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○資料 1 死因究明等の推進に関する法律（平成 24 年法律第 33 号）及び死因究明等推進基本法（令
和元年法律第 33 号）
死因究明等の推進に関する法律（平成 24
年法律第 33 号）

死因究明等推進基本法（令和元年法律第 33
号）

目次
第一章 総則（第一条―第五条）
第二章 死因究明等の推進に関する基本方針
（第六条）
第三章 死因究明等推進計画（第七条）
第四章 死因究明等推進会議（第八条―第十五
条）

第五章

医療の提供に関連して死亡した者の死
因究明のための制度についての検討
（第十六条）

目次
第一章 総則（第一条―第九条）
第二章 基本的施策（第十条―第十八条）
第三章 死因究明等推進計画（第十九条）
第四章 死因究明等推進本部（第二十条―第二
十九条）
第五章 死因究明等推進地方協議会（第三十
条）
第六章 医療の提供に関連して死亡した者の
死因究明に係る制度（第三十一条）
附則

附則

第一章 総則

第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、我が国において死因究明（死
体（妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。
）に
ついて、検案、検視、解剖その他の方法により
その死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明
らかにすることをいう。以下同じ。
）及び身元確
認（死体の身元を明らかにすることをいう。以
下同じ。
）
（以下「死因究明等」という。
）の実施
に係る体制の充実強化が喫緊の課題となってい
ることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策
についてその在り方を横断的かつ包括的に検討
し及びその実施を推進するため、死因究明等の
推進について、基本理念、国及び地方公共団体
の責務並びに施策の基本となる事項を定めると
ともに、必要な体制を整備することにより、死
因究明等を総合的かつ計画的に推進することを
目的とする。

（目的）
第一条 この法律は、死因究明等に関する施策に
関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等
の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策
の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に
関する施策に関する推進計画の策定について
定めるとともに、死因究明等推進本部を設置す
ること等により、死因究明等に関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心し
て暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊
厳が保持される社会の実現に寄与することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「死因究明」とは、死
亡に係る診断若しくは死体（妊娠四月以上の死
胎を含む。以下同じ。）の検案若しくは解剖又
はその検視その他の方法によりその死亡の原
因、推定年月日時及び場所等を明らかにするこ
とをいう。
２ この法律において「身元確認」とは、死体の
身元を明らかにすることをいう。

83

３ この法律において「死因究明等」とは、死因
究明及び身元確認をいう。
（死因究明等の推進に関する基本理念）
第二条 死因究明の推進は、死因究明が死者の生
存していた最後の時点における状況を明らかに
するものであることに鑑み、死者及びその遺族
等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うこと
が生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるも
のであるとの基本的認識の下で行われるものと
する。
２ 死因究明の推進は、高齢化の進展等の社会情
勢の変化を踏まえつつ、人の死亡が犯罪行為に
起因するものであるか否かの判別の適正の確
保、公衆衛生の向上その他の死因究明に関連す
る制度の目的の適切な実現に資するよう、行わ
れるものとする。
３ 身元確認の推進は、身元確認が、遺族等に死
亡の事実を知らせること等を通じて生命の尊重
と個人の尊厳の保持につながるものであるとと
もに、国民生活の安定及び公共の秩序の維持に
資するものであるとの基本的認識の下で行われ
るものとする。

（基本理念）
第三条 死因究明等の推進は、次に掲げる死因究
明等に関する基本的認識の下に、死因究明等が
地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、
死因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究
明等に関する施策について達成すべき目標を
定めて、行われるものとする。
一 死因究明が死者の生存していた最後の時
点における状況を明らかにするものである
ことに鑑み、死者及びその遺族等の権利利益
を踏まえてこれを適切に行うことが、生命の
尊重と個人の尊厳の保持につながるもので
あること。
二 死因究明の適切な実施が、遺族等の理解を
得ること等を通じて人の死亡に起因する紛
争を未然に防止し得るものであること。
三 身元確認の適切な実施が、遺族等に死亡の
事実を知らせること等を通じて生命の尊重
と個人の尊厳の保持につながるものである
とともに、国民生活の安定及び公共の秩序の
維持に資するものであること。
四 死因究明等が、医学、歯学等に関する専門
的科学的知見に基づいて、診療において得ら
れた情報も活用しつつ、客観的かつ中立公正
に行われなければならないものであること。
２ 死因究明の推進は、高齢化の進展、子どもを
取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化を踏
まえつつ、死因究明により得られた知見が疾病
の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向
上及び増進に資する情報として広く活用され
ることとなるよう、行われるものとする。
３ 死因究明の推進は、災害、事故、犯罪、虐待
その他の市民生活に危害を及ぼす事象が発生
した場合における死因究明がその被害の拡大
及び予防可能な死亡である場合における再発
の防止その他適切な措置の実施に寄与するこ
ととなるよう、行われるものとする。

（国の責務）
（国の責務）
第三条 国は、前条に定める死因究明等の推進に 第四条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」
関する基本理念（次条において単に「基本理念」
という。）にのっとり、死因究明等に関する施
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す
という。
）にのっとり、死因究明等の推進に関す
る。
る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を
有する。
（地方公共団体の責務）

（地方公共団体の責務）
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第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、
死因究明等の推進に関し、国との適切な役割分
担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有
する。

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、
死因究明等に関する施策に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域
の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する。
（大学の責務）
第六条 大学は、基本理念にのっとり、大学にお
ける死因究明等に関する人材の育成及び研究
を自主的かつ積極的に行うよう努めるものと
する。

（連携協力）
第五条 国、地方公共団体、大学、医療機関、関係
団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関
係する者は、死因究明等の推進に関する施策が
円滑に実施されるよう、相互に連携を図りなが
ら協力しなければならない。

（連携協力）
第七条 国、地方公共団体、大学、医療機関、関
係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に
関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑
に実施されるよう、相互に連携を図りながら協
力しなければならない。
（法制上の措置等）
第八条 政府は、この法律の目的を達成するた
め、必要な法制上又は財政上の措置その他の措
置を講じなければならない。
（年次報告）
第九条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた死
因究明等に関する施策について報告しなけれ
ばならない。

第二章 死因究明等の推進に関する基本方
針
第六条 死因究明等の推進に関して、重点的に検
討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げ
るとおりとする。
一 法医学に関する知見を活用して死因究明を
行う専門的な機関の全国的な整備
二 法医学に係る教育及び研究の拠点の整備
三 死因究明等に係る業務に従事する警察等
（警察その他その職員が司法警察職員として
死体の取扱いに関する業務を行う機関をい
う。次号において同じ。
）の職員、医師、歯科
医師等の人材の育成及び資質の向上
四 警察等における死因究明等の実施体制の充
実
五 死体の検案及び解剖の実施体制の充実
六 薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断
（磁気共鳴画像診断装置その他の画像による
診断を行うための装置を用いて、死体の内部
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第二章 基本的施策

を撮影して死亡の原因を診断することをい
う。
）その他死因究明のための科学的な調査の
活用
七 遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他身元
確認のための科学的な調査の充実及び身元確
認に係るデータベースの整備
八 死因究明により得られた情報の活用及び遺
族等に対する説明の促進
２ 死因究明等の推進に関する施策は、死因究明
等に係る人材の育成、施設等の整備及び制度の
整備のそれぞれについて、前項の施策の総合性
を確保しつつ、段階的かつ速やかに講ぜられる
ものとする。
（死因究明等に係る人材の育成等）
第十条 国及び地方公共団体は、死因究明等に関
する専門的知識を有する人材を確保すること
ができるよう、医師、歯科医師等の養成課程に
おける死因究明等に関する教育の充実、死因究
明等に係る医師、歯科医師等に対する研修その
他の死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材
の育成及び資質の向上並びにその適切な処遇
の確保に必要な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、警察等（警察その他
その職員が司法警察職員として死体の取扱い
に関する業務を行う機関をいう。以下同じ。）
における死因究明等が正確かつ適切に行われ
るよう、死因究明等に係る業務に従事する警察
官、海上保安官及び海上保安官補等の人材の育
成及び資質の向上に必要な施策を講ずるもの
とする。
（死因究明等に関する教育及び研究の拠点の
整備）
第十一条 国及び地方公共団体は、死因究明等に
関する専門的教育を受けた人材の確保及び研
究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にと
って不可欠であることに鑑み、大学等における
死因究明等に関する教育研究施設の整備及び
充実その他の死因究明等に関する教育及び研
究の拠点の整備に必要な施策を講ずるものと
する。
（死因究明等を行う専門的な機関の全国的な
整備）
第十二条 国及び地方公共団体は、死因究明等が
地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、
相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、
歯科法医学等に関する知見を活用して死因究
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明等を行う専門的な機関を全国的に整備する
ために必要な施策を講ずるものとする。
（警察等における死因究明等の実施体制の充
実）
第十三条 国及び地方公共団体は、警察等におけ
る死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、
警察等における死体に係る捜査、検視、死因及
び身元を明らかにするための調査等の実施体
制の充実に必要な施策を講ずるものとする。
（死体の検案及び解剖等の実施体制の充実）
第十四条 国及び地方公共団体は、医師等による
死体の解剖が死因究明を行うための方法とし
て最も有効な方法であることを踏まえつつ、医
師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われ
るよう、医師等による死体の検案及び解剖等の
実施体制の充実に必要な施策を講ずるものと
する。
（死因究明のための死体の科学調査の活用）
第十五条 国及び地方公共団体は、死因究明のた
めの死体の科学調査（死因を明らかにするため
死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物
に係る検査、死亡時画像診断（磁気共鳴画像診
断装置その他の画像による診断を行うための
装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原
因を診断することをいう。以下この条において
同じ。）その他の科学的な調査をいう。以下こ
の条において同じ。）の有用性に鑑み、病理学
的検査並びに薬物及び毒物に係る検査の実施
体制の整備、死因究明に関係する者の間におけ
る死亡時画像診断を活用するための連携協力
体制の整備その他の死因究明のための死体の
科学調査の活用を図るために必要な施策を講
ずるものとする。
（身元確認のための死体の科学調査の充実及
び身元確認に係るデータベースの整備）
第十六条 国及び地方公共団体は、身元確認のた
めの死体の科学調査（身元を明らかにするため
死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調
査その他の科学的な調査をいう。）が大規模な
災害時はもとより平時においても極めて重要
であることに鑑み、その充実を図るとともに、
歯科診療に関する情報の標準化の促進並びに
当該標準化されたデータの複製の作成、蓄積及
び管理その他の身元確認に係るデータベース
の整備に必要な施策を講ずるものとする。
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（死因究明により得られた情報の活用及び遺
族等に対する説明の促進）
第十七条 国及び地方公共団体は、死因究明等に
関する施策の適切な実施に資するよう、死者及
びその遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察
等、法医学に関する専門的な知識経験を有する
医師又は歯科医師、診療に従事する医師又は歯
科医師、保健師、看護師その他の医療関係者等
が死因究明により得られた情報を相互に共有
し、及び活用できる体制を構築するために必要
な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、遺族等の心情に十分
配慮しつつ、死因究明により得られた情報を適
時に、かつ、適切な方法で遺族等に説明するこ
とを促進するために必要な施策を講ずるもの
とする。
（情報の適切な管理）
第十八条 国及び地方公共団体は、死者及びその
遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等によ
り得られた情報の適切な管理のために必要な
施策を講ずるものとする。
第三章 死因究明等推進計画

第三章 死因究明等推進計画

第七条 政府は、死因究明等の推進に関する施策 第十九条 政府は、死因究明等に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等
の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に
に関する施策に関する推進計画（以下「死因究
定める死因究明等の推進に関する基本方針に即
明等推進計画」という。）を定めなければなら
し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置そ
ない。
の他の措置を定めた死因究明等推進計画を定め
２ 死因究明等推進計画は、次に掲げる事項につ
なければならない。
いて定めるものとする。
２ 内閣総理大臣は、死因究明等推進計画につき
一 死因究明等の到達すべき水準、死因究明等
閣議の決定を求めなければならない。
の施策に関する大綱その他の基本的な事項
３ 政府は、死因究明等推進計画を作成したとき
二 死因究明等に関し講ずべき施策
は、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、
三 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に
その要旨を公表しなければならない。
関する施策を推進するために必要な事項
３ 死因究明等推進計画に定める前項第二号の
施策については、原則として、当該施策の具体
的な目標及びその達成の時期を定めるものと
する。
４ 厚生労働大臣は、死因究明等推進計画の案に
つき閣議の決定を求めなければならない。
５ 厚生労働大臣は、閣議の決定があったとき
は、遅滞なく、死因究明等推進計画を公表しな
ければならない。
６ 政府は、死因究明等推進計画の円滑な実施を
図るため、その実施に要する経費に関し必要な
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資金を確保するために必要な措置を講ずるも
のとする。
７ 政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況
等を踏まえ、三年に一回、死因究明等推進計画
に検討を加え、必要があると認めるときは、こ
れを変更しなければならない。
８ 第四項及び第五項の規定は、死因究明等推進
計画の変更について準用する。
第四章 死因究明等推進本部

第四章 死因究明等推進会議
（設置及び所掌事務）
第八条 内閣府に、特別の機関として、死因究明
等推進会議（以下「会議」という。
）を置く。
２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、死因究明等の推
進に関する施策に関する重要事項について審
議するとともに、死因究明等の推進に関する
施策の実施を推進し、並びにその実施の状況
を検証し、評価し、及び監視すること。

（設置及び所掌事務）
第二十条 厚生労働省に、特別の機関として、死
因究明等推進本部（以下「本部」という。）を置
く。
２ 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
二 死因究明等に関する施策について必要な
関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に
関する施策に関する重要事項について調査
審議するとともに、死因究明等に関する施策
の実施を推進し、並びにその実施の状況を検
証し、評価し、及び監視すること。

（組織）
第九条 会議は、会長及び委員二十人以内をもっ
て組織する。

（組織）
第二十一条 本部は、死因究明等推進本部長及び
死因究明等推進本部員十人以内をもって組織
する。

（会長）
第十条 会長は、内閣官房長官をもって充てる。
２ 会長は、会務を総理する。
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指
名する委員がその職務を代理する。

（死因究明等推進本部長）
第二十二条 本部の長は、死因究明等推進本部長
（以下「本部長」という。
）とし、厚生労働大臣
をもって充てる。

（委員）
（死因究明等推進本部員）
第十一条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 第二十三条 本部に、死因究明等推進本部員（以
下「本部員」という。）を置く。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
２ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
内閣総理大臣が指定する者
一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
二 死因究明等に関し優れた識見を有する者の
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が
うちから、内閣総理大臣が任命する者
指定する者
２ 前項第二号の委員は、非常勤とする。
二 死因究明等に関し優れた識見を有する者
のうちから、厚生労働大臣が任命する者
３ 前項第二号の本部員は、非常勤とする。
（専門委員）
第二十四条 本部に、専門の事項を調査させるた
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め、専門委員を置くことができる。
２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、
厚生労働大臣が任命する。
（幹事）
第二十五条 本部に、幹事を置き、関係行政機関
の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
２ 幹事は、本部の所掌事務について、本部長及
び本部員を助ける。
（資料提出の要求等）
第十二条 会議は、その所掌事務を遂行するため
に必要があると認めるときは、関係行政機関の
長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その
他必要な協力を求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に
必要があると認めるときは、前項に規定する者
以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ
とができる。

（資料提出の要求等）
第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するた
め必要があると認めるときは、関係行政機関の
長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その
他必要な協力を求めることができる。
２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に
必要があると認めるときは、前項に規定する者
以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ
とができる。

（会議の運営の在り方）
第十三条 会議の運営については、第十一条第一
項第二号の委員の有する知見が積極的に活用さ
れ、委員の間で充実した意見交換が集中的に行
われることとなるよう、配慮されなければなら
ない。

（本部の運営の在り方）
第二十七条 本部の運営については、第二十三条
第二項第二号の本部員の有する知見が積極的
に活用され、本部員の間で充実した意見交換が
行われることとなるよう、配慮されなければな
らない。

（事務局）
第十四条 会議の事務を処理させるため、会議に
事務局を置く。
２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置
く。
３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者を
もって充てられるものとする。
４ 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理
する。

（事務局）
第二十八条 本部の事務を処理させるため、本部
に事務局を置く。
２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置
く。
３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者を
もって充てられるものとする。
４ 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌
理する。

（政令への委任）
（政令への委任）
第十五条 この章に定めるもののほか、会議の組 第二十九条 この章に定めるもののほか、本部の
組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
る。
第五章 死因究明等推進地方協議会
第三十条 地方公共団体は、その地域の状況に応
じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備そ
の他の死因究明等に関する施策の検討を行う
とともに、当該施策の実施を推進し、その実施
の状況を検証し、及び評価するための死因究明
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等推進地方協議会を設けるよう努めるものと
する。
第五章 医療の提供に関連して死亡した者
の死因究明のための制度について
の検討

