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出典：消費者庁ホームページ（http://www.caa.go.jp/information/
pdf/130628̲kyoiku̲houshin3.pdf）
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ࡑࡢࡓࡵࠊᅜ࣭ᆅ᪉ࠊ⾜ᨻ࣭Ẹ㛫ࠊᾘ㈝⪅⮬㌟ࡶྵࡵᖜᗈ࠸యࢆᢸ࠸ᡭࡋ

㡪ࢆ⮬ぬࡍࡿᾘ㈝⪅ࡀࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋከࡃࡢᾘ㈝⪅ၥ㢟ࠊ♫ၥ㢟ࡢᑐ



ᵝࠎ࡞ሙ࡛ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

⥆ྍ⬟࡞♫ࢆᙧᡂࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ⎔ቃࠊ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮➼࠼ࡿᾘ㈝⾜ືࡢᙳ

ࡢᙧᡂࡣࠊ㉁ࡢ㧗࠸ุ᩿ຊ࣭ពᛮỴᐃ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓయࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊᴗ

ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢᅜẸࡶࡇ࠺ࡋࡓ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ≉ࠊᣢ

ࢆつᐃࡍࡿ࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤒῭♫ࡢⓎᒎࢆࡅࢇᘬࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸ᕷሙ

ᮧᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ࡢᇶᮏ࡞ࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ᥎㐍ἲ➨㸷᮲ᇶ࡙ࡁᐃࡵࡿࡶ

࡚ࡢᅜẸࡣࠊᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿࠋㄡࡶࡀࠊࡇఫࢇ࡛࠸࡚ࡶࠊ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ

᪥ࠎࡢពᛮỴᐃࡸ⾜ືࡀࠊ⥲యࡋ࡚⤒῭♫ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࠊࡑࡢᅾࡾ᪉



㹅㹂㹎ࡢ㸴ࢆಶேᾘ㈝ᨭฟࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊᾘ㈝⪅ࡢ

ࡢ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࠊ㒔㐨ᗓ┴ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ཬࡧᕷ⏫

⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡢ⫱ᡂࡣࠊ࡞⤒῭♫ࡢᙧᡂࡗ࡚ࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢព⩏ཬࡧᇶᮏⓗ࡞᪉ྥࠊ᥎㐍ࡢෆᐜࠊ㛵㐃ࡍࡿࡢᾘ㈝⪅ᨻ⟇



ࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᾘ

ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡀ⾜ࡉࢀࡓࠋ



࠶ࡿࠋ୧⪅ࡣ㌴ࡢ୧㍯࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ⮬ࡽ⪃࠼⮬ࡽ⾜ືࡍࡿࠖ⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡢ⫱ᡂࡀ

⿕ᐖ㐼ࡗࡓሙྜ㐺ษᑐฎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㌟ࡅࡿࡇࡀ㔜せ࡛

ࠊᾘ㈝⪅⮬㌟ࡀྜ⌮ⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆ⾜࠸ࠊ⿕ᐖࢆㄆ㆑ࡋࠊ༴ᐖࢆᅇ㑊ࡋࡓࡾࠊ

࡞ἲไᗘࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡶ

㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕࠋ௨ୗࠕ᥎㐍ἲࠖ࠸࠺ࠋ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ⥲ྜⓗ୍࣭యⓗ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᾘ

ࡣࡌࡵ
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㸻 㸧ࡢ⣙㸴ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢᾘ㈝άືࡣࠊᅜෆࡢ⤒῭♫
యࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚ᾘ㈝⏕άࡀႠࡵࡿᕷሙ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⤒῭ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡀᐇ⌧ࡍࡿࠋ


ࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▱㆑ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇࢆࠊ⮬ࡽࡢᾘ㈝⏕ά࠸ࡍࡶࠊ
ࠕぢ

ࡏ࡚ࠖ
ࠊࠕヰࡋ࡚ࠖ
ࠊࠕ᭩࠸࡚ࠖேఏ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ♫ࢆࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁ࡚

࠸ࡃᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊ㸦⏕ࡁࡿຊ㸧ࢆ⫱ࡳࠊࡑࡋ࡚⮬❧ࡀᅔ㞴࡞ேࢆࠕぢᏲࡿࠖࡇ

࡛ࠊ♫ࡢᾘ㈝⪅ຊࢆྥୖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡑࡢ㸴௨ୖࢆ  ṓ௨ୖࡢᒙࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᵝࠎ࡞㈈ࡸࢧ࣮
ࣅࢫࡢ㈍➼ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈨⏘ࢆࡡࡽࡗࡓᝏ㉁ᴗ⪅ࡼࡿᾘ㈝⪅ࢺࣛࣈࣝഛ
࠼࡚࠸ࡃᚲせᛶࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ࡀࠊࡇఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ㌟㏆࡞ሙ࡛ᩍ⫱

ࢆཷࡅࡿᶵࡸᏛࡧྜ࠺ᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᆅᇦ࡛

ࡢ᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭࠊ⮬ࡽࡢάືࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢάື࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⮬ぬࡏࡎᐇ


 ᖹᡂ  ᖺࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢேཱྀᬑཬ⋡ࡣ⣙  ࡢࡰࡿࠋ⮬Ꮿ࠸࡞

⫱ࡴࡇࢆ┠ᣦࡍࡇࡍࡿࠋ



3

ᾘ㈝⪅ࢺࣛࣈࣝࡀቑຍࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ࡋࡘࡘ⥲ຊࢆ⤖㞟ࡋ࡚ࠊ⮬❧ࡋࠊࡘᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂᐤࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆ


4

࡛ࠊ㏫ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥ࡛ࡁࡎΰࡍࡿࡢᣦࡶ࠶ࡿࠋ

ࡼࡗ࡚ࠊᚓࡽࢀࡿሗ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡢᣦࠊࡲࡓሗࢆከ㔞ᚓࡿࡇ

ࡑࡢ㠃ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡞ࡢ㹇㹒ᢏ⾡ࡢά⏝ࡢྍྰ

ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓྲྀᘬࡣࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

つᶍࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡢ  ࡽᖹᡂ  ᖺࡢ  㸴ᖺ㛫࡛㸰ಸ௨ୖ

ࡀࡽࠊࡲࡓࠊ㛫ࢆၥࢃࡎྲྀᘬࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺౽ࡉࡽࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ

㱋⪅ࡀቑຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊຍ㱋ࡼࡿ㌟య⬟ຊࠊุ᩿ຊࡢ⾶࠼㉳ᅉࡍࡿ



ࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡣᚋࡶ⥆ࡃ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㧗



ࡇ࠺ࡋࡓㅖㄢ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊᚋࡣࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊᅜཬࡧᆅ᪉

ᖺࡣ ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡣ ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿࡇ

ⓗ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

බඹᅋయࢆጞࡵࠊᾘ㈝⪅ࠊᴗ⪅ࠊᆅᇦࡢከᵝ࡞యࡀ▱ᜨࢆฟࡋࠊ⬟ຊࢆά⏝

 ᪥ᮏࡢᖺ㱋ูࡢேཱྀᵓᡂࡢ㛗ᮇⓗ࡞᥎⛣ࢆࡳࡿࠊேཱྀ༨ࡵࡿ  ṓ
௨ୖேཱྀࡢྜ㸦㧗㱋⋡㸧ࡀࠊ 㸦㸧ᖺࡣ ࠊᖹᡂ 㸦㸧

ඹᅋయ࠾࠸࡚ᅜࡢ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊᆅᇦࡢᐇ࠶ࢃࡏࡓ⮬

㊶ࡋ࡚࠸ࡿᢸ࠸ᡭࢆྵࡵ࡚ࠊྛయࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᆅ᪉බ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢ᪥ᮏࡢಶே㔠⼥㈨⏘ࡣ  ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ





࡞ࠊࣔࣀࡢᾘ㈝ࡽࢧ࣮ࣅࢫࡢᾘ㈝ᨭฟᵓ㐀ࡀኚࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ᖺ௦㸱ᙅࡔࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢᨭฟࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡣ㸲ࢆ㉸࠼ࡿ

ᮇᛂࡌࠊࡲࡓࠊᏛᰯࠊᆅᇦࠊᐙᗞࠊ⫋ᇦࡑࡢࡢᵝࠎ࡞ሙ࠾࠸࡚᥎㐍ࡋ࡞ࡅ

ࡉࡽࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣࠊᗂඣᮇࡽ㧗㱋ᮇࡲ࡛ࡢ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ

㸯ୡᖏᙜࡓࡾࡢᾘ㈝ᨭฟᵓ㐀ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ኚࢆᐙィㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡳࡿࠊ

   ᾘ㈝⪅ࡀᨭฟࡍࡿᾘ㈝㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡣ⥲㢠  ࡛ࠊᅜෆ⥲⏕⏘㸦*'3

ࠕ⪺࠸࡚ࠖࠊ
ࠕㄞࢇ࡛ࠖ⮬ࡽㄪࠊ
ࠕᏛࡪࠖࡇ࡛ࠕẼ࡙ࡃࠖࡇࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑ



㸦㸯㸧♫⤒῭ໃ

㸯 ᾘ㈝⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧ㄢ㢟

Ϩ ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢព⩏

▱㆑ࢆᚓࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ୍ே୍ேࡀࠊᵝࠎ࡞ᶵ࣭ฟ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕぢ࡚ࠖࠊ

ᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ࡳࠊ♫ࡢᾘ㈝⪅ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣࠊ▱㆑ࢆ୍᪉ⓗ࠼ࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࡢ
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᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ㟈⅏┤ᚋࡣࠊ࢞ࢯࣜࣥࡀධᡭᅔ㞴࡞ࡗࡓࡾࠊ⿕⅏ᆅ௨

ࣈࣝෆᐜࡣࠊࡲࡍࡲࡍ」㞧࡛ከᵝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



5

ᖺᗘࡣࠊᐤࡏࡽࢀࡓ࡚ࡢ┦ㄯ࠾ࡅࡿ᪤ᨭᡶ㔠㢠ࡀ⣙  ൨࡞ࡗࡓࠋ




࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

6

⾜ືࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡢ⫱ᡂࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢせ

࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶブḭⓗᢞ㈨່ㄏ➼㛵ࡍࡿ⿕ᐖࡢቑຍࡼࡾࠊᖹᡂ 

Ᏻ࣭Ᏻᚰࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣝࣝࢆ▱ࡿດຊࢆࡋࠊ㐺ษ࡞ពᛮỴᐃࢆࡋࠊ

ࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ┦ㄯࡀቑຍࡋࠊ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃ࡍࡿ┦ㄯࡀ㢧ⴭ࡞ࡗ

᪉ࠊᾘ㈝⪅ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕άᐇែࡢ୰࡛ࠊᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡋࠊ⮬ࡽ





ࡗࡓ࡞≧ἣ⏑ࢇࡎࡿࡇࡶ㉳ࡇࡾᚓࡿࠋ

ࡶ୍ᒙᐇࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ရഛࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ┦ᡭ᪉㐃⤡ࡀࡘࡎ΅ࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠸࠸

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢྲྀᘬ࡛ࡣࠊᐜ᫆ၟရࢆ㉎ධ࡛ࡁࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊၟ

ࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝᩚഛࢆጞࡵࠊᾘ㈝⪅ࡢಖㆤࠊᨭࠊᩆ῭➼ࡢ⟇ࢆᚋ

ࡇࢆ๓ᥦࠊࡑࡢ࣮ࣝࣝᚑࢃ࡞࠸⾜Ⅽࢆཝ᱁つไࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢡࣜࢵࢡㄳồ࡞ࡼࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᾘ㈝⪅ࢺࣛࣈࣝࡽᾘ㈝⏕άࢆᏲࡿࡓࡵࠊᅜࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ἲ௧ࠊつ๎
➼ࢆᐃࡵࠊ࣮ࣝࣝࢆᩚഛࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ṇ☜࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ

㧗ᗘሗ㏻ಙ♫ࡢ㐍ᒎࡼࡾࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㛵㐃ࡢ┦ㄯࡀቑຍࡋࠊ

㸦㸲㸧Ᏻ㺃Ᏻᚰࡢ☜ಖ

ࢲࣝࢺሗࢧࢺࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㏻㈍ࠊ࢜ࣥࣛࣥࢤ࣮࣒ࠊ㹑㹌㹑ࠊ࣡ࣥ



ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⿕⅏⪅ࢆᨭ࠼ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋ㠀ᖖࡇࡑࠊᅜࡸᴗ⪅➼ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅṇ☜࡞ሗࢆฟࡋࠊᾘ㈝⪅ࡣᚓ

࠸ࡿࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⣙  ௳ࢆᩘ࠼ࡿࠋ

ࡑࡢ࠺ࡕࠕྲྀᘬࠖ㛵ࡍࡿ┦ㄯࡣࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢ 㸣ࢆ༨

ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㟈⅏ᚋ⿕⅏ᆅ࡛ᝏ㉁ၟἲࡼࡿࢺࣛࣈࣝࡀ⏕ࡌ࡚࠸

ࢱ࣮ᐤࡏࡽࢀࡓᾘ㈝⏕ά┦ㄯࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࢆࣆ࣮ࢡᖺࠎῶᑡࡣࡋ࡚

ࡽࢀࡿሗࢆᢈุⓗྫྷࡋࡘࡘࠊ⾜ືࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ

Ᏻ㝗ࡾࠊᨺᑕ⬟ಀࡿ㢼ホࡀ❧ࡕࠊ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛⿕⅏ᆅ῝้࡞ᙳ㡪

ࢵࢺ㸧
ࠖࡼࢀࡤࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᅜࡢᾘ㈝⏕άࢭࣥ



ࡲࡓࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡶྵࡵࡓࠊᚲࡎࡋࡶ᰿ᣐࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ሗࡼࡾ

ࠕᅜᾘ㈝⏕άሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦㹎㹇㹍㹌㹃㹒㸸ࣃ࢜ࢿ



ⓗ࡞ᙳ㡪ࡶ㧗࠸㛵ᚰࢆᣢࡕ⾜ືࡍࡁࡇࡀࠊࡼࡾᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࡇࡀ

㏿࡞㐍ᒎࠊ㧗㱋ࡢ୍ᒙࡢ㐍⾜࡞ࡢ♫⤒῭ໃࡢኚࡢୗ࡛ࠊࡑࡢࢺࣛ

እ࡛ࡢ࣑ࢿ࢛࣮ࣛࣝ࢘ࢱ࣮ࡸ㟁ụ➼ࡢ㈙࠸ࡔࡵࡼࡗ࡚ရ㊊ࡀ⏕ࡌࡓࠋ

⮬ᕫࡢ┈ࡢࡳ⤊ጞࡋࡓᾘ㈝⾜ືࢆࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ⪅ࡢ㓄៖ࡸ♫

࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿྲྀᘬࡢቑຍࠊሗࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᛴ

㸦㸱㸧㟈⅏ࡢ⤒㦂
    ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⤒㦂ࡽࠊ㠀ᖖࠊ⥭ᛴࡇࡑࠊ༢

ᝏ㉁ၟἲࡀୡ⌧ࢀ࡚ࠊከࡃࡢᾘ㈝⪅⏒࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣ࿘▱ࡢ

ࡇࢀࡲ࡛ࡶᵝࠎ࡞〇ရᨾࡀⓎ⏕ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣዎ⣙ྲྀᘬ㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢ

ಀࡿᨾࡢ࠺ࡕࡢ㔜ᨾ➼ࡢ௳ᩘࡀࡁࡃቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ

ᐙ㟁〇ရࡽࡢⓎⅆࡼࡿⅆ⅏ࡸࠊ㣗୰ẘࠊࣞࣝࢠ࣮ᨾ➼⏕࣭㌟య

ᾘ㈝⪅Ᏻἲᇶ࡙࠸࡚ᾘ㈝⪅ᗇ㏻▱ࡉࢀࡓᾘ㈝⪅ᨾ➼࠾࠸࡚ࡶࠊ

࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ



ᴗ⪅ࡔࡗࡓ࠸࠺ࡼ࠺ࠊࡑࢀẼ࡙࡞࠸ࡲࡲᾏእᴗ➼┤᥋ྲྀᘬࢆࡋ



୍᪉ࠊࠕᏳ࣭ရ㉁ࠖ㛵ࡍࡿᾘ㈝⏕ά┦ㄯ௳ᩘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠊ㐣ཤ
 ᖺࡢ୰࡛᭱㧗ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ㄒ࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧࢺࢆぢ࡚ࠊὀᩥࡋࡓࡇࢁࠊᐇࡣ┦ᡭ᪉ࡀᾏእࡢ

㸦㸰㸧ᾘ㈝⪅ᨾ࣭ࢺࣛࣈࣝࡢ≧ἣ



 㧗ᗘሗࡢ㐍ᒎྠࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡸ࣮࣎ࢲࣞࢫࡀ㐍ࡳࠊࣥࢱ

࣮ࢿࢵࢺ㏻㈍࡞ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ᾏእࡢ┤᥋ྲྀᘬࡶᐜ᫆࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏ
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ࡃࠊ┦㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேࡋ࡚ࡢ⮬❧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚
⾜ືࡍࡿࡇࡶ⮬❧ࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋᆅ⌫

7

ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ࢜ࢫࣟᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡼࡾࠊ
ࠕᑗ᮶ୡ௦ࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆ༴㝤ࡉࡽࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⮬↛㈨※ࠊ᭷ᐖ≀㉁ཬࡧᗫᲠ≀ࠊởᰁ≀㉁ࡢฟࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ
࠼ࡘࡘࠊᇶᮏⓗࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࠊࡼࡾⰋ࠸⏕άࡢ㉁ࢆࡶࡓࡽࡍ㈈ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࠖᐃ⩏ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ࢀ‽ࡎࡿၨⓎάືࢆ࠸࠺ࠋ
ࠖ
㸦➨㸰᮲➨㸯㡯㸧ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

8

ࡿࠋ࠼ࡤࠊ⌧≧࡛ࡣᾘ㈝⪅ࢺࣛࣈࣝ㐼㐝ࡋ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡁࠊᾘ㈝⏕

ㅖᶒࡢಖ㞀ࡸᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ㜵Ṇࡗ࡚ࡶࡼ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⪃࠼ࡽࢀ

ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ



ࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࢆពࡍࡿࠋ

ࡢ୍ဨࡋ࡚ࠊࡼࡾࡼ࠸ᕷሙࡼࡾࡼ࠸♫ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ✚ᴟⓗ㛵

ࡿࡇࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚⌮ゎཬࡧ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆྵࡴࠋ
㸧ཬࡧࡇ



ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂᐤࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆ⫱ࡴᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣࠊ⿕ᐖ
㐼ࢃ࡞࠸ᾘ㈝⪅ࠊྜ⌮ⓗពᛮỴᐃࡀ࡛ࡁࡿ⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡲࡽࡎࠊ♫

ࡿᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱㸦ᾘ㈝⪅ࡀయⓗᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂཧ⏬ࡍ



ᙺ࡞ࡿ♫ࡑࡢࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢⓎᒎᨵၿ✚ᴟⓗཧຍࡍࡿ♫ࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕ά⪅ࡸᾘ㈝⪅ࡀ

ࡑࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

᥎㐍ἲ࠾࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣࠊ
ࠕᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀ

⌮ၥ㢟ࠊከᵝᛶࠊୡ⏺ໃࠊᑗ᮶ୡ௦ࡢ≧ἣ➼ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ♫

ࢀࡿࡇࡣᾘ㈝⪅ࡢᶒࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࡇ㸦᥎㐍ἲ➨㸯᮲㸧㚷ࡳࠊᅜࡣࠊ



 ࡲࡓࠊ
ࠕᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸
࡚ࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡣࠊࠕಶேࡀࠊᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢᙺ࠾࠸࡚ࠊ♫

㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊㅖ⟇ࡢᒎ㛤ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࡀᥦ౪ࡉ



     ⌧௦ࡢ♫⤒῭ໃᾘ㈝⪅ࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡽࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡣ

㸦㸯㸧ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࠖࡢព⩏   

᮲➨㸰㡯㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ♫⤒῭ໃཬࡧᆅ⌫⎔ቃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡋ

࠼ࡓᕷẸࡋ࡚⾜ືࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࠊබṇࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧᡂ✚ᴟⓗཧ⏬ࡍࡿ♫ࢆ࠸࠺ࠋ
ࠖ
㸦➨㸰

ࡋࡘࡘࠊ⮬ࡽࡢᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿ⾜ືࡀ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢୡ௦ࢃࡓࡗ࡚ෆእ

ぬࡋࠊ⾜ືࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ♫ࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚࣐ࣔࣛࣝࢼ࣮ࢆഛ



ࡣࠊ
ࠕᾘ㈝⪅ࡀࠊಶࠎࡢᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶཬࡧᾘ㈝⏕άࡢከᵝᛶࢆ┦ᑛ㔜

ࡀࠊ⮬ࡽࡢពᛮỴᐃࡸࠊᾘ㈝⾜ືࡀࡶࡓࡽࡍᙳ㡪ᾘ㈝⪅ࡢ♫ⓗᙺࢆ⮬

㸰 ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢᚲせᛶ

ඹ㏻ㄆ㆑࡞ࡿᴫᛕࡀᾘ㈝⪅ᕷẸ♫࡛࠶ࡿࠋ᥎㐍ἲ࡛ࡣࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫

ᾘ㈝⪅ࡢ♫ⓗᙺࡸᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࠊ♫㛵ࡍࡿ

㸦㸰㸧
ࠕᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࠖࡢព⩏

   

ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚࡢ୰࡛ࠊ♫ࡢᏳᐃᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡣࠊᾘ㈝⪅



㈝ࡢᐇ㊶ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

࠾ࡅࡿ┬㈨※࣭┬࢚ࢿࣝࢠ࣮➼⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ⾜ືࠊࡉࡽࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ

ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ࡸၨⓎⓗ࡞άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡍࡿࡓࡵࡣࠊྛయࡀࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿ࠸࠺᥎㐍ἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃

⎔ቃ㓄៖ࡋࡓၟရࡢ㑅ᢥࡸࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⠇⣙࡞ࠊ᪥ᖖࡢᾘ㈝⏕ά

ࡑࢀᑐᛂࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ⾜ືࡀ♫ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡢ⮬ぬ

ࡇࢀࡲ࡛ࡶᵝࠎ࡞యࡼࡾࠊᏛᰯࠊᆅᇦ࡞ࡢᵝࠎ࡞ሙ࡛ࠊከᵝ࡞ศ㔝
ࡢᩍ⫱ࡸၨⓎⓗ࡞άືࡀᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ୍ᒙ᭷┈࡞ࡶࡢ

࡚ࡁࡓࠋ





ࡀࠊ⏘ᴗάືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᾘ㈝άືࡼࡿࡇࢁࡶࡁ࠸ࡢㄆ㆑ࡀᗈࡀࡗ

ᬮࡢࡼ࠺࡞⎔ቃၥ㢟ࡸ⤒῭♫ࡢ⏕ࡳฟࡍࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟

ᗫᲠࡢ⤒῭♫࠾࠸࡚ࠊ㈨※ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᾘ㈝㔞ࡶቑຍࡢ୍㏵ࢆࡓࡗ

ࡍ࡞ࢃࡕࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿࡇᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂཧ⏬ࡍ
ࡿࡇࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎཬࡧ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿࡇࡣࠊูࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞

᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚ࠊ౽ᛶࡢྥୖࡀ㏣ồࡉࢀࠊ㔞⏕⏘ࠊ㔞ᾘ㈝ࠊ㔞

㸦㸳㸧᪥ᖖࡢᾘ㈝⏕ά⎔ቃࡸ⤒῭♫ࡢᙳ㡪
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ࡅࡿᶵࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᵝࠎ࡞యࡀሗࢆࡋࠊయ㛫

ࢺࣛࣈࣝࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ♫ⓗ࡞ၥ㢟ࡢゎỴࡶࡘ࡞ࡀࡾᚓࡿࠋ

ከࡃࡢேࠎࡀᾘ㈝⏕άࡢሗࢆᚓࠊࡲࡓᾘ㈝⪅Ꮫ⩦㐠ືཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

9

4 ᾘ㈝⪅ᗇࠕᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖ ᖺᗘࡼࡿࠊ⿕ᐖ㐼ࡗ࡚ࠕᕷ༊⏫ᮧࡸᾘ㈝
⏕άࢭࣥࢱ࣮➼⾜ᨻᶵ㛵ࡢᾘ㈝⪅❆ཱྀ┦ㄯࡋࡓࠖ⟅࠼ࡓேࡢྜࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ẹ♫ࡢᙧᡂࡢࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᯝࡓࡍࡁᙺࡣࡁࡃࠊᐇ㝿ࠊࡇࢀ

ࡇࡇࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊᾘ㈝⪅୍ே୍ேࡢ㇏࡞⏕άࡢᐇ⌧ࡸᾘ㈝⪅ᕷ

㸱 ᇶᮏ᪉㔪ࡢどⅬ㺃⨨ࡅ



10

࡛ࠊ⥅⥆ⓗ᳨ウࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟㸦➨  ᮲㸧ࡸࠊྠ㆟ࡢୗ࠾ࢀࡿᑠጤဨ

ࡲࡓࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪࡛ᥖࡆࡓ㡯ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉⟇➼ࡘ࠸

 

ࡓࡵࡢཧ⪃࡞ࡿලయⓗ࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ  

ືࠊ㜵≢㐠ື࡞ࡢࡢᅜẸⓗ࡞㐠ືࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡶᅗࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡼࡾ

ࡑࡢሗࢆᵝࠎ࡞࣓ࢹࢆ㏻ࡌ࡚࿘▱ດࡵࡿࠋ

ᅜࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ᑐࡋࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㏿ࡸࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ἢࡗࡓ
⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡋ࡚ཧ⪃࡞ࡿྛ✀ࡸࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡢ

ࡼ࠺࡞࣋ࣥࢺ࡞ࡶᐇࡍࡿࠋ⎔ቃಖάືࠊ㣗⫱᥎㐍㐠ືࠊ㏻Ᏻ㐠



ࢆ⾜࠺ࠋ

ᅜࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ືࡢᒎ㛤ࢆᨭࡍࡃࠊ࠼ࡤࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᪥ࠊᾘ

㈝⪅ᩍ⫱㐌㛫࡞ࢆタࡅࠊࡑࡢᮇ㞟୰ⓗᾘ㈝⪅Ꮫ⩦㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ

ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜࡣࠊྲྀ⤌ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࢆព㆑ࡋࡓලయⓗࡢᥦ౪➼ࡢᨭ



ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㝈ࡽࢀࡓ㈨※࣭㛫ࡢ୰࡛ྛ✀ྲྀ⤌╔ᡭࠊᐇ࡛

 ᮲ ࠊ
ᇶᮏ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ࡢ⟇ᐃດࡵࡿࡇ ➨  ᮲

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ♫᰿ࡊࡋࡓάືࡀࠊᅜẸⓗ࡞㐠ືࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ

ࡽࠊ᥎㐍ἲࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ࡍࡿ⟇ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇࡢ㈐

ᆅᇦ♫ࡢᙧᡂࡘ࡞ࡀࡿࠋ

ົࢆᢸ࠺ࡋ ➨㸳᮲ ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟ࢆタ⨨ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ ➨

ࢆ┠ᣦࡍࠋ≉ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅┈ࡢࡓࡵࡢάືࡢ㔜せᛶࡢほⅬ



㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅ࠊᴗ⪅ᅋయ➼ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡗ࡚ᣦ㔪࡞ࡿࡇ

࠼ࡤᆅᇦࡢⱝ⪅㸦Ꮫ⏕࡞㸧ࡀࠊᾘ㈝⪅ᅋయࡸ㹌㹎㹍ࡢάືཧຍࡋࠊ

ࡇࢀࡽࡣࠊᅜࡢ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡶࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊᾘ㈝⪅ࠊᾘ

⊂ᒃ㧗㱋⪅ࢆᨭࡍࡿάື㛵ࢃࡿ࡞ࠊᾘ㈝⪅⮬㌟ࡀ⬟ືⓗᏛࡪࡇࡀࠊ





ᅾࡾ᪉ࢆ᫂♧ࡍࡿࠋ

㢟ࡢゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊ⮬ࡽయࢆືࡋࡓࡾࠊ࠸࠺ཧຍᆺᏛ⩦ࡸࠊయᛶ

ࢆᑛ㔜ࡋࡓᏛ⩦ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡋ࡚ᚲせ࡞ෆᐜࠊຠᯝⓗ࡞᪉ἲࠊࡉࡽᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂࡢ

ᇶᮏ᪉㔪࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢయ⣔ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞᥎㐍㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ

 

᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㈝⪅Ꮫ⩦ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࢆ㌟ࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▱㆑ࢆᇶࡋ࡚ㄢ

࡞ุ᩿ຊࢆ㌟ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊయⓗ࣭⬟ືⓗᏛࡪࡇࠊ࠸ࢃࡤࠕᾘ

㈝⏕άࢆ⮬ࡽᐇ㊶ࡋࠊᗈ࠸ศ㔝ࢃࡓࡿᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑ࡸⓗ☜

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂࡢࡓࡵࡣࠊᾘ㈝⪅୍ே୍ேࡀ㇏࡞ᾘ

㊶࣭◊✲ࡢᡂᯝ➼ࡢሗࢆඹ᭷ࡍࡿ࡞ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢయ⣔ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞

ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᩿∦ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡘ㔜」ࡢ࡞࠸⣔⤫ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷ

ヱಶேࡀᩆ῭ࡉࢀࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊࢺࣛࣈࣝሗࢆ♫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ

ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊྛయࡢ▱ぢࡸࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡉࢀࡓᐇ

㝵㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᾘ㈝⏕ά࠾࠸࡚ᚲせ࡞ࡿᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢㅖ⬟ຊࢆⓎࡉ

ࡢ㔜せᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ┦ㄯࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᙜ

  㸦ᾘ㈝⪅Ꮫ⩦ࡢᅜẸⓗ࡞㐠ືࡢᒎ㛤㸧

᪉ࠊᾘ㈝⪅ࡀ࡚ࡢࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ㸦ᗂඣᮇࡽ㧗㱋ᮇࡲ࡛ࡢ⏕ᾭࡢⓎ㐩ẁ

ᡂཧ⏬ࡍࡿព㆑ࢆᣢࡘࡇࡼࡾࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼┦ㄯࢆᐤࡏࡿࡇ

   

ࡲ࡛ከᵝ࡞యࡼࡗ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ࡍࡿᐇ㊶ࡸ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍

άࢭࣥࢱ࣮➼┦ㄯࡍࡿேࡢྜࡣᑡ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧ

9 / 72

ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿຊ

11

5ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽ  ᭶ࠊᾘ㈝⪅ᗇ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ࡢࡓࡵࡢయ⣔ⓗࣉࣟࢢࣛ
࣒◊✲࡛ྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᇶ♏࡞ࡗࡓࡶࡢࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘෆ㛶ᗓ࡛⾜ࢃࢀࡓࠕᾘ
㈝⪅ᩍ⫱య⣔ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࠖཬࡧᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ
࡛ᾘ㈝⪅ᗇ࡛㛤ദࡋࡓ᭷㆑⪅㆟㸦㛗⮧㸧ࠋ
㸧ࡢሗ࿌ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟᪉ྥࠖ
࡛࠶ࡿࠋ





12

6ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢయ⣔ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ࡀࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶බ⾲ࡋࡓࡶࡢࠋᾘ㈝⪅ᩍ⫱
ࡢ㸲ࡘࡢᑐ㇟㡿ᇦࡈࠊᖺ௦ࡈᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢෆᐜ㸦┠ᶆࡋ࡚⫱ࡴຊ㸧ࢆᩚ⌮ࡋࡓ ࠋࡇࡇ࠾
࠸࡚ࡣࠊձᗂඣᮇ㸦ᑠᏛᰯධᏛ๓ࡢẁ㝵㸧
ࠊղᑠᏛ⏕ᮇ㸦ᑠᏛᰯධᏛࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢẁ㝵㸧ࠊճ୰Ꮫ⏕
ᮇ㸦୰ᏛᰯධᏛࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢẁ㝵㸧
ࠊմ㧗ᰯ⏕ᮇ㸦㧗➼ᏛᰯධᏛࡽ༞ᴗ⛬ᗘࡲ࡛ࡢᮇ㸧
ࠊյᡂே
ᮇ㸦ᡂே୍⯡≉ⱝ⪅ࠊ≉㧗㱋⪅⣽ศ㸧ࠊյ ≉ⱝ⪅㸦࠾࠾ࡴࡡ㧗ᰯ⏕ᮇ௨㝆ࠊ ṓ⛬ᗘ
ࡲ࡛㸧ࠊյ ≉㧗㱋⪅㸦࠾࠾ࡴࡡ  ṓ௨ୖ㸧ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ⛬ᗘࡼࡿ᱁ᕪࡀࠊᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢⓎ⏕ࡶᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

ㄏẼ࡙ࡁࠊࢺࣛࣈࣝࡢᅇ㑊ࡸᴗ⪅➼ᑐࡋ࡚⿵ൾࠊᨵၿࠊⓎ㜵Ṇ

ࢆồࡵ࡚㐺ษ࡞⾜ືࢆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿຊ

ሗ㏻ಙᶵჾࡢ⏝ྍ⬟ࡢ≧ἣ࡞ࡢ≉ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⤒῭ⓗ⮬❧

ᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ㔞ࠊᑵᴗࡢ≧ែ➼ࠊᒃఫᙧែࠊ㛫ⓗవ⿱ࡢ᭷↓ࠊ

࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᾘ㈝⪅ࡢᖺ㱋ࠊᛶูࠊ㞀ᐖࡢ᭷↓ࡢࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆຠᯝⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶᑐࡍࡿ㓄៖ࡀ㔜せ࡛

㸦ᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶᑐࡍࡿ㓄៖㸧

㸦㸱㸧ᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶᑐࡍࡿ㓄៖࣭ሙࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ᪉ἲ

 

ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜ࡋࠊయ⣔ⓗ࡞ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ  

 ዎ⣙⥾⤖ࡼࡿᶒࡸ⩏ົࢆ᫂☜⌮ゎ࡛ࡁࠊ㐪ἲ࣭බṇ࡞ྲྀᘬࡸ່

ࡢ⏕άࡢ⟶⌮࡞ᐙィ㐠Ⴀࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿຊ

 㐺ษ࡞ሗ㞟㑅ᢥࡼࡿࠊᑗ᮶ࢆぢ㏻ࡋࡓពᛮỴᐃᇶ࡙ࡁࠊ⮬ࡽ

   ճ⏕άࡢ⟶⌮ዎ⣙㛵ࡍࡿ㡿ᇦ

ࡸᨵၿࠊⓎ㜵Ṇࢆồࡵ࡚㐺ษ࡞⾜ືࢆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿຊ

 ၟရ➼ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡼࡿᨾ࣭༴ᐖࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࠊᴗ⪅ᑐࡋ࡚⿵ൾ

㛵ࡍࡿ⾲♧➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ༴㝤ࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿຊ

 ၟရ➼ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢሗ㞟ດࡵࠊෆᅾࡍࡿ༴㝤ࢆணぢࡋࠊᏳᛶ

ሗࢆ⨨ࡅࠊᩚ⌮ࡋࠊඹ᭷ࢆᅗࡿࠋࡇࢀᇶ࡙ࡁࠊྛయࡀྲྀ⤌┦

ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓయീࠊከᵝ࡞యࡼࡗ࡚ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀ྲྀ⤌ࡢ

   ղၟရ➼ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳ㛵ࡍࡿ㡿ᇦ



㛵㐃ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ⾜ື࡛ࡁࡿຊ

࠼ࡿࠖࢆᅗࡿࠋ

ࡽࠊᑐ㇟㡿ᇦࡈࠊⓎ㐩ẁ㝵ࡈࡢᏛ⩦┠ᶆࢆᩚ⌮ࡋࠊయീࢆ᫂♧ࡋࠊ
ࠕぢ

యⓗ♫ཧ⏬ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ⪅༠ാࡋ࡚ᾘ㈝⏕ά

࢘ ᾘ㈝⪅ࡀࠊಶࠎࡢᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶࡸᾘ㈝⏕άࡢከᵝᛶࢆ┦ᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ

㸦௨ୗࠕ࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉࠖ࠸࠺ࠋ㸧࡞ࡶཧ⪃ࡋ࡞ࡀ
࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉࠖ

ࡾ⤌ࡴࡁᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢព⩏ࡸ┠ᶆࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢయ⣔

 ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᚲせᛶẼ࡙ࡁࠊࡑࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ከࡃࡢேࠎ༠ຊ

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ཬࡧᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᚑࡍࡿ⪅ࡀྲྀ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣᗂඣᮇࡽ㧗㱋ᮇࡲ࡛ࡢྛẁ㝵ᛂࡌ࡚య⣔ⓗ⾜ࢃࢀ࡞

㑅ᢥ࡛ࡁࡿຊ



ࡁࡿຊ
㸦㸰㸧ྛࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡢయ⣔ⓗ࡞ᐇ   



ሗ⟶⌮ࡸ▱ⓗ㈈⏘ಖㆤ➼ࠊᵝࠎ࡞ሗࢆㄞࡳゎࡃຊࢆ㌟ࡅࠊά⏝࡛

 ሗࠊ࣓ࢹࢆᢈุⓗྫྷࡋ࡚㐺ษ࡞⾜ືࢆࡿࡶࠊಶே

㞟࣭Ⓨಙࡼࡾᾘ㈝⏕άࡢྥୖᙺ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿຊ

 㧗ᗘሗ♫࠾ࡅࡿሗࡸ㏻ಙᢏ⾡ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋࠊሗࡢ

   մሗ࣓ࢹ㛵ࡍࡿ㡿ᇦ

ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࠊ㐺ษ࡞ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ

 ⮬ࡽࡢᾘ㈝ࡀ⎔ቃࠊ⤒῭ࠊ♫ཬࡧᩥ➼ࡢᖜᗈ࠸ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ⪅

   ձᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ㡿ᇦ

♧ࡍࠋ

㇟㡿ᇦࢆḟࡢ࠾ࡾ㸲ࡘศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࡛⫱ࡴࡁຊ㸦┠ᶆ㸧ࢆ

    ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ⠊ᅖࡣᗈࡃࠊᾘ㈝⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿ㡿ᇦ㛵㐃ࡍࡿࡀࠊࡑࡢᑐ

㸦㸯㸧ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀ⫱ࡴࡁຊ

㸯 య⣔ⓗ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ

 

ϩ ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥ
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ࡋ࡚ࠊປാࡢຍ౯್ࡀ౯᱁㐺ṇᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿྰࡢሗࢆࠊ㉎ධ

࠸࡚ࡣࠊ୍ᒙࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓࠊ㌟య㞀ᐖࠊ▱ⓗ㞀ᐖࠊ⢭⚄㞀ᐖࠊⓎ㐩㞀ᐖ➼ࡢ㞀ᐖࢆᣢࡘᾘ㈝⪅

13

࠼ࡤࠊከேᩘ࡛ࡢ୍ᩧ◊ಟࡸᑡேᩘ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡞ேᩘࡢ



࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣࠊᏛᰯࠊᆅᇦࠊᐙᗞࠊ⫋ᇦ➼ࡢᵝࠎ࡞ሙࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋ࡚⾜

   㸦ሙࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ᪉ἲ㸧



సᡂࡍࡿ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡵࡽࢀࡿࠋලయⓗࡣࠊ᪥ᮏㄒ௨እࡢゝㄒࡼࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣭ၨⓎࡢ㈨ᩱࡶ

࠶ࡿࡇࡽࠊ⮬❧ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿᕤኵࡀồ

ࡉࡽࠊᅜෆᅾఫࡍࡿእᅜேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐃఫእᅜேࡶᾘ㈝⪅࡛



⪅㸦ㆤᚑ⪅➼㸧ᑐࡍࡿാࡁࡅࡀ≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞⏕άᨭࡀᚲせ࡞⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢᨭ



౪ࡑࡢࡢᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᑐࡋࠊᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ㞀ᐖࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㐺ษ࡞᪉ἲࡼࡿሗࡢᥦ

14

7 ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹࡣࠊࣈࣟࢢࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ㸦616㸧ࠊື⏬ඹ᭷
ࢧࢺ࡞ࠊ⏝⪅ࡀሗࢆⓎಙࡋࠊᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ࣓ࢹࠋ⏝⪅ྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆಁ㐍ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ࡋࡅࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡢ㛵ಀࢆどぬⓗᢕᥱ࡛ࡁࡿࡢࡀ≉ᚩࠋ

ά⏝ࡍࡿࠋ

㈝⪅ᑐࡋ࡚ࡶࠊ࣐ࢫ࣓ࢹࡸࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ➼ᵝࠎ࡞ఏ㐩ᡭẁࢆ

    ࡇࢀࡽࡢሗᥦ౪㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜࡽᆅ᪉ࡢఏ㐩ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ┤᥋ᾘ



࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡼ࠺ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

άືࡢᐇែࡢሗࢆ㞟ศᯒࡋࠊᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࠊࡼࡾࡩࡉࢃࡋ࠸⾜ືࢆ⪃

⥭ᛴᛶ࣭ᚲせᛶࡢ㧗࠸⏕ά㛵㐃≀㈨㛵ࡍࡿሗࡸࠊᴗ⪅ࡼࡿ⿕⅏⪅ᨭ

࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡿ⣲ᮦ࡞ࡿሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋලయⓗࡣࠊ⿕⅏ᆅ࠾࠸࡚

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㠀ᖖ࣭⥭ᛴࡢᾘ㈝⪅⾜ືࡢᅾࡾ᪉ࡘ

㸦⅏ᐖ࣭⥭ᛴࡢᾘ㈝⾜ືࡘ࠸࡚ࡢሗᥦ౪㸧

ᡂᐤࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡢุ᩿ᮦᩱࡍࡿࡁ࠸ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧ

࡞ࡿሗࡢᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊ㎰ᯘỈ⏘≀ࡶྵࡵ࡚ၟရࡢ㉎ධ㝿

ࡶᐜ᫆ࡣタࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱㺃ၨⓎࡘ



ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓሗᥦ౪ࡣࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢᾘ
㈝⏕άࡀෆእࡢ♫⤒῭ໃࠊᆅ⌫⎔ቃ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ⣲ᮦ

⪅ᑐࡍࡿࡼ࠺࡞୍ᚊࡢἲⓗಖㆤࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ୍ᩧሗࢆᥦ౪࡛ࡁࡿሙ

㸦ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ᵓ⠏ྥࡅࡓሗᥦ౪㸧

㸦㸲㸧ᅜࡽࡢከゅⓗ࡞どⅬࡢሗᥦ౪ 



ࡢせᅉุ࡛᩿ຊࡀపୗࡋࡘࡘ࠶ࡿேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᮍᡂᖺ

⏕ά≧ἣࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋຍ㱋ࡼࡾุ᩿ຊࡀపୗࡋࡓࡾࠊ࠼ࡤㄆ▱࡞

㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗㱋⪅࠾࠸࡚ࡶᖺ㱋ᖜࡀ࠶ࡾࠊ



ࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢ୰ࡽࠊࡑࡢሙࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚᪉ἲࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶

ࡋ࡚యⓗุ᩿ࡋ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⬟ຊࢆ⫱ࡴࠋ



࣓ࢹ㐃ᦠࡋࡓࣛࢪ࢜ㅮᗙ࡞ࡢ⊂Ꮫࢆᇶᮏࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ

ࡢ≧ἣࡸࠊᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛࡢほⅬ➼ࡽࠊ㧗➼Ꮫᰯẁ㝵

ᙧᡂཧ⏬ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶ࡞ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࠊ♫࠾࠸࡚ᾘ㈝⪅

㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡅࡿ᪉ἲࡸࠊH ࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ◊ಟㅮᗙࡸࠊ

ࡲ࡛ࠊዎ⣙㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸዎ⣙క࠺㈐௵ࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢ

ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮࣭ၟရࢸࢫࢺᶵ㛵࣭ᕤሙ➼ࢆゼၥࡍࡿᐇᆅ◊ಟࡢࡼ࠺࡞య

ᶵჾ➼ࡸࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ⏝ࡼࡿዎ⣙ࢺࣛࣈࣝࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆྥࡅࡓ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅⿕ᐖ➼

㐪࠸ᑐᛂࡋࡓ᪉ἲࡸࠊᫎീ࣭࣮ࣟࣝࣉ࣭ࣞᑍ࡞ࡢឤッ࠼ࡓࡾࠊ
యࢆࡗࡓࡾࡍࡿ᪉ἲ➼ࠊཷࡅᡭࡢຠᯝࢆ༑ศ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ

ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡶᖺ㱋ᒙࡈ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

≉ࠊⱝᖺᒙࡣࠊᛴ㏿ᬑཬࡋࡓᦠᖏ㟁ヰࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ➼ࡢሗ㏻ಙ
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ࢀࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢỈ‽ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋලయⓗࡣࠊಶࠎࡢᕷ
⏫ᮧ࡛ࡣᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ⫱ᡂࡀᅔ㞴࡞ሙྜࠊࡑࢀࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡀ⾜࠸ࠊࡑ

ᛶᛂࡌࡓᡭἲࡸෆᐜࡼࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࢆᐇࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㌟㏆࡞❧ሙ࡛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱
ࢆ᥎㐍ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡶࠊᾘ㈝⪅⾜ᨻᢸᙜ㒊ᒁࠊᩍ⫱ጤဨࢆ

ࡢᨭࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡀ᭦㐍ᒎࡍࡿࡼ࠺⥅⥆ⓗ࡞ሗᥦ౪

ࢆጞࡵᚲせ࡞⟇ࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊ᥎㐍ἲࡼࡗ࡚᪂ࡓタ⨨ࡉࢀࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ

15

16

ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᅜ⮬ࡽࡀᐇࡍࡁ⟇ࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࡶࠊᆅᇦ

ࡿ㸦᥎㐍ἲ➨㸶᮲㸧ࠋࡇࡢࡇࡽࠊᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢ≧



ࡓࡵᚲせ࡞㈈ᨻୖࡢᥐ⨨ࡑࡢࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸

ࡓศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞య㛫ࡢ㐃ᦠࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

᥎㐍ἲ࡛ࡣࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࢆᐇࡍࡿ

㸦ᅜࡽࡢᚲせ࡞㈈ᨻୖࡢᥐ⨨➼㸧

ࡶሗඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࡚㐃ᦠࡍࡿࡶࠊ⚟♴ࠊ⾨⏕ࠊఫᏯࠊ⎔ቃࠊ⏘ᴗࠊ⛯ົ➼ࡢࠊ⾜ᨻྛ㒊

