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行動シナリオ応援キャラクター
総合的な教育改革の関連情報を本学ウェブサイトに掲載

「もりかも」

しています。場所：トップページ左上の「総長談論バナー」
→「入学時期の在り方についての検討などの総合的な教育改革」

URL : http://www.u-tokyo.ac.jp/gen02/fall.enrollment.html

本特別号の趣旨
本学では、平成23年4月に「入学時期の在
り方に関する懇談会」
、平成24年4月に「入
学時期等の教育基本問題に関する検討会議」
（以下、
「基本検」
）
を設置し、総合的な教育改
革の在り方について検討を重ねてまいりまし
た。
そして、このたび、役員会の諮問機関であ
る基本検の答申に基づき、平成25年7月25日
の役員会にて「学部教育の総合的改革に関す
る実施方針」
（以下、
「実施方針」
）
を議決しま

Contents

した。
今後は実施方針に沿って、全学実施体制を
整備した上で、
「学部教育の総合的改革に係
るアクションリスト」の実施、全学部での4

p.3-9

ターム制の導入、秋季入学の拡充・推進、
「部

［特集］

局別改革プラン」の策定・実施などといった

学部教育の総合的改革の実施方針

取組を逐次実行していく段階へと移ります。
改革を確実に実行するためには、各教職員

p.10

が本学の方針を理解・共有し、一丸となって

［コラム］

取り組んでいくことが必要です。本特別号で

進む、総合的な教育改革

は、実施方針とこれまでの検討の経緯につい
て紹介します。

p.11-64

［全文収録］

基本検答申

〜学部教育の在り方について、全学的にこれ
ほどまでに深く議論が行われ、かつ全学的に
取り組む意識と態勢が整ったことは、東京大

p.65

学の長い歴史において画期をなすものです

［付録］

総合的な教育改革の検討経緯

（濱田総長メッセージより）
〜
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［特集］

学部教育の総合的改革の実施方針
―東京大学憲章の謳う「世界的視野をもった市民的エリート」の育成のために、本
学の教育はどうあるべきか。秋季入学の構想を視野に入れつつ検討し、提言するこ
と―
役員会からの諮問を受け、
「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議」は平
「学部教育の総
成24年5月に検討を開始。約1年2ヶ月間に渡る議論の成果として、
合的改革について」と題する答申を提出しました。
この特集では、答申を踏まえて 7月25日付けで策定された本学の教育改革の実施
方針を詳しく紹介します。
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「学部教育の総合的改革に関する実施方針」
の公表に当たって
実施方針の実行に向けた濱田総長からのメッセージです。

このたび東京大学では、役員会において、
「学部教育の総合的改革に関する実施方針」を決定
しました。これは、本年6月に役員会に提出された、
「入学時期等の教育基本問題に関する検討
会議」答申の趣旨を踏まえて行われた機関決定です。今後、この実施方針に則り、平成27年度
末までの実行を目途に、
「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」の実施、全学部での

4ターム制の導入、秋季入学の拡充と推進、
「部局別改革プラン」の策定と実施、中期計画の変
更及び策定等の取組みを逐次進めてまいります。
総長

先般、私は、
「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申を受けて」と題する総長所信
（平成25年6月18日付）
を出しました。そこでも述べているように、学部教育の在り方について、
全学的にこれほどまでに深く議論が行われ、かつ全学的に取り組む意識と態勢が整ったことは、
東京大学の長い歴史において画期をなすものです。この意義ある改革を迅速かつ確実に実行し、
グローバル化の時代に真正面から応えるべく大学の教育力を抜本的に強化するため、新設した
臨時教育改革本部の本部長として、私も全学の構成員とともに全力を尽くしていく所存です。

東京大学が進めようとしている改革には、他大学や産業界との連携を図りつつ、社会システ
ムの改革と同期・協調していくことが求められるものも少なくありません。自主的・自律的な
教育改革を通じて社会の負託に力強く応えていく決意である旨、改めて申し上げるとともに、
引き続き、本学の教育研究活動と日本の高等教育のさらなる飛躍のため、各界の幅広い御理解
と御協力をお願いいたします。
（平成25年7月26日）
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学部教育の総合的改革に関する実施方針
基本検からの答申を受け、
7月25日に役員会が「学部教育の総合的改革に関する実施方針」
を議決しました。
実施方針は本
（6〜8ページ）
からなっています。
今後、
改革の実
文
（本ページ）
と、
アクションリストの実施や4ターム制の導入を掲げる別紙
を整え、
その内容を実施していきます。
施体制
（9ページ）

入学時期等の教育基本問題
に関する検討会議

1. アクションリストの実施

本学の役員会の下に平成24
年設置。3名の理事のほか、
教育企画室、入試企画室、国

入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申「学部教育の総合的改革について」
（平

際本部、複数の研究科の長ら

成25年6月13日）
を踏まえ、現行の第2期中期目標・計画期間
（平成27年度末まで）
に「学部

が名を連ねる。秋季入学構想

教育の総合的改革に係るアクションリスト」
（別紙1）
の掲げる諸事項を実施する。

を視野に入れつつ教育の基本
問題についての検討を行い、
平成25年6月に答申を提出し
た。15-64ページに答申全文
を掲載。

中期目標・計画
中期目標は6年間において国

2．学事暦の見直し
「当面の学事暦の見直しに係る方針」
（別紙2）
に基づき、国際流動性の向上等の観点から、

立大学法人が達成すべき業務

第2期中期目標・計画期間中に授業期間の4ターム制を全学部で導入し、学部の秋季入学コ

運営に関する目標のこと。文

ースの拡充を図りつつ、秋季入学の環境整備に向けた社会への働きかけ及び他大学との連携

部科学大臣があらかじめ国立
大学法人の意見を聴き、定め

協力を強化する。これらの取組の成果を踏まえ、第3期中期目標・計画期間
（平成28〜33年度）

る。中期計画はそれを達成す

に秋季入学の拡充と推進に向けた必要な措置をとる。

るために国立大学法人が作成
する計画で、文部科学大臣の
認可を受けなければならない
（国立大学法人法より）
。第2
期中期目標・計画期間は平成

22〜27年度。

学部の秋季入学コース
本学では英語による授業のみ

3．改革の実施体制
教育活動の運営に関わる既存の全学的組織の見直しを図りつつ、改革の実施のための全学
体制を構築する。各教育研究部局は「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」に則

で学位が取得できる教養学部

って、
「部局別改革プラン」を策定・実施する。本部は、全学的な観点に立って改革のため

のコース
（Programs in English

の資源を確保し、各部局の改革の進捗状況を評価の上、戦略的な資源配分を行う。

（PEAK ））
で秋季入
at Komaba
学を実施している。

4．中期計画の扱い
前各項の実施に向け、必要に応じ、第2期中期計画の変更に係る所要の手続きをとる。また、
本実施方針の検証・見直しを適時に行い、その結果を第3期中期計画の策定作業に反映させる。

（平成25年7月25日 役員会議決）

55

features

no.1443 / 2013.9.2

実施方針解説 その1

アクションリストの実施

実施方針「別紙1」
のアクションリストには、
基本検答申に基づき、
改革の原則・方向性を示すⅠ〜Ⅴの5つの柱の下、
21項目の

10ページにはすでに本学で進め
取組が掲げられています。
実施方針ではこれらを平成27年度末までに実施するとあります。
ている取組のいくつかを紹介しています。
併せてご覧ください。

ＧＰＡ
（Grade Point Average）
客観的な成績評価を行う方法

学部教育の総合的改革に係るアクションリスト（実施方針「別紙1」）
―ワールドクラスの大学教育の実現に向け、
今取り組むべきこと―

として大学に導入されている
もので、一般に授業科目ごと
に5段階
（例えばＡ、
Ｂ、
Ｃ、
Ｄ

Ⅰ 学びの質の向上・量の確保

及びＦ）
で成績評価を行い、
ポイントを付し、この単位当
等に活用する制度。

育の普及・展開
（科目ナンバリング制の導
入を含む）

それぞれ4から0のグレード・
たりの平均を出し、学修指導

• 習熟度別授業など能力・適性に応じた教

• 学生をしっかりと学ばせる仕組みの確立
（学習総量の確保、成績評価の厳格化、

• ｅラーニングの積極的な活用による教育
方法の改善

GPA活用による学習支援、キャップ制の
導入、週複数回授業の普及など）

キャップ制
学生が1年間又は1学期に履
修科目として登録可能な単位
数の上限を定める仕組み。大

• 教育方法の改善に対応するFD活動の推進
（TA制度の改善、
「フューチャー・ファカ
ルティ・プログラム
（FFP）
」の確立を含む）

学設置基準によると、学生が
各年次にわたって適切に授業

• 学びの質を向上し、量を確保する観点か

要件として修得すべき単位数

らの学事暦の見直し
（4ターム化に伴う授

履修科目として登録すること

ローバルリーダー育成プログラム
（GLP）
」

なっている。

の構築と展開

Ⅱ 主体的な学びの促進
週複数回授業

業期間について、
「10週また

• サービスラーニングの導入、ならびに「初

• 点数至上の価値観のリセットを目指した
全学的な導入教育の強化

進するため、教育上必要があ

た特別休学制度の活用の検討を含む）

•「教え授ける」
（ティーチング）
から「自ら

り、かつ十分な教育効果をあ

学ばせる」
（ラーニング）
への転換を目指し

げることができると認められ

た授業の改善
（少人数チュートリアル授業

る場合には、より弾力的な授
業期間の設定が可能となった。
同改正に基づく事例の1つと

• サマープログラムの開発等による多様な
学習体験の機会の飛躍的な拡充

の導入、アクティブラーニングの普及な

• 海外大学等との互換性、学生・教員の国

ど）

して、
「週複数回授業の実施」
が挙げられている。

年次長期自主活動プログラム
（FLY）
」の定
着とその成果の普及
（学士課程全体を通じ

は15週」の講義を中心とし
た授業のあり方の多様化を推

グラムや全学交換留学制度の拡充など）

• 高度なトライリンガル人材を育成する「グ

ることが、大学の努力義務と

成25年3月29日）により、授

外国人教員、PEAK・AIKOM等の国際プロ

業形態の変更など）

ができる単位数の上限を定め

大学設置基準の一部改正
（平

• 多様性に富む学習環境をつくる「グロー
バル・キャンパス」
の実現
（英語による授業、

科目を履修するため、卒業の
について、学生が一定期間に

Ⅲ 流動性の向上と学習機会の多
様化

際流動性を高める観点からの学事暦の見

• 学生の主体的な履修を支えるカリキュラ
ムの柔軟化
（進学・卒業の要件の見直しを
含む）

6
6

直し（タームの分割、夏季休業の拡大など）

features
ＦＤ
（ファカルティー・ディベロッ
プメント）
教員が授業内容・方法を改善
し向上させるための組織的な
取組の総称。本学ではFDの
基本方針を策定し、①教授法
の開発、②カリキュラムの開
発、③組織の開発といった取
組を推進することとしている。
概要は学内広報1435号を参
照。

Ⅳ 学士課程としての一体性の
強化
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AIKOM (Abroad in Komaba)
本学の教養学部と19カ国29大
学との間で行われている1年間
の交換留学制度。授業料相互
不徴収と単位互換を前提とし
ている。学部学生を海外に送
り出すだけでなく、受け入れ
た海外留学生向けの英語で行
われる授業に日本人学生を参
加させることで、海外と日本
とで二重の国際化を図る特色
ある取組。受け入れ、派遣と

フューチャー・ファカルティ
・プロ
グラム
（FFP）

• 大学での学びを俯瞰する全学的な導入教

もに利用者は毎年約25名にの
ぼり今後も増加する見通し。

10ページを参照。
グローバルリーダー育成プログ
ラム
（GLP）

育の強化
アクティブラーニング

• 学士課程の一貫性の観点に立ったカリキ

10ページを参照。

教員による一方向的な講義形

ュラムの順次性・体系性の見直し

式の教育とは異なり、学習者
の能動的な学習への参加を取
り入れた教授・学習法の総称。

• 評価尺度の多元化の観点に立った後期課

学習者が能動的に学ぶことに

程進学制度の構築

よって、後で学んだ情報を思
い出しやすい、あるいは異な
る文脈でもその情報を使いこ

• 全学に開放された共通授業科目制度、部

なしやすいという理由から用

局横断型教育プログラムの普及と展開

いられる。発見学習、問題解
決学習、体験学習、調査学習
等が含まれるが、教室内での
グループ・ディスカッション、
ディベート、グループ・ワー

Ⅴ 教育制度の大枠の改善

サービスラーニング
教育活動の一環として、一定
の期間、地域のニーズ等を踏
まえた社会奉仕活動を体験す
ることによって、それまで知
識として学んできたことを実
際のサービス体験に活かし、
また実際のサービス体験から
自分の学問的取組や進路につ
いて新たな視野を得る教育プ
ログラム。

ク等を行うことでも取り入れ
られる。

• 多様な学生構成の実現と学部教育の活性

科目ナンバリング

化を目指した推薦入試の導入

初年次長期自主活動プログラ
ム
（FLY Program)

10ページを参照。

授業科目に適切な番号を付し分
類することで、学習の段階や順

• 社会の変化を踏まえた入学定員の適正な

序等を表し、教育課程の体系

規模・構成の提示
（所要の組織体制の見直

性を明示する仕組み。①大学内
における授業科目の分類、②複

しを含む）

推薦入試の導入

10ページを参照。

数大学間での授業科目の共通
分類という二つの意味を持つ。
対象とするレベル
（学年等）
や学

• PEAKの充実を図りつつ、秋季入学の環境

問の分類を示すことは、学生が

整備に向けた社会への働きかけ、他大学

適切な授業科目を選択する助け
となる。

との連携協力の強化

主な出典：
○
「新たな未来を築くた
めの大学教育の質的転換
に向けて〜生涯学び続け、
主体的に考える力を育成
する大学へ〜（答申）
」
（平

• 学部・大学院の一貫的な教育プログラム
の研究開発、ならびに優秀な学部学生が

PEAK (Programs in English
at Komaba)

大学院レベルの学習にアクセスする機会

10ページを参照。

の拡大
（早期卒業制度の導入、科目履修の

成24年8月28日中央教育
審議会）
○
「高等教育に関する質
保証関連用語集第3版 」
（独立行政法人大学評価・
学位授与機構）

弾力化など）
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実施方針解説 その2

4ターム制の導入

実施方針「別紙2」
では、
基本検答申に基づき、
当面の学事暦の見直しの方針として、
4ターム制の導入について示されていま
す。

4ターム制

当面の学事暦の見直しに係る方針（実施方針「別紙2」）

4ターム制の類型は基本検答
申の別紙「学部教育の総合的
改革における学事暦の在り
方」
（企画調整部会）
の中で示

1. 学事暦見直しの基本的な考え方

されている。47ページを参照。

（1）学びの質の向上・量の確保に寄与するとともに、学生の主体性を尊重した教育活動を展
開し、国際的な流動性を高めることに資することを基本的な観点として見直しを行う。
学士課程全体を通じ、学生の科目履修や自主的な学習体験の活動を柔軟に行い得るよう
にする
（個に応じた学事暦のデザイン）
。
（2）各学部・研究科間の共通性に留意しつつ、それぞれの実情を踏まえ、実施時期・形態に
ついて一定の自由度を許容する枠組みとする。
（3）学士課程教育の一貫性を高め、総合的な教育改革の取組に資するものとなるよう留意し
て設計する
（特に、各部局のカリキュラム改革や進学振分け制度の見直しと整合し、そ
れらを促進する基盤となるようにする）
。

2. 望ましい学事暦が具備すべき要素
（1）点数至上の価値観をリセットし、主体的な学習態度への転換を図るため、4月の入学か
ら最初の学期を導入教育の重点期間として位置付け、その特質を踏まえた教育課程を編
成する
（全学的な参画・協力による導入教育の強化）
。
（2）国内大学との関係をも踏まえ、学年は4月から翌年3月末までとする。その枠組みの下、

4ターム制による授業運用を積極的に導入し、短期留学の機会の拡大や授業方法の改善・
転換
（週複数回授業や双方向型の授業の普及など）
を併せて進める。
（3）学生の科目履修や教員の科目担当に柔軟性をもたせ、教育分野や学生の実情に応じ、夏
季休業期間の選択的拡大及び有効活用を可能とする
（6〜8月におけるサマースクールを
通じた国際的な学習体験などの豊富化、教員の研究活動の活性化など）
。
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実施方針解説 その3

改革の実施体制

実施方針に基づき、
教育改革の実施体制を以下のとおり整備します。

総 長

臨時教育改革本部

入試監理委員会

本部長：総長

委員長：総長

構成員：理事、
副学長、
部局長等

○入試制度、
推薦入試、
入試運営
体制等に関わる検討を行う。

学部教育改革臨時委員会
秋季入学推進会議

委員長：教育改革担当理事
委員：関係理事、
副学長、
学部長、
研
究科長等
○カリキュラム改革、
教育制度等に関する
部会等を設置し、
企画・審議・実施を一
体的に扱う。

大学院教育検討会議

… 新たに設置する組織
（臨時教育改革本部を除き、
名称は仮称）

99

column corner

no.1443 / 2013.9.2

［コラム］

進む、
総合的な教育改革

本学では、
すでにさまざまな教育改革が進みつつあります。
以下、
その一部を紹介します。

初年次長期自主活動プログラム
（FLY Program）

Programs in English at Komaba
(PEAK)

入学した直後の学生が、自ら申請し

教養学部に開設された英語

て1年間の特別休学を取得したうえ

による授業科目のみからな

で、自らの選択に基づき、本学以外

る学位プログラム。平成

の場において、ボランティア活動や
就業体験活動、国際交流活動など、

24年10月から開始（初年度
入学者は11カ国から27名）
。

長期間にわたる社会体験活動を行い、

学部段階で初の秋季入学を

そのことを通じて自らを成長させる、

実施している。

自己教育のための仕組み。開始初年
度の平成25年度には11名が参加。

http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/

（詳しくは学内広報 1431 号をご覧ください。）

推薦入試の導入計画

体験活動の推進
学部前期・後期課程の学生を対象と

本学のアドミッション・ポリシーを
よりよく実現するため、入学者の選

し、大学生活とは異なった考え方や

抜方法・尺度を多元化し、高等学校

発想、行動様式または価値観と触れ

等での学習成果を適切に評価する観

合うための多様な形態と内容のプロ

点から、基本となる前期日程試験を

グラムを提供している
（主に夏季休

維持しつつ、後期日程試験の後継と

。実施初年度
業期間に1週間程度）

して推薦入試を平成28年度から導

となった平成24年度は国内外合わ

入予定。

せて約50のプログラムが提供され、
約180名の学生が参加した。
（詳しくは学内広報 1441 号をご覧ください。）

http://www.u-tokyo.ac.jp/stu03/e01_06_01_j.html
（本学のアドミッションポリシーや濱田総長から高校生に向けた
メッセージが「大学案内」に掲載されています。）

フューチャー・ファカルティ
・プログラム
（FFP）
の推進

グローバルリーダー育成プログラム
（GLP）
国際社会で指導的役割を果たす人材
（グローバルリー

大学教員を目指す大学院学

ダー）
の育成を目指し、学部学生に高度な語学教育、

生を対象に、
「教育」への

文理融合した分野横断型教育、海外サマープログラム

意識を高め、実践的な力を

などの国際体験の提供を行うプログラムを構築中。

身につけることを目的に平
成25年から開設した短期
間・履修証プログラム。修
了者には公式の履修証が交
付される。
http://www.todaifd.com/ffp/program/
（上記ウェブサイトには、FFP のほか、本学の FD の方針、他大学
の事例などが紹介されています。）
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役員会にて答申を濱田総長に提出する佐藤愼一理事・副学長
（平成25年度基本検座長）
平成25年6月13日撮影

［全文収録］

基本検答申
「タフな東大生の育成」
「グローバル・キャンパスの形成」
、
を掲げた
「行動シナリオ」
（平成 22 年）や「国際化長期構想
（提言）」
（同年）
。
「よりグローバルに、よりタフに」学生を育成する手段としての秋季入学移行を
。
提言した「入学時期の在り方に関する懇談会
（報告）
」（平成 24 年）
これまで実に多くの本学関係者がこの一連の教育改革の議論に参加してきまし
た。
このたびの実施方針のベースとなった入学時期等の教育基本問題に関する検討会
議
（基本検）
の答申も、これらの議論の背景にある問題意識を共有しています。ここ
では、答申の全文と、それを受けた濱田総長の所信を紹介します。

11
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入学時期等の教育基本問題に関する検討会
議答申を受けて
（総長所信）
―東京大学の学部教育の歴史的な改革に向けて―

