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そのためには、１年次の「教職入門」
、２年次の「基
礎実習」
「教職入門Ⅱ」
、３年次に実際に教職体験を
する「応用実習Ⅰ」
（４週間）
、および４年次の「応用
実習Ⅱ」
（２週間、希望者のみ）の時間が互いに緊密
に連関し合うことで、実習以前の学習や実習後の学
習とつながっていくことに意味があります。
「基礎実
習」は参観実習や模擬授業によって実際の教師の仕
事への手ほどきを受ける時間であるとともに、実習以
前にもすでにさまざまな場面で折りにふれて行ってき
た、学校観や教師観や授業観の吟味をあらためて行
う時間だといえます。
（
「応用実習」がⅠ・Ⅱと二つあ
るのは、異なる学校種で教育実習を体験することと
なっているからです。特別支援教育コースの場合、
「応
用実習Ⅰ」では小学校に行きます。また上記の他に、
２年次に特別支援教育基礎実習、３年次に特別支援
応用実習があります。
）
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そこでみなさんは、一人の子どもの授業の中でのこ
だわりが教室の友人関係や家庭の状況を背景としたも
のであることを知ったり、自分たちの子どものころで
は考えられないような子どもの姿にその地域や現代社
会の特質を見いだしていったりするかもしれません。
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（2） 教師とのかかわりの中での“学び”
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カリキュラムと教育実習

教育実習のカリキュラム上の位置づけは以下のようになっています。
１年次

２年次

３年次

各専修の専門科目

各専修の専門科目

各専修の専門科目

各専修の専門科目

初等教科専門科目

教育方法・課程論

３年次卒業研究

４年次卒業研究

教育学概説Ａ・Ｂ

道徳教育論

特別活動論

生徒・進路指導論

教育心理学概説

教育相談

教職入門Ⅰ

教職実践演習

各教科指導法

各教科指導法

基礎実習、教職入門Ⅱ

応用実習Ⅰ

特別支援教育基礎実習

特別支援教育応用実習

介護等体験実地
（特支コース以外）
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４年次

応用実習Ⅱ

特別支援教育基礎実習 特別支援教育応用実習
（副免）
（特支コース以外）
（副免）
（特支コース以外）

本学部における特別支援学校での教育実習の履修要件

特別支援教育コースの学生が「特別支援教育応用
実習」、特別支援教育コース以外の学生が「特別支
援教育応用実習（副免）」を履修するためには、下

記の履修最低要件を履修前年度終了時までに満たさ
なければなりません。

【特別支援教育応用実習履修要件】
《特別支援教育コース》
教職専門科目

初等教科専門科目

６単位

特別支援教育

専門科目

教職入門Ⅰ、教職入門Ⅱ

３単位

基礎実習
教育学概説Ａ（本質）
、教育学概説Ｂ（制度）
、教育方法・課程論、道徳教育論、特別活
動論、教育心理学概説、生徒・進路指導論、教育相談、総合的な学習指導法 から
初等教科指導法

１単位
１０単位
１２単位

特別支援教育基礎実習

２単位

上記以外の特別支援教育専門科目から

６単位

総単位数

６２単位

【特別支援教育応用実習（副免）履修要件】
《特別支援教育コース以外》
⎫※いずれかから
⎬
⎭ ６単位

初等教科専門科目
教職専門科目

中等教科専門科目
教職入門Ⅰ、教職入門Ⅱ

３単位

基礎実習

１単位

特別支援教育

専門科目

教育学概説Ａ（本質）
、教育学概説Ｂ（制度）
、教育方法・課程論、道徳教育論、特別活
動論、教育心理学概説、生徒・進路指導論、教育相談、総合的な学習指導法 から

１０単位

初等教科指導法

１２単位

特別支援教育基礎実習（副免）

１単位

上記以外の特別支援教育専門科目から

６単位

総単位数

６２単位
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【２年次】
＊特別支援教育応用実習（副免）希望調査
【３年次】
＊「特別支援教育基礎実習（副免）」履修
＊教育実習ガイダンス（後期）
※「実習生調書」を作成し提出します。実
習の時期・実習校が決定されますが、受
入先の都合で、希望通りにならない場合
もあります。
＊「特別支援教育応用実習（副免）」履修要件の
確認
※３年次までに履修した単位が、履修要件
を満たしているかどうか確認します。
【４年次】
＊「特別支援教育応用実習（副免）」の履修

【特別支援教育コースの学生の教育実習】
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特別支援教育コースの教育実習の流れ

【１年次】
＊傷害保険・賠償責任保険加入（入学時）
＊「教職入門」履修
【２年次】
＊応用実習希望調査
＊「基礎実習」履修
＊「特別支援教育基礎実習」履修
※参観実習（附属特別支援学校で実施）
＊教育実習ガイダンス（後期）
※「実習生調書」を作成し提出します。実
習の時期・実習校が決定されますが、受
入先の都合で、希望通りにならない場合
もあります。
＊「特別支援教育応用実習」履修要件の確認
※２年次までに履修した単位が、履修要件
を満たしているかどうか確認します。
【３年次】
＊「応用実習Ⅰ」実施
＊「特別支援教育応用実習」実施
3-2

他コースの教育実習の流れ

所属コースの主免許取得のための教育実習の流れ
については、それぞれ該当する「教育実習の手引き」
を参照すること。
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（9） 昼食・間食
昼食・間食などについては、それぞれの学校の指
示に従います。また、勤務時間中の喫煙は禁止とし
ます。ここが、学校であるということを忘れないよ
うにしましょう。
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（特別支援教育コース Ｔ．Ｉ．）

（特別支援教育コース Ｓ．Ｉ．）
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Ⅱ 特別支援学校の教育
１

教育のしくみ

(1) 学校とは
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、
高等学校、大学・高等専門学校、特別支援学校、幼
稚園は学校教育法第 １ 条に規定される「学校」で
あり、国、地方公共団体、学校法人のみが設置でき
ます（学校教育法；以下、学校法）。
これらの学校のうち小学校、中学校、義務教育学
校、中等教育学校、特別支援学校の小学部・中学部
は「義務教育諸学校」と呼ばれます。子どもの教育
を受ける権利（憲法第26条）を保障するため、保護
者は子どもが満 6 歳になった翌日以降の学年の初め
から満15歳になった日の属する学年の終わりまで、
義務教育諸学校に子どもを就学させる義務を負って
います（学校法）。
そこで、市町村や特別区は、その区域内の学齢児
童・生徒を就学させるのに必要な小中学校を設置す
る義務を負っています（学校法）。
国立大学法人の附属学校は、授業の研究や開発、
教育実習の実施を主たる目的として設置されています。
(2) 学校と法
国公私立を問わず、学校の制度や運営の基本的あ
り方は、教育基本法、学校教育法などの法によって
定められています。
例えば、教育基本法第 1 条では、教育の目的を
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国
家および社会の形成者として必要な資質を備えた心
身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ
ならない。」としています。
これを踏まえ、学校教育法では、学校の目的や教
育の目標、教科用図書、教材の使用、配置すべき教
職員などを定めています。
さらに、学校教育法施行規則は、小中学校などの
教育課程の編成、授業時数、教育課程の基準、懲
戒・体罰などについて規定しています。
(3) 学校と教育委員会
学校の管理は、学校の設置者が行うことになって
いますが（学校法第 5 条）
、一般行政から独立した
合議制の行政委員会の一種である教育委員会が実際
の管理を行います。例えば、都道府県立学校は都道
府県教育委員会、市町村立学校は市町村教育委員会
が管理します（地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律；以下、地教行法）。

教育委員会の職務権限は、学校の設置、教育財産
の管理、教育機関の職員の任免などの人事、児童・
生徒の就学、教科書・教材の取り扱い、学校の施設
設備、研修など多岐にわたります（地教行法）。た
だし、市町村立学校教職員の多くを占める「県費負
担教職員」の人事権は都道府県教育委員会が有しま
す。
都道府県教育委員会は 5 名、市町村教育委員会は
5 名ないし 3 名の教育委員により構成され、委員は
地方公共団体の長（知事・市長村長）が議会の同意
を得て任命します。教育委員のうち 1 名が「教育委
員長」に互選され、教育委員会の会議を主宰します。
また教育委員会には、教育長、指導主事、その他の
職員が置かれ、教育長は教育委員会の指導監督の下
に全ての事務を司り、指導主事は上司の命を受け学
校における教育課程、学習指導その他の専門的指導
を行います。

２

特別支援教育のしくみ

(1) 特別支援教育とは
子どもたちは、様々な教育的ニーズをもっています。
特に、障害があるがゆえの教育的ニーズをもつ子ども
たちに対する教育を、特別支援教育と言います。文部
科学省は、
「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参
加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立
ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、
その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は
克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
の」
（ 文 部 科 学 省 http://www.mext.go.jp/a̲menu/
shotou/tokubetu/main.htm）としています。
特別支援教育は、学校の種別を問わず、障害のある
子どもがいるところ全てで実施されるべきものです。
(2) 特別支援教育の場
特別支援教育は、通常学級でも様々な取り組みがな
されていますが、通常学級では十分な教育効果が期待
できない場合には、通級による指導、特別支援学級、
特別支援学校と、適切な場が選択される必要がありま
す。それぞれの場で可能な支援や取り組みは異なりま
す。制度的に、特別支援学校は障害や支援の程度が
重い子ども、特別支援学級は通常学校内に設置され、
障害や必要な支援の程度が比較的軽い子どもが通うこ
とが想定されています。しかし、いずれも子どもたち
の障害の多様化・重度化が進んでいると言われます。
通級による指導は、普段は通常学級で学びながら、週
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に 1 〜 8 単位時間で特別な支援を受ける制度です。そ
のような場（通級指導教室）は、通常小中学校に設置
されていますが、他の学校に通級して指導を受ける他
校通級が大多数です。子どもが自分の能力を最大限引
き出し、今と将来の双方を充実させるために、適切な
場を選択することが大切です。
(3) 教育の場の選択
就学先の決定や変更は丁寧に進められなければな
りません。子どもの障害や教育的ニーズを的確に把
握し、保護者と教育関係者で十分に協議することが
必要です。都道府県及び市町村では、「就学支援委
員会」が設置されており、専門家が障害の状態等の
把握や情報提供、保護者との相談に乗るなどの仕組
みがあります。各特別支援学校にも、就学に関わる
委員会が設置されています。

３

特別支援学校のしくみ

(1) 特別支援学校とは
特別支援教育を実施する場は複数ありますが、特
別支援教育の専門性が特に高いとされるのが、盲
（視
覚障害）
・ろう（聴覚障害）
・養護学校（肢体不自由・
病弱・知的障害）を前身とし、障害のある子どもの
教育を専門とした特別支援学校です。特別支援学校
は、
「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体
不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。
）
に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に
準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は
生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識
技能を授けること」を目的としています（学校法）
。
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高
等部、専攻科を設置することができ、そのうち小学
部と中学部は義務教育諸学校に相当します。十分に
時間をかけて、じっくりと一貫した教育を展開し、
社会に巣立っていけるようにと複数の学部を設置す
る学校が大多数ですが、最近では、職業的自立を特
に重視する高等部のみの特別支援学校も設置される
ようになってきています。また、寄宿舎を設置して
いる特別支援学校もあります。
特別支援学校では、相対的に障害の重い子どもた
ちが学んでおり、小・中学部の 1 学級の子どもたち
の人数は 6 名以内と少数です（高等部は 8 名以内）。
また、さらに障害の重い子どものために、 1 学級 3
名以内の重複学級を設置することも可能です。指導
体制は、ティームティーチングが基本です。
(2) 教職員の組織
学校全体で見ると、校長、教頭、教諭、養護教

諭、非常勤講師、事務職員、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師などで教職員は構成されています。
学部で見ると、それぞれに学部主事がおり、各学級
担任や各授業担当者によって教育実践が展開されます。
また、研究推進担当、教育実習担当、教務担当、
総務担当、渉外担当などといった、校務分掌があり
ます。
ティームティーチングが基本なので、学級担任は
複数であることが一般的です。子どもたちの障害や
特性、ニーズを十分に考慮すると、複数の教員で指
導に当たっていくことは当然であると言えます。
(3) 家庭との連携
特別支援学校でも、子どもについての理解を深め
るという意味でも、また、家庭とともに教育の方向
性を定めるためにも、家庭との連携は欠かせませ
ん。そのため、
「連絡帳」や「学部通信」「学級通信」
「保健だより」「学校だより」などを使って、家庭と
つながる努力がなされています。
また、特別支援学校でも PTA があり、保護者と
教職員が一緒になって、学校づくりをしています。
似た境遇や共通した悩みをもつ保護者も少なくない
ため、比較的活発な活動をしています。
(4) 地域社会との連携
障害のある子どもたちは、就学前から卒業後も、
医療、福祉、労働などといった様々な分野の支援を
要します。特別支援学校もそのような機関と積極的
につながり、必要な手立てを学校として考えること
が大切です。具体的には、市町村の福祉課、児童相
談所、ハローワーク、警察、病院などです。
また、放課後等デイサービスなどを利用して、学
校から家庭に帰るまでの放課後を過ごしているケー
スも少なくありません。そのような場とも、積極的
に情報交換をしていく必要があります。
さらに、特別支援学校には、地域の特別支援教育
を推進するためのセンターとしての機能が期待され
ています。そのため、地域の学校や保護者などの関
係者からの相談を受ける、巡回支援に出向く、啓発
活動を行うなど、多彩な取り組みをしています。
(5) 埼玉県独自の取り組み「支援籍学習」
埼玉県では、障害のある子どもと障害のない子ど
もの関わりをより促すために、
「支援籍学習」を実
施しています。特別支援学校に在籍している子ども
が、希望制で、居住する地域の学校に副次的に学籍
を有し（支援籍）、個々のペースでその学校の活動
に参加するものです。
交流及び共同学習の実施に加え、地域との連携が
教育実践レベルでも求められています。
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４

障害のある児童・生徒を理解す
るために

特別支援学校で学ぶ児童・生徒には、視覚障害、
聴覚障害、病弱、肢体不自由、そして知的障害等の
障害があります。
埼玉県には、視覚障害特別支援学校が 1 校、聴覚
障害特別支援学校が 2 校、病弱特別支援学校が 2
校、肢体不自由特別支援学校が８校、知的障害特別
支援学校が24校、肢体不自由と知的障害をともに受
け入れている複合特別支援学校が 3 校ありますが、
埼玉大学では、知的障害の特別支援学校での教育実
習を実施していますので、知的障害のある児童・生
徒について説明をします。
4-1

障害とは

世界保健機関（ＷＨＯ：2001年）は、生きるとい
う行為の中での困難を広く捉えるために、以下のモ
デルを示しました。

図の一番上「健康状態」は、病気はもちろん妊娠
や加齢、ストレスなども含まれます。
「人が生きる」
ことには生物レベル、活動レベル（生活行為）
、参加
レベル（役割履行）の 3 つの側面がありますが、図
の真ん中「心身機能・構造」
「活動」
「参加」がまさ
にそれで、 3 つ合わせて「生活機能」と言います。
それぞれの段階で「生きることの困難」が生じた場
合、
「機能障害」
、
「活動制限」
、
「参加制約」となりま
す。図の一番下「環境因子」とは、例えば建物や交
通などの物理的な環境だけでなく、福祉用具、人間
関係、制度・政策なども含まれる広範な概念です。
「個人因子」は、年齢や性別、民族、ライフスタイル
など、個人特有のものを指します。
例えば、機能障害ゆえに必ず活動制限があり参加
制約を生じる、といった絶対的な一方向性はこのモ
デルにはありません。機能障害がありながら活動に
何の問題も生じない場合でも、就職や結婚の困難な
ど「参加制約」があるかもしれません。また機能障
害があっても、適切な道具（物理的な環境因子）や
訓練などの支援（制度的な環境因子）があれば、
「活
動制限」は軽減されるでしょう。このように、図に
書かれた要素はケースごとに異なる相互作用の関係
にあるのです。教育は
「環境因子」
と捉えられますが、
障害者本人とその家族は、
「健康状態」と「心身機能・

構造」以外の部分については特によくわかっている
ので、連 携して進めることが 大 切です。
（上田敏
『ＩＣＦの理解と活用』萌文社、2005年を参照）
4-2

知的障害児の特徴

(1) 発達的特徴
知的な発達の遅れがあり、精神年齢が生活年齢よ
り低くなります。
同じ精神年齢であっても、生活年齢が異なる場合
には、その姿は大きく異なります。生活体験の積み
重ねの違いや、年齢相応の行動をとることが意識化
されているからです。
(2) 適応機能の特徴
意思伝達、自己管理、家庭生活、社会生活などに
関して適応機能が不足しています。特に、コミュニ
ケーション能力に課題をもつことや、生活体験の不
足が傾向としてみられます。
(3) 身体的・運動的特徴
知的障害の状況により異なりますが、一般に身体
的・運動的な発達が遅れています。高い所に上って
も平気でいる自閉的傾向を併せもつ子どもがみられ
る反面、ダウン症の子どものように怖がり高い所へ
上れない子どももいます。また全般的に運動の量や
経験の不足も指摘されています。
(4) 心理的特徴
事象の認知や理解に具体性を必要とします。言葉・
文字での理解や概念化、抽象化が苦手ですので、言
語化を求められると、答えられなくなることもありま
す。抽象的な言語での指示よりも、写真や絵を使うな
どより具体的な提示が理解しやすい傾向があります。
指示は具体的で単純に端的に行う方が理解が進み
ます。丁寧に詳しく説明することにより、混乱して
しまう姿が見受けられます。
生活に即したことを繰り返すことや、スモールス
テップが学習効果を高めます。
見通しをもちにくい傾向があったり、見通しがも
てないと安心できない自閉的傾向を併せもつ子ども
もいます。見通しをもたせてから学習活動に入るこ
とは有効です。
(5) パーソナリティーと社会性の特徴
知的障害児のパーソナリティー構造は一般に分化
しておらず、ʻ 硬い ʼ とか ʻ 柔軟性にかける ʼ といっ
た特徴となります。また、自閉傾向を併せもつと対
人関係が希薄だったり、社会性に課題をもつことが
多く見られます。
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4-3

実態の把握

知的障害児の一般的な特徴を前述しました。しか
し、知的障害児は一人ひとりその障害の状況も、発
達課題も全く異なり、個人差が大きいという特徴が
あり、豊かな個性の持ち主と受けとめることが大切
です。そこで特別支援学校では、児童・生徒、個々
に個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成
し、これに基づいて教育活動を行なっています。な
お、個別の教育計画だからといって、個別だけで指
導を行なうのではありません。学級集団、グループ
集団、学部集団などの集団での学習活動の中で、個
別の指導計画に則り個への指導を施しているのです。
(1) 行動観察
子どものありのままの姿を、いろいろな場面で、
できるだけ客観的に周りの状況と共に記録を積み重
ねることが行動観察です。漠然と子どもの姿を見る
のではなく、観察対象を明確にし、課題をもちなが
ら見ることで、実態の把握が進みます。
(2) ラポート
子どもは遊んでくれる先生、理解してくれる先
生、認めてくれる先生、共感してくれる先生を求め
ています。教育実習では教えることに傾注しがちで
すが、まず子どもと一緒に時を過ごし、ラポートを
つけ、信頼関係を築くことを大切にしましょう。実
態の把握が進みます。

ももいます。教員は保護者や主治医と相談したり指
示を受けながら教育にあたっています。担当の教員
から情報を得るようにしてください。
(3) 家庭との連携
子どもの理解を進めるためにも、教育効果をあげ
るためにも家庭との連携は不可欠です。実際には学
級通信や連絡帳、面談によることが多いですが、必
要に応じ登下校引率の折や電話で連絡をとることも
あります。教育実習では担当の教員から情報を得る
ようにしてください。

５
5-1

教育課程について
教育課程とは

教育基本法第 1 条（教育の目的）や学校教育法72
条にある特別支援学校の教育の目的を達成するため
に、どこの特別支援学校も学校の教育目標を掲げて
います。特別支援学校の学校教育目標の主な内容と
して、「社会で生きる力、生活する力をつけること、
そして、最大限の自己実現を目指すこと」が含まれ
ています。そして、各学校は、学校の教育目標を達
成するために、小学部、中学部、高等部の各学部
で、日課表等を決め年間の教育計画や行事の計画を
立て、毎日の授業を実践しています。この一連の流
れが教育課程に当たります。教育課程をつくる流れ
を図にすると、図 1 のようになります。

(3) 諸記録等
標準化された諸テストや、調査記録などは実態の
把握に有効ですが、教育実習では担当の教員に質問
することで代替とします。子どもについて「なぜこ
のような行動をするんだろう」「なぜできないんだ
ろう」等、疑問をもてることが実態の把握のスター
トになるのです。
4-4

埼玉県特別支援教育教育課程編成要領

留意点

(1) 重複障害
知的障害特別支援学校には、麻痺があり転びやす
かったり、難聴で補聴器をつけている等、重複障害
の子どもも多くいます。配慮が必要ですので、実態
把握に努めると共に、担当の教員から情報を得るよ
うにしてください。
(2) 医療との連携
特別支援学校には、心臓疾患による運動制限があ
る子ども、てんかんによる発作がある子ども、食事
制限がある子どもなど、医療的な配慮が必要な子ど
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図1

特別支援学校の教育課程編成の流れ

5-2

特別支援学校の教育課程編成の手順

前項の図 1 で示した特別支援学校の教育課程編成
の手順について簡単に説明したいと思います。
それぞれの特別支援学校は、教育基本法第 1 条
（教育の目的）や学校教育法72条にある特別支援学
校の教育の目的等を踏まえ、一人ひとりの子どもた
ちの障害等に関する実態、学校や地域の実態を十分
に把握した上で、学校の教育目標を設定します。
次に、各学部は、学部としての指導に関する重点
・努力点や学級の目標、個別の目標を設定し、日課
表を決めます。それらの目標等を達成するために、
年間及び学期ごとの指導計画や行事計画を立てます。
ある特別支援学校の行事計画は、表 1 のようになっ
ています。
5-3

特別支援学校の教育課程の特徴

(1) 一人ひとりの子どもの実態にあった教育課程
知的障害のある子どもたちと一言でいっても自閉
的傾向がある子やダウン症候群の子、日常生活のこ
とは一人でしっかりできる子から食事等で支援が必
要な子などその実態はさまざまです。そこで、特別
支援学校の教育課程は、こうした子どもの多様な実
態に応じることができる内容であることが大切で
す。具体的には、一人ひとりの個別の目標が指導計
画の中に取り上げられていて、日々の授業において
個別の目標達成に向けて子どもたちが学習に取り組
んでいる姿が見られることが大切です。
(2)

学習したことを生活で活かすことができる総
合学習
知的障害のある子どもたちは、机の上で学習して得
た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活に応
用されにくいといった特徴をもっています。そこで、
各教科や道徳、特別活動を総合、再構成して実際の
生活を中心に学習内容を選択し、実際の生活に則した
流れの中で必要な生活経験を通して学習していく総合
学習が、知的障害のある子どもたちには必要です。
(3) 自立活動
知的障害特別支援学校の指導内容の中には、各教
科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の他に自
立活動があります。その目標は「自立を目指し、障
害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服する」
ことです。その内容としては、「健康の保持」
「心理
的な安定」「人間関係の形成」
「環境の把握」「身体
の動き」
「コミュニケーション」等の６つがあります。
自立活動は、一人ひとりの子どもたちの実態に応

じて作成した個別の指導計画に基づいてすべての授
業を通じて指導します。さらに、子どもの実態に
よっては、個別または少人数のグループで日課表の
中に時間を設定して指導を行います。
(4) 道徳の学習は、すべての学習の中で
特別支援学校では、道徳の時間が日課表にない学
校がほとんどです。だからといって道徳の学習をし
ていないわけではありません。道徳の時間を設定し
学習しても、それは断片的な知識にとどまり、ほと
んど実際の生活には生かせないのが実状です。そこ
で、特別支援学校では、すべての学習の中で道徳に
ついて指導する機会を積極的に見出し、取り組んで
います。
(5) 子どもの興味関心を大切にした学習
一人ひとりの子どもたちの興味関心を把握し、それ
を大切にして指導計画を作成することが必要です。
そして、自分から活動に取り組む姿を引き出し、
「教
師や友だちと一緒に活動できて楽しかった」
「苦しかっ
たけど最後までがんばれてよかった」等の体験をたく
さんできるように、計画を立てることが大切です。
(6) 授業の時間は弾力的に
法律で小学校の授業の 1 単位時間は45分、中学校
は50分と定められていますが、これは子どもの発達
や障害の状況によって各学校で適切に決めてよいこ
とになっています。
特別支援学校の総授業時数は、小学校及び中学校
に準ずることになっています。小学部 1 年生の総授
業時数は850単位時間、 2 年生は910単位時間、 3 年
生は945単位時間、 4 年生以上は980単位時間、中学
部は各学年とも1015単位時間が標準です。年間授業
週数は、35週となっています。
子どもたちがゆとりと見通しをもって学習に
取り組める日課
日課表は、教育課程を具体的に実施していく際の
学校の 1 日または 1 週間のスケジュールです。日課
表を決めるときに大切なことは、第一に子どもたち
の負担にならないようにゆとりのあるスケジュール
になっていることです。第二に子どもたちが見通し
をもって学習に取り組める日課表になっていること
が大切です。
例としてある特別支援学校の小学部、中学部、高
等部の日課表を載せました。小学部は、子どもたち
が毎日をだいたい同じ流れで学習に取り組み、繰り
返し学習することによって、見通しをもって活動で
きるように配慮しています。中学部になると、曜日
と時間を意識して活動できるようになることを期待
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(7)

して日課表を作成しています。
また、日課表にある授業名は、子どもたちにとっ

表1

て分かりやすいものであることが大切です。

特別支援学校の年間行事計画

䞉㻌Ꮫ㒊ὶ
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表2

小学部 1 組の日課表
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表3

小学部 2 ・ 3 組の日課表

表4

中学部日課表
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表5

高等部日課表

６

指導の形態

6-1

教科・領域等の授業（指導の形態）と教科・
領域等を合わせた授業

6-2

教育課程の節でふれているように、特別支援学校
では、小・中学校にはない授業（指導の形態）があ
ります。知的障害児教育においては、学習指導要領
解説に示されている通り、学習指導要領の各教科
（国語・算数・理科・社会・…）や領域（道徳・特
別活動）の内容を、もう一度組織化（総合学習化）
し直すことが出来ます。もちろん、各教科・領域・
総合的な学習の時問をそのまま学習しても良いので
す。しかし、抽象的な概念による学習よりも、具体
的な操作や活動の中での学習の方が、知的障害を有
する子にとっては、興味や関心をもって、意欲的に
取り組めることが多くあります。そして、その活動
の中で、教員が教科の内容も部分的に指導していく
ことで、教科の指導が（総合化してあるいは合わせ
て）行なえた、と考えるわけです。

教科・領域を合わせた指導の例

「生活単元学習」という授業を例にとって考えま
しょう。
給食のない日があったとします。お昼ごはんをど
うしようか、と投げかけたらどんな答えが返ってく
るでしょう ? 子どもたちは、お昼ご飯を作る・食べ
に行くなどさまざまな意見を出すでしょう。その中
で、作ることになったとします。まず第 一 にメ
ニューの相談、第 二 に材料の買出し、第三に調理、
以下食事、片付けが考えられます。第一では「特別
活動」として話し合いの要素があり、話し合いの
ルールや意見のまとめ方の指導が必要に応じてなさ
れます。買出しでは、「社会科」として買うものを
販売しているお店の選択など地域の学習、レジでは
「算数・数学」として買ったものの合計金額の理解・
支払うお金の金種や金額、おつりの計算などがあり
ます。第 三 の調理では「家庭科」の内容があります。
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6-3

各教科指導の場合

各教科を指導する場合、特別支援学校の児童生徒
は、有する障害のために当該学年の学習が困難な場
合が多くあります。
そこで、①目標及び内容の一部を取り扱わないこ
とができる、②目標及び内容の全部または一部を該
当学年の前各学年のものに替える事ができる、③目
標及び内容の一部または全部を、中学部生徒ならば
小学部の目標及び内容によって替えることができる
など、児童生徒の実態に即した学習が組めるように
なっています。
6-4

代表的な教科・領域等を合わせた指導

代表的な指導の形態は、以下の通りです。
(1) 日常生活の指導（学習）
日常生活の指導は、児童生徒の日常生活が充実
し、高まるように日常生活の諸活動を適切に指導す
るものです。日常生活の指導では、生活科の内容だ
けでなく、いろいろな領域や教科にかかわる広範囲
で多様な内容が扱われます。例えば、衣服の着脱・
洗面・手洗い・排泄・食事・清潔など基本的な生活
習慣やあいさつ・言葉づかい・時間を守るなど、集
団生活を行なう上で必要な内容などです。
大事な点は、生活の流れに沿って実際的な場面で
指導を行なうということです。具体的に考えると、
登校・用便・朝の支度（着替え・持ち物整理など）
・
係りの仕事・朝の会・給食・掃除・帰りの支度・帰
りの会・下校の諸活動があります。この中で、毎日
反復して行いその指導を通して、望ましい生活習慣
の形成を図っていくのです。
(2) 遊びの指導（学習）
遊びの指導は、遊びを学習指導の中心にすえて、
身体活動を活発にし、仲間とのかかわりを促し、意
欲的な活動を育てていきます。遊びの指導を自由遊
びと課題遊びに分けることがあります。自由遊びは
場所や遊具等の限定がなく、児童が自由に取り組む
遊びです。課題遊びは、砂・水・ダンボール・積み
木等で設定した場や遊具などで一定の課題に沿って
取り組む遊びです。これらの課題が、音楽・図画工
作・体育等の学習の課題へ移行発展してきます。
(3) 生活単元学習
生活単元学習は、児童生徒が実際の生活の中で経
験している、あるいは経験するであろう活動をとり
あげ、それを教育的に再組織して行なう学習です。
生活単元学習では、いろいろな領域や教科の内容が

指導されます。しかし重要なのは、生活単元学習は
領域や教科の内容を習得するための手段なのではな
くて、生活的な目標や課題を達成するための活動が
中心であって、結果的にいろいろな教科・領域の内
容が習得されるということです。
生活単元学習を行なうにあたって留意すべき点を
以下に挙げます。
①単元は実際の生活から発展し、児童生徒の興味や
関心、発達水準等にあったものであり、個人差の
大きい集団にも適合するものであること。
②単元は、必要な知識・技能の獲得とともに、生活
上の望ましい習慣・態度の形成を図るものであ
り、身に付けた内容が生活に生かされるものであ
ること。
③単元は、児童生徒が目標をもち、見通しをもって
単元活動に積極的に取り組むものであり、目標意
識や課題意識を育てる活動をも含んだものである
こと。
④単元は、一人ひとりの児童生徒が力を発揮し取り
組むとともに集団全体が単元の活動に共同して取
り組めるものであること。
⑤単元は、各単元における児童生徒の目標あるいは
課題達成の成就に必要にして十分な活動で組織さ
れ、その一連の単元の活動は、児童生徒の自然な
生活としてのまとまりのあるものであること。
⑥単元は、豊かな内容を含む活動で組織され、児童
生徒がいろいろな単元活動を通して、多種多様な
経験ができるように計画されていること。
(4) 作業学習
作業学習は、職業生活、および家庭生活に必要な
基礎的知識・技能と勤労を重んずる態度を養うとと
もに、進んで社会生活に参加していく実際的な経験
を通して、自主的生活に必要な事柄を身につけてい
く学習です。
6-5

教科別・領域別等の指導

領域・教科を合わせた指導のみで教育課程を構成
している学校ももちろんありますが、多くの特別支
援学校では、領域・教科を合わせた指導を重視しつ
つ、教科別・領域別の指導も行なっています。以下
に、教科別・領域別の指導を示します。
(1) 教科別の指導（題材学習）
いわゆる教科の指導ですが、6-3で示した通り、
子どもたちの実態に合わせて、教育内容を設定する
ことになります。ですから、教科書を教えるのでは
なく、教科の学習内容を生活上の観点から再構成し
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て学んだことを生活の中で生かせるようにしていき
ます。
(2) 特別活動
特別活動の活動内容は、A 学級活動・B 児童会活
動（中・高は生徒会）
・C クラブ活動（小学部のみ）
・
D 学校行事です。この中で A 学級活動・D 学校行
事は、生活単元学習の中での取り組みとほぼ同じに
なることが多いので、実際に特別活動として取り扱
う内容は B 児童会活動がほとんどです。
(3) 自立活動
児童生徒は、一人ひとりその障害・発達の違いか
ら、言語・運動・情緒・行動などの面で、顕著な発
達の遅れや特に配慮を必要とするさまざまな状態が
みられます。これらの点を障害の状態や発達段階を
ふまえて、指導内容・方法を工夫して指導を行って
いくのが、自立活動です。個々の障害に基づいた指
導を考えていきますので、個別の指導計画を作成し
ます。
(4) 道徳
道徳では、「よりよく生きるための基盤となる道
徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基
に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、
自己の生き方についての考えを深める学習」を行い
ます。この内容は、生活単元学習の指導内容に含ま
れることが多いので、実際に道徳をとりあげて指導
している特別支援学校は少ないようです。
(5) 総合的な学習の時間（中学部・高等部）
これまで培ってきた基礎・基本の力を基に、①自
ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判
断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる
こと、②学び方やものの考え方を身につけ、問題の
解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組
む態度を育て、自己の生き方を考えることができる
ようにすることがねらいです。これまでの生活単元
学習以上に、生徒の興味関心を大切にした活動の準
備・展開の予想（生徒の反応の見取り）・考える調
べる等の活動の設定が重要になります。

