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新事業創出戦略委員会の概要
1.

1

諮問事項
「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成２３年２月１０日 諮問第１７号）
①ＩＣＴ市場の構造変化と将来像 、②新事業創出に向けた環境整備の在り方 、
③ＩＣＴの利活用促進における環境整備の在り方 、④新事業の創出と標準化の連携強化 等

2． 検討状況
• 平成２３年２月１０日、情報通信政策部会に「新事業創出戦略委員会」を設置。同年２月１７日以降、計８回の会合を開催し、検討を実施。
• ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策等について、同年２月１７日、同委員会に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ」を
設置し、検討を実施。（＜参考②＞新事業創出戦略委員会 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループの概要 参照）
• 同年６月１３日に「新事業創出戦略 ～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に向けて～」を取りまとめ。
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新事業創出戦略委員会の検討経緯

ＩＣＴ政策の基本理念①【５つの柱】

3

①通信インフラ等の耐災害性の強化
✔ 冗長性のある有機的なネットワーク連携により、耐災害性に優れた新たな国土（例えば、「コンパクトシティ」
が有機的にネットワークで結ばれている国土）の形成を実現

②ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化（「共生型ネット社会」の構築）
✔ インターネットの持つソーシャルメディアとしての機能等を活用しつつ、「共生型ネット社会」（ネットを通じた
コミュニケーションを深めることにより、距離等の制約を超えて人と人のつながりが深くなる社会）の構築

③ＩＣＴ利活用による新事業の創出
✔ 被災地の農林水産業の復興、行政・医療・教育等の公的サービスの瞬断なき提供を実現
✔ ＩＣＴ利活用人材の育成、アクセシビリティの向上に資するユニバーサルデザインの実現、情報セキュリティ
の向上等の共通基盤の整備

④ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献（グリーンＩＣＴ等の推進）
✔ 中期的な電力需給の逼迫や環境負荷の低減への対応に向けたＩＣＴの活用として、日本の生産力を最大限
維持していくためのグリーンＩＣＴ等の推進

⑤ＩＣＴ産業の国際競争力の強化（産業空洞化への対応、国際連携・協調の推進）
✔ サービスや事業活動のグローバル化に対応しつつ、産業の空洞化を防ぐとともに、アジアの成長を取り込ん
だＩＣＴ産業の復興を実現

ＩＣＴ政策の基本理念②【４つの留意点】

4

①「東日本復興」
✔ 地方自治体が主体となることが大前提であり、政府は最大限これを支援するとともに、単に損壊した機能の
復旧ではなく、被災地が希望を持つことができる「創造的復興」が必要

②「日本再生」
✔ ＩＣＴを起点とする施策展開ではなく、日本経済が抱える供給制約の打開、今後の震災の可能性を踏まえた
災害に強い国創りや効率性の高い社会経済システム構築の観点から、ＩＣＴの貢献が必要

③復旧・復興プロセスの先に実現すべき社会像の具体化
✔ 「東日本復興」及び「日本再生」を通じた世界最先端の「情報流通連携基盤」を実現し、2020年頃に「知識
情報社会」という新たな社会経済システムを構築することを長期的な目標として設定することが必要

④その他配慮すべき事項
✔ 長期間に及ぶ「東日本復興」と「日本再生」において、政府が果たすべき役割として、アウトカム目標やスケ
ジュールの明確化、アカウンタビリティがこれまで以上に必要
✔ 研究開発、実証、標準仕様化、広域展開の各段階の明確化・体系化と一体的な推進、各年度における事後評価
の徹底等が必要

情報流通連携基盤（プラットフォーム）：「縦軸」から「横軸」へ
情報
（コンテンツ）

マッシュアップ
（組み合わせて利用）

レイヤー間のインターフェースのオープン化（標準化）

コンテンツ・
アプリケーション
レイヤー

クラウドサービスの活用
（クラウド間連携を含む）

プラットフォーム
レイヤー
情報流通連携基盤
（プラットフォーム）

ネットワーク
レイヤー

（ＩＰ化を軸とする通信・放送の融合・連携の進展）
（Ｍ２Ｍ通信の普及）
（有線・無線ネットワークの有機的連携）

端末
レイヤー

（端末・ネットワーク間の紐帯関係の緩和）
（オープンソースＯＳ等の普及）

（例）
➤APIのオープン化
➤データ様式の連携
➤認証・課金機能等の連携
➤個人情報の取扱に関する
ルールの整合性確保
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新事業創出戦略の方向性
① 「技術ドリブン（中心・基軸）」視点から「課題ドリブン」・「ユーザードリブン」な施策への転換

３つの基本的視点

✔課題解決の最適解を導入するためのユーザー、専門家、有識者等の対話・意思疎通
✔高齢者や障がい者等の利用者のニーズを最大限尊重したＩＣＴサービスの開発等
✔耐災害性の強いネットワークの構築（ＢＣＰ of ＩＣＴ）
✔データの耐災害性を高めるクラウドサービスの積極的導入（ＢＣＰ by ＩＣＴ）

②異業種連携による新たなソリューション等を生み出す非連続な「オープンイノベーション」の創出
✔各主体が得意とする資源を持ち寄った新たな課題解決のためのＩＣＴと他分野との連携
✔医療･介護や農業･物流等の技術や制度に共通要素がある分野横断的な異業種連携の推進

③グローバルな視点にたったグローバル市場における新産業領域の創出等
✔社会的に実装、全国に展開、国際協調・貢献の視点から課題を共有する諸外国にも展開
✔標準化戦略との連携強化、民間主導のデファクト標準（フォーラム標準）を積極的に支援

具体的施策
【通信インフラ等の耐災害性の強化】

検討の方向性

●通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築
●冗長性の高い情報提供基盤の構築

【ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献】
●日本型スマートグリッド等の推進

【ＩＣＴ利活用による新事業の創出】
●スマート・クラウド戦略の推進
●テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出
●「情報の利活用」の積極的推進

●東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造
●電波を利用した新事業の創出
●ＩＣＴ利活用推進のための環境整備

ＩＣＴ利活用政策の推進における取組
①「ロードマップ」の策定と「段階的管理」
②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施

③適切な事後評価とフォローアップ
④ＩＣＴ利活用政策の構造化
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新事業創出戦略の具体的施策①
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①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築
✔ 重層的な情報通信ネットワークの構築（１つの情報通信網が途絶しても、他の情報通信網を介して災害情報等の伝達が
可能となる防災無線、通信網、放送網等を連携させる仕組みの構築）
✔ ＩＸ機能やデータセンタの地域分散化、衛星インターネットと固定・移動通信ネットワークを組み合わせた網構築、通信途絶時
のメッシュ型無線ＬＡＮ網による応急復旧等の推進
✔ 津波等による地域住民情報の消失を防ぐとともに、低コストで迅速な行政機能の復旧を可能とするための自治体クラ
ウドの構築の推進

②冗長性の高い情報提供基盤の構築
✔ アクセス集中を回避するための公的機関によるミラーリング、クラウドの活用等の促進（手順等の確立・共有化）
✔ 迅速かつ適切に災害情報を伝達するための公的機関によるソーシャルメディア等インターネットの活用の促進（ガイドライン
の充実化）
✔ 自治体等の情報を集約し、多様なメディアに提供可能な基盤の普及推進（安心･安全公共コモンズ）
✔ 高齢者等のＩＣＴリテラシーの向上、高齢者等にとって使い勝手のよいサービス等の開発の促進（疎開先の住民に向け
て生活情報等をインターネットを介して発信し、容易に地元情報にアクセス可能な仕組みの構築）
✔ 遠隔医療等による広域医療連携、携帯端末などから診療・調剤情報等への参照を可能とする医療クラウド（日本版ＥＨＲ）、
医療情報等の電子化の推進、これらを支える安全かつ最適な通信ネットワークの仕組みの確立
✔ ＩＣＴ人材の定着を希望する地域と、地域への貢献を希望するＩＣＴ人材をマッチングさせる仕組みの創設、地域から
の情報発信を行う人材等の活用による地域における「共助」の仕組みの形成

新事業創出戦略の具体的施策②

8

③スマート・クラウド戦略の推進
✔ 「ジャパン･クラウド･コンソーシアム (JCC)」におけるクラウドサービス普及に向けた取組の積極的な支援
✔ 被災地企業等のクラウドサービス導入に対する助言等の支援による復旧･復興プロセスの加速化、情報システムの耐災
害性や情報連携の強化等の推進
✔ 「ＡＳＰ･ＳａａＳ利用促進協議会 (ASPIC)」を通じたクラウドサービス等の提供者及び利用者に対するガイドライン策定
等の推進
✔ いわゆる「ビッグデータ」の解析等の効率的な実施やクラウド間の連携強化を実現するための研究開発の促進、クラウド間の
円滑なデータ流通を可能とするための標準化活動等を行う「グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム(GICTF)」等の支援

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出
✔ テレワーク導入によるＢＣＰ・節電などの具体的な効果･事例の収集･周知
✔ テレワークシステムの体系化、運用規程等の整備、導入等に係る人的支援の仕組みの構築
✔ 被災地外の仕事をテレワークを通じて被災地につなぐことによる雇用創出に向けた取り組みの実施

⑤「情報の利活用」の積極的推進
✔ 主体、分野・領域に閉じない情報の流通・連携を図るための「情報流通連携基盤」（各プラットフォーム間のＡＰＩのオープン
化、データ様式等の連携、認証･課金機能等の連携、クラウド事業者の遵守事項のガイドライン化等の汎用性のある技術・
運用ルール、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等による共通基盤）の実現の推進
✔ 国等が保有する災害関連情報等の復旧関連データのデジタルフォーマット（ＸＭＬ、ＣＳＶ等）による公開の促進等

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造
✔ テレワークを活用したソフトウェア開発拠点の整備、東北地方への研究開発及び実証拠点の誘致等

新事業創出戦略の具体的施策③
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⑦電波を利用した新事業の創出
✔ ホワイトスペースやセンサーネットワーク等の新たな無線技術の活用による地域の安心･安全の確保等
✔ 緊急警報をあらゆる情報通信手段を通じて、確実な警報伝達を可能とするための防災行政無線システムの高度化
✔ 災害に強い無線通信技術の開発、技術検証基盤の構築の推進（通信途絶時でも可搬型高機能無線局が自律的にネット
ワークを構成する技術開発の推進、様々なワイヤレスネットワークを災害時の通信代替手段として利活用できるブロードバンド
ワイヤレステストベッドの構築等）

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備
✔ ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し（非常時におけるＩＣＴ利活用による減災等の観点から、行政・医療・教育
等の公的サービスの提供におけるＩＣＴの利活用や分野・領域横断的な情報の利活用を阻害している規制等の運用の明確化等）
✔ 利用者本位のサービス等の開発を含むアクセシビリティ等の向上（障がい者･高齢者等の全ての人のためのユニバーサ
ルデザインの実現、認証手段の多様化のための携帯端末等を媒体とした電子行政サービスへのアクセシビリティの向上）
✔ 「情報活用人材」（産学連携や人材相互交流の強化、ＣＩＯの確保育成、必要な情報活用能力の定義化・育成プログラ
ムの構築）、高度ＩＣＴ利活用人材の育成
✔ 情報セキュリティの強化（地域コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセンター等）

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献
✔ 需要家側における消費電力の「見える化」（ＨＥＭＳとスマートメータ等の連携にむけた標準仕様化）等の推進
✔ 需要家の承諾を前提とした、消費電力データを活用したクラウドサービスの提供、アプリケーションの活用等の促進、
スマートメータの先行的・試行的導入による電気予報のリアルタイム化の検討
✔ スマートメータから収集された消費電力に関するストリーミングデータのクラウドによる処理のためのセキュリティ基準の
策定等の推進
✔ 省エネ･環境負荷低減のベストプラクティスモデル及び環境影響評価手法の確立等の推進
✔ データセンタのグリーン化、通信ネットワークのグリーン化のための研究開発等の推進
✔ ＨＥＭＳの導入等による環境に優しいまちづくりのための取組の推進

ＩＣＴ利活用政策の推進における取組
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①「ロードマップ」の策定と「段階的管理」
✔ 目標として解決すべき具体的課題の明確化
✔ 目標達成の評価指標や目標に至るまでの期間・プロセスを可視化する「ロードマップ」の事前の策定
✔ ロードマップを構成する全プロセスの複数年度にわたる４区分化
①研究開発段階
②社会実験段階
③試験導入段階
④普及促進段階
✔ 各段階でのＰＤＣＡサイクルの実施を通じた事業継続の可否の判断、当初設定した目標の検証、全体のロードマップの
修正や明確化

②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施
✔ 評価者毎の評価結果の公表等の「評価手法」の見直し
✔ 委託事業者等申請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やマネージメント能力の評価の重視等の「評価項目」
の見直し

③適切な事後評価とフォローアップ
✔ 外部評価委員による事後評価の適切な実施を通じた事業継続の可否の判断、当初設定した目標の検証、アウトカム
の修正や明確化
✔ 外部評価委員を交えた失敗の原因の要因検証、その経過と結果の公開、当該要因検証等の以後の政策立案への活用

④ＩＣＴ利活用政策の構造化
✔ 様々な課題解決に取り組む個々のプロジェクトの相互補完的な役割を担うものとしての構造化

「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの進展とＩＣＴ政策の在り方 11

①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造

②冗長性の高い情報提供基盤の構築

⑦電波を利用した新事業の創出

→ネットワークの重層構造化、情報基盤間連携を図ることで
災害時における情報流通の「断」が生じないような環境を
整備する施策

→新たな「情報流通連携基盤」のシーズを生み出す施策

「情報流通連携基盤」の実現
③スマート・クラウド戦略の推進
→従来の企業、産業の枠を超えた情報連携を実現する施策

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出
→雇用の情報マッチングを距離の制約を越えて実現する施策

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備
→「情報流通連携基盤」の実現を促進するための環境整備
を図るための施策

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献
→エネルギーの流通情報と需要家側の情報を連携させる
施策（日本型スマートグリッド）

⑤「情報の利活用」の積極的推進
→「情報流通連携基盤」そのものを業態を越えて実現する施策

「東日本復興」と「日本再生」の早期実現に向け、以上の施策について、着実に実現に向けた取り組み
が行われるよう、産学官の総力を挙げて取り組むことが必要。

「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの先にある「知識情報社会」の構築に向けて
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（１）通信・放送ネットワークの将来像
①
②

Ｍ２Ｍ通信が普及し、リアルとサイバー空間の連携が強化され、サイバー空間内における社会経済活動が高度化。
新たな垂直統合型の事業モデルが主流となり、デバイスと通信・放送網の紐帯関係が緩まり、端末・ネットワーク
の別を問わずに情報が双方向で流通する仕組みが普及。
③ １：Ｎ（放送網）、１：１（通信網）、Ｎ：Ｎ（ソーシャルメディア）が有機的･相互補完的に組み合わされ、
各ネットワーク（メディア）の特性を活かしつつ、各利用者のニーズに応じて自由に連携可能な市場環境へ移行。
④ グローバル市場において主流となる新たな垂直統合型の事業に組み込まれ、我が国のＩＣＴ産業の柔軟な事業展開
が阻まれる可能性が発生。
⑤ 通信会社、コンテンツプロバイダ等がwin-winを築くことができる認証・課金機能の在り方等について検討が必要。

（２）ＩＣＴ利活用の変化
①

人と人の「つながり力」を活用したコンセンサス形成等、利用者が主体となったＩＣＴ利活用が急速に進展し、
異なる領域、地域の情報連携等が進み、新たな価値が創造される社会に進化。
② 少子高齢化の進展等により心身機能やライフステージにあった仕事を開発するなど、ＩＣＴの利活用において、
従来にはない視点が追加。

（３）ＩＣＴ利活用環境の整備
① ベンチャー等が創業される環境の整備について、民主導を原則としつつ必要な政策の方向性について検討が必要。
② 情報の信頼性の問題、トラブルが発生した場合の解決手法等について、民主導を原則としつつ必要な利用環境の
整備が必要。
③ 震災における情報流通の円滑化等の社会的課題を解決する観点から、引き続き個人情報やプライバシーにおける
保護と利用の在り方について検討が必要。
④ アプリケーション等の上位レイヤーとネットワーク等の下位レイヤーとの間の公正競争を確保する観点から、引き
続きクラウドサービスの普及が与える影響等、「ネットワークの中立性」の在り方について検討が必要。
⑤ 国境を越えたデータ等の流通における法制度の適用関係等、クラウドサービスを巡る国際的なコンセンサスの醸成、
グローバルなサイバー攻撃への対応等、ＩＣＴ産業の国際展開を視野に入れつつ、他国との連携をさらに推進。

＜参考①＞ 復興に当たってのＩＣＴ投資による経済効果
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■ 東日本大震災による民間企業の資本設備損害額と復興投資の経済波及効果
資本設備損害額
うちＩＣＴ関連 ２．５兆円

全産業

復興投資の経済波及効果（ＧＤＰ）
うちＩＣＴ関連 １．６兆円

９．０兆円

全産業

６．９兆円

復興投資の経済波及効果（雇用者）
うちＩＣＴ関連 ２０．１万人

全産業

９４．７万人

※ 内閣府試算での被害額が１６兆円の場合を前提として試算。
※ 「復興投資の経済波及効果」とは、損害額に相当する復興投資を行った場合の経済波及効果をいう。
※ 「ＩＣＴ関連」とは、ＩＣＴ産業の一般資本設備と全産業の情報資本設備の合計を指す。

■ 復興投資１兆円当たりの経済波及効果
雇用者

ＧＤＰ

０．８１兆円

一般資本設備

０．８５兆円

通信施設建設

０．９１兆円

ソフトウェア
0.75

0.8

0.85

0.9

１１．３万人

一般資本設備

0.95 （兆円）

１４．０万人

通信施設建設

１０．２万人

ソフトウェア
0

5

10

15 （万人）

【出典】 （株）情報通信総合研究所調査（2011年5月30日、6月7日）

＜参考②＞ 新事業創出戦略委員会 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループの概要 14
1.

検討事項
（１）ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策について
（２）ＩＣＴ利活用施策の在り方について

2． 検討状況
・ 平成２３年２月１７日、情報通信政策部会新事業創出戦略委員会に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ」を設置。
・ 平成２３年２月１７日以降、計６回の会合を開催し、検討を実施。
①「ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策」について検討（第１回～３回会合）
②「災害時におけるＩＣＴの利活用の課題」について検討（第４回会合）
③「ＩＣＴ利活用施策の在り方」について検討（第５回～６回会合）
また、上記①～③について、メーリングリスト上でも意見交換を行った。
・ 平成２３年６月１３日に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 第１次とりまとめ」を取りまとめ。
構成員

（敬称略）（平成２３年２月現在）

氏

名

村上 輝康（座
長）
國領 二郎（座
長代理）
秋山 昌範
猪狩 典子
石川 雄章
岩野 和生
梶川 融
角

泰志

主 要 現 職

氏

名

野村総合研究所シニアフェロー

亀岡 孝治

慶應義塾大学 総合政策学部長・教授

北

東京大学政策ビジョン研究センター教授
国際大学グローバル・コミュニケーション・セン
ター研究員
東京大学大学院 情報学環 特任教授
日本ＩＢＭ執行役員 未来創造事業担当
太陽ASG有限責任監査法人総括代表社員
（CEO）
日本ユニシス株式会社専務執行役員 ICTサービ
ス部門長

篠﨑 彰彦

俊一

三谷 慶一郎
野城 智也
安田 直
山田 肇

主 要 現 職
三重大学大学院生物資源学研究科 「食と農業を科
学するリサーチセンター」教授
株式会社野村総合研究所 情報・通信コンサルティン
グ部 上席コンサルタント
九州大学大学院経済学研究院教授
ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略コンサルティング本
部長
東京大学生産技術研究所長
NPO日本ネットワークセキュリティ協会主席研究員
東洋大学経済学部教授

知識情報社会の実現に向けた
情報通信政策の在り方
＜平成２３年諮問第１７号＞

第１次取りまとめ

新事業創出戦略
～

情報流通連携基盤の実現による ～
東日本復興・日本再生に向けて

平成２３年６月１３日
情報通信審議会
情報通信政策部会
新事業創出戦略委員会
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第一次とりまとめ

第１章

現状認識

１．「東日本復興」及び「日本再生」に向けて
（１）東日本大震災前の検討状況
ブロードバンド化・デジタル化された通信・放送ネットワーク1を通じて、社会
経済のあらゆる場面において、知識・情報のやり取りが活発に行われ、その流通・
共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出す「知識情報社会」2の構築がグローバル
に進展しつつある。「知識情報社会」を実現するためには、情報通信技術
（Information and Communications Technology。以下「ＩＣＴ」という。
）
3
4
5
の持つ力を最大限活用し、我が国が抱える少子高齢化 、人口減少 、環境問題 等
の解決に向けて利用者本位で取り組み、国民が生活の質の向上を実感できる社会の
実現が求められる。
本年２月の情報通信審議会諮問第 17 号「知識情報社会の実現に向けた情報通信
政策の在り方」においては、本格的な「知識情報社会」の実現に向けて、2020
年頃までを視野に入れて、今後の市場構造の変化、国民利用者の社会生活に及ぼす
影響等を踏まえつつ、ＩＣＴ政策の今後の方向性を示す「総合戦略」を描くことを

1
平成 22 年３月末現在、超高速ブロードバンドの世帯カバー率は約 92％（4,845 万世帯）、また、平成 22 年
12 月現在、ブロードバンド加入契約者数（FTTH、DSL、ケーブルインターネット、無線（Fixed Wireless Access、
Broadband Wireless Access）を含む。）は約 3,450 万加入となっている。また、携帯電話加入数については、
平成 23 年４月現在で、約 12,018 万加入、そのうち IMT-2000（３Ｇ）加入数は、98.9％の約 11,885 万加入と
なっている。【資料１～２】また、放送のデジタル化（テレビジョン放送）については、平成８年６月の東経
124/128 度ＣＳ放送のデジタル化をはじめとして、平成 12 年 12 月にＢＳデジタル放送、平成 14 年３月に東経
110 度ＣＳデジタル放送、そして、平成 15 年 12 月から地上デジタル放送が開始されている。特に、地上放送
のデジタル化については、地上デジタル放送対応受信機の普及世帯数は、平成 22 年 12 月現在、94.9％等とな
っている。【資料３～５】
2
「新たな情報通信技術戦略」（平成 22 年 5 月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）では、その
「Ⅰ．基本認識」として、「政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への
転換」を掲げるとともに、
「国民が主導する社会では、市民レベルでの知識・情報の共有が行われ、新たな『知
識情報社会』への転換が実現し、国民の暮らしの質を飛躍的に向上させることができる。」としている。【資
料６】
3
2020 年においては、我が国の総人口は現在よりも減少し、65 歳以上人口が増加する一方で、生産年齢人口及
び若年人口が減少することが推計されている。【資料７】
4
我が国の総人口は 2004 年の 12,784 万人（高齢化率 19.6％）をピークとして、2030 年には 11,522 万人（高
齢化率 31.8％）、2050 年には 9,515 万人（高齢化率 39.6％）まで減少すると推計されている。また、３大都市
圏以外である東日本大震災の被災地となった東北地方等の地域では、人口減少と高齢化の双方が進展している。
【資料８～９】
5
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第４次評価報告書統合報告書（平成 19 年 11 月。概要については
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th/ar4syr.pdf 参照。）によると、21 世紀末の世界平均地上気温の上昇は、
20 世紀末と比較して、環境の保全と経済の発展を地球規模で両立する社会で約 1.8℃、化石エネルギーを重視
しつつ高い経済成長を実現する社会で約 4.0℃と予測されている。【資料 10】

1

目的として検討が開始された。その中で、本委員会では、「新事業創出戦略」とい
う観点から、以下のような検討を行ってきた。
第１に、「知識情報社会」の実現に向けて核となるＩＣＴ利活用の方向性につい
て議論が行われた。ＩＣＴは国の神経網とも言える社会インフラであり、行政・医
療・教育・農林水産業等といったＩＣＴ利活用が進んでいない分野6にＩＣＴを積
極的に導入していくことが求められる。しかし、これまでのＩＣＴ利活用推進のた
めの施策は分野ごとの情報化を実現する、いわば「縦軸」の視点で展開されてきた。
今後は、領域を超えた情報の流通・連携を促すなど情報利活用を通じた新産業の創
出はもとより、セキュリティの強化、ＩＣＴ人材の育成を含め、分野横断的・基盤
的な「横軸」の視点にも重点をおく必要がある。
第２に、グローバルな事業モデルの登場について議論が行われた。携帯電話の事
業モデルに代表されるように、従来、ネットワークレイヤー（事業領域）を担う通
信事業者が主体となり、端末レイヤーはもとより、認証・課金等のプラットフォー
ムレイヤー、コンテンツ・アプリケーションレイヤー等、下位レイヤーから上位レ
イヤーに至る垂直統合型の事業モデルを中心に市場が拡大してきた。しかし、クラ
ウドサービスやオープンソースＯＳ（Operating System）の普及7等に伴い、近
年、プラットフォームレイヤーを中心とする新たな垂直統合モデルが形成されてき
ている。しかも、こうした新たな垂直統合型の事業モデルは、グローバルに展開さ
れており8、スケールメリットを最大限活かしたものとなっている。このため、新
事業創出の在り方を考える際にも、こうした事業モデルの変化を踏まえたものであ
る必要がある。なお、「プラットフォーム」については様々な捉え方があるところ
であり、共通認識を醸成することが求められる。
第３に、ＩＣＴ産業のグローバル展開の在り方について議論が行われた。上記で
指摘したように、ＩＣＴ市場における事業モデルのグローバル化が進展している中、
国内市場とグローバル市場を分けて戦略を検討することは実態にそぐわない面が
ある。特に我が国の場合、少子高齢化に伴う人口減少により国内市場が縮退傾向に
あり、グローバル市場を見据えた新産業の創出、国内で創出された新事業の海外展
6

国際連合（ＵＮ）が発表している 2010 年の電子政府発展指数（E-government development Index）によると、
日本は第 17 位となっている（http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm 参照）。日本の学
校における校内ＬＡＮ整備率は米韓と比べて低く、81.2％等の状況となっている。また、我が国の診療所にお
ける電子カルテ導入率は諸外国と比べて低く、11.2％となっている。さらに、農業従事者のＩＣＴ活用に関す
る日米比較（2005 年）によると、パソコン保有は高いものの、インターネット利用や農業経営へのＩＣＴ活用
については、米国よりも低くなっている。【資料 11】
7
我が国におけるクラウドサービスの浸透度は、前回 2010 年調査と比較して大企業で 25.2％増（18.3％→
43.5％）、中小企業においても 13.4％増（9.1％→22.5％）となっており、クラウドサービスに対する認知度が
高まってきている。調査の詳細については、総務省「スマート・クラウド戦略に関するプログレスレポート（第
１次）」（参考資料Ｃ）を参照。【資料 12～13】
8
新事業創出戦略委員会第５回会合（本年４月 26 日）資料「ＩＣＴ産業の今後の在り方」（一般社団法人情報
通信ネットワーク産業協会）によると、
「モバイルビジネスのパラダイムシフト」として、
「端末性能が向上し、
サービスの供給元が事業者のネットワークの外に移ることによる、通信事業者の関与が変化する新しい形態の
ビジネスモデルが出現している」等としている。【資料 14】
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開、ＩＣＴを利活用した社会的課題の解決策の提供によるアジア各国等への貢献が
強く求められる。
第４に、ＩＣＴ分野のベンチャー企業の育成環境について議論が行われた。ベン
チャー企業の育成は新産業創出の観点からはきわめて重要である。なぜなら、従来
のように、大企業主体のイノベーションの創出だけでは限界があり、新たな技術や
事業モデルを持ったベンチャーが生まれ、ＩＣＴ市場に活力をもたらす環境の整備、
大手企業とベンチャー企業とのマッチングの促進等が重要な検討課題である。なお、
ベンチャー支援のための金融面での課題としては、日本版ＳＢＩＲ（Small
Business Innovation Research）制度9、他国と比べた場合のエンジェル投資家
の不足10、投資回収のための手段であるＭ＆Ａの事例が少ない11こと等が挙げられ
る。
第５に、ＩＣＴ利用環境整備の在り方について議論が行われた。ＩＣＴ分野にお
ける新事業創出を促すためには、利用者の視点に立ち、ＩＣＴ利用環境の整備が必
要である。例えば、近年急速にソーシャルメディアが普及12しており、企業と個人
との新たなつながりが生まれる一方、情報の発信元や責任の所在が不明瞭になりが
ちとなり、リテラシー等の差が情報格差となる懸念が生じており、こうした懸念に
対する対応策が求められている。
（２）東日本大震災の経験を踏まえて
こうした検討過程の中、本年３月、観測史上最大のＭ9.0 の地震に伴う東日本大
震災が発生した13。本震災により、民間事業者の通信・放送インフラをはじめ、地
方自治体の構築したブロードバンド基盤、ケーブルテレビ施設等が広範かつ甚大な
9

中小企業者及び事業を営んでいない個人の新たな事業活動の促進を図る中小企業技術革新制度のことをいう。
2010 年における米国のエンジェル投資額は日本の約 5,000 倍であるなど、日本のエンジェルやベンチャー
キャピタルによる投資額は、経済規模、資本市場規模に比べ、極端に少ない。【資料 15】
11
日本におけるＥＸＩＴはＩＰＯの依存が高く、Ｍ＆Ａの割合が少なく、近年は新興市場の環境悪化からＩＰ
Ｏも難しい状況にある。【資料 16】
12
例えば、ITmedia ニュースによると、平成 22 年３月に、米国で Facebook が Google のアクセス数を抜いて
第１位になったという記事がある（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/16/news027.html 参照）。
また、nielsen の「日本のオンラインメディアの現状 環境変化の中、ビジネス機会をどう捉えるか」（August
2010 創刊号）によると、過去５年間でソーシャルメディアの利用者は急増している
（http://www.jmra-net.or.jp/pdf/document/membership/release/OnlineReport_JP.pdf 参照）。【資料 17】
13
「東日本大震災」の呼称については、本年３月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による災害
として、同年４月１日に閣議決定された。政府の緊急災害対策本部によると、平成23年６月２日現在、各地の
震度（震度６弱以上）は、震度７が宮城県北部、震度６強が宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城
県北部・南部、栃木県北部・南部、震度６弱が岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南
部、埼玉県南部、千葉県北西部とされ、津波警報（大津波）については、同日14時49分に発表とされている。
そして、人的被害については、死者15,327名、行方不明8,343名、負傷者5,364名、建築物被害については、全
壊108,825戸、半壊67,662戸、一部損壊306,334戸とされている。また、被災者支援の状況について、避難者99,592
名、仮設住宅等の状況について、応急仮設住宅の着工戸数として、37,455戸が着工済み（うち25,659戸完成）、
3,468戸が着工予定、国家公務員宿舎や公営住宅等の受入可能戸数が56,413戸（うち11,444戸提供済み）とさ
れている（「東日本大震災への対応～首相官邸災害対策ページ～」
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html参照）。
10
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被害を受けるとともに、防災無線等も広域にわたり損壊した14。現在、被災地にお
ける通信・放送インフラについては、民間事業者の自主的な取り組み等により応急
措置が講じられ、ほぼ復旧しつつある15が、被災地において地方自治体等がこれま
で構築してきたＩＣＴインフラの再構築には着手されておらず、早期の復旧・復興
が求められている。
また、東北地方の農林水産業16が打撃を受けるとともに、地域社会を支える行政、
医療、教育等の公的サービスについてはその継続的かつ安定的な提供が不可能にな
るなど、一刻も早い支援・治療等を必要とする被災者に更なる被害をもたらした。
このような状況において、ＩＣＴの利活用については、例えば、次のような事例が
見られた。
➢津波により流失した被災者等に関する情報に関し、紙の戸籍やカルテのように
その復元に時間がかかったため、地方自治体等による各種支援等が円滑に行え
なくなった17。また、教科書や指導要録等の生徒の記録が流失し、新学期に間
に合わなかったり、避難先の学校に当該記録を引き継ぐことが困難となった18。
14

本年５月 30 日時点で、被災３県のうち少なくとも 18 市町村において、公設の情報通信基盤（ブロードバン
ド、ケーブルテレビ、イントラネット等）が損壊している。【資料 18】また、通信・放送インフラの状況につ
いては、以下脚注 15 参照。
15
固定通信については、合計約 190 万回線の通信回線が被災し、また、移動通信については、合計約２万９千
局の基地局が停止し、現在は、それぞれ 90％以上復旧している。放送局（ラジオ・テレビ）の停波状況につい
ては、本年３月 12 日現在で、テレビ 120 ヶ所、ラジオ２ヶ所であったが、同年６月１日現在、宮城県内の中
継局１ヶ所を除きテレビジョン中継局はすべて放送を再開している。【資料 19～20】
16
農林水産省等「津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積（平成 23 年３月）」によると、被害
農地（６県計）の推定面積は、23,600ha とされている。また、被害が特に大きい東北３県の市（宮古市、気仙
沼市、陸前高田市、大船渡市、釜石市）においては、その地域の産業人口のうち、100 人に 1.35～2.63 人が漁
業に従事しており、全国平均の約 15～30 倍となっている。【資料 21】
17
例えば、宮城県女川町では、災害弔慰金の支給の申請について、支給対象者と死亡者との関係が分かるもの
と し て 戸 籍 謄 本 が 必 要 と さ れ て い る （ 「 女 川 町 暮 ら し の 情 報 」
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/menu03-3.html#top 参照）。法務省によると、戸籍の正本が滅失した
場合には，管轄法務局で保存している戸籍の副本等に基づき戸籍が再製されるが、東日本大震災により滅失し
た宮城県南三陸町、同県女川町、岩手県陸前高田市及び同県大槌町の戸籍の正本については、管轄法務局にお
いて保存していた戸籍の副本等に基づき再製作業が行われ、本年４月 25 日に戸籍の再製データの作成が完了
した。そして、戸籍の謄抄本については、各市町において戸籍情報システムが設置され、再製データを反映し
た後に取得することが可能となる予定とされている（「東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成
完了について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00024.html 参照）。
18
例えば、宮城県、岩手県、福島県等６県の小中高校で本年度から使用予定だった教科書について、津波によ
る流失等により約67万冊が使用不能になったことが文部科学省の調査で判明したという記事（本年３月28日読
売新聞http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110328-OYT8T00532.htm参照）や、岩手県や宮城県等６県で
新学期から配布予定だった小中高校等の教科書について、(社)全国教科書供給協会のまとめによると、約50万
４千冊が津波等により使用不可となったという記事（本年３月30日朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201103290502.html参照）がある。文部科学省によると、一
部の教科書が被災により使用できなくなり、災害等に対応するために用意している予備の本を含めて供給が行
われるとともに、教科書発行者において並行して増刷・出荷が進められ、最も遅いものでも、本年４月15日ま
でに増刷が終了し、出荷される予定としている（「東日本大震災に伴う教科書の供給について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304740.htm参照）。
また、文部科学省は、各都道府県に対し、転出先の学校に在籍することとなった児童生徒については指導要
録を作成する必要があり、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校
からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫があるが、元の在籍校での指導要録が紛失した
場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるように配
慮するよう通知を行っている（「被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A」
（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304392.htm参照）。なお、被災幼児児童生徒の学校
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➢他方、住民関連データや母子手帳関連データのように都道府県や医療機関等と
のネットワークシステムが構築・運用されていたものについては、当該システ
ム上のバックアップデータの活用により迅速な復元や円滑な事業継続が可能
であった19。
➢また、医師法における遠隔医療の実施の可否を改めて明らかにするため、厚生
労働省は、被災地の患者について、初診及び急性期であっても、その要請に基
づき遠隔診療を実施して差し支えないことを被災地の各地方自治体に対して
通知した。さらに、現在、紙しか認められていない処方箋の交付についても、
臨時の措置としてファクシミリ等により送付された処方箋に基づき調剤等を
行うことが同省により認められた20。
さらに、被災住民の遠方への二次避難や仮設住宅への入居に伴う居住地の分散21
により、地域コミュニティの維持や的確な情報提供も困難となり、また、被災地に
おける情報の遮断により、支援物資等が円滑に行き渡らなかったり、医療の提供に
支障が発生した。この点、ＩＣＴの利活用については、例えば、次のような事例が
見られた。
➢緊急時の連絡や情報入手の手段としては、コミュニティＦＭや中波ラジオ等が
有効であったことに加え、ポータルサイトやソーシャルメディアの利用におい
てインターネットや携帯端末が活躍した22。

における受入れ状況（本年５月１日現在）について、文部科学省が被災地の学校から受け入れた幼児児童生徒
の数を調査した結果、震災前の学校と別の学校で受け入れた幼児児童生徒数は、21,769名（被害が甚大であっ
た岩手県、宮城県、福島県以外からの受入れ数を含む。また、福島県内での移動など同一都道府県内の学校か
らの受入れ数を含む。）となっている（「東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状
況について（５月１日現在）」http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/1306626.htm参照）。
19
庁舎の壊滅等に伴い、市区町村の住民基本台帳が滅失し、また、都道府県の住民基本台帳ネットワークシス
テム（住基ネット）用サーバが使用不能となることにより、住民の安否確認や被災住民の支援活動に支障が生
じるため、本年３月 17 日、各都道府県に対し、総務省は、住基ネットを活用した安否確認等のための都道府
県による本人確認情報の利用や市区町村による都道府県サーバ上の本人確認情報の確認等について通知を行
った（「『東北地方太平洋沖地震により市区町村の住民基本台帳が滅失している場合等の取扱いについて（通
知）』の発出」（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000010.html）参照）。
また、全県規模での周産期電子カルテネットワークと Web 母子手帳が連携する「岩手県周産期医療情報ネッ
トワークシステム『いーはとーぶ』」（2009 年総務省 u－Japan 大賞受賞
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/pdf/bp_2009/02_0530.pdf 参照）により、消失した沿岸
部の妊婦データが岩手医科大学のサーバに保存されていたため、短期間で復元が可能となった事例がある。
20
本年３月23日、各都道府県に対し、厚生労働省より通知が行われた（「情報通信機器を用いた診療（遠隔診
療）等に係る取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607e.pdf参照）。
21
各都道府県の被災者の受入状況等については、本年６月８日現在、少なくとも 14 府県が被災者を受け入れ
ており、その人数は、15,472 人に及んでいる。【資料 22】
22
ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ第４回会合（本年４月26日）資料「ＩＣＴ利活用による適切な災害対
策情報流通のための課題例」
（参考資料Ｃ）参照。また、同会合において、
「一番最初に情報が行き渡ったのは、
実は携帯電話である。こういう避難所のドクターと最初に連絡がとれたのもやはり携帯電話で、携帯電話のメ
ールである。いわゆるテキストメッセージが一番最初にたどり着く」という議論も行われた。
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➢行政により避難状況の把握や情報提供は行われていた23ことに加え、安否情報
や被災地のニーズと支援情報とのマッチング等については、多数の民間事業者
やＮＰＯ（Non-Profit Organization）等によるインターネットを活用した
迅速な情報流通が行われた24。
➢患者のカルテを作成した担当医やその病院と連絡がとれない場合、それらの個
人情報となる診療情報について、当該患者が加入している一部の保険者に対し
て、個人情報保護法に基づき、搬送先の病院が本人の同意なく、レセプト情報
の提供を受けることを可能とする運用がなされた25。
今次震災による損害がこれまでに経験したことがない甚大なものとなる中、ＩＣ
Ｔ分野において震災から得られた以上のような経験を踏まえ、上記の「総合戦略」
を描くに際し、震災前において検討されていた方向性を踏まえつつ、次項で述べる
ように検討の視点を再整理することとした。

２．「東日本復興」及び「日本再生」とＩＣＴ
今後、我が国の復旧・復興プロセスは長期に及ぶものと考えられるが、そのプロ
セスにおいては、被災地の地方自治体が主体となる「東日本復興」とその原動力と
なる国家としての「日本再生」を同時並行的に推進していく必要がある26。その際、
ＩＣＴの果たすべき役割として、次の３点を踏まえる必要がある。

23

本年４月 12 日、総務省は、各都道府県等に通知を行い、多くの住民が全国各地に避難し、避難前住所地の
市町村や県において、避難者の所在地等の情報把握が課題となっているため、避難者から避難先市町村へ避難
先等に関する情報について任意に提供を受け、その情報を避難元の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき避
難元の県や市町村が避難者への情報提供等を行う「全国避難者情報システム」を構築することについて協力を
依 頼 し た （「 避 難 先 に お け る 情 報 提 供 の 受 付 に つ い て （ 全 国 避 難 者 情 報 シ ス テ ム ） 」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000082.html 参照）。
24
情報プラットフォーム分野における民間による被災者向け支援サービス等の具体例については、ＩＣＴ利活
用戦略ワーキンググループ第４回会合資料「東日本大震災に係るＩＣＴ分野での官民の取組の状況」（参考資
料Ｃ）参照。
25
ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ第４回会合資料「災害医療における制度的課題（東京大学政策ビジョ
ン研究センター秋山昌範）」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000112457.pdf）参照。
26
「政策推進方針～日本の再生に向けて～」
（本年５月17日閣議決定）においては、
「東日本の復興を支え、震
災前から直面していた課題に対応するため、日本の再生に向けた取組も再スタートしなければならない」とし
た上で、「震災復興と並ぶ日本再生の方針」として、「財政・社会保障の持続可能性確保」及び「新たな成長
へ向けた国家戦略の再設計・再強化」を提示している。さらに、「日本再生に向けた再始動」における「再始
動に当たっての基本７原則」として、「再始動に当たっては、震災で中断していたものを単に再開することで
はいけない。以下の基本原則にのっとり、新たな成長へ向けた戦略の『質的転換』を通じて、柔構造の経済、
産業、地域社会を再構築するとともに、これらを支える人材の育成を行う。東日本大震災により露呈した弱点
を克服するとともに、傷ついた信頼を回復し、世界との絆を強めていく。力強い日本を再生させるものでなけ
ればならない。」とした上で、「①日本再生が東日本復興を支え、東日本復興が日本再生の先駆例に」が掲げ
られている。また、「復興構想７原則」（本年５月10日東日本大震災復興構想会議決定）における「原則５」
として、「被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はな
い。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」ことが掲げられている。【資料23
～24】
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第１に、復旧・復興プロセスにおけるＩＣＴ投資の経済効果に着目すべきである。
ＩＣＴは行政、医療、教育、農林水産業等の幅広い分野における効率性の向上や高
付加価値化を実現するものであり、またＩＣＴがもたらす経済波及効果として、Ｉ
ＣＴ産業は、輸送機器や建設業を上回る規模の雇用を誘発するとともに、その産業
全体への付加価値誘発効果は一貫して上昇し、全産業中最高水準となっている。従
って、ＩＣＴ投資を「東日本復興」及び「日本再生」のプロセスにおいて最重要の
投資分野の一つであると位置づける必要がある。

ＩＣＴによる経済波及効果
■ 主な産業の雇用誘発数の推移※
（万人）

■ 主な産業の付加価値誘発額の推移※
（兆円）
140

1200

建設

120

1000

小売
100

800

600

建設

ＩＣＴ産業

80

ＩＣＴ産業

60

小売

400
40

輸送機器
200

輸送機器
鉄鋼

20

鉄鋼

0

0

※ 主な産業部門の生産活動による雇用誘発数、付加価値誘発額
（各産業部門の粗付加価値額が、どの最終需要項目によってどれだけ誘発されたものであるか、その内訳を示すもの）

【出典】総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成２２年）

今回の震災においては、ＩＣＴ産業の設備損害額と民間企業の情報資本設備の損
害額の合計は、2.5～4.4 兆円と推計されている。仮に、4.4 兆円の復興投資を行
った場合の経済波及効果としてはＧＤＰ2.9 兆円、名目ＧＤＰ0.6％の押し上げ効
果を持ち、35.7 万人の雇用を創出すると見込まれる。とりわけ、通信施設建設と
ソフトウェアに関する投資のＧＤＰ押し上げ効果は、一般資本設備よりも大きいと
見込まれており、ＩＣＴ投資が「東日本復興」に向けて高い経済波及効果を持つこ
とが示されている。
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復興にあたってのＩＣＴ投資による経済効果
■ 東日本大震災による民間企業の資本設備損害額と復興投資の経済波及効果
資本設備損害額
うちＩＣＴ関連

全産業

復興投資の経済波及効果（ＧＤＰ） 復興投資の経済波及効果（雇用者）

４．４兆円

うちＩＣＴ関連

１６．０兆円

全産業

２．９兆円

１２．３兆円

うちＩＣＴ関連

全産業

３５．７万人

１６８．３万人

※ 内閣府試算での被害額が最大の場合を前提として試算。
※ 「復興投資の経済波及効果」とは、損害額に相当する復興投資を行った場合の経済波及効果をいう。
※ 「ＩＣＴ関連」とは、ＩＣＴ産業の資本設備と全産業の情報資本設備の合計を指す。

■ 復興投資１兆円当たりの経済波及効果
ＧＤＰ

雇用者

０．８１兆円

一般資本設備

０．８５兆円

通信施設建設

０．９１兆円

ソフトウェア
0.75

0.8

0.85

0.9

１１．３万人

一般資本設備

0.95 （兆円）

１４．０万人

通信施設建設

１０．２万人

ソフトウェア
0

5

10

15 （万人）

出典：(株)情報通信総合研究所調査（２０１１年５月３０日）

第２に、今次震災において、物理的な通信・放送網の損壊はもとより、被災地間
あるいは被災地と被災地外を結ぶ情報のやり取りが断絶し、復旧に多大な支障が生
じた。このように、災害時はもとより「東日本復興」や「日本再生」のプロセスに
おいても、情報を求める側と情報を提供する側との間の円滑な情報のやり取りを確
保することは「命を守る」生命線であり、ハード・ソフト両面において、こうした
仕組みを確立することを重視すべきである。
第３に、「東日本復興」及び「日本再生」のプロセスにおいて、ＩＣＴを活用し
たコミュニケーション力の強化を図ることが必要である。災害時において情報の円
滑なやり取りの仕組みが確保されたとしても、この情報を利用者が十分に活用でき
なければ「手段」としてのＩＣＴの機能は発揮されたことにならない。特に高齢者
等を中心として、必要な地域情報に容易にアクセスでき、地域の「絆」の再生・強
化にＩＣＴが利用される仕組みの構築を重視すべきである。
このように、「東日本復興」と「日本再生」に向けたＩＣＴ投資の重視、ＩＣＴ
を社会インフラとして組み込むことによるハード・ソフト両面にわたる情報流通の
仕組みの確立、地域の「絆」27の再生・強化に向けたＩＣＴを活用したコミュニケ
ーション力の強化を検討の視点の軸としつつ、ＩＣＴを活用した新事業の創出を目
27

「復興構想７原則」における「原則４」として、「地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心の
まち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。」ことが掲げられている。【資料24】また、「新たな情報
通信技術戦略」では、その「Ⅰ．基本認識」における「新たな国民主権の社会を確立するための、非連続な飛
躍を支える重点戦略（３本柱）」の１つとして、「地域の絆の再生」を掲げている。【資料６】

8

指すとともに、その過程で生み出された新たなソリューションのグローバル展開を
図っていく必要がある。

３．ＩＣＴ政策の基本理念
今後、ＩＣＴを最大限活用した「東日本復興」及び「日本再生」を実現する政策
展開にあたっては、新たな官民の役割分担と相互連携のあり方を確立するとともに、
その基本理念として、以下の５つの柱を中心として検討していく必要がある。
第１に、通信インフラ等の耐災害性の強化を図るべきである。具体的には、冗長
性のある28有機的なネットワーク連携により、耐災害性に優れた新たな国土の形成
（例えば、「コンパクトシティ」29が有機的にネットワークで結ばれている国土）
を実現していくことが必要である。
第２に、ＩＣＴを活用した地域の「絆」の再生・強化を図るべきである。インタ
ーネットの持つソーシャルメディアとしての機能等を活用しつつ、被災地を含め、
地域の「絆」を強固なものとする「共生型ネット社会」（ネットを通じたコミュニ
ケーションを深めることにより、距離等の制約を超えて人と人のつながりが深くな
る社会）の構築が必要である。
第３に、ＩＣＴをツール（手段）として組み込んだ新事業の創出を推進すべきで
ある。具体的には、被災地の農林水産業の復興、行政・医療・教育等の公的サービ
スの瞬断なき提供を実現するためのＩＣＴの利活用の促進や新事業の創出を目指
すべきである。同時に、容易かつ安心してＩＣＴを活用できるよう、ＩＣＴ利活用
人材の育成、アクセシビリティ（ＩＣＴ機器等を直感的かつ容易に使うことができ
ること）の向上に資するユニバーサルデザインの実現、情報セキュリティの向上等
の共通基盤の整備を図る必要がある。
第４に、ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献を推進すべきである。今般の
福島第一原子力発電所の事故への対応に加え、エネルギー政策の見直し30等が今後
進められる31中、中期的な電力需給の逼迫32や環境負荷の低減への対応に向けたＩ
28

一般的には、システムやサービスの安全性、安定性又は継続性を確保するため、災害や事故等により一部の
障害が発生した後においても、システム等全体の機能が維持可能となるよう「ゆとりに幅がある」ことをいう。
29
歩いて暮らせる街、環境にやさしい街をつくるための１つの方法として検討されている都市計画に関するス
タンスであり、市街地の未利用土地を積極的に活用し、都市中心部に様々な機能を集めることによって、相乗
的な経済交流活動を活発化させ、持続可能な暮らしやすい街をつくっていこうとする考え方である（「コンパ
クトシティ～よりよい暮らしのために～」http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/参照）。【資料 28～29】
30
本年６月７日の新成長戦略実現会議において、「エネルギー・環境会議」が設置され、本年末目途に「革新
的エネルギー・環境戦略」の基本的な方針、来年に「革新的エネルギー・環境戦略」が策定される予定となっ
ている。
31
「復興構想７原則」における「原則４」として、「地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心の
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ＣＴの活用を推進すべきである。このため、電力需給が逼迫する中にあって日本の
生産力を最大限維持していくため、グリーンＩＣＴ（ＩＣＴによるＣＯ２排出量の
削減及びＩＣＴ産業におけるＣＯ２排出量の削減）等を推進する必要がある。
第５に、ＩＣＴ産業の国際競争力の強化を図るべきである。具体的には、サービ
スや事業活動のグローバル化に対応しつつ、生産拠点の海外流出による産業の空洞
化33を防ぐとともに、アジアの成長を取り込んだＩＣＴ産業の復興を実現するため、
ＩＣＴ産業のグローバル展開、ＩＣＴによる相手国の課題解決等の国際連携・協調
を推進する必要がある。
また、上記の５つの柱を中心に、ＩＣＴ政策を実施するにあたっては、以下の４
点に留意して進める必要がある。
第１に、「東日本復興」においては、地方自治体が主体となることが大前提であ
り、政府は最大限これを支援することが必要である34。その際、「東日本復興」に
関しては、単に損壊した機能を復旧させるのではなく、被災地が希望を持つことが
できる「創造的復興」が求められる35。

まち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。」ことが掲げられている。【資料 24】
32
「政策推進方針」の参考資料である「今後の政策対応（当面、短期、中長期）」において、ＧＤＰの「抑制
要因」として、「当面」は「電力制約の影響」、「短期（今後３年程度）」は「電力制約が残る懸念」、そし
て、「中長期」は「エネルギー・環境制約の懸念」が挙げられている。【資料 23】
33
内閣府経済社会総合研究所「平成22年度企業行動に関するアンケート調査報告書」
（http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html参照）によると、近年、海外現地生産を行う企業数の割
合は、平成２年以降一貫して増加傾向にあり、製造業全体では、平成21年度実績は67.1％、同22年度実績見込
みは67.2％、同27年度見通しは67.7％となっている。また、海外現地生産（生産高）比率は、製造業全体（実
数値平均）でみると、同21年度実績は17.1％、同22年度実績見込みは18.0％で推移し、同27年度見通しでは
21.4％と上昇する見通しとなっており、東日本大震災の発生により、さらなる生産拠点の海外流失が懸念され
ている。【資料31～32】また、本年５月27日午後の官房長官会見においては、官房長官より「サプライチェー
ンの問題から空洞化につながる可能性ということは、地震発生の直後早い段階から政府としても大変大事な問
題として対応してきている…。現に工場等が稼働できないことによって、部品調達に困難をきたしているとい
うところについて、出来るだけ早く、…復旧を進めて頂くよう、主体は民間企業でありますけれども、政府と
しても最大限のバックアップをするということに努めてまいりまして、部品調達できないために直ちに空洞化
が生じるということをできるだけ小さくするという努力を進めてきたところ…。さらに、これからの中長期と
いう観点からは、もちろん企業経営者からは一定のリスクの分散という課題というのは避けられない部分ある
…と思いますが、その分散する先が日本の国内におけるリスク分散になるように、全体としての空洞化防止策
をさらに強化をする。逆に、今回たまたま東北地方が被災地になっておられますので、従来東北地方のみに拠
点をおいたところが西日本等にリスク分散をするということで、東北地方の空洞化が加速することのないよう、
逆に他の地域を拠点としているところがリスク分散を図る場合には東北地方に工場立地をして頂けるような
政策誘導もしていくという点で取り組んでいるところであります。」と回答している。
34
「復興構想７原則」における「原則２」として、「被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニ
ティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。」ことが掲げられて
いる。【資料 24】
35
「復興構想７原則」における「原則３」として、「被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新
を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。」ことが
掲げられている。【資料24】また、「東日本大震災復興構想会議の開催について」（本年４月11日閣議決定）
によると、同会議の開催の「趣旨」として、「未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に当たって
は、被災者、被災地の住民のみならず、今を生きる国民全体が相互扶助と連帯の下でそれぞれの役割を担って
いくことが必要不可欠であるとともに、復旧の段階から、単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目
指していくことが重要である。このため、被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民
全体が共有でき、豊かで活力ある日本の再生につながる復興構想を早期に取りまとめることが求められてい
る。」としている。
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第２に、
「日本再生」においては、ＩＣＴを起点とする施策展開ではなく、
「日本
再生」に向けた課題、とりわけ日本経済が抱える供給制約（サプライチェーンの機
能低下36、電力需給の逼迫等）を打開し、今後の震災の可能性を踏まえた災害に強
い国創りや効率性の高い社会経済システム構築の観点からＩＣＴがどのように貢
献できるのかという視点からの検討が必要である。
第３に、「東日本復興」及び「日本再生」を通じた世界最先端の「情報流通連携
基盤」を実現し、2020 年頃に「知識情報社会」という新たな社会経済システム
を構築することを長期的な目標として設定し、復旧・復興のプロセスの先に実現す
べき社会像を具体化する必要がある。
なお、「東日本復興」と「日本再生」の両面において長期間に及ぶと見込まれる
中、厳しい財政状況に鑑み、ＩＣＴ政策の展開に際しても、政府が果たすべき役割
として、アウトカム（成果）目標やスケジュールの明確化、アカウンタビリティ（政
策の必要性や実施状況に関する説明責任）が従来以上に求められる。また、研究開
発（基礎・応用）、実証、標準仕様化、広域展開の各ステージの明確化・体系化と
一体的な推進、各年度における事後評価の徹底・公表等が求められる。

４．「情報の利活用」を推進するための「情報流通連携基盤（プラットフォーム）」
の実現
以上みてきたように、今回の大震災の経験を踏まえ、ＩＣＴ投資の経済波及効果
の重要性を認識し、情報の連携を強化し、これを最大限活用可能な社会の構築が求
められる。このため、新たなＩＣＴ政策の方向性として、「情報の利活用」を推進
するための「情報流通連携基盤」の実現に主眼を置く必要がある。
その背景としてブロードバンド市場の事業モデルの変化をみると、デジタル化・
ブロードバンド化が進展する中、そのモデルは大きく変化してきている。レイヤー
別にみると、端末レイヤーにおいては、一部の携帯端末においてＳＩＭ
36

日本銀行「経済・物価情勢の展望（2011年４月）」
（本年４月29日）によると、
「背景説明」として、
「２．2011
年度～2012年度の経済・物価の見通し（東日本大震災の影響）」については、「被災地域における生産活動の
縮小や、電力の供給制約は、サプライチェーンを通じて、非被災地域にも広がった。特に、部品点数が多く、
それらの在庫をあまり持たない自動車については、サプライチェーンの障害に伴う生産の落ち込みが、直ちに
かつ顕著にみられた。このように、震災後は、生産設備の毀損、サプライチェーンの障害、電力供給の制約な
どから、生産面を中心に下押し圧力が強い状態が発生した。先行きの状況についてみると、当面、生産面には
下押し圧力が働き続けるものの、その程度は徐々に薄まっていくものと予想される。すなわち、電力需給がい
ったんやや緩和するもとで、生産設備の修復や、海外を含めた非被災地域における代替生産などにより、数か
月程度で、サプライチェーンがある程度再構築されていくとみられる。もっとも、夏場には、冷房需要の高ま
りを背景に、電力供給の制約が強まると予想される。これに対し、供給面、需要面の双方から、停電を回避す
る様々な努力がなされる見込みながら、電力の制約が経済活動に対して相応の抑制要因となる可能性が高い。」
とされている。【資料33】
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（Subscriber Identity Module）ロックが解除される37など、端末とネットワー
クの間の紐帯関係が緩和の方向に向かっている。また、オープンソースＯＳを搭載
した携帯端末（スマートフォン）が普及に向かう38など、ＰＣ等の固定端末のみな
らず携帯端末も含め、ネットワークとの間のインターフェースがオープン化の方向
に向かっている。
次にネットワークレイヤーにおいては、ＩＰ（Internet Protocol）化の進展を
軸として通信・放送の融合・連携が進みつつあり、制度的にも新放送法39の施行に
伴い、ハードとソフトを柔軟に組み合わせることができる環境となっている。また、
従来の人と人の間の通信に加え、センサーネットワークや無線技術の進展により、
Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）40通信の比重が高まりつつある。さらに、有線網
と無線網が相互補完し、ＦＭＣ（Fixed Mobile Convergence）サービスによる
真のユビキタスネットワーク化も進展しつつある。
このように、端末レイヤーやネットワークレイヤーにおいては従来の壁を越えた
柔軟な組み合わせが可能なオープン化の方向に向かいつつある。しかしながら、依
然として分野内や分野を跨った情報の流通・連携は立ち後れている。オープン化に
向かう端末やネットワークを介して自由な情報の流通・連携が実現すれば、デジタ
ル情報の特性を活かし、これらを自由に組み合わせる（マッシュアップ）ことによ
ってさらなる付加価値を生むことも可能となり、「知識情報社会」の実現を加速化
することになる。
自由な情報の流通・連携が実現していない背景には、プラットフォームレイヤー
の連携が出来ていないことが大きい。また日本では、個人情報やプライバシーの取
扱に関する問題、暗号化・匿名化等に係る技術的な課題等が絡んで、「オープンデ
ータ」という概念がほとんどない（各主体・地域等による「情報の囲い込み」が解
消されていない）ことが挙げられる。このため、政府や民間企業等の各主体が持つ
情報をオープン化・可視化し、各分野・制度内、さらには各領域を越えて共有・利
活用できるようにすることが重要である。このため、ＩＣＴ政策として、「情報の
利活用」を推進するための「情報流通連携基盤」の実現を最重要の課題として位置
37

本年４月以降、ＮＴＴドコモより、同月以降発売する全ての端末においてＳＩＭロック解除が実施されてい
る。【資料 34】
38
(株)ＭＭ総研「国内携帯電話及びスマートフォンの市場規模予測」によると、スマートフォンの販売台数に
ついては、平成 21 年度で 217 万台、平成 22 年度で 386 万台となる見通しであり、平成 27 年度には 2,030 万
台になると予測されている。また、契約数については、平成 21 年度末の 315 万件から、平成 27 年度には 4,760
万件に拡大すると予測されている。【資料 35】
39
平成 22 年 11 月 26 日に、放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 65 号）が成立し、通信・放送
分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態に対する制度を統
合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度の整
備が行われた。【資料 36】
40
Ｍ２Ｍとは、ネットワークに繋がれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適な制御
が行われるシステムのことをいい、例えば、在庫管理、遠隔検診、運行管理、配送管理がそのサービスシーン
として挙げられる。【資料 37】
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づけるべきである。
これまでのＩＣＴ政策については、ＩＣＴ基盤の構築、ＩＣＴ利活用の推進、利
活用環境の整備の３点を主たる政策領域として展開されてきたが、特にＩＣＴ利活
用については、医療、行政、教育など個別分野ごとの情報化を促進することに力点
が置かれてきた。こうした取り組みはＩＣＴを各領域にどう展開していくかという
観点から引き続き重要であるが、こうした「縦軸」の情報化に加え、「情報の利活
用」のためのプラットフォーム作りという「横軸」の取り組みを重視すべきである。
具体的には、各プラットフォーム間のＡＰＩ（Application Programming
Interface）の標準化、データ様式等の連携、認証・課金機能等の連携、各分野で
異なる個人情報の取扱に関するルールの整合性の確保等、「情報の利活用」に係る
技術規格、運用ルールの策定等が必要である。こうした取り組みを進めることによ
り、どの端末、どのネットワークからも必要な情報にアクセスし、他者と共有し、
新たな付加価値を生み出すことが可能となる。また、こうした「情報流通連携基盤」
の実現は、耐災害性の強い情報流通を実現することにもつながるものであり、今回
の大震災の経験、更には今後の震災の可能性を踏まえ、その構築を急ぐ必要がある。
なお、「情報流通連携基盤」の実現に向けて、政府においては、民間の取り組み
を積極的に支援するとともに、官民の情報流通連携を推進する観点から、民間の動
向を踏まえつつ、これと整合的・一体的にその実現に向けた取り組みを行う必要が
ある。

情報流通連携基盤（プラットフォーム）
情報
（コンテンツ）

マッシュアップ
（組み合わせて利用）

レイヤー間のインターフェースのオープン化（標準化）

コンテンツ・
アプリケーション
レイヤー

クラウドサービスの活用
（クラウド間連携を含む）

プラットフォーム
レイヤー
情報流通連携基盤
（プラットフォーム）

ネットワーク
レイヤー

（ＩＰ化を軸とする通信・放送の融合・連携の進展）
（Ｍ２Ｍ通信の普及）
（有線・無線ネットワークの有機的連携）

端末
レイヤー

（端末・ネットワーク間の紐帯関係の緩和）
（オープンソースＯＳ等の普及）

（例）
➤APIの標準化
➤データ様式の連携
➤認証・課金機能等の連携
➤個人情報の取扱に関する
ルールの整合性確保
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第２章

新事業創出戦略の方向性

１．基本的考え方
第１章では、今次震災の経験等を踏まえ、今後のＩＣＴ政策の基本理念を整理す
るとともに、「情報流通連携基盤」の実現を軸とする新たなＩＣＴ政策の方向性を
示した。
以上を踏まえ、ＩＣＴ利活用の促進を通じた新産業の創出を図るためには、以下
の３点を基本的視点として整理することが適当である。
第１に、これまで「技術ドリブン（中心・基軸）」視点であったＩＣＴ利活用施
策を、「課題ドリブン」、「ユーザードリブン」な施策へと転換することが必要であ
る。具体的には、ＩＣＴの専門家だけではなく、諸活動分野のＩＣＴを利用する「ユ
ーザー」（一般利用者を含む）を中心に、専門家、有識者・研究者、関係府省、Ｉ
ＣＴシステム構築事業者等の施策推進に関係するステイクホルダーが、より深く対
話し意思疎通を図りながら各施策を推進することで、共通の目標を明確にし、課題
解決に向けた最適解を導き出すことが求められている。その際、少子高齢化と人口
減少、一人暮らし高齢者の増加41等に対応するため、高齢者や障がい者をはじめと
した利用者のニーズを最大限尊重したＩＣＴサービスの開発等が求められる。
また、ユーザードリブンなＩＣＴ利活用を推進する上では、災害時や大事故時等
において耐災害性の強いネットワークを構築する（ＢＣＰ（Business Continuity
Plan） of ＩＣＴ）ことに加え、情報やデータの復元力・耐災害性を高める観点
からクラウドサービスの積極的導入等のＩＣＴの利活用を促進する（ＢＣＰ by
ＩＣＴ）ことが必要である。
第２に、ＩＣＴの利活用を新事業創出に結びつけていくためには、異業種連携に
より各企業等の得意とする経営資源（コアコンピタンス）を持ち寄り、新たなソリ
ューション等を産み出す非連続な「オープンイノベーション」の創出が求められる。
その際、技術や制度は各分野・領域に共通の要素があることから、例えば、医療と
介護との連携や農業と物流、環境を一体的に捉えたソリューションの提供等、分
野・領域横断的な異業種連携型の施策を推進することが重要である。
41

平成 20 年版高齢社会白書によると、65 歳以上の一人暮らし高齢者数については年々増加傾向にあり、平成
32（2020）年には約 631 万人に達することが見込まれている。【資料 39】
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「オープンイノベーション」の推進は近年急速に進展している「低価格化・高機
能化」というデジタル機器のコモディティ化とも密接に関連している。モノ作りと
サービス提供を一体としてとらえる「モノのサービス化」によってＩＣＴ関連製
品・サービスの高付加価値化を強化していくためには、各プレーヤーが得意とする
経営資源（コアコンピタンス）を持ち寄り、「オープンイノベーション」による同
業他社連携や異業種連携を進めることが重要となる。また、「モノのサービス化」
が進む中、位置情報などを活用した「ローカル」という特性、ソーシャルメディア
によって不特定多数の利用者が相互につながり協働で価値を生み出す「ソーシャ
ル」という特性、自由に移動する中でコミュニケーションを円滑に行う「モバイル」
という特性を組み合わせる事業モデルが近年の潮流となっている42ことに留意が
必要である。
第３に、グローバルな視点にたち、グローバル市場における日本企業にとっての
新産業領域を探り、創出するとともに、グローバル市場で新産業創出できるプレー
ヤーの創出・育成を図る必要がある。すなわち、「新事業創出戦略」の推進により
得られた成果については、社会的に実装され、広く全国に展開するとともに、でき
る限り、課題を共有する諸外国にも展開することが国際協調・国際貢献の視点から
必要とされる。
その際、市場におけるユーザードリブンな傾向の高まりに対応していくためには
標準化戦略との連携を強化することが必要である。具体的には、デジュール標準だ
けではなく、製品・サービスの市場化を念頭に置きつつ、民間主導のデファクト標
準（フォーラム標準）を国としても積極的に支援していくことが必要である。

２．検討の方向性
（１）具体的施策
第１章において、ＩＣＴ政策の基本理念として、１）通信インフラ等の耐災害性
の強化、２）ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化、３）ＩＣＴ利活用による新
事業の創出、４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献、５）ＩＣＴ産業の国
際競争力の強化の５つの柱を整理した。
このうち、２）ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化については、総務大臣主
42

今後、モノを販売するだけでなく、その後もサービスを端末上で提供する「モノのサービス化」が進展し、
オープンな環境が「モノのサービス化」に対応し、付加価値を共創する場として、プラットフォーム間の連携
が必要になると考えられる。【資料 41】
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催の「ＩＣＴ地域活性化懇談会」において検討が行われている43。また、５）ＩＣ
Ｔ産業の国際競争力の強化については、総務副大臣主催の「ＩＣＴグローバル展開
の在り方に関する懇談会」 において検討が進められている44。さらに、５つの柱
すべてに関連する研究開発・標準化の強化の在り方については、本審議会情報通信
政策部会の下に設けられた「研究開発戦略委員会」及び「情報通信分野における標
準化政策検討委員会」 において検討が進められている45。
このため、本委員会においては、１）通信インフラ等の耐災害性の強化、３）Ｉ
ＣＴ利活用による新事業の創出、並びに４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への
貢献の３点を中心に具体的施策の検討を行った。なお、本委員会は「新事業創出戦
略」の検討を目的として設置されたものであり、３）ＩＣＴ利活用による新事業の
創出が、「新事業創出戦略」と直接的に関連するものである。しかしながら、前述
のとおり東日本大震災の経験を踏まえ、１）通信インフラ等の耐災害性の強化、４）
ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献についても、新事業創出のための前提と
なるものであることから、本「新事業創出戦略」に位置づけた上で、具体的な施策
の取り組みについて次のとおり整理するものである。
●通信インフラ等の耐災害性の強化：上記１）
①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築
②冗長性の高い情報提供基盤の構築
●ＩＣＴ利活用による新事業の創出：上記３）
③スマート・クラウド戦略の推進
④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出
⑤「情報の利活用」の積極的推進
⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造
⑦電波を利用した新事業の創出
⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備
●ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献：上記４）
⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献
今後展開すべき具体的施策は以上の９項目であり、それらの概要は以下のとおり
である。

43

本年１月 26 日に設置され、同年２月 10 日以降、計３回の会合が開催され、同年５月 31 日に中間整理を取
りまとめる等、検討が実施されている。【資料 44】
44
本年１月 31 日に設置され、同月 31 日以降、計２回の会合が開催され、検討が実施されている。【資料 45】
45
前者については、本年２月 10 日に設置され、同月 28 日以降、計６回の会合が開催されており、後者につい
ては、本年２月 10 日に設置され、同月 25 日以降、計５回の会合（２つのワーキンググループを含む）が開催
され、それぞれ検討が実施されている。【資料 46～47】
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①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築
今回の震災において改めて顕在化したが、発災直後において、通信・放送イン
フラが機能することによって、初めて災害からの迅速な復旧、被災者の安全・安
心確保が可能となる。このため、耐災害性の強い通信・放送インフラを開発・構
築していく必要がある。また、迅速な被災者支援を可能とするためには、分散化
されたシステム上でのバックアップデータの活用等の観点からの施策展開も求
められる。具体的には、以下の施策に取り組む必要がある。
第１に、重層的な情報通信ネットワークの構築が急務である。すなわち、災害
発生時に一つの情報通信網が途絶しても、他の情報通信網を介して地域住民に災
害情報等を伝達できるよう、防災無線、通信網、放送網等を連携させる仕組みの
構築が求められる。また、ネットワークの冗長性を確保する観点からは、ＩＸ
（Internet eXchange）機能46やデータセンタの地域分散化をはじめとして、
衛星インターネットと固定・移動通信ネットワークを組み合わせた網構築、通信
途絶時のメッシュ型無線ＬＡＮ（Local Area Network）網による応急復旧等
を推進すべきである。なお、総務省では本年４月より「大規模災害等緊急事態に
おける通信確保の在り方に関する検討会」を開催し、災害時における安全・信頼
性向上、緊急時の輻輳状態への対応について検討が進められており47、検討結果
が取りまとまったものから順次推進するとともに、年内を目途に検討結果を取り
まとめることとしており、本検討会の検討結果を踏まえつつ、施策の具体化を図
ることが適当である。
第２に、自治体クラウド48の構築を一層推進すべきである。ブロードバンド環
境とデータセンタを活用したクラウドサービスを導入することにより、利用者で
ある地方自治体においては、これまで自治体ごと、部門ごとに整備されてきたサ
イロ型の情報システムの効率的な運用が可能となる。また、クラウドサービスを
導入することにより、必要に応じて低コストで柔軟かつ迅速にコンピュータ資源
を利用することも可能となる。今回の震災からの経験を踏まえ、津波等による地
域住民情報の消失を防ぐとともに、低コストで迅速な行政機能の復旧を可能とす
るためにも、地方自治体職員の情報リテラシーの向上と併せ、自治体クラウドの
構築を一層推進し、住民サービスの向上と情報システムの効率的な運用、業務継
続性の確保等を図るべきである。また、こうした取組が、今後、国や地方自治体
46

例えば、東京には６つ、大阪には４つのＩＸが設置されている。【資料 48】
本年４月に設置され、同月８日以降、計３回の会合が開催され、①被災した通信インフラの復旧のために直
ちに取り組むべき事項、②今後同様の緊急事態の発生に備えて、現行システムや技術を前提として取り組むべ
き事項、③技術革新を踏まえて取り組むべき事項等について検討が実施されている。【資料49～51】
48
近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティング技術を電子自治体の基盤構築に導入
することにより、情報システムの効率的な整備・運用や住民サービスの向上等を図ることを目的としているも
のであり、詳細は、総務省「自治体クラウドポータルサイト」
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/index.html）参照。
47
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の防災計画の見直し等にも反映できるよう関係機関と連携して取り組む必要が
ある。
②冗長性の高い情報提供基盤の構築
➢情報提供手段の多様性の確保
ブロードバンドサービス及びウェブサイトによる情報提供が普及している
ものの、今回の震災でもみられたように災害発生時には政府・公共機関のウェ
ブサイトを中心としてアクセスが困難となった49。他方で前述のとおり、コミ
ュニティ FM や中波ラジオ等のみならず、ポータルサイトやソーシャルメディ
ア等が、緊急時の連絡や情報入手手段として有効であった。こうした経験も踏
まえ、情報提供手段を多様化する観点から、以下の施策に取り組む必要がある
50
。
第１に、災害発生時の政府、電力会社などの公的機関のサイトへのアクセス
集中により情報を得られない事態を回避するため、公的機関によるミラーリン
グ、クラウドサービスの活用等を促進するための手順等を政府部内において早
期に確立・共有化すべきである。
第２に、住民に迅速かつ適切に災害情報を伝達するため、公的機関によるソ
ーシャルメディア等インターネットの活用を促進するためのガイドラインの
策定等を進めるとともに、地方自治体等からの情報を集約し、多様なメディア
に提供可能な基盤51の普及を推進すべきである。
➢地域情報・サービスの広域提供に向けた仕組みの構築
今回の震災では沿岸部の被災地、福島第一原子力発電所の放射能汚染の被災
地を中心として居住地を離れ広域的に避難をしなければいけない事態が生じ
ており52、仮設住宅についても 52,200 戸が必要と見込まれている53。こう
49

例えば、文部科学省の「都道府県別環境放射能水準調査結果」のウェブページにおいては、「アクセスの集
中を防ぐため、文部科学省ホームページほか、下記にも情報を掲載しておりますので、ご覧ください。」とさ
れ、５つのサイトが紹介されている（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm 参照）。
【資料 52】
50
なお、総務副大臣主催の「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」においても、国内外に向けた
「多様な手段による正確・迅速な情報発信」の必要性が指摘されており、その実現のための具体的取組等が検
討されている。【資料 53】
51
住民に提供すべき情報を発する者（地方公共団体等）と、住民に情報を直接伝える者（放送事業者等）の中
間に位置し、前者にとっては情報を発信しやすく、後者にとっては住民向けに提供する情報を受け取りやすく
するために情報を仲介する仕組みとして、
「安心・安全公共コモンズ」が挙げられる。現在、
「公共情報コモン
ズ」として、(財)マルチメディア振興センターにより、本年６月 13 日からサービス提供が開始され、同日現
在、情報発信者として８県 44 市町１団体、情報伝達者として放送事業者等 23 団体が参加している。
【資料 55】
52
脚注 21 に同じ。【資料 22】
53
国土交通省「応急仮設住宅、公営住宅等の状況について」によると、本年６月６日 10 時現在、応急仮設住
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した広域的な避難においては、地元自治体からの情報提供、ＩＣＴを活用した
遠隔でのサービス提供の確保による地域の「絆」の再生・強化が必要である。
こうした地域情報・サービスの広域提供に向けた仕組みの構築の観点から、以
下の施策に取り組む必要がある。
第１に、高齢者等のＩＣＴリテラシー（情報を読み解く力等）を向上させる
ことはもとより、高齢者等にとって使い勝手の良いサービス等の開発を促進す
べきである。例えば、被災地自治体から疎開先の地域住民に向けて生活情報等
をインターネットを介して発信し、高齢者等も容易に地元情報にアクセスする
ことができる仕組み（例えば、高齢者等において理解し、操作しやすいユーザ
ーインターフェースの開発等）を構築すべきである。
第２に、遠隔医療等による広域医療連携54、携帯端末などから過去の診療・
調剤情報等の参照を可能とする医療クラウド（日本版ＥＨＲ（Electronic
Health Record）
）55の構築、医療情報等の電子化を推進するとともに、これ
らを支える安全かつ最適な通信ネットワークの仕組み（例えば、衛星通信ネッ
トワーク、ＶＰＮ（Virtual Private Network）などをはじめ、非常災害時に
おいても、通信環境を安定的に確保し、秘匿性の高い情報をセキュアに伝送・
共有するとともに、情報を分散管理できる仕組み）を確立すべきである。
第３に、ＩＣＴを活用した事業を軌道に乗せるところまで支援する人材を派
遣し、ＩＣＴ人材の定着を希望する地域と保有するスキルにより地域への貢献
を希望するＩＣＴ人材をマッチングさせる仕組みを創設すべきである。また、
地域からの情報発信を行う人材や、地域の情報発信環境の設定・運営を行うこ
とのできる人材等を活用し、「情報団」として組織化するなど、地域における
「共助」の仕組みを形成することも必要である56。
③スマート・クラウド戦略の推進
クラウドサービスは、コンピュータ資源を「所有から利用へ」と転換するもの
であり、行政機関や企業において重要データを手元に保管するのではなく、クラ
ウドサービス事業者のデータセンタに預けることとなる。データセンタにおいて
はデータ管理やセキュリティ対策が厳しく行われており、ＩＣＴの利用者からみ
宅の必要戸数について、岩手県では 14,000 戸、宮城県では 23,000 戸、そして、福島県では 15,200 戸等とさ
れている。【資料 56】
54
遠隔医療とは、医師と医師、医師と患者との間をＩＣＴ（インターネット、テレビ電話など）を活用して、
患者の情報を伝送し、診断等を行うことをいう。【資料 57】
55
ＥＨＲとは、個人が自らの医療・健康情報（診療情報・健診情報等）を「生涯にわたって」電子的に管理・
活用できる仕組みのことであり、具体的効果として、過去の診療内容に基づいた医療機関間における継続的な
医療の実施、重複検査の回避等が挙げられる。【資料 58】
56
地域人材の育成の在り方については「ＩＣＴ地域活性化懇談会」において具体的な検討が行われている。
【資
料 44】
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て情報システムの管理・運用の手間・コストの負担を大きく下げることを可能と
するものである57。
総務省においては、2010 年５月、
「スマート・クラウド戦略」を策定し、ク
ラウドサービスの利活用を促す利活用戦略、次世代クラウド技術の開発に向けた
研究開発戦略、クラウドサービスのグローバルな普及を見据えた国際戦略の３本
柱の下、様々な施策が展開されてきている。
例えば、利活用戦略の一環として、昨年 12 月、
（社）日本経済団体連合会（以
下「日本経団連」という。）を中心に、クラウドサービス事業者等により「ジャ
パン・クラウド・コンソーシアム」
（ＪＣＣ）58が設立され、300 社以上の企業・
団体等が参加して、農業、健康・医療、教育等の様々な分野におけるクラウドサ
ービスの具体的なサービスモデルの検討等が民間主導で進められている（総務省
及び経済産業省はオブザーバーとして参加）。
今回の震災、とりわけ津波被害において、地方自治体や企業の情報システムが
損壊・流出するなど甚大な被害が発生したが、前述のとおり、クラウドサービス
はコンピュータ資源を「所有から利用」へと変えるものであり、損壊した情報シ
ステムの復旧・復興を迅速かつ従来に比べて低廉に行うことが可能となる。この
ため、「東日本復興」のプロセスにおいてクラウドサービスの普及を積極的に図
ることが必要である。
本年３月の総務省調査59によると、我が国におけるクラウドサービスの浸透度
は、前回調査
（09 年 10 月）と比較して大企業で 25.2％増（18.3％→43.5％）、
中小企業においても 13.4％増（9.1％→22.5％）となっており、クラウドサー
ビスに対する認知度が高まってきており、復旧・復興の過程においてクラウドサ
ービスを活用する素地は整ってきている。また、クラウドサービスの市場規模は
2015 年時点で約 2.3 兆円まで拡大するものと見込まれており、新市場創出効
果が高いものと見込まれる60。

57

クラウドサービスの普及で期待される効果としては、産業の枠を超えた効率化の実現、社会インフラの高度
化の実現、環境負荷の軽減及び企業のグローバル展開の促進が考えられる。【資料 59～60】
58
クラウドサービス関連企業・団体等におけるクラウドサービスの普及・発展に向けた様々な取組みについて、
横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を行うことを目的として設立されたもので
あり、現在、教育クラウド検討ＷＧ、農業クラウドＷＧ，健康・医療クラウドＷＧ等６つのＷＧが設置されて
いる。【資料 61～62】
59
調査の詳細については、「スマート・クラウド戦略に関するプログレスレポート（第１次）」（参考資料Ｃ）
を参照。【資料 12～13】
60
2010 年のクラウドサービス市場規模は約 36 百億円であり、2015 年には６倍強の約 2.3 兆円へ成長が見込ま
れている。【資料 63】
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クラウドサービスの市場規模

このため、各分野におけるクラウドサービスの普及・促進に向けた取組を積極
的に推進することが必要であり、例えば以下の施策に取り組むことが求められる。
第１に、政府は、ＪＣＣにおける農林水産業、健康・医療、教育等の分野にお
けるクラウドサービス普及に向けた取組を積極的に支援するとともに、被災地企
業等のクラウドサービス導入に対して助言等を行う等の支援を行い、復旧・復興
プロセスを加速化するとともに、情報システムの耐災害性や情報連携の強化等を
推進することが必要である。
第２に、あらゆる分野でクラウドサービス等の適切な利用促進を図るため、引
き続き「ASP・SaaS 利用促進協議会」
（ASPIC）61を通じて、クラウドサービ
ス等の提供者及び利用者に対するガイドラインの策定62等を進めるとともに、テ
キストデータ、位置情報、センサー等を経由して収集される膨大なストリーミン
グデータ（いわゆる「ビッグデータ」）の解析等の効率的な実施やクラウド間の
連携強化を実現するための研究開発の促進、クラウド間の円滑なデータ流通を可
61

ＡＳＰ・ＳａａＳの唯一の業界団体として、社会・経済活動に不可欠なサービスインフラへと変貌するＡＳ
Ｐ・ＳａａＳの一層の促進のため、会員（本年６月時点で 160 社）に対する情報提供・共有、ビジネス支援、
コンサルティング受託、政策・制度立案支援等を実施している。【資料 64】
62
例えば、医療情報の重要性から見た高度な安全性確保の要求を踏まえ、医療情報がＡＳＰ・ＳａａＳ事業者
によって適正かつ安全に取り扱われ、医療情報におけるＡＳＰ・ＳａａＳの利用の適切な促進を図ることを目
的に取りまとめた「ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」（平
成 21 年７月 14 日策定、平成 22 年 12 月 24 日改訂）等が挙げられる。【資料 65】
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能とするための標準化活動等を行う「グローバルクラウド基盤連携技術フォーラ
ム」（GICTF）63等の活動の支援を引き続き行うことが適当である。
④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出
テレワーク（ＩＣＴを活用した在宅勤務等）は、時間と場所を選ばない働き方
を実現するものとして、これまで特にワークライフバランスやＣＯ２排出量削減
の観点から取り組みが進められてきた。他方、今回の震災の経験を踏まえると、
大規模停電・節電や交通機関の麻痺時においても事業継続を可能とするためにテ
レワークが有効であることが示されている64。さらに、被災地では津波等で職を
失ったものの、地元を離れて就職することが困難な地域住民等がテレワークを活
用することで地元において即効的かつ簡便に就業することを可能とすることも
考えられる。
上記を踏まえ、今回の震災においては被災地における新規雇用の創出、さらに
は今後想定される非常災害時等における企業・自治体の業務・事業継続（ＢＣＰ
対策）、電力消費の抑制、ＣＯ２排出量削減などを実現する観点から、テレワー
クの一層の推進を図るべきであり、以下の施策に取り組む必要がある。
具体的には、関係府省と連携しつつ、テレワーク導入によるＢＣＰ・節電など
の具体的な効果・事例の収集・周知をはじめ、低廉かつ簡便なテレワークシステ
ムの体系化、テレワーク実施に係る運用規程（ひな形）等の整備、テレワーク導
入・運営に係る人的支援の仕組みを構築することが必要である。また、被災地外
の仕事をテレワークを通じて被災地につなぐ等による雇用創出に向けた取り組
みを行うことも重要である。
⑤「情報の利活用」の積極的推進
第１章で述べたように、ＩＣＴの利活用について、分野ごとの「縦軸」のアプ
ローチに加えて、各分野を越えた「情報の利活用」という「横軸」のアプローチ
を加え、
「情報流通連携基盤」の実現を進めていくことが必要である。このため、
以下の施策を展開が求められる。
第１に、いわゆる「ビッグデータ」の分析的利用を可能にし、多様な主体がそ
れらを自由に組み合わせること（マッシュアップ）により新たな付加価値を生む
63

クラウドシステム構築技術と利用技術、クラウドシステム間のインターフェース技術等に関する研究開発や
実証実験の支援、標準化等を推進し、より高信頼かつ高品質なクラウドサービスのグローバルな提供実現を目
指すために設立された。【資料 66】
64
東日本大震災の直後からテレワーク支援ツールの無償提供などのサービスが登場し、また、テレワークシス
テムに関する問い合わせ・相談が増加等した。【資料 67】
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「情報の利活用」を積極的に推進するため、主体、分野・領域に閉じない情報の
流通・連携を図るための「情報流通連携基盤」の実現を推進すべきである。具体
的には、各プラットフォーム間のＡＰＩの標準化、データ様式等の連携、認証・
課金機能等の連携、各分野ごとに異なる個人情報の取扱に関するルールの整合性
の確保、クラウド事業者の遵守事項のガイドライン化等の汎用性のある技術・運
用ルールと、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等を合わせて、情報の流通・連携の
ための基盤整備として捉え、これを「横軸」として常に意識していくことが重要
になる。
「情報流通連携基盤」を実現するためには、重要な課題の解決を目標とした具
体的な「情報流通連携基盤」の検証の積み重ねを通じて、より汎用性の高いもの
へ漸進的に取り組んでいく必要がある。具体的には、分野所管の関係府省とも密
接に協力・連携しつつ、以下の施策に取り組んでいくことが重要である。
●農業の生産性向上を目標として、農業生産者が保有している知識をセンサー
ネットワーク等から得られる土壌や天候等の客観的なデータで裏付け、ノウ
ハウ化することで誰もが利用可能なクラウドサービスとしてオープン化す
るための技術・ルールの確立
●正確な就労・研修履歴や資格に応じた労働待遇、社会保障の確保を目標とし
て、建設現場就労者の就労履歴、研修履歴、資格等の個人情報を国、自治体、
業界全体等で共有・利用するための技術・ルールの確立
●家屋・建物の生産効率化と長寿命化を目標として、多様かつ大量の建設部材
の生産・流通・建設・修繕・更新に関する情報を統一的に流通・利用するた
めの技術・ルールの確立
●高齢者等のケアの質の向上と社会保障費用の効率化を目標として、高齢者等
の在宅疾病健康管理情報を介護、医療に係る従事者・機関で共有・利用する
ための技術・ルールの確立
●社会インフラの維持管理における安全性の向上とコストの低廉化、長寿命化
を目標として、社会インフラに関する多様な情報の収集・管理や、市民から
提供された情報の活用等を効率的に実施するための技術・ルールの確立
●地盤災害の防止を目標として、国、自治体、民間で紙又はデジタルで蓄積さ
れている地盤ボーリング柱状図を広く公開し、民間で流通・利用するための
技術・ルールの確立
●食品サプライチェーンの効率化と食品安全性を確保することを目標に、食品
生産、加工、流通、消費に関する情報を、これに関わる多くの主体、行政、
消費者等で流通・利用するための技術・ルールを確立
●アナログ情報のネットワーク上への移転・有効活用を促進し、情報を長期に
わたって利用・保存・継承することを目標に、情報の生成・収集・登録・管
理における、デジタル化の方法、長期利用・保存・継承に係る技術・ルール
23

の確立
●地域の各地点における人々の経験、営為、歴史、産業等の情報を集積、保存、
一括閲覧・利用できるようにすることを目標に、多様なデジタルアーカイブ
のコンテンツと地理・位置情報の連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利用方
法に関する技術・ルールの確立
●今後、ＩＰネットワークやデジタル放送ネットワークを介して、利用者が高
度かつ多様な情報サービスを享受するためのプラットフォームとなる次世
代のブラウザー等について、様々な事業者が、通信と放送を連携させた様々
な双方向サービスを提供する共通の基盤としていくための、技術や運用ルー
ルの確立
第２に、国及び公的機関の保有する災害関連情報、地盤情報等の復旧・復興関
連データのデジタルフォーマット（ＸＭＬ（Extensible Markup Language）
、
65
ＣＳＶ（Comma Separated Values）等）での公開 を促すとともに、その
活用方策等の検討を進めるべきである。
⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造
「日本再生」のための成長力確保は日本全体での強みを活かしつつ実現してい
く必要があるが、とりわけＩＣＴの観点からは東北地方の持つ強みを十分に活か
していくことが必要である。
東北地方は、我が国有数の電気通信分野の研究拠点としての歴史を持つ。例え
ば、東北大学では、1935 年に電気通信研究所を設置するなど、電気通信分野
の先駆的研究の重点化に戦前から組織的に取り組んでおり、多数の成果を上げて
いる66。このような東北地方の強み・蓄積を「東日本復興」のみならず、「日本
再生」のためにも最大限活かすことが必要である。この観点から、テレワークを
活用したソフトウェア開発拠点の整備、東北地方への国内・海外研究開発及び実
証拠点の誘致など、ＩＣＴ産業の新たな開発拠点の創造が求められる。
⑦電波を利用した新事業の創出
電波利用の発展・成長により、ネットワークへの接続機会や接続形態が飛躍的
に広がるとともに、電波利用をめぐる新たな技術革新により、公共分野や道路交

65

各府省や地方自治体等のホームページにおいて、携帯電話等からのアクセスやネットワークの負荷軽減、情
報の二次的な利用など考慮し、ＰＤＦやＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等の形式のみではなく、ＨＴＭＬ、ＣＳＶ等で
も提供されることが推奨されている。【資料 68】
66
例えば、①テレビの受信用に使用されている八木・宇田アンテナ、②電子レンジに使用されているマグネト
ロン、③光通信の３要素（発行素子、光伝送路、受光素子）、増幅器の開発等、光ファイバ通信の基礎の確立
等が挙げられる。
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通分野（ＩＴＳ（Intelligent Transport Systems）
）等において、電波利用技
術を活用した新しく多様なサービスが生まれ、電波の利用範囲が更に広がりを見
せている。これらの電波利用の更なる進展により、少子高齢化、新産業創出、地
域活性化、環境問題への対応等、新たな分野における電波利用が広がっており、
我が国が抱える様々な社会問題への貢献が期待されている。
また、従来からの主要無線メディアの成長にあわせて、新しい無線通信技術を
利用したシステムやサービスが登場し、新たな付加価値が生み出され、新たな電
波利用市場が形成67されている。電波の利用は、現下の厳しい経済情勢のもと我
が国の経済成長の牽引役としての役割も期待されている。
さらに復旧・復興においても、災害に強いという特性を持つ電波の活用はきわ
めて重要であり、地域の情報通信基盤の耐災害性の向上のための技術開発や電波
利用による新産業の創出が期待されている。
これらの観点から「東日本復興」及び「日本再生」につなげる上で、災害に強
い無線通信技術の特性を活かした未来型都市の構築に向け、以下の取り組みを集
中的に進める必要がある。
第 1 に、災害による被害の発生を未然に防止し、あるいは軽減するため、災
害に強い国づくり、地域づくりを進めることが必要である。
具体的には、ホワイトスペース68やセンサーネットワーク等の新たな無線技術
を地区全体に整備・展開し、地域における情報通信基盤を確立することで、地域
の安心・安全を確保するほか、地域コミュニティの情報収集・発信手段や地場産
業への活用、地域の「絆」の再生などにも寄与し、魅力あるまちづくり等を推進
すべきである。また、今後の余震・高波等の新なる災害の可能性を視野に入れな
がら、災害発生時に緊急警報をあらゆる情報通信手段を通じて、確実な警報伝達
を可能とするための防災行政無線システムの高度化の実現を図るべきである。
第２に、災害に強い無線通信技術の開発、技術検証基盤の構築を進め、地域に
おけるワイヤレスブロードバンド環境の早期実現を図るべきである。このために
は、地域の研究機関とも連携し、開発成果を被災地区において導入実証し、実際
の被災地における通信システムの有効性を総合的に検証する必要がある。
具体的には、今般の東日本大震災における被災地の経験・ニーズを踏まえ、被
災地において必要な通信を確保するため、様々なワイヤレスネットワークを災害
時の通信代替手段として利活用できるブロードバンドワイヤレステストベッド
の構築を実現すべきである。また、本テストベットを活用し、通信途絶時でも、
可搬型高機能無線局が自律的にネットワークを構成する「壊れない無線通信ネッ
トワーク」の技術開発を進める必要があるとともに、その成果の導入実証を進め
67

社会インフラとして様々な分野での電波利用を推進し、新たな電波利用システムの実現により、2020 年に
新たに 50 兆円規模の電波関連市場が創出されることが見込まれている。【資料 69～70】
68
新たな電波利用システムやサービスが進展し、今後も周波数に対する需要の増大が予測されている中、新た
に利用可能な周波数を創出する「ホワイトスペース」の活用が世界的に注目されている。【資料 71】
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る必要がある。
⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備
「東日本復興」及び「日本再生」において、耐災害性の確保、高い経済波及効
果等、ＩＣＴの果たす役割は大きい。他方、ＩＣＴの利活用は医療・教育をはじ
め様々な分野と関係するものであり、各分野の制度が必ずしもＩＣＴの利活用を
前提としていない場合もある。また、利用者にとっての使いやすさ（ユーザビリ
ティ・アクセシビリティ）、人材育成、安全安心な利用の前提となるセキュリテ
ィ等、ＩＣＴの利活用推進にあたっては、その環境整備を図ることも重要な課題
である。このため、以下の取り組みを進める必要がある。
➢ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し
ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直しについては、高度情報通信ネット
ワーク社会推進戦略本部企画委員会の下に置かれた「情報通信技術利活用のた
めの規制・制度改革に関する専門調査会」69において、昨年１０月から調査が
行われ、本年３月に報告書がとりまとめられた70 。今後、この報告書を踏ま
え、政府としての対処方針の策定及び「新たな情報通信技術戦略工程表」（平
成 22 年６月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）の改定が予定
されているが、今般の震災における経験も踏まえ、非常時におけるＩＣＴ利活
用による減災等の観点から、行政・医療・教育等の公的サービスの提供におけ
るＩＣＴの利活用や分野・領域横断的な情報の利活用を阻害している規制・制
度の運用の明確化等、ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の改革を引き続き促進
すべきである。
➢利用者本位のサービス等の開発を含むアクセシビリティ等の向上
アクセシビリティ政策については、これまで、例えば電話リレーサービス等
の高齢者・障がい者に特化したＩＣＴサービスの開発・提供に重点が置かれて
いたが、今後は、障がい者・高齢者を含む全ての人の情報へのアクセシビリテ
ィの向上に資するユニバーサルデザインの実現にも重点が置かれるべきであ
る。

69

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令（平成 12 年政令第 555 号）第 2 条の規定に基づき、
「情報通
信技術の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組みそのものの在り方や運用等の洗い出しを行
い、国民にとって利益となる形で抜本的に見直すために必要な調査（略）を行うため」に設置された（平成 22
年６月 22 日高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定）。【資料 72～73】
70
ＩＣＴの利活用のための規制・制度改革に係る議論の詳細は、「情報通信技術利活用のための規制・制度改
革に関する専門調査会報告書」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/hokokusho.pdf）を参照。

26

また、災害時に被災者が保持し利用するＩＣＴ手段としては、まず携帯端末
が挙げられるため、この携帯端末による情報流通・利用について、さらに有効
性や利便性を高めることが重要である。このため、災害時に限られることなく、
平時のいわゆる「プッシュ型行政サービス」 や「マイ・ポータル」の実現71の
ためにも、電子行政サービスへの認証手段を多様化する観点から、携帯端末等
を媒体としたアクセシビリティの向上を図ることが必要である。
➢「情報活用人材」、高度ＩＣＴ利活用人材の育成
従来から日本経団連等により指摘されてきた高度ＩＣＴ人材の重要性に加
えて、利用者の視点、より広い社会という視点に立っていわゆる「ビッグデー
タ」等からもたらされる情報・知識を活用し新しいビジネスモデルや社会シス
テムを創出できる人材の育成の重要性が高まっており、このような人材の獲得
競争が世界的に始まっている。この観点から以下の取り組みを進める必要があ
る。
第１に、これら「情報活用人材」育成のために、これまで以上に産学連携や
人材相互交流の強化、各組織で中核となるＣＩＯの確保・育成が必要である。
第２に、例えば、農林水産業、行政、医療、教育等、これまでＩＣＴ利活用
が進んでいない分野を中心として、今後、「情報活用人材」を急速に育成して
いくためには、必要となる情報活用能力を定義し、このための育成プログラム
を構築していくことが望まれる。
➢情報セキュリティの強化
情報セキュリティの向上には啓発・教育が重要となる。特に、「専門家」と
「一般ユーザ」の間を取り持つ「看護師」的な役割を果たすものとして、地域
コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセンター
等が有効と考えられる。なお、セキュリティ対策の実施にあたっては、その対
策に費やすコストと対策しないことによるリスクとの比較評価による合理的
な対応とともに、想定外の事故が発生した場合でも、致命的な状態にならない
ようなセーフティネットの実現が肝要である。
⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献
71

現在、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部企画委員会の下に置かれた「電子行政タスクフォース」
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/index.html 参照）、政府・与党社会保障改革検討本
部に置かれた「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」及びそれらの下に共同で設置された「情
報連携基盤技術ワーキンググループ」等（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html#03 参照）
において検討が行われている。
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福島第一原子力発電所の事故をはじめとする今回の震災の発電施設への影響
により、被災地のみならず広範囲にわたる電力の供給制約が生じている。電力需
給緊急対策本部（現「電力需給に関する検討会合」）では、本年５月13日、「夏
期の電力需給対策について」をとりまとめ、東京・東北電力管内全域において需
要抑制率について▲15％を目標としている72。
ＩＣＴはこれまでも高い CO2 削減効果が期待される分野73として、ＩＣＴに
よる CO2 排出量の削減（Green by ICT）やＩＣＴ産業における CO2 排出量
の削減（Green of ICT）の取り組みが進められてきたが、喫緊の課題となって
いる電力供給不足による国民生活・経済活動への影響を極力小さくするため、
ICT によるエネルギー制約克服への貢献という観点から、以下の施策について積
極的に取り組んでいく必要がある。
➢日本型スマートグリッドの推進
スマートグリッドは、太陽光発電等の再生可能エネルギーを需要家が電力会
社に販売することなどにより、系統電源への依存度を低下させ、CO2 排出量
の削減を目指すものである74。しかし、上記のとおり東日本大震災の発生によ
り供給が需要を下回る供給制約が生じ、スマートグリッドの早期構築の必要性
が顕在化するとともに、こうした事態への対応が急務となっている。
スマートグリッドを実現していくためには、エネルギー政策全体の中で総合
的・整合的に施策展開をしていく必要があり、昨年１月に設立された「次世代
エネルギー・社会システム実証関係省庁連絡会議」において関係府省が連携し
て取り組みが進められている75。
スマートグリッドの推進にあたっては、送配電網の高度化という視点に加え、
再生可能エネルギーの「地産地消」の観点を重視すべきである。その際、再生
可能エネルギーは発電量の波動性が大きいことから、需要家間で電力を相互に
72

今夏の供給力の見通しとして、東京電力から東北電力に最大限の融通を行うこととし、この結果、東京電力
で 5,380 万 kw（本年７月末）、東北電力で 1,370 万 kw（本年８月末）となり、最低限必要な需要抑制率は、東
京電力で▲10.3％、東北電力で▲7.4％になるとされ、そして、余震等による火力の復旧の遅れ、再被災、老
朽火力の昼夜連続運転、被災火力の緊急復旧等に伴う技術的リスク、電力融通の不調等のリスクを踏まえ、需
要抑制の目標が設定された。なお、本年５月 16 日に、電力需給緊急対策本部は電力需給に関する検討会合に
改組されている。
73
ＩＣＴ利活用の促進等により、2020 年には、最大で 1990 年比 12.3％のＩＣＴによるＣＯ２排出量削減効果
が期待される。また、ＩＣＴ機器等の使用によるＣＯ２排出量は、光通信技術等の研究開発やクラウドコンピ
ューティングの利用推進等の対策を講じることで、2012 年と同水準に抑制することが可能。【資料 74～75】
74
スマートグリッドとは、機器の消費電力特性抽出等により電力の流れを情報化し、①電力使用量の「見える
化」、②電力需要に対応した「デマンドレスポンス」、③トータルの電力使用量を地域レベルで最適制御（「マ
イクログリッド」）等を実現するものである。【資料 76】
75
資源エネルギー庁、総務省（通信）、国土交通省（電気自動車、エコ住宅）、農林水産省（バイオマス）、環
境省、文部科学省、内閣官房等が参加している。
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融通する仕組みの構築が必要である。ただし、その実現には所要の環境整備が
必要であり、中期的なアウトカム目標として位置付けつつ、地産地消モデルの
標準仕様化等を進めるとともに、地域における再生可能エネルギーの活用を進
め、域内循環を高めるための取組等、「緑の分権改革」76の推進に向けた取組
等を今後も着実に推進すべきである。
こうした中期的な取り組みとともに、短期的な取り組みも求められる。具体
的には、以下の施策展開が求められる。
第１に、需要家側における電力消費量を把握することができる「見える化」
実現のためのスマートメータ77の試行配備を地域単位で集中的に行うなどの
取り組みが必要である。その際、ＢＥＭＳ（Building Energy Management
System）やＨＥＭＳ（Home Energy Management System）とスマート
メータ等の連携に向けた標準仕様化（需要家側における消費電力の「見える
化」）等を推進する必要がある。
第２に、需要家の承諾を前提として、消費電力データを活用したクラウドサ
ービスの提供、アプリケーションの活用等の促進、スマートメータの先行的・
試行的導入による電気予報のリアルタイム化について検討することが必要で
ある。
第３に、関係府省と連携しつつ、産学官連携の仕組みの下、スマートメータ
から収集された消費電力に関するストリーミングデータをクラウドで処理す
るためのセキュリティ基準等の策定等を推進することが求められる。
➢グリーンＩＣＴの推進
日本型スマートグリッドの推進は、ＩＣＴを活用し、エネルギーの需給バラ
ンスの調整を効率的かつ高度に実現するものであり、グリーンＩＣＴの主要な
一角を占めるものであるが、それ以外にも、グリーンＩＣＴという観点から、
以下の施策を展開することが必要である。
ＩＣＴによるＣＯ２排出量の削減（Green by ICT）やＩＣＴ産業における
76

地域主権型社会を確立するため、行財政制度のみならず、エネルギーや食料の供給構造をはじめとした個々
人の生活や地域の経済等における地域主権を目指すことが求められており、それぞれの地域資源（豊かな自然
環境、再生可能なクリーンエネルギー、安全で豊富な食料、歴史文化資産、志のある資金）を最大限活用する
仕組を地方公共団体と市民、ＮＰＯ等の協働・連携により創り上げ、地域の活性化、絆の再生を図ることを通
じて、地域から人材、資金が流出する中央集権型の社会構造を分散自立・地産地消・低炭素型に転換し、「地
域の自給力と創富力（富を生み出す力）を高める地域主権型社会」の構築を実現しようとするもの（総務省「緑
の分権改革」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku.html 参照）。
【資料 77】
77
スマートメータは、電力使用量等を電力会社等に配信する双方向の通信機能を有している。【資料 78】
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ＣＯ２排出量の削減（Green of ICT）を進めるため、省エネ･環境負荷低減の
ベストプラクティスモデル及び環境影響評価手法の確立等を図ることが必要
である。また、Green of ICT の観点からは、データセンタのグリーン化、通
信ネットワークのグリーン化のための研究開発等を重点的に進める必要があ
る。さらに、Green by ICT の観点からは、前項の日本型スマートグリッドの
推進に加え、ＩＣＴの徹底的な利活用による環境にやさしいまちづくりのため
の取組等を進める必要がある。
（２）ＩＣＴ利活用政策の推進における取組
今日の厳しい財政事情を考慮すると、ＩＣＴ利活用政策においても、他の政策同
様に、これまで以上の効率性・公正性・説明責任の担保が求められる。このため、
ＩＣＴ利活用政策の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの明確化等の観点から、
以下の取組を推進することが必要である。
①ＩＣＴ利活用政策の「ロードマップ」の策定と「段階的管理」
ＩＣＴ利活用政策の推進に当たっては、まず、ＩＣＴを使用した情報の流
通・利活用によりどのような具体的な課題を解決するのかを関連組織共通の目
標として明確にするとともに、目標達成の評価指標や目標に至るまでの期間・
プロセスを可視化するロードマップを個々のＩＣＴ利活用政策ごとに事前に
策定するべきである。
ロードマップを構成する全プロセスは、複数年度にわたって、例えば、①技
術面での課題・リスクを明確化し、これに対処する研究開発段階、②社会・制
度面での課題・リスクを明確化し、これへの対処を図る社会実験段階、③社会・
制度面での改革に着手し、その効果を検証する試験導入段階、④普及状況を把
握し、必要な支援を行う普及促進段階に区分されることになる。個々のＩＣＴ
利活用政策の下でそれぞれの段階で個別のプロジェクトが実施されるが、個別
のプロジェクトについても、それぞれの解決すべき課題・リスクを明確化して
評価指標を定め、各段階でのＰＤＣＡサイクルを回して、次の段階を進めるこ
との可否の判断や、当初設定した目標の検証、全体のロードマップの修正や明
確化を行っていく必要がある。
②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施
委託事業等の採択のための事前評価の精度を上げていくために、評価者毎の
評価結果の公表といった「評価手法」の見直し、これまで以上に委託事業等申
請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やマネージメント能力の評
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価の重視といった「評価項目」の見直しを行うべきである。
③適切な事後評価とフォローアップ
ロードマップを構成する各プロジェクト毎に、対応する課題・リスクに応じ
た事後評価を実施し、次の段階への移行の可否、アウトカムの修正や明確化等
を外部評価委員により適切に実施する必要がある。そして、成果と評価は合わ
せて広く公開し、次の段階へと繋げるともに、民間等による普及・展開の成功
に繋げるべきである。
一方、技術革新のスピードが速く、常に多様な背景を持つ主体が複雑に関与
しやすいＩＣＴ利活用の分野においては、プロジェクトが失敗に終わり、次の
段階への移行が否定されることも起こりえるが、その場合にも、失敗の原因を
外部評価委員を交えて要因検証し、その経過と結果を広く公開することが重要
である。当該要因検証等を、以後の政策立案に生かしていくことが大切な点と
考えられる。この処置を続けることにより、中断と判断せざるを得ないプロジ
ェクトの数は減少していくと予想されるため、中長期的には、予算の有効活用
に役立つと期待される。
④ＩＣＴ利活用政策の構造化
新しいＩＣＴ利活用政策は汎用性のある情報流通連携基盤を実現すること
を全体的な成果物とすることから、個々のプロジェクトをばらばらに実施して
いくのではなく、様々な課題解決に取り組む多様なプロジェクトを汎用性の確
保のために相互補完的や役割を担うものとして束ね、構造化することが必要で
ある。
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第３章

今後の検討課題

１．「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの進展とＩＣＴ政策の在り方
第２章では、
「新事業創出戦略」として、まずは、
「東日本復興」及び「日本再生」
に関わりの深い施策を優先的に進めていく政策の方向性を示した。
ここで提言された９項目に及ぶ施策は、いずれも「情報流通連携基盤」の実現に
貢献するものである。通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築（①）や冗長性の
高い情報提供基盤の構築（②）は、ネットワークの重層構造化、情報基盤間連携を
図ることで災害時における情報流通の「断」が生じないような環境整備を図るもの
である。また、スマート・クラウド戦略の推進（③）は、従来の企業、産業の枠を
超えた情報連携を実現するものであり、テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用
創出（④）は、雇用の情報マッチングを距離の制約を越えて実現するという意味で
「情報流通連携基盤」の一つと位置づけられよう。
また、「情報の利活用」の積極的推進（⑤）は、「情報流通連携基盤」そのもの
を業態を越えて実現することを目指すものである。ＩＣＴによるエネルギー制約克
服への貢献（⑨）で掲げた日本型スマートグリッドの推進も、エネルギーの流通情
報と需要家側の情報を連携させる施策である。そして、東北地方における新たなＩ
ＣＴ拠点の創造（⑥）や電波を利用した新事業の創出（⑦）は新たな「情報流通連
携基盤」のシーズ（種）を生み出す施策である。
ＩCT 利活用推進のための環境整備（⑧）についても、「情報流通連携基盤」の
実現を促進するための環境整備を図るための施策であると位置づけられる。
なお、東日本大震災が発生する以前に本委員会において行われていた議論につい
ても、上記の９項目の施策の中に盛り込まれていることに留意する必要がある。す
なわち、それぞれの施策は東日本大震災の発生前から重要性が認識されていた施策
であるといえる。東日本大震災の発生とその後の甚大な被害は、こうしたＩＣＴ関
連施策の重要性を図らずも浮き彫りにする結果となっている。その意味でも、「東
日本復興」と「日本再生」の早期実現に向け、提言した施策について着実に実現に
向けた取り組みが行われるよう、産学官の総力を挙げて取り組むことが必要である。
ただし、「東日本復興」及び「日本再生」においては被災地の地方自治体のニー
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ズ、経済動向等により、今後とも政策の前提となる環境が大きく変わっていく可能
性がある。このため、本取りまとめ以降も、復旧・復興プロセスを踏まえつつ、ま
た被災した地方自治体の意向を最大限尊重しつつ、引き続きＩＣＴ政策の方向性に
ついて検討を深めていくことが必要である。

２．「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの先にある「知識情報社会」の構築
に向けて
また、「東日本復興」及び「日本再生」を進めながら、今後はそれらのプロセス
の先にある 2020 年頃の目指すべき社会を具体化していくことが必要である。そ
の具体化にあたっては、社会経済システムにＩＣＴが深く組み込まれ、世界最先端
の「情報流通連携基盤」を通じた円滑な情報の流通・連携により、
「知識情報社会」
を実現することが求められる。その際、例えば以下の項目を含め今後検討を深めて
いく必要がある。

（１）通信・放送ネットワークの将来像
Ｍ２Ｍ通信が普及し、あらゆるモノがネットに接続されることにより、リアル
空間とサイバー空間の連携が強化される真のユビキタス社会が実現するととも
に、時間や距離の概念を越えてサイバー空間内における社会経済活動が高度化し
た世界が実現していくのではないかと考えられる。
従来のネットワークを起点とする垂直統合型の事業モデルから、各レイヤー間
で自由に機能を組み合わせて事業モデルを構築する可能性が高まる一方、「知識
情報社会」の実現に向けて新たな垂直統合型の事業モデルが主流となる可能性が
あると考えられる。その際、デバイスと通信・放送網の紐帯関係が緩くなり、端
末、ネットワークの別を問わず情報が双方向で流通する仕組みの比重が高まるの
ではないかと考えられる。
１：Ｎを基本とする放送網、１：１を基本とする通信網に加えて、Ｎ：Ｎを
基本とするソーシャルメディアが有機的・相互補完的に組み合わされ、各ネッ
トワーク（メディア）の特性を活かしつつ、官民の適切な役割分担の下で、各
利用者のニーズに応じて自由に連携可能な市場環境になっていくのではないか
と考えられる。
新たな垂直統合型の事業モデルがグローバル市場において主流となるとすれ
ば、我が国のＩＣＴ産業がこうした事業モデルに組み込まれ、柔軟な事業展開
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が阻まれる可能性があるのではないかと考えられる。
第１章「４．
『情報の利活用』を推進するための『情報流通連携基盤（プラッ
トフォーム）』の実現」において指摘したように、プラットフォームを起点とす
る新たな垂直統合型の事業モデルが普及してきており、モバイル端末市場にお
いても、従来の通信会社主体の垂直統合モデルからの移行が進みつつある。こ
うした中、従来は通信会社の提供する認証・課金機能を活用したコンテンツ・
アプリケーションの販売等によりモバイルコンテンツ市場が成長してきた。し
かし、スマートフォンが主体となり新たな事業モデルへ移行する中、通信会社、
コンテンツプロバイダ等が win-win の関係を築くことができる認証・課金機能
の在り方等についても検討を進める必要がある。
（２）ＩＣＴ利活用の変化
集合知を活用した商品・サービス開発、人と人の「つながり力」を活用した
コンセンサスの形成等、供給者側ではなく利用者が主体となったＩＣＴの利活
用が急速に進むのではないかと考えられる。その際、異なる領域、異なる地域
の情報連携等が進み、新たな価値が創造される社会に進化していくのではない
かと考えられる。
少子高齢化の進展等により心身機能やライフステージにあった仕事を開発す
るなど、ＩＣＴの利活用に従来はなかった視点を加えていく必要がある。
（３）ＩＣＴ利用環境の整備
「情報流通連携基盤」が実現されていく中で、ベンチャー等の新規事業者が
次々と創業される環境の整備については、民主導を原則としつつ必要な政策の
方向性について検討を深めていく必要がある。その際、具体的な新規事業を立
ち上げる段階と、立ち上がった事業をさらに発展させる段階において、それぞ
れ課題が異なることについても留意が必要である。
ソーシャルメディアの普及によって、個人の情報発信やネット上での連携が
可能となる等、企業と個人との間、個人間の「つながり力」が高まっている反
面、情報の信頼性の問題、トラブルが発生した場合の解決手法等について、民
主導を原則としつつ必要な利用環境の整備を進めていく必要がある。
政府や民間企業等の各主体が持つ個人に関する情報をオープン化・可視化し、
各分野・制度内、さらには各領域を越えて共有・利活用できるようにし、震災
における情報流通の円滑化等の社会的課題を解決する観点から、引き続き個人
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情報やプライバシーにおける保護と利用の在り方について検討を深めていく必
要がある。
コンテンツ・アプリケーション等の上位レイヤーとネットワーク等の下位レ
イヤーとの間の公正競争を確保する観点から、引き続き「ネットワークの中立
性」の在り方について検討を深めていく必要がある。その際、クラウドサービ
スの普及が「ネットワークの中立性」にどのような影響をもたらす可能性があ
るかについても検討を深めていく必要がある。
ＩＣＴ利用環境の整備という観点から、企業コンプライアンスの確保、プラ
イバシー保護や個人情報の適正な取扱等、国境を越えたデータ等の流通におけ
る法制度の適用関係等に係るクラウドサービスを巡る国際的なコンセンサスの
醸成、ＤｏＳ（Denial of Service）攻撃等のグローバルなサイバー攻撃への対
応等、ＩＣＴ産業の国際展開を視野に入れつつ他国との連携をさらに推進して
いくことが必要である。
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用語集
（アルファベット順）
項

目

頁

解

説

（初出）

ＡＰＩ
【Application
Programming Interface】

アプリケーションの開発者が、他のハードウ
エアやソフトウエアの提供している機能を
利用するためのプログラム上の手続きを定
めた規約の集合を指す。個々の開発者は規約
13
に従ってその機能を「呼び出す」だけで、自
分でプログラミングすることなくその機能
を利用したアプリケーションを作成するこ
とができる。

ＡＳＰ
【Application Service
Provider】

ビジネス用アプリケーションソフトをイン
21 ターネットを通じて顧客に提供する事業者。

ＡＳＰＩＣ
【ASP-SaaS Industry
Consortium】

特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダス
トリ・コンソーシアム。クラウド・ASP・
21
SaaS・データセンター事業の発展と支援を
目的として、１９９９年に設立された。

ＢＣＰ
【Business Continuity
Plan】

何らかの障害が発生した場合に重要な業務
が中断しないこと、または業務が中断した場
14 合でも目標とした復旧時間内に事業が再開
できるようにするための対応策などを定め
た包括的な行動計画。

ＢＥＭＳ
【Building Energy
Management System】

ビルエネルギー管理システム。業務用ビル等
において、室内環境・エネルギー使用状況を
29 把握し、室内環境に応じた機器または、設備
等の運転管理によってエネルギー消費量の
削減を図るシステム。

ＣＯ２
【Carbon Dioxide】

二酸化炭素。大気中に 0.03％含まれる無色
無臭の気体。地球温暖化に及ぼす影響がもっ
とも大きな温室効果ガス。人間活動に伴う化
10
石燃料の消費とセメント生産および森林破
壊などの土地利用の変化が、大気中の二酸化
炭素濃度を増加させつつある。
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ＣＳＶ
【Comma Separated
Values】

データをカンマ(",")で区切って並べたファ
イル形式。主に表計算ソフトやデータベース
24

ソフトがデータを保存するときに使う形式。
汎用性が高く、異なる種類のアプリケーショ
ンソフト間のデータ交換に使われることも
多い。

ＤｏＳ攻撃
【Denial of Service】

サービス不能攻撃。標的となるコンピュータ
やルータに大量のデータを送りつけてシス
35
テムをダウンさせる攻撃。不正アクセスの一
つ。

ＥＨＲ
【Electronic Health
Record】

電子健康記録。個人が自らの医療・健康情報
（診療情報、レセプト情報、健診情報、調剤
19
情報等）を電子的に長期にわたって管理・活
用できる仕組み。

ＦＭＣ
【Fixed-Mobile
Convergence】

固定電話（Fixed） と移動電話（Mobile）
を収束（Convergence）させるサービス。
12
利用者は固定通信網と移動通信網を意識す
ることなく利用できる。

ＧＤＰ
【Gross Domestic
Product】

国民総生産（GNP）から海外で得た純所得
7 を差し引いたもので、国内の経済活動の水準
を表す指標となる。

ＧＩＣＴＦ
【Global Inter-Cloud
Technology Forum】

グローバルクラウド基盤連携技術フォーラ
ム。クラウドシステム間の連携インターフェ
ースやネットワークプロトコル（通信方式）
22
の標準化を推進し、より信頼性の高いクラウ
ドサービスの実現等を目指し、２００９年に
設立された任意団体。

ＨＥＭＳ
【Home Energy
Management System】

家庭用エネルギー管理システム。住宅に ICT
技術を活用したネットワーク対応型の省エ
29
ネマネジメント装置を設置し、自動制御によ
る省エネルギー対策を推進するシステム。

ＩＰ化
【Internet Protocol】

IP ネットワークをそのまま使って音声等を
やりとりすること。ＩＰ（インターネットプ
12
ロトコル）とは、インターネットによるデー
タ通信を行うための通信規約。

ＩＴＳ
【Intelligent Transport
Systems】

高度道路交通システム。情報通信技術等を活
用し、人と道路と車両を一体のシステムとし
25
て構築することで、渋滞、交通事故、環境悪
化等の道路交通問題の解決を図るもの。
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ＩＸ
【Internet eXchange】

17

インターネット・サービス・プロバイダ
（ISP）相互間を接続する接続点。この相互
接続により、異なるプロバイダに接続してい
るコンピュータ同士の通信が可能。

ＪＣＣ
【Japan Cloud
Consortium】

ジャパン・クラウド・コンソーシアム。クラ
ウドサービスの普及・発展を産学官が連携し
20
て推進することを目的として、２０１０年に
設立された。

LAN
【Local Area Network】

企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間にお
17 いてコンピュータやプリンタ等の機器を接
続するネットワーク。

Ｍ２Ｍ
【Machine to Machine】

ネットワークに繋がれた機械同士が人間を
12 介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適
な制御が行われるシステムのこと。

ＮＰＯ
【Non-profit
Organization】

非営利団体一般のことを指す場合と、特定非
6 営利活動促進法により法人格を得た NPO
法人のみを指す場合がある。

ＯＳ
【Operating System】

「基本ソフトウェア」とも呼ばれ、キーボー
ド入力や画面出力等の入出力機能、ディスク
やメモリの管理など、多くのアプリケーショ
2
ンソフトが共通して利用する基本的な機能
を提供し、コンピュータシステム全体を管理
するソフトウェア。

ＰＤＣＡサイクル
【Plan Do Check
Action】

マネジメントサイクルに関する方法論の 1
つで、計画（Plan）
、実行（Do）
、評価
30 （Check）、改善（Act）のプロセスを継続
的に実施し、繰り返し改善を図っていくこ
と。

ＳaaＳ
【Software as a
Service】

ネットワークを通じて、アプリケーションソ
21 フトの機能を顧客の必要に応じて提供する
仕組み。

ＳＩＭロック
【Subscriber Identity
Module】

特定の事業者あるいは利用者のＳＩＭカー
ド（利用者の電話番号、識別番号等の情報を
11 記録したＩＣカード）を差し込んだ場合のみ
に動作するよう、端末に設定を施すことをい
う。
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ＶＰＮ
【Virtual Private

仮想閉域網。公衆回線をあたかも専用回線で
あるかのように利用できるサービスのこと

Network】

19 をいう。企業内ネットワークの拠点間接続な
どに使われ、専用回線を導入するよりコスト
を抑えられる。

ＸＭＬ
【eXtensible Markup
Language】

ＨＴＭＬと同様に、ウェブぺージを記述する
際などに用いる言語であり、テキスト中にタ
グと呼ばれる書式属性を定義する文字列を
24 埋め込み、文字列の位置付け等を記述する。
ＨＴＭＬとの違いは拡張性にあり、ＸＭＬで
は任意のタグを定義してＨＴＭＬにはない
書式属性を定義することが可能。

（５０音順）
項

目

頁

解

説

（初出）

アクセシビリティ

情報やサービス、ソフトウェア等が、どの
程度広汎な人に利用可能であるかをあらわ
9 す語。特に、高齢者や障害者等、ハンディ
を持つ人にとって、どの程度利用しやすい
かということを意味する。

アプリケーション

ワープロ・ソフト、表計算ソフト、画像編
2 集ソフトなど、作業の目的に応じて使うソ
フトウェア。

イノベーション

新技術の発明や新規のアイデア等から、新
しい価値を創造し、社会的変化をもたらす
3
自発的な人・組織・社会での幅広い変革の
こと。

インターフェース
遠隔医療

エンジェル（投資家）

12

機器や装置等が他の機器や装置等と交信
し、制御を行う接続部分のこと。

医師と医師、医師と患者との間等において
ＩＣＴ（インターネット、テレビ電話など）
5
を活用して、患者のバイタル情報や放射線
画像などを伝送し、診断等を行うこと。
3

ベンチャー企業に投資・支援する個人投資
家。
39

オープンイノベーション

自社内外のイノベーション要素を最適に組
み合わせることで新規技術開発に伴う不確
実性を最小化しつつ新たに必要となる技術
開発を加速し、最先端の進化を柔軟に取り
14
込みつつ、最短時間で最大の成果を得ると
同時に、自社の持つ未利用資源を積極的に
外部に切り出し、全体のイノベーション効
率を最大化する手法。

オープンソース

インターネット等を通じて、ソフトウェア
の設計図であるソースコードを無償で公開
2 し、誰でもソフトウェアの改良や再配布を
行なえるようにすること。また、そのよう
なソフトウェアのこと。

オープンデータ

政府が統計・行政などのデータをオープン
にすること。Data.gov （米国）や
12
Data.gov.uk （英国）などの取組が各国政
府によって、行われている。

クラウドサービス

インターネット等のブロードバンド回線を
経由して、データセンタに蓄積されたコン
ピュータ資源を役務（サービス）として、
2 第三者（利用者）に対して遠隔地から提供
するもの。なお、利用者は役務として提供
されるコンピュータ資源がいずれの場所に
存在しているか認知できない場合がある。

コアコンピタンス

competence とは、能力、適格、権能、
権限という意味があり、そのコアとなるこ
との総称であるが、米国では勝ち残るため
の能力という意味で使われる。このような
14
言葉が登場した背景には、インターネット
の普及により、ニュー・エコノミーが注目
されるようになり、一人勝ち現象が起こっ
たことが挙げられる。

