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労働者における大腸がん検診精密検査の受診行動に関連する要因の検討
竹口

和江 1）2） 荒木登茂子 3） 馬場園

明 3）

The study on factors related to compliance for colorectal
cancer screening among workers
Kazue TAKEGUCHI

Tomoko ARAKI

Akira BABAZONO

【Abstract】
Objectives: The mortality of colorectal cancer has increased recently. Therefore, colorectal cancer screening is important as a
measure of disease detection and progression. However, despite its importance, participation rates are low. Moreover, because
the screening is difficult to be conducted efficiently. The purpose of this study was to identify factors related to compliance for
colorectal cancer screening attendance among employees in order to develop more effective intervention.
Subjects and Methods: A questionnaire was conducted, which surveyed 322 employees across 194 firms who underwent
colorectal cancer screening in a medical facility. Among them, 110 persons（34 . 2 %）responded. From their responses, factors
related to compliance for colorectal cancer screening attendance were identified by univariate and multivariate analyses.
Results: Factors related to compliance for colorectal cancer screening participation included a positive attitude towards the
screening, low cost, knowledge and beliefs about colorectal cancer, financial support by firms, and smoking habits. Those who
feared cancer or those who did not smoke were more likely to undergo screening.
Discussion: Providing adequate information on colorectal cancer and appropriate support related to the duration and cost of
screening are necessary to improve compliance for colorectal cancer screening participation among employees.
Key words: occupational health, screening for colorectal cancer, screening participation

【抄録】
1 .目的
近年、大腸がんの死亡数は増加しており、職域においても大腸がん検診は、疾病対策として重要な位置を占めている。しかし、
精密検査の特異性から受診率が低くスクリーニングとして十分な効果が得られてないと言われている。本研究では、労働者の大腸
がん検診精密検査受診に影響を与える要因を明らかにし、受診を促進するための効果的な介入方法を検討することを目的とした。
2 .対象と方法
A検診機関で大腸がん検診の精密検査の対象となった、322名194事業所を対象としてアンケート調査を行った。このうち、返信
があった110名（34 . 2 %）を対象として、受診の有無と各変数について単変量解析を行った。また、受診の有無を従属変数とし、大腸
がん検診精密検査に関連する要因、職場環境に関連する要因、個人に関連する要因を独立変数としてロジスティック回帰分析を
行った。
3 .結果
受診の有無と関連がみられたのは、検査に対する正のイメージ、
（検査に対する物理的負担感）
、大腸がんに対するイメージ、大
腸がんの知識、職場の経済的な支援、喫煙であった。また、大腸がんに対して恐いというイメージがあるほど精密検査を受診して
いる、たばこを吸わない人ほど精密検査を受診していることが分かった。
4 .考察
労働者の大腸がん精密検査の受診率を上げる為には、適切な大腸がんの知識の提供、費用と時間の調整が必要であることが明確
になった。職域におけるがん対策では、適切な知識を提供すると共に、事業所が良好な職場の環境づくりをする為の支援が必要で
あることが示唆された。
キーワード：産業保健、大腸がん精密検査、受診行動

1） 九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻

2） 長崎県立大学シーボルト校 看護栄養学部看護学科 地域看護学

〒812‑8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

Community Health Nursing, Faculty of Nursing and Nutrition University

Department of Health Care Administration and Management, Graduate

of Nagasaki, Siebold

School of Medical Sciences, Kyusyu University 3-1-1 Maidashi,Higashi-ku,

連絡先：095-813-5509（直通）

Fukuokacity,Fukuoka,812-8582 ,Japan

3）

九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座

Department of Health Care Administration and Management、Graduate School of Medical Sciences、 Kyushu University

−1−

医療福祉経営マーケティング研究
1 - 9, 2013
第8巻 第1号

【はじめに】
我が国では、がんは、昭和56年から死亡原因の第1位となり、平成15年からは、死亡原因の3割を超えている。がんの死亡順位別
死亡数・死亡率は、40歳~ 50歳代では第1位、30歳代では第2位となっている1）。また、がん患者の33 . 6 %が20 ~ 64歳の生産年齢で罹
患しており1）、がん対策は、産業保健活動における疾病対策として重要な位置を占めている。なかでも、ライフスタイルの変化に伴
い、大腸がんの死亡数は、過去20年間に2 . 5倍に増加しており、その予防対策は極めて重要である1）。
大腸がんの予防対策として挙げられている大腸がん検診
（免疫学的便潜血反応検査）は、有効性のあるがん検診として国際的に
認められており、大腸がんのスクリーニングとして広く実施されている5）。しかし、その一方で、他のがん検診と比較した場合、精
密検査受診率が低くスクリーニングとしての十分な効果が得られていないことが、問題視されている5）。A機関の平成20年度の精
密検査受診率は、乳がん検診精密検査受診率が93 . 3 %、肺がん検診精密検査受診率が75 . 4 %、胃がん検診精密検査受診率が73 . 4 %、
大腸がん検診精密検査受診率は51 . 2 %であり、他の精密検査受診率と比較して低い。精密検査受診率を改善する為には、精密検査
の受診行動に関連する要因を明らかにする必要があると考えられる。
今までも、大腸がん検診精密検査の受診行動に関連する要因の研究は行われている2）,3）,15）,16）。調査結果として、大腸がんに対す
る情報の周知が有用である2）、というものや、心理的負担感、検査の負担困難感や精査に対するネガティブな認識が未受診に関連
している3）、という結果が報告されている。しかし、調査対象は、地域住民を対象にしたものが多く2）,3）、労働者に関連するものは
ほとんどない。今回の研究では、労働者に焦点をおき精密検査の受診行動に関連する要因を明らかにすることにより、受診を促進
するための効果的な介入方法を示唆できると考える。
本研究は、A機関が実施した大腸がん検診
（免疫学的便潜血反応検査）受診者の中で精密検査が必要となった者を対象に、精密検
査の関連要因を大腸がん検診の精密検査に関連するもの、職場に関連するもの、個人に関連するものに分類し関連要因を明らかに
し、受診を促進するための効果的な介入方法を示唆することを目的とする。

【対象と方法】
1 .実施機関
調査を実施したA機関は、全国労働衛生団体連合会の会員であり福岡県を中心に年間7 ~ 8万人に健康診断を行っている。A機関
の健康診断受診者は、ほぼ8 ~ 9割が労働者であり、大企業から従業員50人未満の小企業まで幅広く健康診断を提供している。健康
診断後の事後措置として、大腸がん検診
（免疫学的便潜血反応）の陽性者に対し、結果通知の際、紹介状と福岡県医師会の集団検診
協議会に登録している医療機関名簿を一緒に送付し、受診を勧奨している。また、検診後、約3カ月たっても紹介状の返信がないも
のに対し受診者個人に対し、文書を送付し、受診の確認と勧奨を行っている。これに加え、A機関では、健康診断を行っている事業
所のうち、約30 %の事業所と産業保健サービス契約を結んでおり、その中の一部の事業所では、産業医・保健師が健康診断の事後
措置として面談による受診勧奨を行っている。この産業保健サービス契約は、産業医・保健師それぞれが契約を結ぶものであり、
職場巡視・産業医面談・健康相談・健康診断の事後措置など契約内容によりさまざまなサービスを提供している。なお、A機関は、
大腸がん検診の精密検査を実施しておらず、陽性者はすべて他の医療機関を紹介している。
2 .調査方法
調査の対象者は、A機関で大腸がん検診（免疫学的便潜血反応）1日法・2日法を平成23年4月~ 9月に受診し、結果が陽性に該当し
た322名、194事業所である。対象者には、結果通知の際、紹介状と福岡県医師会の集団検診協議会に登録している医療機関名簿を
送付し受診勧奨を行う。また、約2ヶ月後までに紹介状の返信がないものに対し、受診の確認と勧奨を行う為の文書と一緒にアン
ケートを送付し、紹介状の返信があったものに対してはアンケートのみを送付した。
再受診勧奨を行う期間については、大腸がん検診マニュアルによって推奨されている約2ヵ月後に設定した4）。なお、精密検査の
受診の確認は、医療機関からの紹介状の返信があったものと本人より受診が確認できたものとし、平成23年12月末日にて打ち切り
とした。
3 .調査内容
1）精密検査の受診行動
平成23年12月末日までに、医療機関からの紹介状の返信があったものと本人より受診が確認できたものを精密検査の受診有と
し、受診の有無を従属変数とした。変数は、健康支援モデルを考慮し作成した。
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2）大腸がん検診の精密検査に関連する変数
①検査への心理的な認識
検査のイメージについて、先行研究3）を参考とし「検査に対する負のイメージ」として、恐い・痛い・恥ずかしい（3項目）
、「検査
に対する物理的負担感」として、時間がかかる、費用が高い（2項目）
、「検査に対する精神的負担感」として、面倒だ（1項目）を作成
した。6項目から、多重回答で尋ねた。
②検査の経験の有無
今までの検査の経験の有無を問い、受診経験のあるものに対しては、先行研究5）を参考とし、「検査に対する正のイメージ」とし
て楽だった（1項目）
、
「検査に対する負のイメージ」として、恐い・痛い・恥ずかしい（3項目）、「検査に対する物理的負担感」として、
時間がかかる、
費用が高い（2項目）、
「検査に対する精神的負担感」として、面倒だ（1項目）を作成した。7項目から多重回答で尋ねた。
③大腸がんに対する認識
大腸がんに対するイメージを問い、回答は「非常に恐い」~「まったく恐くない」の6段階評定とした。
④大腸がんの知識
先行研究2）を参考とし、「大腸がん検診で陽性の場合、精密検査が必要なことを知っていますか」
、「大腸がん検診で陽性の場合、
約4 %の人に大腸がんが見つかっていることを知っていますか」、「痔からの出血と思いこんで大腸がんが見逃されていることを
知っていますか」の項目について問い、回答は「よく知っている（6点）」~「まったく知らない（1点）」の6段階評定とした。合計得点
の中央値をカットオフ値とし、高群と低群を設定した。
⑤大腸がん予防の為の行動
大腸がんのリスク要因6）を参考にし、「飲むなら節度のある飲酒をする」、「加工肉（ベーコン、ハム、ソーセージなど）は食べ過ぎ
ないようにする」
、
「食塩をとり過ぎないようにする」、
「野菜不足にならないようにする」、
「果物不足にならないようにする」
、
「熱
い飲み物・食べ物は、冷ましてから食べている」
、「体を動かすようにしている」
、「太りすぎないようにしている」
、「やせすぎな
いようにしている」
、
「毎年、大腸がん検診を受診している」の10項目の選択肢から多重回答で尋ねた。
⑥大腸がんに罹患する危険性
近親者の大腸がん罹患者の有無を尋ねた。
⑦大腸がん検診（便潜血）の受診行動
「もともと健康診断の項目に入っていたから」、「健康診断の項目として追加した」のどちらかを尋ねた。
⑧大腸がん検診（便潜血）の受診経験
大腸がん検診
（便潜血）の受診経験の有無を尋ねた。
3）職場環境に関連する変数
職場環境に関連する変数として、先行研究より7）職域の精密検査受診行動に関連する要因として②~④を作成した。
①属性
職業、雇用形態、職位、従業員数を尋ねた。
②職場環境
「検査を受けるための休日のとり易さ」を、「とりやすい」
「とりにくいが、休日はとれる」
「とりにくく、不可能である」
「検査の
為に休日をとりたいとは思わない」の4項目を用い、
「とりにくいが、休日はとれる」
「とりにくく、不可能である」を選択したもの
に対して、
その理由を尋ねた。理由として「仕事の負担」として仕事量が多い・仕事の調整ができない（2項目）、
「職場におけるサポー
ト」として上司のサポートがない・同僚のサポートがない（2項目）
、「職場の雰囲気」として休日を取り難い雰囲気がある・受診の
為に会社を休む人がいない（2項目）を作成した。
③職場の支援体制
（金銭面）
会社・健康保険組合から料金の補助があるかを尋ねた。
④職場の支援体制
（休日）
精密検査の受診時の休日の取扱いについて尋ねた。
⑤医療職の介入
会社に産業医・保健師の有無、いる場合は大腸がん検診及び精密検査について説明を受けたことはあるかどうかを尋ねた。
4）個人に関連する変数
①属性
性別、年齢を尋ねた。
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②健康状態
自分自身の健康状態を、健康と思うか、に対し「非常にそう思う」〜「まったくそう思わない」の6件法で尋ねた。
③治療中の疾患の有無
治療中の疾患の有無を尋ねた。
④生活習慣
アルコール・たばこについて有無を尋ねた。アルコールについては、「飲む」=「飲酒習慣のある者」と定義し、週に3日以上飲酒し、
飲酒量1日あたり1合以上を飲酒すると回答したもの8）とした。
⑤日本語版Health Locus of Control Scales（JHLC）
日本語版のHealth Locus of Control ScalesのInternal下位尺度（5項目、6件法）を使用した。HLCは、健康や病気に関する原因帰属
をその個人の信念体系
（帰属傾向）から測定しようとするものである。特に、Internalは、健康や病気に関する要因は自分自身であ
ることを示したものである8）。
4 .分析
精密検査受診群と精密検査未受診群の関連要因を検討するために、各変数の種類に応じて、χ 2検定、Fisherの正確確率検定、
Mann-WhitneyのU検定を実施した。また、「大腸がんの知識」と「JHLC」に関しては、内的一貫性Cronbachのα係数を求めた。大腸
がん検診精密検査に関連する要因、職場環境に関連する要因、個人に関連する要因それぞれの関連要因については、一括投入法に
よるロジスティック回帰分析を行った。変数の選択基準は、単変量解析によって10 %水準で有意な関連が認められることとした。
年齢、性別については、条件に関わらず分析に投入した。変数は、対数オッズ比を確認した上でカテゴリーを変更し、年齢は「39歳
以下」~「40歳以上」、大腸がんのイメージは「非常に恐い、恐い」~「どちらかといえば恐い、どちらかといえば恐くない」とした。雇
用形態、職位、従業員数については、年齢、性別と相関係数が高く、多重共線性があるため投入しなかった。解析には統計パッケー
ジSPSS 11 . 0 for Windowsを使用した。
5 .倫理的配慮
対象者の個人が特定できないように匿名で集計を行った。精密検査の受診の有無を追跡するために、調査票には整理番号をふり、
対象者を識別できるようにした。本研究は、A機関の倫理委員会の承認を得て実施した。

【結果】
1）回収状況
A機関で大腸がん検診
（免疫学的便潜血反応）
1日法・2日法を平成23年4月~ 9月に受診し、結果が陽性に該当した322名に対し調
査を実施し、回答が得られたのは、110名（34 . 2 %）であった。110名中、12月中までに精密検査の受診の確認ができたものは、77名
（70 . 0 %）
であった。
2）回答者の属性
性別は男性が84名（76 . 4 %）、女性が26名（23 . 6 %）だった。年齢は、30 ~ 39歳が17名（15 . 5 %）、40歳以上が93名（84 . 5 %）であった。
雇用形態は、73 . 3 %が正規雇用、そのうち、39 . 5 %が管理職以上であった。健康状態は、83 . 6 %の対象者が、健康であると思うと回
答している。また、何らかの治療中の疾患があるものは、43 . 6 %であった。（表1）
3）精密検査受診の有無との関連要因
回答が得られた110名中、精密検査の受診の確認ができたものは77名
（70 . 0 %）、受診の確認ができなかったものは33名
（30 . 0 %）
であった。精密検査の受診理由は「大腸検査の結果が精密検査になっていたから」
（87 . 3 %）が多かった。次は、「検診機関から受診
の確認の文書がきたため」
（11 . 1 %）であった。（表3）JHLCの本調査でのInternal下位尺度による平均（標準偏差）は、23 . 7（± 3 . 1）で
「大腸がんの知識」
「JHLC」の内的一貫性Cronbachのα係数は、0 . 7238、0 . 8582であった。精密検査の受診の有無を
あった9）。また、
従属変数とする単変量解析の結果を表1に示した。5 %未満の有意水準であった変数は、「大腸がんに対するイメージ」
（P= 0 . 019）
、
「大腸がんの知識」
（P= 0 . 037）、「検査の経験の感想（検査に対する正のイメージ）」
（P= 0 . 047）、「検査の経験の感想（検査に対する
物理的負担感）」
（P= 0 . 016）、「職場の支援体制（金銭面）㽎料金の補助」
（P= 0 . 008）、「たばこ」
（P= 0 . 011）であった。また、精密検
査の受診の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析を行った。「大腸がん検診精密検査に関連する要因」として、大腸がん
のイメージが「恐い」ほど、精密検査を受診している傾向があり、（OR= 2 . 91 ; 95 % CI: 1 . 15 , 7 . 39）であった。また、「個人に関連す
る要因」として、たばこを吸わない人ほど、精密検査を受診している傾向があり、（OR= 3 . 18 ; 95 %CI: 1 . 22 , 8 . 23）であった。「職場
環境に関連する要因」はモデルに適合しなかった。（表2）
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4）大腸内視鏡検査を受ける場合の希望条件
検査にかかる時間は、「1 ~ 2時間」
（50 . 9 %）が多かった。予約のとり易さは「1週間以内」
（56 . 4 %）が多かった。病院までの移動時
間は、「30分以内」
（53 . 6 %）
が多かった。（表3）

【考察】
大腸がん検診の精密検査に関連する変数として、大腸がんの知識との関連が認められた。また、大腸がんに対する認識において、
大腸がんに対する恐いというイメージがあるほど精密検査を受診している傾向があり、大腸がんに対する知識や危機感が高いほど
精密検査の受診につながっていると考えられる。このことは、先行研究の大腸がんの知識や認知度の欠如が未受診に関連していると
いう報告15）,16）と一致していた。検査の経験による「検査に対する物理的負担感」との関連も認められ、労働者の受診を促進する為に
は、受診に必要な時間の確保あるいは費用負担が少ないことが重要である可能性を示唆している。労働者に関連する労働衛生管理体
制の調査においては、労働衛生管理の中で特に重要と考えられる健康診断が実施できない理由として「時間」と「費用」が挙げられて
おり17）,18）、本研究において、労働者の大腸がん検診精密検査受診行動の特異性が認められたと考えられる。大腸内視鏡検査受診の希
望条件
（時間）において、約半数の人が移動時間が30分以内、検査時間が1 ~ 2時間と短い時間で検査が終了することを希望している。
また、大腸内視鏡検査受診に関わる現状として受診者の約60 %が料金の全額補助を受けており、受診の為の時間がとり易い環境づく
りや料金補助など支援も必要であると考えられる。
（表3）
個人に関連する変数において、個人の健康感に影響を与えると考えられる
（大腸がんに罹患
因子は、受診行動に影響を及ぼすと言われている15）。本研究では「たばこ」との関連は認められたが、その他の因子
する可能性、健康状態、治療中の疾患の有無、JHLC、アルコール）と精密検査の受診とは関連は認められなかった。これは、サンプル
数が110名と少ないことや精密検査受診率が70 %と高値であり、個人の健康感が高い対象者に偏っていたことが原因と考えられる。
健康行動には、個人、集団、組織のレベルがある9）。個人的レベルは最も基本的な部分であり、集団の行動の基本的な単位である為、個
人レベルの行動変容は集団、組織にも影響を与えると考えられる10）。個人レベルのモデルの一つである健康支援モデルでは、健康の動機
がその中心的な焦点であり、健康認識により引き起こされる問題行動の対処に有効とされている10）,11）。このモデルでは、人が健康によい
という行動をとるようになるには、
「内的・外的な行動のきっかけ」によって「危機感」を感じること、そして、ある程度の「危機感」を感じ
た上で、その行動をとることのプラス面とマイナス面をはかりにかけ、
「行動のプラス面」が「行動のマイナス面」よりも大きいと感じるこ
とが必要であると言われている12）-14）。また、これらの要因を支える為に、情緒的サポートや手段的サポートという「社会的支援」
（ソーシャ
ルサポート）が必要であると言われている12）,13）。個人的レベルの健康行動を支え促す為には「社会的支援」が必要であり、産業保健活動
においても個人の健康感を高める為の支援や適切な情報提供だけではなく、受診につながる為の職場環境づくりの支援が必要であると
考えられる。国は平成23年度から「働く世代への大腸がん検診推進事業」を施行している。この事業は、市町村が、40 ~ 60歳の5歳刻みの
対象者に大腸がん検診無料クーポン券と検診手帳等の送付を行い、検診受診率の向上を目指したものである21）。精密検査受診率の向上
にも有効であると考えられるが、特に料金補助に関しては、事業所だけでなく法の整備の検討も必要であろう。パンフレット使用による
適切な情報提供は、知識提供だけでなく、個人の健康感も高めると考えられる。子宮頸がん検診および乳がん検診における精密検査受
診率の向上に寄与していると言われており19）,20）、大腸がん検診精密検査受診率の上昇にも有効であろう。また、ソーシャルマーケティン
グの手法を用いたメッセージ案の作成が子宮がん検診受診率向上に有効であることが示唆されており22）、その他のがん検診においても
効果が期待される。パンフレットは、マンパワーを考慮すると産業保健活動において有効な情報提供の手段になり得ると考えられる。

【研究の限界】
本研究の限界は、まず、調査対象がA機関で精密検査になった人と限定されておりサンプル数が110名と少ないことである。その
為に、事業所別の代表性が低い。次に、調査の対象者の精密検査受診率が70 %と高値であり健康に対する意識が高い人に偏ってい
る可能性があると言える。精密検査を受診しなかったものや健康に対する意識が低い人に対しての介入方法については、今後も検
討が必要であろう。これらより、本研究では、結果の一般可能性には限界があると言える。

【結論】
大腸がん検診を受診し、結果が陽性に該当した労働者に対し、精密検査受診意向と受診行動に関連する要因を検討した結果、産
業保健活動において適切な大腸がんの知識の提供と共に、受診につながる為の職場環境づくりの支援が重要であると考えられた。
今後は、情報提供の為の効果的なツールの作成や労働者が受診行動をおこしやすい職場環境づくりが大腸がんの予防の為の課題
の一つであると考えられる。
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中小企業労働者の透過性調整力と健康習慣との関連
荒巻

悦子 1） 荒木登茂子 2） 馬場園

明 2）

Association between permeability control power and healthy behavior
in employees of small- and medium-sized enterprises.
Etsuko ARAMAKI Tomoko ARAKI Akira BABAZONO

【Abstract】
Purpose: Employees of small- and medium-sized enterprises are expected to control their behavior to maintain their health
status, which therefore permits them to easily adapt to ever-changing roles and circumstances. In the transactional analyses,
Permeability Control Power（PCP）, which is the power to control oneʼ s ego status depending on the occasion, is a measure of this
flexibility and adaptability. We hypothesized that PCP could also reflect self-care ability and therefore personal health care. Thus
the purpose of the study was to clarify the relationship between PCP and healthy behaviors.
Methods: A self-administered questionnaire was conducted among 656 employees（313 male and 343 females）working in smalland medium-sized enterprises. Multivariate analysis was then used to quantify the relationship between PCP and healthy behavior.
Results Employees with high PCP were more likely to have healthier behaviors according to individual needs and circumstances
than those with low PCP. In addition, those with high PCP tended to have both greater stress tolerance and stress-coping
capacities than those with low PCP. Healthy behaviors related to PCP were number of good lifestyles habits, attention to
nutritional balance, exercise, hours of sleep, subjective stress, and ability to cope with stress.
Discussion These findings suggest that PCP influences healthy behavior. Moreover, the results suggest that employees working in
small- and medium-sized enterprises could acquire healthier behaviors by enhancing their PCP through individual health support.
Key words: permeability control power, workers in small- and medium-sized enterprises, healthy behavior, self-care ability,
individual health support

【抄録】
【目的】
中小企業労働者は、刻々と変化する環境や役割のなかで、自らの行動をコントロールして健康状態を維持することが求められて
いる。交流分析では、透過性調整力（Permeability Control Power：PC）を柔軟性や適応能力の指標としている。透過性調整力は自
我状態を切り替える力であるが、自我状態をコントロールすることと自分の行動をコントロールすることとは関係が認められて
いる。したがって、健康管理におけるセルフケア能力と関連している可能性もある。そこで本研究は、PCと労働者の健康習慣との
関連を明らかにすることを目的とする。
【方法】
中小企業労働者を対象に自己記入式質問紙調査票による調査を行った。透過性調整力と健康習慣との関連を比較検定および多
変量解析にて分析を行った。
【結果】
656人
（男性313人、女性343人）のデータを分析した。
透過性調整力は、
「健康習慣の実行数」
「栄養バランスへの配慮」
「運動習慣」
「睡眠時間」
「主観的ストレス」
「ストレス解消」と関
連がみられた。
【考察】
透過性調整力は、精神的健康のみならず、健康習慣の実践に影響を及ぼす要因であることが示唆された。中小企業労働者に対し
個別健康支援を通じて透過性調整力を向上させることは、心身の健康管理におけるセルフケア能力の向上につながる可能性が示
唆された。
キーワード：透過性調整力、中小企業労働者、健康習慣、セルフケア能力、個別健康支援
1） 九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専攻

2）

〒812‑8582 福岡市東区馬出3丁目1番1号

Department of Health Care Administration and Management、Gradu-

Department of Health Care Administration and Management, Graduate

ate School of Medical Sciences、 Kyushu University

School of Medical Sciences, Kyushu University, 3-1-1 Maidashi Higashiku
Fukuoka City, 812‑8582, Fukuoka, Japan
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【はじめに】
医療技術の進歩や高齢化、産業構造の変化にともない、慢性疾患の有病率が高くなってきている1）。ライフスタイルと慢性疾患
の罹患および精神的健康度との関連については、多くの報告がなされており、健康的なライフスタイルが将来の様々な健康破綻の
リスク軽減につながることが報告されている2）3）4）。国が主導する健康づくり運動も一次予防を重視したものに主眼が置かれるよう
になり、個人の健康管理の実践を支援するための社会環境の整備が進められている5）。
労働者にとって心身の健康を保持することは、自らのQOL（Quality of life）の維持向上を目指すことのみならず、企業の一員と
しての責務を果たすための重要な要件である。労働者の健康問題は、労働損失などのかたちで生産性にも影響を及ぼすことが指摘
されるなか6）、“従業員の健康が企業の生産性を向上させる” とする健康経営という考え方も、広がりつつある7）8）。
一方、経済状況の低迷にともない中小企業労働者の健康管理を取り巻く状況は厳しい。特に、従業員が50名未満の事業所におい
ては、労働安全衛生法において遵守しなければならない基準が高くなく、労働衛生に関わる人的、物的な資源が不足しており、事
業所規模が小さくなるほど労働衛生水準は低くなる傾向がある9）10）。中小企業労働者の健康管理は、健康の保持増進のために提供
される資源が充分ではないなかで、その多くが個々に委ねられている。このような状況にある中小企業労働者への健康支援には、
労働者自らが心身の健康を阻害する要因に対応し、促進する要因を高めていくといった、セルフケア能力を獲得するための支援が
重要となる。
個別健康支援のひとつである保健指導は「対象者と保健指導実施者の1対1の関係のなかで、対象者が自分の健康について考え、
自分の健康状態を認識し、健康の保持・増進・改善のために必要な行動目標を対象者自身が決定できるように戦略的に支援する
プロセスである」と定義されている11）。つまり対人交流によって行われる心理的要因と行動に関わる支援のプロセスと言える。心
理学の分野で、自分自身が本来持っている能力や可能性に気づき、その実現や発揮を妨げている要因を取り除き、本来の自分の能
力を発揮していくという自律性を促すことを目的としたものに交流分析があり、保健指導と共通した側面がある。
交流分析は、1957年にアメリカの精神科医エリック・バーン
（Berne，E.）が創案した自我と行動に関する理論体系である12）。日
本には1970年代に紹介され、コミュニケーションのあり方を観察可能な自我状態に分類して分析するエゴグラムに加え、5つの自
我状態（Critical Parent：CP、Nurturing Parent：NP、Adult：A、Free Child：FC、Adapted Child：AC）を内外の刺激に応じて
適切に切り替える「透過性調整力Permeability control pwoer」を取り入れたPCエゴグラムが桂らによって開発された。透過性調整
力は、自分の行動をコントロールする柔軟性や適応能力の指標13）とされることから、健康管理における重要なセルフケア能力のひ
とつになるのではないかと考えた。
透過性調整力については心身医学領域を中心に研究が進められ、自我状態との関連やその機能、他の心理尺度との関連、ストレ
スや自覚的身体症状との関連などが明らかにされている。透過性調整力は、FC，NP，Aと正の相関、ACとは負の相関があり、自己
肯定傾向や他者肯定傾向14）15）、自己統制感尺度、学習CAMIの統制感因子、能力因子16）、アサーション尺度17）、ポジティブ感情18）な
どと高い相関がみられる。そのため透過性調整力が高いものは、精神的安定、社会的適応19）、ストレス対処能力やストレス耐性20）、
能力を発揮する力、行動力が高い14）ことなどが報告されている。また、行動エゴグラムの活用や自律訓練法、アサーショントレー
ニングによる透過性調整力向上の実績報告がある13）21）22）。しかしメンタルヘルスに関するものが大勢を占め、健康行動との関連を
示す研究は殆どみられない。健康行動との関連が明らかになれば、個別健康支援において新たな視点となり得るため意義がある。
そこで、本研究では、透過性調整力と労働者の健康習慣との関連を明らかにして、透過性調整能力が健康管理におけるセルフケ
ア能力を規定する要因になり得るかを検討することにした。

【対象と方法】
調査対象は、平成24年4月〜9月に協会管掌生活習慣病予防健診およびそれに順ずる健康診断を受けた55事業所の中小企業労働
者である。業種は、建設業、製造業、運輸業、卸売り小売業、飲食業、医療福祉、教育学習支援業、その他のサービス業、公務である。
また職種は、専門的技術的職業、管理、事務、販売、サービス、生産工程作業、輸送・機械運転、建設、運搬・清掃・包装などであ
る。保険者が実施する保健指導と研究への参加に同意が得られた事業所に対して自己記入式質問紙調査票を事前に郵送し、保健指
導時に回収を行った。なお対象者の健康状態の偏りを小さくするために、有所見者のみを保健指導の対象とする事業所は除外した。
配布数964枚で、回収できた717枚（回収率74 . 4％）のうち欠損データの無い656人分を分析対象とした。
調査内容では、基本属性として年齢、定期的な通院の有無、同居者の有無を調査した。透過性調整力及び健康習慣について、調
査内容の詳細は別表に示す（別表）
。透過性調整力は、PCエゴグラムの透過性調整力に関する質問項目の10項目において、各項目0
〜2点を配し、合計点をPCスコアとし標準化によって算出されたＴ得点によって0〜11点を「低群」、12〜20点を「高群」とした14）。
健康習慣についての項目は、森本らの8つの健康習慣23）24）
（①朝食、②栄養バランスへの配慮、③運動習慣、④飲酒、⑤喫煙、⑥睡
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別表：調査項目と測定方法
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眠時間、⑦主観的ストレス、⑧労働時間）にストレス解消を加えた。
主観的ストレス及びストレス解消については、10件法でVisual Analogue Scaleを用いて回答をもとめた。それぞれの尺度は、50
パーセンタイルで2群に分けて分析を行った。
森本らの8つの健康習慣は、各項目の実行度により1点もしくは0点で配点され0〜8点の範囲をとる。1点となる健康習慣の実行度
とは①運動は週に1回以上実施している②お酒は週に３〜５回程度まで③タバコは「やめた」もしくは「吸わない」④睡眠時間は７
〜８時間⑤栄養のバランスを考えて食べる⑥朝食は毎日食べる⑦労働時間は９時間以下⑧自覚的なストレスが「ふつう」もしくは
「少ない」に該当する場合である。また総合的な健康習慣の実践は「良好：7〜8点」
「中庸：5〜6点」
「不良：0〜4点」と３段階で判定
される23）24）。
透過性調整力と健康習慣の関係を明らかにするためには、透過性調整力高群と低群別に健康習慣を比較し、オッズ比または相対
リスクを算出した。透過性調整力と健康習慣の関連を検討するために、健康習慣を目的変数、透過性調整力を説明変数としてロジ
スティック回帰分析を行った。なお、健康習慣実行数には「8つの健康習慣」のなかで、個人の采配が難しい労働時間を除き、自己
管理が可能な7項目
（朝食、栄養バランスへの配慮、運動習慣、飲酒、喫煙、睡眠時間、主観的ストレス）を選択した。交絡因子と考
えられる性別及び年齢25）‑ 27）、さらに、運動習慣と睡眠時間には先行研究により関連性が指摘されている労働時間28）29）を、飲酒、喫煙、
ストレス解消には主観的ストレス30）31）を解析に投入した。
統計解析にSPSS 11 .OJ for Windowsを使用し、有意水準は5％未満に設定した。
なお、この研究に関しては、全国健康保険協会A支部の支部長による承諾を得て実施し、調査対象者には書面にて目的を説明し
同意を得た。

【結果】
４−１．対象者の概要
対象者656人中、男性313人（47 . 7％）、女性343人（52 . 3％）であった。年齢は19歳〜73歳。平均年齢は、男性49歳
（SD 10 . 18）
、女性
47歳（SD 9 . 84）であった。PCスコアは、平均12 . 86（SD 4 . 55）で、高群428人（65 . 2％）、低群228人（34 . 8％）であった。PCのChronbach
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のα係数は0 . 831であった。
４−2．健康習慣と透過性調整力
比較の検定においてPC高群と低群との間に有意差がみられた健康習慣は、「栄養バランスへの配慮」
（RR= 1 . 14）
「運動習慣」
（RR= 1 . 55）
「睡眠時間」
（RR= 1 . 29）
「主観的ストレス」
（RR= 1 . 46）
「ストレス解消」
（RR= 2 . 14）
「8つの健康習慣の実行数」
（不良を
referenceとして中庸OR= 1 . 57、良好OR= 2 . 68）であった。（表1）
ロジスティック回帰分析の結果、透過性調整力と有意な関連が認められた健康習慣を表2に示す。
健康習慣の実行数は、年齢が高くなるほど、また男性より女性のほうが、健康習慣の実行数が多くなる傾向が示された。年齢と
性別を調整しても「健康習慣の実行数」と「透過性調整力」には有意な関連が認められた（OR= 1 . 96 ,p< 0 . 001）
。栄養バランスへの
配慮は、年齢が高くなるほど、また男性より女性のほうが、栄養のバランスに配慮する傾向が示された。年齢と性別を調整しても
「栄養バランスへの配慮」と「透過性調整力」には有意な関連が認められた（OR= 2 . 32 ,p< 0 . 001）。運動習慣は、年齢が高くなるほど、
女性より男性のほうが、週1回以上の定期的な運動習慣を持っていることが示された。年齢と性別を調整しても「運動習慣」と「透
過性調整力」には有意な関連が認められた（OR= 1 . 53 ,p= 0 . 039）。睡眠時間は、年齢及び労働時間との有意な関連は認められなかっ
たが、女性より男性のほうが、7時間以上の睡眠を確保する傾向が示された。年齢、性別、労働時間を調整しても「睡眠時間」と「透
過性調整力」には有意な関連が認められた（OR= 1 . 62 ,p= 0 . 006）。主観的ストレスは、年齢及び性別との有意な関連は認められな
かった。年齢、性別を調整しても「主観的ストレス」と「透過性調整力」には有意な関連が認められた（OR= 1 . 99 ,p< 0 . 001）
。ストレ
ス解消は、年齢及び性別との有意な関連は認められなかったが、主観的ストレスが少ない者は多い者に比べ、ストレス解消ができ
ていると受けとめる傾向が示された。主観的ストレス、年齢、性別を調整しても「ストレス解消」と「透過性調整力」には有意な関
表1．対象者の背景及び健康習慣と透過性調整力
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表2．健康習慣と透過性調整力の関連
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連が認められた（OR= 3 . 15 ,p< 0 . 001）。
「朝食」、
「飲酒」、
「喫煙」と「透過性調整力」との間には、有意な関連は認められなかった。

【考察】
本研究の目的は、透過性調整力と労働者の健康習慣との関連を明らかにして、透過性調整能力が健康管理におけるセルフケア能
力を規定する要因になり得るかを検討することであった。
対象者の透過性調整力は、「健康習慣の実行数」
、「栄養バランスへの配慮」
、「運動習慣」
、「睡眠時間」
、「主観的ストレス」、
「ス
トレス解消」と関連することが示された。
透過性調整力が高ければ、状況に応じて柔軟に適切な行動をとることができるため13）、健康の保持増進に必要な基本的生活習慣
を望ましい状態に調整していることが考えられる。透過性調整力と健康習慣との関連を示す報告は殆どみられず、本研究において
も健康習慣の実践に関して透過性調整力がどのように生かされているかの詳細は明らかではない。しかし、本研究の結果は、透過
性調整能力が健康管理におけるセルフケア能力を規定する要因のひとつになり得る可能性を示した結果であると考える。また、年
齢を調整しても、透過性調整力と「健康習慣の実行数」
「栄養バランスへの配慮」
「運動習慣」には関連が認められ、若年者への介入
の有効性を示唆している。
精神的健康と透過性調整力との関連については、これまでも多くの研究で報告されている13）‑ 15）18）‑ 20）32）。太湯らの研究では、透過
性調整力と精神的健康度の指標とされるGHQ得点
（低いほど精神的健康度が高い）との間に負の相関が示されている32）。また桂ら
の研究では、透過性調整力と不安を感じやすい傾向の間には高い負の相関がみられ14）透過性調整力が高い者は、ストレス耐性やス
トレス対処能力が高く、透過性調整力の低い者に比べて良好な精神的健康を維持する傾向が指摘されている。本研究でも、透過性
調整力が高いものは、精神的健康度を高く保つことができるという先行研究を支持する結果が得られた。ロジスティック回帰分析
の結果では、透過性調整力の高低によりストレスの受け止め方が異なることに加え、主観的ストレスの多少に関わらず、透過性調
整力が高ければ、ストレス解消ができていると受け止める傾向が認められた。透過性調整力は、外部刺激に対する認知と行動（自
我状態）をコントロールする機能を持つため14）ストレッサーの認知に影響を与えていると考えることができる。また、透過性調整
力が高いと、ストレス状況下において適切にコーピングを行っているとも考えられる。
森本らは、Breslowの報告や日本人を対象とした研究により、8つの健康習慣の実行度が心身の健康度と関連があることを見出し
た4）。今回の結果では、自我状態を適切に切り替える機能を持つ透過性調整力は、健康習慣の実践や精神的健康状態に関連していた。
このことより、透過性調整力は、心身の健康状態を好ましい方向へ促進する役割を持つものと考える。
厚生労働省が進める労働者の健康づくりにTHP（Total Health Promotion Plan）がある33）。その指針のなかで、職場における労働
者の心身の健康問題に対処するためには、心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることと、すべての労働者を健康の保持増進の
対象とすることを重要な課題と位置づけて健康管理体制の整備を推奨している34）。しかし、中小企業の健康管理体制の整備は充分
にすすんでおらず、事業所規模が小さくなるほど低い労働衛生水準であることが報告されている9）10）。
今回の結果では、透過性調整力が高い者は、主体的に健康習慣を実践し且つ、ストレス耐性やストレス対処能力をもっている可
能性があることを示唆している。中小企業における健康管理体制の整備を強力に推進することは勿論であるが、加えて、限られた
条件の中での健康管理を実践していく個人の能力を高めていくことにより、中小企業労働者の心身の健康は実現すると考える。そ
のようなことから、透過性調整力は、中小企業労働者の現状に即した支援のあり方を検討するうえでも重要な視点になると考える。
本研究の限界として、対象者が事業所規模、業種、職種とも幅広く、全体的な傾向を見るに留まった点があげられる。また健康
習慣の評価には既存の尺度を用いたため、健康習慣の実践に関して透過性調整力がどのように生かされているかまでを捉えるに
は充分とはいえない。さらに、本研究は一時点における調査をもとにしたものであり、透過性調整力と健康習慣の因果関係までを
論ずることはできない。
しかし本研究において、透過性調整力が労働者の精神的健康のみならず健康習慣の実践にも関連する要因であることが示唆さ
れた。そのことより、透過性調整力の向上が、中小企業労働者の心身の健康の保持増進を促すことにつながる可能性があると考え
られる。セルフケアとは、「良い健康状態を維持するために、自ら実施する日常生活上及び健康管理上の行動」と日本看護科学会で
は定義している。その実践には、常に変化し続ける健康状態や環境を適切に認識し、自分の価値観に照らし合わせて、相応しい行
動を選択する能力が不可欠である。そのため、透過性調整力を高めることは、生涯にわたってセルフケアを実践していくための意
思決定を助けるものになると考えている。
透過性調整力は、交流分析の理論に立脚しており、支援者と対象者のコミュニケーションのあり方によって変化し得るものであ
る。そのため、個別健康支援の場面で先行研究13）14）21）22）の知見を活用し、透過性調整力を向上させる働きかけを行っていくことは、
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健康管理におけるセルフケア能力の向上に寄与することが期待できると考える。
労働者にとってライフスタイルと労働環境の関連は大きく、透過性調整力との関連の評価にも労働条件を加味した分析が必要
である。また、透過性調整力と健康習慣の関連をみるためには、健康管理における柔軟な取組みやプロセスが反映されるきめ細や
かな尺度の検討が必要である。さらに、透過性調整力と健康習慣の因果関係を論じたり、健康状態を評価していくには縦断研究が
必要である。
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計画的レスパイト入院におけるALS患者の医療保険及び介護保険費用と患者・介護者のQOL評価
菊池