７

学級経営

児童生徒にとって学級とは、学校生活を送るうえ
での基盤であり、基本的な学習の場でもあります。
学級を構成する児童生徒の実態もさまざまです。
障害の程度に違いはあっても、そこは子どもと教
師、あるいは子ども同士の関係を通して、一人ひと

りの児童生徒が、自分の立場や役割を自覚し、自分
自身の可能性に気づく場でもあります。
附属特別支援学校を含めて、一般的に特別支援学
校は、小学部、中学部、高等部の3つの学部で構成
されています。年度当初に、各学部所属の教員配置
が決まったのち、学級担任が決定されます。多くは、
複数で担任することになります。担任には、学級経
営をいかに上手く行なうことができるかが問われま
す。そこで、これらのことを前提に、学級担任は、
どのように学級経営に取り組んだらよいか、知的障
害の特別支援学校を中心に述べていきます。
7-1

学級経営案の作成

学級担任としてはじめにする大切な仕事として、
自分の学級の子どもたちの実態をふまえ、学級教育
目標の具現化を目指した、その年度の学級経営案を
作成しなければなりません。
書式は学校によってさまざまではありますが、 1
年間預かった一人ひとりの子どもを、どのように育
もうとしているか、指針となるものです。
内容としては、学校教育目標、学部の指導の重
点・努力点、学級の児童生徒の実態、学級の集団目
標及び個人目標等があります。
7-2

学級集団づくり

知的障害特別支援学校の 1 学級あたりの児童生徒
数は、小学部と中学部は 6 名、高等部は 8 名が基準
となります。
知的障害を主とする児童生徒の集団であっても、
障害の程度は個々に違っています。時には、知的障
害以外に、肢体不自由等の異なる障害を併せもつ子
どももいます。このような児童生徒からなる学級集
団をまとめていくためには、一人ひとりの障害の実
態を正しく理解するための多くの時間と、個々への
細やかで適切な配慮が必要です。
例えば、言葉かけ一つにしても、常に禁止用語ば
かりを使うことで、その子どもの言動が改善される
ものではありません。なぜ、その子はそうした言動
をとっているのか、その要因をしっかりと見極める
ことができて、初めて適切な指導ができるのです。
これらのことを念頭に置きながら、 1 日も早く一
人ひとりの児童生徒と心を通い合わせられる関係を
築くことが、担任としてめざしている学級集団づく
りへの第 1 歩となります。
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7-3

教室環境の整備

③連絡ノート

生活の場・学習の場としての教室は、日々、子ど
もたちにとって、清潔かつ安全で、明るく安心でき
る場にしておくことが必要です。
教室には、児童生徒用の机や椅子、教卓以外に、
黒板やロッカー、テレビやビデオ等の教育機器に至
るまで、固定して利用する備品や移動可能な備品等
さまざまな物があります。
これらを有効に活用するために、次のことに留意
することが大切です。
①目的に応じて、座席の配置や教室の利用方法を
工夫する。
②子どもたちの興味関心を引く、わかり易く変化
に富んだ掲示や展示の方法を工夫する。
③子どもたちが自分で毎日使用するものは、わか
り易く使いやすい配置を工夫する。
④情緒的に落ち着いて生活や学習ができるよう
に、色彩はあまり刺激的にならないように工夫
する。
7-4

家庭との連携

障害児教育においては、子どもに対する指導はも
ちろん、同時に保護者の理解と協力を得ることが不
可欠です。
保護者は、自分の子どもの将来について、常に期
待と不安をもっています。そして、どのように接し
たらよいか悩んでいます。
担任として、まずは、家庭の様子を理解すること
が大切です。どのような保護者のもと、どのように
育まれてきたのかを、一人ひとりの子どもについて
知る必要があります。
そのためには、保護者と事務的に接するのではな
く、障害のある子をもった親の心情を共感的に理解
することに努めなければなりません。そのうえで、
個々の児童生徒の可能性に目を向けながら、保護者
と共に学び育もうとする姿勢が必要です。
知的障害特別支援学校の場合、子どもを介しての
情報交換が難しい状況にあります。そこで、学校と
家庭が、常に手を取り合っていくための相互理解の
方法として、次のようなことがあげられます。
①欠席の連絡

−朝のうちに必ず連絡するよう
にお願いしています。
②学部・学級通信−週 1 回程度は発行したいもの
です。但し、個人に関する内
容の扱いには十分に注意しな
ければなりません。

④保護者会

⑤家庭訪問

⑥その他

7-5

−学校での子どもの様子や連絡
事項を伝え、家庭での様子や
疑問・要望を伝えてもらいま
す。ここでは、主に個人的な
内容が中心になります。
−担任と保護者がお互いに学校
や家庭で、どのように子ども
を指導したらよいか話し合え
る雰囲気をつくるよう心がけ
ます。
−家庭の様子や地域の状況を、
直接、担任として知るととも
に、個人的な相談に応じる機
会とします。
−その都度、必要に応じて電話
連絡や個別の面談等を実施し
ます。

他機関との連携

校医、教育委員会、児童相談所、福祉事務所、就
学前児童施設、公共職業安定所、卒業後の進路先で
ある事業所や作業所など、児童生徒の指導にかかわ
るさまざまな他機関との連携をとることが大切で
す。
教師は、学校として取り組める限界を知り、他機
関に協力や支援を求める心構えも必要です。
7-6

複数担任

特別支援学校では、複数で担任する場合が多くあ
ります。
その場合、効果的なティームティーチングを行な
うため、一人ひとりの障害の様子や指導のあり方等
について、教師間で十分に意見を出し合い共通理解
を図ることが大切です。特に、それぞれの役割分担
を明確にしておくことが必要です。そして、一人ひ
とりの子どもの個性を伸ばす適切な指導ができるよ
うにしなければなりません。
T・T は、チームワークがとれて、はじめてその
機能を発揮するものです。お互いの教師の経験や持
ち味を生かせるよう、常に十分な話し合いをもつこ
とが必要です。
7-7

学級事務（表簿を中心に）

学級担任の仕事には、学級にかかわる表簿の作成
や調査等もあります。出席簿、通知票、健康に関す
る書類、指導要録等への記入、その他諸調査等があ
ります。
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その都度、それぞれの表簿の記入方法を確実に学
び実行することが求められます。
そのうえで、学級を経営していくために不可欠な
たくさんの学級事務を、少しでも早く効率的に処理
していく工夫ができるようになることが必要です。
なお、知的障害特別支援学校以外の特別支援学校
については、それぞれの障害に対する配慮から、こ
れまで述べてきた学級経営と多少異なる点があるこ
とを付記しておきます。
学校は、児童生徒の人格形成を意図的、目的的に
行なう組織体です。一人ひとり個性をもった児童生
徒及び教職員が、それぞれの持ち味を十分に発揮
し、愛情と信頼に基づきながら学び合うことが大切
です。
学級担任は、学校の教員です。組織の一員として
「ムダなく、ムリなく、ムラなく」活動し、協力し
て、合理的かつ効率的に職務を遂行していくことが
望まれます。

（特別支援教育コース M.M.）
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Ϫ Ꮫ⩦ᣦᑟ
Ⅲ 学 習指 導 案について
1. 学習指導案の作成について
学習指導案は、
「授業の設計図」といわれています。 指導計画が、学習指導案です。特別支援教育の学習指
学校の定めた指導計画に基づき、各教師が担当する学

導案の作成に当たっては、児童生徒一人ひとりの実態

部・学級・学習グループの児童生徒の実態に応じて、 に即した、個々の目標、個別の手立て、個別の学習課
その指導目標を達成するために作成する最も具体的な

題、個別の評価を具体的に明記することが大切です。
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㡢ᴦࠊయ⫱ࠊᅗ⏬ᕤసࡢࡼ࠺࡞ᩍ⛉ูࡢᣦᑟ࡛ࡣࠕ㢟ᮦྡࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ
㐨ᚨࡸ⮬❧άື➼ࡢ㡿ᇦูࡢᣦᑟ࡛ࡣࠕ㢟ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ


㸰 ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧タᐃࡢ⌮⏤
  ձඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ほ
    Ꮫ⩦㞟ᅋࡢᵓᡂࢆ♧ࡍࠋᙧᘧ㏻ࡾ᭩ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ༢ඖ㛵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࢆグ㏙ࡋࠊㄢ㢟ࢆ
グ㏙ࡍࡿࠋ

  ղ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧ほ
ࡾୖࡆࡓ༢ඖࡀࠊࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆࡶࡕࠊඣ❺⏕ᚐࡢㄢ㢟ྥࡅ࡚ࡢព⩏ࡸ౯್ࡀࡇ࠶ࡿࡢࢆ
グ㏙ࡍࡿࠋ༢ඖࡢࠕࡼࡉ㸦ㄢ㢟ࢀࡔࡅ㏕ࢀࡿ㸧ࠖࢆ༑ศఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺グ㏙ࡍࡿࠋ

  ճᣦᑟほ࣭ᩍᮦᩍලほ
༢ඖࡢࡡࡽ࠸㐩ᡂࡢࡓࡵᚲせ࡞ලయⓗ࡞ᡭࡔ࡚ࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᑟධࡍࡿᩍᮦᩍලࡢ≉ᚩ࡞ࡶ
ᣲࡆ࡞ࡀࡽࠊලయⓗࡢࡼ࠺࡞άືࢆタᐃࡋࠊඣ❺⏕ᚐࡀࡢࡼ࠺ㄢ㢟㏕ࡾ࡞ࡀࡽᏛࢇ࡛࠸ࡃࡢ
➼ࡢࠊᒎ㛤ࡢ᪉ࡸᣦᑟୖษࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

  մᒎᮃ
ᮏ༢ඖࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇࡀࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺࡞ጼࡋ࡚⌧ࢀ࡚ࡋ࠸ࠊࡲࡓࠊ
ḟࡢẁ㝵ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡸᏛ⩦ෆᐜ࣭Ꮫ⩦άືࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ➼ࠊᮇᚅࡉࢀࡿෆᐜࡘ࠸
࡚ᮏ༢ඖࡢᏛ⩦ࡢ㛵㐃ࢆ㋃ࡲ࠼࡚グ㏙ࡍࡿࠋ


㸱 ᣦᑟィ⏬
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵᏛ⩦άືࡑࡢලయⓗෆᐜࡀࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠊᏊࡶࡢ❧ሙ❧ࡗࡓゝ
ⴥ࡛グ㏙ࡍࡿࠋᮏࡢᤵᴗࡀయࡢ㛫㓄ศ࠾࠸࡚ࡢ㛫࡛࠶ࡿࡢࢆࠊศᩘ➼ࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
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㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ

ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ

࣭

࣭





࣭

࣭



ͤᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆࡴࡅ࡚ࠊᮏࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻┠ᶆࡍࡿࡢࠊࡑࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆศࡾࡸࡍࡃグ㏙ࡍࡿࠋ






㸳 ඣ❺⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
ඣ❺⏕ᚐྡ
㸿

㹀

㹁

༢ඖࢃࡿᐇែ

ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ

࣭

࣭

࣭

࣭



࣭

࣭

࣭

࣭

࣭





࣭

࣭

࣭

࣭

ͤ༢ඖࢃࡿᐇែࡣࠊᮏ༢ඖ㛵ಀࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࢆグධࡍࡿࠋ
 ͤᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆࡣࠊࡍ࡚ࡢ┠ᶆࢆグධࡍࡿࡇࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ






㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
ඣ❺⏕ᚐྡ
㸿

㹀
㹁

ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
࣭

࣭

࣭
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ࠓᏛ⩦ᣦᑟసᡂୖࡢ࣏ࣥࢺ㸦ᕥ㡫ᑐᛂ㸧ࠔ

㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ձᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ
༢ඖタᐃࡢ⌮⏤࡛グ㏙ࡋࡓ㞟ᅋࡢㄢ㢟㸦༢ඖほࠊᣦᑟほ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ༢ඖ࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚฿㐩ࡍ
ࡁ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ

ղᮏࡢඹ㏻┠ᶆ
    ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆࢆཷࡅࠊᮏࡢᏛ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㞟ᅋࡋ࡚฿㐩ࡍࡁ┠ᶆࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

ճ⾲グࡘ࠸࡚
    Ꮚࡶࡢ❧ሙἢࡗࡓ⾲⌧࡛グ㏙ࡍࡿࠋ㸦㸧ࠐࠕ㹼ࡍࡿࠖࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖ ࠕ㹼ࡉࡏࡿࠖ



㸳 ඣ❺⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
ձ༢ඖࢃࡿᐇែ
ᤵᴗ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ᚰⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡽᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿᐇែࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ࡇࡇࡽඣ❺⏕ᚐࡢಶࠎࡢ┠ᶆࡀᑟࢀࡿࠋ

ղᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
ᖺᗘᙜึྛᢸ௵ࡀタᐃࡋ࡚࠶ࡿࠊᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡇࡢᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᮏ༢
ඖࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ

ճ⾲グࡘ࠸࡚
ಶᛂࡌࡓᣦᑟࡢᡭࡀࡾ࡞ࡿࡼ࠺グ㏙ࡍࡿࠋࠕۑۑ㸦࠸࠺ᨭ㸧ࡼࡗ࡚ࠊ㹼࡛ࡁࡿ㸦ࡍࡿ㸧ࠖ
࠸࠺ࡼ࠺ࠊ⫯ᐃⓗグ㏙ࡍࡿࠋ
ඣ❺⏕ᚐྡࡣࣝࣇ࣋ࢵࢺᩥᏐ㸿ࠊ㹀ࠊ㹁࡛͐⾲グࡍࡿࠋ
ྛᏛ㒊ࡢྡ⡙␒ྕ㸯␒ࢆ㸿ࡋࠊ㏻ࡋ࡚グࡍࠋ



㸴 ಶே┠ᶆ
ձᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
ඹ㏻┠ᶆࢆᇶᮏࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᮏ༢ඖ࠾࠸࡚฿㐩ࡍࡁ┠ᶆࢆタ
ᐃࡍࡿࠋ

ղ⾲グࡘ࠸࡚
Ꮚࡶࡢ❧ሙἢࡗࡓ⾲⌧࡛グ㏙ࡍࡿࠋ㸦㸧ࠐࠕ㹼ࡍࡿࠖࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖࠕ㹼ࡉࡏࡿࠖ
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㸵 ᮏࡢᒎ㛤 
㛫

Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧 ᨭ㸦࣭㸧

ۑศ ۑ

ۑ
࣭

ۑ

ۑ



࣭
࣭
ŹಅƷݰλŴޒŴǇƱǊǛŴஜƷႸƴᡐǔѣǛॖᜤƠƳƕǒŴॖႎƴನƢǔŵ


ۑศ ۑ

ۑ



࣭

ۑ

࣭



A

͐

ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
ᨭ   
ホ౯ࡢほⅬ

B

ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື



ŹஜƷ̾ʴႸǛᲬƭƣƭᚨܭƠƨئӳŴᲬƔƴƜƷ
ǑƏƳᘙǛᚨƚǔŵ
Ź̾ʴႸƕᲫƭưƋƬƯǋŴδᇜဃࢻƴǑƬƯᚸ̖ئ᩿
ƕီƳǔئӳƸŴᲬƔˌɥƴᘙǛᚨƚƯᚡλƢǔŵ
ŹδᇜဃࢻƴǑƬƯƸႸƷૠƕီƳǔئӳǋƋǔŵ

ᨭ   
ホ౯ࡢほⅬ
͐

ۑ

࣭

ۑศ ۑ

࣭




Ꮫ⩦άື 㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼ࠋ



ಶே┠ᶆ



A

࣭



B

࣭



͐ ࣭




ᨭ

ŹμՃƷܖ፼ѣƕӷơئӳƸŴܖ፼ѣƸǇƱǊƯŴ̾ʴႸ
ȷૅੲȷᚸ̖ƷᚇໜǛɥᚡƷᘙƷǑƏƴƠƯᚡƠƯǑƍŵ
 ᆔƷᘙƷƲƪǒǛ̅ဇƢǔƔƸŴƦǕƧǕƷಅư̅ƍ
ǍƢƍ૾Ǜᢠ৸ƠƯǑƍŵ



ۑศ ۑ

ホ౯ࡢほⅬ

࣭


㸶 ഛ⪃
 ࣭㓄⨨ᅗ
࣭ᩍᮦ࣭ᩍල ➼
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ࠓᏛ⩦ᣦᑟసᡂୖࡢ࣏ࣥࢺ㸦ᕥ㡫ᑐᛂ㸧ࠔ
㸵 ᮏࡢᒎ㛤
ձࠕ㛫ࠖࠕᏛ⩦άືࠖࠕᩍဨࡢືࡁࠖࠕᨭࠖࡢ㸲Ⅼࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
㛫
Ꮫ⩦άືࡈ┠Ᏻ࡞ࡿᏛ⩦㛫ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦άື ᤵᴗయࡢὶࢀࡀࢃࡿࡼ࠺ࠊඣ❺⏕ᚐࡀྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⩦άືࢆලయⓗグ㏙ࡍࡿࠋ
ᩍဨࡢື Ꮫ⩦άືࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ᚲせ࡞ᩍဨࡢືࡁࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ࡁ
㸦ඣ❺⏕ᚐࡢືࡁࡣࠊᏛ⩦άືࡢḍグ㏙ࡍࡿ㸧
ᨭ
ࠐ༢ඖཬࡧᮏ࠾ࡅࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢಶูࡢᡭࡔ࡚ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ࠐᩍဨࡢලయⓗ࡞ࡣࡓࡽࡁࡅࠊᩍᮦ࣭ᩍලࡢᥦ♧᪉ἲ➼ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ࠐಶูࡢᡭࡔ࡚ࡸᩍဨࡢാࡁࡅࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠕ࠺ࡼࡿࡁ࡛ۑۑ㹼㹼ࡍࡿࠖ࠸࠺
ࡼ࠺ࠊ࠶ࡿጼྥࡅࡓලయⓗ࡞ᡭࡔ࡚ࡀ᫂☜࡞ࡿࡼ࠺グ㏙ࡍࡿࠋ
ࠐึࡵ࡚ㄞࡴேࡶෆᐜࡀࡼࡃศࡿࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅලయⓗグ㏙ࡍࡿࠋ

ղᒎ㛤ෆࠕ ᮏࡢ ಶே┠ᶆࠖ
ࠕᏛ⩦άືࠖ
ࠕᨭࠖ
ࠕホ౯ࡢほⅬࠖࡢ㸲Ⅼࢆ⾲࡛グ㏙ࡍࡿࠋ
ಶே┠ᶆ

ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆᏛ⩦ෆᐜࢆᇶࡋࡓᮏࡢಶே┠ᶆ
Ⰻ࠸ 
Ⰻࡃ࡞࠸ 
࡚ࡢேྠᇶ‽࡛ホ౯࡛ࡁࡿල
ලయⓗ࡞┠ᶆ
ேࡼࡗ࡚ホ౯ࡀኚࢃࡿᢳ㇟ⓗ࡞┠ᶆ
ゝⴥࡅࡢᨭࢆ࠺ࡅ࡚ࠊ ࡇࡴ⤌ࡾྲྀۑۑ㐍ࢇ࡛άືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦どぬⓗ࡞ᨭࡸᡭῧ࠼ࡢᨭࢆཷࡅࡎྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧
Ỵࡵࡽࢀࡓ㛫ෆࠊືࡁࢆṆࡵࡎ᭱ᚋࡲ࡛ 㛫ࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ᭱ᚋࡲ࡛㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡔࡕࢆ⮬ศࡽㄏ࠸ࠊ᭱ᚋࡲ୍࡛⥴✚⥴୍ࡕࡔ ۑۑᴟⓗάືࢆᴦࡋࡴࡇ
㸦ලయⓗ࡞άືྡ㸧ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᑀ࡞ゝⴥ㐵࠸࡛ࡔࡕヰࡋ࡞ࡀࡽࠊࡕࡔ࡚࠸╔ࡕⴠ ۑۑάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡢάືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡿࠋ
⤮ᮏࢆࠊㄞࡳጞࡵࡽ⤊ࢃࡾࡲ࡛ࠊ┠ࢆ㞳ࡉ ⤮ᮏࠊ᭱ᚋࡲ࡛ὀ┠ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡎぢ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㹫⛬ᗘ㞳ࢀࡓ┦ᡭෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿኌࡢ ࡁ࡞ኌ࡛ࡣࡗࡁࡾヰࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡁࡉ࡛ヰࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


Ꮫ⩦άື

ᮏࡢಶே┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚⏝ពࡋࡓᏛ⩦άື
ۑᏊࡶࡀάືࡍࡿෆᐜࢆලయⓗグࡍࠋ
ᨭ
ಶே┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢಶูࡢᡭࡔ࡚
ۑಶูࡢᡭࡔ࡚ࡸᩍဨࡢാࡁࡅࡘ࠸࡚ࠊ࠼ࡤࠕ࠺ࡼࡿࡁ࡛ۑۑ㹼㹼ࡍࡿࠖ࠸ࡗࡓ
ࡼ࠺ࠊ࠶ࡿጼྥࡅࡓලయⓗ࡞ᡭࡔ࡚ࡀ᫂☜࡞ࡿࡼ࠺グ㏙ࡍࡿࠋ
ۑලయⓗ࡞ᩍဨࡢࡣࡓࡽࡁࡅࠊᩍᮦ࣭ᩍලࡢᥦ♧᪉ἲ➼ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
࡚ࡵึۑㄞࡴேࡶෆᐜࡀࡼࡃศࡿࡼ࠺ࠊලయⓗグ㏙ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほ ᮏࡢಶே┠ᶆᑐࡍࡿලయⓗ࡞ホ౯ࡢほⅬ
Ⅼ
ۑඣ❺⏕ᚐࡢࡢࡼ࠺࡞ጼࢆࡶࡗ࡚┠ᶆࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓぢ࡞ࡍࠊࡑࡢලయⓗ࡞⾲ฟࢆࠕ㹼
㹼ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ࠸ࡗࡓࡼ࠺ࠊලయⓗグࡍࠋ



㸶 ഛ⪃
㓄⨨ᅗࠊᩍᮦ࣭ᩍල➼ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
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２. 学習指導案例
ᑠᏛ㒊㸱⤌ ᩍ⛉ูࡢᣦᑟࠕᅗ⏬ᕤసࠖ Ꮫ⩦ᣦᑟ
᪥ 

ሙ ᡤ
ᤵᴗ⪅
            
         ᣦᑟ⪅

㸯 㢟ᮦྡ ࠕ࡛ࠗࢇࡋࡷ࡛࠸ࡇ࠺࠘ࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖ








ᖹᡂࠐࠐᖺࠐࠐ᭶ࠐࠐ᪥㸦ࠐ㸧
➨㸰ᰯ 㹼㸸
ᑠᏛ㒊㸱⤌ᩍᐊ
ࠐࠐࠐࠐ㸦㹒㸯㸧ࠐࠐࠐࠐ㸦㹒㸰㸧
ࠐࠐࠐࠐ㸦㹒㸱㸧
ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ

㸰 㢟ᮦタᐃࡢ⌮⏤
ᮏᏛ⣭ࡣ⏨Ꮚ㸴ྡࡢඣ❺࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸱ྡࡀ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀ᐖ࡛࠶ࡾࠊࡶࢲ࢘ࣥ
ೃ⩌ࠊ࣒࢘ࣜࢬೃ⩌ࡢඣ❺ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࠋάືぢ㏻ࡋࡀࡶ࡚ࡿࠊⱞᡭ࡞άືᑐࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ
ඣ❺ࡸࠊලయ≀ࡸ⤮ࠊ┿࡞ࡢどぬⓗ࡞ᨭࡀ࠶ࢀࡤࠊάືෆᐜࡀࢃࡾࠊ⮬ࡽ⾜ື࡛ࡁࡿඣ❺ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ
⯆㛵ᚰࡢᖜࡀᗈ࠸ඣ❺ࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ⯆㛵ᚰࡢᖜࡀ⊃࠸ඣ❺ࡣάືᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀከ
࠸ࠋไసάື࠾࠸࡚ࡣࠊసࡾࡓ࠸࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶᛮ࠸㏻ࡾసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊᩍဨຓࡅࢆồࡵࡿ
ඣ❺ࡶ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࡶ㋃ࡲ࠼ࠊάືࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡕࠊάືෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡛ࠊᡂࡲ࡛యⓗไ
సࡍࡿጼࢆᘬࡁฟࡓ࠸⪃࠼ࡿࠋඣ❺ࡀసࡾࡓ࠸ᛮ࠺సရࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᩍဨࡀస
ࡾ᪉ࡸᡭ㡰ࢆᥦࡋࠊ⮬ศ࡛సࡾ᪉ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽసࡿࡇ࡛ࠊ୍ே୍ேࡀ࣓࣮ࢪࡋࡓసရࢆᡂࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࠊᮏ㢟ᮦࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᮏ㢟ᮦ࡛ࡣࠊ㟁㌴ࡸ㢼ᬒ࡞㟁㌴㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆࡾ࠶ࡆࡿࠋ㟁㌴ࡣ᪥ࠎࡢⓏୗᰯࡸᰯእᏛ⩦࡛⏝ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᮏᏛ⣭ࡢඣ❺ࡗ࡚ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊάືࡶ⯆㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊసရ࡙ࡃࡾࡢ࣓࣮ࢪࡋ࡚ࠊ⤮ᮏࠕ࡛ࢇࡋࡷ࡛࠸ࡇ࠺ ࡛ࢇࡋࡷ࡛࠼ࢁ࠺ࠖࢆࡾ
࠶ࡆࡿࠋࢺࣥࢿࣝࢆࡃࡄࡾࠊᵝࠎ࡞ᬒⰍࡢ୰ࢆ㟁㌴ࡀࡣࡋࡿሙ㠃ࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜἢࡗ࡚ไసࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊసࡿࡶࡢࡸᚋసࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࠸ࡗࡓࠊไసάືᑐࡍࡿぢ㏻ࡋࠊᮇᚅឤࢆࡶࡘࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡓࠋ
ᮏ㢟ᮦ࡛ࡣࠊ⤮ᮏࠕ࡛ࢇࡋࡷ࡛࠸ࡇ࠺ ࡛ࢇࡋࡷ࡛࠼ࢁ࠺ࠖࡢ୍ሙ㠃࡛࠶ࡿࠊ㟁㌴ࡀ㏻ࡿᬒⰍࡢࢪ࣐࢜ࣛࢆస
ᡂࡍࡿࡇࡋࡓࠋάືࡢᑟධࡋ࡚ࠊከࡃࡢඣ❺ࡀዲࡁ࡞㟁㌴సࡾࢆ⾜࠸ࠊసࡗࡓ㟁㌴ࡣ࣮ࣔࢱ࣮ࢆྲྀࡾ
ࡅࡿࡇ࡛ࠊసရࡀືࡃࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ไస࡛ࡁࠊḟࡽࡢࢪ࣐࢜ࣛసࡾᮇᚅ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋḟࢪ࢜
࣐ࣛసࡾ࡛ࡣࠊไసᡭ㡰ࡸసᡂࡢ␃ពⅬࢆ┿ࡸ⤮࡛ᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ࠊไస୰⮬ࡽᡭ㡰ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࡾࠊ␃ពⅬẼ࡙࠸࡚సࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡾࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋᅵྎ࡞ࡿⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝ࣎ࣥࢻࢆሬࡿ㝿ࠊ
ሬࡗࡓࡇࢁࡀࢃࡿࡼ࠺ࠊⰍࡁࡢ࣎ࣥࢻࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊไసࡢὶࢀࢆ⤫୍ࡋࠊ⣲ᮦࡸⰍࡀኚࢃࡗ࡚
ࡶ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡛ࠊ⮬ࡽไసࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࢪ࣐࡙࢜ࣛࡃࡾ࠺⣲ᮦࡸ㐨ලࢆඣ❺
ࡀ⮬ࡽ‽ഛ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㐨ල⨨ࡁሙࢆタ⨨ࡍࡿࠋ㐨ලࡣࠊඣ❺ࡢᐇែᛂࡌ࡚ኚ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୍ே୍ேࡀ
࠺㐨ලࢆ☜ᐇࢃࡗ࡚ྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㢦┿ࡁࡢྎ⣬ࡢୖ㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ⨨ࡃࠋ࠸⤊ࢃࡗࡓ㐨
ලࡣࠊࠕ࠾ࡋࡲ࠸ BOXࠖ∦ࡅࡿࡇ࡛ࠊ⤊ࢃࡾࡢぢ㏻ࡋࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⾲⌧ࡍࡿᴦࡋࡉࢆࢃ
࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ࠺⣲ᮦࡸ㣭ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿάືࡶྲྀࡾධࢀࡿࠋసရࡀᡂࡋࡓᚋࡣࠊࡲ࡛స
ࡗ࡚ࡁࡓࢪ࣐࢜ࣛࢆ⧅ࡆࠊඣ❺ࡀไసࡋࡓ㟁㌴ࢆ㉮ࡽࡏࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡸࡔࡕࡢసရࡶ┠ࢆྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ
ࡇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊసࡿࡇࡢᴦࡋࡉࢆࢃ࠸ࠊࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡿࡇࢆᮃࡴࠋ
㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ 15 㛫㸧
ḟ
࡞Ꮫ⩦άື࣭ෆᐜ
ࠕ࡛ࢇࡋࡷࢆ ࡘࡃࢁ࠺ձࠖ
㸯
࣭㟁㌴㸦∵ஙࣃࢵࢡ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࡸࡲࡢࡴࡽࢆ ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
㸰
࣭ᒣ㸦⣬⢓ᅵ㸧ᐙ㸦ᮌ㸧ࢆసࡿࠋ
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㛫
㸯㹦
㸯㹦

㸱
㸲
㸳
㸴
㸵
㸶
㸷
10
11





ࠕࢺࣥࢿࣝࢆ ࡘࡃࢁ࠺ձࠖ
࣭㞷ࡢࢺࣥࢿࣝ㸦ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ㸧ࢆసࡿࠋ

㸯㹦

ࠕࡺࡁࡢࡢࡣࡽࢆ ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭㞷ࡢᮌ㸦࢘ࢵࢻࣆࣥࢳ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࢺࣥࢿࣝࢆ ࡘࡃࢁ࠺ղࠖ
࣭㞷ࡢࢺࣥࢿࣝ㸦ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࡺࡁࡢࡸࡲࢆ ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭ᒣ㸦⣬⢓ᅵ㸧ࢆࡘࡃࡿࠋ
ࠕ࡛ࢇࡋࡷࢆ ࡘࡃࢁ࠺ղࠖ
࣭㟁㌴㸦∵ஙࣃࢵࢡ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࢺࣥࢿࣝࢆ ࡘࡃࢁ࠺ճࠖ
࣭ࢺࣥࢿࣝ㸦ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕ࡚ࡗࡁࡻ࠺ࢆ ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭㕲ᶫ㸦ⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝ㸧ᕝ㸦⥥ࠊ⣬ࠊࣅ࣮ࢬ➼㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࢺࣥࢿࣝࢆ ࡘࡃࢁ࠺մࠖ
࣭ࢺࣥࢿࣝ㸦ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕ࠺ࡳࢆ ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭ᾏ㸦⥥ࠊ⣬ࠊࣅ࣮ࢬ➼㸧ᮌ㸦∎ᯞࠊ࢘ࢵࢻࣆࣥࢳ➼㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕࢺࣥࢿࣝࢆ ࡘࡃࢁ࠺յࠖ
࣭ࢺࣥࢿࣝ㸦ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕ࡞ࡢࡣ࡞ࡤࡓࡅࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭⳯ࡢⰼ⏿㸦⥥ࠊ⣬ࠊࣅ࣮ࢬ➼㸧ࢆసࡿࠋ
ࠕ࡛ࠗࢇࡋࡷ࡛࠸ࡇ࠺࠘ࡔ࠸ࡣࡗࡨࡻ࠺࠸ࠖ
࣭ࡲ࡛ࡘࡃࡗࡓసရࢆࡘ࡞ࡆ࡚ࠊ㟁㌴ࢆືࡍࠋ㸦㚷㈹㸧

㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
㸯㹦
ᮏ  
㸰㹦


㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ㢟ᮦࡢඹ㏻┠ᶆ
ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ
࣭㟁㌴ࡸࢪ࣐࢜ࣛ࡞ࡢసရ࡙ࡃࡾࡀ⤊ࢃࡿࡲ࡛యⓗ ࣭⮬ศࡽసရࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࠕ⳯ࡢⰼ⏿ࠖ㛵ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛㣭ࡍࡿࡇ
࣭⾲⌧ࡍࡿᴦࡋࡉࢆࢃ࠺ࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳 ඣ❺ࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
ඣ❺ྡ