コミュニティＦＭ

市町村単位を放送エリアとする FM 放送。
5 放送エリアが小さく、より地域に密着した
番組を放送していることが特徴。

コンセンサス

34 意見の一致。合意。

コンプライアンス

法令遵守。企業が経営・活動を行ううえで、
35 法令や各種規則などのルール、さらには社
会的規範などを守ること。
40

サプライチェーン

冗長性

取引先との間の受発注、資材の調達から在
庫管理、製品の配達まで、いわば事業活動
11
の川上から川下に至るまでのモノ、情報の
流れ。
設備を最低限必要な量より過剰に用意して
おくことで、一部の設備が故障してもサー
9
ビスを継続して提供できるようにシステム
を構築すること。

ストリーミングデータ

ストリーミング形式で送受信するデータ。
ストリーミングとは、インターネット等の
21 ネットワーク上の映像データや音声データ
を視聴する際に、データを受信しながら同
時に再生を行なう方式のこと。

スマートグリッド

発電設備から末端の機器までを通信網で接
続、電力流と情報流を統合的に管理するこ
28 とにより自動的な電力需給調整を可能と
し、電力の需給バランスを最適化する仕組
みのこと。

スマートメータ

双方向の通信機能を持つ電力計。家屋やビ
ル、工場などの電力消費状況をリアルタイ
ムで把握。データを電力会社が集計して、
29 電力を効率的に供給するスマートグリッド
（次世代送電網）の運用に役立てる。電力
会社の検針業務を自動化できるほか、消費
者も家庭内の電力消費が分かる。

センサーネットワーク

部屋、工場、道路など至る所に埋め込まれ
たセンサーが周囲の環境を検知し、当該情
12
報がユーザや制御機器にフィードバックさ
れるネットワーク。

ソーシャルメディア

ブログ、ソーシャルネットワーキングサー
ビス（SNS）
、動画共有サイトなど、利用
者が情報を発信し、形成していくメディア。
3
利用者同士のつながりを促進する様々なし
かけが用意されており、互いの関係を視覚
的に把握できるのが特徴。

ソリューション

課題やニーズに対して、情報通信の技術要
素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、
9
サポート要員等）を組み合わせることによ
り対応すること。（「～サービス」、「～ビジ
41

ネス」）
中波ラジオ

データセンタ

テキストデータ

振幅変調（AM）による国内ラジオ放送。
五百二十六・五キロヘルツから千六百六・
5
五キロヘルツまでの周波数を使用して音声
その他の音響を送る放送。
サーバを設置するために、高度な安全性等
を確保して設計された専用の建物・施設の
こと。
17 サーバを安定して稼働させるため、無停電
電源設備、防火・消火設備、地震対策設備
等を備え、ID カード等による入退室管理な
どでセキュリティが確保されている。
21

レイアウト情報や修飾情報を持たない、純
粋に文字のみで構成されるデータ。

デジュール標準

標準化機関により制定された標準で、明確
15 に定められた手続に基づき広範な関係者の
参加を得て策定されるもの。

デファクト標準

市場で多くの人に受け入れられることで事
後的に標準となったもの。デジュール標準
15
のような標準化のプロセスを経ていない
が、「事実上の」標準となっているもの。

テレワーク

ICT を活用した、時間と場所にとらわれな
い、柔軟で多様な働き方。企業等に勤務す
る被雇用者が行う雇用型テレワーク（例：
16 在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオ
フィス勤務等）と、個人事業者・小規模事
業者等が行う自営型テレワーク（例：
SOHO、住宅ワーク）に大別される。

ネットワークの中立性

IP 化が進展する中でのネットワークの利用
の公平性（通信レイヤの他のレイヤに対す
35 る中立性）及びネットワークのコスト負担
の公平性（通信網増強のためのコストシェ
アリングモデルの中立性）のこと。

ビジネスモデル

ビジネスの仕組み。事業として何を行い、
27 どこで収益を上げるのかという「儲けを生
み出す具体的な仕組み」のこと。

ビッグデータ

21

利用者が急激に拡大しているソーシャルメ
ディア内のテキストデータ、携帯電話・ス
42

マートフォンに組み込まれた GPS（全地球
測位システム）から発生する位置情報、時々
刻々と生成されるセンサーデータなど、ボ
リュームが膨大であると共に、構造が複雑
化することで、従来の技術では管理や処理
が困難なデータ群。
フォーラム標準

関係する企業が合同で規格を策定し、それ
15 を標準としたもの。たとえば、W３C、IETF、
IEEE など。

プッシュ型行政サービス

行政機関から個人に対して請求等がなくて
27 も各種通知・情報提供（例：出産時の子ど
も手当給付通知）を行うこと。

ベストプラクティス

30

優れていると考えられている事例やプロセ
ス、ノウハウなど。

防災無線

地震、火災、天災等の発生時等において、
国、地方自治体等の公共機関が円滑な防災
4
情報の伝達等を行うことを目的とした無線
通信。

ポータルサイト

インターネットに接続した際に最初にアク
5 セスするウェブページ。分野別に情報を整
理しリンク先が表示されている。

ボーリング柱状図

ボーリング調査結果で得られたボーリング
データのうち、土質・岩盤区分などのデー
23
タに対して、地表からボーリングが到達し
た深度までを柱状図形式で表示した図。

ホワイトスペース

放送用などある目的のために割り当てられ
25 ているが、地理的条件や技術的条件によっ
て他の目的にも利用可能な周波数。

マイ・ポータル

利用者が自己情報の閲覧や各種行政サービ
27 ス、民間サービスを受けるための総合窓口
となるポータルサイト。

マッシュアップ

Web 上に提供されている情報やサービス
12 などを組み合わせて、新しいソフトウェア
やサービス、データベースなどを作ること。

ミラーリング

データの複製を別の場所にリアルタイムに
保存すること。コンピュータに障害が起き
18
た時でも、別のコンピュータからデータの
コピーを取り寄せれば復旧できる。
43

メッシュ型無線ＬＡＮ網

広いエリアに設置した複数のアクセスポイ
ントが互いに無線でパケットをやり取りす
る技術をいう。バックエンドとなるインタ
17
ーネットなどへのアクセス回線が減り、低
コストで広い範囲の無線ＬＡＮ網を構築で
き、更に、障害に強いという特長がある。

モバイルコンテンツ

モバイルインターネット上で展開されるビ
ジネス（デバイスは、携帯電話端末）
。広義
34 では、iPod や PSP など携帯型デジタルオ
ーディオ機器や携帯型ゲーム機でのコンテ
ンツのダウンロードなども含む。

ユーザビリティ

ソフトウェアやウェブサイトの使い勝手の
尺度を表す言葉。ユーザビリティの高さは、
26
製品の操作性が優れていることを意味す
る。

ユニバーサルデザイン

バリアフリーは、障害によりもたらされる
バリア（障壁）に対処するとの考え方であ
るのに対し、ユニバーサルデザインはあら
かじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等
9
にかかわらず多様な人々が利用しやすいよ
う都市や生活環境をデザインするという考
え方であり、ノースカロライナ州立大学（米
国）のロナルド・メイスが提唱。

ユビキタス（ネット）社会

ユビキタスネットワーク技術を活用し、い
33 つでも、どこでも、何でも、誰でもがネッ
トワークに簡単につながる社会像。

ユビキタスネットワーク

いつでも、どこでも、何でも、誰でもアク
セスが可能なネットワーク環境。なお、ユ
12
ビキタスとは「いたるところに遍在する」
という意味のラテン語に由来した言葉。

ライフステージ
リテラシー

レセプト

34

人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年
期などに区切った、それぞれの段階。

本来、「識字力=文字を読み書きする能力」
を意味するが、「情報リテラシー」や「IT
3 リテラシー」のように、その分野における
知識、教養、能力を意味することに使われ
ている場合もある。
6

保健医療機関等が療養の給付等に関する費
用を請求する際に用いる診療報酬明細書等
44

の通称。急性期病院においては診療内容の
詳細情報も含まれる。

45

（別添）

ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ

第一次とりまとめ
平成 23 年 6 月 13 日

未曽有の被害が発生した東日本大震災からの復興は、第一優先の政策課題で
ある。この情勢下においても、ＩＣＴ利活用政策は、一層の安心・安全を提供
する、きめ細かな行政サービスを低廉に提供するなど、多様なメリットを国民
にもたらすため、継続して推進すべき重要政策である。
本とりまとめは、これまでのＩＣＴ利活用政策の問題点を明らかにしたうえ
で、一層成果の上がる政策の実現に向けて取り組むべき課題を提示し、具体的
な重点事項と推進方策の在り方を明確にするとともに、東日本大震災の経験を
ふまえた災害時における情報流通・利用の今後の課題について提言するもので
ある。
１ 今後のＩＣＴ利活用政策に係る基本的な考え方
（１）「技術ドリブン（＝中心・基軸）」から「課題ドリブン」、「ユーザードリ
ブン」への転換
これまでのＩＣＴ利活用政策は、新技術の発展可能性を実証し、実用化の
ための技術面を中心とした課題を明確化することに目標が置かれた、言わば
「技術ドリブン（＝中心・基軸）
」な政策であった。しかし、ＩＣＴのコモデ
ィティー化（日用品化・低廉化）により技術的・経済的な制約がいよいよ小
さくなり、有線・無線のブロードバンド環境が全国的に整備され、クラウド
サービスの発展により大きなＩＣＴパワーを誰もが利用可能となった現在、
ＩＣＴ利活用政策は、様々な社会経済活動における課題を、様々なＩＣＴ技
術を自由に組み合わせ利用することで解決・軽減していくことに目標を置く、
いわば「課題ドリブン」な政策へと転換するべきである。
その際、
「課題ドリブン」の「課題」が立場や視点に応じて複雑に絡み合う
点に注意を要する。例えば、経営的な視点から見た「セキュリティの向上」
という課題を解決するためのＩＣＴ利活用策が、
「現場レベルでの処理の煩雑
化」という新たな課題を招くおそれがある。ＩＣＴを効果的に利活用するた
めには、課題を多角的な視点で整理・設定するとともに、ＩＣＴ導入の目標
は正しいか、実施する内容は正しいか、進め方は正しいかを検証しつつ、具
体的な取組を進めていく必要がある。概して、実際にＩＣＴを使用する現場
で課題を発生させるものは受け入れられないことから、「ユーザードリブン」
の視点を重視すべきである。
したがって、今後のＩＣＴ利活用政策は、「技術ドリブン」から「課題ド
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リブン」への転換と、「ユーザー」にとって真の課題解決につながる「ユー
ザードリブン」の発想を重視した施策推進が必要となる。具体的には、（Ｉ
ＣＴの専門家だけでなく、諸活動各分野のＩＣＴを利用する「ユーザー」（一
般利用者を含む）を中心に専門家、有識者・研究者、関係府省、事業者等の
施策推進に関係するステイクホルダーが、より深く対話し意思疎通を図りな
がら各施策を推進することで、共通の目標を明確にし、課題解決に向けた最
適解を導き出すことが求められている。
（２）「ＩＣＴ利活用」から「情報利活用」への発展
今後のＩＣＴ利活用政策で重要な視点として、「『ＩＣＴ利活用』から『情
報利活用』への発展」を提起する。
東日本大震災を契機に、多様な機関が保有する情報をオープンに流通させ、
テキストデータ、位置情報、センサーデータ等の大規模データ群（｢ビッグデ
ータ｣（以下同））の分析的利用を可能にし、多様な主体がそれらを自由に組
み合わせ（マッシュアップ）て新たな付加価値を提供する、
「価値ある情報の
利活用」の有効性・重要性が確認された。散在する情報がオープンに流通し、
より容易に集約、分析、加工、提供され、利用されることを通じて課題が解
決される。
ＩＣＴは情報を効率的に分析し、評価し、適切な関連付けを行い、伝達し、
共有し、保存することを可能とする道具として情報の利活用に係る課題解決
を支える。ただし、情報の利活用にＩＣＴを使用していくには、情報や知識
体系の整理・形式化による連携・共有（相互運用性の確保）を可能とする環
境を整備することが不可欠であり、そのための技術の確立・運用のルール作
りがＩＣＴ利活用政策上の重要な課題となる。
（３）「分野」から「共通基盤」への重点化（「縦割」から「横軸」へ）
このような政策課題の推移（ＩＣＴ技術の利活用可能性の実証から、情報
利活用のためのＩＣＴ技術・ルールの確立）に伴い、ＩＣＴ利活用政策の体
系も転換していく必要がある。これまでのＩＣＴ利活用政策は、政府全体の
「ＩＴ戦略」として、医療、教育、行政等分野別の「縦割」でＩＣＴ政策を
体系化し、それぞれの分野でのＩＣＴ利活用を推進することにより、社会全
体でのＩＣＴ利活用を推進してきた。総務省のＩＣＴ利活用政策も、この枠
組みの中で、ＩＣＴの所管省として縦割り分野所管の関係府省と連携しつつ
主に技術的な観点から取り組んできた。しかし、縦割の枠組みの中に閉じて、
これに特化したＩＣＴの利活用を進めていくだけでは、情報流通・利活用に
よる価値創造の可能性を十分に生かせないおそれがある。また、ＩＣＴ自体
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が縦割内に閉じた情報流通を固定化してしまうおそれもある。主体だけでな
く、分野や領域を超えた情報流通・利活用を保証する汎用的なＩＣＴ環境を
確保していくことが求められる。実際に実現したいサービスや政策を縦糸と
すると、ＩＣＴは横糸の役割を果たすことになる。総合的で横断的な情報流
通を実現することが重要である。
したがって、今後は、個別分野・領域に閉じない情報流通・利活用を確保
するためのＩＣＴ利活用政策を重点的に推進していく必要がある。すなわち、
新しいＩＣＴ利活用政策においては、個別の課題への対応に閉じるのではな
く、様々な分野や領域の課題の解決に活用することを念頭に、情報の利活用
ルールを確立し、その成果をオープンに共有していく必要がある。ＩＣＴを
社会のクリティカルなインフラストラクチャーとして機能させていき、適切
な社会システムを構築する必要がある。
その際、ＩＣＴは、システムだけを用意すれば機能するというものではな
く、地域社会における有機的な社会構造があってこそ十分に効用が発揮され
るものであることを踏まえ、地域におけるＩＣＴ利活用を豊かな社会づくり
に結びつける取組を推進することが必要である。
開かれた情報や知識体系の連携・共有環境の整備のための汎用性ある技
術・運用ルールと、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等とを合わせて、情報流
通・利活用のための共通基盤（情報流通連携基盤）として捉え、これを「横
軸」として常に意識していくことが重要になる。
２

成果の上がる政策の実現に向けた課題

（１）ＩＣＴ利活用政策における効率性・公正性・説明責任の担保
今日の厳しい財政事情を考慮すると、ＩＣＴ利活用政策においても、他の
政策同様に、これまで以上の効率性（費用対効果を含む。）・公正性・説明責
任の担保が求められる。このため、民間のマネジメント手法の導入等により、
その推進手法自体を変革していく必要がある。すなわち、国民ニーズによる
政策目標の全体像の明確化、要する期間と直面する課題や不確実性等のリス
クの明確化、計画化、リスク回避のための関係府省等との積極的な連携、目
標と成果の比較評価と目標修正、事業内容・実施体制の見直しへのフィード
バックのＰＤＣＡサイクルを回すとともに、そのサイクル全ての説明責任と
情報開示を図っていくことが重要である。また、ＰＤＣＡサイクルすべての
段階においてＩＣＴを利用する「ユーザー」を積極的に関与させることで、
「課
題ドリブン」「ユーザードリブン」の思想を貫く施策の展開が可能となる。
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（２）ＩＣＴ利活用政策の「ロードマップ」の策定と「段階的管理」
ＩＣＴ利活用政策の推進に当たっては、まず、ＩＣＴを使用した情報の流
通・利活用によりどのような具体的な課題を解決するのかを関連組織共通の
目標として明確にするとともに、目標達成の評価指標や目標に至るまでの期
間・プロセスを可視化するロードマップを個々のＩＣＴ利活用政策ごとに事
前に策定するべきである。
ロードマップを構成する全プロセスは、複数年度にわたって、例えば、①
技術面での課題・リスクを明確化し、これに対処する研究開発段階、②社会・
制度面での課題・リスクを明確化し、これへの対処を図る社会実験段階、③
社会・制度面での改革に着手し、その効果を検証する試験導入段階、④普及
状況を把握し、必要な支援を行う普及促進段階に区分されることになる。個々
のＩＣＴ利活用政策の下でそれぞれの段階で個別のプロジェクトが実施され
るが、個別のプロジェクトについても、それぞれの解決すべき課題・リスク
を明確化して評価指標を定め、各段階でのＰＤＣＡサイクルを回して、次の
段階を進めることの可否の判断や、当初設定した目標の検証、全体のロード
マップの修正や明確化を行っていく必要がある。
（３）アウトカムの設定と適切な事前評価の実施
ＩＣＴ利活用政策のロードマップにおいては、目標と達成評価指標を明確
に設定するとともに、これを構成する各段階のプロジェクトにおいても直面
するリスクと評価指標を設定する必要がある。
アウトカムは明確性やシンプル性の観点から数量化することが望ましいが、
安全性の向上や品質の向上等数値化に馴染みにくい目標もあることから、必
ずしもこれに限られるべきではない。ただし、その場合も、当該課題の解決
に責任を有する分野所管府省とアウトカムを共有化しておく必要がある。ま
た、中長期の取り組みを要し、当初は必ずしもアウトカムが達成可能か見通
せない場合もあるが、その場合でもロードマップに段階と直面するリスクを
明記し、年度ごとのＰＤＣＡサイクルを回すことにより、段階の進展に応じ
たアウトカムの明確化を図っていく必要がある。
委託事業等の採択のための事前評価に当たっては、外部有識者による評価
会が実施されているが、これまでの経験を踏まえ、より評価の精度を上げて
いく必要がある。具体的には、評価体制の強化や、評価者毎の評価結果の公
表といった評価手法の見直しを行い、評価者が緊張感をもって評価に取り組
めるようにすることが必要である。また、評価項目についても、これまで以
上に委託事業等申請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やプロジ
ェクトマネージメント能力を重視すべきである。
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（４）適切な事後評価とフォローアップ
ロードマップを構成する各プロジェクト毎に、対応する課題・リスクに応
じた事後評価を実施し、次の段階への移行の可否、アウトカムの修正や明確
化等を外部評価委員により適切に実施する必要がある。
成果と評価は合わせて広く公開し、次の段階へと繋げるともに、民間等に
よる普及・展開の成功に繋げるべきである。一方、技術革新のスピードが速
く、常に多様な背景を持つ主体が複雑に関与しやすい ICT 利活用の分野にお
いては、プロジェクトが失敗に終わり、次の段階への移行が否定されること
も起こりうるが、その場合にも、失敗の原因を外部評価委員を交えて要因検
証し、その経過と結果を広く公開することが重要である。当該要因検証等を、
以後の政策立案に生かしていくことが大切な点と考える。この処置を続ける
ことにより、中断と判断せざるを得ないプロジェクトの数は減少していくと
予想されるため、中長期的には、予算の有効活用に役立つと期待される。
ロードマップのプロセスを終了し、その成果を民間による普及・展開段階
に移行した以降についても、実装・普及に係るリスクが民間の負担可能とな
るまで、定期報告等により状況把握に努め、予見されない課題への対処に努
めて、予算が最後に無駄に終わらないようにフォローアップしていく必要が
ある。
（５）ＩＣＴ利活用政策の構造化
新しいＩＣＴ利活用政策は汎用性のある情報流通連携基盤を確立すること
を全体的な成果物とすることから、個々のプロジェクトをばらばらに実施し
ていくのではなく、様々な課題解決に取り組む多様なプロジェクトを汎用性
の確保のために相互補完的や役割を担うものとして束ね、構造化することが
必要である。
３

今後のＩＣＴ利活用政策の具体的な重点事項と推進方策

（１）情報流通連携基盤
「技術ドリブン」から「課題ドリブン」、
「ユーザードリブン」への転換、
「Ｉ
ＣＴ利活用」から「情報利活用」への発展、さらには「分野」から「共通基
盤」への重点化を図る、新しいＩＣＴ利活用政策を実現するため、主体、分
野・領域に閉じない情報流通・利活用のための共通基盤として、情報・知識
やサービスの連携・共有環境の整備のための汎用性ある技術・運用ルールと、
情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等とが整った環境（情報流通連携基盤）の整
備を推進すべきである。
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以下では、情報や知識体系の連携・共有環境の整備のための技術・運用ル
ールについて細分化して説明するとともに、これらを確立するための施策案
についての提案を行う。
なお、人材・リテラシー、アクセシビリティ、情報セキュリティについて
は、項を改めて説明する。
ア

情報の取り扱いに関するルールと技術の確立

① 情報のオープン化・共有化の推進
情報をビッグデータの分析的利用等のかたちで主体、分野・領域横断で流
通・集約・利用することにより、新たな事実や論理の発見による社会共有の
マニュアル化・ノウハウ化が可能となり、
「価値ある情報の利活用」が実現す
る。このため、情報のオープン化、共有化を推進していくことが重要になる
が、情報の相互運用性を確保する観点から、情報をオープンにする際の技術
の規格化や二次利用のルール化が求められる。この規格は、情報流通・利活
用の中で、個々の情報利用者が求める様式（法令で定められた様式や、他の
情報とマッシュアップ可能なフォーマット等）に自動的・機械的に変換可能
であることが望ましい。
「価値ある情報の利活用」を実現するためには、原材料ともいえる多様な
情報が提供されることが必要であるが、情報の提供者として最も積極的な機
能・役割を発揮するべき主体は、政府である。国が持つデータの民間利活用
により新たな付加価値サービス創出を促す「オープンガバメント」を推進す
るべきであり、行政クラウドの構築に合わせる等して情報提供・公開やデー
タベースの構築に関するガイドラインを策定（ＸＭＬ形式での情報提供、Ａ
ＰＩの外部公開の推進、情報の二次利用ルールの策定等）することを通じて、
民間が新たなサービス・アプリケーションを開発する環境を提供することが
求められる。
また、同様の取り組みを民間主体間でも実施される環境（オープンデータ
環境）の形成促進も期待される。
一般利用者が参加してアプリケーションを開発するクラウドソーシングの
動きも積極的に取り入れることで「オープンガバメント」の推進にも寄与す
る。
どの分野でも個々の主体のうちに情報が留まる例が多く見られるが、この
要因のひとつとして、個人情報とセキュリティの取り扱いに関する現在の仕
組みに課題があると考えられ、その見直しが急務である。例えば、個人情報
について、個人情報保護と個人の受益のバランス、個人情報保護と公共の利
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益のバランス、セキュリティについては、リスクとコストのバランスを十分
考慮し、情報の囲い込みよりも流通・共有化による社会的な効用の増大を可
能とするようなインセンティブ付与の仕組みを取り入れる等の情報利活用ル
ールの確立が求められる。
米国では、消費者と事業者のサービス利用契約により、料金やサービス内
容に応じて個人情報の取扱いで差を設けることが一般的になっているが、日
本においても、電子商取引サイト等で Open ID 等、消費者の同意に基づき個
人の属性情報を事業者間で交換する仕組みの採用が進みつつあり、今後、例
えば、特区を活用するなどして、さらなる「オープンデータ」によるサービ
スの発展可能性を探ることが考えられる。
さらに、個人の属性情報等の管理に関しては本人のコントロール権限を明
確化し、この権限発動の容易さを技術的に確保するとともに、本人のコント
ロールに基づいた属性情報の利活用の基本的な在り方について議論を深める
ことによって、情報のオープン化が、幅広い社会的なコンセンサスを醸成し
ながら広範囲に進展することが期待される。
広範な情報連携を利用者の安心の下で可能とするためには、利用者におい
て、自らの情報が誰から提供され誰に利用されたのか、その属性情報等の流
通を追跡・管理できることや、利用者の同意を得る契約ひな形等の整備が必
要であり、分野ごとに流通する情報のデータ形式の統一等と併せて、認証・
課金機能等の連携に係る技術・ルールを確立することが求められる。
さらに、行政や民間の各機関に幅広く分散している情報の紐付け、連携を
進めるにあたって、社会保障と税の共通番号により整備される情報連携基盤
の活用が可能となれば、例えば、介護や福祉などの行政サービスの向上、行
政コストの削減による個人負担の軽減など、大きなメリットがある。
②

情報の信頼性（クオリティ）の判別
ＩＣＴを使用して主体、分野・領域横断的に流通・利用される情報は、当
然、個々に信頼性のレベルが異なるものであるが、情報や見解は多様で多元
的であることが望ましい。
一方で、そうした情報を利用者が取捨選択するために、組織要件やレピュ
テーション（評判情報）等をもとにした信頼性の評価を第三者機関が提示す
る仕組みや、信頼性の異なる情報の集約・連携による新たなサービス創出に
向けて、技術の規格化が必要となると考えられる。
「誰がいつ入力した情報か
（情報ソース）」等の情報に紐付けられるメタデータの記述方式の規格化や、
各分野で行われている「情報のクオリティーコントロールに係るベストプラ
クティス」の確立が考えられる。
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イ

プラットフォームのオープン性の確保

① システムの相互運用性、オープンプラットフォームに係る技術の確立
個々の主体、分野・領域を横断し、情報が流通・利用されていくには、主
体、分野毎に構築されるシステム、プラットフォーム間の情報連携が技術的
に実現するとともに、主体、分野毎に異なるサービス水準やコンプライアン
ス上の要求を満足する形で、個別に構築されたプラットフォームのインター
フェースの互換性の確保（API の提供）、データ様式等の連携・標準化、サー
ビス横断での認証・課金の連携や、サービス責任分解・機密性確保の技術・
ルールを含め、相互運用性を確保していくことが必要である。
② クラウドサービス等の利用環境の整備
こうした情報の取り扱い（上記ア）やプラットフォーム間の情報連携の確
保（上記イの①）については、現在進展が著しいクラウドサービスにおいて
も実現されるべきである。しかしながら、クラウド事業者間における標準化
の議論は必ずしも十分に成熟しているわけではない。今後、上記ア及びイの
①に関する技術・ルールは、クラウド事業者が利用者に提供するサービスの
中で実現されていく必要がある。クラウド事業者の順守事項をガイドライン
化するとともに、実現しているか否かを利用者が確認できるように情報開示
に係る仕組みが有用である。
ウ

具体的な施策例
以上のような情報流通連携基盤を確立するためには、重要な課題の解決を
目標とした具体的な情報流通連携基盤の検証の積み重ねを通じて、より汎用
性の高いものへの漸進的に取り組んでいく必要がある。具体的には、分野所
管の関係府省とも密接に協力・連携しつつ、以下の施策に取り組んでいくこ
とが重要である。

i)農業の生産性向上を目標として、農業生産者が保有している知識をセンサー
ネットワーク等から得られる土壌や天候等の客観的なデータで裏付け、ノウ
ハウ化することで誰もが利用可能なクラウドサービスとしてオープン化する
ための技術・ルールの確立。
ii)正確な就労・研修履歴や資格に応じた労働待遇、社会保障の確保を目標とし
て、建設現場就労者の就労履歴、研修履歴、資格等の個人情報を国、自治体、
業界全体等で共有・利用するための技術・ルールの確立
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iii)家屋・建物の生産効率化と長寿命化を目標として、構成する多様多数の建
設部材の生産・流通・建設・修繕・更新に関する情報を統一的に流通・利用
するための技術・ルールの確立
iv)高齢者等のケアの質の向上と社会保障費用の効率化を目標として、高齢者等
の在宅疾病健康管理情報を介護、医療に係る従事者・機関で共有・利用する
ための技術・ルールの確立
ｖ）社会インフラの維持管理における安全性の向上とコスト低廉化、長寿命化
を目標として、社会インフラに関する多様な情報の収集・管理や、市民から
提供された情報の活用等を効率的に実施するための技術・ルールの確立
vi)地盤災害の防止を目標として、国、自治体、民間で紙又はデジタルで蓄積さ
れている地盤ボーリング柱状図を広く公開し、民間で流通・利用するための
技術・ルールの確立
vii) 食品サプライチェーンの効率化と食品安全性を確保することを目標に、食
品生産、加工、流通、消費に関する情報を、これに関わる多くの主体、行政、
消費者等で流通・利用するための技術・ルールを確立
viii) アナログ情報のネットワーク上への移転・有効活用を促進し、情報を長
期にわたって利用・保存・継承することを目標に、情報の生成・収集・登録・
管理における、デジタル化の方法、長期利用・保存・継承に係る技術・ルー
ルの確立
ix）地域の各地点における人々の経験、営為、歴史、産業等の情報を集積、保
存、一括閲覧・利用できるようにすることを目標に、多様なデジタルアーカ
イブのコンテンツと地理・位置情報の連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利
用方法に関する技術・ルールの確立
（２）人材・リテラシー・アクセシビリティ
ア 情報活用人材
従来から経団連等により指摘されてきた高度ＩＣＴ人材の重要性に加えて、
利用者の視点、より広い社会という視点に立ってビッグデータ等からもたら
される情報・知識を活用し新しいビジネスモデルや社会システムを創出でき
る人材の育成の重要度が高まっており、このような人材の獲得競争が世界的
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に始まっている。これら「情報活用人材」育成のために、これまで以上に産
学連携や人材相互交流の強化、各組織で中核となるＣＩＯの確保・育成が必
要である。また、例えば農林水産、教育、医療、電子行政等、これまでＩＣＴ
利活用が進んでいない分野を中心として、今後「情報活用人材」を急速に育
成していくためには、必要となる情報活用能力を定義し、このための育成プ
ログラムを構築していくことが望まれる。
イ

アクセシビリティ
障がい者、高齢者の情報へのアクセシビリティ政策としては、これまでは、
例えばリレー電話サービス等の高齢者・障がい者に特化したＩＣＴサービス
の開発・提供に重点が置かれていたが、今後は、障がい者・高齢者を含む全
ての人の情報へのアクセシビリティの向上に資するユニバーサルデザインの
実現にも重点が置かれるべきである。また、個々のサービスや情報毎にアク
セシビリティの実現を図るのではなく、様々なサービスや情報へのアクセシ
ビリティをメディア変換（音声から文字、日本語から英語等）により実現す
るためのオープンインターフェースを確立することを目指すべきである。Ｉ
ＣＴ機器は革新のスピードが速いことから、オープンインターフェースの確
立は、多くの利用者にとっても価値が高いものと考えられる。

（３）情報セキュリテイ
情報セキュリティの向上には啓発・教育が重要となる。特に、
「専門家」と
「一般ユーザ」の間を取り持つ「看護師」的な役割を果たすものとして、地
域コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセン
サー等が有効と考えられる。一方、
「信頼度１００％の情報」というものは存
在しないので、セキュリティ対策に費やすコストと対策しないことによるリ
スクを比較評価する合理的な対応が求められる。想定外の事故が発生した場
合でも、致命的な状態にならないようなセーフティネットの実現が肝要であ
る。この点、国際比較調査（Symantec(2009): Norton Online Living Report
2009 Survey Data (March 17,2009)）によれば、日本のインターネット利用
環境は「最も安全」でも、人々は「最も不安」と感じている現状にある。し
たがって、情報セキュリティ教育については、
「過剰な不安感」をぬぐうよう
な教育も必要となる。
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（補論）災害時における情報流通・利活用の課題
１

災害等の緊急時に対応できる情報流通連携基盤の整備
東日本大震災の発災以降、被災自治体、これを支援する他の地方公共団体
やＮＰＯ、国の間の情報連携に多くの課題が生じている。被災地の復旧・復
興において、情報連携は生命線とも言えるものである。
今般の東日本大震災においては、必要とされる情報と対応が地域によって、
また、時間軸によって刻々と変化した。これは、被害とひとくちに言っても、
地震による被害、津波による被害、原発被災に伴う被害、原発被災の影響に
よる停電等、多様であったことに基づくものであった。
このような危機に際してこそ、リアルタイムでの情報提供や時間軸に沿っ
たリスクマネジメントを実施する「リアルタイム電子行政」が必要とされる
が、今回の震災では、そのような取り組みが全く行われなかった。むしろリ
アルタイムの情報流通において際立っていたのは、安否情報や被災地のニー
ズ・マッチング等に関する多数の民間事業者、ＮＰＯによる素早い取り組み
であった。
危機においてこそ求められる、リアルタイムでの情報提供ができなかった
要因は、クラウド環境によるデータバックアップが進んでいないこと、
「オー
プンガバメント」や「オープンデータ」の取組が進展していないこと、災害
時に優先順位に応じて即座に配分しなければならないＩＣＴ資源を保有して
いなかったことや、ＩＣＴに係る地方自治体間、あるいは地方自治体とＩＣ
Ｔ関係企業等との間の災害協力協定がなかったこと、住民の側からの情報を
吸い上げ行政として利用していく効果的な手法や被災地のニーズを情報面で
支援し発信していくファシリテーターの欠如等が考えられるのではないか。
こうした場合にこそ、必要な情報を必要な時に必要な人々に届けるというＩ
ＣＴが持つ機能が大きな力を発揮することが期待される。
一方、民間、ＮＰＯの取り組みも相互の連携に問題を抱え、被災地ニーズ
に照らして十分な役割が果たせたか必ずしも明らかではない。例えば、安否
確認の手段が、固定系、携帯系、ネットなど分散して多様化したことで、住
民はどこへ登録したらよいか分からず、使い勝手が悪かったのではないか。
手段は多様化してもよいが、それぞれのデータベースは連携するなど、住民
の目線に立って、民間同士、民間と行政との連携を進めることが必要である。
こうした観点から、政府がオープンなクラウド環境を整備し、この上で技
術面、運用面のルールに従って行政、民間やＮＰＯがそれぞれの取り組みを
行うことができれば、官民情報連携が実現し、被災者ニーズの把握や行政・
民間が実施する被災者支援策等、復旧・復興につなげる情報の可視化にも役
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立つと考えられる。
この官民による情報連携に集約される情報を元に、被災者・自治体、民間
企業やＮＰＯにより、ネット上のデジタル情報を避難所等で流通可能なアナ
ログ情報（張り紙等）へ変換すること（DtoA）や避難所等のアナログ情報（被
災者の声、被災者所在・安否情報等）をネット上で流通可能なデジタル情報
へ変換すること（AtoD）といった情報変換による多様な形態での情報流通・
利活用が可能になることが期待される。
行政のクラウド化が進展しつつあるが、単なる既存業務システムのアウト
ソーシングに留まらず、住民・企業等が行う公的な活動を支援するために必
要なＩＣＴ資源を必要に応じて迅速に提供できるようにすべきである。
２

情報の円滑な流通・利活用のための情報の規格化の推進
短期間で大量の情報の流通が想定される災害時においては、情報提供の様
式、すなわち、情報フォーマットの統一化が重要になる。今般の東日本大震
災においては、避難者情報フォーマットや受入先住居情報のフォーマット等、
必要とされる情報フォーマットが統一されておらず、バラバラなフォーマッ
ト情報や手書きの情報の集約に手間取り、多くの者が同一の情報源を元に手
作業で再入力し、また、不明点の問合せ等を行ったため、正確性、迅速性の
両面で問題があった。
また、インターネットで発信する情報のデータ形式についても、アクセス
集中による負荷に耐え、携帯端末等の PC 以外の端末からでも閲覧できるよう、
汎用的で容量の小さいファイル形式の利用、自動収集・処理が容易となるよ
うな共通ファイル形式を予め規格化しておく必要がある。

３

被災地と全国を結ぶ情報団の組成等
今般の東日本大震災において、被災地となった地域のコミュニティのニー
ズを集約し、外部に円滑に発信できる人がいたか否かが支援物資の調達等で
極めて重要であった。物資や医療サービスなどの「被災地ニーズ」と「政府
や民間企業等が作ったシステム」はあるが、その両者を結びつける力、すな
わち「被災地ニーズ」を「システム」に乗せる力が不足していた。情報のフ
ァシリテイターやディレクターが「情報発信力」を支える仕組みを検討する
必要がある。
この観点から、予め、ＩＣＴによる地域づくり等を積極的に行っている方々
を「情報団」
（地域ＩＣＴ活用人材）として組織化し、また、育成して、災害
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時には、インターネット環境の設定・運営やそれぞれが必要としている情報
提供を行うとともに、このネットワーク等を通じて外部にニーズ情報等を発
信する、「共助」の仕組みを形成することが有効と考えられる。
特に、被災時に情報活用弱者が集まる拠点（病院、学校、避難所になりえ
るところ）においては、前もって情報団員の育成等により情報活用能力を高
めておく必要がある。情報団員には、マネジメント能力、俯瞰工学的視点を
備えている人材も参画することが望ましい。
これに関連して、インフラ面においても、避難拠点（病院、学校等）にお
ける ICT 環境の整備・充実、ICT 環境の耐災害性向上（通信途絶対策、停電対
策等）を急ぐことも重要である。また、音声が中心である被災地等の正確な
情報の共有のため、機動的かつ確実に映像伝送を行うための「公共ブロード
バンド移動通信システム」の整備を急ぐべきである。
４

情報流通・利活用に関する防災計画の策定
国や地方自治体、指定公共機関の現在の防災計画は、従来の電気通信・放
送を中心に規定されており、新しいＩＣＴ（ツイッター、クラウド等）の利
用や、防災関係機関とＩＣＴ関係企業（ISP、ASP・SaaS 事業者等）との連携
は、ほとんど規定されていない。非常災害時におけるミラーサイト確保や、
災害対策関係ファイルの軽量化、新しいＩＣＴの活用等について、関係機関
の防災計画に盛り込む必要があると考えられる。
また、災害時における第三者によるミラーサイトの提供については、緊急
避難として認められる範囲を予め整理することや、本サイトとミラーサイト
の同期の取り方等、利用者に混乱を与えない運用の在り方を検討することが
必要である。
国や地方自治体、指定公共機関の現在の防災計画は、国－都道府県－市町
村間の連絡が維持されることを前提に規定されているが、これら組織相互が
十分に連絡を取り合うインターネット型の情報連絡網も、予備的に準備して
おくことも考えられる。この予備的情報連絡網では新しいＩＣＴ（ツイッタ
ー、クラウド等）を利用することも考えられる。
行政、医療等の公共分野や企業分野を問わず、情報・データのバックアッ
プ等の事業継続性を確保する取り組みを進めるべきである。その際には、情
報・データそのものの重要性や確保すべきセキュリティレベル等を考慮した
うえで、適切な方法を選択することが重要である。
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５

アクセシビリティの確保
地域住民から旅行中の外国人まで災害に巻き込まれた多様な人々の情報ニ
ーズに対応できるアクセシビリティを予め準備しておく必要がある。このた
めには、地方自治体同士で事前に協力協定を締結し、災害時には被災自治体
のサイト更新サポートをする等の取り組みを推進すべきである。

６

災害に強い情報通信環境の整備

ＩＣＴリテラシーの低いユーザーでも容易に使え、かつ、災害に強い情報
通信環境の整備が必要である。
災害時に被災者が保持し利用するＩＣＴ手段としては、まず携帯端末が挙
げられる。この携帯端末による情報流通・利活用について、さらに有効性や
利便性を高めることが重要である。これは何も災害時に限られるものではな
く、平時のいわゆる「プッシュ型行政サービス」や「マイポータル」の実現
についても、携帯端末がその媒体として有効ではないかと考える。
また、移動中は３Ｇや WiMAX、ホットスポットや自宅では無線ＬＡＮ（+skype）
というように、ユーザーが意識せずに通信手段を選択してくれるヘテロジー
ニアス（異機種混在）なネットワーク環境の仕組みを、事業者が平時から構
築しておくことが重要である。
災害情報の伝達の一層の充実を図るため、緊急情報をあらゆる情報通信手
段を用いて伝える体制の整備を検討する必要がある。災害情報の提供手段に
ついては、従来のアナログ時代には放送（ラジオ、テレビ）や市町村の防災
無線（屋外拡声器及び家庭内の戸別受信機に情報提供）が主流であったが、
ICT 化の進展により、これらシステムがデジタル化されるとともに、インター
ネット（ホームページ、ツイッター等）
、携帯メール、エリアメール、IP 告知
システム（地域 ICT 基盤の一部）、コミュニティ FM、地デジデータ放送等メニ
ューも多様化している。こうした災害情報の提供システムについて、地域特
性を踏まえ、情報伝達の確実性、住民への普及状況、平常時にも利用される
こと等を考慮し、多様な手段を確保し適切に運用できるようにするとともに、
システムの耐災害性（停電対策等）を強化することが必要である。
人工衛星を活用した通信・情報収集等の有効性が、今回の大震災で確認さ
れた。引き続き人工衛星を活用した通信・情報収集等に関わる整備と研究開
発を継続すべきである。
各機関では定期的に防災訓練を行っているが、ＩＣＴの持つ多様な機能を
活用した減災に向け、住民、関係行政機関、指定公共機関、通信事業者、放
送事業者、ＩＣＴ関連企業、ＮＰＯ、学校施設関係者、情報団等の間におい
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て災害時における情報流通・利活用が的確に行われるよう、防災訓練の重要
な要素の一つとして位置づけ、
「災害情報訓練」を実施することが必要である。
７

緊急時に対応した規制の見直し
情報共有を阻害する法制度・ルールの緩和が必要不可欠である。
今般の東日本大震災においては、医療分野等で平時に認められてこなかっ
た規制緩和が実施されているが、この経験を元に平時での規制緩和に繋げて
いく取り組みをすべきである。この点、今回の震災経験から、規制の前提と
なる「安心社会」を大前提とする思考状態から、リスクの存在を受け入れこ
れをマネジメントする方向に国民の意識が変わる可能性に留意する必要があ
る。
今回、個人情報を保護し過ぎていて、利活用しないことによるデメリット
（機会損失等）が明らかになった。個人情報保護法第 16 条第 3 項第 2 号や第
23 条第 1 項第 2 号は、
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」を、本人のあらかじ
めの同意なしに個人情報を利用したり、第三者提供したりすることができる
場合の一つとして規定しているが、例えば今回、医療機関相互のレセプト情
報提供等が迅速かつ適切に行われたか否か、行われていなかったとすれば原
因は何か等について検証を行い、災害時における個人情報の共有の在り方に
ついて検討・整理しておくことが重要である。
また、プライバシーを害さず幅広い利用者による活発な利活用を推進する
情報連携のための国民ＩＤ制度の早期整備が重要である。

８

災害に関する情報の信頼性の評価
津波被害の拡大の要因として、これまでの津波警報が必ずしも的中せず、
油断を招いたことを指摘する意見がある。情報発信や情報流通のやり方等に
ついては、第三者が点検・検証し、有効性や信頼性を判別できるよう、社会
システムに組み込むことが必要である。
一方、災害支援については、フェイスブックやツイッターなどのソーシャ
ルメディアの有効性が明らかになった。ただし、高齢者の多くの方々はソー
シャルメディアに通じていたわけではない。また、元データが不足する中で
の情報発信の在り方や信頼度の判別には課題を残し、今般の被災地において
必ずしも有効に活用されたかどうかは不明である。利用し慣れた情報媒体こ
そ緊急時に活きるものとも考えられる。
15

また、ボランティアやＮＰＯ等による「共助」の仕組については、組織性
や指揮命令系統が機能しないので、
「継続性」に問題が生じる。このような「共
助」について、支援金の使途等財務に関する情報開示等を含め、ある種のレ
ピュテーション（評価）を作り、質の向上を考えることも必要である。
９

正確な被災情報の把握と共有、経験情報の継承

津波被害を受けた沿海部だけでなく、地震被害の大きい内陸部においては、
行政の点検に加え市民からの通報やソーシャルメディアを通じた情報なども利
用して正確な被災情報を迅速に把握し共有することが重要となる。
また、今回のような震災被害を将来繰り返さないようにすることは、復旧、
復興と並んで重要なことであり、そのためには、自然現象や被災状況について
の情報を正しく後世に伝えることが重要である。今回の地震では、津波の様子
や被災直後の記録、写真や映像などが多数記録されている。そして、その後の
被災地の様子も、またこれから復旧、復興に取り組む地域の姿も数多く記録さ
れるであろう。記録、写真や映像情報は後世に適切に伝えるための非常に有効
な媒体である。こうした記録、写真や映像情報を将来利用も考え、適切にアー
カイブすると同時に、住民に伝えるべき貴重な記録、写真や映像情報について
は、日常的に市民の目に触れるようにする、学校教育で利用するなどの対応を
取ることも重要である。
１０

その他

災害対応も含め、ＩＣＴ利活用政策の転換と一層の推進が必要であること
が再認識できた。ＩＣＴ利活用政策は、実証実験の成果を実装まで持ってい
く道筋を明確化する必要がある。そうでなければ、災害時には役に立たない。

16

ཧ⪃㈨ᩱ䠝
㈨ᩱ䠍 䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᇶ┙䛾ᩚഛ≧ἣ

㈨ᩱ䠐䠍 䛂䝰䝜䛾䝃䞊䝡䝇䛃䛾䜲䝯䞊䝆

㈨ᩱ䠎 ᦠᖏ㟁ヰຍධᩘ䛾᥎⛣
㈨ᩱ䠏 ᨺ㏦䛾䝕䝆䝍䝹

㈨ᩱ䠐䠎 䜾䝻䞊䝞䝹ᕷሙ䛻䛚䛡䜛᪥ᮏᴗ䛻䛸䛳䛶䛾᪂⏘ᴗ㡿ᇦ䠄䜲䝯䞊
䝆䠅

㈨ᩱ䠐 ᆅୖ䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦ᑐᛂཷಙᶵ䛾ᬑཬ┠ᶆ䛸⌧ἣ

㈨ᩱ䠐䠏 䝕䝆䝳䞊䝹ᶆ‽䛸䝕䝣䜯䜽䝖ᶆ‽䠄䝣䜷䞊䝷䝮ᶆ‽䠅

㈨ᩱ䠑 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻క䛖ᆅୖ䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦䛻ಀ䜛㟁Ἴἲ䛾≉䛻㛵䛩
䜛ἲᚊ䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠐䠐 䠥䠟䠰ᆅᇦάᛶ᠓ㄯ ᴫせ

㈨ᩱ䠒 䛂᪂䛯䛺ሗ㏻ಙᢏ⾡ᡓ␎䛃䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠐䠒 ◊✲㛤Ⓨᡓ␎ጤဨ ᴫせ

㈨ᩱ䠓 ᡃ䛜ᅜ䛜ᢪ䛘䜛ᑡᏊ㧗㱋

㈨ᩱ䠐䠓 ሗ㏻ಙศ㔝䛻䛚䛡䜛ᶆ‽ᨻ⟇᳨ウጤဨ ᴫせ

㈨ᩱ䠔 ᡃ䛜ᅜ䛜ᢪ䛘䜛ேཱྀῶᑡ

㈨ᩱ䠐䠔 䛺䠥䠴䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠕 ேཱྀῶᑡ䛸㧗㱋䛾㐍ᒎ

㈨ᩱ䠐䠕 つᶍ⅏ᐖ➼⥭ᛴែ䛻䛚䛡䜛㏻ಙ☜ಖ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨
ウ

㈨ᩱ䠍䠌 ᆅ⌫

ᬮၥ㢟䛾⌧≧

㈨ᩱ䠍䠍 ᚋ䜜䛾┠❧䛴䠥䠟䠰ά⏝
㈨ᩱ䠍䠎 ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᾐ㏱ᗘ䠄䠎䠌䠍䠌ᖺᗘㄪᰝ䠅

㈨ᩱ䠐䠑 䠥䠟䠰䜾䝻䞊䝞䝹ᒎ㛤䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᠓ㄯ ᴫせ

㈨ᩱ䠑䠌 つᶍ⅏ᐖ➼⥭ᛴែ䛻䛚䛡䜛㏻ಙ☜ಖ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨
ウ 䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䠄䠳䠣䠅䛾タ⨨䛻䛴䛔䛶

㈨ᩱ䠍䠏 ཧ⪃䠖ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᾐ㏱ᗘ䠄䠎䠌䠌䠕ᖺᗘㄪᰝ䠅

㈨ᩱ䠑䠍 つᶍ⅏ᐖ➼⥭ᛴែ䛻䛚䛡䜛㏻ಙ☜ಖ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨
ウ ᳨ウ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶

㈨ᩱ䠍䠐 䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾ኚ

㈨ᩱ䠑䠎 බⓗᶵ㛵䛻䛚䛡䜛䝭䝷䞊䝸䞁䜾

㈨ᩱ䠍䠑 䜶䞁䝆䜵䝹ᢞ㈨ᐙ➼䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠏 䝕䝆䝍䝹䝁䞁䝔䞁䝒ᐩຊ䛾ᙉ䛻ྥ䛡䛯᠓ㄯ ᴫせ

㈨ᩱ䠍䠒 䠩䠃䠝䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠐 බⓗᶵ㛵䛻䜘䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰➼䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾ά⏝≧ἣ

㈨ᩱ䠍䠓 䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛾ᬑཬ

㈨ᩱ䠑䠑 䛂Ᏻᚰ䞉Ᏻබඹ䝁䝰䞁䝈䛃䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠍䠔 ᆅ᪉⮬య䛾ᵓ⠏䛧䛯䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᇶ┙➼䛾⿕ᐖ≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠒 ᛂᛴ௬タఫᏯ䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠍䠕 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛡䜛㏻ಙ䛾⿕⅏䞉㍽㍵≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠓 㐲㝸་⒪➼䛾䜲䝯䞊䝆

㈨ᩱ䠎䠌 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜛ᨺ㏦ᒁ䛾Ἴ≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠔 ᗣሗά⏝ᇶ┙䠄᪥ᮏ∧䠡䠤䠮䠅䛾䜲䝯䞊䝆

㈨ᩱ䠎䠍 ⿕⅏ᆅ䛾㎰ᯘỈ⏘ᴗ䛾⿕ᐖ≧ἣ

㈨ᩱ䠑䠕 䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᐃ⩏

㈨ᩱ䠎䠎 ᗈᇦ㑊㞴䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠒䠌 䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䛷ᮇᚅ䛥䜜䜛ຠᯝ

㈨ᩱ䠎䠏 䛂ᨻ⟇᥎㐍ᣦ㔪䡚᪥ᮏ䛾⏕䛻ྥ䛡䛶䡚䛃䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠒䠍 䛂䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䠄䠦䠟䠟䠅䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠎䠐 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟䛻䛚䛡䜛䛂⯆ᵓ䠓ཎ๎䛃

㈨ᩱ䠒䠎 䠦䠟䠟䠳䠣䛾┠ᶆ䚸ㄢ㢟ㄆ㆑䚸ᑟධຠᯝ

㈨ᩱ䠎䠑 䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾᪥ᮏ⤒῭䜈䛾㈉⊩

㈨ᩱ䠒䠏 䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᕷሙつᶍ

㈨ᩱ䠎䠒 䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾⤒῭Ἴཬຠᯝ

㈨ᩱ䠒䠐 䛂䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䠄䠝䠯䠬䠥䠟䠅䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠎䠓 ⯆䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾䠥䠟䠰ᢞ㈨䛻䜘䜛⤒῭ຠᯝ

㈨ᩱ䠒䠑 䠝䠯䠬䠥䠟䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝䛻ಀ䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠎䠔 ᭷ᶵⓗ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽㐃ᦠ䠄䜲䝯䞊䝆䠅

㈨ᩱ䠒䠒 䛂䜾䝻䞊䝞䝹䜽䝷䜴䝗ᇶ┙㐃ᦠᢏ⾡䝣䜷䞊䝷䝮䛃䠄䠣䠥䠟䠰䠢䠅䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠎䠕 䛂䝁䞁䝟䜽䝖䝅䝔䜱䛃䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠒䠓 㟈⅏ᚋ䛾䝔䝺䝽䞊䜽䛾≧ἣ

㈨ᩱ䠏䠌 䜾䝸䞊䞁䠥䠟䠰䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠒䠔 ᪧ䞉⯆㛵㐃䝕䞊䝍䛾䝕䝆䝍䝹䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛷䛾බ㛤䛾ಁ㐍

㈨ᩱ䠏䠍 ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘䜢⾜䛖ᴗᩘ䛾ྜ䛾᥎⛣

㈨ᩱ䠒䠕 ♫䜲䞁䝣䝷䛸䛧䛶ᵝ䚻䛺ศ㔝䛷䛾㟁Ἴ⏝䛾᥎㐍

㈨ᩱ䠏䠎 ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘ẚ⋡䛾᥎⛣

㈨ᩱ䠓䠌 ᪂䛯䛺㟁Ἴ⏝䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䛻䜘䜛⤒῭ⓗຠᯝ

㈨ᩱ䠏䠏 ᪥ᮏ⤒῭䛜ᢪ䛘䜛౪⤥ไ⣙

㈨ᩱ䠓䠍 䝩䝽䜲䝖䝇䝨䞊䝇䛾ά⏝䛻䜘䜛ᆅᇦάᛶ

㈨ᩱ䠏䠐 䠯䠥䠩䝻䝑䜽ゎ㝖䛾⌧ἣ

㈨ᩱ䠓䠎 䠥䠟䠰ά⏝䛾䛯䜑䛾つไ䞉ไᗘᨵ㠉䛻䛴䛔䛶䐟

㈨ᩱ䠏䠑 䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ

㈨ᩱ䠓䠏 䠥䠟䠰ά⏝䛾䛯䜑䛾つไ䞉ไᗘᨵ㠉䛻䛴䛔䛶䐠

㈨ᩱ䠏䠒 ᨺ㏦ἲ➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠓䠐 䠥䠟䠰䛻䜘䜛⎔ቃ㈇Ⲵ䛾పῶ

㈨ᩱ䠏䠓 䠩䠎䠩䛾ᴫせ

㈨ᩱ䠓䠑 䠥䠟䠰䝟䝽䞊䛻䜘䜛䠟䠫䠎ฟ㔞䠍䠌䠂௨ୖ䛾๐ῶ

㈨ᩱ䠏䠔 ሗὶ㏻㐃ᦠᇶ┙䠄䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䠅

㈨ᩱ䠓䠒 䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䛻䛴䛔䛶

㈨ᩱ䠏䠕 ୍ேᬽ䜙䛧䛾㧗㱋⪅䛾ືྥ

㈨ᩱ䠓䠓 䛂⥳䛾ศᶒᨵ㠉䛃䛾ྲྀ䜚⤌䜏

㈨ᩱ䠐䠌 㠀㐃⥆䛺䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁

㈨ᩱ䠓䠔 䝇䝬䞊䝖䝯䞊䝍䛾ᴫせ

ἨἿὊἛἢὅἛؕႴỉૢͳཞඞ

૰Ძ

䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛾ᩚഛ≧ἣ䠄䝃䞊䝡䝇䜶䝸䜰䛾ୡᖏ䜹䝞䞊⋡᥎ィ䠅
䛆ฟ䛇 ⥲ົ┬ㄪᰝ

㻞㻜㻜㻤ᖺ㻟᭶ᮎ

㻞㻜㻜㻣ᖺ㻟᭶ᮎ

㻥㻡㻚㻞䠂

㻞㻜㻜㻥ᖺ㻟᭶ᮎ

䠎䠌䠍䠑ᖺᗘᮎ┠ᶆ
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻟᭶ᮎ䠅

㻞㻜㻝㻜ᖺ㻟᭶ᮎ

㻥㻤㻚㻟䠂

㻥㻤㻚㻤䠂

㻥㻥㻚㻝䠂

䠄5,083ୡᖏ䠅

䠄5,225ୡᖏ䠅

䠄5,239ୡᖏ䠅

䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗

䠄4,863ୡᖏ䠅

㉸㧗㏿
䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗

㻤㻟㻚㻡䠂

㻤㻢㻚㻡䠂

㻥㻜㻚㻝䠂

㻥㻝㻚㻢䠂

䠄4,268ୡᖏ䠅

䠄4,471ୡᖏ䠅

䠄4,765ୡᖏ䠅

䠄4,845ୡᖏ䠅

䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗
䝃䞊䝡䝇䜢
ୡᖏ䛻䛚䛔䛶
⏝

ἨἿὊἛἢὅἛьλڎኖૠỉਖ਼ᆆ 䠄㻝㻜㻚㻝㻞ᮎ⌧ᅾ䚸༢㻦ዎ⣙䠅
㻞㻘㻡㻜㻜

ィ3,458ຍධ

㻞㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻛㻝㻞

㻝㻜㻛㻜㻥

㻝㻜㻛㻜㻢

㻝㻜㻛㻜㻟

㻜㻥㻛㻥

㻜㻥㻛㻝㻞

㻜㻥㻛㻢

㻜㻥㻛㻟

㻜㻤㻛㻥

㻜㻤㻛㻝㻞

㻜㻤㻛㻢

㻜㻤㻛㻟

㻜㻣㻛㻥

㻜㻣㻛㻝㻞

㻜㻣㻛㻢

㻜㻣㻛㻟

㻜㻢㻛㻥

㻜㻢㻛㻝㻞

㻜㻢㻛㻢

㻜㻢㻛㻟

㻜㻡㻛㻥

㻜㻡㻛㻝㻞

㻜㻡㻛㻢

㻜㻡㻛㻟

㻜㻠㻛㻥

㻜㻠㻛㻝㻞

㻜㻠㻛㻢

㻜㻠㻛㻟

㻜㻟㻛㻥

㻜㻟㻛㻝㻞

㻜㻟㻛㻢

㻜㻟㻛㻟

㻜㻞㻛㻥

㻜㻞㻛㻝㻞

㻜㻞㻛㻢

㻜

㻜㻞㻛㻟

䜿䞊䝤䝹䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖
䕿ຍධዎ⣙ᩘ 䠖 568
㻜㻝㻛㻝㻞

㻡㻜㻜

㻜㻝㻛㻜㻥

DSL
䕿ຍධዎ⣙ᩘ 䠖 859

㻜㻝㻛㻟

㻝㻘㻜㻜㻜

㻜㻝㻛㻜㻢

ග䝣䜯䜲䝞䠄FTTH䠅
䕿ຍධዎ⣙ᩘ 䠖1,977

㻜㻜㻛㻝㻞

㻝㻘㻡㻜㻜

↓⥺䠄FWA䚸BWA䠅
䕿ຍධዎ⣙ᩘ 䠖 54

䛆ฟ䛇 ⥲ົ┬ 㟁Ẽ㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䛾ዎ⣙ᩘཬ䜃䝅䜵䜰䛻㛵䛩䜛ᅄ༙ᮇ䝕䞊䝍䛾බ⾲
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䛆ฟ䛇 ♫ᅋἲே㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅༠㼇㼀㻯㻭㼉ㄪ䜉

્ᡛỉἙἊἑἽ҄

૰Ჭ
5ᖺ
㸦1930㸧

25ᖺ
㸦1950㸧

㡢ኌᨺ㏦

ᆅ
ୖ
ᨺ
㏦

ᖹᡂ22ᖺ
㸦2010㸧

ᖹᡂ12ᖺ
㸦2000㸧

ᖹᡂ2ᖺ
㸦1990㸧

45ᖺ
㸦1970㸧

ࢼࣟࢢᨺ㏦

ڸ
୰Ἴ㛤ጞ

ڸ
▷Ἴ㛤ጞ

㸦ṇ14ᖺ㸧

㸦27ᖺ㸧

ڸ
㉸▷Ἴ㛤ጞ

ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦

㸦44ᖺ㸧

ᐇ⏝ヨ㦂ᨺ㏦ࡢ㛤ጞ㸦ᖹᡂ15ᖺ10᭶㸧 ڸ

ࢸࣞࣅࢪࣙࣥᨺ㏦
ڸ
ڸ
ⓑ㯮㛤ጞ ࣮࢝ࣛ㛤ጞ

㸦28ᖺ㸧㸦35ᖺ㸧

ࢼࣟࢢᨺ㏦

ڸ
㡢ኌከ㔜㛤ጞ
㸦57ᖺ㸧

ڸ
ࢹ࣮ࢱከ㔜㛤ጞ ࢼࣟࢢᨺ㏦⤊ணᐃ

ڸ
ᩥᏐከ㔜㛤ጞ
㸦60ᖺ㸧

ڸ
㸦ᖹᡂ23ᖺ7᭶㸧ͤ

㸦ᖹᡂ8ᖺ10᭶㸧

ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦
ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦㛤ጞ㸦ᖹᡂ15ᖺ12᭶㸧 ڸ

ࢼࣟࢢᨺ㏦
ڸ

ڸ
ᨺ㏦㛤ጞ

䠞䠯

ࢼࣟࢢᨺ㏦⤊ணᐃ

㸦ᖹᡂඖᖺ6᭶㸧

㸦ᖹᡂ23ᖺ7᭶㸧

ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦

⾨
ᫍ
ᨺ
㏦

ࢹڸ
ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦㛤ጞ㸦ᖹᡂ12ᖺ12᭶㸧

ࢼࣟࢢᨺ㏦
ڸ
ᨺ㏦㛤ጞ

䠟䠯

ࢸڸ
ࢸࣞࣅᨺ㏦⤊㸦ᖹᡂ10ᖺ9᭶㸧

㸦ᖹᡂ4ᖺ4᭶㸧

ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦
ࢹڸ
ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦㛤ጞ㸦ᖹᡂ8ᖺ6᭶㸧

ࢼࣟࢢᨺ㏦

䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡
䝆䝵䞁ᨺ㏦

ڸ
ڸ
ᨺ㏦㛤ጞ ⮬ᨺ㏦㛤ጞ

㸦30ᖺ㸧 㸦38ᖺ㸧

ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦

2

ࢹڸ
ࢹࢪࢱࣝᨺ㏦㛤ጞ㸦ᖹᡂ10ᖺ7᭶㸧
ͤ

ᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࡢ㸱┴ࢆ㝖ࡃࠋ㸦㈨ᩱ㸳ཧ↷㸧

עɥἙἊἑἽ્ᡛࣖݣӖ̮ೞỉ୍ӏႸểྵඞ

૰Ხ

䕿 ཷಙᶵ䛾ୡᖏᬑཬ⋡䛿䚸ᖹᡂ22ᖺ12᭶⌧ᅾ䛷94.9䠂
䕿 ཷಙᶵ䛾ฟⲴྎᩘ䛿䚸ᖹᡂ23ᖺ4᭶⌧ᅾ䛷䠍൨1,441ྎ
䛆ྎᩘ䛾┠ᶆ䛸ᐇ⦼䛇

䛆ᬑཬୡᖏᩘ䛾┠ᶆ䛸ᐇ⦼䛇
咊

䠍䠍

ण̢ܮφτυτυφद̣

ύψ˽ύ͋

䠍䠌

ᬑཬᐇ⦼

咎

咉

㻝൨㻝㻘㻠㻠㻝ྎ

咍
ㄪᰝ⤖ᯝ(2010ᖺ9᭶)
90.3㸣

ᬑ
ཬ咈
ୡ
ᖏ
ᩘ
咁
༓咇

ୡ
ᖏ
咂咆

ᬑཬ┠ᶆ(2010ᖺ12᭶)

96%

ᬑཬ┠ᶆ(2010ᖺ9᭶)
91%

(2011ᖺ4᭶)

和
ᬑ
ཬ咋
ྎ
ᩘ咊
咁
༓咉

ྎ咈
咂
咇

ᬑཬ┠ᶆ
9,390ྎ
(2011ᖺ4᭶)

咆

咅
2003

咅
04

05

06

07

08

09

10

11

ᬺᖺ
䜰䝘䝻䜾
ᨺ㏦Ἴ

2003

04

05

06

07

08

09

10

11

ᬺᖺ
䜰䝘䝻䜾
ᨺ㏦Ἴ

䛆ฟ䛇
ᬑཬୡᖏ⋡ཬ䜃䜰䝘䝻䜾Ἴᮇ䛾ㄆ▱ᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⥲ົ┬䇾ᆅୖ䝕䝆䝍䝹䝔䝺䝡ᨺ㏦䛻㛵䛩䜛ᾐ㏱ᗘㄪᰝ䇿䠄2010ᖺ12᭶䠅
ᬑཬྎᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸JEITA䚸᪥ᮏ䜿䞊䝤䝹䝷䝪ㄪ䜉䠄2011ᖺ4᭶ᮎ䠅

ிଐஜٻᩗỆˤạעɥἙἊἑἽ્ᡛỆ̞Ủᩓඬඥỉཎ̊Ệ᧙ẴỦඥࢷỉಒᙲ

૰Ჯ

ிଐஜٻᩗƴǑǓကٻƳᘮܹǛӖƚƨ؏עƴƓƍƯעɥȇǸǿȫ્ᡛƷӖ̮ƴ࣏ᙲƳᚨͳǛૢͳƢǔƜƱƕᩊƱ
ƳƬƯƍǔƜƱƴݣϼƢǔƨǊŴཎܭƷዴޅғЎƷԗඬૠƷ̅ဇƷᨂӏƼ࢘ᛆԗඬૠǛ̅ဇƢǔዴޅƷβᚩƷஊ
ј᧓ǛࡨᧈƢǔሁƷᩓඬඥƷཎ̊ǛܭǊǔŵ
⫼

ᬒ

࿘Ἴᩘࡢ᭷ຠ⏝㈨ࡍࡿᆅୖࢹࢪࢱࣝᨺ㏦ࡢ࡞⛣⾜ࢆᅜⓗᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ⪅ࡀ୍య࡞ࡗ࡚ᆅୖࢹ
ࢪࢱࣝᨺ㏦ࡢཷಙ⎔ቃࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡾ⏒࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂᖺ㸵᭶᪥ࡲ࡛ࠊᆅୖࢹࢪࢱ
ࣝᨺ㏦ࡢཷಙ⎔ቃࡢᩚഛࡀ㛫ྜࢃ࡞࠸ぢ㎸ࡲࢀࠊࡇࢀᑐฎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᥐ⨨㡯
ᒾᡭ┴࣭ᐑᇛ┴࣭⚟ᓥ┴࠾ࡅࡿᆅୖࢹࢪࢱࣝᨺ㏦ࡢཷಙᚲせ࡞タഛࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࢆㅮ
ࡌࡿࠋ
㸦㸯㸧⥲ົ⮧ࡣࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅୖࢼࣟࢢᨺ㏦ࡢ࿘Ἴᩘࡢ⏝ࡢᮇ㝈ࢆᖹᡂᖺ㸵᭶᪥ࢆ㝈ᗘࡋ࡚ᘏ㛗ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡍࡿ
㸦㸰㸧㸦㸯㸧࡛ᘏ㛗ࡋࡓሙྜࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅୖࢼࣟࢢᨺ㏦ࢆ⾜࠺↓⥺ᒁࡢචチࡢ᭷ຠᮇ㛫ࢆ㸦㸯㸧ࡢᘏ㛗ࡋࡓ
࿘Ἴᩘࡢ⏝ࡢᮇ㝈ࡲ࡛ࡍࡿ
㸦㸱㸧ᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿ㸦㸰㸧࡛ᘏ㛗ࡋࡓᆅୖࢼࣟࢢᨺ㏦ࢆ⾜࠺↓⥺ᒁࡢචチேࡣࠊᖹᡂᖺ㸵᭶᪥௨㝆ࡢᮇ㛫
ࡘ࠸࡚ࠊ㟁Ἴ⏝ᩱࡢ⣡ࢆせࡋ࡞࠸ࡇࡍࡿ
㸦㸲㸧ᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿ㸦㸰㸧࡛ᘏ㛗ࡋࡓᆅୖࢼࣟࢢᨺ㏦ࢆ⾜࠺↓⥺ᒁࡢᖹᡂᖺ㸵᭶᪥௨㝆ࡢ㐠⏝せࡍࡿ㈝⏝
ࡢຓᡂࢆ㟁Ἴ⏝ᩱࡼࡾ⾜࠼ࡿࡇࡍࡿ
⾜ᮇ᪥

බᕸ䛾᪥

ẐૼẺễऴإᡫ̮২ᘐဦẑỉಒᙲ

૰Ჰ

䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠑᭶䠍䠍᪥㧗ᗘሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽♫᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊Ỵᐃ䠅

íᲨؕஜᛐᜤ
¾ ᨻᗓ䞉ᥦ౪⪅䛜ᑟ䛩䜛♫䛛䜙⣡⛯⪅䞉ᾘ㈝⪅䛷䛒䜛ᅜẸ䛜ᑟ䛩䜛♫䜈䛾㌿䜢ᅗ䜚䚸䛂▱㆑ሗ♫䛃䜢ᐇ⌧䚹
¾ ᅇ䛾ᡓ␎䛿䚸㐣ཤ䛾ᡓ␎䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸᪂䛯䛺ᅜẸᶒ䛾♫䜢☜❧䛩䜛䛯䜑䛾㔜Ⅼᡓ␎䠄䠏ᮏᰕ䠅
䛻⤠䜚㎸䜣䛰ᡓ␎䚹䛣䜜䛿䚸ู㏵⟇ᐃ䛥䜜䜛᪂ᡂ㛗ᡓ␎䛸┦䜎䛳䛶䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䜢ᨭ䛘䜛䜉䛝䜒䛾䚹

îᲨᲭƭƷ௵ƱႸ
ᾀώൟஜˮỉ
ᩓ܇ᘍỉܱྵ
ᲬᲪᲫᲭ࠰ǇưƴൟƕႳᙻȷ
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ሁ
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ሁ
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ᨥޒ
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ሁ
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䖃 ᪥ᮏ䛾⥲ேཱྀ䛿䚸2050ᖺ䛻䛿䚸9,515ே䛸⣙3,300ேῶᑡ䠄⣙25.5䠂ῶᑡ䠅䚹
䖃 65ṓ௨ୖேཱྀ䛿⣙1,200ேቑຍ䛩䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ䠄15̺64ṓ䠅䛿⣙3,500ே䚸ⱝᖺேཱྀ
䠄0̺14ṓ䠅䛿⣙900ேῶᑡ䛩䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㧗㱋⋡䛷䜏䜜䜀䛚䜘䛭20䠂䛛䜙40䠂䜈䛸㧗䜎䜛䚹

ᅜᅵ㏻┬ᅜᅵᑂ㆟ᨻ⟇㒊㛗ᮇᒎᮃጤဨ 䛂ᅜᅵ䛾㛗ᮇᒎᮃ䛃୰㛫䛸䜚䜎䛸䜑ᴫせ䠄ᖹᡂ23ᖺ2᭶21᪥䠅䜘䜚ᘬ⏝

ầầৼảỦʴӝถݲ
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䖃 ᡃ䛜ᅜ䛾⥲ேཱྀ䛿䚸2004ᖺ䛾12,784ே䜢䝢䞊䜽䛻䚸ᚋ100ᖺ㛫䛷100ᖺ๓䠄᫂௦ᚋ༙䠅䛾Ỉ‽䛻
ᡠ䛳䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䚹䛣䛾ኚ䛿༓ᖺ༢䛷䜏䛶䜒㢮䜢ぢ䛺䛔䚸ᴟ䜑䛶ᛴ⃭䛺ῶᑡ䚹
䠄ே䠅
140,000,000
14,000

2004ᖺ12᭶䛻䝢䞊䜽
12,784ே
㧗㱋⋡ 19.6%

䠄2000ᖺ䠅
12,693ே

12,000
120,000,000

2030ᖺ
11,522ே
㧗㱋⋡ 31.8%
100,000,000
10,000

2050ᖺ
9,515ே
㧗㱋⋡ 39.6%

ኳ

䠄1945ᖺ䠅
7,199ே

80,000,000
8,000

2100ᖺ䠄㧗᥎ィ䠅
6,407ே
60,000,000
6,000

2,000
20,000,000

1150

1200

1250

1300

1350

2100ᖺ䠄୰᥎ィ䠅
4,771ே
㧗㱋⋡ 40.6%

䠄1868ᖺ䠅
3,330ே

䠄1716䡚45ᖺ䠅
3,128ே

2100ᖺ䠄ప᥎ィ䠅
3,770ே

䠄1603ᖺ䠅
1,227ே

䠄1338ᖺ䠅
818ே

䠄1192ᖺ䠅
757ே
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ᖹᡂ21ᖺᗘ ᅜᅵ㏻ⓑ᭩ ᗎ❶➨䠍⠇䛂ᅗ⾲1 ᪥ᮏ䛾ேཱྀ䛾㉸㛗ᮇ᥎ィ䛃䜢䜒䛸䛻సᡂ
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h21/hakusho/h22/index.html
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Ṽ ɤٻᣃࠊٳˌחỉ؏עỂỊẆʴӝถݲể᭗ᱫ҄ỉӑ૾ầᡶޒẇ
Ṽ ᣃࠊחỂỊ᭗ᱫ҄ầьᡮẲẆɟʴỤẲỉ᭗ᱫᎍỊ࠰ẉفьẇ؏עỂỉᙸܣụầᛢ᫆ẇ
Ṳ ɤٻᣃࠊחểẸủˌٳỉᢊჄỉ᭗ᱫ҄ể
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䕿 䠎䠍ୡ⣖ᮎ䛾ୡ⏺ᖹᆒᆅୖẼ 䛾ୖ᪼䛿䚸䠎䠌ୡ⣖ᮎ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸⎔ቃ䛾ಖ䛸⤒῭䛾Ⓨᒎ䜢ᆅ⌫つᶍ䛷୧❧䛩䜛♫䛷
⣙䠍䠊䠔䉝䠄䠍䠊䠍䡚䠎䠊䠕䉝䠅䚸▼䜶䝛䝹䜼䞊䜢㔜ど䛧䛴䛴㧗䛔⤒῭ᡂ㛗䜢ᐇ⌧䛩䜛♫䛷⣙䠐䠊䠌䉝䠄䠎䠊䠐䡚䠒䠊䠐䉝䠅䛸ண 䚹
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䠄᪥ᮏ䛿䠒䠂๐ῶ┠ᶆ䠅䚹
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䕿 䠎䠌䠍䠏ᖺ௨㝆䛾䝫䝇䝖ி㒔㆟ᐃ᭩䛾ᯟ⤌䜏ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯ື䛝䛜㏆ᖺάⓎ䠄䠟䠫䠬䚸䠣䠔䝃䝭䝑䝖➼䠅䚹
䞉ᡃ䛜ᅜ䛾୰ᮇ┠ᶆ䠖䠎䠌䠎䠌ᖺ䛻䛚䛡䜛
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ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱䛾ሗ䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䛃
䕿⡿ᅜ䠖㻞㻜㻜㻡ᖺ⛅Ⅼ
U.S.DepartmentofEducation:InternetAccessinU.S.
PublicSchoolsandClassrooms:1994–2005
䕿㡑ᅜ䠖㻞㻜㻜㻡ᖺ㻝㻞᭶Ⅼ
KEDI:BriefStatisticsOnKoreanEducation2005
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3.0䠂
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䛆ฟ䛇
䞉᪥ᮏ䠖ᖹᡂ1䠓ᖺᗘ ㎰ᯘ⁺ᐙ䛻䛚䛡䜛䝟䝋䝁䞁➼䛾⏝≧ἣㄪᰝ⤖ᯝ
䠄㎰ᯘỈ⏘┬䠅
䞉⡿ᅜ䠖FarmComputerUsageandOwnership[2005]䠄NASS 㼇⡿ᅜ㎰ົ┬㎰
ᴗ⤫ィᒁ㼉㻌䠅

䠏䠎䠊䠎%
䠎䠒䠊䠐%
䠎䠍䠊䠔%
䠍䠔䠊䠓%
䠍䠓䠊䠏%
䠍䠒䠊䠒%
䠍䠑䠊䠎%

⡿ᅜ
࢜ࣛࣥࢲ
ࣇࣥࣛࣥࢻ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
ⱥᅜ
ࢻࢶ
᪥ᮏ

䛆ฟ䛇
ᅜᅵ㏻┬䠖ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ䝔䝺䝽䞊䜽ᐇែㄪᰝ䠄ᖹᡂ21ᖺ2᭶䠅
䜰䝯䝸䜹䝔䝺䝽䞊䜽༠䠖2005ᖺㄪᰝ
Ḣᕞጤဨ㻿㻵㻮㻵㻿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠖2003ᖺㄪᰝ

ầỆấẬỦἁἻỸἛἇὊἥἋỉේᡢࡇίᾁᾀ࠰ࡇᛦ௹ὸ

䕔 ᪥ᮏᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛩䜛䛸䚸⏝䛧䛶䛔䜛䠋ពྥ䛜䛒䜛ẚ⋡䛜ᴗ*䛻䛚䛔䛶䛿
25.2䠂䚸୰ᑠᴗ**䛻䛚䛔䛶䛿13.4䠂ቑຍ䛧䛶䛚䜚䚸ᚎ䚻䛻䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛜ᬑཬ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ఛ䛘䜛䚹
䕔 ᪉䚸᪥⡿䛾䛂ᐇ⏝䝣䜵䞊䝈䛃䛾ẚ⋡䜢ẚ㍑䛩䜛䛸䚸᪥ᮏ䛿ᴗ䛻䛚䛔䛶⡿ᅜ䛾䠒⛬ᗘ䚸୰ᑠᴗ䛻
䛚䛔䛶䛿䠐⛬ᗘ䛻䛸䛹䜎䜛䚹
䕔 ᴗ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝ᐇ⦼䛿䚸᪥ᮏ䛾26.1䠂䛻ᑐ䛧䚸⡿ᅜ䛿64.0䠂䚹᪥⡿䛾⏝ᐇ⦼䜢ẚ
㍑䛩䜛䛸䚸᪥⡿䛾᱁ᕪ䛿ᖺ䛾4ಸ䛛䜙䚸ᖺᗘ䛿3ಸ䛻⦰ᑠ䚹
*ᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ300ྡ௨ୖ **୰ᑠᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ300ྡᮍ‶

Ⅸ⇕∏⇌⇯ේᡢࡇⅩ
n=210

Ⅸ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟МဇܱጚⅩ
n=305
n=210

n=253

n=247

n=253

n=305

n=247
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ӋᎋᾉầỆấẬỦἁἻỸἛἇὊἥἋỉේᡢࡇίᾁᾈ࠰ࡇᛦ௹ὸ

䕔 ᪥⡿ඹ䛻ᴗ*䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᾐ㏱ᗘ䠄ㄆ▱䞉⌮ゎ䠅䛿᪤䛻75%⛬ᗘ䛸㧗䛔䛜䚸⏝ᐇែ
䜢ぢ䜛䛸䚸⡿ᅜ䛿᪤䛻䛂ᐇ⏝䝣䜵䞊䝈䛃䛻䛒䜛୍᪉䚸᪥ᮏ䛿䛂⏝䛻ྥ䛡䛯‽ഛ䝣䜵䞊䝈䛃䛻䛒䜛䛸䛔䛘䜛䚹
䕔 ୰ᑠᴗ**䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᾐ㏱ᗘ䛜ప䛔ᴗ䛾ẚ⋡䛿䛒䜎䜚᪥⡿ᕪ䛜䛺䛔䛜䚸⡿ᅜ䛿⏝䛧䛶䛔䜛䠋ពྥ
䛜䛒䜛ẚ⋡䛜34.9%⛬ᗘ䛸㧗䛟ᴟ䛧䛶䛔䜛䛜䚸 ᪥ᮏ䛿䜎䛰ᐇ⾜䛻⛣䛩䛣䛸䜢㌋㌉䛧䛶䛔䜛≧ἣ䛷䛒䜛䚹
*ᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ300ྡ௨ୖ **୰ᑠᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ300ྡᮍ‶

Ⅸ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟МဇܱጚⅩ
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ᚑ᮶䛾ᦠᖏ㟁ヰ䝰䝕䝹

Apple䠄iPhone䠅䝰䝕䝹

Google䠄Android䠅䝰䝕䝹
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୰ᚰ䛸䛧䛯ᆶ┤⤫ྜ䝰䝕䝹
䞉➃ᮎ䚸䝁䞁䝔䞁䝒䝺䜲䝲䛻䛚䛛䜜䛯䜰䝥䝸䜿䞊
䝅䝵䞁䛿䜻䝱䝸䜰䛜ᵝせ௳䜢⟇ᐃ䚸⟶⌮

䞉䝁䞁䝔䞁䝒䛾㨩ຊ䜢ฟ䛧䛺䛜䜙䚸⮬♫➃ᮎ㈍
䛾┈䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹
䞉䜰䝥䝸䝬䞊䜿䝑䝖䛿Apple䛜ᑂᰝ䚸㐠Ⴀ

䞉ᗈ࿌䝡䝆䝛䝇䛾┈᭱䛾䛯䜑䛻䚸➃ᮎ⏝
OS䜢䝧䞁䝎䛻㛤ᨺ䛧䛶ᑐᛂᶵ✀䜔䝴䞊䝄䞊ᩘ
䜢ᗈ䛢䜛䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹
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䠄ὀ䠎䠅 ᮾ䠏┴䠄ᒾᡭ┴䚸ᐑᇛ┴䚸⚟ᓥ┴䠅䛾ᕷ䛻䛚䛔䛶䚸⁺ᴗ䛾ᚑᴗဨᩘྜ䛜ᅜᖹᆒ
䠄0.08%䠅䜢㉸䛘䜛䜒䛾䜢ᥖ㍕䚹

࠼؏ᢤᩊỉཞඞ
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䖃 ᑡ䛺䛟䛸䜒14ᗓ┴䛜⿕⅏⪅䜢ཷධ䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾ேᩘ䛿䚸15,472ே䛻䜒ཬ䜆䚹ྛ㒔㐨ᗓ┴➼䛿䚸┴᭷タ➼
䛾ᥦ౪䜔┦ㄯ❆ཱྀ䛾㛤タ䛻䜘䜚䚸⿕⅏⪅ཷධయໃ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛䚹
ྛ㒔㐨ᗓ┴䛾⿕⅏⪅ཷධయໃ䞉≧ἣ䠄ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠒᭶䠔᪥⌧ᅾ䠅
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䠏䠍タ
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䠍䠎䠈䠌䠌䠌ே

䠎䠈䠐䠕䠓ே

䠔䠍タ
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䠑䠈䠐䠔䠕ே

䠎䠈䠓䠒䠓ே

䠕䠌タ

ᒣཱྀ┴
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⣙䠏䠈䠓䠌䠌ே

⚄ዉᕝ┴

⣙䠍䠈䠑䠕䠍ே

᪂₲┴

䠔䠓ே

ᚨᓥ┴

䠔䠍ᡞ

㤶ᕝ┴

䠑䠌䠑ே

䠎䠍タ

ឡ┴

䠎䠌䠐ᡞ

㧗▱┴

䠎䠍䠎ᡞ

䠏䠈䠔䠒䠓ே
䠐䠔䠎ே

ᒣ┴

䠔䠍䠒ே

బ㈡┴
㛗ᓮ┴

㛗㔝┴
ឡ▱┴

䠍䠈䠎䠏䠓ே
䠎䠌タ

୕㔜┴
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䠎
䠏
䠐

䠐䠌䠌タ
䠍タ

䠎䠒タ

䠒タ

⚟ᒸ┴
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㟼ᒸ┴

タᩘ

䠎䠌タ
䠍䠈䠏䠒䠌ே⛬ᗘ

ᘏ䜉䠓䠓タ

▼ᕝ┴

䠍䠔䠕ே

ி㒔ᗓ

⛅⏣┴
Ⲉᇛ┴

ཷධேᩘ

䠐䠈䠎䠎䠕ே

ྛ㒔㐨ᗓ┴䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢䜒䛸䛻సᡂ
ᕷ⏫ᮧ䜔Ẹ㛫䛾ཷධ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷☜ㄆ䛷䛝䛯䜒䛾䛾䜏ᥖ㍕
බႠఫᏯ䜈䛾ཷධ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜᅵ㏻┬䝩䞊䝮䝨䞊䝆ཧ↷
⾲୰䚸≉䛻ᩘᏐ䛾䛺䛔┴䛿䚸┦ㄯ❆ཱྀ䛾㛤タ䛺䛹䛾ᨭ䜢⾜䛳䛶䛔䜛

䠍䠏,䠓䠍䠔ே
䠑䠏䠔ୡᖏ
䠄ᴫ䛽䠍䠈䠓䠌䠌ேศ䠅
➨୍ḟཷ䛡ධ䜜

⇃ᮏ┴

䠍䠎䠌ᡞ

ศ┴

䠍䠈䠍䠌䠌ே⛬ᗘ

Ἀ⦖┴
⥲ົ┬䜴䜵䝤䝨䞊䝆 䇾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ ⥲ົ┬䞉ᆅ᪉⮬య➼䛻䜘䜛ᨭ䛻䛴䛔䛶
䕺ྛ㒔㐨ᗓ┴䛾⿕⅏⪅ཷධែໃ䞉≧ἣ䇿䜢䜒䛸䛻సᡂ
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu03_000015.html
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䖃 ᮾ᪥ᮏ⯆䜢ᨭ䛘䚸㟈⅏๓䛛䜙┤㠃䛧䛶䛔䛯⤒῭䛾䚸♫䛾㛢ሰ≧ἣ䛻ᑐᛂ䛩䜛䚸᪥ᮏ⏕䛻ྥ䛡䛯
ᨻ⟇᥎㐍᪉㔪䛜䚸ᖹᡂ23ᖺ5᭶17᪥䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䚹
䖃 ᮏ᪉㔪䛷䛿䚸ᙜ㠃䞉▷ᮇ䞉୰㛗ᮇẖ䛾䝣䜵䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛾ᇶᮏ᪉㔪䜢⟇ᐃ䚹
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ிଐஜٻᩗࣄᐻನे˟ᜭỆấẬỦẐࣄᐻನेᾆҾЩẑ
୮௪ଡ୳ڳਉಋ

قਛگڮফڱাڬڭৠك

َূমপ൜಼୮௪ଡ୳ভ৮ُपउःथमڰؚাڰڭभਸ਼ڭভ৮ਰਟؚಖৡपଟ৮॑बؚऽञؚ
৴भਠଳ॑ৰखञ؛
ڲাଜ৯ಥभَਸ਼ڭઃُपয়ठؚমؚਊভ৮मَؚ୮௪ଡ୳ڳਉಋُ॑ੁखञभदؚऒो॑ਁ
घॊ؛
০ؚऒभڳਉಋप੦तऌؚੀ؞ಽभओਔৄ॑ྛऍणणؚಌप৮॑ीؚਟभমपधढथൌध
ऩॊ୮௪भَஒઌُ॑ःथःऌञःधઅइॊ؛

ਉಋ؟ଷॎोञउलञटखःَःभठُषभ୯ოध႟ᄗऒजؚஎञठেऌଋढञपधढथ୮௪भକਡदँ
ॊ؛ऒभ௴ਡऊैؚ႟ᄗभृঔॽগওথॺ॑அीؚপ൜಼भ੶ஈ॑ె೫पଋखઁؚऎ৾ঢ়બप
ेॉఐ৾पীෲखؚजभઇธ॑ઃ਼৻पഅखؚবਗपਦघॊ؛
ਉಋ಼؟भઁୠਙ؞ਙ॑౷ऽइणणؚୠ؞॥গॽॸॕ৬भ୮௪॑੦মधघॊ؛বमؚ୮௪भ
৸৬্ଉध২ਝੑपेढथजो੍॑इॊ؛
ਉಋ಼؟खञূਨभગেभञीؚཎৡ॑ણऊखૼؚৗ॑ൣअ୮೮؞୮௪॑৯घ؛ऒभपؚਟञ
ॊसऌৎ৻॑জॻشघॊ৽ੋভभ૭ચਙ॑୯घॊ؛
ਉಋ؟ୠভभਘः॑ஹॉणण಼ؚ૩पਘः৸؞ੱभऽठؚঽேग़ॿঝॠشણ৷ୠभ૦ਝ॑ਤ
ीॊ؛
ਉಋ಼؟ୠभ୮௪ऩऎखथম৽ੋभગেमऩः؛ম৽ੋभગেऩऎखथ಼ୠभઌभ୮௪मऩः؛
ऒभੳपয়ठؚপ൜಼ऊैभ୮௪धমગেभৎਤষ॑৯घ؛
ਉಋ؟ਉহभଫઽ൶॑ीणणؚਉ಼षभ੍ରध୮௪पमेॉಽभऌीृऊऩଦൟ॑ऎ
घ؛
ਉಋ؟০॑েऌॊஎञठ৸थऋऒभপ಼૩॑ঽैभऒधधਭऐૃीؚবড়৸৬भ৴ఝधীऊठ়ःपेढथ
୮௪॑ਤघॊुभधघॊ؛

ᾘᾒᾣငಅỉଐஜኺฎồỉᝡྂ

૰ᲬᲯ

䖃 䠥䠟䠰⏘ᴗ䛿䚸⏘ᴗ䛾ྡ┠ᅜෆ⏕⏘㢠ྜィ䛾⣙䠍䜢༨䜑䜛ᡃ䛜ᅜ᭱䛾⏘ᴗ䚹
䖃 ᡃ䛜ᅜ䛾ᐇ㉁䠣䠠䠬ᡂ㛗䛾⣙䠏ศ䛾䠍䜢䠥䠟䠰⏘ᴗ䛜䛡䜣ᘬ䚹
Ṳ ɼễငಅỉӸႸϋဃင᫇ίᵐᵎᵎᵖ࠰ὸ
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䖃 䠥䠟䠰⏘ᴗ䛿䚸㍺㏦ᶵᲔ䠄⮬ື㌴䛺䛹䠅䜔ᘓタᴗ䜢ୖᅇ䜛つᶍ䛾㞠⏝䜢䛒䜙䜖䜛⏘ᴗ䛷ㄏⓎ䚹
䖃 䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾⏘ᴗయ䜈䛾ຍ౯್ㄏⓎຠᯝ䛿୍㈏䛧䛶ୖ᪼䛧䚸⏘ᴗ୰᭱䚹
Ṳ ɼễငಅỉᨽဇᛔႆૠỉਖ਼ᆆḤ
䠄ே䠅

䠄䠅
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ͤ࡞⏘ᴗ㒊㛛ࡢ⏕⏘άືࡼࡿ㞠⏝ㄏⓎᩘࠊຍ౯್ㄏⓎ㢠
㸦ྛ⏘ᴗ㒊㛛ࡢ⢒ຍ౯್㢠ࡀࠊࡢ᭱⤊㟂せ㡯┠ࡼࡗ࡚ࢀࡔࡅㄏⓎࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊࡑࡢෆヂࢆ♧ࡍࡶࡢ㸧

䛆ฟ䛇 ⥲ົ┬䛂䠥䠟䠰䛾⤒῭ศᯒ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄ᖹᡂ22ᖺ䠅
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Ṳ ிଐஜٻᩗỆợỦൟ᧓˖ಅỉஜᚨͳܹ᫇ểࣄᐻ৲ỉኺฎඬӏјௐ
ஜᚨͳܹ᫇
ạẼᾘᾒᾣ᧙ᡲ

μငಅ

ࣄᐻ৲ƷኺฎඬӏјௐᲢ᳁ᲾᲣ ࣄᐻ৲ƷኺฎඬӏјௐᲢᨽဇᎍᲣ

ᾃώᾃΫό

ạẼᾘᾒᾣ᧙ᡲ
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ᾀᾅᾇώᾂɢʴ

䈜 ෆ㛶ᗓヨ⟬䛷䛾⿕ᐖ㢠䛜᭱䛾ሙྜ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶ヨ⟬䚹
䈜 䛂⯆ᢞ㈨䛾⤒῭Ἴཬຠᯝ䛃䛸䛿䚸ᦆᐖ㢠䛻┦ᙜ䛩䜛⯆ᢞ㈨䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛾⤒῭Ἴཬຠᯝ䜢䛔䛖䚹
䈜 䛂䠥䠟䠰㛵㐃䛃䛸䛿䚸䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾㈨ᮏタഛ䛸⏘ᴗ䛾ሗ㈨ᮏタഛ䛾ྜィ䜢ᣦ䛩䚹

Ṳ ࣄᐻ৲ᾀΫό࢘Ẻụỉኺฎඬӏјௐ
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䛂䝁䞁䝟䜽䝖䝅䝔䜱䛃䛸䛿䚸ᕷ⾤ᆅ䛾ᮍ⏝ᅵᆅ䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛧䚸㒔ᕷ୰ᚰ㒊䛻䛥䜎䛦䜎䛺ᶵ⬟䜢㞟䜑䜛䛣䛸䛻
䜘䛳䛶䚸┦ⓗ䛺⤒῭ὶάື䜢άⓎ䛥䛫䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺ᬽ䜙䛧䜔䛩䛔⾤䜢䛴䛟䛳䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛⪃䛘᪉䛷䛒䜛䚹
䛣䜜䛻䜘䜚䚸ḟ䛾䜘䛖䛺ຠᯝ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚹
䞉 㑹እ䜈䛾㛤Ⓨᣑ䜢ᢚไ䛧䚸㎰ᆅ䜔⥳ᆅ䛾ಖ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䞉 ၟᴗ䞉ᴗົᶵ⬟䛻೫䛳䛯ᕷ⾤ᆅ୰ᚰ㒊䛻ᒃఫ✵㛫䜢ᩚഛ䛧䚸㒔ᚰᒃఫ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛷䚸⫋ሙ䛸⮬Ꮿ䛜㏆䛟䛺䜚㏻➼䛾
⦆䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䞉 㧗㱋⪅䛺䛹⮬ᐙ⏝㌴䜢⏝䛷䛝䛺䛔ே䚻䜒䚸ၟᗑ⾤䜔㝔䚸ᙺᡤ䛺䛹䛻Ṍ䛔䛶⾜䛡䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
䛂ᮾᆅ᪉䛾୰ᑠ㒔ᕷ䛃䛾䝁䞁䝟䜽䝖䝅䝔䜱䛾ᴫᛕᅗ

ᅜᅵ㏻┬䛂ᮾᆅ᪉䝁䞁䝟䜽䝖䝅䝔䜱᳨ウጤဨ䛃ᥦゝ᭩䜢䜒䛸䛻సᡂ
http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/contents/kentoiinkai/data/teigenan_2th.pdf

ἂἼὊὅᾘᾒᾣỉಒᙲ

૰ᲭᲪ

ᾀὸ ᾘᾒᾣἉἋἘἲẸỉờỉỉἂἼὊὅ҄ίGreen of ICTὸ

¾ 䠥䠟䠰䝅䝇䝔䝮䛾⏝ᣑ䛻䜘䜛㟁ຊᾘ㈝㔞ቑ䜈䛾ᑐᛂ䠄㏻ಙᴗ⪅⏝タഛ䛛䜙ᐙᗞෆタഛ䛻⮳䜛䝅䝇䝔䝮య䛾┬㟁ຊ
䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ➼䠅 ➼

ᾁὸ ᾘᾒᾣỉ࣋ࡁဇỆợỦӲЎỉἂἼὊὅ҄ίGreen by ICTὸ

¾ 䝇䝬䞊䝖䝯䞊䝍䞊䛾᪩ᮇᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯㏻ಙつ᱁䛾ᶆ‽ᵝ䛾⟇ᐃ➼䠄ᅜ㝿㈉⊩䜒ど㔝䠅
¾ ᅜẸయ䛾䠟䠫䠎๐ῶຠᯝ䛜㧗䛔䠥䠟䠰ά⏝䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䛺䛹䝧䝇䝖䝥䝷䜽䝔䜱䝇䛾ᵓ⠏ ➼

ᾂὸ ᨥᝡྂ

¾ 䠥䠰䠱䠄ᅜ㝿㟁Ẽ㏻ಙ㐃ྜ䠅➼䛻䛚䛡䜛䠟䠫䠎๐ῶຠᯝ䛾ホ౯ᡭἲ☜❧䠄㻞㻜㻝㻞ᖺ䜎䛷䛻່࿌ணᐃ䠅ཬ䜃ᅜ㝿ᶆ‽➼䛻ྥ䛡䛯
✚ᴟⓗ䛺㈉⊩ ➼


⑈

⏚
␔
␢
␝
␁
␗
⏢
⏑
⏙
⏲

㏻ಙᴗ⪅
䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊

㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽

䜸䝣䜱䝇

ᴗ䜔ᐙᗞ䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸
䠥䠟䠰䜢ά⏝䛧䚸㟁ຊᾘ㈝➼䜢
ຠ⋡䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
䠟䠫䠎ฟ㔞䜢๐ῶ

ᐙᗞ

Ṟ ᾘᾒᾣἉἋἘἲẸỉờỉỉἂἼὊὅ҄
ίᵥᶐᶃᶃᶌᴾᶍᶄᴾᵧᵡᵲὸ

ṟ ᾘᾒᾣỉ࣋ࡁဇỆợỦӲЎỉἂἼὊὅ҄
ίᵥᶐᶃᶃᶌᴾᶀᶗᴾᵧᵡᵲὸ

Ṡ ᨥᝡྂίᾒᾞᾁЪถјௐᚸ̖ඥỉᄩᇌሁὸ

ᾘᾒᾣỆợỦؾᒵ˯ถ

ෙעྵٳဃငửᘍạ˖ಅૠỉлӳỉਖ਼ᆆ

૰ᲭᲫ

䖃 ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘䜢⾜䛖ᴗᩘ䛾ྜ䛿䚸ᖹᡂ䠎ᖺ௨㝆୍㈏䛧䛶ቑຍഴྥ䛻䛒䜚䚸〇㐀ᴗయ䛷䛿䚸ᖹᡂ21ᖺ
ᗘᐇ⦼䛿67.1%䚸ྠ22ᖺᗘᐇ⦼ぢ㎸䜏䛿67.2%䚸ྠ27ᖺᗘぢ㏻䛧䛿67.7%䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘䜢⾜䛖
ᴗᩘ䛾ྜ䠄%䠅
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咁
咁
ᐇ ぢ
⦼ ㏻
ぢ 厹
㏻ 咂
厹
咂
䛆ฟ䛇 ෆ㛶ᗓ⤒῭♫⥲ྜ◊✲ᡤ䛂ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘᴗ⾜ື䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝሗ࿌᭩䛃

ෙעྵٳဃငൔྙỉਖ਼ᆆ

૰ᲭᲬ

䖃 ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘䠄⏕⏘㧗䠅ẚ⋡䛿䚸〇㐀ᴗయ䠄ᐇᩘ್ᖹᆒ䠅䛷䜏䜛䛸䚸ᖹᡂ21ᖺᗘᐇ⦼䛿17.1䠂䚸ྠ22ᖺᗘ
ᐇ⦼ぢ㎸䜏䛿18.0䠂䛷᥎⛣䛧䚸ྠ27ᖺᗘぢ㏻䛧䛷䛿21.4䠂䛸ୖ᪼䛩䜛ぢ㏻䛧䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᾏእ⌧ᆅ⏕⏘ẚ⋡
䠄%䠅
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0
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⦼ ㏻
ぢ 厹
㏻ 咂
厹
咂
䛆ฟ䛇 ෆ㛶ᗓ⤒῭♫⥲ྜ◊✲ᡤ䛂ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘᴗ⾜ື䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝሗ࿌᭩䛃

ଐஜኺฎầৼảỦ̓ዅСኖ

૰ᲭᲭ
䠍䠊䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䛾㞀ᐖ

䠎䠊ᮾி㟁ຊ䛾䝢䞊䜽㟂せ䛸౪⤥

౪⤥ไ⣙䛜⿕⅏ᆅᇦ௨እ䛻䜒ᣑ䚹≉䛻䚸㒊ရⅬᩘ
䛜ከ䛟䚸ᅾᗜ䜢ᣢ䛯䛺䛔⮬ື㌴⏘ᴗ䛷㢧ⴭ䛷䛒䜛䚹

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛾ᙳ㡪➼䛻䜘䜚䚸⿕⅏ᆅ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᗈ
⠊ᅖ䛻䜟䛯䜛㟁ຊ䛾౪⤥ไ⣙䛜⏕䛨䛶䛔䜛䚹

⿕⅏ᆅᇦ䛾ຍ౯್㢠䛾ᅜ䛻ᑐ䛩䜛䝅䜵䜰

ὀ䠍䠊 䠎䠌䠌䠕ᖺ䛾㟁ẼᶵᲔ䠄ᪧ⏘ᴗศ㢮䝧䞊䝇䠅䛿䚸᪂⏘ᴗศ㢮䛻䛚䛡䜛㟁Ꮚ㒊ရ䞉
䝕䝞䜲䝇䚸㟁ẼᶵᲔ䚸ሗ㏻ಙᶵᲔ䛾ྜィ䚹
ὀ䠎䠊 ୍⯡ᶵᲔ䛿䚸䠎䠌䠌䠕ᖺ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛿䜣⏝ᶵᲔ䚸⏕⏘⏝ᶵᲔ䚸ᴗົ⏝ᶵᲔ䛾
ྜィ䚹䠍䠕䠕䠐ᖺ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍⯡ᶵᲔ䛸⢭ᐦᶵᲔ䛾ྜィ䚹
ὀ䠏䠊 ᚑᴗ⪅䠐ே௨ୖ䛾ᴗᡤ䝧䞊䝇䚹

ὀ䠍䠊 䠎䠌䠍䠌ᖺ䝢䞊䜽㟂せ䛿䚸ᮾி㟁ຊ⟶ෆ䛻䛚䛡䜛ྠᖺ୰䛾᪥୰᭱㟁ຊ㟂せ䚹
ὀ䠎䠊 ౪⤥ຊぢ㎸䜏䛿䚸ᮾி㟁ຊ䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䠄䠐᭶䠔᪥䚸䠍䠑᪥බ⾲䠅䛻ᇶ䛵䛟䚹䠑᭶䠎䠔᪥㐌䜎䛷
䛿㐌ḟ䚸䛭䛾ᚋ䛿䠓䠊䠔᭶ᮎ್䛜බ⾲䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᕥᅗ䛷䛿䚸䠕᭶௨㝆䛿ᶓ䜀䛔䛸䛧䛯䚹

䠏䠊㈨ᮏ䝇䝖䝑䜽䛾ẋᦆ㢠
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏

᧯ᴗṆ䛸䛺䛳䛯䛺⮬ື㌴ᕤሙ

⿕⅏ᆅᇦ䠓㐨┴ྜィ

ᒾᡭ䞉ᐑᇛ䞉⚟ᓥ䠏┴

䜿䞊䝇䠍

⣙䠍䠒

⣙䠍䠐

䜿䞊䝇䠎

⣙䠎䠑

⣙䠎䠏

㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏

⣙䠕䠊䠕

ὀ䠍 䠊 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜛ẋᦆ㢠䛿ෆ㛶ᗓ᥎ィ್䠄䠏᭶䠎䠏᪥Ⅼ䠅䚹
䜿䞊䝇䠍䛿㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䛷䛾ᘓ⠏≀䜔㐨㊰䛺䛹䛾䝇䝖䝑䜽ู䛾ẋᦆྜ䜢ᇶ‽䛸䛧䚸ὠἼ䛾
⿕⅏ᆅᇦ䠄ᒾᡭ┴䚸ᐑᇛ┴䚸⚟ᓥ┴䠅䛷䛣䛾ྜ䛜䠎ಸ⛬ᗘ䛻㐩䛩䜛䛸ᐃ䛧䛯䜒䛾䚹
䜿䞊䝇䠎䛿䚸ᘓ⠏≀䛻䛴䛔䛶䚸ὠἼ䛾⿕ᐖ䜢䛥䜙䛻䛝䛟ぢ✚䜒䛳䛯䜒䛾䚹䛺䛚䚸㈨ᮏ䝇䝖䝑䜽䛿䚸
♫㈨ᮏ䚸ఫᏯ䚸Ẹ㛫ᴗタഛ䜢ྵ䜐䚹
ὀ䠎䠊 㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䛻䜘䜛ẋᦆ㢠䛿䚸රᗜ┴䛻䜘䜛䚹
᪥ᮏ㖟⾜䛂⤒῭䞉≀౯ໃ䛾ᒎᮃ䠄2011ᖺ4᭶䠅䛃䛚䜘䜃䜲䞊䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䝈ᰴᘧ♫బ䚻ᮌẶ䛂ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆䛻ྥ䛡䛶 䠉⚾ⓗ䛺୍⪃ᐹ䠉䛃䜢䜒䛸䛻సᡂ

૰ᲭᲮ

ᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỉྵඞ

ᾢᾘᾜἿἕἁểỊᾎ
Ṳ ᾢᾘᾜίᵱᶓᶀᶑᶁᶐᶇᶀᶃᶐᴾᵧᶂᶃᶌᶒᶇᶒᶗᴾᵫᶍᶂᶓᶊᶃὸỽὊἛểỊẆઃ࠘ʙಅᎍầႆᘍẴỦМဇᎍᜤКဇỉᾘᾒỽὊἛẇᇹᵑɭˊ૾ࡸỉઃ࠘ᩓᛅỂỊᨥᙹ҄ฎỚẇ
Ṳ ઃ࠘ʙಅᎍӲᅈỊẆӲᅈầᝤ٥ẴỦᇢỉٶẪỆếẨẆᐯᅈầႆᘍẴỦᾢᾘᾜỽὊἛሁầࠀẲᡂộủẺئӳỆỉỚѣ˺ẴỦợạᚨܭίẟỪỡỦẐᾢᾘᾜἿἕἁẑὸẇ

ᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆ᧙ẴỦỾỶἛἻỶὅ ίᵐᵎᵏᵎ࠰ᵔஉᵑᵎଐẆዮѦႾὸ
Ṳឯଓ
9 ෙٳบᑋẆઃ࠘ᩓᛅỉဪӭἯὊἑἥἼἘỵСࡇМဇễỄẆઃ࠘
ᩓᛅМဇᎍỉɶỆỊᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆݣẴỦᙲஓầנ܍ẇ
9 ʙಅᎍỊẆẸỉɼ˳ႎễӕኵỆợụẆࣖݣӧᏡễᇢẦỤᾢᾘᾜἿἕ
ἁᚐᨊửܱẴỦẮểểẲẆ࢘Ўỉ᧓ẆඥС҄Ệ̞Ủ౨᚛Ịသ̬ẲẆ
ʙಅᎍỆợỦӕኵཞඞửදᙻẇ
䠄䈜䠅

䝰䝞䜲䝹䝞䜲䝹䝡䝆䝛䝇άᛶ䝥䝷䞁䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅䛻䛿䚸䛂䠏䠊䠕㻳䜔䠐㻳䜢୰ᚰ䛻䠯䠥
䠩䝻䝑䜽ゎ㝖䜢ἲไⓗ䛻ᢸಖ䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸䠎䠌䠍䠌ᖺ䛾Ⅼ䛷᭱⤊ⓗ䛻⤖
ㄽ䜢ᚓ䜛䚹䛃䛸グ㍕䚹

ṲݣᝋểễỦᇢ
9 ᵐᵎᵏᵏ࠰ࡇˌᨀૼẺỆႆ٥ẰủỦᇢỉạẼࣖݣӧᏡễờỉẦỤᚐ
ᨊẇݣᝋᇢẆᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆ̞ỦவˑὉዓửʙЭỆπᘙẇ

Ṳᛟଢᝧ˓
9 ʙಅᎍỊẆṞᇢᝤ٥ẆṟᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊẆṠࢫѦỉ੩̓Ệ
̞ỦڎኖዸኽỆẆˌɦỉʙሁửМဇᎍỆᛟଢẇ
¾ ᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆ̞ỦவˑӏỎዓ
¾ ˂ᅈỉᾢᾘᾜỽὊἛầࠀẲᡂộủẺᨥỆẆᡫ̮ἇὊἥἋሁỉМ
ဇầСᨂẰủỦӧᏡࣱ

ṲẸỉ˂
9 ᡫ̮ἇὊἥἋỉɧφӳὉೞ֥ỉᨦồỉࣖݣ
¾ ྵỆࢫѦử੩̓ẴỦʙಅᎍỊẆМဇᎍồỉࣖݣỆ࢘ẺỦ˳
СửૢͳẲẆʙಅᎍሁểỉ᧓Ểӕഏ૾ඥሁỆếẟềңᜭẇ
9 ỾỶἛἻỶὅỉᙸႺẲሁ

ᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆӼẬẺʙಅᎍỉѣӼ
Ṻᵐᵎᵏᵎ࠰ᵏᵐஉẆઃ࠘ᵒʙಅᎍỂᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỉڼỆˤạઃ࠘ʙಅᎍ᧓ỉؕஜӳॖʙửዸኽ
㚧 ᝧ˓ЎਃỉҾЩẆᨦࣖݣỉЏụЎẬሁỆếẟềᄩᛐẇ

Ṻᵐᵎᵏᵏ࠰ࡇˌᨀỉӲᅈỉᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊỆӼẬẺѣẨ
ᾝᾣᾣἛἅἴ

ᾰῄ

ḵᵒஉᵏଐˌᨀႆ٥ẴỦμềỉᇢỆấẟềᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊửܱẇ

ḵ˂ᅈểᡫ̮ᙹầီễỦẺỜʝ੭ࣱẲẇʻࢸ౨᚛ửᘍạẇ

ᾢιῃᾑᾰ᾽Ὰ

ỶὊὉἴἢỶἽ

ḵᾀ῍ᾁೞᆔẦỤἘἋἚểẲềᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊửڼʖܭẇ

ḵᵓஉᵏᵑଐˌᨀႆ٥ẴỦμᇢỆấẟềᾢᾘᾜἿἕἁᚐᨊửܱẴỦ૾ᤆẇ

ᾢᾘᾜҥ˳ႆ٥
㻞㻜㻝㻜ᖺ䠔᭶䚸᪥ᮏ㏻ಙ䛜㼙㼕㼏㼞㼛㻿㻵㻹䜢Ⓨ㛤ጞ
㼕㻼㼔㼛㼚㼑䠐䚸㼕㻼㼍㼐䛻ᑐᛂ

ᾢᾘᾜἧἼὊᇢႆ٥
䠪䠰䠰ᮾす䛾䝰䝞䜲䝹㼃㼕㻲㼕䛂ග䝫䞊䝍䝤䝹䛃䛾䠯䠥䠩䝣䝸䞊∧Ⓨ
䝗䝁䝰䚸䜲䞊䞉䝰䝞䜲䝹䛜ᑐᛂ䠯䠥䠩䜢ᥦ౪

ἋἰὊἚἧỻὅỉ୍ӏ

૰ᲭᲯ

䖃 䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁㈍ྎᩘ䛿䚸 2015ᖺᗘ䛻䛿2,030ྎ䛻㐩䛧䚸ᦠᖏ㟁ヰ㈍ྎᩘ䛻༨䜑䜛㈍ྎᩘẚ⋡䛿
54.6%䛻䛺䜛䛸ண 䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䖃 䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ዎ⣙ᩘ䛿䚸 2015ᖺᗘ䛻䛿4,760௳䛻ᣑ䛧䚸ᦠᖏ㟁ヰ➃ᮎ䛾ዎ⣙ᩘͤ䛻༨䜑䜛䝇䝬䞊䝖
䝣䜷䞁䛾ዎ⣙⋡䛿40%䛻㐩䛩䜛䛸ண 䛥䜜䛶䛔䜛䚹
ͤ ㏻ಙ䜹䞊䝗䞉㏻ಙ䝰䝆䝳䞊䝹ዎ⣙ᩘ䜢㝖䛟

2009ᖺᗘ䛾䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁㈍ྎᩘ䛿䚸
iPhone䛾ዲㄪ➼䛻䜘䜚217ྎ䛻䚹
2,030ྎ
1,840ྎ
1,530ྎ

2010ᖺ௨㝆䚸Androidᦚ㍕ᶵ䛜┦ḟ䛔䛷
Ⓨ䛥䜜䛶䛛䜙䛿ᬑཬ䛜䛥䜙䛻ຍ㏿䚹

1,050ྎ

660ྎ
386ྎ
217ྎ

䛆ฟ䛇 䠄ᰴ䠅䠩䠩⥲◊ 䛂ᅜෆᦠᖏ㟁ヰ䛚䜘䜃䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᕷሙつᶍண 䛃

્ᡛඥሁỉɟᢿửોദẴỦඥࢷỉಒᙲ

૰ᲭᲰ
㊃᪨

㏻ಙ䞉ᨺ㏦ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛻ᑐᛂ䛧䛯ไᗘ䛾ᩚ⌮䞉ྜ⌮䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ྛ✀䛾ᨺ㏦ᙧែ䛻ᑐ䛩䜛ไᗘ䜢⤫ྜ䛧䚸
↓⥺ᒁ䛾චチཬ䜃ᨺ㏦ᴗົ䛾ㄆᐃ䛾ไᗘ䜢ᙎຊ䛩䜛➼䚸ᨺ㏦䚸㟁Ἴཬ䜃㟁Ẽ㏻ಙᴗ䛻ಀ䜛ไᗘ䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

ᨵṇෆᐜ
䠍䠊㏻ಙ䞉ᨺ㏦ἲయ⣔䛾ぢ┤䛧䠖ᨺ㏦㛵㐃䠐ἲ䛾⤫ྜ➼䚸ἲయ⣔䛾
ぢ┤䛧䜢䠒䠌ᖺ䜚䛻⾜䛖䚹
⌧⾜䛾ἲయ⣔
㏻ ಙ

᪂䛯䛺ἲయ⣔
㏻ ಙ䞉ᨺ ㏦

ᨺ ㏦
㟁
⏝Ẽ
ᨺ㏻
㏦ಙ
ἲᙺ
ົ

᭷⥺ᨺ㏦㟁ヰἲ

᭷
⥺
吝
呃
吪
吏
吾
呉
ᨺ
㏦
ἲ

᭷
⥺
呀
吏
吁
ᨺ
㏦
ἲ

ᨺ

ᨺ ㏦ ἲ

㏦

䠄㟁Ẽ㏻ಙᙺົ⏝ᨺ㏦ἲ䚸
᭷⥺䝔䝺䝡䝆䝵䞁ᨺ㏦ἲ䚸
᭷⥺䝷䝆䜸ᨺ㏦ἲ䛿ᗫṆ䠅

ἲ

㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ

㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ
䠄᭷⥺ᨺ㏦㟁ヰἲ䛿ᗫṆ䠅

㟁 Ἴ ἲ

㟁 Ἴ ἲ

᭷⥺㟁Ẽ㏻ಙἲ

᭷⥺㟁Ẽ㏻ಙἲ

䠎䠊䛺ᨵṇ㡯
䠄䠍䠅ᨺ㏦ἲ㛵ಀ
䐟 ᨺ㏦䛾ཧධ䛻ಀ䜛ไᗘ䛾ᩚ⌮䞉⤫ྜ䚸ᙎຊ
䐠 䝬䝇䝯䝕䜱䜰㞟୰㝖ཎ๎䛾ᇶᮏ䛾ἲᐃ
䐡 ᨺ㏦䛻䛚䛡䜛Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶ䛾☜ಖ
䐢 ᨺ㏦␒⤌䛾✀ู䛾බ⾲
䐣 ᭷ᩱᨺ㏦䛻䛚䛡䜛ᥦ౪᮲௳䛾ㄝ᫂➼
䐤 ᨺ㏦ྠព䛻ಀ䜛⣮தฎ⌮䛻㛵䛩䜛䛒䛳䛫䜣
䞉௰ไᗘ䛾ᩚഛ
䠄䠎䠅㟁Ἴἲ㛵ಀ
䐟 ㏻ಙ䞉ᨺ㏦୧⏝↓⥺ᒁ䛾ไᗘ䛾ᩚഛ
䐠 චチせᒁ䛾ᣑ
䐡 ᦠᖏ㟁ヰᇶᆅᒁ䛾චチ䛾ໟᣓ
䠄䠏䠅㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ㛵ಀ
䐟 ⣮தฎ⌮ᶵ⬟䛾ᣑ
䐠 ✀ᣦᐃᴗ⪅䛻ಀ䜛᥋⥆ィไᗘ䛾タ

⾜ᮇ᪥
බᕸ䛾᪥䛛䜙䠕᭶௨ෆ䛾ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛᪥
ͤ ᨺ㏦␒⤌䛾✀ู䛾බ⾲➼䛻䛴䛔䛶䛿䠒᭶௨ෆ䚸ᦠᖏ㟁ヰᇶᆅᒁ䛾චチ䛾ໟᣓ➼䛻䛴䛔䛶䛿䠏᭶௨ෆ➼䛸䛩䜛䚹

≰≕≰↝ಒᙲ

૰ᲭᲱ

䖃 䠩䠎䠩䠄䜶䝮䝒䞊䜶䝮䠅䛸䛿䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻⧅䛜䜜䛯ᶵᲔྠኈ䛜ே㛫䜢ᅾ䛫䛪䛻┦䛻ሗ䛧䚸⮬ື
ⓗ䛻᭱㐺䛺ไᚚ䛜⾜䜟䜜䜛䝅䝇䝔䝮䛾䛣䛸䚹

䠩䠎䠩䛾䝃䞊䝡䝇䝅䞊䞁
ᅾᗜ⟶⌮

㐲㝸᳨デ

䠄⮬ື㈍ᶵ䚸䝁䝢䞊ᶵ➼䠅

䠄䜺䝇䝯䞊䝍䞊䚸Ỉ㐨䝯䞊䝍䞊➼䠅

⮬ື㈍ᶵ䛾ᅾᗜ䜢☜ㄆ䛧䚸㊊䛧䛭䛖䛺䛰䛡
⿵䛻ྥ䛛䛖➼䚸ᡭ㛫䜔䝁䝇䝖䜢๐ῶ

䝯䞊䝍䞊䛻㏻ಙ䝰䝆䝳䞊䝹䜢ྲྀ䜚䛡䚸㐲㝸䛛䜙
⮬ືⓗ䛻⏝㔞䜢䝏䜵䝑䜽

㐠⾜⟶⌮

㓄㏦⟶⌮

䠄䝞䝇䚸䝍䜽䝅䞊➼䠅

䠄≀ὶ䚸䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱➼䠅

䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜔䛩䛔䝞䝇䛾㐠⾜䜢⟶⌮䛧䚸
᭱㐺䛺㐠⾜ィ⏬䜢ᐇ⌧

Ⲵ≀䛾㓄㏦≧ἣ䜢⮬ືⓗ䛻ᢕᥱ
䝗䝷䜲䝞䞊䛾ᒃሙᡤ䛻ᛂ䛨䚸ᚲせ䛺ሗ䜢ᥦ౪

ऴ්إᡫᡲઃؕႴίἩἻἕἚἧỻὊἲὸ
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ሗ
䠄䝁䞁䝔䞁䝒䠅

呃
叻
吻
呎
㛫
叏
叻
呉
吖
呎
听
叾
呎
吐
叏
吁
呎
吮
呉

咁
ᶆ
‽

咂

䝬䝑䝅䝳䜰䝑䝥
䠄⤌䜏ྜ䜟䛫䛶⏝䠅

䝁䞁䝔䞁䝒䞉
䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
䝺䜲䝲䞊

䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝
䠄䜽䝷䜴䝗㛫㐃ᦠ䜢ྵ䜐䠅

䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
䝺䜲䝲䞊
ሗὶ㏻㐃ᦠᇶ┙
䠄䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䠅

䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䝺䜲䝲䞊

䠄䠥䠬䜢㍈䛸䛩䜛㏻ಙ䞉ᨺ㏦䛾⼥ྜ䞉㐃ᦠ䛾㐍ᒎ䠅
䠄䠩䠎䠩㏻ಙ䛾ᬑཬ䠅
䠄᭷⥺䞉↓⥺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᭷ᶵⓗ㐃ᦠ䠅

➃ᮎ
䝺䜲䝲䞊

䠄➃ᮎ䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽㛫䛾⣣ᖏ㛵ಀ䛾⦆䠅
䠄䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇䠫䠯➼䛾ᬑཬ䠅

䠄䠅
䚖㻭㻼㻵䛾ᶆ‽
䚖䝕䞊䝍ᵝᘧ䛾㐃ᦠ
䚖ㄆド䞉ㄢ㔠ᶵ⬟➼䛾㐃ᦠ
䚖ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛻㛵䛩䜛
䝹䞊䝹䛾ᩚྜᛶ☜ಖ

ɟʴỤẲỉ᭗ᱫᎍỉѣӼ

૰ᲭᲳ

䖃 65ṓ௨ୖ䛾୍ேᬽ䜙䛧㧗㱋⪅ᩘ䛻䛴䛔䛶䛿ᖺ䚻ቑຍഴྥ䛻䛒䜚䚸ᖹᡂ32䠄2020䠅ᖺ䛻䛿⣙631
ே䛻㐩䛩䜛䛸ぢ㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹

(༓ே)
8000

2020ᖺ䛻䛿
⣙631ே

7000

䛊7,173䛋
䛊6,729䛋

䛊6,311䛋
6000

䛊5,620䛋

5000

4,389

䛊4,654䛋

4,235
4,068

䛊3,865䛋

4000

3,756
䛊3,032䛋

3000
䛊2,202䛋
2000

2,290

䛊1,623䛋
䛊1,181䛋
䛊881䛋

1000

1,742
1,313

948

688
193

233

310

460

742

55ᖺ
(1980)

60ᖺ
(1985)

ᖹᡂ2ᖺ
(1990)

ᖹᡂ䠓ᖺ
(1995)

ᖹᡂ12ᖺ
(2000)

0

3,268
2,814

1,051
ᖹᡂ17ᖺ
(2005)
⏨ ዪ

1,386

ᖹᡂ22ᖺ
(2010)

1,864

ᖹᡂ27ᖺ
(2015)

2,494

2,784

2,243

ᖹᡂ32ᖺ
(2020)

ᖹᡂ37ᖺ
(2025)

ᖹᡂ42ᖺ
(2030)

ᖹᡂ20ᖺ∧㧗㱋♫ⓑ᭩䜢䜒䛸䛻సᡂ

᩼ᡲዓễỶἠἫὊἉἹὅ

૰ᲮᲪ

䖃 ᡂ⇍䛧䛯᪤Ꮡ䛾ᢏ⾡䛿䚸䛧䜀䛧䜀ḟୡ௦䛾ᢏ⾡䛻ྲྀ䛳䛶௦䜟䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾䝥䝻䝉䝇䛿䚸᪤Ꮡᢏ⾡䛾༢䛺䜛ᘏ㛗⥺ୖ䛻
䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸୧⪅䛾㛫䛻䛿ᢏ⾡ⓗ䛺᩿⤯䛜䛧䜀䛧䜀Ꮡᅾ䚹
䖃 ᪥ᮏ䛿ᐃ䛥䜜䛯⠊ᅖ䛾◊✲ᡂᯝ䛻ᇶ䛵䛟≉チ䛜ከ䛔䛜䚸⡿ᅜ䛿ᙜึᐃ䛥䜜䛺䛛䛳䛯◊✲ᡂᯝ䛻౫ᣐ䛩䜛≉チ䛜ከ
䛔䚹䜎䛯䚸⡿ᅜ䛿䚸◊✲௨እ䛾άື䛛䜙⏕䜎䜜䜛≉チ䛜᪥ᮏ䜘䜚䜒ከ䛔䚹
䈜 ୍㒊⡿ᅜᴗ䛷䛿䚸ົ㛫䛾୍ᐃྜ䜢⮬䜙⯆䜢ᣢ䛴䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛒䛶䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛⤌䜏䜢タ䛡䛶䛔䜛䚹

䖃 Ⓨ᫂䛻㛵䜟䜛◊✲䛾┠ⓗ䛻㛵䛧䛶䛿䚸
䞉 ⡿ᅜ䛿䚸ᢏ⾡ᇶ┙䛾ᙉ䚸᪤Ꮡᴗ䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛺䛔㛗ᮇⓗ䛺䝅䞊䝈ฟ䛷䛒䜛ྜ䛜᪥ᮏ䛾䠏ಸ䚹
䞉 ᪤Ꮡᴗ䛾ᙉ䛜┠ⓗ䛾◊✲䛜䚸᪥ᮏ䛿䠓䚸⡿ᅜ䛿䠑䚹

યపധр࠷ଽ
䕿㠀㐃⥆䛺䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾

ᢏ
⾡
ᡂ
ᯝ

࠙р࠷ଽ

䞉㤿㌴  ⮬ື㌴
䞉䝯䜲䞁䝣䝺䞊䝮䝁䞁䝢䝳䞊䝍  䝟䝋䝁䞁
䞉┿✵⟶䝷䝆䜸  䝖䝷䞁䝆䝇䝍䝷䝆䜸
䞉䝥䝻䝨䝷ᶵ  䝆䜵䝑䝖ᶵ


ཀྵᆪмѴҞҩ̔҇ҷӃ

㛤Ⓨ䛻㈝䜔䛧䛯㛫䜔㈨※

䠄⊂䠅⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䛂᪥⡿Ⓨ᫂⪅䝃䞊䝧䜲䛃䜢䜒䛸䛻సᡂ

Ⅴ∈⇴↝⇛∞⇹⇟҄Ⅵ↝⇊∇∞⇞

૰ᲮᲫ

ᚋ䚸䝰䝜䜢㈍䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛭䛾ᚋ䜒䝃䞊䝡䝇䜢➃ᮎୖ䛷ᥦ౪䛩䜛䛂䝰䝜䛾䝃䞊䝡䝇䛃䛜㐍ᒎ䛩䜛䚹
䜸䞊䝥䞁䛺⎔ቃ䛜䛂䝰䝜䛾䝃䞊䝡䝇䛃䛻ᑐᛂ䛧䚸ຍ౯್䜢ඹ䛩䜛ሙ䛸䛧䛶䚸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮㛫䛾㐃ᦠ
䛜ᚲせ䚹
᭱㏆䛾ື䛝

