ޔ

ㅍᴺᡷᱜߩክ⼏ߢޔෳ⠨ੱߣߒߡᏨߒߚ㧮㧼㧻ℂ㐳߿ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔ
ຬળᆔຬ㐳߽หߓ⿰ᣦߩ⊒⸒ࠍߒߡࠆޕ

8

㧣 ᒰࡈࠜࡓߩ㧮㧼㧻ࠍߋࠆ⼏⺰ࠍߏⷩߦߥߞߡߩᗧ⺰߿ᓟߩ
⼏⺰ߦኻߔࠆⷐᦸ╬߇ࠇ߫ߦ↱⥄ޔߒߡߚߛ߈ߚޕ

㧭 ߕࠇ߽㊀ⷐߥ㗴ߢࠆ߇ޔ㧮㧼㧻ߩ⋡⊛߆ࠄߺߡ㧮㧼㧻ߩᵴേߣߔࠆ
ߎߣߪߘߋࠊߥߣ⠨߃ࠆޕ

㊂╬߳ߩᛕ್ⷐᦸߦኻߔࠆᣇ╷ᬌ⸛ߩߣ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ㑐ㅪߩ㗴ߦߟ
ߡߩኻ╷╬ߩ⁁ޔ㧟ᆔຬળߢߪขࠅᛒࠊߥ࠹ࡑߦߟߡޔㅍᬺ
⠪߆ࠄࠃࠅ⁛┙ߒߚⷞޟ⡬⠪ࠨࠗ࠼ߢ✢⋡ߩޠᬌ⸛ࠍⴕ߁ᣂߚߥᆔຬળࠍ

ㅢߓߡᏒ᳃ߩ⍮ࠆᮭߦᄺߔࠆߦᒰߚࠅޔ࿖ኅᯏ㑐ߘߩઁߩᮭജߦࠃ
ࠆᡰ㈩ࠍฃߌࠆߎߣߩߥࠃ߁ޔㅍ߳ߩ⧰ᖱߦ⊛⏕ߦኻᔕߒ್ߩߘޔᢿ
ࠍ⁛┙ߒߚ╙ਃ⠪ᆔຬળߦᆔߨࠆߚޔㅍ⇇߇⥄ਥ⊛ߦ⸳┙ߒߚᯏ㑐ߢ

ࠆޕ
  ߹ߚᐔᚑ 19 ᐕ 12 ߩⴐ⼏㒮✚ോᆔຬળߥࠄ߮ߦෳ⼏㒮✚ോᆔຬળߢߩ

㧢 ᣇዪ╬ߢߐࠇߚᄙ᭽ߢఝࠇߚㅍ⇟⚵ߦઁߩၞ߆ࠄ߽⥄↱ߦ㧔
ᢱߢߥߊ㧕ࠕࠢࠬߢ߈ࠆߚߩᣇ╷ᬌ⸛߿ޔ㧯㧹ߩౝኈ࠲ࠗࡒࡦࠣ㖸

ࠆޕ

㧭 ㅍߩ⥄ਥ⥄ᓞߩේೣߩਅޔ㧮㧼㧻ߪ㧺㧴㧷ߣ᳃ㅪߥࠄ߮ߦߘߩട⋖␠
ࠍ᭴ᚑຬߣߔࠆ⚵❱ߣߒߡޔ᭴ᚑຬߩㅍޔ㧮㧿ㅍࠍኻ⽎ߦߒߡ

㧡 ޔᵴേߩኻ⽎ᄖߣߥߞߡࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔㅍ
ߥߤߩขᛒߦ㑐ߒߡߩߤޔ᭽ߦ⠨߃ࠆ߆ޕ

㧭 ᐔᚑ 16 ᐕ㧔04 ᐕ㧕11  11 ᣣޔ㧮㧼㧻ߪ 3 ᆔຬળߩᆔຬ㐳ฬߢࡆ࠹ޟ
ዪߦኻߔࠆ✚ോ⋭ߩⴕᜰዉߦ㑐ߔࠆჿޔߒ⊒ࠍޠ
ޟ㧮㧼㧻ߪޔㅍࠍ

㧞 ✚ോ⋭ߩⴕᜰዉࠍߤ߁⠨߃ࠆ߆ޕ

߹ߚᆔຬળࠍߔࠆ⺞ᩏᓎߩ߁ߜߢޔ㕖Ᏹൕߩᴺᓞኾ㐷⺞ᩏᓎ ᑯ⼔჻
ߩᆔབྷ߿ߦࠃࠆ⺞ᩏᓎߩណ↪߽ⴕߞߡࠆޕ
  ฦᆔຬળߩߎࠇ߹ߢߩᵴേߌࠊࠅߣޔቯߦߟߡߩⷞ⡬⠪╬ߩᗧ߆ࠄ
್ᢿߔࠆߣޔ㧮㧼㧻ߩ⁛┙ᕈਛ┙ᕈߪචಽℂ⸃ߐࠇߡࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ
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㧮㧼㧻߳ߩ⾰㗄⋡ߦߟߡ

Ḱ߮ክ⼏╬ߩ⚿ᨐߣߒߡ⸃ޔ൘๔ߪᗧ㧔એਅޟ൘๔╬ޕ߁ߣޠ
㧕ࠍ
ⴕ߁್ᢿၮḰࠍᢎ␜ߚߛ߈ߚޔߚ߹ޕᒰ್ᢿၮḰߪ㐿ߐࠇߡࠆߩ
߆ޔ㕖㐿ߩ႐วߪߘߩℂ↱ߪ߆ޕ
 ㅍᬺ⠪ߦኻߒߡㅍౝኈߩ⌀ታᕈ߿ߩߘޔᚑㆊ⒟ߦ㑐ߔࠆ㗴߇ᜰ
៰ߐࠇߚߦ߅ߡޔㅍᬺ⠪߇⥄ਥ⊛ߦⴕߞߚ⺞ᩏߩౝኈ߿⺞ᩏ⚿
ᨐࠍౕ⊛ߦߤߩࠃ߁ߥᣇᴺߢᬌ⸽ߒߡࠆߩ߆
 ㅍౝኈߩ⌀ታᕈ߇㗴ߦߥߞߚ႐วޔㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩክℂߦ߅
ߡ✬ޔ㓸೨ߩ↢࠹ࡊࠍឭߐߖߡࠆߩ߆ޕ
 ⊒⿷ᒰೋߩㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩክℂߣߩหᆔຬળߢߩክℂߢߪޔᬌ
⸽ߩᣇᴺޔᬺ⠪ߦኻߔࠆኻᔕ߇ߤߩࠃ߁ߦ⇣ߥߞߡߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߆㧔⊒
⿷ᒰೋߩ᩺ߦහߒߡ⠨߃ߚ႐วޔᒰᤨߩหᆔຬળߩክℂߣߩክℂߣౕ
⊛ߦߤ߁⇣ߥࠆߩ߆㧕
ޕ
 ክ⼏╬ߦ߅ߡޔㅍᬺ⠪ߩ୶ℂ▤ℂࠍ೨ߦ⹏ଔ࠴ࠚ࠶ࠢߒߡ
ࠆ߆ߥߡߞⴕޕ႐วߩߘޔℂ↱ߪ߆ޕ

㧟 ᵴേౝኈ╬ߩ⍮ߦߟߡ
 BPO ߩᵴേߩታലᕈࠍ㜞ࠆߦߪⷞޔ⡬⠪ߩ⍮₸߇ᄢ߈ߊ㑐ଥߔࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆ߇ޔ࿖᳃ߩ BPO ߩ⍮₸ߪߤߩ⒟ᐲ߆ޔߚ߹ޕ⍮₸ะࠍ࿑ࠆߚ
ߦขࠅ⚵ࠎߢࠆߎߣߪࠆ߆ޕ

㧞 ክ⼏ክℂ╬ߦߟߡ
 ክ⼏ޔክℂߪߎࠇࠄߦ߁⺞ᩏ㧔એਅޟክ⼏╬ޕ߁ߣޠ㧕ࠍⴕ߁್ᢿၮ

㧝 㧮㧼㧻ߩᓎഀߦߟߡ
 㧮㧼㧻ߩᓎഀߦ㑐ߒߡޔԘㅍᬺ⠪ߣⷞ⡬⠪ߩ㑆ߩ┙ߜ⟎ߪߤߩㄝࠅ
ߦࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޔߚ߹ޕԙ✬㓸ߩ႐ߣߩ〒㔌ᗵߦߟߡߤߩࠃ߁
ߦᗵߓߡࠆ߆ޕ㧮㧼㧻ߩ㧟ᆔຬળߘࠇߙࠇߦߟߡ㆑ߪࠆ߆ޕ
 㧮㧼㧻ߪߩ᧪ᧄޔᓎഀ⋡⊛ࠍߤߩ⒟ᐲ⊒ើߢ߈ߡࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޔߚ߹ޕ
⊒ើߢ߈ߡߥㇱಽ߇ࠆߣߔࠇ߫ޔ
㧔㧮㧼㧻⥄りޔㅍᬺ⠪ޔᬺ
⠪ⷞޔ⡬⠪╬ߦ㧕ߘߩේ࿃ߣኻ╷ߦߟߡߤ߁⠨߃ࠆ߆㧔㧮㧼㧻ߩ⚵ߺ
ᐲࠍᡷᄌߔࠆᔅⷐߪࠆ߆ⴕޔߩࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊ┙ᴺភ⟎߇ᔅⷐ߆ޔ
႐ߩ✬ᚑࠬ࠲࠶ࡈߦᦸߎߣ␠ޔળో⥸ߩⅣႺߠߊࠅ╬㧕
ޕ



㧔ෳ⠨㧕㧮㧼㧻ߦㅍઃߒߚ⾰㗄⋡


ߥߤߩขᛒߦ㑐ߒߡߩߤޔ᭽ߦ⠨߃ࠆ߆ޕ

㧡 ߘߩઁ
 㧮㧼㧻ߩㅍᬺ⠪߆ࠄߩ┙⁛ޟᕈਛ┙ᕈߥ߁ࠃߩߤޔߡߟߦޠ㈩ᘦ
߿ኻ╷ࠍⴕߞߡࠆ߆ⷞޕ⡬⠪ߩℂ⸃⚊ᓧ߇චಽᓧࠄࠇߡࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޕ
ਇචಽߥ႐วޔේ࿃ߣᦝߥࠆኻ╷ߦߟߡߤ߁⠨߃ࠆ߆ޕ
 ✚ോ⋭ߩⴕᜰዉࠍߤ߁⠨߃ࠆ߆ޕ
 ㅍᴺ߇ឝߍࠆᐔේೣߦ㑐ߒߡޔᐭߦࠃࠆⴕᜰዉ߇ⴕࠊࠇࠆߎߣࠍ
ㆱߌࠆߚߦޔ㧮㧼㧻߇ㅍ⇇ߩ⥄ਥ⊛ข⚵ߣߒߡ್ᢿߔࠆߎߣߪน⢻߆ޔ
߹ߚᅷᒰߣ⠨߃ࠆ߆ޕ
㧔ߩޘㅍᬺ⠪ߩ್ᢿߦᆔߨࠆߴ߈ߛߣ⠨߃ࠆ߆ޕ㧕
 ࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪࠍ㜞ߡߊߎߣ߽ᓟ BPO ߩ㊀ⷐߥᓎഀߦߥߞߡ
ߊߣ⠨߃ࠆ߇ౕޔ⊛ߥឭ᩺╬ࠇ߫ᢎ␜ߚߛ߈ߚޕ
 ޔᵴേߩኻ⽎ᄖߣߥߞߡࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔㅍ

ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧࠍޔㅍᬺ⠪ᬺ⠪ߩㅍ߮㧮㧼㧻ߩᵴേߩᡷ
ༀߦౕ⊛ߦߤߩࠃ߁ߦᵴ߆ߒߡࠆ߆ޔߚ߹ޔචಽߦ↢߆ߔߎߣ߇ߢ
߈ߡࠆߩ߆⹏ޔଔࠍુߚޕᵴ߆ߐࠇߡߥߣߔࠇ߫ߥ߁ࠃߩߤޔข
⚵߇ࠅᓧࠆ߆ޔ߫߃ޕᗧߩಽᨆ⚿ᨐࠍ㑐ㅪߔࠆᬺ⠪ߦવ߃ޔᒰ
ᬺ⠪߆ࠄߩᗧޔ⺰ߪᡷༀὐࠍߔࠆߎߣߪޔߩ㧮㧼㧻ߩ┙႐
⢻ജ߆ࠄߺߡน⢻߆ޕ

⠨߃ࠆ߆ޕ
 ㅍߩᄙ᭽ᕈ⌀ታᕈ╬ߦ㑐ߔࠆᗧⷐᦸ╬ޔᲤᄙߊነߖࠄࠇߡࠆ

㧠 ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߦߟߡ
 ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߩో⊛ะ㧔ᗧ✚ᢙ߮ౝኈ㧕ࠍߦ߁ࠃߩߤޔಽᨆ
ߒߡࠆ߆ޔߚ߹ޕᬺ⠪ߩⷞ⡬⠪ᗧᢙࠍ㐿␜ߔࠆߎߣߦߟߡ߁ߤޔ

 ൘๔╬ࠍⴕߞߚᓟ⸃ߩߘޔ൘๔ౝኈ߇ᬺ⠪㧔ᒰ⠪ߢࠆᬺ⠪
߮ߔߴߡߩㅍᬺ⠪ળ␠㧕ߩ✬ᚑߦචಽߦᤋߐࠇߡࠆߣ
⠨߃ࠆ߆ࠅ➅߽ߤߊޕߒ㊀ⷐߛߣᜰ៰ߐࠇߡࠆޟᗧߦޠኻߒ⌀ޔ
ߥౕ⊛ߥᡷༀ߇ㅍዪ߿ળ␠ߢߤ߁ታⴕߐࠇߚ߆ޔᆔຬળ߇ႎ๔ߩ⡬
ขࠍⴕߞߡ⏕ߒߚࠅ⚿ߩߘޔᨐߩࠍⴕ߁ߎߣߪࠆߩ߆ޕ
 ൘๔╬ߪㅒߦޔ✬ᚑߩ႐ߦ⪜❗ലᨐࠍ߷ߒߡࠆߣߩᜰ៰ߦߟ
ߡߦ߁ࠃߩߤޔ⠨߃ࠆ߆ޕ
 ޔᣇߢߪ BPO ߪߤߩ᭽ߦᯏ⢻ߒߡࠆߩ߆ޔߚ߹ޕᓟޔᣇߢߩ
BPO ߩข⚵ࠍߤߩ᭽ߦ⊒ዷߐߖߡⴕߊ੍ቯ߆ޕ
 Ფೀⴕߐࠇߡࠆޟ㧮㧼㧻ႎ๔ߪ⊛⋡ߩޠ߆ߪ⊛⋡ߩߘޔߚ߹ޕචಽ
ᨐߚߐࠇߡࠆߣ⠨߃ࠆ߆ޕ
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ߖࠎޕਥⷐㅍዪ߇⥄ࠄߩᕈߣ␠ળ⊛ᓇ㗀ࠍ㐓ߺࠆᯏ᭴ࠍᜬߜߙࠇߘޔ

 㧮㧼㧻ߦߟߡ⑳ࠍ↳ߒߍࠇ߫ޔ㧺㧴㧷ߣ᳃ㅪޔ᳃ㅪട⋖ળຬฦ
␠ߩㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴ߢࠆ㧮㧼㧻ߩሽߦߪ߹ࠅ⼏⇣ߊోߪ⑳ޔ

ㅍࡔ࠺ࠖࠕ㑐ଥ⠪ޔㅢାࡔ࠺ࠖࠕߩ㑐ଥ⠪ߦ߽ኻᔕߒߡߊߎߣ߇ߎࠇ߆ࠄ
ߪ㊀ⷐߢߒࠂ߁ޕ

㗴ࠍߔߴߡ㧮㧼㧻ߦᆔߨࠆߣ߁ㅍታᘒߢߪࠅ߹ߖࠎߒᤨ߁߁ߘޔઍߢ
߽ࠅ߹ߖࠎޔߪࡓࠜࡈߩߎޕㅍዪⷞޔ⡬⠪ߦട߃ޔᄖㇱ⠪ߩઁޔ

ࠕࡦࠣࠍⴕ߁ߴ߈ߢߔޕ

߇ᔅⷐߢߔޕ
  ߒ߆ߒࠅ➅ޔߐࠇࠆਇࠍࠆߣޔ㧝ዪߩ㗴߇ઁዪߢㅢߩ㗴ߣ

ࠇߚ⺞ᩏߣ್ᢿࠍឭ␜ߒߡ߹ߔ⺞ߩߎޕᩏ್ޔᢿߪޔ᧪↢ߓࠆ߆߽ߒࠇߥ
ታߩㅧ৻ޔᣇ⊛⸃㉼ޔਇᒰߥⷐ⺧ߦࠃࠆႎޔή⍮ߥࠆ߇ߩ㑆㆑ႎ
ޔシ₸ߐ߆ࠄ↢߹ࠇࠆ⺋ႎޔਇᒰߥข᧚ᣇᴺߥߤࠍ㒐ߋߚߦߪޔᔅⷐ
ߥߎߣߢߔޕ㧮㧼㧻ߪߎࠇ߹ߢߩᵴേߢ⚦ߥᢙᄙߊߩ⺞ᩏࠍႎ๔ߒߡ߹ߔޕ
ߒ߆ߒߪࠇߘޔᒰὼޔㅍ⇇ߢ߅߈ߚ㗴ߔߴߡߦߟߡߩ⺞ᩏ⸃ޔߢߪ
ࠅ߹ߖࠎޕㅍ⇇ߦߪޔ࿖᳃߆ࠄߪࠆޔㅍ㑐ଥ⠪߆ࠄޔฦ⒳ߩ㗴ឭ⼏
߇ߥߐࠇߡ߹ߔޕ㧮㧼㧻ߪߘߩ৻ㇱߦኻᔕࠍߒߡࠆߛߌߢߔޕㅍ⇇ߩ

ߔߴߡߩ⌀ታޔᱜ⺰ߢߪߥߣ߁ߎߣߢߔߩߢ߹ࠇߎߪࠇߎޕ㧮㧼㧻ߩ್ᢿ
ߩଔ୯ࠍᡰᜬߒߡߥߣ߁ߎߣߢߪࠅ߹ߖࠎޕ㧮㧼㧻ߪߎࠇ߹ߢ߽ޔఝ

㧔ෳ⠨㧕ᗧ╬ ̪࿁╵ࠍ᳞ࠆ߽ߩߢߪߥޕ

 㧮㧼㧻ߪ⇟⚵ࠍ⋙ⷞߒߚࠅⷙߒߚࠅߔࠆᯏ㑐ߢߪࠅ߹ߖࠎޕ㧮㧼㧻⸳
┙ߩᱧผࠍᝄࠅߞߡ߽ߩޘᤨߩߘޔᴦⴕޔߩࡔ࠺ࠖࠕⷙߩേ߈ߦኻ
᛫ߒߡޔᬺ⇇ߩ⥄ਥ⥄ᓞࠍᒝൻߒߘࠇࠍኻᄖ⊛ߦࠕࡇ࡞ߔࠆߎߣߢᄖㇱߩ
ޔᮭജߩᐓᷤࠍឃߘ߁ߣߒߡ߈ߚ߽ߩߢߔޔߡߞࠃޕᒰࡈࠜࡓ߽ޔ
㧮㧼㧻ߩⷙⷞ⋙ޟᯏ⢻ࠍޠ㜞ࠆߚߩ⋥ᚥ⊛⼏⺰ߩᷓൻࠍⴕ߁ߎߣߪ
ㆱߌࠆߴ߈ߛߣᕁ߹ߔޕᒰࡈࠜࡓ߇ޔ
ޟ㧮㧼㧻ߪ㧔ㅍᬺ⠪ߦࠃࠆႎ
ߩ⥄↱ࠍࠆ㧔ᮭജߦࠃࠆࠍ㒐ߋ㧛ᔅⷐߣߐߖߥ㧕ߚߩ㧕
⥄ਥ⊛ⷙᯏ㑐ߣߒߡචಽߦᯏ⢻ߒߡࠆ߆ߣߎ߁ⴕࠍࠢ࠶ࠚ࠴ߚߞߣޠ
⥄⋧ޔᒰ⒟ᐲߩജߣฃߌᱛࠄࠇࠆෂ㒾ᕈ߇ࠅ⾰ޔߦߪචಽߥᵈᗧ

ߒߡ⼂ߐࠇߡߥޔ㧝ዪߩਛߢ߽ޔ㗴ᗧ⼂߇ᧃ┵߹ߢᶐㅘߒߡߥ
ߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߔⷞ⥸৻ޕ⡬⠪ߩ㧮㧼㧻ߦኻߔࠆᛕ್ᗧ߽ᄙߣ⡞߈߹ߔޕ
ߘߩߎߣ߇⚿ޔዪޔౣ߮ᮭജߩⷙࠍߊߎߣߦߥࠆࠊߌߢߔޕᒰࡈ
ࠜࡓߣߒߡߪߕ߹ޔ㧮㧼㧻⥄り߇ࠍ⼂⁁ߥ߁ࠃߩߤޔᜬߞߡࠆ߆
ߩ⺑ࠍߚߛߡߘࠇࠍߒޔߦࠄߐޔᒰೋߩ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆߚߦߪ
߇ᔅⷐ߆ߦߎߤޔࠍߒߡ߽ࠄߚ߆ޔ㧮㧼㧻ߩ⸃ࠍ⡞ߊߎߣ߇╙৻
ߣ⠨߃߹ߔߩߘޕߢޔᔅⷐߣࠇ߫ޔ㧮㧼㧻એᄖߩㅍᬺ⠪ࠄ߆ࠄߩࡅ

ࠇߩ⸒⺰ߣߩ⥄↱ࠍ⏕ߒⷞޔ⡬⠪ߩၮᧄ⊛ੱᮭࠍᠩ⼔ߔࠆߚ⥄ޔਥ
⊛ߦ⁛┙ߒߚ╙ਃ⠪ߩ┙႐߆ࠄኻᔕߔࠆߎߣߪᒰὼߩⴕὑߢߔޕㅍߦ߅ߌ
ࠆㅍዪฦ⥄ߩ⥄ᓞߩᗧ⼂߇ࠇߘޔሽߔࠆߎߣߪᒰὼߩߎߣߢߔޔߒ߆ߒޕ
⥄ᓞߣ߁߽ߩߪߩ❱⚵ޔ೨ߦޔవߕੱ৻ੱ৻ੱߦࠆߴ߈߽ߩߢޔᔅߕ
ߒ߽⚵❱ߛߌߦଐሽߔࠆ߽ߩߢߪࠅ߹ߖࠎޕㅍߩ⌀ታߩ⥄↱ߩ
㗴ߪޔవߕੱߦ⥄┙ߒߚ⽿છߣߒߡࠅ߹ߔߩߤޕታࠍߤ߁વ߃ࠆߩ߆ޔ
ߘࠇࠍㆬᛯߒޔߒ✬ޔ㓸ߒޔㅍߔࠆੱߩࠇߙࠇߘޔੱߩ⽿છ߇ᦨೋ
ߦ㊀ⷐߦߥࠅ߹ߔࠍࠇߘޕ㜞⼂ࠍ߽ߞߡવ߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠅࠄޔ
ࠁࠆㅍㅢାߩ⥄↱ߥࠆߪߩߘޔੱߩ⼂߆ࠄߪߓ߹ࠅ߹ߔޕੱ
ߩᰴߦ⚵❱ߩ㗴ߦߥࠅ߹ߔޕㅍߐࠇߚౝኈߩ೨ߦߩ⼂ޔ㜞ੱ߇ㅍ
ࠍⴕߞߡࠆ߆߇❱⚵ࠍੱ߁߁ߘޔ⢒ߡߡࠆ߆ߩߘޔ߆ࠆߡߒ↪ޔ
ੱࠍᧄᒰߦା㗬ߒߡࠆ߆ߦੱߩߘޔᱜᒰߥኻᔕࠍߒߡࠆ߆❱⚵߇ࠇߘޔ
ߩ⺖㗴ߢߔ⌀ޕታࠍࠆ೨ឭߩ᭴ㅧ߇⚵❱ߦ᧪ߡࠆ߆ߤ߁߆ߣ⸒߁ߎߣ
ߢߔ⌀ޕታࠍવ߃ࠃ߁ߣߔࠆ⼂߇ޔ࿖᳃ߩᮭࠍࠆߢࠍ↱⥄ߩޔ
ࠆߢ৻⇟㊀ⷐߥߎߣߢߔޕ㧮㧼㧻ߩ㗴ߩ೨ߦޔੱߩ⽿છޔㅍዪߩ
⽿છ߇ࠊࠇࠆߴ߈ߢߔޕ㧮㧼㧻߇ߤߩࠃ߁ߦኻᔕߒࠃ߁ߣޔੱߩᗧ⼂ޔ
ੱߦኻߔࠆ⚵❱ߩᗧ⼂᭴ㅧ߇㑆㆑ߞߡࠇ߫ޔኻᔕߩᗧ߇ࠅ߹ߖࠎޕ
㧮㧼㧻߇ሽߒޔᯏ⢻ߒߡ߽ߩߘޔᗧߪනߥࠆ⿏⟋ߩߚߩ߽ߩߦߥߞߡ
ߒ߹߹ߔޕ
 ㅍ⇇߇⥄ਥ⊛ߦߩ⥄↱ޔ࿖᳃ߩᮭࠍࠆછᗧ࿅ࠍᜬߟߎߣߪ⾥ޔ
ᚑߢߔޕ㑆㆑ߞߡߪߥࠄߥߩߪߩߡߴߔ߇ࠇߘޔㅍޔޔᮭߦߟߡ
ߩ್ᢿࠍߔࠆ߽ߩߢߪߥߣ߁ߎߣߢߔޕ㧮㧼㧻ߩ್ᢿ߇ᔅߕߒ߽ㅍ⇇

 ᣇዪ╬ߢߐࠇߚᄙ᭽ߢఝࠇߚㅍ⇟⚵ߦઁߩၞ߆ࠄ߽⥄↱ߦ㧔
ᢱߢߥߊ㧕ࠕࠢࠬߢ߈ࠆߚߩᣇ╷ᬌ⸛߿ޔ㧯㧹ߩౝኈ࠲ࠗࡒࡦࠣ㖸
㊂╬߳ߩᛕ್ⷐᦸߦኻߔࠆᣇ╷ᬌ⸛ߩߣ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ㑐ㅪߩ㗴ߦߟ
ߡߩኻ╷╬ߩ⁁ޔ㧟ᆔຬળߢߪขࠅᛒࠊߥ࠹ࡑߦߟߡޔㅍᬺ
⠪߆ࠄࠃࠅ⁛┙ߒߚⷞޟ⡬⠪ࠨࠗ࠼ߢ✢⋡ߩޠᬌ⸛ࠍⴕ߁ᣂߚߥᆔຬળࠍ
ࠅⷞޔ⡬⠪ߩ⦟⼂ࠆᑪ⸳⊛ߥᗧߦᔕ߃ߡߊߎߣ߽ߎࠇ߆ࠄ㊀ⷐߣ⠨߃
ࠆ߇ޕ߆߁ߤޔ
 ᒰࡈࠜࡓߩ㧮㧼㧻ࠍߋࠆ⼏⺰ࠍߏⷩߦߥߞߡߩᗧ⺰߿ᓟߩ
⼏⺰ߦኻߔࠆⷐᦸ╬߇ࠇ߫ߦ↱⥄ޔߒߡߚߛ߈ߚޕ
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 ‽⟋߿ೃ⟏ߩಽ㊁ߢ㗴ߦߥߞߡࠆߎߣߦ Penal Populism ߣ߁⽎
߇ࠅ߹ߔ◲ޕනߦ⸒ߞߡߒ߹߃߫ޔBPO ߇൘๔ߒߚశᏒᲣሶᲕኂઙߦ㑐
ߔࠆႎ߇ߘߩઍߣ⸒ߞߡ߽ߢߒࠂ߁ࠍࡆ࠹ޕਛᔃߣߔࠆࡑࠬࠦ
ࡒ߇ⷞޔ⡬⠪ߩᗵࠍᓧߡⷞ⡬₸ࠍ㜞ࠃ߁ߣ⟋‽ޔઙ߿ⵙ್ߦߟߡༀ
ኻᖡߣ߁߽߆ߒޔߊߔ߿ࠅ߆ࠊޔන⚐ߥ᭴࿑ࠍᒰߡߪߡࠬ࠻ࠍ
ࠅߍⷞޔ⡬⠪ߩᖱ✜ߦ⸷߃ࠆࠃ߁ߥႎ⇟⚵ࠅࠍߒߡߒ߹߁ะߩߎߣ
ߢߔ⚿ߩߘޕᨐߦ࠻ࠬޔᴪߞߚᖱႎߩߺ߇ࠅߥ߆ߪߦᤨޔᒛߐࠇߚ
ᒻߢႎߐࠇޔᱜ⏕ߥታ߇චಽߦⷞ⡬⠪ߦવࠊࠄߕޔశᏒઙߩࠃ߁ߦႎ
ߦ߅ࠄࠇߚ⺰߇ടኂ⠪߿ߘߩᑯ⼔ੱࠍࡃ࠶ࠪࡦࠣߔࠆߣߞߚ⽎߇
߈ߡߒ߹߁ߩߢߔߪ⽎ߚߒ߁ߎޕರᖡઙߦ㒢ࠄߕޔߩႎߢ߽㗫
❥ߦࠄࠇ߹ߔޕ
Ვੱߩ⍮ઙᢙ߇ᚢᓟᦨૐࠍᦝᣂߒߟߟࠆޔㅒߦᴦ߇ᖡൻߒߡࠆ
ߣᗵߓࠆੱ߇ᄙߩߪߎ߁ߒߚႎߦࠃࠆ߽ߩߛߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔޔߪࡆ࠹ޕ
ઙ߿ߦߟߡ․㓸ࠍ⚵㓙ߦ߽ߩߘޔઙ߿߇ὼ߈ߚ߽ߩߢߪ

ߩ߆ࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍࠇߘޔᯏ㑐ߣߒߡ㧮㧼㧻߇ሽߔࠆࠍⷞ⡬⠪߿ข᧚ኻ
⽎⠪߇⍮ߒޔ᭽⇼ߥޘὐ߿㗴ὐ߇㧮㧼㧻ߦነߖࠄࠇ⇼ࠄࠇߘޔὐ╬ߩ
ᤚ㕖߇್ᢿߐࠇ⚿ߩߘޔᨐࠍⷞ⡬⠪߇ᐢߊฃߌᱛߡߊߎߣߢޔ᛫⼏ߩ⾰⊛
ߥะ߇࿑ࠄࠇߡߊߣᕁ߹ߔޕ

ਛᄩࠃࠅ߽ᣇߦ߅ߌࠆ㧮㧼㧻ߩሽᗧ⟵ࠍⷞߣߞ߽ޔ⡬⠪ߦᐢႎ㧼㧾ߔࠆ
ᔅⷐ߇ࠆߣᕁࠊࠇ߹ߔⷞޕ⡬⠪߆ࠄߩਇḩ߿᛫⼏߇ᱜᒰߥ߽ߩߢࠆߩ߆ߥ

 ㅍߩ୶ℂ㗴߿⧰ᖱ╬ߦኻߒߡޔ㧮㧼㧻߇╙ਃ⠪ᯏ㑐ߣߒߡஜోߥ࠴
ࠚ࠶ࠢᯏ⢻ߩᓎഀࠍᨐߚߒ⚿ޔᨐߣߒߡㅍᢥൻߩ⊒ዷߦነਈߔࠆߚߩ⚵
❱ߢࠅߩߢ߹ࠇߎޔᵴേ⁁ᴫࠍ㐓ߺߚ႐วޔᔅⷐߥኻᔕࠍⴕߞߡࠆߣᕁ
߹ߔࠠߦ․ޕዪ߿Ḱࠠዪߩࠃ߁ߦ⚵❱⊛ߦ߽ੱຬ⊛ߦ߽ߩߥ
ᣇዪ߇ߦ⚵⇟ޔኻߒߡ᭽ߥޘ᛫⼏߿⧰ᖱࠍฃߌߚᤨߩߘޔᬌ⸽ࠍ㧮㧼㧻߇ⴕ
ޔᣇዪ߽ߘߩᬌ⸽ࠍᦝߦౣᬌ⸽ߔࠆߎߣߢࡔ࠺ࠖࠕߣߒߡᯏ⢻⊛ߥᓎഀ
ࠍᨐߚߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߣᕁ߹ߔޕ
ߩ㧮㧼㧻ߦኻߒߡޔㅍዪ߳ߩ൘๔⸃ᗧએߩᮭ㒢ޔහߜ⟏ೣ
╬ࠍട߃ߚมᴺ⊛ߥᒝᮭ㒢ࠍઃടߐߖࠆߎߣߪ╙ߩߘޔਃ⠪⊛ߥ┙႐ߩᯏ㑐
ߣߒߡߪ⋧ޔᔕߒߊࠅ߹ߖࠎޕᒰὼߩߏߣߊߘߩⴕὑߪߩ⥄↱ࠍㄼߒޔ
⁜ࠆߎߣߦߥࠅߩߡߒߣࠕࠖ࠺ࡔޔᯏ⢻ࠍᆔ❗ߐߖ߹ߔޕㅍዪߦኻߒߡ൘
๔⸃ࠍㅀߴޔㅍዪ߇⥄ࠄߘ߁ߒߚ⸃╬ߦኻߒߡ⥄Ꮖᬌ⸽ߒޔ႐วߦ
ࠃߞߡߪߘࠇߦᓥޔ႐วߦࠃߞߡߪߘࠇࠍᤚߣߒߥㅍዪߩਥᒛࠍવ߃
ࠆⴕ߁ߣޔὑࠍㅢߓߡㅍዪߩ⥄ഥദജࠍ㜞ߡߊߎߣ߇ޔ㧮㧼㧻ߩሽ
ᗧ⟵ߦ❬߇ࠆߣ್ᢿߒ߹ߔޕ

એ

ߎࠇߦኻߔࠆ৻ߟߩኻ╷ߣߒߡߪⷞޔ⡬⠪ߩࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪࠍ㜞ࠆ
ߎߣ߇⠨߃ࠄࠇ߹ߔޔߛߚޕหᤨߦޔႎߔࠆߦ߽ቴⷰ⊛ߥታࠍᱜ⏕ߦႎ
ߔࠆ⟵ോߪࠆޔႎߐߖࠆࠃ߁ߥ⚵ߺ߇ᔅⷐߛߣᕁ߹ߔߚߩߎޕ
ࠅߦߟߡޔBPO ߣߒߡ߈ⴕޔㆊ߉ߚࠤࠬߦߟߡߛߌ൘๔ߔࠆએᄖߦޔ
ߥߦ߆ᛮᧄ⊛ߥኻ╷ࠍ࠹ࡆዪ╬ߦ᳞ߡߊ⠨߃߇ࠆߩ߆ߤ߁߆ߣࠆޕ
ߒߚࠄߘࠇߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߥߩ߆ޕ
߹ߚࠍࠪ࠹ࠕࠖ࠺ࡔޔ㜞ߡߊߎߣ߽ᓟ BPO ߩ㊀ⷐߥᓎഀߦ
ߥߞߡߊߩߛߣᕁ߹ߔ߇ౕߡߟߦࠇߘޔ⊛ߥឭ᩺╬ࠇ߫ߏᢎ␜ߊߛ
ߐޕ

ᱜߒ⸃╷ߦߪߟߥ߇ࠅ߹ߖࠎߚߒ߁ߎޕ㘑ầߩᑧ㐳✢ߦ߿ࠄߖ⇟⚵߽
ࠆߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ
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 ߘ ߒ ߡߩ ߎޔ 㗴 ߦ㑐ߒ ߡ ߪ ߩ  ޔੑ ච ᣣ ⼏ ⴐޔ㒮 ߩ ▚ ⴕ ⋙ ⷞ ᆔຬ ળ ߢ ޔᐢ ἑ ᳃ ㅪ

 ߘߩᓟߩ⑳ޔᣇߢߩߎޔ㗴ߦ㑐ߒߡޔ㨀㧮㧿ߩᣇߦ㐿⾰⁁ࠍㅍߞߡ࿁╵ࠍ᳞ߚࠅޔ
ߘ ߒ ߡޔ㧮 㧼㧻 ߩ ᬌ ⸽ᆔຬ ળ ߇  ߦ ┙ߜ  ߍ ࠄࠇ ߡ  ߥ ߁ࠃ ߩ ߎޔ ㅧ㗴 ߦ 㑐 ߒߡ  ㅍᬺ ⇇
ߩ ᣇ ߢ ⥄ਥ ⊛ ߦክ ℂ ࠍ ⴕ߁  ߩ ߎޔߢ ߎߘޔ ߚ ߒ ߹ࠇ ࠄ ߊ ߟ߇ ࡓ ࠠ ࠬ߁  ߁ ߘޔ㧮 㧼 㧻ߩ ᬌ ⸽
ᆔ ຬ ળ ߦኻ ߒ ߡ࠶ ࡃ ࠭ ᦺޟߩ ߎޔ㧍 ޠ㗴 ߦ ߟߡ ߩ ክ ℂࠍ ߒ ߡ ߚ ߛ ߈ߚ  ߣ ߁ ↳ ߒ┙ ߡ ޔ
ክ ℂ ⷐ ⺧ࠍ  ߚߒ ߹ ߒ ߚ ߩ ߎ ޕክℂ ߩ ⷐ⺧ ߦ ߟ ߡ ߽ ⾗ ߦ ߎߎ ޔᢱ ࠍ ᷝ ઃߒ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ޕ

 ߘ ߒ ߡਃ  ੑච  ᣣ ߦߩ ߎޔઙ ߦ 㑐ߒ ߡ 㨀 㧮㧿 ߩ ᜂ ᒰ⠪ ߣ ߩ㑆 ߢ ળ ⺣ࠍ ᜬ ߜ ߹ߒ ߚߩ ߎޕ
ਛ ߢ ޔታ 㓙 ߦࠞ ࡦ ࠻ ࡑ ࠕ ࡓ ߦ㑐 ߔ ࠆߘ ߩ ࠃ ߁ߥ ⸽ ⸒ ߇ሽ  ߔࠆ ߇ ࠝ ࠺ ࡆ⸒⸽ޔሽ  ߔࠆ ߣ
 ߁ ߎ ߣࠍ ⏕ ߒ ߹ ߒ ߚߩ ߘ ߡߒ ߘޕᓟ ޔਃ ਃච ᣣ ߦ ା㗬 ࿁ ᓳኻ ╷ ળ ⼏ߩ ႎ ๔ ᦠࠍ   ߚ
ߒ ߹ ߒ ߡ  ߩߎޔਛ ߢ ㅧ⇼ ᖺ ߩ ሽ ࠍ ᜰ៰ ߒ ߚ ࠊߌ ߢ ߔ ߩ ߘޔ ߡߒ ߘޕᓟߩ ⚻ ㆊ ߪߎ ߎ ߦᦠ 
ߡ  ࠆ ߣ߅ ࠅ ߢ ࠅ ߹ ߔޕ

 ߘ ࠇ ߦ㑐 ߒ ߡޔታ 㓙ߦ ࠶ࡃ ࠭ ᦺ ޟ㧍 ߢޠ ᤋߐࠇ ߚ ౝ ኈߣ Ყ セ ߚ ߒ ߹ߔ ߣ  ߊోޔห ߓࠃ ߁
ߥ ⸒ ⪲ ߇ ߇ ߩ ߽ߩߘ ⸒ ⸽ ߩߘޔᤋ ߐ ࠇߡ  ࠆ ߦ ࠻  ࠦ ࡚࠴ ߇ ࠇ ߘޕ㑐ߔ ࠆ ౣ ↪ ⇼ ᖺߣ ߒ
ߡ  ᤋ ߐࠇ ߡ ࠆ  ߦࡓ ࠕ ࡑ  ࠻ ࡦࠞߪ ࠇ ߎޔࠄ ߆ࠈ ߎ ߣ ߩߎߘޕ㑐 ߔ ࠆ⸽ ⸒ ࠍ ࠴࡚ ࠦ  ࠻
ߦ 㑐 ߔ ࠆ⸽ ⸒ ߣߔ ࠅ ߆ ߃ߚ ߩ ߢ ߪߥ  ߆ߣ  ߁ ⇼ᖺ ߇  㕙ൻ ߒ ߚࠊ ߌ ߢ ߔޕ

 㨀 㧮 㧿ߩ ࠶ࡃ ࠭ ᦺ ޟ㧍 ߩޠᣇ ߆ ࠄ ਇੑ ኅ ߦኻ ߒߡ  ታ ⏕ ࠍ ᳞ ߡ ߈ ߚౝ ኈ ߩ ਛߦ ࠻ ࡦ ࠞޔ
  ࡑ ࠕࡓ ߦ ߟ ߡ ⾨ޔ ᦼ 㒢 ߇ಾ ࠇ ߡ ߚ ߩ ߢᝥ ߡ ࠃ ߁ߣ ߒ ߚࠄ  ม ߦᔶ ࠄ ࠇ ߚ ࠍ ࠇߘޔౣ
ᐲᣂߒࡄ࠶ࠤࠫߦࠇߡຠൻߒߡߚߣ߁⸽⸒ߦߟߡߩታ⏕ࠍ᳞ࠆߣ߁
ࠃ ߁ ߥ ߎߣ ߇ ࠅ ߹ ߒ ߚޕ

 ߘ ߒ ߡ  ߩߎޔળ ⼏ߩ ᵴേ ߩ ਛ ߢ  ⾗ ߩߎޔᢱࠍ ߏࠄ ࠎ  ߚߛ ߈ ߚ ߩ ߢ ߔ߇  ⾗ޔᢱ ৻ ߣߒ ߡ ߟ
ߌ ߡ ߅ ࠅ ߹ ߔ  ࠶ ࡃ ࠭ ᦺ ޟޔ㧍  ࠆ ߌ ߅ ߦ ޠ ㅧ ⇼ ᖺ ߣ  ߁ ߩ ࠍ ⑳ ߤ ߽ ߢ ᛠ ី ߒ ߚ ࠊ ߌ ߢ ߔ ߩ ߎ ޕ
 ⚕ ⾗ ᢱੑ ߩ ᦨᓟ ߩ ߣ ߎࠈ ߦ ᚻ ᦠ߈ ߩ ࡔࡕ ߇  ࠅ߹ ߔ ޕ ߔ ߢࡕ ࡔ ߩ ߎޔ ߪ ┵⊒ ޕ

 ⑳ ߪ ৻ޔੑ ච  ᣣߦਇ ੑ ኅ ା㗬 ࿁ ᓳኻ ╷ ળ ⼏߇ ┙ ߜ ߍ ࠄ ࠇߡ  ⼏ߩߘޔ㐳 ߣ ߒߡ ߎ ߩ 㗴
ߦ ߆ ߆ ࠊࠆ ࠃ ߁ߦ ߥ ࠅ ߹ߒ ߚ ޕ

 ߹ ߕ  ߩ ߎޔ㨀㧮 㧿 ࠶ ࡃ ࠭ᦺޟ㧍 ߩޠ㗴 ৻ޔੑ ච ੑ ᣣߦ ਇ ੑኅ ⾨  ᦼ㒢 ಾ ࠇ ࠴࡚ ࠦ  ࠻
ౣ  ↪ ⇼ᖺ ࠍ ߎߩ ⇟ ⚵ ߢ ㅍ ߒ ߡ ߒ ߘޔ⠉ ᣣ  ߩߎޔ 㗴 ߢߚ ࠎ ߽ߩ ߺޔ᳁߇ ޔฎ ߊߥ ߞ ߚ࠴ ࡚
ࠦࠍ㓸ߡ߈ߡṁ߆ߒߡߟߊࠅ⋥ߔࠃ߁ߥળ␠ߪᑄᬺߒߡ߽ࠄߚߣ߁߰߁ߦ⊒⸒ߒߚޔ
ߎ ߎ ߦ ┵ࠍ ⊒ ߒߡ ߅ ࠅ ߹ߔ ޕ

  ࿁ޔ ㅍᴺ ߩ ᡷ ᱜ߇ክ ⼏ ߐ ࠇߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ߇ ߩ ߎޔ 㗴ߦ 㑐 ߒߡ ㊀ ⷐ ߥ㗴 ᧚ ߣ ߥࠆ ߣ ᕁࠊ ࠇ
߹ ߔ 㨀 㧮㧿 ࠶ࡃ ࠭ ᦺ ޟ㧍 ߩޠਇ ੑ ኅ 㑐ㅪ ႎ ߩ 㗴 ߦ ߟ ߡ ⚻ ㆊࠍ ᓮ ⺑ ߒ ߚ  ߢ  ߩ⑳ޔ ㅍ
ᴺ ߩ ᡷ ᱜߦ 㑐 ߔࠆ ᗧ  ࠍ↳ ߒ ㅀ ߴߐ ߖ ߡ ߚ ߛ ߈ߚ  ߣ ᕁ ߹ ߔޕ

٤ ㇹ ේ ෳ ⠨ ੱ  ᩿ ⬺ᮮ ᵿᄢ ቇ ߩ ㇹේ ߢ ߏߑ  ߹ ߔޕ
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 ⷐ ߔ ࠆߦ  ߩߘޔ⍦ ⋫ߣ↳ ߒ ߹ ߔߩ ߪ ޔਃ  ੑච ᣣ ߩ ળ⺣ ߩ ਛߢ ߪ ޔ㨀㧮 㧿  ߪ ࠻ࡦ ࠞޔ
 ࡑ ࠕ ࡓߦ 㑐 ߒߡ  ࠻  ࠦ ࡚ ࠴ߗ ߥޔᎿ႐ ߥ ߩ ߦࠢ ࠶ ࠠ ߇ ᚯ ߞߡ ߊ ࠆ ࠎߛ ࠈ ߁ ߣ ߁ ⸽⸒ ࠍ
ߘ ߩ ⸽ ⸒⠪ ߇ ⴕߞ ߡ  ࠆߣ  ߁ ߎߣ ࠍ ⏕ ߦ ㅀ ߴߡ ߅ ࠅ ߹ߔ ⸽ ߩߘޔ ߢ ߎ ߘޔ ߪߣ ߎ߁  ߣޕ
⸒ߩਛߢࠞࡦ࠻ࡑࠕࡓߪ࠴࡚ࠦ࠻ߢߪߥߣ߁ߎߣ߇⏕ߦ␜ߐࠇߡࠆߣ߁
ߎ ߣ ߦ ߥࠅ ߹ ߔ ✬ࠍࡊ  ࠹ ߩߘޔߣ ࠆ ߔ ߣߛ߁ ߘޕ㓸 ߒ ߚ㨀 㧮 㧿ߩ ᜂ ᒰ ࠺ࠖ  ࠢ ࠲ ߇ ࠞࡦ ࠻
  ࡑ ࠕࡓ ࠍ ࠴࡚ ࠦ  ࠻ ߣ ⺋ ⸃ߒ ߡ ߚ ߣ  ߁ߎ ߣ ߪ ࠅ ᓧ ߥ ߣ  ߁ ߎ ߣ ߦ ߥࠅ ߹ ߔ ߣޕ
 ߁ ߎ ߣߪ ߇߃ ߆ ࠅ ߔޔᗧ ࿑ ⊛ ߥ߽ ߩ ߢߪ ߥ  ߣ ߁ ᦨ ⚳⊛ ߥ ቯ ߆  ߪ  ࠆޔਃ ੑ ච ᣣ
ߩ 㨀 㧮 㧿 ߩ ળ⺣ ߦ ߅ ߌࠆ ⊒ ⸒ ߆ޕ ߔ߹ ࠅ ߥ ߦߣ ߎ ߁ ߣ ߛ ߘ߁ ߇ ߆ ߜߞ ߤ ޔ

 ߘ ߎ ߢ ޔච৻  ੑච ᣣ ߦ ౣ ᐲ ޔ㐿 ⾰ ⁁ ߣ ߁ ᒻ ߢߘ ߩ ታ ࠍ ᜰ ៰ߒ ߡ ޔ㨀 㧮 㧿ߩ ᣇ ߦ
࿁ ╵ ࠍ ᳞ ߚ ߽ߩ ߢ ߔ  ߩ ߘޕ࿁ ╵ᦼ 㒢 ߇߈ ࠂ ߁ ߣ ߁ ߎ ߣߦ ߥ ߞߡ ߅ ࠅ ߹ߔ ޕ

 ߘ ߎ ߢ ߩߎޔ㨀 㧮 㧿ߩᬌ ⸽ ᆔ ຬળ ߩ ႎ๔ ᦠ ߩ ౝኈ ߦ ߟ ߡ ⑳ ߩᣇ ߢ ♖ ᩏ ߚ ߒ ߹ߒ ߚ߁ ߘޕ
ߒ ߚ ߣ ߎࠈ ޔవ ߶ ߤ ↳ߒ߹ ߒ ߚ ࠃ߁ ߦޔਃ  ੑච ᣣ ߦ 㨀㧮 㧿 ߣ ਇ ੑ ኅ ߣ ߩ 㑆ߢ ળ ⺣߇ ⴕ
ࠊ ࠇ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔߩ ߎޕળ⺣ ߩ 㓙 ߦ㨀 㧮 㧿 ߇ ⊒ ⸒ߒ ߚ ౝ ኈ ߇ ޔ㨀 㧮 㧿 ߩᬌ⸽ ᆔ ຬ ળߩ  ቯ ታ
ߣ  ࠄ ߆ߦ ⍦ ⋫ߔ ࠆ ߣ ߁ ߎ ߣ ߇⊒  ߐࠇ ߹ ߒ ߚޕ

 ߘ ߒ ߡ ࠍ ࠇߘޔฃ ߌߚᒻ ߢ 㨀 㧮㧿 ߩ ᬌ⸽ ᆔ ຬ ળ߇ ┙ ߜ ߍ ࠄ ࠇ߹ ߒ ߡޔච ৻  ච ᣣ ߦߘ ߩ
ႎ ๔ ᦠ ߇  ߐࠇ ߹ ߒ ߚ ߩ ߎޕਛ ߢ ߽  ߩ ߎޔ㧮㧼㧻 ߩ ᬌ ⸽ᆔ ຬ ળߣ ห ߓ ࠃ߁ ߦ ࡑ  ࠻ ࡦ ࠞޔ
ࠕ ࡓ ߩ ⸽⸒ ࡆ ࠺ࠝ ࠍ ࠴ ࡚ࠦ   ࠻ߩ ⸽ ⸒ࡆ ࠺ ࠝ ߣߔ ࠅ ߆ ߃ߚ  ታߪ  ࠆ ߌࠇ ߤ ߽ ࡦࠞ ߪ ࠇߎޔ
࠻   ࡑࠕ ࡓ ࠍ࠴ ࡚ ࠦ  ࠻ ߣ ⺋⸃ ߒ ߡ ߚ ߎ ߣߦ ࠃ ࠆ ߽ߩ ߛ ޔᗧ ࿑⊛ ߥ߽ ߩ ߢ ߪߥ  ߣ ߁
 ቯ ߇ ⴕࠊ ࠇ ߡ߅ ࠅ ߹ ߔޕ

 ߘ ߩ ਛߢ  ߩ ߎޔᬌ⸽ ᆔຬ ળ ߩ ᣇߢ ߪ ߩ ⑳ޔᣇ ߆ࠄ ᜰ ៰ ߒߡ ߅ ࠅ߹ ߒ ߚ ࠕ ࡑ  ࠻ࡦ ࠞ ߩ ߎޔ
ࡓ ߩ ⸽ ⸒ߩ ࠴ ࡚ࠦ   ࠻ߩ ⸽ ⸒ ߳ߩ ߔ ࠅ߆ ߃ ߩ 㗴 ߦ 㑐 ߒߡ ޔ㨀 㧮 㧿ߩ ࠺ࠖ  ࠢ ࠲ ߇ ࠞࡦ ࠻
  ࡑ ࠕࡓ ࠍ ࠴࡚ ࠦ  ࠻ ߣ ⺋ ⸃ߒ ߡ ߚ ޔ ࠄ ߆ߔ ߢޔታ 㓙 ߦ ߦ ࡓ ࠕࡑ   ࠻ࡦࠞ ߩ ߘޔ㑐 ߔ
ࠆ ⸽ ⸒ ߇࠴ ࡚ ࠦ  ࠻ ߦ㑐 ߔ ࠆ ⸽⸒ ߢ ࠆ ߆ ߩ ࠃ߁ ߦ  ࠊࠇ ߚ ታ ߪ  ࠆߌ ࠇ ߤ ߽ ߪ ࠇ ߘޔᗧ
࿑ ⊛ ߥ ߽ߩ ߢ ߪߥ   ߥ ߁ ࠃ ߩߎ ޔቯ ߇ⴕ ࠊ ࠇ ߹ߒ ߚ ޕ

 ߘ ߒ ߡ  ߩߎޔ 㗴ߦ ߟ ߡ ߪ   ߩ ޔᣣߦ 㧮㧼 㧻 ߩ ᬌ⸽ ᆔ ຬળ ߩ  ⸃߇  ߐ ࠇ߹ ߒ ߡ ߎޔ
ߩ ਛ ߢ ޔ ㅧߩ  ήߦ ߟ ߡ ߪ ุቯ ߔ ࠆ⚿ ⺰  ߩߘޔ ߢ ޔ ㅍ୶ ℂ ㊀ ᄢߥ  㗴 ߇ ࠆ ߣ ߁
ߎ ߣ ߇  ߩઁ ߩ ߘޔὐ ߦ ߟ ߡ ᐞ ߟ߆ ᜰ ៰ߐ ࠇ ߹ ߒߚ ޕ

 ߣ  ߁ߎ ߣ ߢ ߩ ߎޔߪ ⑳ޔ 㗴ߦ ߟ ߡ ߪ ޔ㨀㧮 㧿 ߩ ࠶ ࡃ࠭ ᦺ ޟ㧍ߩޠ ㅍ ߩ ਛߦ  ㅧ߇ 
ߞ ߚ ߆ ߥ߆ ߞ ߚ߆ ߣ  ߁ὐ ߽ ߽ ߜࠈ ࠎ ㊀ⷐ ߥ  㗴ߢ ߪ  ࠅ߹ ߔ ߇ߦࠇ ߘޔട ߃ ߡߩ ߘޔ 㗴 ߇
ᜰ ៰ ߐ ࠇߚ ᓟ ߦޔ ㅍᬺ ⠪ ߣ ߒߡ ߈ ߜࠎ ߣ ߘ ߩ ታ ߦ ะ߈ ว ߞߚ ߩ ߆ޔᬌ ⸽ ߇ ⴕࠊ ࠇ ߚߩ ߆
ߣ  ߁ ὐ߇ ᭂ ߡ ㊀ ⷐ ߥ 㗴 ߛ ߣ ߁ ߰߁ ߦ  ⼂ߒ ߡ ߹ ࠅ ߹ ߒߚ ޕ

ળ 㐳 ߘ ߒߡ ⑳ ߽  ߡ ෳ⠨ ੱ ⾰ ⇼߇ ⴕ ࠊࠇ ߩ ߎޔਛ ߢ  ⾗ޔᢱ ⇟ภ ྾ ߥࠎ ߢߔ ߇  ߩ ߎޔㅧ ߩ 
ήߩ㗴ߛߌߢߪߥߊߡޔᓟ⊛ߦ㨀㧮㧿ߩᣇߢ߈ߜࠎߣࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ߇ⴕࠊࠇߚߩ߆ޔ
ᬌ ⸽ ߇ ⴕࠊ ࠇ ߚߩ ߆ ߣ ߁ ὐ ࠍ ክℂ ߒ ߡ ߚ ߛ ߈ߚ  ߣ ߁ ߎ ߣࠍ ↳ ߒ ߍ ߚ ࠇߘޔߡ ߒ ߘޕ
ߦ ߟ  ߡᨑ ㊁ ⼏ຬ ߩ ᣇ ߆ࠄ  ߡ ߟߦ ߣ ߎ ߁ ߁ ߘޔ㧮 㧼 㧻ߩ છ ോߩ ਛ ߦ ߘࠇ ߇  ߞߡ  ࠆߩ ߆
ߣ  ߁ ߎߣ ߇ ⾰ ߐ ࠇ ߹ߒ ߚ ߦ ࠇ ߘޕኻ ߒ ߡ ᐢἑෳ ⠨ ੱ ߩᣇ ߆ ࠄߪ  ߽ ߣߎ ߚ ߞ ߁ߘޔછോ ߩ
ਛ ߦ  ߞߡ  ࠆߣ  ߁ ⿰ᣦ ߩ ⊒ ⸒߇ ⴕ ࠊࠇ ߹ ߒ ߚޕ
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 ⑳ ߦ ਈ߃ ࠄ ࠇߚ ᤨ 㑆 ߇ච  ಽ ߣ ߁ ⍴ ᤨ 㑆 ߢ߽  ࠅ ߹ߔ ߩ ߢ ޔ࿁ ߩ ㅍ ᴺ ߦ㑐 ߒ ߡ․ ߦ
ᵈ ⋡ ࠍ ߐࠇ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔ ⯯ޔன ႎ ╬ ߇ ߞ ߚ ႐ วߦ ߅  ߡߩ ߎ ࠇ߆ ࠄ ߩ ኻᔕ ߩ  ࠅᣇ ޔᴺ ᩺ ߩ
ਛ ߢ ߪ ⴕޔߩ ᣇ ߇ޔౣ⊒ 㒐 ᱛ ߩ╷ ࠍ ߔ ࠃ ߁ ߦߣ  ߁ ⴕ ᜰ ዉࠍ ߔ ࠆ ߣ ߁ ᴺ ᩺ߦ ߥ ߞߡ 

 ߹ ߕ ߪ ޔෳ⠨ ੱ ฦ ߩ⊝ ᭽ ߦ ߅߈ ߹ ߒߡ ߪ ᧄޔᒰ ߦ ᓮ ᄙᔔ ߩ ߣߎ ࠈ ޔᒰᆔ ຬ ળ ߦ⿷ ࠍ ㆇࠎ ߢ
 ߚ ߛ ߈ ߩ ߽ ߤ⑳ޔክ⼏ߦ ߅ ജ ࠍ߆ ߒ ߡ ߚ ߛ ߌ߹ ߔ ߎ ߣࠍ  ৻ޔᆔ ຬ ߣߒߡ ᓮ ␞ ↳ߒ  ߍߚ 
ߣ  ߁ ߰߁ ߦ ᕁߞ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ޕ

٤ ኹ ↰ 㧔 ቇ 㧕 ᆔ ຬ  ᳃ ਥౄ ߩ ኹ ↰ߣ ↳ ߒ߹ ߔ ޕ

-----------------------------------------------------㧨 ਛ⋭⇛ 㧪 ----------------------------------------------------

 ߥࠈࠈޔᬺ⇇ߢߥࠈࠈޔડᬺਇ߇㕙ൻߒߡ߅ࠅ߹ߔᦨޔߡߒߘޕㄭߢߪޔ
࠺  ࠲ ߩ ㅧ ߣ߆ 㓝 ߵ ߣ ߆ ⥄ߣ ߎ ߚ ߞ ߁ ߘޔ ߇  ⵍޔኂ ࠍ↢ ߓ ߐ ߖߚߎ ߣ એ ߦ ㊀ ᄢߥ ␠
ળ  㗴 ߦߥ ࠅ ߹ߔ  ߁ ߁ߘޕㅊ ࠍ ⴕ ߞߡ  ࠆ ࡑࠬ ࠦ ࡒ ߩ ߇ ⥄ޔಽ ߚߜ߇  ߆ 㗴 ߇ ࠆ ߣ
ᜰ ៰ ߐ ࠇߚ ߣ ߈ߦ  ታ ߦ߈ ߜ ࠎ ߣะ ߈ ว߁ ߣ  ߁ߎ ߣ ߢ ߥߌ ࠇ ߫ ␠ޔળ ⊛ߥ ା 㗬 ߪ⏕  ߢ߈ ߥ
 ߩ ߢ ߪߥ  ߆ߣ ᕁ  ߹ߔ  ߚߞ  ߁ ߘޕὐ ࠍ  ߩ ߎޔ ߭ߗޔ ㅍᴺ ߩ ᡷᱜ ߩክ ⼏ ߩ ਛߢ ᓮ ⠨ᘦ 
ߚ ߛ ߈ ߚ ߣ ᕁ ߹ ߔ ޕ

 ߣ ࠅ ࠊߌ ޔㆊ  ߦ ࠈ ࠈ ޔ ㅍ ᬺ ⠪ ߩਇ  ߣ ↳ ߒ߹ ߔ ߆  ߥ ࠈ ࠈޔ 㗴߇ ⊒ ↢ߒ ߡ
߅ ࠅ ߹ ߔޔ ߫߃ ޕหߓ㨀 㧮 㧿 ߢߪ  ࡓ ࠙ࠝޔઙߩ 㓙 ߩ ࡓ ࠙ ࠝޔ ߦ ဈᧄᑯ ⼔ ჻ ߩ⸽ ⸒ ࡆ࠺ ࠝ
ࠍ  ߖ ߚߣ  ߁ 㗴 ߩ ߘ ߇ ࠇߎޔᓟ ޔဈ ᧄ ৻ ኅᲕኂ  ઙ ߩ৻ ߟ ߩේ ࿃ ߦ ߥߞ ߚ ߣ ߁ ߰ ߁ߦ ߽
⸒ ࠊ ࠇ ߡ߅ ࠅ ߹ߔ ߩ ߎޕ ઙ ߦ 㑐ߒ ߡ ߽ ᦨޔᄢ ߩ 㗴 ߪ ߥ ߁ࠃ ߁ ߁ ߘޔ ታ ߇ ࠆ ࠎ ߓ߾ ߥ
 ߆ ߣ ߁ ⇼ ߇ ะ ߌ ࠄࠇ ߚ ᓟ ߽৻ޔಾ ߘ ߩ ߎߣࠍ  ࠄ ߆ߦ ߒ ࠃ߁ ߣ ߒ ߥ߆ ߞ ߚ ߟ ߦࠇ ߘޔ
ߡታߩ⸃ߦදജߒߥ߆ߞߚߣ߁ߎߣ߇㗴ߦߐࠇߚࠊߌߢߔޕ࿁ߩ㗴ߦ㑐ߒߡ߽ޔ
 ㅧ ߩ ㇱಽ ߽ 㕖Ᏹ ߦ ㊀ ⷐߥ  㗴 ߢߔ ߇  ߦࠇ ߘޔട߃ ߡ ޔ 㗴 ߇ឭ  ߐࠇ ߚޔᜰ ៰ ߐ ࠇ ߚߣ ߈ ߦ
ߪ ߣ ࠎ ߜ߈ޔᱜ ⋥ ߦ ߔޔᱜ ⋥ߦ  ታࠍ  ࠄ ߆ߦߔ ࠆ ߣ ߁ ᘒ ᐲࠍ ⽾  ߡ ߚ ߛ ߈ߚ  ߣᕁ 
߹ߔޕ

 ⑳ ߪޔ ㅍᴺ ߩ ᡷ ᱜߩ 㗴 ߦ 㑐ߒ ߡ ߪ ⴕޔߩ ㅍ  ᬺߦ ኻ ߔࠆ   ߪᭂ ജ ㆱ ߌࠆ ߴ ߈ߛ ߣ
ᕁ ߞ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔߒ ߩߎޔᡷ ᱜ ᩺ ߩਛ ߩ ౣ⊒ 㒐 ᱛ ⸘↹ ߩ ឭ ߩ ᳞ ߦ 㑐 ߔ ࠆㇱ ಽ ߹ ߩ ߘࠍ ࠇ ߎޔ
߹ ᚑ ┙ ߐߖ ࠆ ߎߣ ߦ ߪ ኻ ߢ ߔߡ ߞ  ߣࠄ ߆ߛޔ ߒ߆ ߒޕ ߽ ߒߥ ߊ ߡ ߽  ߣ ߁ ࠊ ߌߢ ߪ
ߥ   ࠅߪ ߿ޔ ㅍ ᬺ ⠪ߩ ⥄ ᵺ ᯏ⢻ ࠍ ⊒ើ ߐ ߖ ࠆߚ  ߦ ߽ߞ ߣ 㧮㧼 㧻 ߩ ᬌ⸽ ᆔ ຬ ળ߇ ᯏ ⢻ߒ ߥ
ߌ ࠇ ߫ ߌ ߥ ޕᯏ ⢻ߐߖ ࠆ ߚ ߩ ᣇ ╷ࠍ ච ಽ ߦ⻠ ߓ ߚ ߢ  ⴕߥ߁ ࠃ ߩ ߎޔ ߩ  ࠍ  ࠆ
ࠃ ߁ ߥ ౝኈ ߩ ᴺ᩺ ߪ  㒰ߔ ࠆ ߣ ߁ ᣇ ะ߇ ᦸ ߹ ߒ ߩ ߢ ߪߥ  ߆ߣ ᕁ  ߹ߔ ޕ

 ߘ ߒ ߡ ߟ ৻ ߁߽ޔᄢ߈ߥ  㗴 ߪ ߩߎޔ 㗴 ߇㧮㧼 㧻 ߩ ᬌ⸽ ᆔ ຬળ ߇ ┙ ߜ ߍ ࠄ ࠇߡ ೋ ߡ ክ
ℂ ߩ ኻ ⽎ߣ ߐ ࠇߚ  ᩺ ߢߔ ޕ㧮㧼 㧻 ߩᬌ ⸽ ᆔ ຬળߢ ክ ℂ ߇ⴕ ࠊ ࠇߚ ߦ ߽ ߆߆ ࠊ ࠄ ߕ߁ ࠃ ߩߎޔ
ߥ 㨀 㧮 㧿 ߩ ⺑ ߩ ߁ ߘ߇ ో ߊ ᛮ ߌ ߥ߆ ߞ ߚ ߣ ߁ ߎ ߣߢ ߪ ޔ ㅍᬺ ⇇ߩ ⥄ ᵺ ↪ ࠍ ⊒ើ ߐ
ߖ ࠆ ߚ ߦ ⸳ ⟎ߐ ࠇ ߚ 㧮㧼 㧻 ߩ ᬌ⸽ ᆔ ຬળ ߦ  ߪ ߢ ⁁ޔචಽ ߥ ᦼᓙ ߇ ߢ ߈ߥ  ߩ ߢߪ ߥ ߆ ߣ
⸒ ࠊ ߑ ࠆࠍ ᓧ ߥ ߣ ᕁ ߹ ߔ ޕ

 ⑳ ߪ ߩ ߎޔ 㗴 ޔㅧߩ  ή ߽ᭂ  ߡ㊀ ⷐ ߥ 㗴 ߛ ߣ ᕁ ߹ ߔߌ ࠇ ߤ ߽ ␠ߦ ߁ ࠃ ߩ ߎޔળ ⊛
ߦ ߽ 㕖 Ᏹߦ 㑐 ᔃࠍ 㓸  ߚ㊀ ᄢ ߥ ޔ㊀ⷐ ߥ  㗴ߦ 㑐ߒ ߡ  ㅍ ᬺ ⠪ߩ ኻ ᔕ ߩਛ ߢ ߁ ߘ߇  ߞߚ ߣ
 ߁ ߎ ߣ߇  ࠇߘ ޔએ  ߦ㊀ ⷐ ߥ 㗴 ߢ ߪߥ  ߆ ߣ⠨ ߃ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔޕ
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 ߘ߁߁ᗧߦ߅߈߹ߒߡ߽ޔ㧮㧼㧻߆ࠄߐࠇ߹ߒߚႎ๔ᦠߩߩޠ⺰⚿ޟਛߢ⚵⇟ޔ㧝ޔ
⇟ ⚵ 㧞 ߣ  ߁ ߩ ߪ  ߹ ߑ ߹ ߐ ޔ೨ Ბ  ࠆ ਛ ߢ ⸥ ߐ ࠇ ߡ  ࠆ ⸒ ⪲ ߢ ߔ ߇  ⚵ ⇟ ޟޔ㧝 ߦ ߅  ߡ ⷞ ⡬ ⠪
ߦ ⺋ ⸃ ࠍਈ ߃ ߚㇱ ಽ ߪ ⚵ ⇟ޔ㧞 ߦࠃ ߞ ߡ⸓ ᱜ ߣ ߅ ߮ ߇ ߥߐ ࠇ ⷞޔ⡬ ⠪ߦਈ ߃ ߚ ⺋⸃ ߩ ᄙߊ ߪ
ୃ ᱜ ߐ ࠇߚ  ߦ ߁߰ ߁  ߣޠޕᢿ ቯߒ ಾ ߞߡ ߅ ࠅ ߹ߔ ޔ ߢ  ߥߟ ߢ ⪲ ⸒߁ ߣޠޔ ߃  ߪߣ ޟޕ
⇟ޟ
⚵ 㧝 ߣ ⇟⚵ 㧞 ߩ  ߛ ߦਃ ࠞ  ㄭ ᤨ ᣣ߇ ߆ ߆ ߞߚ ߎ ߣ ⸓ޔᱜ ߣ ߅ ߮ ߩਥ ⺆ ߿ ▸࿐ ߇ ᦌᤒ ߢ
 ߞ ߚ ߎߣ ߥ ߤ  ޔᓟ ߦ⺖ 㗴 ࠍ ᱷߒ ߡ ࠆ ޕߣ ޠޕ

 ߒ ߆ ߒ ߩߘޔၮ ᧄ ߪޔ ㅍ  ᬺ⠪ ⥄ り߇ ⥄ ಽ ߚߜ ߩ ⥄ ഥദ ജ ߦࠃ ߞ ߡ 㗴 ࠍ ⸃ ߒ ߡ ߊ ߣ
 ߁ ߩ ߇ᧄ ᧪ ߩᆫ ߢ  ࠅ߹ ߒ ߡ ޔ㧮㧼 㧻 ߪ ߘߩ ߚ ߦ ߐ ߹ߑ ߹ ߥ⾗ ᢱ ࠍ 㓸 ߚ ࠅ ክ⼏ ࠍ ߒߚ ࠅ
൘ ๔ ࠍ ⴕߞ ߚ ࠅߔ ࠆ ߣ ߁ ᒻ ߢ ⥄ߩ ߘޔഥ ദ ജࠍេ ഥ ߔ ࠆޔᔕេ ߔ ࠆ ߣ߁ ߩ ߇ ᚒ ߩ ޘᓎ⋡ ߣ
⠨ ߃ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔޕ
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 ᐘ  ޔ࿁ߩ ᬌ ⸽ ᆔຬળ ߢ ߪ ࠅ ߥ ߆ߚߞ ߆ ߥ ߢ߹ ޔᒝജ ߥ ⺞ᩏ ᮭ ߣ ߢ߽  ߁ ߴ߈ ߽ ߩ߇ ਈ

 ߒ ߚ ߇ߞ ߡ ⷞޔ⡬ ⠪ߩߚ  ߆ ㅍ ዪ ߩߚ  ߆ ߣ ߁ ߎ ߣߦ ߥ ࠅ߹ ߔ ߣ ߪ ࠇ ߎޔਔᣇ ߩ ߚ ߢ
 ࠆ ߣ ߁ ߎ ߣߢ  ࠅ ߹ߔ ޕ
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 ߘ ߒ ߡ ߹ ߚ  ߁  ߣ ޠ ߦ ࠅ ࠊ ߅ ޟޔਛ ߢ   ޔ࿁ ߩ ਇ ੑ ኅ ߣ  ࠶ ࡃ ࠭ ᦺ ޟ㧍  ߩ ޠ㑆 ߩ ⋧  ਇ ା ߪ ৻
ᔕ ߪ  ᧤ ߒ ߡ  ࠆ ߣ  ߁ ᢿ ቯ ࠍ ߐ ࠇ ߚ ᓟ ߦ  ⷞ ޔ ߇ ߛ ޟޔ⡬ ⠪ ߣ ৻ ⥸ ᶖ ⾌ ⠪ ߪ  ⾨ ޔ ᦼ 㒢 ಾ ࠇ 
ຠ ߩ ౣ ↪ ߇ ߞ ߚ ߆ ุ߆ ࠍ ್ ᢿߔ ࠆ ߚ ߩ ᧚ ᢱࠍ  ߽ ࠄ߆ ࠄ ߜߤޔឭ ␜ߐࠇ ߥ  ߹߹  ߈ ⟎ޔ

 ᓮ⥄りߩ⚿⺰ߩਛߢ㨀㧮㧿ߩ࿁ߩኻᔕߪ⺖㗴߇ᄙ߆ߞߚߣ߁ߎߣࠍ⸒ߞߡ߅߈ߥ߇ࠄޔ
⚿ ⺰ ߣ ߒߡ ߪ ⺋⸃ ߩ ᄙ ߊߪ ୃ ᱜ ߐࠇ ߚ ߣ ߁  ߪ⑳ޔᱜ ⋥ ⚊ޔᓧߒ ߇ ߚ ࠃ߁ ߥ ⊒ ⸒߇ タ ߞߡ ߅
ࠅ߹ߔޕ

 ߘ ߩ ਛߢ  ߁߽ޔዋ ߒౕ ⊛ ߥ ㇱಽ ߦ 〯ߺ ㄟ ࠎ ߢ ߈ ߹ ߔߌ ࠇ ߤ߽ ޔ࿁ߩ ࠶ ࡃ࠭ ᦺ ޟ㧍ߩޠ
ኻ ᔕ  ࠶ ࡃ ࠭ ᦺ ޟޔ㧍  ߆ ߁  ߣ ޠ㨀 㧮 㧿 ߩ ኻ ᔕ ߣ  ߁ ߎ ߣ ߦ 㑐 ߒ ߹ ߒ ߡ  ᧄ ޔᒰ ߦ ⷞ ⡬ ⠪ ߩ ⷰ ὐ ߆
ࠄ ච ಽ ߢ ߞ ߚ߆ ߣ  ߁ߎ ߣ ߩ ᬌ⸽ ߣ ߁ ߩ ߇ ᔅⷐ ߛ ߣ ᕁߞ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔ ޕ

٤ 㘻 ᚭ ෳ ⠨ ੱ  ߚ ߛ ߹ߩ ᓮ ᜰ ៰ߢ  ࠅ߹ ߔ ߇ޔ㧮 㧼 㧻 ߩᓎ ഀ ߪ ⷞޔ⡬⠪ߩ ᗧ ะ ߐ ࠄ߆ ࠇ ߘޔ
߹ ߑ ߹ ߥ㑐 ଥ ⠪ߩ ੱ ߚ ߜߩ ᗧ  ࠍ㓸 ⚂ ߒߡ  ࠍࠇߘޔ 㗴 ߇ ࠇ ߫⺞ ᩏ ࠍ ⴕߞ ߡ ޔ ㅍ ዪߦ ኻ ߒ
ߡ  ⸃ ߹ߚ ߪ ൘๔ ࠍ ⴕ ߁ߣ  ߁ ߎߣ ߇ છോ ߢ  ࠅ߹ ߔ ޕ

 ߒ ߚ ߇ߞ ߡ ⷞޔ⡬ ⠪ߩᏗ ᦸ ࠍ ߢ߈ ࠆ ߛߌ ㅦ ߿ ߆ߦ  ㅍ ᬺ ⠪ ߦኻ ߒ ߡ વ߃ ࠆ  ⷞߪ ࠇ ߎޔ⡬ ⠪
ߩ ⊝ ߐ ࠎߩ ା 㗬ࠍ ࿁ ᓳ ߔࠆ ߚ  ߦ㕖 Ᏹ ߦ㊀ ⷐ ߥ ╙৻ ᱠ ߢ ࠅ ߹ ߒߡ  ߦࠇ ߘޔኻ ߒ ߡ ㅍ ᬺ ⠪
߇ ߤ ߩ ⒟ᐲ ߥ ߁ࠃ ߩ ߤޔኻ ᔕ ࠍ ߒߚ ߆ ߣ ߁ ߎ ߣ߽ ߈ ߜ ࠎߣ ᛠ ីߒ ߡ ߅ ߊߣ  ߁ ߎߣ ߢ ࠅ ߹
ߔޕ

 ߘ ߁ ߁ ᗧ ߢ ߪ  ⷞ߽ ࠄ ߆ ࠇߎޔ⡬ ⠪ߩ ߚ  ߦ ࠆ ࠎ ߛߣ  ߁ߎ ߣ ࠍ ᔨ㗡 ߦ ⟎ ߡ ᆔ ຬળ ߩ
ᣇ ࠍ ㆇ ༡ߒ ߡ ߚ ߛ ߈ ߚ  ޔ㧮 㧼㧻 ࠍ ㆇ༡ ߒ ߡ ߚ ߛ ߈ ߚ ߣ ߁ ߰ ߁ ߦᕁ ߞ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔޕ

 ߎ ߩ ⊒⸒ ߩ ౝኈ ࠍ  ߡߺ ߹ ߔ ߣޔᒰ ⠪ 㑆 ߩਛߢ ⻢ ߞ ߚ ৻ ࠍ ࠇߘޔᔕੌߣ ߒ ߡ ࠆ ࠎ ߓ߾ ߥ
 ߆ ߣ ߁ ࠃ ߁ߥ  ߢ ߥ ߁ ࠃ ߁ ߣ ߆ ߥ ߾ ߓ  ߁ ߽ޔᆔ ຬ ߇ ታ ߦ ࠄ ߞ ߒ ߾ࠆ ߣ ߁ ߎ
ߣ ߪ  ⊝ޔ᭽ ߇ ߐ ࠇ ߚߎߩ ⼏  ㍳ߩ ਛ ߢ ࠄ ߆ ߦߥ ߞ ߡ ࠆ ߣ ᕁ ߹ ߔߩ ߽߁  ߣ⸒ ⊒ ߩ ߎޕ
ࠍ৻৻ขࠅߍߡޔᱜߒ߆ߤ߁߆ߣ߁ߎߣ߹ߢߔࠆߴ߈ߢߪߥߣᕁ߹ߔ߇ޔޔ
㘻 ᚭ ෳ ⠨ੱ ߇ ⸒ࠊ ࠇ ߚ ߎߣ ߣ ߪ ߔ ࠆ ⊒⸒ ߇  ߡ ࠆ ߥ ߣ ߁ ߰߁ ߦ ⑳ ߪᕁ ߞ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔޕ

 ߘ ߩ ਛߦ ߅ ߡ ޔㅍ୶ ℂ ᬌ ⸽ᆔ ຬ ળߩ ⼏  ㍳ߣ  ߁ ߽ߩ ࠍ ⺒ߺ  ߒ ߡߺ ߹ ߔ ߣޔੑ৾ ޚ ޚ
ᐕ ߩ   ᣣ ߩ⼏  ㍳ ߢ ࠅ ߹ ߔ߇ ޔᆔ ຬ ߩਛ ߆ࠄ ߩ ⊒ ⸒ߪ એ ਅߩ ߣ ߅ ࠅߛ ߣ  ߁ᓮ ⚫ ߩ ਛ
ߢ   ޔ࿁  ޔㇹ ේ ෳ ⠨ ੱ ߽ ข ࠅ  ߍ ߡ ߅ ࠄ ࠇ ߹ ߒ ߚ  ࠶ ࡃ ࠭ ᦺ ߩ ߚ ࠎ ߽ ߩ ߺ ޟ㧍  ޔޠ㨀 㧮 㧿 ߩ ⇟ ⚵
ߩ ߎ ߣ ߦ㑐 ߒ ߡޔክ ℂࠅ ࠍ ߔ ࠆ߆ ߤ ߁߆ ߣ  ߁ ߩ ਛ ߢޔ ߽ ߤࠇ ߌ ࠎߖ ߹ ࠅ ߆ࠊߪ ߆ ߚߥ ߤޔ
⊒ ⸒ ߣ ߁ ߎ ߣߢ ⸥ ߐ ࠇߡ  ࠆ ߩߪ  ߚ ߞࠊ ⚳ߪ ࠇ ߎޔ ߛ ޔ ㅍ ߢ 㗴ࠍ  ߎ ߒ ޔㅍ ߢ ⻢
ࠅޔਇੑኅ߽ߘࠇࠍ৻ᔕੌߣߒߚߣ߁ߎߣߢߣ߆ߥߪߢߩࠆߡߞࠊ⚳ޔᕁ߁ߣޔߚ߹ޕ
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 ߹ ߔ ߌࠇ ߤ ߽ߣ ࠄ ߚ ߌߛ ߚ  ޔᕁ  ߹ߔ ޕ

 ⑳ ߪ ޔᆔ ຬળ ߇ ޔೋߡ ߩ  ߢ ߽ ࠅ ߹ ߔ ߒ ࠅ ߥ ߆ޔ࿎ 㔍ߥ ⁁ ᴫߩ ਛߢ 㕖 Ᏹ ߦᘕ ㊀ ߥ⼏ ⺰
ࠍ ߒ ߡ ߚ ߛ ߚ ⚿ ⺰ ߢ ࠆ ߣ ߁ ߰ ߁ߦ ᛚ ⍮ ߒߡ ߅ ࠅ ߹ߔ ޕౝ ኈ ߦ 㑐ߒߡ ߪ ޔ㧮 㧼 㧻ߩ ℂ 
㐳 ߢ  ࠆ⑳ ߇ ࠦࡔ ࡦ ࠻ ߔࠆ ߎ ߣ ߪᏅ ߒ ប߃ ߐ ߖ ߡ ߚ ߛ ߈ߚ  ߣᕁ  ߹ ߔ߇ ޔ ᐲ ߣߒ ߡ ߘߩ
ࠃ߁ߥᒻߢ⺈ᔃ⺈ᗧክ⼏ࠍዧߊߒߚ⚿ᨐߢࠆߣ߁ߎߣߛߌߪᓮႎ๔ߐߖߡߚߛ߈ߚ
ߣ ᕁ  ߹ߔ ޕ

  ታ ߩ߶ ߤ ߪ  ߩ ߹ߑ ߹ߐޔᒰ ⠪ ߩ ᣇ ߦ ޘᓮ ᗧ  ࠆ ߣᕁ  ߹ߔ ߇  ޔ ࠃߖ ߦ ࠇ ߕޔ㘻 ᚭ
ෳ ⠨ ੱ ߇⸒ ࠊ ࠇߚ ⷞ ⡬ ⠪ߩ ߘޔਛ ߦ ߪ৻ ⥸ ᶖ ⾌⠪߇ ᄙ ߊ ߹ ࠇ ߡ ࠆ ࠊ ߌߢ ߔ ߌ ࠇߤ ߽ߩ ߘޔ
ᣇ  ߩ ޘ⋉ ߣ ߁ ߽ ߩ ߪ⟎ ߈  ࠅ ߦ ߐ ࠇߡ  ࠆ ࠎߛ ߣ  ߁ߎ ߣ ࠍ ␜ ߒ ߡ߅ ߈ ߥ ߇ࠄ  ޔ࿁ߩ
႐ ว ߪ ޔੑ ߟ ࠆ ⸃ ߣ൘ ๔ ߩ 㑆ߩ  ⸃ߦ ߣ ߤ ߹ߞ ߡ  ࠆߣ  ߁ߎ ߣ ߪ ޔ ߊ ߒ ߐ ߹ޔ㘻ᚭ ෳ ⠨
ੱ߇߅ߩਛߢㅍዪߩ⥄ਥ⥄ᓞߣ߁߽ߩࠍ㜞ߥ߈߾ߌߥࠎߛߣ߁ߎߣࠍ߅ߒ
ߐ ࠇ ߡ ߥ ߇ ࠄ߽ ߩ ߘޔᓎ ഀ ߢ ࠆ  ᧄޔᒰ ߦᱜ ߒ ႎ  ߇ߐ ࠇ ߚߩ ߆ ߥ ߁ ࠃߩ ߘ ߡ ߒߘޔ 㗴
߇  ߈ ߚᓟ ߦ ᱜߒ  ࠕ ࡈ࠲  ࡈ ࠜࡠ  ߇ߐ ࠇ ߡ ࠆ ߩ ߆ ߤ߁ ߆ ߣ ߁ ߎ ߣߦ ኻ ߒ ߡߪ ޔ㕖 Ᏹߦ
ᓎ ഀ ࠍ ⭯ߊ  ࠄࠇ ߡ  ࠆ ߣߞ ߽ ߣߞ ߽ޕᒝ ߊ ߡ  ߩ ߢߪ ߥ ߆ ߣ  ߁߰ ߁ ߦߪ ⑳ޔㅒ ߦ ᕁ
ߞ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ޕ

٤ ㇹ ේ ෳ ⠨ ੱ  ⑳ ߪ ࠶ ࡃ࠭ ᦺ ޟߩߎޔ㧍ޠ 㗴ߦኻ ߔ ࠆ ᬌ⸽ ᆔ ຬળ ߩ  ⸃ߣ  ߁ ߩߪ ో ߊਇ ච
ಽ ߛ ߣ ⠨߃ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔ ޕ

ߦ ච ಽ ߥክ ⼏ ࠍ㊀ ߨ ߚ ߢ ᆔ ຬ ળߣ ߒ ߡߩ ⚿ ⺰ ࠍ߹ ߣ  ߡ  ߒߚ ޕߔ߹ࠅ  ߢ✲ ⚻ ߁ ߁ ߘޔ

ࠅ ߦ ߐ ࠇߡ  ࠆ ޕ ߣ ޠޕ
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 ߘ ߎ ߢޔㅍ ዪ ߦ ኻߒߡ  ߞ ߚ⠨ ߃ޔᡰ េ ߔࠆࠃ ߁ ߥ ⠨߃ ߇ ࠆ ߩ ߢ ߪߥ  ߆ ߣ ߁ ᓮᜰ ៰
ߢ  ࠅ ߹ߔ ߇ ޔ ߩോ ዪ ߩ  ߣ ߁ ߩ ߪޔਃ ߟ ߩ ᆔຬ ળ ߇ Ṗ ߦ ክ⼏ ࠍ ㅴ  ࠆ ߎ ߣ߇ ߢ
߈ ࠆ ࠃ ߁ߦ  ⾗ߥ ࠈ ࠈ ޔᢱ ࠍ 㓸 ߒ ߚࠅ ޔળ วߩ Ḱ  ࠍߒ ߚ ࠅ ⚿ޔᨐ ߩ  ߩ ߅ᚻ વ ࠍ ߔ
ࠆ ߣ  ߁ࠃ ߁ ߥߎ ߣ ߢ ޔክ ⼏ ߩ ౝኈ ߘ ߩ߽ ߩ ߪ ᆔຬ ળ ߇ ߔߴ ߡ ⨲ ߒ ޔቯ ߒ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔ ߘޕ
ߩ ክ ⼏ ౝኈ ߦ ോ ዪ ߩ ዪຬ ߇ 㑐 ਈߔ ࠆ ߣ ߁ ࠃ ߁ߥ ߎ ߣ ߪ  ߽ ⑳ޔ㧮 㧾㧯 ߢ ᐕ ߩ ⚻㛎 ࠍ ߒߡ ߅
ࠅ ߹ ߔ ߇ ৻ ޔᐲ߽ ߥ  ߣ ߁ ߰ ߁ߦ ⏕ ାߒ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ޕ

-----------------------------------------------------㧨 ਛ⋭⇛ 㧪 ----------------------------------------------------

٤ㇹේෳ⠨ੱ ߘߩὐߦߟ߈߹ߒߡߪ⾗ߣߞࠂߜޔᢱ⇟ภ߇ߟߡߥߊߡᕟ❗ߥࠎߢߔ߇ޔ
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 ߹ ߚ  ৻߁ ߽ޔᣇ ޔ㧮㧼㧻 ߩ ᯏ ⢻ߩ ᒝ ൻ ߣ  ߥ ߌ ߾ ߈ߥ ࠄ ߿ ߛ߹ ߛ߹ޔవ ߶ ߤ ߅ߞ ߒ ߾ࠄ ࠇ
ߡ  ߹ ߒߚ ߌ ࠇߤ ߽ ౕޔ ⊛ ߦ ߤ߁ ߔ ࠇ߫ ᯏ ⢻ ߇ᒝ ൻ ߐ ࠇߡ  ߊߩ ߆  ߣ ߚ ߒ  ુ߅ޔᕁ ߹
ߔޕ

 ㇹ ේ ෳ⠨ ੱ  ޔੑ චᣣ ߩ ߎ ࠇ߽  ▚ⴕ  ⋙ ⷞᆔ ຬ ળ ߢ  ߩߎޔ ㅍᴺ ߩౝ ኈ ߦ 㑐ߒ ߡ ޔ ㅍ
ౝ ኈ ߦ ኻߔ ࠆ ࿖ኅ ߩ  ߩ  㗴 ߪޔ᳃ਥ ਥ ⟵ ߥߒ ␠ ળ ߩᩮ ᐙ ߦ߆ ߆ ࠊ ࠆ 㗴 ߢޔ ㅜᘕ ㊀ ߦ
⠨ ߃ ࠆ ߴ߈ ߛ ߣᕁ ߁ ⯯ޔன ޔㅧ ߩ 㗴 ߦ ኻ ߒߡ߽ ߞ ߣ ߩ ᨒ ⚵ߺ ߢ ߈ ߜࠎ ߣ ᱜ ߔߎ ߣ ࠍ⠨ ߃
ߡ  ߊ ߴ߈ ߛ ߣᕁ ߞ ߡ ࠆ ߣ  ߁߰ ߁ ߦ߅ ߞ ߒ ߾ࠄ ࠇ ߡ ࠆ ࠎ ߢߔ ߌ ࠇ ߤ߽  ౕޔ ⊛ߦ ߤ ߁
ߞ ߚ ᨒ ⚵ߺ ߇ ⠨߃ ࠄ ࠇ ࠆߩ ߆ ޕ

 ᰴ ߦ ޔㇹ ේ ෳ⠨ ੱ ߦ ߅ુ  ߒ ߚ ߣ ᕁ ߹ ߔ ޕ

 ච  ಽߢ ߔ ߩߢ  ᤨ߁ ߽ ࠎ ߛࠎ ߛ ޔ㑆 ߇ߥ ߊ ߥ ߞߡ ߹  ࠅ߹ ߒ ߚޕ

٤ ⼱ ญ㧔  㧕ᆔ ຬ  ߎ ߩᬌ ⸽ ᆔ ຬળ ߦ ߟ߈ ߹ ߒ ߡߪ ޔ ോዪ ߦ 㑐ߔ ࠆ ᓮ⺑ ߽  ࠅ ߹ ߒߚ ߌ
ࠇ ߤ ߽  ৻ޔਣ ߣߥ ߞ ߡޔ࿖ ᳃ ߩ ା㗬 ߦ ߎߚ ߃ ࠄ ࠇࠆ  ᧄޔᒰߦ ޔᐢ ἑ ળ 㐳߇߅ ߞ ߒ ߾ࠄ ࠇ ߚࠃ ߁
ߦ  ߁߽ޔ ᔃߒ ߡ છ ߖࠄࠇ ࠆ  ࠆ߃  ߦ ⋡ߦࠈ ߎ ߣ ߁ ߁ ߘޔᒻ ߢߗ ߭ ᜬ ߞߡ  ߞ ߡ ߚ ߛ߈ ߚ
 ߣ ᕁ ߹ ߔ ޕ

 వ ߶ ߤ⼱ ญ ߐࠎ ߩ ߅ ߞߒ ߾ ߞ ߚߣ ߎ ࠈߪ ߩ ߎޔ 㗴 ߦ 㑐ߒ ߡ ৻⇟ ㊀ ⷐ ߥ ോ ዪ ߣ ߁ ߩߪ ⺞
ᩏ ᓎ ߩ ߎߣ ߛ ߣᕁ ߁ ࠎ ߢߔ ߨ ޔߪ ߢޕ ㅍ ୶ℂ ᬌ⸽ ᆔ ຬ ળߦ ᚲ ዻߔ ࠆ ⺞ ᩏᓎ ߪ ߤ ߁ ߁ ੱߚ ߜ

 ߒ ߚ ߇ ߹ ߒߡ ޔ᥉ㅢߩ ᴺ ੱ ߣ㆑  ߹ߒ ߡ ޔℂ ળ ߩ ߣߎ ࠈ ߪ߹ ߛ 㧺 㧴㧷 ߣ ߆ ᳃ ߩ ᓎ ߩ
ੱ ߇  ߞߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ߌ ࠇߤ ߽  ⼏ ⹏ޔຬળ ߣ ߁ ߩ ⚵ ❱ ࠍߟ ߊ ࠅ߹ ߒ ߡ ޔ ߇ ߎ ߎޔ ㅍ୶ ℂ ᬌ
⸽ ᆔ ຬ ળߛ ߣ ߆ਃ ߟ ߩ ᆔຬ ળ ߩ ᆔຬ ࠍ ㆬ߱ ߣ  ߁߰ ߁ ߦ ߒߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ޔ ࠅ ߹ߟޕℂ  ળߪ ⽷ ോ
 ߩ ⽿ છࠍ ᜬ ߟߣ  ߁ ߛߌ ߢ  ߩ ߣ ޔㆇ༡ ߪ ⹏ ⼏ຬ ળ ߇ ৻⇟ ᄢ ߈ߥ ߣ ߎ ࠈߦ ߥ ࠅ ߹ߔ ޕ

٤ ᐢ ἑ ෳ ⠨ ੱ  㧮 㧼㧻 ߢ৻ ⇟ ⑳ ߚߜ ߇ Ꮏᄦ ߒ ߹ ߒߚ ߩ ߪ  ߩ ߎޔㆇ༡ ⾌ ߪᐕ㑆 ⚂ ྾ ం ᒝ ߦߥ ࠅ
߹ ߔ ߌ ࠇߤ ߽ ㅍ  ᬺ ⠪߇ ⽶ ᜂ ߔࠆ ޔ߇ ߔ ߢ ࠎ ߪ ࠇ ߎޔㅍ  ᬺ ⠪߇⽶ ᜂ ߒ ߡߟ ߊ ߞߚ ߽
ߩߛ߆ࠄㅍᬺ⠪ߦㄭࠎߓ߾ߥ߆ޔㅍᬺ⠪ะ߈ߦߥࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣ߁ࠃ߁ߥޔ
ߘ ߁  ߁ὐ ࠍ ߈ߜ ߞ ߣ ㆤᢿ ߒ ߥ ߊߜ ߾ ߆ ߧ ߣ ߁ ߰ ߁ ߦ⠨ ߃ ߹ߒ ߚ ޕ

 ㆇ༡ⷙೣߩਛߩ╙ච৻᧦ߦോዪߩᯏ⢻ߣ߁ߎߣߢᓎഀ߇ᦠ߆ࠇߡࠆࠊߌߢࠅ߹ߔ
ߌ ࠇ ߤ ߽ ޔോ ዪ ߪߤ ߁ ߞ ߚ ࡔࡦ ࡃ ߢ ᭴ ᚑ ߐࠇ ߡ  ࠆߩ ߆ ޔ ߚ ߹ޕᬌ⸽ ᆔ ຬ ળࠍ ᧄ ᒰߩ ᗧ
 ߢ  ߩ ࠻ࡦ ࡔ ࠦޔਛߦ ᦠ߆ ࠇ ߡ ࠆ ࠃ ߁ߦ ޔ ㅍዪ 㑐 ଥ ⠪ࠍ ৻ ಾឃ 㒰 ߒ ߚᆔ ຬ ળ  ࠍࠇ ߘޔታ ߩ
 ࠆ ߽ ߩߦ ޔታ ⾰ ⊛ ߦߘ߁  ߁ ߽ߩ ߦ ߒߡ  ߊ ߚ ߦ ߤ ߁ߐ ࠇ ߡ ࠆ ߩ ߆ߩ ߎޕㄝ ߩ ߎߣ ࠍ ᐢ
ἑ ળ 㐳 ߣ㘻 ᚭ ℂ 㐳 ߦ ߅ુ  ߒ ߚ ߣ ᕁ ߹ ߔ ޕ

 ᐢ ἑ ળ㐳 ߪ ྾  ᣣ ߦ ㅍ ᴺ ߦ㑐 ߔ ࠆࠦ ࡔ ࡦ ࠻ࠍ  ߐ ࠇߡ ߅ ࠅ߹ ߔ  ߩߘޕਛ ߢޔᬌ ⸽ᆔ ຬ ળ
ߦ ߟ  ߡ   ޟޔᓟ ߪ  ⚵ ⇟ ޔౝ ኈ ߦ 㑐 ࠊ ࠆ ክ ℂ ߪ  ㅍ ዪ 㑐 ଥ ⠪ ࠍ ৻ ಾ ឃ 㒰 ߒ ߚ ᆔ ຬ ળ ߦ ࠃ ߞ ߡ ⴕ
ࠊ ࠇ ࠆ ࠃ ߁ ߦ ߔ ࠆ  ߩ ࠻ ࡦ ࡔ ࠦ ߦ ߁ ߰ ߁  ߣ ޠޕਛ ߢ ߅ ߞ ߒ ߾ ࠄ ࠇ ߡ ߅ ࠅ ߹ ߔ  ޔ ߦ ߆ ⏕ ޕᆔ ຬ ߩ
ᣇ ޔ ߣ ࠆ ࠍ ޘ ㅍዪ ߩ⋥ ធ ߩ 㑐ଥ ⠪ ߪ ࠄ ߞ ߒ߾  ߹ ߖࠎ  ߥࠈ  ࠈ ޔ ߽ߤ ࠇߌ ߔ ߢޕᆔ ຬ
ળ ࠍ ⑳ ߽ ߡ ߹ ࠅ ߹ ߒߚ ߌ ࠇ ߤ߽ ޔࡓ   ࠢߥࠈ  ࠈޔᗧ ޔ ߇ߞߡ ߈ ߚ ߽ߩ ࠍ ࠇߘޔ
ౕ  ⊛ ߦᆔ ຬ ળߩ ႐ ߦ ߍ ߡ  ߊ  ߩ ߘޔ ോዪ ߩᯏ ⢻ ߣ ߁ ߩ ߪ㕖 Ᏹ ߦ ᄢ߈ ߥ ᓎ ഀࠍ ᨐ ߚߒ ߡ
 ࠆ ߣ ᕁ߁ ࠎ ߢߔ ޕ

 ߘ ࠇ ߆ࠄ ߽ ߁৻ ߟ ߪ ߩ ߘޔክ ⼏ࠍ ⛯ ߌߡ  ߊ ߢ ޔㅍ ዪ ߣߩ ㅪ ⛊ ᬺോ߇ ଐ ὼ ㊀ⷐ ߥ ᓎഀ ࠍ
ᨐ ߚ ߒ ߹ߔ ߇ ߩ ߘޔὐߢޔ ㅍዪ ߦ ߟ ߡ ߩ ᬺോߦ  ߒ ᣇ ߇ ߘߩ ࠃ ߁ ߥ ോ ߦ ᒰߚ ࠆ ߣ ߁
ߎ ߣ ߪ 㕖Ᏹ ߦ ല ߢ  ࠅ߹ ߔ  ߁ ߁ ߘޕᗧ ߢ  ޔ ߪ ⑳ޔ ߩ ോ ዪߪ ਛ┙ ᕈ ࠍ ߡ ࠆ ᒻߢ ⴕ
ࠊ ࠇ ߡ ࠆ ߣ ߁ ߰ ߁ ߦ⠨ ߃ ߡ ߅ࠅ ߹ ߔޕ

٤㘻ᚭෳ⠨ੱ ߚߛ߹ߩ⾰ߦߟߡߢߔ߇ޔ㧮㧼㧻ߦߪචਃੱߩ⺞ᩏᓎ߇߅ࠅ߹ߔޕ
ߘ ߩ ߁ ߜ྾ ฬ ߪ ㅍ ዪ ߮ ᳃  ㅪ߆ ࠄ ߩ ะ  ࠄ ߆ ࠇߘޔฬ ߪ ㅍ ዪ ߢ  ߚ ⚻ 㛎ߩ  ࠆㅌ ⡯
⠪ ߢ  ࠅ߹ ߔ ޕ

٤ᐢἑෳ⠨ੱ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ߇ߒߚ൘๔ߥߒ⸃ࠍߤ߁߁߰߁ߦㅍዪ߇ࡈࠜ
ࡠ  ߒ ߡ ߞ ߚ߆ ߽ ࠅ ߚ ߩ ߘޔ  ߡ ޔᓟ ޔ ㅍ ୶ ℂᬌ ⸽ ᆔຬ ળ ߦ ࠆ ⒳ ߩ ⸃ ࠍ ߒ ߡ
߽ ࠄ ߁ ࠃ߁ ߥ ߎߣ ߇  ߞߡ   ࠎߓ ߾ ߥ  ߆ ߣ ߁ ߰ ߁ ߦ⑳ ߽ ᕁ ߹ ߔ ޕ

٤ ⼱ ญ㧔  㧕ᆔ ຬ   ળ㐳 ߆ ࠄ ޔ㧮 㧼 㧻ߩ ᬌ ⸽ᆔຬ ળ ߩ ᚻ⛯ ߣ ߁ ߆ ክ ℂߦ  ߇ ߞߡ  ߊ⚻ ㆊ
ߦ ߟ  ߡዋ ߒ ᓮ⺑  ߇ ߞ ߚ ࠎ ߢߔ ߌ ࠇߤ ߽ ޔੑ ⋡ ߪ ᐢἑ ળ 㐳ߣ ߹ ߚ 㧮㧼 㧻 ߩ 㘻ᚭ ℂ 㐳 ߦ
߅ 㗿  ߒߚ  ߣᕁ ߁ ࠎ ߢߔ ޕ

  ᓟ  ߚߒ ߹ߒ ↳ ߈ߞ ߐޔℂ  ળߩ  ࠅᣇ ߽  ߡ ޔ ോ ዪ ߩ ⺞ ߦ ․ޔᩏᓎ ߩ ੱ ߚߜ ߦ ߟ ߡ
ߪ ᡷ ༀ ߩ  ߽ ࠈ ߁ ߆ߣ ⠨ ߃ ߡ߅ ࠅ ߹ߔ ޕ

߆ ߣ  ߹ ߔ ߣ ⚿ ࠈ ߎߣߩ ޔ᭴ ㅍ 㑐ଥ ߩ 㧻 㧮ߩ ੱ ߇ ਥജ ࠍ භ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ߘ ߪ ߊⴕ ߊ ⴕޕ
ߎ ߪ ᄌ ࠊߞ ߡ ߊ ߣ ᕁ ߹ ߔ ߌ ࠇߤ ߽ ⋥ߚߞ ߊ ߟޔᓟ ߢ ߽ ߞ ߚߣ  ߁ ߎߣ ߽  ߞߡ  ⚿ޔ᭴ ߘ
߁  ߁ ⚻㛎 ⠪ ࠍ㓸  ߡ ߅ࠅ ߹ ߔ  ߪߦߎ ߘޔ ߒߛ ߚޕᑯ ⼔ ჻ߐ ࠎ ߽ ߞ ߡ ߊࠇ ߡ ߅ ࠅ߹ ߔ ࠇ ߘޕ
ߢ ޔ㨀㧮 㧿 ߩ 㗴 ࠍ ߿ࠆߣ ߈ ߦ ߪ㨀 㧮 㧿ߪ ឃ 㒰 ߒߡ  ߩ ⺞ᩏ ᓎ ߇ߘ ߎ ߦ ߟ ߊ ߣ ߆ ߁ ߁ ߘޔᎿ
ᄦ ߪ ߒ ߡ߅ ࠅ ߹ߔ ޕ

 ⏕  ࠍߒ ߡ ߅߈ ߹ ߔ ߌࠇ ߤ ߽ޔ㧮 㧼㧻 ࠍ ⸳ ⟎ߒޔᬌ ⸽ᆔ ຬ ળࠍ ⸳ ⟎ ߒߚᓎ ഀ ߩ ᄢ߈ ߥ ᩇߣ ߒ
ߡ ޔ 㗴 ߇ ߈ ߚ ᓟߩ ㅍ ዪ ߩ ᵴേ ߩ ࠅ ᣇ ޔኻᔕ ߩ  ࠅᣇ ߦ ߟ ߡ ߽ ߈ߞ ߜ ࠅ ߣᬌ ⸽ ߒ ޔ൘
๔ ߒ ߡ ߊ ߣ ߁ ߎ ߣ ߇ᓎ ഀ ߣ ߒߡ  ࠊߞ ߡ  ࠆ߆ ߤ ߁ ߆ࠍ  ⟎ ⸳ޔ⠪ߩ ৻ຬ ߚ ࠆ ᐢἑ ળ 㐳ߩ ᣇ
ߦ ᓮ  ⸃ࠍ ᳞ ߡ ߣ  ߚ ࠅࠊ ⚳ ޔᕁ  ߹ߔ ޕ
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えております。また、これに関連してアジェンダの中から「行政による対応の現状と課題」
それから「訂正放送」を取り上げておりますので、これまでの議論等について、私のほう

羽石 保、浜井 浩一、堀 義貴、丸山 伸一

（２）オブザーバ（五十音順、敬称略）

ば、そこに何が起きてくるのか。テロへの脅威や、きのうもハイチに入っていたジャーナ
リストの方とお話をしましたが、日々の暮らしに大変追われる中で教育を受けられないと
どういうことになるのか。麻薬やあるいはさまざまな犯罪に手を染めて、そして、そこか

それでは、定刻少し前ですが、大臣もおいでになりましたので「今後の

【濱田座長】

ＩＣＴ分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」第８回の会合を開催

させていただきます。

の戦いだと思います。ＩＣＴ技術の急速な進歩によって、私たちはよくガラパゴス化とい
うことを言われますが、その負の面だけではありません。むしろ、移動体通信を中心とし
て世界よりも、ヨーロッパよりも５年進んでいるんだ、アメリカより７年進んでいるんだ

-2-

本日は、宇賀構成員、楠構成員、工藤構成員、黒岩構成員、深尾構成員がご欠席と伺っ

事は、所用により遅れてご到着するということをご事前に伺っております。さらに、ＫＤ

-1-

るいは言論を一色にする者あるいは力でもって何かしら一人一人の権利を奪う者、それと

ております。また、郷原構成員、浜井構成員、ＮＨＫ福地オブザーバの代理の金田専務理

インターネットにより生中継しておりますので、ご了承いただければと思います。

ら抜けることができない。まさに今日、皆様がご議論いただくテーマは、声をふさぐ者あ

いう共同体が失われて、その中で自らの民主主義の基盤を再生産することができなくなれ

５．議事録

本日の会合も、これまで同様、完全公開で行わせていただいております。会合の模様は

の情勢を見てみましても、教育の機能が失われて、そして、いわゆるゲマインシャフトと

（３）放送分野における報道・表現の自由を守る取組について

先日８月１５日、まさに６５回目の終戦の記念日を迎えました。さまざまな今現在世界

忌憚のない意見交換が行われるように期待をするものでございます。

（１）行政による対応の現状と課題

（２）ICT分野における権利保障に係る枠組みの現状と課題（訂正放送制度）

ざまな課題についてアジェンダごとにご議論いただくわけでございますが、これまで同様、

今日は、今、座長がお話しになったように、ＢＰＯの在り方、あるいは訂正放送、さま

間をいただきまして、心から座長はじめ皆様にお礼を申し上げたいと思います。

８回を数えましたが、毎回、精力的にご議論を賜りまして、また、大変お忙しい中、お時

こんにちは。総務省の原口でございます。この権利保障フォーラムも第

まず、議論に入る前に大臣から一言いただければと存じます。
【原口大臣】

４．議事

原口総務大臣、内藤総務副大臣

（４）総務省

放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ） 岡本 伸行、村上 勝彦、村澤 繁夫

（３）ヒアリング対象者（五十音順、敬称略）

広瀬 道貞、渡邊 大樹（代理出席）

からご説明をしておきたいと思います。

で、今回はＢＰＯのご協力を得て、このテーマを中心にさらに議論を深めていきたいと考

こ、郷原 信郎、五代 利矢子、重延 浩、宍戸 常寿、中村 伊知哉、根岸 哲、服部 孝章、

金田 新（代理出席）、嶋 聡（代理出席）、柘 一郎（代理出席）、長尾 毅（代理出席）、

上機構、ＢＰＯの取り組みについて、より深く議論をしたいというご意見ございましたの

項目について議論を深化していくという段階に入っております。前回、放送倫理・番組向

（１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略）

濱田 純一（座長）、長谷部 恭男（座長代理）、上杉 隆、後 房雄、音 好宏、木原 くみ

月が経過しておりますが、思い出していただきましたら、前回の会合から各アジェンダの

それでは本日の議事に入りたいと思います。夏休みもありましたので、前回から約２カ

省側では、長谷川政務官がご欠席と伺っております。

３．出席者：

２．場所：総務省第１特別会議室

１．日時：平成２２年８月２５日（水）１７：００～１８：４０

代理で柘常務取締役、ソフトバンク孫オブザーバの代理で嶋社長室長に、ＮＴＴ三浦オブ

在り方を考えるフォーラム（第８回会合）

ザーバの代理で渡邊経営企画部門長にそれぞれご出席をいただいております。なお、総務

ＤＩ小野寺オブザーバの代理で長尾渉外広報本部長に、静岡朝日テレビ河合オブザーバの

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
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すが、これは行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為。そして、特にその中でも不

かといったことについても、ご議論を賜ればと思います。

いて特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為である。そ
して、そこに特にこれが行政処分との違いですので明確に赤で示しておきましたが、あく
まで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものという性格のものでございます。あ
るいは、行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないと
いうような規定ぶりになっております。

ざいましたけれども、前回の会合から「砦」という言葉、いろいろな議論が重ねられてき

ております。前回、大臣もお話しになり、また今もお話しになりましたが、単にある一つ

の特定の組織ができればいいということではなくて、広く組織の在り方も含めて事業者、

関係団体、行政機関など、さまざまな主体が言論の自由を守る、いろいろな取り組みをし

ていくという仕組みを幅広に議論いただければいいのではないかと思っております。さら
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お手元の資料で「行政による対応に関するこれまでの主な意見」というものがございま

ご意見を思い起こしつつ、少し私のほうから説明をさせていただきたいと思います。

というところについて、これまでいろいろなご議論をいただいておりますので、そういう
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とで、これはまた議論のご参考にしていただければと思っております。

体こういう形になっていると。その内訳は、右のような円グラフの部分のとおりというこ

それから、放送番組に関する過去の行政指導件数は、これはよくあるデータですが、大

て行政処分、不利益処分が行われた事例はないと承知しております。

【濱田座長】

それでは最初の議事の１のところです。「行政による対応の現状と課題」

れているということになります。これまでは、私が承知している限りでは放送番組に関し

行政による対応の現状と課題に関する座長説明

議論になっていたのですが、今、行政手続法では、行政指導の仕組みはこのように規定さ

私が学生のころは、行政指導の法令上の根拠がないではないかというようなことでよく

うは、その右側をごらんいただきますと、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内にお

どうもありがとうございました。今、「言論の自由を守る砦」のお話もご

【濱田座長】

に本日も重ねて議論を活発に行っていただければと思っております。

処分を行うということ。これが行政処分の特色であります。これに対して、行政指導のほ

います。本当にありがとうございます。

利益処分というのは、特定の者に対して義務を課す、あるいはその権利を制限するという

指導の区別ということをここで一応対比して整理をしております。行政処分、堅い言葉で

たちは自らの言論をしっかり保障していくための組織の在り方というのは、どうあるべき

重ねて座長はじめ皆様に心から感謝を申し上げ、私の冒頭のごあいさつにかえたいと思

ータを挙げております。これはもう既にご承知の方も多いと思いますが、行政処分と行政

はどうあるべきか。「砦」という言葉が厳しいと言う方もいらっしゃいましたけれども、私

会が放送行政を担うことが重要ではないかといったようなご意見がございました。

っているところでございます。

放送番組に係る行政処分・行政指導の現状を理解する材料ということで、若干の法文とデ

なのではないかというご意見。あるいは恣意的な行政指導を防ぐためには、独立行政委員

ども、コミュニケーションにおける権利に関しては、国際的にもさまざま議論が巻き起こ

る関係者が議論を深め、憲法が保障する人々の権利をしっかりと守るために私たちの行政

あったというようなご意見。さらに行政指導も事業者の自主的取り組みもいずれも不透明

る現在、特定の企業の特定の端末を一部の国では規制しようという動きもございますけれ

そして、次の１枚めくっていただきますと、ここで少し頭の整理のようなことですが、

検討を勧告した事例では、総務省が行政指導を行わないと表明したように正反対の姿勢が

まいます。私たちはさまざまなメディアを通じて人々が情報を入手できるようになってい

今日、ＢＰＯの方もおいででございますが、表現の自由や国民の権利にかかわるあらゆ

証委員会が審議を見送った番組について総務省が厳重指導する一方、ＢＰＯが訂正放送の

題に突っ込んだ指導がされるようになったというご意見。あるいは行政指導事案の背景・

いと思います。

理由について、理由が全然説明されていないというご意見。あるいはＢＰＯの放送倫理検

ばと思いますが、ある時期から、行政指導の根拠は広く解釈されるようになり、番組の問

入りをしている者、こういった者にもしっかりと私たちは目を配っていかなければいけな

行政だけが大きくて司法の役割が小さくなれば、多くの人たちが泣き寝入りをします。

関する主なご意見がまとめてございます。特に下線を引いてある部分をごらんいただけれ

るもの、あるいは自らの権利が侵害されているということが意識されずして多くの泣き寝

行政だけが監督やさまざまな介入を強めて、立法府が弱ければ国民が置き去りにされてし

す。これをごらんいただければと思います。ここにこれまでいただいた行政による対応に

という技術もたくさんございます。その中で常時人々がつながることによって生まれてく
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判断にゆだねられているという問題点にかかわることですが、これについては、２ページ
目の一番下のところに、判決が２つ挙げられております。下から２つ目の最高裁の平成１
６年の判決というのがありますが、そこではこの訂正・取消放送制度は放送の自律性の保
障の理念を踏まえた上で、真実性の保障の理念を具体化するための規定であって、放送事
業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定め

ジのところですが、昭和６０年に起きたこうした案件ということです。これ以降、先ほど

の２ページ目の棒グラフにありますように、過去の例を見ますと年によって多い少ないと

いうものがあるようですが、こうした形で行政指導の行われている状況が見られるという

ことでございます。こうしたものを素材にしながら、後ほど議論を出していただければと

思います。

ただければと思いますが、訂正放送の在り方について、本当に行われたことは十分だった
かどうかということを十分に検討すべきである、あるいは訂正放送というもののふさわし
い内容と形式について再検討をすべきだということを勧告の中で言っております。

全体としてまともな対応ができているとは到底言えないという議論。それから訂正命令、

反論権制度を導入するとしても、中立的な裁判所の判断というものが必要ではないかとい

うこと。あるいはまた、ＢＰＯでできることと司法的救済との役割分担が必要ではないか

今日、特にＢＰＯにおいでいただいて、そちらの議論を時間を多く割きたいと思いますが、
ＢＰＯの役割にも関連するテーマでございますので、少しの間、これについて議論をいた
だけばと思います。

実でない放送により権利侵害を受けた本人あるいは直接関係人、これは概要のところに書

いてございますが、放送の日から３カ月以内にその放送を行った放送事業者に対して訂正

放送を請求することができるということになっております。放送事業者は、事実でない事
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どうぞ、どなたからでもご意見をいただければと思います。

それから訂正放送制度について、少し議論の材料をご説明させていただきました。これは

を図るという観点から、この訂正・取消放送の制度が設けられているということです。真

項を放送した場合、訂正又は取消放送をしなければならないということになっており、こ

以上、簡単でございますけれども、行政による対応の現状と課題、特に行政指導の問題

られている事例がございます。

反論権のような制度を設けて、これを裁判所の判断にゆだねるといったような仕組みもと

います。この一番上に書いてありますように、放送の真実性の確保それから被害者の救済

いりましたので、ご承知の方多いと思いますが、放送法の中に定められているものでござ

この話題がありました訂正放送それから取消放送の制度ですが、これも以前にも出てま

それから４ページ目。これは諸外国の状況でございます。このようにいろいろな仕方で

そこの勧告の中で訂正放送に言及している部分がございます。これは、下線部分ごらんい

ゆだねられている点が問題ではないかということ。あるいは、訂正放送の事例は少ないし、

といったご意見がございました。

Ｏ勧告の中で言及されております。資料３ページ、３枚目のところに入れておきましたが、

そうしてまた訂正放送を裁判で求めるということはできずに、放送事業者の自主的判断に

なってまいります。

ただきました主なご意見をここでまとめております。これも特に下線部分をごらんいただ

訂正放送の方法については、「真相報道バンキシャ！」事件ですが、それにかかわるＢＰ

とすると、この判決をどう考えるかということも議論しなければいけないということにも

かわるものです。これをごらんいただきますと、先ほどと同じようにこれまでの議論でい

ければと思いますが、放送局側の故意・過失を市民が立証することに困難がある。だから、

言い方をしております。ですから、最初の問題点、ご指摘のあった問題点をクリアしよう

訂正放送制度の関連で少し材料をご説明しておきます。これは、今日の議事の２番目にか

法上の請求権、裁判所に訴えて実現できる請求権として付与しているものではないという

律性の保障という考え方を踏まえて事業者の自主性に任せている。何らかの訂正請求を私

明

次に、もう一つの資料で「ＩＣＴ分野における権利保障に関するこれまでの主な意見」、

い言い方ですが、要するに訂正放送を行うか行わないかということについては、放送の自

ICT分野における権利保障に係る枠組みの現状と課題（訂正放送制度）に関する座長説

たものであって、被害者に対して私法上の請求権を付与する趣旨ではない。なかなか難し

先ほどのご意見の１番目、訂正放送を裁判で求めることができず、放送事業者の自主的

っていたということで訂正放送を行うということもあるということです。

れは請求に基づいて訂正の必要があるとして訂正をする場合もあれば、自分でこれは間違

の順番になっていますので、行政指導を行うになった発端は、一番最後にあります６ペー

ページ目以降に簡単なリストにしてまとめております。これは、時間的に新しいものから

それから、時々議論でも出てまいりますが、番組問題に関する行政指導の事例として３

276

依然としてまだ別の番組に出演をされているわけです。そうすると、再び同じような人権
侵害事案を起こす可能性が否定できず、そういう出演者に対しての歯どめというか、そう
いう方をしばらくきちんと対応されるまで出演を見合わせるというような形というのは、
制度上難しいんでしょうか。
【濱田座長】

妙になるのは、やはり一種の表現の事前抑制にならないかという問題が出てくる可能性は
あります。ある人が前に何か問題を起こして反省していないので今後の表現を一切させな
いと。これは極端なケースですが、そういうことになると、それは一種の事前抑制になっ
てしまう可能性がある。他方で、同じような発言をする可能性のある人を、これはあくま
で一般論として言っているわけですが、あえてある放送局が出演をさせた、実際にその結
果として問題のある発言が行われたというと、その場合の放送局の責任が重くなるでしょ
うね。ですから通常、これは個人の権利保障から見れば大変残念なことではあるんですが、
他方では報道の自由、表現の自由との調整で事前の抑制ではなくて事後の対応でできるだ

状と課題（訂正放送制度）」に関する自由討議

ジャーナリストの上杉隆です。訂正放送に関して、お伺いしたい点が

【上杉構成員】

ありまして、ぜひ議題というか、今、座長のお話しされた部分に関連して教えていただけ

ればと思います。実は先月、私自身がこの訂正放送の当事者になるような事案がありまし

て、関西テレビの「アンカー」という番組の中で、野中広務元官房長官が事実に基づかな

い発言をして、それによって私の名前を出して批判をするという事案がありました。これ

に関しては、２日後に関西テレビが番組の中で訂正というか、野中さんの発言は全面的に

間違いだったということを認めたんですが、ただ、その内容というか、時間帯が番組の一

番終わりの１分間。ただ野中広務さんが生放送で発言して、私が書いていない記事、全く

関与していない記事をもって、さらに私自身が批判されている記事をもって、何か勘違い

をされて、私のことを無責任だ、取材もしないジャーナリストだということを公共の放送

の中でおっしゃったわけですが、それについて、いわゆる人権侵害というか名誉の部分が

回復されないままであるというのが現状です。ここでとやかく申し上げるつもりはありま

【服部構成員】

送法上の訂正放送とおわび放送と混在していて、要するに法による訂正なのかどうかとい
うのが全然見えてこない。先ほどの上杉さんのお話だと番組の最後の１分間にその放送を
したというのは、多分放送法上の訂正放送だったと思うんですが、その辺がすごく不明確
な部分があるんです。明確にしたらいいというわけではないんですが、基本的には放送事
業者が気がついたときに早目に訂正するということが最も大切なことで、他者から言われ
てどうにかするという話では本来ないはずなので、だからといって何が訂正放送なのかと。
例えば今回出てきた資料の実施状況云々のところで、これはすべて放送法上の訂正放送だ
と思うんです。そうすると、それ以外にもたくさんされているわけです。ただそのときに
放送事業者は、これは放送法に基づく訂正放送ですとは今までほとんど言ったことがない
んです。そういう意味ではＢＰＯの勧告の中にある訂正放送の形式というのを、ただ単に
頭を下げろとか番組担当者が全員出てきて頭を下げればいいとか、そんなんじゃなくて、
これは何に基づいてどのような措置を講じたなどということを形式上しっかりしてほしい
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います。

ば別の番組を作ってやるのか、あるいは番組の中でキャスターが訂正するということも訂

正放送に入ってくるのか、そのあたりもう一度きちんと伺いたいんですが。ＢＰＯの方で

私が承知しているところでは、これは先ほどご紹介したＢＰＯの勧告の

それについて、ある事項が問題になったときに訂正をするかどうかということ、これは真

実でないということが明らかになれば、これはきちんと訂正をしなければいけないわけで

すが、そのときの判断の基準、それからどういう形で訂正をするかというのは、基本的に

放送事業者の自主性にゆだねられているという考え方です。ですから、今、上杉さんがお

っしゃったように、本来自分としては、こういうふうに訂正をしてほしいんだという場合

であっても、放送事業者の判断の仕方でフォーマットというのは、全然自分の思いとは異

なってくるというのが制度上はあり得るということだと思います。

【上杉構成員】

に対しては、批判というのは甘んじて受ける、それはいいんですが、全く事実無根の内容
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【濱田座長】

中にもあるんですが、訂正放送については、格別のフォーマットはないということです。

関連でもう一つよろしいですか。こういう職業ですから、書いた記事

も、どなたでも。

この訂正放送について、幾つか原稿を書いてきましたが、いわゆる放

け対処しようという考え方にならざるを得ないと思います。これは一般的な考え方だと思

せん。窺いたいのは、訂正放送というのは、一体どういう形のフォーマット、つまり例え

当然のことながら、制度上そういう仕組みはないわけですが、そこで微

しいというのが正直なところですが、もう一つは、そういう発言をされた野中広務さんが

「行政による対応の現状と課題」及び「ICT分野における権利保障に係る枠組みの現

で放送されたら、やはり今後の仕事上も厳しい、つまり、職業上も信用の問題もあって厳

277

ていただく時間をとりたいと思っております。

【濱田座長】

それでは、今、お話しした行政の対応それから訂正放送の問題、さらにＢＰＯ全般の在
り方に関連して先ほどの「言論の自由を守る砦」の幅広いベースですね。そういう中で議
論するということですので、その際に合わせてご意見等いただければと思います。

