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┠ḟ

㸵 ᴗ⪅ᅋయᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝㝖እไᗘ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶

➨㸰 ᴗ⪅ᅋయࡢᐇ㝿ࡢάື⊂༨⚗Ṇἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷

㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸰 ᩘ㔞ไ㝈⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸱 㢳ᐈ㸪㈍㊰➼ࡢไ㝈⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸲 タഛཪࡣᢏ⾡ࡢไ㝈⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸳 ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸴 බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸵 ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸶 Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸷 ሗάື࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

  ⤒Ⴀᣦᑟ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

  ඹྠᴗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

  බⓗつไ㸪⾜ᨻ➼㛵㐃ࡍࡿ⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


ࡣࡌࡵ

㸯 ᮏᣦ㔪ࡢ㊃᪨࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯

㸰 ᮏᣦ㔪ࡢᵓᡂ➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯

➨㸯 ᴗ⪅ᅋయࡢάື㛵ࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢつᐃࡢᴫせ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲

㸯 ⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏ⌮ᛕᴗ⪅ᅋయ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲

㸰 ᴗ⪅ᅋయࡣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲

㸱 ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳

㸲 㝖ᥐ⨨࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴

㸳 ㄢᚩ㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴

㸴 ฮ⨩࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵
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࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡣᴗ⪅ᅋయࡢ㐺⏝㝖እไᗘ➼㸪ᴗ⪅ᅋయಀࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢつᐃࡀࡢࡼ࠺

ࡿ㸪ࡲࡓ㸪㐪⾜Ⅽᑐࡋ࡚ࡣࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨➼ࡀ᥇ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸪࠶ࡿ

㸰 ᮏᣦ㔪ࡢᵓᡂ➼

 ᮏᣦ㔪ࡢᵓᡂ

ᮏᣦ㔪୰㸪➨㸯࡛ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡀ⊂༨⚗Ṇἲ࡛⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸



࠶ࡿࠋ

⚗Ṇἲ㐪⾜Ⅽࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡶ㸪ࡑࡢ㐺ṇ࡞άືᙺ❧࡚ࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛

ලయⓗ࡞άືࡢࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ᫂ࡽࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿ⊂༨

㝖ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪බṇࡘ⮬⏤࡞➇தࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᮏᣦ㔪ࡢ㊃᪨

ᮏᣦ㔪ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢࡢࡼ࠺࡞άືࡀ⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿࡘ࠸࡚㸪

➇த㜼ᐖⓗ࡞⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇࢆ⚗Ṇࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣࡇࢀࢆ

࠺ࡇࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶ㸪ᴗ⪅ࡢ⤖ྜయ࡛࠶ࡿᴗ⪅ᅋయࡀ➇தไ㝈ⓗ࡞ཪࡣ

 ྕ㸧
㸧ࡣ㸪ᴗ⪅ࡀ㸪⚾ⓗ⊂༨㸪ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈㸪බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ➼ࡢ⾜Ⅽࢆ⾜

㸯 ᮏᣦ㔪ࡢ㊃᪨

 ⊂༨⚗Ṇἲࡢ┠ⓗ

⊂༨⚗Ṇἲ㸦⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦  ᖺἲᚊ➨

1

ࢀࡀ࠶ࡾ㸪ཪࡣ㐪⾜Ⅽకࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾ㸪ⱝࡋࡃࡣ㐪⾜Ⅽࡘ

ࡢᕷሙ࡛ࡢ⨨ࡅ㸪⾜Ⅽࡢ⾜ࢃࢀࡓ≧ἣ➼ࡢ࠸ࢇࡼࡗ࡚ࡣ㐪࡞ࡿ࠾ࡑ

㢟࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢグ㏙ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱᴗ⪅ᅋయ

ែᵝ➼ࡽぢ࡚㸪ࡑࢀ⮬య࡛┤ࡕ㐪ࡲ࡛ࡣホ౯ࡉࢀ࡞࠸ࡀ⊂༨⚗Ṇἲୖၥ

⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ղࠕ㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠖࡶࡢࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࡣ㸪⾜Ⅽࡢෆᐜ㸪

ᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢ㛵ಀつᐃཎ๎ࡋ࡚㐪ࡍࡿ

యࡀ➇தไ㝈ⓗ࡞ཪࡣ➇த㜼ᐖⓗ࡞⾜Ⅽホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢグ㏙ヱ

࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓࡇࢁᇶ࡙ࡁ㸪⾜Ⅽࡢෆᐜࡽぢ࡚㸪ࡑࢀ⮬

ࡇࡢ➨㸰ࡢ㸱⪃࠾࠸࡚㸪

ձࠕཎ๎ࡋ࡚㐪ࡍࡿࠖࡶࡢࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂỴ

ࡘ࠸࡚㸪ཧ⪃ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㝿ࡢάື༶ࡋ࡚㸪せ࡞άື㢮ᆺࡈ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡢ㛵ಀ

 ➨㸰࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢබṇྲྀᘬጤဨࡢἲ㐠⏝ࡢ⤒㦂ᇶ࡙ࡁ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢᐇ



ࡣࡌࡵ

2

ᑠᴗ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚⾜࠺άືࢆ㸪ᛕ㢌⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡋ࡚୰ᑠᴗ⪅ࢆᵓᡂဨࡍࡿᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᵓᡂဨ࡛࠶ࡿ୰

⪃࠼᪉ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ

նྠࡌࡃ➨㸰࠾࠸࡚㸪
ࠕ୰ᑠᴗ⪅ࡢᅋయࠖࡀ⾜࠺⾜Ⅽࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ㸦㸧

ࡋ࡚ࡶ㸪ヱᙜ⟠ᡤࡢグ㏙୰ࡢࠕ㟂せ⪅ࠖࢆࠕ౪⤥⪅ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡓୖ࡛㸪ྠᵝࡢ

グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ၟရཪࡣᙺົࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿഃ❧ࡗࡓᴗ⪅ᅋయࡢάື㛵

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၟရཪࡣᙺົࢆ౪⤥ࡍࡿഃ❧ࡗࡓᴗ⪅ᅋయࡢάືࢆᛕ㢌⨨࠸࡚

࠶ࡿࡢࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࢆ␎ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸧

յྠࡌࡃ➨㸰࠾࠸࡚㸪
ࠕ㟂せ⪅ࠖ࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ⟠ᡤ㸦㸵㸪㸶㸪㸷㸧

࠸ࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢつᐃࢆ㸪␎グྕࢆ⏝࠸࡚グࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦࠼ࡤ㸪i㸶̿㸯

࡚࠸ࡿ⟠ᡤ㸦㸵㸪㸶㸪㸪㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢグ㏙㛵ࡋ࡚ᛕ㢌⨨࠸࡚

グ㏙୰࡛ࡣ㸪グ㏙ࡢ⡆␎ࡢࡓࡵ㸪
ࠕᴗ⪅ᅋయࠖࢆ༢ࠕᅋయࠖ⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

մྠࡌࡃ➨㸰࠾࠸࡚㸪ཧ⪃➼ࡢᮎᑿࠕ㸦i㸶̿㸯㸪i㸶̿㸲㸧ࠖ➼グ㏙ࡋ

㏙ࢆ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ճྠࡌࡃ➨㸰࠾࠸࡚㸪ཧ⪃㸪
ࠑලయࠒ㸪ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒཬࡧࠑࠒࡢ

⾜Ⅽࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪グ㏙ࡢ⡆␎ࡢࡓࡵ㸪
ࠕᴗ⪅ᅋయࡀࠖ࠸࠺యࢆ♧ࡍグ

⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղᮏᣦ㔪ࡢ➨㸰࠾࠸࡚㸪ཧ⪃ࡢグ㏙࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᴗ⪅ᅋయࡀయ࡛࠶ࡿ

つᐃ↷ࡽࡋ࡚㸪ಶࠎࡢࡈุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ

  ᮏᣦ㔪ࡢ⾲グୖࡢὀពⅬ

ձᮏᣦ㔪୰࡛㸪࠼ࡤ㸪
ࠕἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࠖグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂༨

ྵࡵ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢලయⓗ࡞⾜Ⅽࡀ㐪࡞ࡿ࠺ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢ

㸪௬ᐃࡢ⾜Ⅽࢆ♧ࡋ࡚ᣲࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᣦ㔪୰♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ

ࡉࢀࡓࠑࠒࡣ㸪ྠࡌࡃྛཧ⪃➼ࡢグ㏙ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞⌮ゎࢆຓࡅࡿࡓࡵ

ࢀࡲ࡛ࡢᑂỴ࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽࢆ♧ࡋ࡚ᣲࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ཧ⪃➼

ࡉࢀࡓලయࠒࡣ㸪ྛཧ⪃➼ࡢグ㏙ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞⌮ゎࢆຓࡅࡿࡓࡵ㸪ࡇ

ࡶ㢮ᆺࡉࢀࡓ♧࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ㸪ཧ⪃➼ࡉࢀࡓࠑලయࠒཬࡧࠑ㐪

ศࡾࡸࡍࡃ♧ࡑ࠺ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᮏᣦ㔪୰࡛ᣲࡆ࡚࠸ࡿཧ⪃ࡣ࠶ࡃࡲ࡛

ࡣཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

  ᮏᣦ㔪ࡢグ㏙ࡢᛶ᱁

ᮏᣦ㔪ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢᐇ㝿ࡢάື⊂༨⚗Ṇἲࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ

࡞ࡀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ճࠕཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡶࡢࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࡣ㸪ࡑࢀ⮬య࡛

3





ᖺ㸶᭶  ᪥බ⾲㸧ࡣ㸪ᗫṆࡍࡿࠋ

3

 ᮏᣦ㔪ࡢ⟇ᐃక࠸㸪
ࠕᴗ⪅ᅋయࡢάື㛵ࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲୖࡢᣦ㔪ࠖ
㸦 

☜ಖࡍࡿࡶ㸪ᅜẸ⤒῭ࡢẸⓗ࡛࡞Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࠶ࡿ㸦ἲ➨㸯᮲㸧
ࠋ


ᴗάືࢆ┒ࢇࡋ㸪㞠⏝ཬࡧᅜẸᐇᡤᚓࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵ㸪ࡶࡗ୍࡚⯡ᾘ㈝⪅ࡢ┈ࢆ

㸯 ⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏ⌮ᛕᴗ⪅ᅋయ

⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏ⌮ᛕࡣ㸪බṇࡘ⮬⏤࡞➇தࢆಁ㐍ࡋ㸪ᴗ⪅ࡢពࢆⓎࡉࡏ㸪

㸶᮲㸧
ࠋ

4

ࢆቑ㐍ࡍࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤᴗ⪅ᅋయᙜࡓࡿࠋ

῭άືࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠕᴗ⪅ࠖヱᙜࡋ㸪ࡑࡢ⤖ྜయࡣᴗ⪅ࡋ࡚ࡢඹ㏻ࡢ┈

୍ᐃࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཪࡣ⮬⏤ᴗᒓࡍࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ⪅ࡀᴗࡋ࡚⤒

యᙜࡓࡿࠋ

ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢඹ㏻ࡢ┈ࢆቑ㐍ࡍࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤᴗ⪅ᅋ

ࡓࡀࡗ࡚㸪࠼ࡤ㸪ྛ♫ࡢᙺဨ࠶ࡿ࠸ࡣ㒊ㄢ㛗ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞㞟ࡲࡾࡶ㸪

ࡑࡢ┈ࡢࡓࡵάືࡍࡿᙺဨ㸪ᚑᴗဨ㸪௦⌮ே➼ࡶྵࡲࢀࡿ㸦ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯㸧ࠋࡋ

 ࠕ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡢ⤖ྜయࠖ࠸࠺ሙྜࡢࠕᴗ⪅ࠖࡣ㸪ᴗయࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪

ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ┠ⓗࡽࢃࢀࡎ㸪ࡑࡢάືෆᐜ➼ࡽᐇ㉁ⓗุ᩿ࡉࢀࡿࠋ

 ࠕࡓࡿ┠ⓗࠖࡣ㸪࠸ࡃࡘࡢ┠ⓗࡢ࠺ࡕせ࡞ࡶࡢࢆ࠸࠸㸪ᐃḰ㸪つ⣙➼࡛ᐃ

⪅ᅋయᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ

࡚ࡢඹ㏻ࡢ┈ࡢቑ㐍ࢆ┠ⓗྵࡲ࡞࠸Ꮫ⾡ᅋయ㸪♫ᴗᅋయ㸪᐀ᩍᅋయ➼ࡣᴗ

࡛࠶ࡿࡣၥࢃ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡽ㸪㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡢ⤖ྜయ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᴗ⪅ࡋ

ཪࡣ㛫᥋ᐤࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠸㸪ᴗ⪅ಶࠎࡢලయⓗ┈࡛࠶ࡿ㸪ᴗ⏺୍⯡ࡢ┈

 ࡇࡇ࡛ࠕᴗ⪅ࡋ࡚ࡢඹ㏻ࡢ┈ࠖࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⤒῭άືୖࡢ┈┤᥋

ྜ࠸ࡗࡓࡇࢀࡽᅋయࡢ㐃ྜయࡀᴗ⪅ᅋయᙜࡓࡿࠋ

ࡿ㈈ᅋἲேࡑࡢࡢ㈈ᅋ

ճ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࢆ⤌ྜဨࡍࡿ⤌ྜཪࡣዎ⣙ࡼࡿ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡢ⤖ྜయ

ලయⓗࡣ㸪ۑۑᕤᴗ㸪ۑۑ༠㸪ۑۑ༠㆟㸪ࡓࡗ࠸ྜ⤌ۑۑᅋయࡸۑۑ㐃

➨㸰᮲➨㸰㡯㸧
ࠋ

ձ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡀ♫ဨ㸦♫ဨ‽ࡎࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸧࡛࠶ࡿ♫ᅋἲேࡑࡢࡢ♫ᅋ

ղ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡀ⌮ཪࡣ⟶⌮ேࡢ௵ච㸪ᴗົࡢᇳ⾜ཪࡣࡑࡢᏑ❧ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸

ࡿ㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡢ⤖ྜయཪࡣࡑࡢ㐃ྜయࢆ࠸࠸㸪ḟᥖࡆࡿᙧែࡢࡶࡢࢆྵࡴ㸦ἲ

㸰 ᴗ⪅ᅋయࡣ

ࠕᴗ⪅ᅋయࠖࡣ㸪ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢඹ㏻ࡢ┈ࢆቑ㐍ࡍࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡍ



㝈㸪ᴗ⪅බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿ⾜Ⅽ➼ࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿ㸦ἲ➨

⪅㸦ᴗ⪅ᅋయࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿᴗ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᶵ⬟ཪࡣάືࡢᙜ࡞ไ

 ࡇࡢࡓࡵ㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿ➇தࡢᐇ㉁ⓗ࡞ไ㝈㸪ᴗ⪅ࡢᩘࡢไ㝈㸪ᵓᡂᴗ



➨㸯 ᴗ⪅ᅋయࡢάື㛵ࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢつᐃࡢᴫせ

4

Ⅽ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

5

Ᏻᴗ⪅ᑐࡋฟⲴṆ➼ࡢ┈ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡼ࠺ࡑࡢྲྀᘬඛᅽຊࢆຍ࠼ࡿ⾜

 ලయⓗࡣ㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ྲྀᘬࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡑࡢྲྀᘬඛᅽຊࢆຍ࠼ࡿ⾜Ⅽࡸ

ヱᙜࡍࡿࠋ

࡞ྲྀᘬ᪉ἲヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ᙉไࡋ㸪ཪࡣാࡁࡅࡿࡇࡀ㸪ᮏྕ

ูྲྀᢅ࠸㸪᮲௳ྲྀᘬ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ㸪➇த⪅ᑐࡍࡿྲྀᘬጉᐖ➼ࡢබṇ

ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡀ㸪୍⯡ⓗᮏྕヱᙜࡍࡿࠋ

  ࠕᴗ⪅බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠖ
㸦➨㸳ྕ㸧

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅㸦ᵓᡂᴗ⪅௨እࡢᴗ⪅ࡶྵࡲࢀࡿࠋ
㸧㸪ྲྀᘬᣄ⤯㸪ᕪ

ࡀ㸪ᮏྕヱᙜࡍࡿࠋ

  ࠕᵓᡂᴗ⪅ࡢᶵ⬟ཪࡣάືࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡇࠖ㸦➨㸲ྕ㸧

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᴗάື㛵ࡋ࡚ไ㝈ࢆຍ࠼㸪බṇࡘ⮬⏤࡞➇த

Ꮡࡢᴗ⪅ࢆ㝖ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱᴗศ㔝࠾ࡅࡿᴗ⪅ࡢᩘࢆไ㝈ࡍࡿࡇ

ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞౯᱁༠ᐃࡸᕷሙศ༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀ㸪ᮏྕヱᙜࡍࡿࠋ

  ࠕ୍ᐃࡢᴗศ㔝࠾ࡅࡿ⌧ᅾཪࡣᑗ᮶ࡢᴗ⪅ࡢᩘࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠖ
㸦➨㸱ྕ㸧

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪୍ᐃࡢᴗศ㔝᪂ࡓᴗ⪅ࡀཧධࡍࡿࡇࢆ㜼Ṇࡋ㸪ཪࡣ᪤

᪉ἲヱᙜࡍࡿ㡯ࢆෆᐜࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ㸦ዎ⣙㸧ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡛㸪ලయⓗ

ᮏྕヱᙜࡍࡿࠋ

  ࠕ➨㸴᮲つᐃࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡍࡿࡇࠖ
㸦➨㸰ྕ㸧

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪እᅜࡢᴗ⪅ཪࡣᴗ⪅ᅋయᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣබṇ࡞ྲྀᘬ

࠸㸪ࡇࢀࡼࡾ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝㸦ᕷሙ㸧࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡀ㸪

㈍㊰㸪౪⤥ࡢࡓࡵࡢタഛ➼ࡘ࠸࡚ไ㝈ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᪂つᴗ⪅ࡢཧධไ㝈➼ࢆ⾜

ࡢỴᐃ㸪⥔ᣢⱝࡋࡃࡣᘬୖࡆཪࡣᩘ㔞ࡢไ㝈ࢆ⾜࠸㸪ࡲࡓ㸪ᵓᡂᴗ⪅ಀࡿ㢳ᐈ࣭

㸱 ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽ

ἲ➨㸶᮲ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢḟࡢ⾜Ⅽࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ࠕ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࠖ
㸦➨㸯ྕ㸧

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရཪࡣᙺົ㛵ࡋ౯᱁



ᴗಀࡿ⾜Ⅽᑐࡋ࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᴗ⪅㛵ࡍࡿつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ

ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆేࡏᣢࡘࡁ㸪⮬ࡽయ࡞ࡗ࡚ᴗࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ᙜヱ

ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ἲ➨㸰᮲➨㸰㡯ࡓࡔࡋ᭩㸧ࠋ᪉㸪ࡇࢀヱᙜࡏࡎ㸪ᴗ⪅ᅋయ࡛࠶ࡗ࡚㸪

ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪ࡑࢀ⮬యᴗ⪅࡛࠶ࡗ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయᙜࡓࡽ࡞࠸ࡶࡢࡉ

ฟ㈨ࢆ᭷ࡋ㸪Ⴀࢆ┠ⓗࡋ࡚ᴗࢆႠࡴࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡋ㸪ࡘ㸪⌧ࡑࡢ

 ࡞࠾㸪㸰௨ୖࡢᴗ⪅ࡢ⤖ྜయཪࡣࡑࡢ㐃ྜయ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㈨ᮏཪࡣᵓᡂᴗ⪅ࡢ

㸱ᴗ✀ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᡤせࡢᥐ⨨ࢆࡎࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ἲ➨㸶᮲ࡢ㸰➨㸱㡯㸧
ࠋ




6

ࢀࡓ㢠ࡀ  ᮍ‶࡛࠶ࡿࡁࡣ㸪⣡ࢆࡎࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸦ἲ➨㸶᮲ࡢ㸱㸧ࠋ

 ㄢᚩ㔠ࡢ㢠ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ḟࡢᇶ‽ࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓ㢠࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⟬ฟࡉ

ࡢᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ㸪ㄢᚩ㔠ࡢ⣡ࢆࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡾࡑࡢᑐ౯ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡶࡢࢆࡋࡓࡁࡣ㸪බṇྲྀᘬጤဨࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయ

౯ಀࡿࡶࡢཪࡣᐇ㉁ⓗၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ౪⤥㔞㸪㉎ධ㔞➼ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡼ

ཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡍࡿሙྜ㝈ࡿࠋ
㸧ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛㸪ၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᑐ

ࡇ㸧ཪࡣ➨㸰ྕ㸦ྠྕ୰㸪ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ヱᙜࡍࡿ㡯ࢆෆᐜࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ

㸳 ㄢᚩ㔠

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸦୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿ



࠾࠸࡚㸪≉ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ㸪ᙜヱᅋయࡢᙺဨⱝࡋࡃࡣ⟶⌮ேཪࡣࡑ

ಖࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆࡎࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ἲ➨㸶᮲ࡢ㸰➨㸰㡯㸧
ࠋ

  බṇྲྀᘬጤဨࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయᑐࡋ㸪  ཪࡣ  つᐃࡍࡿᥐ⨨ࢆࡎࡿሙྜ

ᙜヱ⾜Ⅽࡀ᪤࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪨ࡢ࿘▱ᥐ⨨ࡑࡢᙜヱ⾜Ⅽࡀ㝖ࡉࢀࡓࡇࢆ☜

࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡶ㸪≉ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయᑐࡋ㸪

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ἲ➨㸶᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸧
ࠋ

  බṇྲྀᘬጤဨࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿἲ➨㸶᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࡀ᪤࡞ࡃ

ᑐࡋ㸪ᙜヱ⾜ⅭࡢᕪṆ㸪ᙜヱᅋయࡢゎᩓࡑࡢᙜヱ⾜Ⅽࡢ㝖ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆࡎ

㸲㝖ᥐ⨨

  ἲ➨㸶᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪බṇྲྀᘬጤဨࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయ



࠸࠺ࠋ
㸧࡛ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡣ㸪≉Ṧᣦᐃࡤࢀ㸪⌧ᅾ㸪つᶍᑠᴗ➼

බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࠖ
㸦  ᖺබṇྲྀᘬጤဨ࿌♧➨  ྕࠋ௨ୗࠕ୍⯡ᣦᐃࠖ

ᴗ✀㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ≉ᐃᴗ✀ࡢࡳ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ㸪
ࠕ

ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸴ྕᇶ࡙ࡁᣦᐃࡉࢀࡓබṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࡣ㸪ࡍ࡚ࡢ

ᣦᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࡛࠶ࡗ࡚㸪බṇ࡞➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪බṇྲྀᘬጤဨࡀ

୍ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡢ㸪ྠ㡯➨㸴ྕࡽࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽ


㸦ὀ㸧ࠕබṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࠖࡣ㸪ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸯ྕࡽ➨㸳ྕࡲ࡛ࡢྛྕࡢ

5

 ᖺ  ᭶㸵᪥㸧
ࠋ

ࡋ࡚ࡢᴗάືࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ᪥ࡽࡉࡢࡰࡗ࡚㸱ᖺ㛫ࢆ㝈ᗘࡋ࡚࠸ࡿࠋ





7

ࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢṇᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡗࡓᴗ⪅ᅋయࡢᙺဨ㸪⟶⌮ேཪࡣࡑ

㸪ࡑࡢ㐪ࡢィ⏬ࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢ㜵Ṇᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡐࡎ㸪ཪࡣࡑࡢ㐪⾜Ⅽ

8



ࢀࡽࡢ⾜Ⅽ⪅ࡀ๓グἲᐃฮࡼࡾ⨩ࡏࡽࢀࡿ㸪ᙜヱᴗ⪅ᅋయᑐࡋ࡚ࡶ㸪

 ௨ୗࡢ⨩㔠ฮࡀ⛉ࡉࢀࡿ㸦ἲ➨  ᮲➨㸯㡯➨㸱ྕཬࡧ➨㸰㡯➨㸱ྕ㸧
ࠋ

࢘ἲ➨  ᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ㸦ୖグ㸧ཪࡣ➨  ᮲㸦ୖグ㸧ࡢ㐪ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ

࡞࠾㸪ࡑࡢࡶಶูࡢἲᚊᇶ࡙ࡃ㐺⏝㝖እไᗘࡀ࠶ࡿࠋ

௦⾲⪅㸪ᚑᴗ⪅➼ࡀ㸪ࡑࡢᴗົ➼㛵ࡋ࡚ἲ➨  ᮲ࡢ㐪⾜Ⅽࢆࡋࡓࡁࡣ㸪ࡑ

⠊ᅖእࡉࢀࡿࠋ

ཪࡣᴗ⪅ඹྠࡋ࡚㸪౯᱁ࡸᩘ㔞ࡢไ㝈➼ࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝㝖እࡢ

ࡢ㐺⏝ࡀ㝖እࡉࢀ࡞࠸㸦ἲ➨  ᮲ࡓࡔࡋ᭩㸧
ࠋࡉࡽ㸪༠ྠ⤌ྜ➼ࡀࡢ༠ྠ⤌ྜ➼

㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡼࡾᙜᑐ౯ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡞ࡿሙྜࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲ

ࢀࡘ࠸࡚ࡶ㸪බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿሙྜཪࡣ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ

ࡗ࡚㸪⤒῭ୖࡢ᭷ຠ࡞➇த༢࡞ࡾᚓࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇ

ᴗ⪅ᑐᢠ࡛ࡁ࡞࠸ᑠつᶍࡢᴗ⪅ࡀ㸪ࡑࡢ┦ᢇຓࢆ┠ⓗࡋ࡚ᅋ⤖ࡍࡿࡇࡼ

࠸࡚ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝ࡀ㝖እࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪༢⊂࡛ࡣつᶍࡢ

➼ࡀ㸪ἲ➨  ᮲ྛྕࡢせ௳ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿሙྜ㸪୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛⾜࠺ඹྠ⤒῭ᴗࡘ

 ᑠつᶍࡢᴗ⪅ࡢ┦ᢇຓࢆ┠ⓗࡋ࡚ἲᚊࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚タ❧ࡉࢀࡓ༠ྠ⤌ྜ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡞⾜Ⅽࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍ᐃࡢሙྜ⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝ࢆ㝖እࡍࡿไᗘࡀタࡅࡽ

ᙺཪࡣ  ௨ୗࡢ⨩㔠࡛࠶ࡿ㸦ἲ➨  ᮲➨㸯ྕཬࡧ➨㸰ྕ㸧
ࠋᴗ⪅ᅋయࡢ

ࡉࢀࡿ㸦ἲ➨  ᮲➨㸯㡯➨㸯ྕཬࡧ➨㸰㡯➨㸯ྕ㸧
ࠋ

 ἲ➨㸶᮲➨㸰ྕ㸪➨㸱ྕཬࡧ➨㸲ྕ㐪ࡢ⨥ࡣ㸪ࡑࡢἲᐃฮࡀ㸪㸰ᖺ௨ୗࡢᠬ

ฮࡼࡾ⨩ࡏࡽࢀࡿ㸪ᙜヱᴗ⪅ᅋయᑐࡋ࡚ࡶ㸪㸳൨௨ୗࡢ⨩㔠ฮࡀ⛉

ࡢᴗົ➼㛵ࡋ࡚ἲ➨  ᮲ࡢ㐪⾜Ⅽࢆࡋࡓࡁࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ⾜Ⅽ⪅ࡀ๓グἲᐃ

ࡢ⨩㔠࡛࠶ࡿ㸦ἲ➨  ᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ㸧ࠋᴗ⪅ᅋయࡢ௦⾲⪅㸪ᚑᴗ⪅➼ࡀ㸪ࡑ

ᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ⨩๎ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㐪ࡢ⨥ࡣ㸪ࡑࡢἲᐃฮࡀ㸪㸳ᖺ௨ୗࡢᠬᙺཪࡣ  ௨ୗ

㸴 ฮ⨩

  ἲ➨㸶᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࡢ࠺ࡕ㸪➨㸯ྕ㸪➨㸰ྕ㸪➨㸱ྕཬࡧ➨㸲ྕࡢつ

Ⅽಀࡿㄢᚩ㔠ࡢ⣡ࢆࡎࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸵 ᴗ⪅ᅋయᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝㝖እไᗘ

⊂༨⚗Ṇἲ࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖグ㸱ࡢࡼ࠺ᴗ⪅ᅋయࡢ➇தไ㝈ⓗ࡞ཪࡣ➇த㜼ᐖⓗ

ᑐࡍࡿฮ࿌Ⓨཬࡧ≢๎௳ࡢㄪᰝ㛵ࡍࡿබṇྲྀᘬጤဨࡢ᪉㔪ࠖᖹᡂ

㢠ࡍࡿࠋ


ⓗฮฎ⨩ࢆồࡵ࡚࿌Ⓨࢆ⾜࠺᪉㔪ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸦
ࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㐪

ࡣ㸪ୖ㢠ࡣ㸪ᐇ⾜ᮇ㛫୰⥾⤖ࡋࡓዎ⣙ࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡓᑐ౯ࡢ㢠ࡢྜィ

ࡼࡗ࡚ࡣ⊂༨⚗Ṇἲࡢ┠ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡘ࠸࡚㸪✚ᴟ

ᚑࢃ࡞࠸ᴗ⪅➼ಀࡿ㐪⾜Ⅽࡢ࠺ࡕ㸪බṇྲྀᘬጤဨࡢ⾜࠺⾜ᨻฎศ

㉁ࡘ㔜࡞㸪ղ㐪ࢆࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗ⪅࣭ᴗ⏺㸪㝖ᥐ⨨

ղᐇ⾜ᮇ㛫୰ࡢዎ⣙㢠ࡀᘬΏ㢠ⴭࡋࡃ␗࡞ࡿࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁ


࡞࠾㸪ㄢᚩ㔠ࡢ㢠ࡢィ⟬ࡢᇶ♏࡞ࡿᐇ⾜ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱ㐪⾜Ⅽࡢᐇ⾜



ᑐ౯ࡢ㢠ࡢྜィ㢠ࡍࡿࠋ

ձୖ㢠ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ᐇ⾜ᮇ㛫୰ᘬࡁΏࡋࡓၟရཪࡣᥦ౪ࡋࡓᙺົࡢ

ࢺࡑࡢࡢ㐪⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ᅜẸ⏕άᗈ⠊࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿᝏ

㸦  ᖺᨻ௧➨  ྕ㸧➨㸳᮲㸪➨㸴᮲



᱁࢝ࣝࢸࣝ㸪౪⤥㔞ไ㝈࢝ࣝࢸࣝ㸪ᕷሙศ༠ᐃ㸪ධᮐㄯྜ㸪ඹྠ࣎ࢥࢵ

⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊ⾜௧

➨  ᮲㸧ࠋ

㸦ὀ㸧බṇྲྀᘬጤဨࡣ㸪ձ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿ౯



༺    ᴗ    㸰㸣  㸯㸣

᮲ࡢ㸱㸧
ࠋ

  ୖグ  ࡢ⨥ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බṇྲྀᘬጤဨࡢ࿌Ⓨ㸦ὀ㸧ࢆᚅࡗ࡚㸪ࡇࢀࢆㄽࡎࡿ㸦ἲ

ཪࡣ  ௨ୗࡢ⨩㔠ฮ㸦ἲ➨  ᮲ࡢ㐪㸧ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ⛉ࡉࢀࡿ㸦ἲ➨ 

ࡢᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡶ㸪 ௨ୗࡢ⨩㔠ฮ㸦ἲ➨  ᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡢ㐪㸧

㸦ὀ㸧ୖ㢠ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ

㧗

 ࡲࡓ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ᐇ⾜ᮇ㛫ࡢ⤊ࡋࡓ᪥ࡽ㸳ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓࡁࡣ㸪ᙜヱ㐪⾜







        ᐇ
 ⾜
 ᮇ㛫୰ ࡢ
㐪
                ᴗ ୰ᑠᴗ

⾜
Ⅽ
ᑐ
㇟
ၟ
ရ
ㄢᚩ㔠ࡢ㢠㸻             ᑠᴗ࣭༺ᴗ௨እ  㸣  㸲㸣
ཪࡣᙺົࡢୖ
ᑠ    ᴗ    㸱㸣 㸣
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⮬つไ➼ࡢάືࡢෆᐜ㸪ែᵝ➼ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞ၟရཪࡣᙺົࡸႠᴗ᪉ἲࡢᥦ

ࡍࡿࡢࡣ㸪ᴗ⪅㛫ࡢ➇தࢆไ㝈ࡋ㸪ཪࡣ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿάື࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ୰ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟ࢆ≉ẁ⏕ࡌ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࠋ

㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪᪂ࡓ࡞ᴗ⪅ࡢཧධࢆไ㝈ࡋ㸪ཪࡣ

᪤Ꮡࡢᴗ⪅ࢆ㝖ࡍࡿάືࢆ⾜࠺ࡇࡶ㸪ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰ

Ⅽࡘ࡞ࡀࡾ㸪ཪࡣࡇࢀࡽక࠺ࡶࡢࡋ࡚⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡾᚓࡿࠋ

᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ

ࡍࡇࢆ࠸࠺ࠖ
㸦ᮾி㧗➼ุᡤ  ᖺ  ᭶㸵᪥ุỴ㸧
ࠋ

9

➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ࠺ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ไ㝈⾜Ⅽࡼࡾ

㝈ẚࢀࡤ┤᥋ⓗ࡛࠶ࡿࡣᚲࡎࡋࡶ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ

ࡘ࠸࡚ไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀୖグ  ࡢ౯᱁➼ಀࡿไ

㸦
ࠕ㸴 බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࠖཧ↷㸧

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼ࡸႠᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼

ࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

10

࡞ࡗ࡚ᴗࢆ⾜࠺㝿ࡋ࡚㸪ࡢᴗ⪅ඹྠࡋ࡚ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ᙜࡓࡿ⾜Ⅽ

㸦ࠕ බⓗつไ㸪⾜ᨻ➼㛵㐃ࡍࡿ⾜Ⅽࠖཧ↷㸧

 ࡞࠾㸪ᴗ⪅ᅋయࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆేࡏᣢࡘࡁ㸪⮬ࡽయ

࠺࡞ࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࢆせࡍࡿࠋ

࠸ࡣ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡓࡇࢆ⫼ᬒ㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿ➇தไ㝈⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ

 ࡲࡓ㸪⾜ᨻࡢ㛵ಀ࡛㸪࠼ࡤබⓗᴗࡢᐇࡢࡓࡵࡢᴗົ➼ࡀጤクࡉࢀ㸪࠶ࡿ

ㄆࡉࢀ࡞࠸ࠋ

ᴗ⪅ᅋయࡀไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ୖグ  ࡢࡼ࠺࡞➇தไ㝈⾜Ⅽᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪

ࡁ➇தࡘ࠸࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪つไࡀ⦆ࡉࢀࡓ⤖ᯝᅇࡉࢀࡿࡁ➇தࡘ࠸࡚㸪

ࡢ᮲௳ࢆᕥྑࡍࡿࡇࡼࡘ࡚㸪ᕷሙࢆᨭ㓄ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ≧ែࢆࡶࡓࡽ


 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ

ᴗ⪅㛫ࡢ➇த୍ᐃࡢไ⣙ࢆຍ࠼ࡿຠᯝࢆక࠺ࠋබⓗつไศ㔝ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿ

ᴗ⪅㞟ᅋࡀࡑࡢពᛮ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘ⮬⏤㸪౯᱁㸪ရ㉁㸪ᩘ㔞㸪ࡑࡢྛ⯡

㝈⾜Ⅽᙜࡓࡾ⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡾᚓࡿࠋ

ᴗࡢ୰࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᴗࡣ㸪ཧຍᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ࢙➼ࡼࡗ࡚ࡣ➇தไ
㸦
ࠕ ඹྠᴗࠖཧ↷㸧

 ᴗ⪅ᑐࡍࡿබⓗつไࡣ✀ࠎࡢ♫ⓗ┠ⓗ➼ࡢୗタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍᪉࡛


㸦ὀ㸧ࠕ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡣ㸪➇த⮬యࡀῶᑡࡋ࡚㸪≉ᐃࡢᴗ⪅ཪࡣ

㸦
ࠕ㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖ㹼ࠕ㸳 ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼ࠖཧ↷㸧

ᅗࡿࡓࡵ࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡼࡗ࡚ṇᙜࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦
ࠕ ⤒Ⴀᣦᑟࠖཧ↷㸧
 ࡲࡓ㸪ඹྠᴗࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉ඹྠ㈍ࡢࡼ࠺౯᱁➼㔜せ࡞➇தᡭẁࡀඹྠ

౯᱁Ỉ‽ࡍࡿࡓࡵ㸪ၟရཪࡣᙺົࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ཷὀࡢᆒ➼ࢆ

క࠺ࡶࡢࡋ࡚⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡾᚓࡿࠋ

ࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪ୖグ  ࡢࡼ࠺࡞➇தไ㝈⾜Ⅽࡘ࡞ࡀࡾ㸪ཪࡣࡇࢀࡽ

 ⤒Ⴀᣦᑟࡘ࠸࡚ࡶ㸪౯᱁➼㔜せ࡞➇தᡭẁࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚┠Ᏻࢆ࠼

ཎ๎ࡋ࡚㐪ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪⾜Ⅽࡢ⌮⏤ࡢ࠸ࢇࢆၥࢃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ጇᙜ࡞

ࡢලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲࡢ࠸ࢇࢆၥࢃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ྠࡌࡃࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡀ

 ᴗ⪅ᅋయࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ไ㝈⾜Ⅽࡀཎ๎ࡋ࡚㐪ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽ

ཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

㸦ࠕ㸷 ሗάືࠖཧ↷㸧

ࡢሗࢆಁ㐍ࡍࡿሙྜࡣ㸪ࡑࡢෆᐜ➼ࡼࡗ࡚㸪ୖグ  ࡢࡼ࠺࡞➇தไ㝈⾜

ࡿࡼ࠺࡞ไ㝈⾜Ⅽࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿ㸦ὀ㸧ࡇࡣἲ➨㸶

⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡇࢀࡽࡢไ㝈⾜Ⅽࡣཎ๎ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕ

యⓗ࡞ෆᐜ㛵ࡋ࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㛫࡛ሗࢆ㞟࣭ᥦ౪ࡋ㸪ཪࡣᵓᡂᴗ⪅㛫

 ୗグࠕ㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖࡽࠕ㸳 ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼ࠖࡲ࡛࡛ලయⓗᣲࡆࡽࢀ

 ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ሗάືࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪౯᱁➼㔜せ࡞➇தᡭẁࡢල

Ⴀᣦᑟ㸧ࡸᵓᡂᴗ⪅ࡢඹྠࡼࡿᴗάືࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᣢࡘᴗ㸦ඹྠᴗ㸧

㔜せ࡞➇தᡭẁ࡛࠶ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒┤᥋ⓗ࡞ᙳ

ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀୖࡢ▱㆑➼ಀࡿ┦ᑐⓗ࡞㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ⤒Ⴀୖࡢᣦᑟࢆ⾜࠺άື㸦⤒

ཷࡅࡿၟရཪࡣᙺົࡢ౯᱁ཪࡣᩘ㔞㸪ྲྀᘬಀࡿ㢳ᐈ࣭㈍㊰㸪౪⤥ࡢࡓࡵࡢタഛ➼

               㸦
ࠕ㸵 ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࠖཬࡧ
ࠕ㸶 Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࠖཧ↷㸧

 ᴗ⪅ᅋయࡢᙜヱ⏘ᴗ㛵ࡍࡿㅖሗࢆ㞟࣭ᥦ౪ࡍࡿάື㸦ሗάື㸧㸪ᵓᡂ

Ṇἲୖࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌ࡞࠸࠺ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅ࡢᴗάືࡢㅖせ⣲ࡢ࠺ࡕ㸪ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆ

౪➼ಀࡿ➇தࢆ㜼ᐖཪࡣไ㝈ࡍࡿࡇ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

ไ㸧➼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟ࢆ≉ẁ⏕ࡌ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪

ࡢ⾲᫂➼✀ࠎࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᗈ⠊࡞ᴗ⪅ᅋయࡢάືࡢ୰࡛㸪⊂༨⚗Ṇἲࡀၥ㢟

 ᴗ⪅ᅋయࡢάືࡀᴗ⪅ࡢᴗάືఱࡽࡢไ㝈ࢆຍ࠼ࡿሙྜࡣ㸪⊂༨⚗

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪♫බඹⓗ࡞┠ⓗ➼ᇶ࡙࠸࡚ᵓᡂᴗ⪅ࡢᴗάືࡘ࠸࡚⮬
ⓗ࡞ᇶ‽࣭つ⣙➼ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ⏝࣭㑂Ᏺࢆ⏦ࡋྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡞άື㸦⮬つ

ࡢቑ㐍➼ከᵝ࡞┠ⓗࡢୗ㸪ᩍ⫱࣭◊ಟ㸪ሗࡢ㞟࣭ᥦ౪㸪ᨻᗓࡢせᮃࡸពぢ

ࡿࠋ



  ᴗ⪅ᅋయࡢάືࡣ㸪ᙜヱ⏘ᴗᑐࡍࡿ♫බඹⓗ࡞せㄳࡢᑐᛂ㸪ᾘ㈝⪅⌮ゎ

ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡋἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾᚓ

➨㸰 ᴗ⪅ᅋయࡢᐇ㝿ࡢάື⊂༨⚗Ṇἲ

7



ࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋ

11

ࡢάື⊂༨⚗Ṇἲࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿ࡢάື༶ࡋ࡚㸪ࡑ

ᨻ➼㛵㐃ࡍࡿ⾜Ⅽࠖࡲ࡛ศࡅ࡚㸪せ࡞άື㢮ᆺࡈ㸪ࡑࢀࡒࢀᴗ⪅ᅋయ


 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽ㸪
ࠕ㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖࡽࠕ බⓗつไ㸪⾜

ሙྜࡣ㸪ࡇࢀࡽỴᐃࡸྜពࡣᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃᙜࡓࡿࠋ

࠾ࡅࡿỴᐃࡸྜពࡀ㸪័⾜ୖྠᅋయࡼࡿỴᐃࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞

ࡤ㸪័⾜➼ᇶ࡙ࡃᐇୖࡢỴᐃࡶྵࡲࢀࡿࠋ

㸦ὀ㸧࠼ࡤ㸪࠶ࡿᴗ⪅ᅋయ࡛㸪つ⛬ୖࡣពᛮỴᐃᶵ㛵࡛࡞࠸ጤဨ㸪㒊➼

♧ࡢỴᐃࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㝈ࡽࢀࡎ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢពᛮᙧᡂㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀ

ᐃࠖࢆ⾜࠺ࡀ㸪ࡇࡢࠕỴᐃࠖࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢṇつࡢពᛮỴᐃᶵ㛵ࡢ㆟ࢆ⤒ࡓ᫂

㸦
ࠕ㸷 ሗάືࠖཧ↷㸧

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪➇தไ㝈➼㛵ࡍࡿពᛮᙧᡂ㝿ࡋ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡋ࡚ࡢࠕỴ

ไ㝈ࢆࡍࡿሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡽᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽࡀἲ➨㸱᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ


 ࡲࡓ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢሙ࠾࠸࡚㸪ሗάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᴗ⪅ࡀᙜ࡞ྲྀᘬ

㸦ࠕ㸴 බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࠖ➼ཧ↷㸧

࠶ࡿ࠸ࡣ➨  ᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ࢆ⾜࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣබṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪ἲ➨㸱᮲

㸯̿㸰







㸯̿㸯



ไ㝈㸧

㸦㈍౯᱁ࡢ






ୖࡆࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

Ᏺࡍࡿࡼ࠺せㄳࡍࡿࡇ➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶

ᑠ౯᱁ࢆᐃࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ㔞㈍ᗑᑐࡋࡇࢀࢆ㑂

࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛ࡛࠶ࡿ㔞㈍ᗑࡢ∵ஙࡢ᭱ప

㹘∵ங〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸰ྕ㸧

᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ


➼ࡢ㈍౯᱁ࡢ⥔ᣢࢆບ⾜ࡉࡏࡓࡇ➼ࡀ㸪ἲ➨㸶

ᑠᴗ⪅ᑐࡋ࡚ฟⲴࢆṆࡉࡏࡿ➼ࡼࡾࣞࢥ࣮ࢻ

㸲ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅㸪ᘬ㈍ࢆྲྀࡾࡸࡵ࡞࠸

㹗ࣞࢥ࣮ࢻ➼〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨

㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯

ᣦᐃࡢ㸶㸦⌧⾜ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸲ྕ㸧ヱᙜࡍࡿ⾜

ᑠᗑྲྀᘬ୰Ṇࢆࡢࡵࡍ➼ࡉࡏࡓࡇࡀ㸪୍⯡

౯᱁ࢆཝᏲࡍࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡉࡏࡿࡶ㸪ᗮࡋࡓ

➨㸲ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅㸪ᑠᗑᑐࡋ࡚᭱ప㈍

㹖ᡭ⦅࣭ᡭⱁ⣒༺ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࡿไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ࠑලయࠒ

ࡉࡏ㸪㈍౯᱁ࢆỴᐃࡋ㸪ࡑࡢ㈍౯᱁㛵ࡍ

ࡏࡿࡼ࠺ࡋ㸪ᵓᡂᴗ⪅㈍౯᱁ࡢ⥔ᣢࢆບ⾜

᱁ࡢᣊ᮰㸦ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸲ྕ㸧ᙜࡓࡿ⾜Ⅽࢆࡉ

ۑᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡍࡿၟရࡘ࠸࡚㸪ᴗ⪅㈍౯



ࡋࡃࡣᙺົࡢ౯᱁ࢆỴᐃࡋ㸪ཪࡣࡑࡢ⥔ᣢⱝࡋࡃࡣᘬ

㸦౯᱁➼ࡢỴᐃ㸧 ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရⱝ

ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

12

ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀ㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡀཎ๎ࡋ࡚㐪ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡢ

᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ⾜Ⅽࡢලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪࠼ࡤḟ

᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

   
  ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡢලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲ

౯᱁➼ࡢỴᐃ㸦㸯̿㸯㸧ཪࡣ㈍౯᱁ࡢไ㝈㸦㸯̿㸰㸧
㸦௨ୗࡇࡢ❶࠾࠸࡚ࠕ౯



➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣ㸪ཎ๎

ࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ

㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౯᱁㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇த

8

౯᱁ࢆ࢟ࣟࢢ࣒ࣛᙜࡓࡾ  ࢆ┠㏵ᘬࡁୖࡆࡿࡇ

ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ

➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ







➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ဨฟᖍࢆồࡵ࡚㛤ദࡋ

ࡓࠕㄝ᫂ࠖ࠾࠸࡚㸪㸱✀㢮ࡢ㢮ఝࡋࡓᶆ‽ᩱ㔠⾲

ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ࡇࢀࡽᩱ㔠⾲ࡢ࠸ࡎࢀ‽ࡌ࡚ࣉࣟࣃࣥ

࢞ࢫࡢᑠ౯᱁ࡢᘬୖࡆࢆᅗࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ㸪ฟᖍ⪅ࡢ

ゎࢆᚓࡓࡇࡀ㸪౯᱁ᘬୖࡆࡢỴᐃᙜࡓࡿࡋ࡚㸪

ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

ࡉࢀࡓࠋ
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㹖ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࠑලయࠒ



Ỵᐃࡍࡿࡇࠋ

Ỵᐃ㸧

 ۑᶆ‽౯᱁㸪┠ᶆ౯᱁➼౯᱁タᐃࡢᇶ‽࡞ࡿࡶࡢࢆ

㸦ᶆ‽౯᱁➼ࡢ

㸯̿  ̿㸱



㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⁐⼥ᘧሬᩱࡢ㈍





㹗㊰㠃ᶆ♧⏝ሬᩱ〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸲ᖺ

➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ





ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ



࣒౯᱁ࢆ๓ᖺᗘ౯᱁ࡽ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺᘬࡁୖࡆࡿࡇ



㹖Ꮫᰯࣝࣂ࣒〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸦່㸧

➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᖹᡂ㸰ᖺᗘࡢᏛᰯࣝࣂ



Ỵᐃ㸧

ࠑලయࠒ

ࡆୖ್ࡸ⋡ࡆୖ್ ۑᖜࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

㸦್ୖࡆ⋡➼ࡢ



➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ



㸯̿  ̿㸰

࣡ࡢ᭱ప㈍౯᱁ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯





㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᑠᆺίᵴ⏝ࣈࣟ

➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ





᱁ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ



㹗ίᵴ⏝ࣈࣟ࣡〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸰ᖺ

ࢥ࣓࣮ࣥࢱ࣮ࡢ㈍౯᱁ࡢ⥔ᣢᑐ⟇ࡋ࡚᭱ప㈍౯





ᡂ㸲ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᐙᗞ⏝࣐

㹖ᾮ▼Ἔ࢞ࢫ⏝࣓࣮ࢱ࣮〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹ

ࠑලయࠒ



ࡢỴᐃ㸧

㸦᭱ప㈍౯᱁

ලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲࡢ࠸ࢇࢆၥࢃ࡞࠸ࠋ

 ۑ᭱ప㈍౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

㸯̿  ̿㸯



ࠑලయࠒ

ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ
➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ




ࡿࡇࠋ

᱁΅➼㸧

14

΅ࢆ㸪ᅋయ࡛⾜࠸㸪ཪࡣᵓᡂᴗ⪅ඹྠࡋ࡚⾜ࢃࡏ

㸦ᅋయࡼࡿ౯

ۑᵓᡂᴗ⪅ࡑࡢྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࡢ౯᱁㛵ࡍࡿ

➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
㸯̿  ̿㸴

Ỵᐃࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ



ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ┿ᶵࡢ㈍౯᱁ࢆ



ࢀࡿࡢ័⾜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ≧ἣ࡛㸪┿ᶵࡢᑠᐃ౯


᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ



ᶵࡢ㈍౯᱁ࡀᑠᐃ౯୍ᐃࡢẚ⋡ࢆࡌ࡚Ỵࡵࡽ

࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶





ᡂᴗ⪅୰ᛶ↓ỈⰢ◪ࡢ㈍౯᱁ࢆᘬࡁୖࡆࡉࡏ࡚





Ⱒ◪ࡢ㟂せ⪅Ώࡋ౯᱁ࡢᘬୖࡆࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ᵓ



㹗┿ᶵ〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸯

ࡢ㈍౯᱁ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ୰ᛶ↓Ỉ



ྕ㸧࡛ࡣ㸪┿ᶵᴗ⏺࠾࠸࡚ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ┿

ࡽ㈍ᴗ⪅ࡢ㈍ཱྀ㖹┦ᙜ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡶࡢࢆ⮬ࡽ





୰ᛶ↓ỈⰢ◪ࢆ౪⤥ࡍࡿሙྜࡣ㸪㟂せ⪅Ώࡋ౯᱁





㹖୰ᛶ↓ỈⰢ◪⏕⏘ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧
➨㸱ྕ㸧࡛ࡣᵓᡂᴗ⪅ࡀ㈍ᴗ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚㟂せ⪅

ࠑලయࠒ




᱁➼ࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

᱁➼ࡢỴᐃ㸧


タᐃࡢᇶ‽࡞ࡿᙜヱၟရࡢ㟂せ⪅Ώࡋ౯᱁㸪ᑠ౯

㸦㟂せ⪅Ώࡋ౯

 ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀၟရࢆ㈍ᴗ⪅౪⤥ࡍࡿ㝿ࡢ౯᱁ࡢ

ࢺ㸪 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢྜ࡛ຍ㔜ᖹᆒࡋࡓࡶࡢࡍࡿࡇ



㸯̿  ̿㸳

ࡢ༺౯᱁ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸪 ࣃ࣮ࢭࣥ





࠸ࡿ㇜ᯞ⫗ࡢᘓ್ࡋ࡚㸪⏥㸪எཬࡧᕷሙࡢ㇜ᯞ⫗





࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⫗㇜ࡢ㉎ධ౯᱁ࡢྲྀỴࡵࡢ㝿⏝



㹖㣗⫗ฎ⌮ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸲ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧

ᐃࡍࡿࡇࠋ




㛵ࡍࡿඹ㏻ࡢලయⓗ࡞┠Ᏻࢆ࠼ࡿ౯᱁⟬ᐃ᪉ᘧࢆタ

ᐃ᪉ᘧࡢタᐃ㸧

 ۑලయⓗ࡞ᩘ್㸪ಀᩘ➼ࢆ⏝࠸࡚ᵓᡂᴗ⪅౯᱁

㸯̿  ̿㸲
㸦ඹ㏻ࡢ౯᱁⟬





9



ࠑලయࠒ

ࡁ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ㔞㈍ᗑせㄳࡍࡿࡶ㸪ࡇࡢせ
ㄳࡶࢃࡽࡎ᭱పᑠ౯᱁௨ୗ࡛∵ஙࢆ㈍ࡋ࡚
࠸ࡿ㔞㈍ᗑࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢᗑ㢌㉱࠸࡚ᙜヱ∵ஙࡢ
㈙ྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜
ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ







ࡍࡇࠋ

ࠑලయࠒ





15

ᚑࡗࡓㄆྍ⏦ㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ࡚⬺ᥐ



ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ



ᵓᡂᴗ⪅ㄆྍ⏦ㄳࢆࡉࡏࡿࡶ㸪ᙜヱỴᐃ

ࡿ᪨ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜





ᑐࡋ࡚㸪ྲྀᘬࡢ㎡㏥㸪౪ク㔠ࡢἐ➼ࡢไࢆㄢࡍ



ᴗ⪅ࡢㄆྍ⏦ㄳࡍࡁෆᐜࢆỴᐃࡋ㸪ࡇࢀᇶ࡙࠸࡚

ࡍࡿࡓࡵ㸪౪ク㔠ไᗘࢆタࡅ㸪᭱ప㈍౯᱁ࡢ㐪➼





࡞ࡽ࡞࠸ࡇ➼ࢆỴᐃࡍࡿࡶ㸪ࡑࡢᐇຠࢆ☜ಖ



ྕ㸧࡛ࡣ㸪ࢱࢡࢩ࣮㐠㈤➼ࡢᘬୖࡆࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂ

ࡢ౯᱁ࡢ୍ᐃྜࢆୗᅇࡿ౯᱁ࡼࡿྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ





࣮࣮ࣖࣟࣉࡢ㈍౯᱁ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇཬࡧྠ౯᱁⾲



㹗ࢱࢡࢩ࣮ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 

グ㍕ࡋࡓࠕ⤫୍౯᱁⾲ࠖࢆసᡂࡋ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ࣡





➨㸳ྕ㸧࡛ࡣ㸪࣮࣮࣡ࣖࣟࣉࡢつ᱁ูࡢ㈍౯᱁ࢆ



㹖࣮࣮࣡ࣖࣟࣉ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ྲྀᢅ࠸㸪㔠㖹ࡢᨭᡶ㸪ᅋయࡽࡢ㝖ྡ➼ࡢ┈ࢆㄢ

ᙉせ➼㸧



ᴗ⪅ᑐࡋ࡚㸪ྲྀᘬᣄ⤯㸪ᅋయෆ㒊࠾ࡅࡿᕪูⓗ࡞

ㄳ㸪ᙉせ➼ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ༠ຊࡋ࡞࠸

ࡢ༠ຊࡢせㄳ㸪

㸦౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ

ሗࡢ㞟࣭ᥦ౪ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣᵓᡂᴗ⪅㛫ࡢሗ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࠋ
ࠑලయࠒ

ࡢ┘どࡢࡓࡵࡢ
ሗάື㸧


16

㹗ࢫࣇࣝࢺྜᮦ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ

㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡏࡿ➼ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨

ࡆࡢࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᚓពඛࡢ΅≧ἣ➼ࢆሗ࿌ࡉ

ᵓᡂᴗ⪅㓄ᕸࡋ㸪ࡉࡽ㸪ᵓᡂᴗ⪅౯᱁ᘬୖ

ᵴ〇㐀ᴗ⪅ཬࡧ௦⌮ᗑࡢྡ⡙ࢆᥦฟࡉࡏ㸪ࡇࢀࢆྛ

ຠࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡑࡢྲྀᘬඛ࡛࠶ࡿί

࣡ࡢ᭱ప㈍౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿࡶ㸪ࡑࡢỴᐃࡢᐇ

㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᑠᆺίᵴ⏝ࣈࣟ

㹖ίᵴ⏝ࣈࣟ࣡〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸰ᖺ

౯᱁㸪ྲྀᘬඛ➼ᵓᡂᴗ⪅ࡢᴗάືࡢෆᐜࡘ࠸࡚㸪

㸦౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ

 ۑ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡢෆᐜࡢᐇࢆ┘どࡍࡿࡓࡵ㸪ྲྀᘬ

Ᏺࡍࡿࡼ࠺せㄳࡍࡿࡇ➼ࢆỴᐃࡋ㸪ࡇࡢỴᐃᇶ࡙



㸯̿  ̿㸱

ᑠ౯᱁ࢆᐃࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ㔞㈍ᗑᑐࡋࡇࢀࢆ㑂



࡛࠶ࡿࠋ



࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛ࡛࠶ࡿ㔞㈍ᗑࡢ∵ஙࡢ᭱ప



㞳ࡋ࡚ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ぢ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕࡢつᐃࡢ㐪࡞ࡾᚓࡿ⾜Ⅽ



ࡓࠋ
 㹗∵ங〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸰ྕ㸧



ᘬᣄ⤯ࢆᴗ⪅ࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡣ㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽษࡾ

ۑᴗ⪅ᑐࡋ࡚㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡢෆᐜᚑ࠺ࡼ࠺せ

㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀ



グࡍࡼ࠺㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ༠ຊࡋ࡞࠸ᴗ⪅ᑐࡍࡿྲྀ

㸯̿  ̿㸯

ࡿࡓࡵ㸪Ᏻ್ရࡢ㈙ୖࡆไᗘࢆᐇࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨



࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾ㸦ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕ㸧㸪࠼ࡤ㸪㸯̿  ̿㸯



ࡢᘬୖࡆࢆỴᐃࡍࡿࡶ㸪ࡇࡢỴᐃࡢᐇຠࢆࡣ



➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ୍⯡ኟࢱࣖࡢ㈍౯᱁





㹖⿵ಟ⏝ࢱࣖ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࡏࡿࡇࠋ




ࡢ㈙ୖࡆࢆ㸪ᅋయࡋ࡚⾜࠸㸪ཪࡣᵓᡂᴗ⪅⾜ࢃ

ࡆ㸧

 ۑ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡢෆᐜࡢᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪Ᏻ್ရ

㸦Ᏻ್ရࡢ㈙ୖ

㸯̿  ̿㸰

㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ





⨨ࢆ᥇ࡗࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨



ࡿࡀ㸪ࡑࡢሙྜࡶ㸪ࡇࡇ࡛グࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ

㸦ὀ㸰㸧࡞࠾㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡢᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⾜Ⅽࡣ㸪ࡑࢀ⮬య⊂❧࡛㐪

㸯̿  ̿㸯ࡸ㸯̿  ̿㸱㢮ఝࡍࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓ

㝈⾜Ⅽ㸪ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼ࡢ➇தไ㝈⾜Ⅽࡢᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪࠼ࡤ㸪

࡞ࡿ㸦ὀ㸯㸧㸦ὀ㸰㸧
ࠋ

㸦ὀ㸯㸧௨ୗ࡛グࡍᩘ㔞ไ㝈⾜Ⅽ㸪㢳ᐈ㸪㈍㊰➼ࡢไ㝈⾜Ⅽ㸪タഛཪࡣᢏ⾡ࡢไ

࡞ࡿࡀ㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࢆ≉కࢃ࡞࠸࡛ࡶ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪

ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡀ୍యࡋ࡚ཎ๎ࡋ࡚㐪

 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡑࡢᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⾜Ⅽ

౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࡣ㸪ࡑࡢᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࢆక࠺ሙྜࡀ࠶ࡾ㸪

10
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ࡼ࠺࡞ᇶ‽ࢆタᐃࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ᩘ㔞ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ
ࠋ

タᐃࡼࡿᩘ㔞

18

౪➼ಀࡿᩘ㔞ࡢ㝈ᗘࢆලయⓗ♧၀ࡍࡿࡇ࡞ࡿ
♧၀ࡍࡿᇶ‽ࡢ

 ۑಶูࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢၟရࡢ⏕⏘ཪࡣ㈍㸪ᙺົࡢᥦ
㸦ᩘ㔞ࡢ㝈ᗘࢆ

㸰̿㸯̿㸰

ࡉࢀࡓࠋ




ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪




㹖▼Ἔ⢭〇ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸵ྕ㸧
࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡈࡢཎἜฎ⌮㔞ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪

ࠑලయࠒ


ᩘ㔞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
㔞ࡢไ㝈㸧


ᡂᴗ⪅ࡢၟရࡢ⏕⏘ཪࡣ㈍㸪ᙺົࡢᥦ౪➼ಀࡿ
ไ㝈➼ࡼࡿᩘ

 ۑཎᮦᩱࡢ㉎ධ㔞ไ㝈㸪タഛࡢ㐠㌿ไ㝈➼ࡼࡾ㸪ᵓ
㸦ཎᮦᩱࡢ㉎ධ

㸰̿㸯̿㸯

⾜Ⅽࡢලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲࡢ࠸ࢇࢆၥࢃ࡞࠸ࠋ


ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᩘ㔞ࡢไ㝈㸦㸰̿㸯㸧ࡀཎ๎ࡋ࡚㐪ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ

ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡉࢀࡓࠋ

ᩘ㔞ࡢไ㝈㸦㸰̿㸯㸧ࡢ⾜Ⅽࡢලయⓗ࡞ᙧែࡸᡭẁ࣭᪉ἲࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪࠼ࡤḟ

ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

㈍㔞ཬࡧᵓᡂᴗ⪅ࡈࡢ㈍㔞ࢆỴᐃࡋࡓࡇ

 ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢᅜෆྥࡅ⥲

㹗࣓ࢱࣀ࣮࣭࣐ࣝ࣍ࣝࣜࣥ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦

ࡉࢀࡓࠋ

ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

㔞㸦ᙜᩘ㔞㸧ไ㝈ࡍࡿࡇ➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪

ฟⲴᩘ㔞ࢆ๓ᖺྠ᭶ࡢฟⲴᩘ㔞୍ᐃࡢ⋡ࢆࡌࡓᩘ

㢠ࢆ┠㏵ᘬࡁୖࡆࡿࡇ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣྛ⮬ࡢ᭶ู

ᗘ➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜

ཬࡧ〇㐀ᴗ⪅ࡀ㈍ᴗ⪅౪ࡍࡿṌࡶࡋࡢ⋡ࡢ㝈

ᣢࢆᅗࡿࡓࡵ㸪㹘㐃ྜ༠㆟ࡢୖ㸪㈍ᴗ⪅ࡢᖜ

㸳ྕ㸧࡛ࡣ㸪㹗ᅋయࡀ㸪ᐙᗞ⏝㟁Ẽჾලࡢᑠ౯᱁⥔

Ẽჾලᑠᴗ⪅ᅋయ➼㐃ྜ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨

㹗ᐙᗞ⏝㟁Ẽჾල〇㐀㈍ᴗ⪅ᅋయཬࡧ㹘ᐙᗞ⏝㟁

ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ᩱ㔠ࡢᘬୖࡆࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯

➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⮬ື㌴⥅⥆᳨ᰝᡭ⥆௦⾜

㹖⮬ື㌴ᩚഛᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

౯᱁ࡢᵓᡂせ⣲࡞ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ



ࠑලయࠒ

㹖⾨⏕㝡ჾ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨

ࠑලయࠒ

ົࡢᩘ㔞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

 ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⾨⏕㝡ჾࡢ㈍౯᱁ࢆ୍ᐃ



ࢇࢆၥࢃࡎၟရཪࡣᙺົࡢᑐ౯࡛࠶ࡿࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡠࡋ㸪್ᘬ➼ᐇ㉁ⓗ

ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

㸰̿㸯 㸦ᩘ㔞ࡢไ㝈㸧  ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရཪࡣᙺ

➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣ㸪ཎ๎

ࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ

㸰 ᩘ㔞ไ㝈⾜Ⅽ

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᩘ㔞㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇த

㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ࠾ࡅࡿࠕ౯᱁ࠖ

౯᱁ไ㝈⾜Ⅽ࠾ࡅࡿࠕ౯᱁ࠖࡣ㸪ᩱ㔠㸪ᡭᩘᩱ㸪㔠➼ࡑࡢྡ⛠ࡸᙧែࡢ࠸

ࡑࡢዎ⣙ᐇ⦼ࢆሗ࿌ࡉࡏࡿ➼ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨

㸪ཷὀࢆᕼᮃࡍࡿᵓᡂᴗ⪅ࢆⓏ㘓ࡉࡏࡿࡶ㸪

ࡽࡢࢫࣇࣝࢺྜᮦࡢⓎὀ≀௳ࡘ࠸࡚㸪ᙜヱᅋయ

㸪ࡑࡢỴᐃࡢᐇຠࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ࢫ࣏ࢵࢺᴗ⪅

ࢫࣇࣝࢺྜᮦࡢ᭱ప㈍౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿࡶ

㸦່㸧➨㸯ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢࢫ࣏ࢵࢺᴗ⪅ྥࡅ

11





ࡢㄪᩚ㸧

ࡋ㸪
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㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡢ⏕⏘ᩘ㔞ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ

