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ࡉࡲ᪉ࡈᢨ㟢ࡋ࡚ࠊඛᏛ㛗ࡀ⏦ࡋୖ

࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀㄢ㢟ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾

ࡆࡓࡼ࠺ࠊྛᏛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ᰯ➼࠾

ࡾࡲࡍࠋ

࠸࡚ᴗ࡛ᚓࡽࢀࡓᵝࠎ࡞ᡂᯝࢆ᭷ຠά

 ࢸ࣮࣐Ϫ࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯⤖ᯝ࡛ࡈࡊ࠸

⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ

ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࢫࣛࢻࡢࡼ࠺ධヨ

࣒࢘ࡢࡓࡿ┠ⓗ࡛ࡍࠋ

ᨵ㠉ࡢ㒊ศ࡛ࡣࠊㄢ㢟ࡋ࡚ࡣᏛ⏕ࡢᏛ⩦

 ࡇࡢࢸ࣮࣐Ϫࡣࠊධヨᨵ㠉㧗᥋⥆

༞ᴗᚋࢆ㏣㊧ࡋࠊᮏᴗࡢຠᯝࢆ

࠸࠺ 2 ࡘࡢࡁ࡞ᰕࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ┠ᶆ

࡚ḧࡋ࠸ゝ࠺ࡇ࡛ࡍࠋせࡍࡿࠊࡇࡢ

ࡋ࡚ࠊⅬࡽ⥺ࡑࡋ࡚ḟඖࡢᣑࡀࡾ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋ࡚ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡀࠊ༞

࠸࠺ࠊධᏛ⪅Ꮫࡢ᥋⥆ࢆࠊࡲࡎࡣ

ᴗᚋࡢࡼ࠺࡞ேᮦ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ධヨᨵ㠉ࡢ㠃ࡽ㌿ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇ

ࡇࢁࢆ

ࢆ┠ᶆタᐃࡋࡲࡋࡓࠋཧຍᏛࡣࠊ࠾Ⲕ

⬟ᛶ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽ㧗᥋⥆ࡘࡁࡲࡋ࡚

ࡢỈዪᏊᏛࠊᒸᒣᏛࠊ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ

ࡣࠊࡇࢀࡶྠᵝཧຍࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡀᏛ⏕

ࡢ 3 Ꮫ࡛ࠊධヨᨵ㠉ࢆ࣓ࣥᴗࢆ㐍

࡞ࡗ࡚ࠊࡉࡽ♫ฟ࡚࠸ࡃ࠸࠺

ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽ㧗᥋⥆ࡀ 5

ࡢຠᯝࡢ

Ꮫ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ≉㧗ᰯ

ࡢࡀㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇ

Ꮫࡢ᥋⥆ࢆࠊධヨࡢ୰࡛࠺ᒎ㛤ࡋ࡚࠸

ࢀࡽࡢᣦࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᏛ࡛ᕤኵࢆจ

ࡃ࠸࠺ࡇࢆࠊྛᏛ࡛ࡈᥦ࠸ࡓࡔ

ࡽࡋࡓ㏣㊧ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ⪺࠸࡚࠾ࡾࡲ

࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ༓ⴥᏛࠊᮏᏛࠊឡᏛࠊ

ࡍࠋ

୕㔜┴❧┳ㆤᏛࠊᮥᯘᏛࡢ 5 Ꮫࡀࡇ

 ࡇࡢᴗࡣ 6 ᖺ┠࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍

ࡢᴗཧຍࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㒊ࡢᑐ㇟Ꮫ⏕ࡣ༞ᴗࡋࡲࡋࡓࡀࠊ♫ฟ

 ᮏᴗࡢ୰㛫ホ౯࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ

࡚ࡶࡲࡔ 1 ᖺ┠ࠊ2 ᖺ┠ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀ

AP ᴗయ࡛ࡣࠊࡇࡢࢫࣛࢻࡼ࠺ከ

ࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ຠᯝࡢ

ࡃࡢᡂᯝࡀฟ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊㄢ㢟

ศࡣྛᏛࡉࢇࡶ࠾ᣢࡕ࡛࡞࠸ᣏᐹࡉ

ࡋ࡚ࡶఱⅬࠊ≉Ꮫ⏕ࡢどⅬࡽࡢࡼ

ࢀࡲࡍࠋࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ6 ᖺ㛫࠸࠺ࡢࡣ

࠺ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣධᏛࡋࡓ

ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡣ㛗ᮇ㛫࡛ࡍࡢ࡛ࠊ

Ꮫ⏕ࡀࡢࡼ࠺Ꮫࡧࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡃ

㠀ᖖከࡃࡢᡂᯝࡀฟ࡚࠸ࡿ⪺࠸࡚࠾ࡾ

࠸࠺ࡇࢁࢆࡐࡦᚋࡶ⥆ࡅ࡚ࡋ࠸

ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᅇྛᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ

ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 2 ␒┠ࡢᏛάືࡢ୰᩿

20 ศ࡛ࠊ㠀ᖖ▷ࡃࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀ

ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢧࢡࣝࢆᐃ╔ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸

ࡶⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢ࠶ࠊ㞄᥋

ᐃࡋ

ᐃࡋ࡚ࡋ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᣢ⥆ྍ

ᐃࢆࠊࡐࡦ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸࠸࠺

ᐃ⤖ᯝࡣ༑

ࡢ࣏ࢫࢱ࣮ሙ࡛ྛᏛࡉࡲࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢆ

5

ᥖ♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾㛫ࡢ࠶ࡿࡁ
㉁ၥࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃ࠸࠺ሙࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢෆᐜࡋ࡚ࡣࠊ
ึࡵࠊ᮶㈱ࡋ࡚ᩥ⛉┬ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᒁ
ࡽࠊ㈨ᩱ࡛ࡣす⏣ࡉࡲ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ
ࡀࠊࡈ㒔ྜࡼࡾຍ⸨ࡉࡲ࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ࠶๓༙ࡀධヨᨵ㠉ࠊ
ࡑࡋ࡚ఇ᠁ࢆᣳࢇ࡛㧗᥋⥆ࠊ 8 Ꮫ
ࡉࡲࡢᡂᯝࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡔࡁࠊ᭱ᚋ㛢
ࡢᣵᣜࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣࡇࡢ
࠶ 3 㛫࠶ࡲࡾ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ
㠀ᖖෆᐜࡢ⃰࠸ᴗሗ࿌ඹࠊ࣏ࢫࢱ
࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡢሙ࡛ࡢࡈウ㆟࣭ࡈ㆟ㄽࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊཧຍ⪅ࡢⓙᵝࡗ࡚࠾ᙺ❧ࡘ
ሗࡀᚓࡽࢀࢀࡤദ⪅ഃࡋ࡚ᮏᮃ࡛ࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋ
 ௨ୖࠊᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ┠ⓗᴫせ
ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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̾➨㸯㒊̾
㸺ධヨᨵ㠉㸼ᡂᯝ࣭ሗ࿌

࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ











࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ㸦Ᏻᡂ㸧㸸

ධᛕ࡞ヨ⾜ࡸ‽ഛࢆ⤒ࡓ࠺࠼࡛ࠊ᪂ࣇࣥ

 ࡑࢀ࡛ࡣጞࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠾

࣎ࣝࢺධヨࢆᮏ᱁ᑟධࡋࡓࡢࡀᖹᡂ 

ⲔࡢỈዪᏊᏛࡢᏳᡂ⏦ࡋࡲࡍࠋ

ᖺᗘ࡛ࡍ㸦ධヨࡋ࡚ࡣ  ᖺᗘධヨ㸧ࠋ

 ࡇࡢ $3 ᴗࡣᖹᡂ  ᖺᗘබເࡉࢀ

 ࡲࡎ๓ᥦ࡞ࡿㄝ᫂ࡽጞࡵࡲࡍࡀࠊ

ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣࡑࡢᖺࡕࡻ࠺ධヨ㈐௵

ᑠつᶍᏛࡶࢃࡽࡎࠊ࠾ⲔࡢỈዪ

⪅㸦ᮏᏛ࡛ࡣධヨ᥎㐍ᐊ㛗ࡧࡲࡍ㸧

ᏊᏛ࡛ࡣᚑ᮶ࡼࡾ᥎⸀ධヨࠊᖐᅜᏊዪ

࡞ࡗ࡚ࡼࡾࠊ∞᮶  ᖺࢃࡓࡗ࡚ᮏධ

ධヨ࡞ከ✀ከᵝ࡞ධヨࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲ

ヨᨵ㠉ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺❧

ࡍࠋࡍ࡛ $2 ධヨࡶ  ᖺࡽࣘࢽ࣮

ሙ࡛ࠊࡇࡇ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢡ࡞ࡓࡕ࡛ᐇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ

 ᮏᏛࡢ $3 ᴗࢸ࣮࣐Ϫධヨᨵ㠉ࡣࠊ
ᮏ

ࡣᏛ࡛ᐃဨ  ྡࠊࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ᑀ࡞

Ꮫ࡛᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨ⛠ࡋ࡚࠾ࡾࡲ

ධヨ࡛ࡋ࡚ࠊ ḟ㑅⪃ࡣ᭩㠃ᑂᰝࠊ ḟ㑅

ࡍࡀࠊ㢮ࢆぢ࡞࠸᪂ࡋ࠸ $2 ධヨࢆ

⪃ࡣࠊ ᪥㛫ࡅ࡚ᩥ⣔࣭⌮⣔ࠊࡑࡋ࡚

ᑟධࠊᐇࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ᥇ᢥࡀ  ᖺᗘࠊ

ⱥㄒࡢᶍᨃᤵᴗࢆཷࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣏࣮ࣞ

⩣ᖺࡅ࡚ไᗘタィࢆワࡵࠊ ᖺᗘ

ࢺࡸᑠㄽᩥࠊࢢ࣮ࣝࣉウㄽ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㠃

ࡣࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࢆඛ⾜ᐇࠊࡑ࠺ࡋࡓ

᥋ࢆㄢࡍ࠸࠺ࡼ࠺࡞㔜ཌ࡞㑅⪃ࢆ⾜ࡗ
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࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࡇࢀ࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡗ

࠼ࡎࡸࡿഃࡢⱞປࡣᗘእどࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ

࡚࠸ࡓ㸦ඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡀࢀ࡚࠸ࡓ㸧ࡢ࡛

࡛ᑀ࡞ධヨࢆࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ

ࡍࡅࢀࡶࠊ୍᪉࡛࠸ࡃࡘၥ㢟ࡀ࠶ࡾ

ࢆ๓ᥦࡋ࡚⪃࠼ࡲࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢ࣮࣌

ࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ⌮⣔ࡢཷ㦂

ࣃ࣮ヨ㦂࡛

⏕ࡀᑡ࡞࠸࠸ࡗࡓഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ $2

ࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆ㑅ࡪࡣࠊࡌࡗࡃࡾ㛫ࢆ

ධヨࢆࡉࡽᣑࡋ᪂ᶵ㍈ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࠊ

ࡅ࡚ᑀࡸࡿࡋ࡞ࢁ࠺࠸࠺ࡇ

ࡼࡾពḧⓗ࡞࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㇏࡞ேᮦࢆ

ࢆぬᝅࡋࠊ࠺ࡏࡸࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࠸

Ꮫつᶍ࡛᥇ࢀࡿධヨࢆࡘࡃࢀ࡞࠸

ࡲࡲ࡛ࡢඛ㉮ࡗ࡚࠸ࡿධヨᙧែ࡛ࡣ࡞

࠸࠺ࡇ࡛ࠊᵓࢆ⦎ࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋ

࠸ࠊᮏᏛ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࡀఱ

 ᥇ᢥึᖺᗘࡣධヨタィᏛෆࡢㄝ᫂ࠊ

࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚ᵓࢆ

ㄝᚓດࡵࠊࡑࡢ⩣ᖺࡣࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮

❧࡚ࡓࡢ࡛ࡍࠋ

ࣝ࠸࠺  ḟ㑅⪃ᙜࡓࡿ㒊ศࡢࡳࢆධ

 ࡑࡢ㝿ࠊ௬ᩛ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡣ✜ᙜ

ヨࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ᙧ࡛ඛ⾜ᐇࡋࠊᐇ㝿

ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᣮࡴࡁ  ࡘࡢ┦ᡭ

㧗ᰯ⏕࠺ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࢆ

ࢆᛕ㢌⨨࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ

ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࠊእ㒊እᅜㄒ᳨ᐃヨ㦂

ᩥ⛉┬ࠊᏛෆᩍဨࠊཷ㦂⏕࡛ࡍࠋࡲࡎ➨

ࢆ࠺ά⏝ࡍࡿࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆ㧗ᰯྥ

୍ࡣࠊ$3 ᴗᛂເࡋࠊ᪂ࡋ࠸ධヨไᗘ

ࡅᐇࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅾᏛ⏕㸦ᚋ

ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿព⩏ࢆࡲࡎࡣᩥ⛉┬

㏙ࡍࡿ㸧ᅗ᭩㤋ධヨࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ

ㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࣉࣛࣥࢆ᥇ᢥࡋ࡚ࡶࡽࢃ

ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓࡾ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊไᗘ

ࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋධヨᨵ㠉⾜ࡗ࡚ࡶᚐ

ࡢᇶ♏ࢆᅛࡵࡲࡋࡓࠋ⪃࠼ᚓࡿ࠶ࡽࡺࡿ

ᡭ✵ᣙ࡛ࡣᅔ㞴࡛ࡍࠋཎ㈨ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

᳨ウ‽ഛసᴗࢆ⤒ࡓ࠺࠼࡛ࠊᐇ᪉

➨Ꮫෆࡢᐇయไࢆ࠺ᩚ࠼ࡿࠊ

ἲ࣭ᐇయไࢆᅛࡵᏛ⏕ເ㞟せ㡯ࢆసᡂ

Ꮫෆࡢ༠ຊయไࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺

ࡋࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ➼࡛ཷ㦂⏕ᗈ

ၥ㢟࡛ࡍࠋᐇࡣࡇࡢᏛෆࡢㄝᚓ࠸࠺ࡢ

ࡃ࿘▱ࡋ㸦ᗈሗ⏝ࣅࢹ࢜ࡶసᡂࡋࡲࡋࡓ㸧ࠊ

ࡀ୍␒ⱞປࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍ㸦࠸࠺ᮍ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨࢆጞ

ࡔⱞປࡀ⤯࠼ࡲࡏࢇ㸧ࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊ

ࡵࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

ࡈᏑࡌࡢ࠾ࡾධヨ࠸࠺ࡢࡣྛᏛ࡛

 ࡲࡓࡇࡢධヨ⮬యࢆ࠺タィࡍࡿࡢ

࣎ࢺ࣒ࢵࣉ࠸࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛗࠸

᰿ᖿࡣࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫຊࡢ  せ⣲࠸࠺ࡶ

᭶᪥ࡢ୰࡛ୗࡽࡘࡃࡾୖࡆ࡚ࡁࡓ㒊ศ

ࡢࢆ࠺ᫎࡍࡿࠊ࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ

ࡀࡁ࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋࡢᏛ࡛ࡶࠊࡑࢀ

ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚❧ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊࡾ࠶

ࡒࢀᕤኵࡉࢀࡓ≉Ⰽࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿไᗘ࡛
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ࢀ࡞࠸ຊ㸦࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㸧

ࡍࡋࠊࡑࡇᡭࢆ✺ࡗ㎸ࢇ࡛ࢺࢵࣉࢲ࢘

 ࡇࡢࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢࡶ࠺୍ࡘࡁ࡞

࡛ࣥ᪂ࡋ࠸ࡇࢆࡸࡿ࠸࠺ࡢࡣࡁࢃࡵ

≉ᚩࡣࠊධヨ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㧗ᰯ  ᖺ⏕ࠊ

࡚㞴ࡋ࠸ࡇ࡞ࡢࡔ㌟ᾐࡳࡲࡋࡓࠋ

࠶ࡿ࠸ࡣ $2 ࢆཷ㦂ࡋ࡞࠸㧗ᰯ  ᖺ⏕ࡶཧ

ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢᡭἲࡣධヨࡣ࡞ࡌࡲ࡞

ຍ࡛ࡁࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊྛࢭ

࠸࡞࠸࠺ࡢࡀࠊṇ┤࡞ឤ࡛ࡍࠋᐇ㝿

࣑ࢼ࣮࡛ࡣ $2 ཷ㦂⏕㧗ᰯ  ᖺ⏕ࡀΰᅾ

࠶ࡗࡕ࡛࠸ࡌࡵࡽࢀࠊࡇࡗࡕ࡛ࡾฟ

ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢⅬࡣᏛෆࡽࡶ

ࡋᡠࡾࠊᩓࠎⱞປࢆࡋࡓᣲྃ↓⌮ࡋ

࠸ࢁ࠸ࢁ༴ࢆ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ

࡚⤌ࡳୖࡆࡓ㸦ᙜึࡽኚㇺࡋ࡚࠸ࡿ

㐣ཤ  ᖺ㛫ࠊ㔜࡞ၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸

㒊ศࡶ࡞ࡾ࠶ࡾࡲࡍ㸧ࡢࡀࠊ⌧ᅾࡢ᪂

࠸࠺ࡩ࠺ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋఱࡼࡾࠊ

ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

ᅽಽⓗከᩘࡢཷ㦂⏕ࠊࡑࢀ௨እࡢཷㅮ⏕

 ➨  ࡢཷ㦂⏕ࡘ࠸࡚ࡣᚋᅇࡋ࡚ࠊ

ࡀࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࢆࠕཷㅮࡋ࡚ࡼࡗࡓࠖ

ࡲࡎࡇࡢ᪂ᆺ $2 ධヨࡢࡋࡃࡳࢆ࠾ヰࡋ

ࠕᴦࡋࡗࡓࠖ࠸࠺ឤࢆᐤࡏ࡚ࡃࢀ

ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢධヨࡣࠊ ẁ㝵࡛ࡍࠋ

࡚࠸ࡲࡍ㸦ᚋ㏙㸧ࠋ

➨  ẁ㝵ࡣࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⛠ࡋ࡚࠸ࡲ

 ࡉ࡚ࠊ ḟ㑅⪃ࢆ✺◚ࡋࡓཷ㦂⏕ࡣࠊ

ࡍࡀࠊࡇࢀࡣᏛࡢᤵᴗࢆ⏕࡛⤒㦂ࡋ࡚

ḟ㑅⪃ᣮࡴࡇ࡞ࡾࡲࡍ㸦 ᭶➨ 

ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡇࢁ║ࢆ⨨ࡁࡲࡋࡓࠋ

㐌ࡢᅵ᪥㸧ࠋ ḟ㑅⪃ࡢ᪉ᘧࢆࠊᩥ⣔ࡣ

せࡍࡿ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ㸦ࡑࢀࡣࡑࢀ࡛㠀ᖖ

ᅗ᭩㤋ධヨࠊࡑࢀࡽ⌮⣔ࡣᐇ㦂ᐊධヨ

㔜せ࡞㸧ᇶ♏ⓗ࡞✚ࡳୖࡆ㸻Ꮫࡧࠊ

⛠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌮⣔ࡢ࠺ࡣᇶ♏Ꮫ

Ꮫධࡗ࡚ࡽࡢᏛࡧࡣᑡࡋ㐪࠺ࡢࡔ

ຊ࠾ࡼࡧᑓ㛛ศ㔝ࡢពḧ࣭▱㆑࣭ᛮ⪃

࠸࠺ࡇࢆ⌮ゎ࣭యឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ

ຊ࣭᥈✲ຊࠊࡀ㠀ᖖ㔜どࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ࡀ┠ⓗ࡛ࡍࠋᙜึࡣ  ᪥㛫ࠊᖺࡽ 

Ꮫ⛉ࡈࡑࡢᑓ㛛㡿ᇦ༶ࡋࡓㄢ㢟ࢆ

᪥㞟⣙ࡋ࡚⤖ࡍࡿᙧ࡛ᐇࢆࡋࡲࡋ

ᕤኵࡋ࡚タᐃࡋࠊᐇ㉁ⓗᏛ⛉༢ࡢ㑅

ࡓࡀࠊᩥ⣔࣭⌮⣔ࡑࢀࡒࢀ࠸ࡃࡘࡢ㨩

⪃᪉ἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᅵ᭙ࡢࡳ㸧ࠋ㧗

ຊ࠶ࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ❧࡚㸦ᖺ 㹼 ࢭ࣑

ᰯ࡛ࡢ⮬ㄢ㢟◊✲ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ㑅

ࢼ࣮ࠊ ᭶ᮎࡢᅵ᪥ᐇ㸧ࠊཷ㦂⏕ࡣ

⪃ࡢ୰᰾ᤣ࠼࡚࠸ࡿᏛ⛉ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡑࡢᤵᴗࢆཷㅮࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᤵᴗ

୍᪉ࠊᩥ⣔ࡢ࠺ࡣึ᪥㝃ᒓᅗ᭩㤋

㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢ

ཷ㦂⏕ࢆᨺࡾ㎸ࢇ࡛ࠊࡑࡇ࡛㛗㛫ࡅ

ࡢฟ㢪᭩㢮㸦ᚿᮃ⌮⏤᭩ࠊάືሗ࿌᭩➼㸧

ࡓ㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡣ  㛫࡛ࡋࡓ㸧࣏࣮ࣞࢺ

ࢆ⥲ྜⓗホ౯ࡋ࡚  ḟ㑅⪃ࢆ⾜࠸ࡲ

సᡂࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࢸ࣮࣐ࢆ

ࡍࠋ

࠼࡚ࠊࣀ࣮ࢺ 3& ࢆ  ྎࡎࡘ࠶࡚ࡀ࠸㤋
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ෆࡢ㈨ᩱࢆ࡞ࢇ࡛ࡶ⮬⏤ぢ࡚࠸࠸ࡽ

⪃࠼࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡋࡃࡳࡋࡓࢃࡅ࡛

⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲࡵ࠶ࡆ࡞ࡉ࠸ࠊ࠸࠺

ࡍࠋ

᪉ᘧ࡛ࡍࠋࡲࡓ  ᪥┠ࡣࠊ༗๓୰ࢢࣝ

 ⤖ᯝࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ཷ㦂ࡍࡿഃࡶᐇ

࣮ࣉウㄽࠊ༗ᚋಶู㠃᥋ࢆࡌࡗࡃࡾ

ࡍࡿഃࡶ㔜࠸㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡿࡇ࡞ࡗ

⾜࠸ࡲࡍࠋᮏᏛࡋ࡚࠺࠸࠺Ꮫ⏕ࡀḧ

ࡓࡇࡢ $2 ධヨ࡛ࡍࡀࠊࡇࢇ࡞ධヨࢆసࡗ

ࡋ࠸࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿᚑ᮶ࡢ࣮࣌ࣃ

࡚ࡶࡑࡶࡑࡶ㧗ᰯ⏕ࡣཷ㦂ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ

࣮ࢸࢫࢺ࡛࡞࠸⬟ຊࠊぬ࠼࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢ

࠸࠺༴ࢆᙜึࡽᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ

㔞ࢆၥ࠺ධヨ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢ▱㆑ࢆ࠸

ࡓࠋࡕ࡞ࡳ $2 ධヨࡢᐃဨࡣᪧ $2 ࡢ

ᛂ⏝ࡍࡿ࠸࠺Ⅼ㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚

Ꮫ࡛  ேࡽ  ேಸቑࡉࡏࡲࡋࡓࠋ

ホ౯ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࡢධヨࡢ㦵᱁

ᮏᏛࡣᑠࡉ࠸Ꮫ࡛ࡋ࡚  Ꮫᖺࡢᐃဨࡣ

ࢆ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽ༢▱ࡗ࡚

 Ꮫ㒊ྜࢃࡏ࡚ࢃࡎ  ྡ࡛ࡍࡀࠊ$2

࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⮬ศ࡛㔜せ

ᯟࡣࡉࡽࡑࡢ୰ࡢࡓࡗࡓ  ྡࠊ
ࡍ࡞ࢃ

ࡘಙ⏝࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱࡸሗࢆ㞟ࡵ࡚ࡃ

ࡕ 㸣㐣ࡂࡲࡏࢇࠋ୍᪉ࠊࡇࡢධヨ

ࡿຊࠊࡑࢀࢆࡗ࡚⮬ศ࡛ㄽ⌮ࢆ⤌ࡳୖ

ࡣ  ḟ㑅⪃ࠊ ḟ㑅⪃  ᅇࡶᮏᏛ㊊

ࡆ⊂ⓗ࡞ゎࢆ⏕ࡳฟࡍ࠸࠺ຊࠊࡑࢀ

ࢆ㐠ࢇ࡛ࡶࡽࢃࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࡋࠊࡑࡢ

ࢆホ౯ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

⤒῭ⓗ㈇ᢸࡔࡅ࡛ࡶࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

 ീࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤศࡾࡲࡍࡼ࠺

ࡇࡇ᭱ึࡢ࠺࡛࠾ヰࡋࡋࡓ➨୕ࡢせ

ࠊࡇࢀࡣ㠀ᖖ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ㄢ㢟ࢆཷ

⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㧗ᰯ⏕㸦ཷ㦂⏕㸧࠺

㦂⏕ㄢࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚾࡛ࡶ  㛫

ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡲࡍࠋ

࡛㈨ᩱ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐㸦ே㛫

ࡃึᖺᗘࡣࡑࢀࡣࡶ࠺ᮏᙜࢻ࢟ࢻ

ື≀ࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡞ࡉ࠸ࠊ➼㸧

࡛࢟ࡋࡓࠋᏛෆࡽࡣࡇࢇ࡞ኚ࡞ධヨࠊ

ࢆฟࡉࢀ࡚⚽㐓࡞⊂ⓗ࣏࣮ࣞࢺࡀ᭩ࡅ

ㄡࡶฟ㢪ࡋ࡞࠸ࡒࠊ㓞ホࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡿゝࢃࢀࡿࠊ⮬ಙࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ࡇࢁࡀࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢฟ㢪≧ἣࢆࡈࡃ

⮬⏤㈨ᩱࢆࡗ࡚࠸࠸ゝࢃࢀ࡚ࡶࠊ

⡆༢ࡈ⤂ࡍࡿࠊᑟධึᖺᗘࠊᖹᡂ

࠼ࡤᑓ㛛᭩  ㄞࡴࡔࡅ࡛ࡶ୍ᬌ

 ᖺ  ᭶ࡢ➨  ᅇࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣࠊ

ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᙜ↛࡞ࡀࡽࡑࡶࡑࡶᥦ♧ࡍ

ཷ㦂⏕  ྡࡢฟ㢪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸦 ே

ࡿࢸ࣮࣐ࡣ၏୍⎍࡞ṇゎ࡞ࡿࡶࡢࡣ

Ḟᖍ࡛ࡋࡓࡢ࡛ཷ㦂⪅ᩘࡣ  ྡ㸧ࠋึ

࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡓࡔࡇ࠺࠸࠺ࡇࢳࣕࣞ

ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࡰ  ಸࡢཷ㦂ಸ⋡

ࣥࢪࡍࡿࡇࢆ㠃ⓑ࠸ᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿཷ

࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ฟ㢪⪅ᩘࡣ㐣ཤ 

㦂⏕ࡐࡦᮏᏛ᮶࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡩ࠺

ᖺ㛫ࠊࠊࠊࠊࡑࡋ࡚ᖺᗘࡣ࡞
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ࡐ㌿ࡋ࡚  ࠸࠺ᩘᏐ࡞ࡾࡲࡋ

࠾Ⲕ㐍Ꮫࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ

ࡓ㸦Ḟᖍࢆ㝖ࡃᐇ㝿ࡢཷ㦂⪅ᩘࡣࠊࠊ

࠸ࡣᏛ࡛ࡇ࠺࠸࠺ศ㔝ࢆᏛࢇ࡛ࡳࡓ࠸

ࠊࠊ㸧ࠋࡕ࡞ࡳධヨ࠸࠺ࡢ

ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㧗ᰯ⏕ࡀࠊᖺࡼࡗ࡚ⱝᖸ

ࡣࠊᪧ $2 ࡢሙྜࡀࡲࡉࡑ࠺࡛ࡋࡓࡀࠊ

ከࡗࡓࡾᑡ࡞ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊ

ᚲࡎධヨᨵ㠉ࢆࡸࡿึᖺᗘࡣࢻࢻࢵ

ẖᖺཷ㦂⏕ࡰྠᩘࡢつᶍ࡛ཧຍࡋ࡚

ཷ㦂⪅ࡀẅ฿ࡍࡿࠋࡇࢁࡀࡑࡢ⩣ᖺ

ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡶᙼዪࡓࡕࡢ‶㊊ᗘ

ࡣᚿ㢪⪅ࡀึᖺᗘࡢ 㹼 ⛬ᗘ࢞

ࡣᴟࡵ࡚㧗࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲ

ࢡࣥⴠࡕࠊ࠶ࡣྑ⫪ୗࡀࡾࢁ࠺

ࡍࠋࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢཷㅮ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊ

ࡌ࡚ᶓࡤ࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀࡼࡃ࠶ࡿࣃࢱ࣮

ᜳⓙⓗ࡞ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆẖᖺᐇࡋ࡚

࡛ࣥࡍࠋࡇࢁࡀᮏᏛࡢࡇࡢ᪂ࣇࣥ࣎ࣝ

࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ୍␒㔜せ࡞  㡯┠ࠊࡍ࡞

ࢺධヨࡣࠊ⌮⏤ࡣᐃ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ

ࢃࡕࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣࡇࢀࡽࡢᏛࡧ

 ᖺ┠௨㝆ࡶࡑࢀῶࡽࡎࠊࡋࡶ

ᙺ❧ࡘࠊࡑࢀࡽࢭ࣑ࢼ࣮‶㊊ࡋ

ᖺࡣ  ᖺ┠ࡋ࡚ࡁࡃ㌿ࢆࡋࡓ㸦

ࡓ࠸࠺ᅇ⟅ࡢࡳࢆぢ࡚ࡶࡑࢀࡣ㢧ࢀ

ಸ㸧࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋᐇ㉁ಸ⋡

࡚࠸ࡲࡍࠋࡕࡽࡶࠊࠕ࡚ࡶࠖᅇ⟅

ࡽぢࢀࡤ᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨࡣࠊ࠾Ⲕࡢ

ࡋࡓேࡀࡰ  ࠊࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤࠖ

ㅖධヨࡢ᭱㞴㛵࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋධヨࢆ

࠸࠺ࣉࣛࢫホ౯ࢆࡋࡓࡶࡢࢆຍ࠼ࢀࡤ

ྜ᱁ࡢᡭẁࡔࡅ⪃࠼ࢀࡤࠊᅇ㑊ࡍࡿࡢ

ᐇࡰ 㸣࠸࠺⤖ᯝ㸦⚾ࡣࡇࢀࢆ⊂

ࡶࠕྜ⌮ⓗุ᩿࡛ࠖࡍࠋࡶࢃࡽࡎࠊ

ᅜᐙࡢᅜẸᢞ⚊≧ែࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍ

㧗ᰯ⏕ࡀࡇࢀࡔࡅཷ㦂ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺

ࡀ㸧ࡀࠊ ᖺ㛫ࡰẖᖺᚓࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡇ㔜せ࡞ࣄࣥࢺࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲ

᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨࡀࠊᏛࡢᏛࡧࡀ࠺

ࡍࠋࡕ࡞ࡳ᪥㸦 ᭶  ᪥㸧ᖺᗘ

࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ᱁ዲࡢᶵ

ࡢྜ᱁Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࡲࡋ࡚㸦ᖺᗘࡢᡂᯝ

㸦㧗᥋⥆ࡢዲ㸧ࠊධヨ࡛࠶ࡾ࡞

ࡣ㛫ྜ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡢ࡛㈨ᩱ࡛ࡣ

ࡀࡽྜྰࢃࡽࡎࠊཧຍࡍࡿࡇࡔ

ឡࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡅࢀࡶ㸧ࠊ↓

ࡅ࡛ࡶఱࢆᣢࡕᖐࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿධヨࠊ

 ྡࡢྜ᱁⪅ࢆฟࡏࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࡛ᖺ

࠸࠺⌮ᛕࡸࢥࣥࢭࣉࢺࡀࡑࢀ࡞ࡾ㧗

ᗘࡢ $2 ධヨࡶ↓ㄢ⛬ࢆ⤊ࡋࡓࡇ

ᰯ⏕ࣆ࣮ࣝࡋࡓࡇࢆࠊࡇࢀࡽࡢᩘ

࡞ࡾࡲࡍࠋ

Ꮠࡣ㞝ᘚ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡶ࠺୍ࡘࡅຍ࠼ࡲࡍࠊࣉࣞࢮ࣑ࢼ

㧗ᰯ⏕ࡣࡌࡗࡇࡕࡽࡢᣲᥐࡿ⯙࠸ࢆ

࣮ࣝࡣࠊඛ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺㠀 $2

ぢ࡚࠸ࡿࠊࡢ࡛ࡍࠋ

ཷ㦂⪅ࠊࡲࡔ㧗ᰯ  ᖺ⏕࡞ࡢࡔࡅࢀࡶ
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 ࡇࡢ $2 ධヨࡣ  ᅇࡶ᮶࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞

ᯝ㸦㧗ᰯ࡛ࡢᏛ⩦ᡂᯝࡑࡢࡶࡢ㸧ࢆ࣏ࢫ

࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊฟ㢪ഴྥ

ࢱ࣮Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆホ౯ࡋࡲࡍ

ࡋ࡚ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶᮾிࢆึࡵᇸ⋢ࠊ༓ⴥࠊ

࠸࠺Ꮫ⛉ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇࢆ

⚄ዉᕝ࡞㛵ᮾᅪࡽࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡀከ

≺ࡗ࡚ࠊ࠼ࡤ 66+  6*+ ࡢ᥇ᢥᰯࡢ

࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡓࡔኚ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡇࠊ

ࡇࢁࡽࡓࡃࡉࢇཷ㦂⏕ࡀ᮶ࡿ࠸

ᑡ࡞࠸ࡣ࠸࠼  㒔㐨ᗓ┴ࢇ✵

࠺ࠊᐇࡣࡑ࠺࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁྜ᱁⪅

ⓑ┴ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࣉࣞࢮ࣑ࡢཷ

ࡣᮏ᮶࠾Ⲕࡀ࠾ᚓពࡉࡲࡋ࡚ࡁࡓࡼ

ㅮ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ

࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿᆅ᪉ࡢሀᐇ࡞㐍Ꮫᰯ࠸

㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢྜ᱁⪅ࡣึᖺᗘࡀᐃဨࡕࡻ

ࡗࡓࡇࢁࡽ࡞ࡾධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺

࠺ࡢ  ྡࠊࡑࡢᚋࡣ ࠊࠊ ྡ

༳㇟࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࡶ࠺୍ࡘ≉ᚩࡋ࡚

᥎⛣ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࡞࠾ᑟධࡋ࡚  ᖺ㛫ࠊ

ᣲࡆࡽࢀࡿࡍࢀࡤࠊ୰㧗୍㈏ᰯฟ㌟⪅

࠼ࡤࡇࡢ㧗ᰯࡽᚲࡎྜ᱁⪅ࡀฟࡿࠊ

ࡀⱝᖸከ࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺ศᯒࡋ࡚࠸

࠸ࡗࡓഴྥࡣぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁࣂ

ࡲࡍࠋ

ࣛࢶ࢟ࡀ㢧ⴭ࡛ࡍࠋྠ୍ࡢ㧗ᰯࡽ㐃⥆

 ࡶ࠺㛫ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ

ࡋ࡚ྜ᱁ࡋࡓ࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡣࠊࢃࡎᩘ

᪂ධヨࡢຠᯝ࠸࠺Ⅼ࡛࠾ヰࡋࡋ࡚࠾ࡁ

ᰯࡢࡳ࡛ࡍࡋࠊࡸࡣࡾᮾிฟ㌟ࡢྜ᱁⪅

ࡓ࠸ࡢࡣࠊᚋࢁࡢ࠺ࡘࡅ࡚࠶ࡿ㈨ᩱ

ࡣከ࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᖺࡼࡗ࡚ᕞ

㛵ࡋ࡚࡛ࡍࠋࡇࡢධヨࡣࠊࡓࡗࡓ 

ࡽ  ேࠊᖺᗘࡣ࡞ࡐᒱ㜧┴

ேࢆ᥇ࡿࡓࡵࡇࢇ࡞ⱞປࢆࡍࡿࡢ

ࡽ  ேࠊ࠸࠺ࡼ࠺അⓎⓗ࡞೫ࡾࡀ࠶

࠸࠺ࡼ࠺ࠊᩓࠎᢈุࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅ

ࡿࡶࡢࡢࠊཷ㦂⪅ࠊྜ᱁⪅ࡶᅜⓗ

ࢀࡶࠊᐇࡣࡇࢀࡣ࠾Ⲕయࡗ࡚

࡞ᗈࡀࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ᪥㓄

࡞ࡾࡁ࡞Ἴཬຠᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ᕸࡋࡓ㈨ᩱࠊࡑࡢ⤫ィࡸሗࡣࠊ

ࢆᣦ࡛ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤึᖺᗘࡣ  ே

ࢇᮏᏛࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚࠶ࡾ

ࡢ࠺ࡕ  ேࡀྜ᱁ࡋ  ேࡀᾦࢆ㣧ࢇࡔ

ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡶࡋヲࡋࡃ࠾▱ࡾ࡞ࡾࡓ࠸

ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕከࡃࡢேࡀ᥎⸀ධ

᪉ࡣᮏᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡶな࠸࡚ࡳ࡚ࡃࡔ

ヨࡸ୍⯡ධヨᗘᣮᡓࡋ࡚ࠊ ேࡀ᭱

ࡉ࠸ࠋ

⤊ⓗᮏᏛࡢ㛛ࢆࡃࡄࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࣉࣞ

 ࡶ࠺୍ࡘࠊࡇࢀࡣไᗘㄝ᫂ࡢࡇࢁ࡛

ࢮ࣑ࡢࡳࢆཷࡅ࡚ $2 ࡣཷ㦂ࡏࡎࡢධ

ࡣ࡞ࡾ➃ᢡࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶ⌮⣔ࡢᐇ

ヨ࡛ྜ᱁ࡋࡓேࡶ  ே࠸ࡲࡋࡓࠋࡋࡓࡀ

㦂ᐊධヨ࡛ࡣࠊ࠼ࡤ㧗ᰯ࡛ࡢ⮬ㄢ㢟

ࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢ༢ᖺᗘࡢྜ᱁⪅⣙  ேᙅ

◊✲ࠊࡍ࡞ࢃࡕࡎࡗ◊✲ࢆࡋ࡚ࡁࡓᡂ

ࡢ࠺ࡕ⣙  ࡀࡇࡢධヨࢆ⤒࡚࠸ࡿ࠸
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࠺ࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡉࡽゝ࠼ࡤ᥎

ࡓࡔ⚾ࡀ㌟㏆࠸ࡿ $2 ཷ㦂⏕ࢆぢࡿ㝈

⸀ධヨࡸࠊ≉୍⯡ධヨ࡛ࡇࢀࡔࡅࡢྜ

ࡾ࡛ࡣࠊࡢࡧࡢࡧఱࡼࡾࡶᏛ⏕άࢆ

᱁⪅ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᇶ♏ⓗ

ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࡋࠊᏛࡧࡶ✚ᴟⓗࡔ࠸

࡞ຊࠊせࡍࡿᇶ♏Ꮫຊࢆ༑ศᣢࡗ࡚

࠺ࡇࢆࠊ࡞ࡾࡦ࠸ࡁ┠࡛ぢ࡚࠸ࡲࡍ

࠸ࡿᒙࡀ᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨᣮࢇ࡛ࡃࢀ

ࡅࢀࡶࠊᐇឤࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡲࡍࠋࡇࡢᩘ್ࡀᖺ

 ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᏛ࠸࠺⤌⧊ࡣࠊ࡞

࠺࡞ࡿࡣศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊᑡ

ࢇ࠸ࡗ࡚ࡶᏛ⏕ࡀ᭱ࡢ㈈⏘࡛ࡍࡢ࡛ࠊ

࡞ࡃࡶ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡣࠊẖᖺᖹᆒࡍࡿ

ඃࢀࡓ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆࡶࡘཷ㦂⏕ᚿᮃ

 ேࡄࡽ࠸㸦 Ꮫᖺ࠶ࡓࡾ  ே  ே㸧

ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇࡀఱࡼࡾ㔜せ࡛ࡍࠋࡑ

ࡀࡇࡢධヨ㸦ࣉࣞࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸧ࢆ⤒࡚࠸

ࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞ࡃࡶࡢ༳㇟࡛ࡣ

ࡿ࠸࠺ᐇࡣࠊᮏᏛࡗ࡚ࡓ࠸ࢇ

ࡑ࠺ᝏࡃ࡞࠸ᒙࡀ᪂ࣇࣥ࣎ࣝࢺධヨࢆ⤒

㔜せ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࡚⋓ᚓ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲ

 ࡞࠾ࠊ
ྜ᱁⪅ᑐࡋ࡚ࡣ  ᭶◊ಟ

ࡍࠋࡋࡶ $2 ⏕ࡣ࠾Ⲕࡢᚑ᮶ࡢධᏛ⪅

ࢆ㛤࠸ࡓ࠺࠼࡛ࠊධᏛ๓ᩍ⫱ࢆᑀ⾜

ᒙࡣᑡࡋẟⰍࡢ㐪࠺ࠊ࠼ࡤ␃Ꮫ࡛࠶

࠸ࠊࡉࡽୖ⣭⏕ࠊ≉ $2 ࡢྜ᱁⪅ࢆྜ

ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺⮬ศࡢᑓ㛛௨እࡢࡇ

᱁⪅ࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡋ࡚㓄⨨ࡋ࡚ᚋ㍮ࡢ

ࢁࡶᗈࡃ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

㠃ಽࢆぢ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࠊྜ᱁⪅ࡢ

ࡶࠊධᏛᚋࡢಟᏛ⾜ືㄪᰝࡼࡗ࡚࠶ࡿ

ᏳࢆゎᾘࡋࠊຮᏛពḧࢆῶ⾶ࡉࡏ࡞࠸

⛬ᗘศࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ㏣㊧ㄪ

ࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᙼ

ᰝࡣᚋࡶ⥅⥆ⓗ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶

ዪࡓࡕࡣᬕࢀ࡚  ᭶ධᏛࡋ࡚ࡃࡿࢃࡅ

ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ$3 ᴗ㈝ࡀษࢀࡓ

࡛ࡍࡀࠊṧࡉࢀࡓ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡣධᏛᚋࡢ

࠶ࡢ⮬๓࡛ࡢᮏධヨࡢ⥅⥆ⓗᐇ᪉

ホ౯࡛ࡍࠋࡑࡇࡣᐇ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡇ

ἲ࣭యไࡶ࡞ࢇ⤌ࡳୖࡆࡲࡋࡓࠋ࡛

ࢀࡣゝ࠸ヂࡢࡼ࠺⪺ࡇ࠼ࡿࡶࡋࢀࡲ

ࡍࡢ࡛ࠊ᮶ᖺ௨㝆ࡶᮏᏛࡋ࡚ࡇࡢධヨ

ࡏࢇࡀࠊࢃࡎ༢ᖺᗘ  ྡࡢྜ᱁⪅࡛࠶

ࢆᘬࡁ⥆ࡁ㑇₃࡞ࡃᐇࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸

ࡾࡋࡶಶࠎேࡢᕪࡀࡁ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀ

⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࢆ࠼ࡤ *3$ ࡛ࡶࡗ࡚ධヨࡢධᏛ㞟ᅋ

 ࡶ࠺㛫࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛࠸ࡓࡋࡲ
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̾➨㸯㒊̾
㸺ධヨᨵ㠉㸼ᡂᯝ࣭ሗ࿌

ᒸᒣᏛ








ᒸᒣᏛ㸦⏣୰㸧㸸

ヨ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏ༡༙⌫ࡢ ,% ᰯࡣ

 ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋᒸᒣᏛ㧗᥋⥆࣭

 ᭶ヨ㦂ࢆ⾜࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ ,%

Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥ㒊㛛࠸

ᰯࡣ᮶᭶ヨ㦂ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

࠺ࡇࢁ࠸ࡲࡍ⏣୰⏦ࡋࡲࡍࠋ⚾ࡢ

ࡑࢀࡒࢀ  ⛉┠࡛ࠊ᭱⤊ヨ㦂ࡢᡂ⦼ࡀ  ẁ

࠺ࡽࠊᒸᒣᏛࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞධヨࡢ

㝵ホ౯࡛ฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ 㸻ࠊ

ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 Ⅼ‶Ⅼࢆᙼࡽࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ  ࡘࡢ

 ࡲࡎᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࠸࠺ࡢࡣఱ࠸

ᩍ⛉௨እࠊࢥࡢ⛉┠ࡋ࡚  ᩍ⛉࠶ࡾ

࠺ࡇ࡛ࠊ㧗ᰯࡢㄢ⛬なࡾࡲࡍࢹࣉࣟ

ࡲࡍࠋ▱ࡢ⌮ㄽ㸦7KHRU\RI.QRZOHGJH㸧ࠊ

࣐࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠋ ᖺ㛫ࡢㄢ⛬࠶ࡾࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ㄽᩥ㸦([WHQGHG(VVD\㸧࡛ࠊ&$6 ࠸

 ࡘࡢศ㔝ศࡅࡓࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ

࠸ࡲࡋ࡚㐀ᛶ࣭άື࣭ዊ࠸࠺ࡢࢆ

㔝ࡽ  ⛉┠ࡎࡘྲྀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ ᖺ

ဨࡀཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞

㛫࡛  ⛉┠ࡢᒚಟࢆࡋࡲࡍࠋ ⛉┠ࡣ 

ࡾࡲࡍࠋࡲࡎࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ࢆᏛࡪึࡵࠊ

㛫ࠊṧࡾࡢ  ⛉┠ࡘ࠸࡚ࡣ  㛫ࠊ

▱㆑ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡢࢆࡁࡕࢇ

ࡑࢀࡒࢀࣁ࣮ࣞ࣋ࣝࠊࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࣞ

ᐃ⩏ࡋ࡚ࠊᏛၥࡢᏛࡧ᪉࠸࠺ࡢࢆࡸࡗ࡚

࡛࣋ࣝᤵᴗࢆ  ࡘࡎࡘྲྀࡿ࠸࠺ࡩ࠺࡞

ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ධࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣ

ࡗ࡚ࡲࡍࠋࡑࡢࡁࠊ≉ᚩ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

 ᖺ┠ ([WHQGHG(VVD\ࠊㄢ㢟ㄽᩥࢆ᭩࠸

᭱⤊ⓗୡ⏺⤫୍ヨ㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ᭶ヨ

࡚ᥦฟࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡲࡍࠋ

㦂  ᭶ヨ㦂ࠋ᪥ᮏࢆ㝖ࡃ༙⌫ࡣࠊ ᭶
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 ࠶ &$6 ࠸࠸ࡲࡋ࡚ࠊ㐀ᛶ࣭άື࣭

 ࢃࢀࢃࢀࡀࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᛂເࡍࡿ

ዊࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ⓗ㑅ࢇࡔࢸ࣮࣐

ࡁࠊ➨  ࡢᏛຊࠊ➨  ࡢᏛຊࠊࡑࢀຍ࠼

ᑐࡋ࡚  ᖺ㛫άືࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡣࡶ࠺ዊ

࡚Ꮫຊࡢ➨  ࡢせ⣲ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⏦ㄳ᭩

ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢάື➼ࢆྵࡳࡲࡍࡢ࡛ࠊ

᭩࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ␗ᩥ⌮ゎࢆࡍࡿຊࡀ

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࠸࠺ࡇ

࠶ࡿேࢆࡇࡢධヨ࡛ồࡵࡿ࠸࠺⏦ㄳ᭩ࢆ

࡛ࠊ72.  ([WHQGHG(VVD\ ࡘ࠸࡚ࡣ 

᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍࡀⓙࡉࢇࡈᏑࡌࡢ࠾ࡾࠊ

Ⅼ‶Ⅼ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣮࣎ࢼࢫⅬࢆࡅࡿ

➨  ࡢᏛຊ࠸࠺ࡢࡣᐃ⩏ࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊ

࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡗ࡚ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊᙼࡽ

⮬ᛶࢆᣢࡗ࡚ࡢேඹྠࡋ࡚Ꮫࡪែ

ࡣ᭱⤊ⓗ  Ⅼ‶Ⅼ  Ⅼࠊྜࢃࡏ࡚ 

ᗘ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡀ࠸ࡲࡣ➨  ࡢᏛຊ

Ⅼ‶Ⅼ࡛ ,% ࢫࢥ࠸࠺ࡢࡀฟ࡚ࡃࡿ

࠸࠺ࡩ࠺ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠸

࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ,% ࡢྜ᱁࡛ࣛࣥࡍ

࠺ࡇ࡛ࠊࡕࡻࡗⓃ࡞ࡢ࡛ࠊ➨ ࠊ➨ 

ࡅࢀࡶࠊ Ⅼ‶Ⅼ࡛  Ⅼ௨ୖ࠸࠺ࡢ

௨እࡢ⬟ຊ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ➨  ࡢࡇࢁ

ࡀࠊ,% ࢹࣉ࣐ࣟࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢせ௳

␗ᩥ⌮ゎࢆ࠶࠼࡚ࡇࡇ࡛ࡣ⨨࠸࡚࠾ࡁࡲ

࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ  ࠶ࡿ /HDUQHU3URILOH ࢆ

 ࡶ࠺ᑡࡋㄝ᫂ࢆ⥆ࡅࡲࡍࠋᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ

ぢࡿࠊࡑࢀࡒࢀྑࡢࡇࢁᑐᛂࡍࡿ

ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ

ࡇࢁࡀᚲࡎ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡇࡑࢃ

࠸࠺ࡢࡣࠊከᵝ࡞ᩥࡢ⌮ゎᑛ㔜ࡢ⢭⚄

ࢀࢃࢀࡀḟࡢ᪂ࡋ࠸ධヨࡢᯟ⤌ࡳ࡛ồࡵࡿ

ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡼࡾⰋ࠸ᖹ࡞ୡ⏺ࢆ⠏ࡃࡇ

ேᮦ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ

㈉⊩ࡍࡿࠊ᥈ồᚰࠊ▱㆑ࠊᛮ࠸ࡸࡾᐩ

ධヨࢆጞࡵࡲࡍ࠸࠺ࡇࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋ

ࢇࡔⱝ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ࡓࡔ᪂ࡋ࠸ධヨࢆጞࡵࡲࡋࡓ࠸࠺ࡔࡅ࡛

࡛ࠊୡ⏺ࡇࡢᏛࡶ㐍ࡵࡿࡼ࠺࡞ᩍ

ࡣពࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣂ࢝ࣟࣞᩍ⫱ࡢ◊✲

⫱ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀ┠ᶆ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢆࡋࡼ࠺ࠋ࠸࠸ࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤ㧗ᰯᩍ

 /HDUQHU3URILOH ࠸࠸ࡲࡋ࡚ࠊ ࡢ┠

⫱࣭Ꮫᩍ⫱ࡶࡑࢀࢆྲྀࡾධࢀࡿ࠸࠺

ᶆࢆᥖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᥈ồࡍࡿேࠊ▱㆑ࡢ࠶

ࡇ࡛ࠊ$3 ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡿேࠊ⪃࠼ࡿேࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛

 ࡶ࠺୍ࡘࣂ࢝ࣟࣞࡢ᭱⤊⤖ᯝ࡛ࡍࡀࠊ

ࡁࡿேࠊಙᛕࢆࡶࡘேࠊᚰࢆ㛤ࡃேࠊᛮ࠸

ඛ  Ⅼࡀྜ᱁ࣛࣥゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࡓ

ࡸࡾࡢ࠶ࡿேࠊᣮᡓࡍࡿேࠊࣂࣛࣥࢫࡢ

ࡔࡋ≉ᐃࡢ⛉┠࡛ᝏ࠸Ⅼࡀ࠶ࡿྜ᱁࡛ࡁ

ࢀࡓேࠊࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿே࠸࠺ࡇ࡛ࠊ

࡞࠸࠸࠺⣽๎ࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࢺ

ࡇ࠺࠸ࡗࡓീࢆ┠ᶆࣂ࢝ࣟࣞᩍ⫱ࢆࡋ

࣮ࢱࣝࢫࢥ࡛  Ⅼࢆ㉸࠼࡚࠸࡚ࡶྜ

࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡕࡻࡗ᪥

᱁࡞ࡿேࡓࡕࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡇ

ᮏㄒ㱈㱒ࡀ࠶ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ

ࡢ㒊ศࡢேࡀࢹࣉ࣐ࣟྜ᱁࠸࠺ࡇ

࠼ࡤࠕᣮᡓࡍࡿேࠖ࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡗ࡚

࡞ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊཷㅮ⏕ࡀࢹࣉ

࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊⱥㄒ࡛ࡣ ULVNWDNHU ࠸࠺

࣐ࣟ㈨᱁ࢆྲྀࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ ,% ࢆ

ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡔࡽࣜࢫࢡࢆᜍࢀ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㧗ᰯࡉࢇࠊᾏእ࡛࠶ࢀࡤࣥ

ࡎࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡼ࠺࡞ேࢆ⫱࡚ࡿ࠸

ࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ➼࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

࠺ࡢࡀ≉ᚩⓗ࡞࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢே࡛ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣥࢱ࣮
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ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡀᐃࡵࡓᇶ‽ࢆ㐩ࡋ࡚

ධヨࢆ⤖ࡉࡏ࡚࠾࠸࡚ࠊ㊊ࡋ࡚࡞࠸

࠸ࢀࡤࠊࣁࢫࢡ࣮࣭ࣝࢹࣉ࣐ࣟࡣྲྀࢀ

ࡇࢁࡣ୍⯡๓ᮇ࡛⿵ࡍࡿ࠸࠺⣙᮰ࡢ

ࡿࠋࡓࡔ ,% ࡢࢹࣉ࣐ࣟࡣྲྀࢀ࡞࠸࠸࠺

ୗࠊྛᏛ㒊ࡉࢇࡣᐃဨᛂࡌ࡚࠸ࡓࡔ

ᙧ࡞ࡾࡲࡍࠋࡔ࠸ࡓ࠸ࡢ┠Ᏻࢆゝ࠸ࡲࡍ

ࡅࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࠊ Ⅼ௨ୖ࠶ࢀࡤୡ⏺ࣛࣥࢡࢺࢵࣉ 

 ཷ㦂⪅ᩘ࣭ྜ᱁⪅ᩘ࣭ධᏛ⪅ᩘ࡛ࡍࡀࠊ

ࡢᏛࡣࢡࢭࣉࢺࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ Ⅼ௨

 ᖺࡲࡎ  ேཷ㦂⪅ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ྜ᱁

ୖ࠶ࢀࡤࠊୡ⏺ࣛࣥࢡࢺࢵࣉ  ࡢᏛ࡛

࡛ධᏛ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡔࢇࡔࢇேᩘࢆቑ

ࢡࢭࣉࢺࡉࢀࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡢࡀࡔ࠸ࡓ࠸

ࡸࡋ࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊ ᖺࡣ  ࡢ  ࡢ ࠊ

ࡢ┠Ᏻゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋཝᐦࡑ࠺つᐃ

 ᖺࡣ  ࡢ  ࡢ ࠋ
㸦㸧࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾ

ࡇࢀࡣࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࣂ࣮࣭ࣜࣉࣟ

ࡲࡍࠋ

ࢢ࣒࡛ࣛࠊࡇࢀࡣࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ

 ࡑࢀ࡛ࠊᒸᒣᏛ࡛ࡣࡲࡎ  ᖺࠊࡇ

ࡢᨭ࡛ࡶࡗ࡚࡛ࡁࡓᅜ㝿ⓗ࡞ࢥ࣮ࢫ࡛ࡍ

ࡇ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍ⌮Ꮫ㒊ࠊ་Ꮫ㒊ಖᏛ

ࡅࢀࡶࠊ᪥ᮏࡢ㧗ᰯฟ㌟⪅  ྡᾏእࡢ

⛉ࠊᕤᏛ㒊ࠊ㎰Ꮫ㒊ࠊࡑࡋ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭

㧗ᰯฟ㌟⪅  ྡࡀඹᏛࡪ࠸࠺ࢥ࣮ࢫ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠸࠺ᩥ࣭⌮⼥ྜᆺࡢࠊᒸᒣ

࡛ࡍࠋᾏእࡽࡢᏊᑐࡋ࡚ࡣⱥㄒࢥ࣮ࢫ

Ꮫ࠶ࡿ  ࡢᏛ㒊ࡢࡇ࡛࡛ࡶᏛࡧࡀ࡛

ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࢥ࣮ࢫ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡁࡿ࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ

ᅜ㝿ධヨ࡛ࡍࡢ࡛ୡ⏺ྛᅜࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒

࡛ⱝᖸே࠸࠺ࡇ࡛ ,% ධヨࢆࢫࢱ࣮ࢺ

ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ ᖺࡲ࡛

ࡋࡲࡋࡓࠋḟࡢᖺࡣࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ

ࡣࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࣂ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢࣛ

࣒ࣛࡣࡇࡢᏛ㒊࡛ࡶᏛࡿ࠸࠺ࢥ࣮ࢫ

࣒ࡶ ,% ධヨࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ ᖺ

࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊᶆ‽࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ࡞࠸࠸

ධヨࠊᖺࡢධヨ㛵ࡋ࡚ࡣᅜ㝿ධヨࡢ୰

࠺ព࡛⛅ධᏛࡀྍ⬟࠸࠺ࡇ࡛⛅ධᏛ

྾ࡍࡿࠋࡔࡽฟ㢪せ௳ࡢ୰ࠊ,%

ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚  ᖺ

ࢹࣉ࣐ࣟࢆྲྀࡗࡓே࠸࠺ࡢࡀධࡗ࡚࠸

ࡣ⎔ቃ⌮ᕤᏛ㒊ࡀࠊ ᖺࡽࡣ  Ꮫ

ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ⛅ධᏛࡶ  ᖺ

㒊ࡀ ,% ධヨࢆጞࡵࡿࠋࡑࡢࡁࠊࡇࡇࡲ

ࡣ  ேᛂເ  ேྜ᱁࡛ධᏛࡀ  ே࠸࠺

࡛ࡣⱝᖸே࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ་Ꮫ㒊

ࡇ࡛ࠊࡔࢇࡔࢇᩘࢆቑࡸࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ

་Ꮫ⛉ࡉࢇࡀ  ேᐃဨࢆࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓ

ᖺࡣ  ேฟ㢪࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩘ

࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢᚋ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭

Ꮠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࣂࣜ

 ࠸ࡲࡢᅾ⡠⪅ᩘ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ་Ꮫ㒊་

࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠸࠺ࡶࡢྡ๓ࢆኚ࠼ࡲ

Ꮫ⛉ࡣ࠸ࡕ᪩ࡃᐃဨࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊ

ࡍࠋ ᖺࡣࠊ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡀᐃဨ  ே

ྡᅾ⡠ࠋ་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉  ேࠊᩍ⫱Ꮫ㒊 

ࡍࡿࠋ ᖺࡣࠊᩥᏛ㒊ࠊᩍ⫱Ꮫ㒊ࠊ

ேࠊᕤᏛ㒊  ேࠊṑᏛ㒊  ேࠊᩥᏛ㒊  ேࠊ

ἲᏛ㒊ࠊ⤒῭Ꮫ㒊ࠊ⸆Ꮫ㒊⸆⛉Ꮫ⛉ࠊ㎰

⎔ቃ⌮ᕤᏛ㒊  ேࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢࣛ

Ꮫ㒊ࡀᐃဨࡋ࡚ࡃࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⌧

࣒ࢥ࣮ࢫࡀ  ேࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࣂ

ᅾࡢᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ⤖ᯝⓗᅜ㝿ධヨ࡛ධ

ࡶࡕࢁࢇᐃဨࡍࡿࡣࠊ୍⯡๓ᮇࡼࡾ๓

ࡗ࡚࠸ࡿேࢆ㒊ྜࢃࡏ࡚  ே࠸࠺ࡇ
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࡞ࡾࡲࡍࠋྜィ  ேࡢ ,% ࢹࣉ࣐ࣟ

௨ୖ࠸࠺ࡼ࠺࡞᮲௳ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ

ಟ⪅ࡀࠊᒸᒣᏛ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

࡞ࡾࡲࡍࠋᇶᮏⓗࣁ࣮ࣞ࣋ࣝࡣ  ⛉

࡞ࡾࡲࡍࠋ᪤  ே༞ᴗࡋ࡚ࡲࡍࠋ࣐

┠ဨྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢃࢀ

ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ  ே༞ᴗࠊ་Ꮫ㒊

ࢃࢀࡀ࠸ࢁ࠸ࢁㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ᪥

ಖᏛ⛉┳ㆤᑓᨷ࡛  ே༞ᴗࠋ༞ᴗ⏕ࡣࠊ

ᮏேࡢᏛ⏕ࡢ≉ᚩࡀࡔࢇࡔࢇぢ࠼࡚ࡁࡲࡋ

࠸ࡲᒸᒣᏛ㝔ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶୰

࡚ࠊᾏእࡢ ,% ᰯ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ᪥ᮏே࡞࠸ࡋ

㏥ࡀ  ே࠸࠺ࡇ࡛ࠊึᮇධᏛࡋࡓ࢜

ࡣ᪥ᮏㄒࢆࡋࡷࡿேࡣࠊࡸࡣࡾࢪࣕࣃࢽ

ࣛࣥࢲࡽࡢධᏛ⏕࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㏵୰

࣮ࢬࢆ $ ࡛ྲྀࡗ࡚ࠊࣁ࣮࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡿ

࠺ࡋ࡚ࡶྜࢃࡎ㏥Ꮫ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᅜෆ

࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࣥࢢࣜࢵࢩࣗ %

࡛ࡢᏛ᪤㐍Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ࢆྲྀࡿ࠺ࡣศࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ

ࡣࠊ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡚ࡲࡍࠋ

⌮⣔ࡢே࡛ࡶࣁ࣮ࣞ࣋ࣝ᭱㧗  ࡘࡲ࡛

 ᒸᒣᏛࡢධヨ࡛㠃᥋ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡢ

ࡋྲྀࢀ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒ࡛  ಶࡗ࡚ࡋࡲ࠺

ࡀࠊᩍ⫱Ꮫ㒊࣭་Ꮫ㒊࣭ṑᏛ㒊ࡢ  Ꮫ㒊࡛

ࡢ࡛ࠊ⌮⛉࣭ᩘᏛࡢ୰࡛ࡶ  ⛉┠ࡲ࡛ࡋ

ࡍࠋࡇࢀ௨እࡢᏛ㒊ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭩㢮ᑂᰝ

ྲྀࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡔࡅ࡛ྜྰุᐃࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡇࢁࡀᅜෆᰯࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡁࠊᅜ

࣐࣮ࢣࢵࢺࡀᾏእࠊୡ⏺࠸࠺ࡇ࡞

ෆᰯࡢ⏕ᚐࡉࢇࡢ࣓ࣥࢱࣜࢸ࣮࠸࠺ࡢ

ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡿࡃ᭩㢮ࡔࡅ࡛ᑂᰝࢆࡋ

ࡀࠊࡲࡓᾏእࡢ ,% ᰯ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿᏊࡕࡻ

࡚ࡃࡔࡉ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡲࡍࠋ㠃᥋

ࡗ㐪ࡗ࡚ࠊᅜෆᰯࡢ ,% ᰯ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏊ

ࢆࡋ࡚࠸ࡿ  Ꮫ㒊ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱Ꮫ㒊࠾

ࡣⱥㄒࡀᚓព࡞Ꮚ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋせࡍࡿᆅ

ࡼࡧ་⒪⣔࠸࠺ࡇ࡛ࠊᝈ⪅ࡉࢇ࡞࠸ࡋ

ඖ࠶ࡿᬑ㏻⛉ࡢ㧗ᰯ⾜ࡃ㑅ᢥ⫥ࡶ࠶ࡗ

ࡣ⏕ᚐ᥋ࡍࡿᏛ㒊࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ

ࡓࡢࠊ,% ᰯ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࡛ࡍࡽࠊᾏ

ࡸࡣࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆᢸಖࡋࡓ

እ࡛ᏛࡪᏊࡓ࠼ⱥㄒຊࡀྠ➼࡛ࡶࠊ࣓

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡇࡔࡅࡣ㠃᥋ࢆࡋ࡚࠸

ࣥࢱࣜࢸ࣮ࡋ࡚ࡣ⮬ศࡣⱥㄒࡀᚓព࡞

ࡲࡍࠋࡑࢀ௨እࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡘ࠸

ே࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣥࢢࣜࢵࢩࣗ % ࢆࣁ

࡚ࡣᡂ⦼ࡀ  ௨ୖ࠸࠺ࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚

࣮࡛ྲྀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿㄒᏛ

࠸ࡲࡍࠋ୍㒊Ꮫ㒊࡛ࡣࠊἲᏛ㒊࡛ࡣゝㄒ %

࡛  ࡘࠊ᪥ᮏㄒே㛵ࡋ࡚ࡣࣁ࣮ࢆྲྀ

ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ᒚಟࡋ࡚ࠊࣁ࣮ࣞ࣋ࣝࡢ 

ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊ⌮⣔ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠸࠼

௨ୖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝

ࡶᩘᏛ࣭⌮⛉ࢆ  ⛉┠௨ୖ࡞࡞ࣁ

ࣂ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛ௨እࡣࢇࡢᤵᴗ

࣮࡛ྲྀࡗ࡚࡞࠸ࠋ

ࢆ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࢿ

 ᭱ึࢃࢀࢃࢀࡀධヨࢆጞࡵࡓࡁࠊࢣ

ࢸࣈ୪ࡳ࠸࠺ࡢࡀࡇࡢ᮲௳ࡢᰕ࠸࠺

ࣥࣈࣜࢵࢪ࢜ࣛࣥࢲࡢࣘࢺࣞࣄࢺᏛ

ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡉࢇࡣࠊ≀⌮ᩘᏛ࡛ ࠊ ࡞ࠊࡍࡈࡃㄢ

 ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ㒊࡛ࠊฟ㢪㈨᱁࠸࠺ࡢࢆ

ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀࢆぢ⩦ࡗ࡚ࡋࡲࡗ

せồࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤ⌮Ꮫ㒊ᩘᏛ⛉࡛࠶

ࡓࡢࡀࠊࡲࡎ୍ࡘࡢኻᩋ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥

ࢀࡤࠊᩘᏛᙉ࠸ே᮶࡚ࡡ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᩘ

ᮏㄒࢆࡋࡷࡿேࡓࡕࡗ࡚ࡣㄒᏛ࡛✌

Ꮫࡣࣁ࣮࡛ࣞ࣋ࣝ取ࡗ࡚࠸࡚ᡂ⦼ࡣ 

ࡄ࠸࠺ࡢࡣ୍ࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾࣁ
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࣮ࡋ࡚ࡣ  ⛉┠ࡋㄢࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡞

࡚ࡽ⾜࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊฟ㢪ᮇࢆⱝᖸ

ࠋࡔࡽ⸆ᏛࡉࢇࡣࠊᩘᏛᏛ

ࡎࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ ᭶ࡘ

」ᩘ⛉┠ࢆࣁ࣮࡛ྲྀࡗ࡚ࡋ࠸

࠸࡚ࡣ  ᭶  ᪥᪤ᖺࡣྜ᱁Ⓨ⾲ࢆࡋ

࠸࠺Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊࣁ࣮

࡚࠸ࡲࡍࠋ ᭶ເ㞟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡲເ㞟

ࡢᣦᐃࡣ  ⛉┠ࡔࡅࡋ࡚ࠊ࠶ࡣࢫࢱࣥ

ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡇࢁ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ ᭶  ᪥

ࢲ࣮ࢻ࡛࠸ࡃࡘ௨ୖ࠸࠺ࡼ࠺࡞᮲௳࡛ࠊ

ྜ᱁Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

࠸ࡲ⤫୍ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

 ධࡗ࡚ࡁࡓ ,% ⏕ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࢻࣂ

 ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡀࢃࢀࢃࢀࡢ㈨᱁

ࢨ࣮ࡀࡁࡲࡍࠋᩍဨ࡛ࡍࠋᩍဨࡢホ౯ࢆ

ࠋࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࣂ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ

ぢࡲࡍࠊ➨୍༳㇟ࡣ㠀ᖖⰋࡗࡓࠋᐇ

࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺᗘධヨ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ

㝿ࡣᝏࡗࡓ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
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̾➨㸯㒊̾
㸺ධヨᨵ㠉㸼ᡂᯝ࣭ሗ࿌

㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ








㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ㸦⚟ᓥ㸧㸸

ᮏᏛ⫋ဨ㧗ᰯ⏕ࡀಶู㠃ㄯࢆࡋࠊᑗ᮶ࡢ

 ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫࡢ⚟ᓥ⏦ࡋࡲࡍࠋ࠺

⮬ศࢆព㆑ࡉࡏࠊᏛ࡛ఱࢆᏛࡪࢆၥ࠸ࠊ

ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㜰࠶ࡿ

Ꮫ࡛Ꮫࡪពࢆ⮬ࡽẼ࡙ࡃࡼ࠺ಁࡍࠋ

Ꮫ࡛ࡍࡽ➗࠸ࡢ ࠊ ⓎࡣⓎࡋࡓ࠸ࡢ࡛

ղᏛࡀ⊂⮬㛤Ⓨࡋࡓ 0$1$%266㸦࣐ࢼ࣎

ࡍࡀࠊ࠶ࡲࡾ㛫ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡓࢇࡓࢇ㐍

ࢫ㸧ࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊᇶ♏Ꮫຊࡢ☜ㄆྥୖࠊ

ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ィ⏬ⓗᏛ⩦ࢆ⩦័ࡅࡿࠋྠࠊࡇࡢࢩ

 ᥇ᢥࡉࢀ࡚  ᖺ㛫ࠊ⚾ࡶࡣࢧ࣮ࢸ

ࢫࢸ࣒ୖ࡛㆟ㄽࡍࡿࣂ࢝ࣟࣞࣂࢺࣝࠋ

ࣈ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡸࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅ

ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࣂ࢝ࣟࣞ㐪ࡗ࡚㏣ᡭ

ࢀࡶࠊᙜึࡢ┠ⓗࡀఱ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᴗࢆ

㛛Ꮫ㝔ࣂ࢝ࣟࣞ࠸ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀ

㐍ࡵ࡚ࡁࡓ⤖ᯝࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ

ࡶࠊࡇࢀ࡛≀ࢆከᵝ࡞ほⅬࡽ⪃ᐹࡍࡿ

࠸࠺ࡇ࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸

⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋࠊ⮬ศࡢពぢࢆ㏙ࡿຊࡸ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

⪅ࡢពぢࢆཷࡅධࢀࡿጼໃࢆ㣴࠺ࡇࡀ࡛

 ࡇࡢ $3 ࡢ⏦ㄳࢆࡋࡓࡁࡢ⏦ㄳ᭩ࡢ

ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋճࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛಶู

ᴗᴫせ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ

㠃ㄯ⤖ᯝࢆࢧ࣮ࢸࣈࣀ࣮ࢺࢥࣥࢱࢡ

ࠕཷ㦂⏕Ꮫ࡛Ꮫࡪ┠ⓗࢆ⪃࠼ࡉࡏࠊ

ࢺࢩ࣮ࢺグ㘓ࡋࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࡾ㏉ࡿࡇ

Ꮫ࡛Ꮫࡪጼໃពḧࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ

࡛⮬ᕫᡂ㛗ࢆಁࡍࠋࡑࡢᡂᯝࢆⓎࡋࠊព

࠺⫱࡚ࡿࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࡑ

ḧ࣭⬟ຊ࣭㐺ᛶຍ࠼ᇶ♏Ꮫຊࡢ㐩ᡂᗘࢆ

ࡢࡇࢆ᳨ドࡍࡿࢧ࣮ࢸࣈධヨࢆ㛤Ⓨ

ྵࡵࡓከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆࡍࡿࡇࡀ

ࡋࡓࠋࡑࡢ≉ᚩࡣ  ࡘࠖ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࠕձ
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ྍ⬟࡞ࡿࢧ࣮ࢸࣈධヨ࡛࠶ࡿࠖ࠸

 ࡑࢀࡽࠊ0$1$%266 ࡢ୰㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔

࠺ࡇ࡛⏦ㄳࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ

Ꮫࣂ࢝ࣟࣞ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡇ

ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊᏛయࡢᨵ㠉᪉㔪

࡛ࡣ㆟ㄽࡍࡿຊࢆ㌟ࡅࡿ࠸࠺ࡇ࡛

࠾ࡅࡿࡇࡢᴗࡢ⨨ࡅࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀ

ࡍࡀࠊᛮ⪃ຊࡔุ᩿ຊࡔ⾲⌧ຊࢆ

ࡣ㒊ㄞࡳୖࡆ࡚࠸ࡿ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ

⫱ᡂࡍࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠼ࡤࡇ࠺࠸

࡛ࠊᑠࡉ࠸Ꮠ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡅࠊࢫࣛࢻ

࠺ၥ㢟ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ࠸

ࡢ㉥Ꮠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ୰ᚰࡢࡕ

ࡲࡇࡢ▐㛫ᏑᅾࡋࡲࡍࠋᏑᅾࡍࡿࡋࡓ

ࡈぴࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡽࠊࡑࢀࢆド᫂ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖࠋࡇࡢၥ㢟ᑐ

 ḟࠊࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒ࣛࢧ࣮

ࡋ࡚ࠊ616 ࡢ /,1( ឤぬ࡛ࢇࢇពぢࡀゝ

ࢸࣈධヨࡢᴫせ࡛ࡍࠋࡇࡢࢧ࣮ࢸࣈ

࠼ࡿࠊࡑࢀᑐࡋ࡚✺ࡗ㎸ࡳࡀධࡗ࡚ࡃࡿ

ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ࢞ࢲࣥࢫಶู㠃ㄯࠊ

࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋせࡍࡿṇゎࡀ

0$1$%266ࠊࢧ࣮ࢸࣈࣀ࣮ࢺࡢ୕ࡘ࡛ᵓ

୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇࢇ࡞ពぢ

ᡂࡉࢀࡲࡍࠋ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊࢧ࣮ࢸ

ࡶ࠶ࡿࢇࡔࠖ࠸࠺ࡇࢆཷࡅṆࡵࡿࡇ

ࣈࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠸࠺ࡢࡣࢇ࡞ពࡀ࠶ࡿ

ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊ㧗ᰯ⏕ࡓࡕྥࡗ࡚

 ࡇࡢࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒ࣛࡲ࡛ࡣࠊ
ࠕ㏣

࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋゝࡗ࡚ࡳࢀࡤᏛ

ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠖ࠸࠺ࡇ

ཷ㦂ᛶࡢࠕ┦⌮ゎࠖࡢሙ࠸࠺ࡇ

ࡣ୍ゝࡶゝ࠸ࡲࡏࢇࠋᏛ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛

࡞ࡾࡲࡍࠋ࢞ࢲࣥࢫࢆཷࡅ࡚㠃ㄯࢆཷࡅ

ࡍࡀࠊ⮬ศࡢ㐍㊰ࢆ⮬ศ࡛⪃࠼ࡼ࠺ࡼ࠸

࡚ࡳࡼ࠺࡞࠸࠺⏕ᚐࡓࡕࡣࠊᮏᏛࡢ⫋

࠺ࡇ࡛ࠊ࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝ

ဨಶู㠃ㄯࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢಶู

ࡋ࡚ࠕࡸࡣࡾ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ⾜ࡁࡓ࠸࡞ࠖ

㠃ㄯࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡢࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬࡢ☜ㄆࠕ┦

࠸࠺ࡢࡔࡗࡓࡽࡤࠊࢧ࣮ࢸࣈධヨࡶ

㑅ᢥࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ

࠶ࡿࡋࠊࡢධヨࡶཷࡅ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍࡼ

Ꮫ࡛ఱࢆᏛࡪࡢࢆయⓗ⪃࠼ࠊ㐍㊰

࠸࠺ࡇ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡘ࠸࡚యⓗỴ᩿࡛ࡁࡿຊࢆ⫱ࡴࡇ

 ࢧ࣮ࢸࣈධヨࢆཷࡅࡼ࠺࠸ࡗࡓሙ

࡞ࡾࡲࡍࠋ

ྜࡣࠊ ḟヨ㦂  ḟヨ㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࠊᮏᏛ࡛⊂⮬㛤Ⓨࡋࡓ

ḟヨ㦂ࡣࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᇶ♏

0$1$%266 ࡛ࡣࠊᇶ♏Ꮫຊࠊ≉ᙅⅬඞ᭹

Ꮫຊ㐺ᛶ᳨ᰝ࡛ࡍࠋࢢ࣮ࣝࣉࡈᮏᏛᑓ

ྥࡅࡓィ⏬ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ

௵⫋ဨ  ྡࡀホ౯ࡋࡲࡍࠋඛ⏦ࡋୖࡆ

࠼ࡤᅜㄒࡀⱞᡭࡔ࠸ࡗ࡚ࡶᅜㄒయࡀ

ࡲࡋࡓ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫࣂ࢝ࣟࣞࡀ⏕ࡁ࡚

ⱞᡭ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡇࡀᚓព࡞ࡇࢁ࡛

ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝

ࡇࡀᙅⅬ࠸࠺ࡇࡀศࡿࡼ࠺࡞⤌

ࢵࢩࣙࣥࡣࠊ ࢢ࣮ࣝࣉ 㸪 ே࡛  ศ⛬

ࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜึࡣᅜㄒᩘᏛࡔ

ᗘࡸࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢពぢࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ

ࡅ࡛ࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡽࡣⱥㄒࡶຍ࠼࡚࠸

ࡗ࡚ពぢࢆᡓࢃࡏ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾ

ࡲࡍࠋゝࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊᏛຊࡢ୕せ⣲ࡢ࠺ࡕࠊ

ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࡇࡇ࡛ࡣయᛶࡔᛮ⪃

▱㆑࣭ᢏ⬟ࡘ࠸࡚ࠊᇶ♏Ꮫຊࡢぢ┤ࡋ

ຊࡔ༠ㄪᛶࡔ⾲⌧ຊ࡞࠸ࢁ࠸ࢁ

ᙺ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

࡞ࡇࡀၥࢃࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠼ࡤᖺࡢ

32

ၥ㢟ࠊࠕࡸࡤ࠸ࡣఱࠖࠋᖺࡣࠕᬑ㏻

௵ࡋࡓࡢࡣ  ᖺ࡛ࡍࠋ୍␒ᗏࢆᡴࡗࡓ

ࡣఱࠖ࠸࠺ၥ㢟ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋࠕࡸ

ࡁࡀ  ᖺ࡛ࠊ ேࡔࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ

ࡤ࠸ࡣఱࠖ࠸࠺ၥ㢟ࢆཷࡅ࡚ࠊ୰

ࡑࡢ⩣ᖺࡽ㉱௵ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊࡇࡢ

ࡣࠕࡸࡤ࠸࠸࠺ࡢࡣࠊỤᡞ௦ࡽࢃ

 ᖺࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢧ࣮

ࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡔࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⣲ᬕࡽࡋ

ࢸࣈධヨ࠸࠺ࡶࡢࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ

࠸▱㆑ࢆᢨṔࡍࡿᏊࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡇࡑ

⚾ࡀ᮶ࡿ๓ࠊ࠸ࡲࢧ࣮ࢸࣈㄢ㛗ࢆົ

ᬑ㏻㧗ᰯ⏕ࡓࡕࡀࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࢆࠊࢃ

ࡵ࡚࠸ࡿᚿᮧࡀࠊࡇࡢࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ

ࢀࢃࢀࡣࡕࡻࡗ㐪ឤࢆᛮ࠸࡞ࡀࡽ⪺࠸

࣒࣭ࣛࢧ࣮ࢸࣈධヨࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡢ࡛ࡍ

࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡇࡘ࠸

ࡅࢀࡶࠊ ᖺࡽࡎࡗᚿ㢪⪅ࡀఙࡧ

࡚࠺⪃࠼ࡿ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㠀ᖖ࠸

࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋ࡚ࠊᖺࡢධヨ࠸࠸ࡲࡍࠊ

࠸㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࢃࢀࢃࢀࡶࡑ

ࡇࡢ  ᭶ධࡗ࡚ࡁࡓᏊࡓࡕࡢධヨ࡛ࡍࡅ

ࡢ㆟ㄽࢆᮏᙜࡣࣅࢹ࢜࡞ࡗ࡚ࠊ࠶

ࢀࡶࠊࡇࡇ୍࡛Ẽ㐣ཤ  ␒┠ከ࠸ᚿ

࡛⪺ࡁࡓࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊධヨ࡛ࡍࡽࡑ

㢪⪅ᩘ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࡢᐃဨᢚไ

ࡇࡲ࡛ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑ࠺

ࡢᙳ㡪࡛ࣂࣈࣝࡔ࠸࠺ࡩ࠺⚾ࡽࡣゝࡗ

࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᇶ♏Ꮫ

࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡋ࡚ࡶᚎࠎ  ᖺ㐃⥆

ຊ㐺ᛶ᳨ᰝࡣࠊ0$1$%266 ྠࡌᙧᘧࠊྠࡌ

࡛ᚿ㢪⪅ᩘࢆఙࡤࡍࡇࢁࡲ࡛᮶ࡲࡋࡓࠋ

⛬ᗘࡢࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟࡛ᩘᏛᅜㄒࡢヨ㦂ࢆ

 ఱ࡛ࢧ࣮ࢸࣈࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ⪃࠼ࡓ

ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺࡽⱥㄒࡶධࢀࡲࡋࡓࠋ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⾪ᧁⓗࡔࡗࡓ

  ḟヨ㦂࡛ࡣࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚ಶู㠃᥋

Ꮫ⏕ࡢᐇែ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋඛ

࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣᩍဨ⫋ဨࡀ

  ᖺࡇࡢᏛ㉱௵ࡋࡓ⏦ࡋୖ

ࡑࢀࡒࢀ  ྡ࡛㠃᥋ࢆࡋࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣᚿ

ࡆࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡢᙜࡢධᏛ⪅ࡢ࠺

ᮃ⌮⏤᭩ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀ

ࡕࠊ➨  ᚿᮃ࡛ධࡗ࡚ࡃࡿᏛ⏕ࡀ  ࡽ

ᇶ࡙࠸࡚ࠊ▱ⓗ࡞㛵ᚰࡔࠊᮏᏛ࡛ࡢᏛ

 ࡃࡽ࠸࡛ࡍࠋඛ⏦ࡋୖࡆࡓᚿᮧࡀ

ࡧࡢពḧࡀࢀࡔࡅ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞

Ꮫ⏕ࡓࡕヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ࠺࠸࠺ࡇ

ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ࡀศࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠸ࡲࡍࠊ㛵す࡛

 ྜ᱁ࡀỴࡲࢀࡤࠊධᏛ๓Ꮫ⩦࠸࠺ࡇ

ࡍࡽ㛵㛵ྠ❧ࠊ⏘㏆⏥㱟࠸࠺ࠊࡑࢀ࡞

࡛ࠊ♫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศࡀࡇ

ࡾࡢᏛࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸

ࡢୡ⏕ࡲࢀ࡚ࡽ  ᖺ㛫ࠊࡇࡢୡࡢ୰

࠺ࡇࢁධࢀ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠕᮏពࠖ

࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆࡇࢀࡽࡢ

ධᏛ⪅ࡀ㠀ᖖከ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ೫ᕪ

Ꮫ⏕άࡢࡼ࠺άࡍࡢ࠸࠺ࡼ

್೫㔜ࡢᘢᐖ࠸࠸ࡲࡍࠊࠕ⮬ศࡣ㛵㛵

࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⾜ࡗ

ྠ❧ධࢀ࡞ࡗࡓࠊ⏘㏆⏥㱟ධࢀ࡞

࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡗࡓࡅࢀࡶࠊࡔࡽ㏣ᡭ㛛࡛ࡂࡾࡂࡾ࡞

 ᴫせࡢ⤌ࡳࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ㏣

ࢇࠖ࠸࠺Ꮫ⏕ࡀከࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫࡣ❧௨᮶  ᖺ࡞ࡾࡲࡍ

 ࡑ࠺࠸࠺Ꮫ⏕ࡓࡕ࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ

ࡅࢀࡶࠊᚿ㢪⪅ᩘࡀᅗࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᖺࠎኚ

ᇶ♏Ꮫຊࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊ㐍Ꮫ┠ⓗࡀ

ࢆࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀࡇࡢᏛ㉱

᫂☜ࡔࡗࡓࡾࠊᏛ⩦ពḧࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊ
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࠶ࡿ࠸ࡣᏛ㒊ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀ࠶ࡗࡓࡾࠋ೫

࡚ࠊ┤᥋㧗ᰯ⏕ࡸᏛ⏕ṇ㠃ࡽྥࡁྜࡗ

ᕪ್࡛Ꮫࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊ

࡚ᑐヰࢆࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢᐇែࢆ▱ࡗ࡚యᛶ

࠼ࡤ㛵すᏛ⾜ࡅ࡞ࡗࡓゝ࠺Ꮫ⏕

ࢆᘬࡁฟࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ⏕ࡍࡇࡀ

ࠕࡑࢀ࡛ఱ࡞ࡢ㸽ࠖ⪺࠸࡚ࡶࠊ࡞࡞

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡼ࠺ࡋࡲ

ࡑࡇࡽඛࡀฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠋᏛࡪពࡔ

ࡋࡓࠋ㧗ᰯ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛ࡛Ꮫࡪព

ᑗ᮶ࡢ⏕ࡁ᪉ࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸

ࡸࠊᮏேࡢᑗ᮶ࠊఱࢆᏛࡪ࡞ࡘ࠸࡚

࡚༑ศ⪃࠼࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࡼࡃศ

ヰࡋྜࡗ࡚ࠊࡑࡢ⏕ᚐྜࡗࡓࢻࣂࢫ

ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊධࡗ࡚ࡁ࡚ࡽࠊᙜ

ࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢ⏕ᚐࡀయⓗ⮬ࡽࡢ㐍㊰ࢆ

↛ᮏᏛ࡛ࡶ )' ࡔ 6'ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᤵᴗࡢ

⪃࠼࡚ࠊỴᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ኚ࠼

ᨵၿࡔ࠸ࢁ࠸ࢁࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅ

ࡓ࠸ࠋ㧗᥋⥆ࡢⅬ࡛ࡣࠊ㧗ᰯᏛࡀࠊ

ࢀࡶࠊᏛࡢᤵᴗࡢᐇែࢆぢ࡚࠸ࡲࡍ

୍ேࡢ⏕ᚐࢆᣳࢇ࡛ࠊࡑࡢᡂ㛗ࢆಁࡍࡇ

ධࡗ࡚ࡁ࡚ࡽ࡛ࡣࡶ࠺㐜࠸ࠋධࡿ๓ࡽ

ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ኚ࠼ࡓ࠸ࠋ

ࡕࡷࢇᏛࡪពḧࢆ⫱࡚࡞ࡅࢀࡤ㥏┠ࡔࢁ

 ᚑ᮶㧗᥋⥆࠸࠸ࡲࡍࠊ㧗ᰯࡗ

࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡾࢃࡅ⚾ࡶࡢᏛࡢ

࡚ࡣ㐍Ꮫᐇ⦼ࢆ☜ಖࡋࡓ࠸ࠊᏛࡗ࡚

ሙྜࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿศཌ࠸୰㛫ᒙࡀධᏛࡍࡿ

ࡣᏛ⏕ࢆ☜ಖࡋࡓ࠸࠸࠺ࡑࢀࡒࢀࡢᛮᝨ

Ꮫ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᇶ♏ᏛຊᏛ⩦ពḧࢆࣂࣛ

ࡀᕪࡋ࡚ࠊ࠶ࡲࡾᩍ⫱ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ

ࣥࢫࡼࡃ㌟ࡅ࡚ࠊ⏕ᚐࡀయⓗ⮬ࡽ

࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍ேࡢ⏕ᚐ

ࡢ㐍㊰ࢆ⪃࠼࡚Ỵᐃ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡀᚲせࡔ

ࢆᣳࢇ࡛ࠊࡑࡢᏊࡢᡂ㛗ࢆ㢪࠺ࡼ࠺࡞㧗

࠸࠺ࡇ࡛ࠊඛࡢ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡓ

᥋⥆ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡈ

࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡊ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࡇ࡛ఱࢆኚ࠼ࡓࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛

 ᪂ࡋ࠸ධヨࡢไᗘ࠸࠺ࡇ࡛ࠊඛ

ࡍࡀࠊ࠼ࡤἲே࠶ࡿ࠸ࡣᏛࡢᇳ⾜㒊

⏦ࡋୖࡆࡓࡼ࠺࡞⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

ᑐࡋ࡚ࡣࠊ┠ඛࡢᚿ㢪⪅ቑ࡛࡞ࡃ࡚ࠊᏛ

 ᖺ  ᭶ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ

࡛ᏛࡪጼໃࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆᩘከࡃධᏛࡉࡏࡿ

ࡕࡻ࠺ࡑࡢᖺࠊᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ

ࡇኚ࠼ࡓ࠸ࠋせࡍࡿ೫ᕪ್ࡸࣛࣥ࢟

࣒ࣛࡀ࡛ࡁ࡚ࠊࡇࢀࡒࡲࡉࢃࢀࢃࢀࡢࡓ

ࣥࢢ࡛

ࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫࡢ౯್㐀

ࡵࡘࡃࡗ࡚ࡃࢀࡓไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ᡭ

どⅬࢆኚ࠼ࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼ࡓࡇ

ᛮ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊඛࡢ࠾ⲔࡢỈ

࡛ࡍࠋࡑࢀࡽᩍဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ༙ࡢᩍ

ዪᏊᏛࡉࢇᒸᒣᏛࡉࢇ⚾ࡶ

ဨࡀࠊᩍ࠼ࡿࡇ୍ᒙពḧࡀ㧗ࡲࡾࠊ◊

ࡢᏛ࡛᥇ᢥ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࠕࡇࢀ

✲ࡸ♫㐃ᦠࠊ)' ࡶ᪲┒ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ

࡛㡹ᙇࢁ࠺ࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᩥ

ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ኚ࠼ࡓ࠸ࠋᐇ㝿ពḧࡢ࠶

Ꮠ࠾ࡾຍ㏿ࡍࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡿᏛ⏕ࡓࡕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᇶ♏Ꮫຊࡀࡑࢀ࡞ࡾ

ᙜึࡇࡢ⤌ࡳࢆࡘࡃࡗࡓࡁࡣࠊࡇࢀ

࠶ࡿᏛ⏕ࡓࡕࡀධࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊᙜ↛ඛ⏕

ࡣᐃ╔ࡍࡿࡲ࡛ࡁࡗ  ᖺࡣࡿ

ࡓࡕࡶᡭᛂ࠼ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊពḧⓗ

ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ࠾ࡆࡉࡲ࡛ࡔ

࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽ⫋ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ

࠸ࡪຍ㏿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࠕࢧ࣮

ࣃࢯࢥࣥࢆࡽࢇ࡛ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ

ࢸࣈࠖࠊࠕࢧ࣮ࢸࣈࠖ࠸ࡲࡲ࡛ゝ
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ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡢពࡣࡇࡇ

࡛ධࡗ࡚ࡃࡿᏛ⏕ࡶ⤖ᵓ࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀ

᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

୍␒ୗࡢḍ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣ 㸣ࡄࡽ

 ࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ

࠸ࢆ┠ᣦࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡈぴ

⏦ࡋୖࡆࡓ࠾ࡾ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ᭱ึࡢᖺࡣࡶ

ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ┬␎ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ࡃࡋ࡚ࠊ࠶ࡢᖺࡣࡔ࠸ࡓ࠸ 㸣๓ᚋ

ࢧ࣮ࢸࣈධヨࡘ࠸࡚ࡶࠊඛ⏦ࡋ

࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖࡆࡓ࠾ࡾ࡛ࡍࡢ࡛┬␎ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ

 ࡇࢀࡣࢢࣛࣇࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ࢞ࢲ

ࡲࡍࠋ

ࣥࢫཧຍ⪅ᩘࡶఙࡧ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊಶู㠃ㄯ

 ࡛ࡣᐇ㝿ࠊࢹ࣮ࢱࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔ

ࡢேᩘࡶቑ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓ

ࡽඛ⏦ࡋୖࡆࡓ 0$1$%266 ࡢά⏝࡛

ࢧ࣮ࢸࣈ࢞ࢲࣥࢫࡸಶู㠃ㄯࡢཧຍ

ࡍࠋࡇࢀࡣᚲࡎࡋࡶᮏᏛࢆཷ㦂ࡍࡿ࠸࠺

⪅ᩘࡣࡇࢀࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ࠾ศࡾ

ࡇ࡛࡞࠸⏕ᚐࡓࡕࡶྵࡵ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡈ

ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊᖺᗘࡲ࡛ࡢࡇ

ぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ศࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊⓏ㘓

ࢁ࡛࢞ࢲࣥࢫࡢཧຍ⪅ᩘࡣࠊࡇࡢ  ᖺ㛫

⪅ࡀᚎࠎ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㸣

࡛  ྡࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋಶู㠃ㄯࡢᘏ

ࡽᖺ 㸣ࡲ࡛ୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᏛ

ேᩘࡶ  ྡ࡛ࠊಶู㠃ㄯࡢᐇேᩘࡶ

⩦⩦័ࢆᑡࡋࡎࡘ㌟ࡅ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡓࡕ

 ྡࢆ㉸࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᖺࡢᐇேᩘࡣ

ࡀཷࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀศࡿᛮ࠸ࡲ

 ྡࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᖺࡣࡶ࠺  ྡ

ࡍࠋ

ࢆ㉺࠼ࡲࡋࡓࠋᐇேᩘࡔࡅ࡛ࡶ  ྡࢆ㉸

 ࡑࢀࡽࢧ࣮ࢸࣈධヨࡢᚿ㢪⪅ࡢ

࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㠃ㄯࢆ⫋ဨࡀࡸࡿࢃࡅ࡛

0$1$%266 ࡢ⏝⪅ᩘ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡰ

ࡍࡀࠊ㠃ㄯࡢ⫋ဨࡣ  ྡ௨ୖࡢ᪉ࡸࡗ࡚

㸣ࡀ 0$1$%266 ࡢၥ㢟ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᮏᏛࡢ⫋ဨࡢ࠾ࡼ

ࡔඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࣂ࢝ࣟࣞࡢ⏝

ࡑ  ࡀࡇࢀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

⪅ᩘࡀࠊࡑࢇ࡞ከࡃ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࡇ

࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡀᑡࡋㄢ㢟࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡑࢀࡽࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷࡅ

 㠃ㄯ⫋ဨᩘࡣࠊᖺ࡛࠸࠸ࡲࡍ  ྡࡢ

ࡓ⪅ࡢධヨฟ㢪⪅ᩘࠊྜ᱁⪅ᩘࠊධᏛ⪅ᩘ

᪉ཧຍࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡛ࡍࠋ᭱ࡶ⫢ᚰ࡞ࡇࢁ࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ

 ࢧ࣮ࢸࣈࡢᬑཬ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ࠺ࡔ

ࢧ࣮ࢸࣈධヨ࡛ධᏛࡋࡓ⪅ࡢᩘࡣࠊࡇࡢ

ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡶࡢ࠺

ୗࡢࢢࣛࣇࡢ┿ࢇ୰ࡢḍࠊࢧ࣮ࢸࣈධ

ࡽゼၥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㧗➼Ꮫᰯࠊࡑࢀ

ヨධᏛ⪅ࡢྜ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

ࡽㅮ₇ᑐ㇟ࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡢᩘࡘ࠸࡚ࡣ

୍␒᭱ึࡢᖺࡣ 㸣ࡋ࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍ

ࡑࡇ࠶ࡿ࠾ࡾ࡛ࡍࠋࡶ࠺᪤ᖺᗘࡲ

ࡀࠊࡑࡢᚋࡔ࠸ࡓ࠸ 㸣ࠊᖺࡣ⋡┤⏦

࡛࡛ࠊࡇࢀࡔࡅࡢࡇࢁ࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸

ࡋୖࡆ࡚ᇶ♏Ꮫຊࡢࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࡼ࠺࠸

ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࠺ࡇ࡛ධᏛ⪅ࢆ⤠ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ㸣

 ࡑࢀࡽ㧗᥋⥆࣭㧗㐃ᦠࡘ࠸࡚࡛

࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࢧ࣮ࢸࣈࣉࣟࢢ

ࡍࠋ࠸ࡲ⚾ࡶࡣධヨᨵ㠉ࡔࡅ࡛࡞ࡃྲྀࡾ

࣒ࣛࢆཷࡅ࡚ࢧ࣮ࢸࣈධヨ௨እࡢධヨ

⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡣࠊ㧗ᰯ  ᖺ⏕ᑐ㇟㧗ᰯ 
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ᖺ⏕ᑐ㇟ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࠋ㧗ᰯ  ᖺ⏕ᑐ

Ꮫࡣࠊࡇࡇ࠶ࡿࡼ࠺ᐇᩘ  Ꮫ࠸

㇟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㐍㊰ࢆ⪃࠼ࡿ‽ഛ࠸

࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

࠺ࡇ࡛ࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱⨨ࡅࡽࢀࡿ

 ࢧ࣮ࢸࣈࡢ㛵㐃࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ

ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕ⮬ศࡢࣔࣀࢧࢩ

ࢁ࡛ㅮ₇ࢆࡈ౫㢗࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠾

ࢆᣢࡘࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞୰࡛ࠊᑗ᮶ࡢ⮬ศ

ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡔ࠸ࡓ࠸㒊࡛  ࠶ࡾࡲ

ࡸே⏕ࡢࡇࢆ⪃࠼ࡿࠋࡀࡑࡢᮇࡔࡼ

ࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࡢ୰࡛ࡣᏛ࠶ࡿ࠸ࡣ

࠸࠺ࡇࠋ⮬ศྥࡁྜࢃ࡞ࡅࢀࡤ㥏┠

Ꮫࡽࡶࡈ౫㢗ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡔࡼࠋ⮬ศࢆ▱ࡗ࡚ࡋ࠸࡞ࠋ⮬ศࡽࡋࡃ

 ⿵ຓ㔠ᑐ㇟⤒㈝࣭ᗈሗຠᯝࡢⅬ࡛ࡍࡅ

⏕ࡁ࡚ࡋ࠸࡞ࠋ⮬ศࡢࣔࣀࢧࢩࢆᣢࡗ࡚ࠊ

ࢀࡶࠊࢧ࣮ࢸࣈᴗࡢ⿵ຓᑐ㇟⤒㈝

ᇶ♏ᚿࡢษࡉࢆ▱ࡗ࡚ࡋ࠸ࠊࡇ࠺࠸

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖺᗘࡲ࡛࡛  ൨  

࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡘ࠸࡚⏕ᚐ୍ேࡦࡾࡀ⪃

ᙉࠊ⿵ຓ㔠ࡀ  ࡄࡽ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ

࠼ࡿࡼ࠺ㅮ₇ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲ

࡞ࡾࡢ⛬ᗘ⿵ຓ㔠࡛࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸

ࡍࠋᏛᖺဨᑐ㇟ࡀᇶᮏ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ

࡚࠸ࡿࠋࡑࢀຍ࠼࡚ᗈሗຠᯝ࠸࠺ࡇ

ဨㅮ₇ࡢ㉁ၥࡸᝎࡳࢆ $ ࡢ⏝⣬  ᯛ

࡛ࡣࠊࡇࢀࡣ࠶ࡿᇶ‽ࢆᇶࡋࡓཧ⪃ᩘᏐ

グධࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡑࢀᑐࡋ࡚⚾ࡶࡀ

࡛ࡋ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪂⪺ࡸࢸࣞࣅࠊ

㒊ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡅ࡚࠾㏉ࡋࢆࡍࡿ࠸࠺

㞧ㄅ➼࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ

ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࡢἲேࡢ୰ే

ࡀࠊࡇࡢ  ᖺ㛫࡛  వࡾ࠸࠺ࡇ

タᰯࡀ  ᰯࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࡑࡇࠊ

࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

㈡┴ࡢᩍ⫱ጤဨ㐃ᦠ༠ຊ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛

 ࡛ࡣධࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡓࡕࡀ࠺࠸࠺ᡂ⦼

࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇࡽ  ࡘࡢ㈡┴❧㧗ᰯ

࡞ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࢧ࣮ࢸࣈ࡛

ࢆᣦᐃ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢ㧗➼Ꮫᰯࡶྠࡌ

ධࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࠊࡢධヨ࡛ධࡗ࡚ࡁࡓ

ࡼ࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ Ꮫᖺ 

Ꮫ⏕ࡓࡕࡢࠊྛᖺᗘࡢᏛᮇࠊ⛅Ꮫᮇࡢ *3$

ࡽ  ࡄࡽ࠸ࡢ⏕ᚐࡢឤᩥ㒊ࢥ࣓

ᖹᆒ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ୍␒ᡭ๓ࡀࢧ࣮ࢸ

ࣥࢺࢆࡅࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊඛ⏕᪉ࠊ≉㧗

ࣈ࡛ධࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲ

ᰯࡢඛ⏕᪉ࡣࡼࡃศࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ୍

ࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࢀࡣ  ᖺࡢධᏛ⏕ࠊᖺ

ேࡦࡾࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࡇࡀ㐪࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ࡢ༞ᴗ⏕࡛ࡍࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ

ࡑࢀᑐࡋ࡚ࡕࡷࢇ⪃࠼࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ

ࡢධヨ࡛ධࡗ࡚ࡁࡓᏊࠊࡑࢀࡑࢇ

ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࡢ࡛↓ⲔⱞⲔኚ࡛

Ⰽࡀ࡞࠸ࠋ⩣ᖺࡢධᏛ⏕ࡣࠊࡇࢀࡶࡑࢇ࡞

ࡍࠋ㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㝈ᐃࡋ

ࡑࢇⰍࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࡑࡢḟࠊ ᖺࡢ

࡚ࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㧗ᰯ  ᖺ

ධᏛ⏕ࡣࡕࡻࡗᡂ⦼ࡀⴠࡕࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ

⏕ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ࡣࠊࠕ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ

ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᇶ♏Ꮫຊ㐺ᛶ᳨ᰝ

ࡢṌࡁ᪉ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫ㒊࡛ࡣ

ࡢྜ᱁᭱పⅬࡣᑡࡋୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ

ࢇ࡞ࡇࢆᏛࡪࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊゎㄝ

ࡢ࡛ࡍࠋ

୰ᚰㅮ₇ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ࡛ࡣ㐍㊰ࡢ≧ἣࡣ࠺࡞ࡢ࠸࠺ࡇ

 ࡇࡢ㛫ࠊ⚾ࡶࡢࢧ࣮ࢸࣈࡢྲྀࡾ⤌

࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣᖺึࡵ࡚༞ᴗ⏕ࢆฟࡋࡲ

ࡳࢆཧ⪃ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛᮶ゼࡉࢀࡓ

ࡋࡓࡅࢀࡶࠊ༞ᴗ⏕༨ࡵࡿᑵ⫋Ỵᐃ
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⪅ࡢྜ࡛ࡍࠋᑵ⫋ᕼᮃ⪅༨ࡵࡿྜ࡛

ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᩥᏐ㏻ࡾᨵ㠉

ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ༞ᴗ⏕༨ࡵࡿᑵ⫋Ỵᐃ⪅ࡢ

ࡢຍ㏿ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ➨୍ᚿᮃ⪅ࢆⓗ

ྜ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊᏛ

ቑຍࡉࡏࡿࡁ࡞せᅉࡶ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

యࡢ༞ᴗ⏕ẚ࡚ࡶࠊ↛ࡑࢇⰍࡀ࡞

Ꮫయࡢᚿ㢪⪅ቑࡢ୍⩼ࢆᢸࡗࡓࡋࠊ⫋ဨ

࠸ࠋୖሙᡭᴗࡢẚ⋡ࡶࠊࡶࡶẕᩘ

ࡢ 6' ㈉⊩࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ㝔ෆእࡢ

ࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛  ேቑ࠼ࡿࡔࡅ࡛ 㸣㉸࠼ࡿ

㧗ᰯ᪂ࡓ࡞㧗᥋⥆࣭㐃ᦠࡢᡭἲࢆ㛤Ⓨ

ࡄࡽ࠸ࡢᩘᏐ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࡣࠊᮏᏛࡢධヨᨵ

 ୰㛫ホ౯⤖ᯝ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣࡶ࠺

㠉ࡸᩍ⫱ᨵ㠉ᑐࡍࡿ┿ᦸ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊ

࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤศࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ6

ᩥ⛉┬࠶ࡿ࠸ࡣᏛ㛵ಀ⪅ࠊ㧗ᰯࡢඛ⏕᪉ࠊ

ホ౯࠸࠺㠀ᖖ㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ

࣓ࢹ࡞ఏࢃࡗ࡚ࠊᏛࡢࣈࣛࣥࢻ

ࡓࠋࡇࢀࡣ୍ࡘࡢບࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ຊྥୖ࠸㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ࡛ࡣᑡࡋ⥲ᣓⓗぢࡿ࠺࡞ࡢ࠸

 ᨵၿࢆせࡍࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊࢧ࣮ࢸࣈ

࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊホ౯࡛ࡁࡿࡇࡔࢁ࠺࠸

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㠃ㄯ࡛ࠊᏛࡪពḧࢆᘬࡁฟࡍ

࠺ࡢࡀࠊࢧ࣮ࢸࣈධヨ࡛ධᏛࡋࡓᏛ⏕

࠸࠺ࡇࡣࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸ࡇ࡛ࡍࠋ

ࡢᡂ㛗ࡀࠊ*3$ ࡛ࡣ☜ᑡࡋ≀㊊ࡾ࡞࠸

ࡑ࠺⡆༢࡞ࡇ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡇࡢ

ࡇࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊࡢ

㠃ㄯຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࡀᚲせ

ධヨ࡛ධᏛࡋࡓᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ≉ẁຎࡿ

࠸࠺ࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽཷ㦂

ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊᑵ⫋ᐇ⦼ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋࠊ

⏕ࡢᇶ♏Ꮫຊࡢྥୖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊྜ᱁᭱

ከࡃࡢᏛ⏕ࡀࢧ࣮ࢸࣈࢫࢱࢵࣇࡔࠊ

పⅬࢆୖࡆࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊⱥㄒࡶᑟධ

ࡑࡢࡢࡇ࡛㠀ᖖከࡃࡢᙺࢆᢸࡗ࡚

ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ㏆࠸ᑗ᮶

ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ୍ᮇ⏕ࡢࢇ

&%7 ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࠊᇶ♏Ꮫຊࡢ☜

ࡀ  ᖺ㛫ࡢᏛ⏕⏕ά‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄆࢆཷ㦂⏕ࡶᏛࡶධヨࡢ๓࡛ࡁࡿࡼ࠺

ᖺ୍ᮇ⏕ࡣ༞ᴗࡋࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊከࡃࡢ

࡛ࡁ࡞࠸࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ,&7

Ꮫ⏕ࣄࣜࣥࢢࢆࡋࡲࡋࡓࡀࠊࢇ

ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㐲㝸ᆅࡽ࡛ࡶ㠃ㄯࡀ࡛ࡁࡿ

ࡢᏛ⏕ࡀ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ≉

ࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋࢧ࣮ࢸࣈධヨ࡛ධᏛࡋ

ᚩࡣࠊࢇࡢᏛ⏕ࡀ➨  ᚿᮃࡢᴗ

ࡓᏛ⏕ࡓࡕࡢ᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶᚲせ

ධࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽ༢࡞ࡿධヨᨵ㠉

࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊධヨ✀㢮ࡢ≉㛗

࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍⎔ࡋ࡚⨨࡙

ྜࢃࡏࡓධᏛ๓ᩍ⫱ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ

ࡅ࡚ࠊ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢసᡂࡸࢼࣥࣂ

ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣜࣥࢢࠊ࢜ࢼࣅ࠸ࡗ࡚Ꮫ⏕୍ேࡦࡾ

ᖺ⚾ࡶࡣ᪂ࡋ࠸࢟ࣕࣥࣃࢫࢆࡘࡃࡾࡲࡋ

ࡢᏛࡧᡂ㛗ࡢྍどࢆᅗࡿࡓࡵᏛ⏕࣏

ࡓࠋࢧ࣮ࢸࣈㄢࡶࡑࡕࡽ⛣ࡗ࡚ᑡࡋ

࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࠊ᳨ᐃࢸࢫࢺ

ᗈ࠸㒊ᒇࡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ྲྀ

ࡢᏛ㒊࡛ࡢᐇࠊࡑࢀࡽ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ᨵ

ࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㠉ࡢⓎᒎ㒊ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋ

 Ꮫࡢ➨୍ᚿᮃ⪅ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡗࡓ

ࡓࠋࡑࢀࡽඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡅࢀ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓ

ࡶࠊ$3 ࡢ⿵ຓ㔠ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࣐ࢼ࣎ࢫࡢ

ࡼ࠺ࠊ⚾ࡀࡇࡢᏛ㉱௵ࡋࡓᙜࠊ

37

ᖺᗘࡢᏛ⏕⏕άᐇែㄪᰝ࡛ࡣࠊ➨୍ᚿᮃ࡛
ධᏛࡋࡓ⪅ࡀ 㸣࡛ࡋࡓࠋ ᖺᗘ࡛ࡣ
㸣ࠊᖺ 㸣࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ
ⓗ➨୍ᚿᮃ࡛ධࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡀቑ࠼
ࡿࠊᤵᴗ㢼ᬒࡶᏛ⏕ࡓࡕࡢ⾜ືࡶពḧ⁄
ࢀࡿࡶࡢኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ
 ࡇࡇࡽඛࡣࠊⓙࡉࢇࡢ࠾ᡭඖ㈨ᩱࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ⚾ࡶࡢࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐺
ṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢࠊࡕࡷࢇࡸࡗ࡚ࡿ࠸
࠸࠺ࡇࢆࠊᙜ↛ᩥ⛉┬ࡢ࠺࡛ࡶホ
౯ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊእ
㒊ホ౯ጤဨ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡶホ౯࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ⚾ࡶࡢ
ࢧ࣮ࢸࣈ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱
⥲ྜ◊✲ᡤࡢඹྠ◊✲࠸࠺ᙧ࡛㏣㊧ㄪᰝ
ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ࡚ࡶ㒊ࡈ⤂࡛ࡁࡲ
ࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈࡃ⡆༢ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠊ
࠼ࡤࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊᏛෆ೫ᕪ
್ࡣࠊࢧ࣮ࢸࣈࡢᏊࡓࡕࡣ୍᪦  ᖺ⏕
ࡢࡁୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ ᖺ⏕࡞
ࡿୖࡀࡿࠋ⮬⩦㛫ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࡶ
ࡔࢇࡔࢇୖࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋㄞ᭩ࡢᩘࡘ࠸
࡚ࡶࠊࡢධヨẚࢀࡤࠊ ᖺḟከ
ᑡୗࡀࡿࡇࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡢ
ධヨ࡛ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡼࡾࡶ୍␒ከ࠸ࠋࡑࢀ
ࡽᏛࡧᑐࡍࡿព㆑ࡣࡸࡸୗࡀࡗࡓࡾࡋ
ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ୍㈏ࡋ୍࡚␒㧗࠸࠸࠺ࡼ
࠺࡞ࡇࡀศࡾࡲࡍࠋ㐍㊰ᑐࡍࡿព
㆑࣭⾜ືࡶࠊࡕࡻࡗୗࡀࡗࡓࡾࡋࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊࡸࡣࡾ୍␒㧗࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᏛ⏕ࡓࡕࡢព㆑ࡇ࠺࠸࠺ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠾ศࡾ࠸ࡓࡔࡅ
ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋ

38


Ũć( ʘ
ȩŦØå$ĻǪǃǡŇǭĳļȝw¢
ȖĀ%ȵƉƃª

RX'^SdemWjhGKtCDB9

t(u]źǔXÊBəqTQA
* Ȭð]ŴǌrȅKWƥnɚo*

RX'^Sdá¢KtQò¡>E6B9
ȄŻɰæ»Ǫæ

ɍȔ·Ʒ+ɋæȂ,





sBkq?AdZJ1w{
ci[M=y_

ci_ZJ@
žģƺ\ǪæXæbɮȋrĶ?IO"ǪæXæbśƴY³ɾrūUHYBXCol>\

ɧæX^"ɕƶ Ȭ\ŎȇKQǾöē½Ǌʇ]ǾX"ĝæ]ƼƩX<nĆ¶ʃȭXj<o-ȣʆŰĄ$ŵÕɵ´.+ŰŹȋ\"Űãȋ\"
Űʄȋ\ǁȪrjTWƺCoĥƬr¶ƶK"ŵÕ]Qi\ɱʆUƬŌrɽƶMoY=>Žš,rĊĤÉMoQi\"ƦQ[Ć¶ɮɄrǄȇK
Q#Pp^"-ƺCoʊ.+ŰĦrʃÖK"ŵÕƬYKWŰʆMo,"-æbʊ.+ŰmĶ?"ȸǳK"ɅĤMo,"-Ķ?oʊ.+Ĥǩŵ
Õ]IfJf[ÒǬrȶĢKÖęMo,rɁ?QƬŌ]¶ƶY=>HYX<n"ǙƜKW-ȄǪæřʊ.]âʆYǄȇKQ#

¶Wot(u¬~¨¢Y"P]HYrĞƝMot(uȩŦrÛȶKQ#P
]ȢȀ^"ʕɧæƣ¸YĻĳƺBĥɗɭǵrK"Ƙʀ]Űɐr³ŲIO"ǪæXÊræb

H]ɮɄrŴĤMoQi\"ɕƶ Ȭ ě\ôȼĆ¶÷ĴrǄʆK"HpfX]āȅĆ¶r©¨ªt(Ć¶]ïȎAmŅĴǺKW"Ȅ
ŻɰĐ©¨ªt(Ć¶râʆ$ŴǌMoHYrɮşKW=o#æɉAmȣʆKQ÷Ĵ]ʁȎréAK"MdW]æƺ\ɃɼYIpoôǓ
ȋ[Ȱʊ$ûȰr¶ƶMoQi]ǪæĆ¶]ôȼYKW]ɱèrǰTW=o#ɧæ]ôȼĆ¶]ǪC[ȢȀ^"Źǥȋ\źnǔhśƴY(
¢YKWķȜMoȰʊ"ĥƵYĂțʊ]¶ƶrƮoQi\"ǤƱ]ƙƬƱ¡ÎɮrźnȩpW=oHYX<o#ĆɽÎɮč\^-ƦȩƺÂ
ƅ.Y-Ćɽ¡.rȲǹK"Im\"-Ćɽ¡.]ȶȍÎɮYKW-y(¡.r"|¥©tÎɮ\^-¬x}.+t}u
$¨(~Îɮ,Y-ɅĤ¡¦(§.\ñqoɎƱ]ſćrȲǹKW=o#fQ"PpY^ɗ\"ŵÕȋ[ƬŌ¶ƶ( \
ǦÅMoQi"æɉÇǳĐ]ʂƂ(YKW"ɕƶ Ȭȓ\^~¬(ª|¥©t("ɕƶ Ȭȓ\^(|¥©t(rǄ
FQ#

Arɯ="ǪæXæb³ɪrŰmøVDl>\ǜM#ʖɧæBȣŰ\ÛȶKQ
 ¢X"ôǓæʊ]âȫYİƟ"ĕÓȋæƅrƅëɈFo#
ȝŬ\H]¢ƟXüʑMoz¬«tªX"ɏŨrǤɹ[ïȎAmĶőMoȰ
ʊr¶ƶK"Űɐ]³ĢrƍdoʊkǣŶ]³ĢržFȩpośƴrɽ>HYBXCol

ɕƶ Ȭȓ\ŴŠKQæƺƺéŴǨȁń\lp_"Ʀȩƺ]ȩæȃĩ]Ƥă\U=Wș?QĺɮX-ɛæ]³ɾ\Ȯ?W=o.YKQŶ
B /X<TQ#fQ"ɕƶ Ȭȓ\ŴŠKQɧæĆ¶Ûȶ(]ɐƿ\lp_"ÒǬk«([Z-ɷ?mpQHY^koHYB
XCo.fLi[æƺB  /YǤ=Ⱥɭ"ĆÎƓ°Ý]ɑğrȤh+/,"ơɠrƀƆMo+ /,"ſćȧɸ\U=WĆ¸\ųɯ
rMo+ /,"[Zæƅƅë\ñMoHY^"ȁńǦƞĳ\ȾdW/°ƟȆ=HYBşȊIpW=o#=q_"ǪæXæb³ɾkśƴ
BƇɐ\đƶIp[=ff\ȩæKWDoæƺB·ȇȉȓǢŋMoHYr³ɪKW=o#ɧæ\ƫæKWDoǾƤȋ[ǖX<o-ɐį=Ǿð
ǖ.\ǦMo"ĝæ]ʃȭ\ôV=QƬŌ¶ƶ]ɮɄrǮƶMoQi\ƟùØårŴķKW=o#

>\Mo#ʗH]¬~¨¢YĥɗɭǵĚÏrt(u(Y}(\
ùʐK"ČnɚKƥnɚoHYXŰĦƶȂrǜM#P]ƶÏrȶõK"³ɾ$Ȱʊ$ȌƵ
\Ì?ôǓæʊ]ǮƶȓròiQǤɭȋ$Ǚļȋ[ɆËrMoHYBÍȰY[ot(

Łĩ^"ƟùØåræɉǴÜfXȇǽMoQi\"ɕƶȬȓfX\"ǑW]æɉ\U=WØǔkz©|¦¨¢[Z]ØårŴĤMo#
ɓOW"ɕƶ Ȭȓ\ǸµǕǛæɉrǄǹ+ȥƋǾ,K"Hpm]Øå]ǜƫrƮo#ɧ¬~¨¢]ƧƽXȈúKW=oȧɸ^"-Ǫæ
Xæb³ɾkśƴ.rȩŦǎAm¶ƶK"ȩæĩ^Ppm]æƺB"ǣ]æƺ]¤ªY[TW"ØårÌǠIOoHYBXCoǢŋY[o
HYröǧKW=o#HpmrŴĤMoQi\^"Ć¸]éȜ]ȶȍ^jYln"ƣ¸]éȜrɀɳȋ\ȶȍIOW"ƣ¸]Ć¶éȜ
c]ŔÌBXCol>\MoHYBɇÍĘX<o#ɧƧƽ]ŨćrƯƫMoǾX"P]HYjǜƫXCol>ǔgŀsX=o#

uȩŦX<o#

z^B7sBl0YH]gf3
+Ƭ,

{v

ŸȎĽɌ\İFQĕÓȋ
ŸȎĽɌ\İFQĕÓȋ[æƅrǜM

üʑMoʊrƪ\UFo

t(uȩŦ
! ŭŦģ$$$~ª(uz§

 

 SS
#! S& S
 =<A+



ôǓæʊȌƵĞń


-)$S1S

.A+

39

















































































 

 




! ŵÕY]ĔBnrĶ?o

2 A+



ȩæǎæƅ



! ŭŦģ$$$ĥɗɭǃ



!

