緊急事態措置及びまん延防止等重点措置について、区域等が変更されたことを踏ま
え、変更された基本的対処方針に基づく感染症対策の着実な実施と所管団体及び独
立行政法人等への周知徹底をお願いするものです。
事 務 連 絡
令和３年８月 25 日
新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員

各位

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
本日付で開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置
及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間を変更しました（別紙１及び別
紙２参照）。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針」（以下「基本的対処方針」という。）が変更されました（別紙３及び別紙４参
照）。
各府省庁におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイル
ス感染症対策を着実に実施していただくとともに、所管団体及び独立行政法人等への
周知徹底を図っていただくようお願いします。
（別紙１）新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
（別紙２）新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を
変更する公示
（別紙３）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和２年３月 28 日（令和３年８月 25 日変更）
（別紙４）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表）
【問合せ先】
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室（総括班）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
令 和 ３ 年 ８ 月 25 日
新型コロナウイルス感染症
対
策
本
部
長

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条
第１項の規定に基づき、令和３年４月 23 日、新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言をしたところであるが、下記のとおり、緊急事態措置を実施すべき
区域を変更することとしたため、同条第３項の規定に基づき、報告する。
記

１．緊急事態措置を実施すべき期間
令和３年４月 25 日（沖縄県については、同年５月 23 日、東京都につ
いては、同年７月 12 日、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府について
は、同年８月２日、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県
及び福岡県については、同月 20 日、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、
三重県、滋賀県、岡山県及び広島県については、同月 27 日）から９月 12
日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認
められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第５項
の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
２．緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。
３．緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相
当程度高いと認められること、かつ、
・都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い
医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、
全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を
及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の
全部を変更する公示
令 和 ３ 年 ８ 月 25 日
新型コロナウイルス感染症
対
策
本
部
長
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 31 条の４第
３項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公
示（令和３年４月１日）の全部を次のとおり変更し、令和３年８月 27 日から適用
することとしたので、公示する。
記

（１）まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和３年８月２日から９月 12 日までとする。（２）の各区域におけるまん延防
止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・石川県については、令和３年８月２日から９月 12 日までとする。
・福島県及び熊本県については、令和３年８月８日から９月 12 日までとする。
・富山県、山梨県、香川県、愛媛県及び鹿児島県については、令和３年８月 20 日
から９月 12 日までとする。
・高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県については、令和３年８月 27 日から９月
12 日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるとき
は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の４第４項の規定に基づき、速
やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を
公示することとする。
（２）まん延防止等重点措置を実施すべき区域
福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
（３）まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度
高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それ
に伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域
において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域にお
けるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある
事態が発生したと認められる。
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ೖؔͳ͢ɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ۢ͘ҮʤҐԾʰ఼॑ીۢҮʱ
ͳ͏͑ɽ
ʥΝٸݟɼࡗැ;ٶฎͤͳݟށΖޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̗̒ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶ౨ښɼښැ;ٶԯೆݟΝՅ
͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ౨ښͶ͕͜ΖΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ
΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧  ݆  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼ
ښැ;ٶԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ
̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧  ݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨ
ͮͪɽ
ྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶݟۆɼએཁݟɼਈઔݟ
;ٶѬஎݟΝՅ͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟ
ѬஎݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̒
 ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
وๅࠄ਼ͺྫ̑೧݆̑२Ґ߳ɼࢤ෨ΝৼͶଁՅ͗କ͘ɼ॑



ं਼ଁՅ͗ݡΔΗͪɽΉͪɼ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥ״
ઝंଁՅ͗ΊΔΗɼٺଐͶॊཔ͖הΔ͘ΚΕ͗Ί͍ͯͯΖɽ
͑ͪ͢͞য়ڱΝಁΉ͓ɼྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼැଲࡨຌ෨ௗͺɼ๑
  ড়  ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସઑݶΝߨͮͪɽࣆٺەସીΝࣰࢬͤ
΄ؔ͘غͺྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͲ͍
ΕɼࣆٺەସીۢҮͺ౨ښɼښැɼࡗැ;ٶฎͪ͢ͳݟށɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷ
ਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̒ 
ߴͶ͘Ͱخɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ఼॑ીۢҮͶѬඦݟΝՅ͓ɼە
ࣆٺସીۢҮͳ͠Ηͪ౨ښɼښැɼࡗැ;ٶฎݟށΝ఼॑ીۢ
Ү͖ΔঈͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼٸݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝʰྫ̑೧݆̒̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓̓ೖΉͲʱ͖
Δʰྫ̑೧݆̒̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲʱ
ɼԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞ
Ԉࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝʰྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧
݆̓̓ೖΉͲʱ͖Δʰྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲʱͳ
รߍ͢ɼѬඦݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑
೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮ
ͪɽ
ྫ̑೧݆̓̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼࢤ෨ΝৼͶوཇं਼
͗߶͏ਭ६Ͷ͍ΕɼҫྏڛରͽͮയݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ݆̓
 ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢
ͱ౨ښɼښැɼࡗැ;ٶฎݟށͶՅ͓ɼѬஎ;ٶݟෳԮݟΝ௧Յͤ
ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ͞ΗΔۢҮͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘
ؔغΝྫ̑೧݆̓  ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓̕ೖͶͺɼ݆̗̓ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑ 
ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ
఼॑ીۢҮͶքಕɼ
زݟ॑ࢀ;ٶݟΝՅ͓ɼ
݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼٸݟΝঈͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼք
ಕɼزݟ॑ࢀ;ٶݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝ



ྫ̑೧݆̗̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼݟۆɼએ
ཁݟɼਈઔݟɼѬඦ;ٶݟԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬ
ͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̓  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ״ઝ͗ٺଐͶ֨͢ͱ͏Ζஏ
Ү͍͗ΕɼҫྏڛରͽͮയݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ݆̓  ೖҐ
߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ౨ښ
ɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎ;ٶݟށෳԮݟͶՅ͓ɼྫ̑೧݆̓ 
ೖΉͲؔغͶ͕͏ͱɼքಕɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨͮ
ͪɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔքಕΝঈ͢ɼ఼॑ીۢ
ҮͶݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼزݟɼࢀ॑ݟɼѬඦ;ٶݟԯೆݟͶՅ
͓ɼ܊ഇݟɼ੶ઔۿ;ٶݟຌݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ܊ഇݟɼ
੶ઔۿ;ٶݟຌݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ
̑೧݆̓  ೖ͖Δྫ̑೧݆̔  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨ
ͮͪɽ
ྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ״ઝ͗ٺଐͶ֨͢ͱ͏Ζஏ
Ү͍͗ΕɼҫྏڛରͽͮയݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ݆̓  ೖҐ
߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱք
ಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼԮࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳԮ
ݟͶՅ͓ɼԯೆݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺە
ସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̓  ೖ͖Δྫ̑೧݆̔  ೖΉͲ
  ೖؔͳͤΖรߍΝߨͮͪɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔѬඦ;ٶݟԯೆݟΝঈͤΖ
ࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ



ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼوཇं਼͗ғષͳ͢ͱ߶
͏ਭ६Ͷ͍ΕɼҫྏڛରͽͮയݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ๑  ড়
̑ߴͶ͘Ͱخɼքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼԮ
ࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳԮݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑
೧݆̔  ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ  ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ
ݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼزݟ॑ࢀ;ٶݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̔  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ

ྫ̑೧݆̔  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ܊ഇݟɼ੶ઔۿ;ٶݟຌݟͶ
ͯ͏ͱɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̔  ೖ
ΝͮͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̔  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̑ߴͶ͘Ͱخɼ
وཇं਼ݰঙ;ٶҫྏڛରෝ՛ܲݡ͗ݰΔΗΖɼքಕɼ
౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼԮࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳԮݟͶ
ͯ͏ͱɼࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̔  ೖΝͮͱ
ࣆٺەସીۢҮ͖Δঈ͢ɼࣆٺەସીۢҮΝԯೆݟΊͶรߍͤΖ
ͳͳͶɼԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̕
 ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼ఼॑ીۢҮͶͯ͏ͱͺɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̔  ೖͶɼ״ઝয়ڱ
Ώҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝ
ߨ͏ɼزݟ॑ࢀ;ٶݟͶͯ͏ͱɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘غ
ؔͳ͠Ηͱ͏Ζ݆̔  ೖΝͮͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭ
ޮࣖΝߨ͑ͳͳͶɼ๑  ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ݆̔  ೖҐ߳Ͷͯ
͏ͱͺɼॊɼࣆٺەସીۢҮͳ͠Ηͱ͏ͪքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼ
ښැɼࡗැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͏ɼΉͪɼ͞ΗΔ
ಕැݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̔
݆  ೖ͖Δྫ̑೧݆̕  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼݟۆɼએཁ;ٶݟ



ਈઔݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̕
 ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̖̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼوཇं਼͗߶͏ਭ६Ͷ͍Εɼ
ଁՅܑ͗ݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ݆̕  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়
̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱɼ౨ښΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑
ͳͳͶɼ౨ښͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̕
 ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼԯೆݟͶͯ͏ͱͺɼ
وཇं਼͗ғષͳ͢ͱ߶͏ਭ६Ͷ͍ΕɼҫྏڛରͽͮയݡΔΗ
Ζ͞ͳ͵ʹ͖ΔɼࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖΉ
ͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼ఼॑ીۢҮͶͯ͏ͱɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̖̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱ
Ώҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝ
ߨ͏ɼքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟͶͯ͏ͱɼΉ
ΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̕  ೖΝͮͱΉ
ΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭޮࣖΝߨ͑ͳͳͶɼ๑  ড়̒
̑ߴͶ͘Ͱخɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැͶ͕͏ͱΉΞԈ
ࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮ
ࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̕  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼوཇं਼͗߶͏ਭ६Ͷ͍
ΕɼͨଁՅܑ͗ஸ͢͏ஏҮ͗ݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ̖݆̐ೖҐ߳Ͷ
ͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ౨ٶښ
;ԯೆݟͶՅ͓ɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැΝ௧ՅͤΖรߍΝ
ߨ͑ͳͳͶɼ౨;ٶښԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غ
Νྫ̑೧̖݆  ೖΉͲԈௗ͢ɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැͶ
͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆̐ೖ͖Δྫ̑೧̖
݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̕  ೖͶͺɼ̖݆̐ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑



 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖Δݟۆɼએཁݟɼਈઔٶݟ
;ࡗැΝঈ͢ɼքಕɼ੶ઔݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝ௧Յͤ
ΖรߍΝߨ͏ɼ͞ΗΔಕැݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄
ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆̐ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭ
ޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧̖݆̓ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ̖݆̖ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶෳౣݟɼἜݟɼತݟɼ܊ഇ
ݟɼ੫ԮݟɼѬஎݟɼ࣐ծۿ;ٶݟຌݟΝՅ͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ͞
ΗΔݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
̖ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
͵͕ɼϭέοϱંझ͗ṁͤΖͲɼҫྏڛରෝ՛րવ͗
ݡΔΗɼࣆٺەସીΉͪͺΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤΖචགྷ͗͵͚
͵ͮͪͳΌΔΗΖͳ͘ͺɼͱ͍ͮͲ಼ؔغીΝմঈͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ

ྫ̑೧̖݆  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼوཇं਼͗ٺଐͶଁՅ͢ɼ
ޮ़Ӷਫ਼ରʀҫྏڛର͗डݏΝৼͶඉͶ͏ͱͮ͵͚͢ݭΖ͞
ͳ͵ʹ͖Δɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘Ͱخɼٺە
ࣆସીۢҮͳ͢ͱݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼࡗැ;ٶԯೆ
ݟͶՅ͓ɼἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫Ԯݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟ
Ν௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼ
ࡗැ;ٶԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̗݆
 ೖΉͲԈௗ͢ɼἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫Ԯݟɼښැɼฎ;ٶݟށ
ෳԮݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖ͖Δ
ྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧̖݆  ೖͶͺɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫
Ԯݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝঈ͢ɼٸݟɼࢃݟɼࢃཨݟɼز
ݟɼࢀ॑ݟɼԮࢃݟɼ߁ౣݟɼߵઔݟɼѬඦࣉࣝ;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖ



รߍΝߨ͑ͳͳͶɼքಕɼෳౣݟɼ੶ઔݟɼѬஎݟɼ࣐ծۿ;ٶݟຌ
ݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̗݆  ೖ
ΉͲԈௗ͢ɼٸݟɼࢃݟɼࢃཨݟɼزݟɼࢀ॑ݟɼԮࢃݟɼ߁ౣݟɼ
ߵઔݟɼѬඦࣉࣝ;ٶݟౣݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘
ؔغΝྫ̑೧̖݆  ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭ
ޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧̖݆  ೖͶɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼوཇं਼͗գ࠹ڊਭ६
Νߍ͢କ͜ͱ͕ΕɼͨଁՅܑ͗ஸ͢͏ஏҮ͗ݡΔΗΖ͞ͳ͵ʹ͖Δɼ
̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮ
ͳ͢ͱἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼ੫
ԮݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼෳԮ;ٶݟԯೆݟͶՅ͓ɼքಕɼٸ
ݟɼزݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖรߍ
Νߨ͑ͳͳͶɼքಕɼٸݟɼزݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼԮ
ࢃ߁;ٶݟౣݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
 ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧̖݆  ೖͶɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑ 
ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔքಕɼٸݟɼزݟɼѬஎ
ݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝঈ͢ɼ߶எݟɼࠦծݟɼௗ
ݟٸ;ٶݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ߶எݟɼࠦծݟɼௗٶݟ
;ݟٸͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
 ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
Ӏ͘କ͘ɼ
ʰྫ̑೧݆̔  ೖҐ߳Ͷ͕͜Ζखૌʱ
ʤྫ̑೧݆̔  ೖ
ܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨຌ෨ͳΕΉͳΌɽҐԾʰྫ̑೧݆̔  ೖ
Ґ߳खૌʱͳ͏͑ɽ
ʥΝಁΉ͓ɼ״ઝ࠸֨ΝࢯͤΖͪΌɼϭέοϱ
ંझԃԿʀՅଐԿΝͺͣΌްՎద͵ଲࡨΝ૱దͶΌͱ͏͚͞ͳͳ
ͤΖɽΉͪɼ״ઝ࠸֨͗ݡΔΗΖͶͺɼଐΏ͖ͶްՎదͲ״͏ک
ઝଲࡨΝߪͣΖͳͤΖɽ




ຌࢨਓͺɼࠅਫ਼ໍΝगΖͪΌɼܗαϫψΤϩη״ઝΝΌ͛Ζ
য়ڱΝద֮ͶѴ͢ɼැΏஏ๏ޮڠରɼҫྏंܐؖɼՊɼࣆंۂ
Νࠅ͗ͬ࣍ـΝҲͯͶ͢ͱɼ
ܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨΝ͠ΔͶΌ
ͱ͏͚ͪΌɼࠕͣߪޛΖ΄͘ଲࡨΝͲ఼࣎ݳཀྵ͢ɼଲࡨΝࣰࢬͤΖͶͪ
ͮͱ६͵ͳڎΖ΄͘౹ҲదࢨਓΝࣖͤͲ͍Ζɽ

Ҳ ܗαϫψΤϩη״ઝਫ਼য়ڱͶͤؖΖࣆࣰ
 ը͗ࠅͶ͕͏ͱͺɼ
ྫ̐೧݆̏  ೖͶ࠹ॵ״ઝं֮͗͠Ηͪޛɼ
ྫ̑೧̖݆  ೖΉͲͶɼ  ܯਕ״ઝंɼ ਕࢰ
ं֮͗͠Ηͱ͏Ζɽ
ྫ̐೧݆͖̒Δ݆̓Ͷ͖͜ͱࣆٺەସઑݶԾͶ͕͏ͱɼ౨ښɼ
ࡗැɼքಕɼἜݟɼݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼ੶ઔݟɼزݟɼѬ
எݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟ  ಕැݟͶͯ͏ͱͺɼಝͶ఼॑దͶ
״ઝ֨ࢯͶͪ͜खૌΝΌͱ͏͚චགྷ͍͗ͮͪ͞ͳ͖Δɼຌଲॴ
๏ਓͶ͕͏ͱಝఈಕැݟʤࣆٺەସઑݶଲেۢҮͶͤΖಕැݟʥ
ͲʰಝఈܱվಕැݟʱͳҒ͜ͱଲࡨΝଇ͢ͱͪ͘ɽ
Ήͪɼ͞ΗΔಝఈܱվಕැݟҐݟͶͯ͏ͱɼࢤ෨͖Δਕ
ҢಊͶΓΕέϧηνʖ͗ࢤ෨ҐஏҮͲਫ਼͢ɼ״ઝܑ֨
͗ݡΔΗɼͨΓ͑͵ஏҮͶ͕͏ͱͺɼҫྏڛର͗ॉͶͮͱ͏͵
͏ଡ͏͞ͳΏɼસಕැ͗ݟଏดΊΝͨΘ͓ͪखૌ͗ߨΚΗΖචགྷ
͍͗ͮͪ͞ͳ͵ʹ͖ΔɼસͱಕැݟͶͯ͏ͱࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ
״ઝ֨ࢯͶͪ͜ଲࡨΝଇ͢ͱͪ͘ɽ
ͨޛɼ ݆  ೖ  ;ٶೖܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨՊճ٠
ʤҐԾʰՊճ٠ʱͳ͏͑ɽ
ʥݡմΝಁΉ͓ɼӀ͘କ͘ɼͨΗΉͲ
ૌΊΝң࣍͢ɼસͱಕැݟͶͯ͏ͱࣆٺەସીۢҮʤಝఈܱվಕ
ැݟͺى  ಕැͤͳݟΖɽ
ʥͳ͢ͱ״ઝ֨ࢯͶͪ͜खૌΝ
Όͱͪ͘ɽ
ͨ݃ՎɼસࠅదͶوๅࠄ਼ݰঙ͗ݡΔΗɼΉͪɼܗαϫψΤ
ϩη״ઝͶܐΖ॑ं਼ݰঙܑͶ͍Ζ͞ͳ֮͗͠Ηɼ͠ΔͶɼබ



জ֮ฯΊɼҫྏڛରͽͮയয়ڱրવ͠Ηͱͪ͘ɽ
݆̓  ೖͶͺɼ఼ͨ࣎Ͷ͕͜Ζ״ઝয়ڱੵʀՃΝߨ͏ɼ૱
దͶஇͪ͢ͳ͞Θɼքಕɼݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼښ
ැɼࡗැ;ٶฎݟށ̖ಕැݟͶͯ͏ͱͺɼӀ͘କ͘ಝఈܱվಕැ
ͱ͢ͳݟɼಝͶ఼॑దͶ״ઝ֨ࢯͶͪ͜खૌΝΌͱ͏͚͞ͳͳ
͵ͮͪɽ
Ήͪɼ ݆  ೖͶͺɼಋ༹ͶɼੵʀՃΝߨ͏ɼ૱దͶஇͪ͢ͳ
͞Θɼքಕɼݟۆɼએཁݟɼ౨;ٶښਈઔݟ  ಕݟͶͯ͏ͱ
ͺɼӀ͘କ͘ಝఈܱվಕැͱ͢ͳݟɼಝͶ఼॑దͶ״ઝ֨ࢯͶ
ͪ͜खૌΝΌͱ͏͚චགྷ͍͗ͮͪɽ
ͨޛɼ ݆  ೖͶրΌͱ״ઝয়ڱรԿͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ
͏ɼ૱దͶஇͪ͢ͳ͞Θɼસͱಕැࣆٺە͗ݟସીۢҮͶ֚
͢͵͏͞ͳͳ͵ͮͪͪΌɼಋೖɼࣆٺەସմঈઑ͗ݶड़͠Ηͪɽ

ࣆٺەସઑݶմঈޛɼकͳ͢ͱ݆͖̕Δ̖݆Ͷ͖͜ͱɼಝͶࢤ෨
ֺ֙Ͷ͕͜ΖંଶΝ͑ӁৱవΝৼͶ״ઝ͗߁͗Εɼͨޛɼबวஏ
Үɼஏ๏ΏՊఋʀ৮͵ʹͶఽ͢ɼસࠅద͵״ઝ֨Ͷͯ͵͗ͮͱ͏ͮ
ͪɽ
͞״ઝ֨Ͷͯ͏ͱͺɼැ;ٶಕැݟɼฯ݊ॶઅࢤɼಝพۢʤҐ
Ծʰಕැݟʱͳ͏͑ɽ
ʥ͗࿊͢ܠɼࢤֺ֙ંଶΝ͑Ӂৱవ
ɼΦϨΠʀۂझଲেΝߞͮͪͲɼ఼॑ద͵̧̩ࠬ̚ݗࣰࢬΏӨ
ؔ࣎ۂक़གྷ੧͵ʹɼϟϨύϨް͏ͪଲࡨΝߪͣΖ͞ͳͶΓΕɼوๅ
ࠄ਼ͺݰঙͶͣͪɽ
Ήͪɼ ݆̕ೖܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨՌճ
ʤҐԾ
ʰՌճʱ
ͳ͏͑ɽ
ʥ
Ͷ͕͏ͱͺɼࠕޛఈ͠ΗΖ״ઝয়ڱͶԢͣͪητʖζྪΝߨ͑ͳͳ
ͶɼητʖζΝஇͤΖͪΌࢨඬʤҐԾʰητʖζஇࢨඬʱͳ͏͑ɽ
ʥ
֦;ٶητʖζͶ͕͏ͱߪͣΖ΄͘ࢬࡨ͗͠ݶΗͪɽͨޛɼౕ̐ٺە
ࣆସઑݶݩܨΝ௪ͣɼ״ઝ୵غஎͪΌࢨඬ;ٶητʖζஇͶ͕
͜ΖɼΓΕద֮͵Ճ๏๑͗Δ͖Ͷ͵ͮͱͪ͘͞ͳΝಁΉ͓ɼྫ̑೧̒



݆  ೖՌճݶͶ͕͏ͱɼ״ઝ࠸֨ࢯͶ͜ͱɼ״ઝ༩Ν
غͶ୵எͤΖͪΌɼητʖζஇࢨඬ៝Կߨ͗کึ;ٶΚΗͪɽ
͞ݶΝಁΉ͓ɼࠕޛɼࣆٺەସઑݶड़;ٶմঈʤࣆٺەସીۢ
Ү௧Յ;ٶঈΝɽ
ʥஇͶͪͮͱͺɼҐԾΝخຌͳ͢ͱஇͤΖ
͞ͳͳͤΖɽͨࡏɼ
ʰητʖζஇࢨඬʱͺɼݶͶ͕͏ͱɼ͍͚ΉͲ
҈Ͳ͍Εɼ͞ΗΔࢨඬΝͮͱؽփదͶஇͤΖͲͺ͵͚ɼැΏಕ
ැݟͺ͞ΗΔࢨඬΝ૱దͶஇͤ΄͘ͳ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳͶཻқͤΖɽΉ
ͪɼࣆٺەସીۢҮΝఈΌΖͶͪͮͱͺɼಕැؔݟऀճࡃܨద͵ͯ
͵͗ΕΝߡྂͤΖɽ
ʤࣆٺەସઑݶड़ߡ͓๏ʥ
 ࠅ಼Ͳ״ઝ֨;ٶҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͽͮയয়ڱ
ʤಝͶɼ
ՌճݶͶ͕͜Ζητʖζᶜ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮয়ڱʥΝಁΉ͓
ͱɼસࠅద͖ͯٺଐ͵ΉΞԈͶΓΕࠅਫ਼ࠅ;ٶࡃܨͶਛ͵ӪڻΝٶ
·͕ͤͨΗ͍͗Ζ͖൳͖Ͷͯ͏ͱɼැଲࡨຌ෨ௗ͗ܗϱϓϩΦϱδ
ଲࡨਬճ٠خຌదଲॴ๏ਓՌճ
ʤҐԾ
ʰخຌదଲॴ๏ਓՌճʱ
ͳ͏͑ɽ
ʥ
қݡΝॉಁΉ͓ͪͲ૱దͶஇͤΖɽ
ʤࣆٺەସઑݶմঈߡ͓๏ʥ
ࠅ಼Ͳ״ઝ;ٶҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͽͮയয়ڱʤಝͶɼە
ࣆٺସીۢҮ͗ɼՌճݶͶ͕͜Ζητʖζᶛ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮ
Ͷ͵ͮͱ͏Ζ͖ʥΝಁΉ͓ͱɼැଲࡨຌ෨ௗ͗خຌదଲॴ๏ਓՌճ
қݡΝॉಁΉ͓ͪͲɼรҡ֨͗הͤΖͲɼΓΕ৽॑Ͷ૱దͶஇ
ͤΖɽ
͵͕ɼࣆٺەସઑݶմঈޛଲࡨ؉Ͷͯ͏ͱͺஊదͶߨ͏ɼචགྷ
͵ଲࡨͺητʖζᶚ૮ҐԾͶԾ͗ΖΉͲକ͜Ζɽ

ྫ̐೧  ݆  ೖͶͺැଲࡨຌ෨Ͷ͕͏ͱɼ
ʰܗαϫψΤϩη״
ઝͶͤؖΖࠕޛखૌʱ͗ͳΕΉͳΌΔΗɼ॑ԿͤΖϨηέ͗߶͏߶
ྺंΏ͍͗׳࣮ેخΖं״ઝࢯΝబఊͤΖͳͳͶɼҫྏࣁݱΝ॑
ंͶ఼॑ԿͤΖ͞ͳɼΉͪɼلઇϱϓϩΦϱδླྀߨغͶඍ͓ɼݗ



ࠬରɼҫྏڛରΝ֮ฯʀ֨ैͤΖ͞ͳͳ͵ͮͪɽ

ՈҐ߳ɼݰঙͶͣͪوๅࠄ਼ͺɼ ݆Ґ߳ଁՅܑͳ͵Εɼ ݆
Ґܑ߳ͨ͗کΉͮͱ͏ͮͪ͞ͳ͖Δɼέϧηνʖਫ਼࣎وໝʀॄ
ద͵ࠬݗࣰࢬͶΓΖ״ઝ෩ͣࠒΌΏ״ઝ֨࣎ฯ݊ॶࢩԋ߁Ү
ɼැͳಕැݟ͗ືંͶ࿊͗͵͢ܠΔɼଲࡨΝߪͣͱ͏ͮͪɽ
Ήͪɼ ݆ ೖՌճͶ͕͏ͱͺɼ
ʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱΝյ
ඈͤΖ͞ͳΏɼ
ʰ״ઝϨηέΝԾ͝͵͗ΔճৱΝֺ͢ʱΝबஎͤΖ͞ͳ͵ʹ
͠͵͗ݶΗͪɽ
 ݆ͶͺडݏΝৼͶوๅࠄ਼ͺգ࠹ڊଡয়ܩ͗ڱ
କ͢ɼҫྏڛର͗ͽͮയ͢ͱ͏ΖஏҮ͗ݡण͜ΔΗͪɽ
͑ͪ͢͞״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶ
ؓΊɼྫ̑೧݆̏̕ೖɼැଲࡨຌ෨ௗͺɼ๑  ড়  ߴͶ͘Ͱخɼ
ࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̖̏ೖ͖Δྫ̑೧݆̐̕ೖ
ΉͲ  ೖؔͳ͢ɼࣆٺەସીۢҮΝ౨ښɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ
ͤͳݟΖࣆٺەସઑݶΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̏  ೖͶͺɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮ
ͶತݟɼزݟɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝՅ͓Ζ
รߍΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̐̐ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̖̐ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮΝݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈ
ઔݟɼزݟɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎ;ٶݟށෳԮݟ  ැݟͶ
รߍͤΖͳͳͶɼ͞ΗΔۢҮͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غ
Νྫ̑೧݆̑̕ೖΉͲԈௗͪ͢ɽ
ྫ̑೧݆̐  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̑̏ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮΝݟۆɼએཁݟɼ౨;ٶښ
ਈઔݟ̒ݟͶรߍͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
ྫ̑೧݆̑̓ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ



Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼӀ͘
କ͘ݟۆɼએཁݟɼ౨;ٶښਈઔݟ̒ݟΝࣆٺەସીۢҮͳ
͢ɼ͞ΗΔۢҮͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̑
 ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
ྫ̑೧݆̑  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼસͱಕැࣆٺە͗ݟସી
ۢҮͶ֚͢͵͏͞ͳͳ͵ͮͪͪΌɼࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘ͳؔغ
͠Ηͱ͏Ζ݆̑  ೖΝͮͱࣆٺەସીΝश྅ͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼ݆̑  ೖɼැଲࡨຌ෨Ͷ͕͏ͱɼ
ʰࣆٺەସઑݶմঈޛଲԢʱ
͗ͳΕΉͳΌΔΗɼ
ऀճࡃܨಊΝܩକͯͯ͢ɼ࠸ౕ״ઝ֨Νࢯ͢ɼ
॑ंʀࢰंਫ਼ΝՆ͵ݸΕཊͤΖͪΌखૌΝΌͱ͏͚͞ͳ
ͳ͵ͮͪɽ

ྫ̑೧݆̐̑ೖͶཱིͪ͢ܗϱϓϩΦϱδଲࡨಝพી๑
Ҳ෨Νրਜ਼ͤΖ๑ཱʤྫ̑೧๑ཱ̓ߺʥࢬߨʤҐԾʰրਜ਼๑ࢬߨʱ
ͳ͏͑ɽ
ʥΝಁΉ͓ɼΉΞԈࢯ఼॑ીࣰࢬ;ٶश྅இͶͪͮ
ͱͺɼҐԾΝخຌͳ͢ͱஇͤΖɽͨࡏɼ
ʰητʖζஇࢨඬʱͺɼ
ՌճݶͶ͕͏ͱɼ͍͚ΉͲ҈Ͳ͍Εɼ͞ΗΔࢨඬΝͮͱؽփదͶ
இͤΖͲͺ͵͚ɼැΏಕැݟͺ͞ΗΔࢨඬΝ૱దͶஇͤ΄
͘ͳ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳͶཻқͤΖɽΉͪɼݶͶ͕͏ͱࣖ͠Ηͪʰ୵غஎ
ͪΌࢨඬʱ͢༽ɼ״ઝ֨༩ΝغͶ୵எ͢ɼΉΞԈࢯ
఼॑ીΝ༹ʓ͵״͏کઝଲࡨΝغͶߪͣΖͳͤΖɽ
ʤΉΞԈࢯ఼॑ીࣰࢬߡ͓๏ʥ
ಕැݟಝఈۢҮͶ͕͏ͱ״ઝ͗֨͢ɼ֚ಕැݟસҮͶ״ઝ
͗֨ͤΖ͕ͨΗ͍͗ΕɼͨΗͶ͏ҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶࢩ্
͗ਫ਼ͥΖ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖࣆସ͗ਫ਼͢ͱ͏Ζ͞ͳʤಝͶɼՌ
ճݶͶ͕͜Ζητʖζᶛ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮয়ڱͶ͵ͮͱ͏Ζʥ
ΝಁΉ͓ɼැଲࡨຌ෨ௗ͗خຌదଲॴ๏ਓՌճқݡΝॉಁΉ͓ͪ
Ͳ૱దͶஇͤΖɽ