第六章 医療の提供に関連して死亡した
者の死因究明に係る制度

第十六条 医療の提供に関連して死亡した者の死
因究明のための制度については、その特殊性に
鑑み、政府において別途検討するものとする。

第三十一条 医療の提供に関連して死亡した者
の死因究明に係る制度については、別に法律で
定めるところによる。

附

附

則

則

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月
を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。

（施行期日）
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行
する。

（この法律の失効）
第二条 この法律は、施行の日から起算して二年
を経過した日に、その効力を失う。

（検討）
第二条 国は、この法律の施行後三年を目途とし
て、死因究明等により得られた情報の一元的な
集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場
合におけるその死亡の原因に関する情報の収
集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明
等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在
り方その他のあるべき死因究明等に係る制度
について検討を加えるものとする。

（内閣府設置法の一部改正）
第三条 （略）

（厚生労働省設置法の一部改正）
第三条 （略）
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○資料 2 その他関係法令
○警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（平成 24 年法律第 34 号）
（抄）
（目的）
第一条 この法律は、警察等（警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。）が取り扱う死体について、調査、
検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死
因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被
害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消
及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
（死体発見時の調査等）
第四条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速や
かに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければなら
ない。
２ 警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体（犯罪行為によ
り死亡したと認められる死体又は変死体（変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項にお
いて同じ。
）を除く。次項において同じ。
）について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の
調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。
３

警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、
死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。
（検査）

第五条 警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体（犯
罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。）について、その死因を明らかにする
ために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を
採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断
（磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して
死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。）その他の政令で定める検査を実施する
ことができる。
２ 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検
査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
３ （略）
（解剖）
第六条 警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学
に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認め
るときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとす
る。
２ 警察署長は、前項の規定により解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対して解剖が必

92

要である旨を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、遺族の所在が不明であるとき又は
遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであると
きは、この限りでない。
３・４ （略）
（関係行政機関への通報）
第九条 警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかに
なった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると
認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
（死体の引渡し）
第十条 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が
明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に
対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該取扱死
体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村
長（特別区の区長を含む。次項において同じ。）に引き渡すものとする。
２

警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元を明ら
かにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該取扱死体をその所在
地の市町村長に引き渡すものとする。

○医師法（昭和 23 年法律第 201 号）
（抄）
ヽ

ヽ

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せ ん を交付し、自ら出
産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付し
てはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書に
ついては、この限りでない。
○死体解剖保存法（昭和 24 年法律第 204 号）
（抄）
第一条 この法律は、死体（妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。
）の解剖及び保存並びに死因調査の
適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学（歯学を含む。以下同じ。
）の教育又
は研究に資することを目的とする。
第二条 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受け
なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一

死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が

適当と認定したものが解剖する場合
二

医学に関する大学（大学の学部を含む。以下同じ。
）の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教

授が解剖する場合
三

第八条の規定により解剖する場合
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四

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第百二十九条（同法第二百二十二条第一項におい

て準用する場合を含む。
）
、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場
合
五

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第五十九条第一項又は第二項の規定により解剖

する場合
六

検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）第十三条第二項の規定により解剖する場合

七

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（平成二十四年法律第三十四号）第

六条第一項（同法第十二条において準用する場合を含む。）の規定により解剖する場合
２

保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合
でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。

３

（略）

第七条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一

死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合

二

二人以上の医師（うち一人は歯科医師であつてもよい。）が診療中であつた患者が死亡した場合

において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため
特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する
等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられない
ことが明らかな場合
三 第二条第一項第三号、第四号又は第七号に該当する場合
四

食品衛生法第五十九条第二項の規定により解剖する場合

五

検疫法第十三条第二項後段の規定に該当する場合

第八条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により
死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医
を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。
但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があ
つた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
２

前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるも
のではない。

○監察医を置くべき地域を定める政令（昭和 24 年政令第 385 号）
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
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ㄯ࣭せᮃ➼ࢆཷࡅࡿయไࡢᵓ⠏➼ಀࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿඛ㐍ⓗ࡞
ྲྀ⤌ࢆ㞟࣭ศᯒࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿ᳨ࡸ⸆ẘ≀᳨ᰝࠊṚஸ

⏬ീデ᩿ࡑࡢࡢ᳨ᰝࠊゎ๗ࠊ㑇᪘➼ࡢᑐᛂ➼ࡢྲྀ⤌ࡢཧ⪃࡞ࡿᣦ
㔪ࢆ⟇ᐃ࣭ᥦ♧ࡍࡿࡶࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋ࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍
༠㆟㸦௬⛠㸧࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭⟇ࡢ
ලయࢆồࡵࡿࠋ

ࠉ㛵ಀᗓ┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࢆጞࡵࡋࡓᆅ᪉࠾ࡅࡿ㛵ಀᶵ
 㛵࣭ᅋయᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟㸦௬⛠㸧ࡢタ⨨࣭ά⏝ྥࡅ࡚
༠ຊࡍࡿࡼ࠺ࡑࢀࡒࢀᣦ♧ࡋࠊཪࡣồࡵࡿࠋ

ෆ㛶ᗓ

ࠉᨻᗓ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋࠊᆅ᪉ࡢ≧ἣᛂࡌࡓ⟇ࡢ᳨ウ
ࢆ┠ⓗࡋࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ➼㸦▱㒊ᒁࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࠊ㒔㐨ᗓ┴
་ᖌࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌࠊᏛ➼㸧ࡀ༠㆟ࡍࡿሙ㸦௨ୗࠕṚᅉ✲᫂
➼᥎㐍༠㆟㸦௬⛠㸧ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨࣭ά⏝ࢆồࡵࡿࡶࠊἲ

་Ꮫ➼㛵ࡍࡿ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᆅ᪉࠾ࡅࡿ᪤Ꮡࡢ
యไࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡑࡢࡢ᳨ᰝࡸゎ๗ࢆ
ጞࡵࡋࡓṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᑓ㛛ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿయไࡢᩚഛྥࡅ࡚ດ
ຊࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ

 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴▱ᐄ࡚Ṛᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢタ⨨ࢆせㄳࡍࡿᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠊ㛵ಀ┬
ᗇࠊ᪥ᮏ་ᖌཬࡧ᪥ᮏṑ⛉་ᖌࡶ༠ຊ➼ࢆ౫㢗ࡍࡿᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࡢࡑ ۑᚋࡶࠊ⥅⥆ⓗ▱㒊ᒁࢆጞࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟タ⨨ࡢ༠ຊࢆ౫㢗
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༠㆟ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱㒊ᒁ➼ᑐࡋࠊ㐣ཤ㸴ᖺ㛫࡛ィᅇฟᙇࡋ࡚ࠊᅜ࣭┴ࡢ≧
ἣࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ᇶᮏἲࡢᴫせࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢᚲせᛶ➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ۑ㸴ᖺ㛫࡛ࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚Ṛᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡀィᅇ㛤ദࡉࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙㸣ᙜࡓࡿᅇࡢ
༠㆟ෆ㛶ᗓ➼ࡢ⫋ဨࡀฟᖍࡋࠊᅜ࣭┴ࡢ⌧≧ࡸṚᅉ✲᫂➼㛵㐃⟇ࡢ⌧≧➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢά⏝ࢆồࡵࡓࠋ



 



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

 ۑ᪥ᮏ་ᖌつᶍ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࡶࠊ་ᖌദ
ࡢ◊ಟ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡢ᳨どᐁ➼ࢆὴ㐵ࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎
㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ྛ ۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊㄆ㆑ࡢඹ
᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
 ۑ᪥ᮏ་ᖌࡀ⾜࠺◊ಟ⫋ဨࢆฟᖍࡉࡏ࡚ㅮ⩏ࢆ⾜࠺࡞ࠊᚲせ࡞༠ຊࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
 ۑ᪥ᮏ་ᖌࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘᚲせ࡞༠ຊࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
 ۑ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊ಟಀࡿேᮦὴ㐵ࡸᢏ⬟ྥୖᚲせ࡞ሗ
ࡢ㑏ඖ➼ࡢ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 ۑᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊつᶍ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿ་ᖌὴ㐵➼ࡢ༠ຊ㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆ᪥ᮏ་ᖌ⥾⤖ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹ
ᗇ㸧
 ۑẖᖺࠊ᪥ᮏ་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴་ᖌദࡢṚయ᳨◊ಟ➼ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡽ᳨どᐁ➼ࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
㸦㆙ᐹᗇ㸧
 ۑᖹᡂᖺ㸴᭶ࠊ་Ꮫ㒊ࠊṑᏛ㒊➼ࢆ⨨ࡃྛᅜබ⚾❧Ꮫ㛗ᐄ࡚Ṛᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ
㆙ᐹᗇ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠸࡚౫㢗ࡋࠊ௨㝆ࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆
ཌ⏕ປാ┬ Ꮫ㒊㛗㆟➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊ◊ಟಀࡿேᮦὴ㐵ࡸᢏ⬟ྥୖᚲせ࡞ሗࡢ㑏ඖ➼ࡢ༠ຊ
ᾏୖಖᏳᗇ ࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
 ۑṚయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏࣭ୖ⣭ࠉͤ᪥ᮏ་ᖌጤクᴗ㸧➼ࡢ࡞ᐇࡢࡓࡵࠊ⫋ဨࢆฟᖍࡉࡏ࡚ㅮ⩏ࢆ⾜࠺
ࡶࠊ᪥ᮏ་ᖌ༠ຊࡋ᳨࡚་ᖌࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ࡞ࢆᅗࡗࡓࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
 ۑ᪥ᮏ་ᖌദࡢ㆙ᐹάື༠ຊࡍࡿ་ᖌࡢ㒊㸦௬⛠㸧㐃⤡༠㆟ࡸ㆙ᐹάື➼ࡢ༠ຊᴗົ᳨ウጤဨ➼
⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

㸫

 ۑෆ㛶ᗓࡀṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟࡛┴ࡢྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡇࢁࠊ㒔㐨
ᗓ┴ᢸᙜ⪅ࡽࠊࠕࡾࡘࡅ་㛵ࡍࡿ┴ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ࠺ࡕࡢ┴࡛ࡶࡸࡗ
࡚ࡳࡓ࠸ࠋࠖࠊࠕᚋࡢ༠㆟ࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿཧ⪃࡞ࡗࡓࠋࠖ࡞ࡢኌࡀᐤࡏࡽ
ࢀࡓࠋ
 ۑ᪉ࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡅࡿ༠㆟ࡢタ⨨࣭㛤ദࢆඃඛࡋ࡚⾜ࡗࡓࡇ࡛ࠊ༠㆟
࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭⟇ࡢලయࢆồࡵࡿࡲ࡛ࡣ⮳
ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ۑᚋࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ᆅ᪉༠㆟㛵ࡍࡿ
ሗࡢ㞟࣭ศᯒࢆ⾜࠸ࠊཧ⪃࡞ࡿ㈨ᩱࡢసᡂ࣭ᥦ౪ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊṚᅉ✲᫂➼
᥎㐍ᆅ᪉༠㆟ࡢᙺ➼ࡘ࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ᮏ㒊➼࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽࠊᆅ᪉බඹᅋయᥦ♧ࡍࡿᣦ㔪ࡸồࡵࡿ㡯ࡢ᳨ウ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

 ۑᕥグࡢྲྀ⤌➼ࡼࡾࠊ௧㸰ᖺ㸵᭶ᮎⅬ࠾࠸࡚ࠊࡢ㒔㐨ᗓ┴Ṛᅉ✲᫂
➼᥎㐍༠㆟ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
 ۑタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡰ࡚ࡢṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࠊせㄳ➼ࢆཷࡅࡓ㛵ಀᶵ
㛵࣭ᅋయࡀᵓᡂဨࡋ࡚ཧຍࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⌧≧ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚
ሗඹ᭷ࢆ⾜࠺࡞ࠊᚲせ࡞༠ຊࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ۑ᪉ࠊ௧㸰ᖺ㸵᭶ᮎⅬ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡀᮍࡔタ⨨ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸㒔㐨ᗓ┴ࡀ㸷┴Ꮡᅾࡍࡿࠋ
 ۑᚋࡶࠊ㛵ಀࡍࡿྛ┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ➼ᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍
༠㆟ࡢタ⨨࣭ά⏝➼ᚲせ࡞༠ຊࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁᣦ♧ࡋࠊཪࡣồࡵࡿࠋ

 ۑᕥグࡢྲྀ⤌➼ࡼࡾࠊ௧㸰ᖺ㸵᭶ᮎⅬ࠾࠸࡚ࠊࡢ㒔㐨ᗓ┴Ṛᅉ✲᫂
➼᥎㐍༠㆟ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
 ۑ᪉ࠊ௧㸰ᖺ㸵᭶ᮎⅬ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡀᮍࡔタ⨨ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸㒔㐨ᗓ┴ࡀ㸷┴Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡑࢀࡽࡢ┴ᑐࡋ࡚༠㆟ࡢタ⨨࣭ά⏝
ࢆ୍ᒙᙉࡃാࡁࡅࡿࠋ

 ۑෆ㛶ᗓ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆ
ᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ۑ᪉ࠊᖹᡂᖺ㸷᭶Ṛᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࡀኻຠࡋ࡚ࡽࠊṚᅉ✲
᫂➼ࡢ᥎㐍㛵ࡋ࡚ἲᚊⓗ࡞ࡅࡀ࡞࠸≧ែࡀ⣙㸳ᖺ༙⥆࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊṚ
ᅉ✲᫂➼᥎㐍㆟ྠᵝࡢᵓᡂဨࡼࡿ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
 ۑ௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ᇶᮏἲࡢ⾜క࠸ࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍
㛵ࡍࡿົࡀෆ㛶ᗓࡽཌ⏕ປാ┬⛣⟶ࡉࢀࡓࠋᚋࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊṚ
ᅉ✲᫂➼⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⏬ཬࡧ❧୪ࡧ⥲ྜㄪᩚࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᡂᯝ࣭ㄢ㢟➼

➨ᅇṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬
参考資料１
᳨ウࠉཧ⪃㈨ᩱ

 ۑᖹᡂᖺ௨㝆㸴ᖺ㛫࡛ࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚Ṛᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡀィᅇ㛤ദࡉࢀࡓࡇࢁ㸦ͤ௧ඖᖺ
ᗘᮎⅬ㸧ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙㸣ᙜࡓࡿᅇࡢ༠㆟ෆ㛶ᗓ➼ࡢ⫋ဨࡀฟᖍࡋ࡚ࠊ༠㆟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ➼ࡢ
ሗࢆ㞟࣭ศᯒࡋࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑ༠㆟ࡢฟᖍ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ධᡭࡋࡓཧ⪃࡞ࡿྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚ࠊ┴ࡢ༠㆟ࡢሙ࡛ዲࡋ࡚⤂ࡍࡿ
࡞ࡋ࡚ࠊሗᥦ౪ດࡵࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑ㒔㐨ᗓ┴ࡽࠕṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ⾜࠺ព⩏ࢆ᫂ࡽࡋ࡚ࡋ࠸ࠖ࡞ࡢពぢࡸせᮃࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂᖺ㸱᭶ࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ⟇ࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡍࡿ㈨ᩱࡋ
࡚ࠊࠕṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ㞟ࠖࢆసᡂࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴㓄ᕸࡋࡓ㸦ᚋ᪥ࠊෆ㛶ᗓ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ࡶබ
⾲㸧ࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧

 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊᅜࡢ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬➼㛵ࡍࡿ㏻㐩ࢆⓎ
ฟࡋࡓࠋࡲࡓẖᖺࠊᶵ࠶ࡿࡈࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋ࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ➼ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡋࡓࠋ
㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴▱ᐄ࡚Ṛᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢタ⨨ࢆせㄳࡍࡿᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࢆ㛤ദࡋࡓሙྜࡢሗ࿌ࢆồࡵࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓ
ࠊẖᖺࠊᅜ㆟➼࠾࠸࡚ࠊ༠㆟タ⨨ࡢ༠ຊࢆせㄳࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
 ۑ㒔㐨ᗓ┴➼ᑐࡍࡿྛ✀せㄳ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ➼㐃ᦠࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚༠ຊࡋࡓࠋ㸦⥲ົ┬㸧
 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊᅜࡢᆅ᪉᳨ᐹᗇᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ༠ຊ౫㢗ࡢᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶࠊ
ᮍタ⨨ࡢ⮬యࢆ⟶㎄ࡍࡿᆅ᪉᳨ᐹᗇᑐࡋࠊᚲせ࡞༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ㸦ἲົ┬㸧
 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊ་Ꮫ㒊ࠊṑᏛ㒊➼ࢆ⨨ࡃྛᅜබ⚾❧Ꮫ㛗ᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ༠ຊ౫㢗ࡢᩥ᭩
ෆ㛶ᗓ
ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊẖᖺ㛤ദࡉࢀࡿᏛ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࡶ࿘▱ࠊせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
㆙ᐹᗇ
 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴⾨⏕⟶㒊ᒁᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ༠ຊ౫㢗ࡢᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠊ
⥲ົ┬
ẖᖺࠊᅜ་ᨻ㛵ಀ⟶ㄢ㛗㆟࠾࠸࡚ࠊタ⨨࣭ά⏝ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ␗ᖖṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗࡼࡾࠊ༠
ἲົ┬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ㆟ࢆタ⨨ࡍࡿ㝿ࡢ⤒㈝ࡢ㈈ᨻᨭࢆ⾜ࡗࡓ㸦ὀ㸸ᙜヱ⤒㈝ࡣࠊ௨ୗᥖࡆࡿ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗಀࡿண⟬
ཌ⏕ປാ┬ ࡢ୍㒊ࠋ㸧ࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
ͤ ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ᾏୖಖᏳᗇ

㸫

ࠉᨻᗓ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ㛵ಀᗓ┬ᗇ㛫ࡢ⟇ࡢ⟶⌮࣭ㄪᩚ
 ➼ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡋࠊ㛵㐃⟇ࡢ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿ
ࡶࠊࡑࡢᐇ≧ἣࢆ᳨ド࣭ホ౯࣭┘どࡍࡿࠋ

 ۑ㛵ಀᗓ┬ᗇ㛫ࡢ⟇ࡢ⟶⌮㺃ㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺యไࡋ࡚ࠊࠕᙜ㠃ࡢṚᅉ✲᫂➼⟇ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂᖺ
㸷᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸࡚ࠊኻຠࡋࡓṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓṚᅉ✲᫂➼᥎㐍㆟ྠᵝࡢ
ᵓᡂဨࡼࡿ㆟ࢆ㛤ദࡋࠊෆ㛶ᗓࡀྠ㆟ࡢᗢົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑᖹᡂᖺ㸷᭶᪥ࠊṚᅉ✲᫂➼⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿົࢆ⾜࠺⤌⧊ࡋ࡚ࠊෆ㛶ᗓṚᅉ✲᫂➼⟇᥎㐍ᐊࡀ
タ⨨ࡉࢀࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᥖࡆࡽࢀࡓ㔜Ⅼ⟇ࡢ᥎㐍≧ἣࡘ࠸࡚ࠊෆ㛶ᗓ࠾࠸࡚㛵ಀ┬ᗇࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽྲྀ
ࡾࡲࡵࡓୖࠊᅄ༙ᮇࡈෆ㛶ᗓ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
 ۑᚲせ࡞ሗࡢඹ᭷➼ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ㸴᭶ࡽ௧ඖᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡㆟㸦ㄢ㛗⣭㸧
ࢆィ㸲ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧

㛶㆟Ỵᐃ௨㝆ࡢྲྀ⤌≧ἣ㸦ண⟬ࢆྵࡴࠋ㸧

⌧⾜ࡢṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᥖࡆࡽࢀࡿྛ⟇ࡘ࠸࡚ࡢྲྀ⤌≧ἣ㸦௧㸰ᖺ㸱᭶ᮎⅬ㸧

㸯㸬ἲ་Ꮫ㛵ࡍࡿ▱ぢࢆά⏝ࡋ࡚Ṛᅉ✲᫂ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ⓗ࡞ᶵ㛵ࡢᅜⓗ࡞ᩚഛ

θ

ۑ㈨ᩱ

96

ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌ᡂᯝࡢࢆඹ᭷
ྛࠉۑᏛࡢṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢྲྀ⤌࣭ᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࡿࡶࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢྲྀ⤌࣭ᡂᯝࢆ⤂ࡋࠊྛᏛࡢྲྀ⤌ࢆ
࠾࠸࡚ࠊ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊୖグᨭࡢᡂᯝࢆ㞟⣙࣭ศᯒࡍࡿࡇࡼࡗ
࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㛵ಀᏛ⤂ࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ
⫱ᡂࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ







ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ





㸫

ᖹᡂᖺᗘ

㸫

㸫



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

㸫

ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

㸫

௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚయྲྀᢅᴗົᑓᚑࡍࡿ᳨どᐁཬࡧ᳨どᐁ⿵ຓ⪅ᑐ
ࡍࡿ◊ಟࡢṚయྲྀᢅᴗົᚑࡍࡿ࡚ࡢ㆙ᐹᐁᑐࡋࠊྛ㝵⣭
ᛂࡌࡓᩍ㣴ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊࡇࢀࡽࡢᩍ㣴ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ
࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᪤Ꮡㅮ⩏ࡢぢ┤ࡋࢆྵࡵࠊෆᐜࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸦㸯㸧㆙ᐹ➼ࡢ⫋ဨࡢ⫱ᡂཬࡧ㈨㉁ࡢྥୖ

㆙ᐹᗇ













ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ





௧㸰ᖺᗘ



䠄༢䠖ⓒ䠅

ྛࠉۑᏛ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ᳨どᐁࢆᑐ㇟ࡋࡓἲ་ᑓ㛛◊✲⛉ࡸࠊ᳨どᐁࡢ⿵ຓ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᳨どᐇົᑓ⛉ࢆᐇࡋ
ࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ⊂⮬ࠊ᳨どᐁࡀ⟶ෆ㆙ᐹ⨫ࢆᕠᅇࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ࢆ⤂ࡍࡿ࡞ࡢᩍ㣴ࡸ᪂௵⪅ࠊ᪼
ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊἲ་ᑓ㛛◊✲⛉ࡸ᳨どᐇົᑓ⛉ࡢᐇࢆ㏻ࡌࠊṚయྲྀᢅᴗົ
௵⪅➼ᑐࡍࡿ᳨どㅮ⩦➼ࢆᐇࡋࠊᩍ㣴ࡢᐇດࡵࡓࠋ
ᚑࡍࡿ㆙ᐹᐁᑐࡋࠊྛ㝵⣭ᛂࡌࡓᩍ㣴ࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ㆙ᐹ⫋ဨࡢ⫱ᡂཬ
ࡧ㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ͤࠉṚయྲྀᢅᴗົಀࡿᩍ㣴せࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ᖹᡂᖺᗘ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊࡇࢀࡽࡢᩍ㣴ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᪤Ꮡㅮ⩏ࡢぢ┤ࡋࢆ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
ྵࡵࠊෆᐜࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸱㸬Ṛᅉ✲᫂➼ಀࡿᴗົᚑࡍࡿ㆙ᐹ➼ࡢ⫋ဨࠊ་ᖌࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡢேᮦࡢ⫱ᡂཬࡧ㈨㉁ࡢྥୖ



ᖹᡂᖺᗘ

ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊㄆ㆑ࡢඹ
ࠉۑᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼
᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡸࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ༠ຊ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ༠ຊࡢせㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡃࠋ





ᖹᡂᖺᗘ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊṑ⛉ᏛᏛ㛗࣭ṑᏛ
 㒊㛗㆟➼࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ
࡛࠶ࡾࠊᚋࡶࠊࡑࡢ᪨࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ேᮦ㣴ᡂࢆ⾜࠺ᅜ❧Ꮫࢆᨭࡍࡿ⤒㈝㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
 㸦ͤᅜ❧Ꮫἲே㐠Ⴀ㈝㔠ࡢෆᩘ㸧

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࡢᣐⅬᩚഛࡢࡓ
 ࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᅜබ⚾❧Ꮫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊṑ⛉Ꮫ࣭ṑᏛ㒊࠾ࡅࡿṑ
⛉ἲ་ᏛಀࡿᣐⅬཬࡧᩍ⫱࣭◊✲యไࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ྛࠉۑᖺᗘࡢண⟬࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵᚲせ࡞⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

㸫

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉᇶ♏◊✲་㣴ᡂάᛶࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ་Ꮫ࣭་⒪ࡢ㧗ᗘࡢᇶ┙ࢆᢸ࠺ᇶ♏◊✲་ࡢ㣴ᡂ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧

ྛࠉۑᏛ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ྛࠉۑᏛ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲ࡢࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊᅜබ⚾❧Ꮫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱
ཬࡧ◊✲ࡢᣐⅬᩚഛࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡋ࡚࠾ࡾࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿศ
㔝ࢆᚿࡍ⪅ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇࡸࠊ㨩ຊ࠶ࡿ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢᙧᡂࢆಁࡍࡇ
ࢆྵࡵ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊྲྀ⤌ࡢ⥅⥆࣭ᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ



ᖹᡂᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅







ᖹᡂᖺᗘ

ࠉۑᅜබ⚾❧Ꮫ⿵ຓᴗࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡣࠕ་Ꮫ࣭་⒪ࡢ㧗ᗘࡢᇶ┙ࢆᢸ࠺ᇶ♏◊✲་ࡢ㣴ᡂࠖࠊᖹ
ᡂᖺᗘࡽࡣࠕᇶ♏◊✲་㣴ᡂάᛶࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡼࡾࠊ⌮Ꮫࡸἲ་Ꮫ➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿᇶ♏◊✲་ࡢ᭦࡞
ࡿ☜ಖࡸᇶ♏◊✲ࡢᙉࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢᵓ⠏ࡲ࡛ࢆぢᤣ࠼ࡓయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿᏛࡢ
ඃࢀࡓྲྀ⤌ࡢᨭಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ேᮦ㣴ᡂࢆ⾜࠺ᅜ❧Ꮫࢆᨭࡍࡿ⤒㈝㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
 㸦ͤᅜ❧Ꮫἲே㐠Ⴀ㈝㔠ࡢෆᩘ㸧

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࠉۑᮾᏛࢆጞࡵࡍࡿᕥグࡢ㸳Ꮫຍ࠼ࠊᾏ㐨Ꮫࠊ᪂₲ᏛࠊᗈᓥᏛྲྀ⤌ࢆᣑࡋࠊྛᖺᗘࡢண⟬
࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵᚲせ࡞⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊᅜ❧Ꮫ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࢆ
ᨭࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚑ᮶ࡽᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿᮾᏛࠊᮾி་⛉ṑ⛉
 Ꮫࠊ㛗ᓮᏛຍ࠼ࠊ᪂ࡓ༓ⴥᏛཬࡧ㜰Ꮫ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂
➼ಀࡿᩍ⫱◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᖹᡂᖺᗘࡽᨭࡋ࡚࠾ࡾࠊᘬ
ࡁ⥆ࡁࠊྲྀ⤌ࡢ⥅⥆࣭ᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸰㸬ἲ་Ꮫಀࡿᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࡢᣐⅬࡢᩚഛ

᪥ᮏṑ⛉་ᖌ࠾࠸࡚ࠊṑ⛉ᡤぢࡼࡿ㌟ඖ☜ㄆಀࡿ◊ಟࡢᐇࠊ
ேᮦࡢ☜ಖࡸつᶍ⅏ᐖࡢὴ㐵యไࢆᩚഛࡍࡿ࡞ࡢࡓࡵࠊᅜⓗ࡞
 ṑ⛉་ᖌࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ㛵ಀ┬ᗇ
࠾࠸࡚ࠊ◊ಟಀࡿேᮦὴ㐵ࡸᢏ⬟ྥୖᚲせ࡞ሗࡢ㑏ඖ➼ࡢ༠ຊࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌ㐃ᦠࡍࡿࡶࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸
࡚ࠊ◊ಟ᳨どᐁ➼ࢆὴ㐵ࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊㄆ㆑ࡢඹ
᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
ࠉۑ᪥ᮏṑ⛉་ᖌദ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪యไ◊ಟࠖ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᖹᡂᖺᗘ㹼௧ඖᖺᗘࡢ㛫࡛ྡ⛬ᗘࡀཷㅮࡋࡓࠋᮏ◊ಟ➼ࡢᚲせ࡞ேᮦ
ࢆ㣴ᡂࡍࡿᶵࢆ⥅⥆ⓗタࡅࠊྛᆅᇦ࡛ᚲせ࡞⅏ᐖⓎ⏕㛵ಀᶵ㛵ࡸ㛵ಀᅋయ
ඹ㎿㏿ṑ⛉་⒪ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿேᮦཬࡧ⅏ᐖṑ⛉་⒪ࢳ࣮࣒ࢆ⤫ྜࡍࡿேᮦࢆ
☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
ͤࠉ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪ࢳ࣮࣒㣴ᡂᨭᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ࠉۑ᪥ᮏṑ⛉་ᖌࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘᚲせ࡞༠ຊࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
ࠉۑ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊ಟಀࡿேᮦὴ㐵ࡸᢏ⬟ྥୖᚲせ࡞ሗ
㸫
㸫
㸫



ࡢ㑏ඖ➼ࡢ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࠉۑᚋࡶࠕ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪ࢳ࣮࣒㣴ᡂᨭᴗࠖࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿ࡞ࠊ⅏
ࠉۑ㆙ᐹṑ⛉་ᅜ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼ᖹᡂᖺᗘ㸧ࠊࡲࡓ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪యไ◊ಟ⫋ဨ
ᐖⓎ⏕㛵ಀᶵ㛵ࡸ㛵ಀᅋయඹ㎿㏿ṑ⛉་⒪ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿேᮦࡢ㣴ᡂཬࡧ
ࢆㅮᖌࡋ࡚ὴ㐵㸦ᖹᡂᖺᗘཬࡧ௧ඖᖺᗘ㸧ࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
⅏ᐖṑ⛉་⒪ࢳ࣮࣒ࢆ⤫ྜࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧

ࠉۑẖᖺࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṑ⛉་ᖌࡀཧຍࡍࡿ◊ಟ➼᳨どᐁ➼ࢆὴ㐵ࡋࠊ⤂➼ࢆᐇࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌദࡢ㆙ᐹṑ⛉་ᅜฟᖍࡋࠊពぢࢆ⾜࠺࡞ࡋ࡚༠ຊ㛵ಀࢆ῝ࡵࡓࠋ㸦㆙ᐹ
ᗇ㸧
ࠉۑᖹᡂᖺ㸴᭶ࠊ་Ꮫ㒊ࠊṑᏛ㒊➼ࢆ⨨ࡃྛᅜබ⚾❧Ꮫ㛗ᐄ࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍
ࡘ࠸࡚౫㢗ࡋࠊ௨㝆ࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭
⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊ◊ಟಀࡿேᮦὴ㐵ࡸᢏ⬟ྥୖᚲせ࡞ሗࡢ㑏ඖ➼ࡢ༠ຊ
ࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
㆙ᐹᗇ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡼࡾࠊࠕ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪ࢳ࣮࣒㣴ᡂᨭᴗࠖࢆ㛤ጞࡋࠊ⅏ᐖⓎ⏕㛵ಀᶵ㛵ࡸ㛵ಀᅋయඹ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
㎿㏿ṑ⛉་⒪ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿேᮦࡢ㣴ᡂཬࡧ⅏ᐖṑ⛉་⒪ࢳ࣮࣒ࢆ⤫ྜࡍࡿேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗࡋࡓࠕ⅏ᐖ
ཌ⏕ປാ┬
ṑ⛉ಖ་⒪యไ◊ಟࠖ㸦᪥ᮏṑ⛉་ᖌദ㸧ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
ᾏୖಖᏳᗇ
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㆙ᐹᗇ

ࠉ㒔㐨ᗓ┴་ᖌ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡼࡿྜྠ◊ಟ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛤ദ
ດࡵࡿࡶࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊྥୖ㈨ࡍࡿࡓࡵ㛤ദࡉ

ࢀࡿṚయ᳨◊ಟ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࡶࠊ㆙ᐹࡢṚయྲྀᢅᴗົࡢ
≧ἣࡸྲྀᢅࡢ⤂ࢆ⾜࠺࡞ࡢ༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㆙ᐹᗇ

ᾏୖಖᏳᗇ

ࠉ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡼࡿྜྠ◊ಟ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛤
ദດࡵࡿࡶࠊ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌᚲせ࡞ㄪᩚࢆ
ᅗࡾࠊᅜ⤫୍ⓗ࡞◊ಟ࣭カ⦎ࡀᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᶆ‽ⓗ࡞ෆᐜࢆ♧ࡋ
ࡓᣦ㔪ࢆసᡂࡍࡿࠋ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹㄪᩚࢆ
ᅗࡾࠊྜྠ◊ಟ➼ࡢཧ⏬ᶵࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ





ࠉデ⒪ᚑࡋࡼ࠺ࡍࡿ་ᖌࡣࠊ⮫ᗋ◊ಟࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊྠ◊ಟ࠾ࡅࡿ฿㐩┠ᶆࡢ࠺ࡕࠊṚᅉ✲᫂㛵
ಀࡍࡿ㡯┠ࡋ࡚ࠊ
ࠉ࣭Ṛஸデ᩿᭩ࠊṚయ᳨᭩ࡑࡢࡢド᫂᭩ࢆసᡂࡋࠊ⟶⌮࡛ࡁࡿࡇ
ࠉ࣭㹁㹎㹁㸦⮫ᗋ⌮᳨ウ㸧࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡋࠊ࿊♧࡛ࡁࡿࡇ

➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊᚋࠊ⮫ᗋ◊ಟ㝔➼㸦་Ꮫ㒊ࢆ⨨ࡃᏛ㝃
ᒓࡍࡿ㝔ཪࡣཌ⏕ປാ⮧ࡢᣦᐃࡍࡿ㝔㸧ᑐࡋ࡚ࠊṚஸデ᩿᭩
㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝࡢά⏝ࢆྵࡵ࡚ࠊୖグ฿㐩┠ᶆࡢ࿘▱ᚭ
ᗏࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ





ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅







ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

ࠉۑᕥグྲྀ⤌ࡼࡾࠊ㚷㆑ᐁ➼ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊྠ◊ಟࢆᐇࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚◊ಟෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺
࡞ෆᐜࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡢᙉ୪ࡧ⫋ဨࡢṚయྲྀᢅ࠸
ࠉۑẖᖺࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊➼࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡀᐇࡍࡿྜྠ◊ಟ➼ཧຍࡋ ಀࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹㄪᩚࢆᅗࡾࠊྜྠ◊ಟ➼
ࡓࠋ
ࡢཧ⏬ᶵࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌࡢ༠㆟ࢆ㏻ࡌࠊᅜ⤫୍ⓗ࡞◊ಟ࣭カ⦎ࢆ
ࠉۑẖᖺࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌඹࠊつᶍ⅏ᐖࢆᐃࡋࡓྜྠカ⦎➼ࢆᐇࡋࡓࠋ
ᐇࡍࡿࡓࡵࡢᣦ㔪ࢆⓎฟࡋࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࡀྜྠカ⦎ࢆ
ࠉۑ᪥ᮏṑ⛉་ᖌ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺ㸲᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊᅜ⤫୍ⓗ࡞◊ಟ࣭カ⦎ࡀᐇࡉࢀࡿࡼ
ᐇࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠺ࠊᶆ‽ⓗ࡞ෆᐜࢆ♧ࡋࡓᣦ㔪ࡘ࠸࡚㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊᣦ㔪ἢࡗࡓྜྠ◊ಟ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛤ദດࡵࡿࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡢᙉ୪ࡧ⫋ဨࡢṚయྲྀᢅ࠸ಀ
ࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹㄪᩚࢆᅗࡾࠊྜྠ◊ಟ➼ࡢ
ཧ⏬ᶵࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ྛࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࡢ༠㆟➼࠾ࡅࡿṚయྲྀᢅᴗົ
ࡢ≧ἣࡸྲྀᢅࡢⓎ⾲ࢆ㏻ࡌࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊྥୖ㈨ࡍࡿ࡞ࠊṚ
ࠉۑẖᖺࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࡢ༠㆟ࡸ◊ಟ➼࠾࠸࡚ࠊ㆙ᐹࡢṚయྲྀᢅᴗົࡢ≧ἣࡸ ᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌ༠ຊࡋࠊྜྠ◊ಟ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛤ദດࡵࡿ
ྲྀᢅࡢ⤂ࢆ⾜࠺࡞ࡢ༠ຊࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡶࠊṚయ᳨◊ಟ➼࠾࠸࡚ࠊ㆙ᐹࡢṚయྲྀᢅᴗົࡢ≧ἣࡸྲྀᢅࡢ⤂ࢆ
⾜࠺࡞ࡢ༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚᅉ✲᫂➼ಀࡿ◊ಟ⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ࠉۑᕥグ◊ಟࢆಟࡋࡓ⫋ဨࢆ⌧ሙ㒊⨫㓄⨨ࡋࠊࡇࢀࡼࡾṚయྲྀᢅᴗົᚲせ
࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆಟᚓࡋࡓ⫋ဨࡢᾏୖಖᏳ㒊⨫ࡢ㓄⨨ࡢᣑࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ⫋ဨࢆἲ་Ꮫᩍᐊὴ㐵ࡋࠊྠ◊ಟಟ⪅ࡢᾏୖಖᏳ㒊⨫ࡢ㓄⨨
ᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟➼࠾ࡅࡿⓎ⾲ࡸຠᯝⓗ࡞
ᇳົ㈨ᩱࡢ㓄ᕸࢆ⾜࠺࡞ࠊ㆙ᐹ⫋ဨࡢ⫱ᡂཬࡧ㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾ࡅࡿዲࠊຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌➼㛵ࡍࡿሗࡢ
ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ཌ⏕ປാ┬ ࠉۑẖᖺࠊṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝࢆ⮫ᗋ◊ಟ㝔➼㓄ᕸࡋ࡚ࠊ࿘▱ࡋࡓࠋ

ࠉۑṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝࡢ⮫ᗋ◊ಟ㝔➼ࡢ㓄ᕸࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ⮫ᗋ◊ಟ࠾ࡅࡿ฿㐩┠ᶆࡢ࠺ࡕṚᅉ✲᫂㛵ಀࡍࡿࡶࡢࡢ࿘▱ᚭᗏດࡵ
ࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊୖグ฿㐩┠ᶆࡢ࿘▱ᚭᗏࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼ ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜࡸࠊṚᅉ✲᫂➼
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ಀࡿᩍ⫱ෆᐜࡢ࿘▱ࢆᅗࡿ ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊேᮦ㣴ᡂಀࡿㄆ㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ
ࡶࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࡛ࡁࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊྛᏛᑐࡋࠊ࿘▱࣭せㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦་Ꮫᩍ⫱࣭ṑᏛ
ᩍ⫱㸧࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱ෆᐜࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࿘▱ᚭ
ᗏࢆᅗࡿࡇࡼࡾࠊ༞ᴗ㸦୍㒊ࡣ⮫ᗋᐇ⩦㛤ጞ๓㸧ࡲ࡛Ꮫ⏕ࡀ㌟
ࡅ࡚࠾ࡃࡁᐇ㊶ⓗ⬟ຊࡢᐃ╔ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧



ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧

㸦㸰㸧་ᖌࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡢ⫱ᡂཬࡧ㈨㉁ࡢྥୖ



 

ᖹᡂᖺᗘ

ࠉۑ᳨ど➼ࢆᢸᙜࡍࡿ㚷㆑ᐁཬࡧṚయྲྀᢅᴗົᚑࡍࡿᾏୖಖᏳᐁࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢ◊ಟ
ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂᖺᗘࠊ◊ಟෆᐜࡢ୍㒊ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ෆᐜࡢᐇࢆᅗࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚᅉ✲᫂➼ಀࡿ◊ಟ⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ࠉۑẖᖺࠊ⫋ဨࢆἲ་Ꮫᩍᐊὴ㐵ࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿ◊ಟࢆཷㅮࡉࡏࡓࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺ୰ࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ☜ᐇ࡞㏻ሗࡢᐇಀࡿ㈨ᩱࡸࠊṚஸ⏬ീデ᩿ಀࡿ㈨ᩱࢆసᡂࡋࠊ
㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ㓄ᕸࡋࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘ୰ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊ≢⨥Ṛぢ㏨ࡋ㜵Ṇࡢྲྀ⤌ࡢᚭᗏࡘ࠸࡚㏻㐩ࢆⓎฟࡍࡿࡶࠊ
ྲྀᢅṚయࡀឤᰁࡼࡿṚஸࡢሙྜࡢᥐ⨨ࡘ࠸࡚ົ㐃⤡ᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾ࡅࡿ≉␗ࡢⓎ⾲ࢆ⾜࠸ࠊሗࡢඹ᭷ࡸ▱㆑ࡢᾰ
㣴ດࡵࡓࠋ

ᾏୖಖᏳᗇ ࠉۑẖᖺࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊➼࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡀᐇࡍࡿྜྠ◊ಟ➼ཧຍࡋࡓࠋ

ᾏୖಖᏳᗇ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ᳨ど➼ࢆᢸᙜࡍࡿ㚷㆑ᐁཬࡧṚయྲྀᢅᴗົᚑ
 ࡍࡿᾏୖಖᏳᐁࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢ◊ಟࢆᐇࡋ
࡚࠸ࡿࡇࢁࠊࡑࡢෆᐜࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌཬࡧ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹㄪᩚࢆᅗ
ࡾࠊྜྠ◊ಟ➼ࡢཧ⏬ᶵࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ᾏୖಖᏳᗇ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊἲ་Ꮫᩍᐊ➼⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊ಟ
 ࢆ⥅⥆ࡋࠊṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆಟᚓࡋࡓ⫋ဨࡢᾏ
ୖಖᏳ㒊⨫ࡢ㓄⨨ࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡃࠋ



㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊṚయྲྀᢅᴗົᚑࡍࡿ㆙ᐹᐁࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢྥୖ
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜ㆟➼࠾ࡅࡿⓎ⾲ࡸຠᯝⓗ࡞ᇳົ㈨ᩱࡢసᡂ࣭

㓄ᕸ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾ࡅࡿዲࠊຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌➼㛵
ࡍࡿሗࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

98

ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ

 



ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚయ᳨ㅮ⩦ᴗጤク㈝㸦ཌ⏕ປാ┬㸧



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅







ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



௧㸰ᖺᗘ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ᭷⏝ᛶࡸ᭷ຠ⾜࠺ࡓࡵࡢ᮲
௳➼ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ࡛ᐇࡍࡿᑠඣṚஸ
ᑐࡍࡿṚஸ⏬ീデ᩿ࡢሗࡸ་⒪ᶵ㛵ෆࡢᑠඣṚஸᑐࡍࡿṚஸ
⏬ീデ᩿ࡢሗࢆ᪥ᮏ་ᖌጤクࡋ࡚ࣔࢹࣝⓗ㞟࣭ศᯒࡍࡿ

ࠊ㆙ᐹࡀᐇࡍࡿᑠඣṚஸࡢṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡋ㆙ᐹᗇ࡞ࡶ
㐃ᦠࢆᅗࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㸳ᖺᚋ
ࢆ┠㏵ࠊ᪥ᮏ་ᖌෆࡢ᳨ウ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿యࡢᅾࡾ
᪉ࢆྵࡵࡓ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢཧ⪃࡞ࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ་ᖌࡢጤクࡼࡾࠊ་ᖌཬࡧデ⒪ᨺᑕ
⥺ᢏᖌࢆᑐ㇟ࠊṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࢆ⾜࠺⪅ࡢ⬟ຊࢆᐈほⓗホ౯ࡋࠊデ᩿ࡢ㉁ࢆಖド
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏ་Ꮫᨺᑕ⥺Ꮫࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ᪥ᮏἲ་Ꮫ
 ࠊ᪥ᮏ⌮Ꮫࠊ$LᏛ➼ࡢ㛵ಀᏛ➼ࡸࠊ᪥ᮏ་ᖌࡀ㐃ᦠࢆᅗࡾ
࡞ࡀࡽࠊデ᩿⬟ຊࡀホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ไᗘࡢタࢆ᳨ウࡍࡿணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࠊ᪥ᮏ་ᖌ
ཬࡧ㛵ಀᏛ➼ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍࡿ◊ಟෆᐜࡘ࠸
࡚᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ




ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

◊ࠉۑಟ࠾࠸࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿἲ௧ࡸ᳨ウຍ࠼ࠊ୕ḟඖ㹁㹒ᵓᡂࡸ㹋㹐㹇ࢆ⏝࠸ࡓṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍ
ࡿㅮ⩏ࢆ㏣ຍࡍࡿ࡞ࠊ◊ಟෆᐜࡘ࠸࡚ᐇࢆᅗࡗࡓࠋ



ᖹᡂᖺᗘ

ࠉۑ᪥ᮏ་ᖌጤクࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ㸷᭶ࡽᑠඣṚஸᑐࡍࡿṚஸ⏬ീデ᩿ࣔࢹࣝᴗࢆ㛤ጞࡋࠊࡇࢀࡲ
࡛ᑠඣṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂᖺ᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊᑠඣṚஸᑐࡍࡿṚஸ⏬ീデ᩿ࣔࢹࣝᴗࡢ
༠ຊ㛵ࡍࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺ㸱᭶ࠊṚஸ⏬ീデ᩿యࡢᅾࡾ᪉ࢆྵࡵࡓ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢཧ⪃࡞ࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ
ཌ⏕ປാ┬ ࠊ᪥ᮏ་ᖌ࠾࠸࡚➼㛵ࡍࡿ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ཌ⏕ປാ┬

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚஸ⏬ീㄞᙳᢏ⾡➼ྥୖ◊ಟ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧

ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ᪥ᮏ་ᖌጤクࡋ࡚ࠊẖᖺ㸯ᅇࠊᮾி࠾࠸࡚ᐇࡋࡓࠋ

ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡘ
࠸࡚ࠊ᪥ᮏ་ᖌཬࡧ᪥ᮏἲ་Ꮫ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊࡑࡢせ㡿ࢆ♧ࡍ㏻㐩ࢆྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋ࡚
Ⓨฟࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᖹᡂᖺ᭶ࠊṚయ᳨ࢆ⾜ࡗࡓ་ᖌᑐࡋ࡚ࠊ᳨ᰝࡸゎ๗ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᤚᰝ࣭බุࡢᙳ㡪␃ពࡋࡘ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ ࡘࠊ㐺ษᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡘ
࠸࡚ࠊ᪥ᮏ་ᖌ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺ㸰᭶ࠊྛ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊࡑࡢせ㡿ࢆ♧ࡍ㏻㐩ࢆ
Ⓨฟࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧



䠄༢䠖ⓒ䠅

ࠉ᳨ࡍࡿ་ᖌࡀࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝ᳨⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㆙ᐹ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ㆙ᐹ➼ࡀྲྀࡾᢅ࠺Ṛయಀࡿ
 ᳨ᰝࡸゎ๗ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᤚᰝࡢᙳ㡪␃ពࡋࡘࡘࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌ
ຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ࣭ᅋయ
㐃ᦠࡢୖ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

㆙ᐹᗇ



ᖹᡂᖺᗘ

ᾏୖಖᏳᗇ





ᖹᡂᖺᗘ

 ᥖ㸦㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ➼㛵ࡍࡿ᳨ドᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧

ࠉۑᖹᡂᖺᗘ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ➼㛵ࡍࡿ᳨ドᴗࢆ㛤ጞࡋࠊྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ᐇࡉࢀࡓ␗≧ṚṚᅉ✲᫂
ᨭᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓゎ๗ཬࡧṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ㞟✚᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸦᪥ᮏ་ᖌጤク㸧ࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽᖺᗘࡅ࡚ࠊ㞟✚ࡋࡓࡢᴫせศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆࠕ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ➼㛵ࡍࡿ
᳨ド⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖࡋ࡚ࡲࡵࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘཬࡧᖺᗘ㸦௧ඖᖺᗘ㸧࠾࠸࡚ࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ᳨ド㆟ࢆ㛤ദࡋࠊࡇࢀࡲ࡛㞟✚
ཌ⏕ປാ┬
ࡉࢀࡓࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊண㜵ࠊᗣ㛗ᑑᑐ⟇ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ศᯒ᪉ἲࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊ᳨ド
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊศᯒᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚయ᳨ㅮ⩦ᴗጤク㈝㸦ཌ⏕ປാ┬㸧

ࠉۑṚయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏㸧ࢆ᪥ᮏ་ᖌጤクࡋ࡚ࠊẖᖺ㸯ᅇࠊᮾி㒔࠾࠸࡚ᐇࡋࡓ㸦ὀ㸸ᙜヱ⤒㈝ࡣࠊ௨
ୗᥖࡆࡿṚయ᳨ㅮ⩦ᴗጤク㈝ࡢ୍㒊ࠋ㸧ࠋ
ࠉۑṚయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏㸧ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕ࡸ㒔㐨ᗓ┴ᐄ࡚ົ㐃⤡ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈࡃ୍⯡ࡢ་ᖌ
࿘▱ࡋࡓࠋ
ࠉۑ᪥ᮏ་ᖌ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆ㛤タࡋࡓࠊṚஸ⏬ീデ᩿≉ࡋࡓ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦ࠾࠸࡚ࠊᑠඣṚஸ
ཌ⏕ປാ┬ 㛵ࡍࡿࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ
ࠉۑṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚ࠊཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖබ⾲ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ࿘▱ࢆ
ᅗࡗࡓࠋ

ཌ⏕ປാ┬

ࠉۑṚయ᳨◊ಟ㸦ୖ⣭㸧ࢆ᪥ᮏ་ᖌጤクࡋ࡚ࠊẖᖺࠊ㸰ࠊ㸱࢝ᡤ㸦ᮾி㒔ཬࡧࡢᗓ┴㸧࡛ᐇࡋࡓ
㸦ὀ㸸ᙜヱ⤒㈝ࡣࠊ௨ୗᥖࡆࡿṚయ᳨ㅮ⩦ᴗጤク㈝ࡢ୍㒊ࠋ㸧ࠋ

 ᥖ㸦㸧

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊゎ๗ࡸṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ⤖ᯝࢆྵࡴ␗≧ṚṚᅉ
 ✲᫂ᨭᴗ➼ࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌᑐࡍࡿ◊ಟ
➼ᫎࡍࡿࡇࡼࡾࠊ་ᖌࡢ㈨㉁ྥୖດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ࡚ࡢ་ᖌࡀᇶᮏⓗ࡞᳨ࡢ⬟ຊࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏ་ᖌࡀ㛤ദࡍࡿつᶍ⅏ᐖࡸᅾᏯṚࢆᐃࡋࡓᇶ
 ♏ⓗ࡞᳨㛵ࡍࡿ◊ಟࡢཧຍࢆ་⒪㛵ಀᅋయ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃ་ᖌ
ᑐࡋ࡚ാࡁࡅࡿࡶࠊ་⒪⌧ሙࡢ་ᖌࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍᮦࡢᥦ౪ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢᢏ⾡ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ་ᖌࢆᑐ
㇟ᑓ㛛ⓗ࡞Ṛయ᳨◊ಟࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚋࡣࠊཌ⏕ປാ
┬ࠊ᪥ᮏ་ᖌཬࡧ㛵ಀᏛ➼ࡀ㐃ᦠࡋ࡚◊ಟෆᐜࡢᐇࢆᅗࡾࠊ㸳ᖺ

ᚋࢆ┠㏵ࠊཎ๎ࠊᙜヱ◊ಟࢆಟࡋࡓ་ᖌࡀ㆙ᐹ➼ࡢ᳨ど࣭ㄪᰝࡢ
❧࠸᳨࣭ࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᳨ᦠࢃࡿ་ᖌࡢᐇཬࡧᢏ⾡ྥୖ
ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ






ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ

㸦ே㸧
ᖹᡂᖺᗘ



㸦 ௧  ඖ ᖺᗘ㸧









㸦ே㸧
ᖹᡂᖺᗘ



㸦௧ඖᖺᗘ㸧



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



㸦 ௧  ඖ ᖺᗘ㸧

㸦ே㸧
ᖹᡂᖺᗘ

ࠉۑᑠඣṚஸᑐࡍࡿṚஸ⏬ീデ᩿ࣔࢹࣝᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᑠඣṚஸ⏬ീデ
᩿ࡢ㞟ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏ་ᖌࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᙧ࡛බ㛤ࡍࡿ࡞
ࡋ࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡀࡼࡾຠᯝⓗ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ
ࠉۑ᳨ࡍࡿ་ᖌࡢཧ⪃࡞ࡿ࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂྥࡅ࡚ࠊ⌧ᅾ᪥ᮏ་ᖌ᳨ド
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊᑠඣṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ㞟࣭ศᯒࢆ⾜࠺ࡶࠊ᳨ࡍࡿ་
ᖌࡢཧ⪃࡞ࡿ࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂྥࡅࡓ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ



ᖹᡂᖺᗘ

Ṛஸ⏬ീデ᩿◊ಟಟ⪅ᩘ

ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍࡿ◊ಟࡘ࠸࡚ࠊ㸴ᖺ㛫࡛ࡢேࡢ་ᖌ➼ࡀཷㅮ
ࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ᪥ᮏ་ᖌࠊ㛵ಀᏛ➼㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊṚஸ⏬ീデ᩿㛵ࡍࡿ
◊ಟෆᐜࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീ
デ᩿ࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡼ࠺㏻㐩ࡼࡾᣦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ་ᖌຠᯝⓗࡘ
ຠ⋡ⓗሗࢆ㑏ඖࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᕥグࡼࡾࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞ
ᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡀ᫂☜࡞ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀⓎฟࡋࡓ㏻㐩➼ᇶ࡙ࡁࠊ㆙ᐹ➼ࡀྲྀࡾᢅ࠺Ṛయ
ಀࡿ᳨ᰝࡸゎ๗ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌ㐺ษᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

≧␗ࠉۑṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗࢆ㏻ࡌ࡚㞟✚ࡉࢀࡓࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ᳨ド⤖
ᯝሗ࿌᭩ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ
ࠉۑ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊṚయ᳨◊ಟ➼࡛ά⏝ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗࡢ㞟✚࣭ศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞᳨ド᪉
ἲࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ᳨ࡍࡿ་ᖌᑐࡍࡿ◊ಟ
ᫎࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊ་ᖌࡢ㈨㉁ྥୖດࡵࡿࠋ



ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ

Ṛయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏㸧ಟ⪅ᩘ

ࠉۑṚయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㸴ᖺ㛫࡛ࡢேࡢ་ᖌࡀಟࡋࠊ་ᖌ
ࡢᇶᮏⓗ࡞᳨ࡢ⬟ຊࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚయ᳨◊ಟ㸦ᇶ♏㸧ࡸᩍᮦࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢබ⾲➼ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ࡚ࡢ་ᖌࡀᇶᮏⓗ࡞᳨ࡢ⬟ຊࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

Ṛయ᳨◊ಟ㸦ୖ⣭㸧ಟ⪅ᩘ

ࠉۑṚయ᳨◊ಟ㸦ୖ⣭㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㸴ᖺ㛫࡛ࡢேࡢ་ᖌࡀಟࡋࠊ᳨
ᦠࢃࡿ་ᖌࡢᐇཬࡧᢏ⾡ྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ᪥ᮏ་ᖌࠊ㛵ಀᏛ➼㐃ᦠࡋ࡚◊ಟෆᐜࡢᐇࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ
Ṛయ᳨◊ಟ㸦ୖ⣭㸧ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡃࠋ

99
㆙ᐹᗇ

㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊྖἲゎ๗ཬࡧ㆙ᐹ➼ࡀྲྀࡾᢅ࠺ṚయࡢṚᅉཪࡣ㌟ඖ
ࡢㄪᰝ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕࠋ௨ୗࠕṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝ
 ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᇶ࡙ࡃゎ๗ࡢᐇ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡶࠊ᪥ᮏἲ་
Ꮫㄪᩚࡋ࡞ࡀࡽࠊྠゎ๗ࡢጤク⤒㈝㛵ࡍࡿᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡃࠋ



 



ᖹᡂᖺᗘ







ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ







ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ





ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

ͤࠉṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡃゎ๗ࡢᐇせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧



ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉྖἲゎ๗せࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

ྖࠉۑἲゎ๗ࡢᅜⓗ࡞ᩧ୍ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊྖἲゎ๗➼ࡢண⟬ࡢ✚⟬ཬࡧࡑࡢᇳ⾜᪉ἲࡢぢ┤ࡋࡘ࠸
࡚ࠊ᪥ᮏἲ་Ꮫ༠㆟ࢆࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚయ㛵㐃ึືᤚᰝࡢ᥎㐍せࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ᳨どᨭ⨨ࡢᩚഛせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ᳨どせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ᳨どయไࡢᙉࠊ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿ࡞ࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ୰ࡢ᳨どᐁࡢ⮫ሙ⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࡇࢁࠊ௧ඖᖺ୰࡛ࡣ㸣ྥୖࡋࡓࠋ
ࠉۑ㆙ᐹᗇண⟬࠾࠸࡚ࠊ᳨どᨭ⨨ࡢ࣮ࣜࢫᩱಀࡿ⿵ຓ㔠ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ࠉۑ᪥ᮏἲ་Ꮫࡢ⥅⥆ⓗ࡞༠㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྖἲゎ๗ཬࡧㄪᰝἲゎ๗ࡢ⤒㈝㛵
ࡋ࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢁࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ⤒㈝㛵ࡍࡿᚲせ࡞᳨
ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ᳨どయไࡢᙉࡸ᳨どᐁࡢ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋࢆ㏻ࡌࠊ᳨ど
ᐁࡢ⮫ሙ⋡ࡀྥୖࡍࡿ࡞ࠊ㆙ᐹ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ࡢᐇయไࡢᐇࢆᅗࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑ᳨どᨭ⨨➼ࢆ⏝࠸ࠊ᳨どᐁࡀ⌧ሙ⮫ሙ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶṚయ➼ࡢ
≧ἣࢆᫎീ➼࡛☜ㄆࡋࠊ≢⨥Ṛࡢぢ㏨ࡋ㜵Ṇດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌࡓ᳨どయไࡢᙉ➼ࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࡢᐇດ
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ྛࠉۑᏛࡢṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢྲྀ⤌࣭ᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡾࡲࡵࡿࡶࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗 ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌ᡂᯝࡢࢆඹ᭷
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼ ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿேᮦ㣴ᡂࡢྲྀ⤌࣭ᡂᯝࢆ⤂ࡋࠊ
࠾࠸࡚ࠊ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ྛᏛࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼
ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊேᮦ㣴ᡂ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡸࠊἲ୰ẘಀࡿᒚಟ➼ᩍ⫱ෆᐜࡢ
ಀࡿㄆ㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ࿘▱࣭せㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ᐇࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠉ≢⨥Ṛࡢぢ㏨ࡋࢆ㜵Ṇࡍࡿୖ࡛ࠊṚయಀࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ᳨ど
ᐁࡀ⌧ሙ⮫ሙࡋࠊࡑࡢṚࡀ≢⨥ࡼࡿࡶࡢྰࡢุ᩿➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ᳨どᐁࡢ⮫ሙ⋡ࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㒔㐨
 ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌࡓ᳨どᐁࡢ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋ➼ࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࡢᐇດࡵ
࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ᳨どᐁࡀ⌧ሙ⮫ሙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶࠊ⌧ሙࡢᫎീ㡢ኌࢆ㏦ಙࡋࠊ᳨どᐁࡀṚయࡸ⌧ሙࡢ≧ἣࢆࣜࣝࢱ
࣒☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᳨どᨭ⨨ࡢᩚഛດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸲㸬㆙ᐹ➼࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ࡢᐇయไࡢᐇ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊ⸆Ꮫ㒊࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱᪉ἲࡸ࢝
 ࣒ࣜ࢟ࣗࣛ࡞ࡢලయࡸඃⰋ࡞ᩍ⫱ᐇࡘ࠸࡚ᅜ⸆⛉Ꮫ
㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼࠾࠸࡚✚ᴟⓗ⤂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊ⸆Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡀἲ୰ẘಀࡿෆᐜࢆᒚಟࡍࡿᶵ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊྛᏛࡀタᐃࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᩍ⫱ෆᐜࡢᐇࡘ࠸࡚ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭
⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼࠾࠸࡚࿘▱➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᾏୖಖᏳᗇ

 ᥖ㸦㸧



㆙ᐹᗇ

ࠉۑᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼
ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊㄆ㆑ࡢඹ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡸࠊṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᐃᮇⓗ࡞◊ಟ
᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ༠ຊࡢせㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡢ㛤ദࡘ࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌ➼㐃ᦠࡋࠊṑ⛉ᏛᏛ㛗࣭ṑ
 Ꮫ㒊㛗㆟➼࠾࠸࡚ࠊṑ⛉Ꮫ࣭ṑᏛ㒊࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ಀࡿᐃ
ᮇⓗ࡞◊ಟࡢ㛤ദࢆồࡵ࡚࠸ࡃࠋ

 ᥖ㸦㸧

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീ
デ᩿ࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡼ࠺㏻㐩ࡼࡾᣦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ་ᖌຠᯝⓗࡘ
ຠ⋡ⓗሗࢆ㑏ඖࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᕥグࡼࡾࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞ
ᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡀ᫂☜࡞ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀⓎฟࡋࡓ㏻㐩➼ᇶ࡙ࡁࠊ㆙ᐹ➼ࡀྲྀࡾᢅ࠺Ṛయ
ಀࡿ᳨ᰝࡸゎ๗ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㐺ษᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡃࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌࡽࡢ㈨㉁ྥୖ㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ◊✲➼࠾ࡅࡿⓎ⾲ࢆ⾜࠺࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿ
ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊẖᖺࠊ་ᖌࡽࡢ⏬ീデ᩿◊✲ࡸ$L◊✲➼ࡢሙ࡛ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ಀࡿࢆ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⤂ࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊ಟ➼࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇࡋࡓࡢ⤂ࢆ⾜࠺࡞
ࡢ༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࠙ᥖࠚ
ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡘ
࠸࡚ࠊ᪥ᮏ་ᖌཬࡧ᪥ᮏἲ་Ꮫ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊࡑࡢせ㡿ࢆ♧ࡍ㏻㐩ࢆྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋ࡚
㆙ᐹᗇ
Ⓨฟࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ᾏୖಖᏳᗇ
ࠉۑṚஸ⏬ീデ᩿ࡸゎ๗➼ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ࡍࡿ་ᖌࡸṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࡘ
࠸࡚ࠊ᪥ᮏ་ᖌ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺ㸰᭶ࠊྛ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊࡑࡢせ㡿ࢆ♧ࡍ㏻㐩ࢆ
Ⓨฟࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

㆙ᐹᗇ

ࠉṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌࡀࠊゎ๗⤖ᯝㄞᙳ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㆙ᐹ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ㆙ᐹ➼ࡀྲྀࡾᢅ࠺Ṛయಀࡿゎ๗ࡢ⤖
 ᯝࡘ࠸࡚ࠊᤚᰝࡢᙳ㡪␃ពࡋࡘࡘࠊㄞᙳࡍࡿ་ᖌຠᯝⓗࡘຠ
⋡ⓗ㑏ඖࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ࣭ᅋయ㐃ᦠࡢୖ᳨ウࡋ
࡚࠸ࡃࠋ

ࠉṚஸ⏬ീࢆㄞᙳࡍࡿ་ᖌཬࡧᙳࡍࡿᢏᖌࡢ㈨㉁ྥୖ㈨ࡍࡿࡓࡵ
 㛤ദࡉࢀࡿ◊ಟ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࡶࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇ
ࡋࡓࡢ⤂ࢆ⾜࠺࡞ࡢ༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

100

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞㈨ჾᮦ➼ࡢᩚഛດࡵ࡚
࠸ࡃࠋ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡃ᳨ᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇࢆ
 ᅗࡿࡓࡵࠊᘬࡁ⥆ࡁ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࠊἲ་Ꮫᩍᐊ➼ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ
࣭ᵓ⠏ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ



 ᥖ㸦㸧

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜࡢ⛉Ꮫᤚᰝ◊✲ᡤ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ⸆ẘ≀ࡢศᯒᶵჾࢆ
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡞ᶵჾ᭦᪂ࡍࡿࡶࠊ≀㉁ࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡋ࡚⸆ẘ≀ࡢ
≉ᐃ⏝࠸ࡿ⨨ࡢᩚഛ➼ಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡍࡿ࡞ࠊ㆙ᐹ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ࡢ
ᐇయไࡢᐇࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ⛉Ꮫᤚᰝ◊✲ᡤࡢయไᩚഛࠊ⸆ẘ≀ࡢศᯒᶵჾ➼ಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨
ࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ἲ་Ꮫᩍᐊ➼ࡢᶵ㛵㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ
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ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
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௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