#! S& S
 A'



ƣ
¸


¬
~
¨
¢

$$$

! ȄŻɰæ»z¬«t$$$



 

Ćƣ
¸¸

! ôǓæʊ

2 ?"6

 

Ŧ

84945:;;

 

ȩ

 A'

 

ƣ
¸

 

ĥɗɭǵ
! Ļĳƺ](ǸȎ]âȫY-ǘĨǍǭ.

 

¸


¬
~
¨
¢



! ǪæYžģƺ]-ǘĨʃÖ.



ƣ

t

ʚ

ʝ


ʚ

ʛ
Ű
Ħ
ƶ
Ȃ
]
â
ȫ
ʜ






}


ʚ

ʛ
Ć
¶
ƶ
Ï
]
ù
ʐ
ʜ

+Ȭ,

@=F"tQí8B9DB9

±ØCDB~¾J§Ë
 ¦é

ɮǆ]ŞóŶǚX[D"ǪæXæbśƴrūUæƺrƱǤDȩæIOoHY\ə?o#

 ȩæŶ]>S"ǫ·ŞɥB*è

+ɘŃǶk¨|~X^ǞoHY]XC[=Ǫæ]ËǶǕǛ\ťȎrə?o,

 r

 ññȝʆ"ŖĈĵʈ\ȩp[ATQY=>-ɇɧ³.ȩæŶ]ǤI

Ǫȹ]Ć¸B"Ć?oHY\·ǖ³ɾBĻfn"ĠþkŵÕʎĒ"76\jÆƻ\źnǔYBXCol>\ə?o#

1ɘŃǶɘƉ]ɖÞ

 µr
ĻĳƺkæƺYƹɭAmİCļTWǦʓK"Ƚm]ŴǨrǷTWŹǥƵrºCƋK"Űm]ŘŨ\éAMHYBX

 ôǓæʊɇǟ$ƫæɮȋɇɬâ$æƅ³ɾɇǟ$¡ 

Col>\ə?o#

1Ǫæſć]ŴǨ#ƑȬŭĆ¶kſćØǏRFX^ÖƚXC[=

 ¾

1-ɐį=Ǿðǖ.BȩæMoǪæYKW"ôǓæʊYæƅ³ɾr

ǪæXæb³ɪ"ɧƬ]Ƙʀ"ÊræbA[Z\U=WʓKļ="P]ƺȐ\<TQtvrK"P]ƺȐB
Źǥȋ\Űm]ƫʏrĶ?"ęȇMoHYBXCol>\ə?o#

¨lDƪ\UF"ƺȐBŹǥȋ\Űm]ƫʏrĶ?ęȇXCo

 Ì¿È

Řǔg]ɃɼƵ#

ĻĳYǪæB"·Ƭ]ƺȐrąsX"P]ƶȂrǜMHYBXCol>\ə?o#


¶>6á¢»ÝJÏ¾

RX'^SdemWjh
1$VT\nZGð~µrGJ*ìñÐ+

  Ȭ ěAmƳȓǄĕ\ɧàŚȜ
ɧæ]Ć¶ʃȭX<o-ȣʆŰĄ$ŵÕɵ´.rȭȚ\&

y(|¥jòiWȬƱ×]{vYP]Ŋ]ĥɗɭǵ#ɧæ]ǈȪƣ¸Bǰȗ#
ŰɐrǷn"ǪæXÊræaQ=Arɯ="ŰmøVDl>\ǜM#H]ɭǵX^"ɧæc]žģ
rǜMHY^ON"ɧƬ]Ƙʀr·ƒ\Ķ?oY=>XķTW=o#

  Ȭ ě(
t(u¬~¨¢$t(uȩŦ

2$ð~ß¥{ãJYZ^h.

 ɕƶ + ,ȬȓǪæĆ¶ŅƺÌǠ¬~¨¢

ôǓæʊ]âȫYİƟ"ĕÓȋæƅrƅëVFoYȝŬ\"ȄŻɰæ»Ǫæz¬«tX"Ǥɹ[
ïȎAmĶőMoʊr¶W"Űɐ]³ĢrƍdoʊkǣŶ]³ĢržɸMośƴrɽ@>YMo
¢#

( ʘ-ȩŦØå.\Ňǭ
+ǍȇIpQǪæ^"ȄŻɰæ»Ǫæ$@Ǽ]ưƕŜǪæ$ÈŕǪæ]3Ǫæ"ŢʆǪæX^ɧæ]g,
 Ȭȓȝ¬~¨¢ǾðɆËX-;.ɆË+-ȩŦØå.ʉµX^ɧæ]g,

,(gafZ)-

 !!!

0 t(u]³ɪ
ǘŻ]³Ģ\ůrďF[Bm"Űɐ]³ĢkĶ?rŹǿMoHYBXCoǨȓ#
M[qSŰɐrǷn"ɅĤMoHYBǪǂ\[oYÖŷ#

3$¥½ÔQÇ?*RX'^Sdb'`+
H]¬~¨¢]ĚÏrùʐK"ƥnɚoHYXŰĦƶȂrǜM#ŰɐŰƪrŹĪ\KWùƍMo#




RX'^Sdá¢

RX'^SdJ©ÅJ_'[

 1¤¢ Wk'e_SZU]YinGÄ~øÙ¼
~ª(uz§^"~ª( * ɫXɲ ɐ]üʑ#
ŹǥƵkĂȁƵ"ʑʃƵȘrɆË+ƣ¸ɫ\loɆË,#
ôǓæʊȌƵĞń^"ȕŉɯǬYȝɹ]đűXƋǬ#

VT\nZyº%ñÐ¨º% ¨º%á~¨º%
õ´%ñÐµrºÞ

+ ɐX ɯXĿĪYƱæ#ȬȓȩŦAm¾ĪjÒK"ɐX ɯ#
@PAP:qÖ¹¯o³9H79ÆØIçu>EåQäÖ#
 2¤¢ ìñ¿
Ć¸Yƣ¸BtY[n"Şɥʃɶkæɯ\ǦMo³ɾkǷȋñƤ]«ªȘrɆË#





40

$RX'^SdemWjhQ«<B¨Já¢®¨º"}¨º"á~¨º(Îp&¸)

RX'^SdVT\nZ"ìñÐv¨º
Ȭȓ

ǦƞȩŦȬȓ
{v×Ʊ

{vŔÌŶƱ

Ȭȓ

 ×

Ȭȓ

×

ɫ

×

ɫ

ɫ

Ȭȓ

Ȭȓ
ƋóŶ

Ȭȓ

×

 ɫ

ļĕ

×



ɫ

 ×

 ɫ

ļàŶ

Ȭȓ
ȩæŶ

ƋóŶ

Ȭȓ

ļàŶ

ȩæŶ

ȩæŶ









 















 

 







 





 









 





 

P]ǣ
ȩŦĕ















ļ









 





 

ĕ







)

)





7?,

ĥɗɭǵÁdƬƱ

ɫ

ɫ

ɫ

 ɫ

ɫ

ĥɗɭǵŴƬƱ

 ɫ

ɫ

ɫ

ɫ

ɫ



ļàŶ

ȩæŶ



ĕ

ļàŶ

ȩæŶ

ƋóŶ

ļàŶ







 































 













%;@4DHTKEMNQGPOA58:4*3

ļ

ƋóŶ

%4/





%4IRJT%(



ȩæŶ







 





%.>068?

%Ã~JÆá~¨ºIÀLORX'^Sdá¢á~¨ºGRX'^SdemWjh«¨á~¨ºJ

ɫ

 Ȭȓ

ǦƞȩŦȬȓ

 ɫ



!

ƋóŶ

Ȭȓ

ļàŶ

)



Ȭȓ

ƋóŶ

t(
u
Ȩȉ
t(
u
Ȩȉ
t(
u
ȩŦĕ

 Ȭȓ

 Ȭȓ
ɫ



Ȭȓ

  ɫ

  ɫ

t(uȩŦ
ȩæŶ]èļ

/

/

/

 /

/

t(u¬~¨¢
žĸŶȩæŶ]èļ

/

  /

 /

/

  /

&/%X;]gu1e



Ȭȓ

Ǒæ]ǙȩæŶƱ

ɫ

 ɫ



Pv]8g\gu1e

 

 

 
















 Ȭȓ

 Ȭȓ

 Ȭȓ

Ȭȓ

Ȭȓ


 Ȭȓ

 Ȭȓ

 Ȭȓ

Ȭȓ

ĥɗɭǵÁdƬƱ

Ȭȓ

ĥɗɭǵŴƬƱ







RX'^Sdá¢

E

âÝ

Áà×
ǦƞŶ

â¾JÛú¨º
ŞóŶ

âÝ
¬~¨¢
žĸŶƱ

 ɫ

 âÝ

ɫ

 âÝ

 ɫ

 âÝ

ɫ

 ɫ


ȑʐŶƱ

ɫ

ɫ

ɫ

 ɫ

ɫ

ȑʐŶèļ

 

 





 

 âÝ

ʁɺŶ



ļàŶ

 âÝ

¨J÷õ¨º

ǦƞŶ

ʁɺŶ

ʁɺʅ

ǦƞŶ

  /





 

 

 





 

 

ʁɺʅ

ǦƞŶ



âÝ

à×

 âÝ

ǦƞŶ

ʁɺŶ

ʁɺʅ

ǦƞŶ

ŞóŶ

)

)

)



ļàŶ

)

)

)



Õªó~scUmlR÷õ¨º



 âÝ

ʁɺʅ

ʁɺŶ

ʁɺŶ

 âÝ
ǦƞŶ

ʁɺŶ

ʁɺʅ

ǦƞŶ

ʁɺŶ

ʁɺʅ



 

 

 

  





 



 





 





 

 âÝ







 /

âÝ
ɫ



 âÝ

ʁɺʅ

 âÝ

ʁɺŶ

ʁɺʅ



 



 





ǦƞŶ

 âÝ

ʁɺŶ

ʁɺʅ

ǦƞŶ

ʁɺŶ

ʁɺʅ



  







 







 âÝ

 âÝ

 âÝ

 âÝ

 ɫ

 ɫ

ɫ

 ɫ


41

vb6g
(ê¨&w

âÝ

 âÝ

 âÝ



 âÝ

 âÝ

RX'^SdJè







VsjoZJ|

VSU9raVSh{g
 âÝ
Ļ

ĳ

Ʊ
Ļĳƺ

ǦƞƬƱ

 âÝ

$â¾É²



-Űɐ]¤rūU.+ƫʏrĶ?oƏɁ,



ĳ

ĳ

ĳ

ĳ

ɫ

ɫ

 ɫ

 ɫ

Ćŝ
ɜīŶ

 âÝ





ɫ

ɫ

ɫ

ɫ

 ɫ

 ɫ

+ɁĶ%ĻĳƺǦƞ]ĸÂ(
ĆŝǦƞ]ĸÂ(

Ƙʀ]ŰɐkƬƺ]HYrĶ?o#ŁBP]Ŭö#ŰɐYİCļ>#ŰɐrǷo#
ŰɐmKDƺCo#Űɐ]¤rūU#ôǓYŞ]ǪǂI#[Z\U=WƺȐ·Ƭ`Yn
BĶ?ol>\ĸÂMo#
æȬǑ¸ǦƞBôɧ#Ǒ¸\ĸÂ]êǗYųɯ$ȯgr ɺţɨ\ùȩKWjm="Pp\
ǦKW£rɈKWɚýMo+ɓǄĳ$ŮÔġĆ¶²¸ÕĂȇĳ^Ƀƭ#P]ǣ]Ļĳ^
ƢĜBÿO_ǦÅ,#

^-Űɐ]¤rūU.BǪȹ#

$â¾É²

^"t(uYĻǪǃǡ\ñMoHY#ɓǄĳX]ĸÂ^ƖD#

-y(|¥]ɝCɡ.kɹ'[æɉX^Zs[HYræb]A"]ÖǅrǾƤ\
ĸÂMo#




âÝ
ʀɣǪæƱ
$ǕËǪ"
$ɦÙȟÎæǪ
$ċɧæÀǪ
$ȔłǪ

ʀɣǪæɫ

ʀɣŶƱ





sB

 âÝ

 âÝ





$ǪōŖćǪ
$ǇɻƗǪ
$ƶʔǪ
$ǾĀǪ
$ǪōƶʔǪ
$ȴÐƕŜǪ
$ƊȡǪ
$ȖɤǪ
$ǪƹǪ
$ƩȦǉıÎǪ
$ŴǌƕæÀ
$ƇɑũƕŜǪ

$œƉġʆîīǪ
$ȔłǪ
$ȖɤǪ
$ɔħĆ¶Ǫ
$ƲŕƕæÀǪ
$ƾÈɑÉĖƌǪ
$®ǷgNeǪ
$ŏɂʋǪ
$¼ʒǪ





#')GU9sBp
 âÝ

 âÝ
2

$ɫƠǪ
$ǻŤƕæÀǪ
$ĀȒĭÑƕŜǪ
$ǪƹǪ

$ÈŕʃÎǪ
$ɬƸæÃ





âÝ

 âÝ

 âÝ

 âÝ

 âÝ



Ǫæ$ǱǪ





ǪæȘǲǥ

ŴʀɣǪæƱ^


æ



Õ



Ļĳǲǥ



P]ǣǲǥ




























(Â±)õçG<J@ìÃ
rGtr ½( Ü%rÌ%èÍ%¯%«Ð¾ ½(«ö)éGÝ
rî®G#rÄ^p_'DC
uG#qvî²Ôu#rzÎu#î²ÔÏ³u#åÚi]f_naY²Ôu








42

#')ZJ`raL~`KC
ê¨&

âÝ

î°GÉ²æ%ïw

ɞƔǦƞēȿ
ɞƔĉ

 





 âÝ


 



 âÝ
 



  

 âÝ

 âÝ



    

  



   

 

  




 

(Â±)  sG¥¹





RQ<()-$'XT
âÝ

 âÝ

 âÝ

 âÝ







Ʀɒ"Œŧ

Ʀɒ"Œŧ"
ùŨ

ĜƱ





ȳǥżʌ

Ʀɒ"Œŧ"
«

Ʀɒ"Œŧ"
ćÚţ

Ĳľȿìŗç



¿

 

Ʀɒ"Œŧ

  ¿

 ¿

  

¿

 âÝ

  ¿





|âÝá~Jë(á¢êì)



 

¿





 Ȭȓȩæƺ

 Ȭȓȩæƺ




 

 





 

 




 

 



,
,
,
,
ű
ű
ű
ű
ɡ
ɡ
ɡ
ɡ
ɮ
ɮ
ɮ
ɮ
Î
Î
Î
Î
3
2
2
+
+
Ȏ
Ȏ
ȉ
ȉ
Ƞ
Ƞ
Ȩ
Ȩ
Ļ
Ļ


+
+
Ŧ
Ŧ
ȉ
ȉ
ȩ
ȩ
Ȼ
Ȩ
Ȼ
Ȩ
·
Ŧ
·
Ŧ
ȩ
ȩ
Ȼ
Ȼ
·
·


u

(

t

 Ǝ

 Ƅ

 Ǝ

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ĳ
ȇ
ş

,
,
,
ű
ű
ű
ɡ
ɡ
ɡ



}
(
(
«





Ȏ


Ƞ


Ļ
+
+
+
ȉ
ȉ
ȉ
Ȩ
Ȩ
Ȩ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
ȩ
ȩ
ȩ
ǋ
ǋ
ǋ
Ư
Ư
Ư
Ƴ
Ƴ
Ƴ
ɟ
ɟ
ɟ
Į
Į
Į

 Ƅ

 Ǝ

 Ƅ

,
,
,
ȉ
ȉ
,
ű
ű
ű
ű
Ȩ
Ȩ
ɡ
ɡ
ɡ
ɡ
Ŧ
Ŧ
ɮ

ɮ
ɮ
ȩ
ȩ
}
Î
Î
Î


«
3
2
+
u
u

+
Ȏ
ȉ


Ȏ
ȉ
Ƞ
Ȩ
(
(
Ƞ
Ȩ
Ļ




Ļ
+
Ŧ
t
Ŧ
t
+
ȉ
ȩ
ȩ
ȉ
Ȼ
Ȩ
Ȼ
·
Ŧ
·
Ȩ
ȩ
Ŧ
Ȼ
ȩ
·
Ȼ
·

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ɉ
ȧ

Ǝ

 Ǝ



 Ƅ

 Ǝ

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ĳ
ȇ
ş

,
,
,
ű
ű
ű
ɡ
ɡ
ɡ



}
(
(
«





Ȏ


Ƞ


Ļ
+
+
+
ȉ
ȉ
ȉ
Ȩ
Ȩ
Ȩ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
ȩ
ȩ
ȩ
ǋ
ǋ
ǋ
Ư
Ư
Ư
Ƴ
Ƴ
Ƴ
ɟ
ɟ
ɟ
Į
Į
Į

 Ƅ

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ɉ
ȧ

Ǝ



43

 Ȭȓȩæƺ


·ù´

 

 

 

,
,
,
ȉ
ȉ
,
ű
ű
ű
ű
Ȩ
Ȩ
ɡ
ɡ
ɡ
ɡ
Ŧ
Ŧ
ɮ
ɮ

ɮ
ȩ
ȩ
Î
}
Î
Î


3
«
2
+
u
u
+

Ȏ
ȉ


ȉ
Ȏ
Ƞ
(
(
Ƞ
Ļ
Ȩ

Ȩ

Ļ
+
Ŧ
t
Ŧ
t
+
ȉ
ȩ
ȩ
ȉ
Ȼ
Ȩ
Ȼ
·
Ŧ
·
Ȩ
ȩ
Ŧ
Ȼ
ȩ
·
Ȼ
·

 Ǝ

 Ƅ

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ĳ
ȇ
ş

,
,
,
ű
ű
ű
ɡ
ɡ
ɡ



}
(
(
«





Ȏ


Ƞ


Ļ
+
+
+
ȉ
ȉ
ȉ
Ȩ
Ȩ
Ȩ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
ȩ
ȩ
ȩ
ǋ
ǋ
ǋ
Ư
Ư
Ư
Ƴ
Ƴ
Ƴ
ɟ
ɟ
ɟ
Į
Į
Į

Ŧ
ȩ
ǋ
Ư
ɉ
ȧ

Ǝ





¬µ´+Ȭ ě ȨĤŋ,

Ñçuw

! 

"
 













#





m

sBI4Wh;n*.",+xF:N<
}OsBWh;n*.",+26>












D

çuF;O=G


(

t(uȩŦXȩæKQæƺ]ƶȂ^"X^ɏǟn[=ǝɭ^<oj]]"ǣ]ȩŦXȩæKQæƺ\
ȾdW"ȢǴ\ʍoj]X[=HY#ƁƣŴǀjǐnRB"ǤD]æƺBt(u"y(|¥
""ŕňŴķ²¸"æɴÕȄɊ"ßżɉé$(}ªȘXɱèrǰTW=o#

ʘ+ȩŦØå,

4&xQÓ8B©ÅF5N"JÜøQÈ?O=GIMDEð£JòØQêIÍ½?O=G:ÊF;O#

·öƺ]eYsZB Ȭð]æƺƺé\ɩǟKW=oHY#

/ôPE6OÚ0

ǯ[oȩŦØåX[D"Ć¶Øå]·íYKW±ǹVF"Ć¶ØåɧɉX]z©|¦¨¢
kĞȇ]Ȟȩ" c]ȶȍ\U[GWCQHY#

$t(uȩŦ]ŞóŶBƐȁ\ǚ?W=oHY"t(u¬~¨¢]žĸŶBǘȗ]èļ\[TWCQHY
[Z"ǪæØå]ƶÏB<BTW=oHY^ɆËXCo#
$ĻȘæĳkĆ¶²¸ÕY]ȇöȋ[³ĢĬì"âŴ[æʊȱ¯ǒǹ"ȩæǎĆ¶YƑȬŭĆ¶]Øå[Z"źǔBǽŴ
\ƫʙKW=oHY^ɆËXCo#
$æȂrǾƤYKQŴŠǥƳBĴǺIpW@n"fQ"t(uÒYt(uĠþ(]ȶǟ"ɆËǥƳ]
âʆȘ]źǔBǽŴ[ƶÏ\ĚaU=W=o#t(u¬~¨¢]ŴŠk¢]wxt
Y]Ûȶ\ln"ƦK=v]ȩæǍȷYĆ¶¢BǪæ]ȢȀYKWt(ªXC"ǤD]Ǫæ]

ǪæĆ¶ŅƺÌǠ¬~¨¢]ɞƔĉráȠK"
KWCQHY#

Ŏȇ"yv

]¢Ûȶ[ZrǾƤ\"ɑũȅnØå]ÌǠr

ǫ·ŞɥŶrėȋ\ǚÌIOoǪC[ɼ¹\[TQHY#
ǪæǑǥ]ʎǡŞóŶǚ]·ɿrǰTQHY#
ƣ¸]\ĹğXCW=oHY#
æ»ȧÝ]ĻĳYƦQ[ĻǪǃǡ$ʎĒ]ŻɢrÛȶKUU<oHY#

¤ª\[nȠo]X^[=A"Y=>öǧBXC"ɆËXCo#
$ɧ¬~¨¢\ñMoǪæ]źǔBǽŴ\ĲɠIp"ƶÏ\ĚaU=W=oHY^ɆËXCo#

ɧæ]ȩŦØåkĆ¶Øå\ǦMoƨʞ[źnǔgśƴB"ɑÎƛkǪæñĎŶ"ĻĳĆ¸"£ut[Z\Ĳ
Dȏqn"Ǫæ]¨ʊİƟ\Ǫ=\ĹğKW=oHY#

44

kBt5Y]

zÂQö?O=G

âÝð~~¾¾§ËÒJw
ǫ·ŞɥXȩæKQŶ 1 /

$t(u¬~¨¢]ɭǵX"æb³ɾr·ǖºCƋMHY]XCoɭǵʊrİƟIOo
Qi]Ġþ$Ûȶ#
$žģƺ]ôǓæʊ]İƟ#1ȬȓȩŦXôǓæʊ]ļàņȆȎrƟGQ#ȬȓȩŦX"
ƈʀ]ĿĪYƱæ\Ì?"¾ĪrȞȩMo#

 âÝÒJw
ǫ·ŞɥXȩæKQŶ 1

$]¢rÛȶK"ôǓæʊ]âȫržģƺjǪæjȩŦ]ǎ\âȫXCol>\MoHY#
$réɺKW"ÄäǸAmXjɭǵBXCol>\MoHY#

/

$t(uȩŦXȩæKQæƺQSc]ƦQ[ȩæǎ¬~¨¢]Ûȶ#
$ȩŦżʌ]ȢȀ\ļqOQȩæǎĆ¶¬~¨¢Ș]Ûȶ#

 âÝÒJw
ǫ·ŞɥXȩæKQŶ 1  /

$ǙūŪ|¥X]ƦQ[źǔ#
$æƺ]ŴǨr©(K"ȩŦ$Ćæ\U[EHY]XCoǈɰƣ]Ȳǹ#



$ZT
¿FÄ%²ÔÛË(X\'aYgÄ)5#rFíQ·EC
FR1DØßWÊ2@0UF4Wª³<U$

Ev$ _i#r.2 6/<=B1@> .2 6/<O$f!m
pyT"t#rY$|!% 

.2

{]7 5
he`^[lnX5»<U*r¬úoj'c+Ā3RIā

6/<O$e|

""" !!!

L¢n(

Qg$:9A7 5L¢+

 s |

 s |

 s |

"!

"!

"!