仁志 1）2） 原田

幸子 2） 荒木

智佳 2） 宮原

美佐 2） 馬場園

明 3）

The study on costs for health insurance and long-term care insurance and QOL for the
patients with ALS and their caregiver associated with the scheduled hospital respite care.
Hitoshi KIKUCHI 1）,2） Yukiko HARADA 2） Tomoka ARAKI 2） Misa MIYAHARA 2） Akira BABAZONO 3）

【Abstract】
Purpose: The care of patients with amyotrophic lateral sclerosis（ALS）, an incurable neurological disease, at home is difficult
because of their constant need for care and medical treatment. Hospital respite care is therefore considered necessary to alleviate
the burden for families. In the present study, we evaluated costs associated with health and long-term care insurance as well as
the quality of life（QOL）of patients with ALS and their associated caregivers with and without scheduled hospital respite care.
Method: The subjects comprised three pairs of patients and caregivers under a cycle of one month of home care followed by 14
days of hospital respite care, and three pairs of patients and caregivers under home care alone. Activities of daily living（ADL）
were assessed by the Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale, while QOL was evaluated by the Amyotrophic
Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire（ALSAQ- 40）for the patients, and the Zarit Burden interview for the caregivers,
as well as the original and SF- 36 questionnaires for patients and caregivers, respectively. Costs for health and long-term care
insurance were estimated by claim data.
Results: The original questionnaire found that both patients and caregivers with scheduled hospital respite care had a better
QOL than those under home care alone. Those with scheduled hospital respite care also had higher scores by ALSAQ- 40 , Zarit
Burden interview and SF- 36 than those under home care alone when ADL scores were similar. Health insurance costs were not
significantly different between the two groups at approximately ￥700 , 000 per month.
Discussion: Repetitive scheduled hospital respite care combined with home care is able to improve the quality of life of patients
with ALS as well as that of their caregivers. Moreover, health care costs were not significantly different from those only under
home care when ADLs of patients were comparable. Thus, these findings suggest that scheduled hospital respite care combined
with home care would be socially acceptable for the care of those with ALS.
Key words: ALS, respite hospital care, QOL, caregiver, health insurance fee

【抄録】
目的：ALSは全身の運動ニューロンが障害され四肢麻痺、呼吸不全のため死に至る病である。ALS患者のケアは医療処置も必要であり、極め
て介護度が高く、長期在宅療養のためには一時的に短期入院を行うレスパイト入院は欠かせないものと考えられる。しかしながらこれまで、レ
スパイト入院に関する患者・介護者のQOLと医療・介護費保険費用に関する実態は十分検証されていない。本研究ではALS患者に対する計
画的レスパイト入院に関し、ADL、医療・介護保険費用の側面から、患者・介護者のQOLに対する有用性を検証した。
対象と方法：反復的に計画的レスパイト入院を行っているALS患者・介護者3名
（計6名）
在宅療養のみのALS患者・介護者3例
（計6名）
を対象と
した。計画的レスパイト入院を行っている群に患者、介護者に対する自作の質問表によるアンケート調査を施行。計画的レスパイト入院群および
在宅療養のみの群の両群に関して以下の調査を施行した。ALS患者に関して、ALS患者に特異的なQOLスコアであるALSAQ-40を、介護者に
対しては、介護者の介護負担を定量化したZarit介護度負担尺度スコアを、患者・介護者に対しては、一般的に用いられている健康関連QOLの
測定尺度であるSF-36による調査を実施した。在宅療養期間は約30日間、レスパイト入院期間は約14日間に設定した。4か月間の医療介護保険の
総費用を調査した。ALS患者のADLに関しては、疾患特異的なADL尺度であるALSFRS（ALS functional rating scale）
を用いて評価した。
結果：レスパイト入院に関する質問紙調査では、患者、介護者ともに計画的レスパイト入院の有用性を感じていた。ALSAQ-40、Zarit介護負担
尺度、SF-36スコアのいずれにおいても、
計画的レスパイト入院群の方のQOLが高かった。
中でも特に、
患者本人では、
心の健康に関するQOLが、
介護者においては、日常役割機能、体の痛み、全身的健康感、活力、心の健康においてのQOLが高いことが示された。さらにALSFRSが15〜19
点
（48点満点）
と、ADLが同程度である場合、その傾向が強かった。また、ALSFRSが同程度である場合、健康保険のみの費用は1ヵ月あたり、約
70万円程度と同額であり、計画的レスパイト入院を行っている患者・介護者のQOLは高かった。
考察：計画的レスパイト入院は、介護者のQOLのみならず患者本人のQOLの向上を図れる可能性があると考えられる。さらに、同程度のADL
の場合、健康保険費用の差の開きはなく、計画的レスパイト入院を行った方がQOLは高くなり、社会的な見地からも望ましいことが示唆された。
キーワード：ALS、レスパイト入院、QOL、健康保険費用
1） 九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専攻

2）
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Medical Corporation、 Murakami Karindoh Hospital

Department of Health Care Administration and Management、Graduate

3）

School of Medical Sciences、 Kyushu University、3-1-1 Maedashi Higashi-

Department of Health Care Administration and Management、Gradu-

ku Fukuoka City、 812-8582、Japan
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【はじめに】
筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis、ALS）などの神経難病は、難治性進行性で、全身の運動機能の障害を伴う
ため、本人・家族の精神的・経済的な負担は極めて大きい。さらに、そのケアに専門的な技術が必要とされるため、一般病院では
受け入れ困難である。従来これらの神経難病患者の療養は、国立療養所などで支えられてきたが、その統廃合や療養病床の削減
等などの措置により、長期入院が困難となり、多くの患者・家族は行き場を失い、在宅での過酷な療養を強いられている。従って、
神経難病患者・家族の救済には在宅療養の支援体制の確立が急務である1）。また、在宅療養の支援策として、家族の介護負担軽減、
患者の身体評価、リハビリテーション、対症療法などのために一時的に短期入院を行うレスパイト入院は長期在宅療養のために
は欠かせないものと考えられる。
医療法人財団華林会

村上華林堂病院は、福岡県福岡市内にある病床数160床の内科・外科・眼科・整形外科・ホスピス・在

宅診療科を中心とする総合病院で、平成16年よりALS患者を中心とした神経難病患者を継続的かつ包括的にケアを行う体制を構
築してきた2 , 3）。特に、福岡市内に長期療養型の国立病院機構が存在しないため、主に大学病院などの基幹病院からの神経難病患
者の受け皿としての役割を担っている。その中で、計画的レスパイト入院を取り入れた、在宅・入院の連携による総合的な支援
体制を確立してきた。特に神経難病病棟の医師、看護師、リハビリスタッフ、MSW、臨床心理士、栄養士、薬剤師ならびに、訪問
診療医（神経内科専門医・内科医）および在宅難病コーディネーター、ケアマネージャー、訪問看護師を中心とするチーム体制を
通して、対症療法、リハビリテーション、心理サポートを中心とした効率的な診療を在宅・入院を通して行っている。
神経難病患者に対するレスパイト入院による家族の介護負担軽減、患者の身体評価、リハビリテーション、対症療法は長期在
宅療養のためには欠かせないものと考えられる。しかしながら、本邦では、これまで、ALS患者の介護者の介護負担4）やQOL 5）、
患者の日常生活機能6）との関連は報告されているが、計画的レスパイト入院が患者、家族に及ぼす影響、さらには医療保険・介護
保険にかかる費用に関する報告はない。
村上華林堂病院では、これまでALS患者の終末期医療に関して、終末期ALS患者が、入院のみの場合とレスパイト入院を繰り
返しながら在宅療養する場合、在宅療養のみの場合において医療・介護保険費用の実態調査を行ってきた7 , 8）。その結果、終末期5
か月間での場合、医療・介護保険費用の合計はいずれも月額80 ‑ 89万円程度と大きな開きは認められなかった7 , 8）。
本研究では、計画的レスパイト入院を施行しているALS患者、介護者と計画的レスパイト入院未施行のALS患者・家族のQOL
と医療・介護保険費用に関する比較検討を行うことを目的とした。

【研究対象及び研究方法】
研究対象
2011年10月より2012年9月までに村上華林堂病院通院中で、発症年齢50歳以上、当院外来もしくは訪問診療施行し、訪問介護な
らびに訪問看護、リハビリテーションなどすべてに当院がかかわっており、2012年4月より9月の期間で研究の同意が得られたう
えで、会話もしくは文字盤によるコミュニケーションにて調査することができたALS患者、介護者を対象とした。ALS患者に関
しては、El Escorial

改訂Airlie House 診断基準9）においてclinically definite ALS、clinically probable ALS、clinicallyprobable-

laboratorysupportedALSの診断基準を満たす患者で、Mini-Mental State Examination（MMSE）テストにより認知症のないこと
を確認．介護者は主たる介護者とした。在宅療養期間は約30日、レスパイト入院期間は全例ほぼ14日間であった。計画的レスパイ
ト入院試行群は、在宅療養中で当院訪問診療試行中、計画的レスパイト入院を最低5回以上施行している患者・介護者3例を選択し、
在宅療養のみ（計画的レスパイト入院未施行）の群は、現在、在宅療養中のみの患者で、過去に計画的なレスパイト入院の経験が2
回未満の患者・介護者3例とした。
症例の内訳として、年齢、性別、ALS発症よりの罹病期間、臨床症状、レスパイト入院回数、ALSFRSスコア、面たる介護者を
示す。
症例1： 70才

男性。全経過34ヵ月。臨床症状は、両上肢完全麻痺、下肢筋力正常、嚥下・構音・呼吸障害なし。レスパイト入院

回数14回。主に妻による単独介護。
症例2： 60才

男性。罹病期間48ヵ月。臨床症状としては両下肢麻痺、嚥下・呼吸障害あり、構音障害なし。胃瘻造設施行。気管

切開下人工呼吸器装着。レスパイト入院回数6回。主な介護者は妻、その他大家族による介護体制。
症例3： 60才

女性。罹病期間68ヵ月。臨床症状としては四肢完全麻痺、嚥下・呼吸障害あり、発語不能。胃瘻造設施行。気管切

開下人工呼吸器装着。レスパイト入院回数14回。夫による単独介護。
症例4： 60才

男性。罹病期間48ヵ月。臨床症状としては、両上肢筋力低下、歩行障害なし、嚥下・構音呼吸障害なし。レスパイ
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ト入院なし。妻による単独介護。
症例5： 71才

男性。罹病期間36ヵ月。臨床症状としては、四肢肢筋力低下、歩行障害なし、嚥下・構音呼吸障害あり。胃瘻造設、

NIPPV 2時間/ 1日。計画的レスパイト入院なし。妻による介護。
症例6： 55才

男性。罹病期間28ヵ月。臨床症状は、四肢完全麻痺、嚥下・呼吸障害軽度あり、構音障害なし。胃瘻造設施行。人工

呼吸器未装着。レスパイト入院1回の経験があるが、現在はレスパイト入院を行っていない。主に妻による単独介護。
研究方法
計画的レスパイト入院症例（症例1、2、3）ならびに在宅療養のみ（計画的レスパイト入院未施行）の症例（症例4、5、6）に関して、
それぞれの患者、主介護者に対する調査を行った。
質問紙表の項目として、対象とした計画的レスパイト入院を行っている3組のALS患者および介護者（計6名）に対しそれぞれ以
下の項目に関するアンケート調査を行った。アンケート項目：計画的レスパイト入院により、a．生活の質は向上した b．生活の
目標ができる c．精神の健康が保たれる d．身体の健康が保たれる e．家族の介護負担は軽くなる f．家族の経済的負担は軽くな
る g．レスパイト入院は計画的に行うのがよいと思う。この7項目に関して、計画的レスパイト入院前後での比較を1．全く思わな
い、2．思わない、3．少し思う、4．思う、5．大変思う、という5段で評価し、それぞれの項目番号で点数化した。
ALS患者の臨床評価尺度には、日本語版改訂ALS functionalrating scale（ALSFRS）6）を使用した。ALSFRSは、言語、唾液分泌、
嚥下、書字、摂食動作、着衣・身の回りの動作、寝床での動作、歩行、階段登り、呼吸機能（呼吸困難・起坐呼吸・呼吸不全）の12
項目からなり、得点は0点（まったくできない）から48点（正常）となる。
ALS患者のQOL評価にはALSQ- 40日本語版を使用した10 , 11）。ALSAQ- 40は、1999年Jenkinsonら12）により開発されたALS患者に
特異的なQOL評価スケールで「身体活動」
「ADL自立」
「摂食」
「コミュニケーション」
「情動」の5領域40問よりなる。QOLが最良の
機能評価を0点、最悪の評価を100点とするものである。
介護者の介護負担の評価にはZarit介護負担尺度がALS研究でも使用されている13）。今回の研究では、Zarit介護負担尺度日本語
版（J-ZBI）14）を使用した。J-ZBIは22 項目の質問からなり、満点は88点で介護負担が大きいほど得点が高くなる。
さらにALS患者および介護者に対してそれぞれSF- 36によるQOL評価を行った。SF- 36は、健康関連QOL（HRQOL：Health
Related Quality of Life）を測定するための、科学的で信頼性・妥当性を持つ尺度であり、特定の疾患や症状などに特有な健康状
態ではなく、包括的な健康概念を、8つの領域によって測定するように組み立てられている。36項目の質問で包括的な健康度を測
定するものである。ALSのQOL評価にもしばし活用されている15）。
質問紙によるアンケートは、計画的レスパイト入院を行っているALS患者3名に対して施行。ALSAQ- 40は、ALS患者6名、
Zarit介護負担尺度調査は、6名の介護者に対して、SF- 36は、その両群に対して、調査はいずれも、特定の医療ソーシャルワーカー
により調査期間の最終レスパイト入院当日に行った。ALS患者のADLに関しては、ALSFRSにて医師が評価した。
医療・介護保険費用に関しては、すべての医療保険および介護保険費用の請求データを用いて、アンケート調査施行月までの
４か月間の入院費、外来医療費（外来調剤費用、在宅総合管理料を含む）、薬剤費、訪問看護療養費などの医療保険に関わる費用お
よび、介福祉用具貸与費、訪問介護費、訪問入浴費、乗車介護費、居宅介護支援費などの介護保険に関わる費用を算出し比較検討
した。
なお、本研究は村上華林堂病院の倫理委員会の承認を得て、実施した。

【結果】
1．計画的レスパイト入院の症例1、2、3と在宅療養のみの症例4、5、6を比較検討した。ALSFRSスコアでは、症例1．37点、症例2．
19点、症例3．0点、症例4．45点、症例5．18点、症例6．15点、平均 23 . 3点、最高 37点、最低0点であった。ALSFRSスコアでは、
症例2、5、6のADLに大きな違いは認められなかった。
2．レスパイト入院に関する質問紙調査では、総得点35点のうち、患者平均33 . 3点、介護者平均32 . 7点と両群ともに計画的レスパ
イト入院の評価は高かった。各項目の平均点の差をみると、介護者より患者本人の方が、生活の目標、介護負担軽減、経済的
負担軽減を感じている傾向が認められた。
3．ALSAQ- 40スコアを用いた患者本人のQOL評価結果では、ALSAQ- 40 の総得点をみると、計画的レスパイト入院を行っている
群では、326 . 6点、在宅療養のみの群では290 . 4点と計画的レスパイト入院群の方がQOLは低かった。各項目の平均値では、身体
活動、摂食面などADLに関わる面に関しては、在宅療養群の方がQOLは高いが、コミュニケーション、情動面では、計画的レス
パイト入院群の方がQOLは高かった。
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表1

レスパイト入院に関する質問紙調査

4．Zarit介護負担尺度による介護者の介護負担感の調査では、症例1、4のようにALSFRSの高い症例
（ADLの保たれている患者）で
は、Zarit介護尺度スコアは低く、介護者のQOLは高かった。
表2

ALSAQ‑40

5．SF- 36による患者・介護者のQOL調査では、介護者において計画的レスパイト入院群では、レスパイト入院未施行の群と比較して、
すべての項目でQOLが高かった。患者本人に関しては、特に心の健康面で、計画的レスパイト入院群のスコアが高かった。
表3

Zarit 介護負担尺度
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介護者においては、各項目の平均値はすべて計画的レスパイト入院施行群の方が高く、特に、日常役割機能、体の痛み、全体的
健康感、活力、心の健康の項目で20 . 0ポイント以上の開きがみられていた。
表 4a

SF‑36 患者本人

医療保険・介護保険費用における検討では、医療保険に関しては、入院医療費の内訳は、初診料、入院基本料、薬剤管理指導料、投薬、
注射、処置、画像、リハビリテーションが挙げられ、在宅医療費の内訳は在宅総合支援管理料、薬代など、介護保険費用の内訳は、訪問
表 4b

SF‑36 介護者

リハビリ、福祉用具、訪問入浴、居宅管理指導料、居宅支援
（ケアプラン）
料が主に挙げられた。計画的レスパイト入院群では、医療保険
費用月額平均923 , 818円、介護保険費用184 ,174円、在宅療養群では、医療保険費用月額平均514 , 946円、介護保険費用月額平均136 , 406
円といずれも計画的レスパイト入院群の方が高額であった。介護保険費用は、患者・介護の環境により、ばらつきがみられるため、医療
保険費用のみを検討したところ、症例1、5、6は同額で、呼吸器をつけている症例2、3が他より月額30万円程度高額であるが、人工呼吸
器管理料が、概算すると約30万円
（1ヵ月あたりの在宅人工呼吸指導管理料2 , 800点、人工呼吸加算7，480点、酸素濃縮装置加算4 , 000点
など。入院中は人工呼吸処置料1日あたり819点。入院を14日と概算する）であり、その分を差し引くと症例1、2、3、5、6は、月額70万円程
度となり、大きな差は認められなかった。ADLが保たれて訪問看護、リハビリの必要のない症例4の医療保険費用は、約17万円と低額で
あった。
表5

医療保険及び介護保険費用
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6．ADLが同程度である症例間のQOLと医療費に関して、計画的レスパイト入院をした場合とそうでない場合を比較検討した。そ
こで、ALSFRSスコアが、15〜19点と同程度のADLと考えられる計画的レスパイト入院を施している症例2と在宅療養のみで
ある症例5、6とを比較検討した。ALSAQ- 40では、総スコアは、症例2．305点、症例5．351点、症例6．343点と計画的レスパイ
ト入院を行っている症例2の方がALSAQ- 40スコアは低かった。ADL自立、摂食、コミュニケーション、情動に関しても計画的
レスパイト入院をしている症例2で同点数もしくは点数が低かった。身体活動に関しては在宅療養のみの方の点数が低かった。
また、Zarit介護負担尺度の総得点は、症例2．18点、症例5．50、症例6．19点といずれも計画的レスパイト入院をしている症例
2の方が低く、ADLが同程度の場合、介護者のQOLが高いことが示された。医療保険費用に関しては、人工呼吸器を装着してい
る症例2に関し、人工呼吸器管理料約30万円を差し引くと、症例2、5、6はいずれも月額約70万程度となり、ほぼ同額であった。
表 6a

ADL が同程度の症例比較

7．SF- 36では、計画的レスパイト入院を施行している症例2の方が、患者本人の心の健康のスコアが高かった。さらに、介護者の日
常役割機能、体の痛み、全身的健康感、活力、心の健康は、すべて計画的レスパイト入院群の方のスコアが高かった。その他の
項目に関しても、患者、介護者とも計画的レスパイト入院群の方のスコアが高いか、同点数であった。
表 6b

ADL が同程度の症例比較（SF‑36）
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【考察】
レスパイト入院に関しては、神経難病患者に関わらず、重症小児疾患や緩和ケアの領域においても、その患者・介護者のQOLの向
上に関しては多くの報告がなされている16 , 17）。ALSに関しても数多くの取り組みは行われ、QOLに関してもこれまで数多くの研究が
行われてきたが18）、計画的レスパイト入院における患者本人・介護者のQOLに関する詳細な分析は報告されていない。
今回の研究では、ALS患者、介護者の計画的レスパイト入院に関し、質問紙票、ALSAQ- 40、Zarit介護尺度スコア、SF- 36により、
詳細な検討を行った。質問紙票の結果では、全体的に計画的レスパイト入院には患者、介護者共に肯定的であった。なかでも経済低
負担の軽減に関しては、患者平均4点、介護者平均3 . 3点と他項目よりスコアは低く、また患者の方が介護者より肯定感が高かった。
このことは、病気療養ならびに介護による本人および介護者の収入の減少と療養費用の影響を患者本人が強く感じていることによる
と考えられる。ALSAQ- 40の検討では、ALSFRSでADLが同程度の症例で比較をすると、計画的レスパイトを行っている患者、家族
のQOLが高く、特にコミュニケーションと情動面でその傾向は強いと考えられた。SF- 36の結果では、全症例間で、計画的レスパイト
入院群では、患者本人の心の健康が、得点差36 . 7点と著しく高く、さらに、介護者においては、日常役割機能、体の痛み、全身的健康感、
活力、心の健康において、すべて計画的レスパイト入院群の方のスコアが高かった。ALSFRSスコアにおける同程度のADLでの比較
では、さらにその傾向は強くなることが明らかにされた。計画的レスパイト入院は、介護者は、本人以上に全面的にQOLが向上し、患
者本人にとっては、特に精神面でのQOLの向上に寄与すると考えられる。中川ら6）は、SF- 36、Zarit介護負担尺度を用い、ALSFRSス
コアが14〜28点の高得点群では機能障害の進行にともない介護負担が増大し、ALSFRS 高得点群の介護者の方が有意に心の健康面
が障害されていることを報告している。すなわち、ALSの進行過程においては、精神状態がより不安定であるためADLが良いにもか
かわらず、介護者にかかる精神面でのケアの負担が大きくなることは理解できる。今回の研究では、症例2、5、6はこの高得点群に属し、
ALSAQ- 40およびSF- 36において在宅療養のみでは、本人および介護者の心の健康面のQOLが低下しているものの、計画的レスパイ
ト入院を行うことで、そのQOLが向上することが考えられた。
医療保険、介護保険費用に関しては、Mitsumotoら19）は、終末期までのALS患者の1人のケアには医療、介護費用合わせて年間約
200 , 000ドル
（約1 , 600 ‑ 2 , 000万円）
必要とされると報告している。今回の報告でも、医療保険、介護保険合わせて月額60万から120万
円ほど要しており、費用的には大きな開きはない。 さらに、van der Steenらは20）、ALS多職種によるチーム医療を行った場合と一般
的な診療を行った場合のヘルスケアコストに相違なく、チーム医療の方がより高いQOLを提供することよりその費用効果を報告して
おり、今回報告したチーム医療に基づいた計画的レスパイト入院による結果と同様であると考えられる。また、今回の研究で、QOL
調査の結果と医療保険費用を合わせて見てみると、ADLが同程度の場合、計画的レスパイト入院を行っている方が患者、介護者の
QOLが高く、医療保険費用では変わらないと考えると計画的レスパイト入院は社会的な見地からも有効であると考えられる。
今回の本研究の問題点としては、ALSの在宅療養環境は、介護者の数、経済的背景などが個々人で格差が大きく、同一条件下での
介護環境による比較検討が困難であることが挙げられる。特に今回の研究では女性患者1例と性差による影響は十分検討なしえてい
ない。このことは、ALS患者は男女比2：1で男性患者が多く、さらにジェンダーによる問題もある。酒井21）は、ALSの人工呼吸器装着
に関する性差を検討し、人工呼吸器装着率が2003年と2006年でそれぞれ2：1から3：2と男性患者の方がより高いことを報告している。
その要因として、在宅療養においては女性が主介護者となり、男性による介護は困難であることが挙げられている。ALS患者は、神
経難病の中で最も社会的に問題となるが、その対象人数が極めて少なく、本研究では、統計学的検討がなされていないため、今後は
さらなる症例の蓄積と分析が必要である。
本研究により、ALS患者、介護者の療養に関しては、計画的なレスパイト入院を取り入れながら在宅療養を支えていくことが患者
の費用を上げずに介護者のQOLを向上させる可能性が示唆された。現在、ALS患者に対する計画的レスパイト入院を施行している施
設は極めて限られている。このため、在宅重症難病患者レスパイト入院事業として神奈川県、福岡県や佐賀県など、県の事業として
重症ALS患者のレスパイト入院を推進している自治体もあるが、その利用率は未だ少ない状況にある。計画的レスパイト入院は、医
療保険費用の負担増を推し進めることなく、患者、介護者のQOLの向上を図りうることから、国や多くの地方自治体が積極的本事業
に取り組むことが望ましいと考えられる。
本研究では、計画的にレスパイト入院を行っている在宅療養中のALS患者・介護者は計画的レスパイト入院の有効性に関して肯
定的であり、さらにALSAQ- 40、Zarit介護負担尺度、SF- 36によるQOL調査では、計画的レスパイト入院を行っている患者本人では、
心の健康に関するQOL、介護者においては、日常役割機能、体の痛み、全身的健康感、活力、心の健康においてのQOLが高いことが
示された。同程度のADLの症例間では、この傾向はさらに顕著になった。また、人工呼吸器管理料を除くと両者の医療保険費用に大
きな開きはなく、計画的レスパイト入院は、費用を上げずQOLを向上させることが示唆された。
本研究は、厚生労働省
「希少性難治性疾患患者に関する医療の向上及び患者支援のあり方に関する研究」
班より研究費を助成され
ています。
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Team Health Care Approach in A Mixed-Care Hospital
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Yukiko ITAGAWA 1） Hiroyuki YOSHINAGA 1） Shousaku YAMASHITA 1）
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1．はじめに
近年、医療の高度化及び診断技術や治療の多様化、複雑化に伴って専門分化が進み、主治医一人だけでは様々な情報を総合して
判断することが困難になってきている。このため、医療の質や安全性の向上及び高度化・複雑化に伴う業務の増大に対応するため、
多種多様なスタッフが各々の高い専門性を前提とし、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに、互いに連携・補完し合い、
患者の状況に的確に対応した医療を提供する「チーム医療」を推奨している1）,2）。
従来の主治医がすべての医療ケアの内容を決定し、看護師、薬剤師、栄養士などの各専門職に指示するシステムから、近年は患
者の状態に応じて複数の診療科、多職種にまたがるチーム医療が医療の現場で実践されてきている。またチーム医療がもたらす具
体的な効果として①疾病の早期発見・回復促進・重症化予防など医療・生活の質の向上、②医療の効率性の向上による医療従事
者の負担の軽減などが示されている。
医療法人玉昌会加治木温泉病院は鹿児島県姶良市にある一般病床60床（うち亜急性期病床10床）
、回復期リハ病床54床、療養型
病床179床、介護療養病床57床をもつ350床のケアミックス医療機関である3）,4）。当院は近年地域包括ケアシステムの構築を念頭に、
回復期リハから在宅までのシームレスなシステム構築に取り組んでいる5）,6）。しかし、当地域の回復期リハ病棟のベッド数は全国
回復期リハ病棟連絡協議会が推奨している人口10万人に対して50床7）を大幅に超えており、人口20万人に対して300床もあり、回復
期リハの激戦地区である。この激戦区で勝ち残るためにもより特色のある回復期リハを構築することが急務である。
本研究では、当法人で検討、実践を計画している「玉昌会チーム医療・介護」を報告するものである。

2．玉昌会のチーム医療とは
厚生労働省では、2010年5月に「チーム医療推進会議」を立ち上げ、同年10月にその下にチーム医療推進方策検討ワーキンググ
ループを設置し、2011年「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践事例」を取りまとめた。それに基づいて、当法人でも、
2012年9月に法人事務局組織にチーム医療推進部を立ち上げ、高田病院、加治木温泉病院と在宅サービス事業部と系列の株式会社
JOYにおける法人独自のチーム医療検討会を組織した。その目的は、医師、看護師の慢性的な人員不足と仕事の多様化に伴う離職
率の軽減に努め、より専門的であるコメディカルの知識・技量を充分に発揮することと共に慢性期から在宅サービスまでのシー
ムレスな医療・介護・福祉を目指すことである。
現在、両病院の活動は多職種カンファレンス、褥瘡対策、NSTなどのチーム医療は行われている。しかし、アウトカム、プロセス、
（厚労省案）
ストラクチャーの内容を評価して多面的な視点でのチーム医療は行われていない1）。そのためチーム医療ガイドライン
を予測して現時点より専門性のある職種（コメディカル）の今までの法人としての取り組みが行われていない内容の充実を図り、
病院と共に在宅サービス事業部への取り組みを行う。

3．玉昌会が目指すチーム医療
1）チーム医療の目的
すべての医療スタッフ（コメディカル・事務職含む）が、専門的な知識・技能を最大限発揮しあうことで最善の治療を行い、亜急
性期から在宅までのシームレスな医療・介護・福祉サービスを提供することである。

1） 医療法人玉昌会

2） 株式会社CCRC研究所

Medical Corporation GYOKUSHOUKAI

Institute of CCRC Co.,Ltd.

〒892‑0822 鹿児島市泉町2番3号そうしん本店3F 医療法人玉昌会

3）

3F Soushinhonten Bldg. 2-3 Izumi-cho, Kagoshima-shi,

The Society of Health Care Management and Marketing

Kagoshima,892-0822 Japan

4）

Medeical Corporation GYOKUSHOUKAI

Department of Health Care Administration and Management, Graduate

医療福祉経営マーケティング研究会
九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座

Scholl of Medical Sciences, Kyushu University
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2）チーム医療の対象
「チーム医療・介護推進」の対象は、医療法人玉昌会の高田病院、加治木温泉病院、在宅サービス事業部、および株式会社JOYの
グループ全体としている。
3）基本的な考え方
チーム医療を推進する目的は、専門職の積極的な活用、職種間の有機的な連携を図ること等により医療の質的な改善を図ること
であり、そのためには、①コミュニケーション、②情報の共有化、③チームマネジメントの3つの視点が重要である1）。医療スタッ
フ間における情報の共有のための手段としては、定型化した書式による情報の共有化や電子カルテを活用した情報の一元管理な
どが有効である。
患者もチーム医療の一員という視点も重要であり、患者に対して最高の医療をするために各職種がどのように協力するかを考え
る必要がある。また、患者もチームに参加することによって医療者に全てを任せるのではなく、自分の治療の選択等に参加するこ
とが必要である。チーム医療を展開する中で、医師が個々の医療従事者の能力等を勘案して「包括的指示」を積極的に活用すること
も重要な手段であるが、
「包括的指示」の要件等をあまり定型化しすぎると医療現場の負担増になる可能性に注意が必要である。
チームの質を向上させるためには卒前のみならず卒後の教育も重要であり、専門職としての知識や技術に関する縦の教育と、
チームの一員として他職種を理解することやチームリーダー・マネージャーとしての能力を含めた横の教育が必要である。急性期、
回復期、維持期、在宅期において求められるチーム医療のあり方はそれぞれ異なるものであり、各ステージにおけるチーム医療の
あり方を考えるともに、各々のチーム医療が連鎖するような仕組みの構築が必要である。
4）チーム医療の効果と評価方法
チーム医療の評価に当たっては、客観的・定量的なアウトカム評価が望ましいが、アウトカムについては評価困難な内容も多い
ことから、プロセス評価やストラクチャー評価も併用することが必要である1）,8）。チーム医療・介護の効果として①疾病の早期発見、
②疾病の早期回復、③疾病の重症化防止、④医療従事者の負担軽減、⑤医療現場の活性化、安全性の確保の5つが考えられる。また、
評価の視点としては、①医療・介護の質の視点、②患者の視点、③医療・介護スタッフの視点、④経済的視点の4項目があげられる。
この4項目の視点別にアウトカム評価、プロセス評価、ストラクチャー評価を行う場合、表のような項目が評価項目になると考え
られる（表1参照）
。
表1

チーム医療で得られる各分野の視点別の評価項目

医療・介護の質の視点

アウトカム評価

プロセス評価

ストラクチャー評価

患者の視点

アウトカム評価

プロセス評価

医療・介護
スタッフの視点

ストラクチャー評価
アウトカム評価
プロセス評価
ストラクチャー評価

経済的視点

アウトカム評価
プロセス評価

ストラクチャー評価

・早期治癒率
（在院日数）
・感染症の発生率
・褥瘡発生率
・血液学的検査値
・経腸栄養実施率
・口腔衛生処置実施率
・食事提供回数
・専門職種の配置
・電子カルテ等の導入の有無
・カンファレンスの実施
・早期治癒率
（在院日数）
・使用薬剤数及び用量
・合併症の発生率
・専門スタッフによる回診の回数
・食事摂取回数
・治療内容の理解
・1床あたりの医療従事者数
・1人あたりの担当患者数
・各専門職の専門性向上
・各職種からの相談回数
・カンファレンス、勉強会の参加回数
・専門職の365日24時間対応体制の有無
・カンファレンス、勉強会の実施
・治療方針の共有
・病院収益
・人員配置の変化
・輸液使用金額
・抗生剤使用金額
・食事提供金額
・DPC導入・後発品使用
・医師・看護師以外のスタッフの導入
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4．ケーススタディ〜 栄養サポートチーム（NST）
1）チーム形成の目的
入院早期から栄養障害やその可能性がある患者を抽出し、栄養障害、摂食嚥下障害のある入院患者に対しては、それぞれの専門
領域の立場から改善案を出し、必要な対応を行うことができる。これにより、患者のQOLが改善し、原疾患や合併症の治療が効果
的に行うことができるなどにより、入院期間の短縮などが期待できる。
回復期リハビリテーションでは、脳卒中・脊髄損傷・大腿骨骨折等の比較的早期（発症後3ヶ月以内）の患者に対し、家庭復帰・
社会復帰を目指したリハビリテーションプログラムを医師・看護師・理学療法士・作業療法士等が共同して段階的に作成・評価し、
これに基づくリハビリテーションを集中して行なっている。
今回、口から食事等を摂る行為を生命維持における栄養上の概念だけでなく、人としての生きる喜びを実感する最重要な行為と
捉え、その行為をサポートするNSTを今回チーム医療・介護の最優先項目と位置づけ、まず加治木温泉病院の回復期病棟からスター
トさせることにしている。
2）NSTとは
Nutrition Support Team（NST）は、病態管理をする医師、患者のそばにいて一番患者様の状態を把握している看護師、必要量や
摂取量を評価し食事を調整提供する管理栄養士、薬の副作用・薬効・点滴などの管理をする薬剤師、摂食嚥下機能評価を行う言語
聴覚士などの各専門スタッフがそれぞれの知識や技術を出し合い最良の方法で栄養支援するチームのことである9）。
NSTの主な活動としては、栄養状態の評価、栄養管理の必要性の判定、適切な栄養療法の提言、栄養管理のチェック、栄養管理
上の問題点の抽出ならびに解決策の提言、新しい知識・技術の紹介・啓蒙、在宅医療などの地域医療との連携などがある。
図1

チーム医療・介護（ＮＳＴ）イメージ図


3）関係職種のチームにおける役割
当院のチームの特徴は、十分な言語聴覚士を配置していることと、チームに歯科医師、歯科衛生士が入っていて、看護師や介護
福祉士と連携をとり口腔ケアに取り組んでいることである10）。チーム医療・介護に関連する職種の役割分担・業務内容・実施方法
を示す。
① 医師
主治医は栄養計画を承認する。栄養サポートチームのチームリーダーとして医学的な見地で意見を出し、各コメディカルへ指示
を出す。また、嚥下造影検査（VF）を行い、患者の身体状況や摂食・嚥下障害の評価に基づき治療方針を決定する。他の主治医依頼
の場合は、主治医への情報提供を行う。
② 看護師
患者の身体状況などについての情報提供ならびに看護業務を通して問題となっている情報提供を行う。日常の口腔衛生処置、摂
食・嚥下機能療法に従事する。看護の見地で意見を出し栄養管理計画書に基づいた栄養サポートを実践する。
③ 管理栄養士
全入院患者の栄養評価を行い、栄養計画を作成する。看護師などから得た情報をもとに栄養障害の患者のリストアップを行い、
患者の入院食の変更や調整。退院時、家族等へ食事指導を行う。
④ 薬剤師
入院患者の薬剤情報を把握する。また嚥下機能に合わせた薬剤の剤形の変更、嚥下障害を起こす可能性のある薬剤の情報提供を
行う。
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⑤

言語聴覚士
主治医と共に摂食嚥下機能の評価を行い嚥下障害患者の嚥下訓練及びその指導を行う。また、安全な食事形態、摂食方法につい
ての情報提供を行う。
⑥ 歯科医師・歯科衛生士
患者の口腔内のケア、義歯の調整などを行う。
⑦ 臨床検査技師
患者の採血データの管理を行なう。
⑧ 介護福祉士
実際に食事介助を行いながら、食事摂取状況や嚥下状況を確認し、主治医や看護師、管理栄養士等に報告している。
4）チームによって得られる効果
チーム医療・介護で得られる効果を、患者、病院、スタッフの視点から以下に示す。
① 患者が得られる効果
・VF 検査結果を専門的視点で評価することで、喫食可能な食形態の判定が期待できる。
・各専門職種が参加することにより、患者に適した食形態、食具、食事姿勢、食事介助を担当医や病棟看護師に伝達でき、患者
QOL の向上に繋がる。
・栄養改善に有効である。
② 病院が得られる効果
・誤嚥性肺炎の合併率が減少し、在院日数が短縮するなど医療の質が向上する。
・入院頻度が減少し、医療コストが削減できる。
③ スタッフが得られる効果
・各専門職種の介入により、患者の治療への理解や満足度が向上する。
・専門職種ごとの連携でひとりの患者に対して包括的に介入でき、各スタッフの負担軽減が期待できる。
5）当院の回復期リハビリテーション病棟について
当院の回復期リハビリテーション病棟では、脳卒中・脊髄損傷・大腿骨骨折等の比較的早期（発症後3ヶ月以内）の患者に対し、
家庭復帰・社会復帰を目指したリハビリテーションプログラムを医師・看護師・理学療法士・作業療法士等が共同して段階的に
作成・評価し、これに基づくリハビリテーションを集中して行なっている。
回復期リハビリテーションの病棟の入院患者数は48人で、男性24人（50％）、女性24人（50％）、平均年齢が男性76歳、女性81歳と
なっており（2013年8月現在）、全国の回復期リハ病棟患者の平均年齢よりも高い（表2）。紹介元は、急性期病院、他の回復期リハ病
床、他の病棟が多く、退院先は在宅、他病棟、関連施設である。問題点としては、在宅復帰率の維持、回復期入院対象者の維持、新
規入院患者の獲得である。現在回復期リハビリテーション病棟入院料2の基準を取っているが、高齢者や高度の機能障害・多くの
合併症を持つ患者が増えており、基準の在宅復帰率（60％以上）を維持するのに苦労している。また、近隣の急性期病院が回復期リ
ハ病棟を新設したことにより、当院の回復期リハ病棟への紹介患者が減り、病床のベッド稼働率が減少していることが問題である。
表2

回復期リハ病棟入院患者の平均年齢の比較

当院回復期リハ

全国回復期リハ平均

脳血管障害

77 . 5歳

71 . 9歳

運動障害（整形外科系）

80 . 3歳

78 . 2歳

廃用症候群

83 . 0歳

79 . 3歳

当院の平均：H 24年4月〜H 25年3月
全 国 平 均 ：H 23年4月〜H 24年3月
6）チーム医療介護でのNSTの取り組み
① 現状の把握とNST委員会の活動内容の見直し
チーム医療を推奨する上で、現状のNST委員会には以下の4つの課題があり、検討することになった。
課題①：当院のNSTは依頼対応型であり、NST介入事例が少ない。
原因は、次のようなことが考えられる。NSTの介入基準が不確定であった。アルブミン値3 . 0以下で栄養状態が悪い患者（褥瘡保
有者や著しい体重減少等）などと決まっているが、高齢者が多く対象に挙がってもNSTの対象にしにくい。
課題②：採血回数が少なく、NST介入後の栄養評価などが難かしい。
これは、回復期リハ病棟は採血業務が診療報酬上包括になっているため、採血回数を増やすことが難しい原因と考えられる。当
院では今まで3ヶ月〜4ヶ月に1回の定期採血時のみのアルブミン値等のデータと、毎月の体重で評価していたが、採血の期間が長
すぎて、食事変更をしたあとの栄養改善の評価が適時にできない。
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課題③：NST介入後のデータの収集が基本的に栄養科で行っている
原因としては、栄養に関する患者の情報収集・分析は基本的に管理栄養士という考えがあり、NST介入後のデータ収集を管理栄
養士のみで行っていたためと思われる。
課題④：NSTラウンドの未実施
NST介入事例が少なく、委員会の中でカンファレンス形式を用いて行っていたため、ラウンドが未実施であった
課題を検証した結果、上記に示した4つの課題を最重要課題とし、この課題を解決するために、図2に示す工程表を作成し、平成
25年10月からの回復期病棟でのチーム医療・介護で行うNST活動の完全実地に向けて体制づくりに取り組んだ。
今回、病院のチーム医療・介護でのNSTを構築するために、まず法人事務局でメンバーを招集し、厚生労働省医政局『H 23年度チー
ム医療実証事業報告書』の内容を検証し、当院で構築する方向性を決定した。これは、今後現場で活動していくNSTを全面的（特に
スタッフの研修の支援や人員・資材の確保など）サポートしていくためである。
図2