基本検から役員会に提出された答申を受けて、
6月18日の教育研究評議会において濱田総長が表明した所信です。

このたび、
「入学時期等の教育基本問題に関

大学教育の実現」に欠かせないものであり、

する検討会議」より役員会への答申を受け取

これらの事項への着実な取組なくしては、教

りました。秋季入学構想という教育システム

育の国際標準を目指す秋季入学構想の意義も

の大枠の課題提起に始まり、全学をあげた活

大きく減殺されます。実際、取組の中には、

発な議論を経て、グローバル時代における大

世界の有力大学の間ですでに一般的になって

学の教育力を抜本的に強化する総合的な教育

いるものも少なくありませんが、本学の高い

改革に向けた全学の意識と態勢がここに整っ

研究水準と多様な個性に裏付けられた強みを

たことは、東京大学の歴史において画期をな

生かしてさらなる創意工夫を凝らし、各取組

すものであり、社会の未来に責任を持つ大学

の相乗効果が十分に発揮されて東京大学なら

の自治の成果として誇りとなることです。以

ではの魅力と競争力が実現できるように、総

下、本答申の意義についての私の基本認識と、

合的な教育改革の各場面で大胆なチャレンジ

役員会としての当面の対応の方向について、

を進めたいと思います。

申し述べます。
本答申においては、教育内容・方法の改善
とともに、その「枠」となる学事暦の問題に
（本答申の意義についての基本認識）

ついて、本学の対応の方向性が示されていま
す。今般、
「思い切った取組を、逐次であれす

本答申は、東京大学憲章の理念に基づき、

みやかに実行していく」
（平成24年9月26日付

本学の学部教育をめぐる課題を直視し、改革

総長所信「総合的な教育改革の加速に向け

の原則・方向性として、①学びの質の向上・

て」
）
という観点に立ちつつも、国際標準の学

量の確保、②主体的な学びの促進、③流動性

事暦の実質を構成するに相応しい教育内容・

の向上と学習機会の多様化、④学士課程とし

方法への本質的な取組が幅広く提起されると

ての一体性の強化、⑤教育制度の大枠の改善

ともに、国際流動性を格段に高める工夫を凝

を掲げています。それらは、急速なグローバ

らした4ターム制の新学事暦案が示され、平

ル化と不透明性の高い時代に相応しく、さら

成27年度末までに漸次導入する方針が提言さ

に水準の高い教育を目指し、学生を「よりグ

れたことは、両者あいまって、秋季入学構想

ローバルに、よりタフに」育成して知的な総

の実現に向けた重要なステップになると受け

合力を高めていくために決定的に重要な事柄

止めています。各タームの活用法については

であり、この五つの柱の下、
「アクションリス

総合的な教育改革全体として連動することで、

ト」に掲げられた具体的な取組を、すみやかに、

学生への教育効果をさらに高めるべく各部局

かつ確実に実行していくことが、学生と社会

において多様な工夫がなされうる条件が整い

に対する東京大学の教職員の重大な責任であ

ますが、とりわけ、受験勉強で培ってきた学

ると考えています。

びを「大学での学び」に転換し発展させる導
入教育や、学生の主体性や課題意識を社会と

とくに、
「教育内容・方法に関する事項」は、

ともに育てていくギャップターム型の柔軟な
学びの仕組みも、積極的に取り入れていきた

答申の基軸となっている「ワールドクラスの

12
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いと思います。学事暦見直しについては、国

直しなどの諸課題を踏まえ、適切な実行体制

内の諸大学でも議論が活発化していますが、

をつくり、直ちに取組に着手したいと考えて

私としては、日本社会のグローバル化を先導

います。

しようとする諸大学が同期して秋季入学を軸
答申では、教育研究部局を念頭に置きつつ、

とするシステムへすみやかに移行し、次代の
日本社会を担う若者に責任を持てる高等教育

「部局別改革プラン」の策定・実施も求めて

の姿を実現したいと考えています。そのため

おり、全学体制づくりを待つこと無く、必要

に、修業年限の柔軟化や高大接続のあり方な

な体制をすみやかに整備いただければと思い

ども視野に入れつつ大学としての諸課題にさ

ます。各部局においては、今般の改革を先取

らなる取組を進めることはもちろん、協議体

りするような意欲的な取組もすでに展開され

の設置など大学間あるいは産学官の幅広い連

ており、そうした従来の実績ある取組を支援

携を図りながら、国家資格試験の時期・回数

するとともに、新たな先導的・実験的な取組

や採用時期・方法などにかかわる社会的な環

にも果敢に挑戦できるよう、資源の確保と戦

境整備のために動きを強める所存です。

略的配分を行っていくつもりです。それによ
り、各部局が優れた魅力ある教育を追求して
競い合う一方、学生が自らの能力と適性に応

さらに、答申は、
「教育制度の大枠の改善」
として、入試、入学定員、学部・大学院間の

じて学びのコースや進路を主体的に選択でき

制度などについて課題提起を行っています。

るような環境が生み出されていくはずです。

新学事暦の導入を図りつつ、教育内容・方法
の改善を確実に実行していこうとする場合、
大学改革に対する社会の期待が高まる中で、

こうした制度的課題への取組は避けて通れま
せん。また、学部段階の秋季入学に先鞭をつ

本学における改革の動きは一挙一動が社会か

けたPEAKの成果を発展させつつ、全学の教

ら注視されています。日本と世界の明日を力

育の国際化を牽引する拠点となる組織体制を

強く担う知的な若者を育成していくために、

構築していきたいと考えています。

学部教育の総合的改革の確実な実行に向け、
教職員の皆さんとともに全力を尽くす決意で
す。

（役員会としての当面の対応の方向）
（平成25年6月18日）
役員会としては、まず、答申の趣旨を踏ま
えて、
「学部教育の総合的改革に関する実施方
針」の策定をすみやかに行う予定です。実施
方針を策定の後は、答申で示された「全学体
制によって検討・実施すべき課題」
、具体的
には、カリキュラムの再構築、初年次教育の
強化、進学振分けや入試運営・実施体制の見

13
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学部教育の総合的改革について
（答申）

―ワールドクラスの大学教育の実現のために―

実施方針は6月13日に基本検が提出した答申を踏まえたものです。
平成24年5月以降、
本学の教育の在り方をめぐって重ね
られた議論の成果である基本検答申の全文を掲載します。

基本検に諮問を行う濱田総長
（左）
と清水孝雄理
事・副学長
（平成24年度基本検座長）
（右）
平成24年5月

基本検企画調整部会の議論の風景

基本検に総長所信
（第2次）
を表明する濱田総長

基本検審議経過報告に関する教職員・学生のため

平成24年9月

の説明会の様子。左から濱田総長、清水孝雄理事・
、佐藤愼一理事・
副学長
（平成24年度基本検座長）
副学長
（平成25年度基本検座長）
平成25年3月

基本検の議論の風景

濱田総長
（右）
に答申を提出する佐藤愼一理事・副
学長
（平成25年度基本検座長）
（左）
平成25年6月

※職名は撮影当時のもの。
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  㧔㧝㧕✚ว⊛ߥข⚵ߩᣇ㊎㩷
  㧔㧞㧕ቇᥲߩ⋥ߒ㩷
 ╙㧠 ᓟߩᡷ㕟ߩታⴕߦะߌߡ㩷㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㩷㫇㪅㪊㪏㩷
  㧔㧝㧕ᢎ⢒ᡷ㕟ߦะߌߚోቇߩ᭴▽㩷
  㧔㧞㧕ㇱዪߦ߅ߌࠆข⚵㩷
  㧔㧟㧕✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߦଥࠆ࠰ࠬ㩷
  㧔㧠㧕⚿߮㩷
㩷
㩷
㧨⚕㧪㩷
 ቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦ߅ߌࠆቇᥲߩࠅᣇ㧔ડ↹⺞ᢛㇱળ㧕㩷㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㩷㫇㪅㪋㪉㩷
㩷
㩷
㧨ෳ⠨⾗ᢱ㧪㩷
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ⷐ  ⚂
ߪߓߦ
ቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏㧔એਅޟၮᧄᬌޕ߁ߣޠ㧕ߪޔᓎຬળߩਅޔᐔᚑ䋲䋴
ᐕ䋴ߦ⸳⟎ߐࠇߚޕหᐕ䋹ߦၮᧄᬌડ↹⺞ᢛㇱળ߆ࠄߩਛ㑆ႎ๔ࠍቇౝ⼏⺰ߦઃߔߥߤޔቇౝ߆ࠄ
ߩᄙ᭽ߥᗧࠍ〯߹߃ߡ⺰ὐᢛℂࠍㅴޔᐔᚑ䋲䋵ᐕ䋲䋲䋸ᣣߦޟቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦߟߡ̆ࡢ
࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇᢎ⢒ߩታߩߚߦ̆ޠ㧔ክ⼏⚻ㆊႎ๔㧕ࠍᓎຬળߦឭߒߚޕክ⼏⚻ㆊႎ๔ߪޔ
หᐕ䋳ߦ᭴ᚑຬߦะߌߡߐࠇޔฦㇱዪߦ߅ߌࠆᵴ⊒ߥ⼏⺰ࠍ⚻ߡޔ䋴ߦߪߘࠇߙࠇ߆ࠄߩᗧ
߇␜ߐࠇߚޔ⥸ޕၮᧄᬌߪߩࠄࠇߎޔᄙ᭽ߥᗧࠍ〯߹߃ߡክ⼏⚻ㆊႎ๔ߩ⋥ߒࠍⴕޔቇㇱᢎ
⢒ࠍਛᔃߣߔࠆ✚ว⊛ߥᡷ㕟ߩᣇ㊎ߦߟߡឭ⸒ࠍߣࠅ߹ߣߡߒߣ↳╵ޔᓎຬળߦឭߔࠆ߽ߩߢ
ࠆޕ
╙㧝 ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡߩၮᧄ⼂ߣ⚻✲
ᐔᚑ䋱䋵ᐕ䋳ߦ╷ቯߐࠇߚ᧲੩ᄢቇᙗ┨ߢߪޟ⇇ߦ㐿߆ࠇߚᄢቇߣߒߡޔ⇇ߩ⻉ၞ߆ࠄቇ↢
߅ࠃ߮ᢎຬࠍㄫ߃ࠇࠆߣߣ߽ߦ᧲ޔ੩ᄢቇߩቇ↢߅ࠃ߮ᢎຬࠍ⇇ߦㅍࠅߒޔᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖㓙
⊛ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ᭴▽ߔࠆޕߚࠇࠊ⻭߇ߣߎޠએ᧪ޟޔ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߩޠ⢒ᚑ
ߦะߌޔ᭴ᚑຬ߆ࠄߩᐢᗧ㓸߿⒳ߩޘታᘒ⺞ᩏߦࠃࠆ࠺࠲ߥߤߦၮߠߡᧄޔቇߪⴕޟേ
ࠪ࠽ࠝޠ㧔ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋳㧕ޟޔ࿖㓙ൻផㅴ㐳ᦼ᭴ᗐ㧔ឭ⸒㧕ޠ㧔ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋳㧕ࠍ╷ቯߒߡ߈ߚޕ㨬ᶏ
ᄖ㛎⇣ᢥൻ㛎ࠍㅢߓࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ⢻ജ߿ⴕേജࠍりߦߟߌߐߖࠆ㨭ޟޔᄙ᭽ߥቇ↢᭴ᚑ
ߩታߦࠃࠅ⋧ޔߦಾ⏢℉⏴ߔࠆᢎ⢒ⅣႺࠍߟߊࠆߦࠄࠇߎޔߤߥޠឝߍࠄࠇߚ⋡ᮡߩታ⺖ޔ㗴
ߩ⸃ߦะߌޔ᭴ᚑຬ߇ജࠍวࠊߖޔ⍮ᕺࠍ⛉ࠅޔ᳨ࠍᵹߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠆ ޕ
╙㧞 ߎࠇ߆ࠄߩቇㇱᢎ⢒ߣ✚ว⊛ᡷ㕟ߩࠅᣇ


ᧄቇߩᢎ⢒ࠍߋࠆ⁁⺖㗴

ᧄ╵↳ߢߪޔቇ↢ޔᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓޔᢎຬߘࠇߙࠇߩ⺖㗴ࠍߒߚޕቇ↢߇ฃേ⊛ὐᢙ⥋ਥ⟵
⊛ߦቇ⠌ߦขࠅ⚵⁁߆ࠄޔቇ↢⥄ࠄ߇ቇ߱ࠍቯޔਥ⊛⢻േ⊛ߦቇ⠌ߦขࠅ⚵ቇㇱᢎ
⢒߳ߩᡷ㕟߇᳞ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕᶏᄖߩ⻉ᄢቇߦ߅ߌࠆቇ↢ߩ࿖㓙ᵹ߿⍴ᦼ⇐ቇߩታᘒࠍ〯߹߃ࠇ
߫ޔቇㇱᲑ㓏ߢߩኻᔕߩㆃࠇߪ࠺࠲߽㗼⪺ߢޔෂᗋߩᔨࠍߓᓧߥޕቇㇱᢎ⢒ࠍขࠅᏎߊ⺖㗴
߿ޔ࿖㓙⊛ߥ㛎ࠍᄙ᭽ߥቇ⠌⚻㛎ߩਇ⿷ࠍ⟎ߔࠆߥࠄ߫ޔ࿖㓙⊛ߥᄢቇ㑆┹ߣᄢቇ㑆ᢎ⢒
ㅪ៤ߩਛߢ᧲ޔ੩ᄢቇᙗ┨ߩᣦߣߔࠆࡢ࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇߣߒߡߩࠍ⏕ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
ቇㇱቇᓟ߆ࠄቇ߮߳ߩᒝേᯏࠍ⛮⛯⊛ߦ⛽ᜬߒޔቇㇱතᬺߩᤨὐ߹ߢߦ㜞⺆ቇജ߿㜞ᰴߩࠣޟ
ࡠࡃ࡞ᢎ㙃ࠍޠりߦઃߌޔⷙᮨߢߩᕁ⠨ߣᵹ߇ߢ߈ࠆ⢻ജߩ᭴▽ࠍ࿑ࠄߨ߫ᦨޔఝ⑲ߩቇ↢
߇ቇㇱߦ㓸߹ࠅᄢቇ㒮߳ㅴቇߔࠆߣ߁᭴࿑߇፣ࠇߡߊน⢻ᕈ߇㜞ޕ


ᡷ㕟ߩℂᔨේೣ

᧲੩ᄢቇᙗ┨ߥߤߦឝߍࠄࠇߚၮᧄℂᔨߩࠃࠅࠃ߈ታߩߚޔቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡޔ
ޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ޠ㧔䋨䌁䋩ំࠆ߉ߥၮ␆ቇജޔవ┵⊛⍮߳ߩᅢᄸᔃޔ䋨䌂䋩⊛ߥ⽿છᗵޔᏂⷞ
⊛ߥ್ᢿജޔ䋨䌃䋩⇣ߥࠆᢥൻ߿ଔ୯ⷰߩℂ⸃ዅ㊀ޔ䋨䌄䋩⺖㗴ߩ⊒ᚢ⊛㛎߳ߩⓍᭂ⊛ᆫޔ䋨䌅䋩
ࠣࡠࡃ࡞ߥᕁ⠨ߣⴕേജ㧕ߣߘߩߚߦᔅⷐߥ✚ޟว⊛ᡷ㕟ߩේೣᣇะᕈޠ㧔䋨㸇䋩ቇ߮ߩ⾰ߩะ
㊂ߩ⏕ޔ䋨㸈䋩ਥ⊛ߥቇ߮ߩଦㅴޔ䋨㸉䋩ᵹേᕈߩะߣቇ⠌ᯏળߩᄙ᭽ൻޔ䋨㸊䋩ቇ჻⺖⒟ߣߒ
ߡߩ৻ᕈߩᒝൻޔ䋨㸋䋩ᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀ㧕ࠍឭߔࠆ㧔ᧄᢥ࿑ෳᾖ㧕᧲ߥࡈ࠲ޟߪࠄࠇߎޕᄢ
↢ߩޠ߃ࠆߴ߈ၮᧄⷐઙߢࠅޔ࿖Ⴚߦߣࠄࠊࠇߕࡏ࠳ࠬߢⶄ⌒⊛ߥᕁ⠨ࠍ㎊߃ࠆࠃ߁ߥቇ
⠌㛎ࠍߪߓߣߔࠆᢎ⢒ߩࠣࡠࡃ࡞ൻߪ᧲ߥࡈ࠲ޟޔᄢ↢ࠍޠ⢒ᚑߔࠆᔅ㗇ߩᚻᲑߢࠆޕ᭽ޘ
ߥ࿎㔍ߦ⋥㕙ߒߥ߇ࠄ߽⊛ߥ⽿છࠍ⠨߃ਥ⊛ߦᵴേߒߡߊߚޔ㜞ᐲߥ⍮⼂ߩ⠌ᓧߩߺߥࠄ
ߕߩߘޔ⍮⼂ࠍᵴ↪ߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆߩ⥸ޕᢎ⢒ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡߪߩࠄࠇߎޔ⢻ജࠍ⊒ើ
ߐߖࠆᔒࠍቇ↢ߦ߽ߚߖࠆߚߦޔ⏕ߥ⋡⊛ᗧ⼂ࠍ߽ߞߡ⍮⼂ߩ⠌ᓧߦദജߒ⛯ߌࠆᘒᐲࠍりߦઃ
ߌߐߖࠆߎߣޔਥ⊛ߥቇ߮ߩേᯏઃߌࠍⴕ߁ߎߣ߇ᭂߡ㊀ⷐߣߥࠆߔ␜ߦ↳╵ᧄޕේೣᣇะᕈ
ߦೣߞߚᢎ⢒ᡷ㕟ࠍዷ㐿ߔࠆߎߣߦࠃࠅᧄޔቇߪ⌀ߦࡢ࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇߣߒߡሽ┙ߒ␠ޔળ߆ࠄ
ߩ⽶⸤ߦᔕ߃ࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕ
╙㧟 ⻉⺖㗴߳ߩข⚵


✚ว⊛ߥข⚵ߩᣇ㊎

 ⴕߩᢎ⢒ߦߟߡߪޔ
ߩ⁁ޟᢎ⢒ߩ⻉⺖㗴߇ޠᅹߍߦߥࠅᧄޔቇߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪ
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㧔
ޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ߦޠኻᔕ㧕ࠍචಽߦታߒ߃ߡࠆߣߪ⸒߇ߚޔߡߞ┙ߦ⼂ߚߒ߁ߎޕ
ၮᧄᬌߪޟޔᢎ⢒ౝኈᣇᴺߦ㑐ߔࠆ㗄ޠ߮ޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀޠ㧔ߘࠇߙࠇ✚ޟว⊛ᡷ㕟ߩ
ේೣᣇะᕈߩޠΣ㨪Φ߮Χߦኻᔕ㧕߆ࠄߥࠆࠕ࡚ࠢࠪࡦࠬ࠻ࠍᚑߒߚޔߪ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޕ
ⴕߩ╙㧞ᦼਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ߩᦼ㑆㧔ᐔᚑ䋲䋲㨪䋲䋷ᐕᐲ㧕ߦ߅ߡታᣉߔߴ߈ข⚵ࠍឝߍߡࠆ╵ᧄޕ
↳ߩឝߍࠆᡷ㕟ߩℂᔨේೣߦၮߠߊᡷ㕟ࠍផㅴߔࠆߚߦߪߦ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕߩߎޔឝߍࠆข⚵
ࠍෳᾖߒߡߊߎߣ߇ᰳ߆ߖߥޕ