かしいのですけれども、ここで先ほど資料に基づいてご説明いただいたのは、放送法上の

訂正制度ですよね。したがってこのような判決になるのはやむを得ないと思うんですけれ

いてというところですが、ここで特に放送倫理・番組向上機構の取り組みに関するご意見
をいただければと思います。前回、会合の後でＢＰＯの取り組みに関する質問事項を構成
員の皆様方からいただきました。そして、それを取りまとめたものが資料に入っているか
と思います。そして、この質問事項について、ＢＰＯのほうから考え方についてご説明を
いただくということで、今日はＢＰＯのほうからお越しいただいている岡本様からご発表
お願いいただけるということでしょうか。よろしくお願いいたします。

に思うのですけれども、そのようなケースというものはやはりないのでしょうか。個人の

権利として侵害されたから、それについて訂正しろという私法上の多分根拠としてどれを

使うのか私、わかりませんが、例えば民法上の不法行為に当たる等として、それを訂正を

求めるということはあり得るようにも見えるんですが、そういうことは余り議論にならな

いというか、あるいはなっていないのでしょうか。

【濱田座長】

私は放送を作っている者ですから、たしか私の記憶では放送法第４条

も十分認識しております。そこで、お答えにつきましては、評価というのは私どもが自ら
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のＢＰＯの果たしている役割ということには満足できないというご意見があるということ

せん。

またご意見がちょっと訂正放送のほうに深入りしましたが、行政による対応のほうもご

ります。本日のご議論で引用されているということもわかりました。しかし一方で、現在

のか、そこは表現の自由との兼ね合い、あるいは立法技術との関係も出てくるかもしれま

ます。

した放送設備と同等の放送設備の相当の方法で」と。何が相当の方法かというところで幅

後、好意的なご意見をいただいたこともあります。同じく好意的な報道に接したこともあ

かり、また放送の現場の考え方もわかるところで委員会は判断をされていると考えており

状です。ここにありますね、訂正放送制度の資料の３ページのところですが、「その放送を

はもちろんあり得ると思いますが、どこまでそういう放送の仕方を法律で定めるのがいい

ンスセクションを分けているようですが、私どもは３つの委員会とも視聴者の考え方もわ

多分、規定の枠はあるのですが、それでもかなり緩やかだというのが現

【濱田座長】

２問目です。これまでＢＰＯに対して、とりわけ２００７年の放送倫理検証委員会発足

目の点につきましては、このご質問の前段のご説明を見ますと、放送現場とコンプライア

ういう形で放送番組を作っているんですけれども。たしか放送法第４条にありますよね。

が出てくるということですね。これをさらにぎちぎちとした法律に改正しようという議論

最初の質問につきましては、ＢＰＯの目的というものを概略記述いたしました。独立し
た第三者の立場での公平な判断ができるというところにあると理解をしております。２つ

ょっと抽象的な形ですけれども、それが示されているように思って、私のほうとしてはそ

とにしたいと思います。

まず、できるだけ簡単に心がけますが、この回答についての補足を口頭でするというこ

ーのＡと書いて、答えをできるだけ簡潔に記したものを提出しております。

ご質問をいただきまして、それへのお答えを提出いたしました。四角い枠の下にアンサ

備という言葉だったと思ったんですが、それから同等の放送設備、相当の放送という、ち

に規定があったように思うんですけれども、訂正放送で権利を侵害された者を同じ放送設

【重延構成員】

という感じかと思います。

議論を主にはしているものですから、そちらに行く前のレベルで少し議論が行われている

【ＢＰＯ（岡本）】

これはそういった裁判所で争うという以前の段階でどこまでどういうことが可能かという

ＢＰＯの岡本と申します。本日はよろしくお願いします。

放送分野における報道・表現の自由を守る取組に関するＢＰＯからの説明

いう司法上の制度はあるし、それからそれが使われているケースもあると思っています。

だとかというものを金銭賠償と合わせて請求するというやり方はありますので、実際そう

これは、名誉毀損の場合は、いわゆる謝罪広告とか、あるいは訂正広告

それでは、議事の３つ目です。放送分野における報道・表現の自由を守る取り組みにつ

ども、何というか専ら私法上の問題としてこれを取り上げるということも私は可能なよう

【根岸構成員】

根岸と申します。自分も法律家なのに、こういう質問をするのは恥ず

ありがとうございます。

意見があればと思いましたが、今日、さらにＢＰＯの取り組みに関する議論をかなりやっ

ということも含まれているということをお伝えしたいと思います。
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断内容、そのポイントはまた字の色を変えていますが、判断内容をやや長く引用いたしま
して、現場での番組制作、ニュース取材の指針として使っていただくというつもりでつく
りました。これはかなりもう古くなっておりまして、今年の秋に２０１０年版を作る予定
にしております。その間にこの基準から１０件程度増えましたので、途中に１つ追加の資
料を作っております。この判断基準は４,０００部制作いたしまして、構成員の放送局に配
付をいたしました。さらに放送局から余部というご要望がありました場合、それから外部
の研究者の方等から要望がありました場合には実費をいただいてお分けをしております。
Ⅱの２につきましては、特段補足することはありません。この特別調査チームは、先ほ
どお話に出ました「バンキシャ！」のケースでありまして、ＢＰＯ検証委員会の調査顧問
と弁護士２人、それから委員会の委員２人の計５人で構成をいたしました。

ました。既に出ているお話ですが、ＢＰＯは放送の世界で民間放送とＮＨＫがいわば自律

のあかしというものとしてつくったわけであります。ただし、その一方でその活動の中核

の委員会は、運営している放送の世界とは独立して、時に放送の世界に対してブレーキを

かける、苦言を呈するということも含め、独立した判断をお願いしているという活動です。

いわば放送の世界を放送の者が自分で解決していくというところに意味がありますので、

ここに例示されましたようなバックアップ等は必要がないという考えを述べております。

最初のパラグラフに戻りますが、そのような微妙なバランスの上でできている組織であ

りますので、ＢＰＯというものをつくったそのことによって、一般の皆さんの評価をいた

だくというよりも、その後のここに書いてありますような毎月の活動の積み上げ、節目ご

とに行われます勧告や見解などの判断に対する評価、それらが積み上がってＢＰＯの評価

視聴者意見は増加傾向にありますし、一番歴史の長い放送人権委員会で申しますと、設立
後１０年程度までは１年間に２件程度の事案というのが普通でしたが、現在は毎年４件か
ら５件ということで、一般への認知もそこを手がかりに考えれば徐々に広がっているので
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をしております。お手元の資料は、３つの委員会のうちの１つの、今は放送人権委員会、

かつてＢＲＣと呼ばれた委員会の判断基準となっております。どういうふうな判断をした

かという内容をとりまとめたもので、ねらいは放送の現場での実践的な指針として役立て
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務として調べていくということはしておりません。

に放送法から始まります放送事業者が定めた基準にのっとり、事案ごとに委員会が判断を

ん。それを探るものとして、このように記載をさせていただきました。後に述べますが、

うことはあります。しかし一般的に事業者のこのような体制がどうなっているかを広く業

ういうことを基準にして判断をするのかということにつきましては、ここにありますよう

きる限り広く公開をしております。勧告・見解につきましては、全文ホームページで公開

後の局内での評価、チェックというものがどうなっているかということをお尋ねするとい

を基準にして、本格的な議論に入るのか、また結論について見解、勧告というものは、ど

Ⅲの１です。ここで書かれておりますように、認知率の調査を行ったことはございませ

しました。事案の検証の中で番組が出ていくまでに制作過程であるいは番組が放送された

立ての内容、その期間等の定めがございます。ただ、ご質問の意味合いをどういうところ

しております。その結果については、先ほど申しました評価をいただくという立場からで

Ⅱの５。質問の中の「事前に」という意味を「一般的に」という意味合いに理解をいた

ないと考えております。

現在までに２件あります。ここに書いた以上類型化してお示しするということは特にでき

ざいます。申し立ての制度をとっています放送人権委員会は、申し立てができる方、申し

ては審理、そのほかのものと一口で申しますが審議とか手続について一部定めたものはご

審議・審理等につきまして、例えば放送倫理検証委員会は、虚偽というものにつきまし

Ⅱの４。ここに書かれております内容からいいますと、審理ということになりますが、

味ではかなり特殊なケースとして１件あります。

の事務局としましても、まだまだ工夫をしなければならない余地があるという考えですの

で、現在の仕組みの中でより活動を充実させていきたいという考えを述べています。

わからないような、加工を放送局にお願いした上で視聴をしたというケース、そういう意

その内容を確かめるということで放送局に申し出て委員が放送局に出向き、内部告発者が

目の事案でありまして、これは内部告発が内容になっているものでございますけれども、

てあることは、後にも述べますが、ＢＰＯの課題だと考えております。したがってＢＰＯ

次のページですけれども、現在のＢＰＯを考えまして、この１行目から２行目に例示し

日々の活動に十分努めるという旨を書きました。

次のページⅡの３ですが、１回視聴したことがあるといいますのは、検証委員会の１件

００ページから後は前半の一つ一つではわかりにくいという部分について、主に事案の判

後半において、行政のバックアップ等、例示されておりますので補足して回答を申し上げ

というものが徐々に確立していくものだと思っています。そのような考えを込めまして、

るというところであります。そのエッセンスを前半部に整理して記載した上に、およそ１

申し上げるよりも社会の方々に評価をしていただきたい旨を記述しております。ご質問の
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いただくというねらいで番組審議会にお送りをしております。局内での周知の便というこ
とで、紙ベースで出た後にＢＰＯからメールで情報としても各放送局に送っています。

置して公表しております。またその中で疑問が呈せられたという場合は、さらにその疑問

に対しての委員会の回答を載せているケースもございます。そういう意味では、放送局の

ではありませんが、ある日届いた意見のすべてについて検討して、情報の共有化を図りま
す。例えば、２つの委員会にまたがると考えられる場合、どちらの委員会で先に取り組む
のかとか、この意見については、放送局にこういうことをしようと思っているとか、とい
う報告があり、いろいろ意見が出ます。ただこれは原則でありまして、特に急ぐ場合、今
の例で言いますと、月曜日に意見が到着しましたら、視聴者応対からこれは緊急だという

ないのであり、かえって放送の質を向上させるという根本目的に反するという趣旨が述べ

られておりまして、萎縮というものについては強く意識した委員会運営がなされていると

思います。また、そのようなことに関しましても、先ほどご説明しましたさまざまな機会

を通じて、とりわけ放送現場の方々の意見をお聞きするということに努めているところで

す。
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集まって意見のすべてについて検討をいたします。すべて一つ一つ取り上げるという意味

れるときには、番組制作者の意欲をそぎ、豊かで多様な番組を萎縮させる効果を持ちかね
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ます。そして、水曜日の朝に私どもも出席いたしますが、担当調査役、視聴者応対の人が

が、そこでも第三者機関であるものとはいえ、その意見等が真に必要な範囲を超えて出さ

緊急時はいつでも早く解決するということを心がけております。説明が前後しますが、届

の担当の中で問題となる、あるいは何らか注目すべき意見はないかという仕分けをいたし

これは、先ほどの行政指導の資料の一番上にあるケースを巡っての談話を出しております

す。検証委員会は、今年の秋初めてのケースですが、地方で意見交換会を開くということ

ジになります。これが火曜日に事務局全員に配られますが、担当の委員会の調査役が自分

例えば１つの考え方としましては、昨年７月に検証委員会の委員長談話が出されました。

ものにつきましては、すぐ担当の調査役に回されますので、お答えの内容は原則であって、

どの番組の何日放送分かということを一覧化いたします。多い場合は、６ページか７ペー

そのほかの場所でも十分にこれを意識して議論を進めていると考えています。原則となる、

Ⅲの４の地方の問題ですが、これもほぼ意見を聞く会を開いているという面では同じで

普通のペースです。それにはどちらの方か、年齢、性別等の情報、それからご意見の概要、

日の午前中をめどにこれをＡ３判に資料化をいたします。１日５０件を超えるというのが

会って意見を交換する会ですが、そのようなものを増やしております。

Ⅲの３の萎縮効果ということにつきましては、委員会の毎回毎回の議論の中、あるいは

ておりますが、電話なりメールなりで届きますと、資料化を始めます。おおむね翌日火曜

上げます。月曜日に届く意見は、届くと同時に担当者、これは視聴者応対５人で構成をし

いで、ここに書かれたような認識に基づきまして、委員会調査役が出かけていく会、それ

から事例研究会、これは後ほどご説明しますが、いずれも現場の人と委員会の委員が直接

とは、ここに書いてあるとおりですが、わかりやすくするために例えばということで申し

Ⅳの２について、少し長く説明します。視聴者意見をどのように使っているかというこ

した。

さらに委員会と、とりわけ放送局の制作現場の距離をできるだけ近くするという意味合

わせて公表するという形をとっております。

討内容はＢＰＯ報告に出るわけですけれども、その回答そのものについては、決定文と合

Ⅳの１、視聴者意見の概略はここに書かれているとおりで、昨年度は非常に多くなりま

じて部数を変えて配付をしております。３,０００部程度は、放送局の番組審議会で読んで

をごらんいただきますと、決定本文とその次に原則として局からの回答文は全文併せて並

取組事案につきましては、報告を受け、委員会の中でそれについて検討した上で、その検

視聴者意見の主なものについて書いてあります。７,０００部を印刷して放送局の規模に応

いうことでできるだけの活用をお願いしております。

決められております。民放連の中の取り決めはさらに具体的で３カ月以内に報告をする。

になっておりまして、ＮＨＫもこれに準じて今まで行っております。ホームページで決定

く上で、今までは放送局に旅費等を負担していただきましたが、これはＢＰＯの負担でと

て指摘を受けた局は、その再発防止策等、その取り組みをＢＰＯに報告するということに

Ⅲの５のＢＰＯ報告は、配付されているこれが月例の月１回の報告で、３つの委員会と

度からの試みとして調査役が地方の放送局の研修会あるいは勉強会でお話をさせていただ

ります。その中でここにありますとおり、ＢＰＯの委員会から放送倫理上の問題点につい

それについて、ＢＰＯの委員会が意見を述べて、それを公表することも認めるという内容

なりますが、意見交換会を開いております。また、ここに表記しておりますように、今年

で現在計画をしております。人権委員会は、これまで地方で９回の、年に１度という形に

Ⅲの２、ＢＰＯ発足時の２００３年の２月にＮＨＫと民放連が基本合意書を交わしてお

はないかと推定をしております。
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それが広い意味でのメディア・リテラシーに重なり合うところもあると思いますし、青少
年委員会の試みなどはその一部に重なるという点もあると思います。また、コマーシャル
等についても、視聴者意見の中には当然入ってきますので、それを当該局に送るという形
では私どもの仕事の一部となっております。

ります。また、放送局は番組の企画から取材、制作、放送までの情報をすべて持っており

ますし、どのようにチェックしたかということもわかっているわけです。まずこのような

ことを行うとすると、放送局での試みとして行われたらということが私どもの考えであり

ます。また今お伝えしましたように、私どもはどうしても１週間に１度の取りまとめとい

紙です。

それに対してのご意見を視聴者からもいただきますけれども、中立性を問題にして決定等

省の権限の強化というものが見送られたわけです。そのときの議論、放送法の改正に関す
る質疑の模様を改めてここで資料としてお出ししたものです。

公平の取り扱い規定を作ってありますが、今まで適用されたのは１件、裁判の判決の報道

だけであります。
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ということで、それをまず、その効果を見届けようということで放送法の改正の中の総務

委員会でどう取り上げるかは、可能性としましては検証委員会。人権委員会は広い意味の
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虚偽、捏造のような放送に対しては、放送局側の自主的な取り組みによって対応するんだ

いうような問題放送についての総務省の権限を強化するという動きがあった。それに関し

れております。

を重く見てのご質問だと思っております。最初はまず放送局が行うべきではないか、次に

の問題など、いろんな放送をめぐる不祥事が多発して、それを受けて放送法の改正でこう

のほか先ほど申しました昨年の７月の検証委員会、委員長談話でも同趣旨のことが触れら

て、そういった動きの中でＢＰＯの検証委員会というのが設けられて、そういう問題放送、

の理由です。ちょうど例の「あるある大事典」の問題とか、不二家関連報道の「朝ズバッ！」

中の代表的なもの。３委員会の委員長名で出された声明の中から抜粋をいたしました。そ

Ⅴの３のご質問は、宍戸先生の政治問題を含めて政府による行政指導をするということ

ういう経緯であったのかということを改めて思い起こしていただきたいということが第一

Ⅴの２、総務省の行政指導につきましては、さまざまな場所で発言がありますが、その

これを改めてお配りした趣旨は、ＢＰＯの検証委員会が設けられたというのは、一体ど

うのは、我々が私的に開催した研究会の研究メッセージ、そしてそのメンバーが記載した

ぶということで理事会は関与しないという形をしております。主に決定を出した場合に、

に対し意見が届くというのは、私はほとんど気づいておりません。

中で触れました、そのとき配付資料にいたしましたメディアコンプライアンス研究会とい

す放送事業者の役職員以外という意味ですが、その役職員以外で構成される評議員会が選

配付していただいた資料は、２００７年の秋の衆議院総務委員会での

審議の中から、私の参考人意見陳述とそれに関する部分を抜き出したもの、それからその

【郷原構成員】

持たせてありますが、委員会の委員は外部の有識者、この外部という意味は、前にありま

Ⅴその他の１は、ここに書かれておりますような仕組みで、もともと中立性を理事会に

ては、放送局の考え方はすべて全文ＢＰＯのホームページ等で公表をしております。

自由討議

問がありましたらいただければと思います。

て回答をお願いする場合がありまして、その回答はすべて公表しております。したがって、

ご趣旨と少し異なるかと思いますが、年間およそ１０件から１５件程度のものにつきまし

最初に郷原さんのほうから資料を出していただいておりますので簡単に説明と、もしご質

それから青少年委員会で放送局にこの番組はどういう考えでつくったのかと、番組につい

どうもありがとうございました。

それでは、今、ご説明いただいた内容について、ご質問等いただければと思いますが、

【濱田座長】

思い、このように回答いたしましたが、先ほど言いましたように、決定後の放送局の意見、

ご質問は、意見について相当数について、このようなことをしたらどうかというご意見と

以上で説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。

きちんとした取材、きちんと視聴者に説明できるような放送を求めているわけですので、

に届く意見の恐らくそれよりも非常に多い数が同時あるいはより早く届いているはずであ

うのが原則になりますので、スピードということも考える要素となろうかと思っています。

質問の前段のご説明を読んだりしましてお答えしますと、ＢＰＯは主に放送局に向かって

が主要な目的、業務ということにはなりませんというのがお答えでございます。ただ、ご

Ⅴの４から最後までは、現在のＢＰＯの目的、それから成り立ちからいきますとこれら

お尋ねの後半にご提言をいただきましたが、ここに書きましたように放送局にはＢＰＯ

送ります。０９年度のその実績は、１３３社１万３,７００件となっております。

いた意見は、放送局のわかるものについては、すべて放送局に１週間に１度を単位として
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トと勘違いしていた」と、担当者が。悪意はない、だから捏造ではないという結論で終わ
ってしまったわけです。結局それによっていろいろ言われていたけれども、結論としては
捏造ではないとＢＰＯにお墨つきをもらったということを公言したというのが、この件に
ついての放送局側の最終的な態度でした。それに関して、この国会の委員会の中で私が指
摘しておりますのは、実はこの担当者というのが、カントリーマアムとチョコレートの違
いを明確に認識していて、平塚工場でチョコレートがつくられていないということも十分
に認識していたという根拠をここで出しているということです。要するにこういう事案に
おいて、ＢＰＯが本当に事実がおかしいということに気がついて、それを指摘するような
機能を果たしてもらわなければ、当初期待された機能が到底果たせないのではないかとい

づいてどのような役割を果たすのかということ自体が非常にあいまいであると。そして、

その虚偽、捏造という問題に対して、どのような調査が行われるのかと。どういう場合に

どういう組織を立ち上げて調査をするのかということ自体もあいまいだと。こういう状況

のもとでは到底虚偽、捏造の問題に対して十分な機能が果たし得ないという問題を指摘し

ているわけです。このときにこういう問題を指摘されたことが今一体どういうような改善

状況になっているのかということをお聞きしたかったというのが、私が重ねてＢＰＯのほ

うから来ていただきたかった、お話を聞きたかった趣旨でして、とりわけ民放連の広瀬会

長のほうからもＢＰＯ検証委員会を立ち上げられた当初は十分ではなかったけれども、今

は非常に十分な機能を果たしているんだというお話がありましたので、そこでどの程度当

らかの今のお尋ねについて、お答えをするということは適切でないと思っています。

審理方法の向上、格段の進歩があるんだということであれば、当時とどう違うかというこ
とを示していただきたいということを言っているわけです。
【ＢＰＯ（岡本）】

うことに限れば、２件目ですけれども、その方法の基本的な進め方ということについては、
変わりはないと思っています。
【郷原構成員】

の基本的な考え方が示されていないんじゃないかという点についても、先ほどお答えにな
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【郷原構成員】

う異常な時間を使って毎日毎日徹底的に不二家をたたくというような放送をしたわけです。

その中には、連日顔なしの映像が山ほど出てきて、その中で不正確なもの、真実性に問題

があるものが多々あったわけですが、その中で１つ明らかにこれは捏造ではないか、テー

プのすりかえではないかという疑いを持ったもの、これが平塚工場におけるチョコレート

の賞味期限切れのものを再利用しているという報道があったのに対して、これは実は証言

というのが平塚工場でカントリーマアムというクッキーを再利用しているという内容の証

言、それも平塚工場はカントリーマアムを作っていないわけですから、全くでたらめなん

ですけれども、でたらめだとわかっているのに、それをチョコレートの証言であるように

すりかえて報道したんではないかという疑いについて、この１点について具体的にＢＰＯ
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変わりはない。それから審理と審議の、あるいは勧告と見解について

それもご回答の３ページで回答をしておりますけれども、審理とい

そうではなくて、今は当時とは違って、こういうような調査方法とか

８月６日に見解ということで結論が示されておりますから、私の立場でこれに対して、何

具体的な不二家の事案についてのお尋ねにつきましては、３年前の

【ＢＰＯ（岡本）】

何かＢＰＯのほうで今の点、ございますか。

この不二家の問題に関する「朝ズバッ！」の報道というのは、半月間に３時間４０分とい

【濱田座長】

疑の状況を見ていただければわかりますけれども、要するにこういう問題だったんです。

当時指摘された問題がどういうことだったかと言えば、これは詳しくはこの委員会の質

のかということを説明していただきたいというのが私からの要望です。

いうと、まさにこの「見解」で述べられているんですが、「カントリーマアムをチョコレー

でもさまざまな問題点を指摘しています。要するに、検証委員会が一体どういう基準に基

いうことを具体的にお聞きしたかったわけです。

が行われた効果だったと思います。しかし、それについて結局どういう結論になったかと

をごらんください。そして、このメディアコンプライアンス研究会の研究メッセージの中

していたと言われるんであれば、その点についてもう少し具体的に現在はどう違っている

ころは客観的に認められるということになりました。そういう意味では検証委員会の審議

きに総務委員会で「全く評価できない」ということをこの中で言っているわけです。これ

たかったところです。ですから、当時指摘された問題がどういうふうに改善されたのかと

ントリーマアムについての証言をチョコレートについての証言として放映した」というと

してＢＰＯの検証委員会が十分に機能したと言えるのかということに関して、私はこのと

う問題をこのとき指摘したんですが、そういったことについて、現在は十分に機能を果た

すりかえの事実も全く否定していたのが、ＢＰＯの検証委員会の審議の過程で「確かにカ

ッ！」の問題です。先ほどもお話の中に出てきましたけれども、この問題について、果た

時と違うのかということを具体的にお聞かせいただきたいというのが、今回私が特に聞き

の検証委員会の審議を求めたというのが第１号事案だったわけです。結局当初放送局側が

問題は、このときに最初の審議入り事案になりました不二家関連報道に関する「朝ズバ
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があります。この事態についての違法性というのは、今にわかには私にはわかりませんけ

【ＢＰＯ（岡本）】

【ＢＰＯ（岡本）】
【上杉構成員】
【ＢＰＯ（岡本）】
【上杉構成員】

れども、これはどの程度の強制力があるのかというところですが。

かと、一方は明白な虚偽放送であるとか、結果の大きさとか、ということをもって説明を

されております。手続上は、大きな変化というものがなく、そのときごとにその内容に応

じて結論も決める。これも先ほど申しましたことの繰り返しになりますが、そういうふう

なことで進めています。

【濱田座長】

いう言葉遣いではないと理解します。
【服部構成員】

員会は人権という法に定められた名誉とかさまざまなものが侵害されたかどうかという意
味では基準があるんです。だけど倫理検証委員会、僕はメンバーですから逃げるわけでは
ないんですが、そういう意味では基準がなかなかできない。事例をたくさん集めていって
も、そのたびに新しい事例の新しい対応が出てくるだけなんで、そういう意味では違法性
を判断は司法にかわってしているわけではなくて、もしこの人権委員会で出てきた結論に
ついて、不服がある場合には司法判断にゆだねるという形の当事者がいることだって大い
にあり得るわけで、そういう意味では司法判断とは違った権利、法的な判断とはちょっと
違うんですが、法にのっとった形で議論をしているというか、検討していると考えてもら
ったほうがいいんじゃないかと思います。
【原口大臣】

者会見という形をとるのが普通です。それは、例えて言いますと、放送局に対して助言を

し、改善を促すという立場です。放送局は、出された決定については、尊重、遵守をする

という形で実効性の間が橋渡しされているという形です。はっきり申しますとＢＰＯが出

すものについて、強制とか命令とかということではありません。受け取った放送局がその

また自主性の中で判断をしていただくと。ただ、その枠につきましては、今、申しました

ように、最初のスタートのときの取り決め、今の規約にもありますけれども、出された結

論については、遵守、尊重するという立場を明白にされております。

関連ですが。ジャーナリストの上杉です。その点で言うと、違和感が

【上杉構成員】

あったのが、ＢＲＣの冊子で、今日いただいたものですけれども、２１８ページですが、

民主党代表選挙の論評問題事案の件、これは申立人は当時の野党の仙谷由人さんと枝野幸

男さんですが、この部分でＢＰＯの見解として、最後「したがってこの点に関する放送に

ついても、公正な論評の範囲内であって全体として違法性がない」とおっしゃっているん
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いると思います。その法律的な判断をＢＰＯの委員会がするという意味合いでの違法性と

はっきりしている場合は、その放送局に通知をし、それに続いて一般に公表をします。記
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２１７ページをごらんいただくと、やはり司法的な判断をＢＲＣがして

今の上杉さんの質問はよくわかるんですけれども、基本的には人権委

「公正な論評の範囲内で全体として問題とすることはない」という趣旨がここで書かれて

結論は、勧告、見解、意見と何種類かありますが、当該の放送局が

今、ご指摘のあったところについての私の理解は、名誉毀損……、

【ＢＰＯ（岡本）】

てくれますか。

って出されるのかというようなことをもう一回、非常に簡単なことなのですが、教えてい
【ＢＰＯ（岡本）】

【上杉構成員】

らいの権限があるのか。つまり放送局に対してどういう形での指導とかあるいは権限をも

ただけますか。

ております。

ＢＰＯの、例えば勧告とか見解とか出されることがあると思うんですが、そこに、どれぐ

ちょっと、私どうしてもわからないんですけれども、どなたか説明し

命令ということはありません。そこは協力関係の中での次の段階に進むということになっ

非常に基本的なというか基礎的な質問で申しわけないんですけれども、

【上杉構成員】

共通する考えとして。ＢＰＯの委員会の結論は、強制とか指示とか

【ＢＰＯ（岡本）】

法律的な判断、文言としては、違法性はないと書かれているんですけ

司法判断という意味では到底、全く違う世界です。

司法判断をＢＰＯはできるんですか。

２１８ページですか。

のチャンスを差し上げたいと思います。いかがでしょうか。

まだ郷原さん、おありでしょうが、ちょっとほかの方にも発言、質問等

【上杉構成員】

レットという事案の概略をまとめたものの中で委員長が結論がどういうふうに異なったの

いや、これは違法性はないと書かれていますよね。

れども、見解について、一言で言うと問題がないと評価した結論と思います。

が勧告でありましたから、不二家のときと結論が違っています。それについては、ブック

はい。２件目になりました「バンキシャ！」につきましては、結論

【ＢＰＯ（岡本）】

というのは。

名誉毀損を主な訴えの理由とされた場合は、権利侵害という言い方

ですが、ＢＲＣに違法性を判断する権限というのはあるんでしょうか。

ったように、基本的な考え方というのは特に明示はされていないということですか、区別
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証委員会は、そのような個人という考えを離れまして、虚偽の放送でその目的に書かれて
おりますけれども、視聴者に著しい誤解を与えた場合という趣旨が述べられています。し
たがいまして、委員会によって違いますけれども、この視聴者というのは放送によって影
響を受けた人、それが個人の場合もあれば、視聴者全般が影響を受ける、間違った放送で。
そういうことを含んでいます。
【長谷部座長代理】

のは、名誉毀損が成立するかどうかということが論点ですね。違法性があるかないかとい
う問題について、委員会が見解を出しておられるんですが、これはあくまで裁判所の確立
した先例がございますので、それをもとにして違法性があるかないかを判断をする、する
と違法性はないとなるのではないかと委員会が言っていると。その限りの問題であって、
だからといってこの委員会の判断が裁判所の出した結論と同等の重みを持っているという
話ではないだろうと思います。ですから、申し立てをされた方々がやはりこれは名誉毀損
なのだとお考えなのであれば、別途裁判所に自分の名誉が毀損されたということで訴える

ら下のほうです、「本件放送については、違法性を認めることができない」。まさに司法的

な判断をＢＲＣがしている。若しくは司法的な判断についての見解をここで述べていると

言わざるを得ない。とすると、それはＢＲＣのどの権能に基づくものなのでしょうかと。

そこは明らかにやはり議論がされなければいけないところじゃないかと思いますし、大臣

が質問して申しわけないですが、「ＢＰＯへのご質問へのお答え」の最初のところで、「視

聴者の基本的人権を擁護するため、放送上の問題に迅速的確に」と書いてありますけれど

も、この「視聴者の基本的人権」とは何を指すのか、そして「視聴者」と限った理由は何

なのか。つまり、多くの先ほどの訂正事案についても、視聴者ではなくて、上杉さんがお

っしゃった事案で言うと、上杉さんが放送された、視聴者ではなくて、その側の人権とい

うのは、ここには入っていないのか。それから自律のあかしというふうにつくったと書い

てありますが、何からの自律としてＢＰＯというのはあるのか。そこの基本的なところを

教えていただければと思います。

【ＢＰＯ（岡本）】

はい。

ことでご了解をいただければということですけれども。
【原口大臣】

については、先ほど郷原さんの質問についてお答えできませんとおっしゃった、あの答え
でいいんじゃないですか。
【長谷部座長代理】

たという主張をしておられるわけですので、委員会として、それは確立した司法判断の先

明記しているんです。視聴者の基本的人権というからにおいては、これの項目は一体何な

のか。単に自分の権利が侵害されたという場合だけなのか、あるいは先ほど申し上げたよ

うな選択肢がしっかりと示されているとか、そういったものを入れるのか。世界消費機構、

ＣＩにおける８つの権利というのがありますけれども、そういったものも念頭にあって視

聴者の基本的人権とおっしゃっているのか。そこのところはどうなんでしょうか。

【ＢＰＯ（岡本）】
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今、例示された件については不勉強で私はよく存じませんけれども、

いろなご見解はあろうかと思います。ＢＰＯというのは、そもそもそういう組織だという

け手にとって教育を受ける権利とか、基本的な権利については、消費者基本法については
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ただ、ここでは単に申立人の方々、ご自分たちの名誉が毀損され

もっと言うと、違法性について問われても答える権能もなければ、それ

【長谷部座長代理】

権利というのは、安全な環境において情報を取捨選択できる権利とか、あるいは情報の受

それは、書きぶりとしてどういう表現が適切かというのは、いろ

を招かない……。

【原口大臣】

私たちは、消費者基本法というのをつくりました。そのときの消費者の

ながら違法性はないと思われるとか、あるいは違法性という言葉を使わないで、少し誤解

と明記して、要するにこのように司法判断と取られてしまう可能性もありますから、当然

部分で違法性がないということはわかったんですが、そうしたら例えばその部分をきちん

すみません、上杉ですが、裁判所の過去の判例に基づいて名誉毀損の

送によってそれらが損なわれたと感じた人、受けとめた人です。

視聴者の基本的人権、名誉等の人権ということにつきましては、放

視聴者の基本的人権とは何を指すのか。

【ＢＰＯ（岡本）】

【原口大臣】

【ＢＰＯ（岡本）】

【上杉構成員】

とっていただければと思いますけれども。

【原口大臣】

それも視聴者で大ぐくりにしているわけですか。

ことは、これは完全に自由で、それは別途裁判所の判断を受けられるというものだと受け

する方、例えば人権委員会の申立人。

視聴者には訴えた方も入るという理解です。訴える方、申し立てを

って私が迷惑をかけましたという形で出てきます。次に２００７年に新しくできました検

あるときは、その違法性は阻却される」と書いてあるんです。それから②の真ん中ごろか

先ほど上杉構成員からのご質問ですが、ここで問題になっている

１つは人権委員会は、放送によって傷つけられたと思った人が申し立てたという制度を使

いるんではないかと。つまり、上から赤文字の「真実若しくは事実とみなす上で相当性が
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これがあったならば、今の郷原さんの意見は大切な指摘だと思いますが、本来委員会とし
て、あるいは僕もメンバーの１人として思うのは、現場で解決してくれる、例えばＴＢＳ

かと私自身は思っておりますけれども。

【原口大臣】

す。そういう意味で審理・審議の対象にしなかったということがあるので、現場で解決、
解決したと見るかどうか問題がありますけれども、現場で対応するということが第一だと。

提にしてここでは第三者としてのＢＰＯの判断が示されているということです。

【郷原構成員】

が「言論の自由を守る砦」を根底から壊していくことになると思います。
【郷原構成員】

思うんですが、現場でどこまでちゃんと原因を突き詰めて二度とこういうことが起きない
ようにしたかということが重要だと思うんです。そういう意味では今回のこの例も不二家

ゴルフをしていたというような問題報道ですけれども、またこれも「朝ズバッ！」で、結

局同じようなことばかりやっていると思うんですけれども、その中に結局これは審理入り

をしないということになったようですが、その理由の中に一番左の下のほうなんですが、

「倫理上の問題というよりも、取材者として、報道担当者としての資質の問題とも言える

んながうわっと報道して不二家は悪いやつだと思っているから、このぐらいやったって大
丈夫だと思っちゃうんです。これだって農水大臣は、何か外遊やって責任果たしていない
とみんなが思っているから、やってしまえと、とりあえず。それがこういうような結果を
招いている。結局、というふうに思われてもしょうがないんじゃないかと。そこの原因が
突きとめられてないということは、やはり審議の対象にして、きちんと検証を行われたの

こういう考え方ですか。要するに、まともな放送をするような資質を持っていない担当者

がやっているというのは、放送局として倫理上、重大な問題だと思うんですけれども、そ

ういう資質の問題は、放送倫理の問題じゃないという考え方が堂々とここに書かれている

というのは、どういう趣旨なのか、これでいいのかと思うんですけれども。

【ＢＰＯ（岡本）】

せ、その名誉を侵害したと認められる」、それから次の１７７ページ「テレビ朝日は重大な
過失によって藤井議員の名誉を侵害する放送をしたものと言わざるを得ない」となってい

対して。

【ＢＰＯ（岡本）】
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次のようになっています。ＢＲＣの見解が１７６ページ、
「藤井議員の社会的評価を低下さ

は、どうお考えでありますか、こういう資質の問題は倫理の問題じゃないという考え方に

これは、意見を紹介するというのは事務局の立場ですから。この中

国会不規則発言の部分では、申立人藤井孝男さん、当時の自民党の衆議院議員については

一応、紹介されているわけですよね、こういう見解も。これについて

ジャーナリストの上杉ですが、先ほど申し上げたのが民主党の部分に

【郷原構成員】

【上杉構成員】

関しての放送なんですが、ＢＲＣの冊子の前のほう、「たけしのＴＶタックル」に関しての

その考え方は左の上の「委員会は」という最後のパラグラフになる

ということです。

【ＢＰＯ（岡本）】

を読んでもらえば、その辺は理解されると思いますけれども。

【郷原構成員】

こういう考え方はとっていないということですか、ＢＰＯは。

【服部構成員】

介がこの黒い丸でつけられたものです。

それはホームページ上載っているＴＢＳの回答とか我々の意見の全文

かどうかということを確かめる必要があるんじゃないかと私は思います。

上のほうです。
「委員の主な意見」としてこういう考えの表現もありましたということの紹

ここの部分の取りまとめにつきましては、同じページの左のむしろ

問題の例も同じようなものです。何でそんなでたらめをやってしまったかといったら、み

のではないか。そうならば、この委員会で議論する問題ではない」と書かれているですが、

あくまで自主的な対応が重要だと思うんです。現場の対応が重要だと

しまうことになるんだということは、我々としては肝に銘じておかなきゃいけない。それ

られているこの「ＢＰＯ報告」の中に最近の事例が書いてあります。農水大臣が外遊中に

【郷原構成員】

導するということ自体が先ほど紹介の中にあったように、かなり放送の現場を萎縮させて

どうぞ。

ＢＰＯ、委員会の目的ということに関連するんですけれども、今日配

【濱田座長】

それに対して、ＢＰＯなりあるいはさらには総務省が行政指導、後で言いますが、行政指

それからさまざまな今後どうしたらいいのかということに対する対策を行っているわけで

今の関連ですが、よろしいですか。

の今度の問題についても、ＴＢＳはそれなりの訂正放送というかおわび放送と局内処分と

ですから、これで当事者の方々が納得いかないということであれ

【長谷部座長代理】

ば、さらに司法の判断を受けられるというのは、それは当然可能で、それがあることを前

法的な判断は司法にお任せすれば。

【服部構成員】

ことについて、委員会としての判断を出されるということ、それもあり得ることではない

この問題は、個人的な意見の１つだと思います。委員会が総論として

の意見のそれぞれの評価というものは、今、私が述べることではないと思っています。

例の物差しに基づいて判断したときに本当に名誉が毀損されていると言えるか否かという
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るというところです。
【濱田座長】
に服部さん、嶋さんでご発言お願いいたします。
【広瀬オブザーバ】

人、その権利に対して視聴者の権利というのはいったい具体的には何だということがあり
ました。私はＢＰＯの一番大きな役目というのは、放送被害を受けた方々の権利を回復す
るということと、視聴者、というのはつまりは公益です、公益との兼ね合い、つまり国民
の皆さんの知る権利との兼ね合い、そのバランスをきちんととっていくというのが一番大
きな役割であるだろうと思います。その場合にどちらが重いかということではなくて、ま
ずは放送被害を受けた方、これが不当に受けた場合には、これはやはり救済がすべてに優
先するだろうし、ＢＰＯの結論というのは、おおむねそういう線で来ております。ここで
番組内容に違法性が全くないならば、それはやはり公益という立場から、その放送番組を
擁護していく必要がある。その一つ一つがバランスがとれているかどうかが問われるべき
であって、一般論としてはなかなかこれは片づかないだろうという気がいたします。

らすると、政権与党の自民党には「名誉毀損にならない」、逆に野党には「名誉毀損にあた

る」となっており、つまり、政権与党に対しては気を使い、野党に対しては逆に厳しくな

っているんじゃないかと邪推せざるを得ないような書き方になってしまっているんじゃな

いかと思うわけなんです。むしろこういうところを先ほど原口大臣もおっしゃったように、

ＢＰＯはここまで踏み込まないほうがむしろ誤解を招かないと思いますが、そのあたりど

東京大学の宍戸です。この放送倫理番組向上機構が一体何をしている

うでしょうか。

【宍戸構成員】

のかというのは、私も今、いろいろお話を伺ってなるほどとわかってきたのですが、お手

元の「ＢＲＣ判断基準」の２５５ページに「放送と人権等権利に関する委員会の運営規則」

がございます。こちらの５条をごらんいただきますと、例えば「名誉、信用、プライバシ

ー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関するものを原則とする」と

書いてあるわけでございます。おそらくこういうことだろうと思うのです。例えば、放送

番組によって名誉なりプライバシーが侵害された人は、ＢＰＯをスキップして裁判所に行

ってもよいわけですし、それは国民に保障された裁判を受ける権利を行使しているだけの

これは政治的な判断から解放されているだろうかどうだろうか。この点については、原口
大臣もかなり研究されてアメリカ式のＦＣＣがいいとは思わないということも言っており
ます。それではいったい、日本としてはどういう機構を設けるべきか、我々も随分考えた
末に全く自由な、権限は別段ない、しかし委員の皆さん、放送に関心のある弁護士さん、
それから検事の経験者もいますし、学者もいます。そういう方々がさっき申しましたよう
なバランスを中心に議論していく、これにまさるものがあるならば、私たちもあるいはＢ
ＰＯもそっちでいこうということになってもいいんです。しかし、なかなかそういう組織
は私は、ないだろうと思うし、ＢＰＯというのは世界で唯一の組織であって、放送倫理検
証委員会を立ち上げて３年になりますけれども、この３年間に大変議論の中身なども進ん
できたし、世間での評価も固まって来つつある。これを育てていくのが放送事業者として
は第一ではないかという気がしております。もちろん、この「砦」委員会の最終的な結論
は、また十分尊重していきますけれども、現時点では、私は今日の意見を聞いてもなお、
ＢＰＯのようにすぐれたものはないんじゃないかという気でおります。

が存在しているんだろうと思います。逆に言いますと、ＢＰＯ、ＢＰＯの人権委員会とし

ては、その番組によって少なくとも委員会として人権侵害があったと思うだけのことがな

ければ、放送局に対してああしなさい、こうしなさいと言うことはできないでしょうとい

うことで、人権委員会のほうでも一応法的な判断は確かにする。ただ、それはあくまで当

事者ではないですけれども、第三者としての、しかし裁判所とは違う機関として法的な判

断をして、規則に基づいて人権救済活動を行う、あるいは行わないというだけのことなの

ではないかと私は思います。

今、宍戸先生からご説明いただくということで恐縮しておりますけ

【ＢＰＯ（岡本）】

れども、要するに自律組織として、裁判所に行くのではなくて、まず放送の中の自律組織

として裁判所と重なり合うような判断もしますが、あくまでも自律組織としての判断で、

裁判所と同じような効力を持つものではありません。その一方でねらいは迅速性。裁判は

長い期間かかる。それからＢＰＯはお金もかかりません。そういう形でまず、放送の世界

の内部でこれを認めてほしい、こういう不当なことを判断してほしいということを受けと
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て、例えばＦＣＣと比べた場合、ＦＣＣはいったいどういうふうな判断をするだろうか。

だ、裁判所に訴えるよりもより簡易で迅速な救済を受けるものとしてＢＰＯの人権委員会
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もう一つ、頭の中でそれぞれに判断していただきたいのは、ＢＰＯという組織ではなく

ことで、それをだれかにとめられる筋合いはないわけです。いつ訴えてもよいのです。た

先ほど、原口大臣からもありましたけれども、放送被害を受けた

そろそろ予定していた時間を過ぎておりますが、広瀬さん、そらから先

めているということで、裁判とは別という、自分たちの中の組織として作って運営してい

ます。さっきとは全く逆ではあるんですが、文面だけ読むと、私のような法律上の素人か
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言われちゃそれまでですが、ぜひお話しいただきたいというのが、僕は何度もこの場でお
願いしていることですが、その辺ぜひご検討お願いしたいと思います。
【濱田座長】
ますが、これはＢＰＯの審議に入っていたんでしたっけ。

んじゃなくて、違法性はないけれども放送倫理の観点からはグレーじゃないかとか、そう

したことでＢＰＯは放送事業者に対し、強いたしなめもしております。違法性がないから、

無罪解放だというような話じゃない。それ以前の、非常にグレーのところを判断してくれ

ているという気がいたします。

ＢＰＯの放送倫理検証委員会は判断したということです。
【濱田座長】

が、原口大臣を責めるんじゃなくて、去年の４月の段階で放送があった資料集の３ページ

【嶋オブザーバ代理】

ＢＰＯの果たされた役割はすばらしいと思うんですけれども、今日の議論を聞いていまし
て、おそらくインターネットでこれを聞いていらっしゃる方もおられると、本当にＢＰＯ
このままでいいんだろうかと思われたと思うんです。まず第１点は、郷原さん言われたよ
うに、前に言ったことに対しての改善はされていないと。それから上杉さん言われたよう
に、声が大きい政治家が恣意性的に言うと与党、野党と私は言いませんけれども、声が大
きい人が言うと、何か報告書もニュアンスが変わってくると。こういうことがあるとする
ならば、本当に今、原口大臣ですから行政指導が行われないんですけれども、恣意性がも
しこのままあるとするならば、原点に戻りまして内藤副大臣、最初におっしゃっていまし
たけれども、アメリカのＦＣＣがいいとは私も思いませんけれども、ここにありますが、
政府から独立した行政委員会が放送行政を担うことが重要という意見もあったようですの
で、本当にそれが必要なのかどうか。あるいはそれがやらないならばＢＰＯはどこまで改
善するのかということをきちんとしませんと、今日聞いていらっしゃった国民は本当に大
丈夫かということが、本当に真剣に思ったと思いますので、ぜひとも委員会でご結論を出
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と思います。

目に出ている過去の問題になった事例の中でのＴＢＳの「情報７ｄａｙｓ ニュースキャ

スター」の事案について、ＴＢＳ側はそれなりの先ほど言ったようにいろんな対応策を行

った後、そしてＢＰＯの放送検証委員会がそれについて議論をしている最中に総務省が厳

重注意を行ったんです。そのことは一体どういうことなんだろうかということ。つまりは、

どういうことを背景にしながらやったのかということが、行政手続法をどう読んでみても

出てこないんです。つまりは、行政指導ということが相手側はそれに従わなくても任意の

協力だとか、あるいは不利益な取り扱いをしないと言っているだけであって、いわゆる行

政処分のように不利益処分をする理由は何だということを明示しなければいけないのとは

全然違うんです。ＢＰＯという第三者機関が議論をしているときに、そのことの上を越え

るような形でこういうような行政指導を行う、行政手続法のもとでの行政指導を行うとい

うことは、一体どういうところから出てくるのかということをぜひご説明いただきたい。

少なくとも「情報７ｄａｙｓ」の事案については、川端委員長、放送倫理検証委員会の先

ほど岡本さんからも紹介があった去年の７月１７日付、談話を出しています。それはどう

してなのか。つまりＢＰＯが真摯に議論をしている最中になぜそのようなことを総務省が

したのかということを疑問としています。その辺のことについての説明がなければ、確か
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私も民間の自主的な取り組みが十分必要だと思いますし、当然

なるほど、わかりました。ちょっとこれは私のほうでも確認してみたい

放送というかおわび放送をきちっとしているということで、入らなくていいということを

ことだということをおっしゃいましたよね、前々回でしたか。そのことに関してなんです

取り上げなかった。先ほど言ったように、ＴＢＳ側がそれぞれ内部の

ら一度もそういう行政指導、放送事業に対することがないことはとても私としては誇れる

【服部構成員】

入らなかったですか。

中できちっとした議論をし、そしてその改善策あるいは内部での処分とか、あるいは訂正

行政指導のことについて、もう一度、総務省の事務担当の方にお聞き

【濱田座長】

いや、入らないです。

したいんですが、これまでの会合で話しましたように、原口さんが自分が大臣になってか

【服部構成員】

【濱田座長】

服部さん、お願いします。

のけていくのかという、行政処分とは違う意味での処分ではないから説明しなくていいと

がないという言い方は、現在も堂々と使われておりますし、だからそれでオーケーという

【服部構成員】

んです。そうすると恣意的な判断ではないかというような批判をどう総務省としてははね

りませんよ、あるいは違法性が極めて強いという場合にはまた逆の言い方もする。違法性

以上です。

の２条とかを読んでみても、あるいは３２条を読んでみても、その辺のことが出てこない

法的な権限があるわけじゃなくて、違法性の有無を問われていることに対して、それはあ

「情報７ｄａｙｓ」のこれですね、私のほうでも確認してみたいと思い

に区分けとかあるいは事例数とかはわかるんですが、なぜそれができるのか、行政手続法

それから、人権委員会が「違法性がない」と言い切る権限は何だと言えば、これは別段

287

ありがとうございます。

ありがとうございます。

本当にありがとうございました。ＢＰＯを責める気は全くありません。
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と思います。乱入に近いものでございまして、そのことを結びにおわびを申し上げて、ま

本当に真摯なご議論をいただきまして、大臣が自ら質問するというのは次回はやめたい

りました。

質というものが見えてくるんではないかということを今日のご議論を伺いながら聞いてお

いただくと、私たちが守りたいもの、あるいは守らなければいけないものの正体、その本

る権利、広く公正に公平に情報を選択する権利、これを少しブレークダウンしてご議論を

として使われて、そして不服があるということだけでは私はないと思います。視聴者の知

申し上げましたが、視聴者の基本的人権というのは一体何なのか、それは単にそこで材料

ではないという別のほうからの意見も出てくるのかもわかりません。また、これもご質問

いますが、しかし、あくまでそれは自主規制機関であるとすると、それは行政を縛るもの

総務省が何かをやれるか。私の時代はそれはやりたくないし、やるべきじゃないと考えて

ということがさらに議論をされるべきじゃないかと思います。自主的な機関を飛び越えて

待をされているとするんであれば、逆にそれを強固にする仕組みというのは一体何なのか

本当に大変な作業をしてくださっていると思います。また、ＡＤＲ的な機能がＢＰＯに期

【原口大臣】

大臣の締めくくり挨拶

から一言お願いでよろしいでしょうか。

それでは、これで議論は終わらせていただければと思いますが、最後に原口大臣のほう

【濱田座長】

（「異議なし」の声あり）

許しいただいて今後の議論の枠組みをつくりたいと思いますが、よろしいでしょうか。

については、大臣はじめ政務三役と座長、座長代理にご一任をいただくということで、お

るという印象を受けております。いつもと同じですが、本日いただいたご意見の取り扱い

今日は、いろいろな角度からご意見をいただきましたが、論点はかなり絞られてきてい

したら、手短にいただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。

もうお時間もかなり過ぎてしまいましたが、どうしてもご発言をということがございま

【濱田座長】

以上です。

していただくためには、もっと突っ込んだ議論をしていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

-30-

以上で第８回の会合を終了いたします。どうもありがとうございました。

ればと思います。

以上

それでは、次回会合の予定については、事務局より別途後ほどご連絡をさせていただけ

【濱田座長】

ありがとうございました。

た次回もよろしくお願い申し上げます。
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今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 9 回会合
平成 22 年 10 月 6 日(水) 17 時 00 分～
総務省７階省議室
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2010ᐕ 217ᣣ

2009ᐕ 217ᣣ

2010ᐕ 2 5ᣣ

2010ᐕ 129ᣣ

2010ᐕ 129ᣣ

2010ᐕ 129ᣣ

ℂ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 4 1ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩખᢷᣓ⸃᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 4 1ᣣ

2010ᐕ 226ᣣ

ᐔᚑᐕᐲ╙࿁ℂળ⼏㍳ࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 4 5ᣣ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 412ᣣ

2010ᐕ 315ᣣ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2009ᐕ 414ᣣ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 414ᣣ

2009ᐕ 317ᣣ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 416ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 428ᣣ

2010ᐕ 317ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 428ᣣ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 518ᣣ

2010ᐕ 317ᣣ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 525ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 525ᣣ

2010ᐕ 331ᣣ

ℂ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 6 1ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 6 2ᣣ

2010ᐕ 331ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2010ᐕ 6 2ᣣ































































2009ᐕ 918ᣣ

2009ᐕ 924ᣣ

2009ᐕ 924ᣣ

2009ᐕ 924ᣣ

2009ᐕ1014ᣣ

2009ᐕ1019ᣣ

2009ᐕ1020ᣣ

2009ᐕ1020ᣣ

2009ᐕ1023ᣣ

2009ᐕ1027ᣣ

2009ᐕ1027ᣣ

2009ᐕ1028ᣣ

2009ᐕ1028ᣣ

2009ᐕ1028ᣣ

2009ᐕ1112ᣣ

2009ᐕ1117ᣣ

2009ᐕ1124ᣣ

2009ᐕ1124ᣣ

2009ᐕ1124ᣣ

2009ᐕ1127ᣣ

2009ᐕ1127ᣣ

2009ᐕ1211ᣣ

2009ᐕ1217ᣣ

2009ᐕ1217ᣣ

2009ᐕ1217ᣣ

2009ᐕ1222ᣣ

2009ᐕ1222ᣣ

2010ᐕ 1 5ᣣ

2010ᐕ 126ᣣ

2010ᐕ 126ᣣ

2010ᐕ 126ᣣ













































ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળቯ╙ภߩᒰዪߩኻᔕࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળቯ╙ภߩᒰዪߩኻᔕࠍឝタߒ߹ߒߚ

⹏⼏ຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

















߆ࠆߡ߁ߤࠍࡆ࠹ߪࡉࠖ࠹ࠗࡀ࡞࠲ࠫ࠺ޟ㧫㨪⇟⚵ⷞ⡬ታᘒੱ⺞ᩏޠႎ๔ 
ᦠࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩᆔຬળቯ╙ภࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩክℂਛ᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળቯ╙ภߩ⸓ᱜࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩખᢷᣓ⸃᩺ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળޟᗧ឵ળࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓᦝࠍޠᣂߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ
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ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

(QJOLVK3DJHࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ࠃߊࠆ⾰ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળቯ╙ภߩᒰዪߩ⸃ߦኻߔࠆᆔຬ㐳ߩࠦࡔࡦ࠻ࠍឝタߒ߹ߒ 
ߚ



ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ


ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળቯ╙ภߩᒰዪߩ⸃ࠍឝタߒ߹ߒߚ

╙ภㅍੱᮭᆔຬળቯࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળቯ╙ภߩᒰዪߩኻᔕࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᐕᐲખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

7%6࠹ࡆޟ࠲ࠬࡖࠠࠬࡘ࠾ޡੑ㊀ⴕߩ႐ߦޢޠ㑐ߔࠆᆔຬ㐳⺣ࠍ⊒

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ


ᐕᐲ ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧߩⷐߣ⛔⸘ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ޟ%32ႎ๔ޠᐕᰴႎ๔ળ․㓸ภࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ


㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

2009ᐕ 9 2ᣣ

2009ᐕ 9 2ᣣ

2009ᐕ 827ᣣ

2009ᐕ 826ᣣ

2009ᐕ 821ᣣ

2009ᐕ 818ᣣ

2009ᐕ 818ᣣ

2009ᐕ 813ᣣ

2009ᐕ
2009
9ᐕ 813ᣣ
8 13

2009ᐕ 812ᣣ

2009ᐕ 810ᣣ

2009ᐕ 8 7ᣣ

2009ᐕ 8 7ᣣ

2009ᐕ 8 7ᣣ

2009ᐕ 8 7ᣣ

2009ᐕ 8 6ᣣ

2009ᐕ 721ᣣ

2009ᐕ 721ᣣ

2009ᐕ 717ᣣ

2009ᐕ 7 9ᣣ

2009ᐕ 7 9ᣣ

2009ᐕ
2009
9ᐕ 7
77 9ᣣ
9

2009ᐕ 7 2ᣣ

2009ᐕ 629ᣣ

2009ᐕ 629ᣣ

2009ᐕ 629ᣣ

2009ᐕ 624ᣣ

2009ᐕ 624ᣣ

2009ᐕ
2009
9ᐕ 610ᣣ
6 10

2009ᐕ 6 1ᣣ

















































㕍ዋᐕᆔຬળߩޟਛቇ↢ࡕ࠾࠲ળ⼏ޔޠಽਛቇ↢ࡕ࠾࠲ႎ๔ߩⷐࠍឝタߒ߹ 
ߒߚ

2009ᐕ 914ᣣ



2009ᐕ 210ᣣ

2009ᐕ 212ᣣ

2009ᐕ 218ᣣ

2009ᐕ 219ᣣ

2009ᐕ 220ᣣ

2009ᐕ 226ᣣ

2009ᐕ 226ᣣ

2009ᐕ 310ᣣ

2009ᐕ 312ᣣ

2009ᐕ 327ᣣ

2009ᐕ 330ᣣ

2009ᐕ 330ᣣ

2009ᐕ 4 1ᣣ

2009ᐕ 4 1ᣣ

2009ᐕ 4 1ᣣ

2009ᐕ 4 1ᣣ

2009ᐕ 4 8ᣣ

2009ᐕ 421ᣣ

2009ᐕ 422ᣣ

2009ᐕ 428ᣣ

2009ᐕ 5 1ᣣ

2009ᐕ 5 1ᣣ

2009ᐕ 5 1ᣣ

2009ᐕ 5 1ᣣ

2009ᐕ 5 8ᣣ

2009ᐕ 515ᣣ

2009ᐕ 518ᣣ

2009ᐕ 518ᣣ

2009ᐕ 527ᣣ

2009ᐕ 529ᣣ

2009ᐕ 529ᣣ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળᐕᐲ೨ᦼޟਛቇ↢ࡕ࠾࠲㓸߅ߩޠ⍮ࠄߖࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

⹏⼏ຬޔㅍੱᮭᆔຬળߣ㕍ዋᐕᆔຬળߩᆔຬߩᣂછߦߟߡឝタߒ߹ߒߚ

╙ภㅍੱᮭᆔຬળቯࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

⹏⼏ຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

╙ภㅍᬌ⸽ᆔຬળቯࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩᆔຬ⚫ࡍࠫࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐔᚑᐕᐲ╙࿁ℂળ⼏㍳ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળࠍޠߤߥࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޟឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޟᗧ឵ળࠍޠឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ
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ㅍੱᮭᆔຬળޟޠ⸃ޟឭ⸒ࠍߡߟߦߤߥޠᣂⷙߦឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐔᚑᐕᐲ╙࿁ℂળ⼏㍳ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

⹏⼏ຬߩᣂછߦߟߡࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળ ╙࿁ਛቇ↢ࡈࠜࡓޟỗ⺰㧍࠾ࡘࠬ⇟⚵ߩޠㅍ੍ቯ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ޟᐢፉ⋵⍮ㆬⵣ㊄⇼ᖺႎޠ᩺ߩᆔຬળቯࠍㅢ⍮

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁ਛቇ↢ࡈࠜࡓޟỗ⺰㧍࠾ࡘࠬ⇟⚵ޠ㐿ߩ߅⍮ࠄߖ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍᬺ⠪ᄖℂߩㆬછߦߟߡ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐔᚑᐕᐲ╙࿁ℂળ⼏㍳ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળቯ╙ޔภߩᒰዪߩኻᔕࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

2009ᐕ 2 9ᣣ

2009ᐕ 2 9ᣣ

2009ᐕ 130ᣣ

2009ᐕ 120ᣣ

2009ᐕ 116ᣣ

2009ᐕ 114ᣣ

2009ᐕ 1 9ᣣ

2009ᐕ 1 6ᣣ

2008ᐕ1224ᣣ

2008ᐕ1224ᣣ

2008ᐕ1212ᣣ

2008ᐕ1212ᣣ

2008ᐕ1210ᣣ

2008ᐕ12 3ᣣ

2008ᐕ1128ᣣ

2008ᐕ1128ᣣ

2008ᐕ1128ᣣ

2008ᐕ1111ᣣ

2008ᐕ1111ᣣ

2008ᐕ1031ᣣ

2008ᐕ1031ᣣ

2008ᐕ1028ᣣ

2008ᐕ1028ᣣ

2008ᐕ1017ᣣ

2008ᐕ1016ᣣ

2008ᐕ1016ᣣ

2008ᐕ1015ᣣ

2008ᐕ1010ᣣ

2008ᐕ1010ᣣ

2008ᐕ106ᣣ

2008ᐕ917ᣣ





























































ࡎࡓࡍࠫࠍᣂߒߊߒ߹ߒߚ

╙ภㅍੱᮭᆔຬળቯࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ℂળฬ★ࠍᦝᣂߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળᐕᐲᓟᦼޟਛቇ↢ࡕ࠾࠲㓸߅ߩޠ⍮ࠄߖࠍឝタߒ߹ߒߚ

ᐕߩⷞ⡬⠪ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ╙࿁⼏ⷐࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒክℂਛ᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

ㅍੱᮭᆔຬળߩᣂߒખᢷᣓ⸃᩺ࠍឝタߒ߹ߒߚ

㕍ዋᐕᆔຬળߩಽਛቇ↢ࡕ࠾࠲ᗧࠍឝタߒ߹ߒߚ

శᏒઙㅍߦߟߡߩޟᗧߦޠኻߔࠆฦዪߩ⠨߃ᣇࠍឝタ


&RS\ULJKW%URDGFDVWLQJ(WKLFV 3URJUDP,PSURYHPHQW2UJDQL]DWLRQ$OO5LJKWV5HVHUYHG
⸵นߥߊォタߔࠆߎߣࠍߓ߹ߔ

2008ᐕ72ᣣ

2008ᐕ72ᣣ

2008ᐕ710ᣣ

2008ᐕ715ᣣ

2008ᐕ715ᣣ

2008ᐕ722ᣣ

2008ᐕ722ᣣ

2008ᐕ722ᣣ

2008ᐕ81ᣣ

2008ᐕ85ᣣ

2008ᐕ85ᣣ

2008ᐕ88ᣣ

2008ᐕ821ᣣ

2008ᐕ822ᣣ

2008ᐕ828ᣣ

2008ᐕ828ᣣ

2008ᐕ828ᣣ

2008ᐕ911ᣣ

2008ᐕ912ᣣ
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ߒޔታ㑐ଥߩ⺞ᩏࠍⴕߞߚ⺞ޕᩏߪᒰ⇟⚵ߩࠬ࠲࠶ࡈ߅ࠃ߮ข᧚వߩ㑐ଥ⠪ߦኻߔࠆࡅࠕࡦ
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1. ⯯ன⸽⸒ࠍࠬࠢࡊߣߒߡㅍߒߚᣣᧄ࠹ࡆߩႎ⇟⚵ޢࡖࠪࠠࡦࡃޡ

ߪޔේೣߣߒߡޟ%32ႎ๔ߪߢ╬ޠታฬࠍߔࠆߎߣࠍߚޕ

ᦨᓟߦޔᆔຬળߢ⸛⼏ߒߚ᩺߇ᣢߦࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߦࠃࠅ⍮ߐࠇߡࠆ႐วߦ

ߤ߁߁ᣇᴺߢขࠅߍࠆ߆ߦߟߡߒวߞߚޕ

㧨ਥߥᆔຬߩᗧ㧪

߇ߥߐࠇߚޕ

ߦᄌൻߒߡࠆࡃࠛ࠹ࠖ⇟⚵ߦኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߥᣂߒಾࠅญࠍߟߌࠆᔅⷐ߇ࠆߣߩ⼏⺰

ߡߪޔߩ⇟⚵ߣߒߡߢߪߥߊⶄࠍ⚵⇟ߩ߆ߟߊޔว⊛ߥⷞὐ߆ࠄᛒ߁ᣇᴺߥߤᤨޔઍߣ

ࡃࠛ࠹ࠖ⇟⚵ోߦࠄࠇࠆㅍ୶ℂߩ㗴ὐࠍᆔຬળߣߒߡߤ߁ᛒ߁ߩ߆ߣ߁㗴ߦߟ

5. ࡃࠛ࠹ࠖ⇟⚵ߩ㗴ὐߦߟߡ

⛯߈ᬌ⸛ߔࠆߎߣߦߒߚޕ

ᆔຬળߪ7%6߇ᚑߒߚႎ๔ᦠࠍᬌ⸛ߒߚ⚿ᨐޔᡷߡหዪ߳⾰ᦠࠍߒߩߘޔ࿁╵ࠍฃߌߡᒁ߈

߽ⴕ߈ㆊ߉ߚข᧚ߢߞߚߎߣࠍޔㅳ㑆ᓟߦ߅߮ㅍࠍⴕߞߚ㧔ᣣ㧕ޕ

ᣣ㧕ޔߒ߆ߒޕㅢᏱߪߎߩࠃ߁ߥᣇᴺߪⴕࠊߕޔ7%6ߩଐ㗬ߦࠃࠆേߛߞߚߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ7%6

ߡ࿖ߪᷡߒߥࠃ߁ߦߒߡㅢⴕߔࠆᤋ߇ੑ㊀ⴕߩ⽎ᓽ⊛ߥࠪࡦߣߒߡㅍߐࠇߚ㧔

ࡃࠛ࠹ࠖ⇟⚵ߩ㗴ὐߦߟߡߪޔᆔຬળߣߒߡ⫾Ⓧߒߡ߈ߚౕ⊛ߥࠍ

ᄢ㒋ᐭߩᐭߣ࿖ߣߩᏅὐߢޔᄢ㒋ᐭߩᷡゞ߇࿖ࠍᮮಾࠆߣ߈ߦޔᷡ↪ߩࡉࠪࠍߍ

ᦠࠍߒޔ࿁╵ࠍᓙߞߡᡷߡᬌ⸛ߔࠆߎߣߦߒߚޕ

4. 〝ᷡࠍߋࠆੑ㊀ⴕ㗴ࠍขࠅߍߚTBSޡᖱႎ7days࠾ࡘࠬࠠࡖࠬ࠲
4.
〝ᷡࠍߋࠆੑ㊀ⴕ㗴ࠍขࠅߍߚT
TBS
Sޡᖱႎ77dayss࠾ࡘࠬࠠࡖࠬ࠲
ޢ

߁ᗧ߇ㅀߴࠄࠇߚޕએߩⷰὐ߆ࠄߩߎޔ᩺ߪขࠅߍߥߎߣߣߒߚޕ

್ᢿߒߚ⼏ޔߚ߹ޕຬߪੱߥߩߛ߆ࠄߩߘޔᗧࠍߦߢ߈ࠆ႐ߪઁߦ߽ࠆߩߢߪߥ߆ߣޔ

ᒰ⇟⚵ࠍⷞ⡬ߒᦺࡆ࠹ޔᣣߩ⺑ᢥᦠࠍᬌ⸛ߒߚ⚿ᨐޔᆔຬળߪㅢᏱߩข᧚ߩ▸࿐ౝߢࠆߣ

ߩ⨹Ꮉ⼏߆ࠄࠢࡓ߇ߞߚ᩺ޕ

⋓ࠅߢߪߥ߆߁ߣޔㅍࠍⴕߞߚߩߘޕข᧚ᣇᴺ߇ᒝᒁߢޔવ߃ᣇߦ߽㗴߇ࠆߥߤߣᢙੱ

㑆࠼࠶ࠢ⾌↪ࠍో㗵⾌⽶ᜂߦߔࠆઙߣ⼏ޔ㐳ቶߩᔕធ࠶࠻ࠍ㜞ଔߥ߽ߩߦ⾈ᦧ߃ࠆઙߪ߅ᚻ

ᣣߩࡄࠬޡ㧶࠴ࡖࡦࡀ࡞⨹ޔߡ߅ߦޢᎹ⼏ળߩ੍▚᩺ߦ⋓ࠅㄟ߹ࠇߚ⼏ળ⼏ຬߩੱ

3. ᧲੩⨹Ꮉ⼏ળႎߪㆊข᧚ߛߣࠢࡓ߇ߞߚ࠹ࡆᦺᣣߩࡄࠬޡ
㧶࠴ࡖࡦࡀ࡞ޢ

⸥⠪⊒ࠍⴕߞߚޕᣂ⡞╬ߢߐ߹ߑ߹ߥႎ߇ߥߐࠇߚߩߢߡߟߦࠄࠇߘޔᗧ឵ࠍⴕߞߚޕ

ߎߩ᩺ߪ೨࿁ߩᆔຬળߢክ⼏ࠍ⚳ੌߒޔᣣߦ1+.ߦኻߒߡᆔຬળߩޟᗧࠍޠㅢ⍮ߒߚᓟޔ

2. ᚢᤨᕈജࠍᛒߞߚNHKߩޡETV2001ޢ

ࠆߎߣߦߒߚޕ

․⺞ᩏ࠴ࡓߩႎ๔߿ߚߞ߁ߎޔᗧࠍฃߌߡޔᰴ࿁ߩᆔຬળߢᆔຬળߣߒߡߩኻᔕࠍᬌ⸛ߔ

ߔࠆޕ

ᴺߪႎ⇟⚵ߢߪߥߊޟ᳓ᚭ㤛㐷ޟޕߛ߁ࠃࠆߡࠍޠୋߚߜ߇ᱜ⟵ߛߥ߁ࠃ߁ߣޠᗵߓ߇

 ⠪ߪⷞ߫ࠇߔ߁ߎޔ⡬⠪߇ᔶࠅࠍᛴߊߛࠈ߁ߣᤃߦṶߒߡࠆࠃ߁ߦߺ߃ࠆߩߘޕᚻ

߁ࠬ࠲ࡦࠬࠍ߽ߟߎߣ߇ޔᄢߛޕ

 ߎ߁߁ߎߣ߇߅߈ߥߚߦߪ  ⽿છߩ⏕┙  ⽿છ⠪ߩ⾗⾰ࠍߚ߆ࠆߎߣ  ๔⊒ࠍ⇼

ᰴߦޔੑ㊀ⴕࠍ࠹ࡑߦޔᄢ㒋ᐭߩ〝ᷡࠍขࠅߍߚ᩺ߪޔᒰዪߦ⾰

ߪޔㅢᏱߩ▸࿐ౝߩข᧚ߢࠆߣ್ᢿߒޔขࠅᛒࠊߥߎߣߦߒߚޕ

⨹Ꮉ⼏ળߦኻߔࠆႎߪㆊߛߞߚߣᒰዪߦࠢࡓ߇ߞߚ᩺ߦߟߡ

߹ߑ߹ߥᔕ߇ߞߚߩߢߡߟߦࠇߘޔᗧ឵ࠍⴕߞߚޕ

1+.(ޡ79ޔߪߡߟߦޢᆔຬળ߇ߒߚޟᗧߦޠኻߒߡᣂ⡞ႎߥߤߐ

ᩏ⚿ᨐߩਛ㑆ႎ๔߇ࠅߩߘޔߢ⼏⺰߇ߥߐࠇߚޕ

ߦߟߡ࿁⋡ߩክℂࠍⴕߞߚᦨޕೋߦ․⺞ᩏ࠴ࡓ߆ࠄⵣ㊄ࠅႎߦ㑐ߔࠆ⺞

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߪᣣߦ㐿ߐࠇޔߕ߹ޔᣣᧄ࠹ࡆޢࡖࠪࠠࡦࡃޡ

 ⼏ߩⷐ  

ຬޔ㉿ਛᆔຬ⧎┙ޔᆔຬޔㇱᆔຬޔ᳓ፉᆔຬޔศጟᆔຬ

 Ꮸ⠪   Ꮉ┵ᆔຬ㐳ޔṚᆔຬ㐳ઍⴕޔዊ↸⼱ᆔຬ㐳ઍⴕޔ⍹ᆔຬޔᏒᎹᆔ

 ޟ%32ႎ๔ࠆߌ߅ߦ╬ޠዪฬ⇟⚵ฬߩ࡞࡞ߦߟߡ

 ࡃࠛ࠹ࠖ⇟⚵ߩ㗴ὐߦߟߡ

ࠠࡖࠬ࠲ޢ

 〝ᷡࠍߋࠆੑ㊀ⴕ㗴ࠍขࠅߍߚ7%6ߩޡᖱႎGD\V࠾ࡘࠬ

ࡄࠬޡ㧶࠴ࡖࡦࡀ࡞ޢ

 ᧲੩⨹Ꮉ⼏ળႎߪㆊข᧚ߛߣࠢࡓ߇ߞߚ࠹ࡆᦺᣣߩ

 ᚢᤨᕈജࠍᛒߞߚ1+.ߩ(ޡ79ޢ

ࡦࠠࠪࡖ㧍ޢ

 ⼏㗴   
 ⯯ன⸽⸒ࠍࠬࠢࡊߣߒߡㅍߒߚᣣᧄ࠹ࡆߩႎ⇟⚵⋧⌀ޡႎࡃ

 ႐ᚲ   ޟㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴>%32@╙ޠળ⼏ቶ ජઍ↰ㅍળ㙚㓏

 ᣣᤨ   ᐕᣣ㧔㊄㧕 ඦᓟᤨ㨪ᤨಽ

╙25࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ

2009ᐕᐲ ⼏ⷐ

 ᱜ⏕ߥᗧߢ⺕߽ଔ୯್ᢿߒߡߥⵣޕઃߌࠍขࠈ߁ߣឭ⸒ߒߡߺߚߣߎࠈߢߩߎޔ᭴ㅧߢ

ᯏ⢻߇ߡߥޕ

ߪߕߛ߇ޔታᘒߪ࠴ࡓߦߥߞߡߥ߅ޕߩㅪ⛊ߪਇචಽߢࠢ࠶ࠚ࠴ޔࠄ߫ࠄ߫ߢࠎߡޔ

 ↹߇ขࠇࠇ߫ߢ߽ߣ߁ޔᤋ⥋ਥ⟵⊛ߥᗵߓ߇ߔࠆࠆߡߞ߿ߢࡓ࠴ߡߒߣ❱⚵ޕ

߇㚟ߌ࿁ߞߡࠆߣ߁⁁ᴫࠍߞߡߒ߹ߞߡࠆޕ

ߦߒࠃ߁ߣߔࠆߎߣ߇ᦌޔᤒߢਛㅜඨ┵ߥข᧚ߦߥࠆේ࿃ߛޕนຟᗐߥߊࠄ႐ߩ࠺ࠖࠢ࠲

 ోߡߩరರߪᤨ㑆ߩ⍴ߐߛࠍ⋧⌀ޕⓥߔࠆߣ߁ߎߣࠃࠅ߽ޔㅍᣣߦ㑆ߦวࠊߖࠆࠃ߁

㧨ਥߥᆔຬߩᗧ㧪

296





ߐࠇߚ߇⚿⺰ߦ⥋ࠄߕޔᰴ࿁ߦᜬߜߔߎߣߣߒߚޕ

&RS\ULJKW%URDGFDVWLQJ(WKLFV 3URJUDP,PSURYHPHQW2UJDQL]DWLRQ$OO5LJKWV5HVHUYHG
⸵นߥߊォタߔࠆߎߣࠍߓ߹ߔ

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળᐕ

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળᐕ

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળᐕ

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળᐕ

╙࿁ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળᐕ

ขࠅข᧚ߩ⚻㛎ߩਲߒੱߚߜ߫߆ࠅߛޕᣣᧄ࠹ࡆߪޔ㗴ߩᩮᧄࠍੱߩ⢻ജߩ㗴ߣᝒ߃
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ߣ߁ὐߦ⼏⺰߇㓸ਛߒߚޕ
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ࠍ߽ߣߦክℂߒߚޕ
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ࡖ㧍ޢ

ߚߢߩᤨ⥃ߦޔᆔຬળࠍ㐿ߡ㓸ਛ⊛ߦ⼏⺰ߔࠆߎߣߦߒߚޕ
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࿁╵ߣࠊߖߡߔࠆߎߣߦߒߚޕ

ߚߩߘޕℂ↱ࠍޟᆔຬ㐳⺣ߡߒߣޠᢥൻߒޔᆔຬળ߆ࠄߩ⾰ߦኻߔࠆTBSߩ
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╙27࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ
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╙26࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ - 2009ᐕ6

╙27࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ - 2009ᐕ7
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╙29࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ - 2009ᐕ9

╙30࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ - 2009ᐕ10
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╙36࿁ ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ - 2010ᐕ3
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䇸╬
䇸╬䇹䈮䈲䇮ᣣᧄᣂ⡞දળ䇮ᣣᧄ㔀දળળຬ䇮ᣣᧄ᳃㑆ㅍㅪ⋖䇮ᣣᄖ࿖ႎදળળຬ䈭䈬৻ቯ䈱࿅䈱ട⋖␠䈱⸥⠪䈏䉁䉏䉎䇯
ᣂ ද
㔀ද
ㅍㅪ

ႎද
䈬 ቯ

⠪䈏
䇸╬䇹䈮䈲䇮એਅ䈏䉁䉏䉎䇯
ᣣᧄᣂ⡞දળ䇮ᣣᧄ᳃㑆ㅍ
䊶ౝ㑑ᐭ䋨ਛᄢ⤿䋩䇮࿖ኅᆔຬળ䋺ේೣ䇮ᣣᧄᣂ⡞දળ䇮ᣣᧄ᳃㑆ㅍㅪ⋖ട⋖␠䈲ᣣᧄ㔀දળ䈮ട⋖䈜䉎␠䈮⛮⛯⊛䈮㓹↪䈘
ㅪ⋖ട⋖␠䈱⸥⠪╬
䉏䉎⸥⠪䈶ᄖ࿖⸥⠪⊓㍳⸽ᜬ⠪
䊶㒐ⴡ⋭䋺ᣣᄖ࿖ႎදળળຬ
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2

ߎࠇ߹ߢᖱႎߩฃߌᚻߛߞߚ࿖᳃߇⥄ࠄ⊒ାߔࠆߣ
ߥࠆߚߩ⚵ߺߦ㑐ߒߎࠇ߹ߢߐࠇߚਥߥᗧ
ޤ⺰✚ޣ
٤ ᭽ߥޘ⠪߇࠲ࠛࠢޔㅍߦࠕࠢࠬߢ߈ޔߦಾ⏢℉⏴ߒߡ࠹ࡦࠦࠃࠅࠃޔ
ࡦ࠷⇟⚵ࠍࠅߍࠆޟᯏળߣᮭ߇ޠ㓚ߐࠇࠍࡘࡃࡦࡑࡘࡅޔะߐߖࠆᣇ╷ࠍ
ࡦ࠷
⇟⚵ࠍࠅߍࠆ ᯏળߣᮭ߇ޠ㓚ߐࠇࠍ ࡘࡃࡦࡑ ࡘࡅޔะߐߖࠆᣇ╷ࠍ
ᬌ⸛ߒߡߚߛ߈ߚޕ
٤ ޟᏒ᳃ߩᮭ⟵ോࠍޠၮ␆ߦߔ߃ߡ␠ޔળߩߔߴߡߩᚑຬ߇ࡘࡒࠦޔ↱⥄ߩ⺰⸒ޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߣᖱႎߩ⥄↱ࠍ੨ฃߢ߈ࠆࠃ߁ቯࠆߎߣ߇ᄢේೣޕ
٤ ၞᵴᕈൻޔᢥൻ⢒ᚑ߇ੱ৻ੱ৻ޔノߊᐘߖߦߥࠆ╬ߩⷰὐߢ⠨߃ࠆߎߣ߇⽿ോޕ
٤ ᣂߒၮᧄ⊛ੱᮭߣߒߡࠆࠁࠄޔᖱႎߦࠕࠢࠬߢ߈ࠆᮭ㧔⍮ࠆᮭવ߃ࠆᮭ㧕߇
ࠆ߿ޕㅍߪ․ቯߩ␠ߦ⁛භߐࠇࠆߴ߈ߢߥޕ
٤ ฃߌᚻߛߞߚᏒ᳃߽⊒ାਥߣߒߡࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߣሽߢ߈ࠆ⚵ߺࠍᬌ⸛ߔߴ߈ޕ
٤ ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ߿ࡀ࠶࠻ㅍߩߚߦ⊛↥⽷ࠍޟଔ୯ߦᄌ߃ߡࠆ⠪ߩޠᮭࠍ
㒢ߔࠆ ߣߦߪ⇼ ⽷↥ߣߒ ߩᖱႎߣ ႎ ߩ⥄↱ࠍ ✜ߦ⼏⺰ߒߥ ߶ߒ
㒢ߔࠆߎߣߦߪ⇼ߩߡߒߣ↥⽷ޕᖱႎߣޔႎߩ⥄↱ࠍ৻✜ߦ⼏⺰ߒߥߢ߶ߒޕ
٤ ኻଔࠍㆶరߢ߈ޔ㖸ᭉᤋ↥ᬺ߽⊒ዷߔࠆࠃ߁ߥᛛⴚ߿␠ળ⊛ߥ⚵ߺߠߊࠅ߇ᔅⷐޕ
٤ 㧵㧯㨀ᢎ⢒ߣߒߡࡔ࠺ࠖࠕᢎ⢒ࠍ␠ળోߢ᥉ߐߖ࠹ࠪࠍ㜞ࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
1

ޤࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄޣ
٤ ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߪޔ᳃ਥਥ⟵ߩၮ⋚ࠍᡰ߃ࠆ߽ߩߢࠅޔᣣᧄߢ߽ዉ߇ᦸ߹ߒޕ
ߚߛޔታߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪Ꮢ᳃ෳടࡔ࠺ࠖࠕ߇િ߮ߡ߅ࠄߕޔේ࿃ߣኻ╷ߩᬌ⸛߇ᔅⷐޕ
٤ ⻉ᄖ࿖߇ᴺⷙߦࠃࠆዉࠕࡊࡠ࠴ߦߊਛޔᣣᧄߪߘࠇࠍㆱߌߥ߆⼾ޔㅍᢥൻࠍ⢒ࠎ
ߢ߈ߚ৻ޕᣇߢޔㄭᐕߩᄙ᭽ᕈ⏕߳ߩⷐ⺧ߦߤ߁ᔕ߃ࠆ߆ߣ߁⺖㗴߽ࠆޕ
٤ නߦᴺൻߔࠆߛߌߢߥߊޔข⚵ࠍផᅑߔࠆࡓ࠼ࠍ␠ળోߢ㉯ᚑߔࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
٤

ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߪᣢߦᄙߊߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍߢዉߐࠇߡࠆޕ

٤ ߩ⥄↱ࠍᄢߔࠆߦߪߩࠕࠖ࠺ࡔޟᒛ߇ޠലᨐ⊛ޕਥߩᄙ᭽ൻᣉ╷ߣߒ
ߡޔᣂߒࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍࠇߥ߆㧔࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ৻ㇱᤨ㑆Ꮺࠍࡄࡉ
࠶ࠢߦ㐿㧕ޔߡߒߣࠕ࠺ࠗࠕޕᰴᦼⴡᤊ╬ᣂߒࡔ࠺ࠖࠕߦ㧺㧼㧻ߥߤᄙ᭽ߥਥߩ
ෳടࠍଦߔߚޔቯߦ㓙ߒߡടὐࡐࠗࡦ࠻ࠍ⸳ߌߚࠅ⽷ޔᡰេភ⟎ࠍᬌ⸛ߒߡߪߤ߁߆ޕ
٤ ᰴᦼⴡᤊࠍߞߚᣂߒࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩࠕࠗ࠺ࠕߦߪ⾥ᚑߛ߇ߌߛ▫ޔ
ߞߡਛりࠍࠊߥߣ߁ߎߣߦߥࠄߥࠃ߁චಽ⼏⺰ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
٤ 㐳ᦼ㑆ᚢࠍ⚻㛎ߒߡߥᣣᧄߪᣂߚߥ⚵ߺࠍࠇࠆფ߇ࠆ⚵⇟ޕ߇⥄↱Ꮢ႐
ߩਛߢ⊒ዷߢ߈ࠆߎߣࠍᦼᓙ
ߩਛߢ⊒ዷߢ߈ࠆߎߣࠍᦼᓙޕ
2
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٤  ޠ࠲ࡦࠕࠖ࠺ࡔޟᖱႎ⊒ାߩᡰេὐ ߩၞዷ㐿߿ߡߟߦࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄޔ
࿖᳃⊛⼏⺰ࠍᒻᚑߒഃදဳߩᐲࠍታߔࠆߎߣޔฃାᢱߩ৻ㇱࠍⓍᭂᵴ↪ߒߚࡄࡉ
⊛⼏⺰ࠍ ᚑ ഃ දဳ ᐲࠍታ ߔࠆ ߣ ฃାᢱ
ㇱࠍⓍᭂᵴ
ߚࡄࡉ
࠶ࠢࠕࠢࠬ߿ᬺㅍߦ߅ߌࠆ⊛⇟⚵╬ࠍᡰ߃ࠆޟᡰេၮ㊄ߩޠഃ⸳߇ޔ㊀ⷐޕ
ޣ㧔ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬࠍታᣉߔࠆ㧕ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍޤ
ࡒ
࠹ ㅍޤ
٤ ᬺㅍߩ㧞ᧄ┙ߡ߆ࠄޔ㕖༡ߩㅍߚࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍࠍട߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
٤ ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪޔၞߩᏒ᳃⥄り߇ޟṶෳടߔࠆᮭࠍޠᜬߜޔㅍዪߪߘߩ
ޟ႐ࠍޠឭଏߔࠆᓎഀࠍᜂߞߡࠆޕ㓚߇⠪ߢ߽ෳട߇ኈᤃߦߥࠆኻᔕ╷߽㊀ⷐޕ
٤ ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠨࠗࡑ࡞ㅍ߳ߩข⚵߇ᐢ߇ߞߡࠆޕ㕙ޔṶ⠪
ࠦࡒ ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪࠗࡦ࠲ ࡀ࠶࠻ࠨࠗࡑ࡞ㅍ߳ߩข⚵߇ᐢ߇ ߡࠆ 㕙 Ṷ⠪
߮ࠬ࠽╬ߩੱߩᮭ㓚߇⺖㗴ߦߥߞߡߊࠆ⚵⇟ޔߡߒߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠢߩߘޕክ⼏ળߛ
ߌߢߥߊਛ┙ߩ⚵❱߇ᔅⷐޔߚ߹ޕᵄߣࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢੑ㊀ߦ߆߆ࠆ⪺ᮭ⾌↪ߩ߶߆
⸳ᛩ⾗ߩ⽶ᜂ߽⺖㗴ޕ
⸳ᛩ⾗ߩ⽶ᜂ߽⺖㗴
٤ రߩᣂ⡞␠߿ㅍዪߦࠃࠆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔㅍዪ߳ߩදജ߇⹏ଔߐࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆߣߣ߽
ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔㅍࠍⴕ߁㧺㧼㧻╬⥄り߽␠ળ߆ࠄା㗬ߐࠇࠆߚᖱႎ㐿␜߇ᔅⷐޕ
Ꮢ᳃⋉⒢߿ၞߩࠍޠߥߕ߈ޟᡰ߃ࠆࡈࠔࠗ࠽ࡦ߽ࠬߎ߁ߒߚߎߣߣ࠶࠻ߢ⼏⺰ߐࠇࠆ
ߎߣߢ↢߈ߡߊࠆޕ
٤ ⸳ᛩ⾗⽶ᜂߩシᷫߩߚޔ࠺ࠫ⒖ⴕᓟߩࠕ࠽ࡠࠣ↪ㅍᯏེࠍࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍዪ߇
⸳ᛩ⾗⽶ᜂߩシᷫߩߚ ࠺ࠫ⒖ⴕᓟߩࠕ࠽ ࠣ↪ㅍᯏེࠍ ࡒ
࠹ ㅍዪ߇
ఝవ⊛ߦ߽ࠄߞߡߪߤ߁߆ޕ
3

㧔ෳ⠨㧕⻉ᄖ࿖ߦ߅ߌࠆࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߩข⚵
٤☨࿖
ᣇⴕᒰዪߪ࡞ࡉࠤޔᬺ⠪ߦኻߒޔ↪ޔᢎ⢒↪ߪⴕ↪ߦ࠴ࡖࡦࡀ࡞ኈ㊂ߩ
↪ࠍⷐ᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ࠤࡉ࡞ᬺ⠪ߪޔේೣߣߒߡ✬㓸ᮭࠍⴕߒߡߪߥࠄߥࠍ╬ߟߖࠊޔߒߛߚޕ
ࠤ ࡉ࡞ᬺ⠪ߪ ේೣߣߒߡ✬㓸ᮭࠍⴕߒߡߪߥࠄߥ ߚߛߒ ࠊߖߟ╬ࠍ
⇟⚵ߦߟߡߪޔવㅍࠍᜎุߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ㆇ༡⾗㊄ߪ࡞ࡉࠤޔᬺ⠪߇ᡰᛄ߁ࡈࡦ࠴ࡖࠗ࠭ᢱߦࠃࠅ߹߆ߥࠊࠇࠆޕ
٤࠼ࠗ࠷
㕖༡ߩ࠹ࡆࠫࠝㅍዪ߇ޔᏒ᳃ߩ⇟⚵ߩߚޔࠝࠫ࠲ࠬޔᯏེ╬ࠍឭଏߔࠆ
ޠ࡞ࡀࡦࡖ࠴ࡦࡊࠝޟᐲ߇ሽߔࠆޕ
⇟⚵ߩ✬㓸⽿છߪޔ⠪߇⽶߁ޕ
⇟⚵ߩ✬㓸⽿છߪ ⠪߇⽶߁
ㆇ༡⾗㊄ߪޔฦᎺࡔ࠺ࠖࠕᐡߩഥᚑ㊄╬ߦࠃࠆޕ
̪

䊄䉟䉿䈱䊜䊂䉞䉝╷䈲ᎺᲤ䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䊌䊑䊥䉾䉪䊶䉝䉪䉶䉴䈱ౕ⊛ᚻᴺ䈲Ꮊ䈮䉋䉍⇣䈭䉎䇯

٤㖧࿖
㖧࿖ㅍ␠ߪޔᲤಽએⷞޔ⡬⠪߇⋥ធߒߚⷞ⡬⠪ෳട⇟⚵ࠍ✬ᚑߒߥߌࠇ߫
ߥࠄߥޕ
✚ว✢ㅍᬺ⠪߮ⴡᤊㅍᬺ⠪ߪޔㅍㅢାᆔຬળⷙೣߩቯࠆߣߎࠈߦࠃࠅⷞ⡬
✚ว✢ㅍᬺ⠪߮ⴡᤊㅍᬺ⠪ߪ ㅍㅢାᆔຬળⷙೣߩቯࠆߣߎࠈߦࠃࠅⷞ⡬
⠪߇⥄ਥߒߚㅍ⇟⚵ߩㅍࠍⷐ⺧ߒߚ႐วߪ․ޔߥ↱߇ߥ㒢ࠅࠍࠇߎޔၞ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߪ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍㅢߓߡㅍߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
⇟⚵ߩ✬㓸⽿છߪޔ⠪߇⽶߁ޕ
ⷞ⡬⠪ߩ⇟⚵ߦߪޔㅍ⊒ዷၮ㊄߆ࠄઙߚࠅ㒢ਁ࠙ࠜࡦ㧔⚂ਁ㧕߇ᡰ⛎
ߐࠇࠆޕ
̪

ㅍ⊒ዷၮ㊄䋺ㅍᝄ⥝ᬺ䈶ᢥൻ䊶⧓ⴚᝄ⥝ᬺ䈱䈢䉄䈮⸳⟎䈘䉏䈢ၮ㊄䇯ᵄㅍᬺ⠪䈱ᐢ๔ᄁ㜞䇮䉬䊷䊑䊦ᬺ⠪䈶ⴡᤊㅍᬺ⠪䈱ᐕ㑆ᄁ㜞╬䈎䉌ᓽ䇯
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࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏ᪥ࡣ∦ᒣ⮧ࠊࡑࡋ࡚ᢸᙜࡢᖹᒸ⮧ࡶබົࡢࡓࡵḞ
ᖍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⥲ົ┬ࡽ⚾ࡀⓎゝࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࡶࡗ࡚ࠊⓙᵝ᪉ࡣࠊᖺ㸯㸰᭶ࡢ➨㸯ᅇྜ௨᮶ࠊኚࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡇ

㸰㸬ሙᡤ㸸⥲ົ┬┬㆟ᐊ

㸱㸬ฟᖍ⪅㸸

㸦㸯㸧ᵓᡂဨ㸦ᗙ㛗ࢆ㝖ࡁ༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

 ࠾ᡭඖ㈨ᩱࡀ࠶ࡿᏑࡌࡲࡍࡀࠊࡈ⤂ࡋࡓࡼ࠺࡞ࡈⓎゝࡀ᭹㒊ᵓᡂဨࡽ࠶ࡗ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢᯟࡢ୰ᅖࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ௳ࡣࠊΎᤲ㌴ࡀ㐨㊰Ύᤲࢆࡸࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࢩ࣮ࣥ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡩࡔࢇࣈࣛࢩࢆୖࡆࡎΎᤲࢆ୰᩿ࡋ࡚࠸࡞࠸ᕪⅬࠊ
ᕪⅬࡶࡑࡢࡲࡲࡕࡷࢇࡸࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ␒⤌ࢫࢱࢵࣇࡢ౫㢗ࡼࡗ࡚ࠊ␒⤌ࡢ
ࡓࡵΎᤲ㌴ࡀࣈࣛࢩࢆୖࡆ࡚Ύᤲࢆ୰᩿ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊࡑࡢᅜ㐨㒊ศࡔࡅࢆ㏻㐣ࡍࡿࠊࡑ
࠺࠸࠺సᴗ㢼ᬒࢆᙳࡋࡓᫎീࢆࡶࡗ࡚ࠊ㔜⾜ᨻࡢ㇟ᚩⓗ࡞ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ᨺ㏦ࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡘ࠸࡚ᐇ㛵ಀࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺
ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 㹀㹎㹍ࡢືࡁ⥲ົ┬ࡢືࡁࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ⣔ิ࡛᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ㸲᭶㸯㸯᪥
ၥ㢟࡞ࡗࡓ␒⤌ࡀᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸲᭶㸰㸳᪥࠾ࢃࡧᨺ㏦ࡀࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸳
᭶㸯㸳᪥ࠊ㹀㹎㹍ࡢᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡇࢀࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊᨵࡵ࡚ྠᒁ㉁ၥ᭩ࢆฟࡍࠋࡑࡢᅇ⟅ࢆཷࡅࡓୖ

ಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ➨㸷ᅇࡢྜࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

 ᮏ᪥ࡢྜࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ྠᵝබ㛤࠸࠺ࡇ࡛⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ᮏ᪥ࡣࠊ㛗㇂㒊ᗙ㛗௦⌮ࠊᏱ㈡ᵓᡂဨࠊᚋᵓᡂဨࠊᴋᵓᡂဨࠊ㯮ᒾᵓᡂဨࠊ㒓ཎᵓᡂဨࠊ

௦ᵓᡂဨࠊ㔜ᘏᵓᡂဨࠊ᰿ᓊᵓᡂဨࠊᵓᡂဨࠊ῝ᑿᵓᡂဨࠊ୕ᾆ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡀࡈḞ

ᖍఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊᑠ㔝ᑎ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛㛗ᑿ΅እ࣭ᗈሗᮏ㒊㛗ࠊᏞ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛ᔱ♫

㛗ᐊ㛗ࠊᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛⚟⏣ᑓົ⌮ࠊ⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛㔠⏣ᑓົ⌮

ࡑࢀࡒࢀࡈฟᖍ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ⓙᵝࡈᏑࡌࡢ࠾ࡾࠊඛ⯡ࡢෆ㛶ᨵ㐀క࠸ࡲࡋ࡚ࠊ∦ᒣ⮧ࠊࡑࡋ࡚ሗ㏻ಙศ㔝ࡢ

ᢸᙜࡋ࡚ᖹᒸ⮧ࠊྠࡌࡃ᳃⏣ᨻົᐁࡀࡈᑵ௵࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶࠸ࡃᮏ᪥ࡣࠊ∦ᒣ

⮧ཬࡧᖹᒸ⮧ࡀࡈබົࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡈḞᖍఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᳃⏣ᨻົ

ᐁࡣࠊࡈබົࡢ㛵ಀ࡛㏵୰࡛ࡈ㏥ᖍࡢணᐃఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



ࢆ⏦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢ௳࡛ࠊ⚾ࡽࡑࡢ≧ἣࢆ࠾ヰࡋ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊᐃ้࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒ



ࡈㄝ᫂࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ௳ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᅇ⚾ࡢ࠺࡛⥲ົ┬☜ㄆࡍࡿ࠸࠺ࡇ

㸳㸬㆟㘓



ࢃࢀࡓࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡈ㉁ၥࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⾜ᨻᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣࠊ⯡ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᅇ

  ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒࡘ࠸࡚



㹟㹷㹱ࢽ࣮ࣗࢫ࢟ࣕࢫࢱ࣮ࠖࡘ࠸࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡀ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰ࠊ࡞ࡐ⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜

㸲㸬㆟

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪩㏿㆟ㄽ⛣ࡾࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋࡑࡢ๓ࠊ๓ᅇ᭹㒊ᵓᡂဨࡽࠊ
ࠕሗ㸵㹢

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧⥲ົ┬

᳃⏣⮧ᨻົᐁ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

㸦௦⌮ฟᖍ㸧

ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᅇ࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡶᚷ៸ࡢ࡞࠸ࡈពぢࢆ㈷ࡾࡓ࠸

࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺㸶ᅇ⤊ࢃࡾࡲࡋ࡚ࠊᅇ㸷ᅇ┠࠸࠺ࡇ࡛ࠊྲྀࡾࡲࡵࡢẁ㝵ධ

㸦㸰㸧࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

㔠⏣᪂㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊἙྜ ஂගࠊᔱ⪽㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊ㛗ᑿẎ㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊ⚟⏣ಇ⏨

᪉㛵ࡋ࡚ࠊኚᖜᗈ࠸ほⅬࡽࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚ᚰࡽឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ

▱ဢࠊ᭹㒊Ꮥ❶ࠊ⩚▼ ಖࠊᇼ⩏㈗ࠊᒣఙ୍

ࠊᚰࡽᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡁࡲࡍᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢᅾࡾ

᭶ୗ᪪ࡢෆ㛶ᨵ㐀క࠸ࡲࡋ࡚ࠊ⮧ᨻົᐁࡢ௵ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪

℈⏣⣧୍㸦ᗙ㛗㸧ࠊୖᮡ㝯ࠊ㡢ዲᏹࠊᮌཎࡃࡳࡇࠊᕤ⸨ Ὀᚿࠊᡞᖖᑑࠊ୰ᮧఀ

࠙᳃⏣⮧ᨻົᐁࠚ  ࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠊ⥲ົ⮧ᨻົᐁࡢ᳃⏣࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㸷

㸯㸬᪥㸸ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸮᭶㸴᪥㸦Ỉ㸧㸯㸵㸸㸮㸮㹼㸯㸶㸸㸰㸳

ࡋࡲࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㆟ㄽධࡿ๓ࠊ᳃⏣ᨻົᐁࡽ୍ゝ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠾㢪࠸࠸ࡓ



ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦➨㸷ᅇྜ㸧

ᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢ

308

ࢱࣅ࣮ࣗࢆࡍࡿேࢆࠊࢫࢱࢵࣇࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓேࢆࡗ࡚ࡸࡗࡓ࠸࠺ࠋ୍⯡ࡢ㏻⾜ே࡛ࡣ
࡞ࡗࡓࢇࡔ࠸࠺ࡇࡀࠊࢸࣟࢵࣉࠊࡑࢀࡽࡑࡢࡁฟࡓྡ๓ࢆぢࡓேࡀឤࡌྲྀ
ࡗ࡚ࠊᒁၥ㢟ࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔ࠸࠺ࡔࡅ࡛ၥ㢟ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ☜ࡑࢀࡣ┿ᐇ࡛ࡣ࡞࠸
ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆࡋ࡚┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦ࡔ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࠊ⥲ົ┬ࡀཝ㔜ὀពࠊࡘࡲࡾ
⾜ᨻࡢ⾜Ⅽࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆࡍࡿࡇ⮬యࡀ࠺࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡢ㉁ၥࡔࡗࡓࢇ
࡛ࡍࡡࠋࡘࡲࡾࡣ⣔ิࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡁ࡞ၥ㢟ࠊᑠࡉ࡞ၥ㢟ࠊࡑࢀࡣ☜༊ศ
ࡅࡍࡿࡢࡣኚ࡞ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⥲ົ┬ࡀฟ࡚ࡃࡿヰ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡢ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ௳ࠊఱࡈពぢࠊࡈ㉁ၥࡈࡊ࠸ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡾ࠶࠼ࡎࡣࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍ
ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡾ࠶࠼ࡎࠊ௨ୖࠊ⚾ࡽࡈሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊ᭹㒊ᵓᡂဨࡽ
ᗘࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡁࡻ࠺ࡢᮏ㢟ධࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒࡘ࠸࡚
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ๓ᅇࡢྜ࡛ࠊど⫈⪅ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ࠸࠺ࡇ
࡛ࡈ㆟ㄽࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ᪥ࡢ㆟ㄽࡢཧ⪃࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ
㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡞ពぢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡲ࡛ࡢࡈ㆟ㄽࠊࡑࢀࡽ㛵㐃ࡍࡿྲྀࡾ⤌
ࡳࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡘ࠸࡚㈨ᩱࢆࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ㈨ᩱࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᮏ᪥ࡣࠊ㆟ㄽࡢ῝࠸࠺ࡇ࡛
ணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ᭱ᚋࡢྜ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࢪ࢙ࣥࢲྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚࠾ࡾࡲࡋࡓṧࡾࡢ㆟㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷つไࡢၥ㢟ࠊグ⪅ࢡࣛࣈࡢ࣮࢜ࣉ
ࣥࡢ≧ἣࠊࡇࢀࡲ࡛ሗࡢཷࡅᡭࡔࡗࡓᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿഃ࡞ࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ࠸
࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡶࠊࡈ㆟ㄽࡢཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㈨ᩱࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡁࡻ࠺ࡣࠊᚋ㈨ᩱࢆཧ⪃࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ⚾ࡽࠊࡲࡎࠊ๓ᅇฟ࡚࠾ࡾࡲࡍ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡞ࡈព
ぢ࠸࠺ࡶࡢࢆࡈ⤂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ㈨ᩱࡢ㸯࣮࣌ࢪࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࠊ≉⥲ㄽ㒊ศࡽጞ
ࡲࡗ࡚ࠊฟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⥲ㄽࡋ



ࡀࡁ࡞ᙇࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ

ࡇ࠺࠸࠺⤒⦋ࢆࡓࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドጤဨ࡛ࡣࠊࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ

ࡑࡢᚋ㸴᭶㸯㸰᪥ࠊᑂ㆟ධࡾࡍࡿ࠺࠸࠺ウ㆟ࢆࡋࠊ㸵᭶㸯㸮᪥ࠊ᭱⤊ⓗᑂ

㆟ධࡾࡋ࡞࠸࠸࠺⤖ㄽࢆฟࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

 ࡇࡢ⤒㐣ࡽࡋࡲࡍࠊ⤖ᒁ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドጤဨ࡛ࡇࡢ௳ࡀ㆟ㄽࡉࢀጞࡵࡓ࠸࠺ࡇ

ࢆࠊࡇࡢ㸴᭶㸳᪥ࡢ⥲ົ┬ࡽࡢ⾜ᨻᣦᑟࡢẁ㝵࡛ࠊ⥲ົ┬ࡀᢎ▱ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸

࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡢ㆟ᴫせࡢබ⾲ࡀ㸴᭶㸯

㸮᪥࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢⅬṇᘧヲ⣽ࢆ▱ࡿ࠸࠺≧ἣ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ

 ᭹㒊ᵓᡂဨࡣࠊ㸳᭶㸯㸳᪥ࡢ᳨ドጤဨࡢ㆟ㄽཧຍ࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡀ

࠺ࡋࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࠊ㸴᭶㸳᪥⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠺࡞ࡗ

࡚࠸ࡿࢇࡔ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࢃࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⥲ົ┬☜ㄆࡍࡿࠊࡇ࠺࠸

࠺⤒⦋ࡢࡼ࠺࡛ࠊ㸴᭶㸯㸮᪥௨㝆ࠊ࠺࠸࠺㆟ㄽࡀ㸳᭶㸯㸳᪥⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺ࡇࡀ

☜ㄆ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᑡࡋሗࡢࢠ

ࣕࢵࣉ࠸࠸ࡲࡍࠊ࢚࣏ࢣࢵࢺ࠸࠺ࠊࡑࡢ㒊ศ࡛ࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡀື࠸࡚ࡁࡓ

࠸࠺≧ἣࡢࡼ࠺࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡾ࠶࠼ࡎ⚾ࡀ⣔ิ࡛☜ㄆࡋࡓࡢࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡍࠋ

 ࡢ௳ࠊࡶࡋఱࠊ᭹㒊ᵓᡂဨࡢ࠺ࡽ୍ゝࠋ

࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ⣔ิࡢၥ㢟ࡣࠊ☜ࡑࡢ࠾ࡾࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊ

ࡣࠊ๓ᅇࡓࡲࡓࡲᒸᮏᑓົ⌮ࡀⓎゝࡋࡓᚋࠊࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛Ⓨゝࡋࡓࡢ࡛ࠊ㹒㹀㹑ࡢ

ࡇࡢၥ㢟ࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺⪺ࡇ࠼ࡓࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢ๓ࠎᅇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

㸰㸮㸮㸷ᖺࡢ㸯᭶㸯㸮᪥ᨺ㏦ࡉࢀࡓࢸࣞࣅᮅ᪥ࡢࠕሗᩚ⌮ࣂ࢚ࣛࢸ࢘ࢯࣂࢫࢱ࣮ࠖ

ࡢၥ㢟ࠊࡑࢀࡽྠࡌࡃ㸯᭶㸯㸳᪥ᨺ㏦ࡉࢀࡓࢸࣞࣅឡ▱ࡢࠕᯇㄔ⏣ᅧᙪࡢྡྂ

ᒇ ぢୡ⯙ࠖ࠸࠺␒⤌࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ௳㛵ࡋ࡚ࡶ㹀㹎㹍࡛㆟ㄽࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚࣮࣍

࣒࣮࣌ࢪୖฟࡋࡓᚋࠊ࠼ࡤࢸࣞࣅᮅ᪥ࡢࠕ࢘ࢯࣂࢫࢱ࣮ࠖࡣ㸱᭶㸱㸯᪥ࠊࡑࢀ

ࡽࢸࣞࣅឡ▱ࡢၥ㢟࡛ࡣ㸲᭶㸰㸰᪥ࡑࢀࡒࢀཝ㔜ὀពⓎ㜵Ṇࡢせㄳࢆ⾜࠺࠸࠺ࡼ

࠺࡞ᙧ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ㹀㹎㹍ࡀእྥࡗ࡚㆟㘓ᴫせࢆබ⾲ࡋࠊグ⪅Ⓨ⾲ࢆࡋࡓ୰࠾࠸

࡚࡛ࡶࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡑࢀࡽ㏻ࡌ࡚ゝ࠼ࡿࡇࡣࠊ⥲ົ┬ࡀཝ㔜ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗ



ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ࡓࡁࠊ࠼ࡤࢸࣞࣅឡ▱ࡢၥ㢟ࡢሙྜࡔࠊ⾤㢌ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡍࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࣥ

ᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㸴᭶㸯㸮᪥ࠊඛࡢ㸳᭶㸯㸳᪥ࡢ᳨ドጤဨࡢ㆟ᴫせࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋ



ࡓࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ࡁ࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼

࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウ࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ࡛ࠊ㸴᭶㸳᪥ࠊ㹒㹀㹑ᑐࡋ࡚⾜ᨻᣦ
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 ࡇࢀࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢᶒࡢ⯡ⓗ࡞ヰ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࢃࡿࠊࡾࢃࡅ㹇㹁㹒ศ
㔝࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠺࠸࠺ᙧ࡛⌧ᅾ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ㸳࣮࣌ࢪࡢࡇ
ࢁ࡛ᩚ⌮࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡁࡃࠊἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࢀࡽࡑࡢࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࢆศࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡈᢎ▱ࡢ᪉ࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡊࡗࡈㄝ᫂࠸
ࡓࡋࡲࡍࡀࠊἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊ≉ⱞฎ⌮ࡢ⩏ົ࠸࠺ࡢࡀࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᨺ㏦ศ㔝࡛ࡣ㹌㹆㹉ࡔࡅἲᚊୖࡣㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋẸ㛫ᨺ㏦ᴗ⪅
ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗࡢ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬ⓗ࡞ⱞฎ⌮࠸࠺ࡇ࡛
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ๓ᅇ࠾࠸࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㹀㹎㹍࡞ࠊᨺ㏦
ࡢⱞࠊᨺ㏦⌮ୖࡢၥ㢟ࡢᑐᛂ࠸࠺ࡢࢆࡸࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊⱞฎ⌮⩏ົࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ಙศ㔝ࡘ࠸࡚ࡶࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᙧࡢไᗘࡀ⌧ᅾ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊⱞฎ⌮ࡶࠊෆᐜࡑ
ࡢࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ᪉ࢃࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㏻ಙศ㔝࡛
ࡣࠊ≉ᥦ౪᮲௳ࡢㄝ᫂⩏ົ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪᮲௳ࡘ࠸࡚ࠊἲᚊୖࡢ⩏ົ
࡙ࡅࠊㄝ᫂⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᵓ㐀࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࡇࡢἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࠊᨺ㏦ศ㔝ࡢ࠺ᡠࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊࡑ
ࡇᨺ㏦ᬑཬᇶᮏィ⏬ࠊ␒⤌‽๎ᇶ࡙ࡃ␒⤌⦅㞟࠸࠺ࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᨺ㏦ᬑཬᇶᮏ
ィ⏬ࡣࠊሗࡢከඖⓗ࡞ᥦ౪࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦᛶࡢ☜ಖࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ⪃࠼᪉ࡽࡘࡃࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡶᗈ࠸ព࡛ࠊど⫈⪅ࢆᾘ㈝⪅࠸࠺❧ሙ࡛⪃࠼࡚࠸ࡅࡤࠊࢃࡗ࡚ࡃ
ࡿไᗘࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ␒⤌‽๎ᇶ࡙ࡃ␒⤌⦅㞟࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࢀࡣࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ලయⓗ࡞୰㌟ࢃࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇࡶࠊᗈ࠸ព࡛ࡢᾘ㈝⪅ࡋ
࡚ࡢど⫈⪅࠸࠺ほⅬࡽど㔝ධࡗ࡚ࡃࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽ㏻ಙศ㔝࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊඛⱞฎ⌮⩏ົࠊᥦ౪᮲௳ࡢㄝ᫂⩏ົ
࠸࠺ࡇࢆ⏦ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡉࡽࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࡀࠊἲᚊୖ
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡶⓙᵝࡈᢎ▱ࡢ࠾ࡾ࡛ࠊ㏻ಙ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸᅜẸ⏕ά
ྍḞ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᅜࡇ࡛ࡶࠊᆅᇦ㛫ࡢ᱁ᕪ࡞ࡃ⏝࡛ࡁࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ
ࡀไᗘୖ☜ಖࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࡶ㝶ศ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊ≉ຍධ㟁ヰࠊ➨୍✀බ⾗㟁ヰࠊ⥭ᛴ㏻ሗࠊࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓࡇࢁࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢᑐ㇟



ࢆᑡࡋࣈ࣮ࣞࢡࢲ࢘ࣥࡋ࡚㆟ㄽࡍࢀࡤࠊᏲࡿࡁࡶࡢࡢᮏ㉁ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ

ࡑ࠺࠸࠺ࡈពぢࠋࡑࢀࡽࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸ᇶᮏⓗேᶒࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿሗࢡࢭࢫ࡛ࡁ

ࡿᶒࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᨺ㏦࠸࠺ࡶࡢࡣ≉ᐃࡢ♫⊂༨ࡉࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺

ࡈពぢࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢࡀࠊ⥲ㄽⓗ࡞ࡇࢁ࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ḟࠊᨺ㏦㛵㐃ࡢࡈពぢ࡛ࡍࡀࠊ࠼ࡤ㹀㹎㹍ࡢᙺ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᙜ࡞ᨺ㏦⿕ᐖࡢ

ᩆ῭ࡀࡍ࡚ඃඛࡍࡿ࠸࠺ࡈពぢࠋࡑࢀࡽࠊㄗࡗࡓ␒⤌ࡢෆᐜ㛵ࡋ࡚ࠊᨺ㏦ᒁഃ

ࡢᨾពࠊ㐣ኻࢆᕷẸࡀ❧ドࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣ࠸ࢁ࠸ࢁᅔ㞴ࡀక࠺࠸ࡗࡓࡈᣦࡶࡈ

ࡊ࠸ࡲࡍࠋ㸰࣮࣌ࢪ┠ࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊࡑࡢ⥆ࡁ࡛ࡍࡀࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤࡞ࡢሗ

ࡢ㏦ࡾᡭഃࡢᶒࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᐖࡉࢀࡿཷࡅᡭഃࡢᶒࡀᑐ❧ࡍࡿᵓ㐀ࡀ῝้ࡋ

࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡘ࠸࡚ࡢࡈᣦࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊၥ㢟࡞ࡿᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࠊ

యࡋ࡚ࡲࡶ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋ≉ࠊゞṇ

ᨺ㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸࠸࠺ࡈᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊሗ㐨⿕ᐖࢆཷ

ࡅࡓᴗࡀッゴᥦ㉳ࢆ࠶ࡁࡽࡵࡓሙྜࠊሗ㐨ࡼࡗ࡚ㄗゎࡉࡏࡽࢀࡓど⫈⪅ࡢᶒࡀᐖ

ࡉࢀࡓࡲࡲ࡞ࡿࠋࡑࢀࢆ࠺⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡈពぢࠋࡑࢀࡽྠࠊ

ᨺ㏦⿕ᐖࢆ࠺ൾ࠺᳨ウࡍࡿࡢࡣᙜ↛ࡋ࡚ࠊ␒⤌ࡢ୰㌟ࡢつไ࠸࠺ࡢࡣࠊ᠇ἲࡣ⚗

ࡌࡿࡶࡢࡔ࠸࠺ࡈពぢࠋࡲࡓࠊᨺ㏦ࡼࡿேᶒᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹀㹎㹍ࠊࡑࢀࡽྖἲ

ࡼࡿᚋⓗつไ࡛༑ศᑐฎࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡈពぢࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍㒊ࡢᨺ㏦ᒁ࡛ࡢᑐᛂ

≧ἣ࡛ࡍࡀࠊእ㒊ጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥไᗘࢆ♫ෆᑟධࡋ࡚ࠊሗ㐨ࡼࡿேᶒ

ᐖ➼ࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ࡇࢀࡀ⯡ⓗ࡞ࡈពぢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ㸱࣮࣌ࢪ┠ࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊࡇࡢ๓

ࡶ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊᾘ㈝⪅ࡢᶒ࠸࠺ほⅬ࡛ࡢ㆟ㄽࡢࡈཧ⪃࡞ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ

ᅜ㝿ᾘ㈝⪅ᶵᵓ࠸࠺ࡶࡢࡀฟࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠕᾘ㈝⪅ࡢ㸶ࡘࡢᶒࠖ࠸࠺ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ

ࡑࡢෆᐜࢆࡇࡇࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖࡽ㡰ࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⏕ά

ࡢᇶᮏⓗࢽ࣮ࢬࡀಖドࡉࢀࡿᶒࠊᏳ࡛࠶ࡿᶒࠊ▱ࡽࡉࢀࡿᶒࠊ㑅ࡪᶒࠊពぢࢆ

ᫎࡉࢀࡿᶒࠊ⿵ൾࢆཷࡅࡿᶒࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒࠊࡑࡋ࡚ࠊ࡞⎔ቃࡢ୰

࡛ാࡁ⏕άࡍࡿᶒࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀࠕᾘ㈝⪅ࡢ㸶ࡘࡢᶒࠖ࠸࠺ࡇ࡛ୖࡆࡽࢀ࡚࠾

ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣࠊྑࡢ࠺ࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢḟࡢ㸲࣮࣌

ࢪ┠ཧ⪃ࡋ࡚ୖࡆ࡚࠾ࡾࡲࡍᾘ㈝⪅ᇶᮏἲࠊࡇࢀࡣࢇࡢ୍㒊ࡔࡅ࡛ࡍࡀࠊඛࡢ





ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢἲࡢᇶᮏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠸࠺ࡈពぢࠊࡑࢀࡽࠊど⫈⪅ࡢ▱ࡿᶒࠊᗈࡃබṇබᖹሗࢆ㑅ᢥࡍࡿᶒࠊࡇࢀ



ࠕᾘ㈝⪅ࡢ㸶ࡘࡢᶒࠖࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊ⌧ᅾࡢᾘ㈝⪅ᇶᮏἲࡶࠊ⪃࠼᪉ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡽ

࡚ࡣࠊど⫈⪅ࡢᶒ࠸࠺ࡶࡢࡀࡋࡗࡾಖ㞀ࡉࢀ࡚ࡇࡑࠊⓎಙ⪅ࡢᶒࡀᡂࡾ❧ࡘ
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 ௨ୖࠊࡊࡗ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡞ࡈពぢ࠸࠺ࡶࡢࢆ⤂ࡉ

 ࠶ࠊ㈨ᩱࡋ࡚࠾㓄ࡾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡀࠊࢡࣟࢫ࣓ࢹࡢᡤ᭷つไࡢၥ㢟࡛ࡍࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡇ࠺ࡋࡓࡈពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊḟࡢ࣮࣌ࢪࡊࡃࡗࡋࡓ୕ᴗᨭ
㓄ࡢ⚗Ṇ㛵ࡍࡿ⤮ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊグ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ฟࡉࢀࡓពぢࠊࡑࢀࡽࠊ⌧
ᅾࡢグ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࠊࡑࢀࢆ㈨ᩱࡋ࡚ฟࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶ࡗࡓᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿഃ࡞ࡿࡓࡵࡢ⤌
ࡳࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠸ࡗࡓࡈ㆟ㄽࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࡑࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡇ㈨ᩱࢆࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ᨺ㏦ࡢ⌧≧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣃࣈࣜࢵࢡ࣭
ࢡࢭࢫ࡞࠸ࡗࡓࡇࢆྵࡵ࡚ࠊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࢆࡇࡇࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᙧ࡛㈨ᩱࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡁࡻ࠺ࡣ㆟ㄽࡢ῝ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠊ῝ࢆࡋ
࡚࠸ࡃ࠸ࡗ࡚ࡶࠊኚࡓࡃࡉࢇࡢࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡊࡃࡗࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡘ
࠸࡚ࠊࡁࡻ࠺ࡉࡽࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࡈ⮬⏤ࡈ㆟ㄽࢆ
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࠊ࠶ࡲࡾࡤࡽࡤࡽ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠶ࢀ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡲࡎࠊ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ
㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆ᭱ึࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡶ࡞ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢸ࣮࣐ࡀ࠶
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ࡙ࡁࡢⅬ࡞࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡞ࡓࡽ࡛ࡶࠊ࠺ࡒࠋ≉ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡀࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࡢ㆟ㄽࠊࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷➼ࡢၥ㢟ࡶࢃ
ࡿࠊ୍␒࣮࣋ࢫ࡞ࡿヰ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢྵࡵ࡞ࡀࡽࠊࡲࡵ࡚㆟ㄽࡋࡼ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊಶูࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡶ࠺୍ᗘయࢆ㏻
ࡋ࡚ࡈពぢࢆ࠾ఛ࠸ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢヰࠊࡇࢀࡶ㆟ㄽࢆࡋጞࡵࡿኚࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡢⅬ࡛ࡈពぢ➼ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇ
ࡕࡽࡶࠊ≉ࡣ͐͐ࠋࡁࡻ࠺ࡣฟᖍ⪅ࡀࡕࡻࡗᑡ࡞࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦⓙᵝ᪉ࠊฟᖍࢆ࡞
ࡉࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡀࡈⓎゝࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊḟࠊグ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥࡢࡇࢁࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊᑡ࡞ࡃ



ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

 ࡑࢀࡽࠊᨺ㏦ศ㔝ࡢゞṇᨺ㏦ไᗘࠊࠊㄝ᫂ࢆᢤࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣ๓ᅇࡶࡈㄝ

 ࡑࢀࡽࠊ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾ࡛ᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ㏻ಙศ㔝࠾ࡅࡿἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ

ࡶ࠺㸯ࡘࠊࡇࢀࡶⓙᵝࡼࡃ┠ࡉࢀࡿࡇᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㏞ᝨ࣓࣮ࣝࡢᑐ⟇ࠊࡑࢀࡽ

㟷ᑡᖺ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿࢡࢭࢫไ㝈ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ㏞ᝨ࣓࣮ࣝᑐ⟇࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸯㸲ᖺ≉ᐃ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝἲࡀᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊ

≧ἣࢆぢ࡞ࡀࡽࠊᑡࡋࡎࡘᙉࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ≧ἣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 㟷ᑡᖺ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ᭷ᐖࢧࢺࡢࢡࢭࢫไ㝈࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺ

㟷ᑡᖺࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃᩚഛἲ࠸࠺ἲᚊࡀ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀ࡛ࠊ᭷ᐖࢧ

ࢺࡢࢡࢭࢫไ㝈ࡢࡓࡵࡢࣇࣝࢱࣜࣥࢢࡢᥦ౪⩏ົࢆㄢࡍࡿࠊẸ㛫ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ

ࡾ⤌ࡳࡢ᥎㐍ࠊၨⓎάືࡢᙉࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ࠶ࠊᯟᅖ࠸࡛ࡑࡢࡢࡇࢁ࡛ࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࡢᐇ࠸࠺ࡇࡀ

᭩࠸࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣࠊᗈࡃᾘ㈝⪅ࡢ❧ሙࡽ࠸࠺ࡶࡢࡶྵࡵ࡚ࠊ୍⯡ࡢ᪉ࠎ

ࡽࡢពぢࢆເ㞟ࡍࡿ⤌ࡳࠋࡇࢀࡣࠊᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊ≉㹇㹁㹒ศ㔝࠸

࠺ࡇ࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ㹇㹁㹒ศ㔝࡛ࡶࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡢࡣࡼࡃά⏝ࡉ

ࢀ࡚࠸ࡿᡭἲ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ḟࠊୗࡢ࠺ࠊἲᚊᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞♧ࡋ࡚

ᣲࡆ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡶᨺ㏦ศ㔝㏻ಙศ㔝ศࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ≉ᨺ㏦ศ㔝ࡢ⮬ⓗ