㐣ཤ

䝰䝜༢య䛷✌䛠䚹

䝰䝜䛾䝁䝰䝕䜱䝔䜱䠄౯᱁
పୗ䠅䛜㉳䛣䜚䚸䝰䝜䛰䛡䛷
䛿㧗┈䛜ぢ㎸䜑䛺䛔䚹

䝰䝜䛸䝃䞊䝡䝇䜢୍యⓗ䛻ᥦ౪
䛩䜛䛣䛸䛷䝁䝰䝕䜱䝔䜱䜢㣗䛔Ṇ
䜑䚸┈䜢⏕䜏ฟ䛩䚹
䝃䞊䝡䝇ᥦ౪
䠳䡁䠾䚸䝯䞊䝹䚸
ື⏬䚸㡢ᴦ䚸᭩⡠䚸
䝀䞊䝮䞉䞉䞉

㔞⏕⏘
䝁䝰䝕䜱䝔䜱

䢠

䢠

䢠

䛭䛾㝿䚸䛂䝋䞊䝅䝱䝹䛃䛂䝻䞊䜹䝹䛃䛂䝰䝞䜲䝹䛃䠄ὀ䠅䛾䠏䛴䛾≉ᛶ䛜㏆ᖺ䛾₻ὶ䚹
䠄ὀ䠅 䜽䝷䜲䝘䞊䞉䝟䞊䜻䞁䝇䞉䝁䞊䝣䜱䞊䝹䝗䞉䜰䞁䝗䞉䝞䜲䝲䞊䝈䛸䛔䛖⡿ᅜ䛷᭱䜒᭷ྡ䛺䝧䞁䝏䝱䞊䞉䜻䝱䝢䝍䝹䛾䝧䞁䝏䝱䞊䞉䜻䝱䝢䝍䝸䝇䝖䛷䛒䜛
䝆䝵䞁䞉䝗䞊䜰Ặ䛿䚸SoLoMo䠄Social,Local,Mobile䠅䛜ᚋ䛾䝛䝑䝖䝡䝆䝛䝇䛾䜻䞊䝽䞊䝗䛻䛺䜛䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹
᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ➨䠎ᅇྜ㈨ᩱ䛂䝛䝑䝖䝡䝆䝛䝇䛾䝖䝺䞁䝗䛸᪂ᴗฟ䜈䛾ㄢ㢟䛃䠄ᑠụẶ䠅䜢䜒䛸䛻సᡂ

૰ᲮᲬ

ἂἿὊἢἽࠊئỆấẬỦଐஜ˖ಅỆểẾềỉૼငಅ᪸؏ίỶἳὊἊὸ
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䖃 ᨻᗓ䚸㟁ຊ♫䛺䛹䛾බⓗᶵ㛵䛾䝃䜲䝖䜈䛾䜰䜽䝉䝇㞟୰䛻䜘䜚ሗ䜢ᚓ䜙䜜䛺䛔ែ䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䚸
䝭䝷䞊䝸䞁䜾䜢⾜䛳䛯䛜䛒䜛䚹

䜰䜽䝉䝇㞟୰䜈䛾ᑐ⟇
䛆ཧ⪃䛇 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䜴䜵䝤䝨䞊䝆
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

䜰䜽䝉䝇㞟୰䜈䛾ᑐ⟇
䜰䜽䝉䝇㞟୰䜈䛾ᑐ⟇

䛆ཧ⪃䛇 ⤒῭⏘ᴗ┬䜴䜵䝤䝨䞊䝆
http://www.meti.go.jp/earthquake/touhoku_epco/index.html

䛆ཧ⪃䛇 ᮾி㟁ຊ䜴䜵䝤䝨䞊䝆
http://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/kensakuj.html
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䖃 ྛᗓ┬ᗇ䛿䚸ሗⓎಙ䛾ᙉ䜔䚸ሗ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ከ䛟䛾ᅜẸ䛻䛔䛱᪩䛟Ⓨಙ䜢⾜䛖䛯䜑䚸䝒䜲䝑䝍䞊➼䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰
䜢ά⏝䛧䛶䛔䜛䚹
䖃 ᅜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛻䛚䛡䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛾⏝䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ཷ䛡䚸䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜢䛳䛯ሗⓎಙ䜢⾜
䛖㝿䛾␃ព㡯䚸ᑐᛂ䛾ᣦ㔪䜢䜎䛸䜑䚸ᣦ㔪䛸䛧䛶බ⾲䚹
䛂ᅜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ➼බඹᶵ㛵䛻䛚䛡䜛Ẹ㛫䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜢ά⏝䛧䛯ሗⓎಙ䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ㔪䛃
ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠐᭶䠑᪥ෆ㛶ᐁᡣ䠄ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝉䞁䝍䞊䚸㻵㼀ᢸᙜᐊ䠅䚸⥲ົ┬䚸⤒῭⏘ᴗ┬

⾜ᨻᶵ㛵䛾䝒䜲䝑䝍䞊䜰䜹䜴䞁䝖ᩘ䛾᥎⛣
䠄⤒῭⏘ᴗ┬ㄪ䜉䠅

䝒䜲䝑䝍䞊䛻䜘䜛ሗⓎಙ
䠄ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ⓨ⏕䠅
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䛂Ᏻᚰ䞉Ᏻබඹ䝁䝰䞁䝈䛃䛿䚸ఫẸ䛻ᥦ౪䛩䜛䜉䛝ሗ䜢Ⓨ䛩䜛⪅䠄ሗⓎಙ⪅䠖ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛺䛹䠅䛸䚸ఫẸ䛻ሗ䜢┤᥋ఏ䛘䜛⪅䠄ሗఏ㐩⪅䠖ᨺ㏦ᴗ⪅䛺䛹䠅䛾୰㛫䛻
⨨䛧䚸๓⪅䛻䛸䛳䛶䛿ሗ䜢Ⓨಙ䛧䜔䛩䛟䚸ᚋ⪅䛻䛸䛳䛶䛿ఫẸྥ䛡䛻ᥦ౪䛩䜛ሗ䜢ཷ
䛡ྲྀ䜚䜔䛩䛟䛩䜛䛯䜑䛻ሗ䜢௰䛩䜛⤌䜏
ሗ䜢㞟䞉䝣䜷䞊䝬䝑䝖ኚ

ከᵝ䛺䝯䝕䜱䜰
䛛䜙ሗᥦ౪
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ሗ䜢ᥦ౪

⏕ά⪅䠄ఫẸ䠅

ࢹ࣮ࢱࡢ᪉ᘧࡢ⤫୍

ᆅ᪉බඹᅋయ
䠷䠖㑊㞴່࿌䞉ᣦ♧䠹

ᚋ䚸ཧຍ
䜢ാ䛝䛡
䝕䝆䝍䝹䠰䠲
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බඹ䝁䝰䞁䝈
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䠷䠖㏻ᶵ㛵
㐠⾜䠄㐠⯟䠅ሗ䠹

䝟䝋䝁䞁
䝟䝋䝁䞁
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䠷䠖䝷䜲䝣䝷䜲䞁
ᪧぢ㏻䛧ሗ䠹

ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸⅏ᐖሗ➼䛾ᤵཷ䜢ඹ㏻䛩䜛
⤌䜏䛸䛧䛶䚸䐟ሗ䛾㞟䞉㓄ಙ➼䛾ᶵ⬟䚸䐠
䝕䞊䝍䛾ධฟຊ᪉ᘧ䜢ྠ䛨䛻䛩䜛ᶵ⬟䚸䜢᭷䛩䜛
⅏ᐖሗᇶ┙䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏

ᦠᖏ㟁ヰ

⥲ົ┬䛂ᆅᇦ䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻሗᇶ┙䛻㛵䛩䜛◊✲䛃ሗ࿌᭩䜢䜒䛸䛻సᡂ
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࣏ᙲৎૠ
⣙ 52,200ᡞ
ෆヂ
䞉ᒾᡭ┴ 14,000ᡞ
䞉ᐑᇛ┴ 23,000ᡞ
䞉⚟ᓥ┴ 15,200ᡞ

䛺䛹 ͤ 䛂ᛂᛴ௬タఫᏯ䚸බႠఫᏯ➼䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛃 䠄ᅜᅵ㏻┬ఫᏯᒁ䚸ᖹᡂ23ᖺ6᭶6᪥1000ศ⌧ᅾ䠅

ბὉܦৎૠỉਖ਼ᆆ
ᡞᩘ

╔ᕤ☜ᐃᡞᩘͤ
䠄ᡂ䛧䛯䜒䛾ྵ䜐䠅
41,754ᡞ
ᡂᡞᩘ
27,316ᡞ

╔ᕤ☜ᐃᡞᩘ
䠄ᡂ䛧䛯䜒䛾ྵ䜐䠅

ίӋᎋὸ ᧵ᅕὉែٻᩗỆấẬỦܔരއര

ᡂᡞᩘ
᪥
ͤ ᖹᡂ23ᖺ6᭶8᪥ 1000ศ⌧ᅾ䠄ᅜᅵ㏻┬ఫᏯᒁ䠅 䠄ͤ䠅ྛ┴䛜බ⾲䛧䛶䛔䜛╔ᕤ
ணᐃཬ䜃╔ᕤ῭䜏ᡞᩘ

ධᒃ⪅

Ꮩ⊂Ṛ䠋⊂ᒃṚ 䠄ͤ䠅

௬タఫᏯ

46,617ே

233ே

䠄1995ᖺ䛛䜙1999ᖺᮎ䜎䛷⣼ィ䠅䠄ͤͤ䠅

⯆ఫᏯ

42,100ᡞ

681ே

䠄2000ᖺ䛛䜙2010ᖺ䜎䛷⣼ィ䠅

ͤ
රᗜ┴㆙
ͤͤ ௬タఫᏯ䛿䚸2000ᖺ䛻ゎᾘ
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㐲㝸⌮デ᩿䞉㐲㝸ᨺᑕ⥺デ᩿

ƂಒᙲƃᚮၲǍ૾ע၏ᨈƷҔࠖƕᢒᨠעƷᧉݦҔၲೞ᧙ሁƔǒᚮၲ
ૅੲǛӖƚǔ
ƂјௐƃᧉݦҔɧឱƷ؏עưǋᧉݦႎƳҔၲǛӖƚǒǕǔǑƏƴƳǔ

Ƃಒᙲƃ˳ኵጢƷ᫋ࣇᦟପᲢ၏ྸဒᲣǍधᎍƷ:ዴϙჇሁǛˡᡛ
ƠŴᢒᨠעƷᧉݦҔƕဒᚮૺǛܱ
ƂјௐƃᧉݦҔƴǑǔ᭗ࡇưᧉݦႎƳᚮૺǛჺ᧓ưӖƚǒǕǔ

ᑓ㛛་⒪ᶵ㛵

ᆅ᪉㝔䞉デ⒪ᡤ
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ᝈ⪅ሗఏ㏦
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ᑓ㛛་
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䝛䝑䝖䝽䞊䜽
デ⒪ᨭ

ㄞᙳ⤖ᯝ㏦ಙ
ᑓ㛛་

⥲ྜ་

㐲㝸デ⒪䞉㐲㝸ᗣ⟶⌮
Ƃಒᙲƃဃ˳ऴإᲢ˳ภŴᘉןŴᏦਊŴބኄ͌ሁᲣǛσஊƢǔƱƱǋƴŴ
68ᩓᛅሁǛʼƠƯᢒᨠעƷҔࠖƴǑǔᚮၲȷͤࡍਦݰሁǛܱ
Ƃјௐƃʖ᧸ҔၲƷਖ਼ᡶŴƖǊኬƔƍͤࡍਦݰሁƕӧᏡƴ

ᆅ᪉㝔䞉デ⒪ᡤ

⏝⪅Ꮿ
⏕యሗఏ㏦
ሗ㏻ಙ
䝛䝑䝖䝽䞊䜽
デ⒪䞉
䞉ᗣᣦᑟ
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䞉䝃䞊䝡䝇䝰䝕䝹䛸䛧䛶䛾ᵓ㐀
䞉ᚲせ䛺ᢏ⾡䞉ἲไᗘ ➼

ᚲせ䛺ᢏ⾡䜔ἲไᗘ䜢㛤Ⓨ䞉ᥦゝ䚹

䜽䝷䜴䝗䞉䝬䜲䜾䝺䞊
䝅䝵䞁᳨ウWG

䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜈䛾䛺䝬䜲䜾䝺䞊䝅䝵䞁ᐇ
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䝗䛃䝥䝻䝖䝍䜲䝥䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹
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2010ᖺ䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᕷሙつᶍ䛿⣙36ⓒ൨䚹2015ᖺ䛻䛿6ಸᙉ䛾⣙2.3䜈ᡂ㛗䚹
䠄ὀ䠅 ⾜ᨻ䚸་⒪䚸ᩍ⫱➼䜈䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䛻ྥ䛡䛯ᨻ⟇ᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸⣙56ⓒ൨䛾ᕷሙᣑ䛜
ぢ㎸䜎䜜䜛䚹

㻞㻡㻘㻜㻜㻜

䠄൨䠅
㻞㻞㻘㻡㻥㻜
㻝㻘㻟㻣㻢
㻝㻘㻝㻣㻠

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻤㻘㻥㻝㻥
㻟㻘㻜㻞㻥

㻝㻘㻜㻤㻣
㻥㻢㻡
㻝㻡㻘㻞㻠㻤

㻝㻡㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻘㻤㻞㻡
㻡㻞㻤
㻡㻝㻠
㻝㻘㻝㻥㻜

㻞㻘㻤㻠㻡

㻣㻘㻣㻥㻡
㻞㻣㻜
㻞㻡㻜
㻡㻥㻢

㻞㻘㻜㻟㻟

㻞㻘㻢㻢㻢

㻝㻘㻢㻝㻡

㻝㻘㻥㻣㻣

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻡㻘㻜㻜㻜

㻵㼍 㼍 㻿䠄᪂つ䠅

㻞㻘㻠㻝㻞

㻟㻘㻢㻟㻠
㻝㻘㻝㻝㻢
㻢㻜㻟

㻼㼍 㼍 㻿䠄᪂つ䠅

㻠㻘㻝㻥㻡

㻤㻜㻜
㻣㻡㻜
㻝㻘㻣㻥㻤

ᨻ⟇ᨭ僑僮僱
᪂ᕷሙฟຠᯝ

㻿㼍 㼍 㻿䠄᪂つ䠅
㻟㻘㻡㻝㻥

㻵㼍 㼍 㻿
㻟㻘㻡㻤㻜

㻼㼍 㼍 㻿
㻿㼍 㼍 㻿

㻟㻘㻝㻞㻠

㻝㻘㻠㻥㻥

㻥㻘㻞㻟㻡

㻣㻘㻤㻝㻞
㻢㻘㻟㻥㻜

㻟㻘㻡㻢㻡

㻠㻘㻡㻤㻟

㻝㻘㻥㻝㻠

㻜
㻞㻜㻝㻜

૰ᲰᲮ

㻞㻜㻝㻝

㻞㻜㻝㻞

㻞㻜㻝㻟

㻞㻜㻝㻠

㻞㻜㻝㻡

䠄ᖺ䠅

Ẑ ᾐᾢᾟὉᾢᾰᾰᾢỶὅἒἋἚἼὉἅὅἏὊἉỴἲẑίᾐᾢᾟᾘᾒὸỉಒᙲ

ྡ ⛠ 䠖 ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே ASP䞉SaaS䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
ͤ䛂≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே ASP䡡SaaS䡡䜽䝷䜴䝗 䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䜈䛾ྡ⛠ኚ᭦䜢⏦ㄳ୰

ဨᩘ 䠖 160♫ 䠄ᖹᡂ23ᖺ6᭶Ⅼ䠅
ͤASP䡡SaaS/䜽䝷䜴䝗ᴗ⪅䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ᴗ⪅䚸㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅䚸㏻ಙᶵჾ䝯䞊䜹䞊➼䚸ASP䡡SaaSཬ䜃䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻㛵䜟䜛ᴗ⪅

䕿 ASP䡡SaaS䛾၏୍䛾ᴗ⏺ᅋయ䛸䛧䛶䚸♫䞉⤒῭άື䛻ྍḞ䛺䝃䞊䝡䝇䜲䞁䝣䝷䜈䛸ኚㇺ䛩䜛ASP䡡SaaS䛾୍ᒙ䛾ಁ㐍䛾䛯
䜑䚸ဨ䛻ᑐ䛩䜛ሗᥦ౪䞉ඹ᭷䚸䝡䝆䝛䝇ᨭ䚸䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾ཷク䚸ᨻ⟇䞉ไᗘ❧ᨭ➼䜢ᐇ䚹
䕿 Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺ASP䡡SaaS䛾ᬑཬಁ㐍⎔ቃ䛾㔊ᡂ䛻ྥ䛡䛶䚸⥲ົ┬䛸ASPIC䛜ඹྠ䛧䚸ྛ✀䛾ASP䡡SaaSᴗ⪅䛾ྥ䛡䛾䜺䜲䝗
䝷䜲䞁➼䜢⟇ᐃ䚹
䕿 ASPIC䛿䚸2008ᖺᗘ䛂㟁Ἴ䛾᪥䞉ሗ᥎㐍᭶㛫䛃䛻䛶䛂⥲ົ⮧㈹䛃䜢ཷ㈹䚹⥲ົ┬䛿䚸ASPIC䛜ᐇ䛩䜛䝉䝭䝘䞊➼䛾ྲྀ⤌䜢
ᚋ䚹
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 ศ㔝ูᕷሙᣑ◊✲
ࠕศ㔝ูᕷሙᣑ◊✲ࠖ࠾ࡅࡿศ㔝ู࣭ᴗ✀ูࡢ◊✲άືࢆ㏻ࡌࠊASP㺃SaaSࡢᕷሙᣑࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊᕷሙືྥࡢ㞟ศᯒࠊ⏝/ᥦ౪ୖࡢㄢ㢟ᢳฟࠊᐇド/ゎỴ᪉ἲ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊဨࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ
ྥୖࡸྛ᪉㠃ࡢᥦゝ➼ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࠋ

 ⥲ົ┬䛸䛾ྜྠ䛻䜘䜛ASP䡡SaaSᬑཬಁ㐍䛾᥎㐍
⥲ົ┬ྜྠࡋ࡚㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠕASP㺃SaaSᬑཬಁ㐍༠㆟ࠖ࠾ࡅࡿ㛵ಀ┬ᗇ࣭ᶵ㛵ࡸ᭷㆑⪅ࢆ࠼
ࡓጤဨ/WGάືࢆ㏻ࡌࠊᬑཬಁ㐍➼ྥࡅࡓᣦ㔪ཬࡧ࢞ࢻࣛࣥ⣲⟇ᐃࠊᨻ⟇ᥦゝࢆ⾜࠺ࡶࠊ
㛵㐃ࡍࡿᨻᗓ⟇ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬࣭ᨭ➼ࡘ࠸࡚ࡶ᥎㐍ࠋ

 ASP䡡SaaS䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ಁ㐍༠㆟䛾᥎㐍
ࠕASP㺃SaaSࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ಁ㐍༠㆟࡛ࠖࡣࠊࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ษ࡞ᬑཬಁ㐍ࡴࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠺
ጤဨ/WGࢆ㏻ࡌࠊ⥲ົ┬㐃ᦠࡋ࡚ࠊࢡࣛ࢘ࢻ௦࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢᏳᛶ࣭ಙ㢗ᛶࠊ⏝ᣑ
ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᡓ␎➼ࡢㄢ㢟ᢳฟࠊゎỴ᪉⟇ࡸᨻ⟇ᨭ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀ┬ᗇ➼ྛ᪉㠃ࡢᥦゝࢆ
᥎㐍ࠋ

 ASP䡡SaaSᏳ䞉ಙ㢗ᛶ䛻ಀ䜛ሗ㛤♧ㄆᐃไᗘ䛾᥎㐍
⏝⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚ASP㺃SaaSࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕASP㺃SaaSࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳ࣭ಙ㢗ᛶಀࡿሗ㛤♧
ㄆᐃไᗘࠖࡘ࠸࡚ࠊㄆᐃᶵ㛵ࡢ㸦㈈㸧࣐ࣝࢳ࣓ࢹ⯆ࢭࣥࢱ࣮ࡢົᒁⓗᴗົࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢᬑཬ
ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ

 ဨ䝃䞊䝡䝇

ASP㺃SaaS㺃ࢡࣛ࢘ࢻࣅࢪࢿࢫࡢᕷሙᣑࠊဨࣅࢪࢿࢫࡢⓎᒎ࣭ᣑࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮࣭᭱᪂ሗᥦ౪
ࢆᐇࠋ
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ᏑὉ˺ɼ˳
䞉䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ␎䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝⠊ᅖᣑ䛻ྥ䛡䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜔䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝䜢ಁ㐍䛩
䜛䛯䜑䛾⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䜢⾜䛖᪨䜢ᥦၐ䚹
䞉䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝⠊ᅖᣑ䛻ྥ䛡䛯ᴗ⪅ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉
䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄䠝䠯䠬䠥䠟䠅䛜䚸㛵ಀᴗ⏺䜔᭷㆑⪅➼䛾ཧຍ䜢ᚓ䛶ᐇ䛧䛯᳨ウ䠄⥲ົ┬䛛䜙䛾ㄪᰝ◊✲ጤク䠅䜢㋃䜎䛘䛶⥲ົ
┬䛜⟇ᐃ䚹
䞉䜎䛯䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝⪅ྥ䛡䛾䜺䜲䝗䛻䛴䛔䛶䛿䚸⥲ົ┬䛜ㄪᰝ◊✲䜢ጤク䛧䚸᭷㆑⪅䜔䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᴗ
⪅䛾ពぢ䜢ཧ⪃䛻䛧䛺䛜䜙Ẹᑟ䛷᳨ウ䜢䛩䛩䜑䚸 㻭㻿㻼㻵㻯䛜⟇ᐃ䚹

ɼễỾỶἛἻỶὅ
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜་⒪ሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㝿䛾Ᏻ⟶⌮䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄ᖹᡂ21ᖺ䠓᭶14᪥⟇ᐃ䚸ᖹᡂ22ᖺ12᭶24᪥ᨵゞ䠅
་⒪ሗ䛾㔜せᛶ䛛䜙ぢ䛯㧗ᗘ䛺Ᏻᛶ☜ಖ䛾せồ䜢㋃䜎䛘䚸་⒪ሗ䛜ASP䞉SaaSᴗ⪅䛻䜘䛳䛶㐺ṇ䛛䛴Ᏻ䛻
ྲྀ䜚ᢅ䜟䜜䚸་⒪ሗ䛻䛚䛡䜛ASP䞉SaaS䛾⏝䛾㐺ษ䛺ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚹
ᰯົศ㔝䛻䛚䛡䜛ASP䞉SaaSᴗ⪅ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄ᖹᡂ22ᖺ10᭶15᪥⟇ᐃ䠅
ᰯົศ㔝䛻䛚䛔䛶ASP䞉SaaS䜢㐺ษ䛻ᬑཬ䞉ಁ㐍䛥䛫䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸ASP䞉SaaSᴗ⪅䛜ᰯົศ㔝䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛
㝿䛻䚸㑂Ᏺ䜎䛯䛿␃ព䛩䜉䛝㡯䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛧䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚹
䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾ಖㆤ䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䠓᭶⟇ᐃணᐃ䠅
ᴗ➼䛷䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᴗ➼䛾Ⴀᴗ⛎ᐦ➼䛾 ಖㆤ䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛻㈨䛩䜛䛯
䜑䚸䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛾ᡭ㡰䛻ᚑ䛳䛶Ⓨ⏕䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䝸䝇䜽䜢ᩚ⌮䛧䚸ዎ⣙䛻ඛ❧䛱๓☜ㄆ䛧䛶䛚䛟䜉䛝㔜せ䝫䜲䞁䝖
䜢᫂♧䛧䛯䛂䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾ಖㆤ䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛃䜢⟇ᐃ䚹
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z 䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏ᢏ⾡䛸⏝ᢏ⾡䚸䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮㛫䛾䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇ᢏ⾡➼䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䜔ᐇドᐇ㦂䛾ᨭ䚸
ᶆ‽➼䜢᥎㐍䛧䚸䜘䜚㧗ಙ㢗䛛䛴㧗ရ㉁䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛺ᥦ౪ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛩䚹
z 䛣䛾䜘䛖䛺䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮ᢏ⾡➼䛻ಀ䜛ㅮ₇䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮➼䛾㛤ദ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ά⏝䛧䛯ሗᥦ౪䛾ಁ㐍䛺䛹䛾
ᬑཬၨⓎάື䜢᥎㐍䛩䜛䚹
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䖃 ᖹᡂ23ᖺ3᭶11᪥䛾㟈⅏┤ᚋ䛛䜙䝔䝺䝽䞊䜽ᨭ䝒䞊䝹䛾↓ൾᥦ౪䛺䛹䛾䝃䞊䝡䝇䛜Ⓩሙ䚹䜎䛯䚸䝔䝺䝽䞊
䜽䝅䝇䝔䝮䛻㛵䛩䜛ၥ䛔ྜ䜟䛫䞉┦ㄯ䛜ቑຍ䚹
䖃 㟈⅏┤ᚋ䛾㏻ᅔ㞴䜔ィ⏬㟁➼䛾㠀ᖖ䛻䛚䛡䜛ᴗົ⥅⥆䠄䠞䠟䠬ᑐᛂ䠅䚸ኟ䛾⠇㟁ᑐ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸
ᅾᏯົ䛾ᑟධ䜢᳨ウ䞉ᐇ䛩䜛ᴗ䛜ቑຍ䚹
㟈⅏ᚋ䛾䝔䝺䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮ᥦ౪ᴗ䛾ືྥ
䕔 ᪥ᮏ䝴䝙䝅䝇
䠱䠯䠞ᆺㄆド䜻䞊䜢⏝䛧䛯䝸䝰䞊䝖䜰䜽䝉䝇䝒䞊䝹䛂S䠝䠯䠰䠥䠧䝃䞊䝡䝇䛃䛾ၥ
䛔ྜ䜟䛫䛜⣙䠑ಸ䛻ᛴቑ䚹 䜎䛯䚸㟈⅏䞉㟁➼䛻䜘䜚㏻ᅔ㞴䛺♫ဨ䞉⫋ဨ
䛜䛔䜛ᴗ䞉ᅋయྥ䛡䛻ྠ䝃䞊䝡䝇䜢䠏䛛᭶㛫↓ൾᥦ౪䚹

㟈⅏ᚋ䛾䝔䝺䝽䞊䜽ᑟධᴗ䛾ືྥ
䕔 ᖇே
3᭶14᪥௨㝆䚸㏻➼䛻䜘䜚ฟ♫䛷䛝䛺䛛䛳䛯⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶䚸ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷ᴗົ
䜢ᐇ䛩䜛䜘䛖㏻▱䚹䜎䛯䚸ᚋ䛾㟈⅏ᑐ⟇䛸䛧䛶䚸ᮾிᮏ♫䚸ᮾ㟁⟶ෆ䛾ᴗᡤ䞉◊
✲ᡤ䛾⫋ဨ䠄⣙2,000ྡ䠅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝔䝺䝽䞊䜽ᑟධ䜢┠ᣦ䛩䚹

䕔 NTT䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝈
䜽䝷䜴䝗ᆺ䛾䝅䞁䜽䝷䜲䜰䞁䝖䝃䞊䝡䝇䛷䛒䜛䛂Biz䝕䝇䜽䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇䛃䛻䛴䛔
䛶䚸㟈⅏ᚋ2㐌㛫䛷ၥྜ䛫䞉┦ㄯ䛜㏻ᖖ䛾⣙5ಸ䠄150௳䠅䛻ᛴቑ䚹

䕔 ᪥ᮏ䝬䜽䝗䝘䝹䝗
ᮏ♫䜸䝣䜱䝇䛷䛿䚸ṧᴗ䝊䝻䛾᥎㐍䞉✵ㄪ䞉↷᫂䛾๐ῶ䛸ྜ䜟䛫䛶䚸♫ဨྜィ⣙300ྡ
䜢ᅾᏯົⓏ㘓䛩䜛䛸䜒䛻䚸୍ᩧኟᮇఇᴗྲྀᚓ䜢ዡບ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䜸䝣䜱䝇ᾘ㈝㟁ຊ
䛾๓ᖺẚ25%๐ῶ䜢┠ᣦ䛩䚹

䕔 NTT䜰䜲䝔䜱
ASP䝃䞊䝡䝇䛷䛒䜛䛂䝬䝆䝑䜽䝁䝛䜽䝖䛃䛾⏦㎸䜏䛜㟈⅏ᚋ⣙10ಸ䛻ᛴቑ䚹

䕔 ᐩኈ㏻䝽䜲䜶䝣䝅䞊
ᖺᗘ䛛䜙♫ဨ䛜䝔䝺䝽䞊䜽䛷䛝䜛ไᗘ䛻ᨵᐃ䞉䝔䝺䝽䞊䜽䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ኟ
䜒BCPᑐ⟇䛸䛧䛶ᘬ䛝 ⥆䛝䝔䝺䝽䞊䜽䜢ᐇணᐃ䚹

䕔 䝅䝇䝁䝅䝇䝔䝮䝈䚸ᐩኈ㏻
ᅾᏯົ⏝䛾䜴䜵䝤㆟䛾ᨭ䝃䞊䝡䝇䜢↓ൾᥦ౪䚹
䕔 䝬䜲䜽䝻䝋䝣䝖
Lync (㡢ኌ䠋䝡䝕䜸㏻ヰ䚸䝥䝺䝊䞁䝇䛻䜘䜛ᅾᖍ☜ㄆ䚸㛫⟶⌮䚸䜲䞁䝇䝍䞁䝖
䝯䝑䝉䞊䝆䞁䜾䚸䜸䞁䝷䜲䞁㆟➼䛾⤫ྜ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䠅䛾䜸䞁䝷䜲䞁∧䜢ྵ䜑䛯
䝯䞊䝹䞉䝫䞊䝍䝹➼䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⌧ᅾ90᪥㛫↓ൾ䛷ᥦ౪䚹䜎䛯䚸䜸䞁䝷
䜲䞁㆟䜔PC䜢⤒⏤䛧䛯IP㟁ヰ䛻䛴䛔䛶䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜ቑຍ䚹
䕔 䠥䠥䠦䚸䝃䜲䝪䜴䝈䚸䝤䜲䜻䝳䞊䝤䚸䝷䜲䝣䝛䝇
䜽䝷䜴䝗/䠯䠽䠽䠯ᆺᅾᏯົ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻ྥ䛡䛯༠ᴗ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢䠐᭶䛛
䜙㛤ጞ䚹
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䕔 NTT䜾䝹䞊䝥
⠇㟁ᑐ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ᣢᰴ♫䚸䝗䝁䝰䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝈䚸䝕䞊䝍䛺䛹䛷ᅾᏯ
ົไᗘ䛾ά⏝䜢᳨ウ䚹≉䛻䚸ᣢᰴཬ䜃䝕䞊䝍䛿䝣䝻䜰㛢㙐䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䝣䝻䜰༢䛷
♫ဨ䛾ᅾᏯົ䛾ᣑᐇ䚹
䕔 䝋䝣䝖䝞䞁䜽
䜾䝹䞊䝥䠑♫䛾䜋䜌♫ဨ䠎ே㏆䛟䜢ᑐ㇟䛻䚸ᅾᏯົ䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䜢5᭶䛛䜙㡰
ḟᑟධ䛧䚸䠒᭶䛻ᑟධணᐃ䚹✵ㄪ ᗘタᐃ䛾ኚ᭦䜔↷᫂ჾල䛾㛫ᘬ䛝䚸↷ᗘኚ
᭦➼䛾⠇㟁ᑐ⟇䛸ే䛫䚸䜸䝣䜱䝇ᾘ㈝㟁ຊ30%๐ῶ䜢┠ᣦ䛩䚹
䕔 䠧䠠䠠䠥
⠇㟁ᑐ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ᑵᴗ㛤ጞ㛫䜢䠍䡚䠎㛫᪩䜑䠑㛫䛾ෆ䠇༗ᚋ䠎䠊䠑
㛫䛾ᅾᏯົ䛸䛩䜛ไᗘ䜢ᑟධ䚹⤊᪥ᅾᏯົ䛾ዡບ䜒ྵ䜑䚸ᮏ♫䝡䝹ົ⪅䛾⣙
䠐䛷ᅾᏯົ䜢ᐇ䚹

ࣄὉࣄᐻ᧙ᡲἙὊἑỉἙἊἑἽἧỻὊἰἕἚỂỉπỉ̟ᡶ

䖃 ᦠᖏ㟁ヰ➼䛛䜙䛾䜰䜽䝉䝇䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㈇Ⲵ㍍ῶ䚸ሗ䛾䠎ḟⓗ䛺⏝䛺䛹⪃៖䛧䚸ሗ䛿䚸PDF䜔
Word䚸Excel➼䛾ᙧᘧ䛾䜏䛷䛿䛺䛟䚸䠤䠰䠩䠨䚸䠟䠯䠲➼䛷䜒ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢᥎ዡ䛧䛶䛔䜛䚹

䝍䜲䝖䝹

ᴫせ

ᅜẸ䜈Ⓨಙ䛩䜛㔜せሗ䛾䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶
䠄2011/3/18LASDEC䜘䜚ᅜᆅ᪉බඹᅋయ䜈㏻▱䠅

䜘䜚ከ䛟䛾᪉䛻⡆᫆䛻ሗ䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䛔䛯䛰䛡䜛䜘䛖䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛩䜛䝣䜯䜲䝹䛾
䝕䞊䝍ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶䛤୍⪃䛔䛯䛰䛝䚸ᅜẸ䜈䛾䛺ሗᥦ౪䜢䛤᳨ウ䛔䛯䛰䛝
䛯䛔䚹ලయⓗ䛺䝣䜯䜲䝹䛾බ㛤᪉ἲ䛸䛧䛶ୗグ䜢♧䚹
䞉ሗ䛿䚸PDF䛾䜏䛷䛿䛺䛟HTMLᙧᘧ䛾䝣䜯䜲䝹䜒බ㛤䛩䜛䚹
䞉⣬㈨ᩱ䛾䝇䜻䝱䞁䝣䜯䜲䝹䛿PDF䛷䛿䛺䛟䚸JPEG䛸䛩䜛䚹
䞉ᙧᘧ䝕䞊䝍䛾䝣䜯䜲䝹䛿䚸Excelᙧᘧ䛷䛿䛺䛟䚸CSV䛸䛩䜛䚹

㟈⅏㛵㐃ሗ䛾ᥦ౪䛻ಀ䜛༠ຊ౫㢗
䠄2011/3/22ෆ㛶ᗈሗᐁ䜘䜚ྛᗓ┬䜈㏻▱䠅

䞉ྛᗓ┬䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䜈䛾ᥖ㍕䜢㏻䛨䛶䚸㎿㏿䛛䛴ᅜẸ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔ᙧ䛷ᚲ
せ䛺ሗ䛾Ⓨಙ䛻ດ䜑䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䞉ᚋ䚸⿕⅏ᆅ䛷䛾ሗ㞟ᡭẁ䛸䛧䛶䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛾㔜せᛶ䛜᱁ẁ䛻ቑ䛩䛸⪃䛘
䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸㏿䜔䛛䛻ᦠᖏ㟁ヰྥ䛡䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢⏝ព䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䜎䛯䚸ྠᵝ䛾ほⅬ䛛䜙䚸䠬䠠䠢➼䛾䝨䞊䝆䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠤䠰䠩䠨ᙧᘧ䛾䝨䞊䝆䜈ኚ᭦
䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈➼䛻ಀ䜛ሗᥦ౪䛾䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ䛻
䛴䛔䛶
䠄2011/3/29⥲ົ┬䜘䜚ྛᗓ┬䜈㏻▱䠅

䞉䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛻䛿䚸ᴟຊPDF➼䛾ᐜ㔞䛾䛝䛔䝣䜯
䜲䝹ᙧᘧ䛾䜏䛻䜘䜛䛾䛷䛿䛺䛟html䜔csv➼䛾ẚ㍑ⓗᅇ⥺㈇ᢸ䛾ᑡ䛺䛔䝣䜯䜲䝹
ᙧᘧ䜢⏝䛔䜛䛺䛹䚸ᅜẸ➼䛻ᑐ䛧䛺ሗᥦ౪䜢ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᥖ㍕䛩䜛䝣䜯䜲
䝹ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶ᚚ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈➼䛻ಀ䜛ሗⓎಙ䛾䝕䞊䝍ᙧᘧ䛻
䛴䛔䛶
䠄2011/3/30⤒῭⏘ᴗ┬䜘䜚♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ
䜈㏻▱䠅

䞉䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛚䛔䛶ሗⓎಙ䜢⾜䛖ሙྜ䛻䛿䚸ᴟຊPDF➼⮬ືฎ⌮䛜䛧䛻䛟䛔
䝕䞊䝍ᙧᘧ䛾䜏䛻䜘䜙䛪HTML,CSV➼䛾⮬ືฎ⌮䛻㐺䛧䛯䝕䞊䝍ᙧᘧ䜢ే⏝䛧䛯䜚䚸
ู㏵䜸䞊䝥䞁䛺ሗⓎಙAPI䜢ᩚഛ䛩䜛䛺䛹䚸䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛩䜛᪉ἲ䜢㓄៖䛔䛯䛰
䛝䛯䛔䚹

㧗ᗘሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽♫᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊㟁Ꮚ⾜ᨻ䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䠄➨䠍䠐ᅇ䠅㈨ᩱ䠍䜢䜒䛸䛻సᡂ
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ཋ්ሥྸὉỉܤμࣱ

ഏɭˊऴܼإᩓẆἭὊἲἕἚὁὊἁ

䞉䝞䝇⨨ሗ⟶⌮䝅䝇䝔䝮
䞉ほගሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮

㟁Ꮚ䝍䜾䛻䜘䜛≀ὶ⟶⌮䚸㣗ရ䛾䝖䝺䞊䝃䝡䝸
䝔䜱䛾㧗ᗘ䞉ຠ⋡➼䜢ᐇ⌧

䝽䜲䝲䝺䝇ᐙ㟁䝅䝇䝔䝮䛾ᑟධ䜢ᐇ⌧

ᾘᾣᾢ

Ҕၲ

ᄙ̑мნйр
มᅄᄝрఌ௲

ඛ⾜㌴
ഃ᪉㌴

䡚䠍䠌䠌䡉

ഃ᪉㌴

ᨾ䜢ᮍ↛䛻㜵Ṇ䛩䜛Ᏻᚰ䡡Ᏻ䛺㧗ᗘ䠥䠰䠯
䛾ᑟධ䜢ᐇ⌧

ᗣ⟶⌮䛾ຠ⋡䚸᪂䛯䛺デᐹᢏ⾡䛾ᐇ⌧

ἿἮἕἚ

ᩓ܇ἰὊὉ૰ӓӖ

㟁Ἴ䛻䜘䜛ᑐ㇟≀䛾ㄆ▱䚸ጼໃไᚚ➼
䛾㧗ᗘ䛺䝉䞁䝃ᢏ⾡䚸㐲㝸ไᚚᢏ⾡䛾
ᐇ⌧

ෙỉἰἽἓἳἙỵỴ

πσЎẆܤμὉ࣎ܤ

ᦠᖏ㟁ヰ➼䛻䜘䜛㟁ᏊỴ῭䚸䜺䝇ṧ㔞䞉
ᾏୖ⯟⾜䛾Ᏻᛶ䜢㧗䜑䜛䝤䝻䞊䝗
⏝㔞䛾☜ㄆ➼ᩱ㔠ཷ䛾ຠ⋡
䝞䞁䝗㏻ಙ䛾ᐇ⌧

බඹศ㔝䛾↓⥺㏻ಙ䛾㧗ᗘ➼䛻䜘䜛Ᏻ
䞉Ᏻᚰ䛺♫䛾ᐇ⌧

᪂䛯䛺㟁Ἴ⏝䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾⏝ᢏ⾡䛾ᐇ⌧䚸ಁ㐍᪉⟇➼䜈䛾ᑐᛂ
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᪂䛯䛺㟁Ἴ⏝䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚䚸2020ᖺ䛻᪂䛯䛻50つᶍ䛾㟁Ἴ㛵㐃ᕷሙ䜢ฟ

᪂䛯䛻䠑䠌䛾㟁Ἴ㛵㐃ᕷሙ䛾ฟ
90

࣡ࣖࣞࢫ᪂ࢧ࣮ࣅࢫ࣭㛵㐃ศ㔝Ἴཬ

80.4

22.1

70

55.5

䞉䝜䞊䝖PCᕷሙ

䞉ᗈ࿌⏝䝕䜱䝇䝥䝺䜲ᕷሙ

䞉䝩䞊䝮䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᕷሙ

䞉䜹䝥䝉䝹ෆど㙾䛻䜘䜛᳨デ 䞉䝟䞊䝖䝘䞊䝻䝪䝑䝖ᕷሙ ➼

70.9

80

䞉䝺䝁䞊䝎䞊ᕷሙ

ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫ
䞉ᦠᖏ⏝䝀䞊䝮ᶵᕷሙ 䞉䜹䞊䝘䝡䝅䝇䝔䝮ᕷሙ

16.4

䞉RFIDᕷሙ

60
44.6

䞉ᦠᖏ㟁ヰྥ䛡䝀䞊䝮ᕷሙ

䞉㡢ኌ䞉㡢ᴦ䛾ᦠᖏ㟁ヰ㓄ಙᕷሙ

9.1

➼

50
5.7

31.7

40
25.3

10

䞉䝽䜲䝲䝺䝇䞉䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᕷሙ
䞉䝔䝺䝡ᨺ㏦ᴗᕷሙ 䞉䝷䝆䜸ᨺ㏦ᴗᕷሙ

2.8
6.4
11.6
4.4

࣡ࣖࣞࢫᇶᮏࢧ࣮ࣅࢫ
䞉ᦠᖏ㟁ヰᕷሙ䠄㏻ヰ䞉䝕䞊䝍ఏ㏦ᩱ䠅

18.7

30
20

35.0

24.8

14.3

15.2

16.0

16.2

5.9

6.3

6.8

7.2

࣡ࣖࣞࢫࣥࣇࣛ
䞉ᦠᖏ㟁ヰᕷሙ䠄䝝䞊䝗䜴䜵䜰䠅 䞉ⷧᆺ䝔䝺䝡ᕷሙ

0

䞉䝷䝆䜸ཷಙᶵᕷሙ
䞉⛣ື⣔㏻ಙᴗ䛾タഛᢞ㈨

ྵנ

․•‣‥࠰

․•‣‧࠰

․•‣࠰

․•․•࠰

䞉ᆅୖἼᨺ㏦䛾タഛᢞ㈨㢠

➼

䛣䜜䜙䛾┤᥋ຠᯝ䛻ຍ䛘䚸
70つᶍ䛾Ἴཬຠᯝ䜢ฟ

✚ᴟⓗ䛺ᅜ㝿ᒎ㛤᪉⟇䛻䜘䜚䚸
8つᶍ䛾㍺ฟᕷሙ䜒ฟ

2015ᖺ э 37.6
2020ᖺ э 68.9

2015ᖺ э 6
2020ᖺ э 8

➼

ἭὁỶἚἋἬὊἋỉဇỆợỦࣱ҄؏ע
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䖃 ᪂䛯䛺㟁Ἴ⏝䝅䝇䝔䝮䜔䝃䞊䝡䝇䛜㐍ᒎ䛧䚸ᚋ䜒࿘Ἴᩘ䛻ᑐ䛩䜛㟂せ䛾ቑ䛜ண 䛥䜜䛶䛔䜛
୰䚸᪂䛯䛻⏝ྍ⬟䛺࿘Ἴᩘ䜢ฟ䛩䜛ẐἭὁỶἚἋἬὊἋẑ䛾ά⏝䛜ୡ⏺ⓗ䛻ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䖃 ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䝩䝽䜲䝖䝇䝨䞊䝇䜢ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ሗⓎಙ➼䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦά
ᛶ䜔᪂⏘ᴗ䛾ฟ䛺䛹䛻䛴䛺䛜䜚䚸ෆ㟂ᑟᆺ䛾⤒῭ᡂ㛗䛻ᐤ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮇᚅ䚹
䈜 䝩䝽䜲䝖䝇䝨䞊䝇䛸䛿䚸ᨺ㏦⏝䛺䛹䛒䜛┠ⓗ䛾䛯䜑䛻䜚ᙜ䛶䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᆅ⌮ⓗ᮲௳䜔ᢏ⾡ⓗ᮲௳䛻䜘䛳䛶
䛾┠ⓗ䛻䜒⏝ྍ⬟䛺࿘Ἴᩘ䜢䛔䛖䚹

⇟∃∞⇪ᇤ২ᚨ∝ᢂעט

⇉⇬⇱∋∅⇙؏עӼↀऴإ
੩̓⇛∞⇹⇟

䝇䝫䞊䝒➇ᢏሙ䛷䚸⊂⮬䝁䞁䝔䞁䝒
䜔ᐇἣ୰⥅䛾㓄ಙ

ᆅᇦ䛾䝍䜴䞁ሗ䜔⾜ᨻ⤂䚸་
⒪ሗ䚸Ꮚ⫱䛶ᨭ䛺䛹䝁䝭䝳䝙
䝔䜱ྥ䛡䛾ሗ䜢ᥦ౪

ᐇἣ୰⥅

ҫҿѴҘ҉Ҫ̔҉р
ިᄝદᆍ

ᒃ㓇ᒇ
䝯 䝙 䝳 䞊䠃䜽 䞊䝫䞁

ᒃ㓇ᒇ 䖃䖃䖃䖃
> ఫᡤ @ە ەەەەە ەەەەەە
> 㟁ヰ @ە ەەەەە ەەەەەە

⮬య

ᚇή

ʩᡫೞ᧙

᪑⾜⪅䛻ᑐ䛧䚸ほග䝇䝫䝑
䝖䜔䜲䝧䞁䝖ሗ䜢㓄ಙ

ᆅୗ㕲䜔✵
䞁䝒䜢㓄ಙ

䛷ᗈ࿌䜔⊂⮬䝁䞁䝔

ᒃ㓇ᒇ
䝯 䝙 䝳 䞊䠃䜽 䞊䝫䞁

ᒃ㓇ᒇ䖃䖃䖃䖃
> ఫᡤ @ەەەەەەەەەەەە
> 㟁ヰ @ەەەەەەەەەەەە
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ᾘᾒᾣМဇỉẺỜỉᙹСὉСࡇો᪃ỆếẟềṞ

Ṳ ࡅỉẐૼᧈဦẑởẐૼẺễऴإᡫ̮২ᘐဦẑỆấẟềẆᾘᾒᾣỉМဇử᧹ớСࡇὉᙹСሁỉ࣋ࡁႎễඹẟЈẲửᘍ
ẟẆẸủỤỉ৷ஜႎễᙸႺẲửỦẮểሁầਫ਼ậỤủẺểẮỨẇ
Ṻૼᧈဦ ίᾁᾁ࠰ᾅஉᾀᾇଐ᧚ᜭൿܭὸ
➨䠏❶ 䠓䛴䛾ᡓ␎ศ㔝䛾ᇶᮏ᪉㔪䛸┠ᶆ䛸䛩䜛ᡂᯝ 䍾㻞㻝ୡ⣖᪥ᮏ䛾ά䛻ྥ䛡䛯㻞㻝䛾ᅜᐙᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖䍿
䊤䠊⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䞉ሗ㏻ಙ❧ᅜ䛻䛚䛡䜛ᅜᐙᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖 㻝㻢㻚㻌ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䛾ಁ㐍

䠄␎䠅䜎䛯䚸㧗ᗘሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽♫᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊䠄㻵㼀ᡓ␎ᮏ㒊䠅䜢୰ᚰ䛻䚸ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䜢㜼ᐖ䛩䜛ไᗘ䞉つไ➼䛾ᚭᗏⓗ䛺Ὑ䛔
ฟ䛧➼䜢ᐇ䛩䜛䚹䛒䜟䛫䛶䚸䛂ග䛾㐨䛃ᵓ䠄㻞㻜㻝㻡ᖺ㡭䜢┠㏵䛻䛩䜉䛶䛾ୡᖏ䛷䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䝃䞊䝡䝇䜢⏝䠅䛾ᐇ⌧䜢┠ᶆ䛸䛧䚸㏿䜔䛛䛻ᚲせ
䛺ලయⓗᥐ⨨䜢☜ᐃ䛧䛯ୖ䛷䚸ᡤせ䛾ἲ➼䜢ᥦฟ䛩䜛䚹

ṺૼẺễऴإᡫ̮২ᘐဦ ίᾁᾁ࠰ᾄஉᾀᾀଐ᭗ࡇऴإᡫ̮ἕἚὁὊἁᅈ˟ਖ਼ᡶဦஜᢿൿܭὸ
䊣䠊ᚋ䛾᳨ウ㡯

䠎䠊ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䜢㜼䜐᪤Ꮡ䛾ไᗘ➼䛾ᚭᗏⓗ䛺Ὑ䛔ฟ䛧

ᚋ䚸⏬ጤဨ䜢୰ᚰ䛻䚸⾜ᨻๅ᪂㆟䛸䜒㐃ᦠ䛧䛴䛴䚸ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䜢㜼䜐᪤Ꮡ䛾ไᗘ➼䛾ᚭᗏⓗ䛺Ὑ䛔ฟ䛧䜢⾜䛔䚸䛭䜜䜙䛾ᢤᮏ
ⓗ䛺ぢ┤䛧䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛂ሗ㏻ಙά⏝ಁ㐍୍ᣓἲ䠄௬⛠䠅䛃䜢᳨ウ䛩䜛䚹䠄␎䠅
ᕤ⛬⾲ಟṇ

Ṳ ᩿࢘ỉᡶỜ૾ίेܭὸ
᭗ࡇऴإᡫ̮ἕἚὁὊἁᅈ
˟ਖ਼ᡶဦஜᢿ
ίᾘᾒᾣဦஜᢿὸ

˖ဒۀՃ˟

ᾁᾀ࠰
ᾀஉ

ᾀᾁஉ

ᾁஉ

ᾂஉ

ᾃஉ῍
ݣϼ૾ᤆ
ỉൿܭ

ʻᡫࠝ˟ỆẐऴإᡫ̮Мဇ
̟ᡶɟਙ҄ඥίˎᆅὸẑử੩ЈẴ
ỦЭ੩ỂᜭᛯẴỦཞඞỆỊễẟ
Ắểửᄩᛐẇ
ᇹᾀׅ
ίᵏᵗଐὸ

ऴإᡫ̮২ᘐМဇỉ
ẺỜỉᙹСὉСࡇો᪃Ệ
᧙ẴỦᧉݦᛦ௹˟

ᾀᾀஉ

ᫎ

ᾁᾀᾀ࠰
ᾀஉ

ᇹᾁ ׅᇹᾂׅ
ίᵏᵔଐὸ ίᵑᵎଐὸ

ᾃᾅ౨᚛Ⴘ ౨᚛ႸỉӲႾ
ίẺẺẨӨὸ ׅሉὉἻὅἁЎẬ
ίḤὸẆඥોദʙ
ỉ੩ᅆ
ỉॖᙸʩ੭

ဥ

ᇹᾄׅίᾁଐὸ
ᾪਤẼׅụᾬ
Ὁᧉݦᛦ௹˟
ỉ౨᚛ཞඞ

ᾅஉˌᨀ

ဥ
ᇹᾃׅ
ίᵐᵖଐὸ

ᇹᾄׅ
ίᵐᵎଐὸ

ᇹᾅ ׅᇹᾆׅ
ίᵑଐὸ ίᵏᵓଐὸ

ᇹᾇׅ
ίᵐᵒଐὸ

ᾐἻὅἁỉᾄႸሁ ἤỴἼὅἂ
ᵏᵇᴾɟᑍဇҔᕤԼỉỶὅἑὊἕἚᝤ٥ሁίᇹᾂׅὸ
ᵐᵇᴾࡅወᚘἙὊἑỉဇίᇹᾃׅὸ
ᵑᵇᆋ᧙̞ࠚቐỉᩓ܍̬܇ỉ১ᛐᙲˑỉዼԧίᇹᾄׅὸ

ᵒᵇᘍೞ᧙ầ̬ஊẴỦऴإỉϐ੩Јɧᙲ҄ίᇹᾅׅὸ
ᵓᵇҕӸ҄ẰủẺ̾ʴỉऴإỉဇίᇹᾆׅὸ
ᵔᵇᢒᨠҔၲίᇹᾆׅὸẆᓸ˺ೌСࡇὉᅹỉᩓ҄܇ίᇹᾇׅὸ

ίḤὸᾐἻὅἁᾉᧉݦᛦ௹˟ỂἤỴἼὅἂίଔỆඥોദửᙲẴỦờỉԃớὸẆᾑἻὅἁᾉʙѦႎỆἤỴἼὅἂሁẆᾒἻὅἁᾉӲႾ࠻ሁỉӕኵỉἧỻἿὊ

ᇹᾈׅ
ίᵏᵒଐὸ ᵐᵗଐ
إԓక إԓ
πᘙ

ဥ
ӲႾңᜭ

ݣϼ૾ᤆ
ểụộểỜ

ᾘᾒᾣМဇỉẺỜỉᙹСὉСࡇો᪃Ệếẟềṟ
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᳨ウ㡯┠䛾ศ㢮䛻㛵䛩䜛ᩚ⌮⾲
ศ㔝

㏻䛧
␒ྕ

ศ㢮

㟁Ꮚ
⾜ᨻ

㡯┠ྡ

ศ㔝

㏻䛧
␒ྕ

ศ㢮

㟁Ꮚ
⾜ᨻ

㡯┠ྡ

㻝

ൾ༷㈨⏘⛯⏦࿌䛾㟁Ꮚ

㻞

ᆅ᪉⛯➼䛾⣡᪉ἲ䛻㛵䛩䜛つไ䛾⦆

㻟

⣡⛯࿌▱᭩➼䛾㟁Ꮚⓗ᪉ἲ䛻䜘䜛㏻▱

㻠

⯟✵ᶵⓏ㘓⏦ㄳ䛾ῧ᭩㢮䜢๐ῶ䛧䛯ୖ䛷䛾㟁Ꮚ

㻡

⯟✵ᶵ⏝ⅆᕤရ㍺ධᡭ⥆䛝䛾㟁Ꮚཬ䜃⡆⣲

㻢

≉ᐃཎ⏘ᆅド᫂᭩䛾㟁ᏊⓎ⤥䛻䛴䛔䛶

㻣

㍺ฟධ䞉 ‴㛵㐃ᡭ⥆䛝䝅䝇䝔䝮䠄ḟୡ௦䝅䞁䜾䝹䜴䜱䞁䝗䜴䠅䛾౽ᛶྥୖཬ䜃⏝ಁ㐍

㻤

㞠⏝ಖ㝤⿕ಖ㝤⪅㞳⫋ド᫂᭩䠄㞳⫋⪅䛾㟁Ꮚ⨫ྡ┬␎䠅

㻟㻝 ≉ᐃಖᣦᑟ䛾㐲㝸ᣦᑟ

㻥

⮬ື㌴Ⓩ㘓䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇䛾ᣑ

㻟㻞 ฎ᪉䛫䜣䛾㟁Ꮚ

㻞㻠 ⮬ື㌴㛵㐃ሗ䛾ཧ↷䠄⮬ື㌴䛻㛵䛩䜛ᒚṔሗ䛾㞟⣙䝅䝇䝔䝮䠅
⾜ᨻಖ᭷ሗ䛾ά⏝

㻞㻡 ఫᇶሗ䛾ά⏝⠊ᅖ䛾ᣑ
㻞㻢 ㏻ሗᥦ౪ᴗ䛻㛵䛩䜛ᥦ౪⠊ᅖ䛾ᣑ

ᡭ⥆䛝䛾㟁Ꮚ
㻞㻣 ᨻάື䛻㛵䛩䜛㟁Ꮚ䠄㟁Ꮚᢞ⚊➼䠅 䈜
ᨻάື䛻㛵䛩䜛㟁Ꮚ

䜸䞁䝷䜲䞁ᡭ⥆䛝䛾౽ᛶ
ྥୖ

㟁Ꮚ⨫ྡ䞉ㄆド䛾౽ᛶྥ
ୖ

⏦ㄳᡭ⥆➼䛾⤫୍

㻞㻤 ᨻάື䛻㛵䛩䜛㟁Ꮚ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ά⏝䛧䛯㑅ᣲάື䠅 䈜
་⒪

㻞㻥 㐲㝸་⒪䛾ᐇྍ⬟⠊ᅖ䛾᫂☜
㻟㻜 㐲㝸་⒪䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾
㐲㝸་⒪

㻟㻟 デ⒪ሗ㓘ㄳồཬ䜃䜹䝹䝔䛾㟁Ꮚ

㻝㻜 බⓗಶேㄆド䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛡䜛⨫ྡ᳨ド⪅䛾Ẹ㛫ᴗ⪅䜈䛾ᣑཬ䜃ㄆドᶵ⬟䛾ຍ
་⒪ሗ䛾㟁Ꮚ
㻝㻝 㟁Ꮚ⨫ྡἲ䛻䛚䛡䜛⏝⪅䛾┿ഇ䛾☜ㄆ᪉ἲ䛾⦆

㻟㻠 ་⒪ሗ䛾䠎ḟ⏝䛻㛵䛩䜛つᐃ䛾ᩚഛ

㻝㻞

ᅜඹ㏻䛾㟁Ꮚ⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᐇ⌧䛾䛯䜑䛾⏦ㄳᵝᘧ➼䛾⤫୍䠄䐟ఫẸ⛯㛵㐃ᡭ
⥆䛝䠄ఫẸ⛯≉ูᚩ㛵㐃ᡭ⥆䛝⯡䛾㟁Ꮚཬ䜃❆ཱྀ䛾୍ᮏ䠅䠅

㻝㻟

ᅜඹ㏻䛾㟁Ꮚ⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛾⏦ㄳᵝᘧ➼䛾⤫୍䠄䐠ᗫᲠ≀ฎ⌮
ἲୖ䛾⾜ᨻᡭ⥆䛝䠅

ᡭ⥆䛝䛾䜸䞁䝷䜲䞁

ᑐ㠃㈍ཎ๎䛾⦆
䛭䛾


㻝㻠 ⮬యሗ䝅䝇䝔䝮䛾⤫ྜ䞉㞟⣙

㻟㻡 ་⸆ရ䛾ᢎㄆ䚸୍㒊ኚ᭦ᢎㄆཬ䜃㍍ᚤኚ᭦ᒆ䛻䛚䛡䜛ᡭ⥆䛝䛾㟁Ꮚ

㻟㻢 ୍⯡⏝་⸆ရ䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㈍ཬ䜃䝔䝺䝡㟁ヰ➼䜢ά⏝䛧䛯་⸆ရ㈍
㻟㻣 ᩍ⛉᭩䛾㟁Ꮚ

ᩍ⫱

㻝㻡 ⮬ື㌴䛾ಖ⟶ሙᡤド᫂⏦ㄳ᭩䛾⤫୍ཬ䜃グ㍕᪉ἲ䛾ぢ┤䛧

㻟㻤 ᣦᑟせ㘓䞉⾲⡙䛾㟁Ꮚ

㻝㻢 ⾜ᨻᶵ㛵䛜ಖ᭷䛩䜛ሗ䛾ᥦฟせ䠄䐟ᘬ㉺䛾ྛ✀⾜ᨻᡭ⥆䠅

㻟㻥 ᅜ⛯㛵ಀᖒ⡙᭩㢮䛾㟁ᏊಖᏑ䛾ᢎㄆせ௳䛾⦆

㻝㻣 ⾜ᨻᶵ㛵䛜ಖ᭷䛩䜛ሗ䛾ᥦฟせ䠄䐠ド᫂᭩㢮䛾ῧ䠅

㻠㻜 㟁Ꮚⓗ䛺ᡭἲ䛻䜘䜛ປാ᮲௳䛾᫂♧
᭩㠃䛾㟁Ꮚ

ᡭ⥆䛝䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥

⾜ᨻෆ㒊ᡭ⥆䛝䛾ຠ⋡

㻝㻤 ⾜ᨻᮇ㛫䛜ಖ᭷䛩䜛ሗ䛾ᥦฟせ䠄䐡Ⓩグ⏦ㄳ䛻ῧ䛩䜛ሗ䠅

㻠㻝 ≉ᐃ䛾ၟྲྀᘬ䛻䛚䛡䜛᭩㠃䛾㟁Ꮚ

㻝㻥 ᡞ⡠㛵ಀド᫂᭩䛾ᮏ⡠ᆅ௨እ䛾ᕷ༊⏫ᮧ䛷䛾

㻠㻞 ಖ㝤ዎ⣙䛾ゎ⣙㏉ᡠ㔠䛜䛺䛔䛣䛸䜢グ㍕䛧䛯᭩㠃䛾㟁☢ⓗ

㻞㻜 㒔ᕷ㛤Ⓨ➼䛻ಀ䜛ྛ✀⾜ᨻᡭ⥆䛝䛾❆ཱྀ䛾୍ᮏ

㻠㻟 ༏ྡ䛥䜜䛯ಶே䛾ሗ䛾ά⏝

㻞㻝 ᪑㈝ᴗົ䛻㛵䛩䜛㛵ಀἲ௧➼ᨵṇ䛻䜘䜛᪑㈝ᴗົ䛾⡆⣲

㻠㻠 䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾ᅜෆ❧ᆅ⎔ቃᩚഛ
ᴗ⎔ቃ䛾ᩚഛ

㻞㻞 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ᐁሗ䛾↓ᩱබ㛤

㻠㻡 ⴭసᶒไᗘ䛾ᩚഛ䠄䝣䜵䜰䝴䞊䝇䠅
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㈨ᩱ䠒
᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ㻌 ᑂ㆟⤒㐣㻌
ᖺ᭶᪥㻌
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻞 ᭶ 㻝㻣 ᪥

㻌

䛺㆟㻌
➨䠍ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ጤဨ䛾㐠Ⴀ䛻䛴䛔䛶㻌
㻔㻞㻕㻌 ㅎၥ䛾⫼ᬒཬ䜃᳨ウ㡯䛻䛴䛔䛶㻌
㻔㻟㻕㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐟㻌 ᒾᾉᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐠㻌 ኴ⏣ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 ᳃ᕝᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻠㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻡㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻟 ᪥

➨䠎ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ➨䠍ᅇྜ䛻䛚䛡䜛䛺㆟ㄽ㻌
㻔㻞㻕㻌 ᵓᡂဨ➼䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 㻌 䐟㻌 ୕⮃ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 䐠㻌 ⛅ụᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 㔝ᮧᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐢㻌 ᑠụ⪽Ặ䠄㻟㻰㼕 ᰴᘧ♫䠅䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻟㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻠㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻟 ᭶ 㻞 ᪥㻌

➨䠏ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䠳䠣㻌 άື≧ἣሗ࿌㻌
㻔㻞㻕㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 㻌 䐟㻌 ᮧୖᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐠㻌 ᒣ⏣ᰤᏊᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 ᒣ⏣䝯䝴䝭ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 㻌 䐢㻌 ྜྷᕝᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻟㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻠㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻝 ᪥

➨䠐ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 㻌 䐟㻌 ᒸᮧᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐠㻌 బ䚻ᮌᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 㔝ཎᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻞㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻟㻕㻌 䛭䛾㻌

㻌
㻌

㻌

㻌
ᖺ᭶᪥㻌
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥

㻌

䛺㆟㻌
➨䠑ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 䝀䝇䝖䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐟㻌 ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽⏘ᴗ༠䠄㻯㻵㻭㻶䠅㻌 㻌
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐠㻌 䝔䝺䝁䝮䝃䞊䝡䝇༠㻌 䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 ᪥ᮏ䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䝥䝻䝞䜲䝎༠䠄㻶㻭㻵㻼㻭䠅㻌 㻌
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻞㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻟㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻢 ᪥

➨䠒ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ᵓᡂဨ➼䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 㻌 䐟㻌 ⚄㛛ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐠㻌 㟁㏻⥲◊䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐡㻌 ༤ሗᇽ䠠䠵䝯䝕䜱䜰䝟䞊䝖䝘䞊䝈㻌
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
㻔㻞㻕㻌 ㄽⅬᩚ⌮䛻ྥ䛡䛯㆟ㄽ㻌
㻔㻟㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻟㻜 ᪥

➨䠓ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ㄽⅬᩚ⌮㻌
㻔㻞㻕㻌 ⮬⏤ウ㆟㻌
㻔㻟㻕㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻟 ᪥

➨䠔ᅇ㻌

㻔㻝㻕㻌 ➨䠍ḟྲྀ䜚䜎䛸䜑䠄䠅㻌
㻔㻞㻕㻌 䛭䛾㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㈨ᩱ䠓
䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥㻌 ᑂ㆟⤒㐣㻌
ᖺ᭶᪥㻌
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻞 ᭶ 㻝㻣 ᪥

㻌

䛺㆟㻌
➨䠍ᅇ㻌

䠄㻝䠅㻌 㛤ദせ⥘䛻䛴䛔䛶㻌
䠄㻞䠅㻌 ᳨ウ䛾㐍䜑᪉䛻䛴䛔䛶㻌
䠄㻟䠅㻌 䛣䜜䜎䛷䛾䠥䠟䠰ά⏝⟇䛻䛴䛔䛶㻌
䠄㻠䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻤 ᪥

➨䠎ᅇ㻌

䠄㻝䠅ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐟㻌 ⠛ᓮᵓᡂဨ㻌
䐠㻌 ᒾ㔝ᵓᡂဨ㻌
䐡㻌 ⛅ᒣᵓᡂဨ㻌
䐢㻌 டᒸᵓᡂဨ㻌
䐣㻌 㔝ᇛᵓᡂဨ㻌
䠄㻞䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
䠄㻟䠅㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝㻞 ᪥

➨䠏ᅇ㻌

䠄㻝䠅㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐟㻌 Ᏻ⏣ᵓᡂဨ㻌
䐠㻌 ▼ᕝᵓᡂဨ㻌
䐡㻌 ゅᵓᡂဨ㻌
䐢㻌 ᒣ⏣ᵓᡂဨ㻌
䐣㻌 ୕㇂ᵓᡂဨ㻌
䠄㻞䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
䠄㻟䠅㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥

➨䠐ᅇ㻌

䠄㻝䠅㻌 ⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛 㻵㻯㼀 ά⏝䛾ㄢ㢟㻌
䠄㻞䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
䠄㻟䠅㻌 䛭䛾㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻞㻣 ᪥

➨䠑ᅇ㻌

䠄㻝䠅㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
ᵓᡂဨ㻌
䠄㻞䠅㻌 ⌧ᅾ䛾 㻵㻯㼀 ά⏝⟇䝇䜻䞊䝮➼䛻䛴䛔䛶㻌
䠄㻟䠅㻌 㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤ䜘䜚ㄪᰝ◊✲⤖ᯝሗ࿌㻌
䠄㻠䠅㻌 ᵓᡂဨ䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌
䐟㻌 ⊦⊁ᵓᡂဨ㻌
䐠㻌 ᰘ㇂Ặ䠄Ლᕝᵓᡂဨ௦⌮䠅㻌
䐡㻌 ᒣ⏣ᵓᡂဨ㻌
䠄㻡䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻟㻝 ᪥

➨䠒ᅇ㻌

䠄㻝䠅㻌 㻵㻯㼀 ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥➨୍ḟ䛸䜚䜎䛸䜑
䠄䠅㻌
䠄㻞䠅㻌 䝣䝸䞊䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌

㻌
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̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

∭ ⇲∂ഀ

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

䝝䞊䝗


⏝

⪅

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿѴӃҥҹნṞ

Ẹ㛫

4

➃ᮎ䛾ᥦ౪

Ṳ ཎᚨπᘌᩓᛅỉᚨፗ

ίᾝᾣᾣிᙱὸ

Ṳ ᘓઃ࠘ᩓᛅὉઃ࠘ᩓᛅὉΪᩓ֥ὉᾸᾟᾷι᾽ᾴὉᾸᾟᾰᾳሁỉΝɨ
ίᾝᾣᾣிᙱẆᾝᾣᾣἛἅἴẆᾚᾓᾓᾘẆἏἧἚἢὅἁἂἽὊἩሁὸ

Ṳ ἣἏἅὅỉΝ੩̓ ίᾘᾑᾜẆἙἽẆᾗᾟὸ
Ṳ ӲἳὊỽὊỉңщửࢽềẆᢤᩊỆἘἾἥᵆᵕᵓᵎӨᵇẆἻἊỼίᵕᵔᵎ
Өὸửᚨፗɶ ίᾝᾗᾚὸ
Ṳ ἘἾἥὉἓἷὊἜὊỉΝ੩̓

ίᾙᾒᾞᾜὸ

➃ᮎ䛾ಟ⌮➼

Ṳ ᡫ̮ᇢẆἣἏἅὅẆἇὊἢὊሁೞ֥ỉΝ̲ྸӏỎ̲ྸˊỉ
ถ᫇ ίἙὊἑࣄ˟ᅈẆᡫ̮ʙಅᎍӲᅈẆἳὊỽὊӲᅈὸ
Ṳ ᡫ̮ᇢẆἣἏἅὅẆἇὊἢὊሁೞ֥ỉἙὊἑࣄἇὊἥἋỉ
Ν੩̓ӏỎˊỉถ᫇ ίἙὊἑࣄ˟ᅈẆᡫ̮ʙಅᎍӲᅈẆἳὊỽὊӲᅈὸ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿѴӃҥҹნṟ

Ẹ㛫

5

බඹ

6

䝛䝑䝖䝽䞊䜽⎔ቃ䛾ᥦ౪

Ṳ ᘮẲẺἕἚὁὊἁỶὅἧἻỉࣄѣ
Ṳ ᆆѣᩓเሁỉᣐͳ

ίӲᡫ્̮ᡛʙಅᎍὸ

ίᾝᾣᾣிᙱẆᾝᾣᾣἛἅἴẆᾚᾓᾓᾘẆᾢᾑᾜሁὸ

Ṳ ᢤᩊồỉ૰ỶὅἑὊἕἚዓἅὊἜὊỉᚨፗ
ίᾝᾣᾣிଐஜίᵮᵡἳὊỽὊẆᵧᵱᵮὸẆᾝᾣᾣἛἅἴὸ

Ṳ πᘌዴᵪᵟᵬỺἼỴỉ૰્

ίᡫ̮ʙಅᎍӲᅈὸ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿѴӃҥҹნṠ
➃ᮎ䛾ᥦ౪

Ṳ ᾜᾒᾐḤዴίᵐᵕᵎӨὸὉቇତዴίᵑᵎᵎӨὸὉઃ࠘ဇἻἊỼίᵏɢӨὸẆ
ᘓઃ࠘ᩓᛅίᵏᵓᵕӨὸỉΝɨ ίዮѦႾὸ
Ḥᾜᾒᾐ૾ࡸểỊẆᵫᶓᶊᶒᶇᴾᵡᶆᵿᶌᶌᶃᶊᴾᵟᶁᶁᶃᶑᶑᴾᵱᶗᶑᶒᶃᶋỉဦẇᙐૠỉԗඬૠửٶૠỉМဇᎍầјྙợẪ̅ảỦಅѦဇዴᡫ̮૾ࡸỉɟếẇ

Ṳ ỴἰἓἷỴዴửଐஜỴἰἓἷỴዴᡲႱίᾙᾐᾡᾛὸẆᾜᾒᾐዴ
ửίᝠὸᆆѣዴἍὅἑὊίᾜᾒᾐὸὉίᝠὸଐஜᆆѣዴἉἋἘἲң˟
ίᾙᾐᾜᾣᾐὸẆቇତዴửίᅈὸμᨕɥዴң˟ẆἻἊỼᇢίᵒɢ
Өˌɥὸửɟᑍᅈׇඥʴᩓ܇ऴإ২ᘐငಅң˟ίᾙᾔᾘᾣᾐὸẆᘓઃ
࠘ᩓᛅίᵗᵑᵕӨὸửઃ࠘ᩓᛅʙಅᎍồɨửᙲᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ ẐἅἂἝἘỵἨዴᡫ̮ẑỉἽὊἑὊửᢤᩊỆᚨፗ

ίዮѦႾẆᾝᾘᾒᾣὸ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜲䞁䝣䝷䛻ಀ䜛ᇶ‽䛾ぢ┤䛧➼

Ṳ ᐮ્ܹᡛޅỉᚨίᵐᵏޅὸửᚩӧ

ίዮѦႾὸ

Ṳ ʻׅỉᩗử៊ộảẺʻࢸỉἕἚὁὊἁỶὅἧἻỉẝụ૾ሁỉ౨
᚛ίዮѦႾẐᙹٻܹሁዬ࣯ʙ७ỆấẬỦᡫ̮ᄩ̬ỉנụ૾Ệ᧙
ẴỦ౨᚛˟ẑὸ ίዮѦႾὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ
҃ӃҖӃҔნ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

∭ ⇲∂ഀ

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

䝝䞊䝗


⏝

⪅

ἉἋἘἲؾЎίἭἋἘỵὅἂሁὸṞ

Ẹ㛫

8

䝩䝇䝔䜱䞁䜾

Ṳ ἇὊἢὊẆἋἚἾὊἊử੩̓ẴỦἁἻỸἛἭἋἘỵὅἂἇὊἥἋ
ử᧓Ν੩̓
ίẰẪỤỶὅἑὊἕἚẆᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌẆἏἧἚἢὅἁẆᾘᾘᾙẆἝἧἘỵẆ̅ảỦỈẾểẆἰỶἁἿἏἧἚẆἧỳὊἋἚἇὊἢὊẆᾝᾔᾒ
ἥἕἁἿὊἨẆᾝᾣᾣᾟᾒẆଐஜἉἋἘἲỸỹỴẆ݈ٟᡫẆଐᇌẆᾘᾑᾜẆଐᇌऴإἉἋἘἲἌẆଐஜἤἷὊἾἕἚὉἣἕỽὊἛẆἦὊἉὊỺὊẆᾚ
ᾓᾓᾘẆἋỽỶỴὊἓἕἚὁὊἁἋὸ

䝭䝷䞊䝃䜲䝖ᥦ౪

Ṳ ỴἁἍἋầᨼɶẴỦிʮᩓщẆිࠊܤẆிʮᣃͤࡍܤμᄂᆮἍὅ
ἑὊẆᘮעᾅჄሁỉἱἻὊἇỶἚử˺Ẳềπ
ίᾘᾑᾜẆẰẪỤỶὅἑὊἕἚẆᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌẆᾘᾘᾙὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

⇲∂ഀ

҃ӃҖӃҔნ

∭

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

䝝䞊䝗


⏝

⪅

ᡫ̮Ὁ્ᡛἇὊἥἋЎṞ

Ẹ㛫
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㏻ಙᩱ㔠䛾↓ᩱ䚸ච㝖➼

Ṳ πᘌᩓᛅỉ૰҄

ίᾝᾣᾣிଐஜὸ

Ṳ ؕஜ૰ỉ૰҄ӍỊถβ
Ṳ Мဇ૰ૅᨂỉࡨᧈ

ίᾝᾣᾣிᙱẆᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌẆᾚᾓᾓᾘẆἏἧἚἢὅἁἘἾἅἲሁὸ

ίᾝᾣᾣிᙱẆᾚᾓᾓᾘẆἏἧἚἢὅἁἘἾἅἲẆᾝᾣᾣἛἅἴẆἏἧἚἢὅἁἴἢỶἽ

ሁὸ

ᨺ㏦ᩱ㔠䛾↓ᩱ䚸ච㝖➼

Ṳ ્ᡛӖ̮૰ỉβᨊ

ίᾝᾗᾚὸ

Ṳ ᙻᎮ૰ỉถβሁ

ίἋỽἣὊᾙᾢᾐᾣίఇὸẆίఇὸᾦᾞᾦᾞᾦẆᾙᾒᾞᾜἂἽὊἩὸ

㟁ヰ䞉FAX➼䛾᥋⥆䝃䞊䝡䝇

Ṳ ἴἢỶἽᇢử̅ẾềᅈϋἉἋἘἲửМဇỂẨỦἇὊἥἋỉΝ
੩̓ ίᾝᾣᾣᾟᾒὸ
Ṳ ἳὊἽὉᩓᛅί᪦٣ὸὉᵤᵟᵶồỉɟ૪ᡲዂửӧᏡểẴỦዓἇὊἥ
ἋỉΝ੩̓ ίᾝᾣᾣἙὊἑὸ
Ṳ ỶὅἑὊἕἚỂᾕᾐᾧửᡛӖ̮ỂẨỦἇὊἥἋỉΝ੩̓ ίᾚᾓᾓᾘὸ

ᡫ̮Ὁ્ᡛἇὊἥἋЎṟ
Ṳ ᐮ્ܹᡛޅỉᚨίᵐᵏޅὸửᚩӧ

බඹ

11

ίዮѦႾẇϐਫ਼ẇὸ

Ṳ עɥἘἾἥ્ᡛầᙻᎮỂẨễẪễẾẺޥẆܷ؉ẆᅦᾂჄểẆẸ
ỉԗᡀỉᘮעỉ૾ẉửݣᝋỆẐעἙἊᩊᙻᎮݣሊᘓ્ᡛẑỉ
ɟМဇửܱ ίዮѦႾẆίᅈὸἙἊἑἽ્ᡛਖ਼ᡶң˟ὸ
Ṳ ឬ᭗ᡮỶὅἑὊἕἚᘓίẨẵễᾉ২ᘐᚾ᬴ᘓὸửဇẟẺᐮ
ỉܹᘓᡫ̮ׅዴỉ੩̓ңщ ίዮѦႾὸ
Ṳ ᘮỆợẾềஜʴᄩᛐửෞڂẰủẺ૾ỉઃ࠘ᩓᛅỉڎኖ
ỉஜʴᄩᛐ૾ඥỆếẟềẆཎ̊ửܭỜẺ ίዮѦႾὸ
Ṳ ᘮעỉዴޅβᚩʴỆݣẴỦᩓඬМဇ૰ͺೌỉ͵̟ཞὉთ̟
ཞỉᡛ˄ửͣഥ ίዮѦႾὸ
Ṳ ʻׅỉᩗử៊ộảẺዬ࣯ỉᠠཞ७ồỉࣖݣỉנụ૾ሁỉ
౨᚛ίዮѦႾẐᙹٻܹሁዬ࣯ʙ७ỆấẬỦᡫ̮ᄩ̬ỉנụ૾Ệ
᧙ẴỦ౨᚛˟ẑὸ ίዮѦႾὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ
҃ӃҖӃҔნ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

䝝䞊䝗


⏝

⪅

∭ ⇲∂ഀ

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṞ

Ẹ㛫

13

⿕⅏⪅ྥ䛡ᨭ䝃䞊䝡䝇

Ṳ ܹဇˡᚕἇὊἥἋ ίᾝᾣᾣிᙱẆᾝᾣᾣἛἅἴẆᾚᾓᾓᾘẆἏἧἚἢὅἁἴἢỶἽẆἂὊἂἽẆᾝᾣᾣἾἐἜὅἚሁὸ
Ṳ ܤԁऴإửቇҥỆ౨ኧὉႇỂẨỦẐἣὊἏὅἧỳỶὅἒὊẑử
ᚨ ίἂὊἂἽὸ
Ṳ ẐἸὊἓἷὊἨෞऒऴإἓἵὅἽẑỂᵲᵠᵱễỄểᡲઃẲѣဒσஊ
ἇỶἚỆᘮᎍỉἳἕἍὊἊửᨼኖẇộẺẆẐᢤᩊὉဃऴإᣐ̮ẑ
Ểᢤᩊỉ˰ởӓܾʴૠẆ໑ẨЈẲỉئễỄửྵעẦỤỉऴ
إửờểỆਫ਼᠍ ίἂὊἂἽὸ
Ṳ ᵟᶋᵿᶘᶍᶌᴾᵵᶃᶀᴾᵱᶃᶐᶔᶇᶁᶃᵆᵟᵵᵱᵇửဇẲẺẐᵟᵵᵱᴾᵨᵿᶎᵿᶌᴾᵳᶑᶃᶐᴾ
ᵥᶐᶍᶓᶎᵆᵨᵟᵵᵱᵋᵳᵥᵇẑỆợẾềẆᘮעỉऴإίҔၲೞ᧙ऴإẆἻỶἧ
ἻỶὅऴإẆཞඞẆᘮܹཞඞሁὸửӓᨼẲẆᘮᎍỉẺỜỉऴ
إ੩̓ửૅੲ ίỴἰἐὅὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṟ

Ẹ㛫

14

⮬య䞉ᴗ䞉ᅋయྥ䛡䛾ᨭ䝃䞊䝡䝇

Ṳ ᩗ؏עỉᐯ˳ởੲѣửᘍạᾝᾟᾞửݣᝋỆẆᢤᩊӏỎ
ᢤᩊᎍỉऴإሥྸẆᢤᩊỂẪἮἻὅἘỵỴỉሥྸẆዬ࣯ૅੲཋ
ỉሥྸऴإሁử˳ኒႎỆૢྸẴỦẺỜẆἁἻỸἛἇὊἥἋửဇ
ẲẺᢤᩊᢃփἏἼἷὊἉἹὅẐᩗࣄᐻૅੲἉἋἘἲẑửΝ੩̓
ίଐஜἰỶἁἿἏἧἚὉἬὊἊὁὅὸ

Ṳ ᘮẲẺ؏עỉᐯ˳ửݣᝋỆẆᘮཞඞẆᢤᩊᎍૠẆཋỉཞ
ඞሁᢤᩊỂ࣏ᙲễऴإửσஊẴỦẺỜỉẐἁἻỸἛүೞሥྸऴ
إσஊἇὊἥἋẑӏỎẆᎰՃဇỉؕ࠴ಅѦဇἉἋἘἲẐἁἻỸἛ˰
ൟऴإἇὊἥἋẑửΝ੩̓ ίଐஜἸἝἉἋὸ
Ṳ ᘮעỂỉѣỆấẟềẆܤԁᄩᛐởᘮཞඞỉ৭੮Ẇဃૅ
ੲऴإẆἳὊἽെỉ੩̓ầ࣏ᙲễ˖ಅὉ˳ׇửݣᝋỆẆᾢᾝᾢở
ἳὊἽẆᾦᾴᾱ˟ᜭẆᾴἻὊἝὅἂሁỉᾢᾰᾰᾢỴἩἼἃὊἉἹὅӏỎ
ᘮẲẺ؏עỉࠊࢫὉᢤᩊửݣᝋỆẆᢤᩊᎍӸቐẆኋὉཋ
ỉሥྸởܤԁऴإỉ౨ኧሁỉỴἩἼἃὊἉἹὅửΝ੩̓ ί݈ٟᡫὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṠ

Ẹ㛫

15

⮬య䞉ᴗ䞉ᅋయྥ䛡䛾ᨭ䝃䞊䝡䝇

Ṳ ᘮᎍởᘮעửૅੲẲềẟỦʴỆӼẬẺẐᘮעỉ٣ ЎௌἾ
ἯὊἚẑểẐᘮᎍểૅੲᎍửếễẫἧỵὊἛἢἕἁἳἕἍὊἊဇἉ
ἋἘἲẑỉᵐếỉἏἼἷὊἉἹὅỉΝ੩̓ử ڼίᾝᾡᾘὸ
Ṳ ᘮẲẺᐯ˳ửݣᝋỆẆӲᐯ˳ỉಅѦỴἩἼἃὊἉἹὅửẆᘍ
ೞ᧙ݦဇἕἚὁὊἁɥỉἙὊἑἍὅἑὊỂѣ˺ẰẶỦؾửನ
ሰẲẆᘮ؏עỉᐯ˳ӼẬἁἻỸἛἇὊἥἋểẲề੩̓ẴỦểểờ
ỆẆᐯ˳ᎰՃӷٟầẆࣄᐻಅѦửᡶỜỦɥỂỉἠỸἡỸởஊဇễ
ऴإửσஊẴỦẺỜỉئểẲềẆᐯ˳ᎰՃݦဇỉᵱᵬᵱửΝ੩̓ẇ
ộẺᘮẲẺᐯ˳ửݣᝋỆẆࣄᐻỆ᧙ỪỦऴإửᨼኖὉሥྸẲẆ
ჄὉࠊထὉὉἻỶἧἻỶὅಅᎍሁỉ᧙̞ೞ᧙ỂऴإσஊẴỦẺỜ
ỉἉἋἘἲởẆẸạẲẺऴإửעɥỂӧᙻ҄ẲπẴỦἉἋἘἲ
ỉݰλửΝૅੲ ίᾝᾣᾣἙὊἑὸ
Ṳ ᘮẲẺޥჄὉܷ؉ჄὉᅦჄὉᒠ؉ჄỉඥʴὉ̾ʴʙಅɼửݣ
ᝋỆẆਫ਼ᅆெởσஊἧỻἽἒሁỆợỦऴإσஊửӧᏡỆẴỦẆἁἻ
ỸἛἂἽὊἩỸỹỴἇὊἥἋẐỴἽἧỳỼἧỵἋẑửΝ੩̓ ίشٻՠ˟ὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṡ

Ẹ㛫

16

⮬య䞉ᴗ䞉ᅋయྥ䛡䛾ᨭ䝃䞊䝡䝇

Ṳ ᘮᎍૅੲỆẝẺỦἮἻὅἘỵỴ˳ׇễỄỆӼẬẆᢤᩊắểỆ
ᢤᩊẲềẟỦᘮᎍỉ൞ӸởᛦᢋẰủềẟỦੲཋầ৭੮Јஹ
ỦἁἻỸἛἇὊἥἋửΝ੩̓ ίᾘᾑᾜὸ
Ṳ ᘮᎍỆӼẬề࣏ᙲễऴإửႆ̮ẴỦᐯ˳ẆᾝᾖᾞὉᾝᾟᾞ˳ׇẆ
Ꮛೞ᧙ửݣᝋỆẆᢤᩊỆấẬỦӸቐỉ˺ὉሥྸὉσஊሁửᘍ
ạẮểầỂẨỦἁἻỸἛἇὊἥἋẒᵱᶗᶌᶃᶐᶅᶗᴿẓӏỎẆ࣏ᙲểẰủềẟỦἼ
ỴἽἑỶἲễऴإửႆ̮ẴỦὊἽỂẝỦἁἻỸἛઃ࠘ᨼܲૅੲ
ἇὊἥἋẒἓἹỶἴἥẓửΝ੩̓ ίἉἜἊὊἰὊἃἘỵὅἂὸ
Ṳ ܤԁऴإਫ਼ᅆெẆૅੲཋਫ਼ᅆெẆӲᆔႻᛩὉấբẟӳỪẶẆ᧙
̞ऴإೞ᧙ỉἼὅἁᨼӋༀẆᘮעỂỉዬ࣯ऴإʩ੭ởཋỉᛦ
ᢋૅੲễỄửӧᏡểẴỦẐዬ࣯ऴإἅἱἷἝἘỵὊἇỶἚẑỉΝ੩̓
ίἸἝỴἙἕἁἋὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṢ

Ẹ㛫

17

䠪䠬䠫䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰➼䛻䜘䜛ሗඹ᭷䝃䞊䝡䝇

Ṳ ிଐஜٻᩗऴإἇỶἚẐᶑᶇᶌᶑᵿᶇᵌᶇᶌᶄᶍẑửᚨẲẆעᩗỆ᧙ẴỦऴ
إởᵲᶕᶇᶒᶒᶃᶐỉ৲ᆜễỄửẆעɥỆἰἕἦὅἂẲềᘙᅆẴỦἇὊἥ
Ἃử੩̓ ίᾞ᾿ᾴ᾽ ᾢῃ῁ᾴᾴῃ ᾜᾰ᾿ ᾕιῄ᾽ᾳᾰῃᾸι᾽ ᾙᾰ᾿ᾰ᾽ὸ
Ṳ ྵעỉऴإởἝὊἌửẨỜኬẦẪẦếᡆᡮỆᨼኖẲẆႆ̮ẇẐῂᾸ᾽ῂ
ᾰᾸώᾸ᾽ιẑểᡲઃẲẆяẬẝẟἊἵἣὅỉἇỶἚẦỤờМဇӧᏡẇܤԁ
ᄩᛐẆ໑ẨЈẲễỄỉἇὊἥἋẆੲᙲᛪẆᘮᎍӖẬλủểẆᘮ
ૅעੲỉẝỤỡỦऴإỉẴỔềầẆעɥỉφ˳ႎễ˰Ệ
ἰἕἦὅἂ ίяẬẝẟἊἵἣὅὸ
Ṳ ʼᜱᚨМဇᎍở˰؏עൟầ࣏ᙲễཋỉἼἋἚửἕἚỂᣐ̮
ẲẆᘮᎍầỖẲẟཋểૅੲᎍầᡛụẺẟཋỉऴإửẸủẹủ
ႇẲẆɲᎍỉἝὊἌửࡽẨӳỪẶỦἇὊἥἋử੩̓
ίẐấᫍẟἑỶỾὊὲܹ༿ẑὸ

Ṳ ˎᚨ˰ܡỆẴẫỆλއỂẨễẟʴỉẺỜỆẆΝỂᆰẨܼởᐯܡ
ỉɟᢿử੩̓ẴỦ˰ộẟẲ˰ộẟ੩̓ỉἩἻἕἚἧỻὊἲử
ᚨ ίẐἽὊἲἛἜὊẑẆẐᩗἭὊἲἋἘỶẑẆẐ˰ộẟụỮẫẑẆẐˎ˰ộẟỉẑὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṣ

Ẹ㛫

18

䠪䠬䠫䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰➼䛻䜘䜛ሗඹ᭷䝃䞊䝡䝇

Ṳ ҦཋሁỉπσᚨỉᘮऴإẆ࣏ᙲễૅੲϋܾሁỉੲऴإ
ửἂὊἂἽἰἕἩɥỆᨼኖ

ίᶑᵿᶔᶃ ᾜᾛᾐᾚὸ

Ṳ ᵧᵲႆᎍểẆႆᎍởૅੲἮἻὅἘỵỴửẲềẟỦἩἿἊỹἁἚ
ỼὊἜὊửኽốᵧᵲႆἅἱἷἝἘỵὊửᇌẼɥậ

ίᵦᵿᶁᶉᴾᵤᶍᶐᴾᵨᵿᶎᵿᶌὸ

Ṳ ẐᾛᾸᾴ ᾣῆᾴᾴῃ ᾟ῁ιᾹᾴᾲῃίἻỶἧỶὊἚἩἿἊỹἁἚὸẑỂỊᵏӨỂٻ
ѬầऴإửλỂẨỦợạẆӲᢤᩊỆٻἣἽửᚨፗẴỦẺỜẆ
ỶἕἑὊởἧỹỶἋἨἕἁửᬝ̅ẲễầỤ݃˄ểңщᎍửѪᨼ
ίἻỶἧỶὊἚἩἿἊỹἁἚὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṤ

Ẹ㛫

19

䠪䠬䠫䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰➼䛻䜘䜛ሗඹ᭷䝃䞊䝡䝇

Ṳ ᢤᩊỆཋửјྙႎỆᣐЎẴỦऴإửἂὊἂἽἰἕἩɥỆᨼ
ኖ ί࣏ᙲཋὉૅੲᙲ൭ἰἕἩὸ
Ṳ Ⴎࠊޢỉ؏עᾢᾝᾢẐἴἼỼἕἚẑỉԠỎẦẬỆẆμỉ؏עᾢᾝᾢ
ầԠࣖẲẆܼᝠᢊφửڂẾẺ܇ỄờỤỆފẬỦܖဇԼửѪẾềẟỦ
ίἴἼỼἕἚὸ

Ṳ ᘮᎍӼẬἳὊἽҔၲႻᛩἇὊἥἋỉ੩̓

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṥ

ίᵰᶃᶑᶁᶓᶃᵑᵏᵏὸ

Ẹ㛫

20

⮬ື㌴䛾㏻⾜ᐇ⦼䜢ඹ᭷䛩䜛䝃䞊䝡䝇

Ṳ ᘮ؏עϋỂỉᆆѣẆấợỎᘮעồỉੲὉૅੲѣỆӼẦạ
ʴỉӋᎋểẲềẆᘮעᡈᡀỉᢊែỉᡫᘍܱጚửἂὊἂἽἰἕἩɥ
ỂᙸỦẮểầỂẨỦẐᐯѣὉᡫᘍܱጚऴإἰἕἩẑử੩̓
ίἂὊἂἽὶἭὅἒὸ

Ṳ ᘮעԗᡀỉᡫủẺܱጚỉẝỦᢊែऴإửעỆᘙᅆẴỦೞᏡ
ểẆᡫủẺᢊែעửဃẴỦẺỜỉឥᘍܱጚἙὊἑửႆ̮ẴỦೞ
ᏡửờếᵟᶌᶂᶐᶍᶇᶂἋἰὊἚἧỻὅӼẬỴἩἼẐᡫủẺᢊែẑửΝ੩̓
ίἸἥὊἁἼὅἁὶἚἺἑᐯѣὸ

Ṳ ỽὊἜἥἄὊἉἹὅ᠍ỉɲẦỤӓᨼẲẺឥᘍޗഭἙὊἑử
ဇẲẆᘮעԗᡀỉẐᡫủẺᢊែẑỉᄩᛐửỽὊἜἥἄὊἉἹὅỂӧ
ᏡểễỦἇὊἥἋửΝ੩̓ ίἣỶỼἝỴὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṦ

බඹ

21

ሗ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᥦ౪

Ṳ ᘮᎍầ៲ử݃ẶỦᚃীởᚨễỄỉࠊנғထỆẆ൞ӸẆ
࠰ᱫẆᢤᩊЭỉ˰ễỄử᩿ỂފẬỦểẆऴإầᢤᩊỉᣃᢊࡅ
ჄỂᨼኖẰủẺࢸẆ˰ൟᅚầẝỦᐯ˳ỆˡảỤủỦẐμᢤᩊᎍ
ऴإἉἋἘἲẑửನሰ ίዮѦႾὸ
Ṳ ி҅ٽ૾עබඌעᩗỆấẬỦᘮδᇜẆဃࢻሁầợụ࣏ᙲễ
ૅੲửӖẬởẴẪẴỦẺỜỆẆᘮᎍỉἝὊἌể੩̓ӧᏡễૅੲử
ႻʝỆɟᚁỂẨỦἯὊἑἽἇỶἚẐி҅ٽ૾עබඌעᩗ܇Ễờỉ
ܖỎૅੲἯὊἑἽẑửᚨẇ ί૨ᢿᅹܖႾὸ
Ṳ Ẑᩓ܇ࡅỉዮӳᆸӝίᶃᵋᵥᶍᶔὸẑỆấẟềẆࡅὉᐯ˳ሁẦỤỉ
ிଐஜٻᩗỆ᧙ẴỦऴإίٳʴỉ૾ӼẬỉऴإờਫ਼᠍ὸỉἼὅ
ἁᨼίᵮᵡဇὉἴἢỶἽဇὸử੩̓ẇૼཞඞửẆπࡸỶἕἑὊίỴỽ
ỸὅἚӸᾉᵞᾴᾖιᾙᾰ᾿ᾰ᾽ὸỆợụ᨟ấჷỤẶẇ ίዮѦႾὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṧ

බඹ

22

ሗ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᥦ౪

Ṳ ᧸ᅹܖ২ᘐᄂᆮểٶẪỉңщᎍỉңỆợẾềẆிଐஜٻᩗ
ңऴإἩἻἕἚἧỻὊἲửᇌẼɥậẇẐעὉྸעᆰ᧓ऴإẑẐע
ᩗὉඬỆ᧙ẴỦऴإẑẐםჿܹỆ᧙ẴỦऴإẑẐဃỆ᧙ẴỦऴ
إẑẐᙲૅੲὉᅦᅍỆ᧙ẴỦऴإẑửӓᨼὉႆ̮ẲềẟỦẇ
ί૨ᢿᅹܖႾẆᇌᘍඥʴ᧸ᅹܖ২ᘐᄂᆮὸ

Ṳ ʚᣠ҄໗እЈỉӧᙻ҄ỆợỦራᩓૅੲἇỶἚẐᵡᵭỚả῍Ủ
ὊἽẑỉᚨ ίؾႾὸ
Ṳ ᇌᏋሊᄂᆮᵆᵬᵧᵣᵰᵇểᇌऴܖإᄂᆮᵆᵬᵧᵧᵇầңщẲềẆ
ẐỚỮễỂếẪỦᘮܖעఄᢃփૅੲἇỶἚẑửᇌẼɥậẇܖఄᢃ
փὉܖ፼ਦݰὉᏋႻᛩሁỉʙ̊ởᏋۀՃ˟᧙̞ᎍίᏋۀՃ˟
ʙѦޅᎰՃẆܖఄᎰՃὸẦỤỉẆᘮעỉܖఄᢃփỆࢫᇌếẨ
ᡂỚऴإễỄửਫ਼᠍ ί૨ᢿ҄ᅹܖႾẆᾝᾘᾔᾡὶᾝᾘᾘὸ

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṨ

බඹ

23

ሗὶ㏻䛻ಀ䜛せㄳ䚸ᣦ㔪➼

Ṳ ൟồႆ̮ẴỦᙲऴإỉἧỳỶἽ࢟ࡸሁỆ᧙ẴỦදॖնឪẆя
ᚕ ίἙὊἑᡫ̮ң˟ᾣᾔᾛᾔᾒᾞᾜὼᾘᾢᾐᾒẆኺฎငಅႾẆᾛᾐᾢᾓᾔᾒὸ
¾ 䝉䝥䝍䞊䜹䜴䞁䝅䝹ͤ䛾ᯟ⤌䜏䜢ά⏝䛧䚸TelecomISACJapan䛛䜙㔜せ䜲䞁䝣䝷ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶ὀពႏ㉳䚸ຓゝ
䜢ᐇ䚹䠄3᭶18᪥䠅
¾ ᙜヱὀពႏ㉳䚸ຓゝ䜢ཷ䛡䛯LASDEC䜘䜚䚸ྛᆅ᪉බඹᅋయ䜈ᒎ㛤䚹䠄3᭶22᪥䠅
¾ ⤒῭⏘ᴗ┬䜘䜚⤒ᅋ㐃䛻ᑐ䛧䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛻html䜔csv➼䛾⮬ືฎ⌮䛻㐺䛧䛯
䝕䞊䝍ᙧᘧ䜢ే⏝䛧䛯䜚䚸ู㏵䜸䞊䝥䞁䛺ሗᥦ౪API䜢ᩚഛ䛩䜛➼䛾㓄៖䛻䛴䛔䛶䚸ဨ䛻ᑐ䛩䜛࿘▱䜢౫
㢗䚹䠄3᭶30᪥䠅
ͤᅜẸ⏕ά䜔♫⤒῭άື䛾ᇶ┙䛷䛒䜛㔜せ䜲䞁䝣䝷䠄ሗ㏻ಙ䚸㔠⼥䚸⯟✵䚸㕲㐨䚸㟁ຊ䚸䜺䝇䚸ᨻᗓ䞉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䚸་⒪䚸Ỉ
㐨䚸≀ὶ䠅䛻䛚䛔䛶䚸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺ሗඹ᭷➼䛾㐃ᦠ䜢᥎㐍䛩䜛㆟య

Ṳ Ẇ૾עπσ˳ׇሁπσೞ᧙ỆấẬỦൟ᧓ἏὊἉἵἽἳἙỵỴử
ဇẲẺऴإႆ̮Ệếẟềỉਦᤆửπᘙ
ίϋ᧚ܫẆዮѦႾẆኺฎငಅႾὸ

¾ ᅜ䜔ᆅ᪉බඹᅋయ䛜Twitter➼䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜢⏝䛧䛶ሗⓎಙ䜢⾜䛖㝿䛾䚸ᡂ䜚䛩䜎䛧➼䛾㜵Ṇ䠄䜰䜹
䜴䞁䝖㐠⏝⪅䛾᫂♧䚸ᡂ䜚䛩䜎䛧䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ䛧䛯ሙྜ䛾ᑐᛂ➼䠅䚸䜰䜹䜴䞁䝖㐠⏝䝫䝸䝅䞊䛾⟇ᐃ
䛸᫂♧➼䛻䛴䛔䛶ᣦ㔪䜢⟇ᐃ䚹
¾ ෆ㛶ᐁᡣ䠄ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝉䞁䝍䞊䚸ITᢸᙜᐊ䠅䚸⥲ົ┬䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛻䛚䛔䛶⟇ᐃ䚸4᭶5᪥බ⾲䚹

ऴإἩἻἕἚἧỻὊἲЎṩ

බඹ

24

ሗὶ㏻䛻ಀ䜛せㄳ䚸ᣦ㔪➼

Ṳ ᛚẾẺऴإửϋܾểẴỦἓỹὊὅἳὊἽሁỆݣẴỦදॖնឪửᙲ
ᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ ᩓൢᡫ̮ʙಅᎍ᧙̞˳ׇỆݣẲẆிଐஜٻᩗỆ̞ỦỶὅἑὊ
ἕἚɥỉ්ᚕᛖỆếẟềẆӲ˳ׇޓỉᩓൢᡫ̮ʙಅᎍሁầ
ᘙྵỉᐯဌỆᣐॾẲếếᢘЏỆࣖݣẴỦợạẆԗჷӏỎ࣏ᙲễਜ਼
ፗửᜒẳỦẮểᙲᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ πσೞ᧙ầᵲᶕᶇᶒᶒᶃᶐᴾỴỽỸὅἚửᢃဇẴỦᨥỉᛐᚰἋỿὊἲửನ
ሰ ίኺฎငಅႾὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ
҃ӃҖӃҔნ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

∭ ⇲∂ഀ

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

䝝䞊䝗


⏝

⪅

ỴἩἼἃὊἉἹὅЎίᵟᵱᵮᵍᵱᵿᵿᵱὸṞ

Ẹ㛫

26

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾↓ൾᥦ౪

Ṳ ܹ᧙ᡲἙὊἑίʴẆཋẆὸửሥྸẴỦἇὊἥἋ
ίἰỶἁἿἏἧἚẆἍὊἽἋἧỻὊἋὉἛἕἚἅἲẆỺἲỼὊἘἕἁἋẆᾝᾔᾒὸ

Ṳ ᶇᵮᶆᶍᶌᶃӼẬעὉἜἥἄὊἉἹὅỴἩἼ ίỶὅἁἼἳὅἚᾟὸ
Ṳ ٳʴ˰އᎍӼẬᐯѣᎇᚪἇὊἥἋ ίἁἿἋἻὅἄὊἊὸ
Ṳ ἇὊἢႳᙻẆዴ࢟ᚘምẆ᎑ᩗᚐௌỉẺỜỉἏἧἚỸỹỴ
ίଐஜἤἷὊἾἕἚὉἣἕỽὊἛẆ˙ᕲࣙἘἁἠἏἼἷὊἉἹὅἌὸ

Ṳ ỶἕἑὊỉϋܾửЎௌẲẆˁЎẬẲềᘙᅆẴỦἇὊἥἋ
ίᾝᾡᾘẆᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌὸ

ṲἘἾὁὊἁᵆܡנѮѦᵇỉẺỜỉऴإσஊૅੲ
ὉᇢὉׅዴ੩̓ ᵆଐஜᵦᵮẆἨỶỿἷὊἨᵇ
ὉἣἏἅὅᢒᨠદ˺ἇὊἥἋ ίỴỶὉὊẆଐஜἸἝἉἋẆἇỶἮỸἌὸ
ὉỸỹἨ˟ᜭሁỉἁἻỸἛὉἉἋἘἲ ίଐஜᵧᵠᵫẆଐஜἰỶἁἿἏἧἚẆ݈ٟᡫὸ
Ṳ ᩓ܇ἳὊἽẆਫ਼ᅆெẆἓἵἕἚẆᵵᶃᶀ˟ᜭἉἋἘἲሁỉἇὊἥἋ
ίἰỶἁἿἏἧἚẆἨỶỿἷὊἨẆἝἷὊἿἕἚẆᾝᾣᾣỴỶἘỵẆૼଐᤧἏἼἷὊἉἹὅẆἉἋἅἉἋἘἲἌẆଐஜἤἷὊἾἕἚὉἣἕỽὊἛẆᾝ
ᾣᾣἙὊἑὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ
҃ӃҖӃҔნ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

ѸဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

∭ ⇲∂ഀ

ѻ

∫ ↯↩↺∢ࠎૂ⇼⇬⇴ཥਤૢઉ۫ಬ்∂ᅓ

䝋䝣䝖

䝝䞊䝗


⏝

⪅

ἅὅἘὅЎṞ

Ẹ㛫

28

䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪

Ṳ ἘἾἥӲޅầἕἚɥỂཎဪỉӷᣐ̮ửڼ
ίᾝᾗᾚẆᾣᾑᾢẆἧἊἘἾἥẆἘἾἥஔଐὸ

Ṳ ჄٳᢤᩊồỉἿὊỽἽဪኵỉἕἚᣐ̮
Ṳ ܇ỄờӼẬဪኵỉἕἚᣐ̮

ίἘἾἥἥἷὊᅦ˂ὸ

ίἘἾἥிʮὸ

Ṳ ᾒᾢửᡫẳẺࠧ܌ὉᛅỆợỦᩗऴإỉ੩̓ίᾒᾢᨦܹᎍ્ᡛወɟೞನὸ
Ṳ ἻἊỼဪኵỉỶὅἑὊἕἚᣐ̮ίᶐᵿᶂᶇᶉᶍὸỉỺἼỴСᨂᚐᨊ
ίଐ્ᡛ˂ὸ

Ṳ
Ṳ
Ṳ
Ṳ
Ṳ

ࣄỺἼỴἰἕἩẆᡫ̮ᨦܹ؏עỉπᘙ ίᾝᾣᾣἛἅἴẆᾚᾓᾓᾘẆἏἧἚἢὅἁἴἢỶἽሁὸ
ᘮעỉϙჇử੩̓ ίἂὊἂἽὸ
ܹऴإဪኵẆൢᝋὉʩᡫऴإဪኵỉ૰્ᡛ ίɟᢿஊ૰ᾒᾢ્ᡛʙಅᎍὸ
ܼࡊỉҔܖỉᶇᵮᶆᶍᶌᶃ༿ỴἩἼửΝ੩̓ ίᾜᾣᾘὸ
ἅἱἕἁᩃᛏỉỶὅἑὊἕἚỆợỦ૰ᣐ̮ ίᨼᒍᅈẆᜒᛩᅈẆܖݱὸ

ἅὅἘὅЎṟ

Ẹ㛫
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䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪

Ṳ ỉ૨ྂᙐϙἇὊἥἋỆợỦᙐϙཋửἳὊἽởᵤᵟᵶễỄỂ
ᡛ̮ẴỦẮểửೌМᎍ˳ׇỆңщ̔᫂ ίଐஜң˟ὸ
Ṳ ἓἵἼἘỵὊἅὅἇὊἚẆỉᔺỉᘮᎍӼẬᣐ̮ሁᘮ
ૅעੲửႸႎểẴỦ˺ԼМဇỉΝᚩᜄ
ίᾙᾐᾢᾡᾐᾒẆଐஜᩓ܇ቔЈ༿ᅈң˟Ẇଐஜ૨ᕱܼң˟Ẇᇌ˟Ẇଐஜң˟ὸ

Ṳ Ẑʻଐỉᚮၲᵵᵣᵠ༿ ඥʴἇὊἥἋῐửҔၲࢼʙᎍỆΝ੩̓
ᵆҔܖᨈὸ

Ṳ ἏἧἚỸỹỴሁỉΝἒỸὅἿὊἛử੩̓ ίἰỶἁἿἏἧἚὸ
Ṳ ᪦٣ἅἱἷἝἘỵὊὉἇỶἚỂỉ٣ỆợỦࣖੲἳἕἍὊἊႆ̮

ἅὅἘὅЎṠ

බඹ

ίỽἶἕἁὸ

30

䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪䛻㛵䛩䜛せㄳ➼

Ṳ ᾝᾗᾚẆൟ્ᡲẆἻἊỼӲᅈẆἅἱἷἝἘỵ્ᡛޅỆݣẲẆẐᘮעỂ
ỊἻἊỼỆợỦऴإˡᢋầᙲễỉỂẆ˰؏עൟầ࣏ᙲểẴỦऴإ
ửẲẾẦụˡảỦợạẆܹऴإỉˡᢋỆஇٻᨂỉѐщửẾề᪬
ẨẺẟẇẑଓӝ᪽ᙲᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ ᾝᾗᾚẆൟ્ᡲỆݣẲẆܹỆ̞ỦദᄩẦếẨỜኬẦễऴإửൟ
ỆᡆᡮỆ੩̓ẴỦợạ૨Ểᙲᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ ỴἰἓἷỴዴửဇẟẺܹऴإỉ੩̓ሁửଐஜỴἰἓἷỴዴ
ᡲႱίᾙᾐᾡᾛὸồᙲᛪ ίዮѦႾὸ
Ṳ ᾝᾘᾒᾣỉᑋᆰೞἾὊἒὊἉἋἘἲίᵮᶇᵋᵱᵟᵰᵐὸửဇẟẺᘮעỉજ
ӏỎဒ੩̓ ίዮѦႾẆᾝᾘᾒᾣὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ
҃ӃҖӃҔნ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

∭ ⇲∂ഀ

ѻ
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Ṳ ிଐஜٻᩗ ᵧᵡᵲૅੲࣖੲᨛỉᚨᇌ
ἕἚὁὊἁẆἡὊἛỸỹỴẆἏἧἚỸỹỴểẟạᵧᵡᵲỉӲಅ७ỉщửኽᨼẲềẆᘮᎍὉᘮעỉੲẆࣄỉˡẟửẴỦẮểửႸႎẇ
ίσӷᚨᇌԠỎẦẬʴὸ
ᅈׇඥʴ ଐஜኺฎ˳ׇᡲӳ˟ᅈׇඥʴ ἅὅἦἷὊἑἏἧἚỸỹỴң˟ίᵡᵱᵟᵨὸנଐՠ˟ᜭίᵟᵡᵡᵨὸɟᑍᅈׇඥʴ ऴإ
ἇὊἥἋငಅң˟ίᵨᵧᵱᵟὸɟᑍᅈׇඥʴ ऴإᡫ̮ἕἚὁὊἁငಅң˟ίᵡᵧᵟᵨὸᅈׇඥʴ ᩓൢᡫ̮ʙಅᎍң˟ίᵲᵡᵟὸɟᑍᅈׇඥ
ʴ ᩓ܇ऴإ২ᘐငಅң˟ίᵨᵣᵧᵲᵟὸɟᑍᅈׇඥʴ ଐஜἅὅἦἷὊἑἉἋἘἲᝤ٥ࡃң˟ίᵨᵡᵱᵱᵟὸ

Ṳ ऴૅإੲἩἿἮἠὉἩἻἕἚἧỻὊἲίᾸᾢᾟᾟὸỉᚨᇌ
ऴإᡫ̮Ệ᧙̞ẴỦ˖ಅὉ˳ׇὉᵬᵮᵭὉ̾ʴሁầἩἿἧỹἕἉἹἜἽễჷᜤể২ᏡẆӲᆔỉเửਤẼợụẆᘮעỉૅੲѣửૅảỦऴ
إἕἚὁὊἁỉನሰểᢃဇửႸਦẴẇ
ίʙѦޅὸ
˟ඡ ٶઊܖٻऴإᅈ˟ܖᄂᆮἡỶἣὊἕἚὁὊἁᅈ˟ᄂᆮẆἴἢỶἽὉἅὅἘὅὉἧỻὊἻἲẆ߃ٻʰ ᅕৎࠊ ሁ

Ṳ ẐࣄᐻૅੲἳἙỵỴᨛẑỉоᚨ
ίʙѦޅὸ
ཎܭ᩼փМѣඥʴପऴإٟң˟
ˌɦửႸႎểẴỦẇ
ᾀώٻᩗỆợỦᘮൟỉɶᧈႎễࣄᐻửૅੲẴỦऴإἉἋἘἲỉನሰửἇἯὊἚẴỦẇ
ᾁώᚸᘮܹỉࢨ᪪ử᠉ถẴỦऴإửС˺ᣐ̮ẴỦẇ
ᾂώசஹỉଐஜỉᅹểễỦợạễପửỴὊỽỶ҄ẲɭမɶỆᣐ̮ẴỦẇ

Ṳ ᵧᵲࣄᐻόҢ˟ᜭỉ͵
ൟở؏עỉऴإσஊẆἅἱἷἝἘỵỉ࢟ὉዜਤẆүೞሥྸẆ᧸ẆỺἽἀὊሥྸẆෙٳồỉऴإႆ̮ễỄẆỄỉợạỆࣄᐻẲẆૼẲ
ẟᵧᵲửᚨᚘẴỔẨẦẆܫငܖỉჷऔửኽᨼẲềᜭᛯẴỦẮểửႸႎẇ
ίἴἙἾὊἑὸ
ɶ˙ჷՁίঅড፯ܖٻؽὸ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ಀ䜛ICTศ㔝䛷䛾ᐁẸ䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

Ѻ

ʪ˅˘ˑʲʩʵʧ˖ნ
(ASP/SaaṢ

Ѹ ဥҧҹғҘҥѹ̔Ұ
ნ
Ѷ ්˾ီ҅̔ң҉
ნ
Ѵ ҇҉ҖҰߢࢇნ
̢ˇʶʼʡ˖ʱ˗๕)
Ѳ

൜ႆ˾ҝғҘҿ̔ѿ
ѴӃҥҹნ

⇲∂ഀ
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Ẹ㛫

Ṳ ỶὅἑὊἕἚửᡫẳẺʙಅዒዓᚘဒίᾑᾒᾟὸỉ૰ᚮૺửڼẇ
ἙὊἑࣄẦỤἁἻỸἛἅὅἦἷὊἘỵὅἂồỉᆆᘍẆܡנѮѦݰλ
ễỄỉἅὅἇἽἘỵὅἂửɟਙӖදỂẨỦ˳Сửૢͳ ίᾘᾑᾜὸ
බඹ

Ṳ ᘮעỆấẬỦݼіޗഭሥྸἉἋἘἲίẐᘮݼעіσᡫἣἋẑ
ỉႆᘍሁὸỉဇỉ౨᚛ ίዮѦႾὸ
Ṳ ிଐஜٻᩗࣖݣὉዬ࣯ ᄂᆮႆௐܱᘺૅੲἩἿἂἻἲ੩క
Ѫᨼử ڼί૨ᢿᅹܖႾᇌᘍඥʴᅹܖ২ᘐਰᐻೞನίᾙᾢᾣὸᅈ˟২ᘐᄂᆮႆἍὅἑὊὸ
Ṳ ᘮעỆấẬỦዴޅỉβᚩሁỉஊјᨂẆϐβᚩሁዓỉ
ᨂửࡨᧈ ίẐཎܭܹ᩼ࠝỉᘮܹᎍỉೌММႩỉ̬μሁửỦẺỜỉཎКਜ਼ፗỆ᧙ẴỦඥࢷẑỉᙹܭỆؕỀẨẆᵑᵍᵏᵏ῍ᵖᵍᵑᵎ
ỉᨂỉዴޅỆếẟềᵖஉᵑᵏଐộỂὸίዮѦႾὸ

᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ➨䠔ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䠒᭶㻝㻟᪥䠄᭶䠅㛤ദ䠅䚷㈨ᩱ䠔䠉䠏

⇟∄∞⇮∝⇕∏⇌⇯ဦ↚᧙ↈ↺‒
⇽∓⇖−⇟−∃∞⇮‒
≋ᇹ≔ഏ≌‒
‒
≕≖࠰≙உ≔≖ଐ‒
ዮѦႾ‒
‒
‒ ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↞⅚≬≦≷↝Мဇ⇁̟ᡶↈ↺ɥ↖ᙲ↙ࢫл⇁ௐↈ↱↝↖ⅱ↹⅚
ऴإᡫ̮Ў↚ⅹⅳ↕⇷∏⇦⇊∆⇝⇻⇮⇁ឪↂↈ↱↝↖ⅱ↺⅛ↂ↝↰⅚ዮѦႾ↖↞⅚⇕
∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝Мဇ↝ਖ਼ᡶ⅚ഏɭˊ⇕∏⇌⇯২ᘐ↝ᄂᆮႆ↳แ҄↝ਖ਼ᡶ⅚ᨥႎ
↙⇙∙⇡∙⇛⇟↝ᣱ↳⇖∓∞⇶∑ᡲઃ↝ਖ਼ᡶ⇁Ⴘႎ↗ↆⅤ⇟∄∞⇮∝⇕∏⇌⇯ဦⅥ
⇁≕≓≔≓࠰≘உ↚ሊ‒⅛ↆܭ
ஜ⇽∓⇖−⇟−∃∞⇮≋ᇹ≔ഏ≌↞⅚⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝ྵཞ⇁៊↭ⅷ↓↓⅚
Ⅴ⇟∄∞⇮∝
⇕∏⇌⇯ဦⅥ↝ᡶཞඞሁ↚↓ⅳ↕ӕ↹↭↗↰↱↝↖ⅱ↺⅛‒
‒
‒

Ⴘ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ഏ‒
≔≑‒ ‒ ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝Мဇཞඞ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≔‒
≕≑‒ ‒ ӕኵཞඞ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≗‒
‒ ‒ ‒ ‒ Ⅎ⇞∉⇷∙∝⇕∏⇌⇯∝⇙∙⇣∞⇝⇈∆↝ᚨᇌ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≗‒
‒ ‒ ‒ ‒ ℳ≟Мဇဦ≡⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↚̞↺⇒⇊⇯∏⇊∙ሁ↝ሊ‒≗∝∝ܭ
‒ ‒ ‒ ‒ ℴ≟২ᘐဦ≡⇕∏⇌⇯᧓ᡲઃ↚൭↰↸↻↺২ᘐᙲˑ↝แ҄∝∝∝≘‒
‒ ‒ ‒ ‒ ℵ≟ᨥဦ≡⇕∏⇌⇯ሊݣᛅሁ↝ܱ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≙‒
‒
Кኡ≝⇟∄∞⇮∝⇕∏⇌⇯ဦӕኵཞඞ‒
Кช≝⇟∄∞⇮∝⇕∏⇌⇯ဦ‒

㸯㸬ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝≧ἣ

ࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻᡓ␎ࠖࡢ⟇ᐃ㝿ࡋࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸯㸯᭶ࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ
࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿᴗ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝ពྥࡘ࠸࡚ࠊࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡢពᚿỴᐃ
㛵ࡍࡿᙺဨ➼ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ᪥⡿୧ᅜ࡛ᐇࡍࡿࡶࠊࣥࢣ࣮
ࢺ⤖ᯝࡽ᥎ᐃࡉࢀࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ពྥ࡞ᇶ࡙ࡁ㸰㸮㸯㸳ᖺ
࠾ࡅࡿᕷሙつᶍࡢ᥎ィࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⯡ࠊ
ࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻᡓ␎ࠖࡢࣉࣟࢢࣞࢫ࣏࣮ࣞࢺࢆྲྀࡾࡲࡵࡿ࠶
ࡓࡾࠊᮏᡓ␎ࡢ⟇ᐃࡽ㸯ᖺࢆ⤒࡚ࠊ᪥⡿࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬ≧
ἣࡢ᥎⛣ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ㸰㸮㸯㸯ᖺ㸱᭶ࠊᖺྠᵝࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㸰㸮㸯㸳ᖺ࠾ࡅࡿᕷሙつᶍࢆᨵࡵ࡚᥎ィࡋࡓࠋ
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᐇ⦼㸭⏝ணᐃࡘ࠸࡚᪥⡿㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿࠊ᪥⡿
ࡢᴗ࡛ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋࡓᐇ⦼㸦ࠕ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢᅇ⟅㸧ࡣࠊ
㸰㸮㸮㸷ᖺᗘ㸦ᅗ㸯㸫㸯㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㸯㸲㸬㸶㸣ᑐࡋࠊ⡿ᅜࡣ㸳㸴㸬㸰㸣
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᕪࡣ㸱㸬㸶ಸ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ㸦ᅗ㸯㸫㸰㸧࡛ࡣࠊ᪥
ᮏࡢ㸰㸴㸬㸯㸣ᑐࡋࠊ⡿ᅜࡣ㸴㸲㸬㸮㸣࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥⡿㛫࡛ࡣ౫↛ࡋ
࡚㸰㸬㸳ಸࡢᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⏝ᐇ⦼ࡢᕪࡣ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᾐ㏱ᗘ㸦ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ㄆ▱㸭⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿẚ⋡㸧ཬࡧ⏝ᐇែ㸭⏝ពྥࡘ࠸࡚᪥⡿㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿࠊ᪥ᮏᴗ
࠾࠸࡚ࡣࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫᾐ㏱ᗘཬࡧ⏝ᐇ⦼㸭⏝ពྥࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠕᐇ
⏝ࣇ࢙࣮ࢬࠖẁ㝵ࡢẚ⋡ࡀࠊᴗ࠾࠸࡚ࡣ㸰㸳㸬㸰㸣ቑ㸦㸯㸶㸬㸱㸣Ѝ
㸲㸱㸬㸳㸣㸧ࠊ୰ᑠᴗ࠾࠸࡚ࡶ㸯㸱㸬㸲㸣ቑ㸦㸷㸬㸯㸣Ѝ㸰㸰㸬㸳㸣㸧࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋࡋࡋࠊࠕᐇ⏝
ࣇ࢙࣮ࢬࠖẁ㝵ࡢྜࢆ᪥⡿㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿࠊ᪥ᮏࡣᴗ࠾࠸࡚⡿ᅜࡢ㸴
⛬ᗘࠊ୰ᑠᴗ࠾࠸࡚㸲⛬ᗘࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉୰ᑠᴗ࠾ࡅࡿ
ᐇ⏝ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᇶ࡙ࡁࠊ㸰㸮㸯㸳ᖺࡲ࡛ࡢᕷሙつᶍࢆ᥎ィࡋࡓࡇ
ࢁࠊᖺᗘࡰྠ㢠ࡢ⣙㸰㸬㸱ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ

1


ᅗ㸯㸫㸯 ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᐇ⦼㸭⏝ணᐃ㸦㸰㸮㸮㸷ᖺᗘ㸧





ᅗ㸯㸫㸰 ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᐇ⦼㸭⏝ணᐃ㸦㸰㸮㸯㸮ᖺᗘ㸧



n=210㻌











 *ᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ 300 ྡ௨ୖ㻌
 **୰ᑠᴗ䠖ᚑᴗဨᩘ 300 ྡᮍ‶㻌



n=253㻌


2

n=305㻌

n=247㻌

ᅗ㸰 ᪥ᮏ⡿ᅜ࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᾐ㏱ᗘ⏝ᐇែ㸭⏝ពྥ

䠄䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ䠅㻌

䠄䠎䠌䠌䠕ᖺᗘ䠅㻌

㻌

㻌





༢㸸൨

ᅗ㸱 ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᕷሙつᶍ

ᨻ⟇ᨭ䛻䜘䜛㻌
᪂ᕷሙฟຠᯝ
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㸰㸬ྲྀ⤌≧ἣ

ࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻᡓ␎ࠖ࠾ࡅࡿᥦゝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⥲ົ┬࠾ࡼࡧ㛵ಀᶵ㛵
࠾࠸࡚ࡣࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬ࣭㧗ᗘྥࡅࡓᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ
᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻᡓ␎ࠖࡣ㸱ࡘࡢಶูᡓ␎㸦ά⏝ᡓ␎ࠊᢏ
⾡ᡓ␎ࠊᅜ㝿ᡓ␎㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྛᡓ␎ࡢ࡞ᡂᯝࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛
࠶ࡿ㸦
ࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻᡓ␎ࠖࡢ⟇ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞㐍ᤖ≧ἣࡣࠊู
⣬ࡢ࠾ࡾ㸧ࠋ