チーム医療・介護

工程表

また、法人事務局と現場との間にチーム医療・介護委員会を設立した（図3参照）。これは法人事務局と現場で実際行われるNST
との間の情報共有を行う場とし、委員会のメンバーには、現場で実際に係っているスタッフから選定し、事務局と現場のどちら
の意見もすぐに反映させる体制を構築した。また、今後他の業務もNST活動と連携させ、チーム医療・介護で活動させるために、
NST以外のスタッフもメンバーに追加した。
図3

チーム医療・介護推進組織図
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②

現場スタッフの増員とチーム医療推進のためのスタッフ教育
まず、チーム医療・介護でNSTを構築する上で一番はじめに行ったことは人材の確保である。チーム医療でNSTを行うために、
法人事務局として医師2名（日本静脈経腸栄養学会認定教育施設指導医1名、日本静脈経腸栄養学会認定医1名）、管理栄養士2名
（NST
専門療法士1名）、言語聴覚士（ST）4名を確保した。次にスタッフの教育としては、鹿児島厚生連病院NST認定研修施設研修講座で、
4名のスタッフ（管理栄養士1名 薬剤師1名 看護師2名）が、それぞれの職種がNSTでの役割から栄養管理の基礎、手法から病態別
栄養管理を学んだ。また社会医療法人近森病院の見学では、5名のスタッフ
（管理栄養士1名 薬剤師1名 看護師2名 言語聴覚士1
名）がチーム医療の効率性の向上による医療従事者の負担の軽減などについて学んだ。
③ NSTの活動ツールの構築
NSTの書式としてまず『NSTスクリーニングシート』図4に示す（書式①）と図5の『NST介入報告書』
（書式②）を作成した。NST
スクリーニングシートの項目は、食事摂取量の増減、体重の増減（2㎏以上）、消化器症状の持続（嘔吐・下痢など）、アルブミン値
3 . 0 g/dl以下、褥瘡の5項目とした。これは従来NSTのスクリーニング時使用される8項目からなるSGA 評価よりも簡易にすること
で、看護師のスクリーニングにかかる時間を短縮し、またより基準を簡易にすることで誰でもNSTを理解しやすくすることを目的
とした。そして、1項目でも該当したら図6に示す『NST介入希望者リスト』
（書式③）に記入し、栄養科へ連絡するようにした。
図4

書式①：NSTスクリーニングシート

図6

図5

書式②：NST介入報告書

書式③：NST介入希望者リスト

さらに、NSTの介入希望者リストを元に、管理栄養士と看護師で介入の要または不要を判断し、要と判断された場合は、管理栄
養士がNST介入報告書を作成することにしている。（図６参照）
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④

NST患者の採血について
NST患者の採血データの指標をアルブミン値、尿素窒素、総コレステロール、カリウムの4項目とし、この4項目を2週間に一度採
血することとした。また、この採血の回数が増えることで看護師の業務の負担が増えるので、看護師の負担軽減を目的に臨床検査
技師による採血を実施するための訓練を開始した。（図7参照）
図7

臨床検査技師採血業務開始工程表

図8
NSTラウンド・カンファレンスの実施
作成したNST介入報告書をもとに、各職種の
NSTメンバーでラウンド・カンファレンスを行
い、栄養状態を評価していく。
この時に、すべてのNST対象患者について一
様にラウンド・カンファレンスを行っていくの
ではなく、多くの易しい低栄養患者には少数の
コメディカルによる毎週行うラウンド・カン
ファレンスのみで済ませ（レゴ型チーム医療）、
少数の難しい低栄養患者についてのみ、NST
医師を含む多職種による月1回のNST委員会を
行い、栄養状態の改善に向けての治療方針を
検討するようにした（もたれあい型のチーム医
療）11）,12）。
（図10参照）

チーム医療の分類

⑤
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⑥

アウトカムの設定と評価
今回のチーム医療介護の取り組みについての効果を評価するために、アウトカムを設定し、結果を評価した。指標としては、
NSTのチーム医療・介護の取り組み期間が短いため、（i）NST対象患者のアルブミン値の変化、
（ii）回復期リハ病棟入院患者の摂
食機能療法の算定収入の変化、（iii）回復期リハ病棟入院単価の変化の3点とした。
NST開始時の介入患者数は13名であり、その平均アルブミン値は3 . 21であったが、6週間後には13名の対象者のうち4名は栄養状
態が改善してきて、対象者が9名に減った。また、この9名の平均アルブミン値は3 . 38と上昇してきており、改善傾向にあることが
わかった（図9参照）
。NST対象患者のアルブミン値が改善してきた背景には、多職種の中でも管理栄養士と言語聴覚士が密の連携
を取ることで、特に患者の立場に立った適切な食事が提供できるようになり、患者の食事摂取量が良くなってきた事が挙げられる。
図9

NST対象患者数とアルブミン値平均値の推移


摂食機能療法とは、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師
若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分
以上訓練指導を行うものである。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症
により摂食機能に障害があるものをいう。摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度とし
て算定している。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる13）。
今回、前年度と比較して、3ヶ月とも摂食機能療法の算定は増加していた。この結果は、チーム医療でNSTを行っていく中で、嚥
下機能が回復することで患者の栄養状態も回復させることができるという考えの中で、言語聴覚士が前年以上に多くの患者に訓
練指導をおこなった結果である。チーム医療でNSTを行っていく中で、言語聴覚士の意識を変えることができた結果でもあると思
われる。（図10参照）
図10

回復期リハ病棟における摂食機能療法算定収入の推移
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そして、回復期リハ病棟のベッド単価が2013年8月過去最高の40 , 218円となり、4万円を超す結果となった。
（図11参照）これは、
回復期リハ病棟の入院患者数が減少する中、言語聴覚士だけでなく、理学療法士、作業療法士などの他のセラピスト達も積極的に
訓練を行った結果である。患者の栄養状態をNSTで管理し元気にすることで、患者も訓練に積極的に継続して参加することができ
た結果であると考えられる。またNSTのメンバーの言語聴覚士の積極的な訓練の取り組みの影響が、他のセラピストへの意識を変
えることができた結果であると考えられる。
図11

回復期リハ病棟の入院単価



5、おわりに
今回、多職種で多くのカンファレンスや回診ができるようになった背景には、NSTの書式を変更し多職種で書き込むシステムを
導入したことで、従来よりもNST資料作成時間が大幅に短縮することができ、カンファレンスも短時間で多くの患者の内容を協議
できるようになったことが挙げられる。またこのシステムを導入したことで、他の部署の内容をいち早く閲覧できるようになり、
新しい情報を収集しながらそれぞれの専門的な立場からの意見を記載できるようになった。このことは、カンファレンスの内容を
事前に把握することができ、またより適切な意見をカンファレンスに反映できるので、カンファレンスの時間を短縮することがで
き、さらに内容の質もよくなってきたと思われる。
今回のチームには歯科衛生士も入っており、口腔状態のチェックや義歯調整など行っていたが、今回良い結果を示すことができ
なかった。しかし、看護師やケアーワーカーと連携をとり、口腔衛生の指導などにも積極的に取り組んでおり、今後臨床面におい
ても良い結果が出てくると思われる。
事務局の立場から現場の活動内容を見直しサポートしていくことは、医療スタッフのモチベーションを強化することができ、ス
タッフの負担軽減、医療・介護の質の向上にも繋がり、臨床面にも運営面にもよい結果をもたらすことができると考えらえる。
図12

チーム医療介護の中期計画
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今回、第1ステップとして回復期病棟から試験的にNSTチームの活動を開始させたが、今後はもっと内容を検証していき、第2ス
テップである回復期病棟の全患者へチームアプローチが整う体制を整備していき、第3ステップの3〜4年目の2年間で他病棟を含
めた全入院患者へのチームアプローチができる体制を目指していく計画を立てている。（図12参照）
チーム医療介護の取り組みをNSTから開始したが、今後は褥瘡や退院支援チーム等他のチームの計画も行っていく。そして最終
的にはそれぞれのチーム間での連携をはかっていくことができる体制を構築し、すべての患者のいろいろな事をチーム医療介護
で全スタッフが関わっていく体制を構築して予定である。

参考文献
1） 厚生労働省 チーム医療推進方策検討ワーキンググループ、チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集、平成23
年6月
2） 厚生労働省 チーム医療の推推進について（チーム医療の推進に関する検討会 報告書）、平成22年3月19日
3） 山下正策・萩原隆二・梅本昭英他、ケーススタディー：高齢者医療ケアの未来 加治木温泉しあわせの杜・高齢者健康コミュ
ニティCCRC構想〜医療法人玉昌会 加治木温泉病院〜、医療福祉経営マーケティング研究、第４巻第１号 2009
4） 医療法人玉昌会 年報2012 182
5） 地域包括ケア研究会、平成21年度老人保健健康事業による研究報告書・地域包括ケア研究会報告書、2010
6） 山下正策・萩原隆二・吉永浩之他、ケーススタディー：姶良市高齢者自立支援コミュニティ構想〜在宅支援複合施設を核と
した地域包括ケアシステムの構築〜、医療福祉経営マーケティング研究、第5巻第１号 2010
7） 回復期リハビリテーション病棟協会（http://www.rehabili.jp/sourcebook.html）ホームページより抜粋
8） 厚生労働省 チーム医療方策検討ＷＧ、チーム医療検証事業への具体的提案とチーム医療評価の提案、2012
9） 黒部市民病院 ホームページ（http://med-kurobe.jp/bumon/team/nst.html）栄養サポートチーム（NST）の項より抜粋
10）佐藤三千世、看護師が担うＮＳＴの役割−文献的検討を通して−、第63回国立病院総合医学会、平成21年10月23日
11）厚生労働省 第7回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ 議事録、2011年3月2日
12）荒木登茂子、チーム医療〜現場における役割分担、コミュニケーション、患者参加型〜、第2回ヘルスコミュニケーション研究
会、2010年9月
13）社会保険研究所 医科点数表の解釈 平成24年4月版 541

−36−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

န 35 ๘!

് 4 ڮ!ݸᆒશफ۫ӑ̷ҤҹҖӦңय़ࢅ!ݶ
ୠେ!ݶӊӠңӜӓ!


ۑࢸ࣮࣐

ž᭗ᱫ҄ᅈ˟ƴƓƚǔ؏עᡲઃſ
ۑ᪥

⛬

ᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥㸦ᅵ㸧13㸸00㹼17㸸15
ۑ

ሙ

ᕞᏛ་Ꮫ㒊 ⥲ྜ◊✲Ჷ 105 ྕᐊ
㸦ᕞᏛ㝔ᆅ༊࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧

ۑ   㛗
㤿 ሙ ᅬ ᫂㸦ᕞᏛ㸧

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

ݳຼڌȹ
ݳຼڌȹ

✵㻌 ㊰㻌

      

㻌

⚟ᒸ✵ 䊻㻔ᆅୗ㕲✵ ⥺㻕䊻䛂୰Ὢᕝ➃㥐䛃䚸㈅ሯ᪉㠃䜈䊻㻔ᆅୗ㕲⟽ᓮ⥺㻕䊻䛂㤿ฟ㝔๓㥐䛃ୗ㌴㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌
䠦䠮㻌

㻌

䞉䛂䠦䠮༤ከ㥐䛃䊻㻔ᆅୗ㕲✵ ⥺㻕䊻䛂୰Ὢᕝ➃㥐䛃䚸㈅ሯ᪉㠃䜈䊻㻔ᆅୗ㕲⟽ᓮ⥺㻕䊻䛂㤿ฟ㝔๓㥐䛃ୗ㌴㻌
㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌
䞉䛂䠦䠮༤ከ㥐䛃䊻䛂䠦䠮ྜྷሯ㥐䛃䛷ୗ㌴㻌 ᚐṌ 㻝㻜 ศ㻌
す㻌 㕲㻌

㻌

す㕲⚟ᒸ㥐䊻㻔ᆅୗ㕲㻕䊻㤿ฟ㝔๓㥐㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌

−39−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

ཧຍせ㡯
㸯㸬ཷ 
  ཷࡣࠊሙࡢᕞᏛ་Ꮫ㒊⥲ྜ◊✲Ჷ࡚⾜࠸ࡲࡍࠋཧຍ㈝ࡣ↓ᩱ࡛ࡍࠋཷ࡛ཧຍドࢆ࠾Ώࡋࡋࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊሙෆ࡛ࡣᚲࡎ࠾ࡅୗࡉ࠸ࠋ

㸰㸬᠓ぶ
  ᠓ぶࢆ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ࡼࡾᑓ㛛⫋Ꮫ㝔Ჷ  㝵₇⩦ᐊ࡚㛤ദࡋࡲࡍࠋཧຍࢆᕼᮃࡉࢀࡲࡍ᪉ࡣࠊ
ཷ࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳୗࡉ࠸ࠋ
㸦ཧຍ㈝  㸧ྛ⮬࡛ሙྥࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚⤖ᵓ࡛ࡍࡀࠊሙᡤࡀࡼࡃ
ࢃࡽ࡞࠸᪉ࡣᏛ⤊ᚋࠊົᒁࢫࢱࢵࣇࡀෆ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ཷ㏆࡛࠾ᚅࡕୗࡉ࠸ࠋཧຍ⪅ࡣ㡿᭩
ࢆ♧ࡋ࡚ࡈධሙୗࡉ࠸ࠋከࡃࡢⓙᵝࡢཧຍࢆ࠾ᚅࡕ⏦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸱㸬㣗➼ࡘ࠸࡚
  㣗ࡣྛ⮬ࡈ⏝ព࠸ࡓࡔࡃࠊ࠾㏆ࡃࡢ㣧㣗ᗑࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠋ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࠶ࡿ㝔ෆࡢࣞࢫࢺࣛࣥࡶ
ࡈ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋᑦࠊሙෆ࡛ࡢ㣧㣗ࡣฟ᮶ࡲࡏࢇࡢ࡛ணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬ႚ↮ࡘ࠸࡚
  ሙෆ࠾ࡼࡧ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡣ⚗↮࡛ࡍࠋ

㸳㸬ሙࡢಀဨ
  ◊✲Ⓨ⾲ሙ࡞ࡣࠊಀဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋಀဨࡣⓙᵝࡢⓎ⾲ࡢ㈨ᩱࡢ㓄ᕸࡸሙᩚഛࠊᶵᮦࡢ‽ഛ
➼ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡋࡲࡍࠋ

㸴㸬ࡑࡢ
  㥔㌴ሙ㝈ࡾࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅබඹ㏻ᶵ㛵࡛࠾㉺ࡋୗࡉ࠸ࠋ


−40−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

টᚃ˟ƷƝకϋ
 ሙ㸸་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸦ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔Ჷ㸧㸰㝵₇⩦ᐊ
㸦⏕య㜵ᚚ་Ꮫ◊✲ᡤྥ࠸ࡢ㸰㝵ᘓ࡚ࡢⲔⰍࡢᘓ≀࡛ࡍ㸧







−41−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

ႆᘙᎍȷࡈᧈȷӋьᎍǁƷƝకϋ
Ⓨ⾲⪅ࡢ࠾㢪࠸
●ཱྀ㢌Ⓨ⾲
㸯㸬Ⓨ⾲㛫
Ⓨ⾲㛫ࡣ 1㸱ศ࡛ࡍ㸦Ⓨ⾲ 9 ศࠊ㉁࣭ウㄽ 4 ศ㸧
ࠋᣦᐃࡢ㛫ෆⓎ⾲ࠊ㉁࣭ウㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ㛫⤒㐣ࡢྜᅗࡣࠊ⤊ 2 ศ๓㸸࣋ࣝ 1 ᅇࠊⓎ⾲⤊㸸࣋ࣝ 2 ᅇ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋḟ₇⪅ࡣࠊ๓₇⪅ࡢⓎ⾲
㛤ጞࡶࠊḟ₇⪅ᖍ࠾╔ࡁୗࡉ࠸ࠋࡸࡴࢆ࠼࡞࠸⌮⏤ࡼࡾⓎ⾲ྲྀࡾᾘࡋࠊࡑࡢⓎ⾲㛵ࡋ࡚ኚ᭦ࡀ
࠶ࡿሙྜࡣࠊົᒁࡲ࡛ᚲࡎࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ᶵჾࡢ⏝ࡘ࠸࡚
⏝ᶵჾࡣࠊPC ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࡢࡳࡋࡲࡍࠋⓎ⾲ࡣࠊMicrosoft Office Power Point㸦Windows㸧ࡢᙧᘧࡋࡲ
ࡍࠋⓎ⾲⏝࠸ࡿ㹎㹁ࡣࠊᮏ㒊࡛‽ഛࡋࡲࡍࠋⓎ⾲⏝ࡉࢀࡿ㟁ᏊࣇࣝࡣࠊWindows ᑐᛂࡢ USB
ࣇࣛࢵࢩ࣓ࣗࣔࣜධࢀ࡚ 12:30㹼13:00 ࡢ㛫ཷ࠾ᣢࡕࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ᗙ㛗࣭ྖࠊウㄽ⪅࣭㉁ၥ⪅ࡢ࠾㢪࠸
㸯㸬ᗙ㛗࣭ྖࡢ࠾㢪࠸
ᙜヱ㛫௨ෆ㐺ᐅᙺෆᐜࢆࡈ㓄៖࠸ࡓࡔࡁࠊ◊✲Ⓨ⾲ࡢ῝ࡲࡾࡘࡵ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ウㄽ࣭㉁ၥ⪅ࡢ࠾㢪࠸
ᣲᡭࡢᚋࠊᗙ㛗ࡢྜᅗࢆᚅࡗ࡚ᡤᒓࠊẶྡࢆ࿌ࡆࡓᚋࠊཧຍ⪅ࡼࡃࢃࡿࡼ࠺Ⓨゝࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ





−42−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

ȹ ݳȹ Ӈȹ ӝȹ Ҡȹ әȹ Ӑȹ


!
ڼຝသ৪ ! ! !܍24̟11̹24̟51! !
̟℘เ૰! ͂ګᆏၑకࣆ!̓ݳ

͎രྶۅѝмуѽनۨ͏!
 !܍ଂ̟ᤷ! ࡊ͂ࣟଯ̓!
!
گࢯڼ৪! ! ! !܍24̟51̹25̟31! !
!

!

! !

̟ࣾเ২͂DDSDड़ࢂ୶̓!

͎ګᆏળౕ੨њඏڮᇊठ͏!
 !܍ଂ̟༇܄͂ࣟଯ̓!
!
ڲڼརຆཅྱ!

24̟41̹28̟23!

!
!
ڼਛ ఎ !ݳ
!
!
!
!
!
!

!

!

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

! ! ! ! ! ! ! 25̟51̹26̟43!


ȹ
ڼక܋њनۨȹ ȹ

̟ᤷȹ ࡊ͂ࣟଯ̓

ȹ

ȹ

ϥ ̝߳ଂڲకѤњѼѠѝᅳѕёұ̴Ӑګᆏ̞ݲতѠబఒѝуј͂Ɋ̓ȹ
ȹ
ۑᑎ⏣ ❳ᶞ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᆏඖ ┿୍㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᯈᕝ ᖾᏊ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᮏ⏣ 㝧Ꮚ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᇼ 㞞அ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ྜྷỌ ᾈஅ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ⴗཎ 㝯㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᒣୗ ṇ⟇㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
㧘⏣ ᫀᐇ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧


Ϧ ̝ඏڮ၃߇ҡҒҧҩҶӐѝмуѽకگӇӝҠәӐȹ
ȹ
➲ۑཎ Ꮥ㸦ᰴᘧ♫㹈㹍㹗㸧
ᯇᓥ ᗈ㸦ᰴᘧ♫㹈㹍㹗㸧
ᮏᮧ ࣚࢩᏊ㸦ᰴᘧ♫㹈㹍㹗㸧
㧘⏣ ⨾㸦ᰴᘧ♫㹈㹍㹗㸧
ⓑᇛ ⿱㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
㧘⏣ ᫀᐇ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
❑⏣ ᫀ⾜㸦&&5& ◊✲ᡤ㸧


ϧ ̝ඏڮ၃߇ҡҒҧҩҶӐѝмуѽ৻ग৶ᆺଂେѠᆭड़ࢂȹ
ȹ
ۑΏ㎶ ๛㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
㔝ᮏ ┿⌮Ꮚ㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
Ᏻ㒊⏣ ඃ㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
㔠ඖ ༓ᜨᏊ㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
❑⏣ ᫀ⾜㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
Ἴከ ᩗᏊ㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ㸧
ຍ㔝 ㈨㸦་⒪ἲே㇏㈨㸧
ຍ㔝 ㇏Ꮚ㸦♫⚟♴ἲே㇏㈨㸧


Ϩ ̝ࠅতથѠ௮ࣂ݃ඍо௮ჁႮഏѝᄫкѽ۪ࢻȹ
ȹ
⏣➉ۑ᫂ᘯ㸦ḷᒣᏛほගᏛ㒊㸧
−45−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号



! ! ! ! ! ! ! 26̟46̹27̟27!



ڼॊৃ܋њनۨȹ ȹ

̟༇܄ȹ ͂ࣟଯ̓


ϥ ̝ɋɉɊɋɆɊɌȹ ೖࡤતܻࠖࣜಚӒҷӛ͕ ̞ඏڮࢷҧҩҶӐ͕ ȹ
ȹ

ȹ

ྂۑ㈡ ┾㸦 ᰴ ࣃࣝ ࣇࢵࢺࢩࢫࢸ࣒㸧
ᮌ⸨ 㝯ぶ㸦ྜྷᕷ⏬⯆㒊ほගὶㄢ㸧
ᵽཱྀ ⛱㉳㸦㛵㔠 Ἠ᪑㤋⤌ྜ㸧

Ϧ ̝͎ࠏভ͏
͎ॊৃ͏͎ݲত͏оᇊठщёਅႿုᅈܻಚඏѝуёଖೌᆭȹ
ȹ
ۑᮌ⸨ 㝯ぶ㸦ྜྷᕷ⏬⯆㒊ほගὶㄢ㸧
ྂ㈡ ┾㸦 ᰴ ࣃࣝ ࣇࢵࢺࢩࢫࢸ࣒㸧
ᵽཱྀ ⛱㉳㸦㛵㔠 Ἠ᪑㤋⤌ྜ㸧

ȹ
ϧ ̝ඦࠩࣂᇓຉଂѠౖිݣᆙњॊৃ૰സњѠࠖᇊѝіжјѠೇฦड़ࢂȹ ȹ
ȹ
Ⲩۑᕳ ᝋᏊ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
Ⲩᮌ ⓏⱱᏊ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
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! !!!! 27̟31̹28̟23!

ګڼᆏౕ੨њनۨȹ ȹ


!
̟ඝเȹ ়͂ᇪݐઃ̓ȹ

ϥ ̝ܮय़Ѡໟඎள໘߳ۅଂѠੑۅ໖఼ѝࠖыѽड़ࢂȹ
ȹ
ۑ ᑀ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
す ᕦ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ㸧
๓⏣ ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧

ȹ
Ϧ ̝ᆏᅈྶஜ໘߳ۅଂѠੑۅ໖఼њરၤᅲѝࠖыѽड़ࢂȹ
ȹ
ۑᾏỤ⏣ ┿⾰㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
๓⏣ ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
す ᕦ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧ȹ

ȹ

ϧ ̝ྶސᅔ߳ଂѠఏᆏѠඏުڮਫȹ
ȹ
ۑᒾᮏ 㤶Ꮚ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
๓⏣ ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
ࠊ
す ᕦ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

ȹ
Ϩ ̝यݪฦӜҩӁҔҸ໘ۅѝмуѽ ɚɥɬ ߳ଂѠॊৃု१ࡶѥݲতု१྇ᄽњ߳ଂ̞ݲতଂѠ ɪɨɥ ྲ݃ȹ


⳥ۑụ ோᚿ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ࣭་⒪ἲே㈈ᅋ⳹ᯘ ᮧୖ⳹ᯘᇽ㝔㸧
ཎ⏣ ᖾᏊ㸦་⒪ἲே㈈ᅋ⳹ᯘ ᮧୖ⳹ᯘᇽ㝔㸧
Ⲩᮌ ᬛె㸦་⒪ἲே㈈ᅋ⳹ᯘ ᮧୖ⳹ᯘᇽ㝔㸧
ᐑཎ ⨾బ㸦་⒪ἲே㈈ᅋ⳹ᯘ ᮧୖ⳹ᯘᇽ㝔㸧 
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

ȹ
ȹ
ȹ
ȹ
ȹ
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ͳຝသ৪܍ȹ

രྶۅѝмуѽनۨȹ
ᤷȹ ࡊ͂ࣟଯګۅड़ࢂۅȹ

ګᆏनۨʾࠇᅩ৪̓

⮬య㝔ࡣࠊᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖࡢࡓࡵᆅ᪉බඹᅋయࡀ

㊶ࡍࡿࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊከࡃࡢᡂຌ

㛤タࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙺࡣࠊබ❧㝔ᨵ㠉࢞

ࡸኻᩋࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ほᐹ࣭ศᯒࡢグ㘓ࡀ㞟✚ࡉ

ࢻࣛࣥ࠾࠸࡚ࠊ㺀ᆅᇦ࠾࠸࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ

ࢀࠊ⤒㦂๎ࡀᑟࢀࡿࡶࠊࡑࢀࡽࡀᏛࡪᑐ㇟ࡉࢀ

࡞་⒪ࡢ࠺ࡕ᥇⟬ᛶ➼ࡢ㠃ࡽẸ㛫་⒪ᶵ㛵ࡼࡿᥦ౪ࡀ

ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᅔ㞴࡞་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࠶ࡿࠋ㺁ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬య

࠙⮬య㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࡢ㸰ࠚ

㝔࡛ࡣࠊ୍⯡་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡣ㐩ᡂࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊ⤒Ⴀ

 ᆅ᪉බႠᴗἲ୍㒊㐺⏝ࡢబ㈡┴❧㝔ዲ⏕㤋ࠊ㒊㐺

ࡢ㉁ࡢྥୖࡸ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࡇࡣከࡃࡢᅔ㞴ࢆక࠺ࠋ

⏝ࡢศ┴❧㝔࠾࠸࡚ࠊ㺀⤒Ⴀࡢ㉁ࡢྥୖ㺁࠾ࡼࡧ㺀⮬

ࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊ⮬య㝔ࡀᆅ᪉⮬ἲࠊᆅ᪉බົဨἲ

య㝔ᅛ᭷ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࡢㄢ㢟ࡢඞ᭹㺁ࢆᇶᮏⓗ࡞㢟

࡞ἲᚊࡢไ⣙ୗ࠶ࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࡼࡗ࡚┤᥋⟶⌮࣭㐠Ⴀ

ࡋࠊᨵ㠉ࢆࡢࡼ࠺ᐇ㊶ࡋࡓࢆ♧ࡍࠋ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ᪉බႠᴗࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࡇࡸࠊ⾜ᨻ

࠙࠸ࢃࡺࡿᆅᇦ་⒪ᔂቯ⮬య㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࠚ

㝔ࡣඖ᮶ࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ᆅᇦ୰᰾㝔ࠊࡃᆅ᪉ࡢ㠀㒔ᕷ㒊࠾ࡅࡿḟ

࡞ࠊ⮬య㝔≉᭷ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


་⒪ᅪࡢ་⒪ࢆᏲࡗ࡚ࡁࡓ୰ᆺ㸦ᗋᩘ  ᗋ௨ୖ 

࠙⮬య㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࡢ࣏ࣥࢺࠚ

ᗋᮍ‶㸧ࡢ⮬య㝔࠾࠸࡚ࠊẚ㍑ⓗ㡰ㄪ࡛࠶ࡗࡓ་⒪࣭

⮬య㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆ㐺ษ⾜࠺ࡣ୕ࡘࡢ࣏ࣥࢺ
ࡀ㔜せᛮࢃࢀࡿࠋ

⤒Ⴀ≧ἣࡀࠊᖹᡂ 㹼 ᖺ㡭ࡼࡾⴭࡋࡃᝏࡍࡿࡀ㢖
⦾ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨ 1 ࡢ࣏ࣥࢺࡣࠊ་⒪ᶵ㛵⯡ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ

 ᆺ࡛࠶ࡿ⏣ᕝᕷ❧㝔㸦㸱㸲㸰ᗋ㸧ࡢ⤒Ⴀ◚⥢ࡣࠊ

ࡀࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ་⒪ࡢ㉁ࡶ⤒Ⴀࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ

ࡇࡢᮇ࠾ࡅࡿᅜࡢ་⒪ไᗘᨵ㠉㸦ᑠἨᨵ㠉㸧᪂⮫ᗋ

࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ་⒪ᶵ㛵⤒Ⴀࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ

◊ಟไᗘ࡞ࡽࡧ⏣ᕝᕷ❧㝔ᅛ᭷ࡢせᅉࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⤒Ⴀ࣭⟶⌮⪅㸦་ᖌ㸧ົ⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿᚲ

ࡑࡢ⏕ࡣࠊ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡛ࠊ

せࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ⌧≧ࡣேᮦ㊊࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ

⮬య㝔ᅛ᭷ࡢㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓ⤒Ⴀᨵ㠉ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ


་⒪⤒ႠᏛࡢྥୖࠊ་⒪ᶵ㛵⤒Ⴀ⪅ࡢᩍ⫱ไᗘ࣭㈨᱁ไᗘ

ࡲࡓࠊㄪᰝࡼࡿࠊ⏣ᕝᕷ❧㝔㢮ఝࡋࡓ㠀㒔ᕷ㒊࣭

ࡢᩚഛ➼ࡀᮃࡲࢀࡿࠋᙜ㠃ࡣ་⒪ᶵ㛵⤒Ⴀ⪅ࡀࠊ⊂Ꮫ࡛⤒

୰ᆺ࣭ᆅᇦ୰᰾㝔࠾࠸࡚⤒Ⴀ㈨※㸦㈨㔠ࠊ་ᖌ㸧ࡢῶ

ႠᏛࢆᏛࡧࠊᴗ⤒Ⴀࡢཎ๎ࢆ་⒪ᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀᑟධࡋࠊ

ᑡࡼࡿ⤒Ⴀ༴ᶵࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡇࢀࡽࡣࡇࡢᮇࡢ࠸ࢃࡺ

⤒Ⴀࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀᇶᮏ࡞ࡿࠋ

ࡿ㺀ᆅᇦ་⒪ࡢᔂቯ㺁㛵ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ௨ୖ

➨㸰ࡢ࣏ࣥࢺࡣࠊ⮬య㝔ᅛ᭷ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࡢㄢ㢟

ࡽࠊ㺀⤒Ⴀࡢ㉁ࡢྥୖ㺁࠾ࡼࡧ㺀⮬య㝔ᅛ᭷࡞ㄢ㢟ࡢඞ

ࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊձ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀

᭹㺁ࢆᇶᮏⓗ࡞㢟ࡍࡿ⮬య㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࡣࠊ࠸ࢃࡺ

ࡢ⬤ᙅᛶࠊ߈⤒Ⴀᢏ⾡ࡢഛࠊ߉⮬ᛶࡢᢚไ㸦࡞ࢀ

ࡿࠕᆅᇦ་⒪ᔂቯࠖࡢ⏕㈉⊩ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⩏㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢඞ᭹⟇ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊձᆅ᪉බ

࠙࠾ࢃࡾࠚ

Ⴀᴗἲ㒊㐺⏝ࡸᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே࡞ࡢ⤒Ⴀᙧែࡢ

⮬య㝔࡛ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵⤒Ⴀࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ᭷

ኚ᭦ࡑࡢ㐺ṇ࡞ᐇࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢ㐺ṇࠊ߈

ࡍࡿ⤒Ⴀ࣭⟶⌮⪅㸦་ᖌ㸧ົ⫋ဨࢆ☜ಖࡋࠊࢺࢵࣉ࣭

ᡓ␎⤒Ⴀࡢᑟධ࡞㝔⤒Ⴀࡢ㉁ࡢྥୖࡼࡿ⤒Ⴀᢏ⾡ࡢ

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢୗ࡛ࠊ་⒪ࡢ㉁⤒Ⴀࡢ㉁ࡢ୧᪉ࡢྥୖࢆ

ഛࡢṇࠊ߉⾜ᨻᑟࡽ་⒪ᑟࡢ㝔ࡢ㌿ࡼ

┠ᣦࡋࠊ⮬య㝔ᅛ᭷ࡢㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆ⾜࠺

ࡿ⮬ᚊᛶࡢ㔊ᡂࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡼࡿ⮬య㝔ࡢ⤒

➨㸱ࡢ࣏ࣥࢺࡣࠊᨵ㠉ࡢᐇ㊶᪉ἲࢆࡽᏛࡪࡇ
࡛࠶ࡿࠋ་⒪ᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡣࠊ࠸ᐇ

Ⴀᨵ㠉ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᆅᇦ་⒪ᔂቯࠖࡢ⏕㈉⊩ࡍࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ګᆏળౕ੨њඏڮᇊठȹ
༇܄ȹ ͂ࣟଯګۅड़ࢂۅȹ

࠙᪥ᮏࡢ㧗㱋ࡢ㐍⾜ࠚ

ګᆏन̞ۨࠇᅩ৪̓ȹ

ྲྀࡾࡲ࡛ࢆྵࡵࡓᅾᏯ་⒪ࢆᡭཌࡃホ౯ࠖࡍࡿࡇ࡞

᪥ᮏࡢ㧗㱋ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣඛ㐍ᅜࡢ࡞࡛᭱ࡶ㏿࠸ࠋ

ࡗࡓࠋ

ᖺࡢ ṓ௨ୖேཱྀࡣ  ே࡛⥲ேཱྀࡢ 

࠙ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃࠚ

㸮㸣ࠊṓ௨ୖேཱྀࡣ  ே࡛⥲ேཱྀࡢ 㸣࡛࠶ࡗ

  ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊᘬࡁୖࡆࡿⓎ⾲ࡉ

ࡓࡀࠊᖺࡣ ṓ௨ୖࡢேཱྀࡣ  ேࠊ⥲ே

ࢀࠊ㺀タࡽᅾᏯ㺁࠸࠺᪉㔪ἢࡗ࡚ࠊᅾᏯ⣔ࢧ࣮

ཱྀࡢ 㸣ࠊ ṓ௨ୖேཱྀࡶ  ேࠊ⥲ேཱྀࡢ

ࣅࢫ ศࢆࠊタ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࡣ ศࢆ㓄ศࡋࡓ

㸣࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ ᖺࡢฟ⏕ᩘࡣ  ேࠊṚ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᨵᐃ࡛ᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚᪂タ

ஸᩘࡣ  ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
 ᖺࡢฟ⏕ᩘࡣ  ேࠊ

ࡉࢀࡿ㺀ᐃᮇᕠᅇ㺃㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ㺁  㛫ゼ

Ṛஸᩘࡣ ே࡛࠶ࡗࡓࠋ

ၥࢧ࣮ࣅࢫ 㺀」ྜᆺࢧ࣮ࣅࢫ㺁ࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫ

 ᖺ  ᭶ᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡀⓎ⾲ࡋ

ࢸ࣒ 㧗㱋⪅ࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⏕άࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࡓฟ⏕୰࣭Ṛஸ୰᥎ィࡼࢀࡤࠊ ᖺࡣ  ṓ

ࠊ᪥ᖖ⏕άᅪᇛ࡛་⒪ࠊㆤࠊண㜵ࠊఫࡲ࠸ࠊ⏕άᨭ

௨ୖேཱྀࡣ  ேࠊ⥲ேཱྀࡢ 㸣࡞ࡾࠊ ṓ௨

ࢧ࣮ࣅࢫࢆ୍యⓗᥦ౪ࡍࡿయไ ᥎㐍ࡢࡓࡵᡭཌ࠸

ୖேཱྀࡣ  ேࠊ⥲ேཱྀࡢ 㸣ࠊฟ⏕ᩘࡣ  

ሗ㓘ࡀタᐃࡉࢀࡓࠋᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤゼၥㆤࢆ

ேࠊṚஸᩘࡣ 㸲ே᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ

⤌ࡳྜࢃࡏࡓ」ྜᆺࢧ࣮ࣅࢫࡶ㧗࠸ሗ㓘༢౯࡞ࡗࡓࠋ

ࡸ㞀ᐖࡢࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ᚋᮇ㧗㱋⪅ࡀᛴቑࡋࠊࡑࢀࢆᨭ

࠙ᆅᇦ㐃ᦠࡢᶵ⬟ࢆࡶࡘ᪥ᮏᆺ &&5&ࠚ

࠼ࡿேཱྀࡣῶᑡࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

 ᪥ᮏᆺ &&5& ࡣࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ࡀᖺࢆ⤒ࡿࡈኚࢃࡗ࡚

࠙♫ಖ㞀࣭⛯ࡢ୍యᨵ㠉ࠚ

࠸ࡃࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ྠࡌሙᡤ࡛⮬ศࡢពᛮࡀ

 ᨻᗓࡀ  ᖺ  ᭶㛶㆟Ỵᐃࡋࡓ㺀♫ಖ㞀㺃⛯୍యᨵ

ᑛ㔜ࡉࢀࡓ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊㆤࡢᶵ⬟ࢆࡶࡘ㧗㱋

㠉⥘㺁ࡣࠊ ᖺ㺀࠶ࡿࡁጼ㺁ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ

⪅ఫᏯࠊࣜࣁࣅࣜタࠊㆤᴗᡤࠊᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮ࠊ

་⒪ᶵ㛵ࡢᶵ⬟ศࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡇࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࢆഛ࠼

⌧ᅾ⣙  ᗋ࠶ࡿ୍⯡ᗋࢆ㧗ᗘᛴᛶᮇࠊ୍⯡ᛴᛶᮇࠊ

ࡓ」ྜタࢆ᰾ࡋ࡚ࠊࡢ⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺࡢ

ளᛴᛶᮇᗋࡾศࡅࠊ㧗ᗘᛴᛶᮇ་⒪㈨※ࢆ㔜Ⅼ

㧗㱋⪅ఫᏯཬࡧ㧗㱋⪅ࡢ⮬Ꮿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤖ࡧࠊᆅ

㓄ศࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᛴᛶᮇࠊ៏ᛶᮇࠊᅾᏯ་⒪ࡢ㐃ᦠࢆᙉ

ᇦໟᣓࢣࡢᶵ⬟ࡶᯝࡓࡍ୍㐃ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠖᐃ

ࡋ࡚ᝈ⪅㐣㊊ࡢ࡞࠸་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ⤮ጼࢆ♧ࡋࡓࠋ

⩏ࡍࡿࠋ

㧗㱋⪅ࡢ៏ᛶᮇ㛵ࡋ࡚ࡣᆅᇦໟᣓࢣࢆ୰ᚰᑐᛂࡋ

᪥ᮏᆺ &&5& ࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡣᚲせྍḞ࡞せ௳

࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫㆤࢧ࣮ࣅࢫ

ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㧗㱋⪅୍ேࡦࡾ㈐௵ࢆࡿㆤ

ࡢᓧูࡀ᫂☜࡞ࡉࢀࡓࠋ

⪅ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢㆤ⪅ࡀᐃᮇⓗ㧗㱋

࠙ ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࠚ

⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡾࠊሗࢆ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛⟶

 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ࡢᨵᐃ࡛ࡣࠊ㺀ᶵ⬟ศ㐃ᦠ㺁ࢆᅗ

⌮ࡋࠊࡑࡢሗࢆ㛵ಀ⪅ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡇࡀᚲせ࡛

ࡿࡓࡵࠊ
ࠕ㸵ᑐ  ୍⯡Ჷධ㝔ᇶᮏᩱࡢᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘ

࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⓎ⇕ࠊ⬚③ࠊព㆑㞀ᐖ࠸ࡗࡓ≧ࠊ⬻

㔜ᝈ⪅ཷࡅධࢀ⋡ࡢせ௳ࢆཝ᱁ࠖ
ࠕ ᑐ ࠊ ᑐ 

༞୰ࠊᚰ➽᱾ሰ࠸ࡗࡓᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢽࣗ

୍⯡Ჷ࠾࠸࡚ࡣ៏ᛶᮇධ㝔ࡢᶵ⬟ࢆホ౯ࡍࡿ㡯┠ࢆ

ࣝࡑࢀࡽࡢ⥭ᛴᑐᛂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡗ࡚࠾ࡃᚲ

᪂タࠖ
ࠕளᛴᛶᮇධ㝔་⒪⟶⌮⛉ᅇᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ

せࡀ࠶ࡿࠋ

ࣙࣥᲷධ㝔ᩱࡢᑐ㇟ᝈ⪅࡞ࢆᩚ⌮ࠖ
ࠕᛴᛶᮇᚋࡢᝈ⪅

 ᑗ᮶ࡣࠊ᪥ᮏࡢࡇ࡛ࡶ㧗㱋⪅ࡢኚࡋ࡚࠸ࡃࢽ࣮ࢬ

ࡸᛴᛶቑᝏࡋࡓᅾᏯᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ⒪㣴Ჷࢆࡉࡽ

ᑐᛂࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗࢣࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ

ᡭཌࡃホ౯ࠖ
ࠕ㏥㝔ㄪᩚ㛵ࡍࡿຍ⟬ࢆ᪂タࠊᣑࠖ
ࠕ┳

࠺࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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ۑᑎ⏣❳ᶞࠊᆏඖ┿୍ࠊᯈᕝᖾᏊࠊᮏ⏣㝧Ꮚࠊᇼ 㞞அࠊྜྷỌᾈஅࠊⴗཎ㝯ࠊᒣୗṇ⟇ࠊ
㧘⏣ᫀᐇ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧

࠙ࡣࡌࡵࠚ

ᙜἲேࡢࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡣ་⒪ⓗ࡞どⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ

㏆ᖺࠊ་⒪ࡢ㧗ᗘཬࡧデ᩿ᢏ⾡ࡸ⒪ࡢከᵝࠊ」

ᝈ⪅ࡢ♫ⓗ࣭⢭⚄ⓗ࡞どⅬࡢ㓄៖ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࢳ

㞧కࡗ࡚ᑓ㛛ศࡀ㐍ࡳࠊ་୍ேࡔࡅ࡛ࡣᵝࠎ

࣮࣒་⒪࣭ㆤࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ᑓ㛛⫋ࡢά⏝ࠊ⫋✀

࡞ሗࢆ⥲ྜࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㛫ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ་⒪࣭ㆤࡢ㉁ࢆᨵၿࡋ࡚࠸

ࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢ་ࡀࡍ࡚ࡢ་⒪ࢣࡢෆᐜࢆỴᐃࡋࠊ

ࡃࡓࡵࡣࠊձࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊղሗࡢඹ᭷ࠊ

┳ㆤᖌࠊ⸆ᖌࠊᰤ㣴ኈ࡞ࡢྛᑓ㛛⫋ᣦ♧ࡍࡿࢩࢫ

ճࢳ࣮࣒࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㸱ࡘࡢどⅬࢆᇶᮏ࠾ࡃࡇ

ࢸ࣒ࡽࠊ㏆ᖺࡣᝈ⪅ࡢ≧ែᛂࡌ࡚」ᩘࡢデ⒪⛉ࠊከ

ࡋࡓࠋ

⫋✀ࡲࡓࡀࡿࢳ࣮࣒་⒪ࡀ་⒪ࡢ⌧ሙ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁ

㸬ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤホ౯ࡢどⅬホ౯᪉ἲ

࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᙜἲே᳨࡛ウࠊᐇ㊶ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸

 ホ౯ࡢどⅬࡋ࡚ࡣࠊձ་⒪࣭ㆤࡢ㉁ࡢどⅬࠊղᝈ

ࡿࠕ⋢ᫀࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࠖࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⪅ࡢどⅬࠊճ་⒪࣭ㆤࢫࢱࢵࣇࡢどⅬࠊմ⤒῭ⓗどⅬ

࠙ᑐ㇟┠ⓗࠚ

ࡢ  㡯┠ࡋࡓࠋࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡢホ౯᪉ἲࡘ࠸࡚

་⒪ἲே⋢ᫀࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࡀ  ᖺ  ᭶ࠕࢳ࣮

ࡣࠊᐈほⓗ࣭ᐃ㔞ⓗ࡞࢘ࢺ࣒࢝ホ౯ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊ

࣒་⒪᥎㐍㆟ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊ ᖺ  ᭶ࠕࢳ࣮࣒་

࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡣホ౯ᅔ㞴࡞ෆᐜࡀከ࠸ࡇࡽࠊࣉ

⒪᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ᐇ㊶ࠖࢆྲྀࡾࡲ

ࣟࢭࢫホ౯ࡸࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕホ౯ࡶే⏝ࡍࡿࡇࡀᚲせ

ࡵࡓࡢࢆཷࡅࠊ ᖺ  ᭶ἲேົᒁ⤌⧊ࠕࢳ࣮࣒

࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢホ౯᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ

་⒪࣭ㆤ᥎㐍㒊ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ
ࠕࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ᥎

ࡋࡓࠋ

㐍ࠖࡢᑐ㇟ࡣࠊ་⒪ἲே⋢ᫀࡢ㧗⏣㝔ࠊຍᮌ Ἠ

㸬ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ᥎㐍ࡢᕤ⛬⾲

㝔ࠊᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫᴗ㒊ࠊ࠾ࡼࡧᰴᘧ♫㹈㹍㹗ࡢࢢ

⌧ᅾࠊ㧗⏣㝔ࠊຍᮌ Ἠ㝔ࡢάືࡣከ⫋✀࢝ࣥ

࣮ࣝࣉయࡋࡓࠋࢳ࣮࣒་⒪ㆤ᥎㐍㒊ࡢࢦ࣮ࣝࡣࠊ

ࣇࣞࣥࢫࠊ〟⒔ᑐ⟇ࠊ㹌㹑㹒࡞ࡘ࠸࡚ࢳ࣮࣒་⒪࣭

ᑓ㛛ᛶࡢ࠶ࡿࡍ࡚ࡢ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡀࠊ▱㆑ࠊᢏ⬟ࢆⓎ

ㆤ᥎㐍ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࢘ࢺ࣒࣭࢝ࣉࣟࢭ

ࡋ࠶࠺ࡇࡼࡾࠊளᛴᛶᮇࡽᅾᏯࡲ࡛ࡢࢩ࣮࣒ࣞ

ࢫ࣭ࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡢෆᐜࢆホ౯ࡋ࡚ከ㠃ⓗ࡞どⅬ࡛ࡢ

ࢫ࡞་⒪࣭ㆤ࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢳ࣮࣒

࠙᪉ἲࠚ

་⒪࢞ࢻࣛࣥࢆண ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᛶࡢ࠶ࡿ⫋✀㸦ࢥ࣓

㸯㸬⋢ᫀࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡢᐃ⩏

ࢹ࣭࢝ࣝົ⫋ྵࡴ㸧ࡀࠊࡲ࡛ࡢࢳ࣮࣒་⒪᥎㐍ࡢ

 ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡣࠊ
ࠕ་ᖌ࣭ṑ⛉་ᖌ┳ㆤᖌࠊ

ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ

ㆤኈࠊ⸆ᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊࢭࣛࣆࢫࢺࠊᨺᑕ⥺ᢏᖌࠊ

࡛་⒪ἲே⋢ᫀࡣࠊࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ᥎㐍ࡢࣉࣟࢪ࢙

⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌࠊṑ⛉⾨⏕ኈࠊࢣ࣮࣮࣡࢝ࠊ㹋㹑㹕ࠊࢣ

ࢡࢺࢳ࣮࣒ࢆ  ᖺ  ᭶⦅ᡂࡋࠊࡇࡢࢳ࣮࣒ࢆ୰ᚰ

࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊ་⒪ࢡ࣮ࣛࢡࠊົ࡞ࡢ་⒪ࢫࢱࢵࣇ

ከ⫋✀࡛ࡢ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ

㸦ࢥ࣓ࢹ࣭࢝ࣝົ⫋ྵࡴ㸧ࡀ࠸ᑓ㛛ᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊ

ࡢホ౯ෆᐜ࣭᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᭱㝈ࡢ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡋྜ࠺ࡇࡼࡗ࡚᭱ၿࡢ⒪ࢆ

࠙ᚋࡢㄢ㢟ࠚ

⾜࠺་⒪⌧ሙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖᐃ⩏ࡋࡓࠋ

 ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡢຠᯝࡣࠊᝈ⪅୍ேࡦࡾࡢどⅬ

 ៏ᛶᮇࢆᢸ࠺⋢ᫀࡣளᛴᛶᮇࡽᅇᮇࠊ៏ᛶ

❧ࡗࡓࡢ᪩ᮇⓎぢࠊ᪩ᮇᅇࠊ㔜㜵Ṇ࠸ࡗࡓ

ᮇࠊᅾᏯࡲ࡛ࡢ་⒪࣭ㆤ࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆྛࢫࢱࢵࣇ

་⒪࠾ࡼࡧ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ་⒪ᚑ⪅ࡢ㈇

ࡀ㧗ᗘࡢᑓ㛛ᛶࢆࡶࡗ࡚Ⓨࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ

ᢸ㍍ῶࠊ་⒪⌧ሙࡢάᛶࠊᏳᛶࡢ☜ಖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡓࠊࡇࢀࡽ㧗㱋⪅≉᭷ࡢᝈຍ࠼࡚ㄆ▱ࠊ⦆ࢣ

୍᪉ࠊࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ᥎㐍ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ

ࡢᝈ⪅ࡀቑຍࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽᑐ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㊊ࠊᩍ⫱㊊࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ

ᛂ࡛ࡁࡿᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡢ
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ドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

շ࣒࢜ࢶࠊոయࠊչࣜࢿࣥࠊպ㣗ࠊ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

ջධᾎゎ㝖ࠊռᕠどࠊսㄆ▱ᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣࠊఫᏯᆺ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ࡋ࠶ࢃࡏࡢ

㸦㸧ホ౯⪅ホ౯ᮇ㛫
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ㆤᢏ⾡ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋホ౯ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ

㸦㸧ホ౯⤖ᯝ

⟶⌮⪅ࠊேᮦࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࠊ࠾ࡼࡧᮏேࡀ 㸣ࢫࢣ
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ࠊ
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ࡋࠊ୍᭶┠  ྡࡀධᒃࡉࢀࡓࠋ ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ
ྡ㸦 㝵㸸 ྡࠊ 㝵  ྡ㸧ࡀධᒃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪẚ
ࡣ⏨ᛶࡀ  ே㸦㸣㸧
ࠊዪᛶࡀ  ே㸦㸣㸧
ࠊᖹ
ᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᆒࡢせㆤᗘࡣ  㝵ࡀ ࠊ
 㝵ࡀ  ࡛యᖹᆒ  ࡛࠶ࡗࡓࠋཷࡅධࢀࡓධᒃ⪅
ࡣ࢞ࣥᮎᮇࠊ⬻ᖿฟ⾑ࠊ⬻ฟ⾑ᚋࡢ᪉➼་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ
㧗࠸᪉ࡶከ࠸ࠋ
㸱㸬ࢣࣉࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪᪉ἲ
 ධᒃ⪅ࡣ୍ேࡦࡾࡢㆤࠊ་⒪ࢽ࣮ࢬࡀ␗࡞ࡿࡓ
ࡵ͆ࡑࡢேࡽࡋ࠸⏕ά͇ࡢ⥅⥆ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢣ
ࣉࣛࣥࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢධᒃ⪅ࡀྠ୍ᘓ≀ࡢ㸯
㝵࠶ࡿࢹࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊゼၥ
デ⒪ࠊゼၥㆤࠊゼၥ┳ㆤࠊゼၥࣜࣁࣅࣜ➼ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢㆤಖ㝤ᴗࡢ⏝≧
ἣࡣࠊࢹࢧ࣮ࣅࢫࡀㆤಖ㝤ࡢ 㸣ࠊゼၥㆤࡀ
㸣ࠊゼၥ┳ㆤ 㸣ࠊᘏ⏝⪅ᩘࡣࢹࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀ  ᅇࠊ࣊ࣝࣃ࣮ࡀ  ᅇࠊゼၥ┳ㆤࡀ  ᅇ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
㸲㸬་⒪࣭ㆤࡢ㐃ᦠయไࡘ࠸࡚
 ᱓ࡢᐇࡢධᒃ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛ࢇࡢ᪉ࡀ
」ᩘࡢࢆᣢࡕࠊࡑࢀక࠸ከ✀࣭ከࡢ᪉ࡀ
ࢇ࡛࠶ࡿࠋ᱓ࡢᐇࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛤ᴗࡋ࡚ࡽࠊ
タෆ࡛┳ྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ་⒪⪅ࡸㆤ⪅ࡀ⢭⚄ⓗ
ᨭ࠼ࡿࡇ࡛ᐙ᪘ࡢ᪉ࡶ⮬Ꮿ࡛ࡣ࡞࡞࡛ࡁ࡞࠸᭱
ᚋࡢヰࡀ࡛ࡁࡓࡇࠊᏳᚰ࡞་⒪࣭┳ㆤࠊ࠾ࡼࡧ
ㆤࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡀ࠶ࡗࡓࡇ‶㊊ࡉࢀࠊ㧗㱋⪅ࡢ
ࡍࡲ࠸࠾ࡅࡿ་⒪ࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡶࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇ࡛ࡣᅾ
Ꮿ་⒪ࢆᢸ࠺ຍ㔝ࢡࣜࢽࢵࢡධ㝔ᶵ⬟ࢆࡶࡘຍ㔝
㝔ࡢ㐃ᦠࢆࡉࡽᙉࡍࡿࡇࡼࡾࠊᅾᏯ࠾ࡅ
ࡿ┳ྲྀࡾࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ
࠙ᚋࡢㄢ㢟ࠚ
 ᚋࠊ㧗㱋⪅ࡢྜࡀቑຍࡋࠊ་⒪࣭ㆤ࣭ᖺ㔠࡞
ࡢ♫ಖ㞀㈝ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ་⒪࣭ㆤ࣭⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫᶵ⬟ࢆࡶࡘ
」ྜタ㧗㱋⪅ఫᏯࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᆅ
ᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃࣁ࣐࣮ࢺ᱓
ࡢᐇࡢࡼ࠺࡞㧗㱋⪅ఫᏯࡣࠊࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ᚲせྍ
Ḟ࡞Ꮡᅾ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋᚋࡣࠊ 㛫ࡢษࢀ┠
ࡢ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࠊሗඹ᭷ࡢࡓࡵࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࠊࢫࢱࢵࣇ࡞ࡢேᮦᩍ⫱ࠊ࣎ࣛ
ࣥࢸᅋయࡢ⫱ᡂ࡞ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ȹ
ࠅতથѠ௮ࣂ݃ඍо௮ჁႮഏѝᄫкѽ۪ࢻȹ
⏣➉ۑ᫂ᘯ㸦ḷᒣᏛほගᏛ㒊㸧


࠙┠ⓗࠚ

ࢀࡒࢀࡢᅉᏊྵࡲࢀࡿ㡯┠ᩘ࡛㝖ࡋࡓࡶࡢࢆୗࢫࢥ

⫋ົ‶㊊⮬యࡣಶேࡢ౯್ࠊᖺ㱋ࡸࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࡞

ࡋ࡚ศᯒ⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᅉᏊศᯒࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊ

ᡂဨ≉ᛶࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋኴ⏣  ࡣࠊಶேࡢែᗘࡸ⾜

᭱ᑬἲࢆ⏝࠸ࠊࡑࢀࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫἲ࡛ᅇ㌿ࢆຍ࠼ࡓࠋࡑ

ື╔┠ࡋࠊ⤌⧊㸦⫋ሙ⤌⧊㸧ࡼࡾࡶ⮬ศࡢᑓ㛛ࡍࡿ

ࡇ࡛ࠊ⫋ົ‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ⫋ሙ࡛ࡢ‶㊊ ௨ୗ㸸

ᙉࡃࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡋࠊࢆ㏻ࡋ࡚࢟ࣕࣜࡢᙧᡂ

‶㊊ ࠊ⫋ሙ࡛ࡢᑐࡍࡿࡾ ௨ୗ㸸ࡾ ࡢ  ᅉᏊ

ࡸಶேḧồࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃಶேࢆࠕேࠖࠊᡤᒓ⤌⧊

ࡀࠊ┳ㆤ⫋‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ  ࡘࡢᅉᏊ㞟⣙ࡉࢀࡓࠋ

ᙉࡃࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡋࠊ⤌⧊ࡽᚓࡽࢀࡿㄏᅉ㸦ሗ㓘ࠊ᪼

 ࡇ࠺ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓᅉᏊ⫋ᴗ౯್ࡢ ࡘࡢࢥࣥࣆࢱࣥ

㐍࡞㸧ࡼࡗ࡚ḧồࢆ㊊ࡋ࡚࠸ࡃಶேࢆࠕ⤌⧊ேࠖ

ࢫࡘ࠸࡚┦㛵ศᯒࢆヨࡳࡓࠋ

ᐃ⩏ࡋࠊ୧⪅ࡣ⤌⧊ࡸ⫋ᴗᑐࡋ࡚␗࡞ࡿ⾜ື≉ᛶࢆ♧ࡍ

࠙⤖ᯝ⪃ᐹࠚ

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ(ULFNVRQDQG*UDWWRQ  ࡣࠊᚑᴗဨಶ

┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡽࠊಖ㞀࣭Ᏻᐃࠊ⏕άᵝᘧࡢࡘࡢ⫋ᴗ

ேࡢಶᛶᚿྥࡽࡘࡢ౯್ᚿྥࢆᥦ♧ࡋࠊ౯್ᚿྥ

౯್ࠊ‶㊊ࠊࡾࠊ┳ㆤ⫋‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ┦㛵ಀᩘ

ࡈほࠊࡉࡽࡣᚑᴗဨࡀ㔜どࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢱࡀ␗

ࡀࡰ㏆࠸⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┦㛵ಀᩘࡀ㧗࠸ࡶࡢࡣ

࡞ࡿࡇࢆㄽ㏙ࡋࡓࠋ

ዊ࣭♫㈉⊩ࠊ⣧⢋࡞ᣮᡓࡢࡘࡢ⫋ᴗ౯್ࠊ‶㊊ࠊ

ࡉࡽࠊࢩࣕࣥࡣࠊேࡣࡑࡶࡑࡶ⫋ᴗᑐࡍࡿ⮬ศ

ࡾࠊ┳ㆤ⫋‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ┦㛵ಀᩘࡀࡢ㏆

ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ౯್ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࢆ࣮࢟ࣕࣜࣥ࢝ࢇ

ఝ್࡛࠶ࡾ୰⛬ᗘࡢ┦㛵ࢆ♧ࡍࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ࡞

࡛࠸ࡿ (6FKHLQ ࠋᙼࡣࠊಶேࡀᣢࡘ౯್ࢆ  ࡘ

࠾ࠊᑓ㛛࣭⫋⬟ูࢥࣥࣆࢱࣥࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ┳ㆤ⫋‶㊊

ศ㢮ࡋ ᑓ㛛࣭⫋⬟ูࢥࣥࣆࢱࣥࢫࠊ⯡⟶⌮ࢥࣥࣆࢱࣥ

ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ୰⛬ᗘࡢ┦㛵ࢆ♧ࡍࡢᑐࡋࠊ‶

ࢫࠊ⮬ᚊ࣭⊂❧ࠊಖ㞀࣭Ᏻᐃࠊ㉳ᴗᐙⓗ㐀ᛶࠊዊ࣭♫

㊊ࠊࡾࡢ┦㛵ಀᩘࡀࡑࢀࡒࢀࠊᙅ࠸┦㛵࡛

㈉⊩ࠊ⣧⢋࡞ᣮᡓࠊ⏕άᵝᘧ ࠊಶேࡀᣢࡘࡑࡢ౯್ࡣ

࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊධ⫋ዊ࣭♫㈉⊩ࠊ⣧⢋࡞ᣮᡓࡢ

ᮏ㉁ⓗኚࢃࡿࡇࡣ࡞࠸ࡋࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ┳ㆤᖌࡢ࣮࢟ࣕࣜࣥ࢝╔┠ࡋࠊ

⫋ᴗ౯್ࢆࡶࡘಶேࡣࠊࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜࡢ୰࡛┳ㆤ࠸
࠺ᑐࡋ࡚‶㊊ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸࠸࠺ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

⫋ᴗ౯್⫋ົ‶㊊ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ
࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

ࡲࡓࠊ᭱ࡶ⫋ົ‶㊊ᙉ࠸㛵ಀ࠶ࡿணࡉࢀࡿᑓ㛛࣭

ᖺ᭶$┴ࡢ┴❧㝔ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼ

⫋⬟ูࢥࣥࣆࢱࣥࢫࡢ⫋ᴗ౯್ࢆᣢࡘಶேࡘ࠸࡚ࡣࠊ┳

ࡾᐇࡉࢀࡓࠋㄪᰝࡣ┳ㆤ㒊㛗ࢆ㏻ࡌ࡚┳ㆤᖌ㓄ᕸࡉ

ㆤ⫋‶㊊ࡣẚ㍑ⓗ㧗࠸┦㛵ಀᩘࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ⫋ሙ࡛

ࢀ㸪グධᚋ㏿ࡸᅇࡋࡓࠋ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 㓄ᕸࠊ

ࡢ‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣపᗘࡢ┦㛵࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⫋ሙ࡛

ᅇ⋡㸣 ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡢ⤌⧊㢼ᅵࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ

 ㄪᰝ㡯┠ࡣ⫋ᴗ౯್ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩࣕࣥ  ࡢࣥ

 ᭱ᚋࠊಖ㞀࣭Ᏻᐃࠊ⏕άᵝᘧࡢ⫋ᴗ౯್ࢆᣢࡘಶே

࣋ࣥࢺ࣮ࣜࢆ⏝࠸ࡓࠋᮏࣥ࣋ࣥࢺ࣮ࣜࡣୖ㏙ࡋࡓࡘࡢࢥ

ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡘࡢ⫋ᴗ౯್ࡣࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࢆࡼࡾ㔜

ࣥࣆࢱࣥࢫࡢࡑࢀࡒࢀࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀᑐᛂࡋࠊྜィࡢ

どࡍࡿࢱࣉࡢேᮦ࡛࠶ࡾࠊࡣࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࢆᐇࡉ

㉁ၥ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣࠕ↛ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ

ࡏࡿࡓࡵࡢ※Ἠࢆᚓࡿࡓࡵࡢᡭẁ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⫋ົ‶㊊

ࡽࠕ࠸ࡘࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢẁ㝵࡛ホ౯ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ

ࢿ࢞ࢸࣈ࡞┦㛵ࢆ♧ࡍࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊ⤖

ࢥࣥࣆࢱࣥࢫᑐᛂࡍࡿࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィ್ࢆ࡛㝖ࡋ

ᯝࡋ࡚↓┦㛵࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ᐇࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⫋ᴗ౯

ࡓᩘ್ࢆୗࢫࢥࡋ࡚ศᯒ⏝ࡋࡓࠋ

್ࢆᣢࡘேᮦ࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ࢟ࣕࣜࢆ㏻ࡌ࡚

 ࡞࠾ࠊ⫋ົ‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ -,* -RELQ*HQHUDO ࢆࠊᑓ

ࡢࢥ࣑ࢵࢺࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓேᮦࡀ࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ

㛛⫋ࡢ‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ 0RUURZ  ࡢ㡯┠ࢆ⏝ࡋ

ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞┳ㆤ⤒㦂ࢆࡍࡿࠊࡲࡓࡣࡢࡼ࠺࡞⤌⧊

ࡓࠋ⫋ົ‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣࠊ-,* ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ  ࡢ㉁ၥ㡯┠

㢼ᅵࡸ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛࢟ࣕࣜࢆ✚ࡴࡢ㔜せᛶࡀࢡ

ࢆࠊ┳ㆤ⫋‶㊊ࡘ࠸࡚ࡣ 0RUURZ  ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ 

࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀࡿࠋ

ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊᅉᏊศᯒࡋࡓୖ࡛ᅉᏊࢆᢳฟࡋࠊࡑ
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㸦㸸 ᰴ ࣃࣝ ࣇࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࠊ㸸ྜྷᕷ⏬⯆㒊ほගὶㄢࠊ㸸㛵㔠 Ἠ᪑㤋⤌ྜ㸧

య࣭⤌⧊ࡢᙺศᢸࢆ᫂☜ࡋࠊ
ࠕ㛵㔠᪂ࢩࢫࢸ࣒ࠖ

࠙┠ⓗࠚ
㛵㔠 Ἠࢆࠊほග࣭ᗣ࣭ㆤศ㔝ࢆ㐃ᦠࡋࡓಖ㣴

ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊ Ἠಖ㣴ࡢຠᯝᣦᶆ

Ἠᆅࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒㛤ⓎࡋࠊᆅඖఫẸཬࡧ᪂ࡓ࡞ಖ㣴ほ

ࡋ࡚ࠊᚋࠊ㛵⠇ྍືᇦࡢᣑࡸ⾑ᅽࡢ㐺ṇࠊ③ࡳ

ගᐈࡢࢽ࣮ࢬἢࡗࡓࠕ᪂࣭ࣉࣛࢳࢼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ

ࡸࢫࢺࣞࢫࡢ㍍ῶ➼ࡼࡾ Ἠಖ㣴ᆅࡋ࡚ࡢຠᯝࢆ᳨

ࡋ࡚☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ドࡍࡿࠋ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
ᚑ᮶ࡢ Ἠಖ㣴ࡢࠕࡺࡗࡓࡾධᾎࡋ㦵ఇࡵࠊ⨾ࡋ࠸
ᩱ⌮ࢆ㣗࡚ⱥẼࢆ㣴࠺ࠖࡔࡅ࡛ࡣࠊ㐠ື㊊࡛㣗㐣

ಖ࣭་⒪࣭⚟♴ࡢᙺศᢸ (⾲ 1)          

ࡂࡢ⏕ά⩦័ணഛ㌷ࡢᗣ࡙ࡃࡾࡣຠᯝࡣᚓࡽࢀ࡞
࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࢡࢭࣛࣆ࣮ࢆඖ Ἠࡢᾎᵴෆ࡛ࡢ㐠

ᛴᛶᮇ ᅇᮇ ⥔ᣢᮇ
⏕ά⮬❧

ືࡼࡗ࡚ࠊ
ࠕ㛵㔠 Ἠⰼࡢయ᧯ࠖࠕࡾୖయ᧯ࠖࢆ
ࢯࣇࢺ㛤Ⓨࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗣ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴ Ἠಖ㣴

せㆤ

ᆅࡋ࡚ಖ࣭་⒪࣭ศ㔝ࡢᵝࠎ࡞㐃ᦠ ⾲㸯 ࢆᶍ⣴
ࡍࡿࠋ

せ⒪

࠙⤖ᯝࠚ

 

㛵㔠 Ἠ ᗣ Ἠ⚍ࡾ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ࡛ࡣࠊ

࣭

㛵㔠 Ἠࡢ㸳タ࡛ࠕ୰㐠ືయ㦂ᩍᐊࢆᐇࡋࠊࢡ

ㆤ

ࢭࣛࣆ࣮ࡋ࡚ࡢ㛵㐃タࡋ࡚ࠊᕷႠ Ỉࣉ࣮࡛ࣝ

ண㜵

⒪  

⏕ά
ࣜࣁ    

 ಖ  

ࡢࠕ㊊⭜ࢩࣕ࢟ࢵࢡࢭࣛࣆ࣮ᩍᐊࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋཧ

ㆤ

་⒪ 

⚟♴  ಖ

ຍ⪅ࡽࡣࠊ
ࠕኚẼᣢࡕࡼࡗࡓࠋཪࠊཧຍࡋࡓ࠸ࠋ



୰㐠ືࢆぬ࠼࡚ᐙᗞࡸ Ἠᾎᵴ࡛ᐇࡋࠊ㐠ື⩦័ࡋ

ஂأࢫ࠲߄۾ȝாঌࠐ࠲א( ْࠗاέυȜ 1)

࡚⥆ࡅࡓ࠸ࠋ
ࠖ➼ࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊദഃࡢᕷ⫋ဨ࣭
Ἠ㛵ಀ⫋ဨࡽࡣࠊ
ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢ Ἠ࡛⭜③ࡢ㍍ῶࡀ
ฟ᮶ࡿࢃࡗࡓࠖ
ࠕ⮬ศࡢᗣ࡙ࡃࡾ Ἠࢆ࠸ࠊࡑ
ࡢయ㦂ࢆ࠾ᐈࡉࢇఏ࠼ࡓ࠸ᛮࡗࡓࠖ➼ࡢឤࡀᚓࡽ

㛵㔠ᗣ Ἠタᶵ⬟

ࢀࠊᆅᇦ㈨※ࡢ㛵㔠 Ἠ࡛ࡢ୰㐠ື࣭ࡾୖయ᧯ࡢྲྀ

䕿㻌 䕿ᕷႠ䝥䞊䝹㐃ᦠ
 
㻌 㻌 䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝙䞁䜾

ࡾ⤌ࡳࡣࠊྜྷᕷࡢ་⒪㈝࣭ㆤಖ㝤ᩱࡢ㐺ṇᐤ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

䝉䞁䝍䞊

࠙⪃ᐹࠚ

䚽 ᗣቑ㐍䞉
ಖ䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 䠄་⒪ಖ㝤䠅

䠄⏕ᾭ䝇䝫䞊䝒䠅

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕ᪂ࠖ㛵ࡍࡿ୰㐠ືయ㦂ᩍᐊࠊ

䚽 ㆤண㜵

ㅮ₇ࠊᕷ⫋ဨ࣭ Ἠ㛵ಀ⫋ဨྜྠ◊ಟࠊᕷẸࣔࢽࢱ࣮ᩍ
ᐊࡢホ౯࣭ឤ➼ࡢࢹ࣮ࢱࡽ㛵㔠 Ἠࡢ᪂୰㐠ື

ᆅ

䚽 ⏕ᾭᏛ⩦

䛔䛝䛔䛝䝃䝻䞁
㻌 㻌 䠄ㆤಖ㝤䠅

䝉䞁䝍䞊
䠄⏕䛝䛜䛔䛵䛟䜚䠅

㣗ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠕᗣࣃࢵࢡࠖࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ᇦ⏘

ࡑࡋ࡚ࠊほග࣭ಖ㣴࣭ㆤ࣭་⒪࣭ᆅሙ⏘ᴗ⯆ࡢࡑࢀ

ᴗ䛾⯆㻌         ་⒪㈝(ᅜಖ)

ࡒࢀࢆ⤖ࡪ ࣇ࣮ࣟᅗ  ࠊ
ࠕ᪂ሙ࣭ࣉࣛࢳࢼࣉࣟࢪ࢙

ほග䞉་⒪䞉ಖ䞉⚟♴䞉㎰ᴗ䈈  ㆤಖ㝤ᩱ➼

ࢡࢺࠖࡢᐇィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊලయⓗ࡞ᴗࡢෆᐜࠊྛᅋ

䋻㧗㱋⪅䞉ⱝᖺ⪅䛾㞠⏝ฟ㻌

−63−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 88, 2013
第8巻 第1号

ʹڲརຆཅྱ϶ ȹ


͎ࠏভ͏͎ॊৃ͏͎ݲত͏оᇊठщёਅႿုᅈܻಚඏѝуёଖೌᆭȹ
ۑᮌ⸨㝯ぶ   ྂ㈡┾   ᵽཱྀ⛱㉳  
㸦㸸ྜྷᕷ⏬⯆㒊ほගὶㄢࠊ㸸 ᰴ ࣃࣝ ࣇࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࠊ㸸㛵㔠 Ἠ᪑㤋⤌ྜ㸧

ࡎࠊ⮬Ꮿࡢ✵ࡁ㒊ᒇᐷἩࡾ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ

࠙ࡣࡌࡵࠚ
㫽ྲྀ┴ࡢࡰ୰ኸࠊ୰ᅜᆅ᪉᭱㧗ᓠᒣࡢᮾᒣ㯄

ࡲࡓࠊㆤタࡢ⏝⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ Ἠ᪑㤋࡛ࡢධᾎ

⨨ࡍࡿ㛵㔠 ἨࡣࠊᖹᏳ๓ᮇ㡭ࡢⓎぢ࠸ࢃࢀࠊഛ୰ 

㧗࠸ேẼࡀ࠶ࡾࠊࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡋࡓ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀ

᮶ࡢᐟሙ⏫ࡋ࡚ࠊࡲࡓሙࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࠋ㐺 ࡛

㧗࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

ฟࡍࡿ༢⣧ᙅᨺᑕ⬟Ἠࡢ

Ἠ㇏࡞⮬↛⎔ቃࡢ୰

ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛵㔠 ἨࡀᆅඖఫẸ⏝

ࡓࡓࡎࡴ㛵㔠 Ἠࡣࠊࡽࡉࡋ⨾ࡢⓑ㔠ࡢࠊࢀࡉ⛠

ࡉࢀࠊぶࡋࡲࢀࡿࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕほගศ㔝ࠖ
ࠕᗣศ

ಖ㣴ࡸ⒪㣴ඃࢀࠊ  ᖺᅜẸಖ㣴 Ἠᆅࡢᣦᐃ

㔝ࠖ
ࠕㆤศ㔝ࠖࢆ㐃ᦠࡋࡓࠕ㛵㔠 Ἠࣉࣛࢳࢼ㸦ⓑ㔠㸧

㸦⎔ቃ┬ͤᙜཌ⏕┬㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ᪥ᮏࡢྡⓒ㑅

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋほගศ㔝࡛ࡣࠊ㸱ୡ௦

㸦≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேᗣ Ἠࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ࡢㄆᐃࢆ

ࡀᏳᚰࡋ࡚

ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᐟἩᐈࡢῶᑡࡸᚋ⥅⪅㊊࡞ࡢ

㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸࣁ࣮ࢻタഛࢆぢ┤ࡋࠊᗣศ㔝࡛ࡣࠊỈ

⌮⏤ࡼࡾࠊ᭱┒ᮇ  ㌺࠶ࡗࡓ᪑㤋ࡣ⌧ᅾ㸲㌺࡞ࡾࠊ

୰㐠ືࢆᛂ⏝ࡋ࡚ Ἠ࡛࠾ࡇ࡞࠺୰㐠ືࠊࡲࡓࠊㆤ

⪁⯒᪑㤋ࡶᗫᴗࡍࡿ࡞ࠊ ἨᆅࡢᏑ⥆ࡀ༴ࡪࡲࢀ࡚࠸

ศ㔝࡛ࡣࠊ Ἠ᪑㤋ࡢᣢࡘ㠀᪥ᖖᛶ㸦ࣜࣇࣞࢵࢩࣗຠᯝ㸧

ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᅜẸಖ㣴 Ἠᆅࡢ㑅ᐃᶆ‽ぢ┤ࡋࡢ

ࢆㆤࢧ࣮ࣅࢫྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡞ࢆ୍యⓗྲྀࡾ

㏻▱㸦⎔ቃ┬㸧ࡀ࠶ࡾࠊ㛵㔠 Ἠࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖ㣴

⤌ࡳࠊ Ἠࢆࡾࡲࡃ⮬↛⎔ቃࠊ㣗ᮦࠊṔྐᩥࠊᆅᇦ

Ἠᆅࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿዎᶵ࡞ࡗࡓࠋᆅᇦㄢ㢟ࡢゎ

Ἠ᪑㤋ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ㆤࡢどⅬ࡛᪑

ఫẸ➼ࡀྛศ㔝ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ

ỴࡢどⅬࡽࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜཬࡧᡂᯝࡘ࠸

㛵㔠 Ἠ᪑㤋⤌ྜࠊㆤタࠊ⾜ᨻᶵ㛵㸦ほගศ㔝ࠊ⚟

࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

♴ಖศ㔝ࠊㆤศ㔝ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ศ㔝࡞㸧
ࠊᆅඖᆅᇦ

࠙㛵㔠 Ἠࡢᆅᇦㄢ㢟ࠚ

࡙ࡃࡾᅋయࠊ Ἠ⏝⪅➼ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࠊ

㛵㔠 Ἠࢆ⏝ࡍࡿࡓࡿタࡣࠊ Ἠ᪑㤋㸲㌺ࠊ᪥

ྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿྲྀ

ᖐࡾධᾎタ㸰㌺ࠊㆤ⚟♴タ㸲㌺࡛࠶ࡾࠊ⮬ᐙ※Ἠ

⤌ࡳࡀࠊᗣศ㔝ࡢ୰㐠ື࡛࠶ࡿࠋศ┴㛗 Ἠࡸ

ࡢᡤ᭷ཪࡣ Ἠ㓄ᙜࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⇃ᮏ┴⳥ụ Ἠࡢඛ㐍ᆅどᐹࢆ⓶ษࡾࠊ➨㸯ᅇ୰

㛵㔠 Ἠࡢ᭱ࡶࡁ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ࠶ࡿ Ἠ᪑㤋ࡢேࡢ

㐠ື◊ಟࠊ㛵㔠 Ἠᗣ Ἠࡲࡘࡾࠊ➨㸰ᅇ୰㐠ື

୍ゝࡘࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ࠕ࠺ࡕࡢ᪑㤋ࡣᆅඖࡢேࡀㄡ

◊ಟࢆ㛤ദࡋࠊ୰㐠ືࡢᬑཬ Ἠࡢᗣ⏝ࡘ

ࡶ⤂ࡋ࡚ࡃࢀࢇࡅ࠻ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ Ἠᆅఫ

࠸࡚⌮ゎࡢ㍯ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ࡴᆅᇦఫẸࡀ㛵㔠 Ἠࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ᐇែࠊ㛵㔠

࠙⪃ᐹࠚ

Ἠࢆࡾឤࡌ࡚࠸࡞࠸⌧ᐇࡀゝⴥ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᆅඖࡢேࡀ⏝ࡋ࡞࠸

Ἠほගᐈࡀ᮶ࡿࡣࡎࡶ࡞࠸ࠋ

ࠕほගศ㔝ࠖ
ࠕᗣศ㔝ࠖ
ࠕㆤศ㔝ࠖࡀࡑࢀࡒࢀࡢ┠
ⓗࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊᐁẸ༠ാࡼࡾඹ㏻ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚

㛵㔠 Ἠࡀᆅඖࡢேࡽ⏝ࡉࢀࠊぶࡋࡲࢀࡿ Ἠ࡞

࠸ࡃ㛵㔠 Ἠࣉࣛࢳࢼ㸦ⓑ㔠㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊඛ㐍

ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡀ࡞ࡃඛ㥑ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㛵㔠 Ἠ㢮ఝࡍ

࠙㛵㔠 Ἠࣉࣛࢳࢼ㸦ⓑ㔠㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

ࡿㄢ㢟ࢆᣢࡘ Ἠᆅࡣᅜྛᆅ࠶ࡾࠊ Ἠᆅࢆάᛶ

ᆅඖఫẸࡢ≉ᛶࡸࢽ࣮ࢬࢆ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡋࡓࡇࢁࠊ
㧗㱋⋡ࡢୖ᪼ࡸ⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡢቑຍࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊᗣ

ࡍࡿᅜࣔࢹࣝᡂࡾᚓࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙ࡴࡍࡧࠚ

ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㒔ฟࡓᜥ

ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌ࡳ࡛ࠊ␗࡞ࡿศ㔝ࡢ㛵ಀ⪅ࡀ Ἠࢆ୰

Ꮚ࣭Ꮮࡀᖐ┬ࡍࡿࠊ⮬Ꮿࢆ⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣍

ᚰࡋ࡚㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

ࢸࣝࡸ᪑㤋ᐟἩࡍࡿᐙᗞࡀከ࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࢀ

ྲྀ⤌ࡳࢆ᳨ドࡋ࡞ࡀࡽࠊ㛵㔠 ἨࡢᅜẸಖ㣴 Ἠᆅࢆ┠

ࡣࠊ⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡣ᮶ᐈ⏝ࡢᕸᅋᖸࡋࡸ㒊ᒇࡢᤲ㝖ࡀ࡛ࡁ

ᣦࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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ඦࠩࣂᇓຉଂѠౖිݣᆙњॊৃ૰സњѠࠖᇊѝіжјѠೇฦड़ࢂȹ ȹ
Ⲩۑᕳ ᝋᏊ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
Ⲩᮌ ⓏⱱᏊࠊ㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

࠙┠ⓗࠚ

ቑࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࠊ≉  ṓ௨ୖ࠾࠸࡚᭷ព㧗

 ୰ᑠᴗປാ⪅ࡣࠊ้ࠎኚࡍࡿ⎔ቃࡸᙺࡢ࡞

ࡗࡓࠋ3& 㧗⩌ప⩌࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓᗣ⩦័

࡛ࠊ⮬ࡽࡢ⾜ືࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚ᗣ≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿ

ࡣࠊ
ࠕᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡢ㓄៖ࠖ S ࠊ
ࠕ㐠ືࠖ S ࠊ

ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋὶศᯒ࡛ࡣࠊ㏱㐣ᛶㄪᩚຊ㸦3

ࠕ╧╀㛫ࠖ S ࠊ
ࠕほⓗࢫࢺࣞࢫࠖ S ࠊ
ࠕࢫ

HUPHDELOLW\&RQWURO3RZHU㸸3&㸧ࢆᰂ㌾ᛶࡸ㐺ᛂ⬟ຊࡢ

ࢺࣞࢫゎᾘࠖ S ࡛࠶ࡗࡓࠋほⓗࢫࢺࣞࢫࡈࡢ

ᣦᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋ3& ࡣ⮬ᡃ≧ែࢆษࡾ᭰࠼ࡿຊ࡛࠶ࡿࡀࠊ

ࢫࢺࣞࢫゎᾘ≧ἣ࡛ࡣࠊほⓗࢫࢺࣞࢫࡢከᑡ㛵ࢃࡽ

⮬ᡃ≧ែࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ⮬ศࡢ⾜ືࢆࢥࣥࢺ

ࡎࠊ3& 㧗⩌ࡣప⩌ẚ࡚ࢫࢺࣞࢫゎᾘࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ

࣮ࣟࣝࡍࡿࡇࡣ㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ

㸦S㸧ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ  ࡘࡢᗣ⩦័ࡢᐇ⾜

ᗣ⟶⌮࠾ࡅࡿࢭࣝࣇࢣ⬟ຊ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ

ᩘࡽࠊ3& 㧗⩌ከࡃࡢᗣ⾜ືࢆᐇ㊶ࡍࡿഴྥࡀ࠶

ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠊ3& ປാ⪅ࡢᗣ㛵ࡍࡿᣦ

ࡾࠊ⮬⏤グ㍕㡯࡛ࡶ᪥㡭ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊಶࠎ

ᶆࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽࡋ࡚ࠊປാ⪅ࡢᗣ⟶⌮࠾ࡅࡿ

ᛂࡌࡓᗣ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࣟࢪࢫࢸ

ࢭࣝࣇࢣ⬟ຊࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࢆᚓࡿ

ࢵࢡᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ3& ࡀᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᗣ⩦័

ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࡣࠊ
ࠕᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡢ㓄៖ࠖ 25  ࠊ
ࠕ╧╀㛫ࠖ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

25  ࠊࠕほⓗࢫࢺࣞࢫࠖ 25  ࠊࠕᗣ⩦័ࡢ

 ୰ᑠᴗປാ⪅࡛ᗣデ᩿ࢆཷࡅࡓ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ⮬ᕫ

ᐇ⾜ᩘࠖ 25  ࡛࠶ࡗࡓࠋ

グධᘧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ⚊ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࠊ

 ほⓗᗣឤ࡛ࡣࠊ
͆ᗣ͇͆ᗣ͇࠾࠸࡚᭷ព

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ  ᭶࡛ࠊ᭷ຠᅇ⟅  ே㸦⏨ᛶ 

ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ S ࠊ3& 㧗⩌ほⓗᗣឤࡀ㧗࠸

ேࠊዪᛶ  ே㸧ࢆศᯒᑐ㇟ࡋࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣࠊձ3&

ഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࣜࢫࢡࡢ᭷↓ࡈࡢほⓗᗣឤ 3&

㸦ᶆ‽ࡉࢀࡓ㹒ᚓⅬࡼࡗ࡚ 㹼 Ⅼࢆࠕప⩌ࠖ
ࠊ

㧗⩌ప⩌ࡢẚ㍑࡛ࡶ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ3& 㧗⩌

㹼 Ⅼࢆࠕ㧗⩌ࠖࡋࡓ㸧ղᇶᮏᒓᛶ㸦ᖺ㱋࣭ᐃᮇⓗ࡞

ᗣ≧ែࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࡿഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᭦ࠊࣜࢫࢡ

ཷデࡢ᭷↓࣭ᐙ᪘ࡢ᭷↓㸧
ࠊճᗣ⩦័㸦᳃ᮏࡽࡢ  ࡘࡢ

ࡢ᭷↓ほⓗᗣឤࡼࡾศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛ 3& ᗣ

ᗣ⩦័ࢆཧ⪃ࠊᮅ㣗ᦤྲྀ≧ἣࠊᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡢ㓄

⾜ືࡢ㛵㐃ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ3& 㧗⩌ከࡃࡢᗣ⾜ືࢆ⾜

៖ࠊ㣧㓇ࠊႚ↮ࠊ㐠ືࠊ╧╀㛫ࠊほⓗࢫࢺࣞࢫࠊࢫ

࠺ഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ3& ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࡣ㛵㐃ࡣㄆ

ࢺࣞࢫゎᾘࠊປാ㛫ࠊ᪥㡭ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡇࡢ  㡯┠㸧
ࠊ

ࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

մࡢ㔗㓄ࠊյほⓗᗣឤ࡛࠶ࡿࠋ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࡣࠊ

࠙⪃ᐹࠚ

%0,ࠊ⾑ᅽࠊ⬡㉁௦ㅰࠊ⢾௦ㅰࢆศᯒࡢᑐ㇟ࡋࡓࠋ3&

3& ࡣࠊࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶຍ࠼ࠊᗣ

᳨ᰝࢹ࣮ࢱࡢ㸰せᅉࡢẚ㍑ࡣࠊᑐᛂࡢ࡞࠸㹲᳨ᐃࢆࠊ

⩦័ࡢᐇ㊶ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡛࠶ࡿࡇ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

㸰

ࡑࡢࡢኚᩘࡘ࠸࡚ 3& 㧗⩌ 3& ప⩌ࡢẚ㍑ࡣȮ

ࡲࡓ 3& ࡣࠊᗣ≧ែࡢㄆ㆑ࡸࠊ⮬ᕫホ౯ࡶ㛵㐃ࡍࡿせ

᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋḟࠊ3& ࡢᗣ⩦័ᑐࡍࡿᙳ㡪ࢆ᳨

ᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࠊ㹎㹁㧗⩌ᗣ≧ែࢆ㐺ษ

ウࡍࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᗣ⩦័ࢆᚑᒓኚᩘࠊ3& ࢆㄝ

ㄆ㆑ࡋࠊᮃࡲࡋ࠸ᗣ⾜ືࢆࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊᗣ≧ែ

᫂ኚᩘࡋࡓࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆ⫯ᐃⓗホ౯ࡍࡿഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

࠙⤖ᯝࠚ

 ௨ୖࡼࡾࠊ୰ᑠᴗປാ⪅ᑐࡋಶูᗣᨭࢆ㏻ࡌ

 ᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࡣ  ṓ㹼 ṓࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ⏨ᛶ  ṓ

࡚ 3& ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊಶேࡢᚰ㌟ࡢᗣ⟶⌮

㸦6'㸧
ࠊዪᛶ  ṓ㸦6'㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ3& ࡢᚓⅬ

࠾ࡅࡿࢭࣝࣇࢣ⬟ຊࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀

ࡣࠊᖹᆒ 㸦6'㸧
ࠊ㧗⩌  ே㸦㸣㸧
ࠊప⩌

ࡉࢀࡓࠋ

 ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ3& ࡢᚓⅬࡣࠊᖺ㱋ඹ
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ܮय़Ѡໟඎள໘߳ۅଂѠੑۅ໖఼ѝࠖыѽड़ࢂȹ
ۑᑀ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧

㤿ሙᅬ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
すᕦࠊ๓⏣ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧

࠙┠ⓗࠚ

ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࡣࡁ࡞ࡤࡽࡘࡁࢆㄆࡵࡓࠋ

⾜ ື ᚰ ⌮  ≧ 㸦 %HKDYLRUDO DQG 3V\FKRORJLFDO
6\PSWRPVRI'HPHQWLD㸸%36'㸧ࡣࠊᛴᛶᮇㄆ▱ᝈ⪅
ぢࡽࢀࡿᚔᚉࡸዶࠊᨷᧁⓗ⾜ື➼ࢆᣦࡍࠋㄆ▱

⾲㻝䚷ᗋ䚸୍⯡ᗋ䚸⢭⚄ᗋཬ䜃⒪㣴ᗋ䛾ᅾ㝔᪥ᩘ
᭱ᑠ್
್᭱
୰ኸ್ 㻞㻡㻑䝍䜲䝹 㻣㻡㻑䝍䜲䝹
ᗋ
㻝㻚㻜
㻝㻥㻘㻢㻥㻤㻚㻜
㻣㻟㻤㻚㻜
㻟㻠㻢㻚㻜
㻝㻘㻢㻠㻡㻚㻜
୍⯡ᗋ
㻟㻚㻜
㻞㻘㻝㻡㻡㻚㻜
㻢㻞㻚㻜
㻞㻡㻚㻡
㻞㻟㻟㻚㻜
⢭⚄ᗋ
㻞㻚㻜
㻝㻥㻘㻢㻥㻤㻚㻜
㻣㻤㻢㻚㻜
㻟㻡㻢㻚㻜
㻝㻘㻤㻤㻥㻚㻜
⒪㣴ᗋ
㻝㻚㻜
㻝㻥㻘㻢㻜㻢㻚㻜
㻤㻝㻠㻚㻡
㻠㻜㻡㻚㻡
㻝㻘㻡㻞㻢㻚㻤

ᖹᆒ್
㻝㻘㻠㻠㻝㻚㻠
㻝㻣㻥㻚㻡
㻝㻘㻡㻢㻤㻚㻥
㻝㻘㻠㻜㻢㻚㻜

ᶆ‽೫ᕪ
㻞㻘㻟㻜㻜㻚㻣
㻟㻝㻤㻚㻠
㻞㻘㻟㻤㻢㻚㻞
㻞㻘㻞㻢㻠㻚㻣



ධ㝔ᝈ⪅ࢆධ㝔ࡉࡏࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞┠ⓗࡣࠊ%36' ࡢᛴᛶ

ࡲࡓࠊ୍⯡ᗋࠊ⒪㣴ᗋࠊ⢭⚄ᗋࡢ㡰ᅾ㝔᪥ᩘ

ᮇࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿ㸦0&RORPER㯮⃝ᑦࠊ㔩Ụࠊ

ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘ᭷ព࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡇ

㸧
ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ▷ᮇ㞟୰ⓗ࡞ධ㝔⒪ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ୍⯡ᗋ࡛ࡣࠊḟ་⒪ᅪ㛫ࡢᅾ

ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧≧࡛ࡣㄆ▱ᝈ⪅ࡢධ㝔ᮇ㛫ࡀ㛗࠸

㝔᪥ᩘࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ⢭⚄ᗋ⒪㣴ᗋ࡛ࡣࠊ

ࠋ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㩪ᓥࠊᒣᓮᏛࠊ㸧

ḟ་⒪ᅪ㛫ࡢᅾ㝔᪥ᩘ᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ

᪥ᮏ࡛ࡣㄆ▱ධ㝔ᝈ⪅ࡢᅾ㝔᪥ᩘ㛵ࡍࡿᗋࠊ

୍⯡ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆ┠ⓗኚᩘࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ࡣࠊ

ᆅᇦཬࡧタ㛫ࡢẚ㍑➼㛵ࡍࡿ◊✲ࡀࢇ⾜ࢃ

ㄝ᫂⋡ࡀᑠࡉࡃࠊࣔࢹࣝࡀ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⢭⚄ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆ┠ⓗኚᩘࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ࡣࠊ

 ࡑࡇ࡛ࠊㄆ▱ධ㝔ᝈ⪅ࢆ◊✲ᑐ㇟ࡋࠊࣞࢭࣉࢺࢹ

⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶
5 ࡣ  ࡛ㄝ᫂⋡ࡣపࡗࡓࡶࡢࡢࠊ

࣮ࢱࢆࡗ࡚ධ㝔ᗋࡢ✀㢮ูḟ་⒪ᅪูࡢᅾ㝔᪥

ࡗࡓࠋ⢭⚄ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘᑐࡋ࡚ࠊᛶูࠊ㣤ሯ་⒪ᅪ

ᩘࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡋࡓࠋ

ᕞ་⒪ᅪࡀ᭷ព㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⒪㣴ᗋࡢᅾ㝔

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

᪥ᩘࢆ┠ⓗኚᩘࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ࡣࠊ5 ࡣ  ࡛ྠᵝ

⚟ᒸ┴ᅜẸᗣಖ㝤ᅋయ㐃ྜ㟁Ꮚㄳồࡉࢀࡓ

ㄝ᫂⋡ࡣపࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ⒪

 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ་⛉ࣞࢭࣉ

㣴ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘᑐࡋ࡚ࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊஂ␃⡿་⒪ᅪࠊ

ࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓࠋയྡࡀࠕㄆ▱࡛ࠖ࠶ࡿධ㝔

ி⠏་⒪ᅪ㣤ሯ་⒪ᅪࡀ᭷ព㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋ࡚ࠊ୍⯡ᗋࠊ⢭⚄ᗋ⒪㣴



ᗋࡢ୕ࡘࡢᗋ⤠ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ

࠙⪃ᐹࠚ

ศᯒࡀ୕ࡘࡢᡭ㡰ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊయࡢᅾ

 ᮏ◊✲ࡼࡗ࡚ࡣࠊ⚟ᒸ┴ࡢㄆ▱ධ㝔ᝈ⪅ࡢᅾ㝔

㝔᪥ᩘࡢศᕸࢆ☜ㄆࡍࡿୖࠊ୍⯡ᗋࠊ⢭⚄ᗋ⒪㣴

᪥ᩘࡀ㠀ᖖ㛗࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᗋࡢ✀㢮

ᗋࡑࢀࡒࢀࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆㄪࡓࠋḟࠊ

ู᫂ࡽ࡞᱁ᕪࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊㄆ▱ධ㝔

.UXVNDOZDOOLV ᳨ᐃࢆ࠸ࠊ୍⯡ᗋࠊ⢭⚄ᗋࠊ⒪㣴


ᝈ⪅ࡢᅾ㝔᪥ᩘᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

ᗋูࠊ⚟ᒸ┴ḟ་⒪ᅪ㛫ࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ

ᅾ㝔᪥ᩘ࠾ࡅࡿᆅᇦᕪࡢཎᅉࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ

᭱ᚋࠊ୍⯡ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࠊ⢭⚄ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࠊ⒪

⚟ᒸ┴ḟ་⒪ᅪෆࡢேཱྀᙜࡓࡾᗋᩘㆤタᐃ

㣴ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆ┠ⓗኚᩘࡋࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢᛶูࠊᖺ

ဨᩘࡶㄪࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊேཱྀᙜࡓࡾࡢ⢭⚄ᗋᩘࠊ

㱋ࠊḟ་⒪ᅪࢆㄝ᫂ኚᩘࡋࠊ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ゎᯒࡋࡓࠋ


⒪㣴ᗋᩘㄆ▱ᝈ⪅ࡢᅾ㝔᪥ᩘࡀ༢⣧┦㛵ࡍࡿ

࠙⤖ᯝࠚ

ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊேཱྀᙜ

ධ㝔ᝈ⪅⥲ᩘࡣ  ேࠊධ㝔⥲௳ᩘࡣ  ௳࡛

ࡓࡾㆤタᐃဨᩘࡢᑡ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡣࠊㄆ▱ධ㝔

࠶ࡗࡓࠋᝈ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡀయ

ᝈ⪅ࡢᅾ㝔᪥ᩘࡀ㛗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ

ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ⾲  ࠊᗋࠊ୍⯡ᗋࠊ⢭⚄

࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ࠊࡑࡢ≉ᛶᛂࡌࡓㄆ▱

ᗋ⒪㣴ᗋࡢᅾ㝔᪥ᩘࢆ♧ࡋࡓࠋᗋࡢᅾ㝔᪥

ᝈ⪅ࡢࢣࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ᩘࡢᖹᆒ್ࡣ  ᪥ࠊ୰ኸ್ࡣ  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ᆏᅈྶஜ໘߳ۅଂѠੑۅ໖఼њરၤᅲѝࠖыѽड़ࢂȹ
ۑᾏỤ⏣┿⾰ࠊ๓⏣ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
す ᕦ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

࠙┠ⓗࠚ
⒪㣴ᗋࡣࠊ㛗ᮇࢃࡓࡾ⒪㣴ࢆᚲせࡍࡿᝈ⪅
ࡀධ㝔ࡍࡿᗋ࡛࠶ࡿࠋ⒪㣴ᗋධ㝔ᝈ⪅ࡢᐇែࡘ
࠸࡚ࡣࠊ୰་༠ࡸ᪥ᮏ་ᖌ࡞ࡼࡿ་⒪ᶵ㛵ࡢ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀ」ᩘᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊࣞࢭࣉ
ࢺࢹ࣮ࢱ࡞ᐇ㝿ࡢデ⒪ሗ㓘ㄳồࡸデ⒪㘓࡞ᇶ࡙
࠸࡚ศᯒࡋࡓ◊✲ࡣࡢࡇࢁぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ⒪㣴
ᗋ࠾࠸࡚ᝈ⪅ศ㢮ࡼࡗ࡚デ⒪ሗ㓘ࡢタᐃ㐪࠸
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ་⒪㈨※ࡢᚲせᛶᕪ
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡿࠋ㟁Ꮚࣞࢭࣉࢺ࡛ᚓࡽ
ࢀࡿᝈ⪅ணᚋࡢሗࡋ࡚ࡣᅾ㝔᪥ᩘṚஸ⋡ࡀ࠶ࡾࠊ
ᝈ⪅ศ㢮ࡼࡿᅾ㝔᪥ᩘࡸṚஸ⋡ࡀ᫂ࡽ࡞ࢀࡤࠊ
⾜ᨻࡼࡿ་⒪ィ⏬ࡸ་⒪ᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀᡓ␎㈉⊩࡛ࡁ
ࡿ㈨ᩱ࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⒪㣴ᗋධ㝔ᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ
デ⒪ሗ㓘༊ศᇶ࡙࠸ࡓᝈ⪅ศ㢮ࢆ⏝࠸࡚ᅾ㝔᪥ᩘ
Ṛஸ⋡ࢆᐃ㔞ⓗ᫂ࡽࡋࠊ་⒪౪⤥࠾ࡅࡿሗ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
⚟ᒸ┴ᅜẸᗣಖ㝤㐃ྜ㟁Ꮚㄳồࡉࢀࡓࣞࢭࣉ
ࢺࢹ࣮ࢱࡽࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛་⒪⒪㣴ᗋ
ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡓᝈ⪅ࢆᢳฟࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ
࡛ࡢ  ᖺ㛫ࢆほᐹᮇ㛫ࡋࡓࠋㄪᰝᮇ㛫௨๓ࡢᅾ㝔᪥
ᩘࢆධ㝔᪥ࡽ⟬ᐃࡋࠊࣞࢭࣉࢺୖࡢ⥲デ⒪᪥ᩘࢆຍ
࠼ࡓྜィᅾ㝔᪥ᩘࡢ⟬ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ᭶⟬ᐃࡉࢀࡓ
ධ㝔ᇶᮏᩱࢆᝈ⪅ࡢ≧ែࡸデ⒪ෆᐜࢆ⾲ࡍࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ධ㝔ᇶᮏᩱ $ ⩌ࡽ ( ⩌ࡢ  ⩌ศ㢮ࡋࡓࠋ
ᑐᩘኚࡋࡓྜィᅾ㝔᪥ᩘࢆ┠ⓗኚᩘࡋࡓศᩓศ
ᯒࢆ⾜࠸ࠊḟࠊᛶูࠊᖺ㱋༊ศࠊㄪᰝ㛤ጞ᭶ࡢධ㝔
ᇶᮏᩱ༊ศࢆ⊂❧ኚᩘࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ⏕Ꮡኚᩘࢆྜィᅾ㝔᪥ᩘࠊ≧ែኚᩘࢆṚஸ᭷↓
ࡋ࡚ࠊᅉᏊࢆㄪᰝ㛤ጞ᭶ࡢධ㝔ᇶᮏᩱ༊ศࡋࡓ⏕Ꮡ
ศᯒࢆ⾜࠸ࠊḟඹኚ㔞ࢆᛶูࠊᖺ㱋༊ศࠊㄪᰝ㛤ጞ
᭶ࡢධ㝔ᇶᮏᩱ༊ศࡋࡓẚࣁࢨ࣮ࢻศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ


࠙⤖ᯝࠚ
ศᯒᑐ㇟⪅ࡣ  ྡ㸦࠺ࡕࠊ⏨ᛶ 㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖺ㱋༊ศẖࡳࡿࠊ ṓ௨ୗࡣ ࠊ๓ᮇ㧗㱋⪅ࡣ
ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᑐ㇟⪅యࡢྜィᅾ㝔᪥ᩘࡢᖹᆒ್ࡣ  ᪥
㸦ᶆ‽೫ᕪ㸸s㸧
ࠊ
୰ኸ್ࡣ  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ

ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊධ㝔ᇶᮏᩱ༊ศࡼࡿᅾ㝔᪥ᩘࡢᕪ
ࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋḟࠊᅾ㝔᪥ᩘᑐࡍࡿྛኚᩘࡢᙳ
㡪ᗘࢆ㔜ᅇᖐศᯒ᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲㸯♧ࡋࡓࠋධ
㝔ᇶᮏᩱ & ⩌ࡣᇶ‽ࡋࡓධ㝔ᇶᮏᩱ ( ⩌ᑐࡋࠊ᭷
ពᛶࡀࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸦S㸻㸧
ࠋ
⾲䠍䚷㔜ᅇᖐศᯒ䛾⤖ᯝ
೫ᅇᖐಀᩘ

ᶆ‽
᭷ព☜⋡
䠄䡌䠅
೫ᅇᖐಀᩘ

㻔ᐃᩘ㻕

㻞㻚㻢㻞

ᛶู

㻜㻚㻝㻜

㻜㻚㻜㻥

ᖺ㱋༊ศ

㻥㻡㻑㻌ಙ㢗༊㛫
ୗ㝈

ୖ㝈

㻜㻚㻜㻜

㻞㻚㻡㻣

㻞㻚㻢㻢

㻜㻚㻜㻜

㻜㻚㻜㻤

㻜㻚㻝㻟
㻙㻜㻚㻜㻣

㻙㻜㻚㻜㻥

㻙㻜㻚㻜㻥

㻜㻚㻜㻜

㻙㻜㻚㻝㻝

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻰

㻜㻚㻠㻜

㻜㻚㻝㻢

㻜㻚㻜㻜

㻜㻚㻟㻠

㻜㻚㻠㻡

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻯

㻜㻚㻜㻝

㻜㻚㻜㻝

㻜㻚㻡㻡

㻙㻜㻚㻜㻟

㻜㻚㻜㻢

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻮

㻜㻚㻟㻟

㻜㻚㻞㻤

㻜㻚㻜㻜

㻜㻚㻟㻜

㻜㻚㻟㻢

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻭

㻜㻚㻝㻡

㻜㻚㻝㻞

㻜㻚㻜㻜

㻜㻚㻝㻞

㻜㻚㻝㻥

㻾㻞㻩㻜㻚㻜㻣㻝㻘㻌㻭㻺㻻㼂㻭㻌㼜㻨㻜㻚㻜㻜㻝


⏕Ꮡศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊධ㝔ᇶᮏᩱ $ ⩌ࡀࡶࡗࡶ
⣼✚⏕Ꮡ⋡ࡀపࡃࠊධ㝔ᇶᮏᩱ & ⩌ࡣ⣼✚⏕Ꮡ⋡ࡀࡶ
ࡗࡶ㧗ࡗࡓࠋ⾲  ᑐ㇟ᝈ⪅ࡢ≧ែࡀṚஸ࠼
ࡿᙳ㡪ࢆᐃ㔞ࡍࡿࡓࡵࠊẚࣁࢨ࣮ࢻศᯒࢆ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋᇶ‽ࡋࡓ  ṓ௨ୗ࣭ධ㝔ᇶᮏᩱ ( ⩌
ẚ࡚ࠊ
ධ㝔ᇶᮏᩱ ' ⩌࣭& ⩌௨እࡣ࡚᭷ព
㸦S㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲䠎䚷ẚ䝝䝄䞊䝗ศᯒ䛾⤖ᯝ
ᅇᖐಀᩘ

ᛶู

㻙㻜㻚㻟㻥

㻢㻠ṓ௨ୗ䠄ཧ↷㻕

᭷ព☜⋡
䝝䝄䞊䝗ẚ
䠄䡌䠅

㻜㻚㻜㻜

䝝䝄䞊䝗ẚ䛾
㻥㻡䠂ಙ㢗༊㛫
ୗ㝈

ୖ㝈

㻜㻚㻢㻤

㻜㻚㻢㻝

㻜㻚㻣㻡

㻜㻚㻜㻜

๓ᮇ㧗㱋⪅

㻜㻚㻤㻝

㻜㻚㻜㻜

㻞㻚㻞㻠

㻝㻚㻡㻜

㻟㻚㻟㻢

ᚋᮇ㧗㱋⪅

㻝㻚㻢㻟

㻜㻚㻜㻜

㻡㻚㻝㻞

㻟㻚㻡㻟

㻣㻚㻠㻝

㻝㻚㻝㻡

㻜㻚㻤㻟

㻝㻚㻡㻥

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻱䠄ཧ↷㻕

㻜㻚㻜㻜

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻰

㻜㻚㻝㻠

㻜㻚㻠㻝

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻯

㻙㻜㻚㻟㻟

㻜㻚㻜㻥

㻜㻚㻣㻞

㻜㻚㻠㻥

㻝㻚㻜㻡

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻮

㻜㻚㻠㻢

㻜㻚㻜㻜

㻝㻚㻡㻥

㻝㻚㻞㻣

㻝㻚㻥㻤

ධ㝔ᇶᮏᩱ㻭

㻝㻚㻡㻥

㻜㻚㻜㻜

㻠㻚㻥㻟

㻟㻚㻥㻣

㻢㻚㻝㻞




࠙⪃ᐹࠚ
ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ་⒪༊ศࠊ$'/ ༊ศࢆ⏝࠸ࡓᝈ⪅ศ㢮
ࡼࡗ࡚ࠊᅾ㝔᪥ᩘࡸṚஸ⋡ࡢᕪࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ᫂
ࡽ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘࡀప࠸ᅾ㝔᪥ᩘࡀ
ᘏࡧࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋᚋࡣࠊලయⓗ࡞デ⒪ෆᐜࡢᐇ
ែࡢᢕᥱࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ
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ྶސᅔ߳ଂѠఏᆏѠඏުڮਫȹ
ȹ
ۑᒾᮏ㤶Ꮚࠊ๓⏣ಇᶞ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
す ᕦ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧


࠙┠ⓗࠚ
⢾ᒀࡣᚠ⎔ჾᝈࡢࣜࢫࢡࢆቑຍࡋࠊ⚄⤒㞀ᐖࠊ
⥙⭷ࠊ⭈࡞ࡢྜేࢆేⓎࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
42/ ࠾ࡼࡧ་⒪㈝ࡢࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡓࡵࠊ་⒪㈝
㐺ṇࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࡶࠊ⢾ᒀࡢ㔜ࡢண㜵ࡀ㠀ᖖ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⚟ᒸ┴ಖ་⒪ィ⏬ࡼࡿࠊ⢾ᒀ
ࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ⪅ࡣ 㹼 ṓࡢ⏨ᛶࡢ 㸣ࠊዪᛶࡢ
ࠊ⢾ᒀ᭷⪅ࡣࠊ㹼 ṓࡢ⏨ᛶࡢ ࠊዪ
ᛶࡢ ࡛࠶ࡾࠊ᭷⋡ࡣ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ⢾ᒀᑓ㛛་
ࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࡣ  ྡ㐣ࡂࡎࠊᆅᇦ᱁
ᕪࡀ࠶ࡾࠊᑓ㛛་ࡀ࠸࡞࠸་⒪ᅪࡶᏑᅾࡍࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࡣࠊ⚟ᒸ┴ࡢ⢾ᒀእ᮶ᝈ⪅ࡢデ⒪࠾ࡅࡿᆅᇦ᱁
ᕪࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
 ᖺ  ᭶⚟ᒸ┴ᅜẸᗣಖ㝤ᅋయ㐃ྜ㟁Ꮚ
ㄳồࡉࢀࡓࣞࢭࣉࢺࢹ࣮ࢱࡽ⢾ᒀ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿ
ᝈ⪅ࢆᢳฟࡋࠊࣞࢭࣉࢺࢹ࣮ࢱࢆ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛㏣㊧
ࡋࡓࠋḟࠊṚஸ⋡ࠊ+E$F ᐃࠊ║ᗏ᳨ᰝࠊᒀ୰ࣝ
ࣈ࣑ࣥ࠾ࡼࡧ⏕ά⩦័⟶⌮ࠊእ᮶ཷデࡢ㢖ᗘࢆ┠ⓗ
ኚᩘࡋ࡚ࠊᛶูࠊᖺ㱋༊ศࠊ་⒪ᅪࢆ⊂❧ኚᩘࡋ
ࡓȮ ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ᚋࠊ+E$F ᐃࡢ㢖ᗘࠊ║ᗏ
᳨ᰝࠊᒀ୰ࣝࣈ࣑ࣥ࠾ࡼࡧ⏕ά⩦័⟶⌮ࡢᐇࡢ
᭷↓ࢆ┠ⓗኚᩘࡋࠊᛶูࠊᖺ㱋༊ศࠊ་⒪ᅪࢆ⊂❧
ኚᩘࡋࡓࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙⤖ᯝࠚ
⾲㸯Ṛஸྜࢆ♧ࡋࡓࠋ་⒪ᅪ㛫᭷ពᕪࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࡀࠊࡢ་⒪ᅪࡶṚஸ⋡ࡣ 㸣௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㻝䠊⢾ᒀእ᮶ᝈ⪅䛾Ṛஸྜ䛾ศᕸ

Ṛஸ
㻌

⏕Ꮡ
Ṛஸ
ྜィ
య
㻝㻜㻥㻘㻡㻤㻝
㻝㻥㻝 㻝㻜㻥㻘㻣㻣㻞

་⒪ᅪ ⚟ᒸ⣒ᓥ
㻞㻡㻘㻥㻠㻞㻔㻥㻥㻚㻥㻑㻕 㻟㻡㻔㻜㻚㻝㻑㻕 㻞㻡㻘㻥㻣㻣
⢑ᒇ
㻡㻘㻥㻝㻝㻔㻥㻥㻚㻣㻑㻕 㻝㻢㻔㻜㻚㻟㻑㻕
㻡㻘㻥㻞㻣

᐀ീ
㻠㻘㻞㻥㻡㻔㻥㻥㻚㻥㻑㻕 㻢㻔㻜㻚㻝㻑㻕
㻠㻘㻟㻜㻝
⟃⣸
㻣㻘㻡㻝㻡㻔㻥㻥㻚㻥㻑㻕 㻝㻜㻔㻜㻚㻝㻑㻕
㻣㻘㻡㻞㻡

ᮅ
㻝㻘㻟㻥㻜㻔㻥㻥㻚㻥㻑㻕 㻝㻔㻜㻚㻝㻑㻕
㻝㻘㻟㻥㻝
ஂ␃⡿
㻝㻝㻘㻞㻝㻣㻔㻥㻥㻚㻣㻑㻕 㻟㻞㻔㻜㻚㻟㻑㻕 㻝㻝㻘㻞㻠㻥

ඵዪ⟃ᚋ
㻟㻘㻤㻜㻝㻔㻥㻥㻚㻤㻑㻕 㻢㻔㻜㻚㻞㻑㻕
㻟㻘㻤㻜㻣

᭷᫂
㻣㻘㻜㻞㻜㻔㻥㻥㻚㻤㻑㻕 㻝㻟㻔㻜㻚㻞㻑㻕
㻣㻘㻜㻟㻟
㣤ሯ
㻟㻘㻤㻟㻡㻔㻝㻜㻜㻑㻕
㻜㻔㻜㻑㻕
㻟㻘㻤㻟㻡

┤᪉㠡ᡭ
㻟㻘㻡㻜㻥㻔㻥㻥㻚㻤㻑㻕 㻢㻔㻜㻚㻞㻑㻕
㻟㻘㻡㻝㻡
ᕞ
㻞㻣㻘㻞㻢㻟㻔㻥㻥㻚㻤㻑㻕 㻠㻤㻔㻜㻚㻞㻑㻕 㻞㻣㻘㻟㻝㻝

ி⠏
㻠㻘㻟㻜㻣㻔㻥㻥㻚㻤㻑㻕 㻥㻔㻜㻚㻞㻑㻕
㻠㻘㻟㻝㻢
⏣ᕝ
㻟㻘㻡㻣㻢㻔㻥㻥㻚㻣㻑㻕 㻥㻔㻜㻚㻟㻑㻕
㻟㻘㻡㻤㻡

㻼㼑㼍㼞㼟㼛㼚㻌䃦㻞
㻼್

㻞㻟㻚㻡㻟㻞
㻜㻚㻜㻞㻠

⾲㻞㻚䚷⢾ᒀእ᮶ᝈ⪅䛾እ᮶ཷデ㢖ᗘ䛾ศᕸ
እ᮶ཷデ㢖ᗘ
㻌
ᐃᮇ
ᐃᮇ
య
㻡㻘㻥㻝㻝
㻝㻜㻟㻘㻤㻢㻝
་⒪ᅪ ⚟ᒸ⣒ᓥ 㻝㻘㻠㻤㻝㻔㻡㻚㻣㻑㻕 㻞㻠㻘㻠㻥㻢㻔㻥㻠㻚㻟㻑㻕
⢑ᒇ
㻟㻡㻝㻔㻡㻚㻥㻑㻕
㻡㻘㻡㻣㻢㻔㻥㻠㻚㻝㻑㻕
᐀ീ
㻞㻞㻢㻔㻡㻚㻟㻑㻕
㻠㻘㻜㻣㻡㻔㻥㻠㻚㻣㻑㻕
⟃⣸
㻠㻢㻡㻔㻢㻚㻞㻑㻕
㻣㻘㻜㻢㻜㻔㻥㻟㻚㻤㻑㻕
ᮅ
㻣㻡㻔㻡㻚㻠㻑㻕
㻝㻘㻟㻝㻢㻔㻥㻠㻚㻢㻑㻕
ஂ␃⡿
㻢㻟㻜㻔㻡㻚㻢㻑㻕 㻝㻜㻘㻢㻝㻥㻔㻥㻠㻚㻠㻑㻕
ඵዪ⟃ᚋ
㻝㻢㻢㻔㻠㻚㻠㻑㻕
㻟㻘㻢㻠㻝㻔㻥㻡㻚㻢㻑㻕
᭷᫂
㻟㻤㻣㻔㻡㻚㻡㻑㻕
㻢㻘㻢㻠㻢㻔㻥㻠㻚㻡㻑㻕
㣤ሯ
㻝㻤㻣㻔㻠㻚㻥㻑㻕
㻟㻘㻢㻠㻤㻔㻥㻡㻚㻝㻑㻕
┤᪉㠡ᡭ
㻝㻢㻢㻔㻠㻚㻣㻑㻕
㻟㻘㻟㻠㻥㻔㻥㻡㻚㻟㻑㻕
ᕞ
㻝㻘㻟㻥㻥㻔㻡㻚㻝㻑㻕 㻞㻡㻘㻥㻝㻞㻔㻥㻠㻚㻥㻑㻕
ி⠏
㻞㻜㻢㻔㻠㻚㻤㻑㻕
㻠㻘㻝㻝㻜㻔㻥㻡㻚㻞㻑㻕
⏣ᕝ
㻝㻣㻞㻔㻠㻚㻤㻑㻕
㻟㻘㻠㻝㻟㻔㻥㻡㻚㻞㻑㻕
㻞
㻠㻝㻚㻞㻠㻥
㻼㼑㼍㼞㼟㼛㼚㻌䃦
㻜㻚㻜㻜㻜
㻼್

ྜィ
㻝㻜㻥㻘㻣㻣㻞
㻞㻡㻘㻥㻣㻣
㻡㻘㻥㻞㻣
㻠㻘㻟㻜㻝
㻣㻘㻡㻞㻡
㻝㻘㻟㻥㻝
㻝㻝㻘㻞㻠㻥
㻟㻘㻤㻜㻣
㻣㻘㻜㻟㻟
㻟㻘㻤㻟㻡
㻟㻘㻡㻝㻡
㻞㻣㻘㻟㻝㻝
㻠㻘㻟㻝㻢
㻟㻘㻡㻤㻡

⾲㸰እ᮶ཷデ㢖ᗘࢆ♧ࡋࡓࠋ་⒪ᅪ㛫࠾࠸࡚᭷ព
ᕪࡣㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊᐃᮇཷデࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢྜࡣ
ࡢ་⒪ᅪ࡛ࡶ⣙ 㸣࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡣᐃᮇⓗཷデࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ  እ᮶ᝈ⪅ࡢデ⒪ࡢᆅᇦ᱁ᕪࡘ࠸࡚ࣟࢪࢫࢸ
ࢵࢡᅇᖐศᯒࡢ࢜ࢵࢬẚࢆ♧ࡋࡓࠋ+E$F ᐃ࡛ࡣᮅ
་⒪ᅪࡀ ࠊ║ᗏ᳨ᰝ࡛ࡣ⚟ᒸ⣒ᓥ་⒪ᅪࡀ ࠊ
ᒀ୰ࣝࣈ࣑ࣥ ᐃ࡛ࡣி⠏་⒪ᅪࡀ ࠊ⏕ά⩦័
⟶⌮࡛ࡣி⠏་⒪ᅪࡀ  ࡛᭱ࡶ㧗ࡗࡓࠋ

࠙⪃ᐹࠚ
ᮏ◊✲࡛ࠊࡢ་⒪ᅪࡢᝈ⪅ࡶᐃᮇⓗእ᮶ཷデࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊእ᮶ࡢ⟶⌮࠾࠸࡚ᆅᇦ᱁ᕪࡀᏑ
ᅾࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᚋࡣ་⒪ᅪࡢேཱྀᵓ
ᡂࠊࡢ㔜ᗘࠊేᏑࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ་⒪ᅪ࠾ࡅ
ࡿ⟶⌮ࡢ≧ἣࡀࠊྜేࡸධ㝔ࡢࣜࢫࢡࢆᢚ࠼ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
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ʹڲརຆཅྱϷ ȹ


यݪฦӜҩӁҔҸ໘ۅѝмуѽ ɚɥɬ ߳ଂѠॊৃု१ࡶѥݲতု१྇ᄽњ߳ଂ̞ȹ
ݲতଂѠ ɪɨɥ ྲ݃ȹ
⳥ụோᚿ㸯㸧㸰㸧㸪ཎ⏣ᖾᏊ㸰㸧㸪Ⲩᮌᬛె㸰㸧㸪ᐑཎ⨾బ㸰㸧㸪㤿ሙᅬ᫂ 㸧
㸯㸧ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ
㸰㸧་⒪ἲே㈈ᅋ⳹ᯘ ᮧୖ⳹ᯘᇽ㝔
㸱㸧ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ

࠙┠ⓗࠚ

࠙⤖ᯝࠚ

$/6 ࡣ㌟ࡢ㐠ືࢽ࣮ࣗࣟࣥࡀ㞀ᐖࡉࢀᅄ⫥㯞⑷㸪྾

ࣞࢫࣃࢺධ㝔㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᝈ⪅㸪ㆤ

ࡢࡓࡵṚ⮳ࡿ࡛࠶ࡿࠋ$/6 ᝈ⪅ࡢࢣࡣ་⒪ฎ

⪅ࡶィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔ࡢ᭷⏝ᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ

⨨ࡶᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ᴟࡵ࡚ㆤᗘࡀ㧗ࡃ㸪㛗ᮇᅾᏯ⒪㣴

ࡉࡽ $/6)56 ࡀ 㹼 Ⅼྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ㸪

ࡢࡓࡵࡣ୍ⓗ▷ᮇධ㝔ࢆ⾜࠺ࣞࢫࣃࢺධ㝔ࡣ

$/6$4㸪=$5,7 ㆤ㈇ᢸᑻᗘ㸪6) ࢫࢥࡢ࠸ࡎࢀ

Ḟࡏ࡞࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡲ࡛㸪

࠾࠸࡚ࡶ㸪ィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔⩌ࡢ᪉ࡢ 42/ ࡀ㧗

ࣞࢫࣃࢺධ㝔㛵ࡍࡿᝈ⪅࣭ㆤ⪅ࡢ 42/ ་⒪࣭

ࡗࡓࠋࡉࡽ $/6)56 ࡀྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ㸪ᗣಖ㝤

ㆤ㈝ಖ㝤㈝⏝㛵ࡍࡿᐇែࡣ༑ศ᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡢࡳࡢ㈝⏝ࡣ⣙  ⛬ᗘྠ㢠࡛࠶ࡾ㸪ィ⏬ⓗࣞࢫ

ᮏ◊✲࡛ࡣ $/6 ᝈ⪅ᑐࡍࡿィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔

ࣃࢺධ㝔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᝈ⪅࣭ㆤ⪅ࡢ 42/ ࡣ㧗ࡗ

㛵ࡋ㸪$'/㸪་⒪࣭ㆤಖ㝤㈝⏝ࡢഃ㠃ࡽ㸪ᝈ⪅࣭

ࡓࠋ

ㆤ⪅ࡢ 42/ ᑐࡍࡿ᭷⏝ᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ

࠙⪃ᐹࠚ

࠙᪉ἲࠚ

ィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔ࡣ㸪ㆤ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᝈ⪅

ⓗィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ $/6 ᝈ

ᮏே࠾ࡼࡧࡗ࡚ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉

⪅࣭ㆤ⪅ ྡ㸦ィ  ྡ㸧ᅾᏯ⒪㣴ࡢࡳࡢ $/6 ᝈ⪅࣭

㸪ᝈ⪅ᮏேࡗ࡚ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ື

ㆤ⪅  㸦ィ  ྡ㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠋᝈ⪅㸪ㆤ⪅

㠃㸪ᚰࡢᗣ㠃࡛ 42/ ࡢྥୖࢆᅗࡾ࠼ࡿࡇࡀ♧၀ࡉ

ᑐࡍࡿ⮬సࡢ㉁ၥ⾲ࡼࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪ᝈ⪅㛵

ࢀࡓࠋࡉࡽ㸪ㆤ⪅ࡗ࡚ࡣ㸪42/ ࢆ⯡ⓗྥୖ

ࡋ࡚㸪$/6$4㸪ㆤ⪅ᑐࡋ࡚ =$5,7 ㆤᗘࢫࢥ㸪

ࡉࡏ㸪≉㸪᪥ᖖᙺᶵ⬟㸪యࡢ③ࡳ㸪㌟ⓗᗣឤ㸪

ᝈ⪅࣭ㆤ⪅ᑐࡋ࡚ 6)ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡋࡓࠋ

άຊ㸪ᚰࡢᗣ࠾࠸࡚ࡑࡢഴྥࡣᙉࡃ㸪ྠ⛬ᗘࡢ $'/

ᅾᏯ⒪㣴ᮇ㛫ࡣ⣙  ᪥㸪ࣞࢫࣃࢺධ㝔ᮇ㛫ࡣ⣙ 

ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪ࡉࡽ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅇࡢ

᪥ࠋ ᭶㛫ࡢ་⒪ㆤ⥲㈝⏝ㄪᰝ⾜ࠋ$/6)56 ࡚

◊✲࡛㸪42/ ㄪᰝࡢ⤖ᯝᗣಖ㝤㈝⏝ࢆྜࢃࡏ࡚ぢ࡚

$'/ ホ౯ࢆ⾜ࡋࡓࠋ

ࡳࡿ㸪$'/ ࡀྠ⛬ᗘࡢሙྜ㸪ィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔ࢆ



⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡀᝈ⪅㸪ㆤ⪅ࡢ 42/ ࡀ㧗ࡃ㸪ேᕤ྾



ჾຍ⟬ࢆ㝖እࡍࡿᗣಖ㝤㈝⏝ࡀྠ➼࡛࠶ࡿ⪃࠼



ࡿィ⏬ⓗࣞࢫࣃࢺධ㝔ࡣ♫ⓗ࡞ぢᆅࡽࡶ᭷ຠ



࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ᇹ   ׅ၏ᨈኺփƷឋӼɥᄂᆮ˟
᳸ᄂᆮᎍƱܱោᎍƷݣᛅƴǑǔ᳸


̡ফⲲ䰒̷̾͘ᢖ⯕㎼ద͛⩶䅆͕ሏ䑥̢!