࡞ⱞฎ⌮ࠊẸ㛫ᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㹀㹎㹍ࡼࡿⱞ➼ࡢฎ⌮ࠊᑐᛂࠊࡇ

ࢀࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ఱᗘࡶ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ࣓ࢹ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊᩍᮦࡢ㓄ᕸㅮ₇

ࡢᐇ࡞࡛ࠊẸᨺ㐃࠶ࡿ࠸ࡣ⥲ົ┬ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

 ㏻ಙศ㔝ࡢ࠺࡛ࡣࠊࡇࢀࡶࠊඛࡢࡼ࠺ࠊ≉㟷ᑡᖺࡢ⫱ᡂ࡞ࡾ㏞ᝨ࣓࣮ࣝ

➼ࡘ࠸࡚ࡣἲⓗ࡞ᢸಖࡶタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᗈࡃࣥࢱ࣮ࢿ

ࢵࢺࡢ⏝⎔ቃᩚഛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏳᚰࠊᏳྥࡅࡓၨⓎάືࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࠊྛ✀ࡢ

⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡇ࠺ࡋࡓ㹇㹁㹒ศ㔝ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ⚾ࡓࡕࡀ㆟ㄽࡍࡿࡁࠊ㹇㹁㹒ศ㔝࠸ࡗ࡚ࠊ㠀ᖖ

⊃࠸┠࡛ၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᗈࡃᾘ㈝⪅࠸࠺❧ሙࡽࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡃ



᫂ࡋࡓ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ



ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ࡿ⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



ㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗈࡃࡁ࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࠶ࡿ࠸࠺

ග㹇㹎㟁ヰࢆࡘࡅຍ࠼ࡿ࠺࠸ࡗࡓࡇࡶࠊ⌧ᅾሗ㏻ಙᑂ㆟᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸
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ࡽ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ≉ᐃࡢ㈨⏘ࢆ≉ᐃࡢ࣓ࢹ̿̿ࡘࡲࡾࡢグ⪅ࢡࣛࣈᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢇ
ࡔ࠸࠺ࡇࢆⶶ┬㏻㐩࡛ฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࡇࡀࠊ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧࡢࢡࢭࢫᩘࡀቑ࠼࡚ࡃࡿࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊグ⪅ぢࡢሙࡣᑡࡋࡣ࣮࢜ࣉࣥࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔࡅࢀࡶࠊグ⪅ᐊࡢ༨᭷ࡢၥ㢟
࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ၥ㢟࡛ࠊ⥲ົ┬ࡀࡇ࠺࠸࠺ㄪᰝࢆࡋࡓࡁࠊゝࡗࡓࡼ࠺
࡞グ⪅ᐊࡢ༨᭷ࡘ࠸࡚ࡣ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ⪺ࡁࡓ࠸࡛ࡍࡡࠋ
 ୖᮡᵓᡂဨࠊࡑࡢ㎶ࠊ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠙ୖᮡᵓᡂဨࠚ  ࡇࡇ࡛ࡸࡾࡾࡋ࡚ࠊࡍࡳࡲࡏࢇࠋ
 グ⪅ᐊࠊࠊ᭹㒊ᵓᡂဨࡽ࠾ヰࡋࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊ⚾ࠊ᭱ึ⏦ࡋୖࡆࡓࡢࡣࠊグ⪅ぢ
ࡢ㒊ศࡘ࠸࡚⏦ࡋୖࡆࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊグ⪅ᐊ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡋ࡚ࡣࡃࢮࣟ
ᅇ⟅ࠋࡘࡲࡾࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊᾏእ࣓ࢹࠊࢿࢵࢺࠊ㞧ㄅࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡣࠊᐇ㉁
ୖ❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛ࡍࠋ᭹㒊ᵓᡂဨࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊグ⪅ᐊ
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㸱㸱ᖺࡢⶶ┬㏻㐩࡛ࠊሗ㐨ᶵ㛵㛤ᨺࡍࡿ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ᐇ㉁ୖࠊሗ㐨ᶵ㛵ࡢ୰࡛ࡣᕪูࡉࢀࠊࢸࣞࣅࠊ᪂⪺ࠊ㏻ಙ➼ࡢグ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹ௨እ
ࡣࠊࡑࡇࢆ࠺ࡇࢁࠊ❧ࡕධࡾࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ➃ⓗゝ࠺ࠊᖺ㸷᭶ࠊ࠸ࡕ᪩ࡃ
࠶࠸ࡓእົ┬ࡢぢ࡛ࡣࠊእົ⮧ࡢぢฟᖍࡍࡿࡇࡣ⮬⏤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࢇ
࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡢᶓ࠶ࡿぢᐊࡀ࠶ࡿグ⪅ᐊ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠼࡞࠸ࡇࢁࠊࡑࡇ୍Ṍ
ࡶධࢀ࡞࠸࠸࠺≧ἣ࡛ࠊ౽ᐅ౪ࡢ㒊ศ࡛ⴭࡋ࠸ᕪูࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡲࡲ࠸ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠊ㹇㹁㹒࡛ࡢᨵ㠉ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᨺ㏦ࠊ㏻ಙࢆྵࡵࡓᶒಖ㞀ࡢ㒊ศ࡛ࡶࡁ࡞ᕪࡀฟ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠸࠺㒊ศࡣ㠀ᖖ༴ࢆឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡇࡢၥ㢟ࡣࠊᙜึࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓⅬࡽ⪃࠼ࡿࠊࢇ࠸ࢁ࠸ࢁ
ືࡁጞࡵࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓືࡁࡀࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡶ㆟

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊḟࡶ࠺㸯ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ሗࡢཷࡅᡭࡔࡗࡓᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙ
ࡍࡿഃ࡞ࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ㛵ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡈពぢࢆࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡇ࠶ࡿ



ㄽࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡁࡇᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥࡢ≧ἣࡘ࠸࡚࠸ࢁ࠸ࢁ㆟㢟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᮏ

ᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋཎཱྀ๓⥲ົ⮧ࡢ௦ࡶࠊ⾜ᨻㄪᰝ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⌧≧ࡢᨻ

ᗓぢ㛵ࡋ࡚ࡢㄪᰝࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡇࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࡶ᭩ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡸࡗ࡚

࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡁࡻ࠺ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊᐇ㝿᪥ࠎྲྀᮦࡋ࡚࠸ࡿ❧ሙࡽ⏦ࡋୖࡆࡿ

ࠊࡇࡢ⾲ࡢ⤖ᯝᐇ㝿ࡢྲྀᮦࡢឤゐࡋ࡚ࡣࠊ⏒ࡔࡋࡃ ᗘᕪࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⋡┤࡞

 ࠼ࡤ㸿ࡢࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊࡇࢀࡣไ㝈࡞ࡋ࠸ࢁ࠸ࢁゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡇ⮳ࡿ

ࡲ࡛ࠊ㏵୰ෆ㛶ᗓ᭩࠸࡚࠶ࡿࠊ࠼ࡤ㇂ᐁᡣ㛗ᐁࠊࡇࡢᐁᡣ㛗ᐁぢࠊࡓࡔࡢ୍ᗘࡶ

㛤࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇࡀࠊࣇ࣮ࣜࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࢆྵࡵࠊࡲࡔ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࡲ

ࡏࢇࠋ࠶ࠊⳢ┤ேෆ㛶⥲⌮⮧ࡢぢࡶࠊ㐣ཤ㸴ᅇ㛤ࢀࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ㝈ᐃ

ⓗࠊᐇ㝿ࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫ୪ࡧᾏእ࣓ࢹࠊࢿࢵࢺ࣓ࢹࡢ㉁ၥࡣ㸰ᅇ㸱ᅇࠋࡑࡢ

ࢃࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿグ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹ࠸࠺ࡇࢁࡢ࣓ࢹࡢグ⪅ࡣࠊẖ᪥㸯᪥㸰ᅇࠊ

㐌㸯㸮ᅇࡢࡪࡽୗࡀࡾぢ࡛㉁ၥࡢᶵࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡢ⮧ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡼ࠺

ゝ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡘࡲࡾグ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹ㠀グ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹࡢ࠸ࢃࡺࡿࢡࢭ

ࢫᶒ࠾ࡅࡿᕪู࠸࠺ࡢࡣࠊ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

 ࡛ࡍࡽࠊࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ㠀ᖖ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡣᛮ࠸ࡲ

ࡍࡀࠊ⌧≧ࡣࡕࡻࡗ㐲࠸ࡢ࡞ࠋࡇࡢࡲࡲࡢᙧ࡛グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ࠸࠺ࡇࢆ

ㄆࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㏻ಙࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊ୪ࡧᾏእ࣓ࢹࠊࢿࢵࢺ࣓ࢹࡢ⚾

ࡶࡢ௰㛫ࡓࡕࡶ㠀ᖖཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࠊࡐࡦࡶࡑࡇࡢᨵၿ

ࢆࠊࡇࡢሙ࡛ࡣỴࡵࡽࢀ࡞࠸ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡏࡵ࡚ࡑࡢ⌧≧ࡔࡅ࡛ࡶࠊࡐࡦㄆ㆑ࡋ࡚࠸

ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ࡇࡢ௳ࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡶ᭱ึ

ࡢࡇࢁྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊࠊୖᮡᵓᡂဨࡽ࠾ヰ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ື

ࡁࡶฟ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛ࡍࡀࠋ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࠊୖᮡᵓᡂဨࡢヰࡣᑡࡋࡎࢀࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊグ⪅ࢡࣛ



ࡇࢁ࡛ࡍࠋ



ⶶ┬ࡀࠊᅜẸࡢ㈈⏘ࢆ≉ᐃࡢ⪅㈚ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᗈሗࢆࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ



ᅇᩘࡀከ࠸࠸࠺ࡇࢆ࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋグ⪅ᐊࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᡓᚋࠊ

⮬⏤ウ㆟

ࡷࡗࡓグ⪅ࢡࣛࣈຍ┕ࡢேࡓࡕࡣ༑ศ࡞グ⪅ぢࠊࡑࡢ࡛ࡶ᥋ゐࡍࡿࠊࢡࢭࢫࡍࡿ



࠙ୖᮡᵓᡂဨࠚ  ࡏࡗࡃࡢࡈᣦྡ࡞ࡢ࡛ࠋࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢୖᮡ࡛ࡍࠋ

ࣈグ⪅ᐊࠊࡘࡲࡾබⓗᶵ㛵ࡀグ⪅ᐊࢆᣢࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡇࡑࠊୖᮡᵓᡂဨࡀ࠾ࡗࡋ

ࡶୖᮡᵓᡂဨࡣ୍ゝ࠸ࡓࡔ࡞࠸ࠋ
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࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ㆟࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࠊ⾲⌧ࡢෆᐜࡢ࣮ࣝࣝࢆ
࠺ࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇ୪ࢇ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸࣓ࢹࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡢࡼ࠺ᩚഛࡋ࡚
࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡢࡀࠊࡶ࡞࠾㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊྲྀࡾࡲࡵᙜࡓࡗ࡚᫂
ࡽ࡞ࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࠙Ἑྜ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠚ  㟼ᒸᮅ᪥ࢸࣞࣅࠊἙྜ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᆅ᪉࡛㹀㹎㹍ࡀ࠺࠸࠺άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ๓ᅇ༑ศࡈㄽ㆟࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊᆅ᪉ࡢᕷẸࡀ㹀㹎㹍ࡢᐇែࢆ༑ศ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢿࢵࢺ࡛࠸ࢁ࠸ࢁሗࡣఏ࠼࡚࠸ࡿ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀ
ࡶࠊ㹀㹎㹍ࡢᶵ⬟ࡸάືࢆࠊᆅ᪉࡛㹀㹎㹍ࡢ᪉ࠎᡃࠎ࣓ࢹࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚ࠊࡶ࠺
ᑡࡋᮏ㉁ⓗ࡞ၨⵚ࿘▱άືࢆࡋ࡚ࡺࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡞ࠋᡃࠎࡶᙜ↛࣓ࢹࡋ࡚ࠊ
㹀㹎㹍ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡘ࠸࡚ࡋࡗࡾᢕᥱࡋ࡚ࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟
⮬ⓗᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡁࡔᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍⮬యࡢάືࡣࠊ୰ኸ࡛ࡣ༑ศᶵ
⬟ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡶ࠺ᑡࡋእࡢάືࠊせࡍࡿᆅ᪉ࡢᕷẸ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞άືࡀ࠶ࢀࡤࠋࡇࢀࡣࠊᕷẸࡢ᥋Ⅼ࠸࠺ព࡛ࠊㄽ㆟ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ┤᥋ᕷẸㄒࡾࡅࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ㹀㹎㹍
ࡢ㟷ᑡᖺጤဨࡀࠊ≉୰Ꮫ⏕ࢆࢇ࡛ࠊ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢸࣞࣅ␒⤌ࡀ࠸࠸ࡢࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠸࠺ࢇ࡛ࡍࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆᖺ
ఱᗘ㛤࠸࡚ࠊࢸࣞࣅᒁࡼࡗ࡚ࡣ࡞ࡾྲྀࡾୖࡆ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣᗈሗࡉࢀ࡚
࠸ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑࡋ࡚࠶ேᶒጤဨࡢ࠺ࡣࠊ๓ᅇࡶࡕࡻࡗ㆟ㄽ࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊேᶒ࠸
࠺ᶒ㛵ಀࡢุ᩿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࡞࡞እฟ࡚⾜ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡳࡎ
ࡽࡢุ᩿ࢆ♧ࡍ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࠊᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡣࠊ᮶᭶㸯㸯᭶㜰࡛ᅾ㜰ࡢᨺ㏦ᒁࡢ᪉ࡓࡕࡢ㹀㹎㹍



 ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ࡔࡁࡲࡋࡓࡋࠊ୰ᮧᵓᡂဨࡽࡶ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡶࡋ㔜ࡡ࡚࠸࠺ࡈពぢ࠸ࡓ

ࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࠙ᮌཎᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡶࢇ࠺ࣛࢪ࢜㛗ࡃ࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㛗ࡃ࠸࡚ឤࡌࡿࡢ

ࡣࠊࡇࡢࡈࢁࣜࢫࢼ࣮ࡽᐤࡏࡽࢀࡿᛂࡀ㠀ᖖኚࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑ

ࢀࡣఱ࠸࠺ࠊ࡚ࡶࡋࡗࡾࡋࡓពぢࡸࠊࡋࡗࡾࡋࡓᛂࢆࠊࡁࡕࡗฟࡋ࡚ࡁ

 せࡍࡿ༢࡞ࡿࣜࢫࢼ࣮࠸࠺ࠊࡓࡔ⪺࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ␒⤌ࢆ୍⥴

ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿཧຍ⪅࠸࠺ࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࢆᣢࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ

⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺࡞ᑠࡉ࡞ࣛࢪ࢜ࡔࡽࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞㌟㏆࡞ࡸࡾ

ࡾࡇࡑࡀࢇ࠺ࡣᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡞ࠋࡇ

ࢀࡣࢡࣟࢫ࣓ࢹ࡞ࡶࢃࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸࠺፹యࢆࡋ࡚

࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࠊࡓࡔࠊࠊ㊊ࡾ࡞࠸ᛮ࠺ࡢࡣࠊᆅ᪉࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ゎỴࡢሙ࠸࠸ࡲࡍ

ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡉࢇࡢ࠾ヰࡶఛ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡳࢇ࡞ఱ

࡛ࡶࢇ࡛ࡶ㹀㹎㹍ࡍ࡚ࢆᢲࡋࡘࡅࡿࡢࡣࡕࡻࡗ⏦ࡋࢃࡅ࡞࠸࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚࠾

ࡾࡲࡍࠋᆅ᪉࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴࡸ㆟ㄽࡢሙࡀࠊᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᆅ᪉ࡢᨺ㏦ேࡀࠊ┿ࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪉ἲ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱ࠶ࡿࠊ㡑ᅜࡢࣃࣈࣜࢵࢡࢡࢭࢫࡢ࡞ࡣࡍࡈ࠸࡞ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠋ

㸦ᕷẸࡀฟࡿ␒⤌ࠊᅜࡽ࠾㔠ࡀฟࡿ࡞㸧ࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢពぢࡢ୰ࡣࠊሗࢭࣥ

ࢱ࣮ࢆࡘࡃࡿࠊཷಙᩱࢆ࠶࡚ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᆅᇦ࡛ࡣࠊ

㹌㹆㹉ࡶẸᨺࡶ୍⥴࡞ࡗ࡚๓ྥࡁ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸࡞ᛮࡗ

࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ୰ᮧᵓᡂဨࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

࠙୰ᮧᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡣࠊࡇࡢ㈨ᩱࡢ㸰࣮࣌ࢪ┠ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡢࡇࢁࠊ࠾ࡑ

ࡽࡃ㸰ࡘ┠ࡢࡣࠊ⚾ࡀⓎゝࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢグ㏙࡞ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡇ

࡛ࡣࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ࡞ࡢษࡾཱྀ࡛ࡲࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ

㊃᪨ࡋ࡚⏦ࡋୖࡆࡓࡗࡓࡇࡣࠊᅜẸࡀཷಙࡋࡓࡾⓎಙࡋࡓࡾࡍࡿᶵ⬟ࠊᶵࢆಖ㞀



࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ



࣓ࢹࡢᣑᙇࠊᅜⓗᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⚾ࡣ⪃࠼࡚

ࡈពぢ➼ࢆࡕࡻ࠺ࡔ࠸࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ≉ᮌཎᵓᡂဨࡀࡼࡃࡈᣦࡶ࠸ࡓ



ࡋࡓࡾࠊᣑᙇࡋࡓࡾࡋࡼ࠺ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᅜẸࡀ࠺࣓ࢹࡢᩚഛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ

ࡼ࠺ࠊ࡞ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊᨵࡵ࡚
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ࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢሗࢡࢭࢫᶒࠊᨺ㏦ࡔࡅ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᨺ㏦ࠊ㏻ಙࡶ
ྵࡵࡲࡋ࡚ࠊࡐࡦࡶࡈ㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠺ḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪

 ࡑࢀࡽࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡣ࠶ࡲࡾⓎゝࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞ࡃ࡚ࠊ௦⌮ࡣࡶࡗⓎゝࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸ࡳࡓ࠸࡞ᣦᑟࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡇࡇࡣᶒಖ㞀࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡲ࡛࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡣⓎゝ
ࡍࡿᶒࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ௦⌮ࡣᶒࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋࡲ࡛㐲៖
ࡋ࡚ࠊࡑࢁࡑࢁ࠸࠸࡞ᛮࡗ࡚Ⓨゝࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃࠋ࠺ࡕࡢᣦᑟࢆཷࡅࡓ
ࢫࢱࢵࣇࠊࡧࡃࡧࡃࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ึࡢࡇࢁࡶࠊ⚾ࡽࡕࡻࡗ⏦ࡋୖࡆࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᇶᮏⓗࡣᵓᡂဨࡢⓙᵝ
᪉㆟ㄽࡣࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡔࡅࡢ㆟ㄽࡼࡾࡣࠊᖜࡀ࠶ࡗࡓ
࠺ࡀࡇࡕࡽࡶ࠸࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡋࠊᵓᡂဨࡢ᪉ࠎࡽࡑ࠺ࡈពぢࡶฟ࡚ࡇ࡞࠸ࡁࡣࠊࡢ
ࡼ࠺ࡐࡦࡈⓎゝࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ࠸࠺ࡁࡣࠊࡶࡕ
ࢁࢇࡾ㎸ࢇ࡛࡛ࡶࡈⓎゝ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࠋ
 ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡁࡻ࠺ࡣࠊᔱࡉࢇࡶࡗࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋᵓ
ᡂဨࡢⓙᵝࡽࠊఱࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ࠺ࡒࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ⓙࡉࢇࡢពぢࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࠊࡤࡾࡋࡷࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊබᖹ࡞ᶒ࠸࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠊࡑࡢⅬࢆࠊ࠼ࡤࣛࢪ࡛࢜⪃࠼࡚ࡳࡿࠊࣛࢪ࢜
ᒁࠊᆅ᪉ࡢẸᨺࣛࢪ࢜ᒁࡀචチࢆ㏉ୖࡍࡿ࠸࠺ฟ᮶ࡀࠊࡘ࠸᭱㏆࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࡞
ࡗ࡚ࡃࡿࠊࡇࡇࡣ㑅ᢥࡍࡿᶒ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡀ㸯ࡘῶࡗ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛
ࡍࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ࠼ࡤࡘ࡚㒑ᨻ┬௦ࠊ㸶㸮ᖺ௦㒑ᨻ┬ࡔࡗࡓࠊࡑࡢᨺ㏦⾜ᨻࡢ
୰࡛ࠊᅜࢸࣞࣅẸᨺ㸲ᒁᵓ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ㸲ࡘࡎࡘࠊྛ┴༢ࡈ
⨨࠸࡚࠸ࡃࢇࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᖹ➼ࢆᅗࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ☜࠶ࡿ
⛬ᗘࡲ࡛ࡣពࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣࡍ࡛ᯝࡓࡉࢀࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ
 ࠼ࡤࣛࢪ࡛࢜⪃࠼࡚ࡳࡓࡁࠊࡣ⚄ዉᕝ┴ఫࢇ࡛࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊᮾிࡢࣛࢪ࢜
ᨺ㏦ࡣࢇ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࠋࢽࢵ࣏ࣥᨺ㏦ࡢ㡢㹌㹆㹉ࡀࡲ࠶ࡲ࠶⪺ࡇ࠼࡚ࠊ㹒㹀㹑ᩥ
ᨺ㏦ࡣ↛⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡇࢁ࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺ࡍࡿࠊUDGLNR࡛⪺ࡃࠊẸᨺࡢࡶ
ࡢࡣ⪺ࡅࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ㹌㹆㹉ࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋⴭసᶒࡢၥ㢟ࠊࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝࡢၥ㢟



࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ࡑࢀࡽࣛࢪ࢜ᒁࢆ㏻ࡋ࡚͐͐ࠋ㹀㹎㹍ࡢᐉఏࡀࠊ᭱㏆ࠊኪ࡞ࡿࡶࡢࡍࡈࡃከࡃ࡚ࠊ

ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡽࠊ㹀㹎㹍ࢆὶࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠼ࡿࡄࡽ࠸ࠋ⮬ศ࡛⪺

࠸࡚࠸ࡓࡾࠊぢࡓࡾࡋ࡚ࠊఱࡴࡎࡀࡺࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ࠶࠶࠸࠺ࡇ࡛㹀

㹎㹍࠸࠺ࡢࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠋ

 ࡓࡔࠊ୍᪉࡛ࠊᆅ᪉ᒁ⾜ࡗ࡚ࡳࡿࠊ㹀㹎㹍࠸࠺ࡢࡣ⥲ົ┬ྠࡌ࡞ࢇࡔ࠸࠺ㄆ

㆑ࡀࡶࡢࡍࡈࡃᙉ࠸࡛ࡍࡡࠋබⓗ࡞ᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊẸᨺ㹌㹆㹉ࡀ⮬ⓗࡘࡃࡗࡓ⤌

⧊࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࢆࠊ࠺ㄆ▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠸࠺ࡇࡣࠊᡃࠎࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍ

ࡀࠊࡘࡃࡗ࡚ࡃࢀࡓẸᨺྛ♫ࡢẸᨺ㐃ࠊࡑࢀࡽ㹌㹆㹉ࡢᗈሗࡢᅾࡾ᪉࠸࠺⾲⌧ࡣ࠾

ࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡇࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡢⅬࠊࡉࡽఱࡈពぢࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢⅬࡣࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡢㄽⅬ࡛ࡶࠊᅜẸࡢഃࡽࡢⓎಙࡢ⤌ࡳ࠸࠺ࡇ࡛ࠊఱࡉࡽࡈ

ពぢ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ୍ࢃࡓࡾྛࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᗘࡣయࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡢゅ

ᗘࡽ࡛ࡶࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ⏝⪅➼ࡢᇶᮏ

ⓗᶒ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࢀࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡶࢃࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢᛮ

࠸ࡲࡍࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊయྜࢃࡏ࡚ࡁ࡞┠࡛㆟ㄽࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶࡍࢀࡤ࠸

࠸ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺࠸࠺ゅᗘࡽࡢษࡾཱྀ࡛ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࠋ

࠙ᔱ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࠚ  ࡁࡻ࠺ࡣࡑࢁࡑࢁⓎゝࡋ࡚ࡶ࠸࠸ᛮࡗ࡚ࠊⓎゝࡉࡏ࡚࠸ࡓ

ࡔࡁࡲࡍࠋ

 ᭱ึࡢࠊሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᶒ࠸࠺ࡇࢆࡶ࠺ᑡࡋ῝ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࠸࠸࡞

ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠸࠸ࡲࡍࡢࡣࠊ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼

ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡼࡾ㐍ࢇࡔᙧ࡛㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࠋ࠼ࡤࣇ

ࣥࣛࣥࢻ࠸࠺ᅜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ๓ࡶᑡࡋ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊࣇࣥࣛࣥࢻࡣࠊ

ᅜẸࡀሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᶒࢆಖ㞀ࡍࡿ࠸࠺ࡢࢆ❧ἲࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ

ࠊ࠼ࡤ་⒪⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࠊࡔࢀࡶࡀᚲࡎࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ

࠺ࡍࡿࡶࡢࢆࡘࡃࡿࢇࡔࠋලయⓗゝ࠺ࠊࡇࡇࡣᨺ㏦ࡔࡅࡋ᭩࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ



 ࠺ࡒࠋ



ࢡࢭࢫᶒ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ඛ㐍ⓗ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡏࡗࡃࡢࡇ࠺࠸࠺ሙ࡛ࡈ

ࡓࡕ㛤ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊ࡞࡞࡞ࡃ࡚ࠊࡑࢀࡣྛࢸࣞࣅᒁࠊ㹌㹆㹉ࡸẸᨺྛᒁࠊ



㏻ಙࡶྵࡵ࡚ࠊࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻࢆࡁࡕࢇᩚഛࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊᅜࡢᯝࡓࡍሗ

άືࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ㛤ࡃ࠸࠺ࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡓࡔࠊ┤᥋ᕷẸࡢ᪉
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 ᑡࡋ㆟ㄽࡀ῝ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࡀࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ͐͐ࠋ୰ᮧᵓᡂဨࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨࠚ  ඛ᭹㒊ᵓᡂဨࡽUDGLNRࡢヰࡀฟࡲࡋ࡚ࠊࣛࢪ࢜ࡢ㹇㹎㓄ಙ࡛ࡍ

ࡢ㛵ಀ࡛㝶ศࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸

ࡢ࡞⪃࠼ࡲࡍࠋ









⛯ไࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸࡞࠸࠺ࡇࢁ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ྐⓗぢࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ฟ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ㏆ᖺࡢ㏻ಙᢏ⾡ࡢⓎᒎ

ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㆟ㄽࡶࠊつไࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛⪃࠼ࡿࡼࡾࡶࠊࡦࡻࡗࡍࡿ⤒῭ᨻ⟇

 ௨ୖ࡛ࡍࠋ

 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆᑡࡋࡾ㏉ࡾࡲࡍࠊ≉ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊṔ

ࠊ୧᪉ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠶ࡆࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋ᳨ウࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙㡢ᵓᡂဨࠚ  㡢࡛ࡍࠋ

ࢫࢆ⏝ពࡋࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᨻ⟇ⓗࡣࠊ࠶ࡿ✀ࡢ୧㍯࠸࠸ࡲࡋࡻ࠺

㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢࡶ㝶ศ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࠊ࠶ࡿ✀ࡢᨻ⟇ⓗ࡞➽㐨ࢆࡘࡅ࡚

ࡇࢀࡣࠊ࣓ࢹࡢᅾࡾ᪉ࡔࡽࠊ㡢ᵓᡂဨᑡࡋࡈពぢࢆఛࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍࠋ

࡛࠶ࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢヰ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊゝࡗ࡚ࡳࢀࡤ⏘ᴗᵓ㐀ࡢヰ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲ

ࡾࡲࡍࠋࡇࢁࡀࠊࡶ࠺∦᪉࡛ࠊࡢ≧ἣ࡛ࡣࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࢆᡂ❧ࡉࢀࡿࡓࡵ

࠼࡚ࡳࡓࡽ࠺ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡈពぢࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡀ㐍ࡳࠊᴗⓗ㠀ᖖάᛶࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡶ࠺∦᪉࡛ࠊไᗘⓗࡣࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭ

ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ࠼ࡤ୰ᾏࢸࣞࣅ࠸࠺ࡼ࠺᪥ᮏࡢ⌧≧࡛ࡶ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡶ࠶

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠊሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᶒ࠸࠺ࡶࡢࢆࠊᑡࡋᐇ㉁ⓗ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃

࠺㆟ㄽࡣࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡕࡽ࠸࠺ࠊࡑࢀࡣつไࡢၥ㢟࠸࠺ࡼࡾࡶࠊⴭసᶒ

ᖖ࣏ࢪࢸࣈࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ௨๓ࠊ⚾ࡢࡈሗ࿌ࡢ㝿ࡈ⤂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ

࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ

ᅜᗈࡆࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ࢚ࣜࢆᣑᙇࡍࡿࡣ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠸

࡞ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ⚾⮬㌟ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢᑐࡋ࡚㠀

බᖹ࠸࠺ࡇࢁࡣࡕࡻࡗ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇࢁ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡞ᛮ

ࡋࡓࠋࡇࡇฟ࡚࠾ࡾࡲࡍ࣓ࣜ࢝ࡢ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ୍᪉࡛ࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࡢ⮬⏤➇த

ࡌᕷẸࡽࡢⓎಙ࠸࠺ࡇ࡛ࡶࠊࡕࡻࡗ୍⥴ࡋࡃ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ

ࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡢࡶࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࡇࡢᇶᮏⓗ࡞ᶒ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ

ࡼࡾ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙᡤࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡀฟ࡚ࡁࡲ

ࡍࠊ࠶ࡿ✀ࠊ㢦ࡀぢ࠼࡞࠸ࡀࡺ࠼㉳ࡇࡿၥ㢟࠸࠺ࡢࡀ㉳ࡇࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊྠ

࠶ࡿ᪂⪺ࢆຓࡍࡿ࠸࠺ࢇ࡛ࡍࠊཝࡋ࠸⤒Ⴀࡢࡇࢁ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡳࡓ࠸࡞ࠊ

ࡅࢀࡶࠊ⚾ࡶ⌮ࡋ࡚ᐇ㦂ࢃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠺ࡍࢀࡤ

ࡇ࡛ࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦෆ࡛ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡣ␗࡞ࡾࠊࢸ࣮࣐࣭ෆᐜࡼࡿၥ㢟࡛

ࡑࢇ࡞࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ࡞ࡾ࡞ࡾࡁ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠼ࡤḢࡢྛᅜ࡛ࠊ

ඛࡢᮌཎᵓᡂဨࡢ࠾ヰ࡛ࡶࠊᆅᇦ♫ࡢࢃࡾࡢ୰࡛ࠊఫẸࡢኌࠊᑠࡉ࡞ኌࢆ

ὀពࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠊඛࡢ࠾ヰࢆ࠾⪺ࡁࡋ࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᙜ↛ࡑ

࠺ࡋࡓࡁࠊබⓗ࡞ᨭఱ࠸࠺ᙧ࡛ࡢᖹ➼࡞ࡶࡢ࠸࠺ࡶࡢࠊࡇࢀࡣࠊ᭱㏆ࡣ

࠼࡚ࡳࡿᚲせࡣ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ࣭ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ⩏ົࡍࡿ࣓ࣜ࢝ࡢไᗘࠊࡑ࠺࠸࠺Ⅼࢆࡁࡕࡗ

ᙧ࡛ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࢆࡶࠊྠࡌࣇ࢙࣮ࢬ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡢ࠺ࠋࡇࡇࡣࡕࡻࡗ

ᑐࡍࡿࠊඛࡢ୰ᮧᵓᡂဨࡽࡈෆ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡢᨭࡢྍ⬟ᛶ࠸࠺ࡢࡣ⪃

୰ᮧᵓᡂဨࡢ࠾ࡗࡋࡷࡿࡼ࠺ࠊἲつไࡼࡽ࡞࠸ຓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἲつไࡼࡗ࡚ࣃ

࡛ࡁࡓᆅᇦఫẸ࠸࠺ࡢࠊࡑࡢ࢚ࣜࡢேࡓࡕࡗ࡚ࡣኚ࡞ࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑ

┘どᶵ⬟ࡀᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀ㝶ศᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾ

࠺ධࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡁࠊつไࠊ࠶ࡿ࠸ࡣຓࡢၥ㢟࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊඛ

ࡓࡔࠊࡑࢀ୍⥴ࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡢࡶ࠺୍ࡘᙧែࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࠊ≉ࣥࢱ

ࡢ✀㢮ࡀῶࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊከᵝ࡞ពぢ࠸࠺ࡢࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡍࠊ࣓ࢹࡢ⎔ቃ

 ࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࡁࠊ㏻ಙࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡢ୰ࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ

࣮ࢿࢵࢺ➼ࠎࢆ⏝࠸࡚ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࢚ࣜࢆ㉺࠼≉ᐃࡢᒙ࡞ࢆᑐ㇟ࡋࡓࡶ࠺ᑡࡋᗈ࠸

ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࠼ࡤࠊ࠸ࡲࠊ࣓࡛ࣜ࢝᪂⪺ࡀཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡾࠊ≉ᐃࡢ࢚ࣜ୰ࡢ᪂⪺

ࡽࢀࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋL3KRQHࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ぢ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ

ࡗࡓࡁࠊࡑࡢ࣓ࢹࡣ☜㏥ሙࡍࡿࡢࡣ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡛ࡑࡢሗぶࡋࢇ

ぢࡀฟࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠺࡛ࡍࠋඛࡢ᭹㒊ᵓᡂဨࡢ࠾ヰࡢ୰࠶

Ꮫ⏕ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊ㡑ᅜࡢࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࢆࡳࢇ࡞⪺ࡅࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࢸࣞࣅᨺ㏦ࡶぢ

ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ⮬⏤➇தࡢ୰࡛◚ࢀࡓ࣓ࢹࡣ㏥ሙࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞

 ࡑࡢࡇ࡛࠸࠺ࠊ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡣࠊ㸯ࡘࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ୰࡛ከᵝ࡞ព

ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡅࢀࡶࠋ࠼ࡤࡑ࠺࠸࠺Ⅼ࡛࠸࠺ࠊ㡑ᅜࡽࡢ␃
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࠸ࡅ࡞࠸ࡇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡋࡗࡾ⪃࠼࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᮃࡲࡋ
࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠋఱ࡞ࡃ࣐࣮ࢣࢵࢺ௵ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࠸࠺ࡢࡣࠊ㝶ศ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
࡛ࡍࡽࠊ୍᪉࡛ࡣࢇ࣐࣮ࢣࢵࢺ࠸࠺࡛ࣞ࣋ࣝᾋࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࠊࡑࢀ
ࡽࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࡔࡅࡺࡔࡡ࡚ࡣᢸಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡋࡗࡾ⪃࠼࡞ࡅ
ࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᮇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ࠶ࡲࡾ⪃࠼㐣ࡂࡿࠊ࣓ࢹࡢⓎᒎ࠸࠺ࡢࡀᢚ࠼
ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡽࡡࠋࡇࡲ࡛⤌ࡳࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ࡢࡣኚ㞴ࡋ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࡀࠋ
ࡑࡇࡣࠊ࠶ࡿ㒊ศࡣヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡞ࡾయⓗ㑅ᢥࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸௦࡞ࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙ᔱ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࠚ  㐲៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡭࢆᣲࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ௨๓ࡢࡇࡢ㆟࡛ࠊ㸱㸮ᖺඛࠊ㸳㸮ᖺඛ࠸࠺ࡢࢆぢ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠶ࡾࡀ
ࡓ࠸࠸࠺ヰࢆࡋࡓࡢ࡛ࠊ㸱㸮ᖺඛࡢ⚾ࡶࡢ࠺ࡽぢࡿ࣓ࢹ࠸࠺ࠊሗ࠸
࠺ࠊᅜẸഃࡢሗ࠸࠺ヰࢆࡋࡲࡍࠋ
 ࠼ࡤࠊయ㸱ࡄࡽ࠸ࡢL3KRQH࡞ࡢ➃ᮎಖᏑ࡛ࡁࡿྍ⬟࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡣࠊ᪂
⪺ࡔ㸲ᖺศ࡛ࡍࠋᴦ᭤࡛ࡍࠊ㸴㸲㸮㸮᭤࡛ࡍࠋࡑࢀࡀࠊ㸰㸮㸲㸮ᖺࠊ㸱㸮ᖺᚋ࡛ࡍࠊ
᪂⪺࡛ࡍ㸱㸳൨ᖺศ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࠋ㸱㸳൨ᖺ࡛ࡍࠋᴦ᭤࡛ࡍࠊ㸳㸮㸮㸮൨
᭤࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸯⛊࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣᴦ᭤࡛ࡍ㸯᭤ࡀ㝈
⏺࡛ࡍࠋ㸯⛊ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡍࠊ᪂⪺ࡔ㸲ศࡢ㸯᪥ศࡀ㝈⏺࡛ࡍࠋྠࡌࡼ࠺ண
ࡋࡲࡍࠊ㸰㸮㸲㸮ᖺ࡛ࡍࠊ㸯⛊࡛㸱㸮㸮᭤ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡲࡍࠋ᪂⪺࡛ࡍࠊ㸰
㸮㸮㸮ᖺศࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀᑗ᮶᮶ࡿࢇࡔ࠸࠺Ⓨࡽ࠸ࡁࡲࡍࠊࡇࢀࡣࡓࡋグ⪅ࢡࣛࣈࡢ
ࡁࡶ࠾ヰࡋࡋࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡶࡗྲྀᮦࡋ࡚ࠊࡶࡗሗ㐨ࢆࡁࡕࢇࡍࡿேࡀࠊ
ࡽฟ࡚ࡁ࡚ࡶ࠾ࡋࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࠊࡔࡽࠊ㛫ཱྀࢆᗈࡆࡿࡁࡔゝࡗ࡚ࠊグ⪅ࢡࣛࣈࡢ
ヰࡶⓎゝࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊཷࡅᡭ࡛࠶ࡗࡓᕷẸࡶⓎಙయࡋ࡚࣐ࢫ࣓ࢹඹᏑ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆ᳨
ウࡍࡁ࠸࠺ࡢࡶࡑࢀ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚ࠊせࡍࡿࠊࡣཷࡅᡭࡔࡗࡓᕷẸࡶࠊඹᏑ࡛ࡁ
ࡿ⤌ࡳࢆࢇࢇࡘࡃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡇࡢ௦ᩚྜࡀ㉳ࡁࡿ࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ほⅬࡽࡇࢀࢆ࠸ࢁ࠸



 ࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺ࡒࠋ

࡛ࡢ࡞ពぢࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪࠊ㸳࣮࣌ࢪ┠ࡘ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿ㛵㐃ࡍࡿ

ྲྀࡾ⤌ࡳࡢࢆࠊయࡊࡗ═ࡵ࡚ࡳࡲࡍࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛࠸࠺ࠊไᗘㄽࡸ࣮ࣝࣝࡢ

ヰࡀከࡃ୪ࢇ࡛࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢᑐࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺ࡢࡣࠊ

࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡗ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇไᗘࡸ࣮࡛ࣝࣝゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣇࣝࢱࣜࣥ

ࢢࡢ㛤Ⓨ࡞ࡢᢏ⾡࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳࡶ࠶ࢀࡤࠊ᭱ᚋࡢ࠺ฟ࡚ࡁࡲࡍ

ࡼ࠺࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࠊᩍ⫱࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳࡶ࠶ࢁ࠺ᛮ࠸

ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢࣉ࣮ࣟࢳࡼࡗ࡚ຠࡁ┠ࡶ㐪࠸ࡲࡍࡋࠊ▷ᮇࠊ୰ᮇࠊ㛗ᮇࡢᨻ⟇ࣞࣥ

ࢪࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊಶேⓗࡣ㛗ᮇⓗ࡞ຠᯝࡣᩍ⫱ၨⓎά

ືࡀ୍␒ຠࡃࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡲࡵ࡚࠸ࡃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࢆᩚ⌮

ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢ࠶ࡓࡾࡶࡗຊࢆධࢀ࡚࠸ࡃࢇࡔ࠸࠺ࡇࢆࠊࡵࡾᙇࡾࢆࡘ

ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡞⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠊᑡࡋヰ㢟ࡀὶࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊูࡢほⅬࡽࡢษࡾཱྀ

࡛ࡶ⤖ᵓ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ

 ࠺ࡒࠋ

࠙ᮌཎᵓᡂဨࠚ  ࣛࢪ࢜ࡢヰ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࣛࢪ࢜ࡣࠊኚࢃࡿᮇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ

୍᪉࡛ࡣࢿࢵࢺࡢ⼥ྜࡀࢇࢇᗈࡀࡗ࡚࠸ࡁࡘࡘࠊ୍᪉࡛ࡣᆅୖἼࡢࣛࢪ࢜ࡀ࡞࡞

⪺ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸ேࡓࡕࡀࠊࣛࢪ࢜ࡗ࡚ఱ࡛⪺ࡃࡢ㸽 ࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡞ࡗ

ࡓࡾࡋ࡚ࠊ࡞࡞ࡘࡽ࠸࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࢹࢪࢱࣝࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡶࠊࡍ

ࡄ┠ࡢ๓᮶࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡘ࠸࡚ࡢ᪉㔪ࡀࡃぢ࠼࡞ࡃ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡶ࠺ࡋ

ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡞㠀ᖖࡕࡹ࠺ࡕࡻࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ

 ࡲࡓࠊ⤒῭ࡢ⑂ᘢࡀ⌧ሙࡶ࠾ࡼࡧࠊࣛࢪ࢜ࡢ⌧ሙ࡞ࡣࡔࢇࡔࢇ♫ဨࡀ୍ேࡶ࠸࡞ࡃ

࡚ࠊ㒊ୗㄳ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࠊ࡞ࡾཝࡋ࠸≧ែ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛

ࡣࠊ࠼ࡤ࠸࠸ࢫࢡ࣮ࣉࢆࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡣࡋ࡞࠸࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ

⮬ศ࡛ᢚ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶ⤖ࡧࡘࡁࡡ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊఱࡋ

࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࠊࢇ࣓ࢹࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ฟ࡚ࡁ



 ௨ୖ࡛ࡍࠋ



ࡑࡇࡢ୰୍ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡀ࠶ࡗ࡚࠸࠺ࠊࡑࢀࡣᅜẸࡢ࠺ࡀࡋࡗࡾ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ

 ࡑࢀࡽࠊࡑࢀࢆ࡞ࡒࡽ࠼࡚ゝ࠸ࡲࡍࠊ᭱ึࡢ⏝⪅➼ࡢᇶᮏⓗᶒ㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ



࡚࠸ࡲࡍࡋࠊሗ⎔ቃࡀࠊ࠶ࡿព࡛ࡣ㠀ᖖ㇏࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

᮶࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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࠸࠺ࡁࠊ⌧ᅾⱞฎ⌮࠸࠺ゝ࠸᪉࡛㈨ᩱࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣᚲࡎࡋ
ࡶⱞࡋ࡚ࡽ࠼ࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋᶒᐖࡢሙྜࡣࡶࡕࢁࢇⱞ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ␒
⤌ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗࡇ࠺ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠸ᢈุ
ࡔ๓ྥࡁࡽ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ⌧ሙࡢグ⪅ࡉࢇࡸࠊ␒⤌ไసࢃࡿேࡀⴎ⦰ࡍࡿ
ࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㹀㹎㹍ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᴗ⪅ࡢ᪉࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃ࠸
࠺ࡇࡀࠊ⌧ẁ㝵࡛㠀ᖖ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
 ㆟ㄽࡢ῝࠸࠺ࡇࢆࠊࡇࡢ㛫ࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㆟ㄽࡢ῝࠸࠺ࡇ࡛ணᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢸ࣮࣐ࠊࡇࢀ୍࡛㏻ࡾࡣ῭ࡲࡏࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋඛࡶࡕࡻࡗ⏦
ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡣ㠀ᖖᖜᗈ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡋࠊ㛫㍈ࡽࡋ࡚ࡶࠊࢸ
࣮࣐㍈ࡽࡋ࡚ࡶࠊ㠀ᖖᗈࡀࡾࡢࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ࡞࡞ࡑࢀࡒࢀࡢࡇࢁࢆࡄ
ࡗ῝ࡵࡿ࠸࠺㆟ㄽࡣ࡞ࡾࡃ࠸ࡇࢁࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢ
ၥ㢟ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࢆࡋࡗࡾ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡇ࠺ࡋࡲࡍࠊࡇࢀࡣࡶ࠺┦ᙜワࡵࡓ㛫ࡀ
ᚲせࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ㏫ࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡋ࡚ࡣࠊࡁࡃど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠊ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ࢸ࣮࣐ࢆࡃㄽࡌ࡚࠾ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊඛࡢࡼ࠺࡞
グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥࡢࡼ࠺࡞ヰࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓሙࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ᑡࡋ㆟ㄽࡶᗈࡀࡗ࡚࠸

 ࡓࡔࠊྠࠊࡃࢥࡀ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡸࡣࡾゝㄽࡢ⮬⏤ࢆ
Ᏺࡿ◓࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺࠾ヰࡀࡎ࠺ࡗࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ࢥࡢ㒊ศࡣࠊⓙࡉࢇ
࡛ඹ᭷ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢⅬ
㛵ࡋ࡚ࠊయࡇࢇ࡞ឤࡌ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊࡕࡻࡗ⏦ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ◓࠸࠺
ࡢࡀࠊఱ୍ࡘࡢᶵ㛵ࠊ⤌⧊ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡛⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࡀᢸಖ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᴗ⪅࠶ࡿ࠸ࡣ㛵ಀࡢᅋయࠊࡑࢀࡽ⾜ᨻᶵ㛵ࠊࡉࡽど⫈⪅ࡶྵࡵ࡚ࠊࡉࡲ
ࡊࡲ࡞యࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸࠺యീࡋ࡚⮬⏤ࢆᏲࡿ⤌
ࡳ࠸࠺ࡶࡢࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸࠺࣓࣮ࢪࢆࠊⓙࡉࢇ᪉ࡔࢇࡔࢇᣢࡗ࡚࠸ࡽࡋࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊ㆟ㄽࡢࢸ࣮࣐ࡣ࡞ࡾᖜᗈࡃᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓ



ࡗࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠺ࡶࡢࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ᪉⟇࡛ࡣ࡞࠸ࠊ㐨➽࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡍࡈ࠸ᩘᏐ࡛ࡍࡡࠋ

 ୍᪉࡛ࡣ┠ࡢ๓ࡢேᶒᐖࢆ࠺ᩆ῭ࡍࡿ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡾࠊ᪉࡛ࡣࠊ࠾ヰࡢ

࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞ࠊ࡞ࡾඛࢆぢ㏻ࡋࡓไᗘタィゝ࠺ࡆࡉ࡛ࡍࡀࠊ୍ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡢᩚ⌮

࠸࠺ࡢࡶᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௦ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡇࢀࡣᗈࡃࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺⦆ࡸ࡞

ᙧ࡛ࡢ㆟ㄽࡢሙ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘࡽࠊ┠ඛ࠸࠸ࡲࡍࠊ㠀ᖖ㌟㏆࠶ࡿၥ

㢟ࠊࡇࢀࡽࡎ࠺ࡗඛࢆぢ㏻ࡋࡓࢸ࣮࣐୧᪉㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾࠸࡚࠸࠸ࡢ࡛ࡣ

 ࠊࡈពぢࡣ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺ࡒࠋ

࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ᮾிᏛࡢᡞ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࠊᗙ㛗ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡽࢀࡓࠊ୍᪉࡛ே㛫ࡢ⾲⌧ࡢྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖᗈࡀࡗ࡚ࡃࡿࠊࡲࡓࠊ

ᔱ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࡽࡈ⤂ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⾲⌧ࡢྍ⬟ᛶࡀᚋᗈࡀࡗ࡚ࡃࡿ

࠸࠺ࡇྠࠊ⌧ᅾ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᶒᐖࡢၥ㢟ࢆ୧᪉⪃࠼ࡓࡁࠊࡸࡣࡾ⤖⠇

Ⅼ࡞ࡿࡢࡣࠊ⌧⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡢ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾲⌧άືࢆࢀࡔࡅ♫

యࡋ࡚࢚ࣥ࢝ࣥࣞࢵࢪࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊࡸࡣࡾ୍␒✲ᴟⓗ࡞ၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᚲࡎࡋࡶ⾲⌧ࢆࡋࡓ࠸࠸࠺୍⯡ࡢᅜẸࡢ᪉ࢆ࠾ࡋࡵࡿ࠸࠺ព࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⌧

⾲⌧ࢆཷࡅྲྀࡾࡓ࠸࠸࠺᪉ࡶ࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࠊ㠀ᖖከࡃࡢሗࡀὶࢀ࡚࠸ࡃࠊⓎಙ࡛

ࡁࡿ࡞ࡗࡓࡁࠊࡋࡋࠊᅜẸࡢ㛫ࡣ㸯ேᙜࡓࡾ㸰㸲㛫⛥ᑡ࡛ࡍࡽࠊ㛫ࡀ

࡞࠸୰࡛ࠊࡑࡢ⾲⌧ࢆࠊᅜẸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣓ࢹࡵ࡚࠸ࡿ᪉ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࢀ

ࡶࠊࡑࢀࢆຍᕤࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ㑅ᢥࢆྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡃேࡀᚲࡎᚲせ࡞ࡿࠋ

⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊ࣓ࢹࡵ࡚࠸ࡿ᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡁࡻ࠺㔜ᘏᵓᡂဨࡀ࠾࠸࡛࡞ࡽ࡞࠸

࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᗈ࠸ព࡛ࡢ␒⤌ไసࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉࡛࠶ࡿࠊ⾲⌧⪅ࡢ᪉ࡀࠊ

ࡲ࡛⊂༨ⓗᢸࡗ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊࡔࢇࡔࢇᗈࡃ㛤ࢀ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺㐣Ώᮇ࠶ࡿࡢࡔࢁ

࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࡞ࡗࡓࡁࠊ⾲⌧ࢆࡍࡿேࡀࠊಶேࡢ༢ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࠊ࡛ࡁ

ࡿࡔࡅ⮬⏤⾲⌧ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊ㠀ᖖ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 ࡑࢀࡽࠊඛᮌཎᵓᡂဨࡀ࠾ࡗࡋࡷࡽࢀࡓࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⌧ᅾࠊど⫈

⪅ࡢ᪉ࡽ㠀ᖖࡋࡗࡾࡋࡓᛂࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡲࡉ㐣Ώᮇࡢ୰࡛㉳



࡞࠸ࠊ⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ



ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠼ࡤᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ᪉ࠊᨺ㏦␒⤌ࡘ࠸࡚ࠊఱ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ⱞࡀ࠶ࡗࡓ

ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᩚഛࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋࡑࢀࡀࠊࡇࡢᅜࡢ㸱㸮ᖺඛࠊ㸳㸮ᖺඛࡢ࣓ࢹ࠸



ࡁ࡚࠸ࡿࠊ㠀ᖖ๓ྥࡁ࡞᪉ྥࡢኚ࡛࠶ࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡡࠋᶒᐖࡢၥ㢟

ࢁ࡞㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ඛࡢሗࢡࢭࢫᶒ࠸࠺ࡢࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ほⅬ
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 ࡑࢇ࡞ࡼ࠺࡞ࡇࢆࡕࡻࡗ࠶ࢀࡇࢀ⪃࠼࡚ࠊࡇࢀࡽయࡢྲྀࡾࡲࡵ࠸࠺ࡶࡢࡶ
ࡸࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡁ࡞ࣆ࣮ࢫ࡞ࡿ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢヰࠊࡋࡶࡑࢀࡢḟࡢࢫ
ࢸࢵࣉ࠸࠺㒊ศࡘ࠸࡚ࠊᑡࡋ㏣ຍⓗࡈពぢࢆࠊ⏦ࡋୖࡆࡓࡼ࠺࡞ࡇࢁࡽఛ࠾
࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊఱࡶࡋࡈពぢࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋḟࡽࡣࡲࡵࢆࡸࡾࠊࡲࡵࡢ୰࡛ࠊࡉࡽ༑ศ࡞
ࡇࢁࡣ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀධࡿࡇࢁ࡛ࠊ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢḟ
ࡢࢫࢸࢵࣉ࠸࠺ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈぢ㆑࠸࠸ࡲࡍࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆఛࡗ࡚࠾ࡇ࠺

࠙ᒣᵓᡂဨࠚ  ඛ᪥㹀㹎㹍ࡢົ᪉ࡢே࠾࠸ࡋࡓࡁࠊ
ࠕ⥲ົ┬ࡣẸ㛫࠸࠺ྡ
๓ࢆෙࡘࡅࡓつไᶵ㛵ࢆࡘࡃࡾࡓ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡩ࠺࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
◓㹄㹁㹁࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࠊᨺ㏦ἲࡢᨵṇ➼ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿ୰࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ཷࡅ
ࡵࢆࡉࢀࡓ㹀㹎㹍㛵ಀ⪅ࡀ࠾ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⚾⮬㌟ࡕࡻࡗࢩࣙࢵࢡࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠋࡑࡢព࡛ࠊ๓ᅇ㹀㹎㹍ࡢ᪉᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ㹀㹎㹍⮬㌟ࡢ⌧≧ㄆ㆑ࠊ
༴ᶵព㆑ࠊᑗ᮶ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ᑗ᮶ᵓࠊࡶࡗゝ࠼ࡤࠊ
ṇᖖ࡞ᶵ⬟ࢆ㹀㹎㹍ࡀᯝࡓࡍࡓࡵࡣࠊ࠺࠸࠺⎔ቃࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡼ࠺
࡞࠾ヰࢆࡐࡦఛ࠸ࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊఱ࡞ࡃ㐣ཤࡢࢆ୰ᚰࡋࡓ㆟ㄽ࡛⤊
ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊṧᛕ࡛ࡋࡓࠋᗙ㛗ࡈᥦࡢ࠾ࡾࠊ㹀㹎㹍ࠊࡑࢀࡽẸᨺ㐃ࠊ᮶࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⌧≧ㄆ㆑ࡸᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ⪺ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊ᭹㒊ᵓᡂဨࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  㹀㹎㹍ࡢࡇࡀฟࡓࡢ࡛ࠊ୍ゝࡔࡅゝࡗ࡚࠾ࡁࡲࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡣ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶ⮬ⓗᶵ㛵࡛࠶ࡗ࡚ࠊἲⓗఱࢆࡉࢀࡿఱ࠸࠺⤌⧊࡛ࡣ୍ษ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࡢ࡛ࠊࡑࡢ㎶ࡣㄗゎࡀ࠶ࡿࠊ࡞࡞ḟࡢ㆟ㄽ㐍ࡲ࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑࢀ࡛ࠊඛ℈⏣ᗙ㛗ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡇࡘ࠸࡚࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊᑗ᮶ᒎᮃࡘ࠸࡚ࠊ
㹀㹎㹍ࡣఱ࠶ࡿࡢࠋࡑࢀࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊẸᨺࡸ㹌㹆㹉ࡸࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㏻ಙࡢᴗయࡀᑗ᮶ᒎᮃࡍࡿࡁࠊ᭱㏆ࡶࡢࡍࡈࡃẼ࡞ࡿࡢࡣࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹ
ࣝᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠊ㸰㸮㸯㸱ᖺࡲ࡛ࠊ࠼ࡤ㹌㹆㹉ࡢࣅࢹ࣭࢜࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻࡀ᧔㏥ࡍࡿ



ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡶࡢࢆࠊయࡋ࡚ᵓ㐀ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠸ࡲࡍࠊ⮬⏤ࡢ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࢆᙧᡂࡋ࡚࠸

ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣆ࣮ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊඛࡶࡕࡻ

ࡗ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣ࡞࡞ࡋࡗ

ࡾ῝ࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㏫ᖜᗈ࠸ࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊయീ

ࡋ࡚ゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࢆᾋࡧୖࡀࡽࡏ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ᭱⤊

 ࡑࢀ࡛ࠊ୍ࡘࡑࡢ୰࡛ࠊ࠸ࢃࡤᛕᢲࡋⓗࡸࡗ࡚࠾࠸ࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾ

ࡲࡍࡢࡣࠊ≉ᴗ⪅⮬㌟ࡼࡿ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣ┦ᙜ

㛫ࢆ࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࡞ࡾ㛫ࢆࡁࡲࡋࡓࡀࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ

ࡣࡑ࠺࡞ࢇࡔࡅࢀࡶࠊ᪉࡛ࠊࡑࡇࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢ

ࡶ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡣ࠶ࡿព࡛ࡣ⌧≧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࢆ๓ᥦࡋ

ࡓホ౯࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᑡࡋࡇࢀࡽࡢඛࢆぢ㏻ࡋ࡚࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓ⮬ⓗ

࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡇࠊࡇࢀࡀࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊゝㄽࡢ⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࢆ

⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿ࡢ㔜せ࡞ࣆ࣮ࢫ࡞ࡿࢃࡅࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍

ࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡁࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡛࠺࠸࠺ࡇࢆࡑࢀࡒࢀ⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢࠊ

ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡶᑡࡋど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠊ᭱ᚋࡢワࡵࡢ㆟ㄽࡶࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲ

ࡍࠋ

 ㏻ಙࡢศ㔝ࡣࠊ≉㐪ἲ࣭᭷ᐖሗࣉࣛࣂࢩ࣮ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ࡛ࠊูࡢ

◊✲࡛ࡶ࡞ࡾ⣽࡞㆟ㄽࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨๓⾜ࢃࢀࡓ㆟ㄽ࡞ࢆ࣮࣋ࢫࡋ

࡞ࡀࡽࠊඛࡈ⤂ࡋࡓࡼ࠺࡞㏻ಙศ㔝࠾ࡅࡿࠊ࠼ࡤ㏞ᝨ࣓࣮ࣝᑐࡍࡿつไࠊ

࠶ࡿ࠸ࡣ㟷ᑡᖺಖㆤ㛵ࡍࡿᑐᛂࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠋ

࡛ࡍࡽࠊ㏻ಙࡢ࠺ࡣࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡑࢀࡒࢀ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢࣇ

࢛࣮࣒ࣛࡢ୰࡛ࡶࠊࢃࡾ࠶࠸῝ࡲࡗࡓ㆟ㄽࡣ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡕࡽ࠸࠺ࠊ

ࡣᨺ㏦࠸࠺ࡶࡢࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

 ࡑࢀ࡛ࠊ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢၥ㢟ࢆࡇࢀࡽ࠺ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡇ࠺ᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ

ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡈពぢࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡶ࠺୍ᗘᨺ㏦ᴗ⪅ࡈ⮬㌟࠶ࡿ࠸ࡣẸᨺ㐃ࠊࡉࡽࡇࢀࡲ

࡛ᗘ᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㹀㹎㹍ࠊࡑࢀࡒࢀࡇࢀࡽ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ࡢࠋࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋḟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊḟࡢᒎᮃ࠸࠺ࡶࡢࢆ



ⓗ࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



ࡓࡕࡣࡋࡗࡾࡋࡓᮦᩱࢆᚓࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࢁ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᖜᗈ࠸୰ࡢ୍ࡘ୍ࡘࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊゝㄽࡢ⮬⏤࠸࠺



ㄝ᫂࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊయീࡋ࡚ࡢゝㄽࡢ⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊ⚾

ゝㄽࡢ⮬⏤ࡢ◓࠸࠺ゝⴥࡣࠊᾋࡧୖࡀࡗࡓࡾࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㆟ㄽࡋ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࢁ࠸
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ࡃྠࡌࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࠊ⌧ᅾ᥎ᐃ↓⨥࡛࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࢆࠊ࠶ࡓࡶ᭷⨥ุỴ
ࡀỴᐃࡋࡓࡢࡼ࠺࡞ᨺ㏦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊྠࡌࡼ࠺࡞ᨾࢆ㉳ࡇࡍࠋࡘࡲࡾᩍカࡀ⏕ࡉ
ࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ࠶ࡓࡾࢆࠊ㹀㹎㹍୪ࡧྛᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ࠸ࢃࡺࡿ
⮬ᕫุ᩿࠸࠺ࡢࢆࡶ࠺ᑡࡋලయⓗኚ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࢆぢࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡈពぢࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺ࡒࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ḟᅇ㹌㹆㹉ࠊẸᨺ㐃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㹀㹎㹍ࠊᚋࡢ๓ྥࡁ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ࡐࡦࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ≉Ẹᨺ㐃ࡢሙྜࠊẸᨺ㐃ࡋ࡚ࡢయࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊಶ♫ࡢ୰࡛⌧㠀ᖖࡼ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢇ࡞ࡩ࠺ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࠊᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡇ࠺ࡋ࡚࠸
ࡿ࠸ࡗࡓືࡁ࡞ࡶ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡐࡦࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆලయⓗྲྀࡾୖ
ࡆ࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣẸᨺ㐃ࡢ୰࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡞ࡾࡍࡿࡇࡀࠊ࠾ࡑ
ࡽࡃ୍␒๓ྥࡁ࡞࠾ヰ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㛫ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊ࡛ࡁࢀࡤࡑ࠺࠸࠺Ⅼࡈ␃ព࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡈᣦࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࢆᑡࡋྵࡵ࡚࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࠊఱࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࢆ࠸࠺ࡇࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࠊᵓᡂဨࡢⓙᵝࡽࡈពぢࢆࡕࡻ࠺ࡔ࠸ࡋࡓࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆྵࡵ࡚ࠊᚋ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࢀࡽࠊࡑࢀࡣᙜ↛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ༑ศࡉ࠸࠺ࡢࡀ࣮࣋ࢫ࡞ࡿ࠸
࠺ࡇᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡍࡿᶵࢆࠊ࡛ࡁࢀࡤタࡅࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ࠾㢪࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡈᅇ⟅ࡀ࠶ࡿࢃࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡑ࠺
࠸࠺᪉ྥ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊඛࡶࡕࡻࡗ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽྲྀࡾࡲࡵࡢẁ㝵ධࡗ࡚ࡲ
࠸ࡾࡲࡍࠋ࡞ࡾᖜᗈ࠸㆟ㄽࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࡇࢇ✺ࡗ㎸ࢇࡔ
ࡲࡵ᪉࠸࠺ࡢࡣࡸࡾࡃ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡇ࠺࠸࠺ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺ᙧ࡛ࡍࡢ࡛ࠊఱ
≉ᐃࡢ᪉ྥ᫂☜࠸࠺ࡇࡣࠊࡍ࡚ࡋࡗࡾฟࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧࡢྲྀࡾࡲࡵࡢ᪉ἲ࠸࠺ࡶࡢࢆᑡࡋ⪃࠼ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊḟᅇ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ➼ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡃࡢ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡑ࠺



ࡑࢀࡣࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ

 ࡑࡢࡁࡐࡦࡸࡗ࡚ࡋ࠸ࡢࡣࠊᩥ㑇⏘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩥᴗࡋ࡚ࡢ㏻ಙࡸᨺ

㏦ࡢᴗ࠸࠺ഃ㠃ࠊࡑࢀࡽ⤒῭ⓗάືࢆࡋ࡚࠸ࡿഃ㠃࠸࠺ࡢࢆࡁࡗࡕࡾศࡅ࡚࠸

࡞࠸ࠊࡍ࡚ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡑࡄࢃ࡞࠸ࡽ࠺࡞ࢇࡔ࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡶࡗ࡚࠸ࡃࠋ

⤒῭ᡂ㛗ࠊᕷሙࡢཎ⌮࡛࠸ࡃࠊ☜ࣅࢪࢿࢫࣔࢹ࡛ࣝ࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ࠼ࡤ࣓ࣜ

࢝ࡢࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࡢࠊ㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ࡶࡢࡍࡈ࠸ྑ⫪ୖࡀࡾ࡛ຍධ⪅ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡢࡀࠊ

㸷㸮ᖺ௦ᚋ༙࠶ࡓࡾࡽࠊ≉ࡇࡇ㸰㸯ୡ⣖࡞ࡗ࡚ࡽࠊࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࡢຍධ⪅ࡀྑ

⫪ୗࡀࡾ࡛ࠊᛴ⃭࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊᚎࠎୗࡀࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ<RX7XEHࡳࡓ࠸࡞ࢿࢵࢺ⛣

ືࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ືࡁࡢ୰࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࢀࡶࡶࡕࢁࢇᚲせ

࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆḟୡ௦ᘬࡁ⥅ࡄࡢࡳࡓ࠸࡞ࠊࡶࡢࡍࡈࡃ

ࡁ࡞ᩥⓗഃ㠃ࢆࡼࡾࡽ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 10 回会合
平成 22 年 11 月 10 日(水) 18 時 30 分～
総務省８階第１特別会議室
次

１

開会

２

議事

第

（１） これまでの議論の整理
（２） 今後の自主的な取組に関する考え方について
３

閉会
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㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠞ㧕 ߹ߢߩ࿖㓙┹ജ߿ߩ⥄↱ⷙޔߩࠅᣇߩ⼏⺰ߦട߃ߡޔ
ၞߩᵴᕈൻߦነਈߔࠆߣ߆ޔᢥൻ߇⢒ᚑߐࠇߡߊޔ⢒߹ࠇߡߊޕᐔߚ
ߊ⸒߃߫ߊߡ߈↢ߢߣߎࠆ߇❬ޔജ߇ḝߡߊߎߣࠍੱޔᐘߖߦߔࠆ
ߎߣ߇ࠅߣ߭ੱ৻ߥߩ߃߇ߌ߆ޔノߊߣߞߚⷰὐߢޔ㔚ᵄㅢାⴕ
ࠍ⠨߃ߡߊߎߣ߇⽿ߩߟ৻ߩߡߒߣࡓࠜࡈߩߎޔോޣޕᷓየ᭴ᚑຬ

ߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

324

ᐭ߆ࠄ⁛┙ߒߚ⁛┙ⴕᆔຬળ߇ㅍⴕࠍᜂ߁ߎߣ߇㊀ⷐޕ
ޣᣣᧄᑯ⼔჻ㅪว
ળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

⼏⺰߇ߞߡ߽ߩߢߪߥ߆ޕ
ޣቊࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ



5

ࠕ㧕 㔚ᵄᴺߣㅍᴺߣ߁㧞ߟߩᴺᓞߦࠃࠆޔ㕖Ᏹߦᱡࠎߛᴺ⊛ߥᨒ⚵
ߺߦߥߞߡࠆߎߣ߇ޔㅍᬺ⠪߇ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬࠍ⏕┙ߒߦߊޔ

Ԙᣂߚߥ⚵❱ᯏ㑐ߩ⸳┙ߦߟߡⓍᭂ⊛ߥᗧ 

ਥߦࠃࠆข⚵ߩో߇ᨒ⚵ߺࠍ᭴ᚑߔࠆߣ߁ᗧ߇ᄙߊࠄࠇߚޕ

⸒⺰ߩ⥄↱ࠍࠆߚߩᨒ⚵ߺߦ㑐ߒߡߪޔᣂߚߥ⚵❱ᯏ㑐ߩ⸳
┙ߦߟߡⓍᭂ⊛ߥᗧޔᶖᭂ⊛ߥߒᘕ㊀ߥᗧ߇ࠄࠇߚ߶߆ޔ᭽ߥޘ

㧔㧞㧕⸒⺰ߩ⥄↱ࠍࠆߚߩᨒ⚵ߺߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ߩࠅᣇࠍߥ߇ࠄޣޕߚ߈ߛߚߡߒ⺰⼏߽ߣ߭ߗޔቊࠝࡉࠩࡃઍℂ᎑␠㐳ቶ

6

࠙㧕 㖧࿖ߩ㧷㧯㧯ߥࠅบḧߩ㧺㧯㧯ߪ߁߹ߊߞߡࠆߩ߆ߣ߁ߣޔ
㓐ಽ⧰ഭߒߡࠆߣ߁ႎ๔߿ࡐ࠻߽ޕࠆ߇ߣߎ⺒ޔᶏᄖߩ
ߣ߁ߣߟޔ᰷☨ࠍ⺞ߴࠆࠤࠬ߇ᄙ߇ޔりㄭߥߣߎࠈߢߎߞ
ߡࠆ߽૬ߖߡ⺞ߴߡߺࠆߣޔ㓐ಽෳ⠨ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ޣޕ㖸
᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߞߡ߈ߚ߽ࠆ߆߽ߒࠇߥ߇ޔᐲൻߐࠇߥ߆ߞߚߎߣߦࠃࠆ
ല↪߽ޔ૬ߖߡᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߩߢߪߥߩ߆ޣޕ㖸᭴ᚑຬ㧔╙ 
࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ⎏ࠍߟߊࠆߎߣߦࠃߞߡ߁߹ߊߊ߽ߩߛߌߢߪߥߊ⥄ߢ߹ޔਥ
⊛ߥᵴേߩਛߢ߁߹ߊߞߡࠆㇱಽߪߚ߹ޔዷ㐿߇ߢ߈ߡ߈ߚㇱಽ߽
ࠆߩߢߪߥ߆ޕᐲൻߐࠇࠆߎߣߦࠃߞߡ߁߹ߊߊޔߪ߁߹ߊ

ߔࠆߎߣએᄖߦޔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ߆․ߥޔᣂߚߥᯏ㑐ࠍߟߊ
ࠇ߫⓭ޔὼޔႎߩ⥄↱߇⏕ߐࠇࠆߣߞߚߎߣߪࠅᓧߥޣޕ㤥
ጤ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠰㧕 ᖱႎࠕࠢࠬᮭߦߟߡߩߎޔ࿖ߩ㧟㧜ᐕవޔ㧡㧜ᐕవߩࡔ࠺ࠖࠕߣ߁߽ߩ

ࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠕ㧕 ⎏ࠍਅᚻߦߟߊࠆߣޔㅒߦ⥄↱ࠍ⎕უߔࠆߎߣߦߥࠅᓧࠆߣ߁ෂ
㒾ᕈࠍᗵߓࠆޔ߫߃ޕᴦ⊛ߦᐔߢࠆߣ߁ߎߣߪߩࡆ࠹ޔታ
㓙ߩᦨ೨✢ߦࠆੱ㑆߇ߢ߈ࠆߛߌᐔߦߣ߁ᔒࠍᔓࠇߥࠃ߁ߦ

ᒝߊⷐᦸ᧲ޣޕ੩ㇺၞᇚੱ࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌ

ߒߡߖࠊޔ࿖߿ᣇ⥄ᴦߦߪᤚ㕖ߘߩⅣႺᢛߦജࠍዧߊߒߡߚߛ߈ߚߣ

ߚࠅⵍޔኂߦㆣ߁ੱ߇ߥࠃ߁ߦᦨᄢߩദജࠍߒߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥߣᕁ߁

ԙᣂߚߥ⚵❱ᯏ㑐ߩ⸳┙ߦߟߡᶖᭂ⊛ߥߒᘕ㊀ߥᗧ 

ߏߣߩᏅ⇣߇ᕭᗧ⊛ߛߣᢿቯߔࠆߟ߽ࠅߪߥ߇ޔᕭᗧ⊛ߥ⊒േࠍ㒐ߋߚߦߪޔ

࠺ࠖࡃࠗ࠼ߦߥߞߡ߅ࠅޔᣂߒᣣᧄੱߣߒߡߩၮᧄ⊛ੱᮭߩ৻ߟߦߥ߁ࠃߩߘޔ

㧕 㧵㧯㨀ಽ㊁ߢߩ⥄↱ޔㅢାߩ⒁ኒࠍࠅߥ߇ࠄࠇࠄߌߟ்ߡߞࠃߦࠇߘޔ

࠙㧕 ోߊⴕᜰዉࠍⴕࠊߥ߆ߞߚᄢ⤿߽ࠇ߫ޔᄙ⊒ߒߡࠆᄢ⤿߽ࠆޕᄢ⤿

ߦࠕࠢࠬߢ߈ࠆᮭ߇ࠆޕ㔌ፉޔㆊ⇹ߦ↢߹ࠇߚ߇ߦޔታ࠺ࠫ࠲࡞

ࠍ␠ޔળోߩ✚ജࠍߍߡታߔߴ߈ޣޕᷓየ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕ
ࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁ᷓየ᭴ᚑຬឭ⾗ᢱ 2  ╙ޔ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 ⁛┙ⴕᆔຬળߩ⸳⟎ߪޔㅢାㅍߩ⁛┙ߣႎㅍߩ⥄↱ࠍ
㓚ߔࠆ߽ߩߣߒߡ㊀ⷐޕ㧮㧼㧻ߩข⚵ߥߤࠍᵴ߆ߒߚᴦ߆ࠄߩ⁛┙

ㅍࠍᎼࠆਇ߇ᓟࠍᢿߚߥᩮᧄ⊛ߥේ࿃ߣ⸒߁ߴ߈ߥ߁ࠃߩߎޕ
ᱡࠎߛᴺ⊛ߥᨒ⚵ߺࠍ⸃ᶖߔࠆ৻ߟߩᣇᴺߣߒߡޔᣂߚߥᯏ㑐ߩഃ⸳߇
ᔅⷐߛߣ߁ߎߣߢࠇ߫ޔ㧲㧯㧯ߩഃ⸳ߩࠃ߁ߥㆬᛯ⢇߽චಽߦࠅ
ᓧࠆޕ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ᒰߡࠆߴ߈ᣂߒၮᧄ⊛ੱᮭ߇ࠆߩߢߪߩߡߴߔޕ࿖᳃ߪ╬ߒߊࠆࠁࠄޔᖱႎ

ࠬ㧕 ᣂߒ࠹ࠢࡁࡠࠫޔᣂߒ␠ળߩࡄ࠳ࠗࡓࠪࡈ࠻ߦࠃߞߡࠍࠬࠞࠜࡈޔ

ޣㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ࠪ㧕 ⥄↱ࠍࠆ⎏ߩ⼏⺰ࠍߔࠆߣ߈ߦ⚻ޔ༡ߩ⺰ℂߣ߆߅㊄ߩ㗴ߩ߇
ߔߋߦߡߊࠆ߇ࠍߩ߽߁߁ߤޕߥߊߒࠊߐ߰ߪࠇߘޔᰴઍߦᒁ߈
⛮ߋߩ߆ߣߞߚޔᄢ߈ߥᢥൻ⊛㕙ࠍߣࠄ߃ߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥޕ

ߣ߁ߩ߇ᛥ߃ࠄࠇߡߒ߹߁ߩߢߪߩ߁ߣ߆ࠆߊߟࠍߺ⚵ߢ߹ߎߤޔ
ᄢᄌ㔍ߒⴕ⹜ޕ㍲⺋ߒߥ߇ࠄޔਥ⊛ߦㆬᛯࠍߔࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇
ᔅⷐޣޕự↰ᐳ㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ
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ࠤ㧕 ߩߘ߁ߣ߁ࠈߊߟࠍޠ⎏ޟᬺ⥄߇⸒⺰ߩ⥄↱ࠍߟ߱ߒߡߒ߹
߁߁߁ߘޕෂ㒾ᕈࠍᗵߓࠆࠅߪ߿ޔߣ߁ߣޠ⎏ޟޕᚒߩޘ㗡ߩਛߦ

ࠢ㧕 ߽ߟߊࠆᔅⷐߪߥߣᕁߞߡࠆߣ߫ࠇߔߌߛ⺰⼏ޕᕁ߁ޕ
ޣ㤥ጤ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߢߪߥ߆ޕ
ޣ㤥ጤ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠶࠲ߢࠈࠈߥੱߩᗧ߇ߞߡ߈ߚޕ㛳ߊ߶ߤ߹ߣ߽ߥᗧ߇ᄙ
ߊ⁁ࠆߔⷞ⋙ߦ↱⥄ߢߥࠎߺޔᴫߦߥߞߡࠆޕ࿖߇ႎߩ⥄↱ࠍࠆ
⎏ࠍߟߊࠆߎߣ⥄߇ᤨޔઍߦߘߋࠊߥߊߥߞߡࠆߩߢߪߥ߆ޕᣂ
ߒࡔ࠺ࠖࠕߩ⁁ᴫߦߞߡࠆߣ߈ߦޔ೨ᤨઍ⊛ߥ⼏⺰ࠍߒߡࠆߩ

ࠠ㧕 వᣣޔ㧯㧿ㅍߩ⇟⚵߇ࡀ࠶࠻ਛ⛮ߐࠇߚ㓙ࠖ࠷ߦࡓࠗ࠲࡞ࠕޔ

ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߆ࠄߩജ߆ࠄߩ⋫ߢ߽ߥߌࠇ߫ߥࠄߥࠍޠ⎏ޟޕᒝജߦߔࠇ߫ߔࠆ
߶ߤࠍޠ⎏ޟߩߘޔਸ਼ߞขࠈ߁ߣ߁⺃ᖺ߽ᒰὼߊੱޕㆬߩਛ┙ᕈࠍ
ߤߩࠃ߁ߦ⏕ߔࠆ߆ߩߘޕᴦൻࠍ߆ߥࠃ߁ߥ⚵ߺ߇ᚒ߇࿖ߢ
߽น⢻߆ߪߎߎޕᷓជࠅࠍߒߡᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޣޕባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐

ࠞ㧕 ⼏㒮ౝ㑑ߩ߽ߣߢߪⴕޔߛߌߢߪߥߊޔ࿖ળౄ߆ࠄߩ⁛┙
߽ᔅⷐ✚ޕോ⋭ߛߌߢߪߥߊߩઁߩߘޔቭᐡ⥄ޔᴦߪߦࠄߐޔਈ㊁ౄ

ࠍߡ߽⧯ᐓਇ߇ᱷࠆޔߚ߹ޕߦㅍㅢାోߦߟߡડ↹┙
᩺ᮭ㒢߽ⷙޔᮭ㒢߽ߔࠆࠃ߁ߥࠬࡄᆔຬળߩࠃ߁ߥ߽ߩࠍㅢᏱ
ߩᴦࡊࡠࠬ߆ࠄಾࠅ㔌ߒߡߟߊࠆߣߔࠆߣޔ࿖᳃↢ᵴߦኒ⌕ߒߚ㧵
㧯㨀ಽ㊁ߩⷙᓞߣߒߡ߆ㅜᬌ⸛ࠍⷐߔࠆޣޕባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪
ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠄߪߕࠇ߽ࡂ࠼ߥౝኈⷙߩਥߢࠅޔᮭઍࠍ೨ឭߦߩᤨޔ
ᮭ߆ࠄߩㅍⴕߩ⁛┙ᕈޔਛ┙ᕈޔኾ㐷ᕈࠍ⏕ߔࠆߎߣߦࠆ߇ޔ
ᆔຬߩੱㆬ߇ౄᴦߩᓇ㗀ࠍฃߌߥߢࠄࠇࠆ߆ߪޔ㖧࿖ޔบḧߩ

ࠝ㧕 ᄙߊߩ࿖ߢߪޔㅍࠍⷙߔࠆ⁛┙ⷙᯏ㑐߇ሽߒߡࠆࠇߎޕ

ࠛ㧕 ⷞ⡬⠪࿖᳃ߩ⋉ᄢߦߟߥ߇ࠆㅍࠨࡆࠬߩࠅᣇࠍⓍᭂ⊛
ߦᮨ⚝ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߁ߒߩߘޔ㧝ߟߩᣇะᕈߣߒߡߣ⼏⺰ޠ⎏ޟ
߁ߩߪ㕖Ᏹߦ↪ߛߣ⠨߃ࠆ߇ޔ
߇ޠ⎏ޟᐲൻߐࠇࠆߣޔ
⥄ޠ⎏ޟ
߇ᮭജൻᒻ㜈ൻߒߡߒ߹߁ෂ㒾ᕈ߇Ᏹߦߟ߈߹ߣ߁ޣޕ㖸᭴ᚑຬ㧔㑐
ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

8

࠙㧕 ࡂ࠼ߥⷙߩᒝൻߦࠃߞߡ࿖᳃ߩᮭࠍታߔࠆߩߛߣߔࠇ߫ޔ

ᒝൻ╷ߣ߽ᝒ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ⴕߪ߈ߴࠆࠇࠊⴕޕᐲ
ߢᮭჇㅴ߇ߢ߈ߥ߆ߤ߁߆ࠍ߹ߕ⠨߃ߚߢࠇߔߣߥ߈ߢߒ߽ޔ
߫ߢ߈ߥㇱಽߩᐲࠍ⋥ߒߡߊߎߣޣޕ㖸᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦ
ࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ޔߣࠆߔࠄ߆ࠬࡦࠕࡘ࠾ߩ⪲⸒߁ߣޠ⎏ߩ↱⥄ޟᣂߚߥ⚵❱ࠍߟ
ߊࠆࠃ߁ߦ߽⡞ߎ߃ࠆ߇ࠍ↱⥄ߩޔᄢߔࠆߚߩޔᐲ⸳⸘߿ޔ

ࠕ㧕 ᴺߢߔߴߡޔᯏ㑐ߢߔߴߡߢ߈߇ࠆߣ߁ߎߣߢߪߥߊߣ㉼⸃ޔ
ታⴕߩࠅᣇ߽ߒߞ߆ࠅߟว߁ࠅᣇ߇㊀ⷐޣޕ㊀ᑧ᭴ᚑຬ㧔╙ 
࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ



Ԛ᭽ߥޘਥߦࠃࠆ⸒⺰ߩ⥄↱ࠍࠆߚߩข⚵ߩో߇ᨒ⚵ߺ
ࠍ᭴ᚑߔࠆߣ߁ᗧ

ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㧼㧻ࠍၮᧄߦ⠨߃ߡߊߩ߇ߩߢߪߥ߆ޕ
ޣ㨀㧮㧿࠹ࡆ ၔᚲળ㐳 㧔㑐

߿ߪࠅㅍᬺ⠪߇⽶ߞߡࠆޕᰴߢ⥄ޔਥ⊛ߥ⚵ߺߣߒߡሽߒߡࠆ㧮

ߘࠇ߇ሽߔࠆߩߢߪߥ߆ޕᮭ߿⥄↱ࠍߞߡߊߎߣߩ╙৻⟵⊛ߥ⟵ോߪޔ

⎏ߥࠅᐲࠍߞߚ႐วߦߪޔ᧪ޔᮭജ߿ᮭᆭࠍࠆ⎏ߦᖡ↪ߐࠇߡߒ߹߁߅

৻ጀ㓚ߔࠆߣ߁ᣇะߢㅴߡߚߛ߈ߚޕએߩⷰὐ߆ࠄޔ࿖߇㑐ਈߒߡ

ࠪ㧕 ᮭജ߿ᮭᆭߦኻߔࠆ⸒⺰ߩ⥄↱߿ߩ⥄↱ࠍⷙߔࠆߩߢߪߥߊࠍࠇߘޔ

ߩ࿖ߩᄢ߈ߥㆊߜߢࠅ∛ޔ᳇ߥࠄߊߟޕᣇ߇ߞ߽ࠄߚߞߊߟޔ
ߣ⪜❗ߔࠆߛߌޕ
ޣ㤥ጤ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠨ㧕 㧮㧼㧻ߢߔࠄ႐ߦኻߔࠆ⪜❗ലᨐࠍਈ߃ࠆߚ߹ޔ߿ࠎࠊޕᣂߚ
ߥ⚵❱ࠍߟߊߞߚࠄ߫ࠇߊߟࠍ❱⚵ޔߣ߆ߥࠆߣ߁ߩߪߩߎޔᣣᧄ

ࠦ㧕 ᒝᮭ⊛ߥ߇ߎߘޔߣࠆߊߟࠍޠ⎏ޟࠄ߆ߩⷙᯏ㑐ߦߥࠆⷙޕ
ᯏ㑐ߦࠃߞߡࡔ࠺ࠖࠕ߇⪜❗ߔࠆߎߣ߇ߞߡߪߌߥߒ⎏ߥࠎߘޔ
ࠍߟߊࠆߎߣߪ⺕ߩ⋉ߦ߽ߥࠄߥޕ
ޣᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ


ߪ߇ޠ⎏ޟᶋ߆߱ߥ࠻ࠤ࠺ࠅߪ߿ޔߣࠆߔ߁ߘޕ㗴ߦ߆ߥࠅᒝജ
ߥജ߇߆߆ߞߡߊࠆ⥄ߣߎߩߘ߁߽ޕ߇ജߦߥߞߡߊࠆޣޕ㤥ጤ
᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ
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ᑯ⼔჻㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

⊛ኻ╷ޕ࿖ኅߦᦼᓙߐࠇࠆᓎഀߪޔ᳃㑆ߩข⚵ߦኻߔࠆᡰេ߇ේೣߢߪߥ߆ޕ
ޣ

ࠢ㧕 ㅢାಽ㊁ߦ߅ߌࠆߩޠ⎏ޟᯏ⢻ߩਛᩭߪޔ㆑ᴺᖱႎޔኂᖱႎߦኻߔࠆታല

ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߦ⚿ᨐߣߒߡߥࠆߩߢߪߥ߆ޕ
᧲ޣ੩ㇺၞᇚੱ࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕
㧔㑐

ߣߎߘ߇ޔႎ߿ߩ⥄↱ࠍଚߘ߁ߣߔࠆ᭽ߥޘᮭᆭߦኻߒߡߩ৻⇟ߩޠ⎏ޟ

ࠠ㧕 ⷞ⡬⠪߆ࠄߩ᷷߆ߊߒ߆ߒޔᛕ್ߩ♖ࠍᔓࠇߥ₸⋥ߥჿ߇ነߖࠄࠇࠆߎ

ข✦ᓎ␠㐳 㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㧼㧻ߩሽߪචಽߘߩᯏ⢻ࠍᨐߚߔᣇะᕈࠍᜬߞߡࠆޣޕ⍹Ꮉ࠹ࡆ 㜞⠀ઍ

ઙߚߒ߁ߎޔߪࠅߊߠ⎏ޕᕁࠍ⼔ߔࠆ▫‛ߊࠄߦ⠨߃ߚᣇ߇ࠃߊⴕޔ㧮

ࠞ㧕 ળ␠ో߇ਇᢿߩദജࠍߔࠆߎߣ߇⚿ޔዪࠍ↱⥄ߩ⺰⸒ޔࠆ⎏ߩ㊀ⷐߥⷐ

⡬⠪ࠍ⢒ߡߡߊߎߣߎߘ߇ⷞ⾫ޔࠅߢ⎏ߩ⌀ޔ⡬⠪߇⢒ߡ߫⚵ޔ
❱ߣߒߡߩ⎏ࠍࠆᔅⷐߪߥޣޕᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠝ㧕 ᦨ߽ᔅⷐߥߩߪ⾫ޔߪࠅࠃߣߎ߁ߣ߆ࠆߊߟࠍ❱⚵߁߁ߤޔ
ⷞ⡬⠪ࠍ⢒ߡࠆ߇ࠪ࠹ࠕࠖ࠺ࡔࠅ߹ߟޔ㊀ⷐߢߪߥ߆ⷞ⾫ޕ

ᐲ⸳⸘ߢࠇޔ࿖ኅᮭജ߇ዋߒߢ߽ࠅㄟ߽ߩߪࠅߥߪߣޠ⎏ޟᓧߥ
⚵⇟ޕ╬ߢหߓㆊߜࠍᐲ߽➅ࠅߒߡࠆ߆ࠄޔᮭജߩญ
ታࠍߟߊߞߡߒ߹ߞߡࠆߩߢߪߥ߆ޕᬺ⇇߿㧮㧼㧻ߦࠃࠆ⥄ਥⷙ
ࠍࠃࠅታലᕈߩࠆ߽ߩߦ㜞ߡߊ✚ว⊛ߥⅣႺߠߊࠅ߽߹ߚޔ
ޠ⎏ޟ
ߩ৻ߟߢߪߥ߆ޕ
ޣਣጊ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ࠛ㧕 ߪޠ⎏ޟᣣᧄ 㧲㧯㧯ߩࠃ߁ߥ⚵❱ߢࠆߣ߽ޔ㗴⸃ޔ㗴⊒
↢ߩᧂὼ㒐ᱛࠍᜂߔࠆᐲ⸳⸘ߢࠆߣ߽⸃㉼ߢ߈ࠆࠇߢ❱⚵ޕ

ߘߎߢ⸒߁࿖᳃ߩᮭߣߪ߆ࠍ⏕ߦߔࠆߣหᤨߦޔㅍߩ⥄↱ߣߩ
ߨวߢߪߡߒߣޠ⎏ޟޔᒝᮭ㒢ߣᒝ⁛┙ᕈࠍߔࠆᯏ㑐ࠍഃ⸳
ߔߴ߈ޕㅍߣᐭߩኻဳⷙߩㅘൻߦജὐࠍ⟎ߊߣߔࠇ߫ⴕޔ
ࠍ⋙ⷞߔࠆᯏ㑐ޔㅍᬺ⠪ౝㇱߩข⚵ߩᒝൻࠄ߆ࠇߘޔ㧮㧼㧻ߩᯏ⢻
ᄢࠄࠇߎޔ㧟ߟߩߩဋⴧߦࠃߞߡ㊀ጀ⊛ߥᒻߢࠍޠ⎏ޟ᭴▽ߔࠆ
ᣇᴺ߽ࠆޕ
ޣባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2㧕ޤ

10

㧻ߩข⚵ߢචಽߢߥ߆৻ޕㇱߩㅍዪߢవㅴ⊛ߥ⚵ߺ߇ࠆߣ߁
ߛߌߢߪߥߊోޔㅍዪߢታᘒߣߒߡߘ߁߁ข⚵߇චಽⴕࠊࠇߡࠆ
ߣ߁ߎߣ߇ⷞ⡬⠪ߩ⋡ߦ߃ߡା㗬ߐࠇࠆ߽ߩߢࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
ޣባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

㒰ߢ߈ߥߣ߁ߩߢࠇ߫⚵⇟ޔࠅ߅ߤߢ߹ࠇߎޔᬺ⠪ޔㅍᬺ
⠪ߩ⥄ਥ⥄ᓞࠍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗߪߦࠄߐޔࡔ࠺ࠖࠕ㑆ߩ┹ߦᆔ
ߨࠆߴ߈⸓ߪࠆޕᱜ߿⺰ᮭᐲࠍዉߔࠆߣߒߡ߽ޔਛ┙⊛
ߥⵙ್ᚲߩ್ᢿࠍઔߋߴ߈ޔߚ߹ޕมᴺ⊛ᢇᷣߩઁޔㅍᬺ⠪ߣ㧮㧼

ࠝ㧕 ⇟⚵ߩᄙ᭽ᕈ߿⾰ߩ⏕ߩߚߦޔᐭ߇ᐓᷤߔࠆⷙࠍណ
↪ߔࠆߩߢࠇ߫ⷙ┙⁛ޔᯏ㑐ࠍዉߔߴ߈ޔߛߚޕᴦ⊛ࠍឃ

ߣℂ⸃ޕ
ޣባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳
2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ߩ⥄↱ࠍࠆࠍޠ⎏ޟഃ⸳ߒࠃ߁ߣ߁ឭ⸒ߪޔㅍಽ㊁ߦߟ
ߡߪߕ߹ޔᴦᮭജ߆ࠄㅍߩ⥄ਥ⥄ᓞࠍࠆߎߣ߇⊒ὐߛࠈ߁

߆ࠄࠍࠆߩ߆ߣ߁᭴࿑߇㕖Ᏹߦⶄ㔀ߦߥߞߡࠆޕㅍႎ
ᬺ⠪⥄߇╙㧠ߩᮭജߦߥߞߡࠆߩߪࠄ߆ߛߒߩࠕࠖ࠺ࡔޔਛߢ߽ޔ
⸥⠪ࠢࡉߩਛߣᄖߣ߁㑐ଥ߽ࠆޔߚߒ߁ߘޕታ㓙ߩኻ┙㑐ଥߩታ
ᘒࠍ〯߹߃ߚᐲ⸳⸘ࠍߔࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
ޣᓟ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ


࠙㧕 ⎏ߣ߁ߣޔᮭജ߆ࠄㅍႎࠍࠆߣ߁᭴࿑߇ᶋ߆߱߇⺕ޔ

ળߣߞߡ߽⦡ߩࠄࠇߎޔࠅ߇ࡦ࠲ࡄߥޘಽᨆ߇ᔅⷐޣޕቝ⾐᭴ᚑ
ຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ળ⸘ᬌᩏ㒮ߩࠃ߁ߥౝ㑑߆ࠄ⁛┙ߒߚᆔຬળߪᙗᴺࠍᡷᱜߒߥߣ
ࠇߥੱޕ㒮ߪ㧟ฬߩੱቭ߆ࠄߥࠆౝ㑑ᚲロߩⴕᆔຬળޕฦᐭ
⋭ߦ߽⦡ⴕߩࡦ࠲ࡄߥޘᆔຬળ߇⸳⟎ߐࠇߡࠆ৻ޕญߦⴕᆔຬ

ࠕ㧕 ᶖ⾌⠪ᐡߦߣߞߡߩᶖ⾌⠪ᆔຬળߪޔߦⷙᮭ㒢ࠍᜬߞߡࠆࠊ
ߌߢߪߥ߇ޔᶖ⾌⠪ᐡߪࠆޔᶖ⾌⠪ⴕߩㆇ༡ߦߟߡߒ┙⁛ޔ
ߚ┙႐߆ࠄࡕ࠾࠲ߒޔᬌ⸛ߔࠆ߽ߩߣᕁ߁ޔߣ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩߘޕ㗡
ߦᶋ߆ࠎߛ߇ࠍߩ߽߁߁ߤߪߩ߁ߣ⎏ޔ⠨߃ߡߊߩ߆ߦߟߡޔ
ߎࠇ߆ࠄ⼏⺰ߒߡ߈ߚޕ
ޣᩮጯ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ԛߘߩઁ 
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߇ࠆޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ߞߡᾘࠊߒߣ߁߆ࡊ࠶ࠪࡖߦߥߞߡࠆ⺰⼏ߩޠ⎏ޟߩߎߦߚߩߘޕ

߽ᣇߥߎߣߛߣᕁ߁߇ⴕߩߡߟߦ⚵⇟ߩ⥸৻ઁߩߘޔᜰዉߪޔㅍߦߣ

ࠤ㧕 ⇟⚵ၮḰࠍߞߡߥߥߤߩᄖᒻ⊛ߥ߽ߩߦኻߒߡߪⴕޔᜰዉࠍฃߌߡ

ޣᑯ⼔჻㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ࠆߴ߈ߢߞߡߩޔਛ┙ᕈߣߞߚߎߣߦߟߡߪᚲ▤ߐߖࠆߴ߈ߢߪߥޕ

ߩߢߪߥ߆ߩߘޕ႐ว߽ේೣߣߒߡႎⵍኂ╬ߩᮭଚኂߩᢇᷣߦߣߤ

ߡߊࠆߩ߽߿ࠍᓧߥߎߣߢࠆ߇ࠍࠇߘޔ೨ឭߦߔࠇ߫ⴕ┙⁛ޔᆔຬળ߇

ࠢ㧕 ߤ߁ߒߡ߽ᮭଚኂ߇㗫⊒ߔࠆߣ⹏ଔߐࠇࠆߣ߈ߦߪߪࠇߎޔᴺⷙ╬߇

ળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߚߒ┙⁛ޔ⡯ᮭⴕޔോዪߩ⁛⥄ណ↪߇┙⁛ߩ▚੍ޔᔅⷐޣޕᣣᧄᑯ⼔჻ㅪว

ળߦߪޔ࿖ኅⴕ⚵❱ᴺ㧟᧦ߦၮߠߊ㧟᧦ᆔຬળߢࠆߎߣੱޔㆬߩㅘᕈߩ⏕

ߩ߆ߦߟߡߩ৻ቯߩၮḰ߇⸳ቯߐࠇߡࠆࠍࠄࠇߘޕෳ⠨ߦߒⴕ┙⁛ޔᆔຬ

ࠠ㧕 ⁛┙ⴕᆔຬળߦߟߡ┙⁛ߦ߆ߪߡ߅ߦ╬ࡄ࠶ࡠ࡛ޔᕈࠍᜂߔࠆ

߶ߒޣޕቊࠝࡉࠩࡃઍℂ᎑␠㐳ቶ㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠞ㧕 ⷙߣᝄ⥝ߪಽߌޔᖱႎㅢା⋭⊛ߥ߽ߩࠍࠆߣ߁⋭ᐡౣ✬߹ߢ⼏⺰ߒߡ
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ࠄࠇࠆߪߦ⊛⚳ᦨߪࠆޔ⺰ߩᛕ್ߦᆔߨࠄࠇࠆߴ߈ߢࠅࠍࠇߘޔ
ℂ↱ߦߒߚಣಽ߿ⴕᜰዉߪ⸵ߐࠇߥ߇ߣߎࠆߔ⏕ࠍߣߎ߁߁ߎޕ
⁛┙ⴕᯏ㑐ࠍߟߊࠆߡߞ߽ߕ߹ޔߕࠄࠊ߆߆ߦߥࠄߊߟޔ㊀ⷐߢߪߥ
߆ޕ
ޣባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ታ㓙ߦᴦ߆ࠄߩ⸒⺰ႎߩ⁛┙߇㗴ߦߥࠆߩߪޔᴦ⊛ᐔߩ
ⷐ⺧ߩ㗴ߩߎޕ㗴ߪㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⥄ᓞߪࠆޔ㧮㧼㧻ߦᆔߨ

⠪ห჻ߩ⸛⺰߇ߤߎߩ࿖ߢ߽ࠧ࡞࠺ࡦ࠲ࠗࡓߦ߈ߞߜࠅᤨ㑆ࠍߣߞߡ
ⴕࠊࠇߡࠆ߇ޔᚒ߇࿖ߢߪߎࠇ߇ߕߞߣⴕࠊࠇߡ߈ߡߥޕਈ㊁ౄޔ
┙႐ㅒォߒߚࠊߌߛ߆ࠄޔਔᣇߦߣߞߡߩㅢ࡞࡞ߣ߁ᗧߢ࠺ࡔޔ
ࠖࠕߩᢛ߇ߐࠇࠆߦߪߤ߁ࠂߜ߇ޔᯏળߥߩߢߪߥ߆ޣޕᓟ᭴
ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ࡔ࠺ࠖࠕߣ߁ߩߪޔౄ㑆ߩ┹ߩࠗࡦࡈޕ㧞ᄢౄߩ㚂⋧

ࠗ㧕 ᣣᧄߩㅍⴕߢߪޔታޔᣂⷙෳ߇ߥ߆ߞߚߚߒ߁ߘޕᱡࠎߛ
↥ᬺ᭴ㅧߎߘታࠍ⋥ⷞߒߡ⋥ߔߢߎߎޕࠍߟߊࠆࠃࠅ߽ࠈߒޔቢ
ోߥ㐿↱⥄ޔൻߩᣇ߇৻ࠅࠃޔጀ↥ޔᬺᝄ⥝ߦ❬߇ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
ޣ
᧖᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

2㧕
ޤ

ߢߪߥߊޔታࠍᱜ⏕ߦવ߃ࠆࠃ߁ߦߥࠆߚޔᐔߥㅍࠍ⏕
ߒߡߊߚߦߪޔࠄ߆ߩ࠴ࠚ࠶ࠢ߇ᔅⷐޔߪߡߟߦࠇߘޕ㧮㧼㧻ࠍ
ᒝൻߔࠆߥࠅޔ㧲㧯㧯ࠍߟߊࠆߥࠅߣࠆ߇⺰⼏ߥޘ⦡ޔᕁ߁߇ߩߎޔᚻ
ߩ㗴ߪޔೃⷙߩᒝൻߢߪ⸃ߒߥޕ
ޣᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳

ࠕ㧕 ⑼ቇ⊛ߦᩮ߇ߥ߽ߩߦၮߠߡޔ߇ࡒࠦࠬࡑޔᖱ✜⊛ߦ⺰ࠍᾜ
ࠅ⚿ߩߘޔᨐޔ෩⟏ൻ⺰߇ࠅߐࠇߡߒ߹߁⽎߇߈ߡࠆ৻ޕቯ
ࡌ࡞ߢࠄ߆ߩኻ╷߇ᔅⷐⷞޔ߇ࡒࠦࠬࡑޕ⡬⠪ฃߌߩߔࠆ㕙⊕ࠬ࠻

߆ࠄߩᗧ߇ߞߚޕ

ㅍಽ㊁ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ߦᒰߚߞߡߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߦߟߡޔ᭽ⷞߥޘὐ

㧔㧝㧕ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ 

㧞㧚ㅍಽ㊁ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰

328



߁ߎߣ߽߈ߜࠎߣ⺑ߒࠍࠇߘޔၮᧄ⊛ߦߪ㧮㧼㧻ߥࠅ߇ࡃ࠶ࠢࠕ࠶
ࡊߔࠆߎߣ߇ᧄ╭ߢߪߥ߆ߩߘޕᗧߢᬺ⠪⥄りߩข⚵߇ᦨೋߦ
ࠆߴ߈ߢߪߥ߆ޕ
ޣባᚭ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ᛶ᛫ߣ⠨߃ޔㅍዪ߇⥄ࠄࠍᓞߒߡߚߛ߈ߚޕ㧮㧼㧻ߩሽࠍ߈ߜࠎߣ⍮ࠄߖ

ߡߊⅣႺᢛ߇࿖ߩ⽿ോ᧲ޣޕ੩ㇺၞᇚੱ࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪

ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ
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14

ࠝ㧕 㧮㧼㧻߇ᯏ⢻ߔࠆ߆ߪޔ㧮㧼㧻ߩ൘๔╬ࠍฃߌߣࠆㅍᬺ⠪
ߩࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࠭ࡓߦ߆߆ߞߡߊࠆࠅߪ߿ޕᗵߣޔࠍ⋡ᜰ
ߒߡㅍࠍ߿ߞߡࠆ߆߇ߒߞ߆ࠅߒߡߥߣߚߞߊߟߊ߆ߞߖޔᯏ
㑐߽ࠃߊߥࠄߥ⚿ޔ߽ߡߒߣࠆ߿ࠍ⪲⸒߁ߣޠ⎏ޟޕዪ߆ߘߎ

ࠛ㧕 ߹ߕㅍᬺ⠪⥄り߇߈ߜࠎߣขࠅ⚵⌀߫߃ޕታᕈߦ㗴߇
ࠆߣ߁ߎߣߢࠇ߫ࠍࠇߘޔฃߌߡ⌀ޔታࠆߪߘ߁ߢߥ߆ߞߚߣ

ߩ⥄↱ࠍߞߡߊߎߣ߇ㆡಾߢߪߥ߆ޕᤓߩⷞ⡬₸ߩૐㅅߪⷞ⡬⠪ߩჿߥ߈

ࠍࠄࠇߡࠆㅍዪ⥄りߩ⽿ോޕ㧮㧼㧻ߣ߁⚵ߺࠍ↢߆ߒߡޔႎ

㑐ߩߪࠄࠇߥޕႎߩ⥄↱ࠍ↱⥄ߩޔࠆߩߪޔᏗዋߥ㔚ᵄߩ↪

ࠦ㧕 ㅍಽ㊁ߦ߅ߌࠆႎߩ⥄↱ࠍࠆข⚵ߦޔ࿖߿ᣇ⥄ᴦߥߤⴕᯏ

 ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߑߣ߁ߣ߈㗬ࠅߦߥࠆᣂ⡞ޔㅍߣߪ߆ࠍ⠨߃ࠆߴ߈ޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙

߁ߒߡ߆ޔᡷༀߢ߈ࠆߩ߆ߤ߁ߥߩ߆ࠍㅍᬺ⠪ߣߒߡᤚ㕖ႎ๔ߒߡ
ߚߛ߈ߚޕ
ޣㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߣ߁⸒⪲߇ߡ߈ߡએ㒠߽ޔઙ㗴߇ᷫߞ
ߚࠊߌߢߪߥߊࠅߥ߆ޔჇ߃ߡࠆޕᜂᒰㇱ㐷ࠍฦㅍᬺ⠪߇⸳⟎ߒ
ߡ߽ߥ߅ޔᛕ್ࠍฃߌࠆࠃ߁ߥ⇟⚵߿⇟⚵ᚻᴺ߇⛯ߡࠆߩߪߤ

ࠤ㧕 ㅍⵍኂߩ㒐ᱛߩ⼏⺰ߣหᤨߦᧄޔᒰߩᗧߢߩ⍮ࠆᮭᦼߩ߳ࠕࠖ࠺ࡔޔᓙޔ

ઍℂ㊄↰ኾോℂ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 ㅍߩ⥄↱ߪߦߐ߹ޔㅍੱ߇⥄ࠄߟ߆ߺขࠆ߽ߩޣޕ⠀⍹᭴ᚑຬ
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߥข⚵߇߈ߜࠎߣᯏ⢻ߒߡࠆߎߣ߇೨ឭߣߥߞߡޔㅍᴺ╙㧟᧦㧔
ㅍ⇟⚵✬ᚑߩ⥄↱㧕߇↢߈ߡߊࠆߪߕޕㅍᴺߦࠃࠆⷙ߇ᒝൻߐࠇߥ
ࠃ߁ޔฦㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⊛ߥࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬദജ߇ᔅⷐޣޕㇹේ
᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ㅍߦࠃࠆᮭଚኂ߇↢ߓߚ႐วޔㅍᬺ⠪߇⥄ਥ⊛ߦ⺞ᩏߒߡޔ
ߘߩ⚿ᨐ⌀ޔታߢߪߥㅍߛߣࠊ߆ߞߚࠄ⸓ᱜㅍߔࠆ⥄ߩߎޕਥ⊛

Ԙㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⥄ᓞ⊛ߥข⚵߇㊀ⷐߢࠆߣߔࠆᗧ 

 

ㅍᬺ⠪ߦࠃࠆข⚵ߦߟߡߪޔㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⥄ᓞ⊛ߥข⚵߇
㊀ⷐߢࠆߣߔࠆᗧޔႎߩ⁁ߦ㑐ߔࠆᗧ⌀ޔታߢߥㅍߦ㑐ߔ
ࠆᗧޔㅍᬺ⠪ߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߦ㑐ߔࠆᗧౕޔ⊛ߥข⚵ߩ
ߦ㑐ߔࠆᗧߥߤ߇ߞߚޕ

㧔㧞㧕ㅍᬺ⠪ߦࠃࠆข⚵ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

♖ࠍ߽ߞߡਇᢿߦദജߒޔᏗ᳞ߒࠍੱޔ⢒ߡߡߊߎߣ߇ᔅⷐޣޕࠝࡉࠩࡃ

ࠢ㧕 ⥄↱ࠍࠆᐲߩ⏕┙ߦߪᤨޔ㑆ࠍ߆ߌߚᾫᚑߣੱ߳ߩᛩ⾗߇ਇนᰳޕኡኈߩ

ᄢߥࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ㆑߇ࠆޕ
ޣቊࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ᯏળဋ╬ߦߥߣޔߞߚႎߦߥߞߡߒ߹߁ߣ߁ࠬࠢ߇ࠆߣ߁ὐߢޔ㊀

㑐ߩ㧝ߟߢࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߽Ꮢ᳃ࡔ࠺ࠖࠕ߽ߡޔ⍮ࠆᮭߣવ߃ࠆᮭ߇

ࠠ㧕 ᣣᧄߢߪ㧡ߟ߆㧢ߟߩࠠዪ߇ޔᣣᧄో࿖ࠍࡀ࠶࠻ࡢࠢൻߒߡࠆޕႎᯏ

ࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠈቯ⌕ߐߖࠆㆊ⒟ߦࠆߩߛ߆ࠄޔᄢߦෳ⠨ᗧߣߒߡ⡞߈ߚޕ
ޣᐢἑࠝࡉࠩ

ࠄߚޕᚒ߽ޘߩ㧮㧼㧻߇  ὐޔᄢਂᄦߛߣᕁߞߡࠆ⸶ߢߪߥߊߒޔ

ࠞ㧕 ㅍߦߟߡ㕖Ᏹߦਇḩߥὐޔ㧮㧼㧻ߦߟߡਇḩߥὐߥߤࠍචಽߦߒߡ߽

ᙗᴺ߇㚝⋡ߣߞߚߎߣޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߁ߎߣߦㅴࠎߢߊߩ߇ᒰὼߢࠆ߇ߩ⚵⇟ޔਛりߦⷙࠍ߆ߌࠆߎߣߪߦߐ߹ޔ

߈ߚ႐วߦߪ߁ߤޔఘ߁߆ޔฬࠍ࿁ᓳߔࠆ߆⚻ޔᷣ⊛ߥ៊ᄬࠍఘ߁߆߁ߘޕ

⎕ࠅ↥⽷ߪࠆޔߩ៊ኂࠍਈ߃ࠆߎߣ߽ߡߊࠆޕਇᐘߦߒߡߘ߁߁ߎߣ߇

ࠝ㧕 ࡔ࠺ࠖࠕߩߎߣߥߩߢޔᗧߢߥߊߡ߽ߩੱޔฬࠍ்ߟߌࠍࠪࡃࠗࡊޔ
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߇ߘࠇߦേ߆ߐࠇߡᖱേ⊛ߥᔕ߇߈ߡߊߎߣߦෂᯏᗵࠍᛴߡ
ࠆోࠕࠖ࠺ࡔޕߣߒߡޔฦㅍዪߩਛߢޔㅍߒߡࠆᖱႎߩ⌀ታ
ᕈࠍࠄ߆ߩᒻߢ࠴ࠚ࠶ࠢߔࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍߟߊࠆߎߣ߇ᔅⷐޣޕᵿ᭴

ࠠ㧕 ႎߩ⥄↱ࠍࠆߦߪ߹ߕㅍዪ⥄りߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߩ⏕┙߇⛘

ኻߦᔅⷐޕ
ᦺࡆ࠹ޣᣣ ᧻ข✦ᓎ 㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁

15

࠙㧕 ࿖᳃ߩਛߦߩࠕࠖ࠺ࡔޔޔႎߦߟߡ㗴߇ߥߣᕁߞߡࠆ

ߛ߈ߚޣޕᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 ቴⷰᕈࠍᰳߚࡦ࡚ࠪ࠽࡞ߥႎ߇⋡┙ߜ⚿ߩߘޔᨐޔߞ
ߚ⺰߇ߟߊࠄࠇߡߚߒ߁ߘޔ⺰ߩⓨ᳇ߦ߅ࠄࠇߡ╷߇ㅴࠎߢ
ߊߩߪޔ㕖Ᏹߦෂ㒾⽿ߩࠕࠖ࠺ࡔޕછߣ߁ߩߪ㕖Ᏹߦ㊀ߩߢ࠹ޔ
ࡆߥߤߩႎߦ߅ߌࠆታߩᱜ⏕ᕈߩ࠴ࠚ࠶ࠢࠍߣ߆ߒߡߚ

߁ߥ⚵ߺࠍߟߊߞߡ߽ࠄࠊߥߌࠇ߫ߌߥޣޕᎿ⮮᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁
⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ⥄↱ߥ␠ળߣߪޔᏒ᳃߇ᄙ᭽ߥㆬᛯ⢇ࠍᜬߟ␠ળࡔߩޔߒ߆ߒޕ
࠺ࠖࠕ߆ࠄᵹࠇߡࠆႎߪ৻ᣇ⊛ߦߞߡࠆޕㆬᛯ⢇߇ឭଏߢ߈ߥ
␠ળߢޔᒝ᳃ਥਥ⟵߇ߢ߈ࠆࠊߌߪߥޕᄙ᭽ߥᖱႎ߇ᓧࠄࠇࠆࠃ

  ԙႎߩ⁁ߦ㑐ߔࠆᗧ 

ἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߩߪ࠹ࡆᬺ⠪ߩᄢ߈ߥ⽿છߢߞߡߦੱޔߞߡ߽ࠄ߁ߎߣ⥄߇㗴ޕ
ޣᐢ

ࠤ㧕 ࠹ࡆߦߟߡ↳ߒߍࠇ߫ޔᣂ⡞ߣหߓࠃ߁ߦࠍ↱⥄ߩޔߞߡߊ

 ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ᓙޕ
ޣㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴㧔㘻ᚭℂ㐳㧕
㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙

߽ߦࠇߘޔએᄖߩㅍዪߢ߽ઁጊߩ⍹ߣߒߡᡷༀᡷ㕟ߩദജࠍߐࠇࠆߎߣࠍᦼ

ߢߪߥߊޔ㆐ὐߩߥᜬ⛯⊛ߥข⚵ޕ㧮㧼㧻ߩ್ᢿ߇ᒰዪߩ⥄ⷡࠍଦߔߣߣ

ߦࠊߞߡࠆߎߣ߇ᔅⷐޕㅍ୶ℂߩ㜞឴ߪ৻ᦺ৻ޔᄕߦᚑߒㆀߍࠄࠇࠆ߽ߩ

ࠢ㧕 ㅍ႐ߢㅍ୶ℂ߇⽾߆ࠇࠆߚߦߪߕ߹ޔᜂᒰ⠪ߦㅍ୶ℂ߇ߏߊ⥄ὼ

⼏㍳ 2㧕ޤ

ࡃઍℂ㊄↰ኾോℂ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ
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ߩࡌ࡞ߣ߁ߩߪ⛘ኻࠊ߆ࠄߥޕ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ
2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߪౕ⊛ߥߢߤߩࠃ߁ߥข⚵ࠍߒߚߩ߆ޕ
㗴ߦኻߒߡߤ߁ኻಣߒߚߩ߆ࠍߎߘߕ߹ޕ⠨߃ߥߣࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ

ԛㅍᬺ⠪ߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߦ㑐ߔࠆᗧ 

ߔࠆߣ߁ߩߪⴕࠊࠇߡߥߩߢߪߥ߆ߣෂᗋߒߡࠆޣޕ᧖᭴
ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ߢ߽ฦㅍᬺ⠪߇⥄ࠄ⥄ਥ⊛ߦޔㅍߐࠇߚߩੱᮭࠍ࿁ᓳ

ߚޕ
ޣㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ߦᴺߦࠃࠆ⸓ᱜߥߩ߆ߤ߁߆ߣ߁ߩ߇ోὼ߃ߡߎߥޕ㧮㧼㧻ߩ൘
๔ߩਛߦࠆ⸓ᱜㅍߩᒻᑼߣ߁ߩࠍߛߚޔනߦ㗡ࠍਅߍࠈߣ߆⇟⚵
ᜂᒰ⠪߇ోຬߡ߈ߡ㗡ࠍਅߍࠇ߫ߣ߆ߢߪߥߊߪࠇߎޔߦၮߠ
ߡߤߩࠃ߁ߥភ⟎ࠍ⻠ߓߚߥߤߣ߁ߎߣࠍᒻᑼ⏕ߦߒߡ߽ࠄ

ࠗ㧕 ࠊࠁࠆㅍᴺߩ⸓ᱜㅍߣ߅ࠊ߮ㅍߣᷙߒߡߡࠆߔⷐޔ

ߚⷞ⡬⠪ߩᮭߪኂߐࠇࠆޕ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ਇੑኅߩߢߪߩߘޔౝኈߦ㕖Ᏹߦਇḩ߇ࠅޔᄢ߈ߥⵍኂࠍฃ
ߌߚߣᕁߞߡ߽߇߁߶ߥߐߎࠍ⸩⸷ޔᓧߛߣ⠨߃ߑࠆࠍᓧߥ᭴࿑
߇ࠆߚ⸷⸩߇ߎߐࠇߥ߆ߞߚࠅࠃߦࠇߘޕᄢ߈ߥ⺋⸃ࠍߐߖࠄࠇ

  Ԛ⌀ታߢߥㅍߦ㑐ߔࠆᗧ 

ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ࡔ࠺ࠖࠕ߇߹ࠅ⌀ታᕈߩߥࠍߤࠎߤࠎવ߃ߡߊਛߢޔ⺰

ࠞ㧕 ㅍႎߩᓎഀࠍᨐߚߔࠫࡖ࠽࠭ࡓߣ߁ᐲߪ⥄ޔਥ⊛ߥ߽ߩߦᲧ

㊀ࠍ⟎ߚ߽ߩߢߞߡߎߘ␠ޔળ߆ࠄ⽶⸤ߐࠇߚᓎഀࠍᨐߚߔޕ
ޣࠝࡉࠩ

ੱߣ߁ߩߪޔᕟࠄߊ㕖Ᏹߦዋߥߣᕁ߁ߩࠕࠖ࠺ࡔޕႎ߇ࠈࠎߥ
㕙ߢ㕖Ᏹߦᱡࠎߢࠆߣᕁߞߡࠆੱ߇ᄙߣᕁ߁৻ޕᣇߢߞ߁ߘޔ
ߚ㗴ㅍߥߤߦߟߡ߽⸓ᱜㅍ߇ⴕࠊࠇߡࠆߪ㕖Ᏹߦዋߥ
ߒోޔߣߒߡ߹ߣ߽ߥኻᔕ߇ߢ߈ߡࠆߣߪᐩ⸒߃ߥޣޕㇹේ
᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߦߡߊࠇࠆᯏ㑐ߪᔅⷐޣޕㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ
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ࠃ߁ߦޔ㧮㧼㧻ߛߌߢߥߊޔᬺ⠪߽ขࠅ⚵ߎߣ߇ޔ㊀ⷐޣޕባᚭ᭴
ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

೨ะ߈ߥᣇะ߳ߩᄌൻ⧰ޕᖱߦߟߡ߽ߚ߇ࠅޔᛕ್ߛߣ೨ะ߈ߦ
ߣࠄ߃ߡޔ႐ߩ⸥⠪߿⚵⇟ޔߦ߆߆ࠊࠆੱ߇⪜❗ߔࠆߎߣߩߥ

ࠗ㧕 ᵴേࠍߤࠇߛߌ␠ળోߣߒߡଦㅴߒߡߊ߆ߣ߁ߎߣ߇ޔ
ⓥᭂ⊛ߥ㗴ⷞޕ⡬⠪߆ࠄߒߞ߆ࠅߒߚᔕ߇ߞߡߊࠆߣ߁ߎߣߪޔ

ߘࠇࠄࠍࠃࠅஜోൻߒߡߊដߌߪߢ߈ߥ߆ޣޕ㖸᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪
ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ⇟⚵ክ⼏ળߪᒻ㜈ൻߒߡࠆߩߢߪߥߩ߆ߣߩᛕ್߿ޔㅍ႐
ߩ⠪ߪㅍ⇟⚵ၮḰࠍ߈ߜࠎߣ⺒ࠎߢࠆ߆ߣߞߚᛕ್߇ࠆޕ

  ԝߘߩઁ 

ߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߊ࡙࠾ࠢߥข⚵ࠍㅴߡࠆᦺࡆ࠹ޣޕᣣ㧔᧻ข✦ᓎ㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣ

ߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߪᚑ┙ߒߥߣ⠨߃ߡ߅ࠅޔᒰ␠ߢߪⷞޔ⡬⠪ߣߩା㗬ࠍ▽

ࠗ㧕 ࠹ࡆዪ߇ᐞࠄࠍߟߊߞߡ߽ⷞޔ⡬⠪ߣߩା㗬㑐ଥ߇ᓧࠄࠇߥߌࠇ߫⌀

ࠆ⇟⚵ࠍߟߊࠆࠃ߁ᒝߐࠇߚ႐วߦߦࠇߘޔኻߒߡᗧࠍㅀߴࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆដߌޔԚ⇟⚵ࠍⶋࠆ⚵ߺ߁ߣޔ㧟ߟߩᵴേ߆ࠄߥ
ࠆޟᵴᕈൻᆔຬળޣޕ⟎⸳ࠍޠ㖸᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ
㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

߹ߚޔ㑐࠹ࡆߪޔԘㅍ╬ߦࠃߞߡ↢ߓߚੱᮭߩଚኂߩᢇᷣ߿⇟ޔ
⚵ߩࠅᣇߦ㑐ߒߡⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧࠍฃߌ⚻ޔ༡㒯ߦࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢ
ߐߖࠆޔԙ⇟⚵ߦ៤ࠊࠆੱߚߜޔ႐ߩੱߚߜ߇⦟ޔᔃߦߔ

ࠕ㧕 ฬฎደ࠹ࡆㅍߪੱޔߦ⥄⁛␠⥄ޔᮭଚኂ߿ႎⵍኂߩ㗴߇↢
ߓߚ႐วߦㆡಾߥភ⟎ࠍ⻠ߓࠆߚߩ╙ਃ⠪ᆔຬળࠍ⸳⟎ޕ

Ԝౕ⊛ߥข⚵ߩߦ㑐ߔࠆᗧ 

ࠗ㧕 ᧄᒰߩᗧߢㅍ߇␠ળߩⷐ⺧ߦᔕ߃ࠃ߁ߣߔࠆ⥄↱ߥᵴേࠍⴕߞ
ߡࠆߩߢࠇ߫ࠬࡦࠕࠗࡊࡦ߽ࠦߘ߽ߘޔߪߣߎࠆߔ❈᧤ࠍࠇߘޔ
ߢߪߥ⽿ޕછ࿁ㆱߩߚߦ৻ࠆߔߣߥߌߪߡߞ߿߽ࠇ߽ࠇߎޔ
ᣇޔታߦᄢ⢙ߦ⺋ߞߚㅍ߇ⴕࠊࠇࠆߩߪޔᱜߒߊࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ߇
ᯏ⢻ߒߡߥ߆ࠄ߈ࠆ㗴ޕ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ
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࠙㧕 㧮㧼㧻ࠍߤ߁⹏ଔߔࠇ߫߆ࠊ߆ࠄߥޕ㧮㧼㧻ߩ⋡⊛߿⋡ᮡ߇
⽎⊛ߥߢߪߥߊౕ⊛ߦޔਛᦼ⊛ߥ⋡ᮡߢ߽ޔᐕߪߤ߁ߒߡ
ࠆ߆ߥߤࠍޕߥࠄ߆ࠊߣߥࠊࠄ߽ߡߞ⸒ߣࠎߜ߈ޔ
ޣᎿ⮮᭴ᚑຬ㧔╙

ߣ߁ࡊࡠࠬࠍ߈ߜࠎߣ㧮㧼㧻ߩㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળߢቯߒߡ
ࠆ߆ߣߞߚࠄޕߥߡߞ߿ߤࠎߣ߶ޔ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳
2㧕
ޤ

ᬌ⸽ߐࠇߡࠆ߆ߣ߁ߣߊోޔਇචಽߛߣᕁ߁ޕㅍᬺ⠪߇⌀ታ
ߢߪߥ߆ߞߚߣߡࠆ႐วߢࠇ߫෩ߒኻᔕ߇ߢ߈ࠆ߇⌀ޔታߛ
ߣ⸒ᒛࠆߣޔ㧮㧼㧻ߪߥ߆ߥ߆߹ߣ߽ߦߘ߁߁ᜰ៰ࠍขࠅߍߥޕ
ᧄᒰߦㅍᬺ⠪߇⥄ಽߚߜߢ߿ࠆߎߣࠍߒߞ߆ࠅ߿ߞߡࠆߩ߆