Ήͪɼಕැ͗ݟητʖζᶚ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮͶ͕͏ͱɼ֚
ಕැݟಝఈۢҮͶ͕͏ͱ״ઝ͗ٺଐͶ֨͢ɼಕැݟસҮͶ״ઝ
͗֨ͤΖ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖΏɼಕැ͗ݟητʖζᶛ૮
ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮͶ͕͏ͱɼ״ઝ͗ݰঙܑͲ͍ͮͱɼ֚ಕැݟ
ಝఈۢҮͶ͕͏ͱ״ઝਭ६͗߶͏ͺ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζ͵ʹɼ״ઝ
࠸֨ΝࢯͤΖචགྷ͗߶͏Ͷɼැଲࡨຌ෨ௗ͗خຌదଲॴ๏
ਓՌճқݡΝॉಁΉ͓ͪͲ૱దͶஇͤΖɽ
ʤΉΞԈࢯ఼॑ીश྅ߡ͓๏ʥ
ಕැݟ״ઝ;ٶҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͽͮയয়ڱ
ʤಝͶɼ
ΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬ͢ͱ͏ΖۢҮ״ઝয়͗ڱɼಕැݟસҮͶ
״ઝΝ֨ͦ͠Ζ͕ͨΗ͗͵͏ਭ६͖ʥΝಁΉ͓ͱɼැଲࡨຌ෨ௗ͗
خຌదଲॴ๏ਓՌճқݡΝॉಁΉ͓ͪͲ૱దͶஇͤΖɽ

ྫ̑೧݆̒̏ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ״ઝ࠸֨ΝࢯͤΖචགྷ
͗߶͏͞ͳ͖Δɼ๑  ড়̒̏ߴͶ͘ͰخɼΉΞԈࢯ఼॑ી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̒̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓̓ೖΉͲ 
ೖؔͳ͢ɼ఼॑ીۢҮΝٸݟɼࡗැ;ٶฎͤͳݟށΖޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̗̒ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶ౨ښɼښැ;ٶԯೆݟΝՅ
͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ౨ښͶ͕͜ΖΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ
΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧  ݆  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼ
ښැ;ٶԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ
̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧  ݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨ
ͮͪɽ
ྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶݟۆɼએཁݟɼਈઔݟ



;ٶѬஎݟΝՅ͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟ
ѬஎݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̒
 ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ͨޛɼྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ର
ͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼැଲࡨຌ෨ௗͺɼ๑
  ড়  ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସઑݶΝߨͮͪɽࣆٺەସીΝࣰࢬͤ
΄ؔ͘غͺྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͲ͍
ΕɼࣆٺەସીۢҮͺ౨ښɼښැɼࡗැ;ٶฎͪ͢ͳݟށɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̒  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷ
ਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̒ 
ߴͶ͘Ͱخɼ݆̒  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ఼॑ીۢҮͶѬඦݟΝՅ͓ɼە
ࣆٺସીۢҮͳ͠Ηͪ౨ښɼښැɼࡗැ;ٶฎݟށΝ఼॑ીۢ
Ү͖ΔঈͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼٸݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝʰྫ̑೧݆̒̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓̓ೖΉͲʱ͖
Δʰྫ̑೧݆̒̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲʱ
ɼԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞ
Ԉࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝʰྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧
݆̓̓ೖΉͲʱ͖Δʰྫ̑೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲʱͳ
รߍ͢ɼѬඦݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑
೧݆̒  ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮ
ͪɽ
ྫ̑೧݆̓̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ౨ښɼښැɼࡗැٶ
;ฎݟށͶՅ͓ɼѬஎ;ٶݟෳԮݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ͞Η
ΔۢҮͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̓  ೖΉ
ͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓̕ೖͶͺɼ݆̗̓ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑ 
ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ
఼॑ીۢҮͶքಕɼ
زݟ॑ࢀ;ٶݟΝՅ͓ɼ
݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼٸݟΝঈͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼք



ಕɼزݟ॑ࢀ;ٶݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝ
ྫ̑೧݆̗̓ೖ͖Δྫ̑೧݆̓  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼݟۆɼએ
ཁݟɼਈઔݟɼѬඦ;ٶݟԯೆݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬ
ͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̓  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ౨ښɼѬஎݟɼښ
ැɼࡗැɼฎ;ٶݟށෳԮݟͶՅ͓ɼྫ̑೧݆̓  ೖΉͲؔغͶ͕
͏ͱɼքಕɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨͮͪɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔքಕΝঈ͢ɼ఼॑ીۢ
ҮͶݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼزݟɼࢀ॑ݟɼѬඦ;ٶݟԯೆݟͶՅ
͓ɼ܊ഇݟɼ੶ઔۿ;ٶݟຌݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ܊ഇݟɼ
੶ઔۿ;ٶݟຌݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ
̑೧݆̓  ೖ͖Δྫ̑೧݆̔  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨ
ͮͪɽ
 ྫ̑೧݆̓  ೖͶɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼ
ښැɼࡗැɼฎݟށɼԮࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳԮݟͶՅ͓ɼԯೆݟΝ௧
ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘غ
ؔΝྫ̑೧݆̓  ೖ͖Δྫ̑೧݆̔  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖรߍ
Νߨͮͪɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶɼ݆̓  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑ 
ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔѬඦ;ٶݟԯೆݟΝঈͤΖࢭ
ޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̑ߴͶ͘Ͱخɼ
քಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼԮࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳ



ԮݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̔  ೖΉͲԈ
ௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̓  ೖͶͺɼ  ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ
ݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼزݟ॑ࢀ;ٶݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̔  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ

ྫ̑೧݆̔  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ܊ഇݟɼ੶ઔۿ;ٶݟຌݟͶ
ͯ͏ͱɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̔  ೖ
ΝͮͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̔  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ๑  ড়̑ߴͶ͘Ͱخɼ
քಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼԮࢃݟɼ߁ౣ;ٶݟෳ
ԮݟͶͯ͏ͱɼࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̔  ೖΝ
ͮͱࣆٺەସીۢҮ͖Δঈ͢ɼࣆٺەସીۢҮΝԯೆݟΊͶร
ߍͤΖͳͳͶɼԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑
೧݆̕  ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼ఼॑ીۢҮͶͯ͏ͱͺɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̔  ೖͶɼزٶݟ
;ࢀ॑ݟͶͯ͏ͱɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ
݆̔  ೖΝͮͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭޮࣖΝߨ͑ͳͳ
Ͷɼ๑  ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ݆̔  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼॊɼ
ࣆٺەସીۢҮͳ͠Ηͱ͏ͪքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼ
ฎ;ٶݟށෳԮݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͏ɼΉͪɼ͞ΗΔಕැݟͶ͕͏
ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̔  ೖ͖Δྫ
̑೧݆̕  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼݟۆɼએཁ;ٶݟਈઔݟͶ͕͏ͱ
ΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧݆̕  ೖΉͲԈௗͤ
ΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
 Ήͪɼಋೖැଲࡨຌ෨Ͷ͕͏ͱɼ
ʰྫ̑೧݆̔  ೖҐ߳खૌʱ
͗ͳΕΉͳΌΔΗɼ״ઝ࠸֨ΝࢯͤΖͪΌɼϭέοϱંझԃԿʀ
ՅଐԿΝͺͣΌްՎద͵ଲࡨΝ૱దͶΌͱ͏͚͞ͳͳ͵ͮͪɽ



ྫ̑೧݆̖̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ݆̕  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱɼ౨ښΝ௧ՅͤΖรߍΝ
ߨ͑ͳͳͶɼ౨ښͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧
݆̕  ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳ͢ɼ
ԯೆݟͶͯ͏ͱͺɼ
ࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖΉͲԈௗͤΖ͞ͳͳ
ͪ͢ɽ
Ήͪɼ఼॑ીۢҮͶͯ͏ͱɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̖̕ೖͶͺɼ״ઝয়ڱ
Ώҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝ
ߨ͏ɼքಕɼ౨ښɼѬஎݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟͶͯ͏ͱɼΉ
ΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘͠ͳؔغΗͱ͏Ζ݆̕  ೖΝͮͱΉ
ΞԈࢯ఼॑ીΝश྅ͤΖࢭޮࣖΝߨ͑ͳͳͶɼ๑  ড়̒
̑ߴͶ͘Ͱخɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැͶ͕͏ͱΉΞԈ
ࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖΉͲԈௗͤΖࢭޮ
ࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧݆̕  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ̖݆̐ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱ౨;ٶښԯೆݟͶՅ
͓ɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ
౨;ٶښԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
 ೖΉͲԈௗ͢ɼݟۆɼએཁݟɼਈઔ;ٶݟࡗැͶ͕͏ͱࣆٺەସ
ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆̐ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ
 ೖؔͳͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧݆̕  ೖͶͺɼ̖݆̐ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖Δݟۆɼએཁݟɼਈઔٶݟ
;ࡗැΝঈ͢ɼքಕɼ੶ઔݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝ௧Յͤ
ΖรߍΝߨ͏ɼ͞ΗΔಕැݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄
ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆̐ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭ
ޮࣖΝߨͮͪɽ



ྫ̑೧̖݆̓ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ̖݆̖ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒  ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮͶෳౣݟɼἜݟɼತݟɼ܊ഇ
ݟɼ੫ԮݟɼѬஎݟɼ࣐ծۿ;ٶݟຌݟΝՅ͓ΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ͞
ΗΔݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
̖ೖ͖Δྫ̑೧̖݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧̖݆  ೖͶͺɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲ
ͤΖෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
  ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱݟۆɼએཁݟɼ౨ښ
ɼਈઔݟɼࡗැ;ٶԯೆݟͶՅ͓ɼἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫Ԯ
ݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼݟۆɼ
એཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼࡗැ;ٶԯೆݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰ
ࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̗݆  ೖΉͲԈௗ͢ɼἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ
੫Ԯݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟͶ͕͏ͱࣆٺەସીΝࣰࢬͤ΄͘غ
ؔΝྫ̑೧̖݆  ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖ͞ͳ
ͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧̖݆  ೖͶͺɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫
Ԯݟɼښැɼฎ;ٶݟށෳԮݟΝঈ͢ɼٸݟɼࢃݟɼࢃཨݟɼز
ݟɼࢀ॑ݟɼԮࢃݟɼ߁ౣݟɼߵઔݟɼѬඦࣉࣝ;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖ
รߍΝߨ͑ͳͳͶɼքಕɼෳౣݟɼ੶ઔݟɼѬஎݟɼ࣐ծۿ;ٶݟຌ
ݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̗݆  ೖ
ΉͲԈௗ͢ɼٸݟɼࢃݟɼࢃཨݟɼزݟɼࢀ॑ݟɼԮࢃݟɼ߁ౣݟɼ
ߵઔݟɼѬඦࣉࣝ;ٶݟౣݟͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄͘
ؔغΝྫ̑೧̖݆  ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭ
ޮࣖΝߨͮͪɽ
ྫ̑೧̖݆  ೖͶɼ״ઝয়ڱΏҫྏڛରʀޮ़Ӷਫ਼ରͶଲͤ
Ζෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱੵʀՃΝߨ͏ɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑
 ড়̑ߴͶ͘ͰخɼࣆٺەସીۢҮͳ͢ͱἜݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ



ݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟɼ੫Ԯݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼ
ෳԮ;ٶݟԯೆݟͶՅ͓ɼքಕɼٸݟɼزݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐
ծݟɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼքಕɼٸݟɼ
زݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟͶ͕͏ͱࣆٺەସી
Νࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆  ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ
 ೖؔͳͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽ
Ήͪɼಋ͚ͣྫ̑೧̖݆  ೖͶɼ̖݆  ೖҐ߳Ͷͯ͏ͱͺɼ๑ 
ড়̒̑ߴͶ͘Ͱخɼ఼॑ીۢҮ͖ΔքಕɼٸݟɼزݟɼѬஎ
ݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼԮࢃ߁;ٶݟౣݟΝঈ͢ɼ߶எݟɼࠦծݟɼௗ
ݟٸ;ٶݟΝ௧ՅͤΖรߍΝߨ͑ͳͳͶɼ߶எݟɼࠦծݟɼௗٶݟ
;ݟٸͶ͕͏ͱΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤ΄ؔ͘غΝྫ̑೧̖݆
 ೖ͖Δྫ̑೧̗݆  ೖΉͲ  ೖؔͳͤΖࢭޮࣖΝߨͮͪɽ

 ܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱͺɼҐԾΓ͑͵ಝ͍͗Ζɽ
 ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝͳਏஇ͠Ηͪਕ͑ͬɼ॑ԿͤΖਕ
ׄΏࢰͤΖਕׄͺ೧ྺͶΓͮͱҡ͵Εɼ߶ྺंͺ߶͚ɼऑं
ͺఁ͏ܑͶ͍Ζɽྫ̐೧  ݆͖Δ  ݆Ͷਏஇ͠ΗͪਕͶ͕͜Ζ॑
ԿͤΖׄΏࢰͤΖׄͺ  ݆͖Δ  ݆ΉͲͳർ΄ͱఁԾ͢ͱ͏
Ζɽ॑ԿͤΖਕׄͺ༁ ʤ ࡂେҐԾͲ ɼ ࡂେҐ
Ͳ ʥ
ɼࢰͤΖਕׄͺɼ༁ ʤ ࡂେҐԾͲ ɼ
 ࡂେҐͲ ʥͳ͵ͮͱ͏Ζɽ
ʀ ॑Կ͢Ώͤ͏ͺɼ߶ྺंͳ׳࣮ેخ͍Ζਕɼೝ৹غޛೝ
Ͳ͍Ζɽ॑ԿϨηέͳ͵Ζ׳࣮ેخͶͺɼອถ࠻࣮׳ɼອ
ਝଃබɼ౸බɼ߶݄ѻɼৼ݄؇࣮׳ɼຮ͍͗Ζɽ
ʀ ܗαϫψΤϩηͶ״ઝͪ͢ਕ͗ଠਕͶ״ઝͦ͠ΖՆ͍͗
Ζؔغͺɼ  ೖ͖Δ̕ޛೖ͖Δ  ೖؔఖౕͳ͠Ηͱ͏
ΖɽΉͪɼؔ͞غ͑ͬɼʀͲޛಝͶΤϩηഋड़ྖ
͗߶͚͵Ζͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽ
ܗαϫψΤϩη״ઝͳਏஇ͠Ηͪਕ͑ͬɼଠਕͶ״ઝ͠



ͦͱ͏Ζͺ̐ׄҐԾͲɼଡ͚ਕͺଠਕͶ״ઝͦ͠ͱ͏͵͏ͳߡ
͓ΔΗͱ͏Ζɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝͺɼकͶඊວ״ઝΏંৰ״ઝͶΓͮͱ״
ઝ͢ɼᶅືถؔۯʤـѳ͏ືถ͍ͲؔۯΖʥ
ɼᶆືॄॶʤଡ͚
ਕ͗ືॄ͢ͱ͏Ζʥ
ɼᶇືંʤ͏ޕͶघΝ৵ͻͪ͢Δघ͚͗ړ
ͲճΏ͗ߨΚΗΖʥͳ͏͑̑ͯড়݇ʤҐԾʰࢀͯືʱͳ
͏͑ɽ
ʥ
״ͲڧઝϨηέ͗߶ΉΖɽ͞Ά͖ɼӁठΝ͑ࠛճɼ
ਕ਼Ώௗ࣎ؔͶٶӁৱɼϜηέ͵͢ͲճɼͲؔۯ͏ڳڠಋ
ਫ਼ɼڋॶΕΚΕͳ͏ͮͪͲ״ઝً͗͘Ώ͚ͤɼқ
͗චགྷͲ͍Ζɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝΝਏஇͤΖͪΌࠬݗͶͺɼ̧̩ࠬ̚ݗɼ
߇ݬఈྖࠬݗɼ߇ݬఈࠬݗ͍͗Ζɽͪ͵ࠬݗघ๑ͶΓΕɼ
ࠬݗझྪΏয়ͶԢͣͱɼඕҼಆͷ͛͏ӹͫ͜Ͳ͵͚ɼଥӹΏඕߤ
ͷ͛͏ӹΝ࢘͑͞ͳՆͶ͵ͮͱ͏Ζɽ͵͕ɼ߇ରࠬݗͺɼգڊͶ
ܗαϫψΤϩη״ઝͶ͖͖ͮͪ͞ͳ͍͗Ζ͖Ν΄ΖͲ
͍ΖͪΌɼࠬݗΝण͜Ζ఼࣎Ͳ״ઝ͢ͱ͏Ζ͖Ν΄ΖదͶ࢘͑͞
ͳͺͲ͘͵͏ɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝ࣑ྏͺɼܲͺܨգ؏ࡱΊͲ
ࣙષͶܲչͤΖ͞ͳ͗ଡ͚ɼචགྷ͵Ͷմ೦༂͵ʹଲྏ๑Νߨ
͑ɽٷݼસΝ͑Ͷͺɼો౦༫Ώητϫχ༂ʤԎΝཊ͓
Ζ༂ʥ
ʀ߇Τϩη༂౦༫Νߨ͏ɼրવ͢͵͏ͶͺਕحٷݼΏ
ରࣞຜܗਕʤ([WUDFRUSRUHDO PHPEUDQH R[\JHQDWLRQʁ̜̤̚
̦ʥͶΓΖॄ࣑ྏΝߨ͑͞ͳ͍͗Ζɽ
ʀ ҲൢదͶΤϩηͺଁ৫ʀླྀߨΝ܃ΕศͤͲঙͥͯ͢รҡ͢ͱ͏͚
Ͳ͍ΕɼܗαϫψΤϩη༁  ुؔͲҲ͖ॶఖౕଐౕͲͨԚ͗خร
ҡ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽࡑݳɼͪ͵รҡ͗הֆ֦ஏͲ֮͠Ηͱ͕
Εɼ͑ͪͪ͢͞͵รҡהͶଲ͢ͱܱվΝکΌͱ͏͚චགྷ͍͗Ζɽࠅཱི״ઝ
Ͳॶڂݜͺɼ͑ͪ͢͞รҡΝϨηέੵ͢ɼͨՃͶԢͣͱɼรҡהΝݔ೨
͠ΗΖรҡהʤ9DULDQWRI&RQFHUQʁ̭̦̚ʥͳͤ΄͘รҡהʤ9DULDQWRI



,QWHUHVWʁ̭̦̠ʥͶྪ͢ͱ͏Ζɽࠅཱི״ઝॶڂݜͶΓΖͳɼݔ೨͠ΗΖ
รҡהͺɼ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥ
ɼ% ܧ౹รҡהʤϗʖ
νהʥ
ɼ3 ܧ౹รҡהʤΪϱϜהʥ
ɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥ͗
͍Ζɽ͞ΗΔรҡהͶͯ͏ͱͺɼॊཔהΓΕ״ઝ͢Ώͤ͏Ն͍͗Ζ
ʤ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥͺɼࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼غଶ͗ॊཔה
 ഔͳਬఈɼ
ਏஇ࣎ͶԎҐয়Ν༙͢ͱ͏ΖϨηέ͗ॊཔה ഔ
ʤ ࡂͲͺ ഔʥͳਬఈʥ
ɽΉͪɼ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥ
Ώ % ܧ౹รҡהʤϗʖνהʥ
ɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ
ͯ͏ͱͺɼ॑Կ͢Ώͤ͏Նࢨఢ͠Ηͱ͏Ζɽ% ܧ౹รҡה
ʤυϩνהʥͶͯ͏ͱͺɼ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥΓΕ״ઝ͢
Ώͤ͏Նࣖࠨ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪɼ% ܧ౹รҡהʤϗʖνהʥ
ɼ3
ܧ౹รҡהʤΪϱϜהʥ
ɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͺɼॊཔהΓ
Εɼ໖ӺΏϭέοϱްՎΝఁԾͦ͠ΖՆ͗ࢨఢ͠Ηͱ͏Ζɽը͗ࠅͲͺɼ
% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥׄ͗ۛͲͺ֦ஏͲ̗ׄΝ͓Ζয়
ͳڱਬ͠ܯΗͱ͕Εɼ% ܧ౹รҡהʤΠϩϓΟהʥ͖Δ % ܧ౹
รҡהʤυϩνהʥͶҲ෨ஏҮΝঈ͘ɼΆ·͘Κͮͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ήͪɼͤ΄͘รҡהͺɼ% ܧ౹รҡהʤΩρϏהʥ͍͗Ζɽ͞
ΗΔͤ΄͘รҡהͶଲ͢ͱͺɼͨӺָదಝΝੵ͢ɼӀ͘କ͘ɼΰό
ϞγʖϗϧϱηΝ௪ͣͱࣰସΝѴͤΖචགྷ͍͗Ζͳ͠Ηͱ͏Ζɽ
  ࠅཱི״ઝॶڂݜͶΓΖͳɼรҡͱ͍ͮͲהɼݺਕخຌద͵״ઝ༩ࡨ
ͳ͢ͱͺɼॊཔͳಋ༹ͶɼಝͶʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱ͵ʹʰࢀ
ͯືʱյඈɼϜηέ༽ɼघજ͏༙͗ްͲ͍Εɼਬও͠Ηͱ͏Ζɽ
ʀ ೖຌࠅ಼Ͷ͕͜ΖΤϩηҪఽࢢద͵ಝΝ΄ͪڂݜͶΓΖͳɼྫ̐
೧݆͖̏Δ݆̐Ͷ͖͜ͱɼࠅ͖Δೖຌࠅ಼Ͷ৷ͪ͢ܗαϫψΤ
ϩηͺ݆͖̑Δ݆̒२Ͷ෩ͣࠒΌΔΗͪҲ๏ͲɼͨޛɼԦธܨ༟Ͳ৷
ͪ͢ܗαϫψΤϩη͗ೖຌࠅ಼Ͷ֨ࢆͪ͢ͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽ ݆ɼ
 ݆״ઝ֨ͺɼݗରસͱ͗Ԧयܧ౹͖Δഁਫ਼ͪ̐͢ܧ౹Ͷॄ༁͠Ηͪ
ͳߡ͓ΔΗΖɽͲ఼࣎ݳͺɼࠅ಼״ઝͺࠅ಼Ͳ߁͗ͮͪ͗कླྀͳߡ͓ΔΗ
Ζ ɽ



ʀ ΉͪɼϭέοϱͶͯ͏ͱͺɼ͞ΗΉͲϠυϩψऀɼΠηφϧκϋΩऀ
;ٶϓΟδʖऀϭέοϱڇڛΝण͜Ζ͞ͳͶͯ͏ͱܘ༁గ݃Ͷ
ࢺͮͱ͏ΖɽϭέοϱંझΝԃͶࣰࢬͤΖͪΌɼ༩ંझ๑ʤদ
 ೧๑ཱ  ߺʥրਜ਼Νߨ͑ͳͳͶɼՌճͲ٠ܨգΝಁ
Ή͓ɼ಼ֵׯ;ٶਫ਼࿓ಉͶ͕͏ͱྫ̑೧݆̗̐ೖͶʰܗαϫ
ψΤϩη״ઝͶܐΖϭέοϱંझͶͯ͏ͱʱ
ʤҐԾʰϭέοϱં
झͶͯ͏ͱʱͳ͏͑ɽ
ʥΝͳΕΉͳΌͪɽͨޛɼ ݆  ೖͶͺϓΟ
δʖऀϭέοϱ͗༂ࣆট͠Ηɼਫ਼Ռָ৻٠ճΝͱܨɼ݆̐ 
ೖͶҫྏॊࣆं͜ߨંझΝ࢟͢ɼ݆̒  ೖΓΕ߶ྺंં
झΝ࢟ͪ͢ɽΉͪɼ ݆  ೖͶͺΠηφϧκϋΩऀ;ٶϠυϩψऀ
ϭέοϱ͗༂ࣆট͠Ηͪɽͨޛɼਫ਼Ռָ৻٠ճͶ͕͏ͱ٠Ν
ߨ͏ɼϠυϩψऀϭέοϱͶͯ͏ͱɼ༩ંझͲ࢘༽ͤΖϭέοϱͶ
௧ՅͤΖ͞ͳͳ͵Εɼ ݆  ೖઅࣙӶୄوໝંझιϱνʖͲ
ંझΝ࢟ͤΖͳͳͶɼ݆̔  ೖΓΕ৮Үંझ͗ຌ֪దͶ࢟͠
ΗͪɽΠηφϧκϋΩऀϭέοϱͶͯ͏ͱͺɼਫ਼Ռָ৻٠ճΝͱܨɼ
̖݆̑ೖΓΕ༩ંझ๑ંझͶҒ͜ɼݬଉͳ͢ͱ  ࡂҐΝ
ଲেͳ͢ͱંझΝߨ͓ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽ
ʀ ͠ΔͶɼϭέοϱͶͯ͏ͱͺɼ༩ɼ॑Կ༩ͳͳͶɼ״ઝ
༩ްՎΝࣖࠨͤΖๅࠄ͍ΖɽΉͪɼࠅ಼Ͳϭέοϱંझ͗ɼ
״وઝं਼ͶઐΌΖ߶ྺंׄ͗ఁ͏ਭ६ͳ͵Ζ͵ʹɼϭέοϱ
ްՎ͗ࣖࠨ͠Ηͱ͏Ζɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝͶΓΖೖຌͲࡃܨద͵ӪڻΝ΄ͪڂݜ
ͲͺɼέϪζρφΩʖχࢩड़ֻͶΓΗͻɼਕͳંৰ͗ଡ͏ۂସΏࡑ
ۊແʤτϪϭʖέʥࣰࢬ͗ࠖೋ͵ۂସͺɼྫ̐೧݆̑Ґ߳ɼജΕ
͗͝ΓΕ͚͘ݰঙ͢ͱ͕ΕɼӪڻΝण͜Ώͤ͏ۂସͲ͍ͮͪ͞ͳ͗
ࣖ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪɼಋ೧̒ʛ݆̔غࠅ಼૱ਫ਼ࢊʤ̧̛̞ʥͺࣰ࣯Ͳ
غർ ˍݰɼ೧ིݰˍ ͲࢋΝىͪ͢ɽ

್ ܗαϫψΤϩη״ઝଲॴͶͤؖΖસൢద͵๏ਓ



 ᶅ ͞ΗΉͲ״ઝ֨غݩܨΏࠅ಼༹ʓ͵ڂݜஎݡΝಁΉ
͓ɼΓΕްՎద͵״ઝࢯࡨΝߪͣͱ͏͚ɽΉͪɼಕැݟͺɼ
% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΞͲ͏Ζ͞ͳ
ΝಁΉ͓ɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼؽಊదͶଲࡨکԿΝਦΖ
ͳͤΖɽ
ᶆ ࣆٺەସીۢҮͶ͕͏ͱͺɼ״ઝ֨क͵఼ًͳ͵ͮͱ͏ΖӁ
ৱͶଲͤΖଲࡨکԿΝਦΖͳͳͶɼ% ܧ౹รҡה
ʤυϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΞͲ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼਕͳਕͳ
ંৰؽճΝݰΔͤͪΌͶɼਕླྀΗΝཊͤΖͪΌखૌΝߨ͑ɼ
ۅద͵ࠬݗકྲྀΝࣰࢬͤΖ͵ʹɼబఊͪ͢״ઝࢯࡨͶखΕૌɽ
ᶇ ʰྫ̑೧݆̔  ೖҐ߳खૌʱΝಁΉ͓ɼऀճࡃܨಊΝܩକ͢
ͯͯɼ࠸ౕ״ઝ֨Νࢯ͢ɼ॑ंʀࢰंਫ਼ΝՆ͵ݸΕ
ཊͤΖͪΌɼϭέοϱંझԃԿʀՅଐԿΝͺͣΌɼӁৱଲࡨ
బఊʀਕླྀཊɼࠬݗʀγʖϗϧϱηکԿɼਭࡏଲࡨΝร
ҡהଲࡨɼҫྏڛରҲ֮ฯखૌΝ૱దͶΌͱ͏
͚ɽ
ᶈ ࣆٺەସીۢҮ͖Δঈ͠ΗͪஏҮʤ఼॑ીۢҮ఼॑;ٶી
ۢҮҐஏҮ๏Νɽ
ʥͶ͕͏ͱͺɼଲࡨ؉Ͷͯ͏ͱͺஊ
దͶߨ͏ɼචགྷ͵ଲࡨͺητʖζᶚ૮ҐԾͶԾ͗ΖΉͲܩକͤΖɽ
״ઝ࠸֨͗ݡΔΗΖͶͺɼଐΏ͖ͶްՎదͲ״͏کઝଲࡨ
ΝߪͣΖɽ
ᶉ ఼॑ીۢҮͶ͕͏ͱͺɼಕැ͗ݟఈΌΖؔغɼۢҮͶ͕͏ͱɼ
ӁৱΝ͑͵ʹ״ઝϨηέ͗߶͚״ઝ֨क͵఼ًͳ͵ͮͱ͏
ΖͶްՎద͵ଲࡨΝబఊͤΖɽಝͶɼ% ܧ౹รҡהʤυ
ϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΞͲ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼ״ઝߍ͵Ζ֨
ΝࢯͤΖͪΌɼຌଲॴ๏ਓͶఈΌΔΗͪబఊͪ͢״ઝࢯࡨͶखΕૌ
ɽ
ᶊ ͨଠ״ઝ࠸֨͗ΌΔΗΖஏҮͲͺɼැͳಕැંື͗ݟ
Ͷ࿊͗͵͢ܠΔɼ఼॑దʀॄద͵̧̩ࠬ̚ݗΏӨؔ࣎ۂक़གྷ੧Ν



ࣰࢬͤΖͳͳͶɼΉΞԈࢯ఼॑ીΝؽಊదͶͤ༽Ζ͵ʹɼଐ
Ώ͖ͶްՎదͲ״͏کઝଲࡨΝߪͣΖɽ
ᶋ ״ઝ֨Ν༩ͤΖʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱఈΏʰ״ઝϨηέ͗߶Ή
Ζʰ̓ͯʱ
ʱΝյඈͤΖ͞ͳΝଇͤͳͳͶɼࣆܐؖ;ٶंۂ
ରͶଲ͢ͱɼۂझพΪχϧϱࣰભͳՌָదஎݡͶ͚Ͱخ
ԿΝଇ͢ͱ͏͚ɽಝͶɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ͘
ΚΕ͗ΊɼٺଐͶ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼۂझพΪ
χϧϱրఙΝߨ͑͞ͳΝଇͤɽ
ᶌ ద֮͵״ઝࢯࡨࡃܨ;ٶʀ༽ޑଲࡨͶΓΕɼ״ઝ֨ࢯͳऀճ
ࡃܨಊң࣍ͳྈཱིΝ࣍କదͶՆͳ͢ͱ͏͚ɽ
ᶍ ܗαϫψΤϩη״ઝΝ༩͢ɼࢰंΏ॑ंਫ਼Ν
Ͳ͘ΖݸΕݰΔͤͪΌɼਟଐ͵ϭέοϱંझΝΌΖɽ
ᶎ ࣆٺەସીۢҮ఼॑;ٶીۢҮͶ͕͏ͱͺɼҫྏͽͮയͤΖয়
ڱΝյඈͲ͘ΖΓ͑ɼྡ࣎ҫྏࢬઅ༽Όҫྏڛର
֮ฯͶસྙΝ͍͝ͱखΕૌɽͨଠஏҮญͦɼ
ʰ૮ʀणਏʀࠬݗʱ
ʛʰྏʀҢૻʱʛʰୂӅʀմঈʱΉͲɼҲ࿊ं׳ଲԢ͗
٩ΉΕ͵͚ߨΚΗɼබজʀॕഩྏࢬઅ͗࠹͠༽ݸΗΖΓཻ͑қ͢
ͯͯɼ״ઝ֨࣎Ͷࣰ֮ͶؽͤΖҫྏڛରΝඍͤΖɽΉͪɼ
ۅద͵ࠬݗકྲྀΝࣰࢬͤΖɽ
ᶏ ϭέοϱંझི͗ͪΔͤɼ״ઝϪϗϩΏҫྏෝ՛Ӫڻɼ
ऀճࡃܨಊรԿɼࠕޛݡ௪͢Ͷͯ͏ͱɼٗढ़ࣰৄΝߨ͏͵͗
ΔɼՌճͳ࿊ͯͯ͢ܠɼݗ౾ΝΌΖɽ