ሗⓎಙࡍࡿࡶࠊጤဨࡀᒓࡍࡿྛศ㔝࣭ᆅᇦ࡚ά⏝࣭ᐇࡉࢀࠊࡲ

ሙࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ᗈࡃᅜẸ

ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ▱ぢࢆᣢࡕᐤࡾࠊඹ᭷ࡋࠊㄆ㆑ࡸ᥎㐍ࡢ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡍࡿ

ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ௦⾲ࡀ୍ᇽ

⫱ࡢ⥲ྜⓗࠊయ⣔ⓗࡘຠᯝⓗ࡞᥎㐍㛵ࡋ࡚ࠊጤဨ┦ࡢሗࡢཬࡧ

ጞࡵࡋࡓᩍ⫱㒊ᒁࡀ⥭ᐦ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠸ࠊඹྠᴗࢆᐇࡍࡿ࡞ࡋ

⮧ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀඹྠ࡛ᇶᮏ᪉㔪ࢆసᡂࡋࠊᅜࡣࠊࡑࡇ♧ࡋࡓ⟇

㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟タ⨨ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡸ┦ㄯᑐᛂ࡞



ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᣦ௧ሪ࡛࠶ࡿᾘ㈝⪅ᗇࠊᩍ⫱⾜ᨻࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡀࠊ⥭ᐦ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀຠᯝⓗࡢほⅬࡽࠊ᥎㐍ἲ࡛ࡣࠊෆ㛶⥲⌮

ࢆ㞟⣙ࡋࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ➼ᥦ౪ࡍࡿࠋ≉ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬⟇ᐃࡸᾘ

㸦ᾘ㈝⪅⾜ᨻᩍ⫱⾜ᨻࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢព⩏ᚲせᛶ㸧

㸦㸰㸧ᾘ㈝⪅⾜ᨻᩍ⫱⾜ᨻ㸦Ꮫᰯᩍ⫱㺃♫ᩍ⫱㸧ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠ࣭༠ാ



┴ࡀㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀᕷ⏫ᮧࡢ㐃ᦠࢆಁࡍࡇࡶ୍࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓࠊఫẸࡢ⏕άᅪࡸ⤒῭ᅪ࡞ᛂࡌࡓྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ



ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊไᗘⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡢࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ሗ

ィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྛ✀⟇ࡢᐇ⮬ⓗࡘ⮬❧ⓗ

ලయⓗࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ≉ᛶᛂࡌࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍



᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

Ⅼⓗᐇࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయ⥭ᐦ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜయࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ

ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⟇➼ࢆ㔜

ࢀࢆ⟶ෆࡢᕷ⏫ᮧὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ᨭࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᕷ⏫ᮧ㛫࡛ࡢ᱁ᕪࢆᇙࡵࡿࡇࡼࡾࠊᾘ㈝⪅ᥦ౪ࡉ

ᾘ㈝⪅୍ே୍ேᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡲࡡࡃᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ

ࡣࠊఫẸ㌟㏆࡞⾜ᨻࢆ⥲ྜⓗᐇࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ≉



ࡇࡢࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᗈᇦⓗ࡞ほⅬࡽࠊ⟶ෆࡢᕷ⏫ᮧࡢྲྀ⤌ࢆ



ྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛ࡣࠊຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᕷ⏫ᮧࡢつᶍࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢᕷ⏫ᮧࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱

῭ⓗ≧ἣᛂࡌࡓ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



᪉බඹᅋయࡢ༊ᇦࡢேཱྀつᶍࡸᵓᡂ࡞ࡢ♫ⓗ≧ἣࡸࠊ⏘ᴗᵓ㐀࡞ࡢ⤒

࡞ࡃᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢᐇࡼࡾࠊᾘ㈝⪅୍ே୍ேᑐࡋ࡚㝽㛫

ᕷ⏫ᮧࡀࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊᙜヱᆅᇦ≉ᛶྜࡗࡓෆᐜࡸ

ᾘ㈝⪅ࡢ⏕άᐦ╔ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᖜᗈࡃఫẸ⏕ά㛵ࢃࡿ⾜ᨻࢆᢸ࠺

㸦㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࡢ㐃ᦠ㺃༠ാ㸧

࠾ࡾࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡑࡢᆅ

ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢୗࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ࡢ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ㈐ົࡉࢀ࡚

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ᥎㐍ἲ➨㸱᮲ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡢࡗࡾࠊ㛵ಀᶵ㛵

㸦ᅜࡢᙺᆅ᪉බඹᅋయࡢᙺ㸧

㸦㸯㸧ᅜᆅ᪉බඹᅋయ

㸰 ྛయࡢᙺ㐃ᦠ࣭༠ാ

12 / 72



ࡿࠋ

ᾘ㈝⏕άࡢ㊊ሙࡶ࠸࠼ࡿ⎔ቃಖࡸࠊࡑࡢࡓࡵ⾜ࢃࢀࡿ⎔ቃᩍ⫱ࡣࠊ

18

ࡿࡁࡶࡢ⨨ࡅࡿࡶࠊᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕ㣗ࠖ㛵ࡍࡿ▱㆑

ࡍࡿࡇࡼࡾ┦ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࠋෆᐜࡢ㛵ࢃࡾ␃ពࡢୖࠊ≉ᆅᇦࡸ

17

㣗⫱ࡣࠊ㣗⫱ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙࠸࡚ࠊ᥎㐍ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㣗⫱ࢆࠊ⏕ࡁࡿୖ࡛ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ▱⫱ࠊᚨ⫱ཬࡧయ⫱ࡢᇶ♏࡞

ࡿ㒊ศࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᩍ⫱ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜ࡋ࡚ࠊ᥎㐍

   㸦㣗⫱㸧

ཧ⏬ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚⌮ゎཬࡧ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱㔜࡞

    

␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡋࠊࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂ

ព㆑ࡋ࡚㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢຠᯝࡶ㧗ࡲࡿࠋ

ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝ࡢᐇ㊶ࢆ┠ᣦࡍᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㛵ࢃࡾࡀ῝࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬࢆ

ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᾘ㈝⏕ά㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ࡢ┠ⓗࠊෆᐜࡸᑐ㇟⠊ᅖࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

⏕ά㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࠖࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸

᥎㐍ἲ➨㸱᮲➨㸵㡯࡛ࡣࠊࠕ⎔ቃᩍ⫱ࠊ㣗⫱ࠊᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡑࡢࡢᾘ㈝



࠶ࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢഃ㠃ࡽࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ

බඹᅋయྛయ➼ࡢ㐃ᦠࡢሙࢆసࡿ࡞ࠊᆅᇦ࡛ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆ᥎㐍ࡍ



ࡇ࠺ࡋࡓ⟇ࡣࠊ⏕⏘࣭ὶ㏻࣭ᾘ㈝࣭ᗫᲠࡢ♫⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎࡸ
⎔ቃࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼ࡓ᪥ᖖࡢᾘ㈝⏕άࡸᴗάື➼⤖ࡧࡃࡶࡢ࡛

ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆ࠸ࡋࠊᆅᇦࣈࣟࢵࢡࡈᆅ᪉



ᅋయඹ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㺀ᆅ᪉ᾘ㈝⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㺁࡞ࠊከᵝ࡞㛵

࠼ࠊ⮬ࡽ⾜ືࡍࡿே࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

♫ࡢከᵝᛶࡸᑗ᮶ᑐࡍࡿ㈐௵ࠊ㈨※ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷㝈ᛶ࡞ࠊ⮬ࡽ⪃

ࡇࡢࡓࡵࠊ⎔ቃᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ▱㆑ࡸ⪃࠼ࡢࠊ

ࡢάືࢆ㋃ࡲ࠼ࡓຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ࡢ᥎㐍➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅜࡣࠊ
ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࣇ࢙ࢫࢱࠖࡸࠊᾘ㈝⪅ᗇࡀᆅᇦࣈࣟࢵࢡ༢࡛ᾘ㈝⪅



࡚ࠊᆅᇦࡢከᵝ࡞య㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅗࡾࠊ㐃ᦠ࣭༠ാࡸࠊࡢయ

ࢀࡓ⎔ቃᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡀ≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢᩍ⫱㸦(GXFDWLRQIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW㹃㹑㹂㸧ࡢどⅬࢆྲྀࡾධ

 ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟ࡣࠊᆅᇦࡢྛศ㔝ࡢ㛵ಀ⪅ࡀᵓᡂဨ࡞ࡗ࡚ࠊ

┦ࡢሗཬࡧㄪᩚࢆ⾜࠺ሙ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᙜヱ༠㆟ࢆ⤖⠇Ⅼࡋ

ᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙࠸࡚᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵ



⎔ቃᩍ⫱ࡣࠊ⎔ቃᩍ⫱➼ࡼࡿ⎔ቃಖࡢྲྀ⤌ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹ

   㸦⎔ቃᩍ⫱㸧

ࡢ㐃ᦠሗඹ᭷ࡢ⤌ࡳࢆసࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

⪅ᅋయࡸᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼ࡢ⮬ᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊάືࢆᨭࡋࠊ┦

ࠊ㐃ᦠࡢ➼ࢆ㞟ࠊᥦ౪ࡍࡿࠋ


  ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞ᶵࢆᤊ࠼࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿ⎔ቃࢆసࡿࡓࡵ

ࡣࠊከᵝ࡞❧ሙࡢᢸ࠸ᡭࡢ༠ຊࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ⾜ᨻࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊᾘ㈝

ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⥅⥆ⓗྛᩍ⫱ࡢᐇ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡶ

ᦠ࣭༠ാࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࢆά⏝ࡋࠊຠᯝ

ᆅᇦ➼࡛άືࡍࡿከᵝ࡞యࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓேᮦࡸ㈨※ࢆά⏝ࡋࠊᐦ᥋㐃

㸦ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟ࢆ⤖⠇Ⅼࡋࡓ㐃ᦠಁ㐍㸧

ᅋయ

㸦㸱㸧ᆅ᪉බඹᅋయ㸦ᾘ㈝⪅⾜ᨻ࣭ᩍ⫱⾜ᨻ㸧ᾘ㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅࣭ᴗ⪅

ࡑࡢࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸
࡚ඹ㏻ࡢㄆ㆑❧ࡗ࡚ࠊ㛵ಀᗓ┬ᗇࡣࡶࡼࡾࠊᆅ᪉බඹᅋయࢆጞࡵࡋࡓ

࡞ࡿᒎ㛤ࢆᅗࡿࠋ

㸱 ࡢᾘ㈝⏕ά㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠ᥎㐍



ࡿࡇࡼࡾࠊຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼࡛ᐇࡍࡿᩍ⫋ဨ◊ಟࡸࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀᏛᰯ➼࡛⾜࠺


➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ࡢᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ⧊ࡾ㎸ࢇࡔࡾࠊ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࠊᒎ㛤➼ࡍ

࡛ࡢᨭ࡞ࢆྵࡵࠊᚲせ࡞⟇ࢆ᳨ウࡋࠊᐇࡍࡿࠋࡑࢀࡼࡾࠊ࠼ࡤ

ྲྀ⤌࡞ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊྛᆅࡢዲࢆࡢᆅᇦ⤂ࡍࡿࡇ࡛᭦

ᐙᗞࠊ⫋ᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ୧⪅࠾࠸࡚⏝ࡉࢀࡿᩍᮦ➼ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡢඹ㏻

࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㈈ᨻᨭࡸᥦ౪➼ࡢሗ㠃
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ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࠊ࡛㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥ၟရࡢᥦ౪ࡢ
ಁ㐍ࡸᐙィ㔠⼥㈨⏘ࡢ᭷ຠά⏝ࢆ㏻ࡌࠊබṇ࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᐇ⌧㈉⊩
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࠶ࡿࠋ

ရࡢᏳᛶ㛵ࡍࡿ▱㆑⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ➼ࡣࠊᰤ㣴⾲♧ࢆྵࡵࡓ㣗ရ⾲

♧ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࢆጞࡵࠊ㣗࠾ࡅࡿ༴㝤ࢆᅇ㑊ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ࡴᾘ㈝⪅ᩍ⫱

ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㣗⫱ࡢෆᐜࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶

╔║Ⅼ➼ࡢ⩦ᚓࠊ๓ࢻࣂࢫ➼ࡢእ㒊ࡢ▱ぢࢆồࡵࡿࡇࡢᚲせᛶࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

୧⪅ࡢ୍యⓗ࡞㛵ಀࢆㄆ㆑ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾᾘ㈝⪅

ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡢሙࢆᗈࡆࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

19

ἲᩍ⫱ࡣࠊ㑅ᢥࡋࠊዎ⣙ࡍࡿࡇࡢ⌮ゎ⪃࠼ࡿែᗘࢆ㌟ࡅࠊᾘ㈝⪅ዎ

㸦ዎ⣙⮬⏤ࡢཎ๎ࠊ⚾ⓗ⮬ࡢཎ๎࡞㸧ࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ

ࡓࡵࡣࠊᾘ㈝άືࡢ๓ᥦ࡞ࡿ㌟㏆࡞ἲᚊ࡛࠶ࡿ⚾ἲࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ᐇឤࡋ࡚⌮ゎࡋࠊ㌟ࡅࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⏕άࢆႠࡴ

ἲᩍ⫱ࡢෆᐜࡢ୍㒊ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ⚾ἲࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ

   ἲᩍ⫱



⤒῭ᩍ⫱ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

௨ୖࡢࠊᾘ㈝⏕ά㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ࡋ࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊἲᩍ⫱ࡸ㔠⼥

㸦ࡑࡢࡢᾘ㈝⏕ά㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱㸧



ࡃ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㔜せ࡞せ⣲⨨ࡅࡽࢀࡿࠋ

20


㔠⼥ᗇࡢࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱◊✲ࠖࡀࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ྲྀࡾࡲࡵࠊබ⾲ࡋࡓࠕሗ࿌᭩ࠖࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊྠᖺ㸴᭶ࠊ㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨࡣࠊ᭷㆑⪅ࠊ㛵ಀᅋయࡢࠊ㔠⼥ᗇࠊᾘ㈝⪅ᗇࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࡀཧ⏬ࡍࡿࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱᥎㐍㆟ࠖࢆタࡅࡓࠋ



᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡉࡏࡿࡇ࡞ࢆࡡࡽ࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣෆእࡢ♫ໃཬࡧᆅ⌫⎔ቃ

࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⮬ぬࡍࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂྥࡅࡓᩍ⫱῝

㈝⪅ᩍ⫱ࡢෆᐜ┒ࡾ㎸ࡴࡶࠊ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱㐃ᦠࡋࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ

ࡢேࠎࡢ᥋Ⅼࢆ⌮ゎࡉࡏࠊᆅ⌫つᶍࡢ♫ၥ㢟㸦⎔ቃࡸ㈨※࡞㸧ࢆ⪃࠼

ࡇࢀࡽࡢ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣࠊ⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⏕άࢆႠࡴୖ࡛ࠊᚲせྍḞ
࡛࠶ࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆᾘ

ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡣࠊ♫⤒῭ࡢᅜ㝿ࡢ㐍ᒎྜࢃࡏࠊᾏእࡢᩥࡸእᅜ

   㸦ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㸧



ᙧᡂၟရ࠸ࡗࡓ㔠⼥ၟရࡢ㐺ษ࡞⏝㑅ᢥᚲせ࡞▱㆑࣭⾜ືࡘ࠸࡚ࡢ

ࡾࡘࡘᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᢸ࠸ᡭᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᅜẸ㐠ືࡢᢸ࠸ᡭࡀࠊ



⏕άタィࢆ⾜࠺⩦័࣭⬟ຊࢆ㌟ࡅࡿࡇࠊಖ㝤ၟရࠊ࣮ࣟࣥၟရࠊ㈨⏘

ᆅᇦࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࠊᆅᇦఫẸࡸከᵝ࡞యࡢཧຍ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ㐃ᦠࢆᅗ

ᅜẸ୍ே୍ேࡀࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㌟ࡅࡿࡓࡵࡣࠊ㔠⼥ࡸ⤒῭
ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐙィ⟶⌮ࡸᑗ᮶ࡢ㈨㔠ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㛗ᮇⓗ࡞

ᅜ࠾࠸࡚㣗⫱᥎㐍㐠ືࡀࠊᅜẸࠊẸ㛫ᅋయ➼ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊ





᩿ຊ㸧ࡢྥୖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᅜẸ୍ே୍ேࡀࠊ⤒῭ⓗ⮬❧ࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ᬽࡽࡋ

ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫ➼ࡢほⅬࡽ㐺ษ࡞㣗⏕άࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࠊ㣗

ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞᥎㐍ດࡵࡿࠋ

㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢព⩏࣭┠ⓗࡣࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮㸦㔠⼥㛵ࡍࡿ▱㆑ุ࣭

   㔠⼥⤒῭ᩍ⫱

ࡢ⩦ᚓࠊ
ࠕࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ࠖ࠸࠺ព㆑ࡢࢇ㣴ࠊ㣗ရࣟࢫࡢ๐ῶࡸᆅ⏘ᆅᾘ

ࡢ᥎㐍࠸ࡗࡓྲྀ⤌ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡛



⣙ࡢ㐺ṇࢆ┠ᣦࡍᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᩚྜࡍࡿࠋ

ࢆ⫱࡚ࡿ㣗⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㣗⫱ࡢྲྀ⤌ࡢ୰࡛ࠊ࣐ࢼ࣮

ࠕ㣗ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿຊࢆ⩦ᚓࡋࠊ࡞㣗⏕άࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿே㛫
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ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ⛉┠ࡢ㛤タࡸࠊᏛ⏕➼ࡢၨⓎㅮᗙࡢᐇ➼ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡀぢࡽࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋྛᏛ➼࡛ࠊࡑࡢಶᛶ࣭≉ⰍࡸᏛၥศ㔝ࠊ⮬

Ẽ䛝䚸ィ⏬ⓗ䛺䛔᪉䜢⪃䛘䜛䛣䛸䜔䚸㌟㏆䛺≀䛾㑅䜃᪉䚸㈙䛔᪉䜢⪃䛘䚸㐺

ษ䛻㉎ධ䛷䛝䜛䛣䛸䚸䛺䛹䜢ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

㏦ࡿࡓࡵࡢᨭࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶᏛ⩦㠃࡛ࡢᨭ
ࡲࡽࡎࠊከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯᛂࡌࠊ⏕ά㠃࡛ࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ

䝃䞊䝡䝇䛾㐺ษ䛺㑅ᢥ䚸㉎ධཬ䜃ά⏝䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛺䛹䜢ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔

䜛䚹

21

⛉䛻䛚䛔䛶䚸ᾘ㈝⏕ά䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䜔ᾘ㈝⪅䛾ᶒ䛸㈐௵䚸ᾘ㈝⏕ά䛸⏕ᾭ䜢

22

ࡿሗࡸ▱㆑ࡢᥦ౪ᶵࢆᣑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

┦ㄯᑐᛂࡍࡿࡶࠊᏛ⏕ᑐࡍࡿྛ✀ࡢᾘ㈝⏕άࡸᾘ㈝⪅ၥ㢟㛵ࡍ

ᝏ㉁ၟἲ➼ࡢ⿕ᐖࡸዎ⣙➼ࡢࢺࣛࣈࣝ㐼࠺Ꮫ⏕ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡽࡢ

ࡲࡓࠊᏛ➼ࡣࠊ♫ⓗ⤒㦂ࡢὸ࠸Ꮫ⏕ࡀࠊᏳᚰࡋ࡚ᐇࡋࡓᏛ⏕⏕άࢆ

㧗➼Ꮫᰯ䛷䛿䚸බẸ⛉䛻䛚䛔䛶䚸ᾘ㈝⪅䛻㛵䛩䜛ၥ㢟䜢ᣦᑟ䛩䜛䜋䛛䚸ᐙᗞ



䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛥䛫䜛䛣䛸䜔䚸㈍᪉ἲ䛾≉ᚩ䛻䛴䛔䛶▱䜚䚸⏕ά䛻ᚲせ䛺≀㈨䞉

ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢሗࢆ㞟ࡋࠊࡇࢀࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

䛻䛚䛔䛶䚸⮬ศ䜔ᐙ᪘䛾ᾘ㈝⏕ά䛻㛵ᚰ䜢ᣢ䛱䚸ᾘ㈝⪅䛾ᇶᮏⓗ䛺ᶒ䛸㈐௵

⮬❧䛾ᨭ䛺䛹䜒ྵ䜑䛯ᾘ㈝⪅⾜ᨻ䜢ᣦᑟ䛩䜛䜋䛛䚸ᢏ⾡䡡ᐙᗞ⛉䠄ᐙᗞศ㔝䠅

ே୍ேࡢ≧ἣ␃ពࡋࡘࡘࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜࡣ

ⓗᐃࡵࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩍ⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓୖ࡛ࠊᏛ⏕୍

ࡇ࠺ࡋࡓࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ➼࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿㅮ⩏

୰Ꮫᰯ䛷䛿䚸♫⛉䠄බẸⓗศ㔝䠅䛻䛚䛔䛶䚸㔠⼥䛾⤌䜏䜔ാ䛝䚸ᾘ㈝⪅䛾



࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࢆᐇࡋࡓࠋ

᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛷䛿䚸䛘䜀䚸ᑠᏛᰯᐙᗞ⛉䛻䛚䛔䛶䚸≀䜔㔠㖹䛾ษ䛥䛻

ேࡋ࡚ࡢᾘ㈝⪅ࠊ⫋ᴗேࡋ࡚ࡢ⏕⏘⪅࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅ࡢ⫱ᡂ➼ࢆ⾜



ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᏛ⏕ࡢ⏕άᨭࢆ⾜࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬❧ࡋࡓ♫

ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺཬࡧ  ᖺᨵゞࡉࢀࡓᑠ࣭୰࣭㧗➼ᏛᰯࡢᏛ

ኚࡍࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⏕ࡢࡶࡘᵝࠎ࡞ഃ㠃ᛂࡌࠊᏛ➼ࡋ࡚✚ᴟⓗ

ᡂᖺᮍᡂᖺࡀΰᅾࡍࡿᏛ➼࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢᶒ㈐௵ࡀࡁࡃ

ۑᏛ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ➼



ཬࡧ⏕ᚐࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵ᛂࡌࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛᰯ࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱άືࡢయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗂඣࠊඣ❺

⩦ᣦᑟせ㡿࠾࠸࡚ࡣࠊ♫⛉ࠊබẸ⛉ࠊᐙᗞ⛉ࠊᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉࡞ࢆ୰ᚰ



ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࡇࡀつᐃࡉࢀࡓࠋ

άࡢ㛵㐃ࢆ㔜どࡍࡿࡇࡸࠊయⓗ♫ࡢᙧᡂཧ⏬ࡋࠊࡑࡢⓎᒎᐤ

࠸࡚ࠊᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡋ࡚ࠊ⮬ཬࡧ⮬ᚊࡢ⢭⚄ࢆ㣴࠺ࡶࠊ⫋ᴗཬࡧ⏕

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᨵṇࡉࢀࡓᩍ⫱ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧࠾





㛵ࡢ㐃ᦠࡢಁ㐍࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

⌮ᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿእ㒊ேᮦࡢά⏝ࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮࡞ࡢ㛵ಀᶵ

ุ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊ➼ࡢ⬟ຊࢆ⫱ࡳࠊయⓗᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࢆ㣴࠺ࡇࢆ

ࡲࡓࠊඃࢀࡓᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡸᩍ⫋ဨࡢᣦᑟຊྥୖࠊᾘ㈝⏕άࡸᾘ㈝⪅ᩍ⫱



ࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

ᚋࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㊃᪨ࡢ࿘▱࣭ᚭᗏࢆᅗࡾࠊྛᩍ⛉࠾࠸࡚ᐇࡋ

❧䛸ᨭ䛺䛹䜢ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

ぢ㏻䛧䛯⤒῭䛾ィ⏬䚸ዎ⣙䚸ᾘ㈝⪅ಙ⏝ཬ䜃䛭䜜䜙䜢䜑䛠䜛ၥ㢟䜔ᾘ㈝⪅䛾⮬

⩦ᚓࡉࡏࡿࡶࠊࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᛮ⪃ຊࠊ

ᣦࡋࠊ⏕ᾭࢃࡓࡾᏛ⩦ࡍࡿᇶ┙ࡀᇵࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ

Ꮫᰯᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊᗂඣࠊඣ❺ཬࡧ⏕ᚐࡢࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆ⫱ࡴࡇࢆ┠

   ۑᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭᏛᰯ➼

㸦㸯㸧Ꮫᰯ

㸯 ᵝࠎ࡞ሙ࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱

Ϫ ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ㡯
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ලయⓗࡣࠊ⏫ෆࡸㆤண㜵ᩍᐊ➼ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅ࡀ㞟ࡲࡿሙᡤฟྥࡃ

ἲࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ⏕ጤဨࡸ♫⚟♴ࠊㆤ⚟
♴ኈ➼ࡢ⚟♴㛵ಀ⪅ࠊ㓄㣗࣭㓄㐩ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ⾜࠺Ẹ㛫ᴗ⪅➼ࠊ᪥㡭ࡽ

ࢆసᡂࡋࠊᬑཬດࡵࡓࡾࠊᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡢぢᏲࡾ㛵ಀ⪅➼ࡀᾘ㈝⏕άࢭࣥ

ࢱ࣮ࢆぢᏛࡍࡿᶵࢆᐇࡍࡿ࡞ࡢᕤኵࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡶࠊ

24

࡚ࡢ┈ࡢ᧦ㆤཬࡧቑ㐍ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ሗᥦ౪᪉ἲࡸࠊຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ᡭ

⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸᫎീ㈨ᩱ࡞

23

ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡛⮬❧ࡀᅔ㞴࡞ேࠎࡢᾘ㈝⪅ࡋ

᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࠕ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࠖ࠸࠺ᡭἲ㸦ゼၥᨭ㸧

⾜ᨻࡀᾘ㈝⏕ά┦ㄯࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡸᵝࠎ࡞ᾘ㈝⪅

ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࠾ࡅࡿㄆ▱ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀࡲࡎࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᾘ㈝

⪅ࡢཧຍࢆᚅࡘࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢࡇࢁฟྥࡁࠊ



ࡇࡼࡿᏛ⩦ᶵࡢᥦ౪➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊㅮᗙࡸᏛ⩦➼ࡢᾘ㈝

ࡃ࠸࠸࠺ၥ㢟ࡶᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋሗࢆᚲせࡍࡿ⪅࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊሗࡢ

Ꮡᅾࢆ▱ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡿࠋ



࡞ሙྜࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ㌟㏆࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡾ

࣮ࢡࡢάືࡢ୰࡛ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࠊၨⓎάືࢆࡼࡾᙉࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪤ᏑࡢᆅᇦࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣡

⾜ືࢆࡽ࡞࠸⪅ࠊࡘࡲࡾ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸⪅ࡢ᪉ࡇࡑࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀᚲせ

ᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᶵࢆタࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᨭ࠼ྜ࠸ࡢ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊ

᪉ࠊሗࡸᨭࢆồࡵ࡚Ꮫ⩦ࡢሙ⮬ࡽ㊊ࢆ㐠ࡪ⪅ࡼࡾࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞

ࡸ㞀ᐖ⪅ࢆᆅᇦ࡛ᨭ࠼ྜ࠺ࡓࡵࡢ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ┤᥋ࡑࡢேࠎ

㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎࡸ᰾ᐙ᪘ࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡛ࠊᏙ❧ࡋࡀࡕ࡞༢㌟ࡢ㧗㱋⪅

   㸦㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅➼ࡢぢᏲࡾᾘ㈝⪅ᩍ⫱㸧





⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ୍ᒙ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡿᬑཬ࣭ၨⓎࢆᐇࡍࡿ࡞ࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ⥅

࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢேࠎ㌟㏆࡞Ꮫ⩦ࡸὶࡢሙࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ၥ㢟㛵ࡍ

ࡋ࡚ၨⓎάືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබẸ㤋ࠊᅗ᭩㤋ࢆጞࡵࡍࡿ♫ᩍ⫱タ

ࡢ㈨㉁ྥୖࡢࡓࡵ㐺ษ࡞ฎ㐝➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡇࡢࡓࡵࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨࡘ࠸࡚ࠊࡑ 

ಙࡍࡿᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡛ࠊᆅᇦࡢᾘ㈝⏕άࢆᨭ࠼ࠊሗⓎಙࡢᴗົࡢ୍⎔



ᩆ῭ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶ♏▱㆑ࡸዎ⣙▱㆑ࡘ࠸࡚ሗࢆⓎ

ࡾࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

ࡳ㔜ࡡࡼࡾ⋓ᚓࡋࡓ▱㆑⤒㦂ࢆࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ⏕ࡏࡿ⎔ቃ࡙ࡃ

ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨࡀ᪥ࠎࡢ◊㛑ᾘ㈝⏕ά┦ㄯᑐᛂࡢ✚

ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᣐⅬࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ࡛ࡁࡿ



⏝ࡍࡿࠋ

ࡴࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤᕷ⏫ᮧ➼ࡢᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ

⮬❧ࡋࡓᾘ㈝⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᾘ㈝⪅ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌

   㸦ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࣭ᣐⅬ㸧

 ۑᆅᇦ

㸦㸰㸧ᆅᇦ♫



ฎ᪉ἲࡢၨⓎάືࢆᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿᅋయ➼ࡢ◊✲ࡸᐇ㊶άື➼ࡶ᭷ຠά

࣮ࡀሗᥦ౪➼ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ᑐࡋᨭࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸ࠺ࠋ

⾜࠺ࠋ

ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌࠊྛᏛ➼ࡀᏛ⏕➼ᑐࡍࡿዎ⣙㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸࢺࣛࣈࣝᑐ

ᶵ㛵ࡢᐇࡢࡓࡵࡢሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ

ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ㆟ࡢሙ➼࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢሗᥦ౪ཬࡧὀពႏ㉳ࢆ


ࡍࡿሙࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊᅜࡀࠊࡑࢀࡽࡢ



ᆅᇦఫẸᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿሙࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࢆᨭ

ࢀࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆಁࡍࡓࡵࠊᅜࡣࠊᏛ⏕ᨭᚑࡍࡿᏛ➼ࡢᩍ⫋

ࡋ࡚ࡶ⨨ࡅ࡚ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᣐⅬࡋࠊࡑࡇᵝࠎ࡞ሗࢆ㞟✚ࡋ࡚ࠊ

Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࡞ࡿࡃ᪩࠸ẁ㝵ࠊ࠼ࡤࠊධᏛࡢ࢞ࢲࣥࢫ➼࡛ࠊ

ዎ⣙㛵ࡍࡿࢺࣛࣈࣝࡸࡑࡢᑐฎ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢၨⓎࢆ⾜࠺ࡇࡀ⪃࠼ࡽ

ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࢆᾘ㈝⏕ά┦ㄯࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
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ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࠊᥦ౪ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡣࠊ

ಁ㐍ࡍࡿࠋ



ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧᡂ✚ᴟⓗཧ⏬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊሗᥦ౪ࡸၟရࡸࢧ࣮

ࡍࡿᾘ㈝⪅⾜ᨻ㒊ᒁ⚟♴㛵ಀ㒊ᒁࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㐃ᦠࢆ

ࡽࡢᏛࡧࡢሙࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᥎㐍ἲ➨  ᮲➨㸱㡯࡛ࡣࠊᴗ⪅ࡀࡑ
ࡢᚑᴗ⪅ᑐࡋࠊ◊ಟࢆᐇࡋࠊཪࡣᴗ⪅ᅋయ➼ࡀ⾜࠺ㅮ⩦ࢆཷㅮࡉࡏ
ࡿࡇ࡞ࢆ㏻ࡌࠊᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿ▱㆑ཬࡧ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡉ

ព㆑ࢆᏊ౪㌟ࡅࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᦠᖏ㟁ヰࡸࣥࢱ

࣮ࢿࢵࢺ➼ࡢ࠸᪉ࡘ࠸࡚ࠊᐙ᪘࡛⪃࠼ࠊᐙᗞ࡛ࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࢆ⾜࠺ࡇ

ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊಖㆤ⪅➼ࡢ⾜࠺ᐙᗞᩍ⫱ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊබẸ㤋



25



26

ά㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳసࡾࢆᨭࡍࡿࠋ

ࡢୡᖏࢆ≺ࡗࡓブḭⓗ࡞່ㄏࡢ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᐙ᪘㛫࡛ࡢሗඹ᭷

ࢆࡍࡿࡇࡶࠊᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᴗ⪅ࡼࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ྥࡅ࡚ࠊᅜࡣࠊᆅᇦࡢၟᕤ㒊ᒁࠊ⏘ᴗ㒊
ᒁ࡞ᾘ㈝⪅⾜ᨻ㒊ᒁࡀ㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࢆጞࡵࠊ㐺ࠊᾘ㈝⏕

ࡉࡽࠊᐙᗞ࠸࠺ሙࢆᐙ᪘࠸࠺༢ᗈࡃ⪃࠼ࠊୡᖏࡀู࡞ࡗ࡚࠸



ᴗ⪅ࡢࠊ≉ᛶᛂࡌࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᴗ⪅ࡣࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᵓ⠏ྥࡅࠊᴗࡢᙧែࡸࠊᴗศ㔝ࠊࡑࡢ



࡚ࡶࠊ࠸ሗඹ᭷࡛ࡁࡿሙࡽ࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ࠼ࡤ㧗㱋⪅ࡢࡳ



࠶ࡿࠋ

ヰࡢ୰࡛ಖㆤ⪅ఏ࠼ࡿ࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊ▱㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡶ᭷ຠ࡛

ࡲࡓࠊಖ⫱ᡤࠊᗂ⛶ᅬࡸᑠᏛᰯ࡞࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆࠊᏊ౪ࡓࡕࡀᐙᗞ࡛ࡢ

ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽᐇ࡛ࡁࡿศ㔝ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ

⎔ቃಖㆤάືࡢཧຍࢆಁࡍ࡞ࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࢆᙧᡂࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆ⫱ᡂ

ࡓㅮᗙ➼ࡢᐇࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ



ィሗࡸὀពࡍࡁᾘ㈝⪅ࢺࣛࣈࣝሗ࡞ࡢᥦ౪ࡀᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ

ࡑࡢ୰࡛ࠊ㔠㖹㛵ࡍࡿࡋࡘࡅࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ㐺ṇ࡞⏝ࢆࢸ࣮࣐ࡋ

࠼ࡤࠊ᪂ධ♫ဨྥࡅࡢࠊዎ⣙ࡢ࣮ࣝࣝࡸ⏕άタィ࣭⟶⌮ಀࡿ♫ே
ࡋ࡚ࡢᇶ♏▱㆑ࡸ㣗⏕άྥୖࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᐃᖺ㏥⫋ᚋࡢ⏕άタ

ࡢάື࡞ࡢከᵝ࡞ሙࢆά⏝ࡋࠊᏛ⩦ࡢᶵࡸሗࡢᥦ౪࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ

ࡸᅗ᭩㤋࡞ࡢ♫ᩍ⫱タࡸᏛᰯ࠾ࡅࡿᑵᏛデࡸಖㆤ⪅ࠊ㹎㹒㸿

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࡽᚲせ࡞ࡿ▱㆑ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ♫ฟ࡚



ồࡵࡽࢀࡿࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛ᚓࡓ▱㆑ࠊ௦ࡀኚࡍࡿ୰࡛ࠊ♫ฟ

㈙࠸≀ࢆᡭఏࢃࡏࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊ㔠㖹ࡸ≀ࢆษᢅ࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡢ

㈝⏕άࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊ⮬ࡽྜ⌮ⓗุ᩿ࡋ⾜ືࡍࡿࡇࡀ

୍⯡ࠊ♫ฟ࡚ࠊ⏕άࡢ⣊ࢆᚓጞࡵࡿྠࠊ⮬❧ⓗ࣭యⓗ࡞ᾘ

㸦ᚑᴗ⪅ࡢᾘ㈝㛵㐃ሗᥦ౪㸧



ᐙᗞ࠾࠸࡚ࡣࠊᏊ౪ᑐࡋ࡚ಖㆤ⪅㸦ぶ࡞㸧ࡀᑠ㐵࠸ࡢ࠼᪉ࢆ⪃࠼ࠊ

ۑᐙᗞ

 

ࡢษࡉࢆఏ࠼࡚࠸ࡃᅜẸⓗ࡞㐠ືࡶᒎ㛤ࡍࡿࠋ 

ేࡏ࡚ࠊぢᏲࡾࡢほⅬࡽᆅᇦࡢ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࠊ
ࠕ୍ኌࡅࡿࠖࡇ

ᴗ⪅ࡢ♫ⓗ㈐௵㸦㹁㹑㹐㸧ࡢほⅬࡽࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ

ᴗ⪅ࡢάືࡋ࡚ࡸᚲ㡲࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢኌࢆ࠸ࡋࠊබṇࡘ

࡞ࡗࡓᾘ㈝⏕ά㛵㐃ࡍࡿሗࡸࠊྛ✀ࡢᡭἲࡘ࠸࡚ࡢሗᥦ౪ࢆྍ⬟



ࢆ⫈࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢኌࢆᴗ⪅⮬ࡽࡢ㢳ᐈ‶㊊ᗘࡢྥୖ࠸ࡍࡇࡣࠊ

ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ࠊ⚟♴㛵ಀ⪅➼ࡢάືྜࢃࡏ࡚ࠊᐅ

ᴗ⪅ࡣࠊ࠾ᐈᵝ┦ㄯᐊ࡞ࢆタࡅࠊࡑࡇ࡛┤᥋ⓗࠊ㛫᥋ⓗᾘ㈝⪅ࡢኌ

㸦㢳ᐈࡢኌࢆ࠸ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡢሗᥦ౪㸧

ᐇࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



㸦㸱㸧⫋ᇦ

㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅➼ࡢᡞูゼၥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨭ⪅➼ᑐࡋ࡚ࡶᖜᗈࡃ◊ಟࢆ
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ᴗ⪅ᅋయᵓᡂဨࢆྵࡵࠊᖜᗈࡃᆅᇦάືᚑࡍࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓேᮦ㣴ᡂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࠊᥦ౪ࡍࡿᣐⅬ⨨ࡅࡿࠋ

ဨ➼࠾ࡅࡿᩍဨ◊ಟࡸᏛ࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡢᣦᑟ㞟➼ࡢ

27

ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋ࡚㐺ษ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᾘ㈝⪅⾜ᨻᢸᙜ㒊ᒁࡸᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼

⏕ࡢ⏕άᨭࢆ⾜࠺ᢸᙜ㒊ᒁ➼࠾࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯ➼ᑐ

ᩍဨࠊ⫋ဨᑐࡋ࡚ࡶᐇࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏛ➼࠾ࡅࡿᏛ

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᾘ㈝⏕άࡸᾘ㈝⪅ၥ㢟㛵ࡍࡿၨⓎࡣࠊᏛ⏕ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ

ᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢᶒࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡇ

㸦㸰㸧Ꮫ➼࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ

ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞◊ಟᶵࡢᐇດࡵࡿࠋ

ࡉࡽࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵㐃ࡍࡿᩍ⛉ᩍ⫱ᅋయ➼ࡢ◊ಟࡢᨭࢆ⾜࠺ࡇ



28

ᾘ㈝⪅Ᏻἲ➨  ᮲➨  㡯➨  ྕࠊ➨  㡯➨  ྕ࡛ࡣࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᴗ⪅ᑐ
ࡍࡿᾘ㈝⪅ࡽࡢⱞಀࡿ┦ㄯࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆᚑࡉࡏࡿࡇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡀࡍࡿᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨࠊ୍⯡
㈈ᅋἲே᪥ᮏ⏘ᴗ༠ࡀࡍࡿᾘ㈝⏕άࢻࣂࢨ࣮ࠊ㈈ᅋἲே᪥ᮏᾘ㈝⪅༠ࡀࡍࡿᾘ
㈝⏕άࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ࠸ࡎࢀࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཪࡣࡇࢀࡽྠ➼௨ୖࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧ
⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿ㸦ྠἲ⾜つ๎➨㸵᮲㸧ࠋ



࡛ࠊேᮦ⫱ᡂࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋᅜࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᐇ㊶ࢆᗈࡃඹ᭷ࡋ࡚

ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌➼ࡢሗࢆඹ᭷ࡋࠊ┦㐃ᦠ࣭༠ാ࡛ࡁࡿሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

㈝⪅ᩍ⫱ࣇ࢙ࢫࢱࠖࠊ
ࠕᆅ᪉ᾘ㈝⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡌࠊ

ᩍᮦࡸၨⓎ㈨ᩱࡢసᡂࡸࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᾘ㈝⪅Ꮫ⩦࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᾘ

ᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊከᵝ࡞యࡀᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚άືࡋࠊከᵝ࡞

   㸦ᅜࡼࡿ㐃ᦠ࣭༠ാࡢാࡁࡅ㸧



㣴ᡂ㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡛ᇵࡗࡓ᪉ἲࢆά⏝ࡋࠊ⚟♴㛵ಀ⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయ࣭

ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ࡍࡿᅜⓗ࡞༠㆟ࡢᐇࡸᣦᑟ㞟ࡢసᡂ࡞

ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿඃࢀࡓᐇ㊶ࢆඹ᭷ࡋࡓࡾࠊᩍ⫱ጤ

ά⏝ࢆಁࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊᩍ⫋ဨࡢᣦᑟຊࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ

ᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ



ࡇࡢࡓࡵࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨࢆ㣴ᡂࡍࡿㅮᗙࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓ

ᚑࡋ࡚ࡁࡓᾘ㈝⪅ᅋయࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

Ꮫ࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡢ⌧≧ࢆㄪ

᪉⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ሗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢሙྜࠊᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂάື


ࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿᣐⅬࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡽᆅ᪉බඹᅋయ

⏕άࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨྥࡅࡢ㸯᪥◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࠊ୍㒊ࡢ

ᰝࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ᨵၿࢆᥦࡍࡿࡶࠊᗈࡃྛ᪉㠃࡛ࡢ⏝㈨ࡍࡿ

࣮ࢆࠊᆅᇦࡈᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᣐⅬࡋ࡚⨨ࡅࡿࡶࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱

≉ࠊᩍဨ◊ಟࡣࠊᾘ㈝⪅⾜ᨻ㒊ᒁࡸᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼㐃ᦠࡍࡿࡇ

ㅮᗙࠖ
࣭
ࠕฟ๓ᤵᴗࠖࡸࠊ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓၨⓎάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡣࠊᾘ

ಟࡢᐇࢆᅗࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡼࡾࠊ୍ᒙຠᯝⓗᐇ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ

ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᗂ⛶ᅬࡸᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ≉ูᨭᏛᰯ➼ࡢࠕฟ๓

య࡛࠶ࡿྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊ⫋ົෆᐜࠊ⤒㦂➼ᛂࡌࡓ◊

㈝⪅ᚲせ࡞▱㆑ࢆຠᯝⓗఏ࠼࡚࠸ࡃୖ࡛᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ

᪥ᖖⓗ┤᥋ᾘ㈝⪅ࡽࡢ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ┦ㄯဨࡀࠊࡑࡢ⤒㦂

⪅ᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭ᐇດࡵࡿࠋᙜヱㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࢆ࠸ࡋ࡚ࠊ◊ಟࡢᐇ



ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼࡛ࡣࠊࠕᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿࠖ┦ㄯဨࡀࠊ

   㸦ᢸ࠸ᡭ⫱ᡂᣐⅬࡋ࡚ࡢᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮࣭ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼㸧

㸦㸱㸧ᾘ㈝⪅ᅋయ࣭㹌㹎㹍➼ࡢᆅᇦேᮦ



ࡋࠊᾘ㈝⪅ၥ㢟㛵ࡍࡿၨⓎࠊሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡑࡢࡓࡵࠊ㛵ಀᅋయࡀᐇࡍࡿ◊ಟࡢሙ➼ࢆά⏝ࡋࠊᏛ➼ࡢᩍ⫋ဨᑐ



ࡘ࠸࡚ㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆᖜᗈࡃᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᾘ㈝

ࡇࡢࡓࡵࠊᅜ࡛ࡣᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡸᩍᮦ㛤Ⓨࠊᩍဨ◊ಟ࡞



࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᣦᑟຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᙺࡋ࡚ࡢᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ

㸦㸯㸧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭᏛᰯ➼࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ

㸰 ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢேᮦ㸦ᢸ࠸ᡭ㸧ࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝
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㏻ࡌࡓᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ

࡚ࠊከᵝ࡞యࡀ㐃ᦠ࣭༠ാࡋࡓయไ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

ࡇࢀࡽࡢேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࠊᅜࡀᨭࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀ✚ᴟⓗ㛵ࢃࡿ

య࡛࠶ࡿࡲࡽࡎࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛ࠊࡑࡢᾘ㈝⏕ά㛵ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞▱㆑ࢆ

㈝⪅ఏ࠼ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬♫ࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖά⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸

30

ࡿࡀࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ᾘ㈝⪅ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐈ

29

 ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡀᾘ㈝⪅ࡢᶒ㸦᥎㐍ἲ➨㸯᮲㸧࡛࠶

ᴗ⪅ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡽࡢၥྜࡏࠊ┦ㄯ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢᾘ㈝⏕ά

㸦ᾘ㈝⪅ࡢ⮬ぬࡢႏ㉳㸧

㸦㸳㸧ᾘ㈝⪅

㛵ࡍࡿሗゐࢀࡿᶵࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᚓࡓሗࢆࠊᚲせᛂࡌ࡚ᾘ

㸦ᾘ㈝⪅ᑐࡍࡿㄝ࣭᫂ሗᥦ౪ࡢ⬟ຊྥୖ㸧

㸦㸲㸧ᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼

 

⤌ࡳసࡾࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ࢆタࡅ࡚ᐇࡍࡿࡇ➼ࡶྵࡵࠊㄪᩚࡢᶵ⬟ࢆᐇຠ࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡢල

యⓗ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ



ᇦࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ⫱ᡂ✚ᴟⓗ㈉⊩ࡍࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయࡣᆅᇦࡢᾘ㈝⪅ᅋయ㐃ᦠࠊᨭࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢᆅ

ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᅜࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⫱ᡂࡸ㓄⨨࡞ࠊࣔࢹࣝᆅ༊

ᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయࠊᏛ➼㐃ᦠࡍࡿࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺࢆᢸ࠺

㛛ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗ࡞ຓゝ࣭ᣦᑟᙜࡓࡿ♫ᩍ⫱ࡀࠊᏛᰯࠊᾘ㈝⪅ᅋయࠊ

   㸦ᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయࡼࡿᾘ㈝⪅ᅋయࡢᨭ㸧

ࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿྛᴗ⪅ࡢᚑᴗ⪅ᑐࡍࡿ◊ಟ➼ᚲせ࡞ሗࡢᥦ౪➼ࢆ

㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡍࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼ࡀᣐⅬ࡞ࡗ

ㄯဨࠊᾘ㈝⪅ᅋయࡸ㹌㹎㹍ࡢ୍ဨࡋ࡚άືࡍࡿ⪅ࡸࠊ♫ᩍ⫱㛵ࡍࡿᑓ

ά⏝ࡍࡿࠊ♫ෆࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋᴗ⪅ᅋయࡀࠊࡑ

ࡍࡿࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡣࠊᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ᙧᡂࡢ᥎㐍ᙺࡋ࡚ࡢ



ⓗ࡛࠶ࡿࠋ◊ಟࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚ࡣࠊᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨࡸᾘ㈝⪅㛵㐃ࡢᑓ㛛ᐙࢆ

ᙺࢆᢸ࠺⪅ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦࠸࡞ࡿྡ⛠

ࡢ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡇࡢሙྜࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ၨⓎάືྲྀࡾ⤌ࡴᾘ㈝⏕ά┦

ࡓᏛ⩦ࡸᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᙧᡂྥࡅࡓᏛ⩦ࡢᶵࡶຍࡍࡿࡇࡀຠᯝ

ධ♫ဨ◊ಟࡸࠊ⠇┠ࡈࡢ◊ಟ➼࠾࠸࡚ࠊᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿሗࢆᇶࡋ

   㸦ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⫱ᡂ㸧

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᢸ࠺ከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵࡣࠊ㛫❧ࡗ࡚ㄪᩚࢆࡍࡿ

➼ࡼࡿᚑᴗ⪅ᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡢࠊ♫እࡢᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋࡓㅮ⩦ࠊ᪂

ᴗ⪅࠾࠸࡚♫ෆࡢሗㄅࡸ⫋ሙෆሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒㸦ࣥࢺࣛࢿࢵࢺ㸧

㸦ᚑᴗ⪅◊ಟࡢᢸ࠸ᡭ⫱ᡂ㸧

    

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

άᛶ㈨ࡍࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢほⅬࡽࡶࡇࢀ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡣᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙧᡂࡋࠊᆅᇦ♫㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸧ࡢ

ᴗ⪅ᅋయࡀᥦ౪ࡍࡿ㺀ฟ๓ㅮᗙ㺁ࢆࠊࡼࡾᐇࡍࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿᆅᇦࡸᏛᰯᴗ⪅ࡸ

࠸ࡃࡶࠊከᵝ࡞ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࢆᐇࡍࡿࠋ


㛵ࡍࡿሗࢆ᭦✚ᴟⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࡶࠊᴗ⪅ࡼࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᪉ἲ

ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦఫẸࡢព㆑ࢆ㧗ࡵ࡚



  㸦ᴗ⪅㺃ᴗ⪅ᅋయࡼࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ 

    ᴗάືࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓሗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾘ㈝⪅ࡗ࡚᭷┈࡞ᾘ㈝⏕ά

➼㸧ࡸᆅᇦࡢᾘ㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼ࠊᆅᇦࡣᵝࠎ࡞ᩍ⫱㈨※



ᡭ⫱ᡂࡋ࡚ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

⯡ࡢᾘ㈝⪅ศࡾࡸࡍࡃ≀ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸

ࢆⓗ☜ᥦ౪࡛ࡁࡿ⬟ຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑓ㛛⏝ㄒࡸᴗ⏺⏝ㄒ࡞ࢆ⏝࠸ࡎࠊ୍

ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡽࡢၥྜࡏࢆⓗ☜⪺ࡁྲྀࡾࠊࡑࡢᾘ㈝⪅ࡗ࡚ᚲせ࡞ሗ

ࡴࡇࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯእࡢᑓ㛛ᐙ㸦ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ⾜ᨻ᭩ኈ

㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼ࡢᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡀࠊ┦㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌

ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ༢⊂ࡢయࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾘ㈝⪅⾜ᨻࠊᩍ⫱ጤဨࠊᾘ

Ꮫᰯࠊᆅᇦࠊᐙᗞࠊ⫋ᇦࡑࡢࡢᵝࠎ࡞ሙ࠾࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆάᛶ



ᥦ౪ࡍࡿ⤌ࡳࢆసࡿࠋ
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╔ᡭࡋࡓࠋࡉࡽࠊᏛᰯᩍ⫱࡛⏝࡛ࡁࡿᩍᮦ➼ࡸฟ๓ㅮᗙ࡞ࡢྛ✀ࡢ
ሗࢆࠊࢧࢺෆ࡛ศࡅࠊᰯ✀ูࠊᏛᖺูࠊᩍ⛉ู࡞᳨࡛⣴ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ᨵಟࡋࡓࡇ࡛ࠊ᭦࡞ࡿά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

Ꮫ⩦ࡀࠊ୍ேࡢᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵ᭷┈ࡔ࠸࠺ࡇࢆࠊᾘ

㈝⪅⮬㌟ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ



࠸࡚ࡶࠊ┿ᚲせ࡞ᩍᮦ➼ࢆసᡂࠊᐇࡉࡏࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊే
ࡏ࡚ࠊᩍဨࡸᩍ⫱ጤဨ㛵ಀ⪅➼ࡢ༠ຊࡶᚓ࡚ࠊ࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉ⮬యࡢࣂ࣮
ࢪࣙࣥࢵࣉࢆᅗࡿࠋ

ᇦ♫ࡸᑗ᮶ୡ௦ࠊࡉࡽࡣㅖእᅜ࡛⏕ࡁࡿேࠎࡢࡇࢆࡶ࠾ࡶࢇࡥࡗ࡚ࠊ

⮬ࡽࡀᢸ࠸ᡭ࡞ࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧᡂ✚ᴟⓗཧ⏬ࡍࡿࡇࡢព⩏

ࢆ▱ࡿࡇࡶྠࡌࡃ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ





   

31

ࢆᩚഛࡋ࡚ࠊᗈࡃሗᥦ౪ࢆࡧࡅࠊሗࡢ㞟⣙ࢆᅗࡿࠋ

32

ሗࡶ㞟⣙ࡋࠊྛయ㛫࡛ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࠋ 

ࣅࢫࡢሗࢆ㞟⣙ࡋࠊඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ᗇࡣᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣏࣮ࢱࣝࢧ


ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓᏛ⩦ෆᐜࡢᕤኵࡘ࠸࡚ࡢ

ᩍᮦ➼ࡸࠊྛᆅ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࠊฟ๓ㅮᗙ࡞ࡢࢧ࣮

ࢺࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊࡉࡽሗ㞟ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥ㸦ᥖ㍕ᇶ‽㸧

ࢀࡓࡾࠊᐇ㝿㉳ࡁࡓ㌟㏆࡞➼ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡾࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⩦⪅

㎸ࡴ࡞ࡢᕤኵ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཷືⓗ࡞ㅮ⩏యࡢᏛ⩦ࡢࡶࠊࢡ

ࡿከᵝ࡞ᩍᮦ➼ࡢᏛᰯࡸᆅᇦ࡛ࡢ᭷ຠά⏝ࢆಁࡍࠋ

ࢬᙧᘧࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࠊཧຍᆺࡢᏛ⩦ࡢ୰ࠕ㐟ࡧࠖࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධ

㛵ᚰࢆᘬࡁࡘࡅࡿࡢάື⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡾࠊྛ✀ࡢᏛ⩦ࡸ㞟ࡲࡾ⤌ࡳ

ᾘ㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయࠊ㹌㹎㹍࡞ࠊᵝࠎ࡞యࡼࡾసᡂࡉࢀ

ᅜࡢᶵ㛵ࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊᾘ㈝⪅ᅋయࠊᴗ⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼ࡢసᡂࡋࡓ

ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࡼࡾከࡃࡢᏛ⩦ᶵࢆసࡿほⅬࡽࠊཧຍ⪅ࡢ⯆࣭

ᩍᮦ࣭ᩍලࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦ࡣ᭷┈࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅜࡢᶵ㛵ࡸᆅ᪉බඹᅋయࠊ



Ꮫᰯ࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᩍᮦ➼ࢆࡼࡾ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ

   㸦Ꮫ⩦ෆᐜࡢᕤኵ㸧

ࡍࡿ⤌ࡳసࡾࢆ㐍ࡵࡿࠋ

᭩⡠ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࠸ࡗࡓ⣬፹య㝈ࡽࡎࠊࢤ࣮࣒࡞ࡢ㟁Ꮚ፹యࡶྵࡵ࡚ࠊ

   㸦ከᙬ࡞ᩍᮦ➼ࡢసᡂᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ࡛ࡢሗ㞟⣙㸧

㸦㸯㸧ᩍᮦ➼ࡢసᡂ࣭ά⏝   

 㸱 ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ㈨※➼

ࡋࡓࡶࡢࢆసᡂࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᅜࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࡢᶵࢆᥦ౪

ࡤᆅᇦࡢᩍ⛉◊✲ࡸᩍ⫱ጤဨ➼㐃ᦠࡋࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ㊃᪨ࢆᫎ



⪅࣭ᴗ⪅ᅋయ➼ࡢእ㒊ᅋయࡀᏛᰯྥࡅࡢᩍᮦࢆసᡂࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ࠼

⾲ᙲไᗘࡢࡗࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱άືࡘ࠸࡚⾲ᙲࢆ⾜࠺ࠋ

≉Ꮫᰯᩍ⫱࡛ά⏝࡛ࡁࡿᩍᮦ➼ࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ᅋయࡸᴗ

   㸦Ꮫᰯ࡛ά⏝࡛ࡁࡿᩍᮦ➼ࡢᐇ㸧

ሗࡢඹ᭷ࢆಁࡍࠋࡉࡽࠊඃࢀࡓάືࢆዡບࡍࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ᨭຌປ⪅

ఏ࠼ࡿྲྀ⤌࡞ࠊẸ㛫ࡢᅋయ➼ࡀ⮬Ⓨⓗ⾜࠺άືࡀᅜ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ

ࡍࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ࡴྲྀ⤌ࠊయⓗ㺂Ꮫࡧࠊ



ࢆసᡂࡍࡁ㡿ᇦࡀ᫂☜࡞ࡿࡇࡽࠊᅜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾

ࢆᚓࡿࡇࡶࠊࡶࡕࢁࢇ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ⮬ศࡢࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ

ᅜࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀࡑࡢࡼ࠺࡞⮬ࡽᏛࡪᾘ㈝⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᐇ

ࡲࡓࠊ࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉࡢศ㢮ྜࢃࡏ࡚᪤Ꮡࡢሗࡢᩚ⌮ࢆ㐍ࡵࠊᩍᮦ➼
ࡀ༑ศసᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㡿ᇦࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋࡑࢀࡼࡾࠊᚋࠊᩍᮦ➼

 ᾘ㈝⪅ࡗ࡚ࠊ⿕ᐖࡸ༴ᐖ㐼ࢃࡎᏳࠊᏳᚰ⏕άࡍࡿࡓࡵࡢሗ



ࢵࣉ㸦࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉ㸧ࠖࡢศ㢮ྜࢃࡏࡿᙧኚ᭦ࡋࠊ᪤Ꮡࡢሗࡢᩚ⌮

ࡽ✚ᴟⓗᏛ⩦ࡍࡿጼໃࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ

㸦ᾘ㈝⪅Ꮫ⩦ࡢᒎ㛤㸧

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࡢᚑ᮶ࡢศ㢮ࢆࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢయ⣔࣓࣮ࢪ࣐

   㸦࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉྜࢃࡏࡓሗᩚ⌮ά⏝㸧

➨㸵᮲㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᶒࡋ࡚ࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࢆ᭱㝈ά⏝ࡋ࡚ࠊ⮬

ಟᚓࡋࠊᚲせ࡞ሗࢆ㞟ࡍࡿࡇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ
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㸦㸰㸧ㄪᰝ◊✲   

࠺࡞ほⅬࡽࠊᅜࡣ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᾘ㈝⪅ᩍ
⫱࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࢆ୰ᚰࡋ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡸᩍᮦ➼ࡢሗࢆ
㞟ࡋࠊᗈࡃᥦ౪ࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚ࠼ࡿࠋ

ࠊᐇែㄪᰝ╔ᡭࡋࠊࡑࡢ᱁ᕪࡢṇࠊලయⓗ࡞᥎㐍ࡢ᪉⟇ࢆぢฟࡋ࡚࠸

ࡃࠋࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྛᆅ࡛ࡢヨࡳࡘ࠸࡚ࡶࠊᐇ㊶ࡸ㐃

ᦠࡢ᪉ࡢሗࡢ㞟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡢሗࢆศᯒᩚ⌮ࡍࡿ◊✲ࡶ⾜࠺ࠋ

   㸦ᅜ㝿ⓗ࡞ሗࡼࡿㄪᰝ➼㸧

ඹ᭷ࢆ᥎㐍ࡍࡿ➼ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㐃ᦠ㺃ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

㝿ⓗ࡞ᶵ㛵࠾ࡅࡿάືཧ⏬ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚✚ᴟⓗ࡞ሗࡢ

ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵㐃ࡍࡿྛᅜࡢㄪᰝศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㹍㹃㹁㹂➼ࡢᅜ

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡗ࡚⏝ࡀ
ᐜ᫆࡞ࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅⾜ᨻ㛵ࡍࡿሗࡶ㎿㏿ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⤌ࡳసࡾࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ࢆࡧ᰿ࡏࡿࡓࡵࠊࡑࡢព⩏㸦ᾘ㈝⪅ࡀᾘ㈝⏕άࡢከᵝᛶࢆ┦ᑛ

㔜ࡍࡿࡇࡸࠊබṇࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞♫➼㸧ᐇ㊶άືࢆලయⓗ⤖ࡧ

ࡅ࡚◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣓࣮ࣝ㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫ㸦࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓎ⾜㸧ྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

࡚ࠊࡑࡢάືࢆᬑཬࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉⟇➼ࡶ◊✲ࡍࡿࠋ

33

㆟ࠊᑠጤဨࢆ㛤ദࡋ࡚⥅⥆ⓗ᳨ウࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᴫᛕ◊✲ࡑࡢᬑཬࡣ≉㔜せ࡛࠶ࡾࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍

34

࠼ࡤࠊ⎔ቃ┬ࡢࠕ࢚ࢥᏛ⩦ࣛࣈ࣮ࣛࣜࠖhttp://www.eeel.go.jp/ࡸ㎰ᯘỈ⏘┬ࡢࠕ࡞ࡐ?
࡞?㣗⫱!!ࠖhttp://www.maff.go.jp/j/syokuiku/࡞ࠋ
11 ࠼ࡤࠊ
ᾘ㈝⪅ᗇࡢࠕࣜࢥ࣮࣓࣮ࣝࣝࢧ࣮ࣅࢫࠖhttp://www.recall.go.jp/service/register.html
ࡸࠕᏊࡶᏳ࣓࣮ࣝࠖhttp://www.caa.go.jp/kodomo/mail/index.phpࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕ά
ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕぢᏲࡾ᪂㩭ሗࠖhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵➼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀሗᥦ౪ࡢࡓࡵࡢࢧࢺࢆ⨨ࡁࠊ



 ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱௨እࡢࡑࡢࡢᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ⟇ࢆ

ㄪᰝ◊✲ྜࢃࡏ࡚ࠊ࠼ࡤࠊࣔࢹࣝᆅ༊ࢆタࡅ࡚ඛ㐍ⓗ࡞ᐇ㊶ࢆ㞟୰ⓗ

⾜࠺࠸ࡗࡓ᪉⟇ࡸࠊ᪤ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡸᅋయ➼ࢆ᰾ࡋ



ࢀࡽࢆ㐺ษά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡼࡾලయⓗ࡛ᐇຠᛶࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆࡍࡿࡇ

ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊᾘ㈝⪅┦ㄯሗࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻሗࢡࢭࢫ㸦᥋⥆㸧ࡋࠊࡑ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿ⪅ࡀࠊᾘ㈝⪅ᗇ⨨ࢀࡓᨾሗࢹ࣮ࢱࣂࣥ

  㸦⥲ྜⓗ࡞ሗࢧࢺࡢ᳨ウ㸧



ᛂࡌ࡚ຍᕤࡋࠊⓎಙࡍࡿ⤌ࡳࢆᐇࡉࡏࡿࠋ

ࠕᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࠖ࠸࠺ᴫᛕࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢ♫࠾࠸࡚῝࠸ඹឤ

   㸦ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ᴫᛕࡢ◊✲࣭ᬑཬ㸧



10

ᇶ࡙ࡃၨⓎάືࡘ࠸࡚ࡣࠊṇ☜࡞ሗⓎಙࡀ≉ᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊ⊂
❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࡋ࡚㞟⣙ࡋࡓࡇࢀࡽࡢሗࢆࠊᚲせ

せࡀ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᭱᪂ࡢ⿕ᐖ࣭༴ᐖ㜵Ṇ㈨ࡍࡿሗࠊࡑࢀ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

     

༴ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㐺ࡘ㐺ษ᭱᪂ሗࢆᥦ౪ࡍࡿᚲ

ᾏእࡢ◊✲⪅➼ࢆᣍ࠸ࡓㅮ₇ࡢ㛤ദࠊᾏእ࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢㄪᰝ➼ࢆ

ᡂ㛗ẁ㝵ྜࢃࡏ࡚య⣔ⓗᾘ㈝⪅ࡢ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⿕ᐖ࣭

 㸦ሗⓎಙࡢయไᩚഛ㸧

ά⏝➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࡼࡿᅜ㝿㆟ࡢ㛤ദࢆጞࡵࠊ

     ᅜ㝿ⓗ࡞ሗ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ᥎㐍ࡸ▱ぢࡢ┦

   

ࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ᙺ❧ࡘᵝࠎ࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿᙺࢆ㈇࠺ࠋࡑࡢࡼ

㐍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᆅᇦ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏿ࡸ

 ᅜࡣࠊ┤᥋ⓗಶࠎࡢᾘ㈝⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࡼࡾࡶࠊᾘ㈝
⪅ࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦᐦ╔ࡋ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿከᵝ࡞ᢸ࠸ᡭᑐ

     



㸦㸱㸧ሗ㞟࣭ᥦ౪
   㸦ᅜࡢᙺ㸧

࡚ࡢᅜࡢᐇែㄪᰝࢆᐇࡍࡿࠋᆅᇦࡈࡢ≉ᚩࢆ࠸ࡋࡓᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎

     ᇶ♏ሗࡢᩚഛࡋ࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢయไࡘ࠸

   㸦ᇶ♏ⓗ࡞ሗࡢᩚഛ㸧
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ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ࡀ⮬ࡽࡢᏛ⩦ࡸၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊྛ✀ࡢᾘ㈝

ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ཷಙຊࡸⓎಙຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ


☜ಖࡢࡓࡵࠊ࣐ࢫ࣓ࢹࡢά⏝ࢆ᳨ウࡋࡓࡾࠊᆅᇦࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡

ࢡάືࡢ᥋ゐࡢᶵᆅඖࡢᆅ᪉බඹᅋయࡽሗࢆᒆࡅࡿ⤌ࡳࢆᩚ࠼



࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽሗࡢ㞟ࠊ▱㆑ࡢಟᚓࠊࡑࡋ࡚ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ

࡞ሗᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋሗࢧࢺࡢᩚഛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊሗᥦ౪ࡢᐇຠᛶ

ࢆලయⓗ᳨ウࠊࡑࡢຠᯝ

35

ᐃ࡞ࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠼ࡤࣔࢹࣝᆅ༊ࢆタᐃࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊሗᥦ౪ࡢ᪉ἲ



ㄳࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿᕤኵࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

36

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶୍㒊ᨵᐃ㸧
ࠋ
ᮏ❶㸦ϫ㸧㸯ࡽ㸲グ㍕ࡋࡓㅮࡎࡿࡁ⟇ࡣࠊᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

12

ᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬ࠊ㣗ရ⾲♧ἲ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㣗ရ⾲♧ࢆጞࡵࡋ࡚ࠊḟ

㸰 ᾘ㈝⪅ࡢ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡢᶵࡢ☜ಖ

ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ࡢᏳ࣭Ᏻᚰ☜ಖࡢศ㔝ࡶ⥲ྜⓗࠊ୍యⓗ᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ



ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡇ࡞ࡢࠊ࠸ࡗࡓ᰿ᮏⓗ࡞Ᏻᩍ⫱ࡶ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡑࡢຠᯝࡀ㧗ࡲࡿࡇ

⫱ࢆ⾜࠺ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜࡶࠊࡑࡶࡑࡶᏳࡣ࠺࠸࠺

ᾘ㈝⪅ࡀ⮬ⓗࣜࢥ࣮ࣝሗࢆධᡭࡋࠊ⾜ືࡍࡿᚲせᛶࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅ᩍ

῝ࡵࡿࡇࡣࠊ㢼ホ⿕ᐖࡢ㜵Ṇ࠸࠺ほⅬࡽࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ

Ꮫᰯࡸᆅᇦ➼ࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ㣗ရᨺᑕ⬟㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ⌮ゎࢆ

⌧ᅾࡢ♫ໃ࠾ࡅࡿࠊࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔜せᛶ㚷ࡳࠊ



ᡂ࣭᭦᪂ᫎࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ᨾ➼ࡢⓎ࣭ᣑ㜵Ṇࠊᮍ↛㜵Ṇྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ࡘ㎿㏿㐍ࡵࠊ◊✲ࢆ㐺ษ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࢆᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᩍᮦ➼ࡢస

ࡲࡓࠊᨾሗࢆ㞟ࡋࠊศᯒ࣭ཎᅉ✲᫂ཬࡧ⤖ᯝ➼ࡢሗⓎಙࢆⓗ☜

ࢆᣢࡕࠊᾘ㈝⪅ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡓࡵࡣࠊᾘ㈝⪅ࡀࠊཷ㌟ࡢ❧ሙ

ࡓࡾࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢᗈሗ⣬ࡸ⏫ෆࡢᅇぴᯈ➼ࡼࡿሗᥦ౪ࡢ༠ຊࢆせ

ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ࡞ࡢᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡌࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⟇ࡀᐇຠᛶ

㢟࡛࠶ࡿࠋࢡࢭࢫࡀᅔ㞴࡞ᾘ㈝⪅㸦࠼ࡤ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅㸧ᑐࡍࡿ㐺ษ

౪ࠊᴗ⪅ࡼࡿὀពႏ㉳ࠊၟရࡢ⮬ⓗ࡞ᨵಟࡸᅇࡢಁ㐍ࠊࣜࢫࢡࢥ࣑

   ᪉ࠊಶࠎࡢᾘ㈝⪅࠾ࡅࡿሗࢡࢭࢫ⬟ຊࡢ᱁ᕪࡢᑐᛂࡶ㔜せ࡞ㄢ

㸦ሗᥦ౪ࡢᐇຠᛶ☜ಖ㸧

☜ಖࠊᏳࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟ᥦ

ᨻᗓࡣࠊ㣗ရࢆጞࡵࡍࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢᚲせ࡞ᇶ‽ࡢᩚഛ





⠏ࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬๎ࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⟇ࢆᐇࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⪅⟇ࡢ୰࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖࡣ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞㡯࡛࠶ࡾࠊ

㸯 ᾘ㈝⪅ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ   

ϫ 㛵㐃ࡍࡿࡢᾘ㈝⪅⟇ࡢ㐃ᦠ 

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓࠊᾘ㈝⪅ྥࡅࡢሗࢧࢺࢆᵓ

⪅⾜ᨻሗࢆᚓࡿࡇࡣࠊᴟࡵ࡚᭷┈࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᑗ᮶ⓗࡣࠊ⌧ᅾࡢ



ࣅࢫⓏ㘓ࡋࡸࡍࡃࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᗇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢࢧࢺࢆ୍ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊᵝࠎ࡞࣓࣮ࣝ㓄ಙࢧ࣮
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ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢ㐺ṇ࡞ྲྀᘬࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡣࠊᾘ㈝⪅

ࡇࡶᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ᙧᡂࡢ➨୍Ṍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཷ㌟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≧ἣᛂ
ࡌ࡚ࠊ┦ㄯᶵ㛵ࢆά⏝ࡍࡿ࡞✚ᴟⓗ࡞⾜ືࢆࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡼࡾࠊࡑࡢⅬࡢ⌮ゎࡢቑ㐍ࡶᅗࡿࠋ

ࡢሗᥦ౪ࢆⓗ☜ࡘ㎿㏿㐍ࡵࠊࡑࢀࢆᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᩍᮦ➼ࡢసᡂ࣭᭦᪂

ᫎࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛ✀ἲไᗘࡢᐇࡶࡑࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ

ࡣࠊࡑࢀࡽࡢព⩏࣭ෆᐜࢆ⌮ゎࡋά⏝࡛ࡁࡿᾘ㈝⪅ࡢ⫱ᡂࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ
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 ᾘ㈝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫⣮தࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊᙜ⪅㛫࡛ࡢ⮬΅ࡀ



ษࡘ㎿㏿࡞ᩆ῭ࡢࡓࡵࡢไᗘࡢᩚഛ࡞ࡢᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ

ࡢᅇࢆᅗࡿࡇࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ㚷ࡳࠊᨻᗓࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ⿕ᐖ➼ࡢ㐺

㉁㔞ࡸ΅ຊ࡞ࡢ᱁ᕪ࡞ࡽࠊಶࠎࡢᾘ㈝⪅ࡀ⮬ࡽࡢຊࡢࡳ࡛ࡣ⿕ᐖ

」㞧࣭ከᵝࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡘ࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢሗࡢ

㸲 ⱞฎ⌮࣭⣮தゎỴࡢಁ㐍



࿘▱᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡾࠊཧ⏬ࡍࡿࡇࡢព⩏ࡀᾘ㈝⪅ఏࢃࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࣥࢺไᗘ㸧ࡸ⏦ฟไᗘ➼ࡀࡼࡾ୍ᒙ᭷ຠᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ࠊࡑࢀࡽࡢ⤌ࡳࡸ

㔜せᛶࢆᬑཬࠊၨⓎࡋ࡚࠸ࡃࠋ࠼ࡤࠊពぢබເᡭ⥆ไᗘ㸦ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓

ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࡢᵓ⠏ྥࡅࠊᾘ㈝⪅⮬㌟ࡀ✚ᴟⓗពぢࢆฟࡍࡇࡢ



⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ

⟇ࡢ⟇ᐃࡢ㐣⛬ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࡢᩚഛ࡞ࡢᚲせ࡞

ᨻᗓࡣࠊᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅➼ࡢពぢࢆᗈࡃ⟇ᫎࡋࠊᙜヱ

㸱 ᾘ㈝⪅ពぢࡢ࣭ᫎ㏱᫂ᛶ☜ಖ   
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13ᅜ㝿つ᱁ࡋ࡚ࡣࠊISO10001㸦⾜ືつ⠊㸧
ࠊ10002㸦ⱞᑐᛂ㸧ࠊ10003㸦ADR㸧ࡀ࠶ࡿࠋ



ᾘ㈝⪅ࡀࠊ⿕ᐖ࣭༴ᐖ㐼ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢゎỴྥࡅ࡚⮬ࡽ⾜ືࡍࡿ

ᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࠋ



Ỵᡭ⥆ᶵ㛵➼ࢆά⏝ࡋࡓ⣮தゎỴࡢಁ㐍࡞ࡢᚲせ࡞⟇࡞ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࡞つ᱁ࡢᩚഛࡑࡢᬑཬࡢࡓࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖྠᵝࠊࢺࣛࣈࣝࡢཎᅉ࣭ཎᅉ✲᫂ཬࡧ⤖ᯝ

ᡭ⥆ᶵ㛵ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀタ⨨ࡍࡿ⣮தゎ

࡞➇தࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࠊేࡏ࡚㐺ṇ࡞ィ㔞ࡢᐇࡢ☜ಖࠊ㐺ṇ



ᅋయ࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢయไࡢᩚഛேᮦࡢᙉࠊẸ㛫ࡢุእ⣮தゎỴ

ࢆᩚഛࡋࠊഇཪࡣ࡞⾲♧ࠊᗈ࿌ࢆつไࡍࡿ࡞ࡢᥐ⨨ࠊබṇࡘ⮬⏤

ేࡏ࡚ᆅ᪉බඹᅋయ࡞࠾ࡅࡿᾘ㈝⏕ά┦ㄯࡢ❆ཱྀయไࡢᐇ࣭ᙉࠊ
ᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨࡢฎ㐝ࡢᨵၿ➼ࢆ㏻ࡌࡓேᮦࡢ☜ಖ㈨㉁ࡢྥୖࠊᆅ᪉බඹ

ዎ⣙᮲㡯ࡢ☜ಖ࡞ࡢᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㣗ရ⾲♧

ࢆጞࡵࡍࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁࡞㛵ࡍࡿ⾲♧ࡸࠊᗈ࿌㛵ࡍࡿไᗘ



ࡢ㛫ࡢዎ⣙ࡢ⥾⤖㝿ࡋ࡚ࡢᴗ⪅ࡼࡿሗᥦ౪່ㄏࡢ㐺ṇࠊබṇ࡞



ฎ⌮㛵㐃ࡍࡿᅜ㝿つ᱁ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᾘ㈝⪅ᑐᛂࢆ㉁ⓗྥୖࡉࡏ

㐍ࡴࡼ࠺ࠊᴗ⪅ࡀᾘ㈝⪅ᑐᛂ㒊㛛ࢆᩚഛࠊᙉࡋࠊᾘ㈝⪅ᑐᛂࠊⱞ



ࡢࡼ࠺ᾘ㈝⪅ࡢ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡢᶵࡢ☜ಖດࡵࡿࠋ

23 / 72

ࡽࠊᆅᇦࡈࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡞ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅜࡣࠊ᪥ᮏ୰ࡇ࡛⏕άࡋ࡚࠸
࡚ࡶᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࢆ⾜࠺ࠋ


㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ⟇యᑐࡍࡿᣦ㔪࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྛ┬ᗇ࠾

࠸࡚ࡣ╔ᐇᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ

ᅜẸᗈࡃఏ࠼ࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺ୰ࢆ┠㏵ࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࢆά⏝ࡋࠊᚋࠊᇶᮏ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⥲ྜⓗࠊ୍యⓗ

㔜せㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊᅜᆅ᪉බඹᅋయࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠊྛ⾜ᨻᶵ㛵ࡸྛ✀
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ᇦࡢ㧗㱋⪅ࡢ⏕άࢆぢᏲࡿάືࡀάⓎ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢάືࡢ୰ᾘ㈝⪅ᩍ⫱

ᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡍࡿᙧ࡛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᆅ



40

ᇦ༠㆟ࢆࡘ࡞ࡄᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࠊ㒔㐨ᗓ┴ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᆅ

࡚ᵝࠎ࡞ᾘ㈝⪅ᅋయ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇ⦼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ᪤Ꮡࡢ

ࢵࢡศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡍ

࠼ࡤࠊ࠶ࡿᆅᇦ࡛ࡣᏛᰯࡢᤵᴗࡢ୰ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࡿᕤኵࡋ

ࡲࡓࠊᆅᇦࡈࡢ௦⾲⪅ࢆᑓ㛛ጤဨࡋ࡚௵ࡋࠊᅜࢆ  ࡞࠸ࡋ  ࣈࣟ





ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ぢࢆᇶࠊᡓ␎ⓗ㐍ࡵࡿࠋ

ᨭࡍࡿࡓࡵᙺ❧ࡘᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠊၨⓎࠊሗᥦ౪࡞㸧ࡢᐇែ

㐃ᦠࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞άື㸦ᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆ

࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋྛ✀ࡢㄪᰝ◊✲ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᥎㐍㆟ࡢጤဨࡸᑓ㛛ጤဨࡢ▱

⫱ᐇ㊶ࡸࠊᵝࠎ࡞ᢸ࠸ᡭࡀసᡂࡋ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱⏝ࡢᩍᮦ➼ࡢ㞟ᩚ

ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

⌮ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍᮦ➼ࡀ༑ศᏑᅾࡋ࡞࠸ศ㔝࡞ࡶ᫂ࡽࡋࠊᩍᮦ➼ࡘ

࡚ࡶࠊᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍㆟ࡢᑠጤဨ࡛㆟ㄽࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛᆅ࡛ࡢᾘ㈝⪅ᩍ

ࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᐇࡼࡾࠊ࡚ࡢᾘ㈝⪅ᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࡀ

ᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᅋయࠊ㹌㹎㹍ࠊᴗ⪅㺃ᴗ⪅ᅋయ➼

ࡉࡽᾘ㈝⪅ᗇタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࡢ㐠Ⴀࡘ࠸





ᅜᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊࡲࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡑࡢ⟶ෆࡢᕷ⏫ᮧࡀ㐃ᦠࡋࠊࡼ

⟇ࡢ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋ

ᛶᛂࡌࡓෆᐜ࣭ᡭἲࡼࡾᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ᆅᇦࡼࡗ࡚ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊᇶᮏ᪉㔪┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㡯ࢆᆅᇦࡢ≉

ᅋయ㛫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠊྛ✀ࡢᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠ➼ࡢ㐃ᦠ᪉

ດࡵࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ





⫱᥎㐍⟇ࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗ㆟ㄽࡍࡿࠋ

ᑓ㛛ጤဨࡶ௵ࡋࠊᑠጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡼࡾࠊಶูලయⓗ࡞ᾘ㈝⪅ᩍ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊู⣬ᥖࡆࡿㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ
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概念を提唱し、それを具現化する試みとして、
「安心・安全で持続可能な未来に向
けた社会的責任に関する円卓会議」の創設を提案している。

citizenship の考え方に基づくとされ、さらにそれは１
９
９
０年代から欧州において、消費

者教育の分野を中心として唱えられるようになった考え方であり、環境問題等を背景

とする持続可能な社会への問題関心や、欧州における citizenship の考え方を背景と

citizenship）
」の定義は次のとお

者団体の支援などの消費者行動を支える基盤がまったく異なっており、消費者行動に

− 388 −

視されており、消費者の行動の意義として環境問題や貧困問題等の社会の改善のみな

要な内容となるが、国民生活白書などでは、消費者の行動は「参加」という観点が重

− 389 −

このようにわが国において「消費者市民社会」の考え方を定着させるには、!消費

基盤づくりをしていくことが必要不可欠である。

よる市場や社会の改善を期待する前提として、消費者教育や消費者団体への支援等の

れていることに留意が必要である。同時に、わが国と欧州とでは、消費者教育や消費

は、消費者の行動がその中核と考えられている。

わが国において「消費者市民社会」の定義を考える際にも、消費者の行動がその重

が国においては、まずもって市場における規制を適正なものに整備することが求めら

地方公共団体等による消費者行政やその責任を軽減するものであってはならない。わ

献するというところに観点が置かれており、欧米における「消費者市民社会」の概念

市場や社会の改善を主張するが、この議論が、消費者の役割を主張するあまり、国や

いは世界的なレベルにおいて責任ある行動をとり、公正かつ持続可能な発展を維持す

るために積極的に貢献し、その重点は環境面に積極的に関心をもち、社会の発展に貢

体への支援等の条件整備も必要である。「消費者市民社会」の議論は、消費者による

ここでの「消費者市民」は、単に賢い消費者に限られず、社会的、経済的、環境的

適切な規制が整備されることが不可欠であるとともに、消費者教育の充実や消費者団

また、わが国において消費者行動による市場や社会の改善を展望するにあたっては、

４ わが国における「消費者市民社会」の条件
!

会の変革主体としての消費者」
、
「優しいまなざしをもった社会」を提唱している。

sumer Citizenship）
」を紹介し、その特徴として、
「経済主体としての消費者」
、
「社

オ 「平成２
０年版国民生活白書」
（２
０
０
８年１
２月・内閣府）は、
「消費者市民社会（Con-

者市民社会」を具現化する試みとしている。

とにより、課題を設定してこれを実現していくという試みを提案しており、「消費

ダーだけでは解決しないような事象を多数のステークホルダーが相互に連携するこ

ォーラムを形成し、設立合意書を交わし、自らの代表を選び、１つのステークホル

な観点も考慮に入れて消費行動やそれに伴う行動をする。また、家族的、国家的ある

ble on family、national and global levels．

the maintenance of just and sustainable development by caring and acting responsi-

economic and ecological、consideration．
The consumer citizen actively contributes to

A consumer citizen is an individual who makes choices based on ethical、social、

りである。

Thoresen）氏による「消費者市民社会（consumer

work）という組織の代表的な論客であるビクトリア・Ｗ・トーレセン（Victoria W．

欧州委員会の補助金等で大学を中心に組織化されたＣＣＮ（consumer citizen net-

２ 「消費者市民社会」の概念
!

言であり、私たちはこれを市民の立場から検証し捉え直す必要がある。

政府、金融セクター、専門家・学者という７つの関係者（ステークホルダー）がフ

る。

また、国民生活白書等が提唱する「消費者市民社会」は、いわば国の立場からの提

的責任に関する円卓会議の開催について」
（２
０
０
８年７月３日・国民生活審議会総合
企画部）は、円卓会議が産業界、労働界、消費者団体、ＮＧＯ・ＮＰＯグループ、

もこのような観点から日本版の「消費者市民社会」の提言をしているものと考えられ

築を提唱している。
エ 「国民生活審議会総合企画部会報告 安全・安心で持続可能な未来に向けた社会

民社会」を考えるときには、わが国の実情に即して考える必要があり、国民生活白書

費者政策や消費者問題、市民の意識等も異なることから、わが国において「消費者市

画〜消費者・生活者の視点に立つ行政への転換〜」
（２
０
０
８年６月２
７日閣議決定）は、
消費者庁を設置するための法案の趣旨や指針だけでなく、「消費者市民社会」の構

費者市民社会」の確立を提言するものであるが、欧州とわが国では、社会的背景、消

国民生活白書は、このような consumer citizenship をもとに、わが国における「消

ウ 「消費者行政推進会議取りまとめ」
（２
０
０
８年６月１
３日）
、
「消費者行政推進基本計

バンクの趣旨を説明するとともに、
「消費者市民社会（Consumer Citizenship）
」の

国民生活白書によれば、
「消費者市民社会」という考え方は、欧米における consumer

しているものと考えられる。

行政への転換に向けて〜」
（２
０
０
８年３月２
７日・国民生活審議会総合企画部会）は、
消費者庁設置法や消費者安全法等の消費者庁関連法案の立法趣旨や事故情報データ

生活白書」において、
「消費者市民社会」という考え方が提言されるようになった。

イ 「生活安心プロジェクト 行政のあり方の総点検〜消費者・生活者を主役とした

じられる、自律的な社会システムを整備していくことを提言している。

との必要性を論じ、官民の協働により安全・安心の確保のための措置が恒常的に講

活審議会）は、縦割行政の弊害を排し、分野横断的・総合的な対策を講じていくこ

ア 「国民生活における安全安心の確保策に関する意見」
（２
０
０
７年６月４日・国民生

３ わが国に「消費者市民社会」の考え方が導入された経緯
!

ア・地域活動等の社会的活動を含めた概念と捉えられる。

らず市場の改善も位置づけられ、また、消費者行動も消費行動のみならずボランティ

「消費者行政推進会議取りまとめ」
、
「消費者行政推進基本計画」
、
「平成２
０年版国民

１ わが国における「消費者市民社会」
!

１ 「消費者市民社会」という考え方

第１章
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が暴力団や反社会的な団体との関連がないか等という視点から、商品の選択をす

ている。以下にその例を挙げる。
ア フェアトレード

選択して購入するようになると、企業は消費者の価値観を考慮した商品を供給する

だけでなく、消費者の価値観を意識しそれに呼応するような企業活動を展開するこ

ことになる。そこで不公正（過度に搾取的）な取引を抑止し、農作物等を適正な
価格で買い受けることで、発展途上国の生産者や労働者の生活を安定させるフェ
アトレードが行われるようになった。フェアトレード団体は商品にラベルを貼っ
て、消費者にフェアトレードによる商品であることの理解と発展途上国の生産者
や労働者に対する支援を求めている。

商品は他の商品と比較してどのような特性があり、また、どのような危険性を内

包しているのか。価格はそれ自身妥当なものか、また、他の同種商品と比較した

場合に妥当なものかという視点であり、この視点は消費者として始原的な視点で

ある。しかし、商品を選択する際の視点は商品の品質や価格に限られず、次のよ

り、持続可能な発展にも貢献すると定義されている。フェアトレード団体は消費
者の支援を受けながら、生産者への援助、啓発活動を展開し、国際貿易に関する
ルールや慣行の変更を求めるキャンペーンを積極的に展開している。
（ＦＬＯ（国

たら速やかに被害救済をしてくれるのか、$リコールを迅速確実に実施してくれ

るのか、という視点である。

にするしくみ」
（合同出版・２
０
０
８年）
）

ブルを起こしていないか、'環境に悪影響を及ぼしていないか、という視点であ

から、当該商品を購入しないという選択も想定されることになる。

− 390 −

（エ）第４に企業に社会的責任（ＣＳＲ）を実行させる契機となりうるということ

− 391 −

題との関わりを基準にした投資先の選別を行うもので、その方法として、ネガテ

（ア）社会的責任投資は、投資家が、企業の収益性だけでなく、環境問題や社会問

イ 社会的責任投資（Socially Responsible Investment）

ェアトレード協会）編「これでわかるフェアトレードハンドブック 世界を幸せ

かというフェア・トレードの視点）
、&商品を製造する工場等が近隣住民とトラ

る。環境配慮行動においては、環境に悪影響を及ぼす商品を廃絶するという視点

（ヨーロッパ・ワールドショップ・ネットワーク）・ＥＦＴＡ（ヨーロッパ・フ

商品の原材料が適切な価格で購入されたものか（過度な搾取に基づいていないの

際フェアトレード認証機構）・ＩＦＡＴ（国際フェアトレード連盟）・ＮＥＷＳ！

け発展途上国の生産者や労働者の権利を保護することを目指している。それによ

合があった場合はすみやかに適正なものと交換してくれるのか、#事故が発生し

（ウ）第３に商品が製造・販売される過程に視点をおくようになる。すなわち、%

場に追いやられた生産者や労働者に対してより良い取引の機会を提供し、とりわ

使用方法がわからない場合は適切な説明を受けうるか、"当該商品に欠陥や不具

国際貿易の場における、より大きな公平さを追及することを目的とし、不利な立

る。すなわち、!当該商品の使用方法について適切な情報提供がなされているか、

（イ）第２に商品を使用していく際に十分なケアをしてもらえるかという視点であ

（イ）フェアトレードは、対話・透明性・尊重の理念に基づいた取引関係のことで、

働や児童労働が常態化したり、自国で必要な農産物の栽培を行うことができない

（ア）消費者が商品を選択する際の視点は、第１に商品の品質と価格である。当該

うな視点が想定できる。

はわずかな収入しか、いつまでも農場の生産性を高めることができず、長時間労

ることによって、行き過ぎた企業活動を是正し、社会を変革することができる。

ら農産物等を廉価に買い受けて先進国に輸出する。発展途上国の生産者や労働者

イ 消費者は、商品を購入するという消費行動に際して、以下のような視点を自覚す

変革に寄与することができる端緒が見られる。

（ア）先進国の貿易業者は強い経済力を背景として発展途上国の生産者や労働者か

とによって、企業の活動を是正し、社会を変革するさまざまな試みがすでに実施され

く、消費の社会的意義や影響力を意識して、自らの価値観の実現を考慮して商品を

とになる。ここに消費者が、企業の利益追求の弊害を是正し、市場や社会の改善や

消費者は提供される商品の品質と価格に着目して購入する商品の選択をしていた。
しかし、次のように品質と価格以外の特定の価値判断に基づいて商品の選択をするこ

しかし、消費者が商品を購入するという経済活動（消費行動）は社会総体で集計

２ 消費者が影響力を行使し市場や社会を改善・変革するさまざまな方法
!

ようになる。

け、
「消費者被害（問題）がない安全で公正な社会」を実現する可能性が得られる

を行うことによって、
「社会を変革する主体」として積極的に企業や社会に働きか

する申し入れをしたり、行政庁に規制を申し入れたりするなどの
「社会的価値行動」

企業のあり方についても考慮して商品を購入したり、企業に行き過ぎた活動を是正

商品が製造・販売されるまでの経過を考慮し、あるいはその商品を製造・販売する

ウ 消費者市民社会における消費者は、単に商品の品質と価格を考慮するだけでなく、

した場合、巨大な影響力を持ちうる。多くの消費者が、商品の品質と価格だけでな

品を消費するだけの存在であるという消極的受動的なイメージが強かった。

う積極的能動的な社会活動を行う存在であるが、消費者は、これとは対照的に、商

ア 従来から、生産者・事業者は商品（サービスを含む）を作り出して提供するとい

１ 消費者の力（消費行動）
!