ἲࡼࡾ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⏕⏘ࡍࡿᲗẟ⣒ࡢᅄ༙ᮇࡈ

⏬ࡢᥦฟࢆồࡵ᳨࡚ウࡍࡿ࠸࠺ไᗘࡉࢀࡓ᪉

ࢆᢎㄆࡋ㸪ぢྜࡗࡓࡶࡢุ᩿ࡉࢀ࡞࠸ࡁࡣ⏕⏘ィ

グ⏕⏘┠ᶆ㔞ぢྜࡗࡓࡶࡢุ᩿ࡉࢀࡿࡁࡣࡇࢀ

᭶㛤ദࡉࢀࡿᙺဨ࡛๓グ⏕⏘ィ⏬ࢆ᳨ウࡢୖ㸪๓

ࡽᙜヱᮇࡢ⏕⏘ィ⏬ࢆᥦฟࡉࡏ㸪ᙜヱᮇࡢጞࡲࡿ๓

ࡇࢀࢆᇶ♏⏕⏘┠ᶆ㔞ࢆタᐃࡋ㸪ḟ࠸࡛ᵓᡂᴗ⪅

ദࡉࢀࡿᙺဨ࠾࠸࡚㸪Თẟ⣒ࡢ㟂せ㔞ࢆண

ࡵ㸪ᅄ༙ᮇࡈᙜヱᅄ༙ᮇࡢጞࡲࡿ᭶ࡢ๓ࠎ᭶㛤

࡛ࡣ㸪Თẟ⣒ࡢ⏕⏘ᩘ㔞ࢆㄪᩚࡋ㸪ᕷሙᏳᐃࢆᅗࡿࡓ

㹖⨺ẟ⣳⦼ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧

ࠑලయࠒ
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⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

࠺ࡇ➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧

㘓⪅ඃඛࢆཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᅋయ࠾࠸࡚ࡑࡢㄪᩚࢆ⾜

ᵓᡂᴗ⪅ࡀᙜヱ㈍ඛࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪᪤Ⓩ

⏦ㄳࢆ⾜ࢃࡏ㸪᪂つ㈍ඛࡢⓏ㘓㝿ࡋ㸪ࡍ࡛ࡢ

㸦່㸧➨㸶ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡑࡢ㈍ඛࡢⓏ㘓

㹓༳ๅ⏝᙮้ࢦ࣒〇∧ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ

㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࢆไ㝈ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨

ൾ㔠ࢆᚩࡍࡿไᗘࢆタࡅ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㈍ࡢ┦ᡭ᪉

ࡿࡓࡵ㸪ࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛ㈍ࡋࡓ⪅ࡽ⿵

➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅㛫ࡢྲྀᘬඛࡢ⛣ືࢆつไࡍ

㹘ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ


࡞Ⴀᴗάືࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶

ྲྀᘬࡋ࡚࠸ࡿ㢳ᐈࢆᑛ㔜ࡋ㸪ᙜヱ㢳ᐈᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ

ࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣ㸪┦㸪ࡢᵓᡂᴗ⪅ࡀ᪤

➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅㛫ࡢ㢳ᐈࡢதዣࢆᢚไࡍࡿ

㹗ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸦່㸧

ࡉࢀࡓࠋ

ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

ࢆࡋ࡚ᙜヱᚓពඛࢆᵓᡂᴗ⪅㏉㑏ࡉࡏࡓࡇࡀ㸪

ࡶ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᚓពඛࢆ⋓ᚓࡋࡓ㠀ᵓᡂᴗ⪅

ඛࢆࡶࡢ∵ங㈍ᴗ⪅㏉㑏ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡍࡿ

ࡋ࡚ᚓពඛࢆ⋓ᚓࡋࡓࡁࡣᵓᡂᴗ⪅ࡣࡑࡢᚓព

ᅇࡿ౯᱁࡛ࡑࡢᚓពඛࢆ⋓ᚓࡋ࡞࠸ࡇཬࡧࡇࢀ㐪

࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣࡢ∵ங㈍ᴗ⪅ࡢ㈍౯᱁ࢆୗ

㹖∵ங㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧

ࠑලయࠒ

ࡇࠋ

ࢆỴᐃࡍࡿ➼ࡼࡾ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛࢆไ㝈ࡍࡿ

㸦ྲྀᘬඛࡢไ㝈㸧 ྛۑᵓᡂᴗ⪅ࡀࡢᴗ⪅ࡢ㢳ᐈྲྀᘬࡋ࡞࠸ࡇ




㸱̿㸯

ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽ

ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ

㸱 㢳ᐈ㸪㈍㊰➼ࡢไ㝈⾜Ⅽ

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈ㸪㈍㊰➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾

12

ົࡢ✀㢮➼ࡢ⠊ᅖࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

ࠑࠒ

ձ㈍ᴗ⪅ࡢᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ูࡑࡢ㈍ᆅ

ᇦࢆ㝈ᐃࡋ㸪ᕷሙࢆᆅᇦࡼࡗ࡚ศࡍࡿࡇࠋ

ղ〇㐀ᴗ⪅ࡢᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ูࡑࡢ〇㐀ࡍ

ࡿၟရࡢ✀㢮ࢆ㝈ᐃࡋ㸪ᕷሙࢆၟရࡢ✀㢮ࡼࡗ

࡚ศࡍࡿࡇࠋ



 ۑᵓᡂᴗ⪅㛫࡛㸪ཷὀࢆ㓄ศࡋ㸪ཪࡣཷὀணᐃ⪅ⱝ

















㸦ཷὀࡢ㓄ศ㸪ཷ

















㸱̿㸱

ࠑලయࠒ

➼㸧
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Ṇἲୖࡢᣦ㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ㸴ᖺ㸵᭶㸳᪥බ⾲㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕබඹⓗ࡞ධᮐಀࡿᴗ⪅ཬࡧᴗ⪅ᅋయࡢάື㛵ࡍࡿ⊂༨⚗

ྜࡀ࠶ࡿࡀ㸪ධᮐಀࡿᴗ⪅ཬࡧᴗ⪅ᅋయࡢάື⊂༨⚗Ṇἲࡢ㛵ಀ㛵ࡍࡿ

⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
  
ཷὀࡢ㓄ศ㸪ཷὀணᐃ⪅ࡢỴᐃ➼㸦㸱̿㸱㸧ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚࠸ࢃࡺࡿධᮐㄯ

ࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧

ᐃ⪅ࢆᐃࡵࡉࡏ㸪ཷὀணᐃ⪅ࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡉࡏ

༠ຊࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࡼࡾ㸪ᵓᡂᴗ⪅㸪ཷὀண

ணᐃ⪅ࡀࡑࡢᐃࡵࡓ౯᱁࡛ཷὀࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࡾཷὀணᐃ⪅ࢆỴᐃࡋ㸪ཷὀணᐃ⪅௨እࡢ⪅ࡣ㸪ཷὀ

ᕼᮃ⪅ࡀ」ᩘࡢࡁࡣ㸪ཷὀᕼᮃ⪅㛫ࡢヰྜ࠸➼ࡼ

ࢆᙜヱᕤࢆཷὀࡍࡁ⪅㸦ཷὀணᐃ⪅㸧ࡋ㸪ཷὀ

ࡍࡿ⪅㸦ཷὀᕼᮃ⪅㸧ࡀ㸯ྡࡢࡁࡣᙜヱཷὀᕼᮃ⪅

㸪ᘓ⠏୍ᘧᕤཬࡧ⯒ᕤࡘ࠸࡚㸪ཷὀࢆᕼᮃ

⏥ᕷࡀᣦྡ➇தධᮐࡢ᪉ἲࡼࡾⓎὀࡍࡿᅵᮌ୍ᘧᕤ

㹗ᘓタᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸴ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪

ࡉࢀࡓࠋ

ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

ࡿࡇࢆỴᐃࡍࡿࡶཷὀ༢౯ࢆỴᐃࡋࡓࡇ

ᒣ◁ᢞධᩘ㔞ࢆᐃࡵࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ཷὀඛูཷὀ㔞ࡍ

ཷὀࡍࡿᒣ◁ᾏ㏦ᕤࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᕤ༊ู

࡛ࡣ㸪✵ ᓥㆤᓊ⠏㐀ᕤࡢᘓタᕤඹྠᴗయࡽ

㹖ᇙ❧ᕤᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂඖᖺ㸦່㸧➨㸳ྕ㸧

ࡋࡃࡣཷὀணᐃ⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

ὀணᐃ⪅ࡢỴᐃ

 ۑᵓᡂᴗ⪅ู㸪ᴗάືࢆ⾜࠺ᆅᇦࡸၟရཪࡣᙺ

㸦ᕷሙࡢศ㸧

㸱̿㸰







ࠑලయࠒ
㹖ࣂࢫᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂඖᖺ㸦່㸧➨㸷ྕ㸧࡛
ࡣ㸪㈚ษࣂࢫࡢቑ㌴ಀࡿᴗィ⏬ኚ᭦ࡢㄆྍ⏦ㄳ
ࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢቑ㌴⏦ㄳ㌴୧ᩘࡢᯟࢆỴᐃࡋ㸪
ࡇࢀᇶ࡙࠸࡚ㄆྍ⏦ㄳࡉࡏࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯
㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
㹗࣏ࣜ࢜ࣞࣇࣥࣇ࣒ࣝ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳ 
 ᖺ ່ ➨㸰ྕ ࡛ࡣ㸪ἲᚊᇶ࡙࠸ࡓ〇㐀タഛࡢ㐠
㌿ไ㝈ཬࡧ᪂タ⚗Ṇࢆෆᐜࡍࡿㄪᩚつᐃࡢኻຠᚋࡢ
ᕷἣᑐ⟇ࡋ࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣᙜヱᅋయࡀㄆࡵࡓሙྜ
ࢆ㝖ࡁ〇㐀タഛࢆ᪂ࡓタ⨨ࡋ࡞࠸ࡇཬࡧ〇㐀タഛ
ࡢ᭦᪂ࡢሙྜࡣ᪂タഛࡢ⏕⏘⬟ຊࡀᙜヱᅋయࡢỴᐃ
ࡋࡓ⏕⏘⬟ຊࢆࡇ࠼࡞࠸⠊ᅖෆ࡛⾜࠺ࡇ➼ࢆỴᐃࡋ
ࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲
ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓ
㹘⣬〇㐀ᴗ⪅ᅋయ㐃ྜ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸯
ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂဨࡣᙜヱ㐃ྜࡀ୍ᐃᮇ㛫ࡈᐃࡵ
ࡓ᪥ᩘࢆ┠㏵ࡋ࡚ࢥ࣮ࢸࢵࢻ⣬ࡢሬᕤᶵࢆ㐠㌿ఇṆ
ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡍࡿࡶࢥ࣮ࢸࢵࢻ⣬ࡢ㈍౯᱁
ࡢᘬୖࡆࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧
⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

 ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀ⾜࠺ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨཪࡣ⏝ࢆᙜไ㝈























㸦ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨཪ























㸲̿㸰





ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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࡚ࡣ㸪
ࠕඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲୖࡢᣦ㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ㸳ᖺ㸲᭶  ᪥බ⾲㸧ࢆཧ↷

ࡣ⏝ࡢไ㝈㸧

ࡍࡿࡇࠋ
 
◊✲㛤Ⓨࡢඹྠཬࡧࡑࡢᐇక࠺ྲྀỴࡵ㛵ࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲୖࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸

Რಀࡿෆᐜཪࡣࡑࡢ✌ാ㔞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ







ࡅࡿࡓࡵࡢタഛࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ᪂タ㸪ቑタⱝࡋࡃࡣᗫ

➼ࡢไ㝈㸧



ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

㸲̿㸯 㸦 タ ഛ ࡢ ᪂ ቑ タ  ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀၟရཪࡣᙺົࢆ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷ

࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽ

ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ

㸲 タഛཪࡣᢏ⾡ࡢไ㝈⾜Ⅽ

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞タഛཪࡣᢏ⾡㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾

13




ࠑලయࠒ



㐀タഛࡢ᪂ቑタࢆ㜼Ṇࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨

㸱ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ





ࢆไ㝈ࡋ㸪ཪࡣᅋయࡽᴗ⪅ࢆ㝖ྡࡍࡿࡇࠋ

㝈ཪࡣ㝖ྡ㸧

23

≧ἣ㸦ὀ㸧࠾࠸࡚㸪ᙜ㸪ᅋయࡢᴗ⪅ࡢຍධ

㸦ᙜ࡞ຍධไ

 ۑᅋయຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞

ࡽၟရࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡞࠸ࡼ࠺ᅽຊࢆຍ࠼ࡿࡇࠋ



㸳̿㸯̿㸱

⪅ࡢྲྀᘬඛ࡛࠶ࡿ㈍ᴗ⪅ᑐࡋ㸪᪂つཧධ⪅





⪅ࡢ➇த⪅ࡢ᪂つཧධࢆጉࡆࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ



ղ〇㐀ᴗ⪅ࢆᵓᡂᴗ⪅ࡍࡿᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ



ᴗ⪅ྲྀᘬࡍࡿࡇࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࠋ





㝖ࡍࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ㍺ධရࢆ౪⤥ࡍࡿ



ࠑࠒ



ձ㈍ᴗ⪅ࢆᵓᡂᴗ⪅ࡍࡿᅋయࡀ㸪㍺ධရࢆ

ཷࡅࡿࡇࡢไ㝈ࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ

ࡢྲྀᢅ࠸ไ㝈㸧



ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ౪⤥ࢆ

㸦ၟရཪࡣᙺົ

 ۑᵓᡂᴗ⪅ࡸᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛᴗ⪅㸪≉ᐃࡢ

⪅せㄳࡋ㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡼࡿ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ〇



㸳̿㸯̿㸰

࡚ࢭ࣓ࣥࢺࢆ౪⤥ࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࢭ࣓ࣥࢺ〇㐀ᴗ





〇㐀タഛࡢ᪂ቑタࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ㠀ᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ





➨㸰ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜヱᅋయࡢᆅ༊ෆ࡛⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ



㹖⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦ุ㸧

࠺ࡍࡿࡇࠋ



ᴗ⪅ᑐࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢ౪⤥ࡢไ㝈ࢆࡉࡏࡿࡼ

 ۑᵓᡂᴗ⪅ࡸᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬඛᴗ⪅㸪≉ᐃࡢ

㸳̿㸯̿㸯



ࡢ౪⤥ไ㝈㸧







㸦ၟရཪࡣᙺົ

➼ࡢᚩ㸧

ⴭࡋࡃᅔ㞴ࡉࡏ㸪ཪࡣ᪤Ꮡࡢᴗ⪅ࢆ㝖ࡍࡿࡇࠋ


㐪ࡉࢀࡓࠋ

㐪ࡉࢀࡓࠋ

24

ࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸱ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸧


ࡍࡿ➼ࡢไ㝈ࢆタࡅ㸪ᙜヱᅋయࡢຍධࢆไ㝈ࡋࡓ

ࡢᗑ⯒ࡽ  ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖࡢ㛫㝸ࡀ࠶ࡿࡇࢆཎ๎

᪂つຍධ⪅ࡢ㈨᱁ࡋ࡚㸪ࡑࡢᗑ⯒ࡀ᪤Ꮡᵓᡂᴗ⪅

ᴗࢆႠࡴࡇࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࠾࠸࡚㸪ᙜヱᅋయࡢ

ᕷሙࡽ㟷ᯝ≀ࢆධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎ㸪㟷ᯝ≀ࡢ㈍

ࡇࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᙜヱᅋయຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤ༺

♫ࡀᙜヱᅋయຍධࡋࡓ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ௰㈙ேࡋ࡞࠸

ྕ㸧࡛ࡣ㸪༺ᕷሙࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ⏥♫㸪எ♫ཬࡧ

㹖㟷ᯝ≀㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 

ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

タᐃࡍࡿࡇࠋ

୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆಖࡘࡇࢆෆᐜࡍࡿຍධ㈨᱁せ௳ࢆ

୍ ۑᐃᆅᇦ࠾ࡅࡿᗑ⯒➼ࡢᩘࡢไ㝈ࡸ᪤Ꮡࡢᗑ⯒➼



➨㸱ྕཬࡧ➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕཬࡧ➨㸲ྕ㸧

ᘬࡁୖࡆࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯

ධࡍࡿ⪅ࡽᚩࡍࡿධ㔠ࡢ㢠ࢆᚑ᮶ࡢಸ㢠௨ୖ

ࡶ㸪ࡑࡢ㛤タไ㝈ࢆᙉࡍࡿࡓࡵ㸪㛤ᴗ་ࡋ࡚

ୗ࡛㸪ᆅ༊ෆ࡛ࡢ㝔ཪࡣデ⒪ᡤࡢ㛤タࢆไ㝈ࡍࡿ

ຍධࡋ࡞࠸࡛㛤ᴗ་࡞ࡿࡇࡀ୍⯡ᅔ㞴࡞≧ἣࡢ

ࡢ㛤ᴗ་ࡢ༠ຊࢆồࡵ㞴࠸ࡇ➼ࡽ㸪ᙜヱ་ᖌ

ୖᚲせ࡞౽ᐅࡢ౪ࡀཷࡅࡽࢀࡎ㸪ࡲࡓ㸪デ⒪㠃࡛

ಀࡿᴗົ㸪㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡽࡢ㏻㐩➼ࡢఏ㐩➼ᴗົ

ࡢ᥎⸀㸪ඃ⏕ಖㆤἲᇶ࡙ࡃᣦᐃ་ᖌࡢᣦᐃࡢ⏦ㄳ

་ᖌຍධࡏࡎ⊂⮬㛤ᴗࡍࡿሙྜࡣ㸪Ꮫᰯ་

㹖་ᖌ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸵ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜヱ

ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

㔠ࢆᚩࡍࡿࡇࠋ























㝈➼㸧

㸦ᗑ⯒ࡢᩘࡢไ

㸳̿㸯̿㸱̿ղ





























㸦㐣࡞ධ㔠

ࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡼࡾ㸪᪂ࡓᴗ⪅ࡀཧධࡍࡿࡇࢆ



ᅔ㞴࡞≧ἣ㸦ὀ ࠾࠸࡚ࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀᙉ࠸ࠋ


㸳̿㸯̿㸱̿ձ ♫ ۑ㏻ᛕୖྜ⌮ᛶࡢ࡞࠸㧗㢠㐣ࡂࡿධ㔠ࡸ㈇ᢸ

ཎ๎ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

㸳̿㸯 㸦ཧධไ㝈➼㸧  ۑ࠼ࡤ㸪ୗグ㸳̿㸯̿㸯ࡽ㸳̿㸯̿㸱ࡲ࡛ᣲࡆ



ᙜࡓࡿ࠾ࡑࢀࡀᙉ࠸ࡇࡽ㸪ᴗ⪅ᅋయຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ

࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣ㸪



ࡣ㸪ୖグ㸳̿㸯̿㸱࠾ࡅࡿࠕᙜ㸪ᅋయࡢᴗ⪅ࡢຍධࢆไ㝈ࠖࡍࡿࡇ

ࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ



  ᙜ࡞ຍධไ㝈ᙜࡓࡿ࠾ࡑࢀࡀᙉ࠸⾜Ⅽ

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞ᴗ⪅ᅋయࡢຍධ᮲௳ಀࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ

㸳 ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼

   ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ཧධไ㝈➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾ࡅ

14

࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇࠋ

ࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿࡇࢆᣄ⤯ࡉࡏ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿ
ၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᩘ㔞ⱝࡋࡃࡣෆᐜࢆไ㝈ࡉࡏࡿ
ࡇࠋ
ࠖ

࡛ࡣ㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡀ⏥

ࡇࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅࡛࠶ࡿᮌᮦ㍺ධᴗ⪅



















つᶍ➼ᛂࡌ࡚ྜ⌮ⓗ࡞᱁ᕪࢆタࡅࡿࡇࡣ㸪ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ

㢟࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

25

ࡢᩘ㔞ⱝࡋࡃࡣෆᐜࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
 ࡢᴗ⪅㸪࠶ࡿᴗ⪅ࡽၟရⱝࡋࡃࡣᙺົ




࡙࠸ࡓ㈇ᢸ㔠ࢆᚩࡍࡿࡇཪࡣධ㔠ࡸ㈇ᢸ㔠ࡢ㔠㢠ࡘࡁᵓᡂᴗ⪅㛫࡛ᴗ

26

࠾࠸࡚ᮌᮦࡢ㍺ධࢆ⾜࠺

㹖ᮌᮦ㍺ධᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸰ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧

㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸯㡯㸧

ࡇࢆᣄ⤯ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົ



 ࡲࡓ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪♫㏻ᛕୖྜ⌮ⓗ࡞㔠㢠ࡢධ㔠ࡸྜ⌮ⓗ࡞ィ⟬᰿ᣐᇶ

ࠑලయࠒ

୍ ࠶ࡿᴗ⪅ࡽၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿ



⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ྛྕࡢ࠸ࡎࢀᥖࡆࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇࠋ



⌮ⓗ࡞ෆᐜࡢຍධ㈨᱁せ௳ࡸ㝖ྡ⏤ࢆタᐃࡍࡿࡇࡣ㸪ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣ㸪⊂༨




ࡢᴗ⪅㸦௨ୗࠕ➇த⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ඹྠࡋ࡚㸪ḟࡢ







㸦ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸯ྕ㸧
ࠕ ۑṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࡞࠸ࡢ㸪⮬ᕫ➇த㛵ಀ࠶ࡿ







ࡣෆᐜࢆไ㝈ࡉࡏࡿࡇࠋࠖ







ࡏ㸪ཪࡣ౪⤥ಀࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᩘ㔞ⱝࡋࡃ







ࣟ ࡢᴗ⪅㸪࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡍࡿ౪⤥ࢆᣄ⤯ࡉ



ࡇࠋ

ࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᩘ㔞ⱝࡋࡃࡣෆᐜࢆไ㝈ࡍࡿ

 ࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡋ㸪౪⤥ࢆᣄ⤯ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ಀ







⤯㸧

ࡀᅔ㞴࡞≧ἣࠖࡀ⏕ࡌᚓࡿࠋ

  ຍධ᮲௳➼ಀࡿ⾜Ⅽ࡛ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ

࡞࠾㸪ୖグ  ᑐࡋ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ࡑࡢタ❧┠ⓗࡸᴗෆᐜ➼↷ࡽࡋ࡚ྜ

ྲྀࡾᢅ࠺ࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪
ࠕᴗ⪅ᅋయຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࢆ⾜࠺ࡇ

ࡵࡢᴗົࢆጤクࡉࢀࡓሙྜ㸪ࡑࡢᐇ㝿ࡋ࡚㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ࢆᕪูⓗ


   㸦ὀ㸧 ࠼ࡤ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗάື㔜せ࡞ᙳ㡪ࡢ࠶ࡿබⓗᴗࡢᐇࡢࡓ





㝈㸧

ࡼࡿไ㝈ࢆෆᐜࡍࡿຍධ㈨᱁せ௳ࢆタᐃࡍࡿࡇࠋ

➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ



Ⅽࡼࡾ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ

⪅ࢆ㝖ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᴗ⪅㈍౯᱁ࡢᣊ᮰㸦㸴̿㸴㸧ࢆࡉࡏ㸪ࡇࢀࡽࡢ⾜

ࡿࡇࡼࡾ᪂ࡓᴗ⪅ࡀཧධࡍࡿࡇࢆⴭࡋࡃᅔ㞴ࡉࡏ㸪ཪࡣ᪤Ꮡࡢᴗ

㐪ࡍࡿ㸦㸳̿㸯ཬࡧ㸯̿㸰ཧ↷㸧ࠋ

㸴̿㸯 㸦 ඹ ྠ ࡢ ྲྀ ᘬ ᣄ ࠕ ۑṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࡞࠸ࡢ㸪➇த⪅ඹྠࡋ࡚㸪ḟࡢ

㸦ᅜ⡠ࡼࡿไ

᮲➨㸯㡯➨㸱ྕཬࡧ➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕཬࡧ





ពぢࢆ≉㔜どࡍࡿࡇ➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶





ྍྰࡢỴᐃ㝿ࡋ࡚ࡣ㛤タணᐃᆅ࿘㎶ࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢ



ࠕ ۑ᪥ᮏᅜἲேࠖࡸࠕ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖ➼ᅜ⡠

ㄆ㢪ࡣᵓᡂᴗ⪅ࡢ⤂ࢆᚲせࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᢎㄆࡢ



㸳̿㸯̿㸱̿մ

ሙྜࡣ㸪ᙜヱ་ᖌࡢᢎㄆࢆᚓࡉࡏࡿࡇࡋ㸪ᢎ



࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

㸦ὀ㸧 ࡞࠾㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪࠼ࡤ㸪ᴗ⪅ྲྀᘬᣄ⤯㸦㸴̿㸯ཪࡣ㸴̿㸰㸧ࢆࡉࡏ



࡞≧ἣࡢୗ࡛㸪ᆅ༊ෆ㝔ཪࡣデ⒪ᡤࢆ㛤タ➼ࡍࡿ

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㛵ࡋࡓබṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡢࢆᣲࡆࢀࡤ㸪ḟࡢࡼ࠺

ᴗࢆ⾜࠺㝿ࡋ࡚බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆ⏝࠸ࢀࡤ㸪ἲ➨  ᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

 ࡞࠾㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆేࡏᣢࡘࡁ㸪⮬ࡽయ࡞ࡗ࡚

ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

㸴 බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ

ᴗ⪅ᅋయࡀᴗ⪅බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣ㸪



་ᖌຍධࡋ࡞࠸࡛㛤ᴗ་࡞ࡿࡇࡀ୍⯡ᅔ㞴

⪅ࡢᢎ➼㸧



㛵ಀ࠶ࡿᴗ



ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

㸦┤᥋ⓗ࡞➇ྜ

㹖་ᖌ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸵ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜヱ

⸀➼ࢆᚓࡿࡇࢆ᮲௳ࡍࡿࡇࠋ

㸳̿㸯̿㸱̿ճ



 ۑᅋయࡢຍධࡘ࠸࡚㸪ᴗࡢᆅᇦ㸪ศ㔝➼ࡘ࠸

࡚≉┤᥋ⓗ࡞➇ྜ㛵ಀ࠶ࡿᵓᡂᴗ⪅ࡢᢎ㸪᥎
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㸴̿㸱














㸴̿㸲



࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸯㡯➨㸰ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸰᮲➨

㸷㡯➨㸯ྕࣟ㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸

ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲

➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

㹗ಟ⌮⏝⮬ື㌴◪Ꮚ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ

㸦່㸧➨㸵ྕ㸧࡛ࡣ㸪ಟ⌮⏝⮬ື㌴◪Ꮚࢆ㸪〇㐀ᴗ⪅

≉ᐃࡢ༺ᴗ⪅௨እࡢ⪅ᑐࡋ࡚㈍ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺

ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᙜヱ༺ᴗ⪅㠀ᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ࡚㈍

ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸯㸦⌧

⾜ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸯ྕࣟ㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿ

ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧

⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࠕۑᙜ㸪࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡋྲྀᘬࢆᣄ⤯ࡋⱝࡋࡃࡣ

ྲྀᘬಀࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᩘ㔞ⱝࡋࡃࡣෆᐜࢆไ

㝈ࡋ㸪ཪࡣࡢᴗ⪅ࡇࢀࡽヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏ

ࡿࡇࠋ
ࠖ㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸰㡯㸧

ࠑලయࠒ

➨㸰ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᆅ༊ෆ࠾࠸࡚⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ᴗ

⪅ࡀ⏝ࡍࡿࢭ࣓ࣥࢺࡢࢇࡍ࡚ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸

ࡿࢭ࣓ࣥࢺ〇㐀ᴗ⪅㸪⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀タഛࡢ᪂

ቑタࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊ෆࡢ㠀ᵓᡂᴗ⪅ཬࡧ㉺ቃ㈍

ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊እࡢ㠀ᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋࢭ࣓ࣥࢺࡢྲྀ

ᘬࢆᣄ⤯ࡍࡿࡼ࠺ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸰

㡯ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ

࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪

ࡉࢀࡓࠋ

㹗༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ௳㸦ᖹᡂ㸰ᖺ㸦່㸧➨㸯ྕ㸧࡛

ࡣ㸪ᙜヱ㐃ྜࢆ⤒࡚౪⤥ࡉࢀࡿ⤒㊰ࡼࡿ㟷ᯝ≀⏝

ẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢ౪⤥ᩘ㔞ࡢ⥔ᣢᣑࡢࡓࡵ㸪ᣦᐃ࣓࣮

࣮࢝㸦ᙜヱ㐃ྜࡀ㈙ᇶᮏዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿẁ࣎

࣮ࣝ⟽〇㐀ᴗ⪅㸧㸪㠀ᣦᐃ࣓࣮࣮࢝ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ

ẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢ〇㐀㈍ࢆጉࡆࡿᥐ⨨ࡋ࡚㸪ẁ࣮࣎ࣝ

⟽ྥࡅẁ࣮࣎ࣝࢩ࣮ࢺࡢ౪⤥ࢆᣄ⤯ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ➼

ࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸰㡯ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲





























㸦ࡑࡢࡢྲྀᘬ

ᣄ⤯㸧





































































㸴̿㸰
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㸴̿㸳





























ᮌᮦࡢⲴᙺ㛵ࡍࡿྲྀᘬࢆᣄ⤯ࡉࡏࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࢃࡏ࡚





㹖⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦ุ㸧



‴㐠㏦ᴗ⪅㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㍺ධ

㸪ඹྠࡋ࡚











ᘬ㸧

㸦᮲௳ྲྀ



























࠸➼㸧

࠾ࡅࡿᕪูྲྀᢅ

㸦ᴗ⪅ᅋయ



























ᕪูྲྀᢅ࠸㸧

㸦ྲྀᘬ᮲௳➼ࡢ





㐪ࡉࢀࡓࠋ

㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ

28

㹖⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸳ᖺ㸦່㸧

ࠑලయࠒ

ᑡࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇࠋࠖ
㸦୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸧

ࡋ࡚ᙜヱ┦ᡭ᪉ྲྀᘬࡋ㸪➇த⪅ࡢྲྀᘬࡢᶵࢆῶ

ࠕ ۑᙜ㸪┦ᡭ᪉ࡀ➇த⪅ྲྀᘬࡋ࡞࠸ࡇࢆ᮲௳



ࡗࡓࡇ➼ࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸱㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ➨㸳㡯㸧

㸪ᙜヱ༠ྠ⤌ྜࡢෆ㒊࠾࠸࡚ᕪูⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆ⾜

⟬ྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎ⌧㔠ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡞

ࢆᣄྰࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⤌ྜタࡢ⏝㛵ࡋ୍࡚⯡Ύ

ࢆฟⲴࡋࡓ⤌ྜဨᑐࡋ࡚㸪ᙜヱ⤌ྜࡽࡢ㈨㔠㈚ฟ

ᴗ⪅ࡍ࡚ฟⲴࡋ࡚࠸ࡓ୰࡛㸪ࡢஎஙᴗ⪅⏕ங

᮶ᙜヱ⤌ྜ࡛ࡣ⏕ஙࢆ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜࢆ⤒⏤ࡋ࡚⏥ங

㹖༠ྠ⤌ྜ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸰ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᚑ

ࠑලయࠒ

㸳㡯㸧

ᴗ⪅ࡢᴗάືࢆᅔ㞴ࡉࡏࡿࡇࠋࠖ㸦୍⯡ᣦᐃ➨

࠾࠸࡚࠶ࡿᴗ⪅ࢆᙜᕪูⓗྲྀࡾᢅ࠸㸪ࡑࡢ

ᙜ᩺ࡋ㸪ཪࡣᴗ⪅ᅋయࡢෆ㒊ⱝࡋࡃࡣඹྠ⾜Ⅽ

ࠕۑᴗ⪅ᅋయⱝࡋࡃࡣඹྠ⾜Ⅽࡽ࠶ࡿᴗ⪅ࢆ



࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨

⾜୍⯡ᣦᐃ➨㸲㡯㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ

ᡂᴗ⪅ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸰㸦⌧

ⴭࡋࡃ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆ⾜࠺ࡇࢆỴᐃࡋ㸪㹖ᅋయࡢᵓ

ဨ࡛࠶ࡿ㞟Ⲵᴗ⪅ᑐࡋ࡚ྲྀᘬ㛤ጞᮇࢆ㐜ࡽࡏࡿ➼

ධࡘ࠸࡚㸪㹗ᅋయࡢᵓᡂဨࡢྲྀᘬࢆඃඛࡋ㠀ᵓᡂ

㆟ࡢୖ㸪㹖ᅋయࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢཎᮦᩱ㸦㝖⳥㸧ࡢ㉎

య௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪୧ᅋయࡀ༠

㹖㝖⳥ẅ〇㐀ᴗ⪅ᅋయཬࡧ㹗㝖⳥⏕⏘⪅ᅋ

ࠑලయࠒ

ᐃ➨ᅄ㡯㸧

ࡘ࠸࡚᭷࡞ཪࡣ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇࠋ
ࠖ㸦୍⯡ᣦ

ࠕ ۑᙜ㸪࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡋྲྀᘬࡢ᮲௳ཪࡣᐇ
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㸴̿㸵


