ࢀ ܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨࣰࢬͶͤؖΖ॑གྷࣆߴ
ʤ̏ʥๅڛʀ༙ڠ
ᶅ ැͺɼஏ๏ޮڠରͳ࿊ͯͯ͢ܠɼҐԾ఼Ͷͯ͏ͱɼࠅ״ڠ
͗ಚΔΗΖΓ͑͵ϟριʖζΝड़ͤΖͳͳͶɼয়ڱรԿͶଊԢ
ͪ͢ๅڛΏ͖͜;ݼΝߨ͏ɼߨಊร༲ͶࣁͤΖܔΝΌΖͳͳ
Ͷɼྮ੫͵ଲԢΝ͕ͤ͏بΖɽ



ʀ ਫ਼য়ڱΏं׳බସྡজๅਜ਼֮͵ๅڛɽ
ʀ ࠅͶ͖ΕΏͤ͏Ӻָմੵๅڛɽ
ʀ ҫྏڛରࠬݗ;ٶରͶͤؖΖ͖ΕΏͤ͏Ͳܙๅ
ڛɽಝͶɼ״ઝয়͗ڱѳԿ͢ɼҫྏڛର͗ͽͮയͪ͢Ͷ
ͺɼͨӪڻΝ۫ରదͶ͖ΕΏͤ͏ͳͤࣖ͞Ͳܙɽ
ʀ รҡהͶͯ͏ͱਜ਼֮Ͳ͖ΕΏͤ͏ๅڛɽ
ʀ ʰࢀͯືʱյඈΏɼ
ʰਕͳਕͳړ֮ฯʱ
ɼ
ʰϜηέ༽ʱ
ɼ
ʰघજ͏͵ʹघࢨӶਫ਼ʱΝͺͣΌͳͪ͢خຌద͵״ઝଲࡨబఊ
ɼ״ઝ֨Ν༩ͤΖʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱఈͶͪ͜बஎɽ

ʀ ಼࣪ͲʰࢀͯືʱΝඈ͜Ζ͞ͳɽಝͶɼೖਫ਼;ٶ৮Ͷ͕͏ͱɼਕ
ࠠΊΏۛͲړճɼଡ਼ं͗ॄΉΕ಼࣪Ͷ͕͏ͱ͘͵Νड़ͤ͞ͳ
ΏՐ͑͞ͳɼ͵͚ܻ͗͢ـݼΖΓ͑͵ӣಊΝߨ͑͞ͳΝඈ͜ΖΓ͑Ͷ͚کଇ
ͤ͞ͳɽ
ʀ ྫ̐೧ ݆ ೖՌճͲࣖ͠Ηͪɼ
ʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯ
ʱ
ʱ
ʤӁठΝ͑ࠛճΏϜηέ͵͢Ͳճ͵ʹʥΏɼ
ʰ״ઝϨηέΝ
Ծ͝͵͗ΔճৱΝֺ͢ʱ
ʤ͵Ζ΄͚ஊҲॻͶ͏Ζਕͳঙਕ਼ɼੰ
ഓͺࣾΌ͖͏ɼճ࣎ͺϜηέ༽ʥबஎɽ
ʀ ϜηέͶܐΖೖຌࢊ֪وۂʤ̡̠̪ʥఈಁΉ͓ͯͯɼΤϩηำॄ
ްིΏ༽ͶԢͣͪ৭ාϜηέ״ઝ༩ࡨްՎΏ伳ؔ͗ड़
པ͵͏Γ͑͵༽๏๑बஎɽ
ʀ ܗ࿊ٵɼ͕ຏɼௗٵغՍɼਕҢಊ͗ԿͤΖ࣎غͶࡏ͢ͱɼ״ઝ
͗֨͢ͱ͏ΖஏҮͳԡཔͶͤؖΖࣙख़གྷ੧ΝΌɼ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼ
චགྷ͵қًΏ͖͜;ݼΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ ۂझพΪχϧϱࣰભɽಝͶɼӁৱవͶͯ͏ͱɼۂझพΪχϧ
ϱΝॱग͢ͱ͏ΖӁৱవΝཤ༽ͤΖΓ͑ɼଇͤ͞ͳɽ
ʀ ෫इয়ରྒྷ͗ݡΔΗΖٵՍखಚɼָߏܿੰɼ
ड़ࣙख़͖͜;ݼɽ
ʀ ״ઝϨηέΝԾ͝ΖͪΌɼҫྏؖؽΝणਏͤΖ࣎ͺɼ͍Δ͖ͣΌ
ਫ਼࿓ಉ͗ఈΌΖ๏๑ͶΓΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳबஎɽ



ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏߡ͓๏Ν͖Ε
Ώ͚ͤबஎͤΖ͞ͳɽ
ʀ ״ઝंʀંৰंΏɼਏྏͶܠΚͮͪҫྏؖؽʀҫྏͨंܐؖଠଲ
ࡨͶܠΚͮͪ๏ʓͶଲͤΖޣմΏยݡͶ͚ࠫͰخพΝߨΚ͵͏͞ͳ;ݼ
͖͜ɽ
ʀ ॊۂҽָ;ٶਫ਼݊߃؇ཀྵΏ״ઝଲࡨబఊͶͯ͏ͱबஎɽ
ʀ ࠅཚͬ͏ͪଲԢʤགྷٺؾΏྃߨ͵ʹಕැݟΝΉͪ͏ͫҢ
ಊࣙख़Ώঐవࡶ౺յඈ;ٶഛ͏ઐΌࢯʥ͖͜;ݼɽ  
ʀ ંৰ֮ΠϕϨʤ&29,'&RQWDFW&RQILUPLQJ$SSOLFDWLRQʁ̦̦̚̚
̘ʥϱηφʖϩΝ͖͜;ݼΖͳͳͶɼཇंͳંৰ͍͗ͮͪࢭ௪
எ͍͗ͮͪͶ͕͜Ζన͵ؖؽणਏ૮Ώཇंͳਏஇ͠Ηͪ
Ͷ͕͜ΖౌචགྷͶͯ͏ͱबஎɽญͦͱɼஏҮಢ್࣏ࣙݫώʖ
αʖχʤҐԾʰ̨̩αʖχʱͳ͏͑ɽ
ʥͶΓΖ௧εητϞཤ༽͖;ݼ
͜ɽ
ᶆ ැͺɼ߁ๅ୴ׯΝৼͶɼׯఝΤΥϔγφͶ͕͏ͱਫ਼࿓ಉ
ܐؖுΤΥϔγφϨϱέΝ়ղͤΖ͵ʹ͢ͱ༙ؽదͶ࿊ܠ
ͦ͠ɼ͖ͯɼλʖεϡϩϋρφϭʖΫϱήγʖϑηʤ̪̥̪ʥഖର
ۅదͶͤ༽Ζ͞ͳͲɼਟଐ͖ͯۅదͶࠅๅ৶Νߨ͑ɽ

ᶇ ැͺɼؔۂةͳͱ͢ྙڢɼๅ͗චͥ͢͏ͱ͏͵͏Ͷॉ
͵ๅ͗ߨ͚͘Γ͑ɼೣ͵ๅ৶Νߨ͑ɽ
ᶈ ਫ਼࿓ಉͺɼ״ઝΏέϧηνʖਫ਼য়ڱͶͯ͏ͱਟଐͶๅΝޮ
ͤΖɽ
ᶉ ແͺɼસֆͲ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼ֦ࠅͶ଼ࡑͤ
Ζਕన͵ๅڛɼࢩԋΝߨ͑ɽ
ᶊ ැͺɼݗӺॶ͖ΔๅڛͶՅ͓ɼۂةքड़ͺௗغ
ք଼ࡑ͍ΖࣆॶۂɼָཻΏྃߨؽճଡ͏ָͶ͕͏ͱɼࠅؾ
ंన͵ๅڛΝߨ͏ɼోߦ੍ඉஇʀ֮ΏɼंࠅؾͶଲ
ͤΖ  ೖؔड़ࣙख़གྷ੧චགྷ͵ଲࡨΝߪͣΖΓ͑बஎΝਦΖɽ
ᶋ ැͺɼࠅɼࡑཻࠅਕɼࠅਕྃߨंࠅ;ٶැͶଲ͢ɼࠅؾ



࣎ʀࠅ࣎घକΏదஏΉͲި௪घஊ֮ฯͶͯ͏ͱన͖
ͯਟଐ͵ๅڛΝߨ͏ɼࠅ಼ͲΉΞԈࢯͳ෫ଲࡨͶͯ͵͝Ζɽ
Ήͪɼැͺɼೖຌ״ઝଲࡨΏ״ઝয়ڱॉ͵ཀྵմΝͤΖΓ͑ɼ
ঀࠅͶଲ͢ͱๅ৶ͶΌΖɽ
ᶌ ஏ๏ޮڠରͺɼැͳ͵ືەๅ࿊ܠͶΓΕɼ༹ʓ͵घஊͶΓΕे
Ͷଲ͢ͱஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͪϟριʖζΏқًΝߨ͑ɽ
ᶍ ಕැݟͺɼਫ਼࿓ಉΏՊͳ࿊ͯͯ͢ܠɼۅదӺָࠬͶΓ
ΕಚΔΗͪๅΝੵ͢ɼࠕޛଲࡨͶࣁͤΖஎݡΝΉͳΌͱɼࠅͶؒ
ͤݫΖΓ͑ΌΖɽ
ᶎ ැͺɼࠕൢܗαϫψΤϩη״ઝͶܐΖࣆସ͗ߨชॽ؇ཀྵ
ͶͤؖΖΪχϧϱʤฑ  ೧݆̒̏ೖ಼ֵ૱ཀྵ݀ఈʥͶ͚Ͱخ
ʰྼ࢛దࣆٺەସʱͳஇ͠Ηͪ͞ͳΝಁΉ͓ͪଲԢΝߨ͑ɽஏ๏ޮڠ
ରɼ͞ΗͶ६ͣͪଲԢͶΌΖɽ

ʤ̐ʥγʖϗϧϱηʀๅफॄ
ᶅ ״ઝ߁͗ΕΝѴͤΖͪΌͶචགྷ͵ࠬݗΝࣰࢬ͢ɼ״ઝ༩ٶ
;״ઝं׳ͶଲͤΖҫྏͶͤؖΖ๑ཱʤฑ  ೧๑ཱ  ߺɽ
ҐԾʰ״ઝ๑ʱͳ͏͑ɽ
ʥ  ড়Ͷ͚Ͱخҫࢥड़ͶΓΕࣰͨ
ସΝѴͤΖɽ
ᶆ ਫ਼࿓ಉ;ٶಕැݟͺɼ״ઝ͗֨ͤΖܑ͗ݡΔΗΖͺ
ͨΗΝਟଐͶࡱஎ͢ͱద֮ͶଲԢͲ͘ΖΓ͑ɼકྲྀదγʖϗϧϱηର
Ν͓ͱ͕͚චགྷ͍͗ΖɽΉͪɼ״ઝ֨ࢯͳऀճࡃܨಊң
࣍ͳྈཱིΝΌΖͪΌͶ״ઝয়ڱΝద֮ͶѴͲ͘ΖରΝͯ͞
ͳ͗॑གྷͲ͍ΖͳࣟԾɼஏ๏Ӷਫ਼ॶڂݜΏؔؖؽࠬݗܐؖ
ؖؽͶ͕͜ΖࠬݗରҲکԿɼஏҮܐؖରͳ࿊ͪ͢ܠஏҮ
པʀࠬݗιϱνʖઅΝਟଐͶΌΖͳͳͶɼ͢͏ٗࠬݗढ़Ͷͯ͏
ͱҫྏݳͶਟଐͶͤΖɽಕැݟͺɼҫྏؖؽؖؽܐؖͶΓ
Εߑ͠ΗΖճ٠ରΝઅ͜Ζ͞ͳͶΓΕɼؔؖؽࠬݗ༽ଇ
ΝΌɼ̧̩ࠬ̚ݗࣰࢬରѴʀΝਦΖɽ͠ΔͶɼգ࠹ڊ
وໝΝյΖ״وઝं਼͗ਫ਼ͣͪͶॉͶ͘Ͳ͗ࠬݗΖΓ͑ɼਫ਼



࿓ಉ;ٶಕැݟͺ࿊ࠬݗͱ͢ܠରඍܯժΝݡ͢ɼ௪࠹࣎༁
 ຬ݇ೖɼ࠹ٺە࣎༁  ຬ݇ೖࠬݗऩགྷΝࠒݡΞͲ͏Ζͳ͞ΘͲ͍
Εɼ͞ΗΔࠬݗऩགྷͶॉଲԢͲ͘Ζͫ͜ݗରࡀखࠬݗ;ٶੵྙ
֮ฯΝଐΏ͖ͶΌΖɽಝͶ̧̩ࠬ̚ݗྙͶͯ͏ͱͺɼැͶΓΖࡔద
͵ࢩԋ͵ʹͳɼؔؖؽࠬݗΝ࠹ͯͯ͢༽ݸɼ࠹࣎༁  ຬ݇
ೖࠬݗྙΝଐΏ͖Ͷ֮ฯͤΖɽ͠ΔͶɼਫ਼࿓ಉͺɼ̧̩̚;ٶࠬݗ
߇ࠬݗݬༀׄ୴Ͷͯ͏ͱݗ౾ʀՃΝߨ͑ɽ
Ήͪɼ͞ΗΔΝಁΉ͓ɼ͗ࠬݗචགྷ͵ंͶɼΓΕਟଐʀԃͶࠬݗΝߨ 
͏ɼ״ઝ͗֨͢ͱ͏ΖஏҮͶ͕͏ͱͺɼҫྏʀղޤॊࣆंɼӅʀॶं
ंܐؖͶଲ͢ɼ̧̩ࠬ̚ݗͶΓΖ߁͏ࠬݗࣰࢬͶ͜ͱखૌΝΌ
ΖͳͳͶɼ
Ӆ಼ʀࢬઅ಼״ઝଲࡨکԿΝਦΖɽ
״ઝ֨ஏҮͶ͕͏ͱͺɼ
ฯ݊ॶஇΝଶͪͥͶɼҫࢥͶΓΖཇंಋڋՊଔ͵ʹࠬݗΝଇ
ͤΖɽ
߶ྺंࢬઅॊࣆंࠬݗͶͯ͏ͱஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼɼॄ
దࣰࢬܯժͶࠬݗ͚ͰخΝఈغదͶࣰࢬͤΖΓ͑ٽΌͯͯɼͨࡑΕ๏Ͷͯ
͏ͱͺϭέοϱંझয়ڱΏ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ͱݗ౾ͤΖɽญͦͱɼ๑
 ড়̗ߴͶ͚ͰخಕැݟͶΓΖ߶ྺंࢬઅͶଲͤΖणݗགྷ੧Ώ
ࣆྭԥఴɼ֚གྷ੧ͳ࿊ࢬंྺ߶ͪ͢ܠઅͶଲͤΖࢬઅӣӨࢨ
Ν௪ͣɼࠬݗΝण͜ΖࢬઅΝଁՅͦ͠Ζɽ
ΉͪɼౕܲͲ͍ͮͱয়͗ݳΗͪͶɼغͶཇंΝͤݡΖ͞ͳ
ͶΓͮͱ״ઝ֨ΝࢯͤΖ؏఼͖Δɼැͺɼغणਏͳਏྏʀࠬݗҫ
ྏͲؖؽ߇ݬ؈ҝΫρφΝͪ͢༽ਟଐ͵ࠬݗΝଇͤɽ͠ΔͶැͺɼ
ಋ༹؏఼͖ΔɼҫྏؖؽΏ߶ྺंࢬઅɼฯүॶͶ͕͏ͱॊࣆंͶຘೖ
݊߃য়ସΝѴͤΖͪΌ݊߃؏ࡱΠϕϨͯͯ͢༽ɼਟଐͶࠬݗΝࣰ
ࢬͲ͘ΖΓ͑ɼಕැͳݟ࿊ݬ߇ͯͯ͢ܠ؈ҝΫρφ࠹༁  ຬյఖౕ
Ν֮ฯ͢ɼྫ̑೧݆͖̔ΔഓාΝ࢟ͪ͢ͳ͞ΘͲ͍Εɼࢬઅഓා
ΝՅଐͤΖɽ͠ΔͶɼැͺɼέϧηνʖوໝԿ;ٶҫྏͽͮയΝ
͛؏఼͖Δɼ݊߃؏ࡱΠϕϨ͢༽ɼҫྏͳؖؽ࿊ܠରཱི֮ΝਦΕ
ͯͯɼָɼָߏɼ߶ߏɼಝพࢩԋָߏͶଲ͢ͱɼ࠹༁  ຬյఖ



ౕ߇ݬ؈ҝΫρφഓාΝ݆̕Ͷ࢟ͤΖͳͳͶɼָߏɼঘָߏɼ
༰கԄͶଲ͢ͱɼ࠹༁  ຬյఖౕ߇ݬ؈ҝΫρφഓාΝ̗݆
२Ͷ࢟͢ɼ೦য়͍͗ΖͶͺɼࣙͲٵͤΖ͞ͳΏɼҫྏ
ؖؽणਏΝݬଉͳͪ͢ͲɼͬͶͺҫྏؖؽΝणਏͲ͘͵͏Ͷ͕
͏ͱɼگ৮ҽΏଐΏ͖͵ࠖ͗ؾೋͲ͍Ζࣆ͍Ζࣉಒਫ਼ైʤঘָߏ
̒೧ਫ਼Ґʥ
Νଲেͳ͢ͱ߇ݬ؈ҝΫρφΝܲͪ͢༽য়ं
ʤ೦ɼ
ͦ͘ɼ
ʹ௩Ίܲ͏য়Ν༙ͤΖंΝ͏͑ɽҐԾಋͣɽ
ʥͶଲͤΖਟଐ͵ࠬݗ
Νࣰࢬ͢ɼཇं࣎ݡͶͺɼ߁͏ંৰंͶଲ͢ͱɼฯ݊ॶࣆແෝ୴
ܲݰΝਦΕͯͯɼਟଐ͖ͯؽಊదͶ̧̩ࠬ̚ݗΝߨͤࢬࣰͱ͢ͳࠬݗΖɽ
Ήͪɼ৮Ͷ͕͏ͱɼ݊߃؏ࡱΠϕϨͯͯ͢༽ɼܲয়ंͶଲͤΖ߇
ݬ؈ҝΫρφΝࠬݗͪ͢༽ΝࣰࢬͤΖΓ͑ଇͤͳͳͶɼέϧηνʖ
ਫ਼͗ݔ೨͠ΗΖ৮ͶͤؖΖ఼॑ద͵खૌΝಉ͖͘͜ɼཇं࣎ݡͶͺɼ
߁͏ંৰंͶଲ͢ͱɼฯ݊ॶࣆແෝ୴ܲݰΝਦΕͯͯɼਟଐ͖ͯؽಊ
దͶ̧̩ࠬ̚ݗΝߨͤࢬࣰͱ͢ͳࠬݗΖɽ͞ΗΔࠬݗͶ༽͏Ζ߇ݬ؈
ҝΫρφͶͯ͏ͱͺɼਟଐ͖ͯనͶ͠ࢬࣰ͗ࠬݗΗΖΓ͑ɼݗରࡀखͶؖ
ͤΖқ఼Νཀྵմͪ͢৮ҽ؇ཀྵԾͲࠬݗΝࣰࢬͦ͠Ζɽ
ΉͪɼැͺɼࣆٺەସીۢҮͲ͍ͮͪಕැݟͳ࿊ͯͯ͢ܠɼ࠸ౕ
״ઝ֨༩Ώ״ઝݱΝغͶ୵எͤΖͪΌɼ߁͏̧̩ࠬ̚ݗ
ʤϠωνϨϱήࠬݗʥΏυʖνੵΝࣰࢬͤΖɽැͳಕැݟͲڢ
ಉ͢ͱࠕޛ״ઝ֨ۃݡੀ͓ͪ६ඍΝΌΖͪΌɼਫ਼࿓ಉͺɼࡔ
ద͵ࢩԋΝͺͣΌචགྷ͵ࢩԋΝߨ͏ɼಕැݟͺɼ૮ʀݗରࡀखʀݗ
ࠬҲ࿊ϕϫιηΝ௪ͣͪଲࡨΝࣰࢬͤΖɽΉͪɼऀճࡃܨಊͲس
ͶΓΕण͜ΖؔࠬݗͶͯ͏ͱͺɼ״ઝ๑  ড়̐Ͷ͘Ͱخɼؔ
ؖؽࠬݗͶౕ؇ཀྵΏܠҫྏؖؽ݀ఈྙڢΝٽΌΖ͞ͳ͵ʹͶΓ
ΕڧඍΝΌͱ͏͚ɽ
ᶇ ਫ਼࿓ಉͺɼ״ઝ๑  ড়Ͷ͚Ͱخҫࢥड़ͳͺพͶɼࢤͲ
״ઝয়ڱΝΌࠅ಼ླྀߨয়ڱΝѴͤΖͪΌɼ߇ରฯ༙য়ڱͶͤؖΖ
ࠬ͵ʹ༙ް͵γʖϗϧϱηΝࣰࢬͤΖɽΉͪɼ͏ΚΑΖգࢰͶͯ͏ͱ
ͺɼܗαϫψΤϩη״ઝͶ͕͜ΖգࢰΝਬ͢ܯɼనͶѴͤΖɽ



ࠅཱི״ઝॶڂݜͶ͕͜ΖܗαϫψΤϩηݗड़๏๑ݗ౾ΏԾਭγ
ʖϗϧϱηΝܗͪ͢༽αϫψࠬڂݜΝࢩԋͤΖ͵ʹɼӀ͘କ͘ɼԾ
ਭγʖϗϧϱη༽Ͷͯ͏ͱৄݗΝՅଐͤΖɽ
ᶈ ਫ਼࿓ಉͺɼҫྏؖؽΏฯ݊ॶࣆແෝ୴ܲݰΝਦΕͯͯɼं׳
ͶͤؖΖๅΝͲंܐؖਟଐͶ༙ͤڠΖͪΌๅѴʀ؇ཀྵࢩԋεη
τϞʤ+HDOWK&HQWHU5HDOWLPH,QIRUPDWLRQVKDULQJ6\VWHPRQ&29,'
ʁ̟̜̩ʷ̪̰̪ʥΝ͢༽ɼಕැݟพཇं਼౹ܯυʖν
फॄʀੵΝߨ͑ͳͳͶɼͨ݃ՎΝనٕޮන͢ɼΓΕްՎదʀް
ིద͵ଲࡨͶ͚͏ͱ͢༽ɽ
ᶉ ැͺɼҫྏؖؽۯজয়ڱΏਕحٷݼʀ̜̤̦̚ฯ༙ʀՖಉয়ڱ
ΝਟଐͶѴͤΖҫྏؖؽๅࢩԋεητϞʤ*DWKHULQJ 0HGLFDO
,QIRUPDWLRQ6\VWHPʁ̞ʷ̤̠̪ʥΝߑʀӣӨ͢ɼҫྏڛয়ڱΏ̧̩̚
ࠬݗࣰࢬয়ڱΝҲݫద͖ͯଊ࠴ͶѴͤΖͳͳͶɼಕැݟͶ
͢ڛɼਟଐ͵ं׳णͶͤ༽Ζɽ
ᶊ ช෨Ռָ;ٶਫ਼࿓ಉͺɼָߏͲॄਫ਼ѴکԿΝਦΖɽ
ᶋ ਫ਼࿓ಉͺɼܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ͏ΚΑΖޛҪͶͯ͏
ͱɼঀࠅͲๅࠄ͍Ζ͞ͳಁΉ͓ɼࠬʀڂݜΝΌΖɽ
ᶌ ਫ਼࿓ಉ;ٶช෨Ռָͺɼࠅཱི״ઝॶڂݜʀಕැݟʀؔؽࠬݗ
ؖΏָؔ࿊ܠΝҲଇ͢ɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥ͵ʹ
รҡהಊΝࢻͤΖͪΌΰόϞմੵΝܩକͤΖɽಕැݟͺɼͪ͵ݔ
೨͠ΗΖรҡהʤ9DULDQWRI&RQFHUQʁ̭̦̚ʥࣆྭ͗ਫ਼ͪ͢Ͷͺɼ
ۅదӺָࠬکԿΏ߁͏ंܐؖࠬݗΝబఊͤΖɽ͞ΗΔखૌͶΓ
Εɼέϧηνʖਟଐ͵෩ͣࠒΌΝਦΖͳͳͶɼऀճસରͲรҡה״ઝ
֨ࢯΝਦΖɽਫ਼࿓ಉͺɼࠅཱི״ઝͳॶڂݜ࿊ͱ͢ܠɼͪ͵รҡ
הͶଲ͢ͱɼӀ͘କ͘ɼͨӺָదಝΝੵ͢ɼΰόϞγʖϗϧϱηΝ௪
ͣͱࣰସΝѴͤΖɽ
ᶍ ಕැݟͺɼ״ઝ๑  ড়;ٶ  ড়Ͷ͘Ͱخɼஏ๏ޮڠରؔͲ
ਟଐ͵ๅ༙ڠΝߨ͑ͳͳͶɼಕැݟͺɼՌճࣖ͠ͲݶΗͪʰ
୵غஎͪΌࢨඬʱࢂߡͶɼݟԾ״ઝয়ڱͶͯ͏ͱɼϨηέՃ



Νߨ͑ɽ
ᶎ ҪఽࢢഓΝੵͤΖͶͪΕɼޮ़Ӷਫ਼ଲࡨΝΌͱ͏͚Ͳචགྷ͵
ๅΝɼࠅཱི״ઝॶڂݜͶ͕͏ͱफॄΝߨ͑ɽ

ʤ̑ʥΉΞԈࢯ
̏ʥड़ࣙख़ʤޛफ़ͤΖʰ̒ʥ৮ड़ۊʱΝঈ͚ʥ
ಝఈಕැݟͺɼ๑  ড়  ߴͶ͘ͰخɼೖΌͪགྷٺ
ड़ʀҢಊࣙख़Ͷͯ͏ͱྙڢགྷ੧Νߨ͑ͳͤΖɽಝͶɼ
% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΊɼٺଐͶ״ઝ
͗֨͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼࠠࡸͪ͢ॶड़ൔݰΝेͶ
ྙکͶ͖͜;ݼΖɽΉͪɼ ࣎Ґ߳གྷٺड़ࣙख़ɼड़ͤΖ
චགྷ͍͗ΖͶɼྙۅՊଔΏஊߨಊΝͳͶ͢ͱ͏Ζؔͳঙਕ
਼Ͳɼࠠࡸ͢ͱ͏ΖॶΏ࣎ؔΝඈ͜ͱߨಊͤΖ͞ͳɼ״;ٶઝଲࡨ͗
బఊ͠Ηͱ͏͵͏ӁৱవΏۂٵགྷ੧ͺӨؔ࣎ۂक़གྷ੧ͶԢͣ
ͱ͏͵͏Ӂৱవཤ༽ΝݭͶ߉͓Ζ͞ͳͶͯ͏ͱɼेͶబఊͤΖɽ
ΉͪɼଠஏҮ״ઝ֨ΝࢯͤΖ؏఼͖ΔɼགྷٺؾΏྃ
ߨ͵ʹಕැؔݟҢಊͺɼ͓߉ྙۅΖΓ͑ͶଇͤͳͳͶɼʹ͑͢ͱ
ඈ͜ΔΗ͵͏ͺ״ઝࢯࡨబఊͳͳͶɼड़ͺ౺ஏͲ
ࠬݗשওΝΌΖɽ
ҫྏؖؽ௪Ӆɼৱྋʀҫ༂ʀਫ਼චऩഛ͏ड़͢ɼචགྷ͵৮
ड़ۊɼԲͲӣಊΏࢆิ͵ʹɼਫ਼Ώ݊߃ң࣍ͪΌͶචགྷ͵
Ͷͯ͏ͱͺड़ࣙख़གྷ੧ଲেͳͤΖɽ
Ήͪɼ
ʰࢀͯືʱΝబఊదͶඈ͜ΖͳͳͶɼ
ʰਕͳਕͳړ֮ฯʱ
ʰϜηέ༽ʱ
ʰघજ͏͵ʹघࢨӶਫ਼ʱخຌద͵״ઝଲࡨΝబఊͤ
ΖͳͳͶɼ͍ΔΑΖؽճΝଌ͓ͱɼྫ̐೧݆̒  ೖՊճ٠Ͳࣖ
͠Ηͪʰ ϛϱφʱ
ɼ݆̓̒ೖՊճ٠Ͳࣖ͠Ηͪʰ͢͏ਫ਼
ࣰ༹ࣞભྭʱ
ɼ ݆  ೖՌճͲࣖ͠Ηͪɼ
ʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓
ͯʱ
ʱΝेͱ͢༽ͶबஎΝߨ͑ͳͤΖɽ
ΉͪɼಝఈಕැݟͺɼਕླྀΗཊͶͯ͵͝Ζ؏఼͖ΔɼஏԾరɼ



ώηި௪ࣆंۂͶଲ͢ͱɼशు܃͝ΏकགྷνʖϝψϩͶ͕͜Ζݗ
Իࣰࢬɼචགྷ͵ྙڢғབΝߨ͑ͳͤΖɽΉͪɼࣆंۂͶଲ͢
ͱɼԲলʤ൞ଲࡨɼචགྷ͵Νঈ͚ʥؔভɼචགྷ͵
ྙڢғབΝߨ͑ͳͤΖɽ
̐ʥ࠷ʤϗϱφʥ࠷ݸ
ಝఈಕැݟͺɼ֚ஏҮͲ࠷͠ΗΖ࠷ʤϗϱφʥͶͯ͏ͱɼ
؏ٮ߁Үద͵ҢಊΏ࠷ޛಊ͵ʹͲਫ਼ͣΖɼ࠷ͶܐΖ״ઝ֨
ϨηέΝཊ͢ɼΉͪɼ࠷Ͷ͕͜Ζ״ઝࢯଲࡨΝబఊͤΖ؏఼
͵ʹ͖Δɼक࠷ंͶଲ͢ͱɼ๑  ড়̗ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤ
Ζ҈ΝಁΉ͓ͪوໝགྷ݇ʤਕ਼  ݸਕ͖ͯफ༲ི ʥΝ
અఈ͢ɼͨགྷ݇ͶԌͮͪ࠷གྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼ࠷Ν  ࣎Ή
ͲͳͤΖΓ͑གྷ੧Νߨ͑ͳͤΖɽญͦͱɼ࠷Ͷͪͮͱͺɼۂझ
พΪχϧϱॱगబఊΏ࠷ޛʰࢀͯືʱ;ٶӁৱΝյඈ
ͤΖͪΌ๏ࡨΝబఊͤΖΓ͑ɼक࠷ंͶٽΌΖͳͤΖɽ
ΉͪɼηϜʖφϓΧϱΝંͪ͢༽ৰ֮ΠϕϨʤ̦̦̘̚̚ʥͶͯ
͏ͱɼࠬݗणਏฯ݊ॶγϛʖφΝ͚ण͜ΔΗΖ͞ͳΏϕϧώ
εʖͶ࠹ݸഓྂͪ͢ૌΊͲ͍Ζ͞ͳΝबஎ͢ɼؔۂةʀର
߁͏ྙڢΝಚͱӀ͘କ͘ٶΝଇͤΖɽ
̑ʥࢬઅ࢘༽ݸʤफ़ʰ̐ʥ࠷ʤϗϱφʥ࠷ݸʱ
ɼޛ
फ़ͤΖʰ̕ʥָߏखѽ͏ʱΝঈ͚ʥ
ᶅ ಝఈಕැݟͺɼ๑  ড়̐ߴͶ͘Ͱخɼ״ઝϨηέ͗߶͏
ͳࢨఢ͠Ηͱ͏ΖӁৱΝඈ͜Ζ؏఼͖ΔɼठྪͺΩϧΨίઅඍ
ΝͤڛΖӁৱవʤӁৱۂڒՆΝण͜ͱ͏͵͏ΩϧΨίవ;ٶཤ
༽ंͶΓΖठྪవ಼࣍ࠒΊΝΌͱ͏ΖӁৱవΝɽठྪ;ٶΩ
ϧΨίઅඍڛʤཤ༽ंͶΓΖठྪవ಼࣍ࠒΊΝɽ
ʥΝखΕࢯ
ΌΖΝঈ͚ɽ
ʥͶଲ͢ͱۂٵགྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼىҐӁৱ
వʤഓʀτέΠΤφΝঈ͚ɽ
ʥͶଲ͢ͱɼӨؔ࣎ۂक़ʤ ࣎
ΉͲͳͤΖɽ
ʥགྷ੧Νߨ͑ͳͤΖɽͨࡏɼրਜ਼๑ࢬߨͶΓΕɼ
ໍྫɼգྋوఈ͗અ͜ΔΗͪ͞ͳΝಁΉ͓ɼͨघକͶͱؖ͢ͺɼ