ᓣᢀ  ᓤ  ᵸ  ᱕嘿ඏ噀㸸㹼
Ӎᑎྗᇖফᇖ䝘ΚϐϠξΦ! 㐿⺄ユ噈䳾
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  ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

㛤           㸸㹼㸸 

Ⓨ㉳ேᣵᣜ  ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࠊᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ   
                           㰻⸨ ㈗⏕ 
ୡヰேᣵᣜ   ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ㤿ሙᅬ ᫂

                                         
ㅮ ₇          㸸㹼㸸 

Ϩ㸬ᡓ␎⤒Ⴀࡢ⌮ㄽ  ᗙ㛗㸸 ⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᕷẸ㝔㝔㛗 ➉୰ ㈼ 


̡ফⲲᩀ؋͛ࢦ׃䯧ᶏπΥϔϠ͕ফⲲ䰒͛ϊΥΤϔθϠΝ̢!
       ₇ ⪅㸸 ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᩍᤵ ᑿᙧ ⿱ஓ

ϩ㸬ᡓ␎⤒Ⴀࡢᐇ㊶  ᗙ㛗㸸 ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂


̡ᷡফⲲΨϠάϩ͛㎼దᢖ⯕Ȃ䰒ز㙵͛ᚍ̱͘㚣Ϳ!̢͓̾ܮ
       ₇ ⪅㸸 ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㝔㛗 ୖ㔝 㐨㞝

̡㡚⌫ⰵ׃䳒͔͛ᢖ⯕㎼ద͛ሏ䑥̢!
       ₇ ⪅㸸 ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨ ㈗⏕

ఇ ᠁          㸸㹼㸸



ᑐヰᙧᘧࡢウ㆟      㸸㹼㸸  

 ྖ㸸 ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ  㤿ሙᅬ ᫂
    ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔⌮㛗࣭㝔㛗 ྜྷ⏣ ṇ
㛤ࡢᣵᣜ                 
    ་⒪ἲே㇏㈨⌮㛗 ຍ㔝 ㈨
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་⒪ᥦ౪యไࡢ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ་⒪ᶵ㛵ࡢ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ
ᑿᙧ⿱ஓ㸦ᕞᏛᏛ㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
㸯㸬་⒪⤒ႠᏛᗎㄽ

ࡿࠊ࠸࠺㡰␒࡛࠶ࡿࠋMission ࡣỴࡋ࡚ࠕ࠾

 ࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡣࠊ୍⯡ⓗࡣࠊႠ࣭

㢟┠࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤌⧊⊂⮬ࡢ Mission ࢆつ

㠀Ⴀࢆၥࢃࡎࠊ࠾ࡼࡑ⤌⧊ࢆືࡋ࡚࠸ࡃࡓ

ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢁࠊ⊂⮬ࡢᡓ␎㸦Strategy㸧

ࡵᚲせࡉࢀࡿࢫ࢟ࣝ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࠊ㝔ࡀࠊᛴᛶᮇ㸦㠀

ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢࡼ

ᩆᛴᆺ㸧ࡢ㧗ᶵ⬟ࡢධ㝔་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ

࠺࡞㠀Ⴀ⤌⧊࠾࠸࡚ࡶࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣ㔜

Mission ࡋࡓሙྜࡣࠊࢡࢭࢫࡢᝏ࠸ሙᡤ

せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸦Peter F. Drucker㸦1990㸧,

ࡢ❧ᆅ࠸࠺ᡓ␎ࡀ༑ศ᭷ຠ࡞ᡓ␎ࡓࡾ࠺ࡿ

Managing the Nonprofit Organization:Principles

ࡀࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࡢ Mission ᇶ࡙ࡃᡓ

and Practices, Harper Collins Publishers㸧ࠋ⤒

␎࡛࠶ࡿࡇ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ႠᏛ࠾ࡅࡿศ㔝ࡋ࡚ࠊ
ࠕ⤌⧊ㄽࠖࠕᡓ
␎ㄽࠖศࡘࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ୧⪅ࡢ㛵

㸱㸬་⒪ᥦ౪యไࡢ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ

ಀࡣࠊࠕ⤌⧊ࡣᡓ␎ᚑ࠺ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕࢳ

 2006 ᖺࡢ་⒪ไᗘᵓ㐀ᨵ㠉௨㝆ࠊࡁ࡞ไᗘ

ࣕࣥࢻ࣮ࣛࡢ㢟ࠖ㸧ࠋ

ᨵṇࡣ࡞ࡃࠊ་⒪㸦࣭ㆤ㸧ᥦ౪యไࡢᑗ᮶ീ
㸦㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ࡞࠸ࡋࡣ 2025 ᖺࣔࢹࣝ㸧ࡀ♧

㸰㸬་⒪⤒Ⴀᡓ␎ㄽ

ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥࡋ࡚ࡣࠊ⮬බᨻᶒ

ᡓ␎㸦Strategy㸧ᡓ⾡㸦Tactics㸧ࡣࠊࡶ

௦ࡢ 2008 ᖺබ⾲ࡉࢀࡓ♫ಖ㞀ᅜẸ㆟

ࡶࡣࠊ㌷㸦Ꮫ㸧⏝ㄒ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ⤒Ⴀ㸦Ꮫ㸧

᭱⤊ሗ࿌ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥཬࡧẸඪᨻᶒୗ

⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᡓ␎ࡢኻᩋࡣᡓ⾡

࡛ࡢ་⒪࣭ㆤಀࡿ㛗ᮇ᥎ィ㸦2011 ᖺ㸧ࡢ㸰

࡛ࡣ⿵࠼࡞࠸ࠖ࠸࠺᭷ྡ࡞ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋࡁ

ࡘࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ࡣࡼࡃఝ࡚

࡞ᡓ␎㸦ࡓ࠼ࡤࠊᇶᮏⓗ࡞࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ㸧

࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥࡣᑡ࡞ࡃࡶᨻ

ࡀㄗࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ࠸ࡃࡽಶࠎࡢᡓ⾡࡛㡹ᙇࡗ

ⓗࡣ࡞ࡾᏳᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࡚ࡶྲྀࡾ㏉ࡋࡀࡘ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇ

་⒪ᶵ㛵ࡢ㛗ᮇᡓ␎ࢆᵓࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ࡢࡇࡣ་⒪ᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡲࡓࠊ

༑ศࡑࡢෆᐜ㸦㑅ᢥ㞟୰ࠊᶵ⬟ศ㐃ᦠ

ᡓ␎ࢆᵓࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖖࠊ

ࡼࡿࠕᆅᇦ⤖ᆺࠖ་⒪ࡢ㏣ồ➼㸧ࢆ⌮ゎࡋ࡚

Mission-Vision-Strategy ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⤌⧊ࡣఱࡽࡢ Mission ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࠶ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊMission ࢆ႙ኻࡋࡓ⤌⧊ࡣࠊ㛗ᮇⓗ
⏕ࡁṧࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᫂☜࡞ Mission 
ᇶ࡙ࡁࠊᑗ᮶ࡘ࠸࡚ࡢ⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓ Vision
ࢆᥥࡁࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ࠺࠸࠺ Strategy ࢆᵓ⠏ࡍ
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ܰڭᆑҭӥұ̶Ѣप۪ಗᅸ͂࠘ऒѢиџ҆ओхњ̓Ȼ
              ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ ୖ㔝㐨㞝
࠙┠ⓗࠚ

ࡾࡘࡅ་ࡢ┳ㆤᖌࠊ࿘ᅖࡢ㝔┳ㆤᖌࠊᆅᇦࡢಖ

͆㛵ಀ⪅ࡢᛮ࠸⪥ࢆഴࡅ࡚͇ᆅᇦ་⒪ඹ⏕ࡋࡓ㝔

ᖌ㸧ᐃᮇⓗ࡞༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࢆಟṇࢆ

ࢆ⠏ࡁࠊᪧ⤖᰾⒪㣴ᡤࡢ࣓࣮ࢪࢆᡶᣔࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀᇶ┙

㔜ࡡ࡚ᆅᇦ┠⥺ࡢሗ࿌᭩ࡢ⇍ᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᙉࢆᅗࡿࠋ

մ 



࠙⤖ᯝࠚ

࠙㐩ᡂ㐣⛬ࠚ

ᮏ㝔ࡢᆅᇦ♫ࡢホ౯ࡣ୍ኚࡋࠊᆅᇦᨭ㝔ࡢㄆ

ᆅᇦ་ᖌࠕᆅᇦ་⒪ࢆ⪃࠼ࡿࠖࢆ㛤ദࡋࠊ⾜ᨻࡸ

ྍࠊᩆᩆᛴࢭࣥࢱ࣮ࠊ㸯㢮ឤᰁࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤タண

┳ㆤ⫋ࠊᾘ㜵⨫ࡢ༠㆟ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊᆅᇦࡀồࡵࡿࠕ㧗

ᐃ⧅ࡀࡗࡓࠋ

㱋⪅ྥࡅᩆᛴ་⒪యไࠖࠕᆅᇦྥࡅሗⓎಙࠖࡢᐇ⌧
ࢆᅗࡿࠋ

࠙㧗㱋⪅ࡢᏳ࡞ᩆᛴ་⒪యไࠚ
」ᩘࡢࢆᢪ࠼ࠊ」ᩘࡢ⸆ࡢᢞࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㧗
㱋⪅Ᏻᚰ࣭Ᏻ࡞ᩆᛴ་⒪యไࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦ
㐃ᦠࣃࢫࠕ⢑ᒇ㒊ᅾᏯ་⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ࠊࡾࡘࡅ
་ࡀᝈ⪅ࡢᕼᮃࡍࡿᩆᛴ㝔ࠊᝈ⪅ࡢᩆᛴ་⒪ࡢពྥ
࠙ᩆᛴࡢ㍺⾑ࡸᡭ⾡ࠊேᕤ྾ჾ╔ࡢ㠀➼ࠚ
ࠊᝈ⪅
ሗ࠙ྡࠊṔࠊ⸆Ṕࠊ᳨ᰝᡤぢࠊ᪥ᖖ⏕ά➼ࠚࢆⓏ
㘓⏝⣬グ㍕ࡋࠊᝈ⪅ࡢゎࢆᚓ࡚ࠊ⢑ᒇ་ᖌᩆᛴ
㝔㏦ࡋࡲࡍࠋ࠸ࡊ࠸࠺ࠊᩆᛴ㝔ࡣᚲせᛂ
ࡌ࡚▷ᮇධ㝔㸦 ᪥㛫㸧ࢆཷࡅධࢀࠊ⩣ᮅࠊࡾࡘࡅ
་≧ࢆఏ࠼ࡿࠋ
ࠕ⢑ᒇ㒊ᅾᏯ་⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ࡢⓏ㘓ࡣᚎࠎቑ࠼࡚ࠊ ྡࢆ㉺࠼ࡓࠋ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭ
ࣥࢱ࣮ࢆⓏ㘓㝔ᣦᐃࡋࡓ  ྡࡢᝈ⪅ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࢆᐇࡋ࡚ ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ࠕ⢑ᒇ㒊ᅾᏯ
་⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢ⫯ᐃ㸦㸧ࡣྰᐃ㸦㸧ࢆ㥙
ࡋࡓࠋ

࠙㝔ࡽᆅᇦྥࡅᆅᇦᨭሗࡢⓎಙࠚ

ձ 㝔ࡀᆅᇦࡢồࡵࡿᝈ⪅ሗࢆ▱ࡿࡓࡵࠊ་ᖌ
ࡢ┳ㆤ⣔ࢣ࣮࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࢆ㞠⏝ࡋࠊ㝔ࡢ┳
ㆤࢆぢ┤ࡋࠊ┳ㆤ᪥ㄅῧ᭩ࠊࢳ࣮࣒་⒪ሗ࿌᭩
㸦〟⒔ࠊឤᰁࠊᰤ㣴ࠊࡀࢇ⦆㸧ࢆ୍᪂ࡋࡓࠋ

ղ ┳ㆤࡢほᐹ㡯┠ᇶ‽㸦㟁Ꮚ࢝ࣝࢸෆࡢ࣐ࢫࢱ࣮㸧
ࢆ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ⤌ࡳ㎸ࡳࠊேⓗ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏ࡚
ᐃᆺⓗ࡞ῧ᭩ࢳ࣮࣒་⒪ሗ࿌᭩ࢆฟຊࡋࡓࠋ

ճ 㟁Ꮚࡉࢀࡓῧ᭩ࢳ࣮࣒་⒪ሗ࿌᭩㟁Ꮚ࢝ࣝ
ࢸࡢ࣐ࢫࢱ࣮ࢆᆅᇦࡢ┳ㆤ⫋㸦ゼၥ┳ㆤᖌ
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⮬య㝔࡛ࡢᡓ␎⤒Ⴀࡢᐇ㊶
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪࣭⤒Ⴀ⟶⌮Ꮫㅮᗙࠊ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨㈗⏕

࠙⮬య㝔ࡘ࠸࡚ࠚ

㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ࢆ⾜࠺ᆅᇦࡀࢇデ⒪㐃ᦠᣐⅬ㝔࡞ࡗ

 ⮬య㝔ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀබႠᴗࡋ࡚㐠Ⴀ

ࡓࠋሗࢆ㐍ࡵ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆᑟධࡋࡓࠋ㸰㸧⤒Ⴀࡢ

ࡍࡿ㝔࡛ࠊ㏻ᖖࡣᆅ᪉බႠᴗἲ୍㒊㐺⏝࡛࠶ࡿࡀࠊ

㸸ᛴᛶᮇ་⒪ࡢ㌿ࠊ་⒪㐃ᦠࡢ᥎㐍ࡼࡾࠊ

㒊㐺⏝ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࣭ᙺࡣࠊ㧗ᗘ་⒪࣭≉

㹂㹎㹁㝔ࠊᆅᇦ་⒪ᨭ㝔ࡢᣦᐃࢆཷࡅࡓࠋᡓ␎

Ṧ་⒪ࠊᆅᇦ㊊ࡍࡿ་⒪ࠊࡁᆅ་⒪➼ࡢᥦ౪

⤒Ⴀࡢᑟධࡼࡾ⤒Ⴀ⟶⌮యไࡀྥୖࡋࡓࠋ㸱㸧ᨭ

ࡼࡿᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖ࣭⿵ࡉࢀࠊ⤒Ⴀཎ๎ࡣᴗࡢ

ࡢᨵၿ㸸 ᖺ┠⤒ᖖᨭࡢ㯮Ꮠ㸦 ᖺࡪࡾ㸧
ࠊ ᖺ

⤒῭ᛶࡢಖᣢබඹࡢ⚟♴ࡢቑ㐍࡛࠶ࡾࠊ㐠Ⴀࡢࡓࡵ

┠་ᴗᨭࡢ㯮Ꮠ㸦 ᖺࡪࡾ㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ㸲㸧

ࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࡋ࡚᥇⟬་⒪➼ᑐࡍࡿ୍⯡ィ⧞ฟ

㐩ᡂ≧ἣࡢࡲࡵ㸸 ᖺ㛫ࡢᴗ⦼ホ౯ࡼࡾࠊ་⒪ࡢ㉁

㔠ࠊᅜᗜ⿵ຓ㔠ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢྥୖࠊ⤒Ⴀࡢࠊᨭࡢᨵၿࡶᴫࡡ㐩ᡂ㸦 ẁ



㝵ࡢ᭱㧗㸧ุᐃࡉࢀࡓࠋ

࠙ᡓ␎⤒Ⴀࡢ㔜せᛶࠚ
 ᡓ␎⤒Ⴀࡣࠊᇶᮏⓗࡣ⤌⧊ࢆ⎔ቃ㐺ษ࣐ࢵ
ࢳࡉࡏ࡚࠾ࡃ⥅⥆ⓗ࣭ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤒
Ⴀᡓ␎ㄽࡣ  ᖺࡢṔྐࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᴗࡣᡓ␎
ࡀ࡞࠸ࡢᣦࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸⮬య㝔⤒
Ⴀࡣᡓ␎⤒Ⴀࡢᑟධࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡓ␎⤒Ⴀࡢᐇ㊶㸸ศ┴❧㝔ࠚ
ศ┴㝔ᴗࡣࠊ┴⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡼࡾᖹᡂ  ᖺᗘ
㒊㐺⏝ࡢኚ᭦ࠊ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡢタ⨨ࡀỴᐃࡉ
ࢀࠊ➹⪅ࡣ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡋ࡚ᣍ⪸ࡉࢀ  ᖺᗘࡲ࡛
ᨵ㠉ࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋᡓ␎⤒Ⴀࡢᑟධࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ
ࡋ࡚⤂ࡍࡿࠋ
㸯㸬ᡓ␎⤒Ⴀࡢ᪉ἲᐇ㊶㸯㸧ᡓ␎ࡋ࡚ࡣࠊእ㒊
⎔ቃศᯒࠊෆ㒊⎔ቃศᯒ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ
ุᐃࡉࢀࡓ㡿ᇦࡢᙉ㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊ߇㧗ᗘᑓ㛛་⒪
㸦ᩆᩆᛴࢭࣥࢱ࣮ࠊࡀࢇࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢᥦ౪ࠊ߈㉁ࡢ
㧗࠸ຠ⋡ⓗ࡞་⒪ࠊ߉་ᖌ⮫ᗋ◊ಟࡢᐇࠊ⫋ဨᩍ⫱
ࡢᐇࠊߊ་⒪ไᗘᨵ㠉➼ࡢᑐᛂࠊߋẸ㛫⤒Ⴀᡭἲࠊ
≉ᡓ␎⤒Ⴀࡢᑟධࢆᥭࡆࡓࠋ୰ᮇᴗィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ
┠ᶆ⟶⌮ࢆᑟධࡋࡓࠋ㸰㸧ᡓ␎⤒Ⴀࡢᐇ㊶㸸ࢺࢵࣉ࣭
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไ㸦⟶⌮⪅࣮㝔ᒁ࣮㝔ᖿ㒊࣮㝔
ົᒁ㸧ࡢᩚഛࠊ⏬㒊㛛ࡢタ⨨ࢆ⾜࠸ࠊᡓ␎㡯ࡢ
ᐇ⾜ࡣࠊ⟶⌮⪅࣭㝔ᒁᑟࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛⾜ࡗࡓࠋ
ᴗ⦼ホ౯ࠊ㹎㹂㹁㸿ࢆᖺᗘᮎᐇࡋࡓࠋ
㸰㸬㝔ᴗࡢᐇ㊶㐩ᡂ≧ἣ㸯㸧་⒪ࡢ㉁ࡢྥ
ୖ㸸ᩆᛴ་⒪࡛ࡣ┴ᇶᖿࡢ᪂ᆺᩆᩆᛴࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤
タࡋࠊࡀࢇ་⒪࡛ࡣᅜࡀࢇࢭࣥࢱ࣮༠㆟ຍ┕ࡋࠊ
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➨㸰ᅇ

၏ᨈኺփƷឋӼɥᄂᆮ˟
᳸ᄂᆮᎍƱܱោᎍƷݣᛅƴǑǔ᳸

Ⴍ࠺ګᆏѠਕছѠдѼ၏ȹ

ࢸ࣮࣐㸸

᪥ 㸸ᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥㸦ᅵ㸧14㸸00㹼17㸸00
ሙ ᡤ㸸⥲ྜ◊✲Ჷ 105 ྕᐊ
࣒ࣛࢢࣟࣉی
ᣵ ᣜ

14㸸00㹼14㸸10

㛗࣭Ⓨ㉳ே 㰻⸨ ㈗⏕㸦⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅࣭་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸧



ᅩȹ ᇨȹ

    ᗙ㛗㸸➉୰ ㈼㸦⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᕷẸ㝔 㝔㛗㸧

͎Ϸ Ϸ І Ϸ Ѡޕ҄ܢᄽщё໖ႌѠ৶ᆺଂګᆏ͏14㸸10㹼14㸸50
㤿ሙᅬ ᫂㸦་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ㸧



૰ȹ ಭ

    ᗙ㛗㸸ୖ㔝 㐨㞝㸦ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㝔㛗㸧

͎ඏڮљਹছѰљࠅଖѽકೌѱїсѼѠঽ࿋͏ȹ

14㸸50㹼15㸸30

ຍ㔝 ㈨㸦♫⚟♴ἲே㇏㈨ ⌮㛗㸧

˞ ক  15Ჴ30᳸15Ჴ40

   

͎ڈщјွѻэѽඏڮ၃߇ҡҒ͏ȹ 15㸸40㹼16㸸20



ȹ

        ཎ ᫀᶞ㸦⥤ᕝ⏫ᅜẸᗣಖ㝤㝡㝔㛗࣭㤶ᕝ┴ㆤᨭᑓ㛛ဨ༠㆟㛗㸧


ലᇫङѠࡠȹ ȹ 16㸸20㹼16㸸50
ྖ 㸸㰻⸨ ㈗⏕㸦⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅࣭་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸧

   

Ṋ ❶㸦බ┈♫ᅋἲேᆅᇦ་⒪⯆༠㣤ሯᕷẸ㝔 㝔⟶⌮⪅㸧

ウㄽ⪅㸸་⒪⤒Ⴀࡢ◊✲⪅࣭་⒪ᶵ㛵⤒Ⴀࡢᐇ㊶⪅࣭ཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕࠊウㄽࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
 㛢ࡢᣵᣜ

16㸸50㹼17㸸00

ຍ㔝 ㈨㸦་⒪ἲே㇏㈨ ⌮㛗㸧
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㹁㹁㹐㹁ࡢᴫᛕࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪥ᮏࡢ㧗㱋⪅་⒪
㤿ሙᅬ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧


࠙㧗㱋⪅་⒪⚟♴ࡢṔྐࠚ
ࢃࡀᅜ࡛ࡣ  ᖺᩆㆤἲࡼࡗ࡚㣴⪁㝔ࡀసࡽࢀࠊ
పᡤᚓ⪅ࢆタᐜࡋ࡚ࡍ࠸࠺ᙧ࡛⪁ேࡢ⚟♴
ᨻ⟇ࡀጞࡲࡾࠊᡓᚋࡶ⏕άಖㆤἲࡼࡗ࡚ྠࡌ᪉㔪ࡀ
ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ ᖺ⪁ே⚟♴ἲࡀไᐃࡉࢀࠊึࡵ
࡚♫ⓗᨭࢆᚲせࡍࡿ㧗㱋⪅ࢆᖜᗈࡃᑐ㇟ࡍࡿ
ᨻ⟇㌿ࡀᅗࡽࢀࡓࡀࠊ㞀ᐖࢆࡶࡘぶࢆ⚟♴タ
㡸ࡅࡿࡇࡣ♫ⓗཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺࡣ୍ᐃࡢᡤᚓỈ‽௨ୗࡢ  ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅
ࢆᑐ㇟་⒪㈝ࡀ↓ᩱࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⪁ே㝔ࡀ
ᩘከࡃ㛤タࡉࢀࡓࠋᅾᏯ࡛⒪㣴ࢆ⥅⥆࡛ࡁ࡞࠸㧗㱋⪅
ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡗ࡚ࡣ⪁ே㝔ධ㝔ࡉࡏࡿࡇࡀࢩ
ࢫࢸ࣒ࡉࢀࡓ࠸࠼ࠊ♫ⓗධ㝔ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࠋ⚟♴ࡢࣥࣇࣛࡢ㐜ࢀࡀࠊ♫ⓗධ㝔ࢆ⏕ࢇ࡛
࠸ࡗࡓࡶ࠸࠼ࡿࠋ
 㧗㱋⪅ࡢධ㝔ࡀ㛗ᮇࡍࡿᗫ⏝ೃ⩌ࡀ㉳ࡇࡗ࡚
ࡃࡿࠋᗫ⏝ೃ⩌ࡣࠊ㛗ᮇࡢᏳ㟼⮩ᗋ࡞ࠊ⏕άࡀ
άⓎ࡞ࡿࡇ⮬యࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿᚰ㌟ᶵ
⬟ࡢḟⓗ࡞㞀ᐖࢆ࠸࠺ࠋᗫ⏝ೃ⩌࡞ࡿࠊᚰ㌟
ᶵ⬟పୗάⓎ࡞⏕άࠊ♫ཧຍࡢไ⣙ࡢ୕ࡘࡢ㛫
࡛┦ຓ㛗ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀጞࡲࡾࠊࢇࢇ㐍⾜ࡋ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢᝏᚠ⎔ࡢ୰࡛ᗫ⏝ೃ⩌ࡶᐷࡓࡁࡾᗘࡶ
ࡕࡽࡶᝏࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋ
࠙㧗㱋⪅ࢣࡢᡓ␎ࠚ
 㟁Ꮚࣞࢭࣉࢺࢆศᯒࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ㛗ᮇධ㝔ࡀࡶ
ከࡃᏑᅾࡍࡿࡇࡀࢃࡿࠋ㧗㱋⪅ࡀẼࡸ㞀ᐖࢆࡶ
ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢ⏕άࡢᨭࡢࡍ࡚ࢆ་⒪ࡀᢸ࠺ࡢࡣ
ຠ⋡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⏕άࡢ㉁ࡶྥୖࡉࡏࡿࡇ
ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡣࠊ᪂ࡋ࠸㧗㱋
⪅ࢣࡢᡓ␎ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ࡣ┠ᶆࡍࡿ࠶ࡿ
ࡁጼࡑࡢ⤌⧊ࡢ⌧≧ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡓࡵࡢ
㐨➽ࢆ♧ࡍࣟࢪࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ
 㧗㱋⪅ࢣࡢᡓ␎ࢆ❧࡚ࡿࡣࠊࡲࡎࠊ࠶ࡿࡁጼ
࡛࠶ࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࠊࣅࢪࣙࣥࠊࣦ࣮࡛ࣜࣗ⾲⌧ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣑ࢵࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ࡀఱࡢࡓࡵᏑ
ᅾࡍࡿࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ
࡛ࠊࡸ࡞⏕άࢆಖドࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪࣭ㆤࢧ
࣮ࣅࢫࢆ⾜࠸ࠊࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸ே⏕㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ
႐ࡧࡋࡲࡍࠖ࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣅࢪࣙࣥࡣࠊ⤌
⧊ࡀࡶࡘ㛗ᮇⓗ࡞ど㔝ࢆពࡍࡿࠋࠕ㧗㱋⪅‶㊊࡛
ࡁࡿ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࠊ⏕άᨭࠊᗣᨭ
ࠊ་⒪ᨭࠊㆤᨭࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠖ࠸
ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣦ࣮ࣜࣗࡣࠊ⤌⧊ࡢỴᐃࡀ࡞ࡉࢀ

ࡿඃඛ㡰ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ࠼ࡤࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡋࠊᕼᮃࢆ᭱ඃඛࡋࡲࡍࠖ
࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠙&&5&ࠚ
&&5& &RQWLQXLQJ&DUH5HWLUHPHQW&RPPXQLW\ ࡣࠊ
ࠕࢣࡢ⥅⥆ᛶࠖ࠸࠺⌮ᛕᇶ࡙࠸࡚ࠊຍ㱋ඹ
⛣ࡾኚࢃࡿ㧗㱋⪅ࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊఫᒃࠊ⏕άࢧ࣮ࣅ
ࢫࠊㆤࠊ┳ㆤࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࢆ⥲ྜⓗᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡃタࢧ࣮ࣅࢫࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊఫ
Ẹࡣ⮬❧ࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿẁ㝵ࡽࠊᐷࡓࡁࡾ࡛≉ู࡞
┳ㆤࡀᚲせ࡞ẁ㝵ࢆ㏻ࡋ࡚ே⏕ࡢ⤊ᒁࡲ࡛ࠊྠࡌࢥ࣑
ࣗࢽࢸෆ࡛⏕ά࡛ࡁࡿࠋ
Ẽࡸ㞀ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓࠊ㝔ධ㝔ࡋࡓࡾࠊ
タධᡤࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛⎔ቃࡀࡁࡃኚࡍࡿࡓࡵ
ࠊࢺࣛࣥࢫࣇ࣮ࢩࣙࢵࢡࡀ㉳ࡇࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋྠࡌሙᡤ࡛⥅⥆ࡋࡓࢣࢆ⾜࠺ &&5& ࡛ࡣࠊࢺࣛ
ࣥࢫࣇ࣮ࢩࣙࢵࢡࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠙ࢃࡀᅜ࡛⾜࠼ࡿ &&5&ࠚ
 ࢃࡀᅜ࡛ࠊࡇࡢᆅᇦ࡛ࡶ &&5& ࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿ᪉ἲ
ࡋ࡚ࡣࠊ㧗㱋⪅ఫᏯࢆ୰ᚰࡋ࡚⏕άᨭࠊ་⒪ࠊ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ」ྜタࢆ᰾ࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢ㧗
㱋⪅ఫᏯࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ᨭࢆ⾜࠺᪥ᮏᆺ &&5& ࡀ⌧
ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᆺ &&5& ࡛ࡣ
ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࡶᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏᆺ &&5& ࡣࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ࡀᖺࢆ⤒ࡿࡈኚࢃࡗ
࡚࠸ࡃࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ྠࡌሙᡤ࡛⮬ศࡢព
ᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡓ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ」ྜタࢆ᰾
ࡋ࡚ࠊࡢ⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺࡢ㧗㱋⪅ఫᏯཬࡧ
㧗㱋⪅ࡢ⮬Ꮿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࡢ
ᶵ⬟ࡶᯝࡓࡍ୍㐃ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠖᐃ⩏ࡍࡿࠋ
 ᪥ᮏᆺ &&5& ࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ㧗㱋⪅୍ேࡦ
ࡾ㈐௵ࢆࡿㆤ⪅ࡢᏑᅾࡀྍḞ࡛࠶ࡿ࡛࠶ࡿࠋ
Ⓨ⇕ࠊ⬚③ࠊព㆑㞀ᐖ࠸ࡗࡓ≧ࠊ⬻༞୰ࠊᚰ➽᱾
ሰ࠸ࡗࡓᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢽࣗࣝࡑࢀࡽ
ࡢ⥭ᛴᑐᛂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡶ࠶ࡿࠋ
ሗࢆ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛⟶⌮ࡋࠊ㛵ಀ⪅ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࠙࠾ࢃࡾࠚ
 ᚋࡲࡍࡲࡍ㧗㱋⪅ࡢྜࡀቑຍࡋࠊ♫ಖ㞀㈝ࡀ
ᛴቑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㑊ࡅࡽࢀࡎࠊ㧗㱋⪅ࢣࡢຠᯝⓗࠊ
ຠ⋡ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᆺ&&5&ࡣࠊ
᪂ࡋ࠸㧗㱋⪅ࢣࡢࣔࢹࣝࢆᥦ౪ࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
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ᆅᇦ࡛᭱ᚋࡲ࡛┳ྲྀࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢᕤኵ
་⒪ἲே㇏㈨ ⌮㛗
             ຍ㔝ࢡࣜࢽࢵࢡ 㝔㛗     ຍ㔝㈨
 ㇏㈨ࢢ࣮ࣝࣉࡣᮏ㒊ࢆ⚟ᒸ┴ྂ㈡ᕷࡢᆅ

࢜ࣥࢥ࣮ࣝయไ࡛ࡣ┳ㆤᖌࡀ་ᖌྲྀࡾḟࡄ

⨨ࡁࠊ་⒪ᶵ㛵ㆤタࢆ᐀ീࡽ᪂ᐑ

ࡀࡑࡢ㝿ࠊୖグࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋࠊ༶ᗙ

⏫ࡢ⠊ᅖ࡛ᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋධ

࡞ሗࡢ☜ㄆᣦ♧ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛵

ᒃタ㛤タᙜึࡼࡾࠊタ࡛ࡢ┳ྲྀࡾࢆᛕ㢌

㐃ධᒃタධᒃࡍࡿሙྜࡣタࡢ┳ྲྀࡾࡢ

⨨ࡁࠊ་⒪ㆤࡢ㐃ᦠຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ᕼᮃࢆ⪺ࡃࡓࡵࠊධᒃဨࠕᛴኚᑐ

ᚑ᮶ࡽຍ㔝㝔࡚㛵㐃タࡢᨭࢆ࠾

ᛂᕼᮃ᭩ࠖࢆྲྀࡿඹᆅᇦࡢ⢑ᒇ㒊་⒪

ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸰㸮㸮㸵ᖺᅾᏯ⒪㣴ᨭデ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢⓏ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛

⒪ᡤࡢไᗘࡀ࡛ࡁࡿࡶデ⒪ᡤࢆ❧ࡕୖ

⤊ᮎᮇࡣࠊ
ࠕᛴኚᑐᛂᕼᮃ᭩ࠖࠕࢱ࣮࣑

ࡆࠊᅾᏯᶵ⬟ࡢᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ

ࢼࣝࢣ౫㢗/ᢎㅙ᭩ࠖࢆྲྀࡾࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌ

ᅾᏯᶵ⬟ࢆᢸ࠺ຍ㔝ࢡࣜࢽࢵࢡࢆ୰ᚰࡋࡓ

࡞ࡢᑓ㛛⫋ࠊᐙ᪘࡞㛵㐃⪅࡚┳ྲྀࡾࡢ

㸯㸳࢟ࣟᅪෆධᒃタᣐⅬࢆ㸴ᣐⅬ㛤タࡋ

᪉㔪ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ┳ྲྀࡾࡢ᪉㔪ࡢ☜ㄆࡣࡈᮏ

࡚࠸ࡿࠋㆤタ㐠ႠึᮇࡼࡾᆅᇦఫẸࡢࢽ

ேࡢ≧ែ≧ἣࡼࡾ」ᩘᅇᐇࡍࡿࡇࡶ

࣮ࢬᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺㛤タࡍࡿᴗᡤ✀

࠶ࡿࠋ

㢮ࢆከᵝࡋࡓࡇ࡛ࠊ㏆ᖺࠊᥦࡉࢀ࡚࠸

 デ⒪ᡤࡢᅾᏯᝈ⪅ゼၥデ⒪ዎ⣙ᩘࡣ㸰㸮㸯

ࡿᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒༶ࡋࡓ᪥ᮏᆺ

㸰ᖺ㸯㸰᭶ᮎࡢⅬ࡛㸯㸵㸳௳ࠊࡑࡢෆᅾ་

CCRC ゝ࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫయ⣔ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᩚ

⥲࣭≉་⥲ዎ⣙ᩘࡣ㸯㸴㸱௳ࠊᒃᏯ⒪㣴⟶⌮

࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᣦᑟዎ⣙ᩘࡣ㸯㸴㸵௳࡛࠶ࡗࡓࠋయࡢዎ⣙

 ᅇࡢⓎ⾲࡛ࡣᅾᏯ་⒪ࡢయไࢆ⤂ࡍࡿ

ࡢ࠺ࡕ㸱ศࡢ 1 ࡀᆅᇦࡢᝈᐙ࡛࠶ࡿ⮬Ꮿࢢ

ࡶࠊデ⒪ᡤࡢዎ⣙≧ἣࠊ┳ྲྀࡾࡢ௳ᩘ

࣮ࣝࣉእタ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣ㸰㸮㸮㸷ᖺ

Ṛஸྡࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧ┳ྲྀࡾࡢࢆሗ࿌

㸯᭶ࡽ㸰㸮㸯㸰ᖺ㸯㸰᭶ᮎࡲ࡛࡛࠶ࡿࡀࠊ

ࡍࡿࠋ

ࡇࡢ㸲ᖺ㛫࡛┳ྲྀࡗࡓᝈ⪅ᩘࡣ㸴㸶ྡࠊ᭱ࡶ

 ᅾᏯ་⒪యไࡋ࡚ࡣ་ᖌࡣ㠀ᖖ་ᖌ

ከࡃ┳ྲྀࡗࡓሙᡤࡣ㛵㐃་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿຍ㔝

ᖖ་ᖌ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ་ᖌࡢᑓ㛛ศ㔝

㝔ࡢ㸰㸴ྡࠊ་⒪ᶵ㛵௨እ㸦ࢢ࣮ࣝࣉෆ

ࡋ࡚ࡣ୍⯡ෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ⢭⚄⛉ࠊࣜࣁ

タࠊࢢ࣮ࣝࣉእタࠊ⮬Ꮿ㸧࡛ࡢ┳ྲྀࡾࡣ㸰

ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ་ࢆᥞ࠼ࠊෆࠊㄆ▱ᑓ㛛་

㸳ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ་⒪ᶵ㛵௨እ࡛ࢢ࣮ࣝࣉෆ

㈨᱁ࢆᣢࡗࡓ་ᖌࡶ」ᩘྡ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ

タ⮬Ꮿࡢᩘࡣࡰྠᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋṚஸྡ

Ꮿࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺ࢭࣛࣆࢫࢺࡘ

࡛ࡣ⪁⾶ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ㄗᄟᛶ⫵⅖ࠊຍ

࠸࡚ࡣࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊసᴗ⒪ἲኈࠊゝㄒ⫈ぬ

㔝㝔ࡀἪᒀჾ⛉ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿⅭࠊ๓❧

ኈࠊᅾᏯ┳ㆤᖌࡘ࠸࡚ࡶ」ᩘྡ㓄⨨ࡋࠊ

⭢ࡀࢇࡢᝈ⪅ࡶከࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊ་ᖌ

タࡸᅾᏯࡽࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㸰㸲

ゼၥ┳ㆤᖌタ⫋ဨࡸᐙ᪘ࡢ㐃ᦠࡼࡾ

㛫࢜ࣥࢥ࣮ࣝయไࢆࡋ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊሗ

⮬Ꮿࡸタ࡛┳ྲྀࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ⤖ㄽ

ඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡣ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࠊ⤥㣗ࢯࣇ

࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣኪ㛫ࡢ┳ྲྀ

ࢺࠊㆤࢯࣇࢺࢧ࣎࢘ࢬ㸦♫ෆ࣓࣮ࣝ㸧

ࡾࡀྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠊᅾᏯ་

ࢆ࠸ࠊሗࡢ㟁Ꮚࢆ⾜࠸ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᖌ┳ㆤᖌࡢ☜ಖࡀ㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛫䜛ᆅᇦໟᣓ䜿䜰㻌 ఫ䜏័䜜䛯䜎䛱䛷䛭䛾ே䜙䛧䛔ᬽ䜙䛧䜢
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䡚⥤ᕝ⏫ᅜẸᗣಖ㝤㝡㝔䛾ྲྀ⤌䜏䡚
ࡍ࠼

㤶ᕝ┴࣭⥤ᕝ⏫ᅜẸᗣಖ㝤㝡㝔㝔㛗  ཎ ᫀᶞ


⥤ᕝ⏫ࡣ 25,000 ேࠊ㧗㱋⋡ 29㸣ࠊ㎰ᴗࢆ୰

ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⏫㛗࣭㆟ࡢᨭࡶ࠶ࡾ᪂㝔ࡀ

ᚰࡋࡓ⏫࡛࠶ࡿࠋᙜ㝔ࡢ⌮ᛕࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣ

ᖹᡂ 16 ᖺᘓタࡉࢀࡓࠋᖹᡂ 23 ᖺᗘ⧞ධ 3,400

ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢⓎᒎດࡵࡿࡇ

࡛⣙ 8,450 ࡢ㯮Ꮠ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࡛࠶ࡿࠋ2004 ᖺ㸦ᖹᡂ 16 ᖺ㸧᪂⠏ࠊ⛣㌿ࠊࡑ