ձ ࢪࣕࣃ࣭ࣥࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢタ❧
ᴗࡸ⏘ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼ࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬࢆ⏘Ꮫᐁࡀ㐃ᦠࡋ࡚⥲ྜ
ຊࢆⓎࡋࡘࡘ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸰᭶ࠊ᪥ᮏ⤒ᅋ㐃ࢆ୰ᚰࠊࢡ
ࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡀཧ⏬ࡋࠊẸ㛫ᅋయࠕࢪࣕࣃ࣭ࣥࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࢯ
࣮ࢩ࣒㸦㛗㸸ᐑཎ⚽ኵ㜰Ꮫྡᩍᤵࠋ⥲ົ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡀ࢜ࣈࢨ
࣮ࣂࡋ࡚ཧ⏬㸧ࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ
⌧ᅾࠊᮏࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡣ㸱㸮㸮ࢆ㉸࠼ࡿᴗࡀཧ⏬ࡋࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮
ࣅࢫ㛵㐃ᴗ࣭ᅋయ➼࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫᬑཬྥࡅࡓᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳ
ࡘ࠸࡚ࠊሗࡢඹ᭷ࡸ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᢳฟ➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࠊලయⓗ࡞
ࢧ࣮ࣅࢫࣔࢹࣝ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺㸴ࡘࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆタ⨨ࡋࠊᡃࡀᅜ
࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬಁ㐍ྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅᨭࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏㹇㹁㹒ᨭ
ᛂ㝲㸦ὀ㸧㐃ᦠࡋࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᖿᴗࡼࡿ⿕⅏ᆅྥࡅࡢ↓ൾ
ᨭ࣓ࢽ࣮ࣗࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ⿕⅏⮬యࠊᴗ➼ࡢሗᥦ౪➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
  㸦ὀ㸧⿕⅏⪅࣭⿕⅏ᆅࡢࡁࡵ⣽࠸㹇㹁㹒ᨭࢆ┠ⓗࠊ♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜࠊ
୍⯡♫ᅋἲே㟁Ꮚሗᢏ⾡⏘ᴗ༠㸦㹈㹃㹇㹒㸿㸧࡞ࠊ㹇㹁㹒ศ㔝㛵㐃ࡍࡿ㸶ᅋయ
ࢆ୰ᚰタ❧ࠋ


ղ 㸺ά⏝ᡓ␎㸼 ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫಀࡿ࢞ࢻࣛࣥ➼ࡢ⟇ᐃ
㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ࣥࢲࢫࢺ࣭ࣜࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡛ࡣࠊᴗ➼࠾ࡅࡿ
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᴗࡢႠᴗ⛎ᐦ➼ࡢಖㆤ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ☜ಖ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢㄪ㐩ᡭ㡰ᚑࡗ
࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࣜࢫࢡࢆᩚ⌮ࡋࠊዎ⣙ඛ❧ࡕ๓☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ
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ࡁ㔜せ㡯ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠕࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࡢಖㆤࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫ☜ಖಀࡿ࢞ࢻࠖࢆᮏᖺኟࢆ┠㏵බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⥲ົ┬࡛ࡣࠊ㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ࡢ㐺⏝ศ㔝ᣑࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ
ᰯົศ㔝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ᴗ⪅ࡀ␃ពࡍࡁ㡯
➼ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠕᰯົศ㔝࠾ࡅࡿ㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ᴗ⪅ྥࡅ࢞ࢻࣛ
ࣥࠖ
㸦㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸮᭶⟇ᐃ㸧ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ་⒪ศ㔝ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ
ࠕ㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ᴗ⪅ࡀ་⒪ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺㝿ࡢᏳ⟶⌮㛵ࡍ
ࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ
㸦㸰㸮㸮㸷ᖺ㸵᭶⟇ᐃࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸰᭶ᨵᐃ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑ᴗ⪅་⒪ᶵ㛵➼ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡍࡿ㹑㹊㸿 6HUYLFH
/HYHO$JUHHPHQW ྵࡵࡿࡁ᮲㡯➼ࢆࡲࡵࡓࠕ㸿㹑㹎࣭㹑㹟㹟㹑
ᴗ⪅ࡀ་⒪ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺㝿ࡢᏳ⟶⌮㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙ࡃ㹑
㹊㸿ཧ⪃ࠖ㸦㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸰᭶⟇ᐃ㸧ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ㹇㹎㹴㸴ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ⎔ቃࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ⎔ቃࢡࣛ࢘ࢻࡢᵓ⠏࣭㐠⏝㛵ࢃࡿᴗ⪅➼ࡀ‶ࡓࡍࡁࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ➼㛵ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡせ௳➼ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠕ㹇㹎㹴㸴⎔ቃࢡࣛ࢘ࢻࢧ
࣮ࣅࢫࡢᵓ⠏࣭㐠⏝࢞ࢻࣛࣥࠖࡀᮏᖺኟࢆ┠㏵බ⾲ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ


ճ 㸺ᢏ⾡ᡓ␎㸼 ࢡࣛ࢘ࢻ㛫㐃ᦠồࡵࡽࢀࡿᢏ⾡せ௳ࡢᶆ‽
⥲ົ┬࡛ࡣࠊ୰ᑠࢆྵࡴ」ᩘࡢࢡࣛ࢘ࢻࡀ㧗ᗘ㐃ᦠࡋࠊ㧗ಙ㢗࣭㧗ရ
㉁࡛┬㟁ຊ࡞ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᭱ඛ➃ࡢࠕࢢ
࣮ࣜࣥࢡࣛ࢘ࢻᇶ┙ࠖࡢᵓ⠏ࢆ㸰㸮㸯㸰ᖺᗘࡲ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ㧗ಙ㢗
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫไᚚᇶ┙ᢏ⾡ࡸ⎔ቃᑐᛂᆺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓᡂࢩࢢࢼࣜࣥ
ࢢᢏ⾡➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲㛤Ⓨᡂᯝࢆࡶࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢡࣛ࢘ࢻᇶ┙㐃ᦠᢏ⾡ࣇ࢛
࣮࣒ࣛ㸦㹅㹇㹁㹒㹄㸧㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ」ᩘࡢࢡࣛ࢘ࢻࢩࢫࢸ࣒㛫ࢆ㐃ᦠࡍ
ࡿ࣮ࣘࢫࢣ࣮ࢫࡸᶵ⬟せ௳ࠊ㹑㹊㸿ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ
⾜࠸ࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆᅜ㝿㟁Ẽ㏻ಙ㐃ྜ㟁Ẽ㏻ಙᶆ‽㒊㛛㸦㹇㹒㹓
㸫㹒㸧ࡢࢡࣛ࢘ࢻ㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢢ࣮ࣝࣉ㸦)*&ORXG&RPSXWLQJ㸧
ᥦࡋࠊ㸰㸮㸯㸯ᖺ㸰᭶ࡣ㹇㹒㹓㸫㹒࠾ࡅࡿ᳨ウㄢ㢟ೃ⿵ࡋ࡚ṇᘧ
┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ
)*&ORXG&RPSXWLQJ ࡣ㸰㸮㸯㸯ᖺ㸯㸰᭶⤊ࡋࠊ㹇㹒㹓㸫㹒࠾ࡅࡿ
᪂ࡋ࠸᳨ウయไ⛣⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ່࿌
ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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մ 㸺ᅜ㝿ᡓ␎㸼 ࢡࣛ࢘ࢻᨻ⟇ᑐヰ➼ࡢᐇ
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡣ࣮࣎ࢲࣞࢫ࡞⎔ቃ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡽࠊᅜ㝿ⓗ࡞
࣮ࣝࣝసࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㸿㹎㹃㹁➼ࡢከᅜ㛫ࠊྛᅜࡢᅜ
㛫ࡢᨻ⟇ᑐヰ➼ࡢሙࢆά⏝ࡋࠊᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸮᭶㛤ദࡉࢀࡓ㸿㹎㹃㹁➨㸶ᅇ㟁Ẽ㏻ಙ࣭ሗ⏘ᴗ⮧
ྜ࠾࠸࡚ࠊ㸿㹎㹃㹁ᇦෆ࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢά
⏝ಀࡿᏳ࣭Ᏻᚰ࡞⎔ቃࡢ☜❧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢᚲせᛶࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠕἈ
⦖ᐉゝࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸷᭶᪥㡑ࢡࣛ࢘ࢻᨻ⟇ᑐヰࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㸰
㸮㸯㸮ᖺ㸯㸯᭶ࡣࠊᮾி࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏഃࡣ⥲ົ┬ࠊእົ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ
┬ࠊ⡿ഃࡣᅜົ┬ࠊၟົ┬ࠊ㐃㑥㏻ಙጤဨ➼࡛ᵓᡂࡍࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࢚ࢥࣀ࣑࣮㛵ࡍࡿ᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰࢆ㛤ጞࡋࠊ୧ᅜ࠾ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻࢧ
࣮ࣅࢫಀࡿ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢඹ᭷ࡸࠊㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓពぢࢆ
⾜࠺ࡶࠊᐃᮇⓗྜࢆ㛤ദࡋ༠ຊࡍࡿࡇࢆྜពࡋࡓࡇࢁ࡛࠶
ࡿ ᮏᖺ㸴᭶ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ㹂㹁࠾࠸࡚➨㸰ᅇྜࢆ㛤ദ ࠋ࡞࠾ࠊᮏᨻ⟇
ᑐヰࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤒῭ศ㔝ࡢ᪥⡿㐃ᦠࡢ୍ᒙࡢᙉྥࡅࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯
㸯᭶ࡢ᪥⡿㤳⬻ㄯ࡛ྜពࡉࢀࡓࠕ᪂ࡓ࡞ࢽࢩࢸࣈࠖࡢ୍ࡘࡋ࡚
┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᮏᖺ㸴᭶㛤ദࡢ᪥㹃㹓㹇㹁㹒ᨻ⟇ᑐヰ࠾࠸࡚ࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ
࣮ࣅࢫಀࡿពぢࢆᐇࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ➼ࠊḢ⡿ࠊࢪࢆࡣࡌࡵ
ࡋࡓྛᅜࡢពぢࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ⏝ྥࡅࡓᅜ㝿ⓗ࡞ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡢ㔊ᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ู⣬
䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ␎㻌㻌ྲྀ⤌≧ἣ

䠍䠊ά⏝ᡓ␎
⟇ᴫせ

㻞㻜㻝㻜ᖺᗘྲྀ⤌ᡂᯝ

㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ௨㝆䛾ྲྀ⤌ணᐃ

䠄䠍䠅㻵㻯㼀䛾ᚭᗏⓗά⏝䛾᥎㐍
ᅜẸᮏ䛾㟁Ꮚ⾜ᨻ䜢ᐇ⌧䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ୰䛻䛂㟁Ꮚ⾜ᨻ᥎㐍᪉
㔪䛃䜢ᨻᗓ䛸䛧䛶Ỵᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㏿䜔䛛䛻ᨻᗓሗ䝅䝇䝔䝮䛾⤫ྜ䞉㞟⣙
➼䜢ᅗ䜛䛂ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛃䛾ᵓ⠏䜢㐍䜑䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䜢┠㏵䛻㐠
⏝䜢㛤ጞ䛩䜛䚹௨㝆䚸タഛ᭦ᨵ➼䛻ే䛫䛶㏲ḟẁ㝵ⓗ䛻ᨻᗓሗ䝅䝇䝔䝮
䛾⤫ྜ䞉㞟⣙䜢ᅗ䜛➼䚸ᨻᗓሗ䝅䝇䝔䝮䛾ๅ᪂䜢╔ᐇ䛻᥎㐍䛧䚸㻞㻜㻞㻜
ᖺ䛾Ⅼ䛷㛵㐃㐠Ⴀ㈝⏝䛾⣙䠑⛬ᗘ䛾๐ῶ䜢┠ᣦ䛩䚹

䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛇
ᨻᗓሗ䝅䝇䝔䝮䛾⤫ྜ䞉㞟⣙䛾ᇶ┙䝅䝇䝔䝮䛸䛺䜛䛂ᨻᗓඹ㏻䝥
䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛃䛾ᩚഛ䜢⾜䛔䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ୰䛻㐠⏝䜢㛤ጞ䛩䜛䚹
㐠⏝㛤ጞ௨㝆䚸⤫ྜ䞉㞟⣙ᑐ㇟䝅䝇䝔䝮䛾᭦ᨵᮇ➼䛻ే䛫䛶㏲ḟ
ẁ㝵ⓗ䛻ᨻᗓሗ䝅䝇䝔䝮䛾⤫ྜ䞉㞟⣙䜢ᅗ䜛➼䚸ᨻᗓሗ䝅䝇䝔
䝮䛾ๅ᪂䜢╔ᐇ䛻᥎㐍䛧㐠⏝䝁䝇䝖䛾๐ῶ䜢ᅗ䜛䚹

䛆㟁Ꮚ⾜ᨻ᥎㐍᪉㔪⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䛇
䛆㟁Ꮚ⾜ᨻ᥎㐍᪉㔪⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䛇
䛂㟁Ꮚ⾜ᨻ᥎㐍᪉㔪䛃䛾Ỵᐃ䛻ྥ䛡䚸㧗ᗘሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽♫᥎ 䛂㟁Ꮚ⾜ᨻ᥎㐍᪉㔪䛃䛾Ỵᐃ䛻ྥ䛡䚸ᘬ䛝⥆䛝㟁Ꮚ⾜ᨻ䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽
㐍ᡓ␎ᮏ㒊䛾㟁Ꮚ⾜ᨻ䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䛻䛚䛔䛶᳨ウ䜢ᐇ䚹 䝣䜷䞊䝇䛻䛚䛔䛶᳨ウ䜢ᐇ䚹
䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛇
ᨻᗓ䛾ಖ᭷䛩䜛ሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᐇែᢕᥱ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᨻᗓඹ㏻䝥
䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᶵჾせ௳䚸ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱せ௳䚸ᩚഛ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䚸
ᑐ㇟䝅䝇䝔䝮䛸䛾ᙺศᢸ➼䛾ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ồ䜑䜙䜜䜛
䝅䝇䝔䝮せ௳䛾᫂☜సᴗ䜢ᐇ䚹

䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛇䠄㻟㻚㻠൨䠅
ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛィ⏬䜢㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛻⟇ᐃணᐃ䚹
ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾タィ䞉ᵓ⠏సᴗ䜢ᐇ䛧䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ୰䛻㐠
⏝䜢㛤ጞணᐃ䚹

䜎䛯䚸㟁Ꮚ⾜ᨻ䜽䝷䜴䝗䛻ಀ䜛䠞䠟䠬䠄㻮㼡㼟㼕㼚㼑㼟㼟㻌㻯㼛㼚㼠㼕㼚㼡㼕㼠㼥㻌㻼㼘㼍㼚䠅䛾⟇ᐃ䚸ᨻ
ᗓ䠟䠥䠫䠄㻯㼔㼕㼑㼒㻌㻵㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻻㼒㼒㼕㼏㼑㼞䠅䛾タ⨨䚸Ẹ㛫䠥䠠䛸䜒㐃ᦠྍ⬟䛺ᅜẸ䠥䠠ไ
ᗘ䛾ᩚഛ䚸ᴗ䝁䞊䝗䛾㐃ᦠ䞉ඹ㏻➼䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᡤせ䛾ἲไᗘ
䜢ᩚഛ䛩䜛䚹

䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ಀ䜛⅏ᐖᑐ⟇䛾ᐇ䛇
⤫ྜ䞉㞟⣙ᑐ㇟䝅䝇䝔䝮䛻ಀ䜛ᴗົ䛾䠞䠟䠬䠄㻮㼡㼟㼕㼚㼑㼟㼟㻌㻯㼛㼚㼠㼕㼚㼡㼕㼠㼥
㻼㼘㼍㼚䠅䛻ᛂ䛨䛶䚸䝅䝇䝔䝮䛤䛸䛻⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ᅇ┠ᶆ䝺䝧䝹䜢㑅ᢥ
䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹

䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ಀ䜛⅏ᐖᑐ⟇䛾ᐇ䛇
ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ồ䜑䜙䜜䜛䝅䝇䝔䝮せ௳䛾᫂☜సᴗ䛻䛚
䛔䛶䚸䝞䝑䜽䜰䝑䝥䝉䞁䝍䞊⎔ቃ䛾ᥦ౪䜔䚸ᅇ┠ᶆ㛫➼䜢ෆᐜ䛸䛩
䜛䛂ᅇ┠ᶆ䝺䝧䝹䛃䛾タᐃ䛺䛹䛾⅏ᐖᑐ⟇䛻㛵䛩䜛せ௳䜢ᐃ⩏䚹

䛆ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ಀ䜛⅏ᐖᑐ⟇䛾ᐇ䛇䠄㻟㻚㻠൨䠅
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ୰䛻䚸䝅䝇䝔䝮䛤䛸䛻⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ᅇ┠ᶆ䝺䝧䝹䜢㑅ᢥ
䛷䛝䜛䜘䛖ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾䝅䝇䝔䝮タィཬ䜃㐠⏝タィ䜢ᐇ
䛩䜛ணᐃ䚹

䛆⾜ᨻᴗົ䝅䝇䝔䝮㐃ᦠ᥎㐍ᴗ䛇
⾜ᨻᶵ㛵䛜᭷䛧䛶䛔䜛ሗ䜢䛾⾜ᨻᶵ㛵䜔Ẹ㛫ᴗ⪅䛜ά⏝䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䜚䚸⾜ᨻᡭ⥆䞉Ẹ㛫ᡭ⥆䛻䛚䛡䜛ῧ᭩㢮๐ῶ➼䜢ᐇ⌧䛧䚸ᅜẸ
䛾౽ᛶྥୖ䜔⾜ᨻ䛾ຠ⋡䛾ᐇ⌧䛻䛴䛺䛢䜛䚹

䛆⾜ᨻᴗົ䝅䝇䝔䝮㐃ᦠ᥎㐍ᴗ䛇䠄㻢㻚㻣൨䠅
ᴗ䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯┬ᗇ㛫䝞䝑䜽䜸䝣䜱䝇㐃ᦠ䛻䜘䜛ῧ᭩㢮┬␎䛻䛴
䛔䛶䛾ᐇドᴗ䜢ᐇ䛧䚸ᴗ䝁䞊䝗ᑟධ䛻ᚲせ䛺㐃ᦠᶵ⬟䜔䜲䞁䝍
䝣䜵䞊䝇せ௳䜢᳨ウ䛾ୖ䚸እᏐ➼ᚋゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟䜢ᢳฟ䚹
ᐁẸ㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶⏝⪅䛾䝙䞊䝈䜢᫂☜䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⾜ᨻᴗົ䝅
䝇䝔䝮䜈䛾䜰䜽䝉䝇䛻ಀ䜛䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇せ௳䛾᳨ウ䜢ᐇ䚹

䛆⾜ᨻᴗົ䝅䝇䝔䝮㐃ᦠ᥎㐍ᴗ䛇䠄㻞㻚㻣൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾ᐇドᴗ䛾ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜẸ㻵㻰➼䛾㆟ㄽ䛻㈨䛩䜛䛣䛸
䜢┠ⓗ䛻䠥䠰ᡓ␎ᮏ㒊㟁Ꮚ⾜ᨻ䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䜈ᥦ౪䚹
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾ᐇドᴗ䛾ᡂᯝ䛸䚸㟁Ꮚ⾜ᨻ䝍䝇䜽
䝣䜷䞊䝇䜔♫ಖ㞀䞉⛯䛻㛵䜟䜛ඹ㏻␒ྕไᗘ䛾᳨ウ䛾ືྥ䜒㋃䜎
䛘䚸᪂䠥䠰ᡓ␎䛾ᕤ⛬⾲䛻ᚑ䛳䛶䚸ෆ㛶ᐁᡣ➼䛾㛵ಀᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧ᴗ
䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯⾜ᨻᶵ㛵㛫䛾ሗ㐃ᦠ䛾ᐇドᴗ➼䜢ᐇ䛧䛶䛔䛟ண
ᐃ䚹

䛆⮬య䜽䝷䜴䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛇
ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ሗ䝅䝇䝔䝮䛾㞟⣙䛸ඹྠ⏝䜢㏻䛨䛯୍ᒙ䛾ຠ⋡
ⓗ䛺㐠⏝䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䛛䜙䚸⥲ྜ⾜ᨻ䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䠄㻸㻳㼃㻭㻺䠅ୖ䛻ᵓ⠏䛧䛯䜽䝷䜴䝗ᇶ┙䜢ά⏝䛧䚸㻢㐨ᗓ┴㻣㻤ᕷ⏫ᮧ䛾ཧຍ
䛻䜘䜛䛂⮬య䜽䝷䜴䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛃䜢ᐇ䚹㛤Ⓨᐇド䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎
䛘䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ሗ䝅䝇䝔䝮䛻ಀ䜛⤒㈝䛾๐ῶ䛸ᚋ䛾䜘䜚㧗ᗘ
䛺⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛾ᇶ┙ᵓ⠏䜢᥎㐍䛧䚸⮬య䜽䝷䜴䝗䛾
ᅜᒎ㛤䜢ᅗ䜛䚹

䛆⮬య䜽䝷䜴䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛇䠄㻞㻜㻚㻜൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻣᭶䛻⮬య䜽䝷䜴䝗᥎㐍ᮏ㒊䚸ྠᖺ㻥᭶䛻᭷㆑⪅᠓ㄯ䜢タ⨨
䛧䚸⮬య䜽䝷䜴䝗䛾ᅜᒎ㛤䛻ྥ䛡䛯ලయⓗ䛺ㄢ㢟䜔ᑐᛂ᪉⟇䛾᳨
ウ䜢ᐇ䚹
⮬య䜽䝷䜴䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᴗົ䝅䝇䝔
䝮䛻䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾➼䛾᪂䛯䛺ᢏ⾡䜢ᑟධ䛧䚸㛵㐃㈝⏝䛾๐
ῶ䚸ᐇ㉁ⓗ䛺ᴗົ䛾ᶆ‽䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ➼䜢ᐇド䚹

䛆⮬య䜽䝷䜴䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛇
⮬య䜽䝷䜴䝗᥎㐍ᮏ㒊䛾᭷㆑⪅᠓ㄯ䛻䛚䛡䜛᳨ウ䜔⮬య䜽䝷䜴
䝗㛤Ⓨᐇドᴗ䛾ᡂᯝ➼䜢㋃䜎䛘䚸⮬య䜽䝷䜴䝗䛾ᅜᒎ㛤䜢᥎㐍䚹
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ሗ䝅䝇䝔䝮䛾㞟⣙䛸ඹྠ⏝䛻ྥ䛡䛯ィ⏬⟇
ᐃ䜔䠥䠟䠰ᇶ┙䛾ᩚഛᵓ⠏䛻ᑐ䛩䜛ᆅ㈈ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䚹

䛆䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䞉䜸䞊䝥䞁䝰䝕䝹䛇
㉸㧗㏿䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗⥙䜢ά⏝䛧䛶䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶
ᐇ⌧䛜ồ䜑䜙䜜䜛་⒪䚸ᩍ⫱䚸⾜ᨻ➼䛾⏕άᨭᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䚸බඹ
䝃䞊䝡䝇䛻䜘䜛ఫẸ䛾౽ᛶྥୖ䛸↓㥏䛾㝖䛻䜘䜛⾜ᨻ䝁䝇䝖䛾
ᖜᅽ⦰䜢ྠ䛻ᐇ⌧䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾ᐇド䜢⾜䛔䚸ᅜᒎ㛤
䜢ᅗ䜛䝧䝇䝖䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹

䛆䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䞉䜸䞊䝥䞁䝰䝕䝹䛇䠄㻠㻚㻡൨䠅
⮬య䝅䝇䝔䝮䛾ඹྠ⏝䛾ྍ⬟ᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛂㼃㼑㼎䛻䜘䜛⾜㠉ྍ⬟
ᛶ᳨ド䛃䜢㻞㻝㻜䛾⮬య䛻䛚䛔䛶ᐇ䛧䚸᪤Ꮡ䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛜⮬
య䝙䞊䝈䛻༑ศᑐᛂྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䚹
ᴗົᨭ䝋䝣䝖䜢ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝞䜢᱁⣡䛩䜛䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛸㻞㻣⮬య
䛾ᗇෆ㻸㻭㻺䜢ᐇ㐠⏝ヨ㦂ᅇ⥺䛷⤖䜃䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝉䜻䝳䝸䝔䜱䚸⏬㠃ᒎ
㛤⬟ຊ➼䛾᳨ド䜢⾜䛔䚸䜽䝷䜴䝗⎔ቃ䛻䛚䛡䜛᭱㐺䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ
➼䛻䛴䛔䛶ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜢ᐇ䚹
ᆅᇦㄢ㢟ゎỴᨭ䝅䝇䝔䝮䛾᳨ド䜢⾜䛖䛯䜑䚸ᩍ⫱䚸䝏䝱䝺䞁䝆䝗䚸་
⒪ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾ᐇドᐇ㦂䜢ᐇ䛧䚸ග䝤䝻䞊䝗
䝞䞁䝗䜢ά⏝䛧䛯ᆅᇦㄢ㢟ゎỴᨭ䝅䝇䝔䝮䝰䝕䝹䛾ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜢ᐇ
䚹

䛆ᆅ᪉⮬య䜈䛾䜽䝷䜴䝗ᑟධ䛾ᅜⓗᒎ㛤䛻ᚲせ䛺㐃ᦠᇶ┙➼䛻ಀ
䜛ᐇドᐇ㦂䛇䠄㻥㻚㻜൨䠅
ᆅ᪉⮬య䛾ᴗົ䜈䛾䜽䝷䜴䝗䛾ᑟධ䜢᥎㐍䛧䚸⾜ᨻ䝁䝇䝖䛾ᖜ䛺ᅽ
⦰䛸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾ྥୖ䚸ᐇ㉁ⓗ䛺ᴗົ䛾ᶆ‽➼䛾㐍ᒎ䜢ᅗ䜛
䛯䜑䚸ఫẸᮏ䛾どⅬ䛛䜙䚸䜘䜚ᗈỗ䛺ᴗົ㐃ᦠ䜔⮬య㛫䛾ඹ㏻ᇶ
┙䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯ᐇドᐇ㦂➼䜢ᐇ䚹

ᆅ᪉⮬య䛻䛚䛡䜛䛂⮬య䜽䝷䜴䝗䛃䛾ᵓ⠏䜢✚ᴟⓗ䛻ᨭ䛧䚸䠎䠌䠍䠑ᖺ
䛾Ⅼ䛷㛵㐃㐠⏝㈝⏝䛾⣙㻟๐ῶ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ỗ⏝㻿㼍㼍㻿➼䛻䜘
䜛䛂䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䞉䜸䞊䝥䞁䝰䝕䝹䛃䛾ά⏝䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜔ᨻᗓ䝅䝇䝔䝮䛸
䛂⮬య䜽䝷䜴䝗䛃䛾㐃ᦠ䜢㐍䜑䜛䚹

䠍

ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛻䛴䛔䛶䚸䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䜢┠㏵䛻ᅜ䛾 䛆ᅜ䛾ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛾ྲྀ⤌䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛇 䛆ᅜ䛾ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛾ྲྀ⤌䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛇 䛆ᅜ䛾ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛾ྲྀ⤌䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛇
ㄪᰝ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ㐠⏝㛤ጞணᐃ䛾ᨻᗓඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
ྲྀ⤌➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸䛭䛾ㄢ㢟➼䛻㛵䛩䜛ศᯒ䞉᳨ ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛻䛴䛔䛶䚸㻞㻜㻝㻜ᗘ୰䜢┠㏵䛻ᅜ䛾 䠄㻜㻚㻝൨䠅
ྲྀ⤌➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸䛭䛾ㄢ㢟➼䛻㛵䛩䜛ศᯒ䞉᳨ウ⤖ ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛻䛴䛔䛶䚸⡿ᅜ➼ᅜ䛾ྲྀ⤌ 䛾せ௳ᐃ⩏䜔㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛛䜙ᐇ䛩䜛タィ䞉㛤Ⓨసᴗ䛻ᫎணᐃ䚹
ウ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸㏿䜔䛛䛻᪉㔪䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹
ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸㏿䜔䛛䛻᪉㔪䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹
➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢ᐇ䚹

䠥䠟䠰䛾ά⏝䛜㐜䜜䛶䛔䜛་⒪䚸ᩍ⫱䚸㎰ᴗ➼䛾ศ㔝䛷䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾 䛆ᗣሗά⏝ᇶ┙ᵓ⠏ᴗ䛇
ಶே䛜⮬䜙䛾་⒪䞉ᗣሗ䜢⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶㟁Ꮚⓗ䛻⟶⌮ά⏝䛧䚸
ᬑཬ䜢ᨭ䛩䜛䚹
⾜ᨻᶵ㛵䜔་⒪ᶵ㛵䛜ᅜẸ䛻᭱㐺䛺་⒪䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛸䛩䜛
ᗣሗά⏝ᇶ┙䠄᪥ᮏ∧㻱㻴㻾䠅䛾ᅜᩚഛ䛻ྥ䛡䚸་⒪䞉ᗣሗ䛜
Ᏻ䛛䛴䛻ὶ㏻䛩䜛䛯䜑䛾ᗈᇦඹྠ⏝ᆺ䝅䝇䝔䝮䛾☜❧䞉ᬑཬ
䛻ྥ䛡䛯ᐇド䜢⾜䛖䚹

䛆ᗣሗά⏝ᇶ┙ᐇドᴗ䛇䠄㻝㻚㻡൨䠅
༢୍䛾ᇶ♏⮬య䛜୰᰾䛸䛺䛳䛶䚸⮬ᕫ䛾་⒪䞉ᗣሗ䠄デሗ䚸
ㄪሗ䚸デ⒪䝃䝬䝸ሗ➼䠅䛾Ⓩ㘓䞉✚䞉㜀ぴ䛸䛸䜒䛻䚸་ᖌ䚸ಖ
ᖌ➼䛾་⒪ᚑ⪅➼䛸䛾㛫䛷Ᏻ䛺ሗඹ᭷䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⤌䜏
䠄㻱㻴㻾䠅䜢㛤Ⓨ䞉ᐇド䛧䚸㻱㻴㻾䛻ᚲせ䛺䝉䜻䝳䝸䝔䜱せ௳䜔䚸ఫẸ䛾ᗣ䞉
་⒪㈝䛻䛘䜛ຠᯝ➼䜢᳨ド䚹

䛆ᗣሗά⏝ᇶ┙ᵓ⠏ᴗ䛇䠄㻝㻚㻥൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䛴䛴䚸㻵㼀ᡓ␎ᮏ㒊䞉་⒪ሗ䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇
䛾ሗ࿌᭩䠄䠅䜢ཷ䛡䛶䚸」ᩘ䛾ᇶ♏⮬య䛾ཧ⏬䞉㐃ᦠ䛾ୗ䚸ྛ⮬
య䞉ᆅᇦ䛜ಖ᭷䛩䜛་⒪ሗ䠄䠖ㄪሗ䚸デሗ䠅䜢Ᏻ䛛䛴
䛻ὶ㏻䛩䜛䛯䜑䛾ᗈᇦඹྠ⏝ᆺ䝅䝇䝔䝮䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᶵ⬟䠄་⒪
ሗ䛾Ⓩ㘓䞉⟶⌮ᡭἲ䚸ඹྠ⏝ᆺ䝅䝇䝔䝮䛻ồ䜑䜙䜜䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽
ᢏ⾡ཬ䜃䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᶵ⬟䚸ఫẸ䞉⮬య䞉་⒪ᶵ㛵➼䛸䛾㛫䛾ሗ㐃
ᦠ䛾⤌䜏䚸䜰䜽䝉䝇᪉ᘧ䚸㐠⏝䛻ᚲせ䛺┘ᰝ䞉ಖᏲ䛺䛹䛾ඹ㏻ᶵ⬟
➼䠅䜢㛤Ⓨ䞉ᐇド䛧䚸ᗈᇦඹྠ⏝ᆺ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䞉ᬑཬ䛻ྥ䛡䛯ᣦ
㔪䜢㻞㻜㻝㻞ᖺ䜢┠㏵䛻⟇ᐃ䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸ฎ᪉䛫䜣䛾㟁Ꮚ䛾ᐇ⌧䚸་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾ᐇ⌧䚸ඹ㏻
デᐹๆ䛾ά⏝➼䜢┠ᣦ䛧䛶䚸䠏ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᐇド䜢ᐇ䚹
䜎䛯䚸Ꮫ㆑⪅䚸⥲ົ┬䞉⤒῭⏘ᴗ┬䞉ཌ⏕ປാ┬䛛䜙ᡂ䜛䠏ᆅᇦ䛾ሗ࿌
㐃⤡䠄௬⛠䠅䛻䛶ᐇド䛾㐍ᤖ䜢⟶⌮䚹
ᐇ䛻㝿䛧䛶䚸་⒪㈝๐ῶ➼䛻䛴䛔䛶䛾䜶䝡䝕䞁䝇䝕䞊䝍䜢㞟䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸ཌປ┬䛾♫ಖ㞀䜹䞊䝗䠄௬⛠䠅䛾㆟ㄽ䜈䛾ᫎணᐃ䚹

䛆䝣䝳䞊䝏䝱䞊䝇䜽䞊䝹᥎㐍ᴗ䛇
ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸ሗ㏻ಙᢏ
⾡㠃䜢୰ᚰ䛸䛧䛯᳨ド䜢⾜䛔䚸᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᩍ⫱ศ㔝䛾
ሗ䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁㻔ᡭᘬ᭩㻕䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚸ᩍ⫱⌧ሙ䛾ᐇែ䛻
༶䛧䛯䚸䠥䠟䠰䛻䜘䜛ᩍ⫱ᨵ㠉㻔༠ാᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧㻕䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆䝣䝳䞊䝏䝱䞊䝇䜽䞊䝹᥎㐍ᴗ䛇䠄㻝㻜㻚㻜൨䠅
ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰ά⏝᥎㐍䛻ྥ䛡䛯䛻ሗ㏻ಙᢏ⾡㠃䜢୰ᚰ
䛸䛧䛯ㄢ㢟䛾ᢳฟ䞉ศᯒ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᅜ䠎䝤䝻䝑䜽䠍䠌ᰯ䛾බ❧ᑠᏛ
ᰯ䜢ᑐ㇟䛻䠥䠟䠰ᶵჾ䜢䛳䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽⎔ቃ䜢ᵓ⠏䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁
䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾⤌䜏䜢䛳䛶ྛᐇドᰯ䛻䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜔ᩍ⫱䝁
䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䛺䛹䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇド䚹
ᮏᐇド◊✲䛾⤖ᯝ䜢⥲ົ⮧ദ䛾䛂䠥䠟䠰䜢ά⏝䛧䛯༠ാᩍ⫱᥎
㐍䛾䛯䜑䛾◊✲䛃䠄ィᅇ㛤ദ䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䜸䝤䝄䞊䝞ཧຍ䠅䛷᳨ウ
䛧䚸ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀⎔ቃ䠄䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾⤌䜏䜢
䛳䛯༠ാᩍ⫱䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮➼䜢ྵ䜐䚹䠅䛾ᵓ⠏䜔㻵㻯㼀䜢ά⏝䛩䜛
㝿䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡㠃䛻㛵䜟䜛䝫䜲䞁䝖䜔␃ពⅬ䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䛯䜺䜲䝗
䝷䜲䞁䠄䛂ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝᥎㐍䛾䛯䜑䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡㠃䛻
㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄ᡭᘬ᭩䠅㻞㻜㻝㻝䛃䠅䜢㻞㻜㻝㻝ᖺ㻠᭶䛻⟇ᐃ䚹
䚷

䛆䝣䝳䞊䝏䝱䞊䝇䜽䞊䝹᥎㐍ᴗ䛇䠄㻝㻜㻚㻢൨䠅
ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰ά⏝᥎㐍䛻ྥ䛡䛯䛻ሗ㏻ಙᢏ⾡㠃䜢୰ᚰ
䛸䛧䛯ㄢ㢟䛾ᢳฟ䞉ศᯒ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛛䜙⥅⥆䛩䜛බ❧ᑠᏛ
ᰯ㻝㻜ᰯ䛻ຍ䛘䚸᪂䛯䛺ᐇドᰯ䛸䛧䛶୰Ꮫᰯ䠔ᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䠎ᰯ
䜢㏣ຍ䛧䛶䚸䠥䠟䠰ᶵჾ䜢䛳䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽⎔ቃ䜢ᵓ⠏䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁
䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾⤌䜏䜢䛳䛶ྛᐇドᰯ䛻䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜔ᩍ⫱䝁
䞁䝔䞁䝒䜢ᥦ౪䜢⾜䛖䛺䛹䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾䛂Ꮫ䜃䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᴗ䛃
䠄䛸䛧䛶䝕䝆䝍䝹ᩍ⛉᭩䞉ᩍᮦ䛾ᥦ౪䛺䛹ᩍ⫱㠃䛛䜙䛾ᐇド◊✲䠅䛸㐃
ᦠ䛧䛶ᐇド◊✲䜢ᐇ䚹
䚷㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛾ᐇド⤖ᯝ䜢⥲ົ⮧䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ඹྠ䛷㛤ദ䛩䜛
㐃⤡༠㆟➼䛷᳨ウ䛧䚸䛂ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝᥎㐍䛾䛯䜑䛾
ሗ㏻ಙᢏ⾡㠃䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄ᡭᘬ᭩䠅㻞㻜㻝㻝䛃䜢ᣑ䞉ᨵゞ䛩䜛ண
ᐃ䚹

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
㐲㝸ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛◊ಟ⏕䛾䠥䠟䠰䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉ᢏ⬟䛾ྥୖ䜢ᅗ䜚䚸䠥䠟䠰
䜢ᚲせ䛸䛩䜛ᖜᗈ䛔ศ㔝䛾ᑓ㛛ᐙ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䚸㐲㝸ㅮ⩏䠄ᗙᏛ䠅䛻
␃䜎䜙䛪䚸㐲㝸䛷䛾䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ₇⩦䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䠄䜽
䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䠅䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇ
ド䜢⾜䛖䚹

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
䠄㻝㻚㻣൨䠅
㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䛻㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼䛷㼑䝷䞊䝙䞁䜾䜔䠬䠞䠨䠄㻼㼞㼛㼖㼑㼏㼠㻌㻮㼍㼟㼑㼐
㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䠖ㄢ㢟ゎỴᆺ䛾䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦᪉ᘧ䠅ᩍᮦ䛻䜘䜛Ꮫ⩦䛜ྍ⬟䛸䛺
䜛㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾䝫䞊䝍䝹ᶵ⬟䚸䝸䝋䞊䝇䝬䝛䞊䝆䝱ᶵ⬟䚸Ꮫ⩦ᨭ
ᶵ⬟➼䛾䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᇶᮏ㛤Ⓨ䜢ᐇ䚹
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䛻㛤Ⓨ䛧䛯䛣䜜䜙䛾ᇶᮏⓗ䛺䝥䝷䝑䝖
䝣䜷䞊䝮䛻ᑐ䛧䚸ᐇ✌ാ≧ἣ䜢ᐃ䛧䛯ᶵ⬟䠄䝴䞊䝄䠥䠠㔜」㜵Ṇᶵ⬟
➼䠅䛾ᇶᮏᶵ⬟䛾㏣ຍཬ䜃ከᩘ䛾䝴䞊䝄䠄䠏䠌䠌䝴䞊䝄䚸ྠ᥋⥆䠍䠌䠌
䝴䞊䝄䠅᥋⥆䛾ಙ㢗ᛶ☜ಖ䛾䛯䜑䛾㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾ᨵಟ➼䜢ᐇ
䚹

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
䠄㻝㻚㻜൨䠅
㻞㻜㻝㻝ᖺ䛷䛿䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛛䜙䠎䜹ᖺ㛤Ⓨ䜢⾜䛳䛯ᮏ䝅䝇䝔䝮䛾ᶵ⬟䛜ྛ䚻
┦㐪䛩䜛䜽䝷䜴䝗⎔ቃ䛻䛚䛔䛶䜒ᐇྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸ỗ⏝ᛶ☜ಖ䛾䛯
䜑䛾ᶵ⬟㏣ຍ➼䜢ᐇ䚹
㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ᡂᚋ䛿䚸Ẹ㛫ᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛶㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼䜈䛾
ᮏ䝅䝇䝔䝮䜢ᬑཬ䞉ಁ㐍䚹

䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇
」ᩘ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᗈᇦ㐃ᦠ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛䚸ሗ㏻ಙᢏ⾡
㠃ཬ䜃ᆅᇦ䠥䠟䠰ேᮦ⫱ᡂ䞉ά⏝㠃䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯ୖ䛷ᶆ‽
ᵝ䜢⟇ᐃ䛧䚸ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ᅜ䛻ᬑཬ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᅜྛᆅ
ᇦ䛻䛚䛡䜛බඹⓗ䛺ศ㔝䛻㛵䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢⥲ྜⓗ䛻ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺䠥䠟䠰ά⏝䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹

䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇䠄㻤㻞㻚㻜൨䛾ෆᩘ䠅
་⒪ศ㔝䛷䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䛯ᗣᇶᮏሗ䛾⮬ᕫ⟶⌮
䜔་⒪䞉ಖ䛻㛵䛩䜛䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛻䜘䜛㐲㝸䛷䛾ᗣ䝏䜵䝑䜽䞉䜰䝗䝞
䜲䝇䝃䞊䝡䝇䚸་⒪ᶵ㛵㛫➼䛾་⒪ሗ䛾ඹ᭷➼䛾ྲྀ⤌䜏䜢ጤク䛧䚸
་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛ᴗົຠ⋡䛾ᨵၿ䚸⏝⪅䛾ᗣ䛾ᨵၿ䚸ᗣ䛻㛵䛩
䜛▱㆑䞉ព㆑䛾ྥୖ➼䛾ຠᯝ䜢☜ㄆ䚹

䛆䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛇
ሗ㏻ಙᑂ㆟䛾᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ䛾ୗ䛻䚸䛂䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎
䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䜢㛤ദ䛧䚸䠄䠍䠅ᚋ䚸⥲ົ┬䛜䠥䠟䠰ά⏝䜢㔜Ⅼ
ⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟䜉䛝ศ㔝䛸᥎㐍᪉⟇䚸䠄䠎䠅䠥䠟䠰ά⏝⟇䛻ồ䜑䜙䜜
䜛ຠ⋡ᛶ䚸බṇᛶ䚸ㄝ᫂㈐௵䜢ᢸಖ䛧䚸ຠᯝ䛾᭱䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑
䛾᪉ἲㄽ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ୰䚹

㻞

䛂᪂䛧䛔බඹ䛃䛷䛒䜛䠪䠬䠫䛾άື䛾ᗈᇦ㐃ᦠ䜢ᨭ䛩䜛䛂䠪䠬䠫䜽䝷䜴䝗䠄௬
⛠䠅䛃䛾ᵓ⠏䜢ᨭ䛩䜛䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇
䠥䠟䠰ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜢Ᏻᚰ䞉Ᏻ
䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䚸䐟㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾㐺⏝ศ㔝ᣑ䜢
ᅗ䜛䛯䜑䛾ศ㔝ู䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯ㄪᰝ◊✲䚸䐠㻭㻿㻼䞉
㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠᶵ⬟
䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻞൨䠅
㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿䛾㐺⏝ศ㔝ᣑ䜢ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᰯົศ㔝䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ
౪䛩䜛㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜␃ព䛩䜉䛝㡯➼䜢ᩚ⌮䛧䛯䛂ᰯົศ㔝䛻
䛚䛡䜛㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻜᭶䠅䜢⟇ᐃ䚹䜎䛯䚸
་⒪ศ㔝䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜་⒪ሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㝿䛾Ᏻ
⟶⌮䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ㻣᭶⟇ᐃ䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻞᭶ᨵᐃ䠅䜢㋃
䜎䛘䚸㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛸་⒪ᶵ㛵➼䛸䛾㛫䛷⥾⤖䛩䜛㻿㻸㻭䛻ྵ䜑䜛䜉
䛝㡯➼䜢䜎䛸䜑䛯䛂㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜་⒪ሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㝿䛾Ᏻ
⟶⌮䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻ᇶ䛵䛟㻿㻸㻭ཧ⪃䛃䠄㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻞᭶䠅䜢⟇ᐃ
䛧䛯䚹
᭦䛻䚸♫㈨ᮏ䛾⥔ᣢ⟶⌮䜔䚸⡿✐䛾䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䛻ᑐ䛩䜛㻭㻿㻼䞉
㻿㼍㼍㻿䛾ᒎ㛤᪉⟇➼䛾᳨ウ䜢⾜䛔䚸䛭䜜䛮䜜䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿
䛾ᑟධ䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䜔ᚋ䛾᳨ウ䛾᪉ྥᛶ䛺䛹䜢ᩚ⌮䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻜൨䠅
ୡ⏺᭱ඛ➃䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗⎔ቃ䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖ᡃ䛜ᅜ䛾ᙉ䜏
䜢⏕䛛䛧䚸㻵㻯㼀ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷ᴟ䜑䛶᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺⏝⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾
⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䜔䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䜢ᐇ
䚹

䛆᪂䠥䠟䠰ά⏝䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇
䚷䠥䠟䠰䛾ᚭᗏά⏝䛾ಁ㐍䛻䜘䜛ᣢ⥆ⓗ⤒῭ᡂ㛗䚸᪂䛯䛺ᕷሙ䛾㐀
➼䜢ᐇ⌧䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸⥲ົ┬䛜ศ㔝䞉ㄢ㢟䜢ᥦ♧䛧䚸䠥䠟䠰䝃䞊䝡䝇䜢
ά⏝䛧䛯᪂䛧䛔䝃䞊䝡䝇䛾ฟ䛻ྥ䛡䛯㛤Ⓨ䞉ᐇド䜢㏻䛨䛶䚸᪂䛧䛔
䝡䝆䝛䝇ศ㔝䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ᢏ⾡䛾☜❧䚸ᢏ⾡ᶆ‽䚸㐠⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䛾⟇ᐃ➼䜢ᐇ⌧䛩䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ䜢ጤク䚹

䛆᪂䠥䠟䠰ά⏝䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇䠄㻤㻚㻟൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛿䛂㟁Ꮚฟ∧䛾⎔ቃᩚഛ䛃䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛶௳䜢㑅ᐃ䚹䛂㟁Ꮚ
ฟ∧䛾ὶ㏻ಁ㐍䛾䛯䜑䛾ሗඹ᭷䜽䝷䜴䝗䛾ᵓ⠏䛸᭩ᗑᗑ㢌䛷䛾ྠ䝅
䝇䝔䝮䛾ά⏝⟇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䚸ㄞ
⪅䛜䛔䛴䛷䜒䚸䛹䛣䛷䜒䚸ሗ䛜ᚲせ䛺ሙ㠃䛷㟁Ꮚ᭩⡠䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝
䜛䝃䞊䝡䝇䝰䝕䝹䜢㛤Ⓨ䞉ᵓ⠏䛾ୖ䚸䝃䞊䝡䝇䝰䝕䝹ᬑཬ䛾䛯䜑䛾䜺䜲
䝗䝷䜲䞁➼䜢⟇ᐃ䚹

䛆᪂䠥䠟䠰ά⏝䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛻⟇ᐃ䛧䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛻䛴䛔䛶䚸ᐇドᐇ㦂⤊ᚋ䜒ᘬ䛝⥆
䛝㛵㐃ᅋయ➼䜢㏻䛨࿘▱䞉᳨ウ䛩䜛ணᐃ䚹

䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇
䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇䠄㻤㻞㻚㻜൨䛾ෆᩘ䠅
」ᩘ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᗈᇦ㐃ᦠ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛䚸ሗ㏻ಙᢏ⾡ 㻺㻼㻻䛜୰ᚰ䛸䛺䜚䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛බඹⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸་
㠃ཬ䜃ᆅᇦ䠥䠟䠰ேᮦ⫱ᡂ䞉ά⏝㠃䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯ୖ䛷ᶆ‽ ⒪ศ㔝➼䛻䛚䛔䛶䜽䝷䜴䝗䜢ά⏝䛧䛯ྲྀ⤌䜢ᐇ䚹
ᵝ䜢⟇ᐃ䛧䚸ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ᅜ䛻ᬑཬ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᅜྛᆅ
ᇦ䛻䛚䛡䜛බඹⓗ䛺ศ㔝䛻㛵䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢⥲ྜⓗ䛻ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺䠥䠟䠰ά⏝䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹

䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䚸ḟୡ௦䠥䠰䠯䚸䠥䠬䡒䠒䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸㐨㊰䞉ᶫᱱ➼䛾 䛆䝛䝑䝖䝽䞊䜽⤫ྜไᚚ䝅䝇䝔䝮ᶆ‽᥎㐍ᴗ䛇
タ⟶⌮䚸✵㛫䝁䞊䝗䛾ᩚഛ➼䛻䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝䜢ᅗ䜚䚸♫䜲䞁 ⎔ቃ㈇Ⲵ䛾పῶ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻᥋⥆䛥䜜䛯ከᩘ䛾ᶵჾ䛛
䜙ሗ䜢㞟䛧䚸䛭䛾ሗ䜢⏝䛔䛶ᶵჾ䜢⤫ྜⓗ䛻ไᚚ䛩䜛䛂䝛䝑䝖
䝣䝷䛾㧗ᗘ䜢ᐇ⌧䛩䜛䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᇶ┙䛾ᵓ⠏䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䝽䞊䜽⤫ྜไᚚ䝅䝇䝔䝮䛃䛻ಀ䜛ᢏ⾡つ᱁䛾ᶆ‽䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛇㻔ᥖ㻕
ሗ㏻ಙᑂ㆟䛾᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ䛾ୗ䛻䚸䛂䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎
䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䜢㛤ദ䛧䚸䠄䠍䠅ᚋ䚸⥲ົ┬䛜䠥䠟䠰ά⏝䜢㔜Ⅼ
ⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟䜉䛝ศ㔝䛸᥎㐍᪉⟇䚸䠄䠎䠅䠥䠟䠰ά⏝⟇䛻ồ䜑䜙䜜
䜛ຠ⋡ᛶ䚸බṇᛶ䚸ㄝ᫂㈐௵䜢ᢸಖ䛧䚸ຠᯝ䛾᭱䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑
䛾᪉ἲㄽ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ୰䚹
䛆䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛇䠄ᥖ䠅
ሗ㏻ಙᑂ㆟䛾᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ䛾ୗ䛻䚸䛂䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎
䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䜢㛤ദ䛧䚸䠄䠍䠅ᚋ䚸⥲ົ┬䛜䠥䠟䠰ά⏝䜢㔜Ⅼ
ⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟䜉䛝ศ㔝䛸᥎㐍᪉⟇䚸䠄䠎䠅䠥䠟䠰ά⏝⟇䛻ồ䜑䜙䜜
䜛ຠ⋡ᛶ䚸බṇᛶ䚸ㄝ᫂㈐௵䜢ᢸಖ䛧䚸ຠᯝ䛾᭱䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑
䛾᪉ἲㄽ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ୰䚹

䛆䝛䝑䝖䝽䞊䜽⤫ྜไᚚ䝅䝇䝔䝮ᶆ‽᥎㐍ᴗ䛇䠄㻢㻤㻚㻢൨䠅
⎔ቃ㈇Ⲵ䛾పῶ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻᥋⥆䛥䜜䛯ከᩘ䛾ᶵჾ䛛
䜙ሗ䜢㞟䛧䚸䛭䛾ሗ䜢⏝䛔䛶ᶵჾ䜢⤫ྜⓗ䛻ไᚚ䛩䜛䛂䝛䝑䝖
䝽䞊䜽⤫ྜไᚚ䝅䝇䝔䝮䛃䛻ಀ䜛ᢏ⾡つ᱁䛾ᶆ‽䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸⤒
῭⏘ᴗ┬䜢䛿䛨䜑㛵ಀྛ┬䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸ᢏ⾡つ᱁䛾⟇ᐃ䜔䚸ᙜヱᢏ⾡
つ᱁䛾᳨ド➼䜢ᐇ䚹

䛆䝛䝑䝖䝽䞊䜽⤫ྜไᚚ䝅䝇䝔䝮ᶆ‽᥎㐍ᴗ䛇
⟇ᐃ䛥䜜䛯ᢏ⾡つ᱁➼䛻㛵䛧䛶䚸ᡓ␎ⓗ䛻ᅜ㝿ᶆ‽άື䜢᥎㐍䛩
䜛䚹㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ሗ㏻ಙᑂ㆟䚷ሗ㏻ಙศ㔝䛻䛚䛡䜛ᶆ
‽ᨻ⟇᳨ウጤဨ䛃ཬ䜃䚸䛂㻵㻯㼀ᅜ㝿ᶆ‽᥎㐍㆟䛃➼䛻䛚䛔䛶ሗ
࿌䛩䜛䚹ే䛫䛶䚸䛂䝇䝬䞊䝖䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䜰䝷䜲䜰䞁䝇䛃䛻ᑐ䛧䛶䜒ሗ࿌䜢
⾜䛔䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛸䜒㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙㆟ㄽ䜢ᐇ䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇
䠥䠟䠰ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜢Ᏻᚰ䞉Ᏻ
䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑
䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠᶵ⬟䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻞൨䠅
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ䛻♫㈨ᮏ䛜㞟୰ⓗ䛻ᩚഛ䛥䜜䚸㏆ᖺ䛣䜜䜙䛾♫㈨
ᮏ䛾㧗㱋䛻క䛖⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂䛜㔜せ䛺ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸➼䜢㋃
䜎䛘䚸♫㈨ᮏ䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻ᑐ䛩䜛䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯䛾ᒎ㛤᪉⟇䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䜢⾜䛔䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾ᑟධ䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䜔ᚋ䛾᳨ウ䛾᪉ྥᛶ䛺
䛹䜢ᩚ⌮䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻜൨䠅
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺⏝⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑ㄪᰝ◊✲䛸䛧䛶䚸
䝕䞊䝍䜺䝞䝘䞁䝇䜔ሗ䛾ḟ⏝➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠ
ᶵ⬟䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛ணᐃ䚹

䛆⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺᆅᇦ㻵㻯㼀䝅䝇䝔䝮ᇶ┙☜❧ᴗ䛇
⎔ቃ䛻䜔䛥䛧䛔䜎䛱䛵䛟䜚䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䚸᭱ඛ➃䛾㻵㻯㼀ᢏ⾡䜢⏝䛧䚸
ྛᆅᇦ≉ᛶ䛻ྜ䜟䛫䛯㻵㻯㼀䝅䝇䝔䝮ᇶ┙䜢ᵓ⠏䞉ᐇド䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䛳
䛶ᚲせ䛺ᢏ⾡ᵝ䜢☜❧䛧䚸ᆅᇦ㈨※䛾⏕⏘䛸ᾘ㈝䛾᭱㐺䜢᥎㐍䛩
䜛䚹

䛆⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺᆅᇦ㻵㻯㼀䝅䝇䝔䝮ᇶ┙☜❧ᴗ䛇䠄㻞㻜㻚㻜൨䠅
䛆⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇᥎㐍䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䛾⤌ᡂ䛇
䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡ཬ䜃㻵㻼㼢㻢ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ᬑཬ䞉ಁ 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶䜢┠㏵䛻⥲䜢㛤ദ䛧䚸άືᡂᯝ䜢Ⓨ⾲䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚋ
㐍䛩䜛䛯䜑䚸⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᵓ⠏䞉㐠⏝䛻㛵䜟䜛ᴗ⪅➼䛜‶ 䛾ᴗ⥅⥆ཬ䜃䛭䛾άືෆᐜ䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䜢ᐇ䚹
䛯䛩䜉䛝䝉䜻䝳䝸䝔䜱➼䛻㛵䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽せ௳䜢᳨ド䚹
⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ά⏝䛧䛯⎔ቃ䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛿」ᩘᏑᅾ䛩䜛
䜒䛾䛾䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽せ௳䛜䛭䜜䛮䜜␗䛺䜛䛯䜑䚸⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
䛾ᆺⓗ䛺㻟䛴䛾䝰䝕䝹䠄䝡䝹⩌䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䚸㒔ᕷᆺ䜶䝛
䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䚸ᆅᇦᆺ䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䠅䛻㛵䛧䛶䚸☜ಖ
䛩䜉䛝䝉䜻䝳䝸䝔䜱௳䚸Ᏻᛶ䞉ಙ㢗ᛶ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽➼䛻䛴䛔䛶᳨
ド䚹
䛆⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇᥎㐍䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䛾⤌ᡂ䛇
⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝㠃䞉䝡䝆䝛䝇㠃䛾ㄢ㢟➼䛻㛵䛩䜛Ẹ㛫䛻
䜘䜛᳨ウ䛾ሙ䛸䛧䛶䚸䛂⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇᥎㐍䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䛃䜢タ❧
䛧䚸⥲ົ┬䛿䜸䝤䝄䞊䝞䛸䛧䛶ཧ⏬䠄⌧ᅾ䚸㻟㻤ᴗ䞉ᅋయ䚸㻞ಶேဨ䛜
ཧ⏬䠅䚹

㻟

䛆పⅣ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䠥䠰䠯ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾ㄪᰝཬ䜃ᐇド䛇
పⅣ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸⮬ື㌴䛾㏿ᗘ䞉⨨ሗ➼䜢㞟䞉㓄ಙ
䛩䜛䠥䠰䠯ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾䝕䞊䝍ෆᐜ䞉㏻ಙ᪉ἲ䜢ඹ㏻䞉㧗ᗘ䛩
䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸㏻䛾๐ῶ䛻㈨䛩䜛ຠ⋡ⓗ䛺㏻ሗ㞟䞉㓄ಙ䛾
ᐇ⌧䜢ᅗ䜛䚹

୰ᑠᴗ➼䛜䜽䝷䜴䝗ୖ䛷༠ാ䛩䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䝬䝑䝏䞁䜾ᶵ⬟䜢᭷䛩 䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇
䜛୰ᑠᴗ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᵓ⠏ᨭ䚸䜽䝷䜴䝗䜢ά⏝䛧䛯ᴗែ䜢㉺䛘䛯䝃 㻌ᡃ䛜ᅜ䛜ᙉ䜏䜢ᣢ䛴䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡➼䜢ά䛛䛧䛴䛴䚸ୡ⏺᭱ඛ➃䛾
䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᇶ┙䜢᭱㝈ά⏝䛧䛯ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ฟ䜢
䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䛾ᵓ⠏ᨭ䜢㏻䛨䛯≀ὶ➼䛾ຠ⋡➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹
᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ඛ㐍ⓗ䠥䠟䠰䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ฟᨭཬ
䜃䚸බⓗᶵ㛵䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇ά⏝䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䚸୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊
ᴗ䛻䜘䜛ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟ䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ◊✲䜢⾜䛖䚹

䛆పⅣ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䠥䠰䠯ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾ㄪᰝཬ䜃ᐇド䛇
䠄㻝㻚㻡൨䠅
㻯㻻㻞๐ῶຠᯝ䛾᳨ド䛻ᚲせ䛸䛺䜛⮬ື㌴䛾㏿ᗘ䞉⨨ሗ➼䠄䝥䝻䞊䝤
ሗ䠅䛾㞟䝅䝇䝔䝮䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䞉᳨ウ䜢ᐇ䛧䛯䚹䜎䛯䝥䝻䞊䝤
ሗ䜢㞟⣙䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛㏻๐ῶຠᯝ䛾ㄪᰝ䞉᳨ウ䜢ᐇ䛧䚸䝅
䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜚㞟⣙䛾᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ䚹

䛆పⅣ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䠥䠰䠯ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾ㄪᰝཬ䜃ᐇド䛇
䠄㻝㻚㻡൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾ㄪᰝ䞉᳨ウ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸䝥䝻䞊䝤ሗ䛾㞟⣙䛻䜘䜛㻯㻻㻞
ཬ䜃㏻䛾๐ῶຠᯝ䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ㌴䜢⏝䛔䛯㉮⾜ᐇ㦂䜢⾜䛔᳨ド
ணᐃ䚹

䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇
䛂୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜢
ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛃䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜
䛔䚸䠪䠥䠟䠰䛾ᇶ┙䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝔䝇䝖䝧䝑䝗䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶᳨ウ䚹

䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇䠄㻞㻚㻜
൨䠅
䛂୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜢
ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛃䛻䛴䛔䛶䚸䠪䠥䠟䠰䛾ᇶ
┙䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝔䝇䝖䝧䝑䝗䛾ᵓ⠏ཬ䜃⤫ィሗ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᨻ
ᗓබ㛤ሗ䜢⏝䛔䛯䝕䞊䝍㐃ᦠᇶ┙䜢ᵓ⠏䛧䚸୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊
ᴗ➼䛻䜘䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾⎔ቃ䜢ᥦ౪ணᐃ䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻞൨䠅
ᴗ➼䛷䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝䜢ಁ㐍䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᴗ䛾Ⴀᴗ
⛎ᐦ➼䛾ಖㆤ䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸䝃䞊䝡䝇ㄪ㐩䛾ᡭ
㡰䛻ᚑ䛳䛶Ⓨ⏕䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䝸䝇䜽䜢ᩚ⌮䛧䚸ዎ⣙䛻ඛ❧䛱๓☜
ㄆ䛧䛶䛚䛟䜉䛝㔜せ䝫䜲䞁䝖䜢᫂♧䛧䛯䛂䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾ಖㆤ
䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛻ಀ䜛䜺䜲䝗䛃䜢⟇ᐃ୰䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻜൨䠅
䛂䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾ಖㆤ䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛻ಀ䜛䜺䜲䝗䛃䜢
㻞㻜㻝㻝ᖺኟ䜢┠㏵䛻බ⾲䚹ᙜヱ䜺䜲䝗䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ㝶ぢ┤䛧䜢⾜䛖
ணᐃ䚹
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛛䜙⥲ົ┬䛜ᐇ䛩䜛䛂㧗ᗘ䠥䠟䠰ά⏝ேᮦ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮
㛤Ⓨᴗ䛃䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰ά⏝ேᮦ⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾ᩍᮦ䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾
㛤Ⓨ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᮏᴗ䛷⟇ᐃ䛧䛯䛂䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝⪅䛾ಖㆤ䛸䝁
䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇☜ಖ䛻ಀ䜛䜺䜲䝗䛃䛾ά⏝䜢᳨ウ䛩䜛ணᐃ䚹
ୡ⏺᭱ඛ➃䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗⎔ቃ䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖ᡃ䛜ᅜ䛾ᙉ䜏
䜢⏕䛛䛧㻵㻯㼀ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷ᴟ䜑䛶᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛㻭㻿㻼䞉
㻿㼍㼍㻿䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺⏝⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䚸䝕䞊䝍䜺䝞䝘䞁䝇䜔
ሗ䛾ḟ⏝➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ
䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠᶵ⬟䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛
ணᐃ䚹

䠄䠎䠅䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䛻ྥ䛡䛯ᩚഛ⎔ቃ
䛂䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹ዎ⣙⣙Ḱ䛃䜔䛂ᾘ㈝⪅ྥ䛡䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡 䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇
䝇⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛾⟇ᐃ䜢Ẹᑟ䛷᥎㐍䛧䚸⾜ᨻ䛜䛣䜜䜢✚ᴟⓗ䛻ᨭ 䠥䠟䠰ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜢Ᏻᚰ䞉Ᏻ
䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䜢┠㏵䛻ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜛䚹
䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䚸䐟㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾㐺⏝ศ㔝ᣑ䜢
ᅗ䜛䛯䜑䛾ศ㔝ู䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯ㄪᰝ◊✲䚸䐠㻭㻿㻼䞉
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䠝䠯䠬䠥䠟䠄䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞊䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠅 㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠᶵ⬟
➼䛾᪤Ꮡ䛾ሙ䜢ά⏝䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛㝿䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㐺 䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛䚹
⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䜢᥎㐍䛩䜛䚹
ୖグ䛾⎔ቃᩚഛ䛷䛿䚸ᴗ➼䛜䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛾ᴗ䝁
䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䠄ಶேሗಖㆤἲ䚸እᅜⅭ᭰ཬ䜃እᅜ㈠᫆ἲ䚸㔠⼥ၟရྲྀ
ᘬἲ➼䠅䛾ᅾ䜚᪉䜔䚸୰❧ⓗ䛺➨୕⪅ᶵ㛵䛻䜘䜛┘ᰝไᗘ䛾⤌䜏䛾ᵓ⠏
䜢ྵ䜑䛯ᴗ┘ᰝ䛾ᅾ䜚᪉䛻␃ព䛧䛶䚸㛵ಀᅋయ䛸㐃ᦠ䛧䛴䛴᳨ウ䜢㐍䜑
䜛䚹

䠄䠏䠅᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ฟ䛻ྥ䛡䛯ᨭ
㧗ຠ⋡䛺䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛾ᅜෆ❧ᆅಁ㐍䛾䛯䜑䛾つไ䛾⦆ᥐ⨨➼䜢ㅮ䛨䜛 䛆ෆ㛶ᐁᡣ䛂ᵓ㐀ᨵ㠉≉༊䛃䛂⥲ྜ≉༊䛃䛾ά⏝䛇
䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍≉༊䠄௬⛠䠅䛃䛾ᒎ㛤䜢᳨ウ䛧䚸䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䛛䜙䛾ᒎ㛤䛻ດ䜑 ෆ㛶ᐁᡣ䠄ᆅᇦάᛶ⤫ྜົᒁ䠅䛻䜘䜛䛂ᵓ㐀ᨵ㠉≉༊䛃䛂⥲ྜ≉༊䛃
䜛䚹
䜢ά⏝䛧䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾ᅜෆタ⨨䛻ᙜ䛯䜚䝁䝇䝖ቑຍ➼䛻䛴䛺䛜䜛
䛚䛭䜜䛾䛒䜛つไ➼䠄ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䚸ᾘ㜵ἲ䛺䛹䠅䛾⦆䜢ᅗ䜛䚹

䛆䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾ᅜෆ❧ᆅಁ㐍䛾䛯䜑䛾つไ⦆䛾ᐇ⌧䛇
䛆䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾ᅜෆ❧ᆅಁ㐍䛾䛯䜑䛾つไ⦆䛾ᐇ⌧䛇
䝁䞁䝔䝘ᆺ䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛻ಀ䜛ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䚸ᾘ㜵ἲ䛾つไ⦆䛻䛴 䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾ᅜෆ❧ᆅಁ㐍䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛸⪃䛘䜙䜜䜛つไ⦆➼
䛔䛶䛿䚸䛂ᵓ㐀ᨵ㠉≉༊䛃䛻ಀ䜛つไ⦆せᮃ䜢㋃䜎䛘䛯つไᡤ⟶┬ᗇ 䛻䛴䛔䛶䚸㐺ᐅ䚸᳨ウ䜢ᐇ䚹
䛻䜘䜛᳨ウ䜢⤒䛶䚸ྲྀᢅ䛔䛻ಀ䜛㐠⏝䛾ᣦ㔪䜢᫂☜䚹
ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸㔜䛺㞀ᐖⓎ⏕➼௨እே䛜❧䛱ධ䜙䛺䛔䜒
䛾䛿ᘓ⠏≀䛻ヱᙜ䛧䛺䛔᪨䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻ᅜᅵ㏻┬䛜㏻▱䚹
ᾘ㜵ἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᙜヱ䝁䞁䝔䝘ᆺ䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛜ᘓ⠏≀䛻ヱᙜ䛧䛺
䛔ሙྜ䚸ᕤస≀䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛸䛧䚸䜎䛯䚸ᾘ㜵⏝タഛ➼䛾タ⨨༢
䛿༢య䛾䝁䞁䝔䝘䛸䛩䜛᪨䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻ᾘ㜵ᗇ䛜㏻▱䚹

୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜢ᨭ䛩
䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䚸䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䛻
⤖ㄽ䜢ᚓ䜛䚹ྠ䛻䚸୰ᑠ䠯䠽䠽㻿ᴗ⪅䛾ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛾ᴗ⥅⥆ᛶ
䜢⿵䛩䜛䛯䜑䛾⤌䜏స䜚䛻䛴䛔䛶䚸ලయ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹

䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇㻔
ᥖ㻕
䛂୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜢
ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛃䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜
䛔䚸䠪䠥䠟䠰䛾ᇶ┙䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝔䝇䝖䝧䝑䝗䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶᳨ウ䚹

䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇
㻌ᡃ䛜ᅜ䛜ᙉ䜏䜢ᣢ䛴䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡➼䜢ά䛛䛧䛴䛴䚸ୡ⏺᭱ඛ➃䛾
䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᇶ┙䜢᭱㝈ά⏝䛧䛯ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ฟ䜢
᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ඛ㐍ⓗ䠥䠟䠰䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ฟᨭཬ
䜃䚸බⓗᶵ㛵䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇ά⏝䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䚸୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊
ᴗ䛻䜘䜛ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟ䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ◊✲䜢⾜䛖䚹

䛆୰ᑠ䞉䝧䞁䝏䝱䞊ᴗྥ䛡ඛ㐍ⓗ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ฟᨭᴗ䛇㻔
ᥖ㻕䠄㻞㻚㻜൨䠅
䛂୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜢
ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᩚഛ䛃䛻䛴䛔䛶䚸䠪䠥䠟䠰䛾ᇶ
┙䜢ά⏝䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝔䝇䝖䝧䝑䝗䛾ᵓ⠏ཬ䜃⤫ィሗ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᨻ
ᗓබ㛤ሗ䜢⏝䛔䛯䝕䞊䝍㐃ᦠᇶ┙䜢ᵓ⠏䛧䚸୰ᑠᴗ䚸䝧䞁䝏䝱䞊
ᴗ➼䛻䜘䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾⎔ቃ䜢ᥦ౪ணᐃ䚹

䛆䜽䝷䜴䝗ά⏝⎔ቃᇶ┙ᵓ⠏ᴗ䛇䠄㻝㻞㻚㻜൨䠅
䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇䜢᪂䛯䛻❧䛱ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛⪅䠄୰ᑠᴗ䛺䛹䠅䛻䜘䜛䜽
䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜔ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ➼䛻ά⏝ྍ⬟䛺䜽䝷 䛆䜽䝷䜴䝗ά⏝⎔ቃᇶ┙ᵓ⠏ᴗ䛇
䜴䝗ά⏝⎔ቃᇶ┙䛾ᵓ⠏䜢‽ഛ䚹
䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇䜢᪂䛯䛻❧䛱ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛⪅䠄୰ᑠᴗ䛺䛹䠅䛻䜘䜛䜽
䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䜔ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ➼䛻ά⏝ྍ⬟䛺䜽䝷
䜴䝗ά⏝⎔ቃᇶ┙䜢㻺㻵㻯㼀䛻䛚䛔䛶ᵓ⠏䞉ᥦ౪ணᐃ䚹

㻠

䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛾ᅜෆㄏ⮴䜔⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺ䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䜢ಁ
㐍䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸୍ᐃ⛬ᗘ䛾┬䜶䝛䝹䜼䞊ຠᯝ䜢᭷䛩䜛䜽䝷䜴䝗㛵㐃タഛ
ᢞ㈨䛻䛴䛔䛶䛾ῶ⛯ᥐ⨨䚸ᶵჾ䞉タഛ䛾᭦ᨵ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾⪏⏝ᖺᩘ䛾
▷⦰䜔ᅛᐃ㈨⏘䛾㝖༷䛾ᐜ᫆➼䛾⛯ไᨭ⟇䜢㏿䜔䛛䛻᳨ウ䜢㛤ጞ
䛧䚸䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䛛䜙䛾ᐇ䛻ດ䜑䜛䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇
䠥䠟䠰ά⏝䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ୖ䛷᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜢Ᏻᚰ䞉Ᏻ
䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䚸䐟㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾㐺⏝ศ㔝ᣑ䜢
ᅗ䜛䛯䜑䛾ศ㔝ู䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯ㄪᰝ◊✲䚸䐠㻭㻿㻼䞉
㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᐇドᐇ㦂䠄㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛾㐃ᦠᶵ⬟
䛾ᐇド䠅䜢ᐇ䛩䜛䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻞൨䠅
ᰯົศ㔝䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢⤊
䛩䜛㝿䚸ᙜヱᴗ⪅䛜␃ព䛩䜉䛝㡯䜢ྵ䜑䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻜᭶䛻䛂ᰯົ
ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䜢⟇ᐃ䚹䜎䛯䚸㻭㻿㻼䡡
㻿㼍㼍㻿ᴗ⪅䛜䝃䞊䝡䝇䜢ኚ᭦䞉⤊䛩䜛㝿䛾๓࿌▱䜢㛤♧㡯┠䛻ྵ
䜑䛯䛂㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶ䛻ಀ䜛ሗ㛤♧ㄆᐃไᗘ䛃䠄Ẹ㛫䛻䜘䜚㐠
Ⴀ䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻟᭶ᮎ䜎䛷䛻㻝㻞㻣௳䛾ᴗ䜢ㄆᐃ䚹

䛆䠝䠯䠬䞉䠯䠽䠽䠯ᬑཬಁ㐍⎔ቃᇶ┙ᩚഛᴗ䛇䠄㻝㻚㻜൨䠅
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺⏝⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛯䜑䛾ㄪᰝ◊✲䛸䛧䛶䚸
䝕䞊䝍䜺䝞䝘䞁䝇䚸ሗ䛾ḟ⏝䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ྠኈ䛾䝸䝋䞊䝇㐃
ᦠ䞉⿵䛾⤌➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜔䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䛾⏝㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾
ᐇドᐇ㦂䜢ᐇ䛩䜛ணᐃ䚹䜎䛯䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸䛂㻭㻿㻼䡡㻿㼍㼍㻿Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶ䛻
ಀ䜛ሗ㛤♧ㄆᐃไᗘ䛃䠄Ẹ㛫䛻䜘䜚㐠Ⴀ䠅䛻䜘䜚䚸㐺ษ䛻ሗ㛤♧䜢⾜
䛖䝃䞊䝡䝇䛻ᑐ䛩䜛ㄆᐃసᴗ䛜⥅⥆䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䚹

䛆㏻ಙᴗ⏝タഛ➼䛻ಀ䜛ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾▷⦰䛇
ῶ౯ൾ༷㈨⏘䛾⪏⏝ᖺᩘ➼䛻㛵䛩䜛┬௧䠄䠐䠌ᖺⶶ┬௧➨䠍䠑
ྕ䠅䛾ᨵṇ䛻䜘䜛ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾▷⦰

䛆㏻ಙᴗ⏝タഛ➼䛻ಀ䜛ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾▷⦰䛇
ᨵṇせᮃ䜢ᥦฟ䛧䛯䜒䛾䛾䚸ᨵṇ䛻䛿⮳䜙䛪䚹

䛆㏻ಙᴗ⏝タഛ➼䛻ಀ䜛ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾▷⦰䛇
ᅜෆ䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛾άᛶ䛻ᚲせ䛺ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶⥅⥆᳨ウ䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ά⏝䛇
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䜛
䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ᴗ⪅ྥ䛡䛾ㄏ⮴⟇䜢㞟䛾ୖ䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻥᭶䜘䜚
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷䛂ᆅ᪉බඹᅋ
య䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ㄏ⮴⟇ሗ䛃䛸䛧䛶බ㛤䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ά⏝䛇
ᘬ䛝⥆䛝䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚䛔䛶ሗ㞟➼
䜢⾜䛔䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ㄏ⮴⟇䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛟ணᐃ䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ά⏝䛇
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄㻭㻿㻼㻵㻯䠅䛻
䛚䛔䛶䚸᪥ᮏ䛾䜽䝷䜴䝗ᆺ䝃䞊䝡䝇䜢⏝ಁ㐍䛥䛫䜛䛯䜑䛾᪉⟇䜢᳨ウ
䛾ୖ䚸ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜢⾜䛖䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛺䛹Ẹ㛫ᅋయ䛾ά⏝䛇
㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚䛔䛶䚸䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾Ᏻ
䞉ಙ㢗ᛶ䛻ಀ䜛ሗ㛤♧ᣦ㔪䛃䜢㋃䜎䛘䚸䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䛾㐍ᒎ➼䜢຺
䛧䛴䛴䚸䜽䝷䜴䝗௦䛻㐺䛧䛯ሗ㛤♧ㄆᐃไᗘ䛾タ䛻ྥ䛡䚸㛵ಀ
ᴗ⪅㛫䛷᳨ウ䚹
᪥ᮏ䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊༠䛻䛚䛔䛶䚸㛵ಀᅋయ䚸Ẹ㛫ᴗ⪅䛸㐃ᦠ䛧䚸
䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛜ഛ䛘䜛䜉䛝ᘓ≀䜔タഛ䛾ᇶ‽㡯┠➼䜢ᐃ䜑䛯᪥ᮏ⊂
⮬䛾䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝇䝍䞁䝎䞊䝗䛃䜢㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻜᭶䛻⟇ᐃ䚹

䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛺䛹Ẹ㛫ᅋయ䛾ά⏝䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾᳨ウ䜢䜒䛸䛻䚸㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚
䛔䛶䚸䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛾Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶ䛻ಀ䜛ሗ㛤♧ᣦ㔪䛃䜢䛾䜽
䝷䜴䝗ᢏ⾡䛾㐍ᒎ➼䜢㋃䜎䛘䚸᪂䛯䛺ᣦ㔪䛻ᨵᐃ䛩䜛ணᐃ䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇
」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽య䛷㻞䡚㻟䛾┬㟁ຊ䜢
ᅗ䜚䚸㧗ಙ㢗䞉㧗ရ㉁䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛᭱ඛ➃䛾䛄䜾䝸䞊䞁
䜽䝷䜴䝗ᇶ┙䛅䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚ᡃ䛜ᅜ
䛾䜽䝷䜴䝗⏘ᴗ䛾ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䜢᪩ᛴ䛻ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜽䝷䜴䝗ᇶ
┙䛾㎰ᴗ䚸㏻䚸㜵⅏䚸⎔ቃศ㔝䛺䛹ከᵝ䛺♫䜲䞁䝣䝷ศ㔝䜈䛾ᒎ
㛤䜢┠ᣦ䛩䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇䠄㻥㻚㻤൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛿㧗ಙ㢗䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ไᚚᇶ┙ᢏ⾡ཬ䜃⎔ቃᑐᛂᆺ䝛䝑
䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ䝅䜾䝘䝸䞁䜾ᢏ⾡䛻㛵䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮㛫䛻䛚䛡䜛䝸
䝋䞊䝇ᵓᡂ䛺䛹䛾ᇶᮏᶵ⬟䛾䝥䝻䝖䝍䜲䝥㛤Ⓨ➼䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜽
䝷䜴䝗㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾㧗ಙ㢗䞉┬㟁ຊ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽⮬ᚊ᭱㐺ไᚚᢏ⾡➼
䛻ಀ䜛䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱タィ➼䜢ᐇ䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇䠄㻝㻟㻚㻥൨䠅
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛿䚸㧗ಙ㢗䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ไᚚᇶ┙ᢏ⾡䚸⎔ቃᑐᛂᆺ䝛䝑䝖
䝽䞊䜽ᵓᡂ䝅䜾䝘䝸䞁䜾ᢏ⾡ཬ䜃┬㟁ຊ䜰䜽䝉䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽ไᚚᢏ⾡
䛾ㄢ㢟䛤䛸䛻ヲ⣽ᶵ⬟タィ䚸䝥䝻䝖䝍䜲䝥㛤Ⓨ䠋᳨ド䜢ᐇ䚹
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䛿䚸ㄢ㢟䛤䛸䛾ᣑᙇᶵ⬟タィ䚸ᶵ⬟䠋ᛶ⬟᳨ド䛻ຍ䛘䚸ㄢ㢟
㛫䜢㐃ᦠ䛥䛫䛶⥲ྜⓗ䛺᳨ド䜢ᐇ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸㧗ಙ㢗䛺䜽䝷䜴䝗㛫
㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᐇ㐠⏝⎔ቃୗ䛷᳨ド䛩䜛䛯䜑䚸ᾏ㐨䛸
ᕞ䛾䜘䛖䛺㐲㝸ᆅ㛫䛷䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮䛾䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䝸䝋䞊䝇䛾
㏣ຍ䞉ษ䜚᭰䛘䛾ᢏ⾡᳨ド䜢ᐇ䚹

䛆㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔ቃศ㔝䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㼃㻳䛾㛤ദ䛇
䛂㻵㻼㼢㻢䛻䜘䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㧗ᗘ⏝䛻㛵䛩䜛◊✲䚷㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔
ቃศ㔝䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㼃㻳䛃䛻䛚䛔䛶䚸㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔ቃศ㔝䛾䜽䝷
䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛㡯䛻䛴䛔䛶䚸䜘䜚ᑓ㛛ⓗ䛺ほⅬ䛛䜙᳨ウ䜢⾜䛖䚹

䛆㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔ቃศ㔝䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㼃㻳䛾㛤ദ䛇
䛆㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔ቃศ㔝䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㼃㻳䛾㛤ദ䛇
⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺᆅᇦ㻵㻯㼀䝅䝇䝔䝮ᇶ┙☜❧䛻㈨䛩䜛⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊 ᕥグ᳨ウ⤖ᯝ➼䛻䛴䛔䛶䚸䛂㻵㻼㼢㻢⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᵓ⠏䞉㐠⏝䜺
䝡䝇䛾ᐇドᐇ㦂䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䞉▱ぢ➼䜢㋃䜎䛘䚸㻵㻼㼢㻢⎔ቃ䜽䝷䜴 䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛸䛧䛶㻞㻜㻝㻝ᖺኟ㡭䜢┠㏵䛻ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛾ୖබ⾲ணᐃ䚹
䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᵓ⠏䞉㐠⏝䛻㈨䛩䜛䝉䜻䝳䝸䝔䜱☜ಖ➼ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ
᪉⟇➼䛾᳨ウ䜢ᐇ䚹

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
㐲㝸ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛◊ಟ⏕䛾䠥䠟䠰䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉ᢏ⬟䛾ྥୖ䜢ᅗ䜚䚸䠥䠟䠰
䜢ᚲせ䛸䛩䜛ᖜᗈ䛔ศ㔝䛾ᑓ㛛ᐙ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䚸㐲㝸ㅮ⩏䠄ᗙᏛ䠅䛻
␃䜎䜙䛪䚸㐲㝸䛷䛾䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ₇⩦䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䠄䜽
䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䠅䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇ
ド䜢⾜䛖䚹

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
䠄ᥖ䠅䚷䠄㻝㻚㻣൨䠅
㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䛻㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼䛷㼑䝷䞊䝙䞁䜾䜔䠬䠞䠨䠄㻼㼞㼛㼖㼑㼏㼠㻌㻮㼍㼟㼑㼐
㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䠖ㄢ㢟ゎỴᆺ䛾䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦᪉ᘧ䠅ᩍᮦ䛻䜘䜛Ꮫ⩦䛜ྍ⬟䛸䛺
䜛㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾䝫䞊䝍䝹ᶵ⬟䚸䝸䝋䞊䝇䝬䝛䞊䝆䝱ᶵ⬟䚸Ꮫ⩦ᨭ
ᶵ⬟➼䛾䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᇶᮏ㛤Ⓨ䜢ᐇ䚹
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䛾㛤Ⓨ䛧䛯䛣䜜䜙䛾ᇶᮏⓗ䛺䝥䝷䝑䝖
䝣䜷䞊䝮䛻ᑐ䛧䚸ᐇ✌ാ≧ἣ䜢ᐃ䛧䛯ᶵ⬟䠄䝴䞊䝄䠥䠠㔜」㜵Ṇᶵ⬟
➼䠅䛾ᇶᮏᶵ⬟䛾㏣ຍཬ䜃ከᩘ䛾䝴䞊䝄䠄䠏䠌䠌䝴䞊䝄䚸ྠ᥋⥆䠍䠌䠌
䝴䞊䝄䠅᥋⥆䛾ಙ㢗ᛶ☜ಖ䛾䛯䜑䛾㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾ᨵಟ➼䜢ᐇ
䚹

䞉ู⾲➨୍䚷ᶵᲔཬ䜃⨨௨እ䛾᭷ᙧῶ౯ൾ༷㈨⏘䛾⪏⏝ᖺᩘ⾲
䚷✀㢮䛂ჾලཬ䜃ഛရ䛃
䚷ᵓ㐀ཪ䛿⏝㏵䛂ົᶵჾཬ䜃㏻ಙᶵჾ䛃
䚷㟁ヰタഛ䛭䛾䛾㏻ಙᶵჾ䛾䛖䛱䛂䛭䛾䛾䜒䛾䛃䠖䠍䠌ᖺ䊻䠒ᖺ
䞉ู⾲➨䚷ᶵᲔཬ䜃⨨䛾⪏⏝ᖺᩘ⾲
䚷タഛ䛾✀㢮䛂㏻ಙᴗ⏝タഛ䛃䛾䛖䛱䛂㟁Ẽ㏻ಙฎ⌮タഛ䛃䠖䠕ᖺ䊻䠒ᖺ

ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛜ㅮ䛨䜛䝕䞊䝍䝉䞁䝍ㄏ⮴⟇䚸❧ᆅሙᡤ䛻ᛂ䛨䛯ἲไᗘ䛻 䛆㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ά⏝䛇
㐺ྜ䛧䛯䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛾ᵓ⠏䞉㐠⏝䛾䛯䜑䛾䝜䜴䝝䜴➼䛾ሗ䛾㞟䞉ά⏝ ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄䠝䠯䠬䠥䠟䠅
䛻䛚䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ㅮ䛨䜛䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ᴗ⪅ྥ䛡ㄏ⮴⟇
యไ䜢Ẹ㛫ᴗ⪅ᅋయ䛜ᑟ䛩䜛ᙧ䛷䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䛻ᩚഛ䛩䜛䚹
䜢୍ぴ䛧䛯䝃䜲䝖䜢ᵓ⠏䛧䚸ከᵝ䛺䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊ᴗ⪅䛜㜀ぴྍ⬟
䛺⤌䜏䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻㐺ྜ䛧䛯䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍せồ᮲௳䛃䠄䠎䠌䠍䠌ᖺኟ䜢┠㏵䛻
ྲྀ䜚䜎䛸䜑䠅䜔」ᩘ䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䜢㐃ᦠ⏝䛩䜛䛯䜑䛾䛂䝕䞊䝍䝉䞁䝍㐃ᦠ
⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ୰䛻⤖ㄽ䠅䜢Ẹᑟ䛷᥎㐍䛩䜛䚹䛣䛾ྲྀ⤌䜢
ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸⎔ቃศ㔝䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛㝿䛾䝕䞊䝍䝉
䞁䝍➼䛾せ௳䛻䛴䛔䛶䚸」ᩘ䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䜢㐃ᦠ⏝䛩䜛ሙྜ䜢ྵ䜑䚸䠎
䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䛻ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜛䚹

䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䚸䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁㛤Ⓨᢏ⾡➼䜢⥲ྜ
ⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䜢ᥥ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛㧗ᗘ
䛺䠥䠟䠰ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᩍᮦ㛤Ⓨ䚸ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ䚸䜽䝷䜴䝗䝔䝇䝖
䝧䝑䝗䛾⏝䚸ᾏእ◊✲ᶵ㛵䛸䛾ඹྠ◊✲䛺䛹䜢⥲ྜⓗ䛻ᐇ䛩䜛᪂䛯䛺
యไ䚸ᨭ⟇➼䜢⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻䜘䜚᳨ウ䛧䚸䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䛻ලయ䛩䜛䚹

㻡

䛆᭱ඛ➃䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䛇
㻔ᥖ㻕䠄㻝㻚㻜൨䠅
㻞㻜㻝㻝ᖺ䛷䛿䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛛䜙㻞䜹ᖺ㛤Ⓨ䜢⾜䛳䛯ᮏ䝅䝇䝔䝮䛾ᶵ⬟䛜ྛ䚻
┦㐪䛩䜛䜽䝷䜴䝗⎔ቃ䛻䛚䛔䛶䜒ᐇྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸ỗ⏝ᛶ☜ಖ䛾䛯
䜑䛾ᶵ⬟㏣ຍ➼䜢ᐇ䚹
㐲㝸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ᡂᚋ䛿䚸Ẹ㛫ᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛶㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼䜈䛾
ᮏ䝅䝇䝔䝮䜢ᬑཬ䞉ಁ㐍䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇
䜾䝻䞊䝞䝹⎔ቃୗ䛻䛚䛡䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽ศ㔝䛾◊✲㛤Ⓨ䞉ᐇドᐇ㦂䛾
᥎㐍䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᅜෆ䛾せᣐⅬ䛸䜰䝆䜰ᆅᇦ➼䜢⤖䜆䝔䝇䝖䝧䝑䝗
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛴䛔䛶䚸ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䜔᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䛺
䛹䛾᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䜔䝃䞊䝡䝇䞉䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾᳨ド䜢ᐇ
䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᶵ⬟ᙉ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ከᵝ䛺ศ㔝䛷䛾◊✲㛤Ⓨ䛾
ᅜ㝿㐃ᦠ䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇䠄㻺㻵㻯㼀㐠Ⴀ㈝㔠㻟㻜㻥൨
䛾ෆᩘ䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ⟇䛾䛂᭱ඛ➃䛾◊✲㛤Ⓨ䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛃
䠄㻺㻵㻯㼀㔠䠅䜢ᐇ䚹㻶㻳㻺㻞㼜㼘㼡㼟䛻䛚䛔䛶᭱ඛ➃䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊
✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸⏘Ꮫᐁ➼䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨ䜔ᢏ⾡䛾ᐇ⏝䛻ྥ
䛡䛯䝴䞊䝄ཧຍᆺ䛾ᐇドᐇ㦂➼䜢ಁ㐍䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇䠄㻺㻵㻯㼀㐠Ⴀ㈝㔠㻟㻜㻞㻚㻤
൨䛾ෆᩘ䠅
᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾䝅䝇䝔䝮ᇶ┙ᢏ⾡䜢☜❧䛩䜛䛯䜑䛾᪂ୡ௦㏻ಙ
⥙䝔䝇䝖䝧䝑䝗㻔㻶㻳㻺㻙㼄㻕䜢ᵓ⠏䛧䚸ᐇド䞉ホ౯䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᵓ⠏䛧
䛯䝔䝇䝖䝧䝑䝗䜢ᗈ䛟⏘Ꮫᐁ䛻ゎᨺ䛩䜛䛣䛸䛷䚸᪂䛧䛔䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾
䝍䜲䝮䝸䞊䛺㛤Ⓨ䜔ᅜ㝿ඹྠ◊✲䜢ಁ㐍䚹

䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇
」ᩘ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᗈᇦ㐃ᦠ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛䚸ሗ㏻ಙᢏ⾡
㠃ཬ䜃ᆅᇦ䠥䠟䠰ேᮦ⫱ᡂ䞉ά⏝㠃䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯ୖ䛷ᶆ‽
ᵝ䜢⟇ᐃ䛧䚸ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ᅜ䛻ᬑཬ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᅜྛᆅ
ᇦ䛻䛚䛡䜛බඹⓗ䛺ศ㔝䛻㛵䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢⥲ྜⓗ䛻ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺䠥䠟䠰ά⏝䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹

䛆ᆅᇦ㻵㻯㼀ά⏝ᗈᇦ㐃ᦠᴗ䛇㻔ᥖ㻕䠄㻤㻞㻚㻜൨䛾ෆᩘ䠅
་⒪ศ㔝䛷䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䛯ᗣᇶᮏሗ䛾⮬ᕫ⟶⌮
䜔་⒪䞉ಖ䛻㛵䛩䜛䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛻䜘䜛㐲㝸䛷䛾ᗣ䝏䜵䝑䜽䞉䜰䝗䝞
䜲䝇䝃䞊䝡䝇䚸་⒪ᶵ㛵㛫➼䛾་⒪ሗ䛾ඹ᭷➼䛾ྲྀ⤌䜏䜢ጤク䛧䚸
་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛ᴗົຠ⋡䛾ᨵၿ䚸⏝⪅䛾ᗣ䛾ᨵၿ䚸ᗣ䛻㛵䛩
䜛▱㆑䞉ព㆑䛾ྥୖ➼䛻ຠᯝ䜢☜ㄆ䚹

䛆䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛇䠄ᥖ䠅
ሗ㏻ಙᑂ㆟䛾᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ䛾ୗ䛻䚸䛂䠥䠟䠰ά⏝ᡓ␎
䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䜢㛤ദ䛧䚸䠄䠍䠅ᚋ䚸⥲ົ┬䛜䠥䠟䠰ά⏝䜢㔜Ⅼ
ⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟䜉䛝ศ㔝䛸᥎㐍᪉⟇䚸䠄䠎䠅䠥䠟䠰ά⏝⟇䛻ồ䜑䜙䜜
䜛ຠ⋡ᛶ䚸බṇᛶ䚸ㄝ᫂㈐௵䜢ᢸಖ䛧䚸ຠᯝ䛾᭱䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑
䛾᪉ἲㄽ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ୰䚹

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇
ᴗ䜔⏘ᴗ䛾ᯟ䜢㉸䛘䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䜢⏘Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛶⥲
ྜຊ䜢Ⓨ䛧䛴䛴᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸Ẹ㛫ᅋయ䛸䛧䛶䚸䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁
䞁䝋䞊䝅䜰䝮䜢タ❧䛩䜛䚹
ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛵㐃ᴗ䞉ᅋయ➼䛻䛚䛡
䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᬑཬ䛻ྥ䛡䛯ᵝ䚻䛺ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ሗ䛾ඹ᭷
䜔᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾ᢳฟ➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸⥲ົ┬ཬ䜃⤒῭⏘ᴗ┬
䛿䚸ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾䜸䝤䝄䞊䝞䛸䛧䛶άື䜢ᨭ䛩䜛䚹

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇
ከᵝ䛺ᴗ䚸ᅋయ䚸ᴗ✀䛾ᯟ䜢㉸䛘䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
䛾ᬑཬ䞉Ⓨᒎ䜢⏘Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛶᥎㐍䛩䜛ሙ䛸䛧䛶䚸Ẹ㛫ᅋయ䛂䝆䝱䝟
䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䜢タ❧䛧䚸⥲ົ┬䛿䜸䝤䝄䞊䝞䛸䛧䛶ཧ
⏬䚹
ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛵㐃ᴗ䞉ᅋయ➼䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴
䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䞉Ⓨᒎ䛻ྥ䛡䛯ᵝ䚻䛺ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ᶓ᩿ⓗ䛺
ሗ䛾ඹ᭷䚸᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾ᢳฟ䚸ゎỴ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝάື➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠
ⓗ䛸䛧䛶䚸ᖺ䠎ᅇ䛾⥲䜢㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ලయⓗ䛺᳨ウ䜢⾜䛖ሙ䛸䛧
䛶䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䜢タ⨨䚹
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻞᭶䛻㛤ദ䛥䜜䛯タ❧⥲䛻䛚䛔䛶䚸ά⏝䛜㐜䜜䛶䛔䜛ศ㔝
䛷䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᬑཬ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᗣ䞉་⒪䜽䝷䜴䝗㼃㻳䚸ᩍ⫱䜽䝷
䜴䝗㼃㻳䚸㎰ᴗ䜽䝷䜴䝗㼃㻳䚸ᴗ⏺䛻䜎䛯䛜䜛ᴗົ㐃ᦠ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᴗ
ົ㐃ᦠ䜽䝷䜴䝗᳨ウ㼃㻳䚸᪤Ꮡ䝅䝇䝔䝮䛛䜙䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜈䛾䛺
⛣⾜䜢᳨ウ┠ⓗ䛸䛩䜛䜽䝷䜴䝗䝬䜲䜾䝺䞊䝅䝵᳨ウ㼃㻳䚸᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗
䝃䞊䝡䝇䛾䝰䝕䝹䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
᳨ウ㼃㻳䛾ィ䠒䛴䛾㼃㻳䛾❧䛱ୖ䛢䛜ᢎㄆ䛥䜜䚸䛭䜜䛮䜜άື䜢㛤ጞ䚹
䠄⌧ᅾ䚸㻟㻜㻜䜢㉸䛘䜛ᴗ䞉ᅋయ➼䛜ཧ⏬䠅

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇
ᖺ䠎ᅇ䜢┠㏵䛻⥲䜢㛤ദ䛧䚸ྛ㛵ಀᶵ㛵ཬ䜃ྛ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥
䛻䛚䛡䜛ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䛾ሗ࿌䜢⾜䛖䚹
⥲䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䚸䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ␎䛾䝥䝻䜾䝺䝇䝺䝫䞊䝖䛻䛴䛔
䛶ሗ࿌䛧䚸ే䛫䛶⥲ົ┬䛛䜙බ⾲䛩䜛䚹
ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸᪂䛯䛺䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛾タ⨨䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䜢⾜䛖䚹

䠄䠐䠅䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾䜾䝻䞊䝞䝹ᒎ㛤
⾜ᨻ䚸་⒪䚸ᩍ⫱䚸㎰ᴗ䚸䠪䠬䠫➼䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᶆ‽
ᵝ䛸䜰䝆䜰ྛᅜ䜈䛾ᒎ㛤➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹
ᡃ䛜ᅜ䛜ᙉ䜏䜢ᣢ䛴ศ㔝䠄⤌䜏㎸䜏䠫䠯䚸⮬ື㌴䚸䝻䝪䝑䝖䚸ᐙ㟁➼䠅䛸䜽䝷
䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯ຍ౯್䛾㧗䛔〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶䚸ᅜ
㝿ᒎ㛤ྍ⬟䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾㑅ᐃ䞉⫱ᡂ䜢᥎㐍䛩䜛䚹ྠ䛻䚸䜰䝆䜰ྛᅜ䛸㐃
ᦠ䛧䛯䜽䝷䜴䝗ᆺ䛾᪂䛯䛺䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䛾ඹྠ㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜛䚹䛭䛾㝿䚸㛵
㐃ᴗ⏺䛜㐃ᦠ䛧䛯䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾⬟ຊ䛾ᙉ䛻ྥ䛡䛯యไ䛾ᩚഛ䜢᥎㐍
䛩䜛䚹

㻢

䠎䠊ᢏ⾡ᡓ␎
⟇ᴫせ

㻞㻜㻝㻜ᖺᗘྲྀ⤌ᡂᯝ

㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ௨㝆䛾ྲྀ⤌ணᐃ

䝇䝬䞊䝖䜽䝷䜴䝗ᇶ┙䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾つᶍศᩓ䞉୪ิ
ฎ⌮ᢏ⾡➼䜢⏝䛔䛶䚸⭾䛺䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛾䝇䝖䝸䞊䝭䞁䜾䝕䞊䝍䛾㞟䞉ᢳ
ฟ䞉✚䞉䝰䝕䝸䞁䜾䞉≧ἣኚ䜈䛾᭱㐺ᑐᛂ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ
䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇
」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽య䛷㻞䡚㻟䛾┬㟁ຊ䜢
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㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛿䚸㧗ಙ㢗䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ไᚚᇶ┙ᢏ⾡䚸⎔ቃᑐᛂᆺ䝛䝑䝖
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䛆䜽䝷䜴䝗ᑐᛂᆺ䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䛇䠄㻡㻚㻞൨䠅
䛆䜽䝷䜴䝗ᑐᛂᆺ䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䛇䠄㻝㻚㻤൨䠅
䜽䝷䜴䝗⎔ቃ䛷⏝䛔䜙䜜䜛䛺䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁ୖ䛷䛾䝕䞊䝍ฎ⌮䛻ᛂ ྛせ⣲ᢏ⾡䛻ಀ䜛䝥䝻䜾䝷䝮➼䜢ヨస䞉ᐇ䛧䚸ホ౯䞉ᨵⰋ䜢⾜䛖䛸䛸䜒
䛨䚸⛎༏ᙉᗘ䚸ฎ⌮ຠ⋡䚸ฎ⌮⢭ᗘ䜢㧗ᗘ䛻☜ಖ䛩䜛ᬯྕ䝥䝻䝖䝁䝹ᢏ 䛻䚸ྛせ⣲ᢏ⾡㛫䛾䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜢ᇶᮏタィ䛩䜛ணᐃ䚹
⾡䚸⛎༏₇⟬䝅䝇䝔䝮䚸ᬯྕ₇⟬㞟✚ᅇ㊰䛾ᇶᮏタィ䛜䚹䜎䛯䚸
䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻ಀ䜛≧ែほ ᢏ⾡䚸≧ែᐃ㔞ᢏ⾡䚸≧ែྍどᢏ⾡䚸
ไᚚᢏ⾡䛾ᇶᮏタィ䛜䚹

䠄䠍䠅ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䛾᥎㐍

㻣

䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛾ᵓ⠏ᨭ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾┬㟁ຊไᚚ䚸ື
ⓗ䛺㈇Ⲵ䛾ᖹ‽➼䜢ᅗ䜛௬ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸䠥䠟䠰䛻䜘䜛䠟䠫䠎ฟ㔞๐
ῶຠᯝ䛾ィ ᪉ἲ䛾☜❧➼䛾䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾䜾䝸䞊䞁䠄㻳㼞㼑㼑㼚㻌㼛㼒㻌㻵㻯㼀䠅䚸䜽䝷
䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ά⏝䛧䛯⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䠄㻳㼞㼑㼑㼚㻌㼎㼥㻌㻵㻯㼀䠅䜢୍యⓗ䛻᥎㐍䛩
䜛䚹

௨ୖ䛾㔜Ⅼศ㔝䛾◊✲㛤Ⓨ䜢ᨭ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸᪥ᮏⓎ䛾䜽䝷䜴䝗せ⣲ᢏ
⾡䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾➇தⓗ㈨㔠ไᗘ䛾タ䚸ᅜ㝿㐃ᦠ䜢ᙜึ䛛䜙ᐃ䛧䛯
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻䜘䜛䛂䜽䝷䜴䝗◊✲㛤Ⓨ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䠄௬⛠䠅䛃䛾ᩚഛᨭ䚸
䜰䝆䜰䞉ኴᖹὒㅖᅜ䛸㐃ᦠ䛧䛯ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛂䜰䝆䜰䞉ኴ
ᖹὒ䜽䝷䜴䝗䝣䜷䞊䝷䝮䠄௬⛠䠅䛃䛾㛤ദ➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇
」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽య䛷㻞䡚㻟䛾┬㟁ຊ䜢
ᅗ䜚䚸㧗ಙ㢗䞉㧗ရ㉁䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛᭱ඛ➃䛾䛄䜾䝸䞊䞁
䜽䝷䜴䝗ᇶ┙䛅䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚ᡃ䛜ᅜ
䛾䜽䝷䜴䝗⏘ᴗ䛾ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䜢᪩ᛴ䛻ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜽䝷䜴䝗ᇶ
┙䛾㎰ᴗ䚸㏻䚸㜵⅏䚸⎔ቃศ㔝䛺䛹ከᵝ䛺♫䜲䞁䝣䝷ศ㔝䜈䛾ᒎ
㛤䜢┠ᣦ䛩䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇㻔ᥖ㻕䠄㻥㻚㻤൨
䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛿㧗ಙ㢗䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ไᚚᇶ┙ᢏ⾡ཬ䜃⎔ቃᑐᛂᆺ䝛䝑
䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ䝅䜾䝘䝸䞁䜾ᢏ⾡䛻㛵䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮㛫䛻䛚䛡䜛䝸
䝋䞊䝇ᵓᡂ䛺䛹䛾ᇶᮏᶵ⬟䛾䝥䝻䝖䝍䜲䝥㛤Ⓨ➼䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜽
䝷䜴䝗㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾㧗ಙ㢗䞉┬㟁ຊ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽⮬ᚊ᭱㐺ไᚚᢏ⾡➼
䛻ಀ䜛䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱タィ䛺䛹䜢ᐇ䚹

䛆᭱ඛ➃䛾䜾䝸䞊䞁䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛇㻔ᥖ㻕䠄㻝㻟㻚㻥൨
䠅
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛿䚸㧗ಙ㢗䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ไᚚᇶ┙ᢏ⾡䚸⎔ቃᑐᛂᆺ䝛䝑䝖
䝽䞊䜽ᵓᡂ䝅䜾䝘䝸䞁䜾ᢏ⾡ཬ䜃┬㟁ຊ䜰䜽䝉䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽ไᚚᢏ⾡
䛾ㄢ㢟䛤䛸䛻ヲ⣽ᶵ⬟タィ䚸䝥䝻䝖䝍䜲䝥㛤Ⓨ䠋᳨ド䜢ᐇ䚹
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䛿䚸ㄢ㢟䛤䛸䛾ᣑᙇᶵ⬟タィ䚸ᶵ⬟䠋ᛶ⬟᳨ド䛻ຍ䛘䚸ㄢ㢟
㛫䜢㐃ᦠ䛥䛫䛶⥲ྜⓗ䛺᳨ド䜢ᐇ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸㧗ಙ㢗䛺䜽䝷䜴䝗㛫
㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᐇ㐠⏝⎔ቃୗ䛷᳨ド䛩䜛䛯䜑䚸ᾏ㐨䛸
ᕞ䛾䜘䛖䛺㐲㝸ᆅ㛫䛷䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮䛾䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䝸䝋䞊䝇䛾
㏣ຍ䞉ษ䜚᭰䛘䛾ᢏ⾡᳨ド䜢ᐇ䚹

䛆䞉⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺᆅᇦ䠥䠟䠰䝅䝇䝔䝮ᇶ┙☜❧ᴗ䛇
䛆⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶᆺᆅᇦ䠥䠟䠰䝅䝇䝔䝮ᇶ┙☜❧ᴗ䛇䠄㻞㻜㻚㻜൨䠅
䠥䠟䠰䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䛾ಁ㐍䛻㈨ ᐙᗞ䞉ၟᴗ䝡䝹䞉ᑠᏛᰯ䛷⏝䛧䛶䛔䜛㟁ຊ⏝㔞䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢
䛩䜛䠥䠟䠰䝅䝇䝔䝮ᇶ┙䜢☜❧䛧䚸⎔ቃ䛻䜔䛥䛧䛔䜎䛱䛵䛟䜚䜢ᨭ䛩䜛䚹 䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛧䛶㞟⣙䛧䚸䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖䜔㟁Ꮚ䝯䞊䝹➼䛾䝴䞊䝄䜲
䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜢ά⏝䛧䛯䚸⠇㟁䛾ႏ㉳䜢ಁ䛩ぢ䛘䜛䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡
ᵝ➼䜢☜❧䚹
䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡ཬ䜃㻵㻼㼢㻢ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ᬑཬ䞉ಁ
㐍䛩䜛䛯䜑䚸⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᵓ⠏䞉㐠⏝䛻㛵䜟䜛ᴗ⪅➼䛜‶
䛯䛩䜉䛝䝉䜻䝳䝸䝔䜱➼䛻㛵䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽せ௳䛾᳨ド䜢ᐇ䚹
⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ά⏝䛧䛯⎔ቃ䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛿」ᩘᏑᅾ䛩䜛
䜒䛾䛾䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽せ௳䛜䛭䜜䛮䜜␗䛺䜛䛯䜑䚸⎔ቃ䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
䛾ᆺⓗ䛺㻟䛴䛾䝰䝕䝹䠄䝡䝹⩌䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䚸㒔ᕷᆺ䜶䝛
䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䚸ᆅᇦᆺ䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮䝅䝇䝔䝮䠅䛻㛵䛧䛶䚸☜ಖ
䛩䜉䛝䝉䜻䝳䝸䝔䜱௳䚸Ᏻᛶ䞉ಙ㢗ᛶ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽➼䛻䛴䛔䛶᳨
ド䚹

䛆䠟䠫䠎๐ῶ䛾ホ౯ᡭἲ➼䛾ᐇドᐇ㦂䚸ᆅᇦ䛾⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䛾䛯䜑䛾
ᐇドᐇ㦂➼䛇䠄㻠㻚㻝൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䚸䜾䝸䞊䞁㻵㻯㼀᥎㐍ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸
㻮㻱㻹㻿㻛㻴㻱㻹㻿➼䛾㻯㻻㻞๐ῶຠᯝ䛾ホ౯ᡭἲ䛾⢭ᗘ䜢㧗䜑䚸ᶆ‽ᶵ
㛵䛻ᥦ䜢ᐇ䚹

䛆ᡓ␎ⓗሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ไᗘ䠄㻿㻯㻻㻼㻱㻕䛇
㻵㻯㼀ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸◊✲㛤Ⓨᐇ⪅䜔ᅜẸ䛜ồ䜑䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾
ᐇ⌧➼䛻ồ䜑䜙䜜䜛ඛ㐍ⓗ䛺ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇➼䜢ྵ䜑䛯◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛻
䛴䛔䛶ᖜᗈ䛟බເ䛧䚸◊✲㛤Ⓨ䜢ᐇ䛩䜛➇தⓗ㈨㔠ไᗘ䚹

䛆ᡓ␎ⓗሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ไᗘ䠄㻿㻯㻻㻼㻱㻕䛇䠄ᥖ䠅䠄㻝㻣㻚㻥൨䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻤᭶䛻ᡓ␎ⓗሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ไᗘ䛻䛚䛡䜛᪂つ᥇ᢥㄢ
㢟䜢Ỵᐃ䚸ᖺᗘ䛛䜙䛾⥅⥆ㄢ㢟䛸䛒䜟䛫䛶◊✲㛤Ⓨ䜢ᐇ䚹䝃䞊䝞
⎔ቃ䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽⎔ቃ䚸䜽䝷䜲䜰䞁䝖⎔ቃ䛾䛭䜜䛮䜜䛻䛚䛔䛶䝕䜱䝨䞁
䝎䝡䝸䝔䜱䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾せ⣲ᢏ⾡䜢䜘䜚Ⓨᒎ䛥䛫䚸䜘䜚ᐇ⏝䛻㏆䛔䝺
䝧䝹䛾䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䜔䚸䝴䞊䝄䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䜽䝷䜴䝗䜢⏝
䛔䛶ᵓ⠏䛧䚸㜀ぴ䝴䞊䝄㛫䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ⌧䛩䜛
䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ➼䛻䛚䛔䛶ᡂᯝ䚹

䛆ᡓ␎ⓗሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ไᗘ䛇䠄ᥖ䠅䠄㻝㻢㻚㻡൨䠅
䜽䝷䜴䝗せ⣲ᢏ⾡䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䜒ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ
ᗘ௨㝆䜒ᘬ䛝⥆䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䜢බເ䛧䚸እ㒊᭷㆑⪅➼䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛
ホ౯ጤဨ䛾ホ౯䛻ᇶ䛵䛝䚸㑅ᐃ䛧䛯◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䜢ᐇ䛩䜛ணᐃ䚹
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛾᪂つ᥇ᢥㄢ㢟䛿䚸㻣᭶䛣䜝䛻Ỵᐃணᐃ䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇
䜾䝻䞊䝞䝹⎔ቃୗ䛻䛚䛡䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽ศ㔝䛾◊✲㛤Ⓨ䞉ᐇドᐇ㦂䛾
᥎㐍䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᅜෆ䛾せᣐⅬ䛸䜰䝆䜰ᆅᇦ➼䜢⤖䜆䝔䝇䝖䝧䝑䝗
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛴䛔䛶䚸ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䜔᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䛺
䛹䛾᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䜔䝃䞊䝡䝇䞉䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾᳨ド䜢ᐇ
䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᶵ⬟ᙉ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ከᵝ䛺ศ㔝䛷䛾◊✲㛤Ⓨ䛾
ᅜ㝿㐃ᦠ䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇䠄ᥖ䠅䠄㻺㻵㻯㼀㐠Ⴀ㈝
㔠㻟㻜㻥൨䛾ෆᩘ䠅
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ⟇䛾䛂᭱ඛ➃䛾◊✲㛤Ⓨ䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛃
䠄㻺㻵㻯㼀㔠䠅䜢ᐇ䚹㻶㻳㻺㻞㼜㼘㼡㼟䛻䛚䛔䛶᭱ඛ➃䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊
✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸⏘Ꮫᐁ➼䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨ䜔ᢏ⾡䛾ᐇ⏝䛻ྥ
䛡䛯䝴䞊䝄ཧຍᆺ䛾ᐇドᐇ㦂➼䜢ಁ㐍䚹

䛆䝔䝇䝖䝧䝑䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䞉ᶵ⬟ᙉ䛇䠄ᥖ䠅䠄㻺㻵㻯㼀㐠Ⴀ㈝
㔠㻟㻜㻞㻚㻤൨䛾ෆᩘ䠅
᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾䝅䝇䝔䝮ᇶ┙ᢏ⾡䜢☜❧䛩䜛䛯䜑䛾᪂ୡ௦㏻ಙ
⥙䝔䝇䝖䝧䝑䝗㻔㻶㻳㻺㻙㼄㻕䜢ᵓ⠏䛧䚸ᐇド䞉ホ౯䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᵓ⠏䛧
䛯䝔䝇䝖䝧䝑䝗䜢ᗈ䛟⏘Ꮫᐁ䛻ゎᨺ䛩䜛䛣䛸䛷䚸᪂䛧䛔䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾
䝍䜲䝮䝸䞊䛺㛤Ⓨ䜔ᅜ㝿ඹྠ◊✲䜢ಁ㐍䚹

䛆㻭㻼㻱㻯䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
䞉䠝䠬䠡䠟䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠎䠌䠍䠌ᖺ䠍䠌᭶䛻㛤ദ䛥䜜䜛➨䠔ᅇ㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗ
⏘ᴗ⮧ྜ䛻䛚䛔䛶㆟ㄽ䛥䜜䜛せㄢ㢟䛾䠍䛴䛻⨨䛡䜛䛸ඹ䛻
䠝䠬䠡㻯ᇦෆ䛻䛚䛡䜛ሗඹ᭷䜢ྵ䜐䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾᥎㐍
᪉⟇䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢㐍䜑䛶䛔䛟䚹

䛆㻭㻼㻱㻯䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
䛆㻭㻼㻱㻯䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻୰ᅜ䛷㛤ദ䛥䜜䛯㻭㻼㻱㻯㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗసᴗ㒊䛻䛚䛔 䠝䠬䠡䠟㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗసᴗ㒊㻔㼀㻱㻸㻕䛾ሙ䜢ά⏝䛧䚸䠝䠬䠡䠟ᇦෆ䛷䛾
䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯⏘ᴗ䝷䜴䞁䝗䝔䞊䝤䝹 ሗඹ᭷䜢ಁ㐍䚹
ྜ䛜㛤ദ䛥䜜䚸᪥ᮏ䛛䜙䜒ཧຍ䛧ᡃ䛜ᅜ䛾䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾
⌧≧䛻䛴䛔䛶⤂䚹

䛆㻳㻵㻯㼀㻲䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
㻳㻵㻯㼀㻲䛻䛚䛔䛶䚸ྛ✀ᶆ‽ᅋయ䜔ᅜ㝿㟁Ẽ㏻ಙ㐃ྜ㟁Ẽ㏻ಙᶆ‽
㒊㛛㻔㻵㼀㼁㻙㼀㻕䚷㟁Ẽ㏻ಙ䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊䜾䝹䞊䝥㻔㼀㻿㻭㻳㻕䚷㻲㻳㻙㻯㼘㼛㼡㼐
㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼕㼚㼓䛸䜒㐃ᦠ䜢⾜䛔䛺䛜䜙᳨ウ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚹
⌧ᅾ䛿䚸」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮㛫䜢㐃ᦠ䛩䜛ᶵ⬟䜔㐃ᦠ䜲䞁䝍䝣䜵䞊
䝇䛾せ௳䚸㻿㻸㻭䛸䛧䛶ᚲせ䛺㡯┠➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹ᚋ䛿䚸䜽䝷
䜴䝗㛫䛻㊬䛳䛶ᥦ౪䛥䜜䜛䝃䞊䝡䝇䛾୍ඖⓗ䛺┘ᰝᡭἲ➼䛻䛴䛔䛶䜒
᳨ウ䜢ᗈ䛢䛶䛔䛟ணᐃ䚹

䛆㻳㻵㻯㼀㻲䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
㻵㼀㼁㻙㼀䚷㻲㻳㻙㻯㼘㼛㼡㼐㻌㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼕㼚㼓䛻⥅⥆ⓗ䛻ཧຍ䛧䚸ཧຍᴗ䛛䜙㻡ᮏ䛾ᐤ
᭩䛾ᥦฟ䜢⾜䛳䛯䚹㻞㻜㻝㻝ᖺ㻞᭶䛻⾜䜟䜜䛯㼀㻿㻭㻳ྜ䛻䛚䛔䛶䚸㻵㼀㼁㻙㼀
䛻䛚䛡䜛᳨ウㄢ㢟ೃ⿵䛾㻝䛴䛸䛧䛶䜲䞁䝍䞊䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䜢᥇ᢥ䚹
䜎䛯䚸㻵㻱㻱㻱㻌㻯㼘㼛㼡㼐㻯㼛㼙㻌㻞㻜㻝㻜䛻䜸䞊䝥䞁䜾䝸䝑䝗䝣䜷䞊䝷䝮㻌㻔㻻㻳㻲㻕䚸䝇䝖
䝺䞊䝆䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜲䞁䝎䝇䝖䝸䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁㻔㻿㻺㻵㻭㻕䚸㻰㻹㼀㻲䛸䛸
䜒䛻ᣍ⪸䛥䜜䚸䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜢⾜䛖➼䚸䜲䞁䝍䞊䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䛾ᬑཬ䜢
ಁ㐍䚹

䠄䠎䠅ᶆ‽䛾᥎㐍
䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻ồ䜑䜙䜜䜛䠯䠨䠝䛾ᶆ‽䚸䝃䞊䝡䝇ရ㉁䜔䝥䝷䜲䝞䝅䞊
☜ಖ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᶆ‽䚸┦㐠⏝ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᶆ‽➼䛻䛴
䛔䛶䚸䛂䜾䝻䞊䝞䝹䜽䝷䜴䝗ᇶ┙㐃ᦠᢏ⾡䝣䜷䞊䝷䝮䠄䠣䠥䠟䠰䠢䠅䛃➼䛾ሙ䜢ά
⏝䛧䛶᥎㐍䛩䜛䚹
䛭䛾㝿䚸䠣䠥䠟䠰䠢䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛵㐃䛾ከᩘ䛾ᅜ㝿ᶆ‽ᅋయ
䛾άື䛻㛵䛩䜛ሗ㞟䛸ඹ᭷䜢ᅗ䜛యไ䛾ᩚഛ䜢䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ୰䛻ᐇ
⌧䛩䜛䚹

㻤

䛆㻳㻵㻯㼀㻲䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
㻿㼠㼡㼐㼥㻌㻳㼞㼛㼡㼜䛷䛾່࿌䛻ྥ䛡䛶䚸㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛻䛿㻵㼀㼁㻙㼀㻌㻲㻳㻙㻯㼘㼛㼡㼐
㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼕㼚㼓䛻䛚䛔䛶䜽䝷䜴䝗㛫㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶┒䜚㎸䜣䛰㻲㻳ᡂᯝᩥ᭩䜢ྲྀ
䜚䜎䛸䜑䜛ぢ㎸䜏䚹

䠏䠊ᅜ㝿ᡓ␎

䠝䠬䠡䠟䚸䠫䠡䠟䠠䚸䠥䠰䠱➼䛾䝬䝹䝏䛾ሙ䜢ά⏝䛧䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢ᕠ䜛ᅜ
㝿ⓗ䛺䝹䞊䝹స䜚䛻ྥ䛡䛯䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛾㔊ᡂ䜢ຍ㏿䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸⏘
Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛶ᅜ䛸䛧䛶✚ᴟⓗ䛻㆟ㄽ䛻㈉⊩䛩䜛䚹≉䛻䚸䠎䠌䠍䠌ᖺ䠍䠌᭶䛻
Ἀ⦖䛻䛚䛔䛶㛤ദணᐃ䛾䠝䠬䠡䠟㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗ⏘ᴗ⮧ྜ䛻䛚䛔䛶䚸䜽
䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬᒎ㛤䛻ྥ䛡䛯ྛᅜ䛾䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛾㔊ᡂ䛻ດ䜑䜛䚹
ྠ䛻䚸㡑ᅜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ྛᅜ䛸䛾䝞䜲䛾ᨻ⟇ᑐヰ䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᐁẸᑐヰ䛺䛹䚸⏘Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛯ᨻ⟇ᑐヰ
䜢㏿䜔䛛䛻㛤ጞ䛩䜛䚹

⟇ᴫせ

㻞㻜㻝㻜ᖺᗘྲྀ⤌ᡂᯝ

㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ௨㝆䛾ྲྀ⤌ணᐃ

䛆㻭㻼㻱㻯䞉㻻㻱㻯㻰䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
䞉䠝䠬䠡䠟䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻜᭶䛻㛤ദ䛥䜜䜛➨䠔ᅇ㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗ⏘
ᴗ⮧ྜ䛻䛚䛔䛶㆟ㄽ䛥䜜䜛せㄢ㢟䛾䠍䛴䛻⨨䛡䜛䛸ඹ䛻䠝䠬
䠡㻯ᇦෆ䛻䛚䛡䜛ሗඹ᭷䜢ྵ䜐䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾᥎㐍᪉⟇
䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢㐍䜑䛶䛔䛟䚹
䞉䠫䠡䠟䠠䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠥䠟䠟䠬䠄ሗ䝁䞁䝢䝳䞊䝍㏻ಙᨻ⟇ጤဨ䠅䛾㻞㻜㻝㻝
䠉㻞㻜㻝㻞ᖺάືィ⏬䛾୰䛻䚸䛂䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻㛵䛩䜛ᙳ㡪䛸ᨻ⟇
ᯟ⤌䛃䛸㢟䛧䛯㡯┠䜢ᣲ䛢䚸䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻㛵䛩䜛ㄪᰝศᯒ䜢ᐇ
䛧䚸ሗ࿌᭩䜢సᡂ䛩䜛䚹

䛆㻭㻼㻱㻯䞉㻻㻱㻯㻰䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻜᭶䛾䠝䠬䠡䠟㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗ⏘ᴗ⮧ྜ䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝁
䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛻㛵䛩䜛グ㏙䜢ྵ䜐Ἀ⦖㛶ᐉゝ䜢᥇ᢥ䚹
䠫䠡䠟䠠䠋䠥䠟䠟䠬䠄ሗ䝁䞁䝢䝳䞊䝍㏻ಙᨻ⟇ጤဨ䠅㻞㻜㻝㻝䠉㻞㻜㻝㻞ᖺάື
ィ⏬䛾୰䛻䚸䛂䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻㛵䛩䜛ᙳ㡪䛸ᨻ⟇ᯟ⤌䛃䛸㢟䛧䛯
㡯┠䜢ィୖ䚹
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻୰ᅜ䛷㛤ദ䛥䜜䛯㻭㻼㻱㻯㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗసᴗ㒊䛻䛚䛔
䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯⏘ᴗ䝷䜴䞁䝗䝔䞊䝤䝹
ྜ䛜㛤ദ䛥䜜䚸᪥ᮏ䛛䜙䜒ཧຍ䛧ᡃ䛜ᅜ䛾䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾
⌧≧䛻䛴䛔䛶⤂䛧䛯䚹

䛆㻭㻼㻱㻯䞉㻻㻱㻯㻰䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛇
䠝䠬䠡䠟㟁Ẽ㏻ಙ䞉ሗసᴗ㒊㻔㼀㻱㻸㻕䛾ሙ䜢ά⏝䛧䚸䠝䠬䠡䠟ᇦෆ䛷䛾
ሗඹ᭷䜢ಁ㐍䚹
䠫䠡䠟䠠䠋䠥䠟䠟䠬䠄ሗ䝁䞁䝢䝳䞊䝍㏻ಙᨻ⟇ጤဨ䠅䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䜴䝗
䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛜䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䜢ኚ㉁䛥䛫䜛ᵝᏊ䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁
䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜔䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ䚸䛚䜘䜃䚸ᨻ
⟇ᯟ⤌䜏䛜ཷ䛡䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶ㄪᰝศᯒ䜢ᐇ䛧䚸ሗ࿌᭩䜢సᡂ䚹

䛆᪥㡑䜽䝷䜴䝗ᨻ⟇ᑐヰ䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻟᭶䚸㡑ᅜ䜢ゼၥ䛧䛯ཎཱྀ⥲ົ⮧䛜䚸㡑ᅜᨺ㏦㏻ಙጤဨ䠄䠧
䠟䠟䠅䛾ᓲ௰ጤဨ㛗䛸ㄯ䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾ᚋ䛾䛒䜚
᪉䛻䛴䛔䛶䚸᪥㡑䛷ᐇົ⪅㛫䛾ᨻ⟇ᑐヰ䜢⾜䛔䚸ලయⓗ䛺༠ຊ㛵ಀ䜢
ᙉ䛩䜛䛣䛸䛷ྜព䚹䛣䜜䜢ཷ䛡䚸୧ᅜ㛫䛾ᨻ⟇ᑐヰ䜢ᐇ䛩䜛䚹