พ௪எͤΖघକͶԌͮͱߨ͑͞ͳͶཻқͯͯ͢ɼགྷ੧ͶԢͣͱ͏Ζ
వะͳޮฑΝฯͯ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼໍྫన͵ӣ༽ΝਦΖ
ͳͤΖɽ
  ಝఈಕැݟͺɼਕླྀΗΝཊͤΖ؏఼͖Δɼ๑  ড়̗ߴ
Ͷ͘Ͱخɼพ௪எͤΖͳ͞ΘͶΓΕɼӁৱవҐܗϱϓϩΦ
ϱδଲࡨಝพી๑ࢬߨྫʤฑ  ೧ྫ  ߺɽҐԾʰྫʱ
ͳ͏͑ɽ
ʥ  ড়̏ߴ֦ߺͶوఈͤΖࢬઅ͑ͬɼଡ਼ं͗ཤ༽
ͤΖࢬઅͲɼݒজ͗ܯએฑ๏ϟʖφϩΝ͓ΖࢬઅͶ
ଲ͢ͱɼӨؔ࣎ۂक़ʤ ࣎ΉͲͳͤΖɽ
ʥΝགྷ੧ͤΖͳͤΖɽ
Ήͪɼಝఈಕැݟͺɼफ़ʰ̐ʥ࠷ʤϗϱφʥ࠷ݸʱ
खѽ͏ΝಁΉ͓ɼ๑  ড়̗ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤΖࢬઅ
؇ཀྵंͶଲ͢ͱɼพ௪எͤΖ҈ΝಁΉ͓ͪوໝགྷ݇ʤਕ਼ݸ
 ਕ͖ͯफ༲ི ʥΝઅఈ͢ɼͨགྷ݇ͶԌͮͪࢬઅ࢘༽
࣎  ;ٶΉͲ࠷Νགྷ੧ͤΖͳͤΖɽ
  ҐΆ͖ɼಝఈಕැݟͺɼஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ɼಕැ
ݟஎࣆஇͶΓΕɼྫ  ড়̏ߴ֦ߺͶوఈͤΖࢬઅ͑ͬɼ
ଡ਼ं͗ཤ༽ͤΖࢬઅͶଲͤΖ࢘༽ݸΝΌͱɼࢬઅ؇ཀྵं
Ͷଲ͢ͱචགྷ͵ྙڢΝགྷ੧Ͳ͘ΖͳͤΖɽ
ͨࡏɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼوཇं਼͗ଁՅͺ߶ࢯ
ΉΕ͢ͱ͏ΖͶͺɼಕැ͗ݟಢࣙͶߨ͑ྙڢགྷ੧బఊΝߨ
͑Ҳ๏ɼ״ઝয়ڱրવ͗ݡΔΗΖͶͺɼಕැ͗ݟಢࣙͶߨ͑
ྙڢགྷ੧ΝஊదͶ؉͢ɼްՎద͵खૌΝߪͣͱ͏͚ͳͤΖɽ
Ήͪɼࢬઅ࢘༽ݸགྷ੧Νݗ౾ͤΖͶͪͮͱͺɼஏҮ״ઝ
য়ڱͶԢͣͱɼ֦ಕැݟஎࣆ͗నͶஇͤΖͳ͢ɼགྷ੧Ν
ߨ͑இߡ͓๏ɼචགྷͶͯ͏ͱɼଲেͳ͵Ζࣆंۂೣ
͵ઈͶΌΖͳͤΖʤफ़ʰ̐ʥ࠷ʤϗϱφʥ࠷
ݸʱͶͯ͏ͱಋͣɽ
ʥ
ɽགྷ੧Νߨ͑ͺɼ͍Δ͖ͣΌැͳਟଐͶ
ๅ༙ڠΝߨ͑ɽ
  ಝఈಕැݟͺɼ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼࣆंۂͶଲ͢ͱɼۂ



झพΪχϧϱΝॱगͤΖΓ͑གྷ੧Νߨ͑ͳͤΖɽ
ΉͪɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼ๑
  ড়̐ߴͶ͘Ͱخɼਕ਼؇ཀྵɼਕ਼ݸɼ༢ʰं
ཀྵʱ
ʰंͶଲͤΖϜηέ༽बஎʱ
ʰ״ઝࢯીΝࣰ
ࢬ͢͵͏ंࢯےʱ
ʰճඊວͶΓΖ״ઝࢯͶްՎ
͍ΖીʤඊວΝअΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ൚અͺཤ༽ंన͵ړ
֮ฯʥ
ʱɼྫ  ড়Ͷوఈ͠ΗΖ֦ીͶͯ͏ͱࣆंۂͶଲ
͢ͱགྷ੧Νߨ͑ͳͤΖɽ
ಝఈಕැݟͺɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ͘Κ
Ε͗Ίɼ
ٺଐͶ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζɼ
๑  ড়  ߴͶ͘Ͱخɼ
وໝঐࢬۂઅ؇ཀྵंͶଲ͢ɼ
ʰंཀྵʱགྷ੧Νߨ͑
ͳͤΖɽΉͪɼ״ઝϨηέ͗߶͏ͳ͠Ηͪʤྫ̑೧̖݆ 
ೖՌճʥඨաవஏԾৱജΕͶͯ͏ͱɼ๑  ড়  ߴ
Ͷ͘Ͱخɼࢬઅ؇ཀྵंͶଲ͢ɼ
ʰंཀྵʱགྷ੧Νߨ͑
ͳͤΖɽ
͵͕ɼਕ͗ືॄͤΖ͞ͳΝ͛ͪΌɼ
ʰंཀྵʱΝߨ͑
ͺɼพ௪எͤΖखѽ͏ΝಁΉ͓ɼࣆंۂͶགྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼ
ࣆंۂͶଲ͢ͱɼཀྵࣰࢬয়ڱΝϙʖϞϘʖζΝ௪ͣͱ߁
͚बஎͤΖΓ͑ಉ͖͘͜ΖͳͤΖɽ
Ґགྷ੧Ͷͪͮͱͺɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼۂٵགྷ੧;ٶӨۂ
࣎ؔक़ΝబఊͤΖͪΌଲࡨʀରߍ͵ΖکԿΝߨ͏ɼݬଉ
ͳ͢ͱસͱࢬઅͶଲ͢ͱࣰஏͶಉ͖͘͜Νߨ͑ͳͳͶɼ֚खૌ
Ͷͯ͏ͱనͶๅ৶Νߨ͑ɽͨࡏɼญͦͱɼࣆंۂͶଲ͢ͱɼ
ۂझพΪχϧϱॱगΝಉ͖͘͜Ζɽ
ಝఈಕැݟͺɼ๑  ড়  ߴͶ͘Ͱخɼ࿑ʀޮԄͶ͕͜
ΖॄͲӁठ͵ʹɼ״ઝϨηέ͗߶͏ߨಊͶଲ͢ͱචགྷ͵қً
Ώࣙख़གྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼࣰஏ͖͜;ݼΝکԿͤΖͳ
ͤΖɽ
ಝఈಕැݟͺɼޮཱིࢬઅͶͯ͏ͱɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣ



ͱɼીؔغͶ͕͜ΖถؙΏถԄΝݗ౾ͤΖͳͤΖɽ
ᶆ ැͺɼஏ๏ਫ਼ྡ࣎ިۜͶઅͪ͜ʰྙڢགྷ੧ਬʱͶΓΕɼ
Өؔ࣎ۂक़གྷ੧ͳۜྙڢࢩ͏Νߨ͑ಕැݟΝࢩԋͤΖɽ
ಕැݟͺɼڇࢩۜྙڢͶܐΖରکԿΝਦΕɼࢩڇਟଐԿͶ
ΌΖͳͳͶɼැͺɼڇغૌΊۅద͵༽Νଇͤɼ
ࢩڇਟଐԿͶ͜ͱචགྷ͵ڧඍΝਦΖͳͤΖɽ
ᶇ ࣆܐؖ;ٶंۂରͺɼࠕޛ࣍କద͵ଲࡨΝݡੀ͓ɼۂझพΪ
χϧϱΝࣰભͤΖ͵ʹɼࣙकద͵״ઝࢯͪΌखૌΝΌ
ΖɽͨࡏɼැͺɼՊஎݡΝಁΉ͓ɼܐؖରͶචགྷ͵
ๅڛΏঁݶΝߨ͑ɽ
̒ʥ৮ड़ۊ
 ᶅ ැ;ٶಝఈಕැݟͺɼࣆंۂͶଲ͢ͱɼҐԾखૌΝߨ͑Γ͑
ಉ͖͘͜Νߨ͑ͳͤΖɽ
ʀ ৮ड़ۊͶͯ͏ͱɼਕླྀΗΝཊͤΖ؏఼͖Δɼࡑۊແʤτ
Ϫϭʖέʥ༽ΏٵՍखಚଇͶΓΕɼड़਼ंۊׄ̕ࡡݰΝ
ࢨͤ͞ͳɽ
ʀ  ࣎Ґ߳གྷٺड़ࣙख़ΝబఊͤΖ͞ͳΝಁΉ͓ɼࣆۂ
ܩକͶචགྷ͵Νঈ͘ɼ ࣎Ґ߳ۊແΝཊͤΖ͞ͳɽ

ʀ ৮Ͷड़ͤۊΖͲɼ࣎ࠫड़ۊɼࣙऄ௪ۊਕͳંৰΝ
ఁͤݰΖखૌΝྙکͶਬͤΖ͞ͳɽ
ʀ ৮Ͷ͕͏ͱͺɼ״ઝࢯͪΌखૌʤघજ͏Ώघࢨভಡɼ֑Φ
οίρφɼ৮ҽಋ֮࢞ړฯɼࣆۂߨྯـɼ਼ਕ͗ৰΖ
ॶভಡɼ೦য়͗ݡΔΗΖॊۂҽड़ࣙۊख़ɼܲয়ं
ͶଲͤΖ߇ݬ؈ҝΫρφΝࠬݗͪ͢༽ɼड़ͶΓΖॊۂҽҢ
ಊΝݰΔͤͪΌτϪϑճ٠༽ɼٵΊ࣎ࠫखಚɼऀҽྊ
ॄਫ਼ͲଲࡨʥΏɼ
ʰࢀͯືʱ;ٶʰ״ઝϨηέ͗߶
ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱΝඈ͜ΖߨಊΝబఊͤΖΓ͑ɼࣰભྭ͢༽
͵͗Δଇͤ͞ͳɽಝͶ৮ͲʰڋॶΕΚΕʱ
ʤ࣪ܞٵɼߍ
ҧ࣪ɼ٦Ԑ࣪ʥͶқͤΖΓ͑बஎͤΖ͞ͳɽ



ʀ ״ઝࢯࡨబఊͪΌɼ್ԿોౕఈحઅΝࢩԋ
ͤΖͳͳͶɼϑϩ؇ཀྵंͶଲ͢ͱɼـয়ڱΝ್Կો
ౕఈحͶΓΕ֮ͤΖཻқ఼ΝबஎͤΖ͞ͳɽ
ʀ ͠ΔͶɼ৮ΏవะͶͱؖ͢ɼۂझพΪχϧϱΝࣰભͤΖ
Γ͑ಉ͖͘͜Ζ͞ͳɽ
ʀ ߶ྺंΏ׳࣮ેخΝ༙ͤΖं͵ʹ॑ԿϨηέ͍Ζ࿓ಉं;ٶೝ
৹͢ͱ͏Ζ࿓ಉंΏಋڋՊଔͶͨ͑ͪ͢ं͗͏Ζ࿓ಉंͶͯ͏ͱͺɼ
ຌਕਅड़ΝಁΉ͓ɼτϪϭʖέΏ࣎ࠫड़ۊ״ઝ༩ͪΌ
मۂഓྂΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ พశͶྭࣖͤΖࠅਫ਼ʀࠅࡃܨ҈ఈ֮ฯͶՆܿ͵ۂແΝߨ
͑ࣆ͞;ٶंۂΗΔۂແΝࢩԋͤΖࣆंۂͶ͕͏ͱͺɼ
ʰࢀͯືʱ
Νඈ͜ΖͪΌͶචགྷ͵ଲࡨΝΌɼॉ͵״ઝࢯࡨΝߪͣͯͯɼࣆ
ۂಝΝಁΉ͓ɼۂແΝܩକͤΖ͞ͳɽ
ᶆ ැ;ٶஏ๏ޮڠରͺɼࡑۊແʤτϪϭʖέʥ
ɼϫʖτʖεϥϱۊ
ແɼ࣎ࠫड़ۊɼࣙऄ௪ۊɼਕͳંৰΝఁͤݰΖखૌΝࣙΔΌΖ
ͳͳͶɼࣆंۂͶଲ͢ͱචགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ɽ
ᶇ ැͺɼىᶅͶࣖ͠Ηͪ״ઝࢯͪΌखૌΝಉ͖͘͜ΖͪΌɼ
ಝͶཻқͤ΄͘ࣆߴΝࣖ͢ɼࣆۂ͵ʹࣆͤંͳंۂΖؽճ
ΝͳΔ͓ɼࣆࣙंۂΔ֚͗ࣆߴॱगয়ڱΝ֮ͤΖΓ͑ଇͤɽΉ
ͪɼॱग͢ͱ͏ΖࣆंۂͶɼଲࡨࣰࢬΝઑͦ͠ݶΖ͵ʹɼ״ઝࢯͪ
Όखૌ͗שও͠ΗΖΓ͑ଇͤɽ͠ΔͶɼࡃܨରͶଲ͢ɼࡑۊແʤτ
Ϫϭʖέʥ༽ͶΓΖड़਼ंۊׄ̕ࡡݰࣰࢬয়ڱΝ֦ࣆ͗ंۂ
ࣙΔۅదͶޮන͢ɼखૌΝଇͤΖΓ͑གྷ੧ͤΖͳͳͶɼޮන͠Η
ͪๅ߁͏बஎͶͯ͏ͱɼؖ࿊ͤΖࣆͳंۂ࿊ͱ͢ܠखΕૌɽ
 ̓ʥ߶ྺंࢬઅॊंۂࠬݗ
ಝఈಕැݟͺɼ״ઝଡ਼ஏҮ߶ྺंࢬઅॊंۂͶଲͤΖݗ
ࠬළյࣰࢬΏɼճͶͤؖΖ״ઝࢯࡨబఊʤΨϱϧϱճ༽
ʥ
ɼ߶ྺंࢬઅΏҫྏ״Ͳؖؽઝ͗ਫ਼ͪ͢Ͷ͕͜Ζฯ݊ॶͶΓΖ
״ઝ؇ཀྵରՃΏࢩԋοʖϞഁݥɼࠬݗࣰࢬͶΓΖ״ઝޜʀ



ۂແܩକࢩԋబఊΝߨ͑ͳͳͶɼැ͗ߨ͑ɼݳༀେ״ઝ֨͗
ݔ೨͠ΗΖॶɼϨηέ͍ΖݳɼՈؔغلͶ͕͜Ζࢤ෨͖Δքಕʀ
ԯೆ಼ݟߕۯͶ͖͑ส౧ٮͶଲͤΖϠωνϨϱήै֨ࠬݗ
ۅద͵ྙڢΏɼۢҮ಼ֺ֙Ͳཇं͗ड़఼ͪ॑దࠬݗ
ࣰࢬΝߨ͑ͳͤΖɽ
 ̔ʥࣆٺەସઑݶԾͶ͕͜Ζҫྏڛର֮ฯ
ᶅ ಝఈಕැݟͺɼැͶΓΖҫྏਕࡒԢԋഁݥࢩԋགྷ੧Ώɼ
״ઝ֨ٺ࣎࣎ݸదٺەඈೋͳ͢ͱٺҲൢҫྏݸΌɼ
ܗαϫψΤϩη״ઝଲԢͶචགྷ͵බজʀॕഩྏࢬઅΝଐΏ͖Ͷ
֮ฯͤΖͳͤΖɽΉͪɼ݊߃؏ࡱۂແۂແҗͶΓΕɼॕഩྏ
ंʀࣙྏंͶଲͤΖ݊߃؇ཀྵରΝ֮ฯͤΖͳͤΖɽ
͠ΔͶɼ
Ӆʀॶ͗ԃͶߨΚΗΖΓ͑ɼஏҮࣰΝಁΉ͓ɼన
͵ӣ༽Νߨ͑ɽ
ᶆ ැͺɼ״ઝ֨͗ݨஸ͵ಕැݟͶ͕͏ͱɼ֚ஏҮͲͺଲԢࠖ
ೋ͵ࠃ͵ࢥޤଏ͗ਫ਼ͣͪɼ֚ಕැݟགྷ੧ΝಁΉ͓ɼ
ٺەద͵ࢥޤഁݥͶखΕૌͳͤΖɽ
ᶇ ැ;ٶಝఈಕැݟͺɼஏҮࣁݱΝ࠹ͱ͢༽ݸɼਏྏॶ
ༀׄکԿʤ״ઝଲԢྙɼࣙྏंʀॕഩྏं݊߃
؇ཀྵʀҫྏదଲԢ֨ʥΝΌΖͳͳͶɼݳԾয়ڱͺࡄ֒ҫྏ
ద͵ଲԢ͗ٽΌΔΗΖͳࣟԾɼޮదබӅͲαϫψଲԢҲ
खૌɼಕැݟҮΝ͓ͪ॑ं׳߁ҮҢૻ͵ʹɼಕැݟ
බজʀਕࡒ֮ฯͶଲͤΖැࢩԋΝߍͶکԿͤΖɽ
̕ʥָߏखѽ͏
 ᶅ ช෨Ռָͺɼָߏઅं;ٶָͶଲ͢ͱҲཱͶྡ࣎ۂٵΝٽ
ΌΖͲͺ͵͚ɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͪ״ઝࢯࡨబఊΝགྷ੧ͤ
Ζɽ༰கԄɼঘָߏɼָߏɼ߶ָߏͶͯ͏ͱͺɼࢢڛ݊Ώ͖
͵ָ;ฯ্ΏৼਐӪڻ؏఼͖Δɼ
ʰָߏͶ͕͜Ζܗαϫψ
Τϩη״ઝͶͤؖΖӶਫ਼؇ཀྵϜωϣΠϩʱΝಁΉ͓ͪଲԢΝགྷ
੧ͤΖɽΉͪɼָͶͯ͏ͱͺɼ״ઝࢯͳંदۂʀԗֶदۂ



ްՎదࣰࢬͶΓΖָरؽճ֮ฯྈཱིͶ͜ͱనͶଲԢͤΖ
͞ͳΝགྷ੧ͤΖʤࣆٺەସીۢҮͶ͕͏ͱͺɼָ״ઝଲࡨ
బఊͳͳͶɼԗֶदۂΓΕҲָͪ͢༽रंຌҒदۂްՎ
ద͵ࣰࢬͶΓΖָਫ਼ָरؽճ֮ฯΝਦΖʥ
ɽ෨ಊɼ՟ಊɼ
ָਫ਼ྊͶ͕͜Ζ״ઝࢯࡨɼࠛճΏӁΊճ͵ʹͶͯ͏ͱͺɼָਫ਼
қًబఊʤࣆٺەସીۢҮ఼॑;ٶીۢҮͶ͕͏ͱͺɼ
෨ಊΏ՟ಊͶ͕͜Ζ״ઝϨηέ߶͏ಊݸͺࣙख़ʥΝ
གྷ੧ͤΖɽಝͶɼ೦য়͍͗Ζָਫ਼͗ౌߏΏಊࢂՅΝ߉͓
ΖΓ͑बஎబఊΝਦΖɽΉͪɼָɼ߶ָߏͶ͕͜Ζܲয়ंͶ
ଲͤΖ߇ݬ؈ҝΫρφ༽ʤ෨ಊɼ֦झસࠅճͲ݊߃ο
ΥρέͶ͕͜Ζ༽Νɽ
ʥΏɼָߏɼঘָߏɼ༰கԄگ৮
ҽΏଐΏ͖͵ࠖ͗ؾೋͲ͍Ζࣆ͍Ζࣉಒਫ਼ైʤঘָߏ̒೧
ਫ਼Ґʥ߇ݬ؈ҝΫρφ༽ΝওྯͤΖɽΉͪɼگ৮ҽϭέ
οϱંझ͗Γ͑ɼָં఼ڎझΝࣰࢬͤΖָͶଲ͢ɼஏҮگ
үҗҽճΏָߏ๑ਕָ͗ં఼ڎझճͲંझΝسͤΖ
ۅద͵ྙڢΝғབͤΖͳͳͶɼஏ๏ޮڠରͶଲ͢ɼوໝંझ
ճӣӨͶͪΕɼگүҗҽճΏࢴָ୴෨͗ۃϭέοϱ୴෨ۃ
ͳ࿊͢ܠɼسͤΖگ৮ҽϭέοϱંझ͗Γ͑खૌΝߨ͑͵ʹ
ഓྂΝғབͤΖɽ
ᶆ ಕැݟͺɼැ͗ߨ͑ϠωνϨϱήࠬݗͶ͕͏ͱɼঘָߏɼָ
ߏگ৮ҽɼۅదͶࢂՅͤΖΓ͑ͶྙڢΝߨ͑ͳͤΖɽΉ
ͪɼָߏઅंͶଲ͢ɼฯ݊؇ཀྵ״ઝଲࡨͶͯ͏ͱࢨͤΖͳ
ͳͶɼஏҮ״ઝয়ڱΏָߏंܐؖ״ઝंๅͶͯ͏ͱଐΏ͖Ͷ
ๅ༙ڠΝߨ͑ͳͤΖɽ
 ᶇ ਫ਼࿓ಉͺɼฯүॶΏ๎՟ࣉޛಒέϧϔͶͯ͏ͱɼ״ઝࢯࡨ
బఊΝߨ͏ͯͯɼݬଉॶͤΖ͞ͳΝགྷ੧ͤΖɽ
̖ʥࣆٺەସીۢҮ͖Δঈ͠Ηͪಕැݟʤঈޛɼ఼॑ીۢҮͳ
͠ΗͪಕැݟΝɽ
ʥͶ͕͜Ζखૌ
ᶅ ࣆٺەସીۢҮ͖Δঈ͠ΗͪಕැݟͶ͕͏ͱͺɼफ़ͪ͢Γ



͑Ͷʰଲࡨ؉Ͷͯ͏ͱͺஊదͶߨ͏ɼචགྷ͵ଲࡨͺητʖζᶚ
૮ҐԾͶԾ͗ΖΉͲକ͜Ζʱ͞ͳΝخຌͳ͢ɼޛफ़ ʥͶ͝ܟΖخ
ຌద͵״ઝࢯࡨʤ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏ͱͺޛफ़̗ʥ
Ͷ͝ܟΖ״ઝࢯࡨΝɽ
ʥͶՅ͓ɼ
ʰࣆٺەସઑݶմঈޛଲԢʱ
;ٶʰྫ̑೧݆̔  ೖҐ߳खૌʱΝಁΉ͓ΖͳͳͶɼेΏ
ࣆंۂͶଲ͢ͱɼҐԾखૌΝߨ͑ͳͤΖɽͨࡏɼஏҮ״ઝ
য়ڱΏ״ઝ֨ϨηέͶͯ͏ͱՃΝߨ͏͵͗Δɼଲࡨ؉ͺஊ
దͶߨ͑ɽΉͪɼ࠸ౕɼ״ઝܑ֨͗ݡΔΗΖͶͺɼஏҮ
Ͷ͕͜Ζ״ઝয়ڱΏޮ़Ӷਫ਼ରʀҫྏڛରෝ՛য়ڱͶͯ
͏ͱॉɼѴʀੵΝߨ͏ͯͯɼଐΏ͖ͶްՎదͲ״͏کઝଲࡨ
ΝߪͣΖͳͤΖɽ
ʀ ɼ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼೖΌͪགྷٺड़
ࣙख़Ͷͯ͏ͱྙڢགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽͨޛɼஏҮ״ઝয়ڱ
ΝಁΉ͓͵͗ΔɼஊదͶ؉ͤΖ͞ͳɽΉͪɼ% ܧ౹ร
ҡהʤυϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΞͲ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼಕැ
ؔݟགྷٺҢಊͺɼ͓߉ྙۅΖΓ͑Ͷଇͤ͞ͳɽ 
ʀ ֚ஏҮͲ࠷͠ΗΖ࠷ʤϗϱφʥͶܐΖوໝགྷ݇ʤਕ
਼ݸʀफ༲ིɼӁৱΝΚ͵͏͞ͳʥͶͯ͏ͱͺɼ؏ٮ߁Ү
ద͵ҢಊΏ࠷ޛಊ͵ʹͲਫ਼ͣΖɼ࠷ͶܐΖ״ઝ֨Ϩη
έΝཊ͢ɼΉͪɼ࠷Ͷ͕͜Ζ״ઝࢯଲࡨΝబఊͤΖ؏఼͵
ʹ͖Δɼक࠷ंͶଲ͢ͱɼ๑  ড়̗ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤ
Ζ҈ΝಁΉ͓ͪوໝགྷ݇ʤ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏
ͱͺɼਕ਼  ݸਕɽ఼॑ીۢҮҐಕැݟͶ͕͏ͱ
ͺɼࣆٺەସઑݶմঈ݆͖  ޛఖౕܨգીͳ͢ͱਕ਼ݸ
 ਕͺफ༲ఈҽ ˍҐ಼ʤͪͫ͢ɼ ਕΝݸʥ͏ͥ
Η͖͘͏๏ɽ
ʥΝઅఈ͢ɼͨགྷ݇ͶԌͮͪ࠷གྷ੧Νߨ͑
͞ͳɽΉͪɼஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ɼಕැݟஎࣆஇͶΓ
Εɼ࠷࣎ؔݸགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏ͱͺɼ๑  ড়̔̏ߴ



Ͷ͘ͰخɼӁৱవʤഓʀτέΠΤφΝঈ͚ɽ
ʥͶଲͤΖӨ࣎ۂ
ؔक़ʤ ࣎ΉͲͳͤΖɽ
ʥགྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼठྪڛ
ΝߨΚ͵͏Γ͑གྷ੧ͤΖ͞ͳɽͪͫ͢ɼ״ઝ͗Ծܑ߳Ͷ͍Ζ
ͶͺɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼಕැݟஎࣆஇͲɼพ௪எ
ͤΖʰҲఈགྷ݇ʱΝຮͪͪ͢వะͶ͕͏ͱ  ࣎ΉͲ͘ͲڛΖ
͞ͳͳͤΖ͵ʹɼ؉Νߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖͳͤΖɽැͺɼ
ʰҲ
ఈགྷ݇ʱͶͯ͏ͱɼࢀंৄౕٶΝਦΖ؏఼͖Δɼಋ
ౕٶয়ڱΝಁΉ͓ͱఈΌΖͳ͢ɼಕැݟͺɼࢀंৄ
ౕͳٶన༽వะ֨ͶΌΖ͞ͳɽ
ͨࡏɼրਜ਼๑ࢬߨͶΓΕɼໍྫɼգྋوఈ͗અ͜ΔΗͪ͞
ͳΝಁΉ͓ɼͨघକͶͱؖ͢ͺɼพ௪எͤΖघକͶԌͮͱߨ͑
͞ͳͶཻқͯͯ͢ɼགྷ੧ͶԢͣͱ͏ΖవะͳޮฑΝฯͯ͞ͳ͗
Ͳ͘ΖΓ͑ɼໍྫన͵ӣ༽ΝਦΖ͞ͳɽ
ʀ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼى
఼॑ીΝߪͣΖ΄ۢ͘ҮʤҐԾʰીۢҮʱͳ͏͑ɽ
ʥҐஏҮ
Ͷ͕͏ͱɼ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼӁৱవͶଲͤΖӨؔ࣎ۂ
क़གྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ఼॑ીۢҮҐಕැݟͶ͕͏ͱͺɼ๑  ড়̗ߴͶخ
Ͱ͚ӁৱవͶଲͤΖӨؔ࣎ۂक़གྷ੧Ͷͯ͏ͱͺɼɼܩକ
ͤΖ͞ͳͳ͢ɼͨޛɼஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓͵͗Δɼஊద
Ͷ؉ͤΖ͞ͳɽ͵͕ɼӨ;ٶؔ࣎ۂଲেஏҮͶͯ͏ͱͺɼஏҮ
״ઝয়ڱͶԢͣɼ֦ಕැݟஎࣆ͗నͶஇͤΖ͞ͳɽ
ʀ ๑  ড়̔̏ߴͺ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼӁৱΝक
ͳ͢ͱ͏ͱ͢ͳۂΖవะͶ͕͏ͱɼΩϧΨίΝߨ͑અඍΝ͢ڛ
ͱ͏Ζɼɼ֚અඍཤ༽ࣙख़Νགྷ੧ͤΖ͞ͳɽͨͲɼ
ஏҮͶ͕͜Ζ״ઝয়ڱΏϭέοϱંझয়ڱΝಁΉ͓͵͗Δɼ
ಕැݟஎࣆஇͲ؉Νݗ౾ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏ͱͺɼஏҮ״ઝয়ڱͶ
ԢͣͱɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼ๑  ড়̔̏ߴͶخ