M

N

O

㢟ᮦࢃࡿᐇែ

ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ

࣭άື࡛࠺㐨ලࢆ㡰␒୪࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡕࠊ⮬ศ ࣭άື㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌
ࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕ୍⥴ᅗ⏬ᕤసࡢάືࢆᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭➹ࡸ࣌ࣥࢆࡗ࡚ࠊ୍Ⅼࢆሬࡾࡘࡪࡋࡓࡾࠊ࡞ࡄࡾᥥࡁࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ලయ≀ࡸ┿ࢆぢࡏࡿάືෆᐜࡀศࡾࠊ⮬ศࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ ࣭άື⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ྲྀ
ࡿࠋ
ࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭సရࡢᡂᮇᚅࡋ࡚ࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⣬ࡸ⢓ᅵࢆ⣽ࡃࡕࡂࡾࠊ⢶࡞ࢆࡗ࡚㈞ࡾࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭᭱ึ୍⥴ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡂຌ⤒㦂ࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡽάືࡍࡿࡇ ࣭⮬ศࡽάືྲྀࡾ⤌
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ไస࠺⣲ᮦ㛵ᚰࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽࠊసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭᮏࡸࠊゝⴥࡅ࡞ࡢᨭࢆཷࡅࠊ⡆༢࡞⤮ࡸⰍࡢሬࡾࡘࡪࡋࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
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P

4

5

࣭ᡭᮏࢆぢࡏࠊ୍⥴ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛άືෆᐜࡀศࡾࠊ⮬ศࡽάືࡍ ࣭άືᑀྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ไస㐣⛬ࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᑠࡉ࡞ᯟࢆሬࡾࡘࡪࡍ࡞ࠊ⣽࠸సᴗࡣⱞᡭ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᡭᮏࡸᡭ㡰ࢆぢ࡚ྠࡌࡼ࠺άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᵝࠎ࡞άືྲྀࡾ⤌
࣭⤮ࢆᥥࡃࡁࠊᵝࠎ࡞Ⰽࡢࢡࣞࣚࣥࢆࡗ࡚ሬࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡳࠊ࡛ࡁࡿࡇࢆቑࡸ
࣭➹ࡸ࣮࣮ࣟࣛࢆࡗ࡚ࠊሬࡾṧࡋࡢ࡞࠸ࡼ࠺ሬࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᡭᮏࡸ┿ࢆぢ࡚ྠࡌࡼ࠺άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᵝࠎ࡞άື⮬ศࡽ
࣭㟁㌴ࡸ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮࡞ࠊసࡾࡓ࠸ࡶࡢࢆ࣓࣮ࢪࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁ
࣭ᣦࡢຊࢆㄪᩚࡋ࡞ࡀࡽࠊ⢓ᅵࡢᙧࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡿࠋ



㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
ඣ❺ྡ
ᮏ㢟ᮦࡢಶே┠ᶆ
࣭ᥦ♧ࡉࢀࡓ㐨ලࢆࡗ࡚ࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
M
࣭Ỵࡵࡽࢀࡓసရ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ୍ࡘసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭సࡾ᪉ࡀࢃࡾࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
N
࣭㑅ࢇࡔ㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ࠸ࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭సࡾ᪉ࡀࢃࡾࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
O
࣭㑅ࢇࡔ㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ࠸ࠊ᭱ᚋࡲ࡛ไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭సࡾ᪉ࡀࢃࡾࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
P
࣭సࡾࡓ࠸ࡶࡢࢆ⮬ศ࡛㑅ࡧࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡂࡲ࡛⮬ศࡽไసࢆࡍࡍࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
4
࣭ሙ㠃㛵㐃ࡍࡿ㣭ࢆ㑅ࡧࠊไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡂࡲ࡛⮬ศࡽไసࢆࡍࡍࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
5
࣭సࡾࡓ࠸ࡶࡢࢆ㑅ࡧࠊసရࢆࡘࡃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸵 ᮏࡢᒎ㛤
㛫

Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧ᨭ㸦࣭㸧

㸳ศ ࡢࡾࡲࡌࡣۑᣵᣜࢆࡍࡿࠋ
⤮ۑᮏࢆぢ࡚ࠊไసࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࠋ
 ۑT㸯ࡣࠊ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺ࡏࢆࡍࡿࠋ
ۑᮏࡢࡵ࠶࡚άືෆᐜࢆ▱ࡿࠋ ۑT㸯ࡣࠊ⤮ᮏࢆぢࡏ࡞ࡀࡽసࡿࡶࡢࢆఏ࠼ࡿࠋ
ۑT㸯ࡣࠊᡭ㡰⾲ࢆ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ㈞ࡾ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆࡍࡿࠋ
࡞ࡢࡣ࡞ࡤࡓࡅࢆࡘࡃࢁ࠺
25 ศ

ࢆ⏿ⰼࡢ⳯ۑసࡿࠋ
࣭ᚲせ࡞㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ⮬ศࡽྲྀࡾ࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊ㐨ල⨨ࡁ
㸯 ࣎ࣥࢻࢆሬࡿࠋ
ሙไసࡍࡿ㡰୪࡚࠾ࡃࠋ
㸰 㯤Ⰽࡢ⣬ࠊ⥥ࠊࣅ࣮ࢬ㸦࠾ࡣࡌࡁ㸧 ۑT㸯 T㸰ࡣࠊඣ❺ࡀไసࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢᏲࡾࠊᚲせᛂࡌ
ࡢ୰ࡽࠊ㑅ࢇ࡛ࡘࡅࡿࠋ
࡚␃ពⅬࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ۑT㸱ࡣࠊM ࡀ⮬ศࡽไసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊሬࡿሙᡤ
ۑ㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ㡰␒ྲྀࡾ⾜ࡃࠋ
ࡸ㈞ࡿሙᡤࡀࢃࡿࡼ࠺ᣦᕪࡋ➼ࡢᨭࢆࡍࡿࠋ
ۑ㐨ලࢆ࠸⤊ࢃࡗࡓࡽࠕ࠾ࡋࡲ࠸ ࣭QࠊR ࡣᡭ㡰⾲ࢆಶูΏࡋࠊ☜ㄆࡍࡿࠋ⳯ࡢⰼ⏿㛵㐃
BOXࠖධࢀࡿࠋ
ࡍࡿ㣭ࡘ࠸࡚ࡶࠊ๓㑅ࡪࡼ࠺ಁࡋࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚
సᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭⣲ᮦࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ⣲ᮦࡢᛶ㉁ࡀࢃࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕࡩࢃࡩࢃࠖࠕࡦࡽࡦࡽࠖࠕ࢟ࣛ࢟ࣛࠖ࡞ࡢᨃែㄒࢆ࠼
࡞ࡀࡽఏ࠼ࡿࠋ
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M

N

O

ಶே┠ᶆ 㸸⮬ศࡽḟࡢ㐨ලࡸ⣲ᮦࢆྲྀࡾ⾜ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨭ   㸸ᚲせ࡞㐨ලࡸ⣲ᮦࢆ⟽ධࢀࠊ㐨ල⨨ࡁሙ㡰␒୪ࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⏝ࡋࡓ㐨ලࢆࠕ࠾ࡋࡲ࠸ BOXࠖධࢀࡓᚋࠊ⮬ศࡽḟࡢ㐨ලࡸ⣲
ᮦࢆྲྀࡾ⾜ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸⳯ࡢⰼ⏿ࡢ⣲ᮦࢆ⮬ศ࡛ࡣࡀࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡣࡾࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨭ   㸸⣲ᮦࢆ㑅ᢥࡋࡓᚋࠊ␃ពⅬࡀ᭩ࢀࡓಶูࡢ࣮࢝ࢻࢆΏࡋࠊ࣮࢝ࢻࢆ
ぢ࡞ࡀࡽࡘࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⣲ᮦࢆᅵྎ⨨࠸ࡓᚋࠊᡭᣦ࡛ᢲࡋ࡚ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸⮬ศ࡛⥺㊰ࡢ୧ഃ⳯ࡢⰼ⏿ࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨭ   㸸ᡂᙧ㸦ぢᮏ㸧ࡸᡭ㡰⾲ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸ᅵྎࡢ୧ഃ㠃⣲ᮦࢆࡣࡾࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ಶே┠ᶆ 㸸⳯ࡢⰼ⏿ࡢ⣲ᮦࢆ⮬ศ࡛ᑡࡋࡎࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨭ   㸸⣲ᮦࢆ㑅ᢥࡋࡓᚋࠊ␃ពⅬࡀ᭩ࢀࡓಶูࡢ࣮࢝ࢻࢆΏࡋࠊ࣮࢝ࢻࢆ
P
ぢ࡞ࡀࡽࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⣲ᮦࢆᣦ࡛ࡘࡲࢇ࡛ᅵྎࡣࡾࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸⮬ศ࡛⣲ᮦࢆ㸰ࡘᅵྎࡅࠊసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Q ᨭ   㸸ᡭ㡰⾲ࢆಶูᥦ♧ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸୧᪉ࡢ⣲ᮦࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺⳯ࡢⰼ⏿ࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸ᡭ㡰ࡀ⤊ࢃࡿࡲ୍࡛ே࡛సࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨭ   㸸ᡭ㡰⾲ࢆಶูᥦ♧ࡍࡿࠋ
5
ホ౯ࡢほⅬ㸸⮬ศࡽᡭ㡰࣮࢝ࢻࢆぢ࡚ࠊసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࠊⰼࡢ⳯ۑᐙࠊ⼖ࠎࠊ㌴ࡢ୰ࡽ㣭ࡿ ࣭㑅ࡪࡁࠊ⤮ᮏࢆᡭඖᥦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊᡂࡢ࣓࣮ࢪ
ࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛సࡿࠋ
ࢆࡶࡗ࡚㑅ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭ᢏ⬟㠃ࡢᐇែᛂࡌࠊ∎ᯞ࢘ࢵࢻࣆࣥࢳࡢࡕࡽࢆᥦ
♧ࡍࡿࠋ
⳯ࡢⰼࡢసࡾ᪉
࣭Q ࡣࠊࢱ࣐࣮ࢆᥦ♧ࡋࠊ⤊ࢃࡾࡢ㛫ࢆ᫂☜ఏ࠼ࡿࠋ
㸯 ࣎ࣥࢻࢆ∎ᯞཪࡣ࢘ࢵࢻࣆࣥ
ࢳࡅࡿࠋ
㸰 ⳯ࡢⰼ㸦ẟ⣒㸧ࢆ∎ᯞཪࡣ࢘ࢵ
ࢻࣆࣥࢳࡅࡿࠋ
㸱 ᅵྎタ⨨ࡍࡿࠋ

⼖ࠎࠊ㌴ࠊᐙࡢసࡾ᪉
࣭࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺࢆᅵྎタ⨨ࡍࡿࠋ
ۑᡂࡋࡓసရࢆᣦᐃࡉࢀࡓሙᡤ ࣭ࡇ⨨ࡅࡤⰋ࠸ࢃࡿࡼ࠺ࠊ㢦┿ࡸ⨨ࡃሙᡤࡢ༳ࢆ
⨨ࡁ⾜ࡃࠋ
ࡅ࡚࠾ࡃࠋ
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ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
M ᨭ   㸸ࠕ㌴ࠖࠕ⼖ࠎࠖࡢ࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺࢆᡭඖᥦ♧ࡋ࡚ᑜࡡࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸సࡾࡓ࠸ࡶࡢࢆ 1 ✀㢮㑅ࢇ࡛タ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㸯✀㢮௨ୖ㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
N ᨭ   㸸⤮ᮏࢆᥦ♧ࡋࠊఱࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆᑜࡡࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⤮ᮏࡢ୰ࡽࠊࡶࡢࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㸯✀㢮௨ୖ㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
O ᨭ   㸸⤮ᮏࢆᥦ♧ࡋࠊఱࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆᑜࡡࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⤮ᮏࡢ୰ࡽࠊࡶࡢࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㸰✀㢮㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
P ᨭ   㸸㸯ࡘసࡾ⤊࠼ࡓࡽࠊࡶ࠺㸯ࡘࡢᮦᩱࢆྲྀࡾ⾜ࡃࡼ࠺ఏ࠼ࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸㐪࠺✀㢮ࡢࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㸰✀㢮㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Q ᨭ   㸸⳯ࡢⰼ⏿ࢆసࡿ๓ࠊ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸๓㑅ࢇࡔࡶࡢࢆ࡚సࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶே┠ᶆ 㸸㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ  ✀㢮௨ୖ㑅ࡧࠊタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
5 ᨭ   㸸⤮ᮏࢆᥦ♧ࡋࠊఱࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࢆᑜࡡࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ㸸⤮ᮏࢆぢ࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

∦ۑࡅࡿࠋ
ۑᡭࢆὙ࠺ࠋ
ۑ㐨ලࢆ∦ࡅࡿࠋ
10 ศ

ۑT㸰ࠊT㸱ࡣᡭὙ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢᑐᛂࢆࡍࡿࠋ
ۑT㸯ࡣᡭὙ࠸ࡀ⤊ࢃࡗࡓඣ❺ᑐࡋࠊ
∦ࡅࢆࡍࡿࡼ࠺ࠊ
ಁࡍࠋ

ۑసရࢆ㚷㈹ࡍࡿࠋ
ۑT㸯ࡣࠊᡭࢆᣲࡆࡓඣ❺ࡽᣦྡࡍࡿࠋ
 సရࢆᅵྎタ⨨ࡋࠊ
୍ேࡎࡘ㟁㌴ ۑT㸰ࠊT㸱ࡣࠊⓎ⾲ࡍࡿඣ❺ࡢసရࢆ㡰␒ᮘ୪ࡿࠋ
ࢆືࡋ࡞ࡀࡽぢࡿࠋ
࣭ࡘࡃࡗࡓసရࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
ۑඣ❺ࡢ㡹ᙇࡗࡓࡇࡘ࠸࡚⛠㈶ࡍࡿࠋ
࣭సရࢆ୪ࠊ㟁㌴ࢆ㉮ࡽࡏࡿࠋ
࣭Ⓨ⾲⪅௨እࡢඣ❺ࡣࠊⓎ⾲⪅ࡢసရ
ࢆぢࡿࠋ

ࡢࡾࢃ⤊ۑᣵᣜࢆࡍࡿࠋ


㸶 ഛ⪃
㸦㸯㸧ᩍᮦ࣭ᩍල
Ⓨ◙ࢫࢳ࣮ࣟࣝࠊ࣏ࢫࢱ࣮࣮࢝ࣛ㸦㯤㸧ࠊ࣎ࣥࢻࠊ⥥㸦㯤㸧ࠊ⣬ࣃࢵ࢟ࣥ㸦㯤㸧ࠊࣅ࣮ࢬ㸦㯤㸧
࠾ࡣࡌࡁࠊẟ⣒㸦㯤㸧ࠊ∎ᯞࠊ࢘ࢵࢻࣆࣥࢳࠊ࣎࢘ࣝᑠࠊᅗᕤ⏝࣮࣎ࢻࠊసᴗྎ㸦㸰㸧ࠊ㛗ᮘ
⤮ᮏࠕ࡛ࢇࡋࡷ࡛࠸ࡇ࠺㸭࡛ࢇࡋࡷ࡛࠼ࢁ࠺ࠖࠊணᐃ࣮࢝ࢻࠊᕤ⛬⾲ࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ
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ᑠᏛ㒊㸯⤌ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ Ꮫ⩦ᣦᑟ

᪥   ᖹᡂࠐࠐᖺࠐࠐ᭶ࠐࠐ᪥㸦ࠐ㸧
➨㸰ᰯ 㸸㹼㸸
ሙ ᡤ  㸯⤌ᩍᐊ࣭ࣉ࣮࣒ࣞࣝ
ᤵᴗ⪅  ࠐࠐࠐࠐ㸦7㸧ࠐࠐࠐࠐ㸦7㸧ࠐࠐࠐࠐ㸦7㸧
ᣦᑟ⪅  ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ

㸯 ༢ඖྡ ࠕࡁ࡞ࡰࡕࡷ࡛࠶ࡑࡰ࠺ࠖ

㸰 ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤
ᑠᏛ㒊㸯⤌ࡣࠊ㸯ᖺ⏕㸱ྡ㸦⏨Ꮚ㸰ྡࠊዪᏊ㸯ྡ㸧ࠊ㸰ᖺ⏕㸱ྡ㸦⏨Ꮚ㸯ྡࠊዪᏊ㸰ྡ㸧ࡢ㸴ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࢲ࢘ࣥೃ⩌ࡢඣ❺ࡀ㸰ྡࠊ22㹯11.2 Ḟኻೃ⩌ࡢඣ❺ࡀ㸯ྡ࠾ࡾࠊࡇࡢ㸱ྡࡣⓎ㡢ࡀ᫂░࡛࠶ࡿࡀࠊ
୍ㄒᩥࡸ㹼୕ㄒᩥ࡛せồࢆఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋ࡚㞟ᅋ⾜ືཧຍࡍࡿ
ࡇࡀ㞴ࡋ࠸୍㠃ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊぢ㏻ࡋືᶵࡢࡶ࡚ࡿάື࠾࠸࡚ࡣࠊࡔࡕㄏ࠸ࡅࠊ୍⥴άືཧຍ
ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⮬㛢ⓗഴྥࡢ࠶ࡿඣ❺ࡣ㸱ྡ࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά⾜Ⅽࡢ㡰␒ࡸ᪥ࠎࡢಀάື
➼ࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡗࡓάື࠾࠸࡚ࡣ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊᏛ⣭ࡸᏛ⩦ࡢỴࡲࡾࢆᏲࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡇࡶᚓព
࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊேࢃࡾ࡞ࡀࡽඹ⾜ືࡍࡿࡇࡣⱞᡭ࡞㡿ᇦ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡗࡓάືࡢ⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ࡣࠊࡔࡕ୍⥴άືྲྀࡾ⤌ࡴጼࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ᑠᏛ㒊㸯⤌ࡢ㸴ேࡢ
ඣ❺ࡓࡕࡣࠊேࡢࢃࡾ㠃ࡢᐇែᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࠖࡇࡣㄢ㢟࡛࠶ࡿ
ࡶࠊࡲࡉఙࡧ┒ࡾࡢຊ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᏛ⣭ࡣࠕ⮬ศࡢᙺ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠖࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࠖ࠸࠺┠ᶆࢆᥖࡆࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ
ࡰࡕࡷࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ⏕ά༢ඖᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡰࡕࡷࡣඣ❺ࡢ⏕ά㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ㣗ᮦ࡛࠶ࡾࠊࣉ
ࣜࣥࠊࢣ࣮࢟ࠊ࣮࢝ࣞ࠸ࡗࡓඣ❺ࡀዲࡁ࡞ᩱ⌮⧅ࡀࡿᩍᮦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ✀ࡲࡁࠊỈࡸࡾࠊ⏿సࡾࠊⱑ᳜
࠼ࠊ✭࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ࠕ᱂ᇵࠖάືࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡽࡢᏛ⩦࡛ࡣࠊྛඣ❺ࡢᐇែᛂࡌࡓᙺࡸ
άື㔞㸦ᩘ࣭㔞࣭⠊ᅖ㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸯Ꮫᮇࡣࡇࢀࡽࡢࠕ᱂ᇵࠖάືࠊほᐹ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࢆࠕไసࠖ
ࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ⮬ศࡢᙺ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠖጼࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍ
ࡿࠖ┠ᶆࡏࡲࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕㄪ⌮ࠖάື࡛㸰㹼㸱ே⤌࡞ࡾࠊᙺࢆศᢸ࣭᭰ࡍࡿ୰࡛ࠊࡔࡕ
ࢃࡿඣ❺ࡢጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ 1 Ꮫᮇࡣࠊࠕ᱂ᇵࠖࠕไసࠖࠕㄪ⌮ࠖࡢ㸱✀㢮ࡢ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ⮬
ศࡢᙺ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠖάືࢆ୰ᚰࠊࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࠖάືࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㸰Ꮫᮇࡣࠕㄪ⌮ࠖࠕไస࣭㐟ࡧࠖࡢ㸰✀㢮ࡢ༢ඖࢆタᐃࡋࠊࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࠖ࠸࠺┠
ᶆࡼࡾࡏࡲࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ┠ᣦࡋࠊࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆసࡗ࡚㐟ࡪࠕไస࣭㐟ࡧࠖࡢ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᮏ༢ඖ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ㸱✀㢮ࡢ㐟ࡧάືࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࡔࡕ୍⥴ࡰࡕࡷࢆྲྀࡾ⾜ࡁࠊ㐨ලࢆ⏝࠸࡚┠ⓗᆅ
ࡲ࡛㐠ࡪ㐟ࡧ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊάືぢ㏻ࡋࢆࡶࡕ᫆ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᏛ⣭ࡢඣ❺ࡣࠊ㸵᭶ࡽ 10 ᭶ࡲ࡛ィ
㸲ᅇࡰࡕࡷࡢ✭άືࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡰࡕࡷࢆྲྀࡾ⾜ࡃᮏࡢάືࡶぢ㏻ࡋືᶵࢆᮇᚅࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ㐟ࡧάືࡢጞⅬ⤊Ⅼ┠༳ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࠊᣢࡘ⨨ࡢศࡾ᫆࠸㐨ලࢆ⏝ࡍࡿࡇࠊ㐨
ලࢆᣢࡘሙᡤ༳ࢆࡘࡅࡿࡇ࠸ࡗࡓࠊࠕぢ㏻ࡋࡢࡶ࡚ࡿάືࡣ⮬ศࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ඣ
❺ࡢࡼࡉࡀⓎ࡛ࡁࡿᕤኵࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᕤኵຍ࠼ࠊᖺᗘඣ❺ࡀ᱂ᇵࡋ✭ࡋࡓᐇ㝿ࡢࡰࡕࡷࡸࠊᮏ༢
ඖ࡛ไసࡋࡓࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐟ࡧ࡛⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊάືࡢືᶵࢆࡉࡽ㧗ࡵ࡞ࡀࡽࠕࡔࡕ୍⥴άື
ࡍࡿࠖ࠸࠺ࡡࡽ࠸ࡏࡲࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ༢ඖ࡛ࡡࡽ࠺ࠕࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࠖ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡛ࠊேࢆồࡵࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇ႐ࡧ
ࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᡂ㛗ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢࠕᐙᗞ࣭Ꮫᰯ㸦⫋ሙ㸧࣭వᬤࠖࡢ࠶ࡽࡺ
ࡿሙ࠾࠸࡚ࠊே୍⥴άືࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ⏕άࡋ࡚ḧࡋ࠸㢪࠺ࠋ
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㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ  㛫㸧
ḟ

㸯

࡞ۑᏛ⩦άື ࠸ࡽࡡۼ

ᩘ

࠙ไసάືࠚ
ࠕۑࡁ࡞ࡰࡕࡷࠖࠕ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࠖࢆసࡿࠋ
ۼሬࡿࠊࡀࡍࠊ㈞ࡿ➼ࡢࠊ⮬ศࡢᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ࡍࡿࠋ

㸰㹦

     ࠙ᰯእᏛ⩦ࠚͤ∾ڹڹሙ

㸰

㸱

∾ڹڹۑሙ࡛ࡰࡕࡷࡢ✭ࢆ⾜࠺ࠋ
ۼࡁ࡞ࡰࡕࡷࡢ⏿ࢆぢᏛࡋࠊ✭ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡿ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚋࡢࡁ࡞
ࡰࡕࡷࡢάືࡢᮇᚅឤࢆ㧗ࡵࡿࠋ
࠙㐟ࡧάືࠚ
ࡕࡔۑ㸰㹼㸱ே⤌࡛ࠊࡰࡕࡷࢆ㐠ࢇ࡛㤿࠶ࡆࡿࠋ
ۑ㸴ேࡢࡔࡕࡳࢇ࡞࡛ࠊࡰࡕࡷࡢ㤿㌴ࡿࠋ
ࡕࡔۑ㸰㹼㸱ே⤌࡛ࠊࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࠋ
ۑ㸴ேࡢࡔࡕ࡛ືࡁࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࠋ
ࡕࡔۼㄏ࠸ࡅࡓࡾㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ୍⥴άືࡍࡿࠋ
ࢆࡷࡕࡰ⥴୍ۼ㐠ࡪάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡔࡕືࡁࢆྜࢃࡏࡿࠋ

㸲㹦

㸲㹦
ᮏ
㸲㸭㸲



㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ
࣭ࡔࡕࡸᩍဨ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ
࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅࡓࡾࠊㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࠋ
࣭ࡔࡕືࡁࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ୍⥴ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࠋ

࣭⮬ศࡢᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸳 ඣ❺ࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
ඣ❺ྡ

A

B

C

༢ඖࢃࡿᐇែ

ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ

࣭⯆ࡢࡶ࡚ࡿάືࡀከࡃࠊேࡸࡔࡕ୍⥴ ࣭ேࢆᨭ࠼ࠊࡔࡕㄏ࠸ࡅࡓࡾࠊ
ࢃࡾ࡞ࡀࡽάືࢆᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴ά
࣭⧞ࡾ㏉ࡋάືࡍࡿࡇ࡛ࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚⮬ศࡢᙺ ື࡛ࡁࡿࠋ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㌟ࡢࡲࢃࡾࡢࡇࡸᙺࢆࠊ⮬ศ࡛ྲྀࡾ
⤌ࡶ࠺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⯆ࡢࡶ࡚ࡿάືࡣࠊ✚ᴟⓗேࢆㄏࡗ࡚ࠊάື ࣭ேࢆᨭ࠼ࠊᴦࡋ࠸㞟ᅋάື୍⥴
ࢆ୍⥴ᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⯆ࡢࡶ࡚ࡿᙺࡣࠊேࡢ⛠㈶ࢆᨭ࠼ࡋࠊ✚ᴟⓗ ࣭⮬ศࡢẼᣢࡕ➼ࢆࠊ┦ᡭఏࢃࡿࡼ࠺
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⾲ฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ࡽேࡣࡓࡽࡁࡅࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊάືぢ㏻ ࣭⮬ศࡽせồࢆฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࢆࡶࡘࠊࡔࡕྠࡌ⾜Ⅽࢆࡋࡓࡾࠊࡔࡕࡢㄏ ࣭άືぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ࠊ⮬ศࡽྲྀࡾ⤌
࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡵࡿࡇࢆቑࡸࡍࠋ
࣭ேࡢᡭᮏࡸࡔࡕࡢάືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋぢ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶ
ࡘࠊᙺ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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D

E

F

࣭⯆ࡢࡶ࡚ࡿάືࡣࠊ✚ᴟⓗேࡸࡔࡕ
ࢃࡾ࡞ࡀࡽ୍⥴ᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ぢ㏻ࡋࡢࡶࡗࡓ᪥ᖖࡢᙺࠊ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊぢᮏࢆࡼࡃぢ࡚ࠊྠࡌࡼ࠺ไసࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᵝࠎ࡞άື⯆ࢆࡶࡕࠊ⯆ࡢࡶ࡚ࡿάືࡣ✚ᴟ
ⓗேࡸࡔࡕㄏ࠸ࡅ࡚ࠊඹឤࡋ࡞ࡀࡽάືࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࡢືࡁࢆぢ࡚ࠊ⮬ࡽᙺ㸦ඛ⏕ᙺ➼㸧ࢆぢࡘࡅ࡞
ࡀࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ࡽேࡣࡓࡽࡁࡅࡿࡇࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ
ࠊάືぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࠊࡔࡕྠࡌ⾜Ⅽࢆࡋ࡞ࡀ
ࡽࢃࡾࢆࡶࡗࡓࡾࠊࡔࡕࡽࡢㄏ࠸ࡅᛂࡌ
ࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࡸࡔࡕࠊ㞟ᅋࡢືࡁࢆぢ࡚ࠊྠࡌࡼ࠺ྲྀࡾ⤌
ࡶ࠺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅࡓࡾࠊㄏ࠸ࡅᛂࡌ
ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
࣭ពᛮࡸẼᣢࡕࠊ⤒㦂ࡋࡓࡇࢆࠊゝⴥ࡛
┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࢆᨭ࠼ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㞟ᅋࡢືࡁྜ
ࢃࡏ୍࡚⥴ཧຍ࣭άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
࣭⮬ศࡢẼᣢࡕ➼ࢆࠊ┦ᡭఏࢃࡿࡼ࠺
⾲ฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࡸࡔࡕࠊ⮬ศࡢពᛮࡸẼᣢࡕࢆ
ゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢぢ㏻ࡋ㐪࠺ࡇࡸ࠸ࡽ࠸ࡽࡍࡿ
ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊேࢆᨭ࠼Ẽᣢࡕࢆ
ㄪᩚࡋ࡚άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
ඣ❺ྡ
A
B
C
D
E
F

ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࠼ࡽࢀࡓ⮬ศࡢᙺࠊ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅࡓࡾࠊㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศ࡛㑅ᢥࡋࡓᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕࡽࡢㄏ࠸ࡅᛂࡌ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࢆᨭ࠼ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅࡓࡾࠊㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࠼ࡽࢀࡓ⮬ศࡢᙺࠊ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕㄏ࠸ࡅ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศ࡛㑅ᢥࡋࡓᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேࢆᨭ࠼ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



㸵 ᮏࡢᒎ㛤
㛫

Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧ᨭ㸦࣭㸧

ۑ᪥┤㹀ࡢྕ௧࡛ࡣࡌࡵࡢᣵᣜࢆࡍࡿ
㸳ศ ۑ๓ࡲ࡛ࡢࡰࡕࡷࡢάືࢆࡾ㏉ࡿ

࣭iPadࡢ⏬ീ࡛ࠊࡰࡕࡷࢆ✭ࡋࡓᵝᏊࢆぢࡓࡾࠊ✭
ࡋࡓᐇ㝿ࡢࡰࡕࡷ➼ࢆぢࡓࡾࡋ࡚ࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ
ࡾ㏉ࡿ୰࡛ࠕㄡࡀ✭ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕࢇ࡞ࡰࡕࡷࢆ
ۑiPad࡛㤿㸦T㸱㸧㐟ࢇࡔ๓ࡢάືࢆ 㑅ࢇ࡛✭ࡋࡓࠖ➼ࢆⓎၥࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏࡢࡰࡕࡷ
ࡾ㏉ࡾࠊ㤿ࡧࡅࡿ
ࢆ㐠ࡪάືࡢືᶵ࡙ࡅࡍࡿࠋ

― 36 ―

࣭ඣ❺ࡀ᱂ᇵࡋ࡚✭ࡋࡓࡰࡕࡷ➼ࠊᵝࠎ࡞ᙧࡸⰍࡢ
ࡰࡕࡷࢆ㐠ࢇ࡛㤿࠶ࡆࡿ
㸯㸮
ࡰࡕࡷࢆ୪ࠊࡰࡕࡷࢆ㑅ࡪᴦࡋࡉࢆឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺
ศ 㸯㸧ᣦྡࡉࢀࡓඣ❺ࡀࡔࡕࢆㄏ࠸ࠊ㸰㹼
ࡍࡿࠋ
㸱ே⤌࡛ࢨࣝࢆᣢࡕࠊࡰࡕࡷࢆྲྀࡾ
⾜ࡃࠋ
ͤ௨ୗձղճմࡣࠊࠕࡰࡕࡷࢆ㐠ࢇ࡛㤿࠶ࡆࡿࠖάື
㸰㸧ྲྀࡗ࡚ࡁࡓࡰࡕࡷࢆࠊ࠾⭡ࡢࡍ࠸ࡓ
ࠕࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࠖάືࡢࠊඹ㏻ࡢᨭࠋ
㤿࠶ࡆࡿࠋ
ձ㹒㸯ࡀᣦྡࡍࡿඣ❺ࡣࠊඣ❺ࡢࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࠸࠺
✚ᴟᛶࢆษࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕㄏ࠸ࡅࡿ࣭ㄏ࠸ࡅᛂ
ࡌࡿࠖ࠸࠺ಶูࡢ┠ᶆࡏࡲࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࠊ㡰␒ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
ղ㹒㸯ࡀᣦྡࡋࡓඣ❺ࡣࠊ㞟ᅋࡢ๓ฟ࡚㉳Ⅼ࡞ࡿ┠༳
㸦⥳Ⰽࡢ࣐࣮࣮࢝㸧ࡢୖ❧ࡘࡼ࠺ࡍࡿࠋ┠༳ࡢୖ
ۑ㸴ேࡢඣ❺ဨ࡛㤿㌴ࡗ࡚ࠊࡰࡕ
࡛ࡔࡕయࢆぢ࡚ࡽㄏ࠸ࡅࢆ⾜࠺ࡼ࠺ゝⴥ
ࡷ⏿㸦ࣉ࣮࣒ࣞࣝ㸧⾜ࡃ
ࡅࡸᣦࡉࡋࡼࡿᨭࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊㄏ࠸ࡅࡿඣ❺ࡶ
ㄏ࠸ࡅࢆཷࡅࡿඣ❺ࡶ࠾࠸ࡔࡕࢆぢ࡚ព㆑࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ
ճࢨࣝࢆᣢࡕ⛣ືࡍࡿጞⅬ࣭⤊Ⅼ┠༳㸦㉥Ⰽࡢ࣐࣮࢝
㸰㸮 㸯㸧ᣦྡࡉࢀࡓඣ❺ࡀࡔࡕࢆㄏ࠸ࠊ㸰ே
࣮㸧ࢆ⨨ࡃࡇ࡛ࠊࡇࡽࡇࡲ࡛㐠ࡪ࠸࠺ぢ㏻
ศ
⤌࡛ࢨࣝࢆᣢࡕࠊࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆྲྀ
ࡋࢆࡶࡓࡏࠊඣ❺ࡀ⮬Ⓨⓗྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿඹ
ࡾ⾜ࡃࠋ
ࠊ㸰ே⤌ࡢࡔࡕྠኈ࡛┠ⓗᆅࡲ࡛༠ຊࡋ࡚㐠ࡪࡇ
 㸰㸧ࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆࢨࣝࡏࠊࡔࡕ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
୍⥴㤿㌴ࡲ࡛㐠ࡪࠋ
մࠕࡔࡕࢆゝⴥࡸᡭࡘ࡞ࡂ➼࡛ㄏ࠼ࡓࡇࠖࠕࡔࡕ
୍⥴ࢨࣝࢆᣢࡗ࡚᭱ᚋࡲ࡛㐠ࡓࡇࠖ➼ࠊࠕࡔࡕ
୍⥴άືࡍࡿࠖ࠸࠺┠ᶆࡏࡲࡿጼࡀぢࡽࢀࡓሙ
ྜࠊ༶ゝⴥࡅࡸඣ❺ࡢືࡁࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ⛠㈶ࡋࠊ
άືࡢືᶵ࡙ࡅࡍࡿࠋ