䛆᪥㡑䜽䝷䜴䝗ᨻ⟇ᑐヰ䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻟᭶䛾ཎཱྀ⥲ົ⮧ゼ㡑䛾ྜព䜢ཷ䛡䚸ྠᖺ㻥᭶䚸➨㻝ᅇ䜽䝷
䜴䝗ᨻ⟇ᑐヰ䜢䝋䜴䝹䛷㛤ദ䚹᪥㡑୧ᅜ䛾ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䛻ຍ䛘䚸୧ᅜ䛾
䜽䝷䜴䝗㛵㐃ᶵ㛵䛜ฟᖍ䛧䚸୧ᅜ䛾䜽䝷䜴䝗䛻㛵䛩䜛ᨻ⟇䜢⤂䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸୧ᅜ䛾◊✲ᶵ㛵㛫䛻䜘䜛ඹྠ◊✲䚸ཬ䜃ᶆ‽䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌➼
䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䚹

䛆᪥㡑䜽䝷䜴䝗ᨻ⟇ᑐヰ䛇
ᘬ䛝⥆䛝୧ᅜ㛫䛷䜽䝷䜴䝗ᡓ␎ᑐヰ䜢㛤ദ䛧䚸䛥䜙䛺䜛༠ຊ㛵ಀ䛾ᙉ
䜢ᅗ䜛䚹බඹ䝃䞊䝡䝇ศ㔝➼䛾䝧䝇䝖䝥䝷䜽䝔䜱䝇䛾ඹ᭷䜔䚸ᅜ㝿ⓗ䛺䝁
䞁䝉䞁䝃䝇䛾㔊ᡂ䛻ྥ䛡䛯ලయⓗㄢ㢟䛻䛴䛔䛶᭦䛺䜛㆟ㄽ䜢⾜䛖ண
ᐃ䚹

䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ά⏝䛧䛯⤒῭άື䛜ᣑ䛩䜛୰䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱
䞁䜾➼䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛ᖜᗈ䛔ᨻ⟇ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸᪥
⡿୧ᅜᨻᗓ㛫䛷ពぢ䜢⾜䛔䚸୧ᅜ䛾䠥䠟䠰ศ㔝䛾Ⓨᒎ䛻ྥ䛡䛯ㄆ㆑
䛾ඹ᭷䛸ᆅ⌫ⓗつᶍ䛷䛾ㄢ㢟䛻䛚䛡䜛ලయⓗ㐃ᦠ䜢᥎㐍䚹

䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻝᭶䚸➨䠍ᅇᒁ㛗⣭ྜ䜢㛤ദ䚹᪥⡿䛾⏘ᴗ⏺䛛䜙ពぢ䜢⫈ྲྀ
ᚋ䚸୧ᨻᗓ㛫䛷㆟ㄽ䜢䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䚸ၟᴗ䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾㧗ᗘ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾䜸䞊䝥䞁ᛶཬ䜃㏻ಙ䛾
⮬⏤䛻䛴䛔䛶䚸᪥⡿㛫䛾㐃ᦠ䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶ඹ㏻ㄆ㆑䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚸
ሗ㐨Ⓨ⾲䚹

䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶䛻➨䠎ᅇᒁ㛗⣭ྜ䜢㛤ദ䚹

䛆᪥⡿⤒῭ㄪᑐヰ䛾ᐇ䛇
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻞᭶䛻➨㻝ᅇົ䝺䝧䝹ྜ䜢㛤ദ䚹୧ᅜ㛫䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗
䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛᳨ウ≧ἣ➼䛻䛴䛔䛶ពぢ䚹

䛆᪥⡿⤒῭ㄪᑐヰ䛾ᐇ䛇
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻣᭶୰ୗ᪪䜢┠㏵䛻➨㻞ᅇົ䝺䝧䝹ྜ䜢㛤ദணᐃ䚹㻞㻜㻝㻝ᖺ
ෆ䜢┠㏵䛻༠㆟グ㘓䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚸බ⾲ணᐃ䚹

䛆᪥䠡䠱䚷䠥䠟䠰ᨻ⟇ᑐヰ䛇
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶䛻᪥䠡䠱䚷䠥䠟䠰ᨻ⟇ᑐヰ䜢㛤ദ䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ព
ぢ䜢⾜䛖ணᐃ䚹

ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛䠡䠱䛂䝕䞊䝍ಖㆤᣦ௧䛃䛾㐺⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸Ẹ㛫䛾
䝙䞊䝈➼䜢㋃䜎䛘䛴䛴䚸㏿䜔䛛䛻᳨ウ䜢㛤ጞ䛩䜛䚹

䛆ಶேሗಖㆤ䛇
䛆ಶேሗಖㆤ䛇
䛆ಶேሗಖㆤ䛇
ಶேሗಖㆤἲ䛾ᡤ⟶ᗇ䛷䛒䜛ᾘ㈝⪅ᗇ䛾ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾ಶேሗ ಶேሗಖㆤἲ䛾⾜≧ἣ䛾ホ౯䚸ಶேሗಖㆤἲཬ䜃䛭䛾㐠⏝䛻 ᘬ䛝⥆䛝䚸ಶேሗಖㆤᑓ㛛ㄪᰝ䛾ᑂ㆟䛾㐍ᤖ䜢㋃䜎䛘䛺䛜䜙䚸㐺
ಖㆤᑓ㛛ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸ᑂ㆟䛥䜜䜛䚹
㛵䛩䜛ၥ㢟Ⅼ䛾᳨ウ➼䜢䛺ᑂ㆟㡯䛸䛧䛶㻞㻜㻝㻜ᖺ㻤᭶䛻㛤ጞ䛥䜜䛯 ᐅᑐᛂ䚹
ಶேሗಖㆤᑓ㛛ጤဨ䛻䛚䛔䛶㻠ᅇᑂ㆟䜢ᐇ䚹

䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䛸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰❧ᛶ䠄䜸䞊䝥䞁䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䠅䜢
ᕠ䜛ᅜ㝿ⓗ䛺㆟ㄽ䛻✚ᴟⓗ䛻ཧ⏬䛩䜛䚹

䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛻䛚䛔䛶䚸䜸䞊䝥䞁䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾㆟ㄽ䛻ཧ⏬䛩
䜛䚹

䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
䛆䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛇
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰❧ᛶ䜢ྵ䜑䛯ᖜᗈ䛔ᨻ⟇ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸᪥⡿୧ᅜᨻ 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶䛻➨䠎ᅇᒁ㛗⣭ྜ䜢㛤ദ䚹
ᗓ㛫䛷ពぢ䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛂䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜶䝁䝜䝭䞊䛻㛵䛩
䜛᪥⡿ᨻ⟇༠ຊᑐヰ䛃䜢ᐇ䚹
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻝᭶䛻➨䠍ᅇᒁ㛗⣭ྜ䜢㛤ദ䚸⡿ഃ㛵ಀ⪅䛸䛾ពぢ➼䛻
䜘䜚ඹ㏻ㄆ㆑䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚹

㻥

䚷䠐䠊᥎㐍యไ

⏝⪅どⅬ䛷ᖜᗈ䛔ศ㔝䛻䛚䛔䛶䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᶆ‽䝰䝕䝹䜢᥎㐍
䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᅜ䚸ᆅ᪉⮬య䚸Ẹ㛫ᴗ⪅➼䛜ཧ⏬䛩䜛䛂䝇䝬䞊䝖䜽䝷䜴䝗
䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄௬⛠䠅䛃䜢䠎䠌䠍䠌ᖺ⛅䜢┠㏵䛻⤌ᡂ䛧䚸䛂䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ
␎䛃䛾୍యⓗ䛺᥎㐍䜢ᅗ䜛䚹䛭䛾㝿䚸ẖᖺ䠍ᅇ䚸ᡓ␎䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢ྲྀ䜚䜎䛸
䜑䚸䝥䝻䜾䝺䝇䝺䝫䞊䝖䛸䛧䛶බ⾲䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ␎䛃䛾
ᨵᐃ䜢⾜䛖䚹

䚷
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⟇ᴫせ

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇
ᴗ䜔⏘ᴗ䛾ᯟ䜢㉸䛘䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䜢⏘Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛶⥲
ྜຊ䜢Ⓨ䛧䛴䛴᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸Ẹ㛫ᅋయ䛸䛧䛶䚸䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁
䞁䝋䞊䝅䜰䝮䜢タ❧䛩䜛䚹
ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛵㐃ᴗ䞉ᅋయ➼䛻䛚䛡
䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᬑཬ䛻ྥ䛡䛯ᵝ䚻䛺ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ሗ䛾ඹ᭷
䜔᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾ᢳฟ➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸⥲ົ┬ཬ䜃⤒῭⏘ᴗ┬
䛿䚸ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾䜸䝤䝄䞊䝞䛸䛧䛶άື䜢ᨭ䛩䜛䚹

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻝㻜ᖺᗘྲྀ⤌ᡂᯝ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ௨㝆䛾ྲྀ⤌ணᐃ

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇䠄ᥖ䠅
ከᵝ䛺ᴗ䚸ᅋయ䚸ᴗ✀䛾ᯟ䜢㉸䛘䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
䛾ᬑཬ䞉Ⓨᒎ䜢⏘Ꮫᐁ䛜㐃ᦠ䛧䛶᥎㐍䛩䜛ሙ䛸䛧䛶䚸Ẹ㛫ᅋయ䛂䝆䝱䝟
䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䜢タ❧䛧䚸⥲ົ┬䛿䜸䝤䝄䞊䝞䛸䛧䛶ཧ
⏬䚹
ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇㛵㐃ᴗ䞉ᅋయ➼䛻䛚䛡䜛䜽䝷䜴
䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䞉Ⓨᒎ䛻ྥ䛡䛯ᵝ䚻䛺ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ᶓ᩿ⓗ䛺
ሗ䛾ඹ᭷䚸᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾ᢳฟ䚸ゎỴ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝάື➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠
ⓗ䛸䛧䛶䚸ᖺ䠎ᅇ䛾⥲䜢㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ලయⓗ䛺᳨ウ䜢⾜䛖ሙ䛸䛧
䛶䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䜢タ⨨䚹
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻞᭶䛻㛤ദ䛥䜜䛯タ❧⥲䛻䛚䛔䛶䚸ά⏝䛜㐜䜜䛶䛔䜛ศ㔝
䛷䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇ᬑཬ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᗣ䞉་⒪䜽䝷䜴䝗㼃㻳䚸ᩍ⫱䜽䝷
䜴䝗㼃㻳䚸㎰ᴗ䜽䝷䜴䝗㼃㻳䚸ᴗ⏺䛻䜎䛯䛜䜛ᴗົ㐃ᦠ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᴗ
ົ㐃ᦠ䜽䝷䜴䝗᳨ウ㼃㻳䚸᪤Ꮡ䝅䝇䝔䝮䛛䜙䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜈䛾䛺
⛣⾜䜢᳨ウ┠ⓗ䛸䛩䜛䜽䝷䜴䝗䝬䜲䜾䝺䞊䝅䝵᳨ウ㼃㻳䚸᪂䛯䛺䜽䝷䜴䝗
䝃䞊䝡䝇䛾䝰䝕䝹䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ḟୡ௦䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇
᳨ウ㼃㻳䛾ィ䠒䛴䛾㼃㻳䛾❧䛱ୖ䛢䛜ᢎㄆ䛥䜜䚸䛭䜜䛮䜜άື䜢㛤ጞ䚹
䠄⌧ᅾ䚸㻟㻜㻜䜢㉸䛘䜛ᴗ䞉ᅋయ➼䛜ཧ⏬䠅

䛆䝆䝱䝟䞁䞉䜽䝷䜴䝗䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾⤌ᡂ䛇䠄ᥖ䠅
ᖺ䠎ᅇ䜢┠㏵䛻⥲䜢㛤ദ䛧䚸ྛ㛵ಀᶵ㛵ཬ䜃ྛ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥
䛻䛚䛡䜛ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䛾ሗ࿌䜢⾜䛖䚹
⥲䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䚸䝇䝬䞊䝖䞉䜽䝷䜴䝗ᡓ␎䛾䝥䝻䜾䝺䝇䝺䝫䞊䝖䛻䛴䛔
䛶ሗ࿌䛧䚸ే䛫䛶⥲ົ┬䛛䜙බ⾲䛩䜛䚹
ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸᪂䛯䛺䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛾タ⨨䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䜢⾜䛖䚹

㻝㻜

ูῧ

⇟∄∞⇮∝⇕∏⇌⇯ဦ‒


‒ ؕஜ૾ᤆ‒

 ஜဦƸŴ᳃ᲽƷ࣋ࡁႎƳМဇǛ̟ᡶƢǔᚇໜƔǒŴǯȩǦȉǵȸȓǹᲢǯ
ȩǦȉǳȳȔȥȸȆǣȳǰ২ᘐǛဇƠƨǵȸȓǹᲣǛஇٻᨂဇƠŴ˖ಅǍငಅ
ƷǛឭƑƯŴᅈ˟ǷǹȆȠμ˳ƱƠƯŴᐔٻƳऴإǍჷᜤƷᨼᆢƱσஊǛǔƜ
ƱƴǑǓŴൟஜˮƷžჷᜤऴإᅈ˟ſǛܱྵƢǔƱƱǋƴŴૼƨƳኺฎᧈǍ
ᨥᇤʗщƷࢍ҄ǛܱྵƢǔƜƱǛႸਦƢǋƷưƋǔŵ
 ǯȩǦȉǵȸȓǹƷ୍ӏƴӼƚƯƸŴĬǯȩǦȉǵȸȓǹƷМဇƷ̟ᡶᲢМ
ဇဦᲣ
ŴĭഏɭˊǯȩǦȉ২ᘐƴ᧙ƢǔဦႎᄂᆮႆሁƷਖ਼ᡶᲢ২ᘐဦᲣŴĮ
ᨥႎƳǳȳǻȳǵǹǍǰȭȸȐȫᡲઃƷਖ਼ᡶᲢᨥဦᲣƷᲭƭƷᚇໜƔǒŴˌ
ɦƷ̾КဦǛਖ਼ᡶƢǔŵ
 ƜǕǒƴǑǓŴᲭᲳႊΕόᙹᲢᲪᲳ࠰ᲣƷǯȩǦȉǵȸȓǹࠊئǛŴᲬᲪᲫᲯ
࠰ໜưኖᲬΫᲮҘΕόǇưਘٻƠŴኖᲬΫόƷૼࠊئƷоЈǛܱྵƢǔŵ




ἁἻỸἛἇὊἥἋỉࠊᙹئᴾ


‒
‒
‒
‒
‒
1

‒ ̾Кဦ‒

≔≑Мဇဦ‒

≋≔≌≬≦≷↝࣋ࡁႎМဇ↝ਖ਼ᡶ‒

ߦൟஜˮƷᩓ܇ᘍǛܱྵƢǔᚇໜƔǒŴᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶƴžᩓ܇ᘍਖ਼ᡶ૾
ᤆſǛࡅƱƠƯൿܭƢǔƱƱǋƴŴᡮǍƔƴࡅऴإǷǹȆȠƷወӳȷᨼኖ
҄ሁǛǔžࡅσᡫȗȩȃȈȕǩȸȠſƷನሰǛᡶǊŴᲬᲪᲫᲬ࠰ࡇǛႸᡦ
ƴᢃဇǛڼƢǔŵˌᨀŴᚨͳોሁƴ́ƤƯᡣഏെ᨞ႎƴࡅऴإǷǹȆȠ
Ʒወӳȷᨼኖ҄ǛǔሁŴࡅऴإǷǹȆȠƷТૼǛბܱƴਖ਼ᡶƠŴᲬᲪᲬᲪ
࠰Ʒໜư᧙ᡲᢃփᝲဇƷኖᲯлᆉࡇƷЪถǛႸਦƢŵ
ߦǇƨŴᩓ܇ᘍǯȩǦȉƴ̞ǔᲽᲢ$WUKPGUU%QPVKPWKV[2NCPᲣƷሊܭŴ
ࡅᲽ᳃Ტ%JKGH+PHQTOCVKQP1HHKEGTᲣƷᚨፗŴൟ᧓᳃ᲾƱǋᡲઃӧᏡƳ
ൟ᳃ᲾСࡇƷૢͳŴ˖ಅǳȸȉƷᡲઃȷσᡫ҄ሁǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴᙲ
ƷඥСࡇǛૢͳƢǔŵ
ߦ૾עᐯ˳ƴƓƚǔžᐯ˳ǯȩǦȉſƷನሰǛᆢಊႎƴૅੲƠŴᲬᲪᲫᲯ࠰
Ʒໜư᧙ᡲᢃဇᝲဇƷኖ  лЪถǛܱྵƢǔƱƱǋƴŴ൮ဇ 5CC5 ሁƴǑ
ǔžȖȭȸȉȐȳȉȷǪȸȗȳȢȇȫſƷဇƴӼƚƨӕኵǍࡅǷǹȆȠƱ
žᐯ˳ǯȩǦȉſƷᡲઃǛᡶǊǔŵ
ߦࡅƴƓƚǔǯȩǦȉǵȸȓǹᛦᢋƴƭƍƯŴᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶǛႸᡦƴ˂Ʒ
ӕኵʙ̊ሁƴ᧙Ƣǔᛦ௹ǛܱƢǔƜƱƱƠŴƦƷᛢ᫆ሁƴ᧙ƢǔЎௌȷ౨᚛
ኽௐǛ៊ǇƑŴᡮǍƔƴ૾ᤆǛൿܭƢǔŵ
ߦ᳃ᲽƷМဇƕǕƯƍǔҔၲŴᏋŴᠾಅሁƷЎưǯȩǦȉǵȸȓǹƷ
୍ӏǛૅੲƢǔŵ
ߦžૼƠƍπσſưƋǔƷѣƷ࠼؏ᡲઃǛૅੲƢǔžǯȩǦȉᲢˎ
ᆅᲣ
ſƷನሰǛૅੲƢǔŵ
ߦǹȞȸȈǰȪȃȉŴഏɭˊ᳃Ŵ᳃ᳰᲰǻȳǵȸȍȃȈȯȸǯŴᢊែȷ
నሁƷᚨሥྸŴᆰ᧓ǳȸȉƷૢͳሁƴǯȩǦȉǵȸȓǹƷМဇǛǓŴᅈ
˟ǤȳȕȩƷ᭗ࡇ҄ǛܱྵƢǔǹȞȸȈȷǯȩǦȉؕႴƷನሰǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦɶ˖ݱಅሁƕǯȩǦȉɥưңƢǔƜƱǛӧᏡƴƢǔȞȃȁȳǰೞᏡǛஊƢ
ǔɶ˖ݱಅȗȩȃȈȕǩȸȠƷನሰૅੲŴǯȩǦȉǛဇƠƨಅ७ǛឭƑƨǵ
ȗȩǤȁǧȸȳƷನሰૅੲǛᡫơƨཋ්ሁƷјྙ҄ሁǛਖ਼ᡶƢǔŵ

≋≕≌⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝୍ӏ↚Ӽↀ‒ͳૢؾ

ߦžǯȩǦȉǵȸȓǹƴ᧙ƢǔȢȇȫڎኖኖഘſǍžෞᝲᎍӼƚǯȩǦȉǵȸȓ
ǹМဇǬǤȉȩǤȳſƷሊܭǛൟɼݰưਖ਼ᡶƠŴᘍƕƜǕǛᆢಊႎƴૅੲƢ
ǔƜƱƴǑǓŴᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶǛႸᡦƴӕǓǇƱǊǔŵ
2

ߦཎܭ᩼փМѣඥʴ᳃ᲽᲢȷ᳛᳛ǤȳȀǹȈȪȸȷǳȳǽȸ
ǷǢȠᲣሁƷଏ܍ƷئǛဇƠŴǯȩǦȉǵȸȓǹǛМဇƢǔᨥƷǬǤȉȩǤ
ȳƷᢘဇርƷਘٻǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦɥᚡƷͳૢؾưƸŴ˖ಅሁƕǯȩǦȉǵȸȓǹǛМဇƢǔئӳƷ˖ಅǳȳȗ
ȩǤǢȳǹᲢ̾ʴऴ̬إᜱඥŴٳໝஆӏƼٳତඥŴᗡՠԼӕࡽඥሁᲣ
ƷנǓ૾ǍŴɶᇌႎƳᇹɤᎍೞ᧙ƴǑǔႳ௹СࡇƷˁኵǈƷನሰǛԃǊƨ˖ಅ
Ⴓ௹ƷנǓ૾ƴသॖƠƯŴ᧙̞˳ׇƱᡲઃƠƭƭ౨᚛ǛᡶǊǔŵ

≋≖≌ૼ↙⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝оЈ↚Ӽↀૅੲ‒

ߦ᭗јྙƳȇȸǿǻȳǿƷϋᇌ̟עᡶƷƨǊƷᙹСƷዼԧਜ਼ፗሁǛᜒơǔžȇ
ȸǿǻȳǿཎғᲢˎᆅᲣſƷޒǛ౨᚛ƠŴᲬᲪᲫᲫ࠰ࡇƔǒƷޒƴѐǊǔŵ
ߦɶ˖ݱಅŴșȳȁȣȸ˖ಅሁƴǑǔૼƨƳǯȩǦȉǵȸȓǹƷႆǛૅੲƢǔ
ƜƱǛႸႎƱƢǔȗȩȃȈȕǩȸȠƷૢͳƴƭƍƯ౨᚛ƠŴᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶƴ
ኽᛯǛࢽǔŵӷƴŴɶݱ᳛᳛5 ʙಅᎍƷ੩̓ƢǔǵȸȓǹƷʙಅዒዓࣱǛ
ᙀܦƢǔƨǊƷˁኵǈ˺ǓƴƭƍƯŴφ˳҄ƴӼƚƨ౨᚛ǛᡶǊǔŵ
ߦȇȸǿǻȳǿƷϋᛔᐲǍؾᒵ᠉ถƷǯȩǦȉǵȸȓǹƷ୍ӏǛ̟ᡶ
ƢǔᚇໜƔǒŴɟܭᆉࡇƷႾǨȍȫǮȸјௐǛஊƢǔǯȩǦȉ᧙ᡲᚨͳ৲ƴ
ƭƍƯƷถᆋਜ਼ፗŴೞ֥ȷᚨͳƷોǛ̟ᡶƢǔƨǊƷ᎑ဇ࠰ૠƷჺǍܭ
ငƷᨊҲƷܾତ҄ሁƷᆋСૅੲሊǛᡮǍƔƴ౨᚛ǛڼƠŴᲬᲪᲫᲫ࠰ࡇƔ
ǒƷܱƴѐǊǔŵ
ߦ૾עπσ˳ׇሁƕᜒơǔȇȸǿǻȳǿᛔᐲሊŴᇌئעƴࣖơƨඥСࡇƴᢘӳ
ƠƨȇȸǿǻȳǿƷನሰȷᢃဇƷƨǊƷȎǦȏǦሁƷऴإƷӓᨼȷဇ˳СǛ
ൟ᧓ʙಅᎍ˳ׇƕɼݰƢǔ࢟ưᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶƴૢͳƢǔŵ
ߦМဇᎍƷȋȸǺƴᢘӳƠƨžȇȸǿǻȳǿᙲ൭வˑſᲢᲬᲪᲫᲪ࠰ٰǛႸᡦƴ
ӕǓǇƱǊᲣǍᙐૠƷȇȸǿǻȳǿǛᡲઃМဇƢǔƨǊƷžȇȸǿǻȳǿᡲઃ
МဇǬǤȉȩǤȳſᲢᲬᲪᲫᲫ࠰ࡇɶƴኽᛯᲣǛൟɼݰưਖ਼ᡶƢǔŵƜƷӕኵ
Ǜ̟ᡶƢǔƨǊŴؾЎƴƓƚǔǯȩǦȉǵȸȓǹǛМဇƢǔᨥƷȇȸǿǻ
ȳǿሁƷᙲˑƴƭƍƯŴᙐૠƷȇȸǿǻȳǿǛᡲઃМဇƢǔئӳǛԃǊŴ
 ࠰ࡇɶƴӕǓǇƱǊǔŵ
ߦȍȃȈȯȸǯ২ᘐŴǳȳȔȥȸȆǣȳǰ২ᘐŴǽȪȥȸǷȧȳႆ২ᘐሁǛዮ
ӳႎƴኵǈӳǘƤǔǢȸǭȆǯȁȣƷǰȩȳȉȇǶǤȳǛ੨ƘƜƱƕưƖǔ
᭗ࡇƳ᳃ᲽʴǛᏋƢǔᚇໜƔǒŴႆŴᏋͳૢؾŴǯȩǦȉȆ
ǹȈșȃȉƷМဇŴෙٳᄂᆮೞ᧙ƱƷσӷᄂᆮƳƲǛዮӳႎƴܱƢǔૼƨƳ
˳СŴૅੲሊሁǛငܫܖᡲઃƴǑǓ౨᚛ƠŴᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶƴφ˳҄Ƣǔŵ

≋≗≌⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝⇖∓∞⇶∑‒ޒ

ߦᘍŴҔၲŴᏋŴᠾಅŴሁƷЎƴƓƚǔǯȩǦȉǵȸȓǹƷแˁ
3

ಮ҄ƱǢǸǢӲǁƷޒሁǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦƕƕࢍǈǛਤƭЎᲢኵǈᡂǈŴᐯѣŴȭȜȃȈŴܼᩓሁᲣƱǯȩ
ǦȉǵȸȓǹǛኵǈӳǘƤƨ˄ь̖͌Ʒ᭗ƍᙌԼȷǵȸȓǹƴƭƍƯŴᨥޒ
ӧᏡƳȗȭǸǧǯȈƷᢠܭȷᏋǛਖ਼ᡶƢǔŵӷƴŴǢǸǢӲƱᡲઃƠ
ƨǯȩǦȉƷૼƨƳǽȪȥȸǷȧȳƷσӷႆǛਖ਼ᡶƢǔŵƦƷᨥŴ᧙ᡲಅ
မƕᡲઃƠƨǳȳǵȫȆǣȳǰᏡщƷࢍ҄ƴӼƚƨ˳СƷૢͳǛਖ਼ᡶƢǔŵ


≕≑২ᘐဦ‒

≋≔≌ഏɭˊ⇕∏⇌⇯২ᘐ↝ᄂᆮႆ↝ਖ਼ᡶ‒

ߦǹȞȸȈǯȩǦȉؕႴǛܱྵƢǔƨǊŴǯȩǦȉǵȸȓǹƷᙹٻЎȷɳЗ
ϼྸ২ᘐሁǛဇƍƯŴᐔٻƳȪǢȫǿǤȠƷǹȈȪȸȟȳǰȇȸǿƷӓᨼȷਁ
ЈȷᔛᆢȷȢȇȪȳǰȷཞඞ҄٭ǁƷஇᢘ҄ࣖݣǛܱྵƢǔƨǊƷᄂᆮႆǛ
ਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦȍȃȈȯȸǯǛԃǊƨǨȳȉǨȳȉșȸǹƷ 5.# ᄩ̬ŴᢅᒵƕႆဃƠƨئ
ӳƷǯȩǦȉϋٳưƷȪǽȸǹᗡᡫƷˁኵǈŴଢ଼ӭ҄২ᘐǍˎे҄২ᘐƷǻǭ
ȥȪȆǣӼɥሁǛܱྵƢǔܤμࣱȷࣱ̮᫂᧙ᡲ২ᘐƷᄂᆮႆǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦǰȪȸȳǯȩǦȉȇȸǿǻȳǿƷನሰૅੲŴǤȳǿȸȍȃȈƷႾᩓщСࣂŴѣ
ႎƳᒵƷแ҄ሁǛǔˎे҄২ᘐƷႆŴ᳃ᲽƴǑǔᲽᲬЈЪถ
јௐƷᚘย૾ඥƷᄩᇌሁƷ᳃ᲽငಅƷǰȪȸȳ҄Ტ)TGGPQH+%6Უ
ŴǯȩǦ
ȉǵȸȓǹǛဇƠƨؾᒵ᠉ถᲢ)TGGPD[+%6ᲣǛɟ˳ႎƴਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦˌɥƷໜЎƷᄂᆮႆǛૅੲƢǔᚇໜƔǒŴଐஜႆƷǯȩǦȉᙲእ২ᘐǛ
ᏋƢǔƨǊƷᇤʗႎСࡇƷоᚨŴᨥᡲઃǛ࢘ИƔǒेܭƠƨငܫܖᡲ
ઃƴǑǔžǯȩǦȉᄂᆮႆȗȩȃȈȕǩȸȠᲢˎᆅᲣ
ſƷૢͳૅੲŴǢǸǢȷ
ٽබᜂƱᡲઃƠƨഏɭˊǯȩǦȉ২ᘐƷႆǛᘍƏžǢǸǢȷٽබǯȩ
ǦȉȕǩȸȩȠᲢˎᆅᲣſƷ͵ሁǛਖ਼ᡶƢǔŵ

≋≕≌แ҄↝ਖ਼ᡶ‒

ߦǯȩǦȉǵȸȓǹƴ൭ǊǒǕǔ᳆Ʒแ҄ŴǵȸȓǹԼឋǍȗȩǤȐǷȸ
ᄩ̬ƷנǓ૾ƴ᧙Ƣǔแ҄ŴႻʝᢃဇࣱǛᄩ̬ƢǔƨǊƷแ҄ሁƴƭƍƯŴ
žǰȭȸȐȫǯȩǦȉؕႴᡲઃ২ᘐȕǩȸȩȠᲢ᳁᳃Ჽ᳀ᲣſሁƷئǛဇ
ƠƯਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦƦƷᨥŴ᳁᳃Ჽ᳀ƴƓƍƯŴǯȩǦȉǵȸȓǹ᧙ᡲƷٶૠƷᨥแ҄˳ׇ
Ʒѣƴ᧙ƢǔऴإӓᨼƱσஊ҄Ǜǔ˳СƷૢͳǛᲬᲪᲫᲪ࠰ࡇɶƴܱྵ
Ƣǔŵ

4

‒
≖≑ᨥဦ‒

ߦᲿᲽŴᲿᲽᲾŴ᳃ሁƷȞȫȁƷئǛဇƠƯŴǯȩǦȉǵȸȓǹǛ
߹ǔᨥႎƳȫȸȫ˺ǓƴӼƚƨǳȳǻȳǵǹƷᣱǛьᡮ҄ƢǔᚇໜƔǒŴ
ငܫܖƕᡲઃƠƯƱƠƯᆢಊႎƴᜭᛯƴᝡྂƢǔŵཎƴŴᲬᲪᲫᲪ࠰ᲫᲪஉ
ƴඌጃƴƓƍƯ͵ʖܭƷᲿᲽᩓൢᡫ̮ȷऴإငಅٻᐫ˟ӳƴƓƍƯŴǯ
ȩǦȉǵȸȓǹƷ୍ӏޒƴӼƚƨӲƷǳȳǻȳǵǹƷᣱƴѐǊǔŵӷ
ƴŴ᪡ǛƸơǊƱƢǔӲƱƷȐǤƷሊݣᛅǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ߦǯȩǦȉǵȸȓǹƴ᧙ƢǔଐܫൟݣᛅƳƲŴငܫܖƕᡲઃƠƨሊݣᛅǛᡮ
ǍƔƴڼƢǔŵ
ߦƕƴƓƚǔᲿžȇȸǿ̬ᜱਦˋſƷᢘဇƷנǓ૾ƴƭƍƯŴൟ᧓Ʒȋȸ
ǺሁǛ៊ǇƑƭƭŴᡮǍƔƴ౨᚛ǛڼƢǔŵ
ߦǯȩǦȉǵȸȓǹƷ୍ӏƱȍȃȈȯȸǯƷɶᇌࣱᲢǪȸȗȳǤȳǿȸȍȃȈᲣ
Ǜ߹ǔᨥႎƳᜭᛯƴᆢಊႎƴӋဒƢǔŵ


‒ ਖ਼ᡶ˳С‒

  Мဇᎍᙻໜưࠢ࠼ƍЎƴƓƍƯǯȩǦȉǵȸȓǹƷแȢȇȫ҄Ǜਖ਼ᡶƢ
ǔᚇໜƔǒŴŴ૾עᐯ˳Ŵൟ᧓ʙಅᎍሁƕӋဒƢǔžǹȞȸȈǯȩǦȉǳȳ
ǽȸǷǢȠᲢˎᆅᲣſǛᲬᲪᲫᲪ࠰ᅸǛႸᡦƴኵƠŴ
žǹȞȸȈȷǯȩǦȉဦſ
Ʒɟ˳ႎƳਖ਼ᡶǛǔŵƦƷᨥŴ࠰ᲫׅŴဦƷᡶཞඞǛӕǓǇƱǊŴȗȭ
ǰȬǹȬȝȸȈƱƠƯπᘙƢǔƱƱǋƴŴžǹȞȸȈȷǯȩǦȉဦſƷોܭǛ
ᘍƏŵ

㻌
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Ẑჷᜤऴإᅈ˟ỉܱྵỆӼẬẺऴإᡫ̮ሊỉנụ૾ẑỆ̞Ủ
౨᚛ỴἊỹὅἒỆݣẴỦॖᙸѪᨼỉኽௐίಒᙲὸ
Ẑᾀ ౨᚛ỉႸႎẑ Ẑᾁ ؕஜྸࣞẑ Ẑᾂ ᾘᾒᾣࠊئỉನᡯ҄٭ểݩஹẑ
ẐᾃίᾀὸૼʙಅоЈဦẑ Ẑᾄ Ẹỉ˂౨᚛ẴỔẨʙẑ ᢿЎ

ᾁᾂ࠰ᾃஉ

ᾀ Ẑჷᜤऴإᅈ˟ỉܱྵỆӼẬẺऴإᡫ̮ሊỉנụ૾ẑỆ̞Ủ
౨᚛ỴἊỹὅἒỆݣẴỦॖᙸѪᨼỆếẟề
ᾀ Ꮡ
z ऴإᡫ̮ݙᜭ˟ऴإᡫ̮ሊᢿ˟↞⅚≕≖࠰≕உ≔≓ଐ⅚ዮѦٻᐫⅺ↸↝բ⇁Ӗↀ⅚Ⅴჷᜤऴإᅈ
˟↝ܱྵ↚Ӽↀऴإᡫ̮ሊ↝૾↹נⅥ↚↓ⅳ↕↝ݙᜭ⇁⅛ڼ
z ౨᚛⇈⇞⇍∙⇦⇁ӕ↹↭↗↰⅚≬≦≷ዮӳဦ↝ਖ਼ᡶ↚ᨥↆသॖↈ↨ⅼʙሁ⅚౨᚛⇈⇞⇍∙⇦↚ਫ਼ↁ
ʙ↚↓ⅳ↕⅚ዮѦႾ∁∞∆∀∞⇞ӏ↢ᩓ܇ࡅ↝ዮӳᆸӝ↚ⅹⅳ↕ࠢ࠼ⅾൟ↷↹ॖᙸѪᨼ⇁ܱ⅛

ᾁ ॖᙸѪᨼ᧓
≕≖࠰≕உ≕≗ଐ≋ங≌⊡≗உ≔≗ଐ≋ங≌

ᾂ ॖᙸѪᨼỉኽௐ
≙≓ᎍⅺ↸≔≗≔ˑ↝ॖᙸ੩Ј

ᾃ ॖᙸ੩Јᎍ ίᚘᾅᎍὸ
≋≔≌̾ʴ≋≕≜ᎍ≌
≋≕≌ൟ᧓ʙಅᎍሁ≋≖≔ᎍ≌
∝⇈∑⇽⇟ᩓൢఇࡸ˟ᅈ
∝ӳӷ˟ᅈ⇌⇉⇮∏
∝⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟ఇࡸ˟ᅈ
∝ᅈׇඥʴ᧙ᙱኺฎᡲӳ˟ငಅᢿ
∝⇖∓∞⇶∑⇕∏⇌⇯ؕႴᡲઃ২ᘐ
⇻⇏∞∏∆
∝⇖∓∞⇶∑⇻−∙⇯⇝⇩⇽ఇࡸ˟ᅈ
∝ఇࡸ˟ᅈ⇗⇊∝⇐⇽⇬⇉⇙∆
∝ఇࡸ˟ᅈ‽‶‶※ᄂᆮ≋≙ᎍ≌
∝ɲऴإဇᄂᆮ

∝⇣⇻⇮⇶∙⇕≥≥ఇࡸ˟ᅈ≒⇣⇻⇮⇶∙⇕
⇬−⇙∆ఇࡸ˟ᅈ≒⇣⇻⇮⇶∙⇕∈⇶⇊∑
ఇࡸ˟ᅈ
∝ఇࡸ˟ᅈ⇭⇉∞⇺∞⇝⇟⇬∆
∝ᅈׇඥʴ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟
∝ᅈׇඥʴ⇬−⇙∆⇛∞⇹⇟ң˟
∝⇰⇝∋⇈⇣∐∋∞⇝∍∙⇠ఇࡸ˟ᅈ
∝ఇࡸ˟ᅈ⇰⇧∋∏⇝⇟⇬∆⇠
∝ఇࡸ˟ᅈ⇱∞∈⇱⇩⇕⇡⇓∋∐⇬⇉
∝ଐஜᩓൢఇࡸ˟ᅈ

∝ᅈׇඥʴଐஜ⇗∞⇼∑⇬−⇹ᡲႱ
∝ଐஜ⇡⇓∋⇈⇬⇩⇕ᄂᆮ
∝ఇࡸ˟ᅈଐᇌᙌ˺
∝݈ٟᡫఇࡸ˟ᅈ
∝ఇࡸ˟ᅈଐ્ᡛ
∝ɤᓛᩓೞఇࡸ˟ᅈ∆⇬⇟⇝ܬܢʙಅᢿ
∝ɟᑍᅈׇඥʴ∈⇶⇊∑∝⇙∙⇬∙⇪∝
⇻⇏∞∏∆
∝ఇࡸ˟ᅈ∏⇩⇕
∝ଔᆖဋܖٻᄂᆮဦ⇡∙⇥∞

1
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Ṳ Ẑᾀ ౨᚛ỉႸႎẑỆݣẴỦॖᙸ
¾ ↚ⅹⅳ↕Լឋ⇁᭗ⅳ−⇿∑↖̬→↕ኺฎᧈ⇁̟ↈⅻ⅚ஊʙ↚Ӽↀͳⅷ↱˯ⅳ⇙⇟⇮↖ɲᇌↄ↊↕ⅹ
ⅼ⅚Мဇᎍ↝ဃ⇁̬ᜱↈ↺ↂ↗↱↖ⅼ↺↷ⅵ↙ʚࣱ᩿↝ɲᇌ⇁Ⴘਦↈ↨ⅼ↖↞↙ⅳⅺ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ
‣≌Ⅹ

Ṳ Ẑᾁ ؕஜྸࣞẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ܦμᩓ⇁҄܇Э੩↗ↆⅤέᡶཎғⅥ⇁φ˳҄ↆ⅚↝φ˳̊↗ыʙ̊⇁ՠԼ҄ↆ⅚ଐஜ↝ܼဦ↗ↆ
↕ஜൢ↖ෙ∏⇻∙⇊↚ٳⅺ↸⇛∞⇹⇟੩̓ↆ↕ⅳⅾငಅоЈ⇁ᘍⅵↂ↗↖⅚Эᡓཎғ↚߾↺ↈݣ᫇↝৲⇁⅚
ૼ↝↕ↆ↗ܼငಅоЈ↖ ׅӓↈ↺↷ⅵ↙ஜႎ↙ӕ↹ኵ↮⇁ұૺↆ⅚ܱᘍↈ↺ↂ↗⇁Џஓ⅛Ⅸ⇖∓∞⇶∑
⇻−∙⇯⇝⇩⇽≋ॖᙸဪӭ․≌Ⅹ
¾ Ҕၲ∝ʼᜱ⅚Ꮛ⅚ᘍ⅚ᠾಅሁ↝Ў↚ⅹⅳ↕⅚↕ↆ↗Ⴘਦↈ↨ⅼྸे⇁ӳॖ࢟ↈ↺ↂ↗ⅻᇹɟ⅛
↝ྸे↚Ӽⅺ→↕⅚∝ܫൟ↝ఌ⇁ឭⅷ⇛∞⇹⇟↝∕∙⇟⇮⇩⇽҄⇁ܱྵↈ↺↰↚⅚≬≦≷ⅻ↘↝
↷ⅵ↙ࢫл⇁ௐ↊↺ⅺ⇁ᜭᛯↈ↺↝ⅻ⅚ദↆⅳ౨᚛⅛Ⅸ⇗⇊∝⇐⇽⇬⇉⇙∆≋ॖᙸဪӭ‥≌Ⅹ
¾ ≬≷⇝⇟⇬∆↚ʴ᧓ⅻӳ↾↊↺↝↖↞↙ⅾ⅚ɟʴ↡↗↹↚ӳ↾↊ʴ᧓ɶ࣎↝⇝⇟⇬∆↚↷→↕⅚Ⅴ≬≦≷
↖ဃ↳ᅈ˟ⅻᑣⅾ↙→Ⅵ↗ܱज़↖ⅼ↺ↂ↗ⅻᙲ⅛Ⅸ⇰⇧∋∏⇝⇟⇬∆⇠≋ॖᙸဪӭ…≌Ⅹ
¾ ᡙьↈ↨ⅼྸࣞ↗ↆ↕ Ⅴࢍ↖௩᠂↙ऴإᅈ˟ؕႴ↝ܱྵⅥ⇁੩క⅛ࢍ↙ऴإᅈ˟ؕႴ⇁ನሰↈ↺↚↞⅚
≬≦≷২ᘐ↗ↆ↕⅚ˌɦⅻਫↁ↸↻↺⅛≔≑ᐯܹ⅚ܤμ̬ᨦүೞ↚᎑ⅷⅵ↺ⅤࢍࣱⅥ⅚≕≑े↝ٳܭ
ʙᝋ↚ࣖݣӧᏡ↙Ⅴ௩᠂ࣱⅥ⅚≖≑ࢍⅺ↓௩᠂↙≬≦≷ؕႴɥ↚ⅹↀ↺Ⅴʴ↗ↆ↕↝ᙻໜ↚ᡲઃↆМ
ဇࣱⅥ⅛Ⅸଐஜᩓൢ≋ॖᙸဪӭ‧≌Ⅹ
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Ṳ Ẑᾁ ؕஜྸࣞẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
¾ ܤμ∝࣎ܤⅹ↷↢̾↝؏ע≒૾עК⇱∞⇠↧↝ע⅚↞↚↰↺⇁ࣖݣɥᡫ̮↗ᘓᡫ̮↗⇁ஊೞႎ↚ᡲઃ
ↄ↊⇮∞⇥∑⇳⇩⇮∕∞⇕⇝⇟⇬∆↝ನሰⅻᙲ↖ⅱ↹⅚ⅤዮӳဦⅥ↝ɟᢿ↗ↆ↕౨᚛ↈ↺ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛
Ⅸɤᓛᩓೞ∆⇬⇟⇝ܬܢʙಅᢿ≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ עᩗٻଐஜ↚ⅹↀ↺ᩗݣሊ↧↝≬≦≷↝ஊјⅺ↓ܱឋႎ↙ဇ↝Ↄ౨᚛⇁ⅹᫍⅳⅳↆ↭ↈ⅛↝ᨥ⅚
ᩗࢊᎍ↗↙↺᭗ᱫᎍሁ↝ᙻໜ↚ᇌ→↕౨᚛⇁ᡶ↰↺ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ∏⇩⇕≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ౨᚛⇈⇞⇍∙⇦μ˳↚ⅹⅳ↕⅚ჷᜤऴإᅈ˟↚ⅹↀ↺≬≦≷Мဇ↚↷↺јௐ↝ᆉࡇⅻφ˳ႎ↚↕↻↸↰ܭ
ⅳ↺↝ⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ≌Ⅹ
¾ Ⴧ↝ჷᜤऴإᅈ˟↗↞⅚ٶಮ↙ጟⅻ↹⇁ᚩܾↆ⅚↷↹јྙႎ↖ᬛ↝↙ⅳऴ්إᡫⅻؕᄽ⅛↷↹μ↕↝
ൟ⇁π↚ਵⅷ⅚ଔ↚ൟ⇁ࠇⅼᡂ⇂ᚘဒ⇁ᇌకↆ⅚↻↚ࢼ→↕ሊ⇁ᡶ↰↕᪬ⅼⅳ⅛⇟∄∞⇮⇖
∐⇩⇯↧↝ӕ↹ኵ↮⅚∏⇟⇮∕∙∄⇊∑⇁↘↻ↀ⇗⇈↖ⅼ↺↝ⅺ↱ᙲ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ≌Ⅹ

Ṳ ẐᾁίᾀὸൟஜˮỉᾘᾒᾣሊồỉἣἻἒỶἲ᠃੭ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ᢅࡇ↚ⅤൟஜˮⅥⅤෞᝲᎍᙻໜⅥ⇁ࢍᛦↈ↺↗⅚ૼↆⅳ২ᘐႆⅻျⅺ↚ↄ↻⅚ᇤʗщ⇁ถᡚↄ↊↺ऀ↻
↙ⅼ↚ↆ↱ⅱ↸↉↗ᎋⅷ↭ↈ↝↖⅚≬≦≷ሊ↗ↆ↕↞⅚Ⅴ২ᘐ↝Οˮࣱ↞ᄩ̬ↆɥ↖⅚ൟஜˮ↝⊦⊦⊦Ⅵ
↗ⅳⅵⅼ૾↝૾ⅻ↷ⅳ↝↖↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟≋ॖᙸဪӭ‣•≌Ⅹ
¾ μ˳↗ↆ↕↝≬≦≷∐⇬∏⇝↝Ӽɥ↝ӕ↹ኵ↮⅚ൟ⇁ԃ↰ऴ˳⇉⇬∐∋⇓⇡إС↝ૢͳ⇁ᘍⅳ⅚ൟ
ᐯ↸ⅻܱោႎ↙ჷᜤ∝ჷᙸ⇁៲↚˄ↀ↺ↂ↗ⅻ↖ⅼ↺↷ⅵ⅚ҥ↙↺ᜭᛯ↳إԓ↝੩ᚕ↚သ↭↸↙ⅳ⅚⇁
ਫↁᅈ˟⇝⇟⇬∆⇁ನሰⅳⅼⅳ⅛Ⅸ∏⇩⇕≋ॖᙸဪӭ‣‣≌Ⅹ
¾ ↞ٶⅾ↝Мဇᎍⅻࣛᢘ↚̅ဇ↖ⅼ⅚ஊʙ↚ⅹⅳ↕ႆဃↆբ᫆↚↱↖ࣖݣⅼ↺⇶⇩⇕⇈⇩⇽˳С⇁ဇॖ
ↆ↕ⅹⅾ↨ⅼ↖ⅱ↺⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣․≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾁίᾁὸᾘᾒᾣỆợỦᅈ˟ႎᜂᛢ᫆ỉᚐൿểᨥᝡྂẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ≬≦≷↚↷↺ᅈ˟ႎᜂᛢ᫆↝ᚐൿ↗ᨥᝡྂ⇁౨᚛ↈ↺↚࢘→↕↞⅚Ⅴ⇖∓∞⇶∑ੁᙸ↱ޒⅷ≬≦≷
↝Мဇ↝ܱ↝↖؏עᚰ≋ϋСࡇ↝٭᪃↱ԃ↯≌Ⅵ↭↖៊↮ᡂ↯ↂ↗↱౨᚛ↈ↺࣏ᙲⅻⅱ↺↝↖↞↙ⅳⅺ⅛
Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟≋ॖᙸဪӭ‣‥≌Ⅹ
¾ ᅈ˟ႎᜂᛢ᫆↝ᚐൿ↚↞⅚↭↉ࡅᐯ↸ⅻૼↆⅳؕႴ↖≬≦≷↗ᅈ˟⇝⇟⇬∆⇁⇷⇩⇗∞⇞҄ↆ࣋ࡁႎ↚М
ဇⅳⅳⅵⅷ↖⅚ྶעႎᛢ᫆↝ᚐൿ↚Ⅴᝡྂↈ↺⇝⇟⇬∆Ⅵ↗ↆ↕੩̓⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸ∏⇩⇕
≋ॖᙸဪӭ‣…≌Ⅹ
¾ ϋ↝ٳಮ⅝↙⇭∞⇥↝ЎௌؕႴ↝ૢͳ↳⅚⇭∞⇥↝ဇ⇁̟ᡶↈ↺↰↝∌⇱⇶∞⇛∑⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍
∙২ᘐ↙↘⇁ਖ਼ᡶↆ⅚⇒∏⇷⇚⇟҄ↆᡶ҄↖↞↙ⅾ⅚Ⴧ↚ᨥႎ↚ᝡྂ↖ⅼ↺⇣∐∋∞⇝∍∙⇁ႆↈ↺
ↂ↗ⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣‧≌Ⅹ

Ṳ ẐᾁίᾂὸᾘᾒᾣỆợỦਤዓႎễኺฎᧈỉܱྵẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ Ⅴ≬≦≷↝МဇⅥ↞јྙӼɥ↳ᅈ˟ႎբ᫆↝ᚐൿ↚↞᩼ࠝ↚ஊј↗࣬ⅳ↭ↈⅻ⅚↻⇁ਤዓႎ↚ӧᏡ↚
ↆ↕ኺฎᧈ↚↓↙ↁ↺↚↞Ⅴ২ᘐႆⅥⅻɧӧഎ⅛Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟≋ॖᙸဪӭ‣ ≌Ⅹ
¾ ᅈ˟⇁ᏣⅺↈӧᏡࣱ↝ⅱ↺இέᇢ↝Ꮳ↺ↈ᧙↚یᄂᆮ⇁ဦႎ↚ᘍⅳ↝᧸ࣂ૾ඥ⇁έ⇂ↇ↕ܱᘺↆ↕ⅳⅾ
ↂ↗ⅻ⅚ਤዓႎ↙ኺฎᧈ↗ᨥᝡྂ↝↰↝২ᘐؕႴ↗ↆ↕࣏᪰⅛Ⅸ∏⇩⇕≋ॖᙸဪӭ‣ ≌Ⅹ
¾ ϋ⇁ٳբ↾↉↚⇊⇴⇿∞⇝∍∙ႎ↙੩క⇁Ѫᨼↆ⅚↝↕ↆ↗ཎғСࡇ↝ᢘဇ↳⇿∙⇧∉∞˖ಅૅੲ⇁ᘍ
ⅵↂ↗↖⅚ࣄᐻ⇁ૅੲↈ↺ↂ↗ⅻ൭↰↸↻↺⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣≌Ⅹ
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Ṳ Ẑᾂ ᾘᾒᾣࠊئỉನᡯ҄٭ểݩஹẑίμᑍὸ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ૼɭˊ⇳⇩⇮∕∞⇕ሁ⅚ଏ↚⇕∞∕⇮⇩⇳↝܍ਵ↾↻↙ⅳૼↆⅳಒࣞ⇁оЈↈ↺↷ⅵ↙ᄂᆮ↞ଔ࣯↚౨᚛ⅻ
࣏ᙲ⅛↭⅚ཋྸ⇳⇩⇮∕∞⇕ⅻ↷↹⇐∞⇽∙↚ᢃဇↄ↻↺↨ⅼ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣≌Ⅹ

Ṳ ẐᾂṞᡫ̮Ὁ્ᡛἕἚὁὊἁỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ∌⇹⇓⇥⇟⇳⇩⇮∕∞⇕⇁ܱྵↈ↺ⅵⅷ↖↝∂⇮∑⇳⇩⇕↞̾⅝↝※‵⁆২ᘐ↷↹↱↯ↆ↼⅚ᣃࠊ⇊∙⇻∏↗ᡲ
ઃↆѣ↝ኺฎࣱⅻٻⅼⅾࢨ᪪ↆ↕ⅼ↕ⅳ↺⅛ᣃࠊ⇊∙⇻∏↗ᡫ̮⇊∙⇻∏↝ᡲઃ↝౨᚛⇁੩కↆⅳ⅛
Ⅸ⇌⇉⇮∏≋ॖᙸဪӭ․•≌Ⅹ
¾ ≬≦≷Мဇ⇁↺ɥ↖⅚МဇᎍⅻೌМ̛ܹ⇁ভࣞↈ↺ↂ↗↙ⅾМဇ↖ⅼ↺↷ⅵ⅚ඥ↳⇒⇊⇯∏⇊∙↝ૢͳ
⇁౨᚛ᛢ᫆↗ↆ↕ਫↁ↕ⅳⅼⅳ⅛Ⅸ⇗⇊∝⇐⇽⇬⇉⇙∆≋ॖᙸဪӭ․‣≌Ⅹ
¾ ≬≳ဃ્ᡛ↖↞⅚ܾٻ↝ؕ࠴ዡ⇁࣏ᙲ↗ↆ⅚ᣐ̮ʙಅᎍ↞ᡫ̮ʙಅᎍ↚ٶ᫇↝ૅⅳ⇁࣏ᙲ↗ↈ↺⅛ᣐ̮
ʙಅᎍ↝ਃ⇁᠉ถↆ⅚ૼↆⅳ∄⇟∇⇭⇉⇈⇧∉⇳∑⇁Ꮛ↕↺↷ⅵ↙౨᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛↭⅚≬≳ӷ
ϐᡛ̮↱ԃ↰↕ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟≋ॖᙸဪӭ․․≌Ⅹ
¾ ܹሁ↚ⅹↀ↺⇝∞∆−⇟↙ऴإˡᢋെ≋⇳⇩⇮∕∞⇕ሁ≌↝ᄩ̬↚↓ⅳ↕⅚౨᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛
Ⅸଐஜ⇗∞⇼∑⇬−⇹ᡲႱ≋ॖᙸဪӭ․‥≌Ⅹ
¾ ౨᚛⇈⇞⇍∙⇦ɶ⅚⇗∞⇼∑⇬−⇹ʙಅᎍ↚↷↺⇛∞⇹⇟↝ޒᚇໜ↱ԃ↰⅚ഏ↝Ⴘ↚↓ⅳ↕ໜႎ↙౨
᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅴ ⇼ܭ∓∞⇯⇶∙⇯ዡ↝ૢͳ⅚∕⇊∊−⇟Ў↚ⅹↀ↺ഏɭˊᡫ̮ዡ≋‥†୍↝≌‹ӏ⅚
ઃ࠘ᇢӼↀ∄∑⇧∇⇭⇉⇈્ᡛ↝ڼሁⅻᡶ↮⅚ஜႎ↙∌⇹⇓⇥⇟⇳⇩⇮ᅈ˟⇁ᡇⅷ↺ɶ⅚ʻࢸ⅚ᡫ
̮∝્ᡛ⇳⇩⇮∕∞⇕ࠊ↷↝↘↞ئⅵ↚↕ↆ҄٭ⅳⅾ↗ᎋⅷ↸↻↺ⅺ⅛Ⅵሁ⅛Ⅸଐஜ⇗∞⇼∑⇬−⇹ᡲႱ
≋ॖᙸဪӭ․…≌Ⅹ
¾ ଏ⇕∞∕⇮⇩⇳܍ⅺ↸ૼɭˊ↧↝ᆆᘍ↚↞⅚فᚨ↳̬˺ܣಅɶ↱∌∞⇜↧↝⇛∞⇹⇟⇁ዒዓ↖ⅼ↺↷ⅵ⅚ሥ
ྸᎍ↚↷→↕ᢘЏ↚СࣂӧᏡ↙⇳⇩⇮∕∞⇕ನᡯ↝ⅱ↹૾↚↓ⅳ↕↝ᜭᛯ⇁੩క⅛↭⅚્ᡛ↗ᡫ̮↝ᗡ
ӳ∝ᡲઃ↝↰↚↞⅚⇛∞⇹⇟⇽∓⇶⇊⇦‡્ᡛ‡ޅᇢ∇∞⇑↙↘ಅမ್ૺ↝ਖ਼ᡶ˳Сⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸଐᇌᙌ˺
≋ॖᙸဪӭ․‧≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾂṞᡫ̮Ὁ્ᡛἕἚὁὊἁỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
¾ ⅤМဇᎍ̝Ⴉ↚Ⴚኽↈ↺⇙∙⇬⇕⇟⇮↚ࣖↇٶಮ↙ᣐ̮⇳⇩⇮∕∞⇕↝ૢͳⅥ⇁ⅵↂ↗ⅻ↙↞↖࢘ڲⅳ
ⅺ⅛Ⅸଐ્ᡛ≋ॖᙸဪӭ․ ≌Ⅹ
¾ ဃ↚݅ბↆᆰ᧓≋̊ⅷ↟μ↝ᬜ↙↘≌↚↕ᡫ̮െ≋ݦဇዴ≎⁉⁛⁘⁛⅚※⁖⁓≌↗⁂‸ʙಅ≋̮᫂↖ⅼ↺ϋ
ʙಅᎍ≌⇁⅚↟↻ↈޒဃ↚݅ბↆ↕ⅳ↺ᆰ᧓↙↝↖ൟⅻ̝М↚↙→↗ܱज़⅚⇷⇗⇩⇮ᡫ̮ˊⅻܦμ
ࢼ↚ᆆᘍↆ↕↱ෞᝲᎍਃ↞ນถ⅚⇓∉∐⇈↝ᚨͳ৲↱৮СӧᏡ↖↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ․ ≌Ⅹ
¾ ᭗ᱫᎍ↚↗→↕↝≬≦≷↝Мࣱ̝Ӽɥ↗ↆ↕⅚૨҄፼ॹ↗↙→ܼᩓ↗↝ᡲઃ↝ਖ਼ᡶ⅚≷≹ஜ˳↚ዴᡫ̮
∈⇞∋∞∑↗Ⴛʝᡫ̮ӧᏡ↙≸≬↝ᘺͳ⅚Ϭᔺࡉ↝Э᩿↚⇥⇩⇧⇷⇳∑ࡸᡫ̮ೞ֥⇁᠍ↈ↺↝↞↘ⅵⅺ⅛
Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ․≌Ⅹ
¾ Ⅴᡫ̮ᘓ↗עɥዡ⇁ஊೞႎ↚ኽӳ≒ɟ˳҄ↆ⇼∓∞⇯⇶∙⇯ᡫ̮ዡⅥ↝ನሰ↝౨᚛↱ဦႎ↚ᘍⅵ↨ⅼ⅛
Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ․≌Ⅹ
¾ ܹ↙↘↝ܤ∝࣎ܤμ↚̞↺ऴإᡫ̮⅚ऴإࠀ↝ᚐෞ⅚؏ע↝⇱∞⇠↧↝ⅼ↰ኬⅺⅳ⇁ࣖݣᙻↆ
∌⇹⇓⇥⇟⇳⇩⇮∕∞⇕↝ನሰ↞⅚ჷᜤऴإᅈ˟↚ɧӧഎ↖ⅱ↹⅚ܤ∝࣎ܤμ↙ᅈ˟↝ܱྵ⅚⇹⇞⇳⇟ೞ˟
↝оЈሁⅻӧᏡ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‥•≌Ⅹ
¾ ʻࢸ↝২ᘐѣӼ↚↓ⅳ↕⅚⇊∙⇻∏↗ↆ↕↝↳ࣱܭܤஇٻዓૠ↝فь↙↘↝ᚇໜⅻ࣏ᙲ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪ
ӭ‥‣≌Ⅹ
¾ ಮ⅝↙Ў↖↝ᓸ˺ೌ↚᧙̞ↈ↺⇿∙⇧∉∞˖ಅ↝ನे⇁Ѫᨼↆ⅚ϐᡛ̮↚↝↕ↆݣբ᫆ⅻႆဃↆᨥ↚⅚
ᘍⅺ↸↝ॖᙸӒପⅻӧᏡ↙ˁኵ↮⇁˺↹↙ⅻ↸ᓸ˺ೌ↝ኵ↮⇁ૢͳↈ↺ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ
‥․≌Ⅹ
¾ ⇳⇩⇮∕∞⇕⇜∞∌↞⇞∞⇳⇊⇛↝ⅺ↸࠼ԓɼ↧↝૾Ӽ↚ऴↈ්⇁إↂ↗ⅻ↖ⅼ↺ໜ↖ࢼஹ↝࠼ԓ↗↞ൿ
ܭႎ↚ီ↙↺↰≏ʻࢸ↞≏ↂ↻⇁ⅵ↭ⅾⅺↈ࢟↖≏∌∞⇜↚ီ↙↺։↚ڤᢘࣖↆٶಮ↙࠼ԓऴإ੩
ᅆ↝૾ඥ⇁ႆↈ↺ↂ↗ⅻᙲ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‥‥≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾂṟᾘᾒᾣМဇỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
ṼӲЎίҔၲẆᏋẆᘍẆʩᡫሁὸỆấẬỦМဇ
¾ ᏋЎ↚ⅹↀ↺≬≦≷Мဇ↝ɟ̟↝ޖᡶ↚Ӽↀ⅚⇭⇞⇥∑ሁ↝⇙∙⇬∙⇪⇻⇏∞∄⇩⇮↝᭗ࡇ҄∝
แ҄↳Ӳᆔ≬≦≷⇪∞∑↝ወӳሥྸ⇁ܱྵↈ↺⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆↝แ҄ሁ↝౨᚛ӏ↢⇡⇓∋∐⇬⇉↚ᣐ
ॾↆऴإᡲઃ૾ࡸ↝ܱྵ↚Ӽↀφ˳ႎ౨ᚰሁ⇁ᡶ↰↕ⅳⅾↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖ
ᙸဪӭ‥…≌Ⅹ
¾ ≶≱≶⇁Ҕၲ∝ᘍ∝Ꮛሁ↝Ў↖⅚↘↝↷ⅵ↚ဇↆ↕ⅳⅾⅺ⇁⅚౨᚛ᛢ᫆↗ↆ↕ਫↁ↕ⅳⅼⅳ⅛
Ⅸ⇗⇊∝⇐⇽⇬⇉⇙∆≋ॖᙸဪӭ‥‧≌Ⅹ
¾ ɲऴ⇁إໜⅺ↸ዴ↧ኽ↢↓ↀ⅚∏⇊⇻⇛⇊⇕∑↝ᙻໜ↖ወɟↆˁኵ↮↳ሊⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸɲऴإဇᄂ
ᆮ≋ॖᙸဪӭ‥ ≌Ⅹ
¾ ≬≦≷⇁ᢘဇↈ↺Ҕၲ∝ʼᜱ⅚Ꮛ⅚ᘍ⅚ᠾಅሁ↝ЎↃ↗↚᧙̞ࡅႾ↗Сࡇ∝ᙹС↝ⅱ↹૾ሁ↝Ↄ౨᚛
⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ‥≌Ⅹ
ṼἏὊἉἵἽἳἙỵỴỉ୍ӏሁ
¾ ⇣∞⇝∉∑⇳⇩⇮↝சஹ↗ↆ↕⅚ऴ↝إദᄩࣱ⅚ܤμࣱⅻʻˌɥ↚࣏ᙲ↖ⅱ↹⅚ࣱ⃯̮⃯᫂⇁̬ᨦↈ↺ˁ
ኵ↮ⅻ࣏ᙲ⅛↭⅚‶⁂※↝ේᡢ↚ࣖↇ≋̾ʴ≌ऴ↝إӕ↹ৢⅳ↚↓ⅳ↕⅚ʙЭ↚ݣሊ⇁ጀ↺࣏ᙲⅻⅱ↺↝↖
↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…‣≌Ⅹ
¾ ⇣∞⇝∉∑∇⇭⇉⇈↞ྵנଐஜⅻৼⅷ↕ⅳ↺ಮ⅝↙صज़⇁←ᄊ↺ӧᏡࣱ⇁ᅼ↰↕ⅳ↺⅛ଐஜ↚↝ඬⅻ
ⅳⅾ↰↚↞⅚ٶⅾ↝ᨦُⅻⅱ↺ⅻ⅚ↂ↝ໜ↚↓ⅳ↕ᎋⅷ↺ↂ↗ⅻ↭ↄ↚ଐஜⅻɭမ↚έᬝↀ↕≬≦≷↝᪃
ԡ↗ↆ↕ௐↈ↨ⅼϋܾ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…≌Ⅹ
¾ ᡈⅳݩஹ⅚⅚ܖٻҔၲೞ᧙⅚ࡅ⅚↺↷↚·ܫ᩼ҕӸ↝ऴإႆ̮ⅻഏɭˊႎ↙⁅⁀⁅↝࢟↖ܱྵↈ↺ↂ↗⇁ᙸ
ឭↆ↕⅚ᧉݦ᪸؏↝ᚕᛖเ⅚ჷᜤเ⅚⇬⇓⇟⇮ᚐௌ২ᘐ⅚ਖ਼ᕟ২ᘐ⅚ܼᧉݦႆᙸ২ᘐ⅚ჷᜤ↝ᐯѣਁЈ
২ᘐ↙↘↝ⅤჷⅥ↝⇊∙⇻∏⇁ૢͳↈ↺ↂ↗ⅻஇ↱ᙲ↙ↂ↗⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾂṟᾘᾒᾣМဇỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
ṼἁἻỸἛἇὊἥἋỉ୍ӏሁ
¾ ⇡∙⇛∞⇳⇩⇮∕∞⇕↝ဇ↚ⅱ→↕↞⅚Ⴛʝዓ↝↰↝∑∞∑ૢͳ↳ؕႴ↗↙↺⇕∏⇌⇯᧙ᡲ২ᘐᄩ
ᇌ↝↰↝↙↺φ˳ႎ౨ᚰሁ⇁ਖ਼ↆᡶ↰↕ⅳⅾↂ↗ⅻஓ↭ↆⅳ⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ
‥…≌Ⅹ
¾ ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟Мဇ↝∐⇟⇕ӏ↢↝∄⇳⇞∇∙⇮૾ඥ↚᧙ↈ↺⇒⇊⇯∏⇊∙ሊܭሁ↝ͳૢؾⅻ࣏ᙲ⅛
↚ͳૢؾⅱ↹⅚᧙ᡲↈ↺ʙಅᎍሁⅻᆢಊႎ↚ӕኵ↯ↂ↗↞↱←↼⇂↖ↈⅻ⅚↚ⅹⅳ↕↱ᨥႎ↙∑∞
∑↔ⅾ↹ሁ↝ᚇໜⅺ↸Ӳᆔሊ⇁ਖ਼ᡶↆ↕ⅳⅾ↨ⅼ⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ‥…≌Ⅹ
¾ ⇕∏⇌⇯↗ⅳⅵെ⇁Мဇↆ↕⅚έʴ↝ನሰↆࣱ̮᫂↚Ο↻↺ဃ⇊∙⇻∏⇝⇟⇬∆↝⃯ჷऔ⃯⃰ჷᜤ⃰
⇛∞⇹⇟⇁ɭမ↚੩̓ↈ↻↟⅚ᨥᝡྂ↖ⅼ↺↟ⅺ↹↖↙ⅾዒዓӧᏡ↙⇹⇞⇳⇟∈⇭∑⇁ನሰↈ↺ↂ↗ⅻӧ
Ꮱ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…•≌Ⅹ
Ṽዬ࣯ỉᡫ̮ᄩ̬ሁ
¾ μႎ↙᩼ࠝᡲዂዡ⁅⁅⁅″≋⁅⁕⁛⁓⁞‒⁅⁞⁛⁖⁓⁛‒⁅⁗ ⁗⁖ ⁔‒″ ⁛⅚ҕӸ҄↚ૅⅷ↸↻ᅈ˟ႎᡲ
࠘↝ˁኵ↮‛⇁੩క⅛ܤԁᄩᛐ⇛∞⇹⇟↝ɟΨ҄↗Мဇᎍࣱޓऴ↝إᔛᆢ↚↷↹⅚↗ⅷ↟עᩗႆဃႺࢸ↝ܤ
ԁᄩᛐ⇛∞⇹⇟੩̓ⅻӧᏡ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‥≌Ⅹ
¾ ዬ࣯↝ᡫ̮ᄩ̬↗ↆ↕⅚ൟ↝ᝠင↖ⅱ↺ᩓඬ⇁Мဇↆ↕ʙಅ⇁ᘍ→↕ⅳ↺૾←↚↞⅚ဃؕႴ↝ૅⅷ
↖ⅱ↺↗ⅳⅵᛐᜤ⇁ࢍⅳॖᜤ⇁ਤ→↕ᢃփↆ↕ⅳⅾ↗↗↱↚⅚⇻−⇕⇝⇼∑↚ˊ≋ࣖݣஆ≌ӧᏡ↙
≋⇭∞⇥≌ᡫ̮⇊∙⇻∏↝แͳⅻ࣏ᙲ↖↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ……≌Ⅹ

ᾁ ੩ЈẰủẺɼễॖᙸ
Ṳ ẐᾂṟᾘᾒᾣМဇỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
ṼẸỉ˂
¾ ≤≵⅚∏⇊⇻∓⇖ሁ⅚ྵܱᆰ᧓↗⇛⇊⇶∞ᆰ᧓⇁ᡲઃↄ↊⇛∞⇹⇟ⅻૼↆⅳࠊ↕ↆ࢟⇁ئⅳⅾᨥ↚သॖ
ↈ↨ⅼʙ↗ↆ↕↞⅚⇽∏⇊⇶⇝∞↳̾ʴऴ̬↝إᜱⅻਫↁ↸↻↺⅛ɟ૾⅚ᐔ⇻⇊∏↙ٻ∓⇖⇭∞⇥⇁ӓ
ᨼ∝ᚡↆ⅚ጏ್ⅺ↓௩᠂↚Ўௌↈ↺ↂ↗⇁ӧᏡ↚ↈ↺ඥႎ↙ኵ↮↱࣏ᙲ⅛Ⅸ‽‶‶※ᄂᆮ⁉⁗⁔⇭∞⇥⇙∙
⇺∋∞⇬⇉∙⇖⇖∑∞⇽≋ॖᙸဪӭ‥ ≌Ⅹ
¾ ≨≦⇛⇊⇮↝Јྵ⅚̾ʴӷٟ↝Ⴚႎ↙ՠᘍໝሁ↚↷↺ଏ܍ːʼಅ↝⇹⇞⇳⇟∈⇭∑↝ನᡯܾ⇁҄٭ᛐↈ↺
૾Ӽ↙↝ⅺ⅚ᙹСↈ↺૾Ӽ↙↝ⅺ⅚૾Ӽࣱ↝ଢᄩ↙੩ᅆ⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↝↖↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸ
…․≌Ⅹ
¾ ଐஜᘍ↝ሥྸↈ↺ኡࠬ⅚ᝣࠬˌ⇮⇩⇳↱↚ٳɥ↖ӷಮ↝̖͌↗ↆ↕↚⇯⇊∕⇯∑∞∕↺ↈנ܍ᡫဇↈ↺
ಮ⅝↙ܱ७↝↙ⅳ⃯ⅹ↝↷ⅵ↙↱↝⃰ⅻЈྵↆ↕ⅳ↺⅛ዮѦႾ⅚ᗡ࠻↙↘↖ⅱ↸ⅺↇ↰Ӳʙᝋ⇁ेↆܭ
ඥૢͳↆ↕ⅹⅾↂ↗ⅻᙲ↖↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…‥≌Ⅹ
¾ ્ᡛᡫ̮↝ⅱ↹૾↗ↆ↕⅚ஊʙ↝ᨥ↚↞⅚Ӳൟ᧓∇⇭⇉⇈↞࣏ᙲ↚ⅱ↾↊્ᡛ˳ኒ∑∞∑⇁ଢᄩ↚ↆ↕ⅹ
ⅾ࣏ᙲⅻⅱ↺↝↖↞↙ⅳⅺ⅛↭⅚ᩓඬ⇁Мဇↆʙಅ⇁↕ↆޒⅳ↺ʙಅᎍ↚↓ⅳ↕↞⅚⃯ဃ⇊∙⇻
∏⃰↗ⅳⅵᛐᜤ↝ɦ↚ૼ↙வˑ↙↘⇁፯Ѧ˄ↀ↺ↂ↗↞↖ⅼ↙ⅳⅺ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ…‧≌Ⅹ
¾ ෞᝲᎍ↝ဃᆰ᧓↳ܱɭမ↚ⅼ↰ኬⅺⅾλ↹ᡂ↮⅚ദᄩ↙ཞඞ৭੮↗ႎᄩ↙Сࣂ⇁ӧᏡ↗ↈ↺⅚ܱɭမ↗ᡲ
ઃↆऴإᡫ̮ؕႴ↝ૢͳⅻ࣏᪰⅛ཎ↚⅚ࣱ̮᫂⅚̊ⅷ↟ӧဇࣱ↳⇽∏⇊⇶⇝∞↝̬ᚰ⅚ↄ↸↚ؙཉࣱ↞࣏
᪰↝ᙲˑ⅛ↂ↻⇁⅚⇟⇹∞⇛↙̖ܤ੩̓⅚ෞᝲᎍ↝ᒵ᠉ถ↙↘⅚˂↝ᙲˑ↗ӷ↚ឱↄ↊↺ↂ↗ⅻ⅚ܱ
ဇ҄↚Ӽↀ↕ӕ↹ኵ↯↨ⅼᛢ᫆⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ… ≌Ⅹ
¾ ᚡʙӓᨼ∝౨ኧ↝⇝⇟⇬∆⇁↖ⅼ↻↟⇽↝∓⇞⇍⇕⇮↗ↆ↕ᨼɶႎ↚ᡶ↰↕ⅳⅾↂ↗ⅻྸेႎ⅛Ⅸ̾ʴ
≋ॖᙸဪӭ… ≌Ⅹ
¾ ≬≦≷↝ᢘဇЎ⇁Ⅴ᭗ࡇ҄≒˄ь̖͌Ⅵ↝૾Ӽ↚⇝⇻⇮ↄ↊↕ⅳⅾ↗↗↱↚ᅈ˟Сࡇ↳ᨽဇСࡇ↝௩᠂ࣱ
↙↘⇁ᧈႎ↚ૢͳↈ↨ⅼ↖ⅱ↺⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧•≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾂṟᾘᾒᾣМဇỉ҄٭ểẸỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
ṼẸỉ˂ίዓẨὸ
¾ ʻࢸ↝ଐஜ↚ⅹↀ↺⇛∞⇹⇟⇹⇞⇳⇟↞⅚ɧ↙ܭܤᩓщ̓ዅཞඞɦ↖ⅱ→↕↱⇊∙⇥∞⇳⇩⇮↳≬≦≷ೞ֥
↝МဇⅻӧᏡ↚↙↺↷ⅵ↙Ⅴᅈ˟ႎᝧ˓Ⅵ⇁ॖᜤↆႆ࣬े↖ⅱ↺↨ⅼ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧‣≌Ⅹ
¾ ↝ٳҩႎˮፗ↔ↀ↝˖ಅ↝ᡶЈ↚⅚↕ↆݣऴإπ↳∌∞⇜⇛∃∞⇮↝ឋӼɥ↙↘↝፯Ѧ↔ↀⅻ࣏ᙲ⅛
Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧․≌Ⅹ
¾ ⇭⇞⇥∑ೞ֥ႆ˟ᅈ↗≬≦≷⇿∙⇧∉∞˖ಅ↙↘⅚ʙಅᙹ↳ಅᆔ⇁ឭⅷ⇙∏∂−∞⇝∍∙↝ئⅻ࣏ᙲ⅛
Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧‥≌Ⅹ
¾ ⇙∙⇬∙⇪↝්ᡫ↝ˁኵ↮↖↞↙ⅾ⅚∄∞⇗⇬⇉∙⇖ႎ↙ᚇໜ↖↝ဇ↳∄⇳⇥⇊⇠⇁ᘍⅵ↨ⅼЎ↝ਏ
↙↘⅚ܱᨥ↝ᩔᙲ⇁նឪↄ↊↺ˁኵ↮⇁˺↺↨ⅼ↖ⅱ↺⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧…≌Ⅹ
¾ ⇐∞⇽∙⇒⇶∇∙⇮↝↷ⅵ↙⅚↝ऴ↝إᡢଢࣱ⇁᭗↰↺ѣਰᐻↄ↊↺ӕ↹ኵ↮↞⅚ᧈႎ↚ᙸ↺↗ᖎͬ
ऴ᧸⇁ࠋ්↝إⅽ⅚ɧᙲ↙࣎ྸႎɧف⇁ܤьↄ↊↙ⅳ↰↝ࢍщ↙ᚐൿඥ↝≔↓↖ⅱ↺⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ
‧‧≌Ⅹ
¾ ٻܹ↚ࢍⅳ⇊∙⇻∏২ᘐ⇁˺↺↗↗↱↚⅚ൟ↝᧸ॖᜤ⇁᭗↰↺↨ⅼ↖ⅱ↺⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧ ≌Ⅹ

Ṳ ẐᾂṠẸỉ˂သॖẴỔẨʙẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ٻᩗ↝ᡫ̮↝ᠠሁ↚↷↹≬≦≷↚࣎ܤ↝⇜∞∌↺ↈݣज़↝˯ɦⅻүूↄ↻↭ↈ⅛↷↹ܹ↳⇬∓ૌએ
↚↺ↈݣⅤ᎑ࣱࢍ҄Ⅵ↝Ↄ౨᚛⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ‧ ≌Ⅹ
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Ṳ Ẑᾃ ᾘᾒᾣዮӳဦỉ౨᚛ẑίμᑍὸ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ⇣∞⇝∉∑⇳⇩⇮∕∞⇕ሁ↝⇛∞⇹⇟↝ޖแ҄↧↝ӕ↹ኵ↮↞࣯Ѧ⅛ൟɶ࣎↖ሊ⇁ᡶ↰↺↝↖ⅱ↻↟⅚
ൟ↚⇛∞⇹⇟⇁੩̓ↈ↺ⅱ↸↵↺Ў↝˖ಅ↝Ӌьⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‧≌Ⅹ

Ṳ ẐᾃίᾀὸૼʙಅоЈဦẑίμᑍὸ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ Ⅴή↝ᢊⅥ⇁ბܱ↚⅚↊ↄܦμ↕↝ൟⅻሁↆⅾऴ↺ↈ⇟⇡⇕⇈↚إↂ↗⇁ӧᏡ↚ↈ↺Ⅴऴ⇟⇡⇕⇈إ
ೌⅥ⇁̬ᨦↈ↺ૢ⇁ؾⅷ↺ↂ↗ↂⅻ⅚ૼʙಅоЈ̟ᡶሊ↝ؕᄽ↚↙↺↱↝⅛Ⅸ⇣⇻⇮⇶∙⇕≥≥≒⇣⇻
⇮⇶∙⇕⇬−⇙∆≒⇣⇻⇮⇶∙⇕∈⇶⇊∑≋ॖᙸဪӭ‧≌Ⅹ
¾ ᅈ˟ႎᝧ˓↝ችᅕ↚ؕ↔ⅳⅤ࣎ܤⅥ↗↚Мဇↈ↺ᨥ↝Ⅴ᭗ೞᏡⅥ↗ⅳⅵᙲእ⇁↚̖ܤɲᇌↄ↊↺ↂ↗
ⅻ࣏ᙲ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ •≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾃίᾀὸṞૼʙಅоЈỆӼẬẺͳૢؾỉנụ૾ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ Ꮛ⅚Ҕၲ⅚ᅦᅍ⅚ᘍ⇛∞⇹⇟ሁ⇁ɟΨ҄ↆⅤ‼⁓⁓⇕∏⇌⇯Ⅵ↗ↆ↕ನሰↈ↺ↂ↗↚↷↹⅚Мဇᎍⅻ⅚
ⅳ↓↖↱↘ↂ↖↱МဇӧᏡ↙⇛∞⇹⇟⇁ܱྵↈ↨ⅼ⅛↭⅚↚⇠∞⇱↝؏עᢘӳↆᩓ܇ᘍ⇛∞⇹⇟↳ᩓ
܇Ҕၲ⇛∞⇹⇟ሁ⇁ܱྵↈ↺ↂ↗ⅻᙲ⅛Ⅸ⇣⇻⇮⇶∙⇕≥≥≒⇣⇻⇮⇶∙⇕⇬−⇙∆≒⇣⇻⇮⇶∙⇕∈⇶
⇊∑≋ॖᙸဪӭ ‣≌Ⅹ
¾ ૼᙹʙಅ↝оЈ↚↞≋ᅈϋ↱ԃ↰≌⇿∙⇧∉∞˖ಅⅻٻⅼ↙ࢫл⇁ௐↈ↗ᎋⅷ↭ↈⅻ⅚இ↝ٻᛢ᫆↞
⇻⇇⇊⇰∙⇟⅛ዮѦႾ≋≌ⅻ⇻⇇⇊⇰∙⇟᩿↝ૅੲ⇁౨᚛ↈ↺↚ⅱ→↕↞⅚⇿∙⇧∉∞৲↚Эⅺ↸
↝ૅੲⅻ↖ⅼ↺↷ⅵ↙Сࡇ⅚⇥⇊∆∐↚⇁੩̓↖ⅼ↺Сࡇ↝౨᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈
ң˟≋ॖᙸဪӭ ․≌Ⅹ
¾ ૼ↚ನሰↄ↻↺⇳⇩⇮∕∞⇕ɥ↖ٶᆔٶಮ↙⇈⇽∐⇗∞⇝∍∙ⅻЈྵↈ↺∙∍⇝∞⇗∐⇽⇈⅚ͳૢ↝ؾ
⇛∞⇹⇟⇁੩̓ↆ↷ⅵ↗ↈ↺ʙಅᎍⅻ⇳⇩⇮∕∞⇕↝ೞᏡ⇁ቇҥ↚Мဇ↖ⅼ↺ಮ⅝↙ᡫ̮⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆
⇛∞⇹⇟↝੩̓⅚ܭዡ↗ᆆѣ˳ዡ↻↻↝⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆−⇊∊↝્ሁⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ⇬−⇙∆⇛∞⇹
⇟ң˟≋ॖᙸဪӭ ‥≌Ⅹ
¾ ଐஜ↝᨞ޖႎ⇣⇻⇮⇌⇍⇈⇹⇞⇳⇟ನᡯ⇁↝↰↺↊ↄ҄٭ሊ↗ↆ↕⅚ݩஹႎ↚↚ࣱ҄؏עᝡྂↈ↺
↰↝⇛∞⇹⇟‡⇝⇟⇬∆⇣⇻⇮⇌⇍⇈↝੩̓ⅻӧᏡ↙≷≦≬؏עʙಅ˟ᅈ⇁πႎ↚ᇌ←ɥↁ⅚‡ᐯ˳‡ע
૾ܖٻⅻૅੲↈ↺˳Сⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ⇰⇝∋⇈⇣∐∋∞⇝∍∙⇠≋ॖᙸဪӭ …≌Ⅹ
¾ רᘖⅱ↺םႆ؏ע↗ޒኺฎ↝↰↝≬≦≷᧙̞ʙಅᎍ↝ࢫл↗Мဇ⅚ཎ↚Мဇ˳Сನሰ↝φ˳ႎ↙נ
↹૾↚↓ⅳ↕⅚౨᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸଐஜ⇗∞⇼∑⇬−⇹ᡲႱ≋ॖᙸဪӭ ‧≌Ⅹ

ᾁ ੩ЈẰủẺɼễॖᙸ

13

Ṳ ẐᾃίᾀὸṟᾘᾒᾣМဇ̟ᡶỆấẬỦͳૢؾỉנụ૾ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ࡽⅼዓⅼ⅚↚ⅹⅳ↕↱ؾЎ↚ⅹↀ↺※‵⁆Мဇ⇁ਖ਼ↆᡶ↰↕ⅳⅾↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝Мဇ
↚↷→↕ܱྵↄ↻↺ᩓщෞᝲјྙ҄↳‵⁁․ЈЪถјௐሁ↝ᚸ̖∈⇭∑↝ሊ⇁ܭᘍ→↕ⅳⅾↂ↗ⅻஊј↖
↞↙ⅳⅺ⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ≬≦≷Мဇ⇁ਖ਼ᡶↈ↺ↂ↗↖⅚ܹ↝ʖჷ∝ʖ᧸↳ܹ↝ऴإӓᨼ∝ˡᢋሁ↝᭗ࡇ҄⇁ܱྵↆ⅚ᘮܹ↝
இ҄ݱሁ↚ↈ↺⅛ٶಮ↙ᚇย∝Ⴓᙻऴ࠼⇁إር↚บ→↕⇕∏⇌⇯ؕႴɥ↚ӓᨼↆ⅚↻↸⇁јௐႎ↚Ў
ௌ∝ဇↈ↺ↂ↗↖⅚↷↹ችࡇ↝᭗ⅳᢤᩊѰԓ↳ኺែᛔݰሁ⇁јྙႎ↚ܱྵↈ↺ↂ↗ⅻӧᏡ⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻
⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ऴݣ⇉⇬∐∋⇓⇡إሊ↞ʻࢸ↱ໜႎ↚ਖ਼ᡶↆ↕ⅳⅾ↨ⅼ⅛ཎ↚ମʻ࣯ᡮ↚୍ӏⅻᡶ⇂↖ⅳ↺⇟∄∞⇮⇻⇏
∙ሁ↝ૼ↙≬≦≷ᇢ↚↓ⅳ↕↱౨᚛⇁ᘍ→↕ⅳⅾↂ↗ⅻ൭↰↸↻↺⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸ
ဪӭ ≌Ⅹ
¾ ⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟⇁Мဇↆ↕ऴإሥྸሁ⇁ᘍⅵᨥ⅚ಅඥ↳ӲႾ࠻ⅻπᘙↆ↕ⅳ↺⇒⇊⇯∏⇊∙ⅻ↘↝↷ⅵ↚
ᢘဇↄ↻↺ⅺⅻɧଢᄩ↙↰⅚Мဇ↚Ӽↀͳૢؾⅻ↺ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛↭⅚˖ಅ↝ؕ࠴ಅѦ↳ᩓ܇ᘍ
ሁ↝ᅈ˟⇊∙⇻∏↚ⅹⅳ↕⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝ɟ↝ޖМဇ⇁ᡶ↰↕ⅳⅾ↰↚↞⅚᭗ⅳࣱ̮᫂↳ұࣱࣖ
ⅻ൭↰↸↻↺⅛ↂ↝↷ⅵ↙⇕∏⇌⇯⇛∞⇹⇟↝᭗ࡇ҄⇁ܱྵↈ↺↰↚↞⅚̊ⅷ↟ᙐૠ↝⇕∏⇌⇯᧓↚ⅹↀ
↺ᡲઃ↝ˁኵ↮⇁ನሰↈ↺ↂ↗ⅻஊј↖ⅱ↹⅚↝↰↝⇊∙⇥∞⇻⇍∞⇟↳⇳⇩⇮∕∞⇕⇽∓⇮⇙∑ሁ↝
แ҄↚Ӽↀᄂᆮႆⅻ൭↰↸↻↺⅛Ⅸ⊵⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ܹݣሊ↗ⅳⅵᚇໜ↚ⅹↀ↺≬≦≷↝ࢫлሁ⇁ϐࡇ౨ᚰↈ↨ⅼ⅛φ˳ႎ↚↞⅚≬≦≷⇊∙⇻∏↝᎑ᨦࣱܹ↳
ଔࣄ૾ඥ↗ⅳ→⇳⇩⇮∕∞⇕↝੩̓െᄩ̬↚̞↺౨᚛↝˂⅚≬≦≷⇁ဇⅳஊј↙ܹऴ↝إ੩̓
↳⇬−∕∞⇕↝̟ᡶ↗ⅳ→ܹ↚ⅹↀ↺≬≦≷↝Мဇ૾ሊሁ↝౨᚛ⅻ࣏ᙲ⅛Ⅸ⇣⇻⇮⇶∙⇕≥≥≒⇣
⇻⇮⇶∙⇕⇬−⇙∆≒⇣⇻⇮⇶∙⇕∈⇶⇊∑≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ⇙∙⇬∙⇪ಅမ↝ʴᏋ↚↓ⅳ↕⅚⅚↕ↆ↗ᒍᛖ⇁̅ⅳↂ↙↊↙ⅳʴ⇁Э੩↚⅚ෙٳ∝૨ྂ↝ଐ
ஜᛖ҄⇁ૅੲↈ↺ↂ↗↞⅚᩼ࠝ↚ॖԛ↝ⅱ↺ↂ↗⅛Ⅸ⇭⇞⇥∑∇⇭⇉⇈ң˟≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
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Ṳ ẐᾃίᾀὸṟᾘᾒᾣМဇ̟ᡶỆấẬỦͳૢؾỉנụ૾ẑ ỆݣẴỦॖᙸίዓẨὸ
¾ ᅈ˟⇊∙⇻∏↚ⅹↀ↺※‵⁆Мဇ↚↓ⅳ↕↞⅚ʻࢸన↳ඕ߷ሁ↝࠼↝ٳދር↚บ↺ዜਤሥྸⅻᙲ↚↙↺⅛
ٶૠ↝ݣᝋཋ↝∌⇱∞⇕↙ሥྸ↗⅚үᨖࣱ↝᭗ⅳನᡯཋ↚ⅹⅳ↕↞⇡∙⇝∙⇖⇭∞⇥↱ဇↆሥྸⅻ࣏ᙲ⅛
∈⇶⇊∑ᇢ↚᠍ↆჺ∝ɶ∝ᧈុᩉᡫ̮ೞᏡ⇁ဇↆ⅚ჺុᩉᡫ̮↖↝ᡫࠝሥྸ⅚ɶុᩉᡫ̮↖↝ီࠝ
ཞඞ↝ᛐᜤ⅚ᧈុᩉᡫ̮↖↝ሥྸ≧≥↧↝⇈⇕⇡⇟⇁ኵ↮ӳ↾↊↺২ᘐ↝౨᚛⇁੩క⅛↭⅚ؕႴႎૢؾ
ͳ↗ↆ↕⅚ᡫ̮⇊∙⇻∏↝ࢍ҄↱੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ⇡⇓∋∐⇬⇉↳⇙∙⇬∙⇪ᓸ˺ೌሥྸ↝Ў↚ⅹⅳ↕⅚↻↸↝২ᘐሁⅻ࠼ⅾแ҄ↄ↻↱↝ⅻ୍ӏↈ↺
ↂ↗ⅻ⅚∌∞⇜∝ʙಅᎍ↚↗→↕↝∇∐⇩⇮↚ጟⅻ↺⅛ϋ↚↗↘↭↸↉ɭမแ҄↳⅚∈⇶⇊∑Ў↚ⅹ
ⅳ↕↞ଐஜИ↝ɭမแ҄⇁ᡶ↰↺↰↝୍ӏ૾ሊሁ↱౨᚛ᫍⅳⅳ⅛Ⅸ∈⇶⇊∑∝⇙∙⇬∙⇪∝⇻⇏∞∏
∆≋ॖᙸဪӭ •≌Ⅹ
¾ ிଐஜٻᩗ↝ࢸ⅚ಮ⅝↙ࠊထ↝ࣄᐻⅻᘍ↾↻↺ⅻ⅚↝ᨥ↚ૼↆⅳࠊᘑٶ⇁∙∍⇞⇹↝עⅾ↝˖ಅⅺ↸
Ѫᨼↆ⅚πѪ↚ඝ→࢟↖ⅻࣄᐻ⇁ૅੲↈ↺⅛ࣄᐻ↭↖↝ૠ࠰᧓↞ཎғৢⅳ↗ↆ⅚̊ⅷ↟˰ൟӨࠚ↳Ҕၲ
⇭∞⇥↙↘↝⇽∏⇊⇶⇝∞⇁੩̓ↆ↕↱↸ⅳ⅚ᩗ↖ᘮܹ⇁Ӗↀ∌∞⇜↝⇗⇈⇁ᘍⅵˊ↾↹↚ྵᘍඥ↖↞
ৢⅷ↙ⅳ̾ʴऴ⇁إМဇↆ⁉‷‴⇛∞⇹⇟⇁੩̓ↈ↺ሁ↖ⅱ↺⅛˖ಅⅻࣄᐻ⇁ૅੲↈ↺ˊ↾↹↚⅚⇭∞⇥ܱ
ᚰ⇻⇉∞∑⇯↗ↆ↕ထᐯ˳⇁੩̓ↈ↺ˁኵ↮⇁˺↺ↂ↗↖⅚င↗↝ܫɲ૾↚∇∐⇩⇮↝ⅱ↺ˁኵ↮⇁˺↺↨
ⅼ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ ‣≌Ⅹ

Ṳ ẐᾃίᾀὸṠૼʙಅỉоЈểแ҄ỉᡲઃࢍ҄ሊẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ∈⇶⇊∑Ў↞ଐஜⅻ᩼ࠝ↚ᡶ⇂↖ⅳ↺↗ↂ↼↖↞ⅱ↺ⅻ⅚ૼʙಅ⇁оЈↈ↺↚ⅱ↹⅚Јஹ↺ᨂ↹แႎ
↙↱↝↗ↆ↕୍ӏↄ↻↺↷ⅵ⅚ⅺ↸˖ಅ↧↝ᄂᆮ↳แ҄↝↰↝ѣૅੲⅻⅱ↺↗↷ⅳ⅛Ⅸ∈⇶⇊
∑∝⇙∙⇬∙⇪∝⇻⇏∞∏∆≋ॖᙸဪӭ ․≌Ⅹ
¾ ʻࢸஊஓ↗࣬↾↻↺ᨥแᙹ↝ྒࢽ⇁ႸਦↈЎ↚↓ⅳ↕↞⅚ⅻᘍⅵܱᚰ᬴ܱ⇻⇍⇊⇠ⅺ↸˂˖↝
ಅ↗σӷ↖ࠊ⇁ئਏↆ⅚↝ࢸ↝⇖∓∞⇶∑↙↓↚ޒↁ↺↨ⅼ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ ‥≌Ⅹ
¾ ⅚҄܇ݲ᭗ᱫ҄⅚ʻ↝ׅᩗ↚↷↺⇦⇌∙⇟⇷⇊∏∑ሁ↚⅚ↆࣖݣኺฎᧈဦ↗ⅤᅕኺኒⅥ↗ↆ↕↝≬
≦≷≒ऴ↝⇕∞∕⇮⇩⇳إφ˳ႎࢫл↚↓ⅳ↕⅚౨᚛⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸଐஜ⇗∞⇼∑⇬−⇹ᡲႱ≋ॖᙸဪ
ӭ …≌Ⅹ

ᾁ ੩ЈẰủẺɼễॖᙸ
Ṳ ẐᾃίᾀὸṡẸỉ˂ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ⇛⇊⇶∞ૌએ↝ݣϼ↚ⅱ→↕↞⅚ऴ්إᡫ↝ᨥ↝⇭∞⇥⇻⇏∞∄⇩⇮∝⇊∙⇥∞⇻⇍∞⇟↝σᡫ҄↳ऴإ
σஊ⇝⇟⇬∆↝ನሰሁⅻஊј⅛↭⅚⇛⇊⇶∞ૌએ↝ʖჷ∝౨ჷ↝ችࡇ⇁Ӽɥↄ↊↕ⅳⅾↂ↗↱ᙲ⅛Ⅸ⊵
⋈⊦⋄⊩⊦⋄⊩⊦⊻⋑⊮⋇⊺⊱⊽⊯⋞⊾⋟≋ॖᙸဪӭ ‧≌Ⅹ
¾ ྵ࠼נር↚̅ဇↄ↻↕ⅳ↺⇷⇟∕∞⇯↞ӧဇࣱ↗ೞࣱ݅↝ɲᇌⅻಊ↰↕ᩊ↖ⅱ↹⅚ஜ⇁λ↻⇷⇟∕∞
⇯բ᫆ᄂᆮ⇁ਖ਼ᡶↆ↕↞˴ڦⅺ⅛Ⅸ⇱∞∈⇱⇩⇕⇡⇓∋∐⇬⇉≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ⇭∞⇥↝්ᡫ⇁̟ᡶↈ↺ܤμ↙⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆↝ನሰ⇁౨᚛ↈ↺↗↗↱↚⅚ɧദ⇭∞⇥↝ᘮܹਘ᧸ഥ↚
↞ᨥႎ↙ᡲઃⅻɧӧഎ⅛⇭∞⇥↝්ᡫ⇁̟ↈ⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆⅚ɧദ⇭∞⇥↝ᘮܹਘ᧸ഥ↝↰↝⇟
⇓∞∆⇁౨᚛ↄ↻↺ↂ↗⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ⇭⇞⇥∑⇙∙⇬∙⇪↝∏⇊⇡∙⇟ሥྸ↚ⅹⅳ↕↞⅚МဇᎍⅻೌМ↗ↆ↕ஊↈ↺ⅻஊↈ↺ᇢ↝ئ∝ೞ
֥↞բ↾↙ⅳↂ↗ⅻஓ↭ↆⅾ⅚ↂ↝↷ⅵ↙ஊ࢟७↚ↈ↺ↂ↗↚ⅹⅳ↕↞⅚Кᡦᓸ˺ೌඥ↝ોദሁ↚↷↹⅚
ᢘЏ↙ਜ਼ፗⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺ↂ↗↞ᚕⅵ↭↖↱ⅾ⅚᧙̞Ⴞ࠻᧓↖ᡲઃↆңᜭ⇁ࠎஓ⅛Ⅸ∈⇶⇊∑∝⇙∙⇬∙
⇪∝⇻⇏∞∏∆≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ʖ↊↛ܹ↙↘↖ɟЏ↝ਤཋ⇁↕→ڂⅳ↕↱ұࡈ↚ᅈ˟ѣ↝ϐ⇁ӧᏡ↚ↈ↺ஜʴᛐᚰ↗ऴإᡫ̮↝
⇽∏⇩⇮⇻⇏∞∆⇁౨᚛ↈ↨ⅼ⅛Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ ≌Ⅹ
¾ ٻ↝⇙∅∋⇱⇬⇉⇛∞⇹⇟˟ᅈ↚᧙ↆ↕↞⅚ᅈ˟ႎᝧ˓↝ɟ↗ↆ↕⅚ወɟ↝ऴإႆ̮െ↳ᛚऴ↝إ౨
ჷ∝ऴإਘ↝ཞඞ↙↘⇁ᛦ௹↖ⅼ↺ˁኵ↮⇁ૢⅷ↺↨ⅼ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ•≌Ⅹ
¾ ϋ↚ⅹↀ↺ᙹ↝ⅱ↹૾↳ᛐؕܭแ⇁ᙸႺↆɥ↖⅚ᨥႎ↚ᇤʗΟˮࣱ⇁ਤ↕↺ᙌԼ↚↓↙ⅻ↺ሊ⇁
౨᚛ↈ↺↨ⅼ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣≌Ⅹ
¾ ≬≦≷ⅻ̅ⅷ↙ⅾ↙↺ʙ७↳⅚↝ཞඞ↖ᘮܹཞඞ↳ݣϼ૾ඥ⇁౨᚛ↈ↺૾ሊ⇁⇝∅∋−∞⇮ↆ⅚↚↱
ஊʙ↚↱ൟဃ⇁̬ᚰↈ↺ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ․≌Ⅹ
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ᾁ ੩ЈẰủẺɼễॖᙸ

16

Ṳ Ẑᾄ Ẹỉ˂ẴỔẨʙẑίμᑍὸ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ≬≦≷ሊ↝↮↙↸↉ᘍ↝ᢃփ↚࢘→↕↝ሊᜭᛯ↳̬ஊↈ↺ऴ↝إπ↚↓ⅳ↕↞⅚ᒍ↳↝ʙ
̊⇁Ӌᎋ↚ↆⅤ⇐∞⇽∙⇒⇶∇∙⇮Ⅵ↝↗ޒஊјМဇ↝ܱྵ↚Ӽↀሊ⇁⅚↷↹ᆢಊႎ↚ਖ਼ᡶↈ↨ⅼ⅛
Ⅸ⇣⇻⇮⇶∙⇕≥≥≒⇣⇻⇮⇶∙⇕⇬−⇙∆≒⇣⇻⇮⇶∙⇕∈⇶⇊∑≋ॖᙸဪӭ‣‥…≌Ⅹ

Ṳ ẐᾄṞẐỼὊἩὅỾἢἳὅἚẑỉਖ਼ᡶẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ʻࢸ⅚Ӌༀኒ⇛∞⇹⇟ⅻ୍ӏↈ↺ↂ↗⇁े⇟⇡⇕⇈↝↧⇮∙∇⇶⇒∙⇽∞⇐ↆܭെ↗ↆ↕∈⇶⇊∑২ᘐ
↚↓ⅳ↕↝౨᚛⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ‣‥‧≌Ⅹ
¾ Ⴞ࠻Ↄ↗↚↟↸↟↸↝ऴإᅆ˳С⇁↳↰↺↨ⅼ⅛Ⴞ࠻∝ɦᢿኵጢ↚σᡫↆऴإᅆؕႴ↚᧙ↆ↕ᢃဇ⇁
ԃ↰↕౨᚛ↈ↨ⅼ⅛Ⅸ∏⇩⇕≋ॖᙸဪӭ‣‥ ≌Ⅹ

Ṳ ẐᾄṟᾘᾒᾣỆợỦᅈ˟҄٭ở૨҄ồỉࢨ᪪ẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ≬≦≷↝ႆޒⅻᙲ⇊∙⇻∏↚↘↝↷ⅵ↙јௐ⇁ɨⅷⅵ↺ⅺ⅚↭Ӳ⇊∙⇻∏ʙಅ↝≬≦≷৲̟ᡶ↚ↆݣ
↕↘↝↷ⅵ↙⇟⇓∞∆ⅻᎋⅷⅵ↺ⅺ↚↓ⅳ↕⅚᧙̞ࡅႾ⅚᧙̞ʙಅᎍ↚ⅹↀ↺Ↄ౨᚛⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺
≋ॖᙸဪӭ‣‥ ≌Ⅹ
¾ ↗ܼⅳⅵ↱↝ⅻൟ↝⇙∅∋⇱⇬⇉↗ऴ⇁إπႎ↚ᨼ↰↱↝↖ⅱ↺⅚↗ⅳⅵؕஜಒࣞ⇁⇛∞⇹⇟−⇿∑
↝ᙻໜ↭↖ᓳ↗ↆᡂ↯ↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛ Ⅸ̾ʴ≋ॖᙸဪӭ‣‥≌Ⅹ

ᾁ ੩ЈẰủẺɼễॖᙸ
Ṳ ẐᾄṠẸỉ˂ỉʙẑ ỆݣẴỦॖᙸ
¾ ஊዴᡫ̮↗ዴᡫ̮↝ࢫлЎਃ⇁ଢᄩ҄ↆ⅚᎑ᨦࣱܹ⅚ӧဇࣱ⅚ᝲဇݣјௐሁ↝᩿ⅺ↸⅚↻↻⇁↘↝↷
ⅵ↙૾ᤆ↖ನሰↆ↕ⅳⅾ↨ⅼⅺ౨᚛ↈ↨ⅼ⅛Ⅸ⇗⇊∝⇐⇽⇬⇉⇙∆≋ॖᙸဪӭ‣‥≌Ⅹ
¾ ʻࢸ↝ኺฎѣ⇁ૅⅷ↺ᩓщ̓ዅ↝↓↚҄ܭܤⅳ↕↝ᜭᛯ⇁ᘍ→↕᪬ⅼⅳ⅛ଏ≷≦≬↝܍২ᘐ⇁ኵ↮ӳ↾
↊↕↚˴ڦјௐ⇁оЈↈ↺ⅺ↚↓ⅳ↕↝౨᚛⇁੩క⅛Ⅸଐᇌᙌ˺≋ॖᙸဪӭ‣…•≌Ⅹ
¾ ྵཞ↝≬≦≷ؕႴ⇁ဇↆൟॖᙸ↝ӓᨼെ⇁ᆢಊႎ↚ਖ਼ᡶↈ↨ⅼ⅛↭⅚ࡅ↖ᘍ↾↻↕ⅳ↺ወᚘС
ࡇ⅚ऴإӓᨼ↙↘↚ᆢಊႎ↚ဇⅳⅼ⅚ⅻൟ↝ॖᙸ⇁ұ↚ٻ↚ӓᨼↈ↺െ↝ɟ↓↗ↆ↕ஊ
јဇ⇁ⅹᫍⅳↆⅳ⅛Ⅸ∏⇩⇕≋ॖᙸဪӭ‣…‣≌Ⅹ
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᪂ᴗฟᡓ␎ጤဨ➨䠑ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䠐᭶㻞㻢᪥䠄ⅆ䠅㛤ദ䠅䚷ཧ⪃㈨ᩱ䠍䠉䠎

䛂▱㆑ሗ♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ሗ㏻ಙᨻ⟇䛾ᅾ䜚᪉䛃䛻ಀ䜛᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻ᑐ䛩䜛ពぢເ㞟䛾⤖ᯝ䚷䠄୍ぴ䠅
䈜䚷᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎㡯┠㡰䛻୪䜉䛯䜒䛾
ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ಶே

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
㡯┠
䠍䚷᳨ウ䛾┠ⓗ

㻝

䜾䝻䞊䝞䝹䝣䝺䞁䝗
䝅䝑䝥ᰴᘧ♫

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
䚷㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾Ⓨ⏕௨㝆䚸ᅜෆእ䛷ሗ㐨䛥䜜䜛᪥ᮏ䛾ጼ䛿䚸᭷䛻䛚䛔䛶䜒⮬ᕫ䛾┈䜢ᙇ䛫䛪䚸ᩚ↛䛸つ⠊䜢ಖ䛴᪥ᮏᅜẸ䛾ጼ䛷䛒䛳䛯䚹
䚷䛣䛾ጼ䛜ᐇ䛷䛒䜛䛛䚸䛭䜜䛸䜒⌧ᐇ䛷䛿㐪䛖ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛯䛛䚸ṇ☜䛻ุ᩿䛿ฟ᮶䛺䛔䚹䛰䛜䚸᪥ᮏ䜢ྵ䜑䛯ୡ⏺୰䛾ே㛫䛻䛸䛳䛶䛾⌮ⓗ䛺ጼ䛸䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺䛂ᖹ䛿
⤒῭ᅜ䛃䛰䛜䛂᭷䛿つ⠊䛸ຓ䛡ྜ䛔䛃䜢ᐇ⌧䛷䛝䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䜢䛴䛛䜐䛣䛸䛜ฟ᮶䛯䚹
䚷䛣䜜䜙䛾≧ἣ䜢ཷ䛡䛶䚸䠥䠟䠰䛾⏝᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛝䛺ኚ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚷⏕≀䛜࿘ᅖ䛾⎔ቃ䛻ᛂ䛨䛶䛭䛾ጼ䜢ኚ䛘䜛䜘䛖䛻䚸䠥䠟䠰䛾⏝᪉ἲ䜢⎔ቃ䛻ᛂ䛨䛶ኚ᭦䛩䜛䛂䜹䝯䝺䜸䞁䛾䜘䛖䛻ኚ䛩䜛䝞䝑䜽䜰䝑䝥䛃䜢ᥦゝ䛧䛯䛔䚹
䚷䛣䜜䛿䚸䛘䜀䝕䞊䝍䝧䞊䝇䝃䞊䝞䜢」ᩘ䛾ᆅᇦ䛻ศᩓ䛧䛶ᡤ᭷䛩䜛䚸䛸䛔䛖༢⣧䛺ᴫᛕ䛷䛿䛺䛔䚹
䚷䛩䛺䜟䛱䚸ᖹ䛻䛚䛔䛶䛿⤒῭άື䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛻Ꮡᅾ䛩䜛䜒䛾䛜䚸᭷䛻䛚䛔䛶䛿䝷䜲䝣䝷䜲䞁䜔ேᩆຓ䛻ά⏝䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛒䜛䜉䛝䚸䛸䛔䛖䝅䝇䝔䝮䛾ᴫᛕ䛾ከᵝ䛷䛒
䜛䚹
䚷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜲䞁䝣䝷䛷䛔䛖䛺䜙䜀䚸ᖹ䛿㧗㏿䛾㏻ಙ㏿ᗘ䜢ᐇ⌧䛧䛶䚸⤒῭άື䜢᥎㐍䛩䜛䛜䚸᭷䛻䛚䛔䛶䛿㏿ᗘ䛿㐜䛟䛸䜒᭱᥋⥆ᩘ䛜䛒䛜䜚䚸ከ䛟䛾ே㛫ྠኈ䛜ሗ䜢
䛷䛝䜛䝅䝇䝔䝮䛻ኚ᭦䛷䛝䜛䚸䛸䛔䛖せ⣲䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䚷䜎䛯䚸つᶍ䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛺䛹䛻䛚䛔䛶䜒䚸ᖹ䛻䛚䛔䛶䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䝅䝵䝑䝢䞁䜾䛾⾜ືศᯒ䜔㓄㏦䛻㛵䛩䜛䝻䝆䝇䝔䜱䜽䝇ศᯒ䛾ᡭἲ䛻䜘䛳䛶⤒῭άື䜢ಁ㐍䛩䜛䛜䚸
᭷䛻䛚䛔䛶䛿ὶゝ㣕ㄒ䛾ᣑᩓ㜵Ṇ䜔䚸㣗ᩱᨭ≀㈨䛾䝆䝱䝇䝖䜲䞁䝍䜲䝮㓄⤥䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻⏝䛷䛝䜛䚸䛺䛹䛾せ⣲䛸䛺䜛䚹
䚷⌧≧䛾䠥䠟䠰ᢏ⾡䛻䛚䛔䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝅䝇䝔䝮䛾㌿⏝䛜ฟ᮶䛺䛔䛾䛿䚸䝅䝇䝔䝮䛾᰿ᮏ䛻ὶ䜜䜛ᴫᛕ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸䝅䝇䝔䝮䛾ᐜ᫆䛺㌿⏝䛜ฟ᮶䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䚷䛘䜀䚸⡿ᅜ䛺䛹䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯䠡䠟ྥ䛡䛾䝺䝁䝯䞁䝗䜶䞁䝆䞁䛿䚸ᅇ䛾㟈⅏䛻䛚䛔䛶⿕⅏⪅䜔ィ⏬㟁㐺⏝ᆅᇦ䛻ᚲせ䛸䛥䜜䜛ၟရ䜢㢮᥎䛩䜛䛣䛸䛻䛿ᙺ❧䛯䛺䛛䛳䛯䚹䝧䞊䝇䛸
䛺䜛䝅䝇䝔䝮䛜䚸ຠ⋡ⓗ䛺ὶ㏻䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻ᵓ⠏䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸㠀ᖖ䛾≀ὶ䛾ᨵၿ䛻䛿ᐤ䛷䛝䜛⤌䜏䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䚷ᚋ䛾䠥䠟䠰䜢ᵓ⠏䛩䜛᰿ᮏⓗ䛺ᴫᛕ䛸䛧䛶䚸ேᩆຓ䜔ṇ☜䛺ሗఏ㐩䛺䛹䛂♫ⓗ㈐௵䛃䜢䝧䞊䝇䛸䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛧䛺䛔䛣䛸䛻䛿䚸⤒῭ᡂ㛗䜢ඃඛ䛩䜛⌧≧䛾䠥䠟䠰䝋䝸䝳䞊
䝅䝵䞁䛾௦᭰䛯䜚䛘䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
䚷ᖹ䛻䛚䛡䜛ရ㉁䜢㧗䛔䝺䝧䝹䛷ಖ䛳䛶⤒῭ᡂ㛗䜢ಁ䛩䛜䚸᭷䛻ྥ䛡䛯ഛ䛘䜢ప䛔䝁䝇䝖䛷୧❧䛥䛫䛶䛚䛝䚸⏝⪅䛾⏕ά䜢ಖㆤ䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹䛭䛾㠃ᛶ䛾୧❧䛣䛭䛂䜒䛾
䛴䛟䜚䛃䛾ᢏ⾡䜢☻䛔䛯䛣䛸䛷䚸䛂ప౯᱁䛷㧗ရ㉁䛃䛾୧❧䜢ᐇ⌧䛧䛯᪥ᮏ䛜䚸㧗ᗘ䛺▱㆑ሗ♫䛻ྥ䛡䛶┠ᣦ䛩䜉䛝ጼ䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹
䠄䠍䠅ᅜẸᮏ䛾䠥䠟䠰ᨻ⟇䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮㌿
䚷୰㏵༙➃䛺㻵㼀䛿䚸ᐇ♫䛷䛾䜰䝘䝻䜾䛸䝕䝆䝍䝹䛾ΰ≧ἣ䜢㛗ᘬ䛛䛫䚸ୟ䛴ᐇ䝁䝇䝖䜢䛝䛟䛥䛫⥆䛡䜛せᅉ䛸䛺䜛䚹
䠄䠎䠅䠥䠟䠰䛻䜘䜛♫ⓗㅖㄢ㢟䛾ゎỴ䛸ᅜ㝿㈉⊩
䚷㟁Ꮚ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䛂ඛ㐍≉༊䛃䜢ලయ䛩䜛䚹䛭䛣䛷䛿䚸᭱ึ䛛䜙㟁Ꮚ䝕䞊䝍䜢ཎᮏ䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䛖♫䛸䛧䛶䚸ୡ⏺䛷䜒᭱ඛ➃䛾㒔ᕷᐇ⌧䜢⾜䛺䛖䚹
䠄䠏䠅䠥䠟䠰䛻䜘䜛ᣢ⥆ⓗ䛺⤒῭ᡂ㛗䛾ᐇ⌧
䚷ୖグ≉༊䛷䛾ලయ䛸ᡂຌ䜢ၟရ䛧䚸᪥ᮏ䛾ᅜᐙᡓ␎䛸䛧䛶ᮏẼ䛷ᾏእ䛻䜲䞁䝣䝷䛛䜙䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛧䛶䛔䛟⏘ᴗฟ䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸๓㏙≉༊䛻ᑐ䛩䜛ᕧ㢠䛾ᢞ㈨䜢䚸ᅜᐙ
䛸䛧䛶䛾᪂⏘ᴗฟ䛷㻌ᅇ䛩䜛䚹
䚷ୖグ䜢ලయ䛩䜛㝿䛻䚸䛩䛷䛻᪥ᮏᨻᗓ䛿䛂㻵㼀❧ᅜ䛃䚸䛂▱㈈❧ᅜ䛃䛸䛔䛳䛯ᇶᮏⓗ䝇䝍䞁䝇䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
䚷ୖグ≉༊䛻䛚䛡䜛䚸ඛ㐍♫䛷䛿ᗈ⠊䛺⠊ᅖ䛷㟁Ꮚ䛾ᙳ㡪䛜ཬ䜆䛜䚸ྠ䛻䝞䜲䜸䚸䠥䠰䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛸䛔䛳䛯ゎ䜚䜔䛩䛔ศ㔝䛾ඛ㐍ᛶ䜔ᴗᛶ䜢ᨭ䛘䜛㟁Ꮚᇶ┙䛸䚸᭦
䛻䛭䛾ᡂᯝ䜢ᅜᐙ䛸䛧䛶ᾏእ䛛䜙Ᏻᐃධ䜢ᚓ䜛Ⅽ䛾᰿ᣐ☜ಖ䛸䛧䛶䚸▱ⓗ㈈⏘䜢䝣䝹ά⏝䛧䛶᪥ᮏ⯆䛾⏘ᴗ⯆䛾ᅵྎ䜢ᵓ⠏䛩䜉䛝䚹
䚷᭦䛻䚸ᡃ䛜ᅜⓎ⚈䛾ᢏ⾡➼䛜䛒䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸✚ᴟⓗ䛻ᐇ⏝➼䜢⾜䛺䛖䛣䛸䛷䚸ᅜ㝿➇தຊ䜒☜ಖ䛷䛝䜛䚹
䚷䛧䛛䜛䛻䚸䛭䛾▱㈈ฟ䜢ᐇ⌧䛩䜛⪅䜈䛾ᨭ䛸⿵ຓ䚸䜎䛯ᾏእ➼䜈䛾ᮏព䛺ὶฟ䜔䝟䝔䞁䝖䝖䝻䞊䝹ᑐ⟇䜢ᅜᐙ䝺䝧䝹䛷ᐇ䛩䜛䛣䛸䜒ྠ䛻⾜䛺䛖䛣䛸䛜⫢せ䛸⪃䛘䜛䚹䛣䜜
䛿䚸▱㈈䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛜⾜䛥䜜䛶䜒䛭䛣䛛䜙ලయⓗ䛺⏘ᴗ❧䛱ୖ䛜䜙䛺䛔䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛୍䛴䛾ᡴ㛤⟇䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䚷䛴䜎䜚䚸≉チ➼䜢ಖ᭷䛩䜛䛣䛸䛾ព⩏䚹♫ⓗホ౯䚸⤒῭ⓗᡂຌ䚸ྡ➼䛜ᐇ㝿䛻䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᅜᐙ䛸䛧䛶ಖド䛩䜛䛣䛸䛷䜒䛒䜛䚹
䚷⌧≧䛾ᡃ䛜ᅜ䛿䚸ᅜẸ䚸ᐁẸၥ䜟䛪ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶⌧≧䜢ᡴ◚䛧䚸ᮍ᮶䜈䛾ᕸ▼䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹๓㏙䛾䜘䛖䛺ᮏ᱁ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢༶᩿䛧䚸ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䜢ษᮃ
䛩䜛䚹

㻞

ᰴᘧ♫䜿䜲䞉䜸䝥
䝔䜱䝁䝮

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

ᡃ䛜ᅜ䛾ᡂ㛗ᡓ␎䛸䛧䛶䚸䠥䠟䠰䛻㔜せ䛺ᙺ䜢ᮇᚅ䛩䜛Ⅼ䛻ྠព䛔䛯䛧䜎䛩䚹䛧䛛䛧䚸⌧≧䛷䛿䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᶆ‽䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᶵ⬟䛜㔜」䛧䛯ୖ䛻ᵝ䛜␗䛺䜛䝅
䝇䝔䝮䛜」ᩘᵓ⠏䛥䜜䚸⤖ᯝⓗ䛻䝁䝇䝖ቑ䚸౽ᛶపୗ➼䜢ᣍ䛔䛶䛔䜛䛜ᩓぢ䛥䜜䜎䛩䚹
་⒪䞉ㆤ䚸ᩍ⫱䚸⾜ᨻ䚸㎰ᴗ➼䛾ศ㔝䛜ᚋ䛾ᡂ㛗ศ㔝䛷䛒䜛䛸♧䛥䜜䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸つไ⦆䞉➇தཎ⌮ᑟධ䜔䚸㏫䛻᪂䛯䛺ᕷሙ䝹䞊䝹䛾タᐃ➼䚸
ᅜ䛸䛧䛶┠ᣦ䛩䜉䛝⌮ീ䜢ྜពᙧᡂ䛩䜛䛣䛸䛜➨୍䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛭䛾⌮ീ䛻ྥ䛛䛳䛶䚸ᐁ䞉Ẹ䛾ᇉ᰿䜢㉺䛘䛯䝃䞊䝡䝇䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䚸䠥䠟䠰䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛫䜛䛛䜢㆟ㄽ䛩䜛䛾䛜䚸ṇ䛧䛔᳨ウᡭ㡰䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫䝘䝏䝳䝷䝅
䝇䝔䝮䝈

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

ᘢ♫䛾〇ရ㛤Ⓨ䛿䚸᪥ᮏ䛜ୡ⏺䛻䜜䜛ᩥ䛄Ᏺ䞉◚䞉㞳䠙䝅䝳䝝䝸䛅䜢䛭䛾᰿ᖿ䛻ᤣ䛘䛶䛝䛯䚹
䛂Ᏺ䛃䞉䞉䞉ᆺ䛻Ꮫ䜃
䛂◚䛃䞉䞉䞉ᕤኵ䛩䜛䛣䛸䜢ぬ䛘䚸
䛂㞳䛃䞉䞉䞉ᆺ䜢ᤞ䛶᪂䛯䛺ᆺ䜢䜛
⤒Ⴀ䛾ᇶᮏⓗㄢ㢟䛷䛒䜛᪥ᖖᴗົ䛾䛂䜹䜲䝊䞁䛃䜒䚸ᆺ䛻Ꮫ䜃ᕤኵ䛩䜛䛣䛸䜢ぬ䛘䚸ᆺ䜢ᤞ䛶䚸᪂䛯䛺ᆺ䜢䜛䚸ே㛫䛜ᙺ䛾䛂▱㆑㐀䝅䝇䝔䝮䛃䛷䚸䛒䜛䜉䛝䛰䚸䛸ᙇ䛧䛴䛵䛡䛶
䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜚䜎䛩䚹
䛺䛬䚸䠥䠰䝅䝇䝔䝮䛻ே㛫䛾䜢ྜ䜟䛫䜛䛾䛛䠛
䝴䞊䝄䞊⮬㌟䛜䛾䝇䝍䜲䝹䛻ྜ䜟䛫䛶䝅䝇䝔䝮䜢䛴䛟䜚ୖ䛢䚸⫱䛶䛶䛔䛟⮬❧ᆺ䛾䝅䝇䝔䝮䛷䛒䜛䜉䛝䛰䟿
᭱ึ䛻䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝥䝻䜾䝷䝮䛒䜚䛝䛷䚸䜢䛭䜜䛻䜟䛫䜛ᚊᆺ䛷䛿⤌⧊䛾䝥䝻䝉䝇䜢⥅⥆ⓗ䛻ᨵၿ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛸䛶䜒ᅔ㞴䛻䚸䛒䜛䛔䛿ྍ⬟䛻䛺䜛䛛䜙䛰䚹
䛂ỿ䜏㏽䛟᪥ᮏᴗ䛻ṧ䛥䜜䛯㛫䛿䛺䛔䛃䚸䛸䚸ᖺ䛣䛭䛿䚸♫䜒ᴗ䜒䚸䛂ഐほ⪅㞟ᅋ䛃䛛䜙䛂ᮏẼ䛾㞟ᅋ䛃䜈
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇

㻟

㻠

㻝

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
᪥ᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
㡯┠
䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

㻡

୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫Ᏹ 䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ
ᐂ䝅䝇䝔䝮ᴗ㒊

䚷䜰䝆䜵䞁䝎䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛ᇶᮏ⌮ᛕ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᮏ᱁ⓗ䛺䛂▱㆑ሗ♫䛃䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䚸䠎䠌䠎䠌ᖺ㡭䜎䛷䜢ど㔝䛻ᡃ䛜ᅜ䛸䛧䛶䛾䛂⥲ྜᡓ␎䛃䜢ᥥ䛟䛣䛸䛿㔜せ䛷䛒䜚䚸᳨ウ䛾ᡂᯝ䛻
䛝䛺ᮇᚅ䜢䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䚷᳨ウ䛻㝿䛧䛶䛿䚸ᇶᮏ⌮ᛕ䛻䛒䜛䛂ᅜẸᮏ䛃䛚䜘䜃䛂♫ⓗㅖㄢ㢟䛾ゎỴ䛃䛾どⅬ䜢㋃䜎䛘䛯䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛜㔜せ䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䚷᪤䛻䚸♫䜲䞁䝣䝷䠋䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䜛ሗ㏻ಙᡭẁ䛿䚸⅏ᐖ䠋㐼㞴➼䛷䛾㏻ಙ䛚䜘䜃⅏ᐖ┘ど䞉ᆅ⌫ほ ➼䛾ሗ㞟䠄䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䠅➼䚸♫ⓗㄢ㢟
䛷䛒䜛Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛻ಀ䜛⏝䜈䛾ᮇᚅ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛻䚸䜘䜚㧗ᗘ䛻䚸䛛䛴☜ᐇ䛻ᑐᛂ䛧䛯䝅䝇䝔䝮䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜䚸ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸
ᇶᮏ⌮ᛕ䜢ᐇ⌧䛩䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸ሗ㏻ಙ䛾㧗ᗘ䛻క䛔䚸㒔ᕷᅪ䠋ᆅ᪉䛸䛾ሗ᱁ᕪᣑ䛾ၥ㢟䜒♫ⓗㄢ㢟䛾୍䛴䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸ู㏵᳨ウ୰䛾䛂ᆅᇦάᛶᡓ␎䛃䚸䛂䝇䝬䞊䝖䜽䝷
䜴䝗䛃䚸䛂䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䛃䛚䜘䜃䛂䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱䛃➼䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸ᆅ᪉䠋ᆅᇦẖ䛻␗䛺䜛ᅛ᭷䛾ሗ㏻ಙ䝙䞊䝈䛻䛝䜑⣽䛛䛟ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷䛣䜜䜙䛾䚸Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛚䜘䜃ᆅ᪉䠋ᆅᇦ䛾ಶู䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᆅୖ㏻ಙ䛸⾨ᫍ㏻ಙ䛸䜢᭷ᶵⓗ䛻㐃ᦠ䛥䛫䛯䝖䞊䝍䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛜㔜せ䛷䛒䜚䚸
䛂⥲ྜᡓ␎䛃䛾୍㒊䛸䛧䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹䜎䛯䚸⾨ᫍ㏻ಙ䛿䚸䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䛚䜘䜃䠥䠰䠯➼䛷㔜せ䛸䛺䜛䝰䝞䜲䝹㏻ಙ䛻䜒᭷ຠ䛷䛒䜚䚸䝖䞊䝍䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୍㒊䜢
ᙧᡂ䛩䜛㔜せ䛺ᡭẁ䛻䛺䜚ᚓ䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷䛺䛚䚸㏆ᖺ䚸⾨ᫍ㏻ಙ䛿䚸䝬䝹䝏䝡䞊䝮➼䛻䜘䜚䚸➃ᮎ䛾ᑠᆺ䛚䜘䜃㧗㏿➼䚸᱁ẁ䛸౽ᛶྥୖ䛜ྍ⬟䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾⾨ᫍ㏻ಙᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻ᑐ䛧䚸◊✲㛤Ⓨᡓ␎
䛾୍㒊䛸䛧䛶ྲྀ䜚㎸䜐䛣䛸䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫䝷䝑䜽