ࠗ㧕 ㅍᬺ⠪ߩ⥄ਥ⊛ߥข⚵߇߈ߜࠎߣ㧮㧼㧻ߩᬌ⸽ᆔຬળߢ⹏ଔ

㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 㧮㧼㧻߇ߒߞ߆ࠅ࠴ࠚ࠶ࠢߔࠆࠍࠇߘޕࠄ߆ߦߔࠆߣ߁ᯏ⢻ߩ
߶߁߇㊀ⷐޕ㧮㧼㧻߇⋥ធ⌀ታߢࠆ߆ߤ߁߆ࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠃࠅ
߽ߩߣߎࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍࠬࡠࡊޔᣇ߇㊀ⷐߢߪߥ߆ޣޕㇹේ᭴ᚑຬ

Ԙข⚵ߩ⁁ߦߟߡޔᡷༀ߇ᔅⷐߢࠆߣߔࠆᗧ 

ࠍ⢐ቯ⊛ߦᝒ߃ߩߘޔቯ⌕ࠍ࿑ࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߔࠆᗧⷞޔ⡬⠪࿖᳃߳ߩ
ᶐㅘ߇ਇචಽߢࠆߣߔࠆᗧߥߤ߇ߞߚޕ
㧔ਥߥ⼏⺰ߦߟߡߪ ╙ޔ
࿁  ╙ޔ࿁  ╙ޔ࿁ળว⼏㍳ෳᾖ㧕

㧮㧼㧻ߦࠃࠆข⚵ߦߟߡߪޔᡷༀ߇ᔅⷐߢࠆߣߔࠆᗧޔข⚵ߩ⁁

㧔㧟㧕㧮㧼㧻ߦࠃࠆข⚵ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

੩ㇺၞᇚੱ࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕
㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙ 

ߒߕߟᑪ⸳⊛ߥᗧࠍነߖࠆⷞ⡬⠪ߩⴕേߦ߽ߟߥ߇ߞߡߊߩߢߪߥ߆ޕ
᧲ޣ

ࠄߎߩࠃ߁ߦ⇟⚵ߦ↢߆ߔߎߣ߇ߢ߈ߚߣ߁ࡔ࠶ࠫ߇વࠊߞߡߊࠇ߫ޔዋ

ࠇߥޔߚ߹ޕ㓸ߚᗧࠍߤ߁ߒߡࠆߩ߆߇߃ߥޕ㓸߹ߞߚᗧߩਛ߆

ߎࠈ߽ᄙߛ߹ߛ߹ޕㅍዪߩ߆ࠄⷞ⡬⠪ߩჿࠍ㓸ߚߣ߁ᗧ᰼߇ᗵߓࠄ

ߡࠆ߇ޔ᥉ㅢߩࡔࠞߥߤ㆑ߞߡߣߥࠄ߆ࠊ߆ߩࠆߦߎߤߪߤࠎߣ߶ޔ

࠙㧕 ࠹ࡆዪ߽ⷞ⡬⠪߆ࠄߩᗧࠍฃߌઃߌࠆࠦ࠽ࠍࡎࡓࡍࠫߦ⸳ߌ
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ࡆᦺᣣ㧔᧻ข✦ᓎ㧕
㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ
ࠝ㧕 㧮㧼㧻ߩቯߩౝኈ╬ࠍᬌ⸛ߔࠆߣޔ㕖Ᏹߦ✺ኒߥᬌ⸛߇ߥߐࠇߡࠆߒޔ

ߥࠄߥߎߣߣ⌀ߊోޔㅒߩലᨐ߇߈ߡࠆߎߣߦߥࠆޣޕባᚭ᭴ᚑ
ຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

20

ߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߽ߒࠃ߁ߣ߁ߎߣ߽⠨߃ߡࠆޕ
ޣㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴㧔㘻ᚭℂ㐳㧕
㧔╙ 

19

ኻಣߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޣޕᣣᧄᑯ⼔჻ㅪวળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣ

ߣ߆ߒߡቯࠍᣇߦޔ႐วߦࠃߞߡߪޔ㧮㧼㧻⥄߇߆ߌߡߞߡޔ೨ߢ

࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߪචಽߦᯏ⢻ߒߡࠆޕ㧮㧼㧻ߣޔมᴺᐲߦࠃߞߡߩߎޔಽ㊁ߦ߅ߡߪචಽ

ࠤ㧕 㧮㧼㧻ߩቯ߇ᧃ┵ߩ⇟⚵⠪ߩߣߎࠈ߹ߢߥ߆ߥ߆ዯ߆ߥࠍࠇߎޕ

ߘ߁߁߽ߩߩⓍߺ㊀ߨߦࠃߞߡ৻ቯߩ࡞࡞߇ߢ߈ߡࠆߣᕁ߁ߩߢޔ㧮㧼㧻

ߥߤࠍㅢߓߡⷞޔ⡬⠪ߦ߽ߪ㧮㧼㧻ߩሽ߇ቯ⌕ߒߟߟࠆߩߢߪߥ߆࠹ޣޕ

ߩ⥄↱ࠍࠆߚߦᔅⷐߥᯏ㑐ߣℂ⸃ޕᢙߦ⚵⇟ߩޘኻߔࠆ൘๔߿⸃ߩ

ࠛ㧕 㧮㧼㧻ߪ╙ਃ⠪ߦࠃࠆ⥄ਥ⥄ᓞ⊛ߥ⇟⚵ࠍ⋙〈ߔࠆᯏ㑐ߣߒߡ⺰⸒ޔ

⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㧮㧼㧻ࠍ৻ጀᾫᚑߐߖߡߚߛ߈ߚޣޕࠝࡉࠩࡃઍℂ㊄↰ኾോℂ㧔㑐ଥ

ᄌߥദജࠍߒߡᣣ߹ߢᵴേߒߡ߈ߡࠆߣᢘᗧࠍߒߡࠆⴕޕᐲߩਅߢ

ኈࠇߥ⸃߇ࠆਛߢޔᓸᅱ߆ߟ࿎㔍ߥ್ᢿߦ⌀ᱜ㕙߆ࠄะ߈วߞߡ߅ࠅޔᄢ

৻ቯߩᯏ⢻ࠍᨐߚߒߡߚߛߡࠆ߽ߩߣ⼂ޕታ㓙㗴ߣߒߡᒰ⠪㑆ߢ⋧

ࠇߥࠃ߁ߥ㗴ߦߟߡ⸃ࠃࠅࠃޔࠍ⋡ᜰߒߚᬺ⇇ߩ⥄ਥ⊛ߥข⚵ߣߒߡޔ

࠙㧕 㧮㧼㧻ߦߟߡޔߩޘᬺ⠪ߛߌߢߪᔅߕߒ߽ⷞ⡬⠪ߩᡰᜬߣℂ⸃ࠍᓧࠄ

ߘߩน⢻ᕈߪචಽߦࠆޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߣ߇৻⇟ᣧޕᛕ್ߦ߽චಽ⠴߃ᓧࠆࠃ߁ߥ㧮㧼㧻ߦߒߡߌ߫৻⇟⸶ߢޔ

ࠗ㧕 ⎏ࠍߟߊࠆߎߣߪᄢ⾥ᚑߛ߇ޔᯏ⢻ߒᆎߡࠆ㧮㧼㧻ࠍቯ⌕ߐߖࠆߎ

߆ࠄవࠍᄢᄌᦼᓙޕ
ޣઍ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ࠃ߁߿ߊ㧮㧼㧻ߩሽ߇⊝᭽ߦ߽⹏ଔߐࠇߡߒߘޔᐢߊႎ߽ߐࠇޔ
ߘࠇߦࠃߞߡㅍ⇇߽⾰ࠍ㜞ࠆࠃ߁ߥᣇะߦ᧪ߚߣ߁ߎߣߢࠇߎޔ

ԙข⚵ߩ⁁ࠍ⢐ቯ⊛ߦᝒ߃ߩߘޔቯ⌕ࠍ࿑ࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߔࠆᗧ 

␠㐳ቶ㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߢᡷༀߔࠆߩ߆ߣ߁ߎߣࠍߒߞ߆ࠅ⼏⺰ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
ޣቊࠝࡉࠩࡃઍℂ᎑

ߎߣ߇ᧄᒰߦᔅⷐߥߩ߆ޔ߫ࠇߢߩߥࠄ߿ࠍࠇߘߪࠆޔ㧮㧼㧻ߪߤߎ߹

ߘߩᜰ៰߇ᱜߒߣߔࠇ߫ޔᐭ߆ࠄ⁛┙ߒߚⴕᆔຬળߦㅍⴕࠍᜂࠊߖࠆ

ߣ߁ᜰ៰ޔ㧮㧼㧻ߩႎ๔ᦠߦᕭᗧᕈ߇ࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ᜰ៰߇ߞߚޕ

ࠦ㧕 ᣣߩ⼏⺰ߦ߅ߡ᭴ᚑຬ߆ࠄޔ㧮㧼㧻ߩᬌ⸽ࡊࡠࠬ߇ᡷༀߐࠇߡߥ

ࠢ㧕 㧮㧼㧻ߣ߁ሽ߇ߩ᧪ᧄޔㅍ߇ᨐߚߐߥߌࠇ߫ߌߥᄙ᭽ߥ
⸒⺰ࠍ࿖᳃ߦឭଏߔࠆߎߣߦኻߒߡ❗⪜ߡߞ߃߆ޔലᨐࠍߡࠆߣ
ߔࠆߣޔㅍ߇ᧄ᧪࿖᳃ߩ⍮ࠆᮭߦᄺߔࠆሽߣߒߡ߿ࠄߥߌࠇ߫

ߘ߁ߦߥࠆޘ⦡ޔࠅ߹ߟޕᗧࠍ⸒߁ߎߣ߇⚿ᨐߣߒߡ႐ࠍ⪜❗ߐߖޔ
߽ߢ߈ߥߊߥࠆߣ⸒ࠊࠇࠆߩߢߥ߆߽ߡߣޔ᳇ߦߥࠆޣޕઍ᭴ᚑ
ຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠠ㧕 㧮㧼㧻ߢ⼏⺰ࠍߒߡߡޟޔ႐߇⪜❗ߔࠆߒ❗⪜ߦ⪲⸒߁ߣޠ

ߪ⪜❗ߒᄢ߈ߥ♖⊛ࡊ࠶ࠪࡖࠍᗵߓߡࠆޣޕ㤥ጤ᭴ᚑຬ㧔╙ 
࿁⼏㍳ 2  ╙ޔ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠞ㧕 㧮㧼㧻߇ࠆ߇ࠁ߃ߦޔߡߞࠊߛߎߦߣߎ߆⚦ޔિ߮߿߆ߥㅍ
ߘߩ߽ߩ߇߽߁ᣢߦᄬࠊࠇߡࠆߩߢߪߥ߆ߣᔃ㈩ߔࠆߋࠄ႐

⊛ߦ⺋ߞߚ⠨߃ᣇߦߥߞߡࠆߎߣߢޔㅍᬺ⠪ߦ㑆㆑ߞߚᓇ㗀ࠍ
ਈ߃ߡࠆߩߢߪߥ߆ࠢࠗࠩࡕ߫߃ޕᤋߩ㗴߿ޔ㗻ߥߒᤋߥ
ߤ߇ᐔ᳇ߢ߹߆ࠅㅢߞߡࠆߎߣ߇ߣߞ߽ޔ㗴ߦߐࠇࠆߴ߈ߛߒߘޔ
߁߁ᗧߢోޔ⊛ߦ㧮㧼㧻߇ᧄᒰߦᱜߒߊㆡᱜߦᯏ⢻ߒߡࠆߣߪ
ᕁ߃ߥޕ
ޣㇹේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠝ㧕 㧮㧼㧻߇ಌߊߒߞ߆ࠅ߿ߞߡࠆഀߦߪో߇ࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦޔ

ߴ߈⺖㗴߇ࠆޣޕ㊀ᑧ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠛ㧕 ႐ߪౕࠅࠃ߽ߟޔ⊛ߢࡂ࠼ߥࠢࡓߦኻᔕߒߡࠆߘޕ
߁߁ਛߢ৻ޔ㧮㧼㧻ߢද⼏ߐࠇߚ߽ߩ߇ߤ߁ዷ㐿ߒߡߊ߆߽߿ߪ
ࠅ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥߎߣޕ㧮㧼㧻ߪޔጀ⊛ߦߪߣߡ߽ࠃߊ߿ߞߡࠆߣᕁ
߁ޔߛߚޕታ㓙ߦጀࡌ࡞ߢߥ႐ࡌ࡞ࠆߪߟߊࠆੱࡌ࡞
ߩߣߎࠈߢታ㓙ߦߘࠇ߇↢߈ߡࠆ߆ߤ߁߆ߦ㑐ߒߡߪߦ߽ߣޔ⠨߃ࠆ

 ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

332

ࠍᒝൻߔࠆߣ߁ߎߣߪޔ߿ߞߡࠆࠍߒߞ߆ࠅߣ࿖᳃ߩ⊝ߐࠎߦ⍮ࠄ

ߥ߆ޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 ࠴ࠚ࠶ࠢᯏ㑐ߦⷞ⡬⠪ߢࠆ৻⥸Ꮢ᳃߇㑐ࠊࠆߎߣߢ⥄ޔὼߥᒻߢ

ࠆߣ߁㧮㧼㧻ߩᓎഀࠍߒߞ߆ࠅℂ⸃ߒߡߚߛߊߣ߁ߎߣ߇ᔅⷐޣޕㅍ୶

ࠞ㧕 㧮㧼㧻߇ߒߚቯ߿൘๔ߦᓥߞߡㅍᬺ⠪ߩ⊝ߐࠎߪ৻↢ ޔᡷༀ

21

ℂ⇟⚵ะᯏ᭴㧔㘻ᚭℂ㐳㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

22

߁ෂ㒾ᕈ߇ࠆ߁߁ߤޔߢߎߘޕᯏ㑐ࠍࠆߦߖࠃߩߘޔᯏ㑐ߩᓎഀ
ߣߒߡ࿖᳃ߩࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪࠍ㜞ࠆࠃ߁ߥᓎഀࠍᜬߚߖࠆ⚵
ߺࠍߟߊߞߡߊߎߣ߇ᄢಾޕ
ޣᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߊ߹ߢ߽ㅍᬺ⠪߇⥄ਥ⥄ᓞ⊛ߦᡷༀᡷ㕟ߔࠆߩࠍഥߌࠆ╙ਃ⠪ᯏ㑐ߢ

ℂ⸃ߐࠇߡߥߊߡ߇ߣߎࠆߡࠇߐ⸃⺋ޔේ࿃ߢࠆߎߣ߇ᄙޔߪߕ߹ޕ

ࠕ㧕 ㅍߩ୶ℂࠍᒝ⺞ߒߔ߉ࠆߣႎߩ⥄↱ߦᔅⷐએߦߔࠆߎߣ
ߦߥࠆߒޔႎߩ⥄↱ࠍߔ߉ࠆߣޔਇᱜ⏕ߥᖱႎ߇ឭଏߐࠇߡߒ߹

Ԙࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪߩะ߇㊀ⷐߣߔࠆᗧ 



ㅍಽ㊁ߦ㑐ߔࠆߘߩઁߩ⼏⺰ߣߒߡߪߩࠪ࠹ࠕࠖ࠺ࡔޔะ߇㊀
ⷐߢࠆߣߩᗧߦ⁁ߩࠝࠫޔ㑐ߔࠆᗧߥߤ߇ߞߚޕ

㧔㧠㧕ߘߩઁ 

ࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

⸽ࠍ⛯ߌߡ߈ߚޣޕㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴㧔㘻ᚭℂ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦ

ജߣߥࠆࠃ߁ޔ㧮㧼㧻ߣߒߡ߽ߎࠇࠄߩᗧߦ⻞⯯ߦ⡊ࠍߌߩࠄ⥄ޔᵴേߩᬌ

ዪߦ߽ⷞߩ⥸৻ޔ⡬⠪ߦ߽ℂ⸃ߐࠇޔㅍዪߩ⥄ᓞߩਛߢㅍ୶ℂߩ㜞឴ࠍଦߔ

ࠗ㧕 ߩ㧮㧼㧻ߦ৻ࠅࠃޔጀߩദജࠍ᳞ࠆᗧ߽ࠆޕ㧮㧼㧻ߩᵴേ߇ㅍ

ߥ߆ޕ
ޣઍ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 㧮㧼㧻ߩᒝൻߣߣ߽ߦ㧮㧼㧻ߩᚻߩਛߢߪᜪಾࠇߥ㗴ࠍᐢ
ߊᜪߍߡ߆ߥߌࠇ߫ᓟߩㅍߩ⁁ߦߪኻᔕߢ߈ߥߩߢߪ

ԛߘߩઁ 

ࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߽߁ዋߒᧄ⾰⊛ߥ⫥ߣ⍮ᵴേࠍߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐ߆ߥߣᕁߞߡࠆޕ
ޣᴡว

ࠠ㧕 㧮㧼㧻ߩᯏ⢻߿ᵴേߦߟߡޔᣇߢ㧮㧼㧻ߣᚒޔߡߞߥߦ✜৻߇ࠕࠖ࠺ࡔޘ

ࠝ㧕 㧮㧼㧻߇ᯏ⢻ߒߡߥߩߢߪߥ߆ߣ߁⧰ᖱ߇᧪ࠆ߇ޔ㧮㧼㧻ߩᓎഀ߇

ᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߆᧲ޣޕ੩ㇺၞᇚੱ࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆ

߇ߞߚ߇ߣࠎߜ߈߇ߣߎ߁߁ߘޔ࿖᳃ߦ⍮ࠄߐࠇߡࠆߎߣ߇ᄢಾߢߪߥ

ߢ߈ߥ߇ࠇߘޕ㕖Ᏹߦᱷᔨޕฦㅍዪߦዯߌࠄࠇߡߡߣߞߚ⚵ߺߩߏ⚫

ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ߩߘޔᓟߦ߁ࠃߩߤޔᛒࠊࠇߚߩ߆ߪࡎࡓࡍࠫߢߪℂ⸃

ࠛ㧕 㧮㧼㧻ߦᲤߚߊߐࠎߩᗧ߇ነߖࠄࠇߡߡࠫࡍࡓࡎࠍࠇߘޔߢ

❱ߢࠆߣ߁ὐࠍޔ⍮ߒߡߚߛ߈ߚޣޕㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ᣇዪ߳ⴕߞߡߺࠆߣޔ㧮㧼㧻ߣ߁ߩߪ✚ോ⋭ߣหߓߛߣ߁
⼂߇ᒝߥ⊛ޕᯏ㑐ߢߪߥߊߡޔ᳃ߣ㧺㧴㧷߇⥄ਥ⊛ߦߟߊߞߚ⚵

ࠆߩࠍࠨࡐ࠻ߔࠆᯏ㑐ߩߘޕᓸᅱߥ㆑߇৻⥸ߩᣇߦߪߥ߆ߥ߆ߏℂ
⸃ߚߛߌߥࠡࡖ࠶ࡊޣޕઍ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 㧮㧼㧻ߣ߁⚵❱ߩᕈ⾰߇৻⥸ߩੱߦℂ⸃ߐࠇߦߊⷐ⚛߇ࠆޕ
৻⥸ߩੱߪ╙ޔਃ⠪ᯏ㑐ߣ߁ߣ⚛ᣧߊⷙࠍߒߡߊࠇࠆߣ߁ᦼᓙ߇
ࠆ߇ߢ߹ߊޔ㧮㧼㧻ߪㅍᬺ⠪߇⥄ਥ⥄ᓞ⊛ߦᡷༀᡷ㕟ࠍߔ

ࠕ㧕 㧮㧼㧻߇ᨐߚߒߡࠆᓎഀߪ㕖Ᏹߦᄢ߈ߣᕁ߁߇ߩߘޔታᘒߪࠊ
߆ࠅߦߊޕ㧮㧼㧻ߩ൘๔ࠍࡔ࡞ߢ࿁ⷩߒߡࠆ߿ޔ⠪ߦዯߌ
ߡࠆߪ߁ߤ߇ࠇߘޔᵴ߆ߐࠇߡࠆ߆ߣ߁ታᘒߪ㕖Ᏹߦࠊ߆ࠅߦ
ߊޣޕᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߖߡߊߎߣޣޕㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴㧔㘻ᚭℂ㐳㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㧼㧻ႎ๔ߢޠႎ๔ߒߡࠆ߇ⷞߩ⥸৻ޔ⡬⠪ోߦߥ߆ߥ߆વࠊࠄߥޕ㧮㧼㧻

ଔ߽࿕߹ߞߡ߈ߟߟࠆޕ㧮㧼㧻ࠍ⢒ߡߡߊߩ߇ㅍᬺ⠪ߣߒߡߪ╙৻ߢߪ

Ԛⷞ⡬⠪࿖᳃߳ߩᶐㅘ߇ਇචಽߢࠆߣߔࠆᗧ 

ᡷ㕟ߦദജࠍߒߡ߅ࠅ⚿ߩߘޔᨐߪ㧮㧼㧻ߦႎ๔ߐࠇ㧮㧼㧻ߩࡎࡓࡍࠫ߿ޟ㧮

ࠞ㧕 㧮㧼㧻ߪ⇇ߢ໑৻ߩ⚵❱ߢࠅߩ⺰⼏ޔਛり߽ㅴࠎߢ߈ߚߒޔ㑆ߢߩ⹏
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ࠕ㧕 ᦨㄭޔᣇߩ᳃ࠫࠝዪ߇⸵ࠍߔࠆߣ߁᧪߇ߞߚޕ
⥄↱┹ߩਛߢᢌࠇߚࡔ࠺ࠖࠕߪㅌ႐ߔࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߚߣ߈ߦޔ
ߘߩࠛࠕߩੱߚߜߦߣߞߡߪᄢᄌߥߎߣߦߥࠆޕၮᧄ⊛ߥᮭࠆ

  ԙࠫࠝߩ⁁ߦ㑐ߔࠆᗧ 

߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

Ᏹߦᔅⷐߥ㕙ߢߪߥ߆ޣޕ㨀㧮㧿࠹ࡆ ၔᚲળ㐳

ⷞ⡬⠪ߥࠅ࿖᳃ߩࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪࠍߤ߁߿ߞߡะߐߖߡߊ߆ߢࠅޔ㕖

ࠠ㧕 ㅍᬺ⠪ߩ⽿ോߢ߽ࠅోޔ⊛ߦขࠅ⚵ᔅⷐ߇ࠆߣᗵߓߡࠆߩߪޔ

ࠞ㧕 ⾫ⷞ⡬⠪߇ޔஜోߥࠍ↱⥄ߩޟࠆޔ߫߃ޕࠆߥߦ⎏ޠᏒ
᳃߇ࠝࡦࡉ࠭ࡑࡦߦෳടߔࠆߎߣߢߩࡒࠦࠬࡑޔታᘒࠍ⍮ࠅޔᒰ⠪ᗧ
⼂߇↢߹ࠇ߇ࠪ࠹ޔ㜞߹ࠆޣޕᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ᖱႎߩ߇ߩ߽߁ߣޠ⎏ޟᔅⷐ߫߃ޔߡߊߥߪߢߣߎߥ߁ࠃߩⷞ⋙ޕ
ሶଏߚߜߩࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪᢎ⢒ࠍᜂ߁߽ߩߣ߁ߣߎࠈ߆ࠄ߽ߘޔ
߁߁߽ߩ߇ᔅⷐޕ
ᧁޣේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠝ㧕 ᣇߏߣߦޔరߩ㧺㧴㧷߿ฦ᳃߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍ߇ෳടߒߚ

 ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ
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ߣ߆ߒߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥߣᕁߞߡࠆޕ
ᧁޣේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁
⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߥߤߪ␠ຬ߇৻ੱ߽ߥߊߡోޔㇱਅ⺧ߦߥߞߡߒ߹ߞߡࠆߥߤ߆ޔ
ߥࠅ෩ߒ⁁ᘒߥ߁ࠃߩߘޕਛߢߪߥߒࠍࡊࠢࠬ߫߃ޔᣇ߇⦟
ߩߢߥ߆ߣ߁ߎߣߪޔႎߩᛥߦ߽⚿߮ߟ߈߆ߨߥޔߪࠇߎޕ

ࠛ㧕 ሶߤ߽߇ታ㓙ߦ⇟⚵ࠍߟߊߞߡ⊒ାߔࠆߎߣࠍㅢߒߡࠇߘ߫߃ޔ
ߦࠃߞߡၞߦ⊒ାࠍߒߡޔฃߌᚻߩᗵᗐࠍ⡞ߊߎߣߢᧄޔᒰߦ⥄ಽߩ

⸒ߚߎߣ߇વࠊߞߚ߆ߣߞߚߎߣࠍቇߴࠆࡊࡠࠣࡓࠍ߈ߜࠎ
ߣ⚵߫ߥޘ⦡ޔ㗴ὐ⊒ޔାߔࠆߎߣߩ㔍ߒߐ߿ߘࠇࠍฃߌขࠆߎߣ
ߩ㔍ߒߐ߽ታᗵࠍᜬߞߡሶߤ߽߿ᄢੱߩᢎ⢒ߦߥߞߡߊߪࠇߘޕቇᩞ
ߛߌߢߪߥߒᓧߥߦ⊛⊒⥄߇ࠕࠖ࠺ࡔࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕขࠅ⚵ࠎߢߊޕ
ߘ߁ߞߚߎߣࠍ␠ળో߇ᔕេߔࠆᐲ⸳⸘߇ᔅⷐޕ
ޣᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙

ࠗ㧕 ࠫࠝߪޔᄌࠊࠆᤨᦼⲢߩߣ࠻࠶ࡀޕว߇ᐢ߇ࠆ৻ᣇߢޔᵄ
ߩࠫࠝ߇⡞߆ࠇߥߊߥߞߡ߅ࠅ⁁ࠄߟ߆ߥ߆ߥޔᴫ࡞࠲ࠫ࠺ޕൻߩ
ᣇ㊎߽ోߊ߃ߕ߆ߩࠄߚߒ߁ߤ߽ߜߚ⑳ޔ㕖Ᏹߦߜࠀ߁ߜࠂߒߡ
ࠆߣ߁ߩ߇⁁⚻ޔߚ߹ޕᷣߩ∋ᑷ߇႐ߦ߽߮ߩࠝࠫޔ႐

ߪᐔߣ߁ⷰὐ߆ࠄ⊛ߥᡰេߦߟߡޔ⠨߃ߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ߣߎࠈߦߥߞߡ߈ߚߣᕁ߁ޣޕㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

࠙㧕 ቴⷰᕈࠍᰳߚࡦ࡚ࠪ࠽࡞ߥႎ߇⋡┙ߜ⚿ߩߘޔᨐޔߞ
ߚ⺰߇ߟߊࠄࠇߡߚߒ߁ߘޔ⺰ߩⓨ᳇ߦ߅ࠄࠇߡ╷߇ㅴࠎߢ
ߊߩߪޔ㕖Ᏹߦෂ㒾߁ߤࠍࠪ࠹ࠕࠖ࠺ࡔޕ㜞ࠆߩ߆ߣ߁⼏⺰
ࠍߒߡߚߛ߈ߚޣޕᵿ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

มᴺ߿ࡔ࠺ࠖࠕߦ࠹ࠪ߇㜞߹ࠆലᨐ߽ࠈ߁߆ߣᕁ߁ޣޕᵿ᭴
ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ
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ߩㆶరߩߚߩߘޔㆡಾߥ࡞࡞ߩታⴕޔᔃోߩᛛⴚߩᣇᴺ߇ߢ߈ߡᦨޔ㜞ߩ

2㧕ޤ
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ฦ⋭ᐡ߇න⁛ߢ߿ࠆߩߢߪߥߊޔ࿖╷ߣߒߡో߇ㅪ៤ࠍߒޔᤚ㕖ߣ߽ⅣႺࠍᢛ߃ߡ

ࠝ㧕 ߤߩࠃ߁ߦࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߣሶߤ߽ߚߜࠍ⸅ࠇวࠊߖߥ߇ࠄᄢੱߦ⢒ߡࠆߩ߆ޕ

ࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߞߡ߽ࠄߚޣޕ㧔␠㧕ᣣᧄ㧼㨀㧭ో࿖ද⼏ળ㧔ᦥᚒ㘈㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌ

⠪ߦᔃ᧪ࠆࠃ߁ߦ⊒ାߒߡߚߛߡ⁁ߥ߁ࠃߩߎޔᴫ߇ዋߒߕߟ⸃ࠍߒߡ

ߡޔ㕍ዋᐕ߇ᔃోߥࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻␠ળߩਛߢ⢒ߟߎߣ߇᧪ࠆⅣႺࠍ⼔

㐿⊒ജࠍᜬߞߡࠆᣣᧄߩ᭽ߥޘડᬺ߿ޔ⢻ജࠍᜬߞߡࠆ⊝ߐࠎߦߏදജࠍߚߛ

ߤ߽ߚߜߦࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ⅣႺࠍߤ߁ਈ߃ߡߊ߆ࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ᔅⷐޕචಽߦᛛⴚ

ࠛ㧕 ᔃోߥࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻␠ળߩⅣႺᢛ߇ᢛߞߡߥਛߢߪޔᲑ㓏⊛ߦሶ

㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߈ࠆߩߢߪߥ߆ޣޕᣣᧄᑯ⼔჻ㅪวળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ

߈ࠆࠃ߁ߥᐲࠍ⸳ߌࠆߥߤޔታലᕈߩࠆᒝၫⴕᐲߥߤࠍ⸳ߌࠆߎߣߢኻಣߢ

ߦߟߡㄦㅦߦ㐿␜ߔࠆᐲࠍ⸳ߌࠆߣ߆⋧ޔᚻߩ᳁ฬ߇ࠊ߆ࠄߥ߹߹ߢឭ⸷߇ߢ

ኻᔕߔࠆߚߣߞߡⴕޔߩࠍᤃߦࠆߴ߈ߢߪߥ⊒߫߃ޕା⠪ᖱႎ

ੱᮭଚኂߩኻᔕ߇චಽߢߪߥߣ⸒ࠊࠇߡ߽ᣇߥߣ⠨߃ߡࠆߦࠇߘޔߒ߆ߒޕ

࠙㧕 ㅢାಽ㊁ߦ߅ߌࠆႎߩ⥄↱ࠍࠆข⚵ߦߟߡޔߪߢ⁁ޔᱷᔨߥ߇ࠄޔ

࿅ㅪ⋖㧔㐳↰ോዪᰴ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㑆ߩദജߦኻߒߡⅣႺᢛࠍߔࠆߩ߇ޔ࿖ߩᧄ᧪ߩᓎഀߢߪߥ߆ޕ
᧲ޣ੩ㇺၞᇚੱ

ࠗ㧕 ㅢାಽ㊁ߦ߅ߌࠆߩ⥄↱ߩ㗴߽ޔ᳃㑆ߢ᭽ߥޘᵴേ߇⛯ߌࠄࠇߡࠆޕ᳃

߈ߥ⺖㗴ߦߥߞߡࠆ߇ޔᚒ߇࿖ߪߎ߁ߒߚ㗴ߦኻߔࠆㆡಾߥ࡞࡞ߩᒻᚑޔኻଔ
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ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ߒߡߊ߆߇ߩ⌀ޔᗧߢߩߩޠ⎏ޟ߈ࠍߔࠆ߽ߩߢߪߥ߆ޣޕᑯ⼔჻㧔㑐ଥ⠪

ߓࠄࠇࠆⷙޕߦ⚿߮ߟߊࠃ߁ߥ㆑ᴺኂᖱႎߦኻߔࠆข⚵ߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߎޔ

ࠢ㧕 ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ⇇ߢߪ㆑ᴺኂᖱႎߣⷙ߇㕖Ᏹߦ㑆ㄭߥ߽ߩߣߒߡᗵ

ᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕ޤ

ࠢࠜ࠹ࠖࠍᜬߞߡ⇇ోߦ⽸₂ߔࠆߴ߈ޕ
ޣᢎ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆ

ࠠ㧕 ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢߪ⪺ᮭ߿ੱᮭ߁ߣࠪࡃࠗࡊߡߒߘޔ㗴߇ޔᄢᄌᄢ

ߦߟߡ߽⼏⺰ߩରߦߍߡߚߛ߈ߚޕ
ޣዊ㊁ኹࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ

㧔ᦥᚒ㘈㧕
㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߞ߆ࠅᓎഀࠍᜂ߃ࠆ᳃㑆࿅ߦᚑ㐳ߒߡߚߛ߈ߚޣޕ㧔␠㧕ᣣᧄ㧼㨀㧭ో࿖ද⼏ળ

߁છᗧ࿅߇᳃㑆ߩജߢ↢߹ࠇߚ߇ޔᚒ⓹ࠆ߈ߢ߇߽ߢߟ߇ޘญߣߒߡߒߚ߹ޔ

ࡀ࠶࠻ߦߟߡߪ⊒⸒ߔࠆ⓹ญ߇ߥ߆ߞߚߩߘޕᓟᔃࡀ࠶࠻ߠߊࠅଦㅴද⼏ળߣ

ࠞ㧕 㕍ዋᐕߣߩ㑐ଥߢޔㅍߦߟߡߪ᳃ㅪߦࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇࠲ࡦࠗޔ

⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠍᢛߚߛߊߎߣࠍ߅㗿ߒߚޣޕ㧔␠㧕ᣣᧄ㧼㨀㧭ో࿖ද⼏ળ㧔ᦥᚒ㘈㧕
㧔㑐ଥ

ߚߛ߈ޔᚒ⼔ޘ⠪ߦᔃߒߡࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻࠷࡞ࠍ߃ࠆࠃ߁ߥሶߤ߽ߩⅣႺ

ߥߞߡ߈ߡࠆޕㅢାᬺ⠪߇ᖠࠎߢࠆㅢାߩ⒁ኒࠍߤ߁ᝒ߃ࠆߩ߆ߣߞߚߎߣ

ᐨ⦟ଶޔ㕍ዋᐕߩ⼔ߣ߁ⷰὐ߆ࠄࡈࠖ࡞࠲ࡦࠣࠨࡆࠬߥߤࠍࠇࠆᣇะߦ

࠲࠶࠴ߒߡߪߌߥߣ߁ߩ߇ᄢේೣߩ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ߇ࠈߎߣޕ⇇ߦߥߞߡޔ

ࠕ㧕 ㅢାᬺ⠪ߦߣߞߡ৻⇟㊀ⷐߥߩߪㅢାߩ⒁ኒߢࠅޔㅢାߩਛりߦኻߒߡ৻ಾ



ㅢାಽ㊁ߦߟߡߪޔ᭴ᚑຬ߆ࠄᗧߩߪߥ߆ߞߚ߇߿ࡃࠩࡉࠝޔ
ࡅࠕࡦࠣ⺑⠪߆ࠄੱߣ↱⥄ߩޔᮭଚኂ߿㕍ዋᐕߩஜోߥ⢒ᚑߦ㑐ߔ
ࠆ᭽ߥޘᗧ߇ߞߚޕ㧔ਥߥ⼏⺰ߦߟߡߪ  ╙ޔ࿁ળว⼏㍳ෳᾖ㧕

㧟㧚ㅢାಽ㊁ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰
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ࠕ㧕 㨀㧮㧿ߩޟᖱႎ㧣㨐㨍㨥㨟 ࠾ࡘࠬࠠࡖࠬ࠲ߩޠ᩺ߦߟߡޔ
㨀㧮㧿ߪߘࠇߥࠅߩࠈࠎߥኻᔕ╷ࠍⴕߞߚᓟߡߒߘޔ㧮㧼㧻ߩㅍᬌ
⸽ᆔຬળ߇ߘࠇߦߟߡ⼏⺰ࠍߒߡࠆᦨਛߦ✚ോ⋭߇ⴕᜰዉࠍⴕߞ
ߚޕ㧮㧼㧻߇⌀ߦ⼏⺰ࠍߒߡࠆᦨਛߦߥߗߘߩࠃ߁ߥߎߣࠍ✚ോ⋭߇

ԙⴕᜰዉ߇ⴕࠊࠇߚ᩺ߦ㑐ߔࠆᗧ 

ߡߚ߇ޔߢߪⴕޔᚻ⛯ᴺߦⴕޔᜰዉߦ㑐ߔࠆⷙቯ߇⸳ߌࠄࠇߡ
ࠆޕ
ޣự↰ᐳ㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠆ߽ߩⴕޔߪࠆޕᜰዉߦᓥࠊߥ߆ߞߚߎߣࠍℂ↱ߣߒߡਇ⋉ߥข
ᛒࠍߒߡߪߥࠄߥߣ߁ࠃ߁ߥⷙቯ߱ࠅߦߥߞߡࠆޕᤄߪⴕޔᜰ
ዉߩᴺߩᩮ߇ߥߢߪߥ߆ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߢࠃߊ⼏⺰ߦߥߞ

࠙㧕 㧔ⴕᚻ⛯ᴺ㧕ⴕᜰዉߪⴕޔᯏ㑐߇ߘߩછോߪᚲോߩ▸
࿐ౝߦ߅ߡ․ቯߩ⠪ߦ৻ቯߩὑߪਇὑࠍ᳞ࠆᜰዉޔ൘๔ޔഥ⸒
ߘߩઁߩⴕὑߢࠅ⋧ߢ߹ߊޔᚻᣇߩછᗧߩදജߦࠃߞߡߩߺታߐࠇ

ࠆᒻޔవ࿁ࠅߔࠆᒻߢⴕޔᜰዉ߇ߞߚߥޘ⦡ޕᒻߢข᧚ߒߚ߇ߩߎޔ
ౝኈ߇ዪ߆ࠄ߽ⴕ߆ࠄ߽ᚻߦࠄߥ߆ߞߚޕ
ޣㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2㧕ޤ

ࠗ㧕 ⴕᜰዉߣ߁ᴺߩᩮ߇ߥ߆ߥ߆ߥࠃ߁ߥㇱಽߢߩ෩㊀ᵈᗧ߇➅
ࠅߐࠇߡ߈ߚޕㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ߇ߢ߈ߡ߆ࠄߪⴕߥ߁ࠃߩߘޔᜰ
ዉߪታᣉߐࠇߡߥ߆ߞߚ߇ޔᐕߦߥߞߡઙ߆㧮㧼㧻ߩክ⼏ߣਗⴕߔ

㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

28

ޣᣣᧄᑯ⼔჻ㅪวળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕
㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏

߇ᕭᗧ⊛ߦߥߐࠇࠆߣ㧮㧼㧻߇චಽߥᯏ⢻ࠍ⊒ើߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߩߢߪߥ߆ޕ

⋭߇ⴕᜰዉࠍⴕࠊߥߣߒߚߣ߁ࠃ߁ߦᱜኻߩᆫ߇ߞߚⴕޕᜰዉ

߇෩㊀ᜰዉࠍߔࠆ৻ᣇߢޔ㧮㧼㧻߇⸓ᱜㅍߥߤߩᬌ⸛ࠍ൘๔ߒߚߢߪ✚ޔോ

ࠗ㧕  ᐕߦ㧮㧼㧻ߩㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ߇ክ⼏ࠍㅍߞߚ㧟⇟⚵ߦߟߡ✚ോ⋭

㑐ߣߒߡߩࠅᣇࠍ៊ߥޔ࿖᳃ߩ⍮ࠆᮭߦᄺߔࠆߣ߁ࡔ࠺ࠖࠕߣ
ߒߡߩᓎഀࠍᨐߚߔߢ߽ࠃࠈߒߊߥߎߣޣޕባᚭ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕ
ࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ᴦࠍ㒐ߋߚߦ߽߽ᦨޔ㊀ⷐߥߎߣߪޔㅍⴕߩㅘᕈߩะ
ࠍ⇼߁ߣߚߞ߇ߩ߳⚵⇟ޕᜬߚࠇࠆߎߣ⥄߇⸒⺰ႎᯏ

Ԛߘߩઁ 

⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠍᱜߐߥ߆ߞߚᴦߩᆫߦේ࿃߇ࠆޣޕᐢἑࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠎߛᜰዉ߇ߥߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚޔߪࠇߎޕࠄ߆ߦⴕߩ㑆㆑ࠇߎߪࠆޔ

ࠆᤨᦼ߆ࠄⴕޔᜰዉߩᩮ߇ᐢߊ⸃㉼ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅߩ⚵⇟ޔ㗴ߦ⓭ߞㄟ

⋭߇ⴕᜰዉߒߥߌࠇ߫ߌߥࠃ߁ߥౝኈߢߞߚߩ߆ߣ߁ߎߣߟޕ
߹ࠅߪᤨ♽ߩ㗴ߢߪߥߊߡޔ㗴ߩᄢዊ߆ࠄߡ✚ޔോ⋭߇ߡߊࠆ
ߢߪߥߛࠈ߁ߣ߁ߎߣ߇ᄢ߈ߥਥᒛߛߞߚޕ
ޣㇱ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁

࠙㧕 ࠹ࡆᦺᣣࡆ࠹ޔᗲ⍮ߩ᩺ߢߪޔ㧮㧼㧻ߢ⼏⺰ߒߡࡍࡓࡎޔ
ࠫߦߒߚᓟߦⴕᜰዉࠍߒߡࠆߦࠄࠇߎޕㅢߓ⸒߃ࠆߎߣߪ✚ޔോ

ࠗ㧕 㨀㧮㧿ޟᖱႎ㧣㨐㨍㨥㨟 ࠾ࡘࠬࠠࡖࠬ࠲ߦޠ㑐ߔࠆⴕᜰዉߦ
ߟߡߪޔ㧮㧼㧻ߩᬌ⸽ᆔຬળߢߎߩ᩺ઙ߇⼏⺰ߐࠇᆎߚߣ߁ߎߣࠍޔ
ⴕᜰዉߩᲑ㓏ߢ✚ޔോ⋭߇ᛚ⍮ߒߡߥ߆ߞߚߣ߁ߎߣ߇ࠆࠃ߁ߛޕ
ޣự↰ᐳ㐳㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߒߚߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ⇼ߣߒߡࠆޕ
ޣㇱ᭴ᚑຬ
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

㗄ߪ⚵⇟ޔክ⼏ળࠍ⟎ߊߎߣ⚵⇟ޔၮḰࠍ╷ቯߔࠆߎߣߥߤߩ㧡ὐ߶ߤߩߺޕ

ࠕ㧕 ᴺᓞߦቯࠆᮭ㒢ߦၮߠߊⴕᜰዉߥࠄฃߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߇ޔㅍᴺߩ᧦

Ԙⴕᜰዉߩᴺ⊛ᩮߦߟߡߩᗧ 

 

ⴕߦ㑐ߒߡߪޔਥߦ⇟⚵ౝኈߦ㑐ߔࠆⴕᜰዉߦߟߡᗧ߇ߞߚޕ
㧔ਥߥ⼏⺰ߦߟߡߪ  ╙ޔ࿁߮╙  ࿁ળว⼏㍳ෳᾖ㧕

㧠㧚ⴕߦ㑐ߔࠆ⼏⺰
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ࠍߌߛࠆ߈ߢޔല↪ߔࠆᣇะߦ⠨߃ߡߊߎߣ߽ᄢಾޣޕቊࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁

30

ᣣᧄߪߘࠇࠍㆱߌߥ߆⼾ޔㅍᢥൻࠍ⢒ࠎߢ߈ߚ৻ޕᣇߢޔㄭᐕߩᄙ᭽ᕈ
⏕߳ߩⷐ⺧ߦߤ߁ᔕ߃ࠆ߆ߣ߁ߎߣߦߤ߁ᔕ߃ߡߊߩ߆߇⹜ߐࠇ
ߡࠆޕ
ޣਛ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ߓࠆߩߡߴߔޕ࿖᳃߇ዋߒߢ߽ᄙߊ⥄↱ߦ⊒ାߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߡࠇࠊޔ㔚ᵄ

ࠛ㧕 ⻉ᄖ࿖߇ᴺⷙߦࠃࠆࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬዉࠕࡊࡠ࠴ߦߊਛޔ

ᢙߩࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߩᮭࠍ⼔ߔࠆߎߣߦ߽❬߇ࠅ߆ߨߥࠃ߁ߦޔᄙߊߩੱ߇ᗵ

᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠍჇ߿ߔߚߦ᭽ߥޘข⚵ࠍߒߡ߈ߚޕᄢ߈ߥ․⦡․ᓽߪ߇߽⺕ޔṶ
ߒ⊒ޔାߔࠆߎߣ߇᧪ࠆㅍዪߢࠆߎߣ߽ߢ⺕ޟޕṶ㧔ෳട㧕ߔࠆ
ᮭߩߘޔࠅ߇ޠ႐ࠍឭଏߔࠆᓎഀࠍᜂߞߡࠆޕ㓚߇ߩࠆੱ⋡ޔ
߇ਇ⥄↱ߥᣇޔᄖ࿖ੱߥߤߩዊߐߥჿࠍಾࠅᝥߡߥߢ߈ߚᧁޣޕේ

࠙㧕 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ߢߪޔၞߩੱߚߜߩࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߩᯏળ

2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ☨ሶߩਛᶏ࠹ࡆㅍߣ߁ࠤࡉ࡞࠹ࡆߪޔᐲൻߐࠇߡߥ
ᣣᧄߩᐲߩਅߢࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߦߟߡޔ㕖ᏱߦⓍᭂ⊛ߦขࠅ⚵
ࠎߢࠆޣޕ㖸᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳

ຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߦ㑐ߒࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ㧲㧹ߢߪޔᣢߦ  ᢙዪ
߇ෳടߒߡᵄߣࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ㅍߩหᤨ㈩ାࠍߒߡࠆ߇࠻࠶ࡀޔ
ߣㅍߩⲢวߦߟߡߥޘ⦡ޔᐲߥߤ߇ㅊߟߡߥᧁޣޕේ᭴ᚑ

Ԙ⥄ਥ⊛ߥข⚵ߦ㑐ߔࠆᗧ 



ࠆᗧߥߤ߇ߞߚޕ
㧔ਥߥ⼏⺰ߦߟߡߪ  ╙ޔ࿁ળว⼏㍳ෳᾖ㧕

࿖᳃ߩᖱႎ⊒ାߦ㑐ߒߡ⥄ޔਥ⊛ߥข⚵ߦ㑐ߔࠆᗧޔᐲ⊛ኻᔕߦ㑐ߔ

㧔㧞㧕ౕ⊛ߥข⚵ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠄߡߊࠆᖱႎࠍᵹߔ৻ቯߩ╭߇ᔅⷐޣޕᣣᧄᑯ⼔჻ㅪวળ㧔ᣣ㓈ᑯ⼔჻㧕㧔╙ 

৻ቯ⒟ᐲߩᓇ㗀ࠍฃߌߡߒ߹ޔᖱႎ߇৻ቯ⒟ᐲߞߡߒ߹߁ࠆࠁࠊޕᏒ᳃߆

ࠠ㧕 ߤ߁ߒߡ߽ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߪᐢ๔ਥ߿ߪࠆޔᮭജޔᐭޔ࿖ળ⼏ຬߥߤ߆ࠄ

⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠞ㧕 ⸒⺰ߩ⥄↱ߣ߁ߩߪ․ቯߩ࠹ࡆዪޔ㒢ࠄࠇߚዋᢙߩ࠹ࡆዪޔ㒢ࠄࠇߚዋ

ߔߴߡ࿖᳃߇⊒ାߢ߈ࠆ┙႐ߦߥࠆޣޕቊࠝࡉࠩࡃ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠝ㧕 ߎࠇ߆ࠄߩㅍߣ߁ߩߪ․ޔቯߩ৻ㇱߩᯏ㑐ޔળ␠ߩߺ߇ᜂ߁ߩߢߪߥߊޔ

ޣਛ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠅߒࠃ߁ߣߔࠆߩߢࠇ߫ޔ࿖᳃߇߁ࡔ࠺ࠖࠕߩᢛࡔߩߘߪࠆޔ
࠺ࠖࠕߩᒛోޔ࿖⊛ߦᒛߒߡߊߣ߁ߩ߇ᦨ߽ലᨐ⊛ߢߪߥ߆ޕ

ࠛ㧕 ࿖᳃߇ฃାߒߚࠅ⊒ାߒߚࠅߔࠆᯏ⢻ޔᯏળࠍ㓚ߒߚࠅޔᒛߒߚ

ഃࠄࠇࠆᮭ߇ࠆߡߞࠃߦࠇߘޕᒻᚑߐࠇࠆଔ୯߇ࠆ⥄ޔߚ߹ޕり߇
⊒ାߔࠆߎߣߢࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠪ߇ᒻᚑߐࠇߡߊޣޕᷓየ᭴ᚑຬ㧔㑐
ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

࠙㧕 ᛛⴚ⊒ዷߦࠃߞߡฃߌᚻߩᏒ᳃ߢߪߥߊ⊒ޔାߩਥߣߒߡߩᏒ᳃ߩ
ᆫߣታ〣߇ޔᣢߦᚒ߇࿖ߢ߽ᄙ᭽ߥᒻߢሽߒߡࠆޕẜ⊛ߥ␠ળ⺖㗴
߿ࡑࠗࡁ࠹ࠖߩ㗴╬ߦ㑐ߒߡߪޔᒰ⠪߇⊒ାߔࠆߎߣߢࠄࠇࠆޔ

ࠗ㧕 ࠄ߆ߦᖱႎߩฃߌᚻߛߞߚੱߚߜ߇⊒ޔାߔࠆߦ࿁ߞߡࠆߘޕ
߁߁⁁ᴫࠍ߆ߦᵴᕈൻߐߖߡߊ߆߇㊀ⷐޕ
ޣᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠕ㧕 ⚵❱⺰એߦޔޔᕆࠍⷐߔࠆߩߪᣂߒᛛⴚࠍߞߡ࿖᳃ߩߩ
⥄↱ࠍ߆ߦᐢߍߡߊ߆ߣ߁ࠕࡊࡠ࠴↥ޔᬺᝄ⥝ߣߒߡࠃࠅ߽ޔᢥ
ൻᝄ⥝ၞᝄ⥝ߣߒߡ߽⠨߃ࠆߴ߈ޕ
ޣਛ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ᖱႎߩฃߌᚻߛߞߚ࿖᳃߇ᖱႎࠍ⊒ାߔࠆߎߣࠍଦㅴߒߡߊߚߩ
⚵ߺࠍᬌ⸛ߔࠆߢߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߦߟߡޔ᭽ߥޘᗧ߇ߞߚޕ㧔ਥ
ߥ⼏⺰ߦߟߡߪ  ╙ޔ࿁ળว⼏㍳ෳᾖ㧕

㧔㧝㧕ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ 

㧡㧚࿖᳃߇⥄ࠄ⊒ାߔࠆߚߩ⚵ߺߦ㑐ߔࠆ⼏⺰

337

31

ߒߡߺߚޕ
ޣਛ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ⴡᤊߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߥߤߩᣂߒࡔ࠺ࠖࠕߢߢࡦ࡚ࠪࠢ࠳ࡠࡊ߫߃ޔ
ࠆߣ߆㧺㧼㧻ߥߤᄙ᭽ߥਥ߇ෳട᧪ࠆࠃ߁ߥ⚵ߺߣߒߡޔ
ᬺ⠪ߩቯߩ㓙ߦޔᄖㇱࠍߔࠆߎߣࠍടὐࡐࠗࡦ࠻ߦട߃ࠆߣߞߚޔ
ࠃࠅᐢၞߩᣂߒࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍߟߊࠆߎߣࠍឭ᩺

ሽ߇৻ᰴᖱႎߦࠕࠢࠬ᧪ࠆⅣႺߩታޔԛ㧺㧴㧷ߩฃାᢱߥߤߩ৻
ㇱࠍⓍᭂ⊛ߦᵴ↪ߒߚᡰេၮ㊄߿⽷࿅ߩࠃ߁ߥ߽ߩߩഃ⸳ࠍޔឭ᩺ߒߚޕ
ޣᷓየ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ㅍߩࠅᣇ⥄り߽⠨߃⋥ߔߎߣ߇ᄢᄌ㊀ⷐౕޕ⊛ߦߪޔԘ࠺ࡔޟ
ࠖࠕࡦ࠲ߩޠᢛޔԙഃဳදဳߩᐲߦߥࠆࠃ߁ߥࡄࡉ࠶ࠢ
ࠕࠢࠬߩቯߦะߌߚ࿖᳃⊛ߥ⼏⺰ߩᒻᚑޔԚᄙ᭽ߥࡔ࠺ࠖࠕ߿ᄙ᭽ߥ

࠙㧕 ߹ߢߩㅍⴕߪޟޔㅍޟߣޠᬺㅍߩޠ㧞ᧄ┙ߡߢၮᧄ
⊛ߦ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚ߇ޔ㕖༡ߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍࠍ৻ⷺߦࠇߡ߈ޔ

ߦ⧰ߒ㊄㗵ޕ
ᧁޣේ᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁
⼏㍳ 2㧕ޤ

߆߆ࠅ⪺ޔᮭߦ߆߆ࠊࠆ⾌↪߇ᵄߛߌߢߥߊߦ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ
߽ੑ㊀ޔਃ㊀ߦ߆߆ࠆⷙޕᮨߩዊߐࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㅍߦߣߞߡߪ㕖Ᏹ

ߩ㑐ࠊࠅߥߤߣࠆࠇߓߎޔාߥ㗴߇ߡߊࠆޕฃ⋁ߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠢޔ
ߒߡਛ┙ߥ⚵❱߇ᔅⷐߢߪߥ߆ޕ
ԙ߹ߚࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔㅍዪߣߒߡ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔㅍߦขࠅ⚵ࠎߢ߈
ߚޔߡߞࠃߦࠇߎޕ㔍⡬ၞ⸃ᶖޔว૬ߥߤߢᐢ߇ߞߚၞޔἴኂᤨߩ
ᖱႎવ㆐߽ߩ߁߁ߘޔߡᖱႎ࠺ࠖࡃࠗ࠼ߩ⸃ߦߟߥ߇ࠆ߽ߩߛ
ߣᕁ߁⺖ޔߒߛߚޕ㗴ߣߒߡ⸳ߩߤߥ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔᛩ⾗ߦ߅㊄߇

ࠗ㧕 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ዪߣߒߡ߽ߢ⺕ޔṶ㧔ෳട㧕ߢ߈ࠆ႐ࠍឭଏߒߡ
߈ߚ߇⺖ޔ㗴߽ࠆޕ
Ԙⴕ߈ㆊ߉ߚ⊒⸒߿ߚߒ⸒⊒ޔੱߦኻߔࠆ⻝ਛ்߿ޔ⺰߿ᴦߣ

ࠕ㧕 㧺㧴㧷ฃାᢱߥߤߩ৻ㇱࠍᏒ᳃ߦࠃࠆޟㅍࠍޠᡰ߃ߡߊࠗࡦ
ࡈߩᢛߦ߁ߣ߁ߎߣ߽⺖ޔ㗴ߣߒߡߡ᧪ࠆߩ⁁ޕᚒ߇࿖ߩᏒ
᳃ࡔ࠺ࠖࠕߩ⁁ᴫ߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࡔ࠺ࠖࠕߩ⁁ᴫߥߤ᭽ࠕࠖ࠺ࡔߥޘ
ߩ⁁ᴫ߇ߤ߁ߥߞߡࠆ߆߽߈ߜࠎߣ৻ᐲᢛℂࠍߒޔᐲ⸳⸘ߦߘߩჿࠍ
ᵴ߆ߔᔅⷐ߇ࠆޕ
ޣᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ԙᐲ⊛ኻᔕߦ㑐ߔࠆᗧ 
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ߘߩߚࠅߦኻߔࠆᡰេߩน⢻ᕈߪ⠨߃ߡߺࠆᔅⷐ߇ࠆޕหᤨߦࡦࠗޔ
࠲ࡀ࠶࠻╬ޔߣࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄࠆ↪ࠍޘหߓࡈࠚ࠭ߢ⼏⺰ߢ
߈ࠆߩ߆ߣ߁ߣ․ޔቯߩၞౝߢߩࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߣߪ⇣ߥࠅޔ
㗻߇߃ߥࠁ߃ߦߎࠆ㗴ߣ߁ߩ߇ߎࠆߣᕁ߁ߩߢ৻ߣߞࠂߜޔ
✜ߦߒߦߊߣߎࠈ߇ࠆޕ
ޣ㖸᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

࠹ࠖߩਛߢᄙ᭽ߥᗧ߇ࠆࠃ߁ߥ⚵ߺߦߥߞߡࠆߩ߆ߤ߁߆ࡔࠕޕ
ࠞߢᣂ⡞߇෩ߒ⁁ᴫߦࠅޔᄙ᭽ߥᗧߣ߁ߩ߇ᷫߞߡࠆߣ߆ޔ
ࡔ࠺ࠖࠕߩⅣႺ⋙ⷞᯏ⢻߇ᒙߊߥߞߡࠆߣ߁ߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ

࠙㧕 ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߦߟߡ⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߩߪ࠾ࡘࡒࠦޔ

ߩ⊒ାߦ㑐ߒߡߪ߹ߛ߹ߛߛߣ߁ᗵߓ߇ߔࠆߥ߁ࠃ߁߁ߘࠄ߆ࠇߎޕ
ߎߣߦജࠍࠇߡߚߛ߈ߚޕ
ᧁޣේ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ⡞ߊੱ߿ޔ߇ߜߚੱࠆࠍࡆ࠹ޔ㓚߇߇ߞߚࠅߔࠆߩࠍ⦡ޘ
ቢߒߡߊࠃ߁ߥߣߎࠈ߹ߢߪᡰេߔࠆᐲ߇ࠆ߇ࠇߘޔએᄖߩߣߎࠈ

ࠕ㧕 ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬߦߟߡޔනߦᴺൻߔࠆߛߌߢߥߊޔข⚵ࠍ
ផᅑߔࠆࡓ࠼ࠍ␠ળోߣߒߡ㉯ᚑߔࠆߎߣ߇㊀ⷐޣޕᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙
 ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

Ԛߘߩઁ 

⼔჻㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ߥߪࠆޔജߥ߽ߩ߇᠗ㅌߒߡࠆታ߇ࠆޣޕᣣᧄᑯ⼔჻ㅪวળ㧔ᣣ㓈ᑯ

߽ߒࠇߥ߇ࠍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ↪ߒߚᏒ᳃ෳടဳࡔ࠺ࠖࠕߪᔅߕߒ߽િ߮ߡ

ࠆߚࠬࠢࠕࠢ࠶ࡉࡄ߿ߪ߽ޔᐲߪਇⷐߢߪߥ߆ߣ߁⠨߃ᣇ߽ࠆ߆

ὼዉߐࠇࠆߴ߈ޕ㕖Ᏹߦଔߦᖱႎࠍ⊒ାߢ߈ࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߣ߁ᚻᲑ߇

ࠕࠢࠬߩᐲ߇⸳ߌࠄࠇޔ᳃ਥਥ⟵ߩၮ⋚ࠍᡰ߃ߡ߈ߡࠆߪࠇߎޕᣣᧄߢ߽ᒰ

ࠞ㧕 ᶏᄖߢߪ߇࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ᥉ߔࠆએ೨߆ࠄ࠹ࡆ߿ࠫࠝ߳ߩࡄࡉ࠶ࠢ

ࠝ㧕 ᣂߚߥ㧮㧿ࡔ࠺ࠖࠕߢࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍߟߊࠆߣ
߁ߏᗧߪߪࠇߎޔᄢߦ߿ࠄࠇߚࠄߩߢߪߥ߆ߣᕁ߁ߒޔኻ
ߔࠆ┙႐ߦ߽ߥߩߘޔߡߞߊߟࠍ▫ޕਛり߇ࠊߥߎߣ߇ߥࠃ߁ޔ
ᦨೋ߆ࠄߎߩ▫ߪߎ߁߁߽ߩࠍࠇࠆߚߩ▫ߢࠆߣ߁ߎߣࠍච
ಽߦ⼏⺰ߒߡߩ▫ߢࠇ߫ޔળ␠ߣߒߡߩ┙႐߆ࠄ߽ኻߔࠆ߽ߩߢ
ߪߥޕ
ޣၳ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ
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ࠕ㧕 ᣣᧄߛߌ߇․ᱶߥᐲߢࠅ⚿߇ࠇߘޔᨐߣߒߡ⸒⺰ߩ⥄↱ࠍᅹߍߡ
߈ߚߣ߁⼂ߩ߽ߣࠍ↱⥄ߩ⺰⸒ޟޔࠆ⎏⋡ࠍޠᜰߔߩߢࠇ߫ߘޔ
ߩ⸒⺰ߦࡀ࠶࠻ޔࠬࡦࡈޔ㔀ޔᶏᄖࡔ࠺ࠖࠕ߽ߡߚߛߡޔ
หߓୈߦᤚ㕖ߣ߽ෳടߐߖߡߚߛ߈ߚޕᣣᧄߛߌ߇ᖱႎߩࠟࡄࠧ

㧔㧞㧕⸥⠪ࠢࡉ⸥⠪ળߩࠝࡊࡦൻߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

ࠛ㧕 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡍࡄࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ࡄࡍࡈޔ㧲㧹ࠍᜬߜ
ߐࠇߡࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕߩ㗴ߣหߦ⺰ߓࠆߩߪోޔὼᰴర߇㆑߁ޣޕᷓ
የ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㍳ 2ޔ2ޔ2㧕ޤ

㧔ᄢਭࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળᆔຬ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏

ᑄߒߡ߽ޔᖱႎߩᄙ᭽ᕈᄙరᕈၞᕈ߇៊ߥࠊࠇࠆߎߣߪߥޕ
ޣᣣᧄᣂ⡞දળ

ࡈࡍࡄ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧲㧹ዪ╬߽Ⴧടߒߡࠆ⁁ᴫߦ㐓ߺࠇ߫ⷙޔቯࠍ᠗

㨂ޔ㧮㧿ޔ㧯㧿ߚߞߣ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔᣂߚߥࡔ࠺ࠖࠕ߇⊓႐᥉ߒߦࠄߐޔ

࠙㧕 㧟ᬺᡰ㈩ߩේೣᱛⷙቯߪޔᒝൻߢߪߥߊ᠗ᑄߔߴ߈ⷙޕቯቯᓟޔ㧯㧭㨀

ࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ⷐޣޕᣣᧄᣂ⡞දળ㧔ᄢਭࡔ࠺ࠖࠕ㐿⊒ᆔຬળᆔຬ㐳㧕㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌ

ߌߡߊߦߪ⚻ޔ༡ߩቯ߇ਇนᰳࠆߥᦝޕㅪ៤ߩᒝൻࠍน⢻ߣߔࠆᐲᢛ߇ᔅ

ࠗ㧕 ᣂ⡞␠߿ㅍዪ߇ޔ෩ߒ⚻༡⁁ᴫਅߢᓟ߽⊛ᢥൻ⊛ࠍᨐߚߒ⛯

 ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠇߥޣޕ⍹Ꮉ࠹ࡆ 㜞⠀ઍข✦ᓎ␠㐳 㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙

ߒߡࠆߣ⼂ߦ․ޕႎߩ㗴ߢᣂ⡞␠߇ญࠍࠃ߁ߥߎߣߪߥߊޔ⠨߃ࠄ

ࠕ㧕 㧔࠹ࡆዪߣߒߡߪޔ㧕ഃᬺᒰೋߪᣂ⡞ߦޟ⢒ߡߡߚߛߚޔ߇ޠߪ⥄┙

㧔㧝㧕ࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕᚲߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ 

ࠢࡠࠬࡔ࠺ࠖࠕᚲߩࠅᣇ⸥ޔ⠪ࠢࡉ⸥⠪ળߩࠝࡊࡦൻߦ㑐ߔ
ࠆᗧߩ߶߆ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔᵹㅢ߿⇟⚵ߩ⊒ዷޔ⍮⊛⽷↥╬ߦ㑐ߔࠆᗧ
߇ߞߚޕ

㧢㧚ߘߩઁ
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ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ะᕈࠍឭ᩺ߒߡߊߎߣߦߟߡߪޔ㆑ᗵࠍᜬߚߑࠆࠍᓧߥޕ
ޣᣣᧄᣂ⡞දળ㧔㑐

ߦߟߡޔㅢାㅍⴕࠍᜂᒰߔࠆ✚ോ⋭ߩᙣ⺣ળߢ⼏⺰ߐࠇࠇߕޔ╷ߩᣇ

ࠞ㧕 ข᧚ႎߩߚߩ⥄ਥ⊛ߥ⚵❱ߢࠆ⸥⠪ࠢࡉߩࠅᣇ߿⸥⠪ળߩᣇᴺ

㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

߈ࠆᮭߪޔᩮᧄᕁᗐߣߒߡࠄߥߌࠇ߫ߌߥᦨ߽ᄢಾߥੱᮭޕ
ޣቊࠝࡉࠩࡃ

ㄭઍ⊛ߥ⊒ᗐߩߡߴߔޕ࿖᳃߇ᯏળဋ╬ߦ⍮ࠆߎߣߩߢ߈ࠆᮭޔવ߃ࠆߎߣߩߢ

ࠝ㧕 ․ቯߩႎᯏ㑐ߥߤߩᣢᓧᮭ⋉ࠍࠆࠃ߁ߥⴕὑߪߥࠄߥߪߡߞ߽ᦨޔ೨

ߒ߹߁ߩ߆ߣ߁ㇱಽߪ㕖Ᏹߦෂᗋࠍᗵߓߡࠆޕ
ޣ᧖᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁
⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ⸥⠪ቶߦ㑐ߒߡߪࡦࡊࠝޔൻߦ㑐ߒߡߪోߊࡠ࿁╵ࡈࠅ߹ߟޕ
ࡦࠬޔᶏᄖࡔ࠺ࠖࠕޔ࠻࠶ࡀޔ㔀ߩࠫࡖ࠽ࠬ࠻ߚߜߪޔታ⾰
┙ࠅࠍ㒢ߐࠇߡࠆߣ߁⁁ᴫޔߣ߁߹ߒߡߞ߹߹ߩߎޕ㧵㧯㨀ߢ
ߩᡷ㕟߇ߞߡޔㅍޔㅢାࠍߚᮭ㓚ߩㇱಽߢ߽ᄢ߈ߥᏅ߇ߡ

⁁ᴫߦߥߞߡߊߣ߁⁁ߛߌߢ߽ޣޕߚ߈ߛߚߡߒ⼂߭ߗޔ
᧖᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ⸥⠪ࠢࡉࡔ࠺ࠖࠕߣ㕖⸥⠪ࠢࡉࡔ࠺ࠖࠕߩࠊࠁࠆࠕࠢࠬᮭߦ
߅ߌࠆᏅߣ߁ߩߪޔߦ߅ߡ߽⛯ߡࠆ⁁ᴫߩ߹߹ߩߎޕᒻߢ
⸥⠪ળߩࠝࡊࡦൻߣ߁ߎߣࠍࠄࠇߡߒ߹߁ߣޔㅢାߣ߆ࡈ
ࡦࠬޔਗ߮ߦᶏᄖࡔ࠺ࠖࠕߩࠕࠖ࠺ࡔ࠻࠶ࡀޔખ㑆ߚߜ߽㕖Ᏹߦ෩ߒ

ߦႎߩ⥄↱ࠍㅊ᳞ߡࠆႎ႐ߦኻߔࠆㅒߩᗧߢߩⴕߩ
ޔᐓᷤߣฃߌขࠄࠇࠆߎߣ߇ߥ߆ޔᄢߦ ᔨޣޕਣጊ᭴ᚑຬ㧔╙ 
࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ⸥⠪ࠢࡉ㗴ߦߟߡ✚ޔോ⋭ߩࡈࠜࡓߢߎ߁ࠆߴ߈ߛߣ߆ޔ
ߎ߁ߔߴ߈ߛߣߞߚឭ⸒ߩᒻߦ߹ߣࠆߎߣߪޔᣣޘᮭജߣߩኻጺࠍᣦ

ࠬൻߦ⟎߆ࠇߡࠆ⁁ߪޔߩࡔ࠺ࠖࠕⅣႺߦ߅ߡ㕖Ᏹߦਇᐔޕ
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࡔ࠺ࠖࠕߩᕆỗߥ⊒ዷߦࠃߞߡᖱႎ߇ࡈ࠶࠻ൻߒߡ
ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔᣣᧄߛߌ߇ߘߎߦ⬄ࠍߔࠆߩߪޔലᨐ⊛ߢߪߥޕ
ޣ
᧖᭴ᚑຬ㧔㑐ଥ⠪ࡅࠕࡦࠣߦ߅ߌࠆᗧ㧕
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ
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ߒߡᔅⷐޣޕᢎ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠄࠇߚኻଔࠍㆶరߢ߈ࠆᛛⴚ⊛ߥ⚵ߺ␠ޔળ⊛ߥ⚵ߺࠍ⠨߃ߡߊߎߣ߇ਗⴕ

ࠠ㧕 ៤Ꮺ┵ᧃߩࠃ߁ߦޔ㖸ᭉ↥ᬺ߿ᤋ↥ᬺ߇⊒ዷߔࠆߣߞߚޔ㕖Ᏹߦ߁߹ߊ

ࠞ㧕 ࡄࡉ࠶ࠢࠕࠢࠬ߿ࡀ࠶࠻ㅍߩߚߦ⊛↥⽷ࠍޟଔ୯ߦᄌ
߃ߡࠆ⠪ߩޠᮭࠍ㒢ߔࠆߎߣߦߪ⇼ߩߡߒߣ↥⽷ޕᖱႎߣޔႎ
ߩ⥄↱ࠍ৻✜ߦ⼏⺰ߒߥߢ߶ߒޕ
ޣၳ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

 ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

ࠝ㧕 ⇟⚵߇⥄↱Ꮢ႐ߩਛߢ⊒ዷߢ߈ࠆߎߣࠍᏗᦸޣޕ㊀ᑧ᭴ᚑຬ㧔╙

ᵹㅢࠍଦㅴߔࠆߣ߁ⷰὐߪ㕖Ᏹߦᄢޕ
ޣਛ᭴ᚑຬ
㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕
ޤ

ࠛ㧕 ࠺ࠫ࠲࡞ൻ߇ߣߡ߽ㅴዷߒߡߡࠬࡀࠫࡆߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔ᭴ㅧ߿ⅣႺ
߇ỗᄌߔࠆਛߢߣࠎߜ߈߇࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔ㐳ᦼ⊛ߦ࿁ߞߡߊࠃ߁ߥⅣႺࠍ
ߤ߁ߔࠆߩ߆߽ᔨ㗡ߦ߅ߡޔ╷ߩఝవ㗅ࠍ⠨߃ߡ߈ߚߩߘޕ㓙ޔ
ㅍߩᄙ᭽ᕈࠍᐢߍࠆޔᄙ᭽ߥ⸒⺰ᚻᲑࠍ⏕ߒߡߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔ

߁ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޕᵹㅢߩߚߦޔᮭߩಾਅߍ߿ޟᣣᧄ ࡙ࠬࠕࠚࡈޠ
ࠍ᳞ࠆേ߈߇ࠆߎߣࠍߣߡ߽ᔃ㈩ߒߡࠆޣޕၳ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏
㍳ 2㧕
ޤ

࠙㧕 ࠢࠛ࠲ޔ⠪ߩᮭߩ㓚߇ߞߡߎߘߩߩ⥄↱ߛߣᕁ

ᬺߥࡉࠖ࠹ࠗࠛࠢޔᢥൻ↥ޔᬺߣᢥൻ߇৻✜ߦሽߢ߈ࠆޣޕ㊀ᑧ᭴ᚑ
ຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2ޔ2㧕
ޤ

ࠗ㧕 ࠗࡦࡈߣࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߩਔ⠪߇ߘࠈߞߡೋߡ↥ߥࡉࠖ࠹ࠗࠛࠢޔ

ࠕ㧕 ၞ␠ળߩᢥൻᝄ⥝߿ޔၞ␠ળ⥄߇ᵴᕈൻߒߡߊߎߣ⥄ߦޔ
ㅢା߿ㅍ߇ߤ߁⽸₂ߒߡߌࠆߩ߆ߣ߁ⷞὐ߽ޔᣇಽᮭᤨઍޔᣇ
ਥᮭᤨઍߦ߅ߡߪ㕖Ᏹߦ㊀ⷐޣޕᷓየ᭴ᚑຬ㧔╙  ࿁⼏㍳ 2㧕ޤ

㧔㧟㧕ߘߩઁ 

ᓟ䈱ICTಽ㊁䈮䈍䈔䉎
࿖᳃䈱ᮭ㓚╬䈱䉍ᣇ䉕⠨䈋䉎
䊐䉤䊷䊤䊛
╙10࿁ળว
ㅍ୶ℂ䊶⇟⚵ะᯏ᭴
ㅍ୶ℂ
⇟⚵ะᯏ᭴
[BPO]

1
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BPO


NHK ᳃ㅪ ᳃ㅪട⋖ㅍዪ䋨䋲䋰䋱␠䋩䈏ട
NHK䊶᳃ㅪ䊶᳃ㅪട⋖ㅍዪ䋨䋲䋰䋱␠䋩䈏ട



⋡⊛



z

⸒⺰ 䈱⥄↱䈱⏕䈫ⷞ⡬⠪䈱ၮᧄ⊛ੱᮭ䈱ᠩ⼔
⸒⺰䊶䈱⥄↱䈱⏕䈫ⷞ⡬⠪䈱ၮᧄ⊛ੱᮭ䈱ᠩ⼔

z

⁛┙䈚䈢╙ਃ⠪䈱┙႐䈎䉌ㄦㅦ䊶⊛⏕䈮ኻᔕ

z

ᱜ⏕䈭ㅍ䈫ㅍ୶ℂ䈱㜞឴䈮ነਈ

䇸൘๔䇹䇸⸃䇹䇸ᗧ䇹䈱ㅢ⍮
 ㅍዪ䈲ㆩ䊶ዅ㊀
ㅍዪ䈲ㆩ ዅ㊀



ᆔຬળ䈱ክ⼏䊶ክℂ䇮ㅍዪ䈱ኻᔕ䉕

2
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䋳ᆔຬળ䈱ቯ╬
ᆔຬળ ቯ╬


ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ 䋨2007ᐕ䌾䋩
䋨2007ᐕ 䋩
z





䇸൘๔䇹䇸⸃䇹ฦ䋱ઙ䇮 䇸ᗧ䇹䋶ઙ

ㅍੱᮭᆔຬળ 䋨1997ᐕ䌾䋩
z

䇸⸃䇹11ઙ
⸃䇹 ઙ

3

ᆔຬળ ․ᓽ
ᆔຬળ䈱․ᓽ


ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ
z
z



ㅍౝኈ䉕ᐢ䈒ᬌ⸽
ᄙ᭽䈭ᬌ⸽ᣇᴺ

ㅍੱᮭᆔຬળ
z
z



36ઙ

䇸൘๔䇹䋹ઙ䇮 䇸⸃䇹27ઙ䋨䇸㗴䈭䈚䇹䉕䉃䋩

㕍ዋᐕᆔຬળ 䋨2000ᐕ䌾䋩
z

䋸ઙ

ฬ䇮䊒䊤䉟䊋䉲䊷╬䈱್ᢿ
ฬ
䊒䊤䉟䊋䉲䊷╬䈱್ᢿ
ㅍ୶ℂ䈮䈧䈇䈩Ⓧᭂ⊛䈮ឭ⸒

㕍ዋᐕᆔຬળ
z
z

ⷞ⡬⠪䈫ㅍዪ䉕⚿䈹࿁〝
ਛ㜞↢䊝䊆䉺䊷䉕ᵴ↪
ਛ㜞↢
䉺 䉕ᵴ↪

4
341

11ઙ

BPO䈱ℂ⸃䈱ᄢ
⸃ ᄢ 㽲


৻⥸䈻䈱ᄢ䋨䉋䉍ᐢ䈒䋩
z

z

䇸ᗧ䇹䈱⊒ዷ⊛↪
¾

䉲䊮䊘䉳䉡䊛䇸ઙႎ䈫㐿䈎䉏䈢มᴺ䇹
䉲䊮䊘䉳䉡䊛
ઙႎ䈫㐿䈎䉏䈢มᴺ䇹
䌾 ⵙ್ຬᐲታᣉ䉕ប䈋䈩 䌾
2008ᐕ5䇮᧲ᄢᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ䈫䇮260ੱෳട

¾

䉲䊮䊘䉳䉡䊛䇸䊋䊤䉣䊁䉞䊷ะᆔຬળ
䉲䊮䊘䉳䉡䊛䇸䊋䊤
䊁
ะᆔຬળ
䌾 䉍䈢䈇䊋䊤䉣䊁䉞䊷䇮䈢䈇䊋䊤䉣䊁䉞䊷䌾䇹
2010ᐕ3䇮᳃ㅪਥ
੩䉨䊷ዪ䋵ዪ䇮⸘50ੱ䈱⠪䈏䇮ᆔຬ䊶ⷞ⡬⠪䈫⼏⺰

䊖䊷䊛䊕䊷䉳䇮䊁䊧䊎䊶䊤䉳䉥䉴䊘䉾䊃䇮 䇸BPOႎ๔䇹 䇮䇸ㅍੱ
ᮭᆔຬળ್ᢿ䉧䉟䊄2010䇹

5

BPO䈱ℂ⸃䈱ᄢ
⸃ ᄢ 㽳


ㅍ႐䈻䈱ᶐㅘ䋨䉋䉍ᷓ䈒䋩 㽲
z

䇸ᜰ៰䈮ኻ䈜䉎ႎ๔䇹
¾

z

䋨䋩 ዪౝ䊶ળ␠䈫䈱ീᒝળ䇮⇟⚵ክ⼏ળ䈻䈱ႎ๔䇮
䇸ෂᯏ▤ℂ䉼䊷䊛䇹╬䈱⸳⟎䇮䊊䊮䊄䊑䉾䉪ᡷቯ䇮ၮḰᄌᦝ䇮
ዪౝ䉝䊮䉬䊷䊃 ╬

䇸⇟⚵䈻䈱ᤋ䊶࿁╵䇹
¾
¾
¾

䇸䊋䊮䉨䉲䊞䇹൘๔
䇸⮎‛ႎ䇹ⷐᦸ
⮎‛ႎ䇹ⷐᦸ
䇸䊋䊤䉣䊁䉞䊷䇹ᗧ
–

ᬌ⸽⇟⚵
ⷐᦸ䉕ᤋ䈚䈢⇟⚵䈱ㅍ
䊋䊤䉣䊁䉞䊷䉕⠨䈋䉎⇟⚵䈱ㅍ

䊐䉳䊁䊧䊎䇸⑳䈢䈤䈱䊐䉳䊁䊧䊎䊋䊤䉣䊁䉞ት⸒䇹

6
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BPO䈱ℂ⸃䈱ᄢ
⸃ ᄢ 㽴


ㅍ႐䈻䈱ᶐㅘ䋨䉋䉍ᷓ䈒䋩 㽳
z

䇸ᆔຬળ䈫⠪䈱ኻ䈱ផㅴ䇹
ᒰዪ⺑ળ䋨 ࿁䋩䇮 ᆔຬ
ᒰዪ⺑ળ䋨4࿁䋩䇮
ᆔຬ䈱ฦዪീᒝળᏨ䇮
ฦዪീᒝળᏨ䇮
⎇ⓥળ䋨2࿁䇮ฦ100ੱᏨ䋩䇮ᣇዪᗧ឵ળ䋨ᄢ㒋䇮ᧅᏻ䋩
ᐕᰴႎ๔ળᆔຬ㐳ႎ๔䇮ㅍዪㅪ⛊⽿છ⠪䈫䈱ᙣ⺣╬
⺞ᩏᓎ䈱ㅍዪᵷ㆜䋨10ᐕᐲ6࿁䋩



ㅍዪ䈱⚻༡⠪ 䋨䉋䉍㜞䈒䋩
ㅍዪ䈱⚻༡⠪䈻䋨䉋䉍㜞䈒䋩
z

᳃ㅪળຬද⼏ળ䈪⻠Ṷ
¾
¾

⚻༡⠪䇮ᜰዉ⠪䈱ㅍ୶ℂะ䈮䈧䈇䈩䈱⽿છ
␠ຬᢎ⢒䇮ᢛ

7

ᓟ ᵴേ
ᓟ䈱ᵴേ䈻䈱ᗧ
ᗧ


ㅍ䈱ᓇ㗀ജ䈫䈠䉏䈮䈉␠ળ⊛⽿છ



ㅍ䈱⥄↱䉕䉎ജ䈲䇮ⷞ⡬⠪䈱ା㗬



BPO䈱ା㗬䈲䇮ᐔ䈭್ᢿ䈻䈱ⷞ⡬⠪䈱ℂ⸃䇮
⚊ᓧ䈪ᚑ┙



䇸䉋䉍ᐢ䈒䇹䇸䉋䉍ᷓ䈒䇹䇸䉋䉍㜞䈒䇹䈱ദജ䈱ផㅴ

8
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⠪ߩၮᧄ⊛ੱᮭࠍᠩ⼔ߔࠆߚߩߣޠᢥ⸒ߣߩ㑐ଥ߇㗴ߦߐࠇࠆߎߣ߇ߞ

㑐ㅪߒߡએਅߩㅢࠅ⿷⺑ࠍㅀߴ߹ߔޕ

᭴ߩ⊒⿷ߩ⚻ㆊߣߎࠇ߹ߢߩᱠߺ߆ࠄߡ߽ㅍੱᮭᆔຬળ߇⋥ធߩႎⵍኂ

 

߁್ᢿߪߊ߹ߢᆔຬળߣߒߡߩ⹏ଔߢߞߡޔᒝജߪߥߊߦࠇߘޔၮߠ

ߡࠆߣߎࠈߢࠆާޟBRC ್ᢿၮḰ 2008ޠ96 ࡍࠫએਅިޕ

ᆔຬળߪ 2001 ᐕߦޔ
ޟBRC ߩክℂߣⵙ್ߣߩ㑐ㅪߦߟߡߩ⠨߃ᣇߒࠍޠ

ਛᱛߔࠆ⺞ߩߣޠᢛⷙቯާㆇ༡ⷙೣ╙㧡᧦ 1.(5)ިࠍ⸳ߌߡ߅ࠅߚ߹ޔㅍੱᮭ

ࠊߕޔᒰ⠪ߩߕࠇ߆߇มᴺߩ႐ߦ⸃ࠍᆔߨߚ႐วߪߩߘޔᲑ㓏ߢክℂࠍ

߹ߚޔᆔຬળߩክℂߣⵙ್ࠍಽߌߔࠆߚߦޔ
ߢ್ⵙޟଥਛߩ᩺ߪขࠅᛒ

ࠊߥㅍ୶ℂߩ㗴ߥߤޔᐢಽ㊁ࠍࠞࡃߢ߈ࠆߎߣߦ․ᓽ߇ࠆ      ޕ

ㅍੱᮭᆔຬળߪޔήᢱߢ◲ޔᤃㄦㅦߥክℂ߇ⴕ߃ࠆߎߣߣ್ⵙޔᚲ߇ᛒ

↳┙ੱ߇ⵙ್ߦ⸷߃ࠆߎߣߪᅹߍࠄࠇߥޕ

ߘߒߡᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄޔㅍੱᮭᆔຬળߩ್ᢿౝኈߩᅤߦ߆߆ࠊࠄߕޔ

ߎࠈߦࠆޕ

ߡㅍᬺ⠪ߦኻߒߡ⥄ᓞ⊛ߥኻᔕ߿ᡷༀភ⟎ࠍ᳞ࠆ൘๔╬ࠍⴕ߁ߣ߁ߣ

ߣ⠨߃ࠆޕ

ߒߡടኂ⠪ߦኻߒ៊ޔኂ⾩ఘߣ߆ฬ࿁ᓳភ⟎ࠍߓ߁ࠆߩߦኻߒޔBPO ߇ⴕ

એ

ᐔਛ┙ᕈߦ⇼⟵߇ߐࠇߚ߇ޔቯౝኈࠍᾫ⺒ߚߛߌࠇ᳖߫⸃ߔࠆߎߣ

ߡ൘๔ޔᓟ⠪ߦߟߡ㗴ߥߒߣߔࠆ⸃ߢߞߚߎߣࠍߣࠄ߃ߡᆔຬળߩ

߽ߘࠇߦೣߞߚࠍߔࠆߎߣ߇ᄙޕ

ਔ⠪ߩ㆑ߪ್ⵙޔᚲ߇ޟ㆑ᴺᕈࠅ್ߣޠᢿߒߚ႐วߦߪࠍࠇߘޔ೨ឭߣ

ߘࠇߙࠇਈ㊁ౄߩ࿖ળ⼏ຬߩ↳┙ߡߦ߆߆ࠆޟ࿖ળਇⷙೣ⊒⸒✬㓸㗴ޠ
᩺ߣޟ᳃ਥౄઍㆬߩ⺰⹏㗴ޠ᩺ߢޔ೨⠪ߦߟߡੱᮭଚኂࠍቯߒ

ߥߣ⠨߃ࠆޕ

ℂߦߚߞߡޔᴺ⊛ߥ್ᢿߪޔᒰὼᔅⷐߣߐࠇࠆߎߣߢࠅޔ⚂ߐࠇࠆߴ߈

ࠆߛߌߘࠇࠍዅ㊀ߒߚߒ┙⏕ߡߒߣ್ޔ㆑ᴺᕈߩ್ᢿၮḰ╬ߪᆔຬળߩቯ

ߩᴦ⊛┙႐ߢᆔຬળߩ್ᢿ߇Ꮐฝߐࠇߡࠆߩߢߪߥ߆ߣߩ⇼ᔨߪᒰߚࠄ

ၮߠ߈ᬌ⸛ߒ⚿⺰ࠍዉߊߩߪᆔຬળߦઃਈߐࠇߚᧄ᧪ߩᓎഀߢࠆޕ᩺ߩክ

ߎߣߢߪߥߩߘޕ႐วޔᆔຬળߣߒߡߪ್ⵙޔߩవ߇ࠆߣ߈ߪ߈ߢޔ

╬ࠆߥ⇣ߦࠇߙࠇߘޔ᩺ߩౝኈࠍߦᬌ⸛ߒߚߢ␜ߐࠇߡࠆੱ┙↳ޕ

ㅍੱᮭᆔຬળߩ್ᢿߪⵍޔኂߩήߩߘޔ⒟ᐲޔᮭଚኂ߇⊒↢ߒߚᖱ

㧟 ᴦ⊛ᐔᕈߦߟߡ

ߣߪߥߣ⠨߃ࠆޕ

ㅍੱᮭᆔຬળ߇ޔᮭଚኂߦ㑐ࠊࠆ⧰ᖱߩክℂࠍછോߣߔࠆએޔᴺᓞߦ

㕙߆ࠄߘߩࠃ߁ߥ್ᢿࠍ␜ߔߎߣ߇ࠆޕ

ࠄߕߩੱ┙↳ޔᴺ⊛⋉߿ᮭࠍ㆑ᴺߦଚኂߒߡࠆߣࠄࠇࠆ႐วߦߪᱜ

ၮḰߣߒߡክℂߔࠆ߇ޔଚኂߩᘒ᭽ޔ⒟ᐲߦ߅ߡ୶߇ࠇߘޔℂ㆑ߦߣߤ߹

ຬળߪㅍ୶ℂၮᧄ✁㗔㧔㧺㧴㧷᳃ㅪ╷ቯ㧕߿ㅍᬺ⠪ߩ⇟⚵ၮḰ╬ࠍ

⠪ߩ↳┙ߡࠍฃߌߡߘߩᢇᷣߦߚࠆߎߣߩᔅⷐᕈߪߐߐ߆߽ᷫߓࠄࠇࠆߎ

 ߕࠇߦߖࠃ⧯ߦߎߘޔᐓߩᢥ⸒ߩ⇼ࠍߪߐ߇ࠆߣߒߡ߽ޔᯏ

ާᆔຬળㆇ༡ⷙೣ╙㧡᧦ 1.㧔1㧕(2)ިޕ

ㅍ⇟⚵ߦ㑐ߒߡ⸥ߩᮭଚኂ╬ߩ↳┙ߡ߇ࠅޔክℂߦߞߚ႐วޔᆔ

ߩၮᧄ⊛ੱᮭ߇ታ⾰⊛ߦᠩ⼔ߐࠇࠆߣߩ⋉⊛ߥ⿰ᣦߦ߽ℂ⸃ߢ߈ࠆޕ

ᱜࠍᰳߚㅍߦࠃࠆⵍኂߦ㑐ߔࠆ㗴ࠍขࠅᛒ߁ߎߣࠍછോߣߒߡࠆ

ℂߦ߆ߥߞߚㅍߦࠃߞߡⷞ⡬⠪ߩޟ⍮ࠆᮭ߇ޠ㓚ߐࠇࠍࠇߘޔㅢߓߡߘ

߃ߡࠆⷞޟߚ߹ޕ⡬⠪ߩၮᧄ⊛ੱᮭࠍᠩ⼔ߔࠆޔߥߩࠅ⺋ޔߪߣޠㅍ୶

╬ߩᮭଚኂߦࠄࠇߎ߮ࠃ߅ޔଥࠆㅍ୶ℂߦ㑐ߔࠆ㗴㧘ߥࠄ߮ߦᐔ

BPO ߩ㧟ᆔຬળߩ߁ߜߩㅍੱᮭᆔຬળߪޔฬޔା↪ࠪࡃࠗࡊޔ⡿

ߚ߇ޔ
ⷞޟ⡬⠪ߩޠਛߦ⋥ធޔㅍ㧔ข᧚ࠍ㧕ߩኻ⽎ߣߐࠇߚ⠪߽ࠆߣ⠨

⧰ᖱ߇↳ߒ┙ߡࠄࠇࠆ߽ߩ߇߶ߣࠎߤߢߞߡޔBPO ⷙ⚂╙㧟᧦ߦ߁ⷞޟ⡬

㧝 BPOㅍੱᮭᆔຬળߣޟมᴺ⊛್ᢿޠ

 ㅍੱᮭᆔຬળߩᛒ߁᩺ߪޔㅍߦࠃߞߡ⋥ធⵍኂࠍฃߌߚߣ߁ߎߣߢ

╬ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆࡈࠜࡓޠ㧔╙㧤࿁ળว㧕ߢߩ BPO ᬺോߩ⺑ߣ⾰⇼ߦ

㧞 ⷞ⡬⠪ߩၮᧄ⊛ੱᮭߣㅍੱᮭᆔຬળߩᓎഀ

ᐔᚑ 22 ᐕ 8  25 ᣣߦ㐿ߐࠇߚޟᓟߩ ICT ಽ㊁ߦ߅ߌࠆ࿖᳃ߩᮭ㓚

ㅍ୶ℂ⇟⚵ะᯏ᭴[㧮㧼㧻]

⸒⺰䊶䈱⥄↱䉕䉎䈢䉄䈱
⥄ᓞ⊛ข䉍⚵䉂䈮䈧䈇䈩
ᐔᚑ22ᐕ1110ᣣ
ᣣᧄㅍදળ

䌎䌈䌋䈱ข䉍⚵䉂

䋨೨࿁䈱䈗⺑䈱ⷐ䉕䉄䈩䋩

• ㅍᴺ䈮ቯ䉄䉌䉏䈢⚵䉂

– ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䋨ਛᄩ䊶ᣇ䊶࿖㓙䈱䋱䋰ክ⼏ળ䇮ᐕ㑆䋱䋱䋰࿁㐿䋩
– ⧰ᖱಣℂ䇮⧰ᖱಣℂ䈱ႎ๔

䋨ⷞ⡬⠪ኻᔕႎ๔䉕Ფળ㐳䈎䉌⚻༡ᆔຬળ䈮ႎ๔䈚䇮䌎䌈䌋䍓䍻䍵䍐䍻䈪䋩

– ⷞ⡬⠪䈱䉂䈭䈘䉁䈫⺆䉎ળ䌾⚻༡ᆔຬ䈫䈫䉅䈮䌾

• ⇟⚵䉇⚻༡䈱ะ䉕࿑䉎⥄ਥ⊛䈭⚵䉂
–
–
–
–

⇟⚵⠨ᩏ䋨⹜౮䈮䉋䉎೨⠨ᩏ䇮ㅍⷞ⡬䈮䉋䉎⠨ᩏ ᐕ㑆䋶䋰䋰ᧄ䉍䋩
⇟⚵䊝䊆䉺䊷⹏ଔ䋨⚂䋱䋰䋰䋰ฬ䈱ᄖㇱ䊝䊆䉺䊷䉕ᆔབྷ䋩
ⷞ⡬⠪ⷞὐ䈮䉋䉎䌎䌈䌋⹏ଔᆔຬળ
ㅍ⹏ଔ⺞ᩏ䋨ᐕ䋴࿁䋩 䈭䈬

• ో䈫䈚䈩䈱⺑⽿છ䈱ะ䈮ะ䈔䈢⚵䉂

– ᖱႎ㐿ᐲ䇮ᖱႎ㐿ੱᖱႎ⼔ክ⼏ᆔຬળ
345

2

ⷞ⡬⠪䈫䈱ធὐ䊶࿁〝䈱లታ

䇸䌎䌈䌋ⷞ⡬⠪䉰䊷䊎䉴ႎ๔ᦠ㪉㪇㪈㪇䇹
•
•
•
•

•

ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋵
䈇䈢䈣䈇䈢ჿ䈮䈬䈱䉋䈉䈮ะ䈐ว䈇䇮↢䈎䈚
䈩䈐䈢䈎䉕䈗⚫䈜䉎䈰䉌䈇
⊒ⴕᢙ䋺A4 19,000ㇱ䇮䍘䍻䍨䍽䍖䍢 13ਁㇱ
䌎䌈䌋䍓䍻䍵䍐䍻䉇ో࿖䌎䌈䌋䈪䈱䈋⟎䈐䊶㈩
ઃ䈱䈾䈎䇮ో࿖䈱┙࿑ᦠ㙚䊶ᄢቇ࿑ᦠ㙚
䈮䉅㈩ઃ
᭴ᚑ
– ჿ䉕䈇䈢䈣䈒䋺䉂䈭䈘䉁䈱ჿ䈪ᡰ䈋䉌䉏䈩䈇䉎
䇸ㅍ䇹
– 䈸䉏䈅䈉䋺䉅䈦䈫りㄭ䈭䌎䌈䌋䉕䉄䈙䈚䈩
– ჿ䉕䈇䈎䈜䋺䉂䈭䈘䉁䈱ჿ䉕⇟⚵䈭䈬䈮ᤋ
– 䈧䈭䈏䉎䋺ో࿖䈱ㅍዪ䈲“ၞ䈱ᔕេ࿅
3

http://www.nhk.or.jp/koukai/5provide/index.html

ჿ䉕䈇䈢䈣䈒 4,647,700ઙ

4

346

䈸䉏䈅䈉

53,721ੱ

䋨䈸䉏䈅䈇䊚䊷䊁䉞䊮䉫䈮ෳട䈇䈢䈣䈇䈢ᣇ䋩

5

ჿ䉕䈇䈎䈜 1,021ઙ

䋨䉂䈭䈘䉁䈱ჿ䉕ᤋ䈚䈢ᡷༀᢙ䋩

6

347

䇸ⷞ⡬⠪ኻᔕႎ๔䇹䋨ᰴ䋩

http://www.nhk.or.jp/css/report/index.html

7

ⷞ⡬⠪䈫䈱ធὐ䊶࿁〝䈱లታ

䉮䊷䊦䉶䊮䉺䊷䈱లታ䊶ᒝൻ
• 䈍ቴ᭽䈎䉌䈱䈍㔚䉕䉋䉍䈧䈭䈏䉍䉇䈜䈒
• 䈇䈢䈣䈇䈢䈗ᗧ╬䉕䇮䉋䉍ㄦㅦ䈮ലᨐ⊛䈮
㓸⚂䊶ಽᨆ
• ᐔᚑ22ᐕ11䈎䉌䇮ᣂ䈚䈇䉲䉴䊁䊛䈪䈱ᧄᩰ
ㆇ↪䉕㐿ᆎ
䈍㔚䈣䈔䈪䈭䈒䇮䊜䊷䊦䉇FAX䉅䉄䈢✚ว⊛䈭⓹ญ
ో࿖䋴䈎ᚲ䋨᧲੩(Ꮉፒ䋩䊶ᄢ㒋䊶ጟ䊶บ䋩䇮ㅍ䊶༡ᬺ䊶ᛛⴚㇱ㐷
䈅䉒䈞䈩ో䈪⚂980Ꮸ䉕ᒢജ⊛䈮ㆇ↪

㶎䈖䈱䈾䈎䈮䉅䇮ో࿖ฦㅍዪ䈮䈍ቴ᭽⓹ญ䈅䉍

⇟⚵䈻䈱㗀䉇䈗ᗧ䈲䇮ฦ⡯႐䈎䉌㑛ⷩ䋧㓸⚂䊶ಽᨆ䈚䈩ᵴ↪

䌾䈧䈭䈏䉎䊶વ䉒䉎䊶りㄭ䈭䈍ቴ᭽⓹ญ䌾
348

8

‘䈱ᐢ႐’䈫䈚䈩䈱ᓎഀ
{⸒⺰䊶䈱⥄↱䈏䈅䈦䈩䈖䈠⊒ើ䈪䈐䉎
䉳䊞䊷䊅䊥䉵䊛ᯏ⢻
䋨⇟⚵䋩 • 䰚䰔䰗䮀䮡䭾䮪䮲䬄ή✼␠ળ䬅䫺䬄ᣣᧄᶏァ䎗䎓䎓ᤨ㑆䬽

⸽⸒䬅䫺䬄䮶䯃䭴䮺䭷䯂䮞䭩䬅
• 䬄䭶䮴䯃䮁䭩䮊䮞ઍ䬅 䬄ㅊ〔䯯䰍䏗䏒䰦䬅 䬄ᣣᧄ䬽䫺䬢䭛
䬚䭘䬅 ╬

{ᄙ᭽䈭䉳䊞䊮䊦䈱⇟⚵
䋨⇟⚵䋩 • 䬄⚛ᢙ䬽㝷ജ䬺䭞䭛䬮ੱ䫽䱊䮱䯃䮥䮺੍ᗐ䯂ᄤᚽ䬮䬰

䬽䯽䰁䯼ᐕ䬽ᚢ䬓䬅䯴ᣣᧄ⾨2010ฃ⾨䯵
• ᄢᴡ䮐䮰䮥䬄㦖㚍વ䬅䫺ㅪ⛯䮍䮳䮚ዊ⺑䬄䭹䭹䭹䬽ᅚᚱ䬅
• 䬄㢬↉䬽ኅᣖ䬺ੇ᧰䬅䫺䬄⇇䭄䭛䬑䬓ⴝᱠ䬜䬅䫺䬄䮇䯃
䭭䭪䮺䬛᧪䬮䯯䬅䫺䬄䰚䰔䰗⻦䭺䮺䭼䯃䮏䬅 䬹䬸

9

ᖱႎ⊒ା䈻䈱ᡰេ

䌎䌈䌋䉪䊥䉣䉟䊁䉞䊑䊤䉟䊑䊤䊥䊷
• ഃㅧᕈ䍂ᤋ䉕⺒䉂⸃䈒ജ䍂⪺ᮭᗧ⼂䈱
ะ䈮⾗䈜䉎
–
–
–
–

ᤋ䊶㖸ჿ⚛᧚ ⚂㪊㪌㪇㪇ᧄ䈱ήᢱឭଏ
⚛᧚䉕↪䈚䈩䇮⥄↱䈮✬㓸䈚䈢ຠ䉍䈏น⢻
ഃᵴേ䈱ၮᧄ⊛䈭⚂᧤䈱⼂
ᢎ⢒႐䈫䈱ㅪ៤

10

349

http://www.nhk.or.jp/creative

11

ᖱႎ⊒ା䈻䈱ℂ⸃ଦㅴ

NHKㅍ㛎䉪䊤䊑
• ዊቇᩞ䋵䇮䋶ᐕ↢䈏ਥ䈭ኻ⽎
• りㄭ䈭㗴䈪䊆䊠䊷䉴⇟⚵䉕⇼ૃ㛎
• ᭉ䈚䉂䈭䈏䉌ㅍ䈮䈧䈇䈩䈱ℂ⸃䉇⥝䉕㜞䉄䈩
䉅䉌䈉
• ో࿖䈪⚂㪐㪇㪇ᩞ䇮㪌ਁ㪉ජੱ䈏ෳട䋨㪉㪈ᐕᐲ䋩

12

350

䌂䌐䌏䈮䈧䈇䈩
• ㅍ⇟⚵䈱⾰䈱ะ䈮ะ䈔䇮⥄ᓞ⊛䈭
⚵䉂䉕ㅊ᳞
• ⥄ਥ⊛䈭ᵴേ䈫䈚䈩ᗧ⟵䈪䈅䉍䇮ᯏ⢻
䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎
• ⴕ䈱䈚䈒䉂䈱ਛ䈪ታ❣䉕Ⓧ䉂䇮ㆇ↪䈱
䈘䉌䈭䉎ᚑᾫ䈫ቯ⌕䉕

13

䉁䈫䉄
• ⸒⺰䊶䈱⥄↱
• ㅍዪ䈫ⷞ⡬⠪䈫䈱 ‘⋧↪’䈏
ၮ⋚
• ⥄ᓞ⊛䈭ข䉍⚵䉂䈱Ⓧ䉂㊀䈰䈫
ੱ䈻䈱ᛩ⾗䈏ਇนᰳ
14

351

䋨ෳ⠨䋩೨࿁䊍䉝䊥䊮䉫⾗ᢱ
䋼ᐔᚑ22ᐕ310ᣣ ╙3࿁ળว䋾

15

ㅍ⇟⚵⠨ᩏ
•

⠨ᩏ䈱ᓎഀ
– 䌎䌈䌋䈱ㅍ䈏䇮ㅍᴺ䉇䌎䌈䌋࿖ౝ⇟⚵ၮḰ䈭䈬䈮ᴪ䈦䈩䈇䉎䈎䇮ㅍ
୶ℂ䈱㕙䈪㗴䈭䈇䈎䇮䈭䈬䉕ਛᔃ䈮⠨ᩏ䈚䇮⇟⚵䈱⾰䈱ะ䉕࿑䉎

•

⠨ᩏታᣉ⚵❱
– ㅍ⇟⚵䈱ㇱዪ䈫䈱⚵❱䈪ታᣉ

⠨ᩏታᣉ⚵❱
ౝㇱ⋙ᩏቶ

㶎 ⚵❱࿑䋨ᛮ☴䋩

⠨ᩏቶ

⚻༡ᆔຬળ

ળ㐳
ℂળ

䍃䍃䍃

✚ว䊥䉴䉪▤ℂቶ

ㅍ✚ዪ

✬ᚑዪ
ዪ

⋙ᩏᆔຬળ

䍃䍃䍃

ႎዪ

䍃䍃䍃

ⷞ⡬⠪✚ዪ

352

ㅍ႐
16

ㅍ⇟⚵⠨ᩏ
•

⠨ᩏᣇᴺ
– ೨⠨ᩏ
• ㅍ೨䈮บᧄ䉇䌄䌖䌄䈱ⷞ⡬╬䈮䉋䉍ታᣉ
– ㅍ⠨ᩏ
• 䊆䊠䊷䉴䊶⇟⚵䈱ㅍ䉕ⷞ⡬䈚䈩ታᣉ
– ⇟⚵䊝䊆䉺䊷
• ⠨ᩏ䈱ෳ⠨䈫䈚䈩䇮ㅍ⇟⚵䈮䈧䈇䈩䈱ⷞ⡬⠪䈱₸⋥䈭ᗧ䈭䈬䉕
ᛠី䈜䉎䈢䉄䇮⇟⚵䊝䊆䉺䊷䉕ో࿖䈪ᆔབྷ䋨⚂䋱,䋰䋵䋰ੱ䋺ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ䋩

•

⠨ᩏ⚿ᨐ䈱䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪
– Ფㅳ䇮ਥ䈭䊆䊠䊷䉴䉇⇟⚵䈱⠨ᩏ⚿ᨐ䉕႐ㇱዪ䈻⍮
– ේೣ䋱࿁䇮⠨ᩏౝኈ䉕ℂળ䈻ႎ๔
– ೨䈮㗴䉇⇼⟵䈏䈅䉎䉅䈱䉕䉼䉢䉾䉪䈚䈢႐ว䈲䇮ㅦ䉇䈎䈮႐䈮ᜰ៰
– 䊝䊆䉺䊷䈱⇟⚵⹏ଔ䈭䈬䉕䉁䈫䉄䈢䊧䊘䊷䊃䉕䇮⇟⚵䈮ᤋ䈘䈞䉎䈢䉄䇮
ㅍ႐䈻⍮
17

䌎䌈䌋䈱ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ㽲
 ࿖ౝㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈫䋸䈧䈱ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
䊶ᆔຬ䈱ᆔབྷ䊶䊶䊶ળ㐳䋨ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲⚻༡ᆔຬળ䈱หᗧ䈏ᔅⷐ䋩
䊶ળ⼏䊶䊶䊶ේೣ䈫䈚䈩䋱࿁㐿䋨䋸䈲ભળ䋩
䊶ᐔᚑ䋲䋰ᐕᐲ䈱ᵴേ䊶䊶䊶
䊶ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ࿖ౝㅍ⇟⚵✬㓸䈱ၮᧄ⸘
↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚䇮╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ㅍ⇟⚵ో⥸䈮䈧䈇䈩ᗧ឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ฦᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䈠䉏䈡䉏䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲฦᣇะ䈔
ၞㅍ⇟⚵✬㓸⸘↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚䇮╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ฦᣇะ䈔ၞㅍ⇟⚵╬䈮䈧䈇䈩ᗧ
឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ฦክ⼏ળ䈱╵↳䉇⼏䈱ⷐ╬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ో࿖ะ䈔䈲ฦᣇะ䈔䈱ㅍ䉇䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃
䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈻䈱ឝタ╬䈮䉋䉍䈚䈢䇯
䊶ክ⼏䈱లታ䈮⾗䈜䉎䈢䉄䇮ⷞ⡬⠪ᗧะ䈱ⷐ䉇ㅍ⇟⚵䊝䊆䉺䊷ႎ๔䉕ฦክ⼏ળ䈮Ფ࿁ႎ๔䇯

 ࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ
䊶ᆔຬ䈱ᆔབྷ䊶䊶䊶ળ㐳䋨⚻༡ᆔຬળ䈱หᗧ䈏ᔅⷐ䋩
䊶ળ⼏䊶䊶䊶ේೣ䈫䈚䈩䋱࿁㐿䋨䋸䈲ભળ䋩
䊶ᐔᚑ䋲䋰ᐕᐲ䈱ᵴേ䊶䊶䊶
䊶࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ䈲䋱䋱࿁㐿䇯ળ㐳䈱⻁䈮ᔕ䈛䈩䇮ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ࿖㓙ㅍ䋨䊁䊧䊎䉳䊢䊮䊶䊤䉳
䉥䋩䈱ㅍ⇟⚵✬㓸䈱ၮᧄ⸘↹䈮䈧䈇䈩ክ⼏䈚╵↳䉕ⴕ䈦䈢䈾䈎䇮ㅍ⇟⚵ో⥸䈮䈧䈇䈩ᗧ
឵䉕ⴕ䈦䈢䇯
䊶ክ⼏ળ䈱╵↳䉇⼏䈱ⷐ╬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ㅍ䉇䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈻䈱ឝタ䈮䉋䉍䇯
䊶ክ⼏䈱లታ䈮⾗䈜䉎䈢䉄䇮ⷞ⡬⠪ᗧะ䈱ⷐ䉕ክ⼏ળ䈮Ფ࿁ႎ๔䇯
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䌎䌈䌋䈱ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ㽳
ክ⼏ળฬ

ᆔຬᢙ

ᆔຬᢙ䇮ᆔຬ㐳ฬ䈲
ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋲ᧃᤨὐ

ኻ⽎

ᆔຬ㐳

ਛᄩㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋵ฬ

ବᒾ᳁䋨೨ᣣᧄ㌁ⴕ✚ⵙ䋩

࿖ౝㅍ䇮ో࿖ะ䈔ㅍ

㑐᧲↲ାᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

ằ⼱ൟ᳁䋨䊺Ᏹ㓁㌁ⴕข✦ᓎળ㐳䋩

᧲੩䇮ᄹᎹ䇮ၯ₹䇮⟲㚍䇮ජ⪲
䇮⨙ၔ䇮ᩔᧁ䇮ጊ᪸䇮㐳㊁䇮ᣂẟ

ㄭ⇰ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

㥱⮮චౝ᳁䋨ᣣᧄ䉴䊏䊮䊄䊦ㅧ䊺ઍ
ข✦ᓎ␠㐳䋩

ᄢ㒋䇮੩ㇺ䇮ᐶ䇮ᄹ⦟䇮ṑ⾐䇮
ጊ

ਛㇱᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋳ฬ

ᅐ㊁ାብ᳁䋨ਛ੩ᄢቇℂ䊶✚ว╷ቇ
ㇱᢎ䋩

ᗲ⍮䇮ਃ㊀䇮㕒ጟ䇮ጘ㒂䇮⍹Ꮉ䇮
䇮ንጊ

ਛ࿖ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋲ฬ

ጟ↰శᱜ᳁䋨ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮ᢎ䋩

ᐢፉ䇮㠽ข䇮ፉᩮ䇮ጟጊ䇮ጊญ

Ꮊᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋲ฬ

ᩊ↰ ᵗਃ㇢᳁䋨Ꮊᄢቇᄢቇ㒮කቇ⎇
ⓥ㒮䋨ᒻᘒᯏ⢻ᒻᚑቇ䋩ᢎ䋩

ᾢᧄ䇮㐳ፒ䇮ጟ䇮ᄢಽ䇮⾐䇮
ችፒ䇮㣮ఽፉ䇮ᴒ✽

᧲ർᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋰ฬ

⮮৻᳁䋨䊺৾ච৾䉦䊷䊄ઍข✦ᓎ
␠㐳䋩

ችၔ䇮ፉ䇮ጤᚻ䇮㕍䇮ጊᒻ䇮
⑺↰

ർᶏᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

Ძ⒤᳁䋨ർᶏᝄ⥝䊺ઍข✦ᓎ␠
㐳䋩

ർᶏ

྾࿖ᣇㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋱ฬ

ዊ᧻ᱜᐘ᳁䋨ᗲᇫᄢቇ㘈䋩

ᗲᇫ䇮ᓼፉ䇮㚅Ꮉ䇮㜞⍮

࿖㓙ㅍ⇟⚵ክ⼏ળ

䋱䋰ฬ

ᐔ↰ᐽᄦ᳁䋨䊺࿖㓙㔚᳇ㅢାၮ␆ᛛⴚ
⎇ⓥᚲઍข✦ᓎ␠㐳䋩

࿖㓙ㅍ
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ᓟ䈱䌉䌃䌔ಽ㊁䈮䈍䈔䉎
࿖᳃䈱ᮭ㓚╬䈱䉍ᣇ䉕⠨䈋䉎䊐䉤䊷䊤䊛
㈩ઃ⾗ᢱ

㪉㪇㪈㪇ᐕ㪈㪈㪈㪇ᣣ
␠࿅ᴺੱ ᣣᧄ᳃㑆ㅍㅪ⋖

䈲䈛䉄䈮


䍀⸒⺰䈱⥄↱䉕䉎 䇺⎏䇻 䇹 䈫䈲䈎䋿



ự↰ᐳ㐳䈏␜䈘䉏䈢 䇸ᣂ䈢䈮ᯏ㑐䉕䉎䈖䈫䈪䈲䈭䈇䇯
ੱ䇱䈱⥄↱䉕䉎ᗧ䈫ข䉍⚵䉂䈖䈠⎏䇹 䈫䈱ᣇะᕈ䈮
หᗧ



䊐䉤䊷䊤䊛䈮䈍䈔䉎ㅍᬺ⠪䈻䈱ᜰ៰䇮ᛕ್䇮ᵈᢥ䈲
䊐䉤
䊤䊛䈮䈍䈔䉎ㅍᬺ⠪ 䈱ᜰ៰ ᛕ್ ᵈᢥ䈲
⌀䈮ฃ䈔ᱛ䉄䇮⥄ᓞ⊛䈭ข䉍⚵䉂䉕৻ጀផㅴ



䌂䌐䌏䈱ᦝ䈭䉎ቯ⌕䉕䉄䈙䈜

1
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䊂䉳䉺䊦ᤨઍ䈱䈱⥄↱


䊂䉳䉺䊦ᛛⴚ䈱ㅴዷ䇮䊈䉾䊃䈱ల䈪䇮䈘䉁䈙䉁䈭ᣂ䈚䈇
䊜䊂䉞䉝䈏⊓႐



䈱⥄↱䈲䇮䈜䈼䈩䈱⠪䇮䊜䊂䉞䉝䈮䈍䈇䈩ᐔ╬
䈮੨ฃ䈘䉏䉎䈼䈐ᮭ



䈢䈣䈚䇮䊜䊂䉞䉝䈱․ᕈ䈮ᔕ䈛䈩⠪䈫䊜䊂䉞䉝䈱⽿છ
䈣
䊂
․ᕈ ᔕ
 ⠪ 䊂
⽿છ
䈱ᘒ᭽䈲ᄌ䉒䉎



䈱⥄↱䈲䇮࿖᳃䈱⍮䉎ᮭ䋽␠ળ䈱᳃ਥൻ䈮⋥⚿
䈜䉎
2

ㅍዪ䈮⺖䈘䉏䈩䈇䉎ⷙᓞ


ᐲ䈮䉋䉎䉅䈱
䊶
䊶
䊶
䊶

ㅍᴺ䋳᧦䈱䋲 䋨㽲䊶ༀ⦟㘑ଶ䇮㽳ᴦ⊛ᐔ䇮㽴ታႎ䇮㽵ᄙⷺ⊛⺰ὐ䋩
⇟⚵ၮḰ䈱╷ቯ䇮
ㅍ⇟⚵ክ⼏ᯏ㑐䈱⸳⟎䇮⸥㍳䈱
⸓ ㅍ
⸓ᱜㅍ

䊶 䊙䉴䊜䊂䉞䉝㓸ਛឃ㒰ේೣ


⥄ᓞ⊛䈭ข䉍⚵䉂
䊶
䊶
䊶
䊶

᳃ㅪㅍၮḰ
᳃ㅪႎᜰ㊎
䌂䌐䌏䈱⸃䇮൘๔ౝኈ䈱ጁⴕ
ᐞ䈧䈎䈱ዪ䈪䈲䉥䊮䊑䉵䊙䊮ᐲ䉕ข䉍䉏
3
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ⴕ䉕䈋䉎ᴺ⊛䊶ᐲ⊛䈭ᛥ䈲ਇㆡಾ






ᢙ䈅䉎䊜䊂䉞䉝䈱ਛ䈪䇮ㅍ䈲ᦨ䉅෩䈚䈇ᛥ䈱䉲䉴䊁䊛
䈏䈮䈫䉌䉏䈩䈇䉎 䋨㔚ᵄᴺ䈮䈲ή✢ዪ䈮㑐䈜䉎ⴕ
ಣಽ䈱ⷙቯ䋩
2007ᐕ䈱ㅍᴺᡷᱜ᩺䈱䇸ᣂ䈢䈭ⴕಣಽ䇹ⷙቯ䈮䇮
䈭䈟᳃ㅪ䈲ኻ䈚䈢䈎䋿
ㅍዪ䉇䌂䌐䌏䈱್ᢿ䈮หᗧ䈪䈐䈭䈔䉏䈳䇮ⷞ⡬⠪䈮䈲
⸷⸩䈱䉅䇯
⸷⸩䈱䉅

4

ᧂ᧪ᔒะ䈱䌂䌐䌏 㽲


⇇䈮㘃䈱䈭䈇ㅍಽ㊁䈱⥄ਥᯏ㑐䈪䇮ᬺ⠪䈱⥄ਥ
⥄ᓞ䉕ᄢේೣ䈫䈚䈢ㅍᴺ䈱⿰ᣦ䈮ೣ䈚䈢⚵❱



ᮭଚኂ䉕ฃ䈔䈢ᣇ䈲䇮䉋䉍◲ଢ䈮ᢇᷣ䈱↳䈚┙䈩䈏䈪䈐䇮
ㄦㅦ䈭ኻᔕ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏น⢻



ᴺ⊛㕙䈣䈔䈪䈭䈒䇮Ꮢ᳃ᗵⷡ䈎䉌䈢ᅷᒰᕈ䉇୶ℂ⊛
㕙䈮䈧䈇䈩䉅್ᢿ䇯



⸓ᱜㅍ䈏ਇචಽ䈫್ᢿ䈘䉏䇮䉇䉍⋥䈚䉇ᬌ⸽⇟⚵䈱
ㅍ䈏
⋥
ᬌ
⚵
䈫ㅍ䉕᳞䉄䉌䉏䈢᩺䉅
5
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ᧂ᧪ᔒะ䈱䌂䌐䌏 㽳


䌂䌐䌏䉕ᡰ䈋䉎䈱䈲䇮ᴺ⊛ᩮ䈪䈲䈭䈒ⷞ⡬⠪䈱ା㗬



ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ䈱⸳┙䈮䈅䈢䉍䇮ฦㅍᬺ⠪䈫
ㅍ୶ℂᬌ⸽ᆔຬળ
⸳┙ 䈅䈢䉍 ฦㅍᬺ⠪䈫
䌂䌐䌏䈲䇮䇸⺞ᩏ䈮දജ䈚䇮ቯ䉕ㆩ䈜䉎䇹ᣦ䈱วᗧᦠ
䉕䉒䈚䈩䈇䉎



䌂䌐䌏䈻䈱⸷䈋ઙᢙ䈱Ⴧട䈲䇮৻㕙䈪䈲⍮䈱䈏䉍䉕
␜䈜䉅䈱



䌂䌐䌏䉕䉋䉍৻ጀ␠ળ䈮ቯ⌕䈘䈞䉎䈢䉄䈮䇮ᒁ䈐⛯䈐ദജ
䌂䌐䌏䉕䉋䉍
ጀ␠ળ䈮ቯ⌕䈘䈞䉎䈢䉄䈮䇮ᒁ䈐⛯䈐ദജ

6

ⷞ⡬⠪ᗧ䈱ฃઃ⁁ᴫ

㨬⒓⾥㨭㧠㧑
㨬⧰ᖱ㨭㧞㧑

㨬วࠊߖ㨭
㨪㧑

ޟᗧޠ
㨪㧑

߶ߣࠎߤ߇ࠗࡌࡦ࠻߿
⇟⚵ߢ⚫ߐࠇߚ߅ᐫ
╬ߩวࠊߖ



੩䉨䊷ዪ䈪䈲䋱䉦䈮⚂䋲ਁઙ



䈬䈱ዪ䈪䉅႐䈮ㄦㅦ䈮
䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䈜䉎⚵䉂䉕ᢛ䈋䈩
䈇䉎

䋼䊁䊧䊎ᦺᣣ䈱䋾
7
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⥄␠ᛕ⹏⇟⚵䈪ⷞ⡬⠪ᗧ䉕⚫
䋼੩䉨䊷ዪ䈱䋾
䇸䌔䌂䌓䊧䊎
䇸䌔䌂䌓䊧䊎䊠䊷䇹
䇹
䋨Ფᦨ⚳ᣣᦐ ඦ೨䋵ᤨ䋳䋰ಽ䌾䋶ᤨ䋩

䇸䈅䈭䈢䈫ᣣ䊁䊧䇹
䈅䈭䈢䈫ᣣ䊁䊧䇹
䋨Ფㅳᣣᦐ ඦ೨䋵ᤨ㪋㪌ಽ䌾䋶ᤨ䋩

䇸䈲䈇䋣䊁䊧䊎ᦺᣣ䈪䈜䇹
䋨Ფ╙䋱䇮╙䋳ᣣᦐ ඦ೨䋴ᤨ䋵䋰ಽ䌾䋵ᤨ䋲䋰ಽ䋩

䇸ᣂ䊶ㅳೀ䊐䉳䊁䊧䊎ᛕ⹏䇹
䋨Ფㅳᦐ ඦ೨䋵ᤨ䌾䋶ᤨ䋩

䇸䉂䉖䈭䈫䈩䉏䈫䇹
䋼䇸ᣂ䊶ㅳೀ䊐䉳䊁䊧䊎ᛕ⹏䇹䈱↹㕙䋾

䋨Ფ╙䋲䇮╙䋴ᣣᦐ

ඦ೨䋶ᤨ䋲䋰ಽ䌾䋳䋰ಽ䋩

ᜂᒰ⠪䈏ⷞ⡬⠪䈱ᗧ䈮╵䈋䈩䈱ታᖱ䉕⺑

8

䊜䊂䉞䉝䊥䊁䊤䉲 䈻䈱⽸₂
䊜䊂䉞䉝䊥䊁䊤䉲䊷䈻䈱⽸₂

ᄙ䈒䈱᳃䈪ⷞ⡬⠪䈱䊜䊂䉞䉝
䊥䊁䊤䉲䊷䉕⢒䉃ᵴേ䉕ታᣉ䇯
੩䉨䊷ዪ䈪䈲䇮೨ᬺ䈭
䈬䉕ታᣉ䇯

䋼䊁䊧䊎ᦺᣣ䈱䋾
9
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ᣇዪ䈱ข䉍⚵䉂䈱


䉣䊥䉝ౝ䈱ㅍዪ䈏ᮮᢿ⊛䈮䇸ⷞ⡬⠪ᗧㅪ⛊ળ䇹䉕㐿
䋨ർᶏ䇮ᐢፉ䈭䈬䋩



ਛቇ↢䈭䈬䉕䈋䈢䊐䉤䊷䊤䊛䉕㐿 䋨ਛ੩䊁䊧䊎䋩



䊜䊂䉞䉝䊥䊁䊤䉲䊷ᵴേ䈱ኾછㇱ⟑䈱⸳⟎䉇䇮ో␠䉕䈕
䈩䈱䉟䊔䊮䊃䉕㐿 䋨㑐䊁䊧䊎䋩



⧰ᖱಣℂ䈱䈢䉄䈱⁛⥄䈱╙ਃ⠪ᆔຬળ䉕⸳⟎
㩿ฬฎደ䊁䊧䊎䇮㑐䊁䊧䊎䋩
10

䉋䉍ା㗬䈘䉏䉎ㅍ䉕⋡ᜰ䈚䈩


ⷞ⡬⠪ኻᔕ䈱㵰䈋䉎ൻ㵱䉕ផㅴ



䌂䌐䌏䈫ㅍᬺ⠪䈱⼏⺰䉕ᷓൻ䈘䈞䉎



䌂䌐䌏ㅍੱᮭᆔຬળ䈏␜䈚䈢ᜰ㊎䉅ෳ⠨䈮䇮
ㅍ
䈏
⠨
ಽ䈎䉍䉇䈜䈇⸓ᱜㅍ䉕ታ〣



᳃ㅪ䈎䉌䉅᳃ฦ␠䈮ᦝ䈭䉎ข䉍⚵䉂䉕ⷐ⺧

11
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䈍䉒䉍䈮


⥄ᓞ⊛ข䉍⚵䉂䉕৻ጀផㅴ



⇟⚵䈱ะ䉕࿑䉎䈢䉄䇮ⷞ⡬⠪䈫䈫䉅䈮ᱠ䉖䈪䈇䈒ᆫ䉕
ၷᜬ

12
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࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ⤌㛶ࡢ᪥Ⳣ⥲⌮⮧ࡽࡣ࠸ࡃࡘᣦ♧ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࡢෆ㛶ࡢᨵ㠉ࡢ┠⋢
ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡾࡲࡍᆅᇦᶒᨵ㠉ࢆ⚾ࡢ⤒㦂ᇶ࡙࠸࡚ࡋࡗࡾ㐍ࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡇ

㸰㸬ሙᡤ㸸⥲ົ┬➨㸯≉ู㆟ᐊ

㸱㸬ฟᖍ⪅㸸

㸦㸯㸧ᵓᡂဨ㸦ᗙ㛗ࢆ㝖ࡁ༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

ࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢᩚ⌮ࢆࡋࡓࡶࡢࢆ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⚾ࡋ࡚
ࡶኚ⯆῝ࡃฟᖍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡐࡦࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆఛࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ
ⓙࡉࢇࡢࡁࡻ࠺ࡢ㆟ㄽࡶࡲࡓ࠾⪺ࡁࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡶ⮬ศࡢ⪃࠼᪉ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࡇࡶከศ
࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡐࡦᑡࡋ⯆ࡀ࠾࠶ࡾࡢࡇࢁࡣࡈⓎ



ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢᩚ⌮
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡁࡻ࠺ࡢ㆟࡛ࡍࡀࠊ㸰ࡘ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟
ㄽࡢᩚ⌮ࠖࠕᚋࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ㸯
ࡘ┠ࡢ㆟㢟ධࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣᖺࡢ㸯㸰᭶ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࡀࠊ࠾࠾ࡴࡡ㸯ᖺ⛬ᗘ㆟ㄽࡍࡿ࠸
࠺ࡇ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ๓ᅇࡶ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢁࡑࢁ㆟ㄽࡢᩚ⌮ࡢẁ㝵ධ



ゝ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧ᚋࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊᐃ้࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒ

ಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ➨㸯㸮ᅇࡢྜࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

 ᮏ᪥ࡢྜࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ྠᵝ࡛බ㛤࡛⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡾ

ࡶྜࡢෑ㢌ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྜ୰ࣇ࣮ࣝ࢜ࣉ࡛ࣥࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊྜࡢᶍᵝࡣ࠸ࡘࡶࡢࡼ࠺ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾ⏕୰⥅ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᮏ᪥ࡣࠊఱྡࡈḞᖍࡢ᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡀࠊ㛗㇂㒊ᗙ㛗௦⌮ࠊୖᮡᵓᡂဨࠊᏱ㈡

ᵓᡂဨࠊᚋᵓᡂဨࠊ㯮ᒾᵓᡂဨࠊᵓᡂဨࠊ᰿ᓊᵓᡂဨࠊᒣᵓᡂဨࠊἙྜ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠊ

୕ᾆ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡀࡈḞᖍఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊᑠ㔝ᑎ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛㛗ᑿ΅እ࣭ᗈሗᮏ㒊㛗ࠊᏞ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛ᔱ♫

㛗ᐊ㛗ࠊ⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛㔠⏣ᑓົ⌮ࡑࢀࡒࢀࡈฟᖍ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



㸳㸬㆟㘓



ࡶⓙࡉࢇࡢࡇࡢ࡛࠸㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᪥ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇ

㸦㸯㸧ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢᩚ⌮



࡞ࠊᐦ᥋࡞ศ㔝࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠊẸ⩏ࠊᇶᮏⓗேᶒࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚

ၥ㢟࡞ࡶࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡢᑓᨷࡢẸ⩏ࡗ࡚㠀ᖖ㔜せ

⏝ࡢᅾࡾ᪉ࡼࡗ࡚ࠊ࠼ࡤ⾲⌧ࡢ⮬⏤࡞ࡢᅜẸᶒࠊᅜẸࡢᇶᮏⓗேᶒࢃࡿ

㹁㹒ࡀᢏ⾡ⓗࡣᨭ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀゝ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ㹇㹁㹒ࡢ

࠺ศ㔝ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⪃࠼࡚ࡳࡲࡍ⌧௦ࡢࡼ࠺࡞⾗♫ࡢᨻࡣࠊࡇࡢ㹇

㸲㸬㆟

∦ᒣ⥲ົ⮧ࠊᖹᒸ⥲ົ⮧ࠊ᳃⏣⥲ົ⮧ᨻົᐁ

㸦㸲㸧⥲ົ┬

ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㹀㹎㹍㸧㣬ᡞᘯࠊᒸᮏఙ⾜

㸦㸱㸧ࣄࣜࣥࢢᑐ㇟⪅㸦࢜ࣈࢨ࣮ࣂࢆ㝖ࡃࠊ༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

 ⚾ࡣᐇࡣ⮧࡞ࡿ๓Ꮫ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᨻᏛࠊᆅ᪉⮬ࠊẸ⩏࠸

ࡾࡲࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

㔠⏣᪂㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊᔱ⪽㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊ㛗ᑿẎ㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊᗈ℩㐨㈆

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡗࡾ⤌⧊ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡇࡢศ㔝ࢆ㐍ࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶

▮Ꮚࠊ㔜ᘏᾈࠊᡞᖖᑑࠊ୰ᮧఀ▱ဢࠊ᭹㒊Ꮥ❶ࠊ⩚▼ಖࠊ῝ᑿᫀᓠࠊᇼ⩏㈗

࡛࠶ࡾࡲࡍࠊ㒑ᨻࡢぢ┤ࡋ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸯ࡘࡇࡢ㹇㹁㹒ࡢၥ㢟

࠙∦ᒣ⮧ࠚ  ࠊࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⥲ົ⮧ࢆᣏ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ∦ᒣၿ༤࡛ࡈࡊ

℈⏣⣧୍㸦ᗙ㛗㸧ࠊ㡢ዲᏹࠊᮌཎࡃࡳࡇࠊᴋⱱᶞࠊᕤ⸨Ὀᚿࠊ㒓ཎಙ㑻ࠊ௦

ࡽ୍ゝ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᏑࡌࡲࡍࠋ

㸯㸬᪥㸸ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸯᭶㸯㸮᪥㸦Ỉ㸧㸯㸶㸸㸱㸮㹼㸰㸮㸸㸰㸳

 ᪥ࡣึࡵ࡚∦ᒣ⮧ࡈฟᖍࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㆟ㄽධࡿ๓∦ᒣ⮧

ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦➨㸯㸮ᅇྜ㸧



 ࡞࠾ࠊ᳃⏣ᨻົᐁࡣࡈබົࡢ㛵ಀ࡛࠾ࡃࢀ࡚ࡈ฿╔࠸࠺ࡇ࡛ఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢ

363

 ࡑࢀࡽࠊᐇ㛵ಀࡢ☜ㄆ࠸࠺ࡸࡾࡾࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
ពぢࡢ⾲᫂ࠊࡇ࠺࠸࠺ᙧࡍࡁࡔࠊࡇࡇࡣၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓពぢࡢ

 ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ୰࡛ࣄࣜࣥࢢࡶ࡞ࡾࡢᅇᩘࢆࡸࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ㄝ᫂⪅ࡢࡈᙇ
ࡋ࡚ฟ࡚ࡁࡓពぢࠊ㆟ㄽࡢࡸࡾࡾࡢ୰࡛⏕ࡌࡓពぢࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࠶ࡿ⛬ᗘ༊ูࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࠸࠺ᙧ࡛ᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠶ࡣࠊヰࡋゝⴥࢆ᭩ࡁゝⴥࡲࡵࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛗ࡃ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡁࡣࠊ
ࡑࡢពぢࡢࢥ࡞㒊ศࢆࡲࡵࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠸ࢁ࠸ࢁẼࢆ㐵ࡗ࡚ࡲࡵ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊពぢࡢグ㍕㡰ࡶࠊྠࡌ㡯┠ࡢ୰࡛ࡣࠊᵓᡂဨࡢ
᪉ࢆඛࡋ࡚࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ᪉ࡢࡈពぢࢆᚋ୪ࡿ࠸࠺ᙧࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ୰࡛⣔ิ㡰࠸࠺ࡇࡶࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊὶࢀࡋ࡚ࡢཎ๎ࡇࡔࢃࡽ
ࡎࠊ୪࡚ᥖ㍕ࡋࡓ࠺ࡀᩥពࡀࡼࡃఏࢃࡿ࠸࠺ࡇࢁࡣࠊࡑࡢࡲࡲ࠶ࡲࡾࡇࡔࢃࡽ
ࡎ୪࡚࠸ࡿࡇࢁࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡛ࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢆࡇࡇࡲࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ
ࡀࠊࡇࢀࢆࡁࡻ࠺యࡢㄞࡳྜ࠸ࢆࡸࡿ࠸࠺ࡢࡣ࡚ࡶ㛫ࡀ㊊ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ⚾ࡢ
࠺ࡽࡊࡗ࠸ࡘࡲࢇ࡛ࡈㄝ᫂ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࡀࠊࡶࡕࢁࢇࡇࡇ࡛ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸࠺ࡇࠊࡑࢀࡽࡉࡽࡁࡻ࠺
ࡢᚋࡢࡈពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡵ᪉࡛ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊᚋ
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡊࡗぢ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㸱࣮ࢪࢆࡲࡎࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡲࡎ⥲ㄽࡢ㒊ศ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ≉ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢃࡿ㒊ศ
࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊ㸧ࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ᪥ᮏࡢ࣓ࢹ⾜ᨻࡢ㸯ࡘࡢ≉ᚩ࠸࠺
ࡇ࡛ࠊἲᚊୖࡢつไࡀ⦆ࡃ࡚⮬⮬ᚊࢆ᪨ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡈぢ㆑ࠊࡈពぢ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ࢜㸧ࡢࡇࢁ࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⮬⏤࡛࠶ࡗ࡚ࠊᅜẸࢆ㟁Ἴࡢᾘ㈝⪅
ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయࡋ࡚ࡁࡕࢇつᐃࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡁ࡛ࡣ
࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 㸲࣮࣌ࢪࡢࠊ࠼ࡤ࢟㸧ࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᣑࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ࣓ࢹࢆᣑᙇ



㒊ศࢆ୰ᚰࡲࡵࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

࡛ࡍࡀࠊⓙᵝ᪉ࡽ㠀ᖖᖜᗈ࠸㆟ㄽࠊࡇࢀࡣෆᐜࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ㄽⅬࡶ㠀ᖖᖜᗈࡃࠊ

ࡑࢀࡒࢀ࡞ࡾㄽⅬࡈ㛫ࢆࡅ࡚ࡸࢀࢀࡤ㸯ࡘࡎࡘ◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ࠊࡑ࠺࠸

࠺ࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞ࡑ࠺ࡶ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋ㝈ࡽࢀࡓ㛫ࡢ୰࡛ࡢ㆟ㄽ࡛

ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ᚲࡎࡋࡶඹ㏻ࡢ⤖ㄽࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪉ྥᛶࡀᅛࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇࡲ࡛ࡣ࠸ࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡓࡔࠊࡲࡉࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺ࠊྡ⛠ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊఱ

㸯ࡘࡢࡇࢆ⤖ㄽࡲ࡛ࡂࡾࡂࡾワࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊᖜᗈࡃ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ほⅬࡽ㆟

ㄽࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᚋ࡛ࡶ⏦ࡋୖࡆࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࡣࡇࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤

ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢃࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘࡽࡢษࡾཱྀࠊࡑࢀࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆయࡋ

࡚࠺⪃࠼࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸࠸࠺ࡲ࡞࣓࣮ࢪࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡛ࡁୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ

ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊయ᭱ᚋࡣᨻ⟇ᥦゝࠊ

࠶ࡿ࠸ࡣᨻᗓࡢὀᩥࢆࡲࡵࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣࡑ࠺ࡋ

ࡓᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡴࡋࢁ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ࠊ࡛ࡁࡿ

ࡔࡅ⏕ࡢᙧ࡛ྲྀࡾࡲࡵࡿࠋྲྀࡾࡲࡵゝ࠸ࡲࡍࠊయࡋ࡚୪࡚࠾ࡃࠋࡇ࠺࠸ࡗ

ࡓ⯆῝࠸㆟ㄽࡀࡑࢀࡒࢀࡢㄽⅬࡘ࠸࡚⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺ࡇࢆࠊᅜẸࡢⓙᵝぢ࡚࠸ࡓ

ࡔࡃࠋࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛ᚋࡑࢀࡒࢀࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ࡉࡽ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃᙧ࡞ࢀࡤ࠸

 ࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡛ࠊ࠾ᡭඖࠕࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢᩚ⌮㸦㸧ࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠾㓄ࡾ

ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁࡈ㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡈពぢࡢᩚ⌮ࡑࡢࡶ

ࡢࡶ࡛ࡁࡿ࡞࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࡀࠊయࡇࡢࡼ࠺࡞ᰕ❧࡚࡛࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠸

࠺ࡇ࡛ࡲࡵ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡃ࠾ࢃࡾࡢࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ

Ⓨゝࡢ㊃᪨ࢆࡑࡢࡲࡲࡋ࡚ࡲࡵࡿᙧࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋయ᭱ึࡢࡇࢁࢪ࢙ࣥࢲࢆ

ฟࡋ࡚ࠊࡑࢀᚑࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢࢪ࢙ࣥࢲἢࡗࡓᙧࢆᇶᮏ

ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ୰࡛ࡢᐇ㝿ࡢ㆟ㄽࡢ⃰ῐࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊከᑡ㡯┠ࡢ❧࡚᪉ࢆኚ

࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊࡲࡎ㸯␒┠ࡀ⥲ㄽࠊ㸰␒┠ࡀᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟

ㄽࠊ㸱␒┠ࡀ㏻ಙศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠊ㸲␒┠ࡀ⾜ᨻ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠊ㸳␒┠ࡀᅜẸࡀ⮬ࡽⓎ

ಙࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠊࡑࡋ࡚㸴␒┠ࡑࡢࡢ㡯࠸࠺ᙧ࡛యࡢᩚ⌮ࢆ

ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࢪ࢙ࣥࢲタᐃࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡑࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋ



࠸࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



ࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢఱࡽࡢᙧࡢࡲࡵࠊሗ࿌᭩ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡿ࠸࠺ࡇ



ࡓࡅࢀࡶࠊ㆟ㄽ࠸࠺ࡼࡾࡣࡑࡢᚋࡢࢪ࢙ࣥࢲ㛵ࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞㆟ㄽࢆࡇࡇ࡛ࡣྲྀࡾ

ࡗ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ๓ࡶᑡࡋ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊ㆟ㄽࡢᩚ⌮ᙜࡓࡗ࡚ࠊ

364

ࡿ࠸࠺ࡈᣦࠋࡑࢀࡽࠊ㡰࢘㸧ࡢࡇࢁ࡛ࠊ࣓ࢹ࠸࠺ࡢࡣᨻඪ㛫ࡢ➇தࡢ
ࣥࣇࣛࡋ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᣢࡘࢇࡔࠋࡑࢀࡽࠊ࢚㸧ࡢᨻⓗබᖹࡢၥ㢟࠸࠺ࡇࢁ
࡛ࠊ⾜ᨻᣦᑟ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 㸯㸲࣮࣌ࢪࡢ㸦㸰㸧ࡽࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࠊࡇࡢࡇࢁ
ࡎ࠸ࡪࢇࣄࣜࣥࢢࡶྵࡵ࡚㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬
࣭⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡈពぢࡀࠊ࠼ࡤࠊ㸧࡛ࡣᶒᐖࡀ⏕ࡌࡓ
ሙྜࠊ┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦ࡔࢃࡗࡓࡽゞṇᨺ㏦ࢆࡍࡿࠋࡇࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡁࡕࢇ
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚ࠊᨺ㏦ἲ㸱᮲㸦ᨺ㏦␒⤌⦅ᡂࡢ⮬⏤㸧࠸࠺ࡶࡢࡀ⏕
ࡁ࡚ࡃࡿࡣࡎࡔࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࢘㸧࠶ࡾࡲࡍ࠺ࡼ࠺ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࠸࠺ゝⴥࡀ
ฟ࡚ࡁ࡚௨㝆ࡶࠊ௳࣭ၥ㢟ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࡞ࡃ࡚ቑ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ㸯㸳࣮࣌ࢪࡢୗࡢ࠺ղሗ㐨ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㸧࠶
ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊࡢ࣓ࢹࡽὶࢀ࡚࠸ࡿሗ㐨ࡢ೫ࡾࡘ࠸࡚ࡢࡈᣦࠊࡑࢀࡽ࢘㸧ࠊ
୍␒᭱ᚋࡢࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊᅜẸࡢ୰ࠊ࣓ࢹࡢሗ㐨ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸
ࡿே࠸࠺ࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ㠀ᖖᑡ࡞࠸ᛮ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ճ┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦㛵ࡍࡿពぢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᐙࡢࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࡁ࡞ㄗゎ
ࢆࡉࡏࡽࢀࡓど⫈⪅ࡢᶒࡀᐖࡉࢀࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ᣦࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㸧ࡢࡇ
ࢁ࡛ゞṇᨺ㏦࠾ࢃࡧᨺ㏦ࡢΰᅾ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡢᣦࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿពぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣලయⓗ࡞ᨺ㏦ᴗ⪅
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㛵ࡍࡿࡈពぢ࡞ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ḟ㸯㸶࣮࣌ࢪࡽࡣࠊ㸦㸱㸧࡛㹀㹎㹍ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡈពぢࡋ࡚ࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢฎ⌮ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢホ౯࠸࠺ࡶࡢࡶࠊᢳ㇟ⓗ
࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗゝࡗ࡚ࡶࡽࢃ࡞࠸ࢃࡾࡃ࠸ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ࢝㸧ࡢࡇࢁ࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡀ࠶ࡿࡺ࠼⌧ሙࡀⴎ⦰ࡋࡁ࡞⢭⚄ⓗࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤ
ࡌ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡈពぢࠋ࢟㸧࡛ࡣࠊ㹀㹎㹍࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸࡚ࠊ
ࠕ⌧ሙࡀⴎ⦰ࡍࡿࠖ࠸࠺ゝⴥ

㆟ㄽ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ពぢࠊᾘᴟⓗ࡞࠸

ࡋៅ㔜࡞ពぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞యࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢయീࡀゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿᯟ⤌

ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓࡈពぢࡶ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᭱ึ㸳࣮࣌ࢪࡢୗࡢ࠺ࡽࠊ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚ࡢ✚ᴟⓗ࡞ࡈពぢ

࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠼ࡤࠊ㸴࣮࣌ࢪࡢୖ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ㹄㹁㹁ࡢタࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥ⫥ࡶ࠶

ࡾᚓࡿࠋࡑࢀࡽࠊ㸧ࡢࡇࢁ࡛⊂❧⾜ᨻጤဨࡢタ⨨ࡣࠊ㏻ಙ࣭ᨺ㏦ࡢ⊂❧ሗ㐨࣭

ᨺ㏦ࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡈពぢࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ┿ࢇ୰࠶ࡓࡾࡽࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚ᾘᴟⓗ࡞࠸

ࡋៅ㔜࡞ࡈពぢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡘࡃࡿ㏫⮬⏤ࢆ◚ቯࡍࡿࡇ࡞ࡽ࡞

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㸧ࡢࡇࢁ࡛ไᗘࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࡼࡿຠ⏝ࡶ᳨

ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 㸵࣮࣌ࢪࡢ࢜㸧ࡢࡇࢁ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࢆࡘࡃࢁ࠺ࡋ࡚ࠊጤဨࡢே㑅ࡀᨻඪᨻࡢ

ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸࡛࠸ࡽࢀࡿࡢ࠺࠸ࡗࡓᏳࡀ࠶ࡿ࠸ࡗࡓࡈពぢࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ࢡ㸧ࡢࡇࢁ࡛ࡣఱࡶࡘࡃࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠊ㆟ㄽࡔࡅࡍࢀࡤ࠸࠸࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡗࡓ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ㸶࣮࣌ࢪࡢճ࡛ᅖࡗ࡚࠶ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ⮬

⏤ࢆᏲࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢయീࡀᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡢࡈពぢࡶ࠶ࡾࠊ࠼

ࡤࠊ㸧ࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢไᗘタィࠊᙉ⟇ࠊࡑ

࠺࠸࠺ࡩ࠺ࠕ⮬⏤ࡢ◓ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ

 㸷࣮࣌ࢪࡢ࢚㸧ࡢࡇࢁࡣࠊ
ࠕ◓ࠖ࠸࠺ࡢࡣ⤌⧊ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡶࠊၥ㢟ゎỴࠊၥ

㢟Ⓨ⏕ࡢᮍ↛㜵Ṇࢆᢸಖࡍࡿไᗘタィ࡛࠶ࡿࡶゎ㔘࡛ࡁࡿ࠸࠺࠾ヰࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࢜㸧

ࡢ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈᣦࠊࡇ࠺࠸࠺ᙧࡢࡶࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ࡲࡓࠊ㸯㸮࣮࣌ࢪࡑࡢࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᾘ㈝⪅ᗇࡗ࡚ࡢᾘ㈝⪅ጤ

ဨ࠸࠺ཧ⪃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣィ᳨ᰝ㝔ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀྍ⬟࠸࠺ࠊࡇࢀࡣ᠇ἲᨵṇ

ࡢၥ㢟ࡶධࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⤌⧊ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡘ࠸࡚ศᯒࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠊࡑ࠺

࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ



⥴ⓗୡㄽࢆ࠶࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊཝ⨩ࡢୡㄽࡀࡘࡃࡾฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸

 ࡑࢀࡽࠊ㸳࣮࣌ࢪ┠ࡢୗࡢ࠺ࡽࠊゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ



࡚ࡣࠊ㸧ࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡀ࡞࠸ࡶࡢᇶ࡙࠸࡚ࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡀ

ࡢሙࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠸ࡗࡓࡈពぢࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ



ࡲࡍࡀࠊ㸯㸰࣮࣌ࢪࡽࡣ㸰ࡢᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡶᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡋ

ᛂࢆ᭱㏆ࡁࡕࡗฟࡋ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓᆅ᪉࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴࠊ㆟ㄽ



 ࡇࢀࡀ≉యࡢ⥲ㄽⓗ࡞㒊ศ࡛ࠊ࡞࡞㛫ࡀࡁࡘࡃ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡊࡗࡣࡋࡻࡾ

ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀຠᯝⓗ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢣ㸧ࡢࡇࢁ࡛ࣜࢫࢼ࣮ࡀ

365

࠺࠸࠺ࡶࡢࡢࡈ⤂ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡋࠊ᪉࡛ࠊ㸱㸯࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊࡑ࠺ࡋࡓࢥ
࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ࡢࡔࢀ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡢ㠃ࡋ࡚ࠊ⾜ࡁ㐣ࡂࡓⓎゝࠊㄦㅫ࣭
୰യ࡞ࡀฟ࡚ࡁࡓࡁࡢᑐᛂ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⴭసᶒࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾᚓ

 ᨺ㏦⾜ᨻࡘ࠸࡚ࡶࠊ࢘㸧ࡢࡇࢁ࡛ࠊබඹᨺ㏦ࠊၟᴗᨺ㏦࠸࠺㸰ᮏ❧࡚࡛⪃࠼࡚ࡁ
ࡓࡅࢀࡶࠊ㠀Ⴀࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦࠸࠺ࡶࡢࡶ୍ゅධࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡣ࠺ࠋࡑ࠺
࠸ࡗࡓࡈᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ḟࠊࡑࡢ㡯࡛ࡍࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠋࡇࡇࡶ
ࡑࢇ࡞㆟ㄽࡋ࡚ࡣ῝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡀࠊᗄࡘࡢࡈពぢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࠊグ⪅ࢡࣛࣈ࣭グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠋゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓࠸
࠺㆟ㄽࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢゝㄽࢿࢵࢺࠊࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊ㞧ㄅࠊᾏእ࣓ࢹࡶㄆࡵ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊྠࡌᅵಥࡐࡦࡶཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ࠾⪃࠼ࡀฟ࡚࠾
ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ㸱㸲࣮࣌ࢪᘬࡁ⥆ࡁグ⪅ࢡࣛࣈ㛵ࡍࡿࡈពぢࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ㸱㸳࣮࣌ࢪࡢࡑࡢࡢࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞ᩥࠊ⏘ᴗࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆ࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡢࠋࡑࢀࡽࠊࢥࣥࢸࣥࢶὶ㏻ࡢࡓࡵ࠺࠸ࡗࡓၥ
㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡞ࡢࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡈពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
 ᑡࡋ㛫ࢆࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ⢒ࡗࡱࡃ࡚ᜍ⦰࡛ࡋࡓࡀࠊࢇ࠺ࡊࡗࡋࡓࡇ
ࢁ࡛௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡈពぢࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ⚾ࡽࡢㄝ᫂ࡣ௨ୖ࡛ࡍࡀࠊⓙᵝࡢࡈⓎゝࡘ࠸࡚ࠊ࠼ࡤࠊ⚾ࡢⓎゝࡣࡇ࠺ࡲࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊࡕࡻࡗពᅗࡀ㐪࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣูࡢࡇࢁࡲࡵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࠊࡓࡋࡇ࠺ゝࡗࡓࡣࡎ࡞ࡢ࠺ࡶࡲࡵࡋ࡚ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ
ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࠊඛ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺
ࠊࡑࢇ࡞᪥ࡣ㛫ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡉࡽࡈពぢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊᚋ࡛
ࡶົᒁࡈ㐃⤡ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊᑡࡋ㛫ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡢⅬࠊࡈពぢ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋయࡳࢇ࡞࠾ࡉࡲࡗ࡚ධࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡶ࠺ゝࡗࡓࡇࡣᛀࢀ࡚ࡋࡲ



ࡿ࠸ࡗࡓࡈᣦࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ࡇࡀᚲせࡍࡿࡈពぢࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࠊ㹀㹎㹍ࡢᏑᅾࡀᗈࡃホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ

ࡇࢀࡽඛࢆࡴࡋࢁᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡾࠊ᪥ࡣ㹀㹎㹍ࡽᚋࠊࡇࢀ

ࡽ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠸࠺࠾ヰࡶࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ㸰㸯࣮࣌ࢪࠊど⫈⪅࣭ᅜẸࡢᾐ㏱ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࡀࠊࡇ

ࡇࡈࡊ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᗄࡘ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

 㸰㸰࣮࣌ࢪࡽࡣࠊ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࠺

࠸࠺ᶵ㛵ࢆࡘࡃࡿࡏࡼࠊࡑࡢᶵ㛵ࡢᙺࡋ࡚ࡣ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿᙺࡀ

ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࠊࡈᣦࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ㸰㸱࣮࣌ࢪࡢୗࡢ࠺ࠊղࡢࡇࢁࡣࣛࢪ࢜ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿࡈពぢ࠸࠺ࡇ

࡛ࠊẸᨺࣛࢪ࢜ᒁࡢචチ㏉ୖ࠸࠺ែࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ᶒ࠶ࡿ࠸ࡣබᖹ࠸࠺

ほⅬࠊࡇࢀࡣࡑࡢ࢚ࣜࡢど⫈⪅ࡽࡢほⅬ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡘ

࠸࡚࠺⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡽࠊࡢࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺࡢ⼥ྜࡢ௦࠺࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡾᚓ

 㸰㸳࣮࣌ࢪࡢࡇࢁࡣࠊ㸱ࡢ㏻ಙศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣẚ㍑ⓗᵓᡂဨࡢ᪉

ࡽࡢពぢ࠸࠺ࡢࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡴࡋࢁ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣄࣜࣥࢢㄝ᫂⪅ࡽࡈពぢࡀ

࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆࡇࡇࡲࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ㸰㸵࣮࣌ࢪࡢ㸲ࠊ⾜ᨻ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠋࡣ␒⤌ෆᐜ㛵ࡍࡿ⾜ᨻᣦᑟࡘ

࠸࡚ࡢពぢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ㸧ࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⾜ᨻᣦᑟ࠸࠺ἲࡢ᰿ᣐ

ࡀ࡞࡞↓࠸ࡼ࠺࡞㒊ศ࡛ࡢཝ㔜ὀពࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡢၥ㢟ࡢᣦ

ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀᑐࡋ࡚⾜ᨻᡭ⥆ἲࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊୗࡢ࠺࡛㸧ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊ㹒㹀㹑ࡢࠕሗ㸵㹢㹟㹷㹱ࢽ࣮ࣗࢫ࢟ࣕࢫ

ࢱ࣮ࠖࡢࡘ࠸࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡀ┿ᦸ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰ࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⥲ົ

┬ࡀࡋࡓࡢࠋࡑࡢࡇ㛵ࡍࡿពぢࡢࡸࡾࡾࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

 ḟࠊ㸰㸷࣮࣌ࢪࡢ㸳ࠊᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ

ࡢ≧ἣࡋ࡚ࠊሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶ࡗࡓᅜẸࡀሗࢆⓎಙࡍࡿഃࡶᅇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧

ἣࢆ࠸άᛶࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡈពぢࡀࠊ࠼ࡤࠊ㸧ࡢࡇࢁࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ࡑ࠺ࡋࡓࡈពぢࡀࠊࡇࡇࡈࡊ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᗄࡘฟ࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊᅜẸࡢሗⓎಙ㛵ࡋ࡚ࠊ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿࡈពぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘ



ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡈᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ



ࢸࣞࣅ࡛ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡢᐇ㊶ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋࡛ࡢࠊࡑ

 㸰㸮࣮࣌ࢪ࡛ࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⌧≧ࢆ⫯ᐃⓗࡽ࠼࡚ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡿ



ⓗᑐᛂ㛵ࡍࡿࡈពぢࡀ㸱㸮࣮࣌ࢪࡢࡇࢁࡽᗄࡘࡲࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࢣ࣮ࣈࣝ

ࡀ࠶ࡿࠊࡲࡓࡑࢀ࡛ⴎ⦰ࡋࡑ࠺࡞ࡿ࠸ࡗࡓࡈពぢࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

366

࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ๓ࠎᅇࡢᙜࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢྜ㛵ࡋ࡚⿵㊊ㄝ᫂ࢆᥦฟࡋࡲࡋࡓࡇࢆ࠾᩿ࡾࡋ࡚
࠾ࡁࡲࡍࠋ
 ึࡵࠊ㹀㹎㹍ࡢ≉ᚩࢆ㈨ᩱࡲࡵ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋࠕㄽⅬࡢᩚ⌮ࠖࡢศཌ࠸㈨ᩱࡢḟࠊ
⥳Ⰽࡢ㈨ᩱࡀධࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸰࣮࣌ࢪ┠ࢆࡈࡽࢇࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹀㹎㹍ࡢ≉ᚩࠊ㹀㹎
㹍ࡣ᪥ᮏࡢᇶᖿᨺ㏦ࡤࢀࡿᨺ㏦ᴗ⪅ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊุ᩿ࡣᨺ㏦ࡢᗈ࠸⠊
ᅖཬࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅ࡋ࡚බᖹ࡞ุ᩿ࢆ┠ᣦࡋࠊᨺ㏦ᒁࡀྜព᭩ࢆ⤖ࢇ࡛
㹀㹎㹍ࡢ༠ຊࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋάືࡣ୍⯡බ⾲ࡋࠊ㏱᫂ᛶࢆಖࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 㸱࣮࣌ࢪࠋ㹀㹎㹍ࡣ㸰㸮㸮㸱ᖺタ❧ࡉࢀࠊࡢ㸱ጤဨయไ࡞ࡗࡓࡢࡣ㸰㸮㸮㸵ᖺ
࡛ࡍࠋጤဨࡣ㹀㹎㹍௨๓ࡢάືࢆྵࡵࠊཝࡋࡃᨵၿࢆồࡵࡿࠕ່࿌ࠖࡸࠕぢゎࠖ࡞ࢆ
᫂ࡽࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 㸲࣮࣌ࢪ┠࡛ࡍࠋࡲࡎࠊ⌧ᅾࡢ㸱ጤဨࡢ≉ᚩࡽ࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ
ࡣࠊྲྀࡾୖࡆࡿ⠊ᅖࡢᗈࡉᰂ㌾࡞᳨ド᪉ἲ≉ᚩࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ഇࡀࢃࢀ
ࡿ␒⤌ࡢ᳨ドࠊᨺ㏦⌧ሙᨻࡢ㊥㞳ࠊࡲࡓࠊᖺࡣࢸࣞࣅ␒⤌࡛ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵࡿ
ࣂ࢚ࣛࢸ࣮␒⤌ࡘ࠸࡚ࡢࠕពぢࠖࢆබ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ୍᪉ࠊ᳨ドࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊಶู␒⤌ࡢ᳨ドࡢࠊฮุࡢሗ㐨ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
」ᩘࡢᨺ㏦ᒁࡢ㸱㸱ࡢ␒⤌ࢆ୍ᣓࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊඹ㏻ࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦࡋࡲࡋࡓࠋࣂ࢚ࣛ
ࢸ࣮␒⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢど⫈⪅ពぢ࡞ࢆࡶど⫈⪅ࡀ᎘࠺ሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
ᖹ᫆࡞⾲⌧࡛⌧ሙࡢไస⪅⮬ⓗ࡞᳨ウࢆಁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ࡶཝࡋ࠸ࠕ່࿌ࠖࡋࡓ
ᖺࡢ࡛ࡣࠊ᳨ドጤဨ≉ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ≉ูㄪᰝࢳ࣮࣒ࢆึࡵ࡚タ⨨ࡋࠊእ㒊ࡢ
ᘚㆤኈ㸱ேࡀຍࢃࡗࡓ㸳ேࡢࢳ࣮࣒࡛㎿㏿࣭ⓗ☜࡞ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓࠋ
 ᨺ㏦ேᶒጤဨࡣࠊྡࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࡞㛵ࡍࡿุ᩿ࡢࠊྲྀᮦࡸ␒⤌ไసồ
ࡵࡽࢀࡿ♫ⓗ㈐௵ࠊⰋ㆑ࢃࡿ㒊ศࠊࡇࢀࢆᨺ㏦⌮ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽ
ᗈࡃⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ≉ᚩ࡛ࡍࠋ≢⨥ሗ㐨࡛ࡢ⿕ᐖ⪅ഃࡢ㓄៖ࢆồࡵࡓࡢࠊ

࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ



ᚋࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡣࡐࡦࡈពぢ➼࠾ᐤࡏ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⥆࠸࡚ᮏ᪥㸰ࡘ┠ࡢ

㆟㢟࡛࠶ࡿࠕᚋࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠖ⛣ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡣࠊᴗ⪅⮬㌟ࡼࡿ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡇ

ࡘ࠸࡚┦ᙜάⓎ࡞ពぢࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆホ౯ࡍ

ࡿࡈពぢࠊ᪉࡛ࡑࡇࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ

ࡀࠊࡇࢀࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ≧ἣࠊ⌧≧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢࢆ๓ᥦࡋࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ

࡛ࠊ≉㆟ㄽࡀ㞟୰ࡋࡲࡋࡓᨺ㏦ࡢศ㔝ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡽ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡶࡢ

ࢆ⮬ⓗ࡞ᙧ࡛⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡔࢁ࠺

࠸࠺ࡇࢆ๓ᅇ⏦ࡋୖࡆ࡚ࠊࡁࡻ࠺㹀㹎㹍ࠊ㹌㹆㹉ࠊẸᨺ㐃ࡢⓙᵝࡽ࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡃ

࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠾࠸࡛ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

 ᮏ᪥ࡣ㹀㹎㹍ࡽࡣ㣬ᡞ⌮㛗ࠊ㹌㹆㹉ࡽ㔠⏣⌮ࠊẸᨺ㐃ࡽᗈ℩㛗࠾㉺ࡋ࠸

ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋኚ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊࡇࡕࡽࡈฟᖍࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ᮏ᪥ࡣࡈㄝ᫂⏝ࡢ㈨ᩱࢆ᪤ࡈ‽ഛ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㣬ᡞ⌮㛗ࠊ

㔠⏣⌮ࠊᗈ℩㛗ࡢ㡰࡛࠾⪃࠼ࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠾୕᪉ࡽ࠾

⪃࠼ࢆࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢయࡢ࠾ヰࢆఛࡗࡓᚋ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡢពぢࢆࡉࡏ

࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡽࡌࡵ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡈㄝ᫂ࠊ

㸯㸮ศࡽ㸯㸳ศ⛬ᗘ࡛ࠊᜍ⦰࡛ࡍࡀ࠾㢪࠸࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠾୕᪉ࡽఛࡗ

ࡓᚋពぢࠊ㉁ᛂ⟅ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛㐍ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᭱ึ㹀㹎㹍ࡢ㣬ᡞ⌮㛗ࡽࡈㄝ᫂ࢆ࠾㢪࠸࡛ࡁࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡼࢁࡋ

ࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ



ࡿࡃ㔜」ࢆ㑊ࡅ࡚㹀㹎㹍ࡢάືࢆㄝ᫂ࡋࠊ㹀㹎㹍ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㔜Ⅼⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡘ

㐃⤡ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆᗙ㛗ᗙ㛗௦⌮ࡢ࠺࡛ᩚ⌮ࡍࡿࡼ࠺࠸ࡓࡋࡓ



άືࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢ㈗㔜࡞ᶵࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣ࡞

ࢆࡋࡓࡣࡎ࡞ࡢࠊࡐࡦධࢀ࡚࠾࠸࡚ࡃࢀ࠸࠺ࡇࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊົᒁࡐࡦࡈ



ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢฟᖍࡣ㸰ᅇ┠࡛ࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡢពぢ⾲᫂ࡣ㸱ᅇ┠࡞ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢ

ࡢ㊃᪨ࡀ㐪࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐪࠺ࡇࢁධࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠊࡓࡋࡇ࠺࠸࠺Ⓨゝ



㹀㹎㹍ࡽࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ㸧ࠚ  㹀㹎㹍ࡢ⌮㛗ࢆົࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍ㣬ᡞ⏦ࡋࡲࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡶ࠺୍ᗘࡌࡗࡃࡾぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡲࡵ᪉



ࡗࡓ࠸࠺᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᅔࡾࡲࡍࡀࠋ
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ࡓࡵࡢࢳ࣮࣒ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆタ⨨ࡋࡓࠊ␒⤌ไసࡢᡭᘬࡁ࡞ࡿࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆᨵᐃࡋ
ࡓ࡞ࠊⓎ㜵Ṇ⟇ࡀ」ᩘࡢᒁࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᡭ⥆ࡁࢆᩚ࠼ࡿࡇࡢࡳ࡛ᨺ㏦
⌮ࡢྥୖࡀ⣙᮰ࡉࢀࡿࡣ⪃࠼ࡲࡏࢇࡀࠊᨵၿࡢࡓࡵࡢ➨୍Ṍࡋ࡚ホ౯ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ

 ᨺ㏦࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊᖺࡢࠕࣂࣥ࢟ࢩࣕ㸟ࠖࡢ࡛ࡣࠊᙜヱᒁࡀ⣙㸱㸮
ศ㛫ࢃࡓࡿ᳨ド␒⤌ࢆ㸰ᅇࢃࡓࡗ࡚ᨺ㏦ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖺኟࡢⱁ⬟ே⸆≀௳ࡢ
ሗ㐨ᑐࡋ࡚㟷ᑡᖺጤဨࡀฟࡋࡓ⸆≀ၥ㢟ሗ㐨ࡘ࠸࡚ࡢせᮃ࡛ࡣࠊ㟷ᑡᖺࢆ⸆≀ởᰁ
ࡽᏲࡿሗ㐨ࢆồࡵࡿせᮃࡇࡓ࠼࡚ࠊẸᨺ⾨ᫍᒁ࡛㸱㸮ศ␒⤌ࡀᨺ㏦ࡉࢀࡲࡋࡓࠋせᮃ
ࡢබ⾲┤ᚋ㹌㹆㹉ࠊẸᨺ࡛⸆≀᰿⤯ྥࡅࡓၨⓎ␒⤌ࡀ⦅ᡂࡉࢀࡓࡢࡶࠊᨺ㏦ᒁࡀ㹀㹎
㹍ࡢせᮃࢆ┿ཷࡅࡵࡓ⤖ᯝ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣂ࢚ࣛࢸ࣮␒⤌ࡢࠕពぢࠖࢆཷ
ࡅ࡚ࠊࣇࢪࢸࣞࣅࡣ㸰ᮏࡢ␒⤌ࢆࢦ࣮ࣝࢹࣥࢱ࣒࡞࡛ᨺ㏦ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᨺ㏦ᒁ
ࡋ࡚ࡢᛮ࠸ࢆࠕࣂ࢚ࣛࢸᐉゝࠖࡋ࡚ど⫈⪅Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢάືࡣࠊど⫈⪅
ࡢ㹀㹎㹍ࡢ⌮ゎಁ㐍ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 㸵࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ㹀㹎㹍ࡢጤဨỴᐃࢆ୍㐣ᛶࡢࡶࡢࡏࡎࠊࡲࡓࠕᒣࡢ▼ࠖ
ࡋ࡚ᗈࡃ῝ࡃ⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ヨࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⡆༢ࡵࡲࡍࡀࠊࡲࡎࠊጤဨ
Ỵᐃᚋࡢᙜヱᒁ࡛ࡢጤဨࡼࡿㄝ᫂ពぢ࡛ࡍࠋཤᖺࡽጞࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ᨺ㏦
ேᶒጤဨࡀ㸲ᅇࠊไస⪅ࡢពぢࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᳨ドጤဨࡢࣂ࢚ࣛࢸ࣮
ࡘ࠸࡚ࡢࠕពぢ࡛ࠖࡣࠊ㸴ࡘࡢᨺ㏦ᒁࡢ◊ಟ࡞ጤဨࡀฟᖍࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ◊
✲ࡣࠊ༙ᖺ㛫බ⾲ࡉࢀࡓ࡞ጤဨุ᩿ࢆ⣲ᮦࡋ࡚ࠊᢸᙜጤဨࡀ᳨ウࡢ⤒⦋ࠊุ᩿
ࡢ࣏ࣥࢺࢆゎㄝࡋࠊྛᨺ㏦ᒁࡢฟᖍ⪅ពぢࢆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊጤဨࡀᆅ᪉
ฟᙇࡋ࡚ᆅᇦࡢᢸᙜ⪅ᨺ㏦ࢆ⪃࠼ࡿᆅ᪉ᒁពぢࡣࠊᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡀඛ᭶ึ
ࡵ࡚ࠊ㜰࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ᮶᭶ࡣᨺ㏦ேᶒጤဨࡀᮐᖠ࡛㛤ദࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢㄪ
ᰝᙺࢆ㹀㹎㹍ࡢ㈝⏝㈇ᢸࡼࡗ࡚◊ಟㅮᖌࡋ࡚ὴ㐵ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶᖺᗘࡽጞ
ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠊᨺ㏦ไస⌧ሙࡣኚᛁࡋࡃࠊ࡚ࡶ㹀㹎㹍ࡢỴᐃࢆㄞࢇࡔࡾ᳨ウࡋࡓࡾࡍࡿ㛫ࡀ
࡞࠸࠸࠺ᝒ㬆㏆࠸ኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋᨺ㏦⌮ࡢᚭᗏࡣ⢓ࡾᙉ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࠊാࡁ
ࡅࡀᚲせ࡞ࡇࡣぬᝅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ‶㊊ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ
⌧ሙࡢᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡶ⪃࠼࡞ࡀࡽᨺ㏦ࡢไస⪅㹀㹎㹍ࡢពぢࡀᒆࡁࠊྲྀᮦࡸไస



ࡍࠋ

ᩆ῭ᙉࡃຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇࡽࡇࡑ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 㟷ᑡᖺጤဨࡣࠊ୰㧗⏕ࢆ୰ᚰࡍࡿᖺ௦ពぢࢆ㔜ࡡࠊᨺ㏦ᒁど⫈⪅ࡢᅇ㊰

࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ⣙㸱㸮ேࡢ୰㧗⏕ࣔࢽࢱ࣮ᨺ㏦㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ

࠼࡚ሗ࿌ࢆồࡵࠊᨺ㏦ᒁࡢࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ሗ࿌ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࢆᐤࡏ࡚ࡶࡽࡗ

࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷ᑡᖺࢆᑐ㇟ࡍࡿࢸࣞࣅ␒⤌ࡢ✚ᴟⓗ࡞ไసࢆᚋᢲࡋࡍࡿẼᣢࡕࡶ㎸ࡵ࡚ࠊ

ᅜࡢᨺ㏦ᒁ㟷ᑡᖺぢ࡚ࡋ࠸⮬ᒁ␒⤌ࡢ᥎⸀ࢆ౫㢗ࡋࠊᨺ㏦ࡢ๓᭶ᮎ㹀㹎㹍ࡢ࣍

࣮࣒࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡍࡿࡇࡶጞࡵࡲࡋࡓࠋヲࡋࡃࡣ㹀㹎㹍ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈࡽࢇ࠸ࡓࡔ

 ḟࡣ㸳࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋ㹀㹎㹍ࡀࡇࢀࡽ┠ᣦࡍⅬࡘ࠸࡚㸱ࡘศࡅ࡚ㄝ᫂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

 ࡲࡎ➨୍ࡣࠊ
ࠕࡼࡾᗈࡃࠖど⫈⪅㹀㹎㹍ࡢάືࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ㄢ㢟࡛ࡍࠋࡇࢀ

ࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࡣࠊඛᣲࡆࡲࡋࡓฮุ㛵ࡍࡿࠕពぢࠖࢆⓎᒎࡉࡏࠊ

ᮾிᏛᏛ㝔ሗᏛ⎔ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋุဨไᗘࡢᐇࢆ᥍࠼ࠊ

᭱㧗ฮᒁࡢᢸᙜᐁࡶุဨไᗘ࡛ࡢሗ㐨ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㆟ㄽຍࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

♫ⓗ㛵ᚰࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐ࢆ㐺ษ࡞ᮇᗈࡃࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡽࢀࡓ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊᖺࡢࢸࣞࣅࣂ࢚ࣛࢸ࣮␒⤌ࡘ࠸࡚ࡢࠕពぢ࡛ࠖࡣࠊẸᨺ㐃ࡀࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࢆ㛤ࡁࡲࡋࡓࠋᮾிࡢẸᨺ㸳ᒁࡼࡾࠊྜࢃࡏ࡚㸳㸮ேࡢࣂ࢚ࣛࢸ࣮␒⤌ไస⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊ

᳨ドጤဨࡢጤဨࡶຍࢃࡗ࡚άⓎ࡞㆟ㄽࢆࢃࡋࡲࡋࡓࠋ୍⯡ࡢど⫈⪅ࡶཧຍࡋࠊពぢࢆ

㏙ࡲࡋࡓࠋ

 ࡇࢀࡽࡢάືຍ࠼࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ
ࠕ㹀㹎㹍ሗ࿌ࠖ࡞ࡢᐃᮇห⾜≀ࡢᐇ

࠸࠺᪥ᖖⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉࡀḞࡏ࡞࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᨺ㏦ேᶒጤဨࡢỴᐃࢆ

✚ࡋࡓุ᩿ࠗ࢞ࢻ㸰㸮㸯㸮࠘ࡶ㛫ࡶ࡞ࡃⓎ⾜ࡉࢀࡲࡍࠋ࣐ࢫࢥ࣑࡞ࡢྲྀᮦ✚ᴟⓗ

ࡇࡓ࠼ࡿࡇࡶᚲせ࡛ࡍࠋ⚾ࡶඛ᪥ࠊᮾிࡢẸᨺ࣮࢟ᒁ࡛㹀㹎㹍ࡢάືࢆྲྀࡾୖࡆࡿ␒

⤌ฟ₇ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋᨺ㏦⏺ࡢⓎᒎࡢࡓࡵࠊ㹀㹎㹍ࡢάືࢆࡼࡾᗈࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡓ

ࡔࡃࡇࡣኚ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᨺ㏦ᒁ≀⏦ࡍ⩏ົࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㹀㹎㹍ࢆ

ᨺ㏦⏺ࡀࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ୍⯡ࡢேࠎࡼࡾࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃάືࢆࠊᚋࡶ

✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛ࡍࠋ

 ḟࠊ㸴࣮࣌ࢪࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢጤဨࡢࠕぢゎࠖࠊࠕ່࿌ࠖ࡞ࢆྲྀᮦࡸ␒⤌ไసࡢ⌧ሙ࡛ṇ

☜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡗ࡚ࡣࠕࡼࡾ῝ࡃࠖࢆ┠ᣦࡋࡓάື࡛ࡍࠋ㹀㹎



ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ࡍࠋࡑࡢ୰ࡣᒁෆࡢຮᙉࠊ␒⤌ᑂ㆟ࡢሗ࿌ࠊ᪂ࡓᢸᙜ⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢ

ᚋࡢฎ⨨ࡲ࡛ᨺ㏦ᒁࡀᚰࡀࡅࡿࡁබṇ࡞ែᗘ࣭ᑐᛂࢆồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋጤဨࡀ⿕ᐖ⪅ࡢ



㹍ࡽၥ㢟ࢆᣦࡉࢀࡓᨺ㏦ᒁࡣࠊ㸱࢝᭶௨ෆᨵၿ⟇ࢆྵࡵࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡲ

⏕␒⤌࡛ࡢฟ₇⪅ࡢⓎゝᨺ㏦ᒁࡢࡿࡁែᗘࠊゞṇᨺ㏦ࡢᅾࡾ᪉࡞ࠊྲྀᮦࡽᨺ㏦
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 㹀㹎㹍ࡢ⌧ᅾࡲ࡛ࡢάືࡣࡀࡺࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࡶ࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ㹀㹎㹍
ࡶࡗᙉ࠸ຊࢆᣢࡓࡏࡿࡁࡔࠖ࠸࠺ኌࡶ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࡋࡋࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡣ⮬
ศ࡛⠏ࡁࠊᏲࡗ࡚ࡇࡑࠊࡑࡢ౯್ࡀⓎࡉࢀࡿࡢࡣ⌮ࡢᙜ↛࡛ࡍࠋࡑࡢ⪃࠼᪉❧ࡗ࡚㹀
㹎㹍ࡣᨺ㏦ᴗ⪅ࡀタ❧ࠊ㐠Ⴀࡋࠊጤဨࡣ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅ࡢ❧ሙࡽᨺ㏦ᒁຓゝࡋࠊ
⮬ぬࢆಁࡍࡇࢆ௵ົࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᨺ㏦ෆᐜࢃࡿ᳨ドᇶ࡙ࡃ㹀㹎㹍ࡣࠊᶒຊ㛵㐃ࢆᣢࡓ࡞࠸ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ
⤌⧊࠸࠺⌧ᅾࡢ⨨࡙ࡅࡀ᭱ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸☜ಙࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤࡇࡑࠊ㹀㹎㹍
ࡣ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅ᛶࢆᏲࡾᢤࡁࠊࡾࡑࡵࡶᨺ㏦ᒁᐤࡾ࡛࠶ࡿཷࡅྲྀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇ
ࡣ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࡑࡢุ᩿ࡣど⫈⪅ጤࡡࡽࢀࡿࡁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⌮
㛗ࡢ⚾ࡽぢ࡚⌧ᅾࡢ㹀㹎㹍ࡢ㸱ጤဨࡣࠊࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡋࠊබṇ࡞❧ሙࡽᨺ㏦ᒁ
ࡶど⫈⪅ࡶㄝᚓຊࡢ࠶ࡿุ᩿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿཷࡅࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࠎ้ࠎཝࡋ࠸➇தࢆ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿᨺ㏦ࡢ⌧ሙࠊ㹀㹎㹍㸱ጤဨࡢุ᩿ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡋࡋࠊ㹀㹎㹍ࡣ㈐௵ࡢ㔜ࡉࢆ⮬ぬࡋࠊᨺ㏦ᴗ⪅⥭ᙇឤࡢ࠶ࡿಙ㢗㛵ಀࢆಖࡕࡘࡘࠊ
ど⫈⪅ࡣࡶࡼࡾࠊᙜࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࡶ༑ศཧ↷ࡋࠊ᪤ࡈㄝ᫂ࡋࡓ㸱ࡘ
ࡢດຊ㡯┠ࠊ
ࠕࡼࡾᗈࡃࠖ
ࠕࡼࡾ῝ࡃࠖ
ࠕࡼࡾ㧗ࡃࠖࢆ㔜Ⅼⓗ᥎㐍ࡋࠊど⫈⪅ࡢᮇᚅࡇࡓ
࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⥆࠸࡚㹌㹆㹉ࡢ㔠⏣⌮ࡽࡈㄝ᫂ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


㹌㹆㹉ࡽࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࠙᪥ᮏᨺ㏦༠㸦㔠⏣㸧ࠚ  㹌㹆㹉ࡢ㔠⏣࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ➨㸱ᅇྜ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࡇࡢࡼ
࠺࡞ࡈㄝ᫂ࡢᶵࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡲࡇ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᨺ㏦ࡼࡿゝㄽ
⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡾࠊ⮬ᚊⓗ⤌⧊ࡋ࡚බඹᨺ㏦ࡢࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊ㹌㹆㹉ࡀࡢࡼ࠺
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡈㄝ᫂ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࢱ࣒ㄅࡢࣃ࣮ࢯ࣭ࣥ࢜ࣈ࣭ࢨ࣭࣮ࣖࡢ㸰㸮㸮㸳ᖺࡀࣅ࣭ࣝࢤࢶኵጔ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ

࡞ࡿᨺ㏦⌮ࡢྥୖࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆッ࠼࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡿᤐ㐀ࠊ

ഇሗ㐨࡞ࡣࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢཎⅬ࡛࠶ࡿྲྀᮦࠊ⦅㞟࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡢᡭᢤࡁࡸᡭ

㝿ࡢ⤖ᯝࡀከ࠸࠸࠺ࡇࡽࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺᩍ⫱ࡢ᳨ウࡶᚲせᙉㄪࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲ

ࡋࡓࠋᨺ㏦ᒁࡢ㈐௵⪅ࡣࠊሗ㐨ࡢࣉࣟࡋ࡚ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺᩍ⫱ࠊ␒⤌ไసయไࡢᩚ

ഛᣦᑟຊࢆⓎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸᪥ࡈࢁࡽᛮࡗ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞

ᶵࢆ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊẸᨺ㐃ࡢࡈ㓄៖ឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊࣂ࢚ࣛࢸ࣮ࡢពぢ᭩࡛ࡣࠊᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡢᕝ➃ጤဨ㛗ࡀẸᨺ㐃ࡢᗈ℩

㛗ពぢ᭩ࢆᡭΏࡋࠊෆᐜࢆ┤᥋ࡈㄝ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋ㛗ࡢ⌮ゎࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊẸᨺ㐃ࡢࢩ

࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ⤖ᐇࡋࡓ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋඛ⤂ࡋࡓᙜヱᒁពぢ

ฟᖍࡋ࡚ពぢࢆ㏙ࡓᨺ㏦ᒁࡢ⤒Ⴀ⪅ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋ⌧ሙࡢᾐ㏱ࡢດຊ

࠶ࢃࡏ࡚ࠊᨺ㏦⏺ࡢࢺࢵࣉ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡀ㹀㹎㹍ࡢάືྍḞ࡛࠶ࡿ③ឤࡋ࡚࠾ࡾࡲ

ࡍࠋ

 㸶࣮࣌ࢪࠋࡉ࡚ࠊ⥾ࡵࡃࡃࡾ⚾ࡢࡢẼᣢࡕࢆ⋡┤࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᗂᖺ

ᮇࡽ㟷ᖺᮇࢆࠊᡓ๓ࠊᡓ୰ࠊᡓᚋ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ⚾ࡓࡕࡢୡ௦ࡣࠊ⮬⏤ࡶࡢࡀゝ࠼ࡿ

ࡇࡢࡍࡤࡽࡋࡉࢆ࠶ࡿ✀ࡢ∝ᛌឤࢆᣢࡗ࡚ᐇឤࡋࡓࡇࢆぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ୍᪉ࠊ┠ࢆ⌧ᅾࡢୡ⏺㌿ࡌ࡚ࠊゝㄽࢆ⌮⏤ᣊ᮰ࡉࢀࠊ⾜ືࡀไ⣙ࡉࢀࡿ♫ࡀ࠸

ᜥⱞࡋ࠸ࡶࡢࠋ⮬⏤࡞ពぢࡢᛂ㓘ࡼࡾ♫ࢆᡂ⇍ࡉࡏ࡚࠸ࡃẸ⩏ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ

ࡣࠊᅜẸࡢ▱ࡿᶒࡇࡓ࠼ࡿゝㄽ࣭ሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡢ☜❧ࡀḞࡏ࡞࠸ࡢᛮ࠸ࢆࡉࡽ

࡞ࡀࡽᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᨺ㏦ࡣᨻࢆ㌟㏆ࡋࠊ⅏ᐖࡽேࢆᏲࡾࠊ㧗࠸

ⱁ⾡ᛶࢆᐙᗞ࡛ࢃ࠼ࠊୡ⏺ࡢࡇ࡛㉳ࡁࡓࡇ࡛ࡶ▐⮫ሙឤࢆᣢࡗ࡚ఏ࠼ࡿ࠸࠺

ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡺ࠼ᨺ㏦ࡢᢸ࠸ᡭࡣ⮬ࡽࡢᙳ㡪ຊࢆᖖ

⮬ぬࡋࠊᨺ㏦ෆᐜࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ㈐௵ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊど⫈⪅ࡢព

ぢㅬ⪥ࢆഴࡅࠊ⮬ศࡣ㐪࠺⪃࠼ࡶᐶᐜཷࡅධࢀࡿែᗘࡀḞࡏࡲࡏࢇࠋᨺ㏦

ᴗ⪅ഃࠊᅜẸࡣ⌧ᅾࡢ␒⤌⤖ᵓ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࠸ࡗࡓࠕ࠾ࡈࡾࠖࡀࡶࡋ࠶ࢀࡤࠊ

␒⤌ࡣỴࡋ࡚ኚࢃࡾࡲࡏࢇࠋ㹀㹎㹍ࡢࡢᨺ㏦ᒁᑐࡍࡿỴᐃࡶࠕᒣࡢ▼ࠖࡋ࡚┿

ㄞࡳ㎸ࢇ࡛ࡋ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ



ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ẹ㛫ᨺ㏦ᒁࡢ⤒Ⴀ⪅⣙㸰㸮㸮ேࡢⓙࡉࢇࠊ⌧ᅾࡢᨺ㏦ᒁࡗ࡚ど⫈⪅ࡢಙ㢗ࡢᇶ♏



ࢆ㊴ࡡ㏉ࡍຊ࡞ࡿࡇࢆ⫢㖭ࡌ࡚ࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡣ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚ᨺ㏦⮫ࢇ࡛࠸ࡓࡔ

ࡢヨࡳ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡣඛ㐌ࠊྡྂᒇ࡛㛤ࢀࡓẸᨺ㐃ࡢဨ༠㆟ฟᖍࡋࠊᅜࡢ



࠸ᨭᣢࠊ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿಙࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ど⫈⪅ࡢᨭᣢࠊ⌮ゎࡀᨺ㏦ࡢධ

 ᭱ᚋᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢࢺࢵࣉࡢ᪉ࠎࡢ༠ຊ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕࡼࡾ㧗ࡃࠖ



 ࡇ࠺ࡋࡓᨺ㏦ᒁࡢ⮬ぬࠊᨵ㠉࣭ᨵၿࡢດຊࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊど⫈⪅ࡢᖜᗈ

⏕ࡉࢀࡿࡼ࠺ດຊࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

369

 㹌㹆㹉࡛ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡽࡢࡼ࠺࡞ࡈពぢࠊࡈせᮃࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠺ᑐᛂࡋࡓࢆ㸯࢝
᭶ࡈ㞟⣙ࡋ࡚⤒Ⴀጤဨሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ㹌㹆㹉ෆࡢྛ㒊⨫࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࠊࡉ
ࡽ࡞ࡿᴗົᨵၿࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㸯࢝᭶ࡈࡢሗ࿌ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ㸯ࠊ㸰࣮࣌ࢪࢆࡈཧ⪃ࡲ࡛㸵࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 㸶࣮࣌ࢪ࠾♧ࡋࡋ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢ⛅ࡣど⫈⪅ࡢⓙࡉࢇࡢ❆ཱྀ࡞ࡿࢥ࣮
ࣝࢭࣥࢱ࣮ࢆቑᙉ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࢩࢫࢸ࣒ࢆᨵၿࡋࠊ㟁ヰࢆࡼࡾࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍࡃࡍࡿ࡞ࠊ
ࡈពぢࢆᐤࡏ࡚ࡃࡔࡉࡿ࠾ᐈᵝࡢ‶㊊ᗘࡢྥୖࠊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢ➼ࢆࡼࡾṇ☜ࠊ㎿㏿
㞟⣙࣭ศᯒࡋ࡚ᴗົᨵၿᙺ❧࡚ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ෑ㢌ࠊࢱ࣒ࡢゝ࠺㹗㹭㹳ࠊ࠶࡞ࡓࡢ௦࠶ࡗ࡚ࠊࡼࡾಶูࠊ⣽ศࠊศᩓࡍࡿ
⌧௦♫ࡢഴྥࡘ࠸࡚ゐࢀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㹌㹆㹉ࡢ᪂ࡋ࠸ᙺࠊ᪂ࡋ࠸බඹᨺ
㏦ࡢᙺࡀࡑࡇ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㹌㹆㹉ࡋ࡚ಶูࡋࠊ⣽ศࡋࠊศᩓࡋ
ࡓಶࠎேࠊ㹗㹭㹳ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢺࡍࡿᢏ⾡ⓗࠊไᗘⓗ⬟ຊࡣᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ
ࡋࡋࠊࡑࡇࡲࡽࡎࠊᏙ❧ࡋࡓ㹗㹭㹳ࢆ㹕㹣ࠊᡃࠎࡲ࡛㐃ࢀᡠࡍດຊࡀษࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ࡽබඹࡢព㆑ࡀⷧࢀࠊࡘ࡞ࡀࡾࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊ␒⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ே
ேࠊே♫ࢆ⤖ࡪ⤎ࡢᙺࢆᙉࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡁ࡞㡪ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ↓⦕♫ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉࡢࡼ࠺࡞♫ࡢၥ㢟ࠊ⮬ẅࡸ࠺ࡘࡢ
ၥ㢟ࠊᡓதᖹࠊㆤ࣭⚟♴ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ᪥ᮏ♫ࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ㹌㹆㹉࡛
ࡣయไࢆ⤌ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ᪥ᮏࡣ㸰㸮㸯㸳ᖺࡲ࡛ୡᖏࡀቑ࠼࡚࠸ࡃゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢቑຍࡣ୍ேୡ
ᖏࡢቑࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ㓄അ⪅ࢆஸࡃࡋࠊ㸯ே࡛ࠕḷㅴࢥࣥࢧ࣮ࢺࠖࡸࠕࢤࢤࢤࡢዪᡣࠖ
ࢆ࠾ᴦࡋࡳ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ἣࡶቑ࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢱࣜ㈹ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
ᗈᓥᒁไసࢻ࣐ࣛࠕⅆࡢ㨶ࠖࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ᰿ᕪࡋࡓ␒⤌ࠊ᪥ᮏ㈹ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕ࣮࣐ࣜ
ࣥண࣭ኳᡯࡓࡕࡢ㸯㸳㸮ᖺࡢᡓ࠸ࠖ࡞ࠊୡ⏺ࡽホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡛᪥ᮏࡽࡢⓎಙຊ
ࢆᢸ࠺ࡇࡶษ࡞ᙺᚰᚓ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⌧ᅾࡢࡼ࠺ሗࡢཷಙࠊⓎಙࡢ㛵ಀࡀኚࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡣࠊど⫈⪅ࡢᅜẸࡢⓙࡉࢇࡀ
ⓎಙഃࡢどⅬࢆᣢࡗ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࡸሗࠊࡑࡢࢶ࣮ࣝࡢᛶ㉁ࢆ༑ศ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ㔜せ
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ↓㈐௵࡞ሗࡢุ᩿ࡣಶேࢆയࡘࡅ࠾ࡋࡵࡿࡤࡾࠊ♫ࡢ



♧ࡋࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࣒⦅㞟㒊ࡢ㑅ᢥ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠸࠺ᢏ⾡㠉᪂ࡀࡶࡓࡽࡋࡓࠊࡔࢀࡶ

ࡀゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆ‶ႚ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊࡍࡤࡽࡋ࠸ሗ⎔ቃࡢ୰ᡃࠎࡣ⏕ࡁ࡚

 ࡋࡋࠊಶࠎࡢᚿྥྜࢃࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢࡳඛ⾜ࡉࢀࠊዲࡁ࡞ࡁḧࡋ࠸ሗࡔࡅ

ࢆᚓ࡚ࠊࡑࢀ௨እࡣ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ༏ྡሗࡼࡗ࡚㆟ㄽࡀඛ㗦ࡍ

ࡿ࡞ࠊሗࡀ࠶ࡩࢀࡿ୰࡛ࠊ♫యࡀಶูࠊ⣽ศࠊศᩓࡋ࡚࠸ࡃၥ㢟ࡶᣦࡉ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ࣐ࢫ࣓ࢹࡣ༴ᶵ࠶ࡿ࠸࠺㆟ㄽࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㹗㹭㹳ࢆࣃ࣮ࢯ࣭ࣥ

࢜ࣈ࣭ࢨ࣭࣮ࣖࡋࡓࢱ࣒ㄅࡣࡑࡢ㈍㒊ᩘࢆⴠࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ➇த┦ᡭࡢࢽࣗ

࣮ࢬ࣮࢘ࢡࡣ༷ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࠾࠸࡚ᨺ㏦ࡢබඹᛶࡣ୍య

ఱࠊ㹌㹆㹉ࡀᯝࡓࡍࡁ᪂ࡋ࠸ᙺࡣఱ࡞ࡢࠋ♫≧ἣ᪂ࡋ࠸௦ᚲせ࡞ᙺ

ࢆ⮬ぬࡋ࡚ࠊᚰࡋ࡚ᴗົᙜࡓࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᨵࡵ࡚ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ᨺ㏦ࡼࡿゝㄽ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵ㹌㹆㹉ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⤌⧊㐠Ⴀୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ๓ᅇࡶࡈㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡈཧ⪃ࡲ࡛ࠊ࠾㓄ࡾࡋࡓ㈨ᩱࡢᮎᑿ

๓ᅇ㈨ᩱࢆῧࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ୍㒊⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⡆༢ࡈ⤂ࡋࡲ

ࡍࠋ

 㸰࣮࣌ࢪࢆࡈࡽࢇࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹌㹆㹉ࡣᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟ࠊⱞฎ⌮ࠊⱞฎ⌮ࡢሗ࿌ࠊ

⤒Ⴀጤဨࡢど⫈⪅ㄒࡿ࡞ࡀᨺ㏦ἲỴࡵࡽࢀࡓ⤌ࡳࡋ࡚Ꮡᅾࡋࡲࡍࠋࡑࡢୖ

␒⤌ࡸ⤒Ⴀࡢྥୖࢆᅗࡿ⮬ᚊⓗ࡞⤌ࡳࡋࡲࡋ࡚ࠊ␒⤌⪃ᰝࠊ␒⤌ࣔࢽࢱ࣮ホ౯ࠊど

⫈⪅どⅬࡼࡿ㹌㹆㹉ホ౯ጤဨࠊᨺ㏦ホ౯ㄪᰝ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊయࡋ࡚ㄝ

᫂㈐௵ྥୖࡢࡓࡵࠊሗබ㛤ಶேሗಖㆤᑂ㆟ጤဨࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀᏛ㆑⤒㦂

⪅ࠊእ㒊ࣔࢽࢱ࣮ࠊ↓సⅭᢳฟࡉࢀࡓど⫈⪅ࡢ᪉ࠎ࡞ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞❧ሙࡽࡢከゅⓗ࡞

ࡈពぢࠊࡈせᮃࢆ⌧ሙࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀྲྀࡾධࢀࠊࡼࡾࡼ࠸ᨺ㏦ࢧ࣮

ࣅࢫࡢᐇ⌧⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ど⫈⪅ࡢⓙᵝࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࠊ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣᖺᗘ㸲㸴㸳௳࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

࠾㟁ヰࡸ࣓࣮࡛ࣝᐤࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡢࡼ࠺࡞ࡈពぢࡀ࠶ࡗࡓࠊࡑ

ࢀࢆཷࡅ࡚࠺࠸ࡗࡓᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ㸱࣮࣌ࢪࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠕど⫈

⪅ࢧ࣮ࣅࢫሗ࿌᭩ࠖ࠸࠺Ꮚࡲࡵ࡚බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋど⫈⪅ࡢⓙࡉࢇࡽࡢኌࢆ



࠸ࡲࡍࠋ



࠸ࡲࡍࠋࡇࡢሙ࡛ࡶ࠾㓄ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡢ୍㒊ࢆ㸲࣮࣌ࢪࡽ㸴࣮࣌ࢪ࠾

ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㹓㹱㹲㹰㹣㹟㹫࠸࠺ࠊ୍ே୍ேࡀሗࡢⓎಙ⪅࡞ࢀࡿ௦ࢆ㇟ᚩࡋࡓࢱ



࠸ࡓࡔࡃࠊゐࢀྜ࠺ࠊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓኌࢆ⏕ࡋ࡚ᴗົᨵၿࡘ࡞ࡆࡿ࠸ࡗࡓෆᐜ࡞ࡗ࡚

ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸰㸮㸮㸴ᖺࡀ㹗㹭㹳ࠊ࠶࡞ࡓ࠸࠺㑅ᢥ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㹗㹭㹳㹒㹳㹠㹣
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㑅ᢥࢆᑛ㔜ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢไᗘࡀᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⮬ศࡀព
ḧⓗ㑅ࡤ࡞ࡗࡓணᮇࡏࡠࡶࡢ᥋ゐࡍࡿࡇࠊᕷẸࡀඹ㏻య㦂ࢆᣢࡘࡇࡀ㔜せࡔࠖࠋ
 㹌㹆㹉ࡣࠊබṇ࡛ಙ㢗࡛ࡁࡿሗࠊከᵝ࡛㇏࡞␒⤌ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢከゅⓗ࡞
どⅬࡸ౯್ほࡼࡗ࡚᪥ᮏ࠸࠺ሗඹ᭷✵㛫ࠊሗබඹᅪࢆᙉࡍࡿດຊࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊ๓ᅇࡶ㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊ㛫ࢆࡅ
ࡓไᗘࡢ⇍ᡂேࡢᢞ㈨ࡀྍḞ࡛ࡍࠋᐶᐜࡢ⢭⚄ࢆᣢࡗ࡚᩿ດຊࡋࠊᕼồࡋࠊே
ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃᚲせࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋྍ⬟ᛶࢆྍ⬟ᛶ⤊ࢃࡽࡏ࡞࠸࠸࠺ぬᝅࠊពᚿᢞ
㈨ࡀྍḞ࡛ࡍࠋ㹌㹆㹉ࡶࡑ࠺ࡋࡓດຊࢆᝰࡋࡲ࡞࠸ࡇࢆ࠾⣙᮰ࡋ࡚ࠊࡈሗ࿌ࢆ⤊ࢃࡾ
ࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊẸᨺ㐃ࡢᗈ℩㛗͐͐ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡕࡻࡗࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ᭱ᚋࡲࡵ࡚ࡈ㉁ၥࢆ͐͐ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ᪥ࡣࡓࡋ㸯㸷㸲㸳ศࡲ࡛ࡔ࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࡲ
ࡲ⾜ࡃࡃ㆟ㄽࡋ࡞࠸ࡲࡲ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡑ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚͐͐ࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡕࡻࡗ㛫ࡀணᐃࡼࡾᘏࡧ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡋࡶࠊఱ࠶ࡲࡾࡳྜࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡲ࡛ࡢࠊඛ
ᗙ㛗ࡀ⤂ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡢᥦ㉳ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚
ࡉࡽ࠾⪺ࡁࡍࡿ࠸࠺㊃᪨ࡔࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢇ୍⯡ⓗ࡞㹎㹐ࡳࡓ࠸
࡞ヰࡤࡾ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡶ࠺ࡕࡻࡗ
ࡑ࠺࠸࠺㊃᪨ࡢ࠾ヰ࡛࠶ࢀࡤ㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠺
ࡶඛࡽ࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡿࠊᚋࡇࢇ࡞ࡇࢆࡸࡾࡲࡍ࠸࠺ヰࡀ୰ᚰ࡛༑ศᡃࠎ
ࡢၥ⟅࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡞ࡿࠊࢃࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡢࡈᣦࠊ⌮ゎ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡲࡔᗈ℩㛗ࡽࡢ࠾ヰࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣ
ࡾᗈ℩㛗ࡽࡢ࠾ヰࢆఛࡗ࡚ࡽࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㹆㹉ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ␒⤌ࡸ␒⤌⣲ᮦࡽษࡾฟࡋࡓᫎീࡸ㡢ኌ⣲ᮦࢆࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ

ࢺࢆ㏻ࡌ࡚↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓ⣲ᮦࡣ⮬⏤⦅㞟ࡋ࡚సရࢆ

ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊႠ┠ⓗ⏝ࡋ࡞࠸ࠊⴭస⪅ྡࢆ⾲♧ࡍࡿࠊྡࢆ

ᐖࡍࡿ⏝ࢆࡋ࡞࠸➼ࡢᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝࠊ⏝つ⣙ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㹌㹆㹉ࡢ⣲ᮦ

ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ୍࡛ே୍ேࡢീຊࠊᫎീࢆㄞࡳゎࡃຊࠊⴭసᶒព㆑ࡢྥୖࡘ

࡞ࡀࡿࡼ࠺࠸࠺ࡡࡽ࠸ࡢࡶࠊᩍ⫱⌧ሙࡢ㐃ᦠࡶᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ♫⛉ࡢᩍ⛉᭩ᨺ㏦ࡀⓏሙࡋࡲࡍᑠᏛᰯ㸳ᖺ⏕㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡲ

ࡋࡓ㹌㹆㹉ᨺ㏦య㦂ࢡࣛࣈࢆ㸯㸰࣮࣌ࢪࡈ⤂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᏊ౪ࡓࡕ⮬㌟㌟㏆࡞ヰ㢟

࡛ᶍᨃࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࣜࢧ࣮ࢳࡸྎᮏ࡙ࡃࡾࠊࢫࢱࢪ࢜㘓࡞ࢆᐇ㝿

య㦂ࡍࡿࡇ࡛ࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࡢ⯆⌮ゎࢆ㧗ࡵ࡚ࡶࡽ࠾࠺࠸࠺ࡶࡢ

࡛ࡍࠋᖺᗘࡣᅜ⣙㸷㸮㸮ᰯࠊ㸳㸰㸪㸮㸮㸮ேࡢࡈཧຍࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗ

ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᬑẁఱࡆ࡞ࡃ᥋ࡋ࡚࠸ࡿሗࡸࢥࣥࢸࣥࢶࡣ࣮ࣝࣝࡸ⫼ᬒࡀ࠶ࡿ࠸࠺

ࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊሗᩥࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚⌮ゎㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺

ࡡࡽ࠸࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

 ᨺ㏦ᴗ⏺యࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࡢ㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࡶᨵࡵ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ⏦ࡋୖࡆࡲ

ࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁࡈ㆟ㄽࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤဨྛࡢ

ኚ࡞ࡈດຊࡢୖ୍࡛ᐃࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠊ㠀ᖖ᭷ព⩏࡞άື࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠾

ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢάືࡣ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗࡣಶࠎࡢᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⊂❧ࡋ

ࡓ⦅㞟㈐௵ࢆ㈇࠺࠸࠺ࡇࡽࠊ࠾ࡢࡎ୍ᐃࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࡶᐇ࡛ࡍࠋ

 ࡋࡋࠊᙜ⪅ࡢ㛫࡛ࡣ࡞࡞ࢀࢇࡋ࡞࠸㞴ࡋ࠸㆟ㄽࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊẸ㛫ࡢ᭷㆑⪅

ࡢ᪉ࠎุ᩿ࢆ࠾௵ࡏࡋࠊಶࠎࡢᐖ㛵ಀࢆ㉸࠼ࡓ㧗࠸どⅬࡽࡢぢ᪉ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ

ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀࡑࡢ⤖ᯝࢆཷࡅࡵࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ㈐௵ࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸≧ែࢆ

┠ᣦࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿࠋ⤌ࡳࡋ࡚ࡣࡢࡇࢁ᭱ၿࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⌧⾜

ࡢ⤌ࡳࡢࡶ࡛ᐇ⦼ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ࡞࠾୍ᒙᐃ╔ࡋࠊᡂ⇍ࡋࠊᅜẸࡢᮇᚅ

ࡇࡓ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ㹌㹆㹉ࡋ࡚ࡶᚋࡶᨭࡋࠊ༠ຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢁ

࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ



࡛ࡇ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡀᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᨻᗓࡢ᳨㜀ࢆไ㝈ࡋࡓࡾࠊಶேࡢ

࣮ࢆࡈ⤂ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⥲ົ⮧ࡢㄆྍࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ㹌



ぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࣓ࣜ࢝ࡢ᠇ἲᏛ⪅ࡢ࢟ࣕࢫ࣭ࢧࣥࢫࢸ࣮ࣥࡣࠊⴭ᭩ࡢ୰

 ࡑࡢࡢ㸯ࡘࡋࡲࡋ࡚ࠊ㸯㸮࣮࣌ࢪࠊ㸯㸯࣮࣌ࢪ㹌㹆㹉ࢡ࢚ࣜࢸࣈࣛࣈࣛࣜ



ࡣᨺ㏦ࡔࡅ࡛ゎỴࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᨺ㏦ࡀᢸ࠺ࡁ᪂ࡋ࠸ᙺࡶࡑࡇࡢ

┠ᣦࡋ࡚ࠊ␒⤌ࡸദࡋࡶࡢ࡞ࢆ㏻ࡌࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢᨭྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ



 ᢏ⾡㠉᪂ࡼࡗ࡚ሗ♫ࡣⓗኚࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋሗࡸ⾲⌧ࡘ࠸࡚ࡢ⌧௦ࡢၥ㢟

ᇶ┙ࢆ⬣ࡍࡇࡶࡘ࡞ࡀࡾࡡࡲࡏࢇࠋ㹌㹆㹉ࡣゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆாཷࡍࡿ♫ࢆ
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ฟࡑ࠺ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࡲࡉṔྐⓗ࡞ࡇࡔࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࠸࠺ࡼ࠺ࠊࡸࡗࡥࡾ⾲⌧ࡢ⮬⏤࠸࠺ࡢࡣẸ⩏ࡢ♫ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ⤯ᑐ
ᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡣᏲࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘ③ឤࡋࡓࡢࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࢿࢵࢺ࡛ࡢᐇࡢᥦ♧ࡶ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪂⪺ࠊ
ᨺ㏦ࠊ㞧ㄅࡀࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㈨⏘ࡋ࡚ᢪ࠼ࡿࣉࣟࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇࠊ
Ᏺࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣ࠼ࡽࡃኚࠊษ࡞ࡇ࡛ࠊࡢ⡿ᅜࡳࡓ࠸⡆༢ࣉࣟࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜ
ࢫࢺࡀࣜࢫࢺࣛࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ែࡣࠊ᪩ࡃࡑࡇࡽ⬺༷ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺

 ࡇࢁ࡛ࠊᅇࠊᨺ㏦⿕ᐖࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀኚ┒ࢇ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㸯Ⅼࠊ
ᨺ㏦ᒁࡣ⮬⏤ᨺ㏦࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊࡔࡽ⮬ᚊ࠸࠺ࡢ࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࡑࢀࡣࡁ࡞ㄗ
ゎࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᨺ㏦ࡣኚࡓࡃࡉࢇࡢไ⣙ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࢆࡇࡇ᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡎࠊᨺ㏦ἲ࡛ࡣࠊ␒⤌⦅㞟ࡢ⮬⏤࠸࠺๓
ᥦࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ⥆ࡃ➨㸱᮲ࡢ㸰࡛ࠊබᏳ࣭ၿⰋ࡞㢼ࢆᐖࡋ࡞࠸ࠊᨻⓗ
බᖹࢆᏲࡿࠊሗ㐨ᙜࡓࡗ࡚ࡣṇ☜ᐇࢆሗ㐨ࡍࡿࠊㄽⅬࡀᗄࡘ࠶ࡿሙྜࡣከࡃࡢ
ㄽⅬࢆ⤂ࡍࡿࠊࡑࢀࡽḟࡢ㸱᮲ࡢ㸱ࠊྛᨺ㏦ᒁࡣ⮬ศࡓࡕ࡛␒⤌ࡢᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡋ࡚බ
⾲ࡋ࡞ࡉ࠸࠸࠺ࡇࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ➨㸱᮲ࡢ㸲࡛ࡣࠊྛᨺ㏦ᒁࡍ࡚ࠊᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟ᶵ
㛵ࢆタࡅ࡚ẖ᭶ྜࢆ㛤ࡁࠊࡑࡢグ㘓ࢆබ⾲ࡍࡋ࠸࠺つᐃࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᨺ㏦ἲ㸲᮲ࡣ͐͐ࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ᗈ℩㛗ࠊኚᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊᑡࡋ㆟ㄽࡢ㛫ࢆタࡅࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
㸯㸷㸲㸳ศࡲ࡛ࢆࡵ࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ኚ⏦ࡋࢃࡅ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࠙᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕㸦ᗈ℩㸧ࠚ  ࢃࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢゞṇᨺ㏦ࡢࡇࡶ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡉࡽࠊ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ⮬ศࡓࡕ࡛ࠊඛゝ࠸ࡲࡋࡓᨺ㏦␒⤌ᇶ‽
ࢆỴࡵࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢᇶ‽ࡣኚཝࡋ࠸ࡶࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡢࠕぢゎࠖࠊࠕ່࿌ࠖࡣᚑࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺



ࡇࡶ③ឤࡋࡓḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ࡢỴពࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨺ㏦ࢺࣛࣈࣝࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ᐇ㝿ࡢ⾜ື➼ࢆࡈㄝ᫂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࠕ◓ࠖࡣఱ࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ᭱ึࠊ

ࡢ⥲ົ⮧࡛࠶ࡾࡲࡋࡓཎཱྀࡉࢇࡀࠕ◓ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆࡗࡓࡇࡽࠊࡇࢀࡀ୍ࡘࡢ࢟

 ࡋࡋࠊࡇࡢࠕ◓ࠖࡣᐇࡣ㸰ࡘࡢពࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ୍ࡘࡣ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚Ẹ⩏

ࡢࣥࣇࣛࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࠊᏲࡾ㏻ࡍࡢࡔࠊࡑࡢࡓࡵࡢࠕ◓ࠖ࠸࠺ࡢࠊࡑࢀࡣࡕ

ࡻࡗ㐪ࡗ࡚ࠊ࣓ࢹࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚ࡑࡢ⿕ᐖࢆᩆ῭ࡉࢀ࡞࠸ேࡓࡕࡀࡎ࠸ࡪࢇከ࠸ࡢ

ࡔࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓேࡓࡕࡢேᶒࢆᏲࡿࡓࡵࡢࠕ◓ࠖ࠸࠺ពྜ࠸ࠊࡇࡢ㸰ࡘ

ࡢពࡀ㘒ࡋࡲࡋ࡚ࠊ㆟ㄽࡀⱝᖸࢀࡓⅬࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ⤖ㄽࢆゝ࠺࡞ࡽࡤࠊ⚾ࡓࡕᨺ㏦ᴗ⪅ࡣࠊᗙ㛗ࡀ๓ᅇࠊࡇࡢࠕ◓ࠖ࠸࠺ࡢࡣ᪂ࡓ࡞ᶵ

㛵ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞࠸ࠊேࠎࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿỴពྲྀࡾ⤌ࡳࡀᵓ

ᡂࡉࢀ࡚ࠊ࠶ࡿ✀ࡢ◓ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡢࡔ࠸࠺᪉ྥᛶࢆ࠾♧ࡋ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕࡣ

ࡇࢀ㠃ⓗ㈶ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡓࡔࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᨺ㏦ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ኚཝࡋ࠸ᢈุࠊᣦࠊὀᩥࡀࡈ

ࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕࡣ࠸ࡎࢀࡶ┦ᙜࡢࡈពぢࡔ┿ᦸཷࡅࡵࠊ᪂ࡓࠕ◓ࠖࢆࡘࡃࡿ

ࡇ࡞ࡃࠊ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ࠸ࡗࡑ࠺ቑ㐍ࡋ࡚ࡲ࠸ࡿᡤᏑ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ḟࡢ㸰࣮࣌ࢪ࡛ࡍࡀࠊࢹࢪࢱࣝ௦ࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤࠸࠺ࡢࡣ࠺࠶ࡿࡁࠋ࠸࠸ࡲ

ࡍࡢࡶࠊఏ⤫࣓ࢹࠊᨺ㏦ࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅࡢ௦ࡣẚ㍑ⓗุࡶࡓࡃࡉࢇฟ࡚ࠊᙜ⪅

ࡓࡕࡶ࠶ࡿ࠸ࡣᕷẸࡢ᪉ࠎࡶ㈐௵ࡢ㝈ᗘ࡞ࡾ⾲⌧ࡢ㝈ᗘࡀศࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

⮬⏤ᢞ✏ࢧࢺࢆά⏝࡛ࡁࡿࣈࣟࢢࢶࢵࢱ࣮ࠊ㹑㹭㹡㹧㹟㹪㹌㹣㹲㹵㹭㹰㹩㹑

㹣㹰㹴㹧㹡㹣ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࡀฟ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡢ⾲⌧ࡣࡇࡲ࡛⮬⏤࡞ࡢ

ࠊࡲࡓࡑࡢ࣓ࢹࡢ⟶⌮⪅ࡢ㈐௵ࡣ࠺࡞ࡢࠊࡲࡉࡑ࠺࠸࠺ࡢࡀᅇࠊ㆟ㄽࡢ୰

ᚰ࡞ࡿࡢ࠸࠺Ẽࡶࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡇࡲ࡛ࡣṇ┤ゝࡗ࡚㆟ㄽࡀ㐍ࡳࡲ

ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

 ᅇࠊ㹗㹭㹳㹒㹳㹠㹣ࡢᑤ㛶ࣅࢹ࢜ࡀὶฟࡋࡓၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࡛ࡣ࠶ࢀࡀ୍⯡ே

ࡢᢞ✏ࡔࡗࡓࡽ࠺࡞ࡢࠊᢞ✏ࡍࡿேࡣ⮬ศࡢᢞ✏ࡋࡓࣃࢯࢥࣥࡀࡑ࠺⡆༢ࡣぢ



࣮࣮࣡ࢻ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ



ࡋࡓࠋࡇࢀࢆዎᶵᤚᰝࡢ㏱᫂ᛶࢆồࡵࡿኌࡀᄇฟࡋࡲࡋ࡚ࠊ᳨ᐹᙜᒁࡶࡑࡢ᪉ྥືࡁ



 ࡑࢀࡣูඛࠎ᭶ࠊ㜰ᆅ᳨≉ᤚ㒊ࡼࡿドᣐᤐ㐀ࡀࠊ࠶ࡿ᪂⪺♫ࡼࡗ࡚ᭀࢀࡲ

Ẹᨺ㐃ࡽࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ



࠙᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕㸦ᗈ℩㸧ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㈗㔜࡞࠾㛫ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊẸ㛫ᨺ㏦ᒁ

◚ࡽࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺๓ᥦ࡛ࡸࡗࡓࡢ࠸࠺Ẽࡶࡋࡲࡍࡋࠊᚋ」㞧࡞ၥ㢟ࢆṧࡋ

 ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ㎶ࡢヰࡀ↛࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ᛮࡗ

↛ࡢࡇࢆࡲࡎᏲࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ๓ᅇࡢࡇࡢྜ࡛ࠊᮧᮌࡉࢇࡕࡷࢇ



࠸ࡗࡓලయⓗ࡞ᣦᑐࡋ࡚࠺⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࢆࡁࡻ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡢࡔᛮࡗ࡚

ࡇࡀ㛫㐪࠸ࡔศࡗࡓࡁࠊࡁࡕࢇ࠾ルࡧࡋࠊゞṇࡋ࡚࠸ࡃࡇࠊୡ㛫ᖖ㆑࡛ᙜ



࠶ࡿࠊ࠸࠺ឤࢆᣢࡗࡓ࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊᒇୖᒇࡢබⓗ࡞ࡶࡢࡣ⤯ᑐᑐࡔࠊ

ࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀࠊ㏫ᨺ㏦ࡢⴎ⦰ࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ᣦࡀ࠶ࡿࡇࠊࡑ࠺

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᑡࡋⓙᵝ᪉ࡽࡢࡈ㉁ࠊࡈពぢࡶ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

➨୕⪅ጤဨࡀᑂ㆟ࡍࡿ㡑ᅜࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡶ⮬ⓗタ⨨ࡉࢀࡓ㹀㹎㹍ࡢ࠺ࡀᐇຠᛶࡀ

ࢆᐜ⪅ࡳࡓ࠸ᢅ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐊ᤕࡉࢀࡓᐜ⪅ࢆ༶ࠊ≢⨥ேࡳࡓ࠸ᢅ࠺ࠊࡑ࠺ࡋࡓ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾ᛁࡋࡃ࡚ࡸࡸ⏦ࡋࢃࡅ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

ᑂไ࡛ᚑ࠺ࡢࡔ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤ㡑ᅜࡽ᮶ࡓ㹀㹎㹍ࡢぢᏛ⪅࡞ࡣࠊබⓗ࡞

⣽࠸ࡇࢁࢥࣥࣉࣛࣥࢫࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࠸ࡗ࡚㹀㹎㹍ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁᩥྃࢆ

 ௨ୖ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ࢫࢸ࣒࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊኚཝࡋ࠸㹀㹎㹍ࡢࠕぢゎࠖࠊࠕពぢࠖ➼ᑐࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊ୍

ࠊࡁࡻ࠺࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ㯮ᒾࡉࢇࡀゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠊࡸࡓࡽ

⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ḟࡢ࣮࣌ࢪࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢࡇࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ☜ୡ⏺࡛㢮ࢆぢ࡞࠸ࢩ

ࡀ࠶ࡗࡓࡁࠊ⚾ࡓࡕࡣᤚᰝᙜᒁࡢሗࢆࡶࡋ࡚࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ≉ᐃࡢே≀

 ࡑ࠺࠸࠺Ⅼࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡲࡎࡣࡳࢇ࡞࡛㹀㹎㹍ࡢᐃ╔ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸

Ⅼࡀࠊኚࡁ࡞ど⫈⪅ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡅࢀࡶࠊࡲࡎ୍ࡘࡣࠊಙ㢗ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ୍␒࡞ࡇࡣࠊ㛫㐪ࡗࡓሙྜࠊ≉≢⨥

ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ␒⤌ᑂ㆟ࡑࡢࡶࡢࡀദࡋ࡚ྛᒁࡶάⓎ࡞◊ಟάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

⮳ࡿࡼࡾࡶࡶࡗ㹀㹎㹍ࡢ࠺ࡀᡭ᪩ࡃ⡆༢ࠊࡋࡶࢥࢫࢺ࡞ࡋ࡛ά⏝࡛ࡁࡲࡍ࠸࠺

ࢨࢡᫎീ㢦࡞ࡋᫎീࡀᶓ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚࠺⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇ

࠸Ⅼࡀከࠎ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊሗ㐨ࠊ␒⤌ไసศ㔝ࡔࡅࢃࡽࡎࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㒊㛛

ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣッゴࢆጉᐖࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊッゴࡢ㐨ࡶࡁࡕࢇ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊッゴ

ࡢධࢆᣍ࡞࠸⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᙜึࡽࡢၥ⟅࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡍ

⾜ࡁ㐣ࡂࠊࡲࡓ㠀ᖖ༴㝤ᛶࢆྵࡴࡁࡢྲྀᮦࡢᅾࡾ᪉ࠊᖖ㆑ࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

 ࡲࡓࠊᨺ㏦ᒁࡸ㹀㹎㹍ࡢุ᩿ど⫈⪅ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࡤࠊỴࡋ࡚ࡢ㹀㹎㹍ࡼ

㸯㸶࣮࣌ࢪࠊ㸯㸷࣮࣌ࢪ᭩࠸࡚࠶ࡿࣉࣟࢭࢫࡢࢳ࢙ࢵࢡࡢၥ㢟ࠊ࠼ࡤ࠸ࡲࡔࣔ

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㏻㈍ࡢᐉఏࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ✺↛ᕪู⏝ㄒࡀฟ࡚ࡳࡓࡾࠊ⨩ࢤ࣮࣒ࡢ

 㸰㸮㸮㸵ᖺࡢᨺ㏦ἲᨵṇ࡞ࡐᑐࡋࡓࡣㄝ᫂ࢆ┬␎࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

࠸࡚ࠊࢇ⟅࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋඛᗙ㛗ࡀ⤂ࡉࢀࡓࠊ

 㸱␒┠ࠊᨺ㏦ࡢࢺࣛࣈࣝ࠸࠺ࡢࡣఱࡶሗ㐨ศ㔝࠶ࡿ࠸ࡣࣂ࢚ࣛࢸศ㔝ࡔࡅ࡛㉳ࡇ

ࡍࠋ

࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࠊ⡆༢ㄝ᫂ࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡲࡎࠊබᶒຊ

ࡾࡲࡍࠋࡸࡗࡥࡾࡇࢀࡀኚຠࡁ┠ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࠊࡇࡢ✀ࡢࡇࢆ᪤ࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࠶ࡿࠊᨺ㏦ࡔࡅࡀཝࡋ࠸ไ⣙ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡇࢀ௨ୖࡢᚲせࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲ

 㸯㸷㸲㸳ศࡀ᮶ࡓࡢ୍࡛ᛂࡸࡵࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠼ࡤࠊ࠶ࡿỴពࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚࠺

㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢࢆྵࡵ࡚㹀㹎㹍ࡢ᪉᮶࡚ࡶࡽ࠸ࠊㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ࠸࠺ࡢࢆບ⾜ࡋ࡚࠾

 ḟࡢ࣮࣌ࢪࠊࡋࡓࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣἲⓗ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘⓗ࡞ᢚไࡣࡢࡲࡲ࡛༑ศ࡛

࡚࠸ࡿࡢࠊ๓ᅇࡲ࡛ฟ࡚ࡁࡓࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ၥ㢟ࡋ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡘ

ࡢࠕពぢࠖࠊ
ࠕぢゎࠖࠊࠕ່࿌ࠖࡀฟࡓ࡞ࡽࡤࠊ㛵ಀ♫ဨࡳࢇ࡞ࡑࢁࡗ࡚㹀㹎㹍ࡢ୰࡛ࢇ࡞

ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ๓ᥦࠊᨺ㏦ࡢࡋࡿࡁጼࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᒚ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

⤯ᑐ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡼ࠺ࡸࡃᒁࡑࢁࡗ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡽ࠶ࡿ✀

ࡋࡃ⮬ศࡓࡕ࡛ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋ࡞࠸ࡇࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓつᚊ

⮬⏤ウ㆟

 㸰␒┠࡞ࡇࡣࠊྠࡌᒁ࡛ྠࡌࡼ࠺࡞㐣ࡕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚㉳ࡇࡍࡇࡣࠊࡸࡗࡥࡾ

ࡲࡍࠋࡇࢁࡀࠊ᪥ᮏࡢሙྜࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ⤯ᑐ㉳ࡇࡾᚓ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇࡢ␒⤌ᇶ‽࡛ཝ

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ඛࡶゝ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㹀㹎㹍ࡢ࠺࡛ࡏࡗࡃ᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸

࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᒁࡢධࡣቑ࠼ࡓࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᭷ᶒ⪅ࡣࡋࡽࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺≧ἣࡀࡈࡊ࠸

ಙ㢗ࢆࡶࡗᐃ╔ࡉࡏ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠶࠼࡚ࡇࡢዎ⣙ࢆᩥྃ࡞ࡃ

ࡋࡓᒁࡶ࠶ࡗࡓ⪺ࡁࡲࡍࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࡇࡢ✀ࡢࡇࡣࡁࡕࢇࡸࡗࡥࡾࡸࡗ࡚࠸

 ᅇࡢ࣓ࣜ࢝ࡢ୰㛫㑅ᣲ࡛ࠊࢿ࢞ࢸࣈ࣭࣮࡛࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡣኚၥ㢟࡞ࡗ࡚ࠊᨺ㏦

ࡋࡶ୍᪉࡛ࡣᨺ㏦ࢺࣛࣈࣝࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸࠸࠺≧ἣࡢ୰࡛ࠊࡶࡃ㹀㹎㹍ࡢᶒጾࠊ

ゞṇࡋࡓࠊ࠾ルࡧࢆゝࡗࡓࡇࢁࡀ࡞࠸࠸࠺ᣦࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ࠾ルࡧࢆ

ዎ⣙ࡶࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᗄࡘࡢᒁ࡛ࡣ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥไᗘ࡞ࡶྲྀࡾධࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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 ⴎ⦰ࡣ㯮ᒾࡉࢇࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡇ࡛ࠋ

 ࠾ᑜࡡࡢ௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊഇࢃࡿࡣᑂ⌮࠸࠺ᙧ᳨࡛ウ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊࡑࢀ
ࡀ㸰௳࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ᐇ࠸࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠊ⚾ࡀົᒁࡋ࡚ጤဨࡢࡍࡄ㏆ࡃ࠸࡚
Ẽࡀࡘ࠸ࡓࡇ࡛ࠊࡑࡢ㸰௳ࡀ࠺㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ㏙ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡕࡻ࠺ࡇࡢ㸰௳ࡢ㛫ࡣ㸰ᖺࡢ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸰㸮㸮㸵ᖺ㸰㸮㸮㸷ᖺ࡛ࡍࠋ㸰㸮
㸮㸷ᖺࡢ㸰௳┠ࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡀ࠾⟅࠼࡞ࡿࡢ࡛࡞࠸ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢆ
ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠊ㸯Ⅼࡣࠊ㸰௳┠ࡢ௳ࡣ❧ࡕୖࡀࡾࡢ᪩ࡉ࡛ࡍࠋ᪩ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡣእ
㒊ࡽホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࡍࡀࠊ❧ࡕୖࡀࡾࡀ᪩ࡃ࡛ࡁࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ␒⤌࡛ㄗࡗ
ࡓࡇࢆࡋࡓ᫂ࡽࡋ࡚ࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃḟࡢᐃጤဨࡲ࡛㸰㐌㛫ࡀ࡞࠸Ⅼࡔࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊㄪᰝᙺࡣጤဨ㛗ࡢࠊጤဨࡢᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ࠊᙜヱࡢᨺ㏦ᒁࡶኚᛁࡋࡗ
ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㈨ᩱࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㞟ࡵ࡚ࠊḟࡢᐃጤဨ࡛┤ࡕ᭱ࡶ㔜࠸᳨ドࢆ⾜࠺ᑂ⌮
ධࡾࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡽྠࡌጤဨ࡛ࠊඛࢆぢ㏻ࡋ࡚࠸࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠊ≉ูㄪᰝࢳ࣮࣒࠸࠺ࡢࢆึ
ࡵ࡚ࠊ᳨ドጤဨࡔࡅタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡢタ⨨ࢆ┤ࡕỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ඛ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊἲᚊᐙ㸱ྡࠊእ㒊ࡢ᪉ຍࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ㸳ྡࡢ
ࢳ࣮࣒࡛ㄪᰝࡀ㎿㏿⾜ࢃࢀࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋጤဨࡢ㸯ྡࡣࠊᆅ᪉ࡀ⯙ྎ࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊฟᙇࡶ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࠊ⤖ᯝࡣࡢෆᐜࢆุ᩿ࡋ࡚᭱ࡶ㔜࠸ࠕ່࿌ࠖ࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ
ࡶࠊ㸵᭶୰ࡣࠊゞṇᨺ㏦ࡢᅾࡾ᪉ࢆྵࡵ࡚බ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡀ㉳ࡁࡓࡁࡢඛࡢぢ㏻ࡋࠊ࠺࠸࠺ᡭẁࢆࡿ࠸࠺ࡇࡘࡁࡲ
ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ່࿌࣭ぢゎ࣭ពぢ࡞ࡢබ⾲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊẖ᭶㸯ᗘࡢጤဨ
ࡢᑂ㆟ࠊᑂ⌮ࡢࠊࡲࡓࡑࢀ௨๓ࡢ㆟ㄽࡢ✚ࡀ⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸰௳ࢆẚࡲࡍࠊࡑࡢ
ࡼ࠺⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ඛࡢ㒓ཎࡉࢇࡽࡢࡈ㉁ၥࡢࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠸ࡿ
࠺࠸࠺ࡇࢁࡣࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧
ࠚ  ᑂ⌮ࡢ㸰௳┠࡞ࡗࡓࠕࣂࣥ࢟ࢩࣕ㸟ࠖ࠸࠺



࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧
ࠚ 

࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧ࠚ ⴎ⦰ࡘ࠸࡚ࡣᐇࡣ๓ࠎᅇࡶࡈㄝ᫂ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀ

ࡶࠊጤဨࡋ࡚ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ㠀ᖖᙉࡃព㆑ࡋ࡚

࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊᑡࡋ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡲ࡛ࡢỴᐃ࡞ࡢྲྀࡾࡲࡵࡢࡁ࡞ࠊ

࠼ࡤࡇࡇ࡛ฟࡲࡋࡓ㔜⾜ᨻࡢࡁࠊࡑࢀࡽࣂ࢚ࣛࢸ࣮ࡢពぢ᭩ࢆฟࡋࡓࡁࡢෑ

㢌࡛ࡢጤဨ㛗ࡢㄝ࡛᫂ࠊ㹀㹎㹍ࡢጤဨࡀ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣࡇࡲ࡛࡛ࠊ⌧ሙࡢⴎ⦰ࡀ࠶ࡗ࡚

ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ࡣᖖㄝ᫂ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡏࢇࡀࠊඛ⌮㛗ࡀㄝ᫂ࡋࡓ⌧ሙࡢពぢࢆ⪺ࡃ࠸࠺

ᶵࢆ࠸ࢁࢇ࡞᪉ἲ࡛ቑࡸࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊጞࡵ࡚ࡍࡄ࠸࠺ࡃࡽ

࠸ࡢ⤒㦂࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠸ࢁࢇ࡞ᶵࠊጤဨࡀฟࡅ࡚࠸ࡃࠊࡲࡓጤဨ᮶࡚࠸ࡓ

ࡔ࠸࡚ヰࢆ⪺ࡁࠊ⌧ሙࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺ཷࡅࡵ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࠊ࠺࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿ

ࢆ⪺ࡃࡇࢆቑࡸࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡲࡓ⌧ሙࡀⴎ⦰ࡘ࠸࡚⌧ᐇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ

ࡢࢆጤဨ⮬㌟ࡀ⪺ࡃ࠸࠺ດຊࡣࡋ࡚࠸ࡿࠋⴎ⦰ࡘ࠸࡚ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡑࢀࡣࠊ㸯㸶࣮࣌ࢪ࡛ࡍ㸽

࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧
ࠚ  ࡣ࠸ࠋࡢⅬ࡛ࡍࠋ

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡇࡢ㸯㸶࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋඛᗙ㛗ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓࠊࡇࡇ࡛ࡢ

㆟ㄽࡢྲྀࡾࡲࡵࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋࡑࡢ㸯㸶࣮࣌ࢪࡽ㸯㸷࣮࣌ࢪࡅ࡚ࡢၥ㢟࡞ࡣ

࠺࡞ࡢࢆ࠾⪺ࡁࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ

 ࠼ࡤࠊᨺ㏦ἲࡢ㸱᮲ࠊ㸲᮲ࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬ⓗᐇࡍࡿᨺ㏦ࡀ࠶

ࡗࡓ࠸࠺⏦ࡋฟࢆཷࡅࡓࡁࠊࡁࡕࢇㄪᰝࢆ┿ᦸ⾜࠺ࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᯟ

⤌ࡳࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡔࡍࢀࡤࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ࠺࡛ࡑࡢㄪᰝࡀࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀ

࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࠺ࡸࡗ᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡃࡀ㔜せࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡌࡷ

࡞࠸ࠊせࡍࡿㄪᰝࢆࡋࡓ࠸࠺ゝ࠸ࢃࡅࡔࡅࢆࡘࡃࡗ࡚⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣࠊᨺ

㏦ἲ㸱᮲ࠊ㸲᮲ࡢᯟ⤌ࡳࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢࡇࢆࡇࡇ࡛ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

 ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀ࡛ࡣ୍యࠊࡑࡢᨺ㏦ᴗ⪅ࡢᐇࡍࡿᨺ㏦ࡀ࠶ࡗࡓ࠸ࡗࡓࡁࡢ

᳨ドࡢ୰㌟ࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑ࠺࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊఱᐙ

ࡢၥ㢟ࡢࡇࢁ᭱㏆ኚࢃࡗࡓⅬࡀ࠶ࡿࡢ࠾⪺ࡁࡋࡓࡽࠊࡇࡢ๓ࡢ࠾ヰ࡛ࡣࠊูኚ

ࢃࡗࡓࡇࢁࡣ࡞࠸࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡛ࡣ୍␒⫢ᚰ࡞ࡇࢁࡀࡁࡕࢇ࡞ࡗ࡚࠸



ࡲࡍࠋ



᫂ࡀ࠶ࡿࡢᛮࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠊ⚾ࡽࡣࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡢ௳ࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠊࡇࡢ㛫ࠊ⏦ࡋୖࡆࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢⅬࡘ࠸࡚ࡉࡽࡶ࠺ᑡࡋㄝ

ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

374

ࡿ࠺ࢆࡋࡗࡾࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀࠊ⾜ᨻࡀࡸࡿࡼࡾࡶࠊ㹀㹎㹍ࡀ
ࡏࡗࡃࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㹀㹎㹍ࡣࡑ࠺࠸࠺ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺ࡇࢆ๓ࠎࡽ⚾ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࡑࡇࡣ㹀㹎㹍ࡀฟࡋࡓぢゎࡢ୰࡛ࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  㹀㹎㹍ࡢぢゎ࡛ࡣࠊ㹒㹀㹑ഃࡢᘚゎࡘ࠸࡚ၥ㢟࠶ࡾࡣゝࡗ࡚࠸࡞
࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡢࡣࡲࡉࡈពぢࡋ࡚ࠊࣉࣟࢭࢫࡶ㹀㹎㹍ࡀࡁࡕࢇぢࡿࡁࡔ
࠸࠺ࡈពぢࡋ࡚ࡋࡗࡾࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧ࠚ  ࡲ࡛ࡢ௳࡛ࠊゝࢃࢀࡓࡇࢆ㒊࠺ࡢࡳࡋ
ࡓࠊࡑࡇࡣホ౯ࡀධࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐙࡘ࠸࡚ࡶࠕࣂࣥ࢟ࢩࣕ㸟ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᙜヱᒁࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡗࡓ㒊ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ㄪ࡚ࢃࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛ࡣࠊఱࡶฟ࡚ࡁࡓࡶࡢࡣࡑࡢࡲࡲࡍ࡚ࠊ
≉ㄗࡾࢆㄆࡵࡓᒁࡀฟࡋࡓࡶࡢࢆࡑࡢࡲࡲࡍ࡚ཷࡅྲྀࡗ࡚ࡑࢀ࡛⤊ࢃࡾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡣࠊົᒁࡋ࡚ࡣ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊணᐃࡢ㛫ࡀࡶ࠺᮶࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡏࡗࡃ࡛ࡍࡽ
ࡕࡻࡗᡭ▷ࠊࡶࡋࡈ㉁ၥ➼࠶ࢀࡤࠊࡐࡦ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡣ࠸ࠊ࠺ࡒࠋ
࠙ᴋᵓᡂဨࠚ  ඛࡽࡢ㒓ཎඛ⏕᭹㒊ඛ⏕ࡢ㆟ㄽ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃ㒓ཎඛ⏕ࡣ⣡ᚓࡋ
࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊ᭹㒊ඛ⏕ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿࠊࡇࡢ㹀㹎㹍
ࡢᅾࡾ᪉ࢆ࠺⪃࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪤Ꮡࡢ⤌⧊ࢆᢈุⓗぢࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ
⤌⧊ࡢ㛫ࡢࠕ➇࠸ྜ࠸ࠖࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ࠼ࡤሗ㐨ᶵ㛵࡛࠶ࢀࡤࠊ
ሗ㐨ᶵ㛵ࢆᢈุⓗぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᨺ㏦♫ࡀࢇࢇฟ࡚ࡃࡿࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊ㹀
㹎㹍ࢆᢈุⓗぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᑐᢠⓗ࡞➨୕⪅┘どᶵ㛵ࡀࠊ࠼ࡤᕷẸࡢഃࡽฟ࡚ࡁ࡚
ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࠕ➇࠸ྜ࠸ࠖࡀ࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡶࡋࡗࡾࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞

ࡢࡣࠊฮ௳ࡢᤚᰝࡢ୰࡛ࡰഇ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑ

࠺࠸࠺ሙྜࡢၥ㢟ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁഇ࠺ࡀ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࠊࡴࡋࢁᨺ㏦ᴗ⪅ࡢഃࡣ

ྲྀᮦ※ࡢ⛎༏࡞ࢆࡾࡊࡋ࡚ഇᛶࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡁࠊ୍య࠺࠸࠺⮬

ⓗ࡞ດຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆࡇࡀࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡞࠸ࡔࡵࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺

ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡍࡿᙺࢆ㹀㹎㹍ࡀᯝࡓࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ

 ࡑࢀࡀࠊ㸲ᖺ๓ࡢ࠶ࡢၥ㢟ࠊᐙࡢၥ㢟ࡢࡇࢁࠊ᭱㏆ࡢࡑ࠺࠸࠺࡛࠺㐪ࡗ࡚

࠸ࡿࡢࢆ๓ࠎࡽ࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࠕࣂࣥ࢟ࢩࣕࠖࡢࡢࡼ࠺ࡶ࠺ഇࡔ

࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊࡑࢀࡣࡶ࠺ᨺ㏦ᴗ⪅ࡣࡑࡢᚋࠊゞṇᨺ㏦ྥࡅ࡚

ࡸࡿࡋ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࡕࡻࡗ㐪࠺ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡓࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧ࠚ  ᨺ㏦ᒁࡀㄆࡵࡓ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ᳨ウ

ෆᐜࡀࡑࢀ࡛༑ศ࡛࠶ࡿࡢࡢ᳨ドࡣࠊᨺ㏦ᒁࡢㄪᰝࢆࡲࡎᑛ㔜࠸ࡓࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㹀

㹎㹍ࡢጤဨ࡛ࡶ⾜࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊᨺ㏦ᒁࡀㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡘ࠸࡚ࡶࠊయⓗ

ࡣྠࡌ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㈨ᩱࡢᥦฟࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊ㛵ಀ⪅ࡽヰࢆ⪺ࡃࡇࢆ୰ᚰ᳨

ウࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡑࡢࡁࡢ୰ᚰⅬࡣࠊᨺ㏦ᒁࡀࡑ࠺࠸࠺ᨺ㏦ࢆࡍࡿࡢ⮬ࡽࡢ☜ಙ⮳

ࡿࡔࡅࡢ༑ศ࡞࡙ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ୰ᚰ⾜࠸ࠊᨺ㏦ᒁ⮬ࡽࡢࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚

ࡶㄪ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࡇࡢၥ㢟ࡣ㒓ཎࡉࢇࡶಶேⓗ㝶ศ㛗࠸ࡇヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍ

ࡀࠊ㹀㹎㹍ࡢጤဨࡋ࡚୧᪉ࡢࢣ࣮ࢫࡑࢀࡒࢀᑂ㆟ཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤᐙࡢၥ

㢟࡛ࡣࠊᙜヱᒁᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡣᐙࡀ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋ

ࡓࡢ࠸࠺ㄪᰝᶒ㝈ࡣ࡞࠸ࡋࠊࡲࡓᣢࡘࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࡣྖἲᶵ㛵࡛ࡶ࡞

࠸ࡋࠊᤚᰝᶵ㛵ࡌࡷ࡞࠸ࡽࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ᙜヱᒁࡀ࠺࠸࠺ሗ㐨

ࢆࡋࡓࡢࠊ࠺࠸࠺ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋࡓࡢ࠸࠺ၥ㢟Ⅼࢆᣦࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊ㒓ཎࡉ

ࢇࡽぢࡓࡽ‶࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࡲࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡑࢀࡀ༑ศࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ

࠙᭹㒊ᵓᡂဨࠚ  ࡔࡽࠊ༑ศࡔࡗࡓࡽࡑࢀࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ሙྜ࡛ࡶࠊᤚᰝᶒ㝈ࢆ

ᣢࡘ࡞ࢇ࡚ࡇࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ



ࣞ࣋ࣝ࡞ࡢ࡛ࡍࠋᐇࢆࡕࡷࢇ᳨ドࡍࡿࡇࡀᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ࠺࡛┿⾜ࢃࢀ࡚࠸

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡕࡻࡗࡑࡢࡣ࠶ࡲࡾ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࠕࣂࣥ࢟ࢩࣕࠖ



ࡼ࠺࡞ᑠᏛ⏕ࡳࡓ࠸࡞ᘚゎࢆࡑࡢࡲࡲ⪺ࡃ࠺࠸࠺ࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡍࠋせࡍࡿ

ࡋࠊࡑࡇࡢㄪᰝ᭩ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚ࡉࡽ᳨ウࡍࡿࡇࡣࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



ࡿࡇࢆ㒊࠺ࡢࡳࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࠊ࢝ࣥࢺ࣮࣐࣒ࣜࡀࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡢ୍✀ࡔ࠸࠺

ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㐍ࢇࡔࡽⓎ⾲ࡀ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇࣄࣜࣥࢢࡶཧࡾࡲࡋࡓ



࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ᤚᰝᶒ㝈࡞ࢇ࡚ࡑ࠺࠸࠺ࡆࡉ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊせࡍࡿゝࡗ࡚࠸

࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣ᪥ᮏࢸࣞࣅࠊᙜヱᒁ࡛┤ࡕㄪᰝࢆጞࡵ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡴࡋࢁㄪᰝ
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࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ࡢ࠾ヰࡣ⚾ࡶ㠀ᖖࡼࡃᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛ࡍࡀࠊࡾࢃࡅᶒ
ᐖࡔ࠸࠺ሙྜ࡛࠶ࢀࡤࠊᣋ㏿ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㎿㏿࡞ᩆ῭ࢆࡍࡿ
ࡇࡀ࠾ࡑࡽࡃ㠀ᖖࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊඛࠊᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ࡛ㄪᰝࢳ
࣮࣒࡞ࢆࡘࡃࡗࡓ࠸࠺ඛࢆࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡃ㹀㹐㹁࡛ࡶࡑ
࠺࠸࠺ࡇࢆ࠾⪃࠼࠸ࡓࡔࡃࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࠾⪃࠼࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠺ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦ᒸᮏ㸧ࠚ  ࡇࡢሙ࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࡣᅇ㝈ࡽࡎࠊ㹀㹎
㹍ࡘ࠸࡚ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᨺ㏦㛵ࡋ࡚ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ㸱ጤဨࡢ┤
㏆ࡢᐃྜ࡛ࡍ࡚ࡈሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡢ㎿㏿ᛶࡘ࠸࡚ࡶ⚾ࡽ㛫㐪࠸࡞ࡃࡈ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࠙௦ᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡣ➨㸯ᅇྜ࡛ࠊ㹀㹎㹍ᑐࡋ࡚ࡣࡁ࡞ᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿⓎゝ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡀࢫࢱ࣮ࢺᮇࡽぢࡿ㠀ᖖⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡓࡔࠊࡑࡢࡶ⏦ࡋୖࡆࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᮇᚅࡣࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ୍᪉࡛㹀㹎㹍ࡢ
ᡭࡽࡇࡰࢀ࡚ࡋࡲ࠺㒊ศࠊཪࠊᚋ㹀㹎㹍࡛ࡣ࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡶฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸⏦ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ᐇ㝿ࠕ㹀㹎㹍ሗ࿌ࠖࡢᚋ༙㒊ศࠊከᵝ࡞ど⫈⪅ࡽࡢពぢࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⚾ࡣ࠶
ࢀࢆࡘࡪࡉㄞࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ⣡ᚓࡢ࠸ࡃពぢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
๓ᅇ☜ᮌཎᵓᡂဨࡢࡈⓎゝ࡛ࡶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ࡢࡇࢁ࡛ࠊㄝᚓຊࡢ࠶ࡿࡈពぢࡀ
ἑᒣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣓ࣥࣂ࣮ࡽᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺㆟㘓ࢆᣏぢࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊྠᵝࠊ
ࠕ㹀㹎㹍ሗ࿌ࠖࡢど⫈⪅ពぢࡶഴ⫈ࡍࡁࣔࣀࡀከࠎ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ⚾ࡣࡇࡢ㸯ᖺ㛫ࠊ࡞ࡾ㎞ᢪᙉࡃ࠸ࢁࢇ࡞␒⤌ࢆᣏぢࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࡢഴ
ྥࡋ࡚ࠊఱ㹁㹋ᨺ㏦ෆᐜࡢቃ⏺⥺ࡀࡰࡸࡅ࡚ࡁ࡚࠸࡚ࠊど⫈⪅ࡀΰࡍࡿࡼ࠺࡞≧
ἣࡀ㠀ᖖẼ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡾࢃࡅࢽ࣮ࣗࢫᐉఏࡀุูࡀࡘࡁࡡࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࠊ
ࢩࣜࢫ࡞ࢽ࣮ࣗࢫࡢ┤ᚋᛮ㆟࡞ࢢ࣓ࣝ᥈ゼࡀᤄධࡉࢀࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ど⫈⪅
ࡀከᵝ࡞ሗ᥋ࡋ࡚ࠊᛮ⪃ࡋࡓࡾࠊ㑅ᢥࡋࡓࡾࡍࡿࣄ࣐ࢆ࠶ࡓ࠼࡞࠸ࠊᡈ࠸ࡣࡁࡍ
ࡼ࠺࡞ഴྥࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಶேⓗ࡞⪃࠼࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⌧≧ࡢ㹀㹎㹍ࡣࠊࠊ㣬ᡞඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷ
ࡗࡓࡼ࠺ࠊ⚾⮬㌟ࡶయ㦂ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࢇ࠺ࣁ࣮ࢻ࡞ࣇࣝᅇ㌿࡛ࢆࡇ࡞ࡋ



ሗ࿌ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋయࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺᪉ྥᑟࡅ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡲࡓ㹄㹁㹁ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ

ᡠࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡑࡇࡀ୍␒ࡢࡂ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

 ࡣ࠸ࠊ࠺ࡒࠋ

࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ᮾிᏛࡢᡞ࡛ࡍࠋ

 ⚾⮬㌟ࡣࡁࡻ࠺࠾ヰࢆఛࡗ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࠊ㹌㹆㹉ࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢ᪉ࡑࢀࡒࢀࠊࡇࡢሙࠊࡇ

ࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢ㆟ㄽࢆ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊලయⓗ

ᶒᐖ࠶ࡿ࠸ࡣ┿ᐇࡍࡿሗ㐨ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊࡋࡶࡾࢃࡅ㹀㹎㹍

ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿάືࢆ⌧ሙⴠࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ヨࡳࢆ╔ᐇ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺༳㇟ࡣ

ཷࡅࡲࡋࡓࠋ

 ࡓࡔࠊ㒓ཎᵓᡂဨࡀከศ࠾ឤࡌࡢࡇࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࢫࣆ࣮ࢻឤぬࡢၥ㢟ࡀ୍

ࡘ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ≉㹀㹐㹁ࡀၥ㢟ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊಶࠎࡢࡢุ

᩿࡞ࡘ࠸࡚࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃุ᩿ࡍࡿࠋᗈ℩㛗ࡶ࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㸿㹂㹐

ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㹀㹎㹍ࡋ࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㎿㏿ุ᩿ࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࡢᨵၿࠊ

࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࡲ࡛✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓඛ࠸ࡗࡓุ᩿ᇶ‽ࢆࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶศཌ࠸Ꮚ

ࡲࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ࣮ࣝࣝࡶ࠺୍ᗘࠊ࠶

ࡿ࠸ࡣど⫈⪅ࡢኌ࡞⪺ࢀ࡚ᨵᐃࡋ࡚࠸ࢀ࡚ࠊ㒓ཎᵓᡂဨࡶࡇࢀࡲ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡲ

ࡍࡼ࠺ࠊᐇ㝿ࡢ␒⤌ࢆᏲࡿࡂࡣᴗ⪅ࡢ᪉࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀࢆࢇ࠺ࡑ

ࡢᴗ⪅ࡢ᪉ࡢᇶ‽ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊ࠾ࡑࡽࡃᚋࠊᨺ㏦⏺୍య

ࡋ࡚⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀᚲせ࡛࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ⚾ࡢពぢ࡛ࡍࠋ

࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ㸧
ࠚ  ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

 ேᶒጤဨࡣ⏦ࡋ❧࡚ไ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ⏦ࡋ❧࡚ࡀ࡞࠸ᑂ⌮ࡀጞࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋ

ࡑࢀࡀ୍ࡘ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽጤဨࡢඛ⏕᪉ࡣᮏᙜ࠾ᛁࡋࡃࠊཎ๎᭶㸯ᅇࡢጤဨ࡛ࡍࡀࠊ

⮫ࡢጤဨࢆ㛤࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡾࠊ㸯ᅇ㸱㛫ࠊ㸲㛫ࡶ㛫ࢆࡅ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ᮏ

ᙜ⇕ᚰ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡸࡣࡾ࡞ࡾ㛫ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡓࡔࠊ

ேᶒጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊཤᖺࠊᖺࡣ┦ᙜࢫࣆ࣮ࢻࢵࣉࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ



 ௨ୖ࡛ࡍࠋ



ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ព࡛ࡣࠊࡇࡢศ㔝ࡢ➇தᇶ┙ࢆ࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀ࡞୍ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡞ࡢ



⏦ࡋ❧࡚ࡀ࠶ࡿࡇࡣ๓ᥦ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊດຊࡣࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸

ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊሗ㐨ᶵ㛵ࡶࡋࡗࡾࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ
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ᑐࡋ࡚ࡢࡁࡕࢇࡋࡓ⟅࠼ࡀ࠶ࡿࡢ⚾ࡶࡁࡻ࠺⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࡛ࡈࡽࢇࡢᅜẸࡢⓙࡉࢇࡶࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓࡁࡻ࠺⮧ࡶ࠾࠸࡛࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࢇ
࠺ࡑࢀ࡛ࡑࡢ᪉ࠎࡀࠊࢇ࠺ࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢᛮ࠼ࡿࡢ࠺ࠋ⚾ࡣࡕࡻ

 ࠕࡑࡢᣦࡀṇࡋ࠸ࡍࢀࡤࠊᨻᗓࡽ⊂❧ࡋࡓ⾜ᨻጤဨᨺ㏦⾜ᨻࢆᢸࢃࡏࡿࡇ
ࡀࢇ࠺ᚲせ࡞ࡢࠖࠋࡇࢀࡣࠊẸඪࡀᨻᶒࢆࡿ๓ࡣሗ㏻ಙᨻ⟇㹄㹁㹁᭩
࠸࡚࠶ࡗࡓࠋᐇࡣ⚾ࡶࡑࡢせ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㸯ேࡔࡗࡓࠋࡓࡔࠊᨻᶒࢆࡗ࡚ࡽᐇ㝿ࢆࡼ
ࡃຮᙉࡋ࡚ᨻ⟇ࡀኚࢃࡿࡢࡣ⚾ࡶᵓࢃ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࢆࡸࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇ
ࡇࡲࡵ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡣࡇࡲ࡛ᨵၿࡍࡿࡢࢆࡋࡗࡾ㆟ㄽࡍࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇࠊࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡍࡽࠊࡲࡲࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿព࡛࠸ࢁࢇ࡞ㄽⅬࢆ᭩ࡃࡔࡅࡔᗙ
㛗࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡔࡅࡢඛ⏕᪉ࡀࡓࡃࡉࢇ࠾㞟ࡲࡾ࡞ࡗ࡚ࠊࡘ⮧ࠊ
⮧ࠊᨻົᐁࠊ୕ᙺࡑࢁ࠸㋃ࡳ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࠊࡏࡗࡃ࡛ࡍࡽࠊࡇࡇࡢ㆟ㄽࡔࡅ࡛ࡶ
ࡁࡕࢇࡋࡓ⤖ㄽࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺᪉ྥᛶ࡛㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔࡃ㠀ᖖᘓタⓗ࡛ࡣ࡞
࠸⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ௨ୖ࡛ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠺ࡒࠋ
࠙㔜ᘏᵓᡂဨࠚ  ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ୍ゝ࡛⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ
 ࢸࣞࣅ࣐ࣥࣘࢽ࢜ࣥࡢ㔜ᘏ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠊ㹀㹎㹍ၥ㢟ࡢࡇ࡛ࡓࡃࡉࢇࡢࡈពぢࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⚾ࡶ㠀ᖖ㹀㹎㹍ၥ
㢟ࡣ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ
ࠕᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿࠖ࠸࠺୰
࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡢၥ㢟ࡣ㠀ᖖලయⓗࡔࡽ㛫ࡀࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᑓ㛛ጤဨࣞ࣋ࣝ᪉
ྥྥࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ㹀㹎㹍ࡢ⤖ㄽ࠸࠺ࠊ࠶ࡿ✀ࡢุ᩿ࡔࡅὶ
ࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࢇ࠺ࡼࢁࡋ࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠸࠺ᛮ࠸࡛ࡍࠋ
 ࡶࡕࢁࢇ㆟ㄽࡍࡿࡇࡣ㈶ᡂ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢὶࢀ᪉ࡘ࠸࡚ᑡࡋࠊ
ḟᅇ࡛ࡶࡑࡢ᪉ྥᛶࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ከࡃࡢㄢ㢟ࠊ㏻ಙࢆྵࡵࡓ୰
ࡢၥ㢟ࠊࡑࢀࡽ᪂ࡋ࠸ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡣࡼࡃ࡞࠸࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛᚚព



ࡗᛮ࠼࡞ࡗࡓࠋ

⛬ᴋᵓᡂဨࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡈពぢࡣከᑡពࡀࡎࢀࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㹀㹎㹍ࢆࣂࢵ

ࢡࢵࣉࡍࡿࠊ㹀㹎㹍ࢆᨭࡍࡿᰂࡽ࡞⤌⧊ࠊỴࡋ࡚ࡑࢀࡣᅜࡢ⤫ไつไᙉࡘ

࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹀㹎㹍ᐤࡏࡽࢀࡓᨺ㏦ࡢࠕཷࡅᡭࠖࡢከᵝ࡞ពぢᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕᚋ

ࡢᨺ㏦⎔ቃࠖࢆᖜᗈࡃᤊ࠼ࡿࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ㹀㹎㹍ࡢ࿘㎶⨨ࡃ࠸࠺⪃࠼

᪉ࢆࠊ࠺ᛮࢃࢀࡿࠊࡈពぢࡀ࠶ࢀࡤ࠾ᑜࡡࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ⏦ࡋࡲࡍࡢࡶࠊ๓ᅇࡢ㘓⏬ࢆᣏぢࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
ࠕ⥲ົ┬ࡣẸ㛫࠸࠺ྡࢆෙࡘࡅ

ࡓつไᶵ㛵ࢆࡘࡃࡾࡓ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㹀㹎㹍ົᒁࡢ᪉ࡀᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡢᵓ

ᡂဨࡢࡈⓎゝࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊỴࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺࣋ࢡࢺ࡛ࣝࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡀᚋࡼࡾࡼࡃ

ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵࡶࠊ㹀㹎㹍㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡛ࡣ࢝ࣂ࣮ฟ᮶࡞࠸ㄢ㢟ࢆࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿࠊ

┦⿵㛵ಀࢆಖࡗࡓࣂࢵࢡࢵࣉࢩࢫࢸ࣒ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡶඛࠎษ࡛ࡣ࡞࠸

⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡘ࠸࡚ࡢឤゐࢆఛ࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕㸦ᗈ℩㸧ࠚ  ࠸࠸࡛ࡍࠋ

࠙᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕㸦ᗈ℩㸧ࠚ  ᐇࡣ㹀㹎㹍ࡢࡼࡉࡢ୍ࡘࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᕷẸឤぬ࡛ࠊ࠺

ࡶࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ␒⤌ࡀ୍⥴ࡃࡓ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠸࠺ၥࢆࠊッ࠼ࢆᚅ

ࡓࡎ⋡┤ጤဨࡢᗙㄯࡢሙ࡛࡛ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ⚾ࡓࡕఏࢃࡗ࡚ࡃࢀࡤࡑ

ࢀࡔࡅ࡛ኚ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࢃࡅ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓࡇࡶ⚾ࡓࡕࡣᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࣂ࢚ࣛࢸ࣮ၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࡢࡣఱ≉ᐃࡢ௳ࡀ࠶ࡗࡓࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࠕ᭱㏆ࡢ

ࣂ࢚ࣛࢸ࣮ࠊ⾜ࡁ㐣ࡂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠖ࠸࠺ࠊ࠾ࡑࡽࡃጤဨࡢ㛫ࡢᗙㄯࡢሙࡽᥦゝࡀጞ

ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺㛵ಀࡀ࡛ࠊࡇࢀࡣッ࠼ࡿᶵ㛵ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶ

ࡑ࠺࠸࠺ᘓタⓗ࡞ពぢࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ༑ศ

ఏࢃࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠊ࠸ࡀ࡛ࡍࠋ

 ᔱࡉࢇࠊ࠺ࡒࠋ

࠙ᔱ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࠚ  ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᭱ᚋᙜ࡚࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡘࡶ࠶ࡾࡀ

࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡇࡢ㆟ㄽࡢᩚ⌮ࡢ㸰㸮࣮࣌ࢪࡢ᭱ึࠊ⚾ࡢⓎゝࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ

๓ᅇࡢ㆟ㄽ࡛ࡍࡀࠊࠕࡁࡻ࠺ࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ᵓᡂဨࡽࠊ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドࣉࣟࢭࢫࡀᨵၿࡉࢀ



࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠋ



ࠋඛ㒓ཎࡉࢇࡀゝࢃࢀࡓࡼ࠺⚾ࡶࡑࡢࡁࡇࢀࢆ⏦ࡋୖࡆࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ

せᮃࢆ㒊࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡣࠊ⌧ᐇၥ㢟ࡋ࡚࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ



࡚࠸࡞࠸࠸࠺ᣦࠊ㹀㹎㹍ࡢሗ࿌᭩ពᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᣦࡀ࠶ࡗࡓࠖ

࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡢጤဨࡢ᪉ࠎࢿࢵࢺࡸ࣮ࣘࢳ࣮ࣗࣈ➼ࡢ㛵㐃ၥ㢟ࢆࡣࡌࡵࠊከᵝ࡞

377

 ࡓࡔࠊࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡢ⣲ᮦ࠸࠺ࡢࡣࡎ࠸ࡪࢇࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ≉
㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ㆟ㄽࢆࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣ㹀㹎㹍ࡉࢇ࡛
ࡶ࠾ࡑࡽࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣẸᨺ㐃㛗࡛ࡶ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡋࡗࡾཷࡅ
ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡶࡢᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼࡚ࠊ᭱ึ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢࡲࡵ࡛
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ࠎࡽฟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࢆࡑࡢࡲࡲᅜẸࡢⓙᵝ࠾ぢࡏࡍࡿᙧ
࡛ྲྀࡾࡲࡵࢆ࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢከᙬ࡞ㄽⅬࢆ↻ワࡵ࡚࠸ࡃࡢࡣࠊ
ࡸࡣࡾูࡢᶵࡢ࠺ࡀࡋࡗࡾࡋࡓ㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡢࡀ⚾ࡢ⪃࠼᪉࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ḟᅇྲྀࡾࡲࡵࡀ࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ᭱ึ⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡑࢀࡒࢀࠊࡇࡇ㈨ᩱࡋ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍྛᵓᡂဨࡽ࠶ࡿ࠸ࡣ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ
ࡽࡢࡈពぢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࠺୍ᗘࡈ☜ㄆࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊ
ᮏ᪥ࡢ㆟ㄽࡢෆᐜࡣࠊᨵࡵ࡚㒓ཎࡉࢇࢆࡣࡌࡵ࠸ࢁ࠸ࢁࡈᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡶෆᐜࢆᫎࡉࡏࡓᙧ࡛ࡇࡢሗ࿌᭩ࡢ୰㌟ࢆࡲࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࢀࠊලయⓗ࡞≧ἣࡀࡼࡃࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㆟㘓ࠊ㈨
ᩱࠊࡇࡢ୰࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㈨ᩱࡀฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡶࡘࡅ࡚ྲྀࡾࡲࡵࢆ
ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡶ࠾チࡋࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡶᗙ㛗ࡢ❧ሙ࡛࠸ࢁ࠸ࢁⓎゝ
ࢆ㐲៖ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᭱ᚋࡢᶵ⚾࡞ࡾࡢᡤឤࢆሗ࿌᭩ࡣࡘࡅࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᡭ࡞ࡇࢆ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀࡣḟᅇ࠾
ぢࡏࡍࡿࡇ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⚾ࡋ࡚ࡢయࢆ═ࡵ࡚ࡢࠊឤࡼࡾࡣࡶ࠺
ࡕࡻࡗ✚ᴟⓗ࡞ࡇࡀゝ࠼ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ
ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡈⓎゝࠊ㆟㘓ࠊࡑࢀࡽ㛵㐃ࡢ㈨ᩱࠊ⚾ࡢᡤឤࢆࡲ
ࡵ࡚ࠊḟᅇ࠾ぢࡏࢆࡋ࡚☜ㄆࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ࠶ࡽࡌࡵⓙᵝ᪉
ࡣ࠾㏦ࡾࢆࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵ☜ㄆࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ
ࡘ࠸࡚ࡲࡓࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ẖᅇࡑࡇὶࢀࡀ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊᚋࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᒎ㛤㛵ࡋ࡚

ࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋ㏆ᮍ᮶ⓗ࡞ࡇࢁࡶྵࡵ࡚ࡈᒎ㛤࡛ࡁࢀࡤ࠸࠺ࡇ࡛Ⓨゝࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ

ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࠺ࡒࠋ

࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ᮾிᏛࡢᡞ࡛ࡍࠋ

 ᔱ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࡽ㹄㹁㹁ၥ㢟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⚾ࡶ୍ゝࡔࡅ⏦ࡋୖ

ࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 㹄㹁㹁ၥ㢟ࠊࡇࡢሙ࡛ࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁ࡚⤖ᒁఱࡀࢃࡗࡓࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ

ࡶࠊ⊂❧⾜ᨻጤဨࢆ௬ࡘࡃࡿࡍࢀࡤࠊ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸

࠸࠺๓ᥦࢆඹ᭷࡛ࡁࡓ࠸࠺ពࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ

 ୍ࡘࡣᶒᐖၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࠊࡡ࡚⊂❧⾜ᨻጤဨࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ࡁゝ

ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤ࡣࠊචチ⾜ᨻࡔ⾜ᨻᣦᑟࡢၥ㢟ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍ

ࡅࢀࡶࠊࡇࡢሙ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁ୍࡚ࡘࢃࡗࡓࡇࡣࠊ㸰ࡘࢆ୍⥴ࡋ࡚ΰᅾࡉࡏࡓᙧ࡛

ᙉຊ࡞⊂❧⾜ᨻጤဨࢆࡘࡃࡿࡇࡣࠊከศࡔࢀࡶ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ⾲⌧ࡢ⮬⏤࡞ࡾ

㏻ಙࡢ⮬⏤࡞ࡘ࠸࡚㠀ᖖࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࡣከศ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ᛮ

࠺ࡢ࡛ࡍࠋ

 ᚋࡑࡢචチ⾜ᨻࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶒᐖࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡢࠊࡑࡢࡓ

ࡵࢇ࠺㹀㹎㹍ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢࠊ⊂❧⾜ᨻጤဨࢆࡘࡃࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡢࡘ࠸

࡚ࡣࠊḟᅇ࡛⤊ࢃࡾࡔఛࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡓࡇࡢሙ࡛ࡇࢀࡽ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡼ

ࡾࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ㆟ㄽࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽࠊᨻᗓ࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊ᭷㆑

⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜẸ⥲య࡛⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

 ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

 ࡍࡳࡲࡏࢇࠋᡭ㝿࡛ࡎ࠸ࡪࢇ㛫ࡀ㐣ࡂ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࡁࡻ࠺ࡢࡲࡵ

ධࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ࡢㄽⅬࡘ࠸࡚⣽ࡃワࡵ࡚࠸࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠊࡶ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㹀㹎㹍ࡣỴࡋ࡚㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡚ࡶ㔜せ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ



ࡍࡿࡣࠊࡈពぢࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺ᛶ᱁ୖࠊࡑࢀࡒࢀ

ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ



࠸ࡣ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ᪉ࡽࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠺࠸࠺ࡩ࠺ᩚ⌮ࢆ

ࡼ࠺࡞ពぢࢆ྾࡛ࡁࡿࠊ㏆ᮍ᮶ⓗ࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᒎ㛤ࢆᑡࡋ㆟㢟ࡢ୰࡛ὶࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ



 ᭱ึᑡࡋ࠾ヰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ᵓᡂဨ࠶ࡿ

ぢࡶ࠶ࡗࡓᕷẸࡢ⪃࠼ࡶධࡿࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡇ࠺ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
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࡞άືࡀ࡞ࡢ࡛ࡍ࠸࠺ࡇࠊከศࠊከࡃࡢ᪉ࡣࡑ࠺ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ
࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ࡛ࡣ⮬ⓗࠊ⮬ᚊⓗ࡞άື࠸࠺ࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡀ၏ᡃ⊂ᑛ࡛࠶ࡗࡓࡾほ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡽ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊࡁࡻ࠺ࠊࡕࡻࡗཝࡋ࠸ᣦࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ
ࡶࠊ☜ࡑࢀࡶࡑ࠺ࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡸࡣࡾ⮬ⓗࠊ⮬ᚊⓗ࡞άືࡶᐈほᛶࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ᳨ドྍ⬟࡛࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࡣఱ࡞ࡢ
࠸࠺ࠊ㏱᫂ᛶㄝ᫂㈐௵ࡋࡿࡁࢳ࢙ࢵࢡࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠸࠺ࡇࡔᛮ
࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 㠀ᖖ⯆῝࠸㆟ㄽࢆ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ㛫ࡀ࠶ࡗࡓࡽ⚾⮬㌟ࡶཧຍࡋࡓ࠸
ᛮࡗࡓࡃࡽ࠸࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶྵࡵ࡚ࢇ࠺ࡇࡢศ㔝࡛㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡕࡻࡗ㛫ࡀ㊊ࡽ࡞ࡗࡓࡢࠊ⚾ࡶఛࡗ࡚࠸࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓ
ࡅࢀࡶࠊࡐࡦࡇࡢ㐺ษ࡞ྲྀࡾࡲࡵࢆࠊኚࡈⱞປࢆ࠾ࡅࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊᗙ㛗ࡣ
࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ⚾ࡶࡋ࡚ࡶࡇࢀࡽࡢ⾜ᨻࠊࡇࡢศ㔝࡛ࡢ
⾜ᨻ⏕ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡇࡢ㆟ㄽࢆࡉࡽᩜ⾝ࡉࡏ࡚῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲ
せࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢇ࡞ࡇࡶࡇࢀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᪥ࡣࢇ࠺࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ḟᅇྜࡢணᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊົᒁࡽࡲࡓࡈ㐃⤡ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ௨ୖ࡛➨㸯㸮ᅇࡢྜࢆ⤊ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 㹌㹆㹉ࡢ㔠⏣⌮ࠊẸᨺ㐃ࡢᗈ℩㛗ࠊ㹀㹎㹍ࡢ㣬ᡞ⌮㛗࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠾ᛁࡋ
࠸ࡇࢁ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀ࡛⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ


 ࡇࡢⅬࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ሗ࿌᭩ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ

࠸ࡲࡍࠋ

 ḟᅇࡢྜ࡛ࡣࠊᵓᡂဨࡢⓙᵝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ពぢࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊෆᐜࢆ

☜ᐃࡍࡿࡇ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋ࡛ࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛయࢆ㏻ࡌࡓࡈឤ

ࠊᚋ࠺࠸࠺ࡇࢁࢆࡸࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ᮇᚅࡶྵࡵ࡚ࠊⓙᵝ᪉

ࡽࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ⓙᵝ᪉ࡽ࡞࡞ከᙬ࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⚾ࡢຊࢃࡊ࡛ఱ୍ࡘࡢࡇ

ࢁࡲࡵࡿࡇࡣࡋ࡞࠸࠺ࡀࡴࡋࢁ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡢྲྀ

ࡾࡲࡵࢆ࠾チࡋ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪥ࡣࡇࢀ࡛⤊ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀࠊ᭱ᚋ∦ᒣ⮧ࡽ୍ゝ࠸ࡓࡔ

࠸࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



⮧ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾᣵᣜ

࠙∦ᒣ⮧ࠚ  ᪥ࡣⓙᵝ᪉ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋάⓎ࡞ࡈ㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ

࡚ࠊ⚾ࡶ⯆῝ࡃ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

 ࡑࢀࡽࠊ⚾ࡀࡁࡻ࠺ࡇࡢሙฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢࡣࠊ⮧ᑵ௵ࡀ㸰࢝᭶๓࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ

ึࡵ࡚ࡢࡇ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㐣ཤࡇࢀࡲ࡛ⓙᵝ᪉ࡢ㛫࡛㠀ᖖᖜࡢᗈ࠸ࠊࡲࡓዟ⾜ࡁࡢ῝

࠸㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࢆࠊࡁࡻ࠺ᗙ㛗ࡢᩚ⌮ࡋࡓࡈⓎゝࡽఛ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡑࢀࡶ࠶ࢃࡏ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡛ࠊඛࡑࢀࡤࡾ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ

ࡶࠊ㹀㹎㹍ࡢヰࡶ㠀ᖖ⯆῝ࡃ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ





Ẹ⩏ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡀ*RYHUQDQFHࡔᛮ࠺ࡢ࡛

つไ࡞ࢆ୰ᚰࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ*RYHUQࠊ*RYHUQLQJᑐࡋ࡚ࠊ⮬ⓗࠊ⮬ᚊⓗ࡞ⲡࡢ᰿

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᚑ᮶ࡢ♫ࡢ⛛ᗎࢆᏲࡗࡓࡾಶேࡢᶒࢆᏲࡗࡓࡾࡍࡿࡁ



 ࡁࡻ࠺ࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊࡲࡉࡑࢀヱᙜࡍࡿ㆟ㄽࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮬ⓗࠊ⮬ᚊⓗ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡣࠊ*RYHUQDQFHࡢ࠺ࡀ㈼᫂ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

㝶ศぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ

௨ୖ

ࡸࡗࡥࡾಶேࡢᶒࢆಖ㞀ࡋࡓࡾ♫ࡢ⛛ᗎࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊࡋࡋఙࡧࡸ࡞♫ࢆࡘࡃ

ࡍࡀࠊ㆟ㄽࡢ࣏ࣥࢺࠊࡑࢀࡽࡇࢀࡽࡘࡗࡇࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸Ⅼ࠸࠺ࡢࡣ

 ᨻᏛ࡛᭱㏆ࠊ*RYHUQDQFH࠸࠺ゝⴥࡀ㠀ᖖࠊ୍✀ࡢࡣࡸࡾ࠸࠸ࡲࡍࠊྲྀࡾࡊࡓ

ࡍࡅࢀࡶࠊ*RYHUQ࡞ࡢ*RYHUQDQFH࡞ࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ₻ὶࡋ࡚ࡣࠊ

 ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ࡞࡞ࡑࢀࡒࢀࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ࡣ↻ワࡲࡽ࡞࠸࠸࠺ᙧ࡛ࡣ࠶ࡾࡲ

今後のＩＣＴ分野における国民の権利保障等の
在り方を考えるフォーラム
第 11 回会合
平成 22 年 12 月 14 日(火) 10 時 30 分～
総務省８階第１特別会議室
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ᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸰᭶











ᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿ
ᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌᭩㸦㸧
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i

ࡲࡓࠊ11 ᅇࢃࡓࡿ㆟ㄽࡢᶍᵝࡣཎ๎ࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾᐇἣ୰⥅
ࢆ⾜࠸ࠊ㈨ᩱ࣭㆟㘓ࡶࡍ࡚බ㛤ࡋࠊᅜẸࡢ㆟ㄽࡢႏ㉳ࢆᅗࡗࡓࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡢ୰࡛ฟࡉࢀࡓከゅⓗ࡞ពぢࢆࢃࡾࡸࡍࡃ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㡯┠ࡈᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾ࡅࡿ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ
㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡶཧ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡍ࡚ࡢྜ࠾ࡅࡿ㆟㘓ࠊྜ㈨ᩱࡶే
ࡏ࡚ῧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദ࣭㐠Ⴀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㆟ㄽࡢᑐ㇟ࡍࡿࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡾࡇࡴ
ࡇࡣࡏࡎࠊ㛵㐃ࡍࡿㅖࢸ࣮࣐ࢆᖜᗈࡃ㆟ㄽࡢᑐ㇟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊᵓᡂဨ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗ⪅࡞⊃࠸ព࡛ࡢ㛵ಀ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢศ㔝ᵝࠎ࡞❧ሙ࡛
㛵ࢃࡿከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙ࣭ㄽ⪅ࡢཧຍࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ࠕᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺ᬑ㐢ⓗ࡞౯್ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡑࡢ⎔ቃࡀࡉࡽࡁࡃኚࡋࡘࡘ
࠶ࡿ㹇㹁㹒ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡶྵࡵࡓゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ
ࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ㸦࠸ࢃࡺࡿࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓ࠖ
㸧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜẸࡢᶒಖ
㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ⥲ົ┬ࡢദࡼࡾ㛤ദࡉ
ࢀࡓࠋ

࡞ኚక࠸ࠊᨺ㏦࣭㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࡸࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓ࣓ࢹᑐࡍࡿᅜẸࡢព
㆑ࡶࡁࡃኚࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

 ྠࠊ㹇㹁㹒ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿᨺ㏦࣭㏻ಙࡢศ㔝㸦௨ୗࠕ㹇㹁㹒ศ㔝ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡣᢏ⾡㠉᪂ࡸࡑࢀక࠺ᕷሙᵓ㐀ࡢኚࡀ⃭ࡋ࠸ศ㔝࡛ࡶ࠶ࡿࠋࣛࢪ
࢜ࠊࢸࣞࣅࡽጞࡲࡗࡓ࣓ࢹࡢ㐍ࡣࠊࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࠊ⾨ᫍᨺ㏦࡞࣐
ࢫ࣓ࢹࡢከᵝࡲࡽࡎࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢୡ⏺ⓗ࡞ᬑཬࢆ⫼ᬒࡋ
ࡓࣃ࣮ࢯࢼ࣓ࣝࢹࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㹇㹁㹒ࡢ㐍Ṍ࣭ከᵝ
ᛂࡌ࡚ࠊࡲ࡛ሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶ࡗࡓᅜẸࡀ⡆༢ሗࢆⓎಙࡍࡿຊࢆᣢ
ࡘ⮳ࡾࠊᅜẸ୍ே୍ேࡀ♫ࢆኚ࠼ࡿ㔜せ࡞⨨ࢆ༨ࡵࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺

 㹇㹁㹒㸦ሗ㏻ಙᢏ⾡㸸Information and Communications Technology㸧
ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿᨺ㏦࣭㏻ಙࡣࠊ♫࣭⤒῭࣭⏘ᴗ࡞࠶ࡽࡺࡿάືࡢᇶ┙
ࡋ࡚ࡢᙺࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ゝㄽ࣭ሗ㐨࠸ࡗࡓẸ⩏ࡢࣥࣇࣛࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࠊ
ࡉࡽࡣᩥࡢ㐀ࡸᆅᇦࡢၥ㢟࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴ࠸ࡗࡓ
ᵝࠎ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡣࡌࡵ
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 㸦㸰㸧グ⪅ࢡࣛࣈ࣭グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸳
 㸦㸱㸧ࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸵


   ձ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸲

   ղ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚ᾘᴟⓗ࡞࠸ࡋៅ㔜࡞ពぢyyyyyyyyyyyyyy㹎㸲



  մࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸶

iii

   ձ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸯

 㸦㸰㸧ලయⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸯

 㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸮

㸳㸬ᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸮

   ճࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸷

   ղ⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓಶู㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸶

   ձ⾜ᨻᣦᑟࡢἲⓗ᰿ᣐࡘ࠸࡚ࡢពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸶

㸲㸬⾜ᨻ㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸶

㸱㸬㏻ಙศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸴

   ղࣛࢪ࢜ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸳

   ձ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡀ㔜せࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸱

 㸦㸲㸧ࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸱

   մࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸱

   ճど⫈⪅࣭ᅜẸࡢᾐ㏱ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸰㸰

   ղྲྀ⤌ࡢ⌧≧ࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせࡍࡿពぢyyyy㹎㸰㸮

   ձྲྀ⤌ࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࠊᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸶

 㸦㸱㸧㹀㹎㹍ࡼࡿྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸵

նࡑࡢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸵

յලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸴

մᨺ㏦ᴗ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸴

ճ┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸳

ղሗ㐨ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸳

ձᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬࣭⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸱

 㸦㸰㸧ᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸱

 㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸯

㸰㸬ᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸯㸯



ࢆᵓᡂࡍࡿ࠸࠺ពぢyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸵

iv

ࡴࡍࡧ࠼࡚yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸷

 㸦㸯㸧ࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ㆟ㄽyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy㹎㸱㸳
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ࢧ㸧 ࠊሗ⎔ቃࡀ㠀ᖖ㇏࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊఱ࡞ࡃ࣐࣮ࢣࢵ
ࢺ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ࣐࣮ࢣࢵࢺࡺࡔࡡ࡚ࡶᾋࡧୖࡀࡗ࡚ࡃ
ࡿࡶࡢࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࡔࡅࡺࡔࡡ࡚ࡣᢸಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶ

࢜㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⮬⏤࡛࠶ࡗ࡚ࠊᅜẸࢆ㟁Ἴࡢᾘ㈝⪅ぢࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊయࡋ࡚ࡁࡕࢇつᐃࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ♫ࡢࡍ
࡚ࡢᡂဨࡀゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሗࡢ⮬⏤ࢆா

1

ࢥ㸧 ไᗘࡸ࣮࡛ࣝࣝゎỴࡋ࡚࠸ࡃࣉ࣮ࣟࢳࠊᢏ⾡࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࣉ
࣮ࣟࢳࠊᩍ⫱࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࣉ࣮ࣟࢳࠊࡑࢀࡒࢀຠࡁ┠ࡶ㐪࠺ࡋࠊ▷
ᮇࠊ୰ᮇࠊ㛗ᮇࡢᨻ⟇ࣞࣥࢪࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋಶேⓗࡣ㛗ᮇⓗ࡞ຠᯝࡣ
ᩍ⫱ၨⓎάືࡀ୍␒ຠࡃࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ
㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢣ㸧 ࡇࡢࡈࢁࣜࢫࢼ࣮ࡀࡋࡗࡾࡋࡓᛂࢆࡁࡕࡗฟࡋ࡚ࡁ࡚ࡃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᆅ᪉࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴࡸ㆟ㄽࡢሙࡀࠊᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ࠙ᮌཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢡ㸧 ㏦ࡾᡭഃࡢᶒཷࡅᡭഃࡢᶒࡀ⾪✺ࡍࡿᵓᅗࡀࠊ᭱㏆≉῝้
࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙ᚋᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ᩚഛ㸦ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢᬑཬ㸧㸧ࡀᚲせࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜ
ࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡋ࡚❧ࡕᚓࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢࠕࢹࢪࢱࣝ୕ᨻ⟇ࠖ㸦ձࣥࣇࣛ㸦ගࡢ㐨㸧
ࡢᩚഛࠊղ᪂࣓ࢹ㸦ࢹࢪࢱࣝࢧࢿ࣮ࢪ➼㸧ࡢ㛤Ⓨࠊճ⏝⎔ቃࡢ

࢟㸧 ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࣓ࢹࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀຠ
ᯝⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊࣔࣂࣝࠊᆅࢹࢪ࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸࣓
ࢹࡀᬑཬࡋ࡚ࡁ࡚ࠊᅜẸࡢ⾲⌧ࡢᶵࡸ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡣ᱁ẁ㧗ࡲࡗ
ࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆࢇࢇ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢࡀࡼࡃࠊ᪥ᮏิᓥࢆࠕ⮬⏤
ࡢ◓ࠖࡍࡿࡓࡵࠊ᭱ඛ➃ࡢࢹࢪࢱࣝ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡢࡀᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶ

࢝㸧 ࡲ࡛ࡢᅜ㝿➇தຊࡸ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠊつไࡢᅾࡾ᪉ࡢ㆟ㄽຍ࠼࡚ࠊ
ᆅᇦࡢάᛶᐤࡍࡿࠊᩥࡀ⫱ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠊ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡃࠋ
ᖹࡓࡃゝ࠼ࡤࠊ⧅ࡀࡿࡇ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃຊࡀ࠸࡚࠸ࡃࡇࠊேࢆᖾࡏ
ࡍࡿࡇࠊࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸୍ேࡦࡾࡀ㍤ࡃ࠸ࡗࡓほⅬ࡛ࠊ㟁Ἴ࣭
㏻ಙ⾜ᨻࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡀࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡋ࡚ࡢ୍ࡘࡢ㈐ົࠋ
࠙῝
ᑿᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ཷฟ᮶ࡿࡼ࠺ᐃࡵࡿࡇࡀ๓ᥦࠊཎ๎ࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄ
ࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

⥲యࡢᶒࠋࡑࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤࠸࠺ሙྜࡣࠊ⮬ࡽሗ
ࢡࢭࢫࡋࠊ⾲⌧ࡍࡿᶒࡀ࠶ࡾࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᦠᖏ㟁ヰࡢᬑཬࡼ
ࡗ࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂⪺ࠊ㞧ㄅࠊᨺ㏦➼ࢆ㏻ࡌ࡚ከᵝ࡞ゝ
ㄽࡸሗゐࢀࡿᶒࡶࠊከࡃࡢᅜẸࡗ࡚ࡣ౫↛㔜せ࡞ࡶࡢࠋࡇࡢ
㸰ࡘࡢᶒࡣ࠾࠸㝖ࡋྜ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୧⪅ࢆ⥲యࡋ࡚㧗ࡵ
࡚࠸ࡃࡁࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟
㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

࢚㸧 ᅜẸࡢᶒࡢ࠺ࡕ࡛᭱ࡶ᰿※ⓗ࡞ࡢࡣࠊど⫈⪅ࠊබ⾗ࡋ࡚ࡢᅜẸ

࢘㸧 ᪥ᮏࡣࠊᖾ࠸ࡶᡓதࡀ࡞࠸ᅜ࠸࠺Ⓨࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᙧ
ࢆసࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙㔜ᘏᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ሗ㐨ࠊᨺ㏦ࠊሗ㏻ಙ࠸ࡗࡓศ㔝ࡀᢪ࠼ࡿከࡃࡢၥ㢟ࡣࠊ➇࠸ྜ
࠸ࡢᵓ㐀ࡢ୰࡛ゎỴࡉࢀࡿࡓࡵࠊሗ㏻ಙศ㔝࡛ఱఱࡀ➇࠸ྜࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠸࠺ษࡾཱྀࡽ୍ᗘἲࡢయ⣔ࢆぢ┤ࡍࡇࡀᚲせࠋ
࠙ᴋᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ᪥ᮏࡣࠊᅜẚ࡚ᨻᗓࡼࡿ␒⤌ධࡸࠊἲᚊୖࡢつไࡀ⦆ࡃ
࡚ࠊ⮬⮬ᚊࢆ᪨ࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡀࠊ࣓ࢹ⾜ᨻࡢ୍ࡘࡢ≉ᚩࢆ
࡞ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࠊᠱᛕࡀ࠶ࡿࡍࢀࡤࠊᨺ㏦ἲࡢつᚊࡸࠊ
㹌㹆㹉ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆぢ┤ࡍㄽ㆟ࡀᚲせࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋྠࠊ⾜ᨻࢆ
┘どࡍࡿ⤌⧊ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊᖜᗈ࠸ࣉ࣮ࣟࢳ࡛㛫ࢆ
ࡅ࡚㆟ㄽࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ
3㸧
ࠚ


㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿୖ࡛ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊᖜᗈ࠸どⅬ❧ࡗࡓᵝࠎ࡞ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 

 㸯㸬⥲ㄽ
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ゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ
❧ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ពぢࠊᾘᴟⓗ࡞࠸ࡋៅ㔜࡞ពぢࡀぢࡽࢀࡓࠊᵝࠎ࡞
యࡼࡿྲྀ⤌ࡢయീࡀᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿ࠸࠺ពぢࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ

㸦㸰㸧ゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

3㸧
ࠚ

ࡐࡦࡶ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ᔱ♫㛗ᐊ㛗
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ

ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡇࡢᅜࡢ㸱㸮ᖺඛࠊ
㸳㸮ᖺඛࡢ࣓ࢹ࠸࠺ࡶࡢࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ

ࢡࢭࢫᶒࠊᨺ㏦ࠊ㏻ಙࡶྵࡵ࡚ࠊࡐࡦࡶࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋሗࢡࢭࢫᶒ

ᅜࡢᯝࡓࡍሗࢡࢭࢫᶒ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ඛ㐍ⓗ࡞ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢሗ

ࡢࢆ❧ἲࡋࡓࠋ㏻ಙࡶྵࡵ࡚ࠊࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻࢆࡁࡕࢇᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ

ࢯ㸧 ࣇࣥࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊᅜẸࡀሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᶒࢆಖ㞀ࡍࡿ࠸࠺

ࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

1
2

4

㹄㹁㹁㸦Federal Communications Commission㸧
㸸
㸦⡿ᅜࡢ㸧㐃㑥㏻ಙጤဨ
㹀㹎㹍㸦Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization㸧
㸸ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ

㸧 ◓ࢆࡘࡃࡿࡇࡼࡗ࡚࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲ࡛⮬
ⓗ࡞άືࡢ୰࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࠊࡲࡓࡣᒎ㛤ࡀ࡛ࡁ࡚ࡁࡓ㒊
ศࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋไᗘࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚࠺ࡲࡃ࠸ࡃࠊཪࡣ
࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚ࡁࡓࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊไᗘࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇ
ࡼࡿຠ⏝ࡶࠊేࡏ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ
࠙㡢ᵓᡂ

㸧 ◓ࢆୗᡭࡘࡃࡿࠊ㏫⮬⏤ࢆ◚ቯࡍࡿࡇ࡞ࡾᚓࡿ࠸࠺
༴㝤ᛶࢆឤࡌࡿࠋ࠼ࡤࠊᨻⓗබᖹ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࢸࣞࣅ
ࡢᐇ㝿ࡢ᭱๓⥺࠸ࡿே㛫ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅබᖹ࠸࠺ᚿࢆᛀࢀ࡞࠸ࡼ
࠺ࡍࡿࡇ௨እࠊᏲࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋఱ≉ู࡞ࠊ᪂ࡓ࡞ᶵ㛵
ࢆࡘࡃࢀࡤࠊ✺↛ࠊሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࠸ࡗࡓࡇࡣ࠶ࡾᚓ࡞
࠸ࠋ࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ղ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚ᾘᴟⓗ࡞࠸ࡋៅ㔜࡞ពぢ 

ྜ㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ᙉࡃせᮃࠋ
࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ேᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅ

ᨻᗓࡽ⊂❧ࡋࡓ⊂❧⾜ᨻጤဨࡀᨺ㏦⾜ᨻࢆᢸ࠺ࡇࡀ㔜せࠋ࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃

ࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᅜࡸᆅ᪉⮬యࡣ㠀ࡑࡢ⎔ቃᩚഛຊࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸

ࡈࡢᕪ␗ࡀពⓗࡔ᩿ᐃࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡀࠊពⓗ࡞Ⓨືࢆ㜵ࡄࡓࡵࡣࠊ

࢘㸧 ࡃ⾜ᨻᣦᑟࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓ⮧ࡶ࠸ࢀࡤࠊከⓎࡋ࡚࠸ࡿ⮧ࡶ࠸ࡿࠋ⮧

㸧 ⊂❧⾜ᨻጤဨࡢタ⨨ࡣࠊ㏻ಙ࣭ᨺ㏦ࡢ⊂❧ሗ㐨࣭ᨺ㏦ࡢ⮬⏤
ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㔜せࠋ㹀㹎㹍 ࡢྲྀ⤌࡞ࢆάࡋࡓᨻࡽࡢ
⊂❧ࢆࠊ♫యࡢ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ᐇ⌧ࡍࡁࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄ
ࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ῝ᑿᵓᡂဨᥦฟ㈨ᩱ3ࠊ➨  ᅇ㆟㘓
3㸧ࠚ

࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࡶ༑ศ࠶ࡾᚓࡿࠋ࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓3㸧ࠚ

㸧 㟁Ἴἲᨺ㏦ἲ࠸࠺㸰ࡘࡢἲᚊࡼࡿࠊ㠀ᖖṍࢇࡔἲⓗ࡞ᯟ
⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆ☜❧ࡋ
ࡃ࠸ࠊᨺ㏦ࢆᕠࡿ⚈ࡀᚋࢆ᩿ࡓ࡞࠸᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉゝ࠺ࡁࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ṍࢇࡔἲⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆゎᾘࡍࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᶵ
㛵ࡢタࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊ㹄㹁㹁 ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࡢタ

ձ᪂ࡓ࡞⤌⧊࣭ᶵ㛵ࡢタ❧ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ពぢ 

ࡓࡾࠊ⿕ᐖ㐼࠺ேࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺᭱ࡢດຊࢆࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺

ࢭ㸧 㹇㹁㹒ศ㔝࡛⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠊ㏻ಙࡢ⛎ᐦࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡼࡗ࡚യࡘࡅࡽࢀ

㆟ㄽࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࢹࣂࢻ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡋ࠸᪥ᮏேࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗேᶒࡢ୍ࡘࠊࡑࡢࡼ࠺࡞

ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᶒࡀ࠶ࡿࠋ㞳ᓥࠊ㐣ᆅ⏕ࡲࢀࡓࡀᨾࠊᐇୖࢹࢪࢱ࣭ࣝ

ᙜ࡚ࡿࡁ᪂ࡋ࠸ᇶᮏⓗேᶒࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣࠋࡍ࡚ࡢᅜẸࡣ➼ࡋࡃࠊ࠶ࡽࡺࡿሗ

ࢫ㸧 ᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊ᪂ࡋ࠸♫ࡢࣃࣛࢲ࣒ࢩࣇࢺࡼࡗ࡚ࠊࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆ

ࢩ㸧 ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓ࡢ㆟ㄽࢆࡍࡿࡁࠊ⤒Ⴀࡢㄽ⌮࠾㔠ࡢၥ㢟ࡢヰ
ࡀࡍࡄฟ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࢀࡣࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸ࠋ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆḟୡ௦
ᘬࡁ⥅ࡄࡢ࠸ࡗࡓࠊࡁ࡞ᩥⓗഃ㠃ࢆࡽ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ
࡞࠸ࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࡢࢆࡋࡗࡾ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᮇࠋ࠶ࡲࡾ⪃࠼㐣ࡂࡿࠊ࣓ࢹ
ࡢⓎᒎ࠸࠺ࡢࡀᢚ࠼ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊࡇࡲ࡛⤌ࡳࢆࡘࡃࡿ
࠸࠺ࡢࡣኚ㞴ࡋ࠸ࠋヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽࠊయⓗ㑅ᢥࢆࡍࡿࡇࢆ
⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ
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ࢥ㸧 ᙉᶒⓗ࡞ࠕ◓ࠖࢆࡘࡃࡿࠊࡑࡇࡀఱࡽࡢつไᶵ㛵࡞ࡿࠋつ

࢜㸧 ከࡃࡢᅜ࡛ࡣࠊᨺ㏦ࢆつไࡍࡿ⊂❧つไᶵ㛵ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࣁ࣮ࢻ࡞ෆᐜつไࡢయ࡛࠶ࡾࠊᨻᶒ௦ࢆ๓ᥦࠊ
ࡢᨻᶒࡽࡢᨺ㏦⾜ᨻࡢ⊂❧ᛶࠊ୰❧ᛶࠊᑓ㛛ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇ
࠶ࡿࡀࠊጤဨࡢே㑅ࡀᨻඪᨻࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸࡛࠸ࡽࢀࡿࡣࠊ㡑
ᅜࠊྎ‴ࡢࢆぢ࡚ࡶⱝᖸᏳࡀṧࡿࠋࡲࡓࠊ௬ᨺ㏦࣭㏻ಙయ
ࡘ࠸࡚⏬❧ᶒ㝈ࡶࠊつไᶒ㝈ࡶ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢫ࣮ࣃ࣮ጤဨࡢࡼ

5

㹉㹁㹁㸦Korea Communications Commission㸧
㸸㡑ᅜᨺ㏦㏻ಙጤဨ
㹌㹁㹁㸦National Communications Commission㸧
㸸㸦ྎ‴ࡢ㸧ᅜᐙ㏻ಙᨺ㏦ጤဨ

ࢵࢱ࣮࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡢពぢࡀ㏉ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㦫ࡃࡲࡶ࡞ពぢ

࢟㸧 ඛ᪥ࠊ㹁㹑ᨺ㏦ࡢ␒⤌ࡀࢿࢵࢺ୰⥅ࡉࢀࡓ㝿ࠊࣜࣝࢱ࣒ࢶ

ᡃࡀᅜ࡛ࡶྍ⬟ࠋࡇࡇࡣ῝᥀ࡾࢆࡋ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠙ᡞᵓ
ᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢝㸧 ㆟㝔ෆ㛶ไࡢࡶ࡛ࡣࠊ⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜ࣭ᨻඪࡽࡢ⊂
❧ࡶᚲせࠋ⥲ົ┬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡢᐁᗇࠊ⮬యࠊࡉࡽࡣ
㔝ඪࡽࡢᅽຊࡽࡢ┪࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕ◓ࠖࢆᙉຊࡍࢀࡤ
ࡍࡿࠊࡑࡢࠕ◓ࠖࢆࡗྲྀࢁ࠺࠸࠺ㄏᝨࡶᙜ↛ാࡃࠋே㑅ࡢ୰
❧ᛶࢆࡢࡼ࠺☜ಖࡍࡿࠋࡑࡢᨻࢆᣍ࡞࠸ࡼ࠺࡞⤌ࡳࡀ

࠺࡞ࡶࡢࢆ㏻ᖖࡢᨻࣉࣟࢭࢫࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ࡘࡃࡿࡍࡿࠊᅜẸ
⏕άᐦ╔ࡋࡓ㹇㹁㹒ศ㔝ࡢつᚊࡋ࡚࠸࠸ู㏵᳨ウࢆせࡍࡿࠋ
࠙
ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࢣ㸧 ࠕ◓ࠖࢆࡘࡃࢁ࠺࠸࠺ࡑࡢసᴗ⮬యࡀゝㄽࡢ⮬⏤ࢆࡘࡪࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺༴㝤ᛶࢆឤࡌࡿࠋ
ࠕ◓ࠖ࠸࠺ࠊࡸࡣࡾᡃࠎࡢ㢌ࡢ୰
ࡣࠕ◓ࠖࡀᾋࡪࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊࡸࡣࡾࢹࣜࢣ࣮ࢺ࡞ၥ㢟࡞ࡾ
ᙉຊ࡞ᅽຊࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࡶ࠺ࡑࡢࡇ⮬యࡀᅽຊ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

࢚㸧 ど⫈⪅࣭ᅜẸࡢ┈ᣑࡘ࡞ࡀࡿᨺ㏦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉ࢆ✚ᴟ
ⓗᶍ⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡋࠊࡑࡢ㸯ࡘࡢ᪉ྥᛶࡋ࡚ࠕ◓ࠖㄽ
㆟࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ᭷⏝ࡔ⪃࠼ࡿࡀࠊ
ࠕ◓ࠖࡀไᗘࡉࢀࡿࠊ
ࠕ◓ࠖ
⮬యࡀᶒຊ࣭ᙧ㧁ࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀᖖࡘࡁࡲ࠺ࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

6

୍ᒙಖ㞀ࡍࡿ࠸࠺᪉ྥ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ௨ୖࡢほⅬࡽࠊᅜࡀ㛵ࡋ࡚

ࢫ㸧 ᶒຊࡸᶒጾᑐࡍࡿゝㄽࡢ⮬⏤ࡸ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆつไࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ

ࢩ㸧 ⊂❧⾜ᨻጤဨࢆ௬సࡿࡍࢀࡤࠊ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸๓ᥦ
ࡣᶒᐖၥ㢟චチ⾜ᨻࡸ⾜ᨻᣦᑟࡢၥ㢟ࠋࡘࢆ୍⥴ΰᅾࡉࡏ
ࡓᙧ࡛ᙉຊ࡞⊂❧⾜ᨻጤဨࢆసࡿࡇࡣࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤࡞ࡾ㏻ಙࡢ⮬
⏤࡞ࡘ࠸࡚㠀ᖖࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ࡢ㆟ㄽ࡛ඹ᭷࡛ࡁࡓࠋ
 ᚋࠊ㹀㹎㹍࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࡢࠊ⊂❧⾜ᨻጤဨࢆసࡿࡇࡀᚲせ
࡞ࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ㆟ㄽࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨻᗓࠊ
᭷㆑⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜẸ⥲య࡛⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࠋ
࠙ᡞ
ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢧ㸧 㹀㹎㹍࡛ࡍࡽ⌧ሙᑐࡍࡿⴎ⦰ຠᯝࢆ࠼ࡿࠋ࠸ࢃࢇࡸࠊࡲࡓ᪂
ࡓ࡞⤌⧊ࢆࡘࡃࡗࡓࡽࠊ⤌⧊ࢆࡘࡃࢀࡤఱ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢ
᪥ᮏࡢᅜࡢࡁ࡞㐣ࡕ࡛࠶ࡾࠊẼࠋࡘࡃࡽ࡞࠸᪉ࡀ࠸࠸ࠊࡘࡃࡗࡓ
ࡽࡶࡗⴎ⦰ࡍࡿࡔࡅࠋ࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㘓 3㸧ࠚ

ไᶵ㛵ࡼࡗ࡚࣓ࢹࡀⴎ⦰ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊࡑࢇ
࡞◓ࢆࡘࡃࡿࡇࡣㄡࡢ┈ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟

ࢡ㸧 ఱࡶࡘࡃࡿᚲせࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ㆟ㄽࡔࡅࡍࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ
࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡀከࡃࠊࡳࢇ࡞࡛⮬⏤┘どࡍࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜࡀሗ㐨ࡢ⮬⏤
ࢆᏲࡿ◓ࢆࡘࡃࡿࡇ⮬యࡀࠊ௦ࡑࡄࢃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ᪂ࡋ࠸࣓ࢹࡢ≧ἣධࡗ࡚࠸ࡿࡁࠊ๓௦ⓗ࡞㆟ㄽࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㝶ศⱞປࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗ࿌ࡸ࣏࣮ࣞࢺࡶࠊㄞࡴࡇࡀ࠶ࡿࠋᾏእࡢ
࠸࠺ࠊࡘ࠸Ḣ⡿ࢆㄪࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡀࠊ㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛㉳
ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡶేࡏ࡚ㄪ࡚ࡳࡿࠊ㝶ศཧ⪃࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓3㸧
ࠚ

࢘㸧 㡑ᅜࡢ㹉㹁㹁 ࡞ࡾྎ‴ࡢ㹌㹁㹁 ࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࠊ

ဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ
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࢚㸧 ࠕ◓ࠖࡣ᪥ᮏ∧㹄㹁㹁ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࡛࠶ࡿࡶࠊၥ㢟ゎỴࠊၥ㢟
Ⓨ⏕ࡢᮍ↛㜵Ṇࢆᢸಖࡍࡿไᗘタィ࡛࠶ࡿࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ⤌⧊࡛࠶
ࢀไᗘタィ࡛࠶ࢀࠊᅜᐙᶒຊࡀᑡࡋ࡛ࡶධࡾ㎸ࡴࡶࡢࡣࠕ◓ࠖࡣ࡞
ࡾᚓ࡞࠸ࠋ␒⤌ไస➼࡛ྠࡌ㐣ࡕࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊᶒຊ
ධࡢཱྀᐇࢆࡘࡃࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᴗ⏺ࡸ㹀㹎㹍ࡼ
ࡿ⮬つไࢆࡼࡾᐇຠᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ⥲ྜⓗ࡞⎔ቃ࡙ࡃࡾ
ࡶࡲࡓࠊ
ࠕ◓ࠖࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᒣᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡢᶵ⬟ᣑࠊࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ࠸ࡢᆒ⾮ࡼࡗ࡚㔜ᒙⓗ࡞ᙧ࡛ࠕ◓ࠖࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧

࢘㸧 ࣁ࣮ࢻ࡞つไࡢᙉࡼࡗ࡚ᅜẸࡢᶒࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢࡔࡍࢀࡤࠊ
ࡑࡇ࡛ゝ࠺ᅜẸࡢᶒࡣఱࢆ᫂☜ࡍࡿྠࠊᨺ㏦ࡢ⮬⏤
ࡢවࡡྜ࠸࡛ࠊ
ࠕ◓ࠖࡋ࡚ࡣᙉ࠸ᶒ㝈ᙉ࠸⊂❧ᛶࢆ᭷ࡍࡿᶵ㛵ࢆ
タࡍࡁࠋᨺ㏦ᨻᗓࡢᑐヰᆺつไࡢ㏱᫂ຊⅬࢆ⨨ࡃࡍࢀࡤࠊ
⾜ᨻࢆ┘どࡍࡿᶵ㛵ࠊᨺ㏦ᴗ⪅ෆ㒊ࡢྲྀ⤌ࡢᙉࠊࡑࢀࡽ㹀㹎㹍

ࡘࡃࡿࡼ࠺ࡶ⪺ࡇ࠼ࡿࡀࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢࠊไᗘタィ
ࡸࠊᙉ⟇ࡶᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⾜ࢃࢀࡿࡁࡣ⌧
⾜ไᗘ࡛ᶒቑ㐍ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠺ࢆࡲࡎ⪃࠼ࡓୖ࡛ࠊࡶࡋ࡛ࡁ࡞
࠸ࡍࢀࡤ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡢไᗘࢆ┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅
ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ࠕ⮬⏤ࡢ◓ࠖ࠸࠺ゝⴥࡢࢽࣗࣥࢫࡽࡍࡿࠊ᪂ࡓ࡞⤌⧊ࢆ

㸧 ἲ࡛ࡍ࡚ࠊᶵ㛵࡛ࡍ࡚࡛ࡁ࠶ࡀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゎ㔘
ᐇ⾜ࡢᅾࡾ᪉ࡶࡋࡗࡾぢࡘࡵྜ࠺ᅾࡾ᪉ࡀ㔜せࠋ
࠙㔜ᘏᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ



ճᵝࠎ࡞యࡼࡿゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡢయീࡀᯟ⤌ࡳ
ࢆᵓᡂࡍࡿ࠸࠺ពぢ

ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㹎㹍ࢆᇶᮏ⪃࠼࡚࠸ࡃࡢࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙㹒㹀㹑ࢸࣞࣅ ᇛᡤ㛗 㸦㛵

ࡸࡣࡾᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸࡛ࠊ⮬ⓗ࡞⤌ࡳࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ㹀

ࡑࢀࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᶒࡸ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡇࡢ➨୍⩏ⓗ࡞⩏ົࡣࠊ

◓࡞ࡾไᗘࢆసࡗࡓሙྜࡣࠊᑗ᮶ࠊᶒຊࡸᶒጾࢆᏲࡿ◓ᝏ⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠾

8

㸧 ᾘ㈝⪅ᗇࡗ࡚ࡢᾘ㈝⪅ጤဨࡣࠊูつไᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᾘ㈝⪅ᗇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊ⊂
❧ࡋࡓ❧ሙࡽࣔࢽࢱ࣮ࡋࠊ᳨ウࡍࡿࡶࡢᛮ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࠊ㢌ᾋࢇࡔࡀࠊ◓࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡢ
ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡽ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ࠙᰿ᓊᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ
3㸧ࠚ

մࡑࡢ 

℩㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡇࢀ௨ୖࡢᚲせࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࠋ
࠙᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕㸦ᗈ

 ἲⓗ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘⓗ࡞ᢚไ࠸࠺ࡢࡣࡢࡲࡲ࡛༑ศࠋᨺ㏦ࡔࡅࡀཝࡋ࠸ไ⣙

࡞ࡃࠊ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

⪅ᑐࡋ࡚ཝࡋ࠸ᢈุ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆ┿ᦸཷࡅṆࡵࠊ᪂ࡓ◓ࢆసࡿࡇ

ࡍࡢࡔ࠸࠺᪉ྥᛶ㠃ⓗ㈶ᡂࠋࡓࡔࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᨺ㏦ᴗ

ࡋࡶ࡞࠸ࠊேࠎࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿỴពྲྀ⤌ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚ࠊ࠶ࡿ✀ࡢ◓ࡢᙺࢆᯝࡓ

ࢣ㸧 ᨺ㏦ᴗ⪅ࡣࠊ◓࠸࠺ࡢࡣ᪂ࡓ࡞ᶵ㛵ࢆసࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣᚲࡎ

࠙᳃ᘚㆤኈ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ⓗᑐ⟇ࠋᅜᐙᮇᚅࡉࢀࡿᙺࡣࠊẸ㛫ࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿᨭࡀཎ๎࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࢡ㸧 ㏻ಙศ㔝࠾ࡅࡿࠕ◓ࠖࡢᶵ⬟ࡢ୰᰾ࡣࠊ㐪ἲሗࠊ᭷ᐖሗᑐࡍࡿᐇຠ

ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

⤖ᯝࡋ࡚࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ேᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧
㸦㛵

ࡇࡑࡀࠊሗ㐨ࡸ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆࡑ࠺ࡍࡿᵝࠎ࡞ᶒጾᑐࡋ࡚ࡢ୍␒ࡢࠕ◓ࠖ

࢟㸧 ど⫈⪅ࡽࡢ ࡃࠊࡋࡋᢈุࡢ⢭⚄ࢆᛀࢀ࡞࠸⋡┤࡞ኌࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡇ

ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㹎㹍ࡢᏑᅾࡣ༑ศࡑࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ᪉ྥᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙▼ᕝࢸࣞࣅ 㧗⩚௦⾲

௳ࠋ◓࡙ࡃࡾࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᛮ࠸ࢆಖㆤࡍࡿ⟽≀ࡃࡽ࠸⪃࠼ࡓ᪉ࡀࡼࡃࠊ⌧⾜㹀

࢝㸧 ♫యࡀ᩿ࡢດຊࢆࡍࡿࡇࡀࠊ⤖ᒁࠊゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓ࡢ㔜せ࡞せ

࢜㸧 ᭱ࡶᚲせ࡞ࡢࡣࠊ࠺࠸࠺⤌⧊ࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ࡇࡼࡾࡣࠊ㈼
࠸ど⫈⪅ࢆ⫱࡚ࡿࠊࡘࡲࡾ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㈼
࠸ど⫈⪅ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡇࡑࡀࠊ┿ࡢ◓࡛࠶ࡾࠊ㈼࠸ど⫈⪅ࡀ⫱࡚
ࡤࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢ◓ࢆసࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ
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ࡣࠊᅜᐙ⾜ᨻ⤌⧊ἲ㸱᮲ᇶ࡙ࡃ㸱᮲ጤဨ࡛࠶ࡿࡇࠊே㑅ࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜

ࡢࡘ࠸࡚ࡢ୍ᐃࡢᇶ‽ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢆཧ⪃ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻጤဨ

࢟㸧 ⊂❧⾜ᨻጤဨࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ➼࠾࠸࡚ࡣ࠸⊂❧ᛶࢆᢸಖࡍࡿ

ࡋ࠸ࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ᔱ♫㛗ᐊ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢝㸧 つไ⯆ࡣศࡅࠊሗ㏻ಙ┬ⓗ࡞ࡶࡢࢆసࡿ࠸࠺┬ᗇ⦅ࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚

࢜㸧 ␒⤌ࡢከᵝᛶࡸ㉁ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊᨻᗓࡀධ࣭ᖸ΅ࡍࡿつไࢆ
᥇⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⊂❧つไᶵ㛵ࢆᑟධࡍࡁࠋࡓࡔࠊᨻⓗධ
ࢆ㝖࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛࠾ࡾࠊ␒⤌ᴗ⪅ࠊᨺ
㏦ᴗ⪅ࡢ⮬࣭⮬ᚊࠊࡉࡽࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆྵࡴ࣓ࢹ㛫ࡢ
➇தጤࡡࡿࡁࠋ࠶ࡿ࠸ࡣゞṇ௧ࡸㄽᶒไᗘࢆᑟධࡍࡿࡋ࡚
ࡶࠊ୰❧ⓗ࡞ุᡤࡢุ᩿ࢆ௮ࡄࡁࠋࡲࡓࠊྖἲⓗᩆ῭ࡢࠊᨺ㏦
ᴗ⪅㹀㹎㹍ࡢྲྀ⤌࡛༑ศ࡛࡞࠸ࠋ୍㒊ࡢᨺ㏦ᒁ࡛ඛ㐍ⓗ࡞⤌
ࡳࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨺ㏦ᒁ࡛ᐇែࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺ྲྀ⤌ࡀ
༑ศ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀど⫈⪅ࡢ┠ぢ࠼࡚ಙ㢗ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇࡀᚲせࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨ 
ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢁ࠺⌮ゎࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ
㆟㘓 3㸧ࠚ

࢚㸧 ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࠕ◓ࠖࢆタࡋࡼ࠺࠸࠺ᥦゝࡣࠊᨺ㏦ศ㔝
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎᨻᶒຊࡽᨺ㏦ࡢ⮬࣭⮬ᚊࢆᏲࡿࡇࡀฟⓎⅬࡔ

࢘㸧 ◓࠸࠺ࠊᶒຊࡽᨺ㏦࣭ሗ㐨ࢆᏲࡿ࠸࠺ᵓᅗࡀᾋࡪࡀࠊ
ㄡࡽఱࢆᏲࡿࡢ࠸࠺ᵓᅗࡀ㠀ᖖ」㞧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨺ㏦࣭ሗ
㐨ᴗ⪅⮬యࡀ➨㸲ࡢᶒຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ᫂ࡽࡔࡋࠊ࣓ࢹࡢ
୰࡛ࡶࠊグ⪅ࢡࣛࣈࡢ୰እ࠸࠺㛵ಀࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࠊᐇ㝿ࡢᑐ
❧㛵ಀࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓไᗘタィࢆࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ
࠙ᚋᵓᡂဨ㸦➨ 
ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ィ᳨ᰝ㝔ࡢࡼ࠺࡞ෆ㛶ࡽ⊂❧ࡋࡓጤဨࡣ᠇ἲࢆᨵṇࡋ࡞࠸
సࢀ࡞࠸ࠋே㝔ࡣ㸱ྡࡢேᐁࡽ࡞ࡿෆ㛶ᡤ㎄ࡢ⾜ᨻጤဨࠋ
ྛᗓ┬ࡶⰍࠎ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⾜ᨻጤဨࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ཱྀ⾜
ᨻጤဨ࠸ࡗ࡚ࡶⰍࠎ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢศᯒࡀᚲせࠋ
࠙Ᏹ
㈡ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ
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ࡀ࠶ࡿࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

ࡗ࡚↹ࢃࡋ࠸࠸࠺ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢࠕ◓ࠖࡢ㆟ㄽ

ࡶ᪉࡞࠸ࡇࡔᛮ࠺ࡀࠊࡑࡢ୍⯡ࡢ␒⤌ࡘ࠸࡚ࡢ⾜ᨻᣦᑟࡣࠊᨺ㏦

ࢥ㸧 ␒⤌ᇶ‽ࢆసࡗ࡚࠸࡞࠸࡞ࡢእᙧⓗ࡞ࡶࡢᑐࡋ࡚ࡣࠊ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅ࡚

ࢆฟࡍࡁࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ᔱ♫㛗ᐊ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡗࡓࡀࠊᮏᙜ⤌⧊ࠊไᗘタィࡀ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࠊ࠸࠸ࡢࡶࡁࡕࢇ㆟ㄽ࡛⤖ㄽ

ࡇࡢ୰୍࡛యఱࢆࡸࡿࡢࡸࡽ࡞࠸ࡢࠊไᗘࠊ⤌⧊タィࡀ࠺࠸࠺ヰࡀ࠶

ࡅࢀࡶࠊ⤖ᒁఱࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀ୍␒࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ

ࢣ㸧 㠀ᖖㄽⅬࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛヰࡋྜࡗࡓࡇࡣ࠸࠸

࠙᳃ᘚㆤኈ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࡿࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⾲⌧ࡢ୰❧ᛶ࠸ࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣᡤ⟶ࡉࡏࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࡶཎ๎ࡋ࡚ሗ㐨⿕ᐖ➼ࡢᶒᐖࡢᩆ῭ࡵ

࡚ࡃࡿࡢࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ๓ᥦࡍࢀࡤࠊ⊂❧⾜ᨻጤဨࡀ

ࢡ㸧 ࠺ࡋ࡚ࡶᶒᐖࡀ㢖Ⓨࡍࡿホ౯ࡉࢀࡿࡁࡣࠊࡇࢀࡣἲつไ➼ࡀฟ

㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ಖࠊ⊂❧ࡋࡓ⫋ᶒ⾜ࠊົᒁࡢ⊂⮬᥇⏝ࠊண⟬ࡢ⊂❧ࡀᚲせࠋ
࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ

388
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࢚㸧 ᐇ㝿ᨻࡽࡢゝㄽ࣭ሗ㐨ࡢ⊂❧ࡀၥ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊᨻⓗබᖹ
ࡢせㄳࡢၥ㢟ࠋࡇࡢၥ㢟ࡣᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬࣭⮬ᚊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㹀㹎㹍
ጤࡡࡽࢀࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭱⤊ⓗࡣୡㄽࡢᢈุጤࡡࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࢆ⌮⏤ࡋࡓฎศࡸ⾜ᨻᣦᑟࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇࡀ⊂❧⾜ᨻᶵ㛵ࢆࡘࡃࡿࠊࡘࡃࡽ࡞࠸ࢃࡽࡎࠊࡲࡎࡶࡗ࡚
㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨ 
ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

⿵⪅ྠኈࡢウㄽࡀࡇࡢᅜ࡛ࡶࢦ࣮ࣝࢹࣥࢱ࣒ࡁࡗࡕࡾ㛫ࢆࡗ
࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᡃࡀᅜ࡛ࡣࡇࢀࡀࡎࡗ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ㔝
ඪࠊ❧ሙ㏫㌿ࡋࡓࢃࡅࡔࡽࠊ୧᪉ࡗ࡚ࡢඹ㏻࣮ࣝࣝ࠸࠺ព࡛ࠊ
࣓ࢹࡢᩚഛࡀࡉࢀࡿࡣࠊࡀࡕࡻ࠺࠸࠸ᶵ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᚋᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢘㸧 ࣓ࢹ࠸࠺ࡢࡣࠊᨻඪ㛫ࡢ➇தࡢࣥࣇࣛࠋ㸰ᨻඪࡢ㤳┦ೃ

㸧 ᪥ᮏࡢᨺ㏦⾜ᨻ࡛ࡣࠊᐇୖࠊ᪂つཧධࡀ࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓṍࢇ
ࡔ⏘ᴗᵓ㐀ࡇࡑ⌧ᐇࢆ┤どࡋ࡚┤ࡍࠋࡇࡇ࡛యไࢆࡘࡃࡿࡼࡾࡶࠊࡴࡋ
ࢁ࡞㛤ᨺࠊ⮬⏤ࡢ᪉ࡀࠊࡼࡾ୍ᒙࠊ⏘ᴗ⯆⧅ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋ
࠙ୖᮡᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡀ࡞࠸ࡶࡢᇶ࡙࠸࡚ࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡀࠊ⥴ⓗୡㄽࢆ
↽ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊཝ⨩ୡㄽࡀసࡾฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
୍ᐃ࡛ࣞ࣋ࣝఱࡽࡢᑐ⟇ࡀᚲせࠋ࣐ࢫࢥ࣑ࡀࠊど⫈⪅ཷࡅࡢࡍࡿ㠃ⓑ
࠸ࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜࡣ࡞ࡃࠊᐇࢆṇ☜ఏ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡓࡵࠊබᖹ࡞ᨺ
㏦ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊఱࡽࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀᚲせࠋࡑࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㹀㹎㹍ࢆᙉࡍࡿ࡞ࡾࠊ㹄㹁㹁ࢆࡘࡃࡿ࡞ࡾࠊⰍࠎ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡿᛮ࠺
ࡀࠊࡇࡢᡭࡢၥ㢟ࡣࠊฮつไࡢᙉ࡛ࡣゎỴࡋ࡞࠸ࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞どⅬ
ࡽࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 

㸰㸬ᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽ

12

࡚࠸ࡃ⎔ቃᩚഛࡀᅜࡢ㈐ົࠋ
࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ேᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅

ᢠ⪃࠼ࠊᨺ㏦ᒁࡀ⮬ࡽࢆᚊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㹀㹎㹍ࡢᏑᅾࢆࡁࡕࢇ▱ࡽࡏ

ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡢど⫈⋡ࡢప㏞ࡣど⫈⪅ࡢኌ࡞ࡁ

ࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᨺ㏦ᒁ⮬㌟ࡢ㈐ົࠋ㹀㹎㹍࠸࠺⤌ࡳࢆ⏕ࡋ࡚ࠊሗ㐨࣭⾲⌧

㛵ࡢධࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋሗ㐨ࡢ⮬⏤ࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡢࡣࠊᕼᑡ࡞㟁Ἴࡢ⏝

ࢧ㸧 ᨺ㏦ศ㔝࠾ࡅࡿሗ㐨࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿྲྀ⤌ࠊᅜࡸᆅ᪉⮬య࡞⾜ᨻᶵ

 ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࠸ࡊ࠸࠺ࡁ㢗ࡾ࡞ࡿ᪂⪺ࠊᨺ㏦ࡣఱࢆ⪃࠼ࡿࡁࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨

ࢥ㸧 ᨺ㏦⿕ᐖࡢ㜵Ṇࡢ㆟ㄽྠࠊᮏᙜࡢព࡛ࡢ▱ࡿᶒࠊ࣓ࢹࡢᮇᚅࠊ

௦⌮㔠⏣ᑓົ⌮㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚᩿ດຊࡋࠊᕼồࡋࠊேࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࠋ
࠙⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ

ࢣ㸧 ⮬⏤ࢆᏲࡿไᗘࡢ☜❧ࡣࠊ㛫ࢆࡅࡓ⇍ᡂேࡢᢞ㈨ࡀྍḞࠋᐶᐜࡢ

࡞ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㐪ࡀ࠶ࡿࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ᶵᆒ➼࡞࠸ࠊ೫ࡗࡓሗ㐨࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ㔜

㛵ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡶᕷẸ࣓ࢹࡶྵࡵ࡚ࠊ▱ࡿᶒఏ࠼ࡿᶒࡀ

ࢡ㸧 ᪥ᮏ࡛ࡣ㸳ࡘ㸴ࡘࡢ࣮࢟ᒁࡀࠊ᪥ᮏᅜࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋሗ㐨ᶵ

ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࢁᐃ╔ࡉࡏࡿ㐣⛬࠶ࡿࡢࡔࡽࠊ࠸ཧ⪃ពぢࡋ࡚⪺ࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮

ࡽ࠸ࡓ࠸ࠋᡃࠎࡶ⌧ᅾࡢ㹀㹎㹍ࡀ  Ⅼࠊኵࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋ

࢟㸧 ᨺ㏦ࡘ࠸࡚㠀ᖖ‶࡞Ⅼࠊ㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚‶࡞Ⅼ࡞ࢆ༑ศヰࡋ࡚ࡶ

᠇ἲࡀ㥏┠࠸ࡗࡓࡇࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࠺ࡇ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢࡀᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ␒⤌ࡢ୰㌟つไࢆࡅࡿࡇࡣࠊࡲࡉ

㉳ࡁࡓሙྜࡣࠊ࠺ൾ࠺ࠊྡࢆᅇࡍࡿࠊ⤒῭ⓗ࡞ᦆኻࢆൾ࠺ࠋࡑ࠺࠸

◚ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㈈⏘ୖࡢᦆᐖࢆ࠼ࡿࡇࡶฟ࡚ࡃࡿࠋᖾࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ

࢝㸧 ࣓ࢹࡢࡇ࡞ࡢ࡛ࠊᨾព࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊேࡢྡࢆയࡘࡅࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆ

࢜㸧 ሗ㐨ᶵ㛵ࢆᢈุⓗぢࡽࢀࡿᨺ㏦♫ࡸࠊ㹀㹎㹍࠸࠺ࡶࡢࢆᢈุ
ⓗぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞➨୕⪅ᶵ㛵ࡀ࡛࡚ࡁ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➇தࡀ
࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡶࡋࡗࡾࡸࡽ࡞ࡃ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠺ࡋࠊ
ሗ㐨ᶵ㛵ࡶࡋࡗࡾࡸࡽ࡞ࡃ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ➇தᇶ┙ࢆ࠺ࡸࡗ࡚సࡗ
࡚࠸ࡃࡀࠊ୍ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᴋᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

389

㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨ 
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ഃࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡸࡣࡾឤࠊఱࢆ

࢜㸧 㹀㹎㹍ࡀᶵ⬟ࡍࡿࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢ່࿌➼ࢆཷࡅࡵࡿᨺ㏦ᴗ⪅

ࡿ࠸࠺⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚ᨺ㏦⮫ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬

14

ղ㹀㹎㹍ࡽពぢ➼ࡀฟࡓࡁࠊ㛵ಀ♫ဨࡀ㹀㹎㹍ࢆࢇ࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡢ୰࡛ࡢ

ձ㛫㐪࠸ࢃࡗࡓࡁࠊࡁࡕࢇ࠾ルࡧࡋࠊゞṇࡍࡿࡇ

࠸ࡿࠋ

ࢧ㸧 බᶒຊࡢධࢆᣍ࡞࠸⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚

ᡞ⌮㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࢀࡿಙࡌࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ど⫈⪅ࡢᨭᣢࠊ⌮ゎࡀᨺ㏦ࡢධࢆࡣࡡ㏉ࡍຊ࡞

࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ┿ᐇ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ࠺࡛࡞ࡗ
ࡓ࠸࠺ࡇࡶࡁࡕࢇㄝ᫂ࡋࠊࡑࢀࢆᇶᮏⓗࡣ㹀㹎㹍࡞ࡾࡀࣂࢵ
ࢡࢵࣉࡍࡿࡇࡀᮏ➽࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࡛ᴗ⪅⮬㌟ࡢྲྀ⤌ࡀ
᭱ึ࠶ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ᨵ㠉ࠊᨵၿࡢດຊࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ど⫈⪅ࡢᖜᗈ࠸ᨭᣢࠊ⌮ゎࡀᚓࡽ

㹎㹍ࡢỴᐃࡶᒣࡢ▼ࡋ࡚┿ㄞࡳ㎸ࢇ࡛ḧࡋ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᨺ㏦ᒁࡢ⮬ぬࠊ

⪃࠼ࡶᐶᐜཷࡅධࢀࡿែᗘࡀḞࡏ࡞࠸ࠋᨺ㏦ᒁࡣࠊࡢᨺ㏦ᒁᑐࡍࡿ㹀

ᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊど⫈⪅ࡢពぢㅬ⪥ࢆഴࡅࠊ⮬ศࡣ㐪࠺

ࢥ㸧 ᨺ㏦ࡢᢸ࠸ᡭࡣ⮬ࡽࡢᙳ㡪ຊࢆᖖ⮬ぬࡋࠊᨺ㏦ෆᐜࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ㈐௵ࡀ

℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡢࡣࢸࣞࣅᴗ⪅ࡢࡁ࡞㈐௵࡛࠶ࡗ࡚ࠊேᏲࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ⮬యࡀၥ㢟ࠋ
࠙ᗈ

ࢣ㸧 ࢸࣞࣅࡘ࠸࡚⏦ࡋୖࡆࢀࡤࠊ᪂⪺ྠࡌࡼ࠺ࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃ

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ᚅࠋ࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧

ࡶࠊࡑࢀ௨እࡢᨺ㏦ᒁ࡛ࡶᒣࡢ▼ࡋ࡚ᨵၿ࣭ᨵ㠉ࡢດຊࢆࡉࢀࡿࡇࢆᮇ

࡛ࡣ࡞ࡃࠊ฿㐩Ⅼࡢ࡞࠸ᣢ⥆ⓗ࡞ྲྀ⤌ࠋ㹀㹎㹍ࡢุ᩿ࡀᙜヱᒁࡢ⮬ぬࢆಁࡍ

ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせࠋᨺ㏦⌮ࡢ㧗ᥭࡣࠊ୍ᮅ୍ኤᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿࡶࡢ

ࢡ㸧 ᨺ㏦⌧ሙ࡛ᨺ㏦⌮ࡀ㈏ࢀࡿࡓࡵࡣࠊࡲࡎᢸᙜ⪅ᨺ㏦⌮ࡀࡈࡃ⮬↛

ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ᑐᚲせࠋ࠙ࢸࣞࣅᮅ᪥ ୖᯇྲྀ⥾ᙺ

࢟㸧 ሗ㐨࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡣࡲࡎᨺ㏦ᒁ⮬㌟ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ☜❧ࡀ⤯

࣮ࣂ௦⌮㔠⏣ᑓົ⌮㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㔜ࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊ♫ࡽ㈇クࡉࢀࡓᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
࠙⚟ᆅ࢜ࣈࢨ

࢝㸧 ᨺ㏦࣭ሗ㐨ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒࠸࠺ไᗘࡣࠊ⮬ⓗ࡞ࡶࡢẚ

┠ᣦࡋ࡚ᨺ㏦ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡀࡋࡗࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡏࡗࡃࡘࡃ
ࡗࡓᶵ㛵ࡶࡼࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕ◓ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆࡸࡵࡿࡋ࡚ࡶࠊ⤖ᒁఱ
ࡑࡇാ࠸࡚ࡃࢀࡿᶵ㛵ࡣᚲせࠋ࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢚㸧 ࡲࡎᨺ㏦ᴗ⪅⮬㌟ࡀࡁࡕࢇྲྀࡾ⤌ࡴࠋ࠼ࡤ┿ᐇᛶၥ㢟ࡀ

࢘㸧 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚ࡁ࡚௨㝆ࡶࠊ௳࣭ၥ㢟ࡀῶ
ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡞ࡾቑ࠼࡚࠸ࡿࠋᢸᙜ㒊㛛ࢆྛᨺ㏦ᴗ⪅ࡀタ
⨨ࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠊᢈุࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞␒⤌ࡸ␒⤌ไసᡭἲࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ࠺ࡋ࡚ࠊᨵၿ࡛ࡁࡿࡢ࠺࡞ࡢࢆᨺ㏦ᴗ⪅ࡋ࡚㠀
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 ᨺ㏦ࡢ⮬⏤ࡣࠊࡲࡉᨺ㏦ேࡀ⮬ࡽࡘࡳྲྀࡿࡶࡢࠋ
࠙⩚▼ᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 ᨺ㏦ࡼࡿᶒᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬ⓗㄪᰝࡋ
࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ┿ᐇ࡛ࡣ࡞࠸ᨺ㏦ࡔࢃࡗࡓࡽゞṇᨺ㏦ࡍࡿࠋࡇࡢ
⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀࡁࡕࢇᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚ࠊᨺ㏦ἲ➨
㸱᮲㸦ᨺ㏦␒⤌⦅ᡂࡢ⮬⏤㸧ࡀ⏕ࡁ࡚ࡃࡿࡣࡎࠋᨺ㏦ἲࡼࡿつไࡀ
ᙉࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊྛᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ࢥࣥࣉࣛࣥࢫດຊࡀ
ᚲせࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ձᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬࣭⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢ 

 

ᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬࣭⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢࠊሗ㐨ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢࠊ┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦㛵ࡍ
ࡿពぢࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿពぢࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ
㛵ࡍࡿពぢ࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧ᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ
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㸧 ᐙࡢ࡛ࡣࠊࡑࡢෆᐜ㠀ᖖ‶ࡀ࠶ࡾࠊࡁ࡞⿕ᐖࢆ
ཷࡅࡓᛮࡗ࡚ࡶࠊッゴࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸࠺ࡀᚓࡔ⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸

  ճ┿ᐇ࡛࡞࠸ᨺ㏦㛵ࡍࡿពぢ 

ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹయࡋ࡚ࠊྛᨺ㏦ᒁࡢ୰࡛ࠊᨺ㏦ࡋ࡚࠸ࡿሗࡢ
┿ᐇᛶࢆఱࡽࡢᙧ࡛ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿࡇࡀᚲせࠋ
࠙

࢚㸧 ࣓ࢹࡀ࠶ࡲࡾ┿ᐇᛶࡢ࡞࠸ヰࢆࢇࢇఏ࠼࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊୡ
ㄽࡀࡑࢀືࡉࢀ࡚ືⓗ࡞ᛂࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡃࡇ༴ᶵឤࢆᢪ࠸

࢘㸧 ᅜẸࡢ୰ࠊࠊ࣓ࢹࡢሗ㐨ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸
ࡿே࠸࠺ࡢࡣࠊᜍࡽࡃ㠀ᖖᑡ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ࣓ࢹࡢሗ㐨ࡀ࠸ࢁ
ࢇ࡞㠃࡛㠀ᖖṍࢇ࡛࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ᛮ࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊࡑ
࠺࠸ࡗࡓၥ㢟ᨺ㏦࡞ࡘ࠸࡚ࡶゞṇᨺ㏦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡣ㠀ᖖ
ᑡ࡞࠸ࡋࠊయࡋ࡚ࡲࡶ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡣ฿ᗏゝ࠼࡞࠸ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ᐈほᛶࢆḞ࠸ࡓࢭࣥࢭ࣮ࢩࣙࢼࣝ࡞ሗ㐨ࡀ┠❧ࡕࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ೫
ࡗࡓୡㄽࡀࡘࡃࡽࢀ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓୡㄽࡢ✵Ẽ࠶࠾ࡽࢀ࡚ᨻ⟇ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡃࡢࡣࠊ㠀ᖖ༴㝤ࠋ࣓ࢹࡢ㈐௵࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㔜࠸ࡢ࡛ࠊ
ࢸࣞࣅ࡞ࡢሗ㐨࠾ࡅࡿᐇࡢṇ☜ᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡయไࢆఱࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ⮬⏤࡞♫ࡣࠊᕷẸࡀከᵝ࡞㑅ᢥ⫥ࢆᣢࡘ♫ࠋࡋࡋࠊࡢ
࣓ࢹࡽὶࢀ࡚࠸ࡿሗ㐨ࡣ୍᪉ⓗ೫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑅ᢥ⫥ࡀᥦ౪࡛
ࡁ࡞࠸♫࡛ࠊᙉ࠸Ẹ⩏ࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅࡣ࡞࠸ࠋከᵝ࡞ሗࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࡽࢃ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࠙ᕤ⸨ᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

  ղሗ㐨ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢ 

ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊS㸧ࠚ

ሗ㐨ࠊ␒⤌ไసศ㔝ࡔࡅ㝈ᐃࡏࡎࠊ◊ಟάືࢆᐇ࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦㛵ಀ⪅

ճᨺ㏦ᨾࡣࠊሗ㐨ศ㔝ࠊࣂ࢚ࣛࢸศ㔝ࡔࡅ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇࡽࠊ

ࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࢆ㛤ദ
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㸧 ྡྂᒇࢸࣞࣅᨺ㏦ࡣࠊ⮬♫⊂⮬ࠊேᶒᐖࡸሗ㐨⿕ᐖࡢၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡓሙྜ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡓࡵࡢ➨୕⪅ጤဨࢆタ⨨ࠋ
ࡲࡓࠊ㛵すࢸࣞࣅࡣࠊձᨺ㏦➼ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓேᶒࡢᐖࡢᩆ῭ࡸࠊ
␒⤌ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡋ࡚ど⫈⪅ࡽࡢពぢࢆཷࡅࠊ⤒Ⴀ㝕ࣇ࣮ࢻࣂ
ࢵࢡࡉࡏࡿయไࠊղ␒⤌ᦠࢃࡿேࡓࡕࠊไస⌧ሙࡢேࡓࡕࡀࠊⰋᚰ
ࡍࡿ␒⤌ࢆࡘࡃࡿࡼ࠺ᙉไࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࢀᑐࡋ࡚ពぢࢆ㏙

յලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ㛵ࡍࡿពぢ 

㸧 ᮏᙜࡢព࡛ᨺ㏦ࡀ♫ࡢせㄳᛂ࠼ࡼ࠺ࡍࡿ⮬⏤࡞άືࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆ᮰⦡ࡍࡿࡇࡣࠊࡑࡶࡑࡶࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㈐௵ᅇ㑊ࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡶ࠶ࢀࡶࡸࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
ࡍࡿ୍᪉ࠊᐇ⫹ㄗࡗࡓᨺ㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢࡣࠊṇࡋࡃࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡽ㉳ࡁࡿၥ㢟ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓
3ࠊ3㸧ࠚ

㸧 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡣලయⓗ࡞࡛ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆࡋࡓࡢࠋ
ၥ㢟ᑐࡋ࡚࠺ᑐฎࡋࡓࡢࠋࡲࡎࡑࡇࢆ⪃࠼࡞࠸ࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫࡢࣞ࣋ࣝ࠸࠺ࡢࡣ⤯ᑐࢃࡽ࡞࠸ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓
3ࠊ3㸧ࠚ

մᨺ㏦ᴗ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿពぢ 

࢘㸧 ⌧ᅾ࡛ࡶྛᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬ࡽ⮬ⓗࠊᨺ㏦ࡉࢀࡓഃࡢேᶒࢆᅇ
ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸༴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ୖᮡ
ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 ࠸ࢃࡺࡿᨺ㏦ἲୖࡢゞṇᨺ㏦࠾ࢃࡧᨺ㏦ΰᅾࡋ࡚࠸࡚ࠊせࡍ
ࡿἲࡼࡿゞṇ࡞ࡢ࠺࠸࠺ࡢࡀ↛ぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࠋ㹀㹎㹍
ࡢ່࿌ࡢ୰࠶ࡿゞṇᨺ㏦ࡢᙧᘧ࠸࠺ࡢࢆࠊࡓࡔ༢㢌ࢆୗࡆࢁ
␒⤌ᢸᙜ⪅ࡀဨฟ࡚ࡁ࡚㢌ࢆୗࡆࢀࡤ࠸࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡣ
ఱᇶ࡙࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓ࡞࠸࠺ࡇࢆᙧᘧୖ᫂☜
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

ᵓᅗࡀ࠶ࡿࡓࡵッゴࡀ㉳ࡇࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡼࡾࡁ࡞ㄗゎࢆࡉ
ࡏࡽࢀࡓど⫈⪅ࡢᶒࡣᐖࡉࢀࡿࠋ࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ
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㹀㹎㹍ࡼࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢࠊྲྀ⤌ࡢ⌧≧
ࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせࡍࡿពぢࠊど⫈⪅࣭ᅜẸࡢ

㸦㸱㸧㹀㹎㹍ࡼࡿྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ேᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧

ࡋࡎࡘᘓタⓗ࡞ពぢࢆᐤࡏࡿど⫈⪅ࡢ⾜ືࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡽࡇࡢࡼ࠺␒⤌⏕ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊᑡ

ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㞟ࡵࡓពぢࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼࡞࠸ࠋ㞟ࡲࡗࡓពぢࡢ୰

ࡇࢁࡶከ࠸ࠋࡲࡔࡲࡔᨺ㏦ᒁࡢഃࡽど⫈⪅ࡢኌࢆ㞟ࡵࡓ࠸࠸࠺ពḧࡀឤࡌࡽ

࡚࠸ࡿࡀࠊᬑ㏻ࡢ࣓࣮࣮࢝࡞㐪ࡗ࡚ࠊࢇࡣࡇ࠶ࡿࡢࢃࡽ࡞࠸

࢘㸧 ࢸࣞࣅᒁࡶど⫈⪅ࡽࡢពぢࢆཷࡅࡅࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖタࡅ

㸧 ⾲⌧άືࢆࢀࡔࡅ♫యࡋ࡚ಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊ
✲ᴟⓗ࡞ၥ㢟ࠋど⫈⪅ࡽࡋࡗࡾࡋࡓᛂࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ๓ྥࡁ࡞᪉ྥࡢኚࠋⱞࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠸ᢈุࡔ๓
ྥࡁࡽ࠼࡚ࠊ⌧ሙࡢグ⪅ࡸࠊ␒⤌ไసࢃࡿேࡀⴎ⦰ࡍࡿࡇ
ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㹀㹎㹍ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᴗ⪅ࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀࠊ㔜せࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

㸧 ␒⤌ᑂ㆟ࡣᙧ㧁ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡢᢈุࡸࠊᨺ㏦⌧
ሙࡢไస⪅ࡣᨺ㏦␒⤌ᇶ‽ࢆࡁࡕࢇㄞࢇ࡛࠸ࡿ࠸ࡗࡓᢈุࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡽࢆࡼࡾࡋ࡚࠸ࡃࡅࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦㛵
ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

  նࡑࡢ 

࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡃࣘࢽ࣮ࢡ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ࢸࣞࣅᮅ᪥㸦ୖᯇྲྀ⥾ᙺ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࠊᙜ♫࡛ࡣࠊど⫈⪅ࡢಙ㢗ࢆ⠏

㸧 ࢸࣞࣅᒁࡀᗄࡽయไࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࠊど⫈⪅ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᚓࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ┿

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡅࠊճ࠸࠸␒⤌ࢆ〔ࡵࡿ⤌ࡳࠊ࠸࠺㸱ࡘࡢ
άືࡽ࡞ࡿࠕάᛶጤဨࠖࢆタ⨨ࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ
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࢜㸧 㹀㹎㹍ࡀࡃࡋࡗࡾࡸࡗ࡚࠸ࡿࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡀ
యⓗㄗࡗࡓ⪃࠼᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊᨺ㏦ᴗ⪅㛫㐪ࡗࡓᙳ
㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࣔࢨࢡᫎീࡢၥ㢟ࡸࠊ㢦࡞ࡋ
ᫎീ࡞ࡀᖹẼ࡛ࡲࡾ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊࡶࡗၥ㢟ࡉࢀࡿࡁ

࢚㸧 ⌧ሙࡣࠊ࠸ࡘࡶࡼࡾලయⓗ࡛ࣁ࣮ࢻ࡞ࢡ࣮࣒ࣞᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࠊ୍య㹀㹎㹍࡛༠㆟ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࠺ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡶ
ࡸࡣࡾ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇࠋ㹀㹎㹍ࡣࠊ⾲ᒙⓗࡣ࡚ࡶࡼࡃࡸࡗ࡚࠸
ࡿᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊᐇ㝿⾲ᒙ࡛ࣞ࣋ࣝ࡞࠸⌧ሙࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ࠸ࡣࡘࡃࡿ
ேࣞ࣋ࣝࡢࡇࢁ࡛ᐇ㝿ࡑࢀࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠺㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡶ⪃࠼ࡿࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ࠙㔜ᘏᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡀᢳ㇟ⓗ࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃලయⓗࠊ୰ᮇⓗ࡞┠ᶆ࡛ࡶࠊᖺࡣ࠺ࡋ
࡚࠸ࡿ࡞ࢆࠊࡁࡕࢇゝࡗ࡚ࡶࡽࢃ࡞࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠋ
࠙ᕤ⸨ᵓᡂ

࢘㸧 㹀㹎㹍ࢆ࠺ホ౯ࡍࢀࡤ࠸࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠋ㹀㹎㹍ࡢ┠ⓗࡸ┠ᶆ

㸧 ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀࡁࡕࢇ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドጤဨ࡛ホ
౯᳨࣭ドࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊࡃ༑ศࡔᛮ࠺ࠋᨺ㏦ᴗ⪅ഃ
ࡀ┿ᐇ࡛ࡣ࡞ࡗࡓㄆࡵ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࢀࡤཝࡋ࠸ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
┿ᐇࡔゝ࠸ᙇࡿࠊ㹀㹎㹍ࡣ࡞࡞ࡲࡶࡑ࠺࠸࠺ᣦࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡞࠸ࠋᮏᙜᨺ㏦ᴗ⪅ഃࡀ⮬ศࡓࡕ࡛ࡸࡿࡇࢆࡋࡗࡾࡸࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆࡁࡕࢇ㹀㹎㹍ࡢᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ࡛
ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓࡽࠊࢇࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 㹀㹎㹍ࡀࡋࡗࡾࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠋࡑࢀࢆ᫂ࡽࡍࡿ࠸࠺ᶵ⬟
ࡢ࠺ࡀ㔜せࠋ㹀㹎㹍ࡀ┤᥋┿ᐇ࡛࠶ࡿ࠺ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ
ࡼࡾࡶࠊࣉࣟࢭࢫࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇࡢ᪉ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙㒓ཎᵓ
ᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ձྲྀ⤌ࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࠊᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢ 

ᾐ㏱ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢ࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦࡞㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 
ᅇࠊ➨  ᅇࠊ➨  ᅇྜ㆟㘓ཧ↷㸧
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ࢧ㸧 ᶒᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㎿㏿࡞ᩆ῭ࢆࡍࡿࡇࡀ
ࠋᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ࡛ㄪᰝࢳ࣮࣒ࢆసࡗࡓ࠸࠺ヰࢆ⤂࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࡀࠊᨺ㏦ேᶒ➼ᶒ㛵ࡍࡿጤဨ࡛ࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼
࡚ࡳ࡚ࡣ࠺ࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㹎㹍ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡔࡅ㎿㏿ุ᩿ࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡳ㔜
ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓ๓࡞ࡢุ᩿ᇶ‽ࢆࠊど⫈⪅ࡢኌ࡞ࢆ⪺࠸࡚ᨵゞࡋࠊ
ᴗ⪅ࡢᇶ‽ᫎࡉࡏ࡚㡬ࡃྲྀ⤌ࢆᚋࠊᨺ㏦⏺୍యࡋ࡚⥆ࡅ࡚
㡬ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙ᡞᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓3㸧
ࠚ

ࢥ㸧 ಶࠎࡢࡢุ᩿࡞ࡘ࠸࡚ࠊ㸿㹂㹐 ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㹀

ࢣ㸧 ᐇࢆࡕࡷࢇ᳨ドࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ᪉࡛┿⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋࡗࡾࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡣࠊ⾜ᨻࡀࡸࡿࡼࡾࡶࠊ㹀㹎㹍ࡀࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ᡞᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡿࡍࡿࠊᨺ㏦ࡀᮏ᮶ᅜẸࡢ▱ࡿᶒዊࡍࡿᏑᅾࡋ࡚ࡸࡽ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠊࡃ┿㏫ࡢຠᯝࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
࠙

ࢡ㸧 㹀㹎㹍࠸࠺Ꮡᅾࡀࠊᮏ᮶ࡢᨺ㏦ࡀᯝࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ከᵝ
࡞ゝㄽࢆᅜẸᥦ౪ࡍࡿࡇᑐࡋ࡚ࠊ࠼ࡗ࡚ⴎ⦰ຠᯝࢆᣍ࠸࡚࠸

࢟㸧 㹀㹎㹍࡛㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊ
ࠕ⌧ሙࡀⴎ⦰ࡍࡿࠖ࠸࠺ゝⴥⴎ⦰ࡋ
ࡑ࠺࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊⰍࠎពぢࢆゝ࠺ࡇࡀ⤖ᯝࡋ࡚⌧ሙࢆⴎ⦰ࡉ
ࡏࠊఱࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿゝࢃࢀࡿࡢ࡛࡞࠸ࠊ࡚ࡶẼ࡞ࡿࠋ
࠙௦
ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢝㸧 㹀㹎㹍ࡀ࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊ⣽࠸ࡇࡇࡔࢃࡗ࡚ࠊఙࡧࡸ࡞ᨺ
㏦ࡑࡢࡶࡢࡀࡶ࠺᪤ኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᚰ㓄ࡍࡿࡄࡽ࠸⌧
ሙࡣⴎ⦰ࡋࡁ࡞⢭⚄ⓗࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㯮ᒾᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3ࠊ➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡔࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊయⓗ㹀㹎㹍ࡀᮏᙜṇࡋࡃ㐺ṇᶵ⬟ࡋ
࡚࠸ࡿࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ࠙㒓ཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ
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ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾࡼ࠸ゎỴࢆ┠ᣦࡋࡓᴗ⏺ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ

࢘㸧 㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࠊಶࠎࡢᴗ⪅ࡔࡅ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶど⫈⪅ࡢᨭᣢ⌮ゎࢆᚓࡽ

ࡑࡢྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࡿࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡀ୍␒᪩㐨ࠋᢈุࡶ༑ศ⪏࠼ᚓࡿࡼ࠺࡞㹀㹎㹍ࡋ࡚࠸ࡅࡤ୍␒࠸࠸ヂ࡛ࠊ

㸧 ◓ࢆࡘࡃࡿࡇࡣ㈶ᡂࡔࡀࠊ⌧ᅾᶵ⬟ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ㹀㹎㹍ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡇ

㸧 ࡼ࠺ࡸࡃ㹀㹎㹍ࡢᏑᅾࡀⓙᵝࡶホ౯ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ᗈࡃሗ㐨ࡶࡉ
ࢀࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᨺ㏦⏺ࡶ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞᪉ྥ᮶ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࡇࢀࡽඛࢆኚᮇᚅࠋ࠙௦ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ղྲྀ⤌ࡢ⌧≧ࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせࡍࡿពぢ 

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

ྍḞࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧

ࡢᾐ㏱ࡢດຊྜࢃࡏ࡚ࠊᨺ㏦⏺ࡢࢺࢵࣉࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡀ㹀㹎㹍ࡢάື

ࡢពぢࡀᒆࡁࠊྲྀᮦࡸไసάࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊດຊࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧ሙ

ࢯ㸧 ᨺ㏦⌮ࡢᚭᗏࡣ⢓ࡾᙉ࠸ྲྀ⤌ࠊാࡁࡅࡀᚲせࠋᨺ㏦ࡢไస⪅㹀㹎㹍

♫㛗ᐊ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࡛ᨵၿࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࡋࡗࡾ㆟ㄽࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ᔱ

ࡇࡀᮏᙜᚲせ࡞ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆࡸࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㹀㹎㹍ࡣࡇࡲ

ࡑࡢᣦࡀṇࡋ࠸ࡍࢀࡤࠊᨻᗓࡽ⊂❧ࡋࡓ⾜ᨻጤဨᨺ㏦⾜ᨻࢆᢸࢃࡏࡿ

࠸࠺ᣦࠊ㹀㹎㹍ࡢሗ࿌᭩ពᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᣦࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࢭ㸧 ᪥ࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ᵓᡂဨࡽࠊ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドࣉࣟࢭࢫࡀᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸

 ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡶࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦➨

ࡋ࡚Ỵᐃࢆᆅ᪉ࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊ㹀㹎㹍⮬యࡀฟࡅ࡚࠸ࡗ࡚ࠊฟ๓࡛

ࢫ㸧 㹀㹎㹍ࡢỴᐃࡀᮎ➃ࡢ␒⤌ไస⪅ࡢࡇࢁࡲ࡛࡞࡞ᒆ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆఱ

ࢩ㸧 㹀㹎㹍ࢆࣂࢵࢡࢵࣉࠊᨭࡍࡿᰂࡽ࡞⤌⧊ࠊỴࡋ࡚ࡑࢀࡣᅜ
ࡢ⤫ไつไᙉࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹀㹎㹍ᐤࡏࡽࢀࡓᨺ
㏦ࡢࠕཷࡅᡭࠖࡢከᵝ࡞ពぢᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕᚋࡢᨺ㏦⎔ቃࠖࢆᖜᗈࡃᤊ
࠼ࡿࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ㹀㹎㹍ࡢ࿘㎶⨨ࡃ࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ
࠺ࠋ࠙௦ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ
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╔ࡋࠊᡂ⇍ࡋࠊᅜẸࡢᮇᚅᛂ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ㹌㹆㹉ࡋ࡚ࡶᚋࡶᨭࡋࠊ༠
ຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ࠙᪥ᮏᨺ㏦༠㸦㔠⏣⌮㸧㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ኚ࡞ດຊࢆࡋ࡚᪥ࡲ࡛άືࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᩗពࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜ไᗘࡢୗ࡛

㹀㹎㹍ࢆ୍ᒙ⇍ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮㔠⏣ᑓົ⌮㸦㛵ಀ

⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ㠀ᖖṧᛕࠋྛᨺ㏦ᒁᒆࡅࡽࢀ࡚࠸࡚࠸ࡗࡓ⤌ࡳࡢࡈ⤂
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀࡁࡕࢇᅜẸ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀษ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ
࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ேᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿ

ᛂ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡃࡲ࡛ࡶᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬࣭⮬ᚊⓗᨵၿ࣭ᨵ㠉ࡍࡿࡢࢆຓࡅࡿ➨୕⪅ᶵ㛵࡛࠶
ࡿ࠸࠺㹀㹎㹍ࡢᙺࢆࡋࡗࡾ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせࠋ࠙ᨺ㏦
⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

୍ᐃࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡀࠊᙜ⪅ࡢ㛫࡛ࡣ࡞࡞ࢀࢇࡋ࡞࠸ࠊ㞴ࡋ࠸㆟ㄽࡘ࠸

࡚ࠊẸ㛫ࡢ᭷㆑⪅ࡢ᪉ࠎุ᩿ࢆ௵ࡏࠊಶࠎࡢᐖ㛵ಀࢆ㉺࠼ࡓ㧗࠸どⅬࡽࡢ

ぢ᪉ࢆᥦ౪ࡋ࡚㡬ࡃࠊࡑࡋ࡚ᨺ㏦ᴗ⪅ࡀࡑࡢ⤖ᯝࢆཷࡅṆࡵࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ㈐

22

⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊㄗゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡲࡎࡣࠊ࠶

⤊ⓗࡣಶࠎࡢᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⊂❧ࡋࡓ⦅㞟㈐௵ࢆ㈇࠺࠸࠺ࡇࡽࠊ࠾ࡢࡎ

21

࢜㸧 㹀㹎㹍ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ⱞࡀ᮶ࡿࡀࠊ㹀㹎㹍ࡢᙺࡀ

ࡿࠊ㠀ᖖ᭷ព⩏࡞άື࡛࠶ࡿㄆ㆑ࠋ㹀㹎㹍ࡢάືࡣ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ᭱

ពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊࡢࡼ࠺ᢅࢃࢀࡓࡢࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ࡣ⌮ゎ

ཧ↷ࡋࠊ
ࠕࡼࡾᗈࡃࠖ
ࠕࡼࡾ῝ࡃࠖ
ࠕࡼࡾ㧗ࡃࠖࢆ㔜Ⅼⓗ᥎㐍ࡋࠊど⫈⪅ࡢᮇᚅ

ࢡ㸧 㹀㹎㹍ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤဨྛࡢኚ࡞ࡈດຊࡢୖ୍࡛ᐃࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸

࢚㸧 㹀㹎㹍ẖ᭶ࡓࡃࡉࢇࡢពぢࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ぢ

ಙ㢗㛵ಀࢆಖࡕࡘࡘࠊど⫈⪅ࡣࡶࡼࡾࠊᙜࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࡶ༑ศ

ㄆ㆑ࡀᙉ࠸ࠋබⓗ࡞ᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊẸᨺ㹌㹆㹉ࡀ⮬ⓗࡘࡃࡗ
ࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࢆࠊ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨ 
ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢘㸧 ᆅ᪉ᒁ⾜ࡗ࡚ࡳࡿࠊ㹀㹎㹍࠸࠺ࡢࡣ⥲ົ┬ྠࡌࡔ࠸࠺

㸧 㹀㹎㹍࠸࠺⤌⧊ࡢᛶ㉁ࡀ୍⯡ࡢே⌮ゎࡉࢀࡃ࠸せ⣲ࡀ࠶ࡿࠋ
୍⯡ࡢேࡣࠊ➨୕⪅ᶵ㛵࠸࠺⣲᪩ࡃᑐᛂࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ᮇᚅ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛㹀㹎㹍ࡣᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬࣭⮬ᚊⓗᨵၿ࣭ᨵ㠉
ࢆࡍࡿࡢࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᶵ㛵ࠋࡑࡢᚤጁ࡞㐪࠸ࡀ୍⯡ࡢ᪉ࡣ࡞࡞
ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࢠࣕࢵࣉࠋ࠙௦ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 㹀㹎㹍ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙺࡣ㠀ᖖࡁ࠸ᛮ࠺ࡀࠊࡑࡢᐇែࡣ
ࢃࡾࡃ࠸ࠋ㹀㹎㹍ࡢ່࿌ࢆ࣓࣮࡛ࣝᅇぴࡋ࡚࠸ࡿヰࡸࠊไస⪅
ᒆࡅ࡚࠸ࡿヰࡣࠊࡑࢀࡀ࠺άࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇែࡣ㠀ᖖࢃ
ࡾࡃ࠸ࠋ࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡿཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࠋ㹀㹎㹍ࡣ㈐௵ࡢ㔜ࡉࢆ⮬ぬࡋࠊᨺ㏦ᴗ⪅⥭ᙇឤࡢ࠶ࡿ

ࢆᯝࡓࡋࠊබṇ࡞❧ሙࡽᨺ㏦ᒁࡶど⫈⪅ࡶㄝᚓຊࡢ࠶ࡿุ᩿ࢆ♧ࡋ࡚࠸

࡙ࡅࡀࡶࡗࡶࡩࡉࢃࡋ࠸☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ㹀㹎㹍ࡢ㸱ጤဨࡣࠊࡑࡢᙺ

࢟㸧 㹀㹎㹍ࡣࠊᶒຊ㛵㐃ࢆᣢࡓ࡞࠸ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ⤌⧊࠸࠺⌧ᅾࡢ⨨

࡞࠸ࠋ࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

౯ࡶᅛࡲࡗ࡚ࡁࡘࡘ࠶ࡿࠋ㹀㹎㹍ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡢࡀᨺ㏦ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣ➨୍࡛ࡣ

࢝㸧 㹀㹎㹍ࡣୡ⏺࡛၏୍ࡢ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ㆟ㄽࡢ୰㌟ࡶ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡋࠊୡ㛫࡛ࡢホ

࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ᑐฎ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ࡣ༑ศᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹀㹎㹍ࠊྖἲไᗘࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢศ㔝࠾࠸࡚ࡣ༑ศ

ࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡗ୍࡚ᐃࡢ࣮ࣝࣝࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ㹀㹎㹍

࢜㸧 㹀㹎㹍ࡢỴᐃࡢෆᐜ➼ࢆ᳨ウࡍࡿࠊ㠀ᖖ⦓ᐦ࡞᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ

ࣞࣅᮅ᪥㸦ୖᯇྲྀ⥾ᙺ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ


࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊど⫈⪅ࡶࡣ㹀㹎㹍ࡢᏑᅾࡀᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ࢸ

⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡓࡵᚲせ࡞ᶵ㛵⌮ゎࠋᩘࠎࡢ␒⤌ᑐࡍࡿ່࿌ࡸぢゎࡢ⾲᫂

ճど⫈⪅࣭ᅜẸࡢᾐ㏱ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢ 

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧⾜ࡢ⤌ࡳࡢࡶ࡛ᐇ⦼ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ࡞࠾୍ᒙᐃ

ᐜࢀ࡞࠸ぢゎࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᚤጁࡘᅔ㞴࡞ุ᩿┿ṇ㠃ࡽྥࡁྜࡗ࡚࠾ࡾࠊ

࢚㸧 㹀㹎㹍ࡣ➨୕⪅ࡼࡿ⮬࣭⮬ᚊⓗ࡞␒⤌ࢆ┘╩ࡍࡿᶵ㛵ࡋ࡚ࠊゝㄽ࣭⾲

௵ࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸≧ែࢆ┠ᣦࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿ࠸࠺⤌ࡳࡣࡢࡇࢁ᭱ၿࡢࡶ

୍ᐃࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡶࡢㄆ㆑ࠋᐇ㝿ၥ㢟ࡋ࡚ᙜ⪅㛫࡛┦

394

23

ձ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡀ㔜せࡍࡿពぢ 



ᨺ㏦ศ㔝㛵ࡍࡿࡑࡢࡢ㆟ㄽࡋ࡚ࡣࠊ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࡢពぢࠊࣛࢪ࢜ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢ࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸲㸧ࡑࡢ 

ࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ドࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥ

ຊ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㹀㹎㹍ࡋ࡚ࡶࡇࢀࡽࡢពぢㅬ⪥ࢆഴࡅࠊ⮬ࡽࡢάືࡢ᳨

ᒁࡶࠊ୍⯡ࡢど⫈⪅ࡶ⌮ゎࡉࢀࠊᨺ㏦ᒁࡢ⮬ᚊࡢ୰࡛ᨺ㏦⌮ࡢ㧗ᥭࢆಁࡍ

㸧 ⌧ᅾࡢ㹀㹎㹍ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢດຊࢆồࡵࡿពぢࡶ࠶ࡿࠋ㹀㹎㹍ࡢάືࡀᨺ㏦

㸧 㹀㹎㹍ࡢᙉࡶ㹀㹎㹍ࡢᡭࡢ୰࡛ࡣᣠ࠸ษࢀ࡞࠸ၥ㢟ࢆᖜ
ᗈࡃᣠ࠸ୖࡆ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᨺ㏦⎔ቃࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ
࠙௦ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

մࡑࡢ 

㘓 3㸧ࠚ

⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟

⯡ࡢேࠎࡼࡾࡼࡃ▱ࡗ࡚㡬ࡃάືࢆᚋࡶ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃணᐃࠋ
࠙ᨺ㏦

ᨺ㏦ᒁ≀⏦ࡍ⩏ົࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㹀㹎㹍ࢆᨺ㏦⏺ࡀసࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ୍
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ᖖᚲせ࡞ഃ㠃࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙㹒㹀㹑ࢸࣞࣅ ᇛᡤ㛗 㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ど⫈⪅࡞ࡾᅜẸࡢ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ࠺ࡸࡗ࡚ྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࡾࠊ㠀

࢟㸧 ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ㈐ົ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ
యⓗྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ

࢝㸧 ㈼࠸ど⫈⪅ࡀࠊ࡞ࠕ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࠖ◓࡞ࡿࠋ࠼ࡤࠊ
ᕷẸࡀ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥཧຍࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡢᐇែࢆ▱ࡾࠊᙜ
⪅ព㆑ࡀ⏕ࡲࢀࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ㧗ࡲࡿࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ


࢜㸧 ᆅ᪉ࡈࠊᆅඖࡢ㹌㹆㹉ࡸྛẸᨺࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ࡀཧຍࡋ
ࡓሗࡢࠕ◓ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせࠋ┘どࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
࠼ࡤᏊ౪ࡓࡕࡢ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࠸࠺ࡇࢁࡽ
ࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせࠋ࠙ᮌཎᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ศࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇࡀఏࢃࡗࡓ࠸ࡗࡓࡇࢆᏛࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡁ
ࡕࢇ⤌ࡵࡤࠊⰍࠎ࡞ၥ㢟ⅬࠊⓎಙࡍࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉࡸࡑࢀࢆཷࡅྲྀ
ࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉࡶᐇឤࢆᣢࡗ࡚Ꮚࡶࡸேࡢᩍ⫱࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑ
ࢀࡣᏛᰯࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡋᚓ࡞࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣓ࢹࡀ⮬Ⓨⓗྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ♫యࡀᛂࡍࡿไᗘタィࡀᚲせࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢚㸧 Ꮚࡶࡀᐇ㝿␒⤌ࢆࡘࡃࡗ࡚Ⓨಙࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࡑ
ࢀࡼࡗ࡚ᆅᇦⓎಙࢆࡋ࡚ࠊཷࡅᡭࡢឤࢆ⪺ࡃࡇ࡛ࠊᮏᙜ⮬

࢘㸧 ᐈほᛶࢆḞ࠸ࡓࢭࣥࢭ࣮ࢩࣙࢼࣝ࡞ሗ㐨ࡀ┠❧ࡕࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ೫
ࡗࡓୡㄽࡀࡘࡃࡽࢀ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓୡㄽࡢ✵Ẽ࠶࠾ࡽࢀ࡚ᨻ⟇ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡃࡢࡣࠊ㠀ᖖ༴㝤ࠋ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ࠺㧗ࡵࡿࡢ࠸
࠺㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢡ㸧
 ᨺ㏦⏺ࡢⓎᒎࡢࡓࡵࠊ㹀㹎㹍ࡢάືࢆࡼࡾᗈࡃ▱ࡗ࡚㡬ࡃࡇࡣኚ㔜せࠋ

࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡶ࠺ᑡࡋᮏ㉁ⓗ࡞ၨⵚ࿘▱άືࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ἑྜ

㸧 ࢳ࢙ࢵࢡᶵ㛵ど⫈⪅࡛࠶ࡿ୍⯡ᕷẸࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡛ࠊ⮬↛࡞ᙧ
࡛ྖἲࡸ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ㧗ࡲࡿຠᯝࡶ࠶ࢁ࠺ᛮ࠺ࠋ
࠙
ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

㸧 ᨺ㏦ࡢ⌮ࢆᙉㄪࡋࡍࡂࡿሗ㐨ࡢ⮬⏤ᚲせ௨ୖධࡍࡿࡇ
࡞ࡿࡋࠊሗ㐨ࡢ⮬⏤ࢆㄆࡵࡍࡂࡿࠊṇ☜࡞ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚
ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠺࠸࠺ᶵ㛵ࢆసࡿࡏࡼࠊࡑࡢᶵ㛵
ࡢᙺࡋ࡚ᅜẸࡢ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ᙺࢆᣢࡓࡏ
ࡿ⤌ࡳࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀษࠋ
࠙ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢟㸧
 㹀㹎㹍ࡢᶵ⬟ࡸάືࡘ࠸࡚ࠊ
ᆅ᪉࡛㹀㹎㹍ᡃࠎ࣓ࢹࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚ࠊ

ࡏ࡚࠸ࡃࡇࠋ
࠙ᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㣬ᡞ⌮㛗㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢆᙉࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⌧ᅾࡸࡗ࡚࠸ࡿࢆࡋࡗࡾᅜẸࡢⓙࡉࢇ▱ࡽ

㹎㹍ሗ࿌࡛ࠖሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍⯡ࡢど⫈⪅య࡞࡞ఏࢃࡽ࡞࠸ࠋ㹀㹎㹍

ᨵ㠉ດຊࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࡣ㹀㹎㹍ሗ࿌ࡉࢀ㹀㹎㹍ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࠕ㹀

࢝㸧 㹀㹎㹍ࡀฟࡋࡓỴᐃࡸ່࿌ᚑࡗ࡚ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢⓙࡉࢇࡣ୍⏕ᠱࠊᨵၿ࣭
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࡞࠸᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊሗ㐨ࡢᢚไࡶ⤖ࡧࡘࡁࡡ
࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊఱࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᮌཎ
ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢜ࡢ⌧ሙ࡞ࡣ♫ဨࡀ୍ேࡶ࠸࡞ࡃ࡚ࠊ㒊ୗㄳ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸
ࡿ࡞ࠊ࡞ࡾཝࡋ࠸≧ែࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࡣࠊ࠼ࡤࢫࢡ࣮ࣉࢆࡋ

㸧 ࣛࢪ࢜ࡣࠊኚࢃࡿᮇࠋࢿࢵࢺࡢ⼥ྜࡀᗈࡀࡿ୍᪉࡛ࠊᆅୖ
Ἴࡢࣛࢪ࢜ࡀ⪺ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡞࡞ࡘࡽ࠸≧ἣࠋࢹࢪࢱࣝ
ࡢ᪉㔪ࡶࡃぢ࠼ࡎࠊ⚾ࡓࡕࡶ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ㠀ᖖࡕࡹ࠺ࡕ
ࡻࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧ࠋࡲࡓࠊ⤒῭ࡢ⑂ᘢࡀ⌧ሙࡶཬࡧࠊࣛࢪ

㸧 ᭱㏆ࠊᆅ᪉ࡢẸᨺࣛࢪ࢜ᒁࡀචチࢆ㏉ୖࡍࡿ࠸࠺ฟ᮶ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ⮬⏤➇தࡢ୰࡛ᩋࢀࡓ࣓ࢹࡣ㏥ሙࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓ
ࡁࠊࡑࡢ࢚ࣜࡢேࡓࡕࡗ࡚ࡣኚ࡞ࡇ࡞ࡿࠋᇶᮏⓗ࡞ᶒ
࠶ࡿ࠸ࡣබᖹ࠸࠺ほⅬࡽබⓗ࡞ᨭࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢁ࡞ࡗ࡚ࡁࡓᛮ࠺ࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓
3ࠊ3㸧ࠚ

  ղࣛࢪ࢜ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿពぢ 

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᪥ᮏᨺ㏦༠㸦㔠⏣⌮㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧

㏦య㦂ࢡࣛࣈࢆ㏻ࡌࠊሗᩥࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚⌮ゎㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ

ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᑠᏛᰯ㸳ࠊ㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㹌㹆㹉ᨺ

ࣛࣈ࣮ࣛࣜࢆ㏻ࡌࠊ୍ே୍ேࡢീຊࠊᫎീࢆㄞࡳゎࡃຊࠊⴭసᶒព㆑ࡢྥୖ

ࢡ㸧 㹌㹆㹉ࡣゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆாཷࡍࡿ♫ࢆ┠ᣦࡋࠊ㹌㹆㹉ࢡ࢚ࣜࢸࣈ

࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ
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ྛ┬ᗇࡀ༢⊂࡛ࡸࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜ⟇ࡋ࡚యࡀ㐃ᦠࢆࡋࠊ㠀ࡶ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚

࢜㸧 ࡢࡼ࠺ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᏊࡶࡓࡕࢆゐࢀྜࢃࡏ࡞ࡀࡽே⫱࡚ࡿࡢࠋ

ࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
࠙㸦♫㸧᪥ᮏ㹎㹒㸿ᅜ༠㆟㸦᭮ᡃ㢳ၥ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅ

⪅Ᏻᚰฟ᮶ࡿࡼ࠺Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀᑡࡋࡎࡘゎỴࢆࡋ࡚࠸

࠸࡚ࠊ㟷ᑡᖺࡀᏳᚰ࣭Ᏻ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ♫ࡢ୰࡛⫱ࡘࡇࡀฟ᮶ࡿ⎔ቃࢆಖㆤ

㛤Ⓨຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢᵝࠎ࡞ᴗࡸࠊ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ

ࡶࡓࡕࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃࢆ࠺࠼࡚࠸ࡃࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせࠋ༑ศᢏ⾡

࢚㸧 Ᏻᚰ࣭Ᏻ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ♫ࡢ⎔ቃᩚഛࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸୰࡛ࡣࠊẁ㝵ⓗᏊ

ぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿព

ࡁࡿࡼ࠺࡞ไᗘࢆタࡅࡿ࡞ࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᙉไᇳ⾜ไᗘ࡞ࢆタࡅࡿࡇ࡛ᑐฎ࡛

ࡘ࠸࡚㎿㏿㛤♧ࡍࡿไᗘࢆタࡅࡿࠊ┦ᡭࡢẶྡࡀࢃࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡛ᥦッࡀ࡛

ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࠸ࡗ࡚ࠊ⾜ᨻࡢධࢆᏳ᫆ㄆࡵࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤⓎಙ⪅ሗ

ேᶒᐖࡢᑐᛂࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ゝࢃࢀ࡚ࡶ᪉࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀ

࢘㸧 ㏻ಙศ㔝࠾ࡅࡿሗ㐨࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧࡛ࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ

ᅋయ㐃┕㸦㛗⏣ົᒁḟ㛗㸧㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㛫ࡢດຊᑐࡋ࡚⎔ቃᩚഛࢆࡍࡿࡢࡀࠊᅜࡢᮏ᮶ࡢᙺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙ᮾி㒔ᆅᇦ፬ே

㸧 ㏻ಙศ㔝࠾ࡅࡿ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢၥ㢟ࡶࠊẸ㛫࡛ᵝࠎ࡞άືࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋẸ

3㸧
ࠚ

ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡢಋୖ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᑠ㔝ᑎ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ

࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㏻ಙᴗ⪅ࡀᝎࢇ࡛࠸ࡿ㏻ಙࡢ⛎ᐦࢆ࠺ᤊ࠼ࡿࡢ࠸ࡗࡓࡇ

බᗎⰋࠊ㟷ᑡᖺࡢಖㆤ࠸࠺ほⅬࡽࣇࣝࢱࣜࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࢆධࢀࡿ᪉ྥ

ࢱࢵࢳࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀཎ๎ࠋ
ࡇࢁࡀࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢୡ⏺࡞ࡗ࡚ࠊ

㸧 ㏻ಙᴗ⪅ࡗ୍࡚␒㔜せ࡞ࡢࡣ㏻ಙࡢ⛎ᐦ࡛࠶ࡾࠊ㏻ಙࡢ୰㌟ᑐࡋ୍࡚ษ



㏻ಙศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵓᡂဨࡽពぢࡢ⾲᫂ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡸ
ࣄࣜࣥࢢㄝ᫂⪅ࡽࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤ேᶒᐖࡸ㟷ᑡᖺࡢ࡞⫱ᡂ㛵ࡍ
ࡿᵝࠎ࡞ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦࡞㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᅇྜ㆟㘓ཧ↷㸧

㸱㸬㏻ಙศ㔝㛵ࡍࡿ㆟ㄽ


396

ࢆṇࡉ࡞ࡗࡓᨻࡢጼໃཎᅉࡀ࠶ࡿࠋ࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ



27

ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊ┿ࡢព࡛ࡢࠕ◓ࠖࡢാࡁࢆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠙᳃ᘚㆤኈ㸦㛵ಀ⪅

ࡌࡽࢀࡿࠋ⾲⌧つไ⤖ࡧࡘࡃࡼ࠺࡞㐪ἲ᭷ᐖሗᑐࡍࡿྲྀ⤌ࠊࡇࢀࢆࡢࡼ࠺

ࢡ㸧 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢୡ⏺࡛ࡣ㐪ἲ᭷ᐖሗ⾲⌧つไࡀ㠀ᖖ㛫㏆࡞ࡶࡢࡋ࡚ឤ

ពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

28

㸧 㹒㹀㹑ࡢࠕሗ㸵㹢㹟㹷㹱 ࢽ࣮ࣗࢫ࢟ࣕࢫࢱ࣮ࠖࡢࡘ࠸࡚ࠊ
㹒㹀㹑ഃࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢ࠸ࢁࢇ࡞ᑐᛂ⟇ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊࡑࡋ࡚㹀㹎㹍ࡢᨺ㏦
᳨ドጤဨࡀࡑࢀࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰⥲ົ┬ࡀ⾜ᨻᣦᑟࢆ⾜
ࡗࡓࠋ㹀㹎㹍ࡀ┿ᦸ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⥲ົ

ղ⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓಶู㛵ࡍࡿពぢ 

࢘㸧 㸦⾜ᨻᡭ⥆ἲୖ㸧⾜ᨻᣦᑟࡣࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡀࡑࡢ௵ົཪࡣᡤᤸົࡢ
⠊ᅖෆ࠾࠸࡚≉ᐃࡢ⪅୍ᐃࡢసⅭཪࡣసⅭࢆồࡵࡿᣦᑟࠊ່࿌ࠊ
ຓゝࡑࡢࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛┦ᡭ᪉ࡢ௵ពࡢ༠ຊࡼࡗ࡚ࡢࡳᐇ
⌧ࡉࢀࡿࡶࡢࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⾜ᨻᣦᑟᚑࢃ࡞ࡗࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚
┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞つᐃࡪࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫇
ࡣࠊ⾜ᨻᣦᑟࡢἲ௧ୖࡢ᰿ᣐࡀ࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡼࡃ
㆟ㄽ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ⾜ᨻᡭ⥆ἲࠊ⾜ᨻᣦᑟ㛵ࡍࡿつᐃ
ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠙℈⏣ᗙ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 ⾜ᨻᣦᑟ࠸࠺ἲࡢ᰿ᣐࡀ࡞࡞࡞࠸ࡼ࠺࡞㒊ศ࡛ࡢཝ㔜ὀពࡀ
⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡀ࡛ࡁ࡚ࡽࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜
ᨻᣦᑟࡣᐇࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡀࠊཤᖺ࡞ࡗ࡚ఱ௳㹀㹎㹍ࡢᑂ㆟
୪⾜ࡍࡿᙧࠊඛᅇࡾࡍࡿᙧ࡛ࠊ⾜ᨻᣦᑟࡀ࠶ࡗࡓࠋⰍࠎ࡞ᙧ࡛ྲྀᮦࡋࡓ
ࡀࠊࡇࡢෆᐜࡀᒁࡽࡶ⾜ᨻࡽࡶᡭධࡽ࡞ࡗࡓࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࢇࡔᣦᑟࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᫂ࡽ⾜ᨻࡢ㛫㐪࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀ

ࡢ㑏ඖࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞࣮ࣝࣝࡢᐇ⾜ࠊᏳᚰ࣭Ᏻࡢᢏ⾡ࡢ᪉ἲࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ᭱㧗ࡢ

ࢡ࢛ࣜࢸࢆᣢࡗ࡚ୡ⏺య㈉⊩ࡍࡿࡁࠋ
࠙ᮧᩍᤵ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿ

࠶ࡿᮇࡽࠊ⾜ᨻᣦᑟࡢ᰿ᣐࡀᗈࡃゎ㔘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ␒⤌ࡢၥ㢟✺ࡗ㎸

ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᡃࡀᅜࡣࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞࣮ࣝࣝࡢᙧᡂࠊᑐ౯

㡯ࡣࠊ␒⤌ᑂ㆟ࢆ⨨ࡃࡇࠊ␒⤌ᇶ‽ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡍࡿࡇ࡞ࡢ㸳Ⅼࡢࡳࠋ

㸧 ἲᚊᐃࡵࡿᶒ㝈ᇶ࡙ࡃ⾜ᨻᣦᑟ࡞ࡽཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᨺ㏦ἲࡢ᮲

ձ⾜ᨻᣦᑟࡢἲⓗ᰿ᣐࡘ࠸࡚ࡢពぢ 

 

⾜ᨻ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ␒⤌ෆᐜ㛵ࡍࡿ⾜ᨻᣦᑟࡘ࠸࡚ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦࡞㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᅇཬࡧ➨  ᅇྜ㆟㘓ཧ↷㸧

㸲㸬⾜ᨻ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ

࢟㸧 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡣⴭసᶒࡸேᶒࠊࡑࡋ࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮࠸࠺ၥ㢟ࡀࠊኚ

㸦᭮ᡃ㢳ၥ㸧㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡗࡾᙺࢆᢸ࠼ࡿẸ㛫ᅋయᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙
㸦♫㸧᪥ᮏ㹎㹒㸿ᅜ༠㆟

࠺௵ពᅋయࡀẸ㛫ࡢຊ࡛⏕ࡲࢀࡓࡀࠊᡃࠎࡀ࠸ࡘ࡛ࡶヰࡀ࡛ࡁࡿ❆ཱྀࡋ࡚ࠊࡲࡓࡋ

ࢿࢵࢺࡘ࠸࡚ࡣⓎゝࡍࡿ❆ཱྀࡀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋᏳᚰࢿࢵࢺ࡙ࡃࡾಁ㐍༠㆟࠸

࢝㸧 㟷ᑡᖺࡢ㛵ಀ࡛ࠊᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࡣẸᨺ㐃ヰࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࣥࢱ࣮

⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࢆᩚഛ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
࠙㸦♫㸧᪥ᮏ㹎㹒㸿ᅜ༠㆟㸦᭮ᡃ㢳ၥ㸧
㸦㛵ಀ

࠸ࡓࡔࡁࠊᡃࠎಖㆤ⪅Ᏻᚰࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢶ࣮ࣝࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞Ꮚࡶࡢ⎔ቃ

397

㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

29

࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟

30

ࢆࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᭷ຠ⏝ࡍࡿ᪉ྥ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡶษࠋ࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨ 

ࡌࡿࠋࡍ࡚ࡢᅜẸࡀᑡࡋ࡛ࡶከࡃ⮬⏤Ⓨಙ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㟁Ἴ

ᩘࡢ࣐ࢫ࣓ࢹࡢᶒࢆಖㆤࡍࡿࡇࡶ⧅ࡀࡾࡡ࡞࠸ࡼ࠺ࠊከࡃࡢேࡀឤ

࢝㸧 ゝㄽࡢ⮬⏤࠸࠺ࡢࡣ≉ᐃࡢࢸࣞࣅᒁࠊ㝈ࡽࢀࡓᑡᩘࡢࢸࣞࣅᒁࠊ㝈ࡽࢀࡓᑡ

ࡍ࡚ᅜẸࡀⓎಙ࡛ࡁࡿ❧ሙ࡞ࡿࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢜㸧 ࡇࢀࡽࡢᨺ㏦࠸࠺ࡢࡣࠊ≉ᐃࡢ୍㒊ࡢᶵ㛵ࠊ♫ࡢࡳࡀᢸ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

ࡓࡾࡋࡼ࠺ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᅜẸࡀ࠺࣓ࢹࡢᩚഛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ
ࡢ࣓ࢹࡢᣑᙇࠊᅜⓗᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡀពⓗ࡞ࡉࢀࡿ㹀㹎㹍ࡀ༑ศ࡞ᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࢚㸧 ᅜẸࡀཷಙࡋࡓࡾⓎಙࡋࡓࡾࡍࡿᶵ⬟ࠊᶵࢆಖ㞀ࡋࡓࡾࠊᣑᙇࡋ

࢘㸧 ᢏ⾡Ⓨᒎࡼࡗ࡚ཷࡅᡭࡢᕷẸ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓎಙࡢయࡋ࡚ࡢᕷẸ
ࡢጼᐇ㊶ࡀࠊ᪤ᡃࡀᅜ࡛ࡶከᵝ࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ₯ᅾⓗ࡞♫
ㄢ㢟ࡸ࣐ࣀࣜࢸࡢၥ㢟➼㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜ⪅ࡀⓎಙࡍࡿࡇ࡛Ᏺࡽ
ࢀࡿࠊࡽࢀࡿᶒࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ౯್ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
⮬㌟ࡀⓎಙࡍࡿࡇ࡛࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂ
ဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

㸧 ᫂ࡽሗࡢཷࡅᡭࡔࡗࡓேࡓࡕࡀࠊⓎಙࡍࡿഃᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺࠸࠺≧ἣࢆ࠸άᛶࡉࡏ࡚࠸ࡃࡀ㔜せࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ
㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

㸧 ⤌⧊ㄽ௨ୖࠊࠊᛴࢆせࡍࡿࡢࡣ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆࡗ࡚ᅜẸࡢ⾲⌧
ࡢ⮬⏤ࢆ࠸ᗈࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳࠊ⏘ᴗ⯆ࡋ࡚ࡼࡾࡶࠊ
ᩥ⯆࣭ᆅᇦ⯆ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡿࡁࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

┬ࡀ⾜ᨻᣦᑟࢆ⾜ࢃ࡞࠸⾲᫂ࡋࡓ࠸࠺ࡼ࠺ṇᑐࡢጼໃࡀ࠶ࡗࡓࠋ⾜ᨻᣦᑟ



ሗࡢཷࡅᡭࡔࡗࡓᅜẸࡀሗࢆⓎಙࡍࡿࡇࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦
࡞㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᅇྜ㆟㘓ཧ↷㸧

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 

㸳㸬ᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ

ࡀཝ㔜ᣦᑟࢆࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ㹀㹎㹍ࡀゞṇᨺ㏦࡞ࡢ᳨ウࢆ່࿌ࡋࡓ࡛ࡣࠊ⥲ົ

㸧  ᖺ㹀㹎㹍ࡢᨺ㏦⌮᳨ドጤဨࡀᑂ㆟ࢆぢ㏦ࡗࡓ㸱␒⤌ࡘ࠸࡚⥲ົ┬

㸧 ᨻධࢆ㜵ࡄࡓࡵࡶࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇࡣࠊᨺ㏦⾜ᨻࡢ㏱᫂ᛶࡢ
ྥୖࠋ␒⤌ࡢධࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺࠸ࢆᣢࡓࢀࡿࡇ⮬యࡀゝㄽ࣭ሗ
㐨ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉ࢆᦆ࡞࠸ࠊᅜẸࡢ▱ࡿᶒዊࡍࡿ࠸࠺࣓ࢹ
ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍୖ࡛ࡶࡼࢁࡋࡃ࡞࠸ࡇࠋ
࠙ᡞᵓᡂဨ㸦㛵ಀ
⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ճࡑࡢ 

࢘㸧 ࢸࣞࣅᮅ᪥ࠊࢸࣞࣅឡ▱ࡢ࡛ࡣࠊ㹀㹎㹍࡛㆟ㄽࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪୖฟࡋࡓᚋ⾜ᨻᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ㏻ࡌゝ࠼ࡿࡇࡣࠊ
⥲ົ┬ࡀ⾜ᨻᣦᑟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠸࠺ࡇ
ࠋࡘࡲࡾࡣ⣔ิࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊၥ㢟ࡢᑠࡽぢ࡚ࠊ⥲ົ┬ࡀ
ฟ࡚ࡃࡿヰ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡀࡁ࡞ᙇࡔࡗࡓࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧ࠚ

㸧 㹒㹀㹑ࠕሗ㸵㹢㹟㹷㹱 ࢽ࣮ࣗࢫ࢟ࣕࢫࢱ࣮ࠖ㛵ࡍࡿ⾜ᨻᣦᑟ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹀㹎㹍ࡢ᳨ドጤဨ࡛ࡇࡢ௳ࡀ㆟ㄽࡉࢀጞࡵࡓ࠸࠺ࡇ
ࢆࠊ⾜ᨻᣦᑟࡢẁ㝵࡛ࠊ⥲ົ┬ࡀᢎ▱ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀ࠶
ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

┬ࡀࡋࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆၥࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᭹㒊ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓
3㸧
ࠚ
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ヨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢚㸧 ㅖእᅜࡀἲつไࡼࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫᑟධࣉ࣮ࣟࢳഴࡃ
୰ࠊ᪥ᮏࡣࡑࢀࢆ㑊ࡅࠊ㇏࡞ᨺ㏦ᩥࢆ⫱ࢇ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ㏆ᖺࡢ
ከᵝᛶ☜ಖࡢせㄳ࠺ᛂ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࠺ᛂ࠼࡚࠸ࡃࡢࡀ

ࢆቑࡸࡍࡓࡵᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡁ࡞≉Ⰽ࣭≉ᚩࡣࠊㄡࡶࡀ
ฟ₇ࡋࠊⓎಙࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿᨺ㏦ᒁ࡛࠶ࡿࡇࠋࠕㄡ࡛ࡶฟ₇㸦ཧຍ㸧
ࡍࡿᶒࠖࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ
ேࠊ┠ࡀ⮬⏤࡞᪉ࠊእᅜே࡞ࡢᑠࡉ࡞ኌࢆษࡾᤞ࡚࡞࠸࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᮌཎᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

࢘㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋࡛ࡣࠊᆅᇦࡢேࡓࡕࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡢᶵ

㸧 ⡿Ꮚࡢ୰ᾏࢸࣞࣅᨺ㏦࠸࠺ࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࡣࠊไᗘࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸᪥ᮏࡢไᗘࡢୗ࡛ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡘ࠸࡚ࠊ㠀ᖖ✚ᴟⓗྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟
㘓 3㸧
ࠚ

㸧 ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ㛵ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋࡛ࡣࠊ᪤  ᩘᒁ
ࡀཧຍࡋ࡚ᆅୖἼࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᨺ㏦ࡢྠ㓄ಙࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢿࢵ
ࢺᨺ㏦ࡢ⼥ྜࡘ࠸࡚ࠊⰍࠎ࡞ไᗘ࡞ࡀ㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠙ᮌཎᵓ
ᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ձ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿពぢ 



ᅜẸࡢሗⓎಙ㛵ࡋ࡚ࠊ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿពぢࠊไᗘⓗᑐᛂ㛵ࡍ
ࡿពぢ࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦࡞㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᅇྜ㆟㘓ཧ↷㸧

㸦㸰㸧ලయⓗ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡽฟ࡚ࡃࡿሗࢆὶࡍ୍ᐃࡢ㐨➽ࡀᚲせࠋ࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㸦᪥㝮ᘚㆤኈ㸧
㸦➨ 

୍ᐃ⛬ᗘࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡋࡲ࠸ࠊሗࡀ୍ᐃ⛬ᗘ೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࠸ࢃࡺࡿᕷẸഃ

࢟㸧 ࠺ࡋ࡚ࡶ࣐ࢫ࣓ࢹࡣᗈ࿌ࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶒຊࠊᨻᗓࠊᅜ㆟ဨ࡞ࡽ

ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ
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ࢆᥦࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨

ᴗ⪅ࡢㄆᐃࡢ㝿ࠊእ㒊ไసࢆࡍࡿࡇࢆຍⅬ࣏ࣥࢺຍ࠼ࡿ࠸
ࡗࡓࠊࡼࡾᗈᇦࡢ᪂ࡋ࠸ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ࣭ࢳࣕࣥࢿࣝࢆࡘࡃࡿࡇ

࢚㸧 ⾨ᫍࡢࢳࣕࣥࢿࣝ࡞ࡢ᪂ࡋ࠸࣓ࢹ࡛ࠊ࠼ࡤࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ
࡛࠶ࡿ㹌㹎㹍࡞ከᵝ࡞ไసయࡀཧຍฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡋ࡚ࠊ

㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡸከᵝ࡞Ꮡᅾࡀ୍ḟሗࢡࢭࢫฟ᮶ࡿ⎔ቃࡢᐇ⌧ࠊմ㹌㹆㹉ࡢཷಙ
ᩱ࡞ࡢ୍㒊ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࡓᨭᇶ㔠ࡸ㈈ᅋࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡢタࠊ
ࢆᥦࡋࡓ࠸ࠋ࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ

ࢹࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢᩚഛࠊղඹᆺ࣭༠ാᆺࡢไᗘ࡞ࡿࡼ࠺࡞ࣃࣈࣜ
ࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡢไᐃྥࡅࡓᅜẸⓗ࡞㆟ㄽࡢᙧᡂࠊճከᵝ࡞࣓ࢹ

ⓗ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㠀Ⴀࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ࢆ୍ゅධࢀ࡚࠸ࡁࠊ
බඹᨺ㏦ࡢᅾࡾ᪉⮬㌟ࡶ⪃࠼┤ࡍࡇࡀኚ㔜せࠋලయⓗࡣࠊձࠕ࣓

࢘㸧 ࡲ࡛ࡢᨺ㏦⾜ᨻࡣࠊ
ࠕබඹᨺ㏦ࠖࠕၟᴗᨺ㏦ࠖࡢ㸰ᮏ❧࡚࡛ᇶᮏ

㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ᒁࡋ࡚ࠊㄡ࡛ࡶฟ₇㸦ཧຍ㸧࡛ࡁࡿሙࢆᥦ౪ࡋ
࡚ࡁࡓࡀࠊㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ
ձ⾜ࡁ㐣ࡂࡓⓎゝࡸࠊⓎゝࡋࡓಶேᑐࡍࡿㄦㅫ࣭୰യࡸࠊୡㄽࡸᨻ
ࡢ㛵ࢃࡾ࡞ࠊࡇࡌࢀࡿགྷ࡞ၥ㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋཷ─ࠊࢡࢵࢩࣙ
ࣥࡋ࡚୰❧࡞⤌⧊ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ղࡲࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ᒁࡋ࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᨺ㏦ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
ࡁࡓࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊ㞴⫈ᆅᇦゎᾘࠊྜే࡞࡛ᗈࡀࡗࡓᆅᇦࠊ⅏ᐖ
ࡢሗఏ㐩ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࡶྵࡵ࡚ሗࢹࣂࢻࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡿ
ࡶࡢࡔᛮ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊㄢ㢟ࡋ࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞ࡢタഛᢞ㈨
࠾㔠ࡀࡾࠊⴭసᶒࢃࡿ㈝⏝ࡀᆅୖἼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࡶ㔜ࠊ୕㔜ࡿࠋつᶍࡢᑠࡉ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦
ࡗ࡚ࡣ㠀ᖖⱞࡋ࠸㔠㢠ࠋ
࠙ᮌཎᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿ
ពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㸧 㹌㹆㹉ཷಙᩱ࡞ࡢ୍㒊ࢆᕷẸࡼࡿࠕබඹᨺ㏦ࠖࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ
ࣥࣇࣛࡢᩚഛ࠺࠸࠺ࡇࡶࠊㄢ㢟ࡋ࡚ฟ࡚᮶ࡿࠋ⌧≧ࡢᡃࡀᅜ
ࡢᕷẸ࣓ࢹࡢ≧ἣࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣓ࢹࡢ≧ἣ࡞ᵝࠎ࡞࣓ࢹ
ࡢ≧ἣࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡁࡕࢇ୍ᗘᩚ⌮ࢆࡋࠊไᗘタィࡑ
ࡢኌࢆάࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ղไᗘⓗᑐᛂ㛵ࡍࡿពぢ 
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࣮ࢬ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࠊ≉ᐃࡢᆅᇦෆ࡛ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭ
ࢫࡣ␗࡞ࡾࠊ㢦ࡀぢ࠼࡞࠸ࡺ࠼㉳ࡇࡿၥ㢟࠸࠺ࡢࡀ㉳ࡇࡿᛮ࠺

࢘㸧 ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡘ࠸࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸࡢ୰࡛ከᵝ࡞ពぢࡀฟࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠺ࠋ
࣓࡛ࣜ࢝᪂⪺ࡀཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡾࠊከᵝ࡞ពぢ࠸࠺ࡢࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ
ࠊ࣓ࢹࡢ⎔ቃ┘どᶵ⬟ࡀᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠶ࡓࡾᑐࡍࡿᨭࡢྍ⬟ᛶࡣ⪃࠼࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ
ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࠎࢆ⏝࠸ࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࠊྠࡌࣇ࢙

ࡇࢁࡢⓎಙ㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡔࡲࡔࡔ࠸࠺ឤࡌࡀࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡑ࠺࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࡇຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࠙ᮌཎᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ


㸧 ⪺ࡃேࡸࠊࢸࣞࣅࢆぢࡿேࡓࡕࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡢࢆⰍࠎ
⿵ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡇࢁࡲ࡛ࡣᨭࡍࡿไᗘࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ

㸧 ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡘ࠸࡚ࠊ༢ἲไࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྲྀ⤌
ࢆ᥎ዡࡍࡿ࣒࣮ࢻࢆ♫యࡋ࡚㔊ᡂࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ࠙῝ᑿᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ճࡑࡢ 

ㆤኈ㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭷ຊ࡞ࡶࡢࡀ᧔㏥ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋ
࠙᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㸦᪥㝮ᘚ

ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓᕷẸཧຍᆺ࣓ࢹࡣᚲࡎࡋࡶఙࡧ࡚࠸

ࡿࡓࡵࠊࡶࡣࡸࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫไᗘࡣせ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿ

↛ᑟධࡉࢀࡿࡁࠋ㠀ᖖᏳ౯ሗࢆⓎಙ࡛ࡁࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠸࠺ᡭẁࡀ࠶

ࢡࢭࢫࡢไᗘࡀタࡅࡽࢀࠊẸ⩏ࡢᇶ┙ࢆᨭ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏ࡛ࡶᙜ

࢝㸧 ᾏእ࡛ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀᬑཬࡍࡿ௨๓ࡽࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭

࢜㸧 ᪂ࡓ࡞㹀㹑࣓ࢹ࡛ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫ࣭ࢳࣕࣥࢿࣝࢆࡘࡃࡿ
࠸࠺ࡈពぢࡣࠊࡇࢀࡣ࠸ࡸࡽࢀࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡋࠊ
ᑐࡍࡿ❧ሙࡶ࡞࠸ࠋ⟽ࢆࡘࡃࡗ࡚ࠊࡑࡢ୰㌟ࡀకࢃ࡞࠸ࡇࡀ࡞࠸
ࡼ࠺ࠊ᭱ึࡽࡇࡢ⟽ࡣࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆධࢀࡿࡓࡵࡢ⟽࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆ༑ศ㆟ㄽࡋ࡚ࡢ⟽࡛࠶ࢀࡤࠊไస♫ࡋ࡚ࡢ❧ሙࡽࡶᑐࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙ᇼᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

 ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

34

ࡢ࡛ࠊࡕࡻࡗ୍⥴ࡋࡃ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ
࠙㡢ᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓
3ࠊ3㸧ࠚ

400





35

㸧 ᪥ᮏࡔࡅࡀ≉Ṧ࡞ไᗘ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ⤖ᯝࡋ࡚ゝㄽࡢ⮬⏤ࢆጉࡆ
࡚ࡁࡓ࠸࠺ㄆ㆑ࡢࡶࠊࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓ࠖࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ࡑࡢゝㄽࢿࢵࢺࠊࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊ㞧ㄅࠊᾏእ࣓ࢹࡶㄆࡵ࡚࠸ࡓࡔ
࠸࡚ࠊྠࡌᅵಥ㠀ࡶཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ᪥ᮏࡔࡅࡀሗࡢ

㸦㸰㸧グ⪅ࢡࣛࣈ࣭グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

36

ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ྥᛶࢆᥦࡋ࡚࠸ࡃࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐪ឤࢆᣢࡓࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
࠙᪥ᮏ᪂⪺༠
㸦㛵

ࡘ࠸࡚ࠊ㏻ಙ࣭ᨺ㏦⾜ᨻࢆᢸᙜࡍࡿ⥲ົ┬ࡢ᠓ㄯ࡛㆟ㄽࡉࢀࠊ࠸ࡎࢀᨻ⟇ࡢ᪉

࢝㸧 ྲྀᮦ࣭ሗ㐨ࡢࡓࡵࡢ⮬ⓗ࡞⤌⧊࡛࠶ࡿグ⪅ࢡࣛࣈࡢᅾࡾ᪉ࡸグ⪅ぢࡢ᪉ἲ

㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡁࡿᶒࡣࠊ᰿ᮏᛮࡋ࡚Ᏺࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸᭱ࡶษ࡞ேᶒࠋ
࠙Ꮮ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ

㏆௦ⓗ࡞Ⓨࠋࡍ࡚ࡢᅜẸࡀᶵᆒ➼▱ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᶒࠊఏ࠼ࡿࡇࡢ࡛

࢜㸧 ≉ᐃࡢሗ㐨ᶵ㛵࡞ࡢ᪤ᚓᶒ┈ࢆᏲࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣࠊ᭱ࡶ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸๓

࢚㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣌ࣃ࣮ࠊࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ࢆᣢࡕ
ฟࡉࢀ࡚ࢡࣟࢫ࣓ࢹࡢၥ㢟ྠิㄽࡌࡿࡢࡣࠊ↛ḟඖࡀ㐪࠺ࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㘓 3ࠊ3ࠊ3㸧ࠚ

㸦ஂಖ࣓ࢹ㛤Ⓨጤဨጤဨ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟

ᗫࡋ࡚ࡶࠊሗࡢከᵝᛶ࣭ከඖᛶ࣭ᆅᇦᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
࠙᪥ᮏ᪂⪺༠

ࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ᒁ➼ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ㚷ࡳࢀࡤࠊつᐃࢆ᧔

㹔ࠊ㹀㹑ࠊ㹁㹑ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞࣓ࢹࡀⓏሙ࣭ᬑཬࡋࠊࡉࡽ

࢚㸧 グ⪅ᐊ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡋ࡚ࡣࡃࢮࣟᅇ⟅ࠋࡘࡲࡾࣇ
࣮ࣜࣛࣥࢫࠊᾏእ࣓ࢹࠊࢿࢵࢺࠊ㞧ㄅࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡣࠊᐇ
㉁ୖ❧ධࡾࢆไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࠋࡇࡢࡲࡲ࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㹇
㹁㹒࡛ࡢᨵ㠉ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᨺ㏦ࠊ㏻ಙࢆྵࡵࡓᶒಖ㞀ࡢ㒊ศ࡛ࡶࡁ࡞
ᕪࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠸࠺㒊ศࡣ㠀ᖖ༴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ୖᮡᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࡓ࠸ࠋ࠙ୖᮡᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

ࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࠊ୪ࡧᾏእ࣓ࢹࠊࢿࢵࢺ࣓ࢹࡢ௰㛫ࡓࡕࡶ㠀ᖖ
ཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺⌧≧ࡔࡅ࡛ࡶࠊࡐࡦㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ

࢘㸧 グ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹ㠀グ⪅ࢡࣛࣈ࣓ࢹࡢ࠸ࢃࡺࡿࢡࢭࢫᶒ
࠾ࡅࡿᕪู࠸࠺ࡢࡣࠊ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿ≧ἣࠋࡇࡢࡲࡲࡢ
ᙧ࡛グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ࠸࠺ࡇࢆㄆࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㏻ಙ

㸧 グ⪅ࢡࣛࣈၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ົ┬ࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡇ࠺࠶ࡿࡁࡔ
ࠊࡇ࠺ࡍࡁࡔ࠸ࡗࡓᥦゝࡢᙧࡲࡵࡿࡇࡣࠊ᪥ࠎᶒຊࡢᑐ
ᓖࢆ᪨ሗ㐨ࡢ⮬⏤ࢆ㏣࠸ồࡵ࡚࠸ࡿሗ㐨⌧ሙᑐࡍࡿ㏫ࡢព࡛ࡢ⾜
ᨻࡢධࠊᖸ΅ཷࡅྲྀࡽࢀࡿࡇࡀ࡞࠸ࠊ࠸ᠱᛕࠋ
࠙ᒣᵓᡂဨ
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

࢞ࣛࣃࢦࢫ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡣࠊ⌧ᅾࡢ࣓ࢹ⎔ቃ࠾࠸࡚㠀ᖖ
බᖹࠋࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣓ࢹࡢᛴ⃭࡞Ⓨᒎࡼࡗ࡚ሗࡀࣇࣛࢵ
ࢺࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏࡔࡅࡀࡑࡇࢆࡍࡿࡢࡣࠊຠᯝⓗ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠙ୖᮡᵓᡂဨ㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧㸦➨  ᅇ㆟
㘓 3㸧ࠚ

࢘㸧 㸱ᴗᨭ㓄ࡢཎ๎⚗Ṇつᐃࡣࠊᙉ࡛ࡣ࡞ࡃ᧔ᗫࡍࡁࠋつᐃไᐃᚋࠊ㹁㸿㹒

ࡿពぢ㸧
㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

せࠋ
࠙᪥ᮏ᪂⪺༠㸦ஂಖ࣓ࢹ㛤Ⓨጤဨጤဨ㛗㸧
㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅ

ࡅ࡚࠸ࡃࡣࠊ⤒ႠࡢᏳᐃࡀྍḞࠋ᭦࡞ࡿ㐃ᦠࡢᙉࢆྍ⬟ࡍࡿไᗘᩚഛࡀᚲ

㸧 ᪂⪺♫ࡸᨺ㏦ᒁࡀࠊཝࡋ࠸⤒Ⴀ≧ἣୗ࡛ᚋࡶබඹⓗ࣭ᩥⓗࢆᯝࡓࡋ⥆

 ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࢀ࡞࠸ࠋ
࠙▼ᕝࢸࣞࣅ 㧗⩚௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 㸦㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿពぢ㸧
㸦➨

ࡋ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࠋ≉ሗ㐨ୖࡢၥ㢟࡛᪂⪺♫ࡀཱྀࢆᣳࡴࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡞ࡃࠊ⪃࠼ࡽ

㸧 㸦ࢸࣞࣅᒁࡋ࡚ࡣࠊ
㸧ᴗᙜึࡣ᪂⪺ࠕ⫱࡚࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠖࡀࠊ⌧ᅾࡣ⮬❧

㸦㸯㸧ࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 

ࢡࣟࢫ࣓ࢹᡤ᭷ࡢᅾࡾ᪉ࠊグ⪅ࢡࣛࣈ࣭グ⪅ぢࡢ࣮࢜ࣉࣥ㛵ࡍ
ࡿពぢࡢࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢὶ㏻ࡸ␒⤌ไసࡢⓎᒎࠊ▱ⓗ㈈⏘➼㛵ࡍࡿព
ぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸴㸬ࡑࡢ

401

37

ࡋ࡚ᚲせࠋ
࠙ᮧᩍᤵ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

ࡽࢀࡓᑐ౯ࢆ㑏ඖ࡛ࡁࡿᢏ⾡ⓗ࡞⤌ࡳࠊ♫ⓗ࡞⤌ࡳࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ୪⾜

࢟㸧 ᦠᖏ➃ᮎࡢࡼ࠺ࠊ㡢ᴦ⏘ᴗࡸᫎീ⏘ᴗࡀⓎᒎࡍࡿ࠸ࡗࡓࠊ㠀ᖖ࠺ࡲࡃస

㘓 3㸧
ࠚ

ኚ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࠖࡢᶒࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡣၥࠋ㈈⏘ࡋ࡚ࡢሗࠊ
ሗ㐨࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆ୍⥴㆟ㄽࡋ࡞࠸࡛ࡋ࠸ࠋ
࠙ᇼᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟

࢝㸧 ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢡࢭࢫࡸࢿࢵࢺᨺ㏦ࡢࡓࡵࠕ⾲⌧ࢆ㈈⏘ⓗ౯್

࢜㸧 ␒⤌ไసࡀ⮬⏤ᕷሙࡢ୰࡛Ⓨᒎ࡛ࡁࡿࡇࢆᕼᮃࠋ
࠙㔜ᘏᵓᡂဨ㸦➨
 ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢚㸧 ࢹࢪࢱࣝࡀ࡚ࡶ㐍ᒎࡋ࡚࠸࡚ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣅࢪࢿࢫᵓ㐀ࡸ⎔
ቃࡀ⃭ኚࡍࡿ୰࡛ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡀࡁࡕࢇ㛗ᮇⓗᅇࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞⎔
ቃࢆ࠺ࡍࡿࡢࡶᛕ㢌࠾࠸࡚ࠊᨻ⟇ࡢඃඛ㡰ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᨺ㏦ࡢከᵝᛶࢆᗈࡆࡿࠊከᵝ࡞ゝㄽᡭẁࢆ☜ಖࡋ࡚ࠊࢥࣥࢸࣥ
ࢶࡢไస࣭ὶ㏻ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡣ㠀ᖖࠋ࠙୰ᮧᵓᡂဨ㸦➨ 
ᅇ㆟㘓 3㸧ࠚ

㆟㘓 3㸧
ࠚ

࢘㸧 ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࠊ⾲⌧⪅ࡢᶒࡢಖ㞀ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡔ
ᛮ࠺ࠋࢥࣥࢸࣥࢶࡢὶ㏻ࡢࡓࡵࠊᶒࡢษୗࡆࡸࠕ᪥ᮏ∧ࠖࣇ࢙ࣘ
࣮ࢫࢆồࡵࡿືࡁࡀ࠶ࡿࡇࢆ࡚ࡶᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᇼᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ

㸧 ࣥࣇࣛࢥࣥࢸࣥࢶࡢ୧⪅ࡀࡑࢁࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞
⏘ᴗࠊࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞ᩥࠊ⏘ᴗᩥࡀ୍⥴ඹᏑ࡛ࡁࡿࠋ
࠙㔜ᘏᵓ
ᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3ࠊ3㸧
ࠚ

㸧 ᆅᇦ♫ࡢᩥ⯆ࡸࠊᆅᇦ♫⮬యࡀάᛶࡋ࡚࠸ࡃࡇ⮬యࠊ
㏻ಙࡸᨺ㏦ࡀ࠺㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠸࠺どⅬࡶࠊᆅ᪉ศᶒ௦ࠊᆅ
᪉ᶒ௦࠾࠸࡚ࡣ㠀ᖖ㔜せࠋ
࠙῝ᑿᵓᡂဨ㸦➨  ᅇ㆟㘓 3㸧
ࠚ

㸦㸱㸧ࡑࡢ 
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ᅜẸከゅⓗ࡞ほⅬࡽሗࢆࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࠊୡㄽࡢᙧᡂዊࡍࡿ➼
࠸ࡗࡓࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡩࡉࢃࡋ࠸ᶵ⬟ࡢ㔜せᛶࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚

 ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ጞᙜึࡣࠊᵓᡂဨཬࡧ࿘ᅖࡢ㛵ᚰࡣᑡ࡞ࡽࡎࠊ
ࠕゝㄽࡢ⮬⏤
ࢆᏲࡿ◓ࠖࡋ࡚ࠊ⡿ᅜ㹄㹁㹁ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⊂❧つไጤဨࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࣭
ᶵ㛵ࢆసࡿ࠺ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ༳㇟ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ㐣⛬࡛ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊࣭ᶵ㛵ࢆసࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢᵓᡂဨࡽᠱᛕࡸㄢ㢟ࡶ♧

ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊලయⓗ㆟ㄽࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓ

࠸ࡿゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⌧ᅾࡢᨺ㏦ࡀࡑࡢᮇᚅ༑ศᛂ࠼ࡁࢀ࡚࠸ࡿྰࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜẸࡢุ
᩿ጤࡡࡿࡇࡋ࡚ࠊ௬ᅜẸࡢᮇᚅᛂ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊᨺ㏦
ࡢឡᡴࡕࡉࢀࡓྏဂ⃭ບ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ෭ࡸࡸ࡞↓㛵ᚰ࠸࠺㐨ࡀᚅࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡶ㝈ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᨺ㏦ᴗ⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ࡽࡢᏑᅾព⩏
ࢃࡿၥ㢟ࡋ࡚ࠊࡑࡢࢆࡓ࠼ࡎ⮬ࡽཝࡋࡃၥ࠸┤ࡋࠊᅜẸࡽᮇᚅࡉࢀࡿ
ᙺࢆᚋࡶ⮬ⓗᯝࡓࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㹀㹎㹍࠾࠸࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢᐇࢆ๓ᥦ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓᵝࠎ࡞ᣦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࡢάື
ࡘ࠸࡚㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡶࠊㄪᰝ᳨࣭ドࡢᐇࢆᅗ
ࡿ࡞ࠊᖖࡑࡢྲྀ⤌ࡳࡢᨵၿࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬
ⓗ࡞ᨵၿࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡗ࡚ࡇࡑࠊ
ࠕゝㄽ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊど⫈⪅ࡢ
ᇶᮏⓗேᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿࡓࡵࠊ
㸦୰␎㸧⮬ⓗࠊ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅ࡢ❧ሙࡽ㎿㏿࣭
ⓗ☜ᑐᛂࡋࠊṇ☜࡞ᨺ㏦ᨺ㏦⌮ࡢ㧗ᥭᐤࡍࡿࠖ࠸࠺㹀㹎㹍ࡢᓫ㧗
࡞タ❧┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀࠊᅜẸࡽࡢಙ㢗ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
᪉ࠊ㹇㹁㹒ࡢⓎ㐩ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢୡ⏺ⓗ࡞ᬑཬࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊ㏻ಙ
ࡼࡿ࣓ࢹࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠶ࡾ᪉ࡶࡁ࡞⎔ቃኚࢆࡶࡓࡽࡋ
࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ㟁ヰ࡞ࡢ୍ᑐ୍ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁຍ࠼ࠊ㟁Ꮚ࣓࣮
40

⮬⏤ᶒࡣᗙࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜẸࡢ᩿ࡢດຊࡼࡗ࡚ಖᣢ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡶእ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿᯟ⤌ࡳࡀ୍ᒙᙉᅛ࡞ࡾࠊ㹇㹁㹒ศ
㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀ࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᅜẸྛᒙࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
ࣞ࣋ࣝࡸሙ࠾࠸࡚ࠊ㆟ㄽࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅇࡣࠊ⾜ᨻ
ࡢദࡼࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡢሙ࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁά
Ⓨ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽేࡏ࡚ࠊᴗ⪅ࠊ
ᴗ⪅ᅋయࠊ⾜ᨻࠊࡑࡋ୍࡚ே୍ேࡢᅜẸࡍ࡚ࡀࡑࢀࡒࢀࡢሙ࠾࠸࡚┿ᦸ
࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

 ࡑࡢ୰࡛ࡶࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆࡾ㏉ࡿࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡼࡿሗ㐨
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ␒⤌ၥ㢟ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡳ㛵ࡋࠊከࡃࡢཝࡋ࠸ᣦࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇࠊ
ࡲࡓࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ⮬ⓗタ❧ࡋࡓᨺ㏦⌮࣭␒⤌ྥୖᶵᵓ㸦㹀㹎㹍㸧ࡘ
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ࡵࡣࠊఱ୍ࡘࡢ⤌⧊࣭ᶵ㛵ࢆసࢀࡤ῭ࡴ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴗ⪅ࠊ㛵
ಀᅋయࠊ⾜ᨻࠊど⫈⪅࡞ᵝࠎ࡞యࡀࡑࢀࡒࢀྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃయീ
ࡀゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆ☜ᐇᏲࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡔ
ࡽࡇࡑ㛵ಀ⪅ࡢ⮬ⓗ࣭యⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ㄆ㆑ࡀඹ
᭷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ

 㸯ᖺࢃࡓࡿࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢ㆟ㄽࢆࡾ㏉ࢀࡤࠊ㆟ㄽࡢಋୖୖࡗࡓࢸ࣮࣐
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿྠࠊࡑࡢ୍ࡘ୍ࡘࡀ㠀ᖖዟࡢ῝࠸
ࡶࡢࡤࡾ࡛࠶ࡾࠊ㝈ࡽࢀࡓ㛫ࡢ୰࡛࡚ࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡢ⤖ㄽࡀᑟࡁ
ฟࡉࢀࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪉ྥᛶࡀᅛࡲࡗࡓ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊゝ
ㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢃࡿᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡀྛࠎࡢ❧ሙ࣭▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ᚷ
៸࡞ࡃάⓎ㆟ㄽࢆࢃࡍࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ከゅⓗ࣭
ከᵝ࡞ពぢ࣭ぢゎࡀබ㛤ࡢሙ࡛♧ࡉࢀࡓࡇࡣࠊ㠀ᖖ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
⪃࠼ࡿࠋ

࠸࡚ࠊ⌧≧ࢆホ౯ࡋࠊᑗ᮶ࡢⓎᒎᮇᚅࡍࡿྠࠊࡑࡢྲྀ⤌ࡳࡢᨵၿࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡍࡿពぢࡀከࡃฟࡉࢀࡓࡇࡣ୍ࡘ༳㇟ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᣦࡸពぢࡣࠊ⮬⮬ᚊࢆᇶᮏࡍࡿᡃࡀᅜࡢᨺ㏦ไᗘࡸࠊࡇࢀ
ᇶ࡙ࡁᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓ㇏࡞ᨺ㏦ᩥࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྏဂ⃭ບ࡛࠶ࡿ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣࠊ㏆ᖺࡢ㹇㹁㹒ࡢⓎ㐩ࡼࡿ࣓ࢹ⎔ቃࡢ
ኚࢆぢᤣ࠼࡚ࠊᚋࡢᨺ㏦ࡀ㐍ࡴࡁ㐨ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ⪃࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏆ᖺࡢ㹇㹁㹒ࡢᛴ㏿࡞Ⓨ㐩ࡼࡾࠊࡲ࡛ሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶
ࡗࡓᅜẸࡀ⮬ࡽᐜ᫆ሗࢆⓎಙࡍࡿຊࢆᣢࡕጞࡵ࡚ࡁࡓࡇకࡗ࡚ࠊᚑ᮶
ᨺ㏦ࡀ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡓࠕᗈࡃබ⾗ᑐࡋ࡚ࣜࣝࢱ࣒ሗࢆᒆࡅࡿࡇࡢ࡛
ࡁࡿ၏୍ࡢ࣓ࢹࠖ࠸࠺ᆅࡣࡁࡃኚࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃኚ
క࠸ࠊᨺ㏦ᮇᚅࡉࢀࡿᙺࡶࠊᗈࡃබ⾗ሗࢆⓎಙࡍࡿ࠸࠺ᶵ⬟ྠ
ࠊ࠶ࡲࡓࡢሗࡢ୰ࡽಙ㢗࡛ࡁࡿሗࠊᙺ❧ࡘሗࢆྲྀࡾୖࡆ࡚බ⾗
ᥦ♧ࡍࡿࠊࡉࡽࡣ♫ⓗ࡞ሗࡢ᥋ゐࡅࡿ㛫ࡢ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢ

ࡴࡍࡧ࠼࡚

403

㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸰᭶
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ᗙ㛗 ℈⏣ ⣧୍

 ᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾࠸࡚ࢃࡉࢀ࡚ࡁࡓάⓎ࡞㆟ㄽࡀࠊᅜẸྛᒙࡀゝㄽ࣭⾲⌧
ࡢ⮬⏤ࡸ⮬ࡽࡢᯝࡓࡍࡁᙺࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊ㆟ㄽࢆࡋࠊලయⓗ⾜ືࢆ㉳ࡇ
ࡍࡓࡵࡢࡁࡗࡅ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࠊ♫యࡢሗࣜࢸࣛࢩ࣮ࡑࡢࡶࡢࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ጼໃࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡲࡓࠊ㹇㹁㹒ࡢⓎ㐩ࡀሗ㏻ಙࡢୡ⏺ࡁ࡞⎔ቃኚࢆࡶࡓࡽࡍ୰ࠊᵝࠎ
࡞యࡼࡿྲྀ⤌ࡳࡀ㔜せࠊ࠸࠺⪃࠼᪉↷ࡽࡏࡤࠊ⾜ᨻ࠾࠸࡚ࡶࠊࡲࡎ
ࡣᗈࡃᅜẸྛᒙࡢኌ⪥ࢆഴࡅࠊᅜẸྛᒙࡢ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡍࡿࡶ

ࣝࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᥖ♧ᯈࠊື⏬ᢞ✏ࢧࢺ࡞ࡢ୍ᑐከࠊከᑐከࡢከᵝࡋ
ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡀⓏሙࡍࡿ୰࡛ࠊேᶒᐖࡢᑐᛂࡸ㟷ᑡᖺࡢ
⫱ᡂ࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡢᑐᛂ࡞ࠊ㏻ಙࡢ⮬⏤ࡢᶒࡢㄪᩚࡘ࠸࡚㆟ㄽ
ࡀᚲせ࡞ሙ㠃ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢሙ࡛ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡢゎỴྥ
ࡅ࡚᪤ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ⤂ࡉࢀࡓࡀࠊᅜẸྛᒙ࠾ࡅ
ࡿᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࡇࡑࡀ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺⪃࠼᪉↷ࡽࡏࡤࠊࡇ࠺
ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡋ࡚┤ࡕἲつไࢆ᳨ウࡍࡿࡼࡾࡶࠊࡲࡎࡣᗈࡃᅜẸࡀࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓㄢ㢟ࢆ⮬ࡽࢃࡿࡇࡋ࡚ㄆ㆑ࡋࠊ⮬ࡽゎỴᐤࡍࡿព㆑ࢆᣢࡗ࡚
άⓎ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓᅜẸⓗ㆟ㄽࡢᡂᯝ
ࢆάࡍᙧ࡛ࠊẸ㛫ࢆࡋࡓᵝࠎ࡞యࡼࡿྲྀ⤌ࡳࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ཧ⪃㈨ᩱ
ᚋ䛾䠥䠟䠰ศ㔝䛻䛚䛡䜛ᅜẸ䛾ᶒ
ಖ㞀➼䛾ᅾ䜚᪉䜢⪃䛘䜛䝣䜷䞊䝷䝮
➨䠍䠍ᅇྜ䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍䠎᭶䠍䠐᪥䠅

┠ ḟ
•

ሗ㏻ಙ⏘ᴗ⯡䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠎
–
–
–

•

•

ᨺ㏦䝯䝕䜱䜰䛾ᕷሙつᶍ
䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ᕷሙ䛾ᴫἣ
ᨺ㏦䝯䝕䜱䜰䛾Ⴀᴗ┈䛾᥎⛣
ྛ䝯䝕䜱䜰䛾≉ᛶ
䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦䛻ಀ䜛つᚊ䛾ᴫせ
␒⤌⦅㞟䛾ᇶ‽
ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦䚸ᨺ㏦␒⤌䛾ಖᏑ

–

•

䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ䛾⌧≧

䠞䠬䠫䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠍䠓
–

ᨺ㏦⌮䞉␒⤌ྥୖᶵᵓ䠄BPO䠅
䛾ᴫせ
䠞䠬䠫䛻䜘䜛䛺ᑐᛂ

⾜ᨻ䛾ྲྀ⤌䜏䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠎䠎
–
–
–

㏻ಙ⏘ᴗ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠍䠏
–
–
–

䝁䞁䝔䞁䝒⏘ᴗ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠍䠒
–

ሗ㏻ಙ⏘ᴗ䛾ᕷሙつᶍ䛸⤒῭ᡂ㛗
䜈䛾ᐤ
ሗ㏻ಙ⏘ᴗ䛾ᕷሙつᶍ
ሗ㏻ಙ⏘ᴗ䛾䝺䜲䝲䞊ูᕷሙつᶍ
䛸ᕷሙᡂ㛗⋡

ᨺ㏦⏘ᴗ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠑
–
–
–
–
–
–
–

•

•

–

ᨺ㏦␒⤌䛻ಀ䜛つᚊ䛻䛴䛔䛶䛾
ᅜ㝿ẚ㍑
ㅖእᅜ䛻䛚䛡䜛␒⤌つᚊ㐪䛻
ᑐ䛩䜛ᥐ⨨
ᨺ㏦␒⤌䛻ಀ䜛⾜ᨻฎศ䞉⾜ᨻ
ᣦᑟ䛻䛴䛔䛶
㐣ཤ䛻ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䛺

ᅜෆ㟁Ẽ㏻ಙᕷሙ䛾᥎⛣
㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅ᩘ䛾᥎⛣
⏝⪅䛾ᶒಖ㞀䛻ಀ䜛つไ䛾ᴫせ
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ሗ㏻ಙ⏘ᴗ䛾䝺䜲䝲䞊ูᕷሙつᶍ䛸ᕷሙᡂ㛗⋡
䕔䝁䞁䝔䞁䝒䞉䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䝺䜲䝲䞊䜔➃ᮎ䝺䜲䝲䞊䛾ᕷሙつᶍ䛿䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝺䜲䝲䞊䛾ᕷሙつᶍ䜢ୖᅇ䛳䛶䛔䜛≧ἣ䚹
䕔䜎䛯䚸᭱㏆䠏ᖺ㛫䛾ᕷሙᡂ㛗⋡䜢ぢ䜛䛸䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝺䜲䝲䞊䜔➃ᮎ䝺䜲䝲䞊䛿䚸䜋䜌ᶓ䜀䛔䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸䝁䞁䝔䞁䝒䞉䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
䝺䜲䝲䞊䛿㧗䛔ఙ䜃䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸≉䛻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䝺䜲䝲䞊䛿䚸䠑䠌䠂䜢㉸䛘䜛ఙ䜃䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
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ᨺ㏦䝯䝕䜱䜰䛾ᕷሙつᶍ
䕿 ᨺ㏦䝯䝕䜱䜰య䛾ᕷሙつᶍ䛿䚸ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䚸㻟㻤㻘㻝㻟㻞൨䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䕿 ྛᨺ㏦ᴗ⪅䛾䝅䜵䜰䛿䚸ᆅୖ⣔Ẹ㛫ᨺ㏦ᴗ⪅䛜⣙㻡㻥䠂䚸䠪䠤䠧䛜⣙㻝㻤䠂䚸䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡ᴗ⪅䛜
⣙㻝㻠䠂䚸⾨ᫍᨺ㏦ᴗ⪅䛜⣙㻝㻜䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹
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㸦ὀ㸧ࠕᆅୖ⣔Ẹ㛫ᨺ㏦ᴗ⪅ࠖࡣࠊ ㈈ 㐨㊰㏻ሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࢭࣥࢱ࣮
ཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ᴗ⪅ࢆྵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ὀ㸧㹌㹆㹉ࡘ࠸࡚ࡣᦆ┈ィ⟬᭩㸦୍⯡຺ᐃ㸧ࡢ⤒ᖖᴗධࠋ
㸦ὀ㸧ᨺ㏦ᏛᏛᅬࢆ㝖ࡃࠋ
㸦ὀ㸧ࠕࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅᴗ⪅ࠖࡣࠊ⮬ᨺ㏦ࢆ⾜࠺チྍタ࣭Ⴀἲேࡢ࠺ࡕ
ࠊࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅᴗࢆࡓࡿᴗࡍࡿ♫㸦チྍタࡣࠊ㟁Ẽ㏻ಙᙺ
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ࡢᨺ㏦᪉ᘧࡢࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧ࠋ
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ὀ䠎 䠪䠤䠧䜢㝖䛟ධ≧ἣ䛿䚸ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ䜎䛷䛻㛤ᒁ䛧䛯୍⯡ᨺ㏦ᴗ⪅䛾ᴗᨭ⤖ᯝ䛾ሗ࿌䛻ᇶ䛵䛝䚸┤㏆䛾Ỵ⟬ᮇ䛾ᨭ≧ἣ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䜒䛾䠄Ỵ⟬ᮇ䛜䠏᭶ᮎ᪥௨እ䛾ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶䜒䚸
ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘෆ䛾Ỵ⟬ᮇ䛻䛚䛡䜛ᨭ≧ἣ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛶䛔䜛䚹䠅䚹
ὀ䠏 ᆅୖᨺ㏦䛾䠪䠤䠧ศ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘᦆ┈ィ⟬᭩䠄୍⯡຺ᐃ䠅䛻䛚䛡䜛⤒ᖖᴗධ䛛䜙⾨ᫍᨺ㏦䛻ಀ䜛ධ䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛶⟬ฟ䛧䛶䛔䜛䚹
ὀ䠐 ᨺ㏦ᏛᏛᅬ䜢㝖䛟䚹
ὀ䠑 䛂䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡䛃䛿䚸⮬ᨺ㏦䜢⾜䛖チྍ䞉Ⴀἲே䛾䛖䛱䜿䞊䝤䝹ᴗ䜢䛯䜛ᴗ䛸䛩䜛⪅㻟㻝㻟♫䠄チྍタ䛻䛿䚸㟁Ẽ㏻ಙᙺົ⏝ᨺ㏦ἲ䛾Ⓩ㘓䜢ཷ䛡䛯タഛ䛷᭷⥺䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦ἲ䛾
チྍタ䛸ྠ➼䛾ᨺ㏦᪉ᘧ䛾䜒䛾䜢ྵ䜐䚹䠅䚹

6

ᨺ㏦䝯䝕䜱䜰䛾Ⴀᴗ┈䛾᥎⛣


⾨ᫍᨺ㏦䠄䠪䠤䠧௨እ䠅
ᓡਣ࣋ಬΰҪҤҧא؆α

㹁㸿㹒㹔

⾨ᫍᨺ㏦䠄䠪䠤䠧䠅
ᓡਣ࣋ಬΰҪҤҧα

ᆅୖᨺ㏦䠄㹌㹆㹉㸧

ᆅୖᨺ㏦䠄Ẹᨺ䠅

4.50
4.10
3.96

4.00

3.76

3.73

㹆13

㹆14

3.73
3.42

3.50

4.00

4.03

3.95

3.82

3.81

3.50
3.40

3.27
3.03

3.00

2.79

2.75

2.85

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
㹆㸲

㹆㸳

㹆㸴

㹆㸵

㹆㸶

㹆㸷

㹆10

㹆11

㹆12
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㹆15

㹆16

㹆17

㹆18

㹆19

㹆20

㹆21

ᖺᗘ
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ྛ䝯䝕䜱䜰䛾≉ᛶ
ྛ䝯䝕䜱䜰䛾䝏䝱䞁䝛䝹ᩘ䚸ど⫈㛫➼

ᆅୖᨺ㏦

䝏 䝱䞁䝛䝹ᩘ

ど⫈㛫䞉⏝㛫
䠄୍᪥ᙜ䛯䜚䚸ᅜẸᖹᆒ䠅

㻺㻴㻷 㻞㼏㼔㻌㻗㻌Ẹᨺ 㻠㼏㼔⛬ᗘ

㻟㛫㻞㻟ศ

䠄ᮾி䠖䠪䠤䠧䠎䠇Ẹᨺ䠒䠇ᨺ㏦Ꮫ䠍䠅

⣙ 㻡㻘㻜㻜㻜ୡᖏ

吝呃吪

⣙ 㻞㻘㻝㻥㻤ୡᖏ

䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻤᭶㻝᪥䠅

䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻟᭶ᮎ䠅

㻝㻞ศ

⾨ᫍᨺ㏦
୍⯡⾨ᫍᨺ㏦

㻞㻡㻤㼏㼔㻌

⣙ 㻞㻟㻢ୡᖏ

䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻤᭶㻝᪥䠅

䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻤᭶ᮎ䠅

㻯㻭㼀㼂

䠉

䠉

㻺㻴㻷㻌㻟㼏㼔㻌㻗㻌Ẹᨺ 㻞㼏㼔⛬ᗘ

㻟㻝ศ

䠄⮬ᨺ㏦䜢⾜䛖チྍタ䠅

䝷䝆䜸䠄ᆅୖᨺ㏦䠅
䠄䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᨺ㏦䚸እᅜㄒᨺ㏦䚸▷Ἴ
ᨺ㏦䜢㝖䛟䠅

䠄ᮾி䠖䠪䠤䠧䠏䠇Ẹᨺ䠑䠇ᨺ㏦Ꮫ䠍䠅

ᖺ㛫ᐙィᨭฟ

䠄ᖹᡂ㻝㻣ᖺ㻟᭶ᮎ䛾ఫẸᇶᮏྎᖒ➼䛻ᇶ
䛵䛟᥎ィ䠅

㻺㻴㻷㻌㻟㼏㼔㻌㻗㻌Ẹᨺ 㻣㻠㼏㼔

≉ู⾨ᫍᨺ㏦

ど⫈ୡᖏᩘ

ᨺ㏦ཷಙᩱ
㻔බඹᨺ㏦ཷಙᩱ
ཬ䜃
᭷ᩱᨺ㏦ᩱ㔠㻕

㻞㻞㻘㻟㻡㻟

⣙ 㻞㻘㻡㻜㻜ୡᖏ
䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻢᭶ᮎ䠅

䠉
⏝⪅ᩘ

䠉

⣙ 㻥㻘㻠㻜㻤ே

䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻝㻞᭶ᮎ䠅

䠄ཧ⪃䠅䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖

䠉

ཧ⪃䠖ዎ⣙௳ᩘ
㻰㻿㻸
䜿䞊䝤䝹
ග
䢏䢆䢚䡮䢕䡡䡮䢙䡼䡬䢄䡫䢀

㻝㛫㻠㻡ศ

㻝㻘㻜㻝㻟௳
㻠㻟㻜௳
㻝㻘㻣㻞㻜௳
㻥㻘㻠㻣㻜௳

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖
᥋⥆ᩱ
㻝㻤㻘㻥㻣㻞

ὀ䠍
ὀ䠎
ὀ䠏
ὀ䠐
ὀ䠑

䛂䝏䝱䞁䝛䝹ᩘ䛃ཬ䜃䛂ど⫈ୡᖏᩘ䛃䛾䛖䛱䚸ᮇ䜢᫂♧䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛿䚸ᖹᡂ㻞㻝ᖺ䠕᭶ᮎ⌧ᅾ䛾䝕䞊䝍䚹
䛂ど⫈㛫䞉⏝㛫䛃䛾ᨺ㏦䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ᅜಶேど⫈⋡ㄪᰝ䛃 䠄㻺㻴㻷ᨺ㏦ᩥ◊✲ᡤ䠅 䛾ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻢᭶ᮇ䛾ㄪᰝ䚹
䛂≉ู⾨ᫍᨺ㏦䛃䛾䛂䝏䝱䞁䝛䝹ᩘ䛃䛿ᆅୖ䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦䛾⾨ᫍ⏝䛻䜘䜛ᬻᐃⓗ䛺㞴ど⫈ゎᾘ䛾䛯䜑䛾ᨺ㏦䜢㝖䛟䚹
䛂୍⯡⾨ᫍᨺ㏦䛃䛾䛂䝏䝱䞁䝛䝹ᩘ䛃䛿ᮾ⤒㻝㻞㻠㻛㻝㻞㻤ᗘ㻯㻿䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦䛻㝈䜛䚹
䛂≉ู⾨ᫍᨺ㏦䛃䛾䛂ど⫈ୡᖏᩘ䛃䛿䛂ୡᖏ䜲䞁䝕䝑䜽䝇ㄪᰝ䠄⪏ஂᾘ㈝㈈ᡤ᭷ᐇែㄪᰝ䠅䛃䠄क୰ኸㄪᰝ♫䠅䛾⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻㻺㻴㻷䛜⟬ฟ䛧䛯᥎ィ್
䛂୍⯡⾨ᫍᨺ㏦䛃䛾䛂ど⫈ୡᖏᩘ䛃䛿䝇䜹䝟䞊䟿ಶேዎ⣙௳ᩘ䠄䝇䜹䝟䞊㻶㻿㻭㼀䞞බ⾲್䠅䛻䜘䜛䚹
ὀ䠒 䛂䠟䠝䠰䠲䛃䛻䛿䚸㟁Ẽ㏻ಙᙺົ⏝ᨺ㏦䛾Ⓩ㘓䜢ཷ䛡䛯⪅䛾タഛ䛷䚸᭷⥺䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦ἲ䛾チྍタ䛸ྠᵝ䛾᪉ᘧ䛻䜘䜚ᨺ㏦䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䜢ྵ䜐䚹
ὀ䠓 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䛴䛔䛶䚸䛂⏝㛫䛃䛿䛂㻞㻜㻜㻥ᖺᅜ䝯䝕䜱䜰᥋ゐ䞉ホ౯ㄪᰝ䛃 䠄क᪥ᮏ᪂⪺༠䠅 䛛䜙䚸 䛂⏝⪅ᩘ䛃 䛿䛂ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㏻ಙ⏝ືྥㄪᰝ䛃䛛䜙䚸䛂ዎ⣙௳ᩘ䛃䛿䛂ሗ㏻ಙ⤫ィ䝕䞊
䝍䝧䞊䝇䛃䛛䜙ᘬ⏝䚹
ὀ䠔 䛂ᖺ㛫ᐙィᨭฟ䛃䛿䛂ᖹᡂ㻞㻝ᖺᐙィㄪᰝ䛃䠄⥲ົ┬⤫ィᒁ䠅䛛䜙ᘬ⏝䚹
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䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦䛻ಀ䜛つᚊ䛾ᴫせ
⥲ົ┬

൯யီ

ჹ಄ီ

ۖషီ

มေ

ჹ಄ҖҼң҈ҷӃီေ

ီࢣрႶࡲ
እ㈨つไ䛒䜚䠄㻡ศ䛾㻝䠖ᆅୖᨺ㏦䛻䛴䛔䛶䛿㛫᥋つไ䛒䜚䠅
䠄㻟ศ䛾㻝䠖ཷクᨺ㏦ᴗ⪅䠅
චチ䛾᭷ຠᮇ㛫䛿㻡ᖺ

ઌ൶˾ဃভрࡲܦ
እ㈨つไ䛺䛧

એсદಔຉ଼

2Ӆदٰயрࡕએ˾એсຉ଼
䞉䠪䠤䠧
䞉ᆅୖ⣔Ẹ㛫ᨺ㏦ᴗ⪅

ࢢႡрຉ଼

䞉ཷクᨺ㏦ᴗ⪅

እ㈨つไ䛺䛧

ီေ

એсદॻຉ଼

ཌಬဆତрહჿ˺ཌಬୌ೩˺ཌಬᇊौ೩˺ཌಬࠎୌрੈ෨˺ཌಬࡀࠝ߶р൶๕

ཌಬဆତрહჿ˺ཌಬୌ೩˺ཌಬࠎୌ
рੈ෨˺ཌಬࡀࠝ߶р൶๕

ჹᅫီᅫࢼрຉ଼˺ࣸსსߜܦ䠄ᶆ‽ዎ⣙⣙Ḱ䛸ྠ୍䛾ሙྜᒆฟ䠅˺რႡࡻ࠽Ⴁ
䞉⛣ືཷಙ⏝ᆅୖᨺ㏦
䜢⾜䛖ᴗ⪅

䠄ᨺ㏦ἲ䛾㛵ಀつᐃ䛾‽⏝䠅

ٷഹီદࢢૢр෨

ࣸსსߜрຉ଼˺რႡࡻ࠽Ⴁ

እ㈨つไ䛒䜚䠄㻡ศ䛾㻝䠅䚸ㄆᐃ䛾᭷ຠᮇ㛫䛿㻡ᖺ

2Ӆदٰயрࡕએ˾એсຉ଼

ҖҼң҈ҷӃီрଃݲ൯ڎйр
ਘр࠽ႡྩУ

ଃഹီદࢢૢрრႡࡻ࠽Ⴁ˺ᅫࢼ๕рຉ଼
ჹᅫီߧᅉࢢႡрຉ଼˺จНжގૐмގۈۃဏрбѓрಠ൶࠽Ⴁ
෨ီભݓૠнࣰѝࠨᅑ

ม්ࠠრႡᅄᄝီေ

እ㈨つไ䛒䜚䠄5ศ䛾1䠖㛫᥋つไ䛒䜚䠅

ϢϜϟнࣰѝࠨᅑ
┠ⓗ䚸ᴗົ䚸⤌⧊䚸ཷಙᩱ䚸ィ➼䛻ಀ䜛つᐃ
23મߴٰயрࡕએ˾એсܦ

ม්ࠠრႡᅄᄝီࢢႡрฬᇇ
እ㈨つไ䛺䛧

ཌಬဆତрહჿ˺ཌಬୌ೩˺ཌಬࠎୌрੈ
෨˺ཌಬࡀࠝ߶р൶๕

એсદॻຉ଼

䠄ᨺ㏦ἲ䛾㛵ಀつᐃ䛾‽⏝䠅

ࣸსსߜрຉ଼˺რႡࡻ࠽Ⴁ

ჹᅫီߧᅉࢢႡрຉ଼˺จНжގૐ
мގۈۃဏрбѓрಠ൶࠽Ⴁ

ီഩۤޘޘнࣰѝࠨᅑ

䠄ᨺ㏦ἲ䛾㛵ಀつᐃ䛾‽⏝䠅

23મߴٰயрࡕએ˾એсܦ
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␒⤌⦅㞟䛾ᇶ‽
➨䠍᮲ 䛆┠ⓗ䛇
ḟ䛾ཎ๎䛻ᚑ䛔䚸ᨺ㏦䜢බඹ䛾⚟♴䛻㐺ྜ䛩䜛䜘䛖䛻つᚊ䛧䚸䛭䛾䛺Ⓨ㐩䜢ᅗ䜛
䕿ᨺ㏦䛜ᅜẸ䛻᭱㝈䛻ᬑཬ䛥䜜䛶䚸 䛭䛾ຠ⏝䜢䜒䛯䜙䛩䛣䛸䜢ಖ㞀䛩䜛䛣䛸䚹
䕿ᨺ㏦䛾೫ඪ䚸┿ᐇཬ䜃⮬ᚊ䜢ಖ㞀䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸 ᨺ㏦䛻䜘䜛⾲⌧䛾⮬⏤䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹
䕿ᨺ㏦䛻ᦠ䜟䜛⪅䛾⫋㈐䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᨺ㏦䛜䛺Ẹ⩏䛾Ⓨ㐩䛻㈨䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䚹

ီ

➨䠏᮲䛆␒⤌⦅㞟䛾⮬⏤䛇
ᨺ㏦␒⤌䛿䚸ἲᚊ䛻ᐃ䜑䜛ᶒ㝈䛻ᇶ䛟 ሙྜ䛷䛺䛡䜜䜀䚸ఱே䛛䜙䜒ᖸ΅䛥䜜䚸ཪ䛿つᚊ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛔

 ေ

➨䠏᮲䛾䠎➨䠍㡯

➨䠐䠐᮲➨䠍㡯
䛆 ␒⤌‽๎䛇

䠄NHK䞉Ẹᨺඹ㏻䠅

䠄NHK䛾䜏㏣ຍ䠅

䕿 බ⾗䛾せᮃ䜢‶䛯䛩䛸䛸䜒䛻
ᩥỈ‽䛾ྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䜘
䛖ດຊ䛩䜛䛣䛸
䕿 ᅜྥ䛡䛾ᨺ㏦␒⤌䛾䜋
䛛䚸ᆅ᪉ྥ䛡䛾ᨺ㏦␒⤌䜢᭷
䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸
䕿 ᡃ䛜ᅜ䛾㐣ཤ䛾ඃ䜜䛯ᩥ
䛾ಖᏑ୪䜃䛻᪂䛯䛺ᩥ䛾⫱
ᡂཬ䜃ᬑཬ䛻ᙺ❧䛴䜘䛖䛻䛩
䜛䛣䛸

ᅜෆ␒⤌ᇶ‽

ᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟

➨䠏᮲䛾䠏

➨䠏᮲䛾䠐

䛆 ␒⤌ㄪཎ๎䛇

䛆␒⤌ᇶ‽䛾⟇ᐃ䛇

䛆 ␒⤌ᑂ㆟ᶵ㛵䛾タ⨨䛇

ᩍ㣴␒⤌ཪ䛿ᩍ⫱␒⤌
୪䜃䛻ሗ㐨␒⤌ཬ䜃ፗᴦ
␒⤌䜢タ䛡䚸ᨺ㏦␒⤌䛾┦
䛾㛫䛾ㄪ䜢ಖ䛴䜘䛖䛻
䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔

ຶၬ႟ߴ
ီᆪႯ

ຶၬီࢂݓ

䕿 බᏳཬ䜃ၿⰋ䛺㢼䜢ᐖ
䛧䛺䛔䛣䛸
䕿 ᨻⓗ䛻බᖹ䛷䛒䜛䛣䛸
䕿 ሗ㐨䛿ᐇ䜢䜎 䛢䛺䛔䛷
䛩䜛䛣䛸
䕿 ពぢ䛜ᑐ❧䛧䛶䛔䜛ၥ㢟
䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛷䛝䜛䛰䛡ከ
䛟䛾ゅᗘ䛛䜙ㄽⅬ䜢᫂䜙䛛
䛻䛩䜛䛣䛸

➨䠏᮲䛾䠎➨䠎㡯

䛆 ᅜෆ␒⤌ᇶ‽䛾ᴫせ䛇
䛭䛾ᨺ㏦䛻䛚䛔䛶䚸
䠍 ୡ⏺ᖹ䛾⌮䛾ᐇ⌧䛻ᐤ䛧䠈ே㢮䛾ᖾ⚟䛻㈉⊩䛩䜛
䠎 ᇶᮏⓗேᶒ䜢ᑛ㔜䛧䠈 Ẹ⩏⢭⚄䛾ᚭᗏ䜢ᅗ䜛
䠏 ᩍ㣴䚸᧯䚸㐨ᚨ䛻䜘䜛ே᱁䛾ྥୖ䜢ᅗ䜚䠈ྜ⌮ⓗ⢭⚄䜢㣴䛖
䛾䛻ᙺ❧䛴䜘䛖䛻䛩䜛
䠐 䜟䛜ᅜ䛾㐣ཤ䛾䛩䛠䜜䛯ᩥ䛾ಖᏑ䛸᪂䛧䛔ᩥ䛾⫱ᡂ䞉ᬑ
ཬ䛻㈉⊩䛩䜛
䠑 බඹᨺ㏦䛸䛧䛶䛾ᶒጾ䛸ရ䜢ಖ䛱䚸බ⾗䛾ᮇᚅ䛸せᮃ䛻䛭䛖

ᨺ㏦␒⤌䛾㐺ṇ䜢ᅗ䜛䛯
䜑䚸ᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟ᶵ㛵䜢⨨
䛟䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ᨺ㏦␒⤌䛾✀ูཬ䜃ᨺ㏦
䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛⪅䛻ᛂ䛨䛶ᨺ
㏦␒⤌䛾⦅㞟䛾ᇶ‽䜢ᐃ
䜑䚸䛣䜜䛻ᚑ䛳䛶ᨺ㏦␒⤌䛾
⦅㞟䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

ᨺ㏦ᇶ‽

ᨺ㏦ᇶ‽ 䠄ྛ♫䠅

ᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟䠄ྛ♫䠅

䜋䜌‽ᣐ

䛆 Ẹᨺ㐃䞉ᨺ㏦ᇶ‽䛾ᴫせ䛇
ḟ䛾Ⅼ䜢㔜ど䛧䛶䚸␒⤌┦䛾ㄪ䛸ᨺ㏦㛫䛻␃ព䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
༶ᛶ䚸ᬑ㐢ᛶ䛺䛹ᨺ㏦䛾䜒䛴≉ᛶ䜢Ⓨ䛧ෆᐜ䛾ᐇ䛻䛴䛸䜑䜛䚹
䕿ṇ☜䛷㎿㏿䛺ሗ㐨
䕿䛺ፗᴦ
䕿ඣ❺䛚䜘䜃㟷ᑡᖺ䛻䛘䜛ᙳ㡪
䕿⠇ᗘ䜢䜎䜒䜚䚸┿ᐇ䜢ఏ䛘䜛ᗈ࿌

䕿ᩍ⫱䞉ᩍ㣴䛾Ⓨᒎ

10

ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦䚸ᨺ㏦␒⤌䛾ಖᏑ
ᨺ㏦ἲ䛷䛿䚸ᨺ㏦䛾┿ᐇᛶ䛾☜ಖཬ䜃⿕ᐖ⪅䛾ᩆ῭䜢ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙䚸ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦ไᗘ䛜タ䛡䜙䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸⿕ᐖ⪅䛻䜘䜛
␒⤌ෆᐜ䛾☜ㄆ䚸ᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟ᶵ㛵䛾㈨ᩱ䛸䛧䛶䚸ᨺ㏦␒⤌䛾ಖᏑ䜢⩏ົ䛵䛡䛶䛔䜛䚹
䠍 ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦ไᗘ

䛆䜲䝯䞊䝆ᅗ䛇

┠ ⓗ

ᨺ㏦

ᨺ㏦ࡢᣢࡘ♫ⓗᙳ㡪ຊ㚷ࡳࠊᨺ㏦ࡢ┿ᐇᛶࢆಖ㞀ࡋࠊేࡏ࡚ࠊࡼࡾ⡆᫆ࠊ㎿
㏿⿕ᐖ⪅ࡢᶒࢆᩆ῭ࡍࡿࡇࠋ
ᴫ せ
࣭ࡑࡢᨺ㏦ࡼࡾᶒࡢᐖࢆཷࡅࡓᮏேཪࡣࡑࡢ┤᥋㛵ಀேࡣࠊᨺ㏦ࡢ᪥ࡽ
ࡑࡢᨺ㏦
㸱ࣨ᭶௨ෆࠊࡑࡢᨺ㏦ࢆ⾜ࡗࡓᨺ㏦ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊゞṇᨺ㏦ࢆㄳồࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᨺ㏦ᴗ⪅ࡣࠊᐇ࡛࡞࠸㡯ࡢᨺ㏦ࢆࡋࡓሙྜࠊゞṇཪࡣྲྀᾘࡢᨺ㏦ࢆࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᨺ㏦ἲ➨㸲᮲㸧

ᨺ㏦ᴗ⪅
ࡣᨺ㏦ᚋ
㸱ࣨ᭶㛫ࠊ
㘓㡢࣭㘓⏬
ࡼࡾ␒⤌
ࢆಖᏑ

ᶒࡢᐖࢆཷࡅࡓᮏே
ཪࡣࡑࡢ┤᥋㛵ಀே
ゞṇᨺ㏦ࢆㄳồ
࠙ᨺ㏦ᚋ㸱ࣨ᭶௨ෆࠚ

ᨺ ㏦  ᴗ ⪅
┿ᐇྰࢆㄪᰝ

ᐇ≧ἣ
ᖺᗘ

H4

㹆5

㹆6

㹆7

㹆8

㹆9

㹆10

H11

H12

H13

H14

ᐇ
௳ᩘ

2(8)

2(5)

5(7)

2(5)

12(13)

16(20)

8(13)

10(16)

12(14)

10(11)

9(10)

㹆15

㹆16

㹆17

㹆18

㹆19

㹆20

㹆21

4(6)

10(7)

3(5)

4(6)

12(17)

9(12)

7(8)

䈜ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦䛾ᐇ≧ἣ䛿䚸ᨺ㏦␒⤌ᑂ㆟ᶵ㛵
䛻ሗ࿌䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䠄ᨺ㏦ἲ➨䠏᮲䛾䠐➨䠑㡯䠅

ͤ㸦

┿ᐇ࡛࡞࠸ࡇࡀ
ุ᫂ࡏࡎ

┿ᐇ࡛࡞࠸ࡇࡀุ᫂

ุ࠙᫂ᚋ㸰᪥௨ෆࠚ

ゞṇᨺ㏦ࢆᣄྰ

ゞṇᨺ㏦ࢆᐇ

㸧ෆࡣࠊㄳồ௳ᩘ

䠎 ᨺ㏦␒⤌䛾ಖᏑ
ᑂ㆟ᶵ㛵ཪ䛿ゞṇᨺ㏦䛾㛵ಀ⪅䠄⿕ᐖ⪅䛺䛹䠅䛜ど⫈䛭䛾䛾᪉ἲ䛻䜘䜚☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ཎ๎䛸䛧䛶ᨺ㏦ᚋ䠏䞄᭶㛫䛿ᨺ㏦␒⤌䜢ಖᏑ䛩䜛⩏ົ
䛊ᖹᡂ䠓ᖺᨺ㏦ἲᨵṇ䛻䜘䜚䚸ಖᏑᮇ㛫䛜䠎㐌㛫䜘䜚䠏䞄᭶䛻ᘏ㛗䛥䜜䛯䛋
䠄ᨺ㏦ἲ➨5᮲䠅
䠄ཧ⪃䠅 ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦ไᗘ䛿䚸 ᨺ㏦䛾⮬ᚊᛶ䛾ಖ㞀䛾⌮ᛕ䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䚸┿ᐇᛶ䛾ಖ㞀䛾⌮ᛕ䜢ලయ䛩䜛䛯䜑䛾つᐃ䛷䛒䜚䚸ᨺ㏦ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸 ⮬ᚊⓗ䛻ゞ
ṇᨺ㏦➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢ᅜẸయ䛻ᑐ䛩䜛බἲୖ䛾⩏ົ䛸䛧䛶ᐃ䜑䛯䜒䛾䛷䛒䛳䛶䚸⿕ᐖ⪅䛻ᑐ䛧䛶⚾ἲୖ䛾ㄳồᶒ䜢䛩䜛㊃᪨䛷䛿䛺䛔䚹䠄᭱㧗ᖹᡂ16ᖺ
11᭶25᪥➨୍ᑠἲᘐุỴ䠅
䛯䛰䛧䚸ᨺ㏦␒⤌䛾ಖᏑ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟䚸 ᨺ㏦ᴗ⪅䜈䛾ᨺ㏦ෆᐜ㜀ぴㄳồᶒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ゞṇ䞉ྲྀᾘᨺ㏦䛾㛵ಀ⪅䛻䛣䜜䜢ㄆ䜑䜛䛾䛜ุ䠄ᮾி㧗ᖹ
ᡂ8ᖺ6᭶27᪥ุỴ䠅䚸㏻ㄝ䛷䛒䜛䚹
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䠄ཧ⪃䠅 ㅖእᅜ䛾≧ἣ
ࠕࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚ ۑᅜቃࡢ࡞࠸ࢸࣞࣅࠖᣦ௧㸦ᖺไᐃࠋᖺࠕᅜቃࡢ࡞࠸ど⫈ぬ࣓ࢹ
ࢧ࣮ࣅࢫᣦ௧ࠖᨵṇ㸧࠾࠸࡚ࠊ㛫㐪ࡗࡓᨺ㏦࡛ᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ⪅ㄽᶒཪࡣྠ➼ࡢᩆ῭ࢆ
⾜࠺⩏ົࡘ࠸࡚つᐃࠋ㹃㹓ྛᅜ࡛ἲไࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᅜቃࡢ࡞࠸ど⫈ぬ࣓ࢹࢧ࣮ࣅࢫᣦ௧ࠚ
ࢸࣞࣅᨺ㏦࠾ࡅࡿㄽᶒ
➨᮲
ຍ┕ㅖᅜࡀẸἲࠊ⾜ᨻἲࡶࡋࡃࡣฮἲࡶ࡙ࡁ᥇ᢥࡋࡓࡢㅖつᐃࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡞ࡃࠊṇᙜ࡞┈ࠊ≉ホุ࠾ࡼࡧྡኌࡀࢸࣞ
ࣅ␒⤌࡛㛫㐪ࡗࡓᐇࢆᨺ㏦ࡉࢀࡓࡇ࡛ᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ࠶ࡽࡺࡿ⮬↛ேࡶࡋࡃࡣἲேࡣࠊᅜ⡠ࢆၥࢃࡎࠊㄽᶒࡶࡋࡃࡣྠ➼ࡢᩆ῭
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋຍ┕ㅖᅜࡣࠊࡇࡢㄽᶒࡶࡋࡃࡣྠ➼ࡢᩆ῭ࡢᐇ㝿ࡢ⾜ࡀᙜ࡞᮲௳ࢆㄢࡏࡽࢀ࡚ጉࡆࡽࢀ࡞࠸ࡼ
࠺ಖドࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋᙜヱㄽࡣࠊලయⓗせㄳࡉࢀࡓᚋጇᙜ࡞㛫ෆࠊᙜヱせㄳࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡿᨺ㏦┦ᛂࡋ࠸┦ᛂࡋ
࠸᪉ἲ࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㹼 ␎

 ۑ㡑ᅜ࡛ࡣࠕᨺ㏦ἲࠖ ᖺᩥᨵṇ㸧࠾࠸࡚ࠊᨺ㏦࡛ᐇㄗㄆࡸྡẋᦆ࡞ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ
ࡓ⪅ࡼࡿㄽሗ㐨ㄳồᶒࢆつᐃ㸦ᖺࠊࠕゝㄽ௰࠾ࡼࡧ⿕ᐖᩆ῭➼㛵ࡍࡿἲᚊࠖつᐃ⛣ື㸧
࠙ゝㄽ௰࠾ࡼࡧ⿕ᐖᩆ῭➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௬ヂ㸧ࠚ
➨᮲ ㄽሗ㐨ㄳồᶒ
ձᐇࡢᙇ㛵ࡍࡿ࣐ࢫࢥ࣑ሗ㐨➼ࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓ⪅ࡣࡑࡢሗ㐨ෆᐜ㛵ࡍࡿㄽሗ㐨ࢆゝㄽ♫➼ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ➨㡯ࡢㄳồࡣࠊゝㄽ♫࡞ࡢᨾព㐣ኻࡸ㐪ἲᛶࢆせࡋ࡞࠸ࡶࡢࡋࠊሗ㐨ෆᐜࡢ┿ᐇ࠺ࢆၥࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ␎

 ۑ⡿ᅜ࡛ࡣ㹄㹁㹁つ๎࡛ࠕබṇཎ๎ࠖ ᨺ㏦ᴗ⪅ࡀᑐ❧ぢゎࡢ࠶ࡿබⓗၥ㢟ࢆᢅࡗࡓሙྜࠊ
ᨷᧁࢆཷࡅࡓഃ㐺ṇ㔞ࡢㄽ㛫ࢆ↓ᩱᥦ౪ࡍࡿ➼ࡢ⩏ົ ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᖺ⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊど⫈⪅ࡣᨺ㏦ᴗ⪅ゞṇᨺ㏦ࢆồࡵ࡚ࡶࠊᨺ㏦ᴗ⪅ࡀࡑࢀᛂࡌ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
ど⫈⪅ࡣッゴࢆ㉳ࡇࡋࠊุᡤุ᩿ࢆጤࡡࡿࡇ࡞ࡿ㸦ὀ㸧ࠋ
㸦ὀ㸧ࡓࡔࡋࠊ୍⯡ⓗ࡞ⱞࡘ࠸࡚ࡣ㹄㹁㹁ࡀཷࡅࡅࠊ㏻ಙἲࠊ㹄㹁㹁つ๎㐪ࡋ࡚࠸ࡿ㹄㹁㹁ࡀุ᩿ࡋࡓሙྜ
ࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ᑐࡋ࡚⨩㔠➼ࢆㄢࡍࠋ
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ᅜෆ㟁Ẽ㏻ಙᕷሙࡢ᥎⛣
Ṻ ᵐᵏ࠰ỆẆɼᙲễᩓൢᡫ̮ʙಅᎍỉ٥ɥ᭗ỊẆଯԧᵔᵎ࠰ểൔỔềኖᾂ̿ỆਘٻẲẺẇ
䡻䢈䢀䢆䢚䢙䡴䡿䢖䡶䢍䠖㻟㻘㻠㻤㻣൨

㻝㻡

䛭䛾䠖㻤㻘㻠㻤㻞൨
䡻䢈䢀䢆䢚䢙䡴䢏䢆䢚䡮䢕䠖
㻝㻣㻘㻜㻝㻠൨

㻷㻰㻰㻵䠄㼍㼡䠅䠖
㻞㻢㻘㻡㻜㻝൨

㻝㻜

ἏἧἚἢὅἁ
ᵐΫᵎᵊᵓᵎᵏΕό

ᵩᵢᵢᵧ
ᵑΫᵒᵊᵖᵗᵑΕό

㻷㻰㻰㻵䠄ᅛᐃ䠅䠖㻤㻘㻟㻥㻞൨

ᵏᵓΫ
ᵒᵊᵔᵎᵔΕό
㻺㼀㼀䝗䝁䝰䠖
㻠㻞㻘㻤㻠㻠൨
㻷㻰㻰䠖㻞㻘㻞㻟㻜൨

㻡
㻺㼀㼀䝁䝮䠖㻝㻜㻘㻣㻥㻞൨

㻺㼀㼀䠖㻡㻝㻘㻟㻠㻜൨

ᵬᵲᵲ
ᵗΫᵎᵊᵕᵑᵎΕό

㻺㼀㼀す᪥ᮏ䠖
㻝㻣㻘㻤㻜㻤൨

ᵓΫᵑᵊᵓᵕᵎΕό

㻺㼀㼀ᮾ᪥ᮏ䠖
㻝㻥㻘㻞㻤㻢൨

㻜
㻝㻥㻤㻡ᖺ䠄㻢㻜ᖺ䠅

㻞㻜㻜㻥ᖺ䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺ䠅

䈜 ྛᴗ⪅䛾Ỵ⟬㈨ᩱ➼䠄㻷㻰㻰㻵䛻䛴䛔䛶䛿Ỵ⟬▷ಙ୰䛾䝉䜾䝯䞁䝖ูୖ㧗䚸䝋䝣䝖䝞䞁䜽䜾䝹䞊䝥䛻䛴䛔䛶䛿䝋䝣䝖䝞䞁䜽♫䛾㐃⤖Ỵ⟬▷ಙ୰䛾䝉䜾䝯䞁䝖ูୖ㧗䠅䛻ᇶ
䛵䛝సᡂ䚹
13
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㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅ᩘ䛾᥎⛣
䠌䠐ᖺᗘ䛛䜙䚸㟁Ẽ㏻ಙᴗ䜈䛾ཧධ䛿䚸チྍ
ไ䛜ᗫṆ䛥䜜䚸Ⓩ㘓ไཪ䛿ᒆฟไ䛻つไ⦆

16,000

14,000

Ⓩ㘓ᴗ⪅
299♫
ᒆฟᴗ⪅ 12,155♫
ྜィ
12,454♫

Ⓩ㘓ᴗ⪅
323♫
ᒆฟᴗ⪅ 14,927♫
ྜィ
15,250♫

12,000

10,000

8,000

ᒆฟᴗ⪅

6,000

➨2✀ᴗ⪅

4,000

䠍✀ᴗ⪅ 2♫
䠎✀ᴗ⪅ 85♫
ྜィ
87♫
2,000

➨㻝✀ᴗ⪅
Ⓩ㘓ᴗ⪅
0
85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

䠄ྛᖺ䠐᭶䠍᪥⌧ᅾ䠅

14

⏝⪅䛾ᶒಖ㞀䛻ಀ䜛つไ䛾ᴫせ
ᩓൢᡫ̮ʙಅඥỉႸႎ
䕔ᩓൢᡫ̮ࢫѦỉό๖ễ੩̓ửᄩ̬䛩䜛䛸䛸䜒䛻䛭䛾МဇᎍỉМႩử̬ᜱ䛧䚸䜒䛴䛶ᩓൢᡫ̮ỉͤμễႆᢋཬ䜃ൟỉМ̝ỉᄩ̬䜢
ᅗ䜚䚸බඹ䛾⚟♴䜢ቑ㐍䛩䜛䠄㼲䠍䠅䚹

МဇᎍỉೌМ̬ᨦỆ̞ỦؕஜႎἽὊἽ

Мဇỉπ

੩̓፯ѦḤ

ڎኖኖഘỉπᘙὉ੩ᅆḤ

㟁Ẽ㏻ಙᙺົ䛾ᥦ౪䛻䛴䛔䛶ᙜ䛺ᕪ
ูⓗྲྀᢅ䛔䜢䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䠄㼲䠒䠅

ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟ᙺົ䛾ᥦ౪䜢ᣄ䜣䛷䛿䛺
䜙䛺䛔䠄㼲25䠅

ዎ⣙⣙Ḱ䜢බ⾲䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸බ⾗䛾ぢ䜔䛩
䛔䜘䛖䛻ᥖ♧䛧䛶䛚䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㻔㼲㻞㻟㻕

䈜 ᇶ♏ⓗ㟁Ẽ㏻ಙᙺົཪ䛿ᣦᐃ㟁Ẽ㏻ಙᙺົ䜢ᥦ౪䛩䜛㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅䛜ᑐ㇟

̾КỉМဇᎍồỉࣖݣỆ᧙ẴỦἽὊἽ

੩̓வˑỉᛟଢίʙЭỉਜ਼ፗὸ
ዎ⣙⥾⤖䛻㝿䛧䛶ᩱ㔠䛭䛾ᥦ౪᮲௳
䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
䠄ͤ䠅䠄㼲26䠅

ͤዎ⣙௦⌮ᗑ䜒ᑐ㇟

ᒊऴሁϼྸίʙࢸỉਜ਼ፗὸ
ᴗົ䛾᪉ἲ䚸ᙺົ䛻䛴䛔䛶䛾⏝⪅䛛䜙
䛾ⱞ➼䛻䛴䛔䛶㐺ษ䛛䛴㎿㏿䛻ฎ⌮䛧
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䠄㼲27䠅

˞ࡑഥỉԗჷί˞ࡑഥὸ
ᴗ䜢ఇṆཪ䛿ᗫṆ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛝䛿䚸
⏝⪅䛻ᑐ䛧䚸䛭䛾᪨䜢࿘▱䛥䛫䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔㻔㼲㻝㻤䊢㻕

ᢌӒầẝẾẺئӳỉਃ̬ਜ਼ፗ

ಅѦỉોծԡˋ
⥲ົ⮧䛿㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸⏝⪅䛾┈ཪ䛿බඹ䛾┈䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㝈ᗘ䛻䛚䛔䛶䚸ᴗົ䛾᪉ἲ䛾ᨵၿ䛭䛾䛾ᥐ⨨䜢
䛸䜛䜉䛝䛣䛸䜢䛪䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠄㼲㻞㻥䠅
䈜 ᴗົᨵၿ௧䛻ᑐ䛩䜛㐪䛻䛴䛔䛶䛿䠎䠌䠌௨ୗ䛾⨩㔠
䈜 ㏆ᮍ᮶㏻ಙ䛾௳䜢㋃䜎䛘䚸㻞㻜㻜㻣ᖺ䛻ᴗົᨵၿ௧䛾せ௳䜢ぢ┤䛧
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䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ䛾⌧≧
䞉

䛂䝁䞁䝔䞁䝒䛃䛸䛿䚸䛂ᫎ⏬䚸㡢ᴦ䚸₇䚸ᩥⱁ䚸┿䚸ₔ⏬䚸䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝀䞊䝮䛭䛾䛾ᩥᏐ䚸
ᅗᙧ䚸Ⰽᙬ䚸㡢ኌ䚸ືసⱝ䛧䛟䛿ᫎീⱝ䛧䛟䛿䛣䜜䜙䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䜒䛾ཪ䛿䛣䜜䜙䛻ಀ䜛ሗ䜢㟁Ꮚィ⟬ᶵ䜢
䛧䛶ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛾䝥䝻䜾䝷䝮䠄␎䠅䛷䛒䛳䛶䚸ே㛫䛾㐀ⓗάື䛻䜘䜚⏕䜏ฟ䛥䜜䜛䜒䛾䛾䛖䛱䚸ᩍ㣴ཪ䛿ፗᴦ
䛾⠊ᅖ䛻ᒓ䛩䜛䜒䛾䛃
䠄䝁䞁䝔䞁䝒䛾㐀䚸ಖㆤཬ䜃ά⏝䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ䠍䠒ᖺἲᚊ➨䠔䠍ྕ䠅 䠅

䞉 䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙయ䛻༨䜑䜛ᫎീ䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ䛾ྜ䛿⣙
⣙ 䠑䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᫎീ䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ䛾⣙䠓䛿
ᨺ㏦䝁䞁䝔䞁䝒䛜༨䜑䛶䛔䜛䚹

䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ䠄ᫎീ⣔䞉㡢ኌ⣔䞉䝔䜻䝇䝖⣔䠅
DBグ,
䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ䠅
2.7%

䝡䝕䜸䝋䝣䝖, 5.8%

䝁䝭䝑䜽,
4.8%
᭩⡠䝋䝣䝖,
6.2%
㞧ㄅ䝋䝣䝖,
13.2%

ᆅୖ䝔䝺䝡
␒⤌, 24.9%

⥲㢠䠖
⣙䠍䠍䠊䠔

᪂⪺グ,
15.8%

ᫎീ⣔䝁䞁䝔䞁䝒䝬䝹䝏䝴䞊䝇ᕷሙ
䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ䠅

ᫎീ⣔䝁䞁䝔䞁䝒ᕷሙ
䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ䠅

ᫎ⏬䝋䝣䝖, 12.7%

⾨ᫍ䞉CA
ATV
⾨ᫍ䞉CATV
␒⤌,
6.3%
␒
⤌, 6.3
3%
ᫎ⏬䝋䝣䝖,
ᫎ⏬
⏬
⏬䝋䝣䝖
䝖,
5
5.8%

⥲㢠䠖
⣙䠑䠊䠐

⾨ᫍ䞉CATV␒
⤌, 24.8%

ᆅୖ䝔䝺䝡␒⤌
ᆅୖ䝔䝺䝡␒⤌,
ୖ䝔䝺䝡␒⤌,
54.8%

ᆅୖ䝔䝺䝡␒
⤌, 35.6%

⥲㢠䠖
⣙䠍䠊䠐

⾨ᫍ䞉CATV␒⤌,,
13.9%

㡢ᴦ䝋䝣䝖,
䝖,䝀䞊䝮䝋䝣䝖,
䝀 䞊䝮䝋䝣䝖,
6.0%
5.8%

䝷䝆䜸␒⤌,
2.0%

䛭䛾, 5.3%

䝀䞊䝮䝋䝣䝖, 12.8%

ᫎ⏬䝋䝣䝖,
34.3%

䝕䜸䝋䝣䝖,
䝡䝕
䝕䜸䝋䝣
䝕䜸
䝖,
2.6%

ィ⣙䠓

ィ⣙䠑


䠄䠒䠔䠊䠓䠂䠅

䠄䠐䠑䠊䠐䠂䠅
䛆ᖹᡂ㻞㻞ᖺ䠓᭶⥲ົ┬ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤ䛂䝯䝕䜱䜰䞉䝋䝣䝖䛾ไసཬ䜃ὶ㏻䛾ᐇែ䛃䜘䜚సᡂ䛇
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ᨺ㏦⌮䞉␒⤌ྥୖᶵᵓ䠄BPO䠅䛾ᴫせ
➨୕⪅䛾❧ሙ䛛䜙⮬ⓗ䛻䚸ど⫈⪅䛾ᇶᮏⓗேᶒ䜢㎿㏿䛛䛴ⓗ☜䛻᧦ㆤ䛧䚸ṇ☜䛺ᨺ㏦䛸ᨺ㏦⌮䛾㧗ᥭ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䜢┠
ⓗ䛻䚸 䠎䠌䠌䠏ᖺ䠓᭶䛻䚸䠪䠤䠧䛸Ẹᨺ㐃䛜ඹྠ䛷タ❧䚹䠪䠤䠧䚸Ẹᨺ㐃䚸Ẹᨺ㐃ຍ┕ྛ♫ཬ䜃䛭䛾⌮䛜ᢎㄆ䛧䛯୍⯡ᨺ㏦
ᴗ⪅䛷ᵓᡂ䛧䚸㈝䜢ᨭฟ䠄ᖺ㛫 ⣙䠐൨䠅䚹
ီᅻᅉ˾ཌಬঔய̢ࠝϖϤϣ̣
⌮㛗㸸㣬ᡞ ᘯẶ㸦ᮾிᏛྡᩍᤵ㸧
⌮  9ྡ㸦NHK3ྡࠊẸᨺ㐃3ྡࠊᨺ㏦ᴗ⪅እ3ྡ㸧࣭┘2ྡࠊホ㆟ဨ㸵ྡ㸦⌮㑅௵㸧

1969䠄S44䠅.5
ီཌಬঔயࢂࡀݓ

ီк௵स๕सᅄн߶
Ыѝݓڝٷ

䛂ᨺ㏦䛸㟷ᑡᖺ䛻㛵䛩䜛ጤဨ䛃ཬ
䜃䛂ᨺ㏦␒⤌ጤဨ䛃䠄2002.3䜎䛷䛿
䛂ᨺ㏦␒⤌ྥୖጤဨ䛃䠅䜢㐠Ⴀ

ጤဨ㛗㸸ᇼ㔝⣖Ặ
㸦ᘚㆤኈࠊඖ᪥ᘚ㐃㛗㸧

2003䠄H15䠅.7

ီк௵स๕सᅄн߶Ыѝ
ࠝݓڝٷ̢ϖϦϣ̣

ီкొн߶Ыѝ
ݓڝٷ

ᨺ㏦ࡼࡿேᶒᐖࡢ⿕ᐖࢆ
ᩆ῭ࡍࡿࡓࡵࠊⱞ⏦❧ே
ᨺ㏦ᒁࡢヰࡋྜ࠸ࡀ┦ᐜࢀ
࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿⱞࢆ
➨୕⪅ࡢ❧ሙࡽᑂ⌮ࡋࠊ
ࠕぢゎࠖࡲࡓࡣࠕ່࿌ࠖࢆฟ
ࡋබ⾲ࡍࡿࠋ

1997䠄H9䠅.5

䛂ᨺ㏦䛸ேᶒ➼ᶒ䛻㛵䛩䜛ጤ
ဨ䛃䜢㐠Ⴀ

ጤဨ㛗㸸ᕝ➃Ặ
㸦ᘚㆤ
㸦ᘚㆤኈࠊᐑἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
ㆤ ࠊᐑἲ
ἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
᭷㆑⪅ጤဨ㸸10ྡ㸦ホ㆟ဨ㑅௵㸧

ጤဨ㛗㸸ộぢ⛱ᖾẶ
㸦ⓑᱵᏛᅬᏛᏛ㛗㸧

᭷㆑⪅ጤဨ㸸9ྡ㸦ホ㆟ဨ㑅௵㸧

䞉ᨺ㏦␒⤌ྥୖ༠㆟䛸
䠞䠮䠫䜢⤫ྜ䛧䚸䠞䠬䠫䜢タ⨨
䞉䠞䠬䠫䛜䠏ጤဨ䜢⥅ᢎ

᭷㆑⪅ጤဨ㸸7ྡ㸦ホ㆟ဨ㑅௵㸧

㟷ᑡᖺᑐࡍࡿᨺ㏦ࡸᨺ㏦␒
⤌ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿど⫈⪅ࡢ
ពぢࢆᇶᑂ㆟ࡋࠊᑂ㆟ᇶ
࡙ࡃࠕぢゎࠖࡸᑂ㆟ෆᐜࠊど
⫈⪅ࡽࡢពぢࡢᴫせ➼ࢆᨺ
㏦ᴗ⪅㏻▱ࡍࡿඹබ
⾲ࡍࡿࠋ

䠞䠬䠫䛾ྛጤဨ䛾ྲྀ⤌≧ἣ

30000

24,572

25000
20000
15000

ᨺ㏦ ⌮ࢆ㧗ࡵࠊᨺ㏦ ␒⤌ࡢ㉁
ࢆྥୖࡉࡏ ࡿࡓࡵࡢᑂ㆟ࢆ⾜࠸ ࠊ
ᚲせᛂࡌ ࡚ពぢࢆබ⾲ࠋ୍ ࠊ
ഇࡢ ෆᐜࡼࡾど⫈ ⪅ⴭࡋ
࠸ㄗゎ ࢆ࠼ࡓ࠸ࡢ ࠶ࡿ␒⤌
ࡀᨺ㏦ ࡉࢀࡓሙྜࠊㄪ ᰝ࣭ᑂ⌮
ࡋ࡚ࠕ ່࿌ࠖࡲࡓࡣࠕ ぢゎࠖࢆ
ฟࡋ࡚ බ⾲ࡋࠊᚲせ ᛂࡌ࡚
Ⓨ㜵Ṇ ⟇ࡢᥦฟࢆồࡵ ࠊࡑࡢᐇ
ຠᛶࢆㄪᰝࡍࡿࠋ

ͤ 䠎䠌䠌䠓ᖺ䠑᭶䠍䠎᪥䛻䛂ᨺ㏦␒⤌ጤဨ䛃
䜢Ⓨᒎⓗ䛻ゎᾘ䛧䛶タ⨨䚹

ົᒁ䠖28ྡ䠄㠀ᖖྵ䜐ᙺ⫋ဨᩘ䠅

ど⫈⪅ពぢ䛾௳ᩘ

௳

ီᅻᅉषத̢̣͞ݓڝٷ

15,993

2006ᖺᗘ
ᨺ㏦䛸ேᶒ➼ᶒ
䛻㛵䛩䜛

15,923

11,032

ጤဨ

10000
5000
0
2006

2007

2008

2009

ぢゎ

2௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 211௳䠅

せᮃ

1௳

2007ᖺᗘ
ぢゎ

5௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 㻝㻠㻡௳䠅

ぢゎ

1௳

ᨺ㏦䛸㟷ᑡᖺ䛻
㛵䛩䜛ጤဨ

䠄ど⫈⪅ពぢ 2,319௳䠅 䠄ど⫈⪅ពぢ 2,214௳䠅

ᨺ㏦⌮᳨ド
ጤဨ䠄 ͤ䠅

䠄ど⫈⪅ពぢ 4,724௳䠅 䠄ど⫈⪅ពぢ 7,554௳䠅

ኌ᫂

ᖺᗘ

䠄ὀ䠅䞉BPO: Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization

1௳

ពぢ 2௳䚸 ぢゎ 1௳

2008ᖺᗘ

2009ᖺᗘ

ぢゎ 3௳䚸 ່࿌䠍௳

ぢゎ 2௳䚸 ່࿌2௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 79௳䠅

䠄ど⫈⪅ពぢ 㻠㻥௳䠅

ὀពႏ㉳

1௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 1,498௳䠅

ពぢ

1௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 8,765௳䠅

せᮃ

1௳

䠄ど⫈⪅ពぢ 㻝㻘㻠㻤㻝௳䠅

ពぢ 2௳䚸 ່࿌䠍௳
䠄ど⫈⪅ពぢ 16,549௳䠅

ͤ ᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ䛿䠎䠌䠌䠓ᖺ䠑᭶䠍䠎᪥䛻タ❧䛥䜜䛯䛯䜑䚸๓㌟䛷䛒䜛䛂ᨺ㏦␒⤌ጤဨ䛃䛾௳ᩘ䜢グධ䚹 17

412

ᨺ㏦⌮䞉␒⤌ྥୖᶵᵓ䠄䠞䠬䠫䠅ጤဨ ᵓᡂဨ
რ

⌮
⌮

㸦㠀ᖖ㸧
㸦㠀ᖖ㸧

⌮
⌮

㸦㠀ᖖ㸧
㸦㠀ᖖ㸧

㣬ᡞ
ᒸᮏ
ᮧ⃝
㯮ᕝ
℈⏣
⸨ஂ

␊ᒣ
᪩Ἑ

⌮
┘
┘

㸦㠀ᖖ㸧
㸦㠀ᖖ㸧
㸦㠀ᖖ㸧

⚟⏣
㯮⏣
ᑎ

⌮
ᑓ


ົ

⌮

㛗㸦㠀ᖖ㸧
㸦ᖖ 㸧

⌮࣭ົᒁ㛗㸦ᖖ 㸧
⌮
㸦㠀ᖖ㸧
⌮
㸦㠀ᖖ㸧

ᘯ
ఙ⾜
⦾ኵ
ග༤
⣧୍
࣑ࢿ
⎔
⤒ᙪ
ὒ
ಇ⏨
ᩗ୍
ᘅᖾ

ྒࡀݓڝ

ڝ
༙⏣
ᇼ㒊
⠛⏣
㎷
⚟ཎ
⸨ཎ
୕ᾆ

㆟ 㛗
㆟㛗

㸦ᮾிᏛྡᩍᤵ㸧

ホ㆟ဨ
ホ㆟ဨ
ホ㆟ဨ

㸦ᰴᘧ♫ᒇ♫㛗㸧
㸦ᮾிᏛ⥲㛗㸧

ホ㆟ဨ
ホ㆟ဨ

㸦ホㄽᐙ㸧
㸦᪥ᮏᨺ㏦༠⌮㸧
㸦᪥ᮏᨺ㏦༠⪃ᰝᐊᐊ㛗㸧
㸦᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕ᨺ㏦ᇶ‽ᑂ㆟㆟㛗ࠊ
ࢸࣞࣅᮅ᪥♫㛗㸧
㸦᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕ᑓົ⌮㸧
㸦᪥ᮏᨺ㏦༠⦅ᡂᒁィ⏬⟶⌮㒊⤒⌮㒊㛗㸧
㸦᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕ົᒁ㛗㸧

ͤ
ͤ
ͤ
ͤ

ṇኵ
ᨻ⏨
ṇᾈ
㔜⏨
⩏
సᘺ
ᮒ㛛

㸦㟷ᒣᏛ㝔㝔㛗࣭ᖖົ⌮㸧
㸦୍ᶫᏛྡᩍᤵ㸧
㸦ᫎ⏬┘╩ࠊ᪩✄⏣Ꮫ≉ᩍᤵ㸧
㸦୰ኸᏛ◊✲㛤Ⓨᶵᵓᩍᤵ㸧
㸦ᰴᘧ♫㈨⏕ᇽྡ㛗㸧
㸦ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࠊඖ᪥ᮏ㖟⾜⥲㸧
㸦సᐙ㸧

⌮㛗ࡣࠊᨺ㏦ᴗ⪅ཬࡧࡑࡢ㛵ಀ⪅௨እࡽ⌮࠾࠸࡚㑅௵
⌮࣭┘ࡣࠊ㹌㹆㹉࣭Ẹᨺ㐃ࡀࠊࡑࢀࡒࢀྠᩘࢆ㑅௵
ホ㆟ဨࡣࠊ⌮ࡀ᭷㆑⪅㸦ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢᙺ⫋ဨࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ୰
ࡽ㑅௵ࡋࠊጤკ
ホ㆟ဨࡣࠊྛጤဨࡢጤဨ㸦ᨺ㏦ᴗ⪅ࡢᙺ⫋ဨࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆ㑅௵ࠋ

ီᅻᅉषதݓڝٷ
ီк௵स๕सᅄн߶Ыѝݓڝٷ
ጤ ဨ 㛗
ጤဨ㛗௦⾜

ᇼ㔝
ᶟᒣ

ጤဨ㛗௦⾜
ጤ
ဨ
ጤ
ဨ

୕Ꮿ
▼
ᑠᒣ

ጤ
ጤ
ጤ

ဨ
ဨ
ဨ

ᆏ
Ṋ⏣
⏣୰

ጤ

ဨ

ᒣ⏣

⣖ 㸦ᘚㆤኈ㸧
⣫୍ 㸦༳ๅ༤≀㤋㤋㛗ࠊᮾ
ிᏛྡᩍᤵ㸧
ᘯ 㸦ᘚㆤኈ㸧
ⰾ㔝 㸦┿ᐙ㸧
๛ 㸦ᛂ⩏ሿᏛἲ⛉
Ꮫ㝔࣭ἲᏛ㒊ᩍᤵ㸧
┾
ᘚㆤኈ㸧
ᚭ 㸦ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㸧
㔛Ἃ 㸦ᰴᘧ♫ᐉఏ㆟ྲྀ
⥾ᙺ⦅㞟ᐊ㛗㸧
ኴ㸦ᑓಟᏛᩍᤵ㸧

ီкొн߶Ыѝݓڝٷ
ጤဨ㛗
ጤဨ㛗
ጤ
ဨ
ጤ
ဨ
ጤ
ጤ
ጤ

ộぢ ⛱ᖾ㸦ⓑᱵᏛᅬᏛᏛ㛗㸧
ቃ ┿⌮Ꮚ 㸦᱈ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
ᑠ⏣᱒ ㄔ 㸦ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㸧
ຍ⸨
⌮ 㸦ᮾிᡂᚨᏛᩍ
ᤵ㸧
ဨ ㌷ྖ ㈆๎ 㸦సᐙ㸧
ဨ ⴗཎ 
㸦ᛂ⩏ሿᏛᩍᤵ㸧
ဨ Ώ㑔 ῟Ꮚ 㸦ᘚㆤኈ㸧

ጤ ဨ 㛗
ጤဨ㛗௦⾜
ጤဨ㛗௦⾜
ጤ
ဨ

ᕝ➃ 
ᑠ⏫㇂⫱Ꮚ
ྜྷᒸ
ᚸ
▼ ᙪኖ

ጤ
ጤ
ጤ
ጤ
ጤ
ጤ

㤶ᒣ
ᯞ
㔜ᯇ
❧ⰼ
᭹㒊
Ỉᓥ

ဨ
ဨ
ဨ
ဨ
ဨ
ဨ

ࣜ࢝
⿱
Ύ
㝯
Ꮥ❶
ஂග

㸦ᘚㆤኈ࣭ᐑἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
㸦ᘚㆤኈ㸧
㸦సᐙ㸧
㸦ᘚㆤኈࠊᮾᏛἲ⛉Ꮫ㝔
ᩍᤵ㸧
㸦⢭⚄⛉་㸧
㸦ᫎ⏬┘╩㸧
㸦సᐙ㸧
㸦ホㄽᐙ㸧
㸦❧ᩍᏛᩍᤵ㸧
㸦ᮾᾏᏛᩍᤵ㸧

≉ูㄪᰝࢳ࣮࣒࣭ㄪᰝ㢳ၥ
㧗㔝 㞝㸦ᘚㆤኈࠊඖྡྂᒇ㧗᳨᳨㛗㸧

ͤ

≉ูㄪᰝࢳ࣮࣒ࡢ⦅ᡂ࡞ࡘ࠸࡚ࢻࣂࢫࢆཷࡅࡿࡓࡵ
ࠊ≉ูㄪᰝࢳ࣮࣒࣭ㄪᰝ㢳ၥࢆጤკ
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㹀㹎㹍ࡼࡿ࡞ᑐᛂ
䠍䠊ᨺ㏦ேᶒጤဨ
ᖺ᭶᪥



⤖ㄽ

ぢゎ䞉່࿌➼

ぢゎ

䕿 ᨺ㏦ෆᐜ⮬య䛻䛿㔜せ䛺㒊ศ䛻䛚䛔䛶ᐇ䛻
䛩䜛䛸䛣䜝䛜↓䛟䚸බඹᛶ䛾㧗䛔ᛶ᱁䜢᭷䛧䛶䛔
䜛䛯䜑䛻䚸ྡᲠᦆ䛺䛹䛾㐪ἲᛶ䛜䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸
ㅰ⨥䞉ゞṇᨺ㏦䛾ᚲせ䛿ㄆ䜑䛺䛔䚹
⦅㞟᪉ἲ䜔ᨺ㏦⾲⌧䛻㛵䛧䛶䚸䛺䛚㓄៖䛩䜉䛝
Ⅼ䛜䛔䛟䛴䛛䛒䜛䜒䛾䛾䚸ᨺ㏦⌮ୖၥ㢟䛒䜚䛸
䜎䛷䛿䛔䛘䛺䛔䚹

2009ᖺ
10᭶30
᪥

䕿䜚⠂ᨾ䞉་⒪ุุỴሗ㐨
່࿌
䛄䜏䛾䜒䜣䛯䛾ᮅ䝈䝞䝑䟿䛅䛻䛚䛔䛶䚸⏨ඣ䛜䜚䜀䛧䜢䛾䛹䛻่䛧䛶
Ṛஸ䛧䛯ᨾ䛷䚸䛭䛾⒪䛻㛵䛧䛯་ᖌ䛾㈐௵䛾᭷↓䜢䜑䛠䜛Ẹ
ุ䛾ุỴෆᐜ䛾ሗ㐨୪䜃䛻ㄽホ䛜⾜䜟䜜䛯䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䛜ᙜヱ་
ᖌ䛾ྡ䛸ಙ⏝䜢Რᦆ䛧䚸䛭䛾ᐙ᪘䛻⢭⚄ⓗ䛺⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛧䛯䛸䛧䛶䚸
㼀㻮㻿䝔䝺䝡䛻ᑐ䛧䛶ㅰ⨥ᨺ㏦➼䜢ồ䜑䛯䛸䛣䜝䚸ヰ䛧ྜ䛔䛿⤖ᒁᖹ⾜
⥺䛻⤊䜟䜚䚸ேᶒጤဨ䛻⏦䛧❧䛶䛜䛒䛳䛯䜒䛾䚹

䕿 ᮏ௳ᨺ㏦䛿䚸⏦❧ே䛾་ᖌ䛾ྡ䜢ẋᦆ䛩䜛
䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䜎䛯䛭䛾ᐙ᪘䛾⢭⚄ⓗᅽ㏕ឤ䜒䛭
䛾ᐖ䛜♫㏻ᛕୖ䛾㝈ᗘ䜢㉸䛘䜛䛸䛿ㄆ䜑䜙
䜜䛺䛔䛜䚸ᨺ㏦ෆᐜཬ䜃䛭䛾๓ᥦ䛸䛺䜛ᨺ㏦ែ
ໃ䛻䛚䛔䛶䚸䛄ᨺ㏦⌮ᇶᮏ⥘㡿䛅䠄NHK䚸Ẹᨺ㐃
䛷సᡂ䠅䛾ᐃ䜑䛻䛩䜛➼㔜䛺ᨺ㏦⌮㐪
䛜䛒䜛䛸ุ᩿䛧䚸TBS䛻ᑐ䛧䛶䚸ᮏỴᐃ䛾㊃᪨䜢
ᨺ㏦䛩䜛䛣䛸➼䜢່࿌䚹

2009 ᖺ 3
᭶30᪥

䕿䛂ᚨᓥ䞉ᅵᆅᨵⰋ༊ᶓ㡿௳ሗ㐨䛃
䛂ሗ㐨䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᚨᓥ┴䛾ᅵᆅᨵⰋ༊䛷㉳䛝䛯ᶓ㡿
௳䜢ሗ㐨䚹䛣䛾୰䛷ᅜᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ䠄ᅵ㐃䠅䜢ྲྀ䜚ୖ
䛢䚸௳䛸ᅵ㐃䛸䛿┤᥋㛵ಀ䛺䛔䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸㛵㐃䛒䜛䛛䛾䜘
䛖䛻䛂సⅭⓗ䛃䛺ሗ㐨䛜䛺䛥䜜䛯䛣䛸䚸ᅵᆅᨵⰋ㛵ಀ⪅䜈┈䜢䛘
䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶䝔䝺䝡ᮅ᪥䛻ᢠ㆟䚹
䝔䝺䝡ᮅ᪥䛸ᅵ㐃㛗㔝୰Ặ䛾ヰ䛧ྜ䛔䛾Ỵ╔䛜䛴䛛䛪䚸㔝୰Ặ
䛜ྡಙ⏝䛾ᐖ䜢ッ䛘䚸ゞṇ䛸ㅰ⨥ᨺ㏦䜢ồ䜑䜛䚹

䕿 ᮏ௳ᨺ㏦䛜⏦❧ே䛾ྡẋᦆ䚸ಙ⏝䛾ᐖཬ
䜃⫝̸ീᶒ䛾ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛜䚸⥲ྜ
⪃៖䛩䜛䛸䚸⏦❧ே䛾ྡẋᦆ䜢䛝䛯䛧䛛䛽䛺䛔
㔜䛺ᨺ㏦⌮㐪䛜䛒䛳䛯䛸ㄆᐃ䚹
䕿 䝔䝺䝡ᮅ᪥䛻ᑐ䛧䚸ᙜጤဨ䛾Ỵᐃ䛾㊃᪨䜢ᨺ
㏦䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᨺ㏦⌮䛸ேᶒ䛻୍ᒙ㓄៖䛩䜛
䜘䛖່࿌䚹

㻞㻜㻜㻥 ᖺ㻝㻝 䕿ὴ㐵ᆺ䞉Ⓩ㘓ᆺᑟධሗ㐨
䛄䝃䞁䝕䞊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛅䛾2009ᖺ2᭶1᪥ཬ䜃8᪥䛾䛄≉㞟䛂ὴ㐵ἲㄌ
᭶㻥᪥

⏕䛃䛅䛻䛚䛔䛶䚸䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾ษ䜚㈞䜚䛻䜘䜛ᒁ䛾㒔ྜ䛾䜘䛔ෆᐜ䜈䛾
䛽䛴㐀➼䛻䜘䜚䚸ඖປാḟᐁ䛸⤒῭Ꮫ⪅䛾䠎ே䛜䚸ὴ㐵ษ䜚䛺䛹䛾㞠
⏝Ᏻ䜢⏕䜏䛰䛧䛯≢ே䛰䛸ᨷᧁ䛥䜜䚸䛣䜜䛻䜘䜚ྡ䜢ᐖ䛥䜜䛯䛸
䛧䛶䚸ᨺ㏦䛧䛯䝔䝺䝡ᮅ᪥䚸ᮅ᪥ᨺ㏦䛻ᑐ䛧ゞṇ䞉ㅰ⨥ᨺ㏦䜢ồ䜑䜛⏦
䛧❧䛶䛜䛒䛳䛯䜒䛾䚹

່࿌

䠄ὀ䠅䠞䠬䠫䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄http://www.bpo.gr.jp/䠅䛂BPO䛛䜙䛾ᥦゝ䞉ኌ᫂䞉ぢゎ䛃䜘䜚సᡂ
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䠎䠊ᨺ㏦䛸㟷ᑡᖺ䛻㛵䛩䜛ጤဨ
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⤖ㄽ

㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻝 䕿㟷ᑡᖺ䜈䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯⸆≀ၥ㢟䛻䛴䛔
䛶䛾せᮃ䛻䛴䛔䛶
᭶㻞᪥

せᮃ

⸆≀≢⨥䛾᳨ᣲேဨ䛾䠒ᙉ䜢ⱝᖺᒙ䛜༨
䜑䛶䛔䜛ែ䚸䜎䛯䚸ኟ䛻㉳䛝䛯ⱁ⬟ே䛾
⸆≀௳ሗ㐨䛻ᑐ䛩䜛ど⫈⪅䛛䜙䛾ከᩘ䛾
ᢈุⓗពぢ䜢ཷ䛡䚸ጤဨ䛷ᑂ㆟䛧䛯⤖ᯝ䚸
ྛᨺ㏦ᒁ䛻ᑐ䛧䚸せᮃ䜢䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䜒䛾䚹
㻞㻜㻜㻤ᖺ㻠
᭶㻝㻝᪥

䕿ඣ❺䛾〄䚸≉䛻⏨ඣ䛾ᛶჾ䜢䛩䛣䛸䛻䛴 ὀព
䛔䛶
ႏ㉳
ඣ❺ࡢ〄ࠊ≉⏨ඣࡢ〄ࡢᫎീࡀඣ❺
࣏ࣝࣀᝏ⏝ࡉࢀࡿࡇࢆண㜵ࡍࡿࡇࠊ
ඣ❺ࡢேᶒ㓄៖ࢆồࡵࡿほⅬࡽࠊࢸࣞ
ࣅ㛵ಀ⪅ὀពࢆႏ㉳ࡍࡿࡇࡋࡓࡶࡢࠋ

2000ᖺ
11᭶29
᪥

䕿䝞䝷䜶䝔䜱䞊⣔␒⤌䛻ᑐ䛩䜛ぢゎ
ど⫈⪅䛛䜙䛾ⱞ䡡ᢈุ䛾䛺䛛䛻䚸䝞䝷䜶
䝔䜱䞊⣔␒⤌䛾༨䜑䜛ẚ⋡䛜䛝䛔䛣䛸䛻ὀ
┠䛧䚸䝞䝷䜶䝔䜱䞊⣔␒⤌䛾䛒䜚᪉䜢㆟ㄽ䚹
㟷ᑡᖺ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛾῝䛔䛂ᭀຊ⾲⌧䛃䜔
䛂ᛶᥥ䛃䛾ၥ㢟䛜䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛␒⤌䜢㑅䜣
䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䡠ලయⓗၥ㢟Ⅼ䜢᳨ウ䛧䛺䛜䜙䝞䝷
䜶䝔䜱䞊⣔␒⤌䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶ウ㆟䚹

ᥦゝ

ぢゎ䞉່࿌➼
䕿 ௨ୗ䜢ྛᨺ㏦ᒁ䛻せᮃ䚹
䠍䠊 ⸆≀ሗ㐨䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸⸆≀䛜ಶே䛾ᗣ䜔♫䛻䛘䜛῝้䛺⿕ᐖ䛾
ᐇែ䜢ṇ☜䛻ఏ䛘䚸㟷ᑡᖺ䛜⸆≀䛻䛴䛔䛶⪃䛘䚸䜟䛺䛔㑅ᢥ䛻ᑟ䛟䛯
䜑䛾␒⤌ไస䜢せᮃ䚹
䠎䠊 Ẹᨺ㐃䛾ᨺ㏦ᇶ‽䛾㊃᪨䜢⌮ゎ䛧䛯ୖ䛷␒⤌ไస䛻䛒䛯䜚䚸㟷ᑡᖺ䛻
⸆≀䜈䛾⯆䜢ច㉳䛥䛫䜛⾲⌧䛜䛺䛔䜘䛖䚸ᴟ䜑䛶ៅ㔜䛺㓄៖䜢せᮃ䚹
䠏䠊 ⸆≀≢⨥䜢≢䛧䛯ಶே䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛭䛾⫼ᬒ䜔ᙳ㡪䜢ྵ
䜑䛶ከゅⓗ䛻ሗ㐨䛧䚸⸆≀ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛶ྲྀ䜚⤌䜎䜜䜛䛣䛸䜢せᮃ䚹
䕿 ␒⤌ไస⪅䛾⾲⌧䛾ᖜ䜢⊃䜑䜛䛴䜒䜚䛿䛺䛔䛜䚸⌧ᅾ䛾䇾ඣ❺䝫䝹䝜䇿䜢
䜑䛠䜛≧ἣ䜢៧៖䛧䚸Ẹᨺ㐃ᨺ㏦ᇶ‽78᮲䛻䛒䜛䛂〄䛿ཎ๎䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ
䜟䛺䛔䛃䛸䛩䜛ཎ๎䜢㋃䜎䛘䛶䚸䝔䝺䝡ᫎീ䛾ᝏ⏝䜢ண㜵䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸䝔䝺
䝡㛵ಀ⪅䛻ὀព䜢ႏ㉳䛩䜛䜘䛖ồ䜑䜛䚹
䝔䝺䝡ไస䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䛘⏨ඣ䛷䛒䛳䛶䜒ඣ❺䛾〄䚸≉䛻ᛶჾ䜢␒
⤌➼䛷䛩䛣䛸䛿䚸⾲⌧䛾┠ⓗ䚸ᚲせᛶ䛻ᛂ䛨䛶䚸ྠ䛨ෆᐜ䜢ఏ䛘䜛䛯䜑䛻
䜋䛛䛾⾲⌧᪉ἲ䛜䛺䛔䛛䛺䛹䜢䚸ไస䚸ᙳ䚸⦅㞟➼䛭䜜䛮䜜䛾⌧ሙ䛻䛚
䛔䛶ៅ㔜䛻᳨ウ䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᮃ䜐䚹
䕿 䝔䝺䝡䛿බඹⓗ䛺䝯䝕䜱䜰䛷䛒䜚䚸ᨺ㏦ᒁ䛻䛿䚸ရ䛸㈐௵䛾䛒䜛ᨺ㏦䜢
⾜䛖䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䜎䛯䚸䝞䝷䜶䝔䜱䞊⣔␒⤌䛾᳨ウ䛾୰䛛䜙≉䛻ᙉㄪ䛧䛶䛚䛝䛯䛔䛣䛸䛸䛧䛶䚸
௨ୗ䠏Ⅼ䜢ᥦゝ䚹
䠍䠊 ᨺ㏦䛾බඹᛶ䛻䛴䛔䛶䛾ㄆ㆑
බ⾗㐨ᚨ䜔♫Ⰻ㆑䛻↷䜙䛧䛶ၥ㢟䛜䛺䛔䛛䚸䜋䛛䛾䛥䜎䛦䜎䛺ᨺ㏦␒
⤌䜢Ⅼ᳨䛩䜉䛝䚹
䠎䠊 ␒⤌ᇶ‽䛺䛹䛾ᚭᗏ
ᨺ㏦䛾බඹᛶ䜢⪃䛘䡠⮬ᚊつไ䛜䛺䛥䜜䜛䜘䛖୍ᒙ䛾ດຊ䜢ᮃ䜐䚹
䠏䠊 ᨺ㏦ᒁ䛾㈐௵యไ䛾☜❧
ྛᨺ㏦ᒁ䛿䜒䛖୍ᗘ䚸ཎⅬ䛻❧䛱ᡠ䛳䛶␒⤌䛾ไస䡡ᨺ㏦䛻ᑐ䛩䜛⮬ᚊ䛾
㈐௵యไ䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹

䠄ὀ䠅䠞䠬䠫䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄http://www.bpo.gr.jp/䠅䛂BPO䛛䜙䛾ᥦゝ䞉ኌ᫂䞉ぢゎ䛃䜘䜚సᡂ
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䠏䠊ᨺ㏦⌮᳨ドጤဨ
ᖺ᭶᪥