ቇᥲߩ⋥ߒ

 ⴕߩቇᥲࠍ࿖㓙ᮡḰߦᢛวߐߖࠆߎߣߪᧄޔቇቇ↢ߩᶏᄖ߳ߩㅍࠅߒ߿ᶏᄖቇ↢ߩฃߌࠇ
ࠍኈᤃߦߒߩߘޔᯏળࠍჇߔߎߣߦߟߥ߇ࠆޕᄙ᭽ߥቇ⠌ⅣႺ߿ቇ⠌㛎ࠍㅢߒߡᓧࠄࠇࠆ⥄Ꮖߩ⋧
ኻൻޟޔਥᕈޟ߿ޠ⢻േᕈޔޠᏂⷞ⊛ߢࠣࡠࡃ࡞ߥᕁ⠨ߪᧄޔቇߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߩታߦ
ᄢ߈ߊነਈߔࠆ߽ߩߢࠆޕၮᧄᬌߪޔቇᤨᦼߩ⋥ߒߦ⋧ᔕߩᤨ㑆ࠍⷐߔࠆߚޔน⢻ߥߣߎࠈ
߆ࠄᡷ㕟ࠍታⴕߒߡߊⷰὐ߆ࠄޟޔᒰ㕙ߩቇᥲߩ⋥ߒߦଥࠆᣇ㊎ߩߎޕߚߣ߹ࠍޠᣇ㊎ߢߪޔ
ቇ↢ߩਥᕈࠍዅ㊀ߒߚᢎ⢒ᵴേࠍዷ㐿ߒޔ࿖㓙⊛ߥᵹേᕈࠍ㜞ࠆߎߣ╬ࠍၮᧄ⊛ߥⷰὐߣߔࠆߎ
ߣޔฦㇱዪߩታᖱࠍ〯߹߃ߩߒ⋥ޔታᣉᤨᦼᒻᘒߦߟߡ৻ቯߩ⥄↱ᐲࠍ⸵ኈߔࠆߎߣ╬ߩ⠨߃
ᣇࠍ␜ߒߚߩߎޔߚ߹ޕᣇ㊎ߢߪߒ߹ᦸޔቇᥲ߇ౕߔߴ߈ⷐ⚛ߣߒߡޔ㧠࠲ࡓߦࠃࠆᬺ
ㆇ↪ࠍⓍᭂ⊛ߦዉߔࠆߎߣ╬ࠍߍߚᧄ↳╵ޔߦࠄߐޕᢥߩ⚕ߢߪౕޔ⊛ߥ⋥ߒߩᜰ㊎ߣߒ
ߡޔડ↹⺞ᢛㇱળߦ߅ߌࠆᬌ⸛ߩᚑᨐ㧔ޟቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦ߅ߌࠆቇᥲߩࠅᣇޠ㧕߇ឝߍࠄ
ࠇޟޔ㧠࠲ࡓ㧗㧿ဳޠ߮ޟ㧠࠲ࡓߩဳޠ㧞ߟ߇ឭ᩺ߐࠇߡࠆޟޔߜ߁ߩߎޕ㧠࠲ࡓ㧗㧿ဳޠ
ߪޔ࿖㓙ᵹേᕈ߇Ყセ⊛㜞߇ߩߘޔណ↪ߩㅢߒߪ⹜ޔㆇ༡߿㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߩ⏕ߥߤࠍߋ
ࠆ⻉⺖㗴ࠍਸ਼ࠅ߃ࠆߎߣߩᚑุߦଐሽߒߡࠆߩⴕޔࠅߚߒߐޕਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ᦼ㑆ߦ߅ߡ
ߪߦ▵ᧄޔឝߍࠆᣇ㊎ߦၮߠ߈ޔవዉ⊛ߥㇱዪࠍਛᔃߣߒߡቇᥲߩ⋥ߒࠍẋᰴታⴕߒߡߊߎߣ
߇ㆡᒰߢࠆޕ㩷
⑺ቄቇߦߟߡߪޔቇㇱᄢቇ㒮ߩ㑐ଥࠦࠬߥߤߩలࠍ࿑ࠅߟߟޔⅣႺᢛߦะߌߚ␠ળ߳
ߩ߈߆ߌઁޔᄢቇߣߩㅪ៤දജࠍᒝൻߒߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߚߒ߁ߘޕข⚵ߩᚑᨐࠍ〯߹߃ޔ
╙㧟ᦼਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ߩᦼ㑆㧔ᐔᚑ䋲䋸㨪䋳䋳ᐕᐲ㧕ߦ߅ߡ⑺ޔቄቇߩᦝߥࠆផㅴߦะߌߡᔅⷐߥភ
⟎ࠍߣࠆߎߣ߇ᅷᒰߢࠆޕ
╙㧠 ᓟߩᡷ㕟ߩታⴕߦะߌߡ
 ᢎ⢒ᡷ㕟ߦะߌߚోቇߩ᭴▽
 ࠕ࡚ࠢࠪࡦࠬ࠻ߩข⚵ߩਛߢోޔቇㅢߩኻᔕࠍⷐߔࠆ㗄ߪࠆޔ೨ᦼ⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟ߩ࠲
࠹ߩ㑐ଥޔᢎ⢒න㑆ߩ࡛ࠦߩ㑐ଥࠍ〯߹߃ߡోቇࡌ࡞ߢߩ⺞ᢛࠍⷐߔࠆ㗄ߦߟߡߪࠄࠇߘޔ
ࠍṖߦផㅴߔࠆߚߩㇱዪߩᨒࠍ߃ߚᣂߚߥᡷ㕟ታᣉ߇᳞ࠄࠇࠆߩߘޕ㓙ߦ✚ޔว⊛ߥᢎ
⢒ᡷ㕟ߣߒߡߩ৻ᕈᢛวᕈࠍ⏕ߒߟߟޔ⒳ߩޘข⚵ࠍല₸⦟ߊᨐᢿߦㅴࠆߚߦߪޔᢎ⢒ᡷ
㕟߮ᢎ⢒ᵴേߩㆇ༡ߦ㑐ࠊࠆᣢሽߩోቇ⚵❱߿ᧄㇱ⚵❱ࠍ⋥ߒޔౣ✬ᢛߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
ߘ߁ߒߚ⠨߃ᣇߦ┙ߞߡޔ
ోޟቇߦࠃߞߡᬌ⸛ታᣉߔߴ߈⺖㗴ޔߡߒߣޠ㧢㗄⋡㧔Ԙቇ჻⺖⒟ࠍ
ㅢߓߚࠞࠠࡘࡓߥߤߩౣ᭴▽ޔԙೋᐕᰴᢎ⢒ߩలታᒝൻޔԚㅴቇᝄಽߌᣇᑼߩ⋥ߒޔԛ⹜
ㆇ༡ታᣉߩ⋥ߒޔԜቇㇱᢎ⢒ߣᄢቇ㒮ᢎ⢒ߣߩធ⛯ㅪ៤ߩᒝൻޔԝ⻉ᡷ㕟ߣหᦼද⺞ߒ
ߚቇᥲߩታᣉ⸳⸘㧕ࠍߍࠆޕ
 ㇱዪߦ߅ߌࠆข⚵
 ᧄ╵↳ߩឭ⸒ߔࠆᡷ㕟ࠍផㅴߔࠆߚߦߪߦ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޔឝߍࠄࠇߚข⚵ࠍෳᾖߒߡޔฦㇱ
ዪ߇ߘࠇߙࠇߩᡷ㕟⺖㗴ࠍ⸳ቯߒޔข⚵ߩࠃࠅౕ⊛ߥౝኈߣታᣉߦ⥋ࠆࡠ࠼ࡑ࠶ࡊࠍࠎߛޟㇱ
ዪᡷ㕟ࡊࡦ╷ࠍޠቯታᣉߔࠆߎߣ߇ㆡᒰߢࠆޕ
㩿㪊㪀 㩷 ✚ว⊛䈭ᢎ⢒ᡷ㕟䈮ଥ䉎䊥䉸䊷䉴㩷
 ᢎ⢒ᡷ㕟ߦߪޔቇߩᐭߣߒߡାߕߴ߈ℂᔨߣ⏕ߥ⋡⊛߇ᔅ㗇ߢࠆߣหᤨߦޔታࠍ߃ߚ⚵
❱ߣߒߡߘࠇࠄࠍታⴕน⢻ߣߔࠆ⾗Ḯ⊛ߥⵣઃߌ߽ᰳߊߴ߆ࠄߑࠆⷐ⚛ߢࠆߡߒߣ❱⚵ޕขࠅ⚵
ߴ߈㊀ⷐߥ⺖㗴ߣߒߡ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ࠍផㅴߔࠆߚߩ⾗Ḯߩ⏕ߣᚢ⇛⊛ߥ㈩ಽࠍឝߍࠆޕ
 ⚿߮
 ␠ળో⥸ߩࠣࡠࡃ࡞ൻߩടㅦൻߣᄢቇߦኻߔࠆ␠ળ⊛ⷐ⺧ߩ㜞߹ࠅࠍ〯߹߃ࠆߥࠄ߫ᧄޔቇߪߘ
ߩਥᕈࠍ⛽ᜬߒߟߟ߽⋧ޔᔕߩࠬࡇ࠼ᗵࠍ߽ߞߡᢎ⢒ᡷ㕟ࠍផߒㅴߡߊᔅⷐ߇ࠆޕᓎຬળ
ߦኻߒߡߪޔၮᧄᬌ߆ࠄߩឭ⸒ߦၮߠߊᡷ㕟ࠍㄦㅦ߆ߟ⏕ታߦታᣉߒߡߊߎߣࠍᒝߊ᳞ߚޕ

18

no.1443 / 2013.9.2

ߪߓߦ

ޟቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏ޠ㧔એਅޟၮᧄᬌޕ߁ߣޠ㧕ߪޔᓎຬળ
ߩਅޔᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧠ߦ⸳⟎ߐࠇߚߪࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩߘޕએਅߩ㧟ὐߢࠆޕ

㧝㧚ᧄቇߦ߅ߌࠆ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩోᎿ⒟ࠍᢛℂนⷞൻߒߟߟޔᄢ✁⊛ߥᣇ㊎
ߩࠅᣇࠍឭ⸒ߔࠆߎߣ
㧞㧚ᢎ⢒ᡷ㕟ోߩേ߈ߣㅪ៤ߐߖߥ߇ࠄޔߟ߆ޔฦᣇ㕙߆ࠄᜰ៰ߐࠇࠆ⺖㗴ࠍචಽ
ߦ߆ߟߔߺ߿߆ߦᶖൻߒߥ߇ࠄ⑺ޔቄቇ߳ߩ⒖ⴕ߿ࠡࡖ࠶ࡊ࠲ࡓߩዉߩน⢻
ᕈࠍߪߓߒ߹ᦸޔቇᥲ߮㑐ㅪߔࠆ㗄ߦߟߡᬌ⸛ߒޔၮᧄ⊛ߥᣇะᕈ߿
ᣂߚߥᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓߩታߦะߌߡᗐቯߐࠇࠆࠬ࠹࠶ࡊߦߟߡឭ⸒ߔࠆߎߣ
㧟㧚ߔߺ߿߆ߦขࠅ⚵ߴ߈ᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⺖㗴ࠍ⏕ߒߩઁޔ㑐ㅪᬌ⸛⚵❱ߣߩㅪ៤ࠍ
࿑ࠅߟߟ⑺ޔቄቇߩ᭴ᗐߦᷓߊ㑐ࠊࠆ߽ߩࠍޔၮᧄᬌ߇⋥ធขࠅᛒ߁ߎߣ߇
ㆡᒰߣ್ᢿߔࠆ㗄ߦߟߡޔᔅⷐߥᣇ╷ߩࠅᣇࠍឭ⸒ߔࠆߎߣ

ߎߩ⻁ޔ߮ޟᓎຬળ⻁ߦᒰߚߞߡߩ✚㐳ᚲାޠ
㧔ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧡㧞㧞ᣣ㧕ࠍ〯߹߃ޔ
ၮᧄᬌߢߪડ↹⺞ᢛㇱળࠍ⸳⟎ߔࠆߣߣ߽ߦߩߘߦࠄߐޔਅߦ㧟ߟߩᬺㇱળࠍ⸳ߌౕޔ
⊛ߥክ⼏ࠍ㐿ᆎߒߚޕડ↹⺞ᢛㇱળߢߩክ⼏ߦᒰߚߞߡߪޔᢎ⢒ડ↹ቶ⹜ޔડ↹ቶޔ࿖㓙
ᧄㇱߣߞߚ㑐ㅪᬌ⸛⚵❱ߣㅪ៤ࠍ࿑ࠅߟߟ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ࠍ߆ߦ᭴ᗐߒߦ߆ޔផ
ㅴߔࠆ߆ߦߟߡߦ․ޔቇᥲߩࠅᣇߦ㊀ὐࠍ⟎ߡᬌ⸛ࠍㅴߚޕ
ߘߩ㑆ޔᐭߦ߅ߡߪ᧚ੱ࡞ࡃࡠࠣޟ⢒ᚑᚢ⇛╷߇ޠቯߐࠇ৻ߩߘޔⅣߣߒߡ⑺ቄ
ቇߩⅣႺᢛࠍㅴࠆᣇ㊎߇ᛂߜߐࠇߚޕᄢቇ⇇ߦ߅ߡ߽ᧄޔቇࠍ㧝㧞ᄢቇ߆ࠄߥ
ࠆޟᢎ⢒ᡷ㕟ផㅴᙣળޔߤߥࠆߔ⿷⊒߇ޠቇᥲ⋥ߒࠍߪߓߣߔࠆ⻉⺖㗴ߦ㑐ߔࠆ⼏
⺰߇ᵴ⊒ߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ↥ޕᬺ⇇߆ࠄ߽ޔᄢቇߦ߅ߌࠆࠣࡠࡃ࡞ੱ᧚ߩ⢒ᚑߦᄢ
߈ߥᦼᓙ߇ነߖࠄࠇᧄޔቇߦኻߒޔవዉ⊛ߥข⚵ࠍ᳞ࠆჿ߇㜞߹ߞߡ߈ߚޕ
ߘ߁ߒߚᖱࠍ〯߹߃ޔᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥✚ޔ㐳ߪน⢻ߥߣߎࠈ߆ࠄᡷ㕟ࠍㅙᰴታⴕߒߡ
ߊߎߣࠍၮᧄᬌߦⷐ⺧ߒߚ㧔✚ޟว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩടㅦߦะߌߡޠ㧨✚㐳ᚲା㧔╙ੑᰴ㧕㧪㧕ޕ
ߎࠇࠍฃߌߡၮᧄᬌߢߪޔ
ቇᥲߩ⋥ߒߦ㑐ߔࠆડ↹⺞ᢛㇱળ߆ࠄߩਛ㑆ႎ๔
㧔หᐕ㧥㧕
ࠍቇౝߩ⺰⼏ߦઃߒޔએᓟޔቇౝ߆ࠄߩᄙ᭽ߥᗧࠍ〯߹߃ߡ⺰ὐᢛℂࠍㅴޔᐔᚑ㧞㧡ᐕ
㧞㧞㧤ᣣߦޟቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦߟߡ㧔ክ⼏⚻ㆊႎ๔㧕̆ࡢ࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇ
ᢎ⢒ߩታߩߚߦ̆ޠ㧔એਅޟክ⼏⚻ㆊႎ๔ޕ߁ߣޠ㧕ࠍᓎຬળߦឭߒߚޕ
ክ⼏⚻ㆊႎ๔ߪޔหᐕ㧟ߦ᭴ᚑຬߦะߌߡߐࠇޔฦㇱዪߦ߅ߌࠆᵴ⊒ߥ⼏⺰ࠍ⚻ߡޔ
㧠ߦߪߘࠇߙࠇ߆ࠄߩᗧ߇␜ߐࠇߚߩࠄࠇߘޕᗧߪ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩ㊀ⷐᕈࠍ
ߟߟޔᄙߊߩᑪ⸳⊛ߥឭ᩺ࠍࠎߛౝኈߢࠅޔ㑐ଥㇱዪߩ⌀ߥኻᔕߦᔃࠃࠅᗵ⻢ߒߚ
ޕ
⥸ޔၮᧄᬌߪߩࠄࠇߎޔᄙ᭽ߥᗧࠍ〯߹߃ߡክ⼏⚻ㆊႎ๔ߩ⋥ߒࠍⴕޔቇㇱᢎ⢒
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ࠍਛᔃߣߔࠆ✚ว⊛ߥᡷ㕟ߩᣇ㊎ߦߟߡឭ⸒ࠍߣࠅ߹ߣޔ
╵↳ߣߒߡᓎຬળߦឭߔࠆ
߽ߩߢࠆޕ


╙㧝 ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡߩၮᧄ⼂ߣ⚻✲

ၮᧄᬌߢߪ࡞ࡃࡠࠣޔൻߦ⋥㕙ߒߩᦦᧂޔᄌേࠍ⚻㛎ߔࠆᣣᧄ␠ળߦߞߡᧄޔቇߩ
ᢎ⢒ᵴേ߇⁁ߩ߹߹ߢࠃߩ߆ߣ߁ᒝෂᯏᗵߦଐߒޔ
ᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ࠍᷓ
ߡ߈ߚߩߎޕὐߢ⑺ޔቄቇ᭴ᗐࠍឭ⸒ߒߚޟቇᤨᦼߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᙣ⺣ળޠ
㧔એਅޟᙣ
⺣ળޕ߁ߣޠ㧕ߩႎ๔ᦠ㧔ޟ᧪ߩቇᤨᦼߩࠅᣇߦߟߡ̆ࠃࠅࠣࡠࡃ࡞ߦࠅࠃޔ
࠲ࡈߦ̆ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧟㧞㧥ᣣ㧕㧕ߦ␜ߐࠇߚ⁁ᴫ⼂ࠍߔࠆ‛ੱޕ㊄ᖱႎ
ߩᵹࠇ߇ࡏ࠳ࠬൻߒޔᵹേൻߔࠆਛޔᣣᧄ␠ળߩฦ⇇ࠍㅢߓޔ㐽ߓߚᗧ⼂ଔ୯ⷰ
ⴕേ᭽ᑼߪㅢ↪ߒߥߊߥߞߡ߈ߡࠆޔߦࠄߐޕ㜞㦂␠ળߩ᧪ࠡ࡞ࡀࠛޔෂᯏޔ
᷷ᥦൻߥߤੱߡߟ߆ޔ㘃߇⚻㛎ߒߚߎߣߩߥᣂߚߥ⺖㗴߇ߒነߖߡࠆޕฦ⇇ߩ࠳
ߣߥࠆߴ߈ੱ᧚ࠍヘߔࠆᧄቇߎߘ߇ޔ
ᣂߚߥ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆߎߣߩߢ߈ࠆ⍮ᕺߣ⢻ജߣ
ᔒࠍ߽ߞߚࠣࡠࡃ࡞ੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߚޔㄦㅦ߆ߟᨐᢿߥኻᔕࠍ᳞ࠄࠇߡࠆߢ▵ᧄޕ
ߪᧄޔቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⚻✲ࠍᝄࠅࠅ࡞ࡃࡠࠣߗߥޔൻߦኻᔕߒߚᛮᧄ⊛ߥᢎ⢒
ߩᡷ㕟߇ᕆോߢࠆߩ߆ߣ߁ޔၮᧄᬌ߇┙⣉ߒߡ߈ߚ㗴ᗧ⼂ࠍౣ⏕ߒߡ߅߈ߚߥޕ
߅ޔᄢቇߩࠣࡠࡃ࡞ൻߪޔ᰷☨ߩജᄢቇߢߪߔߢߦ㧞㧜ᐕ᧪ขࠅ⚵߹ࠇߡ߈ߡࠆߎߣ
ߢࠆߚߒ߁ߎޕ࿖ᄖߩേะࠍޔᢎ⢒ᡷ㕟ߦ⥃ߦᒰߚߞߡᡷߡ⼂ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
⥸ߩᬌ⸛ߪޔዋߥߊߣ߽࿖┙ᄢቇᴺੱൻᓟ߽ᦨޔᐢ▸߆ߟᄢⷙᮨߥᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓߩ⋥
ߒߣߥࠆ߽ߩߢࠆߩߘޕᗧߢޔᴺੱߣߒߡߩᢎ⢒ߩࡒ࠶࡚ࠪࡦࠍ㆐ᚑߔࠆਥᕈ⥄
ᓞᕈ߇ࠊࠇࠆᚢߢࠆޕᴺੱൻߦᒰߚߞߡᐔᚑ㧝㧡ᐕ㧟ߦ╷ቯߐࠇߚ᧲੩ᄢቇᙗ┨ߢ
ߪޟޔ⇇ߩ᧲੩ᄢቇߡߒߣޠ⇇ߩᐔߣੱ㘃ߩੱޔ㘃ߣ⥄ὼߩሽࠍߪߓߣߔࠆ
ࠣࡠࡃ࡞ߥ⺖㗴ߩ⸃ߦ⽸₂ߔࠆᗧࠍㅀߴߡࠆޕᢎ⢒ߦኻߒߡߪޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞ
ߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ޟޔޠ࿖㓙ᕈߣ㐿ᜏ⠪⊛♖ࠍ߽ߞߚޔฦಽ㊁ߩᜰዉ⊛ੱᩰߩޠ⢒ᚑࠍឝ
ߍࠍࠇߎޔ㆐ᚑߔࠆߚޟޔ⇇ߦ㐿߆ࠇߚᄢቇߣߒߡޔ⇇ߩ⻉ၞ߆ࠄቇ↢߮ᢎຬࠍ
ㄫ߃ࠇࠆߣߣ߽ߦ᧲ޔ੩ᄢቇߩቇ↢߮ᢎຬࠍ⇇ߦㅍࠅߒޔᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖㓙⊛ࡀ࠶
࠻ࡢࠢࠍ᭴▽ߔࠆ߽ࠄ߆ߣߎߩߎޕࠆߡߞ⻭ࠍߣߎޠࠄ߆ߥߣ߅ࠅ࡞ࡃࡠࠣޔൻ߳
ߩኻᔕߪᧄቇߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߦౝߔࠆⷐ⺧ߢࠆ᧲ޕ੩ᄢቇᙗ┨ࠍฃߌߡⴕޟേࠪ࠽ࠝޠ
㧔ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧟㧕ޟޔ࿖㓙ൻផㅴ㐳ᦼ᭴ᗐ㧔ឭ⸒㧕ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧟㧕ߢߪޔ㊀ὐ࠹
ࡑߩ৻ߟߣߒߡ᧲ߥࡈ࠲ޟޟᄢ↢ߩޠ⢒ᚑ߇ޠ⟎ઃߌࠄࠇߩߡోޟޔቇ↢߇ߥ߆⼾ޔᢎ㙃
ߣᷓኾ㐷ᕈࠍ߃ߚੱ᧚ߦߥࠆࠃ߁ߦߔࠆޔߦ․ޕᶏᄖ㛎⇣ᢥൻ㛎ࠍㅢߓࡘࡒࠦޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജ߿ⴕേജࠍりߦߟߌߐߖࠆޟޔߣߎޠᄙ᭽ߥቇ↢᭴ᚑߩታߦࠃࠅ⋧ޔ
ߦಾ⏢℉⏴ߔࠆᢎ⢒ⅣႺࠍߟߊࠆࠍߣߎޠ㆐ᚑ⋡ᮡߣߒߡࠆޔߚ߹ޕหߓߊ㊀ὐ࠹ࡑߢ
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ࠆߩࠬࡄࡦࡖࠠ࡞ࡃࡠࠣޟᒻᚑޟޔߪߢޠ㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦోߡߩቇ↢ߦᶏᄖ⇐ቇ
ᵷ㆜ࠍ࿖㓙⊛ߥቇ⠌⎇ⓥ㛎ࠍឭଏߔࠆߎߣࠍߤߥޠ㆐ᚑ⋡ᮡߣߒߡࠆޕ
ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߡߒߣޠᒝᗵࠍ߽ߜ⸳ࠄ⥄ޔቯߔࠆ⋡ᮡࠍ㆐
ᚑߔࠆߚߦ⥄Ꮖࠍะߐߖ⧰ߥ߁ࠃߩߤޔ㔍ߦ߽┙ߜะ߆߁ᔒࠍ⢒ߚߦޔ࿖㓙⊛ߥቇ
⠌㛎ߪᔅ㗇ਇนᰳߩ߽ߩߢࠆ✚ޕ㐳߇ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߦᙣ⺣ળࠍ⸳⟎ߒޔቇᤨᦼߩ
ࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ࠍઃ⸤ߒߚߎߣ߽ޔ࿖㓙⊛ߥᵹേᕈߩะߣ߁⺖㗴ߩ✕ⷐᕈߦ㐓ߺߚភ
⟎ߢߞߚ⚿ߩߘޕᨐߣߒߡ߹ߣࠄࠇߚᙣ⺣ળႎ๔ᦠߢߪޔ࿖㓙ൻߩㆃࠇ߇㗼⪺ߣߥߞߡ
ࠆቇㇱᢎ⢒ߦὶὐࠍߡޔ
තᬺᤨ߹ߢߦⓍߴ߈࿖㓙⊛ߥቇ⠌㛎ߩ⒳㘃ߦᔕߓߚ㊂⊛ߥ
ࠗࡔࠫ߇␜ߐࠇࠆߣߣ߽ߦߩߘޔ㆐ᚑߦᔅⷐߥᚻᲑߣߒߡ⑺ޔቄቇ߳ߩో㕙⒖ⴕࡖࠡޔ
࠶ࡊ࠲ࡓߩዉߥߤߣߞߚᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓᡷ㕟߇ឭ⸒ߐࠇߚޔߡߖࠊޕᓟᬌ⸛ߔߴ߈
㑐ㅪ⺖㗴ߣߒߡޔ㧔㧝㧕ᄖ࿖ੱᢎຬߩჇട߿⧷⺆⻠⟵ߩჇടߥߤᢎ⢒ߩ࿖㓙ൻޔ㧔㧞㧕ቇ
⹜㛎ㅴቇᝄಽߌߩᡷ㕟ޔ㧔㧟㧕⚻ᷣ⊛⽶ᜂߣᡰេߥߤ߇ߍࠄࠇߚޕ
ߎߩឭ⸒ߪޔᙣ⺣ળߩᕈ⾰ޔቇᤨᦼߩࠅᣇࠍਛᔃߣߔࠆ߽ߩߢߞߚ߇ࠅࠃߣ߽ޔ
ࠣࡠࡃ࡞ൻ߳ߩኻᔕߪᐢข⚵ࠍᔅⷐߣߔࠆ߽ߩߢࠅޔቇᤨᦼߥߤߩቇᥲߩ⋥
ߒߪ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩ৻Ⅳߣߒߡㅴࠄࠇߡߊߴ߈ߎߣ߇⸒ߐࠇߡࠆޕ
ߎߩߎߣࠍ
ౣ⏕ߔࠆߚޔᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲೋ㗡✚ޔ㐳ߪޔቇᤨᦼࠍߋࠆ⼏⺰ߦ㑐ߔࠆ✚⊛ߥᚲ
ࠍ␜ߔߣߣ߽ߦⴕޟޔേࠪ࠽ࠝߩߤߥޠౝኈࠍ߽〯߹߃ߟߟޟޔᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߦ㑐ߔࠆ
㗄ޠ߮ޟᢎ⢒ߩ⾰ะߦ㑐ߔࠆ㗄ߡߒߣޠ㧝㧞ߩ⺖㗴ࠍ␜ߒߚ㧔ޟᡷߡ✚ޔว⊛ߥ
ᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߦะߌߡ̆ቇㇱᢎ⢒ߦߟߡ̆ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧠㧝㧜ᣣ㧕㧕ޕ
ၮᧄᬌߪߢ▵ᧄޔએߦ⇛ㅀߒߚ৻ㅪߩᡷ㕟ߩᵹࠇߣޔ᭴ᚑຬߩ㑆ߩ⼏⺰ߩⓍߺ㊀ߨࠍ〯
߹߃ߡᬌ⸛ࠍᷓߡ߈ߚⴕޟޕേࠪ࠽ࠝޟࠃߖߦޠ࿖㓙ൻផㅴ㐳ᦼ᭴ᗐ㧔ឭ⸒㧕ࠃߖߦޠ
ᙣ⺣ળႎ๔ᦠߦߖࠃ⋧߽ࠇߕޔᔕߩᤨ㑆ࠍ߆ߌߚ㑐ଥ⠪㑆ߩ⼏⺰ޔ᭴ᚑຬ߆ࠄߩᐢᗧ
㓸ޔ⒳ߩޘታᘒ⺞ᩏߦࠃࠆ࠺࠲ߥߤߦၮߠߡᚑߐࠇߡ߈ߚ߽ߩߢࠆߩߘޕᚑᨐ
ߦଐߒߡᧄ╵↳ߢએਅߦឝߍࠆ⒳⋡ߩޘᮡߩታ⺖ޔ㗴ߩ⸃ߦะߌޔ᭴ᚑຬ߇ജࠍวࠊ
ߖޔ
⍮ᕺࠍ⛉ࠅޔ
᳨ࠍᵹߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠆߎߣࠍޔ
ߎߎߢᡷߡ⏕ߒߡ߅߈ߚ ޕ