'ࠉۑ1$ᆺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺᮎ⌧ᅾ࡛ࠊ㌟ඖ᫂Ṛయࡢ'1$ᆺグ㘓⣙
௳ࠊ≉␗⾜᪉᫂⪅➼'1$ᆺグ㘓⣙௳ࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠊ࡚࠸࠾௳࡛ࡲࢀࡇࠉۑⓏ㘓ࡉࢀࡓ㌟ඖ᫂Ṛయ➼ࡢ'1$ᆺグ
㘓➼ࡀ㌟ඖ☜ㄆࡢ➃⥴࡞ࡗࡓ㸦௧ඖᖺᮎ⌧ᅾࠋ⣼ィࠋ㸧ࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㌟ඖ᫂Ṛయཬࡧ≉␗⾜᪉᫂⪅➼ࡢ'1$ᆺグ㘓ࡢά⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㐺ṇ࡞㐠⏝ཬࡧ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟➼ࢆ㏻ࡌࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ✚
ᴟⓗᐇࢆᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠
ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂➼㛵ࡍࡿ
⟇ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡋ࡚Ṛஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠ຊ
࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ
༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㌟ඖ᫂Ṛయࡢ㌟ඖ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ'1$ᆺ㚷ᐃࡶྵࡵࡓ'1$ᆺ㚷ᐃࡢ᥎㐍ಀࡿ⤒
㈝ࡸࠊ'1$ᆺ㚷ᐃ㈨ᶵᮦࡢᩚഛಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡍࡿ࡞ࠊ㆙ᐹ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼
ࠉۑᐈほドᣐ㔜どࡢᤚᰝࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ㆙ᐹᗇண⟬࠾࠸࡚ࠊ㌟ඖ᫂Ṛయࡢ㌟ඖ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ
ࡢᐇయไࡢᐇࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
'1$ᆺ㚷ᐃࡶྵࡵࡓ'1$ᆺ㚷ᐃࡢ᥎㐍ಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊᚲせ࡞㚷ᐃࢆ㐺ษᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㚷ᐃయไࡢᩚഛ➼
ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑṚయྲྀᢅつ๎ࠊ'1$ᆺグ㘓ྲྀᢅつ๎ཬࡧ⾜᪉᫂⪅Ⓨぢάື㛵ࡍࡿつ๎ࡢ୍㒊ᨵṇࡼࡾࠊ㌟ඖ᫂Ṛయཬ
ࡧ≉␗⾜᪉᫂⪅➼ࡢ'1$ᆺグ㘓ࡘ࠸࡚ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭ᑐ↷ࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊᖹᡂᖺ㸲᭶ࡽ㌟ඖ☜ㄆ'1$
ᆺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺ㸱᭶ࡽࡣࠊ'1$ᆺグ㘓➼ࢆ᳨࡛࢜ࣥࣛࣥ⣴࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿ࡞ࠊᚑ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㧗ᗘ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ㎿㏿ࡘ☜ᐇ࡞㌟ඖ☜ㄆᴗົࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚஸ⏬ീデ᩿⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉṚయࡢㄪᰝཬࡧ᳨ᰝせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧

ࠉۑᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆồࡵࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᅜ㆟ཬࡧྛ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟࠾࠸࡚Ṛஸ⏬ീデ᩿ࡢ✚ᴟⓗᐇࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ۑ㸦ᥖ㸧㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢⅬࢆ㝔ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ
༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⟶༊ฮㄢ㛗➼㆟࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ࡣࠊ☜ᐇṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇࡍࡿࡇ➼ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡋ࡚Ṛஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵
ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

 

ࠉۑᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆồࡵࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟࠾࠸࡚ࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗᐇࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟➼ࢆ㏻ࡌࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ
ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢⅬࢆ㝔ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠ຊ࠸ࡓ ᐇࢆᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ༠ຊࡋ
ࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࠊ㆙ᐹ࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂➼ࡢ
ͤࠉṚయࡢㄪᰝཬࡧ᳨ᰝせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ᐇయไࡢᐇࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᖹᡂᖺᗘ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊᚲせ࡞᳨ᰝࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࠊ
௧㸰ᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
ἲ་Ꮫᩍᐊ➼ࡢ㐃ᦠᙉດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㚷ᐃ᳨࣭ᰝᶵჾࡢ㧗ᗘࡢࡓࡵࠊᅜࡢ⛉Ꮫᤚᰝ◊✲ᡤ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ⸆ẘ≀ࡢศᯒᶵჾࢆࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞ศ
ᯒࡀྍ⬟࡞ᶵჾ᭦᪂ࡋࡓࠋ
ࠉۑ㆙ᐹᗇண⟬࠾࠸࡚ࠊ≀㉁ࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡋ࡚⸆ẘ≀ࡢ≉ᐃ⏝࠸ࡿ⨨ࡢᩚഛ➼ಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ⸆ẘ≀ࡢศᯒᶵჾࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓࡵࡢ⤒㈝ཬࡧᣦᐃ⸆≀ࡢ㚷ᐃ⏝ᶆ‽ရಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ





ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ᳨どཬࡧṚయࡢㄪᰝ᳨࣭ᰝ➼せࡍࡿ⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

䠄༢䠖ⓒ䠅

ࠉۑṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞㈨ᶵᮦ➼ࡢᩚഛ㈝ࢆ⥅⥆ࡋ࡚せồࠊᥐ⨨ࡋࡓࠋ

ࠉۑṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞㈨ᶵᮦ➼ࡢᩚഛࢆᐇࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵㐃ண⟬ࡢせồࢆᐇࡋࠊṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞㈨ᶵᮦ➼ࡢᩚഛ
ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ௧ඖᖺᗘᮎ࠾࠸࡚ࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊➼ࡀ㒔㐨ᗓ┴ࡢṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠
ࠉۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊᅜࡢ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬➼㛵ࡍࡿ㏻㐩ࢆⓎ
㆟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ༠㆟ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴་ᖌࠊἲ་Ꮫ
ᾏୖಖᏳᗇ ฟࡋࡓࠋࡲࡓẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⟶༊ฮㄢ㛗➼㆟࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ ௬⛠㸧ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ཬ
ᩍᐊ➼ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ
ࡧ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊୖグ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ࣭ᵓ⠏ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ᾏୖಖᏳᗇ

ᾏୖಖᏳᗇ

ࠉۑᅜࡢᾏୖಖᏳ㒊⨫ࡢ࠺ࡕṚయྲྀᢅ௳ᩘ➼ࡢከ࠸㒊⨫᳨ど➼ࢆᢸᙜࡍࡿ㚷㆑ᐁࡢቑဨࢆせồࡋࠊ᳨ど➼ࡢᐇ
యไࡢᩚഛࢆᅗࡗࡓࠋ
ࠉۑᕥグࡢྲྀ⤌ࡳࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂᖺᗘࡣ㒊⨫࡛࠶ࡗࡓ㚷㆑ᐁࡢ㓄⨨㒊⨫ࡀࠊ௧
ͤࠉ᳨ど➼་ᖌ❧⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ඖᖺᗘࡣ㒊⨫ᣑࡋ࡚࠾ࡾࠊ᳨ど➼ࡢᐇయไࡢᐇࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ᾏୖಖᏳᗇ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㚷㆑ᐁࡀᮍ㓄⨨ࡢ㒊⨫ࡘ࠸࡚ቑဨせồࢆ⾜࠺࡞ࠊ᳨ど➼ࡢᐇ
௧ඖᖺᗘ
యไࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ







㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ㌟ඖ᫂Ṛయࡢ㌟ඖ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ'1$ᆺ㚷ᐃࡢά⏝
 ࡼࡗ࡚ࠊ㚷ᐃ㟂せࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿሙྜࠊᚲせ࡞㚷ᐃࢆ㐺ษᐇࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㚷ᐃయไࡢᩚഛ➼ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ᳨ど➼ࢆᢸᙜࡍࡿ㚷㆑ᐁࢆᘬࡁ⥆ࡁᩚഛࡋࠊ᳨

ど➼ࡢᐇయไࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊࠕ㌟ඖ᫂Ṛయሗࠖࠕ⾜᪉᫂⪅ሗࠖࢆᑐ↷ࡍ
 ࡿᙜࡓࡗ࡚'1$ᆺሗཬࡧṑ⛉ᡤぢሗࡢά⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ
ሗࡘ࠸࡚ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭ᑐ↷ࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉ㆙ᐹ➼࠾࠸࡚ࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ
 ሙྜࠊ☜ᐇṚஸ⏬ീデ᩿ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡢᐇ
༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ㝔ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ

㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡃ᳨ᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴་ᖌࠊἲ་Ꮫᩍᐊ➼ࡢ㐃ᦠᙉດࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲ
ࡓࠊᚲせ࡞᳨ᰝࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᐇయไࡢぢ
┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ



㆙ᐹᗇ

ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡞⸆ẘ≀ᐃᛶ᳨ᰝࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ
ࠊᚲせ࡞᳨ᰝࢆ㎿㏿ࡘⓗ☜ᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫᤚᰝ

◊✲ᡤࡢయไᩚഛດࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᚲせᛂࡌ࡚ἲ་Ꮫᩍᐊ➼ࡢᶵ
㛵㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

101









ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

ࠉۑ௧ඖᖺᗘࡲ࡛ࡢཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲࡛ࠊ
࣭Ṛஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡢᵝᘧ
࣭Ṛஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡢ㟁Ꮚⓗ㛵ࡍࡿㄢ㢟
ࢆ♧ࡍணᐃࠋ
ୖࠉۑグ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡢᵝᘧࡢᨵゞࡸ㟁Ꮚⓗ
㛵ࡍࡿලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ



௧㸰ᖺᗘ

ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢᅾࡾ᪉➼㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦◊✲௦
⾲⪅㸸ᮧ⪽᪥ᮏ་ᖌ㛗㸧ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡢᵝᘧࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧సᡂᨭࢯࣇࢺ㸦ヨస∧㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞Ṛஸデ᩿
ཌ⏕ປാ┬
᭩࣭Ṛయ᳨᭩ࡢᵝᘧ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽ௧ඖᖺᗘࡅ࡚ࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠕṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾
࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞Ṛஸデ᩿᭩࣭Ṛయ᳨᭩ࡢᵝᘧ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊṚஸデ
᩿᭩ࡢ㟁Ꮚⓗࡢᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



䠄༢䠖ⓒ䠅

ࠉᡃࡀᅜࡢṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕṚஸࡢཎᅉࠖḍࡣ
ୡ⏺ಖᶵ㛵㸦:+2㸧ࡀᐃࡵࡓ࣮ࣝࣝᇶ࡙ࡁグ㍕ࡍࡿᵝᘧࡋ࡚࠸
 ࡿࠋཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊᚋࠊࠕṚஸࡢཎᅉࠖḍ௨እࡢグ㍕ࡍࡁ㡯
┠➼ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ㐍ࡵࠊᵝᘧࢆྵࡵࡓṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧ࡢ
ᅾࡾ᪉యࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

ࠉۑ௧ඖᖺᗘࡲ࡛ࡢཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲࡛ࠊ᳨᭩Ⓨ⾜ᩱࡢ㈝⏝㈇ᢸࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧
ࡍணᐃࠋ
ୖࠉۑグ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᳨᭩Ⓨ⾜ᩱ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయ
ᑐࡋሗᥦ౪➼ࢆ⾜࠸ࠊྛᆅᇦ࡛ࡢ᳨ウࢆಁࡍࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᖹᡂᖺᗘ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ᳨㝿ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ᳨ᰝࡢ㈝⏝ࡸ᳨᭩Ⓨ⾜
 ᩱࡢ㈝⏝㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢṚᅉ✲᫂ࡢᐇయไࡢᐇ≧ἣ
ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ᳨ウࡍࡿࠋ





ᖹᡂᖺᗘ

ࠉۑᖹᡂᖺᗘཌປ⛉◊࠾࠸࡚ࠊṚయ᳨ಀࡿ㈝⏝ࠊᚲせ࡞᳨ᰝ➼ࡘ࠸࡚
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⌧ሙࡢ་ᖌࡀࡢࡼ࠺࡞᳨ᰝࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿࢆ᫂ࡽ
ࡋࡓࠋ
≧␗ࠉۑṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ᑐࡋ⾜ᨻゎ๗ࡸṚஸ⏬ീデ᩿
➼せࡍࡿ⤒㈝ࡢ㈈ᨻⓗᨭࢆ⾜࠸ࠊṚᅉ✲᫂ࡢయไ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋ
ࡶୖグྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࠋ

ࠉۑἲົ┬⥅⥆ⓗ༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ࣭ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑᑐᛂ᪉㔪ࡢ᪉ྥᛶࢆྲྀࡾࡲࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᆅ᪉᳨ᐹᗇࡢᐇࢆ⪃៖ࡋ
࡞ࡀࡽࠊៅ㔜᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦ἲົ┬㸧
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵ಀ┬ᗇ㛫࡛༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊࡢෆᐜᛂࡌࡓ᳨どࡢሗ࿌ಀࡿ᭩
㢮సᡂ➼ࡢົࡢྜ⌮㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢᅾࡾ᪉➼㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦◊✲௦
⾲⪅㸸ᮧ⪽᪥ᮏ་ᖌ㛗㸧ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ᳨ᦠࢃࡿᅜࡢ་ᖌேࢆᑐ㇟᳨㛵ࡍࡿ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ᳨㝿ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ᳨ᰝࡢ㈝⏝ࡸ᳨᭩Ⓨ⾜ᩱࡢ㈝⏝㈇ᢸࢆࡾࡲࡃ≧ἣࢆㄪᰝࡋ
ࡓࠋ
ཌ⏕ປാ┬
ࠉۑᖹᡂᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࠊᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴
ཬࡧᕷ༊⏫ᮧࢆᑐ㇟ࠊṚஸデ᩿᭩Ṛయ᳨᭩ࡢⓎ⾜ᩱ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽ௧ඖᖺᗘࡅ࡚ࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠕṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾
࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᳨᭩Ⓨ⾜ᩱࡢ㈝⏝㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ͤࠉ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧

ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢᅾࡾ᪉➼㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦◊✲௦
⾲⪅㸸ᮧ⪽᪥ᮏ་ᖌ㛗㸧ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ᳨ᦠࢃࡿᅜࡢ་ᖌேࢆᑐ㇟᳨㛵ࡍࡿ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ᳨㝿ࡋ࡚ᚲせ࡞᳨ᰝ࣭ゎ๗➼㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࠕ㧗㱋♫࠾ࡅࡿṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᐇࡶ㋃
ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨యไࢆ⪃៖ࡋࡓᮃࡲࡋ࠸Ṛᅉ✲᫂యไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽ௧ඖᖺᗘࡅ࡚ࠊཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠕṚᅉ✲᫂ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࠾
࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᐇࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨యไࢆ⪃៖ࡋࡓᮃࡲࡋ࠸Ṛᅉ✲᫂యไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍
ཌ⏕ປാ┬ ࡵࡓࠋ
≧␗ࠉۑṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗࡼࡾࠊゎ๗ࡸṚஸ⏬ീデ᩿ಀࡿ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ᑐࡋ࡚㈈ᨻᨭࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜ㆟࠾࠸࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ᑐࡋࠊྠᴗࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ౫㢗ࡋࡓ㸦ὀ㸸ᙜヱ⤒㈝ࡣࠊ௨ୗ
ᥖࡆࡿ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗಀࡿண⟬ࡢ୍㒊ࠋ㸧ࠋ

㆙ᐹᗇ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ཌ⏕ປാ┬
ᾏୖಖᏳᗇ

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ᳨㝿ࡋ࡚ᚲせ࡞᳨ᰝ࣭ゎ๗ࢆ᫂ࡽࡍࡿ
 ࡓࡵࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞ሙ
ྜࡑࢀࡽࡀᐇࡉࢀࡿࡼ࠺㈝⏝ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ



ྛࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡀᆅ᪉᳨ᐹᗇᑐࡍࡿ᳨どࡢሗ࿌ࡢ㝿సᡂ࣭㏦ࡋ࡚࠸ࡿ᭩㢮ࡢෆᐜ➼ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓᐇែ
ㄪᰝᇶ࡙ࡁࠊసᡂ࣭㏦ࡢᚲせᛶࠊሗ࿌᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ἲົ┬༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
㆙ᐹᗇ
ࠉۑ᳨どࡢሗ࿌ಀࡿ᭩㢮సᡂ➼ࡢົ㛵ࡋࠊ㆙ᐹᗇཬࡧᾏୖಖᏳᗇ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᆅ᪉᳨ᐹᗇࡢᐇ
ἲົ┬
ᾏୖಖᏳᗇ ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ἲົ┬㸧
ࠉۑἲົ┬༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

 

࠙ᥖࠚ
ࠉۑᖹᡂᖺ㸷᭶ࠊᅜࡢ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬➼㛵ࡍࡿ㏻㐩ࢆⓎ
ฟࡋࡓࠋࡲࡓẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⟶༊ฮㄢ㛗➼㆟࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ཬࡧ㛵ಀᶵ ࠉۑ௧ඖᖺᗘᮎ࠾࠸࡚ࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊➼ࡀ㒔㐨ᗓ┴ࡢṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠
㛵ࡢ㐃ᦠᙉࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡋࡓࠋ
㆟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ༠㆟ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࠊἲ་Ꮫᩍ
ᾏୖಖᏳᗇ
ͤࠉṑ∳㚷ᐃ⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ᐊࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌ➼ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉ࣭ᵓ⠏ࡋࡓࠋ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊୖグ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ࣭ᵓ⠏ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ
௧ඖᖺᗘ