࣭ࠕ୍⥴ࡸࡾࡓ࠸ࠖࠕᡭఏࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࠸࠺ඣ❺ࡢ
࣭ேࡢᡭᮏࢆぢ࡚ࠊ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕ
Ẽᣢࡕࡀࡩࡃࡽࡳࠊ⮬ⓗ࡞άືࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊ
ࡷࢆྲྀࡾ⾜ࡁࠊဨ࡛㐠ࡪࠋ
㤿㸦㹒㸱㸧ࡸ㹒㸯ࡣࠕ୍ேࡸᑠேᩘ࡛ࡣ㐠ࡪࡇࡀ࡛

ࡁ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᵝᏊࢆࠊゝⴥࡅࡸືࡁ࡛ᥦ♧ࡋ⥆ࡅ

ࡿࠋ



࣭㐨ලࢆᣢࡘሙᡤࡸᣢࡕ᪉ᡞᝨ࠺ඣ❺ࡣࠊᣢࡕᡭࡢ

ⓑ࠸㒊ศࢆ୧ᡭࡲࡓࡣ∦ᡭ࡛ᣢࡘࡼ࠺ࠊゝⴥࡅ

ඹᡭᮏࢆ♧ࡍࠋ






࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ
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ᮏࡢಶே┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓᏛ⩦άື

эࠕࡰࡕࡷࠖࠕࡁ࡞ࡰࡕࡷࠖࠕ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࠖࢆࡔࡕ୍⥴㐠ࡪάື
ۼホ౯ࡢほⅬグࡋࡓࠕືࡁࢆྜࢃࡏࡿࠖࡣࠕṌࡃ㏿ࡉࢆࡔࡕྜࢃࡏࡿࠖࠕࢨࣝࢆᣢࡘ㧗ࡉ
ࡸྥࡁࢆࡔࡕྜࢃࡏࡿࠖࠕࢨࣝࢆᣢࡘᡭࢆ㞳ࡉࡎ᭱ᚋࡲ୍࡛⥴㐠ࡪࠖࠕࡰࡕࡷࡀⴠࡕ
ࡓࡽṌࡃືࡁࢆṆࡵࡿࠖ➼ࡢࠊࡔࡕ୍⥴άືࡍࡿጼࢆ⾲ࡍࠋ
ඣ❺

A

B

C

D

E

F

ಶே┠ᶆ

ᨭ

ホ౯ࡢほⅬ

ࡔࡕࢆㄏ࠸ࠊ୍⥴ ࡔࡕࢆㄏ࠺ࡸ୍⥴㐠ࢇ࡛ ࡔࡕࡢྡ๓ࢆࢇࡔࡾࠊゝⴥ࡛
ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ࡛ࡁ ࠸ࡿࠕㄡ࡞ࠖࠕఱ࡚ゝ࠺ ㄏ࠸ࡅࡓࡾࡋ࡚ࠊ୍⥴ືࡁࢆ
ࡿࠋ
ࡢࠖ➼㉁ၥࢆࡋ࡚ࠊࡔࡕ ྜࢃࡏ࡚ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ
ࡢゝⴥࡀゝ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ ࡛ࡁࡓࠋ
ࡔࡕࢆㄏ࠸ࠊ୍⥴᭱ ࠕᡭࢆ㞳ࡉ࡞࠸࡛ࡡࠖࠕࡔࡕ ࡔࡕㄏ࠸ࠊ୍⥴ືࡁࢆྜࢃ
ᚋࡲ࡛ࠊࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ ୍⥴ࡔࡡࠖ➼ゝⴥࡅࢆࡋ ࡏ࡞ࡀࡽࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࡰࡕࡷࢆ㐠
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠊ᭱ᚋࡲ࡛㐠ࡧ⥆ࡅࡿពḧࡀ⥅ ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡔࡕ୍⥴ࠊ᭱ᚋࡲ ࡔࡕࡢືࡁࢆぢ࡚άືࡋ࡚ ࡔࡕືࡁࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ᭱ᚋࡲ
࡛ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ ࠸ࡿࡁࡣ⤒㐣ࢆぢᏲࡿࠋぢ࡚ ୍࡛⥴ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
࠸࡞࠸ࡁࡣࠊᩍဨ୍⥴ྡ ࡛ࡁࡓࠋ
๓ࢆࡧࠊࡔࡕࡀព㆑࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡔࡕࢆㄏࡗࡓࡾࠊࡔ ㄏ࠸ࡅࡿࠕㄡ࡞ࠖ➼ ࡔࡕࢆゝⴥ࡛ㄏࡗࡓࡾࠊㄏ࠸
ࡕࡽࡢㄏ࠸ࡅᛂࡌ ㉁ၥࡓࡾࠊ㐠ࡪࡔࡕࡢྡ ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊືࡁࢆྜ
ࡓࡾࡋ࡚ࠊ୍⥴ࡰࡕ ๓ࢆே୍⥴ゝ࠺ࡇ࡛ࠊ ࢃࡏ୍࡚⥴ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇ
ࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࡔࡕࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠋ
ࡔࡕࢆㄏࡗ࡚ࠊ୍⥴ ࠕㄡࢆㄏ࠺ࡢࠖ㉁ၥࢆࡋࡓࡾ ࠕ୍⥴⾜ࡇ࠺ࠖ➼ࡢゝⴥࡅ
᭱ᚋࡲ࡛ࠊࡰࡕࡷࢆ㐠 ࠊᩍဨ୍⥴ࠕ୍⥴⾜ࡇ࠺ ࡶࡔࡕࢆㄏ࠸ࠊືࡁࢆྜࢃ
ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠖㄏࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊࡔࡕࢆព ࡏ࡚᭱ᚋࡲ࡛ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇ
㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡔࡕ୍⥴ࠊࡰࡕ ࠕࡏ࣮ࡢࠖࠕࡼ࠸ࡋࡻࠖ➼ື ࡔࡕືࡁࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ୍⥴
ࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࡁྜࡗࡓゝⴥࢆᩍဨゝ࠸ ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࡞ࡀࡽࠊࡔࡕ୍⥴ࡢືࡁࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ


ۑࡁ࡞ࡰࡕࡷࡢࡗࡓ㤿㌴ࢆᩍᐊࡲ࡛
㐠ࡪ

࣮ࣝ࣍ۑᡠࡾࠊ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ
ဨ࡛ᩍᐊࡲ࡛㐠ࡪ
ۑᮏࡢᏛ⩦ࡢࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿ
㸳ศ ۑ᪥┤㹀ࡢྕ௧࡛࠾ࢃࡾࡢᣵᣜࢆࡍࡿ


࣭㤿㌴ࢆᘬࡃࠊᢲࡍ➼ࠊඣ❺ࡀࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ᪉ἲࢆ㑅
ࢇ࡛άື࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊゝⴥࡅᡭᮏࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ

࣭๓㡫ࠕ࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࠖάືྠᵝࡢᨭ
ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᩍᐊࡲ࡛㐠ࢇࡔࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ୪࡚ࠊࠕࡁ࠸ࠖ
ࠕ࠸ࡗࡥ࠸ࠖࠕࡔࡕ୍⥴ࠖ➼ࠊᮏࡢᏛ⩦ෆ
ᐜࢆゝⴥືస࡛ᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊάືࡢࡾ㏉ࡾࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
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㸶 ഛ⪃
㸦㸯㸧㓄⨨ᅗ


          
                ࡰࡕࡷ ᐇ≀㸧

㸯⤌ᩍᐊ

               
         TV㺃iPad     ࢨࣝ

ࡰࡕࡷࡢ㤿㌴
                  㸦㸴ேࡾ㸧

         ࣐ࢵࢺ
                    
ࡁ࡞ࡰࡕࡷ            
                    
ࣉ࣮࣒ࣞࣝ
                    
               
                    







㝵ẁ
  
  
  
  

        T3     T1
       
T2 F B D E C A




























































  ⥳ࡢ┠༳
 㸦ࡔࡕࢆㄏ࠸ࡅࡿ㉳Ⅼ㸧
  ㉥ࡢ┠༳
 㸦ࢨࣝࢆ㐠ࡪጞⅬ࣭⤊Ⅼ㸧

               
                                
                                    㛗᳔Ꮚ

࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷ       
                     ࢨࣝ       
࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ㐨ල
                       


㸦㸰㸧ᩍᮦ࣭ᩍල ➼
࣭ࡰࡕࡷࡢᐇ≀ 12 ࣭ࡁ࡞ࡰࡕࡷ 㸷 ࣭࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷ ࣭ࡰࡕࡷࡢ㤿㌴
࣭ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪࢨࣝ 㸱 ࣭࡚ࡶࡁ࡞ࡰࡕࡷࢆ㐠ࡪ㐨ල ࣭㤿ࡢ⾰ ࣭㝵ẁ
࣭࣐ࢵࢺ ࣭㛗᳔Ꮚ ࣭iPad ࣭TV ࣔࢽࢱ࣮ ࣭┠༳ࡢ࠸࣐࣮࣮࢝㸦⥳㸰 ㉥㸴㸧
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୰Ꮫ㒊㸰ᖺ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ Ꮫ⩦ᣦᑟ

᪥   ᖹᡂࠐࠐᖺࠐࠐ᭶ࠐࠐ᪥㸦ࠐ㸧
➨㸯࣭㸰ᰯ㸸㹼㸸
ሙ ᡤ  ࡋ࠸ࡢࡁࣁ࢘ࢫ ࣮࣍ࣝ
ᤵᴗ⪅  ࠐࠐࠐࠐ㸦㹒㸯㸧ۑۑۑۑ㸦㹒㸰㸧
ᣦᑟ⪅  ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ

               
㸯 ༢ඖྡ ࠕࡌࡢ࠾ࡋࡸࡉࢇࢆࡦࡽࡇ࠺ࠖ
 
㸰 ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤
ᮏᏛ⣭ࡢ⏕ᚐࡣࠊ⏨Ꮚ㸱ྡࠊዪᏊ㸱ྡࡢィ㸴ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖ✀ࡣ▱ⓗ㞀ᐖࢆࡋࠊ⮬㛢ⓗഴྥ
࠶ࡿ⏕ᚐࡀ㸱ྡࠊ㸿㹂㹆㹂ࡢ⏕ᚐࡀ㸰ྡࠊࢲ࢘ࣥೃ⩌ࡢ⏕ᚐࡀ㸯ྡᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࠋゝⴥ࡛ࡢࡸࡾࡾࡀ༑
ศ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡽࠊ༢ㄒࡸㄒᩥ⛬ᗘ࡛せồࢆఏ࠼ࡽࢀࡿ⏕ᚐࠊ㌟ࡾࡸࢧ࡛ࣥពᛮࢆఏ࠼ࡿ⏕ᚐࡲ࡛ᐇ
ែࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋㄆ▱㠃࠾࠸࡚ࡶࠊゝㄒᣦ♧࡛ᴫࡡ⌮ゎ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡽ㡢ኌゝㄒሗࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡞⌮ゎࡸ
⾜ື⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊどぬᨭࡸάືࡢ₇♧➼ࡢᨭࢆከࡃࡢሙ㠃࡛せࡍࡿ⏕ᚐࡲ࡛ࠊᐇែᕪࡀ
ࡁࡃぢࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦࠾࠸࡚ࠊಶࠎࡢᚓព࡞ࡇࢆ⏕ࡋ࡞ࡀࡽάືࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ࠾
࠸ࡢᏑᅾࢆㄆࡵ࠶ࡗࡓࡾࠊຓࡅྜࡗࡓࡾࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊάື⥅⥆ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇㄢ㢟ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡶከ࠸ࡀࠊᐇែࡸ≉ᛶᛂࡌ࡚ᙺࢆタᐃࡋࠊఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋάືࡍࡿࡇ࡛ࠊぢ
㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚᭱ᚋࡲ࡛άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏᏛ⣭࡛ࡣࠊ Ꮫᮇࡰࡕࡷࡢ᱂ᇵࡸ✭ࠊࢃࡾࡢ㣫⫱࣭ᑠᒇࡢไసࠊࡰࡕࡷࡸ༸ࢆࡗࡓㄪ⌮ࢆ
⾜࡞ࡗࡓࠋ✀ࡽࡰࡕࡷࠊ㞮ࡽࢽ࣡ࢺࣜࡢᡂ㛗ࢆぢࡿࡇ࡛ࠊࡳࢇ࡞࡛༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᡂᯝࢆឤ
ࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸰Ꮫᮇࡣࠊ⫱࡚ࡓࡰࡕࡷࡸ༸ࢆࡗࡓ࠾ⳫᏊࢆసࡗ࡚ࠕࡌࡢ࠾ࡋࡸࡉࢇࠖࢆ㛤ᗑࡍ
ࡿࡓࡵࠊ㧗➼㒊ࡢ⌧ሙᐇ⩦య㦂࣭⫋ሙయ㦂࣭ᇸ⋢ᏛࡢᏛᅬ⚍࡛ฟᗑ࠸࠺Ꮫ⩦ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࠕ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࠖࠕ⮬ࡽάືྲྀࡾ⤌ࡴࠖࠕ⮬ศุ࡛᩿ࡍࡿࠖ࡞ࡢ⏕ᚐࡑࢀࡒࢀࡢఙࡤࡋࡓ࠸ຊࡀⓎࡉࢀࡿࡇࢆ
ࡵࡊࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡽάືྲྀࡾࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾࠊ
άືࢆ㛗㛫⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᑵᴗࡘ࠸࡚ព㆑ࢆࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ⏕ᚐࡀ㧗➼㒊㐍Ꮫࡸࡑ
ࡢඛࡢᑵ⫋ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾࠊࡵࡊࡍጼࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿኚࡀぢࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢຊࡀᚋ
ࡢయᛶࡢⓎࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀ⮬ಙ࡞ࡾࠊᑗ᮶ࡢࠕാࡃࠖຊࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊ⥅⥆ࡋ࡚✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕࡌࡢ࠾ࡋࡸࡉࢇࠖࡢᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࡢ୰࡛⮬ศࡢᙺࢆ
㐙⾜ࡍࡿࡇ࡛ࠊయⓗ࡞ጼࢆᘬࡁฟࡋࠊࡉࡽࡵࡊࡍጼ㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼ᮏ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᮏ༢ඖ࡛ࡣࠊ࠾ⳫᏊసࡾ࣭ࣛࢵࣆࣥࢢࡽ㛤ᗑ‽ഛ࣭᥋ᐈࡲ࡛ࢆ⾜࠺ࠋࢡࢵ࣮࢟ᡂᙧࠊ⏕ᆅసࡾࠊᡭ⦭࠸ࠊ
࣑ࢩࣥࠊࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࠊࣟࣥࠊΎᤲࠊ᥋ᐈ➼ࠊከࡃࡢᕤ⛬ࡀ࠶ࡾࠊ⏕ᚐࡢᐇែᛂࡌࡓᙺࢆ⏝ពࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍ே୍ேࡀ⮬ศࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾࡁࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢຊࢆⓎࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣࡳࢇ࡞࡛༠ຊ
ࡋ࡚࡛ࡁࡓ࠸࠺௰㛫ព㆑ࡶࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ୍ே୍ேࡀࠕࢃࡗ࡚ືࡅࡿࠖࡇ
ࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࣮࢝ࢻࢆࡗࡓάືࡢᣦ♧ࠊάືሙᡤࡸ≀ࡢ㓄⨨ࡢᕤኵࠊุ᩿ᇶ‽ࡢᥦ♧➼ࠊᐇែ
ᛂࡌࡓᨭࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㑅ᢥࡢᶵࢆタࡅࡓࡾࠊ࣌ࡢࡔࡕ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾࠊᚲせᛂࡌ࡚
⮬ศุ࡛᩿ࡍࡿሙ㠃ࡢタᐃࡶ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࠕ⮬ࡽุ᩿ࡍࡿຊࠖࡶᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࠕࢃࡿࠖࠕ⮬
ศ࡛࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ⮬ಙ࡞ࡾࠊᚋࡢయᛶⓎࡢࡁࡗࡅ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ᮏ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢᙺ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࡍࡿពḧࡸࠊᡂࡋ㐙ࡆࡿຊࢆᇵ࠸ࠊᚋࡶࠕ⮬ศ࡛࡛ࡁ
ࡿࠖ࠸࠺⮬ಙࢆࡶࡗ࡚άືྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡢάືࡀࠊࡢே႐ࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡇࢆ
⤒㦂ࡋࠊാࡃࡇࡢពࡸ႐ࡧࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡓࡵࡢࡁࡗࡅࡋࡓ࠸ࠋ
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㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ 18 㛫㸧
ḟ
࡞Ꮫ⩦άື࣭ෆᐜ
㸯 ࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺
࣭ᕤ⛬ࢆ⤒㦂ࡋ࡞ࡀࡽ࢝ࢵࣉࢩࣇ࢛࣭ࣥ࣡ࢵࣇࣝࢡࢵ࣮࢟ࢆࡘࡃࡿࠋ
࣭సࡗࡓ࢝ࢵࣉࢩࣇ࢛࣭ࣥ࣡ࢵࣇࣝࢡࢵ࣮࢟ࢆ㣗ࡿࠋ
࣭άືෆᐜࢆ▱ࡿࠋ
㸰 ࡌࡢ࠾ࡋࡸࡉࢇࢆࡦࡽࡇ࠺
࣭ࡰࡕࡷࢡࢵ࣮࢟ࠊࡰࡕࡷ࢝ࢵࣉࢩࣇ࢛ࣥసࡾ
࣭ࣛࢵࣆࣥࢢ㸦⿄సࡾࠊ࢝ࢵࣉ㣭ࠊ⿄࡙ࡵࠊࢱࢢసࡾ㸧
࣭㛤ᗑ‽ഛ㸦ࢸ࣮ࣈ࣭ࣝၟရࡢࢭࢵࢸࣥࢢࠊΎᤲ㸧
࣭ᶍᨃ㈍
㸱 ࡩࡾ࠼ࡾ
࣭㛢ᗑసᴗ㸦∦ࡅ࣭ࡑ࠺ࡌ㸧
࣭┿ࢆぢ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢάືࢆࡩࡾ࠼ࡿࠋ
࣭ୖࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋ

㛫
2h

14h㸦2h7㸧
㸦ᮏ 13࣭14㸭14㸧

2h

㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ

ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ

࣭⮬ศࡢᙺࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ ࣭ㄪ⌮ࠊ㛤ᗑ‽ഛࠊ㈍ࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡛ࡢ
ࡁࡿࠋ

ᙺࡀࢃࡾࠊ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸳 ⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
⏕ᚐྡ
༢ඖ㛵ࢃࡿᐇែ
㹅
࣭ゝㄒᣦ♧࡛ࡢ⌮ゎࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡀࠊ㐨ලືసࢆ
⤒㦂ࡽ⤖ࡧࡘࡅ࡚άືࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭඛࡀჾ⏝࡛ࠊᡭ㡰ࡸ⤊ࢃࡾࡀ᫂☜࡞άືࡣ㛗
㛫㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹆
࣭࡛ࡁࡿ⮬ಙࡢ࠶ࡿࡇᑐࡋ࡚ࡣ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊึࡵ࡚ࡢࡇࡸࢃࡽ࡞࠸ࡇᑐ
ࡋ࡚ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀከ࠸ࠋ
࣭ゝㄒᣦ♧࡛ࡢ⌮ゎࡣ༑ศ࡛ࠊ₇♧ࡸぢᮏࢆࡶ
άືࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹇
࣭ᡭ㡰᭩ࡸุ᩿ᇶ‽ࢆࡓࡼࡾ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛άືྲྀࡾ
⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⮬ศ࡛ࡸࡾࡸࡍ࠸᪉ἲࢆ⪃࠼࡚
ᐇ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࢃࡽ࡞࠸ࡇࡣᩍဨ┦ㄯࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⮬
ศࡢࡣࡸࡾ㐙ࡆࡼ࠺ࡍࡿࡀࠊࡔࡕ┦ㄯࡋ
ࡓࡾࠊኌࢆࡅࡓࡾࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㹈
࣭άືࡢ㡰␒ࢆ᫂☜♧ࡍࡇ࡛ࠊⴠࡕ╔࠸࡚άື
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋάືࡀ⤊ࢃࡾࡁࡽ࡞࠸ⴠ
ࡕ╔࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
࣭άື㞧ࡉࡣぢࡽࢀࡿࡀࠊึࡵぬ࠼ࡓᡭ㡰㏻ࡾ
㐍ࡵࡓࡾࠊ⮬ศࡢࡸࡾࡸࡍ࠸᪉ἲࢆぢࡘࡅࡓࡾࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹉
࣭ࡔࡕࡸᩍဨࡢࡣࡓࡽࡁࡅࢆཷࡅ୍࡚⥴⾜ືࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣮࢝ࢻᐇ≀࣭⤒㦂ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚
άືࡢ⌮ゎࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࣭άືࡢ㞟୰ࡣ㞴ࡋࡉࡣ࠶ࡿࡀࠊ㸯㹼㸱ᕤ⛬⛬ᗘࡢ
⡆༢࡞άື࡛࠶ࢀࡤࠊ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࠋ
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ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
࣭ᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋࠊάືࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
࣭࿘ࡾࡢே୍⥴⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋ࡚άືࢆጞࡵࡽࢀࡿࠋ
࣭ሙᛂࡌࡓែᗘ࡛⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㺃⮬ศࡢࡸࡿࡁࡇࢆ⌮ゎࡋࠊ᭱ᚋࡲ࡛⥆
ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㺃ሙ㠃ࡸேᛂࡌ࡚ࠊ㐺ษ࡞ࢃࡾࢆࡶ
ࡕࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㺃ࡔࡕࡣࡓࡽࡁࡅࡓࡾࠊࡔࡕࡽࡢ
ࡣࡓࡽࡁࡅࢆཷࡅධࢀࡓࡾࡋ࡚ࠊ୍⥴
άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㺃ᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋࠊ⥅⥆ࡋ࡚άືྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ゝⴥࡅࡸ࣮࢝ࢻࢆࡁࡗࡅࡋ࡚άື
ࢆጞࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㺃ゝⴥࡸࢧࣥࢆࡗ࡚ࠊᩍဨࡸࡔࡕࡢࡣ
ࡓࡽࡁࡅᛂ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㹊

࣭ᡭ㡰᭩ࡸุ᩿ᇶ‽ࢆࡓࡼࡾ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛άືྲྀࡾ 㺃⮬ศุ࡛᩿ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛άືࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࿘ࡾࡢᵝᏊẼࡀࡘࡁࠊ㐍ࢇ࡛ࡔࡕኌࢆࡅࡓ 㺃ሙ㠃ࡸேᛂࡌ࡚ࠊ㐺ษ࡞ែᗘࡸ⾲⌧࡛ఏ
ࡾࠊࢃࡽ࡞࠸ࡇࡣᩍဨ┦ㄯࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡛ࡁࡿࡀࠊ⮬ಙࡢ࡞ࡉࡽゝⴥฟࡋࡓࡾ⾜ືࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ


㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖࡢᒎ㛤グ㍕㸧
⏕ᚐྡ
ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
㹅
⮬ศࡢάືෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹆
άືࡢ᪉ἲᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹇
ሙ㠃ࡸ┦ᡭᛂࡌ࡚ࠊ㐺ษࢃࡾ࡞ࡀࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹈
άືࡢ᪉ἲ㡰␒ࢆ⌮ゎࡋࠊ⥅⥆ࡋ࡚άືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹉
ࡔࡕࡸᩍဨࡽࡢࡣࡓࡽࡁࡅࡸ┿࣮࢝ࢻࢆࡁࡗࡅࠊάືࡀጞࡵࡽࢀࡿࠋ
㹊

ሙ㠃ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ែᗘࡸ⾲⌧࡛ఏ࠼ࡓࡾࠊ┦ㄯࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸵 ᮏࡢᒎ㛤               
Ꮫ⩦άື

㛫

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧 ᨭ㸦࣭㸧
ۑᡭࢆὙ࠸⤊࠼ࡓ⏕ᚐࡢᡭᾘẘࢆࡍࡿࠋ

ጞᴗ๓ۑ㌟ᨭᗘࢆࡍࡿࠋ

 ࣭࢚ࣉࣟࣥࠊ࣐ࢫࢡࠊࣂࣥࢲࢼࢆࡘࡅࡿࠋ



 ࣭Ὑ㠃ᡤ࡛ᡭࢆὙ࠺ࠋ
ศ ࠋࡿࡍࢆࢢࣥࢸ࣮࣑ۑ
 ࣭ᣵᣜࢆࡍࡿࠋ㸦ྕ௧*㸧


ۑ7㸯ࡀ┠ᶆ࣭ᙺ࣭ᮏࡢ࠾ᐈᵝࢆㄝ᫂

࣭ᮏࡢάືෆᐜࢆ▱ࡿࠋ
ศ
























ࡍࡿࠋ

࣭࠸ࡍࢆ∦ࡅࡿࠋ



࣭ᡭ⿄ࢆࡘࡅࡿࠋ



ࣉ࣮ࣝࢢۑศࢀ࡚ࠊ࠾ⳫᏊࡢไసࢆ⾜࡞࠺ࠋ



 ࢝࣎ࢳࣕᆺࢡࢵ࣮࢟㸦⏕ᚐ㹅࣭㹈࣭㹊㸧
 L͐⏕ᆅࢆ㸵㹥ࡎࡘィ㔞ࡍࡿࠋ᭱⤊Ⅼ᳨ࢆࡍࡿࠋ
 G࣭J͐ࡵࡿࠊࡘࡪࡍࠊᶍᵝࢆᥥࡃࠊ✀ࢆࡉࡍࠋ


࣭㐺ษ࡞Ⅼ᳨ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢡࢵ࣮࢟ࡢ
ᙧࡢ࣏ࣥࢺࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

 ࣡ࢵࣇࣝࢡࢵ࣮࢟㸦⏕ᚐ㹇࣭㹉㸧
 ձ⏕ᆅࢆ㸳㹥ࡎࡘィ㔞ࡋ࡚ࡵࡿࠋ㸦I㸧
ղ࢝࣎ࢳࣕࡢ✀ࢆ࣡ࢵࣇ࣓࣮࣮ࣝ࢝⨨ࡃࠋ㸦I㸧

ճ✀ࢆ┠༳ࠊ⏕ᆅࢆ⨨ࡃࠋ㸦K㸧
 մ㸱ศ㛫↝ࡃࠋ
  ᚅࡕ㛫ࡣ I͐⏕ᆅࡢィ㔞 K͐ࡰࡕࡷࡘࡪࡋ
 յ↝ࡁ࠶ࡀࡗࡓࢡࢵ࣮࢟ࢆྲྀࡾฟࡍࠋ㸦K㸧



 ࣓ࣞࣥࢤసࡾ㸦⏕ᚐ㹆㸧
 Ἳ❧࡚ჾࢆࡗ࡚࣓ࣞࣥࢤࢆసࡿࠋ



ࡾࢃ⤊ۑḟ➨ࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢάື⛣ࡿࠋ
 ࢩࣇ࢛ࣥࢣ࣮࣭࢟ࢡࢵ࣮࢟⏕ᆅసࡾ㸦I࣭L㸧
 ᡭ㡰᭩ἢࡗ࡚㐍ࡵࡿࠋ
ձࢡࢵ࣮࢟ࢆ↝ࡃࠋ

ղ࢝ࢵࣉࢩࣇ࢛ࣥࢆసࡿࠋ
 ճࢡࢵ࣮࢟⏕ᆅࢆసࡿࠊ෭ⶶᗜ࡛ᐷࡍࠋ
 ࣭ᣦᐃࡉࢀࡓ⟠ᡤ࡛࠸Ⅼ᳨ࡋྜ࠺ࠋ

࣭,/ࡀ࣮࢜ࣈࣥࢆṇࡋࡃ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺

࣭7ࡣᣦࡉࡋࠊᡭῧ࠼ࢆࡋ࡚.ࡢάືࢆಁ
ࡍࠋ
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ᢲࡍ࣎ࢱࣥࢆࢩ࣮࡛ࣝᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
࣭,/ࡀ㐺ษ࡞Ⅼ᳨ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⏕ᆅࡢ
ୖࡀࡾࡢ࣏ࣥࢺࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ۑ7ࡣ,/ࡀసࡗࡓ⏕ᆅࡢୖࡀࡾࢆⅬ
᳨ࡍࡿࠋ
















































 ࣛࢵࣆࣥࢢ㸦G࣭H࣭J 㸧
 ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢࢆ㡰␒㏻ࡾ㐍ࡵࡿࠋ
  ࣑ࢩ࣭ࣥ࡞ࡳࡠ࠸࣭ࡦࡶ㏻ࡋ࣭ࢱࢢ࡙ࡃࡾ
 ࢝ࢵࣉࡢࢹࢥ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ㸧࣭⿄ワࡵ


࣭ᩘᏐ࣮࢝ࢻࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࠊ*ࡀḟࡢά
ື⛣ࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭+-ࡢάືࡢ㡰␒ࡀࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺

 ࣭㸯ࡘࡢάືࡀ⤊ࢃࡗࡓ⏝ලࠊ㐨ලࡈศࡅ࡚∦࡙ࡅ

ᩘᏐ࣮࢝ࢻࢆ⏝ල࣭ᮦᩱ୍⥴⨨࠸࡚

 ࢆࡍࡿࠋ

࠾ࡃࠋ





ࣛࢵࣆࣥࢢ㸦K㸧

௨ୗࡢάືࢆ࣮࢝ࢻࡽ㑅ᢥࡋ࡚ጞࡵࡿࠋ
 ࣟࣥ(࣡ࢵ࣌ࣥ)࣭ࢡࣛࣇࢺࣃࣥࢳ࣭ࢩ࣮ࣝࡣࡾ
 ࢩࣗࣞࢵࢲ࣮

ۑ7ࡣ࣡ࢵ࣌ࣥࠊࢩ࣮ࣝࠊ⏬⏝⣬ࡢ⨨ࡸ
ྥࡁࡢಟṇࢆࡍࡿࠋ
ࡣࣥࣟۑ7㸰ࡀ⏝ពࡍࡿࠋ



࣭άືࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ㑅ᢥࡋ࡚㐨ලࡢ๓ᣢ



ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊάືࢆጞࡵࡽࢀࡿࡼ࠺



ࡍࡿࠋ



ಶே┠ᶆ



Ꮫ⩦άື

 * ᨭ





ホ౯ࡢほⅬ
ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື

 + ᨭ




⮬ࡽḟࡢ㐨ල࣭ᮦᩱࢆྲྀࡾ⾜ࡁࠊάືࢆጞࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡰࡕࡷࢡࢵ࣮࢟సࡾࠊ࡞ࡳࡠ࠸ࠊࢱࢢసࡾࠊࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ
࣭ᩘᏐ࣮࢝ࢻ࡛άືࡢ㡰␒ࢆ♧ࡍࠋ

࣭άືሙᡤࠊ㐨ල࣭ᮦᩱ⨨ࡁሙࢆ୍ᐃࡍࡿࠋ

⮬ࡽ㐨ල࣭⏝ලࢆᣢࡗ࡚᮶࡚᭱ᚋࡲ࡛సࡾ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

⮬ࡽࢆጞࡵࠊṇࡋ࠸ᡭ㡰࡛㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣓ࣞࣥࢤసࡾࠊ࡞ࡳࡠ࠸ࠊࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ

άື㡰㐨ලࢆ⨨ࡃ࠾ࠊᡭᮏࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡛ࠊάື㡰᪉ἲࡀࢃࡿࡼ࠺


ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ  ே࡛ᡭ㡰㏻ࡾάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ಶே┠ᶆ
⏕ᚐ㹊࠾࠸┦ㄯࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⏕ᆅసࡾࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