Ͱ͘ɼ
ʰΝͤΖंཀྵʱ
ʰΝͤΖंͶଲͤΖϜηέ
༽बஎʱ
ʰ״ઝࢯીΝࣰࢬ͢͵͏ंࢯےʱ
ʰճ
ඊວͶΓΖ״ઝࢯͶްՎ͍ΖીʤඊວΝअΖ͞ͳ͗Ͳ͘
Ζ൚અͺཤ༽ंన͵ړ֮ฯʥ
ʱɼྫ̓ড়
̓Ͷوఈ͠ΗΖ֦ીͶͯ͏ͱࣆंۂͶଲ͢ͱགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
͵͕ɼਕ͗ືॄͤΖ͞ͳΝ͛ͪΌɼ
ʰΝͤΖंཀྵʱ
Νߨ͑ͺɼพ௪எͤΖखѽ͏ΝಁΉ͓ɼࣆंۂͶགྷ੧Νߨ͑
͞ͳɽ
ʀ ى֦གྷ੧Ͷͪͮͱͺɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼӨؔ࣎ۂ 
क़ΝబఊͤΖͪΌଲࡨʀରߍ͵ΖکԿΝߨ͏ɼݬଉͳ͢
ͱસͱࢬઅͶଲ͢ͱࣰஏͶಉ͖͘͜Νߨ͑ͳͳͶɼ֚खૌͶ
ͯ͏ͱనͶๅ৶Νߨ͑͞ͳɽͨࡏɼญͦͱɼࣆंۂͶଲ͢
ͱɼۂझพΪχϧϱॱगΝಉ͖͘͜Ζ͞ͳɽΉͪɼ๑  ড়
̗ߴͶ͘Ͱخɼ࿑ʀޮԄͶ͕͜ΖॄͲӁठ͵ʹɼ״ઝϨ
ηέ͗߶͏ߨಊͶଲ͢ͱචགྷ͵қًΏࣙख़གྷ੧Νߨ͑ͳ
ͳͶɼࣰஏ͖͜;ݼΝکԿͤΖͳͤΖɽ
ʀ ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏ͱͺɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢ
ͣɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼીۢҮͶ͕͏ͱɼ๑  ড়
̗ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤΖӁৱవҐྫ  ড়̏ߴͶو
ఈͤΖࢬઅͶଲͤΖӨؔ࣎ۂक़Νགྷ੧ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ৮ड़ۊͶͯ͏ͱͺɼӀ͘କ͘ɼਕླྀΗΝཊͤΖ؏఼
͖ΔɼࡑۊແʤτϪϭʖέʥ༽ΏٵՍखಚଇͶΓΕɼ
ड़਼ंۊ  ׄࡡݰΝࢨͤͳͳͶɼંৰؽճఁݰͶ͜ɼࡑ
ۊແʤτϪϭʖέʥΏɼड़͗ۊචགྷͳ͵Ζ৮Ͳϫʖτʖεϥ
ϱۊແΝྙکͶਬͤΖ͞ͳɽ
  ᶆ ැͺɼஏ๏ਫ਼ྡ࣎ިۜͶઅͪ͜ʰྙڢགྷ੧ਬʱͶΓΕɼ
ӁৱవͶଲ͢ͱӨؔ࣎ۂक़གྷ੧ͳۜྙڢࢩ͏Νߨ͑ಕැݟ
ΝࢩԋͤΖɽಕැݟͺɼڇࢩۜྙڢͶܐΖରکԿΝਦΕɼࢩ
ڇਟଐԿͶΌΖͳͳͶɼැͺɼۜྙڢڇغૌΊ



ۅద͵༽ΝଇͤɼࢩڇਟଐԿͶ͜ͱචགྷ͵ڧඍΝਦΖ
ͳͤΖɽ
ᶇ ಕැݟͺɼᶅखૌΝߨ͑Ͷͪͮͱͺɼ͍Δ͖ͣΌැͳਟଐ
Ͷๅ༙ڠΝߨ͑ɽ
̗ʥ఼॑ીۢҮͶ͕͜Ζखૌ
ᶅ ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͶ͕͏ͱͺɼ
ʰࣆٺەସઑݶմঈޛ
ଲԢʱ;ٶʰྫ̑೧݆̔  ೖҐ߳खૌʱΝಁΉ͓ΖͳͳͶɼ
ΉΞԈࢯ఼॑ી͗ɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼؔغʀۢҮɼۂ
ସΝߞͮͪીΝؽಊదͶࣰࢬͲ͘ΖૌΊͲ͍Εɼਫ਼ಊΝ
ಁΉ͓ͪॄద͵ଲࡨͶΓΕɼஏҮదͶ״ઝΝཊ͓ࠒΊɼಕැݟસ
Ү״ઝ֨ɼߍͶͺસࠅద͖ͯٺଐ͵ΉΞԈΝ͛टࢭͲઅ͠
ΗͪͲ͍Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼ״ઝϨηέ͗߶͚״ઝ֨क͵఼ً
ͳ͵ͮͱ͏ΖͶްՎద͵ଲࡨΝబఊͤΖͪΌɼޛफ़ ʥͶ͝ܟΖ
خຌద͵״ઝࢯࡨͶՅ͓ɼҐԾखૌΝߨ͑ͳͤΖɽ
ΉͪɼಕැݟஎࣆͺɼۢҮΝࢨఈͤΖͶͪͮͱࢤௌଞୱҒΏҲ
ఈۢժΝݬଉͳͤΖ͵ʹɼۢҮɼۂ;ٶؔغସΝఈΌΖͶͪͮͱ
ͺɼްՎద͵ଲࡨͳ͵ΖΓཻ͑қͤΖɽ
ʀ ״ઝϨηέ͗߶͏ͳࢨఢ͠Ηͱ͏ΖӁৱΝඈ͜Ζ؏఼͖Δɼ
ಕැݟஎࣆ͗ఈΌΖۢ;ٶؔغҮͶ͕͏ͱɼ๑  ড়̔̏
ߴͶ͘ͰخɼӁৱవʤഓʀτέΠΤφΝঈ͚ɽ
ʥͶଲͤΖӨۂ
࣎ؔक़ʤ ࣎ΉͲͳͤΖɽ
ʥགྷ੧Νߨ͑ͳͳͶɼठྪ
ڛΝߨΚ͵͏Γ͑གྷ੧ͤΖ͞ͳɽͪͫ͢ɼ״ઝ͗Ծܑ߳Ͷ͍Ζ
ͶͺɼஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼಕැݟஎࣆஇͲɼพ௪
எͤΖʰҲఈགྷ݇ʱΝຮͪͪ͢వะͶ͕͏ͱ  ࣎ΉͲ͘Ͳڛ
Ζ͞ͳͳͤΖ͵ʹɼ؉Νߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖͳͤΖɽැͺɼ
ʰҲఈགྷ݇ʱͶͯ͏ͱɼࢀंৄౕٶΝਦΖ؏఼͖Δɼ
ಋౕٶয়ڱΝಁΉ͓ͱఈΌΖͳ͢ɼಕැݟͺɼࢀं
ৄౕͳٶన༽వะ֨ͶΌΖ͞ͳɽ
ͨࡏɼրਜ਼๑ࢬߨͶΓΕɼໍྫɼգྋوఈ͗અ͜ΔΗͪ͞



ͳΝಁΉ͓ɼͨघକͶͱؖ͢ͺɼพ௪எͤΖघକͶԌͮͱߨ͑
͞ͳͶཻқͯͯ͢ɼགྷ੧ͶԢͣͱ͏ΖవะͳޮฑΝฯͯ͞ͳ͗
Ͳ͘ΖΓ͑ɼໍྫన͵ӣ༽ΝਦΖ͞ͳɽ
ʀ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕીۢҮ
ҐஏҮͶ͕͏ͱɼ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼӁৱవͶଲͤ
ΖӨؔ࣎ۂक़གྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ͏ΚΑΖΩϧΨίͲέϧηνʖ͗ଡ͢ͱ͏Ζয়ڱͶؓΊɼ
๑  ড়̔̏ߴͶ͘ͰخɼӁৱΝकͳ͢ͱ͏ͱ͢ͳۂΖవะ
Ͷ͕͏ͱɼΩϧΨίΝߨ͑અඍΝ͏ͱ͢ڛΖɼɼ֚અ
ඍཤ༽ࣙख़Νགྷ੧ͤΖ͞ͳɽͨͲɼஏҮͶ͕͜Ζ״ઝয়ڱΏ
ϭέοϱંझয়ڱΝಁΉ͓͵͗ΔɼಕැݟஎࣆஇͲ؉Ν
ݗ౾ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣͱɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼ๑ 
 ড়̔̏ߴͶ͘Ͱخɼ
ʰΝͤΖंཀྵʱ
ʰΝͤ
ΖंͶଲͤΖϜηέ༽बஎʱ
ʰ״ઝࢯીΝࣰࢬ͢͵͏ं
ࢯےʱ
ʰճඊວͶΓΖ״ઝࢯͶްՎ͍Ζી
ʤඊວΝअΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ൚અͺཤ༽ंన͵ړ
֮ฯʥ
ʱɼྫ̓ড়̓Ͷوఈ͠ΗΖ֦ીͶͯ͏ͱࣆंۂͶ
ଲ͢ͱགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ͵͕ɼਕ͗ືॄͤΖ͞ͳΝ͛ͪΌɼ
ʰ
ΝͤΖंཀྵʱΝߨ͑ͺɼพ௪எͤΖखѽ͏ΝಁΉ͓ɼ
ࣆंۂͶགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ % ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ͘ΚΕ͗ΊɼٺଐͶ
״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζɼ๑  ড়    ߴͶ͘Ͱخɼوໝঐ
ࢬۂઅ؇ཀྵंͶଲ͢ɼพ௪எͤΖखѽ͏ΝಁΉ͓ɼ
ʰं
ཀྵʱགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽΉͪɼ״ઝϨηέ͗߶͏ͳ͠Η
ΖඨաవஏԾৱജΕͶͯ͏ͱɼ๑  ড়̗ߴͶͰخ
͘ɼพ௪எͤΖखѽ͏ΝಁΉ͓ɼࢬઅ؇ཀྵंͶଲ͢ɼ
ʰं
ཀྵʱགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ གྷٺड़ࣙख़ΝబఊͤΖ͞ͳࢬ;ٶઅͶਕ͗ॄΉΕɼӁ



ৱͶͯ͵͗Ζ͞ͳΝࢯͤΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼಕැ
ݟஎࣆஇͶΓΕɼીۢҮͶ͕͏ͱɼ๑  ড়  ߴͶͰخ
͘ɼพ௪எͤΖӁৱవҐྫ  ড়̏ߴͶوఈͤΖࢬઅ
ʤಝͶɼوໝ͵ॄࢬٮઅʥͶͯ͏ͱɼӨؔ࣎ۂक़Νགྷ੧ͤΖ
ͳͳͶɼཀྵͶͯ͏ͱಉ͖͘͜Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼۂझพΪχϧϱΝॱगͤΖΓ͑
གྷ੧Νߨ͑͞ͳɽͨࡏɼΪχϧϱΝॱग͢ͱ͏͵͏Ӂৱవ
Ͷͯ͏ͱͺɼݺพͶགྷ੧Νߨ͑͞ͳΝݗ౾ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ى֦གྷ੧Ͷͪͮͱͺɼͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼӨؔ࣎ۂ
क़ΏۂझพΪχϧϱॱगΝబఊͤΖͪΌଲࡨʀରߍ
͵ΖکԿΝߨ͏ɼݬଉͳ͢ͱીۢҮ಼સͱӁৱవͶଲ͢ͱ
ࣰஏͶಉ͖͘͜Νߨ͑ͳͳͶɼ֚खૌͶͯ͏ͱనͶๅ৶
Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ๑  ড়̗ߴͶ͘Ͱخɼ࿑ʀޮԄͶ͕͜ΖॄͲӁठ
͵ʹɼ״ઝϨηέ͗߶͏ߨಊͶଲ͢ͱචགྷ͵қًΏࣙख़གྷ੧
Νߨ͑ͳͳͶࣰஏ͖͜;ݼΝکԿͤΖͳͤΖɽ
ʀ ๑  ড়̔̐ߴͶ͘ͰخɼىͶΓΕӨؔ࣎ۂรߍΝགྷ
੧ͪ࣎ؔ͢Ґ߳ɼӁৱవͶΊͫΕͶड़Ε͢͵͏Γ͑ɼेͶଲ͢
ͱགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽΉͪɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥͶ
͘ΚΕ͗ΊɼٺଐͶ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼ״ઝ
֨ΝࢯͤΖ؏఼͖Δɼࠠࡸͪ͢ॶड़ൔݰΝेͶ
ྙکͶ͖͜;ݼΖ͞ͳɽ
ʀ ๑  ড়̗ߴͶ͘ͰخɼೖΌͪགྷٺड़ʀҢಊ
ࣙख़ɼड़ͤΖචགྷ͍͗ΖͶɼྙۅՊଔΏஊߨಊΝͳ
Ͷ͢ͱ͏Ζؔͳঙਕ਼Ͳɼࠠࡸ͢ͱ͏ΖॶΏ࣎ؔΝඈ͜ͱߨಊ
ͤΖ͞ͳɼ״;ٶઝଲࡨ͗బఊ͠Ηͱ͏͵͏ӁৱవΏӨؔ࣎ۂ
क़གྷ੧ͶԢͣͱ͏͵͏Ӂৱవཤ༽Νࣙख़ͤΖ͞ͳͶͯ͏
ͱɼेͶଲ͢ͱྙڢགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽΉͪɼགྷٺಕැ
ؔݟҢಊɼಝͶࣆٺەସીۢҮͳԡཔͺɼ͓߉ྙۅΖΓ͑Ͷ



ଇͤ͞ͳɽ
ʀ ಕැݟஎࣆ͗ఈΌΖۢ;ٶؔغҮͲߨΚΗΖ࠷ʤϗϱφʥ
Ͷͯ͏ͱɼ؏ٮ߁Үద͵ҢಊΏ࠷ޛಊ͵ʹͲਫ਼ͣΖɼ࠷
ͶܐΖ״ઝ֨ϨηέΝཊ͢ɼΉͪɼ࠷Ͷ͕͜Ζ״ઝࢯଲ
ࡨΝబఊͤΖ؏఼͵ʹ͖Δɼक࠷ंͶଲ͢ͱɼ๑  ড়̗
ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤΖ҈ΝಁΉ͓ͪوໝགྷ݇ʤਕ਼ݸ
 ਕʥΝઅఈ͢ɼͨགྷ݇ͶԌͮͪ࠷གྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ΉͪɼஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼ
࠷࣎ؔΝͤݸΖགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
  ͵͕ɼ
ΉΞԈࢯ఼॑ીմঈ݆͖ޛఖౕܨգીͳ͢ͱɼ
क࠷ंͶଲ͢ͱɼ๑  ড়̗ߴͶ͘Ͱخɼพ௪எͤΖ
҈ΝಁΉ͓ͪوໝགྷ݇ʤਕ਼  ݸਕͺफ༲ఈҽ ˍҐ
಼ʤͪͫ͢ɼ ਕΝݸʥ͏ͥΗ͖͘͏๏ɽ
ʥΝઅఈ͢ɼ
ͨགྷ݇ͶԌͮͪ࠷གྷ੧Νߨ͑͞ͳɽΉͪɼஏҮ״ઝয়ڱ
ΝಁΉ͓ɼಕැݟஎࣆஇͶΓΕɼ࠷࣎ؔΝͤݸΖགྷ੧Ν
ߨ͑͞ͳɽ
ʀ ࣆंۂͶଲ͢ͱɼ৮ड़ۊͶͯ͏ͱɼਕླྀΗΝཊͤΖ
؏఼͖ΔɼࡑۊແʤτϪϭʖέʥ༽ΏٵՍखಚଇͶΓ
Εɼड़਼ंۊ  ׄࡡݰΝࢨͤͳͳͶɼંৰؽճఁݰͶ͜ɼ
ड़͗ۊචགྷͳ͵Ζ৮ͲϫʖτʖεϥϱۊແΝྙکͶਬͤ
Ζ͞ͳɽ
ʀ ીۢҮ಼Ͷ͕͜Ζɼ߶ྺंࢬઅॊंۂͶଲͤΖࠬݗළ
յࣰࢬΏɼ߶ྺंࢬઅΏҫྏ״Ͳؖؽઝ͗ਫ਼ͪ͢Ͷ͕͜Ζ
ฯ݊ॶͶΓΖ״ઝ؇ཀྵରՃΏࢩԋοʖϞഁݥɼࠬݗࣰࢬ
ͶΓΖ״ઝޜʀۂແܩକࢩԋబఊΝߨ͑ͳͳͶɼැ͗ߨ
͑ɼݳༀେ״ઝ֨͗ݔ೨͠ΗΖॶɼϨηέ͍ΖݳɼՈ
ؔغلͶ͕͜Ζࢤ෨͖Δքಕʀԯೆ಼ݟߕۯͶ͖͑ส
౧ٮͶଲͤΖϠωνϨϱήै֨ࠬݗۅద͵ྙڢΏɼી
ۢҮ಼ֺ֙Ͳཇं͗ड़఼ͪ॑దࠬݗࣰࢬΝߨ͑



͞ͳɽ
ʀ බজʀॕഩྏࢬઅ֮ฯܯժͶԌͮͱɼͤ͛Ͷं׳Νण͜ΗΔ
ΗΖබজʀ࣪ڋΝܯժ࠹਼ͶଐΏ͖ͶҢߨͤΖͳͳͶɼ״
ઝं࣎ଁٺٺەదं׳ଲԢΕ͓Ͷͪ͜६ඍʤҫྏڛ
ରෝ՛͗߶ΉͮͪӅخ६֮ԿɼϏϩηΨΫεϟ
ʖνʖ༽Ώ݊߃؏ࡱۂແ෨җͶΓΖࣙྏͶ͕͜
Ζ݊߃؏ࡱର֮ฯʥΝߨ͑͞ͳɽ
  ᶆ ැͺɼஏ๏ਫ਼ྡ࣎ިۜͶઅͪ͜ʰྙڢགྷ੧ਬʱͶΓΕɼ
ӁৱవͶଲ͢ͱӨؔ࣎ۂक़གྷ੧ͳۜྙڢࢩ͏Νߨ͑ಕැݟ
ΝࢩԋͤΖɽಕැݟͺɼڇࢩۜྙڢͶܐΖରکԿΝਦΕɼࢩ
ڇਟଐԿͶΌΖͳͳͶɼැͺɼۜྙڢڇغૌΊ
ۅద͵༽ΝଇͤɼࢩڇਟଐԿͶ͜ͱචགྷ͵ڧඍΝਦΖ
ͳͤΖɽ
 ᶇ ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͺɼᶅखૌΝߨ͑Ͷͪͮͱͺɼ͍
Δ͖ͣΌැͳਟଐͶๅ༙ڠΝߨ͑ɽ
ʥࣆٺەସીۢҮ఼॑;ٶીۢҮҐಕැݟͶ͕͜Ζखૌ
ᶅ ಕැݟͺɼ
ʰࣆٺەସઑݶմঈޛଲԢʱ;ٶʰྫ̑೧݆̔ 
ೖҐ߳खૌʱΝಁΉ͓ΖͳͳͶɼेΏࣆंۂͶଲ͢ͱɼҐԾ
खૌΝߨ͑ͳͤΖɽͨࡏɼ״ઝ֨ࢯͳऀճࡃܨಊң
࣍ͳྈཱིΝ࣍କదͶՆͳ͢ͱ͏͚ͪΌɼ
ʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱऀ
ճࡃܨસରఈΝਦΖͳͳͶɼஏҮ״ઝয়ڱΏ״ઝ֨Ϩη
έͶͯ͏ͱՃΝߨ͏͵͗ΔɼචགྷͶԢͣͱɼޛफ़ᶇͳ͕Εɼ
ड़ࣙख़ɼ࠷ʤϗϱφʥ࠷ݸɼࢬઅ࢘༽ݸགྷ
੧ΝؽಊదͶߨ͑ͳͤΖɽ
ʤड़ࣙख़ʥ
ʀ ʰࢀͯືʱ
ɼ
ʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱյඈΏɼ
ʰਕͳਕͳړ֮ฯʱ
ʰϜηέ༽ʱ
ʰघજ͏͵ʹघࢨӶਫ਼ʱ
ΝͺͣΌͳͪ͢خຌద͵״ઝଲࡨబఊɼ״ઝ֨ΝࢯͤΖ
ʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱఈ͗ਦΔΗΖΓ͑ɼ͍ΔΑΖؽճΝଌ͓ͱɼ



ྫ̐೧݆̒  ೖՊճ٠Ͳࣖ͠Ηͪʰ ϛϱφʱ
ɼ̓
݆̒ೖՊճ٠Ͳࣖ͠Ηͪʰ͢͏ਫ਼ࣰ༹ࣞભྭʱ
ɼ ݆
 ೖՌճͲࣖ͠Ηͪʰ״ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱ
Ͷͯ͏ͱेΏࣆंۂͶबஎΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ ؾΏྃߨ͵ʹɼಕැݟΝΉͪ͛Ңಊͺɼ
ʰࢀͯືʱյඈΝ
Όخຌద͵״ઝࢯࡨΝబఊͤΖͳͳͶɼಝͶਕ਼ճৱΝ
߉͓ΖқΝଇͤ͞ͳɽΉͪɼ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥ
Ͷ͘ΚΕ͗ΞͲ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼ״ઝ͗֨͢ͱ͏ΖஏҮ
གྷٺҢಊͺɼ͓߉ྙۅΖΓ͑Ͷଇͤ͞ͳɽ
״ઝ͗֨͢ͱ͏ΖஏҮͶ͕͏ͱɼ͑ͪ͢͞ଲԢ͗ೋ͢͏ͳஇ͠
ΗΖͺɼؾΏྃߨͶͯ͏ͱ৽॑͵ݗ౾Νଇͤ͞ͳɽಝͶ೦
য়͍͗ΖͺɼؾΏྃߨΝ߉͓ΖΓ͑ଇͤ͞ͳɽ
ʀ ۂझพΪχϧϱΝॱग͢ͱ͏Ζࢬઅཤ༽Νଇͤ͞ͳɽ
ʀ ״ઝ֨ޫΏࢬઅͶ͕͜Ζέϧηνʖਫ਼͍͗ͮͪɼ
ැͳ࿊ͱ͢ܠɼड़ࣙख़Ͷͱؖ͢ଐΏ͖ͶेͶଲ͢ͱචགྷ͵ڢ
ྙགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ʤ࠷ʤϗϱφʥ࠷ʥ
ʀ ࠷࠷Ͷͯ͏ͱͺɼ
ʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱΏۂझพΪχϧϱ
Ͷ͚Ͱخన͵״ઝࢯࡨ͗ߪͣΔΗΖ͞ͳΝͶɼஏҮ״ઝ
য়ڱΏ״ઝ֨ϨηέͶͯ͏ͱՃΝߨ͏͵͗Δɼචགྷ͵وໝགྷ݇
ʤਕ਼ݸΏफ༲ིʥ҈Νࣖͤ͞ͳɽͨࡏɼ؏ٮ߁Үద͵Ң
ಊΏ࠷ޛಊ͵ʹͲਫ਼ͣΖɼ࠷ͶܐΖ״ઝ֨ϨηέΝཊ
͢ɼΉͪɼ࠷Ͷ͕͜Ζ״ઝࢯଲࡨΝబఊͤΖ؏఼͵ʹ͖Δɼన
͵གྷ݇ΝઅఈͤΖͳͳͶɼࣆܐؖ;ٶंۂରͶ͕͏ͱɼΦϑυ
ϱηͶ͘ͰخΪχϧϱ͗Կɼրఙ͠ΗͪͺɼͨΗͶ͘Ͱخ
నͶགྷ݇Νݡͤ͞ͳɽ
Ήͪɼ࠷ସ༹ʤԲ಼Ͳ͍Ζ͖ɼԲͲ͍Ζ͖ɼΉͪɼસࠅద͵
Ͳ͍Ζ͖ɼஏҮద͵Ͳ͍Ζ͖͵ʹʥΏझพʤαϱγʖφɼఴ
ࣖճɼηϛʖςࢾΏճɼ͕ࡉΕ͵ʹߨࣆʥͶԢͣͱɼ࠷



གྷ݇Ώक࠷ंͶ͕͏ͱߪͣΖ΄͘״ઝࢯࡨΝݗ౾͢ɼक࠷ंͶब
எͤΖ͞ͳɽ
࠷࠷ͶͪͮͱͺɼͨوໝͶؖΚΔͥɼ
ʰࢀͯືʱ͗
ਫ਼͢͵͏ੰഓΏʰਕͳਕͳړ֮ฯʱ
ɼ
ʰϜηέ༽ʱ
ɼ࠷
࠷ΏޛͶ͕͜Ζમघɼड़ԍंΏࢂՅंͶܐΖक࠷ंͶΓΖ
ߨಊ؇ཀྵɼخຌద͵״ઝࢯࡨ͗ߪͣΔΗΖΓ͑ɼक࠷ंͶଲ͢ͱ
͚کಉ͖͘͜ΖͳͳͶɼࢂՅं໌฿Νࡠ͢ͱ࿊ཙΝѴ͢ͱ
͕͚͞ͳΏɼંৰ֮ΠϕϨʤ̦̦̘̚̚ʥ༽Ͷͯ͏ͱɼ
क࠷ंͶबஎͤΖ͞ͳɽ
ʀ ״ઝ֨ޫΏ࠷Ͷ͕͜Ζέϧηνʖਫ਼͍͗ͮͪɼ
ැͳ࿊ͱ͢ܠɼਕ਼ݸکԿɼ࠷ໃ؏ٮԿɼࢯͺԈغ
ΝΌͱɼଐΏ͖Ͷक࠷ंͶଲ͢ͱචགྷ͵ྙڢགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ

   ʤ৮ड़ۊʥ
ʀ ࣆंۂͶଲ͢ͱɼࡑۊແʤτϪϭʖέʥ
ɼ࣎ࠫड़ۊɼࣙऄ௪ۊ
ɼਕͳંৰΝఁͤݰΖखૌΝಉ͖͘͜Ζ͞ͳɽ
ʀ ࣆंۂͶଲ͢ͱɼ৮Ͷ͕͜Ζɼ״ઝࢯͪΌखૌʤघજ͏
Ώघࢨভಡɼ֑Φοίρφɼ৮ҽಋ֮࢞ړฯɼࣆۂྯـ
ߨɼ਼ਕ͗ৰΖॶভಡɼ೦য়͗ݡΔΗΖॊۂҽड़
ࣙۊख़ɼܲয়ंͶଲͤΖ߇ݬ؈ҝΫρφΝࠬݗͪ͢༽ɼड़
ͶΓΖॊۂҽҢಊΝݰΔͤͪΌτϪϑճ٠༽ɼٵΊ࣎
ࠫखಚɼऀҽྊॄਫ਼ͲଲࡨʥΏʰࢀͯືʱΏʰ״
ઝϨηέ͗߶ΉΖʰ̓ͯʱ
ʱΝඈ͜ΖߨಊΝబఊͤΖΓ͑ɼࣰ
ભྭ͗͵͢༽Δଇͤ͞ͳɽಝͶ৮ͲʰڋॶΕΚΕʱ
ʤ࣪ܞٵɼߍҧ࣪ɼ٦Ԑ࣪ʥͶқͤΖΓ͑बஎͤΖ͞ͳɽ״ઝ
ࢯࡨబఊͪΌɼ್ԿોౕఈحઅΝࢩԋͤΖͳ
ͳͶɼϑϩ؇ཀྵंͶଲ͢ͱɼـয়ڱΝ್Կોౕఈ
حͶΓΕ֮ͤΖཻқ఼ΝबஎͤΖ͞ͳɽ͠ΔͶɼ৮Ώ
వะͶͱؖ͢ɼۂझพΪχϧϱΝࣰભͤΖΓ͑ಉ͖͘͜Ζ͞
ͳɽͨࡏͶͺɼಝͶཻқͤ΄͘ࣆߴΝࣖ͢ɼࣆۂ͵ʹ



ࣆͤંͳंۂΖؽճΝͳΔ͓ɼࣆࣙंۂΔ֚͗ࣆߴॱगয়ڱΝ
֮ͤΖΓ͑ଇͤ͞ͳɽΉͪɼॱग͢ͱ͏ΖࣆंۂͶͺଲࡨࣰࢬΝઑ
ͦ͠ݶΖɼ״ઝࢯͪΌखૌΝש͚کওͤΖ͞ͳɽ
ʤࢬઅ࢘༽ݸʥ
ʀ ͞ΗΉͲͶέϧηνʖ͗ਫ਼͢ͱ͏ΖΓ͑͵ࢬઅΏɼ
ʰࢀͯືʱ
͍ΖࢬઅͶͯ͏ͱͺɼஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ɼࢬઅ؇ཀྵं
Ͷଲ͢ͱචགྷ͵ྙڢΝғབͤΖ͞ͳɽ
ʀ ״ઝ֨ޫΏࢬઅͶ͕͜Ζέϧηνʖਫ਼͍͗ͮͪɼ
ැͳ࿊ͱ͢ܠɼࢬઅ࢘༽ݸΝΌͱɼଐΏ͖Ͷࢬઅ؇ཀྵं
Ͷଲ͢ͱචགྷ͵ྙڢགྷ੧Νߨ͑͞ͳɽ
ᶆ  ಕැݟͺɼ״ઝয়ڱΝܩକదͶࢻ͢ɼͨรԿ͗ΌΔ
ΗͪɼेͶనͶๅڛΝߨ͏ɼ״ઝܱ֨վΝ͖;ݼ
͜ΖͳͤΖɽ
ᶇ ಕැݟͺɼ״ઝܑ֨͗ݡΔΗΖͶͺɼஏҮͶ͕͜Ζ״
ઝয়ڱΏޮ़Ӷਫ਼ରʀҫྏڛରෝ՛য়ڱͶͯ͏ͱॉɼ
ѴʀੵΝߨ͏ɼ̖݆̕ೖՌճࣖ͠ͲݶΗͪࢨඬΝ҈ͳ
ͯͯ͢૱దͶஇ͢ɼಋݶͶࣖ͠Η֦ͪητʖζͶ͕͏ͱʰߪͥ
΄͘ࢬࡨʱΏྩ࣏Ռճݶʤ ݆  ೖʰࠕޛ״ઝয়ڱΝಁ
Ή͓ͪଲԢͶͯ͏ͱՌճ͖ΔැݶʱʥΝಁΉ͓ɼஏ
ҮࣰͶԢͣͱɼਟଐ͖ͯనͶ๑  ড়  ߴͶ͚Ͱخી
ΝߪͣΖͳͤΖɽಝͶɼητʖζᶛ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮͶ
͍ͮͱͺɼଐΏ͖Ͷητʖζᶚ૮ଲࡨ͗චགྷ͵ஏҮҢߨͤΖΓ
͑ɼखΕૌͳͤΖɽ
ᶈ ಕැݟͺɼᶅᶇखૌΝߨ͑Ͷͪͮͱͺɼ͍Δ͖ͣΌැͳਟ
ଐͶๅ༙ڠΝߨ͑ɽ
ᶉ ැͺɼܐؖରΏஏ๏ޮڠରͶଲ͢ͱɼӁৱవͶܐΖۂझพΪ
χϧϱॱगబఊͪΌݡյΕࠬɼॱगয়ڱͶͤؖΖๅ
නࣖΏࢀंৄͶΓΖৄౕٶΝଇͤͳͳͶɼܐؖର
ͳ࿊ͯͯ͢ܠɼέϧηνʖ͗ਫ਼͢ͱ͏ΖʤӁৱʀ৮͵ʹʥ