２ 「消費者市民社会」における消費行動

から、次項で検討する。

消費者行動、なかでも消費行動は「消費者市民社会」における重要な要素となること

ることも想定できよう。

同参画を実施しているか、"企業が人道支援等の社会貢献をしているか、#企業

社会や市場の改善に積極的に参加できる社会と考えられる。

わが国における「消費者市民社会」はこのようなものとして捉えることができるが、

である。たとえば、!企業が健全な雇用政策や労務政策をしているか、男女の共

者団体への支援等の基盤整備が図られなければならず、そうしたうえで、#消費者が

第１章 消費者市民社会について

者の権利を保護するために適切な規制が行われることや、"消費者教育の充実、消費
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必要であること、事業を担う人材育成が十分でないこと、事業展開の支援が必要
なこと、社会的信頼の獲得・向上といった課題が多いことが指摘されている。
（経
済産業省地域経済産業グループ地域経済産業政策課「ソーシャルビジネス研究会

的に組み入れること）がある。また、株主が議案提案・提出権や議決権を行使し

て企業に環境問題や社会問題への取組みを促す活動も含まれる。

れるのが原則であり、事業継続時あるいは解散時に監査人が個別に定める限度を
超えた資産や利益の出資者への配当・配分は禁止され、#毎年度、コミュニティ
利益のための活動状況についての報告書を作成し、監査人の監査を受けなければ
ならない。

進展してくると、その目的も、!自己の価値観や倫理観を投資に反映させること、

"よりよい社会の実現を目指して投資の影響力を行使すること、#より適切な企

業価値の評価に資すること、$政策として企業の社会的責任を促進する上での推

進力とすることなどへ多様化してきた。
（水口剛「社会的責任投資（ＳＲＩ）の

ケット・メカニズムに基づく事業の客観的な評価が可能となると考えられる。

う。

人の個別判断の如何でコミュニティ利益会社の存在意義そのものが左右されると
いうこと、$官と民の中間領域全般に本制度を導入することにより、安易な公的
福祉切捨て論を助長するおそれがあること、%コミュニティの利益という抽象的
な概念で規定されており、例えば、環境保全、福祉、教育等の社会事業分野を特
定した仕組みを工夫した方が効果的効率的な制度運用が可能となるのではないか

階で環境への配慮が少ないものを選ぶ、%つくるときに環境を汚さず、つくる人

の健康をそこなわないものを選ぶ、&自分や家族の健康や安全をそこなわないも

のを選らぶ、'使った後、リサイクルできるものを選ぶ、(再生品を選ぶ、)生

産・流通・使用・廃棄の各段階で資源やエネルギーを浪費しないものを選ぶ、*

環境対策に積極的なお店やメーカーを選ぶ、とされている。
（本間都「グリーン

コンシューマー入門」
（北斗出版・１
９
９
７年）
）

学経済学論集第５
５巻・２
０
０
６年）
）

ブック」化学工業日報社）

る

− 392 −

保険・医療・福祉」
、
「教育・人材育成」
、
「環境保全・保護」や「安心・安全（防

− 393 −

食品、化学物質又は環境保護の分野において、事業者、地域住民（消費者）及

（イ）リスク・コミュニケーションの効用

幸男「ＰＲＴＲ対応・実践−事業者のためのリスク・コミュニケーションハンド

形態としては、株式会社、ＮＰＯ法人、中間法人など多様なスタイルが想定され

（イ）具体的には、
「地域活性化・まちづくり」
、
「障がい者・高齢者・子育て支援、

「情報の共有による相互理解であり、合意形成ではない」
、
「個人、集団、組織
の間のリスクに関する情報と意見の相互的な交換の過程」と定義される。（大歳

ことを通して、新しい社会的価値を創出すること（革新性）とされており、組織

（ア）リスク・コミュニケーションの意義

カ リスク・コミュニケーション

やそれを提供するための仕組みを開発すること、また、その活動が社会に広がる

表し、継続的に事業活動を進めていき（事業性）
、新しい社会的商品・サービス

ことを事業活動のミッションとし（社会性）
、そのミッションをビジネスの形に

（ア）ソーシャルビジネスとは、現在解決が求められている社会的課題に取り組む

と考えられる。
（樋口一清「英国における社会的企業政策の新たな展開」
（信州大

に委ねているが、監査人の処理には限界があるのではないかということ、#監査

用できるものを選ぶ、#使い捨て商品は避け、長く使えるものを選ぶ、$使用段

エ ソーシャルビジネス（Social Business）

!チャリティへの寄付からコミュニティ利益会社への社会的責任投資に転換す
るのは時間がかかると見込まれること、"制度の核心となる部分を監査人の判断

ューマーの十原則」は、!必要なものだけ買う、"ごみを買わない、容器は再利

（ウ）コミュニティ利益会社の課題

なると考えられ、#法制度上通常の会社組織と同一の取り扱いを受けるため、
マー

を企業が作ったり、消費者が購入して使用したりするように働きかける行動をい

（イ）１
９
９
４年にグリーンコンシューマーネットワークが作成した「グリーンコンシ

が期待され、"広範な資金や人材をその分野の事業活動に取り込むことが可能と

んで購入したり、自らが環境にいい製品を購入するだけでなく、エコラベル製品

!会社組織の柔軟性と確実性を取り入れた社会的企業の事業形態に新たな法人
格が付与され、官と民の中間領域を担う幅広い社会起業家の創出につながること

（ア）エネルギーを節約して製造した商品やリサイクルやリユースできる製品を選

ウ 環境配慮行動

（イ）コミュニティ利益会社の効用

分、債券や借入れに対する利払い等に制限が課せられる。利益は事業に再投資さ

う論理から、新しい超過収益源泉である」という見方がある。社会的責任投資が

基礎知識」
（日本規格協会・２
０
０
５年）
）
。

!コミュニティの利益に資する目的で設立される会社であって、目的に沿った
活動が行われるよう法的なスキームを整備したものであり、"利益及び資産の処

軸とする投資手法と捉え、ＣＳＲを果たすことは企業価値の向上をもたらすとい

（ア）コミュニティ利益会社の意義

オ コミュニティ利益会社（Community Interest Companies）

方を考慮することである」という見方や、
「企業の社会的責任（ＣＳＲ）を評価

に統合することであり、投資家の財務的なニーズと投資がもつ社会への影響の両

一義的な定義ができないが、「個人の価値基準と社会への関心を一つの意思決定

報告書」
（２
０
０
８年）
）

的認知度が低いこと、資金調達が容易でなく国や地方公共団体等の支援や提携が

から企業の取組みを評価して、評価の低い企業を除外し、評価の高い企業を積極

（イ）社会的責任投資は、歴史的沿革だけでなくその形態も多様な側面を持つので、

災・防犯）
」といった分野での商品・サービスが予定されている。しかし、社会

すること）とポジティブ・スクリーン（例えば、環境問題や従業員関係などの面
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ィブ・スクリーン（例えば、酒やギャンブルなどの特定の業種を投資先から除外
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ついて」
（同年５月１
８日・社団法人日本経済団体連合会）は、企業の社会的責任（Ｃ
ＳＲ）について、!企業の多様性を尊重すべき、"企業の自主性を尊重すべき、#

や取締りについて相互理解を形成するものである（リスク管理）
。それゆえ、消

費者がその意思を反映させる大切な手続と位置付けられる。

理し、企業外のステークホルダーとのコミュニケーションの重要性と今後の政府の
ＣＳＲへの取り組みを提言している。

の論理には、企業と消費者の非対称性、企業による市場の独占とそれに従属するだけ

の消費者、消費者の情報不足、市場の不完全性や外部性（市場が社会全体をカバーす

環境、'雇用・労働、(人権、)公正な事業活動、*社会開発・地域貢献・+消費

全体が崩壊する危険性が顕在化してきた。

Reporting

Initiative

「わが国企業のＣＳＲ経営の動向２
０
０
８ ２
０
０
８年度「わが国企業のＣＳＲ経営の動
企業に対するＣＳＲ経営のアンケート調査を行った結果を集計している。

向」アンケート調査結果」
（２
０
０
９年１月・株式会社日本総合研究所）は、わが国の

と消費者市民社会という考え方が適切に機能すれば、企業も社会的責任をまっとうす
− 395 −

いないと、企業は社会的責任をまっとうすることが困難となる。逆に、企業市民社会

反映させようとしている。

− 394 −

っていることを評価し、それらの事象を自覚的に消費行動に取り入れていく消費者が

が市場で成功することは困難だからである。企業が社会的責任に則った事業活動を行

ク・フォルダー・フォーラム」の設置を決め、ＥＵの政策にも企業の社会的責任を

で消費行動を決定し続けているのであれば、社会的責任をまっとうしようとする企業

としてのＩＳＯ２
６
０
０
０が検討作業中である。

ウ ＥＵは、２
０
０
２年に「ＥＵホワイトペーパー」を発表し、
「ＥＵ マルチ・ステー

的価値行動は相即的であると考えられる。なぜなら、消費者が商品の品質と価格のみ

テムのための規格」を制定し、２
０
０
４年１
１月に改定している。現在、社会的責任規格

ity）という観点が取り入れられるようになった。企業の社会的責任と消費者の社会

指すための規格」に改定した。１
９
９
６年９月にＩＳＯ１
４
０
０
１「環境マネジメントシス

いう観点が中心であったが、そこに企業の社会的責任（Corporete Social Responsibil-

質を保証するための規格」に、２
０
０
８年には「品質保証を含んだ顧客満足の向上を目

citizenship）という概念がある。従来は地域への貢献とか環境に配慮した事業活動と

消費者市民社会（consumer citizenship）の対概念として企業市民社会（corporate

４ 消費者市民社会と企業の社会的責任（企業市民社会）の相即性
!

ク

イ 国際標準化機構（ＩＳＯ）は、１
９
８
７年にＩＳＯ９
０
０
０を制定し、２
０
０
０年に「製品品

経済面、社会面及び環境面のトリプルボトムラインが骨格となっている。

Guideline）の第１版を発行し、２
０
０
２年に第２版を発行しているが、それは企業の

力機関である。２
０
０
０年６月にＧＲＩガイドライン（Global

業の持続可能レポート）のガイドラインづくりを目的とする国連環境計画の公認協

ア ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）はオランダに本部を置くＮＧＯでＣＳＲ（企

２ 企業の社会的責任の国際規格化の動向
!

者」に分類して言及している。

は、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を「$全体、%コンプライアンス・内部統制、&

進行し、その矛盾はすでに限界に来ており、行き過ぎた企業活動を是正しないと社会

そこで、企業に社会的責任を求める声が高まっている。

キ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）ガイドライン２
０
０
７年度版」
（２
０
０
８年３月・日弁連）

ミュニケーションの促進を提言している。

環境省）は、持続的な環境と経済のあるべき姿として、企業、政府、市民間でのコ

から、自主規制には限界がある。そのため、世界的な経済格差（貧困）や環境破壊が

企業は市場社会原理に基づいて利益を追及する経済活動をその目的にしていること

題を論じることができないという限界が顕著になってきた。

カ 「社会的責任（持続可能な環境と経済）に関する研究会報告書」
（２
０
０
５年８月・

済産業省経済産業政策局）は、ＣＳＲの基本的な考え方や企業にとっての意議を整

提供する企業とそれを消費するだけの消費者に二極化してくる。すなわち、市場社会

ることができないこと）
、環境問題や福祉を論じることができないこと、公共財の問

オ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関する懇談会 中間報告書」
（２
０
０
４年７月・経

おける国の役割等が提言している。

労働省）は、社会情勢の変化に応じた従業員への考慮や労働に関するＣＳＲ推進に

産者・事業者と消費者の互換性（相互交通性）がなくなり、大量の商品やサービスを

市場社会が成熟すると、資本力をもった企業が生産者や事業者を淘汰していき、生

１ 市場社会原理の限界と企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）
!

エ 「労働におけるＣＳＲのあり方に関する検討会 中間報告」
（２
０
０
４年６月・厚生

ねている。

企業に過度の負担とならないものとすべきと提言しており、個別企業の自発性に委

１
７日・社団法人日本経済団体連合会）
、
「企業行動憲章」・「企業行動憲章の改定に

もしくは化学物質の危険性について意見を交換し（リスク評価）
、それらの管理

３ 「消費者市民社会」と対をなす「企業市民社会」
（企業の社会
的責任）

ウ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）推進にあたっての基本的な考え方」
（２
０
０
４年２月

年」として「企業評価基準」を発表した。

イ 「企業評価基準」
（２
０
０
３年・経済同友会）は、２
０
０
３年を「日本におけるＣＳＲ元

る自主行動基準の策定・運用を促進するための指針を策定したものである。

月・国民生活審議会消費者政策部会自主行動基準検討委員会報告）は、事業者によ

ア 「消費者に信頼される事業者となるために−自主行動基準の指針−」
（２
０
０
２年１
２

３ わが国における「企業の社会的責任（ＣＳＲ）
!
」の論議の動向

第１章 消費者市民社会について

ら、企業、地域住民（消費者）及び行政が共通の情報に基づいて、農薬、添加物

多様性や毒性（危険性）判断の困難性から、事前規制が困難になってきたことか

できない状況になってきたこと、化学物質についても、所管行政庁がその種類の

ン問題、遺伝子組換食品等により、所管行政庁の事前規制ではその安全性が確保

このような手法は、食品については農薬や添加物だけでなくＢＳＥ問題、
クロー

ついて、共通の情報に基づいて意見交換を行うものである。

び行政が情報を共有し、食品や化学物質等についてのリスク評価とリスク管理に

第５部 消費者教育と消費者行動
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きる。
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ることができ、消費者は企業と連携して社会の持続的な発展を確保することが期待で
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○法律行為・身分行為等の能力に密接に関連すると考えられる規定

１．１８歳に引き下げることが相当と考えられる年齢条項

以下○印以下の小分類は便宜上のものである。該当条項として列挙したものは例示である。

Ⅱ 対象法律・条項の分類

検討対象とする関係法律については、政府の「年齢条項の見直しに関する検討委員会」で
の検討のために内閣官房が各府省から集約した１９１の法律をひとまず対象範囲とし、集計
から漏れたと思われる法律についても必要に応じて対象に追加した。

以上の議論の経緯をふまえ、民主党としては、民法の成年年齢、公職選挙法の選
挙権年齢、少年法の成人年齢をいずれも現在の「満２０歳以上」から「満１８歳以
上」に引き下げることを前提としたうえで、関係法律の年齢条項についての法制上
の措置を検討することとし、まず検討対象となる関係法律・条項の整理と分類を行
った。

民主党は、すでに２０００年５月に「１８歳以上に大人としての権利と責任を」
と題して①成年年齢を１８歳に引き下げる②１８歳選挙権を実現する③少年法の
適用年齢を１８歳未満に引き下げる――とする政策文書をとりまとめ、同年参議院
に、また２００２年衆議院にこれらを盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法
律案」を提出している。上記文書では、成年年齢等を引き下げる理由について「政
治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」で
あること、「１８歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険
有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会
生活の重要な部面で成人としての扱いを受け」ていること、「世界のすう勢も１８
歳以上を成人としていること」などを挙げている。

昨年成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、３条で「日本国民で年
齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する」とし、附則３条で「国は、こ
の法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に
参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選
挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制
上の措置を講ずるものとする」としている。この１８歳投票権条項は民主党の主張
を与党が採り入れたものであり、民主党提出案でも同一の内容を盛り込んでいた。

Ⅰ はじめに

成年年齢引下げに関する論点整理

２００８年７月２２日

民法の成年年齢引下げをそのまま反映すべきと考えられる。

－2－

○少年に対する刑事司法手続き上の保護や少年院収容年齢の上限等
少年法の成人年齢引き下げと連動すべきと考えられる。ただし少年院収容や保護
観察など成人となったのちも継続して行われることのある保護処分の年齢の上限

（例）地方自治法 74 条（直接請求）、75 条（監査の請求）、76 条（議会の解散の請求）、182 条
（選挙管理委員）、人権擁護委員法 6 条、裁判員裁判法 13 条、検察審査会法 4 条、漁業
法 87 条（海区漁業調整委員会委員の選挙権・被選挙権）
、農業委員会法 8 条（農業委員
会委員の選挙権・被選挙権）等。

○公職選挙法の選挙権年齢に準拠して定めていると考えられるもの
公選法の選挙権引き下げに連動して引き下げるべきと考えられる。

（例）公職選挙法 9 条①②、地方自治法 18 条。

○公職選挙法の選挙権年齢
「満 20 歳以上」から「満 18 歳以上」に引き下げる。

（例）特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法 2 条、独立行政法人日本
スポーツ振興法 15 条。

○費用負担者や給付先の切り分けの基準として成年年齢を用いているもの
名目上の負担者や給付先を切り分けているだけであり、権利・義務の実質的変動
はないと言えるが、高校在学中にこれらが切り替わる場合には事務の煩雑化を考慮
する必要がある。

（例）戸籍法 31・32・81・82・83・84・85 条、後見登記法 4・7・8・10 条、信託法 60 条、人
事訴訟法 14 条、労働基準法 58・59 条、遊漁船業適正化法 4 条、意匠法 68 条、使用済自
動車再資源化等法 43・54・61・68 条、実用新案法 2 条の 2、商標法 77 条、特許協力条
約に基づく国際出願等に関する法律 6 条、特許法 7 条、マンション管理適正化法 45 条、
建設工事に係る資材の再資源化等法 22 条等。

○法定代理人に関連する条項
民法の成年年齢引下げをそのまま反映すべきと考えられる。

（例）行政書士法 2 条の 2、外国弁護士事務取扱特別措置法 10 条、公証人法 12・34 条、更生
保護事業法 21 条、債権管理回収業特別措置法 5 条、弁護士法 7 条、保護司法 4 条、会社
法 331・584 条、裁判外紛争解決手続利用促進法 7 条、司法書士法 5 条、信託法 124 条、
土地家屋調査士法 5 条、医師法 3 条、薬剤師法 4 条、社会保険労務士法 5 条、労働安全
衛生法 84 条、職業安定法 32・32 条の 14、労働者派遣法 6 条の 5・36 条、作業環境測定
法 6 条、児童福祉法 18 条の 5（保育士）
、民生委員法 6 条、遊漁船業適正化法 6 条、商
工会議所法 35 条、商工会法 32 条、商品取引所法 15 条、弁理士法 8 条、海事代理士法 3
条、貨物自動車運送事業法 5 条、建設業法 8 条、マンション管理適正化法 45・59 条、警
備業法 3 条、古物営業法 4 条等。

○事業許可、公的資格等の欠格事由等に関する規定
民法の成年年齢に準拠して定めていると考えられ、民法の成年年齢引下げをその
まま反映すべきと考えられる。

（例）民法の各種規定のほか、戸籍法 21 条（分籍）、国籍法 5 条（帰化）、商法 5 条（未成年者
登記）
、商法施行法 4 条（未成年者登記）
、信託法 7 条（受託者の資格）
、性同一性障害者
特例法 3 条（性別取扱い変更請求）
、任意後見契約法 4 条（任意後見監督人の選任）、民
事訴訟法 31 条（訴訟能力）等。

出典：民主党ホームページ
（https://www.dpj.or.jp/news/files/20080722seinennenrei2(2).pdf）
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○危険・有害な物資の製造事業などの許可の欠格事由
危険・有害性を個々に吟味し、引き下げを連動させないとする考え方もありうる。
ただし核原料物質・核燃料物質・原子炉規制法のように危険物質であっても法律上

（例）国民年金法 7 条。

○年金加入資格年齢
今後の年金制度改革の中で整理すべきであり、現行制度について成年年齢引き下
げに連動した加入年齢の引き下げは行うべきでないと考えられる。

（例）恩給法等の一部を改正する法律附則 15 条「昭和五十三年十月一日において未成年である
者」等、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 6 条、社会保障に関する日本
国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険の特例法 9 条、国民年金改正法平成
元年 86 号附則 4 条等。

○過去のある時点の年齢・期間等に基づいて給付額等が算定されるもの
現行を維持すべき。

（例）相続税法 19 条の 3 等。

○税法上の未成年者控除など
税法上の人的控除はもともと本人の所得の有無や扶養関係などの実態に着目し
て設けられていると考えられること（所得税の扶養控除の対象となる老人扶養親族
は 70 歳以上、特定扶養親族は 16 歳以上 23 歳未満）から、こうした実態を踏まえ
ての検討が必要であろう。

（例）配偶者からの暴力防止法 10 条③、国籍法 3・14・17 条、人事訴訟法 31・35 条、恩給法
73 条、簡易生命保険法 12 条、地方公務員等共済組合法 2 条③、厚生年金保険法 44 条（18
歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子、20 歳未満で障害のある子）、児
童福祉法 21 条の 5（20 歳未満が小児慢性特定疾患治療研究事業の対象）
・31 条（施設の
在所期間を満 20 歳まで延長）
・附則 63 条の 2（施設の在所期間を満 20 歳以降にも延長）、
児童扶養手当法 3 条①（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又は
20 歳未満の障害者を「児童」と定義）
、母子寡婦福祉法 6 条②（20 歳未満の者を「児童」
と定義）等。

○福祉等の対象となる「子」「児童」等の範囲を定めているもの
子の福祉・保護の観点から引き下げを連動させないほうがよい場合もあると考え
られる。また、
「18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子」は一般
的に高校卒業時を一つの区分とする趣旨であり、成年・未成年の区分とは別の観点
での線引きと考えられる。年金・福祉関係法等の経過措置に年齢条項が含まれる場
合についても過去の改正経緯に照らし慎重に個別検討が必要と考えられる。

２．必ずしも１８歳に引き下げるべきとは言えない年齢条項

（例）たばこ事業法 11・13・17・22・23・31・40 条、あへん法 13 条、大麻取締法 5 条、アル
コール事業法 3 条、銃刀法 5・5 条の 2,（現行法では銃の所持許可は原則として 18 歳以
上だが、猟銃等については特例で 20 歳以上となっている）。

（例）少年法の各種規定のほか、刑事収容施設及び被収容者等処遇法 151 条（懲罰の種類）
、刑
事訴訟法 37 条（職権による国選弁護人）、更正保護法 66・68 条（23 歳）
・72 条（23 歳）
、
国際受刑者移送法 17・22 条、国際捜査共助法 19 条（受刑者証人移送の決定）
、少年院法
2 条（23 歳未満、26 歳未満）
・11 条（23 歳未満、26 歳未満）
、売春防止法 17 条（補導処
分 20 歳）、犯罪者予防更生法 33 条（20 歳）
・42 条（23 歳）等。

－4－

（例）児童買春児童ポルノ法 2 条、児童虐待防止法 2 条、労働基準法 6 章（年少者）
、船員法
85 条（年少船員の就業制限）、船舶職員及び小型船舶操縦者法 6 条（海技免許を与えな
い場合）、警備業法 14 条（警備員の年齢制限）風俗営業法（18 歳未満の従業・立ち入り
制限）等。

○年少者保護条項
児童福祉関係法、労働法、一部の業法等で未成年者のうちでも特に 18 歳未満や
15 歳未満の者を特別に保護している条項は少なくない。18 歳未満の者の保護につ
いては子どもの権利条約、労働分野ではＩＬＯ138 号条約（船舶職員についてはさ
らにＳＴＣＷ条約）などわが国が加入する条約上の義務も存在することから、これ
らの保護条項は現行通り維持すべきと考えられる。

３．現行１８歳条項等の取扱い

（例）刑法 3・3 条の 2・224・226 条の 2・248 条等。

○刑法上の未成年者保護（未成年者略取誘拐等）
保護の対象を狭めるべきでないとする議論もとり得る。保護法益が親の監護権か
未成年者本人の自由であるか等の議論もある。

（例）道路交通法 88 条（大型免許は 21 歳以上、中型免許は 20 歳以上、普通免許等は 18 歳以
上、普通二輪免許等については 16 歳以上）等。

○免許資格の種類により取得可能年齢が段階的になっているもの
免許対象となっている行為についての知的・身体的能力と年齢との相関関係等を
踏まえ、個々に検討する必要があろう。

（例）競馬法 28 条、自転車競技法 9 条、小型自動車競技法 10 条の 2、モーターボート競争法 9
条の 2、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律 16 条（20 歳未満の少年への勧誘・
入れ墨禁止）等。

○少年の健全育成のために特定の行為について年齢制限を設けているもの
現行 20 歳を 18 歳に引き下げるべきかについては、健全育成に及ぼす影響などを
個々に吟味する必要があろう。ただし、20 歳に据え置く場合には新たに成年者とな
る 18 歳・19 歳の者が規制を受けることについて相当程度の必要性・合理性が求め
られよう。

（例）未成年者飲酒禁止法 1 条、未成年者喫煙禁止法 1 条等。

○少年の健康被害予防のために特定物資の消費について年齢制限を設けているもの
現行 20 歳を 18 歳に引き下げるべきかなどについては、危険・有害性、健康被害
の可能性などを個々に吟味する必要があろう。ただし、20 歳に据え置く場合には新
たに成年者となる 18 歳・19 歳の者が規制を受けることについて相当程度の必要
性・合理性が求められよう。

未成年者を欠格事由としていない例もあること、新たに成年者となる 18 歳・19 歳
の者が規制を受けることについて相当程度の必要性・合理性が求められよう。

については、その処遇の内容等に照らして同様の幅で引き下げるべきかどうかにつ
いて別途検討する必要がある。
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以上の大まかな分類をもとに、今後、広く国民各界の意見にも耳を傾け、制度間
の整合性などにも留意しつつ、特にⅡ２．以下の各項目について、『次の内閣』各
部門において各個別条項ごとの精査を進めることとする。

Ⅲ 今後の検討について

○その他
・地方税法 485 条の 13（たばこ消費基礎人口の算定）については、未成年者喫煙禁
止法に連動して検討されるべきであろう。
・公職選挙法 10 条、地方自治法 19 条（被選挙権）については、前記文書では「被
選挙権を 18 歳に引き下げることについても、今後検討していきます」としてお
り、別途検討が必要である。
・民法 731 条（婚姻適齢男 18 歳・女 16 歳）については、民主党として婚姻適齢を
男女とも 18 歳とする民法改正案を別途提出中である。
・民法 797 条（養子縁組の承諾能力）・961 条（遺言能力）など 15 歳以上の未成年
者にも特別に判断能力を付与している規定については、特に見直す必要はないと
考えられる。
・民法 817 条の 4（特別養子縁組において養親となれる年齢 25 歳）は、養子となる
子のために特に養親の扶養能力等に着目した規定と考えられるので、見直す必要
はないと考えられる。
・旅券法 5 条（20 歳未満の者の発給申請に係る一般旅券の有効期間を 5 年とする例
外規定）は、生物学的成長に伴う容貌の変化という観点から別途検討すべきであ
ろう。

○リストにはないが検討が必要と思われるもの。
・酒税法 10 条（酒類製造免許等の要件） たばこ事業法、アルコール事業法と同
様の観点から検討すべき。
・スポーツ振興投票実施法 9 条（19 歳未満のサッカーくじ購入禁止） 競馬法、自
転車競技法等と同様、もしくは現行法が 19 歳とした点を踏まえた別個の検討が
必要であろう。
・特別児童扶養手当支給法 2 条（「障害児」を 20 歳未満、
「特別障害者」を 20 歳以
上と定義し、「障害児」父母への特別児童扶養手当支給を定める） 障害基礎年
金との接続が重要であり、年金制度と合わせて調整・検討する必要がある。年金
加入年齢を 20 歳に据え置く場合には、本制度も据え置くべきであるが、その歳、
「障害児」の用語は「障害のある 20 歳未満の者」等と見直すべき。

○皇室典範
皇室典範（皇族中、天皇・皇太子・皇太孫のみ 18 歳成年を定める 22 条等）は、
特別な検討が必要であると考えられる。

（例）少年法 37 条（成年の刑事事件）、船員法 144 条（船員法施行前から従事していた一部の
船員等に対する船員法 85 条適用の猶予期間）
。

○169 回通常国会で成立した内閣提出法案で、条文自体が削除されたもの

４．その他

  Წ Ჱ ࠰ Ჳ உ Ძ Ჱ ଐ


ᐯဌൟɼηѦᛦ௹˟
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出典：自由民主党ホームページ
（http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130566̲1.pdf）
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ĳƦƷ˂ᆋС᧙ᡲʙ
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４

３

２

１

第１

とされており，たとえ親権者が適切に親権を行使してくれるとしても，自己

引下げには慎重であるべきである。

さらに，親からの虐待を逃れて自立をはかろうとする子どもたちにとって

1

会的自立を果たすために必要な法制度あるいは法運用を整備すること

（３）子が２０歳に達するまでの親の養育費負担の義務化等，若年成年者が社

基づく法制度を整備すること

（２）刑事手続に関して，現行少年法と同様の若年成年者に対する保護主義に

ウ

意義のある面がある。
2

際社会に適合する法制度を実現する観点からは，民法の成年年齢引下げには，

このように１８歳を私法上の成年とすることは国際的な潮流でもあり，国

という。

して扱われ，日本に帰国すると子どもとして扱われることに違和感を感じる

９歳の若者が，留学等により１８歳成年の国で生活すると，海外では大人と

の国が１８歳を私法上の成年年齢としている。その結果，日本の１８歳，１

加えて，国際的にも，欧米諸国やロシア，中国，オーストラリア等の多く

本人の利益ともなると考えられる。

によって，早期に自立可能な大人としての社会的処遇を受けることが，結局，

（１）高校生までの教育課程で十分な法教育および消費者教育を実施すると同

時に，若年成年者に対する消費者保護の法制度を整備すること

つつ，これを機に，若年成人に対する十分な社会的保護制度を創設すること

そこで，成年年齢を１８歳に引下げることにより大人としての自覚を促し

な社会的判断能力を身につけることは容易ではない。

民法の成年年齢を引下げるには，以下の条件ないしは準備が必要である。

な国民的議論を踏まえた上で慎重に検討・判断すべきである。

現在国民的なコンセンサスが成り立っていると言えない状態である以上，十分

また，高度に複雑化，多様化した現代社会においては，２０歳でさえ十分

評価できる面がある。
イ

げるのは適切でない。

日本社会において，何歳以上を「成年」として扱っていくのかについては，

このような状況をみると，民法の成年年齢を引下げることは，１０代後半
の子どもの意見表明権，自己決定権を早期に実現する点において，積極的に

民法の成年年齢引下げによる少年法，児童福祉法等の他法への現実的な影響

は，親権が壁となって，自立をいっそう困難にしている事例も事欠かない。

を無視できず，この点を十分考慮せずに民法の成年年齢のみを切り離して引下

い。

の拡大が予想されるが，現状ではこれに対する適切・有効な対策が見いだせな

決定権が阻害されている面は否定できない。

や携帯電話の利用契約等の生活上不可欠な契約行為にも親権者の同意が必要

現するなどの点では積極的意義も認められるが，以下の理由から，現時点での

成年年齢を引下げることにより，１８歳，１９歳を被害者とする消費者被害

挙権を持たないばかりか，未成年者として扱われる結果，居宅の賃貸借契約

っては，成人と同様に社会生活を営み，納税の義務を果たしていながら，選

特に，中学卒業や高校卒業を機に働いている１０代後半の子どもたちにと

言い難い。

民法の成年年齢を引下げることについては，若年者の自己決定権が早期に実

意見の趣旨

罰，児童虐待等，子どもの人権が十分に保障されているとは言えない状況が
あり，また，子どもの意見表明権，自己決定権が十分に尊重されているとも

ることはいうまでもない。しかし，現在の日本社会においては，いじめ，体

日 本 弁 護 士 連 合 会

未成年者であっても，人として，成人と同様の基本的人権を有してい

はじめに

（１）ア

１

意見の理由

２００８年１０月２１日

民法の成年年齢引下げの是非についての意見書

第２

資料５

37 / 72

に直結するものである。

で十分に行うことが必要である。しかし，現時点での消費者教育は，質・量
ともに極めて不十分である。

当事者の相談が突出して多いとの調査結果が出ている。ある関西の大学では，

２０歳になった途端にマルチの勧誘が増え，相談が急増するといった実状が

援するため，消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する
啓発活動を推進するとともに，消費者が生涯にわたって消費生活について学
習する機会があまねく求められている状況にかんがみ，学校，地域，家庭，
職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施

くなっていることを示している。消費者が未成年の間は，未成年者取消権の

行使があるので，事業者としても契約の勧誘を差し控えているが，成人にな

って未成年者取消権の行使ということがなくなると，それに乗じて悪質事業

者が盛んに勧誘を開始するという社会実態が存在し，それに伴って消費者被

4

なければならない」（同法２条１項）と規定し，「国は，消費者の自立を支

った消費者が，２０歳の成人に達した途端に，消費者被害を受ける機会が多

3

その基本理念として，「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され

こうした調査結果や実状は，１０代の間は消費者被害にあうことが少なか

消費者教育については，２００４年６月に制定された「消費者基本法」は，

に関する知識や情報を提供する，いわゆる消費者教育を，特に学校教育の中

ものについてみた場合に，過去６年間，いずれの年においても２０歳の契約

確認されている。

仮に，民法の成年年齢を引下げるとした場合に，１８歳や１９歳の者が消
費者被害にあわないようにするには，各年代に応じて，契約や消費者の権利

消費者教育

国民生活センターによれば，全国の消費生活センターに寄せられた消費者

ア

トラブルの相談件数のうち，契約当事者が１８歳から２２歳までの若年者の

者トラブルに巻き込まれるケースは今後ますます増加するおそれが高い。

（２）適切・有効な対策が見いだせないこと

は，教師よりもむしろ生徒の方が詳しいくらいであるが，消費者教育につい

ては，近い将来，確実に普及するとの見通しも立っておらず，若年者が消費

以上のとおりで，民法の成年年齢を１８歳に引下げることは，消費生活上
の自律的判断が十分できない若年層に対する法的救済の範囲を縮小すること

他方で，後述するとおり，現在の学校教育の中で実施されている消費者教

遅くなっているという意見がある。

育は質・量ともに極めて不十分である。携帯電話やインターネットの使い方

済的のみならず，精神的にも社会的にも一人前と評価される時期は，むしろ

ともある。

的立場に立たされることも危惧される。

ンターネットのサイトでは，若年であろうと，未成年者であろうと，高額の

積極的にサービスの提供を受けてしまい，不当に高額な対価を要求されるこ

層が悪質業者に利用され，消費者トラブルの被害者であるとともに，加害者

逆に多額の現金を持っていれば怪しまれるであろう。しかし，携帯電話やイ

複雑化の中で，高学歴化し，大学，短大，専門学校への進学者が増加し，経

大きな社会問題にもなりかねない。それだけでなく，１８歳，１９歳の若年

高額の宝石を買おうとしても，支払ができなければ買うことができないし，

こともなく，高額なサービスの提供も拒絶されず，むしろ，必要もないのに

年者取消権を行使できず，十分な救済を受けられないという事態も考えられ，

高校生が宝石店をウロウロしていれば，不審な目で見られるであろう。また，

さらに，現在の日本の状況は，核家族化・少子化の下，社会経済の高度化，

能性が少なくない。その場合に，１８歳の誕生日を迎えた３年生のみが未成

商品やサービスの提供を受ける機会に簡単に遭遇する。不審な目で見られる

年年齢が１８歳となった場合には，高等学校の中でも同様の被害が生じる可

近年，携帯電話やインターネットの普及により，若年者が高額の商品を購

現在も大学や専門学校内で瞬く間に被害が拡大するケースがみられるが，成

また，マルチ商法等の連鎖的な被害を巻き起こす消費者被害にあっては，

費者トラブルの被害に遭うことは明らかである。

る契約の勧誘が激増し，この年代が悪質業者の格好のターゲットとされ，消

入したり，サービスを受けたりする機会は，以前よりも格段に増加している。

（１）現状認識

いこと

消費者被害の拡大が予想され，これに対する適切・有効な対策が見いだせな

に成年年齢が１８歳に引下げられた場合には，１８～１９歳の消費者に対す

ば，以下に述べる理由から，現時点での引下げには慎重であるべきである。

２

害も激増するという相関関係が存在することが読み取れる。したがって，仮

（２）しかしながら，日本における若年をめぐる法制度等の現状を直視するなら
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イ

新たに付与される取消権又は解除権が少なくとも現行制度と同程度の消費者
被害救済の手段が必要であるということになるが，ということは，結局は，
１８歳，１９歳の行為能力を否定するに等しいことになる。

限られているというのが実態である。その他，十分な消費者教育を学校で行

うには，教員に対する研修，消費者問題の専門家との交流，教材の頒布など

が必要であるが，現状ではこれらが十分に実現できていない。学校教育の中

法のみの観点から，成年年齢引下げの是非を議論している。

成されつつある段階にとどまっており，その成果が結実するまでには，今後

」とするのかについては触れられておらず，公職選挙法９条によって「年齢
満２０年以上の者」に選挙権を認めているにすぎない。

実も，適切・有効な対策となり得ない。そもそも悪質業者の取り締まりは，

現実には消費者被害が発生した後に，法律を整備し（立法対応あるいは通達

5

6

すなわち，民法の成年年齢は，単に民法が規定している行為能力や親権の

において「成年者による普通選挙」を保障しているが，何歳以上を「成年者

また，悪質業者の取り締まりによる若年者の消費者被害防止・救済策の充

による運用）改善すること（行政対応）によってしか実現され得ず，どうし

のは，民法３条のみである。国内最高法規範である憲法ですら，１５条３項

若年成年者保護のための法制度

（２）しかしながら，日本の法規で明文により「成年年齢」を直接に定めている

これに基づき，審議会は，民法成年年齢部会を設置し，同部会において，民

育を担う人材の育成と教育改革を行う必要があることについて共通認識が形

十年単位での消費者教育活動の積み重ねが必要である。

否か等について御意見を承りたい。」との諮問（諮問第８４号）がなされた。

しかしながら，上記のような消費者教育の現状は，これからその消費者教

若年者の保護の在り方の観点から，民法の定める成年年齢を引下げるべきか

（１）本年２月１３日に法務大臣から法制審議会に「若年者の精神的成熟度及び

として推進されなければならないものである。

３

育の充実は，本来，成年年齢の引下げ問題とは関係なく，必要不可欠なもの

民法の成年年齢引下げによる他法への影響を無視できないこと

者被害を防ぐ適切・有効な対策は見いだせないと言わざるを得ない。

す，もう１つの柱として位置づけられる極めて重要なものであり，消費者教

そもそも消費者教育は，消費者問題解決のために消費者被害救済と対をな

ある。

以上のとおり，現状では，民法の成年年齢を引下げた上で，若年者の消費

しているという社会事実が存在している。こうした社会事実を踏まえると，

は絶対的な時間数が不足し，その中で消費者教育に当てられる時間は極めて

で広く消費者教育を普及，実現するための活動は，まだ緒に就いたばかりで

消費者被害を救済する役割とともに悪質業者に対する抑止力の役割をも果た

契約の取消権ないし解除権を付与することも考えられなくはない。

れたが，消費者教育について十分な内容が盛り込まれたとは言い難い。

育は，社会科の公民科と家庭科の中で行われている。しかし，これらの科目

は別にこの年代の者に対する勧誘の規制を行うことや，この年代の者にだけ

らない。本年３月２８日に幼稚園から中学校までの新学習指導要領が告示さ

しかし，現在の未成年者取消権制度は，さきにみたように，既に若年者の

の者が受けた消費者被害から救済されるようにするには，成年年齢の問題と

込まれていない事項は，たとえ必要性があったとしても学校教育の対象とな

また，授業時間数の不足の問題もある。現在の学習指導要領では消費者教

さらに，仮に，民法の成年年齢を引下げるとした場合に，１８歳や１９歳

法制度は考えにくい。

現在の学校教育は，学習指導要領に基づいて行われているので，これに盛り

しい問題がある。まず，現実としての最大の問題は，学習指導要領である。

このようにみると，未成年者取消権制度以上に強力な救済効果が得られる

うことは不可能である。

進が強く期待された。

しかし，学校教育の中に消費者教育を取り入れるためには，いくつもの難

する厳罰化を実施したとしても，全ての悪質業者の取り締まりを実効的に行

的な施策も明記している。これによって，学校教育の中での消費者教育の推

発揮し得ない。

に定められた「消費者基本計画」では，「消費者の自立のための基盤整備」

立法や行政においてどれほど悪質業者の取り締まりを強化し，法違反に対

司法的救済は，あくまで個別的・事後的救済にとどまり，限定的な効果しか

策を講ずる責務が国にあることを明確化した。これを受けて２００５年４月

の課題の１つとして，「消費者教育を受けられる機会の充実」を挙げ，具体

ても事実後追い型になってしまうからである。他方で，消費者問題における

策を講ずるものとする。」（同法１７条１項）とし，消費者教育に関する施
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賛否，②親権に服する年齢を１８歳にすることの賛否のいずれについても，

大きな影響を与えている。

年齢を規定している法令にも影響を与えることは必至である。

十分な国民的議論を踏まえた上で慎重に検討・判断すべきこと

大きな問題として若者の社会的自立の遅れを生じさせている」として，２０

い。

7

内閣府は，平成２０年７月，「民法の成年年齢の引下げについての国民の

（１）国民の意識

４

的自立の支援の必要性等を指摘している。同大綱は，社会の変化が「新たに

挙法９条の選挙権者の年齢と民法の成年年齢を一致させる必要は必ずしもな

8

査では，３４．８％が現在の２０歳よりも引き上げるべきであるとの意見を

また，前述の世論調査でも，養子をとることができる年齢に関する意識調

ている。

歳を超えても社会的自立をはたせないのが日本の現状であるとの認識に立っ

して各年齢期に応じて推進する」としており，３０歳未満の者に対する社会

年育成施策大綱は，「青少年育成施策を，おおむね３０歳未満の者を対象と

すなわち，平成１５年１２月に政府の青少年育成推進本部がまとめた青少

い状況がある。

現在日本の社会では，２０歳を超えて成人となっても，社会的自立が難し

（３）若年成年者の社会的自立が十分でないこと

とする意見は形成されていない。

したがって，日本国憲法の改正手続に関する法律３条の投票権者や公職選

挙制度を否定するものではない。

を保障しているだけであって，法律によって未成年者に選挙権を付与する選

両者が一致するとの立場に立ったとしても，憲法は，成年者による普通選挙

であるか否かについては，憲法の解釈論上学説の一致をみていない上，仮に

しかし，憲法１５条３項の「成年者」と民法の成年年齢が一致すべきもの

意見書を作成公表している。

以上のとおり，当連合会内でも，引下げの是非については，未だこれを是

意見の一致をみない関連委員会および単位会も多かった。

来に現れるものであることを考えるならば，出来るかぎり若年層にも投票権

を認めるべきであり，１８歳以上の者に投票権を認めるべきである。」との

また，世界の趨勢や消費者被害に対しては法教育の充実と消費者契約法な

た。

え，必要な法制上の措置を講ずることとする。」との規定に基づいて出され

どの取引法で対処すればよいとする賛成や条件付賛成の意見もある一方で，

③消費者被害の増加，④少年法への影響等を理由とする反対の意見が多かっ

加することができること等となるよう，民法その他の法令について検討を加

も１８歳以上の者に認めるのが世界の趨勢であること，憲法改正の効果は将

ない，②国民投票法や公職選挙法と私法上の成人を一致させる必要はない，

１項の「国民投票法が施行されるまでの間，１８歳以上の者が国政選挙に参

たものである。また，日弁連は，同法の立法段階において，「現在，選挙権

単位会に意見照会した結果，①成年年齢を引下げる積極的な意義が見いだせ

当連合会が，民法の成年年齢の引下げの可否について，関連委員会および

（２）当連合会内の意見

としており，成年年齢を１８歳に下げることには否定的である。

このことからも明らかなとおり，国民の意識は，現行法の２０歳成年を是

（３）なお，そもそも上記諮問は，日本国憲法の改正手続に関する法律附則３条

ある。

のみを検討するのではなく，他法に与える影響も広く検討の対象とすべきで

したがって，民法の成年年齢引下げの是非を検討するにあたっては，民法

での延長を認めている法令にも影響が及ぶであろう。

ている。

」「自分自身で判断する能力が不十分であるから」という３つが上位を占め

国民年金法７条，未成年者飲酒禁止法１条等の民法の成年を基準に具体的な

また，児童福祉法３１条等の，措置年齢を１８歳を基準としつつ２０歳ま

反対の理由としては，どちらの問いに対しても，「経済的に親に依存して
いるから」「自分がしたことについて自分で責任をとることができないから

条，特許法７条等の「成年」を条文上用いた法令はもちろん，少年法２条，

反対が約７０％を占めており，賛成を大きく上回っている。

った。その結果によると，①契約を一人でできる年齢を１８歳にすることの

ていくのかという点の基本的定めであって，社会制度，法制度全般に極めて

民法の「成年」年齢が改訂されれば，医師法３条，宅地建物取引業法１５

意識を把握し，今後の施策の参考とする。」ことを目的とした世論調査を行

問題だけに止まらず，日本社会が，いったい何歳からを「成年」として扱っ
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更されると，被疑少年の約４０％を占める年長少年の一部は起訴猶予となり，

していると言わざるをえない。

１件，不開始処分となった者のうち６７１０件が保護的措置を受けている。

び消費者教育と若年成年者保護のための法制度の整備が不可欠である。

ア

いて，年長少年の事件のうち４６５５件が保護観察となっている。保護観察
においては，保護観察官や保護司が少年と面会をしたり，様々な相談にのっ
たり，非行から立ち直るための生活環境の調整等を行うが，これまでこのよ
うな形で支援を得ていた少年について，起訴猶予または執行猶予になると，