╙㧞 ߎࠇ߆ࠄߩቇㇱᢎ⢒ߣ✚ว⊛ᡷ㕟ߩࠅᣇ㩷
㩷
㧔㧝㧕ᧄቇߩᢎ⢒ࠍߋࠆ⁁⺖㗴㩷
 ၮᧄᬌߢߪޔ
ᧄቇߩ⁁ߩᢎ⢒߇ሺ⺖㗴ߦߟߡ⼏⺰ࠍ㊀ߨߡ߈ߚޕ
ߘߎߦ߅ߡޔ
ቇ↢ޔᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓޔᢎຬߩߘࠇߙࠇߦߟߡ⺖㗴ߣߒߡߍࠄࠇߚਥߥ߽ߩࠍ߹ߣߡ⸥
ߔߣޔᰴߩࠃ߁ߦߥࠆޕ㩷
㩷
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⁁ߩᢎ⢒ߩ⻉⺖㗴㩷
㩷
㧔㨍㧕ቇ↢ࠍߋࠆ⺖㗴㩷
ߩߚߦቇ߮ޔቇࠎߛᚑᨐࠍߦᵴ߆ߔߩ߆ߣ߁േᯏઃߌߩਇ⿷㩷
ቇ⠌ᘒᐲߩฃേᕈޔὐᢙ⥋ߩଔ୯ⷰ߳ߩࠅߩะ㩷
ਥ⊛ߥᕁ⠨⺖㗴⊒⢻ജ⺖㗴⸃⢻ജߩਇචಽߐ㩷
ജᷤജ⸛⼏ജߥߤߩਇචಽߐ㩷
⧷⺆ജ࿖㓙ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജߩਇචಽߐ㩷
␠ળ߿⇇ߣߩᵹ㛎ࠣࡠࡃ࡞ߥⷞὐߩਇචಽߐ㩷
㧔㨎㧕ቇㇱᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓࠍߋࠆ⺖㗴㩷
⍴ᦼᶏᄖ⇐ቇᶏᄖ㛎ᵴേ߳ߩㅍࠅߒߣޔᶏᄖቇ↢ߩฃߌࠇ߇㔍ߒቇᥲ㩷
⇇ߩ⻉ᄢቇߣ឵ᕈߩૐනᐲߣߘߩㆇ↪㧔තᬺⷐઙනޔᚑ❣⹏ଔߥߤ㧕㩷
੍⠌ᓳ⠌ᤨ㑆ߩ⏕߇㔍ߒ⚦ಾࠇㄟߺߩࠞࠠࡘࡓ㩷
ᣇะߩᢎ⢒㛎ဳቇ⠌ߩዋߥߐ㩷
ᄖ࿖ੱቇ↢ࠍฃߌࠇࠆߚߩߩᧂᢛ㧔⧷⺆ߦࠃࠆᬺߩዋߥߐߥߤ㧕㩷
㨑࠾ࡦࠣߥߤ㧵㨀ᵴ↪ߩㆃࠇ㩷
ኾࠄ✚ᐔဋὐߦၮߠߊㅴቇᝄಽߌߣࠆߓ↢ߡߞࠃߦࠇߘޔቇ↢ߩߞߚ⑼⋡ㆬᛯ㩷
િ߮ࠆቇ↢ࠍචಽߦિ߫ߖߥ⚵ߺ㩷
ᄢቇߢߩቇ߮ߩోⷰߩឭ␜ਥ⊛ߥቇ⠌ߩേᯏઃߌߦଥࠆข⚵ߩਇ⿷㩷
㧔㨏㧕ᢎຬࠍߋࠆ⺖㗴㩷
ᢎຬߩᢎ⢒⎇ⓥએᄖߩㆊᄢߥ⽶⩄⎇ߚߞ߹ߣ߹ޔⓥᤨ㑆ߩ⏕ߩ㔍ߒߐ㩷
ᢎ⢒ᣇᴺߩᡷༀߦะߌߚᡰេߩᯏળᚻᲑߩਇ⿷㩷
ᄖ࿖ੱᢎຬᅚᕈᢎຬߩዋߥߐ㩷
ቇ↢ߩ࿖㓙ᵹߦߟߡߩ⇇⊛ߥታᘒߦ㑐ߔࠆℂ⸃ߩਇචಽߐ㩷