 ᥖ㸦㸧

㸦㸯㸧᳨ࡢᐇయไࡢᐇ

㸳㸬Ṛయࡢ᳨ཬࡧゎ๗ࡢᐇయไࡢᐇ

ࠉἲົ┬࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ㆙ᐹ➼࠾ࡅࡿṚయྲྀᢅᩘ
 ࡢቑຍᑐᛂࡋࠊࡢෆᐜᛂࡌ᳨࡚どࡢሗ࿌ಀࡿ᭩㢮సᡂ➼ࡢ
ົࢆྜ⌮ࡍࡿࡇࡘࡁࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ㌟ඖ᫂Ṛయಀࡿ㑇ఏᏊᵓ㐀ࡢ᳨ᰝࠊṑ∳ࡢ
ㄪᰝ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࡑࢀࡽࢆ☜ᐇ

ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࠊἲ་Ꮫᩍᐊࠊ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌ➼
ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ࣭ᵓ⠏ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

102

ࠉۑᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᏛࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ゎ๗ࢆᐇࡍࡿయไࢆᩚഛࡍ
ࡿࡇࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࠉۑᚋࠊෆ㛶ᗓࡢᴗົࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡢ᳨ウࡀ㐍
ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ồࡵࡿࡶࠊሗᥦ౪࡞ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 ᥖ㸦㸧

ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
ཌ⏕ປാ┬
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

 ᥖ㸦㸧

㸦㸰㸧Ṛஸ⏬ീデ᩿ࡢά⏝

ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ





ᖹᡂᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ

௧ඖᖺᗘ



ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ



௧㸰ᖺᗘ

ࠉۑᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆồࡵࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟࠾࠸࡚ࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗᐇࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
ࠉۑ㆙ᐹᗇண⟬࠾࠸࡚ࠊ᳨どཬࡧṚయㄪᰝక࠸⸆≀᳨ᰝࢆᐇࡍࡿ㝿ࡢ⸆≀᳨ᰝ࢟ࢵࢺಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋ
ࡓࠋ
ͤࠉṚయࡢㄪᰝཬࡧ᳨ᰝせࡍࡿ⤒㈝㸦㆙ᐹᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟➼ࢆ㏻ࡌࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ
ᐇࢆᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ㆙ᐹᗇண⟬࠾࠸࡚ࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࢆᐇࡍࡿ㝿ࡢ⸆≀᳨
ᰝ࢟ࢵࢺಀࡿ⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡍࡿ࡞ࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢᐇດࡵࡿࡶࠊᚲせ࡞ᐃᛶ᳨ᰝࡀ☜ᐇᐇ
ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ













ࠉۑẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⟶༊ฮㄢ㛗➼㆟࠾࠸࡚ࠊ⡆᳨᫆ᰝ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ⸆≀᳨ᰝࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐇࡸࠊᚲせࡀ
࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ☜ᐇ⸆ẘ≀᳨ᰝಀࡿᐃᛶ᳨ᰝࢆᐇࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ
ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ࣭ᵓ⠏ࢆᅗࡗࡓࠋ⸆≀᳨ᰝ࢟ࢵࢺࢆྵࡴṚయྲྀᢅᴗົᚲせ࡞㈨ᶵᮦ➼ࡢᩚഛ㈝ཬࡧ⸆ẘ≀᳨ᰝ ࡾྲྀࠉۑᢅ࠺Ṛయࡘ࠸࡚ࠊ⡆᳨᫆ᰝ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢᐇࡸࠊᚲせࡀ
࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ⸆ẘ≀ࡢᐃᛶ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓࠋ
ᾏୖಖᏳᗇ ಀࡿ⤒㈝ࢆྵࡴゎ๗⤒㈝ࢆ⥅⥆ࡋ࡚せồࠊᥐ⨨ࡋࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵㐃ண⟬ࡢせồࢆᐇࡋࠊ⸆ẘ≀᳨ᰝࡢᐇయไࡢ☜ಖດࡵ࡚࠸
ͤࠉ᳨どཬࡧṚయࡢㄪᰝ᳨࣭ᰝ➼せࡍࡿ⤒㈝㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ࡃࠋ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

ࠉᾏୖಖᏳᗇ࠾࠸࡚ࠊ⡆᳨᫆ᰝ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ⸆≀᳨ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸
 ࡿࡇࢁࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ☜ᐇ⸆ẘ≀ಀࡿᐃᛶ᳨ᰝࢆᐇ
ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㆙ᐹᗇ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

ࠉ㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊ⡆᳨᫆ᰝ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓணヨ㦂ࡢᚭᗏࠊ」ᩘࡢ⡆᫆⸆
≀᳨ᰝ࢟ࢵࢺࡢά⏝➼⸆ẘ≀᳨ᰝࡢᐇດࡵࡿࡶࠊ⌧ሙࡢ≧ἣ
 ➼ࡽᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ⛉Ꮫᤚᰝ◊✲ᡤ࠾࠸࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡞
ᐃᛶ᳨ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᚲせㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࠊ
ᚲせ࡞ᐃᛶ᳨ᰝࡀ☜ᐇᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ཌ⏕ປാ┬

 ᥖ㸦㸧

㸦㸯㸧⸆≀ཬࡧẘ≀ಀࡿ᳨ᰝࡢά⏝

㸴㸬⸆≀ཬࡧẘ≀ಀࡿ᳨ᰝࠊṚஸ⏬ീデ᩿ࡑࡢṚᅉ✲᫂ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ㄪᰝࡢά⏝

┘ࠉۑᐹ་ไᗘタ⨨ࡽᖺࢆ⤒࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂᖺᗘཌປ⛉◊࠾࠸
┘ࠉۑᐹ་ࢆタ⨨ࡍࡿ࡚ࡢ㒔ᗓ┴ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘ௨㝆ࠊ㛵㐃ࡍࡿཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲࠾࠸࡚ࠊ┘ᐹ་ไᗘࢆྵࡴ᳨యไࢆ⪃៖ࡋࡓᮃࡲࡋ࠸Ṛᅉ✲ ࡚ྛᆅࡢ┘ᐹ་ົ㝔➼ࣄࣜࣥࢢ➼ࢆ⾜࠸ࠊᙜࡢṔྐࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚
ྲྀࡾࡲࡵࠊࠕ$L➼ࡢ⿵ຓⓗᡭẁࢆ᭷ຠ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚
᫂యไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊබ⾗⾨⏕ࡢほⅬࡽࡢṚᅉ✲᫂ࢆㄽࡎࡿ୰᳨࡛ウࡋࡓࠋ
࠸ࡃࡇࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊලయⓗ࡞᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウ
ཌ⏕ປാ┬
ͤࠉ┘ᐹ་ไᗘࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ㈝㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ࡀᚲせᛮࢃࢀࡓࠋࠖࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
┘ࠉۑᐹ་ไᗘࡢᅾࡾ᪉㛵ࡋ࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࢆ⾜࠺࡞
 





ࡋ࡚ࠊゎ๗ࡢᐇయไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚᭦᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠐࠉཌ⏕ປാ┬ദࡢᅜ་ᨻ㛵ಀ⟶ㄢ㛗㆟࠾࠸࡚ࠊṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ᳨ウ㡯ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࠾ࡅ
ࡿゎ๗➼ࡢᐇయไࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧
ࠐࠉᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡿṚᅉ✲᫂➼᥎㐍༠㆟➼ࡢฟᖍࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢಶูゼၥࠊࠕṚᅉ✲᫂㛵
ࡍࡿ㞟ࠖࡢ㓄ᕸ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᳨ࡸゎ๗ࡢᐇయไࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃព⩏ࡸ㔜せᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊ┴
ࡢཧ⪃࡞ࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ෆ㛶ᗓ㸧

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊṔྐⓗ⤒⦋࠾࠸୍࡚㒊ᆅᇦ┘ᐹ་ࡀ⨨ࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡞㚷ࡳࠊᚋࡢṚᅉ✲᫂ಀࡿᐇయไࡢᐇ≧ἣࡶ㋃

ࡲ࠼ࡘࡘࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢពぢࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡑࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࠋ

㸫

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࠉᨻᗓ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉ᑐࡋࠊࡑࡢᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせࡉࢀࡿ
ゎ๗ᩘᛂࡌࡓලయⓗ࡞ゎ๗ࡢཷධయไࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ồࡵࡿ
ࡶࠊᆅ᪉࠾ࡅࡿゎ๗ࡢᐇయไࡢᐇಀࡿ⊂⮬ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸
࡚ࡢሗᥦ౪࡞ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ཌ⏕ປാ┬

ྛࠉۑᏛᑐࡋࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡋࠊㄆ㆑ࡢඹ
ࠉۑ་Ꮫ㒊ࠊṑᏛ㒊➼ࢆ⨨ࡃྛᅜබ⚾❧Ꮫ㛗ᐄ࡚ᖹᡂᖺṚᅉ✲᫂➼᥎㐍ィ⏬ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ཬࡧṚᅉ
᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ✲᫂➼᥎㐍༠㆟ࡢ༠ຊࡘ࠸࡚౫㢗ࡋࠊ௨㝆ࠊᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ࠊᅜබ❧ᏛṑᏛ㒊㛗࣭ṑᏛ㒊㝃ᒓ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊṚᅉ✲᫂➼ࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ༠ຊࡢせㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸
㝔㛗㆟ࠊᅜ⸆⛉Ꮫ㛗࣭⸆Ꮫ㒊㛗㆟➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㆟➼࠾࠸࡚ࠊᐃᮇⓗせㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡃࠋ

 ᥖ㸦㸧



 ᥖ㸦㸧

㸦㸰㸧ゎ๗ࡢᐇయไࡢᐇ

ࠉᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉࠾࠸࡚ᐇࡍࡿṚᅉ✲᫂➼ࡢᐇయไࡢ
 ᐇಀࡿྲྀ⤌㛵ࡋࠊᏛタ➼ࡢά⏝࡞ࡢ༠ຊࡘ࠸᳨࡚ウࢆࡍ
ࡿࡼ࠺ࠊᏛồࡵ࡚࠸ࡃࠋ

103

㆙ᐹᗇ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

ࠉ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊつᶍ⅏ᐖ➼࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ṑ⛉ᡤぢሗࡢ᥇ྲྀ࣭
 ↷ྜࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌᚲせ࡞ㄪᩚࢆᅗࡾࠊṑ⛉་ᖌ
ᑐࡍࡿ↷せ㡿ࢆᐃࡵࡿ࡞ࠊᖹ⣲ࡽᡤ⏝ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

 ᥖ㸦㸧

ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌつᶍ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿ
ࡶࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊつᶍ⅏ᐖ࠾ࡅࡿṑ⛉デ⒪グ㘓ࡢ
↷せ㡿ࡢࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ࡞ࠊつᶍ⅏ᐖ㐺ษഛ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊつᶍ⅏ᐖ➼࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ṑ⛉ᡤぢሗࡢ᥇ྲྀ࣭↷ྜࡀྍ⬟࡞
ࡿࡼ࠺ࠊᡤせࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸫

㸫

㸫

㸫





ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᑐࡋࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ☜ᐇ࡞㏻ሗࡢᐇࢆ
ᣦ♧ࡍࡿࡶࠊྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁ㛵ಀ⾜ᨻ
ᶵ㛵㏻ሗࡍࡿ࡞ࠊṚᅉ✲᫂ࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢᡴྜࡏࢆ⾜࠸ࠊሗඹ᭷ࡢ᥎㐍ດࡵࡿ࡞ࠊ
Ṛᅉ✲᫂ࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
⤌ྲྀࠉۑᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ㏻ሗࢆせࡍࡿࡶࡢࡣ࡞ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㏻
ሗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺᗘࡽᖹᡂᖺᗘ㛤ദࡋࡓ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ᳨ド㆟࠾࠸
࡚ࠊṚᅉ✲᫂ࡢᡭẁ㸦ゎ๗࣭Ṛஸ⏬ീデ᩿➼㸧ࡈࡢṚᅉࡢഴྥ➼ࢆ᫂ࡽࡋ
ࡓࠋ
ࠉۑᖹᡂᖺᗘཬࡧ௧ඖᖺᗘᐇࡋࡓ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ᳨ドᴗ࠾࠸
ࠉۑᖹᡂᖺᗘ௨㝆ࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ᳨ド㆟ࢆ㛤ദࡋࠊࡇࢀࡲ࡛㞟✚ࡉࢀࡓࢆ᳨ウࡍࡿࡶ ࡚ࡣࠊṚஸᑠ⚊ࡢሗࡢゎᯒࢆࠊᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿࢩࢫ
ཌ⏕ປാ┬ ࠊண㜵ࠊᗣ㛗ᑑᑐ⟇ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ศᯒ᪉ἲࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅ⌮ሗࢩ ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑ〇ရᨾ➼ࡢ♫ⓗၥ㢟ࡢⓎぢࡣ⮳ࡽࡎࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㐃⤡ࡣ⾜ࡗ࡚࠸
ࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓࠋ
࡞࠸ࠋ
ࠉۑᚋࡣࠊṚᅉ✲᫂➼ࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࢆண㜵ࠊᗣ㛗ᑑᑐ⟇➼ά⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿሗࢆ㒔㐨ᗓ┴➼
ᥦ౪ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾࠊ♫ⓗၥ㢟ࡢ㜵Ṇཬࡧබ⾗⾨⏕ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ཌ⏕ປാ┬

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊ␗≧ṚṚᅉ✲᫂ᨭᴗ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ゎ๗ࡸṚஸ
⏬ീデ᩿ࡢࢆ㞟࣭ศᯒࡋࠊṚᅉ✲᫂యไࡢᐇࠊண㜵ࠊ
ᗣ㛗ᑑᑐ⟇➼ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ〇ရᨾ➼ࡢ♫ⓗၥ㢟ࢆⓎぢࡋ
ࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵㐃⤡ࡍࡿࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺ᭶ࠊ᪥ᮏṑ⛉་ᖌつᶍ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ༠ຊ㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ
ࠉۑ᪥ᮏṑ⛉་ᖌࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊṑ⛉デ⒪グ㘓ࡢ↷せ㡿ࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࠊྠࣔࢹࣝࢆྛ㒔㐨ᗓ┴ᑐ
ࡋ࡚♧ࡍ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠉۑ᪥ᮏṑ⛉་ᖌദࡢ⅏ᐖṑ⛉ಖ་⒪యไ◊ಟฟᖍࡋࠊつᶍ⅏ᐖ➼࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ṑ⛉ᡤぢሗࡢ᥇
ྲྀ࣭↷ྜࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᑐᛂ᪉ἲ➼ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺ㸴᭶ࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ☜ᐇ࡞㏻ሗࡢᐇಀࡿ㈨ᩱࢆసᡂࡋ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓྠᖺ
᭶ࡣࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㏻ሗ≧ἣࡢ☜ᐇ࡞ᢕᥱሗ࿌ࡢᐇࡘ࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹᣦ♧ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵㏻ሗࢆᐇࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᖹᡂᖺ㸴᭶ෆ㛶ᗓࡀ㛤ദࡋࡓṚᅉࡢሗඹ᭷ྥࡅࡓ㛵ಀᗓ┬ᗇᐇົᢸᙜ⪅㆟ฟᖍࡋࠊ㛵㐃ไᗘࠊྛ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ ⤌⧊ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㏻ሗࢆᕼᮃࡍࡿෆᐜ➼ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋᙜᗇ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢᡴྜࡏࢆ⾜࠺࡞ࡋ࡚ࠊ
ሗඹ᭷ࡢ᥎㐍ດࡵࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊ᑐࡋࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵㏻ሗࡍࡿሙྜࡢ㏻ሗ㡯➼ࢆලయⓗ㏻㐩ࡋࠊ
㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ᾏୖಖᏳᗇ

 ᥖ㸦㸧



ࠉṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡁࠊ᫂ࡽ࡞ࡗࡓṚᅉࡀࡑࡢᚋྠ✀ࡢ⿕ᐖ
 ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ
ࡑࡢ᪨ࢆ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵㏻ሗࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧Ṛᅉ✲᫂ࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࡢά⏝

㸶㸬Ṛᅉ✲᫂ࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࡢά⏝ཬࡧ㑇᪘➼ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢಁ㐍