ルトガルと韓国を除くほとんどの国が私法上の成人と刑事手続において少年

として扱われなくなる年齢とは一致しているか，私法上の成人の方が年齢が

高いことから，民法の成年年齢が引下げられた場合，遅くとも数年後には少

年法の適用年齢（少年法２条）が引下げられることは明白である。

9

歳の少年について，成年であることを主な理由とする少年法２０条１項の検

10

さらに，保護観察処分となった少年については，これまでは家庭裁判所の

このような更生のための支援を全く受けることがなくなってしまう。

猶予となるか，起訴されても執行猶予となると思われる。一般保護事件につ

予想されるところである。また，諸外国の例でも（法制審参考資料２），ポ

また，仮に，少年法２条の改正がなされなかったとしても，１８歳，１９

なる。保護観察となっていた年長少年のうちそのほとんどが，おそらく起訴

の適用年齢も１８歳未満にするべきであるとの世論が出てくることは容易に

なってしまう。

０歳未満までを対象とするべきである。

また，保護観察となっていた少年に対しても，更生のための関わりがなく

これらの少年は，起訴猶予処分となって，何らの働きかけもされないままに

しかしながら，民法の成年年齢が１８歳に引下げられた場合には，少年法

めの働きかけ（保護的措置）を行った上で，不開始・不処分となっているが，

少年法の理念である子どもの「可塑性」は，１８歳，１９歳にもあてはま

不開始となった年長少年のうち９５４１件は，家庭裁判所が一定の更生のた

訴猶予処分になることが予測される。ところで，一般保護時事件で，不処分，

処分，不開始となっていたほとんどの少年は，刑事裁判になることなく，起

措置を講じて不開始不処分となっていた年長少年への関わりがなくなる。不

るものであり，本来，民法の成年年齢にかかわらず，少年法の適用年齢は２

民法の「成年年齢」が引下げられた場合の影響

づく法制度を整備すること

（２）刑事手続に関して，現行少年法と同様の若年成年者に対する保護主義に基

的に後退させるようなことがあってはならない。

こうした年長少年に対し，少年法の適用がなくなることによって，保護的

を年長少年が占めている。また，年長少年で不処分となった者のうち２８３

な法制度が観念できてないが，仮に引下げるのであれば，十分な法教育およ

なお，繰り返しになるが，法制度の整備にあたっては，現在の保護を実質

（ウ）少年院送致となった少年の約４０％，保護観察となった少年の約３０％

になる。

ことが必要である。

前述のとおり（２（２）ア），この点については，現時点で，有効・適切

理していた約３０％の少年について，これまでとは異なる措置を受けること

び消費者教育を実施すること，②若年成年者保護のための法制度を整備する

（イ）家庭裁判所に送致された一般保護事件のうち約３０％を年長少年が占め
ている。少年法の適用年齢が１８歳未満となると，これまで家庭裁判所が審

引下げにあたっては，以下の条件ないし準備が必要であること

すべて家庭裁判所に送致されている。仮に少年法上の成人年齢が１８歳と変

時点において，１８歳，１９歳に成年年齢を引下げる理由は乏しいことを示

（１）消費者被害の拡大を防ぐために，①高校生までの課程で十分な法教育およ

５

れらの少年は嫌疑がないか，嫌疑が不十分であるといった事情がない限り，

一部は刑事裁判所に起訴されることとなる。

４０％を占めている。少年法はいわゆる全件送致主義をとっているため，こ

こうした現状認識は，現在は，２０歳を超えても社会的自立を果たせてい

（ア）現在の検察庁の被疑少年の取扱いのうち，いわゆる年長少年が全体の約

ような弊害が生じる。

そして，少年法の適用年齢が１８歳未満に引下げられた場合には，以下の

察官送致が急激に増えることも十分に予想される。

ない者が多いというのが社会認識であることを示しており，少なくとも，現

％）などを理由としている。

自分がしたことについて自分で責任をとることができないから」（４８．０

％），「自分自身で判断する能力が不十分であるから」（４８．９％），「

有しており，「子育てに関する知識・理解が不十分であるから」（７８．０
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念できる環境の整備が不可欠である。

て，国による更生のための指導・支援を大幅に撤退する施策をとることにな

はない。

てきた。裁判所において保護処分を行う特段の事情があると判断され，かか

が増大し，とりわけ母子家庭の貧困化が進んでいる。

された年長少年は全部で４７人）。先にも指摘したとおり，調査官による調

11

12

現在，離婚において，母が親権者になる割合は約９割である（司法統計年

の，男女賃金格差は一向に改善されないばかりか，女性労働者の不安定雇用

いた年長少年については全く対応ができなくなる（平成１８年にぐ犯で処理

査制度（含む試験観察制度），鑑別所による鑑別等，少年の更生に向けたさ

（ア）男女共同参画社会の実現をめざし，様々な取り組みが行われているもの

２０歳までの養育費の義務化

充実が不可欠である。

（オ）少年法の適用年齢が１８歳未満とされれば，これまでぐ犯で処理されて

になる。

を行う特段の事情があると考えられるケースも，少年刑務所に送られること

したがって，民法の成年年齢を引下げるにあたっては，福祉や教育制度の

在の日本の社会において，１８歳で社会的・経済的自立を図ることは容易で

る審判がなされていたが，今後は，健全育成，再犯防止のために，保護処分

託等の措置を２０歳まで延長できるとしていることからも分かるとおり，現

また，犯罪結果が重大な事件についても，いわゆる「原則逆送」規定があ

る中でも，これまでは特に保護処分が必要として少年院送致決定等がなされ

イ

の４月に成年となることから，これらの者が高校卒業まで安心して学業に専

とんどなされていない。現行制度では少年院送致がなされていた少年につい

また，前述したように児童福祉法が，原則１８歳までの施設入所や里親委

齢を１８歳に引下げると，全日制高校に通う生徒でも早い者では高校３年生

り組みや，生活態度，歪んだ認知を改めさせるような積極的な働きかけもほ

る。

義務教育終了後，多くの者が就職をせず高校に進学している。民法の成年年

いるが，基本的には労働をすることが中心であり，更生のための個別的な取

福祉・教育制度の充実
現代の日本では，中学校卒業者の高等学校等進学率は９７．８％であり，

ア

的自立を果たすために必要な法制度あるいは法運用を整備すること

少年刑務所では，個別的な処遇の実施が一定程度強調されるようになっては

また，約４分の１は少年刑務所に収容されることになると予測されるが，

活を続けることになる。

（３）子が２０歳に達するまでの親の養育費負担の義務化等，若年成年者が社会

ことが不可欠である。

再犯防止のための最も強力な教育活動である。少年法における成人年齢が引

下げられれば，これらの少年は，実質上ほとんど何の指導・支援もなく，生

したがって，民法の成年年齢を引下げるにあたっては，刑事手続に関して，
現行少年法と同様の若年成年者に対する保護主義に基づく法制度を整備する

防止が強化されるとは到底考えられない。

ところ，現行制度下で少年院に送致されている年長少年の約半数が起訴猶予

体を拘束し，少年を更生させるための働きかけを２４時間行うものであり，

年刑務所と少年院での処遇の実情からすれば，これにより少年の更生，再犯

執行猶予率を単純に乗じて，不起訴，執行猶予になる少年の実数を予測した

となり，４分の１が執行猶予となると予測される。少年院では，一定期間身

遇を受けていたのが，長期の刑務所での生活を送ることになるが，現在の少

また，ごく限られた一部の少年については，これまで１年以内の少年院処

る施策となってしまうことになる。

（エ）少年院に送致された年長少年について，罪名別に成人の起訴率，成人の

せるような施策である。

う威嚇だけの下で社会に戻されるのである。これでは，むしろ再犯を増加さ

の更生や再犯防止のための取り組みの重要性が叫ばれる中で，それと逆行す

り，「自己責任」のもと，社会で生活を送らざるをえないことになる。少年

った背景や被告人の性格に深く立ち入ることは予定されていない。

再犯を防ぐ処方箋さえ示されず，「次に事件を起こせば実刑になる」とい

以上のとおり，少年法の適用年齢が１８歳未満とされれば，犯罪を犯した
多数の年長少年について，更生に向けた国からの指導・支援がなされなくな

法制度整備の必要

な働きかけを受けないことはもちろん，刑事裁判となった場合も，犯罪を行

イ

まざまな取り組みがなされなくなる。

し，一定の働きかけを行っていた。起訴猶予処分となった場合に，このよう

行い，家裁でも非行に至る背景を分析し，審判に向けて少年本人や家族に対

審理がなされていたのであるから，少年鑑別所において様々な資質の調査を
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13

育費を義務化する法制度を整備することが不可欠である。

（エ）したがって，民法の成年年齢を引下げるにあたっては，２０歳までの養

等教育を受けることが困難となる。

を得ない状況にある。そのため，親が経済的に困窮している場合に，子は高

実現することを求める。

14

以

上

正する法律案要綱」に示されているところであり，そのための法改正を早期に

べきであることは，平成８年２月２６日法制審議会総会決定「民法の一部を改

また，成年年齢の引下げの如何にかかわらず，婚姻年齢の男女差別を撤廃す

作為不作為を命令あるいは勧告する制度を導入すべきである。

（６）児童福祉法を改正して，裁判所が親に対する支援指導として，一定の

て不十分であるため，授業料その他の費用負担は，親の経済力に依存せざる

かし，実際には，特に高等教育にあっては，奨学金など公的助成制度が極め

（４）機関や団体が未成年後見人となることができるようにすべきである。

である。

（３）民法を改正して，親権制限制度における子どもの申立権を認めるべき

を設けるべきである。

（２）民法を改正して，親族が自己を監護者に指定するよう申し立てる制度

制度を導入するべきである。

（１）民法を改正して，裁判所が親権の一時もしくは一部の停止をなし得る

に実現することを求める。

権保障と法的介入に関する意見書」で述べた意見のうち，以下の法改正を早期

すなわち，２００３年５月３０日付「児童虐待防止法制における子どもの人

ているところである。

ら子どもを救うために法改正が必要であることは，従来から当連合会が指摘し

成年年齢の引下げの如何にかかわらず，親権者による親権の不適切な行使か

付論

（５）児童福祉法の適用を満２０歳未満にまで引き上げるべきである。

２

１

第３

などに関わりなく等しく尊重されねばならず，これは社会的責任である。し

（ウ）子は次世代を担うものである。子の教育を受ける権利は，親の経済状況

とは必至である。

し，ただでさえ経済的に困窮している母子家庭を，さらに苦境に追いやるこ

２０歳」から「１８歳」に引下げられた場合，その結果は，母子家庭を直撃

おける非親権者・非監護者である親の子に対する養育費支払義務期間も，「

即ち，仮に成年年齢を１８歳に引下げられたことにより，離婚時や非婚に

悪影響を及ぼすことが強く危惧される。

費の支払期間が短縮するのであれば，とりわけ母子家庭の母子に回復困難な

（イ）このような状況で，仮に民法成年年齢が引下げられ，これに伴って養育

不可欠な収入源なのである。

いのは周知の事実であるが，それでもなお，母子家庭にとり，養育費は必要

調停や審判で決めた場合ですら，養育費がきちんと支払われないことが多

１にすぎない（厚生労働省国民生活基礎調査）。

しかし，母子家庭の平均所得は年約２３０万円で，一般世帯のおよそ３分の

報家事編離婚調停成立又は２４条審判事件のうち未成年の子の処置件数）。

資料６

民法の成年年齢の引下げの議論に関する会長声明
２００９年（平成２１年）９月１０日
日本弁護士連合会 会長 宮﨑 誠
法制審議会民法成年年齢部会は、２００９年（平成２１年）７月２９日、民法の成
年年齢の引下げについての最終報告書（以下「報告書」という。
）を取りまとめ、これ
が、９月１７日に開催される第１５９回法制審議会で審議される予定となっている。
この報告書は、
「若年者の自立を援助するための施策」や「消費者被害が拡大しないた
めの施策」をまず実現し、
「これらの施策の効果が十分に発揮され、それが国民の意識
として現れた段階」になるまでは、
「現時点で直ちに民法の成年年齢の引下げを行うこ
とは相当ではない」としている。これは、当連合会の２００８年（平成２０年）１０
月２１日付け意見書の認識にも沿うものであり、一定の評価をしうるものである。
しかし、報告書にも指摘されているとおり、次のような課題に取り組むことが必要
である。
第１に、今回の検討は、関係法令に与える影響を考慮しないで民法のみの検討を行
った結果のものとされている。ただ、民法の成年年齢の引下げは、単に私法上の行為
能力の問題だけでなく、日本社会が何歳を「成年」として扱っていくかという、極め
て影響の大きな問題である。したがって、関係法令への影響を考慮しないまま民法の
成年年齢引下げとの結論を出すことは妥当でない。今後、少年法等他の関係法令に与
える現実的な影響を十分慎重に検討したうえで、民法の成年年齢について引き下げる
か否かの結論を出すべきである。
第２に、報告書も認めるとおり、成年年齢引下げにより、１８歳、１９歳の者の消
費者被害が拡大する可能性がある。報告書は、消費者関係教育の充実等のほか、消費
者保護施策の更なる充実を図る必要があるとしている。結局、これらの点については、
今後専門家を交え、また関係者の意見を十分に聴いたうえで検討しなければならず、
その施策の効果等についても検証が必要である。
第３に、成年年齢を引き下げると、離婚後の未成年の子の養育費の支払の終期は、
現状より早まることになる。すなわち、養育費は未成熟子に対する監護費用の分担で
あると考えられており、成年に達した後は打ち切られることになる。他方、成年に達
した子自身が大学に進学した場合の学費等を扶養料として親に請求することは、法律
上可能であるが、実務上の困難があるとみられている。したがって、このような問題
についても法制度の整備が必要である。
第４に、報告書は「民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げることは、１８
歳、１９歳の者を『大人』として扱い、社会への参加時期を早めることを意味する」
としているが、その前提として、若者が社会で自立できる環境を整備する具体的施策
をまとめる必要がある。
以上のとおり、民法の成年年齢を引き下げるという結論をまとめるためには、いま
だ多くの検討課題がある。したがって、今後関係各所においてこれらを十分に検討す
べきである。
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༠ാࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋ⏕⏘⪅࣭ᴗ⪅㸪ᾘ㈝⪅㸪ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡀ㸪㐺ษ࡞⥭ᙇ㛵ಀࡢࡶ㸪

⪅ጤဨࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࡛㸪ᾘ㈝⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయࡢᙺࡣࡲࡍࡲࡍ㔜どࡉࢀ

⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰࡋࡓࡶࡢኚ㠉ࡋࡼ࠺ࡍࡿືࡁࡀᮏ᱁ࡋ㸪ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧᾘ㈝

ࡑࡇ࡛㸪ᕷሙࡸ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⏕⏘⪅࣭ᴗ⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰࡋࡓࡶࡢࡽᾘ㈝

Ṇ㸪ၥ㢟ࡢゎỴࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⬟ࢆᙉࡋࡓಶูᩆ῭ไᗘࡢᩚഛࡼࡗ࡚ᑐฎࢆᅗࢁ࠺ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪⿕ᐖࡢ㜵

ࡋ῝้ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ㸪ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆά⏝ࡍࡿつไࡸᚋࢳ࢙ࢵࢡᶵ

࡞ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀ౪⤥ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㠃㸪ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡸᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡣቑຍ

㸯㸷㸶㸮ᖺ௦௨㝆㸪ᨻ⤒῭ᨻ⟇ࡋ࡚つไ⦆ᨻ⟇ࡀࡽࢀ㸪ᾘ㈝⪅ࡣከᵝ

࡚࠸ࡿࠋ

ⓗᙅ⪅㓄៖ࡍࡿࡇ㸪մ⎔ቃ㓄៖ࡍࡿࡇ㸪յ㐃ᖏࡍࡿࡇࡀࡧࡅࡽࢀ

⪅ᑐࡋ࡚㸪ձᢈุⓗព㆑ࢆᣢࡘࡇ㸪ղᙇࡋ⾜ືࡍࡿࡇ㸪ճ㈋ᅔ⪅࡞ࡢ♫

ࡑࡋ࡚㸪⌧௦♫࠾࠸࡚ᾘ㈝⪅ࡢᙺࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ᾘ㈝

⌧࣭ᐇࡣ㸪ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࡇ㸪ո⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㐺ษࡘ㎿㏿ᩆ῭ࡉࢀࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢᶒࡢᐇ

ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ㸪նᩍ⫱ࡢᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ㸪շពぢࡀᾘ㈝⪅ᨻ⟇ᫎࡉࢀ

ಖࡉࢀࡿࡇ㸪մ⮬ⓗ࣭ྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡢᶵࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ㸪յᚲせ࡞ሗࡀ

ᇶᮏⓗ࡞㟂せࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ㸪ղ࡞⏕ά⎔ቃࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ㸪ճᏳࡀ☜

΅ຊࡢ᱁ᕪࡀỴᐃⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧௦♫࠾࠸࡚㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒ㸪ࡍ࡞ࢃࡕձ

⚾ࡓࡕࡢ⏕άࡢᾘ㈝ࡢ౫Ꮡࡀࡲࡍࡲࡍᙉࡲࡾ㸪ᾘ㈝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢሗࡸ

ࡘබṇ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

⪅࣭ᴗ⪅㸪ᾘ㈝⪅㸪ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡽ࡞ࡿ♫ࡀ㸪ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ࡞࠸Ᏻ

ᴗ⪅ࡼࡾ⏕⏘࣭ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵࡣ㸪⏕⏘

ࡢၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪⌧ᅾࡢ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᕷሙࡢ࣮ࣝࣝࢆ๓ᥦࡋ࡚㸪⏕⏘⪅࣭

⚾ࡓࡕࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡋ࡚ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㉎ධࡋ࡚᪥ࠎࡢ⏕άࢆႠࢇ࡛࠾ࡾ㸪ࡑ

ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᐉゝ

ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ࡞࠸Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࢆ

ᙜ㐃ྜࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࠖࡢ☜❧ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪ᅜཬࡧᆅ᪉බඹ

ືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ♫ࠋ

࠺ࡇࡀ࡛ࡁ㸪ࡘ㸪ᾘ㈝⪅ᅋయ➼ࡢㅖ⤌⧊ࡸࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㸪ᐇࡋࡓά

ࡢᾘ㈝⪅ࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱➼ࡼࡾᢈุⓗ࡞⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚ᾘ㈝⾜ືࡸ♫ⓗάືࢆ⾜

ከᵝ࡞ᾘ㈝⪅ࡀᏑᅾࡍࡿ࡞࡛㸪♫ⓗᙅ⪅ࡀಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ㸪ከࡃ

ࡿࡓࡵࡢつไࡀⓗ☜⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ♫ࠋ

࡞࠸ࡓࡵࡢつไ㸪ᕷሙ࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢつไ㸪ᕷሙࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍ

ᾘ㈝⪅ࡢ⏕࣭㌟యࡸ㔜せ࡞㈈⏘༴㝤ࢆཬࡰࡍၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᕷሙฟࡉ

♫ࡢᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿ♫ࠋ

ࡾ㸪ㄔᐇ࡞ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࢆᨭࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࡢ㉁ࡢྥୖ㸪ᕷሙࡸ

ᾘ㈝⏕άࡘ࠸࡚Ᏻබṇࡀ☜ಖࡉࢀ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᾘ㈝⾜ືࡸ♫ⓗάືࡼ

௨ୖࡢ࠾ࡾᐉゝࡍࡿࠋ

ᯝࡓࡍỴព࡛࠶ࡿࠋ
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㸰㸮㸮㸷ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸧㸯㸯᭶㸴᪥

㈝⪅ཬࡧᾘ㈝⪅ᅋయࡢពぢࡀ♫ᫎࡉࢀࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵ㸪✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆ

ᅋయᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ࡢᶒᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢつไཬࡧไᗘࡢᐇࢆồࡵࡿࡶ㸪ᾘ

㸱

㸰

㸯
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ࢆ㉺࠼࡚ᘏఙ㸪」⥺ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡛ࡢࡼ࠺ࡋ࡚㣗ࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿ

⏕⏘ࡉࢀ㸪୍㒊ࡣຍᕤࡉࢀ࡚ᾘ㈝⪅ࡢ㣗༟ᒆࡃࡲ࡛ࡢࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥࡀᅜቃ

ࡽᤊ࠼ࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ᾘ㈝⪅ࡣᕷẸࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠸ࠋ





ᚋࡢ࠼ࢆᑡࡋ࡛ࡶቑࡸࡑ࠺ࡋ࡚ᦆᐖࢆ⿕ࡿࡶከࡃ㸪㱋ࢆ㔜ࡡࡓᚋ⪁ᚋ
ࡢ⏕ά㈨㔠ࢆኻ࠺⿕ᐖࡣ㸪῝้࡛࠶ࡿࠋ

㸴㸣ࡀ㸪㸰㸮㸮㸴ᖺ㸲᭶ࡽ㸰㸮㸮㸵ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ᾘ㈝⪅⿕ᐖ࠶ࡗࡓ

ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ㸰㸮ᖺ∧ᅜẸ⏕άⓑ᭩ࡣ㸪㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ࠾ࡅࡿᾘ

⚾ࡓࡕࡣ㸪⌧ᅾ㸪ከࡃࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖ࣭ᾘ㈝⪅ၥ㢟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀ

  

  

ࡋࡋ㸪㣗ࡢศ㔝ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚㸪⾲♧ࡀᚲࡎࡋࡶᾘ㈝⪅ศࡾࡸࡍࡃ㐺
ษ࡞ᙧ࡛ሗᥦ౪ࡉࢀࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㣗ရ㛵ࡍࡿ

㣗ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪㹀㹑㹃ၥ㢟㸪㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗ရၥ㢟➼㸪⏕⏘యไࡢྜ⌮

࠸ࠋ

ᾘ㈝⪅ࡣ㸪ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅➼ࡽࡢሗᥦ౪ᇶ࡙࠸࡚㸪ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡞

⾲♧㛵ࡍࡿၥ㢟

㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀከᩘⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎ㐩ࡼࡗ࡚㸪᪂ࡋ࠸ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㣗ᮦࡀୡ⏺࡛

ᾘ㈝⪅ࡢ⏕ࡸᗣࢆ⬣ࡍᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡣ㸪౫↛ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳࢆࡵࡄࡿ⿕ᐖ࣭ၥ㢟

ࡽ㸪⚾ࡓࡕࡢ♫ࡣ㸪࠸ࡲࡔᏳ࡛බṇ࡞♫ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ

♫ࡢ㧗㱋ࡸᐙ᪘ࡸᆅᇦ♫ࡢ⧅ࡀࡾࡀᕼⷧࡍࡿ୰࡛㸪ྲྀᘬศ㔝࡛ࡣ㸪

㞀ไᗘࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࢃࡀᅜࡢ≧ἣࢆ⫼ᬒ㸪⪁ᚋࡢᏳࢆᢪ࠼ࡓ㧗㱋⪅ࡀ㸪⪁

ࡗ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓࡢࠕᅜẸ⏕ά㑅ዲᗘㄪᰝ ࠖ㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸧࡛ࡣ㸪యࡢ㸰㸬

㈝⪅⿕ᐖక࠺⤒῭ⓗᦆኻ㢠ࢆ᭱㸱㸲༓൨᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢ㛫㸪ᆺࡢᢞ㈨ブḭ௳ࡶ┦ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋ♫ಖ

ࡣ㸪㸯㸷㸶㸷ᖺᗘࡣ௳࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㸰㸮㸮㸵ᖺᗘࡣ௳ࡢࡰ

ࡢᦆᐖࢆ⿕ࡿ

ᾘ㈝⪅ࡀࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿ」㞧࡞ၟရࢆ㉎ධࡍࡿࡇࡼࡾ

ሗ➼ࡢ㞟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒㸧Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᾘ㈝⏕ά┦ㄯሗࡢ⥲௳ᩘ

ᢞ㈨ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ᢞ㈨ၟရࡀከᵝ࣭」㞧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⫼ᬒ㸪

࡚࠸ࡿࠋ

ᅜࡢᾘ㈝⏕ά┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡀཷࡅࡅ㸪㹎㹇㹍㸫㹌㹃㹒㸦ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ

࣮ᆅ᪉ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧ㸪ᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿⱞ┦ㄯ

ḟࠎࢡࣞࢪࢵࢺ࡛㉎ධࡉࡏࡿၟἲ࡞㸪ࢡࣞࢪࢵࢺࢆᝏ⏝ࡋࡓ௳ࡀⓎ⏕ࡋ

ࡢࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ブḭၟἲࡸ㧗㱋⪅࿋᭹ࡸᕸᅋ➼ࡢၟရࢆ

ࡍࡿ௳ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௳ࡣᅜつᶍࡢ㔞⿕ᐖ௳࡞ࡿࡶ

ᝏ㉁ᴗ⪅ࡀḭ▇ⓗ࡞ၟἲࢆ⾜࠸ࢡࣞࢪࢵࢺࡼࡗ࡚௦㔠ࢆඛྲྀࡾࡢ࠺࠼◚⥢

ྲྀᘬࡢබṇࢆࡵࡄࡿ⿕ᐖ࣭ၥ㢟

ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ⿕ᐖ⪅ᮏேࡸᐙ᪘࣭࿘ᅖࡢேࠎࡢᙳ㡪ࡣ㸪῝้࡛࠶ࡿࠋ

⏕㌟ࡢே㛫࡛࠶ࡿᾘ㈝⪅ࡢ⏕ࡸᗣࡢᦆᐖࡣ㸪ྲྀࡾ㏉ࡋࡢࡘ࡞࠸ࡇࡶ

ᾘ㈝⪅⿕ᐖ࣭ᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢᴫἣ

⚾ࡓࡕࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟㸦ᾘ㈝⪅⿕ᐖ࣭ᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢ⌧≧㸧

ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ࡞࠸Ᏻࡘබṇ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢀࡿࡓࡵࡣ㸪⏕⏘⪅࣭ᴗ⪅㸪ᾘ㈝⪅㸪ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡽ࡞ࡿ♫యࡀ㸪

ᴗ⪅ࡼࡾ⏕⏘࣭ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀᏳࡘබṇᥦ౪ࡉ

ᾘ㈝⪅ࡸࡢ⏕⏘⪅࣭ᴗ⪅㸪ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయከᵝ࡞㛵ಀࢆᣢࡘ⏕⏘⪅࣭



㐼࠺ࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᨾ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᨾሗࡢఏ㐩ࡢ㐜ࢀࡸ㸪

࠸ࡽࢀࡓࡾ㸪⏒ࡔࡋ࠸ࡁࡣ⏕࣭㌟యࡸ㔜せ࡞㈈⏘ࢆኻ࠺ࡇ࡞ࡾࡡ࡞

ᨾⓎ⏕ᚋࡢᴗ⪅ࡢᑐᛂࡀၥ㢟ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ᐙᗞෆ࠾ࡅࡿ〇ရᨾࡶከⓎࡋ࡚࠾ࡾ㸪࡞࡛ࡶᗂඣ㧗㱋⪅ࡀᨾ

Ḟ࠸࡚࠸ࡓࡾ㸪ࡲࡓබṇ࡞ᙧ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࡁࡣ㸪⚾ࡓࡕࡣᙜ࡞㈇ᢸࢆᙉ

᪉㸪ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪⌧ᅾࡢ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᕷሙࡢ࣮ࣝࣝࢆ๓ᥦࡋ࡚㸪

〇ရศ㔝࡛ࡣ㸪⮬ືᅇ㌿ᡬ⏨ඣࡀ㢌ࢆࡣࡉࡲࢀࡿᨾ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱᨾ㸪
࢞ࢫἛࡋჾࡼࡿ୍㓟Ⅳ⣲୰ẘᨾ➼㸪③ࡲࡋ࠸௳ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋ

ࡓࡕࡢ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࡗ࡚㸪ྍḞࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋᥦ౪ࡉࢀࡿၟရࡀᏳᛶࢆ

⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

ࡓᢠࡀࢇࣞࢵࢧ࡛ࡣ㸪ᕷ㈍ᚋ⇿Ⓨⓗ⏝ࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪ከᩘࡢస⏝Ṛஸ

ື࡞ࡃࡋ࡚ࡣ㸪⚾ࡓࡕࡢᬽࡽࡋࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋᾘ㈝⪅ࡣ㸪ᕷẸࢆᾘ㈝⏕ά

⚾ࡓࡕࡢᚲせᛂ࠼ࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀᏳࡘබṇᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡣ㸪⚾

་⸆ရࡢศ㔝࡛ࡣ㸪〇⸆♫ࡼࡿከᵝ࡞ᐉఏάືࡀ་⸆ရࡢホ౯ࡸ་⒪⌧
ሙࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾ 㸪ࠕస⏝ࡢᑡ࡞࠸ክࡢ᪂⸆ࠖ႖ఏࡉࢀ

ࡋ࡚㸪᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࠋ⏕άࡢࡍ࡚ࢃࡓࡗ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⾜

ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

⏤

ࡀ㸪ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ෭㣯Ꮚ௳࣭࣓࣑ࣛࣥ௳➼ࡼࡿᗣ⿕ᐖࡣ㸪ࡇ

⌮

ᕷẸࡢᾘ㈝⏕άᏳ࡛බṇ࡞♫



⚾ࡓࡕᕷẸࡣ㸪⏕άࡢࡓࡵᚲせ࡞ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢࢇࢆᕷሙࡽ㉎ධ

ᥦ

46 / 72

27 / 114

㸱

㸲

΅ຊ➼ࡢ᱁ᕪࢇࡀࡳࠖࡢⅬࡶ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋ

࠶ࡿࡇ㚷ࡳ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒࡣ㸪ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࡢᴗάືࡼࡗ࡚ᐖࡉࢀ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ඃ㉺ⓗᶒࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪⌧ᅾࡢᅜෆࡢᾘ㈝⪅ࡢ⿕ᐖࡢၥ㢟ࡲࡽࡎ㸪ᑗ᮶ࡢᾘ㈝

⪅࡞࠸ࡋᕷẸከࡃࡢ⿕ᐖࢆ࠼㸪ࡲࡓ㸪㏵ୖᅜࡶ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ն

  

ᾘ㈝⪅ࡢᶒࡣ㸪ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿᕷሙ࠾࠸࡚㸪ᾘ㈝⪅ࡀᕷሙ

ࡢᶒ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ㸰᮲ࡣࡑࡢෆᐜࢆ᫂ࡽࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡶࡼࡾᾘ㈝⪅ࡢᶒࡣ㸪᠇ἲ㸯㸱᮲ཬࡧ㸰㸳᮲➼ࡼࡗ࡚ಖ㞀ࡉࢀࡿ᠇ἲୖ

⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㐺ษࡘ㎿㏿ᩆ῭ࡉࢀࡿᶒ

ᩍ⫱ࡢᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡿᶒ

յ

ո

ᚲせ࡞ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿᶒ

մ

ពぢࡀᾘ㈝⪅ᨻ⟇ᫎࡉࢀࡿᶒ

⮬ⓗ࣭ྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡢᶵࡀ☜ಖࡉࢀࡿᶒ

ճ

շ

࡞⏕ά⎔ቃࡀ☜ಖࡉࢀࡿᶒ

Ᏻࡀ☜ಖࡉࢀࡿᶒ

ղ



  

㸯㸷㸴㸶ᖺࡣᾘ㈝⪅ಖㆤᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀࡓࡀ㸪ྠἲࡣ㸪♫ⓗᙅ⪅࡛࠶

ࡢᚲせ࡞㝈ᗘ࡛㸪⏘ᴗᨻ⟇㝶ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ

ୖ⩏ࡢᨻ⤒῭ᨻ⟇ࡢ୰࡛㸪⏘ᴗ⫱ᡂ┬ᗇࡼࡾ㸪ࡑࡢᨻ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃ

ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ࡣ㸪㛗ᖺࢃࡓࡾ㸪⏘ᴗ⫱ᡂඃඛ㸪⤒῭⮳

㸰㸮ୡ⣖ᆺࡢᾘ㈝⪅ᨻ⟇

ࡇࢀࡲ࡛ࡢᾘ㈝⪅ᨻ⟇

ࢆ㍍ῶࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

௵ࠖࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᙺࡢᮇᚅࡣ㸪⾜ᨻࡸᴗ⪅ࡢ㈐ົ

୍ᐃࡢᙺࢆᮇᚅࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓ࡚ࡶ㸪⾜ᨻࡸᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠕ㈐ົࠖࡸࠕ㈐

ⓗ࡞ഃ㠃࠶ࡿ࠸ࡣᾘ㈝⪅ࡢᙺ╔┠ࡋ࡚ࡧࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ᾘ㈝⪅ࡣ

㓄៖ࡍࡿࡇ㸪㐃ᖏࡍࡿࡇࡀࡧࡅࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣᾘ㈝⪅ࡢᶒࡢ♫

ᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ㸰᮲ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡀḟࡢᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ

ᇶᮏⓗ࡞㟂せࡀ‶ࡓࡉࢀࡿᶒ

ᢈุព㆑ࢆᣢࡘࡇ㸪ᙇࡋ⾜ືࡍࡿࡇ㸪♫ⓗᙅ⪅㓄៖ࡍࡿࡇ㸪⎔ቃ

ᾘ㈝⪅ࡢᶒ

࡛࠶ࡿࡶ㸪ࡑࡢᶒࡢ⾜ࡣ♫ⓗᙳ㡪ຊࢆᣢࡕᚓࡿࠋᾘ㈝⪅ᑐࡋ࡚㸪

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅ࡢᶒᇶ࡙ࡃᾘ㈝⪅ࡢ⾜ືࡣ㸪ಶேࡢᖾ⚟㏣ồࡢࡓࡵࡢᶒ

ࡋ㸪᪉࡛ᕷẸࡢ⏕άၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛

㓄៖ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࢆࡘࡃࡿࡓࡵ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ༠ຊࡀࡧࡅࡽࢀ࡚࠸

ᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡗࡓᾘ㈝⪅ࡢ⾜ືࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⏕⏘⪅ࡢႠᴗࡢ⮬⏤㸦᠇ἲ㸰㸰᮲㸧ࡣ㸪୍᪉࡛ᕷẸࡢ⏕άࡢࡓࡵࡢᡤᚓࢆ⏕ࡳฟ

㔞⏕⏘࣭㔞ᾘ㈝࣭㔞ᗫᲠ࠸ࢃࢀࡿ♫⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛㸪⎔ቃ

ᾘ㈝⪅ࡢᶒࡣ㸪ᕷẸࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᇶ┙࡞ࡿᶒ࡛࠶ࡿࠋᴗ⪅࣭

ࡢಖ㞀ࡢࡓࡵࡶ㸪ゎỴࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅⎔ቃၥ㢟

ࡀ๓ᥦ࡞ࡿࠋ⏕άࡢࡓࡵࡢᾘ㈝ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㈋ᅔࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒ

ࡾᤞ࡚ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ேࡢࡰࡿࡀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸲ே㸯ேࡀ⤒῭ⓗ࡞⌮⏤ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠸ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ከᵝ࡞ᾘ㈝⪅ࡢᶒࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪୍㒊ࡢᾘ㈝⪅ࡢᶒࢆษ

῝้࡞㈋ᅔၥ㢟ࡢせᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸰㸮㸮㸴ᖺࡢ⮬ẅ⪅ᩘࡣ⣙㸱㸰㸮㸮㸮

ศ⾜࠺ࡇࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪♫ⓗ࡞⣣ᖏࡽ㝖ࡉࢀࡿែࡶ⏕ࡌ࡚

ᾘ㈝㛵ࡍࡿሗ᥋ࡍࡿᶵࡢஈࡋ࠸ᾘ㈝⪅ࡶ࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢᶒࡢಖ㞀ࡣ㸪

⤒῭⎔ቃࡢᝏ㸪ࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢ༑ศࡉ┦ࡲࡗ࡚㸪

ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᶒࡣ㸪ᙜ↛㸪ᗣ࡛ᩥⓗ࡞⏕άᚲせ࡞ᾘ㈝ࡀ࡛ࡁࡿᶒ

㈝ࢆࡵࡄࡿ♫ࡘ࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ᾘ㈝⪅㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪

῝้࡞㈋ᅔ≧ἣࡢࡶ࡛ࡣ㸪ேࠎࡣ⏕άࡢࡓࡵࡢၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉎ධࢆ༑

ࡢ▱ぢࢆഛ࠼ࡓᾘ㈝⪅ࡶ࠸ࡿࡋ㸪≉ẁࡢ▱ぢࢆ᭷ࡋ࡞࠸ᖹᆒⓗᾘ㈝⪅㸪ᾘ㈝ࡸᾘ

ከ㔜മົࡣ౫↛῝้࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋከ㔜മົၥ㢟῝้ࡢཎᅉࡣ㸪ձ㧗㔠㸪

ղ㐣⼥㈨㸪ճ㐣㓞࡞ྲྀ❧࡚ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࡢ㛫ࡢ㞠⏝㛵ࡍࡿつไ⦆

⌧ᐇࡢᾘ㈝⪅ࡣ㸪ከᵝ࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡍࡿࠋ⫋ᴗࡸ♫ⓗ࡞ᆅ࡞ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘ

ᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ㸯᮲࠾ࡅࡿ 㸪ࠕᾘ㈝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢሗࡢ㉁ཬࡧ㔞୪ࡧ

⾲♧௳ࡘ࠸࡚㐣ཤ᭱㧗࡛࠶ࡗࡓ㸰㸮㸮㸵ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㸪㧗࠸Ỉ‽࡞ࡗ

ከ㔜മົ࣭㈋ᅔࡢၥ㢟

ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⫼ᬒࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⌧௦ⓗ࡞ᶒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡣ㸪

௧㸳㸰௳㸪㆙࿌㸷௳ཬࡧὀព㸳㸳㸯௳ࡢィ㸴㸯㸰௳࡛࠶ࡿࠋ㝖௧௳ᩘࡣ㸪

ձ





⪅㸪ࡤࡽࡤࡽ࡞⏕㌟ࡢே㛫࡛࠶ࡿಶࠎࡢᾘ㈝⪅ࡢ᱁ᕪࡀ㸪Ỵᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡞

౫Ꮡࡍࡿഴྥࡀᙉࡲࡾ㸪ሗຊ࣭ᢏ⾡ຊ࣭⤌⧊ຊ࣭΅ຊࢆഛ࠼ࡓᴗ⪅࣭⏕⏘

㸰㸮㸮㸶ᖺᗘࡢබṇྲྀᘬጤဨࡼࡿᬒရ⾲♧ἲࡢ௳ฎ⌮௳ᩘࡣ㸪㝖

ഇ⾲♧ࡢၥ㢟ࡀḟࠎ᫂ࡽ࡞ࡾ㸪♫ၥ㢟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ

47 / 72

28 / 114





㸳

ࡓࠋ

ㆤ࡞ࡢほⅬࡽ⾜ࢃࢀࡿつไ㸧ࡣཎ๎ࡋ࡚⮬⏤ࡋ㸪እⓗࡢࡳつไࡍ



㈝⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰࡋࡓ⾜ᨻࡢ㌿ࢆᅗࡿࡋ࡚㸪ᾘ㈝⪅ᗇࡢタ⨨ࢆᥦゝࡋ

ไ⦆ጤဨ㸧࡛ࡣ㸪⤒῭ⓗつไ㸦౯᱁ࡢᏳᐃ㸪Ᏻᐃⓗ࡞౪⤥㸪᪤Ꮡ⏘ᴗࡢಖ

࡞つไ࡛ࡣ㸪ྲྀࡾ㏉ࡋࡀࡘ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪㣗ရࡸ⸆ရࡢᏳࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࡢ๓つไࡸ㸪⏕άࡢᮏᣐ࡛࠶ࡿఫᏯࡢᏳ㸪⏕࣭㌟య༴㝤ࢆ
ཬࡰࡉ࡞࠸ࡓࡵࡢ〇ရࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢつไࡣ㸪ࡋࡗࡾࡋࡓࡶࡢࢆ
ᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⪅⮬㌟ࡼࡿ⿕ᐖᅇࢆ㔜どࡍࡿ࠸࠺᪉㔪ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ㸰㸮㸮㸲ᖺࡣ㸪

ᾘ㈝⪅ಖㆤᇶᮏἲࡢᨵṇࡼࡾ㸪ᾘ㈝⪅ᇶᮏἲࡀᡂ❧ࡋࡓࠋྠἲࡣ㸪ձᾘ㈝⪅

ࢆࠕಖㆤࡉࢀࡿయࠖࡽࠕᶒࡢయࠖᤊ࠼࡞࠾ࡋ㸪ղᾘ㈝⪅ࡢᶒࡀᑛ

㔜ࡉࢀࡿࡁࡇࢆᇶᮏ⌮ᛕࡢ୰࡛᫂♧ࡋ㸪ճ⾜ᨻ࣭ᴗ⪅ࡢせ࡞㈐ົࡣᾘ

࡛⾜ࢃࢀࡿྲྀᘬ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪⏕ά◚ቯࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ༴㝤ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
࡚㸪ᕷሙࡼࡿゎỴࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㈚㔠ᴗ
ᑐࡍࡿⓗ☜࡞つไࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡘ㸪ከ㔜മົၥ㢟ࡣປാࡢ࣮ࣝࣝࡸ♫ಖ

ࡿἲᚊ㸦㸰㸮㸮㸮ᖺ 㸧㸪බ┈㏻ሗ⪅ಖㆤἲ㸦㸰㸮㸮㸲ᖺ 㸧㸪ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲᨵṇ

㸦ᾘ㈝⪅ᅋయッゴไᗘ࣭㸰㸮㸮㸴ᖺ 㸧㸪㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ㸦㸰㸮㸮㸴ᖺ 㸧㸪㈚㔠

ᴗࡢつไ➼㛵ࡍࡿἲᚊᨵṇ㸦㸰㸮㸮㸴ᖺ 㸧㸪≉ᐃၟྲྀᘬ㛵ࡍࡿἲᚊ࣭㈿

  

ᡤᚓ⪅࣭⏕άᅔ❓⪅ࡀ⏕ࡁࡿࡓࡵ㸪⏕άࡢࡓࡵ㸪㑅ᢥࡢవᆅࡀ࡞࠸≧ែࡢ୰

ࢆᐇࡍࡿほⅬࡽ㸪ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲ㸦㸰㸮㸮㸮ᖺ 㸧㸪㔠⼥ၟရࡢ㈍➼㛵ࡍ

  

ไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪ከ㔜മົၥ㢟ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ㧗㔠ࡼࡿ㈚ࡣ㸪ప

ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㛫㸪⾜ᨻつไࡢᶓ᩿ᾘ㈝⪅⮬ࡽࡀ⣮தࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ

ࡲࡓ㸪ᕷሙࢆ㏻ࡌࡓ㐺ṇࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ⓗ☜࡞つ

༴㝤ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕࣭㌟యཬࡧ㔜せ࡞㈈⏘ࡢ༴㝤ࡀ⌧ᐇࡋࡓᚋࡢᚋⓗ

㈝⪅ࡢᶒᑛ㔜⮬❧ᨭࢆ᪨ࡍࡿࡇࢆ᫂グࡋࡓࠋ

㈈⏘ᑐࡍࡿ༴㝤ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ཝ᱁࡞๓つไࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞

ࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢ୰࡛㸪ᾘ㈝⪅ᨻ⟇ࡢぢ┤ࡋࡀ㆟ㄽࡉࢀ㸪๓つไࡢ⦆ࢆ

≉㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒࢆಖ㞀ࡍࡿほⅬࡽࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ⏕࣭㌟యཬࡧ㔜せ࡞

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㸪ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝ㸦❧ἲ㸧

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢࡓࡵ❧ἲ࣭⾜ᨻ࣭ྖἲ

ᅗࡾ㸪ᚋࢳ࢙ࢵࢡࢆᙉࡍࡿ㸪ࡲࡓ㸪ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆά⏝ࡍࡿᡭἲࡸᾘ㈝

ࡇࡢ㛫ࡢᾘ㈝⪅ᨻ⟇

⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࢆ⫼ᬒࡋ࡚㸪እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ࡞ࡢᢞ㈨⿕ᐖࡸ⪏㟈ഇၥ㢟➼ࡢᾘ㈝⪅

ࡢ⠊ᅖࡀᣑࡍࡿࡇࡀᾘ㈝⪅ࡢ┈࡞ࡿㄝ᫂ࡉࢀࡓࡀ㸪᪉㸪つไ⦆

㛵ಀ࡛ࡣ㸪つไ⦆ࡼࡾ㸪ከᵝ࡞ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ㑅ᢥ

ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㸪⚾ࡓࡕࡣ㸪ḟ㏙ࡿㅖ⟇ࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ

࡛㸪ᾘ㈝⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయࡢᙺࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

ᅾࡋࡓࠋ

ࡇࡢࡼ࠺つไ⦆ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪ࡲࡓ♫≧ἣࡀኚࡋ࡚ࡁࡓࠋᾘ㈝⪅ࡢ

どⅬࢆ୰ᚰࡋࡓࡶࡢኚ㠉ࡋࡼ࠺ࡍࡿືࡁࡀᮏ᱁ࡋࡘࡘ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࡞

㢳ࡳ࡞࠸ഴྥࡶᙉࡲࡗࡓࠋࡑࡇ㐣ಙࡸḭ▇ⓗ࡞ྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀࡿዎᶵࡀᏑ

➼ࡀᅗࡽࢀࡿࠋ

ࡎ౪⤥ࡀ⾜ࢃࢀࡿഴྥࡀᙉࡲࡗࡓࠋࡲࡓ㸪♫ⓗ࡞ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡀ⬤ᙅ

ࡇࢀࡲ࡛つไ⦆ᨻ⟇ࡀࡽࢀ࡚ࡁࡓ୰࡛㸪ᕷሙࡸ♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᾘ㈝⪅ࡢ

ࡢⓎ㊊ࡼࡾ㸪ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡀ୍ඖࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪ᾘ㈝⪅ᨾሗࡢ୍ඖⓗ⟶⌮

࡞୰࡛㸪⮬ᕫ㈐௵ࢆᙉㄪࡋࡘࡘ➇தࡀᙉࡵࡽࢀࡓ⤖ᯝ㸪➇தࡢࡓࡵᾘ㈝⪅ࢆ

㸷ᖺ㸷᭶㸪ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧᾘ㈝⪅ጤဨࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋᾘ㈝⪅ᗇཬࡧᾘ㈝⪅ጤဨ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ⤒῭ᨻ⟇ࡢࡶ࡛㸪㔞⏕⏘࣭㔞ᾘ㈝ࡢഴྥࡣࡲࡍࡲࡍ㐍

㸳᭶㸰㸷᪥㸪ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧᾘ㈝⪅ጤဨタ⨨ἲ➼㛵㐃㸱ἲࡀᡂ❧ࡋ㸪㸰㸮㸮

ࡳ㸪ၟရࡢศ㔝ࡔࡅ࡛࡞ࡃࢧ࣮ࣅࢫࡢศ㔝࡛ࡶ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㟂せࡼࡽ

ⓗほⅬࡽࡢつไ㸧ࡣᚲせ᭱ᑠ㝈ࡵࡿࡢ᪉㔪ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ྠᥦゝᇶ࡙࠸࡚㸪ᾘ㈝⪅ᗇࡢタ⨨➼㛵ࡍࡿἲࡀᥦฟࡉࢀ㸪㸰㸮㸮㸷ᖺ

ࢆࡶࡓࡽࡍ၏୍ࡢ㐨࡛࠶ࡾ㸪ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰࡋࡓ⾜ᨻࡽ㸪ᾘ

ࡿ㸪♫ⓗつไ㸦Ᏻᛶࡢ☜ಖ㸪⎔ቃࡢಖ㸪⅏ᐖࡢ㜵Ṇ㸪ᙅ⪅ಖㆤ࡞ࡢ♫

࡞ᕷሙࠖࡢᐇ⌧ࡀ➇தࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ㸪ᾘ㈝⪅㸪ᴗ⪅᪉ࡗ࡚㛗ᮇⓗ࡞┈

㸯㸷㸶㸮ᖺ௦௨㝆㸪ᨻ⤒῭ᨻ⟇ࡋ࡚㸪つไ⦆ᨻ⟇ࡀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞

ࡗࡓࠋ㸯㸷㸷㸶ᖺ㸱᭶ࡢࠕつไ⦆᥎㐍㸱ᖺィ⏬ ࠖ㸦⾜ᨻᨵ㠉᥎㐍ᮏ㒊࣭つ

ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍㆟ࡣ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸴᭶㸯㸱᪥ 㸪ࠕᏳᏳᚰ࡞ᕷሙ ࠖࠕⰋ㉁

ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧᾘ㈝⪅ጤဨࡢタ⨨



ࢆ☜ಖࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᨻ⤒῭ᨻ⟇ࡢ㌿

ࡋࡋ㸪ᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡸᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢⓎ⏕㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ

㈍ἲᨵṇ㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸧➼ࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ

つไࡼࡿᣦᑟ࣭┘どࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍ᐃࡢෆᐜࡸ㉁➼

ࡿᾘ㈝⪅ࡢࠕಖㆤࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᇶ♏ࡋ࡚㸪⾜ᨻࡀᴗ⪅ᑐࡋ࡚๓

48 / 72

29 / 114



㸴

ᗋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᣍㄳ່ㄏࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇ㸪ㄝ᫂⩏ົ➼ࡢሗᥦ

ղ

ձ

յ
ն
շ

ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅Ᏻἲࡢᑐ㇟࡞ࡿࠕᾘ㈝⪅ᨾ➼ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྲྀ

ᘬࡘ࠸࡚ࡶᗈࡃᑐᛂࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㐺⏝⠊ᅖࢆᣑࡍ

  

  

ࡋࡋ㸪ࢃࡀᅜࡢᾘ㈝⪅ᅋయࡢேⓗ࣭㈈ᨻⓗᇶ┙ࡣ㸪ᾏእࡢᾘ㈝⪅ᅋయẚ

࠾࠸࡚ࡣ㸪ዎ⣙ࡢ㐺ṇࡘ࠸࡚ࡢά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᐇࢆᅗࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ேⓗᇶ┙࣭㈈ᨻⓗᇶ┙ࢆ⥅⥆

ⓗ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻάᛶ

ࡼࡿᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᐇ➼ࡢάືࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡶ㸪㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయ

ࡣᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡢཧຍ┘ど㸪ཬࡧ㸪ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏

ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶ㸪ᾘ㈝⪅௦⾲ࡢጤဨࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆᚓࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᐇ

ᴗ⪅ၨⓎ㸪ոᴗ⪅࣭⾜ᨻࡢ༠ാ➼㸪ᵝࠎ࡞ᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ≉㸪ᚋ

ࡢᥦ౪㸪մᾘ㈝⪅ᩍ⫱㸪յᨻ⟇ࡸ౯್ほࡢᥦゝ㸪նᴗ⪅ࡸ⾜ᨻࡢ┘ど㸪շ

ࡶࡕࢁࢇࡢࡇ㸪㣗ရᏳጤဨࡸཌ⏕ປാ┬⸆ᐖ⫢⅖᳨ドⓎ㜵Ṇጤဨ

➨୍ḟᥦゝࡀタࢆồࡵ࡚࠸ࡿ⸆⾜ᨻࢆ┘ど࣭ホ౯ࡍࡿ➨୕⪅ᶵ㛵࡞ࡢ

ᾘ㈝⪅ᅋయࡣ㸪ձᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢᩆ῭㸪ղᾘ㈝⪅┦ㄯ㸪ճᾘ㈝㛵ࡍࡿሗ

ᾘ㈝⪅ᅋయࡢᨭ➼

ᐙ࣭◊✲⪅ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡣ

ᐖᩆ῭ྲྀࡾ⤌ࡴᐇົᐙ࣭◊✲⪅ࡢཧຍࢆ☜ಖࡍࡿ࡞㸪ᾘ㈝⪅ᅋయࡸᐇົ

ࡉࡽ㸪ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ㸪ᾘ㈝⪅ᅋయࡸᾘ㈝⪅⿕

㐪ἲ┈ࢆዣࡍࡿไᗘࡢタࠋ

⾜ᨻࡀᾘ㈝⪅ࢃࡗ࡚ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿไᗘࡢタࠋ

㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయࡼࡿ㞟ᅋⓗᦆᐖ㈺ൾไᗘࢆタࡅࡿࡇࠋ

ᠬ⨩ⓗ㈺ൾไᗘࢆタࡅࡿࡇࠋ

ドᣐ㛤♧ไᗘࡢᑟධࠋ

㌿ࢆᅗࡿࡇࠋ

ᾘ㈝⪅ࡗ࡚❧ド㈐௵ࡢ㈇ᢸࡀ㔜࠸ࡇࡽ㸪ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛❧ド㈐௵ࡢ

῭ࡢᡭẁࢆᐇࡍࡿࡇࠋ

ࡇࢀࡲ࡛ࡘࡃࡽࢀ࡚ࡁࡓᵝࠎ࡞࣮ࣝࣝ㐺ษ࡞Ẹຠᯝࢆࡋ࡚㸪⿕ᐖᩆ

ࡑࡇ࡛㸪௨ୗࡢไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ࡀຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ

մ

ᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡀᨾ㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ྛ┬ᗇࡢ㐃ᦠ

ࡀྍḞ࡛࠶ࡾ㸪ᨾሗఏ㐩ࡢయไࢆྵࡵ㸪㐃ᦠᙉࡢࡓࡵࡢయไࢆᐇ

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ճ

ղ

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ⏬ᮇࡍࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢᩚഛࢆලయⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡢⓎ㊊ࡣ㸪

㈝⪅ጤဨࡀ㸪ྛศ㔝࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ᥦゝࢆ⾜࠸㸪ᾘ㈝⪅ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝ

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ㸪ᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ

ࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ձ

࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᾘ㈝⪅ࡀᐜ᫆⏝࣭ཧຍ࡛ࡁࡿไᗘ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡋࡓ♫ࡢ㌿ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ㸪ᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡢάື

㈐௵ࡢ㈇ᢸࡸ㸪ゎỴࡲ࡛┦ᙜ⛬ᗘࡢ㛫ࢆせࡍࡿ࡞㸪ᾘ㈝⪅ࡗ࡚༑ศ

ᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࡢᐇ

ᗘᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ุࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⿕ᐖᩆ῭ไᗘࡣ㸪ᮍࡔ㸪❧ド

ᾘ㈝⪅㛵㐃ἲไࡢᩚഛࡢ୰࡛㸪ᾘ㈝⪅ᅋయッゴไᗘࡢᑟධ࡞ࢆྵࡵ୍ᐃࡢไ

ࡾ㸪㎿㏿ࡘ㐺ษ࡞⿕ᐖᩆ῭ࡢไᗘࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ྖἲᨵ㠉ࡸ

┿㸪⏕⏘⪅࣭ᴗ⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰࡋࡓ♫ࡽ㸪ᾘ㈝⪅ࡢどⅬࢆ୰ᚰ

ᾘ㈝⪅ᗇ࣭ᾘ㈝⪅ጤဨࢆ୰ᚰࡋࡓᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢᐇ㸦⾜ᨻ㸧

౪⩏ົࡢᐇຠ࠶ࡿᩚഛ㸪㐺ྜᛶࡢཎ๎ࡢᚭᗏ➼ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡵࡿྲྀᘬࡢ



⿕ᐖᩆ῭ไᗘࡢᐇ㸦ྖἲ㸧

ࡽ࡞࠸ࠋ

ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢከᵝࡸつไ⦆┦ࡲࡗ࡚㸪ᾘ㈝⪅㛵㐃௳ࡀቑ࠼࡚࠾

ᚅࡉࢀࡿࠋ

࣭㞀ᐖ⪅ࡢᶒࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛ࣭ᐇࡶేࡏ࡚⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞

ࡉࡽ㸪ᕷሙࢆ㐺ษᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡢつไࡶᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᕷሙࢆṍ

࡞ᶵ㛵ࡸㅖᅋయࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀᮇ

ຠࢆᅗࡿࡓࡵࡣ㸪㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢᶒࢆ☜❧ࡍࡿἲᩚഛࡶ㸪㧗㱋⪅


ᾘ㈝⪅㛵㐃ሗఏ㐩ࡢࡓࡵࡢ㸪ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ

῭ไᗘࡢᩚഛ➼㸪ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿつไࡢᩚഛࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞つไࡢᐇ

࠸ࡿࠋ

ಖ㞀ࡢᐇ࡞ࢆేࡏ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡲࡓ㸪ᆅ᪉࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅ᪉ᾘ㈝⪅ᨻ⟇ࡢᨻ⟇ᥦゝࡸᾘ㈝⪅⿕ᐖ㜵Ṇࡸ

☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚

ࡓࡵࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᙜ㐃ྜࡀỴ㆟ࡋࡓࡼ࠺㸪ປാࡢ࣮ࣝࣝࡢ㐺ṇࡸ♫

ࡲࡓ㸪㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡓࡵ㸪㈍᪉ἲࡢつไࡸᩆ

㔠➼ࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࡼࡾ㸪ྥࡇ࠺㸱ᖺ㛫ࡣᾘ㈝⪅⾜ᨻᐇࡢࡓࡵࡢண⟬ࡀ

㞀ࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇࡶ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪つไࢆᐇຠ࠶ࡿࡶࡢࡍࡿ
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㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺㸪ᕷẸࡢᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᾘ㈝⾜ື

ព㆑ⓗ࣭✚ᴟⓗ࡞༠ຊࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࣇ࢙ࢺ࣮ࣞࢻ㸪⎔ቃ㓄៖ᆺᾘ㈝⾜ືࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ຊ⾜ࡢࡓ
ࡵࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡤ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞♫ࡢ୰࠾ࡅࡿᾘ㈝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪

ࡘ㸪୍ேࡦࡾࡢᾘ㈝⪅ࡀ⾲㠃ⓗ࡞ሗ࣭ᐉఏὶࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃ㸪ᢈุⓗ

ࡇࡢࡼ࠺࡞♫ⓗάືࡢ㔜せ࡞⤒㦂࡛࠶ࡿࠋ

ᅜ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌Ꮫࡧ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡁ࡛

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒࡢᐇ⌧ࡋ࡚ព⩏ࢆᣢࡘࡶ㸪ᾘ㈝

  

  

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢᶒࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢつไࡸไ
ᗘࡢᐇ㸪ᾘ㈝⪅ཬࡧᾘ㈝⪅ᅋయࡢពぢࡀ♫ᫎࡉࢀࡿ⎔ቃࡢᩚഛࡀᚲせ

㐺ษ࡞ᾘ㈝⾜ືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡎ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᾘ㈝⪅⮬㌟ࡢᾘ㈝ࡀጉࡆࡽࢀ

Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࢆࡵࡊࡋ࡚

ࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⾜ືࡸ♫ⓗάືࡢ᮲௳ᩚഛࡋ࡚ࡢព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᅋయࡢᨭ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ㐺ษ࡞ሗᥦ౪ࡣ㸪ࡇ

⮬ࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ

ሗ࣭ពぢࡀ⾜ࢃࢀ㸪ಶࠎࡢᾘ㈝⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయࡀከᵝ࡞㑅ᢥ⫥ࡢ୰࡛㸪

ࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ᾘ㈝⪅ࡣ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱୪ࢇ࡛㸪ᾘ㈝⪅ᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ㸪ᴟ

ᾘ㈝⪅ࡢሗᥦ౪

♫ⓗάືࢆ㏻ࡌࡓ♫ࡢᨵၿࡢ᮲௳ࢆᥦ౪ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ၿࡸᴗࡢᨭᐤࡍࡿ᮲௳ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽࡣ㸪ᾘ㈝⾜ືࡸ

⪅ᩍ⫱ࡼࡾ▱ぢࡸᢈุࡍࡿຊࢆࡘࡅࡓᾘ㈝⪅ࡀ㸪ᾘ㈝⾜ືࢆ㏻ࡌ࡚ᕷሙࡢᨵ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⾜ືࡸ♫ⓗάືࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయ࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞

㈚㔠ᴗἲᨵṇ㸪≉ᐃၟྲྀᘬἲ࣭㈿㈍ἲᨵṇ㸪ᾘ㈝⪅⾜ᨻ୍ඖ➼ࡢྲྀ⤌ࡣ㸪

࠶ࡿࠋ

ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㛫㸪ᙜ㐃ྜࡀᾘ㈝⪅ᅋయࡸᕷẸᅋయࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ㸪

Ḣࡢᾘ㈝⪅ᩍ⫱࡛ࡣ㸪ᕷẸࡀᢈุⓗ࡞⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚ᾘ㈝⾜ືࢆࡿࡇࡀ

ࡢཧຍ➼ࡢ♫ⓗάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᕷሙࡸ♫ࡢᨵၿᐤࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᮇᚅ

࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪༢࡞ࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡛࡞࠸㸪య⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀ

࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ᾘ㈝⪅ࡸᾘ㈝⪅ᅋయࡀ㸪࣎ࣛࣥࢸ㸪ᆅᇦάື➼ࡸᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬

ᶒࡸປാ⪅ࡢᶒࡢಖ㞀ᙳ㡪ຊࢆཬࡰࡍࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ♫ⓗ㈐௵ᢞ㈨㸪

ࡓ㸪᪥ᾘ㈝⾜ືࡀ♫ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡕᚓࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ㚷ࡳࢀ

࡞⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚ᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢ⾜ືࢆࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ

ࡿᾘ㈝ࢆᚷ㑊ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟㓄៖ࡢ࠶ࡿᴗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ே

ࡲࡓ㸪ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀ♫ⓗ࡞⤌ࡳࡢ୰࡛⏕⏘࣭౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪ࡲ

࠼ࡤ㸪ᾘ㈝⪅ࡀ⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ᾘ㈝⾜ືࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪⎔ቃࡢಖ
ᐤࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ேᶒࡸປാ⪅ࡢᶒࢆ㢳ࡳ࡞࠸ᴗᑐࡍ

Ẹᑐࡋ࡚ᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝ࡀ⏕άࡢ୰࡛Ⴀࡲࢀ㸪

ᾘ㈝⪅ࡣᕷẸࢆᾘ㈝⏕άࡢ㠃ࡽᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣ㸪ᕷ

ࡸ♫ⓗάືࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࠋᩍ⫱ࡢᬑཬࡸ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡢಖ㞀ࡼࡾᕷẸࡢᨻⓗ࡞ព㆑ࡀ

ࡑࡢ๓ᥦࡋ࡚㸪ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢཧຍ➼㸪ᘚㆤኈ➼ᑓ㛛ᐙᅋయࡼࡿ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱

ࢀࡤ㸪ᾘ㈝⪅ࡀ㸪ᾘ㈝⾜ືࡸ♫ⓗάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᕷሙࡸ♫ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ

㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿ⟇ࢆ㸪ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧ⮬య࠾࠸࡚㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛㸪

ᕷሙࡸ♫ࢆᨵၿࡍࡿᾘ㈝⪅⾜ື
ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀᐇࡋ㸪ᾘ㈝ࡸᴗ⪅࣭⏕⏘⪅㛵ࡍࡿሗࡀ㐺ษᥦ౪ࡉࢀ

ࡢ㐃ᦠࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᾘ㈝⪅ᅋయᑓ㛛ᐙࡢ

㈈ᨻᨭࡲࡽࡎ㸪ᾘ㈝⪅ᅋయᘚㆤኈࢆྵࡴᐇົᐙ࣭◊✲⪅➼ᑓ㛛ᐙ

ᐇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢほⅬࡽࡶᾘ㈝⪅ᅋయࡢᨭࡸᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢ

ඹᅋయࡼࡿ㈈ᨻᨭࡢไᗘࢆᩚഛࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ᚋ㸪ᾘ㈝⪅ᅋయࡀᮇᚅࡉࢀࡿᙺࢆ༑ศᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ㸪

ࡇࡢⅬ㸪ᾘ㈝⪅ᅋయࡢᙺࡸᑓ㛛ᐙࡢ㐃ᦠ㸪ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙺࡀᮇᚅ

ᾘ㈝⪅ᅋయࡢάືࡢᐇࡢࡓࡵ㸪ᚋ㸪⛯ไ࠾ࡅࡿඃ㐝ᥐ⨨ࡸᅜࡸᆅ᪉බ

㸵

ࡍ࠸ᙧ࡛ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᇶ┙ࡢ☜❧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㌟㏆࡞❧ሙ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃᾘ㈝⪅ᅋయࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡀᕷሙࡸ♫ࡢᨵၿ✚ᴟⓗᙺ



ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡲࡎࡣ㸪ᴗ⪅ཬࡧ⾜ᨻࡽᾘ㈝⪅ṇ☜ࡘ⌮ゎࡋࡸ

ࡢሗᥦ౪ࡸᾘ㈝⪅ᩍ⫱㸪ᕷሙࡸ♫ࡢᨵၿࡢᥦゝ࡞ከᵝ࡞ᙺࢆᾘ㈝⪅

ᾘ㈝⪅ࡢሗᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᥦ౪ࡉࢀࡿሗࡢศᯒࡸఏ㐩ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࡞ᴗ⪅ࡀ┈ࢆ⿕ࡿ࡞㸪ᕷሙࡸ♫యࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡀᠱᛕ

యࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪බඹⓗ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᾘ㈝⪅

ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃ࠶ࡓࡗ࡚㸪ᚲせྍḞࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪

ࡿࡤࡾ㸪ᕷሙࡀಙ㢗ࢆኻ࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄔᐇ࡞ᴗ⪅ࡀᚓࢆᚓ࡚㸪ㄔᐇ

ࡋ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡞≧ἣࡣ࡞࠸ࠋᾘ㈝⪅ᅋయࡢ๓グࡢㅖάືࡣ㸪Ẹ㛫ࡢᅋ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ࠖࡢ☜❧ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪ᐉゝࡢᥦࢆ⾜࠺ࠋ

ࢺ࣮࣡ࢡࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿ♫ࠋ

ࡋ࡚ษࡾᤞ࡚࡞࠸♫ࠋᾘ㈝⪅ࢆࡘ࡞ࡂᨭ࠼ࡿᾘ㈝⪅ᅋయᑓ㛛ᐙࢆྵࡵࡓࢿࢵ

▱ぢࡸሗஈࡋ࠸ᾘ㈝⪅㸪⿕ᐖ࠶ࡗࡓᾘ㈝⪅㸪㈋ᅔ⪅࡞ࡢ♫ⓗᙅ⪅ࢆỴ

ᢈุⓗ࡞⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚ᾘ㈝⾜ືࡸ㸪♫ⓗάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ♫ࠋ᪉࡛㸪

ࡑࡋ࡚㸪♫ࡣከᵝ࡞ᾘ㈝⪅ࡀᏑᅾࡋ㸪ከࡃࡢᾘ㈝⪅ࡀᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡼࡾ㸪

ࡿࡓࡵࡢつไࡀⓗ☜⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ♫ࠋ

࡞࠸ࡓࡵࡢつไ㸪ᕷሙ࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢつไ㸪ᕷሙࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍ

ᾘ㈝⪅ࡢ⏕࣭㌟యࡸ㔜せ࡞㈈⏘༴㝤ࢆཬࡰࡍၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᕷሙฟࡉ

ࡀ࡛ࡁࡿ♫ࠋ

ᨭࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࡢ㉁ࡢྥୖ㸪ᕷሙࡸ♫ࡢᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ

ືࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ♫ⓗάືࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪ㄔᐇ࡞ᴗ⪅࣭⏕⏘⪅ࢆ

ᾘ㈝⏕άࡘ࠸࡚Ᏻබṇࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫ࠋᾘ㈝⪅ࡀ㸪㐺ษᾘ㈝⾜

ࡼࡾ㸪Ᏻ࡛බṇ࡞♫ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿࠋ

ᾘ㈝⪅ᅋయࡸᾘ㈝⪅ࡢⓙࡉࢇࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢཧຍࢆࡧࡅࡿࡇ

ᙜ㐃ྜࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡃỴពࢆᐉゝࡍࡿࡶ㸪

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᐇ࡞ࡼࡿᇶ┙࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㔜せ࡛࠶ࡿࠋ୪⾜ࡋ࡚㸪ᾘ㈝⪅ᅋయࡢຓᡂࡸᑓ㛛ᐙࡢ㐃ᦠࡢಁ㐍㸪ᆅᇦࢿ

ᾘ㈝⪅ཬࡧᾘ㈝⪅ᅋయ➼ࡼࡿᾘ㈝⪅ᗇᾘ㈝⪅ጤဨࡢཧຍ┘どࡀỴᐃⓗ

ࡑࡢࡓࡵࡣ㸪ࡲࡎ㸪ᾘ㈝⪅ᗇᾘ㈝⪅ጤဨࡼࡿ✚ᴟⓗྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪

࡛࠶ࡿࠋ
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ࡓୖ࡛㸪ᙜ㐃ྜࡢ㸰㸮㸮㸶ᖺࡢୖグពぢ᭩⥆ࡁ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆ
ࡘ࠸࡚ࡣᘬࡁ⥆ࡁៅ㔜ࡍࡁ࡛࠶ࡿ᪨ពぢࡍࡿ㸦ὀ㸰㸧ࠋ

ᨻ㑅ᣲཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ➼࡞ࡿࡼ࠺㸪㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢᖺ㱋ࢆ

ᐃࡵࡿබ⫋㑅ᣲἲ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᐃࡵࡿẸἲࡑࡢࡢἲ௧ࡢつᐃࡘ࠸᳨࡚ウࢆ

ᐃࡵࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡣ㸪Ꮫㄝୖࡶ␗ㄽࡀ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
⌮ㄽⓗࡣẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㑅ᣲᖺ㱋୍⮴ࡉࡏࡿᚲ↛ᛶࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ㸪ࠕ᭱

ྠ㝃๎➨㸱᮲➨㸯㡯ࡀ㑅ᣲᖺ㱋ࡶ᳨ウㄢ㢟ࡋࡓẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗ

ࡆࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

୧⪅ࢆࡑࢁ࠼ࡿࡢࡀἲไᗘࡋ࡚ࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ➼ࢆ⌮⏤ࠕ୧⪅ࡣ≉ẁࡢ

ࡆࡢ㆟ㄽ㛵ࡍࡿ㛗ኌ᫂ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿ࠸࠺

2

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡀ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡢᨻࡢཧຍពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ㸪

ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖពぢࡋ㸪㸰㸮㸮㸷ᖺ㸷᭶㸯㸮᪥ࡅࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗ

1

ࡓࡔࡋ㸪᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋㑅ᣲᖺ㱋ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㸪Ẹἲࡢ

࠸࠺⤖ㄽ⮳ࡗࡓࠖ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㱋ᘬୗࡆࡢ㠀㛵ࡍࡿពぢ᭩ࠖ࠾࠸࡚ࠕ⌧Ⅼ࡛ࡢᘬୗࡆࡣៅ㔜࡛࠶ࡿ

ࡇࡢၥ㢟㛵ࡋ㸪ᙜ㐃ྜࡣ㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰㸯᪥ࡅࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ

⤊ሗ࿌᭩ࠖࡶ㸪ࠕ㑅ᣲᖺ㱋Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸

㑅ᣲᶒࢆ࠼ࡿࡇࡣ⚗Ṇࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡼࡾࡶపࡃ㑅ᣲᖺ㱋ࢆ

㸯㸮㸮ྕ㸧ࡀᨵṇࡉࢀ㸪㑅ᣲᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪

 ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢព⩏ၥ㢟Ⅼ

ࡽࡎ㸪ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣᏛㄝࡢ୍⮴ࡶぢ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ㸪᠇ἲࡣᡂᖺ⪅௨እࡢ⪅

᮲㸧㸪ࡑࢀࡀẸἲୖࡢᡂᖺ࡛࠶ࡿࡢ㸪බἲୖࡢᡂᖺ࡛࠶ࡿࡢࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠾

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪᠇ἲࡣᡂᖺ⪅㑅ᣲᶒࢆ࠼ࡿࡇࢆಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦➨㸯㸳

ㄢ㢟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ୖグࡢ࠾ࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ᳨ウࡣ㸪㑅ᣲᖺ㱋ࡢᘬୗࡆకࡗ࡚

ࡑࡋ࡚㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸴᭶㸯㸵᪥㸪බ⫋㑅ᣲἲ㸦㸰㸳ᖺ㸲᭶㸯㸳᪥ἲᚊ➨

ἲົ⮧⟅⏦ࡋࡓ㸦ὀ㸯㸧ࠋ

ᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖ
㸦௨ୗࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ᥇ᢥࡋ㸪

᪥㸧࡛Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡢࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡍࡿࠕẸἲࡢᡂ

ࡇࡢ㝃๎ࢆཷࡅ࡚㸪ἲไᑂ㆟ࡣ㸪➨㸯㸴㸮ᅇ㆟㸦㸰㸮㸮㸷ᖺ㸯㸮᭶㸰㸶

㸰 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋㑅ᣲᖺ㱋ࡢ㛵ಀ

࠸ࠋᮏពぢ᭩࡛ࡣ㸪ἲไᑂ㆟ࡢ㸰㸮㸮㸷ᖺࡢࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼

㸴ᖺ㸴᭶㸰㸮᪥ἲᚊ㸵㸳ྕ㸧㸱㡯㸧࡛ࡣࠕ‶༑ඵᖺ௨ୖ‶༑ᖺᮍ‶ࡢ⪅ࡀᅜ

ຍ࠼㸪ᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋࠖᐃࡵࡽࢀࡓࠋ

ᡶ⤊ᮇࡢ⧞ࡾୖࡆ➼㸧ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀᑐࡍࡿᑐᛂ⟇ࡶᮍࡔ༑ศ᥇ࡽࢀ࡚࠸࡞

Ẹᢞ⚊ࡢᢞ⚊ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡋ㸪ྠἲ㝃๎➨㸱᮲➨㸯㡯㸦⌧ᅾ࡛ࡣ㝃๎㸦ᖹᡂ㸰

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࡣ㸪௨ୗ㏙ࡿ࠾ࡾ㸪ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆ
ࡼࡿከࡃࡢၥ㢟Ⅼ㸦ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ႙ኻ㸪ぶᶒᑐ㇟ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆ㸪㣴⫱㈝ᨭ

ᚊ㸦ᅜẸᢞ⚊ἲࠋᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸳᭶㸯㸶᪥ἲᚊ➨㸳㸯ྕ㸧ࡣ㸪‶㸯㸶ṓ௨ୖࡀᅜ

ࢆᐇ⌧ࡍࡿⅬ࠾࠸࡚ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢᡂᖺᖺ㱋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ㸪ࡿᅜ㝿♫㐺ྜࡍࡿไᗘ

ἲ➨㸲᮲㸧ࡇࢁ㸪㸰㸮㸮㸵ᖺ㸳᭶ᡂ❧ࡋࡓ᪥ᮏᅜ᠇ἲᨵṇᡭ⥆㛵ࡍࡿἲ

Ẹἲ㸦᫂㸰㸷ᖺἲᚊ➨㸶㸷ྕ㸧ࡣ㛗ࡽࡃᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓᐃࡵ࡚ࡁࡓ㸦Ẹ

 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡢ⤒㐣

ࡲࡓ㸪ᅜ㝿ⓗࡶ㸪Ḣ⡿ㅖᅜࡸࣟࢩ㸪୰ᅜ➼ከࡃࡢᅜࡀ㸪㸯㸶ṓࢆ⚾ἲୖ

ୗࡆࡣ✚ᴟⓗホ౯࡛ࡁࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

➨㸰 ពぢࡢ⌮⏤

㸯 ࡣࡌࡵ

ศᐇ⌧ࡋ㸪ேࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆಁࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡞㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬ

ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡛㸪⮬ᕫỴᐃᶒࢆ᪩ᮇ༑

ࡶぶᶒ⪅ࡢྠពࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡀไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ

ᮍᡂᖺ⪅ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ⤖ᯝ㸪ᒃᏯࡢ㈤㈚ዎ⣙➼ࡢ⏕άୖᚲせ࡞ዎ⣙⾜Ⅽ



ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣ㸪ៅ㔜࡛࠶ࡿ

➨㸯 ពぢࡢ㊃᪨

ᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ≉㸪୰Ꮫࡸ㧗ᰯࡢ༞ᴗᚋാ࠸࡚࠸ࡿᏊࡶࡓࡕ

᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ

ࡗ࡚ࡣ㸪ᡂேྠᵝࡢ♫⏕άࢆႠࡳ㸪⣡⛯ࡢ⩏ົࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽ㸪

ࡶ㸪ேࡋ࡚㸪ᡂேྠᵝࡢᇶᮏⓗேᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡣ༑ศ

ᙜ㐃ྜࡢୖグពぢ᭩➼ࡶ㏙࡚࠸ࡿ࠾ࡾ㸪ࡶࡼࡾᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡗ࡚

⤖ㄽࢆࡲࡵࡿࡓࡵࡣ㸪࠸ࡲࡔከࡃࡢ᳨ウㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠖᣦࡋࡓࠋ

㸰㸮㸯㸴ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸧㸰᭶㸯㸶᪥

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆ㛵ࡍࡿពぢ᭩
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ࡿࠋࡲࡓ㸪㸰㸮㸯㸮ᖺ㸵᭶ෆ㛶ᗓࡢᏊࡶ࣭ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥎㐍ᮏ㒊ࡀỴᐃࡋ
ࡓࠕᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࣅࢪࣙࣥࠖ࠾࠸࡚ࡶ㸪㠀ṇつປാࡢቑࡀⱝ⪅ࡀᑗ᮶ᑐ
ࡋᏳࢆᢪࡃࡁ࡞ཎᅉ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࡸࢽ࣮ࢺࡀቑຍࡋ㸪⤒῭ⓗ

ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡘ࠸࡚⚾ἲୖࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㑅ᣲᶒࡣㄆࡵࡽࢀ

࡚࠸ࡿࡇࡽࡳ࡚ࡶ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡸ⾜Ⅽ⬟ຊࡢ᭷↓㑅ᣲᖺ㱋ࡣ㸪ูಶ

⪃࠼ࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸴㸧ࠋ

3

4

᱁ᕪࡀᏊࡶࡢ㈋ᅔࡢၥ㢟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰㸪ᅔ㞴ࢆ᭷ࡍࡿᏊࡶࡸⱝ⪅ࢆ♫

ຍࠖ㚷ࡳ㸪ᴫࡡ㸱㸮ṓᮍ‶ࡢ⪅ࢆᑐ㇟⫱ᡂ᥎㐍⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡁࡋ࡚࠸

௨ୖࡼࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㑅ᣲᖺ㱋୍⮴ࡉࡏࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡣ࠸࠼

ࡲࡵࡓᪧ㟷ᑡᖺ⫱ᡂ⟇⥘ࡶ㸪ࠕ㟷ᑡᖺࡢ♫ⓗ⮬❧ࡢ㐜ࢀ㐺ᛂࡢቑ

ࡑࡋ࡚㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚾ἲୖࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࢆࡍࡿࡩ

ࡉࢃࡋ࠸ุ᩿⬟ຊࡀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࡀṇ㠃ࡽㄽࡌࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪

ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᫎࡋ㸪ෆ㛶ᗓࡢ㟷ᑡᖺ⫱ᡂ᥎㐍ᮏ㒊ࡀ㸰㸮㸮㸱ᖺ㸯㸮᭶

せࡀ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

యⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᅜἲୖࡢ⤫୍ᛶࡸศࡾࡸࡍࡉࠖ࠸ࡗࡓ༢⣧

࡞⌮⏤࡛Ᏻ᫆Ỵࡵࡽࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦ὀ㸳㸧ࠋ

⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡋ㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆຓࡍࡿᵝࠎ࡞⟇ࡶేࡏ࡚ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃᚲ

ᖺ⪅ࡢ⮬❧ࡢ㐜ࢀ➼ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡔࡅ࡛ࡣ

࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗᛂࡌࡓᖺ㱋༊ศࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⮬↛ゎỴࡍࡿࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎ㸪♫యࡀⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞

ᐙ᪘ࡀⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼ࡁࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࠕⱝ

⪅ࡢ⫱ᡂࡢほⅬࡽᮍᡂᖺ⪅ࡢ㤿ᢞ⚊ๆ㸦㤿ๆ㸧㸪㌴ๆ➼ࡢ㉎ධࢆ⚗Ṇࡋ

ࡇࡢࡼ࠺㸪ἲᚊ࠾ࡅࡿᖺ㱋༊ศࡣࡑࢀࡒࢀࡢἲᚊࡢ❧ἲ┠ⓗࡸಖㆤἲ┈ࡈ

ᴗࡸᐙ᪘ࡀⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࡀ㸪㏆ᖺࡢ♫ࡢኚ㠉ࡼࡾ㸪ᴗࡸ

㸪Ꮚࡶࡸⱝ⪅ࡢ᭱ၿࡢ┈♫యࡢ┈ࢆᐇ⌧ࡍࡿほⅬࡽ㸪ಶูල

࠸ࡿࡇ➼ࢆᣦࡋ㸪ࡑࡢཎᅉࡋ࡚㸪ᡃࡀᅜ࡛ࡣఏ⤫ⓗ⤊㌟㞠⏝ไᗘࡢୗ㸪

ࡲࡓ㸪ⱝᖺ⪅ࡢᗣ⿕ᐖࡢ㜵ṆࡢほⅬࡽ㸪ᮍᡂᖺ⪅ႚ↮㜵Ṇἲ㸪ᮍᡂᖺ⪅㣧

ಀࢆ࠺ࡲࡃ⠏ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡎ㸪㐍Ꮫࡶᑵ⫋ࡶࡋࡼ࠺ࡋ࡞࠸ⱝᖺ⪅ࡀቑຍࡋ࡚

㓇⚗Ṇἲࡣ㸰㸮ṓࢆᖺ㱋༊ศࡋ࡚࠸ࡿ㸪➇㤿ἲ㸪⮬㌿㌴➇ᢏἲ➼ࡣ㸪ⱝᖺ

ᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡣᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡁ࡛࡞࠸ࠋ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡶ㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⢭⚄ⓗ࣭♫ⓗ⮬❧ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪ே㛫㛵

ぶᢇ㣴ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠾ࡾ㸪⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ

࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪බ⫋㑅ᣲἲ➼ࡢἲ௧࠾ࡅࡿᡂேᖺ㱋ࡢዴఱ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᑡ

㸶ṓࡢⱝ⪅ࡢከࡃࡣ㸪㧗ᰯ༞ᴗᚋᑵ⫋ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ➼㐍Ꮫࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࡶ㸪

㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢᖺ㛗ᑡᖺ≢㜵Ṇࡢᨭࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡍࢀࡤᴟࡵ࡚㔜

ࡋ࡚㸪㒔୍࡛ே࡛⏕άࡋ㸪㸰㸮௦๓༙ࡣ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ㸪⌧ᅾ㸪㸯

ࡁࡅࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᑡᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡗ࡚㸪ࡲࡔྍረᛶࡢ㧗࠸

ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢᩘࡣከࡃ࡞࠸ࠋ㸯㸷㸴㸳ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ㸪୰Ꮫ༞ᴗࡢ⪅ࡢከࡃࡀᑵ⫋

ࢆ⤒⏤ࡋࡓᑡᖺ㝔㏦⮴ࡸಖㆤほᐹ㸪ಖㆤⓗᥐ⨨➼ࢆ㏻ࡌ㸪ᑡᖺࡢ᭦⏕ࡢࡓࡵࡢാ

ࡋࡋ㸪ᡓᚋ㸵㸮ᖺࡢᡃࡀᅜࡢ≧ἣࢆぢࢀࡤ㸪㸯㸶ṓ࡛ࠕேࠖࡋ࡚⮬❧

♧ࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿࠖࡍࡿࠋ

࠺ࡇࡣ㸪ⱝᖺ⪅ࡀᑗ᮶ࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᅜࡋ࡚ࡢᙉ࠸Ỵពࢆ

ࡀ࠶ࡿࡋ࡚㸪ࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬୗࡆ㸪㸯㸶ṓࢆࡶࡗ࡚ࠗே࠘ࡋ࡚ᢅ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪
ࠕᑗ᮶ࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࡞ࡿࡁⱝᖺ⪅ᑐࡍࡿᮇᚅࠖ

 ⱝᖺ⪅ࡀᑗ᮶ࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࠸࠺ᅜࡋ࡚ࡢᙉ࠸Ỵពࢆ♧ࡍព⩏

ࡆࡿព⩏➼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸵㸪ὀ㸶㸧ࠋ

ࡾࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᅜࡋ࡚ࡢᙉ࠸Ỵពࢆ♧ࡍ࠸࠺ព⩏㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢព⩏ࡋ࡚ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪ⱝᖺ⪅ࡀᑗ᮶ࡢᅜ࡙ࡃ

㸱 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢព⩏ࡘ࠸࡚

ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⟇➼ࡘ࠸࡚㸪ៅ㔜᳨ウࡋ࡚Ỵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ㸪ᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼ㸪ཬࡧၥ㢟

ࡎ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪බ⫋㑅ᣲἲࡢ㑅ᣲᖺ㱋ࡢ㆟ㄽࡣูಶ

ࠕ㸯㸶ṓ࡛⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡿࠖୖ㸪ᑡᖺἲ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᐙᗞุᡤ

㛵ࡍࡿពぢ᭩ࠖ࠾࠸࡚ᑐࡢពぢࢆ㏙ࡓࠋྠពぢ᭩࡛ࡶᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ㸪

࡚ࡣ㸪ᙜ㐃ྜࡶ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸰᭶㸰㸮᪥ࡅࠕᑡᖺἲࡢࠗᡂே࠘ᖺ㱋ᘬୗࡆ

ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᑡᖺἲࡢࠕᡂேࠖᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇ㛵ࡋ

㸲㸧ࠋ

㓇⚗Ṇἲ㸪➇㤿ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆ᰿ᙉ࠸ᑐㄽࡀ࠶ࡿ㸦ὀ㸱㸪ὀ

ࢩࣥࣉࣝ࡞ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ≉㸪ᑡᖺἲ㸪ᮍᡂᖺ⪅ႚ↮㜵Ṇἲ㸪ᮍᡂᖺ⪅㣧

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪Ẹἲබ⫋㑅ᣲἲࡢ㑅ᣲᖺ㱋ࡢࡳࢆ୍⮴ࡉࡏ࡚ࡶἲไᗘࡀ

ࡲࡓ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓ㛵ಀἲ௧ࡣẸἲࡢࡶ㸰㸮㸮௨ୖᏑᅾࡍࡿ

ࡀ࡛ࡁࡿࡣ⪃࠼㞴࠸ࠋ

ࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡗ࡚┤ࡕࡇࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ

ᐇࡉࡏࡓࡾ㸪ⱝᖺ⪅ࡢᨻࡢࢡࢭࢫࢆᐜ᫆ࡍࡿ➼ࡢ┤᥋ⓗ࡞⟇ࡀㅮࡌ

ࡋࡋ㸪ⱝᖺ⪅ࡢᨻࡢཧຍពḧࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡣ㸪ⱝᖺ⪅ࡢᨻᩍ⫱ࢆ

ᘢᐖࡀ࡞࠸㝈ࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡾ㸪㸰‶ࡓ࡞࠸㸦ὀ㸷㸧ࠋ㸯㸷㸷㸶ᖺᗘᑵ⫋⋡ࡀ㸰㸰㸬㸵㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ
ẚ࡚ࡶᑵ⫋⋡ࡣ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࠕ㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓ⪅ࡀᑵປࡋ࡚ᚓࡓ
㔠㖹ࠖࡢฎศ╔┠ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿព⩏ࡀቑ
ࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ

⏕άࢆႠࡴୖ࡛ࡢᅔ㞴ࢆ᭷ࡍࡿᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡢၥ㢟ࡀ῝้࡞≧ἣ࠶

ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼㸪Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ࡢࡸ࡞⫱ᡂ㸪Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ࡀ♫⏕άࢆ

Ⴀࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࠖ㸦ྠἲ➨㸯᮲㸧➼ࡘ࠸࡚ࡢᅜ

Ⅼ㸧ࢆᑀẚ㍑⾮㔞ࡍࡿࡇࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ
࣓ࣜࢵࢺࢹ࣓ࣜࢵࢺࡘ࠸࡚༑ศ㆟ㄽࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛Ẹἲࡢᡂᖺ
ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࢆ㐍ࡵࡿࡇࡣៅ㔜࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

࠸ࡲࡲẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣ㸪⮬❧ࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿⱝ⪅୍

ᒙࡢᨭࡢ⟇ࡢἲᚊࢆᐃࡵࡓᅜࡢጼໃ┦ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡤࡾ㸪⮬❧

ࡀᅔ㞴࡞ⱝᖺ⪅ࡢಖㆤࡸᨭࡢᚲせᛶࢆぢ࠼ࡃࡃࡋ㸪ᚋ㏙ࡢ࠾ࡾ㸪ⱝᖺ

ࡢቑཬࡧ㧗ᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢᅔ㞴ࡢ࠾ࡑࢀ㸪  㣴⫱㈝ᨭᡶ⤊ᮇࡢ
ᐇୖࡢ⧞ୖࡆ㸪  ປാᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲ࡼࡿປാዎ⣙ゎ㝖ᶒࡢ႙ኻ㸪୪ࡧ

ࡿࡀ㸪ᅜࡋ࡚ࡢᙉ࠸Ỵពࡢᑐ㇟ࡣ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆ࡛࡞ࡃ㸪ⱝ⪅⫱ᡂᨭ

⟇ࡢᐇ⌧ࡇࡑྥࡅࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ⟇ࡢᐇ⌧ྥࡅ㸪㗦ពྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢἲ

ࢵࢺࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

5

ዎ⣙ࢆ⥾⤖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ㸪ࠕ㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓ⪅ࡀᑵປࡋ࡚ᚓࡓ㔠㖹ࠖࢆ⮬ࡽ

௨ୖ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆ㸪ぶᶒ⪅ࡢྠព࡞ࡃࡋ࡚༢⊂࡛⏕άᚲせ࡞

ࡘࡘࣝࣂࢺࢆࡋࡓࡾ㸪㧗ᰯ༞ᴗᑵ⫋ࡋ࡚ṇつࡢປാ⪅࡞ࡿ⪅ࡶ࠸ࡿ

ࡿ⟇ࡢᐇ≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
6

ࡑࡇ࡛㸪௨ୗ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼ㸪ཬࡧࡇࢀᑐࡍ

ẁ㝵࠾࠸࡚㏿ࡸ⾜࠺ࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋࠖ㏙ࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᩚഛࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⟇ࡢຠᯝࡀ༑ศⓎࡉࢀ㸪ࡑࢀࡀᅜẸࡢព㆑ࡋ࡚⌧ࢀࡓ

㈨ࡍࡿ⟇ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪㛵ಀᗓ┬ᗇ࠾࠸࡚ࡇࢀࡽ

ࢆ㸪ἲᚊୖࡶ⮬ࡽࡢุ᩿࡛㈝ᾘࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛㸪࣓ࣜ

☜㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡣᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ➼࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅ

ࡇࡢࡇࡣ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡶ㸪ࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢἲᩚഛࢆ⾜࠺ࡣ㸪
ⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆಁࡍࡼ࠺࡞⟇ࡸᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢᣑࡢ࠾ࡑࢀ➼ࡢၥ㢟ⅬࡢゎỴ

ୗࡆࡢᅜẸࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᑵ⫋ࡋ࡚ṇつࡢປാ⪅࡞ࡿ⪅ࡶྵࡵࡿ㸪㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓከᩘࡢ⪅ࡣ㸪ఱ

㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣ㸪㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓ⪅ࡀ㸪⮬ࡽᑵປࡋ࡚ᚓࡓ㔠㖹࡞

ࡋ㸪ࡘ㸪ࡑࡢ⟇ࡢຠᯝࡀ༑ศⓎࡉࢀ㸪ࡑࢀࡀᅜẸࡢព㆑ࡋ࡚⌧ࢀ㸪ᘬ

ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࡶከࡃࡀࣝࣂࢺࢆࡍࡿ࡞ࡋ࡚ാ࠸࡚࠾ࡾ㸪㧗ᰯ༞ᴗ

ࡽࡢᙧ࡛ᑵປࡋ㸪㔠㖹ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡑ࠺ࡍࡿ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆ㸯

 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡓࡵࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿ⟇ࢆᐇ

࠾ࡅࡿⱝᖺ⪅ᨭࡢᚋ㏥ࡢ࠾ࡑࢀ➼ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ

ࡅࡿಖㆤࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡢᖺ㱋㸧ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚㸪ࠕᏛ➼࡛ᩍ⫱

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪ዎ⣙ᖺ㱋㸦⾜Ⅽ⬟ຊࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ྲྀᘬ࠾

ἲࡢ㛵ಀࡀၥ㢟࡞ࡿ  ᑡᖺἲ㐺⏝ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ࠾ࡑࢀ㸪  ඣ❺⚟♴

㱋ࡢᘬୗࡆక࠺ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ႙ኻ㸪  ⮬❧ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⱝᖺ⪅ࡢᅔ❓

ᅜ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᅜࡋ࡚ࡢᙉ࠸Ỵពࢆ♧ࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿࠖࡍ

 ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿព⩏

୍᪉㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗ᳨ウࡍࡿ࠾ࡾ㸪  ዎ⣙ᖺ

࠸࡚

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣ㸪ࠕⱝᖺ⪅ࡀᑗ᮶ࡢ

ࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

㸲 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼཬࡧࡇࢀᑐࡍࡿ⟇ࡢ≧ἣࡘ

ࡿࡇࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺ㸪ࡑࡢࡇࡼࡗ࡚⏕ࡌ࠺ࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺ㸦ᚋ㏙ࡢၥ㢟

⪅ࡀ᭦࡞ࡿ⚾ἲⓗ㈐௵ࢆ㈇ࢃࡉࢀࡿࡇࡼࡾ㸪ࡼࡾᅔ㞴࡞≧ἣ㏣࠸ࡸࡽࢀ

㈝ᾘ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ㒔ྜࡢᐇែࡀ࡛᫂࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ㈝ᾘ࡛ࡁ

ࡇࡢࡼ࠺㸪ⱝ⪅ࡢ⮬❧ࡢ㐜ࢀ࠸࠺㏆ᖺࡢഴྥ㚷ࡳࢀࡤ㸪ࡲࡎⱝᖺ⪅ࡢ

⮬❧ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ⤌ࡳసࡾࢆඛ⾜ࡉࡏࡿࡇࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ࡞ࡉࢀ࡞

ࡲࡓ㸪⌧ᅾࡲ࡛ࠕ㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓ⪅ࡀᑵປࡋ࡚ᚓࡓ㔠㖹ࠖࢆ⮬ࡽࡢุ᩿࡛