Νଲেͳͪ͢ۂझพΪχϧϱͶͯ͏ͱɼݡ͢ʀکԿΝਦΕɼబ
ఊͤΖɽ
ᶊ ಕැݟͺɼӁৱవݡյΕΝΌΖͳͳͶɼࢀंৄͶΓΖ
ৄౕϱιϱτΡϔી༫ͶΓΕɼಋࣰౕ֮͵ӣ༽
ΝਦΖɽ
ʥ༩ંझ
   ැɼಕැࢤ;ٶݟௌଞͺɼҐԾΓ͑ͶܗαϫψΤϩη״ઝ
ͶܐΖϭέοϱંझΝߨ͑ͳͤΖɽ
ᶅ ܗαϫψΤϩη״ઝͶܐΖϭέοϱંझదͺɼܗαϫ
ψΤϩη״ઝΝ༩͢ɼࢰंΏ॑ंਫ਼ΝͲ͘Ζݸ
ΕݰΔͤ͞ͳͲ͍Ζ͞ͳɽ
ᶆ ͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼਟଐͶϭέοϱΝΌΖͳͳͶɼট
ਅ੧͠ΗͪࡏͶͺ৻ࠬΝߨͮͪͲɼ҈સް༙;ٶΝ֮͢ɼ
Ͳ͘Ζͫ͜غࣰ༽ԿɼࠅڇڛΝࢨͤ͞ͳɽ
ᶇ ༩ંझͶͯ͏ͱͺɼ༩ંझ๑ݗ;ٶӺ๑Ҳ෨Νրਜ਼ͤΖ๑ཱ
ʤྫ̐೧๑ཱ  ߺʥͶΓΖրਜ਼ޛ༩ંझ๑Ͷં࣎ྡ͚Ͱخ
झಝྭͳ͢ͱɼਫ਼࿓ಉࢨࣖͳɼಕැݟྙڢͶΓΕ
ࢤௌଞͶ͕͏ͱࣰࢬͤΖ͞ͳɽ
ᶈ ༩ંझࣰࢬରΏંझॳҒͶͯ͏ͱͺɼྫ̑೧݆̗̐ೖ
ʰϭέοϱંझͶͯ͏ͱʱΝಁΉ͓ંझΝԃིް͖ͯదͶࣰࢬͤΖ
؏఼Ͷཱིͮͱߨ͑͞ͳɽ
ᶉ ༩ંझͶΓΕ݊߃අ֒͗ਫ਼ͣͪࡃٻીΏ෯ൕԢٛ͏ๅ
ࠄͶͯ͏ͱͺɼ༩ંझ๑ߨݳوఈΝన༽͢నͶࣰࢬͤΖ͞
ͳɽ
ᶊ ༩ંझͺ࠹शదͶͺݺਕஇͲંझ͠ΗΖͲ͍Ζ͞ͳ͖
Δɼ༩ંझͶͪͮͱͺɼϨηέͳϗϋϓΡρφΝ૱దͶרҌ͢
ંझஇ͗Ͳ͘ΖๅΝͤڛΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζ͞ͳɽ
ͨͲɼැͺɼࠅͶଲ͢ͱɼϭέοϱ҈સް༙;ٶͶ
ͯ͏ͱๅΝͤڛΖ͵ʹɼద֮Ͳೣ͵αϝϣωίʖεϥϱΝ



Όɼ߁͚༩ંझཀྵմΝಚΖͳͳͶɼࠅ͗ࣙΔқࢧͲ
ંझஇΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑खΕૌ͞ͳɽ
  ᶋ ͞Γ͑͵ݬଉԾɼැͺɼ֦ஏ๏ޮڠରંझճͶՅ͓ࣙ
Ӷୄوໝંझιϱνʖંͪ͢༽झΝࣰࢬͯͯ͢ɼ৮Үʤָ
ΝʥͶΓΖંझΝࣰࢬͤΖͳͳͶɼஏҮંझʀ৮Үંझ͏ͥ
ΗͶͯ͵͗ΕͶ͚͏ंϭέοϱંझΝਬͤΖ͞ͳɽՅ͓ͱɼં
झΝࣰࢬͤΖҫྏؖؽɼҫྏंܐ֮ؖฯͶ͜ͱɼචགྷ͵खૌΝ૱
ಊҽ͢ɼϭέοϱંझԃԿʀՅଐԿΝΌΖ͞ͳɽ
ʥਭࡏଲࡨ
ᶅ ැͺɼਭࡏଲࡨͶͯ͏ͱɼรҡהΝΌɼࠅ಼״ઝंླྀ
Ͳ಼ࠅ;ٶ״ઝ֨ΝࢯͤΖ؏఼͖Δɼࠅݸɼోߦࢯࠄשɼ
ंࠅؾࠬݗʀ݊߃؏ࡱݗӺکԿɼࠬৄݸીΝӀ
͘କࣰ͘ࢬͤΖɽࠕޛͪ͵รҡ͗הਫ਼͑͢Ζ͞ͳΝݡੀ͓ɼ
ʰਭ
ࡏଲࡨಝͶݔ೨ͤ΄͘รҡהʱͳॊཔהΝͨΗҐܗαϫ
ψΤϩηͶྪ͢ɼ֚ࠅรҡהླྀߨয়ڱɼೖຌླྀয়ڱ
͵ʹϨηέՃͶ͘Ͱخɼؽಊద͖ͯన࣎ͶਭࡏکԿીΝߪͥ
Ζɽ͵͕ɼਫ਼࿓ಉͺɼܐؖுͳ࿊͢ܠɼ݊߃؏ࡱͶͯ͏ͱɼฯ
݊ॶۂແෝ୴ܲݰΏରکԿΝࢩԋͤΖɽ
ᶆ ঀࠅͲܗαϫψΤϩη״ઝਫ਼য়ڱΝಁΉ͓ͱɼච
གྷͶԢͣɼࠅౖި௪ͺɼߦؽۯ౺ߕۯݸఈགྷ੧ɼߕཤ
༽Ώਭࡏʀࡄଲࡨ࿊ཙճ٠Νͪ͢༽ଲԢྙکԿΝߨ͑
ͳͳͶɼਫ਼࿓ಉͺɼಝఈݗӺߕࢨఈΝݗ౾ͤΖɽ
ᶇ ਫ਼࿓ಉͺɼంཻͶཤ༽ͤΖࢬઅ͗ଏͤΖͶͺɼ๑ 
ড়న༽೨ಆͶͯͯ͘ɼචགྷͶԢͣɼܐؖுͳ࿊ͱ͢ܠɼం
ཻͶཤ༽Ն͵ࢬઅ؇ཀྵंͶଲ͢ͱೣ͵ઈΝߨ͑͞ͳͲంཻ
ࢬઅ֮ฯͶΌΖɽ
ʥέϧηνʖଲࡨکԿ
ᶅ ಕැݟͺɼਫ਼࿓ಉΏՊͳ࿊ͯͯ͢ܠɼۅదӺָࠬ
ͶΓΕɼݺʓંৰंΝѴ͢ɼ݊߃؏ࡱɼड़ࣙख़གྷ੧Ν



ߨ͑ͳͳͶɼ״ઝ֨وໝΝన֮ͶѴ͢ɼన͵״ઝଲࡨΝߨ
͑ɽͨࡏɼΓΕްՎద͵״ઝ֨ࢯͶͯ͵͝ΖͪΌɼਫ਼࿓ಉ
ͺɼܗαϫψΤϩη״ઝๅѴʀ؇ཀྵࢩԋεητϞʤ̟̜
̩̪̰̪ʥͶΓΖஏ๏ޮڠରؔҲݫద͵ๅ༙ڠʀੵΝࢩԋ
ͤΖɽಕැݟͺɼۅదӺָࠬ݃Վஏ๏ޮڠରؔ
ๅ࿊ܠΝబఊͤΖͳͳͶɼۅదӺָࠬΝࣰࢬͤΖࡏͶ༑ౕ
ߡྂͤΖɽۅదӺָࠬͶଲ͢ͱਜ਼͵ཀྵ༟͗͵͚͏͵͢ྙڢ
ໍྫɼ͞ໍྫͶਜ਼͵ཀྵ༟͗͵͚Ԣͣ͵͏ଉన༽Ͷͯ
͏ͱͺɼଲেंਕݘͶॉͶഓྂ͢ɼ৽॑Ͷӣ༽ͤΖ͞ͳɽ
ᶆ ැͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼέϧηνʖଲࡨͶͪΖՊ֮
ฯ;ٶүΝߨ͑ɽ
ᶇ ਫ਼࿓ಉ;ٶಕැݟͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼಝͶɼ״ઝ֨
ޫ͗ݡΔΗͪͶͺɼՊΏͨଠਕҽΝ֮ฯ͢ɼͨஏ
ҮഁݥΝߨ͑ɽ
  ͵͕ɼ״ઝ֨͗ݨஸ͵ஏҮͶ͕͏ͱɼฯ݊ॶͶ͕͜ΖۅదӺָ
ࠬͶܐΖਕҽର͗ଏͤΖ͵ʹୌ͗ਫ਼ͣͪͶͺɼಕැ
ݟͺָܐؖճʀରਕࡒഁݥૌΊͲ͍Ζ ,+($7
ʤ,QIHFWLRXVGLVHDVH+HDOWK(PHUJHQF\$VVLVWDQFH7HDPʥ༽
Ώɼਫ਼࿓ಉͳ͢ɼଠಕැ͖ݟΔԢԋഁݥ৮ҽ༽
ਕࡒʀର֮ฯͪΌଲࡨΝߨ͑ɽ״ઝ֨Ͷ͑༑ౕΝಁΉ
͓ͪۅదӺָࠬͶͯ͏ͱͺɼ״ઝয়ڱրવͶ͏րΌͱଲԢΝ
کԿͤΖɽͨࡏͶͺɼ̠̟̜̘̫ۅద͵༽ਦΕ͵͗Δɼร
ҡהଲԢͳ͏ͮͪ؏఼ಁΉ͓ͯͯɼ״ઝݱਬఈͪΌࠬ
ΝΌͪکԿΝਦΖɽ
Ήͪɼಕැݟ͗࿊͢ܠɼۅదӺָࠬదۂແΝॉ
ͶࣰࢬͲ͘ΖΓ͑ฯ݊ॶۂແ఼॑ԿΏਕࡒүΝߨ͑͞ͳɼฯ
݊ॶۂແ෨җ༽ɼஏҮϋρφϭʖέͳ࿊̘̜̟̠ͪ͢ܠ
̫ۅద͵༽ɼਕࡒ֮ฯʀਕࡒүࣆྭԥఴͶΓΕɼ
ฯ݊ॶରΝکԿ͢ɼ״ઝ֨࣎ͶଊԢͲ͘ΖਕҽରΝฑ͖࣎Δ



ඍͤΖɽ
ᶈ ැ;ٶಕැݟͺɼέϧηνʖଲࡨΝൊຌکԿͤΖͳ͏͑؏఼
͖Δɼฯ݊ॶରکԿͶਟଐͶखΕૌɽ͞ΗͶؖ࿊͢ɼಝఈಕ
ැݟͺɼ؇಼ࢤௌଞͳਟଐ͵ๅ༙ڠΝߨ͏ɼΉͪɼଲࡨΝద͖֮
ͯਟଐͶࣰࢬͤΖͪΌචགྷ͍͗ΖͳΌΖͳ͘ͺɼ๑  ড়ͶͰخ
͚૱Νߨ͑ɽ͠ΔͶɼಕැݟͺɼέϧηνʖݡͶࣁͤ
ΖΓ͑ɼஏ๏ޮڠରؔਟଐ͵ๅ༙ڠͶΌΖͳͳͶɼැͺɼ
ଲࡨΝద͖֮ͯਟଐͶࣰࢬͤΖͪΌචགྷ͍͗ΖͳΌΖͳ͘ͺɼ๑
 ড়Ͷ͚Ͱخ૱Νߨ͑ɽ
ᶉ ැ;ٶಕැݟͺɼέϧηνʖଲࡨΝکԿͤΖ؏఼͖ΔɼҐԾ
खૌΝߨ͑ɽ% ܧ౹รҡהʤυϩνהʥ͘ΚΕ
͗Ίɼ״ઝ֨ஏҮͶ͕͜Ζ״ઝܨ࿑͵ं׳ׄ͗ൔ਼Ν
͓ΖͲɼঐࢬۂઅΝͺͣΌ৮Ώָߏ͵ʹέϧηνʖਫ਼ॶ
͗ଡ༹Կ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼଲࡨబఊΝਦΖɽ
 ʀ وໝ͵ֺ֙Ͷͯ͏ͱͺɼྫ  ೧  ݆  ೖՌճͶ͕
͜Ζʰࢤֺ֙Ͷ͕͜Ζ״ઝ֨ࢯଲࡨϭʖΫϱήήϩʖ
ϕखૌ๏ࡨͶͤؖΖๅࠄॽʱͶࣖ͠ΗͪखૌΝಁΉ͓ɼ௪
͖࣎Δ૮ʀࠬݗରߑͶखΕૌͳͳͶɼغͶ༩Ν୵
எ͢ɼղ࣎ͶͺɼଐΏ͖Ͷ఼॑దʤஏҮॄదʥ͵̧̩ࠬ̚ݗ
ࣰࢬΏɼචགྷͶԢͣɼΦϨΠʀۂझΝߞͮͪӨؔ࣎ۂक़གྷ੧
ΝؽಊదͶߨ͑͞ͳɽ
 ʀ ʰࢀͯືʱંৰ͗ਫ਼ͣΏͤ͏ڧͶ͍Ζ৮Ͳέϧην
ʖ͗ਫ਼ͪ͢Ͷͺɼ߁͚ࠬݗΝࣰࢬͤΖɽΉͪɼ͍Δ͖ͣΌɼ
ࣆंۂͶଲ͢ɼ৮ͲέϧηνʖଲࡨబఊΝ͖͜;ݼΖͳͳ
ͶɼىࠬݗͶͯ͏ͱ࿓ಉंणשݗওࣰࢬΝଇͤ͞ͳɽ

 ʀ ޢݶปΏਫ਼सҩ͏͍͗ΖࡑཻࠅਕΝࢩԋͤΖ؏఼͖
Δɼැ;ٶಕැݟ͗ͤڛΖๅҲଡޢݶԿɼؙ࢘
ϋρφϭʖέΝͪ͘͢༽Όࡋ͖͵ๅڛɼ૮ରඍ
ͶΓΕɼࠬݗΏҫྏؖؽणਏͶغͶͯ͵͝ΖૌΊΝߑͤ



Ζ͞ͳɽ
ᶊ ැͺɼંৰ֮ΠϕϨʤ̦̦̘̚̚ʥͶͯ͏ͱɼؽΝਦ
ΖͳͳͶɼࠬݗणਏฯ݊ॶγϛʖφΝ͚ण͜ΔΗΖ͞ͳΏ
ϕϧώεʖͶ࠹ݸഓྂͪ͢ૌΊͲ͍Ζ͞ͳΝबஎ͢ɼͨ߁
͏༽Ώɼ״ઝ֨ࢯͪΌཇंͳ͢ͱౌΝߨ͑Γ͑ɼݼ
;͖͜Νߨ͏ɼܗαϫψΤϩη״ઝๅѴʀ؇ཀྵࢩԋεη
τϞʤ̟̜̩̪̰̪ʥ;ٶฯ݊ॶͳ࿊ۅͪ͢ܠదӺָࠬͲ
༽ͤΖ͞ͳͶΓΕɼްՎద͵έϧηνʖଲࡨͶͯ͵͝ͱ͏͚ɽ
ᶋ ැͺɼ̨̩αʖχΝͪ͢༽ஏ๏ޮڠରಢࣙखૌΝಁΉ͓ɼ
έϧηνʖଲࡨͪΌްՎద͵ๅफॄʀੵʀ༙ڠࡑΕ๏ɼ
ٗढ़ްࣰ;ٶ༽Ν͝ΖͪΌϱιϱτΡϔૌΊ
Ͷͯ͏ͱɼϏϫρφదͶಝఈஏҮͲࣰৄͤΖ͞ͳΌɼݗ౾Ν
ߨ͑ɽ
ʥͨଠڠ௪దࣆߴ
 ᶅ ಝఈಕැݟͺ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͺɼஏҮಝͶԢͣ
ࣰͪް͍ΖࣆٺەସીͺΉΞԈࢯ఼॑ીΝߪͣΖɽಝఈ
ಕැݟͺ఼॑ીۢҮͲ͍ΖಕැݟͺɼࣆٺەସીͺΉΞԈ
ࢯ఼॑ીΝߪͣΖͶͪͮͱͺɼ๑̓ড়ΝಁΉ͓ɼචགྷ࠹ঘݸ
ીͳͤΖͳͳͶɼߪͣΖી಼༲;ٶචགྷͶͯ͏ͱɼࠅ
Ͷଲ͢ೣͶઈͤΖɽ
 ᶆ ැ;ٶಝఈಕැݟͺɼࣆٺەସીΝߪͣΖ͞ͳͶ͏ɼৱྋʀ
ҫ༂Ώਫ਼චऩഛ͏ઐΌࠠཛྷ͗ਫ਼ͣ͵͏Γ͑ɼࠅͶྮ੫͵
ଲԢΝଇͤɽ
ᶇ ැ;ٶஏ๏ޮڠରͺɼࣆٺەସીࣰࢬͶͪͮͱͺɼࣆंۂ
ԃ͵ಊΝࢩԋͤΖͪΌɼࣆ͖ंۂΔ૮૯અɼླྀର
֮ฯɼϧϓϧϱຬસର֮ฯͶΌΖɽ
ᶈ ැͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼޮިڠ௪ͨؖؽଠଡ਼ਕ͗ॄΉ
ΖࢬઅͶ͕͜Ζ״ઝଲࡨΝబఊͤΖɽ




ʤ̒ʥҫྏ
ᶅ ॑ंͶଲͤΖҫྏڛͶ఼॑Ν͏ͪӅҫྏڛର֮ฯ
ΝΌΖͪΌɼਫ਼࿓ಉͳಕැݟͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼ࣏
Γ͑͵ଲࡨΝߪͣΖɽ
ʀ ॑ंΏ॑ԿϨηέ͍ΖंͶҫྏࣁݱ఼॑ΝεϓφͤΖ؏
఼͖Δɼྫ̐೧  ݆  ೖܗαϫψΤϩη״ઝΝࢨఈ״
ઝͳ͢ͱఈΌΖྫʤྫ̐೧ྫ  ߺʥրਜ਼ʤྫ̐
೧  ݆  ೖࢬߨʥͶΓΕɼ߶ྺंΏ׳࣮ેخ͍ΖंӅࠄשʀ
ીଲে֮ԿΝߨͮͱ͕Εɼրਜ਼๑ࢬߨͶΓΕɼ͞खѽ͏
͗๑ఈԿ͠Ηͪɽಕැݟͺɼܐؖ๑ྫͶ͘ͰخɼஏҮ״ઝয়ڱ
ΝಁΉ͓ɼనͶӅࠄשʀીΝӣ༽ͤΖ͞ͳɽΉͪɼրਜ਼๑
ࢬߨͶΓΕɼӅીͶਜ਼͵ཀྵ༟͵͚Ԣͣ͵͏ΏӅ͖Δಂ
ͪ͝ଉ͗અ͜ΔΗͪ͗ɼಕැݟͺɼͨӣ༽Ͷͪͮͱɼ
ं׳ਕݘͶॉͶഓྂ͢ɼ৽॑Ͷӣ༽ͤΖͳͳͶɼं׳ยݡʀ
ࠫพͶͯ͵͗Δ͵͏Γ͑ɼ
ʤ̔ʥͲޛफ़ͤΖखૌҲکԿΝਦΖ
͞ͳɽ
॑ंͶଲͤΖҫྏڛͶ఼॑Ν͚΄͘ஏҮͲͺɼಝͶබজ
֮ฯΏಕැݟસରӅͶ࠹ͪ͢ྙݸͲɼ͵͕බজ͗
ͽͮയͤΖͶͺɼ߶ྺंΌӅ࣑ྏ͗චགྷ͵͏ໃয়බ
ݬରฯ༙ंܲ;ٶं׳ʤҐԾʰܲंʱͳ͏͑ɽ
ʥͶͯ͏ͱͺɼ
״ઝ๑  ড়̑̐ߴͶ͘Ͱخॕഩࢬઅ
ʤన͵ͺࣙʥ
ͲྏΝགྷ੧ͤΖ͞ͳͲɼӅ࣑ྏ͗චགྷ͵ं׳ҫྏڛର
֮ฯΝਦΖ͞ͳɽೣ͵݊߃؏ࡱΝࣰࢬͤΖ͞ͳɽ
ಝͶɼՊఋ಼Ͳ״ઝࢯΏয়ٺร࣎ଲԢͪΌɼॕഩࢬઅ͗
ॉͶ֮ฯ͠Ηͱ͏ΖΓ͑͵ஏҮͲͺɼܲंͺॕഩྏΝخຌ
ͳͤΖ͞ͳɽͨͪΌɼಕැݟͺɼं׳බয়ɼ਼ͨଠ״ઝ
ਫ਼;ٶΉΞԈয়ڱΝרҌ͢ͱɼϙτϩҲ࣎ద͵ॕഩྏ
ࢬઅ֮ฯͶΌΖͳͳͶɼಕැݟͺɼॕഩྏࢬઅӣӨ
ରΝ֮ฯͤΖ͞ͳɽැͺɼಕැݟͳືંͶ࿊͢ܠɼ͞ΗΔ



खૌΝࢩԋͤΖ͞ͳɽ
ࣙྏΝߨ͑ࡏͶͺɼࣙྏΏॕഩྏͶয়͗ѳԿ͢ɼ
͚͵Ζ๏͏Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼಕැݟͺుๅ௪৶حؽ
ΏๅѴʀ؇ཀྵࢩԋεητϞʤ̟̜̩ʷ̪̰̪ʥࣙಊՏుؽ
Ν༽͏ͱԗֶͲ݊߃য়ସΝѴͤΖͳͳͶɼҫࢥ͗චགྷͳͪ͢
Ͷͺుๅ௪৶حؽΝ༽͏ͱਏྏΝߨ͑ରΝඍͤΖ͞
ͳɽয়ѳԿ࣎Ͷࣰ֮Ͷો౦༫Ώ࣑ྏͶͯ͵͝Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ
͑Ӆଶࢬؽઅʤ͏ΚΑΖӅଶؽητʖεϥϱΏોητʖεϥ
ϱʥඍΏોक़ૹ֮ฯΝΌΖ͞ͳɽΉͪɼϏϩηΨΫε
ϟʖνʖ֮ฯΏɼԡਏʀΨϱϧϱਏྏʀޤʹ͵༽ɼ
న͵ྏڧΝ֮ฯͤΖͪΌखૌΝਬͤΖ͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼ͗ं׳ӅɼॕഩྏɼࣙྏΝͤΖͶɼͨ
ՊଔͶགྷղंޤΏ্֒ंɼࢢڛ͗͏Ζͺɼࢤௌଞෳࢳ෨
ྙڢΝಚͱɼίΠϜϋζϡʖɼ૮ࢩԋҽɼࣉಒ૮ॶͳ࿊ܠ
͢ɼචགྷ͵γʖϑηΏࢩԋΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼͪ͵รҡ֮͗ה͠ΗͪͶͺɼࠅཱི״ઝݜ
ॶڂՃʀੵΝಁΉ͓ɼӅીʀࠄשɼॕഩྏીΝన
ͶߪͥΖ͞ͳɽਫ਼࿓ಉͺɼࠅཱི״ઝͳॶڂݜ࿊ͱ͢ܠɼรҡ
הࠅ಼ྭՃʀੵΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼؖؽܐؖྙڢΝಚͱɼܗαϫψΤϩη״ઝ
ं׳༽බӅΏබ౫ΝઅఈͤΖ఼॑ҫྏؖؽࢨఈɼஏҮҫྏ
ؖؽༀׄ୴Νߨ͑ͳͳͶɼබজʀॕഩྏࢬઅ֮ฯܯժͶԌͮ
ͱɼஊదͶබজʀॕഩྏࢬઅΝ֮ฯͤΖ͞ͳɽͨࡏɼೝࢊ
ಝพ͵ഓྂ͗චགྷ͵ं׳ΝΌɼචགྷ͵Ͷࣰ֮ͶӅͶͯ͵͝
ΔΗΖରΝඍͤΖ͞ͳɽ
  ಝͶɼබজ͗ͽͮയ͢ͱ͏ΖɼஏҮࣰͶԢͣɼܗαϫψ
Τϩη״ઝ࣑ྏΝߨͮͱ͵͏ҫྏؖؽΌɼ఼॑ҫྏؖؽҐ
ҫྏؖؽͶಉ͖͘͜Νߨ͑͵ʹබজ֮ฯΝΌͪҫྏڛର
کԿΝΌΖ͞ͳɽ



  ͨࡏɼஏҮܐؖରྙڢͳɼஏҮճ٠ରΝͱ͢༽ҫ
ྏؽʤ॑ंබজɼබজɼյं׳ण͜Ηɼॕഩྏɼ
ࣙྏʥͶԢͣͪༀׄ୴Ν֮Կͪ͢Ͳɼබজ֮ฯΝΌΖ
͞ͳɽ
  Ήͪɼҫྏؖؽͺɼۂແܩକܯժʤ̧̙̚ʥಁΉ͓ɼචགྷͶԢͣɼ
ҫࢥஇͶΓΕԈ͗غՆͳߡ͓ΔΗΖ༩ఈघढ़Ώ༩ఈӅԈ
غΝݗ౾͢ɼۯজ֮ฯͶΌΖ͞ͳɽ
  ͠ΔͶɼಕැݟͺɼՀઅਏྏॶΏබ౫અɼඉՖಉබজ
ཤ༽खૌΝਬͤΖͳͳͶɼͨΗͲ͵͕බজ͗ଏͤΖͳݡ
ࠒΉΗΖͶͺɼྡ࣎ҫྏࢬઅઅͶͯ͏ͱͨ༽Νॉ
ͶߡྂͤΖ͞ͳɽྡ࣎ҫྏࢬઅઅͶͪͮͱͺɼ͍Δ͖ͣΌ
ැͳڢ٠͢ɼਟଐ͵ๅ༙ڠΝߨ͑ͳͳͶɼઅޛͺఈغదͶӣӨ
য়ڱΝๅࠄͤΖɽਫ਼࿓ಉͺɼͨΗΔ༽Ͷͪͮͱɼචགྷ͵ࢩ
ԋΝߨ͑͞ͳɽΉͪɼಕැݟ͗״ઝ๑  ড়̐Ͷڢ͚Ͱخ
ྙགྷ੧;ٶ๑  ড়Ͷ͚Ͱخҫྏࣰࢬགྷ੧Νߨ͑Ͷ
ͺɼ֚ҫྏ͗నͶࣰࢬ͠ΗΖΓ͑ɼචགྷ͵ࢩԋΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ ֦ಕැݟͶ͕͏ͱ״ઝ֨ۃͲࣟ͠Ηͪ՟ୌΝ఼͢ݗɼ
ʰ૮
ʀणਏʀࠬݗʱʛʰྏʀҢૻʱʛʰୂӅʀմঈʱΉͲҲ
࿊ं׳ଲԢ͗٩ΉΕ͵͚ߨΚΗɼබজʀॕഩྏࢬઅ͗࠹ݸ
༽͠ΗΖΓཻ͑қͯͯ͢ɼ࠹ۛ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ͪ״ઝं࣎ଁٺ
ٺەద͵ं׳ଲԢ๏ਓΏබজʀॕഩྏࢬઅ֮ฯܯժͶ͘Ͱخɼැ
ͳಕැ͗ݟ࿊ͱ͢ܠɼ״ઝ֨࣎Ͷࣰ֮ͶؽͤΖҫྏڛର
ඍͶӀ͘କ͘खΕૌ͞ͳɽ
ʀ ැ;ٶಕැݟͶ͕͏ͱɼබজ֮ฯʀ༽য়״;ٶڱઝয়ڱ
ΝనͶϠωνϨϱήͤΖͳͳͶɼ״ઝ֨ࢯࡨࣰࢬͶన࣎న
Ͷൕӫͦ͠Ζ͞ͳɽͨࡏɼྭ͓ͻ  େʀ େ॑ं਼͗ಝͶ
ଁՅͤΖΓ͑͵ஏҮ͍Εɼ೧ྺพಊͶͯ͏ͱࢻ͢ɼϭέο
ϱંझΌஏҮয়ڱΝಁΉ͓ͪన͵ଲࡨΝߪͣΖ͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼं׳णΏҢૻΝߨ͑ରΝඍ͢ɼं׳



ҫྏڛͶͤؖΖචགྷ͵૱Νߨ͑ͳͳͶɼҫྏؖؽๅ
ࢩԋεητϞʤ̞ʷ̤̠̪ʥ͢༽ɼं׳णͶචགྷ͵ҫྏ
ؖؽๅ͓ݡΖԿΝߨ͑͞ͳɽΉͪɼਫ਼࿓ಉͺɼಕැݟ
͗ं׳൘ૻαʖυΡϋʖνʖഓΝߨ͑͞ͳͶͯ͏ͱɼචགྷ͵ࢩԋ
Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ ͠ΔͶɼ״ઝ֨Ͷ͑ं׳ଁٺͶඍ͓ɼಕැݟͺɼಕැ
ݟҮΝӿ͓ΖΌͪ߁Үద͵ं׳णΗରΝ֮ฯͤΖ
͞ͳɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝं׳Νण͜ΗΖҫྏؖؽබজΝް
ིదͶͤ༽ΖͪΌɼյं׳Ӆͳ͵Ζޛ๏ࢩԋҫྏؖؽ֮
ฯΝߍͶΌΖ͞ͳɽ
ʀ Ήͪɼްིద͵Ӆ͗ߨΚΗΖΓ͑ɼஏҮࣰͶԢͣͪɼ
ӅࢩԋૌΊΝݗ౾ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ୂӅخ६Νຮͪͪ͢ं׳Ͷͯ͏ͱɼ߶ྺंࢬઅͶ͕͜ΖणΗΝ
ଇͤΖ͞ͳɽ
ᶆ ܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖं׳པਏྏʀࠬݗର
֮ฯͪΌɼਫ਼࿓ಉͳಕැݟͺɼ࿊ࠬݗͱ͢ܠରඍܯժΝ
ݡͤͳͳͶɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼ࣏Γ͑͵ଲࡨΝߪͣΖɽ
ʀ ͖͖Εͯ͜ҫஏҮͲਐۛ͵ҫྏؖؽΏणਏʀ૮ιϱνʖΝ௪
ͣͱɼਏྏʀࠬݗҫྏؖؽΝणਏͤΖ͞ͳͶΓΕɼన͵״ઝ؇ཀྵΝ
ߨͮͪͲɼܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖं׳པҫྏ
ΝͤڛΖ͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼॄదͶࠬݗΝࣰࢬͤΖؖؽ
ʤஏҮཔʀࠬݗιϱνʖʥઅΝߨ͑͞ͳɽ
ΉͪɼܗτϱφΏϕϪύϔΝͪ͢༽ɼ͏ΚΑΖχϧϔη
ϩʖ๏ࣞΏΤΧʖέηϩʖ๏ࣞͶΓΖਏྏΝߨ͑͞ͳͲɼްིద͵
ਏྏʀࠬݗରΝ֮ฯͤΖ͞ͳɽญͦͱɼ݃ࠬݗՎΝಁΉ͓ͱɼं׳
৾Ε͜Ώण͜Η͗నͶߨΚΗΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝ״ઝ֨য়ڱΝಁΉ͓ɼਏྏʀݗ