Ꮫ⩦άື
࣡ࢵࣇࣝࢡࢵ࣮࢟సࡾࠊࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡࢵ࣮࢟⏕ᆅసࡾ


, ᨭ
⏕ᆅసࡾࡢᕤ⛬ࢆ୍ぴ⾲࡛♧ࡋࠊᚲせ࡞ᙺࢆどぬࡍࡿࠋ


ホ౯ࡢほⅬ ᚲせᛂࡌ࡚┦ㄯࡋࡓࡾ༠ຊࢆồࡵࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᡭ㡰㏻ࡾ⏕ᆅసࡾࢆ㐍ࡵࡿࡇ


ࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ಶே┠ᶆ
άືෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽάືྲྀࡾ⤌ࡳࠊ᭱ᚋࡲ࡛⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⩦άື
ࡰࡕࡷࢡࢵ࣮࢟సࡾࠊ࣑ࢩࣥࠊࡦࡶ㏻ࡋࠊࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ


-
ᨭ
άື㡰㐨ලࢆ⨨࠸࡚࠾ࡃࡇ࡛ࠊ㐍ࡵࡿ㡰␒ࡀࢃࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ


ホ౯ࡢほⅬ  ே࡛᭱ᚋࡲ࡛άືࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ಶே┠ᶆ
┿࣮࢝ࢻࢆᣦࡉࡋ࡚㑅ࡧࠊࡑࡢάືࢆጞࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


Ꮫ⩦άື
࣡ࢵࣇࣝࢡࢵ࣮࢟సࡾࠊࣃࣥࢳࠊࣟࣥࠊࢩ࣮ࣝࠊࢩࣗࣞࢵࢲ࣮
 . ᨭ

࣭ࣃࣥࢳࠊࣟࣥࠊࢩ࣮ࣝࡢ┿࣮࢝ࢻࢆ♧ࡍࠋ



࣭ලయ≀ࢆ⮬ศ࡛ᣢࡗ࡚᮶ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⨨⨨࠸࡚࠾ࡃࠋ
ホ౯ࡢほⅬ 㑅ࢇࡔ࣮࢝ࢻࡢᚲせ࡞≀ࢆྲྀࡾ⾜ࡁࠊጞࡵࡽࢀࡓࠋ


ಶே┠ᶆ
⏕ᚐ㹇࠾࠸☜ㄆࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⏕ᆅసࡾࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


Ꮫ⩦άື
ࡰࡕࡷࢡࢵ࣮࢟సࡾࠊࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡࢵ࣮࢟⏕ᆅసࡾ


/ ᨭ
⏕ᆅ࡙ࡃࡾࡢᕤ⛬ࢆ୍ぴ⾲࡛♧ࡋࠊᚲせ࡞ᙺࢆどぬࡍࡿࠋ


ホ౯ࡢほⅬ ᚲせᛂࡌ࡚┦ㄯࡋࡓࡾ༠ຊࢆồࡵࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᡭ㡰㏻ࡾ⏕ᆅసࡾࢆ㐍ࡵࡿࡇ


ࡀ࡛ࡁࡓࠋ



ศ ⏝ពࡋࡓࡀ⤊ࢃࡾḟ➨ࠊఇ᠁ධࡿࠋ
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ศ ࢱ࣒࣮࢟ࣃ࣮ࡢ/ࡢྜᅗ࡛࠸ࡍࢆ୪ࠊ╔ᖍࡍࡿࠋ

ࠋࡿࡍࢆࢢࣥࢸ࣮࣑ۑ


ۑ7㸯ࡣࠊ࡛ࡁࡓၟရࢆ⤂ࡋࠊḟࡢ

 ࣭ᣵᣜࢆࡍࡿࠋ㸦ྕ௧㸸*㸧

ࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋ

࣭࠾ⳫᏊసࡾࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿࠋ



 ࣭ḟࡢάືࢆ▱ࡿࠋ







ۑ㛤ᗑ‽ഛࢆࡍࡿࠋ

࣭*ࠊ+ࠊ-ࡢࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⤮

*࣭+͐ᗋࡢᤲ㝖ᶵࡅ࣭┳ᯈタ⨨

࣮࢝ࢻࢆᥖ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

-͐ࢡࢵࢡࣝ࣡ࣃ࣮

࣭ၟရࡸࢡࣟࢫ࡞ࠊ㛤ᗑ‽ഛᚲせ࡞

.͐ࢸ࣮ࣈࣝ⛣ື࣭ࢸ࣮ࣈࣝࡩࡁ࣭ၟရࢭࢵࢸࣥࢢ

㐨ල⨨ࡁሙࡣᅛᐃࡍࡿࠋ

,࣭/͐ࢸ࣮ࣈࣝ⛣ື࣭ၟရࢭࢵࢸࣥࢢ




ۑᶍᨃ㈍ࢆ⾜࡞࠺ࠋ

࣭㹊ࡀ㹅ࢺࣞࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆΏࡍࡇ࡛



㹊͐ၟရㄝ࣭᫂ㄏᑟ
㹅͐ࢺࣞࡢ‽ഛ࣭ࢺࣞΏࡋ
㹆͐ࣞࢪᡴࡕ࣭࠾㔠ࡢࡸࡾࡾ
㹈͐⿄ධࢀࠊၟရΏࡋ
㹇͐ࣞࢪᡴࡕ࣭࠾㔠ࡢࡸࡾࡾ


ಶே┠ᶆ

Ꮫ⩦άື
 * ᨭ


ホ౯ࡢほⅬ

ಶே┠ᶆ

Ꮫ⩦άື

+ ᨭ



ホ౯ࡢほⅬ
ಶே┠ᶆ
 , Ꮫ⩦άື
ᨭ

ホ౯ࡢほⅬ

ಶே┠ᶆ







-

Ꮫ⩦άື
ᨭ
ホ౯ࡢほⅬ

ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
 . ᨭ

ホ౯ࡢほⅬ




ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
 /
ᨭ

ホ౯ࡢほⅬ




ࠊࢺࣞࢆྲྀࡾ⾜ࡃࢱ࣑ࣥࢢࡀࢃ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭ṇࡋࡃ຺ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺,㟁༟࣓ࣔ
ࢆࠊ㹆L3DGࢆ⏝ពࡍࡿࠋ


ࡢᡭ㡰ࡀࢃࡾࠊ᭱ᚋࡲ࡛⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑ࠺ࡌࡁࡅࠊࢺࣞΏࡋࠊࢺࣞ‽ഛ
࣭⤮࣮࢝ࢻ࡛άືࢆ♧ࡍࠋ
࣭ၟရࡸࢺࣞࡢ⨨ࡁሙࢆᅛᐃࡋ࡚ࠊὶࢀࢆ୍ᐃࡍࡿࠋ
ࡑ࠺ࡌࡁࡅࠊࢺࣞࡢࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡢᡭ㡰ἢࡗ࡚ࠊṇࡋࡃࣞࢪಀࡢࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠾ᐈࡉࢇ࠾㔠ࡢࡸࡾࡾࢆࡍࡿࠋ
L3DG ࣉࣜࡢࣞࢪࢫࢱࢹࢆ࠸ࠊࣛࢫࢺࢆぢ࡚ṇࡋ࠸࠾㔠ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࡍࡿࠋ
ၟရࡢཷࡅྲྀࡾࡽ࠾ࡘࡾΏࡋࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢὶࢀࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㐺ษ࡞ែᗘ࡛ᡭ㡰㏻ࡾࣞࢪಀࡢࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠾ᐈࡉࢇ࠾㔠ࡢࡸࡾࡾࢆࡍࡿࠋ
᥋ᐈࡢ࣏ࣥࢺࢆ♧ࡍࠋ
㐺ษ࡞ែᗘࡸゝⴥ㐵࠸࡛ᛂᑐࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡢᡭ㡰᪉ἲࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢡࢵࢡࣝ࣡ࣃ࣮ࠊၟရࡢ⿄࡙ࡵࠊၟရΏࡋ
άືࡢ㡰␒ࢆ♧ࡍࠋ
㛤ᗑ‽ഛࡽၟရΏࡋࡲ࡛ࡢάື⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᩍဨࡸࡔࡕࡽࡢࡣࡓࡽࡁࡅࢆཷࡅ࡚άືࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢸ࣮ࣈࣝ㐠ࡧࠊྎᣔࡁࠊၟရࢆࣅࢽ࣮ࣝ⿄ධࢀࡿࠊ࠾ᐈࡉࢇΏࡍ
ᣦࡉࡋࠊゝⴥࡅࠊ≀ࡢཷࡅΏࡋࢆάືࡢࡁࡗࡅࡍࡿࠋ
ᩍဨࡸࡔࡕࡽࡢࡣࡓࡽࡁࡅࢆཷࡅ࡚ࠊ㛤ᗑ‽ഛࡸၟရΏࡋࢆ⥆ࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㐺ษ࡞ែᗘࡸゝⴥ㐵࠸࡛᥋ᐈࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ၟရ⤂ࠊㄏᑟ
ၟရ⤂ࡸㄏᑟࡢᡭ㡰ࡸ࣏ࣥࢺࢆ♧ࡍࠋ
㐍ࢇ࡛࠾ᐈࡉࢇኌࢆࡅࠊၟရ⤂ࡸㄏᑟࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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ۑάືࢆ⤊ࢃࡾࡋ᳔࡚Ꮚࡢ‽ഛࢆࡍࡿࠋ
ศ ࠋ࠺࡞⾜ࢆࡾ࠼ࡾࡩۑ

࣭࠾㔠ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡛ࠊࡾୖࡆࡀぢ

 ࣭ୖ㔠㢠ࢆ▱ࡿࠋ

࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

 ࣭ḟᅇࡢάືࢆ▱ࡿࠋ



ࡢࡾࢃ⤊ۑᣵᣜࢆࡍࡿࠋ㸦ྕ௧㸸*㸧

㸶 ഛ⪃
㸦㸯㸧ᩍᮦᩍල
 >࢝ࢵࣉࢩࣇ࢛ࣥ@
  ༸࣭ⷧຊ⢊࣭◁⢾࣭ࡰࡕࡷ࣭ࢧࣛࢲἜ࣭⣬ࢥࢵࣉ࣭࣭࣎࢘ࣝ㟁ືἻ❧࡚ჾ࣭ࢦ࣒ࡽ
 >ࢡࢵ࣮࢟@
  ࡰࡕࡷ࣭ࡰࡕࡷࣃ࢘ࢲ࣮࣭༸࣭ࣂࢱ࣮࣭ⷧຊ⢊࣭⢊◁⢾࣭ࡰࡕࡷࡢ✀࣭࣭࣎࢘ࣝࡣࡾ࣭ࡲ࡞ᯈ⏝
ࢩ࣮ࢺ࣭࣡ࢵࣇ࣓࣮࣮࣭ࣝ࢝ࡽ
 >ࣛࢵࣆࣥࢢ@
  ᕸ࣭ࡦࡶ࣭࣑ࢩ࣭ࣥ㔪࣭⣒࣭ࡣࡉࡳ࣭ࢩ࣮ࣝ ࣭ࣟࢦ ࣭ໟ⏝⿄࣭⏬⏝⣬࣭ࢡࣛࣇࢺࣃࣥࢳ࣭ࣟࣥ
࣭ࣁࣥࢻࢩࣗࣞࢵࢲ࣮
 >㈍@
  ᤲ㝖ᶵ㸰ྎ࣭ࢡࢵࢡࣝ࣡ࣃ࣮࣭ࡒ࠺ࡁࢇ࣭┳ᯈ࣭ࢸ࣮ࣈࣝ㸱ྎ್࣭ᮐ࣭L3DG࣭ࢸࣞࣅ࣭ࢺࣞ


㸦㸰㸧㓄⨨ᅗ

ධ
ཱྀ
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୰Ꮫ㒊㸰ᖺ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ Ꮫ⩦ᣦᑟ

᪥   ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ࠐ㸧
➨㸰ࠊ㸱ᰯ Ң
                             ሙ ᡤ  ㄪ⌮ᐊ
ᤵᴗ⪅  ۑۑۑۑ㸦7㸧ۑۑۑۑ㸦7㸧
ᣦᑟ⪅  ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ

      
㸯 ༢ඖྡ ࠕᐟἩᏛ⩦ࢆࡸࡾࡁࢁ࠺ࠖ㹼ኤ㣤ࢆసࢁ࠺㸟㹼

㸰 ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤
 ᮏᏛ⣭ࡣࠊ⏨Ꮚ㸰ྡࠊዪᏊ㸲ྡࡢィ㸴ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖ✀ࡣࠊᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ㸲ྡࠊ⮬㛢㸯ྡࠊ⢭
⚄Ⓨ㐩㐜㸯ྡ࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶ▱ⓗ㞀ᐖࢆకࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖヰࡀᡂ❧ࡍࡿ⏕ᚐࠊ
ᩍဨࡽࡢ⡆༢࡞㉁ၥ⟅࠼ࡽࢀࡿ⏕ᚐࠊ⾲ฟࡀᑡ࡞ࡃࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ࠼࡚ఏ࠼ࡿ⏕ᚐࡲ࡛ᐇែᕪࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᤵᴗࡸάື࡛ࡣࠊᥦ♧ࡉࢀࡓࡶࡢᑐࡋ࡚ࠊࢇ࡞άືࡶ๓ྥࡁྲྀࡾ⤌ࡵࡿ⏕ᚐࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
⮬ศࡢࡸࡿࡁࡇᩍဨࡽࡢゝⴥࡅࢆཷࡅ࡞࠸࡛ྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡿࡇࠊ㏵୰࡛ᡭࢆṆࡵࡎࡸࡿࡁࡇ
᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࠊᮏᏛ⣭㞟ᅋࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ༢ඖࡢᐟἩ࡛ࡢάືࡣࠊ㐩ࡸᩍဨᐟἩࡋࠊㄪ⌮ࠊᐙࠊධᾎࡑࡢ㌟㎶ฎ⌮ࢆయ㦂ⓗᏛࡧࠊᐇ⏕ά
⤖ࡧࡘ࠸ࡓᏛ⩦άືࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ᚐࡓࡕࡗ࡚ࡣ࠸ࡘࡶᨭࡋ࡚ࡃࢀࡿಖㆤ⪅ࡀ࠾ࡽࡎࠊ
 㛫ࢆ⮬ศࡓࡕࡢຊ࡛㐣ࡈࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏕άࢆぢ㏻ࡋࠊ⮬ࡽ㣗ࡸධᾎ‽ഛࢆࡍࡿᚲ↛ᛶࡀ࠶ࡾࠊඹྠ⏕
άࢆ㏦ࡿ࠺࠼࡛ࡢᙺศᢸࡀᚲせ࡞ࡿ࡞ࠊ⮬ࡽࡸࡿࡁࡇ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀồࡵࡽࢀࠊᮏᏛ⣭ࡢㄢ
㢟㐩ᡂࡢࡓࡵࡢタᐃࢆ⾜࠺ࡣ㐺ษ࡞༢ඖ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
⏕ᚐࡓࡕࡣ㸯ᖺḟ㸰ᅇࡢᐟἩᏛ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᐟἩᏛ⩦ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡞ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖺᗘࡽᵝࠎ࡞άືྲྀࡾ⤌ࡳࠊᐟἩᏛ⩦࠾࠸࡚
ࡶㄪ⌮άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ୍ே୍ேࡀ࠼ࡽࢀࡓᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ㄪ⌮ࡍࡿࡇࠊ㐩ᡂឤࡸឤㅰ࣭⛠㈶ࡉࢀࡿ႐ࡧ
ࢆᏛࢇ࡛ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ༢ඖ࡛ࡶㄪ⌮άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢព⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ
ࠕసࡗ࡚㣗ࡓࠖࠕ࠾࠸ࡋࡗࡓ࡛ࠖ⤊ࢃࡽ࡞࠸ࠊ⏕ᚐࡓࡕࡀయⓗάືྲྀࡾ⤌ࡴጼࢆࡵࡊࡋ࡚ᮏ༢ඖࢆタ
ᐃࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ┠ᶆࡢタᐃ࣭☜ㄆࢆ⾜࠺ᶵࢆタᐃࡍࡿࠋ⮬ศ࡛┠ᶆࢆタᐃ࣭☜ㄆࡍࡿࡇࡣ┠ⓗព㆑ࡢྥୖࡘ࡞ࡀ
ࡾࠊయⓗάືྲྀࡾ⤌ࡴጼࡘ࡞ࡀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊᩥᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡘ࠸࡚ࡣ࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ẖᅇࡢᤵᴗ࡛⮬ศ⮬㌟ࡀఱࢆ┠ᶆྲྀࡾ⤌ࡴ㛫࡞ࡢࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグධ
ࡀ㞴ࡋ࠸⏕ᚐࡣࠊᩍဨ୍⥴ḟ⾜࠺άືࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡼࡾ┠ᶆࢆ☜ㄆࡍࡿάືࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊάືෆᐜ
ࢆホ౯ࡍࡿ㸦ࡉࢀࡿ㸧ᶵࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࠋ⮬ᕫホ౯ࡸ⪅ホ౯ࡢᶵࢆࡘࡃࡿࡇࡣ⮬㌟ࡢάືࢆᐈほⓗぢ
ࡘࡵ┤ࡍࡇࡸࠊḟࡢάືࡢពḧ࡞ࡾάືࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾᢤࡃຊ࡞ࡿࠋලయⓗࡣᐇែྜࢃࡏࠊࢱ࣑
ࣥࢢࡸ㔞ࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡃࠋᩥ❶ࢆࡗ࡚⮬ᕫホ౯ࡍࡿᶵࠊឤὶࢆ⾜࠺ᶵࠊάືࡈሗ࿌ࢆ࠸ࢀ࡚ࡑࡢ
㒔ᗘホ౯ࢆ⾜࠺ᶵ࡞ࢆタᐃࡍࡿࠋᚋࡽάືࢆࡩࡾ㏉ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸⏕ᚐࡣᫎീグ㘓ࢆࡗ୍࡚⥴ࡩࡾ
㏉ࡾࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡢ≉ᛶࡸࡡࡽ࠸ᛂࡌ࡚ࢃࡾࡢタᐃࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ⏕ᚐࡢಶே┠ᶆᇶ࡙࠸࡚
࣌ࣜࣥࢢࡸࡢேࡢࢃࡾࢆタᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ୍ே࡛ࡸࡾࡁࡿࡇࡀㄢ㢟ࡢ⏕ᚐࡶࠊ㐩ࡸࡾࡁࡿࡇ
ࡀㄢ㢟ࡢ⏕ᚐࡶ㐺ษ࡞⎔ቃタᐃࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ」ᩘࡢᕤ⛬ࢆ⾜࠺⏕ᚐࡸ㐩ࡢ㛵ࢃࡾㄢ㢟
ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡣㄢ㢟ᛂࡌ࡚࣌άືࢆタᐃࡋࠊ༠ຊࡋ࡚సᴗ࠶ࡓࡿᶵࢆࡘࡃࡾࡓ࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊㄪ⌮άືࢆࡣࡌࡵࡋࡓᐟἩ༢ඖࢆ㏻ࡋࠊࠕ࡞ࡾࡓ࠸⮬ศࠖࢆ⪃࠼ࠊᑗ᮶ࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛ࡸ⏕
άࢆぢ┤ࡋࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃຊࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ





― 46 ―


㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ  㛫㸧
ḟ

࡞Ꮫ⩦άື࣭ෆᐜ

㛫

㸯

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭ᐟἩᏛ⩦ྥࡅ࡚㸦άືෆᐜࢆ▱ࡿࠊㄪ⌮ჾලࡢ☜ㄆࠊࡡࡽ࠸ࡢ☜ㄆࠊ
ᢸᙜࡈᡴࡕྜࢃࡏ㸧

㸰㹦

㸰

ᕸᅋᩜࡁࠊධᾎ๓Ꮫ⩦

㸯㹦

㸱

ᮅ㣗ࢆసࡗ࡚㣗ࡼ࠺

㸰㹦

㸲

ࢥ࣮ࣥࢆࡗࡓᩱ⌮ࢆసࡗ࡚㣗ࡼ࠺㸦ᮏ㸧

㸳

ࢥ࣮ࣥࢆࡗࡓᩱ⌮ࢆసࡗ࡚ಖㆤ⪅㣗࡚ࡶࡽ࠾࠺

㸶㹦
㸦ᮏ5,6㸭㸶㸧
㸰㹦



㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ

ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ

࣭⮬ࡽࡸࡿࡁࡇ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

࣭ࢥ࣮ࣥࢆࡗࡓᩱ⌮࡛ࠊ⮬ศࡢࡸࡿࡁࡇࡸᙺ

࣭㐩ࡢࡸࡾࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ

᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

㧗ࡵࡿࠋ


㸳 ⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
⏕ᚐྡ

G


༢ඖࢃࡿᐇែ

ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ

࣭ィ㔞ࠊΰࡐࡿࠊ㣗ჾὙ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭」ᩘࡢάືࢆṇ☜⾜࠺ࠋ

࣭⮬ศࡢᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭Ỵࡵࡽࢀࡓሙ㠃࡛ゝⴥࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿࠋ

࣭┦ㄯࡸ☜ㄆࢆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊሗ࿌ࢆࡍࡿࡇ 
ࡣࡸࡸㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࢡ࣮࣒ࣜࢆసࡿࠊ⅗ࡵࡿࠊࢸ࣮ࣈࣝᣔࡁࠊ㣗ჾ୪ ࣭⮬ศࡢᙺࡸάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࠋ

H


ࠊ⓶ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ሙ㠃ࡸேᛂࡌ࡚ࠊ㐺ษ࡞ゝⴥࡸែᗘ࡛

࣭௵ࡉࢀࡓᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊẼࡀᩓࡗࡓ

ࢃࡿࠋ

ࡾࠊ▷ᮇグ᠈ຊࡀᙅࡉࡽ㏵୰࡛άືࡀṆࡲࡗࡓࡾࡍ 
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵゝⴥࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

I

࣭ィ㔞ࠊໟ࡛ᮦᩱࢆษࡿ㸦ᰂࡽ࠸㣗ᮦࡢࡳ㸧ࡇ ࣭Ỵࡵࡽࢀࡓᡭ㡰࡛ṇ☜ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⮬ࡽ㐍ࢇ࡛㐩ࢃࡿࠋ

࣭ᙺྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ┠ᶆ࡞ࡿጼࢆఏ࠼
ࡿࡼࡾάື㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

J

࣭ΰࡐࡿࠊࡕࡂࡿࠊ⅗ࡵࡿࠊ㣗ჾࢆ㐠ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࣭⮬ศࡢάືࢆ᭱ᚋࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ᩍဨࡸ㐩ࡢᡭᮏࠊ㐩ࡢືࡁࢆぢ࡚ྠࡌࡼ࠺ྲྀࡾ ࣭⮬ศࡢせồࢆఏ࠼ࡿࠋ
⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᩍဨࡽࡢゝⴥࡅࡸᨭ࡛ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࡍࡿࠋ
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࣭ィ㔞ࠊໟ࡛ᮦᩱࢆษࡿࠊΰࡐࡿࠊ⅗ࡵࡿࡇࡀ࡛ ࣭⮬ศุ࡛᩿ࢆࡋ࡚ᙺࡸάື㐍ࢇ࡛ྲྀ
K

ࡁࡿࠋ

ࡾ⤌ࡴࠋ

࣭⮬ศࡢᙺࢆ⌮ゎࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ሙᛂࡌࡓែᗘࢆࡍࡿࠋ

࣭ࡢࡇࡀẼ࡞ࡾࠊᡭࡀṆࡲࡗࡓࡾࠊ㐪࠺ヰࢆࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊゝⴥࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᆺᢤࡁ࡛ᆺࢆᢤࡃࠊ⅗ࡵࡿࠊໟ࡛ᮦᩱࢆษࡿࡇ ࣭⮬ศࡢᙺࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
L

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭Ỵࡵࡽࢀࡓሙ㠃࡛ゝⴥࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿࠋ

࣭ᩍဨࡢᡭᮏࡸ⡆༢࡞ゝⴥࡅࠊᡭ㡰⾲ࢆぢ࡚ᙺ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
⏕ᚐྡ

ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ

G

㐩༠ຊࡋ࡚࣮࢝ࣞࢆࡘࡃࡿࠋ

H

᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚ࢧࣛࢲࢆࡘࡃࡿࠋ

I

Ỵࡵࡽࢀࡓᡭ㡰࡛ṇ☜ࢥ࣮ࣥࣛࢫࢆࡘࡃࡿࠋ

J

ᡂࡍࡿࡲ࡛ࢧࣛࢲ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

K

㐩ࡢᵝᏊࢆุ᩿ࡋ༠ຊࡋ࡚࣮࢝ࣞసࡾ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

L

ࢹࢨ࣮ࢺసࡾࡢᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊ୍ே࡛ㄪ⌮ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ



㸵 ᮏࡢᒎ㛤
㛫

Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧 ᨭ㸦࣭㸧


 ⏕ᚐࡢ‽ഛ㺃㺃㺃࢚ࣉࣟࣥࠊ୕ゅᕵࠊ࣐ࢫࢡࠊᡭࢆὙ࠺ࠊ
 ᡭࡢᾘẘࢆࡍࡿ
10ศ 
ۑᮏࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ▱ࡿࠋ
  ࣭ᣵᣜ ಀ㺃㺃㺃⏕ᚐ,
 ࣭ᮏࡢάືᙺࠊ┠ᶆࢩ࣮ࢺࡢ☜ㄆ
ձ ࢥ࣮ࣥࢆࡗ࡚࠾࠸ࡋ࠸ᩱ⌮ࢆసࢁ࠺
ղ ⮬ศࡓࡕ࡛ࠊ༠ຊࡋ࡚ࡸࢁ࠺
 
࠸ྜࡢࢫࣛࢡۑゝⴥࢆゝ࠺
 ࣭ಀ㺃㺃㺃⏕ᚐ,



࣭7࣭7ࡣࠊ㌟ᨭᗘࢆᩚ࠼ࠊぢᮏ࡞ࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ

ۑ㌟ᨭᗘࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ☜ㄆࡋ࡚ࡽᣵᣜࢆࡍ
ࡿࠋ
࣭7ࡣࠊࢱࢺ࣮ࣝ࢝ࢻᙺ࣮࢝ࢻࠊ┠ᶆࢩ
࣮ࢺࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊဨࡀάືෆᐜࠊᙺ
ࠊ┠ᶆࢆศࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

࣭ኌฟࡋ࡚ㄞࢇ࡛ࠊព㆑࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿࠋ

࣭7ࡣࠊ⏕ᚐ/ࡀ┠ᶆ࣮࢝ࢻὀ┠࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ሙྜࠊゝⴥࡅࡍࡿࠋ

⏕ۑᚐ-᪥ࡢάືࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
㸦7㸧

⏕ۑᚐࡓࡕㄪ⌮ᚋࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡼ࠺ኌࢆ
ࡅࡿࠋ
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5ศ

ۑ7ࡣ࣮࢝ࣞసࡾࠊࡈ㣤ࠊࢹࢨ࣮ࢺసࡾ

ۑᮦᩱ࣭㐨ලࡢ‽ഛࢆࡍࡿࠋ


㸦⏕ᚐ*ࠊ,ࠊ.ࠊ/㸧
ۑ7ࡣࢧࣛࢲసࡾ㸦⏕ᚐ+ࠊ-㸧
࣭ᚲせᛂࡌ࡚ゝⴥࡅࢆࡍࡿࡀࠊ࡛ࡁࡿࡂ
ࡾ⏕ᚐ௵ࡏ࡚ぢᏲࡿࠋ
࣭ᢸᙜࡈᚲせ࡞ᮦᩱࡸ㐨ලࢆ┿ࡋࡓࡶ
ࡢࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡁࠊ⮬ศࡀ‽ഛࡍࡿࡶࡢࡀศ
ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࠋ㸦7ࠊ7㸧
࣭⏕ᚐࡢሗ࿌ࡣࡑࡢሙ࡛ホ౯ࡍࡿ㸦7ࠊ7㸧

ศ ձ ࣮࢝ࣞࢆసࢁ࠺

 ࣮࢝ࣞసࡾ㺃㺃㺃⏕ᚐ*.

 ࣮࢝ࣞసࡾࡢὶࢀ

ձ ࢽࣥࢪࣥࠊࢪࣕ࢞ࣔࢆὙ࠺ࠋ

ࢽࣥࢪࣥࠊࢪࣕ࢞ࣔࡢ⓶ࢆࣆ࣮࣮࡛ࣛࡴࡃࠋ
⓶ࡣࢦ࣑⟽ᤞ࡚ࡿࠋ

ղ ࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋࠕ ࠖࡓࡋࡲࡾࢃ⤊ۑۑ

㸦ሗ࿌ࡍࡿࠋࢆཷࡅࡓࡽ㸧ࠕゎ࡛ࡍࠋḟࠊ

࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࠖ

ࢪࣕ࢞ࣔࡢⱆࢆࡿࠋⱆࡣࢦ࣑⟽ᤞ࡚ࡿࠋ

ճ
࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࢽࣥࢪࣥࢆษࡿࠋࢳࣙ࢘ษࡾࠋ

ࢽࣥࢪࣥࢆࡊࡿධࢀࡿࠋ ͤᮦᩱࡣ༙ศࡎ
մ

ࡘࡊࡿධࢀࡿ
࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࢪࣕ࢞ࣔࢆษࡿࠋษࡾࠊ୍ཱྀࠋ

ࢪࣕ࢞ࣔࢆࡊࡿධࢀࡿ ͤᮦᩱࡣ༙ศࡎ
յ

ࡘࡊࡿධࢀࡿ

࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ
⋢ࡡࡂࢆὙ࠺ࠋ

ն ⋢ࡡࡂࡢ⓶ࢆࡴࡃࠋ⓶ࡣࢦ࣑⟽ᤞ࡚ࡿࠋ

࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ

⋢ࡡࡂࢆษࡿࠋࡃࡋᙧษࡾ

⋢ࡡࡂࢆࡊࡿධࢀࡿࠋ ͤᮦᩱࡣ༙ศࡎࡘ
շ
ࡊࡿධࢀࡿࠋ

࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ո Ỉࢆ‽ഛࡍࡿࠋ㔞ࡣඛ⏕☜ㄆࠋ

㘠ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ

ࢧࣛࢲἜࢆᑡࡋࡦࡃࠋ
չ
ᗏయ࡞ࡌࡲࡏࡿࠋ

࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ

㇜⫗ࠊ㔝⳯ࢆ⅗ࡵࡿࠋ ͤ୰ⅆ࡛ࠋ⋢ࡡࡂࡀ
պ

ࡋ࡞ࡋ࡞࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡽջࠋ
Ỉࢆධࢀࡿ

ջ
Ἓ㦐ࡋࡓࡽ⅊Ồࢆࡿࠋ ͤ࠾ࡓࡲ࡛ࡿࠋ

ռ ࢆࡋ࡚↻㎸ࡴࠋ㸦 ศ㸧

ս ࢥ࣮ࣥࢆࡊࡿධࢀࠊỈẼࢆษࡿࠋ
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࣭⏕ᚐྠኈ࡛┦ㄯࡋ࠶ࡗ࡚㐍⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࣌
ࣜࣥࢢࡍࡿࠋ

࣭⏕ᚐ *࣭. ࡣᩥᏐࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝ពࡍࡿࠋ


࣭⏕ᚐ * ࡣࢱ࣐࣮ࢆ⏝ࡍࡿࠋ㸦↻㎸ࡴ㛫㸧


࣭ሗ࿌ࢆ⏕ᚐྠኈࡀ࠾࠸ྥࡅ࡚⾜࠺ࡇ࡛
ḟࡢάືࡢุ᩿ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

࣭⏕ᚐ . ࡀ⏕ᚐ * ࡢ㐍⾜≧ἣࢆุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽゝ
ⴥࡅࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ۑᅔࡗࡓࡁࡢࡳࠊᩍဨ┦ㄯ࣭ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺
ᣦ♧ࡍࡿࠋ㸦7㸧
































































վ
տ
ր
ց

ࡩࡓࢆ㛤ࡅ࡚ࠊ࣮ࣝࠊࢥ࣮ࣥࠊ㞃ࡋ㸦ࢯ࣮
ࢫᑡࡋࠊ࠾㓑ᑡࡋ㸧ࢆධࢀࡿࠋ࠾⋢࡛ΰࡐࡿࠋ

࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ᙅⅆ࡛㸳㹼 ศ↻㎸ࡳࠊලⰍࡀ࡞ࡌࢇࡔࡽ
ⅆࢆṆࡵࡿࠋ㸦ᡂ㸧
Ὑ࠸≀ࢆࡍࡿ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺグධ
⏕ᚐ , ࡀࡈ㣤ࢆ┒ࡾࡅ⤊ࢃࡗ࡚ࠊኌࢆࡅ
ࡽࢀࡓࡽࠊ࣮࢝ࣞࢆ┒ࡾࡅࡿ