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

䚷䜎䛪䚸ᅇ䛾㟈⅏䜢ཷ䛡䚸᪤䛻䛤᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛸䛿ᛮ䛔䜎䛩䛜䚸ᆅ㟈ᅜ᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛㟈⅏ᑐ⟇䠄ὀពႏ㉳䚸⿕ᐖ≧ἣᢕᥱ䚸⅏ᐖሗᥦ౪䚸䛺䛹䠅䜈䛾㻵㻯㼀䛾᭷ຠ䛛䛴ᐇ
㉁ⓗ䛺ά⏝䛾䛤᳨ウ䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䚷䛭䛾㝿䚸㻵㻯㼀䛾ᶵჾ䞉䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛂౪⤥⪅䛃䜔㻵㻯㼀䜢㧗ᗘ䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛ᴗ䜔ᑓ㛛ᐙ䛾┠⥺䛷䛿䛺䛟䚸㟈⅏ᙅ⪅䛸䛺䜛㧗㱋⪅➼䛾どⅬ䛻❧䛳䛶᳨ウ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜
ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ಶே

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎య䛻䛚䛔䛶䚸▱㆑ሗ♫䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝䛻䜘䜛ຠᯝ䛾⛬ᗘ䛜ලయⓗ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛜Ẽ䛻䛺䜚䜎䛩䚹䜎䛯᳨ウ䝯䞁䝞㛫䛷䛭䛾ព㆑䛜ඹ᭷䛥䜜䛶䛔䜛
䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹ලయⓗ䛺䜲䝯䞊䝆䜢ᐇ㝿䛾⏝⪅䛷䛒䜛ᅜẸ䚸䛭䜜䜢ᩚഛ䛧䛶䛔䜛Ẹ㛫ᴗ䜔◊✲ᶵ㛵➼䛾㔜Ⅼ䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊㛫䛷ඹ᭷䛧䛯ୖ䛷㐍䜑䛶㡬䛝䛯䛔䛷䛩䚹≉䛻ᴗ䛸
◊✲ᶵ㛵䛾✚ᴟⓗ䛺㐃ᦠ䛿ᚋ䜘䜚୍ᒙᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ಶே

䠎䚷ᇶᮏ⌮ᛕ

┿䛾▱㆑ሗ♫䛸䛿ᅜẸ䛸ᅜẸ䚸⤌⧊䛸⤌⧊䚸ᅜẸ䛸⤌⧊䚸ᅜẸ䛸䛭䜜௨እ䛾ከᵝ䛺⧅䛜䜚䜢チᐜ䛧䛯䚸䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛷↓㥏䛾䛺䛔ሗὶ㏻䛜ᇶ♏䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛘䜀䠍䛴䛾
ሗ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻ᅜẸ䛜ᾘ㈝䛩䜛䜶䝛䝹䜼䞊䛾ไᚚ➼䚸ᨻ⟇䝟䝷䝎䜲䝮䛾㌿䛻䛚䛔䛶䛿䜘䜚䛶䛾ᅜẸ䜢බᖹ䛻ᤊ䛘䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢᥎㐍䛧䛶㡬䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹䜎䛯᪩ᮇ䛻ᅜẸ
䜢ᕳ䛝㎸䜣䛰ィ⏬䜢❧㡬䛝䚸䛭䜜䛻ᚑ䛳䛶ᨻ⟇䜢㐍䜑䛶㡬䛛䛺䛡䜜䜀▱㆑ሗ♫䛜ᐇ⌧䛥䜜䜛䛻䜘䛳䛶⏕䛨䜛ᘢᐖ䜢ᠱᛕ䛧䜎䛩䚹
䛥䜙䛻♫ⓗㅖㄢ㢟䛾䠍䛴䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛㧗㱋⪅䛾⏕ά䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖⥙䛰䛡䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䛶䜒
┿䛾▱㆑ሗ♫䛻䛿䛺䜙䛪䚸䝷䝇䝖䝽䞁䝬䜲䝹䜢䛹䜜䛰䛡䜿䜰䛷䛝䜛䛾䛛䛜㔜せ䛰䛸⪃䛘䜎䛩䚹

♫ᅋἲே䝕䝆䝍䝹䝯
䝕䜱䜰༠

䠎䠄䠍䠅ᅜẸᮏព䛾㻵㻯㼀ᨻ⟇ 䞉㻵㻯㼀⏘ᴗ䛿㻹㼛㼛㼞㼑䛾ἲ๎䛻ᚑ䛳䛶ᡂ㛗䛧䛶䛔䜎䛩䚹㏫䛻䚸䛣䛾ἲ๎䜢๓ᥦ䛸䛧䛶᪂䛧䛔ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䛺䛡䜜䜀䚸ྲྀ䜚ṧ䛥䜜䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮㌿
䞉୍⯡ⓗ䛻䚸䛂ᅜẸᮏ䛃䛂ᾘ㈝⪅どⅬ䛃䛻䜘䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ䛿䚸䛭䛾Ⅼ䛷䛘䜛ᢏ⾡䜢䛔䛛䛻ᾘ㈝⪅ྥ䛡䛻䝏䝳䞊䝙䞁䜾䛧䛶⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛻ὀຊ䛧䜎䛩䚹
䞉䛣䛾䛯䜑䚸㐣ᗘ䛻䛂ᅜẸᮏ䛃䛂ᾘ㈝⪅どⅬ䛃䜢༠ㄪ䛩䜛䛸䚸᪂䛧䛔ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜䛛䛻䛥䜜䚸➇தຊ䜢ῶ㏥䛥䛫䜛ᜍ䜜䛺䛝䛻䛧䜒䛒䜙䛪䛸⪃䛘䜎䛩䛾䛷䚸䠥䠟䠰ᨻ⟇䛸䛧䛶䛿䚸䛂ᢏ⾡䛾ඃ
ᛶ䛿☜ಖ䛧䛯ୖ䛷䚸ᅜẸᮏ䛾䠊䠊䛃䛸䛔䛖᭩䛝᪉䛾᪉䛜䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ហ⪃⮴䛧䜎䛩䚹
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㻣

㻤

㻥

㻝㻜

ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
䚷㏣ຍ䛩䜉䛝⌮ᛕ䛸䛧䛶䚷䛂ᙉᅛ䛷ᰂ㌾䛺ሗ♫ᇶ┙䛾ᐇ⌧䛃䜢ᥦ䛧䜎䛩䚹
䚷䛴䛔䛻⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䚸䛭䛾๓䛻䛿ᡃ䚻䛿䛺䛩⾡䜒䛺䛟䚸⮬↛䛾⬣ጾ䛾๓䛻❧䛱䛩䛟䜐䛰䛡䛷䛒䛳䛯䚹
☜䛛䛻䚸ᆅ㟈䜔ὠἼ䛭䛾䜒䛾䜢㜵䛠䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹≉䛻㻵㻯㼀䛻䛚䛔䛶䛿䚸ఱ䛾ຊ䜒ᣢ䛯䛺䛔䛸ゝ䛳䛶Ⰻ䛔䛷䛒䜝䛖䚹䛧䛛䛧䚸䛂㜵⅏䛃䛭䛾䜒䛾䛿ฟ᮶䛺䛟䛸䜒䚸䛔䛟䜙䛛䛷䜒⿕ᐖ䜢㣗䛔Ṇ
䜑䜛䛣䛸䛂ῶ⅏䛃䛿ྍ⬟䛷䛒䜝䛖䚹
䜎䛪䛿ᖹ䛾ほ 䜢⾜䛔䚸ண䜢ᚓ䜛䛣䛸䛻䛿㻵㻯㼀䛿䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹ḟ䛻䚸䛔䛦␗ኚ䛜㉳䛝䛯䛺䜙䜀䛭䜜䜢䛔䛱᪩䛟ᐹ▱䛧䚸≀⌮ⓗ䛺⾪ᧁ䛜ே㛫♫䜢く䛖๓
䛻䚸䛔䛟䜙䛛䛷䜒‽ഛ䜢ྲྀ䜚⿕ᐖ䜢ᑠ䛥䛟䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛥䜙䛻䚸␗ኚ䛾ᚋ䛾ሗ㞟䜢䛩䜀䜔䛟䚸☜ᐇ䛻⾜䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ḟ⅏ᐖ䛾Ⓨ⏕䜢㜵䛠䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹ḟ௨㝆䛾⅏
ᐖ䛿ᇶᮏⓗ䛻ே⅏䛷䛒䜚䚸㻵㻯㼀䛻䜘䛳䛶䛝䛟㜵䛠䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹䜘䛧䜣䜀㜵䛠䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛟䛶䜒䚸䛩䜀䜔䛔⌧≧ศᯒ䛸㧗ᗘ䛺ุ᩿䛻䜘䛳䛶᭱ᑠ㝈䛾⿕ᐖ䛻䛸䛹䜑䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛
䛷䛒䜝䛖䚹
䚷ᅇ䛾⅏ᐖ䛾ᩍカ䛿䚸⮬↛䛿ே㛫䛾ീ䜢㉸䛘䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜝䛖䚹ዴఱ䛻ᑐฎⓗ䛺ᡭ䜢ᡴ䛸䛖䛸䜒䚸つᶍ䜔䝇䝢䞊䝗䚸」ྜ䛺䛹䛻䜘䜚䚸䛔䛸䜒⡆༢䛻ே㛫䛾ീ
䜢㉸䛘䛶䛧䜎䛖䚹䛸䛺䜜䜀䚸⅏ᐖ䛾つᶍ䛺䛹䜢ᐃ䛧䛴䛴䜒䚸ఱ䛜䛒䜝䛖䛸䜒⏕䛝ṧ䜛䚸ᙉᅛ䛺ሗ♫ᇶ┙䜢స䜛䛧䛛䛺䛔䚹䛥䜙䛻䚸⅏ᐖ䛾ᚋ䛻᮶䜛䜉䛝ᪧ䚸⯆䛿㛗ᮇ䛻䜟䛯䜛
䛣䛸䛜ண䛥䜜䚸ே㛫⏕ά䚸♫⏕ά䛾どⅬ䜢ᣢ䛳䛯㻵㻯㼀䛜↓䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹
⌧ᅾ䛿䚸ᅜ䛜୍䛸䛺䛳䛶䛭䛾ᪧ䛥䜙䛻䛿⯆䛻ྥ䛡䛶ᛴ䝢䝑䝏䛷ື䛔䛶䛔䜛䛜䚸䜎䛪䛿䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛾☜ಖ䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᩚഛ䛜ᛴ䛜䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛿㟁
Ẽ䞉䜺䝇䞉Ỉ㐨䞉㐨㊰䛸䛔䛳䛯㔜せ䜲䞁䝣䝷䛻┠䛜⾜䛝䛜䛱䛷䛒䜛䛜䚸䠥䠟䠰䜒䛣䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛾୍䛴䛸䛧䛶ᚲ㡲䛾䜲䞁䝣䝷䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᛀ䜜䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹Ᏻྰ䛾☜ㄆ➼䛾ሗ䛾ఏ㐩䛜
䛹䜜䜋䛹㔜せ䛷䛭䜜䛜᩿䛯䜜䛯䛸䛝䛾ΰ䜔Ᏻឤ䜢䚸ᅇᅜẸ䛿㌟䜢䜒䛳䛶③ឤ䛧䛯䚹⅏ᐖ䛻ᑐ䛩䜛ᪧ䜔⪏㟈⅏ᛶ䛻䛴䛔䛶䠥䠟䠰䛭䛾䜒䛾ཬ䜃䠥䠟䠰䛻䜘䜛ᐤ䛿ィ䜚▱䜜䛺䛔䚹
䚷䛣䛾ᚲ㡲䛾䜲䞁䝣䝷䛷䛒䜛䠥䠟䠰䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ䛜ᑟ䛧䛶᥎㐍䛩䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹䛭䛾どⅬ䛿䚸๓䛻䜒㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸ᙉᅛ䛷ᰂ㌾䛺ሗ♫ᇶ┙䛾ᐇ⌧䛷䛒䜛䚹ୡ⏺䛷䜒㢮䜢ぢ䛺䛔
㟈⅏䜢⤒㦂䛧䛯䛾䛷䛒䜛䛜䚸䠥䠟䠰䜢⏝䛔䛶䛔䛱᪩䛟ᪧ䛧䚸䛥䜙䛻䛿⯆䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸ᮾ䜰䝆䜰䜢ጞ䜑䚸ୡ⏺䛻䛿⅏ᐖ䛻ⱞ䛧䜐ᅜ䜔ᆅᇦ䛜ከ䛟Ꮡᅾ䛩䜛䚹䛣䛣
䛷ᇵ䛳䛯ᙉᅛ䛷ᰂ㌾䛺♫ᇶ┙䜢䛣䜜䜙䛾ᅜ䜔ᆅᇦ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᆅ⌫ⓗ䛺つᶍ䛷䛾㜵⅏䞉ῶ⅏䛻᪥ᮏ䛜ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䜜䛜䜂䛔䛶䛿᪥ᮏ䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ᆅ䜢ྥୖ
䛧䚸ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䛻䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺ᙉᅛ䛺ሗ♫ᇶ┙䜢ᵓ⠏䛩䜛䛻䛿䚸㻵㻯㼀ᢏ⾡䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
䐟㻌⮬↛⅏ᐖ䚸Ᏻಖ㞀༴ᶵ䛻⪏䛘䛖䜛䛂ᙉᅛᛶ䛃
䐠㻌ᐃእ䛾㇟䛻ᑐᛂྍ⬟䛺䛂ᰂ㌾ᛶ䛃
䐡㻌ୖグ䛾ᙉᅛ䛛䛴ᰂ㌾䛺㻵㻯㼀ᇶ┙ୖ䛻䛚䛡䜛䛂ே䛸䛧䛶䛾どⅬ䛻㐃ᦠ䛧䛯ά⏝ᛶ䛃
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᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠎䠄䠍䠅ᅜẸᮏ䛾㻵㻯㼀ᨻ⟇ ᳨ウ䛾┠ⓗ䛷䜒グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛚䜚䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ྥ䛛䛖䜉䛝᪉ྥ䛿䛂▱㆑ሗ♫䛃䛷䛒䜚䚸㻵㻯㼀䛜༢䛺䜛㐨ල䛛䜙䚸䛩䛷䛻♫䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䛺ᇶ┙䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᅜẸయ䛜ㄆ
䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮㌿
㆑䛧䛶᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
㻵㻯㼀䛾ά⏝䜢᭱㝈䛻ᅗ䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᅜ䜢ᣲ䛢䛶䛂㻵㻯㼀䜢ᅜẸ⮬䜙䛔䛣䛺䛧䚸㐍䛥䛫䛶䛔䛟≧ἣ䜢స䛳䛶䛔䛟䛃䛣䛸䛜㔜せ䛺䛣䛸䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯ほⅬ䛛䜙䛂ᅜẸᮏ䜈䛾䝟䝷䝎
䜲䝮㌿䛃䛸䛔䛖ᇶᮏ⌮ᛕ䛜ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸⌮ゎ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ಶ䚻䛻᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䜢ぢ䛶䛔䛟䛸䚸䛂᪂ᴗฟ䛃䜔䛂ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䛃䛺䛹䚸⏘ᴗഃ䛾どⅬ䛻❧䛳䛯ෆᐜ䛜䜋䛸䜣䛹䜢༨䜑䛶䛔䜛䛸䛔䛖༳㇟䜢ཷ䛡䜎䛩䚹
Ẹ㛫ᴗ䛿䚸䝪䞊䝎䝺䝇䛜㐍䜐ᕷሙ➇த䛾୰䛷䚸᪂䛧䛔ᴗ⎔ቃ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛➇தຊ䛾⥔ᣢ䞉ᙉ䜢ᅗ䛳䛶䛚䜚䚸ᨻᗓ䛾ᨻ⟇䜔ᑂ㆟䛾㆟ㄽ䛻㢗䜛䜘䛖䛺ᴗ䛿⏕䛝ṧ䛳䛶䛔䛟䛣䛸
䜒ᅔ㞴䛰䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹䜐䛧䜝䚸ᨻᗓ䜔ᑂ㆟䛻䛿䚸♫య䛸䛧䛶㻵㻯㼀䜢ά⏝䛧ಶ䚻䛾ᅜẸ䛾⏕άຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䚸䛴䜎䜚䛂ᅜẸ⏕ά㻵㻯㼀ά⏝ຊ䛃䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶
䛚䜚䚸ᇶ┙䜢ᨭ䛘䜛⤌⧊䜔ᴗ䛰䛡䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䚸ᅜయ䛸䛧䛶䛾㻵㻯㼀䝸䝔䝷䝅䛾ྥୖ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛭䛧䛶䚸䛭䛾㻵㻯㼀䝸䝔䝷䝅ྥୖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻᭷ຠ䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺᪉ἲ䛾䠍䛴䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱యไ䜢䛂䜎䛨䜑䛻䛃䛛䛴䛂ྜ⌮ⓗ䛃䛻ᐇ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛰䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛴䜎䜚䚸ᅜẸ䜢ྵ䜑䛯ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱యไ䛾ᩚഛ䛜䚸ᡃ䛜ᅜ䛾➇தຊ䛸䛺䜚䚸ᅜ㝿㈉⊩䛾ᇶ┙䛻䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
㻌ᨻ⟇䛾᥎㐍䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䛂䝰䝜䛃䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᅜẸ⮬䜙䛜ᐇ㊶ⓗ䛺▱㆑䞉▱ぢ䜢㌟䛻䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸༢䛺䜛㆟ㄽ䜔ሗ࿌᭩䛾ᥦゝ䛻␃䜎䜙䛺䛔䚸ᅜ䜢ᣲ䛢䛯♫䝅䝇䝔䝮
䜢ᵓ⠏䛔䛯䛰䛡䜛䜘䛖䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䠎䠄䠍䠅ᅜẸᮏ䛾㻵㻯㼀ᨻ⟇ 䚷㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾Ⓨ⏕௨㝆䚸ከ䛟䛾⿕⅏⪅䛜㟁䠋㍽㍵䛺䛹䛾⿕ᐖ䛻㐼䛳䛯䛣䛸䛷䚸⌧ᅾ䛾♫䛜䚸䛔䛛䛻㧗ᗘ䛺䠥䠟䠰䜲䞁䝣䝷䛻ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䛯䛛䜢䚸ᙉไⓗ䛻ᐇឤ䛥
䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮㌿
䛫䛯䛸ྠ䛻䚸⌧ᅾ䛾䠥䠟䠰ᢏ⾡䛾㝈⏺Ⅼ䜢㟢࿊䛧䛯䛸ゝ䛘䜛䚹
䚷䛣䛾ᆅ㟈⅏ᐖ䛛䜙䛾⯆䛾ඃඛᗘ䛜㧗䛔ᮇ䛸䛺䛳䛶䛛䜙䚸ᚋ䛾䠥䠟䠰ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᡓ␎䜢᳨ウ䛩䜛㝿䛻䛿䚸ᆅ㟈⅏ᐖ䛛䜙䛾⯆䜢᳨ウ䛩䜛㝿䛻䚸䠥䠟䠰ᢏ⾡䛻䜘䜛䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛸
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾Ⓨ⏕䛿Ḟ䛛䛫䛺䛔せ⣲䛷䛒䜚䚸䛭䜜䜙䜢⏝䛔䛶ᅜ䛻ඛ㥑䛡䛶῝้䛺⅏ᐖ䛻㛵䛩䜛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᅜẸ⏕ά䛾ほⅬ䛛䜙䜒ᅜ㝿♫䛾ほⅬ䛛䜙䜒
ồ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹䛭䛾䜘䛖䛺๓ᥦ䛷⪃䛘䛯䛸䛝䚸䛂䠥䠟䠰䛷⏕ά䜔♫䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯䛃䛸ឤ䛨䜛䛣䛸䛿☜䛛䛻㔜せ䛰䛜䚸䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿䛂↓䛟䛺䛳䛯䛰䛡Ẽ䛵䛟䜒䛾䛃䛜ከ䛔
䛸䛔䛖䛾䜒ᐇ䛷䛒䜛䚹
䚷ᮏ᮶䚸䠥䠟䠰ᢏ⾡䛸䛿ே㛫䛾⏕ά䛻䛝䛟ᖸ΅䛧䛯䜚䚸䛭䛾ே⏕䛻䛴䛔䛶⾰㣗ఫ䜘䜚䜒ᚲせ䛸䛥䜜䜛䜒䛾䛿ᑡ䛺䛔䚹㧗ᗘ䛻䠥䠟䠰䛜㐍䜣䛰♫䛸䛿䚸⏕ά䛾୰䛻㠉᪂ⓗ䛺ᢏ⾡䛜⁐䛡
㎸䜏䚸ே㛫䛿⮬ศ䛾ゐ䜜䜛䜒䛾䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᵓ㐀䛷ᡂ䜚❧䛳䛶䛔䜛䛾䛛䚸䛸⪃䛘䜛ᚲせ䛜↓䛟䛺䜛♫䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙䜢୍䛴䛾ᴫᛕ䛸䛧䛶ᤊ䛘䛂䜽䝷䜴䝗䠙㞼䛾୰䛻㞃䜜䛯䛃䛸䛔䛖ゝⴥ
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ಶே

䠎䠄䠏䠅䠥䠟䠰䛻䜘䜛ᣢ⥆ⓗ䛺
⤒῭ᡂ㛗䛾ᐇ⌧

䚷䠥䠟䠰䛻䜘䜛ᆅᇦⓗㄢ㢟䛾ゎỴ⟇䠄䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䠅䛿䚸䜰䝆䜰ྛᅜ䜢ྵ䜐䜾䝻䞊䝞䝹䛺ᆅ⌫ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䜈䛾㈉⊩䜢㏻䛨䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䛻䛴䛺䛜䜛䚹䜎䛯䚸䠥䠟䠰䛾ά
⏝䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾♫⤒῭䛾䛥䜎䛦䜎䛺ሙ㠃䛻䛚䛡䜛ຠ⋡ᛶྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸⎔ቃ䞉་⒪䞉ᩍ⫱➼䛾ศ㔝䜢୰ᚰ䛻䚸䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛻䛚䛔䛶䠥䠟䠰䛾ά⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䜢ᡂ
㛗ᡓ␎䛾ᰕ䛸䛧䛶⨨䛡䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜚䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻢᭶䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䛂᪂ᡂ㛗ᡓ␎䛃䛻䛚䛔䛶䜒䚸㻣䛴䛾ᡓ␎ศ㔝䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸䛂⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䞉ሗ㏻ಙ❧ᅜᡓ␎䛃䛜ᥖ䛢䜙䜜䚸
䛣䜜䜢㋃䜎䛘䛯䛂㻞㻝ୡ⣖䛾᪥ᮏ䛾ά䛻ྥ䛡䛯㻞㻝䛾ᅜᐙᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛾୍䛴䛸䛧䛶䛂ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䛾ಁ㐍䛃䛜ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛖䛧䛯ᚭᗏⓗ䛺䠥䠟䠰䛾ά⏝䜔᪂ᴗ
䛾ฟ➼䛻䜘䜚ᣢ⥆ⓗ䛺⤒῭ᡂ㛗䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛩䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䚷䛂⎔ቃ䞉་⒪䞉ᩍ⫱䛾⯆䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛷⪃䛘䛯㝿䛻䚸⌧≧䛾᪥ᮏ䛾つไ㻛ἲไᗘ䛾ᯟ⤌䜏䛾୰䛷䛾ຠ⋡䛾ᥦ䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛿᪉䛜䛺䛔䛜䚸᪥ᮏ䛾ᯟ⤌䜏䛾୰䛰䛡䛷
⪃䛘䛪䚸᪂䛧䛔ไᗘᥦ䜢୍䛛䜙ᥦ䛩䜛䛣䛸䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷䛘䜀䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏௨㝆䚸⿕⅏ᆅ䛾⯆䛻ྥ䛡䛶ከ䛟䛾ᴗ䛜䛂䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱ᵓ䛃䛂ᾏእ⮫ᗋヨ㦂䝕䞊䝍⏝䛃䛂ᾏእ䛾ึ➼ᩍ⫱䛾㐲㝸ཷㅮ䛃䛺䛹䛻䛴䛔䛶⏬
䜢సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䛰䛜䚸⌧≧䛾᪥ᮏ䛾ἲつไ䜔ᴗ䛾ᯟ⤌䜏䛾୰䛷䛿䚸ලయⓗ䛺㆟ㄽ䜔ᐇ㦂䜢⾜䛖䛣䛸䛩䜙㞴䛧䛔≧ἣ䛻䛒䜛䚹
䚷⌧ᅾ䚸ከ䛟䛾ᅜ䛜䛣䛾䜘䛖䛺ඛ㐍ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䛺㐺⏝᪉ἲ䜢ྵ䜑䛶㆟ㄽ䛧䛶䛔䜛୰䛷䚸᪥ᮏ䛰䛡䛜᥎㐍䛾䛯䜑䛾᪉⟇䜢ᨺᲠ䛩䜛䛾䛷䛿䚸ᅜ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁㏿
ᗘ䛻㏣䛔䛴䛛䛺䛔䚹
䚷≉䛻ᆅ㟈䛻䜘䜛⿕ᐖ䛜⏒䛷䛒䛳䛯ᆅᇦ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸ᅜෆእ䜢ၥ䜟䛪䛻䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ⓗ䛺ᥦ䜢ເ㞟䛧䚸ᅜ䛸䛧䛶≉༊ไᗘ䛾㐺⏝䜔䝧䞁䝏䝱䞊ᴗᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸⯆䜢ᨭ
䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䚷䛭䛾䜘䛖䛺ᴗ䛛䜙䛾ᢞ㈨䜔ᢏ⾡䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⫋䜔⏕ά䜲䞁䝣䝷䜢ኻ䛳䛯ᆅᇦ䛻ᑐ䛧䛶䚸⯆䛾䛯䜑䛾㐨➽䜢స䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䛰䜝䛖䚹
䚷ᆅ㟈䛾䜘䛖䛺ᆅ⌫ⓗ䛺ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䚸᪥ᮏ䛛䜙ᥦ♧䛩䜛ゎỴ᪉ἲ䛿ඛ㐍ⓗ䛺䠥䠟䠰ᢏ⾡䠋〇ရ䛰䛡䛷䛿䛺䛔䚹
䚷⾜ᨻ䛾つไ⦆䛾䛒䜚᪉䛛䜙䚸ᅜෆእ䛾ᢞ㈨䛾䜃㎸䜏᪉䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ά䛾䛥䛫᪉䛺䛹䚸♫య䜢ྵ䜑䛯⥲ྜⓗ䛺䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䝟䝑䜿䞊䝆䜢ᵓ⠏䛧䚸ᅜ㝿ⓗ䛻ᗈ䜑䛶
䛔䛟䛣䛸䛜䚸䛒䜛䜉䛝ᅜ㝿㈉⊩䛾ጼ䛸䛺䜛䛰䜝䛖䚹
䚷䠥䠟䠰ᢏ⾡䛾㐍Ṍ䜔䜲䞁䝣䝷䛾ᵓ⠏䛻ᑐ䛩䜛ᢞ㈨䜔◊✲㛤Ⓨ䛿䚸ᐁ⏘Ꮫ䛻ຍ䛘䛶Ẹ䠄ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜔䠪䠬䠫䠅䜎䛷䛜୍య䛸䛺䛳䛯㐠⏝䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䚷䛭䜜䜙␗䛺䜛ᅋయྠኈ䛜䚸ྠ䛨䠥䠟䠰ᇶ┙䜢⏝䛔䛶ὶ䛷䛝䜛⤌䜏䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛰䜝䛖䚹䛘䜀䚸ሗ䜢ᗈ䛟බ㛤䛩䜛ᡭẁ䚸ពぢ䜢ᗈ䛟྾䛔ୖ䛢䜛ᡭẁ䚸䛭䜜䜙䜢ศᯒ䛧䛶䝋䝸䝳䞊
䝅䝵䞁䜢ᥦ♧䛩䜛ᡭẁ䜢ᩚഛ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹

ಶே

䠏䚷㻵㻯㼀ᕷሙ䛾ᵓ㐀ኚ䛸
ᑗ᮶ീ䛻䛴䛔䛶

ᕷሙᵓ㐀䛾ኚ䛻క䛔䚸ᚋ䜒┈䚻㻵㻯㼀⎔ቃ䛿ᡃ䚻䛾⏕ά䛸ษ䜚㞳䛫䛺䛔䜒䛾䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䛣䛾ᵓ㐀䛾ኚ䛻ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㈐ົ䜢ᗈ䛟ᤊ䛘䚸೫䜚䛾䛺䛔᳨ウ䜢㐍䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
᪉䛷䚸≀⌮ⓗ䛻㻵㻯㼀⎔ቃ䛜⏝䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯≧ἣୗ䛷䛿䚸⌧ᅾ䛸䛿ẚ㍑䛻䛺䜙䛺䛔⛬䛾ΰ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛘䜀䚸ඛ᪥Ⓨ⏕䛧䛯ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈䛾㝿䛿䚸䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛾ሗ䛜㘒⥈䛧䚸䝜䜲䝈䛜㔞䛻ΰධ䛩䜛➼䚸ᅜẸ䛜ṇ☜䛺⾜ື㑅ᢥ䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛿᪤ሗ䛾㏻䜚䛷䛩䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛻㝗䜙䛺䛔䜲䞁䝣䝷タィ䞉ᵓ⠏䜔
㻵㻯㼀௨እ䛾ศ㔝䛸䛾ᐦ䛺㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛺㝈䜚᪩ᮇ䛻ᐇ⌧䛥䜜䜛䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
๓㏙䛾⫼ᬒ䜒䛒䜚䚸᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䚸᪤Ꮡ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻ᤊ䜟䜜䛺䛔᪂䛧䛔ᴫᛕ䜢ฟ䛩䜛䜘䛖䛺◊✲䛿᪩ᛴ䛻᳨ウ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᕷሙᵓ㐀䛾ኚ䛻క䛔ᚋ䛥䜙䛻ᕷሙ䜢άᛶ䛥䛫䛯䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸≀⌮䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜䜘䜚䜸䞊䝥䞁䛻㐠⏝䛥䜜䜛䜉䛝䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹㻹㼂㻺㻻䛾䜘䛖䛺䜲䞁䝣䝷ୖ䛷䛾௬
䝃䞊䝡䝇䜢㻝䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜔㻝䝴䞊䝄䝺䝧䝹䛷⾜䛘䜛䛰䛡䛾䝣䝺䜻䝅䝡䝸䝔䜱䛜ᚲせ䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹䛘䜀䚸䜻䝱䝸䜰䛻ಖド䛥䜜䛯㧗ಙ㢗䛺㐠⏝䛸䝴䞊䝄䝺䝧䝹䛷䛾ᰂ㌾䛺㐠⏝䜢㻝䛴
䛾≀⌮䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷ඹᏑ䛥䛫䜙䜜䜛䝝䞊䝗䜴䜵䜰䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰ᢏ⾡䛜ᚲせ䛷䛩䚹≀⌮䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜䜸䞊䝥䞁䛥䜜䜜䜀䚸ḟ䚻䛸᪂䛧䛔䝥䝺䜲䝲䞊䛜ㄌ⏕䛧➇த䛜άᛶ䛧䜎䛩䚹䛴䜎
䜚䚸䛩䜉䛶䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䝴䞊䝄䜔䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛛䜙⏕䜏ฟ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇䜢⫱䛶䜛ᅵተ䜢ᥦ౪䛩䜛䜉䛝䛷䛩䚹

㻝㻣

㻝㻤

㻝㻥

ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
䚷ᮏ䜰䝆䜵䞁䝎䛜Ⓨ⾜䛥䜜䛯Ⅼ䛻䛚䛡䜛䛂ㄢ㢟ඛ㐍ᅜ䛃䛾ᐃ⩏䛿䚸ᡓத䛛䜙䛾⯆䛸⤒῭ᡂ㛗䚸බᐖ䜔㒔ᕷィ⏬䚸㧗㱋♫䛸་⒪ไᗘ䚷䛺䛹䛾ほⅬ䛜䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸⪃䛘䜛
䛜䚸⌧Ⅼ䛷䛿䛣䜜䛻ຍ䛘䛶䛂つᶍ⅏ᐖ䛾ഛ䛘䛸⯆䛃䛻㛵䛩䜛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁ᵓ⠏䛜ຍ䜟䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜛䚹
䚷⿕⅏ᆅ䛾⯆䛾䜘䛖䛺ᅜᐙⓗ䛺ᴗ䜢䚸ᅜẸ䛻ᐇឤ䛥䛫䜛䛯䜑䛾ᡭẁ䛸䛧䛶᥎㐍䛩䜛䚸䛸⨨䛵䛡䜛䛣䛸䛿䚸䠥䠟䠰ᢏ⾡䛾䛒䜛䜉䛝㐍Ṍ䛾᪉ྥᛶ䜢♧䛩ព䛷䜒㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚷䛰䛜䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿䚸ᅜෆ䛷ὶ㏻䛧䛶䛔䜛䠥䠟䠰䝃䞊䝡䝇䛿䚸ᾏእ䛷ᵓ⠏䛥䜜䛯䜒䛾䛜䝧䞊䝇䛸䛺䛳䛶䛔䜛ศ㔝䛜ኚከ䛔䚹ᚋ䚸䠥䠟䠰䝃䞊䝡䝇䜢ᇶ♏䛸䛧䛯♫䝅䝇䝔䝮䜲䞁䝣䝷䛻䜘䜛
⯆䛸ᩚഛ䛿ᛴົ䛷䛿䛒䜛䛜䚸᪥ᮏᅜෆ䛰䛡䛷㏻⏝䛩䜛つไ䜔័⩦䛻ྜ䜟䛫䛯䜒䛾䜢ᩚഛ䠋㐍䛥䛫䛶䜒䛂䜺䝷䝟䝂䝇䛃䛩䜛䛰䛡䛷┿䛻ୡ⏺ྛᅜ䛜ồ䜑䜛ရ㉁䛾䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶
ᒎ㛤䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
䚷䠥䠟䠰䝃䞊䝡䝇䛾≉ᚩ䛿䚸㛫㻛ሙᡤⓗ䛺ไ⣙䛛䜙䛾ゎᨺ䛻䛒䜛䚹䛭䜜䛿䛂⏝⪅䠙᪥ᮏᅜẸ䛃䛜ᚲ䛪䛧䜒ᡂ䜚❧䛯䛺䛔䛣䛸䜢ព䛩䜛䚹ᾏእ䛾ᴗ䛿䚸䝃䞊䝡䝇䜔〇ရ䜢㛤Ⓨ䛩䜛㝿
䛻䚸⮬ᅜ䛰䛡䛷⤖䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䛻⏝䛷䛝䜛䝃䞊䝡䝇䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛣䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛᪥ᮏ䛸䛧䛶䛾◊✲㛤Ⓨศ㔝䛿䚸㐜䜜䛶䛔䜛䛸ゝ䜟䛦䜛䛸ᚓ䛺䛔䚹
䚷ୡ⏺䜒ྵ䜑䛯ᵝ䚻䛺㇟䜔䝙䞊䝈䛸䚸᪥ᮏ䛾୰䛻䛒䜛䛂ㄢ㢟䛃䜢䛶ྵ䜑䛶ศᯒ䚸ᢳ㇟䛩䜛䛣䛸䛷䚸┿䛻ᅜ㝿♫䛷ᚲせ䛸䛥䜜䜛ᢏ⾡䜢☜❧䛥䛫䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛰䜝䛖䚹
䚷䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸䛘䜀䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛻Ꮡᅾ䛩䜛ྛ✀䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ሗ䜔⾜ືᒚṔ䛸䚸ᐇ⏕ά䛻䛚䛡䜛⛣ືᒚṔ䜔ᗑ⯒䛷䛾㉎㈙ᒚṔ䛺䛹䚸᭷ຠⓗ䛻⤖ྜ䠋ά⏝䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䝕䞊䝍䛾ศᯒ䛾⢭ᗘ䜢㧗䜑䚸ᵝ䚻䛺䛂ㄢ㢟䛃䛻ᑐ䛧䛶䚸┿䛻ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᑟ䛝ฟ䛩⾡䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䚷ලయⓗ䛻䛿䚸ᅜෆእ䛾ᵝ䚻䛺䝕䞊䝍䛾ศᯒᇶ┙䛾ᩚഛ䜔䚸䝕䞊䝍䛾ά⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䛺䛹䜢᥎㐍䛧䚸䜺䝷䝟䝂䝇䛧䛯㐍䛷䛿䛺䛟䚸┿䛻
ᅜ㝿ⓗ䛻㈉⊩䛷䛝䜛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䜢㛤Ⓨ䛩䜛♏䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

㻠

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ྜྠ♫䜴䜱䝖䝷

㻞㻜

㻞㻝

㻞㻞

㻞㻟

㻞㻠

㻞㻡

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ᥦ㡯┠ྡ䠖䛂䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䛾◊✲䛃
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
ෆᐜ䞉⌮⏤
䠄䠍䠅䛂㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪䛃䛻ᑐ䛩䜛ᥦゝ
㻵㻯㼀ᢏ⾡䛾ᛴ㏿䛺㐍ᒎ䛻䜘䜛䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛸ά⏝䛜ඛ㐍ㅖᅜ䛾ᑗ᮶䛾⏘ᴗయ䛾⏕⏘ᛶ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛩䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹᪥ᮏᨻᗓ䛿䛂᪩䛟䛛䜙䝴䝡䜻䝍䝇
♫䛾ᐇ⌧䛃䜢ᶆᴶ䛧䛶䛝䛯䛜䚸㏆ᖺ䛾䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䜔䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎ䝤䞊䝮䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䚸䝽䜲䝲䝺䝇ᢏ⾡䜢䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛸⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䝴䝡䜻䝍䝇♫䜢ᐇ⌧䛩
䜛䛣䛸䛿⌧ᐇ䛾䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚せ⣲ᢏ⾡䛿╔䚻䛸㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䛾䜘䛖䛺䝴䝡䜻䝍䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᐇ⌧䛩䜛䛖䛘䛷䛾䝪䝖䝹䝛䝑䜽䛿ಶ䚻䛾㻵㻯㼀ᢏ⾡䜘䜚䜒䜐䛧䜝䚸ᇶᆅᒁ䛾タ⨨ሙᡤ䜢᥈䛩䛸䛛䚸㓄⥺ᕤ䜢䛩䜛䛸䛛䛔䛳䛯㒔ᕷ䜲䞁䝣䝷䛸㐃ᦠ䛧䛯ά
ື䛾⤒῭ᛶ䛜䛝䛟ᙳ㡪䛧䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䛣䜜䜎䛷䛾᳨ウ䛷䛿䛣䛾䜘䛖䛺ᕤ䝁䝇䝖䜢ᢤᮏⓗ䛻๐ῶ䛩䜛䛯䜑䛾᳨ウ䛜༑ศ䛻䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹ᮏᥦ䛿㒔ᕷ䜲
䞁䝣䝷䛸㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾㐃ᦠ䛾᳨ウ䜢ಁ䛩䜒䛾䛷䛒䜛䚹

ᰴᘧ♫䜿䜲䞉䜸䝥
䝔䜱䝁䝮

䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 䜲䞁䝣䝷䜔䠥䠟䠰䛾ྥୖ䛻䜘䜚䚸䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛜ᥦ౪䛥䜜䜛ᆅᇦ䛛䜙≀⌮ⓗ䛻㞳䜜䛯ู䛾ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䜒䚸≀⌮ⓗ䛚䜘䜃㛫ⓗ䛺㝸㞳䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛺䛟ᙜヱ䝁䞁䝔䞁䝒䜢ど⫈䛩䜛䛣䛸
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䛜䚸ᢏ⾡ⓗ䛻ྍ⬟䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸ⴭస≀䛾ᶒಖㆤ䛸䛭䛾⏝ᙧែ䛾㛫䛷䚸ᚑ᮶䛿ᐃ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䜘䛖䛺ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛧ᚓ䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᚋ䚸䠥䠟䠰ά⏝䜢ᅗ䜛ୖ䛷䚸⏝⪅䛜ᶒᐖ䜢ᠱᛕ䛩䜛䛣䛸䛺䛟⏝䛷䛝䜛䜘䛖䚸ἲ䜔䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᩚഛ䜢᳨ウㄢ㢟䛸䛧䛶ᣲ䛢䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸⪃䛘䜎䛩䚹

♫ᅋἲே䝕䝆䝍䝹䝯
䝕䜱䜰༠

䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 䞉ᅇ䛾㟈⅏ሗ㐨䛷䚸䛂䝙䝁䝙䝁⏕ᨺ㏦䛃䜔䛂㼁㻿㼀㻱㻾㻭㻹䛃䛻䜘䜛グ⪅ぢᐇἣᨺ㏦䛜♧䛧䛯䜘䛖䛻䚸䝛䝑䝖ᨺ㏦䛾ᐇຊ䛜ୡ䛾୰䛻ㄆ㆑䛥䜜䛯䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䞉䛣䛾䜘䛖䛺㻵㻼⏕ᨺ㏦䛷䛿䚸ᐜ㔞䛾ᇶᖿ⥙䜢ᚲせ䛸䛧䚸㓄ಙᴗ⪅䛿㏻ಙᴗ⪅䛻ከ㢠䛾ᨭᡶ䛔䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹㓄ಙᴗ⪅䛾㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛧䚸᪂䛧䛔䝬䝇䝯䝕䜱䜰䝏䝱䝛䝹䜢⫱
䛶䜛䜘䛖䛺᳨ウ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䛸Ꮡ䛨䜎䛩䚹
䞉䛛䛴䛶ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䛯䝷䝇䝖䝽䞁䝬䜲䝹䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛾ၥ㢟䛿䚸᭷⥺䛻䛴䛔䛶䛿䜋䜌ゎᾘ䛧䛯䛸⪃䛘䛶Ⰻ䛟䚸ᚋ䛿䚸䜶䞁䝗䝴䞊䝄䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛻ᑐᛂ䛧䛯ᇶᖿ⥙䜢䛹
䛖䛩䜛䛛䛜䚸䝁䞁䝔䞁䝒ᴗ⏺䛾᪂䝃䞊䝡䝇㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛻䜒㔜せ䛻䛺䜛䛸ហ⪃⮴䛧䜎䛩䚹
䞉䛒䜛ᨺ㏦㛵ಀ⪅䛜䚸䛂㻝㻥㻣㻞ᖺ䛾బ⸨ᰤసඖ㤳┦䛾㏥௵グ⪅ぢ䛜䚸᪂⪺♫䜢㛢䜑ฟ䛧䛶㼀㼂ᨺ㏦䛾䜏䛻㝈ᐃ䛧䛯䛾䛜䚸㼀㼂ᨺ㏦䛜ሗ㐨䝯䝕䜱䜰䛸䛧䛶ṇᘧ䛻ㄆ▱䛥䜜䛯䜶䝫䝑䜽䛸
䛺䛳䛯䚹ᅇ䛾㟈⅏䛷䛾ྛ✀グ⪅ぢ䛾㻵㻼⏕ᨺ㏦䛿䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛜ሗ㐨䝯䝕䜱䜰䛸䛧䛶ᗈ䛟ㄆ▱䛥䜜䜛䜶䝫䝑䜽䛻䛺䜛䛰䜝䛖䚹䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹䛣䛾ໃ䛔䜢ά䛛䛩䜘䛖䛺㆟ㄽ䜢䚸㻵㻼
ྠ㏦ಙ䜒ྵ䜑䛶䛚㢪䛔䛧䛯䛔䛸Ꮡ䛨䜎䛩䚹

♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ䜿䞊䝤 䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ⅏ᐖ➼䛻䛚䛡䜛䝅䞊䝮䝺䝇䛺ሗఏ㐩ᡭẁ䠄䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䠅䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶
䝹䝔䝺䝡㐃┕
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䚷⯡䛾䛂ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈䛃䛻㝿䛧䚸⮬య䚸㝔䚸Ꮫᰯ䚸ᆅඖ㜵⅏䝏䞊䝮➼䛾ᶵ㛵䛸䚸䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䚸㜵⅏䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡䚸ᨺ㏦➼䛾ሗఏ㐩䝯䝕䜱䜰䛸䛾
㛫䛾┦㐃ᦠ䛾㊊䛻䜘䜚䚸ᚲせ䛺ሗ䛜ᚲせ䛺䚸ᚲせ䛺⪅䛻䛂䛴䛺䛜䜙䛺䛔䛃䛸䛔䛖≧ἣ䛜᫂䜙䛛䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ䜿䞊䝤 䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎୰䚸䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡ᴗ⪅䛻䜘䜛䝃䞊䝡䝇ᒎ㛤䛾ほⅬ䜒ྵ䜑䚸ḟ䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶㔜Ⅼⓗ䛺᳨ウ䜢䛚㢪䛔⮴䛧䜎䛩䚹
䝹䝔䝺䝡㐃┕
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䞉㻌ᅛᐃ䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗⥙䛾ᩚഛ䚸䝽䜲䝲䝺䝇ศ㔝䛻䛚䛡䜛ḟୡ௦㏻ಙ⥙䠄㻟㻚㻥㻳䠅䛾ᬑཬ䚸ᦠᖏ➃ᮎྥ䛡䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰ᨺ㏦䛾㛤ጞ➼䛜㐍䜏䚸ᮏ᱁ⓗ䛺䝴䝡䜻䝍䝇䝛䝑䝖♫䜢㏄䛘䜛
䠏䐠㻵㻯㼀ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ୰䚸ᚋ䚸㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᕷሙ䛿䛹䛾䜘䛖䛻ኚ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹
䛾ᙳ㡪
䞉㻌㏻ಙ䞉ᨺ㏦䛾⼥ྜ䞉㐃ᦠ➼䛻䜘䜚䚸䝁䞁䝔䞁䝒➼䛾」ᩘ⤒㊰䛷䛾㓄ಙ䠄䝬䝹䝏䝕䝸䝞䝸䞊䠅䛜䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜐䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䛘䜀䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᆺ䛾䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䠄㟁Ꮚ┳
ᯈ䠅䜔ᦠᖏ➃ᮎ䞉䝟䝋䝁䞁䞉䝔䝺䝡➼䛾㐃ᦠ䛿䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜐䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䜎䛯䚸䛣䛖䛧䛯㐃ᦠ䛜㐍ᒎ䛩䜛䛸䛧䛯ሙྜ䚸ᮇᚅ䛥䜜䜛⤒῭ⓗຠᯝ䜔␃ព䛩䜉䛝㡯䛿ఱ䛛䚹
䞉㻌䜶䝛䝹䜼䞊䚸㏻䚸≀ὶ➼䛾ศ㔝䛷㻵㻯㼀䛾ຊ䛻䜘䛳䛶ຠ⋡䞉㧗ຍ౯್䜢ᅗ䜛ヨ䜏䛿䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜣䛷䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䛘䜀䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䚸㻹㻞㻹䠄㼙㼍㼏㼔㼕㼚㼑㻌㼠㼛
㼙㼍㼏㼔㼕㼚㼑䠅㏻ಙ䚸䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䚸䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸㻵㼀㻿䠄㻵㼚㼠㼑㼘㼘㼕㼓㼑㼚㼠㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼜㼛㼞㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙䠅➼䛾ᬑཬ䛿䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛛䚹
䞉㻌㻿㻺㻿㻔㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㼕㼚㼓㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻕䚸䝭䝙䝤䝻䜾➼䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛿䛹䛾䜘䛖䛻ᬑཬ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䜎䛯䚸䛣䛖䛧䛯䝯䝕䜱䜰䛾ᬑཬ䛿䚸ಶே㛫䚸ᴗ䞉ಶே㛫➼䛾▱㆑䞉
ሗὶ㏻䛾άᛶ䚸♫䛻䛚䛡䜛ྜពᙧᡂ䜔᪂䛯䛺ᩥ䛾㐀➼䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹
䞉㻌䝕䝆䝍䝹ᶵჾ䛾㣕㌍ⓗ䛺ᶵ⬟ྥୖ䛸ప౯᱁㻔䝁䝰䝕䜱䝔䜱㻕䛜㐍䜐୰䚸ᚋ䛾ᴗ䝰䝕䝹䛾ᅾ䜚᪉䛿䛹䛾䜘䛖䛻ኚ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䛘䜀䚸䝕䝆䝍䝹ᶵჾ䛸䝃䞊䝡䝇䛾
㐃ᦠ➼䛾䛂䝰䝜䛾䝃䞊䝡䝇䛃䛜㐍䜐㝿䚸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᶵ⬟䛆䝁䞁䝔䞁䝒⤫ྜᶵ⬟䜔ㄆド䞉ㄢ㔠ᶵ⬟䛇䛾㐃ᦠ䛿䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜐䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹
ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 䞉䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛺䛹㧗ᶵ⬟ᦠᖏ➃ᮎ䛾ᬑཬ䜔䚸ᐇୡ⏺䛾䝉䞁䝃䞊ᩘቑຍ䛺䛹䛻䜘䜚䚸ከ✀䛾䝃䞊䝡䝇䛜Ⓩሙ䛧䛶䛟䜛䛸ண 䛥䜜䜎䛩䚹ከ✀䛾䝃䞊䝡䝇䛷䛿䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᛶ䜔䝇䝹䞊
䝥䝑䝖䛺䛹䝃䞊䝡䝇ẖ䛻␗䛺䜛ᛶ⬟䛜䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻せồ䛥䜜䜛Ⅽ䚸䛣䜜䛻ᛂ䛘䜛䜘䛖䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜ᚲせ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䞉᪤Ꮡ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛛䜙᪂ୡ௦䜈䛾⛣⾜䛻䛿䚸ቑタ䜔ಖᏲసᴗ୰䜒䝴䞊䝄䜈䛾䝃䞊䝡䝇䜢⥅⥆䛷䛝䜛䜘䛖䚸⟶⌮⪅䛻䜘䛳䛶㐺ษ䛻ไᚚྍ⬟䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ㐀䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾䛤
㆟ㄽ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䞉䛂ᨺ㏦䛸㏻ಙ䛾⼥ྜ䞉㐃ᦠ䛃䛜㐍䜐䛣䛸䛷䚸᪂䛧䛔䝯䝕䜱䜰䜢䛳䛯ᫎീ㓄ಙ䜔䝔䝺䝡㏦ಙ䚸᪉ྥ㏻ಙ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸䠏䠠ᫎീ䛺䛹䜘䜚䝸䜰䝹䛺ᫎീ䜢㓄ಙྍ⬟䛸䛺䜚䚸䝔䝺䝽䞊䜽
➼䛻䜘䜛▱ⓗ⏕⏘ᛶྥୖ䛜ྍ⬟䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾Ⅽ䛻䝃䞊䝡䝇䝥䝻䝞䜲䝎㻛ᨺ㏦ᒁ㻛➃ᮎ䝯䞊䜹䛺䛹ᴗ⏺ᶓ᩿䛾᥎㐍యไ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

㻡

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ᰴᘧ♫ẖ᪥ᨺ㏦

㻞㻢

ಶே

㻞㻣

ಶே

㻞㻤

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 䚷䛂㏻ಙ䞉ᨺ㏦䛾⼥ྜ䞉㐃ᦠ➼䛻䜘䜚䚸䝁䞁䝔䞁䝒➼䛾」ᩘ⤒㊰䛷䛾㓄ಙ䠄䝬䝹䝏䝕䝸䝞䝸䞊䠅䛜䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜐䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䛘䜀䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᆺ䛾䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䠄㟁Ꮚ┳
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
ᯈ䠅䜔ᦠᖏ➃ᮎ䞉䝟䝋䝁䞁䞉䝔䝺䝡➼䛾㐃ᦠ䛿䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜐䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䚹䜎䛯䛣䛖䛧䛯㐃ᦠ䛜㐍ᒎ䛩䜛䛸䛧䛯ሙྜ䚸ᮇᚅ䛥䜜䜛⤒῭ⓗຠᯝ䜔␃ព䛩䜉䛝㡯䛸䛿ఱ䛛䚹䛃
䛺䜛グ㏙䛾䛖䛱䚸ୗ⥺㒊䛂䛘䜀䞉䞉䞉䛃௨㝆䛻䛴䛔䛶
䚷䝁䞁䝔䞁䝒䛿䛭䜜䛮䜜䛻䚸⏝ᑐ㇟⪅䚸⏝ᡭẁ䚸⏝䝅䞊䞁䚸⏝┠ⓗ䛺䛹䝁䞁䝔䜽䝇䝖䜢ే䛫䜒䛳䛶䛚䜚䚸ྛ䚻䛾䝕䝸䝞䝸䞊䛿䛭䜜䛮䜜䛻ྜ⮴䛩䜛㓄ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜ྜ⌮ⓗ䛻
㑅ᢥ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ዲ䜎䛧䛔䚹
䚷䛧䛛䛧ୖグ䛾グ㏙䛿䛣䛖䛧䛯Ⅼ䛜༑ศ䛻᩵㓃䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸䛂䝁䞁䝔䞁䝒䜢እᙧⓗ䛻ᤊ䛘䛯䚸༢䛻䝬䝹䝏䝕䝸䝞䝸䞊䛸䛔䛖ᢏ⾡䛒䜚䛝䛾㆟ㄽ䛃䛻䛺䜛༴㝤ᛶ䜢Ꮞ䜣䛷䛔䜛䚹
䚷䛄䠎䞉ᇶᮏ⌮ᛕ䠄䠍䠅ᅜẸᮏ䛾䠥䠟䠰ᨻ⟇䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮㌿䛅䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛂ᴗ⪅୰ᚰ䛛䜙⏝⪅୰ᚰ䜈䚸⤌⧊୰ᚰ䛛䜙ᅜẸ୰ᚰ䜈䚸ᢏ⾡୰ᚰ䛛䜙ே㛫୰ᚰ䜈䚸䛾ᨻ⟇䝟䝷䝎䜲
䝮㌿䜢ィ䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛃䛸䛔䛖㊃᪨䛜ㅻ䜟䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻↷䜙䛫䜀䚸䛣䛣䛿䛂⏝⪅౽┈䛻┤⤖䛩䜛䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛻ᛂ䛨䛯ከᵝ䛺㓄ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᩚഛ䛃䜢ㅻ䛖䛣䛸䛜ጇᙜ䛷
䛿䛺䛔䛛䚹
䚷ලయⓗ䛻䛿䛂䝁䞁䝔䞁䝒䛜䜒䛴ᛶ㉁䛃䛻ᛂ䛨䛶㓄ಙᡭẁ䛜㑅ᢥ䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛣䛸䚸䛩䛺䜟䛱୍ᩧྠሗⓗ䛺䜒䛾䛿ᨺ㏦䚸䜸䞁䝕䝬䞁䝗ⓗ䛺䜒䛾䛿㏻ಙ䚸䛾䜘䛖䛻䚸䜶䝛䝹䜼䞊⎔ቃ
䛾どⅬ䛛䜙䜒ྜ⌮ⓗ䛻㑅ᢥ䛷䛝䜛䚸ከᵝ䛺㓄ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾⎔ቃᩚഛ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䚷䛄䜾䝻䞊䝞䝹௦䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇㻌㟁Ẽ㏻ಙᕷሙ䛾⎔ቃኚ䜈䛾ᑐᛂ᳨ウ㒊䛂䝽䜲䝲䝺䝇䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗ᐇ⌧䛾䛯䜑䛾࿘Ἴᩘ᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊
䝥䛃䛅䛾䛸䜚䜎䛸䜑䛷䛿䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᐜ㔞䛻䜘䛳䛶䛂⛣ື㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾䝃䞊䝡䝇䛻䜘䜛䝖䝷䝠䝑䜽䛿䚸㻞㻜㻝㻣ᖺ䛻䛿㻞㻜㻜㻣ᖺ䛾⣙㻞㻜㻜ಸ䛻ቑ䛩䜛䛃䛸䛾ᣦ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶ྠ
䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛿䚸䛂᭦䛺䜛㧗㏿䞉ᐜ㔞䛃䛂࿘Ἴᩘ☜ಖ䛃䛸䛔䛳䛯ఏ㏦ᐜ㔞䛭䛾䜒䛾䜢ቑ㔞䛩䜛ᚲせᛶ䜢ᣦ䛧䛺䛜䜙䚸ྠ䛻䛂ᨺ㏦䛾䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛃䛸䛧䛶䚸䛂䝕䝆䝍䝹ᨺ
㏦䛾᭦䛺䜛㧗ᗘ䛻䜘䜛᪂䛯䛺䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ⌧䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䛃䛸ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛻ᛂ䛨䛶ྛ䚻䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛜䛭䜜䛮䜜䛻ྜ⌮ⓗ䛺㓄ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢㑅ᢥ䛷䛝䜛⎔ቃᩚഛ䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䠏䐟㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ኚ ㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䛾ᑗ᮶ീ䛸♫䜲䞁䝣䝷
䛸䛭䛾ᙳ㡪
䠍䠅ᐃ㢠䛛䜙䝃䞊䝡䝇⏝ᩱ䛻ᛂ䛨䛯ᚑ㔞ㄢ㔠䛻䛺䜛䛣䛸䛿ᚲ㡲
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䠎䠅䝰䝞䜲䝹ᴗ⏺䛷䛿㟁Ꮚ᭩⡠䛺䛹䝸䝑䝏䝁䞁䝔䞁䝒䛜ᚋண䛥䜜䜛䛜䠬䠢䛾እ㈨䠄䜰䝑䝥䝹䚸䜾䞊䜾䞊䝹䠅䛾䇾୰ᢤ䛝ᴗ䇿䜢ᣑ䚸䇾ᡭ䛾୰䛷䇾䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹
䛾ᙳ㡪
䠍䠅㻌䠎䠅䜘䜚⤒῭㈇ᢸ䛾ప䛟䛛䛴ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䜢ᅜẸ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜♫㈉⊩䛻䛺䜚䚸䠥䠟䠰䛾ᜠᜨ䜢ᅜẸ䛜ᐇឤ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䠐䠄䠍䠅᪂ᴗฟᡓ␎
⏕ά䛻ᐦ╔䛧䛯✵㛫䛻䛶䛣䛾㏻ಙᡭẁ䛸㻼㻲ᴗ
㏻ಙᡭẁ䠖㻌ᑓ⏝⥺䠇䠳䡅䡂䡅䚸䠥䡎䡀䠽
䠬䠢ᴗ䠖ಙ㢗䛷䛝䜛ᅜෆᴗ⪅
䜢ᒎ㛤䛩䜜䜀䛔䛛䛜䛷䛧䜗䛖䠛
䛘䜀ᅜ䛾㥐䛺䛹䛷䛣䜜䜢ᒎ㛤䛩䜜䜀
䕿⏕ά䛻ᐦ╔䛧䛶䛔䜛✵㛫䛺䛾䛷ᅜẸ䛜౽䛻䛺䛳䛯䛸ᐇឤ
䕿䝟䜿䝑䝖㏻ಙ௦䛜ᚑ㔞䛻⛣⾜䛧䛶䜒ᾘ㈝⪅㈇ᢸ䛿⃭ῶ
䕿䜻䝱䝸䜰䛾タഛᢞ㈨䜒ᢚไ
ྍ⬟䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇
䠏䐟㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ኚ
䛸䛭䛾ᙳ㡪
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭
䛾ᙳ㡪
䠐䠄䠍䠅᪂ᴗฟᡓ␎

㧗㱋⪅䜈䛾♫㈉⊩
㧗㱋⪅䛻䛸䛳䛶䛾䠥䠟䠰䛾౽ᛶྥୖ
䞉䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛺䛹䛻័䜜ぶ䛧䜣䛰ୡ௦
䞉䠬䠟䜔ᦠᖏ䛻័䜜ぶ䛧䜣䛰ୡ௦
䞉ᦠᖏ㟁ヰ䛥䛘⏝䛷䛝䛺䛔ୡ௦
⏝᱁ᕪ䛾ᣑ䛿ᗈ䛜䜛୍᪉
ᩥ⩦័⾜ືᵝᘧ䛻᰿䛦䛧䛯䠱䠥䛷䛺䛔䛸䜎䛩䜎䛩᱁ᕪ䛜ᗈ䛜䜛
䊻ᩥ⩦័䛸䛺䛳䛯ᐙ㟁䛸䛾㐃ᦠ䜢᥎㐍
㼇䠰䠲䛸㏻ಙᶵჾ㼉
䠰䠲ᮏయ䛻↓⥺㏻ಙ䝰䝆䝳䞊䝹䛸┦㏻ಙྍ⬟䛺䠱䠥䜢ഛ䛧䚸
䛘䜀䚸⅏ᐖ䛾බඹᶵ㛵䜈䛾䜰䜽䝉䝇
䛘䜀䝇䞊䝟䞊䛺䛹䜈䛾䝃䜲䝖䜈䛾┤᥋䜰䜽䝉䝇䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䚹
㼇෭ⶶᗜ䛸㏻ಙᶵჾ㼉
෭ⶶᗜ䛾๓㠃䛻䝍䝑䝏䝟䝛䝹ᘧ㏻ಙᶵჾ䜢ᦚ㍕䛧䚸䝇䞊䝟䞊䛺䛹䛾䝃䜲䝖䜈
┤᥋䜰䜽䝉䝇䛧ὀᩥ䞊䠚㓄㐩䜢⾜䛳䛶䜒䜙䛖䚹
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇

㻢

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ಶே

㻞㻥

ಶே

䠏䐟㏻ಙ䞉ᨺ㏦䝛䝑䝖䝽䞊䜽 䛂▱㆑ሗ♫䛃䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛜ᚲせ䛸䛩䜛ሗ䛾㞟䞉✚䛾ᐇ䛸ඹ䛻䚸䛭䜜䜙䛾▱㆑ሗ䛻ᐜ᫆䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䚸᪥䚻䚸㌟㏆䛻ឤ䛨䛺䛜䜙⏝ά⏝
䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䛷䛝䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜚䜎䛩䚹༶䛱䚸ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛜䚸ㄡ䛷䜒බᖹ䛻䚸䛔䛴䛷䜒䚸䛹䛣䛷䜒䚸ᚲせ䛺ሗ䛜ᚓ䜙䜜䜛䝴䝡䜻䝍䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽⎔ቃ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛭䛾䛯䜑䚸䛣䜜䜎䛷ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻ᑐᛂฟ᮶䛶䛔䛺䛔௨ୗ䛾どⅬ䜒㔜ど䛧䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䖃㻌⅏ᐖ䛺䛹䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛻ಀ䜛ሗ㏻ಙ
ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛜䚸≉䛻䚸⅏ᐖ䚸㐼㞴䛻䛚䛔䛶䜒䚸ㄡ䛷䜒䚸䛹䛣䛛䜙䛷䜒䚸Ᏻᚰ䞉Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䛜ධᡭྍ⬟䛸䛺䜚䚸㏻ಙᡭẁ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸ᆅୖ
㏻ಙ⥙䛸ඹ䛻⾨ᫍ㏻ಙ⥙䛾ᩚഛ䜢䛩䜛䛣䛸䚹
䖃㻌ሗ᱁ᕪ䛾ゎᾘ
ሗ㏻ಙ䛾㧗ᗘ䛻క䛔䚸ᾏୖ䚸ᒣ㛫㒊䚸ᦠᖏឤᆅᇦ➼䛻䛚䛔䛶䚸┈䚻䚸ሗ᱁ᕪ䛜ᣑ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸ሗ᱁ᕪ䜢♫ⓗㄢ㢟䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸ㄡ䛷䜒බᖹ䛻
ሗ䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䛣䛸䚹
䖃㻌ᆅᇦẖ䛾䝙䞊䝈䛻䛝䜑⣽䛛䛟ᑐᛂ
ሗ䛾䝙䞊䝈䛿䚸㒔ᕷᅪ䛸ᆅ᪉䚸ᾏᓊ㒊䛸ᒣ㛫㒊䚸⮬↛⅏ᐖẖ䠄ᆅ㟈䚸ྎ㢼䚸ᄇⅆ➼䠅䛾ᑐᛂ➼䛷␗䛺䜚䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾ᆅᇦẖ䛾䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䛸ඹ䛻䚸ู㏵᳨ウ୰䛾䛂㻵㻯㼀㻌ᆅᇦά
ᛶ᠓ㄯ䛃䛷䜒䝔䞊䝬䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛂ᆅᇦఫẸᮏ䛃䛾⪃䛘᪉➼䜒㋃䜎䛘䚸ᆅᇦ㔜ど䞉άᛶ䛾どⅬ䛛䜙䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䚹
䛣䜜䜙䛾せồ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛻䜘䜛ྛᐙᗞ䛾䝟䝋䝁䞁➃ᮎ䛸ಶேᦠᖏ➃ᮎ䛻䜘䜛ሗ㏻ಙ䛾ᐇ䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹≉䛻䚸䛂ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛃䚸䛂⅏ᐖ➼䛾Ᏻ
ᚰ䞉Ᏻ䛃䚸䜎䛯䚸㏆ᖺ䛾䛝䛺䝖䝺䞁䝗䛷䛒䜛䛂ᦠᖏ➃ᮎከᶵ⬟䛃➼䜢⪃៖䛩䜛䛸䚸ᦠᖏ➃ᮎ䛾ᐇ䛜ᚲせྍḞ䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸ಶே䛜ᖖᦠᖏ䛩䜛➃ᮎ䛻䚸᪥ᖖ⏝
䛩䜛ᦠᖏ㟁ヰ䚸ከᵝ䛺ሗ䜢ᐜ᫆䛻ධᡭྍ⬟䛺ሗ➃ᮎ䚸䛛䛴䚸⅏ᐖ䞉㐼㞴䛻ᆅୖ㏻ಙ⥙䛜⏝䛷䛝䛺䛔䛷䜒⾨ᫍ㏻ಙ䛾⏝䛜ྍ⬟䛺Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛾䛯䜑䛾➃ᮎ➼䚸䛂ከᵝ䛺
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䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪
䚷ᚑ᮶䛾⣬䝧䞊䝇䛾ᗈ࿌䛸ẚ䜉䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᆺ䛾䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛿ሗ䛾᭦᪂㏿ᗘ䠈᭦᪂䛻䛛䛛䜛䝁䝇䝖䛾Ⅼ䛷㠀ᖖ䛻᭷䛷䛒䜛䠊≉䛻ὀ┠䛩䜉䛝⏝㏵䛸䛧䛶ᆅᇦᗈ࿌䛜䛒䜛䠊
䚷ᆅᇦၟᗑ⾤䛾ᗑ⯒䛾䜋䛸䜣䛹䛿ಶே⤒Ⴀ䛷䛒䜚䠈䛚ᐈ䛻䛝䜑䛾⣽䛛䛔䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛷䛝䜛䛣䛸䛜䜚䛷䛒䜛䛜䠈䝇䞊䝟䞊䜔㔞㈍ᗑ䛸ẚ㍑䛩䜛䛸䠈ၟရ䛾ᗈ࿌䜢ᗈᇦ䛷㓄ᕸ䛩䜛䛣
䛸䛜㞴䛧䛟䠈᪂䛧䛔㢳ᐈ䛾⋓ᚓ䛻ⱞປ䛧䛶䛔䜛ᗑ䛜ከ䛔䠊
䚷䛯䛸䛘䜀㟁㌴䞉䝞䝇䛾ྞ䜚ᗈ࿌䜔᪂⪺䛾ᢡ䜚㎸䜏䝏䝷䝅䛸䛔䛳䛯ᚑ᮶䛾⣬䝧䞊䝇䛾ᗈ࿌䛿䠈䛭䜜䛮䜜ᥖ㍕䛻ᨭᡶ䛖ᗈ࿌㈝䛜㧗䛟䠈ಶேᗑ⯒䛜᪥᭰䜟䜚䛷ၟရᗈ࿌䜢ฟ䛩䛸䛔䛳䛯
ᙧ䛷䛾⏝䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䠊
䚷䛭䛾Ⅼ䠈䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛿タ䛾タ⨨䞉⥔ᣢ䝁䝇䝖➼䛾ᅛᐃ㈝䜢㝖䛡䜀䝁䞁䝔䞁䝒䛾ὶ㏻䝁䝇䝖䛿䜋䛸䜣䛹䛛䛛䜙䛪䠈ୖグ䛾᪥᭰䜟䜚ᗈ࿌䜔䠈䛥䜙䛻㐍䜣䛷㛫༢䛷ෆᐜ䛜
ኚ䜟䜛ᗈ࿌䛸䛔䛳䛯䜒䛾䜢ฟ䛩䛣䛸䜒ẚ㍑ⓗᐜ᫆䛷䛒䜛䠊
䚷䛘䜀ၟᗑ⾤య䛷㥐䛻タ⨨䛧䛯䝃䜲䝛䞊䝆䛻ኤ᪉㝈ᐃ䛾䝍䜲䝮䝉䞊䝹ሗ䜢ὶ䛧䠈ᖐᏯ䛩䜛㏻ᐈ䛻䜰䝢䞊䝹䛩䜛䛸䛔䛳䛯ᙧ䛾ᗈ࿌䛜⪃䛘䜙䜜䠈ᆅᇦ䛾⤒῭ຠᯝ䛜䛔䛻ᮇᚅ
䛷䛝䜛䠊
䚷䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᆺ䛾䝃䜲䝛䞊䝆䛿䝴䞊䝄䛛䜙ᗈ࿌䜈䛾᪉ྥ䛻ሗ䜢ὶ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛Ⅼ䛷ᚑ᮶䛾ᗈ࿌䛸䛿Ỵᐃⓗ䛻␗䛺䜛䛯䜑䠈ᚋ䛿䠈䛣䜜䜢䛖䜎䛟ά䛛䛩ᙧ䛷䠈䝴䞊䝄ẖ䛻␗䛺
䜛Ⴔዲ䛻㐺ᛂ䛧䛯ከᵝ䛺ᗈ࿌ሗᥦ♧䛾᪉ἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䠊
䚷୍䛸䛧䛶䠈㻺㻵㻯㼀䛷㛤Ⓨ䛥䜜䠈ᒾぢἑᕷ䛸䛾ඹྠ䛷ᐇ㦂䛜⥆䛡䜙䜜䛶䛔䜛㻺㼑㼞㼢㼑㼚㼑㼠䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿䛣䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛻㏆䛔ᙧ䛷䛾ᆅᇦ䝃䜲䝛䞊䝆䛜㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛣䛣䛷䛿䠈䛒䜙䛛
䛨䜑䝴䞊䝄䛜⮬ศ䛾Ⴔዲᛶ䜢Ⓩ㘓䛧䛶䛚䛝䠈䝃䜲䝛䞊䝆䛻⮬ศ䛾㻵㻰䜢ධຊ䛩䜛䛸䠈Ⴔዲᛶ䛻ྜ䛳䛯ᗈ࿌ሗ䛜ඃඛⓗ䛻⾲♧䛥䜜䜛䠊䜎䛯ᗈ࿌䜢ぢ䛯ᚋ䛷ᗑ⯒䛻㊊䜢㐠䜉䜀㏣ຍ䛾≉
䛜ᚓ䜙䜜䜛䠊
䚷䝴䞊䝄㻵㻰䛾ධຊ᪉ἲ䛸䛧䛶䛿䛣䛾䛻㻲㼑㼘㼕㼏㼍䜢䝸䞊䝎䛻䛛䛦䛩ᡭἲ䜒㛤Ⓨ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䠊
䚷ᗑ⯒ഃ䛛䜙䛩䜜䜀䠈ᗈ࿌䜢ぢ䛯䝴䞊䝄䛾䛖䛱ఱ䛜ᗑ⯒䛻㊊䜢㐠䜣䛰䛛䜢ᢕᥱ䛷䛝䠈ᗈ࿌ຠᯝ䛾 ᐃ䛜㠀ᖖ䛻ᐜ᫆䛷䛒䜛䛸䛔䛖䝯䝸䝑䝖䜒䛒䜛䠊
䚷ᚋ䛿䠈䝴䞊䝄䛜㐣ཤ䛻㜀ぴ䛧䛯ၟရ䛻㛵䛧䛶䛭䛾้䠈ኳೃ䛺䛹䛾䝁䞁䝔䜻䝇䝖ሗ䜢ศᯒ䛧䠈ḟ䛻䛭䛾䝴䞊䝄䛜㜀ぴ䛩䜛㝿䛻ၟရ䛾䝸䝁䝯䞁䝗䜢䛩䜛䠈䝴䞊䝄䛸ఝ䛯ᒓᛶ䠄ᛶ
ู䠈ᖺ௦䠅䜢ᣢ䛴䛾䝴䞊䝄䛾⾜ືศᯒ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᗈ࿌䛾ᥖ㍕㡰䜢Ỵᐃ䛩䜛䛸䛔䛳䛯ᢏ⾡䜢ྲྀ䜚㎸䜣䛷䠈䜂䛸䜚䜂䛸䜚䛾ዲ䜏䜔⾜ື䝟䝍䞊䞁䛻ἢ䛳䛯䛔䜔䛩䛔䜒䛾䛻䛧䛶䛔
䛟䛣䛸䛻䜘䛳䛶䛥䜙䛻ᗈ࿌ຠᯝ䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䠊

䡰䢃䡡䡿䡤䡡䡿䡤䡡䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪 䠏䐠㻵㻯㼀ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䞉ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝ಁ㐍䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ䜽䝷䜴䝗ᆺ䞉ඹྠ⏝ᆺ➼䛾ᙧ䛷㐍ᒎ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ண䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᰯົሗ䝅䝇䝔䝮䛾ຠ⋡䜔ᆅᇦ㛫㐃ᦠ䚸䜎䛯䝕䝆䝍䝹ᩍ
䢙䡹䢚ᰴᘧ♫
䛾ᙳ㡪
ᮦ➼䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᩍ⫱䝁䞁䝔䞁䝒䛾ά⏝䜢㏻䛨䛯䛂༠ാᩍ⫱䛃ᐇ⌧䜈䛾ᮇᚅ䛜㧗䜎䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᩍ⫱ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝䛾୍ᒙ䛾ಁ㐍䛻ྥ䛡䚸䝕䝆䝍䝹ᩍᮦ➼䛾䝁䞁
䝔䞁䝒䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛾㧗ᗘ䞉ᶆ‽䜔ྛ✀㻵㻯㼀䝒䞊䝹䛾⤫ྜ⟶⌮䜢ᐇ⌧䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᶆ‽➼䛾᳨ウཬ䜃䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㓄៖䛧䛯ሗ㐃ᦠ᪉ᘧ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ලయⓗ᳨
ド➼䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝䛾ຠ⋡➼䛾ほⅬ䛛䜙䚸㻵㻼㼢㻢䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛯䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ά⏝䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᚋ䚸」ᩘ䛾䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䜽䝷䜴䝗ୖ䛷┦䛻᥋⥆䛩䜛䛣䛸䛻
䜘䜛䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䛾ຠ⋡䜔ಶู䛾⏝⏝㏵௨ୖ䛾᪂䛯䛺౯್䛾ฟ䛸䛔䛳䛯୍ᒙ䛾ຍ౯್㐀䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ά⏝䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸⥲ົ┬䛂㻵㻼㼢㻢䜢⏝䛔䛯⎔ቃศ㔝䛾䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䛻䛚䛔䛶䜒ᐇドᐇ㦂䜢㏻䛨䛯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ➼䛜⾜䜟䜜䛶䛔
䜛䛸䛣䜝䛷䛩䛜䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾┦᥋⥆䛾䛯䜑䛾䝹䞊䝹ᩚഛ䜔ᇶ┙䛸䛺䜛䜽䝷䜴䝗㛵㐃ᢏ⾡☜❧䛾䛯䜑䛾᭦䛺䜛ලయⓗ᳨ド➼䜢᥎䛧㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸
⪃䛘䜎䛩䚹
䞉䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䞉ಁ㐍䛻䜘䛳䛶䚸᪂䛧䛔䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹ฟ䜔䝧䞁䝏䝱䞊䝡䝆䝛䝇➼䛾㎿㏿䛺ᴗ❧䛱ୖ䛢䛸䛔䛳䛯ᮇᚅ䛜㧗䜎䜛୍᪉䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝䛻䛿䚸⏝
⪅䛜ព㆑䛧䛺䛔䛸䛣䜝䛷ಶேሗ䜔ᶵᐦሗ➼䛾䝕䞊䝍䛜ᅜቃ䜢㉺䛘䛶ὶ㏻䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣୗ䛻䛚䛔䛶⏝⪅䛻䜘䜛㐺ṇ䛺ሗ⟶⌮䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇⏝䛾䝸䝇䜽ཬ䜃䛭䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖᪉ἲ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁⟇ᐃ➼䛾⎔ቃᩚഛ
䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺⎔ቃᩚഛ䛻䛒䛯䜚䚸㛵㐃䛩䜛ᴗ⪅➼䛜✚ᴟⓗ䛻ྲྀ⤌䜐䛣䛸䛿䜒䛱䜝䜣䛷䛩䛜䚸ᅜ䛻䛚䛔䛶䜒ᅜ㝿ⓗ䛺䝹䞊䝹䛵䛟䜚➼䛾ほⅬ䛛䜙ྛ✀⟇䜢᥎㐍䛧䛶
䛔䛟䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ᰴᘧ♫䜿䜲䞉䜸䝥 䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ᚑ᮶䚸䠥䠟䠰䜢ሗఏ㐩ᡭẁ䛸䛧䛶⏝䛩䜛ሙྜ䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾䜘䛖䛻ሗ䛾ὶ䜜䛜୍᪉ྥ䛷䛒䜛䝃䞊䝡䝇䛜୍⯡ⓗ䛷䛧䛯䛜䚸ඛ᪥䛾つᶍ⅏ᐖ䛻䛿䚸䝒䜱䝑䝍䞊䜔䠢䠽䠿䡁䠾䡋䡋䡇䛸
䝔䜱䝁䝮
䛾ᙳ㡪
䛔䛳䛯䠯䠪䠯䠄䠯䡋䠿䡅䠽䡈㻌䠪䡁䡐䡓䡋䡎䡇䡅䡊䡃䚷䠯䡁䡎䡒䡅䠿䡁䠅䛜䚸Ᏻྰ☜ㄆ䜔ሗఏ㐩䛻䛔䛻⏝䛥䜜䜎䛧䛯䚹ሗ➃ᮎ䛾ከᵝ䚸㧗ᶵ⬟䛜㐍䜐䛻䛴䜜䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛿䜎䛩䜎䛩㔜せᛶ
䜢ቑ䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䠥䠟䠰ά⏝᳨ウ䛾㝿䛻䛿䚸䠯䠪䠯䜢་⒪䞉⾜ᨻ䞉ᩍ⫱➼䛾ศ㔝䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛻ά⏝䛧䛶䛔䛟䛛䜢䚸᳨ウㄢ㢟䛸䛧䛶ᣲ䛢䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䛆㡯┠ྡ䛇⌧ᐇ✵㛫䞉䝃䜲䝞䞊✵㛫㐃ᦠ䝃䞊䝡䝇
㼃㼑㼎䝕䞊䝍䝁䞁䝢䝳䞊 䛾ᙳ㡪
䚷㻭䠮䠄ᣑᙇ⌧ᐇ㻭㼡㼓㼙㼑㼚㼠㼑㼐㻌㻾㼑㼍㼘㼕㼠㼥䠅䚸䝷䜲䝣䝻䜾➼䚸⌧ᐇ✵㛫䛸䝃䜲䝞䞊✵㛫䜢㐃ᦠ䛥䛫䛯䝃䞊䝡䝇䛿䚸ᦠᖏ㟁ヰ➼䛾⏝⪅䛜䚸ᐇ✵㛫ୖ䛻௬ⓗ䛺⟢䠄䜶䜰䝍䜾䠅䜢⮬⏤䛻㓄⨨
䛩䜛䛸䛔䛖䚸㼃㼑㼎㻞㻚㻜ⓗ䛺䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䚸⌧ᅾ䚸ᛴ㏿䛻❧䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ᚋ䛿䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛜䚸ᐇ✵㛫ୖ䛾ヲ⣽䛺⨨䛚䜘䜃䛭䛾࿘㎶䛾ᘓ㐀≀䚸㐨㊰䚸ᶆ㆑䚸┳
䝔䜱䞁䜾䜾䝹䞊䝥
ᯈ䚸≀య➼䜢⮬ືⓗ䛻ㄆ㆑䛧䛶䚸ほගሗ䚸㐨ෆሗ䚸㉎ධሗ➼䜢ᰂ㌾䛻ᥦ౪䛩䜛䚸䠝䠮㐃ືᆺ䛾ሗᥦ౪䝃䞊䝡䝇䛜ᗈ䛟ᬑཬ䛩䜛䛸⪃䛘䜛䚹⏝⪅䛾ẕᩘ䛜୍ᐃᩘ䜢㉸䛘䜜
䜀䚸
䠝䠮ୖ䛾ᗈ࿌䝃䞊䝡䝇䜒㛤ጞ䛥䜜䚸䛭䜜䛜㉳⇿䛸䛺䛳䛶䚸ᵝ䚻䛺䝣䝸䞊䝭䜰䝮⣔䛾⌧ᐇ✵㛫䞉䝃䜲䝞䞊✵㛫㐃ᦠ䝃䞊䝡䝇䛜᪂䛧䛔ᕷሙ䜢ᙧᡂ䛩䜛䛰䜝䛖䚹
䛥䜙䛻䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛾䝉䞁䝃䚸䛒䜛䛔䛿ᦠᖏ㟁ヰ⥙䛻䛚䛡䜛䝃䞊䝞➼䛻䛚䛔䛶ほ ྍ⬟䛺ᵝ䚻䛺ሗ䛜㞟䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ಶ䚻䛾⏝⪅䛾≧ἣ䜢⌮ゎ䛧䚸⾜ື䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䜢᥎
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䚷䛣䛖䛧䛯䠄ಶே䠅ሗ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸๓䛻ᑐ⟇䜢⦎䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ௰ᴗ䛾ኚ
䛾ᙳ㡪
䚷䠡䠟䝃䜲䝖䛾ฟ⌧䚸ಶேྠኈ䛾┤᥋ⓗ䛺ၟ⾜Ⅽ䚸䝕䞊䝍ྍ⬟䛺ၟᮦ䠄䛘䜀㡢ᴦ䚸᭩⡠䠅䠇䚷㏻ಙᶵჾ䛾㐍Ṍ䛻䜘䜚䚷᪤Ꮡ௰ᴗ䛾䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾ᵓ㐀ኚ䛜䜘䜚㢧ⴭ䛻䛺䜛䛸
ᛮ䜟䜜䜛䚹
䚷䛣䛖䛔䛳䛯ኚ䜢ᐜㄆ䛩䜛᪉ྥ䛺䛾䛛䚸つไ䛩䜛᪉ྥ䛺䛾䛛᪉ྥᛶ䛾᫂☜䛺ᥦ♧䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䇾㔠䇾䛾ព䛾ኚ
䛾ᙳ㡪
䚷᪥ᮏ㖟⾜䛾⟶⌮䛩䜛⣬ᖯ䚸㈌ᖯ௨እ䛻䜒䝛䝑䝖ୖ䛷ྠᵝ䛾౯್䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛䝽䞊䝹䝗䝽䜲䝗䛻㏻⏝䛩䜛ᵝ䚻䛺ᐇែ䛾䛺䛔䇾䛚㔠䛾䜘䛖䛺䜒䛾䇿䛜ฟ⌧䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䜎䛯䚸᪤䛻⣬ᖯ䚸㈌ᖯ䛸䛾䛜ྍ⬟䛸䛺䜚⼥ྜ䛜㐍䜏䛴䛴䛒䜛䚹
䚷ᴟㄽ䛷䛿䛒䜛䛜䚸ᾏእ䛷Ⓨ⾜䛥䜜䛯䠳䡁䠾䝬䝛䞊䜔䝫䜲䞁䝖䛺䛹䛜䝛䝑䝖ୖ䛾ᵝ䚻䛺䝃䜲䝖䜢⤒⏤䛧䛶䚷䇾㔠䇾䚷䛻ኚ䛥䜜䜛ែ䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷⥲ົ┬䚸㔠⼥ᗇ䛺䛹䛷䛒䜙䛛䛨䜑ྛ㇟䜢ᐃ䛧ἲᩚഛ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛜㔜せ䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛

㻥

ពぢ
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ពぢᥦฟ⪅
ಶே

㻠㻠

ಶே

䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ᨺ㏦㏻ಙ䛾䛒䜚᪉
䛾ᙳ㡪
䚷᭷䛾㝿䛻䛿䚸ྛẸ㛫䝯䝕䜱䜰䛿䚷ᨺ㏦䛾⤫ྜ䇷䠚ሗ䛾୍ඖ䚸ᚲせ䛻䛒䜟䛫䛯ᨺ㏦య⣔䝹䞊䝹䜢᫂☜䛻䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䚷䚷䚷㻱㼄䚷䠖䠝ᒁ䛿䚷ᖖ䛻㠀㞴ᡤ䛾㠀㞴ఫẸሗᨺ㏦
㻌䚷䚷䚷䚷䚷䠖Ẹ㛫ᨺ㏦䛿䚷䠏㛫ẖ䛾ᣢ䛱ᅇ䜚ᨺ㏦䛸䛩䜛䚹
㻌䚷䚷䚷䚷䚷䠖ᨺ㏦ᒁ䛾䝦䝸䛺䛹䛿䚷≀㈨㐠ᦙ䛻ඃඛ䛥䛫䜛䚹
㻌䚷䚷䚷䚷䚷䠖䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦䛷䛾㟈⅏䛺䛹䛷䛾┦㏻ಙ⏝䛷䛾Ᏻྰሗ䛺䛹䛾䝃䜲䝖䛾ᶆ‽䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛺䛹
㻌䚷䜎䛯䚷ᅜẸ䛾㈈⏘䛷䛒䜛㟁Ἴ䜢⏝䛧䛯ᴗ䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䇾⏕ά䜲䞁䝣䝷䇾䛸䛔䛖ㄆ㆑䛾ୗ䛻᪂䛯䛺᮲௳䛺䛹䜢⩏ົ䛡䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䚷䛘䜀䚷㏻ಙ䠄ᦠᖏ䠅ᴗ⪅䛿䚷⛣ືᇶᆅᒁ㌴୧䜢ྛ┴䛻ఱྎᩚഛ䜔ຍධ⪅䠑䠌䛒䛯䜚䠍ྎ䛺䛹

ಶே

䠏䐠㻵㻯㼀ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷▱㆑ሗ♫䛻䛚䛡䜛ሗ㏻ಙᢏ⾡䛿䚸䝃䜲䝞䞊✵㛫䛷䛾㧗ᗘ䛺ሗὶ㏻ᇶ┙䛸䛧䛶䛾ᙺ䛻ຍ䛘䚸ᐇୡ⏺䛻᥋Ⅼ䜢ᣢ䛴䛣䛸䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛸⪃䛘䜛䚹䛭䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚䚸ሗ㏻ಙ
䛾ᙳ㡪
ᇶ┙䛜䚸ᴗάື䜔⾜ᨻ䛾ຠ⋡䚸ಶே䛾౽ᛶ䜔ፗᴦ䛾㏣ồ䛻ຍ䛘䚸ே䛸ඹ⏕䛧ே䜢ᨭ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᗈ䛟♫ㄢ㢟䛾ゎỴ䛻㈉⊩䛩䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹
䚷⌧ᅾ䚸ゎỴ䛩䜉䛝♫ㄢ㢟䛻䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛ᛴ㏿䛺ᑡᏊ㧗㱋䛜䜒䛯䜙䛩་⒪䜔ㆤ䛻せ䛩䜛䝁䝇䝖䛾㍍ῶ䚸䜶䝛䝹䜼䞊䜔㣗⣊⮬⤥⋡䛾ᨵၿ䚸䜾䝻䞊䝞䝹䛻䛿䚸⎔ቃ䚸Ᏻ
䚸㈋ᅔၥ㢟䛾㍍ῶ䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛶ሗ㏻ಙᢏ⾡䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᾘ㈝⪅䛾⏕ά✵㛫䜔ᐇୡ⏺䛻䛝䜑⣽䛛䛟ධ䜚㎸䜏䚸ṇ☜䛺≧ἣᢕᥱ䛸ⓗ
☜䛺ไᚚ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䚸ᐇୡ⏺䛸㐃ᦠ䛧䛯ሗ㏻ಙᇶ┙䛾ᩚഛ䛜ᚲ㡲䛸⪃䛘䜛䚹
䚷䛣䛾᪂䛧䛔ሗ㏻ಙᇶ┙䛿䚸ከᵝ䛺➃ᮎ䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜┦᥋⥆䛥䜜䛯⎔ቃ䛻䛺䜛䛸ᐃ䛥䜜䚸᪤Ꮡ䛾ᗈᇦ⥙䛷䛿ᐇ⌧䛷䛝䛺䛔䜸䞊䝥䞁䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽㐠⏝ᢏ⾡䛾☜❧䛜ႚ⥭䛾
ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛䚹≉䛻䚸ಙ㢗ᛶ䚸䛘䜀ྍ⏝ᛶ䜔䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛜ಖド䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚸䛥䜙䛻䚸ᐃ䜢㉺䛘䛯⏒䛺㞀ᐖ䜔䝉䜻䝳䝸䝔䜱༴ᶵ䛻㝿䛧䛶䜒⦆䜔䛛䛺ရ㉁ຎ䛷⥅⥆㐠⏝䛥䜜
䜛ሀ∼ᛶ䛿䚸ᅜẸ⏕ά䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛸䛧䛶䚸ᚲ㡲䛾せ௳䛸⪃䛘䜛䚹䛣䜜䜢䚸Ᏻ౯䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䚸ᾘ㈝⪅䛾㈇Ⲵ㍍ῶ䛺䛹䚸䛾せ௳䛸ྠ䛻‶㊊䛥䛫䜛䛣䛸䛜䚸ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛶ྲྀ䜚
⤌䜐䜉䛝ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛䚹
䚷ᡃ䛜ᅜ䛿䚸䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗⎔ቃ䜔ᦠᖏ㟁ヰ䛾ᬑཬ⋡䛜㧗䛟䚸ሗ䝃䞊䝡䝇䛻ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⪅䛾ཷᐜᛶ䜒㧗䛔䚹୍᪉䛷䚸ୖ㏙䛧䛯ᑡᏊ㧗㱋䜈䛾ᑐᛂ䜔䜶䝛䝹䜼䞊䜔㣗⣊䛾⮬⤥⋡
ᨵၿ䛸䛔䛳䛯䚸䛣䜜䜎䛷䛾ሗ㏻ಙᇶ┙䛰䛡䛷䛿᭷ຠ䛻ゎỴ䛷䛝䛺䛔ㄢ㢟䛾㢧ᅾ䜒᪩䛔䛯䜑䚸ᐇୡ⏺䛸㐃ᦠ䛧䛯ሗ㏻ಙᇶ┙䛾ᩚഛ䛻䜘䜛⏕άရ㉁䛾ྥୖ䛿ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛸⪃䛘
䜛䚹䛥䜙䛻䚸ㅖእᅜ䛻ඛ㥑䛡䛶䚸ᇶ┙ᩚഛ䛾䝜䜴䝝䜴䜢✚䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᅜ㝿➇தຊ䛾⋓ᚓ䛻䜒㈉⊩䛷䛝䜛䛸ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹ᇶ♏ⓗ䛺ᢏ⾡◊✲䛛䜙ᐇ⏝䚸ᅜ㝿➇தຊ⋓ᚓ䛾䛯䜑䛾ᶆ
‽άື䚸ᕷሙฟ䚸ᚲせ䛺ἲไᗘ䛾ᩚഛ䛸䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䛺䛹䚸୍㈏䛧䛯⟇䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ⌧ᅾ䠈ሗ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛡䜛䛔䛟䛴䛛䛾㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶䠈୍㒊䛾ᾏእ䛾䝃䞊䝡䝇䛾ᐻ༨≧ែ䛜䛷䛝䛶䛔䜎䛩䠊䛯䛸䛘䜀᪥ᮏ䛛䜙䛾᳨⣴䛾⏝䛿䠈ᾏእ䛾ᡭ♫䛾䝃䞊䝡䝇䛜䝅䜵䜰
䛾ᙳ㡪
䛾䜋䛸䜣䛹䜢༨䜑䛶䛔䜎䛩䠊
䛣䜜䜙䛾䝃䞊䝡䝇䛾⏝䝻䜾䛿䝃䞊䝡䝇㐠Ⴀ⪅ഃ䛻✚䛥䜜䛶䛚䜚䠈ᙼ➼䛜䛭䛾Ẽ䛻䛺䜜䜀䠈䛭䛾䝻䜾䜢ศᯒ䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䛧䠈䛩䛷䛻䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜚䜎䛩䠊
䛭䛖䛩䜛䛸䠈䛯䛸䛘䜀䛒䜛≉ᐃ䛾ᴗ䛜䛹䛾䜘䛖䛺ศ㔝䜢ㄪᰝ䛧䛶䛚䜚䠈䛹䛾䜘䛖䛺ศ㔝䛻㐍䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛳䛯ሗ䛜እ㒊䛻₃䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛺䜚䠈ᴗ䛸䛧䛶䛿䛝䛺䝸䝇䜽
䛻䛺䜚䜎䛩䠊
䜎䛯ྠᵝ䛾ၥ㢟䛿䠈ᴗ䛾䜏䛺䜙䛪┬ᗇ䝺䝧䝹䛷䜒῝้䛰䛸ീ䛧䜎䛩䠊
䛣䛖䛔䛳䛯ሗ䛾ὶฟ䛿䠈ᑡ䛺䛟䛸䜒᪥ᮏᅜෆ䛻䛸䛹䜑䛯䛟䠈䜎䛯䛷䛝䜜䜀୰❧ⓗ䛺ᅜ◊䜔ᅜ❧Ꮫ䛻䛾䜏▱䜙䜜䜛䛸䛔䛖≧ἣ䛜⌮ⓗ䛰䛸⪃䛘䜎䛩䠊
䜎䛯㏆ᖺ䠈㻌㼃㼑㼎ୖ䛾ሗ䜢㞟䛧䛭䛣䛛䜙ḟሗ䜢సᡂ䛩䜛ᢏ⾡䛜Ⓨ㐩䛧䛶䛝䛶䛚䜚䜎䛩䠊䛯䛸䛘䜀ྡ䛸䛭䛾Ẽ䛻ຠᯝ䛾䛒䜛㣗ᮦ䜢つᶍ䛺ᩥ᭩䛛䜙ᢳฟ䛩䜛ᢏ⾡䛺䛹䛜䛒
䜚䜎䛩䠊
䛣䜜䜙䛾ሗ䛿䝡䝆䝛䝇䛾ほⅬ䛛䜙䜒᭷⏝䛺ሗ䛷䛒䜚䠈䛣䜜䜙䜢ᾏእ䛾୍㒊䛾ᴗ䛻䛾䜏⏝䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛾䛿ၥ㢟䛰䛸⪃䛘䜎䛩䠊
ᴗ䛜⊂⮬䛻䛷グ㞟䞉᳨⣴䛾䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛䛸䛔䛖᪉ἲ䜒⪃䛘䜙䜜䜎䛩䛜䠈䛭䛖䛔䛳䛯䛣䛸䜢ྛᴗ䛜⾜䛺䛳䛶䛔䛶䛿↓㥏䜒䛝䛟䛺䜛䛾䛷䠈䛷䛝䜜䜀ᅜ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸䛧䛶
㞟୰ⓗ䛻㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜⌮ⓗ䛰䛸⪃䛘䜎䛩䠊
ᅇ䛾᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛷㏙䜉䜙䜜䛶䛔䜛㡯┠䛿ୖグ䛾ၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶㠀ᖖ䛻ຠᯝⓗ䛷䛒䜚䠈ᅜ䛸䛧䛶䜘䜚ὀຊ䛧䛶䛔䛛䜜䜛䛣䛸䜢ᕼᮃ䛔䛯䛧䜎䛩䠊
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㻠㻤

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 ⥭ᛴ䛾㏻ಙ☜ಖ
䛾ᙳ㡪
䚷ᦠᖏ㟁ヰ䛜ே䚻䛾⏕ά䛻ᐦ╔䛧䚸⏕ά䜲䞁䝣䝷䛸ㄆ▱䛥䜜䛯䜘䛖䛻ぢ䛘䛯䛜᭷䛾㝿䛾⬤ᙅᛶ䜒ᭀ㟢䛧䛯䚹
䚷ᅇ䛾⅏ᐖ䛷䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛻䚸䜎䛪㏻ಙᡭẁ䛾☜ಖ䛸䛭䜜䛻㝶䛩䜛㐺ṇ䛺䜛ሗ䛜䚸䛭䛾ᚋ䛾ᨭ䛾Ỵ䜑ᡭ䛸䛺䜛䚹
䚷᪥ᖖ⏕ά䛷䛾౽䛺䝒䞊䝹䛸䛧䛶䛾ᦠᖏ㟁ヰ䛾ᙺ䛷䛺䛟䚸⏕άᇶ┙䛾ᨭ䛘䛷䛒䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䜢ᅜẸ䛾㈈⏘䛷䛒䜛㟁Ἴ䜢⏝䛧䛶ᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛᪉䛯䛱䛻䛿䚸ᙉ䛔ព㆑䜢ᣢ䛳䛶
㐠Ⴀ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛸䛸䜒䛻䚸䝣䝺䜽䝅䝤䝹䛻ᑐᛂ䠄௦᭰䚷䠅ྍ⬟䛺䠄䝕䞊䝍䠅㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾‽ഛ䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䚷䡁䡔䠖⿕⅏ᆅ䛾⮫䠄ᅛᐃ䠅㟁ヰ䠄䝫䞊䝍䝤䝹⾨ᫍᒁ䠅䛻䠳䠥䠢䠥タഛ䛾ᶆ‽䠄㻵㻙㻼㼍㼐䛺䛹䛷䚷䜏䜣䛺䛷䠪䠡䠰ぢ䜙䜜䜛䞊䠚䛘䛺䛔⪁㱋䛾᪉䜒୍⥴䛻ぢ䜙䜜䜛䚹ሗ䛾䠯䠤䠝䠮䠡䛜ྍ⬟䛻
䛺䜛䚹䠄㐜䛟䛶䜒䛺䛔䜘䜚䝬䝅䠅
䚷䚷㻌䠖ู䛾♫䜲䞁䝣䝷䛾䠪䠳┦⏝䚷䠄䛘䜀ᦠᖏᇶᆅᒁ䛺䛹䛜◚ᦆ䛧䛯ሙྜ䚸㏆㞄䛾㥐䛛䜙⡆᫆ⓗ䛻ᅇ⥺䛺䛹䜢‽ഛ䛷䛝䜛⤌䜏䠅
㻌䜎䛯䚷༏ྡᥖ♧ᯈ䚸䠰䡓䡅䡐䡐䡁䡎䛺䛹䠪䡁䡐䛾ᣑ䛻䜘䜛ሗ䛾ከᵝᛶ䛜⏕䛨䜛⌧௦䛻䛺䛾䛷䚷䇾ሗ䛾ಙ㢗ᛶ䇾䜢ㄡ䛜䛹䛖䜔䛳䛶ಖド䛩䜛䛾䛛䠛
䛸䛔䛖㆟ㄽ䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛

䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䜰䝯䝸䜹䛛䜙ጞ䜎䜚ୡ⏺ⓗ䛻㦫␗ⓗ䛺┒䜚ୖ䛜䜚䜢ぢ䛫䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛿䝬䝇䝯䝕䜱䜰䜢䜒㥙䛩䜛ᙳ㡪ຊ䜢䜒䛳䛶䛔䜛䚹᭱ึ䛻䛭䛾ྡ䜢㎘䛛䛫䛯䛾䛿䚸䜸䝞䝬⤫㡿䛾
䛾ᙳ㡪
䜻䝱䞁䝨䞊䞁䛾䛰䛳䛯䛜䚸᭱㏆䛷䛿䜴䜱䜻䝸䞊䜽䝇䜔䝏䝳䝙䝆䜰䜔䜶䝆䝥䝖䛾㠉䛻䛚䛔䛶䚸Ẹ⾗䛾యไ䜈䛾䝪䝹䝔䞊䝆䜢㧗䜑䜛䛾䛻⤯䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䚹
䛣䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛿⌧ᅾ᪥ᮏ䛜ᢪ䛘䛶䛔䜛ᵝ䚻䛺㛢ሰឤ䜢ᡴ䛱◚䜛ྍ⬟ᛶ䜢⛎䜑䛶䛔䜛䚹
䜎䛥䛻᭶ᮾ᪥ᮏ䜢く䛳䛯㟈⅏䛻䛚䛔䛶䜒䚸䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛜䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛯䛾䛿䛩䛷䛻ୡ⏺䛾䝯䝕䜱䜰䛾ሗ䛨䜛䛸䛣䜝䛷䛒䛳䛯䚹Ⓨᒎ㏵ୖᅜ䛻䛚䛔䛶䚸ᨭ㓄⪅䛾ᅽᨻ䛻
ᑐᢠ䛩䜛䛾䜢ᡭຓ䛡䛧䛯䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛾ຊ䛿䚸䛭䜜䛿⌧⾜యไ䜢ಽ䛩䛸䛔䛖䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸᪥ᮏ䛷䛿ᜍ䜙䛟㐪䛖ᙧ䛷㠉䜢䜒䛯䜙䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹⚾䛿ⴭస䛂䝋䞊䝅䝱䝹䝯
䝕䜱䜰㠉䛃䛾୰䛷䚸⡿䛷⇿Ⓨⓗ䛻ຍ㏿䛧䛶䛔䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛾ໃ䛔䛸䚸ᴗ䛜䛹䛾䜘䛖䛻䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜢⏝䛔䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹䛭䛧䛶䚸᪥ᮏ䛻䛭䛾
Ἴ䛜䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸ከ䛟䛾㞀ቨ䛜䛒䜛䛸䛔䛖Ⅼ䜢㏙䜉䛯䛾䛰䛜䚸䛣䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛣䛸䛜䜎䛥䛻᪥ᮏ䛜ୡ⏺䛻ඛ㥑䛡䛶㻵㻯㼀䛾㠉䛸䛧䛶ᯝ䛯䛩䜉䛝ෆᐜ䛷䛒䜛䛸ಙ䛨䛶䛔䜛䚹
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇
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᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷⌧ᅾ䚸㼣㼑㼎ୖ䛷䝤䝻䜾䚸㻿㻺㻿䚸㻽㻒㻭䝃䜲䝖䜢㏻䛧䛶䚸ᵝ䚻䛺▱㆑䛜ᥦ౪䞉䛥䜜䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸⌧ᅾ䛾ᙧែ䛿䜋䜌༏ྡᛶ䛾㻿㻺㻿䚸㻽㻒㻭䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᮏᙜ䛻䛭䛾ሗ䜢ಙ㢗䛧䛶Ⰻ䛔
䛾ᙳ㡪
䛾䛛䛹䛖䛛Ᏻ䛺せ⣲䛜ከ䛟䚸䜎䛯䚸ᐇ㝿䛻㛫㐪䛳䛯⟅䛘䞉ὶゝ㣕ㄒ䜒ከ䛟Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜎䛩䚹⌧ᅾ䚸Ꮫ䜔ᶵ㛵䜢୰ᚰ䛻◊✲⪅ሗ䛾✚ᴟⓗ䛺Ⓨಙ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸䜴䜵䝤㻞㻚㻜䛾
ᢏ⾡䛜⏝䛔䜙䜜䛯䜚䛩䜛䛺䛹䚸ᚎ䚻䛻㻿㻺㻿䛻㏆䛔ᙧែ䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛒䛟䜎䛷ྍ⬟ᛶ䛾୍䛴䛷䛩䛜䚸㏆䛔ᑗ᮶䛣䛾䜘䛖䛺ሗⓎಙ䛿䛥䜙䛻Ⓨᒎ䛧䚸Ꮫ䚸་⒪ᶵ㛵䚸ᨻᗓ䚸ᐁ
䛻䜘䜛㠀༏ྡ䛾ሗⓎಙ䛜ḟୡ௦ⓗ䛺㻿㻺㻿䛾ᙧ䛷ᐇ⌧䛩䜛䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛭䛾ᐇ⌧䜢ぢ㉺䛧䛶䚸ᑓ㛛㡿ᇦ䛾ゝㄒ㈨※䚸▱㆑㈨※䚸䝔䜻䝇䝖ゎᯒᢏ⾡䚸᥎⸀ᢏ⾡䚸ᑓ㛛ᐙⓎぢ
ᢏ⾡䚸▱㆑䛾⮬ືᢳฟᢏ⾡䛺䛹䛾䛂▱䛃䛾䜲䞁䝣䝷䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛜┠ୗ᭱䜒㔜せ䛺䛣䛸䛸ල⏦䛧䜎䛩䚹௨ୗ䚸䛭䛾䛣䛸䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷୍⯡䛻䚸䠥䠟䠰䛻䜘䜛䝃䞊䝡䝇䛾ศ㔝䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛿䛂┬ຊ㻛䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛃䛸䛂㧗ᗘ㻛ຍ౯್䛃䛾䛹䛱䜙䛛䛻⾜䜟䜜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䛾ᙳ㡪
䚷་⒪䞉ㆤ䚸ᩍ⫱䚸⾜ᨻ䚸㎰ᴗ䛺䛹䛿䚸୍⯡ⓗ䛻⏕⏘ᛶ䛜ప䛔ᴗศ㔝䛸䛥䜜䜛䛯䜑䚸䠥䠟䠰䛻䜘䜛䛂┬ຊ㻛䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛃᪉ྥ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛷ᚓ䜙䜜䜛ຠᯝ䛜䛝䛔䛸⪃䛘䜛䛜䚸
᪥ᮏ䛾㞠⏝័⩦䜢⪃䛘䜛䛸䚸ຠ⋡䛻䜘䜚వ䛸䛺䛳䛯ேဨ䜢⡆༢䛻๐ῶฟ᮶䛪䚸⤖ᯝⓗ䛻ᴗែ䛾ᅉ⩦䜢ಖᣢ䛧䛶䛧䜎䛔䛜䛱䛰䚹
䚷⌧ᐇၥ㢟䛸䛧䛶䚸᪥ᮏ䛷ᡂຌ䛧䛶䛔䜛་⒪䛾䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䛾ከ䛟䛿䚸㞠⏝䛻㛵䛩䜛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁ᥦ౪䛷ᡂ㛗䛧䛶䛚䜚䚸་⒪䛾⊂⮬ᢏ⾡䜢ᣢ䛴◊✲㛤Ⓨᆺ䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䛺䛹䛿⤒
Ⴀ䛜ⱞ䛧䛔≧ἣ䛻䛒䜛䚹
䚷㏻ᖖ䛾⏘ᴗ䛾ሙྜ䛺䜙䜀䚸వ䛾ேဨ䛿᪂䛧䛔ᴗศ㔝䛾㛤ᣅ䚸䛘䜀ᾏእ䜈䛾Ⴀᴗ㈍㊰䛾㛤ᣅ䛺䛹䜢⾜䛖䛾䛰䛜䚸ᅜ䛻䜘䜛つไ䛻⦡䜙䜜䛶䛔䜛ேဨ䛿⮬⏤䛻ᾏእ䛻ᒎ㛤䛩䜛
䛣䛸䜒㞴䛧䛔䚹
䚷䛭䛾䛯䜑䚸䠥䠟䠰䛾㐺⏝ศ㔝䜢䛂㧗ᗘ㻛ຍ౯್䛃䛾᪉ྥ䛻䝅䝣䝖䛥䛫䛶䛔䛟䛸䛸䜒䛻䚸♫ไᗘ䜔㞠⏝ไᗘ䛾ᰂ㌾ᛶ䛺䛹䜢㛗ᮇⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛷䚸⥲ྜⓗ䛻ᮏศ㔝䛾ఙ㛗䜢ィ⏬
䛩䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷䜽䝷䜴䝗ᆺ䝃䞊䝡䝇䜔䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䚸䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛺䛹䛻ඹ㏻䛩䜛䛾䛿䚸䜎䛷⾜䜟䜜䛶䛔䛯ከ䛟䛾ሗ䜢㞟୰⟶⌮䛧䚸䛭䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛶䚸䛭䛾ᶵ⬟௨እ䛾ᴗ
䛾ᙳ㡪
䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛Ⅼ䛻䛒䜛䚹
䚷䛭䜜䜙䛜♫䜲䞁䝣䝷䛸䛧䛶ከ䛟ά⏝䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䚸ᚲ↛ⓗ䛻䜽䝷䜴䝗ഃ䛻ᵝ䚻䛺ᮍᩚഛ䛺ሗ䛜㞟⣙䛥䜜䚸䛭䜜䜙䜢䝬䜲䝙䞁䜾䛩䜛䚸ཪ䛿ู䛾ሗ䛸⤖ྜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶౯
್䛜㐍䜏䚸ᴗ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
䚷䝷䜲䝣䝻䜾䛸䛔䛖䝡䝆䝛䝇䛿䛭䛾䜘䛖䛺ᮍᩚഛ䛺ሗ䜢䚸䛾䝃䞊䝡䝇䛻㌿⏝ྍ⬟䛺ᙧ䛻ᩚ⌮䛧䚸䛾ᴗ䛸䛾䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䜢ቑ䛥䛫䜛䛯䜑䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷≉䛻䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䜔⾜ືศᯒ䛻䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䝬䜲䝙䞁䜾䜔䚸ゝㄒゎᯒ䛻䜘䜛ឤ䛾ศᯒ䛺䛹䛾ศ㔝䛷䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝕䞊䝍䛾つᶍὶ㏻䛜⾜䜟䜜䛯㝿䛻ኚ᭷ᮃ䛺ᴗศ㔝
䛻ᡂ㛗䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝃䞊䝡䝇䛾᥎㐍䛿䚸䝧䞊䝇䛸䛺䛳䛯㛤Ⓨᛮ䛾㒊ศ䛻᭱⤊ⓗ䛻㈇䛖㒊ศ䛜䛝䛔䚹
䚷䛘䜀䚸᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䜔ኴ㝧ගⓎ㟁䝅䝇䝔䝮䛿䚸ᅇ䛾ᆅ㟈䛻㝿䛧䛶↓ຊ䛷䛒䛳䛯䚹
䚷ᆅ㟈䛜ᑡ䛺䛔䜰䝯䝸䜹䛷⏕䜎䜜䚸₶ἑ䛺㟁ຊ⎔ቃ䛜⏝ព䛥䜜䛶䛔䜛๓ᥦ䛷Ⓨᒎ䛧䛯ᢏ⾡䛿䚸䛭䜜䜙䛾㏦㟁⥺䛜᩿⤯䛥䜜䛯▐㛫䛻Ṥ䛹ື䛛䛺䛟䛺䛳䛯䛸䛾ヰ䛜⪺䛛䜜䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺᭷䛻䛚䛡䜛ၥ㢟Ⅼ䛾ᨵၿ䜢⾜䛖䛣䛸䛿䚸ᚋᬑཬ䛜ண䛥䜜䜛᪂⯆ᅜ䛻䛚䛡䜛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹䛩䛺䜟䛱Ᏻᐃ䛺㟁ຊ౪⤥≧ἣୗ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖䜔䠥䠟䠰ᶵჾ䛾⏝䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛣䛸䛷䚸⏝⪅䛾⏕ά䛜ಖド䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
䚷ᚋ䛾᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䝃䞊䝡䝇䝡䝆䝛䝇䛾䛒䜚᪉䚸ୖグ䛾䜘䛖䛺䛂♫ⓗ㈐௵䛃䜢ព㆑䛧䛯㛤Ⓨᛮ䛻ᑐ䛧䛶⾜䜟䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷⌧ᅾேẼ䛜ฟ䛶䛔䜛䝭䝙䝤䝻䜾䛺䛹䛾䜲䞁䝣䝷䛿䚸ከ䛟䛜⡿ᅜ䜢ᮏᣐᆅ䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛾ከ䛟䛿┤᥋ⓗ䛺⏝䛻ᑐ䛧䛶ᅜ㻛ᆅᇦ䛾ู䛿↓䛔䛜䚸䛭䛾ⴭసᶒ䜔䝕䞊䝍䛾බ㛤㻛⏝
䛾ᙳ㡪
䛻㛵䛧䛶䛿⡿ᅜ䛾ἲᚊ䛻㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛟Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺᪥ᮏㄒ䛾㔞䝕䞊䝍䜢ᾏእ䛾ᴗ䛜ಖ᭷䛩䜛䛣䛸䛷䚸᪥ᮏ䛾◊✲⪅䛜䛭䜜䜙䜢⏝䛧䛯◊✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖㐨䛜㛢䛦䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛸⪃䛘䜛䚹䚷ᾏእ䛾ᴗ䛿ୡ⏺䛷䛾ඹ㏻
䛾ᇶ┙䛸䛧䛶䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢⾜䛖䛯䜑䚸ಶู䛾ゝㄒ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲⪅䛿ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔䚹
䚷⌧ᐇⓗ䛺ၥ㢟䛸䛧䛶䚸ᅜෆ䛷㻝㻜㻜㻜ே௨ୖ䝴䞊䝄䛜Ꮡᅾ䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸༙ᖺ䛻୍ᗘ⛬ᗘ䛾ྜ䛷ᢏ⾡ᵝ䛾ኚ᭦䛜㉳䛣䜚䚸䛭䛾䛯䜃䛻ྲྀᚓ䛷䛝䜛ሗ㔞䛜ไ㝈䛥䜜䜛䚸䛸䛔䛖
㇟䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䜢ᨺ⨨䛧䛶䛚䛟䛸䚸⅏ᐖ䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᚲせ䛺ሗ䜢ఏ䛧䛯䜚䚸ᅜẸ䛾⿕ᐖ≧ἣ䜢ㄪᰝ䛩䜛䛺䛹䛻䚸✚ᴟⓗ䛻⏝䛩䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䚷䛘䜀䚸୍ᐃ௨ୖ䛾ဨᩘ䜢㞟䜑䛯䝃䞊䝡䝇䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸♫䜲䞁䝣䝷䛸䛧䛶䛾㈐௵䜢䛖䛩䜛䜘䛖ồ䜑䜛䛺䛹䚸᪂䛧䛔ศ㔝䛻ᑐ䛧䛶䜒⏝⪅䛾౽ᛶ䛻ྥ䛡䛯ᙉไຊ䜢䛡䜛䜉䛝
䛸⪃䛘䜛䚹
䚷ᅜෆ䛷᪂つⓎ⏕䛧䛯ᴗ䛻ᑐ䛧䛶䚸ཝᐦ䛻⌧⾜ἲ䜢㐺⏝䛧䛶つไ䜢䛛䛡䜛䛣䛸䛿䚸㛗ᮇⓗ䛻ぢ䛶᪥ᮏయ䛾䝯䝸䝑䝖䛻䛺䜙䛺䛔䚹䛰䛜䚸ᅜእ䛾⊂༨ⓗ⨨䛵䛡䛾ᴗ䛾㐍ฟ䛻ᑐ䛧
䛶䚸ሗබ㛤䜔䝴䞊䝄䝃䝫䞊䝖䛾㉁ྥୖ䛺䛹䜢⩏ົ䛡䜛䛣䛸䛿䚸㢳ᐈಖㆤ䚸⏘ᴗಖㆤ䚸⌧⾜ἲ㑂Ᏺ䛺䛹䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶䚸䛒䜛䜉䛝䛂つไ䛃䛾䛒䜚᪉䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷䝕䝆䝍䝹ᶵჾ䛾䝁䝰䝕䜱䝔䜱䛿ᜍ䜙䛟Ṇ䜎䜙䛺䛔䛸⪃䛘䜛䛜䚸䛭䜜䜙䛾ᶵჾ䛜⏝䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹
䛾ᙳ㡪
䚷⌧ᅾ䚸䝁䝰䝕䜱䝔䜱ศ㔝䛷䛾㈍ຊ䛾ᕪ䛿䚸䝕䝄䜲䞁䞉䝴䞊䝄䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䞉䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䚸䛸䛔䛖䚸䝋䝣䝖㠃䛻䛝䛟㍈㊊䛜⛣䛳䛶䛔䜛䚹㐣ཤ䛻ᛶ⬟䛻ᑐ䛩䜛㐣ᙜ➇த䜢⥆䛡䛶䛔䛯
᪥ᮏᴗ䛜䛭䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖䛻ᑐᛂฟ᮶䛺䛔≧ែ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹ᚋ䛿䛭䜜䛻ຍ䛘䛶䠥䠟䠰䝃䞊䝡䝇䛜ຍ䜟䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䛰䜝䛖䚹
䚷䛣䜜䛿䚸䝃䞊䝡䝇䜒䝁䝰䝕䜱䝔䜱䛜㐍䜏䚸䝴䞊䝄䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜔䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛾ศ㔝䛾ᕪู䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛣䛸䜢ព䛩䜛䚹
䚷䛰䛜䚸ከ䛟䛾䝕䝆䝍䝹ᶵჾ䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜛䝯䞊䜹䞊䛻䛿䝃䞊䝡䝇䜢ྠ䛻㐠Ⴀ䛧䛯䜚䚸䝴䞊䝄䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜢䝃䞊䝡䝇ഃ䛸ඹ㏻䛩䜛䚸䛺䛹䛸䛔䛖䝜䜴䝝䜴䜔యຊ䛜↓䛔䛣䛸䛜ከ䛔䚹
䛭䜜䛜㼕㻼㼔㼛㼚㼑䛺䛹䛾䝃䞊䝡䝇䠃ᶵჾ䜢㐃ື䛥䛫䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᙉ䛥䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚷᪥ᮏ䛾ᙉ䜏䛷䛒䜛䝕䝆䝍䝹ᶵჾ㛤Ⓨ䛾♫䛸䚸᭷ᮃ䛺䠥䠟䠰䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䛺䛹䜢䝬䝑䝏䞁䜾䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ୡ⏺䛷ᒎ㛤ྍ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䜢ᵓ⠏䛩䜛䛺䛹䚸ᴗつᶍ䜔ᴗ✀䜢㉺䛘
䛯䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䛾ሙ䛜ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛟䜛䛰䜝䛖䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷୍⯡ⓗ䛻᪥ᮏᅜෆ䛷ὶ㏻䛧䛶䛔䜛ᩥ䚸≉䛻䝬䞁䜺䚸䜰䝙䝯➼䛾䝃䝤䜹䝹䝏䝱䞊䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᑠつᶍ䛾ᅇ⥺䛷䜒㓄ಙ䛜ྍ⬟䛺䜒䛾䛜ከ䛔䚹䛰䛜䚸⌧≧䛷䛿䛣䛾䜘䛖䛺㟁Ꮚ㓄
䛾ᙳ㡪
ಙ䛻㐺䛧䛯ศ㔝䛻ᑐ䛧䛶䜒ᅜෆ䛷䛾ໃຊத䛔䛸ἲไᗘ䛾ᮍᩚഛ䛾䛯䜑䚸ᕷሙ䛾ᣑ䛻ᐤ䛧䛶䛔䛺䛔≧ἣ䛜䛒䜛䚹
䚷䛣䜜䜙䝁䞁䝔䞁䝒䛾ὶ㏻䛻䜘䜛㓄ಙ䛾⤌䜏䜢ᩚഛ䛧䛺䛔䛣䛸䛻䛿䚸ከ䛟䛾ඃⰋ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䝩䝹䝎䞊䛜ୡ⏺䛷䛾ὶ㏻⤒㊰䜢ồ䜑䛶ᾏእ䛻ᣐⅬ䜢ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜚ᚓ䜛䚹
䚷ᅜෆ䛾ᴗ⪅䛿䚸䝁䞁䝔䞁䝒ὶ㏻䛾䛧䛟䜏䜢స䜛䛣䛸䛷䛿䛺䛟䚸ᐇ㝿䛾㟂せ䜢ႏ㉳䛥䛫䜛⤌䜏䚸䜐䛧䜝䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ⓗ䛺ほⅬ䛷䛾άື䜔䚸䝬䝛䝍䜲䝈䜢⾜䛖䜉䛝ศ㔝䛾㛤ᣅ䜢⾜䛖
䛣䛸䛛䜙ඛ䛻⾜䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
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᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷᪥ᮏ䛷䛿ᅜෆ㦁ື䛻㛵䛩䜛㒊ศ䛷䛾䝃䜲䝞䞊ᨷᧁ䛾ྍ⬟ᛶ䛿ᑡ䛺䛔䛸⪃䛘䜛䛜䚸ᅜ䛸䛾ᚰ⌮䞉ᚰⓗ䛺ᦶ᧿䛛䜙つᶍ䛺䝝䝑䜻䞁䜾䜢䛡䜙䜜䜛䚸䛸䛔䛖ྍ⬟ᛶ䛿ศ䛒䜛
䛾ᙳ㡪
䛸⪃䛘䜛䚹ᚋ䛾ᅜእ䛾ໃḟ➨䛻䜘䛳䛶䛿䚸つᶍ䛺䝝䝑䜻䞁䜾䛻䜘䛳䛶ᅜෆ䠥䠟䠰ᢏ⾡䛜ᡴᧁ䜢ཷ䛡䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚷㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䛿䚸⅏ᐖ䛻ὶᕸ䛥䜜䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜢⏝䛧䛯ഇሗ䛾ὶ㏻䛻㛵䛧䛶䜒䚸㐣ཤ䛸䛿ẚ䜉≀䛻䛺䜙䛺䛔䜋䛹ᙳ㡪ᗘ䛜ᙉ䛟䛺䛳䛶䛝䛯䚹
䚷䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛻䜘䜛䝕䝬䝂䜼䞊䜔䝥䝻䝟䜺䞁䝎䛺䛹䛾ᡭἲ䛿䚸ᚋከ䛟䛾⤌⧊䛜◊✲䛧䚸ᝏ⏝䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸䛭䛾ศ㔝䛻ᑐ䛩䜛ഛ䛘䜒ᚲせ䛸䛺䜛䚹
䚷䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛾䜘䛖䛺䚸ᅜ䛾ሗ䛾㏱᫂ᛶ䜢㧗䜑䜛άື⯆䛥䛫䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛿䚸㛗ᮇⓗ䛻ぢ䜛䛸ഇሗ䛾ὶᕸ䜢㜵䛞䚸せ䛺ᚰ⌮ⓗᏳ䜢ቑຍ䛥䛫䛺䛔䛯䜑䛾䚸ᙉຊ䛺ゎ
Ỵἲ䛾㻝䛴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䠏䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭 䚷䠥䠯䠬䛾❧ሙ䛛䜙⪃䛘䜛䛺䜙䜀䚸ᅜෆ䛾䝖䝷䝣䜱䝑䜽ቑຍ䛾ᡭẁ䛜㐪ἲ䠬㻞䠬䛺䛹䛛䜙㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛺䛹䛾ື⏬㓄ಙ䝃䞊䝡䝇䛻⛣䜚ኚ䜟䛳䛶䛛䜙䚸䝖䝷䝣䜱䝑䜽䛾ไ㝈䛜㞴䛧䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹
䛾ᙳ㡪
⥲㔞䛸䛧䛶䛾ᅇ⥺䝖䝷䝣䜱䝑䜽䛿ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛜䚸㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶ᛂศ䛾㈇ᢸ䜢䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔≧ἣ䛿㠀ᖖ䛻ⱞ䛧䛔䚹
䚷㢳ᐈ䛜ᅇ⥺㏿ᗘ䛾㧗䛔䝃䞊䝡䝇䛻ኚ᭦䛩䜛䛸䚸ᅇ⥺䛾䝡䝑䝖༢౯䛿Ᏻ䛟䛺䜛䛯䜑䚸┦ᑐⓗ䛻䠥䠯䠬ᴗ⪅䛾ྲྀ䜚ศ䛿ᑡ䛺䛟䛺䜛䚹䜻䝱䝸䜰䛜┤᥋䠥䠯䠬䛾ᴗົ⠊ᅖ䜢㣗䛩䜛䜒ከ䛟
䛺䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸䜻䝱䝸䜰ഃ䛻䛿ᅇ⥺䛻㛵䛩䜛䚸䜘䜚୍ᒙ䛾䝁䝇䝖䝎䜴䞁䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹
䚷䛰䛜䚸䛭䛾୍᪉䛷ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛺䛹䛾⿕⅏ᆅ䛾≧ἣ䜢ぢ䛶䜏䜛䛸䚸ᅜෆ䛾㏻ಙ≧ἣ䛜䛣䛾䜘䛖䛺⅏ᐖ䛻ᙉ䛔ᙧ䛻ฟ᮶䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜢ឤ䛨䜛䚹
䚷⌧≧䚸ᅜෆ䛻ὶ㏻䛧䛶䛔䜛ᦠᖏ㟁ヰ䛜㻝൨ྎ௨ୖᏑᅾ䛩䜛௨ୖ䚸䛘䜀ᅜᐙⓗ䛺⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯㝿䛻䛿䚸䛭䜜䜙䛜䛶䠥䠬᥋⥆䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹≉䛻つᶍ⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯㝿
䛻䛿㏻ಙ䛜㏻䛨䛺䛔䛣䛸⮬య䛜⏝⪅䛾Ᏻ䜢ቑ䛥䛫䜛䛯䜑䚸㠀ᖖ䛾᥋⥆䛾᪉ἲ䜢᳨ウ䛩䜛䜉䛝䛰䚹
䚷ᖹ䛻䛿㧗㏿㏻ಙ⥙䛸䛧䛶⏝䛥䜜䛶䛔䛶䜒䚸⅏ᐖⓎ⏕䛻䛿ప㏿䛷ᩘྎ䛜ྠ䛻᥋⥆䛧䛶䜒ၥ㢟䛺䛔⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䚷䜎䛯䚸㟁ຊ䛸䛔䛖㻝✀㢮䛾䜶䝛䝹
䜼䞊䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔ᇶᆅᒁ䛾㛤Ⓨ䛺䛹䜒ྠ䛻㐍䜑䜛䛣䛸䛷䚸ᅜẸ䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛸䛺䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷ᙜ↛䛾䛣䛸䛺䛜䜙䚸䛣䛾䜘䛖䛺䜲䞁䝣䝷ᢏ⾡䛿స䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᅜẸ䛻ᑐ䛩䜛࿘▱䛾ᚲせᛶ䜒㧗䜎䛳䛶䛟䜛䛯䜑䚸ᐃᮇⓗ䛺⅏ᐖカ⦎䛺䛹䚸ᅜẸ䛾㜵⅏ព㆑䜢㧗䜑䜛䜘䛖䛺᪉ἲ䜒᳨ウ䛩
䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻟㻛㻝㻝䛾㟈⅏䛾㏻ಙ䛾㍽㍵➼䛻䜘䜚䠥䠟䠰䛻ᑐ䛩䜛䝴䞊䝄䛾Ᏻᚰឤ䛾పୗ䛜༴䛥䜜䜎䛩䚹䜘䜚⅏ᐖ䜔䝔䝻ᨷᧁ䛻ᑐ䛩䜛䛂⪏ᛶᙉ䛃䛾䛤᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠏䐡䛭䛾␃ព䛩䜉䛝
㡯
ಶே
䠐䚷㻵㻯㼀⥲ྜᡓ␎䛾᳨ウ䛻 ⌧ᅾ䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿ಶே䛸ಶே䛸䛾⧅䛜䜚䛛䜙ᙧᡂ䛥䜜䚸䝴䞊䝄䛿䛭䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛷ሗ䜢᳨⣴䞉ྲྀᚓ䛩䜛ᶵ䛜ቑ䛘䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛣䛷Ⓨಙ䛥䜜䛶
䛴䛔䛶
䛔䜛ሗ䛾༙䛿䝴䞊䝄ಶே䛜▱䛳䛶䛔䜛ே䛜Ⓨಙ䛧䛶䛚䜚䚸ᚑ᮶䛾䝻䝪䝑䝖ᆺ䛾᳨⣴䜶䞁䝆䞁䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛ሗ䜘䜚䜒ಙ㢗ᗘ䛜㧗䛔䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹ಶே䛜≉ᐃከᩘ䛻ሗ
Ⓨಙ䛧䚸ධᡭ䛧䛯䛔ே䛰䛡䛜䛭䜜䜢ධᡭ䛩䜛䛸䛔䛳䛯䜟䜜᪉䛛䜙䚸♫ⓗᆅ䛸䛿㛵ಀ䛺䛟ಶே䛸ಶே䛜㠀ᖖ䛻䝣䝷䝑䝖䛻㏆䛔≧ែ䛷⧅䛜䜛ሙ䛷䛒䜛䛸䜒ゝ䛘䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺⫼ᬒ
䛛䜙㏆䛔ᑗ᮶䠄㻝䡚㻞ᖺ䠅䛿᭷┈䛺ሗᥦ౪䛾ሙ䛸䛧䛶ᴗ䚸ᐁබᗇ䛾⏝ಁ㐍䛜ぢ㎸䜎䜜䜎䛩䚹䛥䜙䛻䛭䛾ඛ䠄㻟䡚㻡ᖺ䠅䛷䛿䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾ሙ䛸䛧䛶䜘䜚ᬑཬ䛜㐍䜏䚸䝋䞊䝅䝱䝹
䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛷㻱㻯䝃䜲䝖䛜ၟရ䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䛸䛔䛖䜘䛖䛺䚸᪤Ꮡ䝃䞊䝡䝇䛾ᒎ㛤䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᴗ䛰䛡䛷䛺䛟ಶே䜒ྵ䜑䛶䛭䛾䛾ᵝ䚻䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛜ά⏝䛩䜛䜘䛖
䛻䛺䜜䜀䚸䝃䞊䝡䝇䛾ከᵝ䞉㉁䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜚䚸⤒῭䜢άᛶ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䚸ᬑཬ䛧䛴䛴䛒䜛䚸䝋䞊䝅䝱䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䛾䝃䞊䝡䝇ᒙ䛾ᶆ‽䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜐䛿ᛴົ䛷
䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ᅜẸ୰ᚰ䛷ᨻ⟇䜢㐍䜑䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸ᅜẸ䛻䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛾ᴗ䛾ཧຍ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹ᅜẸ䛜䛂㻵㻯㼀䛷⏕ά䜔♫䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯䛃䛸ᐇឤ䛷䛝䜛㻵㻯㼀⎔ቃ
䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛩䛾䛷䛒䜜䜀䚸ᖖ䛻ᅜẸ䛻䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛ᴗ䛿䚸㻵㻯㼀ศ㔝㛵ಀ⪅䛰䛡䛷䛿▱䜚ᚓ䛺䛔䜘䛖䛺䝙䞊䝈䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䚹ᮏ᳨ウ䛻ཧຍ䛥䜜䛶䛔䜛㛵ಀ
⪅䛻䛿䝸䞊䝎䝅䝑䝥䜢ྲྀ䛳䛶䛭䛖䛔䛳䛯ᴗ䛾◊✲άື䜈䛾ཧຍ䜢ಁ䛩䜘䛖䛺ᙺ䜢ồ䜑䛶䛔䜎䛩䚹
䝋䝣䝖䝞䞁䜽䠞䠞ᰴᘧ 䠐䠄䠍䠅᪂ᴗฟᡓ␎
㻵㻯㼀䛾ά⏝䜢ᅜẸ⏕ά䜔♫䛾ᨵၿ䛻䛴䛺䛢䛶䛔䛟䛸䛩䜛䛂㻵㻯㼀⥲ྜᡓ␎䛃䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸♫䜲䞁䝣䝷䛸䛧䛶ග䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜢ୡᖏ䛻ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛸䛧䛶ᚲ
♫䠋䝋䝣䝖䝞䞁䜽䝔
せ䛷䛩䚹⥲ົ┬Ẋ䛿䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ㡭䛾㐩ᡂ䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䛂ග䛾㐨䛃ᵓ䜢ᥖ䛢䛶䛔䜎䛩䚹䛂ග䛾㐨䛃䜢╔ᐇ䛻ᡂ䛥䛫䚸䛶䛾ᅜẸ䛜➼䛧䛟ሗ䛻䜰䜽䝉䝇䛩䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䛂ሗ䜰䜽
䝺䝁䝮ᰴᘧ♫䠋䝋䝣
䝉䝇ᶒ䛃䜢ಖ㞀䛩䜛⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛣䛸䛣䛭䛜䚸᪂ᴗฟಁ㐍⟇䛾ᇶ♏䛻䛺䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䝖䝞䞁䜽䝰䝞䜲䝹ᰴᘧ
♫
ಶே
䠐䠄䠍䠅᪂ᴗฟᡓ␎
䚷᪥ᮏᅜෆ䛷䛾䠥䠟䠰⏝䛿ᅜ㝿ⓗ䛻ぢ䛶㐍䜣䛷䛚䜚䚸ேཱྀືែⓗ䛻㧗㱋䛜㐍䜏䚸ⓗ䛺ᕷሙᣑ䛜ぢ㎸䜑䛺䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛰䛜䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾ᚋ
䛾⤒῭䛾⯆䜔♫ⓗ㈐௵䜢క䛳䛯䠥䠟䠰♫䛾ᵓ⠏䜢ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䚹
䚷ᅇ䛾㟈⅏䜢ཷ䛡䛶䚸᪥ᮏ䛜ᅜ䜘䜚㈹㈶䛥䜜䛯䛾䛿䚸᭷䛻䛚䛔䛶䜒⮬ᕫ䛾┈䜢ᙇ䛫䛪䚸ᩚ↛䛸つ⠊䜢ಖ䛴᪥ᮏᅜẸ䛾ጼ䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᖹ䛿⤒῭άື䜢ಁ㐍䛧䚸᭷
䛻䛿つ⠊䛸ேᩆຓ䜢ඃඛ䛩䜛䚸䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛿䚸ᚋ䛾䠥䠟䠰♫䛜ồ䜑䜛䜉䛝⌮䛾㻝䛴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚷⌧ᅾ䛾᪥ᮏ䛷ὶ㏻䛧䛶䛔䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䝃䞊䝡䝇䛾ከ䛟䛿⡿ᅜ䛺䛹䛛䜙䝅䝇䝔䝮䜢㍺ධ䛧䛯䜒䛾䛜ከ䛟䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢⏝䛧䛯ᴗ䛾ຠ⋡䜔ୖ┈䛾᭱䜢ᕼồ䛩䜛䛯
䜑䛻ᵓ⠏䛥䜜䛯䜒䛾䛜ከ䛔䛸⪃䛘䜛䚹
䚷䛘䜀⡿ᅜ䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯䠡䠟䝺䝁䝯䞁䝗䝅䝇䝔䝮䛺䛹䜢⿕⅏⪅䛻ྥ䛡䛯䝙䞊䝈ᢕᥱ䛾ᡭẁ䛸䛩䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛔䚹
䚷ᚋ䛾䠥䠟䠰ᢏ⾡䛾᪉ྥᛶ䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺ຠ⋡ᛶ䛾㏣ồ䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛯ᢏ⾡䛻䜘䛳䛶⾜䜟䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸㠀ᖖ䛻ᅜẸ䛾⏕ά䜢ᢸಖ䛩䜛䛂♫ⓗ㈐௵䛃䛻ᇶ䛵䛔䛯ᢏ⾡䛛䜙Ⓨᒎ䛧
䛶䛔䛟䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷᪥ᮏ䛜ᡓᚋ䛾ΰ䛛䜙⤒῭⯆䜢㐙䛢䛯୍␒䛾ཎືຊ䛿䛂䜒䛾䛴䛟䜚䛃䛾⢭⚄䛻䜘䛳䛶䚸䛂Ᏻ౯䛃䛷䛂㧗ᶵ⬟䛃䛸䛔䛖䚸┦䛩䜛ၥ㢟䜢ゎỴ䛧䛯〇ရ䜢ከ䛟ୡ䛻ฟ䛧䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹
䚷䛣䛾㟈⅏䛾ΰ䛛䜙⤒῭⯆䜢⾜䛖䛯䜑䛻䛿䚸♫ⓗ㈐௵䛾⢭⚄䛻ᇶ䛵䛔䛯䛂Ᏻᚰ䛃䛸ᖹ䛻⏝䛩䜛㝿䛾䛂㧗ᶵ⬟䛃䛸䛔䛖せ⣲䜢䚸Ᏻ౯䛻୧❧䛥䛫䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜛䚹
䚷䛰䛜䚸୍᪉䛷䛭䛾䜘䛖䛺㧗ရ㉁䛾䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛻䛿䚸ᅜෆ䛾ᵝ䚻䛺ἲつไ䛾Ꮡᅾ䛜ၥ㢟ど䛥䜜䛶䛟䜛䚹
䚷᪤䛻ᅜෆ䛾䠥䠟䠰䝧䞁䝏䝱䞊䛿䛂ᚋᡂ❧ἲ䛻䜘䛳䛶ᮍ᮶䛾ᴗ䛜つไ䛥䜜䜛䛃䛣䛸䜢ᠱᛕ䛩䜛䛣䛸䛷᪂つศ㔝䜈䛾㐍ฟ䜢ㅉ䜑䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛖⌧ᐇ䛜䛒䜛䚹䠄䈜㻞㻜㻝㻝ᖺ㻜㻝᭶㻝㻤᪥䚷䜎䛽
䛝䠰䠲䛻ᑐ䛧䛶ୗ䛥䜜䛯᭱㧗䛾ุỴ䛺䛹䜢ཧ⪃䛸䛩䜛䠅
䚷ᚋ❧ἲ䛻䜘䜛㈐௵䛾㏣ồ䜢⾜䛖㇟䛿䚸ᴗ䛜ಶேሗ䛾ὶ㏻䜔ศᯒ䛻ᑐ䛧䛶㐣䛻䝉䜻䝳䝸䝔䜱ព㆑䜢ᣢ䛴䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛔䚸ከ䛟䛾᭷┈䛺ሗ䜔᭷ᮃ䛺ศᯒᴗ䛺䛹䛜
Ṛⶶ䛥䜜䛶䛔䛟䛸䛔䛖ྍ⬟ᛶ䜢ቑຍ䛥䛫䜛䚹
䚷ᅇ䛾㟈⅏䛾୰䛷䚸䠥䠟䠰ᢏ⾡䛜ᐤ䛷䛝䜛ศ㔝䜢᫂☜䛻䛧䚸⯆䛾䛯䜑䛾㝈❧ἲ䛸䛔䛖ᙧ䛷䜒ᵓ䜟䛺䛔䛯䜑䚸ྠ䛨ၥ㢟䜢Ⓨ⏕䛥䛫䛺䛔䛯䜑䛾䝜䜴䝝䜴䜢✚䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷ୡ⏺䛷䜒᭷ᩘ䛾⅏ᐖ䛻ぢ⯙䜟䜜䛯᪥ᮏ䛸䛔䛖ᅜᐙ䛿䚸䛭䛾䝜䜴䝝䜴䜢᭱㝈䛻ά⏝䛧䛯♫䜲䞁䝣䝷䜢ᵓ⠏䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛜ᚋ䛾ᅜ㝿ⓗ䛺䠥䠟䠰⏘ᴗ䛻ᑐ䛧䛶ᚲせ䛸䛥䜜䜛
䝃䞊䝡䝇䞉〇ရ䜢ከ䛟⏕䜏ฟ䛩䚸䛸⪃䛘䜛䚹