ޟᢎ߃ߌࠆޠ
㧔࠹ࠖ࠴ࡦࠣ㧕߆ࠄࠄ⥄ޟቇ߫ߖࠆޠ
㧔࠾ࡦࠣ㧕߳ߩᗧ⼂ォ឵ߩ
ਇ⿷㩷
㩷
 ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ࠍޠ⢒ᚑߔࠆߣ߁᧲੩ᄢቇᙗ┨ߩ⋡ᮡߦᾖࠄߔߥ
ࠄ߫ᧄޔቇߦቇߔࠆቇ↢ߪߩ߽ߘ߽ߘޔቇᤨὐߦ߅ߡ㧔㨍㧕ߦߔࠆࠃ߁ߥ⺖㗴ࠍ
ߒߡ߅ࠅޔቇㇱᢎ⢒ߪቇ჻⺖⒟ࠍㅢߓߡޔቇ↢߇ߎࠇࠄߩ⺖㗴ࠍ㗅ᰴసߒߡߊߎߣࠍ
⋡ᜰߔߴ߈ߢࠆߩ⁁ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕቇㇱᢎ⢒ߪߎࠇࠄߩ⺖㗴ߦኻᔕߔࠆߎߣࠍߘߩ
␜⊛ߥߣߒߡ᭴ᗐߐࠇߡ߅ࠄߕ⚿ޔᨐ⊛ߦޔቇㇱᢎ⢒ߩୃੌᤨὐߢ߽⺖ߩࠄࠇߎޔ㗴ߪ
චಽߦసߐࠇߡߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠆߌ߅ߦ⁁ޔߪࠇߎޕቇㇱᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓ߇㧔㨎㧕ߦ
ߔࠆࠃ߁ߥ⻉⺖㗴ࠍ⽶ߞߡࠆߎߣߣㅪ㑐ߒߡ߅ࠅޔ
㧔㨎㧕ߪ߹ߚᧄޔቇߩᢎຬ߇㧔㨏㧕
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ߦߔࠆࠃ߁ߥ⺖㗴ߦ⋥㕙ߒߡࠆߎߣߣㅪ㑐ߒߡࠆޕ
ቇ↢߿ᢎຬߩታᘒߪᄙ᭽ߢࠅޔ
߽ߣࠃࠅߦߎߎޔߍߚ⺖㗴߇ߔߴߡߩቇ↢ᢎຬߦᒰߔࠆ߽ߩߢߪߥ࠲ޔ߫߃ߣߚޕ
ࡈߐࠍ߃ޔ
ਥ⊛ߥ⺖㗴ᗧ⼂ࠍ߽ߞߡࠣࡠࡃ࡞ߥᵴേࠍታ〣ߔࠆቇ↢߽ߒߡዋߥߊߥ
ޔߚ߹ޕ᭽ߥޘ⢻േ⊛ቇ⠌߳ߩข⚵߽ᆎ߹ߞߡࠆߒ߆ߒޕએਅߦㅀߴࠆߣ߅ࠅߒ߁ߎޔ
ߚ⺖㗴ߦߪ␜ࠍࠇߘޔໂߔࠆ᭽ߥޘళ߇㓐ߒߡ߅ࠅᧄޔቇߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߩታޔ㜞߹ࠆ
␠ળߩⷐ⺧ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߪߚߒ߁ߘޔళࠍ⋥ⷞߔࠆߎߣ߽ᔅⷐߢࠆߩߘޕ㓙ࠍࠇߘޔ
ቇ↢ੱߩ⾗⾰⢻ജᗧ᰼ߩ㗴ߦㆶరߒߡᝒ߃ࠆߩߪ৻㕙⊛ߢࠆᧄޕቇ߇ޔቇ↢ߩᄙ
᭽ᕈߦኻᔕߒޔ
ࠣࡠࡃ࡞ൻᤨઍߦ᳞ࠄࠇࠆ⢻ജࠍ⢒ᚑߔࠆᯏળࠍචಽߦឭଏߒߡࠆ߆
ࠍὐᬌߒޔᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓࠍ⛮⛯⊛ߦ㕟ᣂߒߡߊߎߣޔߚ߹ޔᢎຬߩ᭴ᚑ߿ᗧ⼂ߩࠅᣇࠍ
⌀ߦ⋭ߺࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣࠍᒝ⺞ߒߡ߅߈ߚޕ㩷
 ၮᧄᬌߦ߅ߡߪߦߢ߹ࠇߎޔታᣉߐࠇߡ߈ߚ᭽⺞ߥޘᩏ⚿ᨐߩ࠺࠲ࠍෳᾖߒߡ߈ߚ߇ޔ
ߘࠇࠄߪએߦឝߍߚ⺖㗴ࠍ␜ໂߒޔ
⁁ࠍ⋥ߔᔅⷐᕈ߇ࠆߎߣࠍ␜ߔ߽ߩߢߞߚޕ
ߚߣ߃߫ޔ
ᬺએᄖߢߩቇ↢ߩቇ⠌ᤨ㑆߇㕖Ᏹߦዋߥߎߣ߇⺞ᩏ߆ࠄࠄ߆ߣߥߞߡࠆ
߇⚦ߪࠇߎޔಾࠇߢㆊኒߥࠞࠠࡘࡓߩ⁁߿ޔቇ↢ߩฃേ⊛ߥቇ⠌ᘒᐲනขᓧߥߤ
߇ᓇ㗀ߒߡࠆޔߚ߹ޕᔅୃනᢙ߽ᄙߚޔቇ↢ߦ⢻േ⊛ߥቇ߮߿ᛕ್⊛ᕁ⠨ࠍචಽ㙃
ࠊߖࠆ߽ߩߣߥߞߡߥޕᬺߩࠅᣇߦߟߡߪޔㇱዪߦࠃࠆ㆑߽ࠆ߇ޔᣇะဳ
ߩᬺ߇ዋߥߊ৻ޔᣇะ⊛ߥ⻠⟵߇ਥߣߥߞߡࠆ႐ว߽ዋߥߊߥޔߦࠄߐޕኾࠄ✚ᐔဋ
ὐࠍၮḰߣߒߚㅴቇᝄಽߌߩᣇᑼߪޔὐᢙ⥋ߩⷰὐࠍഥ㐳ߔࠆߎߣߦࠃࠅ⋡⑼ޔㆬᛯߣቇ
⠌ߩ↹৻ൻ߿⋡⑼ߥࠣࡦࠫࡦࡖ࠴ޔㆬᛯߣቇ⠌ߩ࿁ㆱߦߟߥ߇ߞߡ߅ࠅޔ⢻േ⊛ߥቇ⠌ࠍ
㒖ኂߒޔિ߮ࠆቇ↢ࠍિ߫ߖߥ৻࿃ߦߥߞߡࠆઁޕᣇߣߚߌߟࠍߣߎߚࠅ߿ޔ
ቇߒߚᄢቇߢ⚂ޔඨᢙߩቇ↢ߩ߿ࠆ᳇߇ㅜਛߢ߇ࠇߡࠆߣߩ࠺࠲߽ޔቇ↢ߩቇ߮ߩേ
ᯏઃߌߩ⿷ࠅߥߐޔ
ቇ↢߇ቇㇱᢎ⢒ࠍ৻⽾ߒߡᛠីߢ߈ࠆ⚵ߺߩዋߥߐߥߤࠍ␜ໂߒߡ
ࠆߩࠞࡔࠕޔߚ߹ޕജᄢቇߦᲧߴߡᧄޔቇቇ↢ߩቇ⠌ᤨ㑆߇ዋߥߣ߁ะ߽ᜰ៰ߐ
ࠇߡࠆޕቇ↢߇ฃേ⊛ὐᢙ⥋ਥ⟵⊛ߦቇ⠌ߦขࠅ⚵⁁߆ࠄޔቇ↢⥄ࠄ߇ቇ߱ࠍ
ቯޔਥ⊛⢻േ⊛ߦቇ⠌ߦขࠅ⚵ቇㇱᢎ⢒߳ߩᡷ㕟߇᳞ࠄࠇࠆޕ㩷
 ߐࠄߦޔቇ↢ߩりၞޔりኅᐸⅣႺߥߤߩࠅޔᅚሶቇ↢߿⇐ቇ↢㧔ᧄቇቇ↢ߩㅍࠅ
ߒޔᶏᄖቇ↢ߩฃߌࠇߩᣇߣ߽㧕ߩዋߥߐߪޔቇ⠌ⅣႺߩဋ⾰ൻߦߟߥ߇ߞߡ߅ࠅޔ
ߩਥᕈ߿ޔജ߿ᷤജߥߤ߇㉯ᚑߐࠇߦߊߩߘߣࠆߔ৻ޔߪࠆޔᔅⷐ߇ߥ
ߣᕁࠊߖࠆⅣႺߦߥߞߡࠆޔߦ․ޕቇㇱᲑ㓏ߢ⍴ᦼਛᦼߩ⇐ቇࠍ⚻㛎ߔࠆᧄቇቇ↢ߩ
Ყ₸ߪ㧜㧚㧡㧑ߣᭂߡૐ߇ߩߘޔේ࿃ߣߒߡߪޔቇ↢ߩⓍᭂ⊛ᆫߩਲߒߐޔᄖ࿖⺆ߢ
ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജߩᒙߐޔ
ᧄቇߩቇᥲߣᶏᄖ⻉ᄢቇߩቇᥲߣߩਇᢛวߥߤ߇ߍ
ࠄࠇߡࠆޕ೨▵ߢߪ࡞ࡃࡠࠣޔൻߩᧄ⾰ߣߒߡࠬ࠳ࡏޔൻޔᵹേൻࠍߍߚߣߎ
ࠈߢࠆ߇ޔᶏᄖߩ⻉ᄢቇߦ߅ߌࠆቇ↢ߩ࿖㓙ᵹ߿⍴ᦼ⇐ቇߩታᘒࠍ〯߹߃ࠇ߫ޔቇㇱᲑ
㓏ߢߩኻᔕߩㆃࠇߪ࠺࠲߽㗼⪺ߢࠆޕ
᭽ߥޘዻᕈߦࠊߚߞߡቇ↢ߩห⾰ᕈ߇㜞ߎߣޔ
⍴ᦼᶏᄖ⇐ቇߥߤቇਛߩ࿖㓙⊛ߥቇ⠌㛎߇ਲߒߎߣ⚿ߩߘޔᨐࠆߥ⇣ޔᢥൻ߿ଔ୯ⷰ
ࠍ⡼りߢℂ⸃ߒߡࠣࡠࡃ࡞ߥⷞὐ߆ࠄ⠨߃ޔ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ࿑ࠆ⢻ജ߇㙃ࠊࠇߡ
ߥߎߣߦޔෂᗋߩᔨࠍߓᓧߥޕ㩷
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 ߎ߁ߒߚቇㇱᢎ⢒ࠍขࠅᏎߊ⺖㗴߿ޔ
࿖㓙⊛ߥ㛎ࠍᄙ᭽ߥቇ⠌⚻㛎ߩਇ⿷ߩ⁁ᘒࠍ
⟎ߔࠆߥࠄ߫ޔ࿖㓙⊛ߥᄢቇ㑆┹ߣᄢቇ㑆ᢎ⢒ㅪ៤ߩਛߢ᧲ޔ੩ᄢቇᙗ┨ߩᣦߣߔࠆࡢ
࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇߣߒߡߩࠍ⏕ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ᰷Ꮊߢߪߥ↹⸘ࠬࡓࠬࠛޔ
ߤߦࠃࠅၞౝᄖߢߩ࿖㓙⊛ߥቇ↢ᵹࠍᒝജߦផㅴߒޔ
૬ߖߡᢎ⢒ߩ⾰⸽ߦ㑐ࠊࠆฦ⒳ߩ
ᐲࠪࠬ࠹ࡓߩᮡḰൻࠍ࿑ߞߡࠆࠞࡔࠕޕวⴐ࿖ߢ߽ޔᄙߊߩജᄢቇ߇⥄ޔ࿖ࠠࡖ
ࡦࡄࠬߢߩ⇐ቇ↢ฃߌࠇߦᱛ߹ࠄߕޔቇ೨ߩ㕖⧷⺆ߢߩቇ⠌ᵴേ㛎ޔቇㇱᲑ㓏߆
ࠄߩ⍴ᦼਛᦼߩᶏᄖ⇐ቇ߿࿖㓙㛎ߥߤࠍᅑബߒޔቇㇱቇ↢ߩቇᦼ㑆ਛߩᶏᄖ߳ߩㅍࠅ
ߒᲧ₸ߪ㧝㧜㧑߆ࠄ㧡㧜㧑એߦ߽߱ߦࠄߐޕᢎ⢒ࠕࠗࠕࡦࠬޔ䌏䌃䌗㧔㪦㫇㪼㫅㩷㪚㫆㫌㫉㫊㪼㩷
㪮㪸㫉㪼㧕
ޔᄢⷙᮨࠝࡊࡦࠝࡦࠗࡦࠦࠬߥߤࠍㅢߓߚᶏᄖዷ㐿㧔ࠕࠫࠕޔਛㄭ᧲ࡈࠕޔ
ࠞ㧕ࠍㅴߡࠆߚ߹ޕㄭᐕޔਛ࿖ߥߤࠕࠫࠕߢߪޔቇ↢ߩㅍࠅߒߛߌߢߥߊޔ᰷☨߆ࠄ
ߩ⇐ቇࠍޔฃߌࠇ߽ᕆỗߦჇടߒߡ߅ࠅޔജᄢቇߩบ㗡߽⋡ⷡ߹ߒޕᢎ⢒ߩථ
ᕈࠍㅊ᳞ߔࠆߢޔ
ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߩ࠷ࠕ࡞ࡌߒࠊߐ߰ߦޠ
ᶩ㙃ߣޔ
࿖Ⴚࠍ߃ߚ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢߥቇ⠌⚻㛎ࠍ࿖㓙ᵹേᕈߩะߣ߇ਇนಽߩ㑐ଥߦ
ࠆߎߣߪޔᣢߦᶏᄖജᄢቇߩࠦࡦࡦࠨࠬߦߥߞߡࠆߣ⸒ߞߡㆊ⸒ߢߪߥޕ㩷
 ߥ߅ޔ
ቇㇱᢎ⢒ߦਥߚࠆὶὐࠍᒰߡߡክ⼏ࠍⴕߞߡࠆߩၮᧄᬌߩࠬ࠲ࡦࠬߦኻߒߡ
ߪߦߢߔޔ࿖㓙ൻߩㅴߺߟߟࠆᄢቇ㒮ᢎ⢒ߣߩធ⛯ࠍ㊀ⷞߔࠆⷰὐ߆ࠄޔቇౝߦ߽᭽ߥޘ
ᗧ߇ࠆޔߪߡߟߦࠇߎޕ೨ㅀߩࠃ߁ߥ࿖㓙ൻߩㆃࠇ㧔ߘࠇߦኻߔࠆቇㇱቇ↢ߩਇḩ߿
ᧂ㆐ᚑᗵ㧕ߦട߃ޔቇㇱᢎ⢒߇ᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩ⾰ะᵴᕈൻߩၮ⋚ߣߒߡߩᗧ⟵ࠍ߽ߟߎߣ
ࠍᜰ៰ߒߡ߅߈ߚޕቇㇱߩ࿖㓙ൻ߇ᔅⷐߥὐࠍౕ⊛ߦᜰ៰ߔࠆߥࠄ߫ޔએਅߩࠃ߁ߦߥ
ࠆޕ㩷
 ╙৻ߦᧄޔቇቇ↢߇ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߡߒߣޠᣣᧄੱ࠻࠶ࡊጀࠍ᭴ᚑ
ߔࠆߚߦߪߥ߉ࠆំޔၮ␆ቇജ߿వ┵⊛⍮߳ߩᅢᄸᔃ⺖ޔ㗴ߩ⊒ជ⢻ജ߿⸃⢻ജࠍ߽
ߜߥ߇ࠄ⼾ޔንߥ࿖㓙㛎ࠍㅢߓߡ⇣ߥࠆᢥൻ߿ଔ୯ⷰࠍℂ⸃ዅᢘߒޔⷙᮨߢߩᕁ⠨
߿ⴕേ߇ߢ߈ࠆߎߣ߇ᦨ㊀ⷐߢࠆޔߪߦߚߩߘޕቇ↢ߩᄢቇ㒮ㅴቇࠍᓙߚߕߊߴࠆߥޔ
ᣧᦼߦ࿖㓙ൻߦኻᔕߒߚቇ⠌ᯏળ߿㛎ᯏળߩឭଏࠍᆎࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ߘࠇ߇ቇ჻⺖⒟ୃ
ੌᓟߩᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩ⾰ะᵴᕈൻߦ⋥ធ⊛ߦነਈߔࠆߎߣߪࠄ߆ߢࠅઁޔᣇޔቇㇱත
ᬺᓟ␠ߋߔޔળߦࠆቇ↢߇৻⥸⊛ߢࠆಽ㊁ߦ߅ߡ߽ޔቇㇱቇᓟ߆ࠄቇ߮߳ߩᒝേ
ᯏࠍ⛮⛯⊛ߦ⛽ᜬߒޔቇㇱතᬺߩᤨὐ߹ߢߦ㜞⺆ቇജ߿㜞ᰴߩ࡞ࡃࡠࠣޟᢎ㙃ࠍޠりߦ
ઃߌߡࠆߎߣߪᭂߡ㊀ⷐߢࠆޕ㩷
 ╙ੑߦޔᄢቇ㒮ߦ߅ߡ࠻࠶ࡊࡌ࡞ߩᄖ࿖ੱቇ↢ࠍ⇇ਛ߆ࠄฃߌࠇࠆߚߦ߽ޔᣣ
ᧄੱቇ↢߇ߘߩᤨὐߢߔߢߦⷙᮨߢߩᕁ⠨ߣᵹ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆߎߣߪ㊀
ⷐߢࠆޔࠅࠃߦࠇߎޕᄢቇ㒮ߦ߅ߡᄙ᭽ߥቇ↢߇ಾ⏢℉⏴ߔࠆᢎ⢒⎇ⓥⅣႺ߇ᢛޔ࿖
㓙ᕈࠍᜬߒߚࠅࠃޔ㝯ജࠆᢎ⢒⎇ⓥᵴേ߇ዷ㐿ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆޕ㩷
 ╙ਃߦᧄޔቇߩ࿖㓙⊛ߥ᳞ᔃജࡉࡦ࠼ജߩ⛽ᜬᒝൻߦߪ⎇ޔⓥᄢቇߣߒߡߩవ┵⎇
ⓥߩ᳓Ḱߩ㜞ߐߪ߽ߣࠃࠅࠄ߆ߎߘޔ⇇ߦߡߊቇ↢තᬺ↢߇ⷙᮨߢᵴべߔࠆߎ
ߣ߇ࠃࠅ߽㊀ⷐߢࠆޔߪߦߚߩߘޕቇㇱᢎ⢒߽ߺోޔቇ⊛ߥⷙᮨߢߩࠣࡠࡃ࡞ൻ
߳ߩኻᔕࠍᒝജߦㅴࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ㩷
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 ╙྾ߦޔቇㇱᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖㓙ㅪ៤࿖㓙ᵹ࿖㓙ද⺞ߩㆃࠇࠍ⟎ߔࠆߥࠄ߫ޔᄖ࿖
ߪ߽ߜࠈࠎޔᣣᧄߩఝ⑲ߥ㜞ᩞ↢ߦߣߞߡ߽ޔߚ߹ޔ䌐䌅䌁䌋㧔㪧㫉㫆㪾㫉㪸㫄㫊㩷㫀㫅㩷㪜㫅㪾㫃㫀㫊㪿㩷㪸㫋㩷㪢㫆㫄㪸㪹㪸㧧
ᢎ㙃ቇㇱ⧷⺆ࠦࠬ㧕ߢᶏᄖࠃࠅቇߒߚቇ↢ߦߣߞߡ߽ᧄޔቇߢቇ߱ࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉߪᷫ
ߓߡߒ߹߁ߎߣߦߥࠆᦨޕఝ⑲ߩቇ↢߇ቇㇱߦ㓸߹ࠅޔᄢቇ㒮߳ㅴቇߔࠆߣ߁᭴࿑߇፣ࠇ
ߡߊน⢻ᕈ߇㜞ޕ㩷
㩷
㧔㧞㧕ᡷ㕟ߩℂᔨේೣ㩷
 ߔߢߦ╙㧝ߢ߽⏕ߒߚࠃ߁ߦ᧲ޔ੩ᄢቇᙗ┨ߪᧄޔቇ߇ޟ⇇ߩ᧲੩ᄢቇߡߒߣޠ⇇
ߩᐔߣੱ㘃ߩੱޔ㘃ߣ⥄ὼߩሽࠍߪߓߣߔࠆࠣࡠࡃ࡞ߥ⺖㗴ߩ⸃߳⽸₂ߔࠆ
ߎߣࠍޟߦߚߩߘޔ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ޔޠ
ޟ࿖㓙ᕈߣ㐿ᜏ⠪⊛♖ࠍ
߽ߞߚޔฦಽ㊁ߩᜰዉ⊛ੱᩰࠍޠ⢒ᚑߔࠆߎߣࠍℂᔨߦឝߍߡࠆޔߚ߹ޕ
ޟ⇇ߦ㐿߆ࠇ
ߚᄢቇޔߡߒߣޠ
ޟ⇇ߩ⻉ၞ߆ࠄቇ↢߮ᢎຬࠍㄫ߃ࠇࠆߣߣ߽ߦ᧲ޔ੩ᄢቇߩቇ↢
߮ᢎຬࠍ⇇ߦㅍࠅߒޔᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖㓙⊛ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ᭴▽ޔࠍߣߎࠆߔޠหߓߊ
ℂᔨߦឝߍߡࠆ⸒ޕ឵߃ࠇ߫ޔ⇇ࠍ࠼ߒ⇇ߦ⽸₂ߔࠆੱ᧚ߣߒߡࡃࡠࠣޟ
࡞ߢ࠲ࡈߥ᧲ᄢ↢ߚߒ߁ߘޔࠍޠᄢቇߣߒߡ᧲ߩࠬࠢ࠼࡞ࡢޟ੩ᄢቇࠇߙࠇߘޔࠍޠ
⢒ᚑ᭴▽ߔࠆߎߣࠍ⻭ߞߡࠆߣ⸒߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ㩷
 ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧝㧡ᣣߩ✚㐳ࡔ࠶ࠫޟ
✚ޟว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩޠ㊀ⷐߥᲑ㓏ࠍㄫ߃ߡޠ
ߦ߅ߡޔ
ޠߣߎࠆߢ࡞ࡃࡠࠣޟ
ߪޔ
ߛߚޟ⇇ߦߟߡߩ⍮⼂ࠍᓧࠆߣ߁ߛߌߢߥߊޔ
߹ߢ⥄ಽ߇↢߈ߡ߈ߚ߽ߩߣߪ⇣ߥࠆ↢ᵴ߿߽ߩߩ⠨߃ᣇޔଔ୯ⷰߥߤߣ߱ߟ߆ࠅวޔ
ߘ߁ߒߚ⇣⾰ߥ߽ߩޔᄙ᭽ߥ߽ߩࠍ⥄ಽߩ⍮ജⴕޔേജޔᗐജߩḮᴰߣߒߡขࠅㄟࠎߢ
ߊߎߣߣࠆߢޠቯ⟵ߐࠇߡ߅ࠅ⥄ߡߒ߁ߘޔಽߩ߽ߩߣߥߞߚജߪ⚻ߢ߹ޟޔ㛎ߒߚߎ
ߣ߇ߥࠃ߁ߥ⺖㗴ߦኻߒߡᨵエߦ⠨߃ഃㅧ⊛ߥᎿᄦࠍߒߡขࠅ⚵ࠎߢߊߎߣߩߢ߈ࠆ
⍮⊛ߥ✚วജߣߒߡ⊒ើߐࠇࠆ߽ߩޔߪޠߣߎࠆߢࡈ࠲ޟߚ߹ޕࠆߡࠇߐߣࠆߢޠ
ޟ
߆ߥࠆ⁁ᴫߩਛߢ߽ਥ⊛ߦ⠨߃⢻േ⊛ߦⴕേߒޔ
ߘ߁ߒߚᆫࠍᜬ⛯ߢ߈ࠆ♖⊛ߥߚߊ
߹ߒߐߣࠆߢޠቯ⟵ߐࠇޔߪߐࡈ࠲ߚߒ߁ߘޔ
ޟ࿎㔍ߥ⺖㗴ߦኻߒߡⴕߩੱ৻ߛߚޔὑߦ
ࠃߞߡߛߌߢߥߊᄙߊߩੱࠍࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ߆⼾ߩߣޘㅢߓߡขࠅ⚵ࠎߢߊ㧔ਛ
⇛㧕ജߩḮⷙߣࠆߢޠቯߐࠇߡࠆޔߜࠊߥߔޕ࿖ౝᄖߩఝ⑲ߥੱߣޘ⢻ജࠍ┹วޔ
߆ߟ⋧ߦද⺞ߒߡߊߚߦߪޔ
ޟቇᬺᚑ❣߇ࠃߪߢߌߛ߁ߣޠਇචಽߢࠅޔ
ࠅࠃޟ
ࠣࡠࡃ࡞ߦޠߦࡈ࠲ࠅࠃޔ⢒ߟߎߣߢޔ
ޟ㜞⍮ᕈࠍࡌࠬߦߒߚ✚วജ␠ࠍޠળߦ߅
ߡචಽߦ⊒ើߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣߐࠇߡࠆߩߢࠆޕ㩷
 ၮᧄᬌߣߒߡߪޔ
ߎ߁ߒߚℂᔨߩࠃࠅࠃ߈ታߩߚޔ
ቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡޔ
ᰴߩ࿑ߦ␜ߔࠃ߁ߦޟޔ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ߦߚߩߘߣޠᔅⷐߥ✚ޟว⊛ᡷ㕟ߩේೣᣇ
ะᕈࠍޠឭߔࠆޔߕ߹ޕ
ޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ࠍޠ᭴ᚑߔࠆⷐ⚛ߪޔᰴߩ㧭㨪㧱ߩ㧡ߟߢ
ࠆޕ㩷
㩷
㧭㩷

ំࠆ߉ߥၮ␆ቇജޔవ┵⊛⍮߳ߩᅢᄸᔃ㩷

㧮㩷

⊛ߥ⽿છᗵޔᏂⷞ⊛ߥ್ᢿജ㩷
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㧯㩷

⇣ߥࠆᢥൻ߿ଔ୯ⷰߩℂ⸃ዅ㊀㩷

㧰㩷

⺖㗴ߩ⊒ᚢ⊛㛎߳ߩⓍᭂ⊛ᆫ㩷

㧱㩷

ࠣࡠࡃ࡞ߥᕁ⠨ߣⴕേജ㩷

㩷
ߎࠇࠄߪᔅߕߒ߽⋡ᣂߒ߽ߩߢߪߥ߇ޔ೨ᦼ⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟ࠍㅢߓߚቇㇱᢎ⢒ోߩ
ਛߢޔኾ㐷⍮ߩ⢒ᚑߦട߃ߡޔ᭽ߥޘቇ⠌ಽ㊁߿ᵴേಽ㊁ߦ߹ߚ߇ࠆߎ߁ߒߚᮮᢿ⊛ߥ⢻ജ
ࠍりߦઃߌߐߖࠆദജ߇චಽߢߞߚ߆ޔ⋥ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥߥࡈ࠲ޟߪࠄࠇߎޕ
᧲ᄢ↢ߩޠ߃ࠆߴ߈ၮᧄⷐઙߢࠅ࡞ࡃࡠࠣޔൻߦኻᔕߒߡ↢߈ᛮߊജߩḮᴰߢࠆޕ
߹ߚޔ࿖Ⴚߦߣࠄࠊࠇߕߥ⊛⌒ⶄߢࠬ࠳ࡏޔᕁ⠨ࠍ㎊߃ࠆࠃ߁ߥቇ⠌㛎ࠍߪߓߣ
ߔࠆᢎ⢒ߩࠣࡠࡃ࡞ൻߪ᧲ߥࡈ࠲ޟߚߒ߁ߘޔᄢ↢ࠍޠ⢒ᚑߔࠆᔅ㗇ߩᚻᲑߣߒߡࡖࠠޔ
ࡦࡄࠬౝߩቇ⠌ߦട߃ߡᭂߡ㊀ⷐߢࠆޕ
ޔߪޠࠬࡀࡈ࠲ޟ㜞ᐲߥ⍮⼂ߩ⠌ᓧߩߺߦࠃߞ
ߡߪ㆐ᚑߐࠇߥߣ߁ߎߣࠍᡷߡᒝ⺞ߒߡ߅߈ߚޕ㩷
߹ߚޔ
ޟᏒ᳃⊛ࠛ࠻ޔߪߦޠ᭽ߥޘ࿎㔍ߦ⋥㕙ߒߥ߇ࠄ߽⊛ߥ⽿છࠍ⠨߃ޔਥ
⊛ߦᵴേߒߡߊߚߩߘޔ⍮⼂ࠍᵴ↪ߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆᧄޕቇቇ↢ߦߪޔߩߚ
ߦ⍮⼂ࠍ⠌ᓧߔࠆߩ߆ߩߘޔ⍮⼂ࠍᵴ↪ߒߡࠍᚑߒㆀߍࠃ߁ߣߔࠆߩ߆ࠍ⥄ࠄޔ
⊛Ꮢ᳃⊛ߥᵴേ㗔ၞߣ⠌ᓧߒߚቇ⍮ߣߩߛߦ⥄Ꮖቯߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ߎߩߚߩ⥸ޔᢎ⢒ᡷ㕟ߦᒰߚߞߡߪޔනߥࠆ⍮⼂ߩ⠌ᓧߩߚߩ⠌ᓧߢߪߥߊޔ⏕ߥ
⋡⊛ᗧ⼂ࠍ߽ߞߡ⍮⼂ߩ⠌ᓧߦദജߒ⛯ߌࠆᘒᐲࠍりߦઃߌߐߖࠆߎߣޔ
ਥ⊛ߥቇ߮ߩേ
ᯏઃߌࠍⴕ߁ߎߣ߇ᭂߡ㊀ⷐߣߥࠆޕቇ↢ߩਥᕈߩᶩ㙃ࠍᰳߡߪޔᶏᄖߢߩቇ⠌㛎
ߩផㅴ߿⺆ቇᢎ⢒ߩᒝൻߣߞߚข⚵߽චಽߦᄼഞߒߥߢࠈ߁ޕ
࿑ਛߦ␜ߔߩޘ⢻ജ
ߩ⢒ᚑ߇㊀ⷐߢࠆߎߣߪᒰὼߢࠆ߇ޔ
ߘ߁ߒߚ⢻ജࠍ⊒ើߐߖࠆᔒࠍቇ↢ߦ߽ߚߖࠆߎ
ߣߦߎߘᧄޔቇߩᢎ⢒ߩᗧ⟵߇ࠆߣ⠨߃ࠆޕ㩷
 ߒߚ߇ߞߡߩߘޔታߩߚߦߪ✚ޔ㐳ᢥᦠޟᡷߡ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߦะߌߡ
̆ቇㇱᢎ⢒ߦߟߡ̆ޟߚࠇߐ␜ߡ߅ߦޠᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߦ㑐ߔࠆ㗄ޠ߮ޟᢎ⢒ߩ⾰
ะߦ㑐ߔࠆ㗄ߩޠ㧝㧞⺖㗴߳ߩข⚵ࠍ✚ว⊛ߦផㅴߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠅⶄߩࠄࠇߘޔ
ว⊛⋧ਸ਼⊛ߥᢎ⢒ലᨐߩਛ߆ࠄ
᧲ߥࡈ࠲ߢ࡞ࡃࡠࠣޟᄢ↢ޠ
߇⢒ᚑߐࠇࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠆޕ
ߎߩ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߩේೣᣇะᕈߣߒߡޔၮᧄᬌߢߪᰴߩΣ㨪Χߩ㧡ߟߩⷐ⚛ࠍ
ឭ᩺ߔࠆޕ㩷
㩷
Σ㩷 㩷 ቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕㩷
ቇ↢߇ቇ⠌ㆊ⒟ࠍታߩࠆ߽ߩߣߒߡ⚻㛎ߒߣࠅ߆ߞߒޔቇ߱ߣ߁ᆫࠍᩮઃ
߆ߖࠆߚߦޔනߩታ⾰ൻࠍ࿑ࠅߟߟ⟵⻠ޔṶ⠌ታ㛎ታ⠌ߥߤߩᬺࠍ
ਛᔃߣߒߚቇ߮ߩ⾰ߩะ߮㊂ߩ⏕ࠍ࿑ࠆޕ㩷
Τ㩷 㩷 ਥ⊛ߥቇ߮ߩଦㅴ㩷
ቇ↢߇ቇ⠌ㆊ⒟ߦ߅ߡਥᕈࠍᶩ㙃ߒ⥄ޔಽ߆ࠄቇ߱ߣ߁ᆫࠍᩮઃ߆ߖࠆ
ߚߦޔ
ቇ↢߇⥄ਥ⊛߆ߟ⢻േ⊛ߦ⥄ࠄߩጁୃࡊࡠࠬࠍ࠺ࠩࠗࡦߔࠆࠃ߁ߥ
⚵ߺࠍขࠅࠇࠆޕ㩷
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Υ㩷 㩷 ᵹേᕈߩะߣቇ⠌ᯏળߩᄙ᭽ൻ㩷
ቇ↢߇ቇ⠌ㆊ⒟ߦ߅ߡᄙ᭽ߥ㑐ᔃ߿㗴ᗧ⼂ࠍᵴ߆ߒޔᨵエߦቇ߱ߣ߁ᆫ
ࠍᩮઃ߆ߖࠆߚߦޔቇ↢ߩቇౝᄖߢߩᵹേᕈࠍ㜞ࠆߣߣ߽ߦޔቇ⠌㛎ߦᄙ
᭽ߥⷐ⚛ࠍዉߔࠆⅣႺࠍᢛߔࠆޕ㩷
Φ㩷 㩷 ቇ჻⺖⒟ߣߒߡߩ৻ᕈߩᒝൻ㩷
ቇ↢߇ቇ჻⺖⒟ࠍో⊛ߦୄ⍑ߒߚⷞὐ߆ࠄቇ⠌ㆊ⒟ࠍᛠីߒ⊛⽾৻ޔᜬ⛯⊛
ߦቇ߱ߣ߁ᆫࠍᩮઃ߆ߖࠆߚߦޔ
ᢎ㙃ᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߩ⋧ᶐㅘᕈߦ㈩ᘦ
ߒޔቇ჻⺖⒟ߣߒߡߩ৻⊛ߥᢎ⢒ࠍታߔࠆޕ㩷
Χ㩷 㩷 ᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀ㩷
␠ળߩᄌൻߣᄢቇߦኻߔࠆ␠ળ⊛ߥⷐ⺧ߩࠅᣇࠍᝪ߃ߥ߇ࠄޔ
ቇ⹜㛎ᐲ
߿ቇቯຬߥߤޔᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߦ㑐ߔࠆ㗄ߦߟߡᔅⷐߦᔕߓߚᡷༀࠍ࿑ࠆޕ
㩷
㩷
ߥ߅ޔ
ޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ߦޠߍߚ⻉ⷐ⚛ߣ✚ޟว⊛ᡷ㕟ߩේೣᣇะᕈߢޠߍߚ
⻉ⷐ⚛ߣߪ⋧ߦᷓ㑐ࠊࠅࠍߒߡࠆ߇ోޔߣߒߡ✕ኒߢਇนಽߩ㑐ଥߦࠆߚޔ
৻ᣇߦ߅ߌࠆߘࠇߙࠇߩⷐ⚛߇ઁᣇߦ߅ߌࠆߘࠇߙࠇߩⷐ⚛ߣᔅߕߒ߽৻ኻ৻ߦኻᔕߒߡ
ߪߥޔߚ߹ޕᰴ▵ߦㅀߔࠆߣ߅ࠅߪࠄࠇߎޔΣ㨪Φߜࠊߥߔޔᢎ⢒ౝኈߩታ⾰ߦ㑐ߔ
ࠆ㗄ߣޔΧߜࠊߥߔޔቇ⹜㛎ᐲ߿ቇቯຬߥߤߩᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀߣߦᄢߐࠇ
ࠆޕၮᧄᬌߣߒߡߪߚߒ߁ߎޔේೣᣇะᕈߦߩߞߣߞߡᕁಾߞߚᢎ⢒ᡷ㕟ࠍߔࠆߎߣߦ
ࠃࠅᧄޔቇ߇⌀ߦࡢ࡞࠼ࠢࠬߩᄢቇߣߒߡሽ┙ߒ␠ޔળ߆ࠄߩ⽶⸤ߦᔕ߃ࠆߎߣ߇น⢻
ߦߥࠆ߽ߩߣ⠨߃ߡࠆޕ㩷
ቇㇱᢎ⢒䈱✚ว⊛ᡷ㕟䈮ะ䈔䈩
䂓ᡷ㕟䈱ၮᧄℂᔨ
᧲੩ᄢቇᙗ┨䈮ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎ᢎ⢒ℂᔨ䊶䊚䉾䉲䊢䊮䈱䉋䉍䉋䈐ታ
¾ቇ↢䉕䇸䉋䉍䉫䊨䊷䊋䊦䈮䇮䉋䉍䉺䊐䈮䇹 䋨䇸ోຬ䈮࿖㓙⊛䈭ቇ⠌㛎䉕䇹╬䋩
¾ᄢቇ䉕䇸䉫䊨䊷䊋䊦䍃䉨䊞䊮䊌䉴䈮䇹