 ᚋࡢㄢ㢟࣭㔜Ⅼࢆ࠾ࡁࡓ࠸Ⅼࡣࠊձ་ᖌ☜ಖ

ࡢ㝿ࠊᅜಖ⥲ྜಖタ⥤༡㸦ᗣ⚟♴ㄢಖ

࣭་ᖌ㣴ᡂࠊղᆅᇦ㐃ᦠࠊճಖண㜵άືࠊմఫ

㒊㛛ࠊ⪁ேㆤᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥ

Ẹࡢ㐃ᦠࠊյ་⒪ᶵ⬟ࡢᐇ࡛࠶ࡿࠋᙜ㝔ࡢ≧

ࢱ࣮ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊඣಖ⫱ᐊ㸧ࢆే

ἣࢆ⤂ࡍࡿࡶࠊᑠつᶍ㝔ࡢㄢ㢟ࡘ࠸

タࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊㆤ⪁ேಖタ࠶ࡸࡀࢃࡶే

࡚㏙ࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁᅔ㞴ࡣ࠶ࡿࡀࠊᑠつᶍ㝔ࡢ

タࡋࠊᆅᇦໟᣓࢣࡢᣐⅬࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓࠋ

ᯝࡓࡍᙺࡣᆅᇦఫẸࡗ࡚ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶

 ᙜ㝔ࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋձデ

ࡾࠊᚋࡶດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

⒪ᶵ⬟ࡢᐇ㸫እ᮶デ⒪㛫㸸ኤ᪉ 18 ࡲ࡛ࠊ
ᅵ᭙デ⒪ᐇࠋᇶᮏⓗ࡞᳨ᰝࠊ⒪㸸㝔ෆ࡛࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ᶵჾᩚഛࢆᅗࡿࠋ㐺ษデ᩿ࡋࠊࡑࡢே
㐺ࡋࡓ㝔࣭デ⒪ᡤࢆ⤂ࡍࡿࡇࡶᙜ㝔ࡢ
ࡁ࡞ᙺࠋղᅾᏯ་⒪㸫ᶵ⬟ᙉᆺᅾᏯ⒪㣴ᨭ
㝔ࠋෆ⛉་ᖌ 4 ྡ࡛ࠊゼၥデ⒪ᐇࠋ デ౫㢗
ࡶᑐᛂࠋゼၥᝈ⪅ 70 ྡ๓ᚋࠊᖺ㛫ゼၥ௳ᩘࡀ
⣙ 2000 ௳ࠊᅾᏯ┳ྲྀࡾᖺ 10 ྡ๓ᚋࠋࣞࢫࣃࢺ
࣭ࢣࡶ⾜࠺ࠋᅾᏯᖐᨭࡸሗࡢࡓࡵࠊ
ẖ㐌㔠᭙᪥ࠕᆅᇦࢣᑓ㛛ጤဨࠖࢆ㛤ദࠋᏛ⏕
ࡸᑓ㛛⫋ࡢᩍ⫱ࡶᅾᏯ་⒪ࡢ⌧ሙ࡛⾜࠺ࠋճࢩ࣮
࣒ࣞࢫࢣ◊✲㸫2005 ᖺ㤶ᕝࢩ࣮࣒ࣞࢫࢣ
◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ⬻༞୰ࠊ⭣㦵㦵ᢡࠊᄟୗ
࣭NST ࡢᝈูᆅᇦ㐃ᦠࣃࢫࡢసᡂࠊ㐠⏝
ࡶࠊᅾᏯࠊタࡶᗈࡆࡿࡓࡵࡢࠕ་⒪࣭ㆤ
ᆅᇦ㐃ᦠࣃࢫࠖࢆసᡂࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋմࡁᆅ
་⒪ᨭ㸫ࡁᆅデ⒪ᡤ௦デ་ࢆ㐌 3 ᅇᐃᮇ
ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐃᮇ࡞௦デ౫㢗ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋյࡑࡢ㸫ㆤ㸦ㄆ▱㸧ண㜵ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆ
㣴ᡂ㛵ࢃࡿࠋ㝔ෆ࡛ࡢ⏕ά⩦័ᩍᐊࠊᆅᇦ
ฟࡅࡿ⛣ືᗣᩍᐊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⤒Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂධࡗ࡚ࡽࡣࠊタࡢ
⪁ᮙࠊ㥔㌴ሙ㊊ࠊ་ᖌ㊊ࠊデ⒪ᶵ⬟ࡀ᫂
☜࡞ࡇࡽࠊ⣼✚മົ 4 ൨࡞ࡗࡓࠋᚅࡕ
㛫ࡢ▷⦰ࠊデ⒪ᶵ⬟ࡢᐇ࡞ᝈ⪅ࡀ᮶ࡸࡍ࠸⎔
ቃ࡙ࡃࡾࠊ⤥ࡢぢ┤ࡋࠊ๓㝔㛗ࡢᣍ⪸࡞ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ᑐ⟇⏫ࡢᨭࢆཷࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ㯮Ꮠ
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ᓣᢀ  ᓤ  ᵸ  ᱕嘿ඏ噀㸸㹼
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛ


㛤            㸸㹼㸸 

㛗ᣵᣜ          ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࠊᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸦ඖ㸧
 
㰻⸨ ㈗⏕ 
ୡヰேᣵᣜ            ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂
                                          
ㅮ ₇          㸸㹼㸸 

ࢸ࣮࣐㸸
̡ফⲲ䰒̷̾͘ᢖ⯕㎼ద͛⩶䅆͕ሏ䑥)3*̢!
Ϩ㸬ᡓ␎⤒Ⴀࡢ⌮ㄽ        ᗙ㛗㸸⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ ⚟ᒸᕷẸ㝔㝔㛗 ➉୰ ㈼ 

̡་⒪⤒ႠᏛࡢࣇࣟࣥࢸ̢!
            ₇ ⪅㸸ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᩍᤵ ⚟⏣ ஂ 


ϩ㸬ᡓ␎⤒Ⴀࡢᐇ㊶        ᗙ㛗㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㝔㛗 ୖ㔝 㐨㞝


̡ࣔࢳ࣮࣋ࢪࣙࣥࢆୖࡆࡿࡓࡵ⚾ࡀࡋࡓࡇ̿ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
⟃ᚋᕷ❧㝔ࡢ⤒Ⴀᨵၿ ̢̿!
            ₇ ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே ⟃ᚋᕷ❧㝔⌮㛗࣭㝔㛗 ྜྷ⏣ ṇ


̡ᛴᛶᮇ㝔࠾ࡅࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⌮ㄽᐇ㊶̢!
                ₇ ⪅㸸♫་⒪ἲே㏆᳃ ㏆᳃㝔⌮㛗 ㏆᳃ṇᖾ

ఇ  ᠁          㸸㹼㸸



ᑐヰᙧᘧࡢウ㆟      㸸㹼㸸  
 ྖ㸸 ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂
                ⏣ᕝᕷ㝔 ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨ ㈗⏕

㛤ࡢᣵᣜ                 
                          ་⒪ἲே㇏㈨ ⌮㛗 ຍ㔝 ㈨
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医療経営学のフロンティア
ృପপ৾ প৾ୢ৾ଢ଼ 医療経営؞管理学講座 医療経営学分野 ૣি୲

㝔⤒Ⴀᨵ㠉ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࣅࢪࣙࣥࢆ

ࡼࡾ㸪ᗋつᶍࡢᑠࡉ࠸་⒪ᶵ㛵་ᴗ

᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ᨭᨵၿࡢࣉ࣮ࣟࢳࡘ

┈༨ࡵࡿᅛᐃ㈝ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪」ᩘࡢデ

࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪  ་ᴗ┈ࢆୖࡆ

⒪⛉ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡣ㈈ົୖዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࡇ

ࡿ㸪ࡲࡓࡣ㸪  ᅛᐃ㈝ࢆୗࡆࡿ㸪ࡇࡀᚲせ

ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬➨ࡢ⌮⏤ࡣ㸪

࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬๓⪅ࡣձධ㝔ධࢆୖ

'3& ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡼࡾ㸪ᡭ⾡௳ᩘࡀ

ࡆࡿ㸪ࡲࡓࡣ㸪ղእ᮶ධࢆୖࡆࡿ㸪ศゎ

ከ࠸་⒪ᶵ㛵་⒪ᢏ⾡࡞ࡽࡧ་⒪࣐ࢿ

࡛ࡁ㸪ᚋ⪅ࡣ㸪ճࢫࢱࢵࣇᩘࢆῶࡽࡍ㸪ࡲࡓ

ࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡀ㧗ࡲࡿ㛵ಀࡀᐇドⓗㄆࡵࡽ

ࡣ㸪մ⤥Ỉ‽ࢆୗࡆࡿ㸪ศゎ࡛ࡁࡿ㸬

ࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㝈ࡽࢀࡓ་⒪㈨

ᗋ௨ୖࡢ་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣ㛤タయࢆၥࢃ

※ࢆ㸪ࢥ࡞ࡿデ⒪⛉≉ࡉࡏࡿࡇ࡛㸪

ࡎ㸪ධ㝔┈ࡀ་ᴗ┈ࡢ㸵⛬ᗘࢆ༨ࡵ࡚

ᙜヱデ⒪⛉ࡢᙉࡳࢆ୍ᒙ㧗ࡵࡿᡓ␎ࡀᚲせ

࠸ࡿࡇࡽ㸪ධ㝔┈ࡢᨵၿࡀ་ᴗ┈ࡢ

࡞ࡿ㸬

ᨵၿࡁࡃᐤࡍࡿ㸬୍᪉㸪᪥ᮏࡢேཱྀᙜ

୍᪉㸪ᗋつᶍࡢࡁ࠸་⒪ᶵ㛵ᑐࡋ࡚

ࡓࡾ་ᖌᩘ࠾ࡼࡧ་ᖌࡢ⤥Ỉ‽ࡣୡ⏺ⓗ

ࡣࠗ(YLGHQFHEDVHG0DQDJHPHQW ࡢ᥎㐍࠘

పỈ‽࠶ࡿࡇࡽ㸪ᅛᐃ㈝ࢆୗࡆࡿࡇ

ࠗࢥ࣭ࢥࣥࣆࢱࣥࢫ࡞ࡿ⤌⧊࣭ᩥࡢ㔊

ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸㸬௨ୖࡽ㸪ᨭᨵၿࡣ

ᡂ࠘ࡀᚲせ࡞ᡓ␎࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࠼

ධ㝔┈ࡢቑຍ╔┠ࡍࡁ࡛࠶ࡿ⤖ㄽ

ࡤ㸪㝔ឤᰁࡢⓎ⏕ࡣᅾ㝔᪥ᩘࡢᘏ㛗ᗋ

ࡅࡽࢀࡿ㸬

⏝⋡ࡢపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㝔⤒Ⴀୖࡢㄢ㢟

ධ㝔┈ࡣ㸪
ࠕᝈ⪅㸯ேᙜࡓࡾ༢౯ࠖ
㸪
ࠕᖺ㛫

࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᑐᛂ⟇ࡢᑟධࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ

ධ㝔ᝈ⪅ᩘࠖ
㸪
ࠕᅾ㝔᪥ᩘࠖࡢ✚࡛⟬ฟࡉࢀࡿ

㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸㸬ᑐᛂ⟇ࡢᑟධࢆ⛉Ꮫⓗ⾜

ࡀ㸪'3&3'36 㐺⏝㝔࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᝈ⪅㸯

࠺ࡇ࡛㸪㝔⤒Ⴀࡢᨵၿࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ࡲ

ேᙜࡓࡾ༢౯ࠖࡣᅾ㝔᪥ᩘࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬

ࡓ㸪⤒ႠᏛ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣜࢯ࣮ࢫ࣭࣮࣋ࢫࢻ࣭

ࡲࡓ㸪
ࠕᖺ㛫ධ㝔ᝈ⪅ᩘࠖࡣࠕᗋᩘᗋ

ࣅ࣮ࣗᇶ࡙ࡃᡓ␎❧ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪

⏝⋡ ᪥ᅾ㝔᪥ᩘࠖࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿ

᪥࡛ࡣ㸪᭷ᙧࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡽேᮦ࣭⤌⧊࡞

ࡇࡽ㸪ධ㝔┈ࡣᅾ㝔᪥ᩘᗋ⏝⋡

ࡢ↓ᙧࡢ⤒Ⴀ㈨※ࢥ࣭ࢥࣥࣆࢱࣥࢫࡢ

ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿ㸬௨ୖࡢせ⣲ศゎࡼࡾ㸪

᰾ᚰࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡿ㸬་⒪⏺࠾࠸࡚ࡶ㏆ᖺ

ධ㝔┈ࡢᨵၿࡣ㸪
ࠕᅾ㝔᪥ᩘࡢ▷⦰ࠖࠕ

࡞ࡗ࡚ࡽ㸪⤌⧊ᩥ་⒪ࡢ㉁ࡢ㛵㐃ᛶࢆ

ᗋ⏝⋡ࡢቑຍࠖࡢ㸰ᣦᶆࡀ㘽࡞ࡿ㸬

᫂ࡽࡍࡿሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ

ࡑࡇ࡛㸪ᮏሗ࿌࡛ࡣࠕᅾ㝔᪥ᩘࡢ▷⦰ࠖ

⌮ㄽⓗ⫼ᬒ㚷ࡳ࡚㸪⤌⧊࣭ᩥࡀ➇தຊࡢ

ࠕᗋ⏝⋡ࡢቑຍࠖࡢ㸰ᣦᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿ

※Ἠ࡞ࡿ་⒪ᶵ㛵ࢆ┠ᣦࡍࡇࡀ㸪᪥ࡢ

ࡓࡵࡢᡓ␎ࡋ࡚㸪ᗋつᶍࡢᑠࡉ࠸་⒪ᶵ

ཝࡋ࠸⤒Ⴀ⎔ቃ࠾࠸࡚➇தඃᛶࢆ᭷ࡍࡿ

㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠗࢥ࣭ࢥࣥࣆࢱࣥࢫ࡞ࡿデ

ࡓࡵࡢᡓ␎ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀ

⒪⛉ࡢ㑅ᢥ࠘ࢆᥖࡆࡓ㸬ࡑࡢ➨୍ࡢ⌮⏤ࡣ㸪

ࡿ㸬

ᅜ❧㝔ᶵᵓࡢ㈈ົㅖ⾲ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒ
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ࠕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆୖࡆࡿࡓࡵ⚾ࡀࡋࡓࡇ̿ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧
㝔ࡢ⤒Ⴀᨵၿ̿ࠖ


ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃
ᚋᕷ❧㝔ࡋ࡚ฟⓎࡋࡲࡋࡓࠋ
ἲேࡼࡾே㠃ࡸண⟬࡞⤒Ⴀ㠃࡛
㎿㏿࡞ᑐᛂࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⫋
ဨᩘࢆᚲせᛂࡌቑဨࡋࠊἲேᙜึࡢ +
ᖺ  ᭶ṇつ⫋ဨᩘࡣ  ேࠊ⥲⫋ဨᩘ 
ேࡀ  ᖺ  ᭶ࡣṇつ⫋ဨ  ேࠊ⥲⫋ဨ
ᩘ  ே࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㝔⤒Ⴀ⟶⌮ࣂࣛࣥࢫࢺࢫࢥ࣮࢝ࢻ
㸦%6&㸧ࢆᑟධࡋࡲࡋࡓࠋ%6& ࡣᴗᡓ␎ࢆ
ձ㢳ᐈ㸦ᝈ⪅㸧ࡢどⅬࠊղ㈈ົࡢどⅬࠊճ
ෆ㒊ࣉࣟࢭࢫࡢどⅬࠊմᏛ⩦ᡂ㛗ࡢどⅬ
ࡢࠕ ࡘࡢどⅬࠖࡽࣂࣛࣥࢫࡼࡃከ㠃ⓗ
ࡘ㛵㐃ࢆࡶࡗ࡚ࡽ࠼ࠊ㝔ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ
⤌⧊ࡢᮎ➃ࡲ࡛ᾐ㏱ࡉࡏࠊࡑࡢ㐩ᡂࠊᐇ⾜
ࢆಁࡍ⤒Ⴀ⟶⌮ᡭἲ࡛ࡍࠋ㝔ࡢ⌧≧ࢆ
6:27 ศᯒࡼࡿ㝔ࡢෆ㒊࣭እ㒊⎔ቃࢆศ
ᯒࡋࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣅࢪࣙࣥࢆタᐃࡋࡲࡍࠋ
ࣅࢪࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᡓ␎࣐ࢵࣉࢆస
ᡂࡋࠊᡓ␎┠ᶆࡢ㐍ᤖホ౯ࡢࡓࡵࢫࢥ࢝
࣮ࢻసᡂࡋࡲࡍࠋ%6& ᑟධࡢࡓࡵࡢᖿ㒊⫋ဨ
ࢆᑐ㇟  Ἡ  ᪥ࡢ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊᖺࡢ
㐠Ⴀ᪉㔪Ⓨ⾲࡛ࡣ࡚ࡢ㒊⨫ࡀ %6& ᪉ᘧ
࡛Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ%6& ࡢᑟධࡣィ⏬ࡢྍど
㐠Ⴀ᪉㔪ࡢඹ᭷᭷ຠ࡛ࡋࡓࠋ
ᙜ㝔ࡣ + ᖺ  ᭶ࡼࡾ'3& ᑐ㇟㝔࡞
ࡾ་⒪ᶵ㛵ಀᩘቑດࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ་⒪
ᶵ㛵ಀᩘࡣᇶ♏ಀᩘࠊᶵ⬟ホ౯ಀᩘϨࠊᶵ
⬟ホ౯ಀᩘϩࡼࡾᡂࡾࡲࡍࠋ┳ㆤయไࡢ
ᐇࡸ་⒪Ᏻᑐ⟇ࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࠊᲷ⸆
ᴗົᐇ࡞ከࡃࡢຍ⟬ࡼࡾࠊ+ ᖺ 
᭶ࡣ  ࡽࠊ+ ᖺ  ᭶ࡣ  ቑ
ຍࡋࡲࡋࡓࠋධ㝔⒪ࡢ᭱㐺ࡢࡓࡵ '3&
ࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ᭱㐺ࢆᅗࡾࡲࡋࡓࠋ
⤖ᯝධ㝔༢౯ࡣ  ᖺᗘ  ࡽ  ᖺ
ᗘ  ᖜቑຍࡋࠊධ㝔ㄳồ㢠ࡣ
㸣ቑຍࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝἲேᚋ  ᖺ㐃⥆
ࡢ㯮ᏐỴ⟬࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ἲேక࠸⫋ဨ⤥ࡣ་ᴗ┈ࡢ 㸣
ࡍࡿປࡢྜពᇶ࡙ࡁࠊ⤥ไᗘࢆぢ
┤ࡋࡲࡋࡓࠋ㝔ࡢᴗ⦼ᛂࡌࡓ㈹ࡢኚື
ไࠊ
ࠕࢃࡓࡾࠖࢆᗫṆࡋࠊ⫋ົ⫋㝵⣭ࡢཝ᱁
㐠⏝ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡲࡋࡓࠋ࣮࣎ࢼࢫኚືไᑟ
ධึᖺᗘࡢ + ᖺᗘࡣ  ࢝᭶㸩 ࡢ
࣮࣎ࢼࢫࢆᨭ⤥࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔
 ⌮㛗࣭㝔㛗  ྜྷ⏣ ṇ

ᴗ⦼ࡸ⫋ဨࡢᡂᯝࡸ⬟ຊࡢᐈほⓗࡘලయ
ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ேホ౯ไᗘࢆᑟධࡋࠊࡲࡎ
ࡣ་ᖌ࠾ࡼࡧᖿ㒊⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡲࡋࡓࠋᐃ
ᛶホ౯㸦⾜ືホ౯㸧
ࠊᐃ㔞ホ౯㸦ᴗ⦼ホ౯㸧ࢺ
ࢵࣉホ౯ࡽ࡞ࡾࠊホ౯᪉ἲࡣከ㠃ホ౯ࡋ
ࡲࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣᙺ⫋ᡭᙜᫎࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓ་ᖌࡢ᪥ᙜ┤ᡭᙜࢆぢ┤ࡋࠊฟ᮶㧗ຍ⟬
᪉ᘧࡋࡲࡋࡓࠋᐟ᪥┤ᡭᙜຍ⟬ࡣᩆᛴධ㝔
ᝈ⪅ᩘཬࡧࡑࡢධ㝔⋡ࠊᩆᛴ㌴ᮏஙᝈ⪅ධ㝔
ᩘཬࡧධ㝔⋡ࡶᑟධ๓ࡼࡾቑຍࡋࡲࡋࡓࠋ
⤒Ⴀࡢࡓࡵࡣ %6& ࡼࡿᡓ␎ⓗ⤒Ⴀᡭ
ἲࡢᑟධࡣྍḞ࡛ࠊ࣮࣎ࢼࢫࡢኚືไ࠾ࡼ
ࡧேホ౯ࡢᑟධࡣ⫋ဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥ
ୖࢆࡶࡓࡽࡋࡲࡋࡓࠋࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥୖࡣ
ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛⫋ဨࡀ⤒Ⴀᨵၿ㈉⊩ࡋࡓ
⤖ᯝࠊ⤒Ⴀᨵၿࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
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ᛴᛶᮇ㝔࠾ࡅࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⌮ㄽᐇ㊶
♫་⒪ἲே㏆᳃ ㏆᳃㝔
㝔㛗 ㏆᳃ ṇᖾ
 21 ୡ⣖ࢆ㏄࠼་⒪ࡢ㧗ᗘ㧗㱋♫ࡢ

ࡾྜࢃࡏࢆࡋ࡚ሗඹ᭷ࡍࡿ㔜࡞ࡾࡢࡁ࠸

฿᮶࡛ࠊẖ᪥ከࡃࡢᝈ⪅ࡀධ㝔ࡍࡿᛴᛶᮇ

ࢱࣉࡢࡶࡓࢀ࠶࠸ᆺ㸦ࣥࢸࢢࣞࢺᆺ㸧

㝔ࡢᴗົ㔞ࡣ⭾࡞ࡿࠋデ⒪ሗ㓘ࡶฟ᮶㧗

ࠊࣞࢦࣈࣟࢵࢡྠኈࡀሗࡢࡳ࡛ሗ

ᡶ࠸ࡽ DPC ࡼࡿ୍᪥ໟᣓᡶ࠸ኚࢃࡾࠊ

ඹ᭷ࡋࠊᴗົࡢᶆ‽࡛㉁ࢆಖࡘ㔜࡞ࡾࡢᑠ

㝔ࡢᴗែࡶ≀ရ㈍ᴗࡽປാ㞟⣙ᆺ་⒪

ࡉ࠸ࢱࣉࡢࣞࢦᆺ㸦ࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺ㸧ศ㢮

ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡁࡃኚࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼ

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡾᚑ᮶ࡢ᳨ᰝࡸ⸆࠸ࡗࡓࣔࣀࢆࡿࡢ࡛

 ࢳ࣮࣒་⒪࡛࢘ࢺ࣒࢝ࢆฟࡍࡓࡵࡣࠊ

ࡣ࡞ࡃࠊᙧࡢ࡞࠸ຍ౯್ࢆ⏕ࡳࡔࡋ࡚ᥦ౪

་⒪ᑓ㛛⫋ࡢᑓ㛛ᛶࢆୖࡆࡿࡓࡵࢥᴗົ

ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡇࢀࢆሗ㓘ኚ࠼ࡿࡣ

⤠ࡾ㎸ࡴࡇࡀᚲせ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢどⅬ࡛

✀ࠎࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ᝈ⪅ࢆデุ࡚᩿ࡋධࡍࡿ⮬❧ࠊ⮬ືࡀồࡵ

 ேࡢࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡣ⭾࡞ᴗົ࡞ࡿ

ࡽࢀࡿࠋࡉࡽᴗົࡢᶆ‽ࡀ࡞ࡉࢀ࣮ࣝࢳ

ࡀࠊ་⒪㈨※ࡣ᭷㝈࡛ࠊ㝈ࡾ࠶ࡿ㈨※ࢆ࠸

ࣥᴗົ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊᝈ⪅ࡢሗࢆከ⫋✀

᭷ຠ࠺ࡀ㝔⤒Ⴀ࡞ࡿࠋ
ࠕ㑅ᢥ㞟

ࡀඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࠊከ⫋✀ࡀྠࡌ

୰࡛ࠖᶵ⬟ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳປാ⏕⏘ᛶࢆୖࡆࠊ㉁

┠ⓗ࡛ࢳ࣮࣒་⒪ࢆࡍࡿࡓࡵ⌮ᛕࡸ౯್ほ

ࢆୖࡆࡿ㔞ࢆቑࡸࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㔞ࢆᢚ

ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ

࠼࡚㉁ࢆୖࡆࢥᴗົ⤠ࡾ㎸ࡴࠊ㉁ࢆᢚ

 ከ⫋✀ࡀࡑࢀࡒࢀࡢどⅬ࡛ᝈ⪅ࢆࡳࡿࡇ

࠼࡚㔞ࢆቑࡸࡋつᶍࠊ⠊ᅖࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ

࡛ேⓗ࡞་⒪࡞ࡾࠊ་⒪ࡢ㉁ࡀୖࡀࡾࠊ

ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㝔ࢺࢵࣉࡀุ᩿ࡍࡿᡓ␎

ࡑࢀࡒࢀࡀุ᩿ࡋධࡍࡿࡇ࡛ປാ⏕⏘ᛶ

࡞ࡿࠋ

ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢳ࣮࣒་

 ᶵ⬟ࢆ⤠ࡾ㎸ࡵࡤ⤠ࡾ㎸ࡴ㊊ࡾ࡞࠸ᶵ

⒪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡶ་ᖌ୰ᚰࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻ

⬟ࡀฟ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊ
ࠕศᴗ༠ᴗࠖࡀᚲせ࡞

ᆺࢳ࣮࣒་⒪ࡽࠊከ⫋✀ࡼࡿࣇࣛࢵࢺ࡞

ࡿࠋ㝔ࡢᶵ⬟ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳศᴗ༠ᴗࡣᆅᇦ

ࢳ࣮࣒་⒪㝔ࡢ⤌⧊ࢆ㌿ࡍࡿᚲせࡀ࠶

་⒪㐃ᦠࠊᲷࡢᶵ⬟ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳศᴗ༠ᴗ

ࡿࠋ

ࡣᲷ㐃ᦠࠊࢫࢱࢵࣇࡢᴗົࢆ⤠ࡾ㎸ࡳศᴗ

 ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢫࡼࡿᚰ⮚⾑⟶እ⛉࿘

༠ᴗࡣࢳ࣮࣒་⒪࡞ࡾࠊຍ౯್ࢆሗ㓘

⾡ᮇࡢࢳ࣮࣒་⒪ࢆࡗ࡚ࠊᇶᖿᛴᛶᮇ

ኚ࠼ࡿࡁ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㝔ࡢ⌧Ⅼ࡛ࡢ✲ᴟࡢࢳ࣮࣒་⒪ࠊ㧗ᗘࣞ

 ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡶࡗࡶ㞴ࡋ࠸ࢳ࣮࣒་⒪

ࢦᆺࢳ࣮࣒་⒪ࡘ࠸࡚ࡶᐇ㊶ࢆᥦ♧ࡋࡓ

ࢆࡿࠊ㝔ࡢ་⒪ࡣ୍ぢ」㞧ࡔࡀࠊ

࠸ࠋ

ࠕᴗົࠖࡽぢࢀࡤ༢୍㐃ࡢᴗົࡢ㐃࡞ࡾ
ࡋࡍࡂࡎࠊ⮬ື㌴⤌ࡳ❧࡚ᕤሙࡢ〇㐀ࣛ
ࣥࡃྠࡌ࡛〇㐀ᴗࡢ⌮ㄽࡀᛂ⏝࡛ࡁࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤሗඹ᭷ࡢᅾࡾ᪉࡛ࢳ࣮࣒་⒪ࡣࠊ
ከ⫋✀ࡀ་ᖌࡶࡓࢀ࡚࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࡛ࡍ
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➨ 31 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛ࠾ࡅࡿ་⒪ࡢ㉁࠾ࡅࡿ◊ಟሗ࿌
 ᖺࡢ  ᭶  ᪥ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛ࡛㛤ࢀࡓ 7KHWK1DWLRQDO4XDOLW\&ROORTXLXP ཧຍ
ࡋࡓࠋᅇࡣࢪ㺒ࣇ࣮ࢯࣥᏛ -DPHV3HOHJDQR ་ᖌࡢヰࢆ⤂ࡍࡿࠋ
་Ꮫࡣᶒጾ⩏ⓗ࡞Ꮫၥ࡛࠶ࡾࠊ་ᖌࡢ⮬⏤㔞ᛶࡀᑛࡤࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ౯᱁ⓗࡣṇ☜ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇࡣ
ࡴࡎࡋࡃࠊᝈ⪅ࡶ་ᖌࡢゝࡗࡓࡇࢆಙ㢗ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗࡣ་ᖌࡢデ⒪ࢆ⟶⌮ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊእ⛉ࡢ
᳨ウࠊṚஸ᳨ウ࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ་⒪ᑐࡍࡿ㉁ၥࡣࠊࡇࡢᝈ⪅ࡢవࡣࡢࡃࡽ࠸ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
࡛ࡣ୍⯡ⓗࡢࡼ࠺࡞デ⒪ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡇࡢデ⒪ࡣᶆ‽ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࠊᶆ‽ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇࡣࡴࡎࡋࡃࠊከࡃࡢ་ᖌࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᖺࠊ1HZ<RUNHU0DJD]LQH ࠊ࢞࣡ࣥࢹ་ᖌࡀ⏥≧⭢ࡢ⧄⥔ᄞ⭘ࡢᡭ⾡㛵ࡍࡿ⡿ᅜࡢ  ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢᡂ⦼ࢆ
Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᖹᆒవࡣ  ᖺࡽ  ᖺኚືࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊデ⒪ࡣᡂ᭩‽ᣐࡋ࡚࠸ࡓࠋணᚋࡀ་⒪ᶵ㛵ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡣࡢᝈ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ࣊ࣝࢽࡢⓎ⋡ࡣ 㸣ࡽ 㸣ࠊ⭠ࡀࢇࡢ  ᖺ⏕Ꮡ⋡ࡣ 㸣ࡽ 㸣ࠊ$&
ࣂࣃࢫṚஸ⋡ࡣ 㸣ࡽ 㸣ࣂࣛࡘࡁࡀࡁ࠸ࠋ་⒪㈝ࡣୖ᪼ഴྥ࠶ࡾࠊ᭷⋡ࡢቑຍࡶࡑࢀᢿ㌴ࢆࡅ࡚࠸
ࡿࠋ㝔ࡣ┈ࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ➇தࡶ⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀṇࡋ࠸࠺ࡣၥࡀ࠶ࡿࠋ
 ᖺࠊ0HGLFDUH0HGLFDLGDQG6&+,3%HQHILWV ,PSURYHPHQWDQG3URWHFWLRQ$FWRI %,3$ ࡀ⾜ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊฟ᮶㧗ᡶ࠸࡛デ⒪ሗ㓘ࢆᚓ࡚࠸ࡿ་ᖌ་⒪ࡢ㉁ࡸຠ⋡㈉⊩ࡍࢀࡤデ⒪ሗ㓘ࢆୖࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢᥐ⨨࡛ࡣ 0HGLFDUH ࡢ 3DUW$㸦ධ㝔ࢧ࣮ࣅࢫ㸧3DUW%㸦་ᖌࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢ㐃ᦠࡀᶍ⣴ࡉࢀࡓࠋ
་⒪࠾ࡅࡿᏳ⟶⌮ࡣࢩࢵࢡࢫ࣭ࢩࢢ࣐ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪉ἲࡣࠊ ᐃࠊศᯒࠊᨵၿࠊホ౯࡛࠶ࡿࠋ࿘⏘ᮇ
་⒪ࡢศ㔝ࡣࠊከࡃࡢデ⒪ࡀẚ㍑ⓗ㝈ࡽࢀࡓᝈ⪅⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࢫࢱࢵࣇࡣᖖ࡛ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡸࡍࡃẚ㍑ࡶࡋࡸ
ࡍ࠸ࠋ ᐃ࡛ࡣ㟁Ꮚࢩࢫࢸ࣒ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࠊࡢ≧ែࢆ᫂☜ᐃ⩏ࡋࠊẚ㍑࡛ࡣ9HUPRQW2[IRUG ࡢࡼ࠺࡞
ࡁ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࠊデ⒪࢞ࢻࣛࣥࢆࡗ࡚ᨵၿࡋࠊ⥅⥆ⓗホ౯ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
9HUPRQW2[IRUG1HWZRUN ࡣࠊ་⒪ᑓ㛛ᐙ࡛సࡿ㠀Ⴀࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ ᖺᵓ⠏ࡉࢀࡓ  ࢆ㉸࠼ࡿ 1,&8 ࡢ⤌⧊
ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⡿ᅜࡀせ࡞ཧຍᅜ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢝ࢼࢲࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊ୰ᮾࡽࡶཧຍࡀ࠶ࡿࠋฟ
⏕య㔜ࡀ J ௨ୗࡢࡍ࡚ࡢ᪂⏕ඣࡀⓏ㘓ࡉࢀࠊࡍ࡚ࡢẼࡸ≧ែࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ㔜ᗘࠊ
ே✀ࠊ⏘⛉ูㄪᩚࡉࢀࠊ ࣨ᭶ࠊ ᖺࠊ ᖺ༢࡛ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡋ 1LJKWLQJDOH
࠸࠺ࢯࣇࢺ࢚࡛࢘⏝࡛ࡁࡿࠋ
⚾ࡀົࡋ࡚࠸ࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㝔ࡢᆅᇦ࿘⏘ᮇࢭࣥࢱ࣮ࡣ  ࡢ࣋ࢵࢻࡀ࠶ࡾࠊ ே௨ୖࡢฟ⏕య㔜ࡀ JP ௨
ୗࡢ᪂⏕ඣࡀ࠸ࡓࠋ ᖺࡽ 9HUPRQW2[IRUG1HWZRUN ධࡾࠊ㉁ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆጞࡵࡓࠋ ᖺᙜࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㝔ࡢᆅᇦ࿘⏘ᮇࢭࣥࢱ࣮ࡢឤᰁ⨯ᝈ⋡ࡣࠊᚋᮇ⣽⳦ឤᰁࡀ ࠊ⸆⪏ᛶࣈࢻ࢘
⌫⳦ࡀ 㸣ࠊ᪥ぢឤᰁࡀ 㸣㧗ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ9HUPRQW2[IRUG1HWZRUN ࡛᭱ࡶឤᰁ⋡ࡀప࠸་⒪ᶵ㛵ࡢ࢞ࢻ
ࣛࣥࢆ⏝࠸࡚ධࢆ⾜ࡗࡓࠋࡍࡿࠊ ᖺࡢឤᰁ⨯ᝈ⋡ࡣࠊᚋᮇ⣽⳦ឤᰁࡀ ࠊ⸆⪏ᛶࣈࢻ࢘⌫⳦ࡀ 㸣ࠊ
᪥ぢឤᰁࡀ 㸣పୗࡋࡓࠋእ㒊ࢹ࣮ࢱࡸデ⒪࢞ࢻࣛࣥࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊෆ㒊࡛ẚ㍑ᑐ↷ࢆసࡾࠊ࢞ࢻࣛࣥ
ࡶసࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋJP ௨ୗࡢ᪂⏕ඣࡀ  㐌㛫య㔜ࡢቑຍࡀ࡞࠸ሙྜࡢᰤ㣴᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡇ࡛࢞ࢻࣛ
ࣥࡀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛⌮ࡢ┠ᶆࢆᚓࡿࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥࢆసࡾࠊᐇࡋࠊホ౯ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࢞ࢻࣛ
ࣥࡢホ౯ࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋ
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➨ 32 ᅇ◊✲ሗ࿌ ⡿ᅜ࠾ࡅࡿ㝔⤒Ⴀ⪅ᩍ⫱
࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ㝔⤒Ⴀ⪅ᩍ⫱ࡣࠊ་⒪⤒ႠᏛಟኈㄢ⛬࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ㏻ᖖ  ᖺ㛫࡛㝔ࡢ⤒Ⴀᖿ㒊ᚲせ࡞▱
㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇࢆ┠ᶆ࠾࠸࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛྡࡣᏛᰯࡼࡾ୍ᚊ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ0+$ 0DVWHURI
+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ 0+6$ 0DVWHURI+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ ࡞ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᚲಟ⛉┠ࡣࠊ㝔⤒Ⴀ㛵㐃ࡍࡿ㈈ົ⟶⌮Ꮫࠊ་⒪ሗᏛࠊ་⒪ᡓ␎Ꮫࠊே⟶⌮Ꮫ࡞࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛⛉┠ࡣࠊ་⒪
⤒῭Ꮫࠊ་⒪ᨻ⟇Ꮫࠊ⤌⧊⾜ືᏛࠊ་⒪⤌⧊⟶⌮Ꮫࠊ་⒪࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ་⒪ே⟶⌮Ꮫࠊ
་⒪ሗᏛࠊ་⒪࣮࢞ࣂࢼࣥࢫㄽࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽࠊ⤫ィᏛࠊ㈈ᨻᏛࠊ་⒪⌮Ꮫ࡞࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ
㸦₇⩦㸧ࡶㄢࡏࡽࢀࠊ་⒪⤒Ⴀ⟶⌮ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢸ࣮࣐㛵ࡋ࡚ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊㄽᩥసᡂࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡀከ࠸ࠋከࡃࡢ་⒪⤒ႠᏛಟኈㄢ⛬࡛ࡣࠊㅮ⩏⛉┠  ༢ࠊࢥ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ㸦₇⩦㸧 ༢ࠊྜィ  ༢࠸ࡗࡓᙧ
ᘧ࡛༞⏝ㄆᐃࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
་⒪⤒ႠᏛಟኈㄢ⛬ࢆูࡍࡿࣅࢪࢿࢫ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ⣔බ⾗⾨⏕⣔ 63+6FKRRORI3XEOLF+HDOWK ࡀ࠶ࡿࠋࣅࢪ
ࢿࢫ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ⣔࡛ࡣࠊ0%$ 0DVWHURI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ ࢆྲྀᚓࡍࡿᑓ㛛⫋Ꮫ㝔࡛་⒪⤒ႠᏛࢆᑓᨷࡍࡿ
ࡇ࡞ࡾࠊ㈈ົ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࡞ࣅࢪࢿࢫ⣔ࡢ⛉┠ࢆຮᙉࡍࡿࡇ᭷࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊබ⾗⾨⏕Ꮫ⣔࡛ࡣࠊ03+
㸦0DVWHURI3XEOLF+HDOWK ࢆྲྀᚓࡍࡿᑓ㛛⫋Ꮫ㝔࡛་⒪⤒ႠᏛࢆᑓᨷࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊᏛࠊ⾜ື་Ꮫࠊ⎔ቃᏛ࡞
ࡢ⛉┠ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊබ⾗⾨⏕Ꮫ⣔ࡣබⓗ࡞ࢆᩍ⫱ࡍࡿࡇࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⡿ᅜ࡛ࡣ་
⒪ไᗘࡀ་⒪ࢆබⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ྥ࠶ࡾࠊᚋࡣࠊබ⾗⾨⏕Ꮫ⣔ࡢ་⒪⤒ႠᏛᑓᨷࡀⓎᒎࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㝔⤒Ⴀࣇ࢙࣮ࣟࢩࣉࡣࠊ་⒪⤒ႠᏛಟኈㄢ⛬ࡢ᪂༞ᴗ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㝔⤒Ⴀᖿ㒊㣴ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓ༞ᚋᩍ⫱ไ
ᗘ࡛࠶ࡿࠋᏛ㝔࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆᐇ㊶࡛࠼ࡿࡼ࠺ᐇᆅࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢไᗘࡼࡗ࡚ࠊ࣮࣎
ࢻ㆟ࠊ㐠Ⴀ㆟ࡸ⤒Ⴀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡍࡿࡇ࡛ࠊ㝔 &(2 ᚲせ࡞⬟ຊࢆ᪩ᮇ㌟ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⡿ᅜࡢ㝔ࡢࢺࢵࣉࡣ &(2 &KLHI([HFXWLYH2IILFHU ࡛࠶ࡿࠋ&(2 ࡣ⤒Ⴀᡓ␎ࠊேࠊ㈈ົࠊሗ⟶⌮ࠊッゴ㛵ಀࡢ
㈐௵ࢆࡶࡘࠋ&22 &KLHI2SHUDWLQJ2IILFHU ࡣࠊ&( ࢆ⿵బࡋ࡚⤒Ⴀࡢ㈐௵ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ&02 &KLHI0HGLFDO
2IILFHU ࡣデ⒪㒊㛛ࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡾࠊ⮫ᗋ㒊㛛ࡢ⤫ᣓ་ᖌࡢேࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡿࠋ㝔ࡣ࣮࣎ࢻ㸦ホ㆟ጤဨ㸧ࡀ
࠶ࡾࠊ࣮࣎ࢻࡣ㝔⤒Ⴀࡢᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ&(2 ࢆỴᐃࡍࡿᶒࢆࡶࡘࠋ
࣓࡛ࣜ࢝ࡣ  ୡ⣖ධࡿࠊ་⒪ࡢ㧗ᗘ࣭ᑓ㛛ศࡀࡣࡌࡲࡾࠊධࡢ☜ಖࠊデ⒪ሗ㓘ࡢタᐃࠊ་ᖌࡢዎ⣙ࠊ
་⒪ࢫࢱࢵࣇࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊᝈ⪅ࡉࢇࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆࡶࡘࡇࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡣࡌࡵࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࡞࡛ࠊ
㝔⤒Ⴀࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ✚ࢇ࡛࠸࡞࠸་ᖌࡀ &(2 ࢆົࡵࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ-&$+2㸦-RLQW&RPPLVVLRQRQ$FFUHGLWDWLRQRI+HDOWKFDUH2UJDQL]DWLRQ㸸་⒪ᶵ㛵ᶵ⬟ホ
౯ㄆド⤌⧊㸧ࡼࡿ㝔ࡢㄆドホ౯ࡀไᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆドホ౯࡛ࡣࠊᝈ⪅↔Ⅼࢆ⨨࠸ࡓᶵ⬟ࠊ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࠊᶵ⬟
ᵓ㐀ࡘ࠸࡚ᐃᮇⓗᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋㄆドホ౯ྜ᱁ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊデ⒪ሗ㓘ࢆᚓࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿไᗘ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢホ౯ࡸᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡀබ⾲ࡉࢀࡿ⤌ࡳ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ㝔⤒Ⴀࡢᑓ㛛ᐙࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㝔⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊᑓ㛛⏝ㄒࡸ་⒪㛵ಀࡢἲᚊࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ་⒪㈨※ࢆ☜ಖࡋࠊ㐺ษศ㓄ࡋࠊデ⒪ࡢ㉁
ࢆ㧗ࡵࠊᚑᴗဨ‶㊊ᗘࡸᝈ⪅‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑓ㛛ᛶࡀᚲせ࡞ࡇࡣᙜ
↛࡛࠶ࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 3 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗 㤿ሙᅬ ᫂