㻝㻞

ពぢ
␒ྕ

㻢㻝

㻢㻞

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䝋䝣䝖䝞䞁䜽䠞䠞ᰴᘧ 䠐䠄䠍䠅䐟᪂ᴗฟᡓ␎䛻 䞉㻌ᚋ䛾㻵㻯㼀⥲ྜᡓ␎䜢⪃䛘䜛㝿䛻䚸䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛿ᅜ䛾㻵㻯㼀ᨻ⟇䛸䛧䛶㔜せ䛺⨨䜢༨䜑䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᩍ⫱䚸་⒪䚸⚟♴䚸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇➼䜢୍ඖ䛧䛯
♫䠋䝋䝣䝖䝞䞁䜽䝔 ྥ䛡䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉ 䛂㻶㼍㼜㼍㼚䜽䝷䜴䝗䛃䛸䛧䛶ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏝⪅䛜䚸䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒⏝ྍ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䜢ᐇ⌧䛩䜉䛝䛷䛩䚹
䝺䝁䝮ᰴᘧ♫䠋䝋䝣
䞉㻌䜎䛯䚸䜽䝷䜴䝗ᡓ␎䛿᪂ᴗฟ䛾Ⅼ䛷㔜せ䛷䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᵝ䚻䛺⏘ᴗ䛻䛚䛡䜛⏕⏘άື䛾ຠ⋡䞉άᛶ䜢ಁ㐍䛥䛫䚸䜂䛔䛶䛿᪥ᮏ䛾ᅜ㝿➇தຊ䛾ྥୖ䛻䛝䛟㈉⊩䛩䜛䜒䛾
䝖䝞䞁䜽䝰䝞䜲䝹ᰴᘧ
䛸⪃䛘䜎䛩䚹
♫
䞉㻌⾜ᨻ䛻䜘䜛㻵㻯㼀䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜔䚸Ẹ㛫䛾㏻ಙᴗ⪅䛻䜘䜛㧗ᗘ䛺䜲䞁䝣䝷ᵓ⠏ཬ䜃పᗮ䛺ᩱ㔠䛻䜘䜛䝃䞊䝡䝇䞉䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᥦ౪➼䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈
䛻㐺ྜ䛧䛯㟁Ꮚ⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜔㟁Ꮚ་⒪䝃䞊䝡䝇➼䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
♫ᅋἲே䝕䝆䝍䝹䝯 䠐䠄䠍䠅䐟᪂つᴗฟ䛻ྥ 䞉᪂つᴗ䛾ฟ䛻䛿䠄♫ෆ䜒ྵ䜑䛯䠅䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䛜䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛸⪃䛘䜎䛩䛜䚸᭱䛾ㄢ㢟䛿䝣䜯䜲䝘䞁䝇䛷䛩䚹
䝕䜱䜰༠
䛡䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉
䞉⥲ົ┬䠄ᅜ䠅䛜䝣䜯䜲䝘䞁䝇㠃䛾ᨭ䜢᳨ウ䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸
䚷䚷䞉䛂༓୕䛴䛃䛸䛔䜟䜜䜛䜋䛹䚸㻵㻼㻭䠄ᰴᘧୖሙ䠅䛻䜎䛷฿䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛ᡂຌ☜⋡䛜ప䛔䝧䞁䝏䝱䞊ᢞ㈨䛻๓㔠䛛䜙䛾ᨭ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺ไᗘ
䚷䚷䞉䝧䞁䝏䝱䞊䛜ᚲせ䛸䛩䜛䛸䛝䛻䝍䜲䝮䝸䛻㈨㔠䜢ᥦ౪䛷䛝䜛ไᗘ
䛾᳨ウ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䛸Ꮡ䛨䜎䛩䚹
䞉㏫䛻ゝ䛘䜀䚸ኻᩋ䜢ㄆ䜑䜛ไᗘ䛜䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䛜䝫䜲䞁䝖䛷䛒䜛䛸ហ⪃⮴䛧䜎䛩䚹
䞉Ḣ⡿䛷䛿䚸㌷ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ከ䛟䛾㻵㻯㼀䝧䞁䝏䝱䞊䜢⏕䜣䛷䛔䜎䛩䛜䚸䜟䛜ᅜ䛷䛿䚸㜵⾨ᗇண⟬䛜ศ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䜒⪃䛘䜛䛸䚸䝧䞁䝏䝱䞊⫱ᡂ䛻ᙜ䛯䛳䛶┬ᗇ㛫䛾㐃ᦠ䜢᳨ウ䛩䜛䛣
䛸䜒ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䛸ហ⪃⮴䛧䜎䛩䚹
ពぢᥦฟ⪅

♫ᅋἲே䝔䝺䝁䝮
䝃䞊䝡䝇༠

䠐䠄䠍䠅䐟᪂ᴗฟ䛻ྥ䛡 䡡᪂ᴗฟ䛻ྥ䛡䛯䠪䠣䠪䜈䛾ᮇᚅ䛸⌧≧
䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉
䚷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜔⛣ືయ㏻ಙ䛾Ⓨᒎ䛸䛸䜒䛻䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ᴗ⎔ቃ䛿䛝䛟ኚ䜟䜚䛴䛴䛒䜚䜎䛩䚹ᅜẸ⏕ά䛾ྥୖ䜔ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䛾䛯䜑䛻䛿䚸᪂䛯䛻ᵓ⠏䛥䜜䜛
䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛷ከ✀ከᵝ䛺䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛜ฟ⌧䛩䜛⎔ቃ䛜ᩚഛ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹
᪂䛯䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸䛔䛖ព䛷䛿䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ䛻ၟ⏝䝃䞊䝡䝇䛜㛤ጞ䛥䜜䛯䠪䠰䠰ᮾす䛾䠪䠣䠪䠄䝣䝺䝑䝒ග䝛䜽䝇䝖䠅䛻ᮇᚅ䛧䜎䛧䛯䛜䚸⌧≧䛷䛾䠪䠣䠪䛾䝃䞊䝡䝇䛿㝈ᐃⓗ䛷䛒䜚䚸䠪䠣䠪
ୖ䛷ᵓ⠏䛩䜛㏻ಙ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾䜸䞊䝥䞁䜒༑ศ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
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䛣䛾䜘䛖䛺ᴗ⪅䛜ᕷሙ䜢䝸䞊䝗䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇

䝘䝅䝳䜰䝋䝸䝳䞊䝅䝵
䞁䝈ᰴᘧ♫

䠐䠄䠍㻕䐟᪂ᴗฟ䛻ྥ䛡 㻔㻝㻕᪂ᴗฟᡓ␎
䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉
䐟᪂ᴗฟ䛻ྥ䛡䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉䜈䛾ពぢ
᪥ᮏ䛾㻵㼀ᴗ⏺䠄ሗ䝃䞊䝡䝇ᴗ䠅య䛾༙ศ௨ୖ䛜ཷク䝋䝣䝖䜴䜵䜰㛤Ⓨᴗ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻ཷク䝋䝣䝖䜴䜵䜰㛤Ⓨᴗ䛻䛚䛡䜛ඖㄳ䛡䛻ᑐ䛩䜛ୗㄳ䛡䛾ປാ⏕⏘ᛶ䛿⣙༙ศ䛸䛔
䛖ㄪᰝ⤖ᯝ䜒ฟ䛶䛔䜛䚹
᪥ᮏ䛜㻵㻯㼀ศ㔝䛷Ⓨᒎⓗ⤒῭ᡂ㛗䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ඖㄳ䛡㻛ୗㄳ䛡䛸䛔䛖㝵ᒙᙧᘧ䛷䛿䛺䛟䚸䝡䝆䝛䝇ⓗ䛻䝣䝷䝑䝖䛻䝋䝣䝖䜴䜵䜰㛤Ⓨ䛜ฟ᮶䜛⎔ቃ䜢ᅜ䛜ᥦ౪䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹䛭䜒䛭䜒䚸䝋䝣䝖䜴䜵䜰㛤Ⓨ䛿ᮏ䜢᭩䛟䛸䛔䛖⾜Ⅽ䛸ྠ䛨䛷䚸Ⓨ䛜ཎⅬ䛷䛒䜚䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䜔㻹㼕㼏㼞㼛㼟㼛㼒㼠䛺䛹䝧䞁䝏䝱䞊䛛䜙ᡂຌ䛧䛯䝋䝣䝖䜴䜵䜰♫䛿䚸䛭
䛾䜘䛖䛺䝡䝆䝛䝇㝵ᒙᵓ㐀䛷⦡䜙䜜䛺䛔⮬⏤Ⓨ䛛䜙⏕䜎䜜䛶䛝䛯䛸⪃䛘䜛䚹䛭䛣䛷䚸᪥ᮏ䛾㝵ᒙⓗ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䝡䝆䝛䝇ᵓ㐀䜢ኚ䛥䛫䜛䛯䜑䛾⟇䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ㻵㻯㼀䝃䞊䝡䝇䛾ㄢ
㢟ゎỴ䜢䝭䝑䝅䝵䞁䛸䛧䚸ᑗ᮶ⓗ䛻ᆅᇦάᛶ䛻㈉⊩䛩䜛䛯䜑䛾䝃䞊䝡䝇㻛䝅䝇䝔䝮䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛺ᆅᇦ㻵㻯㼀ᴗ♫䜢බⓗ䛻❧䛱ୖ䛢䚸ᅜ㻛⮬య㻛ᆅ᪉Ꮫ䛜ᨭ䛩
䜛యไ䛜ᚲせ䛷䛺䛔䛛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹䝋䝣䝖䜴䜵䜰㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝟䝋䝁䞁䛜䛒䜜䜀ᇶᮏⓗ䛻䛹䛣䛷䜒䛷䛝䜛䛯䜑䚸㤳㒔ᅪ䛻ᴗᡤ䜢ᵓ䛘䜛ᚲせ䜒䛺䛟䚸䜎䛯ᆅᇦ㻵㻯㼀䛾ᐇ⌧ㄢ㢟䛿
䛭䛾ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䝥䝷䜲䜸䝸䝔䜱䜒␗䛺䜛䛯䜑䚸ᆅᇦ䛭䜜䛮䜜䛻Ỉᖹศᩓ䛧䛶᳨ウ䛧䛶䛔䛟ព⩏䛿༑ศ䛻䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
ᆅᇦ㻵㻯㼀ᴗ♫䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ㻛⮬య䛜༠ຊ䛧䛶ᢞ㈨䛷䛝䜛➨㻟䝉䜽䝍ᵓ䜒ど㔝䛻ධ䜜䛶㠀᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㧗ᗘ䛺㻵㻯㼀ேᮦ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ᆅᇦ㻵㻯㼀ᴗ♫䜢୰ᚰ
䛻ᆅ᪉Ꮫ༠ຊ䜒䛾䛸⫱ᡂ⎔ቃ䛜స䜙䜜䚸ᆅᇦ㻵㻯㼀ᴗ♫ྠኈ䛷ᢏ⾡㈨⏘䜢ಖ᭷䛧䚸䝃䞊䝡䝇䝟䝑䜿䞊䝆䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛷ఫẸ⏝䛾ᐇ⦼䜔ရ㉁䜒⪃៖䛧䛯➇தຊ䛾䛒䜛㨩ຊ䛒
䜛䝟䝑䜿䞊䝆䜢⏕䜏ฟ䛫䜜䜀䚸ᾏእᒎ㛤䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛷ᅜ㝿ᴗ᥎㐍䛻䜒㈉⊩䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹
ᅜ䛾⾜䛖ᴗ䛿ᅜඹ㏻䜲䞁䝣䝷䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ㻵㻯㼀ᴗ♫䛸䛾ඹྠ䝃䞊䝡䝇㐠⏝䝅䝘䝸䜸䜒ᥥ䛡䜜䜀䚸㻵㻯㼀య䛾䝃䞊䝡䝇䜒ຍ㏿ⓗ䛻ྥୖ䛩䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
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♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ䜿䞊䝤 䠐䠄䠍䠅䐟᪂ᴗฟ䛻ྥ䛡 ᆒ⾮䛒䜛ᅜᅵⓎᒎ䛸ᆅᇦ⤒῭䛾䛯䜑䛾䠥䠟䠰㛵ಀᴗ⪅䛾ᙺ䛸ά⏝䚸≉䛻ά⏝యไᵓ⠏䛾ලయⓗ䛺ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶
䝹䝔䝺䝡㐃┕
䛯⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉
䚷䠥䠟䠰ᴗ⪅䛜┤᥋ⓗ䛺┈䜢ồ䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᆅᇦ⤒῭䛻㈉⊩䛩䜛୰䛷᭱⤊ⓗ䛻┈䛾୍➃䜢ாཷ䛩䜛䜘䛖䛺ᅾ䜚᪉䛜㔜せ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸㎰ᯘỈ⏘ᴗ䚸་⒪䞉⚟♴䚸Ᏻᚰ䞉Ᏻ➼䛾ྛศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛻ᚑ䛩䜛ᆅᇦ䛾⪅䛜䠥䠟䠰䜢ά⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䛸䜒䛻䚸㻵㻯㼀ά⏝䜢ຠᯝⓗ䛻㐍䜑䜛䛯䜑䛾
ᆅᇦ䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾☜❧䛜ᛴົ䛷䛩䚹䜎䛯䚸䛣䛾㝿䚸ᆅᇦ䛾ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊ䛻㛗䛡䛯䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡ᴗ⪅䛻௦⾲䛥䜜䜛䠥䠟䠰ᴗ⪅䚸Ꮫ㆑⪅➼䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄≀ⓗ䚸ேⓗ䚸▱ⓗ
䝸䝋䞊䝇䜢ྵ䜐䚹䠅䜢䚸ศ㔝㛫䛾ㄪ䜢ᅗ䜚䛴䛴䚸↓㥏䛺䛟ຠ⋡ⓗ䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛩䚹
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᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䡰䢃䡡䡿䡤䡡䡿䡤䡡䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪 䠐䠄䠍䠅䐠㻵㻯㼀䛾ά⏝ಁ㐍 䞉⥲ົ┬䛂䜾䝻䞊䝞䝹௦䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇㻌ᆅ⌫ⓗㄢ㢟᳨ウ㒊䚷᭱⤊ሗ࿌᭩䛃➼䛻䛚䛔䛶䜒♧䛥䜜䛶䛔䜛㏻䜚䚸㻵㻯㼀ά⏝䛻䜘䜛㻯㻻㻞ฟ㔞๐ῶ➼䛾⎔ቃ
䢙䡹䢚ᰴᘧ♫
䛻䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚 ㈇Ⲵ㍍ῶ䜈䛾㈉⊩䛻䛴䛔䛶䛿䛝䛺ᮇᚅ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸ᅜ䛻䛚䛔䛶䜒⎔ቃศ㔝䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ά⏝䜢᥎䛧㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
᪉
䛺䛚䚸㏆ᖺᛴ㏿䛻ᬑཬ䛜㐍䜣䛷䛔䜛䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛿䚸௬ᢏ⾡䛻䜘䜛㻵㻯㼀䝸䝋䞊䝇䛾ຠ⋡ⓗ⏝➼䜢㏻䛨䛶⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䛻䛴䛔䛶䜒䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛩䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛣
䛾䜘䛖䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛻䜘䜛⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䛻㛵䛩䜛ᐃ㔞ⓗ䛛䛴㐺ṇ䛺ホ౯䛜ྍ⬟䛸䛺䜜䜀䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾୍ᒙ䛾⏝䛜ಁ㐍䛥䜜䚸᭦䛺䜛⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ䛻㈨䛩䜛䛸⪃䛘䜙
䜜䜎䛩䚹䛣䛾ᵝ䛺ほⅬ䛛䜙䚸䛘䜀䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝䛻䜘䛳䛶ᐇ⌧䛥䜜䜛㟁ຊᾘ㈝ຠ⋡䜔㻯㻻㻞ฟ㔞๐ῶຠᯝ➼䛾ホ౯䝰䝕䝹䛾⟇ᐃ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜᭷ຠ䛷䛿䛺䛔䛛䛸
⪃䛘䜎䛩䚹
䞉༴ᶵ⟶⌮䞉㜵⅏ศ㔝䛻䛚䛔䛶㻵㻯㼀ά⏝䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛷䚸⅏ᐖ䛾ண▱䞉ண㜵䜔⅏ᐖ䛾ሗ㞟䞉ఏ㐩➼䛾㧗ᗘ䜢ᐇ⌧䛧䚸⿕ᐖ䛾᭱ᑠ➼䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸ྛ⮬య䛾ඹྠ⏝䛜ྍ⬟䛺༴ᶵ⟶⌮䞉㜵⅏ሗᇶ┙䛾ᩚഛ䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛘䜀䚸Ẽ㇟䝉䞁䝃䞊䜔Ỉ䝉䞁䝃䞊䚸㐨㊰┘ど䜹䝯䝷䛸䛔䛳䛯ከᵝ䛺ほ 䞉
┘どሗ䜢ᗈ⠊ᅖ䛻Ώ䛳䛶䜽䝷䜴䝗ᇶ┙ୖ䛻㞟䛧䚸䛭䜜䜙䜢ຠᯝⓗ䛻ศᯒ䞉ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸䜘䜚⢭ᗘ䛾㧗䛔㑊㞴່࿌䜔⤒㊰ㄏᑟ➼䜢ຠ⋡ⓗ䛻ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎
䛩䚹
䞉ᅜẸ䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺㻵㻯㼀⏝䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛿ᚋ䜒㔜Ⅼⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛘䜀䚸䝬䝹䜴䜵䜰䛻䜘䜛㼃㼑㼎䝃䜲䝖ᨵ䛦䜣䜢㏻䛨䛯㻵㻰䞉䝟䝇䝽䞊䝗┐ྲྀ➼䛾⿕ᐖ䛜┦ḟ䛔䛷䛚䜚䚸ᐁẸ୍య䛸䛺䛳䛯ᑐ⟇䛜ᚲせ䛷䛩䚹≉䛻ᛴ㏿䛻ᬑཬ䛜㐍䜣䛷䛔䜛䝇䝬䞊䝖䝣䜷
䞁➼䛾᪂䛯䛺㻵㻯㼀➃ᮎ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䞉䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛿ᚋᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶୍ᒙ䛾ά⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛧䛛䛧䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛧䛶ሗ⟶⌮➼䜢⾜䛖㝿䛻䚸ᴗἲ䜔ྛ┬ᗇ䛜බ⾲䛧䛶䛔䜛䜺䜲䝗
䝷䜲䞁䛜䛹䛾䜘䛖䛻㐺⏝䛥䜜䜛䛛䛜᫂☜䛺䛯䜑䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾⏝ಁ㐍䛾ጉ䛢䛸䛺䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛘䜀་⒪ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿䚸⥲ົ┬䛻䜘䛳䛶䛂㻭㻿㻼䞉㻿㼍㼍㻿ᴗ
⪅䛜་⒪ሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㝿䛾Ᏻ⟶⌮䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛜⟇ᐃ䛥䜜䜛➼䚸䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝䛻ྥ䛡䛯⎔ቃᩚഛ䛜ᅗ䜙䜜䛶䛝䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ື䛝䜢䛾ศ㔝䛻䜒
ᗈ䛢䛶䛔䛟䛣䛸䛻䜘䜚䚸୍ᒙ䛾㻵㻯㼀ά⏝ಁ㐍䛻⧅䛜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᴗ䛾ᇶᖿᴗົ䜔㟁Ꮚ⾜ᨻ➼䛾♫䜲䞁䝣䝷䛻䛚䛔䛶䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛾୍ᒙ䛾ά⏝䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸㧗䛔ಙ㢗ᛶ䜔༶ᛂᛶ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䚹䛣䛾ᵝ䛺䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡
䝇䛾㧗ᗘ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛘䜀」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗㛫䛻䛚䛡䜛㐃ᦠ䛾⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜᭷ຠ䛷䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛾䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝥䝻䝖䝁䝹➼䛾ᶆ‽䛻ྥ䛡
䛯◊✲㛤Ⓨ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ពぢᥦฟ⪅

䝋䝣䝖䝞䞁䜽䠞䠞ᰴᘧ
♫䠋䝋䝣䝖䝞䞁䜽䝔
䝺䝁䝮ᰴᘧ♫䠋䝋䝣
䝖䝞䞁䜽䝰䝞䜲䝹ᰴᘧ
♫
♫ᅋἲே䝕䝆䝍䝹䝯
䝕䜱䜰༠

㻢㻤

㻢㻥

㻣㻜

䠐䠄䠍䠅䐠㻵㻯㼀䛾ά⏝ಁ㐍 䞉䝁䞁䝔䞁䝒ᴗ⏺䛾ேᮦᩍ⫱䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜎䛩䚹
䛻䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚 䞉䜟䛜ᅜ䛷䛿䚸ṧᛕ䛺䛜䜙ⱥㄒ䛾ᩍᮦ䞉㈨ᩱ䜢ά⏝䛷䛝䜛ேᮦ䛿ศ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
᪉
䞉⡿ᅜ䛷䛿䚸༡䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰Ꮫ䛾䜘䛖䛻䚸䝝䝸䜴䝑䝗䛸㐃ᦠ䛧䛶䝁䞁䝔䞁䝒ไస䛻䛔䛶䛾ᐇ䛧䛯ᩍ⫱䝁䞊䝇䜢ഛ䛘䛯Ꮫ䛜䛒䜚䚸䛭䛣䛛䜙䛿❧ὴ䛺ᩍᮦ䜒ฟ䛶䛔䜎䛩䛜䚸᪥ᮏ䛾
䝁䞁䝔䞁䝒ᴗ⏺䛷䛿䜋䛸䜣䛹⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛫䜣䚹
䞉䝁䞁䝔䞁䝒ᴗ⏺䛷䛿䚸䜽䞊䝹䝆䝱䝟䞁䛸䛔䛖༳䛷ᾏእᒎ㛤䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜྿⫈䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸୍᪉䛷䛿䚸᫂䛾ึ䜑㡭䛻ᾏእᩥ᫂䞉ᩥ䜢⛣ධ䛧䛶ୡ⏺䜢䜻䝱䝑䝏䜰䝑䝥䛧䛯䛾䛸ྠ
䛨䜒᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䞉ᅜ䛸䛧䛶䚸ⱥㄒ䜢䛔䛣䛺䛫䛺䛔ேᮦ䜢๓ᥦ䛻䚸ᾏእᩍᮦ䞉ᩥ⊩䛾᪥ᮏㄒ䜢ᨭ䛩䜛䛣䛸䛿䚸㠀ᖖ䛻ព䛾䛒䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛸ហ⪃⮴䛧䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠐䠄䠍䠅䐠䠥䠟䠰䛾ά⏝ಁ㐍 䞉♫䜲䞁䝣䝷䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰ά⏝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋᶫᱱ䜔Ἑᕝ➼䛾ᒇእ䛾ᗈ⠊ᅖ䛻䜟䛯䜛⥔ᣢ⟶⌮䛜㔜せ䛻䛺䜛䛸ண䛥䜜䜎䛩䚹ከᩘ䛾ᑐ㇟≀䛾䝴䝙䞊䜽䛺⟶⌮䛸䚸༴㝤ᛶ䛾㧗
䛻䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚 䛔ᵓ㐀≀䛻䛚䛔䛶䛿䝉䞁䝅䞁䜾䝕䞊䝍䜒ά⏝䛧䛯⟶⌮䛜ᚲせ䛷䛩䚹䝰䝞䜲䝹➃ᮎ䛻ᦚ㍕䛧䛯▷䞉୰䞉㛗㊥㞳㏻ಙᶵ⬟䜢ά⏝䛧䚸▷㊥㞳㏻ಙ䛷䛾㏻ᖖ⟶⌮䚸୰㊥㞳㏻ಙ䛷䛾␗ᖖ≧ἣ
᪉
䛾ㄆ㆑䚸㛗㊥㞳㏻ಙ䛷䛾⟶⌮䠠䠞䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛ᢏ⾡䛾᳨ウ䜢䛤ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䞉ᵝ䚻䛺ศ㔝䛷䛾䠥䠟䠰ά⏝䛜ಁ㐍䛥䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᇶᖿ⥙ཬ䜃↓⥺⥙䛾䝞䝑䜽䝩䞊䝹䛷䛾䝖䝷䝣䜱䝑䜽䛜䛣䜜䜎䛷௨ୖ䛻ቑ䛧䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䠥䠟䠰ά⏝䜢㔜Ⅼⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䛟ศ
㔝䠄䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䠅䛸ྠ䛻䚸ᇶ┙ⓗ⎔ቃᩚഛ䛸䛧䛶䚸㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾ᙉ䜒ᥦ䛧䜎䛩䚹
୍⯡♫ᅋἲே䝰䝞䜲 䠐䠄䠍䠅䐠㻵㻯㼀䛾ά⏝ಁ㐍 㻵㻯㼀ά⏝䜢ᨭ䛘䜛ᇶ┙ⓗ⎔ቃᩚഛ䛻䛚䛔䛶䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜔䝁䞁䝔䞁䝒ⴭసᶒ⟶⌮䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䛭䜜䜙䛾ᢏ⾡➼䛜ᗈ䛟ᶆ‽䛥䜜䛯䜒䛾䛜ᬑཬ䛩䜛䛣䛸䛜䚸䝴䞊䝄䞉ᴗ⪅䛻
䝹䞉䝁䞁䝔䞁䝒䞉䝣䜷䞊 䛻䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚 䛸䛳䛶䛾䝯䝸䝑䝖䛻⧅䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯㻵㻯㼀䛾ᗈ䛜䜚䛿ᅜቃ䜢㉺䛘䜛䛯䜑䚸ᅜෆ䛻䛸䛹䜎䜙䛪ୡ⏺ᶆ‽䜔䚸䝰䝞䜲䝹ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿᪥ᮏึ䛾ୡ⏺ᶆ‽䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛾ᬑཬ᪉
᪉
⟇➼䜒᳨ウ㢪䛔䛯䛔䚹
䝷䝮
ಶே

㻣㻝

䠐䠄䠍䠅䐠㻵㻯㼀ά⏝ಁ㐍䛻 䞉㻌㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛔䛶䛿䚸ே䚻䜢Ᏻᚰ䛥䛫䚸෭㟼䛺ᑐᛂ䛻ᑟ䛟䛯䜑䛻䚸ṇ☜䛺ሗ䛾ᥦ౪䛸䛭䜜䜢ᨭ䛘䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㔜せᛶ䛜ㄆ㆑䛥䜜䜎䛧䛯䚹㻵㻯㼀䜢⏝
䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚᪉ 䛔䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䛻䜘䜚䚸♫䜲䞁䝣䝷䛸䛧䛶䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㔜せᛶ䛜ቑ䛩୰䛷䚸⅏ᐖᑐ⟇䛸䛔䛖ほⅬ䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀䛾ᙺ➼䜢ᗘ᳨ド䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䞉㻌ලయⓗ䛻䛿䚸㻵㻯㼀䜲䞁䝣䝷䛾⪏㞀ᐖᛶ䜔᪩ᮇᪧ᪉ἲ䛸䛔䛳䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᥦ౪ᡭẁ☜ಖ䛻ಀ䜛᳨ウ䛾䚸㻵㻯㼀䜢⏝䛔䛯᭷ຠ䛺⅏ᐖሗ䛾ᥦ౪䜔䝔䝺䝽䞊䜽䛾ಁ㐍䛸䛔䛳䛯⅏ᐖ
䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀䛾ά⏝᪉⟇➼䛾᳨ウ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

䠐䠄䠍䠅䐠䠥䠟䠰䛾ά⏝ಁ㐍 ⥲ົ┬䛜ά⏝䜢㔜Ⅼⓗ䛻᥎㐍䛩䜉䛝䚸䛸⪃䛘䛶䛔䜛ከ䛟䛾ศ㔝䛿䚸♫䛻䛚䛔䛶つไ䛻⦡䜙䜜䚸䛛䛴Ᏺ䜙䜜䜛䛣䛸䛷⏕⏘ᛶ䛜ୗⴠ䛧䚸ୡ⏺ⓗ䛺➇தຊ䜢ᣢ䛯䛺䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜
䛻䛚䛡䜛⎔ቃᩚഛ䛾ᅾ䜚 ከ䛔䚹
᪉
䛭䜜䜙䚸⏕⏘ᛶ䛜ప䛔ศ㔝䛻ᑐ䛧䛶䠥䠟䠰䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸䛿䚸䛭䛾ᚋ䛾ຠ⋡䛾ྥୖ䛻䛴䛔䛶䛿ぢ㎸䜐䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛜䚸䛭䜜䛿䛒䛟䜎䛷䜒䛂ᅜ㝿ᖹᆒ䛃䛻䛺䛳䛯䛰䛡䛷䛒䜚䚸ᐇ㝿䛿䝁䝰䝕䜱
䝔䜱䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䛰䛡䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
䛘䜀䚸䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱ᵓ䛺䛹䛾䜲䞁䝣䝷ᩚഛᴗ䜢ᅜ䛜ᑟ䛧䛶⾜䛳䛯ሙྜ䚸ཧධ䛩䜛ᴗ⪅䛾㑅ᐃᇶ‽䛺䛹䛜᫂☜䛻つᐃ䛥䜜䛶䛧䜎䛔䚸᪂つ䛾䜰䜲䝕䜱䜰䜢ヨ⾜䛧䛯䛔䛸⪃䛘䜛䝧
䞁䝏䝱䞊ᴗ䛿ཧຍ䛜㞴䛧䛔䚹
ᅜ㝿ⓗ䛻ྠ䛨つ᱁䛾〇ရ䜢୪䜉䜛䛣䛸䛜䠥䠟䠰䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾ᴗศ㔝䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢Ⓨ⏕䛥䛫䚸䝖䝷䜲䜰䞁䝗䜶䝷䞊䜢ఱᗘ䜒㉳䛣䛩䛣䛸䛜ྍ⬟䛺⤌䜏䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜛䚹
䛘䜀䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾䛒䛸䚸䛥䜎䛦䜎䛺ᕷ⏫ᮧ䛾⯆䛜⾜䜟䜜䜛䛜䚸䛭䛾㝿䛻᪂䛧䛔ᕷ⾤ᆅ䛾䝡䝆䝵䞁䜢ከ䛟䛾ᴗ䛛䜙ເ㞟䛧䚸බເ䛻ἢ䛳䛯ᙧ䛷ᅜ䛜⯆
䜢ᨭ䛩䜛䚹⯆䜎䛷䛾ᩘᖺ㛫䛿≉༊ᢅ䛔䛸䛧䚸䛥䜎䛦䜎䛺ไᗘ䛾㐠⏝䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛸Ⰻ䛔䛸⪃䛘䜛䚹
㻝䠖ఫẸྎᖒ䜔་⒪䝕䞊䝍䛺䛹䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䜢ᥦ౪䛧䛶䜒䜙䛔䚸㟈⅏䛷⿕ᐖ䜢ཷ䛡䛯䝴䞊䝄䛾䜿䜰䜢⾜䛖௦䜟䜚䛻⌧⾜ἲ䛷䛿ᢅ䛘䛺䛔ಶேሗ䜢⏝䛧䛯㼃㻱㻮䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩
䜛䚹
㻞䠖᪂つ䛾䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗᪉ᘧ䜔䚸㟁Ẽ⮬ື㌴ྥ䛡䜲䞁䝣䝷䜢ᥦ౪䛩䜛௦䜟䜚䛻䚸ᐇドᐇ㦂䝣䜱䞊䝹䝗䜢ᥦ౪䛧䛶㝶ไᗘ䜢ኚ᭦䛩䜛䚹
ୖグ䛾䜘䛖䛺䚸ᴗ䛜⯆䜢ᨭ䛩䜛௦䜟䜚䛻䚸䝕䞊䝍ᐇド䝣䜱䞊䝹䝗䛸䛧䛶⏫⮬య䜢ᥦ౪䛩䜛⤌䜏䜢స䜛䛣䛸䛷䚸⏘䛸ᐁ䛾୧᪉䛻䝯䝸䝑䝖䛾䛒䜛⤌䜏䜢స䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹

㻝㻠

ពぢ
␒ྕ
㻣㻞

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
୍⯡♫ᅋἲே䝰䝞䜲 䠐䠄䠍䠅䐡᪂ᴗ䛾ฟ䛸ᶆ 䝰䝞䜲䝹ศ㔝䛿᪥ᮏ䛜㠀ᖖ䛻㐍䜣䛷䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛿䛒䜛䛜䚸ᢏ⾡㠉᪂䛜㏿䛟䚸༢⊂䛾䝯䞊䜹䞉ᴗ䛰䛡䛷䛿䚸ඛ㐍ⓗ䛺◊✲㛤Ⓨ䜢ୡ⏺ⓗ䛺ᶆ‽䜢┠ᣦ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛿㞴䛧䛔ഃ㠃䜒
䝹䞉䝁䞁䝔䞁䝒䞉䝣䜷䞊 ‽䛾㐃ᦠᙉ⟇
䛒䜚䚸᪂ᴗ䜢ฟ䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸ฟ᮶䜛㝈䜚ᶆ‽ⓗ䛺䜒䛾䛸䛧䛶ᬑཬ䛥䜜䜛䜘䛖䚸ᅜ䛛䜙ᴗ䜈䛾◊✲㈨㔠䜔ᶆ‽䛾䛯䜑䛾άືᨭ䛜䛒䜛䛸䜘䛔䚹
䝷䝮
ពぢᥦฟ⪅

ಶே

㻣㻟

㻣㻠

䠐䠄䠍䠅䐡᪂ᴗ䛾ฟ䛸ᶆ ᪥ᮏ䛿䚸බᐖ䜔㧗㱋䛺䛹䛾Ⅼ䛷䛂ㄢ㢟ඛ㐍ᅜ䛃䛸ゝ䜟䜜䚸䛭䛾୰䛷Ⓨᒎ䛧䛶䛝䛯ᢏ⾡䛿䚸ከ䛟䛾ሙྜ䛷ඛ㐍ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛔䚸Ẹ㛫䝣䜷䞊䝷䝮ᶆ‽䛻㏆䛔⨨䛻䛒䜛䜒䛾䛜ከ
‽䛾㐃ᦠᙉ⟇
䛛䛳䛯䛿䛪䛰䚹䛰䛜䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿ᅜ㝿ⓗ䛻᥇⏝䛥䜜䜛つ᱁䛿ᑡ䛺䛟䚸䛭䛾䛯䜑䛻䠥䠟䠰䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛺ព䛷䛾ᆅ䛜ྥୖ䛧䛶䛔䛺䛔≧ἣ䛜䛒䜛䚹
ከ䛟䛾つ᱁䛻䛴䛔䛶䚸᪥ᮏ䛿䛂ඛ䛻㐍䜐䛃䛣䛸䛷つ᱁䛾୰㌟䜢☻䛝䚸䛭䜜䜢ୡ⏺䛻㓄ಙ䛩䜛᪉ἲ䜢ᇳ䛳䛶䛔䜛䛾䛰䛜䚸䛭䜜䛷䛿つ᱁䛜ᡂ⇍䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸᪥ᮏ䛿ᕷሙ䛸䛧䛶䛾ཧධ౯್
䜢ኻ䛳䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䚹
ᚋ䛛䜙ཧධ䛩䜛ᴗ䛿䛂᪥ᮏᕷሙ䛻⾜䛝䜟䛯䛳䛯つ᱁䛰䛛䜙㉁䛜㧗䛔䛃䛸䛿⪃䛘䛪䛂䛾ᅜ䛜䜒䛖ཧධ䛩䜛వᆅ䛜↓䛔つ᱁䛺䛾䛰䛛䜙䚸᥇⏝䛩䜛᪨䜏䛜䛺䛔䛃䛸⪃䛘䜛䚹
䛭䜜䛺䜙䜀䚸ᚋ㟂せ䛜ఙ䜃䜛䛸䛥䜜䜛୍␒᭷ᮃ䛺ᅜ䛾ពぢ䛻ྜ䜟䛫䛶つ᱁䜢స䜛䛾䛜㡰ᙜ䛰䜝䛖䚹
䛣䛣䛷㔜せ䛺䛾䛿䚸᪥ᮏ䛸䛔䛖䛂ㄢ㢟ඛ㐍ᅜ䛃䛿䚸つ᱁䜢⦎䜚䛣䜣䛰ᚋ䛻䛿せ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛖ᐇ䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䚸ᕷሙ䛸䛧䛶䛾᭷ᮃᛶ䚸ᅜ䛛䜙䛾ᢞ㈨䜢䜃㎸䜐䛻್䛩䜛䜘
䛖䛺ᕷሙつᶍ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜚䚸᪩ᮇ䛛䜙䛭䛾᭷ᮃ䛺ᕷሙ䜢ᾏእ䛻㛤ᨺ䛧䛶䛔䜜䜀⮬䛪䛸䛭䛾ᕷሙ䛾䝣䜷䞊䝷䝮ᶆ‽䛿ྲྀ䜜䜛䛸⪃䛘䜛䚹
ᅜෆᡭ䛾㟁Ẽ♫䛜㐃ྜ䜢⤌䜐䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᾏእ䛾㈨ᮏ䜢ྜ䜟䛫䛶ᅜෆ䛷つ᱁䜢⦎䜚䛣䜐ྲྀ䜚⤌䜏䛜䛺䛡䜜䜀䛭䛾䜘䛖䛺≧ែ䛻䛿䛺䜙䛺䛔䚹
ᚋ᭷ᮃ䛸ᛮ䜟䜜䜛ᅜ㝿ᶆ‽つ᱁䛾⋓ᚓ䜢┠ᣦ䛩ศ㔝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ䛜⾜䛖ᐇドᐇ㦂䝣䜵䜲䝈䛛䜙ᅜ䛾ᴗ䛸ඹྠ䛷ᕷሙ䜢㛤ᣅ䛧䚸䛭䛾ᚋ䛾䜾䝻䞊䝞䝹ᒎ㛤䛻䛴䛺䛢䜛Ⅼ䜢✚
ᴟⓗ䛻ホ౯䛩䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ䜿䞊䝤 䠐䠄䠍䠅䐡᪂ᴗ䛾ฟ䛸ᶆ ᑡᏊ䚸㧗㱋䚸ᅇ䛾㟈⅏䛻䜘䜛䝎䜴䞁䝇䝟䜲䝷䝹➼䛻ᑐᛂ䛧䛯䚸⤒῭ᡂ㛗ᡓ␎䛸䛂⚄⤒⣔䛃䛸䛧䛶䛾䠥䠟䠰䠋ሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ලయⓗᙺ䛻䛴䛔䛶
䝹䝔䝺䝡㐃┕
‽䛾㐃ᦠᙉ⟇
䚷䛣䜜䜎䛷䛾㻵㻯㼀ά⏝䝰䝕䝹䛾ᐇド➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸ศ㔝ẖ䛻᩿∦ⓗ䛻ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛༳㇟䛜ᙉ䛟䚸ᅜయ䛾ᡂ㛗ᡓ␎䛸ᩚྜᛶ䜢ᅗ䜚䚸䠥䠟䠰ά⏝䜢㍈䛸䛧䛯ᆅᇦ䛾᪂ᴗฟ
➼䛻㛵䛩䜛䝖䞊䝍䝹䝥䝷䞁䜢సᡂ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䡰䢃䡡䡿䡤䡡䡿䡤䡡䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪 䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾
䢙䡹䢚ᰴᘧ♫

㻣㻡
ᰴᘧ♫䝙䞊䝰䝙䝑䜽 䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾
䝉䜻䝳䝸䝔䜱

㻣㻢

ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾
㻣㻣
୍⯡♫ᅋἲே䝰䝞䜲 䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾
䝹䞉䝁䞁䝔䞁䝒䞉䝣䜷䞊
䝷䝮
㻣㻤

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻䜒♧䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛚䜚䚸䝃䜲䝞䞊ᨷᧁ䛿ᅜቃ䜢㉺䛘䛶⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛯䜑䚸ᑐฎ䛻䛒䛯䛳䛶䛿ᅜෆ䛾䜏䛺䜙䛪ᾏእ䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱㛵㐃ᅋయ➼䛸䛾㐃ᦠ䜢ຠ
ᯝⓗ䛻᥎䛧㐍䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᗈᇦ㐃ᦠ䜢䛻⾜䛖䛯䜑䛻䛿䚸ሗὶ㏻䛾㝿䛾䝕䞊䝍䝣䜷䞊䝬䝑䝖䞉䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇䛾ඹ㏻䜔ሗඹ᭷䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏➼䛜᭷ຠ
䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䜎䛯䚸䝃䜲䝞䞊ᨷᧁ䛾ண▱䞉᳨▱䛾⢭ᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䛶䛔䛟䛣䛸䜒㔜せ䛷䛩䚹ලయⓗ䛻䛿䚸せ䛺ᨷᧁᡭἲ䛾୍䛴䛷䛒䜛䝬䝹䜴䜵䜰䛾㞟䞉ศᯒ➼䜢ຠ⋡ⓗ䛻ᐇ䛩䜛䛯䜑䛾䝅䝇䝔䝮
㛤Ⓨ➼䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷せ䜰䝆䜵䞁䝎䛾୍䛴䛸䛧䛶䝟䝇䝽䞊䝗ၥ㢟䛻ᮏ⭜䜢ධ䜜䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䜢ᥦ䛧䜎䛩䚹
䚷ᮏ᱁ⓗ䛺䛂▱㆑ሗ♫䛃䛿⪁ⱝ䛾ㄡ䛷䜒䛜ಙ㢗䛧䛶ᐜ᫆䛻⏝䛷䛝䜛㟁Ꮚⓗᮏேㄆドᇶ┙䛾☜❧䛺䛧䛻䛿ᐇ⌧䛧䛘䜎䛫䜣䚹ᝏព㞟ᅋ䛻✼ྲྀ䛥䜜䛯ᮏேㄆドሗ䛿䝃䜲䝞䞊ᨷ
ᧁ䛾せṊჾ䛾୍䛴䛻䛺䜚䛘䜛䜒䛾䛷䜒䛒䜚䜎䛩䚹
䚷ᮏேㄆド䛻䛿
グ᠈↷ྜ㻌㻌㼟㼛㼙㼑㼠㼔㼕㼚㼓㻌㼠㼔㼑㻌㼜㼑㼞㼟㼛㼚㻌㼗㼚㼛㼣㼟
ᡤ᭷≀↷ྜ㻌㼟㼛㼙㼑㼠㼔㼕㼚㼓㻌㼜㼔㼥㼟㼕㼏㼍㼘㻌㼠㼔㼑㻌㼜㼑㼞㼟㼛㼚㻌㼜㼛㼟㼟㼑㼟㼟㼑㼟
⏕య↷ྜ㻌㻌㼟㼛㼙㼑㼠㼔㼕㼚㼓㻌㼍㼎㼛㼡㼠㻌㼠㼔㼑㻌㼜㼑㼞㼟㼛㼚䇻㼟㻌㼍㼜㼜㼑㼍㼞㼍㼚㼏㼑㻌㼛㼞㻌㼎㼑㼔㼍㼢㼕㼛㼡㼞
䛾䠏✀㢮䛜䛒䜛䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸グ᠈↷ྜ䛷䜟䜜䜛䝟䝇䝽䞊䝗䞉ᬯド␒ྕ䛿㛫㐪䛔䛺䛟ᮏே䛧䛛▱䜚䛘䛺䛔⛎ᐦሗ䛷䛒䜚䛘䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸ᡤ᭷≀䛾Ꮡᅾ䜔⏕య䛾≉ᚩⅬ䛿
⛎ᐦሗ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䛴䜎䜚䚸䝟䝇䝽䞊䝗䛾䜘䛖䛺⛎ᐦሗ䛿ᙜே䛜ព㆑႙ኻ≧ែ䛻䛒䛳䛶䛿㛤♧䛷䛝䛺䛔䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸㠀⛎ᐦሗ䛷䛒䜛ᡤ᭷≀䛾Ꮡᅾ䜔⏕య䛾≉ᚩⅬ䛿ᙜே䛜ព㆑႙ኻ≧ែ䛷䛒䛳
䛶䜒➨୕⪅䛻䜘䛳䛶⏝䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜚䛘䜎䛩䚹ᡤ᭷≀↷ྜ䜔⏕యㄆド䛿䚸グ᠈↷ྜ䛾⿵ຓⓗᡭẁ䛸䛧䛶䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䛳䛶䚸䛯䜛ᮏேㄆドᡭẁ䛸䛺䜚䛘䜛䜒䛾
䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䛭䛾グ᠈↷ྜ䛾ᶆ‽ⓗᐇ⾜ᡭẁ䛸䛧䛶⌧ᅾᗈ⠊䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䝟䝇䝽䞊䝗䛿ྍ⏝ᛶ䛸ᶵᐦᛶ䛾୧❧䛜ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸䛩䜉䛶䛾ᅜẸ䛾ཧຍ䜢ᚓ䜛䜉䛝䛂▱㆑ሗ♫䛃䛾ᐇ
⌧⥔ᣢ䛾㈐ົ䛻ሓ䛘䛺䛔䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛩䚹ᮏ⭜䜢ධ䜜䛯䝟䝇䝽䞊䝗ၥ㢟◊✲䜢᥎㐍䛧䛶䛿ዴఱ䛛䛸⪃䛘䜛ḟ➨䛷䛩䚹
䚷㟁Ꮚⓗᮏㄆドၥ㢟䛺䛔䛧䝟䝇䝽䞊䝗ၥ㢟䛿ᾏእ䛷䜒㢌③䛾✀䛻䛺䛳䛶䛚䜚◊✲㛤Ⓨ䛾ᡂᯝ䛿ᅜ㝿㈉⊩䛻䜒䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛸ಙ䛨䜎䛩䚹
䞉↓ᩘ䛾ಶே㛫䛷䛾▱㆑䜔ሗ䛾䜔䜚ྲྀ䜚䛜ຍ㏿䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸ሗὶ㏻䛾ㅖㄢ㢟䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ᚋ䚸䝕䞊䝍䛾ὶ㏻䜢ಁ㐍䛩䜛Ᏻ䛺䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾ᵓ⠏䜢᳨ウ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ṇ䝕䞊䝍䠄ⴭసᶒᐖ䝕䞊䝍䚸₃䛘䛔䝕䞊䝍䛺䛹䠅䛾⿕ᐖᣑᩓ㜵Ṇ䛻䛿ᅜ㝿ⓗ䛺㐃ᦠ䛜ྍḞ䛸
⪃䛘䜎䛩䚹䝕䞊䝍䛾ὶ㏻䜢ಁ䛩䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䚸ṇ䝕䞊䝍䛾⿕ᐖᣑᩓ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾䝇䜻䞊䝮䜢᳨ウ䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䝕䝆䝍䝹䝁䞁䝔䞁䝒䛾ὶ㏻䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟≧ἣ䛿㠀ᖖ䛻ኚ䛜⃭䛧䛟䚸䜽䝷䜴䝗䚸ᅇ⥺䛾ᐜ㔞䚸⏝➃ᮎ䛾✀㢮䛾ᣑ䠄㻼㻯䚸ᦠᖏ㟁ヰ䚸䝀䞊䝮ᑓ⏝ᶵ䚸䠅䚸䛺䛹䛜┦䜎䛳䛶䚸䝷䜲䝉
䞁䝇⟶⌮䛾᪉ἲ䜔ὶ㏻䠄㏦ཷಙ䛾䛯䜑䛾ఏ㏦㊰䠅䜢㐺ษ䛻ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䜘䜚ᐜ㔞䛾㨩ຊⓗ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䝷䜲䝉䞁䝇䛾⟶⌮䛻䛚䛔䛶䛿䚸⏝⪅どⅬ䛷ぢ䜜䜀䚸ྠ୍䝁䞁䝔䞁䝒䜢」ᩘ䛾⏝➃ᮎ䛷⏝䛩䜛ẖ䛻ㄢ㔠䛥䜜䜛䜘䜚䛿䚸୍⏝⪅䛾༢䛷ㄢ㔠䛥䜜⮬㌟䛜ಖ᭷䛩䜛」ᩘ➃ᮎ䛷
ㄢ㔠↓䛟⏝ฟ᮶䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹䛴䜎䜚䛿䚸䝕䝆䝍䝹䝁䞁䝔䞁䝒䜢⏝⪅䛜ᶒ䛸䛧䛶ᡤ᭷䛩䜛䛜ᡤ᭷䛩䜛➃ᮎ䛾ሙᡤ䞉ᶵჾ䛿ၥ䜟䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛾㝿䛻㐪ἲ䛺ධᡭᡭẁ䛸䛺
䜙䛺䛔䜘䛖䛻㓄៖䛥䜜䜛䛣䛸䛜ྠ䛻ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䛺䛚䚸䛣䛾䜘䛖䛺ᡤ᭷ᙧែ䛻䛩䜛䛣䛸䛻䛚䛔䛶䛿䚸ู㏵ⴭసᶒἲ䛾ᨵṇ➼䛻䜘䜚䚸㐺ษ䛺ᥐ⨨䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛿ゝ䛖䜎䛷䜒↓䛟䚸㛵ಀ┬ᗇ㛫䛷㐃ᦠ䛧䛯༠㆟䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹
䜎䛯䚸䛭䛾䜘䛖䛺ᡤ᭷ᙧែ䛜㐺ษ䛻㐠⏝䛥䜜䛯ሙྜ䚸䝕䝆䝍䝹䝁䞁䝔䞁䝒䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䜢䛧䛶㒔ᗘ⏝䛩䜛䜘䛖䛺䜒䛾䛸䛺䜛䛸䚸ග䜿䞊䝤䝹䛺䛹ᅛᐃ⥙䚸↓⥺㟁Ἴ䚸
ᆅୖἼ䞉⾨ᫍ㟁Ἴ䛺䛹䛔䜟䜖䜛㏻ಙ䛸ᨺ㏦䛜᭷ᶵⓗ䛻㐃ᦠ䛧䛶⏝⪅䛜⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛺⎔ቃ䛜䛒䜛䛸ᮃ䜎䛧䛔䛜䚸䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗ⪅䛛䜙ぢ䛯ሙྜ䚸㏻ಙ䛿ẚ㍑ⓗ⮬⏤
䛺㔞䛻䛚䛔䛶䚸㐺ษ䛺㐠⏝䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䚸ᐜ㔞䛾ᅇ⥺䜢⏝䛧䜔䛩䛔≧ἣ䛻䛿䛒䜛䛜䚸䜘䜚ᗈ䛟ᐜ㔞䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᒆ䛡䜛⤌䜏䛷䜒䛒䜛ᨺ㏦䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗ⪅䛛䜙ぢ䛶⮬
⏤䛺㔞䛜䛒䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹

㻝㻡

ពぢ
␒ྕ
ಶே

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
㡯┠
䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾

ಶே

䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾

䝯䝕䜱䜰䝸䝔䝷䝅䞊䛾ၥ㢟䜢ㄒ䜛ሙྜ䛻䚸㡑ᅜ䞉୰ᅜ䛾䜘䛖䛺䛂ᅜᐙ⟶⌮ᆺ䛃䛸⡿ᅜ䞉Ḣᕞ䛾䜘䛖䛺䛂ᕷሙ⮬ᚊᆺ䛃䛾䛝䛟㻞䛴䛾ᯟ⤌䜏䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹
᪥ᮏ䛷䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ึᮇ䛛䜙⡿ᅜ䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䛷䛂ᕷሙ⮬ᚊᆺ䛃䛜ໃ䜢ྲྀ䛳䛶䛚䜚䚸ከ䛟䛾ሙྜಶே⟶⌮䛻⤖䜃䛴䛟⟇䛿䝴䞊䝄䛛䜙䛾ᢠ䛻䜘䜚䚸▹ṇ䛥䜜䜛ഴྥ䛻䛒
䜛䚹
䛰䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺㔝ᨺᅗ䛺ᕷሙ⮬ᚊᆺ䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖♫䛿䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾㝿䛻ከ䛟䛾ㄦㅫ୰യ䜔ഇሗ࿌䜢⏕䜐ᅵተ䛸䛺䛳䛯䚹ᚋ䛾᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖♫䛾⮬ᚊᛶ䜢ಖ䛴㝿䛻䛿᭷䛻䛚䛡䜛ሗ⟶⌮䛾᪉ἲ䜔䚸ഇ䜔ㄦㅫ୰യ䛻ᑐ䛩䜛⡆౽䛺⨩๎䞉ッゴᡭẁ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
ྠ䛻䚸ᨻᗓ䜔ᴗ䛛䜙Ⓨಙ䛥䜜䜛ሗ䛻ᩘᏐ䛾㱈㱒䜔ᚋሗ࿌䛺䛹䛜ከ䛟䚸ᅜẸ䛜ሗ䛾┿ഇ䛻ᑐ䛧䛶ⓗ䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸☜ᐃ䛺ู䛾ሗ䝋䞊䝇䛜ỏ℃䛩䜛ཎᅉ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䛘䜀䚸ᅇ䛾㟈⅏ሗ㐨䛺䛹䛾ᙳ㡪䜢㚷䜏䛯ሙྜ䚸㟈⅏䛾䛹䛾䜘䛖䛺ሗ㐨Ⓨ⾲䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛜䚸䛹䛾䜘䛖䛺᠈ 䜔ㄗሗ䜢Ⓨ⏕䛥䛫䛯䛛䚸䛺䛹䛾᳨ウ䛿ᚲ㡲䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䛰䛜䚸⌧ᅾ䛾䜘䛖䛺ሗⓎಙ䝒䞊䝹䛜ከᵝ䛧䛶䛔䜛௦䛷䛿䚸䛶䛾ሗ䜢⤫ྜ䛩䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛔䚹䛰䛜䚸ᡭ䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝃䞊䝡䝇♫䛻㛵䛧䛶䛿䚸♫ⓗ㈐௵䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸
⤫୍䛾ሗⓎಙᡭẁ䜔䞉ㄗሗ䛾᳨▱䞉ሗᣑᩓ䛾≧ἣ䛺䛹䜢ㄪᰝ䛷䛝䜛⤌䜏䜢ᩚ䛘䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
ᅇ䛾ኳ⅏䛻䠥䠟䠰ᢏ⾡䛜ᯝ䛯䛧䛯ᙺ䛸䚸䛭䜜䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ศᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸ᅜ䛻ᑐ䛩䜛⅏ᐖ䜲䞁䝣䝷䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䛸䛧䛶䝟䝑䜿䞊䝆䛩䜛䚹䚷᭦䛻䚸⿕ᐖ䛾
䝜䜴䝝䜴ඹ᭷䜔⿕ᐖ䛛䜙䛾⯆ᨭ䜎䛷ྵ䜑䚸ᅜ䛸䛾㐃ᦠ䜢ྵ䜣䛰䚸䝁䞁䝖䝻䞊䝹ྍ⬟䛺䝃䞊䝡䝇⩌䜢ᚿྥ䛧䛶⫱ᡂ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹

ಶே

䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾

᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ᦠᖏ㟁ヰᴗ⏺䛺䛹䛾䛂䜺䝷䝟䝂䝇䛃䛜ྉ䜀䜜䛶ஂ䛧䛔䛜䚸䛭䛾୰䛷ᅜ㝿ⓗ䛻⏝䛷䛝䜛䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛃䜢ᶆᴶ䛧䛯䜰䝑䝥䝹♫䛾㼕㻼㼔㼛㼚㼑㻛㼕㻼㼍㼐䛜ᅜෆᕷሙ䜢ᖍ
ᕳ䛧䛶䛔䜛䚹
᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛃䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛂᪥ᮏ䛾Ꮚ౪䛛䜙⪁ே䜎䛷䛘䜎䛩䛃䛸䛔䛖ព䛷䜟䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶䚸ᅜ䛷䛿䛂ே✀䞉᐀ᩍ䞉ゝㄒ䞉ᖺ㱋䛃䛺䛹ᖜ
ᗈ䛔ᇶ‽䛻↷䜙䛧ྜ䜟䛫䛯ୖ䛷䛾〇ရ㛤Ⓨ䜢ᚿྥ䛧䛶䛔䜛䚹

ពぢᥦฟ⪅

㻣㻥

㻤㻜

㻤㻝

ಶே

㻤㻞

䠐䠄䠍䠅䐢䛭䛾

ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
䚷ᮏᖺ䠏᭶䠍䠍᪥䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᮾᆅ㟈䛿ὠἼ䛻䜘䜚୍▐䛻䛧䛶ᆅᇦయ䛜ቯ⁛䛩䜛䛺䛹䚸ᚑ᮶䛾⅏ᐖែᐃ䜢㉸䛘䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸Ᏻᐃ䛺䝥䝺䞊䝖䛾ቃ⏺䜢ከ䛟ᢪ䛘䜛᪥ᮏ䛸
䛧䛶䛿ᚋ䜒ᮾᆅ㟈⣭䛾⅏ᐖ䜢ᐃ䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛭䛣䛷ᅇ䛾᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻⅏ᐖⓎ⏕䛾༴ᶵ⟶⌮䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䛄ணᮇ䛫䛼⅏ᐖ䛺䛹䛷୍ษ䛾ᡤᣢ≀䜢ኻ䛳䛶
䛔䛶䜒༶ᗙ䛻♫άື䛾㛤䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ᮏேㄆド䛸ሗ㏻ಙ䛾䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛅䜢᳨ウㄢ㢟䛸䛧䛶ᥦ♧䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹
䚷ὠἼ䛜㏕䛳䛶╔䛾㌟╔䛾䜎䜎䛷㧗ྎ䛻㏨䛢䚸䜘䛖䜔䛟୍䛿ྲྀ䜚䛸䜑䛯䜒䛾䛾චチド䜒ྵ䜑䛶䛩䜉䛶䛾ᣢ䛱≀䜢ኻ䛳䛯䚹ᦠᖏ㟁ヰ䜒㖟⾜䜹䞊䝗䜒ಖ㝤ド䜒䛺䛔䚹䛣䛖䛧䛯⅏ᐖ㑊㞴Ẹ
䛜㔞䛻Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䠥䠟䠰䛿䛹䛖ᶵ⬟䛩䜉䛝䛛䚹
䚷᳨ウㄢ㢟䛿ከ䛔䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䛜䚸䠥䠟䠰䜢ᶵ⬟䛥䛫䜛䛻䛿ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛷ᮏேㄆド䜢⾜䛖䛣䛸䛜๓ᥦ䛸䛺䜚䜎䛩䚹୍ษ䛾ᡤᣢ≀䜢ኻ䛳䛯䛸䛣䜝䛛䜙ฟⓎ䛧䛶䚸㌟య䛾㈇യ䜒ど㔝䛻䛔䜜䜛
䛸グ᠈↷ྜ௨እ䛻㢗䜜䜛ᮏேㄆドᡭẁ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛯䚸䛭䜒䛭䜒♫⏕ά䛾୰䛷ே㛫䛾⮬ᕫ䛾ྠ୍ᛶ䠄䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱䠅䛾☜ㄆ䛿䚸ே䛸ே䛸䛾㛫䛻Ꮡᅾ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛾⮬ᕫ䛻
䛴䛔䛶䛾䛂グ᠈䛾⥅⥆ᛶ䛾ㄆ㆑䛃䛺䛧䛻䛿ᡂ❧䛧ᚓ䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛭䛾ព䛷䜒グ᠈ㄆド䛿ṇ䛧䛔ᮏே☜ㄆᡭẁ䛷䛒䜚䜎䛩䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙グ᠈ㄆド䛾௦⾲ᡭẁ䛷䛒䜛䝟䝇䝽䞊䝗䛻
䛿䛂ぬ䛘䜔䛩䛔䜒䛾䛿◚䜙䜜䜔䛩䛟䚸◚䜙䜜䛻䛟䛔䜒䛾䛿ぬ䛘䛻䛟䛔䛃䛸䛔䛖䛝䛺ḞⅬ䛜䛒䜚䜎䛩䚹ᖹᖖ䛻䛿䛂䝟䝇䝽䞊䝗䛿ே䛻᥎ 䛥䜜䛻䛟䛔䝷䞁䝎䝮䛺䜒䛾䜢䛔䚸ᐃᮇⓗ䛻ኚ
᭦䛧䜎䛧䜗䛖䛃䛸䛔䛖㐠⏝䜒ྍ⬟䛺䛾䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䛜䚸䝟䝙䝑䜽䛻㝗䜚䜔䛩䛔⅏ᐖ⌧ሙ䛷䛿䜎䛪ྍ⬟䛷䛩䚹
䚷䛔䛪䜜㉳䛣䜛䛸ண䛥䜜䛶䛔䜛ᮾ༡ᾏᆅ㟈䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛻䜒䛬䜂ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖ᕼᮃ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

⤖ᯝⓗ䛻ぢ䜛䛸䚸ୡ⏺ྥ䛡䛻స䜙䜜䛯㼕㻼㼍㼐䛺䛹䛿⪁ே䛻䜒䛘䜛䠥䠟䠰ᶵჾ䛸䛧䛶ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛜䛒䜚䚸䜐䛧䜝᪥ᮏᅜෆ䛷䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁〇ရ䛿䠥䠟䠰䛾⏝䜢ಁ㐍
䛧䛺䛔〇ရ䚸䜐䛧䜝䛂ሗ᱁ᕪ䛾ᅛᐃ䛃䛻⤖䜃䛴䛔䛶䛔䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䛣䜜䜙䛾ၥ㢟䛿䚸ᙜ↛䚸᪥ᮏᅜෆ䛾〇㐀ᴗ䛾⏬ຊ䛾ၥ㢟䛷䜒䛒䜛䛜䚸᪥ᮏᅜෆ䛷䛾ホ౯ᇶ‽䜔つไ䛻䜘䜛᮲௳䚸䛚䜘䜃䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁㈹䛾ཷ㈹䛺䛹䛾♫ⓗホ౯䛻㈇
䛖㒊ศ䜒䛝䛔䚹
ᅜෆ䛻䛚䛡䜛つ᱁䛾䛒䜚᪉䜔ㄆᐃᇶ‽䜢ぢ┤䛧䛯ୖ䛷䚸ᅜ㝿ⓗ䛻➇தඃᛶ䜢ᣢ䛶䜛〇ရ䛻䛴䛺䛜䜛⟇䜢᳨ウ䛩䜛䜉䛝䛰䚹
ୡ⏺䜢ぢ䜛䛸䚸⌧ᅾ䜎䛷䛻㧗ᗘ䛻䠥䠟䠰䛜㐍䜣䛰♫䛻䛚䛔䛶䚸つᶍ䛺㠃ᡓத䛜㉳䛝䛯ᐇ⦼䛿䛾䛸䛣䜝Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹㛫䛸✵㛫䛾㐪䛔䜢ᇙ䜑䜛䠥䠟䠰♫䛻䛚䛔䛶䛿䚸⮬ᅜಖ
ㆤ䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛿ᅜᕷሙ䛾㛢㙐䛸䛔䛖䝕䝯䝸䝑䝖䜢⏕䜐䛯䜑䚸┦౫Ꮡ䛾㛵ಀ䜢⏕䜐䛣䛸䛜ᖹ⥔ᣢ䛻ᐤ䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䛰䛜䚸䛭䛾ᑐᴟ䛸䛧䛶䛾䝘䝅䝵䝘䝸䝈䝮䜔䝕䝬䝂䜼䞊䛻䜘䜛㐃ᦠ䛸䝃䜲䝞䞊ᨷᧁ䛿䚸䛛䛴䛶↓䛔䜋䛹䛾ໃ䛔䛷ィ⏬䞉ᐇ⾜䛜ྍ⬟䛺≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᚋ䚸⊂⩏ⓗ䛺ᅜ䛜┠ᣦ䛩᪉ྥᛶ䛾㻝䛴䛸䛧䛶䚸㐣ཤ䛻ẘ䜺䝇䛾䜘䛖䛺Ᏻ౯䛺㔞ẅᡘරჾ䛜ὶ㏻䛧䛯䜘䛖䛻䚸つᶍ䠠䠠䡋䠯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜔⤌⧊ⓗ䝕䝬䝂䜼䞊䛻䜘䜛ᅜෆΰ䝃
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ศᩓ䛥䜜䛯◊✲ᣐⅬ䛾┦㐃ᦠ䚸◊✲せ⣲㛫䝁䞊䝕䜱䝛䜲䝍䞊➼䛾⫱ᡂ➼䛻䜘䜚䚸䜾䝻䞊䝞䝹䛺どⅬ䛻❧䛳䛯ᶆ‽䛾ᡓ␎⟇ᐃ䛸ᅜ㝿㐃ᦠ䛾ಁ㐍䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

㻝㻣

ពぢ
␒ྕ
ಶே

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
㡯┠
䠐䠄䠎䠅◊✲㛤Ⓨᡓ␎

ಶே

䠐䠄䠎䠅◊✲㛤Ⓨᡓ␎

ពぢᥦฟ⪅

㻤㻢

㻤㻣

㻤㻤

㻤㻥

ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
䚷㻵㻯㼀䛾ά⏝䛻䜘䜚䚸䛂▱䛃䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛿Ẹ㛫ᴗ䛜᪂つᴗ䜢❧䛱ୖ䛢㞠⏝ಁ㐍䜢⾜䛖ୖ䛷㔜せ䛺せᅉ䛾䜂䛸䛴䛿䚸䛂䛣䛸䜀䛃䛾㞀ቨ䜢ゎᾘ䛩䜛䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䛸䛔䛘䜎䛩䚹䛯䛸
䛘䜀
䞉䚷ᾘ㈝㈈䛾ᾏእὶ㏻ಁ㐍䛾ᚲせᛶ
䚷᪥ᮏ䛾⏕άᩥ䜢య⌧䛩䜛䚸ᡃ䛜ᅜ䛾䝋䝣䝖䝟䝽䞊䛸䜒䛔䛖䜉䛝ᾘ㈝㈈䠄⏕ά㞧㈌䞉㣗ᩱရ➼䠅䛿䚸䛣䜜䜎䛷ᅜෆ䛾ᑠᗑ⯒➼䜢୰ᚰ䛻ὶ㏻䛧䛶䛔䛯䚹㻌䛧䛛䛧䚸ᑡᏊ㧗㱋䛾㐍ᒎ
䛻క䛳䛶ᅜෆᾘ㈝ᕷሙ䛜⦰ᑠ䛩䜛୰䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ከᵝ䛺ᾘ㈝㈈䛾ᾏእ㈍䜢ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䛿䚸䜰䝆䜰➼䛾᪂⯆ᅜ䛾ᾘ㈝ᕷሙ䛾ᡂ㛗䛻㈉⊩䛩䜛䜀䛛䜚䛛䚸⌧ᆅ䛾ᾘ㈝⪅䛻ᑐ䛧䛶᪥
ᮏ䜈䛾㛵ᚰ䜢ႏ㉳䛧䚸ゼ᪥ほගᐈ➼䛾ቑຍ䛻䜘䜛ᅜෆᾘ㈝ᕷሙ䛾άᛶ➼䛻䛴䛺䛜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌䜎䛯䚸ᑠ䝻䝑䝖䛰䛜ಶᛶⓗ䛷ከᵝ䛺ᾘ㈝㈈䜢ᅜ㝿ᒎ㛤䛩䜛ୖ䛷䛿䚸䝸䜰䝹䛾
ᑠᗑ⯒䛰䛡䛷䛺䛟䚸䝛䝑䝖㏻㈍䛾ᅜ㝿ᒎ㛤䛜ᙉຊ䛺䝒䞊䝹䛸䛺䜛䚹㻌䛣䛖䛧䛯ほⅬ䛛䜙䚸ᨻᗓ䛿䛂䝆䝱䝟䞁䞉䜽䞊䝹䛃ၟရ䜈䛾䝙䞊䝈䛜㧗䜎䜚䚸䛛䛴䚸㏆ᖺ䚸୰㛫ᡤᚓᒙ䛾ཌ䜏䛜ቑ䛧䛶
䛔䜛䜰䝆䜰㒔ᕷᅪ䜈䛾ᴗ䛾㐍ฟ䜢ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸䜰䝆䜰ᇦෆ䛷䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛺ᅜ㝿㟁Ꮚၟྲྀᘬ䜔ຠ⋡ⓗ䛺ᅜ㝿ὶ㏻䞉≀ὶᇶ┙䛾ᩚഛ䜢┠ᣦ䛧䛶䜛䚹
䞉䚷ሗὶ䛾䛂ቨ䛃
䚷ὶ㏻䛾䠏せ⣲䜢䚸䛂≀ὶ䛃䚸䛂㔠ὶ䛃䠄Ỵ῭䠅䚸䛂ሗὶ䛃䛸䛧䛯ሙྜ䚸≀ὶ䜔Ỵ῭䛿᪤Ꮡ䜲䞁䝣䝷䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛⛬ᗘ㐍䜑䜙䜜䜛㒊ศ䛷䛒䜛䛜䚸ሗὶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᢤᮏⓗ䛺ᙉ
䛾ᚲせᛶ䜢ᣦ䛩䜛ኌ䛿ᙉ䛔䚹䛺䛬䛺䜙䚸䝛䝑䝖㏻㈍➼䛜ᥦ౪䛩䜛ၟရ䛾ሗ䜢ᅜእ䛾ᴗ⪅䜔ᾘ㈝⪅䛻ఏ䛘䜛㝿䚸䠥䠰ᢏ⾡䛾㐍ᒎ䛻క䛳䛶ሗⓎಙ䛾㛫ⓗ䞉㊥㞳ⓗไ⣙䛿䛛䛺
䜚ୗ䛢䜙䜜䛯䜒䛾䛾䚸ᅜ㝿ྲྀᘬ䛷䛒䜛䛜ᨾ䛾ゝㄒ䛾㐪䛔䚸⏬㠃ୖ䛾ሗఏ㐩䛷䛒䜛䛜ᨾ䛾ッồຊ䛾ᙅ䛥䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉䚷ඹ㏻ᇶ┙ᩚഛ䛂▱䛾䜲䞁䝣䝷䛃䛾㔜Ⅼⓗ䛺◊✲㛤Ⓨయไ䛾ᚲせᛶ
䚷ゝㄒ㞀ቨ䜢ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛾ඹ㏻ᇶ┙ᩚഛ䜢᪩ᮇ䛻ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸⏘ᐁᏛ䛾▱䛾㐃ᦠ䛜㔜せ䛷䛒䜛䛣䛸䛿⮬᫂䛷䛒䜛䚹≉䛻䚸⥲ົ┬⟶㎄䛾⊂❧⾜ᨻἲேሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ
䛿䚸୰ᚰㄢ㢟䛷䛒䜛ḟୡ௦⮬↛ゝㄒฎ⌮䚸ḟୡ௦ᶵᲔ⩻ヂ䝅䝇䝔䝮䛾◊✲㛤Ⓨ䛻ᚑ᮶䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛚䜚䚸䛭䛾ᡂᯝ䜒ୡ⏺ⓗ䛻ホ౯䛥䜜䛶䛔䜛䚹ḟୡ௦䛾⩻ヂ䝅䝇䝔䝮䛿つᶍ
䛺ᑐヂ䝁䞊䝟䝇䜢ᩚഛ䛧䚸䛭䛣䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛ゝㄒሗ䜢Ꮫ⩦䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᚑ᮶᪉ᘧ䜢㥙䛩䜛⩻ヂ⢭ᗘ䜢ᐇ⌧䛩䜛᪉ᘧ䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹
⯡䛾㟈⅏䜢ཷ䛡䚸㜵⅏䞉ῶ⅏䚸⅏ᐖ䛾ᪧ䞉⯆䚸䝛䝑䝖ୖ䛻ὶ㏻䛩䜛䝕䝬䜔㢼ホ⿕ᐖ䛾㍍ῶ➼Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾㔜せᛶ䜒ㄆ㆑䛥䜜䛯䛸ྠ䛻䚸ᅜ㝿
♫䜈䛾ሗⓎಙ䛺䜙䜃䛻ᅾ᪥እᅜே➼䜈ᑐ䛩䜛ⓗ☜䚸㎿㏿䛺ሗఏ㐩➼䛻䚸ୖグゝㄒ㞀ቨ䜢ゎᾘ䛩䜛ᶵᲔ⩻ヂ䝅䝇䝔䝮䛾᪩ᮇ䛾ᐇ⌧䛿䚸ྛ᪉㠃䛛䜙ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸☜
ಙ䛩䜛䚹
䚷䛣䜜䜙ゝㄒ䛾⩻ヂᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾▱㆑ሗ♫䛾ᐇ⌧䛻ᚲせྍḞ䛺㔜せ䛺ᨻ⟇䛻䜒⨨䛵䛡䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᙉ䛟ಙ䛨䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸▷ᮇⓗ䛻㔜Ⅼⓗ䛺◊
✲㈨㔠䛾㓄ศ䛸⏘ᐁᏛ䛾ⱥ▱䜢⤖㞟䛩䜛ᅜᐙ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸䛧䛶䚸䛂ゝⴥ䛃䛾ၥ㢟䜢ඞ᭹䛩䜛䛣䛸䛣䛭䛜䚸ᡃ䛜ᅜ䛾䜾䝻䞊䝞䝹♫䛷䛾Ⓨᒎ䛾䛯䜑䛻䛿┈䚻㔜せ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷㼃㼑㼎ୖ䛻Ꮡᅾ䛩䜛⭾䛺䝔䜻䝇䝖ሗ䛻ᑐ䛩䜛ຠ⋡ⓗ䛺䜰䜽䝉䝇䜢ᅜẸ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᮏ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻䛚䛔䛶┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜛䛂ᮏ᱁ⓗ䛺▱㆑ሗ♫䛃䜢ᐇ⌧䛩䜛ୖ䛷ᚲせ
ྍḞ䛷䛩䚹⌧ᅾ䚸䛭䛾䜘䛖䛺䝔䜻䝇䝖ሗ䛻ᑐ䛩䜛䛯䜛ᅜẸ䛾䜰䜽䝉䝇ᡭẁ䛸䛧䛶䛿䚸Ẹ㛫䛾᳨⣴䜶䞁䝆䞁䛜䛭䛾䛯䜛ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺♫ⓗ䛻㔜せ䛺ሗ
䜲䞁䝣䝷䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᐻ༨䛻䜘䜛ᑗ᮶ⓗ䛺ᘢᐖ䜢㜵䛠䛯䜑䛻䜒䚸䜰䜽䝉䝇䛾ಙ㢗ᛶ䞉බඹᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ᅜ䛜✚ᴟⓗ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜ᚲせ䛰䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛭䜜䜢ᐇ
⌧䛩䜛䛯䜑䛾ሗฎ⌮ᢏ⾡䛸䛧䛶䚸䝨䝍䝞䜲䝖䝇䜿䞊䝹䛾つᶍ䛺䝔䜻䝇䝖䝕䞊䝍䜢ᢅ䛖䛯䜑䛾ᵝ䚻䛺ᇶ┙ᢏ⾡䚸㔞䛾䝕䞊䝍䛛䜙᭷⏝䛺▱㆑䜢ᢳฟ䛧䚸ᩚ⌮䚸⤫ྜ䛩䜛䛯䜑䛾Ⓨᒎ
ⓗ䛺䝕䞊䝍䠋䝔䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾ᢏ⾡䛺䛹䛿䚸ᚋ䛾◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛻䛚䛔䛶ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝㔜せ䛺ㄢ㢟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹

䜰䝹䝥䝇㟁Ẽᰴᘧ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛆ពぢせ᪨䛇
♫
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䚷㟁Ἴ䜢䛳䛯ᚰᢿ䞉྾➼䛾䝞䜲䝍䝹䝃䜲䞁᳨ฟᢏ⾡䛿䚸ண䛻ᛂ⏝䛷䛝䜛ᢏ⾡䛷䛒䜚䚸䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䚸⮫ᗋᐇ㦂➼䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜉
䛝䛷䛒䜛䚹
䛆ពぢヲ⣽䛇
䚷㟁Ἴ䜢䛳䛶ᚰᢿ䞉྾➼䛾䝞䜲䝍䝹䝃䜲䞁䜢᳨ฟ䛷䛝䜛ᢏ⾡䛿㻣㻜ᖺ௦䛛䜙▱䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸୍⯡䛥䜜䜛䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔䚹୍⯡䛥䜜䛺䛔⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸㟁Ἴ≉᭷䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛟
䛥䚸᭷ຠ䛺䝕䝞䜲䝇䛾㊊䚸⮫ᗋᐇ㦂䛾㊊䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷୍᪉䚸䛣䛾ᢏ⾡䛿䚸㠀く䞉㠀ᣊ᮰≧ែ䛷䛭䜜䜙䝞䜲䝍䝹䝃䜲䞁䜢᳨ฟ䛷䛝䜛䛯䜑䚸ᗣ≧ែ䛾ᖖ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢ᐜ᫆䛻䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹ᗣ䛺ே䛷䜒ᖖ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛
䛣䛸䛷䚸య䛾␗ኚ䜢᳨ฟ䛧䜔䛩䛟䛺䜚䚸ண䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹᪥ᮏ䛿ᑡᏊ䞉㧗㱋♫䛾ඛ㐍ᅜ䛷䛒䜛䛜䚸ᮏᢏ⾡䛿་⒪㈝ቑ䛾ᢚไᑐ⟇䛸䛧䛶ዲ㐺䛷䛒䜚䚸◊✲ᡂᯝ
䜢ୡ⏺䛻Ⓨಙ䛩䜛౯್䛿㧗䛔䚹䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䚸⮫ᗋᐇ㦂➼䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䜰䝹䝥䝇㟁Ẽᰴᘧ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛆ពぢせ᪨䛇
♫
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䚷Ᏻ䞉Ᏻᚰ䞉ᗣ䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙㻵㻰ㄆド䜔ᚰᢿ䞉⬦ᢿ䛺䛹䛾䝞䜲䝍䝹䝃䜲䞁䛾ேయ㏆ഐ䛷䛾ሗ㏻ಙ䛸䛧䛶ᚋᣑ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛㻮㻭㻺㻔㻮㼛㼐㼥㻌㻭㼞㼑㼍㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㻕䛻䛚䛔䛶䚸᪥ᮏ䛷ඛ⾜䛧
䛶䛔䜛㟁⏺㏻ಙᢏ⾡䜢ᡓ␎ⓗ䛻◊✲㛤Ⓨ䛧䚸ᅜ㝿ᶆ‽䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䛆ពぢヲ⣽䛇
䚷᪥ᮏᴗ䛻䜘䜚ᩘᖺ๓䛛䜙◊✲㛤Ⓨ䛥䜜䛶䛝䛯㟁⏺㏻ಙᢏ⾡䛜䚸䛣䛣㻝㻙㻞ᖺ䛷㻵㻰ಙྕ䜔⏕య䝕䞊䝍䛾ேయ㏆ഐ䛷䛾㏻ಙ䛸䛧䛶ᐇ⏝䛜㐍䜣䛷䛝䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿ྛᴗ䛻䜘䜛◊✲
㛤Ⓨ䛸䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ฟ䛾⤖ᯝ䛷䛒䜛䛜䚸୍᪉䛷ேయ㏆ഐ䛾ሗ㏻ಙ䛸䛧䛶䛻་⒪ᕷሙྥ䛡䜢୰ᚰ䛻㻵㻱㻱㻱䛺䛹䛷㻮㻭㻺㻔㻮㼛㼐㼥㻌㻭㼞㼑㼍㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㻕䛾つ᱁ᶆ‽䛾㆟ㄽ䛜ጞ䜎䛳䛶
䛔䜛䚹ᚋᏳ䞉Ᏻᚰ䜔䚸་⒪㈝䛾ᢚไ䛻ྥ䛡䛯ᗣ⥔ᣢ䞉ᩆᛴ་⒪䞉デ᩿⒪䞉㧗㱋⪅ㆤ䛺䛹䛾ศ㔝䛷䛣䛾䜘䛖䛺䝙䞊䝈䛜㧗䜎䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᐃ䛥䜜䜛䚹
ୖグᕷሙ䛾ᣑ䛻ྥ䛡䛶䚸㟁⏺㏻ಙᢏ⾡䛾㏻ಙ䛾Ᏻᐃᛶ䜔䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᛶ䛾ྥୖ䜔䚸ホ౯䞉 ᐃ᪉ἲ䛾☜❧䛺䛹◊✲㛤Ⓨ䜔ᐇドᐇ㦂䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸⏘ᐁᏛ䛻䛶つ᱁ᶆ‽䛻䜘䜛
┦㏻ಙ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹Ᏻୟ䛴☜ᐇ䛺ሗ㏻ಙᢏ⾡䛸䛧䛶䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䜈䛾㈉⊩䛸䚸పᾘ㈝㟁ຊ䛾㏻ಙ䛸䛧䛶䛂䜾䝸䞊䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛾ᐇ⌧䛸䛧䛶
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᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䠄䠎䠅䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃䛻ᑐ䛩䜛ᥦゝ
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ୖグ䛾ㄢ㢟䛾ゎỴ⟇䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻䛂䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䛃䜢᳨ウ䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᥦ䛧䛯䛔䚹⌧ᐇ䛾♫䛻䛚䛔䛶䛿᪤䛻ฟ᮶ୖ䛜䛳䛶䛔䜛㒔
ᕷ䛾ୖ䛷ᵝ䚻䛺ไ⣙᮲௳䜢⪃៖䛧䛴䛴㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䜢ᙉ䛧䛶䛔䛛䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛣䜜䛿◊✲㛤Ⓨ䛸䛔䛖䜘䜚䜒䝡䝆䝛䝇ୖ䛾ㄢ㢟䛸䜏䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹⌧ᐇ䛾㒔ᕷᵓ㐀䛻ྜ䜟䛫䛶
ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟䛰䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䛧䛛䛧୰ᅜ䜔䜲䞁䝗䛻䛚䛡䜛䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱䛾䜘䛖䛻䚸䛣䜜䛛䜙ᕧ㒔ᕷ䜢ᘓタ䛩䜛䜘䛖䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛔䛶䛿᪤Ꮡ㒔ᕷ䛾ไ⣙䜢እ䛧䛯⌮ⓗ䛺㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟
䛷䛒䜚䚸┿䛾ព䛾䝴䝡䜻䝍䝇♫䛾䛯䜑䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛭䛾䚸ᅛᐃ䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜢䛹䛾䜘䛖䛻㓄ഛ䛧䛶䛚䛝䚸䝽䜲䝲䝺䝇䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜢䛹䛾䜘䛖䛻⤌
䜏ྜ䜟䛫䜛䛛䚸䝽䜲䝲䝺䝇䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝫䜲䞁䝖䜢䛹䛾䜘䛖䛻‽ഛ䛧䛶䛚䛟䛛䜢䛒䜙䛛䛨䜑⪃៖䛧䛶䛚䛡䜀䚸ప䝁䝇䝖䛷ᅛᐃ䞉䝽䜲䝲䝺䝇䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䚸䝴䝡䜻䝍䝇♫ᐇ⌧䛾⤒῭ྜ⌮ᛶ䛜ᡂ䜚❧䛴䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䛾᳨ウ䛻䛿ᅛᐃ⥙䛚䜘䜃ᦠᖏ㟁ヰ䛾䜘䛖䛺බ⾗⥙䛾ᇶᆅᒁ䛰䛡䛷䛺䛟䚸䝩䝑䝖䝇䝫䝑䝖䜔ᒇෆ䛻䛚䛡䜛㉸
㧗㏿↓⥺ఏ㏦䛾䛯䜑䛾䜰䞁䝔䝘㓄ഛ䜒᳨ウ䛩䜉䛝䛰䜝䛖䚹
䛣䛾䜘䛖䛺ᵓ䛜ᐇ⌧䛩䜜䜀㻵㻯㼀ᢏ⾡䛾㍺ฟ䛾䜏䛺䜙䛪䚸⌧ᅾୡ⏺䛷ヰ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛㒔ᕷ䜲䞁䝣䝷䛾㍺ฟ䛻䛸䛳䛶䜒䛝䛺䝒䞊䝹䛸䛺䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ᑗ᮶䛾⏘ᴗయ
䛻䛝䛟㈉⊩䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸᪥ᮏᅜෆ䛾ᆅᇦ㛤Ⓨ䛾䜘䛖䛺㝿䛻䜒䚸᳨ウ⤖ᯝ䜢ྲྀ䜚㎸䜣䛷䛷䛝䜛⠊ᅖ䛷ຠ⋡䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛰䜝䛖䚹
ᮏᥦ䛿せ⣲ᢏ⾡䛾ᥦ䛷䛿䛺䛔䛾䛷ᮏ᮶䛺䜙䜀䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃௨እ䛾䜹䝔䝂䝸䞊䛻ධ䜜䜛䜉䛝䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸⌧≧䛷䛿䜎䛰䝡䝆䝵䞁䛜᫂☜䛷䛺䛔䛣䛸䛸䚸䛂䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱
䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䛃䛿⌧≧䛾ᢏ⾡䛾䜏䛺䜙䛪ᩘ༑ᖺᚋ䛾ᢏ⾡䜒ど㔝䛻ධ䜜䛶᳨ウ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛷䛒䜛䛯䜑䛻䚸᪂ᢏ⾡䜢┒䜚㎸䜑䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛾䛷䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃䛸䛧
䛶ᥦ䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䛾ᥦ䜢ᐇ⾜䛩䜛ሙྜ䛿⥲ົ┬ෆ㒊䛻㛢䛨䛪䛻ᅜᅵ㏻┬䜔⤒῭⏘ᴗ┬䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ䛜ྍḞ䛷䛒䜛䛣䛸䜢グ䛧䛶䛚䛝䛯䛔䚹

♫ᅋἲே㛵す⤒῭㐃 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ⌧⾜䛾䜰䝆䜵䞁䝎䛻ຍ䛘䚸ୗグ䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶┒䜚㎸䜣䛷䛔䛯䛰䛝䛯䛟ᛮ䛔䜎䛩䚹
ྜ⏘ᴗ㒊
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䐟⤒῭䞉♫䛜䛥䜙䛻䜾䝻䞊䝞䝹䛧䛶䛔䛟୰䛷䚸ከゝㄒ㡢ኌ⩻ヂᶵ䛺䛹䝴㻌䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䐠㏆ᖺ䚸୍㒊䛾ᾏእ᳨⣴䜶䞁䝆䞁䛻䜘䛳䛶䚸䝛䝑䝖ୖ䛾ሗ䜈䛾䜰䜽䝉䝇䛜ᐻ༨䛥䜜䜛≧ἣ䛻䛒䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
ᡃ䛜ᅜ䛾᰿ᖿⓗ䛺⏕ά䞉⏘ᴗ䛾ᇶ┙䛸䛧䛶䚸ᅜẸ䛜Ᏻᚰ䛧䛶䜰䜽䝉䝇䞉ධᡭ䛜䛷䛝䚸䛛䛴᪂䛧䛔ᢏ⾡㛤Ⓨ䛚䜘䜃䝡䝆䝛䝇ฟ䛻䛴䛺䛢䜙䜜䜛ඹ㏻ᇶ┙ⓗ䛺䛂▱䛃䛾䜲䞁䝣䝷䜢ᩚഛ䛩䜛
䛯䜑䛾ሗ㏻ಙ㠃䛛䜙䛾◊✲㛤Ⓨ䛾᥎㐍䛜ᛴ䛜䜜䜛䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ᥦ㡯┠ྡ䠖䛂㉸ሀ∼ᆺ䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾䛃
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ෆᐜ䞉⌮⏤
䚷ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛔䛯䛧䜎䛧䛶䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛௬ᢏ⾡䜢䛥䜙䛻㧗ᗘ䛧䚸つᶍ⅏ᐖ䛻⪏䛘䛖䜛㉸ሀ∼䛺㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䚸䝕䞊䝍䝉
䞁䝍䞊䜢ᐇ⌧䛩䜛䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾ᢏ⾡䜢᪩ᛴ䛻☜❧䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹⯡䛾つᶍ㟈⅏䛻䛚䛔䛶䜒㻳㼛㼛㼓㼘㼑➼䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䛜ᥦ౪䛩䜛ྛ✀䝃䞊䝡䝇䛿䚸ᅜẸ
⏕ά䛾ᇶ┙䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䛭䛾ሀ∼䛿ၨ⽁䛾ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹䜎䛯᪥ᮏ䛾⛉Ꮫᢏ⾡䛻䛚䛡䜛ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ẚ㔜䛿ᴟ䜑䛶䛝䛟䚸䜾䝸䞊䞁䛺䜙䜃䛻䝷䜲䝣䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ
⌧䛻䛚䛔䛶䜒䚸䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾ᢏ⾡䛿㧗ᗘ䛺㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䜢ୗᨭ䛘䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸〈㔝䛾ᗈ䛔♫ⓗᛂ⏝䛷✚ᴟⓗ䛻䝸䞊䝗䛧䛶䛔䛟㥑ືຊ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䝞䝑䜽䝪䞊䞁䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛛䜙⛣ື㏻ಙ䜢ᥦ౪䛩䜛䜰䜽䝉䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢௬㐃ᦠ䛥䛫䛯䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䜘䜚䚸≀⌮ᵓᡂ䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔㧗ಙ㢗ᛶ䜢䜶䞁䝗䞉䝒䞊䞉䜶䞁䝗䛷ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎
䛩䚹䛥䜙䛻」ᩘ䛾䜽䝷䜴䝗䜢㧗ᗘ䛻㐃ᦠ䛥䛫䜛䜲䞁䝍䞊䜽䝷䜴䝗ᢏ⾡䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛥䜙䛺䜛ሀ∼䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺㧗ಙ㢗䛺䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䜢ᐇ⌧䛩䜛௬ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䜢ᙉຊ䛻᥎㐍䛧䚸ᐇ⏝䛻䛚䛔䛶ୡ⏺䜢䝸䞊䝗䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛᪂ᴗ䛾ฟ䛻ᐤ䛩䜛䛾䜏䛺䜙䛪䚸ᅜ㝿➇தຊ䛾ᙉ䛻
䜒┤⤖䛩䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛆㡯┠ྡ䛇ᐇ✵㛫ሗゎᯒᢏ⾡
㼃㼑㼎䝕䞊䝍䝁䞁䝢䝳䞊 ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻䛚䛡䜛䛂䠏㻌䠥䠟䠰ᕷሙ䛾ᵓ㐀ኚ䛸ᑗ᮶ീ䚷䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪䛃䛻グ㏙䛥䜜䛶䛔䜛㏻䜚䚸㏆䛔ᑗ᮶䛻䛚䛔䛶䚸䠝䠮䠄ᣑᙇ⌧ᐇ㻭㼡㼓㼙㼑㼚㼠㼑㼐㻌㻾㼑㼍㼘㼕㼠㼥䠅䚸䝷䜲䝣䝻
䝔䜱䞁䜾䜾䝹䞊䝥
䜾➼䚸⌧ᐇ✵㛫䛸䝃䜲䝞䞊✵㛫䜢㐃ᦠ䛥䛫䛯䝃䞊䝡䝇䛾⏕䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䛜䚸䛭䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶␃ព䛩䜉䛝䛿䛂䠎䠊ᇶᮏ⌮ᛕ䛃䛾䠄䠍䠅䛻䜒ゝཬ䛥䜜䛶䛔䜛䚸
⏝⪅䚸ᅜẸ䚸ே㛫䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝃䞊䝡䝇䜢ᣦྥ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹
䛭䛣䛷㘽䜢ᥱ䜛䛾䛿୰ᚰ䛸䛺䜛䜉䛝ே㛫䚸䛚䜘䜃ே㛫䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟≧ἣ䜢䚸ṇ䛧䛟⌮ゎ䛩䜛ᢏ⾡䛷䛒䜛䚹䛘䜀䚸ே㛫䛛䜙ྲྀᚓ䛧䛖䜛䝉䞁䝃䝕䞊䝍䜔⾜ື䝻䜾䝕䞊䝍䜢ຠ⋡ⓗ䛻㞟䞉グ㘓
䛧䚸㧗ᗘ䛺☜⋡᥎ㄽ䞉ᶵᲔᏛ⩦䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䛶䚸ಶே䛾≧ἣ䛚䜘䜃✵㛫䛾≧ἣ䜢᥎ᐃ䛩䜛䚸ᐇ✵㛫ሗゎᯒᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛜㔜せ䛺◊✲ㄢ㢟䛸䛺䜛䚹
䜎䛯䚸㞟䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜔᥎ᐃ䛥䜜䛯≧ἣ䜢ᐙ᪘䜔ே䛷ඹ᭷䛧䛯䜚䚸䛭䜜䜙䜢✵㛫䛷⤫ィฎ⌮䛧䚸䝍䜲䝮䝸䞊䛺ሗᥦ౪䛚䜘䜃⾜ືᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䚸ᚑ᮶䜘䜚䜒᱆㐪䛔䛻つᶍ
䛺䝕䞊䝍䜢䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛻㞟䛧䚸㧗㏿䛻ศᯒ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛾つᶍሗฎ⌮ᇶ┙䜢ᵓ⠏䛩䜛ᢏ⾡䜢◊✲㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾⏘ᴗ➇தຊ䜢ᙉ䛩䜛ୖ䛷ᴟ䜑䛶
㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷㻵㻯㼀䜢ᨭ䛘䜛㏻ಙ䞉ᨺ㏦䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䞉䝕䝆䝍䝹䛜㡰ㄪ䛻㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛⌧≧䛻䛚䛔䛶䚸䛣䜜䜢䚸♫⤒῭䛾䛒䜙䜖䜛ሙ㠃䛷ά⏝䛧䚸᪂䛯䛺౯್䜢⏕䜐䛂▱㆑ሗ♫䛃䜢䚸
ḟୡ௦㏻ಙ䜰䞊䜻䝔 ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛂㧗㱋䛃䜔䛂ᆅ㟈䞉㞵➼䛾⅏ᐖ䛃➼䛾ㄢ㢟ඛ㐍ᅜ䛷䛒䜛᪥ᮏ䛾❧ሙ䛛䜙ᐇ⌧䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛿䚸ᚋ䛾᪥ᮏ䛾➇தຊ䜢㧗䜑䜛ୖ䛷㠀ᖖ䛻ຠᯝⓗ䛷䛒䜛䚹
䜽䝏䝱䞊䜾䝹䞊䝥
䚷୍᪉䛷䚸ඛ᪥Ⓨ⏕䛧䛯㟈⅏䛷䛾㏻ಙ≧ἣ䜢㚷䜏䜛䛸䚸㠀ᖖ䛾㏻ಙᡭẁ䛸䛧䛶䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛿୍ᐃ䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛯䜒䛾䛾䚸䛘䜀㏻ಙタഛ䛾◚ቯ䛥䜜䛯ሙᡤ➼䛷䚸᭦䛻୍Ṍ㐍
䜣䛰Ᏻ䞉Ᏻᚰ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䛾ᰂ㌾ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛺䛹䚸㻵㻯㼀䜲䞁䝣䝷⮬య䛻䜒᪂䛧䛔Ⓨ䛻ᇶ䛵䛔䛯᭦䛺䜛ಙ㢗ᛶྥୖ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸⌧ᅾ䛾
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛜ᢪ䛘䛶䛔䜛ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䜢ᢤᮏⓗ䛻ゎỴ䛩䜛䚸᪂䛧䛔㧗ಙ㢗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾◊✲䞉᳨ウ䜢䚸䜘䜚ᙉຊ䛻᥎㐍䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷௨ୖ䜢㚷䜏䚸䠐䠊㻵㻯㼀⥲ྜᡓ␎䛾᳨ウ䛻䛚䛡䜛㻔㻞㻕◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛾䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛷䛿䚸⏝⪅୰ᚰ䛾㧗ᗘ㻵㻯㼀ά⏝䜢ᨭ䛘䜛䚸௨ୗ䛾ᢏ⾡䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䛸⪃䛘䜛䚹
㼇㻝㼉㻌㉸ศᩓ㧗ಙ㢗䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
䚷⌧ᅾ䚸ྛ✀௬ᢏ⾡䛻䜘䜚䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽⨨䜢ྵ䜐ከᵝ䛺ィ⟬ᶵ䛜⮬㌟䛾ィ⟬㈨※䛾୍㒊䜢㼕㼟㼛㼘㼍㼠㼑䛧䛯ᙧ䛷እ㒊䛻ᥦ౪ྍ⬟䛸䛺䜚䛴䛴䛒䜛䚹䜎䛯䚸ィ⟬ᶵ㈨※䛜䛒䜙䜖䜛ሙᡤ
䛻ᒎ㛤䛥䜜䚸䝴䝡䜻䝍䝇䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾⎔ቃ䛸䜉䜛≧ἣ䛜ල⌧䛧䛴䛴䛒䜛䚹
䚷䛭䛣䛷䚸ィ⟬ᶵ㈨※䛜䛒䜙䜖䜛ሙᡤ䛻ᒎ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䝴䝡䜻䝍䝇䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾⎔ቃ䛻ᑐᛂ䛧䚸ᚲ䛪䛧䜒ಙ㢗㛵ಀ䛻䛒䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔≉ᐃከᩘ䛾䝜䞊䝗⩌䜢ᑐ㇟䛻䚸Ᏻ䛛䛴
⮬ᚊศᩓⓗ䛻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᵓᡂ䛧ィ⟬䜢ᐇ⾜䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ┙ᢏ⾡䜢☜❧䛧䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏ᶵ䜢㣕㌍ⓗ䛻ᣑ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺⎔ቃ䛷䛿䚸ከ✀ከᵝ䛺䝥䝺䜲䝲䞊䠄㏻ಙᴗ䚸䝴䞊䝄䝴䞊䝄䚸Ꮫᰯ䜔ᴗ䛺䛹䠅䛜䚸⮳䜛ᡤ䛷⮬㌟䛾ィ⟬㈨※䜢ᥦ౪ྍ⬟䛺≧ἣ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䜢䛔䛛䛻⡆༢䞉Ᏻ䛻䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛧䛶⏝䛷䛝䜛䛛䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䚷୍᪉䛷䚸⌧ᅾ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜔ศᩓ䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䛿䚸䝜䞊䝗㛫䛻ఱ䜙䛛䛾ಙ㢗㛵ಀ䛜䛒䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛷䛒䜛䛯䜑䚸ୖ㏙䛾䜘䛖䛺䚸≉ᐃከᩘ䛾䝜䞊䝗⩌䛜ᚲ䛪䛧䜒┦ಙ㢗
㛵ಀ䛻䛺䛔≧ἣ䛷䚸⮬ᚊศᩓ䛷䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᵓ⠏䛧Ᏻ䛻⏝䛩䜛䛯䜑䛾ྛ✀ᢏ⾡䜢◊✲㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䚷ୖグ◊✲㛤Ⓨ䛻䜘䛳䛶䚸௵ព䛾䝴䞊䝄䛜䛭䛣䛻䛒䜛䝜䞊䝗䜢⮬⏤䛻ά⏝䛧䚸ᚲせ䛺ฎ⌮䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚸┿䛾䝴䝡䜻䝍䝇䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾⎔ቃ䛜ୡ⏺䛻ඛ
㥑䛡䛶ᐇ⌧䛩䜛䚹䛣䜜䛻ᑐᛂ䛧䛯䝴䞊䝄ᑟ䛾ඛ㐍ⓗ䛺᪂䛧䛔䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾Ⓩሙ䜒ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹䛣䜜䜙䛻䜘䛳䛶䚸㻵㻯㼀䜲䞁䝣䝷䛾ᵓ⠏䜎䛷䜒ྵ䜣䛰㧗ᗘ䛺ά⏝䜢䚸ᚑ᮶䛾ᴗ
⪅୰ᚰ䛷䛿䛺䛟䚸⏝⪅୰ᚰ䛷ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
㻝㻥
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㻥㻡

㻥㻢

㻥㻣

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗ䜢ྵ䜐䝕䞊䝍䛾ὶ㏻ᢏ⾡
ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜾
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䚷䛥䜎䛦䜎䛺ሗ䛜㟁Ꮚ䛥䜜䛶䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛷⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛶䛔䛸䛸䜒䛻䚸䝷䜲䝣䝻䜾➼䛾ᢏ⾡䛾Ⓨᒎ䛻䜘䜚䚸䛒䜙䜖䜛✀㢮䛾ಶேⓗ䛺ሗ䛾グ㘓䜒ᐜ᫆䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䝹䞊䝥
䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᵝ䚻䛺䝅䞊䞁䛷䜘䜚౽ᛶ䛾㧗䛔䝃䞊䝡䝇䛾ᒎ㛤䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹䛧䛛䛧䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗ䜢ྵ䜐䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿䚸ៅ㔜䛺ྲྀ䜚ᢅ䛔䛜ᚲせ䛷
䛒䜛䚹䜎䛯䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗ䜢ྵ䜐䝕䞊䝍䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿ྛᴗ⪅䛾㈐௵䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸᫂☜䛺䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛿Ꮡᅾ䛧䛶䛔䛺䛔䚹䝥䝷䜲䝞䝅䞊䜢ྵ䜐ሗ䜢Ᏻ䛻⟶⌮䛧䚸䛥䜙
䛻䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗὶฟ䜢㑊䛡䜛ᙧ䛷ຍᕤ䛧䛯䝕䞊䝍䜢⏝䚸䛚䜘䜃䚸䝕䞊䝍䜢⏝䛩䜛䛯䜑䛾㐺ษ䛺䜰䜽䝉䝇ไᚚᶵ⬟䜔ሗ䛾ὶฟඖ䛾≉ᐃ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛㏣㊧ᶵ⬟➼䛾ᢏ⾡䛜
☜❧䛩䜜䜀䚸䜘䜚ከ䛟䛾✀㢮䛾ሗ䜢┦⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸᪂䛧䛔䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜔䝃䞊䝡䝇䛜ᐇ⌧䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷ᚋ䛾䛥䜙䛺䜛ሗὶ㏻䛾ಁ㐍䜢┠ᣦ䛧䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗ䜢ྵ䜐䝕䞊䝍䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ⓗ䛺᳨ウ䜢⾜䛔䚸⏝ྍ⬟䛺ᢏ⾡䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛯ᨻ⟇ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢᥎㐍䛩䜉䛝
䛷䛒䜛䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛆ᴫせ䛇⌧ᅾ䚸䝁䝇䝖䝎䜴䞁䜢䛺┠ⓗ䛸䛧䛯䜽䝷䜴䝗ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝䛜㐍ᒎ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛧䛛䛧䛣䛾䜘䛖䛺ഴྥ䛿䚸≀⌮ⓗ䛻䛿ᑡᩘ䛾ᴗ⪅䛜᭷䛩䜛䝕䞊䝍䝉䞁䝍䜈䛾䝕䞊䝍䛾ᐻ༨
⤫ྜ䝁䜰䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ⓗ㞟୰䛜㐍䜐䛣䛸䜢ព䛧䛶䛚䜚䚸䝸䝇䜽ศᩓ䜔ሗྍ⏝ᛶ䛾ྥୖ䛸䛔䛳䛯ほⅬ䛛䜙䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ዲ䜎䛧䛔䛸䛿ゝ䛘䜎䛫䜣䚹䛣䜜䜙䛾ၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᅜᅵⓗ䛻ሗ䛾㉸
ไᚚ䜾䝹䞊䝥
ศᩓ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⮬ᚊศᩓᣦྥ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜲䞁䝣䝷ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䛥䜙䛻ᮏᢏ⾡䛿䚸᪥ᮏᅜෆ䛻␃䜎䜙䛪ୡ⏺ⓗ䛺ᬑཬ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛷䚸ᴟ䜑䛶ỗ
⏝ᛶ䛾㧗䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝃䞊䝡䝇䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏ᢏ⾡䛸䛺䜚ᚓ䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛆ヲ⣽䛇⌧ᅾ䛾䜽䝷䜴䝗ᆺ䝃䞊䝡䝇䛿䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛻䛚䛡䜛ィ⟬ᶵ㈨※䛾௬ᢏ⾡䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶䛚䜚䚸ィ⟬ᶵ䜔䝇䝖䝺䞊䝆➼䛾≀⌮ⓗ㈨※䛾᭷ຠ⏝䛸䛭䜜䛻䜘䜛䝁䝇䝖䝎䜴䞁䚸
ཬ䜃ᖜᗈ䛔䝴䞊䝄ᒙ䜈䛾ᆒ୍䛺䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛩䚹䛧䛛䛧୍᪉䛷䛿䚸ᑡᩘ䛾ᴗ⪅䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛻䝕䞊䝍䛜㞟୰䛩䜛≧ἣ䜢⏕䜏ฟ䛩䛣䛸䛸䛺
䜚䚸䜎䛯ᾏእ䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛻ሗ䛜᱁⣡䛥䜜䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜛䛸䚸ᅜᐙⓗ䛺ሗ⟶⌮䛸Ᏻಖ㞀䛾ほⅬ䛛䜙䛿ᚲ䛪䛧䜒⌧≧䛾䜎䜎䛷᥎⛣䛩䜛䛣䛸䛜ᚓ⟇䛸䛿ゝ䛘䜎䛫䜣䚹䜎䛯ᅜෆ䛻
䛚䛔䛶䜒䚸䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛜≉ᐃᆅᇦ䛻೫ᅾ䛩䜛≧ែ䛸䛺䜛䛸䚸⮬↛⅏ᐖ䜔≉ᐃᴗ⪅䛾タഛᨾ㞀䛻䜘䜛ሗᾘኻ䛜༴䛥䜜䜛ୖ䚸㐲㝸ᆅᇦ䛛䜙䛾ሗ䜰䜽䝉䝇䛻㐜ᘏ䜔ᖏᇦไ㝈䛜ຍ
䜟䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸ሗ♫䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ᱁ᕪ䛾ཎᅉ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
ୖグ䛾ᠱᛕ㡯䛿䚸᪤Ꮡ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜲䞁䝣䝷䛷䛿䚸䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛜ᚲせ䛸䛩䜛㐜ᘏ䞉ᖏᇦ➼䛾≉ᛶ䜢㐺ᛂⓗ䛻ไᚚ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛻ᙉ䛟㛵㐃䛧䜎䛩䚹ᒁᡤศᩓ䛥䜜䛯」ᩘ䛾䝕䞊
䝍᱁⣡ᆅⅬ䛸䛭䜜䜙䜢᥋⥆䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜⮬ᚊศᩓⓗ䛻㐃ື䛩䜛䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱䜢ᐇ⌧䛷䛝䜜䜀䚸≀⌮ⓗ䛻䛿㉸ศᩓ䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢䛒䛯䛛䜒㏆᥋䛩䜛༢୍䛾䝕䞊䝍䝉䞁䝍䛻᱁
⣡䛧䛶䛔䜛䛛䛾䜘䛖䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䛥䜙䛻䚸䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛜ồ䜑䜛ᶵ⬟䜢䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜲䞁䝣䝷䛜㐺ᛂⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽㧗ᗘᢏ⾡䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛷䚸ᚑ᮶䛾㻵㻼
䝧䞊䝇䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛷䛿ᚲせ䛺ᛶ⬟䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛛䛳䛯䚸㧗ᗘ་⒪䝃䞊䝡䝇䛺䛹䛾䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜽䝸䝔䜱䜹䝹䛺䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛸䛺䜚䚸ᏳᚰᏳ䛛䛴㧗ရ
㉁䛺᪥ᮏⓎ䛾㻵㻯㼀ᇶ┙䜢ᐇ⌧䛷䛝䜎䛩䚹
ᰴᘧ♫㻷㻰㻰㻵◊✲ᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷ᮏ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛿䚸ᛴ㏿䛻㐍䜢㐙䛢䜛ሗ㏻ಙ♫䛻䛚䛔䛶䚸䝁䞁䝔䞁䝒䚸䝅䝇䝔䝮䚸䝃䞊䝡䝇䛺䛹䜢୍⯡⏕ά⎔ቃ䛾䛯䜑䛻ά⏝䛩䜛ලయⓗ䛺⟇䜢♧䛩䛣䛸䛷䚸䝤䝻䞊䝗䝞䞁
䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰䞉䜰䝥䝸 ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䝗䜔䝕䝆䝍䝹䛜┿౯䜢Ⓨ䛩䜛ᮍ᮶䜢᪥ᮏ䛜⋡ඛ䛧䛶ᵓ⠏䛧䜘䛖䛸䛩䜛ᡓ␎䜢グ㏙䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ኚ᭷ᮃ䛺ෆᐜ䛸⪃䛘䜛䚹
䜿䞊䝅䝵䞁㒊㛛
䚷୍᪉䚸᮶䜛䜉䛝▱㆑ሗ♫䛷䛿䚸⪃䛘䜔⤒㦂䛺䛹䛾㧗ᗘ䛺▱ⓗάື䛻క䛖ሗ䛚䜘䜃⏕άᚲ㟂䛾ሗ䜢䛛䛴ᗈ⠊ᅖ䛻᪉ྥ䛷ఏ㐩䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䜢㚷䜏䚸䛂㻠
㻵㻯㼀⥲ྜᡓ␎䛾᳨ウ䛃䛾䛂㻔㻞㻕◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃䛾䛂䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䜜䜙䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾䜘䜚ከ䛟䛾ᢏ⾡ㄢ㢟䜢⪃៖䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹䛘䜀䚸௨ୗ䛾
䠏Ⅼ䛿≉䛻㔜せㄢ㢟䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䚹
㼇㻝㼉㻌䝬䝹䝏䝕䝞䜲䝇ά⏝ᢏ⾡
䚷䛂ᴗ⪅୰ᚰ䛛䜙⏝⪅୰ᚰ䜈䛃䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䛿䚸⏝⪅䛾⎔ቃ䛻ྜ䜟䛫䛶᭱㐺䛺䝕䝞䜲䝇䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᶵືⓗ䛛䛴ᰂ㌾䛻⏝ྍ⬟䛸䛩䜛䝬䝹䝏䝕䝞䜲䝇ά⏝ᢏ⾡䛜ᚲ㡲
䛸䛺䜛䚹䝕䝞䜲䝇䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䝅䞊䝮䝺䝇䛻㑅ᢥྍ⬟䛺㏻ಙ᪉ᘧ䜔䝁䞁䝔䞁䝒䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛾᳨ウ䛻ຍ䛘䚸」ᩘ✀㢮䛾䝕䝞䜲䝇䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ྠ䛻⏝䛧䛺䛜䜙䚸䛣䜜䜙䛜┦
䛻㐃ᦠ䛧䛴䛴␗䛺䜛ᙺ䜢ᢸ䛳䛶ືస䛩䜛ືⓗᙺศᢸᆺ䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏ᢏ⾡䛜䚸ᆅᇦⓗ䝕䝆䝍䝹䝕䝞䜲䝗ゎᾘ䛾ほⅬ䛛䜙䜒㔜せㄢ㢟䛸⪃䛘䜛䚹
㼇㻞㼉㻌䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰㞟ィά⏝ᢏ⾡
䚷䛂⤌⧊୰ᚰ䛛䜙ᅜẸ୰ᚰ䜈䛃䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䛿䚸᪉ྥᛶ䜔ඹ᭷ไ䜢≉ᚩ䛸䛧䛯䛔䜟䜖䜛䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䛾㐍䞉ά⏝䛜ྍ㑊䛷䛒䜛䚹♫ᇶ┙䛾୍㒊䛸䛧䛶⨨䛵䛡䚸㧗ᗘ
䛺⏝䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸⮬⏤䛛䛴ᡭ㍍䛸䛔䛖≉㛗䜢⥔ᣢ䛧䛺䛜䜙䜒䚸⮬↛Ⓨ⏕ⓗ䛺ሗ䝅䝇䝔䝮䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜢⥲ྜⓗ䛻⌮ゎ䞉⏝ྍ⬟䛺䝅䝇䝔䝮䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜈䛸Ⓨ
ᒎ䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ྛ✀䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰ሗ䛾㞟ィ䞉㞟⣙ᶵ⬟䚸⌮ゎ䜢ຓ䛡䜛䛯䜑䛾ືⓗྍどᶵ⬟䚸ከ✀䝣䜷䞊䝬䝑䝖䝯䝕䜱䜰㐃ᦠᶵ⬟䛺䛹䚸䜰䜽䝔䜱䝤䛺ሗⓎಙ
䛸䝟䝑䝅䝤䛺ሗ⏝䛾୧᪉䜢ᐇ⌧䛩䜛ᢏ⾡䛾☜❧䛜ᚲ㡲䛸⪃䛘䜛䚹
㼇㻟㼉㻌䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆㧗ᗘᢏ⾡
䚷䛂ᢏ⾡୰ᚰ䛛䜙ே㛫୰ᚰ䜈䛃䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䛿䚸䝴䞊䝄䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䛾᪂䛯䛺㐍䜢䜒䛯䜙䛩ᢏ⾡䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹≉䛻䚸ᒇෆእ䛾⏕ά䛾ྛ䝅䞊䞁䛷㼀㻼㻻䛻ᛂ䛨䛯ሗ䜢䜲䞁䝍䝷䜽
䝔䜱䝤䛻ᤵཷ䛩䜛䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛜䚸ᚋᛴ⃭䛻ᬑཬ䛧䚸䛭䛾㧗ᗘ䛺⏝ἲ䛜ㄢ㢟䛸䛺䜛䛸ண䛥䜜䜛䚹ᢏ⾡ⓗ䛻䛿䚸ప䝸䝔䝷䝅䞊ᒙ䛾⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾ᑐヰᆺ䜲䞁䝍䝣䜵䞊
䝇䜔䚸」ᩘ䛾䝃䜲䝛䞊䝆┦䛜㛫䞉✵㛫ⓗ䛻㐃ᦠ䛩䜛䝬䝹䝏䝃䜲䝛䞊䝆㐃ືᢏ⾡䚸䜎䛯⏝⪅䛻㐺ྜ䛧䛯ሗ䛾⾲♧䜔䝍䜲䝭䞁䜾䜢㑅ᢥ䛩䜛䝟䞊䝋䝘䝷䜲䝈ᆺ䝃䜲䝛䞊䝆䛺䛹䛜䚸
㔜せㄢ㢟䛸⪃䛘䜛䚹
ពぢᥦฟ⪅