⤌㸧ࡀᙜヱᅋయࡢᣦᑟ㸪ㄪᩚࡢୗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿඹྠ㈍

ᴗ㛵ࡋ࡚㸪㈍ඛ࡛࠶ࡿᘓタᴗ༠ྠ⤌ྜ㸦

ᘓタ༠⤌㸧ࡢ⤌ྜဨᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿᡠࡋ㸦ᐇ

ୖࡢ್ᘬࡁ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㔞⏕ࢥࣥ༠⤌ࡽ㉎ධࡍࡿ

ࡇࢆ᮲௳ࡍࡿࡇࡋ㸪⏕ࢥࣥ༠⤌ࡢ㠀⤌ྜဨ

ࡽࡶ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿᘓタ༠⤌ࡢ⤌ྜဨᑐࡋ࡚ࡣᡠ

ࡋࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡍࡿ➼ࡼࡾ㸪⏕ࢥࣥ༠⤌ࢆ

ࡋ࡚㸪ᘓタ༠⤌ࡢ⤌ྜဨࡀ⏕ࢥࣥ༠⤌ࡢ㠀⤌ྜဨ

ࡽ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ㉎ධࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ

ࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨  㡯ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ

࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨

㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

㹗༠ྠ⤌ྜ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪

ஙᴗ⪅ᑐࡋ࡚⏕ஙࢆ౪⤥ࡍࡿᙜࡓࡾ㸪ᙜヱ༠ྠ⤌

ྜࡢ➇த⪅ࡽ⏕ஙࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡞࠸ࡇࢆ᮲௳ࡋ

࡚ྲྀᘬࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸵㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ

➨  㡯㸧ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪ࡉ

ࢀࡓࠋ

⮬ࠕ ۑᕫࡢ౪⤥ࡍࡿၟရࢆ㉎ධࡍࡿ┦ᡭ᪉㸪ṇᙜ࡞

⌮⏤ࡀ࡞࠸ࡢ㸪ḟࡢ࠸ࡎࢀᥖࡆࡿᣊ᮰ࡢ᮲௳ࢆ

ࡅ࡚㸪ᙜヱၟရࢆ౪⤥ࡍࡿࡇࠋ

 ┦ᡭ᪉ᑐࡋࡑࡢ㈍ࡍࡿᙜヱၟရࡢ㈍౯᱁ࢆ

ᐃࡵ࡚ࡇࢀࢆ⥔ᣢࡉࡏࡿࡇࡑࡢ┦ᡭ᪉ࡢᙜヱၟ

ရࡢ㈍౯᱁ࡢ⮬⏤࡞Ỵᐃࢆᣊ᮰ࡍࡿࡇࠋ

ࣟ ┦ᡭ᪉ࡢ㈍ࡍࡿᙜヱၟရࢆ㉎ධࡍࡿᴗ⪅ࡢᙜ

ヱၟရࡢ㈍౯᱁ࢆᐃࡵ࡚┦ᡭ᪉ࢆࡋ࡚ᙜヱᴗ⪅

ࡇࢀࢆ⥔ᣢࡉࡏࡿࡇࡑࡢ┦ᡭ᪉ࢆࡋ࡚ᙜヱ

ᴗ⪅ࡢᙜヱၟရࡢ㈍౯᱁ࡢ⮬⏤࡞Ỵᐃࢆᣊ᮰ࡉࡏ

ࡿࡇࠋࠖ

㹖⋵ල〇㐀ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 

ྕ㸧࡛ࡣ㸪≉ᐃࡢ⋵ලࡘ࠸࡚㔞㈍ᗑᐃ౯㸦〇㐀ᴗ

⪅ࡀ㈍ࡢᶆ‽ࡋ࡚ᐃࡵࡓᑠ౯᱁㸧࡛㈍ࡉࡏࡿ

ࡇࢆỴᐃࡋ㸪ࡇࡢỴᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᵓᡂᴗ⪅㸪㔞









































㸦㈍౯᱁ࡢ

ᣊ᮰㸧





































































㸴̿㸴
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ࠑලయࠒ

㸦ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸲ྕ㸧㸦㸯̿㸰ཧ↷㸧



⏥㸪எཬࡧࡢྛ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ༠ྠ⤌ྜ㸦⏕ࢥࣥ༠
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➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜヱᅋయࡢᵓᡂᴗ⪅ࢆᵓᡂဨࡍࡿ















℃⏝㸧

㸦ඃ㉺ⓗᆅࡢ
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㸦ᣊ᮰᮲௳ྲྀ















ࡉࢀࡓࠋ

ᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ

30

ᙺົࢆ㉎ධࡉࡏࡿࡇࠋ

ࡋ࡚㸪ᙜヱྲྀᘬಀࡿၟရཪࡣᙺົ௨እࡢၟရཪࡣ

ࡼ࠺ࡍࡿ┦ᡭ᪉ࢆྵࡴࠋࣟ࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ᑐ

 ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀᘬࡍࡿ┦ᡭ᪉㸦᪂ࡓ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀᘬࡋ

ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇࠋ

ࢆ⏝ࡋ࡚㸪ṇᖖ࡞ၟ័⩦↷ࡽࡋ࡚ᙜ㸪ḟࡢ࠸

⮬ࠕ ۑᕫࡢྲྀᘬୖࡢᆅࡀ┦ᡭ᪉ඃ㉺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ



ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸶㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸧ヱ

〇㐀ಀࡿ㣧⏝ங〇ရࢆྲྀࡾᢅࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡉࡏ࡚࠸

ᙜヱ༠ྠ⤌ྜࡽ⏕ஙࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ஙᴗ⪅ࡢ

ࡢ⏥♫௨እࡢஙᴗ⪅ᑐࡋ⏕ஙࢆ౪⤥ࡍࡿᙜࡓࡾ㸪

⪅㸧࡛࠶ࡿ⏥♫ࡢᆅࡢ⥔ᣢ㸪ᙉࢆᅗࡿࡓࡵ㸪┴ෆ

⪅㸦⏕ஙࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡚㣧⏝ங〇ရࡢ〇㐀ࢆࡋ࡚࠸ࡿ

⤌ྜཬࡧᙜヱ༠ྠ⤌ྜᴟࡵ࡚ᐦ᥋࡞㛵ಀ࠶ࡿஙᴗ

┴ෆࡢ⏕ஙཬࡧ㣧⏝ங〇ရࡢᕷሙ࠾࠸࡚㸪ᙜヱ༠ྠ

㹗༠ྠ⤌ྜ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪

㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ

 㡯㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏ

ࡢ᪉ἲࡼࡿ㈍ࢆ୰Ṇࡉࡏࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨

ࡽṑ⛉⏝ရࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㈍ᴗ⪅㏻ಙ㈍

➨㸴ྕ㸧࡛ࡣ㸪ṑ⛉⏝ရ〇㐀ᴗ⪅ࢆࡋ࡚ᙜヱ〇㐀ᴗ⪅

㹖ṑ⛉⏝ရᑠ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࠑලయࠒ

ࡍࡿࡇࠋࠖ㸦୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸧

ືࢆᙜᣊ᮰ࡍࡿ᮲௳ࢆࡘࡅ࡚㸪ᙜヱ┦ᡭ᪉ྲྀᘬ

᪉ࡑࡢྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࡢྲྀᘬࡑࡢ┦ᡭ᪉ࡢᴗά

๓㡯㸦᮲௳ྲྀᘬ㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡢ㸪┦ᡭ

ࠕ ۑἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸲ྕ㸦㈍౯᱁ࡢᣊ᮰㸧ཪࡣ



ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧㐪

ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪

ࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸶㸦⌧⾜ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸲ྕ㸧

⣡ධࡉࡏ㸪⣙᮰ࡋ࡞࠸ሙྜࡣ⣡ධࢆᣄྰࡉࡏࡿ➼ࡋࡓ

㈍ᗑᑐࡋ࡚ᐃ౯࡛㈍ࡍࡿࡇࢆ⣙᮰ࡉࡏ࡚ၟရࢆ

17

ࣁྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࡽࡢྲྀᘬಀࡿၟရࡢཷ㡿ࢆᣄ

ࡳ㸪ྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࡽྲྀᘬಀࡿၟရࢆཷ㡿ࡋࡓᚋ

ᙜヱၟရࢆᙜヱྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ᘬࡁྲྀࡽࡏ㸪ྲྀᘬࡢ

┦ᡭ᪉ᑐࡋ࡚ྲྀᘬࡢᑐ౯ࡢᨭᡶࢆ㐜ࡽࡏ㸪ⱝࡋࡃ

ࡣࡑࡢ㢠ࢆῶࡌ㸪ࡑࡢྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉┈࡞

ࡿࡼ࠺ྲྀᘬࡢ᮲௳ࢆタᐃࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣኚ᭦ࡋ㸪ཪ

ࡣྲྀᘬࢆᐇࡍࡿࡇࠋࠖ

㹖༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ௳㸦ᖹᡂ㸰ᖺ㸦່㸧➨㸯ྕ㸧࡛

ࡣ㸪ᙜヱ㐃ྜࡢྲྀᘬୖࡢᆅࡀᣦᐃ࣓࣮࣮࢝㸦ᙜヱ

㐃ྜࡀ㟷ᯝ≀⏝ẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢ㈙ᇶᮏዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ

࡚࠸ࡿẁ࣮࣎ࣝ⟽〇㐀ᴗ⪅㸧ᑐࡋ࡚ඃ㉺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ࢆ⏝ࡋ࡚㸪㟂せ⪅ࡀᙜヱ㐃ྜࢆ⤒⏤ࡋ࡞࠸࡛㐃

ྜ⤒⏤ࡢࡶࡢࡼࡾࡶᏳ࠸౯᱁࡛ẁ࣮࣎ࣝ⟽ࢆ㉎ධࡍ

ࡿࡇࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡾ㎸ࡳࢆཷࡅࡓᆅ༊ࡢ༠ྠ⤌

ྜᕪ㢠ࢆ⿵࡚ࢇࡍࡿࡢせࡍࡿ㔠㖹ࢆ㸪ᣦᐃ࣓࣮࢝

࣮ᥦ౪ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨  㡯➨㸰ྕ

㸦⌧⾜ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸳ྕࣟ㸧ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ

࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ

⮬ࠕ ۑᕫཪࡣ⮬ᕫࡀᰴⱝࡋࡃࡣᙺဨ࡛࠶ࡿ♫ᅜ

ෆ࠾࠸࡚➇த㛵ಀ࠶ࡿࡢᴗ⪅ࡑࡢྲྀᘬࡢ┦

ᡭ᪉ࡢྲྀᘬࡘ࠸࡚㸪ዎ⣙ࡢᡂ❧ࡢ㜼Ṇ㸪ዎ⣙ࡢ

ᒚ⾜ࡢㄏᘬࡑࡢ࠸࡞ࡿ᪉ἲࢆࡶࡗ࡚ࡍࡿࢆၥࢃ

ࡎ㸪ࡑࡢྲྀᘬࢆᙜጉᐖࡍࡿࡇࠋ
ࠖ
㸦୍⯡ᣦᐃ➨ 

㡯㸧

ࠑලయࠒ













































㸦➇த⪅ᑐࡍ

ࡿྲྀᘬጉᐖ㸧
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➨  㡯㸧ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ 㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ

άືࢆ⾜ࢃࡏ࡚ᙜヱ㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㢳ᐈࢆዣྲྀࡉࡏࡿ

ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㢳ᐈᑐࡋᵓᡂᴗ⪅ࢆࡋ୍࡚ᩧႠᴗ

➼ࢆ⏦ࡋධࢀ㸪ࡉࡽ㸪ࡇࡢ⏦ධࢀᚑࢃ࡞ࡗࡓ㠀

ࡋ㸪㢳ᐈࢆዣྲྀࡍࡿ⾜Ⅽࡢ୰Ṇ㸪ዣྲྀࡋࡓ㢳ᐈࡢ㏉㑏

࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㢳ᐈࢆዣྲྀࡋࡓ㠀ᵓᡂᴗ⪅ᑐ

㹖⾨⏕᳨ᰝᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦ุ㸧➨㸲ྕ㸧

ࠑලయࠒ

㸦ἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸳ྕ㸧

㔠㖹㸪ᙺົࡑࡢࡢ⤒῭ୖࡢ┈ࢆᥦ౪ࡉࡏࡿࡇࠋ






ࣟ ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀᘬࡍࡿ┦ᡭ᪉ᑐࡋ࡚㸪⮬ᕫࡢࡓࡵ
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ࡉࢀࡓࠋ

ᣦᐃ➨  㡯㸧ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪

࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸦⌧⾜୍⯡

ࢀࡿ➼ࡋ࡚㸪㠀⤌ྜဨᘓタᕤᴗ⪅ࡢྲྀᘬࢆࡉࡏ

ဨࡢ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᚋ౪⤥ࡋ࡞࠸ࡇࢆ⏦ࡋධ

ࡿࡼ࠺せㄳࡋ㸪ࡇࡢせㄳᛂࡌ࡞࠸⪅ᑐࡋ࡚ࡣ⤌ྜ

ᕤᴗ⪅ᑐࡋ࡚⤌ྜဨࡢ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝ࡍ

࠸࡚㸪㠀⤌ྜဨࡢ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᘓタ

ࢺࡢࡳࢆ⏝ࡋ࡚ᕤࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࠾

༊ᇦෆ࡛ࡣ㸪ᘓタᕤᴗ⪅ࡀ㠀⤌ྜဨࡢ⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜ

ヱ༠ྠ⤌ྜࡀ⾜࠺⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ༠ྠ㈍ᴗࡢ

㹗༠ྠ⤌ྜ௳㸦ᖹᡂඖᖺ㸦່㸧➨㸶ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜ

㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡋ࡚㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸳ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸳ྕ㸧

18

ࡿࡇࡣ㸪୍⯡ⓗࡣ⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
㸦i㸶㸫㸲㸧

ㄆᐃ➼ࡋࡓሙྜᴗ⪅ࡑࢀࢆドࡍࡿ⾲♧ࢆ⾜ࢃࡏࡿ➼ࡢάືࢆ㸪ࡇࡢ

ࡼࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽࣭つ⣙➼㐺ྜࡍࡿࡇࡢㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆ⾜࠸㸪ㄆド࣭

ղᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရཪࡣᙺົࡀձ

つไ➼ࠖ࠸࠺ࠋ

せㄳࡍࡿ➼ࡢάືࢆ⾜࠸㸪ཪࡣղࡑࡢᇶ‽➼ࡢ㐺ྜࡘ࠸࡚ヨ㦂ࢆ⾜࠸㈨
᱁ࢆࡍࡿ➼ࡢάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪ୖ

ճ♫බඹⓗ࡞┠ⓗ➼ṇᙜ࡞┠ⓗᇶ࡙࠸࡚ྜ⌮ⓗᚲせࡉࢀࡿ⠊ᅖෆࡢࡶ

ࡢせ⣲ࢆ຺ࡋࡘࡘ㸪ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ

33

ᅋయ࠾࠸࡚㸪㛵ಀࡍࡿᵓᡂᴗ⪅ࡽࡢពぢ⫈ྲྀࡢ༑ศ࡞ᶵࡀタᐃࡉࢀࡿ

ࡼ࠺ࡍࡿࡢほⅬࡽ㸪⮬つไ➼ࡢάືࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ᴗ⪅

34

ⓗ࡞ᇶ‽࣭つ⣙➼ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ࿘▱࣭ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣࡑࡢ⏝࣭㑂

࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ಀࡿタഛࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮➼ࡸᢏ⾡ࡢෆᐜ➼㛵ࡋ࡚㸪⮬

࡚ࡣࡲࡿࠋ

㸦ὀ㸱㸧 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪Ᏻ࣭⾨⏕ࡢ☜ಖࡸ⎔ቃࡢಖ➼ṇᙜ⪃࠼ࡿ┠ⓗᇶ࡙

グ㸦ὀ㸯㸧ࡢձཪࡣղ㢮ఝࡋࡓάືࡋ࡚㸪ࡇࡢ㸵グ㏙ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀᙜ

࿘▱࣭ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣࡑࡢ⏝࣭㑂Ᏺࢆ⏦ࡋྜࢃࡏ㸪ⱝࡋࡃࡣᣦ♧࣭

ࡢุ᩿ᇶ‽↷ࡽࡋ㸪

ࡢ

⬟㸪▱㆑➼㛵ࡍࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽➼ࢆタᐃࡋ㸪ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡑࡢᇶ‽➼ࡢ

ղᴗ⪅㛫࡛ᙜᕪูⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸧


㸵ࡢグ㏙࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࠖ࠸࠺ࠋ

㸦ὀ㸰㸧ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ձṇᙜ⪃࠼ࡿ┠ⓗᇶ࡙࠸࡚㸪ᢏ⾡⪅➼せဨࡢᢏ⾡㸪ᢏ



ࢃࡏ㸪ⱝࡋࡃࡣᣦ♧࣭せㄳࡍࡿ➼ࡢάືࢆ㸪ࡇࡢ㸵ࡢグ㏙࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ⮬

⣙➼ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ࿘▱࣭ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣࡑࡢ⏝࣭㑂Ᏺࢆ⏦ࡋྜ

⤥ࢆཷࡅࡿၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵ࡍࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽࣭つ

ࡢ⏝⪅ồࡵࡿࡇࡣၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸧ࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸧

㸦ὀ㸯㸧ձᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ṇᙜ⪃࠼ࡿ┠ⓗᇶ࡙࠸࡚㸪ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪

⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢάືせࡍࡿ㈝⏝➼ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞㈇ᢸࢆ㠀ᵓᡂᴗ⪅➼

ࡑࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ࢆྵࡵ࡚㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦࡞࠾㸪

࠸࡚ṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾ㸪

㸳㸧࠾࠸࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ≉ᐃࡢᴗ⪅ࡼࡿ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢ⏝ࡘ

ࡇࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
㸦i㸶㸫㸲㸧

ղᴗ⪅ࡗ࡚⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࡀᅔ㞴࡞≧ἣ㸦ὀ

ࡁ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢ⏝ࢆᵓᡂᴗ⪅ᙉไࡍࡿ

ձ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ௵ពࡢุ᩿ጤࡡࡽࢀࡿ

⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ಀࡿุ᩿

 ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖグࡢุ᩿ຍ࠼࡚㸪௨ୗࡢⅬࡀ⪃៖ࡉࢀࡿࠋ



ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ⮬つไ➼ࡢ⏝࣭㑂Ᏺࢆᵓᡂᴗ⪅ᙉไࡍ

 ࡲࡓ㸪⮬つไ➼ࡢ⏝࣭㑂Ᏺࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ௵ពࡢุ᩿ጤࡡࡽ

➼ࡢ㛫࡛ពぢࡸពぢ⫈ྲྀࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࡁ࡛࠶ࡿࡶ㸪ᚲせᛂࡌ㸪ᙜヱၟရཪࡣᙺົࡢ㟂せ⪅ࡸ▱ぢࡢ࠶ࡿ➨୕⪅

ཬࡧ

ձ➇தᡭẁࢆไ㝈ࡋ㟂せ⪅ࡢ┈ࢆᙜᐖࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦i㸶㸫㸲㸧

 ⮬つไ➼ಀࡿุ᩿

⮬つไ➼㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢ➇த㜼ᐖᛶࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ㄆᐃ➼ಀࡿุ᩿ࠖグࡍࡇࢁࢆຍ࠼ุ࡚᩿ࡉࢀࡿࠋ

 ࡞࠾㸪௨ୖࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ᇶ‽↷ࡽࡋ⮬つไ➼ࡀ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡀ࡞࠸



ἢࡗุ࡚᩿ࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢࠕ ⮬ㄆド࣭

᭷↓ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚㸪⮬つไ➼㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ୗグࡢࠕ ⮬つไ➼ಀࡿุ᩿ࠖ

 ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡢἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃಀࡿ➇த㜼ᐖᛶࡢ

ࡇࡀ࠶ࢀࡤ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

ㄆᐃ➼ࡢᙧࢆࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᙜヱάືࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿ

ཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ࠺ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬つไ➼ࡸ⮬ㄆド࣭

Ⓨ࣭౪⤥➼ಀࡿ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕ

࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࡀ㸪୍᪉㸪άືࡢෆᐜ㸪ែᵝ➼ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞ၟရཪࡣᙺົࡢ㛤

㸰㸧
㸦ὀ㸱㸧
㸦ὀ㸲㸧
ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟ࢆ≉ẁ⏕ࡌ࡞

ᛶࡽရ㉁ಀࡿ⮬つไ➼ࡸ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢάືࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ὀ㸯㸧
㸦ὀ

ᇶ‽ࢆタᐃࡋ㸪ࡲࡓ㸪⎔ቃࡢಖࡸᏳࡢ☜ಖ➼ࡢ♫බඹⓗ࡞┠ⓗᇶ࡙ࡃᚲせ

⏕⏘࣭ὶ㏻ࡢྜ⌮ࡸᾘ㈝⪅ࡢ౽ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵつ᱁ࡢᶆ‽ಀࡿ⮬ⓗ࡞

ᐃ㐪ࡍࡿࠋ

 ⮬つไ➼㸪⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼

୍᪉㸪ၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵㐃ࡋ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪࠼ࡤ㸪

ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつ

┠ⓗ࡛ၟရࡢ✀㢮ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ㸦㸱̿㸰ཧ↷㸧➼ࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁

㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࠼ࡤ㸪ᕷሙศࡢ

࠶ࡾ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀࡇࢀࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡼࡾ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨

 㸵 ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ

 ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼ࡢไ㝈⾜Ⅽ

ၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼ࡣ㸪ᴗ⪅㛫ࡢ➇தࡢᡭẁ࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛
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 ۑᵓᡂᴗ⪅㸪⮬つไ➼ࢆ⏝ⱝࡋࡃࡣ㑂Ᏺࡍࡿ

ࡇཪࡣ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆ⏝ࡍࡿࡇࢆ㸪ᙉไࡍ

ࡿࡇ㸦ᙜヱ⮬つไ➼ࡀࡑࡢෆᐜࡽ➇தࢆ㜼ᐖࡍ

ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࡞࠸ࡇࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ
㸦i㸶

㸫㸲㸧

ࡢ⏝ࢆṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i



⮬ ۑㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࡀᅔ㞴࡞

≧ἣ࠾࠸࡚㸪≉ᐃࡢᴗ⪅ࡼࡿ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼











㸦ᕪูⓗ࡞ෆᐜ

ࡢ⮬つไ➼㸧



㸦⮬つไ➼ࡢ

ᙉไ㸧









㸦⮬ㄆド࣭ㄆᐃ

➼ࡢ⏝ࡢไ㝈㸧











㸵̿㸰





㸵̿㸱











㸵̿㸲



ࢃࡏࡿࡇࠋ

ࡢ✀㢮ࡢၟရࢆ〇㐀ࡋ࡞࠸ࡇࢆᅋయ࠾࠸࡚⏦ࡋྜ

ྛᵓᡂᴗ⪅ࡀ≉ᐃࡢ✀㢮ࡢၟရࡢࡳࢆ〇㐀ࡋ㸪

ࠑࠒ
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⾜࠺ࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸪i㸶㸫㸯㸧


≉ ۑᐃࡢᴗ⪅ᑐࡋ࡚ᕪูⓗ࡞ෆᐜࡢ⮬つไ➼ࢆ







ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠋ
㸦i㸶㸫㸯㸪i㸶㸫㸲㸧

㝈㸧



⤥ࡋ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡍࡿࡇ㸦㸵̿㸴ヱᙜࡍࡿࡶࡢ

ࡢ㛤Ⓨ࣭౪⤥ࡢไ

≉ ۑᐃࡢ✀㢮ࡢၟရཪࡣᙺົࢆᵓᡂᴗ⪅ࡀ㛤Ⓨ࣭౪



࠶ࡿࠋ

㸵̿㸯 㸦 ≉ ᐃ ࡢ ၟ ရ ➼

ࡀ࠶ࡿࠋ

 㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ

 ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ

ࡗ࡚ᙜヱ⾲♧ࡢ᭷↓ࡀၟရ㑅ᢥࡢ㔜せ࡞ุ᩿せ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ

ᐃཬࡧ⾲♧ࡢᴗࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࢆ㟂せ⪅✚ᴟⓗᐉఏࡋ࡚࠾ࡾ㸪㟂せ⪅

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡿ➼ࡋ࡚㸪ၟရࡢရ㉁ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ㄆド࣭ㄆ

ࡀ⏕ࡌᚓࡿሙྜࡋ࡚ࡣ㸪࠼ࡤ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ࢙ࡀᴟࡵ࡚㧗࠸

グ㏙ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ

㸦ὀ㸳㸧 ࠕᴗ⪅ࡗ࡚⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤᴗάືࡀᅔ㞴࡞≧ἣࠖ

ୖグ㸦ὀ㸯㸧ࡢղ㢮ఝࡋࡓάືࡋ࡚㸪⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡘ࠸࡚ࡇࡢ㸵

ಀࡿㄆド࣭ㄆᐃ㸪⾲♧➼ࢆཷク➼ࡋ࡚⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ㸪


㸦ὀ㸲㸧 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪⾜ᨻᶵ㛵➼බⓗᶵ㛵ࡀタᐃࡋࡓἲⓗ࡞ᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ᇶ‽➼





ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࡢ⏝㝿ࡋ࡚ᅔ㞴࡞᮲௳ࢆࡍࡇࠋ

ሙྜ࠾࠸࡚㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡸእᅜᴗ⪅ࡼࡿ⮬

యࡢ⮬ㄆド࣭ㄆᐃ➼ࢆཷࡅࡿࡁࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿ

බⓗᶵ㛵ࡢᣦᑟࡼࡗ࡚࠶ࡿၟရࡢ㈍ࡘ࠸࡚ᅋ

ࠑࠒ

㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸪i㸶㸫㸯㸧











㸵̿㸵







ド࣭ㄆᐃ➼㸧

ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ㄆ

➼ಀࡿᇶ‽

㸦つ᱁ࡢᶆ‽





㸰ཪࡣ㸵̿㸱ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

36

ࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

ド࣭ㄆᐃ➼ࢆ⾜࠺ࡇ㸦㸵̿㸱ཪࡣ㸵̿㸲ヱᙜࡍࡿ

ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠸㸪ཪࡣࡑࢀࡢ㐺ྜࡘ࠸࡚⮬ㄆ

Ṇἲୖၥ㢟ࡢ࡞࠸ᇶ‽࣭つ⣙➼ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ࿘▱ࡸ

 ۑ㸵̿㸳ཪࡣ㸵̿㸴ヱᙜࡍࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽➼⊂༨⚗



‽ࡢタᐃ㸧



せ⪅ࡢ┈ࢆᙜᐖࡉ࡞࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋࡲࡓ㸪㸵̿

㉁㸪ᶵ⬟➼㛵ࡍࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽ࢆタᐃࡍࡿࡇ㸦㟂

┠ⓗᇶ࡙ࡃᇶ




㸦♫බඹⓗ࡞

㸵̿㸴



⎔ ۑቃࡢಖࡸᏳࡢ☜ಖ➼ࡢ♫බඹⓗ࡞┠ⓗᇶ
࡙࠸࡚ྜ⌮ⓗᚲせࡉࢀࡿၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮㸪ရ







ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

ⓗ࡞ᇶ‽ࢆタᐃࡍࡿࡇ㸦㸵̿㸰ཪࡣ㸵̿㸱ヱᙜࡍ

 ۑ㟂せ⪅ࡢ┈ྜ⮴ࡋࡓつ᱁ࡢᶆ‽㛵ࡍࡿ⮬

タᐃ 

㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢ





ࡽ࡞࠸ࠋ

㸵̿㸳 㸦 つ ᱁ ࡢ ᶆ ‽ 


 ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽ

ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞



ࢀࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖグ㸦ὀ㸯㸧ࡢձ㢮ఝࡋࡓάືࡋ࡚㸪⮬つไ➼ࡘ࠸

࡚ࡇࡢ㸵グ㏙ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ



Ᏺࢆ⏦ࡋྜࢃࡏ㸪ⱝࡋࡃࡣᣦ♧࣭せㄳࡍࡿ➼ࡢάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇ

20

i㸶㸫㸯㸧

ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

㹖ṑ⛉⏝ရᑠ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

➨㸴ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣ㸪ṑ⛉⏝ရࡢ㠀ᵓᡂᴗ

⪅ᑐࡍࡿ㈍㸪㏻ಙ㈍ࡢ᪉ἲࡼࡿ㈍➼ࢆ⾜ࢃ
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ࡍࡿࡇ㸦㸶̿㸳ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ
㸦i㸶㸫㸲㸪

ἲࡢไ㝈㸧

≉ۑᐃࡢ㈍᪉ἲࢆᵓᡂᴗ⪅ࡀ⏝࠸࡞࠸ࡇࢆỴᐃ



࠶ࡿࠋ

㸶̿㸯 㸦 ≉ ᐃ ࡢ ㈍  ᪉


 㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ

ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ

㸶ࡢグ㏙࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⮬つไ➼ࠖ࠸࠺ࠋ

ཪࡣࡑࡢ⏝࣭㑂Ᏺࢆ⏦ࡋྜࢃࡏ㸪ⱝࡋࡃࡣᣦ♧࣭せㄳࡍࡿ➼ࡢάືࢆ㸪ࡇࡢ

᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽࣭つ⣙➼ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ࿘▱࣭ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠸㸪

ࡢࠕ ⮬つไ➼ಀࡿุ᩿ࠖグࡋࡓࡇࢁࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ

㸦ὀ㸧ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ṇᙜ⪃࠼ࡿ┠ⓗᇶ࡙࠸࡚㸪ᴗ⪅ࡢႠᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪

➇த㜼ᐖᛶࡢ᭷↓ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ㸵 ✀㢮㸪ရ㉁㸪つ᱁➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࠖࡢ 

    ࡇࡢࡼ࠺࡞⮬つไ➼ࡢάືࡢἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃಀࡿ

ࡍࡿࠋ

ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡀ࠶ࢀࡤ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪

ࡿ࠺ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬つไ➼ࡢᙧࢆࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᙜヱάືࡼࡾ

ᐖࡍࡿࡇ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍ

ែᵝ➼ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼ࢆ㟂せ⪅ᥦ౪ࡍࡿ➇தࢆ㜼

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟ࢆ≉ẁ⏕ࡌ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࡀ㸪୍᪉㸪άືࡢෆᐜ㸪

ࡵႠᴗࡢ᪉ἲ➼ಀࡿ⮬つไ➼ࡢάືࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ὀ㸧
ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άື

ࡓ㸪⎔ቃࡢಖࡸᮍᡂᖺ⪅ࡢಖㆤ➼ࡢ♫බඹⓗ࡞┠ⓗཪࡣປാၥ㢟ࡢᑐฎࡢࡓ

ၟရ㑅ᢥࢆᐜ᫆ࡍࡿࡓࡵ⾲♧࣭ᗈ࿌ࡍࡁሗಀࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ‽ࢆタᐃࡋ㸪ࡲ

ࡾᚓࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

  ⮬つไ➼

୍᪉㸪Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼㛵㐃ࡋ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪࠼ࡤ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ

㈍᪉ἲࢆไ㝈ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡶ࠶

➨㸲ྕཪࡣ➨㸳ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࠼ࡤ㸪➇தไ㝈ࡢ┠ⓗ࡛

ᴗ⪅ᅋయࡀࡇࢀࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡼࡾ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨➨㸶᮲➨㸱ྕ㸪

㸶 Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ

 Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼ࡢไ㝈⾜Ⅽ

Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ➼ࡣ㸪ᴗ⪅㛫ࡢ➇தࡢᡭẁ࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ





➼ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧
㐪ࡉࢀࡓࠋ
㹘㟷ᯝ≀㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 
ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣ㸪ձᙜヱᅋయࡀᢎㄆࡍࡿሙྜ
ࢆ㝖ࡁᘬࡾ㸦㍍㌴୧ࢆ⏝ࡋ࡚㈍ࡋ࡚Ṍࡃࡇ㸧
ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ㸪ղࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࢆ⤒Ⴀࡋࡼ࠺
ࡍࡿሙྜࡣ㸪㏆㞄ࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇ➼ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨
㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
ۑᵓᡂᴗ⪅ࡢ⾲♧࣭ᗈ࿌ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢෆᐜ㸪፹య㸪
ᅇᩘ➼ࢆ㝈ᐃࡍࡿ➼㸪ᾘ㈝⪅ࡢṇࡋ࠸ၟရ㑅ᢥ㈨ࡍ
ࡿሗࡢᥦ౪ไ㝈ࢆຍ࠼ࡿࡼ࠺࡞⮬つไ➼ࢆ⾜࠺
ࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸯㸧












㸦⾲♧࣭ᗈ࿌ࡢෆ
ᐜ㸪፹య㸪ᅇᩘࡢ
㝈ᐃ➼㸧











㸶̿㸰
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㡿ࡢሙྜ➼ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ

⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽࡢ⚗Ṇࢆෆᐜࡋࡓ⌮⥘

ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽ➼♫⌮ⓗ࡞ぢᆅࡽᙜ↛

ࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡿሙྜࠖࡋ࡚ࡣ㸪࠼ࡤ㸪≢⨥

㸦ὀ㸧ࠕࡑࡢෆᐜࡽ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ࡞࠸ࡇ

ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠋ
㸦i㸶㸫㸲㸧

தࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ࡞࠸ࡇࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡿሙྜ㸦ὀ㸧

ᙉไ㸧




㸦⮬つไ➼ࡢ
㸶̿㸲



ۑᵓᡂᴗ⪅㸪⮬つไ➼ࢆ⏝ཪࡣ㑂Ᏺࡍࡿࡇ
ࢆ㸪ᙉไࡍࡿࡇ㸦ᙜヱ⮬つไ➼ࡀࡑࡢෆᐜࡽ➇






⾜࠺ࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸪i㸶㸫㸯㸧


≉ ۑᐃࡢᴗ⪅ᑐࡋ࡚ᕪูⓗ࡞ෆᐜࡢ⮬つไ➼ࢆ
ࡢ⮬つไ➼㸧

㸦ᕪูⓗ࡞ෆᐜ


㸶̿㸱



➼ࡢ㈍ᨭ㞀ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࡉࡏࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇ







㐍᪉ἲࡘ࠸࡚㸪ᑠᴗ⪅⤒⏤࡛㈍ࡉࢀࡿࣞࢥ࣮ࢻ







➼࡛㈍ࡉࢀࡿࣞࢥ࣮ࢻ➼ࡢ㡢※㸪౯᱁ཬࡧ㈍ಁ





ࡢ⥔ᣢࢆບ⾜ࡉࡏࡿࡇࢆỴᐃࡍࡿࡶ㸪㏻ಙ㈍

㸲ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅㸪ࣞࢥ࣮ࢻ➼ࡢ㈍౯᱁













㹗ࣞࢥ࣮ࢻ➼〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨

ࡉࡏࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲






ᴗ⪅ࡇࢀࢆ୰Ṇࡉࡏࡿ➼ࡼࡾ㸪ᙜヱỴᐃࢆ㑂Ᏺ







࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋ㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅㈍ࡋ࡚࠸ࡓᵓᡂ
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ືࡢ࠺ࡕ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖ≉ẁࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌ࡞࠸ࡶࡢࡢ⠊ᅖࡣᗈ࠸ࠋ

 㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ

   ୍᪉㸪ᴗ⪅ᅋయࡢሗάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪➇த㛵ಀ࠶ࡿᴗ⪅㛫࠾࠸࡚㸪⌧ᅾ

࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋࡲࡓ㸪㸶㸫㸱ཪࡣ㸶㸫㸲ヱᙜࡍࡿࡶ

ࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

 ۑഇⱝࡋࡃࡣ࡞⾲♧࣭ᗈ࿌ࢆ㝖ࡋ㸪ཪࡣ⾲♧࣭

ᗈ࿌ࡉࢀࡿࡁ㡯ࡢ᭱ప㝈ᗘࢆᐃࡵࡿ➼㸪ᾘ㈝⪅ࡢ

ṇࡋ࠸ၟရ㑅ᢥࢆᐜ᫆ࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⮬ⓗ࡞ᇶ

‽ࢆタᐃࡍࡿࡇ㸦㸶̿㸱ཪࡣ㸶̿㸲ヱᙜࡍࡿࡶࡢ

ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

㛵ࡋ࡞࠸࡛⾜࠺ࡇ㸦㸶㸫㸱ཪࡣ㸶㸫㸲ヱᙜࡍࡿ

ࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ

㸦ὀ㸧ࠕྲྀᘬ᮲௳⮬యࡢෆᐜࠖࡣ㸪ලయⓗ࡞౯᱁㸪



ྲྀ ۑᘬ᮲௳᫂☜ࡢࡓࡵ㸪ࣔࢹࣝዎ⣙᭩ࡢసᡂ㸪ዎ

⣙ࡢᩥ᭩ࡢዡບ➼ࢆ㸪ྲྀᘬ᮲௳⮬యࡢෆᐜ㸦ὀ㸧









㸦ᾘ㈝⪅ࡢၟရ

㑅ᢥࢆᐜ᫆ࡍ

ࡿᇶ‽ࡢタᐃ㸧







㸦ྲྀᘬ᮲௳᫂☜

ࡢࡓࡵࡢάື㸧













㸶̿㸴











㸶̿㸵





  

ᐇែࢆᢕᥱ࣭⤂ࡍࡿ➼ࡢ✀ࠎࡢ┠ⓗࡽ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ሗά

࡞ᇶ‽ࢆタᐃࡍࡿࡇ㸦㟂せ⪅ࡢ┈ࢆᙜᐖࡉ࡞
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ᨭᡶ᮲௳㸪⣡ᮇ➼ࢆᣦࡍࠋ

ⓗ࡞せㄳࢆⓗ☜ࡽ࠼࡚ᑐᛂࡋ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ౽ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᙜヱ⏘ᴗࡢ

Ⴀᴗࡢ✀㢮㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪Ⴀᴗ㛫➼㛵ࡍࡿ⮬ⓗ

ᇶ‽ࡢタᐃ㸧





ࡇࢀࢆᵓᡂᴗ⪅ࡸ㛵㐃⏘ᴗ㸪ᾘ㈝⪅➼ᥦ౪ࡍࡿάືࡣ㸪ᙜヱ⏘ᴗࡢ♫බඹ

ཪࡣປാၥ㢟ࡢᑐฎࡢࡓࡵྜ⌮ⓗᚲせࡉࢀࡿ

┠ⓗ➼ࡢࡓࡵࡢ



ࢆྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞ຠᯝࢆ⏕ࡐࡋࡵࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽぢ


㸷̿㸯

ົࡢ౯᱁ཪࡣᩘ㔞ࡢලయⓗ࡞ィ⏬ࡸぢ㏻ࡋ㸪㢳ᐈࡢ
ྲྀᘬࡸᘬࡁྜ࠸ࡢಶูලయⓗ࡞ෆᐜ㸪ணᐃࡍࡿタഛᢞ
㈨ࡢ㝈ᗘ➼㸪ྛᵓᡂᴗ⪅ࡢ⌧ᅾཪࡣᑗ᮶ࡢᴗάື
࠾ࡅࡿ㔜せ࡞➇தᡭẁලయⓗ㛵ಀࡍࡿෆᐜࡢ

ẁලయⓗ㛵
ಀࡍࡿෆᐜࡢ
ሗάື㸧
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ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

ཪࡣᵓᡂᴗ⪅㛫ࡢሗࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࠋ

ሗࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㛫࡛㞟࣭ᥦ౪ࢆ⾜࠸㸪

ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ㸪ཪࡣ౪⤥ࢆཷࡅࡿၟရཪࡣᙺ
㸦㔜せ࡞➇தᡭ

つᐃ㐪ࡍࡿࠋ

ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿሙྜࡣ㸪ࡇࢀࡽᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽࡀἲ➨㸱᮲ࡢ

㢳ᐈ࣭㈍㊰㸪タഛ➼㛵ࡍࡿ➇தࡢไ㝈ಀࡿྜពࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ᴗ⪅ࡀඹྠࡋ࡚

 ࡞࠾㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ሗάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᴗ⪅㛫࡛㸪౯᱁㸪ᩘ㔞㸪

㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ࡽࠕ㸳 ཧධไ㝈⾜Ⅽ➼ࠖࡲ࡛ࡢࡇࢁ➼グ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪ἲ➨㸶᮲ࡢつᐃ

Ⅽࡘ࡞ࡀࡾ㸪ཪࡣࡑࢀࡽไ㝈⾜Ⅽక࠺ሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪ࠕ㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖ

タ➼ࡢไ㝈㸧㸪㸳̿㸯㸦ཧධไ㝈➼㸧➼ᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᴗ⪅ᅋయࡼࡿไ㝈⾜

㸦ᕷሙࡢศ㸧㸪㸱̿㸱㸦ཷὀࡢ㓄ศ㸪ཷὀணᐃ⪅ࡢỴᐃ➼㸧㸪㸲̿㸯㸦タഛࡢ᪂ቑ

̿㸰㸦㈍౯᱁ࡢไ㝈㸧
㸪㸰̿㸯㸦ᩘ㔞ࡢไ㝈㸧
㸪㸱̿㸯㸦ྲྀᘬඛࡢไ㝈㸧
㸪㸱̿㸰

 ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ሗάືࡀ㸪㸯̿㸯㸦౯᱁➼ࡢỴᐃ㸧
㸪㸯

Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡿࠋ

ඹ㏻ࡢពᛮࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ཪࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ሗάືࡀᡭẁ࣭᪉ἲ࡞ࡗ࡚➇தไ㝈⾜

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ሗάືࢆ㏻ࡌ࡚ᵓᡂᴗ⪅㛫➇தไ㝈ಀࡿᬯ㯲ࡢゎⱝࡋࡃࡣ

࡚㸪ୗグ㸷̿㸯ᣲࡆࡿࡼ࠺࡞ሗάືࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

࡛ࡢண

ཪࡣᑗ᮶ࡢᴗάືಀࡿ౯᱁➼㔜せ࡞➇தᡭẁࡢලయⓗ࡞ෆᐜ㛵ࡋ࡚㸪┦㛫

ᴗάືᐇ⦼㸪❧ἲ࣭⾜ᨻࡢືྥ㸪♫⤒῭ໃ➼ࡘ࠸࡚ࡢᐈほⓗ࡞ሗࢆ㞟ࡋ㸪

⎔ ۑቃࡢಖࡸᮍᡂᖺ⪅ࡢಖㆤ➼ࡢ♫බඹⓗ࡞┠ⓗ

ࡽ࡞࠸ࠋ

㸶̿㸳 㸦 ♫  බ ඹ ⓗ ࡞

㸷 ሗάື

 ሗάືࡢከᵝᛶ

   ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᙜヱ⏘ᴗ㛵ࡍࡿၟရ▱㆑㸪ᢏ⾡ືྥ㸪⤒Ⴀ▱㆑㸪ᕷሙ⎔ቃ㸪⏘

 ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽ

ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞
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㹖▼Ἔ〇ရ㈍ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸷
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ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸱᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ

್ୖࡆ΅ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ሗࢆ⾜࠺ࡇࢆỴᐃ

ୖࡆᖜࢆỴᐃࡍࡿࡶ㸪ࡑࡢᐇຠࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪

㌿᎑ࡍࡿࡇࡋ㸪ྠ〇ရࡢ✀㢮ูᇶ‽࡞ࡿᘬ

ࢆᐃࡋ㸪ࡇࢀࢆሬᩱཎᩱ⏝࢚࣐ࣝࢪࣙࣥࡢ㈍౯᱁

ࡀࡾᖜࡘ࠸࡚ሗࢆ⾜ࡗ࡚ᶆ‽ⓗ࡞್ୖࡀࡾᖜ

ᑐฎࡍࡿࡓࡵ㸪⏥ࡢ୰ኸ࠾࠸࡚㸪ཎᩱࡢ್ୖ

ሗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢁ㸪ཎᩱࣔࣀ࣐࣮ࡢ್ୖࡀࡾ

ࣙࣥࡢ౯᱁ᨵゞ㝿ࡋ࡚౯᱁΅ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚

ࡡ࡚ࡽ⏥ࡢᆅ༊࠾࠸࡚ሬᩱཎᩱ⏝࢚࣐ࣝࢪ

ࡢ༠ㄪࢆᅗࡿࡓࡵ⏥⛠ࡍࡿྜࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾ㸪

㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸳ྕ㸧࡛ࡣ㸪㛵ಀ  ♫ࡀ㸪┦

㹘ሬᩱཎᩱ⏝࢚࣐ࣝࢪࣙࣥ〇㐀㈍ᴗ⪅௳

᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ

ྛ♫ࡀᕷἣရࡢ㈍౯᱁ࢆᘬࡁୖࡆࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸱

᱁ᘬୖࡆࡢᐇᮇࡢணᐃࢆ┦࿌▱ࡍࡿ➼ࡋ࡚㸪

ࡅ࡚㹗ࡀྛ♫ලయⓗ౯᱁ࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ྛ♫ࡀ౯

ࡢ㛗♫࡛࠶ࡗࡓ㹗୍௵ࡍࡿࡇࡋ㸪ࡇࢀࢆཷ

༠㆟ࡢ⤖ᯝ㸪ලయⓗ౯᱁ࡢỴᐃࡘ࠸࡚ࡣᙜヱᅋయ

ࡢ౯᱁ࡢࠕࡓࡓࡁྎࠖࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ⾜࠸㸪᭦

࠺ࡶ㸪ᕷἣရࡢ㈍౯᱁ࡢᘬୖࡆᖜࡸᘬୖࡆᚋ

ࡢ⣼ḟࡢྜ࠾࠸࡚㸪ᕷἣࡘ࠸࡚ࡢሗࢆ⾜

➨㸶ྕ㸧࡛ࡣ㸪㛵ಀᅄ♫ࡀ㸪ᡤᒓࡍࡿᅋయࡢ⌮➼

㹗ࣅࢽࣝࢱࣝ〇㐀ᴗ⪅௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࡉࢀࡓࠋ

ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

ᑠ౯᱁ࡢᘬୖࡆࡢ┠㏵࡞ࡿ౯᱁ࢆỴᐃࡋࡓࡇ➼

⾜ጤဨࡼࡾᵓᡂ㸧࠾࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢⓎἜࡢ

ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪ᇳ⾜㒊㸦 ྡࡢᇳ

ྜྠࡢᙺဨ㆟࠾࠸࡚౯᱁ᘬୖࡆࡢ⎔ቃᩚഛ➼

ᘬୖࡆ➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡲࡓ㸪㞄᥋ࡍࡿᅋయ

౯᱁ࡢୖ᪼ࡢぢ㏻ࡋࡘ࠸࡚ࡢሗࡸᑠ౯᱁ࡢ

ࡢ⪅ࡼࡾᵓᡂ㸧ྜྠࡢ㆟࠾࠸࡚㸪ⓎἜࡢධ

ࡼࡾᵓᡂ㸧ཬࡧࢭ࣮ࣝࢫ㸦ᵓᡂᴗ⪅ࡢ⤥Ἔᡤ㛗⣭

ྕ㸧࡛ࡣ㸪♫㛗㸦 ྡࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀ㈐௵⪅

ۑᙜヱ⏘ᴗࡢάືᐇ⦼ࢆ⯡ⓗᢕᥱࡋ㸪࿘▱ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪㐣ཤࡢ⏕⏘㸪㈍㸪タഛᢞ㈨➼ಀࡿᩘ㔞ࡸ㔠
㢠➼ᵓᡂᴗ⪅ࡢᴗάືಀࡿ㐣ཤࡢᐇ㛵ࡍࡿ
ᴫᣓⓗ࡞ሗࢆᵓᡂᴗ⪅ࡽ௵ព㞟ࡋ࡚㸪ᐈほ
ⓗ⤫ィฎ⌮ࡋ㸪ಶࠎࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢᩘ㔞ࡸ㔠㢠➼ࢆ
᫂♧ࡍࡿࡇ࡞ࡃ㸪ᴫᣓⓗබ⾲ࡍࡿࡇ㸦౯᱁㛵
ࡍࡿࡶࡢཬࡧ㸯̿  ̿㸱ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡼࡾ᪤ᙜヱᵓᡂᴗ⪅ಀ
ࡿᩘ㔞㸪㔠㢠➼ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࡢᩘ㔞㸪
㔠㢠➼ࢆ᫂♧ࡋ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠋ
ۑ㟂せ⪅㸪ᵓᡂᴗ⪅➼ᑐࡋ࡚㐣ཤࡢ౯᱁㛵ࡍࡿ
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡽ౯᱁ಀࡿ㐣ཤ
ࡢᐇ㛵ࡍࡿᴫᣓⓗ࡞ሗࢆ௵ព㞟ࡋ࡚㸪ᐈほ
ⓗ⤫ィฎ⌮ࡋ㸪౯᱁ࡢ㧗పࡢศᕸࡸືྥࢆṇࡋࡃ♧
ࡋ㸪ࡘ㸪ಶࠎࡢᵓᡂᴗ⪅ࡢ౯᱁ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡞
ࡃ㸪ᴫᣓⓗ㸪㟂せ⪅ࢆྵࡵ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ㸦㸯̿ 
̿㸱ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋࡲࡓ㸪ᴗ⪅㛫⌧ᅾཪ
ࡣᑗ᮶ࡢ౯᱁ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻ࡢ┠Ᏻࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇ
ࡢ࡞࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧
ࠋ

ۑᕷሙ࠾ࡅࡿ౯᱁ࡢẚ㍑ࡀᅔ㞴࡞ၟရཪࡣᙺົࡘ
࠸࡚㸪㈝⏝㡯┠㸪సᴗࡢ㞴᫆ᗘ㸪ရ㉁➼౯᱁㛵㐃ࡍ



౪㸧

㸦ᴗάືಀ
ࡿ㐣ཤࡢᐇ
㛵ࡍࡿሗࡢ
㞟࣭බ⾲㸧







㸦౯᱁㛵ࡍࡿ
ሗࡢ㟂せ⪅➼
ࡢࡓࡵࡢ㞟࣭ᥦ
౪㸧






㸦౯᱁ẚ㍑ࡢᅔ
㞴࡞ၟရཪࡣᙺ



㸷̿㸲










㸷̿㸳









㸷̿㸴
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ཪࡣᢏ⾡ⓗᣦᶆࢆ㸪㟂せ⪅ࢆྵࡵ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ㸦

㞟ࡋ㸪ᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ


ሗࡢ㞟࣭ᥦ



ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡢබṇࡘᐈほⓗ࡞ẚ㍑㈨ࡍࡿ㈨ᩱ

ࡢືྥ㸪♫⤒῭ໃ➼ࡘ࠸࡚ࡢ୍⯡ⓗ࡞ሗࢆ

▱㆑➼㛵ࡍࡿ



ࡍࡿ㈨ᩱ➼ࡢᥦ

㛵㐃ࡋࡓᢏ⾡ືྥ㸪⤒Ⴀ▱㆑㸪ᕷሙ⎔ቃ㸪❧ἲ࣭⾜ᨻ

㸦ᢏ⾡ືྥ㸪⤒Ⴀ

㸷̿㸱



ۑᨻᗓᶵ㛵㸪Ẹ㛫ࡢㄪᰝᶵ㛵➼ࡀᥦ౪ࡍࡿᙜヱ⏘ᴗ





ົࡢရ㉁➼㛵

⏝᪉ἲ➼ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࠋ


ࡿሗࡢᥦ౪㸧





⏘ᴗࡀ౪⤥ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢṇࡋ࠸

ရ▱㆑➼㛵ࡍ



ᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸷̿㸰 㸦 ᾘ ㈝ ⪅  ࡢ ၟ  ۑᾘ㈝⪅ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ౽ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᙜヱ

 ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽ

 ࡇࢀᑐࡋ࡚㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪ୖグ  ࡢࡼ࠺࡞➇தไ㝈ⓗ࡞ຠᯝࢆ

23



ۑᙜヱ⏘ᴗࡢ⯡ⓗ࡞㟂せࡢືྥࡘ࠸࡚㸪୍⯡ⓗ࡞

ሗࢆ㞟࣭ᥦ౪ࡋ㸪ཪࡣᐈほⓗ࡞㇟ᇶ࡙ࡃᴫᣓ

ⓗ࡞ᑗ᮶ぢ㏻ࡋࢆసᡂࡋ㸪බ⾲ࡍࡿࡇ㸦ᵓᡂᴗ⪅

ྛ⮬ࡢᑗ᮶ࡢ౪⤥ᩘ㔞ಀࡿලయⓗ࡞┠Ᏻࢆ࠼ࡿ

ࡼ࠺࡞ࡇࡢ࡞࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧
ࠋ

ᵓᡂᴗ⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇ㸦ᵓᡂᴗ⪅㛫≉ᐃࡢ

ᴗ⪅ྲྀᘬࡋ࡞࠸ࡇཪࡣ≉ᐃࡢᴗ⪅ࡢࡳྲྀᘬࡍ



ۑᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀᘬࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪㢳ᐈࡢಙ

⏝≧ែࡘ࠸࡚ᐈほⓗ࡞ᐇ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡋ㸪





㸦ᴫᣓⓗ࡞㟂せ

ぢ㏻ࡋࡢసᡂ࣭බ

⾲㸧







㸦㢳ᐈࡢಙ⏝≧

ែ㛵ࡍࡿሗ

ࡢ㞟࣭ᥦ౪㸧





㸷̿㸵











㸷̿㸶









ࡢ࡞࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
ࠋ
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࡞ྜពࢆ⏕ࡐࡋࡵࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ࢫࢺ➼㸧ࢆసᡂࡋ㸪㓄ᕸࡍࡿࡇࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺

⪅ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࣜࢫࢺ㸦࠸ࢃࡺࡿࣈࣛࢵࢡࣜ

㸦ὀ㸧 ࠼ࡤ㸪≉ᐃࡢᴗ⪅ࢆⰋᴗ⪅ཪࡣඃⰋᴗ

ࡶࡢ㝈ࡿ㸦ὀ㸧ࠋ㸧
ࠋ

ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢྜពࢆ⏕ࡐࡋࡵࡿࡼ࠺࡞ࡇࡢ࡞࠸

ᴗ⪅㛫౯᱁ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻ࡢ┠Ᏻࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇ

౪㸧



౯ィ⟬ཪࡣ✚⟬ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ࡿཎ౯ィ⟬ᣦᑟ

㹖ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ༺ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧

ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪

ᴗົ⏝ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫࡢ㈍ᇶ‽౯᱁ࢆỴᐃࡋࡓࡇ➼

ᐃࡢ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ᑠᴗ⪅ྥࡅᐙᗞ࣭

ࡢ࠺ࡕぢ✚ࡿࡇࡋ㸪ࡇࡢ㢠ධ౯᱁ࡋ୍࡚

ཬࡧ₶ࡋ࡚⟬ᐃࡉࢀࡓ୍ᐃࡢ㔠㢠ࢆᚲࡎ㈍౯᱁

࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ᶆ‽ཎ౯ィ⟬᭩ࢆసᡂࡋ㸪ᚲせ⤒㈝

ࡋࡃホ౯ࡋࡓཎ౯ィ⟬ࢆࡋ࡞࠸࡛ࡑࡢ౯᱁ࢆỴᐃࡋ࡚

ࣟࣃࣥ࢞ࢫࡢ㈍ᙜࡓࡗ࡚ಖᏳ⤒㈝㸪ൾ༷㈝➼ࢆṇ

➨  ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ࠺ࡕවᴗ⪅ࡢ㒊ศࡀࣉ

ࡧᢏ⬟ࡢカ⦎㸧
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⾜࠺ࡇࠋ

ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ⤒Ⴀᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


̿㸰 㸦 ▱ ㆑ ࡢ ᬑ ཬ ཬ ⤒ۑႠ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞▱㆑ࡢᬑཬཬࡧᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ

ࡉࢀࡓࠋ

 ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽ

 ࡇࢀᑐࡋ࡚㸪୰ᑠᴗ⪅ࡢᅋయࡀ㸪࠼ࡤḟࡢ⾜Ⅽࡢࡼ࠺㸪ᴗ⪅㛫ࡢ➇த



ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

‽ⓗ࡞ᩘ㔞㸪సᴗ㔞➼ཬࡧ༢౯ࢆ♧ࡍ᪉ἲࡼࡾ㸪ཎ

ࢆ♧ࡍ᪉ἲࡼ
➼㸧

౯㸪⤫୍ⓗ࡞࣐࣮ࢡࢵࣉᇶ‽➼ཪࡣᡤせ㈨ᮦ➼ࡢᶆ

ࢡࢵࣉᇶ‽➼

౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖ➼グ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪ἲ➨㸶᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

̿㸯 㸦 ⤫ ୍ ⓗ ࡞ ࣐ ࣮ ۑᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡍࡿၟရཪࡣᙺົಀࡿᖹᆒཎ

࠺࡞ᴗ⪅ᅋయࡼࡿไ㝈⾜Ⅽࡘ࡞ࡀࡾ㸪ཪࡣࡑࢀࡽไ㝈⾜Ⅽక࠺ሙྜࡣ㸪
ࠕ㸯

 ᴗ⪅ᅋయࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ㸪㸯̿㸯㸦౯᱁➼ࡢỴᐃ㸧➼ᣲࡆࡽࢀࡿࡼ

࠸࡚┠Ᏻࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ᴗ⪅ࡢ⌧ᅾཪࡣᑗ᮶ࡢᴗάືಀࡿ౯᱁➼㔜せ࡞➇தᡭẁࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ

ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ

 ୍᪉㸪⤒Ⴀᣦᑟࡢᙧࢆࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪࠼ࡤḟࡢ⾜Ⅽࡢࡼ࠺㸪

ࡿࡼ࠺㸪୰ᑠᴗ⪅ࡢᅋయࡀ⤒Ⴀᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪ᮏ᮶⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ

ࡑࢀࢆ⿵ࡗ࡚ྛᴗ⪅ࡀࡑࡢ⮬ⓗ࡞ุ᩿ᇶ࡙࠸࡚ᴗࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ

⤒Ⴀᣦᑟ

 ⤒Ⴀᣦᑟࡢᛶ᱁

 ୰ᑠᴗ⪅ࡣ⤒Ⴀ㛵ࡍࡿ▱㆑➼࠾࠸࡚┦ᑐⓗ㊊ࡍࡿ㠃ࡀ࠶ࡿࡇࡽ㸪

24

⪅㛫౯᱁ࡸ✚⟬㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻ࡢ┠Ᏻࢆ࠼ࡿ

ࡼ࠺࡞ࡇࡢ࡞࠸ࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧
ࠋ

⯡ⓗ࡞᪉ἲࡢస

ᡂ➼㸧











  

᪉ἲ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᣦᑟཪࡣᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ㸦ᴗ

㸦ཎ౯ィ⟬ࡢ୍

̿㸲



 ۑཎ౯ィ⟬ࡸ✚⟬ࡘ࠸࡚ᶆ‽ⓗ࡞㡯┠ࢆᥖࡆࡓ୍⯡

ⓗ࡞᪉ἲࢆసᡂࡋ㸪ࡇࢀᇶ࡙࠸࡚ཎ౯ィ⟬ࡸ✚⟬ࡢ
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ᛂࡌࡓ⤒Ⴀᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ᣦᑟ㸧



ۑᵓᡂᴗ⪅ࡢồࡵᛂࡌ㸪ಶูᴗࡢ⤒Ⴀᐇែ➼

㸦ಶูⓗ࡞⤒Ⴀ

̿㸱

46

࠾࠸࡚᭷ຊ࡛࡞ࡅࢀࡤ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣపࡃ࡞ࡿࠋ㸦i㸶㸫㸯㸪

㸪ཧຍᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ࢙ࡢྜィࡀప࠸➼ཧຍᴗ⪅ࡀయࡋ࡚ࡳ࡚ᕷሙ

ࡳ࡚ᕷሙ࠾࠸࡚᭷ຊ࡛࠶ࢀࡤ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪㏫

ྠᴗࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦i㸶㸫㸯㸪i㸶㸫㸲㸧

 ඹྠᴗཧຍᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ࢙ࡢྜィ➼

 ඹྠᴗࡢཧຍᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ࢙ࡢྜィࡀ㧗࠸➼ཧຍᴗ⪅ࡀయࡋ࡚

ཌ⏕άືࡸ♫ᩥάື➼㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தᑐࡍࡿᙳ㡪ࡀஈࡋ࠸ᛶ᱁ࡢඹ

 ࡇࢀᑐࡋ࡚㸪ᙜヱ⏘ᴗయࡢ⌮ゎቑ㐍ࡢࡓࡵࡢᗈሗᐉఏάື㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⚟

㢳ᐈ࣭㈍㊰➼ࡢ➇தᡭẁࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


ࡣప࠸ࡀ㸪ඹྠᴗࡢᐇࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ಀࡿᑐ㇟ၟရࡢ౯᱁ཪࡣᩘ㔞㸪

ࢆ࠼ࡿࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඹྠ㈍➼ẚ࡚⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿྍ⬟ᛶ

ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣ㸪ᮏ᮶㸪ᑐ㇟࡞ࡿၟရࡑࡢࡶࡢࡢ౯᱁㸪ᩘ㔞ࡸྲྀᘬඛᙳ㡪

 ୍᪉㸪ᴗ⪅ࡢࡓࡿᴗ㝃㝶ࡍࡿ㐠㏦ࡸಖ⟶ಀࡿඹྠᴗࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

Ỵᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡢ✀㢮ࡢඹྠᴗẚ࡚⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞

ࡑࡢᑐ㇟࡞ࡿၟရཪࡣᙺົࡢ౯᱁㸪ᩘ㔞ࡸྲྀᘬඛ➼ࡢ㔜せ࡞➇தᡭẁࡘ࠸࡚

 ࠼ࡤ㸪ၟရཪࡣᙺົࡢඹྠ㈍㸪ඹྠ㉎㈙ࡸඹྠ⏕⏘࡛ࡣ㸪ඹྠᴗࡢ୰࡛

ࡿ㡯ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ᳨ウࡉࢀࡿࠋ

ࡢࡽ࢘ࡲ࡛ࡢྛ㡯ࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋุ࡚᩿ࡉࢀࡿࠋ

 ඹྠᴗࡢෆᐜ

 ඹྠᴗࡀ㸪ࡑࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿၟရཪࡣᙺົࡢ౯᱁㸪ᩘ㔞ࢆࡣࡌࡵ➇தᡭẁ࡛࠶

㸳ྕཪࡣ➨  ᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ࠺ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ

 ⪃࠼᪉

 ᴗ⪅ᅋయࡼࡿඹྠᴗࡀ⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ࠺ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୗグ

ࡗ࡚㸪ࡑࡢෆᐜ㸪ែᵝ➼ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸪➨㸱ྕ㸪➨㸲ྕⱝࡋࡃࡣ➨

ࡲࡓ㸪ཧຍࡍࡿಶࠎࡢᴗ⪅ࡢᴗάືࡢไ㝈ࡘ࡞ࡀࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࡇࢁ࡛࠶

ᴗయ࡞ࡗ࡚⾜࠺ᴗࡋ࡚ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தᙳ㡪ࢆ࠼ᚓࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾ㸪

ࡶࡢࡶከ࠸ࠋ᪉㸪ඹྠᴗࡣ㸪ࡑࡢᴗෆᐜࡢ⠊ᅖ࠾࠸࡚ᴗ⪅ᅋయࡀ༢୍ࡢ

ࡘ࠸࡚⾜࠺ඹྠᴗ➼㸪➇தಁ㐍ⓗ࡞ຠᯝࢆᣢࡘࡶࡢཪࡣ➇த┤ࡕ㛵ಀࡢ࡞࠸

ྠ⤒῭ᴗࡸᴗ⪅ᅋయࡀᵓᡂᴗ⪅ࡢᮏ᮶ࡢᴗෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸♫ᩥάື➼

୰ᑠᴗ⪅ࡼࡿἲᚊᇶ࡙ࡃ༠ྠ⤌ྜࡀ᭷ຠ࡞➇த༢ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ⾜࠺ඹ

ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࠋඹྠᴗࡣ㸪༢⊂࡛ࡣᴗᑐᢠ࡛ࡁ࡞࠸

 ඹྠᴗ

 ඹྠᴗࡢከᵝᛶ

 ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢඹྠࡼࡿᴗάືࡢᛶ᱁ࢆᣢࡘᴗ㸦௨ୗࠕඹྠ
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㸦i㸶㸫㸯㸪i㸶㸫㸲㸧