ւ




㐩༠ຊࡋ࡚࣮࢝ࣞࢆࡘࡃࡿࠋㄪ⌮ࡢྜ㛫ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ

 A ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
࣮࢝ࣞࢆࡘࡃࡿ



ᨭ    ᡭ㡰⾲㸦ᩥᏐ㸧ࠊࢱ࣐࣮ࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ


ホ౯ࡢほⅬ ᡭ㡰⾲ࢆぢ࡚ࠊ㐩ᙺศᢸࢆࡋ࡚࣮࢝ࣞࢆసࢀࡓ



㐩ࡢᵝᏊࢆุ᩿ࡋ༠ຊࡋ࡚࣮࢝ࣞసࡾ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 㹃 ಶே┠ᶆ

Ꮫ⩦άື
࣮࢝ࣞࢆࡘࡃࡿ



ᨭ    ᡭ㡰⾲㸦ᩥᏐ㸧ࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ


ホ౯ࡢほⅬ
㐩ࡢ㐍⾜≧ἣࢆุ᩿ࡋ࡚ゝⴥࡅࢆࡋᙺศᢸࡀ࡛ࡁࡓ







ࢧࣛࢲసࡾ㺃㺃㺃⏕ᚐ+ࠊ-
࣭㐩ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ + άື

ࡢࡁࡗࡅࡀᚲせ࡞⏕ᚐ - ࢆ࣌ࣜࣥࢢࡋࠊ
 ࢧࣛࢲసࡾࡢὶࢀ
༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ձ 㐨ලࢆ‽ഛࡍࡿࠋ㸦+ࠊ-㸧

ղ 㔝⳯ࢆὙ࠺ࠋ࣎࢘ࣝධࢀࡿࠋ㸦+㸧
࣭⏕ᚐ + ࡣᩥᏐ┿ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝ពࡍ
ࢧࢽ࣮ࣞࢱࢫࢆᡭ࡛ࡕࡂࡿࠋ㸦୍ཱྀࢧࢬ㸧
ճ
ࡿࠋ▷ᮇグ᠈ࡀᙅࡃࠊ☜ᐇᡭ㡰ࢆ☜ㄆࡉࡏ
㸦-㸧
ࡿࡓࡵࠊࡵࡃࡾᘧࡢࡶࡢࢆ⏝ពࡍࡿࠋ
մ ࢟ࣗ࢘ࣜࢆษࡿࠋ㸦㍯ษࡾ㸧㸦+㸧

յ ࣑ࢽࢺ࣐ࢺࡢࡓࢆྲྀࡿࠋ㸦-㸧
࣭ࡺ࡛༸ࢆࡺ࡛ࡿ㝿ࡣࢱ࣐࣮⏝ࠋࢥ࣮ࣥࡀ
㘠ࡓࡲࡈࡀࡃࢀࡿࡃࡽ࠸ࡢỈࢆධࢀ࡚ࠊ
⏕ᚐ , ࡽᒆ࠸ࡓࡣࠊ⏕ᚐ - ༠ຊࡋ࡚
ն ࡓࡲࡈሷࢆࡦࡘࡲࡳධࢀ࡚ⅆࡅࡿࠋ
┒ࡾࡅࡍࡿࠋ
㸦+㸧

㯤㌟ࡀ୰ኸ࡛ᅛࡲࡿࡼ࠺࠾㘠ࡢ୰࡛ࡓࡲࡈ
ࠐᅔࡗࡓࡁࡢࡳࠊᩍဨ┦ㄯࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧
շ ࡀࡪࡘࡽ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡀࡽ⳯⠂࡞
ࡍࡿ㸦7㸧
࡛ࡺࡗࡃࡾ㌿ࡀࡍࠋ㸦+㸧

Ἓ㦐ࡋࡓࡽ୰ⅆࡋ࡚ࠊࡉࡽ 㹼 ศ㸦ᅛ
ո
ࡺ࡛㸧ⲗ࡛ࡿࠋ
࣭⏕ᚐ - ࡣḟ⾜࠺ࡇࢆ࣮࢝ࢻ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
չ ࣎࢘ࣝỈࢆධࢀࡿࠋ㸦༙ศࡃࡽ࠸㸧
ࡼ࠺ࡍࡿࠋ㑅ᢥ⫥ࡢᥦ♧ࡣྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ⏕
࡛ࡁୖࡀࡗࡓࡽࠊࡊࡿ࠶ࡅࡓᚋࠊࡍࡄ࣎
ᚐ + ࡀ⾜࠺ࠋ
պ
࢘ࣝධࢀࡓࡲࡈࡢ⇕ࢆྲྀࡿࠋ

ջ ࡓࡲࡈࡢẆࢆࡴࡃࠋ
࣭άື୰ࡣ࣮࢝ࢻࢆᮘ㈞ࡗ࡚࠾ࡁࠊ⤊ࢃࡗࡓ
ռ ࡓࡲࡈࢆษࡿࠋ㸦ࡃࡋษࡾ㸧
ࡽࣇࢽࢵࢩࣗ࣎ࢵࢡࢫධࢀࡿ㸦ࡾ㏉ࡾ
ս Ὑ࠸≀ࢆࡍࡿࠋ
ࡶ࠺㸧
վ ࢧࣛࢲࢆ┒ࡾࡅࡿࠋ

տ ࢥ࣮ࣥࢆࡕࡽࡍࠋ
ࠐ7 ࡣ⏕ᚐ- ࡀḟṇࡋ࠸ືࡁࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺

ぢᏲࡾࠊᚲせᛂࡌ࡚ゝⴥࡅࢆ⾜࠺ࠋ
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ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
ᨭ   
ホ౯ࡢほⅬ
㹂 ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
ᨭ   
ホ౯ࡢほⅬ
B


᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚ࢧࣛࢲࢆࡘࡃࡿ

㔝⳯ࢆษࡿࠋࡺ࡛༸ࢆసࡗ࡚ษࡿࠋ

ᡭ㡰⾲㸦ᩥᏐ࣭┿ࠊࡵࡃࡾ㸧ࠊࢱ࣐࣮ࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ

ᡭ㡰⾲ἢࡗ࡚ࢧࣛࢲࢆ᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚సࢀࡓࠋ

ᡂࡍࡿࡲ࡛ࢧࣛࢲ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ⴥ≀㔝⳯ࢆࡕࡂࡿࠊࢥ࣮ࣥࢆࢧࣛࢲࢺࢵࣆࣥࢢࡍࡿࠋ

⤮࣮࢝ࢻࠊᩍဨࡢゝⴥࡅ

ࢧࣛࢲసࡾᩍဨࡢゝⴥࡅࡸᣦࡉࡋࢆཷࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࠋ





ࢹࢨ࣮ࢺసࡾ㺃㺃㺃⏕ᚐ/
࣭⏕ᚐ / ࡣᩥᏐ┿ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝ពࡍ
ࡿࠋ
 ࢹࢨ࣮ࢺసࡾࡢὶࢀ

ձ ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ⣽ࡃ○ࡃࠋ
࣭ࡁΰࡐࡿ㝿ࡣ⣲᪩ࡃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ L3*- ࡛ᡭᮏ
ղ ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ㘠ධࢀࡿࠋ
ື⏬ࢆ⏕ࡍࡿࠋ
ճ ࣐ࢩ࣐ࣗࣟࢆࡕࡂࡗ࡚㘠ධࢀࡿࠋ

մ ᙅⅆ࡛ⅆࢆࡘࡅࡿࠋ
յ ࡽ࡛↔ࡆ࡞࠸ࡼ࠺ࡁΰࡐࡿࠋ

ࡍ࡚ࡀ⁐ࡅࠊᾮయ࡞ࡗࡓࡽࣇ࣮ࣞࢡࢆධ

ն
ࢀࡿࠋ

շ ࡽ࡛ᆒ➼࡞ࡿࡼ࠺⣲᪩ࡃࡁΰࡐࡿࠋ 
ո ⅆࢆṆࡵࡿࠋ

ࢫࣉ࣮ࣥࢆ  ಶࡗ࡚ࠊࢺ୍ཱྀࣞࢧࢬ

չ
࡛࠾࠸࡚࠸ࡃࠋ

պ ࣛࢵࣉࢆࡅࠊ෭ⶶᗜ࡛෭ࡸࡍࠋ

ջ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺグධࡍࡿࠋ

⏕ᚐ , ኌࢆࡅࡽࢀࡓࡽ࠾─┒ࡾࡅ

ռ
ࡿࠋ




㹄
ಶே┠ᶆ
ࢹࢨ࣮ࢺసࡾࡢᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊ୍ே࡛ㄪ⌮ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ


Ꮫ⩦άື
ࢳࣙࢥ࣐ࢩ࣐ࣗࣟࢆ⁐ࡍࠋࣇ࣮ࣞࢡΰࡐࡿࠋ



ᨭ    ᡭ㡰⾲㸦ᩥᏐ࣭┿㸧


ᡭ㡰⾲ࢆぢ࡞ࡀࡽ୍ே࡛ㄪ⌮ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࠋ
ホ౯ࡢほⅬ






ࡈ㣤సࡾ㺃㺃㺃⏕ᚐ,

࣭⏕ᚐ , ࡣᩥᏐ┿ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝ពࡍ
 ࡈ㣤సࡾࡢὶࢀ
ࡿࠋ
ձ 㐨ලࢆ‽ഛࡍࡿࠋ

ղ ⡿ࢆ  ྜ࠾ࡲධࢀࡿࠋሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࠐィ㔞ࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡣࡑࡢ㒔ᗘࠊᩍဨሗ࿌ࡍ
ճ Ỉ࡛◊ࡂࠊ⡿ࡀࡇࡰࢀ࡞࠸ࡼ࠺Ỉࡔࡅὶࡍࠋ

ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣮ࣥࢆࡢ⏕ᚐ
մ ⓑ࠸⃮ࡾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
㓄ᕸࡍࡿࢱ࣑ࣥࢢࡣⰋ࠸ᛮࡗࡓࡁ
࣮࢞ࣜࢵࢡࣃ࢘ࢲ࣮ᑠࡉࡌ  ࢥࣥࢯ࣓⢊
ᩍဨ┦ㄯࡍࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡿࠋ㸦7㸧
ᮎᑠࡉࡌ  ሷࢥࢩࣙ࢘ᑡࠎ ࣂࢱ࣮ 㹼
յ

J ࢥ࣮ࣥ㸲 ࢆධࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀሗ࿌
ն
շ
ո

ࡍࡿࠋ
᪩⅕ࡁ࡛ࡓࡃࠋሗ࿌ࡍࡿࠋ
Ὑ࠸≀ࢆࡍࡿࠋ
ࢧࣛࢲ⌜࣮࢝ࣞ⌜ࢥ࣮ࣥࢆࡶࡗ࡚࠸ࡃࠋ
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չ




















պ
ջ

࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺグධࠋ⅕ࡁୖࡀࡗࡓࡽேᩘศ
ࡢ࣮࢝ࣞ─ࢆ⏝ពࡋ࡚ࡈ㣤ࢆ┒ࡾࡅࡿࠋ
┒ࡾࡅ⤊ࢃࡗࡓࡽ࣮࢝ࣞ⌜ࡢ⏕ᚐ *㸪. ኌ
ࢆࡅࡿࠋ
⏕ᚐ +ࠊ-ࠊ/ ┒ࡾࡅࢆࡍࡿࡼ࠺ኌࢆ
ࡅࡿࠋ










Ỵࡵࡽࢀࡓᡭ㡰࡛ṇ☜ࢥ࣮ࣥࣛࢫࢆࡘࡃࡿࠋ

 㹁 ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື
ࢥ࣮ࣥࣛࢫࢆసࡿࠊࢥ࣮ࣥࢆ㓄ࡿࠋ


ᨭ    ᡭ㡰⾲㸦ᩥᏐ࣭┿㸧ࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ



ホ౯ࡢほⅬ
ᡭ㡰⾲㏻ࡾṇ☜ࢥ࣮ࣥࣛࢫࢆࡘࡃࢀࡓࠋ




∦ࡅ
࣭ࡢ⏕ᚐࡀ┒ࡾࡅ࡚࠸ࡿ㛫ࠊ∦ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞ ⏕ۑᚐ,ࠊ.ࡀࡢ⏕ᚐࡢືࡁࢆぢ࡚ࠊ∦ࡅࡢ
࠸㐨ලࢆὙ࠺ࠋЍ㛫ࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊᣔ࠸࡚∦ࡅࡲ
ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 7ࠊ7㸧
࡛⾜࠺ࠋࡈ㣤ࡀ⅕ࡁ࠶ࡀࡾ⏕ᚐ,ࡀゝⴥࡅࢆ⾜ࡗ 
ࡓࡽࠊ∦ࡅࡀ㏵୰࡛ࡶ୍➃ᡭࢆṆࡵ࡚ࠊ‽ഛࢆࡍ

ࡿࠋ

࣭ᚲせᛂࡌ࡚ゝⴥࡅࢆ⾜࠺ࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ⏕ᚐ*ࠊ+ࠊ,ࠊ.
࣭ᮘ㛫ᕠどࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ゝⴥࡅࡍࡿࠋ
࣭∦࡙ࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ࡞࠾㛫ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡣㄪ⌮ᐊ࡛
㸦7ࠊ7㸧
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグධࢆࡍࡿࠋ





⤊ࡅࡘࡾ┒ۑᚋࠊ‽ഛࢆࡋ࡚ࠊᩍᐊ⛣ືࡍࡿࠋ




ศ ࠐᩍᐊ࡛ဨ㞟ྜᚋࠊヨ㣗ࡍࡿࠋ
࣭ᣵᣜ ಀ㺃㺃㺃⏕ᚐ,
࣭ᚲせᛂࡌ࡚⏕ᚐ,.࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡢᵝᏊࢆぢ


ุ࡚᩿ࡋࠊゝⴥࡅࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿࠋ

ۑ㣗ჾࢆㄪ⌮ᐊᣢࡗ࡚⾜ࡁࠊ∦ࡅ
ศ

 ⏕ᚐ *ࠊ.Ѝ㣗ჾ࣭㐨ලὙ࠸

㸦Ὑ࠸⤊࠼࡚࠸࡞࠸㐨ලࡶ㸧


 ⏕ᚐ ,ࠊ/ЍὙࡗࡓ㣗ჾࡸ㐨ලࢆᣔࡃࠋ
⏕ᚐ +ࠊ-Ѝ㣗ჾࡸ㐨ලࢆඖࡢሙᡤ⨨ࡃࠋ
ࠐ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ᭩ࡁ⤊ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡣࡑࡕࡽࢆ
ඃඛࡋ࡚⾜࠺


ࣅࣞࢸۑL3DGࢆࡘ࡞ࡂࠊᫎീࢆὶࡍ‽ഛࢆ⾜
࠺ࠋ㸦7㸧

࣭Ⓨ⾲ᑐࡋ࡚ࠊ㡹ᙇࡗࡓⅬࠊᮏࡢಶே┠
ᶆࡢ฿㐩ᗘ㛵ࡍࡿホ౯ࢆࠊ⏕ᚐศࡿゝ
ⴥ࡛⾜࠺ࠋ㸦7㸧


ศ ࡵࡲۑ
 ࣭άືࢆᫎീ࡛ࡾ㏉ࡿࠋ

࣭Ⓨ⾲ࠊὶࢆࡍࡿࠋ
 ࣭ᣵᣜࢆࡍࡿࠋ
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㸶 ഛ⪃
 㸦㸯㸧άືሙᡤձ ㄪ⌮ᐊ

ධཱྀ
ࡈࡣࢇ

ㄪ⌮ჾල
Ჴ

ࢧࣛࢲ ⏕ᚐ BࠊD

෭ⶶᗜ

⏕ᚐ C

T2
ࢱ

ࢺ
ࣝ
࢝
䤀
ࢻ
䣍
ᙺ

    ࢝
䤀
ࢻ
䣍
࣡
䤀
ࢡ
ࢩ
䤀
ࢺ

ࢹࢨ࣮
ࢺᢸᙜ

T1

⏕ᚐ F

࣮࢝ࣞ
⏕ᚐ AࠊE

㸦Ὑ࠸ሙ㸧࠸⤊ࢃࡗࡓ㐨ලࡣࡇࡇ࠾ࡃࠋ

άືሙᡤղ ୰㸰ᩍᐊ

 

     

ධཱྀ

C

D

B

A
E

ࣟ
䣹
࢝
䤀

F

㸦㸰㸧ᩍᮦᩍල ➼
  㟁Ꮚ㯮ᯈࠊiPad

࣮࢝ࣞ㸸㘠㸰ࠊࡩࡓ㸰ࠊ࠾⋢㸰ࠊࡲ࡞ᯈ㸰ࠊໟ㸰ࠊࡊࡿ㸰ࠊ⓶ࡴࡁ㸰ࠊࢦ࣑⿄㸯ࠊࢱ࣐࣮
㣗ᮦ㸸࣮ࣝ ⟽ࠊࢪࣕ࢞ࣔ  ಶࠊࢽࣥࢪࣥ  ᮏࠊ⋢ࡡࡂ  ಶࠊ㇜⫗ࣂࣛ 㹥ࠊỈࠊࠊࢥ࣮ࣥ

ࢧࣛࢲ㸸ࡲ࡞ᯈ㸯ࠊໟ㸯ࠊࡊࡿ㸰ࠊ㘠ࠊࢱ࣐࣮
㣗ᮦ㸸ࢧࢽ࣮ࣞࢱࢫ  ᮰ࠊ࢟ࣗ࢘ࣜ  ᮏࠊ࣑ࢽࢺ࣐ࢺ  ಶࠊ༸  ಶࠊࢥ࣮ࣥ

ࢹࢨ࣮ࢺ㸸㘠㸯ࠊࢦ࣒ࡽ㸯ࠊࢥࣥࣟ㸯ࠊࢫࣉ࣮ࣥ㸰ࠊࢺࣞ㸯
㣗ᮦ㸸ᯈࢳࣙࢥ ࣑ࣝࢡ Jࠊ࣐ࢩ࣐ࣗࣟ Jࠊࢥ࣮ࣥࣇ࣮ࣞࢡ 㺪㺽㺸㺎㺻 J

ࡈ㣤㸸⅕㣤ჾࠊࡉࡌࠊᑠࡉࡌ
㣗ᮦ㸸⡿ᅄྜ ࣮࢞ࣜࢵࢡࣃ࢘ࢲ࣮ࡉࡌ  ࢥࣥࢯ࣓⢊ᮎࡉࡌ  ሷࢥࢩࣙ࢘ᑡࠎ ࣂࢱ࣮ J ࢥ࣮ࣥ
ࡉࡌ㸳

ࡑࡢ㸸ࢻࣞࢵࢩࣥࢢࠊ࠾⠂ࠊ─ࠊࢫࣉ࣮ࣥࠊ⠂


― 53 ―

㧗➼㒊 㹀ࢢ࣮ࣝࣉ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ Ꮫ⩦ᣦᑟ

᪥   ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ࠐ㸧
➨㸯㸪㸰ᰯ 㸷㹼
ሙ ᡤ  ࡋ࠸ࡢࡁࣁ࢘ࢫ㣗ᇽ
ᤵᴗ⪅  ۑۑۑۑ㸦7㸧ۑۑۑۑ㸦7㸧
ᣦᑟ⪅  ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ

㸯 ༢ඖྡ ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ࢻ࣮ࢼࢶࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖ


㸰 ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤ 
㧗➼㒊㹀ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㸯ᖺ⏕ዪᏊ㸯ྡࠊ㸰ᖺ⏕⏨Ꮚ㸯ྡࠊ㸱ᖺ⏕⏨Ꮚ㸯ྡࡢ㸱ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡚ࡢ
⏕ᚐࡀ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀ᐖࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿ࢆ┦ᡭఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
ࡀከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊ⯆㛵ᚰࡢ࠶ࡿάື࠾࠸࡚ࡣࠊ㌟ࡾࡸᣦࡉࡋࡼࡗ࡚せồࢆఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ
᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࡇ㛵ࡋ࡚ࡣ୍ㄒᩥ࡛ពᚿࢆఏ㐩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡶ㸯ྡ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡆༢
࡞ゝⴥࡼࡿᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡇࡶከ࠸ࡀࠊᣦࡉࡋࡸࢩ࣐࣮ࣥ࣎ࣝࢡ࡞ࡢどぬⓗ࡞ᨭࢆཷࡅࡿࡇ
࡛ࠊࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡞ࡀࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋΎᤲࡸὙ℆࡞ᐙᗞ⏕άࡢᙺ㛵ࡍࡿάືࡣࠊ㒊ศⓗ
㐙⾜࡛ࡁࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊᨭ⪅ࡼࡿᣦࡉࡋࡸᡭῧ࠼➼ࡢಶูࡢᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽཷືⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ከ࠸ࠋࡋࡋࠊ㣗ࡸㄪ⌮࡞⯆㛵ᚰࡢ࠶ࡿάືࡸࠊ⧞ࡾ㏉ࡋྲྀࡾ⤌ࡳ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿάື࡛࠶ࢀࡤࠊゝⴥ
ࡅ࡞ࡢᑡ࡞࠸ᨭࢆཷࡅࡿࡇ࡛⥅⥆ⓗάືࡋࡓࡾࠊ⮬ࡽ㌟ࡾ➼࡛ࠕࡇࢀࢆࡸࡾࡓ࠸ࠖ࠸࠺ពᚿุ࣭
᩿ࢆఏ㐩ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽయⓗάື࡛ࡁࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά
࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞࠸ᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿࡛యⓗᙺࢆ㐙⾜ࡍࡿຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ༢ඖ࡛ᢅ࠺ࢻ࣮ࢼࢶࡣࠊᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡀ㠀ᖖዲࡴ㣗≀࡛࠶ࡾࠊㄪ⌮㸦ࢻ࣮ࢼࢶ㸧㛵ࡍࡿάືࢆᒎ
㛤ࡍࡿୖ࡛⯆㛵ᚰࢆᘬࡁฟࡍࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᖖ⏕ά㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ㣗≀࡛࠶ࡾࠊ㈙࠸≀Ꮫ⩦ࡸ
እ㣗య㦂࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡶᐜ࡛᫆ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ୍ᒙᙉ࠸⯆㛵ᚰࢆᘬࡁฟࡍࡇ
ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊࢻ࣮ࢼࢶࡣ࡚ࡶ✀㢮ࡀ㇏ᐩ࡞㣗ᮦ࡛࠶ࡾࠊྲྀࡾᢅ࠺ࢻ࣮ࢼࢶࡢⰍࡸࠊࢺࢵࣆࣥࢢ࡞ࢆ
⏕ᚐࡀ㑅ᢥࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⯆㛵ᚰࢆࡉࡽᘬࡁฟࡍࡶࠊ⏕ᚐࡢពᚿุ࣭᩿ࢆᫎࡉࡏࡓάືࢆᒎ㛤
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࢻ࣮ࢼࢶࡢㄪ⌮άື࠾࠸࡚ࡣࠊ」㞧࡞ᡭ㡰ࢆᚲせࡏࡎࠊⅆࢆ⏝࠸࡞࠸࡛ㄪ⌮ࡍࡿࡇࡶ
ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡗ࡚⌮ゎࡋ᫆ࡃࠊᐙᗞࡢ⏕ά⯡ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡃ
ࡘࡢᡭ㡰ࢆศᢸࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢᙺࢆ㑅ᢥࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡢពᚿุ࣭᩿ࢆᫎࡉࡏࡓάືࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢻ࣮ࢼࢶ㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢάືࢆ⾜࠺࡞࡛ࠊㄪ⌮άືຍ࠼ࠊࠕᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭ࡓ
ࡓࡴࠖࠕᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃࠖࠕ㣗ჾࢆ⏝ពࡍࡿࠖࠕ㣗ჾࢆὙ࠺ࠖࠕ㣗ሙᡤࡢᗋࢆΎᤲࡍࡿࠖ࠸ࡗࡓᵝࠎ
࡞ᐙᗞࡢᙺྜࢃࡏ࡚ࠊ↓⌮࡞ࡃྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࠊᮏ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
 ᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿࡛యⓗᙺࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢάືࡢෆᐜࡸ
ᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ㠀ᖖษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎࡣࠊᖺᗘᙜึᐇࡋࡓྛᐙᗞࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆཧ⪃
ࡋ࡚ࠊࠕࢸ࣮ࣈࣝᣔࡁࠖࠕࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ࣡ࣃ࣮ࢆ⏝࠸ࡓΎᤲࠖ࡞ࠊ⏕ᚐࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿάືࢆタᐃࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ୍㐃ࡢάືࢆձὙ℆㛵ࡍࡿάືࠊղㄪ⌮㛵ࡍࡿάືࠊճΎᤲ㛵ࡍࡿάືࡢ㸱✀ศࡅࠊྛάື⧞ࡾ
㏉ࡋྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡗ࡚⌮ゎࢆಁࡋࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚᭱⤊ⓗ୍㐃ࡢάືࡋ࡚ᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
ྛάືࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊࣛࢫࢺࡸ┿➼ࡢどぬⓗ࡞ᨭලࢆ⏝࠸࡚ࠊᡭ㡰ࡸ᪉ἲࢆࡼࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋά
ື㛵ࡍࡿືᶵ࡙ࡅ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᢅ࠺ᕸᕵࡢⰍࠖࠕᢅ࠺ࢻ࣮ࢼࢶࡢࢺࢵࣆࣥࢢࠖࠕྲྀࡾᢅ࠺ᮦᩱࠖࢆ⮬ᕫ㑅ᢥ
࣭⮬ᕫỴᐃࡋ࡞ࡀࡽάືࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚㧗ࡵࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ༢ඖࢆᣦᑟࡍࡿ࠶ࡓࡾ᭱ࡶษࡋ
࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡣࠊ㐺ᗘ࡞ᨭ࣭᭱ᑠ㝈ࡢᨭࡼࡾࠊ⏕ᚐࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿ࡼࡗ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋྛ⏕ᚐࡣࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢάື࠾࠸࡚ࠊձయゝⴥࡅࠊղಶูゝⴥࡅࠊճᣦࡉࡋࠊմᡭῧ
࠼(ᡭࡢࡦࡽ)ࠊյᡭῧ࠼(ᡭࢆྲྀࡿ)ࠊ࠸࠺㸳ࡘẁ㝵ࡢ࠸ࡎࢀࡢᨭࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊᙺࡢ㐙⾜ࡀྍ⬟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᨭࢆ⾜࠺㝿ࡢ࣏ࣥࢺࡣࠊ⌧ẁ㝵࡛ᐇྍ⬟࡞ࡿᨭࡼࡾ 1 ࡘᑡ࡞࠸ẁ㝵ࡢᨭࡽ㡰⾜࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡼࡾྛ⏕ᚐࡣࠊ㐣ᗘ࡞ᨭࢆཷࡅࡎࠊ୍ே୍ேࡀࡑࡢⅬ࡛ᚲせ࡞᭱ᑠ㝈ࡢᨭࢆཷࡅ࡞
ࡀࡽࠊయⓗάື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡗ࡚ࠊᐙᗞ⏕ά࠾ࡅࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅ࡞ࡀ
ࡽࡶࠊ⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿ᇶ࡙ࡁࠊయⓗᐙᗞࡢᙺࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿጼࡇࡑࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿጼ࡛࠶ࡿ⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ♫⏕άࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊᐙᗞேࡋ࡚ࡶᚲせࡉࢀࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ⮬ศࡢᙺࢆ㐙⾜ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ά࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸㢪࠺ࠋ
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㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ  㛫㸧
ḟ

࡞ۑᏛ⩦άື ࠸ࡽࡡۼ

ᩘ

࠙Ὑ℆㛵ࡍࡿάືࠚ

㸯

⮬ۑศ࡛ᢅ࠺ᕸᕵࡢⰍࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ۑᕸᕵࢆࣆࣥࢳࡽྲྀࡾ㎸ࡳࠊ␚ࢇ࡛ࠊ⟽ࡢ୰ධࢀ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ۑᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃࠋ
ۑᕸᕵࢆࣆࣥࢳᖸࡍࠋ
ᙺۼࡢ᪉ἲࡸᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ࡅࡔࡿࡁ࡛ۼᑡ࡞࠸ᨭ࡛ᙺࢆ⾜࠺ࠋ

㸳㹦

࠙Ύᤲ㛵ࡍࡿάືࠚ
㸰

⏝ࡢ࣮ࣃ࣡ࢢ࣮ࣥࣜࣟࣇۑἲࢆ▱ࡿࠋ
ࡢࣝࣈ࣮ࢸ࡛࣮ࣃ࣡ࢢ࣮ࣥࣜࣟࣇۑ࿘ࡾࡢᗋࢆΎᤲࡍࡿࠋ
ᙺۼࡢ᪉ἲࡸᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ࡅࡔࡿࡁ࡛ۼᑡ࡞࠸ᨭ࡛ᙺࢆ⾜࠺ࠋ

㸳㹦

࠙ㄪ⌮㛵ࡍࡿάືࠚ

㸱

∵ۑங࣭༸࣭◁⢾ࡢᙺࡽࠊ⮬ศࡢᙺࢆ㑅ᢥࡋ࡚⾜࠺ࠋ
ۑᮦᩱࢆ࣎࢘ࣝධࢀ࡚ΰࡐࡿࠋ
⏕ۑᆅࢆჾධࢀࠊ㟁Ꮚࣞࣥࢪ࡛ຍ⇕ࡍࡿࠋ
ۑຍ⇕ᚋࡢࢻ࣮ࢼࢶࢆ─ฟࡋࠊ㣗༟㐠ࡪࠋ
ۑㄪ⌮ࡋࡓࢻ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡿࠋ
ᙺۼࡢ᪉ἲࡸᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ࡅࡔࡿࡁ࡛ۼᑡ࡞࠸ᨭ࡛ᙺࢆ⾜࠺ࠋ

㸶㹦

࠙ࢻ࣮ࢼࢶ㛵ࡍࡿᰯእᏛ⩦ࠚ

㸲

ࢶࢼ࣮ࢻۑᑓ㛛ᗑ⾜ࡁࠊዲࡁ࡞ࢻ࣮ࢼࢶࢆ㑅ࡧ㉎ධࡍࡿࠋ
∵ࠊࡁ⾜࣮ࣃ࣮ࢫۑஙࡸ༸➼ࡢࢻ࣮ࢼࢶࡢㄪ⌮ᚲせ࡞ᮦᩱࢆ㉎ධࡍࡿࠋ
ۑ㣗ᮦࡢᑠᗑ⾜ࡁࠊࢻ࣮ࢼࢶࡢࢺࢵࣆࣥࢢᮦᩱࢆ㑅ࡧ㉎ධࡍࡿࠋ
ۼዲࡁ࡞ࢻ࣮ࢼࢶࢆ㑅ᢥࡋ࡚㉎ධࡋࡓࡾࠊᮦᩱࢆ㉎ධࡋࡓࡾࡍࡿ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢻ࣮
ࢼࢶ㛵ࡍࡿ⯆㛵ᚰࢆࡉࡽ㧗ࡵࠊࢻ࣮ࢼࢶࢆㄪ⌮ࡍࡿάືࡉࡽయⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

㸷㹦

࠙Ὑ℆࣭ㄪ⌮࣭Ύᤲࢆྜࢃࡏࡓ୍㐃ࡢάືࠚ

㸳

⌮ۑゎࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࠕὙ℆㛵ࡍࡿάືࠖࠕㄪ⌮㛵ࡍࡿάືࠖࠕΎᤲ㛵ࡍࡿά
ືࠖࡢྛάືࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ୍㐃ࡢάືࡋ࡚⾜࠺ࠋ
10㹦
ۑᇶᮏⓗ࡞άືࡢὶࢀࡣኚ࠼ࡎࠊ⏕ᚐࡢᕼᮃࢆᇶㄪ⌮ࡍࡿࢻ࣮ࢼࢶࡢ㸦ࣉ࣮ࣞ
ᮏ7㺃8/10
࣭ࣥࢳࣙࢥ࣭࣐࣮ࣈࣝ㸧ࡸࠊ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢺࢵࣆࣥࢢ㸦ࢳࣙࢥࢳࢵࣉ࣭ࢳࢦࣃ࢘ࢲ
࣮࣭࣮ࣔࣥࢻࢡࣛࣥࢳ࣭ࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜࢳࢵࣉ࣭࣍࣡ࢺࢳࣙࢥ࣭➼㸧ࢆኚ࠼࡚ࠊ
Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࢆάࡏࡿ᪂つせ⣲ࢆຍ࠼ࡓㄪ⌮άືࢆ⾜࠺ࠋ
ۼᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢᨭ࡛ࠊయⓗᙺࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ

ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ

࣭యⓗࠊᐙᗞࡢᙺࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅධࢀ࡞ࡀࡽࠊὙ℆ࠊㄪ⌮ࠊΎᤲ㛵
ࡍࡿ୍㐃ࡢᙺࢆࠊయⓗ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿ࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࣭㑅ᢥࡋࡓᙺࢆࠊゝⴥ࣭ᣦࡉࡋ࣭㌟ࡾ࡞࡛ࠊ┦ᡭ
ศࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸳 ⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
⏕ᚐྡ