⢒ᚑ䈜䉎⢻ജ䊶ੱ᧚
⇇⊛ⷞ㊁䉕䉅䈦䈢Ꮢ᳃⊛䉣䊥䊷䊃䈫䈚䈩䈱㜞䈇ᔒ
䋨䌁䋩ំ䉎䈑䈭䈇ၮ␆ቇ
ജ䇮వ┵⊛⍮䈻䈱ᅢ
ᄸᔃ

䋨䌂䋩⊛䈭⽿છᗵ䇮
Ꮒⷞ⊛䈭್ᢿജ

䋨䌃䋩⇣䈭䉎ᢥൻ䉇ଔ
୯ⷰ䈱ℂ⸃䊶ዅ㊀

䋨䌄䋩⺖㗴䈱⊒䊶ᚢ
⊛㛎䈻䈱Ⓧᭂ⊛
ᆫ

䋨䌅䋩䉫䊨䊷䊋䊦䈭ᕁ⠨
䈫ⴕേജ

✚ว⊛ᡷ㕟䈱ේೣ䊶ᣇะᕈ
䊪䊷䊦䊄䉪䊤䉴䈱ᄢቇᢎ⢒䈱ታ

䋨㸇䋩ቇ䈶䈱⾰䈱ะ䊶
㊂䈱⏕

䋨㸈䋩ਥ⊛䈭ቇ䈶䈱
ଦㅴ

䋨㸉䋩ᵹേᕈ䈱ะ䈫ቇ
⠌ᯏળ䈱ᄙ᭽ൻ

䋨㸊䋩ቇ჻⺖⒟䈫䈚䈩䈱
৻ᕈ䈱ᒝൻ

䋨㸋䋩ᢎ⢒ᐲ䈱ᄢᨒ䈱
ᡷༀ

㩷
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 ߥ߅ޔ
✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߦߟߡޔ
ᐢߊ␠ળ⊛ߥℂ⸃ߣදജࠍᓧߡߊߚߦߪޔ
㆐ᚑ⋡ᮡߥߤࠍนⷞൻߒޔᄢቇ⥄ࠄ߇ਥ⊛ߦ㆐ᚑ⁁ᴫࠍὐᬌ⹏ଔߒޔ㑐ଥᖱႎࠍ⊒ାߒ
ߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆᧄޔߚ߹ޕ㗄ߢឝߍࠆℂᔨේೣߦၮߠߊ⻉ᡷ㕟ߩലᨐ߇৻ೞ߽ᣧ
ߊቇ↢ߦ߱ࠃ߁ߦߔࠆߚߦ߽ޔ㆐ᚑ⋡ᮡࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕၮᧄᬌߣߒ
ߡߪᧄޔቇߣߒߡឝߍߡࠆ㆐ᚑ⋡ᮡࠍᅷᒰߥ߽ߩߣ⹏ଔߔࠆߣߣ߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓࠇߎޔ
ࠍᦝߦ࿁ࠆ⋡ᮡࠍ⸳ቯߒߚࠅ⋡ޔᮡᤨᦼࠍ೨ୟߒߒߚࠅߔࠆߎߣࠍ᳞ߚޕ㩷
 ․ߦޔ㧔㧝㧕ߢᒝ⺞ߒߚߣ߅ࠅߩ⥸ޔᡷ㕟ߦᒰߚߞߡߪޔ࿖㓙ᵹേᕈߩะࠍ࿑ࠅߢޔ
߈ࠆߛߌᄙߊߩቇ↢ߦቇਛߦ࿖㓙⊛ߥቇ⠌㛎ࠍⓍ߹ߖࠆߎߣ߇ቯ⊛ߦ㊀ⷐߥᗧࠍ
߽ߟޔߚߩߎޕએਅߩߦ߅ߡߪߦࠇߎޔ㑐ࠊࠆ㆐ᚑ⋡ᮡߣ⁁ߦߟߡឝߍޔෳ⠨ߦ
ଏߔࠆޕᙣ⺣ળߩႎ๔ߪޔቇㇱතᬺ߹ߢߩޟ࿖㓙⊛ߥቇ⠌㛎㧔㪪㫀㪾㫅㫀㪽㫀㪺㪸㫅㫋㩷 㪠㫅㫋㪼㫉㫅㪸㫋㫀㫆㫅㪸㫃㩷
㪜㫏㫇㪼㫉㫀㪼㫅㪺㪼㫊㧧㧿㧵㧱㧕ߦޠଥࠆ㆐ᚑ⋡ᮡߣߒߡޔනขᓧࠍ߁ᶏᄖ⇐ቇ㧔㧿㧵㧱㧝㧕ߪో
ቇ↢ߩ㧝㧜㨪㧝㧡㧑⺆ޔቇ⇐ቇ߿ࠨࡑࠬࠢ࡞ߥߤߩᶏᄖ㛎㧔㧿㧵㧱㧞㧕ߪోቇ↢ߩ㧞
㧜㨪㧟㧡㧑ߣ߁⋡ࠍឝߍߚ⇐ޔઁߩߘޕቇ↢ߣߩᵹ߿⧷⺆ߦࠃࠆᬺߩጁୃߥߤߦࠃ
ࠆቇౝߩ࿖㓙㛎㧔㧿㧵㧱㧟㧕
ߩᯏળࠍోቇ↢߇੨ฃߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߽૬ߖߡ␜ߒߚޕ
ߎ߁ߒߚ⋡ᮡ⸳ቯߪޔቇ↢ߩቇ⠌࠾࠭ߩታᘒޔᶏᄖജᄢቇ߿࿖ౝߩઁᄢቇߩ⁁߿േะ
ߥߤߦᾖࠄߖ߫ߒߡㆊᄢߢߪߥߊᧄޔቇߣߒߡᣧᕆߦ㆐ᚑߔߴ߈᳓Ḱߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
 ߽ߣࠃࠅޔ࿁ߩ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߪޔ࿖㓙ᵹേᕈߩะߩߺࠍᮡ᭙ߔࠆ߽ߩߢߪߥߊޔ
ᧄ▵ߦឝߍࠆᡷ㕟ߩℂᔨේೣߩ⻉ⷐ⚛ࠍ〯߹߃ޔᣂߚߥ㆐ᚑ⋡ᮡߩ⸳ቯߦߟߡᬌ⸛ߐࠇ
ߡߒ߆ࠆߴ߈ߢࠆޔ߫߃ޕቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߪޔᬺᄖߩቇ⠌
ᤨ㑆ޔ࿑ᦠ㙚ߥߤߩᵴ↪ߣߞߚᜰᮡߦ⌕⋡ߒޔᶏᄖജᄢቇߦ㆖⦡ߩߥ᳓Ḱߩ㆐ᚑࠍ
⋡ᜰߔߎߣ߽ߞߡࠃߣ⠨߃ࠆޕ

䋼ᧄቇ䈱ᢎ⢒ᡷ㕟䈱ਥ䈭㆐ᚑ⋡ᮡ䈫⁁䋨࿖㓙ᵹേᕈ䈮㑐䉒䉎⋡ᮡ䉕ਛᔃ䈮䋩䋾㩷
㆐ᚑ⋡ᮡ㩷

⁁㩷

㸇㩷 ቇ↢䈱ቇ⠌㛎㩷
䇼ⴕേ䉲䊅䊥䉥䇽㩷
y 䋲䋰䋱䋵ᐕ䉁䈪䈮ో䈩䈱ቇ↢䈮ᶏᄖ⇐ቇ䊶ᵷ㆜䉕
䉃࿖㓙⊛䈭ቇ⠌䊶⎇ⓥ㛎䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䉕
⋡ᜰ䈜䇯㩷
y 䋲䋰䋲䋰ᐕ䉁䈪䈮⧷⺆䈮䉋䉎ᬺ⑼⋡䉕䋳એ
䈮Ⴧട䈘䈞䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯㩷

㩷
㩷
y ቇౝ䈪䉌䈎䈱䈎䈢䈤䈪࿖㓙⊛䈭ቇ⠌
㛎䉕䈚䈩䈇䉎ቇㇱቇ↢䈲䋶䋶䋮䋲䋦䇯㪈㩷
㩷
y 䋲䋰䋰䋹ᐕᐲ䈫Ყセ䈚⚂䋲䋮䋲Ⴧ䋨䋲䋰䋰䋹
ᐕᐲ䋺䋳䋲䋱⑼⋡䋨䈉䈤䇮ቇㇱ䋵䋹⑼⋡䋩㸢
䋲䋰䋱䋱ᐕᐲ䋺䋶䋹䋴⑼⋡䋨䈉䈤䇮ቇㇱ䋱䋵䋴
⑼⋡䋩䋩㩷

㩷

㩷
㩷
y ᄢቇ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䋯ផ⮈䈮䉋䉍⇐ቇ䈚䈢
ቇㇱቇ↢䈲䋴䋮䋷䋦䇯㩷

1

䋼ቇᤨᦼ䈱䉍ᣇ䈮㑐䈜䉎ᙣ⺣ળႎ๔䋾㩷
䋨䌓䌉䌅䋱䋩㩷 㩷
y ቇㇱቇ↢䈱ో䈱䋱䋰䌾䋱䋵䋦䈏දቯᩞ䈪න
ขᓧ䉕䈉⇐ቇ䉕ⴕ䈉㩷

䇸䋲䋰䋱䋱ᐕᐲᄢቇᢎ⢒䈱㆐ᚑᐲ⺞ᩏ䇹䋨⺞ᩏኻ⽎䋺ቇㇱ䋴ᐕ↢䋨තᬺᤨ䋩䇮ല࿁╵ᢙ䋺䋲䋬䋴䋶䋸䇯䋩䈮ၮ䈨䈒ផ⸘୯䇯
એਅ㸇䈶㸈䈱䊂䊷䉺䈲䇮ේೣ䈫䈚䈩ห⺞ᩏ䈮䉋䉎䋨⧷⺆䈮䉋䉎ᬺ⑼⋡ᢙ䇮TOEFL ฃᬌ⁁ᴫ䉕㒰䈒䋩䇯
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䋨䌓䌉䌅䋲䋩㩷 㩷
y ቇㇱቇ↢䈱䋲䋰䌾䋳䋵䋦䈏⺆ቇ⇐ቇ䉇ᶏᄖ䉰䊙
䊷䉴䉪䊷䊦╬䉕⚻㛎䈜䉎㩷
䋨䌓䌉䌅䋳䋩㩷
y ో䈩䈱ᣣᧄੱቇㇱቇ↢䈏⇐ቇ↢䈫䈱ᵹ
㛎䉕ᜬ䈧㩷
y ోቇㇱቇ↢䈏⧷⺆䈮䉋䉎ᬺ䉕ጁୃ䈜䉎㩷

y ੱ⇐ቇ䋨⺆ቇቇ⠌䋩䈚䈢ቇㇱቇ↢䈲㩷
䋸䋮䋱䋦䇯㩷
y ੱ⇐ቇ䋨⺆ቇቇ⠌એᄖ䋩䈚䈢ቇㇱቇ↢
䈲䋳䋮䋸䋦䇯㩷
y ቇౝ䈱⇐ቇ↢䈫ઃ䈐ว䈇䈏䈅䉎ቇㇱቇ↢
䈲䋴䋶䋮䋸䋦䇯㩷
y ᧲ᄢ䈪⺆ቇએᄖ䈱⧷⺆䈮䉋䉎ᬺ䉕ฃ
⻠䈚䈢ቇㇱቇ↢䈲䋳䋲䋮䋳䋦䇯㩷

㸈㩷 ቇ↢䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮ജ㩷
㩷 㩷 䇼ⴕേ䉲䊅䊥䉥䇽㩷
y ో䈩䈱ቇ↢䈏䇮࿖㓙⊛䈭ᵴべ䈮ᡰ㓚䈱䈭䈇⺆
ቇജ䈱⠌ᓧ䈭䈬䉕⋡ᜰ䈜䇯㩷

㩷
㩷
y ᄖ࿖⺆䈪䉮䊚䊠䊆䉬䊷䊃䈜䉎⢻ജ䈏り䈮
ઃ䈇䈢䈫⼂䈚䈩䈇䉎ቇㇱቇ↢䈲䋳䋵䋮
䋱䋦䇯㩷
y ⺆ቇജ䈱㗴䈪⇐ቇ䉕䈅䈐䉌䉄䈩䈇䉎
ቇㇱቇ↢䈏䋳䋱䋮䋵䋦䇯㩷

䋼䇸䉫䊨䊷䊋䊦䊥䊷䉻䊷⢒ᚑ᭴ᗐ䇹 㪉䋾㩷
y 㜞ᐲ䈭䊃䊤䉟䊥䊮䉧䊦ੱ᧚䈱⢒ᚑ䋨⧷⺆䌔䌏䌅䌆
䌌㩷 䌩䌂䌔䋱䋰䋰ὐ䇮䌉䌅䌌䌔䌓䋷䋮䋰⋧ᒰએ䇮ਛ࿖⺆
䌈䌓䌋䋵⚖⋧ᒰએ╬䋩䇯㩷
䋼ቇᤨᦼ䈱䉍ᣇ䈮㑐䈜䉎ᙣ⺣ળႎ๔䋾㩷
y ోຬ䈏䌔䌏䌅䌆䌌╬䉕ฃᬌ䈚තᬺ䉁䈪䈮ඨᢙએ
䈏⇐ቇน⢻䈭᳓Ḱ䉕㆐ᚑ䈜䉎䇯㩷

㩷
y ቇਛ䈮䌔䌏䌅䌆䌌䉕ฃᬌ䈚䈢ቇㇱቇ↢䈲
䋲䋲䋮䋱䋦䇯䈠䈱䈉䈤 㫀㪙㪫䋱䋰䋱ὐ⋧ᒰએ
䋨ജᄢቇ⇐ቇ䊧䊔䊦䋩䉕ขᓧ䈚䈢ቇ↢
䈲䋱䋱䋮䋸䋦䇯㩷

㸉㩷 ᭴ᚑຬ䈱ᄙ᭽ᕈ㩷
㩷 䇼ⴕേ䉲䊅䊥䉥䇽㩷
y 䋲䋰䋲䋰ᐕ䉁䈪䈮⇐ቇ↢Ყ₸䉕䋱䋲䋦એ䈮Ⴧട䈘
䈞䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯㩷
y 䋲䋰䋲䋰ᐕ䉁䈪䈮ᢎຬ䈱ᄖ࿖ੱᲧ₸䋱䋰䋦䈱㆐ᚑ䉕
⋡ᜰ䈜䇯㩷

㩷
㩷
y ⇐ቇ↢Ყ₸䈲䋱䋰䋮䋴䋦䋨ቇㇱ䋱䋮䋸䋦䇮
ᄢቇ㒮䋱䋸䋮䋹䋦䋩䇯㪊㩷
y ᄖ࿖ੱᢎຬᲧ₸䈲䋷䋮䋴䋦䇯㩷

㩷

㩷
㩷
╙㧟 ⻉⺖㗴߳ߩข⚵㩷
㩷
㧔㧝㧕✚ว⊛ߥข⚵ߩᣇ㊎㩷
 ߢޠߦߓߪޟㅀߴߚߣ߅ࠅޔᓎຬળ߆ࠄၮᧄᬌߦኻߒߡਅߐࠇߚ⻁㗄ߦߪ╙ߩߘޔ
৻ߣߒߡޔ
ᧄޟቇߦ߅ߌࠆ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩోᎿ⒟ࠍᢛℂนⷞൻߒߟߟޔᄢ✁⊛ߥᣇ
㊎ߩࠅᣇࠍឭ⸒ߔࠆߎߣ߇ޠߍࠄࠇߡࠆઁޕᣇߢߣߚ߈ߡࠇ⸅ߢ↳╵ᧄߚ߹߽ࠇߎޔ
߅ࠅޔᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲೋ㗡ߩ✚㐳ᢥᦠߦ߅ߡߪޔ
ޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߦ㑐ߔࠆ㗄ޠ߮ޟᢎ
⢒ߩ⾰ะߦ㑐ߔࠆ㗄ߡߒߣޠ㧝㧞ߩ⺖㗴ࠍ␜ߒߟߟ✚ޔว⊛ߥቇㇱᢎ⢒ᡷ㕟߇ᧄቇߣ