ࠬҫྏؖؽࢨఈΏஏҮཔʀࠬݗιϱνʖઅΝौೊ͖ͯۅద
Ͷߨ͑͞ͳɽ
ʀ ಕැݟͺɼ॑Կ͢Ώͤ͏๏͗པӅͤΖ͗Ξιϱνʖɼಃੵҫ
ྏࢊ;ٶؖؽՌҫྏؖؽͶͯ͏ͱɼචགྷͶԢͣɼܗαϫψΤ
ϩη״ઝ״ઝ͗ٛΚΗΖ๏པਏྏΝݬଉߨΚ͵͏ҫ
ྏͱ͢ͳؖؽઅఈͤΖ͞ͳɽ
ᶇ ܗαϫψΤϩη״ઝं׳Ί͵Δͥɼଠ࣮׳ं׳ଲ
ԢಁΉ͓ͱஏҮસରҫྏڛରΝඍͤΖͪΌɼਫ਼࿓ಉͳ
ಕැݟͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼ࣏Γ͑͵ଲࡨΝߪͣΖɽ
ʀ ಕැݟͺɼஏҮҫྏؽΝң࣍ͤΖ؏఼͖ΔɼܗαϫψΤ
ϩη״ઝҐ࣮׳ं׳णΗΌͱɼஏҮҫྏؖؽༀ
ׄ୴ΝਬͤΖ͞ͳɽ
ʀ ͳं׳ҫྏॊࣆं๏ܗαϫψΤϩη״ઝ༩؏఼
͖ΔɼॵਏΝΌͱɼుๅ௪৶حؽΝ༽͏ͪਏྏରඍΝ
ਬͤΖ͞ͳɽ
ᶈ ҫྏॊࣆं֮ฯͪΌɼਫ਼࿓ಉͳಕැݟͺɼྙڢͳؖؽܐؖ
͢ͱɼ࣏Γ͑͵ଲࡨΝߪͣΖɽ
ʀ ಕැݟͺɼݳͲॊࣆ͢ͱ͏Ζҫྏॊࣆंٵ৮ʀ৮ࢯࡨ
Ώઞࡑ༙ࣁ֪ंݳؾɼܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨͶॊࣆ͢
ͱ͏͵͏ਕࡒ༽ΝΌҫྏݳਕࡒഓΝਬͤΖ
͞ͳɽΉͪɼࠬݗΝΌɼંҫྏߨҟҐͶଲ͢ͱͺɼ༙ࣁ֪ं
Ґؔਕࡒ༽ΝΌΖ͞ͳɽ
ʀ ਫ਼࿓ಉͺɼࠕൢܗαϫψΤϩη״ઝଲԢͶ͏ɼસ
ࠅҫྏؖؽҫྏਕࡒูॄๅΝͤࡎܟΖ :HE γφʰҫྏ
͕ࣆ̶̶̢̥͊ͅʱӣӨΝ௪ͣͱɼҫྏܐؖରɼύϫʖϭ
ʖέɼψʖηιϱνʖͳ࿊͢ܠɼҫྏਕࡒ֮ฯΝࢩԋͤΖ͞ͳɽ

ᶉ ҫྏࣁ֮ฯͪΌɼැͳಕැݟɼؖؽܐؖͺͱ͢ྙڢɼ࣏
Γ͑͵ଲࡨΝߪͣΖɽ



ʀ ැ;ٶಕැݟͺɼҫྏڛରΝࢩ͓Ζҫ༂Ώҫྏحؽɼҫ
ྏࣁࡒଆରΝ֮ฯ͢ɼҫྏؖؽๅࢩԋεητϞʤ̞ʷ̤̠
̪ʥ͢༽ɼචགྷ͵ҫྏؖؽͶਟଐ͖ͯԃͶ͘ͲڛΖରΝ
֮ฯͤΖͳͳͶɼΝ༙ͤΖҫྏॊࣆंΏਕحٷݼච
གྷ͵ҫྏحؽʀࣁʀ״ઝࢯͶචགྷ͵ࣁࡒΝਟଐͶ֮ฯ͢ɼన
͵״ઝଲࡨԾͲҫྏڛରΝඍͤΖ͞ͳɽ
ʀ ැ;ٶಕැݟͺɼಝͶܗαϫψΤϩη״ઝΝٛ͑ं׳Ͷ
̧̩ࠬ̚ݗΏӅणΗΝߨ͑ҫྏؖؽͶଲ͢ͱͺɼϜη
έݺਕ۫ޤΝ༑దͶ֮ฯͤΖ͞ͳɽ
ᶊ ҫྏࢬंྺ߶;ٶؖؽઅͶ͕͜Ζࢬઅ಼״ઝΝబఊదͶࢯͤΖ
ͪΌɼਫ਼࿓ಉͳஏ๏ޮڠରͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼ࣏ࣆߴͶ
ͯ͏ͱबஎబఊΝਦΖɽ
ʀ ҫྏࢬंྺ߶;ٶؖؽઅઅंͶ͕͏ͱɼ
 ھॊࣆं͗״ઝ͵ͳݱΔ͵͏Γ͑ɼ
ʰࢀͯືʱ͗ਫ਼ͣΖΝ
బఊ͢ͱඈ͜ΖͳͳͶɼ
 ھয়͗͵͚ͱं׳Ώཤ༽ंͳંͤΖࡏͶͺϜηέΝ༽ͤΖɼ

 ھघજ͏ʀघࢨভಡబఊɼ
 ھϏλαϱΏΦϪϗʖνʖϚνϱ਼ॊࣆं༙͗ͤڠΖ
ͺఈغదͶভಡͤΖɼ
 ھৱಌΏ٩ΌॶͲϜηέΝ͢ͱӁৱΝͤΖɼଠॊࣆंͳҲ
ఈړΝฯͯɼ
 ھೖʓରΝѴ͢ͱঙ͢Ͳࢢ͗ѳ͜ΗͻࣙଶͤؽΖɼ
״ ھઝଡ਼ஏҮͶ͕͜ΖॊࣆंͶଲͤΖఈغదࠬݗΝࣰࢬͤΖɼ

ଲࡨͶຬસΝͳͤ͞غɽ
ʀ ҫྏࢬंྺ߶;ٶؖؽઅͶ͕͏ͱɼճं͖Δ״ઝΝ͛
ͪΌɼճͺɼஏҮͶ͕͜Ζਫ਼য়ڱಁΉ͓ɼं׳ɼՊଔ̨̦
̣Νߡྂͯͯ͢ɼٺەΝঈͤ͘ݸΖ͵ʹଲԢΝݗ౾ͤΖ͞
ͳɽ
ʀ ҫྏࢬंྺ߶;ٶؖؽઅͶ͕͏ͱɼं׳ɼཤ༽ं͖Δ״ઝΝ



͛ͪΌɼ״ઝ͗ླྀߨ͢ͱ͏ΖஏҮͲͺɼं׳ɼՊଔ̨̦̣Νߡྂ͢
ͯͯɼࢬઅͲ௪ॶγʖϑηҲ࣎ཤ༽ΝࢯͺͤݸΖɼӅ
ं׳ɼཤ༽ंड़ɼഩΝͤݸΖ͵ʹଲԢΝݗ౾ͤΖ͞ͳɽ
ʀ ҫྏࢬंྺ߶;ٶؖؽઅͶ͕͏ͱɼӅं׳ɼཤ༽ंͶͯ͏ͱɼ
ܗαϫψΤϩη״ઝΝٛͮͪͺɼٺͶֶ࣪͢ݺɼฯ݊
ॶࢨԾɼ״ઝଲࡨΝࣰࢬ͢ɼඬ६༩ࡨɼંৰ༩ࡨɼඊວ״
ઝ༩ࡨΝࣰࢬͤΖ͞ͳɽ
ᶋ ಕැݟͺɼ״ઝंͳඉ״ઝंؔۯΝ͜Ζ͞ͳ͵ʹΝ״ઝ
ࢯࡨߍ͵ΖబఊΝ௪͢ͱɼҫྏࢬ;ٶؖؽઅ಼Ͳ״ઝ֨
ͶಝͶқΝ͑ɽ
߶ྺंࢬઅ೦য়ΝఆͤΖॊࣆंʀॶंͶଲͤΖ݊
߃؏ࡱΠϕϨɼ߇ݬ؈ҝΫρφࠬݗͪ͢༽Ώཇं͗ਫ਼͢
֚ͪࢬઅॶं͗ࠬݗଐΏ͖ͶߨΚΗΖΓ͑Ͷͤ
ΖɽΉͪɼ״ઝं͗ଡ਼ਫ਼͢ͱ͏ΖஏҮͶ͕͜Ζҫྏؖؽɼ߶ྺं
ࢬઅۅద͵ߨ͗ࠬݗΚΗΖΓ͑ͶͤΖɽ
Ήͪɼಕැݟͺɼ߶ྺंࢬઅͶ͕͏ͱ״ઝं͗ҲྭͲ֮
͠ΗͪͶɼ״ઝޜʀۂແܩକࢩԋοʖϞ͗ࢩԋΝߨ͑ରΝ
ߑͤΖͳͳͶැͺɼ͞ରΝߑͤΖͶͪΕɼ֦ಕැ
ݟΝࢩԋͤΖ͞ͳͶญͦͱɼݜरࣰࢬΏࣰભྭఴͶΓΕɼଲ
ԢྙΝکԿͤΖɽ
Ήͪɼ߶ྺंࢬઅͶ͕͏ͱɼ״ઝଲࡨϜωϣΠϩΝ״ͪ͢༽ઝ
ଲࡨଲԢྙکԿखૌΝɼࣆྭॄఴΏۂແܩକܯժࡨఈࢩ
ԋ͵ʹͶΓΕҲΌΖɽ
Յ͓ͱɼघढ़ΏҫྏదॴͶ͕͏ͱɼ֚ं׳Ͷͯ͏ͱҫࢥ
இͶΓΕɼ̧̩ࠬ̚ݗࣰ͗ࢬͲ͘ΖରΝͳΖɽ
ᶌ ͞ଠɼన͵ҫྏڛʀ״ઝ؇ཀྵ؏఼Ͳɼਫ਼࿓ಉͳಕැ
ݟͺɼͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼ࣏ࣆߴͶखΕૌɽ
ʀ ೝࢊͶଲͤΖ״ઝΝࢯͤΖ؏఼͖ΔɼҫྏؖؽͶ͕͜Ζಊત
״ઝࢯࡨΝబఊͤΖͳͳͶɼೝࢊ͗״ઝͪ͢Ͳ͍ͮ



ͱɼ҈ৼ͢ͱड़ࢊ͢ɼࢊޛਫ਼ૻ͗ΗΖΓ͑ɼͳؖؽܐؖྙڢ
ରΝߑ͢ɼన͵ࢩԋΝࣰࢬͤΖ͞ͳɽΉͪɼ͢ྙڢͳؖؽܐؖ
ͱɼ״ઝ͗ٛΚΗΖೝࢊΌ૮͖͜;ݼΏɼೝ৹ঃ
࿓ಉंͶഓྂͪ͢ٵΊΏͤ͏ڧඍखૌΝਬͤΖ͞ͳɽ
ʀ ঘࣉҫྏͶͯ͏ͱɼָܐؖճқݡΝซ͘͵͗ΔɼਏྏରΝݗ
౾͢ɼஏ๏ޮڠରͳͱ͢ྙڢରඍΝΌΖ͞ͳɽ
ʀ ͱ͢ྙڢͳؖؽܐؖɼࠅਕ͗ҫྏΝనͶण͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ
͑ɼҫྏ௪༃ඍΝɼӀ͘କ͘ɼکԿͤΖ͞ͳɽ
ʀ ϪϞυεϑϩɼυΫγϟνμϱ;ٶώϨεοωϔͶͯ͏ͱɼචགྷ͵
ं׳ڇڛ֮ฯΝਦΖͳͳͶɼܐؖுʀͳؖؽܐؖ࿊͢ܠɼ
༙ް͵࣑ྏ༂ΝՅଐͤΖ͞ͳɽΩεϨϑϜϔʀϞυϑϜϔ
Ͷͯ͏ͱͺɼܲं׳॑ԿΝࢯͤΖ͞ͳͺҫྏڛର֮ฯ
ͳ͏͑؏఼͖Δ॑གྷͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼචགྷ͵ं׳ڇڛ֮ฯΝ
ਦΖͳͳͶɼࣆٺەସીۢҮ఼॑;ٶીۢҮΝৼͶҫྏؖؽ
Ͷ͍Δ͖ͣΌഓාͤΖ͞ͳͶՅ͓ɼ౦༫ޛ؏ࡱର֮ฯҲఈ
གྷ݇Νຮͪͪ͢ҫྏؖؽͶΓΖཔ౦༫ࣰࢬ͵ʹɼҫྏݳͶ͕
͏ͱ౦༫͗චགྷ͵ंͶనࣰ͖֮ͯͶ͘Ͳ༽ΖΓ͑खΕૌ͞ͳɽ
ଠ࣑ྏͲ࢘༽͠Ηͱ͏Ζ༂ࡐ͑ͬɼްՎ͗غଶ͠ΗΖͶͯ͏
ͱɼͨްՎΝͤৄݗΖͪΌྡজڂݜʀ࣑ݩΝଐΏ͖ͶࣰࢬͤΖ
͞ͳɽΉͪɼ॑ԿϜʖΩʖΝΌͪ॑ԿϨηέͶͤؖΖྡজๅʀ
ࠬݗΏɼ॑ं׳࣑ྏ๏๑Ͷͯ͏ͱɼݳͲ༽Ͷͪ͜ब
எɼٶͶΌΖ͞ͳɽ
ʀ ๑ྫͶ߃͚݊Ͱخਏஇ;ٶ༩ંझͶͯ͏ͱͺɼన͵״ઝଲࡨ
ԾͲࣰࢬ͠ΗΖΓ͑ɼࣰࢬ࣎غΏࣰࢬ࣎ؔͶഓྂͤΖ͞ͳɽ
ʀ ැ;ٶಕැݟͺɼࣰඇͲ̧̩̚ߨ͗ࠬݗΚΗΖͶɼҫ
ྏͳ݃;ͯ͏ͪߨ͗ࠬݗΚΗΖΓ͑ɼबஎΝߨ͑ͳͳͶɼౕ؇ཀྵ
Ͷͯ͏ͱਬͤΖ͞ͳɽ
ᶍ ැͺɼྫ̐೧ౕ࣏̏ึਜ਼༩ࢋʀ࣏̐ึਜ਼༩ࢋʀ  ࣏ึਜ਼༩
ࢋɼ༩ඍඇ͢༽ɼஏ๏ޮڠରͶଲͤΖචགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ͳͳ



Ͷɼҫྏڛରߍ͵ΖکԿͶ͜ɼଲࡨͶຬસΝͤغɽ

ʤ̓ʥࡃܨʀ༽ޑଲࡨ
 ݳԾ״ઝ֨য়ڱͶԢͣɼͨࢯΝ࠹༑ͳ͢ɼ༩ඍඇΝͤ༽
Ζ͵ʹྡؽԢรͶଲԢͤΖ͞ͳͳͤΖɽࡤ೧ॡͳՈ״ઝ֨ഀΝݩܨ
ͤΖɼ״ઝଲࡨͳώϧϱηΝͳΕͯͯɼஏҮ״ઝয়ڱΏҫྏڛର
֮ฯয়ڱΝಁΉ͓͵͗Δɼ״ઝ֨ࢯͳऀճࡃܨಊң࣍ͳ
ྈཱིΝਦͮͱͪ͘ɽ۫ରదͶͺɼැͺɼྫ̐೧ౕ  ࣏ึਜ਼༩ࢋΝ
ʰܗαϫψΤϩη״ઝࡃܨٺەଲࡨʱ
ʤྫ̐೧݆̒  ೖֵ٠݀
ఈʥྫ;ٶ̐೧ౕ࣏̐ึਜ਼༩ࢋ֦ࢬࡨΝɼࠅʀஏ๏Νͱ͝ڏਟଐ͖
ࣰͯͶࣰߨͤΖ͞ͳͶΓΕɼ״ઝ֨ΝࢯͤΖͳͳͶɼ༽ޑң࣍ɼ
ࣆۂܩକɼਫ਼Ծࢩ͓ͶຬસΝͪ͘ͱ͢غɽࠕޛɼྫ̐೧ౕ࣏̑
ึਜ਼༩ࢋΝʰࠅໍͳΔ͢ΝगΖ҈ৼͳسͪΌ૱ࡃܨଲ
ࡨʱ
ʤྫ̐೧  ݆  ೖֵ٠݀ఈʥΏʰͪ͵༽ޑʀ܉࿇Ϗρίʖζʱ
ʤྫ
̑೧݆̐  ೖࡨఈʥ
ɼ
ʰඉਜ਼༽ޑو࿓ಉंͶଲͤΖࢩٺەԋࡨʱ
ʤྫ
̑೧݆̑  ೖܗαϫψͶӪڻΝणͪ͜ඉਜ਼༽ޑو࿓ಉंͶଲͤΖە
ٺଲࡨֵ྇ܐؖճ٠݀ఈʥ
ɼ
ʰܗαϫψӪڻΝಝͶण͜ͱ͏ΖӁৱʀॕ
ഩ͜ۂةۜ༧ࢩԋͶͯ͏ͱʱ
ʤྫ̑೧݆̑  ೖࡨఈʥΝ
֦झࢩࡃܨԋࡨɼߍͶͺྫ̑೧ౕॵ༩ࢋΝɼࠅʀஏ๏Νͱ͝ڏਟଐ
ࣰ͖ͯͶࣰߨͤΖ͞ͳͶΓΕɼҫྏڛର֮ฯΏϭέοϱંझର
ඍΝͺͣΌͳͤΖܗαϫψΤϩη״ઝ״ઝ֨ࢯ
ͶસྙΝ͝ڏɼ״ઝ͏͢ݭӪڻͶଲ͢ɼ༽ޑঁۜΏࣰ࣯ໃཤ
ࢢʀໃ୴ฯ༧ࣁͶΓΕ༽ޑʀࣆۂʀਫ਼Ν͖ͮ͢Εगͮͱ͏͚ɽͨ
Ͳɼௗؔ౦ࣁΝͶࠒ;ݼΊ͵͗Δɼਫ਼ࢊΝ߶Όɼ
ۜܩକద͵তΝଇ͢ɼऩकௗٌಕࣰݳͶͯ͵͝Ζɽࠕ
ޛ״ઝয়ڱΏࡃܨʀࠅਫ਼ӪڻΝқ͚ۅݡΌɼޮฑ؏
఼Ώԃߨࣧ͵͗ߨΚΗΖ͞ͳͶഓྂͯͯ͢ɼӀ͘କ͘ɼয়ڱͶԢ
ͣͱɼܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨ༩ඍඇ༽ͶΓΕྡؽԢรͶච
གྷ͵ଲࡨΝߪͣͱ͏͚ͳͳͶɼը͗ࠅࡃܨཱࣙద͵ࡃܨௗͶ͜



ͱɼ᪵᪱͵͚ؽಊద͵ϜέϫࡃܨࡨӣӨΝߨͮͱ͏͚ɽ

ʤ̔ʥͨଠ॑གྷ͵ཻқࣆߴ
̏ʥยݡʀࠫพଲԢɼऀճ՟ୌଲԢ
ᶅ ැ;ٶஏ๏ޮڠରͺɼܗαϫψΤϩη״ઝΕ׳ͺ୯
ͶͲਫ਼ͣಚΖͲ͍Εɼ״ઝंΏͨՊଔɼۊແͶଲͤΖࠫ
พద͵खѽ͏Ώ㒹ᨳউɼ໌༬ʀ৶༽ΝᆟଝͤΖߨҟͺɼਕݘ৷֒
ͶͪΕಚΖΊ͵Δͥɼରྒྷ࣎णਏஙΗΏࠬݗյඈɼฯ݊ॶ
ۅదӺָࠬڍྙڢ൳Ͷͯ͵͗Εɼ݃Վͳ͢ͱ״ઝࢯࡨ
Ͷࢩ্Νਫ਼͖ͣͦ͠͵͏͞ͳ͖ΔɼՌճยݡʀࠫพͳϕϧώ
εʖͶͤؖΖϭʖΫϱήήϩʖϕ͗ߨͮͪ٠ͳΕΉͳΌʤྫ 
೧  ݆  ೖʥΏ๑  ড়̐ߴوఈΝಁΉ͓ɼ״ઝंਕݘ
͗ଜ॑͠ΗɼՁਕࠫพద͵खѽ͏Νण͜Ζ͞ͳ͵͏Γ͑ɼҐԾ
Γ͑͵खૌΝߨ͑ɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖਜ਼͢͏எࣟٶͶՅ͓ɼ
ැ౹Ҳద͵ϙʖϞϘʖζʤFRURQDJRMSʥΝ͢༽ɼஏ๏ޮڠ
ରΏܐؖରखૌԥఴͶࣁͤΖΓ͑ɼยݡʀࠫพ
ࢯͶͪ͜ܔʀگүͶࣁͤΖ৶ΝکԿͤΖ͞ͳɽ
ʀ ״ઝंΏͨՊଔɼۊແͶଲͤΖยݡʀࠫพࣰସѴ
ͶΌΖͳͳͶɼยݡʀࠫพ૮ରΝɼݜरैࣰɼ̥
̧̦ΝΌͪؖؽܐؖ࿊ܠɼැͶΓΖࢩԋɼ̪̥̪༽Ͷ
ΓΕکԿͤΖ͞ͳɽ
ʀ ѳ࣯͵ߨҟͶͺ๑ద͗͑͞ͳͶͯ͏ͱɼැ౹Ҳద͵ϙ
ʖϞϘʖζΝͱ͢༽ɼ߁͚बஎͤΖ͞ͳɽ
ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝಝΝಁΉ͓ͪߨͶΓΖๅޮ
නࡑΕ๏Ͷͱؖ͢ɼրΌͱැͳ͢ͱ౹Ҳద͵ߡ͓๏Νཀྵ
ͤΖ͞ͳɽΉͪɼๅޮනͶͪͮͱͺɼݺਕๅฯޤͶཻқ
ͤΖ͞ͳɽ
ʀ έϧηνʖਫ਼༙ࣆଲԢͶ͕͏ͱͺɼ״ઝͶͤؖΖਜ਼



͢͏எࣟͶՅ͓ͱɼ״ઝंΝԻ͖͚ݡगΖ΄͘͞ͳΝ৶ͤ
Ζ͞ͳɽ
ᶆ ැͺɼܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨͶॊࣆͤΖҫྏ͗ंܐؖย
ݡʀࠫพͶΓΖ෫අ֒Νण͜͵͏Γ͑ɼࠅܔٶච
གྷ͵खૌΝࣰࢬͤΖɽ
ᶇ ැͺɼϭέοϱΝંझ͢ͱ͏͵͏ंં;ٶझͲ͘͵͏ं͗͵
ยݡʀࠫพΝण͜͵͏Γ͑ɼࠅܔٶචགྷ͵खૌΝࣰࢬ
ͤΖɽ
ᶈ ැͺɼք͖ΔҲ࣎ࣉͪ͢ࠅؾಒਫ਼ైָߏणΗࢩԋΏ
͏ͣΌࢯචགྷ͵खૌΝࣰࢬͤΖɽ
ᶉ ැؖؽܐؖ;ٶͺɼ֦झଲࡨΝࣰࢬͤΖͶ͕͏ͱɼࠅࣙ
༟ͳݘཤݸΝචགྷ࠹ঘݸͳͤΖɽಝͶɼଉ͗અ͜ΔΗͱ
͏ΖીͶͯ͏ͱͺɼं׳ΏंܐؖਕݘͶॉͶഓྂ͢ɼΉͥͺ
֚ીटࢭΏචགྷΝं׳ͶೣͶઈ͢ɼཀྵմʀྙڢΝಚΔΗ
ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳΝخຌͳͤΖͳͳͶɼଉన༽ͺɼ৽॑Ͷߨ͑
ͳͤΖɽΉͪɼঃਫ਼Ώ༽ޑӪ͗ڻࠃ͵ͳ͵ͮͱ
͏Ζ͞ͳͶཻқ͢ɼঃΏࢢڛɼ্֒ंͶ༫͓ΖӪڻΝॉഓྂͤ
ΖͳͳͶɼචགྷ͵ࢩԋΝన࣎నͶࣰࢬͤΖɽ
ᶊ ැ;ٶஏ๏ޮڠରͺɼϜηέɼݺਕ۫ޤɼҫ༂ɼҫ༂෨
ɼৱྋͶܐΖՃ߶ಇΏഛઐΌɼജΕੱ͢ΊΝາષͶյඈ͢
ͺ੫ԿͤΖͪΌɼචགྷ͵ીΝߪͣΖɽ
ᶋ ැͺɼஏ๏ޮڠରͳ࿊͢ܠɼଲࡨ͗ௗغԿͤΖͲਫ਼ͥΖ༹ʓ
͵ऀճ՟ୌͶଲԢͤΖͪΌɼన͵ࢩԋΝߨ͑ɽ
ʀ ௗؔغͶΚͪΖड़ࣙख़ͶΓΖϟϱνϩϖϩηӪڻɼഓ۰
ंྙɼ൞ࡓʀྙΏࣉಒٰଶɽ
ʀ ๅޮͳਕͳݘڢഓྂɽ
ʀ Өࣙۂख़ͶΓΖౙࢊɼࣨۂɼࣙࡶɽ
ʀ ऀճదͶ͵ཱིͬ͗͢ݿҲਕΔ͢߶ྺंɼۂٵͽͳΕՊ
ఋਫ਼ɽ



ʀ ड़ࣙख़ԾͲɼ߶ྺं͗ϓϪϩয়ସͶ͵Δ͵͏Γ͑ɼ
αϝϣωτΡͶ͕͜ΖࢩԋΝΌɼ݊߃ң࣍ʀղޤγʖϑη֮ฯɽ

ᶌ ැ;ٶஏ๏ޮڠରͺɼܗαϫψΤϩη״ઝͶΓΕ͚͵
ΔΗͪ๏Ͷଲ͢ͱଜݭΝͮͱ͕พΗɼՒ͗ߨΚΗΖΓ͑ɼన
͵๏๑Ͷͯ͏ͱɼबஎΝߨ͑ɽ
ᶍ ැͺɼϭέοϱંझͶสͪ͢࠰ٙඅ֒ࢯͪΌқً
Ώ૮ରΝکԿͤΖɽ
̐ʥࣁʀࣁࡒڇڛ
ᶅ ැͺɼࠅΏஏ๏ޮڠରགྷͶԢͣɼϜηέɼݺਕ۫ޤɼ
ভಡ༂ɼৱྋଁࢊΏԃڇڛ͵Νؖ࿊ࣆंۂͶགྷ੧ͤΖɽΉͪɼ
ැͺɼ״ઝࢯΏҫྏڛର֮ฯͪΌɼϜηέɼݺਕ۫ޤɼ
ਕحٷݼචགྷ͵ࣁΝැͲ֮ฯͤΖɽྭ͓ͻɼϜηέ
ΝැͲ߬͢ɼචགྷ͵ҫྏؖؽΏղࢬޤઅͶ༑ഓාͤΖͳͳ
Ͷɼ״ઝ֨Ͷඍ͓ͪඍடΝکԿͤΖɽ
ᶆ ැͺɼϜηέΏভಡ༂ࠅ͗චགྷͳͤΖࣁ͗҈ఈదͶ͠ڇڛ
ΗΖΓ͑ɼ͞ΗΔࣁऩڇಊΝࢻͤΖͳͳͶɼգ͵ࡑށΝ์
͓Ζ͞ͳ͵͏Γ͑ভඇंΏࣆंۂͶྮ੫͵ଲԢΝ͖͜;ݼΖɽ
ᶇ ැͺɼࣆସௗغԿ೨ಆͶɼϜηέΏ߇ۗ༂߇;ٶΤϩη༂ݬ
༂Νҫ༂ɼҫྏحؽҫྏң࣍Ͷචགྷ͵ࣁࡒ҈ఈ֮ฯͶΌ
ΖͳͳͶɼࠅࢊԿݗ౾ΝΌΖɽ
̑ʥͳؖؽܐؖ࿊ܠਬ
ᶅ ැͺɼஏ๏ޮڠରΝؖؽܐؖͳ๏ๅ༙ڠΝک
Կ͢ɼଲࡨ๏ਓਟଐ͵ఽୣͳɼଲࡨݳͶ͕͜Ζয়ڱѴΝ
ߨ͑ɽ
ᶆ ැͺɼଲࡨਬͶͪͮͱͺɼஏ๏ޮڠରɼࡃܨରؖ
ंܐқݡΝॉ͘͵͗ΔΌΖɽ
ᶇ ஏ๏ޮڠରͺɼฯ݊෨ۃΊ͵Δͥɼؽث؇ཀྵ෨ۃΌસͱ
෨ͱ͢ྙڢ͗ۃଲࡨͶͪΖɽ
ᶈ ැͺɼࠅࡏద͵࿊ܠΝືͶ͢ɼ̮̟̦ΏঀࠅʀஏҮଲԢয়ڱ



ͶͤؖΖๅफॄͶΌΖɽΉͪɼೖຌͲಚΔΗͪஎݡΝۅదͶ
̮̟̦ؖؽܐؖΏঀࠅʀஏҮͳ༙͢ڠɼࠕޛଲࡨͶͳ͖ͤ
ͳͶɼܗαϫψΤϩη״ઝ֨ͶΓΖӪڻΝण͜Ζࠅʀஏ
ҮͶଲͤΖࠅࡏऀճસରͳ͢ͱଲࡨͶ߫ͤݛΖɽ
ᶉ  ැͺɼેخҫָྡ;ٶڂݜজҫָڂݜɼӺָڂݜΝऀճҫָ
ڂݜڂݜରͶଲͤΖࢩԋΝ௪͢ͱɼܗαϫψΤϩη״ઝ
ଲࡨਬΝਦΖɽ
ᶊ  ಕැݟͺɼۛྣಕැݟ͗״ઝ֨ࢯͶ༹ͪ͜ʓ͵ી
ΏखૌΝߨ͑ͶͪΕɼ૮ޕͶ࿊ͤܠΖͳͳͶɼͨགྷ੧ͶԢͣɼ
චགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ɽ
ᶋ  ಝఈಕැݟͺ఼॑ીۢҮͲ͍Ζಕැݟͺɼࣆٺەସી
ͺΉΞԈࢯ఼॑ીΝࣰࢬͤΖͶͪͮͱͺɼ͍Δ͖ͣΌ
ැͳڢ٠͢ɼਟଐ͵ๅ༙ڠΝߨ͑ɽැଲࡨຌ෨ௗͺɼಝఈಕැ
ݟͺ఼॑ીۢҮͲ͍Ζಕැݟ͗నͶࣆٺەସીͺΉ
ΞԈࢯ఼॑ીΝߪͣΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼՊқݡΝಁΉ
͓ͯͯɼ૱Νߨ͑ͳͳͶɼಝͶචགྷ͍͗ΖͳΌΖͳ͘ͺɼ
ಕැݟஎࣆͶଲ͢ͱɼචགྷ͵ࢨࣖΝߨ͑ͳͤΖɽ
ᶌ ࣆٺەସઑݶؔغͶ༹ʓ͵ીΝࣰࢬͪ͢ࡏͶͺɼಝఈಕැ
ݟஎࣆࢨ;ٶఈߨؖؽௗͺැଲࡨຌ෨ௗͶɼಝఈࢤௌଞௗ;ٶ
ࢨఈஏ๏ޮؖؽڠௗͺͨॶࡑͤΖಝఈಕැݟஎࣆͶɼࢨఈޮڠ
ؖؽௗͺॶ؇ࢨఈߨؖؽͶɼͨࢭͨ;ٶཀྵ༟ΝๅࠄͤΖɽ
ැଲࡨຌ෨ௗͺࠅճͶɼಝఈಕැݟஎࣆࢨ;ٶఈߨؖؽௗͺ
ැଲࡨຌ෨ௗͶɼๅࠄΝणͪ͜ࣆߴΝๅࠄͤΖɽ
̒ʥऀճؽң࣍
ᶅ ැɼஏ๏ޮڠରɼࢨఈޮࢨ;ٶؖؽڠఈஏ๏ޮؖؽڠͺɼ৮ҽͶ͕
͜Ζ״ઝΝ͛Γ͑ຬસΝਜ͚ͤͳͳͶɼຬ͗Ҳ৮ҽͶ͕͏ͱ״ઝं
ͺંৰं֮͗͠ΗͪͶɼ৮ແ͗ங଼͵͚ߨ͓ΖΓ͑ͶଲࡨΝ
͍Δ͖ͣΌߪͣΖɽಝͶɼτϪϑճ٠;ٶτϪϭʖέۅద͵ࣰࢬͶ
ΌΖɽ