㸲㸬㸴㸣㸪ᑓ㛛Ꮫᰯ㐍Ꮫ⋡ࡣ㸯㸴㸬㸴㸣࡛࠶ࡿࡢ㸪ᑵ⫋⋡ࡣ㸯㸵㸬㸶㸣࡛࠶

ୖグࡢࡼ࠺࡞ⱝᖺ⪅ࡢၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪㸰㸮㸯㸮ᖺ㸲᭶㸪Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅⫱ᡂᨭ

᥎㐍ἲࡀ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࡢἲᚊࡣࠕᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࡀᝏࡋ㸪♫

ࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈐ົࡸ⟇ࡢᇶᮏ㡯➼ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏㄪᰝ㸦㏿ሗ್㸧ࠖࡼࢀࡤ㸪㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪Ꮫ࣭▷㐍Ꮫ⋡ࡣ㸳

ࡋࡋ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸶᭶㸴᪥Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘᏛᰯᇶ

ࡢุ᩿࡛㈝ᾘ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣ㸪✚ᴟⓗ࡞ഃ㠃ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㇟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢⱝ⪅ࡢ⮬❧ࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿࠕⱝ⪅ࠖࡣ㸪⟇ࡼࡗ࡚㸲㸮ṓᮍ‶ࡢ⪅ࡲ࡛ࡶᑐ

య࡛ぢᏲࡾ㸪⫱࡚ࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡀᣦࡉࢀ
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࠸࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸯㸲㸧ࠋࡲࡓ㸪┦ㄯ௳ᩘ༨ࡵࡿࠕ㸯㸶㹼㸯㸷

࡛࠶ࡿࠋ

ࡣ୍ྥῶᑡࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࠕ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀᣑࡍ
ࡿ༴㝤ࠖࡣ㸪㸰㸮㸮㸷ᖺᙜኚࢃࡾ࡞ࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡘ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࢆ㐪ἲࡶࡋࡃࡣᙜ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡼ࠺່

ㄏࡋࡼ࠺ࡍࡿᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡣᙉ࠸ᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࡞ࡿ᫂ࡽ┦ㄯ௳ᩘࡀቑຍࡍࡿ㸦ὀ㸯㸵㸧ࠋ

ᣑࡍࡿࡇࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋࡋࡶ㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࡢ㐜ࢀࡀᣦࡉࢀ࡚࠸

ሐ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡸࣝࣂࢺඛࡢே㛫㛵ಀ➼ࢆ⏝ࡋ࡚㸪ࡇࡢᖺ௦ࢆ≺࠸ᡴࡕࡋ່࡚

ࡢ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀᣑࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠖᣦࡋ࡚

࡞ࡾ㸪ࡍࡄࡇࡢᖺ௦ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀᣑࡍࡿࡇࡀண

⏕άሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦㹎㹇㹍㹌㹃㹒㸧ࠖࡢ⤫ィࡼࢀࡤ௨ୗ

8

ṓࡢ⪅ࢆྵࡴᮍᡂᖺ⪅ᑐࡋ࡚ࡶࠕ࣐ࣝࢳྲྀᘬࠖࡢ່ㄏࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ

Ẹ⏕άࢭࣥࢱ࣮⦅ࠕᾘ㈝⏕άᖺሗ㸦㸰㸮㸯㸲ᖺ㸧ࠖࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕᅜᾘ㈝

7

௨ୖࡽࡍࡿ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᑡ࡞࠸ࡢࡣ㸪ࡲࡉᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡀࡁ࡞ᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡽ

ྵࡴᮍᡂᖺ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ

ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ႙ኻక࠺ၥ㢟Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࢆ

 ᮍᡂᖺ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ⌧≧

ㄏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪㸰㸮ṓᮍ‶ࡢ⪅ࡢ┦ㄯࡀ

ㄯ௳ᩘࡀ✺ฟࡋ࡚ከ࠸ࡢࡣ㸪Ꮫ࣭▷➼ࡢࢡࣛࢫࡸࢧ࣮ࢡࣝ㸪⫋ሙ

࣐ࣝࢳၟἲ➼ࡢ⿕ᐖࡀ㧗ᰯෆ࡛ᗈࡲࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡞㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓ

࠸ࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡃ࠸່ㄏ᪉ἲࢆྲྀࡿࡇࢆ≉ᚩࡍࡿࡇࢁ㸪ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡢ┦

ࠕ࣐ࣝࢳྲྀᘬࠖࡣ㸪᪤Ꮡࡢே㛫㛵ಀࡢࡋࡀࡽࡳࢆ⏝ࡋࡓ᩿ࡾ

ṓࠖࡣࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢ⣙㸯㸰㸬㸱ಸ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸯㸶㸧ࠋ

≉㸪
ࠕ࣐ࣝࢳྲྀᘬࠖࡢ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒ┦ㄯ௳ᩘࡣ㸪
ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰

㹠 ࣐ࣝࢳྲྀᘬ

ࡀ㸪ᝏᚨᴗ⪅ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡉࢀ㸪ᚲせ㧗㢠࡞ዎ⣙ࢆࡉࡏࡽࢀࡓࡾ㸪

ᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅

࠺ࡁ࡞ᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ㸪Ẹἲࡢᡂᖺ

㸰㡯㸧ࡢᏑᅾࡣ㸪ᝏᚨᴗ⪅ᑐࡋ࡚㸪ᮍᡂᖺ⪅ࢆዎ⣙ࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸࠸

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡶࠕᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ㸦Ẹἲ➨㸳᮲➨

ⱝᖺ⪅ࡢ㛫࡛ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀᘏࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀᴟࡵ࡚㧗࠸࠸࠼ࡿࠋ

ࡇࡢᕪ␗ࡣ㸪ࡲࡉ㸪ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡀ㸪ᾘ㈝⪅⿕ᐖᑐࡍࡿ㜵Ἴ

㸶㹼㸯㸷ṓࠖẚࡋ࡚㸯㸬㸱㸵ಸ㹼㸯㸬㸶㸷ಸ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㸰㸮ṓ

ࡿ࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰㸮ṓࡢⱝᖺ⪅ࡢሙྜࡶቑࡋ࡚㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ

ㄯ௳ᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪࠸ࡎࢀࡢᖺ࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡣࠕ㸯

⪅ྲྀᾘᶒࡀ႙ኻࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡞ࡿᒙࡀ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡲ࡛

ࡲࡓ㸪ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡢ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒ┦

㹟 ┦ㄯ௳ᩘ

ࡿࡳࡽࢀࡿࡇࢁ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡇࡼࡾᮍᡂᖺ

⌧⾜Ẹἲࡢୗ࡛ࡣ㸰㸮ṓ௨ୖࡢ⪅ࡀᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡞ࡗ࡚࠸

ࡢㄌ⏕᪥ࢆ≺ࡗ࡚ྲྀᘬࢆㄏ࠸ࡅࡿࡀ࠶ࡿࡇࡽࡍࢀࡤ㸦ὀ㸯㸮㸧
㸪

㺐 ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡢᕪ␗

ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࡣ㸪ᖖ┦ᙜ࡞ᩘࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᩘ

ࡋࡃࡣᙜ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚⤯࡞ຠᯝࢆ

㸰㸮ṓ࡞ࡿᾘ㈝⪅┦ㄯࡢ௳ᩘࡀቑຍࡍࡿࡇ㸪ᝏ㉁࡞ᴗ⪅ࡀ㸰㸮ṓ

ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓ㸰㸮㸮㸷ᖺ௨㝆㸪㸯㸶

ࡰᶓࡤ࠸࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸯㸳㸪ὀ㸯㸴㸧ࠋ

ࡋ࡚ྲྀࡾᾘࡍࡇࡀฟ᮶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡣᮍᡂᖺ⪅ࡀ㐪ἲࡶ

⪅ࡀ༢⊂࡛⾜ࡗࡓἲᚊ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿࡇࡢࡳࢆ⌮⏤

ṓࠖࡢ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒ┦ㄯ௳ᩘࡢྜࡣ㸯㸬㸰㸣๓ᚋ࡛㸪ࡇࡕࡽࡶ

ࡢ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒ┦ㄯ௳ᩘ㸦ὀ㸯㸱㸧ࡣ㸪㸳㸮㸮㸮௳๓ᚋ࡛ࡰᶓࡤ

ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⌧⾜Ẹἲ࠾࠸࡚ࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࢆྵࡴᮍᡂᖺ

ᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ᐤࡏࡽࢀࡓࠕᾘ㈝⏕ά┦ㄯࠖࡢ࠺ࡕࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖ

ዎ⣙ᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡓሙྜ᭱ࡶࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡿࡢࡣ㸪㸯㸶

ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤫ィᩘ್ᇶ࡙ࡁ⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝࡼࢀࡤ㸪ᅜࡢ

㺏 ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘ

ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸯㸯㸪ὀ㸯㸰㸧ࠋ

ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡀᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ㸦Ẹἲ➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࢆ႙ኻࡍࡿࡇ

 ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ㔜せᛶ

ձ ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ႙ኻࡼࡿၥ㢟Ⅼ

 ዎ⣙ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆక࠺ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ႙ኻࡢၥ㢟Ⅼ⟇ࡢᐇ≧ἣ
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ᩍ⫱ࡢᐇࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸰㸱㸧ࠋ

ṓ࡛ࠖࡣ㸯㸮௨ୖ㸳㸮ᮍ‶ࡀࣆ࣮ࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸯㸷㸧ࠋ

ࡋࡋ㸪௬୍ᐃࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ⱝᖺ⪅ྲྀᾘᶒࢆࡍࡿࡋ࡚ࡶ㸪

ࡉࢀࡿࠋ

ࢺ㏻㈍ࡢ┦ㄯࡸ࢜ࣥࣛࣥࢤ࣮࣒࡛ࡢ㧗㢠࡞ㄢ㔠Ỵ῭➼㸪ࣥࢱ࣮ࢿ

⧅ࡀࡾࡡ࡞࠸ࠋ

௨ୖ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࢆྵࡴᮍᡂᖺ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ⌧≧

9

10

ᾘ㈝⪅┦ㄯ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ᗇཬࡧྛᆅࡢᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮࡛ⱝᖺ
⪅ᑐࡍࡿၨⓎάື➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦ὀ㸰㸵㸪ὀ㸰㸶㸧㸪ⱝᖺ⪅ࡢ

ࡽࡢⱝᖺ⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆᣑࡍࡿࡇ⧅ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

࡞ࡶࡢ␃ࡲࡾ㸪㝈ᐃⓗ࡞ຠᯝࡋ࡞࠸ୖ㸪ᚋⓗࡣ༑ศ࡞⿕ᐖᅇ

㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡽᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࢆ႙ኻࡏࡋࡵࡿࡇࡣ㸪ࡇࢀ

ࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ⌧≧ࡼࢀࡤ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡛㸪

ࡋࡋ㸪ᾘ㈝⪅ၥ㢟࠾ࡅࡿᚋⓗ࡞┦ㄯࡸᩆ῭ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ಶูⓗ

ཱྀࡢタ⨨ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡛ᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣ㸪᭦ྠᵝࡢ⿕ᐖࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ

࢘ ᑠᣓ

ࡼࡿ⥙⨶ⓗ࡞ᢚṆຊࢆ⥔ᣢࡍࡁ࠸࠼ࡿ㸦ὀ㸰㸲㸪ὀ㸰㸳㸪ὀ㸰㸴㸧ࠋ
㺐  ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ⱝᖺ⪅ࡢᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡋ࡚㸪ᑓ⏝┦ㄯ❆

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀᑐࡍࡿ᭷ຠ࡞ᑐ⟇ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ

⪅ྲྀᾘᶒ௦ࢃࡿ᭷ຠ࡞⟇ࡀぢฟࡏ࡞࠸⌧≧࡛ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸪ྠྲྀᾘᶒ

ࡇࡢࡼ࠺㸪ⱝᖺ⪅ࡣ᪤㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ༴㝤

㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ⌧≧㚷ࡳࢀࡤ㸪ᮍᡂᖺ

ࣥࡍࡿࡇ࡛㸪ᴗ⪅ࡀ⩏ົ㐪ࢆචࢀࡿ᪨ᙇࡋ࡚ࡃࡿࡇࡀண

᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸰㸰㸧ࠋࡾࢃࡅ㸪㸰㸮㸯㸲ᖺࡣ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵ

ࢵࢺ㛵㐃ࡢ┦ㄯࡣቑຍࡍࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ศ࡛࡞࠸㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡀㄝ᫂ࢆཷࡅࡓ᪨ࡢ᭩㢮⏝ពࢧ

ࡸⱝᖺ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㔜࠸ㄝ᫂⩏ົࢆㄢࡋࡓࡋ࡚ࡶ㸪ุ᩿⬟ຊࡀ༑

ࡲࡓ㸪ࡓ࠼ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡀᥦゝࡍࡿࡼ࠺㸪ᴗ⪅ྲྀᘬࡢ㢮ᆺ

⾜Ⅽ⬟ຊࢆྰᐃࡍࡿ➼ࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ

ⱝᖺᾘ㈝⪅ಖㆤࡢไᗘ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ

࡞࡛ࡶࠕ㸰㸮ṓᮍ‶ࠖࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㛵㐃ࡢ┦ㄯࡣ㧗࠸Ỉ‽࡛

࠸ࡿ㸦ᖺ㱋࡛ࡣ㸰㸳㸣๓ᚋ㸧㸦ὀ㸰㸯㸧ࠋ

ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯࡀ㸵㸮㸣௨ୖࢆ༨ࡵࡿ࠸࠺✺ฟࡋࡓഴྥࢆ♧ࡋ࡚

ࡉࡽ㸪ࠕ㸰㸮ṓᮍ‶ࠖࡢ┦ㄯ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㐠㍺࣭㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࠖ

㹣 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㛵㐃ࡢ┦ㄯࡢၥ㢟

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪᪂ࡓ࡞ྲྀᘬࡢ່ㄏࡢつไࡣ㸪ᑡ࡞ࡃࡶ⌧ᅾྠ⛬ᗘࡢ

ᑐࡍࡿᮍᡂᖺ⪅່ㄏࡢᙉ࠸ᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫ⓗᐇ

ࡏ㸪ࡑࡢ㈋ᅔࢆຓ㛗ࡋ㸪⤒῭ⓗ⮬❧ࢆጉࡆࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

ࡋࡡ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡢᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒไᗘࡣ㸪ୖ㏙ࡢ࠾ࡾ㸪ᝏ㉁ᴗ⪅

ࡼࡗ࡚㸪
ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢⱝᖺ⪅ᑐࡋ࡚ዎ⣙⥾⤖ࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࢆ

ㄆࡵࡿࡇࡣ㸪⤒῭ⓗᇶ┙ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ⱝᖺ⪅ࢆമົ㐣ከࡢ≧ែ㝗ࡽ

ࡇࡢ᮲௳ࡢᐃࡵ᪉ዴఱ࡛ࡣ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ᑐࡍࡿಖㆤࡀ᭷ྡ↓ᐇ

㸰㸰ṓࠖࡀࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖẚࡋ࡚ᖜୖᅇࡿ࠸࠺㢧ⴭ࡞㐪࠸

ࡀࡳࡽࢀࡓ㸦ὀ㸰㸮㸧ࠋ

ࡿࡇ㸪୍ᐃࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ྲྀᾘᶒࢆࡍࡿࡇ࡞ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

≉ᛶᛂࡌ࡚㸪ᴗ⪅㔜࠸ㄝ᫂⩏ົࢆㄢࡋࡓࡾ㸪ྲྀᘬࡢ່ㄏࢆไ㝈ࡍ

㺏 ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡋ࡚㸪ྲྀᘬࡢ㢮ᆺࡸⱝᖺ⪅ࡢ

ࡉࡽࠕࣇ࣮࣮࣭ࣜࣟࣥࢧࣛ㔠ࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸰㸮㹼

㹢 ࣮࣭ࣟࣥࢧࣛ㔠

㸯㸷ṓࡢ⿕ᐖ㢠ࡀࡼࡾ㧗㢠࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ

 ᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡢᐇࡘ࠸࡚

ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡋ࡚㸪ලయⓗࡣࠕᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡢᐇࠖ㸪
ࠕᾘ㈝⪅㛵ಀ

ᡶ㔠㢠㸯௨ୖ㸳ᮍ‶ࡀࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ㸪
ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰

ࡇࡢࡇࡽ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡼࡾ㸪㸯㸶ṓ㸪

ࡇࡢⅬ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴ

ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢࡓࡵࡣ㸪ၥ㢟Ⅼᑐࡍࡿ⟇ࡀᐇࡉࢀ㸪୍ᐃࡢຠᯝ

ୖグࡢ࠾ࡾ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡼࡿၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡇࡽ㸪

ղ ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡢ≧ἣ

⿕ᐖ㐼ࡗ࡚࠸ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓ࡛ࠖࡣ᪤

ࡿࠕ᪤ᡶ㔠㢠ࠖࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡢ᪉ࡀ㧗㢠ࡢᾘ㈝⪅

ࡲࡓ㸪ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡢᾘ㈝⏕ά┦ㄯ࠾ࡅ

㹡 ᪤ᡶ㔠㢠

ࡉࢀࡿࠋ
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㸵㒔㐨ᗓ┴ཬࡧ㸰㸮ᨻ௧ᕷࡢ࠺ࡕ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࡢࡣ

ᑡࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࠋࠖ࠸࠺㉁ၥᑐࡋ㸪ࠕឤࡌࡿࠖࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤ
ឤࡌࡿࠖࡢྜィࡣ㸯㸷㸬㸳㸣㸪ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤឤࡌ࡞࠸ࠖࠕឤࡌ࡞
࠸ࠖࡢྜィࡣᐇ㸴㸶㸬㸲㸣ࡶୖࡗࡓ㸦ὀ㸱㸰㸧ࠋ

ᘬୗࡆࡢ㆟ㄽ࠘ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱ᗘࢆ㉁ၥࡋࡓࡇࢁ㸪
ࠕ㸯㸶ṓ㹼㸯㸷ṓࠖ

ࡢᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡾ㸪㆟ㄽࡢෆᐜࡶ▱

ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ㸯㸲㸬㸶㸣㸪
ࠕ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡀ㸪

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮➼㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢᐇࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ձ ⮬❧ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⱝᖺ⪅ࡢᅔ❓ࡢቑࡇࢀᑐࡍࡿ⟇ࡢᐇ≧ἣ
  ⮬❧ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⱝᖺ⪅ࡢᅔ❓ࡢቑ

㸦ᾘ㈝⪅ࡀయⓗᾘ㈝⪅ᕷẸ♫㸦ὀ㸰㸷㸧ࡢᙧᡂཧ⏬ࡍࡿࡇࡢ㔜

せᛶࡘ࠸࡚⌮ゎཬࡧ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆྵࡴ㸧ࠖࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁ

ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྠἲୗ࡛ࡢ⟇ࡢᅾࡾ᪉ࡀୖグᾘ㈝⪅㛵ಀᩍ⫱ࡢᐇ⌧

12

ࡿࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆ㸪ぶᶒࡢᑐ㇟

11

ࢱ࣮㸪ࡦࡁࡇࡶࡾ㸪Ⓩᰯ࡞㸪⤒῭ⓗ⮬❧ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྠἲᇶ࡙ࡃࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࠖࡣ

㸰㸮㸯㸱ᖺ㸴᭶㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࡤࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྠἲᇶ࡙ࡃ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪⌧௦ࡢⱝᖺ⪅ࡢ୰ࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿࢽ࣮ࢺ㸪ࣇ࣮ࣜ

࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࢆᅔ㞴ࡍࡿ࠾ࡑࢀࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸱㸲㸪ὀ㸱㸳㸧ࠋ

ࡋ࡚ࠕᾘ㈝⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀࡿᾘ㈝⏕ά㛵ࡍࡿᩍ⫱

ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪
ࠕぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼࠖ
ࡘ࠸࡚ࠕ⮬❧ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࡢᅔ❓ࡢቑࠖࠕ㧗ᰯᩍ⫱

㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ἲࠖ࠸࠺㸧ࡀ㸰㸮㸯㸰ᖺ㸯㸰᭶ࡽ⾜ࡉࢀ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱

 ぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼ⟇ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚

࡞ᑐ⟇ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ẁ㝵࡛࠶ࡾ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ࡞࠾ៅ㔜࡛࠶ࡿ

ᾘ㈝⪅㛵ಀᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕᾘ

࠸࠼ࡎ㸪ࡲࡓ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓୖ࡛ⱝᖺ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆ㜵ࡄ᭷ຠ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪ࠕᾘ㈝⪅㛵ಀᩍ⫱ࡢᐇࠖࡋ࡚㸪ዎ⣙ࡢᡂ❧ࡸྲྀ

ᾘ㈝⪅ಖㆤࡢ⟇ࡀ༑ศᐇࡉࢀ㸪ࡑࡢຠᯝࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣ

ᮍࡔ༑ศ࡞ᐇࡀ࡞ࡉࢀ㸪ຠᯝࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ⌧ᅾ㸪ⱝᖺ

࢘ ௨ୖࡢ࠾ࡾ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡀ⤂ࡍࡿ⟇ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡘ࠸࡚ࡶ㸪

㸦ὀ㸱㸱㸧
ࠋ

ⅬࢆゎỴࡍࡿ⟇ࡋ࡚༑ศ࡞ຠᯝࢆᣲࡆ࡚࠸࡞࠸ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸

㈝⪅㛵ಀᩍ⫱ࠖࡣᮍࡔ㐨༙ࡤ࠸࠺≧ἣ࠶ࡾ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢၥ㢟

ࡑࡢຠᯝࡀ⌧ࢀࡓࡇࢆ♧ࡍࢹ࣮ࢱ➼ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ࠕᾘ

ᾘ➼㛵ࡍࡿἲᩍ⫱ࡢᐇ㸪ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࢜ࣇไᗘ➼ᾘ㈝⪅ಖㆤᩍ⫱ࡢᐇ㸪

 ᾘ㈝⪅㛵ಀᩍ⫱ࡘ࠸࡚

ࡓࡋ࡚ࡶ㸪ࡢ⛬ᗘࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ

⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡾ㸪௬ᚋ㸪ᨻᗓࡀἲᨵṇࡢᗈሗࢆࡋ

ࡶ⌧ᅾ㸪ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡀ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡉࡏࡿࡣ

௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࡍࡿ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ᑐࡋ࡚㸪ᑡ࡞ࡃ

ࡽ࡞࠸⪅ࡢྜࡀ㸶㸳㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡓࡇࡀ࡞࠸ࠖࡀ㸰㸷㸬㸴㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺㸪㆟ㄽࡢෆᐜࢆ▱

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ἲࡀ⾜ࡉࢀ࡚ࡽ༑ศ࡞㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡘ㸪

ୡㄽㄪᰝࠖࡼࢀࡤ㸪ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇࡘ࠸࡚Ᏺࡽ

ࡓࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖ࠾࠸࡚㸪ࠗẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢ

㆟ㄽࡢෆᐜࡲ࡛ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠖࡀ㸳㸳㸬㸴㸣㸪ࠕ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪺

ࡲࡓ㸪ෆ㛶ᗓࡀ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯᭶ᐇࡋࡓࠕᾘ㈝⪅⾜ᨻࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ

௧ᕷ␃ࡲࡿ㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸰᭶㸷᪥Ⅼ㸧㸦ὀ㸱㸯㸧ࠋ

㸮㸧㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟ࢆタ⨨ࡋࡓࡢࡣ㸲㸰㒔㐨ᗓ┴ཬࡧ㸯㸯ᨻ

▱ᗘࡣᴟࡵ࡚༑ศ࡛࠶ࡿࠋෆ㛶ᗓࡀ㸰㸮㸯㸱ᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥Ⓨ⾲ࡋ

ࡋࡋ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ㆟ㄽࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡶࡑࡢㄆ

࡞ࡿࡇࢆᗈሗࡍࡿࡍࡿࠋ

㸱㸮㒔ᗓ┴ཬࡧ㸵ᨻ௧ᕷ␃ࡲࡾ㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸯᭶㸰㸵᪥Ⅼ㸧㸦ὀ㸱

ᐃࢆồࡵ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ᆅᇦ༠㆟ࡢタ⨨ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ㸪㸲

ࡣࡰᶓࡤ࠸ࡢ≧ែ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ㸰㸮ṓᮍ‶ࠖࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡣῶ

㺑 ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ᾘ㈝⪅ಖㆤ⟇ࡋ࡚㸪ⱝᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡀ࡞ࡃ

࠼ࡤ㸪ྠἲࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ィ⏬ࡢ⟇

࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ

ࡢᘬୗࡆᑐࡍࡿᠱᛕࢆᡶᣔࡍࡿ⛬ᗘࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᐇ㝿ࡶ㸪ࠕᾘ㈝⏕ά┦ㄯࠖࡢ࠺ࡕࠕ㸰㸮ṓᮍ‶ࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘ㸦ᴫᩘ㸧

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡣ㸪㛵ಀྛᶵ㛵ࡢດຊࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᮍࡔ༑ศᅜẸᾐ㏱ࡋ

㛫ᘏࡍࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖᑐࡍࡿᑐฎ⒪ἲࡢᇦࢆฟ࡚࠾ࡽࡎ㸪ዎ⣙ᖺ㱋
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࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᖺ⪅ࡢ┘ㆤせࡍࡿ㈝⏝ࡣつᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௬㸪Ẹἲࡢ
ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡀ࡞ࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶ㸪ᮏ᮶ᮍᡂ⇍Ꮚᑐࡋ㈇ᢸࡍࡁ⩏ົ

⨨ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡀタ⨨ࡉࢀࡓᆅ᪉බඹᅋయࡣᮍࡔ୍㒊

␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢຠᯝࡣᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⱝᖺ⪅ᗈࡃཬࡪࡣ⮳ࡗ࡚࠸

ሙྜ㸪ẕᏊᐙᗞࡢᏊࡶࡢ㐍Ꮫ⋡ࡢపୗ㸪ࡑࢀ㉳ᅉࡍࡿᏛ⩦ពḧࡸᏛຊࡢ
పୗ➼ࡀᐜ᫆ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ែࡀ㸪᭦ḟࡢୡ௦ࡢ⤒

ᩍ⫱⌧ሙ❧ࡘ㧗ᰯᩍᖌࡸぶ㸪⏕ᚐࡽࡢ⫈ྲྀࢆ⥥ᐦ⾜࠸㸪༑ศ࡞㆟

ㄽࢆ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

13

14

᪤㏙ࡓ࠾ࡾ㸪ᮏ᮶㸪㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡘ࠸࡚ࡣࠕᮍᡂ⇍Ꮚࠖᴫᛕ
ࢆᇶ‽ࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᇶ‽ࡍࡁࡶࡢ࡛࡞࠸ࠋࡇࡢᇶᮏⓗ࡞

࡛ࡢ⏕άࡢᣦᑟ➼ࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᡂே㐩ࡋࡓ⏕ᚐᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟ

ղ 㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡀᐇୖ᪩ࡲࡿᠱᛕ㛵ࡍࡿ⟇ࡢᐇ≧ἣ

ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ㸪⌧ᅾ㸪Ꮫᰯ࡛ࡣᏛᰯෆ࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟ␃ࡲࡽࡎᏛᰯእ

ᶒ⪅ࢆࡋ࡚⾜࠺᪨ࡢ⣙᮰ࢆࡍࡿ࡞ࡢᑐ⟇ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭱⤊ሗ࿌᭩ࡶ

῭᱁ᕪ⧅ࡀࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡾ㸪㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡀ᪩ࡲࡿ࡞ࡢࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼ࡿ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪ࡇࡢၥ㢟Ⅼᑐࡋ㸪㧗ᰯධᏛᅾᏛ୰ࡢᣦᑟ➼ࡣぶ

㧗➼ᩍ⫱ࡢ㈝⏝㈇ᢸࡣぶࡢ⤒῭ຊ౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࠶ࡿࠋẸἲࡢ

࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࠖ࠸࠺Ⅼࡶᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㝿

⌧ᅾ㸪㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣዡᏛ㔠➼ࡢබⓗຓᡂไᗘࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺༴ࡀᣦࡉࢀࡿࠋ

ࡢ⤒῭ⓗࢆᝏࡉࡏ㸪ࡑࡢ㈋ᅔࡢഴྥ᭦ᢿ㌴ࢆࡅࡿࡇ࡞ࡿ

࠸࠺ᛕࢆᣔ࠸ཤࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ㞳፧ࢆዎᶵࡋ࡚ẕᏊᐙᗞ࡞ࡗࡓᐙ᪘

ࡀᅔ㞴࡞ࡾ㸪ᩍᖌࡀ┤᥋⏕ᚐᑐᓖࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪⏕ᚐᣦᑟࡀᅔ㞴

ᰯ㸱ᖺ⏕࡛ᡂᖺ㸦㸯㸶ṓ㸧㐩ࡋࡓ⏕ᚐࡘ࠸࡚ࡣ㸪ぶᶒ⪅ࢆࡋ࡚ࡢᣦᑟ

ࡉࡽ㸪
ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪
ࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿ㸪㧗

ղ 㧗ᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࢆᅔ㞴ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡇࢀᑐࡍࡿᑐ⟇

࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㐠⏝ࢆ๓ᥦࡍࡿሙྜࡣ㸪ᑡ࡞ࡃࡶᐇୖࡣ㸪ᡂ
ᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡀ㣴⫱㈝ᨭᡶ⤊ᮇࡢ⧞ୖࡆ┤⤖ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸪

᭶ࡲ࡛ࠖ➼ᮍᡂᖺ⪅ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ྜពࡍࡿࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋ

࡞ᐇࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ࠼ࡤ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱᥎㐍ἲ࡛ồࡵࡽࢀ

ࡾ࡛࠶ࡾ㸪༑ศᐇࡢຠᯝࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼࡞࠸ࡇࡣ㸪๓㏙ࡢ

⇍Ꮚᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࠕᏊࡀᡂᖺ㐩ࡍࡿ᪥ࡢᒓࡍࡿ

ࢸࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡶᮍࡔ༑ศ

࡚࠸ࡿ㸪ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫ཧ⏬ࡋ࠺ࡿࡓࡵࡢᩍ⫱➼ࡢྲྀ⤌ࡣ⥴ᑵ࠸ࡓࡤ

ࡋࡋ㸪ᐇ㝿ࡣ㸪㣴⫱㈝㛵ࡍࡿㄪ᮲㡯ࡋ࡚㸪ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ㸪ᮍᡂ

ࡉࡽ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪㒊ࡢពぢࡋ࡚㸪⮬❧ᨭࡢࡓࡵࢩ

࡛࠶ࡿ㣴⫱㈝➼ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡣᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࠸࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

࡞࠸㸦Ẹἲ➨㸵㸴㸴᮲➨㸯㡯ࡶࠕᏊࡢ┘ㆤせࡍࡿ㈝⏝ࠖつᐃࡋ㸪ࠕᮍᡂ

࡞࠸㸦ὀ㸱㸵㸧ࠋ

࡞ࢃࡕࠕᮍᡂ⇍Ꮚࠖᴫᛕࢆᇶ‽ࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᇶ‽ࡍࡁ࡛

㆟ࡸ㸪Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ࡢ┦ㄯᛂࡌࡿᏊࡶ࣭ⱝ⪅⥲ྜ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢタ

࡚࠸ࡿࠋẕᏊᐙᗞࡗ࡚㸪㣴⫱㈝ࡣ㔜せ࡞ධ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋ

⪅⫱ᡂᨭ᥎㐍ἲࡀ⾜ࡉࢀ㸪ᆅ᪉බඹᅋయࡣ㸪Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭᆅᇦ༠

ୡᖏᖹᆒࡢ༙ศ‶ࡓࡎ㸪ࡦࡾぶᐙᗞ㸪≉ẕᏊᐙᗞࡢ㈋ᅔࡀၥ㢟࡞ࡗ

㸴㸧ࢆᣦࡍࡿࡀ㸪᪥ࡲ࡛༑ศᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶

㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌮ㄽⓗࡣ⤒῭ⓗ⮬❧ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮚ㸪ࡍ

ᚓࡣ㸰㸲㸱㸦ཌ⏕ປാ┬ᅜẸ⏕άᇶ┙ㄪᰝ㸦㸰㸮㸯㸱ᖺ㸧㸧పࡃ㸪

ゎỴࡍࡿ⟇ࡋ࡚ࠕⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆຓࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡢᐇࠖ㸦ὀ㸱

࠼ࡤ㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿ⟇ࡋ࡚㸪㸰㸮㸯㸮ᖺᏊࡶ࣭ⱝ

⌧ᅾ㸪㞳፧࠾࠸࡚㸪ẕࡀぶᶒ⪅࡞ࡿྜࡀ㧗࠸ࡀ㸪ẕᏊᐙᗞࡢᖹᆒᡤ

ձ 㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡢ⧞ୖࡆࡢ࠾ࡑࢀ

ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪ぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢၥ㢟Ⅼࢆ

 ⮬❧ᨭ㛵ࡍࡿ⟇

 㣴⫱㈝ࡢᨭᡶ⤊ᮇࡢ⧞ୖࡆࡢ࠾ࡑࢀࡇࢀᑐࡍࡿ⟇ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ 

࣒㸦ἲᚊୖࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㏄࠼࡚ࡶ࠺ࡏே࡞ࢀ࡞࠸࠸࠺Ẽᣢࡕ㸧ࡀ

ᘏࡋ㸪ࠕᡂᖺࠖࡢ᭷ࡍࡿព⩏ࡀኻࢃࢀࡿᠱᛕࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ

ぢ࠸ࡔࡏ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࠾࠸࡚ࡣ㸪ぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣៅ㔜

ᑡ࡞ࡃࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀ᫂ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀᑐࡍࡿ༑ศ࡞⟇ࡀ

ࢆࡋ࠺ࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡣ࡞࠾ᅔ㞴ࡀṧࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ἲᚊୖࡢᡂᖺᖺ㱋⢭⚄ⓗ࡞ᡂ⇍ᖺ㱋ࡀ㞳ࡋ㸪ⱝᖺ⪅ࡢࢩࢽࢩࢬ

ࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡍࡲࡍᅔ❓ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡞ࡿᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ㸪⮬❧ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⱝᖺ⪅ࡀぶࡢಖㆤࢆཷ

58 / 72

ࡁࡿࡼ࠺࡞ไᗘࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᡶ⤊ᮇࡀ᪩ࡲࡿࡇ┤⤖ࡍࡿࡼ࠺࡞ែࢆ⏕ࡲ࡞࠸ࡓࡵࡢ⟇ࢆᅜࡀල

࠸࡚ࡣៅ㔜࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖつᐃࡋ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࡢປാዎ⣙ࡘ࠸࡚㸪Ẹἲࡢ

ᘬୗࡆ㛵ࡍࡿពぢ᭩ࠖ࠾࠸࡚ᑐࡢពぢࢆ㏙࡚࠸ࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ⱝᖺ⪅ಖㆤࡢලయⓗไᗘࢆ⏝ពࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋປാዎ⣙࠾ࡅࡿປാ⪅⿕

15

16

 ඣ❺⚟♴࠾ࡅࡿᨭࡢᚋ㏥ࡢ࠾ࡑࢀ

㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᙜ㐃ྜࡶ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸰᭶㸰㸮᪥ࡅࠕᑡᖺἲࡢࠗᡂே࠘ᖺ㱋

ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᶒᩍ⫱ࡶᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢዴఱ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᑡᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡣᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡁ࡛࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ

ᚑࡗ࡚㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࢆࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ປാᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲

ࡿࡍࢀࡤᴟࡵ࡚㔜࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪බ⫋㑅ᣲἲ➼ࡢἲ௧࠾ࡅࡿᡂேᖺ㱋

➨㸰㡯ࡢゎ㝖ᶒࢆ႙ኻࡍࡿࡇࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ᳨ドࡋࡓୖ࡛㸪ࡇࢀ௦ࢃࡿ

ࡲࡔྍረᛶࡢ㧗࠸㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢᖺ㛗ᑡᖺ≢㜵Ṇࡢᨭࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ࡞

୍Ẽᣑࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ղ ⱝᖺ⪅ࡢປാ᮲௳㛵ࡍࡿ⟇

ࡢ᭦⏕ࡢࡓࡵࡢാࡁࡅࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᑡᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡗ࡚㸪

ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣ㸪ᐙᗞุᡤࢆ⤒⏤ࡋࡓᑡᖺ㝔㏦⮴ࡸಖㆤほᐹ㸪ಖㆤⓗᥐ⨨➼ࢆ㏻ࡌ㸪ᑡᖺ

ἲࡢࠕᡂேࠖᖺ㱋ࡶ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡁࡢ㆟ㄽࡀᙉࡲࡿ

㛫ࡀ㸴㛫ࢆ㉸࠼࡚ࡶఇ᠁ࡀ࡞࠸➼㸪ἲᚊ㐪ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓ

ᶒࢆ႙ኻࡍࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿࣈࣛࢵࢡᴗ➼ࡼࡿປാ⪅⿕ᐖࡀⱝᖺ⪅ࡢ㛫࡛

㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡼࡾ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ᑡᖺ

࡚ఱࡽࡢࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗࡓᅇ⟅ࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡣ㸪㈤㔠ᡶࡸ㸪ປാ

ࡿࡇࡼࡾ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡀປാᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲➨㸰㡯ࡢゎ㝖

᭶㸯㸵᪥ࡅࡢ⮬⏤Ẹඪᨻົㄪᰝࡢࠕᡂᖺᖺ㱋㛵ࡍࡿᥦゝࠖ࠶ࡿࡼ࠺

࡞ࢃࡕ㸪ୖグㄪᰝࡼࢀࡤ㸪ᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕ㸴㸮㸬㸳㸣ࡢ⪅ࡀປാ᮲௳ࡘ࠸

๓グࡢ࠾ࡾ㸪㸯㸶ṓ࡛⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡿୖ㸪ᑡᖺἲ࠾࠸࡚

ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽྠ୍࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺㛵ಀࡣ࡞࠸ࡀ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷

⏕➼ᑐࡍࡿࣝࣂࢺ㛵ࡍࡿព㆑➼ㄪᰝࠖࡀཧ⪃࡞ࡿ㸦ὀ㸱㸶㸧ࠋࡍ

ୖグࡢࡼ࠺࡞ⱝᖺ⪅ࡢປാࡢᐇែࡀ࠶ࡿ௨ୖ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆ

ࡑࡶࡑࡶẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᑡᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ἲ┠ⓗࡣ␗࡞

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸯᭶㸷᪥ཌ⏕ປാ┬ࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕᏛ

 ᑡᖺἲࡢᡂேᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚

ࡉࢀࡿࠋ

㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡢ㛫୍࡛Ẽᣑࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡒࢀࡢ❧ἲ㊃᪨ࡀ࠶ࡿࡇࢁ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡿΰࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀᠱᛕ

࡞ࡿ⤖ᯝ㸪ປാ᮲௳ࡢຎᝏ࡞࠸ࢃࡺࡿࣈࣛࢵࢡᴗ➼ࡼࡿປാ⪅⿕ᐖࡀ㸯

ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀணࡉࢀࡿ㸦ὀ㸱㸷㸧ࠋྛἲ௧ࡣࡑࢀ

ࡼࡿಖㆤࡶཷࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ゎ㝖ᶒࡼࡿᢚṆຊࡀാ࡞ࡃ

ࡀ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ㸪ࡇࢀࡽࡢ㛵㐃ἲ௧ࡘ࠸࡚ࡶᡂᖺᖺ㱋

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡣ㸪Ẹἲࡢᮍ

ࡲࡓ㸪᪥ᮏࡣ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᐃࡵࡓἲ௧ࡀ㸰㸮㸮௨ୖᏑᅾࡍࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ

ᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡼࡿಖㆤࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ປാᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲➨㸰㡯ࡢゎ㝖ᶒ

ྠពᇶ࡙࠸࡚ᡂ❧ࡋࡓዎ⣙ࡶྵࡴ㸧ࡢゎ㝖ᶒࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㸳 Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡼࡿἲࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚

࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡘ

ാዎ⣙ࡀᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿㄆࡵࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑗ᮶ྥࡗ࡚ࡇࢀ

ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡣูಶ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࡗ࡚࡞ປാዎ⣙㸦ぶᶒ⪅➼ࡢ

Ỵࡍࡿ⟇ࡣ༑ศᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ୖ㸪ࡑࡢຠᯝࡀ༑ศᾐ㏱ࡋࡓࡣ࠸࠼

௨ୖ㏙ࡓ࠾ࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࡢୖグࡢၥ㢟Ⅼࢆゎ

 ᑠᣓ

ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲➨㸰㡯ࡢゎ㝖ᶒ႙ኻࢆక࠺ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ㸪ៅ㔜ࢆᮇ

ປാᇶ‽ἲ➨㸳㸶᮲➨㸰㡯ࡣࠕぶᶒ⪅ⱝࡋࡃࡣᚋぢேཪࡣ⾜ᨻᐁᗇࡣ㸪ປ

ձ ປാዎ⣙ࡢゎ㝖ᶒࡢ႙ኻక࠺ၥ㢟Ⅼ 

 ປാዎ⣙ࡢゎ㝖ᶒࡢ႙ኻక࠺ၥ㢟Ⅼࡇࢀᑐࡍࡿ⟇ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚

ࡢ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡢẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ㸪ៅ㔜࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋࡋ㸪ᮍࡔࡇࡢࡼ࠺࡞⟇ࡣᐇࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘⓗᢸಖ

ࡋࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ປാ㛵ࡍࡿ⟇ࡣ⌧ᅾ㸪ᮍࡔ᥇ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ປാ

⪅ࡀ㝗ࡿࡇࢆᅇ㑊ࡋ㸪ࡲࡓ㸪௬㝗ࡗࡓࡋ࡚ࡶ⿕ᐖᅇࢆᐜ᫆ᐇ⌧࡛

యࡶᗈࡃ࿘▱ᚭᗏࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡀ㣴⫱㈝ࡢᨭ

యⓗᥦࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴࡋ࡚㸪ࣈࣛࢵࢡᴗࡢࡼ࠺࡞ຎᝏ࡞ປാ⎔ቃୗປാ

⪃࠼ࡀุᐇົࡢᡭ⥆ࡢ୰࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡶ㸪ᅜẸ
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࣮ࣛࣥࢻ➼㸧㸦ὀ㸲㸮㸪ὀ㸲㸯㸧ࠋࡋࡋ㸪᪥ࡢ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪
㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ᡂᖺᖺ㱋ࢆㄆࡵࡿ࠸࠺ୡㄽࡢ㧗ࡲࡾࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ

๎ࡋ࡚ඣ❺㣴ㆤタࢆ㏥ᡤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡞㸪ྠἲࡼࡿಖㆤࢆཷࡅ

ࡽࢀ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ㸪ඣ❺⚟♴ἲ➨㸱㸯᮲➼࠾࠸࡚㸪ඣ❺㣴ㆤ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚㸪ㄞ᪂⪺ࡀᅜୡㄽㄪᰝ㸦㒑㏦᪉ᘧ㸧

17

ࡇࡢⅬ㸪ㅖእᅜࡢࢆࡳ࡚ࡶ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓ⌮⏤ࡋ࡚㸪㸯㸷㸵

ࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡓୖ࡛ៅ㔜㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

18

ᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇࠖ㸪
ࠕࡇࢀࡽࡢ⟇ࡢຠᯝࡀ༑ศⓎࡉࢀࡿࡇࠖຍ࠼࡚㸪

ࡉࡽ㸪
ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢ᮲௳ࡋ࡚㸪
ࠕ⟇ࡀ

ձ ⟇ࡢຠᯝࡀᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ

  ၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡢຠᯝࡀᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢ࠾ࡾࡢၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ⱝᖺ⪅ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛࡚ࡢᅜẸࡢ㛫࡛༑ศ㛫ࢆࡅ࡚㆟ㄽࢆࡋ㸪ᅜẸ

࡚ࡢᅜẸࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶ࠸࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ

ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡴࡋࢁᘬୗࡆᑐࡍࡿពぢࡀከᩘ࡛࠶ࡿୖ㸪ࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀక࠺ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࢁ㸪ࡑ

ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀᅜẸࡢ㛫࡛༑ศ᳨ウ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼

ࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡢᅜẸࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᚓࡽ

࠸ࠋ

㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅⮬ᕫỴᐃᶒࢆࡍࡿ࠸࠺✚ᴟⓗ࡞ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

๓㏙ࡢ࠾ࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸯

ࡀ࠶ࡿࠖࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠖࢆྜィࡋ࡚ࡶ㸲㸶㸬㸯㸣༙ᩘ‶ࡓ࡞

㸪ࠕ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠖࠕ࠶ࡲࡾ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠖࢆྜィࡍࡿ㸳㸮㸣㐩ࡋ㸪ࠕ㛵ᚰ

 ᅜẸࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡿᚲせᛶ

ձ ᅜẸⓗ࡞㆟ㄽࡢᚲせᛶ

㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠖࡀ㸲㸮㸬㸵㸣㸪ࠕ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠖࡀ㸷㸬㸱㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺

ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠖࡀ㸰㸷㸬㸴㸣㸪
ࠕࢃࡽ࡞࠸ࠖࡀ㸯㸬㸷㸣㸪
ࠕ࠶ࡲࡾ

ࡣᮍࡔ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ

㸴 ୍⯡ᅜẸࡢ㆟ㄽࡸ࿘▱ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ

࠸࠺㉁ၥᑐࡋ࡚㸪
ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢᅇ⟅ࡣ㸪
ࠕ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠖࡀ㸯㸶㸬㸳㸣㸪

ࡢࡳ࡛࡞ࡃἲ࠼ࡿᙳ㡪ࡶ᳨ウࡢᑐ㇟ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ウ

ࡉࡽ㸪ྠୡㄽㄪᰝࡼࢀࡤ㸪ࠕᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢ㆟ㄽࠖ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ㆟ㄽࡢෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸⪅ࡢྜࡀ㸶㸳㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ

㢟ࡶ࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ㠀ࢆ᳨ウࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ẹἲ

㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࡼࢀࡤ㸪ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢᅇ⟅࡛ࡣ㸪Ẹἲࡢ

ࡍࡿぢゎࠖ㸧ࠋ➇㤿ἲ㸪⮬㌿㌴➇ᢏἲ➼ࡢࡼ࠺㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⫱ᡂࡢほⅬࡢၥ

࡞ࡾ㸪ᡂᖺ㐩ࡋࡓࡤࡾࡢ㸰㸮௦ࡽࡢᑐࡀ᭱ࡶከ࠸࠸࠺⤖ᯝ࡞

⪅ࡢᗣ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿἲᚊࡘ࠸࡚Ᏻ᫆࡞ᘬୗࡆࢆᐇࡍࡿ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯

 ࡲࡓ㸪᪤㏙ࡓ࠾ࡾ㸪ෆ㛶ᗓࡀ㸰㸮㸯㸱ᖺ⾜ࡗࡓࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋

࠾㸪ࠕᑐࠖࡣ㸰㸮ṓ௦࡛㸴㸴㸣㸪㸱㸮ṓ௦࡛㸳㸷㸣㸪㸲㸮ṓ௦࡛ࡶ㸳㸵㸣

ୖグࡢࡶ㸪ᮍᡂᖺ⪅ႚ↮⚗Ṇἲ㸪ᮍᡂᖺ⪅㣧㓇⚗Ṇἲࡢࡼ࠺㸪ᮍᡂᖺ
ࡗࡓ㸦ὀ㸲㸰㸧ࠋ

ከ࠸ࡽࠖ
㸦㸳㸴㸣㸧㸪
ࠕ⢭⚄ⓗᮍ⇍ࡔࡽࠖ
㸦㸲㸱㸣㸧࡞ࡢ㡰ࡔࡗࡓࠋ࡞

ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣࡁࡃ㸪ᣋ㏿࡞ᘬୗࡆࢆᐇࡍࢀࡤࡁ࡞ΰࡀணࡉࢀࡿࠋ

ἲே᪥ᮏ་ᖌࡢ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷᭶㸷᪥ࡅࠕ㣧㓇ཬࡧႚ↮ᖺ㱋ࡢᘬࡁୗࡆᑐ

ᣢࡘᛮ࠼࡞࠸ࡽࠖࡢ㸴㸰㸣ࡀࢺࢵࣉ࡛㸪ࠕ⤒῭ⓗ⮬❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡀ

ἲ௧ࡘ࠸࡚ࡶᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡀ♫

㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡢᗣ⿕ᐖࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦බ┈♫ᅋ

ᑐࡍࡿ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࡣࠕ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆ࡚ࡶ㸪ேࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆ

ᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣࠕᑐࠖࡀ㸳㸱㸣࡛㸪ࠕ㈶ᡂࠖࡢ㸲㸴㸣ࢆୖᅇࡗࡓࠋ

ࢆᐇࡋࡓࡇࢁ 㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸮᭶㸱᪥ࡅㄞ᪂⪺ 㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓ

ࡑࡢ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࢆᐃࡵࡓከࡃࡢ㛵㐃

 ࡑࡢ㛵㐃ἲ௧ࡘ࠸࡚

㸮ṓࡲ࡛ࡢᘏ㛗ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࡞ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௬Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓሙྜ㸪ࡇࢀకࡗ࡚㸰

ղ ᅜẸࡢព㆑

࣓ࣜ࢝ࡢ୍㒊ࡢᕞ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸪࢝ࢼࢲࡢ୍㒊ࡢᕞ㸪ࢻࢶ㸪ࢽ࣮ࣗࢪ

‶ࡓ࡞࠸⪅ࢆ࠸࠸ࠖつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪࠼ࡤ㸪㸯㸶ṓ㐩ࡋࡓⱝᖺ⪅ࡣཎ

タ➼ࡢඣ❺⚟♴タ࡛ࡢᥐ⨨ࡸ㔛ぶጤク➼ࡣ㸰㸮ṓࡲ࡛ᘏ㛗ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

ࡁ࠸࠺ୡㄽࡢ㧗ࡲࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆᣲࡆࡿᅜ࣭ᆅᇦࡀከ࠸ᵝ࡛࠶ࡿ㸦

࡚࠸ࡓࡇ࡞ࢆ⫼ᬒ㸪㑅ᣲᖺ㱋ࡸẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿ

㸮ᖺ௦㸯㸶ṓ௨ୖࡢⱝᖺ⪅ࡢከࡃࡀᚩරไࡢୗ㸪࣋ࢺࢼ࣒ᡓதὴරࡉࢀ

ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ඣ❺⚟♴ἲ➨㸲᮲➨㸯㡯ࡣࠕࡇࡢἲᚊ࡛㸪ඣ❺ࡣ㸪‶༑ඵṓ

㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ᑐࡍࡿᨭࡀᚋ㏥ࡍࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡼࡗ࡚㸪ඣ❺㣴ㆤタࢆ㏥ᡤࡋࡓࡤࡾࡢ㸯㸶ṓ㸪
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࡚࠸ࡿࠋ
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ࡗ࡚ᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ⟇ࡣᮍࡔ༑ศ࡛࡞ࡃ㸪

ࡃࡀዎ⣙ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆక

ࡽࢀࡿࡀ㸪ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ᅜẸࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡣᮍࡔᚓࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ୡㄽࡢከ

௨ୖࡢ࠾ࡾ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍ᐃࡢ✚ᴟⓗ࡞ព⩏ࡀㄆࡵ

㸵 ⤖ㄒ

ᯝࡘ࠸࡚ࡶᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆక࠺ၥ㢟ⅬࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ⟇ࡢຠ

࠶ࡗࡓࠋ

㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣᑐ࡛࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ᭱ከ㸦㸲㸱㸬㸶㸣㸧࡛

࡞ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡀᩚഛࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶ㸪ᖺ

ࡀ࡛ࡁࡿᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆ࡚ࡶࡼ࠸࠾⪃࠼࡛ࡍࠋࠖ࠸࠺㉁ၥࡀ

㸦ᖺ㱋㸧ᑐࡋ࡚ࠕࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࢆᩚഛࡋࡓࡽ㸪ዎ⣙ࢆ୍ே࡛ࡍࡿࡇ

࠸࡚ࠕᑐ࡛࠶ࡿࠖࡶࡋࡃࡣࠕࡕࡽゝ࠼ࡤᑐ࡛࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓ⪅

࡞࠾㸪ዎ⣙ࢆ୍ே࡛ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓࡍࡿࡇࡢ㈶ྰࡘ

ࡶୖࡿࠋ

ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤᑐ࡛࠶ࡿࠖࠕᑐ࡛࠶ࡿࠖࢆྜィࡍࡿ㸴㸲㸬㸶㸣

ࡿࠖࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤ㈶ᡂ࡛࠶ࡿࠖࢆྜィࡋ࡚ࡶ㸱㸱㸬㸱㸣࡛ࡋ࡞ࡃ㸪

ᑐ࡛ࡍࠋࠖ࠸࠺㉁ၥᑐࡋ࡚㸪ࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡢᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ㈶ᡂ࡛࠶

ၟရࢆ㉎ධࡍࡿ࡞ࡢዎ⣙ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ㈶ᡂ࡛ࡍࠋࡑࢀࡶ

ࠕ࠶࡞ࡓࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢ⪅ࡀ㸪ぶ࡞ࡢྠពࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ୍ே࡛㧗㢠࡞

ࡑࡋ࡚㸪๓㏙ࡢㄞ᪂⪺ࡢୡㄽㄪᰝ࡛ࡣ㸪ዎ⣙ᖺ㱋ᘬୗࡆࡢ㈶ྰ㛵ࡋ࡚㸪

ࡿࠋ

ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤឤࡌ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡢྜィࡣ㸪㸴㸶㸣ࡶୖࡗ࡚࠸

࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚Ᏺࡽࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࠖ࠸࠺㉁ၥᑐࡋ㸪
ࠕឤࡌ࡞࠸ࠖ

⾜ᨻࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖࡼࢀࡤ㸪ࠕᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡢᶵࡀ☜ಖࡉࢀ࡚

ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ࠼ࡤ㸪๓㏙ࡋࡓ㸰㸮㸯㸳ᖺෆ㛶ᗓࡀᐇࡋࡓࠕᾘ㈝⪅

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧ᅾ㸪ᾘ㈝⪅ᩍ⫱➼ࡢ⟇ࡢຠᯝࡀ㸪ᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸

20

ࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧࠾࠸࡚ࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ࡞࠾ៅ㔜࡛࠶ࡿࡁ࡛

ᒙࡗ࡚⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛㸪࿘▱ᚭᗏࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠖ
㸦㸰㸯㡫㸧ࡋ
࠶ࡿࠋ

ࡃࡀዎ⣙ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ≧ἣ࡞ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡀ㐩ᡂࡉ

ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࡞㸪୍⯡ᅜẸ㸪≉ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿⱝᖺ

ղ ⟇ࡢຠᯝࡀᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࢆࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ࡑࢀక࠺ၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡀ
༑ศᐇࡉࢀ㸪ࡑࡢຠᯝࡀᾐ㏱ࡋ㸪ᅜẸࡀࡇࢀࢆㄆ㆑ࡍࡿࡶ㸪ୡㄽࡢከ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ㸪ఱࡀኚࢃࡿࡇ࡞ࡿࡢ㸪ᅜẸ⏕ά

ࡑࡢຠᯝࡣ༑ศ⌧ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡑࡢຠᯝࡀᅜẸㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ

ࠕࡑࢀࡀᅜẸࡢព㆑ࡋ࡚⌧ࢀࡓࠖࡇࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ࠕẸἲࡢ
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࠸࡚㸪ྛ✀⾜Ⅽࡢᇶ‽ᖺ㱋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡸ㸪ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ᡂேᘧࡀ㸰㸮ṓ
㐩ࡋࡓᖺᇳࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺័⾜➼㚷ࡳࢀࡤ㸪ἲᚊࡢୡ⏺ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
୍⯡ᅜẸࡢព㆑࠾࠸࡚ࡶ㸪ேᏊࡶࡢ⠊ᅖࢆ⏬ࡍࡿᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ

SGI 㸪㸰㸮㸮㸷ᖺ㸷᭶㸯㸮᪥ࡅࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡢ㆟ㄽ

㛵ࡍࡿ㛗ኌ᫂ࠖࡣ KWWSZZZQLFKLEHQUHQRUMSDFWLYLW\GRFXPHQWVWDWHP

HQW\HDUBKWPO ᥖ㍕ࠋ࠸ࡎࢀࡶ⤖ㄽࡋ࡚ࡣᮏពぢ᭩ྠ㊃᪨

ᘬୗࡆ᳨ウࡣ㐃ືࡋ࡞࠸ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㒊ศࡣẸἲࡢሙྜࡢ㆟ㄽࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ㸦KWWSZZZQLFKLEHQUHQRUMSOLEUD

ᐖ࣭༴㝤ࢆྵࡴ㸧ࠖࢆ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸦ᾘ㈝⏕άᖺሗ㸰㸮㸯㸲㸧ࠋ
ὀ㸯㸰 ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡀ㏆Ⓨ⾲ࡋࡓሗࡢ࠺ࡕ㸪ⱝᖺ⪅ࡀዎ⣙ᙜ⪅࡞ࡿሙ

⠊ᅖࢆ⏬ࡍࡿᇶ‽࡞ࡿᖺ㱋ࡀ‶㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᅜἲୖ

ࡢ⤫୍ᛶࡸศࡾࡸࡍࡉ࠸ࡗࡓほⅬࡽ㸪ᑡᖺἲࡢ㐺⏝ᑐ㇟ᖺ㱋ࡘ࠸࡚ࡶ㸪

࠸ࡿ㸟ࣇ࢚ࣜࢺࡸࢻࣟࢵࣉࢩࢵࣆࣥࢢෆ⫋ࡢ┦ㄯ㹼ேࢆ㦄ࡍඈ

௨ᚋබ♧࣭࿌♧ࡉࢀࡿ㑅ᣲࡘ࠸࡚㸪ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡣ㸪㑅ᣲᶒ࣭⿕㑅ᣲᶒࢆ᭷

㸶㹼㸯㸷ṓࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸰࡛㝖ࡋࡓᩘ㸪ࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸱࡛㝖ࡋ
ࡓᩘࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀࠕ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘࡋࡓࠋᮏពぢ᭩➨㸰㸪㸲

ྠព࡞ࡃ⾜ࢃࢀࡓἲᚊ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣྲྀᾘᶒࢆࡍࡿࡇ࡛ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᘬ

ୖࡢಖㆤࢆ࠼࡚࠸ࡿ㸦➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡣ㸪⾜Ⅽ

22

ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪
ࠕ㸯ṓᙜࡓࡾࡢᖹᆒࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘࢆ⟬ฟࡍࡿࡇࡋ㸪
ࠕ㸯

21

ὀ㸯㸱 ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤫ィࡣࠕ㸯㸶㹼㸯㸷ṓࠖࠕ㸰㸮㹼㸰㸰ṓࠖ࠸࠺༊ศ

⾜Ⅽࢆࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ἲᐃ௦⌮ேࡢྠពࢆせồࡍࡿ୍᪉㸦➨㸳᮲➨㸯㡯㸧㸪ࡇࡢ

ࡿࠋ

ᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓᐃࡵࡓୖ࡛㸦➨㸲᮲㸧㸪ᮍᡂᖺ⪅ࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࢆไ㝈ࡋ࡚ἲᚊ

ὀ㸵 ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢព⩏ࡘ࠸࡚㸪ձࠕዎ⣙ᖺ㱋ࠖ
㸦Ẹἲࡣ㸪

ࡿ㸟㸽㔠ࢆࡉࡏ࡚ࡲ࡛ᨭᡶࢃࡏࡿࡶ㹼ࠖ㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ㸵᭶㸯㸴᪥㸧➼ࡀ࠶

ᣦ♧ࡍࡿブḭᴗ⪅ࡈὀព㸟㸟ࠖ
㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥㸧㸪ճࠕ㸰㸮௦ቑ࠼࡚

ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡀᡂ❧㸪බᕸࡉࢀ㸦㸰㸮㸯㸱ᖺ㸴᭶㸱㸮᪥⾜㸧㸪ྠᖺ㸵᭶㸯᪥

ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ࢆ㉎ධࡉࡏࡿࢺࣛࣈࣝࠖ
㸦㸰㸮㸯㸲ᖺ㸳᭶㸶᪥㸧㸪ղࠕࣉࣜ࣌ࢻ࣮࢝ࢻࡢ㉎ධࢆ

ὀ㸴 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸳᭶㸪ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㑅ᣲᶒࡢᅇ➼ࡢࡓࡵࡢබ⫋㑅ᣲἲ➼ࡢ୍㒊

ྜࡀከ࠸ࡶࡢࡋ࡚㸪ձࠕ┦ㄯᛴቑ㸟Ꮫ⏕㔠ࢆࡉࡏ࡚㧗㢠࡞ᢞ㈨⏝㹂㹔㹂

⤖ࡧ㸪ᅜࡢᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡀཷࡅࡅࡓᾘ㈝⏕ά┦ㄯࡢ୰ࡢࠕⱞ┦ㄯ㸦༴

‶㸯㸶ṓᮍ‶ᘬࡁୗࡆࡿࡢࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ẹ⏕άࢭࣥࢱ࣮ᅜࡢᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼タ⨨ࡋࡓ➃ᮎᶵࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥ

ࡣࠕẸἲࢆጞࡵࡍࡿྛ✀ἲᚊ࠾࠸࡚㸪ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿࠕேࠖࠕᏊ౪ࠖࡢ

ὀ㸯㸯 㹎㹇㹍㹌㹃㹒㸦3UDFWLFDO/LYLQJ,QIRUPDWLRQ2QOLQH1HWZRUN㸧ࡣ㸪ᅜ

ὀ㸳 ⮬⏤Ẹඪᨻົㄪᰝࡢࠕᡂᖺᖺ㱋㛵ࡍࡿᥦゝࠖ㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷᭶㸯㸵᪥㸧

ὀ㸯㸮 ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇࡣࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

\BSGI㸧ࠋ

BBBSGI㸧

ZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXRWKHUBBLFV)LOHVDILHOGILOH

ៅ㔜࡞᳨ウࢆຍ࠼ࡿࡋ࡚࠸ࡿ㸦KWWSMLPLQQFVVQLIW\FRPSGIQHZVSROLF

ࡣ㸪㣧㓇㸪ႚ↮ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗣ⿕ᐖࡢᣑࡸ㠀⾜ࢆ㜵ṆࡍࡿほⅬࡽ㸪ᚋࡶ

ὀ㸲 ⮬⏤Ẹඪᨻົㄪᰝࡢࠕᡂᖺᖺ㱋㛵ࡍࡿᥦゝࠖ㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷᭶㸯㸵᪥㸧

ὀ㸷 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ㸦㏿ሗ್㸧ࡢබ⾲ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦KWWS

㐺㱋㸦Ẹἲ➨㸵㸱㸯᮲㸧ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡽࡣᅇࡢ

U\MDRSLQLRQUHSRUWGDWDRSLQLRQBBSGI㸧ࠋ

ὀ㸶 Ẹἲ࡛ࡣࡇࡢࡶ㸪㣴Ꮚࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᖺ㱋㸦Ẹἲ➨㸵㸷㸰᮲㸧㸪፧ጻ

᭩ࡀᑐࡢ⌮⏤ࡋ࡚ᣲࡆࡿࠕ㸯㸶ṓ࡛⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺

ᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿពぢ᭩ࠖ࠾࠸࡚㸪ᑡᖺἲ➨㸰᮲ࡢࠕᡂேࠖᖺ㱋ࡢᘬୗࡆᑐࡋࡓࠋྠពぢ

ὀ㸱 ᙜ㐃ྜࡣ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸰᭶㸰㸮᪥ࡅࠕᑡᖺἲࡢࠗᡂே࠘ᖺ㱋ᘬୗࡆ㛵ࡍ

ᛮࢃࢀࡿࠋࠖᣦࡋ㸪ࡇࢀࡶᡂᖺᖺ㱋ࡢព⩏ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࡢ୕ࡘศ

᭩࡛ࠖࡣࠕẸἲࡀᡂᖺᖺ㱋ࡋ࡚࠸ࡿᖺ㱋㸰㸮ṓࡣ㸪Ẹἲ௨እࡢከᩘࡢἲ௧࠾

ពぢ᭩ࠖࡣ KWWSZZZQLFKLEHQUHQRUMSOLEUDU\MDRSLQLRQUHSRUWGDWD

࡛࠶ࡿࠋ

‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧㸪ճࠕேᏊࡶࢆ⏬ࡍࡿᇶ‽㸦ᅜẸࡢព㆑㸧ࠖ㸦ࠕ᭱⤊ሗ࿌

ࡇࡢࡼ࠺㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡣ㸪∗ẕࡢぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࡢ⠊ᅖࢆ⏬ࡍࡿᇶ

ὀ㸰 ᙜ㐃ྜ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰㸯᪥ࡅࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢ㠀㛵ࡍࡿ

LBKWPO㸧ࠋ

ἲࡣ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࡣ∗ẕࡢぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪨ᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸦➨㸶㸯㸶᮲➨㸯㡯㸧ࠋ

⏬ࡍࡿᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧㸪ղࠕぶᶒࡢᑐ㇟࡞ࡿᖺ㱋ࡢ⠊ᅖࢆ⏬ࡍࡿᇶ‽ࠖ
㸦Ẹ

ὀ㸯 ἲไᑂ㆟ࠕẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࡢᩥࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ἲไᑂ㆟ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦KWWSZZZPRMJRMSVKLQJLVKLQJ

⬟ຊࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ྲྀᘬ࠾ࡅࡿಖㆤࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᖺ㱋ࢆ

㸦ู⣬㸧
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ࡣ㸪㸯㸶㹼㸯㸷ṓࡣ㸯㸮௨ୗ㸦ᅪእ㸧࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋ㸪㸰㸮㹼㸰㸰ṓࡘ
࠸࡚ࡣ㸳㸦ྠࡌࡃ㸰㸶㸴௳㸭ᖺ㸧࡛࠶ࡾ㸪ᖺ㱋ࡼࡿ㐪࠸ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ⮬
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⺠法の成年年齢引下げは慎重であるべき

資料８－２

引下げの意義→増⼤しているとは⾔い難い
• 「若年者が将来の国づくりの中⼼であるという国としての強い決意を⽰すことにつながる」
「若年者が将来 国づくり 中⼼ あ と
国とし
強 決意を す とに なが 」（ 「⺠法の成年年齢
引下げについての最終報告書」（法制審議会第160回会議（2009年10⽉28⽇） ）

→若年者の⾃⽴の遅れという近年の傾向から、国は、まず若年者の⾃⽴を⽀えていく仕組み作りを先⾏さ
せるべき
• 「１８歳に達した者が就労して得た⾦銭については，法律上も，これを親権者の管理下に置くよりも，⾃ら
の判断で費消することができることにしてもよいと思われる。」

（同最終報告書）

→⾦銭を⾃らの判断で費消できるようにすることは積極的な側⾯として評価できるが、就職率は17.8％と
２割に満たず、引下げの意義が増⼤しているとは⾔い難い

引き下げた場合の主な問題点・施策の状況
若年者に対する消費者被害の拡⼤のおそれ

親権の対象となる年齢の引下げ

①問題点：未成年者取消権を喪失させることは、若

①問題点：⾃⽴に困難を抱える若年者が親の保護を

年者に対する消費者被害を拡⼤させる。
②必要な施策：取引類型、若年者の特性に応じた説明

受けられなくなり、より困窮化するおそれ
②必要な施策：就労⽀援、教育訓練制度、シティズン

義務や取消権などの保護制度の創設等

シップ教育など

→いずれも不⼗分

→いずれも⼗分に実⾏されていない

養育費の⽀払終期の繰上げ

労働契約の解除権の喪失

①問題点：事実上、養育費の⽀払時期が繰り上げら

①問題点：未成年者に不利な労働契約の解除権（労

れてしまうおそれ

基法第58条第2項）が喪失される。

②必要な施策：養育費の⽀払時期については成年年齢
養育費 ⽀払時期
成年年齢

②必要な施策：劣悪な労働環境を回避する制度や、他の
劣
労働環境
避す 制度
他

と関係ないことの周知徹底

保護制度の創設

→未だ実施されていない

→未だ実施されていない

（他法への影響）
① 少年法の「成⼈」年齢も引き下げられるべきという議論が強まることが懸念される
② 児童福祉法における⽀援後退のおそれ
③ その他関連法令（未成年者喫煙禁⽌法、未成年者飲酒禁⽌法等）→いずれも若年者の健康被害
等の観点から問題

国⺠の議論や周知が⼗分でない
・成年年齢引下げに反対する回答が53
成年年齢引下
反対
％であり、20歳代の反対は66
り
歳代 反対
％（2015年10⽉3⽇付け読売新聞世論調査）。
・「18〜19歳」の85％が引下げの議論を知らず、「18歳〜19歳」の50％が「関⼼がない」⼜は「あまり
関⼼がない」と回答（2013年内閣府「⺠法の成年年齢に関する世論調査」）。
引下げのメリットとデメリットが国⺠の間で⼗分に議論されている状況とはいえ
ない
民法の成年年齢の引下げに関する意見書（２０１６年２月１８日）
http://www.nichibenren.or.jp/
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1

第2

3

2

1

消費者としての未成年者保護

き下げる理由は全く見当たらないのであって、民法の成年年齢は引き下げるべきで
ない。

まとめられ、国民投票の投票年齢や選挙年齢と民法の成年年齢とは一致する必要はな

いが、特段の弊害がない限り一致したほうが望ましく、民法の成年年齢は 18 歳に引

との意見が出された。

1

2

いう意見もあり得るが、これによれば引き下げによる被害の発生を当面は放置する

（4）なお、消費者保護施策の充実や今後の消費者教育の充実を期待して引き下げると

難解かつ複雑化してきている現代社会において、取引被害から保護すべき年齢を引

われており、本年 7 月 29 日に同審議会の民法成年年齢部会において最終報告がとり

き下げるのが適当であるが、関係施策の効果を踏まえて時期は国会の判断に委ねる、

（3）消費者相談を実施している当弁護士会の現場の経験からしても、取引がますます

がいるためと推測される。

現在、法制審議会において、民法の成年年齢の引き下げの可否についての検討が行

意見の理由

と取引被害が急増するのは、社会経験が少なく、判断能力が不十分でありながら、

あり、一致させる必要はない。

保護の対象からはずれて取消権がなくなった若者を取引のターゲットにする事業者

事業者が未成年者との契約を控えることによると考えられる。一方、20 代になる

民法の成年年齢と憲法改正国民投票法の投票権行使の年齢とは別々に考察すべきで

この結果は、未成年者については、未成年者取消権が認められていることから、

消費生活年報 2007～8 年版）。

ための諸条件の整備を実施し、その結果を検証したうえでなければ検討を始めるべき

ではない。

当事者となっている案件は全年代で最低である（独立行政法人国民生活センター編

仮に、民法の成年年齢の引き下げを検討するとしても、消費者保護や若年者保護の

2007 年になると、若干 30 代が多くなるが、20 代がこれに次いでいる。未成年者が

まま 20 歳とすべきである。

（2）国民生活センターに寄せられた相談から取引被害に遭っている人を年代別にみる

意を喚起するための画一的な基準として機能している。

者の行為能力を制限してその者を保護すること、他方において、取引の相手方に注

したがって、民法の成年年齢は、若年者の判断能力等の不十分さを理由に、その

る必要はない。

関係とされており、成年年齢を議論するうえで、未成年者の不法行為責任を考慮す

被害から保護している。他方、未成年者の不法行為責任については、成年年齢と無

（1）民法の中では、未成年者の法律行為は取り消しうるものとされ、未成年者を取引

2

と、2003 年から 2005 年までは、20 代と 30 代がほぼ同率で最も多く、2006 年、

憲司

対である。

現場の経験から、以下の理由により、現状においては民法の成年年齢の引き下げに反

当会は、子どもの人権や消費者相談をはじめとする各種の法律相談を実施している

現在検討されている民法の成年年齢については、引き下げるべきではなく、現状の

意見の趣旨

当会は、標記の件について、以下のとおり意見を申し述べる。

第1

山岸

「民法の成年年齢の引き下げについて」に関する意見書

会長

東京弁護士会

2009（平成 21）年 7 月 30 日

出典：東京弁護士会ホームページ
（http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/pdf/20090730.pdf）

資料９－１
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歳以上の国民に投票権・選挙権を与える例が非常に多いことが挙げられている。

に現れているかについて慎重な調査がなされるべきあり、国民の意識の浸透といっ

少年としての未成年者保護

れの法律の趣旨に応じて別個に検討されるべきである。

社会の安全と利益に寄与している少年法の機能が喪失し、少年法の理念が大きく後

その他の法制度の整合性

等における年齢引き下げに伴う問題を惹起することになる。したがって、民法の成

行うべきでない法令も多く含まれている。

5

憲法改正国民投票の参政権との関係

議論が十分になされるべきである。

3

致させる必要はない。

4

以上

年年齢と憲法改正国民投票法の投票権行使の年齢とは別々に考察すべきであり、一

の整合性という理由のみで安易に引き下げを行えば、前述のように、その他の法令

等、年齢の引き下げによって広範な義務と責任を課すことになるため、引き下げを

（3）成年年齢の引き下げを議論する過程で、そうした問題に対する条件整備を含めた

（4）民法の成年年齢について、立法事実が不明であるにもかかわらず、国民投票法と

あるかどうかは日本の社会的状況や各法の趣旨に照らして決定すべきである。

おいては必ずしも一致させる必要はない。日本においてこれらを一致させる必要が

も存在するのであるから、これらを一致させている国が比較的多いとしても日本に

（2）また、税法上の未成年者控除（相続税法等）、年金加入資格年齢（国民年金法）

負担がなくなり、18 歳以上の子にとって不合理な結果となる虞がある。

（1）成年年齢を引き下げた場合、現状では認められている 18 歳以上の子の親の養育費

4

の違いに鑑みれば、国民投票法の投票年齢と民法の成年年齢の引き下げは、それぞ

になった場合は、現行の年長少年の立ち直りを支援することによって再犯を防止し、

（3）また、諸外国では、成年年齢と国民投票年齢、参政権の行使年齢が異なるところ

引き下げるということは、その保護範囲を縮小させるものである。このような効果

成年年齢が引き下げられ、それに連動して少年法の適用年齢が引き下げられること

退することになる。

とによって未成年者による経済的取引を保護しているものであるから、成年年齢を

年によるものである（平成 18 年度検察統計年報）。したがって、もし仮に民法の

決定権の行使による意思表明を認め、より多様な国民の意思を実現するという意義

ついて十分な検討を経ていない現在の成年年齢の引き下げの議論には賛成できない。

を有する。一方で、民法の成年規定は、未成年者の法律行為等の能力を制限するこ

民による重大な意思決定の場面において、日本の将来を担う若い世代にも広く自己

年者喫煙禁止法等の少年を保護するための法制度に相当の影響があり、当該影響に

（2）特に、少年被疑者のうち約 49 パーセントは 18 歳以上 20 歳未満のいわゆる年長少

国民投票法において投票権を 18 歳以上とすることは、日本国憲法改正という国

であって、両者を一致させなければならない理由は明らかでない。

ものであるのに対し、民法の成年規定は法律行為・身分行為等の能力に関する規定

らない。成年年齢の引き下げは、児童福祉法、少年法、未成年者飲酒禁止法、未成

（1）少年法の対象年齢の引き下げは、少年の人格の可塑性に鑑み、慎重でなければな

3

判断能力とは一致すべきであること、②諸外国においても、成年年齢に合わせて 18

る。そして、検討の前提となる検証については、被害減少の結果が客観的に明らか

（2）しかし、国民投票法の年齢規定は憲法改正の場面における参政権の行使に関する

民法の成年年齢が 20 歳であることが挙げられており、民法上の判断能力と参政権の

減少したという客観的な検証結果が得られた後に、引き下げの検討を行うべきであ

た曖昧な概念によって結論付けられるべきではない。

である。具体的には、①公職選挙法の選挙年齢を戦後 20 歳に引き下げた理由として、

れているのは、国民投票法の投票年齢と民法の成年年齢を一致させるべきとの理由

（1）国会審議等において、民法の成年年齢引き下げを検討する理由として唯一挙げら

や消費者保護の諸施策の充実をまず行い、その結果、20 代、30 代の消費者被害が

もし、仮に引き下げを検討するとしても、現在十分に行われていない消費者教育

こととなってしまい無責任である。

出典：鳥取県弁護士会ホームページ（http://toriben.jp/sub̲history2009-3.php）

資料９－２

民法の成年年齢の引下げの議論に関する会長声明
２００９（平成２１）年９月２９日
鳥取県弁護士会会長寺垣琢生
法制審議会民法成年年齢部会は，２００９年（平成２１年）７月２９日，民法の成年
年齢の引下げについての最終報告書（以下「最終報告書」という。
）を取りまとめた。
しかし，同報告書は，本問題に対する日本弁護士連合会の２００８年（平成２０年）
１０月２１日付け「民法の成年年齢引下げの是非についての意見書」
（以下「日弁連意
見書」という。
）などの懸念を十分に考慮したものと言い難く，以下の点において支持
できない。
第１に，最終報告書は，成年年齢引下げによる消費者被害拡大の可能性を認めながら
も，日弁連意見書で指摘した現行の未成年者取消権に代わる実効性のある法的な保護
制度や，十分な消費者教育に関する施策を具体的に検討・提言していない。また，仮
に将来的に成年年齢を引き下げるという場合であっても，いかなる施策が整備された
ならば前記の弊害が防止できるかどうかの十分な検討がなされていない。
第２に，民法の成年年齢の引下げは，単に私法上の行為能力の問題だけでなく，日本
社会が何歳を「成年」として扱っていくかという，極めて影響の大きな問題である。
ところが，最終報告書は，民法の成年年齢引下げによる児童福祉法，少年法，未成年
者飲酒禁止法，未成年者喫煙禁止法等，他法への現実的な影響について全く検討を行
っていない。民法の成年年齢の引下げに伴い他の法令についても成年年齢を一致させ
るべきとの世論が出てくることは容易に予想されるところである以上，民法の成年年
齢引下げの検討に際しては，前記他の法令への影響についての検討は必要不可欠であ
るというべきである。特に少年法についてみれば，少年被疑者のうち約４０％は１８
歳以上２０歳未満のいわゆる年長少年によるものであるから（平成１８年度検察統計
年報）
，もし仮に少年法の適用年齢が引き下げられることになった場合には，現行の年
長犯罪少年の立ち直りを支援することによって再犯を防止し社会の安全と利益に寄与
している少年法の機能が喪失する。また，罪を犯す以前の年長のぐ犯少年に対する少
年法の犯罪予防機能も失われ，少年法の理念が大きく後退する。民法の成年年齢引下
げの議論においては，少年法制に与える現実的な影響についても，十分慎重に検討す
べきである。
以上のとおり，成年年齢を引き下げる場合の条件整備についても検討が不十分である
ことに鑑みれば，民法の成年年齢を引き下げるという結論に至る意見をまとめるため
には，いまだ多くの検討課題がある。成年年齢を引き下げることにより，若年者の権
利が拡大する反面で，もし仮に，契約や少年司法，児童福祉等の多様な分野で従前認
められてきた必要な支援・援助が及ばなくなるとすれば，かえって若年者の人権と権
利を後退させることになりかねない。したがって，民法の成年年齢の引き下げには慎
重であるべきであり、現時点における拙速な成年年齢の引き下げには反対である。
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ࡼࡗ࡚㸪㛵ಀᶵ㛵࠾ࢀ࡚ࡣ㸪ⱝ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢᩆ῭ᢚṆᮍᡂᖺ⪅
ྲྀᾘᶒࡀᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᙺࢆ༑ศ᳨ドࡋ㸪Ẹἲୖࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚
ࡣៅ㔜࡞᳨ウࢆࡍࡿࡇࢆᙉࡃồࡵࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ

ୖࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ㸪㌋㌉ࢆ᠈࠼ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ

ࡢせㄳࡀ୍᪉ࡣ࠶ࡿࡋ࡚ࡶ㸪ࡴࡋࢁ㸪ୖグࡢ࠾ࡾⱝ⪅ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡍ
ࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀከⓎࡋ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢᑐ⟇ࡀ༑ศࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿ࡞ࡽࡤ㸪༢ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢ⾜⠊ᅖࢆ⦰ᑠࡍࡿࡔࡅࡢຠᯝࢆ⏕ࡎࡿẸἲ

 㛗  ᖾ ᑎ   ぬ

㸦ኌ᫂ࡢ㊃᪨㸧
 ᙜࡣ㸪Ẹἲୖࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬୗࡆࡿࡇࡘ࠸࡚㸪ៅ㔜࡞᳨ウࢆ

ᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸪ྠ୍⪃࠼ࡿࡁᚲ↛ᛶࡣ࡞࠸ࠋⱝ⪅ࡢ᪩ᮇࡢ♫ཧຍࢆಁࡍ➼

රᗜ┴ᘚㆤኈ      

㸰㸮㸯㸳ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸧㸵᭶㸰㸵᪥

ᶒࡀⱝ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢண㜵ᩆ῭ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙺࢆホ౯࣭ㄆ㆑ࡍࡿ

Ẹἲୖࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓᘬୗࡆࡿࡇࡘ࠸࡚

出典：兵庫県弁護士会ホームページ
（http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/150727seimei.pdf）

資料９－３
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ᮍᡂᖺ⪅ࡀࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆసᡂࡍࡿ㝿ࡣぶᶒ⪅ࡢྠពࡀᚲせࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸰
㸮ṓࢆቃࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࡢ⏝ࡀࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢሗ࿌ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ⪃࠼ࡿࠊᮍᡂᖺࡢ㛫ࡣࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࡢసᡂࠊ⏝ࡀᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥎ㄆ
ࡉࢀࡿࠋᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜࠊ᪂ࡓᡂᖺ࡞ࡗࡓ㸯㸶ṓࠊ㸯㸷ṓࡢⱝ⪅ࡢࢡ
ࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࡢసᡂࠊ⏝ࡢᖜ࡞ቑຍࡀண ࡉࢀࡿࡇࢁࠊ⌧௦♫࡛ࡣࢡࣞࢪ

➨㸰ࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ⏝ࡢቑຍࡼࡾࠊⱝ⪅ࡢከ㔜മົࡀቑຍࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿ
࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࢆồࡵࡿᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶㸰㸶᪥ࡢἲไᑂ㆟ࡢពぢ࡛ࡶࠊᡂᖺ
ᖺ㱋ࡢᘬୗࡆ๓ࠊⱝ⪅ࡢ⮬❧ࢆಁࡍ⟇ࡸᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⟇ࡀᐇ
ࡉࢀࡿࡁࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⟇ࡢᐇࡣᮍࡔ༑ศ࡞≧ἣ࠶ࡾࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡛ᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࢀࡤࠊⱝ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀቑࡍࡿࡇࡣ᫂ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡢⅬࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࢆኻ࠺㸰㸮ṓࡽ┦ㄯ௳ᩘࡀ
ᛴቑࡍࡿࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ㸰㸮ṓࡢㄌ⏕᪥ࢆ≺ࡗ່࡚ㄏࢆ⾜࠺ᝏ㉁ᴗ⪅ࡢᏑᅾࡶᣦ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡢᏑᅾࡀⱝ⪅ࢆᾘ㈝⪅⿕ᐖࡽᏲࡿᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࢀࡤࠊᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࢆኻࡗࡓ
㸯㸶ṓࠊ㸯㸷ṓࡢⱝ⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀቑຍࡍࡿࡇࡀᐜ᫆ᐃࡉࢀࡿࠋ

Ẹἲࡣࠊ㸳᮲㸰㡯࡛ࠊᮍᡂᖺ⪅ࡢἲᚊ⾜Ⅽࡢྲྀᾘᶒࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊᡂᖺᖺ㱋ࡀ㸯㸶ṓ
ᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓሙྜࠊ㸯㸶ṓࠊ㸯㸷ṓࡢⱝ⪅ࡀྲྀᾘᶒࢆዣࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ㐍Ꮫ
ࡸᑵ⫋ࡼࡾࠊึࡵ࡚ぶඖࢆ㞳ࢀ࡚᪂⏕άࢆጞࡵࡿ⪅ࡀከ࠸ᖺ௦࡛࠶ࡿ㸯㸶ṓࠊ㸯㸷
ṓࡢⱝ⪅ྲྀᾘᶒࡀ࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ♫⤒㦂ࡀஈࡋࡃࠊุ᩿⬟ຊࡀ༑ศ࡞ⱝ⪅
ࡀಖㆤࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡃ㐪࠺⎔ቃ࡛ࠊ┦ㄯ࡛ࡁࡿ➨୕⪅ࡀ࿘ᅖ
࠸࡞࠸≧ែึࡵ࡚⨨ࢀࡓⱝ⪅ࡀᾘ㈝⪅⿕ᐖࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᖺ௦ࡇࡑᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒࡼࡗ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸯ࠊᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ႙ኻࡼࡿᾘ㈝⪅⿕ᐖቑຍࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡋࡋࠊẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㑅ᣲᶒᖺ㱋ࢆ㸯㸶ṓ௨ୖᘬࡁୗࡆࡿබ⫋㑅ᣲἲᨵṇࡀᮏᖺࡢ㏻ᖖᅜ࡛ᡂ❧ࡋࡓࠋ
ྠἲ㝃๎࡛ࡣࠊẸἲ➼ࡢἲ௧ࡢつᐃࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࢆཷࡅࡓඪ⮬⏤Ẹඪࡣࠊᡂᖺᖺ㱋㛵ࡍࡿ≉ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࠋྠጤ
ဨࡣ㸵᭶㸰㸲᪥ࠊẸἲ➨㸲᮲ࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆࠊ⌧⾜ࡢ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿ
ࡁࡍࡿᥦゝࢆࡾࡲࡵࡿࡇࡋࡓሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆᑐࡍࡿ㛗ኌ᫂
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺ㸶᭶㸰㸵᪥
ྎᘚㆤኈ 㛗 ᒾῲᙪ

ࡼࡗ࡚ࠊᙜࡣࠊẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇᑐࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

බ⫋㑅ᣲἲࡢ㑅ᣲᶒᖺ㱋ࡢᘬୗࡆ␗࡞ࡾࠊẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ௨ୖࡢࡼ࠺
࡞ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࠊⱝ⪅ከࡃࡢ┈ࢆཬࡰࡍࠋ

㣴⫱㈝ࡣᮍᡂ⇍Ꮚᑐࡍࡿ┘ㆤ㈝⏝ࡢศᢸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇົୖᡂᖺ㐩ࡋࡓᚋࡣ
ᡴࡕษࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊᡂᖺ㐩ࡋࡓᏊ⮬㌟ࡀᏛ㐍ᏛࡋࡓሙྜࡢᏛ㈝➼
ࢆᢇ㣴ᩱࡋ࡚ぶㄳồࡍࡿࡇࡣࠊἲᚊୖྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᐇົୖࡢᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࡳ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊᐙᗞࡢ⤒῭
➼ࡼࡾᑗ᮶ࢆ㑅ᢥࡍࡿᖜࡀ⊃ࡲࡿⱝ⪅ࡀቑຍࡍࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸱㣴⫱㈝ᨭᡶࡀồࡵࡽࢀࡿᮇ㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ࢵࢺỴ῭ࢆ⏝ࡋࡓ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡼࡾࠊ㠀ᖖ⡆༢㧗㢠ၟရࢆ㉎ධࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡓࡵࠊ㸯㸶ṓࠊ㸯㸷ṓࡢⱝ⪅ࡢࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࡢసᡂࠊ⏝ࡀቑຍࡍࢀࡤࠊ㧗㢠
ၟရࡢ㉎ධࡼࡾࠊ㧗ᰯ⏕ࢆྵࡴⱝ⪅ࡢከ㔜മົࡀቑຍࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

出典：仙台弁護士会ホームページ（http://senben.org/archives/5914）

資料９－４

ࡼࡗ࡚㸪ᙜࡣ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆ㸰㸮ṓࡽ㸯㸶ṓᘬࡁୗࡆࡿࡇࡢ
㠀ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ༑ศ࡞㛫ࢆࡅࡓᅜẸⓗ㆟ㄽࢆ⤒࡚Ỵᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡽ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⇍㆟ࢆ⤒࡞࠸࡛Ỵᐃࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ồࡵࡿࠋ
                                 ௨ୖ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡓሙྜ᭱ࡶࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡿࡢࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯
㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡀᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ㸦Ẹἲ➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࢆ႙ኻࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
⌧⾜Ẹἲ࠾࠸࡚ࡣ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࢆྵࡴᮍᡂᖺ⪅ࡀ༢⊂࡛⾜ࡗࡓ
ἲᚊ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿࡇࡢࡳࢆ⌮⏤ࡋ࡚ྲྀࡾᾘࡍࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ㸦Ẹἲ➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࡣ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࡀ㐪ἲࡶ
ࡋࡃࡣᙜ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚⤯࡞ຠᯝࢆ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ࡘ㸪ᮍᡂᖺ⪅ࢆ㐪ἲࡶࡋࡃࡣᙜ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡼ࠺່ㄏࡋࡼ࠺
ࡍࡿᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ᭱ࡢᢚṆຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜Ẹἲࡢࡶ࡛ࡣ㸰㸮ṓ
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ྠิㄽࡐࡽࢀࡿࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᐇ㝿㸪ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡣ⾜Ⅽ⬟ຊࡀไ㝈ࡉ

㑅ᣲᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣ㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ᶒࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ
ᑐࡋ㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡣࡇࢀࡽࡢⱝᖺ⪅⚾ἲୖࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࢆ
ࡍࡿ㠃㸪ᮍᡂᖺ⪅ྲྀᾘᶒ㸦Ẹἲ➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࢆ႙ኻࡏࡋࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࢆᘬࡁୗࡆࡿ๓ᥦࡋ࡚㸪ⱝᖺ⪅ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ᩍ⫱ࡀ༑ศ
࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇࡘ࠸࡚㛫ࢆࡅ᳨࡚ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᾘ㈝⪅
ᩍ⫱᥎㐍ἲࡣ㸰㸮㸯㸰ᖺ㸯㸰᭶⾜ࡉࢀ࡚ࡽᮍࡔ㸱ᖺᙅࡋ⤒ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞᳨ドࡀ࡞ࡉࢀࡓࡣ฿ᗏゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ

ࡋࡶ㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⮬❧ࡢ㐜ࢀࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰㸮ṓࡢⱝ
ᖺ⪅ࡢሙྜࡶቑࡋ࡚㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡢ㛫࡛ᾘ㈝⪅⿕ᐖࡀᘏࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ྍ⬟ጣࡀᴟࡵ࡚㧗࠸࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪㸯㸶ṓ㸪㸯㸷ṓࡢⱝᖺ⪅ࡣ㈈⏘ⓗ
ᇶ┙ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪⤖ᒁࡣぶࡀ⫪௦ࢃࡾࢆవ࡞ࡃࡉࢀ㸪ᐙᗞࡶᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍࡇ࡞ࡿࠋ

௨ୖࡢ⪅ࡀᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢᶆⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ㸪ࡑࡢᶆⓗ࡞ࡿᒙࡀ㸯㸶ṓ㸪
㸯㸷ṓࡲ࡛ᣑࡍࡿࡇࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋ

㠀ࢆุ᩿ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧≧࡛ࡣ㸪ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶᅜẸࡢ
㛫࡛༑ศ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ

㸰㸮㸮㸵ᖺ㸳᭶ᡂ❧ࡋࡓᅜẸᢞ⚊ἲࡢ㝃๎➨㸱᮲ࢆཷࡅ㸪㸰㸮㸯㸳ᖺ㸴᭶

㸯㸵᪥බ⫋㑅ᣲἲࡀᨵṇࡉࢀ㸪㑅ᣲᖺ㱋ࡀ㸯㸶ṓୗࡆࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㑅ᣲᶒࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋẸἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚾
ἲୖࡢ⾜Ⅽ⬟ຊࢆࡍࡿࡩࡉࢃࡋ࠸ุ᩿⬟ຊࡀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࡀṇ㠃ࡽ
ㄽࡌࡽࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚㸪Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡢከࡃࡢ㛵㐃ἲࡢᨵṇࡶ
ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪ⱝᖺ⪅ⱝᖺ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃከࡃࡢ㛵ಀ⪅㸦ぶ㸪ᩍ⫱
㛵ಀ⪅㸪⾜ᨻ㛵ಀ⪅㸪ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ࡞㸧ࡢពぢࢆ༑ศ⫈࠸࡚㸪ࡑࡢ

㸰㸮㸯㸳ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸧㸯㸮᭶㸰㸶᪥
➨ᮾிᘚㆤኈ 㛗 ୕Ꮿ  ᘯ
㸯㸳㸦ኌ㸧➨㸯㸳ྕ

Ẹἲࡢᡂᖺᖺ㱋ࡢᘬୗࡆᾘ㈝⪅⿕ᐖ㛵ࡍࡿ㛗ኌ᫂

出典：第二東京弁護士会ホームページ
（http://niben.jp/news/opinion/2015/151028155527.html）
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出典：宮崎県弁護士会ホームページ
（http://miyaben.jp/cgi/upload/0159̲28̲0520̲seinennenreihikisage.pdf）
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