༢ඖࢃࡿᐇែ

ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ

࣭⡆༢࡞ゝⴥࡼࡿᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋ࡚⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡦࡽࡀ࡞ࡸ࢝ࢱ࢝ࢼࢆㄞࢇࡔࡾࠊ⤮࣮࢝ࢻ
ࢆぢࡓࡾࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿάືࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ゝⴥ ୍ㄒᩥ ࡸ㌟ࡾࠊᣦࡉࡋ࡛ࠊせồࡸ㑅ᢥ
ࡋࡓࡇࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⡆༢࡞ゝⴥࡼࡿᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡇࡶ࠶
ࡿࡀࠊゝⴥඹᣦࡉࡋࡸ⤮࣮࢝ࢻ࡞ࡢどぬⓗ࡞ᨭ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡇ
ࡀከ࠸ࠋ
࣭⾲ฟࢆಁࡉࢀࡿࠊⓎኌࠊ୧ᡭࢆྜࢃࡏࡿࠊᑐ㇟≀
ᡭࢆఙࡤࡍ࡞ࡼࡗ࡚ࠊせồࡸ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ
┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭᪥ᖖ⏕ά࡛㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ⡆༢࡞ゝⴥࡼࡿᣦ♧ᛂࡌ
࡚ࠊ⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⡆༢࡞ゝⴥࡼࡿ
ᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ15ศ⛬ᗘᙺࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࠋ
࣭Ⓨኌࡸ㌟ࡾࠊᣦࡉࡋ࡛ࠊせồࡸ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ┦ᡭ
ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

A

L

U

ձᨭࢆཷࡅࠊ⮬ศࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋ
࡚⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղാࡁࡅᛂࡌࠊᣵᣜࡸពᛮ⾲♧ࢆࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ձ㞟ᅋࡢ୰࡛ࠊᨭࢆཷࡅ࡚௰㛫࠸ࡗࡋࡻ
άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ࠼ࡽࢀࡓᙺࢆ᭱ᚋ
ࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆࠊᣦᕪࡋࡸࢧ࡛ࣥఏ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ձゝⴥࡅࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᙺࢆ᭱ᚋ
ࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ௰㛫ࡸᨭ⪅୍⥴ࠊ࣮࣭࣐ࣝࣝࢼ࣮ࢆ
Ᏺࡾ࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
⏕ᚐྡ
A
L
U

ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
࣭ゝⴥࡅࡼࡿᨭࢆཷࡅධࢀ࡚ࠊᐙᗞࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศ࡛ᙺࢆ㑅ᢥࡋࠊ㑅ࢇࡔᙺࢆ┦ᡭゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ゝⴥࡅࡸᣦࡉࡋࠊᡭῧ࠼➼ࡢᨭࢆཷࡅධࢀ࡚ࠊᐙᗞࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศ࡛ᙺࢆ㑅ᢥࡋࠊᑐ㇟≀⭎ࢆఙࡤࡋࡓࡾࠊᣦࡉࡋࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊ㑅ࢇࡔᙺࢆ┦ᡭ
ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㞳ࢀࡓሙᡤࡽࡢゝⴥࡅࡼࡿᨭࢆཷࡅධࢀ࡚ࠊᐙᗞࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศ࡛ᙺࢆ㑅ᢥࡋࠊ㑅ࢇࡔᙺࢆࠊ┦ᡭࢆぢ࡞ࡀࡽⓎኌࡸ㌟ࡾ࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸵 ᮏࡢᒎ㛤
㛫


Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ᣦᑟࡢᡭ❧࡚㸧

㸦ᤵᴗ๓ࡢ‽ഛ㸧



࣭ࢺࣞࢆ῭ࡲࡏࡿ
࣭࢚ࣉࣟࣥࠊࣂࣥࢲࢼࠊ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡍࡿ
㸳ศ ࣭'URS7DON㸦92&$ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ጞࡵࡢᣵᣜࢆࡍࡿ ྕ௧㸸㹓 
࣭ᮏࡢάືࢆ▱ࡿ

࣭࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ㈞ࡿ┿࣮࢝ࢻࠊࢸࣞࣅࣔࢽࢱ࣮

ձᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭␚ࡴ࣭ࡋࡲ࠺

ᫎࡍᡭ㡰┿࠸ࡗࡓࠊどぬⓗ࡞ᨭලࢆ⏝࠸࡚

ղᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃ

ᮏࡢάືࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡀෆᐜࢆ⌮ゎ࡛

ճࢻ࣮ࢼࢶࢆࡘࡃࡿ

ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

մࢻ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡿ
յᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃ
նࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ࣡ࣃ࣮࡛ᗋࢆᤲ㝖ࡍࡿ
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10ศ ձᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭␚ࡴ࣭ࡋࡲ࠺

࣭᭱ᑠ㝈ࡢேⓗᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศ

 ࣭ࣆࣥࢳࡽᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ

࡛ᙺࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕᢅ࠺ᕸᕵࡢᯛᩘࠖࠕࣆ

 ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࡛ᕸᕵࢆ␚ࡴ

ࣥࢳࡢᙧ≧ࠖࠕࣁ࣮ࣥ࢞ࡢ㧗ࡉࠖࡢ㸱Ⅼࢆࠊ୍ே

 ࣭ᕸᕵࢆ࢝ࢦࡢ୰ࡋࡲ࠺

୍ேࡢᐇែᛂࡌ࡚タᐃࡍࡿࠋ

࣭άື⠊ᅖࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ୍ே୍ேࡀᢸᙜࡍ
10ศ ղᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃ
 ୍࣭ே୍ேࡀᢸᙜࡍࡿྛࢸ࣮ࣈࣝࢆࠊᣔࡁṧ ࡿࢸ࣮ࣈࣝࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ⤊Ⅼ࢝ࢦࢆ⨨ࡁࠊά
ࡋࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᕸᕵ࡛ᣔࡃ

ືࡢ⤊ࢃࡾࡀศࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

30ศ ճࢻ࣮ࢼࢶࢆࡘࡃࡿ㸦୍ே㸱ಶ⛬ᗘ㸧

࣭ᚲせᛂࡌ࡚ࠊᣦࡉࡋࡸᡭᮏࢆ♧ࡋ࡚ࠊ㑅ᢥάື

 ᡭࢆὙࡗ࡚ᾘẘࡍࡿ

ࡢ⌮ゎࢆಁࡍࠋ

 ∵ங࣭༸࣭◁⢾‽ഛࡢᙺࡽࠊ⮬ศࡢᙺ 
ࢆ㑅ᢥࡋ࡚⾜࠺

࣭ࢻ࣮ࢼࢶࢆࡘࡃࡿάື୰ࡣࠊࡑࡢⅬ࡛⾜࠺ᕥグ

 ྛᮦᩱࢆ࣎࢘ࣝධࢀ࡚ΰࡐࡿ

Ꮫ⩦ෆᐜࡢ┿ࢆࢸࣞࣅࣔࢽࢱ࣮࡛♧ࡋ࡚࠾ࡁࠊ

 ࢺࢵࣆࣥࢢࢆ㑅ࡧࠊჾධࢀࡿ

࠸ࡘ࡛ࡶ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⌧ᅾ⾜࠺άືࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ

㸦ࢳࣙࢥࢳࢵࣉ࣭࣮ࣔࣥࢻࢲࢫ࣭ࣈ࣮ࣝ࣋ࣜ
࣮ࢳࢵࣉ࣭ࢳࢦࣃ࢘ࢲ࣮ ➼㸧

࠺ࡍࡿࠋ


 ⏕ᆅࢆჾධࢀࡿ



 ຍ⇕ᚋࡢࢻ࣮ࢼࢶࢆ㟁Ꮚࣞࣥࢪࡽྲྀࡾฟࡋ 

ࠊ─⛣ࡍ


 ࢻ࣮ࢼࢶࡢ─ࢆ㣗༟㐠ࡪ




Ꮫ⩦άື㸸ࢻ࣮ࢼࢶసࡾࡢࠕ༸࣭∵ங࣭◁⢾ࡢᙺࢆ㑅ࡪάືࠖཬࡧࠕࢺࢵࣆࣥࢢࢆ㑅ࡪάືࠖ
 

ಶே┠ᶆ
ᨭ
ホ౯ࡢほⅬ
⏕ᚐ


㑅ᢥࡋࡓࠕㄪ⌮ࡢᙺࠖࠕࢻ࣮

  ⮬ศࡢ⾜࠸ࡓ࠸ᙺࡸ㑅 ࣭ྛ㑅ᢥ⫥ࢆゝⴥ࡛⏕ᚐఏ࠼࡚
ᢥࡋࡓ≀ࢆࠊ┦ᡭゝⴥ࡛ ࡽࠊ㑅ᢥάືࢆ⾜࠺ࠋ
ࢼࢶࡢࢺࢵࣆࣥࢢࠖࢆࠊࠕ༸ࠖ

 
A ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㌟ࡾࡸᣦࡉࡋ➼࡛ఏ㐩ࡋࡼ࠺
ࠕ∵ஙࠖࠕ࠸ࡕࡈࠖࡢࡼ࠺ࠊ

 
ࡋࡓࡣࠊࠕᡭࢆࡦࡊࡢୖ⨨ࡁ
┦ᡭఏࢃࡿኌࡢࡁࡉ࡛ゝ࠺

 
ࡲࡋࡻ࠺ࠖఏ࠼ࡿࠋ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

⮬ศࡢ⾜࠸ࡓ࠸ᙺࡸ㑅
࣭㑅ᢥࡍࡿពḧࡢ㧗ࡑ࠺࡞ࡁࡣ᭱
㑅ᢥࡋࡓࠕㄪ⌮ࡢᙺࠖࠕࢻ࣮
 

ᢥࡋࡓ≀ࢆࠊᑐ㇟≀⭎ࢆ
ึ㑅ᢥάືࢆ⾜࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞
ࢼࢶࡢࢺࢵࣆࣥࢢࠖࢆࠊᣦࡉࡋ

 
ఙࡤࡋࡓࡾࠊᣦࡉࡋࢆࡋࡓ ࠸ࡁࡣ௰㛫ࡢάືࢆぢࡓᚋ⾜
ࡸ⭎ࢆఙࡤࡍ⾜Ⅽ࡞ࡼࡾᑐ

 
L ࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊ┦ᡭఏ࠼ ࠺ࠋ
㇟≀ࢆ㸯ࡘࡔࡅ♧ࡍࡇ࡛ࠊ┦

  ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㛫ࢆ༑ศಖドࡋ࡚ࡶ㑅ᢥάືࡀ
ᡭศࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡿࡇࡀ

 
ぢࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᑐ㇟ࢆ㸰ࡘ
࡛ࡁࡓࠋ

⤠ࡾࠊ㑅ࡧࡸࡍࡃࡍࡿࠋ
 

  ⮬ศࡢ⾜࠸ࡓ࠸ᙺࡸ㑅 ࣭㑅ᢥάືࢆࡍࡿ๓ࠕ㑅ࢇࡔࡽඛ 㑅ᢥࡋࡓࠕㄪ⌮ࡢᙺࠖࠕࢻ࣮

ᢥࡋࡓ≀ࢆࠊ┦ᡭࢆぢ࡞ࡀ ⏕ࢆぢ࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠊゝ
ࢼࢶࡢࢺࢵࣆࣥࢢࠖࢆࠊⓎኌࡸ
 
ࡽࠊⓎኌࡸᣦࡉࡋࠊ㌟ࡾ ⴥ㌟ࡾ࡛ఏ࠼ࡿࠋ
ᣦࡉࡋࠊ㌟ࡾ࡞ࡼࡾࠊ┦

 
U ࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࣭┦ᡭࢆぢ࡞࠸࡛㑅ᢥάືࢆࡋࡓ ᡭࡢ㢦ࢆぢ࡞ࡀࡽఏ࠼ࡿࡇࡀ
 

ࡁࡣᛂࢆ♧ࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ┦
࡛ࡁࡓࠋ
ᡭࢆぢ࡚㑅ᢥάື࡛ࡁࡓࡁ༶
 

ホ౯ࢆࡍࡿࠋ
 







 㟁Ꮚࣞࣥࢪ࡛⛊ຍ⇕ࡍࡿ
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ศ

ศ

ศ



մࢻ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡿ

յᕸᕵ࡛ࢸ࣮ࣈࣝࢆᣔࡃ

նࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ࣡ࣃ࣮࡛ᗋࢆᤲ㝖ࡍࡿ







࣭Ꮫ⩦άືղྠᵝࡢᡭࡔ࡚ࢆ⾜࠺

࣭Ύᤲ⠊ᅖࢆࠕᮘࡢ࿘ᅇࠖタᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊάື
ෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

࣭Ύᤲ㛫 㸳ศ ࡢࢱ࣒ࢱ࣐࣮ࢆࢸࣞࣅࣔࢽࢱ
࣮࡛⾲♧ࡋࠊάືࡢ⤊ࢃࡾࡀศࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ









Ꮫ⩦άື㸸ࠕὙ℆㛵ࡍࡿάື㸦ྲྀࡾ㎸ࡴ࣭ࡓࡓࡴ࣭ᖸࡍ࣭ᣔࡃ㸧ࠖཬࡧࠕΎᤲάືࠖ

⏕ᚐ
ಶே┠ᶆ
ᨭ
ホ౯ࡢほⅬ

ゝⴥࡅࡼࡿᨭࢆཷ ࣭ゝⴥࡅࡼࡿᨭࢆ⾜࠺㝿 ᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭␚ࡴ࣭ࡋࡲ࠺࣭ᣔࡃ

ࡅධࢀ࡚ࠊὙ℆Ύᤲ ࡣࠊྡ๓ࢆࢇࡔࡾࠕࡇࡕࡽ άືࠊᗋΎᤲࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᣦࡉ

㛵ࡍࡿᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⾜ ࢆྥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞ఏ ࡋࡸᡭᮏࠊᡭῧ࠼ࡢᨭࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠼ࡓࡾࡋ࡚ࠊど⥺ࢆྜࢃࡏ࡚ ゝⴥࡅࡢࡳࡢᨭ࡛᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇ
A
ࡽ➃ⓗఏ࠼ࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ゝⴥࡅࢆࡋࡓᚋࡣࠊ⮬ศ࡛
⪃࠼࡚⾜ື⛣ࡍࡲ࡛ࡢ㛫
ࢆ༑ศಖドࡍࡿࠋ
ᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭␚ࡴ࣭ࡋࡲ࠺࣭ᣔࡃ
 ゝⴥࡅࡸᣦࡉࡋࡢᨭ ࣭ពḧⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿጼࡀ

άືࠊᗋΎᤲࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡭᮏ
 ࢆཷࡅධࢀ࡞ࡀࡽࠊὙ℆ ぢࡽࢀࡿሙྜࡣࠊከᑡṇ☜ࡉ

L Ύᤲ㛵ࡍࡿᙺࢆ᭱ ㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡿሙྜࡶࠊᮏ ࡸᡭῧ࠼ࡢᨭࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊゝⴥ


ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ ࡛ࡣయᛶࢆㄆࡵ⛠㈶ࡋ࡚ ࡅᣦࡉࡋࡢᨭ࡛᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇ
 ࡿࠋ

࠸ࡃࠋ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 㞳ࢀࡓሙᡤࡽࡢゝⴥ ࣭㞳ࢀࡓሙᡤࡽゝⴥࡅࢆࡋ

ᕸᕵࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࣭␚ࡴ࣭ࡋࡲ࠺࣭ᣔࡃ
άືࠊᗋΎᤲࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᣦࡉ
 ࡅࡼࡿᨭࢆཷࡅධࢀ ࡚ᙺࢆ㐙⾜࡛ࡁ࡞࠸ࡁ

ࡋࡸᡭᮏࠊᡭῧ࠼ࡢᨭࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ
 ࡚ࠊὙ℆Ύᤲ㛵ࡍࡿ ࡣࠊ୍ᗘྡ๓ࢆࢇ࡛ὀពࢆ

U ᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇ ಁࡋ࡚ࡽࠊᗘゝⴥࡅ ࠊ㸰㹫⛬ᗘ㞳ࢀࡓሙᡤࡽࡢゝⴥࡅ


ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡼࡿᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ࡼࡿᨭ࡛᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛


ࡁࡓࠋ






㸳ศ ࣭ᮏࡢάືࢆࡾ㏉ࡿ
࣭࠾ࢃࡾࡢᣵᣜࢆࡍࡿ ྕ௧㸸㹓 
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㸶 ഛ⪃
㸦㸯㸧㓄⨨ᅗ㸦ࡋ࠸ࡢࡁࣁ࢘ࢫ ㄪ⌮ᐊ㸧


ධࡾཱྀ

                              

        㺬㺺㺐㺢㺬㺼㺎㺢㺼         㹒㹔 

             
7


㹓ࡢ
㺸㺻㺚㺼 7

ྎࡩࡁ
㹓 㹊 㸿
ࢸ࣮ࣈࣝ





㸿ࡢ
㺸㺻㺚㺼

ྎࡩࡁ
㹊ࡢ
ࢸ࣮ࣈࣝ
ྎࡩࡁ

࣭
ࢸ࣮ࣈࣝ

ㄪ⌮
ࢸ࣮ࣈࣝ











㸦㸰㸧ᩍᮦᩍල ➼
࣭࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ࣭ࢸࣞࣅࣔࢽࢱ࣮࣭ࣃࢯࢥ࣭ࣥL3DG࣭㟁Ꮚࣞࣥࢪ࣭ࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ࣡ࣃ࣮
࣭ࢩࣥࢢࣝࣁ࣮࣭ࣥ࢞ゅᙧࣁ࣮࣭ࣥ࢞ᕸᕵ࣭ᕸᕵࢆධࢀࡿ࢝ࢦ࣭༟ୖࢦ࣑⟽࣭ࢻ࣮ࢼࢶ࣓࣮࣮࢝
  ࣭࣭࣎࢘ࣝἻ❧࡚ჾ࣭ィ㔞࢝ࢵࣉ࣭─࣭ᑠ─࣭ࢺࢵࣆࣥࢢჾ࣭ࢫࣉ࣮࣭ࣥἜᘬࡁ
  ࣭࣍ࢵࢺࢣ࣮࣑࢟ࢵࢡࢫ࣭∵ங࣭◁⢾࣭༸࣭ࢺࢵࣆࣥࢢᮦᩱ
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㧗➼㒊㸱ᖺ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ Ꮫ⩦ᣦᑟ

᪥ 
    
ሙ ᡤ
ᤵᴗ⪅
ᣦᑟ⪅







ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ࠐ㸧  
➨㸯ᰯ 㸷㸸㹼㸸  
㧗➼㒊㸱ᖺᩍᐊ         
ۑۑۑۑ㸦7㸧ۑۑۑۑ㸦7㸧 
ۑۑۑۑᩍㅍ ࠐࠐࠐࠐᩍㅍ   


㸯 ༢ඖྡ ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ࢫ࣮ࢶࢆ㣗ࡼ࠺ࠖ

㸰 ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤
ᮏᏛ⣭ࡣࠊ⏨Ꮚ㸳ྡࠊዪᏊ㸱ྡࡢィ㸶ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖࢆ㞀ᐖࡋࠊ⮬㛢ⓗഴྥࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ
ࡀ㸳ྡࠊࢲ࢘ࣥೃ⩌ࡢ⏕ᚐࡀ㸰ྡ࠸ࡿࠋㄆ▱㠃㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⡆༢࡞ゝⴥࡼࡿᣦ♧ࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࡸ
せồࢆ࠶ࡿ⛬ᗘゝⴥ࡛ఏ㐩࡛ࡁࡿ⏕ᚐ㸳ྡࡢ⏕ᚐࠊゝⴥຍ࠼࡚どぬⓗ࡞ᨭࢆཷࡅࡿࡇ࡛⌮ゎࡀࡁࡃ㐍
ࡳࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࡸせồࢆⓎኌࡸᣦࡉࡋ࡛ఏ࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ㸱ྡࡢ⏕ᚐ࡛ࠊࡁࡃ㸰ᴟࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ
ᮏᏛ⣭ࡢ≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸳ྡࡢ⏕ᚐ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡞⏕ά㛵ࡍࡿ≀ᑐࡋ࡚⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ⪅⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊᮃࡲࡋ࠸᪉ἲ࡛ఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸱ྡࡢ⏕ᚐ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⯆㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡇ㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ศࡢពᚿࢆ⾲ฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ័ࢀ࡞࠸≀
ᑐࡋ࡚⮬ᕫ㑅ᢥࢆࡋࡓࡾࠊ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ┦ᡭఏ࠼ࡼ࠺ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ♫ᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬㛢
ⓗഴྥࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ㸳ྡࡣࠊ⮬ศࡽ௰㛫ാࡁࡅ࡚ඹάືࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊ௰㛫ࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊ
ㄏ࠸ࡅᛂࡌࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽඹάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡀከ࠸ࠋࡋࡋࠊ௰㛫ࡢせồࡸពぢࢆཷࡅධࢀࡿࡇ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ㛵ࢃࡾ᪉ࡀ୍᪉ⓗ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋ࡚௰㛫ඹάືཧຍࡍࡿࡇ
ࡀ㞴ࡋࡗࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿࠋୖグࡢᐇែࡼࡾࠊᮏᏛ⣭ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕ⮬ศࡢຊࢆⓎࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴ
ᐃࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࠖࠕ୰㛫༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊඹ㞟ᅋάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ࠖ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ᮏ༢ඖ࡛ࡣࠊࢫ࣮ࢶࢆ㢟ᮦࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊୖグㄢ㢟㏕ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋᮏᏛ⣭ࡢ⏕ᚐࡣඹ㏻ࡋ࡚ࠊ㣗
≀㛵ࡋ࡚⯆㛵ᚰࡀ࠶ࡾࠊ≉ࢫ࣮ࢶᑐࡋ࡚ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࢫ࣮ࢶࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ⾜࠺ୖ࡛㌟㏆
Ꮡᅾࡍࡿぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ㣗ᮦ࡛࠶ࡿྠࠊከࡃࡢᗑ⯒ࡸᵝࠎ࡞✀㢮ࡀᏑᅾࡋࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࡍࡿࡇ
ࢆᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬ศ࡛㑅ᢥࡋ࡚Ỵᐃࡋࡓࢫ࣮ࢶࡸᗑ⯒ࢆࠊ✚ᴟⓗ௰㛫Ⓨ⾲ࡋ࡞ࡀࡽά
ືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࠊࢫ࣮ࢶࢆ㢟ᮦࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ༢ඖ࡛ࡣࠊ௰㛫ඹ᪥㐍⏫
ࢆ᥈⣴ࡋ࡚ᆅᇦࡢᵝࠎ࡞タࡢ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋࡓࡾࠊᐇ㝿ࢫ࣮ࢶࢆ㣗ᆅᇦࡢタࢆ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿάື
ࢆ⾜࠺ࠋ௰㛫୍⥴୍ࡘࡢ࣐ࢵࣉࢆసࡾୖࡆࡓࡾࠊ᥈⣴ࡍࡿᗑࢆỴࡵࡓࡾࠊඹ㣗ࡋࡓࡾࡍࡿ୰࡛ࠊ௰㛫
┦ㄯࡋྜࡗࡓࡾ༠ຊࡋࡓࡾࡍࡿᶵࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋୖグࡢࡇࡽࠊᮏᏛ⣭ࡢㄢ㢟ࡏࡲࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
⪃࠼ࠊᮏ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊ⏕ᚐࡀࢫ࣮ࢶࢆ㣗ࡓ࠸࠸࠺ືᶵࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢫ࣮ࢶࡢ┿ࢆ
ࡓࡃࡉࢇ⏝ពࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡾࠊᮏ≀ࡢࢣ࣮࢟ࢆᐇ㝿㣗ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࡾࡍࡿᕤኵࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽࠊ⏕ᚐ
ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕ୰㛫༠ຊࠖࡍࡿࡇࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗑ⯒ࢆㄪࡿ㝿ศࡽ࡞࠸ࡁࡣࠊࠕࡔࡕ┦
ㄯࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖࠊ௰㛫༠ຊࡍࡿࡇࢆಁࡍሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠋ୍ࡘ୍ࡘࡢࢣ࣮࢟ࡢ㐪࠸ࡀศࡿࡼ࠺ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࢣ࣮࢟ࡢᣑ┿ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊࡑࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊⓎㄒࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡣ⮬ศࡢ㑅ᢥࡋࡓ
ࡇࢆලయⓗⓎ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺ゝⴥࡅࢆࡋࠊⓎㄒࡀ↓࠸⏕ᚐࡣ┿ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛⮬ศࡢពぢࢆⓎ⾲࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋᰯእᏛ⩦࡛ࡣࠊ௰㛫ඹᆅᇦࡢタࢆ⏝ࡋࠊ୍ே୍ேࡀ㈙࠸≀ࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࡳࢇ࡞࡛
ぢࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ௰㛫ࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௰㛫ඹᆅᇦࡢタࢆ⏝ࡋ࡚ࢫ࣮ࢶࢆ㣗࠸ࡃ࡞ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑗ᮶⮬ศࡓ
ࡕࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢタࢆࠊ⮬ศࡢពᚿ࡛㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡋ࡞ࡀࡽ✚ᴟⓗά⏝ࡋࡓࡾࠊ௰㛫ࡸᨭ⪅ඹᚰᆅ
ࡼࡃ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㸱 ᣦᑟィ⏬㸦⥲㛫ᩘ㸲㛫㸧
ḟ
࡞Ꮫ⩦άື࣭ෆᐜ
㛫
࣭⏕ᚐࡢ㌟㏆࡞ᆅᇦ㈨※ࡣࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣮ࢶࡀ࠶ࡿࡢࢆ▱ࡿࠋ
1㹦㸦ᮏ㸯/㸲㸧
㸯 ࣭⏕ᚐࡢ㌟㏆࠶ࡿࢫ࣮ࢶ㛵ࡍࡿᆅᇦ㈨※ࢆㄪࠊ⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ 
ᛮ࠺ᗑ⯒ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦ㈨※࡛࠶ࡿۑۑࡢڹڹڹᐙࡘ࠸࡚▱ࡿࠋࡲࡓ⮬ศࡓࡕࡢఫ
1㹦
ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾࠊవᬤ⏕ά࡛⏝࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡿࠋ
㸰
࣭ۑۑᐙࡢࢫ࣮ࢶࡣࢇ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢࢫ࣮ࢶࡢ୰
ࡽ⮬ศࡢ㣗ࡓ࠸ᛮ࠺ࢫ࣮ࢶࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
࣭タࡢ⏝᪉ἲࢆᏛࡪࠋ
㸰㹦
㸱
࣭ᰯእᏛ⩦࡛ᐇ㝿⮬ศࡢ㑅ᢥࡋࡓࢫ࣮ࢶࢆ㣗⾜ࡃࠋ



㸲 ඹ㏻┠ᶆ
ᮏ༢ඖࡢඹ㏻┠ᶆ
ᮏࡢඹ㏻┠ᶆ
࣭⮬ศࡢຊࢆⓎࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢタࢆㄪࡓࡾࠊ ࣭ࢫ࣮ࢶ⯆ࢆᣢࡕࠊ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࢫ࣮ࢶࢆ㑅
⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭௰㛫༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢタࢆㄪࡓࡾࠊ⏝ ࣭ࢫ࣮ࢶࢆ㣗⾜ࡃࡓࡵࡿ࠶ڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪ
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠊ௰㛫ヰࡋ࠶࠸࡞ࡀࡽᐇ㝿⾜ࡃᗑ⯒ࢆỴࡵࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



㸳 ⏕ᚐࡢᐇែཬࡧᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
⏕ᚐྡ
༢ඖࢃࡿᐇែ
ᖺ㛫ᣦᑟ┠ᶆ
࣭⮬ศࡢ⯆ࡸ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆᣦᕪࡋ࡞࡛㑅ᢥ ࣭⮬ศࡢᙺࢆࠊṆࡲࡽࡎ᭱ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Q
࣭⮬ศࡢពᛮࢆࠊᣦᕪࡋ࡞࡛┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ ࣭ሗ࿌࣭┦ㄯࡸࠊ⮬ศࡢពᛮ࣭せồࢆ┦ᡭఏ
࡛ࡁࡿࠋ
ࢃࡿࡼ࠺⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭Ⓨၥᑐࡋ࡚ỿ㯲ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ⯆ ࣭࠼ࡽࢀࡓᙺࢆᡭ᪩ࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡇ㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ࡽᣲᡭࢆࡋ࡚ࠊ⮬ศ ࣭࿘ࡾࡢேࡢ㓄៖ࢆࡋ࡞ࡀࡽᙺࢆ⾜࠺ࡇ
R
ࡢពぢࡑࡢ⌮⏤ࢆ㏙ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࿘ࡾࡢேࡢẼ㐵࠸ࢆࡋ࡞ࡀࡽ௰㛫ࡶάື ࣭┦ᡭࡢⓎၥᑐࡋࠊࡍࡄ㏉⟅ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡁࡿࠋ
࣭Ⓨၥᑐࡋ࡚ỿ㯲ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ⮬ศ ࣭ᅔࡗࡓࡁ⮬ศࡽ┦ㄯࡋ࡚ࠊάືྲྀࡾ
ࡢ⯆ࡸ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡶࡢᑐࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗⓎゝ ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
S
ࢆࡋࡓࡾάືཧຍࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࣭ᣦ♧ᛂࡌ࡚ࠊ㞟ᅋࡢ୰࡛άືࡍࡿࡇࡀ࡛
࣭࿘ࡾࡢேࡢẼ㐵࠸ࢆࡋࡓࡾࠊ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ ࡁࡿࠋ
ࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭Ⓨゝࡢ㝿ኌࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ㐺ษ࡞ሙ㠃࡛ ࣭㐺ษ࡞ࠕሙᡤࠖࠕኌࡢࡁࡉࠖࠕ᪉ἲࠖࠕෆ
ࡶពぢࢆゝࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊ⮬ศࡢពぢ ᐜ࡛ࠖ┦ㄯࢆࡋࠊゎỴࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢᙺࢆ᭱
ࡸࡑࡢ⌮⏤ࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡞ࠊ✚ᴟⓗάືཧຍ ᚋࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
T
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋ࡚ࠊ࣐ࢼ࣮ࢆᏲࡗࡓゝ
࣭┦ᡭࡢⓎゝࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊⓎ⾲ࢆぢࡓࡾࡍࡿࡇࡀ ືࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㞴ࡋ࠸ࡇࡶከ࠸ࡀࠊ⮬ศࡢ⯆ࡸ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡇ
ࢆ✚ᴟⓗ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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U

V

W

X

࣭⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ศࡢ⯆ࡸ㛵ᚰࡢ
࠶ࡿࡶࡢࢆᣦࡉࡋ࡞࡛㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭┦ᡭࢆぢ࡚㛵ࢃࡾࢆཷࡅධࢀ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴άື
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢせồࡸ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ
࡛ࡁࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
࣭௰㛫ㄏ࠸ࡅࠊ୍⥴άືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ゝⴥࡀࡅࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ
࡛⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭௰㛫ࡸᨭ⪅୍⥴ࠊ࣮࣭࣐ࣝࣝࢼ࣮ࢆᏲ
ࡾ࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢᙺࢆ᭱ᚋࡲ࡛ᡭ᪩ࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
࣭㞟ᅋάືࡢ୰࡛ࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ┦ᡭࡢせồࢆཷࡅධࢀࡓࡾࠊ⮬ศࡢ⪃࠼
ࡸせồࡢ⌮⏤ࢆ┦ᡭఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢせồࡸ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡣ ࣭ᅔࡗࡓࡁ⮬ศࡽ┦ㄯࡋ࡚ࠊᙺࢆ⾜࠺
ⱞᡭ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬ศ࡛⪃࠼ࡿ㛫ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡛ࠊࠕࢃࡾࡲࡏࢇࠖ࡞┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ ࣭┦ᡭࢆ᭱ᚋࡲ࡛ぢ࡚ヰࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡛ࡁࡿࠋ
࣭័ࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡸ⮬ಙࡢ࠶ࡿሙ㠃࡛ࡣࠊ┦ᡭࡢ㢦
ࢆぢ࡚ヰࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
࣭ࡦࡽࡀ࡞ࢆㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆࠊ༢ ࣭ṇ☜࡞᧯సࢆࡋ࡞ࡀࡽάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
ㄒࡸㄒᩥ࡛┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡛ࡁࡿࠋ
࣭┿ࡸື⏬࡞ࡢどぬⓗ࡞ሗࡼࡾ⌮ゎࡀࡍࡍ ࣭Ẽᣢࡕࢆㄪᩚࡋࠊ㞟ᅋࡢάືྜࢃࡏ࡚⾜ື
ࡳࠊ⯆㛵ᚰࡢ࠶ࡿάື㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㞟ᅋࡢάື ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ྜࢃࡏཱྀ࡚⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ




㸴 ಶே┠ᶆ㸦ᮏࡢಶே┠ᶆࡣࠊࠕ㸵ࠖᒎ㛤グ㍕㸧
⏕ᚐྡ
ᮏ༢ඖࡢಶே┠ᶆ
࣭ᣦᕪࡋࡸⓎኌ࡛⮬ศࡢពᛮࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Q
࣭⮬ศࡢពᛮࢆ┦ᡭఏ࠼࡞ࡀࡽࠊ௰㛫ඹάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭┦ᡭࡢⓎၥᑐࡋࠊ⮬ศࡢពぢࢆࡍࡄ⟅࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
R
࣭௰㛫༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢタࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᅔࡗࡓࡁ┦ㄯࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊㄪᏛ⩦ࡸⓎ⾲άື࡞ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
S
࣭௰㛫ඹ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴ᆅᇦࡢタࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㐺ษ࡞ࠕኌࡢࡁࡉࠖࠕ᪉ἲ࡛ࠖ┦ㄯࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
T
࣭௰㛫ࡢពぢࢆぢ࡚ࠊពぢࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ௰㛫ඹάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᣦᕪࡋࡸ༢ㄒࡢ㢌ᩥᏐ࡛㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
U
࣭⮬ศࡢពᛮࢆࠊ┦ᡭࡢ㢦ࢆぢ࡞ࡀࡽᣦᕪࡋ࡞࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡽពぢࡸࡑࡢ⌮⏤ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
V
࣭௰㛫ࡢពぢࢆ⪺࠸࡚ࠊ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽάືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢពぢࡸࡑࡢ⌮⏤ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
W
࣭┦ᡭࡢ㢦ࢆ୍ᗘࡣぢ࡞ࡀࡽⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ศࡢពᛮࢆ㑅ᢥࡋࠊ༢ㄒࡸㄒᩥ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
X
࣭௰㛫ඹάືཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸵 ᮏࡢᒎ㛤
㛫