 ᥖ㸦㸧

ࠉཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࠊṑ⛉デ⒪ሗࡀ᭷ຠά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊṑ⛉་⒪
ᶵ㛵ࡀ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ➼࡛ಖ᭷ࡍࡿ㌟ඖ☜ㄆ㈨ࡍࡿṑ⛉デ⒪ሗࡢᶆ‽
ࡢࡓࡵࡢᴗࢆᐇࡋࠊᅜࡢṑ⛉་⒪ᶵ㛵࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㟁Ꮚ࢝ࣝ
 ࢸ➼ࠊᚲせ࡞ሗᥦ౪ᶵ⬟ࢆᦚ㍕࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࿘▱ཬࡧᨭດࡵ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖṑ⛉デ⒪ሗࡀᾘኻࡋࡓ㝿ഛ࠼ࡿࡓࡵࡢࣂࢵࢡ
ࢵࣉࢆ᥎㐍ࡍࡿ᪉⟇ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡾ㌟ඖ☜
ㄆ㈨ࡍࡿṑ⛉デ⒪ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ⎔ቃࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㆙ᐹᗇ

 ᥖ㸦㸧

ࠉۑṑ⛉ᡤぢࢆ⏝࠸ࡓ㌟ඖ☜ㄆࢆຠ⋡ⓗࡘຠᯝⓗᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕṑ⛉デ⒪ሗࡢᶆ‽㛵ࡍࡿᐇドᴗ
㸦ᖹᡂ㹼ᖺᗘ㸧ࠖࠊࠕṑ⛉ሗࡢά⏝ཬࡧᶆ‽ᬑཬᴗ㸦ᖹᡂ㹼ᖺᗘ㸧ࠖࠊࠕṑ⛉ሗࡢά⏝᥎㐍
⅏ࠉۑᐖ➼࠾࠸࡚ࠊṑ⛉ᡤぢࢆ⏝࠸ࡓ㌟ඖ☜ㄆࢆຠ⋡ⓗࡘຠᯝⓗᐇ࡛ࡁ
ᴗ㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼㸧ࠖࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊṑ⛉デ⒪ሗࡢᶆ‽ࡢࡓࡵࡢᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡿࡼ࠺ࠊࠕṑ⛉デ⒪ሗࡢᶆ‽㛵ࡍࡿᐇドᴗ㸦ᖹᡂ㹼ᖺᗘ㸧ࠖࠊࠕṑ⛉
ሗࡢά⏝ཬࡧᶆ‽ᬑཬᴗ㸦ᖹᡂ㹼ᖺᗘ㸧ࠖࠊࠕṑ⛉ሗࡢά⏝᥎㐍
ͤࠉṑ⛉デ⒪ሗࡢᶆ‽㛵ࡍࡿᐇドᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ᖹᡂᖺᗘ
ᴗ㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼㸧ࠖ࠾࠸࡚ࠊṑ⛉ሗࢆᶆ‽ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࠕཱྀ⭍デᰝ
௧㸰ᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
ሗᶆ‽ࢥ࣮ࢻᵝࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋᙜヱࢥ࣮ࢻᵝࡣࠊ⌧ᅾࠊཌ⏕ປാ┬ᶆ‽つ᱁
 

㸫
㸫
㸫
㸫
ࡢྲྀᚓྥࡅࡓᡭ⥆ࡁ୰࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡓࡲࠉۑᙜヱࢥ࣮ࢻᵝ‽ᣐࡋࡓࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆࢸࢫࢺ⏝ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣂ࣮
ཌ⏕ປാ┬
ͤࠉṑ⛉ሗࡢά⏝ཬࡧᶆ‽ᬑཬᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ୖ㞟ࡋࠊ⅏ᐖ➼ࡢ㌟ඖ☜ㄆά⏝ࡍࡿ㝿ࡢㄢ㢟ࡢศᯒࢆࣔࢹࣝⓗ⾜࠺ᴗ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
➼ࢆ௧ඖᖺᗘᐇࡋㄢ㢟ࡢᢳฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉۑṑ⛉デ⒪ሗࢆ㌟ඖ☜ㄆຠ⋡ⓗ⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ࠊᙜヱᆅ
㸫
㸫


㸫
㸫
ᇦࡢ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢṑ⛉་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊࣞࢭࣉࢺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࠕཱྀ⭍デ
ᰝሗᶆ‽ࢥ࣮ࢻᵝࠖࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊṑ⛉デ⒪
ͤࠉṑ⛉ሗࡢά⏝᥎㐍ᴗ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
䠄༢䠖ⓒ䠅
ሗࡢᶆ‽ࡢᚲせᛶࢆ࿘▱ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱࢥ࣮ࢻᵝࢆ⅏ᐖ➼ࡢ㌟ඖ☜ㄆά
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
ᖹᡂᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ
⏝ࡍࡿ㝿ࡢㄢ㢟ࡢศᯒࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࠋ

㆙ᐹᗇ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ཌ⏕ປാ┬
ᾏୖಖᏳᗇ

 ᥖ㸦㸧

㸵㸬㑇ఏᏊᵓ㐀ࡢ᳨ᰝࠊṑ∳ࡢㄪᰝࡑࡢ㌟ඖ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ㄪᰝࡢᐇཬࡧ㌟ඖ☜ㄆಀࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ

104

 ᥖ㸦㸧

ࠉゎ๗⤖ᯝࠊṚஸ⏬ീデ᩿⤖ᯝࠊ᳨⤖ᯝࠊ㌟ඖ☜ㄆ⤖ᯝ➼ࡢᑓ㛛ⓗ
▱㆑ࢆせࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊゎ๗➼ࢆ⾜ࡗࡓ་ᖌࡸṑ⛉ᡤぢࢆ᥇ྲྀࡋ

ࡓṑ⛉་ᖌㄝ᫂ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃࢆⓗ☜㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ
ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉゎ๗⤖ᯝࠊṚஸ⏬ീデ᩿⤖ᯝࠊ᳨⤖ᯝ➼ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆせࡍࡿ
 㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ་ᖌࡀㄝ᫂ࡍࡁ᪨ࢆࠊṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ
࣐ࢽࣗࣝ㏣グࡋࠊ་ᖌ➼ࢆ㏻ࡌ࡚࿘▱ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑᖹᡂᖺᗘṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆせࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ་ᖌࡀㄝ
ࠉۑṚஸデ᩿᭩グධ࣐ࢽࣗࣝࡢ㏣グࡘ࠸࡚ࠊ㏿ࡸᑐᛂࡋࡓࠋ
᫂ࡍࡁ᪨ࢆ㏣グࡋࡓࠋ
ࡣࣝࣗࢽ࣐ྠࠉۑẖᖺᨵゞࡋ࡚࠾ࡾࠊᨵゞࡈ⮫ᗋ◊ಟ㝔➼㓄ᕸࡍࡿ
ࠉۑṚஸデ᩿᭩㸦Ṛయ᳨᭩㸧グධ࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚ࠊ⮫ᗋ◊ಟ㝔➼㓄ᕸࡋࠊཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ
ࡶࠊཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
බ⾲ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊゎ๗⤖ᯝࠊṚஸ⏬ീデ᩿⤖ᯝࠊ᳨⤖ᯝࠊ㌟ඖ☜ㄆ
⤖ᯝ➼ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆせࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊゎ๗➼ࢆ⾜ࡗࡓ་ᖌ➼ࡀㄝ᫂ࡍࡿ࡞
ࠊ㑇᪘➼ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᾏୖಖᏳ㒊➼࠾࠸࡚ࠊ㑇᪘➼ᑐࡋ࡚ᑀ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃ
ࢆⓗ☜㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂດࡵࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃࢆⓗ☜㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂດࡵ࡚࠸
ࡃࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊゎ๗⤖ᯝࠊṚஸ⏬ീデ᩿⤖ᯝࠊ᳨⤖ᯝࠊ㌟ඖ☜ㄆ⤖ᯝ➼ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆせࡍࡿ
㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊゎ๗➼ࢆ⾜ࡗࡓ་ᖌࡸṑ⛉ᡤぢࢆ᥇ྲྀࡋࡓṑ⛉་ᖌㄝ᫂ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ۑ㸦ᥖ㸧㑇᪘➼ࡢᚰ㓄៖ࡋࡘࡘࠊṚᅉࡑࡢཧ⪃࡞ࡿࡁ㡯ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ➨୕⪅ࡢࣉ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ ࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ➼␃ពࡋࡘࡘࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂᖺ᭶ࠊ➨୕⪅ࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ␃ពࡍࡿࡇࡸṇ☜࡞ㄝ᫂ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ᳨➼ࢆᐇࡋࡓ་ᖌ༠ຊࢆồࡵࡿࡇ➼ࢆෆ
ᐜࡍࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ࠉ≢⨥ᤚᰝࡢᡭ⥆ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ṚయಀࡿṚᅉ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୕
⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ␃ពࡋࡘࡘࡶࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃᛂࡌࠊ᭩㠃ࢆࡍࡿ࡞ᑀ࡞ㄝ᫂ດࡵ࡚࠸
ࡃࠋ

ཌ⏕ປാ┬

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡃㄪᰝ➼ࡢᐇ⤖ᯝࡘ࠸
࡚ࠊ㑇᪘➼ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ࠊṚయㄪᰝ➼⤖ᯝ᭩ࢆࡋࠊṚᅉࡑࡢཧ⪃࡞
ࡿࡁ㡯ࡢㄝ᫂ࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ㑇᪘➼ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑᾏୖಖᏳ㒊➼࠾࠸࡚ࠊ㑇᪘➼ᑐࡋ࡚ᑀ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧
ࠉۑᘬࡁ⥆ࡁࠊ୧┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊ≢⨥ᤚᰝࡢᡭ⥆ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ṚయಀࡿṚᅉ
➼ࡘ࠸࡚ࠊ➨୕⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ␃ពࡋࡘࡘࡶࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲࡢ㊃
᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㑇᪘➼ᑐࡍࡿᑀ࡞ㄝ᫂ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ࠉۑ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊṚᅉ࣭㌟ඖㄪᰝἲᇶ࡙ࡃㄪᰝ➼ࡢᐇ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ㑇᪘➼ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ࠊ
Ṛయㄪᰝ➼⤖ᯝ᭩ࢆࡋࠊṚᅉࡑࡢཧ⪃࡞ࡿࡁ㡯ࡢㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
ࠉۑ㑇᪘➼ࡢᚰ㓄៖ࡋࡘࡘࠊṚᅉࡑࡢཧ⪃࡞ࡿࡁ㡯ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ➨୕⪅ࡢࣉࣛࣂ
㆙ᐹᗇ
ᾏୖಖᏳᗇ ࢩ࣮ಖㆤ➼␃ពࡋࡘࡘࠊ㑇᪘➼ࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂᖺ᭶ࠊ➨୕⪅ࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ಖㆤ␃ពࡍࡿࡇࡸṇ☜࡞ㄝ᫂ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ᳨➼ࢆᐇࡋࡓ་ᖌ༠ຊࢆồࡵࡿࡇ➼ࢆෆᐜࡍ
ࡿ㏻㐩ࢆⓎฟࡋࡓࠋ㸦ᾏୖಖᏳᗇ㸧

ࠉྖἲゎ๗➼ࡢ≢⨥ᤚᰝࡢᡭ⥆ࡀ⾜ࢃࢀࡓṚయಀࡿṚᅉ➼ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⌧ᅾࡶࠊฮッゴἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࠊྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛㑇᪘➼ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᤚ

ᰝࡢᙳ㡪ࠊ➨୕⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ➼␃ពࡋࡘࡘࠊᑀ࡞ㄝ᫂
ດࡵࠊṚ⪅ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺㑇᪘ࡢẼᣢࡕ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ



ࠉۑ㆙ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊᅜ㆟ཬࡧ⟶༊㆙ᐹᒁ㆟➼ࢆ㏻ࡌࠊ㑇᪘➼ࡢㄝ᫂ಀ
ࡿ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹ࠾࠸࡚ࠊᤚᰝࡢᙳ㡪ࠊ➨
୕⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ➼␃ពࡋࡘࡘࠊ㑇᪘➼ᑐࡋ࡚ᑀ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞
ࠊ㑇᪘➼ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦㆙ᐹᗇ㸧
✀ྛࠉۑ㆟➼࡛࿘▱ࢆ㔜ࡡࠊྛ᳨ᐹᗇ࠾࠸࡚ࠊ㑇᪘➼ᑐࡋࠊฮッゴἲࡢ㊃
᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᤚᰝࡢᙳ㡪ࠊ➨୕⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ➼␃ពࡋࡘࡘࠊᑀ࡞
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○参考図表
図 1 死亡場所別死亡者数の動向及び将来推計

（単位：人、％）
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（注）令和元年までは厚生労働省「人口動態調査」
、令和 2 年から 12 年までは国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口（平成 29 年推計）
」
（出生中位・死亡中位）の推計結果に基づき、当省が作成した。

図 2 65 歳以上の一人暮らしの者の動向

（注）出典：内閣府「令和元年版高齢社会白書」
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表 1 警察における都道府県別の死体取扱状況（平成 24 年及び令和元年）
（単位：体）
平成 24 年

令和元年

平成 24 年

令和元年

173,833

167,808

三重県

2,428

2,506

北海道

7,367

7,739

滋賀県

1,589

1,584

青森県

2,201

2,098

京都府

3,145

2,772

岩手県

1,919

1,886

大阪府

13,004.

12,309.

宮城県

2,841

3,226

兵庫県

7,405

5,283

秋田県

1,678

1,346

奈良県

1,765

1,841

山形県

1,720

1,575

和歌山県

1,400

1,434

福島県

3,039

2,917

鳥取県

839

946

茨城県

4,400

4,420

島根県

1,026

913

栃木県

3,431

3,235

岡山県

2,258

2,432

群馬県

2,613

2,653

広島県

3,407

3,183

埼玉県

9,526

9,847

山口県

2,241

2,104

千葉県

8,158

8,777

徳島県

1,071

970

東京都

21,007

21,594

香川県

1,358

1,386

神奈川県

13,283

12,282

愛媛県

2,352

2,052

新潟県

3,660

3,212

高知県

1,377

1,238

富山県

1,397

1,392

福岡県

5,982

5,541

石川県

1,360

1,293

佐賀県

1,200

1,010

福井県

1,067

1,233

長崎県

1,766

1,516

山梨県

1,248

1,165

熊本県

2,602

2,159

長野県

2,623

2,548

大分県

1,331

1,168

岐阜県

2,428

2,398

宮崎県

1,451

1,253

静岡県

4,470

4,163

鹿児島県

2,282

1,904

愛知県

7,406

7,520

沖縄県

1,712

1,785

全国

（注）警察庁資料に基づき、当省が作成した。
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表 2 死因究明等推進協議会を設置・開催済みの都道府県
設置都道府県 （※日付は第 1 回協議会が開催された日）
：計 39 都道府県（注 2）
平成 26 年度

愛媛（8 月 19 日）

・・27 年度

福岡（4 月 13 日）
、東京（5 月 15 日）、滋賀（6 月 2 日）、新潟（7 月 27 日）
、
秋田（8 月 19 日）
、岡山（11 月 19 日）
、茨城（12 月 7 日）、高知（1 月 26 日）、
静岡（2 月 2 日）
、兵庫（2 月 3 日）
、岐阜（2 月 17 日）、埼玉（2 月 17 日）
、
北海道（2 月 26 日）
、福井（2 月 26 日）
、三重（3 月 16 日）、千葉（3 月 18 日）

・・28 年度

山口（7 月 14 日）
、愛知（7 月 27 日）、佐賀（10 月 5 日）、広島（11 月 1 日）
、
徳島（1 月 30 日）
、石川（3 月 21 日）、富山（3 月 30 日）

・・29 年度

群馬（9 月 14 日）
、栃木（9 月 27 日）、大阪（11 月 15 日）、鳥取（12 月 13 日）
、
長野（1 月 30 日）
、大分（3 月 28 日）

・・30 年度

山形（5 月 24 日）
、沖縄（8 月 2 日）、福島（8 月 8 日）
、長崎（2 月 14 日）
、
神奈川（2 月 26 日）
、京都（3 月 27 日）
、香川（3 月 28 日）

令和 元年度

山梨（8 月 27 日）

・ ・2 年度

鹿児島（8 月 28 日）

（注）1 死因究明等推進計画検討会資料（厚生労働省）等に基づき、当省が作成した。
2 本表における設置都道府県数は、令和 3 年 1 月現在の情報に基づくものであるため、政策評価書本文におけ
る設置都道府県数とは異なる。
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