䝘䝅䝳䜰䝋䝸䝳䞊䝅䝵
䞁䝈ᰴᘧ♫

㻥㻤

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 㻔㻞㻕◊✲㛤Ⓨᡓ␎
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝ㄢ㢟䜈䛾ពぢ
ᅇ䛾ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈䛾䛣䛸䜒䛒䜛䛜䚸⅏ᐖ䛻ྥ䛡䛯㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾ᩚഛㄢ㢟䛿᪥ᮏ䛾ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㜵⅏ᑐ⟇䛸䛧䛶ᛴົ䛸⪃䛘䜛䚹
㏻ಙ⤒㊰䛜䛩䜉䛶ᣐⅬ䛻㞟୰䛧䛶䛔䜛䛾㏻ಙ᪉ᘧ䛾⬤䛥䛜ᅇ⿕⅏䛥䜜䛯᪉䜔࿘㎶ᆅᇦ䜒ྵ䜑䛶ሗ㞴Ẹ䜢స䜚ฟ䛧䛯䛸䛔䛘䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹⌧ᅾ䛾㻲㼀㼀㻴ྵ䜑䛶䛩䜉䛶䛾䜻䝱
䝸䜰䜰䜽䝉䝇䝷䜲䞁䛿㏻ಙᅇ⥺㻛㏻ಙไᚚ㻛㏻ಙ⟶⌮䛾䛩䜉䛶䛻䛚䛔䛶㞟୰᪉ᘧ䛺䛾䛷䚸⅏ᐖ䛻➃ᮎ㛫䝻䞊䜹䝹㏻ಙ䠄䛘䜀㑊㞴ᡤ㛫䛷䛾㏻ಙ䠅䛜䛧䛯䛟䛶䜒㞟୰㏻ಙᣐⅬ䛜䛴䜆
䜜䛶䛧䜎䛘䜀㏻ಙ䛭䛾䜒䛾䛜⬟䛸䛺䜛䜲䞁䝣䝷ᵓᡂ䛷䛒䜛䚹䛣䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛾䜰䜽䝉䝇䝷䜲䞁䛸䛧䛶䛒䜛䜉䛝ጼ䜢䛣䛾䜘䛖䛺⅏ᐖ䜢ᩍカ䛸䛧䛶◊✲䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹䛧䛛䛧㆙ᐹ↓⥺㻛㜵⅏↓⥺䛾䜘䛖䛺┠ⓗไ㝈䛝䛷ᑓ⏝䜲䞁䝣䝷䛿ᚲせ䛷䛿䛺䛟ᵝ䚻䛺ᆅᇦ㻵㻯㼀䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛷䛝䚸䜲䞁䝣䝷♫䚸බඹᶵ㛵䜔ᆅᇦᴗ㻛ၟᗑ䛺䛹䛜
┤᥋ఫẸ䛻ሗ㓄ಙ䛷䛝䜛䛂ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䛜◊✲ㄢ㢟䛸䛧䛶㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
⅏ᐖሗᥦ౪㻛ᆅᇦ䝙䝳䞊䝇ᥦ౪㻛Ᏻᚰ䞉Ᏻ䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㻛㧗㱋⪅ぢᏲ䜚䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛺䛹䜢ᇶᮏⓗ䛺⚟♴⏕ά䛻㛵䜟䜛䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶䚸ఫẸ䛻↓ᩱᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢⪃䛘䛯ሙ
ྜ䚸⌧ᅾ䛾㏻ಙ䜻䝱䝸䜰ᅇ⥺䜢䛳䛯䝃䞊䝡䝇䛷䛿䝁䝇䝖ⓗ䛻ᐇ⌧䛷䛝䛺䛔ၥ㢟䛜䛒䜛䛯䜑䚸⮬యᑟ䛾ᆅᇦ㻵㻯㼀䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ⌧䛸ᒎ㛤䛸䛔䛖ព䛻䛚䛔䛶䜒◊✲䛩䜛ព⩏䛿䛝
䛔䚹
䚷ୖグㄢ㢟ゎỴ䛾ලయ䛸䛧䛶䚸⊂䠅ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ䛾᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸ᘢ♫䛷ඹྠ◊✲䛧䛶䛔䜛㻺㼑㼞㼢㼑㻺㼑㼠䛸䛔䛖ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䛜Ꮡᅾ䛧䚸᪤䛻㐣ཤ㻡ᖺ㛫◊✲⥅⥆䛧䛶
䛝䛯ᐇ⦼䛜䛒䜛䚹᪤䛻ᾏ㐨ᒾぢἑᕷ䛷䛾ᐇドᐇ㦂䚸ᑠ㔠䝔䝇䝖䝧䝑䝖䛷䛾◊✲ᐇ㦂䛺䛹䛾ᐇ㦂䝣䜵䞊䝈䛻ධ䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᢏ⾡䛾ᯟ⤌䜏䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶䚸ᵝ䚻䛺ᆅᇦ䝃䞊䝡䝇䛸
㐃ᦠ䛧䛶ᐇド䛷䛝䜛◊✲㛤Ⓨ䛾⤌䜏䜢㠀స䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹

㻞㻜

ពぢ
␒ྕ

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
᪥ᮏ䝉䜻䝳䜰䝔䝑䜽◊ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䝟䝇䝽䞊䝗䛿௦⾲ⓗ䛺㟁Ꮚⓗᮏேㄆドᡭẁ䛸䛧䛶䛒䜙䜖䜛ሙ㠃䛷䜟䜜䚸♫䛻䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸⌧≧䛾ᩥᏐ䛻䜘䜛䝟䝇䝽䞊䝗䛿䚸䛂ぬ䛘䜙䜜䛺䛔䛃䛂䝯䝰᭩䛝䜢
✲ᡤ
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛩䜛䛃䛂䛔ᅇ䛧䛩䜛䛃➼䚸䛭䛾㐠⏝䛸Ᏻᛶ䛻䛥䜎䛦䜎䛺ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䛾䛜ᐇ䛷䛩䚹ᮏ᱁ⓗ䛺䛂▱㆑ሗ♫䛃䛷䛿䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒⪁ⱝ䛾ㄡ䛷䜒䛜䝇䝖䝺䝇䛺䛟䛘䜛䝟䝇䝽䞊
䝗䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䚹䛭䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚ึ䜑䛶㟁Ꮚⓗᮏேㄆド䛾䛂ྍ⏝ᛶ䛃䛸䛂ᶵᐦᛶ䛃䛾୧❧䛜ᐇ⌧䛩䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ពぢᥦฟ⪅

ᨻᗓ䛾ᥦ♧䛩䜛䝖䞊䜽䞁䛾Ᏻᇶ‽䠄䠎䠌䠍䠌ᖺ䠎᭶䚷㟁Ꮚᨻᗓ䜺䜲䝗䝷䜲䞁సᡂ᳨ウ䚷䝉䜻䝳䝸䝔䜱ศ⛉Ⓨಙ䛾䜸䞁䝷䜲䞁ᡭ⥆䛝䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽ホ౯ཬ䜃㟁Ꮚ⨫ྡ䞉ㄆド䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䛻䜘䜛ᐃ⩏䠅䛻䜘䜛䛸䝺䝧䝹䠍䛛䜙䝺䝧䝹䠐䜎䛷䝟䝇䝽䞊䝗䛿ඹ㏻㡯┠䛷䛩䚹䛭䛾䝟䝇䝽䞊䝗䛿ᗈ䛟䜟䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸䝯䝰グ㍕䜔ྠ୍䝟䝇䝽䞊䝗䛾」ᩘ䝅䝇䝔䝮䛷䛾䛔ᅇ䛧䜔
䝟䝇䝽䞊䝗ཝ᱁㐠⏝䛾ኻᛕᑐᛂ䝁䝇䝖䛾ቑຍ䛺䛹䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻ே䛿↓ᶵ㉁䛷㛗䛔ᩥᏐิ䜢ᩘከ䛟ぬ䛘䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛩䚹༶䛱ே㛫୰ᚰ䛾ᮏேㄆド䝅䝇䝔䝮䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛣䛸
䛻㉳ᅉ䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹

㻥㻥

㻝㻜㻜

䛭䛣䛷䚸䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒⪁ⱝ䛾ㄡ䛷䜒䛜䝇䝖䝺䝇䛺䛟䛘䜛䝟䝇䝽䞊䝗䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䛻ᮏ⭜䜢ධ䜜䛶ྲྀ䜚⤌䜏䚸ᙜ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛻᥇䜚ୖ䛢䜛䛣䛸䛿䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᇶ♏ⓗ௳䛸䜒
䛔䛘䜛ᮏேㄆド䛾☜ᐇᛶ䛜ቑ䛩䜢ព䛧䚸ᅜ㝿㈉⊩䛻䜒ᐤ䛩䜛䛛䛸⪃䛘䜛ḟ➨䛷䛩䚹
ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䞉ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛧䛶䛂䜾䝸䞊䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃ཬ䜃䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛿㔜せ䛺ㄢ㢟䛰䛸ㄆ㆑䛧䚸᳨ウ䛥䜜䜛䛣䛸䛻㈶ྠ⮴䛧䜎䛩䛜䚸ୗグ䛾㡯┠䜢䠄䠅䛻ຍ䛘
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䜙䜜䜛䛣䛸䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䖃⥅⥆ⓗ䛺㏻ಙ㏿ᗘ䛾ྥୖ䜔ᩜタ῭䜏䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾⏝⋡ྥୖ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡
ప䝁䝇䝖䛛䛴㧗⪏ຊගከ್ఏ㏦ྥ䛡ಙྕฎ⌮ᢏ⾡➼䛾◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䖃䝊䝻䝕䜲ᨷᧁᑐ⟇ᢏ⾡
㻵㻯㼀ά⏝䛾㈇䛾ഃ㠃䛸䛧䛶䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛜༑ศ䛻ᐇ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᶵჾ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ᨷᧁ䛻䜘䛳䛶♫య䛻῝้䛺ᨾ䜢Ⓨ⏕䛥䛫䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䛣䛖䛧䛯ᶵჾ䛷䛿䚸ᮍ▱䛾⬤ᙅᛶ䜔䚸ᑐ⟇䛜බ㛤䛥䜜䛶䛔䛺䛔⬤ᙅᛶ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ᨷᧁ䛜ከ䛟䛺䜛䛣䛸䛜ᐃ䛥䜜䜛䛯䜑䚸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛸䛧䛶䝊䝻䝕䜲ᨷᧁ䠄ᑐ⟇䛜බ㛤䛥䜜䛶䛔䛺
䛔⬤ᙅᛶ䛻ᑐ䛩䜛ᨷᧁ䠅䜢㜵ᚚ䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䖃ሗ䛾ṇὶ㏻ᑐ⟇ᢏ⾡
䛔䛳䛯䜣⤌⧊እ䛻ฟ䛯䝕䞊䝍䛻ᑐ䛩䜛⿕ᐖᣑᩓ㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䛆㛗ᩥ䛾䛯䜑䚸ពぢ䛾୍㒊䜢ᥖ㍕䛇
ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

㻝㻜㻝

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

㻝㻜㻞

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷䝕䝆䝍䝹ᶵჾ䛾ᶵ⬟ྥୖ䛸䚸ᅜẸ䛾Ᏻ䜢Ᏺ䜛䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䚸ᚋ䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛◊✲ㄢ㢟䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䠎䛴䛾ㄢ㢟䜢┒䜚㎸䜐䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛆◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䠍䛇
䚷ከ✀ከᵝ䛺➃ᮎ䜔㏻ಙᴗ⪅䠄䜻䝱䝸䜰䠅䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔䚸⤫୍ⓗ䛺䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䜢ᐇ⌧䛩䜛ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ
䛊㻌ㄢ㢟䛻ྲྀ⤌䜐ᚲせᛶ㻌䛋
䚷䞉ಶே䛷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䜰䜽䝉䝇䛩䜛ᡭẁ䛜ከᵝ䛧䚸ᵝ䚻䛺➃ᮎ䛷ᵝ䚻䛺䜻䝱䝸䜰䠄බ⾗↓⥺ᅇ⥺䛺䛹䠅䛜⏝䛷䛝䜛䚹
䚷䞉䛭䛾୍᪉䛷䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛿䚸➃ᮎẖ䛒䜛䛔䛿䜻䝱䝸䜰ẖ䛻ಶู䛻ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䚷䞉䛩䛺䜟䛱䚸Ᏻ䛻䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢⏝䛩䜛䛻䛿䚸ᅜẸ⮬㌟䛜䚸➃ᮎ䞉䜻䝱䝸䜰䛭䜜䛮䜜䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛾㐪䛔䜢ព㆑䛧㐺ษ䛺ᑐᛂ䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸⤌䜏ྜ䜟䛫䜒ከᵝ䛧
䛶䛔䜛䚹
䛊㻌䛺䛬Ẹ㛫䛷䛺䛟䚸ᅜ䛷䛾⟇䛺䛾䛛㻌䛋
䚷䞉≉ᐃ䛾䜻䝱䝸䜰䛻㝈ᐃ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛺䛟䚸」ᩘ䛾➃ᮎ䝧䞁䝎䛸䜻䝱䝸䜰䛻䜎䛯䛜䜛ㄢ㢟䛷䛒䜛䠊
䚷䞉䠥䠟䠰ศ㔝ඹ㏻䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛾ᐇ⌧䛻䜐䛡䛶䚸ᅜ䛺䛹䛾୰❧ⓗ䛺➨୕⪅ᶵ㛵䛻䜘䜛᥎㐍䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䛊㻌ᮏ◊✲ᡂᯝ䛾ᅜẸ䜈䛾㑏ඖ㻌䛋
䚷䞉ᅜẸ䜈䛾Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛜ᐇ⌧䛷䛝䚸䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛻ᐤ䛷䛝䜛䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛆◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䠎䛇
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䚷ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻ᑐ䛩䜛ே䛾䝸䝇䜽ㄆ▱䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲
䛊㻌ㄢ㢟䛻ྲྀ⤌䜐ᚲせᛶ㻌䛋
䚷䞉ಶே䝺䝧䝹䛷䛿䠈㐺ษ䛺䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛜⾜䜟䜜䛪⬤ᙅ䛺䜎䜎ᨺ⨨䛥䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䞉䛭䛾⌮⏤䛸䛧䛶䚸
䚷䞉㻌ಶே䛻䛸䛳䛶䛿䠈䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䜢ㅮ䛨䜛䝁䝇䝖䛻ぢྜ䛖ຠᯝ䛜ศ䛛䜚䛻䛟䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷䞉㻌㻌୍ே䜂䛸䜚䛾ሗ㞟⬟ຊ䜔ㄆ▱ุ᩿ຊ䛻䛿㐪䛔䛜䛒䜚䚸⾜ື䛻䜀䜙䛴䛝䛜ከ䛟⏕䛨䛶䛧䜎䛖䚹
䚷䞉䛩䛺䜟䛱䚸ྛಶே䛻䛸䛳䛶䛿䠈䛂䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䜢䛧䛺䛔䛣䛸䛃䠄䠙䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛾సⅭ䠅䛜ྜ⌮ⓗ䛺ᑐᛂ䛸ㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䜛㒊ศ䛜䛒䜛䛜䚸♫䛻䛸䛳䛶䛿ᚲ䛪䛧䜒ዲ䜎䛧䛔䛸
䛿㝈䜙䛺䛔䚹䛘䜀䚸ᨷᧁ䛾㋃䜏ྎ䛸䛧䛶⏝䛥䜜䚸♫ᇶ┙䛻䛝䛺ᙳ㡪䛜ฟ䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䚹䠄㼑㼓㻚㻌㡑ᅜ㻰㻰㼛㻿⿕ᐖ䠅
䚷䞉䛣䛾䜘䛖䛺䚸ಶே䛸♫䛸䛷ᐖ⫼䛺≧ἣ䜢ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䚸ே䚻䛾ᚰ⌮䜎䛷䜰䝥䝻䞊䝏䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䛊㻌䛺䛬Ẹ㛫䛷䛺䛟䚸ᅜ䛷䛾⟇䛺䛾䛛㻌䛋
䚷䞉ே䚻䛾ከᵝᛶ䜢㚷䜏䛺䛜䜙䜒䚸♫య䛸䛧䛶䛾ຠᯝ䜢᭱䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷䞉ಶே䜔ಶูᴗ䛜༢⊂䛷䛿ゎỴ䛷䛝䛺䛔」ྜⓗ䛺ၥ㢟䛷䛒䜚䚸䜰䞁䜿䞊䝖䜔䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䚸ᐇドᐇ㦂䛺䛹䛻䜘䜚䚸᳨ド䛥䜜䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹
䛊㻌ᮏ◊✲ᡂᯝ䛾ᅜẸ䜈䛾㑏ඖ㻌䛋
䚷䞉䝸䝇䜽䛻ᑐ䛩䜛ಶே䛾ឤ䛨᪉䛸䛭䛾ᑐฎ䛾᪉䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝸䝇䜽䛻ᑐ䛩䜛ㄆ▱䛾ྥୖ䛜ᅗ䜜䜛䚹
䚷䞉⮬ศ䛛䜙㐍䜣䛷ྲྀ⤌䜏䛯䛔䛸ุ᩿䛩䜛ᚓ䠄䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䠅䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸⤌⧊ෆ䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛡䜛༙䜀ᙉไⓗ䛺䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛸䛿␗䛺䜛䚸ᅜẸྥ䛡䛾⮬Ⓨⓗ䛺䝉
䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䛾᥎ዡ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䚷䞉ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻ᑐ䛩䜛䝸䝇䜽ㄆ▱䛻䛚䛡䜛♫䛸ಶே䛸䛾䜼䝱䝑䝥䛜᫂䜙䛛䛻䛺䜛䛸ඹ䛻䚸䛣䜜䜙䛾䜼䝱䝑䝥䜢ゎᾘ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᅜẸ䛜ᏳᚰᏳ䛸ឤ䛨䜙䜜䜛♫ᇶ┙䝅䝇䝔䝮
䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹

㻞㻝

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
᪩✄⏣Ꮫ㻌◊✲ᡓ
␎䝉䞁䝍䞊

㻝㻜㻟

᪩✄⏣Ꮫ㻌◊✲ᡓ
␎䝉䞁䝍䞊

㻝㻜㻠

᪩✄⏣Ꮫ㻌◊✲ᡓ
␎䝉䞁䝍䞊

㻝㻜㻡

ಶே

㻝㻜㻢

ಶே
㻝㻜㻣

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䜸䞊䝹ග㏻ಙ䜢ᨭ䛘䜛㻵㻯㼀䝕䝞䜲䝇
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
㻞㻜㻞㻜ᖺ㡭䜢ᐃ䛧䛯᪂ୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜔䝣䜷䝖䝙䝑䜽䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄䜸䞊䝹ග㏻ಙ䠅䛾ᵓ⠏䛿䚸⇿Ⓨⓗ䛻ቑ䛩䜛ሗ䛾䜔䜚䛸䜚䜢䝇䝮䞊䝈䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㟁ຊ⏝ຠ⋡䜢ᖜ䛻ྥ
ୖ䛥䛫䛯㉸㧗㏿䞉ᐜ㔞㏻ಙ⥙䛾ᐇ⌧䛜┠ᶆ䛸䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛣䛻䛚䛡䜛ග䝇䜲䝑䝏䞁䜾䚸ග䝷䝧䝸䞁䜾䚸ගከ㔜䞉ศ㞳➼䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛾ගಙྕฎ⌮䜢⾜䛖䛯䜑䛻䛿䚸ගᢏ⾡䛾䜏
䛺䜙䛪䚸䛭䜜䜢㥑ື䛩䜛䛯䜑䛾ྠ➼䛾㧗㏿ᛶ⬟䜢ලഛ䛩䜛䛂㟁Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛃䛜ᚲ㡲䛷䛒䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛩䚹᭦䛺䜛㟁ຊ⏝ຠ⋡䛚䜘䜃ಙྕฎ⌮⬟ຊ䛾ྥୖ䛻ᚲせ䛺せ⣲ᢏ⾡䜢ヲ
⣽᳨ウ䛧䚸䜸䞊䝹ග㏻ಙ䛾ᵓ⠏䛻ྍḞ䛺㧗㏿ືస䛩䜛㻵㻯㼀䝕䝞䜲䝇䠄㟁Ẽಙྕ䜢ቑᖜ䞉ฎ⌮䛩䜛䝕䝞䜲䝇䚸ග䛸㟁Ẽ䜢䛔䛻ኚ䛩䜛䝕䝞䜲䝇䛺䛹䠅䛻䛴䛔䛶㔜Ⅼⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛜
ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 㻵㻯㼀ᢏ⾡䛾ά⏝䛾୰䛷䚸䐟▱㆑䛾ඹ᭷䚸䐠✵㛫⠇⣙䛾ゎᨺ䚸䛾䛴䛜㔜せ䛺䜻䞊䝽䞊䝗䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹≉䛻䚸ᡃ䛜ᅜ䛜┤㠃䛩䜛ᑡᏊ㧗㱋♫䛻䛚䛔䛶䛣䜜䜙䛴䛾᭷ຠ
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ᛶ䞉౽ᛶ䜢ዴఱ䛻ᗈ䛟ᅜẸ䛻⌮ゎ䚸䛭䛧䛶ά⏝䛧䛶䜒䜙䛔䚸ே୰ᚰ䛾▱㆑ሗ♫䛸䛧䛶ᵓ⠏䛩䜛䛛䚸䛣䜜䛜ᮏᨻ⟇㒊䛷㆟ㄽ䛥䜜䛶䛔䜛ෆᐜ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
▱㆑ሗ♫䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚䚸㌟㏆䛺䛸䛣䜝䛷䛿⛣ືᅔ㞴䛺㧗㱋⪅䛾䛥䜎䛦䜎䛺▱㆑⋓ᚓ䛾ຓ䛡䛻䛺䜛䜋䛛䚸ᅾᏯົ䛺䛹䛾ᣑ䛻䜘䜛⛣ື䜶䝛䝹䜼䞊䞉䝁䝇䝖๐ῶ䚸䛭䜜䛻క䛖Ꮚ⫱
䛶䞉ㆤ➼䛾㛫䛾᭷ຠ⏝䛺䛹ከ䛟䛾䝯䝸䝑䝖䛜ᮇᚅ䛥䜜䜎䛩䚹䜒䛱䜝䜣▱㆑ඹ᭷䛻䜘䜛ᖜᗈ䛔䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊䛾ᙧᡂ䛸ᣑ䛻䜘䜚䚸䜘䜚ᐦ᥋䛺ே䛸ே䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛜ᵓ⠏䛷䛝䚸䜘䜚ே
㛫ᛶ⁄䜜䜛㇏䛛䛺⏕ά䜢ᐇ⌧䛷䛝䜛䜒䛾䛸ᮇᚅ䛥䜜䜎䛩䚹
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜔䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛜ᗈ䛟⏝䛥䜜䛴䛴䛒䜛⌧ᅾ䛷䜒䚸⌧ᐇ䛻䛿‶ဨ㟁㌴䛻䜖䜙䜜䛺䛜䜙䛾㛗㛫䛾♫㏻䜔䚸䛤䛟㝈䜙䜜䛯ே䛯䛱䛻䜘䜛
೫䛳䛯▱㆑ඹ᭷䛸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊ᙧᡂ䛺䛹䚸㻵㻯㼀ᢏ⾡䛾䝯䝸䝑䝖䛜ᗈ䛟ᅜẸ䛻ᾐ㏱䛧䛶䛔䛺䛔䛸༴䛥䜜䜎䛩䚹䛣䜜䛿䚸♫⏕ά䛻䛚䛡䜛⌧ᐇ✵㛫䛸䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖➼䛾▱㆑ሗ✵㛫䛾
㛫䛻䚸ᮍ䛰䛻䛂ቨ䛃䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ព䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾ቨ䜢ྲྀ䜚ᡶ䛔䚸᪉䛾✵㛫䜢ㄡ䜒䛜䝅䞊䝮䝺䝇䛻䚸䛭䛧䛶䝅䞁䝥䝹䛻⾜䛝᮶䛷䛝䜛䛣䛸䛜䚸ே୰ᚰ䛾▱㆑ሗ♫䛾ᵓ⠏
䛸䛥䜙䛺䜛Ⓨᒎ䛻䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛣䜜䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸㔜せ䛺ᢏ⾡ᨻ⟇ㄢ㢟䛾୍䛴䛸䛧䛶⌧ᐇ✵㛫䛸▱㆑ሗ✵㛫䜢⾜䛝᮶䛩䜛ሗ䛾ᐜ㔞䚸䝅䞊䝮䝺䝇䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䚹䛣䜜䛻䜘䜚⌧ᐇ✵㛫
䛸▱㆑ሗ✵㛫䛾㛫䛻Ꮡᅾ䛩䜛ቨ䜢↓䛟䛩䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䛣䜜䛿䛒䜛ព䛷䛿ᣑᙇ⌧ᐇឤ䛻㏆䛔䜲䝯䞊䝆䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾䝅䞊䝮䝺䝇䛺ᐜ㔞ሗ㏻ಙ䜢ᨭ䛘䜛
㻵㻯㼀ᢏ⾡䛜䚸ḟ䛾᪥ᮏ䛜┠ᣦ䛩䜉䛝ᢏ⾡ᨻ⟇ㄢ㢟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹ලయⓗ䛻䛿㟁Ἴ䚸ග䛺䛹䛾㧗䛔࿘Ἴᩘ㡿ᇦ䛷䛾䝝䞊䝗䜴䜵䜰ᢏ⾡䠄ග䞉㟁Ꮚ䝕䝞䜲䝇䠅䛾㧗ᗘ䛸䛭䛾䝛䝑䝖
䝽䞊䜽ᛂ⏝䛜ᇶ┙ᢏ⾡䛸䛧䛶᭱㔜せ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䜒䛱䜝䜣䛣䜜䜙㧗ᗘ䛺䝝䞊䝗䜴䜵䜰ᢏ⾡䜢ᇶ┙䛸䛧䛶䚸⏝⪅ᮏ䛾䝴䞊䝄䞊䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇䜔ᰂ㌾䛷Ᏻᚰ䛺ᐜ㔞䝛䝑
䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䛺䛹䛾♫䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䚸䛥䜙䛻䛿ᅜẸ䛻ᐇ㝿䛻ά⏝䛧䛶䜒䜙䛘䜛䜘䛖䛺⎔ቃᩚഛ䜒ᅜ⟇䛸䛧䛶ᚲせ䛻䛺䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
᪂䛧䛔䝝䞊䝗䜴䜵䜰ᢏ⾡䛺䛹᭱ඛ➃ᢏ⾡ศ㔝䛾ᐇ♫䜈䛾ᒎ㛤䜔ᅜ㝿⏘ᴗ➇தຊᙉ䛾䛯䜑䛻䛿⏘ᐁᏛ㐃ᦠ䛜ᚲ㡲䛸⪃䛘䜎䛩䚹୰䛷䜒䚸䛂ᐁ䛃䛾ᙺ䛿㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛂ᐁ䛃䛜≌ᘬຊ䛸䛺䜚䚸᪂ศ㔝䜈䛾▱ぢ䜢᭷䛩䜛䛂Ꮫ䛃䛸⏘ᴗ䜢䜑䛦䛩䛂⏘䛃䜢᮰䛽䛶䛔䛟䛣䛸䛷䚸᪂䛧䛔㻵㻯㼀ᨻ⟇䜈䛾㐨➽䛿ᙧᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
௨ୗ䛻㔜Ⅼ䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛㡯┠䜢ิᣲ⮴䛧䜎䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ᪂䛯䛺㟁Ἴ㈨※䛾㛤ᣅ
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
㏆ᖺ䚸ᦠᖏ㟁ヰ䜔䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ䚸᭦䛻䛿㧗㏿䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛾ᬑཬ䛻䜘䜚䚸ㄡ䛷䜒ᐜ㔞䛾䝕䞊䝍䜢㧗㏿䛷䜔䜚䛸䜚䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺௦䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜚䜎䛩䚹䛣䜜䛻ᑐᛂ䛩
䜉䛟㻢㻜㻌㻳㻴㼦ᖏ䛷䜒㧗㏿↓⥺ఏ㏦䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䛜ᛴ⃭䛻㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᑗ᮶䚸᭦䛺䜛ᐜ㔞䛺ሗ䜢䝅䞊䝮䝺䝇䛻䠄ព㆑䛩䜛㛫䜒䛺䛔䛠䜙䛔䠅䜔䜚䛸䜚䛩䜛௦䛜฿᮶䛩䜛䛣䛸
䛿㛫㐪䛔䛺䛔䛷䛧䜗䛖䚹㻝㻜㻜㻌㻳㻴㼦௨ୖ䛾࿘Ἴᩘᖏᇦ䛿䛣䜜䜎䛷㏻ಙ⏝䛜ᢏ⾡ⓗ䛻ᅔ㞴䛸䛥䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸㏻ಙ⏝䛻䜚ᙜ䛶䜙䜜䛶䛔䜛ᖏᇦ䛜ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䛺䛔≧ἣ䛜
㏆䛵䛝䛴䛴䛒䜚䜎䛩䚹ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢䛥䜙䛻㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸㟁Ἴ䛾࿘Ἴᩘ⏝䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛥䜙䛺䜛㆟ㄽ䜢῝䜑䚸᪥ᮏ䛜ୡ⏺䜢䝸䞊䝗䛩䜜䜀䚸᪂䛯䛺⏘ᴗฟ䛻䛴䛺䛢䜙䜜䜛䛣
䛸䛜ฟ᮶䜛䛾䛷䛿䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
⌧ᅾ䚸㻝㻞㻜㻌㻳㻴㼦ᖏ䜔䝔䝷䝦䝹䝒ᖏ䛷䛾↓⥺㏻ಙ䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ䛜㐍䜑䛶䛚䜙䜜䜎䛩䛜䚸⌧≧䛾㧗࿘Ἴ䝕䝞䜲䝇䜢䛭䛾䜎䜎⏝䛩䜛䛸䚸ᑠᆺ䞉㍍㔞䛺↓⥺㏻ಙ⨨䛾ᐇ⌧䛿ᅔ㞴䛷
䛩䚹↓⥺䝅䝇䝔䝮䛾⏝䜲䝯䞊䝆䚸䝅䝇䝔䝮ᵓᡂ䛻䛸䛳䛶➃ᮎ䛾䝃䜲䝈䛸䛔䛖䛾䛿ᴟ䜑䛶㔜せ䛺せ⣲䛷䚸༢䛻ᑠᆺ䛥䜜䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛺䛟䚸㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛾䛒䜚᪉䛭䛾䜒䛾䛻䛝䛟
ᙳ㡪䜢䛘䜛ᢏ⾡ศ㔝䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ほⅬ䛛䜙䚸䛣䜜䜎䛷䛾᪂つ㟁Ἴ㈨※䠄䝭䝸Ἴᖏ䡚㼀㻴㼦ᖏ䠅㛤ᣅ䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻ຍ䛘䛶䚸㻵㻯㼀◊✲䛾㔜せ䛺୍ศ㔝䛸䛧䛶㻝㻜㻜㻌㻳㻴㼦ᖏ
㏆ഐ䜔㻝㻜㻜㻌㻳㻴㼦䡚䝃䝤䝭䝸Ἴᖏ䛻ᑐᛂ䛧䛯↓⥺㏻ಙ⨨ෆ㒊䛾䛶䛾㒊ရ䜢ྵ䜐ᑠᆺ䞉㍍㔞䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲䛛䜙ᛂ⏝ⓗ◊✲䜢ᖜᗈ䛟᥎䛧㐍䜑䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ᥦ㡯┠ྡ䠖䛂䝭䝸Ἴ䜢⏝䛔䛯䝇䞊䝟䞊䝛䝑䝖䛾◊✲㛤Ⓨ䛃
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ෆᐜ䞉⌮⏤
䚷ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛔䛯䛧䜎䛧䛶䚸↓⥺䜰䜽䝉䝇䜔㼃㼕㻲㼕䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛↓⥺㏻ಙᢏ⾡䜢ᖜ䛻㧗ᗘ䛧䚸㏆㊥㞳䛾㉸㧗㏿䜰䜽䝉䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜔Ꮿෆ䛻䛚䛡䜛䠰䠲䚸
䝡䝕䜸䝺䝁䞊䝎䚸䝟䝋䝁䞁䚸ᦠᖏ➃ᮎ➼䛾ᶵჾ㛫䜢㉸㧗㏿䛷⤖䜆䝩䞊䝮䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛺䛹䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸せ⣲ᢏ⾡䛾㐍ᒎ䛜ⴭ䛧䛔䝭䝸Ἴ䜢⏝䛔䛯䝇䞊䝟䞊䝛䝑䝖䛻㛵䛩䜛ᐇ⏝ⓗ䛺ᢏ
⾡䜢᪩ᛴ䛻❧䛱ୖ䛢䜛䛣䛸䜢ᥦ䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䚷ᅜẸ䛜䛂㻵㻯㼀䛷⏕ά䜔♫䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯䛃䛸ᐇឤ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ಶ䚻ே䛾㌟㏆䛺䛸䛣䜝䛷䛾㏻ಙᡭẁ䜢᱁ẁ䛻㐍Ṍ䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻵㻯㼀䛿䛣䛣䜎䛷䜔䛳䛶䛟䜜䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛖㧗ᗘ
䛺ᶵ⬟䛸౽ᛶ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿↓⥺䛷䛒䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹⌧ᅾ⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛↓⥺㏻ಙ䛿࿘Ἴᩘᖏᇦ䚸㏻ಙ䝇䝢䞊䝗䚸ΰ㞧ᗘ➼䛷䛝䛺ቨ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᚋ䛾▱㆑
ሗ♫䛷䛿ྲྀ䜚ᢅ䜟䜜䜛䝕䞊䝍㔞䛜⭾䛻䛺䜚䚸䛛䛴䛭䛾㔞䛾䝕䞊䝍䛾䜔䜚ྲྀ䜚䛜ಶ䚻ே䛾㌟㏆䛺䛸䛣䜝䛷䛺䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸䝭䝸Ἴ䜢⏝䛔䛶㏆㊥㞳䛾㉸㧗
㏿㏻ಙ䜔㔞䛾䝕䞊䝍䜢ᢅ䛖㌟㏆䛺ᶵჾ䛾㛫䜢䝇䝮䞊䝈䛻䛴䛺䛠䝇䞊䝟䞊䝛䝑䝖䛾ୡ⏺䜢ᐇ⌧䛩䜛ᚲせ䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾䝇䞊䝟䞊䝛䝑䝖䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䝭䝸Ἴ䛜᭱䜒᭷ᮃ
䛷䛒䜚䛭䛾せ⣲ᢏ⾡䛿᱁ẁ䛾㐍Ṍ䜢ぢ䛫䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᐇ⏝ⓗ䛺䝺䝧䝹䛻ᣢ䛳䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䝸䝇䜽䛾䛝䛔ከ䛟䛾ㄢ㢟䛜䛒䜚䚸◊✲㛤Ⓨ䜢୍ẁ䛸ຍ㏿䛥䛫䜛䛣䛸䛜ྍḞ䛷䛩䚹
䚷䜎䛯䚸ඖ䚻䚸䛣䛾ศ㔝䛷䛿᪥ᮏ䛿ඛ㐍ⓗ䛺◊✲㛤Ⓨ䜢䛧䛶䛝䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸䚸ᐇ⏝ᛶ䛜㧗䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜢⫼ᬒ䛻ୡ⏺ⓗ䛺➇த䛜⃭䛧䛟䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛭䚸⏘ᐁᏛ
䛾⥲ຊ䜢ᣲ䛢䛶䚸ᐇ⌧䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝ႚ⥭䛾◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛷䛒䜛䛸☜ಙ䛧䜎䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䜰䝆䜵䞁䝎䛾㡯┠䛿䠈ᖹᖖ䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰䛾⏝㠃䛷䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䜔䜔೫ྥ䛧䛶䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䠊⌧ᅾ䠈ᵝ䚻䛺䝅䝇䝔䝮䛜䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛧䛶䛚䜚䠈䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛿㟁ຊ䠈䜺䝇䠈
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ୖୗỈ㐨䠈㏻䠈≀ὶ䝅䝇䝔䝮䛸୪䜆♫䛾䜲䞁䝣䝷䛸䛺䜚䛴䛴䛒䜛䠊䛧䛛䛧䠈ᅇ䛾ᮾ㛵ᮾ㟈⅏䛷䛿䠈㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛜᭱⿕⅏ᆅ䛾ᮾ௨እ䛾㛵ᮾ䛺䛹䛷䜒䝬䝠䛧䛶䛧䜎䛔䠈⅏
ᐖ䛻ᑐ䛧䛶⬤ᙅ䛷䛒䜛䛣䛸䜢㟢࿊䛧䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䠊ᆅ㟈ᅜᐙ᪥ᮏ䛜ୡ⏺䛻ၥ䛖⅏ᐖ䛻⪏ᛶ䛾䛒䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䜢♧䛩䛣䛸䛻ኻᩋ䛧䛶䛧䜎䛳䛯䠊䛯䛰䛧䠈䛣䛾ㄢ㢟䛿ඛ㐍ᅜ䛷䛿᪥
ᮏ䛜୍␒ษᐇ䛷䛒䜛䛯䜑䠈䛾ᅜ௵䛫䛻䛧䛶䜘䛔ゎ䛜ฟ䜛䛸䜒ᛮ䛘䛺䛔䠊䛧䛯䛜䛳䛶䠈᪥ᮏ䛾㏻ಙᕷሙ䛻䛚䛡䜛୰ᚰⓗㄢ㢟䛸䛧䛶◊✲㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䠊䛭䛾ព䛷䛿䠈◊✲
㛤Ⓨᡓ␎䛾⿵㊊ᙉ䛜㔜せ䛸⪃䛘䜛䠊

㻞㻞

ពぢ
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ពぢᥦฟ⪅
ಶே

㻝㻜㻤

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷䛂䜾䝸䞊䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃ཬ䜃䛂䝷䜲䝣䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛸䜒㛫᥋ⓗ䛻䛿㛵ಀ䛩䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䠈ᡃ䛜ᅜ䛜┤㠃䛩䜛㔜せㄢ㢟䛸䛧䛶䛿䠈䝣䜷䞊䝹䝖䝖䝺䝷䞁䝖ᆺ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䠊䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾ḟ䛾᪂䛧䛔ୡ௦䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䠈ᅜẸ䛾ㄡ䜒䛜Ᏻᚰ䛧䛶⏝䛷䛝䜛ᑗ᮶䛾♫ᇶ┙䛸䛧䛶ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛹䛾䜘䛖䛺せ⣲ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䛯䜙䛔䛔䛾
䛛䠈䛣䜜䜎䛷䛔䜝䛔䜝᳨ウ䛥䜜䛶䛝䛯䛜䠈䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸䝉䜻䝳䝸䝔䜱➼䛾ᖹᖖ䛾䛂Ᏻᚰ䛃䛜せㄢ㢟䛰䛳䛯䠊䛧䛛䛧䠈䛣䛾䛯䜃䛾⅏ᐖ䜢⪃䛘䜛䛸䠈⅏ᐖ䛻ᙉ䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᪉䛜
Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺♫⏕ά䜢㏦䜛ୖ䛷䛿Ḟ䛛䛫䛺䛔䠊䛭䛾䛯䜑䛻䛿⅏ᐖ⌧ሙ䛷⏕䛝ṧ䛳䛯せ௳䛜䛟␗䛺䜛」ᩘ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛴䛺䛞ྜ䜟䛫䠈ᗈᇦ䛾Ᏻྰ☜ㄆ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䝇䝮䞊䝈
䛻䝅䝇䝔䝮䜢ᐇ⌧䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᢏ⾡䜢☜❧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䠊
䚷䜎䛯䠈ᵝ䚻䛺䝍䝇䜽䜾䝹䞊䝥䛷⪃䛘䛶ḧ䛧䛔䛾䛿䠈䝁䞁䝔䞁䝒䛿ᖹᖖ䛿䝸䝑䝏䝁䞁䝔䞁䝒䛜Ᏻ䛟䠄䝍䝎䛷䠅ᡭ䛻ධ䜜䜀䛔䛔䛸䝴䞊䝄䛿ᣦྥ䛧䛜䛱䛷䛒䜚䠈㻮㼑㼟㼠㻌㻱㼒㼒㼛㼞㼠䛷䜒チᐜ䛥䜜䜔䛩
䛔䛜䠈⅏ᐖ䛿Ᏻྰሗ䜢☜ᐇ䛻ᒆ䛡䜛䛣䛸䜢せồ䛥䜜䜛䠊䛂⏕䛝䛶䛔䜛䛹䛖䛛䛃䛸䛔䛖ᩘ༑ᩥᏐ䛾ሗ䜢☜ᐇ䛻ᒆ䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜᭱ඃඛ䛷䛒䜛䠊ホ౯ᑻᗘ䛾䛟␗䛺䜛䛣䛾ㄢ㢟䛻䛿
䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛿䛟ᛂ䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛜䛣䛾䛯䜃䛾⅏ᐖ䛷ᖾ䛻䜒㟢࿊䛧䛶䛧䜎䛳䛯䠊
䚷᳨ウ䛩䜉䛝䛿௨ୗ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊
䚷䠍䠊ᦠᖏ㟁ヰ⥙䛻䛚䛔䛶䠈㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛿↓䛰䛜䠈ᐃ䛥䜜䜛⊛Ⅿ䛺䝖䝷䝠䝑䜽ቑ䛻䜒⪏䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛻䛿䛹䛖䛩䜜䜀䛔䛔䛛䠛
䚷䠎䠊ᦠᖏ㟁ヰ⥙➼䛾䜲䞁䝣䝷䛜ᔂቯ䛧䛯⅏ᐖ⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䠈㎿㏿䛻᭱ᑠ㝈䛾㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䜢㛤ጞ䛩䜛䛻䛿䛹䛖䛩䜛䛾䛛䠛䠄⾨ᫍ㏻ಙ䛿䝡䝆䝛䝇ⓗ䛻䛿ཝ䛧䛔䛾䛷ᅜᐙᴗ䛸䛧䛶ᖖ
䝃䞊䝡䝇䛩䜛ぬᝅ䛜せ䜛䠅
䛣䛣䛛䜙䛿䠈ಶேⓗ䛺య㦂ㄯ䛷䛩䠊ᆅ㟈ᚋ䛿ᑓᨷ㛗䛸䛔䛖❧ሙ䜒䛒䜚䠈ᮾᮏ㒓䛻␃䜑⨨䛛䜜䜎䛧䛯䛜䠈㻥㻡㻑䛾Ⓨつไୗ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪㼍㼡䛾㻯䝯䞊䝹㻔㻿㻹㻿㻕䛿ᛌㄪ䛻㏻ಙ䛷䛝䜎䛧
䛯䠊䛔䛴䜒䛣䛾䜘䛖䛻ື䛟䛾䛺䜙䜀䠈Ᏻྰ☜ㄆ䛻䛿᭱㐺䛷䛩䠊
ᐇ㝿䠈㟁ヰ䜢䝤䝻䝑䜽䛩䜛䛻䜒䝅䜾䝘䝸䞁䜾䛜せ䜛䜟䛡䛷䠈䝅䜾䝘䝸䞁䜾䛾୰䛻䝯䝑䝉䞊䝆䜢ᇙ䜑㎸䜣䛷䛔䜛㻿㻹㻿䛿ୖᡭ䛻㐠⏝䛩䜛䛸䠍䛾ㄢ㢟䛾ゎ䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䠊䛭䛣䛷䠈䝍䝇䜽
䜾䝹䞊䝥䛻䛿䠈ᅇ䛾⅏ᐖ䛻ᮾி㒔ୗ䛸䛛㛵ᮾᅪෆ䛷䛾㻿㻹㻿㏻ಙ䛜䛹䛾⛬ᗘ䛘䛯䛾䛛ㄪ䜉䛶䜒䜙䛔䛯䛔䠊䜒䛧䛘䛺䛛䛳䛯ሙྜ䛿䠈䛭䛾ᢏ⾡ⓗ⌮⏤䜒᫂䜙䛛䛻䛧䠈ḟୡ௦䜢⪃
䛘䜛㝿䛾ሗ※䛸䛧䛶ά䛛䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䠊
䠍ே௨ୖ䛾䛾௦ൾ䛜䛒䛳䛯䜟䛡䛷䠈䛭䛾䜘䛖䛺⅏⚝䜢䛷䛝䜛䛰䛡㑊䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛺ᢏ⾡䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢⪃䛘䛶䛔䛳䛶ḧ䛧䛔䠊

ಶே

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䠄䠏䠅䛾䐠䠥䠟䠰ά⏝䛾ኚ䛸䛭䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶⌧ሙ䛛䜙䛾ኌ䜢ᒆ䛡䛥䛫䛶㡬䛝䜎䛩䠊
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
㏆ᖺ䠈䝛䝑䝖䜢䛿䛨䜑䠈་⒪䠈≉チ䠈ྛศ㔝䛷ሗ䛜ỏ℃䛧䛶䛔䜎䛩䠊䛭䛾୍᪉䛷䠈䛣䜜䛻ຠ⋡䜘䛟䜰䜽䝉䝇䛩䜛ᡭẁ䛜ஈ䛧䛟䠈ሗ㐣ከ䛸䛺䛳䛯䝕䞊䝍䛿ά䛝䛯䝕䞊䝍䛸䛺䜛䛹䛣䜝䛛䠈
⏕ά䜔ᴗົ䛾㞀ᐖ䛸䛺䜛䛣䛸䛥䛘䛒䜚䜎䛩䠊䜎䛯䠈䛣䛾ᗘ䛾㟈⅏䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯Ⅼ䛿䠈㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛺䛹䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䜔㟁Ꮚᥖ♧ᯈ䠈ᦠᖏ㟁ヰ䝃䞊䝡䝇䛺䛹ᵝ䚻䛺䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝃䞊
䝡䝇䜢」ྜⓗ䛻⏝ྍ⬟䛸䛩䜛ᢏ⾡䛜ᚲせ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜚䠈䛭䛾䛯䜑䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䜢䛣䜜䛛䜙䜒䛔䛻᥎㐍䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䠊

ಶே

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ᥦ㡯┠ྡ䠖䛂䝭䝸Ἴ䜢⏝䛔䛯䜰䜽䝉䝇䜽䝷䜴䝗䛾◊✲㛤Ⓨ䛃
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ෆᐜ䞉⌮⏤
䚷㏆ᖺ䚸䝍䝤䝺䝑䝖㻼㻯䚸䝇䝬䇲䝖䝣䜷䞁䛸䜀䜜䜛ከᶵ⬟ᦠᖏ➃ᮎ䜔㧗ᶵ⬟ᦠᖏ㟁ヰ䛜⇿Ⓨⓗ䛻ᬑཬ䛧䛴䛴䛒䜛䚹㉸㧗㏿䛾㻯㻼㼁䜢ᣢ䛯䛪䝝䇲䝗䜢㍍䛟䛧䛶ᣢ䛱㐠䜃䜢ᐜ᫆䛻䛧䚸䜲䞁䝍䇲
䝛䝑䝖䜈䛾↓⥺᥋⥆ᶵ⬟䜢᭷䛧䚸䜎䛯పᾘ㈝㟁ຊ䛷䝞䝑䝔䝸䇲䛻䜘䜛㛗㛫㐠㌿䛜ྍ⬟䚸䛸䛔䛳䛯≉ᚩ䜢ᣢ䛴䚹䝴䇲䝄䇲䛿䚸ሗ䜢⏝䛩䜛㒔ᗘ䚸➃ᮎ䜢䝛䝑䝖䝽䇲䜽䛻᥋⥆䛧䚸䛭䛾ඛ䛻
⏝ព䛥䜜䛯ከᙬ䛺䜰䝥䝸䜿䇲䝅䝵䞁䜢䚸㧗䛔䝉䜻䝳䝸䝔䜲䛾ඖ䛷ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᚲせ䛺䛸䛝ሗ䜢➃ᮎ䛻䝎䜴䞁䝻䇲䝗䛧䚸ᚲせ䛺䛸䛝䝛䝑䝖䝽䇲䜽䛾ඛ䛾䝁䞁䝢䝳䇲䝍䛻ィ⟬䛥䛫䚸ᚲ
せ䛺䛸䛝䝕䇲䝍䇲䜢䜰䝑䝥䝻䇲䝗䛩䜛䝅䝘䝸䜸䛷䛿䚸➃ᮎ䛾㻯㻼㼁䛾㈇ᢸపῶ䛸䛿ᑐ↷ⓗ䛻➃ᮎ䛾㏻ಙᶵ⬟䛾㔜せᛶ䛜㣕㌍ⓗ䛻㧗䜎䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜰䜽䝉䝇㢖ᗘ䚸ఏ㏦ᐜ㔞䚸䛝䜑⣽䛛䛺䝃䇲
䝡䝇䜶䝸䜰䛺䛹䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㈇Ⲵ䜒䜎䛩䜎䛩䛝䛟䛺䜛䚹
䚷୍᪉䚸䝴䇲䝄䛜䝛䝑䝖䝽䇲䜽䛾ඛ䛻᥋⥆䛥䜜䛯䝁䞁䝢䝳䇲䝍䇲䜢┤᥋ព㆑䛩䜛䛣䛸䛺䛟ከᙬ䛺ሗ䝃䇲䝡䝇䜔㧗䛔䝉䜻䝳䝸䝔䜲䜢ྛ⮬䛾➃ᮎ䛷ாཷ䛷䛝䜛ᙧែ䛿䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䇲䝔䜱䞁䜾
䛸䜀䜜ᛴ㏿䛻ᗈ䜎䜚䛴䛴䛒䜛䚹๓㏙䛾䜘䛖䛺ከᶵ⬟ᦠᖏ➃ᮎ䛜䛣䛾䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䇲䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䛸⤖䜃䛟䝡䝆䝛䝇䛿䚸䜎䛥䛻㻵㻯㼀⏘ᴗ䛾ᮏὶ䛸䛺䜚䛴䛴䛒䜛䛂䛒䛳䛸䛔䛖㛫䛃
䛾䜼䜺䝡䝑䝖䝺䝧䝹䛾㉸㧗㏿㌿㏦䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿ගᇶᖿ㏻ಙ㊰䛾䜏䛺䜙䛪䚸ᨭ⥺䜔䜰䜽䝉䝇䚸䛭䛧䛶➃ᮎ䛻䛔䛯䜛⤒㊰䛜䛩䜉䛶㉸㧗㏿䛸䛺䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䚸䛭䛖䛺䛳䛶ึ
䜑䛶䝴䇲䝄䛿䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䜢యឤ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹↓⥺䝛䝑䝖䝽䇲䜽ᵓ⠏䛾ほⅬ䛷䛿䚸࿘Ἴᩘ䛾ᯤῬ䚸㧗㏿ᛶ䚸పᾘ㈝㟁ຊ䚸䝴䞊䝄㐣ᐦᗘ䛺䛹ᮎ➃⣔䜋䛹ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䛜ᒣ✚䛧䛶䛚
䜚䚸䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇䜢ᨭ䛘䜛䝛䝑䝖䝽䇲䜽㆟ㄽ䛛䜙㔜せ䛺䝪䝖䝹䝛䝑䜽䛜ᢤ䛡ⴠ䛱䛶䛔䜛ឤ䛜䛒䜛䚹䝛䝑䝖䝽䞊䜽ഃ䛾㈇Ⲵ㍍ῶ䛾䛯䜑䛾ゎỴ⟇䛸䛧䛶䚸ᮎ➃䛾䝕䝞䜲䝇䛻㏆䛔㒊ศ䛾䜽
䝷䜴䝗䛂䜰䜽䝉䝇䜽䝷䜴䝗䛃䛸䛔䛖㆟ㄽ䛜ண䛥䜜䜛䚹䛣䛾䜰䜽䝉䝇䜽䝷䜴䝗䜢ᨭ䛘䜛≀⌮䝛䝑䝖䝽䇲䜽䛸䛧䛶䚸ᮎ➃䛷䝕䝞䜲䝇䛾㏆ഐ䛻Ꮡᅾ䛩䜛㉸㧗㏿↓⥺䝛䝑䝖䝽䇲䜽䛿䚸䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛
䝇䜢ᨭ䛘䜛せ⣲䛸䛧䛶┈䚻㔜せᛶ䛜ㄆ㆑䛥䜜䛶䜖䛟䛷䛒䜝䛖䚹ᥦ䛩䜛◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛿䚸๓㏙䛾࿘Ἴᩘ䛾ᯤῬ䚸㧗㏿ᛶ䚸పᾘ㈝㟁ຊ䚸䝴䞊䝄㐣ᐦᗘ䛸䛔䛖➃ᮎ┤๓䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ㄢ
㢟䜢䚸䝭䝸Ἴ䛜ᅛ᭷䛾≉ᚩ䛸䛧䛶᭷䛩䜛䚸㧗㏿ᛶ䚸ᑠᆺ䚸పᖸ΅ᛶ䠄㗦䛔ᣦྥᛶ䛸▷㊥㞳ఏᦙ䠅䚸㧗㏿ᛶ䠄ᗈᖏᇦ≉ᛶ䠅䜢ά⏝䛧ゎỴ䛩䜛䜒䛾䛷䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶䜰䜽䝉䝇䜽䝷䜴䝗䜢ᨭ䛘䜛
䛂䝭䝸Ἴ䜰䜽䝉䝇䝣䝸䞊䜴䜵䞊䛃䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛩䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䚷䝴䇲䝄䛿䚸䝁䞁䝔䞁䝒ᥦ౪⪅䛻㧗ᶵ⬟ᦠᖏ㟁ヰ䜢䛳䛶ᚲせ䛸䛩䜛ሗ䛾䝎䜴䞁䝻䇲䝗䜢౫㢗䛩䜛䚹䛘䜀㥐䛾ᨵᮐཱྀ䚸䜶䝇䜹䝺䇲䝍䇲䛺䛹䜢⏝䛧䛯䛸䛝䛻䚸䝴䇲䝄䛾䜒䛴㧗ᶵ⬟ᦠᖏ
㟁ヰ䛻▷㛫䛷䝎䜴䞁䝻䇲䝗䛥䜜䜛䚹䝴䇲䝄䛿⮬ศ䛾䜒䛴➃ᮎ䜢ព㆑䛩䜛䛾䜏䛷䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ඛ䛾ሗᶵჾ䛿䜒䛱䜝䜣䚸➃ᮎ┤๓䛾䝭䝸Ἴ䝛䝑䝖䝽䇲䜽䜒ព㆑䛧䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䛣䛾
䜘䛖䛺䝅䝇䝔䝮䛿䚸䇾䝽䜲䝲䝺䝇䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䇲䜽䇿䛸䜆䛾䛜┦ᛂ䛧䛔䚹
ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛾┠ⓗ䛿䚸䛣䛣ᩘᖺ䛷ᚲ㡲䛸䛺䜛䜼䜺䝡䝑䝖⣭䛾䝽䜲䝲䝺䝇䜽䝷䜴䝗䝛䝑䝖䝽䇲䜽ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾せ⣲ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸ᖺ⋡㻣㻜㻌㻑䛷ቑຍ䛩䜛䜟䛜ᅜ䛾↓⥺䝕䇲䝍䇲㏻
ಙ㔞䛾ቑ䛻ᑐᛂ䛧䛯䜲䞁䝣䝷ᵓ⠏䚸䜽䝷䜴䝗䝡䝆䝛䝇䛾䛯䜑䛻䛿ᚲ㡲䛾ᢏ⾡䛷䛒䜛䚹㧗ရ㉁䛺㏻ಙ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛯䜑䛻➃ᮎ䛾ኚㄪ≉ᛶ䜢㏻ᖖ䛾䜲䞁䝣䝷㏻ಙᶵჾ䛜ᣢ䛴Ỉ‽䜎
䛷ᨵၿ䛥䛫䜛䚹
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ᴫせ䠖
䚷ᐃእ䛾㇟䛻ᑐᛂྍ⬟䛺䚸᪂䛯䛺ᴫᛕ䛻ᇶ䛵䛟䚸䝖䝷䝇䝍䝤䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䚸ḟୡ௦䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᐃ䛥䜜䛯せồ䜔
㇟䛾䜏䛻㛢䛨䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹ᚑ᮶䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛿䚸䝅䝇䝔䝮タィ䛻ᐃ䛥䜜䜛䜟䜜᪉䜔ᐃෆ䛾㞀ᐖ䛻䛾䜏ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹୍᪉䚸♫⤒῭
䛾ᛴ⃭䛺ኚ䛻䜘䜚䚸␗✀䛾⤌⧊䜔ಶே䛜䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛨䛶㐃ᦠ䛩䜛ᚲせ䛜ฟ䛶䛝䛶䛚䜚䚸䛭䜜䜙䛾䝙䞊䝈䛿䚸䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䞉ᩚഛ䛻䛿ண䛷䛝䛺䛔䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸䝅䝇
䝔䝮タィ䛻䛿ᐃ䛥䜜䛺䛔䜟䜜᪉䛻䜒⪏䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌䜎䛯䚸䜟䜜᪉䛻ຍ䛘䛶䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮ෆእ䛾ᐃእ䛾ኚ䚸ᨾ㞀䚸ᨷᧁ䛻䜒⪏䛘䜛䚸ሀᚸᣢஂ䛺䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾タィ䚸㐠⏝ᢏ⾡䚸䛚䜘䜃䚸䝃䝤䝅䝇䝔䝮䛾䝤䝷䝑䜽䝪䝑䜽䝇䛺䛹䛷䝅䝇䝔䝮䜢⌮ゎ䛫䛪䛸䜒㐠⏝ྍ⬟䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏ྍ⬟䛺ᢏ⾡䜢☜❧
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷㛤Ⓨ䛩䜉䛝せ⣲ᢏ⾡䛸䛧䛶䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䞉␗✀䝙䞊䝈䜢ᐜ᫆䛻ཷධ䜜ྍ⬟䛸䛩䜛ᰂ㌾ᛶ䜢ᣢ䛴䝅䝇䝔䝮ᵓᡂᢏ⾡䚸䛚䜘䜃䚸ไᚚᢏ⾡䚹䛭䜜䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽௬ᢏ⾡䚹
䞉␗✀䝅䝇䝔䝮ඹᏑᢏ⾡䚹䛘䜀䚸䝞䞊䝆䝵䞁䛾␗䛺䜛䝃䝤䝅䝇䝔䝮ྠኈ䜢Ᏻ䛻ඹᏑ䛥䛫䜛ᢏ⾡䚸䝞䞊䝆䝵䞁䛾ྂ䛔䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛸᪂䛧䛔䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢Ᏻ䛻ඹᏑ䛥䛫䜛ᢏ⾡
䛺䛹䚹
䞉䝅䝇䝔䝮䛾✌ാ䜢Ṇ䜑䛪䛻䝅䝇䝔䝮䜢᭦᪂䛩䜛ᢏ⾡䚹䛘䜀䚸䝅䝇䝔䝮䜢✌ാ䛥䛫䛴䛴䚸䝞䞊䝆䝵䞁䛾ྂ䛔䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢᪂䛧䛔䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛻Ᏻ䛻⨨䛘䜛ᢏ⾡䚹
䞉ṇᖖฎ⌮䛻ຍ䛘䛶䚸ᐃእ䛾␗ᖖ䜈䛾ᑐฎฎ⌮䜒䝍䜲䝮䝸䞊䛻ᐇ⾜䛷䛝䜛ᢏ⾡䚹
䞉䝅䝇䝔䝮䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛻ᨾ㞀䛜Ⓨ⏕䛧䛶䜒䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻ᑐ䛩䜛ᨷᧁ䛜䛒䛳䛶䜒䚸䝅䝇䝔䝮య䛸䛧䛶䛿䝍䜲䝮䝸䞊䛻ືస䛧⥆䛡䜛ᢏ⾡䚹

㻝㻝㻞

ಶே

㻝㻝㻟

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ᥦ㡯┠ྡ䠖䛂㟁Ἴ䞉䝭䝸Ἴ㻵㻯㼀ᢏ⾡䜢⏝䛔䛯ᒁᆅ㞵㻌䠄䝀䝸䝷㞵䠅䝉䞁䝃䞊䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾◊✲㛤Ⓨ䛃
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ෆᐜ䞉⌮⏤
䚷ᆅ⌫ ᬮ䛸䛾㛵㐃䜒ᣦ䛥䜜䜛Ẽ㇟䛾ኚ䛾䜂䛸䛴䛻䚸᪥ᮏ䛷䜒⇕ᖏᆅ᪉䛻ᅛ᭷䛸ᛮ䜟䜜䛶䛔䛯ᒁᡤ㞵㻔䝀䝸䝷㝆㞵㻕䛜ほ 䛥䜜䜛㢖ᗘ䛜ᛴቑ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾㞵䛿㞵ᇦ┤ᚄ
䛜䠍䡇䡉⛬ᗘ䛸ᴟ➃䛻ᙉ䛟ほ 䚸ண 䛜ᴟ䜑䛶㞴䛧䛔䛜䚸䛝䛥䛻༙ẚ䛧䛶ᴟ➃䛻ᙉ䛔㞵䛷䛒䜛䚹ேⓗ⿕ᐖ䜢ྵ䜐ከ䛟䛾⅏ᐖ䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛䚹㞼㧗䜒ప䛟䡇䡉䜸䞊䝎䞊䛾ᒁᡤⓗ㝆
㞵䜢䚸㻝㻜㼗㼙䡚㻡㻜㼗㼙䜒䛾ᕧどⓗほ 䜢⾜䛺䛖ᚑ᮶䛾䜰䝯䝎䝇䜔Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊䛷ほ 䛩䜛䛣䛸䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䚹䛣䛾㞵䛿䚸ணሗ䠄㻲㼛㼞㼑㼏㼍㼟㼠䠅䛷䛿䛺䛟㏻▱䠄㻺㼛㼣㼏㼍㼟㼠䠅ⓗ䛺䜰䝷䞊䝮䝅䝇䝔
䝮䛷᳨▱䛩䜛䛣䛸䛜䚸ຠᯝⓗ䛷䛒䜛䚹
䚷୍᪉䚸䝭䝸Ἴᢏ⾡䛿䚸㝈䜚䛒䜛↓⥺࿘Ἴᩘ䜢ᣑ䛢䜛䝤䝺䞊䜽䝇䝹䞊䛸䛧䛶◊✲䛜ຍ㏿䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛䚹㻿㼕㼘㼕㼏㼛㼚ᢏ⾡䜒ຍ䜟䜚⤒῭ຠᯝ䜒ຍ䜟䜛䛣䛸䛷䚸ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛸䛧䛶᭱ඃඛ䛷䛒䜛䚹䛣䛾࿘Ἴᩘ䜢ᒇእ↓⥺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸䛧䛶⏝䛩䜛㝿䛾ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䛜䛂㝆㞵ῶ⾶䛃䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜢ඞ᭹䛩䜛䜰䜲䝕䜰䛜䚸ᇶᆅᒁ䛜⣙䠌䠊䠒㼗㼙㛫㝸䛷⛻ᐦ䛻㓄ഛ䛥
䜜䜛᪤Ꮡ䛾⛣ືయ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛧䛯䝭䝸Ἴᒇእ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷䛒䜛䚹䜰䜽䝉䝇⣔䛾㏻ಙ㊰䜢↓⥺䛷䛧䛛䜒ኴ䛟䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝴䞊䝄䛛䜙ぢ䛯䝇䝖䝺䝇䠄㐜ᘏ䜔㛫㛫䠅䛾䛺䛔
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᐇ⌧䛧䚸♫య䛸䛧䛶䛾䜽䝷䜴䝗䝅䝇䝔䝮䛾ᡂ䜢≺䛖䚹
䚷䛣䛣䛷䛿䚸䛣䛾䝭䝸Ἴ↓⥺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᭷ຠ䛺䠎ḟⓗ⏝᪉ἲ䛸䛧䛶䚸ᒁᡤ㞵䜰䝷䞊䝮䝅䝇䝔䝮䜢ᥦ䛧䛶䛔䜛䚹ᐦ䛺ᇶᆅᒁ㛫䜢⤖䜆䝭䝸Ἴ↓⥺ᅇ⥺䛾ཷಙ㟁⏺ῶ⾶㔞䛛䜙䚸ᆅ
Ⅼ䛾㝆㞵ศᕸ䛾㏫⟬䚸㡿ᇦෆ䛾✚⟬㝆㞵㔞䛾┤ㄞ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䚷䜰䜽䝉䝇䜔㼃㼕㻲㼕䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛↓⥺㏻ಙᢏ⾡䜢ᖜ䛻㧗ᗘ㧗㏿䛧䚸㏆㊥㞳䛾㉸㧗㏿䜰䜽䝉䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᐇ䛷䛝䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ᏻᚰ䛺⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䜲䞁䝣䝷䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜒
ྠ䛻ᐇ⌧䛷䛝䜛䚹㧗㏿ᛶ䛸㝆㞵䛻ᑐ䛩䜛㧗䛔ឤᗘ䠄ῶ⾶≉ᛶ䠅䜢᭷䛩䜛䝭䝸Ἴ䛿㻿㼕㼘㼕㼏㼛㼚ᢏ⾡䛾ᑟධ䛸ඹ䛻ຍ㏿䛧䛶䛚䜚䛭䛾せ⣲ᢏ⾡䛿᱁ẁ䛾㐍Ṍ䜢ぢ䛫䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᐇ⏝ⓗ䛺䝺䝧
䝹䛻ᣢ䛳䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䝸䝇䜽䛾䛝䛔ከ䛟䛾ㄢ㢟䛜䛒䜚䚸◊✲㛤Ⓨ䜢୍ẁ䛸ຍ㏿䛥䛫䜛䛣䛸䛜ྍḞ䛷䛩䚹
䚷䝭䝸Ἴせ⣲ᢏ⾡䛾㐍ᒎ䜢䜲䞁䝔䝸䝆䜵䞁䝖䛺䝛䝑䝖䛻㐺⏝䛩䜛ᢏ⾡䜢᪩ᛴ䛻❧䛱ୖ䛢䜛䛣䛸䜢ᥦ䛔䛯䛧䜎䛩䚹䝭䝸Ἴศ㔝䛷䛿ඖ䚻᪥ᮏ䛿ඛ㐍ⓗ䛺◊✲㛤Ⓨ䜢䛧䛶䛝䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸
䚸ᐇ⏝ᛶ䛜㧗䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜢⫼ᬒ䛻ୡ⏺ⓗ䛺➇த䛜⃭䛧䛟䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛭䚸⏘ᐁᏛ䛾⥲ຊ䜢ᣲ䛢䛶䚸ᐇ⌧䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛷䛒䜛䛸☜ಙ䛧䜎䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟㻦
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
ᐃእ䛾㇟䛻ᑐᛂྍ⬟䛺䝖䝷䝇䝍䝤䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷♫䞉⤒῭䛾㧗ᗘ䚸ᑡᏊ䞉㧗㱋♫䛾㐍ᒎ䚸ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟䛾῝้䚸⮬↛⅏ᐖ䛾ቑຍ➼䛻క䛔䚸㻵㻯㼀ᢏ⾡䛾⏝ᣑ䜔㛵㐃䛩䜛ᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛿䜟䛜ᅜ䛾㏆ᮍ᮶䛻䛚䛡䜛
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
㔜せ䛺♫ⓗせㄳ䛸䛺䜚䛴䛴䛒䜚䚸䛭䜜䛻ྥ䛡䛯⟇䛾ᵓ⠏䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷⚾䛿Ẽ㇟ᗇ䛻ᅾ⡠䛧䚸Ẽ㇟ほ 䝅䝇䝔䝮䛾⏝ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲䛸䛭䛾⌧ᴗ⏝䛻㛵䛩䜛⾜ᨻⓗ䛻ᚑ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛣䛣䛷䛿䚸ᮏ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛾୰䛾䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃䛻
䛴䛔䛶⚾䛾ពぢ䜢㏙䜉䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
䚷Ẽ㇟ほ 䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿㟁Ἴ䜢⏝䛧䛯ほ 䝅䝇䝔䝮䛿㔜せ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾୰䛷䜒Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊䛿ྎ㢼䜔㞟୰㞵䛺䛹䛾㞵䛾┘ど䚸㣕⾜ሙ䛻䛚䛡䜛䝎䜴䞁
䝞䞊䝇䝖䛾┘ど䛻䛚䛔䛶ᙺⓗ䛺ᙺ䜢₇䛨䛶䛚䜚䚸䛥䜙䛻㏆ᖺ䛷䛿❳ᕳ䛾┘ど䜔㒔ᕷᆺỈᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ᒁᆅⓗ㞵䠄䝀䝸䝷㞵䠅䛾┘ど䛻䛚䛔䛶䛭䛾㔜せᛶ䛜ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䚷Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊䛿Ẽ㇟ᗇ䚸ᅜᅵ㏻┬䚸㟁ຊ♫䚸ᆅ᪉⮬య➼䛻䜘䛳䛶䛭䜜䛮䜜䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾⏝ᣑ䛻䛸䜒䛺䛔䚸㟁Ἴ㈨※䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱ෆ䛷䛾ศ
㓄䚸ཬ䜃ศ㔝䛸䛾㓄ศ䛜䛝䛺ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䛯䛸䛘䜀䝀䝸䝷㞵䛾◊✲䜔⌧ᴗⓗ䛺┘ど䛾䛯䜑䛻䛿䚸㉮ᰝ㏿ᗘ䛾ቑ䠄㛫ศゎ⬟䛾㧗ᗘ䠅䜔✵ศゎ⬟䛾㧗ᗘ
䛻䜘䜛⌧㇟᥈▱䛾⢭⦓䚸೫Ἴᶵ⬟䛾⏝䛻䜘䜛㝆Ỉᙉᗘ ᐃ䛾㧗⢭ᗘ䛸㞵䞉㞷䞉㞿䛺䛹㝆Ỉ⢏Ꮚุูᶵ⬟䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛜䚸⌧⾜䛾䝟䝷䝪䝷䜰䞁䝔䝘䛸㟁Ꮚ⟶䜢⏝䛔䛯Ẽ㇟䝺䞊
䝎䞊䝅䝇䝔䝮䛷䛿䛭䜜䜙䛿ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹
䚷䛣䛖䛧䛯≧ἣ䛻䛒䛳䛶䚸ᖾ䛔䛻䜒⥲ົ┬➼䛾䛤ດຊ䛻䜘䜚Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊䛻䛚䛡䜛ᅛయ⣲Ꮚᐇ㦂䛜⾜䜟䜜䚸⏝䛩䜛㟁Ἴ䛾⊃࿘Ἴᩘᖏ䛻䛴䛔䛶ᐇ⌧䛾┠ฎ䛜❧䛳䛶䛝䛯䚹䜎䛯
ྠᵝ䛻䚸䠍ḟඖ䝣䜵䞊䝈䝗䜰䝺䜲䝺䞊䝎䞊䛾㛤Ⓨ䜒㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛾ᢏ⾡䛿ḟୡ௦Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊䛾䝥䝻䝖䝍䜲䝥䛸䛧䛶㔜せ䛺⨨䜢༨䜑䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䚷ᚋ䚸䛥䜙䛻ᐇ⏝ⓗ䛺ḟୡ௦Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊ᢏ⾡䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝣䜵䞊䝈䝗䜰䝺䜲䝺䞊䝎䞊䛾䠎ḟඖ䛻䜘䜛㠀ᅇ㌿䜰䞁䝔䝘䛻䜘䜛㉸㧗㏿ほ 䛾ᐇ⌧䜔䚸䛣䜜䜎䛷䝣䜵䞊䝈䝗䜰
䝺䜲䝺䞊䝎䞊䛷䛿ᐇ⌧䛷䛝䛺䛛䛳䛯೫Ἴᶵ⬟䛾ᦚ㍕䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷㛗ᖺ䝺䞊䝎䞊䛾㛤Ⓨ䛸〇ရ䛻ᦠ䜟䛳䛶䛝䛯䜟䛜ᅜ䛾⏘ᴗ⏺䛻䛚䛔䛶䛿䚸㧗⢭ᗘ䚸㧗ಙ㢗ᛶ䛾䝺䞊䝎䞊䛾㛤Ⓨ䛿ᚓព䛸䛩䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸䛣䜜䜙䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᐇ⌧䛧䛶
䜒䚸䛭䜜䜙䜢䜒䛸䛻䛧䛯〇ရ䛜ᅜෆ䛰䛡䛷䛺䛟ᅜ㝿ⓗ䛻ᗈ䛟ᬑཬ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸〇స䛻ಀ䜛㈝⏝䛾పᗮ䛜⤯ᑐ᮲௳䛸䛧䛶ᚲせ䛷䛒䜛䚹⏘䞉ᐁ䞉Ꮫ䛜㐃ᦠ䛧䛶䛣䜜䜙䛾ᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛧䛯
ᶵჾ䛸⏝ᢏ⾡䜢పᗮ䛷㛤Ⓨ䛩䜜䜀䚸ᅜ㝿➇தຊ䛾㧗䛔〇ရ䛾㛤Ⓨ䛜㐩ᡂ䛷䛝䜛䚹
䚷௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᮏ᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎䛾୰䛾䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛃䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶䚸䠎ḟඖ䝣䜵䞊䝈䝗䜰䝺䜲೫Ἴ䝺䞊䝎䞊䛾㛤Ⓨ䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖ᕼᮃ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

㻞㻠

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ಶே

㻝㻝㻠

ಶே

㻝㻝㻡

ಶே
㻝㻝㻢
ಶே

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䚷◊✲㛤Ⓨᡓ␎୰䛾䛂ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛃䛻䛴䛔䛶䚸≉䛻䝷䜲䝣䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸䛔䛳䛯⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䛾᰾ᚰ䛸䛺䜛㒊ศ䛻䛴䛔䛶䚸㔜Ⅼⓗ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖㡯┠䛸䛧䛶䛿䚸
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾㠉᪂ⓗᣑ䛸ᰂ㌾ୟ䛴ከᵝᛶ䞉⮬ᕫᡂ㛗ᛶ䛾䛒䜛䝅䝇䝔䝮䛾⏕䛸䛔䛳䛯ෆᐜ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜛䚹༶䛱䚸ḟୡ௦䛾㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛜ᢸ䛖♫ⓗ䛺㈐ົ䛜䚸䜒䛿䜔ಶே䜢┤
⤖䛥䛫䜛ᚿྥ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䜎䛯䚸䛭䛾᥋⥆㟂せ䜒┿䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䠄䠍㻳㼎㼜㼟䜽䝷䝇䠅䜢せồ䛩䜛Ỉ‽䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䠄䊹⌧Ꮡ䛾㧗㏿䝰䝞䜲䝹䛿䚸ᴫᛕୖ䛾䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗䛷䛒䛳䛶䚸ᐇែ䛜క䜟䛺䛔䠅
䚷䛣䛾どⅬ䛛䜙䚸ḟ䛻ᚲせ䛸䛺䜛ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨศ㔝䛿䚸䛂䝭䝸Ἴ䝤䝻䞊䝗䝞䞁䝗㏻ಙ䝕䝞䜲䝇䜢⼥ྜ䛥䛫䛯䝸䜰䝹㉸㧗㏿䝰䝞䜲䝹㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛃䛸䛣䜜䜢ᨭ䛘䜛䛂ḟୡ௦䝭䝸Ἴ䜲䞁䝣
䝷㏻ಙ䝕䝞䜲䝇䠖䝽䜲䝲䝺䝇䝣䜯䜲䝞䞊䛃䛻䛺䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䚷⌧Ꮡ䛾䝰䝞䜲䝹㏻ಙ䝅䝇䝔䝮䛿䚸☜ᐇ䛻ఱฎ䛻䛔䜛ಶே䝴䞊䝄䞊䜒ᐜ䛩䜛䛸䛔䛖┠ᶆ䛻䛿ᒆ䛝䛴䛴䛒䜛䚹䛧䛛䛧୍᪉䛷䚸ྛಶே䛾ྲྀ䜚ᢅ䛖䝕䞊䝍䛾䝃䜲䝈䜒ᕧഴྥ䛻䛒䜚䚸
᥋⥆㟂せ䛿▐㛫ⓗ䛻㻳㻮㼀䜢ཷ䛡Ώ䛧䛯䛔䛸䛩䜛䝺䝧䝹䛻䜎䛷฿㐩䛧䛶䛔䜛䚹༶䛱䚸䛂ಶே䝴䞊䝄䞊䛾ᚲせ䛸䛧䛯▐㛫䛻䚸䛭䛾ಶே䛻ྥ䛡䛶㻳㼎㼜㼟䜽䝷䝇䛾㏻ಙ㊰䜢㐺ᛂⓗ䛷䛒䜚䛺䛜䜙
☜ᐇ䛻㛤䛟ᡭẁ䛃䛜ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹

ಶே

䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䜾䝸䞊䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜔䝷䜲䝣䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ศ㔝䛿䚸⌧ᅾ䚸ୡ⏺ⓗ䛻ከ䛟䛾ᴗ䜔◊✲⪅䛜ᒎ㛤䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸ኚ䛺⃭ᡓ༊䛸ゝ䛘䜛䚹
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
䛰䛜䚸䛭䜜䜙䛾ከ䛟䛜䜸䞊䝥䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᆺ䚸䛩䛺䜟䛱䚸ከ䛟䛾ᴗ䛻ᑐ䛧䛶䝕䞊䝍䜔ᡂᯝ䜢බ⾲䛧䛶䚸⏝⪅䛸䝥䝺䜲䝲䞊䜢ቑ䜔䛧䚸䛭䛾୰䛷ᴗ䛾䝅䞊䝈䜢᥈䛧䛶䛔䛟᪉ἲ䛜
୍⯡ⓗ䛰䚹
䛰䛜䚸ᅜෆ䛷䛿䛭䜜䜙䛾䝕䞊䝍䛾බ⾲䜔ὶ㏻䛜ศ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔⌧≧䛜䛒䜛䚹ᅜෆ䛷䛾䝕䞊䝍䛾ὶ㏻䛸⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䚹
άⓎ䛺䝕䞊䝍䛾ὶ㏻䛸⏝䚸ཬ䜃බṇ䛺䝹䞊䝹䛾⟇ᐃ䛜⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ึ䜑䛶䜸䞊䝥䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜔䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䛾⟇䛜ά⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
䝕䞊䝍䛾ὶ㏻䝣䜱䞊䝹䝗䛜☜ᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸䜎䛷⊂⮬䛾◊✲䝣䜱䞊䝹䝗䜢ᵓ⠏䛧䛶䛝䛯◊✲⪅ྠኈ䛜䚸ྠ䛨ᅵಥ䛾ୖ䛷◊✲ᡂᯝ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜚䚸༠ᴗ䛜ྍ⬟䛸䛺
䜛䚹
つᶍ䛺タഛ䜔䝕䞊䝍䝣䜱䞊䝹䝗䛜ᚲせ䛺䝕䞊䝍䝬䜲䝙䞁䜾䜔䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾◊✲㛤Ⓨศ㔝䛿䚸䛭䛾䜘䛖䛺ᜠᜨ䜢ཷ䛡䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛯䜑䚸ୡ⏺䛻ඛ㥑䛡䛶᥎㐍䛩䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹

㻝㻝㻣

㻝㻝㻤

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 㻵㻯㼀䛾ᢏ⾡ຊ䛿䚸᪥ᮏ䛜ᅜ㝿♫䛷⤒῭㠃䛷ᡂ㛗䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿ᚲせྍḞ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
◊✲㛤Ⓨㄢ㢟
◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛸◊✲ㄢ㢟䛻㛵䛧䛶䝁䝯䞁䝖䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
◊✲㛤Ⓨᡓ␎䛸䛧䛶䛿䚸䜰䝯䝸䜹䛷ᨻᗓᑟ䛷㐍䜣䛷䛔䜛◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛒䜛㻲㻵㻭䠄㻲㼡㼠㼡㼞㼑㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼑㼠㻌㻭㼞㼏㼔㼕㼠㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕䜔㻘Ḣ⡿䛷㻱㼁ᑟ䛷㐍䜣䛷䛔䜛◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛒䜛㻲㻼㻣䛻ᑐᢠ䛷
䛝䜛ⓑ⣬䛛䜙᪂䛧䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱䛾◊✲䜢ᨻᗓᑟ䛷㐍䜑䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸ᥦ䛧䜎䛩䚹
᪥ᮏ䛷䛿䚸⊂❧⾜ᨻἲே䛾ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ䛷୍㒊㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䛜䚸ண⟬つᶍ䛜Ḣ⡿䛸ẚ䜉䜛䛸ᑠ䛥䛔䛾䛷䚸ᨻᗓᑟ䛷䛥䜙䛻䛩䛩䜑䛶䛔䛟䜉䛝䛰䛸⪃䛘䜛䚹
ᅇ䛾ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋ䚸⛣ືయ㏻ಙ䛿䜋䛸䜣䛹䛔䜒䛾䛻䛺䜙䛺䛟䛺䛳䛯䚹◊✲ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿䚸ᚋ䛾㏻ಙ䛿䛥䜙䛻⛣ືయ㏻ಙ୰ᚰ䛻䛺䛳䛶䛔䛟䜛䛾䛷䚸⅏ᐖ䛻䜒⪏䛘䜙䜜䜛䝰䝡䝸䝔䜱
䛻㛵䜟䜛䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱䜢ⓑ⣬䛛䜙タィ䛩䜛䛣䛸䜢ᥦ䛩䜛䚹
䛭䛾䝰䝡䝸䝔䜱䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱䛾タィ䜢䚸䜾䝸䞊䞁䜢⪃៖䛧䚸䝸䝋䞊䝇䜢వ䛻☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸᭱㐺䛻䚸䜎䛯䛷䛝䜛㝈䜚᭱ᑡ䛻䝸䝋䞊䝇䜢⏝䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䜒◊✲ㄢ㢟䛸⪃䛘䜎
䛩䚹
䠐䠄䠎䠅䐟ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝 䛂ᅾᏯึデ䛛䜙デ⒪ᡤ䛷䛾ヲ⣽᳨デ䜎䛷䛻㐺⏝ྍ⬟䛺䝅䞊䝮䝺䝇䛺㐲㝸་⒪䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ䛃
◊✲ㄢ㢟
䜢ᥦ䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛣䜜䜎䛷䛻䜒䚸ᅾᏯ་⒪䚸㐲㝸⏬ീデ᩿䚸㐲㝸་⒪䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁㻔㛫㐃ᦠ㻕䛺䛹䛾䝅䝇䝔䝮䛜㛤Ⓨ䛥䜜䚸㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸䛣䜜䜙䛿䛶䛂స䜚㎸䜏䛃䛾䝅䝇䝔䝮䛷䛒䜚䚸ᅜ
ෆእ䜈ᗈ䛟ᒎ㛤䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹ᮏ㑥䛜✚䛧䛶䛔䜛ᢏ⾡䜢ᗈ䛟ᒎ㛤䛧䚸ᐇ㉁ⓗ䛺⤒῭ຠᯝ䜢ୖ䛢䜛䛯䜑䛻䛿䚸䜎䛪㐲㝸་⒪䝅䝇䝔䝮䛭䛾䜒䛾䛾䝁䝰䝕䝔䜱䜢┠ᣦ䛩䛣䛸
䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䜎䛯䚸㐲㝸་⒪䛾ຠ⬟䜢᭱䛻ᘬ䛝ฟ䛩䛯䜑䛻䛿䚸᭱䜒㐺⏝ᩘ䛜ከ䛟䚸䛛䛴䚸㐲㝸䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛་⒪㈨※๐ῶຠᯝ䛾᭱䜒䛝䛔ึデ䜢ᑐ㇟䛻䛩䜛䛣䛸䛿ᙜ↛䛾⌮䛷䛒䜚䚸ᐇㅖ
እᅜ䛷䛿䝣䝷䜲䞁䜾䝗䜽䝍䞊➼䛾ฟືุ᩿䜔䚸ᅾᏯฎ᪉㻔⸆ᣦᑟ㻕䛺䛹䜈䛾㐺⏝䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䜛䛸䛣䜝䛷䛩䛜䚸་ᖌἲ➨㻞㻜᮲䛚䜘䜃㛵㐃┬௧䛾ไ㝈䛻䜘䜚䚸ᮏ㑥䛷䛿㻔୍㒊䛾◊✲
䜢㝖䛔䛶㻕䜎䛰╔ᡭ䛥䜜䛶䛔䛺䛔≧ἣ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
♫ᨻ⟇䛸䛧䛶⪃䛘䜜䜀䚸䛘䜀䚸᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛺䛹䛾᪂ឤᰁ䛾䜰䜴䝖䝤䝺䜲䜽䚸㝔䜔デ⒪ᡤ䛻ᝈ⪅䜢ฟྥ䛛䛫䛶ึデ䜢⾜䛖䛣䛸䛿䚸ᮍឤᰁ⪅䛜་⒪ᶵ㛵䛻᮶䜛䛣䛸䛻
䜘䛳䛶ḟឤᰁ䜢ཷ䛡䜛䚸䛒䜛䛔䛿䚸ឤᰁ⪅䛜බඹ㏻ᶵ㛵䛺䛹䛷་⒪ᶵ㛵䜈ྥ䛛䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸⤒㊰ୖ䛷䛾ḟឤᰁ䛾䝸䝇䜽䜢ቑ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸䜎䛪⛣ື๓䛻䝇䜽䝸䞊䝙䞁
䜾䜢⾜䜟䛫䜛ᇶᮏⓗ䛺⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹Ḣ⡿䛷䛿᮶㝔䛥䛫䜛䛣䛸䛺䛟䛂ே䛃䛜䝍䝭䝣䝹䛺䛹䛾ฎ᪉䜢ཷ䛡䛶䛣䜜䜢❆䛛䜙ᢞ䛢ධ䜜䛶ᒆ䛡䜛䛺䛹䛾᪉ἲ䛷ฎ᪉⸆䜢ᒆ䛡ឤ
ᰁ䝸䝇䜽䜢ୗ䛢䜛䛺䛹䛾䛿䛛䜙䜜䜎䛧䛯䛜䚸ᮏ㑥䛾ฎ᪉䛻㛵䜟䜛⢭ᗘ䛛䜙䛿䛣䜜䛿㞴䛧䛟䚸䜎䛯䚸⸆䛾᭱㐺㓄⨨䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛶䜒ዲ䜎䛧䛔䜰䝥䝻䞊䝏䛷䛒䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䛸䛣䜝䛜䛒
䜚䜎䛩䚹䛣䛾ሙྜ䚸⫵⅖䝸䝇䜽䛾䛒䜛ᝈ⪅䛰䛡䜢ᦙ㏦䛧䚸ᚋ䛿⮬Ꮿ䛻䛶䛸䜙䜜䛯ሗ䛸㐲㝸デ᩿䛷ᚓ䜙䜜䛯ሗ䛛䜙ฎ᪉䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛺䛸䛣䜝䛻ᚲせ䛺⸆䜢ᒆ䛡䜛䝣䝺䞊䝮䜢ᩚ䛘䜛
䛣䛸䛿䚸♫ⓗ䝸䝇䜽䜢పῶ䛩䜛ᥐ⨨䛸䛧䛶ᚲせ䛺㡯䛷䛩䚹
䛣䛾䛯䜑䛻䛿䚸య 䚸⾑ᅽ䛺䛹䛾ᇶᮏⓗ䛺ሗ䜢ィ⟬ᶵྲྀᚓ䛧䚸どデ䚸⫈デ䛺䛹䛾ᇶᮏⓗึデሗ䛾ྲྀᚓ䛜ྍ⬟䛺ሗ䝅䝇䝔䝮䜢䚸⮬Ꮿィ⟬ᶵ䛺䛹䜢⏝䛔䛶䛂䝥䝷䜾䜰䞁䝗䝥䝺䜲
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㻞㻕㻌䝥䝻䝆䜵䜽䝖ෆ䛾」ᩘᴗ䛾ᇉ᰿䛜ୗ䛜䜙䛪䚸┿䛾ព䛷䛾༠ྠ䛻䜘䜛䝅䝘䝆䞊ຠᯝ䛜ୖ䛜䜙䛺䛔䚹䛭䜜䛮䜜䛾ᵓᡂᴗ䚸䝯䞁䝞䞊䛿ሗ䛿⾜䛺䛖䛜䚸◊✲䛿ྠ䛻୪⾜ⓗ
䛻ే㐍䛷䛒䜛䜒䛾䛾䚸ᙺศᢸ䛻䛚䛔䛶㐠༠ྠయ䛾㛵ಀ䛻䛿䛺䛳䛶䛔䛺䛔䚹
㻟㻕㻌䠍ᴗ䛷䛿㛗ᮇ䛘䜀䠑ᖺ⛬ᗘ䛛䛛䜛䜘䛖䛺䝔䞊䝬䜢⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛿㈇ᢸ䛜䛝䛔䚹䛝䛺䝤䝺䞊䜽䝇䝹䞊䜢క䛖◊✲㛤Ⓨ䛻䛿䠑ᖺ⛬ᗘ䛿᭱ప䛷䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䛣䛣䛷ᥦ䛩䜛⏘ᐁᏛ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᙧែ䛿䚸Ꮫ䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ලయⓗ䛺䝙䞊䝈䛻ᑐ䛧䛶ᙺศᢸ䜢⾜䛔䜰䝥䝻䞊䝏䜢⾜䛺䛖䜘䛖䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛒䜛䚹䛭䛾≉㛗䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾
䛷䛒䜛䚹
㻠㻕㻌Ꮫ䛾≉㛗䜢⏕䛛䛧䚸ᴗ䛜㻵㻼䛺䛹䛾ᇉ᰿䜢ୗ䛢䛶༠ຊ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ୖグ㻝㻕䚸㻞㻕䛾ၥ㢟䜢⦆䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
㻡㻕㻌᭱㏆䛿ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䛾どⅬ䛜▷䛛䛟䛺䜚䚸㻟㻕䛾ၥ㢟䛜㢧ᅾ䛧䛶䛔䜛䚹Ꮫ䛿ேᮦ䜒䜘䜚㛗ᮇⓗ䛺㓄⨨䛜ᬑ㏻䛷䛒䜚䚸㛗ᮇ䛾䝔䞊䝬䜢ᇳᛕ῝䛟ேᮦ⫱ᡂ䛸୪⾜䛧䛶㐍䜑䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸ᴗ䛾ᙅⅬ䛷䛒䜛㻟㻕䜢⦆䛷䛝䜛䚹
㻢㻕㻌㻠㻕䛸㻡㻕䛻䜒㛵㐃䛩䜛䛜䚸ᖺ௦ⓗ䛻๓ᚋ䛩䜛」ᩘ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂᯝ≀䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䚸䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁◊✲䜢ᐇ⏝䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䛻ᑟ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
Ḣ⡿䛷䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺Ꮫ䜢୰ᚰ䛻ᙧᡂ䛥䜜䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿⌋䛧䛟䛺䛟䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛫䛷䛾➇த䛜䚸ᴗ㛫䛾➇த䛷䛿䛺䛟䚸ᢏ⾡ศ㔝䛤䛸䛾➇த䛻䛺䜛䜘䛖䛺⤌䜏䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹ຍ
䛘䛶䚸䛣䛾ᙧ䛾」ᩘ䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛫䛾ᡂᯝ≀䛾㐃ᦠ䛿䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶␗䛺䜛┬ᗇ䛾㐃ᦠ䜢ಁ䛩䜒䛾䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛝䛟䚸ḟ䛾䜘䛖䛺ຠᯝ䜒ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
㻣㻕㻌ᨻᗓ⣔䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛡䜛䚸┬ᗇ䜔㒊䚸ㄢ䛾⤌⧊⦪䜚䛾ᘢᐖ䚸㞀ቨ䚸㔜䛺䜚䛾ゎᾘ䛻䜒ᐤ䛩䜛䚹

㻞㻢

ពぢ
␒ྕ

ពぢᥦฟ⪅
ಶே

㉳ᴗᐙഃ䛻䛧䛶䜏䜛䛸䚸ᚋ䛾ᴗᒎ㛤䜢⪃䛘䛪䛻సᡂ䛥䜜䛯◊✲ෆᐜ䜢⮬♫䛾㢳ᐈ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸ୖ䛜ୗ䛜䜛䚸ཪ䛿䝅䝇䝔䝮䛾㐠⏝㈝䛜ቑຍ䛩䜛䛺䛹䛾䝕䝯䝸䝑䝖䛜䛒䜛䛯
䜑䚸⏝䜢㌋㌉䛖ሙྜ䛜ከ䛟Ⓨ⏕䛩䜛䚹
ᐇ㝿䛾䝃䞊䝡䝇䛿䚸ึᮇ䛾㛤Ⓨ㈝䜘䜚䜒䚸ಖᏲ䞉㐠⏝䛻ᚲせ䛺⤒㈝䛾᪉䛜䛝䛟䚸ᐇ㝿䛻㐺⏝䛧䛯䜒䛾䛜ኻᩋ䛰䛳䛯ሙྜ䛻䛿᧔ཤ㈝⏝䜔䝴䞊䝄䜈䛾㛗ᮇ䛾䝃䝫䞊䝖䜎䛷䛜ᚲせ䛸䛺
䜛䚹
䛣䛾䜘䛖䛺䝸䝇䜽䜢㈇䛳䛶䜎䛷䝃䞊䝡䝇䛻㐺⏝䛧䛯ሙྜ䛂ᐇᴗ䛻㐺⏝䛧䛯䛃䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛸䚸ேⓗ㻛㔠㖹ⓗ䛺⿵ຓ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹
≉䛻ேⓗ䛺⿵ຓ䛸䛧䛶᭷ᮃ䛺䛾䛿䝃䞊䝡䝇䛾㐠⏝䜢⾜䛖せဨ䛾☜ಖ䛷䛒䜛䚹
ᑓ㛛ⓗ䛺䝃䞊䝡䝇䜢⾜䛖ሙྜ䚸䛭䛾ศ㔝䛻≉䛧䛯ேဨ䜢⏝ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛭䛾䜘䛖䛺ேᮦ䛜䛯䜎䛯䜎ྠ䛨♫䛾୰䛻䛔䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛿⪃䛘䛵䜙䛔䚹
䛘䜀◊✲⫋䜔Ꮫ⏕䛺䛹䜢ୖᡭ䛟⤌⧊䛧䛶䚸◊✲㡯┠䜢᥇⏝䛧䛯ᴗ䛻ᑐ䛧䛶ὴ㐵䛧䚸䝃䞊䝡䝇䛾ಖᏲ䞉㐠⏝䛻䛴䛔䛶䛒䜛⛬ᗘ㈐௵䜢ᣢ䛴䜘䛖䛺యไ䜢ᩚഛ䛩䜛䛰䛡䛷䜒䚸ከ䛟䛾
ᴗ䛻䛸䛳䛶ᑟධ䜎䛷䛾䝝䞊䝗䝹䛜ୗ䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

㻝㻞㻠

ಶே

㻝㻞㻡

㻝㻞㻢

䠐䠄䠎䠅䐠◊✲㛤Ⓨ䛾⤌䜏 ⌧ᅾ䚸ᅜ䛾ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾ேᮦ䜢䜢䜑䛠䜛⎔ቃ䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ᩚ䛳䛶䛿䛔䛺䛔䚹
䠄䝅䝇䝔䝮䠅䛾ᅾ䜚᪉
ලయⓗ䛻䛿䚸ᅜ❧◊✲ᡤ䛻䛚䛔䛶䠄䛣䜜䛿Ꮫ䛷䜒ྠᵝ䛷䛒䜛䛜䠅ከ䛟䛾◊✲ဨ䛜௵ᮇ䛝䛾⫋䛻ᚑ䛧䛶䛚䜚䚸Ᏻᐃ䛺㌟ศ䛷䛾◊✲䜢వ䛺䛟䛥䜜䛶䛔䜛䚹
୰䛻䛿༢ᖺᗘዎ⣙䛾㌟ศ➼䜒䛒䜚䚸䛸䛶䜒◊✲䛻ᑓᛕ䛷䛝䜛⎔ቃ䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹
ሗ㏻ಙศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䛾ၥ㢟䛿䚸⌧ᅾ䛿䜎䛰䛭䜜䜋䛹㢧ᅾ䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸䜒䛧䜒ᚋ◊✲ဨ䛾ኻ⫋䛜┦ḟ䛞䚸䛭䜜䛜ᗈ䛟ୡ㛫䚸≉䛻Ꮫ⏕䞉Ꮫ㝔⏕䛻▱䜙䜜䜛䛣䛸䛸䛺䜜
䜀䚸ᚋᨻᗓ䛾ሗ㏻ಙศ㔝䛾◊✲䜢᥎㐍䛩䜛ேᮦ䛾☜ಖ䛿䚸ᅔ㞴䛸䛺䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛䚹
⌧ᅾ䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䚸㼅㼍㼔㼛㼛㻍䛸䛔䛳䛯ᴗ䛜㻵㻯㼀ேᮦ䛾ཷ䛡─䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺ᴗ䛷䛿⾜䛘䛺䛔◊✲䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᨻᗓ䛻䛚䛡䜛ሗ㏻ಙᢏ⾡◊✲䜢ᢸ䛖ேᮦ䜢䜑䛠䜛
⎔ቃ䜢ᨵၿ䛩䜛䛣䛸䛜ྍḞ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹

ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠐䠄䠎䠅䐡⏘Ꮫᐁ䛾ᙺศᢸ 䞉ᨻᗓᑟ䛾䜒䛸䚸ᢏ⾡ᶆ‽䚸ᚲせ䛺䝺䜼䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾᳨ウ➼䛾⏘Ꮫᐁ䜢䜎䛯䛜䜛ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸ᑓ㛛ᐙ䛜㞟䜎䛳䛶䚸ᑓ㛛ጤဨ䜢ᵓᡂ䛧䛯ୖ䛷䛾䛤᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
䛾ᅾ䜚᪉
䞉ᩍ⫱䚸⚟♴䚸་⒪䞉ㆤ䚸⾜ᨻ䚸ほග䚸㎰ᴗ➼䛾䛥䜎䛦䜎䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿䚸⌧ᅾ䚸䛭䜜䛮䜜ᅜ䚸ᆅ᪉⮬య䛻䜘䜛䛥䜎䛦䜎䛺ἲⓗつไ䛜䛛䛡䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹᪂䛧䛔Ⓨ䛻ᇶ䛵䛟ᢏ
⾡ᐇド䛻䛚䛔䛶䛿䚸᪤Ꮡ䛾ᯟ⤌䜏䛛䜙እ䜜䛯᪉ἲ䜢ヨ⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛧䜀䛧䜀ᚲせ䛸䛺䜛䛯䜑䚸ᙜヱつไ䛜ጉ䛢䛸䛺䜛ሙྜ䛜ᩓぢ䛥䜜䜎䛩䚹ᚋ䛾㻵㻯㼀ά⏝䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨຍ
㏿䚸ᡂᯝᬑཬ䛾㎿㏿䛻䛿䚸ᐇドẁ㝵䚸ᬑཬẁ㝵䛻ᚲせ䛺つไ⦆䛻䛴䛔䛶䛾䛤᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹
᪩✄⏣Ꮫ㻌◊✲ᡓ
␎䝉䞁䝍䞊

㻝㻞㻣

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
ᥦฟពぢ䠄㛗ᩥ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾୍㒊䠅
㡯┠
䠐䠄䠎䠅䐠◊✲㛤Ⓨ䛾⤌䜏 ⌧≧䛾ᇶ♏◊✲䜔➇தⓗ㈨㔠䛾䛒䜚᪉䛻ᑐ䛧䛶ᚲせ䛺どⅬ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䠄䝅䝇䝔䝮䠅䛾ᅾ䜚᪉
୍⯡䛾ᴗ䛜ᣢ䛴◊✲ᡤ䛺䛹䛷䜒ゝ䛘䜛䛣䛸䛰䛜䚸᪥ᮏ䛷䛿◊✲㛤Ⓨ䛾䝅䞊䝈䛾ᩘ䛸䚸䛭䜜䜢ᐇ㝿䛾ᴗ䛻᪼⳹䛥䛫䛶䛔䛟㉳ᴗᐙ䛾ᩘ䜢ẚ䜉䜛䛸䚸ᅽಽⓗ䛻๓⪅䛾䜋䛖䛜ከ䛔≧ἣ
䛜䛒䜛䚹
䛭䛾䜘䛖䛺㉳ᴗᐙ䛿䚸ከ䛟䛾ሙྜ䛷ᡭἲ䜔ᡭ⥆䛝䛜↹㞧䛻䛺䜛ᅜ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜈䛾ཧຍ䜢ᕼᮃ䛧䛺䛔䚹
ᅜᗜ䛛䜙ฟ䛯䛚㔠䜢⏝䛧䛶ᵓ⠏䛥䜜䛯ᇶ♏◊✲䛜䚸䛭䜜䜙䛾㉳ᴗᐙ䛾ඖ䛻ᒆ䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛺䛟⤊䛧䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸䛔䛖ᙧ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹

䠐䠄䠎䠅䐡⏘Ꮫᐁ䛾ᙺศᢸ ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶
䛾ᅾ䜚᪉
㏆ᖺ䚸ㅖእᅜ䛷䛿㻵㻯㼀㻌ศ㔝䜈䛾ᨻᗓ䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛜ᙉ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹⡿ᅜ䛷䛿┬ᗇᶓ᩿ⓗ䛺㻵㻯㼀㻌◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛧䛶䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾ཬ䜃ሗᢏ⾡◊✲㛤Ⓨィ⏬
䠄㻺㻵㼀㻾㻰㻦㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻵㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㼍㼚㼐㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻭㼏㼠䠅䛷㐣ཤ᭱䛾⣙㻟㻜㻌൨⡿䝗䝹䠄㻞㻜㻜㻣㻌ᖺᗘண⟬䠅䜢ᨭฟ䚸Ḣᕞ䛷䛿➨㻣㻌ḟḢᕞ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽ィ⏬
䠄㻲㻼㻣㻦㻌㻿㼑㼢㼑㼚㼠㼔㻌㻲㼞㼍㼙㼑㼣㼛㼞㼗㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑䠅䛷䛿⥲◊✲㛤Ⓨண⟬㻟㻞㻠㻌൨䝴䞊䝻䠄㻣㻌䞃ᖺ䠅䛾䛖䛱䚸ศ㔝䛷᭱䛸䛺䜛㻟㻌㏆䛟䛾ண⟬䜢㻵㻯㼀㻌ศ㔝䛻ᢞ㈨䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯㡑ᅜ䛷䜒㻵㻯㼀㻌ศ㔝
䜈䛾◊✲㛤Ⓨண⟬䛜㻞㻜㻜㻝㻌ᖺ䛛䜙㻞㻜㻜㻡㻌ᖺ䛻䛛䛡䛶⣙㻝㻚㻡㻌ಸቑຍ䛩䜛䛸䛸䜒䛻⛉Ꮫᢏ⾡ศ㔝య䛾⣙㻞㻌䜢༨䜑䛶䛔䜎䛩䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙ᡃ䛜ᅜ᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ศ㔝䜈䛾ᨻᗓ◊✲㛤
Ⓨᢞ㈨䛿㻝㻜䠂⛬ᗘ䛷ᶓ䜀䛔䜢⥆䛡䛶䛚䜚䚸ᅜ㝿➇த䛻ᡴ䛱䛴䛯䜑䛻䜒㻵㻯㼀㻌ศ㔝䜈䛾◊✲㛤Ⓨ䜈䛾ᡓ␎ⓗᢞ㈨䜢✚ᴟⓗ䛻ᐇ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䜎䛯ಶู䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚
䛔䛶䜒䚸⡿ᅜ䜔Ḣᕞ䛷䛿ሗ㏻ಙᢏ⾡䛻㝈䜙䛪䚸㌷ᢏ⾡䜔ᅜᐙᡓ␎䛸⤡䜣䛰◊✲㛤Ⓨ䛜⢭ຊⓗ䛻ᐇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹⡿ᅜ䛷ᵝ䚻䛺◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᑟ䛧䛶䛔䜛⤌⧊䛸䛧
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䚷䛾䛖䛱䛻䠯䠪䠯䛺䛹䛾ά⏝䛷䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶⨨䛛䛺䛔䛸Ꮩ⊂Ṛ䜔ᆅᇦษᤞ䛶䛺䛹䛜Ⓨ⏕䛧䚸ᑐ⟇䛻㈈ᨻ䛜㐕㏕䛧䚸᪥ᮏ䛾⤒῭ᔂቯ䜢ᣍ䛟䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸༴䛥䜜
䜛䚹䛣䜜䛿ㆤᑐ⟇䛻䜒ά⏝䛷䛝䜛䛾䛷ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛ಖ㝤⪅㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛷䛝䜛䛣䛸䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䚷⦪䜚⾜ᨻ䛷䛺䛟䚸⥲ྜⓗ䛺ᡓ␎䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

ಶே

䠐䠄䠑䠅ᆅᇦάᛶᡓ␎

㻝㻟㻜

㻝㻟㻝

㻝㻟㻞

㻝㻟㻟

ᆅᇦ䛾άᛶ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔⌮⏤䛿䚸䛝䛟ศ䛡䛶㻞䛴䛻㞟⣙䛥䜜䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
㻝䛴䛿⤯ᑐⓗ䛺㔞䛜㊊䜚䛺䛔䚸䛸䛔䛖Ⅼ䚹⌧ᅾⰋ䛟⾜䜟䜜䛶䛔䜛䠥䠟䠰⟇䛿䚸䛘䜀䠯䠪䠯䛾䜘䛖䛻䛂ཧຍ⪅䛜ᩘⓒே䜢㉺䛘䛶䛛䜙ᐇຠຊ䛜㧗䛟䛺䜛䜒䛾䛃䛜ከ䛔䚹ᩘⓒே䛜ཧຍ䛧䛯
䛟䜙䛔䛷䛿䚸䝃䞊䝡䝇䛾㐠Ⴀ㈝⏝䛾䜋䛖䛜㧗䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛔䚸⤖ᯝⓗ䛻ኻᩋ䛩䜛䜒䛾䛜ከ䛔䚹
㻞䛴┠䛿䚸ཧຍ⪅䛾ព㆑䛜ప䛔䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛒䜛䚹௬䛻ேᩘ䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᆅᇦ䛷䛾ཧຍ⋡䛜㻝㻜㻜䠂䛻䛺䜜䜀䚸䛭䛾ሙᡤ䛷⏝䛩䜛䝯䝸䝑䝖䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹ᐇ㝿䛻䛿䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䛾᥎㐍䝸䞊䝎䞊䛜ᆅᇦ䜢ㄝᚓ䛧䛶䚸✚ᴟⓗ䛻ఫẸ䛻⏝䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑䛾⤌䜏䜢స䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ከ䛟䛾ᆅᇦάᛶ䛾ၥ㢟Ⅼ䛾ከ䛟䛿䚸䛣䛾䛹䛱䜙䛛䛻㢮䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䛣䜜䜙䛾ၥ㢟Ⅼ䛾ከ䛟䛿䛂ᆅᇦ䜢άᛶ䛧䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛃䛸⪃䛘䜛ே䛸䛂ཎ≧⥔ᣢ䛷Ⰻ䛔䛃䛸⪃䛘䜛ே䛾ᑐ❧ᵓ㐀䛛䜙ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䚹
≉༊ไᗘ䛺䛹䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᐇ㝿䛻䛿䛭䜜䜢⾜䛳䛯㝿䛾ཧຍ⪅ᩘ䜔ព㆑䛾㧗䛥䛺䛹䜢䝧䞊䝇䛻䛧䛶⪃䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ᆅᇦ䜢ㄝᚓ䛧䛶㧗䛔ཧຍ⪅ព㆑䜢ᣢ䛳䛯⮬
య䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸䛾ᆅᇦ䛸䛾᫂䜙䛛䛺䜛⿵ຓ㔠➼䛾ᕪู䜢⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜛䚹
䜐䛧䜝䚸ఫẸ䛾✚ᴟⓗ䛺ཧຍ䛜↓䛔䛛䛞䜚䚸⮬య䛾㐠Ⴀ䛜䜎䜎䛺䜙䛺䛔䝺䝧䝹䜎䛷䛻༴ᶵឤ䜢ᣢ䛯䛫䜛䜘䛖䛺䛣䛸䜒䚸ཎ≧䛷䛿ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹

㻝㻟㻠

䝋䝣䝖䝞䞁䜽䠞䠞ᰴᘧ 䠑䚷䛭䛾᳨ウ䛩䜉䛝㡯 䞉㻌㻵㻯㼀ᨻ⟇䛾䜏䛺䜙䛪⾜ᨻ䛾㐠Ⴀ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᨻ⟇㆟ㄽ䜔ಖ᭷䛩䜛ሗ䛾බ㛤䛻䛴䛔䛶䛿䚸ⱥᅜ䜔⡿ᅜ䛾䜢ཧ⪃䛻䛧䛯䛂䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛃䛾ᒎ㛤䛸᭷ຠ⏝䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡
♫䠋䝋䝣䝖䝞䞁䜽䝔
䛯⟇䜢䚸䜘䜚✚ᴟⓗ䛻᥎㐍䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䝺䝁䝮ᰴᘧ♫䠋䝋䝣
䞉㻌ලయⓗ䛻䛿䚸௨ୗ䛾㻟Ⅼ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䝖䝞䞁䜽䝰䝞䜲䝹ᰴᘧ
䐟㻌୍ඖⓗ䛺㐠Ⴀ䛾ᐇ
♫
䚷䛣䜜䜎䛷䛾┬ᗇẖ䛾㐠Ⴀ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢୍ඖⓗ䛻ᢅ䛖䛣䛸䛷䚸ᾘ㈝⪅䛾౽ᛶྥୖ䛸䛸䜒䛻䚸㼃㼑㼎䝃䜲䝖➼䛾䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䛯ᅜẸཧຍᆺ㆟ㄽ䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䜉䛝䛸⪃䛘
䜎䛩䚹
䐠㻌⏝⪅䛾ホ౯䛾ᚭᗏ
䚷ୖグ䝅䝇䝔䝮䛻ᑐ䛩䜛⏝⪅䛾ホ౯䛸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛾ᐇ䜢ᚭᗏ䛧䚸⥅⥆ⓗ䛺ᨵⰋ䜢⾜䛖䛣䛸䛷౽ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䐡㻌ᨻ⟇Ỵᐃ㆟ㄽ䛸䛾㐃ື
䚷ᨻ⟇Ỵᐃ䛾ሙ䛻䛚䛡䜛㆟ㄽ䛸䛂䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛃䛷䛾㆟ㄽ䜢㐃ື䛥䛫䜛䛣䛸䛷ከ䛟䛾ᅜẸ䛾ពぢ䜢┤᥋ⓗ䛻ᫎ䛷䛝䜛䜘䛖䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䜘䜛ྜ䛾୰⥅➼䜒✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛩
䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
㻞㻤

ពぢ
␒ྕ
㻝㻟㻡

᳨ウ䜰䝆䜵䞁䝎
㡯┠
ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠑䐟䛂䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛃
䛾᥎㐍
ពぢᥦฟ⪅

ᰴᘧ♫䝷䝑䜽

䠑䐟䛂䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛃
䛾᥎㐍

㻝㻟㻢

㻝㻟㻣

ಶே

䠑䐠㻵㻯㼀䛻䜘䜛♫ኚ䜔 䚷㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛴䛔䛶䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷䛾ከ䛟䛾ὶゝ㣕ㄒ䛜㣕䜃䛳䛯⫼ᬒ䛻䛿䚸ᅜ䛾ሗ䛜䜸䞊䝥䞁䛷䛿䛺䛔䚸䛸䛔䛖ಙឤ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
ᩥ䜈䛾ᙳ㡪
⌧௦䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖♫䛷䛿䚸䝆䝱䝇䝭䞁㠉䜢䛻ฟ䛩䜎䛷䜒䛺䛟䚸㞄䛾ᅜ䛾ᨻ䜔ሗබ㛤䛾䝺䝧䝹䛻䛴䛔䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚸䛺䛹䛾ẚ㍑䛜⡆༢䛻䛷䛝䛶䛧
䜎䛖䚹
䛭䜜䛿䚸⌧ᅾ䛾᪥ᮏ䛷䛾ሗබ㛤䛾䛒䜚᪉䛜䚸ሗ䛾㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䜔ᅜẸ䛾౽ᛶ䜢㧗䜑䜛⟇䜢㔜ど䛧䛶䛔䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛻䛺䜙䛺䛔䚹
ᅜ䛜Ⓨ⾲䛩䜛㡯┠䜘䜚䜒䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷ὶ䜜䜛ὶゝ㣕ㄒ䛾᪉䛜ᚰᆅⰋ䛔䛛䜙䛣䛭ಙ䛨䛶䛔䛟䛾䛰䛸⪃䛘䜛䚹
䜘䛟䛂䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛻ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙ሗබ㛤䛧䛶䛔䜛䛃䛸ヰ䛩⮬య䛜ከ䛔䛜䚸ሗ䛜ỏ℃䛧䛶䛔䜛⌧௦䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ሗ䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛻䚸䛭䜜䜒᳨⣴ᑐ⟇䜒⾜䜟䛪
䛻⨨䛔䛶䛚䛟䛣䛸䛿䚸⌧ᐇⓗ䛻⪃䛘䜛䛸ఱ䜒Ⓨಙ䛧䛶䛔䛺䛔≧ἣ䛻➼䛧䛔䚹⌧ᐇⓗ䛻䛿ᅜ䛿ẖ᪥䛾䜘䛖䛻᪂䛧䛔Ⓨ⾲䜢䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜䜢䛝䛟ఏ䛘䜛䛯䜑䛾ᡭẁ䜢ఱ䜒䛳䛶䛔䛺
䛔䚹
䚷ᮏ᮶䛿᪂⪺䛾䜘䛖䛺䝯䝕䜱䜰䛜䛭䜜䜢⾜䛖䜉䛝䛰䛳䛯䛾䛰䛜䚸⌧௦䛾䜘䛖䛺᪂⪺䛾♫ⓗᆅ䛜┦ᑐⓗ䛻ୗ䛜䛳䛶䛔䜛௦䛷䛿䚸ሗⓎಙ䛾᪉ἲ䜢⪃䛘┤䛩ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹
䚷ᅜ䛸䛔䛖䛾䛿䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾㞟䜎䜚䛷䛒䜛䚹
䚷⌧௦䛷䛿䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝃䞊䝡䝇䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜ỏ℃䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾䛹䜜䜒䛜䝴䞊䝄䛻ᑐ䛧䛶䚸ሗⓎಙ䜔ே䛾່ㄏ䜢ồ䜑䚸ሗ䛾㏦ཷಙ㻛䝖䝷䞁䝄䜽䝅䝵䞁䜢ከ䛟Ⓨ⏕䛥䛫䜛䛣
䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝃䞊䝡䝇䛿䛩䛠䛻㝞⭉䛧䚸䛾䝃䞊䝡䝇䛻ྲྀ䛳䛶ኚ䜟䜙䜜䛶䛧䜎䛖䚹
䚷ᚋ䛾䜸䞊䝥䞁䜺䝞䝯䞁䝖䛾䛒䜚᪉䜢㝞⭉䛺ゝⴥ䛷୪䜉䛶䛧䜎䛖䛸䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䜘䜚䜒ሗ᳨⣴䛜ⓗ☜䛷䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䜘䜚䜒᭷┈䛺䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢స䜚䚸㻭㼙㼍㼦㼛㼚䜘䜚䜒⡆౽䛺䜲䞁䝣䝷䝃䞊䝡䝇
䛾ᥦ౪䛜ồ䜑䜙䜜䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䜘䛖䛻ᅜẸ䛛䜙䛾ሗ䛜㞟䜎䛳䛶䛟䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷ᅜᐙ䛸䛔䛖䜒䛾䛜ᅜẸ䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸ሗ䜢බⓗ䛻㞟䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖ᇶᮏᴫᛕ䜢䝃䞊䝡䝇䝺䝧䝹䛾どⅬ䜎䛷ⴠ䛸䛧䛣䜐䛣䛸䛜䚸⌧ᅾồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹

ᰴᘧ♫䜿䜲䞉䜸䝥
䝔䜱䝁䝮

䠑䐡䛭䛾䛾㡯

つᶍ⅏ᐖ䛾ሗ㐃⤡ᡭẁ䛸䛧䛶䚸䠥䠟䠰䛿ྍḞ䛺䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹⌧ᅾ䚸ಶே䛾ሗ㐃⤡ᡭẁ䛸䛧䛶䛿ᦠᖏ㟁ヰ䠄↓⥺㏻ಙ䠅䛜୍⯡ⓗ䛷䛩䛜䚸䛭䛾⏝ẚ⋡䛜㧗䛟䛺䜚㐣
䛞䚸⅏ᐖ䛻㍽㍵䛜Ⓨ⏕䛩䜛ၥ㢟䛜㢧ᅾ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹᭷⥺㏻ಙ䛸↓⥺㏻ಙ䛾ᙺศᢸ䜢᫂☜䛧䚸⪏㞀ᐖᛶ䚸ྍ⏝ᛶ䚸㈝⏝ᑐຠᯝ➼䛾㠃䛛䜙䚸䛭䜜䛮䜜䜢䛹䛾䜘䛖䛺᪉㔪䛷ᵓ
⠏䛧䛶䛔䛟䜉䛝䛛᳨ウ䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ 䠑䐡䛭䛾䛾㡯

≉グ䛩䜉䛝㡯┠䛸䛧䛶䚸ᚋ䛾⤒῭άື䜢ᨭ䛘䜛㟁ຊ౪⤥䛾Ᏻᐃ䛻䛴䛔䛶䛾㆟ㄽ䜢⾜䛳䛶㡬䛝䛯䛔䛸⪃䛘䜎䛩䚹┤㏆䛷䛿䚸ኟሙ䛾㟁ຊ౪⤥㊊䜢䛹䛖䜚ษ䜛䛛➼䚸᪤Ꮡ䛾䠥䠟䠰
ᢏ⾡䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ዴఱ䛻ຠᯝ䜢ฟ䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䜢ᥦ⮴䛧䜎䛩䚹

ᰴᘧ♫䝷䝑䜽

䚷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䚸䝟䝋䝁䞁䚸ᦠᖏ㟁ヰ䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ≧ἣ䜢⪃䛘䜛䛸䚸⌧≧䛾㻵㻯㼀ᇶ┙䜢ά⏝䛧䛯ᅜẸពぢ䛾㞟ᡭẁ䜢✚ᴟⓗ䛻᥎㐍䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䚷ᨻᗓ䛷⾜䜟䜜䛶䛔䜛⤫ィไᗘ䚸ሗ㞟䛺䛹䛻✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛔䛯䛰䛝䚸ᡃ䛜ᅜᅜẸ䛾ពぢ䜢༶䛻㔞䛻㞟䛩䜛ᡭẁ䛾୍䛴䛸䛧䛶᭷ຠά⏝䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹

㻝㻠㻜
㻝㻠㻝

┬ᗇ䛤䛸䛻䜀䜙䜀䜙䛾ሗ㛤♧యไ䜢䜔䜑䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹ྛᗓ┬ᗇ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾䝸䝙䝳䞊䜰䝹䛿䚸ྛᗓ┬ᗇ༢䛻ಶู䛻⾜䜟䜜䛶䛚䜚䚸ྛධᮐ᪤Ꮡᴗ⪅䛾㔞䛻౫Ꮡ䛩䜛䛸
䛣䜝䛜ከ䛟䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾䝕䝄䜲䞁䚸ᥖ㍕䛥䜜䜛ෆᐜ䚸ሗ䛾῝䛥䛺䛹䜒⏝⪅䛴䜎䜚ᅜẸ䜢ព㆑䛧䛯䜒䛾䛸䛿ゝ䛔㞴䛔≧ἣ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
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