ᶆ ஏ๏ޮڠରɼࢨఈޮࢨ;ٶؖؽڠఈஏ๏ޮؖؽڠͺɼుـɼΪηɼਭ
ಕɼޮިڠ௪ɼ௪৶ɼۜ༧ۂң࣍Ν௪͢ͱɼࠅਫ਼ࠅ;ٶࡃܨ
Ӫ࠹͗ڻঘͳ͵ΖΓ͑ޮӻదࣆۂΝܩକͤΖɽ
ᶇ ැͺɼࢨఈޮؖؽڠޮӻదࣆۂܩକͶࢩ্͗ਫ਼ͣΖ͞ͳ͗͵͏Γ
͑ɼචགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ɽ
ᶈ ࠅਫ਼ʀࠅࡃܨ҈ఈ֮ฯͶՆܿ͵ۂແΝߨ͑ࣆंۂͺɼࠅਫ਼
ࠅ;ٶ҈ࡃܨఈͪΌɼࣆۂܩକΝਦΖɽ
ᶉ ැͺɼࣆंۂγʖϑηڛਭ६ͶܐΖয়ڱѴͶΌɼචགྷ
ͶԢͣɼࠅबஎΝਦΖɽ
ᶊ ැͺɼߕۯɼߕɼҫྏؖؽͶ͕͜ΖφϧϔϩΝࢯͤΖͪΌɼ
චགྷͶԢͣɼܱվܱඍΝࣰࢬͤΖɽ
ᶋ ܱࡱͺɼࠠཛྷͶ֦ͣͪझ൞ࡓΝཊࢯͤΖͳͳͶɼखగΕΝబఊ
ͤΖɽ
̓ʥࣆٺەସઑݶմঈޛखૌ
ැͺɼࣆٺەସઑݶմঈΝߨͮͪޛɼಕැݟΏخຌదଲॴ
๏ਓՌճɼՌճͳఈغద͵ๅިΝ௪ͣɼࠅ಼״ઝয়
ڱรԿɼࢬࡨࣰࢬয়ڱΝఈغదͶੵʀՃʀৄݗΝߨ͑ɽͨ
Ͳɼ࠹ๅͶͱ͏ͰخనͶɼࠅΏंܐؖๅ৶Νߨ͑ͳ
ͳͶɼͨΗΉͲஎݡͶ͘ͰخɼΓΕ༙ް͵ଲࡨΝࣰࢬͤΖɽ
̔ʥͨଠ
ᶅ ැͺɼචགྷͶԢͣɼଠ๑ྫͶ͚ͰخଲԢͶͯ͏ͱߪͣΖ͞ͳͳ
ͤΖɽ
ᶆ ࠕޛয়͗ڱɼࣆٺەସઑݶགྷ݇Ͷ֚ͤΖ͖൳͖Ͷͯ͏ͱ
ͺɼքͲ״ઝंਫ਼য়ͳͳڱͶɼ״ઝܨ࿑͵ं׳Ώ
έϧηνʖਫ਼য়ڱࠅ಼Ͳ״ઝ֨;ٶҫྏڛରͽ
ͮയয়ڱΝಁΉ͓ͱɼࠅਫ਼ࠅ;ٶࡃܨͶਛ͵ӪڻΝ·ٶ
͕ͤͨΗ͍͗Ζ͖൳͖Ͷͯ͏ͱɼැଲࡨຌ෨ௗ͗خຌదଲॴ๏ਓ
ՌճқݡΝॉಁΉ͓ͪͲ૱దͶஇͤΖ͞ͳͳͤΖɽ
ᶇ ැͺɼخຌదଲॴ๏ਓΝรߍ͢ɼͺɼࣆٺەସΝઑݶɼܩକऑ



͚͢ͺश྅ͤΖͶͪͮͱͺɼͪ͵Ռָదஎݡɼ״ઝয়ڱɼࢬࡨ
ࣰߨয়ڱΝߡྂͪ͢Ͳɼخຌదଲॴ๏ਓՌճқݡΝॉಁΉ
͓ͪͲྡؽԢรͶଲԢͤΖɽ






ูῧ ⥭ᛴែᐉゝᴗࡢ⥅⥆ࡀồࡵࡽࢀࡿᴗ⪅


 ௨ୗࠊᴗ⪅➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ୕ࡘࡢᐦࠖࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡘࡘࠊᴗࡢ⥅⥆ࢆồࡵࡿࠋ

㸯㸬་⒪యไࡢ⥔ᣢ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ⒪ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࡑࡢࡢ㔜せᝈࡢᑐᛂࡶ
࠶ࡿࡓࡵࠊ࡚ࡢ་⒪㛵ಀ⪅ࡢᴗ⥅⥆ࢆせㄳࡍࡿࠋ
࣭་⒪㛵ಀ⪅ࡣࠊ㝔࣭⸆ᒁ➼ࡢࠊ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢ㍺ධ࣭〇㐀࣭㈍
ࠊ⊩⾑ࢆᐇࡍࡿ᥇⾑ᴗࠊධ㝔⪅ࡢ㣗ᥦ౪➼ࠊᝈ⪅ࡢ⒪ᚲせ࡞
࡚ࡢ≀㈨࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࢃࡿ〇㐀ᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࢆྵࡴࠋ
㸰㸬ᨭࡀᚲせ࡞᪉ࠎࡢಖㆤࡢ⥅⥆
࣭㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼≉ᨭࡀᚲせ࡞᪉ࠎࡢᒃఫࡸᨭ㛵ࡍࡿ࡚ࡢ㛵ಀ⪅
㸦⏕άᨭ㛵ಀᴗ⪅㸧ࡢᴗ⥅⥆ࢆせㄳࡍࡿࠋ
࣭⏕άᨭ㛵ಀᴗ⪅ࡣࠊㆤ⪁ே⚟♴タࠊ㞀ᐖ⪅ᨭタ➼ࡢ㐠Ⴀ㛵ಀ
⪅ࡢࠊタධᡤ⪅ࡢ㣗ᥦ౪࡞ࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡀ⏕άࡍࡿୖ࡛
ᚲせ࡞≀㈨࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࢃࡿ࡚ࡢ〇㐀ᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࢆྵࡴࠋ
㸱㸬ᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞⏕άࡢ☜ಖ
࣭⮬Ꮿ➼࡛㐣ࡈࡍᅜẸࡀࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵྍḞ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ㛵ಀᴗ⪅ࡢᴗ⥅⥆ࢆせㄳࡍࡿࠋ
ձ ࣥࣇࣛ㐠Ⴀ㛵ಀ㸦㟁ຊࠊ࢞ࢫࠊ▼Ἔ࣭▼ἜᏛ࣭㹊㹎࢞ࢫࠊୖୗỈ㐨ࠊ㏻
ಙ࣭ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮➼㸧
ղ 㣧㣗ᩱရ౪⤥㛵ಀ㸦㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭⁺ᴗࠊ㣧㣗ᩱရࡢ㍺ධ࣭〇㐀࣭ຍᕤ࣭ὶ㏻࣭
ࢿࢵࢺ㏻㈍➼㸧
ճ ⏕άᚲ㟂≀㈨౪⤥㛵ಀ㸦ᐙᗞ⏝ရࡢ㍺ධ࣭〇㐀࣭ຍᕤ࣭ὶ㏻࣭ࢿࢵࢺ㏻㈍➼㸧
մ Ꮿ㓄࣭ࢸࢡ࢘ࢺࠊ⏕άᚲ㟂≀㈨ࡢᑠ㛵ಀ㸦ⓒ㈌ᗑ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢥࣥࣅ
ࢽࠊࢻࣛࢵࢢࢫࢺࠊ࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮➼㸧
յ ᐙᗞ⏝ရࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㛵ಀ㸦㓄⟶ᕤ࣭㟁Ẽᢏᖌ➼㸧
ն ⏕άᚲ㟂ࢧ࣮ࣅࢫ㸦࣍ࢸ࣭ࣝᐟἩࠊ㖹⨾⌮ࠊᐜࠊࣛࣥࢻ࣮ࣜࠊ⋇་➼㸧
շࡈࡳฎ⌮㛵ಀ㸦ᗫᲠ≀㞟࣭㐠ᦙࠊฎศ➼㸧
ոෙ፧ⴿ⚍ᴗ㛵ಀ㸦ⅆⴿࡢᐇࡸ㑇యࡢṚᚋฎ⨨ಀࡿᴗ⪅➼㸧
չ࣓ࢹ㸦ࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜ࠊ᪂⪺ࠊࢿࢵࢺ㛵ಀ⪅➼㸧
պಶேྥࡅࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࢿࢵࢺ㓄ಙࠊ㐲㝸ᩍ⫱ࠊࢿࢵࢺ⎔ቃ⥔ᣢಀࡿタഛ࣭ࢧ
࣮ࣅࢫࠊ⮬ᐙ⏝㌴➼ࡢᩚഛ➼㸧




㸲㸬♫ࡢᏳᐃࡢ⥔ᣢ
࣭♫ࡢᏳᐃࡢ⥔ᣢࡢほⅬࡽࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢᮇ㛫୰ࡶࠊᴗࡢάືࢆ⥔
ᣢࡍࡿࡓࡵྍḞ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㛵ಀᴗ⪅ࡢ᭱ప㝈ࡢᴗ⥅⥆
ࢆせㄳࡍࡿࠋ
ձ 㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㸦㖟⾜ࠊಙ㔠࣭ಙ⤌ࠊドๆࠊಖ㝤ࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࡑࡢỴ
῭ࢧ࣮ࣅࢫ➼㸧
ղ≀ὶ࣭㐠㏦ࢧ࣮ࣅࢫ㸦㕲㐨ࠊࣂࢫ࣭ࢱࢡࢩ࣮࣭ࢺࣛࢵࢡࠊᾏ㐠࣭ ‴⟶⌮ࠊ
⯟✵࣭✵ ⟶⌮ࠊ㒑౽➼㸧
ճᅜ㜵ᚲせ࡞〇㐀ᴗ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ⥔ᣢ㸦⯟✵ᶵࠊ₯ỈⰄ➼㸧
մᴗάື࣭Ᏻࡢ⥔ᣢᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ
㛵ಀ➼㸧
յᏳᏳᚰᚲせ࡞♫ᇶ┙㸦Ἑᕝࡸ㐨㊰➼ࡢබ≀⟶⌮ࠊබඹᕤࠊᗫᲠ≀ฎ
⌮ࠊಶูἲᇶ࡙ࡃ༴㝤≀⟶⌮➼㸧
ն⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ➼㸦㆙ᐹࠊᾘ㜵ࠊࡑࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ㸧
շ ⫱ඣࢧ࣮ࣅࢫ㸦クඣᡤ➼㸧

㸳㸬ࡑࡢ
࣭་⒪ࠊ〇㐀ᴗࡢ࠺ࡕࠊタഛࡢ≉ᛶୖࠊ⏕⏘Ṇࡀᅔ㞴࡞ࡶࡢ㸦㧗⅔ࡸ༙ᑟయ
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年８月 25 日）
（新旧対照表）
（主な変更点）
（下線部分は改定箇所）
変

更

案

現

序文

行

序文

（略）

(略)

令和３年８月 17 日には、感染状況や医療提供体制・公

令和３年８月 17 日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行 衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
い、新規陽性者数が急速に増加し、公衆衛生体制・医療提 新規陽性者数が急速に増加し、公衆衛生体制・医療提供
供体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっていることな 体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっていることなど
どから、８月 20 日以降については、法第 32 条第３項に から、８月 20 日以降については、法第 32 条第３項に基
基づき、緊急事態措置区域として埼玉県、千葉県、東京 づき、緊急事態措置区域として埼玉県、千葉県、東京都、
都、神奈川県、大阪府及び沖縄県に加え、茨城県、栃木 神奈川県、大阪府及び沖縄県に加え、茨城県、栃木県、群
県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加す 馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加する変更
る変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 を行うとともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大
県、大阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべ 阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間
き期間を令和３年９月 12 日まで延長し、茨城県、栃木県、 を令和３年９月 12 日まで延長し、茨城県、栃木県、群馬
群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県において緊急 県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県において緊急事態
１

事態措置を実施すべき期間を令和３年８月 20 日から令 措置を実施すべき期間を令和３年８月 20 日から令和３
和３年９月 12 日までの 24 日間とすることとした。

年９月 12 日までの 24 日間とすることとした。

また、同じく令和３年８月 17 日には、８月 20 日以降

また、同じく令和３年８月 17 日に、８月 20 日以降に

については、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区 ついては、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区域
域から茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県 から茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及
及び福岡県を除外し、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、 び福岡県を除外し、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三
三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県を 重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県を追
追加する変更を行うとともに、北海道、福島県、石川県、 加する変更を行うとともに、北海道、福島県、石川県、愛
愛知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措 知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措置
置を実施すべき期間を令和３年９月 12 日まで延長し、宮 を実施すべき期間を令和３年９月 12 日まで延長し、宮城
城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、 県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、
香川県、愛媛県及び鹿児島県においてまん延防止等重点 香川県、愛媛県及び鹿児島県においてまん延防止等重点
措置を実施すべき期間を令和３年８月 20 日から令和３ 措置を実施すべき期間を令和３年８月 20 日から令和３
年９月 12 日までの 24 日間とする旨の公示を行った。

年９月 12 日までの 24 日間とする旨の公示を行った。

令和３年８月 25 日に、感染状況や医療提供体制・公衆

（新設）

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
新規陽性者数が過去最大の水準を更新し続けており、そ
の増加傾向が著しい地域が見られることなどから、８月
27 日以降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事
態措置区域として茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
2

県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、
福岡県及び沖縄県に加え、北海道、宮城県、岐阜県、愛知
県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を追加する変更を
行うとともに、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、岡山県及び広島県において緊急事態措置を実施
すべき期間を令和３年８月 27 日から令和３年９月 12 日
までの 17 日間とすることとした。
また、同じく令和３年８月 25 日に、８月 27 日以降に
ついては、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区域
から北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、
岡山県及び広島県を除外し、高知県、佐賀県、長崎県及び
宮崎県を追加する変更を行うとともに、高知県、佐賀県、
長崎県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施
すべき期間を令和３年８月 27 日から令和３年９月 12 日
までの 17 日間とする旨の公示を行った。
（略）
一

（略）

新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実

（略）

（略）

3

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。

特徴がある。

（略）

（略）

・

・

一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少

一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少

しずつ変異していくものであり、新型コロナウイル

しずつ変異していくものであり、新型コロナウイル

スも約 2 週間で一か所程度の速度でその塩基が変異

スも約 2 週間で一か所程度の速度でその塩基が変異

していると考えられている。現在、新たな変異株が世

していると考えられている。現在、新たな変異株が世

界各地で確認されており、こうした新たな変異株に

界各地で確認されており、こうした新たな変異株に

対して警戒を強めていく必要がある。国立感染症研

対して警戒を強めていく必要がある。国立感染症研

究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に

究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に

応じて、変異株を懸念される変異株（Variant of

応じて、変異株を懸念される変異株（Variant of

Concern：ＶＯＣ）と注目すべき変異株（Variant of

Concern：ＶＯＣ）と注目すべき変異株（Variant of

Interest：ＶＯＩ）に分類している。国立感染症研究

Interest：ＶＯＩ）に分類している。国立感染症研究

所によると、懸念される変異株は、B.1.1.7 系統の変

所によると、懸念される変異株は、B.1.1.7 系統の変

異株（アルファ株）
、B.1.351 系統の変異株（ベータ

異株（アルファ株）
、B.1.351 系統の変異株（ベータ

株）、P.1 系統の変異株（ガンマ株）
、B.1.617.2 系統

株）、P.1 系統の変異株（ガンマ株）
、B.1.617.2 系統

の変異株（デルタ株）がある。これらの変異株につい

の変異株（デルタ株）がある。これらの変異株につい

ては、従来株よりも感染しやすい可能性がある

ては、従来株よりも感染しやすい可能性がある

（B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）は、実効再生

（B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）は、実効再生

産数の期待値が従来株の 1.32 倍と推定、診断時に肺

産数の期待値が従来株の 1.32 倍と推定、診断時に肺
4

炎以上の症状を有しているリスクが従来株の 1.4 倍

炎以上の症状を有しているリスクが従来株の 1.4 倍

（40-64 歳では 1.66 倍）と推定）。また、B.1.1.7 系

（40-64 歳では 1.66 倍）と推定）。また、B.1.1.7 系

統の変異株（アルファ株）や B.1.351 系統の変異株

統の変異株（アルファ株）や B.1.351 系統の変異株

（ベータ株）
、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）

（ベータ株）
、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）

については、重症化しやすい可能性も指摘されてい

については、重症化しやすい可能性も指摘されてい

る。B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）については、

る。B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）については、

B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）よりも感染しや

B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）よりも感染しや

すい可能性も示唆されている。また、B.1.351 系統の

すい可能性も示唆されている。また、B.1.351 系統の

変異株（ベータ株）
、P.1 系統の変異株（ガンマ株）、

変異株（ベータ株）
、P.1 系統の変異株（ガンマ株）、

B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）は、従来株より、

B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）は、従来株より、

免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘さ

免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘さ

れている。我が国では、B.1.617.2 系統の変異株（デ

れている。我が国では、B.1.617.2 系統の変異株（デ

ルタ株）の割合が直近では各地で９割を超える状況

ルタ株）の割合が上昇しており、B.1.1.7 系統の変異

と推計されており、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ

株（アルファ株）から B.1.617.2 系統の変異株（デ

株）から B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に一

ルタ株）に置き換わりが進んでいる。また、注目すべ

部の地域を除き、ほぼ置き換わったと考えられる。ま

き変異株は、B.1.617.1 系統の変異株（カッパ株）が

た、注目すべき変異株は、B.1.617.1 系統の変異株（カ

ある。これら注目すべき変異株に対しては、その疫学

ッパ株）がある。これら注目すべき変異株に対して

的特性を分析し、引き続き、ゲノムサーベイランスを

は、その疫学的特性を分析し、引き続き、ゲノムサー

通じて実態を把握する必要があるとされている。

ベイランスを通じて実態を把握する必要があるとさ
5

れている。
（略）

（略）

（略）

（略）

・ また、ワクチンについては、これまでモデルナ社、

・ また、ワクチンについては、これまでモデルナ社、

アストラゼネカ社及びファイザー社のワクチンの供

アストラゼネカ社及びファイザー社のワクチンの供

給を受けることについて契約締結に至っている。ワ

給を受けることについて契約締結に至っている。ワ

クチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法（昭

クチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法（昭

和 23 年法律第 68 号）の改正を行うとともに、分科

和 23 年法律第 68 号）の改正を行うとともに、分科

会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働

会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働

省において令和３年２月９日に「新型コロナウイル

省において令和３年２月９日に「新型コロナウイル

ス感染症に係るワクチンの接種について」
（以下「ワ

ス感染症に係るワクチンの接種について」
（以下「ワ

クチン接種について」という。
）をとりまとめた。そ

クチン接種について」という。
）をとりまとめた。そ

の後、2 月 14 日にはファイザー社のワクチンが薬事

の後、2 月 14 日にはファイザー社のワクチンが薬事

承認され、厚生科学審議会等を経て、２月 17 日に医

承認され、厚生科学審議会等を経て、２月 17 日に医

療従事者向けの先行接種を開始し、４月 12 日より高

療従事者向けの先行接種を開始し、４月 12 日より高

齢者への接種を開始した。また、5 月 21 日にはアス

齢者への接種を開始した。また、5 月 21 日にはアス

トラゼネカ社及びモデルナ社のワクチンが薬事承認

トラゼネカ社及びモデルナ社のワクチンが薬事承認

された。その後、厚生科学審議会において議論を行

された。その後、厚生科学審議会において議論を行

い、モデルナ社のワクチンについて、予防接種で使用

い、モデルナ社のワクチンについて、予防接種で使用

するワクチンに追加することとなり、5 月 24 日開設

するワクチンに追加することとなり、5 月 24 日開設
6

の自衛隊大規模接種センター等での接種を開始する

の自衛隊大規模接種センター等での接種を開始する

とともに、６月 21 日より職域接種が本格的に開始さ

とともに、６月 21 日より職域接種が本格的に開始さ

れた。アストラゼネカ社のワクチンについては、厚生

れた。アストラゼネカ社のワクチンについては、厚生

科学審議会を経て、８月３日より予防接種法上の接

科学審議会を経て、８月３日より予防接種法上の接

種に位置付け、原則として 40 歳以上を対象として接

種に位置付け、原則として 40 歳以上を対象として接

種を行えるようになった。（削除）

種を行えるようになった。また、７月末時点で８割程
度の高齢者が２回接種していると見込まれ、
「希望す
る高齢者への２回接種」という目標を概ね達成した
ものと考えられる。

（略）
二

（略）

新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な 二

新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針

方針

①～⑥ （略）

①～⑥ （略）

⑦

⑦

感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や

感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や

「感染リスクが高まる「５つの場面」
」を回避するこ

「感染リスクが高まる「５つの場面」
」を回避するこ

と等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、

と等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、

業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づ

業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づ

く進化を促していく。特に、B.1.617.2 系統の変異株

く進化を促していく。（新設）

（デルタ株）に置き換わりが進み、急速に感染が拡大
7

していることを踏まえ、業種別ガイドラインの改訂
を行うことを促す。
⑧・⑨ （略）

⑧・⑨ （略）

⑩

⑩

緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、

緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、

医療のひっ迫する状況を回避できるよう、臨時の医

医療提供体制等の確保に全力をあげて取り組む。そ

療施設等の活用も含め医療提供体制等の確保に全力

の他の地域も併せ、
「相談・受診・検査」～「療養先

をあげて取り組む。その他の地域も併せ、
「相談・受

調整・移送」～「転退院・解除」まで、一連の患者対

診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」

応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大

まで、一連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・

限活用されるよう留意しつつ、感染拡大時に確実に

宿泊療養施設が最大限活用されるよう留意しつつ、

機能する医療提供体制を整備する。また、積極的な検

感染拡大時に確実に機能する医療提供体制を整備す

査戦略を実施する。

る。また、積極的な検査戦略を実施する。
⑪
三

（略）

⑪

新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要 三
事項

（略）
新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項

（１）
（略）

（１）
（略）

（２）サーベイランス・情報収集

（２）サーベイランス・情報収集

①

（略）

①

（略）

②

（略）

②

（略）
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また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に

また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

設、保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

設、保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

握するための健康観察アプリも活用しつつ、迅速に検

握するための健康観察アプリも活用しつつ、迅速に検

査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易

査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易

キット最大約 800 万回程度分を確保し、令和３年６

キット最大約 800 万回程度分を確保し、令和３年６

月から配布を開始したところであり、施設への配布を

月から配布を開始したところであり、施設への配布を

加速する。さらに、政府は、クラスターの大規模化及

加速する。さらに、政府は、クラスターの大規模化及

び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観察アプリも活

び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観察アプリも活

用し、医療機関との連携体制の確立を図りつつ、大学、

用し、医療機関との連携体制の確立を図りつつ、大学、

専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80

専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80

万回程度分の抗原簡易キットの配布を７月末に開始

万回程度分の抗原簡易キットの配布を７月末に開始

するとともに、中学校、小学校、幼稚園等に対しても、

し、これを活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛

最大約 80 万回程度分の抗原簡易キットの配布を９月

み等軽い症状を有する者をいう。以下同じ。
）に対す

上旬に開始し、発熱等の症状がある場合には、自宅で

る迅速な検査を実施し、陽性者発見時には、幅広い接

休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、

触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、

直ちには医療機関を受診できない場合等において、教

迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実
9

職員や速やかな帰宅が困難である等の事情のある児

施する。また、職場においても、健康観察アプリも活

童生徒（小学校４年生以上）を対象として抗原簡易キ

用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用

ットこれを活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛

した検査を実施するよう促すとともに、クラスターの

み等軽い症状を有する者をいう。以下同じ。
）に対す

発生が懸念される職場に関する重点的な取組を働き

る迅速な検査を実施し、陽性者発見時には、幅広い接

かけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保

触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、

健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に

迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実

ＰＣＲ検査等を行政検査として実施する。これらの検

施する。また、職場においても、健康観察アプリも活

査に用いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切

用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用

に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等

した検査を実施するよう促すとともに、クラスターの

を理解した職員等の管理下で検査を実施させる。

発生が懸念される職場に関する重点的な取組を働き
かけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保
健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に
ＰＣＲ検査等を行政検査として実施する。これらの検
査に用いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切
に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等
を理解した職員等の管理下で検査を実施させる。
（略）

（略）

③～⑩ （略）

③～⑩ （略）

（３）まん延防止

（３）まん延防止
10

１）～６） （略）

１）～６） （略）

７）学校等の取扱い

７）学校等の取扱い

①

文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

①

文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、
「学校における新型コロナウイルス感染症に関

ら、
「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接

請する。また、大学等については、感染防止と面接

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用し

対策の徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者

た学修者本位の授業の効果的な実施による学生等

本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機

の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学

会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮にお

生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などに

ける感染防止策、懇親会や飲み会などについては、

ついては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

学生等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や

び重点措置区域においては、部活動や課外活動に

課外活動における感染リスクの高い活動の制限又

おける感染リスクの高い活動の制限又は自粛）を
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は自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

要請する。特に、発熱等の症状がある学生等が登

生等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、

る。また、大学、高等学校等における軽症状者に対

大学、高等学校等における軽症状者に対する抗原

する抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国

簡易キット等の活用（部活動、各種全国大会前で

大会前での健康チェック等における活用を含む。）

の健康チェック等における活用を含む。）を奨励す

や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな

る。

帰宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学
校４年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨励
する。また、教職員のワクチン接種が進むよう、大

（新設）

学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育委
員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を希
望する場合の積極的な協力を依頼するとともに、
地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に当
たり、教育委員会や私学担当部局がワクチン担当
部局と連携し、希望する教職員のワクチン接種が
進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。
②

都道府県は、政府が行うモニタリング検査におい

（新設）

て、小学校、中学校等の教職員も、積極的に参加す
るように協力を行うものとする。また、都道府県は、

都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感

学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい

染症対策について指導するとともに、地域の感染

12

て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者

状況や学校関係者の感染者情報について速やかに

の感染者情報について速やかに情報共有を行うも

情報共有を行うものとする。

のとする。
③

厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等に

②

ついて、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所

ついて、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所

することを要請する。

することを要請する。

８）～14） （略）

８）～14） （略）

（４）医療等
①

厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等に

（４）医療等

（略）

①

・ （略）

（略）

・ （略）

自宅療養等を行う際には、自宅療養や宿泊療養

自宅療養等を行う際には、自宅療養や宿泊療養

中に症状が悪化し、亡くなる方もいることを踏ま

中に症状が悪化し、亡くなる方もいることを踏ま

え、都道府県等は電話等情報通信機器や情報把握・

え、都道府県等は電話等情報通信機器や情報把握・

管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）の自動架電

管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）の自動架電

等の機能を用いて遠隔で健康状態を把握するとと

等の機能を用いて遠隔で健康状態を把握するとと

もに、医師が必要とした場合には電話等情報通信

もに、医師が必要とした場合には電話等情報通信

機器を用いて診療を行う体制を整備すること。症

機器を用いて診療を行う体制を整備すること。症

状悪化時に確実に酸素投与や治療につなげること

状悪化時に確実に酸素投与や治療につなげること

ができるよう入院待機施設（いわゆる入院待機ス

ができるよう施設（ステーション）整備や酸素濃

テーションや酸素ステーション）の整備や酸素濃

縮機の確保を進めること。（略）
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縮装置の確保を進めること。（略）
（略）

（略）

・

・

都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロ

都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロ

ナウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定

ナウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定

する重点医療機関の指定等、地域の医療機関の役

する重点医療機関の指定等、地域の医療機関の役

割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保

割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保

計画に沿って、段階的に病床・宿泊療養施設を確

計画に沿って、段階的に病床・宿泊療養施設を確

保すること。その際、妊産婦等の特別な配慮が必

保すること。
（新設）

要な患者を含め、必要な場合に確実に入院につな
げられる体制を整備すること。
（略）

（略）

さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設

さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設

置、非稼働病床の利用の取組を推進するとともに、

置、非稼働病床の利用の取組を推進するとともに、

それでもなお病床が不足すると見込まれる場合に

それでもなお病床が不足すると見込まれる場合に

は、臨時の医療施設の開設についてその活用を十

は、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設

分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に当た

についてその活用を十分に考慮すること。臨時の

っては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共

医療施設の開設に当たっては、あらかじめ政府と

有を行うとともに、開設後は定期的に運営状況を

協議し、迅速な情報共有を行うとともに、開設後

報告する。厚生労働省は、それらの活用に当たっ

は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、

て、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が

それらの活用に当たって、必要な支援を行うこと。
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感染症法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法

また、都道府県等が感染症法第 16 条の２に基づく

第 31 条に基づく医療等の実施の要請等を行う場

協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の実施

合には、当該医療等が適切に実施されるよう、必

の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実

要な支援を行うこと。

施されるよう、必要な支援を行うこと。

（略）

（略）

②～⑦ （略）

②～⑦ （略）

⑧

⑧

（略）

（略）

（略）

（略）

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニブ

・

レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニ

について、必要な患者への供給の確保を図るととも

ブレムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニブ

に、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬

について、必要な患者への供給の確保を図るととも

等の開発を加速すること。カシリビマブ・イムデビ

に、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬

マブについては、軽症患者の重症化を防止すること

等の開発を加速すること。カシリビマブ・イムデビ

は医療提供体制の確保という観点からも重要であ

マブについては、軽症患者の重症化を防止すること

ることから、必要な患者への供給の確保を図るとと

は医療提供体制の確保という観点からも重要であ

もに、緊急事態措置区域及び重点措置区域を中心

ることから、必要な患者への供給の確保を図るとと

に、医療機関にあらかじめ配布することに加え、投

もに、緊急事態措置区域及び重点措置区域を中心に

与後の観察体制の確保等の一定の要件を満たした

医療機関にあらかじめ配布するなど、医療現場にお

医療機関による外来投与の実施など、医療現場にお

いて投与が必要な者に適切かつ確実に活用できる

いて投与が必要な者に適切かつ確実に活用できる

よう取り組むこと。他の治療で使用されている薬剤
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よう取り組むこと。他の治療で使用されている薬剤

のうち、効果が期待されるものについて、その効果

のうち、効果が期待されるものについて、その効果

を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施

を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施

すること。また、重症化マーカーを含めた重症化リ

すること。また、重症化マーカーを含めた重症化リ

スクに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治

スクに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治

療方法について、現場での活用に向けた周知、普及

療方法について、現場での活用に向けた周知、普及

等に努めること。

等に努めること。
（略）
⑨

（略）

（略）

（５）
・（６） （略）

⑨

（略）

（５）
・（６） （略）
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