2

ቇㇱᢎ⢒ᡷ㕟䈮䉋䉎䉫䊨䊷䊋䊦䊥䊷䉻䊷䈱⢒ᚑ䉕⋡⊛䈮ឝ䈕䇮ᄖ࿖⺆ᢎ⢒ᡷ㕟䇮㜞ᐲ䈭䉫䊨䊷䊋䊦ᢎ㙃ᢎ⢒䈱
ഃㅧ╬䉕ਥ䈭ᣉ╷䈫䈚䈢᭴ᗐ䇯ᒰ᭴ᗐ䈱ⷐ䈫䈭䉎䉫䊨䊷䊋䊦䊥䊷䉻䊷⢒ᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䋨䌇䌌䌐䋩䈱㆐ᚑ⋡ᮡ䈫䈚䈩䇮
ᄖ࿖⺆ታᛛᬌᩏ䈱ᜰᮡ䉕⸳ቯ䇯
3 ᐔᚑ䋲䋴ᐕ䋵䋱ᣣ䈱ᢙ୯䋨એਅ䇮ᄖ࿖ੱᢎຬ䉅ห᭽䋩䇯䈖䈖䈪䈱ᄖ࿖ੱᢎຬ䈫䈲ᢎຬ䋨ഥᚻએ䋩䇮․છᢎຬ
╬䋨․છഥᢎએ䇮ᄖ࿖ੱᢎᏧ䋩䈶․છ䊶ᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ䈱䈉䈤䇮ᄖ࿖☋䈱⠪䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜䇯
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ߒߡ༛✕ߦขࠅ⚵ߴ߈ᦨߩ⺖㗴ߢࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ㩷㩷
 ߎ߁ߒߚၮᧄᆫߪޔၮᧄᬌߩᬌ⸛ߦ߅ߡ৻⽾ߒߡၷᜬߐࠇߡ߈ߚޔߚ߹ޕၮᧄᬌߩክ
⼏ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆฦㇱዪߩᗧߦ߅ߡ߽ޔ
✚ว⊛ߥቇㇱᢎ⢒ᡷ㕟ߎߘ߇ᧄቇߦߣߞߡߩోቇ
⊛⺖㗴ߢࠆߣߩ⼂߇ᒝߊ␜ߐࠇߡࠆߣߣ߽ߦޔ᭽ߥޘᡷ㕟ᣇ╷ߦ㑐ߔࠆឭ⸒߇⋓ࠅㄟ
߹ࠇߡߚޕએߩ⚻✲ࠍ〯߹߃✚ޔߪߡ߅ߦ↳╵ᧄޔว⊛ߥቇㇱᢎ⢒ᡷ㕟߇ᦨ⺖㗴
ߢࠆߣ߁ߎߣࠍߎߎߦᡷߡ⸥ߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ᰴ㗄ߦ⸅ࠇࠆቇᥲߩࠅᣇߩᬌ⸛ࠍ
ޔᗐቯߐࠇ߁ࠆ⒳ߩޘ⊛ߥᡷ㕟⺖㗴ࠍ✚ߩߎޔว⊛ᡷ㕟ߩో⊛ߥᎿ⒟ߦ߅ߡ
⟎ઃߌࠆߎߣࠍ߹ߕ⏕ߒߡ߅߈ߚޕ㩷
ߎߩࠃ߁ߥ⏕߇ߥߐࠇࠇ߫ޔቇㇱᢎ⢒ߩࠅᣇࠍᬌ⸛ߔࠆߢߪᧄޔቇߣߒߡߩ࠺ࠖࡊ
ࡠࡑࡐࠪࠍὐߣߒߡోߩⴕߣࠪࡐࡑࡠࡊࠖ࠺ߩߘޔቇ⊛ߥᢎ⢒ࠞࠠࡘ
ࡓߣ߇චోߦኻᔕߒߡࠆ߆ุ߆ࠍีߔࠆߩ߇ᅷᒰߢࠈ߁ޕ
ߔߢߦᧄ╵↳ߩ╙㧝߮╙
㧞ߢ߽⸅ࠇߚߣ߅ࠅ᧲ޔ੩ᄢቇᙗ┨ߪޔ
ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߩޠ⢒ᚑߘޔ
ߒߡ߹ߚޟᐢⷞ㊁ࠍߔࠆߣߣ߽ߦ㜞ᐲߩኾ㐷⊛⍮⼂ߣℂ⸃ജޔᵢኤജޔታ〣ജޔᗐജ
ࠍߨ߃ޔߟ߆ޔ࿖㓙ᕈߣ㐿ᜏ⠪⊛♖ࠍ߽ߞߚޔฦಽ㊁ߩᜰዉ⊛ੱᩰߩޠ㙃ᚑߦ⸒ߒ
ߡࠆ߇ోࠍࠇߎޔቇࡌ࡞ߢߚߣ߈ߩᧄቇߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߣߒߡᡷߡ⟎ઃ
ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ᧲ߩߎޔߪߢ↳╵ᧄޔߡߒߘޕ੩ᄢቇᙗ┨ࠍฃߌోޔቇࡌ࡞ߢߩᧄቇߩ
࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࠍޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ߣߒߡߩ㜞ᔒߩޠᶩ㙃ߣߒ
ߡᝒ߃ߟߟౕߦࠄߐޔ⊛ߦᛠីߔࠆߚߦᧄޔቇ߇ޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ޔߡߒߣޠ
ޟ㧭
ំࠆ߉ߥၮ␆ቇജޔవ┵⊛⍮߳ߩᅢᄸᔃޔޠ
ޟ㧮 ⊛ߥ⽿છᗵޔᏂⷞ⊛ߥ್ᢿജޔޠ
ޟ㧯
⇣ߥࠆᢥൻ߿ଔ୯ⷰߩℂ⸃ዅ㊀ޠ
ޔ
ޟ㧰 ⺖㗴ߩ⊒ᚢ⊛㛎߳ߩⓍᭂ⊛ᆫޔޠ
ޟ㧱 ࠣ
ࡠࡃ࡞ߥᕁ⠨ߣⴕേജߩޠ㧡ߟߩⷐ⚛ࠍ␜ߒߚޕ㩷
ߔߥࠊߜޔၮᧄᬌߣߒߡߪޔၮ␆߆ࠄవ┵߹ߢ⍮ࠍᷓࠆߣߣ߽ߦ⽿ߥ⊛ޔછᗵ߿್
ᢿജࠍ߽ߞߡ᭽⺖ߥޘ㗴ߦߺޔᄙ᭽ߥⅣႺ߿ଔ୯ⷰߩਛߢᕁ⠨߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦⴕޔ
േ߇ߢ߈ࠆੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣࠍᧄޔቇߩోቇ⊛ߥ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߢࠆߣ⸃ߒߡ
ࠆޕ㩷
ߒ߆ߒߥ߇ࠄߩⴕޔᢎ⢒߇ᧄቇߩߎ߁ߒߚ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࠍචోߦታߒ߃
ߡࠆߣߪ⸒߇ߚ╙ߩ↳╵ᧄޕ㧞㧔㧝㧕ߢ߽ᢛℂߒߚߣ߅ࠅ㧔࿐ߺߩ⁁ޟᢎ⢒ߩ
⻉⺖㗴ޠ
㧕
ߩ⁁ޔᢎ⢒ߦߪޔ
㧔㨍㧕ቇ↢ࠍߋࠆ⺖㗴㧔ቇ↢ߩቇ⠌ᆫ߿ቇ↢߇りߦઃ
ߌࠆߴ߈⾗⾰ߥߤߦ㑐ࠊࠆ߽ߩ㧕ޔ
㧔㨎㧕ቇㇱᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓࠍߋࠆ⺖㗴㧔ࠞࠠࡘࡓ߿ቇ
ᥲߥߤࠍߚᢎ⢒ߩ⾰⸽ߦ㑐ࠊࠆ߽ߩ㧕ޔ
㧔㨏㧕ᢎຬࠍߋࠆ⺖㗴㧔ᢎຬ᭴ᚑޔᢎ⢒ߦ
㑐ߔࠆ⢻ജ߿ᗧ⼂ߥߤߦ㑐ࠊࠆ߽ߩ㧕߇߫ࠊޔ᭴ㅧ⊛ߦ⚵ߺㄟ߹ࠇߡ߅ࠅ⺖⻉ߩࠄࠇߎޔ
㗴߇࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߩታߩᅹߍߣߥߞߡࠆ߆ࠄߢࠆޕ㩷
ߎ߁ߒߚ⁁⼂ߪޔᄢ߈ߊಽߌߡᰴߩੑߟߦ߹ߣࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޔߪ৻╙ޕ
ޟᢎ⢒ౝ
ኈᣇᴺߦ㑐ߔࠆ㗄ޔࠅߢޠᢎ⢒ߩࠅᣇߩౝታߘࠇ⥄ߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߢࠆߩߎޕὐ
ߢᢎ⢒ߩਛᔃࠍᜂ߁ߩߪࠞࠠࡘࡓߢࠅߩࡓࡘࠠࠞޔߚ߹ޔ᭴ᚑߣኻᔕߒ߆ޔ
ߟㅪേߒߡታᣉߐࠇࠆ᭽ߥޘᢎ⢒ߩ⚵ߺߢࠆ╙ޕੑߪޔ
ޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀߢޠ
ࠅޔᢎ⢒ౝኈߣߒߡߩࠞࠠࡘࡓࠍᡰ߃ޔᨒઃߌޔਛりߦኻߔࠆኈེߩߏߣߊߦߘࠇࠍ
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ᛠᜬߒ⛯ߌࠆᐲ⊛ᒻᑼߢࠆޕᄢቇ߳ߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࠍᜂ߁ቇ⹜㛎߿ޔቇቯຬޔ
ቇᤨᦼୃޔᬺᐕ㒢ߥߤߪߚߒ߁ߎޔᐲ⊛ߥᄢᨒߦ㑐ࠊࠆ㗄ߣ⟎ઃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㩷
ߎߩ߁ߜޟߩ৻╙ޔᢎ⢒ౝኈᣇᴺߦ㑐ߔࠆ㗄ߡߟߦޠᡷߡ߹ߣࠆߣޔవߩ࠺ࠖ
ࡊࡠࡑࡐࠪߣߩ㑐ࠊࠅߢߩ⁁ߩ⻉⺖㗴ߣߒߡߪޔቇ↢ߩဋ⾰ൻ㓸࿅ൻ߳ߩᔒะᕈ
ߣߣߒߡߩਥᕈߩਲߒߐޔὐᢙ⥋ਥ⟵߳ߩࠅ⥄ޔಽߩ㑐ᔃߦᔕߓߚ⑼⋡ㆬᛯࠍ㊀ⷞ
ߔࠆ࠴ࡖࡦࠫࡦࠣߥቇ⠌ᆫߩਲߒߐޔታ⾰⊛ߥቇ⠌ᤨ㑆ߩዋߥߐୃ✚ޔᓧනᢙߥࠄ߮
ߦᔅୃනᢙߩㆊߐޔዋੱᢙߦࠃࠆቇ߮߿⢻േ⊛ߥቇ߮ߩᯏળߩਲߒߐޔᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖
㓙ൻߩਲߒߐߥߤࠍߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕၮᧄᬌߪ⻉ߩࠄࠇߎޔὐߢ߇ࡓࡘࠠࠞⴕޔ
࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߦ⻭ࠊࠇߚ⢻ജ߿ੱ᧚ߩ⢒ᚑߦਇචಽߢࠆߣ⹏ଔߒߡࠆޕ㩷
ߎߩࠃ߁ߥਇචಽߐߩේ࿃ߦߪߩߟߣ߭ߟ৻ޔߡ߅ߦࡓࡘࠠࠞⴕޔᬺ⑼⋡ߩቇ
⠌ࠍታ⾰ൻߐߖࠆࠃ߁ߥ⚵ߺ߇ਲߒߎߣޔቇ↢߇ጁୃⴕേߦ߅ߡ⁛⥄ߩਥᕈࠍ⊒ើ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ᭴ᚑ߇ᜂߐࠇߡߥߎߣޔߚ߹ޔ᭽ߩߢ࡞ࡌߥޘቇ↢ߩቇౝᄖߢߩᵹേ
ᕈࠍ㜞ޔᄙ᭽ߥቇ⠌⚻㛎ࠍዉߊࠃ߁ߥᨵエᕈ߇ਲߒߎߣߥߤࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߐޕ
ࠄߦߪࠇߎޔㇱಽ⊛ߦޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀ߽ߦޠ㑐ࠊࠆߎߣߢࠆ߇ߩⴕޔㅴቇᝄಽ
ߌᣇᑼ߇ޔ
߿߿߽ߔࠇ߫೨ᦼ⺖⒟ߣᓟᦼ⺖⒟ߣࠍಽᢿߔࠆࠃ߁ߦ↪ߔࠆะ߇ࠆߎߣ߽ޔ
ቇ჻⺖⒟ࠍㅢߓߚᢎ⢒⺖⒟ߩోᗵࠍ㉯ᚑߔࠆߣ߁ὐߢޔ
᭴ㅧ⊛ߥᒙὐߣߥߞߡࠆน⢻
ᕈ߇ࠆޕၮᧄᬌߣߒߡߪޔ೨ᦼ⺖⒟ߣᓟᦼ⺖⒟ߣ߁ⴕߩᐲ⊛ߥᨒ⚵ߺߘࠇ⥄ࠍᡷ
ᑄߔࠆߎߣߦ߹ߢ⺰ࠍㅴࠆ߽ߩߢߪߥ߇ޔㅴቇవቯࠍਛ㑆ὐߣߒߡޔ೨ᦼ⺖⒟ᢎ⢒ߣ
ᓟᦼ⺖⒟ᢎ⢒ߣ߇⋧ᶐㅘᕈࠍ㜞ޔ
ቇ჻⺖⒟ߣ߁৻ᕈߩਛߢቇㇱᢎ⢒߇᭴ᗐߐࠇࠆߴ
߈߽ߩߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ㩷
 ߎߩࠃ߁ߦᧄޔቇߣߒߡߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪࠍὐߣߔࠆⷰὐ߆ࠄߔࠆߥࠄ߫ޟޔᢎ
⢒ౝኈᣇᴺߦ㑐ߔࠆ㗄ࠍࠪࡐࡑࡠࡊࠖ࠺ߩߘޔߪߡߟߦޠචోߦታߒ߁ࠆࠞ
ࠠࡘࡓࡐࠪࠍ᭴ᗐߔࠆߎߣ߇✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩᧄ⟵ߣߥࠈ߁ޕㅀߒߚࠃ߁ߥ
ⴕࠞࠠࡘࡓߩਇචಽߥὐࠍൊ᩺ߒ╙ޔߚ߹ޔ㧞㧔㧞㧕ߢߍߚ✚ޟว⊛ᡷ㕟ߩේೣ
ᣇะᕈߪߡ߅ߦߎߘޔ߫ࠄߥࠆ߃߹〯ࠍޠએਅߩࠃ߁ߥࠞࠠࡘࡓ߇ᦸ߹ߒࠅᣇߣ
ߒߡᗐቯߐࠇࠆޕ㩷
㩷
 ᧄޣቇߣߒߡᦸ߹ߒࠞࠠࡘࡓࡐࠪޤ㩷
ቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕ߦ⾗ߔࠆࠞࠠࡘࡓ㩷
ቇ↢ߩਥᕈߥቇ߮ࠍଦߔࠃ߁ߥ᭴ᚑߩࠞࠠࡘࡓ㩷
ቇ↢ߩᵹേᕈߩะߣቇ⠌ᯏળߩᄙ᭽ൻࠍዉߊࠃ߁ߥࠞࠠࡘࡓ㩷
ቇ჻⺖⒟ߩ৻ᕈࠍᒝൻߒߚࠃ߁ߥࠞࠠࡘࡓ㧔߮ߩߚߩߘޔㅴቇవቯᣇᑼ㧕㩷
ߎࠇߦኻߒߡޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀޔߪޠቇ⹜㛎ᐲޔቇቯຬޔቇᤨᦼୃޔᬺᐕ
㒢ߩߕࠇߦߟߡ߽ࡓࡘࠠࠞޔ᭴ᚑߦߐࠇࠆᢎ⢒ౝኈߘࠇ⥄ߢߪߥߊࠍࠇߘޔ
ᡰ߃ࠆᐢ▸ߥᐲ⊛ᨒ⚵ߺߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߢࠆ⥄ࠇߘߪࠇߘޔߦ߃ࠁ߇ࠆߢ߁ߘޕߣߒ
ߡᣣᧄ␠ળߣ߁ࠃࠅᐢ▸ߥᨒ⚵ߺߩߥ߆ߦࠅޔ
߹ߚࠣࡠࡃ࡞ൻ߇ㅴዷߔࠆ⇇ߣ߁
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᭽ൻޠ
ޔ
ޟΦ㩷 ቇ჻⺖⒟ߣߒߡߩ৻ᕈߩᒝൻޔޠ
ޟΧ㩷 ᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀޠ
㧕ߦහߒߡ⺰ߓ
ࠆߥࠄ߫ޔߦ৻╙ߕ߹ޔΥࠍታߔࠆߢ㊀ⷐߢࠆߩⴕޔߜࠊߥߔޕቇᥲࠍ࿖㓙ᮡ
Ḱߦᢛวߐߖࠆߎߣߪᧄޔቇቇ↢ߩᶏᄖ߳ߩㅍࠅߒ߿ᶏᄖቇ↢ߩฃߌࠇࠍኈᤃߦߒޔ
ߘߩᯏળࠍჇߔߎߣߦߟߥ߇ࠅޔ߇ࠇߘߪߡ߭ޔᄙ᭽ߥቇ⠌ⅣႺ߿ቇ⠌㛎ࠍน⢻ߣߒޔ
ߘߩਛߢ࿖㓙⊛ߥ⚻㛎߿දࠆߥ⇣ޔᢥൻ߿ଔ୯ⷰߣߩㆣㆄ߿ℂ⸃ࠍน⢻ߣߔࠆߎߣߦߟ
ߥ߇ࠆޔߚ߹ޕ࿖ౝᄖߩᄐભߺਛߩࠨࡑࡊࡠࠣࡓ߳ߩෳട߿ࡏࡦ࠹ࠖࠕ࠲ࡦࠗޔ
ࡦࠪ࠶ࡊߥߤߩ␠ળ㛎ߪޔห᭽ߩലᨐࠍ߽ߚࠄߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆߚߞ߁ߘޕᄙ᭽ߥቇ⠌
ⅣႺ߿ቇ⠌㛎ࠍㅢߒߡᓧࠄࠇࠆ⥄Ꮖߩ⋧ኻൻޟޔਥᕈޟ߿ޠ⢻േᕈޔޠᏂⷞ⊛ߢࠣࡠ
ࡃ࡞ߥᕁ⠨ߪޔ⸥ߩޟ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ߦޠឝߍࠄࠇߚᧄቇߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪ
ߩታߦᄢ߈ߊነਈߔࠆ߽ߩߢࠆޕ㩷
ቇᥲߩᄌᦝߪ╙ੑߦޟߥ߁ࠃߩߎޔਥᕈޟ߿ޠ⢻േᕈߩޠᶩ㙃ߦࠃߞߡޔΣޔΤޔ
Φߦ߅ߌࠆቇ߮ߩផㅴߦኻߒߡ߽ਇนᰳߥേജ࿃ߣߥࠆ⸒ޕ឵߃ࠇ߫ޔቇᥲߩᄌᦝߦ
ࠃࠅน⢻ߦߥࠆᄙ᭽ߥቇ⠌⚻㛎ߪޔቇ⠌ࠪࠬ࠹ࡓ߿ࠞࠠࡘࡓߩᡷ㕟ߦࠃߞߡ㜞ࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆቇ߮ߩะߦ߽ነਈߒޔหᤨߦޔቇ߮ߦะ߆߁േᯏઃߌࠍਈ߃ߪߦ⊛⚳ᦨޔ⍮
⊛ߥജࠍ✚ޟวജߦޠ㜞ࠆߚߩ⋧⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߔޔߦࠄߐޕቇㇱㅜਛߦᄙ᭽ߥ⚻
㛎ࠍߔࠆቇ↢߇Ⴧ߃ࠆߎߣߦࠃߞߡޔဋ⾰ߢ࠴ࡖࡦࠫ࿁ㆱะߦࠆߣᜰ៰ߐࠇࠆᧄ
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ቇቇ↢ߩࠠࡖࡦࡄࠬⅣႺ߇ᄌ㕟ߐࠇޔቇ߮ߩⅣႺߩᄙ᭽ൻߩታߦ߽ነਈߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ㩷
 ╙ਃߦޔቇᥲߩᄌᦝߪ⋥ࠅࠃޔធ⊛ߥ߆ߚߜߢΣߦ߅ߌࠆቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕
ߩ㊀ⷐߥ᧦ઙߣߥࠆߪࠇߘޕቇᥲ߇ޔቇᦼߩ㈩ಽࠆߌ߅ߦߎߘߦ߮ࠄߥޔᬺᦼ㑆㧔ቯ
ᦼ⹜㛎ᦼ㑆ࠍ㧕ߣߒߡߩ࠲ࡓߩ㈩ಽࠍ᧦ઙઃߌߡࠆߎߣߦࠃࠆߩࠅߚࡓ࠲ޕ
ᬺㅳᢙࠍߤߩࠃ߁ߦ㈩ಽߔࠆߩ߆ߣ߁ߎߣߪޔᒰߩ࠲ࡓߦ߅ߌࠆᬺ⑼⋡ߩቢ⚿
ᕈߣޔ㧝࠲ࡓߚࠅߦ㐿⸳ߔࠆᬺ⑼⋡ߩ㓸ਛᕈߦ⚿߮ߟߊᨩߢࠅޔߚ߹ޔቇ↢ߩ
߆ࠄࠇ߫ޔቇ჻⺖⒟ࠍㅢߓߚጁୃㆬᛯߩᯏળߩᄙኦߦㅪേߔࠆޔߡߞ߇ߚߒޕቇᥲ
߇Σࠍࠃࠅᒝൻߔࠆࠃ߁ߥᣇะߦ↪ߔࠆࠃ߁ࠍߒ⋥ߩߘޔᬌ⸛ߔࠆᗧ⟵߇ࠆޕ㩷
 એߩࠃ߁ߦޔቇᥲߩ⋥ߒߦߟߡߪⶄᢙߩὐ߆ࠄߘߩᗧ⟵ࠍ⺰ߕࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ߘߩ৻ᣇᧄޔቇߦ߅ߌࠆቇᥲࠍߋࠆ㗴ߪޔᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧠એ᧪ޔቇᤨᦼߩࠅᣇ
ߦ㑐ߔࠆᙣ⺣ળߦ߅ߡ⼏⺰ߐࠇߡ߈ߚ⚻✲߇ࠆߩߘޕᓟޔ߹ߢߩฦᚲߢߩ⼏⺰ߩ
േะߦ㐓ߺࠆߣ৻ޔญߦቇᥲߣߪߞߡ߽ߩߘޔᜰߒ␜ߔߣߎࠈߪޟቇᤨᦼ㧔㧩තᬺ
ᤨᦼ㧕ߩࠅᣇޟࠄ߆ޠᆎᬺᤨᦼ㧔♽⊛ߥ⑼㘃ࠞࠠࡘࡓߩ㐿ᆎᤨᦼ㧕ߩࠅᣇޠ
ࠍ⚻ߡޟޔቇᦼ㈩ಽߩࠅᣇࠍ࡞ࡌޔߢ߹ࠆ⥋ߦޠᄌ⒖ߐߖߡࠆߎߣ߽ታߢࠆߘޕ
ߎߢએਅߢߪߩߎޔਃߟߩࡌ࡞ࠍ㗅ᰴㅊߟߟޔၮᧄᬌߣߒߡߩ⸃ࠍ␜ߔߎߣߣߒߚ
ޕ㩷
㩷
㧔ቇᤨᦼߣቇᥲ㧕㩷
 ߹ߕޔቇᤨᦼߩࠅᣇߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߣߒߡߩቇᥲߪ⑺߫ࠄߥ߁ߦ⊛┵ޔቄቇ᭴
ᗐࠍߋࠆ㗴ߣߒߡᛠីߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ೨ㅀߩߣ߅ࠅޔၮᧄᬌߣߒߡߪ࿖㓙ᵹേᕈ
ࠍ㜞ࠆߎߣࠍ㊀ⷞߒߡ߅ࠅⷰߚߒ߁ߘޔὐ߆ࠄ⑺ቄቇࠍផㅴߒޔቇᥲߩ࿖㓙ᮡḰ߳
ߩㆡวᐲࠍ㜞ࠆߎߣߦߪᄢ߈ߥᗧ⟵߇ࠆߣ⼂ߒߡࠆ৻ޕᣇ⑺ޔቄቇ߳ߩ⒖ⴕߦ
ߟߡߪޔ೨⸥ᙣ⺣ળߩႎ๔ߦ߅ߡ߽ᧄޟޔቇන⁛ߢⴕ߅߁ߣߔࠆߎߣߪኈᤃߢߪߥߊޔ
᜕ㅦߥኻᔕࠍߣࠆߴ߈ߢߪߥޔࠅ߅ߡߒߣޠၮᧄᬌߣߒߡ߽ห᭽ߩ⼂ࠍ߽ߞߡࠆޕ
ᧄቇߩ⺖㗴ឭࠍฃߌޔᐭ↥ᬺ⇇ߦ߅ߡⓍᭂ⊛ߦኻᔕߒߡߊᯏㆇ߇↢ߓߟߟࠅޔ
߹ߚޔቇᥲ⋥ߒߦ㑐ߔࠆ⻉ᄢቇߩേ߈߇ᵴ⊒ൻߒߟߟࠆ߽ߩߩޔ࿖ኅ⾗ᩰ⹜㛎ߩᤨ
ᦼߥߤߩ⋥ߒ߿ࠡࡖ࠶ࡊ࠲ࡓߦ㑐ߔࠆℂ⸃ߥߤ␠ળ⊛ߥⅣႺᢛߩౕ⊛ߥㅢߒߪ
߹ߛචಽࠄ߆ߢߪߥޕ㩷
ߟߡߪ⑺ޔቄቇ߳ߩో㕙⒖ⴕߦ㑐ߒߡߪߪߕ߹ޔቇㇱᢎ⢒ߦ߅ߡవ㚟⊛ߦ⑺ቄ
ቇࠍታᣉߒߡࠆ㧼㧱㧭㧷ߩలታߥߤޔቇㇱᄢቇ㒮ߩ㑐ଥࠦࠬߥߤߩలࠍ࿑ࠅߟߟޔ
⑺ቄቇߩⅣႺᢛߦะߌߚ␠ળ߳ߩ߈߆ߌઁޔᄢቇߣߩㅪ៤දജࠍᒝൻߒߡߊߎߣ
߇㊀ⷐߢࠆߩߘޕ㓙ޔᣂߚߥᢎ⢒ߩࠅᣇࠍⷞ㊁ߦࠇߚ⼏⺰߽ߞߡ⦟ߣ⠨߃
ࠆߚߒ߁ߘޕข⚵ߩᚑᨐࠍ〯߹߃╙ޔ㧟ᦼਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ߩᦼ㑆㧔ᐔᚑ㧞㧤㨪㧟㧟ᐕᐲ㧕
ߦ߅ߡ⑺ޔቄቇߩᦝߥࠆផㅴߦะߌߡᔅⷐߥភ⟎ࠍߣࠆߎߣ߇ᅷᒰߢࠆޕ㩷
㩷
㩷
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㧔ᆎᬺᤨᦼߣቇᥲ㧕㩷
ߎߩࠃ߁ߦޔၮᧄᬌߣߒߡߪޔቇᤨᦼߩ⋥ߒߦߟߡ⋧ᔕߩᤨ㑆ࠍⷐߔࠆߎߣࠍ⏕
ߔࠆ৻ᣇޔน⢻ߥߣߎࠈ߆ࠄᡷ㕟ࠍታⴕߒߡߊⷰὐ߆ࠄޔ㧠ቇߩᨒ⚵ߺߩਅߢߩ
ᡷༀߩน⢻ᕈࠍតߞߡ߈ߚޕᆎᬺᤨᦼߩࠅᣇߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߣߒߡߩቇᥲߦߟߡߪޔ
ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥ߦડ↹⺞ᢛㇱળ߇ߘߩਛ㑆ႎ๔ߦ߅ߡ⼏⺰ࠍឭߒߩߘޔᓟ߽ડ↹⺞ᢛ
ㇱળߥࠄ߮ߦฦㇱዪߢߩ⼏⺰߇㊀ߨࠄࠇߡ߈ߚ⚿ߩߘޕᨐޔᱜⷙߩᢎ⢒⺖⒟ߦ߅ߌࠆቇ⠌
㊂ߩ⏕ޔ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߩភ⟎ߥߤࠍ࿖ౝ⻉ᄢቇߣߩ㑐ଥ⹜ޔᬺോߣߩ㑐ࠊࠅߥߤߦ
߅ߡޔಽ㊁߿ㇱዪߩ⁁߿ㅢߒߪ᭽ޔࠅߢޘวℂ⊛ℂ↱߇ࠆߥࠄ߫ޔᆎᬺᤨᦼߩ
ᄌᦝߥߤߩኻᔕߦᏅ⇣߇↢ߓࠆߎߣ߽⸵ኈߐࠇࠆߴ߈ߣߩ್ᢿߦ⥋ߞߚߣࠇߘޔߚ߹ޕห
ᤨߦޔԘᬺᦼ㑆߿ભᬺᦼ㑆ߩ㈩ಽ߿㐳ߐߪࠆޔߩޘᬺߩታᣉᘒ᭽ߦߟߡޔᢎ
⢒ಽ㊁ߩታᖱߦᔕߓߚᨵエߥኻᔕࠍߣࠆߎߣߩᗧ⟵߿น⢻ᕈޔԙೋᐕᰴߦ߅ߡޔᓥ೨ߩ
ࠃ߁ߦኾࠄ⑼㘃ᬺࠍⴕ߁ߩߺߥࠄߕޔቇㇱᢎ⢒ోࠍ㠽⍑ߔࠆߎߣࠍน⢻ߣߒߡቇ↢
ߩേᯏઃߌࠍᒝࠆⷰὐ߆ࠄޔዉᢎ⢒ߩలታࠍోቇ⊛ߦផㅴߒߡߊᔅⷐᕈߥߤߦߟ
ߡޔㅢߩℂ⸃ߦ㆐ߒߚޔߚߩߎޕၮᧄᬌߣߒߡߪޔᒰ㕙ߩቇᥲߩ⋥ߒߦᒰߚߞߡ
ߪޔቇᦼ㈩ಽߩᄌᦝ߮ߎࠇߣหᦼද⺞ߔࠆ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߦὶὐࠍߡߩߘޔㅦ߿
߆ߥታⴕࠍᦼߔࠆߎߣ߇ㆡᒰߢࠆߣ⠨߃ߚޕ㩷
㩷
㧔ቇᦼ㈩ಽߣቇᥲ㧕㩷
 ቇᦼ㈩ಽߩࠅᣇߣߒߡߩቇᥲߦߟߡߪߩⴕޔ㧞ቇᦼߦኻߒߡޔᬺᦼ㑆ࠍ㧟
ߥߒ㧠ߩ࠲ࡓߦಽഀߒߡㆇ↪ߔࠆᨒ⚵ߺ㧔㧟࠲ࡓޔ㧠࠲ࡓ㧕ߩዉน⢻ᕈࠍ
ᬌ⸛ߔࠆߎߣߣߒߡᝒ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕవߦ⸅ࠇߚࠃ߁ߦޔቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦ㑐
ࠊࠆᜰ㊎ߩΣߦߍߚቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߪⴕޔቇᥲࠃࠅ߽㧟
࠲ࡓ߇߽ࠅࠃࠇߘߪߦࠄߐޔ㧠࠲ࡓ߇ޔቇ↢ߩጁୃㆬᛯߩᯏળࠍჇ߿ߔߣ߁ࡔ
࠶࠻ߣߣ߽ߦޔ㧝࠲ࡓߚࠅߢหᤨਗⴕ⊛ߦጁୃߔࠆᬺ⑼⋡ᢙࠍ⛉ࠅㄟߺޔቇ⠌
ߩ㓸ਛᐲࠍ㜞ࠆߣ߁ࡔ࠶࠻߇ࠆޔߚ߹ޕ⍴ᦼ⊛ߥ࠲ࡓ⸳ቯߪޔᢙㅳ㑆߆ࠄᢙࡩ
⒟ᐲߩ⍴ᦼߩቇ↢ߩᵹേᕈߌࠊࠅߣޔ࿖㓙ᵹേᕈ㧔⍴ᦼ⇐ቇߦ߅ߌࠆቇ↢ߩㅍࠅߒ
ฃߌࠇ㧕ࠍะߐߖࠆߢ߽ࡔ࠶࠻߇ࠆޕ㩷
ቇᦼ㈩ಽߩ⚦ಽൻࠍᬌ⸛ߔࠆߦᒰߚߞߡߪޔ࿖ౝઁᄢቇߩቇᥲߣߩද⺞ᕈߣ߁ⷰὐ
߆ࠄޔ㧞ቇᦼߩฦᬺᦼ㑆ࠍ㧞ಽഀߒߚ㧠࠲ࡓߩᣇ߇ޔ㧟࠲ࡓࠃࠅ߽ද⺞⊛ߢ
ࠈ߁ޔߒߛߚޕฦቇㇱቇ⑼ߥߤߦ߅ߌࠆᢎ⢒ౝኈ߿ߩߣߏ⋡⑼ޔᢎ⢒ߩ․ᕈߦᔕߓޔ
㧠࠲ࡓߩේೣߦḰߒߡㆇ↪ߐࠇࠆ⑼⋡ߣⶄޔᢙ࠲ࡓߦࠊߚߞߡㆇ↪ߐࠇࠆ⑼⋡ߣ
ࠍ૬ሽߐߖࠆߎߣ߇ోޔߣߒߡ߽ᨵエߥࠞࠠࡘࡓ᭴ᚑߩታߦ⾗ߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆޔߚ߹ޕ㧠࠲ࡓߩ߽ߣߦቇᥲࠍ᭴ᗐߔࠆ႐วߦߪޔᄐቄભᬺߩᦼ㑆⸳ቯߦࠃߞ
ߡߩߡߒߣࡓࠣࡠࡊࡑࠨߩߘޔᵴ↪ߣ߁ߥ߽ߣߦࠇߘޔቇ↢ߩ࿖ౝᵹേᕈ࿖㓙ᵹേ
ᕈߩะߦࠅࠃޔ㊀ὐࠍ⟎ߚ⸳⸘߽น⢻ߢࠈ߁ޕ㩷
એߩࠃ߁ߥၮᧄ⊛ߥ⼂ߦ┙ߜޔၮᧄᬌߣߒߡߪޔᒰ㕙ߩቇᥲߩ⋥ߒߦଥࠆᣇ㊎
ߣߒߡએਅߩߣ߅ࠅឭ⸒ߔࠆޕ㩷
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ᒰ㕙ߩቇᥲߩ⋥ߒߦଥࠆᣇ㊎㩷
㧝 ቇᥲ⋥ߒߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ㩷
㧔㧝㧕ቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕ߦነਈߔࠆߣߣ߽ߦޔቇ↢ߩਥᕈࠍዅ㊀ߒߚᢎ⢒ᵴേ
ࠍዷ㐿ߒޔ࿖㓙⊛ߥᵹേᕈࠍ㜞ࠆߎߣߦ⾗ߔࠆߎߣࠍၮᧄ⊛ߥⷰὐߣߒߡ⋥ߒࠍ
ⴕ߁ޕቇ჻⺖⒟ోࠍㅢߓޔቇ↢ߩ⑼⋡ጁୃ߿⥄ਥ⊛ߥቇ⠌㛎ߩᵴേࠍᨵエߦⴕ
ᓧࠆࠃ߁ߦߔࠆ㧔ߦᔕߓߚቇᥲߩ࠺ࠩࠗࡦ㧕
ޕ㩷
㧔㧞㧕ฦቇㇱ⎇ⓥ⑼㑆ߩㅢᕈߦ⇐ᗧߒߟߟߩࠇߙࠇߘޔታᖱࠍ〯߹߃ޔታᣉᤨᦼᒻ
ᘒߦߟߡ৻ቯߩ⥄↱ᐲࠍ⸵ኈߔࠆᨒ⚵ߺߣߔࠆޕ㩷
㧔㧟㧕ቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ৻⽾ᕈࠍ㜞✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩข⚵ߦ⾗ߔࠆ߽ߩߣߥࠆࠃ߁⇐
ᗧߒߡ⸳⸘ߔࠆ㧔․ߦޔฦㇱዪߩࠞࠠࡘࡓᡷ㕟߿ㅴቇᝄಽߌᐲߩ⋥ߒߣᢛว
ߒࠍࠄࠇߘޔଦㅴߔࠆၮ⋚ߣߥࠆࠃ߁ߦߔࠆ㧕
ޕ㩷
㧞 ᦸ߹ߒቇᥲ߇ౕߔߴ߈ⷐ⚛㩷
㧔㧝㧕ὐᢙ⥋ߩଔ୯ⷰࠍ࠶࠻ߒޔਥ⊛ߥቇ⠌ᘒᐲ߳ߩォ឵ࠍ࿑ࠆߚޔ㧠ߩ
ቇ߆ࠄᦨೋߩቇᦼࠍዉᢎ⢒ߩ㊀ὐᦼ㑆ߣߒߡ⟎ઃߌߚ߃߹〯ࠍ⾰․ߩߘޔᢎ⢒⺖
⒟ࠍ✬ᚑߔࠆ㧔ోቇ⊛ߥෳ↹දജߦࠃࠆዉᢎ⢒ߩᒝൻ㧕
ޕ㩷
㧔㧞㧕࿖ౝᄢቇߣߩ㑐ଥࠍ߽〯߹߃ޔቇᐕߪ㧠߆ࠄ⠉ᐕ㧟ᧃ߹ߢߣߔࠆߩߘޕᨒ⚵ߺ
ߩਅޔ㧠࠲ࡓߦࠃࠆᬺㆇ↪ࠍⓍᭂ⊛ߦዉߒޔ⍴ᦼ⇐ቇߩᯏળߩᄢ߿ᬺᣇ
ᴺߩᡷༀォ឵㧔ㅳⶄᢙ࿁ᬺ߿ᣇะဳߩᬺߩ᥉ߥߤ㧕ࠍ૬ߖߡㅴࠆޕ㩷
㧔㧟㧕ቇ↢ߩ⑼⋡ጁୃ߿ᢎຬߩ⑼⋡ᜂᒰߦᨵエᕈࠍ߽ߚߖޔᢎ⢒ಽ㊁߿ቇ↢ߩታᖱߦᔕߓޔ
ᄐቄભᬺᦼ㑆ߩㆬᛯ⊛ᄢ߮ലᵴ↪ࠍน⢻ߣߔࠆ㧔㧢㨪㧤ߦ߅ߌࠆࠨࡑࠬࠢ
࡞ࠍㅢߓߚ࿖㓙⊛ߥቇ⠌㛎ߥߤߩ⼾ንൻޔᢎຬߩ⎇ⓥᵴേߩᵴᕈൻߥߤ㧕ޕ㩷