Ꮫ⩦άື

ᩍဨࡢືࡁ㸦ۑ㸧 ᨭ㸦࣭㸧

15ศ ࠐࢫ࣮ࢶࡘ࠸࡚▱ࡾࠊࢫ࣮ࢶࢆ㣗
⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺ືᶵࢆ㧗ࡵࡿࠋ
㸦㸯㸧⏬ീࢆぢ࡚ࠊࢫ࣮ࢶࡣᵝࠎ࡞ ࣭ࢫ࣮ࢶࢆ㣗⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺ືᶵࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊࢫ
✀㢮ࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡿࠋ
࣮ࢶࡣⳫᏊὒⳫᏊࡀ࠶ࡾࠊࡓࡃࡉࢇࡢ✀㢮ࡽ㑅ࡪ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆఏ࠼ࡿࠋ



࣭ࢫ࣮ࢶࢆࡼࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣉࣜࣥࠊࢻ࣮ࢼࢶࠊࢡࣞ
࣮ࣉࠊࢫࠊᅋᏊࠊࢣ࣮࢟࡞ࡢ⏬ീࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
࣭᪥㐍⏫ࡣࢫ࣮ࢶࡢ࠾ᗑࡀⰍࠎ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡿࡓࡵࠊ
ୖグࡢࢫ࣮ࢶࡀ㣗ࡽࢀࡿ᪥㐍⏫ࡢ࠾ᗑࢆ⏬ീ୍⥴
ᥦ♧ࡍࡿࠋ


㸦㸰㸧᪥㐍࣐ࢵࣉࠊࢫ࣮ࢶࡢ㸱ࡘࡢ ࣭ᵝࠎ࡞ᗑ⯒ࡢࢩ࣮ࣝࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡿ᪥㐍࣐ࢵࣉ࠾࠸࡚ࠊۑ
ᗑ⯒ࡢࢩ࣮ࣝ㸦㉥Ⰽ㸧ࢆ㈞ࡾࠊࢫ ۑᒇ㸦ࡔࢇࡈ㸧ࠊ࢙ࣇ࢝ۑۑۑ㸦ࣉࣜࣥ㸧ࠊۑۑۑ㸦ࢡࣞ
࣮ࢶࡢ࠾ᗑࢆ࣐ࢵࣉ㏣ຍࡍ
࣮ࣉࠊࢣ࣮࢟ࠊࢫࠊࢻ࣮ࢼࢶ㸧ࡢ୕ᗑ⯒ࡀࢫ࣮ࢶࡢ
ࡿࠋ
ᗑ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࠊᮇᚅࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺ࠊࡲ࡛⏝
ࡋ࡚࠸࡞࠸㉥Ⰽࡢࢩ࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿࡶࠊࢫ࣮ࢶࡣ
㉥Ⰽ࡛࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡿࠋ
࣭タࢆ⏝ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ⏕ᚐࡀᆅᅗୖ࡛ᗑ⯒ࡢ
⨨ࡀศࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⏕ᚐ⮬ࡽࡑࡢሙᡤࢩ࣮ࣝࢆ㈞
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋㄡࡶሙᡤࡀศࡽ࡞࠸ᗑ⯒㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑡ
ࡋࡎࡘᡭࡀࡾࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕ᚐࡀ㈞ࢀࡿࡼ࠺ᨭ
ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ᐇ㝿ಟᏛ᪑⾜࡛㣗ࡓࢣ࣮࢟ ࣭ࠕࢫ࣮ࢶࢆ㑅ᢥࡍࡿάືࠖࡢពḧࡸ⯆㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ
ࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾࠊࢣ࣮࢟ࡢᐇ
ࡓࡵࠊಟᏛ᪑⾜࡛㣗ࡓࢣ࣮࢟ࢭࢵࢺࡢ┿ࢆ࣍࣡ࢺ࣎
≀ࢆᥦ♧ࡋࠊᐇ㝿㣗ࡿࠋ
࣮ࢻᥦ♧ࡋࠊࠕఱࢆ㑅ࡧࡲࡋࡓࠖࠕࢇࡉۑۑ㸦ۑۑඛ

⏕㸧ࡣఱࢆ㣗ࡲࡋࡓࠖ࡞ࡢၥ࠸ࡅࢆࡍࡿࠋ


࣭ࢫ࣮ࢶࢆ㣗⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺ືᶵࢆࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࠊᐇ≀ࡢࢣ࣮࢟ࢆᥦ♧ࡋࠊဨ࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗ࡿࠋ
࣭㌟㏆ࢣ࣮࢟ࢆ㣗ࡽࢀࡿタࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡿࡓࡵࠊ
㣗ࡓࢣ࣮࢟ࡣ⏕ᚐࡀ㢖⦾⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡛ڹڹڹ㈙ࡗࡓ
ࢣ࣮࡛࢟࠶ࡿࡇࢆఏ࠼ࠊᮏࡣࡢ࡚࠸ࡘڹڹڹㄪᏛ
⩦ࢆࡍࡿࡇࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
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22ศ ࠐࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࠊᐇ㝿⾜ࡃ࠾ᗑ
ࢆỴࡵࡿࠋ
㸦㸯㸧ձ㹼ոࡢࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࠊࢫ ࣭ά⏝࡛ࡁࡿࡢڹڹڹᗑ⯒ࠊ≉ࢫ࣮ࢶ㛵ࡍࡿᗑ⯒ࢆ▱
࣮ࢶࡀ㣗ࡽࢀࡿᗑࢆぢࡘࡅ
ࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢ⏕ᚐࡢ⏕ά࠾࠸࡚⏝࡛ࡁࡿ
ࡿࠋ
ᛮࢃࢀࡿࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆ㸶ᗑ⯒ࣆࢵࢡࢵࣉࡋ࡚ࠊᗑ⯒
ྡእほࡢࡳࡢ⏬ീࢆᐇ㝿ࡢᗑ⯒ࡢ㓄⨨ᚑࡗ࡚㯮ᯈᥦ
ձۑۑᐙ
♧ࡍࡿࠋ
ղࢶࢼ࣮ࢻۑۑۑ
ճ࢙ࣇ࢝ۑۑۑ
࣭⏬ീࡣ୍ᯛ┠ࢆᗑ⯒ࡢእほᗑ⯒ྡࠊᯛ┠࣓࣓ࣥࢽ
մ࣒࣮ࣜࢡࢫۑۑۑ
࣮ࣗ㸦㸸ࢩ࣮ࣙࢺࢣ࣮࢟㸧ࡢ┿ࢆ㸯ࢭࢵࢺࡋ࡚㏱᫂
յ࢝ࣇ࢙ۑۑۑ
࡞ࢣ࣮ࢫධࢀ࡚㈞ࡿࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡀࡑࢀࡒࢀࡢᗑ⯒࡛㣗
նۑۑᑑྖ
ࡽࢀࡿࡶࡢࢆㄪࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
շ࣓࣮ࣥࣛۑۑ
ոࢇ࠺ۑۑۑ
୍࣭ே୍ேࡢ⏕ᚐࡀ㑅ᢥࡋࡓᗑ⯒ࡘ࠸࡚ࠊᗑ⯒እほᗑ⯒
ࡢ㣗ࡢᯛࡢ⏬ീࢆぢẚࡿ㛫ࢆಖ㞀ࡋࠊྛᗑ⯒ࡀࠕ
ࢫ࣮ࢶࡢᗑࠖࠕࢫ࣮ࢶ௨እࡢᗑࠖࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ





࣭ࢫ࣮ࢶࡢᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάືࡀ㞴ࡋ࠸⏕ᚐࡣࠊࡢࡼ࠺
࡞ᗑ⯒⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᗑ⯒ࡢ≉ᚩࢆゝⴥࡸ㌟
ࡾ࡞࡛ఏ࠼ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊࠕࡳࢇ࡞┦ㄯ
ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖಁࡋࠊ㐩ࡢពぢࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘۑۑۑ࢙ࣇ࢝ۑ௨๓ဨ࡛ぢ࡚ㄪࡓᗑ࡛࠶
ࡿࡇࠖࠕᅇࡣ᪂ࡋ࠸ᗑ࡛᪂ࡋ࠸ࢫ࣮ࢶࢆㄪ࡚ḧࡋ
࠸ࡇࠖࢆఏ࠼࡚ࠊ㑅ᢥ⫥ࡽእࡍࠋ

㸦㸰㸧⮬ศࡀ୍␒⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆձ㹼մ ࣭࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ㈞ࡽࢀࡓᗑ⯒ࡢ୍ぴࡽࠊ⮬ศࡀ୍␒⾜
ࡽ㑅ࡪࠋ
ࡁࡓ࠸࠾ᗑࢆဨࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ୍ேࡎࡘ⏕ᚐࢆᣦ
ྡࡋࠊⓎ⾲ࡶࡋࡃࡣᣦࡉࡋ࡛ពᚿࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡲ
ձۑۑᐙ
ࡓࠊ⏕ᚐࡀ⮬ศࡢ௰㛫ࡢ㑅ࢇࡔᗑ⯒ࢆࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ղࢶࢼ࣮ࢻۑۑۑ
ࡿࡼ࠺ࠊ㑅ࢇࡔᗑ⯒⏕ᚐࡢ㢦┿ࢆ㈞ࡾࡘࡅࡿࠋ
ճ࢙ࣇ࢝ۑۑۑ

մ࣒࣮ࣜࢡࢫۑۑۑ
࣭ྛᗑ⯒࡛㣗ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࢫ࣮ࢶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆಁ
㐍ࡋࠊ㣗ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢືᶵࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ࠾ᗑࡢ
ྡ๓ࡸእほࡶࠊ࠾ᗑ࡛ᐇ㝿㣗ࡽࢀࡿࢫ࣮ࢶࡢ
┿ࢆ㈞ࡿࠋ

࣭Ⓨ⾲ࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡑࡢ࠾ᗑࢆ㑅ࢇࡔࡢ⌮
⏤ࢆᑜࡡࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢពぢࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿඹࠊ௰㛫ඹឤࡋ࡞ࡀࡽάື࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ

࣭Ⓨㄒࡀ࡞࠸⏕ᚐࡣ⮬ศࡀ㑅ᢥࡋࡓࡇࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ๓ฟ࡚ᣦࡉࡋ࡛㑅ࡪࡼ࠺ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊ㸯ே㸰ᅇࡢ㑅ᢥάືࢆಖ㞀ࡋࠊ㸰ᅇࡢ㑅ᢥάື࡛␗
࡞ࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇࡔሙྜࡣ㑅ᢥ⫥ࢆῶࡽࡋࠊᮏேࡢពᚿࡀṇ
☜ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
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㹏  ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື

࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆࠊᣦࡉࡋ࡞࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάື

ᨭ

࣭⮬ศࡢពᛮࢆᣦࡉࡋ࡞࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࡢ๓❧
ࡗ࡚ࠊ୍ᗘ࡚ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆぢ࡚ࡽ㑅ᢥάືࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢពᛮࢆṇ☜ᫎࡍࡿࡓࡵࠊ㑅ᢥάືࢆ㸰ᅇಖ㞀ࡋࠊ␗࡞ࡿ≀ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡓሙྜࡣ㑅ᢥ⫥ࢆῶࡽࡋ࡚ᗘ㑅ᢥάືࢆ⾜࠺ࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭⏬ീࢆぢ࡞ࡀࡽᣦࡉࡋ࡞࡛㑅ᢥࢆࡋ࡚ࠊ㑅ᢥᚋ┦ᡭࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㹐 ಶே┠ᶆ
࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࡑࡢ⌮⏤ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭┦ᡭࡢⓎၥᑐࡋࠊࡍࡄ㏉⟅ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⩦άື

࣭⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάື
࣭ࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࡿάື

ᨭ

࣭⮬ศࡢពぢࢆゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦྡࡼࡿⓎ⾲ࡢᶵࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊᑡࡋ⪃࠼ࡿ㛫ࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿᡭᮏࢆ♧ࡍࠋ
࣭Ⓨ⾲ࡢ㝿ỿ㯲ࡀ⥆࠸ࡓሙྜࡣࠊᣦᢡࡾ࢝࢘ࣥࢺࢆぢࡏࡿࡇ࡛ỿ㯲ࡋ࡚࠸ࡿ≧
ែ࡛࠶ࡿࡇࢆẼ࡙ࡏࠊ⮬ศࡽࠕศࡾࡲࡏࢇࠖ࡞ゝ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆࠊලయⓗ࡞ྡ⛠ࡸẼᣢࡕ࡞ࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ᣦྡࡉࢀࡓࡁ⛊௨ෆ⮬ศࡢពぢࢆ㏙ࡓࡾࠊࠕศࡾࡲࡏࢇࠖ㏙ࡓ
ࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㹑 ಶே┠ᶆ
࣭ᅔࡗࡓࡁ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽࠊࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࡿ࡞ࡢάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⩦άື

࣭ࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࡿάື

ᨭ

࣭ࠕᰤᒇࡢሙᡤࡣࡇ࡛ࡍࠖࡢࡼ࠺ᑡࡋ㞴ࡋ࠸Ⓨၥࢆࡋࠊࠕศࡾࡲࡏࢇࠊᩍ
࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡸࠕࣄࣥࢺࢆࡃࡔࡉ࠸ࠖゝ࠼ࡿࡼ࠺ࠊゝ࠸᪉ࡢᡭᮏࢆ♧ࡍࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭ࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࡿάື࡛Ⓨၥࢆࡉࢀࡓ㝿ࠊࠕศࡾࡲࡏࢇࠊᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠖࠕࣄࣥࢺࢆࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞ࡢゝⴥࢆ┦ᡭゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㹒 ಶே┠ᶆ
࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࡑࡢ⌮⏤ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㐺ษ࡞ࠕኌࡢࡁࡉࠖࠕ᪉ἲ࡛ࠖ┦ㄯࢆࡋࠊάືྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⩦άື

࣭⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάື
࣭ࡢڹڹڹᗑ⯒ࢆㄪࡿάື

ᨭ

࣭⮬ศࡢពぢࢆゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦྡࡼࡿⓎ⾲ࡢᶵࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭⌮⏤ࢆලయⓗㄝ᫂ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊⓎ⾲ᚋゝⴥࡅ࡞ࢆࡏࡎࠊࡌࡗ㹒
ࡢ┠ࢆぢࡿࡇ࡛ࠊⓎ⾲ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇ⮬ศ࡛Ẽࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭ᑡࡋ㞴ࡋ࠸Ⓨ⾲ࢆࡋࠊᮏேࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿࡁ㐺ษ࡞┦ㄯࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶࠊྠ
ᵝࡢᡭ❧࡚࡛ᮏேࡀẼ࡙ࡅࡿࡼ࠺ᨭࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣ㐺ษ࡞┦ㄯࡢ
ᡭᮏࢆ♧ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆࠊලయⓗ࡞ྡ⛠ࡸẼᣢࡕ࡞ࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㸰ࡢኌࡢࡁࡉ࡛ࠊලయⓗ┦ㄯࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㹓 ಶே┠ᶆ
࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆᣦࡉࡋ࡛㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⩦άື

࣭⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάື

ᨭ

࣭⮬ศࡢពᛮࢆᣦࡉࡋ࡞࡛ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࡢ๓❧
ࡗ࡚ࠊ୍ᗘ࡚ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆぢ࡚ࡽ㑅ᢥάືࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢពᛮࢆṇ☜ᫎࡍࡿࡓࡵࠊ㑅ᢥάືࢆ㸰ᅇಖ㞀ࡋࠊ␗࡞ࡿ≀ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡓሙྜࡣ㑅ᢥ⫥ࢆῶࡽࡋ࡚ᗘ㑅ᢥάືࢆ⾜࠺ࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭⏬ീࢆぢ࡞ࡀࡽᣦࡉࡋ࡞࡛㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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㹔  ಶே┠ᶆ
Ꮫ⩦άື


࣭⮬ศࡢ⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ⮬ศࡽⓎ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⾜ࡁࡓ࠸ᗑࢆ㑅ᢥࡍࡿάື

ᨭ

࣭⮬ศࡢពぢࢆゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦྡࡼࡿⓎ⾲ࡢᶵࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢⓎ⾲ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊⓎ⾲ᚋ㹔ࡢ㢦ࢆぢ࡞ࡀࡽ⛊㛫㛫ࢆಖ㞀ࡋࠊ⮬ศ
ࡽ⌮⏤ࢆゝ࠺ࡇẼ࡙ࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠕࡣࢇࡉۑۑ
㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡀゝ࠼ࡲࡋࡓࡡࠖࠕࡍࡈ࠸࡛ࡍࡡࠖ௰㛫ࡢⓎ⾲ࢆ〔ࡵࠊࡧ㹔ࡢ㢦
ࢆぢ࡚㛫ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡽ⌮⏤ࢆⓎ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡢほⅬ ࣭㑅ᢥࡋࡓᗑࡑࡢ⌮⏤ࢆࠊࠕ⌮⏤ࢆゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞ࡢ┤᥋ⓗ࡞ゝⴥࡅࢆ
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１．関係法規
1.1

教育の基本

(1) 思想及び良心の自由
憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
(2) 学問の自由
憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。
(3)

教育を受ける権利
子どもの権利条約第28条（教育への権利）

１．締約国は、子どもの教育への権利を認め、かつ、

漸進的におよび平等な機会に基づいてこの権利を達成するために、とくに次のことをする。
ａ．初等教育を義務的なものとし、かつすべての者に対して無償とすること。
ｂ．一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての子ど
もが利用可能でありかつアクセスできるようにし、ならびに、無償教育の導入および必要
な場合には財政的援助の提供などの適当な措置をとること。
ｃ．高等教育を、すべての適当な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスでき
るものとすること。
ｄ．教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもが利用可能でありかつア
クセスできるものとすること。
ｅ．学校への定期的な出席および中途退学率の減少を奨励するための措置をとること。
２．締約国は、学校懲戒が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行
われることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。
３．締約国は、とくに、世界中の無知および非識字の根絶に貢献するために、かつ科学的お
よび技術的知識ならびに最新の教育方法へのアクセスを助長するために、教育に関する問題
について国際協力を促進しかつ奨励する。この点については、発展途上国のニーズに特別の
考慮を払う。
同条約第30条（少数者・先住民の子どもの権利）

民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、また

は先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に属する子どもは、自己の集団
の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己
の言語を使用する権利を否定されない。
憲法第26条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け
る権利を有する。
(4)

教育の機会均等
教育基本法第４条（教育の機会均等）

すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける

機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地に
よって、教育上差別されない。
２．国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けら
れるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
３．国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者
に対して、奨学の措置を講じなければならない。
(5) 男女共同参画と男女共学
男女共同参画社会基本法第１条（目的）

この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情
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勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会
の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画
社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
同法第10条（国民の責務）

国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(6) 国民に対する責任
教育基本法第16条（教育行政）

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定

めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割
分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
２．国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総
合的に策定し、実施しなければならない。
３．地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関
する施策を策定し、実施しなければならない。
４．国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ維持的に実施されるよう、必要な財政上の措置
を講じなければならない。
同法第17条（教育振興基本計画）

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項
について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
２．地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお
ける教育の振興のための施策の関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
1.2 教育の目的・方針
子どもの権利条約第29条（教育の目的） １．締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。
ａ．子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。
ｂ．人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。
ｃ．子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子ども
が居住している国および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異な
る文明の尊重を発展させること。
ｄ．すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、
寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送
れるようにすること。
ｅ．自然環境の尊重を発展させること。
２．この条または第28条のいかなる規定も、個人および団体が教育機関を設置しかつ管理す
る自由を妨げるものと解してはならない。ただし、つねに、この条の１に定める原則が遵守
されること、および当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の
基準に適合することを条件とする。
教育基本法前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ

るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を
尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化
の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、
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その振興を図るため、この法律を制定する。
同法第１条（教育の目的） 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要
な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
同法第２条（教育の目標） 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を
達成するよう行われるものとする。
１．幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、
健やかな身体を養うこと。
２．個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を養うととも
に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
３．正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体
的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
４．生命を尊び、自然と大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
５．伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度で養うこと。
同法第３条（生涯学習の理念） 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、
その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適
切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
1.3 義務教育
憲法第26条２ すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義
務を負う。義務教育は、これを無償とする。
教育基本法第５条（義務教育） 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受
けさせる義務を負う。
２．義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に
生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目
的として行われるものとする。
３．国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担
及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
４．国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
学校教育法第16条（就学義務） 保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）
をいう。以下同じ。
）は、次条に定めるところにより、子に９年の普通教育を受けさせる義務を負う。
同法第17条

保護者は、子女の満６才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達し

た日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
（以下略）
同法第17条２ 保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における
最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学
校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
1.4 学校教育
教育基本法第６条（学校教育） 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及
び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
２．前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、
― 69 ―

体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生
活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視
して行わなければならない。
同法第７条（大学） 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探求し
て新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも
のとする。
２．大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなけれ
ばならない。
同法第８条（私立学校） 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国
及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の
振興に努めなければならない。
同法第10条（家庭教育） 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生
活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図
るよう努めるものとする。
２．国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報
の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
同法第11条（幼児期の教育） 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに
かんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方
法によって、その振興に努めなければならない。
同法第12条（社会教育） 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共
団体によって奨励されなければならない。
２．国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の
利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければなら
ない。
同法第13条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教
育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
学校教育法第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援
学校、大学及び高等専門学校とする。
同法第22条

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やか

な成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
同法第26条

幼稚園に入園することのできる者は、満３才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とす

る。
同法第29条

小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施す

ことを目的とする。
同法第32条 小学校の修学年限は、６年とする。
同法第45条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる
普通教育を施すことを目的とする。
同法第47条 中学校の修学年限は、３年とする。
同法第50条

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教

育及び専門教育を施すことを目的とする。
同法第56条

高等学校の修業年限は、全日制の課程については、３年とし、定時制の課程及び通信制の課程

については、３年以上とする。
同法第72条

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱

者を含む。以下同じ。
）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すととも
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に、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを
目的とする。
同法第81条２ 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当す
る児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
１ 知的障害者
２ 肢体不自由者
３ 身体虚弱者
４ 弱視者
５ 難聴者
６ その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
1.5 教育内容
(1) 中立性
教育基本法第14条（政治教育） 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重しなければならない。
２．法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的
活動をしてはならない。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第３条

何人も、教育を利用し、特定

の政党その他の政治的団体（以下「特定の政党等」という。
）の政治的勢力の伸長又は減退に資する
目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体（その団体を主たる構
成員とする団体を含む。
）の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、こ
れらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対
させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。
同法第４条 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は３万円以下の罰金に処する。
教育基本法第15条（宗教教育） 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的教養及び宗教の社会
生活における地位は、教育上尊重しなければならない。
２．国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をして
はならない。
(2) 教育課程
学校教育法施行規則第50条

小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭

及び体育の各教科（以下本節中「各教科」という。
）
、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並び
に特別活動によって編成するものとする。
同規則第52条

小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学

大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
同規則第54条

児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合す

るように課さなければならない。
同規則第72条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつ
て編成するものとする。
２．必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語（以下
この条において「国語等」という。
）の各教科とする。
３．選択教科は、国語等の各教科及び第74条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必
要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して
設けるものとする。
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同規則第74条

中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学

大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
同規則第109条 中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例と
して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
同規則第115条 併設型中学校及び併設型高等学校においては、こ中学校における教育と高等学校における教
育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。
1.6 児童・生徒等懲戒
学校教育法第11条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところによ

り、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法施行規則第26条

校長及び教員が児童等に懲罰を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応

ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
２．懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長（大学にあたっては、学長の委任を受けた学
部長を含む。
）が行う。
３．前項の退学は、公立の小学校、中学校（学校教育法第71条の規定により高等学校における教育
と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。
）を除く。
）又は特別支援学校に在学す
る学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
１ 性行不良で改善の見込がないと認められる者
２ 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
３ 正当の理由がなくて出席常でない者
４ 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
４．第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
1.7 職 員
(1) 教職員
教育基本法第9条（教員） 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養
に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
２．前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適
正か期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
同法第27条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
２．幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、
事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
３．第１項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かな
いことができる。
４．園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
５．副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
６．教頭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）を助け、園務を整理し、及
び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
７．主幹教諭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）及び教頭を助け、命を
受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
８．指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充
実のために必要な指導及び助言を行う。
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９．教諭は、幼児の保育をつかさどる。
10．特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこ
とができる。
学校教育法第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
２．小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要
な職員を置くことができる。
３．第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護を
つかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置か
ないことができる。
４．校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
５．副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
６．副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において、副校長が２人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代
理し、又は行う。
７．教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務を整理し、及
び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
８．教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）に事故があるときはその職
務を代理し、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）が欠けたときはその職務を
行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務
を代理し、又は行なう。
９．主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を
受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
10．指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及
び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11．教諭は、児童の教育をつかさどる。
12．養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13．栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
14．事務職員は、事務に従事する。
15．助教諭は、教諭の職務を助ける。
16．講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
17．養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
18．特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護
教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
同法第60条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
２．高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教
諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
３．第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
４．実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
５．特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこと
ができる。
６．技術職員は、技術に従事する。
《教務主任・学年主任》
学校教育法施行規則第44条 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
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２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置
くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整
理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことがで
きる。
３．教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
４．教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及
び指導、助言に当たる。
５．学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、
助言に当たる。
《保健主事》
同規則第45条 小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置
かないことができる。
２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置
くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
３．保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
４．保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
《生徒指導主事》
同規則第69条 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭
を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
３．生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
４．生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について
連絡調整及び指導、助言に当たる。
《進路指導主事》
同規則第71条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
２．前項の規定にかかわらず、大参考に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭
を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
３．進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業
選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、
助言に当たる。
(2) 職員としての服務や義務
《教育公務員》
教育公務員特例法第21条

教育公務員は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めな

ければならない。
同法18条

公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定に
かかわらず、国家公務員の例による。
２．前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第110条第１項の例に
よる趣旨を含むものと解してはならない。

国家公務員法第102条

職員は政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、

又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人
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事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
２．職員は、公選による公職の候補者となることができない。
３．職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成
員となることができない。
《服務の根本基準》
地方公務員法第30条

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に

当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
《法令等及び上司の職務上の命令に従う義務》
同法第32条

職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の

機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
《信用失墜行為の禁止》
同法第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
《秘密を守る義務》
同法第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
1.8 発達障害者への教育
(1) 発達障害者支援法の目的
発達障害者支援法第１条（目的） この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促
進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに
かんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明
らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害
者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するよう
その生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(2) 発達障害者の定義
発達障害者支援法第２条（定義） この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他
の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその
症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
２．この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限
を受ける者をいい、
「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
３．この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、
及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助
をいう。
(3) 発達障害者への教育等
発達障害者支援法第８条（教育） 国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の発達障害者であって高
等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。
）がその障害の状態に応じ、十分な教
育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるも
のとする。
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２．大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものと
する。
同法第９条（放課後児童健全育成事業の利用） 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の
利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

２．附属学校園などの紹介
2.1 教育学部附属小学校
(1) 基本的性格
附属小学校は、一般の公立小学校と同様、初等普通教育を行う小学校であるとともに、大学教育学部の附
属学校として、次のような特色ある性格をもつ教育施設です。
① 教育実習校としての性格
教育学部の学生が教育実習生として来校し、小学校の教師として必要な資質を身につけるため、参観
や実習を行う。
② 研究、実験学校としての性格
教育上のさまざまな研究や実験をする学校である。したがって、教育研究の必要上、いろいろな学習
指導法が実験されたり、調査研究が進められたりする。
③ 地域の学校教育へ協力する性格
県や市町村教育委員会と緊密な連絡のもとに地域学校の研究や現職教育に協力する。
(2) 教育目標
附属小学校の大きな教育目標は、
「勤労をいとわない自主的精神の旺盛な、人間性豊かなよき社会人を育成
する。
」と定めています。
(3) 所在地
さいたま市浦和区常盤６丁目９番44号（〒330-0061 ）
電話 (048)833-6291・6292，832-2101
2.2 教育学部附属中学校
(1) 性 格
附属中学校は、一般の公立中学校と同様の中等普通教育を行う学校であり、加えて埼玉大学教育学部の附
属中学校として次のような性格をもっています。
① 教育学部との連携をはかりながら、教育の理論と実際に関する研究並びにその実証をする。
② 教育学部学生の教育実習を担当し、その指導にあたる。
③ 県・市町村教育委員会との連携のもとに、県内教育機関との研究の交流をはかり、教育実践の拡充・
発展に努める。
(2) 教育目標
附属中学校の教育目標は、
「正しい判断とたくましい実践力を持った自主的人間の形成」です。
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(3) 所在地
さいたま市南区別所４丁目２番５号（〒336-0021 ）
電話 (048)862-2214 FAX (048)865-6484
2.3 教育学部附属特別支援学校
(1) 附属特別支援学校の経営と特色
社会の変化をみきわめながら、21世紀の学校教育の姿を展望しつつ、その対応について考え、実践研究校・
教育実習校としての附属特別支援学校のあり方を追求しています。
附属特別支援学校は、小学部・中学部・高等部と三つの学部から成りますが、全校で９学級、児童生徒60
名と学校規模は小さい。しかし、
「山椒は小粒でもピリリとからい」教育活動をめざし、子どもたちを中心に、
教師と保護者が一体となって、みんな仲良く、自らを育てる主体者となる魅力ある学校作りを行っていきたい
と考えています。
そのためには、教師は子どもや家庭や地球への奉仕者であり、同時に発達する主体でもあることを念頭に
置き、広く情報を収集し、社会の変化や将来の姿を展望しつつ、お互いに協力しあい、自らが高まって行くよ
うな学校経営が必要と考えています。
(2) 所在地
さいたま市北区日進町２丁目480 番（〒331-0823 ）
電話 (048)663-6803
2.4 教育学部附属幼稚園
(1) 教育目標
附属幼稚園の教育目標は、
「子どもの自らのびる力を育てる」ことです。
(2) 経営の基本
上記の目標達成のために、以下のことを園経営の基本としています。
① 登降園は保護者同伴での徒歩によるものとし、登降園時の交通安全・事故防止に努めるとともに園児と家族
との直接的な心の交流の場とし、併せて幼稚園と家族との日々の緊密な連携を図る機会として活用している。
② 教員個々の自主的自発的研修を重視することにより、教員の個性を尊重し、職務に対する責任感と情
熱を主体的に喚起させ、子どもに感動と喜びをもたらす教員の輩出に努めている。
③ 調和のとれた教育課程の作成により、子どもに豊かな園生活を体験させる。また、保育実践の結果を
綿密に吟味評価し、それらをフィードバックさせることにより教育課程の改善に努めている。
④ 施設・設備等の教育環境の保全と改善に努める。
⑤

附属幼稚園の社会に対する任務と役割として課せられている教育研究の成果の公表については、質

の高さと正確さを旨としている。
(3) 所在地
さいたま市浦和区常盤８丁目13番１号（〒330-0061 ）
電話 (048)833-6288，831-2010
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３．教育実践総合センターの紹介
(1) 教育実践総合センター
本センターは、教育実践に関する理論的、実践的研究を行い、学部や大学院の研究・教育はもとより、広
く現場教育の充実に寄与することを目的として、附属小学校と隣接した場所に設置されました。
現在は次の三つの部門があり、それぞれ授業実践や、学校や子どもたちの現状に対応した研究と教育の活
動を行っています。
構成部門・活動
１．教育実践部門 ‥‥ 授業実践に関する実証的研究、資料の収集整備、教師教育・教育実習のための基
礎研究、現職教員との研究会・ワークショップ等を行っている。
ビデオライブラリーの整備とインターネットによる公開への準備も進めている。
２．教育相談部門 ‥‥ いじめ、不登校等の臨床的・実践的課題に対して学校や家庭・地域をめぐる相談
活動を行ったり、またそれらに対応するカウンセラー養成講座、さらに埼玉県、さ
いたま市と協力しつつ臨床的問題についての実証的研究及び民間団体との連絡を
行っている。
附属校園との連携のもとに相談ネットワークの構築も進めている。
３．教員養成部門 ‥‥ 学部の各講座、埼玉県・さいたま市教育委員会、各市町村教育委員会等と連携し
て、教員養成の充実、教員の資質・能力の向上を目指し、実践的な研究及び活動を
行う。
埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-9-44（附属小学校敷地内）
電話 (048)832-9866

FAX (048)831-0044
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４．関連資料
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