ࠑ㐪ࡉࢀࡓලయࠒ

㹖ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡ〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸵

ᖺ㸦່㸧➨㸯ྕ㸧࡛ࡣ㸪ձᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀࡾᢅ࠺ᅵᮌ

⏝ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ✚ࡳࣈࣟࢵࢡࢆࡍ࡚ᙜヱᅋయࡀ㈙࠸

ྲྀࡾ㸪㈍ࡍࡿࡇ㸪ղᵓᡂᴗ⪅ࡽࡢ㈙ྲྀࡾ㔞

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱᅋయ࡛ỴᐃࡋࡓฟⲴẚ⋡➼ᇶ࡙࠸࡚

᭶ูࡾᙜ࡚ࡿࡇ㸪➼ࢆෆᐜࡍࡿඹྠ㈍ᴗ

ࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨

㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

㹗ࡕࡾ⣬〇㐀ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 

ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᙜヱᅋయࡀඹྠᴗࡋ࡚㈍ࡍࡿⲔࡕࡾ

⣬ࡢၟᶆࢆࠕ⏥ࠖᐃࡵ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡣࠕ⏥ࠖࢆ⾲♧

ࡋࡓⲔࡕࡾ⣬ࢆᙜヱᅋయ௨እ㈍ࡋ࡞࠸ࡇ㸪ᵓᡂ

ᴗ⪅ࡣၟရࠕ⏥ࠖ௨እࡢⲔࡕࡾ⣬ࢆ⏕⏘ࡋ࡞࠸ࡇ

➼ࢆỴᐃࡋࡓୖ࡛㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡽࡢ㉎ධᩘ㔞ࡢ㝈ᗘ

ཬࡧ㈍౯᱁ࢆᐃࡵࡿ➼ࡋ㸪ࡘ㸪ᇦእࡽ⛣ධࡉࢀ

ࡿⲔࡕࡾ⣬ࢆ୍ᡭ㈙ྲྀࡾ㈍ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲

➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

㹘༳ๅ⏝᙮้ࢦ࣒〇∧ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦  ᖺ

㸦່㸧➨㸶ྕ㸧࡛ࡣ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ⏝ࡍࡿ༳ๅ⏝᙮

้ࢦ࣒〇∧ࡢཎᮦᩱࡢඹྠ㉎ධࡢᐇ㝿ࡋ࡚㸪ᆅ༊

ෆ౪⤥ࡉࢀࡿྠཎᮦᩱࢆ୍ษ⟶⌮ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚

㠀ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㐍ฟࢆ㜼Ṇࡍࡿࡇ➼ࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪

ᵓᡂᴗ⪅ࡣᙜヱᅋయ௨እࡢ⪅ࡽཎᮦᩱࢆ㉎ධࡋ࡞
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⏘ࡢᴗࢆ⾜࠺ࡇ㸦㸫㸲ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ





ۑၟရཪࡣᙺົಀࡿඹྠ㈍㸪ඹྠ㉎㈙ཪࡣඹྠ⏕



࠶ࡿࠋ

̿㸯 㸦ඹྠ㈍➼㸧

㸯㸪i㸧

 㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ

 ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪㐪࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ

⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸳㸪i㸶㸫

ࡋ㸪ཪࡣࡑࡢཧຍⱝࡋࡃࡣ⏝ࡘ࠸࡚ᴗ⪅㛫࡛ᕪูⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇࡣ㸪

i㸶㸫㸲㸧

࢘ ඹྠᴗࡢែᵝ

ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ඹྠᴗࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡑࡢཧຍⱝࡋࡃࡣ⏝ࢆᙉไ




㸦ඹྠ㐠㏦࣭ඹྠ


㸫㸰

⪅㛫࡛ᕪูⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸱㸪i㸶㸫

㸦ඹྠᴗࡢ
ཧຍࡢᙉไ➼㸧


̿㸱








̿㸴







㸫㸳









ᴗ㸧

ࡢஈࡋ࠸ඹྠ

㸦➇தࡢᙳ㡪



ᴗ㸧

ࡢࡓࡵࡢඹྠ

㸦㢳ᐈࡢ౽➼



ᴗ㸧

ィࡀప࠸ඹྠ

ᕷሙࢩ࢙ࡢྜ

ప࠸ඹྠᴗࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㐍ࡢࡓࡵࡢඹྠᒎ♧タࢆタ⨨ࡍࡿࡇࠋ
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࠼ࡿᙳ㡪ࡀஈࡋ࠸ඹྠᴗࢆ⾜࠺ࡇࠋ

⚟ཌ⏕άື㸪♫ᩥάື➼㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇த

ۑᙜヱ⏘ᴗయࡢ⌮ゎቑ㐍ࡢࡓࡵࡢᗈሗᐉఏάື㸪





ۑ㢳ᐈࡢ౽ࡢࡓࡵࡢඹྠ㥔㌴ሙࡸ⏘ᴗయࡢ㈍ቑ





࢙ࡢྜィࡀᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸⛬ᗘ

ࡽ࡞࠸㸦̿㸱ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ

㸫㸲 㸦 ཧ ຍ  ᴗ ⪅ ࡢ  ۑᑐ㇟࡞ࡿၟရཪࡣᙺົಀࡿཧຍᴗ⪅ࡢᕷሙࢩ



㸲㸪i㸶㸫㸳㸪i㸶㸫㸯㸪i㸧

 ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞ࡽ࡞࠸⾜Ⅽ

ୖグ  ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㐪࡞

ۑඹྠᴗ㛵ࡋ࡚㸪ཧຍⱝࡋࡃࡣ⏝ࢆᵓᡂᴗ⪅
ᑐࡋ࡚ᙉไࡋ㸪ཪࡣཧຍⱝࡋࡃࡣ⏝ࡘ࠸࡚ᴗ



ᘬඛ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸦i㸶㸫㸯㸪i㸶㸫㸲㸧

㇟࡞ࡿၟရࡢ౯᱁ⱝࡋࡃࡣᩘ㔞ཪࡣᵓᡂᴗ⪅ࡢྲྀ





ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
ۑඹྠ㐠㏦ࡸඹྠಖ⟶ࡢᴗࢆᐇࡍࡿ㝿ࡋ࡚㸪ᑐ



࠸ࡇࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡓࡇ➼ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲





ಖ⟶㸧
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ᵓᡂᴗ⪅ㄆྍ⏦ㄳࢆࡉࡏࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯
㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
㹗ࣂࢫᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂඖᖺ㸦່㸧➨㸷ྕ㸧࡛
ࡣ㸪㈚ษࣂࢫࡢቑ㌴ಀࡿᴗィ⏬ኚ᭦ࡢㄆྍ⏦ㄳ
ࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢቑ㌴⏦ㄳ㌴୧ᩘࡢᯟࢆỴᐃࡋ㸪
ࡇࢀᇶ࡙࠸࡚ㄆྍ⏦ㄳࡉࡏࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯
㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
࡛ࡣ㸪ࢱࢡࢩ࣮ࡢቑ㌴ཪࡣႠᴗᡤࡢ᪂タⱝࡋࡃࡣ⨨
ࡢኚ᭦ಀࡿᴗィ⏬ኚ᭦ࡢㄆྍ⏦ㄳࡘ࠸࡚㸪ᙜヱ
ᅋయࡢ༠㆟ࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋ㸪ࡇࢀ
ᇶ࡙ࡁྛᵓᡂᴗ⪅ࡢቑ㌴⏦ㄳ㌴୧ᩘࡢ㝈ᗘࢆỴᐃ
ࡋ㸪ࡲࡓ㸪Ⴀᴗᡤࡢ᪂タཪࡣ⨨ࡢኚ᭦ಀࡿࡶࡢ
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㒔ᗘᙜヱ⏦ㄳࡢྍྰࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡓࡇ
ࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧
㐪ࡉࢀࡓࠋ
ۑ᭱㧗㢠ཬࡧ᭱ప㢠ࡢᖜࢆࡶࡗ࡚チㄆྍ➼ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿᩱ㔠㸦௨ୗࠕᖜㄆྍᩱ㔠ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ
ᖜࡢ୰࡛ᵓᡂᴗ⪅ࡀཷࡍࡿᩱ㔠ࢆỴᐃࡋ㸪ཪࡣࡑ
ࡢ⥔ᣢⱝࡋࡃࡣᘬୖࡆࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ
ࠑලయࠒ
㹖ࣂࢫᴗ⪅ᅋయ௳㸦ᖹᡂඖᖺ㸦່㸧➨㸷ྕ㸧࡛
ࡣ㸪㈚ษࣂࢫࡢ㐠㈤ࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࡼࡗ࡚ㄆྍࡉࢀࡓᇶ
‽ࡢ㐠㈤⋡ࡼࡗ࡚ィ⟬ࡋࡓ㔠㢠ࡢୖୗࡑࢀࡒࢀ 
ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ⠊ᅖෆ࡛ᴗ⪅ࡀ⮬⏤タᐃ࡛ࡁࡿࡇ
ࢁ㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡢ㈚ษࣂࢫࡢཱྀ㍺㏦➼ಀࡿ᭱ప㐠
㈤➼ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㸦⌧⾜
ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ
ۑᖜㄆྍᩱ㔠ࡢ᭱ప㢠ཪࡣ☜ᐃ㢠ࢆࡶࡗ࡚チㄆྍ➼ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿᩱ㔠࠾ࡅࡿᙜヱ☜ᐃ㢠ࢆୗᅇࡿᐇໃᩱ㔠
ࡼࡿྲྀᘬࡀᖹ✜බ↛ࡋ࡚ࡋࡶ⥅⥆ⓗ⾜ࢃࢀ࡞
ࡀࡽົᐁᗇࡼࡾἲᚊⓗຠᯝࡢ࠶ࡿᥐ⨨ࡀ┦ᙜᮇ
㛫ࢃࡓࡾㅮࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞ሙྜ࠾࠸࡚㸪ᙜ
ヱ᭱ప㢠ཪࡣᙜヱ☜ᐃ㢠௨ୗࡢ㔠㢠࡛㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ
ཷࡍࡿᩱ㔠ࢆỴᐃࡋ㸪ཪࡣࡑࡢ⥔ᣢⱝࡋࡃࡣᘬୖࡆ




















㸦ᖜㄆྍᩱ㔠ࡢ
ᖜࡢ୰࠾ࡅࡿ
ᩱ㔠ࡢཷಀ
ࡿỴᐃ㸧









㸦ㄆྍᩱ㔠௨ୗ
ࡢᩱ㔠ࡢཷ
ಀࡿỴᐃ㸧






















̿㸰












̿㸱







➇தไ㝈⾜Ⅽࡘ࡞ࡀࡾᚓࡿࡇ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 チㄆྍ㸪ᒆฟ➼㛵㐃ࡍࡿไ㝈⾜Ⅽ

 ᴗάືᑐࡋ࡚チㄆྍ㸪ᒆฟ➼ࡼࡿබⓗつไࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪ᴗ

⪅ᅋయࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡼࡾᵓᡂᴗ⪅ಀࡿ౯᱁㸪タഛ➼ࡘ࠸࡚ไ㝈ࡋ㸪

ࡇࢀࡼࡾᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡇࡣ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ

㐪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷሙ࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶

ࡗ࡚ࡶ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡼࡾᵓᡂᴗ⪅ಀࡿ౯᱁㸪タഛ➼ࡘ࠸࡚ไ㝈ࡍࡿࡇ

ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿࠋ

 ࡞࠾㸪බⓗつไࡼࡿチㄆྍ㸪ᒆฟ➼ࡢไᗘࡢୗ࡛㸪ྛᴗ⪅ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡢチ

ㄆྍ➼ࡢ⏦ㄳཪࡣᒆฟࡘ࠸࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪୍ᣓࡋ࡚⾜࠸㸪ཪࡣᴗ⪅ᅋయࢆ

ࠑලయࠒ

㹖ࢱࢡࢩ࣮ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨ 

ྕ㸧࡛ࡣ㸪ࢱࢡࢩ࣮㐠㈤➼ࡢᘬୖࡆࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂ
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ฟࡢෆᐜࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

ࡢไ㝈㸧



⤒⏤ࡋ࡚⾜ࢃࡏࡿࡇࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ไ㝈⾜Ⅽࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋ

̿㸯 㸦 チ ㄆ ྍ ⏦ ㄳ ➼ ۑᵓᡂᴗ⪅ࡢᴗάືಀࡿチㄆྍ➼ࡢ⏦ㄳཪࡣᒆ

ཪࡣࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗ⪅ᅋయࡢάືࡢෆᐜࡸែᵝࡼࡗ࡚ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡼࡿ

⾜ࡢᚲせᛶᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࡶ㸪୍᪉࡛㸪⾜ᨻᣦᑟࡢෆᐜࡸ᪉ἲ

ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᴗ⪅ᅋయࡀάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻᣦᑟࡀ࡞⾜ᨻ㐙

   ⾜ᨻᶵ㛵ࡽ㸪⾜ᨻ㐙⾜ࡢ㐣⛬࡛㸪ᴗ⪅ᅋయᑐࡋ࡚⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࢀࡽ

⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡾᚓࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡇ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡿࡀ㸪ࡑࡢᴗົ➼ࡢᐇ㝿ࡋ࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀᴗ⪅㛫࡛ᕪูⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿ➼

   ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡽබⓗᴗ㛵ࡍࡿᴗົ➼ࡀᴗ⪅ᅋయጤクࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡀ࠶

ࡶ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ

ᴗ⪅ᅋయࡀไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡣ⊂༨⚗Ṇἲୖၥᨃࡉࢀࡿࡇ

ࡀゎᾘࡉࢀᴗ⪅㛫ࡢ⮬⏤࡞➇தࡀᅇࡉࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽ㸪ࡑࡢ➇தࢆ

බⓗつไࡀ⦆ཪࡣᗫṆࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡑࡢ⠊ᅖ࠾࠸࡚つไࡼࡿ➇தࡢไ⣙

ᅋయࡀไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡣ⊂༨⚗Ṇἲୖၥᨃࡉࢀࡿࠋࡉࡽ㸪

ࡼ࠺ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢබⓗつไศ㔝࠾ࡅࡿᴗ⪅㛫ࡢ➇தࢆᴗ⪅

➇தࢆไ⣙ࡍࡿຠᯝࡀ᭱ᑠ㝈ࡵࡽࢀ㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢ➇தࡢᶵ⬟ࡍࡿవᆅࡀṧࡿ

   ≉ᐃࡢᨻ⟇┠ⓗࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵබⓗつไࡀᚲせ࡛࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡶ㸪ᴗ⪅㛫ࡢ

ࡾᴗ⪅㛫ࡢ➇தᑐࡋ୍࡚ᐃࡢไ⣙ࢆຍ࠼ࡿຠᯝࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ┠ⓗ➼ࡢୗタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍᪉࡛㸪ᴗ⪅ࡢᴗάືࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡼ

ⓗ࡞┠ⓗࡸᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡋ࡞࠸ၟရ࣭ᙺົࡘ࠸࡚ࡢ㈨※㓄ศࡢ㐺ṇ
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㹘ࢱࢡࢩ࣮ᴗ⪅ᅋయ௳㸦  ᖺ㸦່㸧➨㸲ྕ㸧

ᴗ⪅ࡢㄆྍ⏦ㄳࡍࡁෆᐜࢆỴᐃࡋ㸪ࡇࢀᇶ࡙࠸࡚





බⓗつไ㸪⾜ᨻ➼㛵㐃ࡍࡿ⾜Ⅽ

ᴗ⪅ᑐࡍࡿබⓗつไࡣ㸪࠼ࡤᅜẸࡢᗣ࣭Ᏻࡢ☜ಖ㸪⎔ቃࡢಖ➼ࡢ♫

27

⪅ࡀཷࡍࡿᩱ㔠ࢆỴᐃࡋ㸪ཪࡣࡑࡢ⥔ᣢⱝࡋࡃࡣᘬ

ୖࡆࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

ཷಀࡿỴᐃ㸧





ᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ἲ➨  ᮲㐪ࡉࢀࡓࠋ
ۑබⓗᴗົࢆᐇࡍࡿ㝿ࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪⾜ᨻᣦᑟࡼ
ࡾᴗ⪅ࡀཧධ➼ᙜࡓࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡓᅋయࡢຍධ
㛵ࡍࡿᢎࡸཧධ➼㛵ࡍࡿྠព➼ಀࡿุ᩿㝿
ࡋ࡚㸪㠀ᵓᡂᴗ⪅➼≉ᐃࡢᴗ⪅ࢆᙜᕪูⓗ




㸦බⓗᴗົࡢᐇ
➼㝿ࡋ࡚ࡢ
ไ㝈⾜Ⅽ㸧



̿㸴




㸶᮲ࡢつᐃ㐪ࡍࡿ㸦ୗグࠑࠒձཧ↷㸧
ࠋබⓗつไࡀ⦆ཪࡣᗫṆࡉࢀ࡚つไࡢ
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ࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᵓᡂᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡍࡿᙺົࡢᩱ㔠

ᅋయࡀ㸪ᚑ᮶ࡢ័⾜ࡸᵓᡂᴗ⪅㛫࡛ࡢሗ

ᗫࡉࢀᩱ㔠タᐃࡀ⮬⏤࡞ࡗࡓࡶࢃࡽࡎ㸪

ղ࠶ࡿᙺົ㛵ࡋ࡚ᩱ㔠ࡘ࠸࡚ࡢබⓗつไࡀ᧔

⪅ࡀ౪⤥ࡍࡿᙺົࡢᩱ㔠ࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ

ᡂᴗ⪅㛫࡛ࡢሗ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᵓᡂᴗ

ࡣつไࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࢃࡽࡎ㸪ᅋయࡀ㸪ᵓ

タ⨨ࡘ࠸࡚ࡣつไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩱ㔠ࡘ࠸࡚

ձ ࠶ࡿᴗࡢศ㔝࠾࠸࡚㸪ᴗ⪅ࡢཧධࡸᗑ⯒

52

ᣄྰࡋ㸪ࡑࢀࡽᴗ⪅ࡀᙜヱᙺົ౪⤥ࡢᴗཧ

ᴗ⪅ᑐࡍࡿಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤࡞ࡃ

ࢆ⾜࠸ᚓࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪㠀ᵓᡂ

ᴗ⪅ࡢࡳࡀ≉ᐃࡢබⓗᶵ㛵ࡢᙺົ౪⤥ࡢᴗ

ձ ⾜ᨻᣦᑟࡼࡗ࡚㸪ᅋయಖドዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ

ࠑࠒ

㸱㸪i㸶㸫㸲㸪i㸶㸫㸯㸧

ࡢᶵ⬟ⱝࡋࡃࡣάືࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡇࠋ㸦i㸶㸫

ࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣ᪤Ꮡࡢᴗ⪅ࢆ㝖ࡋ㸪ཪࡣᵓᡂᴗ⪅

ྲྀࡾᢅ࠺➼ࡋ࡚㸪᪂ࡓᴗ⪅ࡀཧධࡍࡿࡇࢆไ㝈

ࡓࡇࡀ㸪୍⯡ᣦᐃࡢ㸵㸦⌧⾜୍⯡ᣦᐃ➨  㡯㸧ヱ




ࡿࡼ࠺࡞ไ㝈⾜Ⅽࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪
ࠕ㸯 ౯᱁ไ㝈⾜Ⅽࠖ➼グ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪ἲ➨



ࢆ㉎ධࡋ࡞࠸ࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚㸪ᙜヱ⤌ྜဨྲྀᘬࡋ




ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪㸯̿㸯㸦౯᱁➼ࡢỴᐃ㸧➼ᣲࡆࡽࢀ

ᑐ㇟እ࡞ࡗࡓ㡯ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸦ୗグࠑࠒղཧ↷㸧
ࠋ



ࠑࠒ

ࡀ࡞࠸ࡢ㸪⤌ྜဨࡀᙜヱ⤌ྜࡢ➇த⪅ࡽ㎰ᴗᶵᲔ









㏆௦㈨㔠ࡢ㈚ࡅᴗࢆ⾜࠺ᙜࡓࡾ㸪ṇᙜ࡞⌮⏤







㹖༠ྠ⤌ྜ௳㸦  ᖺ㸦ุ㸧➨㸯ྕ㸧࡛ࡣ㸪㎰
ᴗ㏆௦㈨㔠ຓᡂἲᇶ࡙ࡁ㸪⤌ྜဨᑐࡋ࡚㸪㎰ᴗ

➼㸧





ࢆࡅࡿ➼බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࠋ
㸦i㸧
ࠑලయࠒ

ࡅࡿᙜ࡞ᣊ᮰





ࡢᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡑࡢᴗάືࢆᙜᣊ᮰ࡍࡿ᮲௳

࠺ᴗάື࠾





ۑබⓗᴗົࢆక࠺ᴗάືࢆ⾜࠺ሙྜ࠾࠸࡚㸪≉ᐃ

Ⅽࡣ㐪࡞ࡿࠋ

̿㸳 㸦 බ ⓗ ᴗ ົ ࢆ క

➼ࡘ࠸࡚㸪⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾ㸪࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞⾜

ሙྜࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪ᴗ⪅ᅋయࡢຍධ㛵ࡍࡿᢎࡸཧධ➼㛵ࡍࡿྠព

⚗Ṇἲࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞

ࢆồࡵࡿ⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻᣦᑟ⮬యࡀ⊂༨

 ࡲࡓ㸪ᴗ⪅ࡢཧධ➼ᙜࡓࡗ࡚ᴗ⪅ᅋయࡢຍධࡸᴗ⪅ᅋయࡼࡿྠព➼

ࡾ㸪࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣ㐪࡞ࡿࠋ

ᴗ⪅㛫࡛ᕪูⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿ➼⊂༨⚗Ṇἲୖၥ㢟࡞ࡾᚓࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶

ࡀᴗ⪅ᅋయጤク➼ࡉࢀࡓሙྜ㸪ᴗ⪅ᅋయࡀ㸪බⓗᴗົࡢᐇ㝿ࡋ࡚㸪

 බⓗᴗົࡢጤク➼㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽ

⾜ᨻᶵ㛵➼ࡽබⓗᴗࡢᐇࡢࡓࡵࡢ୍ᐃࡢᴗົ➼㸦௨ୗࠕබⓗᴗົࠖ࠸࠺ࠋ
㸧


 බⓗつไศ㔝࠾ࡅࡿつไࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㡯ಀࡿไ㝈⾜Ⅽ

බⓗつไศ㔝࠾࠸࡚㸪౯᱁➼ࡢ㔜せ࡞➇தᡭẁ࡛࠶ࡗ࡚බⓗつไࡼࡗ࡚ไ㝈

㸲ྕ㸧㐪ࡉࢀࡓࠋ

ࡋࡓࡇࡀ㸪ἲ➨㸶᮲➨㸯㡯➨㸲ྕ㸦⌧⾜ἲ➨㸶᮲➨

ྠ୍ᩱ㔠ࡢධࡗࡓ᫂⣽᭩ࢆ⏝ࡍࡿࡇࢆ㏻▱ࡍࡿ➼

ࡧᵓᡂᴗ⪅ࡀྲྀᢅᩱ㔠ࢆཷࡍࡿ㝿ࡣᥖ♧ᩱ㔠

ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋ㸪ᵓᡂᴗ⪅ᑐࡋ㸪ࡑࡢ㊃᪨ཬ

࡚㸪ᥖ♧ᩱ㔠࠾ࡾྲྀᢅᩱ㔠ࢆཷࡍࡿࡇࢆ┠ᶆ

࡞࠸࡛᪑⾜ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸≧ἣᑐᛂࡋ

ᥖ♧ᩱ㔠ࢆୗᅇࡗࡓᩱ㔠ࢆཷࡋ㸪ཪࡣᩱ㔠ࢆཷࡋ

ࡓᩱ㔠ࡢཷࡢ⚗Ṇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ㸪ᚑ᮶㸪

ົࡢྲྀᢅᩱ㔠ࡘ࠸࡚ࡢᥖ♧⩏ົཬࡧᥖ♧ᩱ㔠ࢆ㉸࠼

࡛ࡣ㸪᪑⾜ᴗἲ࠾࠸࡚㸪᪑⾜⪅ࡽཷࡍࡿ᪑⾜ᴗ

㹖୍⯡᪑⾜ᴗ⪅➼ᅋయ௳㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸦່㸧➨  ྕ㸧

ࠑලయࠒ

ۑᒆฟཪࡣᥖ♧ࡢ⩏ົࡀ࠶ࡿᩱ㔠ࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂᴗ

㸦ᒆฟᩱ㔠➼ࡢ

̿㸲

ࢆỴᐃࡍࡿࡇࠋ











2

3

1
1
1
1
1
1

10

11

2
2
2

2

1

10

10

11

11
11
11

( 5)

30

53

1
12
12
12
12
2
3
12
12
5

( 4)

12

10
10
10
11
11
11
6

28

( 6)

1

参考資料２

事業者団体等の活動に係る独占禁止法に関する相談事例（概要）
（平成１８年度から平成２７年度の「独占禁止法に関する相談事例集」より抜粋）

【会合の運営】（事業者団体における決定内容に関する事例）
１

事業者団体による小切手の無料推奨の決定
［価格制限行為］（平成２７年度）
金融機関を会員とする団体が，特殊詐欺被害の未然防止策として，多額の預金を引き出そうとす
る高齢の顧客に，現金の利用に代えて小切手の利用を無料で勧めることを決定することについて，
独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

２

協同組合による標準価格等の決定
［協同組合の活動に関するもの］
（平成２７年度）
建築資材の製造販売業者の協同組合が，組合員が顧客に請求する割増料金の参考となる価格を示
すことについて，独占禁止法上問題となると回答した事例

３

事業者団体による浄化槽の水質検査，保守点検及び清掃の標準料金表の作成
［価格制限行為］（平成２６年度）
浄化槽の水質検査業者，保守点検業者及び清掃業者を会員とする団体が，浄化槽の水質検査，保
守点検及び清掃の標準料金表を作成することについて，独占禁止法上問題となると回答した事例

４

事業者団体による宿泊料金の過度な値上げ抑制の要請
［価格制限行為］（平成２６年度）
宿泊業者を会員とする団体が，会員に対して，我が国で開催される国際的な大規模行事の開催期
間中に会員が設定する宿泊料金に関し，海外で開催された過去の当該行事において宿泊料金が高騰
した事例を示し，過度な値上げの抑制を要請することについて，独占禁止法上問題となるものでは
ないと回答した事例

５

事業者団体による中古品ユーザーへの消耗品販売の禁止
［顧客，販路等の制限行為］（平成２６年度）
医療機器メーカーを会員とする団体が，会員に対して，中古品の医療機器のユーザーへの消耗品
の販売を禁止することについて，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例
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【統計業務（情報活動）】
１

事業者団体による情報の収集及び提供
［情報活動］
（平成２７年度）
製造設備メーカーを会員とする団体が，会員に対して，地域別の販売台数についてアンケート調
査を行い，個々の会員の情報を明示することなく，その結果を公表することについて，独占禁止法
上問題となるものではないと回答した事例

２

事業者団体による情報の収集及び提供
［情報活動］
（平成２７年度）
役務を提供する事業者を会員とする団体が，法改正後の会員の役務提供に係る料金に関する情報
を収集し，会員ごとの料金が具体的に分かるような形で会員等に提供することについて，独占禁止
法上問題となるおそれがあると回答した事例

３

事業者団体による情報の収集及び提供
［情報活動］
（平成２７年度）
貨物運送事業者を会員とする団体が，既に公表されている情報を収集し，会員に対しメール・マ
ガジンにより提供することについて，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

４

価格に関する情報の収集及び公表
［情報活動］
（平成２３年度）
機械製品のメンテナンス業者を会員とする団体が，会員に対してメンテナンス費用についてアン

ケート調査を行い，その結果を会員，消費者等に公表することは，独占禁止法上問題となるもので
はないと回答した事例

５

事業者団体による標準積算資料の作成
（平成１９年度）
コンクリート構造物の強度測定を行う業者等の団体が，発注者からの問い合わせ等に対応するた
め，会員事業者から費用項目ごとの単価が掲載された積算内訳書を収集し，標準積算資料を作成・
公表することは，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例
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【自主規制等，自主認証・認定等】
１

事業者団体による火気器具の消耗品の使用期限の設定
［種類，品質，規格等に関する行為］（平成２５年度）
火気器具等メーカーを会員とする団体が，火気器具による事故を防ぐために，火気器具に用いる
消耗品の使用期限を設定し，会員に対し，消耗品の使用期限を表示するよう要請することについて，
独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

２

事業者団体による環境への影響が懸念される製品の製造販売を停止する取決め
[種類，品質，規格等に関する行為]（平成２４年度）
建築資材メーカーを会員とする団体が，地球温暖化防止を目的として，温室効果を有さない新型
品の商品化に伴い，温室効果を有する化学物質を原材料とする建築資材の製造販売を停止するよう
取り決めることについて，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

３

事業者団体による自主基準に基づく広告審査
［営業の種類，内容，方法等に関する行為］
（平成２４年度）
食料品メーカーを会員とする団体が設定した広告に関する自主基準の実効性を確保するため，新
たに団体内に設置する広告審査機関において，会員及び非会員の広告を審査し，自主基準に反する
広告を行う事業者に対して改善要請等を行うことについて，独占禁止法上問題となるものではない
と回答した事例

４

事業者団体による徴収金に関する自主基準の設定
［営業の種類，内容，方法等に関する行為］
（平成２４年度）
有料老人ホーム等の運営事業者を会員とする団体が，施設の入居者が前もって支払う入居一時金
に関して，内容が不明確なサービスの対価を徴収せず，原則として家賃とすること等を内容とする
自主基準を設定することについて，入居一時金の内容を入居者に分かりやすくする取組であり，会
員が設定する家賃を制限するものではないことなどから，独占禁止法上問題となるものではないと
回答した事例

５

事業者団体による適合マークを貼付した検査機器の使用の義務付け
［自主規制等の強制］
（平成２１年度）
検査機器の販売業者，検査業者等を会員とする団体が，会員に対し，当該団体が付与する適合マ
ークを貼付した検査機器の使用を義務付けることは，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答
した事例
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【経営指導】
事業者団体による会員に対する経営指導
（平成１８年度）
自動車・産業用機械の部材・部品メーカーの団体が，会員に対して原価計算や見積りに係る経営
指導を行うことは，直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

【共同事業】
１

農業協同組合による共同購買事業の利用強制
［協同組合の活動に関するもの］
（平成２７年度）
農業協同組合が，組合員に対し，農業用の機械購入のための補助金を支給するに当たり，機械及
び資材を協同組合の共同購買事業を通じて購入することを条件とすることについて，独占禁止法上
問題となるおそれがあると回答した事例

２

事業者団体による大規模災害時の被災地への救援物資の共同配送等
［共同事業］
（平成２４年度）
運送事業者を会員とする団体が，自治体から要請された期間において，大規模災害発生時に支援
側の自治体から救援物資の運送業務を一括受注して会員等に割り当てることについて，独占禁止法
上問題となるものではないと回答した事例

３

事業者団体による共同物流スキームの構築
［共同事業］
（平成２２年度）
国際航空貨物利用運送事業者等を会員とする団体が，Ａ空港・Ｂ空港間の共同物流事業を行うこ
とは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

４

事業者団体によるＣＤ等の値引き販売
［共同販売等］（平成２１年度）
ＣＤ及びＤＶＤの小売業者を会員とする団体が，不良在庫となっているＣＤ等を会員から集め，
バーゲンセールを実施することは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

５

事業者団体による共同発注システムの構築
［共同販売等］（平成２１年度）
建設業者を会員とする団体が，会員向けの数量積算共同発注システムを構築することは，独占禁
止法上問題となるものではないと回答した事例
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６

事業者団体によるリサイクルシステムの構築
［リサイクル］（平成２１年度）
防災用品のメーカーを会員とする団体が，再資源化の促進及び廃品による事故の防止のため，リ
サイクルシステムを構築することは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

○

事例の詳細及びその他の事例は公正取引委員会のウェブサイトに掲載。
→（http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html）

○

相談の内容は，事前相談制度に基づいて公表した事例を除き，相談者の秘密保持に配慮して，相談者名等を匿名と
し，また，参考となるよう具体的に分かりやすくするための修正等を行った上で取りまとめたものであり，必ずしも
実際の事案と一致するものではない。

○

相談に対する回答は，相談者の説明及び相談者から提出された資料に基づき，その限りにおいて独占禁止法上の考
え方を示したものであり，必ずしも他の事業者団体等の活動についてそのまま当てはまるものではない。
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参考資料３－１