,íE <Uã%Ë
,rE <Uã%äÉ
,¬vDµ
-áÑ#qvÑ#§Æ

 s |



L¢n(

lUD`x;0 @>

q(È)

,íE <Uã%Ë
,rE <Uã%äÉ
,¬vDµ
-áÑ#qvÑ#§Æ

Áà¸

Áà¸

¨Qg$`N$\eH-\,

,íE <Uã%Ë
,rE <Uã%äÉ
,¬vDµ
-ð§´±




×~Òb'_

b'_



§^X7 5!$£+
M`sD`$\,wEW' [}



.43?C8

©\`N$¡*
\$c-q,



JQRk

X^]kpcFþÙÞG#yù:@*yñÄ+5P?BP0$.2 6/<%
Eu+Eu# V)$$ Eu#DF:>$

s°(½F{í)GíÖ5¦OFG¤G¤¥B
ÀDOF¤oS~¤$.2 6/<F ÷E}4V@0U5#
s°EGÙ597DT# s°G=FMM]mZd<Uô£5NSVU$
ë



GO

GO

¤G b

æ
ȧ
ɘ
Ń
Ƕ



 



¤G b




¤¥
¤¥

Ű
ƅ
Ŭ
ð

.2 6/<
¤oS~















¤$


.2 6/<



¤$




¤oS~



 

 s°B s°G*¬ú+;üýF¤# s°G*ð§´±+Wò:>>O#êøEâÓGÇûA6D0$

45

 

 

z¦jkK

`&#P,d

.2 6/<G.s°(½Fó¶Ö)4S/s°E48@ó¶Ö5©2U5#
s°E48@GKLÅH0$ s°FÄº}¼FÙG#=VKCr67D0$

.2 6/<FGIE <Uã5yù:@0ô£5SVU$GO
G/s°Exï<U5# s°Aæ$

ÿ|






 

Ȥ
Ɠ
Ő
Ʊ



¤¥

GO





 

.2 6/<



 

 

 













æ
ȧ
ɘ
Ń
Ƕ

¤$

 

h#P,d Ia





.2 6/<


¤$












 

 

 
 

 




¤$


 
 

 

 

 

 

 




 

¤G b  

¤oS~

 
 
 

¤¥
 

 

 

.2 6/<G¡ÕE <Uã%zF¢Þ5yù:@0$¤$5
=VE7$

æ
ȧ
ɘ
Ń
Ƕ



GO

 

 





 







¤G b

¤oS~

.2 6/<








¤oS~

¤¥



 
 
 

 

¤G b

 

GO

 

 
 

 

 

 

46

 

 

—第２部—
＜高大接続＞成果・事例報告
千葉大学

千葉大学（野村）：

専門にやるところがあったり、法政経も経

皆さん、こんにちは。何だかずいぶん冷

済や数学的なところが多いので、そういう

えてしまいましたけれども、千葉大学の AP

意味で 10 学部すべてが理系傾向にありま

プログラムを担当している野村と申します。

す。そういうところをとって、わざわざ「理

きょうは皆さんのお手元にある雑誌に出て

系」を強調しています。ただ、これは採択

いる、学生さん 2 人にも来ていただきまし

されたときに理系だけではなく、文系にも

た。のちほど、ゆっくり 2 人の話を聞いて

何とかしようと言われているので、当然文

いただければと思います。

系の取り組みも交えて取り組んでいます。

なぜ千葉大学のグローバル理系人材養成

どの大学もそうですけれども、千葉大学

で「理系」と書いてあるかというと、千葉

は大学教育改革に一生懸命取り組んでいま

大学は実はかなり理系に強い総合大学です。

す。文理融合教育としては国際教養学部を

10 学部あるうち 6 学部は完全に理系の学部

つくったり、あと長期の学外研修として海

です。この間新設した国際教養学部と教育

外でインターンシップをするプログラムな

学部は、両方とも文理融合学部です。残り

どを組んでいます。また個への対応という

の文学部と法政経学部は、千葉大学は文学

ことで、ずいぶん昔から取り組んでいるも

部といっても行動科学科みたいな脳科学を

のですが、先進科学プログラムのようなも
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のを行っています。これは飛び入学で少人

3 本の柱として高大連携でのカリキュラ

数クラスでの教育を行っています。学修の

ム研究があります。大学の学びというのは

可視化の取り組みやアクティブラーニング

高校までの物化生地みたいな分けとは違い

も、大々的に行っています。アカデミック

ます。非常に融合的な工学の世界も千葉大

リンクセンターというのは、昔の言葉でい

学の場合ですと、ただ単にいろいろなもの

うと図書館です。図書館はただ本を置いて

を作るという工学だけではなく、デザイン

ある場所ではなくて、そこに学生が集まっ

学科などいろいろあります。高校ではなか

て勉強をする場所として活用しています。

なか想像ができないような大学での学びを

このあたりも面白いので、もしよければ千

高校生にも分かってもらって、大学を選ぶ

葉大学に来ていただければと思います。

ときの参考にしてもらいたいということで

またイングリッシュハウスをつくりまし

カリキュラム研究を行っています。

た。千葉大学はスーパーグローバル大学で、

また高大接続教育としては、特に課題研

海外の研究者や留学生がいっぱいいます。

究を強化してもらって研究者志向を高めた

そういう人たちが集まってくる場所をつく

いと考えています。千葉大学は第 3 群とい

ると、日本の学生もここで英語だけで話を

うところに入っていて、世界的研究拠点を

する機会が増えます。そういう形でグロー

目指しているので研究者志向の学生に入っ

バル対応も進めています。

てもらいたい。そしてグローバル化にも力

この大学の教育改革を進めていくにあた

を入れていますので、グローバル意識の高

って大事なのが、入ってくるところをどう

い高校生にぜひ千葉大学を受けてもらいた

やって選んでいくかということになります。

い。あとは高校が行っている、いろいろな

もちろん普通の入試もやっていますが、千

子どもたちの教育活動の支援を、千葉大学

葉大学はずいぶんと昔から多様な入試に取

として行っていくことを狙っています。そ

り組んできました。飛び入学などですが、

のほかにもいろいろなコースが個別にあり

最近は AO 入試に関して非常に力を入れて

ます。このあたりはわりと全学的に取り組

取り組んでいるところです。入試、大学で

んだところですが、このように学部単位で

の学びにつなげるという意味で、高校とと

の取り組みにはいろいろなものがあるとい

もに子どもたちをどうやって育てていくか

うことです。

という流れをつくっていこうということで、

千葉大学の高大接続の歴史ですが、これ

AP プログラムを活用させていただいてい

もここに示しているのは組織的に大々的に

ます。

やっているもです。個別の先生が行ってお
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られる取り組みは別に多数あります。まず、

少し広くても SSH 校は SSH カリキュラム

組織的取り組みとして平成 10 年には飛び

だったりするのですが、その他の学校にい

入学が始まり、そのあとは高校生の理科研

る子たちにも同じように理系の研究者であ

究発表会、未来の科学者養成講座を経て、

ったり、そういう志向のある子たちはいて、

平成 26 年度は AP に採択されたところで次

そういう子たちにも大学として機会を提供

世代才能支援室を、全学の組織ということ

していこう、そういう形でやっていこうと

で設置させていただきました。こういう活

いうのがこのプログラムです。現在は千葉

動を一つにまとめるというほどではないの

県を越えてしまって東京や神奈川など、い

ですが、串を通して一つの塊として動かせ

ろいろなところから高校生が来るようにな

るようにして、高大での人材育成力を高め

っています。とりあえず始める当初はいき

ていく取り組みを始めることができました。

なり広げてしまっても仕方がないので、手

今年令和元年度は、AO 入試に非常に力

堅く千葉でやっていこうという形で始めま

を入れて取り組んでいるところです。教育

した。

学部でいうと、これまで推薦と AO に分か

2 番のグローバルな視点を持った理系人

れていましたが、すべて AO にしてしまう

材ですが、われわれは高校生に対する科学

という形で AO 入試を進めています。ほか

教育活動は昔から行っていたのですが、そ

の学部でも AO 入試の取り組みをいろいろ

の中で理系のことが好きな高校生が「いや、

やっています。園芸学部では実施している

英語はちょっと」と言われます。でも自分

AP のプログラムを、AO 入試に活用してい

の経験からいっても、僕はアメリカにいま

ただいています。また、来年度からは全員

したけれども、サイエンスイングリッシュ

留学を主体とする ENGINE プログラムが

ができればアメリカでも働くことが出来、

動き出し、ますますグローバルな人材養成

アメリカで働いていく中でエブリデイイン

に力を入れていくことになっています。

グリッシュはちゃんと身に付きます。そう

われわれがやっているプログラムは、も

思うと、「そんなに肩ひじ張ることはない

ともと理系人材養成の強化という意味で千

んだ。とりあえず英語でやってみればでき

葉県全域の SSH 化と書いてあります。千葉

るよ」というところを教えたいな、という

県は非常に SSH 活動が盛んです。県内で今

のが最初の目的で始めました。

7 校の SSH 校があります。ただ SSH 校と

3 番目、大学レベルの高度な科学教育プ

いっても皆さん、ご存じのように SSH クラ

ログラムですが、これは先ほどの話ともつ

スだけが SSH カリキュラムだったり、もう

ながります。大学でやっている科学という
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ものは、いわゆる理科、数学という分けの

げてもらえたらいいということでこれを始

中とは少し違い、もっと複合的、融合的で

めています。

面白いことを知ってもらいたいということ

グローバル化教育支援です。大学におい

です。4 番目、多彩な入試制度を活用する。

て英語研究発表会を行っており、これもか

いくら高校生にいろいろな働きかけをして

なり前から取り組みとしては行っていまし

も、われわれの大学に入ってくれないと、

た。特に最近英語でポスタープレゼンをや

そのあとがなかなか続きません。できれば

ることが高校の中でもはやっています。で

入ってくれるといいな、という意味を込め

も現実に現場に行ってみると、ポスターは

て書いています。

英語だけれど、日本人の高校生同士が日本

大学が実施すること。大学がやってきた

語でやり合っている姿が多くみられて、そ

ことは、まず科学プログラムの実施です。

れはどうかという思いがありました。千葉

大学で実験講座をしました。この実験講座

大学では大勢の海外の研究者や留学生の方

は年間を通して 6～8 講座を受けていただ

がいるので、その方たちをうまく使うと、

くことにしていますが、先生方にはちょっ

高校生が日本でちゃんと英語で発表して、

と手の込んだオープンキャンパスだと思っ

やり取りができる場をつくれる。そう思っ

て、教養レベルのその学部に特徴的な学び

たので、それをやらせていただきました。

が理解できるようなものをやってください

これは高校のほうに千葉大学から留学生

とお願いしています。実験講座としてある

に行ってもらって、高校のほうで企画して

のは、座学でただ学ぶだけでは、結局何の

いるグローバルな教育活動を支援するとい

ことか分からないまま終わってしまう。そ

うものです。われわれが考えていた最初の

れよりは大学ではこんな面白いことをして

流れとしては、基礎力養成講座を受けて大

いる、ということで学んでみようという気

学の学びを知ってもらったあとで、その課

持ちになってもらいたいことが一つです。

題研究をしてもらって国際研究発表会で英

あと課題研究支援では「選抜者のための」

語発表もできるまでになって、千葉大学に

とわざわざ書いてあります。これは高校で

入ってくれるといいな、というものでした。

課題研究をしていて、物足りない、やろう

しかし、これはなかなかうまくいかない。

と思ったけれども、いろいろ足りないとい

何がうまくいかないかというと、ここを通

ったときに、今はあまり手段がなかったり

り抜けてくると、「そろそろ君、受験だよ

するので、それなら大学に来てその課題研

ね」と言うと、「もう受かりました」と言

究を広げてもらって、次のステップにつな

われる。
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千葉大学はまだ受験をやってないと思う

千葉大学（土井）

私は 2015 年度、基

のですが、ここまでやると非常に能力が高

礎力養成講座のテクノロジーコースに参加

くなっているし、もともとやる気のある子

させていただきました。この写真はそのう

たちが最後まで到達するので、どんなとこ

ちの 1 講座「ラジオを作る」の際の写真で

ろの入試でもサクッと AO で入ってしまい

す。この講座の学びとしては、主に 2 つを

ます。だから千葉大学が AO をやる前に、

挙げることができたと思います。

ほかの大学に AO で入ってしまうという難

まず 1 つ目は、高校ではできないような

しい現実がありますが、それは置いておき

実践中心のアクティブな学びを学ぶことが

ます。

できたと思います。高校での授業は、座学

これは基礎力養成講座ですが、4 つの領

中心の受動的な授業が多くなっていると思

域に分けてあります。4 つの領域はサイエ

います。一方この講座では、実際に手を動

ンス、テクノロジー、健康医療、園芸です。

かすアクティブラーニング形式の授業が多

基本、理系ですが、園芸だけ特に園芸と分

くあります。自分で何かを考える機会、ま

けてあるのは、園芸学部は AO の入試とか

た意見をまとめる機会といった、高校の理

なり直接的に結び付けて、講座を活用して

科の授業などではあまり体験できない、貴

いただいているからです。他はやったこと

重な経験がこの講座ではできたと思います。

を AO においての自己アピール事項として

2 つ目は、大学について理解することが

は登録されているのですが、直接の評価対

できたと思います。僕はこの講座に参加す

象にはなっていません。

る以外では、オープンキャンパスや大学祭

先ほども申しましたけれども、教養教育

などでしか、大学についての情報を得るこ

の部分で大学ではこういうことを学ぶこと

とができませんでした。大学ではどのよう

が分かるようなものをすることです。大学

な講義をやっているのかがあまり分からな

に実際来てもらって、大学の教育環境とは

かったのですが、この講座を見て実際に大

こういうことだ、ということを知ってもら

学ではどのように講義をやっているか、と

うのが目的です。実際高校生に来たあとの

いうことのイメージを持つ機会になったと

感想を、書いていただいたアンケートをた

思います。またさまざまな専門を持つ教授

くさん集めてデータマイニングしました。

の話を聞くことで、自分の進路を考えるき

「大学の環境はとても素晴らしい」「大学

っかけ、材料になったと思います。僕は高

で勉強したい」、そういう答えが非常に多

校 1 年生のときにこの講座に参加したので、

いことが分かりました。

まだ実際に進路について考えていなかった
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ので、進路について考えるきっかけにもな

語でなくて日本語でやっています。最近は

ったと思います。

かなり浸透してきて、高校の先生たちも「あ

そして大学に進学した今この講座につい

そこでは英語でやるんだよ」と指導をされ

て考えてみると、この講座は高校と大学を

ているようです。最近は日本語でしゃべっ

結ぶかけ橋のようなものになったのではな

ている高校生は見かけなくなってきました。

いかと思います。高校での座学中心の受動

千葉大学（長谷部）

私は高校生のとき

的な授業と、大学での自分で手を動かした

に、何度か国際研究発表会に参加させてい

りする能動的な授業のギャップを、この講

ただきました。私にとって最後の国際研究

座では埋めてくれたのではないかと僕自身

発表会で、発表したのが右側のポスターで

は思いました。

す。このとき私は日本に対する印象を、海

千葉大学（野村）

ということです。そ

外の方にアンケートした結果をまとめまし

の次の課題研究に取り組む講座ですが、こ

た。

れは先ほど言ったとおりです。実際入って

参加しての学びは 2 つあると思っていま

くれた子たちの話を聞きながら、課題研究

す。ASEAN の教員や留学生と実際に英語

をやってもらうためには最低 2 回の面接を

で話せたこと、それから英語でプレゼンテ

受けていただきます。来てもらって、やり

ーションをする機会を高校生のうちから持

たいことを聞いて、その時点であまりすご

てたことです。そのあと私は千葉大学に入

いことは言わないで宿題を出して返します。

学しましたが、入学してからよかったと思

宿題をちゃんとやってきた子だけ受け入れ

ったこともいくつかあります。

ています。そのあと大学で新しい機械を使

例えば英語の授業があったときに、高校

いながらやっていく中で、自分なりに研究

生のときに英語でポスター発表をした経験

していくことはこんなものだということを

があるので取り組みやすかったり、必修の

身につけてもらえるということです。

留学も ASEAN の教員の方とお話ししてい

もう 1 つは国際研究発表会です。これは

たおかげで、留学に対するハードルが低か

日本の高校生たちに本当に英語を使って、

ったように感じます。その意味でこの国際

外国人の前で発表してもらう体験をするこ

研究発表会は、海外に向かって飛びやすく

とで、グローバルな意識を芽生えさせよう

なる足がかりになっているのではないかと

というものです。すべて英語でというのは

感じています。

実は難しくて、発表者の中に日本の高校生

千葉大学（野村）

が混ざっていると、ちょっと目を離すと英

高校への留学生派遣

事業ですが、いろいろやっているプログラ
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ムの中でたくさんの留学生の受け入れがあ

を考えて、一部課金にしていてお金を払っ

ります。われわれは特に ASEAN から多く

て来ていただきます。来年からはかなりの

の受け入れをしていますので、その子たち

部分を、高校生自身が受益者負担で払って

を高校に派遣することで日本の高校生のグ

いただく形での継続を考えています。

ローバル化へのチャンスにもなりますし、

国際研究発表会のほうもどんどん人気が

また来ている留学生たちのチャンスにもな

出ています。これが高校生にではなくて、

ります。これを経験したあと日本での教育

高校にはいちばん人気があるプログラムで

はすごくいいと言って、大学院進学を日本

す。これも 2017 年からは受け入れ制限を

にした ASEAN の学生さんたちもけっこう

していて、各校ポスターを何枚と決めてい

います。そういう意味で両方にとって、い

ます。1 回それでやると減ってポスターは

いグローバル化の機会になっているかと考

増えなかったのですが、連れてくる学生を

えています。

増やすという新たな手に出てきました。場

具体的に高校のほうで用意した教育活動

所に限りがあるので、これも今後どうやっ

として、高校生が英語プレゼンする前の練

て継続するかについては要検討です。留学

習であったり、高校でやっているいろいろ

生派遣事業についても、順調に増えている

なイベントに参加するとか、その国に行く

ということで同じようにやっています。

前に留学生に来てもらって文化を勉強する

これは連携校として参加してもらってい

会を設定したりと、高校のほうでいろいろ

る千葉の高校です。最初は科学だけで始め

と工夫されています。これから大学として

たときはそれほど多くなかったのですが、

高校に向けて、グローバル化教育の支援を

国際研究発表会に文系も入れるようにした

するモデルになっていくのではないかと考

ところ、非常に増えました。増えたのはよ

えています。これまでの実績ですが、次世

かったのですが、もともとやっていた理系

代スキップアッププログラムは最初と比べ

の高校の先生からは、「乗っ取られた気が

てどんどん応募者が増えていって、実際に

する」と苦情が出て、それはそれで困りま

は受け入れ制限を始めています。

した。ここでは千葉しか書いてありません

なぜかというと、これは実験講座ですの

けれども、今は東京の高校もかなり参加し

で 1 講座の受け入れ人数が限られています。

てきたので、これからまた増えてきます。

あと予算がかかりますが、予算の面でも限

先ほど言ったキャパの問題があるので、ど

られているので、すでに受け入れの制限を

うしたものかといま考えているところです。

しています。今年度は来年度からの自立化
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AP をこれからも頑張りたいと思います
ので、よろしくお願いします。
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̾➨  㒊̾
㸺㧗᥋⥆㸼ᡂᯝ࣭ሗ࿌

ᮾி㎰ᕤᏛ








ࡇࠋࡑࢀࡣࡇࡇ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㧗ᰯࡢඛ

ᮾி㎰ᕤᏛ㸦⸨㸧㸸
ᮾி㎰ᕤᏛࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㝔ࡢ⸨࡛

⏕᪉ࡣࠊኻ♩ᙜࡓࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿᛮ

ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣࡓ

࠸ࡲࡍࡀࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ࠼ࡤ⌮⣔㐍㊰ࢆồ

ࡃࡉࢇࡢ᪉ࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠶ࡾࡀ࠺

ࡵࡿࡁࠊࡑࡢ⯆ࠊ㛵ᚰࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ

ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᅇࠊ⚾ࡶࡣᖿᰯ

ࡀࠊ࠺ࡋ࡚ࡶධヨࡼࡗ࡚ศ᩿ࡉࢀ࡚ࡋ

ࡋ࡚ᢸᙜࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ᥇ᢥᰯ

ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ 

ࡢ  Ꮫࡉࡲࠊࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚࠶

ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ≉ࠕᐇ㦂࣭ᐇ⩦ࡢ㊊ࠖ

ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㛫ࡀ࠾ࡋ࡚࠾ࡾࡲ

᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤ≀⌮ࡢ

ࡍࡢ࡛ࠊ⚾ࡣఱ᪩ࡵ⤊ࢃࡽࡏࡓ࠸

ᩍ⛉᭩ࠊࡇࡢᴗࢆጞࡵࡿࡁㄪࡓ

ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡇࢁ࡛ࡣࠊᐇ㦂ࡀ  ✀㢮ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ

 ,*6 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡈ⤂ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ

ࡣࡎ࡛ࡍࠋࡋࡋ㧗ᰯ࡛ᐇ㝿ࡸࡽࢀ࡚࠸

ࡲࡍࠋᅇࡣᴗࡢయᴫせࠊ᭱ᚋᖿ

ࡿᐇ㦂ࡢᩘࡣ  ಶࡀᖹᆒ࡛ࡍࠋࡑࢀࡶࡓࡃ

ᰯᴗົ࡛ࡋ࡚ࡁࡓࡇࠊ࠶ࡣࡲࡵࡳ

ࡉࢇࡸࡽࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᰯࡀ࠶ࢀࡤࠊᑡ࡞࠸㧗

ࡓ࠸࡞ᙧ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ$3 

ᰯࡶᙜ↛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡸࡗ࡚࠸࡞࠸㧗ᰯ

ᴗᮏᏛࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡗࡅ࡞ࡾࡲࡋࡓ

ࡣࡲࡗࡓࡃࢮࣟ㏆࠸≧ἣ࡛ࡋࡓࠋࡑ࠺࠸
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࠺୰࡛⛉Ꮫⓗ࡞⯆ࡸ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ㧗ᰯ⏕ࡀࠊ

せ㡯ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ᪉ࡣࡐ

࠺ࡸࡗ࡚Ꮫ㐍ࡴࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆୖ

ࡦ࠾ᣢࡕ࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡆࡿࡢࠊࡲࡎࠊࡑࡇࡀ࠸ࡕࡤࢇࡢ࣏ࣥ

 ึᖺᗘࡣ᥇ᢥࡀ࠶ࡗ࡚ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲ

ࢺ࡛ࡋࡓࠋ

ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡢ  ᅇࡔࡅࡋࡸࡾࡲࡏࢇ࡛

 ࡑࡋ࡚ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࡀࠊᮏᏛࡣ㎰

ࡋࡓࠋࡑࡢḟࡢᖺࡽኟࡢࠊᖺ  ᅇࡢ

ᏛࠊᕤᏛ࡞ࠊ⛉Ꮫ⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࡢᏛ࡞ࢃ

ᐇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋึࡵࡢ㡭ࡣཷㅮ⏕ເ㞟

ࡅ࡛ࡍࡀࠊᏛෆධࡗ࡚ࡶ༤ኈㄢ⛬ࡲ࡛ఱ

ࡀ㠀ᖖᚰ㓄ࡉࢀࡓࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡣ㎰

㐍ࡵࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࢆ⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ࡇ

ᕤ㐍Ꮫᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ㧗ᰯࢆ୰ᚰࠊᅜ

࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽ㧗ᰯ⏕ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲ

࡛  ᰯࢲࣞࢡࢺ࣓࣮ࣝࢆ㏦ࡽࡏ࡚

ࡍࡀࠊ᭱⤊ⓗࡣ༤ኈㄢ⛬ࡲ࡛⾜ࡃࡇࢆ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᕤኵࡋࡓⅬࡣᏛᰯ༢

ど㔝ධࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇ

࡛㏦ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㐍㊰ᣦᑟᐊ⌮⛉

࡛ᥦࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᙜ

ࡢඛ⏕ࡑࢀࡒࢀᒆࡃࡼ࠺ᐄඛࢆኚ࠼࡚

$,06 ࠸࠺ୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠊ࣮ࣜ

࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡀ࡞ࡾຠ࠸࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ≉

ࢹࣥࢢᏛ㝔࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇ

 66+ ࡢᢸᙜࡢඛ⏕┤᥋ᒆࡃࡼ࠺࡞㏦ࡾ

ࡇఱ㐍ࡵࡿࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ጞࡵ

᪉ࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ࡞ࡾඛ⏕᪉

ࡲࡋࡓࠋ

ࡽㄆ▱ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࠊࠕඛ⏕

 㧗㐃ᦠᩍᐊࡣ㧗ᰯ  ᖺ⏕ᑐ㇟࡛ጞࡵࡲ

ࡽ່ࡵࡽࢀ࡚ཧຍࡋࡓࠖ࠸࠺ཷㅮ⏕ࡀ

ࡍࡢ࡛ࠊࡇࡇࡢ  ᮇ⏕ࡀᏛ  ᖺ⏕᮶

ቑ࠼࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ

ࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇࡢ࠶Ꮫ㝔㐍ࡴࠊ

 㑅⪃࡛ࡍࡀࠊᛂເㄢ㢟ࡣເ㞟せ㡯ᛂເ

ࢻࢡࢱ࣮ࡲ࡛⾜ࡃ࠸࠺ࡇࢁࢆᴦࡋࡳ

ㄢ㢟ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋኟ࡛ࠊ ᅇ

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ᪥࠾ヰ

ࡶูࡢㄢ㢟ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋኟࡣ㣗ᩱၥ㢟

ࡋࡍࡿࡇࢁࡣࠊ㧗㐃ᦠᩍᐊึᖺḟᩍ

ࡀከࡃࠊࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࠊࡑࡋ࡚ࡣ

⫱ࡢࡇࢁࢆࡈ⤂ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠕඛ㐍ᢏ⾡࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡔࡗࡓࡽࡇ࠺࠸ࡗࡓ

 㧗᥋⥆ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㧗ᰯ  ᖺ⏕ᑐ㇟

⛉Ꮫⓗㄢ㢟ࢆ࠺ゎỴࡋࡲࡍࠖ࠸࠺ၥ

࡛ࠊᖺ  ᅇࠊ ᮇ࡛ࡍࠋኟࡣ᪥ᖐࡾࢆ 

㢟ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ Ꮠ⛬ᗘࡢᩥ❶ࢆฟ

ᅇࡸࡗ࡚࠸࡚ࠊኟࠊࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡸ

ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊㄢ㢟ࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋ

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺࡶࡕࡻ࠺࠸ࡲࠊࡢࣉ

࡚ぢࡘࡅ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡑࢀࢆ࠺ゎỴࡢ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢཷㅮ⏕ເ㞟ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛

᪉ྥศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚ゎỴࡋ࡚࠸

ࡍࠋࣈ࣮ࢫࡢ࠺ࡇࡕࡽࡢࢳࣛࢩເ㞟

ࡃࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣᐟἩࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࡍ

ᙼࡽࡗ࡚ࡢゎỴ᪉ἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

ࡽࠊᐟἩ㈝ࡑࡢ⛣ືࡢ㏻㈝ࢆཷㅮ⏕

࠺࠸࠺ࡇࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘయ㦂࡛ࡁࡿ

㈇ᢸࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡣཧຍ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㈝  ࢆ㡬ᡝࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇࢀ

 ࡑࡋ࡚ᐇ㦂ࡣࡑࡢᅇࡼࡗ࡚ࠊ≀⌮

࡛ࡶເ㞟ேᩘ  ேᑐࡋ࡚ࠊ ಸࡽ  ಸ

Ꮫ⏕≀Ꮫࡣ㐪࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤ㎰ᕤࡢ

ࡢᛂເ⪅ࡀ࠶ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ

ሙྜࡣ㎰Ꮫ㒊ࠊᕤᏛ㒊ࡑࢀࡒࢀࡣࠊ⏕≀ࠊ

ࡇࢁ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࡢ࡛ࡍࡀࠊⓙࡉࢇ

Ꮫ㑅ᢥࡢ⏕ᚐ≀⌮ࠊᏛ㑅ᢥࡢ⏕ᚐ

ࡢ࠾ᡭඖࡣ┿ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽឡ

ᑡࡋ㛵ᚰࡀ㐪࠺ࡇࢁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ

ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉ

࠺࠸࠺ࡇࡣ㛵ಀ࡞ࡃྠࡌෆᐜྲྀࡾ⤌

ࣟࢢ࣒ࣛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ᙧࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᰯ⏕ࡣึ

 ࡲࡎᆅ⌫ࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇ

ࡵࡣᑡࡋࡗࡘࡁࡃ࠸㒊ศࡀ࠶ࡿᛮ

࡛ࠊᮏᏛࡀ◊✲࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㣗ᩱၥ㢟ࠊ

࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿ࡸࡗ࡚ࡳࡿࠊఱࡢ

࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࠊ⎔ቃၥ㢟ࠊࡲࡓࡑ࠺࠸ࡗ

ࡓࡵᐇ㦂ࢆࡸࡿࡢࠊせࡍࡿ⛉Ꮫࡢᡭ

ࡓࡶࡢࢆࡗࡓඛ㐍⛉Ꮫࡢ◊✲ࢆࠊ࠺࠸

ἲࡋ࡚ᐇ㦂࠸࠺ࡇࡀษ࡞ࡇ࡛࠶

࠺ᙧ࡛♫ㄢ㢟ࡢゎỴࢆࡍࡿࠋඛࡢ

ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛࠺࠸࠺ࡇࢆࣉࣟࢭࢫࡋ

ເ㞟ࡢㄢ㢟ࣜࣥࢡࡋ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ

࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡍࡈࡃ࣮࣋ࢩࢵࢡ

ࢀࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ

࡞ࡇࢁẼ࡙࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ࡋ࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ᭱ᚋࡢ᪥᭱⤊ⓗᥦ

య࡛⛉Ꮫⓗㄢ㢟ࢆ࠺ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊ

࠸࠺ᙧ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚ࡶࡽ࠺

ࡑࡢࡇࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢࣛ

ὶࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀయࡢὶࢀ࡛ࡍࠋ

࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ㏵ ୰ ࡢ (QJOLVK &RPPXQLFDWLRQ IRU

 ࡇࢀࡣ࠾ᡭඖࡢ㈨ᩱ࡛ࡲࡓࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔ

6FLHQWLVWV ࡣࠊཷㅮ⏕ࡽホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸

ࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ  ᖺࡽࡇࡢ

࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋᮏᏛ᮶࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕

 ᭶ࡲ࡛ࡢࠊᐇᅇࡢཧຍ⪅ࡢ≧ἣ࡞ࡾ

ࡀࠊ⮬ศࡢᅜࡢ♫ⓗㄢ㢟ࢆࡲࡎࣉࣞࢮࣥ

ࡲࡍࠋ᭱㏆ኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣዪᏊ

ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࣃ

Ꮫ⏕ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࠋ㎰ᕤࡣ⌮ᕤ

࣮ࢸᙧᘧ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࢀࡿ

⣔ࡢᏛ࡛ࡍࡀࠊᏛ࡛ 㸣ࡀዪᏊᏛ⏕࡛

ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ㧗ᰯ⏕ࠊ࠶

ࡍࠋᕤᏛ㒊ࡔࡅࢆࡗ࡚ࡶࠊዪᛶᏛ⏕ࡀ 

ࡿ⛬ᗘㄢ㢟ゎỴࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࣉࣞࢮࣥࢆయ㦂

࠸࠺㠀ᖖዪᏊᏛ⏕ẚ⋡ࡢ㧗࠸Ꮫ࡛

ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ࠶⚾❧㧗ᰯࡢཧຍ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡍࠋࡇࡇ࡛⮬ศࡓࡕࡀ⪃࠼ࡓゎỴ᪉ἲࡀࠊ
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66+ ࡽࡢཧຍ⪅ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀࠊ

㐍㊰ព㆑ࢆᅛࡵ࡚࠸ࡃࡢࠊຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ

ᑡࡋࡔࡅẼ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ◊✲⫋

 ࡇࢀࡀᮏᏛࡢ⏕ᚐເ㞟࠺㈉⊩ࡋ࡚࠸

ᑵࡇ࠺ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺

ࡿࡢࠋࡇࡇࡢࡇࢁࡣ࠶ࡲࡾࢲࣞࢡࢺ

ࡇࢁࡀࠊࡐࡦ༤ኈㄢ⛬ࡲ࡛⾜ࡃࣔࢳ࣮࣋ࢩ

᥋⥆ࡍࡿᙧࢆࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛⤖ᯝⓗ

ࣙࣥ࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡞ᩘᏐ࡛ࡍࠋᖺ࡛ࡍ  ྡࡢᚿ㢪ࡀ࠶ࡗ

 ⚾ࡶࡢ㐍㊰ㄝ᫂᮶ࡓࠊ㧗ᰯࡢඛ⏕

࡚ࠊࡑࡢ୰ࡽ  ྡࡀྜ᱁࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

᪉ࡶࣥࢣ࣮ࢺࢆࡾࡲࡋࡓࠋཷㅮ⏕ࢆ

ࡇࢀࡲ࡛ࡣ $2 ࡢධᏛ⪅ࡀ࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛

ᩘከࡃ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ㧗ᰯࡢඛ⏕

ࡍࡀࠊᖺࡣ㎰Ꮫ㒊  ྡࠊᕤᏛ㒊  ྡࠊ

ࡽࡢホ౯ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࠕࣜࣆ࣮ࢱ࣮

ࡸࡗ $2 ࡛ฟ࡚ࡃࢀ࡚࣍ࢵࡋ࡚࠸ࡿ

࡞ࡗ࡚ཧຍࡋࡓ⏕ᚐ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ຊࡀ࠸

ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡲࡓ᮶ᖺࡢධᏛ⪅ࡢᑐ㇟ࡢᖺ

࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࠊ㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸

ࡢ $2 ධヨ࡛ࡶࠊ ேࡢྜ᱁ࡀࡶ࠺Ỵࡲࡗ࡚

࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍᪉࡛㠀ᖖᠱ

࠸ࡲࡍࠋ6$,/ ධヨ࠸࠺ᕤᏛ㒊୰ᚰ࡛ $2

ᛕࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊࠕᏛࣞ࣋ࣝࡢ

ධヨࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢ

ᐇ㦂ࡣᏛධࡗ࡚ࡸࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ

ᚿ㢪⪅ࡶࡇ࠺࠸ࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࡅࡗ

ඛྲྀࡾࡢព⩏ࡀศࡾࡲࡏࢇࠖ࠸࠺ࠊ࠶

ࡇ࠺ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋ

ࡾࡀࡕ࡞ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ᛂࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ࡓࠋ

ඛࡢ㐍㊰ព㆑ࡳࡓ࠸࡞ࡇࢁࢆ⪃࠼࡚

 ཷㅮ⏕ࡢᏛධᏛᚋࡢᏊࡓࡕ㏣㊧ㄪᰝ

࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠾ศࡾ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ

࠸࠺ᙧ࡛ࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࡢࡼ࠺

ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ᐇ㦂ࢆࡸࡗ࡚ࡋࡃ࡚ࡇࡕࡽ

ᙺ❧ࡗࡓࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࡀ≺

ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣỴࡋ࡚

ࡗࡓࡇࢁᚤጁࡎࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶

࡞ࡃ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡣ㧗ᰯ⏕ࡢࣞ࣋ࣝࡢᐇ㦂

ࡾࡲࡍࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ༠ാάືࠊయⓗ

ࡀᙜ↛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊᏛ⾜ࡃࣞ

࡞άືࠊᡂᯝࡢⓎಙࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

࣋ࣝࡢ㧗࠸ᐇ㦂ࡀᙜ↛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺

࡞ࢆ୰ᚰࡍࡈࡃホ౯ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ⯆

୰࡛▱㆑ࡀప࠸࡛ࣞ࣋ࣝࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ㧗࠸ᐇ

࣭㛵ᚰ࣭ㄢ㢟ព㆑ࡀᙉࡃฟࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲ

㦂ࢆࡸࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾ

ࡍࠋ࠶࣮࢜ࣉࣥࣥࢧ࣮ࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊ

ࡲࡏࢇࠋࡇࡢࢇࡣࡲࡔࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅ࡚

࠸ࡕࡤࢇࡁࡗࡓࡢࡣ⮬ศࡀఱ࡞ࡃỴ

࠸࡞࠸㒊ศ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ

ࡵ࡚࠸ࡓᏛ㒊ࠊᏛ⛉ࢆࠊࡶ࠺୍ᗘ⪃࠼┤ࡋ

ࡇࡲ࡛ࡀ㧗㐃ᦠᩍᐊࡢࡇࢁ࡛ࡍࠋ

ࡓࠊᏛࡧࡓ࠸ࡇࢆぢࡘࡅࡿࡼ࠸ᶵ࡞

 ࠶࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊึᖺḟ

ࡗࡓࠊ⌮⣔ࡢᏛ㐍ࡴࡇࢆỴࡵࡓ࡞ࠊ

ᩍ⫱ࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛධᏛ
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ࡋࡓࡁࠊ,*6 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ๓ᮇࢆཷࡅ࡚

ᥦ౪࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ୰㛫ホ౯ࡢࡇࢁ

࠸ࡿᏊࡶྵࡵ࡚࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢇ

࡛ࡶ᭩ࢀࡓ㒊ศ࡛ࡍࡀࠊࡶࡶ $3 ᴗ

ࡀཷࡅ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡞ࡾࡲࡍࠋ⮬ศࡓࡕ

ᛂເࡍࡿࡇࢁ࡛ࠊࢻࣂࣥࢫࢺ࣭ࣉࣞ

ࡀຮᙉࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡀ࠺࠸࠺ᙧ࡛◊✲ࠊ

ࢫ࣓ࣥࢺࢆ㐍ࡵࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗ࡚

ࡑࡋ࡚ࡑࡢ࠶ࡢ♫άື⤖ࡧ࠸࡚࠸

ࡋ࠸ࠊ࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࠋ⚾ࡶࡶึࡵࡢ

ࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࠊ

 ᖺ㛫ࠊ࡞ࡾࡸࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ᳨ウ

࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇ

ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋࡇࡇࡘ࠸࡚㈨ᩱ

ࢁࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ┬␎ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮ࠸

ᑡࡋࡅࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀᯝࡓࡋ࡚᭷ຠ

ࡲࡍࠋ㐍㊰ព㆑ࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡸᢈุⓗᛮ⪃

࠺ࡢࡇࢁࡔࡅࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓ

ࢆ⠏࠸࡚ࡶࡽ࠼࡚ࠊࡑࡢ㒊ศ࡛⾜ືࢆጞࡵ

ࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࡚࠸ࡿ⏕ᚐࠊᏛ⏕ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ

ࡇࢀࡣ㧗ᰯࡢඛ⏕ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡍࠋ
ࠕ⯆

࠶ࡓࡾࡶຠᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ

ࠊ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀࠊࡼࡾࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ࡞ࡿࡢ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺ࠖ

 ࠶ᖿᰯࡢᴗົࢆᑡࡋࡔࡅࠊࡈ⤂ࡉ

ࠕᏛ㐍Ꮫࡢືᶵࡅ࡞ࡿࡢ࡛Ⰻ࠸ᛮ

ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡁࡻ࠺ࡣྜྠࢩ࣏ࣥࢪ

࠺ࠖホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ

࣒࢘࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡀ᭱ᚋࡢ࠸ࡕࡤࢇ

ᙜ↛ࡢࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡁ࡞࣋ࣥࢺ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ

 ࡓࡔࠊࢻࣂࣥࢫࢺ࣭ࣉࣞࢫ࣓ࣥࢺࢆ

ࡇࡢሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡁࡻ࠺ࡈཧ

ཷࡅࡿࡓࡵࡢᤵᴗฟࡽࢀࡿࡣ࠸ࡘ

ຍࡢⓙࡉࡲࡶ࠶࡛࠾㏦ࡾࡋࡓ࠸ᛮ࠸

࠸࠺ࠊ㛗ᮇఇᬤ୰ࡢ㞟୰ㅮ⩏ᅵ᭙᪥

ࡲࡍࠋᖿᰯᴗົࡋ࡚ࡣᅜࡢᏛධヨ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠸࠺ࡇࡣࠊᏛ࡛ᖹᖖ

ࢭࣥࢱ࣮ࡀദࡍࡿ༠㆟࡛ࠊ࠾ࡋ

ࡢㅮ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣฟࡽࢀ࡞࠸࠸࠺

ࡽ࣏ࢫࢱ࣮ᒎ♧ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛㧗ᰯ⏕ࠊࠕࡇࡇ

ⓙࡉࢇࡁࡻ࠺࠾㓄ࡾࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌᭩ࡢⓎ

ฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺ࡇࡀ࠺࠸࠺ព

⾜ࡶࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᙧ࡛᥇ᢥᰯࡢά

ࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㒊άື࡛ᛁࡋ

ືࢆᗈሗࡋ࡚࠾ᡭఏ࠸ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ

࠸ࡁࠊᖹ᪥࠺ࡸࡗ࡚Ꮫࡢຮᙉࢆ

ࡓࠋ

ཷࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢࠋࡑࡇࡣ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸

 ᭱ᚋࡲࡵ࡛ࡍࠋࡲࡎ㧗᥋⥆ࣉࣟࢢ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣒࡛ࣛࡣࠊ㐍㊰ព㆑ࢆᙉࡃࡍࡿࡓࡵᙺ

 ࡲࡓᐇ㝿࠺࠸ࡗࡓࡇࡀᙺ❧ࡘ

❧ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲ

⪺࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊᐇ㦂ࠊᐇ⩦ࡢᕼ

ࡍࠋࡲࡓయⓗࠊ༠ാࡋ࡚άືࡍࡿᶵࡀ

ᮃࡀ㧗ᰯࡢඛ⏕᪉ࡋ࡚ࡣ㠀ᖖከࡃࠊㅮ
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⩏ࡢࡇࢁࡣ༙ᩘࡼࡾᑡࡋప࠸࠸࠺ᙧ࡛
ࡍࠋ࡛ࡣᐇ㦂ࠊᐇ⩦ࢆ࠼ࡤᏛ᮶࡚ࡸ
ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡁࠊඛࡢ㧗ᰯࡢඛ⏕ࡢ
ࢥ࣓ࣥࢺ࠶ࡗࡓࡇࢁࡶ㛵ࢃࡾࡲࡍࡀࠊ
Ꮫࡢᐇ㦂ࡣࡅࡗࡇ࠺༴㝤ࢆక࠺ࡶࡢࡀ࠶
ࡗࡓࡾࠊࡲࡓ⌮ᛶࢆక࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ꮫ㒊  ᖺࠊ ᖺ⏕࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿᐇ㦂ࡣࠊࠊ
 ᖺ࡛࣮࣋ࢩࢵࢡ࡞ࢫ࢟ࣝࢆࡕࡷࢇ㌟
ࡅࡓࡾࠊ▱㆑ࢆ㌟ࡅࡓୖ࡛ࡸࡗ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆ㧗ᰯ⏕᮶࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊ
࠸ࡁ࡞ࡾࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸ࡶࡢ࠺ࠋ
 ࡑࢀࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠊࢻࣂࣥࢫࢺ࣭ࣉ
ࣞࢫ࣓ࣥࢺࡣ⌮ᕤ⣔ࡢᏛࡢᤵᴗࡣᑡ
ࡋཝࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᗙᏛࡢᤵᴗࡔ
࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ᗙᏛࡢᤵᴗࡀᙼࡽ
ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥຠࡃࡢࠋࡲࡓㄒᏛ࡛
ࡣࠊ࠺ࡕࡢᏛࡶ㈨᱁ㄆᐃࢆཷࡅࡓᏛ⏕ࡉ
ࢇࡣ༢ࢆࡍࡿࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑ
࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡣᙜ↛࡛ࡁࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽ
⛉┠ࡼࡗ࡚ࠕ࡛ࡁࡿࠖࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡀ࠶
ࡗ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ᮏᏛࡳࡓ࠸࡞Ꮫࡀࡸࡿព
⩏ࡣ࠺࠸࠺ࡶࡢࠊࡑࢀࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡞࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 㥑ࡅ㊊࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㎰ᕤࡽࡢሗ
࿌ࡣ௨ୖࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ࣆࣀㄒࡢᤵᴗ㧗ᰯ⏕ࡀ᮶࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺

 ࡇࡢࢫࣛࢻ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊឡᏛ

ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ  ࡘࡢᰕࡽ࡞ࡾࠊ ࡘ┠ࡣ

 ࡘ┠ࡢ㧗ᰯ⏕⏝⛉┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛ

ࠕࣃ࢜ࢽ࣭ࢻࣂࣥࢫࢺ࣭ࣉࣞࢫ࣓

ࡢ㝃ᒓ㧗ᰯࡢ㧗ᰯ⏕ࠊᯇᒣᕷෆࡢ 66+ 

ࣥࢺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛタ㔜༢ࡢࠖࠊ

6*+ ࡢ㧗ᰯ⏕ࡀཷㅮࡋࡲࡍࠋ ࡘ┠ࡢඹ㏻ᩍ

 ࡘ┠ࡣࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡼࡿࠗㄢ㢟

⫱⛉┠ࡢཷㅮࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝃ᒓ㧗ᰯࡢ㧗ᰯ

◊✲࠘ࡢ㧗ᗘධヨࡢά⏝ࠖࠊ ࡘ┠

⏕Ꮫ⏕ࡀᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㛫᮶࡚࠸
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ࡓࡔ࠸࡚ࠊ୍⥴ඹ㏻ᩍ⫱ࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚

  ␒┠ࡈ⤂ࡋࡓ࠸ࡢࡣ H ࣮ࣛࢽࣥࢢ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ ࡘ┠ࡢึಟእᅜㄒ

ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࡶࡶᏛ⏕⏝

ࡘ࠸࡚ࡣ㝃ᒓ㧗ᰯࡶᕷෆࡢ㧗ᰯࡶᏛ⏕ࡶࠊ

㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡓ H ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦࢆࠊ㧗ᰯ

ධࡾΰࡌࡗ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

࡛ࡶࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡗ

ཷㅮ⏕ࡣ㧗᥋⥆⛉┠➼ᒚಟ⏕࠸࠺

ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢᩍᮦࡣ㝃ᒓ㧗ᰯ࡛

⨨ࡅࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗᥋⥆⛉┠ࡢ༢ࢆ

ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᚰ࡞ࡿሗ᪥ᮏㄒࣜࢸࣛ

ྲྀᚓᚋࠊᏛධᏛࡋ࡚⏦ㄳࢆࡋࡲࡍ

ࢩ࣮࡛㠀ᖖඃࢀࡓᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡲࡍࠋල

Ꮫࡢ༢ࡋ࡚ㄆᐃࢆࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

యⓗࡣࠊሗຊ࡛Ꮫࣞ࣋ࣝࡢ⬟ຊࡀ⫱

ࢫࣛࢻ࡛ࡣつᶍឤࡔࡅࢆぢ࡚ࡶࡽ࠾࠺

ᡂ࡛ࡁࠊ᪥ᮏㄒ᳨ᐃ  ⣭ࡢㄆᐃ⋡ࡀ୍⯡ࡢ

ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᖺࠎቑ࠼࡚࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

㧗ᰯࡼࡾࡶ࡚ࡶ㧗࠸࠸࠺⤖ᯝ⌧ࢀ࡚

௨㝆ࡣᘏ  ேࢆ㉸࠼ࡿᥦ౪࡞ࡗ࡚࠸

࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊࡉࡽ㛤Ⓨࢆ⥆ࡅ

ࡲࡍࠋ

࡚࠾ࡾࠊᏛࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࠊ

 ࡇࡢࢫࣛࢻ࠶ࡿࡼ࠺ࠊྲྀࡾ⤌ࡳ࡛

ࡑࡋ࡚Ꮫಟほࣥࢣ࣮ࢺ࡞ࡶ㛤Ⓨࡋ㐠⏝

ࡼࡗࡓࡇࡋ࡚ࠊᏛࡢࣞ࣋ࣝࡢᤵᴗ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢆ㧗ᰯ⏕ࡀཷࡅࡿࡇࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊ

 ࡇࡢࢫࣛࢻ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊH ࣮ࣛࢽ

ࡑࡢ㧗ᰯ⏕Ꮫ⏕ࡀ୍⥴ᤵᴗࢆཷ

ࣥࢢᩍᮦ㛤Ⓨࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ㧗ᰯࡢ⏕ᚐࢆ

ࡅࡿࡓࡵࠊእ㧗ᰯ⏕ࡢ࠺ࡀࡲࡌࡵ࡛㡹

ᑐ㇟ࡋ࡚ሗά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࠊ⬟ືⓗ࡞

ᙇࡾࠊᏛ⏕ࡢ࠺ࡀ่⃭ࢆཷࡅࡿ࠸࠺

Ꮫ⩦ࡢಁ㐍ࠊᏛ⩦ෆᐜࡢᐃ╔࡞ࠊ㠀ᖖ

ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊⱥㄒ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ

ࡁ࡞ຠᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ㝃ᒓ㧗ᰯࡣ

ࡩࡔࢇຮᙉࡢሙ࡛༠ാࡋ࡚Ꮫࡪࡇࡣ࠶ࡲ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᅜ㧗➼Ꮫᰯᅜㄒᩍ⫱㐃

ࡾ࡞࠸ࠊ㐪࠺㧗ᰯࡢ⏕ᚐὶ࡛ࡁࡓࡇ

ྜࡢඃ⚽㈹ࡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡶ㠀ᖖ‶㊊ឤࡀ㧗࠸ࡇࡢࡼ࠺࡛ࡋࡓࠋ

 ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣᬑཬࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠸

ᩍ࠼࡚࠸ࡿᏛࡢඛ⏕ࡽࡶࠊ㧗ᰯ⏕ࡀࡍ

ࡲࡍࠋḟ➨ࡢ㧗ᰯࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ

ࡈࡃ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠺ࢀࡋ࠸࠸࠺ኌࡶ⪺

࡛ࡍࡀࠊࡉࡽᗈࡃ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㧗ᰯ▱ࡗ

࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡚࠸ࡓࡔࡁά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚

 ࡋࡋ࡞ࡀࡽㄢ㢟ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋඛࡢ

࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽᚋࡢෆᐜࡢಟṇ࣭ኚ᭦ࠊ

ࡈⓎ⾲ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ㛫ࡢ☜ಖ

⦅ᡂ࡞ࠊ⤒㈝ࡸ㛫ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡶ

ࡀ࡞࡞㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ㄢ㢟࡞ࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ꮫ㧗ᰯ࡛ࡣ㛫ࡀ㐪࠸ࡲࡍࡋࠊ⛣ື

  ࡘ┠ࡀ᪥ࡢ࠾ヰࡢ᰾࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊ

ࡢ㛫ࡶࡾࡲࡍࠋࡉࡽሙྜࡼࡗ࡚

ㄢ㢟◊✲ホ౯࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ㛤Ⓨ

ࡣヨ㦂ࡢࡁࠊ㧗ᰯࡢ⾜㔜࡞ࡿ࠸

࡛ࡍࠋ࠸ࡕࡤࢇ᭱ึࡈㄝ᫂ࡋࡓࢻࣂࣥ

࠺ࡇࡶ㉳ࡇࡾࡡࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡽᏛ

ࢫࢺ࣭ࣉࣞࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊ

ഃࡋ࡚ࡣᩍᐊࡢᐃဨࡢၥ㢟ࡸᏛࡢඛ⏕

Ꮫࡢᤵᴗ㧗ᰯ⏕ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠾࠺࠸

᪉ࡢ㈇ᢸࡀㄢ㢟࡞ࡾࡲࡍࠋࡾࢃࡅ㧗ᰯ

࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊㄢ㢟◊✲ࡣ⣧↛ࡓ

⏕⏝⛉┠ࡢ⥅⥆ᛶࡢၥ㢟ࡣࠊ⤒㈝ⓗࡶ㢌

ࡿ㧗ᰯࡢᤵᴗ࡛ࡍࠋࡑࡇᏛࡢᩍဨࡀࠊ

ࡢ③࠸ࡇᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛༠ຊࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᗏ
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ୖࡆࢆᅗࢁ࠺ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢホ౯ࡢᰕࡋ࡚ࠊ

ࢵࢡ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࢆࡲࡵ࡚ㄢ㢟◊✲࣮ࣝ

࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ࠼࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ


ࣈࣜࢵࢡྡࡅࡲࡋࡓࠋ

 ࡇࡢࢫࣛࢻ♧ࡋࡓࡢࡣ㝃ᒓ㧗ᰯࡢㄢ

ࣉࣟࢭࢫホ౯ࡢᕥୗࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖ᭩

㢟◊✲࠾ࡅࡿᣦᑟయไ࡛ࡍࠋ ேࡢ⏕ᚐ

࠸࡚࠶ࡿࡢࡣࠊㄢ㢟◊✲ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡋ࡚

ᑐࡋ࡚㧗ᰯഃࡢᢸᙜࡢඛ⏕ࡀ࠸࡚ࠊᰯ㛗

࠸ࡿሙྜࡢホ౯㡯┠࡛ࡍࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ࡞

ඛ⏕ࡲ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋྠࡌࡼ࠺

ࡃಶே◊✲ࡢሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ຍⓗ

ᏛഃࡶᣦᑟࡢᩍဨࡀࡁࠊᏛ㒊ࡢࢥ࣮ࢹ

ࡅࡲࡋࡓࠋㄢ㢟◊✲ホ౯ࡢྑୗࡢࠕࢳ࢙

ࢿ࣮ࢱ࣮ࡽ⤫ᣓ⪅ࡢὶࢀࢆࡘࡃࡗ࡚

ࢵࢡ㡯┠ࠖࡅࡓࡢࡣࠊࡓ࠼ࡤࠕ㛫

࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀᶓ㍈࡛㐃ᦠࢆᅗࡿ࠸࠺ࠊ

㏻ࡾㄢ㢟ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠖ࡞ࡢࢳ࢙ࢵ

㠀ᖖᡭཌ࠸ᣦᑟయไࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ

ࢡࢆࡍࡿࡓࡵࡢホ౯㡯┠࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ

ࢀࡣࡇࡢ $3 ᴗࡀጞࡲࡿ๓ࡽࡋ࡚࠸ࡓ

㠃ࢆ⥙⨶ⓗホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

 ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢᇶᮏᵓᡂࡣࡇࡢࢫࣛࢻ

 ࡇࡢࢫࣛࢻࡣࠊឡ┴ෆࡢ 66+ࠊ6*+

ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛సࡾࡲࡋࡓࠋホ౯ᑻᗘࡣ  

ࡢᏛᰯ㸦⌧ᅾ 6*+ ࢆࡍ࡛⤊࠼ࡓ㧗ᰯࡶ࠶

ࡽ  ࡲ࡛ࡢ  ẁ㝵࠶ࡾࡲࡍࠋ ࡢẁ㝵ࡀ࠾

ࡾࡲࡍࡀ㸧ࠊ࠸ࡕࡤࢇྑ➃ࡣ㝃ᒓ㧗ᰯ

࠾ࡴࡡ㧗ᰯ⏕࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢ⛬ᗘࡀồࡵࡽ

ࡀ♧ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ㝃ᒓ㧗ᰯࡶ 6*+ ᣦᐃ

ࢀࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇ♧ࡋࡓホ౯ほ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᨭࡢᙧែࡣࡉࡲࡊࡲ࡛ࡍ

Ⅼࡣࠕඛ⾜◊✲ࠖࡢほⅬ࡛ࡍࠋࠕඛ⾜◊✲ࠖ

ࡀࠊឡᏛࡣࡑࢀࡒࢀࡢ 66+࣭6*+ ࡢ㧗ᰯ

ࡢほⅬ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢホ౯ᩥゝᙜ࡚ࡣࡵࠊ

ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ 66+࣭6*+

ࡓ࠼ࡤ  ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ ࡛࠶ࢁ࠺

ࡢᏛᰯ༠ാࡋࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆసࢀ࡞࠸

ุ᩿ࡋࡲࡍࠋࡋࡋࠊඛ⾜◊✲ࢆᚲせࡋ

ࠊࡇࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛ࡢホ౯ࢆࢸࢥࡋ

࡞࠸ㄢ㢟◊✲ࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢ

࡚ㄢ㢟◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࢀ࡞࠸࠸࠺

ሙྜࡣࠊࠕᇶ‽ࡀヱᙜࡋ࡞࠸ࠖࢳ࢙ࢵ

ࡇࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㧗ᰯࡣ┴ୗ

ࢡࡋࡲࡍࠋ

୍ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᖺఱᗘ

 ࡇࡢࢫࣛࢻࡣࠊࣉࣟࢭࢫホ౯ࡢ࣮ࣝࣈ

ࡣᏛ᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆඹ

ࣜࢵࢡ࡛ࡍࠋࢫࣛࢻ࡛ࡣᑡࡋᑠࡉ࠸ࡢ࡛ࠊ

ྠ࡛సࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ྛᰯ࡛ᐇ㝿ࣝ

ࢇ࡞ホ౯㡯┠ࢆసࡗࡓࡢࢆྑୗࡁ

࣮ࣈࣜࢵࢡࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢ⤖

ࡃ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡎ㡿ᇦࡋ࡚ࢸ࣮࣐タᐃࠊ

ᯝࢆᣢࡕᐤࡗ࡚ᨵⰋࡍࡿ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ

◊✲ᡭἲࠊྲྀ⤌≧ἣࠊࡑࡋ࡚ࡉࡁฟ࡚

㋃ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡁࡓࢢ࣮ࣝࣉࡶタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀ

 ࡇࡢࢫࣛࢻ࠶ࡿࡼ࠺సᡂࡋࡓ࣮ࣝ

ࡢ㡿ᇦ  ࡘࡎࡘホ౯ほⅬࢆసࡾࠊホ౯ᩥ

ࣈࣜࢵࢡࡣ  ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍ࡘ

ゝࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋඛゝ࠸ࡲࡋࡓࡼ࠺

ࡣࠊࣉࣟࢭࢫホ౯ࢇ࡛࠸ࡿᙧᡂⓗホ౯

㧗ᰯࡢඛ⏕᪉ࡶࠊࡇࢀ࡛༑ศホ౯ࡋᚓࡿ

ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛ࠊㄢ㢟◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㏵

ࡶࡢ࠺ࢆ᳨ウࠊᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ

୰࡛ホ౯ࢆࡋࡲࡍࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊㄢ㢟Ⓨ⾲

ಟṇࢆࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫホ

࡞ࡢ᭱⤊ᡂᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜ

౯ࡣࠊඛࡢࢫࣛࢻࡢᅗ࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ
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ᕥഃ༙ศ࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊㄢ㢟◊✲ࡢ㏵୰

 ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆసࡗࡓࡢࡣ࠸࠸ࡀࠊ࠺

࡛ホ౯ࢆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

࠺ࡢࡀศࡾࡃ࠸ࠊࡇࢀࢆࡗ

 ࡶ࠺୍ࡘࡣㄢ㢟◊✲ホ౯࡛ࠊඛࡢᅗ

࡚ホ౯ࡍࡿࡢࡣศࡿࡅࢀࠊ㉁ྥୖ

࡛ࡣྑഃ༙ศ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ᭱⤊

࠺⤖ࡧࡅ࡚࠸࠸ࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸࠸

ⓗⓎ⾲࡞ࢆࡋࡓࡁࠊࡑࡢ㐩ᡂᗘ

࠺ኌࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄢ㢟◊✲ࢆ

ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛ࡍࠋࡇࢀ

ጞࡵࡿẁ㝵ࠊ୰㛫Ⓨ⾲➼ࡢ㏵୰ẁ㝵ࠊ᭱⤊

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┠ⓗ௬ㄝࠊ᪉ἲࠊศᯒ⤖

Ⓨ⾲ࡢẁ㝵࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡼ࠺࡞࠸᪉

ᯝࠊ⪃ᐹࠊࡑࢀ⾲♧᪉ἲᩥయࠊⓎ⾲ࡢ

ࢆࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ᥦࢆࠊ⏕ᚐࡀ

ෆᐜࠊⓎ⾲ែᗘࠊ㉁ᛂ⟅࡞ࡢホ౯ほⅬ

࠺ሙྜࠊࡑࡋ࡚ᣦᑟ⪅ࡀ࠺ሙྜศࡅ࡚

ࢆタᐃࡋࠊ◊✲ᡂᯝࡢ୰㌟Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚

సࡗࡓࡶࡢࡀࠊࢫࣛࢻ࠶ࡿά⏝࣐ࢽࣗ

ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡛ࣝࡍࠋ

ࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᐇ㝿ࡗ࡚ࡶ

 ࡇࡢࢫࣛࢻࡣࠊᣦᑟ⪅⦅ࡢࠕ୰㛫Ⓨ⾲

ࡽ࠺ࠊඛ⏕ࡀ⏕ᚐࢆホ౯ࡍࡿࡁࡣ࠸

➼ࡢ㏵୰ẁ㝵ࠖ࠾ࡅࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆ♧ࡋ

࠸ࡀࠊ⏕ᚐྠኈ࡛┦ホ౯ࡉࡏࡓ࠸ࠊ

ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡢ࣏ࣥࢺࡋ࡚

◊✲㏵୰ࡢẁ㝵࡛⏕ᚐࡀ⮬ᕫࢳ࢙ࢵࢡࢆࡍ

ࡣࠊࠕᚋࡢㄢ㢟◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ࣮ࣝࣈࣜ

ࡿࡁࡣ㔞ࡀከࡍࡂ࡚࠸ࡃ࠸࡞ࡢ

ࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ලయⓗ⏕ᚐ♧ࡍࡇࠖ
ࠕ⏕

ពぢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ᚐࡢ㐩ᡂᗘࡢẚ㍑ࢆࡍࡿࡇࠖࠕᣦᑟ⪅

 ࡑࢀ࡛ࡣ࠸࠺ࡢ࡛ࠊࡋ࡚⏕ᚐࡀ⮬

ࡋ࡚ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢᣦᑟࢆࡾ㏉ࡿ࠸࠺ࡇ

ᕫホ౯ࡸ┦ホ౯ࢆࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚ࠊ

ࠖࢆᣲࡆࡲࡋࡓࠋලయⓗ࡞ほⅬࡋ࡚ࡣࠊ

ඛࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ  ẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࡶ

㸦㸯㸧࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡼࡿⅬ᳨࣭ホ౯ࠊ
㸦㸰㸧

ࡢࢆ  ẁ㝵ῶࡽࡋࠊホ౯ᩥゝࡶ㧗ᰯ⏕ྥ

㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆࠊ㸦㸱㸧᭱⤊Ⓨ⾲ࡲ࡛ࡢࣉ

ࡅ⡆⣲ࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺ࡞ࢆ᭩ࡅࡿḍࡶ

ࣟࢭࢫࡢ☜ㄆࡢ  ࡘࢆᣲࡆࠊࡑࢀࡒࢀά

ධࢀࡓ⡆᫆ࣂ࣮ࢪࣙࣥࢆసࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔ

⏝᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ

ࡋࠊほⅬࡣࣇࣝࣂ࣮ࢪࣙࣥྠࡌࡔࡅ࠶ࡾ

㧗ᰯࡢඛ⏕᪉ࡣࠊࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝࢆཧ⪃

ࡲࡍࠋ⡆᫆ࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥࡣࠊぢࡓ┠ࡀ࡞

ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࢆᣦᑟ

ࡾࡍࡗࡁࡾࡋࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⡆᫆ࣂ࣮

ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࢪࣙࣥࡘ࠸࡚ࡶࠊࣉࣟࢭࢫホ౯ㄢ㢟Ⓨ
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ࢵࢡࢆࡗ࡚ዲࡲࡋ࠸ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࠺

 ࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆసᡂࡍࡿ࠶ࡓ

ࡘ࠸࡚ࡢࣥࢣ࣮ࢺࡶ⥅⥆ⓗᐇࡋ

ࡗ࡚ࡣࠊ ᰯࡢඛ⏕᪉㞟ࡲࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚

࡚࠸ࡲࡍࠋዲࡲࡋ࠸ຠᯝࡣࠊࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵ

సࡾࡲࡋࡓࡀࠊྛᰯࡼࡗ࡚ᐇࡀⱝᖸ㐪

ࢡホ౯ࢆ࠺⏕ᚐࡢㄢ㢟◊✲ࡢᡂᯝࡀ㧗

࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊಟṇࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡿ

ࡵࡽࢀࡿࠖࠕᩍᖌࡼࡿㄢ㢟◊✲ᣦᑟࡢ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡲࡲࢃࢀࡓ㧗ᰯࡶ࠶

㉁ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࠖࠕㄢ㢟◊✲ࡢᡂᯝࢆᚑ

ࡾࡲࡍࡋࠊ࡞ࡾಟṇࡉࢀࡓ㧗ᰯࡶ࠶ࡾࡲ

᮶ࡢホ౯ᡭἲࡼࡾࡶᐈほⓗホ౯࡛ࡁࡿ

ࡍࠋࡑࡢ࠶ࡓࡾࡣྛᰯࡢᐇᛂࡌ࡚ࠊ

ࠖ࠸࠺㸱ࡘ࡛⪺ࡁࡲࡋࡓࠋⱝᖸࣁ࣮ࢻ

ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣝࡢ㧗࠸㉁ၥ࡛ホ౯ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ㧗ᰯࡢඛ
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⏕ᑐ㇟ࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ 㸣㹼㸣ࡄࡽ࠸
ࡢඛ⏕ࡀ⫯ᐃⓗホ౯ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㝃ᒓ㧗ᰯࡢᣦᑟ࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿᏛࡢඛ⏕
ᑐ㇟ࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢඛ⏕᪉ࡼࡾ
ⱝᖸホ౯ࡀࡽ࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࠊᖺࠎዲホ
౯ࡀఙࡧ࡚࠸ࡁࠊ㸣㏆ࡃࡢඛ⏕ࡀ⫯ᐃⓗ
ホ౯ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࢫࣛࢻ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊ࣮ࣝࣈࣜ
ࢵࢡホ౯ࢆ㛤Ⓨࡋࡓᡂᯝࡋ࡚ࠊࡲࡎ㧗
ࡢᩍဨࡀ㐃ᦠࡋ࡚ㄢ㢟◊✲ࢆホ౯ࡋࠊ㉁ࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯
ᇶ‽ࢆసࡾࠊᐇ㝿㐺⏝࡛ࡁࡓࡇࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ᇶ‽ࢆ
ຠᯝⓗ࠺ࡓࡵࡢά⏝࣐ࢽࣗࣝࢆసࡾࠊ
ᐇ㝿ά⏝ࡶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ㄢ㢟ࡣᬑཬࡔ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ┴ෆࡢ༠
ຊᰯ  ᰯ㝈ࡽࡎࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆཧ↷ࡋ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ㧗ᰯࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ࡞࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖࡆ࡚࠸ࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣᬑཬࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡶᚲせ
࡞ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⱝᖸ㥑ࡅ㊊࡛ࡋࡓࡀࠊឡᏛࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆࡈ⤂ࡋࡲࡋࡓࠋࣈ࣮ࢫ㛵㐃ࡋࡓ㈨
ᩱࢆ⨨࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡈ⯆ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ
࠾❧ࡕᐤࡾ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ
᭱ᚋࡢࢫࣛࢻ♧ࡋࡓᮏᏛࡢ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪࡣࠊ$3 ᴗࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋ
సᡂࡋࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡸά⏝࣐ࢽࣗࣝ
ࡘ࠸࡚ࡶබ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ⯆ࡀ࠶
ࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡐࡦ࠾❧ࡕᐤࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ௨
ୖ࡛ࡍࠋ
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—第２部—
＜高大接続＞成果・事例報告
三重県立看護大学

三重県立看護大学（浦野）：

味か、悪い意味か分かりませんけれども、県

三重県立看護大学の浦野と申します。き

に強く根ざした大学になっています。

ょうは本学の取り組みについて、ご報告さ

私たちのプログラムもこういった大学の

せていただきたいと思っています。タイト

特徴に合わせて、本学としてどういうこと

ルは「『三重の保健医療を支える未来の看護

ができるだろうかと考えて運営してきまし

職者育成プログラム』について」です。まず

た。それをきょうご紹介したいと考えてい

本学の自己紹介をさせていただきます。

ます。きょうお話しする内容は、まずプログ

本学は看護学部、看護学科が 1 つになっ

ラムの目的と事業内容、成果、そして今後の

ていて、要するに単科の大学になっていま

課題についてです。

す。学生数は学部で 408 名、そして修士課

プログラムの目的は少し堅いのですが、

程で 24 名です。毎年入学者の定員が 100 名

看護職者として適性を持った入学生を受け

です。そのうち三重県の出身者は１年生で

入れる、そして三重県にそういった学生さ

は 68 名で、全体でも 6 割超から 7 割です。

んを輩出して、活躍をしていただくことで

そしてまた就職率は 47％～50％を超える

す。その背景としては、地域に求められてい

数の卒業生が、三重県に就職をしていく状

る課題に応える質の高い看護職者の育成を

況になっています。そういった意味で、きょ

本学の使命と捉えており、こういった大学

うご報告されたほかの大学と比べると、か

の使命にあわせた入試を念頭に置いたプロ

なり小規模な大学です。また、これはいい意

グラムを実施する必要がありました。
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もう 1 つの背景としては、高校生そして

もう 1 つ補足的なことをお話ししますと、

保護者、そして高校の先生方に、看護職者へ

私は法学部にいました。入学したあと大学

の理解を深めてもらい、入学後のミスマッ

4 年間で、将来はどうしたらいいのかとい

チを事前に防ぐ、という課題があります。具

うことをゆっくりと悩む機会がありました。

体的に申しますと個人的なエピソードにな

悩んでいたら大学の教員になってしまった

りますが、私はこの大学に勤めて 9 年にな

のですが。実は看護系の大学について言う

ります。私たちの大学はチューター制度を

と、悩む余地はあまりありません。具体的に

採っておりまして、それぞれの教員が 3 名

言いますと、看護系の大学を卒業しますと、

から 4 名の学生を受け持っています。私も

基本的には看護師か保健師か助産師になる

チューターとして、学生の相談に応じてい

という状況です。そうすると、やはり高校生

るのですが、学年が 2 年、3 年とあがって

の時点で進路を明確にしておく、あるいは

いくにつれて、徐々に、自分は看護職に向い

看護職とはどういう仕事なのか理解を深め

ていなかったのではないか、という悩みを

ていく、そういう必要があるだろうと感じ

打ち明ける学生が多くなってきます。

ていました。

具体的なきっかけは何かというと、多く

こうしたことも含めて私たちのプログラ

の場合が実習です。学外の病院に出ていっ

ムでは、具体的な入試においてどのような

て実習をしていく。そこで患者さんと具体

ことをするのか、その一歩手前で高校生に

的に接していく。その中で初めて、どうも自

対して、看護系の大学で学ぶというのはど

分は看護に向いていなかったのではないか、

ういうことなのか、あるいは看護系の職業

それで実習に行けなくなる、そういった学

を選ぶとはどういうことなのかを理解して

生さんが出てくることになります。こうい

いただくというところに比重を置いて、こ

ったことを踏まえますと、入学前に看護職

のプログラムを組ませていただいています。

あるいは看護系の大学に進むことはどうい

実際にプログラムの大まかな流れはスラ

うことなのか、そのことについてあまり深

イドのとおりになっています。大きく分け

い考えを持たずに来ている受験生あるいは

ると高校生の段階から、具体的に看護職に

入学生がいるのではないかと痛感していま

ついての理解を深めていただく機会を提供

した。

する。そして推薦入学で合格をした入学予

このようなこともあり、実際に入学に先

定者に対しては、具体的に三重県の医療の

立って高校の段階で看護系の大学ではどう

特徴について理解を深めていただく。そし

いうことを学ぶのだろうか、あるいは卒業

てまた入学準備の教育を行う。大学に入っ

したあとに、どういう進路があって、どのよ

たあと、三重県の医療についてより理解を

うな職業で、どういう形で働くのだろうか

深めていただく。そう申しますのは、私ども

ということについて、理解を深めていただ

は県立の大学になっていますので、県の意

くことが必要だろうと感じていました。こ

向、県の期待が強くあります。そこで学生に

れが、まず大きな背景としてあります。

は、できるだけ県内で看護職者として貢献
していただきたいということもあり、三重
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県の内容について理解を深めていただくこ

本学に来ていただいて、具体的ないろいろ

とに力を入れています。その中で半数以上、

な作業をしていただくことになります。ま

60％ぐらいの学生が三重県に就職してもら

ずは県内の保健師、助産師そして看護師に、

えたらうれしいと考えています。

県内で看護職として働くのはどういうこと

こういった形で高校生から大学生までに

なのかをレクチャーしていただきます。そ

対して、このプログラムを行っています。そ

のあと高校生に具体的なグループワークを

れに合わせて高校と保護者の方々に、看護

通じて、看護職として働くためにはどうい

職の理解を深めていただく。そしてまた県

う能力が必要なのかを考察していただき、

内の医療機関にもご協力をいただいて、県

そしてグループワークという形で報告をし

内の医療環境がどういうものかを在学生に

ていただくという催しです。

対してレクチャーをしていただくというこ

その他にも「高校生のためのオープンク

とをして、三重県に親しんでいただくこと

ラス」という名前の下に、大学の授業に実際

に力を入れています。その結果ですが、学生

に参加していただいています。全部の授業

側と大学側のミスマッチを防止していくこ

に参加していただくことは難しいのですけ

とを目指しています。またそれを通じて、具

れども、具体的に言いますと高校が夏休み

体的に入学したあとの休退学者をゼロにし

の期間、そして大学がまだ講義を行ってい

ていきたい。そういった目的でこのプログ

る期間ということで 7 月下旬に高校生に大

ラムを組み立てています。

学にお越しいただいて、主に一般教養から

これから具体的に行った内容について、

専門支持科目・専門科目を受講してもらう。

いくつか紹介したいと思います。こちらは

一部看護系の科目もありますけれども、そ

高校生と高校教員、保護者を対象とした具

こに参加していただいて、看護の勉強をす

体的な取り組みになっています。例えば 6

ることはどういうことなのかを身をもって

月あたりに、私たちは出前授業を行ってい

知っていただく。そういった機会も用意し

ます。私ども看護系の教員がそれぞれの高

ています。そのほかに入試説明会や、あるい

校に出向いていって、看護職として働くと

は高校の先生方、保護者を対象として、看護

はどういうことなのか。言ってみれば看護

職のキャリアについて理解を深めていただ

のキャリアについて教育をしていくという

く機会を用意しています。

取り組みを行っています。
「高校生のための

それともう 1 つ付け加えますと、オープ

看護職キャリアデザイン講座」というタイ

ンキャンパスの際に未来面談を用意してい

トルになっています。

ます。先ほどご報告いただいた追手門学院

また同じような内容として、8 月に「1 日

大学の方々に教えていただいたものですが、

みかんだい生」を用意しています。
「みかん

これは高校生に対して、本学の教職員が面

だい」というのは三重県立看護大学を略し

談を行うものです。実際には私たちの大学

た言葉です。また三重県はみかんの産地で

について説明する以前に、そもそも大学に

もありますので、略して「1 日みかんだい生」

入って、そのあと就職をしていく、働く。そ

と言っています。こちらの場合は高校生に

ういった中でどういったものが必要になっ
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てくるのか。その中で看護職を選ぶとはど

いいよ」と押し売りをするのではなくて、看

ういうことなのか、メリットは何か、デメリ

護系のメリットとデメリットを積極的に伝

ットは何か。そういった理解を深めていた

えることで、より自覚を持った受験生に来

だくという面談になっています。私たちの

ていただけたらといった趣旨で、こういっ

大学を売り込むというよりは、むしろ大学

た講座を開いています。

に進むということ、さらには看護系大学に

こちらは高校生のためのオープンクラス

進むということはどのようなことなのか、

で、大学の授業に高校生を招いて授業をし

さらにはまた看護職者として働いていくと

ていく機会になっています。先ほど大学の

いうことはどういうことなのかをしっかり

方のお話にもありましたように、こちらも

と考えていただく。そういう機会を用意し

高校生が大学の授業についてイメージでき

ています。

るだけではなくて、大学生自身も自分たち

続きまして高校生のための看護職キャリ

の後輩に当たる人たちが来ることで、よい

アデザイン講座、こちらが出前講座になっ

緊張感の下に授業ができているという声を

ています。「1 日みかんだい生」のイベント

聞いています。

の写真です。今年は 8 月 8 日と 9 日に開催

次は推薦入試の合格者を対象とした事業

しており、2 日間で 130 名ぐらいの参加者

です。11 月に推薦入試が行われて、11 月末

が来ています。こういったワークショップ

に合格者が決まります。その合格者を対象

をしています。これも「1 日みかんだい生」

に、まずは「三重の保険医療を支える未来の

の風景です。これが講義をしている状態、グ

看護職者育成プログラム交流会」を開催し

ループワークをしている光景です。

ています。具体的にいいますと合格者を招

高校生と本学の在学生もここに参加をし

き、本学の教員、保護者、そして三重県内の

て、グループワークを進めていく、指導して

医療機関の看護系の管理に携わっている

いく役割を担っていただいています。また

方々にお越しいただき、交流を深めていく

こういった形で参加していただく中には、

機会になっています。その他に入学準備教

実際に AP の事業に参加して本学に来てい

育で生物と化学についてスクーリングを行

ただいた大学生に、積極的に参加していた

い、あるいは e ラーニングを行います。

だいています。先輩が後輩を育てていく、そ

これが今お話ししました医療機関を招い

ういった循環を作れるように心がけていま

て、入学予定者と行っている交流会です。三

す。

重県の医療機関といってもいろいろありま

これが今度は保護者と高校教員に対して、

すので、その医療機関の特徴などをご説明

看護職のキャリアの講義をしている光景で

していただいたあとに、入学予定者がそれ

す。学外の方にお越しいただきまして看護

ぞれの病院のブースに寄って、その説明を

系のキャリア、あるいは看護系以外にそも

受けていく形になっています。なるべく積

そも職業を持って働くとはどういうことな

極的に、県内の医療の状況について理解を

のか。そういったところを理解していただ

していただきたいという趣旨で開催してい

く機会を用意しています。これも「看護系が

ます。
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こちらが入学準備教育です。化学と生物

こういう講座を受けて、もう 1 回看護職あ

について、主に基礎的な能力を身に付けて

るいは看護系の大学に進むことを考え直さ

いただくという一環で行っています。イン

なければいけないと思った」という意見も

ターネットで動画を配信すると同時に、2 回

ありました。これは大学の広報という観点

スクーリングを行っています。早めに合格

からは、あまりうまくないのかもしれませ

をしてしまった学生さんの向学心を維持し

ん。とは言え、やはりその人の進路について

ていく、あるいは勉強を深めていただく機

考えた場合、あるいはまた、しっかりと検討

会になっていると考えています。

した上で看護系大学に入学をしたと言える

こういった形であれこれと授業を行って

入学者の数を増やしていくといった観点か

いますが、これまでの成果について簡単に

らすると、むしろ積極的にポジティブな側

ご報告させていただきます。これまでの成

面かと考えています。

果をざっと挙げておきました。それぞれ今

この授業を今年度終わりにして、また同

お話ししました項目ですけれども、それぞ

じ形のものを継続していきたいと考えてい

れの参加者の人数を挙げています。
「1 日み

ます。その際の課題となっている事柄は、高

かんだい生」は大学にお越しいただいてワ

大接続の観点からもう少し進めていって、

ークショップを行うものですが、6 年間で

「大社接続」といって大学と地域社会との

662 名です。また、この「1 日みかんだい生」

接続を進めていく必要があると考えていま

と「出前授業」を受講した入学者数は 190 名

す。それも一般的に社会というのではなく

です。こういった授業を経て私たちの大学

て、私たちは県立の大学という条件を負っ

に入学した学生について、今のところ休・退

ていますので、三重県という地域社会との

学者はゼロとなっています。現状において

連携を深めていくといったことを、今後考

は、このプログラムはうまく回っているの

えていかなければいけないし、今度の課題

ではないかと考えています。

になってくると思います。

実際に入学した学生さんたちの声です。

長くなってしまいましたけれども、三重

「看護師という仕事の現状について、厳し

県立看護大学の報告は以上です。ご清聴、ど

い面も含めて色々と知ることができた」
「入

うもありがとうございました。

学前から自分と同じく看護職を目指す人と
出会えて」、具体的にグループワークをして
「その後の勉強の支えになった」。あるいは
「県内の病院の新人教育やサポート制度な
どを知ることができ、医療機関で働く具体
的なイメージができた」。このように、三重
県の医療環境についてもなじんでいただく
ことができたかと考えています。
そのほかにオープンキャンパス等でいた
だいたアンケートなどを見ますと、
「実際に
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—第２部—
＜高大接続＞成果・事例報告
杏林大学

杏林大学（坂本）：

最初に私たちが高大接続でどのように

皆さん、こんにちは。私は「坂本」に見

すればいいかを考えたとき、現場の高校の

えませんが、「坂本」です。私は誰よりも

先生たちの声を聞きたいと考えました。そ

AP（アドバンスト・プレイスメント）の応

こでラウンドテーブルが始まり、最初は年

援者です。なぜかというと、私は高校時代

3 回、今は年 2 回、高大の教職員が集まっ

にアメリカで AP を経験しました。そのお

てラウンドテーブルを行っています。最初

かげで私は今ここにいると思っています。

は 4、5 校しか集まらなかったのですが、今

自分の人生はそこでだいぶ変わりました

は 21 校が集まっています。ここで大切な

ので、このプログラムを絶対成功させよう

ことは、高校の先生が自由な場所でいろい

と考えています。

ろな話ができる、それが杏林大学になって

私たち杏林大学がどのように AP 事業を

いるということです。いろいろなレベルの

行っているかを、これからお話ししたいと

高校の校長先生や先生たちが、大学の先生

思います。内容としては 3 つ、日英中トラ

と相談し、情報交換ができることがとても

イリンガル育成のこと、アドバンストプレ

大切です。これに続いて、高大接続の FD

イスメントのこと、あとルーブリックを用

と SD が始まりました。FD と SD は、うち

いた AO 入試のことです。

の大学の先生と高校の先生たちが一緒に
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行っています。テーマも様々で、アクティ

生は英語キャンプには 8 人しか集まらなか

ブラーニング、入試など、一緒に物事を考

ったし、中国語研修に高校生は集まりませ

えて質問をしたり、現在の高校の英語教育

んでした。トライリンガルキャンプのほう

はどのように行われているか、大学の英語

は高校生と大学生が集まりますが、こちら

の教育はどのように行われているかなど、

のほうはどうしても大学生がメインにな

この場で高校と大学の教職員が一緒に勉

っています。

強できることはとても大切だと思ってい

もう 1 つ、高大接続で大学にはでき、高

ます。

校にはできないことが、IELTS の準備講座

杏林大学の事業で、一番人気があると思

です。留学に行きたくても、IELTS のスコ

うのは、日英中トライリンガルキャンプで

アがないと行けない国が多いのが現状で

す。これは 3 月に行われますが、見てのと

す。しかし高校生には、IELTS の授業を受

おり、括弧の中の数字は高校生の参加者数

けられるチャンスはなかなかありません。

です。平成 30 年では 40 名中、高校生は 29

ですから私たちはそれを用意しました。土

名でした。本キャンプは英語と中国語と同

曜日に特別授業を開くと、47 名の参加者中

じようにはできません。高校生はまだ中国

41 名の高校生が来ました。昨年平成 30 年

語を習っていない方が多いので、簡単な自

は 30 名中半分の 15 名の高校生が大学に来

己紹介を中国語で行います。そして杏林大

て、大学生と IELTS 対策の授業を受けまし

学の中国から来ている留学生と一緒にグ

た。

ループワークを行い、中国と日本の違う点

なぜこれが大切だと私たちが思ってい

を考えて発表します。今回は、例えばペイ

るのか。これはうちの学生が証明してくれ

レスソサエティ。中国は日本よりもだいぶ

ています。彼女は、大学に入る前に IELTS

進んでいるのはなぜなのかを、高校生と大

の講座を受けました。すると大学に親しみ

学生が一緒に考えて発表します。とても面

を感じ、うちの大学に入りました。かなり

白いキャンプになりますので、今年が最後

英語の力があったので、1 年生の秋学期か

にならないように頑張って継続したいと

らインテンシブプログラムに入りました。

思っています。

そのプログラムでは、1 クラス 5 人から 7

あと中国語研修と英語キャンプがあり

人の学生が、ネイティブスピーカーの授業

ます。残念なのは高校の先生たちは、自分

を一緒に受けます。そこでまたまた能力が

の高校でもこのプログラムがあるので、そ

伸びて、IELTS をもう 1 回受けました。そ

れほど大学には集まりません。今年、高校

して短期のオックスフォード 3 週間の海外
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研修に参加し、その後 1 年間の交換留学で

学部も授業を開放しますので、学生が大学

ニュージーランドへ出かけました。

に来て大学生と一緒に授業を受けられる

このように学生を育てられると、TOEIC

ことになっています。ここまでは高大接続

スコアが伸びます。1 年生で 745 点はいい

の話です。

点数だと思います。彼女は毎年スコアを上

さらに、英語プレゼンテーションと中国

げて 3 年生で 800 点を取り、これはかなり

語プレゼンテーションの大会を毎年開催

いいと思う人がいるかもしれませんが、4

しています。何のために英語を勉強してい

年生の時には 935 点が取れました。杏林大

るのか、何のために中国語を勉強している

学はこのような学生を育てたいと考えて

のかという問いに対する答えを実感する

います。

経験は、学生にとってとても嬉しいことで

また、ライティングセンターを設立しま

す。先週の水曜日と土曜日にプレゼンテー

した。ライティングセンターには担当のネ

ション大会が行われました。中国語プレゼ

イティブスピーカーの先生がいて、あとう

ンテーションの高校生はとても上手に発

ちの大学生がピアチューターをしていま

表しました。そして大学生は彼女に、「よ

す。高校生がこれから短い留学に行くので

く頑張りました。もっと勉強してください」

ホストファミリーに手紙を書きたい、自分

と言いました。彼女はこれからもっと勉強

の紹介を書きたいというので、うちのキャ

すると思います。

ンパスに来てライティングセンターで指

英語プレゼンテーションでは、今回本学

導を受けることができます。そのほかに、

が出した大学生は中国から来た留学生で、

うちの先生が高校に行って、いろいろな授

英語でプレゼンをしました。これは日英中

業を行うことができます。このようにライ

トライリンガル人材育成の成果だと思い

ティングセンターは、高大接続のプログラ

ます。Acceleration Program を導入したか

ムに対して大切なことを担っています。ラ

ら、こうなったとは 100％は言えないです

イティングセンターに来た高校生の数を

けれども、私はやはりつながっていると思

見ると、平成 29 年は 103 名、平成 30 年は

っています。うちの中国語学科では、平成

81 名でした。今年は何人になるかを楽しみ

26 年度は 30 名の入学定員で 16 名の入学

にしています。

者しかいませんでした。AP 事業を始めて

大学でグローバル関連の授業を受ける

から、28 名、37 名、32 名、46 名、38 名と

チャンスを高校生に提供しています。これ

なっています。高校生はうちの大学に来て、

は中国語と英語だけではなくて、総合政策

留学生と会います。そしてうちの中国語プ
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ログラムの授業や設備を見て、自分はここ

ください。これは学生にとってはとても大

で勉強したいというイメージが出てくる

切なことだと思います。

のではないかと思います。ですから高大接

うちのアドバンスト・プレイスメントが

続はとても大切だと思っています。

どうなっているのかというと、最初の平成

これからアドバンスト・プレイスメント

28 年度と 29 年度は非常に厳しい結果が出

についてお話しします。アドバンスト・プ

ました。やはり高校生は 5 時限の授業にさ

レイスメントを実施する際に、まずはラウ

えなかなか来られなかったからです。そこ

ンドテーブルから始めました。最初のラウ

で平成 30 年度から夏休みに集中科目とし

ンドテーブルは 2016 年度でした。6 つの大

て開講することになりました。そうすると

学と 4 つの高校が集まり、大学と高校の皆

一気にこの数字に跳ね上がりました。アド

さんとアドバンスト・プレイスメントをど

バンスト・プレイスメントはとても大切だ

うすればいいかを考えました。その結果、

と思っていますが、日本の高校生は夏休み

杏林大学が用意した科目は 68 コマです。

にいちばん来ることができると思います。

68 コマは医学部の 2 コマと、保健学部 4 コ

でも諦めることではなくて、別の方法があ

マ、総合政策学部 25 コマ、外国語学部 37

るのではないかと思っています。

コマで、ほとんどは 5 時限で高校生が来れ

私は今週の金曜日に、アメリカの異文化

るようにと用意しました。しかしほかの大

コミュニケーション学会で同じ内容を発

学と同じで、なかなか高校生は毎週の授業

表します。アメリカのものを日本に持って

に来ることは難しいようです。

いき、どのように発展させられるかをアメ

あとアドバンスト・プレイスメントにつ

リカの先生方に聞いてみたいと思います。

いては、単位認定の問題があると思います。

経験者として AP で私の人生が変わりまし

どうしたかというと、うちは単位について

たから、日本の多くの高校生も大学に行っ

は他の 3 つの大学と単位互換協定を結びま

て、授業を経験してほしいと思います。そ

した。例えば学生は杏林大学でアドバンス

れをどのように進めればいいかを、今、杏

ト・プレイスメントの単位をもらっていれ

林大学は非常に工夫して頑張っています。

ば、桜美林大学はそれを認めます。本当は

最後にお話しするのは、うちが作ったル

これを全国でやりたいのですが、今のとこ

ーブリックについてです。ルーブリックを

ろはまだ 3 つの大学としかつながっていな

作ったときも、やはりラウンドテーブルで

いので、このコンソーシアムに興味ある大

の意見交換から始まりました。AP ラウン

学は、ぜひ杏林大学にその気持ちを伝えて

ドテーブルで参加した高校の先生方が、そ
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れを何回も見直して高校生に試してくだ
さいました。そしてどこが難しかったかと
いう高校生の意見を反映するために、フォ
ーマットやレイアウトを取り替えました。
そしてやっと平成 29 年から AO 入試で使
っています。これは AO 入試Ⅱ期のグロー
バル型方式での使用でした。今年、令和 2
年度の AO 入試では、外国語学部受験生の
全員に、このルーブリックを使っています。
私たちのルーブリックは、経験内容を、
高校生が分かりやすいように 4 つの分野に
分けています。学内か学外か、自主的か義
務的かのマトリックスで経験内容を分け
ます。自分の経験内容を明確に PR できる
ように。AO 入試で面談するときには、自
分がルーブリックで記入した内容を PR し
ます。ルーブリックも書きますし、プレゼ
ンもしますので、学生にとっては非常にい
い経験ではないかと思います。
み んな で こ れ か ら も 考え て 、
Acceleration Program、アドバンスト・プレ
イスメントが、日本でも成功するように頑
張りたいと思っている杏林大学です。あり
がとうございます。
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大学教育再生加速プログラム（AP）
テーマ III「入試改革・高大接続」
採択校合同シンポジウム

ポスター発表の様子

別会場では大学による「入試改革・高大接続」の成果・事例に関するポスター発表が実施さ
れた。各大学の事業担当者やメディア関係者がブースを訪れ、活発な意見交換が行われた。
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