➨ 33 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢫ࢚࣮࢘ࢹࣥ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࢣ
ࢫ࢚࣮࢘ࢹࣥ࠾࠸࡚ࠊ⪁ே࣮࣒࣍ཬࡧ㛗ᮇ⒪㣴㝔㸦ࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣮࣒࣍ࡶྵࡴ㸧ධᡤ⪅ᩘࡀࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣ 
ᖺ௦ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㞀ᐖࢆᣢࡘ㧗㱋⪅ࡣ㛗ᮇⓗ࡞⒪ࢆ⾜࠺་⒪ᶵ㛵ࡸ⢭⚄་⒪タධ㝔ࡸධᡤࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᚲࡎ
ࡋࡶ་⒪ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋධ㝔ࡸධᡤࡀ㛗ᮇࢃࡓࡿሙྜࡀከ࠸ࡇࡽࠊタ࠸ࡿࡇࡼࡿ
ᘢᐖࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ
⪁ே࣮࣒࣍ཬࡧ㛗ᮇ⒪㣴㝔௦ࢃࡗ࡚  ᖺ௦ࡽ  ᖺ௦ࡅ࡚ᘓタࡉࢀࡓࡢࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣁ࢘ࢪࣥࢢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡣㆤࢧ࣮ࣅࢫࡘࡁ࡛㆙ሗ⨨ࡀഛࡋࡓ㞟ྜఫᏯ࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅࡛࠶ࢀࡤࠊ㌟㏆࡞
⮬య࡛࠶ࡿࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢዎ⣙࡛ᐙ㈤ࢆᡶࡗ࡚ධᒃ࡛ࡁࡿࠋᡤᚓᛂࡌ࡚ఫᏯᡭᙜࡀᡶࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊపᡤᚓ⪅࡛ࡶධ
ᒃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⮬ศࡢࡗ࡚ࡁࡓᐙලࡸ⤮⏬ࠊ⨨≀ࠊᐙ᪘ࡢ┿࡞ࡢ㒊ᒇࡢᣢࡕ㎸ࡳࡣ⮬⏤࡛ࠊ㣗ࡶ⮬⅕
ࡍࡿ㣗ᇽ࡛㣗ࡿࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ぶ⪅࡞ࡀゼၥࡋ࡚ࡁࡓἩࡲࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿඹྠࡢࢤࢫ
ࢺ࣮࣒ࣝࡶ‽ഛࡉࢀࡓࠋ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡉࢀࡿⅬ࡛ࡣࠊ⪁ே࣮࣒࣍ཬࡧ㛗ᮇ⒪㣴㝔ࡣࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋᖺ
௦ࡽ ᖺ௦ࡅ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢᬑཬక࠸ࠊᅾᏯ་⒪ᅾᏯࡀᣑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺࠊࢫ࢚࣮࢘ࢹ࡛ࣥࡣ♫ࢧ࣮ࣅࢫἲࡀ᪂ࡓ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࡢἲᚊ࡛ࡣಶேࡀ⮬యࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿᶒ
ࡀㅻࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡢ⌮ᛕࡋ࡚㔜どࡉࢀࡓࡇࡣࠊ
㸦㸧࣍ࣜࢫࢸࢵࢡ㸦⥲ྜⓗ㸧࡞ぢ᪉ࠊ
㸦㸧ࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮
ࠕ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡ࡞ぢ᪉ࠖ
ࢩࣙࣥࠊ
㸦㸧⥅⥆ᛶࠊ
㸦㸧ᙎຊᛶࠊ
㸦㸧ᆅᇦ୰ᚰ㸦㸧⮬ᕫỴᐃ㑅ᢥࡢ⮬⏤࡛ࡋ࠶ࡗࡓࠋ
ࡣࠊ
ࠕಶேࡢ㞀ᐖࡸ࡞㝈ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࢆྵࡵࡓࡍ࡚ࡢ㠃ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕࣀ࣮࣐ࣛࢮ
࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊࠕ㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᬑ㏻⏕ά࡛ࡁࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ⥅⥆ᛶࠖࡣࠊࠕྠࡌࢫࢱࢵࣇࡼࡗ࡚⥅⥆ⓗ
ࢣࡉࢀࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕᆅᇦᛶࠖࡣࠊ
ࠕ័ࢀぶࡋࢇࡔᆅᇦ࡛ࢣࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕᙎຊᛶࠖࡣࠊ
ࠕಶ
ேࡢࢽ࣮ࢬ࠶ࡗࡓࢣࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ⮬ᕫỴᐃ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࠖࡣࠊࠕᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྛேࡀཷࡅࡿ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢᚲせᛶࢆࢥ࣑࣮ࣗࣥࡀ㞠⏝ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࣭࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀホ౯ࡋࠊࡇࢀᇶ࡙࠸࡚
ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᖺࠊ㧗㱋⪅ᨻ⟇ࡢࡁ࡞ᨵ㠉࡛࠶ࡿ࢚࣮ࢹࣝᨵ㠉ࡀᐇࡉࢀࡓࠋ࢚࣮ࢹࣝᨵ㠉ࡣࠊ
ࠕ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵࡢ
♫ⓗㆤ་⒪ࡘ࠸࡚㠃ⓗ㈐௵ࢆࢥ࣑࣮ࣗࣥጤ௵ࡋࠊ㈈※ࡸேᮦࢆࣛࣥࢫࢸࣥࢢࡽࢥ࣑࣮ࣗࣥ⛣⟶ࠖ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࢫ࢚࣮࢘ࢹ࡛ࣥࡣࠊ་⒪ࡣࣛࣥࢫࢸࣥࢢࡢᢸᙜ࡛࠶ࡾࠊㆤࡣࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ♫ⓗ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㒊㛛ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋࣛࣥࢫࢸࣥࢢࡢ┳ㆤຓᡭࡀಶேࡢᅾᏯ་⒪ࢆ⾜࠸ࠊࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ࣮࣒࣭࣍࣊ࣝࣃ࣮
ࡀᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚࣮ࢹࣝᨵ㠉ࡼࡗ࡚ࠊࠕ≉ู࡞ఫᒃࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀ♫ࢧ࣮ࣅࢫἲᑟධࡉ
ࢀࡓࠋࢧ࣮ࣅࢫࣁ࢘ࢫࠊ⪁ே࣮࣒࣍ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣛࣥࢫࢸࣥࢢࡽࢥ࣑࣮ࣗࣥ⛣⟶ࡉࢀࡓࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣮࣒࣍ࠊࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣒࣍ࡶࡇࡢᐃ⩏ྵࡲࢀࠊࡇࢀࡽࡢ༊ูࡀࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㧗㱋⪅ఫᏯࢆࠕ≉ู࡞ఫᒃࠖ
ࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊタ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊධᒃ⪅ࡢㆤᗘᛂࡌ࡚タࢆ᭰࠼ࡿไᗘࡽධᒃ⪅ࡀఫࡳ⥆ࡅࡽࢀࡿไᗘ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗㱋⪅ࡀ
ᗈ⠊࡞ㆤࢆᚲせࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ 㛫ࡢᅾᏯㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊ㧗㱋⪅ࡀ⮬Ꮿ࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢥ࣑࣮ࣗࣥ⒪ࡀࡋࡓᝈ⪅ࡸࠊ㛗ᮇ㛫ࠊ㌟యࡢ⒪ࡢࡓࡵධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢ㈝⏝ࡢᨭᡶ࠸
ࡘ࠸࡚ࡢᶒ㝈ࡀ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊࣛࣥࢫࢸࣥࢢࡢタ࡛ࠕ♫ⓗධ㝔ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㧗㱋⪅ࡢᩘࡀ⃭ῶࡋࡓࡓࡵ
ࠊከࡃࡢ་⒪ࢆᚲせࡍࡿධ㝔ᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗㤿ሙᅬ ᫂

➨ 34 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࢣ

ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࠾࠸࡚ࡶࠊᖺ௦ࠊ ᖺ௦ࡣࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣮࣒࡛࣍࠶ࡿࣉ࢚࣒ࣛࡀᘓタࡉࢀࠊṓ௨ୖ㧗㱋⪅
ேཱྀࡢ⣙ 㸣ࡀධᒃ࡛ࡁࡿࡲ࡛ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶ㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᅾᏯࢣࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
㝔ࡸᐙᗞࡣࣉ࢚࣒ࣛධᡤࢆᕼᮃࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀ࠶ࡩࢀࠊࣉ࢚࣒࡛ࣛࡶ⏬୍ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ่⃭ࡢ࡞࠸⏕άࡼ
ࡗ࡚㧗㱋⪅ࡢ⏕ࡁࡀ࠸ࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺࠊ᪂ࡋ࠸ࢣయ⣔ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᨻᗓෆࠕ㧗㱋⪅ᨻ⟇ጤဨࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ
ࠕ㧗㱋⪅ᨻ⟇ጤဨࠖ
ࡢ┠ⓗࡣࠕ㧗ࢥࢫࢺ࡞タࢣ║ࢆ⨨ࡃ⚟♴య⣔ࠖࢆぢ┤ࡍࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢጤဨ࠾࠸࡚ࠊࠕ⥅⥆ᛶࡢ⥔ᣢ
㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άࢆ᩿⤯ࡏࡎ㸪⥅⥆ᛶࢆᣢࡗ࡚ᬽࡽࡍ㸧ࠖ㸪ࠕ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜㸦㧗㱋⪅⮬㌟ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆᑛ㔜ࡋ㸪࿘ࡾࡣ
ࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿ㸧
ࠖ
㸪
ࠕ⮬ᕫ㈨※ࡢά⏝㸦㧗㱋⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ㈨※╔┠ࡋ࡚⮬❧ࢆᨭࡍࡿ㸧ࠖࡽ࡞ࡿࠕ㧗㱋⪅୕ཎ๎ࠖ
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗㱋⪅ᨻ⟇ࡢ║ࡣࠕ㧗㱋⪅ࡀࠗ⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㛗ࡃ⥆ࡅࡿ࠘ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡇࠖ⨨ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂☜ࡉࢀࠊ⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢ౯್ほࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ㧗㱋⪅ࡀ⮬ศ࡛࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
ࢆ௦⾜ࡍࡿࠖ࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊษ࡞ࡢࡣࠊࠕ㧗㱋⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆᑛ㔜ࡋࠊṧࡉࢀࡓ⬟ຊ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚♫ⓗ࡞
ࡘ࡞ࡀࡾࢆసࡾฟࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᙺࢆฟࡍࡿࠖࡇ࡛࠶ࡿࡉࢀࡓࠋྠ♫ⓗὶࡢ㔜せᛶࡶᣦࡉࢀࠊࢡࣛࣈά
ືࡸྛ✀ࢡࢸࣅࢸ࡞ᆅᇦ࡛ࡢάືࢆಁ㐍ࡍࡿྠࠊ㧗㱋⪅ఫᏯࡣࠊఫẸྠኈࡢὶࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡞ඹ⏝
✵㛫ࠊඹ⏝࣮࣒ࣝࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ᥦゝࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊձ♫ⓗᙺὶࡢฟࠊղఫࡲ࠸㸦ᒃఫᶵ⬟㸧ࢣ
㸦ࢣᶵ⬟㸧ࡢศ㞳࠸࠺  Ⅼࡢᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡣࠊ ᖺࠕ㧗㱋⪅ᨻ⟇ጤဨࠖࡀᥦၐࡋࡓࠕㆤᑐ㇟ࡽ⏕άయࠊ♫ⓗࢃࡾࢆࠖ࠸࠺
⌮ᛕࠕ㧗㱋⪅୕ཎ๎ࠖἢࡗ࡚タᘓタࡀ⚗Ṇࡉࢀࠊ㧗㱋⪅ఫᏯࡢᘓタ  㛫ᅾᏯࢣࡢᩚഛຊࡀὀࡀࢀࡿࡼ
࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᖺࡽࠕ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ఫᏯἲࠖ‽ᣐࡋ࡚㧗㱋⪅ఫᏯࡀᘓ⠏ࡉࢀጞࡵࡓࠋࡇࡢἲᚊࡼ
ࡿᘓ⠏ᇶ‽ࡣࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞ࡢ㌴࠸ࡍ⏝⪅㓄៖ࡋࡓࣂࣜࣇ࣮ࣜᵝ࡛࠶ࡿࠖࡇࠊ
ࠕṌ⾜㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ
⏝ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࠖࡇࠊ
ࠕ㛫⥭ᛴࡧฟࡋࡀ࡛ࡁࡿࠖࡇࠊ
ࠕྎᡤ࣭ࢺࣞࢆഛ࠼ࡓ⊂❧ఫᏯ࡛࠶ࡿࠖࡇࠊ
ࠕP௨ୗࡢᗈࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㧗㱋⪅ఫᏯࡢከࡃࡀᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮ࡸࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ࣞࢫࢺࣛࣥࠊᅾᏯࢣࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡽᡂࡿ」ྜタ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗㱋⪅ఫᏯᒃఫ⪅ࡢࡳ࡛⏝ࡍࡿ㛢㙐ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗈࡃᆅᇦࡢ㧗㱋⪅㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺࠕ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ఫᏯἲࠖࡀᨵṇࡉࢀࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ఫᏯࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣜࢆࡅ࡚ࠊࣉ࢚࣮ࣛ࣎ࣜ㸦ㆤᆺ
㧗㱋⪅ఫᏯ㸧ࢆᘓ⠏ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖࡇ࡞ࡗࡓࠋࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣜࡣࠊࣜࣁࣅࣜᐊ࣭ࣇࢵࢺࢣᐊ࣭⫋ဨࡢワࡵᡤ࣭
㣗ᇽ࡞ࡢඹ⏝タࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࣉ࢚࣮ࣛ࣎ࣜࡣ  ᡞࡢఫᒃࢆࣘࢽࢵࢺࡋࠊᗈ࠸ඹ⏝ࡢᒃ㛫࣭㣗ᇽࢆᅖࡴ
ࡼ࠺࡞ᙧ࡛㓄ิࡉࢀࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢟ࢵࢳࣥ࡞ᒃఫ⪅ࡀᐙཧຍࡋࡸࡍ࠸ᕤኵࡀจࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉ࢚࣮ࣛ࣎ࣜࡣࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣜࡀᖏࡋࡓࠊ㛫ㆤࡁࡢ㧗㱋⪅ఫᏯࠖࡶ࠸࠼ࡿࠋࣉ࢚࣮ࣛ࣎ࣜࡢᒃఫ⪅ࡣᅾᏯࡢ㧗㱋
⪅ྠᵝࠊ୍ேࡦࡾᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆཷࡅࠊࢣ࣭ࣉࣛࣥᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫࡼࡿᨭࢆ
ཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫࡣࣉ࢚࣮ࣛ࣎ࣜෆ㒊ࡢࢫࢱࢵࣇࡽᥦ౪ࡉ
ࢀࠊኪ㛫ࡣእ㒊ࡢᅾᏯࢳ࣮࣒ࡽࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣᆅᇦࡢᐙᗞ་ࡸࣜࣁࣅࣜࢫࢱࢵࣇࡽᚲせᛂࡌ࡚
ᥦ౪ࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡣࠊࠕఫࡲ࠸ࢣࡢศ㞳ࠖ⌮ㄽࡢࡗࡗ࡚ࠊᆅᇦබႠ㈤㈚ఫᏯࡋ࡚ࡢࠕ㧗㱋⪅ఫᏯࠖෆ㒊ࢫ
ࢱࢵࣇእ㒊ࡢᅾᏯࢳ࣮࣒ࡼࡿ 㛫ᅾᏯࢣࡀᩚഛ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡼࡗ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ
ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࠊ᭱ᮇࡲ࡛ᆅᇦ࡛ᑛཝࢆࡶࡗ࡚⮬❧ࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿᆅᇦᒃఫ㸦$JHLQJLQSODFH㸧ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶ 8 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ ⌮㛗 㤿ሙᅬ ᫂

➨ 35 ᅇ◊✲ሗ࿌ 㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⌮ᛕᐇ㊶

ࠕ㧗㱋⪅ࡀ⮬ศࡢே⏕ࢆ๓ྥࡁ⫯ᐃࡋ࡚⤫ྜࡍࡿࡇࠖࢆᨭࡍࡿࡇ࡛࠶
ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡢ⌮ᛕࡣࠊ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ㧗㱋⪅ࡀ⮬ศࡢே⏕ࡣⰋ࠸ࡇࡶ㎞࠸ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡉࡲࡊࡲ࡞᪉࠾ୡヰ࡞ࡗࡓࡀ⮬ศࡶ♫
㈉⊩࡛ࡁࡓࠋ⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚Ⰻࡗࡓ⤫ྜࡍࡿࡇࠖࢆᨭࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᮏேࡢពᛮࡢᑛ㔜ࠖࠊࠕṧᏑᶵ⬟
ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ
ࢆά⏝ࡋࡓ⮬❧ᨭࠖ
ࠊ
ࠕ⏕άࢣࡢ㐃⥆ᛶࡢ⥔ᣢࠖࢆࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡢ୕ཎ๎ࡍࡿࠋ
࣑ࣗࢽࢸࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊ
ࠕ⏕άᨭ࣭ᗣᨭ࣭ㆤ࣭་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ」ྜタ⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺ㧗㱋
⪅ఫᏯཬࡧ㧗㱋⪅⮬Ꮿࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࢆ‶ࡓࡍࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ࡀᖺࢆ⤒ࡿࡈኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ྠࡌሙᡤ࡛⮬ศࡢពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡓ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊㆤࡢᶵ⬟ࢆࡶࡘ㧗㱋⪅ఫᏯࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥタࠊㆤᴗᡤࠊᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮ࠊᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࠊ
ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࢆഛ࠼ࡓ」ྜタࢆ᰾ࡋ࡚ࠊࡢ⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺࡢ㧗㱋⪅ఫᏯࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬Ꮿཬ
ࡧ㝔ࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࡢᶵ⬟ࡶᯝࡓࡍ୍㐃ࡢࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᶵ⬟ࡍࢀࡤࠊ
ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡛ࠖࡣ㧗㱋⪅᪂ࡋ࠸Ᏻᚰ࣭Ᏻ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࡸண㜵ࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࠊ⏕άࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡀࠊ⬻᱾ሰࠊᚰ➽᱾ሰ➼ࡀⓎࡋࠊᛴᛶᮇ㝔
ධ㝔ࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡛ࠖཷࡅධࢀࡀࢫ࣒࣮ࢬ⾜࠼ࡿࡓࡵࠊ་⒪㈨※ࡢຠ⋡ⓗ࡞⏝
ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗㱋⪅ࡗ࡚㉁ࡀ㧗ࡃࡋࡶຠ⋡ⓗ࡞ࢣࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࢫࢱࢵࣇࡢ㧗㱋⪅
ࢆᨭࡍࡿጼໃ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࢫࢱࢵࣇࡀࠕ㧗㱋⪅ࡀ⮬ศࡢே⏕ࢆ๓ྥࡁ⫯ᐃࡋ࡚⤫ྜࡍࡿࡇࠖࢆᨭࡍࡿࡓ
ࡵࠊࠕ㧗㱋⪅ࡢ㐠ືᶵ⬟ࠊཱྀ⭍ᶵ⬟ࠊᰤ㣴≧ែࢆ㧗ࡵࠊࡉࡽࡣㄆ▱࣭⥴㠃ࡢᨵၿࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏕άᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࠊ⏕
ࡁࡀ࠸ࡸ⮬ᕫᐇ⌧ࡢ㐩ᡂྥࡅࡓᨭࠖࡀ࡛ࡁࡿ࠺ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽࠊࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡣᚲせྍḞ࡞せ௳ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ㧗㱋⪅୍ேࡦࡾ㈐
௵ࢆࡿㆤ⪅ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢㆤ⪅ࡀ㧗㱋⪅ࡢሗࢆ⟶⌮ࡋࠊᐃᮇⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚࠾࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋḟ㔜せ࡞ࡇࡣࠊࡑࡢሗࢆࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡢࢫࢱࢵࣇࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊᮏேࡢពྥࡑࡗࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱ᚋ⥭ᛴᶵ⬟ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
࡛࠶ࡿࠋⓎ⇕ࠊ⬚③ࠊព㆑㞀ᐖ࠸ࡗࡓ≧ࠊ⬻༞୰ࠊᚰ➽᱾ሰ࠸ࡗࡓᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢽࣗࣝࡑࢀᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿែໃࢆసࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢃࡀᅜ࡛ࡣẼࡸ㞀ᐖࢆࡶࡘ㧗㱋⪅ࡢࢣࡣ㝔ࡸㆤタ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᚋࡲࡍࡲࡍ㧗㱋⪅ࡢྜࡀቑຍ
ࡋࠊ་⒪࣭ㆤ࣭ᖺ㔠ࢆ୰ᚰࡋࡓ♫ಖ㞀㈝ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㑊ࡅࡽࢀࡎࠊࡲ࡛ࡢࡼ࠺㝔ࡸㆤタࢆ୰
ᚰ㧗㱋⪅ࢣࢆ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠕ⏕άᨭ࣭ᗣᨭ࣭ㆤ࣭་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ」ྜタ⮬❧ᆺࠊᨭ
ᆺࠊㆤᆺ㧗㱋⪅ఫᏯཬࡧ㧗㱋⪅⮬Ꮿࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࢆ‶ࡓࡍ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑
ࣗࢽࢸࠖࡢࢹࡣࠊ㧗㱋⪅ࢣࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
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事務局便り

このところ、首相の国会答弁で「デフレマインド」の言葉が連発されている。
「広辞苑第四版」には載っていなかったので、
グーグルで検索した。マインド;

mind、1

心、意識、精神、2 .

好み、意向とあった。

政府の経済財政諮問会議の議員のひとり東京大学のI教授は、アベノミクス政策推進の立場から「デフレマインド」を語って
いる。「国民は将来への不安からとにかくお金を使わない」
「かたくななデフレマインドを壊さなければいけない」と。壊すた
めには、
「希望を見える必要がある」ということである。とりわけ、金融資産を持っている個人、すなわち、上場企業の42 %の
もつ金融資産としている人々に、希望を与えて、お金を使うようにする必要があるという。三本の矢(金融緩和、財政出動、成
長戦略)は、希望の政策だという。でも考えても、考えても、希望は見えるようには思えない。希望も未だ「マインド」である。
そこで、
「マインド」の近くにあった「マインドコントロール」が目についた。「マインドコントロール」とは、
「強制によらず、
さも自分の意思で選択したかのように、予め決められた結論へ誘導する技術、またその行為のこと」とあった。
2012年第7巻「事務局だより」で原発安全神話の東北・福島を訪問したことにふれた。「福島原発を修繕して再稼働を」と述
べた。これは希望のスローガンになるだろうか。現実は、原発作業員さえも立ち入れない地帯になって、管理放棄地帯、棄民
地帯になっていく危険性の方が高いかもしれない。私を含めた国民へ向けた安全神話は、究極の「マインドコントロール」で
あった。小泉元首相が、フィンランド
「オンカロ」の10万年後の最終処分場を見学し語った。「この施設での最大の心配は、
「10
万年後の人類が何を保管しているか判るだろうか」ということらしい。原発ゼロを」
「再稼働は無責任」は、理にかなった希望
ある発言である。2014年、再び、岩手、宮城、福島を訪問し、安全神話マインドコントロールから抜け出すアクションを試み
たい。
日本外交は、ダブルスタンダードであるとみなされている。東南アジアのASEANに対しては平和共同体づくりを唱えている
が、中国、韓国含む北東アジア外交ではそれは言えない。北東アジアはナショナリズムむき出しの地帯であるが、そのような
国同士がお互いを理解するには、コントロールされていない「マインド」が大切であると考える。それにしても、中国の年間
税収額が150兆円にも達しており、わが国の50兆円弱税収の３倍にもなる。GDPも追い抜かれており、経済的な勢いは全く異
なっている。わが国の「積極的ナショナリズム」の思想的な基底に「中国、韓国に対する負い目」というものがあるとしたら、
「精神的バランス」が壊れていくことは避けられない。金融緩和、財政出動、成長戦略も健全なマインドで立案されるべきであ
ろう。
第8巻の編集作業終了間近である。一年間の成果物収穫の一部が本誌に盛られることになる。今年は、馬場園教授と窪田主席
研究員を中心に、「高齢者健康コミュニティ」研究が大きく前進した年であった。CCRC研究所の活動や「NPO高齢者健康コ
ミュニティ」の設立等もこの研究発展の要因になったことも特筆しなければならない。さらに、この活動を支える財政には、
会費、寄付金等の浄財があてられている。監事の吉田公認会計士が、法務、税務、財務にわたって財政監理に努められ、会員
のみなさま、本誌読者のみなさま、関係者のみなさまに「健全運営」と「健康な発信」をお届けできていることを御報告できる
ことを嬉しく思う次第である。
2013 , 10 , 26 （事務局長
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➨  ᅇ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲Ꮫ⾡㞟ࡢ࠾▱ࡽࡏ
ࢸ࣮࣐㧗㱋⪅ࢣࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ᴾ
㸬 ᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼

㸬 ሙ㸸ᕞᏛ ་Ꮫ㒊 ⥲ྜ◊✲Ჷ  ྕᐊ㸦ᕞᏛ㝔ᆅ༊࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧
⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ

㸬Ꮫ⾡㞟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࠙㸬≉ูㅮ₇ 㹼ࠚ
ࢸ࣮࣐㸸┳ㆤ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
₇⪅㸸➉⏣᫂ᘯ㸦ḷᒣᏛ㸧
࠙㸬ᩍ⫱ㅮ₇ 㹼ࠚ
ࢸ࣮࣐㸸་⒪ㆤࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
㤿ሙᅬ ᫂ ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 
࠙㸬୍⯡Ⓨ⾲ 㹼ࠚ
࠙㸬᠓ぶࠚ㸨₇㢟Ⓨ⾲ᚋࠊ᠓ぶࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከᩘࡢࡈཧຍࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸬Ꮫ⾡㞟࣭ົᒁ
ࠛ  ⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ ᕞᏛ་Ꮫ㒊ࢥ࣭ࣛ࣎ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥϩ
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ົᒁ
7(/ )$;㸦┤㏻㸧(PDLO㸸LQIR#KFPDUNHWQHW

㸬Ꮫ⾡㞟ཧຍ࠾ࡼࡧ◊✲Ⓨ⾲⏦㎸
㸧Ꮫ⾡㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ⾲⏦㎸⥾ࡵษࡾᮇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ᚲ╔
 ࡢᏛ⾡㞟࣭ົᒁ㒑㏦ࡶࡋࡃࡣࣇࢵࢡࢫࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸨ࠕᏛ⾡㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ⾲⏦㎸᭩ࠖᚲせ㡯ࢆグධࡋࠊົᒁࡲ࡛㒑㏦࠶ࡿ࠸ࡣ )$; ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊⓎ⾲ෆᐜࡢ⌮ㄽⓗ◊✲࣭ᐇ㊶ⓗ◊✲ࡢ༊ู࠾ࡼࡧ◊✲ࢪࣕࣥࣝࠊⓎ⾲ᙧែࡶᛀࢀࡎࠊグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧Ⓨ⾲ᢒ㘓⥾ࡵࡁࡾᮇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ ᚲ╔
LQIR#KFPDUNHWQHW ࠊୗグࡢᢒ㘓ཎ✏᭩ᘧྜࢃࡏ࡚ῧࣇ࡛ࣝ㏦ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᮇ㝈ཝᏲ࡛ᚚ㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸺ᢒ㘓ཎ✏᭩ᘧ㸼
⏝ ⣬㸸$ ࢧࢬ
㡫 ᩘ㸸㸯㡫
వ ⓑ㸸ୖ PPࠊୗ PPࠊᕥ PPࠊྑ PP
ẁ ⤌㸸 ẁ⤌ࠊẁ㛫 PP
ᩥᏐᩘ㸸 Ꮠ  ⾜
ࣇ࢛ࣥࢺ㸸ࢱࢺࣝ㸹ᖹᡂゅࢦࢩࢵࢡ ࠊⴭ⪅࣭ᡤᒓ࣭ᮏᩥ㸹㹋㹑᫂ᮅ 
ᅗ ⾲㸸ྜࢃࡏ࡚  ࡘࡲ࡛
㸧Ꮫ⾡㞟ཧຍ㈝࣭⏦㎸
㸨ཧຍ㈝ࡣ↓ᩱ࡛ࡍࠋ
㸨ཧຍ⏦㎸ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᑒࡢࠕᏛ⾡㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ⾲⏦㎸᭩ࠖᚲせ㡯ࢆグධࡋࠊ ࡢົᒁࡲ࡛㒑㏦࠶ࡿ࠸
ࡣ )$; ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ つ⣙
➨ 㸯 ❶  ⥲

๎

➨  ᮲ ᮏࡣࠊࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖ
㸦7KH6RFLHW\RI+HDOWK&DUH0DQDJHPHQWDQG0DUNHWLQJ㸧
⛠ࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡣࠊ㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪࣭ಖ࣭⚟♴ࢆ㐃
ᦠࠊ⤫ྜࡋࡓࠊࡼࡾຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ࡞࣊ࣝࢫࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆ◊✲㛤Ⓨࠊ㐀ࡋࠊᆅᇦ♫㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
┠ⓗࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏ◊✲ࡢົᒁࢆ⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ
ᕞᏛ་Ꮫ㒊ࢥ࣭ࣛ࣎ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥϩ 
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ 㤿ሙᅬ᫂ ◊✲ᐊෆ⨨ࡃࠋ

➨ 㸰 ❶  

ᴗ

➨  ᮲ ᮏࡣࠊࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧

་⒪⚟♴⤒Ⴀ⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲ᴗົ

㸦㸧

ࡑࡢ་⒪⚟♴㛵㐃ศ㔝࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⯡ࡢ◊✲ᴗົ

㸦㸧

་⒪⚟♴㛵ࡍࡿ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ⏬ࠊ㛤ദ

㸦㸧

◊✲ᶵ㛵ㄅࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖ
࣭◊✲ࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢⓎ⾜

㸦㸧

㛵ಀㅖᏛࠊ༠ࠊᅋయࡢ㐃⤡ཬࡧ༠ຊάື

㸦㸧

ဨ┦ࡢぶ╬ࠊὶࡢ᥎㐍

㸦㸧

ࡑࡢࠊᮏࡢ┠ⓗ㈨ࡍࡿᴗࡢ㛤ദ

➨ 㸱 ❶  

ဨ

➨  ᮲ ᮏࡣࠊṇဨ㈶ຓဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸧ṇဨࡣࠊ་⒪⚟♴⤒Ⴀࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢཬࡧࠊ་⒪⚟♴ᨻ⟇➼㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ࠊ⌮ࡢᢎㄆࢆᚓࠊᡤᐃࡢ
㈝ࢆ⣡ධࡋࡓಶேࡍࡿࠋ
㸦㸧㈶ຓဨࡣࠊᮏࡢ┠ⓗ㈶ྠࡋ⌮࡛ᢎㄆࡉࢀࡓᅋయࡲࡓࡣಶேࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ဨࡣࠊᮏࡀⓎ⾜ࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ㄅࠊࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢ㓄ࢆཷࡅࠊᮏࡢຓゝࠊࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆཷࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨  ᮲ ṇဨࡣࠊḟ♧ࡍᡤᐃࡢᖺ㈝ࢆ⣡ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸧ṇဨ

 

㸦ణࡋࠊᕞᏛ⫋ဨࡣ  ࠊᏛ㝔⏕ࡣ  ࡍࡿ㸧
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➨  ᮲ ㈶ຓဨࡣࠊᮏ◊✲ࡢ㊃᪨ྠពࡋࠊ㐠Ⴀࢆᨭࡍࡿᅋయࠊಶே୍ཱྀ࡛  ௨ୖ㸦ఱཱྀ࡛ࡶྍ㸧ࡢ㈝ࢆ⣡
ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨  ᮲ ㏥ࡘ࠸࡚ᮏேࡽࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⌮࡛ᑂ㆟ࡋࠊ㏥ࢆㄆࡵࡿࠋࡲࡓࠊဨࡋ࡚㈝ࡢ⣡ධࢆ
 ᖺ㛫ᛰࡗࡓ⪅ࡣࠊ㏥ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢྡࢆയࡘࡅࡓࡾࠊࡲࡓࡣᮏࡢ┠ⓗࡍࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࡇࢀࢆ㝖ྡࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨ 㸲 ❶  ᙺ

ဨ

➨  ᮲ ᮏࡢᴗࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࠊṇဨࡢ୰ࡽࡢᙺဨࢆ㑅ฟࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗

 ྡ

㸦㸧⌮㛗

 ྡ

㸦㸧⌮

ⱝᖸྡ

㸦㸧ົᒁ㛗

㸯ྡ

㸦㸧┘

 ྡ

➨  ᮲ᙺဨࡢ௵ົࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࡣࠊᮏࢆ௦⾲ࡋົࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࡣࠊ⌮㛗ࢆຓࡅ࡚ົࢆศᤸࡋࠊᇳ⾜ࡍࡿࠋ
㸦㸧ົᒁ㛗ࡣࠊᮏࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧┘ࡣࠊົᒁ⌮ࡢ㐠Ⴀࢆ┘ᰝࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ⌮㛗ࡢ௵ᮇࡣ㸯ᮇ୍ᖺࡍࡿࠋ
ࡢᙺဨࡢ௵ᮇࡣ  ᖺࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
➨  ᮲ ᙺဨࡢ㑅ฟࡣࠊḟࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࠊ⌮㛗ࡣࠊ⌮ࡢ୰ࡽ㑅ࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮ࡣࠊṇဨࡢ୰ࡽ㑅ࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ


➨ 㸳 ❶  

㆟

➨  ᮲ ᮏࡢ㆟ࡣࠊ⥲ཬࡧ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㸧⥲ࡣࠊẖᖺ  ᅇ㛤ദࡋࠊᙺဨࡢ㑅ฟཬࡧᮏࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᑂ㆟࣭Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⥲ࡣࠊ⌮㛗ࡀྊ㞟ࡋࠊฟᖍဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
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㸦㸧⥲࠾ࡅࡿ㆟ࡣࠊฟᖍဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⮫⥲ࡣࠊ⌮ࡀᚲせㄆࡵࡓሙྜࠊࡶࡋࡃࡣဨࡢ  ศࡢ㸯௨ୖࡢせồࡀ࠶ࡿሙྜ㛤ࡃࠋ
㸦㸧⌮ࡣࠊᖺ  ᅇ௨ୖ㛤ࡁࠊᮏࡢᴗィ⏬୪ࡧࡇࢀక࠺ண⟬ィ⏬ࢆྵࡴ㐠Ⴀࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊ㆟Ỵࡍࡿࠋ

➨ 㸴 ❶  

ィ

➨  ᮲ ᮏࡢ⤒㈝ࡣࠊ㈝ࠊᐤ㔠ཬࡧࡑࡢࡢධࢆࡶࡗ࡚ᨭฟࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢィᖺᗘࡣࠊẖᖺ  ᭶  ᪥ጞࡲࡾࠊ⩣ᖺ  ᭶  ᪥⤊ࢃࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢỴ⟬ሗ࿌ཬࡧண⟬ࡣࠊ⥲࠾࠸࡚ᑂ㆟Ỵᐃࡍࡿࠋ



๎

㸦㸧ᮏ๎ࡣࠊ⥲࠾࠸࡚ฟᖍဨࡢ  ศࡢ  ௨ୖࢆᚓࡓỴ㆟ࡼࡾኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸧ᮏ๎ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ





ᙺ ဨ
⌮



㛗㸸 㤿ሙᅬ ᫂

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ

 ⌮  㛗㸸 Ⲩᮌ ⓏⱱᏊ

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ



ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ

⌮

ⴗཎ ᫂ே
㸸 ὠ⏣ ᩄ⚽

ᒸᒣᏛᏛ㝔⎔ቃᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

 ົ ᒁ 㛗㸸 ᒣ㷂 ဴ⏨

⚟ᒸᏛᏛ㝔ἲᏛ◊✲⛉

ᖍ◊✲ဨ㸸 ❑⏣ ᫀ⾜

་Ꮫ༤ኈࠊ࣌ࣥࢩࣝࣂࢽᏛࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ་Ꮫ⤒Ⴀ⟶⌮Ꮫࢥ࣮ࢫ 0%$

┘

බㄆィኈ

㸸 ྜྷ⏣ ᶞኵ
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ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖᢞ✏つᐃ

㸯ࠊᢞ✏ㄽᩥࡣ་⒪⚟♴⤒Ⴀ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㞧ㄅᮎⓎ⾲ࡢࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰ࠊᢞ✏ࡢ✀㢮ࡣཎⴭࠊ⥲ㄝࠊ▷ሗࠊᐇ㊶άືሗ࿌ࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࠊ㈨ᩱ࡞ࡍࡿࠋ
㸱ࠊேࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊✲ሗ࿌ࡣ࣊ࣝࢩࣥ࢟ᐉゝࡢ⢭⚄ἢࡗࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲ࠊㄽᩥࡣࠕᇳ➹せ㡿ࠖᚑ࠸ࠊᩥࡲࡓࡣⱥᩥ࡛グࡋࠊู⣬ⱥᩥࡢᢒ㘓࡞ࡽࡧⱥ࣭㸦ⱥᩥㄽᩥ࡛ࡣⱥࡢࡳ㸧ࡑࢀ
ࡒࢀ  ㄒ๓ᚋࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆࡅࠊࡑࢀࡽࡢࢥࣆ࣮ 㒊㸦ᅗ⾲ࢆྵࡴ㸧ࢆࡑ࠼࡚ᥦฟࡍࡿࠋࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࠊ㈨ᩱ
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᢒ㘓ࡣ┬␎࡛ࡁࡿࡇࡍࡿࠋ
㸳ࠊᰝㄞ⤊ᚋࠊ᭱⤊ཎ✏ᥦฟࡣࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹࢫࢡࢆῧࡍࡿࠋ
㸴ࠊཎ✏ࡢྲྀᤞ㑅ᢥࠊຍ㝖ゞṇࡢせồࠊᥖ㍕㡰ᗎࡢᣦᐃࠊᰯṇ㸦ึᰯࡣⴭ⪅㸧࡞ࡣ⦅㞟ጤဨࡀ⾜࠸ࠊ⦅㞟ጤဨ㛗ࡢྡ
࡛ⴭ⪅㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸵ࠊᮏㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ➼ࡢⴭసᶒࡣ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ᒓࡍࡿࠋ
㸶ࠊཎ✏ࡣ᭩␃౽࡛ᑒ⟄ࡢ⾲ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖᮒ᭩ࡋࠊ᭩␃౽࡛ୗグᐄ㏦ࡿࡇࠋ

ࠛ ⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ
㤿ሙᅬ ᫂



ᇳ➹せ㡿
㸯ࠊཎ✏ࡢ⾲⣬ࡣ⾲㢟ࠊⴭ⪅ྡࠊᡤᒓᶵ㛵ྡࠊ௦⾲ⴭ⪅ࡢ㏻ಙඛ㸦௨ୖⱥ୧ᩥ㸧
ࠊㄽᩥࡢ✀㢮ࠊ⾲࠾ࡼࡧᅗࡢᩘࠊู
ๅㄳồ㒊ᩘࢆ᭩ࡃࠋ࡞࠾ูๅ  㒊ࡣ↓ᩱࡍࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖࡢ㏣ຍࡘ࠸࡚ࡣ  㒊ࡈ㈝⏝ࡀ  ࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㸰ࠊᩥཎ✏ࡣ࣮࣡ࢻࣉࣟࢭࢵࢧ࣮ࢆ⏝࠸ $ ุ⏝⣬  Ꮠ [ ⾜㸦 Ꮠ㸧ᶓ᭩ࡁࡍࡿࠋㄽᩥࡣࠊⱥᩥᢒ㘓㸦 ㄒ
௨ෆ㸧࠾ࡼࡧࡑࡢヂᩥࢆࡘࡅࡿࠋⱥᩥᢒ㘓ࡣࠊ3XUSRVH0HWKRG5HVXOWV'LVFXVVLRQ ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᵓ㐀
ࣈࢫࢺࣛࢡࢺࡍࡿࠋ
㸱ࠊⱥᩥཎ✏ࡣ $ ุ⏝⣬ࢲࣈࣝࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢱࣉࡍࡿࠋㄽᩥࡣࠊⱥᩥᢒ㘓㸦 ㄒ௨ෆ㸧࠾ࡼࡧᩥせ᪨㸦ࠊ
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