事業者団体に対する法的措置一覧
（平成１８年度～）
一連
番号

事件
番号

件

名

内

容

違反法条

措置年月日

1

27
東京湾水先区水先人
各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受
（措）
8条4号
会に対する件
けることを制限し，水先料の調整配分を行っている。
6

27.4.15

2

27
伊勢三河湾水先区水
各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受
（措）
8条4号
先人会に対する件
けることを制限し，水先料の調整配分を行っている。
7

27.4.15

3

取引先が生コンを非組合員から購入した場合には当該取引先との
27
岡山県北生コンク
以後の取引条件を現金による定価販売とする旨を決定し，取引先に 19条（一般
（措） リート協同組合に対
対してその旨を告知することにより，取引先に非組合員から生コン 指定14項）
4
する件
を購入しないようにさせている。

27.2.27

4

特定共乾施設工事について，受注予定者を指定するとともに，受
27
福井県経済農業協同
注予定者が受注できるように，入札参加者に入札すべき価格を指示
（措） 組合連合会に対する
3条前段
し，当該価格で入札させることによって，これらの事業者の事業活
2
件
動を支配していた。

27.1.16

5

27
網走管内コンクリー
特定コンクリート二次製品について，需要者ごとに契約予定者と
（措） ト製品協同組合に対 して組合員等のうち１社を割り当て，その販売価格に係る設計価格 8条1号
1
する件
からの値引き率を制限する決定をしていた。

27.1.14

6

26
一般社団法人吉川松
会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定し，会
（措）
8条1号
伏医師会に対する件 員に周知していた。
5

26.2.27

7

21
(措)
24

双方出荷登録者に対し，他の事業者が運営する「元氣の駅」と称
する農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせること及
びその手段として，双方出荷登録者に対し，元氣の駅に直売用農産
物を出荷した場合には自らが運営する「木の花ガルテン」と称する
農産物直売所への直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れる
大分大山町農業協同
19条（一般
ことを内容とする基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の
組合に対する件
指定13項）
駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農
産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに，木の花ガルテン
の出荷登録者に対して当該基本方針を周知すること等により，木の
花ガルテンの出荷登録者に対し，元氣の駅に直売用農産物を出荷し
ないようにさせている。

8

21
(措)
2

音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業を営むに当たり，放送
㈳日本音楽著作権協 事業者から包括徴収の方法により徴収する放送等使用料の算定におい
て，放送等利用割合が当該放送等使用料に反映されないような方法を
会に対する件
採用していることにより，他の管理事業者の事業活動を排除してい
る。

9

3条前段

滋賀県内において医薬品の販売事業を営む薬局開設者等のうち，
19
㈳滋賀県薬剤師会に ㈳滋賀県薬剤師会の正会員である管理薬剤師であって，個人で自ら
（措）
8条1項4号
対する件
業として医薬品の販売を行う薬局開設者等に対し，新聞折り込み広
10
告に一般用医薬品の販売価格を表示しないようにさせている。
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21.12.10

21.2.27

19.6.18

事業者団体に対する警告一覧
（平成１８年度～）
一連
番号

件

名

1

西日本私立小学
校連合会に対す
る件

2

京都市立小学校
連合会に対する
件

内

容

参考資料３－２
関係法条 警告年月日

西日本私立小学校連合会（以下「西私小連」という。），京都私立小学校連合会（以下「京私小
連」という。），大阪府私立小学校連合会（以下「大私小連」という。）及び兵庫県私立小学校連合
会（以下「兵私小連」という。）の４団体の次の①及び②の行為のうち，西私小連によるものが，京
都府，大阪府，兵庫県及び奈良県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競
争を実質的に制限していた疑い，また，京私小連，大私小連及び兵私小連によるものが，それぞれ，
自らが所在する府県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に
制限していた疑い。
①４団体は，自らに加盟する私立小学校（以下「加盟校」という。）の経営の安定化を図るなどのた
め，それぞれ，次の行為を行っていた。
ⅰ西私小連は，平成２４年５月２５日に開催した総会において，同一府県又は近隣府県の加盟校間に
おける児童の転出入については原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知してい
た。
ⅱ 京私小連は，遅くとも平成１８年頃以降，加盟校間における児童の転出入については原則として
認めないことを申し合わせていた。
ⅲ 大私小連は，平成２２年２月１２日に開催した総会において，加盟校間における児童の転出入に
ついては原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知していた。
ⅳ 兵私小連は，平成２２年５月１０日に開催した理事会において，加盟校間における児童の転出入
については原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知していた。
② ４団体は，平成２５年３月２６日，翌年４月に京都府向日市において洛南高等学校附属小学校の
新設を予定していた学校法人真言宗洛南学園を訪問し，当該学校法人に対し，当該小学校の新２年生
９０名及び新３年生９０名の転入学試験の実施に際して，それぞれ，次の行為を行っていた。
ⅰ 西私小連は，京都府及びその近隣府県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望
した。
ⅱ 京私小連は，京都府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
ⅲ 大私小連は，大阪府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
ⅳ 兵私小連は，兵庫県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
これらの要望の結果，学校法人真言宗洛南学園は，京都府の私立小学校に在籍している児童は受験を
遠慮するよう洛南高等学校附属小学校の転入学試験に係る募集要項に記載した。

8条1号

27.6.30

3

大阪府私立小学
校連合会に対す
る件

4

兵庫県私立小学
校連合会に対す
る件

5

山形県庄内地区
に所在する農業
協同組合に対す
る件

山形県の庄内地区に所在する５農協が，特定主食用米の販売手数料について，平成２３年１月１３
日に山形県酒田市所在の全国農業協同組合連合会の山形県本部庄内統括事務所で開催した５農協の組
合長による会合において，特定主食用米の販売手数料を平成２３年産米から定額とするとともに，そ
の算定方式及び金額については，営農担当部長級の者の間で検討することとし，それを受けて同年２
月１日に同所で開催した５農協の営農担当部長級の者による会合において，特定主食用米の販売手数
料を平成２３年産米から１俵当たり４１０円（消費税相当額を除く。）を目安として定額とすること
とし，特定主食用米の集荷分野における競争を実質的に制限していた疑い。

3条後段

26.9.11

志賀高原索道協
会に対する件

志賀高原索道協会の次の①ないし③の行為が，志賀高原に所在するスキー場のリフト券の販売分野
における競争を実質的に制限している疑い。
① 遅くとも平成１５年１２月頃以降，志賀高原に所在するスキー場において特定の会員のリフトで
のみ利用できる乗車券（以下「自社券」という。）について，会員が志賀高原索道協会の承諾を得ず
に発券することを制限している。
② 発券を承諾した自社券のうち，１回券については遅くとも平成１５年１２月頃以降，学校授業券
等については遅くとも平成２０年頃以降，会員が販売する料金を決定している。
③ 発券を承諾した自社券のうち，平日自社エリア券については平成２４年７月１４日以降，自社エ
リア券については平成２５年７月２５日以降，平日自社エリア券又は自社エリア券と他の商品が組み
合わされた旅行業者等が販売する企画商品としての販売のみを認め，会員が自社のリフト券売場で販
売するなど会員による平日自社エリア券又は自社エリア券のみでの販売を禁止している。

8条1号（平
成21年改正
前の8条1項
1号）

26.2.19

紀州田辺梅干協
同組合に対する
件
紀州みなべ梅干
協同組合に対す
る件

遅くとも平成20年以降，毎年7月頃に，その年に生産される特定白干梅について両組合の組合員が農
成21年改正
家から購入すべき価格を決定することにより，特定白干梅の購入分野における競争を実質的に制限し
前の8条1項
ていた疑い。

24.6.14

鹿児島県コンク
リート製品協同
組合に対する件

平成21年8月頃以降，鹿児島県本土地区において，土木工事業者等に道路用コンクリート製品を販売
するに当たり，鹿児島県コンクリート製品協同組合に加入していない道路用コンクリート製品の製造
業者（以下「員外社」という。）を共同販売事業に参加させ道路用コンクリート製品の販売価格の低 19条（2条9
落防止を図るため，受注活動が員外社と競合した土木工事業者等に限り，鹿児島県コンクリート製品 項2号）
協同組合の販売価格をその供給に要する費用を著しく下回る価格等に引き下げることにより，員外社
の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑い。

24.3.27

10

事業協同組合群
馬県ＧＢＸ工業
会に対する件

遅くとも平成１８年９月ころ以降，群馬県型暗渠側溝（以下「ＧＢＸ側溝」という。）の販売価格
の低落防止を図るため，以下の①及び②により，群馬県下の暗渠側溝の販売分野における競争を実質
的に制限している疑いのある行為を行っている。
① 事業協同組合群馬県ＧＢＸ工業会（以下「ＧＢＸ工業会」という。）が管理するＧＢＸ側溝に係
る知的財産権の実施権の許諾についてＧＢＸ工業会の組合員であることを条件とした上で，当該実施
権の許諾の範囲をＧＢＸ工業会を介した取引に限定し，製造されるＧＢＸ側溝の全量がＧＢＸ工業会
を通じて販売されるようにすること
② ＧＢＸ工業会の組合員等の間においてＧＢＸ工業会からＧＢＸ側溝を購入して建設業者等に販売
すべき者を決定させ，また，ＧＢＸ工業会の組合員等が販売するＧＢＸ側溝の建設業者等向け販売価
格の目安となる価格を決定すること

8条1号（平
成21年改正
前の8条1項
1号）

23.1.19

11

ＪＡ新はこだて
花卉生産出荷組
合に対する件

平成15年1月ころ以降，ＪＡ新はこだて花卉生産出荷組合（以下「花卉組合」という。）の組合員が
生産する花きについて，そのすべてを新函館農業協同組合（以下「新函館農協」という。）に出荷す
ること等を内容とする規約を定めるとともに，これに反して新函館農協以外の者に出荷した花卉組合
の組合員を議決権のない準組合員に降格させるなどして，花卉組合の組合員に対し，そのすべてを新
函館農協に出荷するようにさせることにより，花卉組合の組合員の事業活動を不当に制限している疑
いのある行為を行っている。

8条4号（平
成21年改正
前の8条1項
4号）

22.7.14

6

7

8

9

8条1号（平
1号）

35

一連
番号

件

名

内

容

関係法条 警告年月日

岐阜県私立中学
高等学校協会に
対する件

岐阜県私立中学高等学校協会に加盟する私立高等学校の入学検定料について協会の設定した金額以
上の金額とすること，入学金等の入学時の学納金について協会の設定した金額に準じた金額とするこ
と及び授業料等の月額の学納金について前年度の金額より引き下げようとする場合にはあらかじめ周
辺の私立高等学校の了解を得ることを申し合わせていた疑い。

8条1項1号

19.11.30

愛媛県ハイ
ヤー・タクシー
協会松山支部に
対する件

松山支部の会員以外の旧松山市においてタクシー事業を営む者に対し，松山支部が管理運営するタク
シー乗り場への乗り入れを禁止するとともに，松山共同集金が同社発行の共同乗車券の取引を拒絶し
ている状況において，
① 平成17年3月1日に開催した理事会において，旧松山市においてタクシー事業を開始した法人事業
者から同支部へ入会の申出があった場合，営業開始から約１年間は入会を認めないこと
② 平成18年3月16日に開催した理事会において，旧松山市においてタクシー事業を開始した個人事業
者については，同支部の会員としての取扱いを認めないこと
を決定することにより，同支部が会員の地区としている旧松山市のタクシー業の事業分野における事
業者の数を制限している
松山支部が管理運営するタクシー乗り場のうち，伊予鉄道松山市駅前及び松山赤十字病院内のタク 8条1項3号
シー乗り場において，乗り入れ上限台数を各会員の保有車両数に一定率を乗じた車両数とし，2年ごと
に割り当てることとしているところ
① 平成18年3月16日に開催した理事会において，今後，新規に各乗り場への乗り入れを希望する会員
に対する乗り入れ上限台数を次回の割当てまでの間，保有車両数にかかわらず，1台のみとすること
② 平成18年5月22日に開催した理事会において，各会員の乗り入れ上限台数について，既存の会員は
平成14年1月末日時点の保有車両数を基に算定することとし，それ以降の増車を考慮しないこと，ま
た，平成14年2月ころ以降に同支部に入会した会員は入会時における保有車両数を基に算定することと
し，それ以降の増車を考慮しないこと
を決定することにより，同支部の会員の事業活動を不当に制限している疑い。

19.6.28

㈳埼玉県獣医師
会に対する件

平成１８年度以降に埼玉県の区域内の市町村が委託する集合狂犬病予防注射について，専ら自らが
同市町村と契約を締結して実施するため
① 平成１７年９月３０日に開催した理事会において，専ら自らが埼玉県の区域内の市町村と契約を
締結して実施していく旨の決議を行い，決議に従わない会員に対し埼玉県獣医師会から除名すること
となる旨を通知すること等により，会員が独自に同市町村と契約を締結することを不当に制限してい
た
② 狂犬病予防注射で使用するワクチンの販売業者及び資材の販売業者に対し，独自に契約を締結し
て集合狂犬病予防注射を実施しようとする会員と取引しないよう要請することにより，不当に，これ
らの販売業者に，会員に対する当該ワクチン及び資材の取引を拒絶させるようにしていた
疑い。

18.9.29

士幌町農業協同
組合に対する件

① 組合員が生産資材等を購入するための「畜産事業勘定（肉牛）」及び「営農貸付金」と称する短
期貸付金について，士幌町農業協同組合（以下「ＪＡ士幌町」という。）から生産資材を購入する場
合に限り，組合員に当該短期貸付金の融資を行うものとすること
② 肉用牛生産業を営む組合員に対する土地，牛舎等の生産設備の賃貸借等の契約において，当該組
合員がＪＡ士幌町以外の者から生産資材を購入し，ＪＡ士幌町以外の者を通じて肉用牛を販売した場
合には，無条件で当該賃貸借等の契約を解除することができるものとすること
としており，組合員の事業活動を不当に拘束する条件を付けて，当該組合員と取引している疑い。

19条(一般
指定13項)

18.7.21

16

京都農業協同組
合に対する件

米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター，ライスセンター及びカントリーエレ
ベーターの３施設（以下「３施設」という。）について，遅くとも平成１３年以降（カントリーエレ
ベーターについては，平成１５年以降）
① 京都農業協同組合（以下「ＪＡ京都」という。）から生産資材を購入しない場合には各施設の利
用を断ることがある旨を３施設それぞれの利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することに
より，当該組合員にＪＡ京都から生産資材を購入するようにさせていた
② ＪＡ京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を３施設それぞれの
利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することにより，当該組合員にＪＡ京都を通じて米を
出荷するようにさせていた
疑い。

19条(一般
指定13項)

18.7.14

17

㈳全国クレーン
建設業協会茨城
支部に対する件

支部会員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を引き上げることを決定し，支部会員をして
これを実施させていた疑い。

8条1項1号

18.7.7

18

愛知県クレーン
協同組合に対す
る件

組合員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を決定し，組合員をしてこれを実施させていた
疑い。

8条1項1号

18.7.7

19

小松空港構内タ
クシー営業会に
対する件

平成１７年１１月１６日付けで「小松空港構内タクシー営業会規約」と称する内部規程を改定し，
小松空港構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事業者に対し，同規程
において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めることにより，小松空港構内のタク
シー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

8条1項3号

18.7.4

20

小松地区タク
シー協会小松駅
構内会に対する
件

平成１７年１１月１６日付けで「小松地区タクシー協会小松駅構内会規約」と称する内部規程を制
定し，小松駅構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事業者に対し，同
規程において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めることにより，小松駅構内のタ
クシー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

8条1項3号

18.7.4

12

13

14

15

36

8条1項4
号,5号

参考資料３－３
事業者団体に対する要請等一覧
（平成１８年度～）
一連
番号

件

名

行為の内容

要請等の内容

違反法条

措置年月日

1

伊勢三河湾水先区水
各会員が自らの判断により水先の利用 東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人会による構成事業者の機能又
先人会に対する件
者と契約して水先を引き受けることを制 は活動の不当な制限事件において，日本水先人会連合会が，水先の引受けに関する 8条4号
（排除措置命令）
限し，水先料の調整配分を行っている。 事務要領の雛形に水先の利用者からの指名の制限につながる受付条件を規定し，水
先人会に示した行為は，東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人会の違
反行為の一部の行為を誘発したものと認められることから，同連合会に対し，雛形
を見直すとともに，今後，水先人会が違反行為と同様の行為を行うことのないよう
に，全国の水先人会に対する指導方要請した。
東京湾水先区水先人
各会員が自らの判断により水先の利用 さらに，全国の水先人会を所管する国土交通省に対し，今後，水先人会が違反行
会に対する件
者と契約して水先を引き受けることを制 為と同様の行為を行うことのないように，全国の水先人会を指導するよう要請を
8条4号
（排除措置命令）
限し，水先料の調整配分を行っている。 行った。

27.4.15

2

農業協同組合等が発
農業協同組合等が発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負
注する穀物の乾燥・
工事等の受注調整事件において，全国農業協同組合連合会の県本部の担当者が，特
調製・貯蔵施設及び
特定農業施設工事について，受注予定 定の施工業者に対して受注者についての意向を示す等の行為を行い，また，補助金
精米施設の製造請負 者を決定し，受注予定者が受注できるよ 等の助成対象について，原則，競争入札等を実施しなければならないにもかかわら 3条後段
工事等の施工業者に うにしていた。
ず，競争入札等を実施したかのように体裁を整えるための行為を行っていたことか
対する件
ら，同連合会に対し，同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ず
（排除措置命令）
ることを申し入れた。

27.3.26

3

北海道に所在する農
業協同組合等が発注
北海道に所在する農業協同組合等が発注する低温空調設備工事の受注調整事件に
農協等発注の特定低温空調設備工事に
する低温空調設備工
おいて，ホクレン農業協同組合連合会の担当者が，特定の工事業者に対して受注予
ついて，受注予定者を決定し，受注予定
3条後段
定者についての意向を示す等の行為を行っていたことから，同連合会に対し，同様
事の工事業者に対す
者が受注できるようにしていた。
の行為が再び行われることがないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。
る件
（排除措置命令）

27.1.20

4

特定共乾施設工事について，受注予定
福井県経済農業協同 者を指定するとともに，受注予定者が受
組合連合会に対する 注できるように，入札参加者に入札すべ
き価格を指示し，当該価格で入札させる
件
ことによって，これらの事業者の事業活
（排除措置命令）
動を支配していた。

福井県経済農業協同組合連合会による私的独占事件において，福井市農業協同組
合が，福井県実施の補助事業等により発注した工事の一部について，原則，指名競
争入札により契約しなければならないにもかかわらず，入札等の方法によらずに既
設業者に発注し，適正な入札を実施したかのように体裁を整えていたことから，同
組合に対し，同様の行為を再び行わないよう申し入れた。また，福井県所在の農協
3条前段
が，同県実施の補助事業により発注した食味分析計の調達に係る入札について，原
則，指名競争入札により契約しなければならないにもかかわらず，入札等の方法に
よらずに福井県経済農業協同組合連合会に発注し，適正な入札を実施したかのよう
に体裁を整えていたところ，同連合会が，この行為に関与していたことから，同連
合会に対し，同様の行為を再び行わないよう申し入れた。

27.1.16

5

山形県の庄内地区に所在する５農協が，
特定主食用米の販売手数料について，（中
略）特定主食用米の販売手数料を平成２３
山形県庄内地区に所 年産米から定額とするとともに，その算定
在する農業協同組合 方式及び金額については，(中略）特定主
に対する件
食用米の販売手数料を平成２３年産米から
（警告）
１俵当たり４１０円（消費税相当額を除
く。）を目安として定額とすることとし，
特定主食用米の集荷分野における競争を実
質的に制限していた疑い。

山形県庄内地区に所在する農業協同組合による価格カルテル事件（警告事件）にお
いて，山形県農業協同組合中央会の求めを受けてカルテルの疑いのある行為が行われ
たことから，同中央会に対し，会員による独占禁止法違反行為を誘発しないよう，指
導等を行うに際しては，その趣旨・内容を明確にして行うよう要請した。また，全国
農業協同組合連合会の山形県本部庄内統括事務所において，カルテルの疑いのある行
為に係る会合が開催され，同事務所の職員が出席するなどしていたことから，同本部
に対し，独占禁止法の周知徹底のための措置を講ずるよう要請した。

3条後段

26.9.11

6

東日本地区に交渉担
東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート又は段ボールケー
当部署を有する大口
スの製造業者による価格カルテル事件において，東日本段ボール工業組合の会合の
特定ユーザー向け段ボールケースの販
需要者向け段ボール
場を利用して販売価格に係る合意及び情報交換が行われ，会合に出席していた事務
売価格又は加工賃を引き上げる旨を合意
3条後段
ケースの製造業者に
局は，価格に関する情報交換を取りやめさせるための措置を何ら講じなかったこと
していた。
対する件
を踏まえ，同組合に対し，同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を
（排除措置命令）
講じるよう申し入れた。

26.6.19

7

異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の製造業者らによる価格カルテル事件において，
異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の販売価格に係る事業者間の合意及び情報交換が日
異性化糖の製造業者
本スターチ・糖化工業会の会合の場を利用して行われており，同工業会の専務理事
特定異性化糖の販売価格を引き上げる
らに対する件
は，当該会合の場において，異性化糖等の販売価格に関する情報交換が行われてい 3条後段
旨を合意していた。
（排除措置命令）
たことを認識していたにもかかわらず，これを取りやめさせるための措置を何ら講
じなかったことから，日本スターチ・糖化工業会に対し，今後，同会合の場で同様
の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう要請した。

25.6.13

8

６社が，工業会の業務委員会等の会合の場を利用して，左記の合意，当該合意に
基づき特定ＬＰガス容器の需要者向け販売価格の改定を行うための実施方針の決定
ＬＰガス容器の製造
鋼材等の購入価格の変動に対応して特 等をしていた事実及び業務委員会の会合の場に出席した工業会の専務理事が，会合
業者らに対する件
定ＬＰガス容器の需要者向け販売価格の の場で決定された当該販売価格の改定内容を工業会の理事会に報告していた事実が 3条後段
(排除措置命令）
改定を行う旨を合意していた。
認められたため，公正取引委員会は，工業会に対し，今後，工業会の会合の場で，
左記の合意等と同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう
要請した。

23.6.24

9

平成15年1月ころ以降，ＪＡ新はこだて
花卉生産出荷組合（以下「花卉組合」とい
う。）の組合員が生産する花きについて，
そのすべてを新函館農業協同組合（以下
「新函館農協」という。）に出荷すること
ＪＡ新はこだて花卉
等を内容とする規約を定めるとともに，こ
生産出荷組合に対す
れに反して新函館農協以外の者に出荷した
る件
花卉組合の組合員を議決権のない準組合員
（警告）
に降格させるなどして，花卉組合の組合員
に対し，そのすべてを新函館農協に出荷す
るようにさせることにより，花卉組合の組
合員の事業活動を不当に制限している疑い
のある行為を行っている。

22.7.14

新函館農協は花卉組合の事務局を務めているところ，新函館農協の職員が，左記の
規約の制定等に係る事務に携わるとともに，左記の行為について検討するために開催
された花卉組合の総会，役員会等に出席していた事実が認められた。このため，公正
取引委員会は，新函館農協に対し，花卉組合及び花卉組合以外の新函館農協の組合員
で構成される事業者団体が，今後，左記と同様の行為を行うことのないよう，新函館
農協の職員に対し独占禁止法の研修を行うなど再発防止のための措置を講ずるととも
に，これら事業者団体に対し同様の行為を行わないための指導を着実に実施すること
を要請した。

37

8条4号（平成
21年改正前の
8条1項4号）

一連
番号

違反法条

措置年月日

10

国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料 １４社が，協会の国際部会役員会の会合の場を利用して，左記の合意，当該合意の
金について，荷主向け燃油サーチャージ， 実効を確保するための荷主向け燃油サーチャージ，ＡＭＳチャージ及びセキュリ
国際航空貨物利用運
一定額以上のＡＭＳチャージ，一定額以上 ティーチャージの収受状況の発表等をしていた事実及び同会合に協会の理事長等が出
送事業者に対する件
のセキュリティーチャージ及び一定額以上 席していた事実が認められたため，当委員会は，協会に対して，今後，協会の会合の
（排除措置命令）
の爆発物検査料を荷主に対し新たに請求す 場で，左記と同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう要請
る旨を合意していた。
した。

3条後段

21.3.18

11

財団法人結核予防会
発注の医療用エック
ス線装置の入札参加
業者に対する件
（排除措置命令）

結核予防会は，毎年度，同会発注の特定検診車のうち，当該年度において発注を
予定するものについて，その入札前に，３社の中から選定した落札を予定する者，
当該落札を予定する者からの購入予定価格等を記載した一覧表を作成して３社に配
布していたところ，この行為は，特定の者を競争入札に係る契約の相手方となるべ
き者として希望する旨の意向をあらかじめ教示するものであって，左記の違反行為
を誘発し，助長させたものであると認められたことから，公正取引委員会は，公正
かつ自由な競争を確保するため，同会に対し，今後，競争入札において，同様の行
為を行わないよう適切な措置を講じることを要請した。

3条後段

20.3.31

12

岐阜県私立中学高等学校協会に加盟する
私立高等学校の入学検定料について協会の
設定した金額以上の金額とすること，入学
岐阜県私立中学高等 金等の入学時の学納金について協会の設定
日本私立中学高等学校連合会に対し，今後，日本私立中学高等学校連合会の加盟団
学校協会に対する件 した金額に準じた金額とすること及び授業 体が左記と同様の行為を行うことのないように，加盟団体に本件警告の趣旨を徹底す
（警告）
料等の月額の学納金について前年度の金額 るよう要請した。
より引き下げようとする場合にはあらかじ
め周辺の私立高等学校の了解を得ることを
申し合わせていた疑い。

8条1項1号

19.11.30

8条1項1号

18.7.7

13

件

名

行為の内容

結核予防会が指名競争入札の方法によ
り発注する特定の医療用エックス線装置
に係る検診車について，共同して，受注
予定者を決定し，受注予定者が受注でき
るようにしていた。

要請等の内容

支部会員の移動式クレーンを使用する作
㈳全国クレーン建設
業に係る料金を引き上げることを決定し，
業協会茨城支部に対
社団法人全国クレーン建設業協会に対し，今後，傘下支部又は会員が左記と同様の行
支部会員をしてこれを実施させていた疑
する件
為を行うことのないように，傘下支部及び会員を指導するよう要請した。
い。

沖縄県の区域を除く全国における塩ビ
床シート汎用品の１ダブルメーター当た
りの下代について最低販売価格を平成１
塩ビ床シート汎用品
６年１２月２１日以降に新規に引合いが
の製造販売業者に対
あった場合，２．０ミリメートル厚のも
する件
のについて１３００円，２．５ミリメー
（排除措置命令）
トル厚のものについて１４００円とそれ
ぞれ設定すること等（中略）を合意して
いた。

14

2.8 ミ リ 厚 複 合 塩 ビ
床シートの製造販売
業者に対する件
（排除措置命令）

3条後段

沖縄県の区域を除く全国における２． ３社の国内営業責任者が，工業会の事業運営委員会に係る会合の休憩時におい
８ ミ リ 厚 複 合 塩 ビ 床 シ ー トの １ダ ブル て，塩化ビニル床シートの市況に関する情報交換等を行っていた事実が認められた
メーター当たりの下代について最低販売 ため，当委員会は，工業会に対して，事業運営委員会等の場において販売価格の改
価格を平成１７年４月１日以降に新規に 定についての情報交換が行われることがないように留意するよう要請した。
引合いがあった場合には，２２００円と
設定すること等を合意していた。

汎用タイルカーペットの１枚当たりの
下代について最低販売価格を平成１７年
汎用タイルカーペッ
４月１日以降に新規に引合いがあった場
トの製造販売業者に
合，取引先卸売業者を通じて販売するも
対する件
のについては２６０円と，直接内装工事
（排除措置命令）
業者に販売するものについては２７０円
と設定すること等を合意していた。

18.5.26
3条後段

3条後段

38

アンケート調査票への回答は，同封されているＣＤ－Ｒ内のアンケート回答用紙（エクセルフ

回答用紙に入力してください。

事務局
所在地

回答用紙に入力してください。
回答用紙に入力してください。

連絡先担当者
名及び連絡先
電話番号

39

回答用紙に入力してください。

回答用紙に入力してください。

回答用紙に入力してください。

構成事業者の数

1

も含みます。また，法人の場合には法人形態を問わず，非営利法人も含みます。

（注）事業者とは，商業，工業，金融業その他の事業（公益事業を含む。
）を行う者をいい，法人のみならず個人事業者

ださい。

ウ 貴団体の構成事業者（貴団体の構成者である事業者（注）をいいます。以下同じ。）の数を回答してく

回答用紙に入力してください。

事務局員数

イ 貴団体の事務局員の数を回答してください。

うち常勤役員数

役員数

ア 貴団体の役員の数（うち常勤役員数）を回答してください。

２ 貴団体の概要等

※ 貴団体の団体名等については，無回答でも構いません。

回答用紙に入力してください。

団体名

１ 貴団体の団体名等

貴団体の概要

回答者名
（役職）

回答に際して参考となる資料（貴団体のコンプライアンス・マニュアルや研修資料等）があれ

ば，提出してください。

平成２８年４月末日時点の状況を回答してください。

４

ださい。）
。

ァイル）に入力して行ってください（詳細は，同封されている「回答作成方法等」を参照してく

３

２

ーチャート）
」にて確認してください。

アンケート調査票の回答項目は，同封されている「アンケート調査票の回答項目の確認（フロ

回答に当たっての留意事項

１

アンケート調査票

回答用紙に入力してください。

回答用紙に入力してください。

回答用紙に入力してください。

50 億円超
100 億円以下

回答用紙に入力してください。

回答用紙に入力してください。

100 億円超

回答用紙に入力してください。

1 億円超
3 億円以下

鉱業，砕石業，砂利採取業

Ｃ

情報通信業

学術研究，専門・技術サービ

不動産業，物品賃貸業

金融業，保険業

卸売業，小売業

運輸業，郵便業

Ｎ

Ｍ

生活関連サービス業，娯楽業

宿泊業，飲食サービス業

ス業

Ｌ

Ｋ

J

Ｉ

Ｈ

Ｔ

分類不能の産業

除く）

公務（他に分類されるものを

いもの）

サービス業（他に分類されな

Ｓ

複合サービス事業
Ｒ

医療，福祉

教育，学習支援業

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｂ １００％未満
９５％以上
Ｆ ５０％未満

Ｃ ９５％未満
９０％以上
Ｇ 不明

Ｄ ９０％未満
７５％以上

Ｅ ７５％未満
５０％以上

Ａ １００％

Ｂ １００％未満
９５％以上
Ｆ ５０％未満

2

Ｃ ９５％未満
９０％以上
Ｇ 不明

Ｄ ９０％未満
７５％以上

額等の割合について，次表の分類に従って，該当するアルファベットを回答してください。

キ 貴団体の構成事業者の主たる事業に関し，業界全体の売上高等に占める貴団体の構成事業者の売上

Ｅ ７５％未満
５０％以上

Ａ １００％

割合について，次表の分類に従って，該当するアルファベットを回答してください。

カ 貴団体の構成事業者の主たる事業に関し，業界全体の事業者数に占める貴団体の構成事業者の数の

電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ

製造業

Ｆ

Ｅ

建設業

漁業

Ｂ

Ｄ

農業，林業

Ａ

会員として○○の卸売業者が存在する場合であれば，
「○○製造業」となります。以下同じ。

（注）
「貴団体の構成事業者の主たる事業」とは，例えば，貴団体の構成事業者に，正会員として○○の製造業者，賛助

施行）に従って，該当するアルファベットを回答してください。

オ 貴団体の構成事業者の主たる事業（注）について，次表の「日本標準産業分類」（平成２６年４月１日

10 億円超
50 億円以下

回答用紙に入力してください。

3 億円超
10 億円以下

回答用紙に入力してください。

エ 貴団体の構成事業者の数について，資本金等の額別に回答してください。
1000 万円超
5000 万円超
1000 万円以下
5000 万円以下
1 億円以下

参考資料４

40

独占禁止法コンプライアンスに関するメッセージを文字情報として周知している（コンプライ

問１で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が取組を行った契機について，以下の選択肢

④ その他（担当部署名及びその部署の性格について具体的に記載してください。）

⑦ その他（具体的に記載してください。）

3

⑥ 構成事業者が対応すべき問題と考えているため

⑤ 構成事業者からの要望がないため

4

その役割を担っている場合は，当該総務担当部署がこれに該当します。

をいいます。いわゆる法務担当部署やコンプライアンス担当部署が存在しない場合でも，例えば総務担当部署が

めの業務（法令違反等を把握するための取組や実際に問題が生じた場合の対処を含みます。
）を行っている部署

（注）
「法務・コンプライアンス担当部署」とは，名称にかかわらず，職員が法令違反等に関与することを防止するた

③ 法務・コンプライアンス担当部署を設置していない。〔→問３－４へ〕

③ 取り組む体制（予算，人員等）がないため

④ 専門知識がなくどんな取組をしていいのか分からないため

② 設置している（庶務業務等のいわゆる総務業務も併せて担当している。
）。

② 必要性を感じないため

① 設置している（法務・コンプライアンス業務のみを担当している。）
。

貴団体は，法務・コンプライアンス担当部署（注）を設置していますか。一つだけお選びください。

① 問題が発生していないため

選択肢からお選びください。（複数選択可）

問１で選択肢②を選択した方にお伺いします。貴団体が取組を行っていない理由について，以下の

問３ 法務・コンプライアンス担当部署等の設置状況

④ その他（具体的に記載してください。）

問１－３

あり，必ずしもこれらに即して記載していただく必要はありません。また，これらは紙面の都合上簡潔に
記載しているところ，回答に当たっては，なるべく詳細な記載をお願いいたします。（以下同じ。）