⤖ㄽ

ぢゎ䞉່࿌➼

䕿᭱㏆䛾䝔䝺䝡䞉䝞䝷䜶䝔䜱䞊␒⤌䛻㛵䛩䜛ពぢ
㻞㻜㻜㻥ᖺ
≉ᐃ䛾ᨺ㏦ᒁ䜔␒⤌䛻ᙜ䛶䛯ពぢ᭩䛷䛿䛺䛟䚸ᨺ㏦⏺య䚸䝞䝷
㻝㻝᭶㻝㻣᪥

ពぢ

䠍䠊䐟ᛶⓗ䛺⾲⌧䠄䛔䜟䜖䜛䛂ୗ䝛䝍䛃䠅䚸䐠䜲䝆䝯䜔ᕪ
ู䚸䐡ෆ㍯ヰ䜔௰㛫ෆ䛾䝞䜹㦁䛞䚸䐢ไస䛾ᡭ䛾
ෆ䛜ぢ䛘㏱䛔䛶䛔䜛䜒䛾䚸䐣㣗䛔⏬䜔䛂Ṛ䛃䜢
➗䛔䛤䛸䛸䛧䛶ᢅ䛖➼䚸䛂⏕䛃䜢⢒ᮎ䛻ᢅ䛖䜒䛾䚸䜢ၥ
㢟Ⅼ䛸䛧䛶ᣦ䚹
䠎䠊ᨺ㏦⏺య䛷㆟ㄽ䞉᳨ウ䛩䜛ሙ䛜䛔䜎䛣䛭ᚲせ䚹

2009ᖺ
7᭶30᪥

䕿䛄┿┦ሗ㐨 䝞䞁䜻䝅䝱䟿䛅㔠ഇドゝሗ㐨
␒⤌ෆ䛷䚸ᒱ㜧┴䜔ᒣཱྀ┴䛾⫋ဨ䛜㛵䛧䛯䛸䛩䜛䜿䞊䝇➼䚸䠐
௳䛾㔠䜔ṇ⤒⌮䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛶ᨺ㏦䛧䚸䛺䛛䛷䜒ᒱ㜧┴䛾
䜿䞊䝇䛷䛿䚸༏ྡ䛾ᘓタ♫ᙺဨ䛜䠲䠰䠮ฟ₇䛧ドゝ䛩䜛䛺䛹䚸┴ᙜ
ᒁ䜢ලయⓗ䛻࿌Ⓨ䛩䜛ෆᐜ䛰䛳䛯䚹䛸䛣䜝䛜䚸ᨺ㏦䠎䞃᭶ᚋ䚸ሗᥦ
౪⪅䛜ඛ䛾࿌Ⓨドゝ䛜ഇ䛰䛳䛯䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸㠃ⓗ䛻ሗ
䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹
᪥ᮏ䝔䝺䝡䛿䛭䛾᪥䛾䛖䛱䛻ᒱ㜧┴䛻ㅰ⨥䛧䚸䠏᭶䠍᪥䛻ゞṇᨺ㏦䚸
䠏᭶䠍䠒᪥䛻♫㛗㎡௵䚹ሗ㐨ᒁ㛗䛾ᙺ⫋⨭ච➼䛾ฎศᐇ䚹

່࿌

䕿 ᮏ௳ᨺ㏦䛜♫ⓗᙳ㡪䛾䛝䛔࿌Ⓨドゝ䜢ᢅ䛳
䛶䛔䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛡䛸䛺䜛ྲྀᮦ䛜༑ศ
䛻⾜䜟䜜䛪䚸ᨺ㏦Ⅼ䛻䛚䛔䛶䚸┿ᐇ䛷䛒䜛䛸ಙ䛨
䜛䛻㊊䜛┦ᛂ䛾᰿ᣐ䜢Ḟ䛔䛯䜎䜎ᨺ㏦䛥䜜䛯䛣䛸
䛻䛛䜣䛜䜏䚸䛭䛾ᨺ㏦⌮㐪䛾⛬ᗘ䛿㔜䛔䛸⪃
䛘䜛䚹

2009 ᖺ 4
᭶28᪥

䕿䛂䛄䠡䠰䠲2001䝅䝸䞊䝈䛅
ไస⌧ሙ䛻䛔䛯ᙜ䛾䝕䝇䜽䛜ᒁෆ䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍ጤဨ
䛻ᑐ䛧䛂ඪ᭷ຊᨻᐙ䜙䛛䜙䛾ᅽຊ䜢ཷ䛡䛶␒⤌䛜ᨵ⦅䛥䜜䛯
䛔䛜䛒䜛䛃᪨䛾㏻ሗ䜢⾜䛳䛯ᐇ䛜䛾ሗ㐨ᶵ㛵䛻▱䜛䛸䛣䜝䛸䛺䜚䚸
䚻ⓗ䛺ሗ㐨䛜┦ḟ䛔䛰䚹
ྖἲุ᩿䛛䜙᭶᪥䛜⤒䛴䛣䛸䛻䜘䜚䜘䛖䜔䛟ᨺ㏦⌮䛾㠃䛛䜙䛾᳨
ド䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛣䛸䚸䜎䛯䚸ᨻ䛸ᨺ㏦䛾ほⅬ䛛䜙䜚㏉䛳䛶
䜏䜛䛣䛸䛻ព䛜䛒䜛䛣䛸䚸䛸䛔䛖⌮⏤䛛䜙䚸ጤဨ䛻䛚䛔䛶᳨ド䛩
䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹

ពぢ

䕿 ୍㐃䛾⾜ື䛻䛴䛔䛶䚸බඹᨺ㏦NHK䛻䛸䛳䛶䚸
䜒䛳䛸䜒㔜せ䛺⮬䞉⮬ᚊ䜢༴䛖䛟䛧䚸NHK䛻ᮇᚅ䛸
ಙ㢗䜢ᐤ䛫䜛ど⫈⪅䛻㔜䛺ᛕ䜢ᢪ䛛䛫䜛⾜Ⅽ
䛷䛒䛳䛯䚸䛸ጤဨ䛿ุ᩿䚹
䕿 ᨺ㏦ἲ䛾つᐃ䛛䜙䚸NHK䛜ᅜᑐ⟇㒊㛛䜢タ䛡
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛿䛒䜛䛣䛸䛿⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛜䚸
䛭䜜䜖䛘䛻䛔䛳䛭䛖䚸䛭䛾㒊㛛䛸ᨺ㏦䞉ไస㒊㛛䛸
䛾䛒䛔䛰䛻᫂☜䛺௵ົศᢸ䛸⤌⧊ⓗ䛺ศ㞳䛜䛺䛥
䜜䛶䛔䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

2007ᖺ
8᭶6᪥

䕿䛄䜏䛾䜒䜣䛯䛾ᮅ䝈䝞䝑䟿䛅ᐙ㛵㐃
ᐙ䛾ඖᚑᴗဨ䛾ෆ㒊࿌Ⓨ䛻ᇶ䛵䛝䚸ྠ♫ᖹሯᕤሙ䛻䛚䛡䜛
㈹ᮇ㝈ษ䜜䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛾⏝ᝨ䜢ሗ䛨䛯ෆᐜ䜢ᨺ㏦䚹䛣䜜
䛻ᑐ䛧䛶䚸ᐙ䛛䜙䛾ᣦ䞉ᢠ㆟䜢ཷ䛡䜛䛺䛹䛧䛶䚸4᭶18᪥䠄Ỉ䠅
ᨺ㏦ศ୰䛻䛚䛔䛶䚸ᨺ㏦䛧䛯ෆᐜ䛾୍㒊䛻䛴䛔䛶ṇ☜䞉㐺ษ䛺
⾲⌧➼䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢ㄆ䜑䚸ゞṇ䛧䚸ㅰ⨥䛧䛯䚹

ぢゎ

䕿 ෆ㒊࿌Ⓨ㏻ሗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ྲྀᮦㄪᰝ䛾༑ศ䛥䚸
➼䛻㉳ᅉ䛩䜛㐺ษ䛺ᨺ㏦䜢䛧䛯䛣䛸䛿䚸ᨺ㏦⌮
ୖ䚸ぢ㏨䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ⴠ䛱ᗘ䛷䛒䛳䛯䛣䛸➼䜢
ᣦ䚹 ≉䛻䠰䠞䠯䛸␒⤌㛵ಀ⪅䛜䚸䛂ྲྀᮦㄪᰝ䛃䛂ෆ
㒊࿌Ⓨ䠲䠰䠮⦅㞟䛃䛂䝇䝍䝆䜸₇ฟ䛃䛂ゞṇ䞉䛚ル䜃䛾
ᨺ㏦䛾䛒䜚᪉䛃➼䚻䛻㛵䜟䜛ၥ㢟Ⅼ䜢┿ᦸ䛻ཷ䛡
Ṇ䜑䚸ᨺ㏦䛾ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺ䜢䜏䛪䛛䜙䛻ၥ䛔䚸ど
⫈⪅䜔♫䛸䛾ಙ㢗䜢╔ᐇ䛻⠏䛔䛶䛔䛟䛣䛸䜢ᮇᚅ䚹

䜶䝔䜱䞊␒⤌ไస⪅୍⯡䛒䛶䛾ពぢ᭩䛸䛔䛖⨨䛵䛡䚹

䠄ὀ䠅䠞䠬䠫䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄http://www.bpo.gr.jp/䠅䛂BPO䛛䜙䛾ᥦゝ䞉ኌ᫂䞉ぢゎ䛃䜘䜚సᡂ
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ᨺ㏦␒⤌ಀࡿつᚊࡘ࠸࡚ࡢᅜ㝿ẚ㍑

᪥ᮏ
ᨺ㏦䜢つᚊ䛩䜛᰿ᣐἲ௧

⾜ᨻ䛻䜘䜛 ⾜ᨻୖ
ᙉไⓗᥐ⨨ 䛾ᥐ⨨

䞉ᨺ㏦ἲ
䞉㟁Ἴἲ

⡿ᅜ

ⱥᅜ

ᅜ

⊂ᅜ

㡑ᅜ

䞉ฮἲ
䞉90ᖺᨺ㏦ἲ 䞉ど⫈ぬ㏻ಙἲ 䞉ᨺ㏦ᕞ㛫༠ᐃ
䞉ᨺ㏦ἲ
䞉34ᖺ㏻ಙἲ
䞉96ᖺᨺ㏦ἲ 䞉CSA䛸ᨺ㏦ᴗ 䞉ྛᕞᨺ㏦ἲ 䞉ᨺ㏦ᑂ㆟つ⛬
䞉96ᖺ㏻ಙἲ
䞉03ᖺ㏻ಙἲ
⪅䛸䛾༠ᐃ
䞉㟷ᑡᖺಖㆤ
䞉FCCつ๎➼ 䞉Ofcom␒⤌ᇶ‽
ᕞ㛫༠ᐃ

␒⤌ᇶ‽䛾ไᐃ

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

ゞṇᨺ㏦➼䛾௧
/ㄢᚩ㔠

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

䕿

චチṆ䞉ྲྀᾘ䛧

䕿

䕿

ฮ⨩
ᨺ㏦ᴗ⪅䛾⮬ⓗྲྀ⤌䜢ồ䜑䜛つᚊ
䠄␒⤌ᇶ‽䛾సᡂ䚸␒⤌ᑂᰝᶵ㛵䛾タ⨨䠅

䕿
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ᒍ 

ʿ 

᪡ 

 友  

䞉 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻞᭶䚸䠟䠞䠯䛾㻞㻜䛾䝔䝺 䞉 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻣᭶䚸䝏䝱䞁䝛䝹䠐䛜䜹䝣䜵䜲䞁 䞉 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻞᭶䚸㻯㻿㻭䛿䚸㻲㻞䛜ሗ㐨
䞉 㻞㻜㻜㻡ᖺ୰䚸䝖䜳䝙䝞䞊䝇➼䠐
䝡ᒁ䛜䚸䝆䝱䝛䝑䝖䠙䝆䝱䜽䝋䞁
䛾༴㝤ᛶ䜢᳨ド䛩䜛␒⤌䛾ゞṇᨺ㏦
␒⤌䛾୰䛷≉ᐃ䛾ᨻᐙ䛾ཤᑵ
♫䛜䚸ᅜෆᨺ㏦␒⤌䛾୍ᐃ
䛜⬚㒊䜢㟢ฟ䛧䛯䝇䞊䝟䞊䝪䞊 䛾୰䛷≉ᐃ䛾ၟရ䠄䜹䝣䜵䜲䞁ධ䜚䜶䝛
䛻䛴䛔䛶㏥㝕ሗ㐨䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛻
ẚ⋡௨ୖ䛾⦅ᡂ⩏ົ䛻㐪
䝹䛾䝝䞊䝣䝍䜲䝮䝅䝵䞊䛾ᨺ㏦
䝹䜼䞊䝗䝸䞁䜽䠅䜢ᵝ䚻䛺≧ἣ䛻䛚䛔䛶
ᑐ䛧䚸ሗ䛾ㄔᐇᛶ䛾☜ಖ䜢つᐃ
䛧䛶᪥ᮏ䛾䜰䝙䝯䛾ᨺ㏦䜢
䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸㻲㻯㻯䛿ྛᒁ ຠᯝⓗ䛰䛺䛹䛸ᙉㄪ䛩䜛䜘䛖䛺ᨺ㏦䜢
䛩䜛ど⫈ぬἲ㼲㻠㻟㻙㻝㻝➼䜢㑂Ᏺ䛩
⾜䛳䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸ᨺ㏦ጤဨ
㻞㻣㻘㻡㻜㻜䝗䝹䠄⣙㻟㻜㻜䈜䠍䠅䚸ྜ
⾜䛳䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸㻻㼒䠿㼛㼙䛿㻡㻘㻜㻜㻜䝫䞁䝗
䜛䜘䛖ദ࿌ 䠄᮲௳᫂⣽᭩䛾㐪䚹ྠ᭶Ỵ 䛜㻡㻜㻜䜴䜷䞁䠄䝖䜳䝙䝞䞊
ᐃ䠅
ィ㻡㻡䝗䝹䠄⣙㻡㻘㻥㻜㻜䠅䛾ㄢ
䠄⣙㻝㻜㻜䠅䛾㐣ᩱཬ䜃つไᗇ
䝇♫ศ䛾䜏䛾㢠䚹⣙㻢㻜䠅
ᚩ㔠 䠄㻲㻯㻯つ๎㻣㻟㻚㻟㻥㻥㻥㐪䚹㻞㻜㻜㻢ᖺ 䠄㻻㼒㼏㼛㼙䠅䛻䜘䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ᨺ㏦䛾௧
䛾㐣ᩱ 䠄ἲ㼲㻣㻝᮲䚸ᨻ௧㼲㻡㻣᮲䛾
㻞᭶Ỵᐃ䠅 䈜䠎
䠄␒⤌ᇶ‽㻤㻚㻠䛾㐪䚹㻞㻜㻜㻡ᖺ㻤᭶Ỵᐃ䠅
䞉 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻝㻞᭶䚸㻯㻿㻭䛿䚸䜰䝹䞉䝬
㐪䚹㻞㻜㻜㻢ᖺ㻝᭶Ỵᐃ䠅
䝘䞊䝹䛜䛂䜲䝇䝷䜶䝹䛜≢䛧䛯ே㐨
䛻䛩䜛⨥䛃䛸䛔䛖⾲⌧䜢⏝䛔䜛䛺
䞉 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻝㻞᭶䚸㻯㻮㻿䛸䛭䛾⣔ิ 䞉 㻞㻜㻜㻟ᖺ㻝᭶䡚㻞㻜㻜㻣ᖺ㻝㻜᭶䛾㛫䚸ど⫈
䛹Ẹ᪘ⓗᝏ䜢↽䜛ᨺ㏦䜢⾜䛳䛯
䛾䝔䝺䝡ᒁ䠄⣙㻝㻝㻜♫䠅䛜䚸䛂䜟䛔 ⪅ཧຍᆺ㼀㼂␒⤌䛾㐠Ⴀ䛻⧞䜚㏉䛧
䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸༠⣙䛾ゎ㝖 䠄ど⫈ぬἲ
䛫䛴䛺ሙ㠃䛃䛜ྵ䜎䜜䜛䝗䝷䝬䜢 ṇ䛺Ⅼ䛜䛒䛳䛯䛻ᑐ䛧䚸㻻㼒㼏㼛㼙䛜
㼲㻝㻡➼䛾㐪䚹㻞㻜㻜㻠ᖺ㻝㻞᭶Ỵᐃ䠅
㻵㼀㼂䛻ᑐ䛧䚸ྐୖ᭱㧗㢠䛸䛺䜛㻡㻘㻢㻣㻡㻘㻜㻜㻜
ᨺ㏦䛧䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸㻲㻯㻯䛿
䈜䠏
䝫䞁䝗䠄⣙㻝㻞൨䠅䛾㐣ᩱཬ䜃つไᗇ
ྛᒁ㻟㻞㻘㻡㻜㻜䝗䝹䠄⣙㻟㻤㻜䠅䚸
䠄㻻㼒㼏㼛㼙䠅䛻䜘䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ᨺ㏦䛾௧
ྜィ㻟㻢㻜䝗䝹䠄⣙㻠㻚㻞൨䠅䛾
ㄢᚩ㔠 䠄㻲㻯㻯つ๎㻣㻟㻚㻟㻥㻥㻥㐪䚹㻞㻜㻜㻢 䠄␒⤌ᇶ‽㻞㻚㻝㻝䛾㐪䚹㻞㻜㻜㻤ᖺ㻡᭶Ỵᐃ䠅
ᖺ㻞᭶Ỵᐃ䠅

䈜㻝 㑥㈌⟬䛿䛩䜉䛶Ỵᐃᙜ䛾Ⅽ᭰䝺䞊䝖䛻ᇶ䛵䛟䚹
䈜㻞 ᙜ䛾ㄢᚩ㔠䛿䚸䠍௳ᙜ䛯䜚㻞㻣㻡㻜㻜䝗䝹䛜ୖ㝈䛰䛳䛯䛜䚸⌧ᅾ䛿ྠ㻟㻞㻘㻡㻜㻜䝗䝹䛜ୖ㝈䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠄䜟䛔䛫䛴䛺ᨺ㏦䛻ᑐ䛩䜛ㄢᚩ㔠䛿ྠ㻟㻞㻡㻜㻜㻜䝗䝹䛜ୖ㝈䠅䚹ᮏ௳䛿䚸㐃㑥᥍ッ䛷⌧ᅾಀத୰䚹
䈜㻟 ⾨ᫍᨺ㏦䞉䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡䛺䛹䛾䛂࿘Ἴᩘ䜢⏝䛧䛺䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䛻䜘䜛䝔䝺䝡䞉䝷䝆䜸䛾⦅㞟䛻䛿䚸ど⫈ぬ᭱㧗ホ㆟㻔㻯㻿㻭㻕䛸䛾༠⣙䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ゎ㝖䛥䜜䜜䜀䚸ᨺ㏦䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜛䚹

415

23

ᨺ㏦␒⤌䛻ಀ䜛⾜ᨻฎศ䞉⾜ᨻᣦᑟ䛻䛴䛔䛶
䛆⾜ᨻฎศ䛇

䛆⾜ᨻᣦᑟ䛇

䕿 ⾜ᨻᗇ䛾ฎศ䛭䛾බᶒຊ䛾⾜䛻ᙜ䛯䜛⾜Ⅽ䜢䛔䛖䚹
䠄➨2᮲➨1㡯➨2ྕ䠅

䕿 ⾜ᨻᶵ㛵䛜䛭䛾௵ົཪ䛿ᡤᤸົ䛾⠊ᅖෆ䛻䛚䛔䛶୍ᐃ䛾⾜ᨻ
┠ⓗ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑≉ᐃ䛾⪅䛻୍ᐃ䛾సⅭཪ䛿సⅭ䜢ồ䜑䜛ᣦ
ᑟ䚸່࿌䚸ຓゝ䛭䛾䛾⾜Ⅽ䛷䛒䛳䛶ฎศ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䜒䛾䜢䛔䛖䚹
䠄➨2᮲➨1㡯➨6ྕ䠅

䕿 ┈ฎศ䛸䛿䚸⾜ᨻᗇ䛜䚸ἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃ䛾⪅䜢ྡ
䛒䛶ே䛸䛧䛶䚸┤᥋䛻䚸䛣䜜䛻⩏ົ䜢ㄢ䛧䚸ཪ䛿䛭䛾ᶒ䜢
ไ㝈䛩䜛ฎศ䜢䛔䛖䚹䠄➨2᮲➨1㡯➨4ྕ䠅

䕿 ⾜ᨻᣦᑟ䛻䛒䛳䛶䛿䚸⾜ᨻᣦᑟ䛻ᦠ䜟䜛⪅䛿䚸䛔䜔䛧䛟䜒ᙜヱ⾜ᨻ
ᶵ㛵䛾௵ົཪ䛿ᡤᤸົ䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛣䛸ཬ䜃⾜ᨻ
䛒 䛟䜎䛷䜒┦ᡭ᪉䛾௵ព䛾༠ຊ䛻䜘䛳䛶䛾䜏ᐇ⌧䛥䜜
ᣦᑟ䛾ෆᐜ䛜䛒
䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛻ὀព䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䠄➨32᮲➨1㡯䠅

䕿 ⾜ᨻᗇ䛿䚸┈ฎศ䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸┈ฎ
ศ䛾ྡ䛒䛶ே䛸䛺䜛䜉䛝⪅䛻䛴䛔䛶䚸ពぢ㝞㏙䛾䛯䜑䛾ᡭ
⥆䠄⫈⪺ཪ䛿ᘚ᫂䛾ᶵ䛾䠅䜢ᇳ䜚䚸┈ฎศ䛾⌮⏤
䜢♧䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 䠄➨13᮲䞉➨14᮲䠅

䕿 ⾜ᨻᣦᑟ䛻ᦠ䜟䜛⪅䛿䚸䛭䛾┦ᡭ᪉䛜⾜ᨻᣦᑟ䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯䛣
䛸䜢⌮⏤䛸䛧䛶䚸┈䛺ྲྀᢅ䛔䜢䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䠄➨32᮲➨2㡯䠅

ͤ᮲㡯ࡣ࡚⾜ᨻᡭ⥆ἲ

䕿 䛣䜜䜎䛷䚸ᡃ䛜ᅜ䛷ᨺ
ᨺ㏦␒⤌䛻ಀ䜛⾜ᨻฎศ
䠄┈ฎศ䠅䛜⾜䜟䜜䛯䛿䛺䛔䚹

䛆㐪᰿ᣐู䛇
➨3᮲䛾2➨1㡯➨
2ྕ䠄ᨻⓗබᖹ䠅
10%

䕿 ᨺ㏦␒⤌ಀ䜛㐣ཤ䠄10ᖺ㛫䠅䛾⾜ᨻᣦᑟ௳ᩘ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

➨3᮲䛾3
䠄␒⤌ᇶ
‽䠅 52%

ෆヂ
䛆యู䛇

5
4

0

0

㹆12

㹆13

㹆14

㹆15

ὀព
15%

2
1

㹆16

䛆ᣦᑟᙧែู䛇
ཱྀ㢌ὀព
8%

䛭䛾
15%

2
1
0

㹌㹆㹉
4%

➨3᮲䛾2➨1㡯➨
3ྕ䠄ഇሗ㐨䠅
38%

㹆17

㹆18

㹆19

㹆20

䝻䞊䜹䝹ᒁ
27%
㹆21

䜻䞊ᒁ䞉‽
䜻䞊ᒁ
54%

㆙࿌
8%

ཝ㔜ὀព
69%

24
2

ᖺᗘ

㐣ཤ䛻ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䛺
ᖺ᭶᪥



䜹䝔䝂䝸

ᣦᑟෆᐜ

H21.6.5

䕿䛂ሗ䠓䡀䠽䡕䡏 䝙䝳䞊䝇䜻䝱䝇䝍䞊䛃
ഇሗ㐨
H21.4.11䛻ᨺ㏦䛧䛯ᙜヱ␒⤌䛂ᆅ᪉⮬≉㞟䛃䛾䠲䠰䠮䛾୰䛷䚸Ύ
ᤲ㌴䛜ᬑẁ䝤䝷䝅䜢ୖ䛢䛪Ύᤲ䜢୰᩿䛧䛺䛔ᕪⅬ䛻䛚䛔䛶␒⤌䝇
䝍䝑䝣䛛䜙䛾౫㢗䛻䜘䜚␒⤌䛾䛯䜑䛻Ύᤲ㌴䛜䝤䝷䝅䜢ୖ䛢䛶Ύᤲ䜢
୰᩿䛧䛯≧ែ䛷㏻㐣䛩䜛䛸䛣䜝䛾సᴗ㢼ᬒ䜢ᙳ䛧䛯ᫎീ䜢䜒䛳䛶
㔜⾜ᨻ䛾㇟ᚩⓗ䛺䛸䛧䛶⤂䚹

䕿 ᨺ㏦䛧䛯䠰䠞䠯䝔䝺䝡䛻ᑐ䛧䚸ሗὶ㏻⾜
ᨻᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸Ⓨ㜵
Ṇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䠏䛛᭶
௨ෆ䛻ሗ࿌䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹

H19.4.27

䕿䛂䛯䛛䛨䜣䠫䠪䠡䠩䠝䠪䛃
ഇሗ㐨
ዪᛶ䝍䝺䞁䝖䛸㞳፧䛧䛯⏨ᛶ䛾ྡ䜢ẋᦆ䛩䜛ෆᐜ䜢ᨺ㏦䚹
␒⤌ᇶ‽㐪
䠄⏨ᛶ䛜㜰ᆅ䛻ᥦッ䚹H18.12.22 䛻⏨ᛶ䛾ッ䛘䜢ㄆ䜑䜛ุỴ䚹
᥍ッ䛫䛪ุỴ☜ᐃ䚹䠅

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ẖ᪥ᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸㏆␥⥲ྜ㏻
ಙᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸Ⓨ㜵
Ṇ䛻ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹

H19.4.27

䕿䛂䜏䛾䜒䜣䛯ᮅ䝈䝞䝑䟿䛃
H19.1.22ᨺ㏦䛾䛂䜏䛾䜒䜣䛯ᮅ䝈䝞䝑䟿䛃䛷䚸ᐙ䛜ᮇ㝈ษ䜜ཎ
ᮦᩱ䜢⏝䛧䛶䛔䛯䛣䛸䜢ሗ㐨䛩䜛㝿䛻䚸㈹ᮇ㝈ษ䜜䛾䝏䝵䝁
䝺䞊䝖䜢⏝䛧䛶㈍䛧䛯➼䛸ᐇ䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔ᨺ㏦䜢⾜䛳䛯䚹
䠄4/18䛚ル䜃ᨺ㏦䠅
䕿䛂ே㛫䟿䛣䜜䛷䛔䛔䛾䛰䛃
H19.2.3ᨺ㏦䛾䛂ே㛫䟿䛣䜜䛷䛔䛔䛾䛰䛃䛷䚸䝝䜲䝟䞊䝋䝙䝑䜽㡢䜢
⪺䛟䛣䛸䛷㢌䛜䜘䛟䛺䜛䛸䛔䛖௬ㄝ䜢᩿ᐃⓗ䛺⾲⌧䛷ᨺ㏦䚹◊✲䜾
䝹䞊䝥䛻↓᩿䛷ㄽᩥ䜢ᘬ⏝䚹
䕿䛂䝃䞁䝕䞊䝆䝱䝫䞁䛃
H19.2.11ᨺ㏦䛾䛂䝃䞁䝕䞊䝆䝱䝫䞁䛃䛷䚸ᰗἑཌປ┦䛾ᅜⓎゝ䜢
ṇ☜䛻⦅㞟䛧ᨺ㏦䚹 䜎䛯䚸䛂ᰗἑཌປ┦Ⓨゝ䟿⾤䛾ே䚻䛾
ᛂ䛃䛸䛧䛶䚸Ⓩሙே≀䛻㘓㛫䜔㉁ၥ㡯䜢๓䛻ఏ䛘䜲䞁䝍
䝡䝳䞊䛻ᛂ䛨䛥䛫䛶䛔䛯䜒䛾䚹

ഇሗ㐨
␒⤌ᇶ‽㐪

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᮾிᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸ሗ㏻ಙᨻ
⟇ᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸Ⓨ㜵
Ṇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶ᙉ䛟せㄳ䚹

㻴㻝㻥㻚㻟㻚㻟㻜

䕿䛂Ⓨ᥀䟿䛒䜛䛒䜛ϩ䛃
H17.1.9䡚H19.1.7ᨺ㏦䛾䠍䠔␒⤌䛾䛖䛱䚸䠔␒⤌䠄䛂㣗ᮦX䛃䠄⣡㇋䝎䜲
䜶䝑䝖䠅䚸䛂䜏䛛䜣or䜚䜣䛤䛃䚸䛂䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛃䚸䛂ჯỒ䝎䜲䜶䝑䝖䛃䚸䛂⥲
Ỵ⟬SP䛃䚸䛂᭷㓟⣲䛃䚸䛂ẘᢤ䛝䛃䚸䛂ᐮኳ䝎䜲䜶䝑䝖䛃䠅䛻䛴䛔䛶ᤐ㐀䛾ᨺ
㏦䜢⾜䛳䛯䚹

ഇሗ㐨
␒⤌ᇶ‽㐪

䕿 ᨺ㏦䛧䛯㛵す䝔䝺䝡ᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸⥲ົ
⮧ྡ䛻䜘䜚㆙࿌䜢⾜䛔䚸Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡
䛯┿䛧䛺ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹 ᨺ㏦ἲ㐪䛾
≧ែ䜢ᗘ⏕䛪䜛ሙྜ䛻䛿ཝṇ䛻ᑐฎ䚹
䕿 䠍䛛᭶௨ෆ䛻Ⓨ㜵Ṇ⟇䚸䠏䛛᭶௨ෆ
䛻ᥐ⨨≧ἣ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹

416
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H18.8.11

䕿䛂䜲䝤䝙䞁䜾䞉䝣䜯䜲䝤䛃
␒⤌ᇶ‽
㻴㻝㻤㻚㻣㻚㻞㻝ᨺ㏦䛾䛂䜲䝤䝙䞁䜾䞉䝣䜯䜲䝤䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᪧ᪥ 㐪
ᮏ㌷䠓䠏䠍㒊㝲䛾ᫎീ䜢ᢅ䛳䛯≉㞟䛾୰䛷䚸ሗ㐨ෆᐜ䛻
㛵ಀ䛾䛺䛔ே≀䛾┿䝟䝛䝹䜢ᨺ㏦䚹

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᮾிᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸⥲ົ⮧ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜
䛔䚸Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹

H18.7.11

䕿␒⤌Ⅼ⁛䠄䝟䜹䝟䜹䠅
␒⤌ᇶ‽
䝇䝫䞁䝃䞊䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯㏻㈍␒⤌⏝䛾ᨺ㏦⣲ᮦ䛾 㐪
䛖䛱䚸Ẹᨺ㐃䛾సᡂ䛧䛯䛂䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁➼䛾ᫎീᡭἲ䛻
㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃ཬ䜃⾨ᫍᨺ㏦༠䛾సᡂ䛧䛯䛂ᗈ
࿌ᨺ㏦䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠎䠌䠌䠐䛃䛻ゐ䛩䜛ᫎീ䜢ᨺ㏦䚹

䕿 ᨺ㏦䛧䛯䠞䠯䞉䠟䠯ᨺ㏦ᴗ⪅䠎䠒♫䛻ᑐ䛧䚸ᨻ⟇⤫ᣓᐁྡ䛻
䜘䜛ὀព䜢⾜䛔䚸ᨺ㏦ἲ䚸␒⤌ᇶ‽➼䛾㑂Ᏺཬ䜃Ⓨ㜵Ṇ䛻
ྥ䛡䛯␒⤌ไసయไ䛾☜❧䛻䛴䛔䛶ᙉ䛟せㄳ䚹

H18.6.20

䕿ගⅬ⁛➼䛾ᫎീᡭἲ䜢⏝䛧䛯␒⤌
䠪䠤䠧ཬ䜃Ẹᨺ㐃䛜సᡂ䛧䛯䛂䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁➼䛾ᫎീ
ᡭἲ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛻ᐃ䜑䜛ᩘ್➼䛾ᇶ‽䜢㐓
⬺䛧䛯ᫎീ䜢ᨺ㏦䚹

䕿 ᨺ㏦䜢⾜䛳䛯䠪䠤䠧ཬ䜃䝔䝺䝡ᮾி䜋䛛Ẹᨺ䠓䠓♫䛻ᑐ䛧䚸ᨻ
⟇⤫ᣓᐁྡཪ䛿⥲ྜ㏻ಙᒁ㛗ྡ➼䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព➼䜢⾜䛔䚸
ᨺ㏦ἲཬ䜃␒⤌ᇶ‽➼䛾㑂Ᏺ䞉ᚭᗏ➼Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛯య
ไ䛾☜❧䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
䕿 Ⓨ㜵Ṇ⟇䛾ᥐ⨨≧ἣ䛻䛴䛔䛶䚸䠏䛛᭶௨ෆ䛻ᩥ᭩䛻䜘䜚
ሗ࿌䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹
䈜 Ẹᨺ㐃䛻䜒せㄳ

H18.6.20

H17.3.2

䕿䛂䜄䞊䛛䜣䝞䝕䜱䟿䛃
␒⤌ᇶ‽
㻴㻝㻤㻚㻡㻚㻢ᨺ㏦䛾䛂䜄䞊䛛䜣䝞䝕䜱䟿䛃䛻䛚䛔䛶⤂䛧䛯 㐪
ⓑ䜲䞁䝀䞁㇋䜢⏝䛔䛯䝎䜲䜶䝑䝖ἲ䜢ᐇ㊶䛧䛯ከ䛟䛾ど
⫈⪅䛜ᗣ⿕ᐖ䜢ッ䛘ධ㝔䚹

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᮾிᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸⥲ົ⮧ྡ䛻䜘䜛㆙࿌䜢⾜䛔䚸
Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
䈜 Ẹᨺ㐃䛻䜒せㄳ

䠄 ᰴ ᘧ ಖ 䕿 ⥲ົ⮧ྡ䛻䜘䜛㆙࿌䠏♫䚸ሗ㏻ಙᨻ⟇ᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛㆙
䕺䛂䝬䝇䝯䝕䜱䜰㞟୰㝖ཎ๎㐪䛃
➨䠏⪅ྡ⩏ᰴᘧ䛾㛗ᖺ䛻䜟䛯䜛ಖ᭷➼䜢㏻䛨䛶䚸䝬䝇 ᭷䠅
࿌䠍䠐♫䞉ཝ㔜ὀព䠎䠎♫䚸ᆅ᪉⥲ྜ㏻ಙᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀ
䝯䝕䜱䜰㞟୰㝖ཎ๎䛻ᐃ䜑䜛ฟ㈨ไ㝈䛾ୖ㝈䜢㉸䛘
ព䠏䠎♫䚹
䛶ᨺ㏦ᒁ䜈ฟ㈨䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛯ᐇ䛜ุ᫂䚹
䕿 ♫ෆ䛻䛚䛡䜛ᰴᘧ⟶⌮యไ䛾ぢ┤䛧䛺䛹Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡
䛶ᚲせ䛺ලయⓗᥐ⨨䜢ㅮ䛨䚸➨䠏⪅ྡ⩏ᰴᘧ䛾ゎᾘ⤖ᯝ䜢ྵ
䜑䛭䛾ᥐ⨨≧ἣ䜢䠏䛛᭶௨ෆ䛻ሗ࿌䞉බ⾲䛩䜛䜘䛖せㄳ䚹
䕿 ྠᵝ䛾ែ䛜⧞䜚㏉䛧⏕䛪䜛ሙྜ䛻䛿䚸㟁Ἴἲ➨䠓䠒᮲䛻
ᇶ䛵䛟⾜ᨻฎศ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛒䜚䛖䜛䛣䛸䜢㆙࿌䠄㆙࿌♫䛾䜏䠅䚹
䈜 㛵ಀᅋయ䠄᪥ᮏẸ㛫ᨺ㏦㐃┕䚸᪥ᮏ䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᨺ㏦༠䚸
᪥ᮏ᪂⪺༠䠅䛻䜒ྠཎ๎䛾㑂Ᏺ䞉ᚭᗏ䜢せㄳ䚹
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䜹䝔䝂䝸

ᣦᑟෆᐜ

䕿䛔䜟䜖䜛䛂ᨻඪᗈሗ␒⤌䛃
ᨻⓗබᖹ
㻴㻝㻢㻚㻟㻚㻞㻜䛻䚸⮬Ẹඪ୍ඪ䛰䛡䛾ᨻඪᗈሗ␒⤌䛷䛒䜛䛂⮬Ẹඪᒣ
ᙧ┴㐃≉ู␒⤌ ୕Ꮿஂஅ䛾䛹䛖䛺䜛ᒣᙧ䟿䡚ᆅ᪉䛾௦䛾༴
ᶵ䡚䛃䛸䛔䛖␒⤌䠄85ศ␒⤌䠅䜢ᨺ㏦䚹

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᒣᙧ䝔䝺䝡䛻ᑐ䛧䚸ሗ㏻
ಙᨻ⟇ᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸
ᨺ㏦ἲ䛾㑂Ᏺ䜈䛾ྲྀ⤌䛾ᚭᗏ䜢ᙉ䛟せ
ㄳ䚹

ഇሗ㐨
䕿䛂䝡䞊䝖䛯䛡䛧䛾䠰䠲䝍䝑䜽䝹䛃
㻴㻝㻡㻚㻥㻚㻝㻡ᨺ㏦䛾䛂䝡䞊䝖䛯䛡䛧䛾TV䝍䝑䜽䝹䛃䛻䛚䛔䛶䚸㐣ཤ䛾 ᨻⓗබᖹ
ᅜ䛻䛚䛡䜛ᮅ㩭䛾ᢼ⮴ၥ㢟䛜ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛯㝿䛾ᶍᵝ䜢ሗ
㐨䛧䛯㝿䚸⸨Ꮥ⏨⾗㆟㝔㆟ဨ䛾ᐇ㝿䛸䛿㐪䛖ู䛾ሙ㠃䛾䜔䛨
䛾ᫎീ䜢⦅㞟䛧ᨺ㏦䚹
䠄H16.6.7䛻ゞṇᨺ㏦䜢ᐇ䠅

䕿 ᨺ㏦䛧䛯䝔䝺䝡ᮅ᪥䛻ᑐ䛧䚸ሗ㏻
ಙᨻ⟇ᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸
Ⓨ㜵Ṇ⟇➼ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䜘䛖
せㄳ䚹

䕿䛂䝙䝳䞊䝇䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛃
⾗ ㆟ 㝔 ⥲ 㑅 ᣲ ᢞ ⚊ ᪥ (H15.11.9) ┤ ๓ 䛾 H15.11.4 ᨺ ㏦ 䛾
䛂䝙䝳䞊䝇䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸16ศ㛫䛻䜟䛯䜚䛂ⳢẸඪ䛾
㛶ྡ⡙Ⓨ⾲䛃䜢ྲྀ䜚ୖ䛢ᨺ㏦䚹
H11.6.21

䕿䛂䝎䜲䜸䜻䝅䞁ሗ㐨䛃
H11.2.1ᨺ㏦䛾䛂䝙䝳䞊䝇䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᡤἑ䛾䝎䜲䜸䜻
䝅䞁ၥ㢟䛻㛵䛧ṇ☜䛺⾲⌧䛾ሗ㐨䛜⾜䜟䜜䚸୍㒊ᆅᇦ䛾㎰ᴗ
⏕⏘⪅䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䚸䛒䜛䛔䛿䚸ど⫈⪅䛻ΰ䜢⏕䛨䛥䛫䛯䚹

ᨺ㏦ἲ䛾┠ⓗ➼
␒⤌ᇶ‽㐪
ゞṇᨺ㏦

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᅜᮅ᪥ᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸㒑ᨻ
⮧ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸ᨺ㏦ἲ
ཬ䜃⮬♫␒⤌ᇶ‽䛾㑂Ᏺ䞉ᚭᗏ䜈䛾ྲྀ
⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
䕿 ྲྀ⤌≧ἣ䜢ᙜศ䛾㛫䚸ᅄ༙ᮇẖ䛻ሗ
࿌䛩䜛䜘䛖せㄳ䚹

H10.4.6

䕿䜰䝙䝯䛂䝫䜿䝰䞁䛃
H9.12.16ᨺ㏦䛾䜰䝙䝯␒⤌䛂䝫䜿䝑䝖䝰䞁䝇䝍䞊䛃䜢ぢ䛶䛔䛯ඣ❺
䜢ྵ䜑⣙700ே䛜Ⓨస➼䛾␗ᖖ䜢᮶䛧䚸㝔䛻ᦙ㏦䛥䜜䛯䚹

ᨺ㏦ἲ䛾┠ⓗ➼

䕿 ᨺ㏦䛧䛯䝔䝺䝡ᮾி䛻ᑐ䛧䚸ᨺ㏦⾜
ᨻᒁ㛗ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸䜺䜲䝗
䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䛺䛹Ⓨ㜵Ṇᥐ⨨䛾ᐇ
䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜘䛖ᙉ䛟せㄳ䚹

417
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䜹䝔䝂䝸

H8.5.17 䕿䛂䜸䜴䝮ሗ㐨䛃

ᨺ㏦ἲ䛾┠ⓗ➼

ᆏᮏᘚㆤኈ䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊䝔䞊䝥䜢䜸䜴䝮┿⌮ᩍᖿ㒊䛻ぢ䛫䚸
බ㛤ᤚᰝᚋ䛭䛾䛣䛸䜢㏻ሗ䛧䛺䛛䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᐇ䛻䛩䜛♫ෆ
ㄪᰝ⤖ᯝ䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹

ᣦᑟෆᐜ
䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᮾிᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸㒑ᨻ⮧ྡ䛻
䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸Ⓨ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛶䚸
␒⤌ไసయไ䛾ぢ┤䛧䚸⫋ဨ䛾◊ಟ➼ල
యⓗ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䛣䛸䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
ͤẸᨺ㐃䚸NHK䛻䜒せㄳ

H6.9.2

䕿䛂ᳺⓎゝ䛃
ᨺ㏦ἲ䛾┠ⓗ➼
㻴㻡㻚㻥㻚㻞㻝䛻㛤ദ䛥䜜䛯Ẹᨺ㐃䛾ᨺ㏦␒⤌ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸䝔
䝺䝡ᮅ᪥䛾ᳺሗ㐨ᒁ㛗䛜ᨻⓗබᖹᛶ䛻㐪䛧䛯ᨺ㏦䜢⾜䛳
䛯䛸䜟䜜䜛Ⓨゝ䜢䛧䛯䚹

H5.3.19 䕿䛂ዟ䝠䝬䝷䝲 ⚗᩿䛾⋤ᅜ䞉䝮䝇䝍䞁䛃
㻴㻠㻚㻥㻚㻟㻜➼䠏᪥㛫䛻ᨺ㏦䛧䛯䠪䠤䠧䝇䝨䝅䝱䝹䛂ዟ䝠䝬䝷䝲 ⚗
᩿䛾ᅜ䞉䝮䝇䝍䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸䝇䝍䝑䝣䛜㧗ᒣ䜢䛳䛯䚸ேⅭⓗ
䛻ⴠ▼䜢㉳䛣䛧䛯䚸㐨䛷䛺䛔ሙᡤ䜢ᙳ䛧䛶ὶ◁䛾䛯䜑㐨䛜䛺䛟
䛺䛳䛯䛸䛧䛯䚹
䠄H5.2.4䛻ゞṇᨺ㏦䜢ᐇ䠅

S60.11.1 䕿䛂䜰䝣䝍䝚䞊䞁䝅䝵䞊䛃
㻿㻢㻜㻚㻤㻚㻞㻜ᨺ㏦䛾䛂䜰䝣䝍䝚䞊䞁䝅䝵䞊䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᢸᙜ䝕䜱䝺䜽
䝍䞊䛜ᑡᖺᑡዪ䛻ᭀຊ⾜Ⅽ䜢⾜䛖䜘䛖♧၀䛧䚸䛣䜜䜢㘓䛧ᨺ㏦
䛧䛯䚹
䠄S60.10.28䛻ゞṇᨺ㏦䜢ᐇ䠅

䕿 ᅜᮅ᪥ᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸㒑ᨻ⮧ྡ䛻䜘䜛
ཝ㔜ὀព䚹
䕿 ྲྀ⤌≧ἣ䜢䚸ᙜศ䛾㛫䚸ᖺᗘᙜึ䛻ሗ࿌
䛩䜛䜘䛖せㄳ䚹

ഇሗ㐨

䕿 ᨺ㏦䛧䛯᪥ᮏᨺ㏦༠䛻ᑐ䛧䚸㒑ᨻ⮧
ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸ᨺ㏦ἲཬ䜃␒
⤌ᇶ‽➼䛾㑂Ᏺ䞉ᚭᗏ䚸ᨺ㏦␒⤌ไస㐣
⛬䛻䛚䛡䜛䝏䜵䝑䜽ᶵ⬟䛾άᛶ➼Ⓨ
㜵Ṇ䜈䛾ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
䕿 ྲྀ⤌≧ἣ䜢䚸ᙜศ䛾㛫䚸ᅄ༙ᮇẖ䛻ሗ࿌
䛩䜛䜘䛖せㄳ䚹

ഇሗ㐨

䕿 ᨺ㏦䛧䛯ᅜᮅ᪥ᨺ㏦䛻ᑐ䛧䚸㒑ᨻ⮧
ྡ䛻䜘䜛ཝ㔜ὀព䜢⾜䛔䚸ᨺ㏦ἲ௧ཬ䜃
␒⤌ᇶ‽䜢㑂Ᏺ䛧䚸┿ᦸ䛺ྲྀ⤌䜢ᙉ䛟せㄳ䚹
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419

ࡑࢀ࡛ࡣࡉࡗࡑࡃ࡛ࡍࡀࠊሗ࿌᭩㸦㸧ࡢᵓᡂࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡇࡢሗ࿌

ྜ࡛࠾♧ࡋࡋࡓ㈨ᩱࠊ๓ᅇ➨㸯㸮ᅇࡢྜ࡛ฟࡉࢀࡓពぢࢆຍ࠼ࠊࡑࡋ࡚᪤㸯㸰᭶㸰

୍ࠊᒣ ఙ୍

࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡣࠊ㠀ᖖᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢ᪉ࠎ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊఱ≉ᐃࡢ

ಖ㞀➼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ➨㸯㸯ᅇࡢྜࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

࡚ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡉࡋࡃⓙᵝ᪉࡛⇍㆟ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
⤖ᯝࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡀ㆟ㄽࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⪃࠼ࢆᚲせᛂࡌ࡚ಟṇࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ᙉࡋࠊࡑ࠺࠸࠺㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡣኚⰋࡗࡓᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓሙࡀ
ᚋࡇ࠺ࡋࡓࣇ࢛࣮࣒ࣛ㝈ࡽࡎࠊᅜẸ୍⯡ࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓࡇࢆ᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

᳃⏣ᨻົᐁࡣࡈබົࡢࡓࡵࡈḞᖍఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᖹᒸ⮧ࡈฟᖍࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏ᪥ࡢ㆟㢟ධࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣࠊ᭱ึሗ࿌᭩㸦㸧ࠊ࠾ᡭඖ࠶

ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ពぢࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊෆᐜࢆ☜ᐃ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲ

ࡍࠋࡑࡢᚋ࡛ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛయࢆ㏻ࡌࡓࡈឤࠊࡑࢀࡽᚋ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࢆ㆟ㄽ



࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓయⓗ࡞⤌ࡳࡀษࡔ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀࡔ࠸ࡓ࠸ࡢඹ㏻⌮ゎ࡞ࡗ

ᖖົྲྀ⥾ᙺࡑࢀࡒࢀࡈฟᖍࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ࠶࠸ࡃᮏ᪥ࡣ∦ᒣ⮧ཬࡧ



ࡑࡢ୰࡛ゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ࠺࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡞ࡢ࠸࠺ࡇ
ࢆ➨୕ẁⴠ࠶ࡓࡾ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡅࡶࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞యࡀࡑࢀࡒࢀྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚

ࡲࡓࠊ⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛㔠⏣ᑓົ⌮ࠊ୕ᾆ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛∦ᒣᖖົ⌮ࠊ

࣒ࣛࡢ⤒㦂ࡣࡣࡌࡵ࡚࡛ࡍࡀࠊኚⰋࡗࡓᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ᮏ᪥ࡣࠊᏱ㈡ᵓᡂဨࠊ㡢ᵓᡂဨࠊᕤ⸨ᵓᡂဨࠊ㔜ᘏᵓᡂဨࠊ᭹㒊ᵓᡂဨࠊ῝ᑿᵓᡂဨࠊ

ᇼᵓᡂဨࠊᑠ㔝ᑎ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠊἙྜ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠊᏞ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡀࡈḞᖍఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᗘࡽ㆟ㄽࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊ㠀ᖖ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⚾ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓࣇ࢛࣮

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾ⏕୰⥅ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㡯ࡘ࠸࡚῝ࡃワࡵࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ᖜᗈ࠸ゅ

ࡊࡗ࠾┠㏻ࡋࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᇶᮏⓗࠊࡑࡢ㸱㸷࣮࣌ࢪࡢࡇࢁ᭩࠸

ᮏ᪥ࡢྜࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ྠᵝ࡛බ㛤࡛⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྜᶍᵝࡣ

ᡤឤࢆ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊึࡵ࡚ᚚぴ࠸ࡓࡔࡃᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊᐃ้࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒ

ࢺࣝࡀࡘ࠸ࡓᩥ❶ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㆟ㄽయࡘ࠸࡚ࠊ⚾࡞ࡾࡢ

ࡄࡽ࠸ࠊ㸱㸷࣮࣌ࢪ࡛ࡍࡀࠊࡑࡕࡽࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ
ࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖ࠸࠺ࢱ

ࡇࢀࡀࡇࡢሗ࿌᭩ࡢ୰ᚰࡢ㒊ศࢆ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ⤊ࢃࡾࡢࡇࢁࠊᚋࢁࡽ㸱ᯛ┠

ࡾࡲࡍࠋ

ࡢ᪉ࡽᚚពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚚពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಟṇࢆຍ࠼࡚࠾

㸳㸬㆟㘓

ሗ࿌᭩㸦㸧ࡘ࠸࡚

㸲㸬㆟

ᖹᒸ⥲ົ⮧

㸦㸱㸧⥲ົ┬

㔠⏣ ᪂㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊ㛗ᑿ Ẏ㸦௦⌮ฟᖍ㸧ࠊᗈ℩ 㐨㈆

᪥ࡽ㸷᪥ࡢ㛫ᵓᡂဨ࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢⓙᵝࡣᚚ☜ㄆࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋఱྡ

ࡲࡍࠊࠕ㆟ㄽࡢᴫせࠖࠊ୍✀ࡢ┠ḟ࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᅇ

㸦㸰㸧࢜ࣈࢨ࣮ࣂ㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

࣒㛤ദࡢ⫼ᬒࡘ࠸࡚ᐇ㛵ಀࢆグ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊ୍ᯛ࠾ࡵࡃࡾࢆ࠸ࡓࡔࡁ

ᶞࠊ㯮ᒾ ♸ࠊ㒓ཎ ಙ㑻ࠊ௦ ▮Ꮚࠊᡞ ᖖᑑࠊ୰ᮧ ఀ▱ဢࠊ᰿ᓊ ဴࠊ ᾈ

⾲⣬ࢆࡵࡃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠕࡣࡌࡵࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣࣇ࢛࣮ࣛ

᭩㸦㸧ࠊ࠾ᡭඖࡢࡶࡢࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

℈⏣ ⣧୍㸦ᗙ㛗㸧ࠊ㛗㇂㒊 ᜤ⏨㸦ᗙ㛗௦⌮㸧ࠊୖᮡ 㝯ࠊᚋ ᡣ㞝ࠊᮌཎ ࡃࡳࡇࠊᴋ ⱱ

㸦㸯㸧ᵓᡂဨ㸦ᗙ㛗ࠊᗙ㛗௦⌮ࢆ㝖ࡁ༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

㸱㸬ฟᖍ⪅㸸

㸰㸬ሙᡤ㸸⥲ົ┬➨㸯≉ู㆟ᐊ

ሗ࿌᭩㸦㸧ࡘ࠸࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦➨㸯㸯ᅇྜ㸧

㸯㸬᪥㸸ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥㸦ⅆ㸧㸯㸮㸸㸱㸮㹼㸯㸯㸸㸱㸮

ࡋ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓᮇᚅࢆྵࡵ࡚ࠊ࠾୍ேࡎࡘࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚

ᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿᅜẸࡢᶒಖ㞀➼ࡢ

420

Ⅼ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡅࡶࠊࡕࡻࡗࡢ㆟ࡸ࡞ࢇࡣࠊእࡽぢ࡚࠸
ࡿ༳㇟࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࡑࡢẸඪᨻᶒࡋ࡚ࡇ࠺࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊࡸࡣࡾ୍ᐃ
ࡢᨻᶒ࡞࠸ࡋඪࡋ࡚ࡢ᪉㔪ࢆࠊࡴࡋࢁฟࡉࢀࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡃⓑ⣬ࡽ
ᑂ㆟࡛㆟ㄽࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣࡾࡸࡾࡃ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋẸඪᨻᶒࡢ
ࡶ࡛ࡸࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊ࠶ࡿ⛬ᗘẸඪࡋ࡚ࡢ᪉㔪ࡀ᫂☜♧ࡉࢀࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡘ

㈨ᩱ⦅࠸࠺ࡇ࡛ྜ㈨ᩱࠊ㆟㘓ࢆࡘࡅࡓࡶࡢࠊࡇࢀࢆࡲࡵ୍࡚ࢭࢵࢺ࠸࠺ࡩ࠺

ࡲࡵࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢሗ࿌᭩㸦㸧ࡢసࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊఱࡈ㉁ၥ࣭ᚚព

ぢ➼ࡈࡊ࠸ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

≉ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢሗ࿌᭩࠸࠺ࡶࡢࢆࡲࡵࡿ࠸࠺ࡇ





ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᑡࡋࡅຍ࠼ࡲࡍࠊᚋࠊᨺ㏦ࡣ㏻ಙࡢ⼥ྜ࡞ࡋࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎࠊ⌧ᅾ

ࡢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᆅᇦࢆໟᣓࡍࡿᖜᗈࡃୟࡘࠊࡁࡵ⣽࠸ᶵ㛵ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡇࢁࡲ࡛ࡣ᮶ࡓ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊᆅ᪉ࡸࣃࣈࣜࢵࢡࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿⓎゝࡀከࡗ

ᚋࡢᮇᚅࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆྵࡵ࡚㠀ⓙᵝ᪉ࡽࠊᡤឤ࠸࠸ࡲࡍࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶ

ࡢ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᨺ㏦ࡢὶࢀࡣࠊ㐪࠺ὶࢀ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋಶேࡸ

࠸ศࡽ࡞࠸࠸࠺ᡞᝨ࠸ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗၥ㢟Ⅼࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺

ᚚពぢࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢᚋࡣࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛయࢆ㏻ࡌࡓࡈឤࠊࡑࢀࡽࠊ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㡰ḟ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ୍ே㸰ศ⛬ᗘࠊᑡࠎ࣮࢜ࣂ࣮ࡋ

࠸࠺ࡇࡣࡲ࡛వࡾ࡞ࡗࡓ⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᖜࡀᗈࡍࡂ࡚ࠊࡇࡽఱࢆヰࡋ࡚Ⰻ

ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢሙ࡛ࡣࠊඛ࡛ࡶࡕࡻࡗ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊ࡞ࡾⓙᵝ᪉⮬⏤άⓎ

࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࡋࠊ▷ࡃ࡚ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࡋࠊࡔ࠸ࡓ࠸ࡑࡢࡃࡽ࠸ࡢ┠Ᏻ࡛ࡈⓎゝࢆ

࠙ᮌཎᵓᡂဨࠚ  ᮐᖠࡽẖᅇཧࡾࡲࡋࡓࠋᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛㆟ㄽࡍࡿ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᮌཎᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ࡢᅾࡾ᪉ࡋ࡚ࡣⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞⪃࠼࡞ࡀࡽཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛

ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢሗ࿌᭩ࡢྲྀࡾࡲࡵࡘ࠸࡚ࡣࡈᢎㄆࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇ

ࣇ࢛࣮࣒ࣛయࢆ㏻ࡌࡓឤ

࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

࠸࡚ᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࢁࢇ࡞ᙧ࡛⫗ࡅࢆࡋࡓࡾࠊពぢࢆ㏙ࡿ࠸࠺ࡇࡢ᪉ࡀࠊᚋࡢᑂ㆟

㆟ⓗ࡞ࡶࡢࢆᨻ⟇ᙧᡂୖࡢࡼ࠺࠺ࡘ࠸࡚ࡶࠊᜍࡽࡃᨻᶒ௦ࢆ⤒࡚ࠊࠊ㌿

࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ሗ࿌᭩㸦㸧࠸࠺ࡇࠊูῧ㈨ᩱࠊ

ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡑࢀࡽࠊయࡢ㆟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢឤ࠸࠺ࡇ࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ࡞࡞ࡇ࠺࠸࠺ᑂ

ࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࡆࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽᖜᗈ࠸ࡇࢁ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃࡁࡗࡅ࡞ࡿ

࣮࣐ࡋ࡚ࡣ࡛ࡍࡡࠊ㠀ᖖ᮲௳ࡢᩚࡗ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఱࡽࡢᙧ࡛ྲྀ

࠺࠸࠺㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡅࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊඛ⏦ࡋୖ

࠺ഃ㠃ࡀ㠀ᖖᙉ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬ࡛➇த᮲௳ࡢᑐ➼࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠊࡑࡢ

ࡼ࠺࡞ࡲࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡔࡅࢀࡤࠊࡇࡢሗ࿌᭩ᮏయࡲࡵࡓෆᐜࡀࡉࡽヲ⣽ࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡗࡓࡢࠊ

࠸࠺ព࡛ࠊ㑅ᣲࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࣐ࢫࢥ࣑࠶ࡿ࠸ࡣ㹇㹁㹒యࡀ➇தࡢࣥࣇࣛ࠸

࠸ࡿࡔࢁ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣᚚぴ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ

ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ࡞࡞ࡑࡗࡕ✺ࡗ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢸ

ᶒ௦࠸࠺㠀ᖖ㔜せ࡞⠇┠ࢆ⤒࡚ࡢ㆟࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿᨻඪ㛫ࡢ➇தࡢࣥࣇࣛ

࠶ࡿ࠸ࡣㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄪᰝ᳨ドࡢᐇࢆᅗࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆᮇᚅࡉࢀ࡚

࡛ࡢ࡚ࡢྜࡢ㈨ᩱࠊࡑࢀࡽ㆟㘓ࢆࡘࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ㈨ᩱࠊ㆟㘓ࢆᚚぴ࠸ࡓ

Ꮫࡢᑓ㛛࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊึࡵࡢ㡭ࠊᑡࡋⓎゝࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࠊᨻ

ษࡔ࠸࠺ࡇࢆࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛㹀㹎㹍ࡶࡉࡽ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊ

᪉ྥ࡛యࢆぢ┤ࡍࡣ㠀ᖖⰋ࠸ᶵ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆⓎゝࡉࡏ࡚࠸

࠙ᚋᵓᡂဨࠚ  ࡑࢀ࡛ࡣࠊᑡࡋឤࢆ㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾⮬㌟ࡣᨻ

ࡇࢆࡋࡗࡾ⪃࠼ࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆࡋࡗࡾ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ

ࡇࡢࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖࡢḟࡢ࣮࣌ࢪ௨㝆ࡢࡇࢁ࡛ࠊูῧࡢ㈨ᩱ࠸࠺ᙧ࡛ࠊࡇࢀࡲ

࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊᚋᵓᡂဨࡢ᪉ࡽ㡰␒ィᅇࡾ࡛࠾㢪࠸࡛ࡁࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡼࢁࡋࡃ

࠾㢪࠸࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࡚࠸ࡿࢺ࣮࡛ࣥࡍࡀࠊࡃ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᅜẸࡀ⮬ࡽࡑ࠺ࡋࡓ

ࣜࣥࢢࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࠊࡇࢀࡣ⚾ࡢ᭱ᚋࡢࡲࡵࠊయࢆ㈏࠸

ࡑࢀࡽ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡣ≉㹀㹎㹍ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡶ࡞ࡾࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡋࠊࣄ

421

ࡩ࠺࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ᪉ࡀ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡽၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋࡇࢀࡣᡭ
ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࡞࡞ࡑࢀࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࣓ࢹᑐᢠࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ
ࡑࡇඖࠎࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
࠺࠸ࡗࡓࠊᖜᗈ࠸ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢほⅬࡽ㆟ㄽࡀ࠶ࢀࡤ࡞᭦࡞ࡀࡽᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࡛ࡁࢀࡤࠊ⌧ሙࡢேࡸᐇ㝿ᨺ㏦⿕ᐖ㐼ࡗࡓᙜ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ

⪺ࡃᶵࡀ࠶ࡗ࡚ࡶⰋࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ᭱ᚋࠊẖᅇ࠸ࡓࡔࡃศཌ࠸ཧ⪃㈨ᩱࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋

㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡀ୍ษ࡞ࡃ࡚ࠊ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ࡣ㝖ࡃࠖ࠸࠺ణࡋ᭩ࡁࡔࡽࡅ࡛ࡋࡓࠋࡘ

ࡇࡢࡣ㠀ᖖ≉␗࡞࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡢࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᐁᑟ࠸࠺ࡶࡢࡀ⃰ཌ
ぢ࠼࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᐁࡀ๓⏝ពࡋࡓࢩࢼࣜ࢜ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀᇶ࡙࠸࡚ࡔ࠸ࡓ࠸㐍
ࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢࡔࡅࡣࠊᐁࡢ㢦ࡀࢇぢ࠼࡞࠸ࠊ᪥⛬
ࡔࡅࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤࡌ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡀᯝࡓࡋ࡚Ⰻ࠸ࡢ࠺⚾ࡣ
ࡼࡃศࡾࡲࡏࢇࡅࡶࠊ㏫ᐁࡀࢃࡽ࡞࠸ศࡔࡅࠊ㆟ㄽࡣࡇྥࡗ࡚ఱࢆヰ
ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢᩚ⌮ࡋࡃ࠸࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆぢࠊ℈⏣ᗙ㛗
ࡀ࠾ࡲࡵ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡞ࠊࡑࡢປⱞࡣᮏᙜឤ᭹࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ࠶ࡗࡕࡇࡗࡕ
ྥ࠸ࡓᨺㄯ࡛⤊ࢃࡿࡢ࡞ࠊࡑࢇ࡞ᐇឤࢆᣢࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊఱࡋ࡚⤖ㄽྥࡗ࡚
Ⰻࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡶࠊࡑࡢ⤖ㄽ⮬యࡀඖࠎࡣ᪥ᮏ∧㹄㹁㹁࡞ࡿࡶࡢࢆసࢁ࠺ࠊ⚾
ࡣ࡞ࢇࡋ࡚ࡶࡑࢀࢆ㜼Ṇࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᙉ࠸ᛮ࠸࡛ᮃࢇࡔࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᛮ࠸ࡀぢ
⤖ᐇࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛࣍ࢵࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇࢀ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸⤌⧊ࢆసࡗࡓ
ࡽࠊ⮬⏤ࢆᏲࡿ◓ࢆసࡗࡓࡽࠊࡑࡢ◓⮬యࡀ⮬⏤ࢆࡘࡪࡍ࠸࠺ࡇࢆ⚾ࡣᚲṚ࡛ッ࠼ࡓ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡋࡋࠊᨵࡵ࡚⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࡲࡉࡇࡢࡴࡍࡧ᭩࠸࡚࠶ࡿ࠾ࡾ࡛࠶

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᴋᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠙ᴋᵓᡂဨࠚ  ๓ᅇࡶヰࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢྜࠊࡁ࡞ㄽⅬࡋ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡢ⮬ίస

⏝ࡀၥ㢟࡞ࡗࡓヂ࡛ࡍࡀࠊ⤖ㄽࡽゝ࠸ࡲࡍࠊ㝈⏺ࡀ࠶ࡿゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡇࢀ

ࡣ㹀㹎㹍ࡢ㐣ཤࡢྲྀ⤌ࢆࡳ࡚ࡶࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽࢆぢ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ᫂ࡽ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ∧㹄㹁㹁୍㊊㣕ࡧ࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺

ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ⚾ࡢពぢ࡛ࡍࠋࡲࡎࡣࣥࣇࣛࡢᩚഛࠊ㛤ᨺ࣭ά⏝ࠊ

ࡍ࡞ࢃࡕ➇தࢆάᛶࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࢁࡽࠊ᪤Ꮡᡭ࣓ࢹᑐᢠ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࣓

ࢹࢆᏑᅾࡉࡏࠊࡑࡇࡢᑐᢠ㛵ಀࡢ୰࡛ࠊ⮬ίస⏝ࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺⎔ቃᩚഛ

ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢၥ㢟ࡶࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡢ࣓ࢹࡢၥ

㢟࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣࡾ➇தⓗ࣭༠ㄪⓗ࡞ᵓ㐀࠸࠺ࡶࡢࡀ⫼ᬒ࠶ࡗ࡚ࠊ㹀㹎㹍ࡀᶵ⬟

ࡋ࡞࠸ࡢࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁཎᅉࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪂つ࣓ࢹ

ࡢⓏሙࠊᡂ㛗࠸࠺ࡶࡢࢆಁࡍࡼ࠺࡞ᨻ⟇ࡀࠊᨺ㏦࣭㏻ಙࡢ⼥ྜ࠸࠺ㄢ㢟ࡢ୰࡛ᐇ

⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



࠙㯮ᒾᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ᑂ㆟᳨࣭ウࡣࡓࡃࡉࢇධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࠊ

࠺ࡇࢆゝ࠸ࡓࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ



࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㯮ᒾᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㔠ࡸᩘᏐࡔࡅ㏣ồࡍࡿࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸࡶ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ࠸

௨ୖ࡛ࡍࠋ

ࡀḞࡅ࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋྜ࡛ࠊ
ࠕ⿕ᐖ⪅ࡣᦆᐖ㈺ൾㄳồࡍࢀࡤⰋ࠸ࡌࡷ࡞࠸ࠖ࠸࠺

 ࡶ࠺୍ࡘࠊᨺ㏦ࡣᚰࢆᢅ࠺࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖࢹࣜࢣ࣮ࢺࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢡ࣮ࣝ࡞ሙᡤ࡛

ࡲࡾࠊど⫈⋡ࡸୖࡆ㧗࠸࠺⤫ィࡢヰ࡞ࡿࠊᩘධࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊᨺ㏦ࡣࠊ࠾

ᨺ㏦ࡍࡿ⮬⏤ࠊゝㄽࡢ⮬⏤࠸ࡗࡓㄽⅬ௨እࠊ࠼ࡤࠊᨺ㏦⿕ᐖ࠶ࡗࡓ⪅࠸࠺どⅬ

ࡲࡍࠋ

ཎⅬ࡛ࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ㹄㹋ࡀไᗘࡉࢀ࡚ࡽࠊ࠶ࡗ࠸࠺㛫㸰㸲㸮

࠸ࡗࡓゝⴥࡇࡔࢃࡾࡍࡂࡓࡇ࡛ࠊㄽⅬࢆ⊃ࡃࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡇࢀࡣࡶ࠺⊂❧ࡋࡓබⓗ࡞┘どᶵ㛵ࡀᚲせ࡞ࡿ࠸ࡗࡓ㆟ㄽࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸⪃࠼࡚࠸

ࡢᛮ࠸ࢆⓎゝ㸦Ⓨಙ㸧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡀẸ⩏ࡢཎⅬ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣᨺ㏦ࡢ

࠸ࡲࡍࡀࠊࡉࡽ῝ࡃᗈࡃ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡢᙺ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ➇தⓗ࡞⎔ቃᩚഛࡀࡶࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ

 ḟࠊ
ࠕᅜẸࡀ⮬ࡽⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳసࡾ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊㄡ࡛ࡶࡀ⮬ࡽ

࡚࠸ࡿࡽ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࣃࣈࣜࢵࢡࢡࢭࢫࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇࡀࢫࢱ࣮ࢺᛮ

࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓືࡁࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠊ⎔ቃᩚഛࢆࡍࡿࠊࡑࢀࡀ⥲ົ┬

ᅜᐙᶒຊࡢ㛵ಀ࠸࠺ၥ㢟ࡶᩚ⌮࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࠶ࠊࡇࡢྜࡢయⓗ࡞ឤ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࡶࠊゝㄽࡢࠕ⮬⏤ࠖࢆᙉㄪࡋࡓࡇࠊ
ࠕ◓ࠖ

ࡑࢀࡣࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡶࡢ࠸࠼ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓືࡁࡀᕷẸഃࡽฟ࡚ࡁ

ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚ࡣ࠺ࠋࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊᅜẸࡸᕷẸ㏆࠸ᙧ࡛┘╩ࡀྍ⬟࡛ࠊ

ࡶࡢᩘቑ࠼ࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᨺ㏦㣬ࡁࡓࡽࡎࠊ⮬ࡽࡀⓎಙࡍࡿ፹యࢆồࡵ

ࡑࢀࡽࠊ㹀㹎㹍ࡀ┘どᶵ㛵ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿヂ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆࡉࡽ┘どࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ

ᆅ᪉ศᶒࡸ㐨ᕞไࡢᑟධࡶ⤡ࡵ࡚ࠊᆅᇦࡈᨺ㏦ࡸ㏻ಙࢆ┘╩ࡍࡿࠊ᪂ࡓ࡞⊂❧ᶵ㛵

422

௨ୖ࡛ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ௦ᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࠙௦ᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡣࠊᮏሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡢⓎゝࢆᨵࡵ࡚ぢࡲࡋ࡚ࠊࢃࡗ࡚ࡁࡓࠕ㹀
㹎㹍ࠖ㛵ࡍࡿ㒊ศ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡁࢀࡤࡢ㒊ศࡶゐࢀࡿࡁࡔࡗ
ࡓ┬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㹀㹎㹍ࡣࡑࡇཧຍࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡀ㛗ࡗࡓࡔࡅࠊࡑࡢ
ᐇ⦼ᑐࡋ࡚⚾࡞ࡾࡢホ౯ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊホ౯ࡋᮇᚅࢆᢪࡁࡘࡘࡶࠊ
ᚋࢆぢᤣ࠼࡚࠸ࡃᗄࡘὀᩥࡋࡓ࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚㏙࡚ࡁࡓ
ḟ➨࡛ࡍࠋ
 ࡇࢀࡣ℈⏣ᗙ㛗ࡀࠕࡴࡍࡧ࠼࡚࡛ࠖ࠸ࡳࡌࡃࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡼ࠺ࠊ࣓
ࢹ⎔ቃࡢኚࢆぢᤣ࠼࡚ࠊᨺ㏦ᮇᚅࡍࡿᙺࡢኚᩄឤᑐᛂࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠊ࠸
࠺ど⫈⪅ࡢ㢪࠸ࡘ࠸࡚ࠊ⏦ࡋୖࡆ࡚ࡁࡓࡘࡶࡾ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ဨ㔜ࡃཷࡅṆࡵࡿࡁࡔ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋࡗࡾࡸࡗ࡚࠾࡞࠸ࠊ

࣐ࢫࢥ࣑ࡢ㔜ࡉࢆᖖ⮬ศၥ࠸ࡅ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡸࡗࡥࡾ࠶࠸ࡘࡽࡣᡭ

ࡋࡓࡽ㥏┠ࡔࡒࠊఱࡋ࡚┘どࡋ࡞࠸㥏┠ࡔ࠸࠺ኌࡀ㉳ࡁ࡚ࡃࡿࡶࡢࡔ࠸࠺ࡇ

ࢆᅇࡢࡇࡢ᳨ウࡢᩍカࡋ࡚㔜ࡃཷࡅṆࡵࡿࡁࡔ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋᮏᙜ℈⏣ᗙ㛗ࠊ

ࡈⱞປᵝ࡛ࡋࡓࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㒓ཎᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠙㒓ཎᵓᡂဨࠚ  ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢሙ࡛ࠊᨺ㏦ࡢ┿ᐇᛶࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡶ㹀㹎㹍ࡢၥ㢟

ࡘ࠸࡚ࡶ⋡┤୍␒ཝࡋ࠸ពぢࢆゝࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊ⚾ࡶṇ

┤⏦ࡋࡲࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࢸࣞࣅࢆぢ࡚࠸ࡿゝ࠸ࡲࡍࠊ࠶ࡲࡾぢ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋᮏᙜ㈐

௵ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡇࡇ᭱㏆ࡢ␒⤌ࡇ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠊ᭱㏆ࡢࣂ࢚ࣛࢸ␒⤌ࡢࠊࡇࡇࡀ

ၥ㢟ࡔ࠸࠺ࡩ࠺ゝ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶከࡃࡢᚰ࠶ࡿᅜẸࡀࠊࡢ

⚾ࡣࡑࡢࡇࡀ࡚ࡶ᪂㩭࡛ࠊࡇࢀࡽࡶ࠸㆟ㄽࡋࠊࡔࢀࡶᣊ᮰ࡉࢀࡎⓎゝࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡢᚲせᛶࠊ㔜せᛶ࠸࠺ࡶࡢࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡶࡗ᰿ᮏⓗ࡞ࡇࡣࠊබඹࡢ㟁Ἴࢆࡗ࡚ࠊᨺ㏦࣓ࢹ

ࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡀ࠸ࡗࡓ࠸ࢇ࡞ࢆᯝࡓࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊࢇ࡞␒⤌ࢆసࡾࠊ

㖭ࡌ࡞ࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᡞᵓᡂဨ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲ

࠸࠺ࡼ࠺࡞ヰࡀฟ࡚ࡇ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࡣࡎ࡛ࠊ⚾ࡣࡲࡉࡑࡢ᰿ᮏࡢࡇࢁࡲࡔࡲ

ࡔ㠀ᖖࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡋ࡚㠀ᖖຮᙉ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶሗἲࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࡛ࠊ᪤
ᡂࡢࡁ࡞࣓ࢹࡢ᪉ࡢ࠾ヰࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ⪺ࡃᶵࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡾࢃࡅ





ከࡃࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞᪉ࡽከゅⓗ࡞ᚚពぢࢆ⪺ࡅࡓ࠸࠺ࡇࡣᵓᡂဨࡢ୍ဨ

࠺࡞ሙ㠃ࡶฟ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ

ࡸࡣࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡘ࠸୍࡚ࡘ୍ࡘ┬ࡍࡁⅬࡣ┬ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡓࡕࡢ

ࡔࡁࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ➨୍ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊࡈᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ㠀ᖖ

ࡿࡌࡷ࡞࠸ࠊ࠶ࡿᅜ㆟ဨࡀⓎゝࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀᑐࡋ࡚ఱࡶㄽ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡼ

ࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࠊ࠸࠺ࡇࢆᨵࡵ࡚ᮇᚅࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊᅇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀࠊࡑ

࠙ᡞᵓᡂဨࠚ  ⚾ࡽࡣࠊཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓឤࢆⅬࡔࡅ⏦ࡋୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓ

ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊᮅࡶࡑࡢᒁࡢ␒⤌ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ᤐ㐀ࡋ࡚࠸

ࡍࠋ

ࡳ࡞ࡽࡎࠊ⚾ࡓࡕ୍ே୍ேࡢᕷẸࡶཪࠕᗙࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢁࢆ⫢

ࡑࡢୖ࡛㹄㹁㹁࠸࠺ᶵ㛵ࢆసࡿ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ヰࠊ㹀㹎㹍ࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡃ

ࡇࡢᩘᖺ㛫ࠊ⚾ࡶࠊࡢᐙࡢၥ㢟࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢᨺ㏦ᒁࡢၥ㢟࡞ࡶ㝶ศᣦ

ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⚾ࡣࠊ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣᨺ㏦ᴗ⪅ࡢ

ࡀࠊࡲࡎ➨୍࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡑࡢព࡛ࡣࡧࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖᡠࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ
ࠕ⮬⏤ᶒࡣᗙࡋ࡚ᚓࡽࢀ

࡛ࠊ⮬⏤࡞Ⓨゝࢆಁࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊẚ㍑ⓗ⮬⏤ⓙࡉࢇⓎゝࡉࢀ࡚࠾ࡽࢀ࡚ࠊ

⤌ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠸ࢁ࠸ࢁฟ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀࡣࡑࢀ࡞ࡾࠊ⚾ࡣホ౯࡛ࡁࡿ

ఱࢆఏ࠼ࠊࢇ࡞ពぢࢆゝࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢆᮏᙜᨵࡵ࡚⪃࠼┤ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ

ࡑࡢⅬᅇࡣࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠸࠺ᙧ࡛ࠊᗙ㛗ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࠊࡇࢀࡣࣇ࢛࣮࣒ࣛࡔࡽ࠸࠺ࡇ

ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊணᐃㄪⓗ࡞ࡶࡢࡀឤࡌࡽࢀࡿࡶࡢࡀ࠸ࡃࡘࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ

ࡑ࠺࠸࠺㠃࡛⪃࠼ࢀࡤࠊᅇࡢࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ୰࡛ࠊไᗘⓗ࡞ၥ㢟ࠊࡇ࠺࠸࠺ྲྀ

㆑ࡋ┤ࡉ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᑂ㆟ࡸጤဨཧຍࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊඛ⛬࡞ࡓ

ࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࡞ࡀࡽᏲࡗ࡚࠸࡞࠸Ᏺࡾࡁࢀ࡞࠸࠸ࡗࡓ⌧ᐇࢆᨺ㏦ࢃࡿே㛫ࡓࡕࡣ୍ே୍ே

ᨺ㏦࣓ࢹࡘ࠸࡚࠶ࡁࢀᯝ࡚࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞⌧≧ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊᨵࡵ࡚ㄆ

࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞᪉ྥࠊ᪥ᮏࡢᨺ㏦࣓ࢹࡀྥࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢዎᶵ㠀࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠸

ࡾࡲࡍࡀࠊ⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࡋࡗࡾ⮬ίస⏝࡛ᡓ࠸࡞ࡀࡽࠊࡋࡗࡾ⮬ศࢆぢࡘࡵ

423

ㄽࡢ⮬⏤ࠊᨺ㏦ࡢ⮬⏤ࠊࡇ࠺࠸࠺㆟ㄽࢆᚋ῝ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ᑐ➼࡞❧ሙ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ㆟ㄽࢆࡍࡿሙᡤ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖⰋࡗࡓࡢ࡛

ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀ୍␒┠࡛ࡍࠋ

ࡲࡗࡓ≧ែࡢࡲࡲ࡞ࡢ࡛ࠊཷฮ⪅ࡢ♫ᖐࢆຓࡅࡿࡓࡵ❧ࡕ┤ࡾࡢࡓࡵࡢ᭦⏕タࢆ
సࢁ࠺ࡍࡿᑐ㐠ືࡀ㉳ࡁࡿࠋࡇࢀࡀ᰿ᣐࡢ࡞࠸ࡲࡲᏳࢆ࠶࠾ࡿࡔࡅࡢሗ㐨ࡼࡗ
࡚సࡾฟࡉࢀࡿ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ࡢᆺ࡛ࡍࠋࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌧ᐇᑐࡋ࡚࣓
ࢹࡀ࡞ࢆ࡞ࡍࡁ࡞ࡢࠊࡇࢀࢆ࠺᳨ドࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢆၥ㢟ᥦ
㉳ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㆟ㄽࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ࠺
ࡕࠊ㹄㹁㹁ࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵ࢆసࡿ༴㝤ᛶࡸ࣓ࢹࡔࡅࡀ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ࢆసࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊཷࡅᡭࡢ᪉ࡶ㈐௵ࡣ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᾏእࡢᏛ

࠙᰿ᓊᵓᡂဨࠚ  㸱ࡘឤ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㸯ࡘࡣࠊ᭱ึ᪥ᮏᆺ㹄㹁㹁࠸࠺ࡼ࠺࡞㆟ㄽ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸࠺㆟ㄽࢆࡍࡿሙྜࡣㅖእᅜ࡛㢮ఝࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍ

ࡀࠊࡋࡋࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ᐖᚓኻࠊࡍ࡞ࢃࡕ࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿࡅࢀࡶࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿ

࠸࠺ࡇࢆ༑ศ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊࡑࢀࡽ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࠼ࡤබṇྲྀᘬጤဨ

ࢆᕠࡿ≧ἣࢆぢ࡚ࠊ⚾ࡣࠕ࠼ࡗࠖᛮ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ᪥ᮏࡢ⊂❧⾜ᨻጤဨࡘ࠸

࡚ࡢ᳨ウ≧ἣࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼࡞࠸ࠊࡑ࠺⡆༢ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡕࡢᙺ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡼࡃ⪃࠼࡚ࡳࡿ㹀
㹎㹍ࡢάືࡑࡢࡶࡢࡀࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᐇ㊶ࡢሙ࠸ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠊࡑ



➨୕Ⅼ┠ࡣࠊᅇᨺ㏦࠸࠺ࡇࢁ㔜Ⅼࡀ⨨ࢀࡍࡂࡓࡼ࠺⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋゝㄽ



ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ㹀㹎㹍ࡢ᪉㉁ၥࢆࡋࡓሙྜࡶࠊ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡣ⮬ศࡓ

ࡢ⮬⏤ᨺ㏦ࡢ⮬⏤ࡢᢸ࠸ᡭ࠸࠺ࡢࡣᚲࡎࡋࡶᨺ㏦ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ㠀ᖖከᵝ࡞ࠊᨺ

せ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀ➨Ⅼ┠ࠋ

࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࣓ࢹࢆྵࡵࡔࢀࡶࡑࢀࢆࡁࡕࢇ᳨ドࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊ㈐௵ࡶࡽ࡞࠸ࠋ≢⨥Ᏻࡣ㧗

࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᚋ࠸࠺ࡇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ᰿ᓊᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᨻ⟇ⓗ㓄៖ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᨻᗓࡋ࡚ࡢാࡁࡅࡀ㠀ᖖᙅ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞

㌟㞀ࡀ࠸⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓேࡓࡕ࡛ฮົᡤࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ୰ᮧᵓᡂဨࠊ࠸ࡽࡗࡋࡷ

ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᚋࡶ༑ศࠊᗈࡃ࠶ࡿ࠸ࡣ᥀ࡾୗࡆࡿ࠸࠺ࡇࡀᚲ

ࡁࡓ࠸࠺ࠊ♫ⓗᙅ⪅ࡀࢇࢇฮົᡤᐜࡉࢀࡿ࠸࠺⌧ᐇ࡛ࡍࠋ㧗㱋⪅ࡸᚰ

ࡼࡾⰋ࠸㐨࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ᭱ᚋឤࡋ࡚㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࢆ༑ศㄆ㆑࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⤖ᒁࡸࡣࡾࠊ⮬つไࡢᅾࡾ᪉࠸࠺ࡢࡀࡶࡗ

ಙࡀ⾜ࢃࢀࠊ♫యࡀᐶᐜ࡞ཝ⨩ྥ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ఱࡀ㉳

ᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑࢀࡀᅜẸࡢゝㄽࡢ⮬⏤ࠊ⾲⌧ࡢ⮬⏤࠸࠺ࡶࡢࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛

ほⅬࡽࡇࡢၥ㢟ࢆᤊ࠼┤ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡿࠊ᪥ᮏࡣ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ᑐࡍࡿᩍ⫱

㐨ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ≢⨥Ᏻࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᆅᇦ࡛ࡢᑂ⪅⊁ࡾࡸࠊᑂ⪅࣓࣮ࣝࡢ㓄

ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࣂࢵࢡࢵࣉࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓጼໃࡀᚋࡢ㹇㹁㹒ศ㔝ࡢⓎᒎ

ࡢᐖ➼ࠊධࡍࡁࡔ࠸ࡗࡓ㆟ㄽࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᴟࡵ࡚ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞ၥ㢟ࡔ࠸࠺ࡇ

21 ୡ⣖ධࡗࡓ࠶ࡓࡾ࣓ࢹࡀ᰿ᣐࡢ࡞࠸ࡲࡲᏳࡀᝏࡋࡓࠊปᝏࡋࡓ࠸࠺ሗ

㏻ಙࡢ⛎ᐦ࠸࠺ࡶࡢࢆ⥔ᣢࡍࡿୖ࡛ࠊẸ㛫ࡢ⮬ⓗྲྀ⤌࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅಁ㐍

యࡀᝏࡣỴࡵࡘࡅࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ពぢࢆゝࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ

ࣆࣗࣜࢬ࣒ࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢹࢆᢈุⓗぢ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ≉⚾ࡢศ㔝࡛ゝ࠼ࡤࠊ

ᗓࡸ⥲ົ┬࡞࡛ࡶᏳ᫆つไ㢗ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㏻ಙࡢ⮬⏤࠶ࡿ࠸ࡣ

࡛᪥ᮏࡢ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆࡋࡓࡁࡶࠊᾏእࡢ◊✲⪅ࡽࡣࠊ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒⮬

ࢬ࣒ࡢ◊✲⪅࠸࠺❧ሙ࡛ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡕࡽ࠸࠺ࠊ࣏

㆟ࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛ࠊẸ㛫ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᚋࠊᨻ

ࡑࢀࡽ␒┠ࡣࠊࡳ࡞ࡉࡲࡀ࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࡸࡣࡾࠊᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࠊ୍᪉

࠙ᵓᡂဨࠚ  㱟㇂Ꮫࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡣฮᨻ⟇ࡀᑓ㛛࡛ࠊࡇࡢ㆟ࡣ࣏ࣆࣗࣜ

࠺ࡇྠࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡘ࠸࡚࠼ࡤᏳᚰࢿࢵࢺ࡙ࡃࡾಁ㐍༠

࡛ධࡍࡁ࡛࡞࠸ᙉ࠸せㄳࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡋࡋ᪉ࠊㄗሗࣉࣛࣂࢩ࣮

࠸࠺ࡇࡋ࡚ࠊᵓᡂဨ࠾㢪࠸࡛ࡁࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㛫ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡣࡳࢇ࡞ࡀ⮬⏤ሗⓎಙ࡛ࡁࡿ࠸

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛗㇂㒊ᗙ㛗௦⌮ࡣᚋ

ᙳ㡪ຊࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᨺ㏦ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࣓ࢹయࢆ㏻ࡌࡓゝ

࠸࠺᪉ࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓሙ࡛ࠊࡁ࡞ᴗ⪅ࡢ᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⪅࡞ྠࡌࡼ࠺࡞බᖹ࡞

␒┠ࡣࠊ㆟ㄽࡢᑡ࡞ࡗࡓ㏻ಙศ㔝ࡘ࠸࡚ࠊ୍ࡘࡔࡅ⏦ࡋୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸

㏦ࡢ୰࡛ࡶከᵝࡔࡋࠊࡋࡋᨺ㏦௨እࡢ࣓ࢹࠊ㠀ᖖ⌧ᅾࡣᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢ᪉ࠊ␒⤌ไసࢃࡿ᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸᨺ㏦ࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪉
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ࢆᙉࡃឤࡌࡲࡍࠋࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣ⾜ᨻᑟ࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㛵ಀ⪅ࡀദࡋ࡚㆟ㄽࡢ
ሙࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀẼ࡙ࡉࢀࡓ࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ᭷ព⩏࡞ࣇ࢛
࣮࣒ࣛࡔࡗࡓ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ᪉ࡽ࠾㢪
࠸࡛ࡁࡲࡍࠋ
࠙ᗈ℩࢜ࣈࢨ࣮ࣂࠚ  ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡶࢃࡽࡎᵓᡂဨྠᵝࡢⓎゝᶒࢆ࠸ࡓࡔࡁ࠶ࡾ
ࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᨺ㏦ࡼࡿຍᐖゝ࠸ࡲࡍࠊྡࢆᅇࡋࠊಙ㢗ࢆ
ᅇࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᦆᐖᑐࡋ࡚࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࡢ㎶ࡀ┦ᙜ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࠊࡸ
ࡸࡑࡕࡽࡀከࡍࡂࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ẽࡀ࠸ࡓࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊᨺ㏦␒⤌ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇࡣᐇ࡛࠶ࡗ࡚ࠊኚཧ⪃࡞ࡿពぢࡀከࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ
୍ゝࡅຍ࠼ࡲࡍ࡞ࡽࡤࠊ┘╩ࡍࡿ࠸࠸ࡲࡍࠊ┘どᶵ㛵࠸࠸ࡲࡍࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ㹄
㹁㹁ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡲࡉࢸࣞࣅࡀୡ⏺࡛ᅜẸࡢࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࡇࡢᅜࡶ࠶ࡿ✀ࡢつไᶵ㛵ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㹀㹎㹍ࡢࡼ࠺ࠊᨻᗓࡼࡿ᰿ᣐࡸࠊᨻ
ࡼࡿ᰿ᣐ࡞ࡋάືࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥ᮏࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ẽࡀࡋࡲࡍࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ࠺࠸࠺Ⰻ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋᢈุࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊ୍ゝⰋ࠸㠃ࡘ࠸࡚
㏙ࡲࡍࠊࢸࣞࣅ␒⤌ࡣࣉ࣒ࣛࢱ࣒ࠊ୍␒ேࡀぢࡸࡍ࠸㛫ᖏ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇ
ࡢ㹆㹓㹒㸦Households Using Television=⥲ୡᖏど⫈⋡㸧ࠊࡘࡲࡾ␒⤌ࢆぢ࡚࠸ࡿேࡢẚ⋡
ࡣ᱁ẁ㧗ࡃ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪂ࡋ࠸࣓ࢹࡀฟ࡚ࡁࡓࡶࢃࡽࡎࠊᖜ࡞ῶᑡ࠸
࠺ࡶࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ࠼ࡤࢻࢶ࡛ࡣྛᕞ┘╩ᶵ㛵ࡀ⨨ࢀࠊࢻࢶ♫Ẹ⩏
ࡢఏ⤫ࡢᙳ㡪ࠊ⫋ሙ௦⾲ࡀጤဨࡋ࡚㑅ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᕞࡼࡗ࡚㐪࠸ࡲࡍࡀࠊ㸰
㸮ᩘேࠊ㸱㸮ே࠸ࡗࡓ᪉ࡀጤဨ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ⫋ሙࢆ௦⾲ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠼ࡤ
་⒪ၥ㢟ࢆࡶ࠺ᑡࡋྲྀࡾୖࡆࡿࡁࡔࠊኻᴗၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡁࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ពぢࡀฟ

◓ࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚ࠊ᭱㏆ࡣᑓࡽ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡘ࠸

࡚ࡢពぢࢆゝࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

࠶㞧ࡥࡃ࡞ឤ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜึࡇࡢཧຍࡋࡓࡁࠊ➨୕⪅ጤဨࠊ㹄㹁

㹁ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆసࡗ࡚࣓ࢹࢆ┘どࡋࡼ࠺࠸࠺ヰࠊᅜẸ୍ே୍ேࡀሗࢆⓎಙ࡛

ࡁࡿᶒࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࢆసࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡘࡢヰࡀ୪⾜ࡋ࡚㉮ࡗ࡚࠸࡚ࠊ

ࡇࢀ࠺ࡸࡗ୍࡚ࡘࡢࡶࡢࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚⚾ࡢ୰࡛ᑡࡋ

ΰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ࡣᚚḞᖍ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢ㞄῝ᑿᵓᡂဨࡀᗙࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ῝ᑿ

ᵓᡂဨ⚾ࡣྠࡌ㱟㇂Ꮫᡤᒓࡋ࡚࠸࡚ࠊࡁࡁヰࡍᶵࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊே࡛

ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ࠸࠺ࠊ⚾ࡣ࣓ࢹ᳨ドࠊ῝ᑿࡉࢇࡣሗ

Ⓨಙ㛵ᚰࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢ

ࡇࡽ⪃࠼ࡿࠊሗⓎಙࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ⤖ᯝࡋ࡚࡞࣓ࢹࢆసࡾฟࡍྍ⬟

ᛶࡣ࠶ࡿࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋதⅬࢆ⤠ࡗࡓ᪉ࡀⰋࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞࠸࠺ឤࡌ

ࡀṇ┤࡞ឤ࡛ࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣᒣᵓᡂဨࠋ

࠙ᒣᵓᡂဨࠚ  ࠊᵓᡂဨࡶ࠾ࡗࡋࡷࡽࢀࡓࠊ㆟ㄽࡢ㐍ࡵ᪉ࡢⅬ࡛ࡍࡀࠊලయⓗ

ᨺ㏦ࡢࡇ࠺࠸࠺㒊ศ࡛⮬⏤ࡀᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ♫ࡢᶒࢆᐖࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶

ࡿ࠸ࡣᑗ᮶ࠊࡑࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞⌧≧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ

ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆ࠺ゎỴࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㆟ㄽࡢ㐍ࡵ᪉࡛࠶ࢀࡤࠊࡶ࠺ᑡ

ࡋලయⓗ࡞㆟ㄽࡀ῝ࡲࡗࡓࡢ࡞࠸࠺Ẽࡶ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊᨺ㏦ࡢ⮬⏤➼ࢆ࠸ࡋ࡚Ᏺ

ࡿࠊ
ࠕ◓ࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ᙧ࡛సࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣసࡽ࡞࠸࠸࠺ࠊࡸ

ࡸᢳ㇟ⓗ࡞㆟ㄽࡀඛ⾜ࡋࡓࡇࢁࠊཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ேࡋ࡚㞴ࡋ࠸ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ࠶ࡿ

࠸࠺ឤࡌࢆ᭱ᚋࡲ࡛ᣔ࠼ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ



ࡽࡎࠊ⚾ࡢᡤᒓࡋࡲࡍ᪂⪺ᴗ⏺ࠊ࣓ࢹయࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞࠸࠺ࡇ

ࡑࡋ࡚ࠊ࡞ど⫈⪅ࡀ࡞࣓ࢹࢆసࡗ࡚࠸ࡃࠊࡑࢀࡇࡑࡀ࠸ࢃࡺࡿ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢ



ࡢ⫱ᡂ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡢ⤡ࡳࠊࡑࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࡶࡢᑐࡋ࡚ㄢ㢟ࡢゎỴࡀࠊᨺ㏦ᴗ⏺ࡢࡳ࡞

ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗ࡚ࡃࡿࡇࡀࡼࡾ࡞ど⫈⪅ࢆ⫱࡚ࠊ࣓ࢹࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠊ

࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓゝ࠺ࠊࢻࢶࡢᅜႠⓗ࡞ᨺ㏦ࡣࠊኚど⫈

࣓ࢹࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡁ࡞ኚࡀゼࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ேᶒᐖࡸ㟷ᑡᖺ

ᕷẸ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࡢไᗘࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡀᚲせࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ

ࡑࢀ࡛ࡶ℈⏣ᗙ㛗ࡢࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖ࠶ࡾࡲࡍ࠾ࡾࠊఱ୍ࡘࡢ⤌⧊࣭ᶵ㛵ࢆస

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ࠸࠺ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖ࠶ࡾ
ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㛵ಀ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࠊࡇࢀࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊ

㹀㹎㹍ࢆ┘どࡍࡿゝࡗࡓࡽㄒᘢࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㹀㹎㹍ࢆᨭ࠼࡞ࡀࡽ┘どࡍࡿ

࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࡇ㆟ㄽࢆᑟ࠸࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ℈⏣ᗙ㛗ࡢᚚⱞປឤㅰࡍࡿḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡿព࡛ࡣࠊ㹀㹎㹍ࡣࠊど⫈⪅ࡢ௦⾲ࡋ࡚࣓ࢹ

ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ◓࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊඛᴋᵓᡂဨࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊ

ࢀࡤ῭ࡴࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑⮳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊⰋࡗࡓ࡞ᛮ

ࡢពࡽࡶࠊ㹀㹎㹍ࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋど⫈⪅ࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖᑐࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞ጼໃ
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ၥ㢟ࡀ㏻ಙࡢศ㔝࡛ࡶฟ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣᨺ㏦㛵ಀ
ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࢆྵࡵ࡚ࡈពぢࢆ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᜍࡽࡃࡑ࠺
࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀࡇࢀࡽ㹇㹁㹒ࡢศ㔝࡛ࡶࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊඛ
⮬ⓗྲྀ⤌ࡀ㔜せ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⚾ࡶ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࡶ⮬ⓗ
࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࢀᙜࡓࡾࡲࡋ࡚ࡣᅇࡢࡼ࠺㛤ࢀࡓሙ࡛
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊ࠸ࡋ࡚ᶒಖ㞀ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚
ࡶᨵࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡞ᛮࡗࡓḟ➨࡛ࡍࠋ㈗㔜࡞ᶵࢆ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊୖᮡᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࠙ୖᮡᵓᡂဨࠚ  ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢୖᮡ㝯࡛ࡍࠋࡕࡻ࠺ጞࡲࡗࡓࡢࡀ㸯ᖺ๓࠸࠺ࡇ
࡛ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ࡚ࠊᙜࡢ≧ἣࡽ⪃࠼ࡿࠊࡇࡢ᭱ᚋࡢᩥゝ࡛ࡍࡀࠊࢡࣟࢫ࣓ࢹࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣグ⪅ࢡࣛࣈ࠸࠺ᩥゝࡀධࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡞ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡇࢀᑐࡍࡿ
Ⓨ࠸࠺ཝࡋ࠸࠾ゝⴥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡞࠸࠺ࡇࡀゝࢃࢀ
࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࡽࡍࡿࠊ⤖ᯝࡋ࡚㝶ศኚࢃࡗࡓࡢ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࡣⓙᵝឤㅰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㐜้ࡣከࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊㅰ㔠ࢆ᩿ࡗ࡚
ࡁࡓ⏥ᩫࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋࡓࡔࠊࡇࡢ㸯ᖺ㛫ࠊࡑࢇ࡞ᝆ㛗࡞ࡇࢆゝࡗ࡚࠸
ࡿ≧ἣࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ᪥ᮏࡢ⌧≧࡛ࠊࡇࡢ⛅ࡢ YouTube ࡼࡿᑤ㛶ࣅࢹ࢜ࡢၥ㢟ࠊ⌧
ᅾ᭱ࡢၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ Wikileaks ࡢၥ㢟ࠋ᪥ᮏࡔࡅࡣྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡌ࡛ࠊ
ᜍࡽࡃࡇࡢ୰࠸ࡿⓙࡉࢇࡶ᪥ᮏࡢሗ㐨ࡔࡅࢆぢ࡚࠸ࡿୡ⏺ࡢሗ㐨ࡣࡃ㸯㸶㸮ᗘ㐪
࠺࠸࠺ࡇࢁࢆ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ Wikileaks ࡢၥ㢟ࢆ➃
⥴ࠊᾏእ࡛ࡣ࣮࢞ࢹࣥࢆ୰ᚰࡍࡿㄪᰝࢳ࣮࣒ࠊ୍᪉࡛ᅇࠊᅜົ┬༠ຊࡋࡓࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡࢱ࣒ࢫ࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞࣓ࢹࡢ୰ࡶᵝࠎ࡞ᙧ࡛⮬⏤࡞ሗ㐨ࡢほⅬࡽ㆟
ㄽࡢࡪࡘࡿࡇࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏࡣࠊWikileaks ࡢၥ㢟ධࡿ๓ࠊ࡞
ࡐᾏ⪁ⶶࡉࢇࡢヰࡤࡾࢆᮅࡽᬌࡲ࡛ὶࡍ࠸࠺㠀ᖖᖹ࡞≧ἣࢆసࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡍࡀࠊୡ⏺ࡣ༙ࡤᡓయไࠊሗᡓධࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀࡇࡇ㸯㐌㛫⧞ࡾ㏉ࡋሗࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡿ⌧ᐇ࡛ࡍࡡࠋᡓதࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢࡑࢀࢆ↓どࡋ࡚Ᏻ✜ࡋࡓࡇࢁ࠸ࡿ࠸
࠺௦ࡶ⤊ࢃࡗࡓ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣࡑ࠺ࡋࡓ㒊ศ࡛ࡣඛ㥑ⓗ㆙࿌ࢆⓎࡋ
ࡓゝ࠺ࡇ࡛ࠊ㠀ᖖព⩏῝ࡗࡓࢇ࡛ࡣ࡞࠸⚾⮬㌟⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᭱ᚋࠊࡇ
ࡢሗ࿌᭩ࡀࡲࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ℈⏣ᗙ㛗ࡢᡭ⭎㛵ࡋ࡚ᮏᙜᚰࡽᩗពࢆ⾲ࡍ
ࡶࠊ㆟ࡢ᭱୰ᗈ℩㛗ࡸ㹌㹆㹉ࡢ᪉ࠊ᪂⪺༠ࡢ᪉⏕ពẼ࡞ࡇࢆ⏦ࡋୖࡆ࡚
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⋡ࡀⴠࡕ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊࡸࡣࡾ㠃ⓑࡃ࡞࠸ࡽࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡛࣮ࣚࣟࢵࣃࡣ࡞

ࡾࡢᅜ࡛᭷ᩱᨺ㏦ࡀὶ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࢸࣞࣅࢆぢࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨺ㏦ࢆぢࡿ

ሙྜࠊ↓ᐖ࡛࠶ࡿ࠺࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡸࡣࡾ࠸ࡳࢇ࡞ࡀⱞປࡋ࡚࠸࠸

␒⤌ࢆసࡾఏ࠼ࡿ࠸࠺Ⅼࡶὀពࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺୍Ⅼࡔࡅ⏦ࡋࡲࡍࠊ㹀

㹎㹍࠸࠺ࡢࡣᮏᙜ㝿࠸㆟ㄽࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᨺ㏦ᴗ⪅ࡀ✺ࡗ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸Ⅼࡶᢈ

ุࡉࢀࢀࡤࠊ✺ࡗ㎸ࡳࡍࡂࡓⅬࡶᢈุࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡢㄽ㆟ࡣᮏᙜุᡤ࡞࡛ᒎ㛤ࡉࢀ

ࡿࡶࡢࡣ㐪ࡗ࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡛࠶ࡿࡋࠊ㠀ᖖᖖ㆑ㄽⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕ

ࡣࠊࡇࡢ㛫࠾⣙᮰ࡍࢀࡤࡼࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᏛ࡛࣓ࢹ㛵ಀࡢᏛ㒊ࡢ࠶ࡿࡇࢁࡢඛ

⏕᪉ࡣࡍ࡚ࠊẖ᭶Ⓨ⾜ࡉࢀࡿ㹀㹎㹍ࡢ᭶ሗ࡞ࢆ࠾㏦ࡾࡋ࡚ࠊᚋࡢ࣓ࢹࢆぢࡿ

㝿ࡢཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ㈈※ࢆ㞟ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ

ࡑࢀࡃࡽ࠸ࡢࡇࡣᡃࠎ࡛ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊḟ⚟ᆅ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮

࠙㔠⏣࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࠚ  ⚟ᆅ㛗ࡢ௦⌮࠸࠺ࡇ࡛ࣇ࢛࣮࣒ࣛฟࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ

ࡲࡋࡓࠋ㸰ᅇࢃࡓࡗ࡚㹌㹆㹉ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ࠾㛫ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡍࡿᶵࢆᚓ

ࡲࡋࡓࠋ࡞࡞ࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡲࡲࡗ࡚ࡈㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡞ࡗࡓ࡞࠸࠺ࡇࠊࡸ

ࡣࡾᨺ㏦ࡢ୰࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡁࡗࡕࡾࡶࡗㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせ࡞ࡢ࡞ឤࡌࡲ

ࡋࡓࠋྲྀᮦࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࣓࢝ࣛࢆᵓ࠼ࡿࡇࡣᮏᴗࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ

ᡃࠎ⮬㌟ࡶࡁࡗࡕࡾࡗ࡚ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆࡈㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶࡶ࠺ᑡࡋᚲせ࡞ࡢ࡞

࠸࠺ࡇࢆ㸰ᅇࡢࣄࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ឤࡌࡲࡋࡓࠋయࡋ࡚ࠊඛᒣᵓᡂဨࡽࡶ

ᚚᣦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊၥ㢟ゎỴᆺࡢ㆟ㄽ࡛࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㠀ᖖᖜᗈࡃࡈ㆟ㄽ

࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࡢ㈨ᩱࡶኚཧ⪃࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ୍᪉࡛ࠊࡲࡵ᪉ࡋ࡚ᗙ㛗ࡢ℈⏣

ඛ⏕ࡣኚᚚⱞປࡶ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊḟ୕ᾆ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ௦⌮࡛∦ᒣ

ࡉࢇ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠙∦ᒣ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ௦⌮ࠚ  ∦ᒣ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ୕ᾆࡢ௦⌮࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋ࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢ

௦⌮࠸࠺ࡇ࡛ࡶ㸰ᅇ┠ࡢཧຍ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㆟ㄽࡢ୰㌟ࢆ࠸ࢁ࠸ࢁㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ

ࡲࡋࡓࠋࢱࢺࣝࠕ㹇㹁㹒ศ㔝࠾ࡅࡿࠖ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⚾ࡶ㹌㹒㹒ࢢ࣮ࣝࣉࡣ

ࡕࡽ࠸࠸ࡲࡍ㏻ಙ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡽᨺ㏦㏻ಙࡢ

ቃ⏺ࡀࢇࢇపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛤Ⓨࡸᢏ⾡㛤Ⓨࡀ㐍ࡴࠊࡉࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
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ࡸ㛵㐃ࡍࡿᐇົᐙࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ㆟࡛ࡋ࡚ࠊ᪥ᖐᅜࡋࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡛ࠕ࣓ࢹ
᠇ἲཎ⌮ࠖ࠸࠺࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢྖࢆࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ୍᪉࡛ࡣࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࡢᬑཬక࠺ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᐖࠊⴭసᶒᐖࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࡲࡍࠊ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢࢡࢭࢫࡢಖ㞀࠸࠺ࡇࢆ㆟ㄽࡍࡿሙ࡛ࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ᪉࡛ࠊ
࣐ࢫ࣓ࢹࡢከඖᛶࠊබᖹᛶࢆ࠸ࡋ࡚ಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢹࣔࢡࣛࢩ
࣮ࠊẸ⩏࠸࠺ࡶࡢࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ
࠺࠸ࡗࡓ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡲࡓࠊ⚾㸱㸮ᖺ㏆ࡃ࣓ࢹࡢ◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿே㛫࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ
ࡅࢀࡶࠊ⚾⮬㌟ࡢឤࡌ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢᨺ㏦࣓ࢹ࠸࠺ࡢࡣࠊ☜ၥ㢟Ⅼࢆᢪ࠼࡚ࡣ
࠾ࡾࡲࡍࡀࠊୡ⏺ྛᅜࡢ୰࡛ぢࢀࡤࠊ࡞ࡾ࣐ࢩ࡞᪉࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡑ࠺ࡣ⏦ࡋ࡚ࡶࡑࢀ⮬㊊ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊẸⓗ࡞♫⏕ࡁࡿ
ேࠎᚲせ࡞ሗࢆ♫యຠᯝⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢດຊࢆࡉࡽ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࢀࡤࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㆟ㄽࢆࠊᅜẸྛ⮬࡛⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ᭱ᚋ⚾ࡢ␒࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢᛮ࠸ࡣࡇࡢ
ࠕࡴࡍࡧ࠼࡚ࠖࡢࡇࢁ࡛ࠊ࡞ࡾ⋡┤᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋṇ┤࡞ࡇࢁࠊ
᭱ึࡢ㡭ࡣࡇࢀࡣ࠼ࡽ࠸㆟ࡢᗙ㛗ࢆᘬࡁཷࡅࡓ࡞ࠊࡉ࠶࠺ࡍࡿࢇࡔᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠊࡸࡣࡾ㆟ㄽࢆࡍࡿࡇࡢព࠸࠸ࡲࡍࠊࡑࢀࡒࢀࡀࣂࣛࣂࣛࡢࡇࢆ࠸ࡗ࡚ࡽ
ࡗࡋࡷࡿࡼ࠺࡛ࡶࠊ㆟ㄽࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪉ྥᛶࠊඹ㏻ࡢゎࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋࡋࡤࡋࡤࡇ࠺
ࡋࡓ㆟࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿ᪉ྥࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇྥࡅ࡚㆟ㄽࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࡅࢀࡶࠊᮏᙜࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ᪉ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⪃࠼ุ࡛᩿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆ㏻
ࡌ࡚యࡢ᪉ྥࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ㏫ゝ࠺ࡇࢇワࡵࡿ࠸࠺ࡇࡣ㞴ࡋ࠸
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡁ࡞᪉ྥࡀぢ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ௦ࠊኚ࡞ኚࡶࡁ࠸௦࡛ࡍ
ࡀࠊࡑࡢ୰࡛ゝㄽ࣭⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣఱࡀษ࡞ࡢࠊ୍␒ཎ⌮࡞ࡿ
ࡇࢁࡀ㆟ㄽ࡛ࡁࠊඹ㏻ゎࡀᚓࡽࢀࡓ࠸࠺Ⅼࡣ㠀ᖖࡁ࡞ࡇࡔᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊಶࠎࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊูࡢᶵ࡛ࡲࡔࡲࡔワࡵ࡚࠸ࡃࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡸࡣࡾᇶᮏⓗ࡞ඹ㏻ゎࡀᚓࡽࢀࡓ࠸࠺ࡇ㛵㐃ࡋ࡚⏦ࡋࡲࡍࠊࡇ࠺ࡋࡓゝㄽ࣭⾲
⌧ࡢ⮬⏤ࢃࡿၥ㢟ࠊ࣓ࢹࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࡣࠊఱ୍ࡘࡢ᪉ἲࢆ
ྲྀࢀࡤࠊࡇࢀ࡛῭ࡴ࠸࠺ࡇ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞ࡃ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆᖖືࡋ࡚࠸ࡃࠋ࣓ࢹࡢഃࡶ୍᪉࡛ࡣ⮬つไ࡛࠸࠺ࡇ࡛
ࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ⮬ศ㐩࡛࣮ࣝࣝࢆసࡿ࠸࠺ࡇࢆỴࡋ࡚つไ⪃࠼ࡎࠊඛ㒓ཎ
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ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾ⃭ࡋ࠸ㄽதࡀ࡞࠸㝈ࡾࡣᨵ㠉ࡶ㐍Ṍࡶ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶࠼࡚ࡑ࠺

࠸࠺ᙧ࡛ࡢㄽதࢆ྿ࡗࡅࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢሙࢆࡾ࡚㠀♩ࢆ࠾ルࡧࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ

ࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀ⮬యࡣ⏦ࡋヂ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ୰㌟ࡘ࠸࡚ࡣಂ↛࣓ࢹࡀ⨨ࢀ࡚

࠸ࡿ❧ሙࠊࡑࡋ࡚⮬⏤࡞ሗࡢ◓ࢆసࡿ࠸࠺ほⅬࡽࡶᚲせࡔࡗࡓࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋᙜึࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㊃᪨ࡣ㹀㹎㹍ࡢヰࠊ㹄㹁㹁ࢆసࡿ࠸࠺ヰ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᮏ

㡢ࢆゝ࠼ࡤࠊ୧᪉ࡶᚲせ࡞࠸࠸࠺࣓ࢹ⎔ቃࡢ᪉ࡀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ

࠶ࡿᨺ㏦ᴗయࠊ㏻ಙᴗయࡢ᪉ࠎࡀ⮬ⓗࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡁࡕࢇᑐᛂࡍࡿ࠸࠺♫

ࢆసࡿࠊ࣓ࢹࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡿ࠸࠺ࡇࡢ᪉ࡀࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ࡗ

࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ㛵ࡋ࡚ࠊ⚾⮬㌟ࡢᣢㄽ࡛ゝ࠼ࡤࠊグ⪅ࢡࣛࣈ࠸࠺᪥ᮏࡋ࡞࠸ไ

ᗘࢆྲྀࡗᡶ࠼ࡤࡑࡢ➨୍Ṍ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⏦ࡋୖࡆ࡚ࡁࡓࢇ࡛

ࡍࡀࠊࡑࡢᩥゝࡀ᭱⤊ሗ࿌ධࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ᨵࡵ࡚ᗙ㛗ࡣᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ᭱

ᚋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆసࡗࡓ๓⮧ࡢཎ୍ཱྀ༤ࡉࢇࡣࠊ࡞ࡾࡢⓎ࣭ᅽ

ຊࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ㆟ࢆసࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢሙࡣ࠸ࡽ

ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ୰ᮧᵓᡂဨ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠙୰ᮧᵓᡂဨࠚ  ୰ᮧ࡛ࡍࠋࢥࣥࢸࣥࢶࡢつᚊࡢㄽ㆟ࢆࡍࡿࠊࡶࡍࡿつไᙉㄽ

⾜ᨻ⤌⧊ㄽഴࡁࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊᅇᖜᗈ࠸ㄽ㆟ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ୍

ࡘࢀࢇࡉࢀࡿ⟅࠼ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊከᵝ࡞ពぢࠊከᵝ࡞❧ሙࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ⤌

ࡳࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࡀඹ᭷ࡉࢀࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲ

ࡍࠋಶேࡢពぢࡋ࡚ࡣሗ࿌᭩ࡢ㸰࣮࣌ࢪࡢ㸦࢟㸧ࡢࡇࢁ␃ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࣓ࢹࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠊ

ࡑࡋ࡚ࡑࡢࡓࡵࣥࣇࣛࡢᩚഛࠊ᪂ࡋ࠸࣓ࢹࡢ㛤Ⓨࠊ⏝⎔ቃࡢᩚഛ࠸ࡗࡓࡇ

ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᚲせࡔゝ࠺ࡇࡀ⚾ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼

࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᏑࡌࡲࡍࠋ㆟ㄽࡢึࡵࡣ᪥ᮏ∧㹄㹁

㹁࠸ࡗࡓሗ㏻ಙ⾜ᨻࢆᨻࡽ⊂❧ࡉࡏࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ヰࡶ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡣࡑ

ࡢ㏫ᨻᑟ࡛࠸⾜ᨻࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⾜ᨻࢧ

ࢻࠊࡑࡋ࡚ᨻࡣࡋࡗࡾࡋࡓ㐠⏝ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿḟ➨࡛ࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛗㇂㒊ᗙ㛗௦⌮࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠙㛗㇂㒊ᗙ㛗௦⌮ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࠊಶேࡢヰ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ㸯㸰

᭶㸳᪥ࡽᅜ㝿᠇ἲᏛࡢୡ⏺ࡀ࣓࢟ࢩࢥࢩࢸ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚ࠊୡ⏺୰ࡢ᠇ἲᏛ⪅
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ࡍࡋࠊࡑࡢࡣࡲࡓ㛵ಀࡍࡿⓙᵝ᪉ࡶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡋࡗࡾ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠊᩍᤵࡀ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ࡢ◊✲
ࡢどⅬࡽཧຍࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇࢆ⪺ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࢆᨻᐙࡋ࡚
ᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡘ࡚ࠊ⚾࠶ࡿ␒⤌࡛ᑡᖺἲࢆᨵṇࡍࡁ࠸࠺㆟ㄽཧຍࡋࡓ㝿ࠊ
⚾ࡣᑡᖺἲࡢᏑᅾࡣ㠀ᖖษࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㆟ㄽࡢ୰ࢇ
ࢇ㘓ࡢ㐣⛬࡛ᘬࡗᙇࡗ࡚⾜ࢀࡓࡇ㛵ࡋ࡚ࠊኚ༴ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡇࡀࠊ
ฮᨻ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ᭦ṇࡶྵࡵࡓ♫ࡢᅾࡾ᪉࠸ࢁ࠸ࢁᙳ㡪ࢆ࠼࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺≧ἣ࠸࠺ࡢࡀᮏᙜⰋ࠸ࡢࡔࢁ࠺ၥᛮࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲ

࠺ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠊ࠺࠸࠺࣮ࣝࣝࡢୗ⪃࠼࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࠋࡑ࠺࠸࠺ጼໃ࡛㠀

⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ጼໃࢆᅜẸࡣᜍࡽࡃࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࢇࡔࢁ࠺

ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡢ᪉ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ឤࢆ⏦ࡋୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ

࠸ࡲࡍࠋ

௨ୖ࡛ࠊࡇࡢྜࡘ࠸࡚ࡢࡈឤࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕࡕࡻࡗᛀࢀ࡚࠸ࡓࠖ࠸࠺ࡇࡣ

ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡶࡋࠊࡈឤ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏ᪥ࡢྜࡣ௨ୖ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ᭱ᚋᖹᒸ⮧ࡢ᪉ࡽࡈឤࢆ࠸ࡓࡔࡅ

ࢀࡤࠋ

࠸ࡲࡍࠊ♫ࡢ⤌ࡳࡢᅾࡾ᪉ࢆ࠺ࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊ᪥ࡶ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
ࡼ࠺ࠊᖖ᪥㡭ࠊከࡃࡢ᪉ࠎࠊᅜẸࡢ᪉ࠎࡀࡋࡗࡾ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺♫ࢆసࡗ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤឤࡌࡓḟ➨࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᅇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣၥ㢟タᐃᆺ࠸࠺ࡇࡣ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀࠊᖜᗈ࠸㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ࠶ࡿࡁ♫ࡢ
ጼࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋཧ⪃ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢᡃࠎࡢ⾜ᨻࠊ
ᨻάࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠙℈⏣ᗙ㛗ࠚ  ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣࠊᮏ᪥࡛⤊࡞ࡾ
ࡲࡍࠋෑ㢌࡛ࡈᢎㄆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࡢሗ࿌᭩ࢆබ⾲ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋࡇ
ࢀࡲ࡛㸯ᖺ㛫ࢃࡓࡾࡲࡋ࡚ࠊᵓᡂဨ࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂࡢⓙᵝࡣኚάⓎ࡞ࡈ㆟ㄽࡈ༠ຊ
࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡑࢀࡒࢀࡢ࠾❧ሙ࡛ࠊࡇࡇ࡛⾜ࢃࢀࡓ㆟ㄽ
ࢆࡉࡽάⓎᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊഐ⫈ࡢⓙᵝ᪉ࠊẖᅇࡓࡃࡉࢇ
᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓഐ⫈ࡢⓙᵝ᪉࠾ࢀ࡚ࡶࠊ㠀ࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࢆᅜ
Ẹࡢ㛫ࡼࡾᗈࡃᗈࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
࡛ࡣࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊࡇࢀ࡛㛢࠸ࡓࡋࡲࡍࠋㄔ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

㆟ࡶ㠀ฟࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡈෆࡢ࠾ࡾࠊண⟬⦅ᡂࠊ⛯ไᨵṇ➼

ኚཝࡋ࠸᪥⛬ࡢ୰࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥ࡣฟᖍ࡛ࡁࡎࠊኚ⏦ࡋヂ࡞ࡃᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡈពぢࢆ᪥ࡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡶ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊ࡞ࡿ࡞ᛮ࠸࡞ࡀࡽ⪺

࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡎࠊ⥲ົ┬ࠊົᒁࡋ࡚⏦ࡋヂ࡞ࡃᛮ࠺ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨻᐙ

ࡋ࡚⏦ࡋヂ࡞ࡃ࠶ࡿࡇࢁࠊከࠎ࠶ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㆟ࡢ㏵୰࡛ᨻົ୕ᙺࡀ

ဨኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺≧ἣࡢ୰࡛ࠊᙜึཎཱྀ⮧ࡀࠊࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛఱࢆồࡵ࡚࠸ࡓ

ࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊᚲࡎࡋࡶே␗ືᚋࡢ⚾ࡓࡕࡀࡋࡗࡾࣇ࢛࣮࡛ࣟࡁ࡚࠸࡞

ࡗࡓࡇࢁࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ࡕࡻࡗឤࡌࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢⅬࡣ⏦ࡋヂ࡞ࡃᛮࡗ࡚࠾ࡾ

ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ࠸ࢁ࠸ࢁᚚᣦ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ࠼ࡤࠊᚋඛ⏕ࡀࠊẸඪ࡞ࡾᨻᶒඪ

࡞ࡾࡀ࠺࠸࠺᪉ྥᛶࢆࡶࡗ࡚ఱࢆ㆟ㄽࡋ࡚ࡋ࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢆࡋࡗࡾ♧ࡋ࡚࠾

ࡃࠊࡇࢀࡣࡓࡪࢇࡇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀጞࡲࡿ๓ࡢẁ㝵ࠊጞࡲࡗࡓ┤ᚋࡢẁ㝵࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ

ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊࡶࡗ㆟ㄽࡢ୰㌟ࡶኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡢࡶ࠸࠺Ẽࡶ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡓࡔࠊ

ᗙ㛗ࡽඛᚚᣦ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉㠃ࡢᑓ㛛ᐙࡢ᪉ࠎࠊ᭷㆑⪅ࡢ᪉

㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊከゅⓗ࡞㆟ㄽࢆࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ㹇㹁㹒ศ㔝ࠊᨺ㏦ศ㔝



ࡽ࠸࠺ࡈⓎゝࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⚾ࡓࡕࡶࡁ࡞᪉ྥᛶࡢ୰࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ⓨ⏕ࡋ

ࡶᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᒣᵓᡂဨࡢ᪉ࡽࠊၥ㢟ᥦ㉳ᆺࡢ㆟ㄽࡀࡶࡗ࡛ࡁࡓ



ไⓗධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠊࡇࢀࡶチࡉࢀ࡞࠸ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࣂࣛࣥࢫ࠸

ࡔࡁࡲࡋ࡚ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ∦ᒣ⮧ࡶኚ㛵ᚰࢆᙉࡃᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࢇ࡛ࠊ᪥ࡢ

௨ୖ

ࡓࡔࡃࡇࡶᚲせࡔࠋࡋࡋࠊࡑࡇᡃࠎᨻᐙࡀᙉไⓗධࡗ࡚࠸ࡃࠊᨻᗓࡀᙉ

࠾ࡅࡿ㏻ಙ࣭ᨺ㏦ࡢ⮬⏤ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊࡁ࡞ᇶᮏⓗ࡞᪉ྥᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡞

ࡢࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊ࣐ࢫࢥ࣑࠾࠸࡚ࡶࡋࡗࡾࠊࡑࡋ࡚⮬ぬࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡋ࡚࠸

⮧ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾᣵᣜ

࠙ᖹᒸ⮧ࠚ  ⥲ົ⮧ࡢᖹᒸ⚽ኵ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡶኚࡈ⇕ᚰࡈ㆟ㄽ࠸ࡓ

ࡉ࣐ࢫࢥ࣑࠸࠺ࡶࡢࡀసࡾฟࡍ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㞺ᅖẼ࠸࠸ࡲࡍࠊᅜẸࡢព㆑࠸࠺ࡶ

࡚࠸ࡿၥ㢟ࡘ࠸࡚࠺ᑐᛂࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ

ࡉࢇࡶࡕࡻࡗࢃࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ࣓ࢹࢆ࠺ഃࡢ࠸࠺ࡶࡢࢆᯝࡓࡍࡣ