③ 独占禁止法違反で行政処分等を受けたため（構成事業者が受けた場合も含む。）

体として独占禁止法コンプライアンスに本気で取り組んでいることを実感するようになった。
※ 枠内の例は，貴団体における事例を記載していただく際の便宜に付すため，参考として例示したもので

② 団体役職員から提案があったため

○ 様々な機会を捉えて，繰り返しメッセージを発信し続けることにより，会員や団体役職員は，団

め，多くの会員はメッセージの存在を知らないままであった。

① 構成事業者から要望があったため

からお選びください。（複数選択可）

パンフレットや会員向けホームページに独占禁止法コンプライアンスに関する団体代表者のメ
ッセージを掲載しているものの，会員の面前で直接的にメッセージを発信することはなかったた

○

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

問１－２

に記載してください。

② 行っていない。
〔→問１－３へ〕

を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的

しなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験

とにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，コミットメントを発信

体的に記載してください。また，代表者によるコミットメントを発信したことやその内容を工夫したこ

貴団体の代表者による独占禁止法コンプライアンスのコミットメントに関して，その取組状況を具

問２－２

⑤ その他（具体的に記載してください。
）

ージを伝えている。

④ 独占禁止法に関する研修の席上等において，直接，独占禁止法コンプライアンスに関するメッセ

アンス・マニュアル，刊行物等における記載や，イントラネット等における掲示を含む。
）
。

③

① 行っている。
〔→問１－２へ〕

について，何らかの取組を行っていますか。一つだけお選びください。

貴団体は，独占禁止法に関するコンプライアンス（以下「独占禁止法コンプライアンス」という。
）

問１ 独占禁止法コンプライアンスの取組全般

団体役職員向け独占禁止法コンプライアンスに関する取組

⑪ その他（具体的に記載してください。）

⑩ 特になし

⑨ 一定の事業規模が必要

⑧ 一定の事業経験が必要

⑦ 日本法人であることが必要

⑥ 国内での営業経験，国内での製造設備が必要

いる。

独占禁止法には直接言及していないが，コンプライアンスを呼び掛けるメッセージを周知して

②

⑤ 行政庁の許認可，免許又は行政庁への登録，届出が必要

① 取組を行っていない。

③ 他の構成事業者の一定数又は全ての者の同意が必要

組を行っていますか。（複数選択可）

貴団体の代表者は，貴団体自身が独占禁止法について遵守すべきことを伝えるためにどのような取

問２ 独占禁止法コンプライアンスに対する代表者のコミットメント

④ 社会的信用が必要

② 構成事業者の推薦が必要

① 団体の趣旨に賛同するものであることが必要

ク 貴団体の構成事業者となるための要件について，以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）
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③ 分からない。

② 行っていない。

① 行っている。

5

ついて，何らかの取組を行っていますか。一つだけお選びください。

問４で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体の下部組織は，独占禁止法コンプライアンスに

問４－２

② ない。
〔→問５へ〕

① ある。

設置されたもの。名称は問いません。）はありますか。一つだけお選びください。

貴団体には，下部組織（貴団体とは別組織として，ブロック別，都道府県別やそれより小さい単位で

問４ 下部組織との連携

とともに，責任の所在が明確になった。

○ 担当役員を指名することにより，団体における法務・コンプライアンス業務の位置付けが高まる

進み，より効果的な業務遂行が可能となった。

○ 独占禁止法関連業務の担当者を指定したことにより，関連する知識や情報の一元的集積・管理が

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

があれば，具体的に記載してください。

例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。
）

事例，逆に，設置しなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事

置したことやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた

体的に記載してください。また，貴団体が法務・コンプライアンス担当部署，担当者及び担当役員を設

貴団体の法務・コンプライアンス担当部署，担当者及び担当役員の設置に関して，その取組状況を具

問３－４

（注）役員とは，理事若しくはこれに準ずる者をいいます。

⑦

下部組織の役職員及び構成事業者も利用できる相談窓口（独占禁止法上の疑義が生じたときに

当団体では下部組織の独占禁止法コンプライアンスの取組状況を把握していなかったこともあ

6

たり，第三者に相談していますか。
（複数選択可）

問５で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体ではコンプライアンス・マニュアルの策定に当

問５－２

② 策定していない。
〔→問５－４へ〕

① 策定している。

ル（名称は問いません。
）を策定していますか。一つだけお選びください。

貴団体は，貴団体自身が独占禁止法について遵守すべきことを記載したコンプライアンス・マニュア

問５ 独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定

占禁止法に関する研修会に，全ての下部組織の役職員を参加させている。

に対して独占禁止法コンプライアンスの取組を行うよう指示するとともに，毎年，当団体主催の独

り，一部の下部組織において独占禁止法違反行為が発生してしまった。このため，全ての下部組織

○

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

ださい。
）があれば，具体的に記載してください。

が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してく

果が生じた事例，逆に，連携しなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果

部組織と連携したことやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結

貴団体の下部組織との連携に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，貴団体が下

問４－４

⑩ その他（具体的に記載してください。
）

⑨ 下部組織の独占禁止法に関する監査を当団体が実施している。

問題になるかなどを相談できる窓口。以下同じ。
）を当団体に設置している。

⑧

自主申告を受け付ける窓口。以下同じ。
）の利用者に，下部組織の役職員も含んでいる。

当団体の内部通報窓口（法令や職員規定等に違反するような行為に関する職員による通報又は

⑥ 下部組織の役職員及び構成事業者を当団体の独占禁止法に関する研修に参加させている。

② いない。

⑤ 当団体が下部組織に独占禁止法に関する研修を実施させている。

のマニュアルを参考に各自のマニュアルを策定させている。

④ 当団体と下部組織とで独占禁止法に関するコンプライアンス・マニュアルを共有し，又は当団体

る取組をしている。

③ 下部組織にも法務・コンプライアンス担当部署を設置させ，独占禁止法に関する情報等を共有す

① いる。

を含む。
）はいますか。一つだけお選びください。

貴団体には，独占禁止法に関する法務・コンプライアンスを担当する役員（注）（専務理事等との兼務

問３－３

② 決めていない。

る。

当団体の代表者が下部組織にも独占禁止法コンプライアンスに関するメッセージを周知してい

②

① 決めている。

① 関与していない。

選びください。

貴団体は，下部組織における独占禁止法コンプライアンスの取組に関与していますか。
（複数選択可）

問４－３

アンス担当部署において，独占禁止法に関する担当者（兼務を含む。）を決めていますか。一つだけお

問３で選択肢①，②及び④のいずれかを選択した方にお伺いします。貴団体では，法務・コンプライ

問３－２
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経営指導（構成事業者の経営上の知識等に係る相対的な不足を補うため経営上の指導を行う活

た事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してくださ
い。）があれば，具体的に記載してください。

⑪ 独占禁止法の遵守に係る監査の実施について

⑫ その他（具体的に記載してください。）

7

たところ，役職員の独占禁止法コンプライアンスに対する意識が向上した。

○ 会員から要望が寄せられたことを契機として独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定し

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

載してください。

まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。）があれば，具体的に記

かったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏

とにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，マニュアルを策定しな

てください。また，独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定したことやその内容を工夫したこ

貴団体の独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定に関して，その取組状況を具体的に記載し

8

するか否か疑問や不安を感じた場合，相談を受け付ける窓口）を設けていますか。
（複数選択可）

貴団体は，貴団体の役職員が利用できる法務相談窓口（貴団体が行う業務について独占禁止法に抵触

問７ 法務相談体制の整備

行い，身近な問題であることを認識させるようにしている。

○ 研修においては，関連業界における独占禁止法違反事件を事例として取り上げるなどして説明を

に関する研修を行っている。

が高いと認識している。このため，法律事務所に委託し，年に１回，団体役職員向けの独占禁止法

○ 事業者団体の活動は，同業者同士が接触する機会を提供するものであり，独占禁止法上のリスク

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

逆に，研修を実施していなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じ

⑩ 独占禁止法の遵守に係る役職員の懲戒等について

問５－４

ることやその内容を工夫したことにより，
独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，

貴団体の研修の実施に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，研修を実施してい

問６－４

④ その他（具体的に記載してください。
）

③ ｅ－ラーニングによる研修を実施している。

② 貴団体が主催する研修（③を除きます。
）を実施している。

① 外部組織（法律事務所，企業研修会社等）が主催する研修に参加させている。

貴団体が実施している研修の方法について，以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

問６－３

④ その他（具体的に記載してください。
）

⑨ 独占禁止法の遵守に係る研修の実施について

における独占禁止法の遵守について

福利厚生活動，施設・設備の共有，共同研究開発，共同購入，共同販売，共同輸送等。以下同じ。
）

⑧ 共同事業（構成事業者の共同による事業活動の性格を持つ事業。例えば，共同の広報宣伝活動や

動。以下同じ。）における独占禁止法の遵守について

⑦

事業者にそれを証する表示を行わせる等の活動。以下同じ。
）における独占禁止法の遵守について

⑥ 自主認証・認定等（自主規制等に適合することの認証・認定等を行い，認証・認定等した場合に

申し合わせるような活動。以下同じ。
）における独占禁止法の遵守について

⑤ 自主規制等（構成事業者の事業活動について自主的な基準・規約等を設定し，その利用・遵守を

禁止法の遵守について

④ 統計業務（当該産業に関する統計情報を収集・管理・提供する業務。以下同じ。
）における独占

③ 実施したことはあるが，不定期開催となっている。

② 年２回以上実施している。

を含みます。）の運営方法について

① 年１回実施している。

③ 独占禁止法の遵守に係る構成事業者が参加する会合（貴団体が主催するゴルフコンペ，懇親会等

か。一つだけお選びください。

問６で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体ではどの程度の頻度で研修を実施しています

問６－２

② 実施していない。
〔→問６－４へ〕

① 実施している。

ください。

貴団体は，貴団体の役職員に対して，独占禁止法に関する研修を実施していますか。一つだけお選び

問６ 独占禁止法研修の実施

② 団体が行っている全ての活動に際しての独占禁止法上の禁止事項について

① 独占禁止法の遵守に係るコンプライアンスの体制について

お選びください。（複数選択可）

貴団体が策定したコンプライアンス・マニュアルに記載されている内容について，以下の選択肢から

問５－３

④ その他（具体的に記載してください。）

③ 所管官庁に相談し，策定している。

② 外部組織（法律事務所等）に相談し，策定している。

① 誰にも相談せず独力で策定している。

43

③ その他（具体的に記載してください。
）

貴団体の監査の実施に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，監査を実施してい

い。）があれば，具体的に記載してください。

認できた。

職員又はその役職員の業務に管理監督責任を有する者が懲戒の対象となり得る。

③ 団体外（法律事務所等）に内部通報窓口を設けている。
④ その他（具体的に記載してください。
）

ください。
）があれば，具体的に記載してください。

事業者団体の活動の中で独占禁止法違反行為を引き起こした団体役職員は懲戒処分の対象にな

9

独占禁止法違反行為に関与した職員のみならず上司も処分を受けていることが職員に周知され

るよう，処分内容は公表している。

○

ることを就業規則に明記している。

○

10

② 団体内に内部通報窓口を設けている。

果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載して

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

① 設けていない。

が生じた事例，逆に，整備していなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結

選択可）

役職員による通報を受け付ける窓口〔以下「内部通報窓口」といいます。〕を設けていますか。
（複数

貴団体は，貴団体の役職員が利用できる内部通報窓口（法令等に違反するような行為に関する団体

問１０ 内部通報制度の整備

を整備していることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果

貴団体の懲戒ルールの整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，懲戒ルール

問８－２

⑤ その他（具体的に記載してください。）

○ 監査時に役職員のメールチェックを行っている。

象となり得る。

法令違反が懲戒の対象になり得ることを明記していないが，独占禁止法違反行為に関与した役

議事録が発見された。このため，事実関係を詳細に調査したところ，結果的には問題ないことが確

占禁止法違反行為に関与した役職員又はその役職員の業務に管理監督責任を有する者が懲戒の対

④

○ 都道府県に所在する下部組織の監査を行った際，独占禁止法違反につながるおそれのある会合の

③ 独占禁止法とは明記していないが，法令違反は懲戒の対象となり得ることが明記されており，独

の対象になり得ることが明記されている。

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

た事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してくださ

独占禁止法違反行為に関与した役職員又はその役職員の業務に管理監督責任を有する者が懲戒

②

逆に，監査を実施していなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じ

ることやその内容を工夫したことにより，
独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，

① 懲戒の対象にはならない。

り得ますか。一つだけお選びください。

貴団体では，貴団体の役職員が独占禁止法違反行為に関与した場合，当該役職員等は懲戒の対象にな

問８ 懲戒ルールの整備

問９－３

② カルテル・入札談合につながる可能性のある事例が発見された。

○ 法務相談の結果，独占禁止法に抵触するおそれがあると判断し，相談が寄せられた業務内容を変

更させたことがある。

① ない。

はありますか。
（複数選択可）

その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してください。

○ 独占禁止法に限定したものではないが，他の法律と共通の法務相談窓口を設けている。

ず，独占禁止法違反につながる可能性があると貴団体が判断したものを含みます。
）が発見されたこと

より，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

問９で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体の監査で独占禁止法コンプライアンスの観点
から違反につながる可能性のある事例（公正取引委員会が何らかの措置を採ったものかどうかを問わ

結果が生じた事例，逆に，法務相談体制を整備していなかったことやその内容が不十分であったことに

問９－２

② 実施していない。
〔→問９－３へ〕

① 実施している。

していますか。一つだけお選びください。

貴団体は，独占禁止法に関する監査（他の法令に関する監査と同時に行う場合を含みます。
）を実施

問９ 独占禁止法監査の実施

体制を整備していることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・

貴団体の法務相談体制の整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，法務相談

問７－２

④ その他（具体的に記載してください。）

③ 団体外（法律事務所等）に法務相談窓口を設けている。

② 団体内に法務相談窓口を設けている。

① 設けていない。
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している。
を制限している。

⑥ 情報管理の観点から留意すべき事項を定めていない。

場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してください。

12

⑤ その他（具体的に記載してください。
）

ことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った

11

④ アクセス制限を行うなどの情報管理を徹底している。

る。

③ 統計業務に携わる者（構成事業者から貴団体への出向者を含む。）から誓約書を提出させてい

② 統計業務に携わる者を限定している（構成事業者には関与させない。）
。

① 統計業務を第三者機関に委託している。

上良い影響・結果が生じた事例，逆に，ルールを定めていなかったことやその内容が不十分であった

合の運営ルールを定めていることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス

貴団体の会合の運営ルールの整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，会

問１１－３

ださい。（複数選択可）

⑧ その他（具体的に記載してください。）

問１２－３で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールにおいて，情報管
理の観点から留意すべき事項としてどのようなものを定めていますか。以下の選択肢からお選びく

⑦ 会合の議事録を作成し，保管する。

⑥ 会合で独占禁止法上問題となるおそれがある話題が出た場合の措置を定めている。

⑤ 会合で使用する議題，資料等について事前に貴団体の職員が確認する。

問１２－４

② 定めていない。
〔→問１２－６へ〕

③ 営業業務に携わる者は会合に出席させない。

④ 会合において禁止される議題を定めている。

貴団体は，統計業務に関するルールを定めていますか。一つだけお選びください。
① 定めている。

② 会合に貴団体の職員が出席する。

問１２－３

② 相談していない。

① 相談している。

問題がないか，事前に公正取引委員会や法律事務所等に相談していますか。一つだけお選びください。

問１２で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体は，統計業務を行うに際し，独占禁止法上

問１２－２

② 行っていない。
〔→問１３へ〕

① 行っている。

一つだけお選びください。

貴団体は，統計業務（当該産業に関する統計情報を収集・管理・提供する業務）を行っていますか。

問１２ 統計業務

している。

○ 会合の議事録については，法務・コンプライアンス部署の職員がその内容を定期的にチェック

① 会合の開会時に独占禁止法違反行為を行わないよう宣言する。

の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

問１１で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールの内容について，以下

問１１－２

② 定めていない。
〔→問１１－３へ〕

① 定めている。

だけお選びください。

の運営に関するルール（具体的な内容については下記問１１－２を参照。
）を定めていますか。一つ

貴団体は，構成事業者が参加する会合（貴団体が主催するゴルフコンペ，懇親会等を含みます。
）

問１１ 会合の運営

団体の具体的な活動に係る独占禁止法コンプライアンスに関する取組

通の内部通報制度を構築している。

○ 独占禁止法に限定したものではないが，外部の専門業者に委託することにより，他の法律と共

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

た場合は，その内容も記載してください。）があれば，具体的に記載してください。

○ 団体の会議室を利用して会員がカルテルを行ってしまったことから，会員による会議室の利用

影響・結果が生じた事例，逆に，内部通報制度を整備していなかったことやその内容が不十分であっ

たことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行っ

ず，会合の前後も含めて，会員が集まる際には必ず団体職員が参加する必要があることを明文化

同業者である会員が一同に介すること自体にリスクがあると認識しており，会合時のみなら

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】
○

報制度を整備していることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い

貴団体の内部通報制度の整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，内部通

問１０－２
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問１３－３で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールの内容について，

自主規制等の内容は消費者の安全の確保，環境問題への対処など真に公益に関するものに限

事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与えるようなことにならないよう作

問１３で選択肢①から③のいずれかを選択した方にお伺いします。貴団体は，自主認証・認定等（自

② 相談していない。

① 相談している。

だけお選びください。

13

際し，独占禁止法上問題がないか，事前に公正取引委員会や法律事務所等に相談していますか。一つ

問１３で選択肢①から③のいずれかを選択した方にお伺いします。貴団体は，自主規制等を行うに

問１３－２

② 定めていない。
〔→問１３－９へ〕

14

貴団体は，自主認証・認定等の活動に関するルールを定めていますか。一つだけお選びください。
① 定めている。

④ 行っていない。
〔→問１４へ〕

問１３－７

② 相談していない。

① 相談している。

選びください。

独占禁止法上問題がないか，事前に公正取引委員会や法律事務所等に相談していますか。一つだけお

問１３－５で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体は，自主認証・認定等を行うに際し，

問１３－６

② 行っていない。
〔→問１３－９へ〕

① 行っている。

を行わせる等の活動）を行っていますか。一つだけお選びください。

主規制等に適合することの認証・認定等を行い，認証・認定等した場合に事業者にそれを証する表示

③ その他（具体的に記載してください。）

っている。

② 営業の種類，内容，方法等（例えば，営業時間，取扱商品，表示等）に関する自主規制等を行

① 商品又は役務の種類，品質，規格等に関する自主規制等を行っている。

遵守を申し合わせるような活動）を行っていますか。（複数選択可）

貴団体は，自主規制等（構成事業者の事業活動について自主的な基準・規約等を設定し，その利用・

問１３ 自主規制等，自主認証・認定等

て情報を伝えることがないよう誓約書を提出させている。

○ 当団体の役職員は会員からの出向者で占められているため，出向中及び出向後も出向元に対し

部委託している。

○ 統計情報の収集・管理・提供業務に会員が関与しないよう統計業務については第三者機関に外

成・提供する統計情報は概括的な内容としている。

○

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してください。

問１３－５

⑥ その他（具体的に記載してください。
）

分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直

⑤ 自主規制等の内容は，顧客・需要者の利益にかなうものに限定している。

定している。

ライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，ルールを定めていなかったことやその内容が不十

④

た，統計業務に関するルールを定めていることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプ

貴団体の統計業務に関するルールの整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。ま

③ 自主規制等の利用・遵守については，構成事業者の任意の判断とし，強制しない。

② 特定の事業者に対して差別的な内容の自主規制等を行わない。

問１２－６

① 自主規制等の活動を行うに際しては，構成事業者等からの十分な意見聴取等を行う。

⑥ 情報の提供方法等の観点から留意すべき事項を定めていない。

以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

⑤ その他（具体的に記載してください。）

④ 構成事業者にデータの提供を強制しないようにしている。

③ 成果物たる統計データを顧客・需要者を含め広く提供している。

② 現在の情報又は将来の予測情報の作成・提供を禁止している。

問１３－４

② 定めていない。
〔→問１３－５へ〕

お選びください。
（複数選択可）

① 構成事業者別の情報の作成・提供を禁止している。

① 定めている。

貴団体は，自主規制等の活動に関するルールを定めていますか。一つだけお選びください。

問１３－３

提供方法等の観点から留意すべき事項としてどのようなものを定めていますか。以下の選択肢から

問１２－３で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールにおいて，情報の

問１２－５
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構成事業者が供給する商品又は役務の価格等の重要な競争手段に関しては，目安を与えるよ

② 相談していない。

① 相談している。

15

問題がないか，事前に公正取引委員会や法律事務所等に相談していますか。一つだけお選びください。

問１４で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体は，経営指導を行うに際し，独占禁止法上

問１４－２

② 行っていない。
〔→問１５へ〕

① 行っている。

い。

行う活動）を行っていますか（第三者機関に委託している場合も含みます。
）
。一つだけお選びくださ

貴団体は，経営指導（構成事業者の経営上の知識等に係る相対的な不足を補うため経営上の指導を

問１４ 経営指導

ている。

○ 特定の事業者による自主認証・認定等の利用を正当な理由なく制限することのないよう注意し

注意している。

○ 自主規制等の利用・遵守については，会員の任意の判断とし，これを強制することがないよう

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

さい。
）があれば，具体的に記載してください。

価格や生産数量に関する経営指導は行わないことなどをあらかじめルール化していること自
体が，役職員及び会員が独占禁止法コンプライアンスを意識するよいきっかけとなっている。

当該産業全体への理解増進のための広報宣伝活動，福利厚生活動等に関する共同事業を行っ

16

⑥ その他（具体的に記載してください。
）

⑤ 共同して新製品の研究開発を行っている。

④ 顧客の利便等のための共同駐車場や共同展示施設の設置等施設・設備の共有を行っている。

ている。

③

② 中小企業者による法律に基づく協同組合として共同経済事業を行っている。

① 行っていない。
〔→問１６へ〕

っていますか。
（複数選択可）

伝活動や福利厚生活動，施設・設備の共有，共同研究開発，共同購入，共同販売，共同輸送等）を行

貴団体は，共同事業（構成事業者の共同による事業活動の性格を持つ事業。例えば，共同の広報宣

問１５ 共同事業

○

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してください。

分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直

ライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，ルールを定めていなかったことやその内容が不十

た，経営指導に関するルールを定めていることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプ

貴団体の経営指導に関するルールの整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。ま

問１４－５

⑥ その他（具体的に記載してください。
）

じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してくだ

⑤ 経営に関する一般的な知識の普及及び技能の訓練に内容を限定している。

逆に，ルールを定めていなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生

うな指導は行わない。

④

③ 構成事業者の求めに応じて行うこととし，強制しない。

している。

ことやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，

体的に記載してください。また，自主規制等，自主認証・認定等の活動に関するルールを定めている

貴団体の自主規制等，自主認証・認定等の活動に関するルールの整備に関して，その取組状況を具

問１３－９

②

経営指導で得た構成事業者の営業上の秘密に係る情報を他の構成事業者に伝えることを禁止

① 経営指導の内容について禁止事項を定めている。

⑥ その他（具体的に記載してください。）

以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

問１４－３で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールの内容について，

問１４－４

② 定めていない。
〔→問１４－５へ〕

① 定めている。

貴団体は，経営指導に関するルールを定めていますか。一つだけお選びください。

問１４－３

⑤ 自主認証・認定等の内容は，顧客・需要者の利益にかなうものに限定している。

に限定している

④ 自主認証・認定等の内容は消費者の安全の確保，環境問題への対処など真に公益に関するもの

③ 特定の事業者による自主認証・認定等の利用を正当な理由なく制限しない。

② 自主認証・認定等の利用については，構成事業者の任意の判断とし，強制しない。

① 自主認証・認定等の活動を行うに際しては，構成事業者等からの十分な意見聴取等を行う。

以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

問１３－７で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールの内容について，

問１３－８
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市場における競争に対する影響が乏しい性格の共同事業（当該産業全体への理解増進のため

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

に関する会員からの相談に対応する体制を構築した。この結果，平成２７年４月末時点で会員の

③ 貴団体が主催する構成事業者向け研修（④を除きます。
）を実施している。
④ ｅ－ラーニングによる構成事業者向け研修を実施している。
⑤ その他（具体的に記載してください。
）

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

○ 資材の共同購入事業の利用について，強制はしていなかったものの明文化していなかったこと

なった。

17

とにより，自ら資材を仕入れる会員が増え，結果として，会員の取引先選択の幅が広がることと

18

取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してくださ

内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの

アンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，構成事業者向け研修を実施していなかったことやその

構成事業者向け研修を実施していることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライ

貴団体の構成事業者向け研修の実施に関して，その取組状況を具体的に記載してください。また，

問１７－２

② 外部組織（法律事務所，企業研修会社等）が主催する研修に構成事業者を参加させている。

しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載してください。

から，ほとんどの会員は共同購入事業を利用していたが，利用が任意であることを明文化したこ

① 実施していない。

分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて何らかの取組や見直

択可）

貴団体は，貴団体の構成事業者に対して，独占禁止法に関する研修を実施していますか。
（複数選

問１７ 構成事業者向け独占禁止法研修の実施

止法コンプライアンス・マニュアルの策定に関する支援を継続していく。

ライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，ルールを定めていなかったことやその内容が不十

た，共同事業に関するルールを定めていることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプ

貴団体の共同事業に関するルールの整備に関して，その取組状況を具体的に記載してください。ま

問１５－５

⑥ その他（具体的に記載してください。）

ることを禁止している。

約７割が独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定するに至った。今後も，会員の独占禁

成△△年に発生した会員による独占禁止法違反事件の発生を受けて，団体としてマニュアル策定

⑤

共同事業を通じて，共同事業とは関係ない構成事業者の営業上の秘密に係る情報が交換され

④ 共同駐車場や共同展示施設の設置等顧客・需要者の利便にかなうものに限定している。

で差別的な取扱いをしない。

○ 以前は，独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定している会員は皆無であったが，平

てください。

共同事業に参加する又は利用する構成事業者と参加しない又は利用しない構成事業者との間

③

何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。
）があれば，具体的に記載し

とやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうした経験を踏まえて

良い影響・結果が生じた事例，逆に，構成事業者向けマニュアルの策定支援を実施していなかったこ

の策定支援を実施していることやその内容を工夫したことにより，独占禁止法コンプライアンス上

状況を具体的に記載してください。また，構成事業者向け独占禁止法コンプライアンス・マニュアル

貴団体の構成事業者向け独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定支援に関して，その取組

問１６－２

④ その他（具体的に記載してください。
）

③ 構成事業者からのマニュアル策定に係る相談に個別に対応している。

② 団体としてマニュアルのモデル案を策定し，構成事業者に提示している。

① 支援していない。

していますか。
（複数選択可）

貴団体は，貴団体の構成事業者に対して，独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定を支援

問１６ 構成事業者向け独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定支援

構成事業者向け独占禁止法コンプライアンスに関する支援の取組

② 構成事業者に共同事業の参加又は利用を強制しない。

の広報宣伝活動，福利厚生活動等）に限定している。

①

以下の選択肢からお選びください。
（複数選択可）

問１５－３で選択肢①を選択した方にお伺いします。貴団体が定めているルールの内容について，

問１５－４

② 定めていない。
〔→問１５－５へ〕

① 定めている。

貴団体は，共同事業に関するルールを定めていますか。一つだけお選びください。

問１５－３

② 相談していない。

① 相談している。

ください。

し，独占禁止法上問題がないか公正取引委員会や法律事務所等に相談していますか。一つだけお選び

問１５で選択肢②から⑥のいずれかを選択した方にお伺いします。貴団体は，共同事業を行うに際

問１５－２

48

る必要があるものと考えている。
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に発行している会報に掲載するなどし，会員への注意喚起を図っている。

○ 当団体と関連する業界において独占禁止法違反事件が発生した場合，事件の概要等を会員向け

【記入例】

の取組を行っている場合，支援している理由や支援内容等について，具体的に記載してください。

び法務相談体制の整備（問１８）以外に，独占禁止法コンプライアンスに関する構成事業者向け支援

貴団体が，前記のコンプライアンス・マニュアルの策定支援（問１６）
，研修の実施（問１７）及

問１９ 独占禁止法コンプライアンスに関する構成事業者向け支援の取組

外部に委託し，全ての会員が利用できるようにしている。

的にも困難な面があることから，独占禁止法を含めた各法令に関する法務相談窓口を団体として

○ 当団体の会員はいずれも中小企業であり，各会員が独自に法務相談体制を構築することは金銭

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

具体的に記載してください。

た経験を踏まえて何らかの取組や見直しを行った場合は，その内容も記載してください。）
があれば，

していなかったことやその内容が不十分であったことにより，悪い影響・結果が生じた事例（そうし

禁止法コンプライアンス上良い影響・結果が生じた事例，逆に，構成事業者向け法務相談体制を整備

い。また，構成事業者向け法務相談体制を整備していることやその内容を工夫したことにより，独占

貴団体の構成事業者向け法務相談体制の整備に関して，その取組状況を具体的に記載してくださ

問１８－２

④ その他（具体的に記載してください。）

③ 構成事業者からの相談窓口を外部組織（法律事務所等）に委託している。

② 貴団体の法務・コンプライアンス部署が構成事業者からの相談を受け付けている。

20

以上でアンケートは終了です。御協力ありがとうございました。

知徹底させることが難しい。

○ 独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定したものの，会員が多いことから，これを周

から，独占禁止法コンプライアンスの取組を継続していくことが課題だと考えている。

○ 当団体の役員は基本的に会員からの出向者が占めており，通常２～３年で異動してしまうこと

【記入例】

① 設けていない。

選択可）

貴団体が独占禁止法コンプライアンスを推進する上で感じている課題等について，具体的に記載
してください。

止法に抵触するか否か疑問や不安を感じた場合，相談を受け付ける窓口）を設けていますか。（複数

貴団体は，貴団体の構成事業者が利用できる法務相談窓口（構成事業者が行う業務について独占禁

問２１ 独占禁止法コンプライアンスを推進する上での課題

多くの事業者に団体の活動に参加してもらうためには，団体としてのコンプライアンスを推進す

から，会員による独占禁止法違反事件の発生を未然に防止することができなかった。

問１８ 構成事業者向け法務相談体制の整備

○ 団体の活動に参加すること自体にカルテルを疑われるリスクがあると考えている。このため，

るノウハウがなかったところ，団体としても会員向け独占禁止法研修を実施していなかったこと

【記入例】

貴団体が独占禁止法コンプライアンスを推進する意義について，具体的に記載してください。

問２０ 独占禁止法コンプライアンスを推進する意義

独占禁止法コンプライアンスを推進する意義・課題

○ 会員が独占禁止法上問題となる行為を理解していなかった上，独自に独占禁止法研修を実施す

上につながったことが，現在まで違反事件の発生を防いでいる要因であると考えている。

法研修会を開催し，会員に受講させている。これによって会員の独占禁止法に対する理解度の向

○ 以前は，独占禁止法の存在すら認識していない会員もいたが，団体において，毎年，独占禁止

【取組状況や取組に係る影響・結果の例】

い。