 ߎࠇࠄߩᣇ㊎ߩ৻ㇱߪోㇱࠍౕߒߚቇᥲߩࠅᣇߦߟߡߪޔฦㇱዪ߆ࠄߩᗧ
ࠍ〯߹߃ޔડ↹⺞ᢛㇱળࠍਛᔃߦᬌ⸛߇ㅴࠄࠇߡ߈ߚߩߘޕᬌ⸛ߩᚑᨐߪᷝߩޟቇㇱ
ᢎ⢒ߩ✚ว⊛ᡷ㕟ߦ߅ߌࠆቇᥲߩࠅᣇޕࠆߢࠅ߅ߣߩޠᬌ⸛ߩରߦタߖࠄࠇߚᣂ
ߚߥቇᥲߩࡄ࠲ࡦߪޔ⸥ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ߿ⷐ⚛ߦว⥌ߔࠆ⒟ᐲޔసߔߴ߈⺖㗴
ߩ⾰㊂ߩ⒟ᐲߦ߅ߡ᭽ޔ߇ࠆߢޘᒰㇱળߢߪޔ㧠ቇߩᨒ⚵ߺߩਅޔ࿖㓙ᵹേ
ᕈࠍߢ߈ࠆ㒢ࠅ㜞ࠆߎߣࠍ㊀ⷞߒߡឭ᩺ࠍߣࠅ߹ߣߡࠆޕᒰㇱળߩផᅑߔࠆቇ
ᥲ᩺ߩណ↪ߩㅢߒߪ⹜ޔㆇ༡߿㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߩ⏕ߥߤࠍߋࠆ⻉⺖㗴ࠍਸ਼ࠅ߃
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ࠆߎߣߩᚑุߦଐሽߒߡࠆޕᒰㇱળߩឭ᩺ࠍᜰ㊎ߣߒ⺖ߩࠄࠇߎޔ㗴ߦ㑐ߔࠆᓟߩ
⛮⛯⊛ߥᬌ⸛ߣኻ╷ߩታⴕߦࠃࠅߒ߹ᦸޔቇᥲߩᒻᘒ߳ẋㅴ⊛ߦ⒖ⴕߐࠇߡߊߎߣ
ࠍᦼᓙߒߚޕ㩷
 ߐߒߚࠅߩⴕޔਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ᦼ㑆ߦ߅ߡߪ╙ޔ㧠ߢㅀߴࠆోቇ⊛ߥߩਅޔ
ᧄ▵ߦឝߍࠆᣇ㊎ߦၮߠ߈ޔవዉ⊛ߥㇱዪࠍਛᔃߣߒߡቇᥲߩ⋥ߒࠍẋᰴታⴕߒߡ
ߊߎߣ߇ㆡᒰߢࠆߩߘޕ㓙ޔㅴቇᝄಽߌᣇᑼߥߤ⺖⒟㑆ߩធ⛯ߩᡷༀߦ㑐ߔࠆข⚵ߣߩ
ᢛวᕈߦ⇐ᗧߔࠆߣߣ߽ߦޔㇱዪ㑆ߩኻᔕߩ⋧㆑ߦࠃࠅޔㇱዪᮮᢿ⊛ߥᢎ⢒ᵴേ߿ઁቇㇱ
⡬⻠ߥߤߩ㕙ߢᡰ㓚߇↢ߓߥࠃ߁ޔㆡಾߥ㈩ᘦࠍ᳞ߚޕ㩷


╙㧠 ᓟߩᡷ㕟ߩታⴕߦะߌߡ㩷
 ᧄ╵↳ߩ╙㧞ߢߪߩࠬࠢ࠼࡞ࡢޔᄢቇߩࠅᣇߩⷰὐ߆ࠄᧄቇߩቇㇱᢎ⢒ߩ⁁ߣ
⺖㗴ࠍ✚ߒߚߢ߈ߴࠆޔᡷ㕟ߩℂᔨߣᡷ㕟ߩᣇะᕈࠍឝߍߚ╙ޕ㧟ߢߪᡷ㕟ߩข⚵
ߦߟߡߩၮᧄ⊛ߥᣇ㊎ࠍ␜ߒޟޔ⢒ᚑߔࠆ⢻ജੱ᧚ޠ߮ࠞࠠࡘࡓࡐࠪߣ
߁ⷰὐ߆ࠄ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩᨒ⚵ߺߩਛߢᧄਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ᦼ㑆ਛߦขࠅ⚵ߴ߈ޟᢎ
⢒ౝኈᣇᴺߦ㑐ߔࠆ㗄ޠ߮ޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀ␜ߡߒߣ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕࠍޠ
ߒߚ⸥ߦ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޕタߐࠇߚข⚵㗄ߪᦨޔߦࠆ᧲੩ᄢቇᙗ┨ߦၮߠߡ
╷ቯߐࠇࠆᧄቇߩ࠺ࠖࡊࡠࡑࡐࠪߣߘߩታߦะߌߚቇㇱᢎ⢒ߩࠞࠠࡘࡓࡐ
ࠪࠍౕࠅࠃޔ⊛ߥข⚵ߩᒻߦࡉࠢ࠳࠙ࡦߒߚ߽ߩߢࠅߢ߹ࠇߎޔၮᧄᬌߢⓍ
ߺߍࠄࠇߡ߈ߚ⼏⺰߿ฦㇱዪߦ߅ߌࠆᄙߊߩ⼏⺰ᬌ⸛ߩᚑᨐߢࠆ✲⚻ߥ߁ࠃߩߎޕ
ࠍ〯߹߃ࠇ߫╙ޔ㧟㧔㧝㧕ߦឝߍߚࠕ࡚ࠢࠪࡦࠬ࠻ߪᧄޔቇ߇⋡ᜰߔޟቇㇱᢎ⢒ߩ✚ว
⊛ᡷ㕟ߡߞߣߦޠᔅⷐߣ⠨߃ࠄࠇࠆข⚵㗄ࠍ߶߷✂⟜ߒߡࠆߣ⸒߃ࠆޕ㩷
ߘߩ⼂ࠍߒߚ߁߃ߢ╙ߩ↳╵ᧄޔ㧠ߢߪ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩోࠍᛠីߒߥ
߇ࠄߦ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޔឝߍࠄࠇߚข⚵ߩౕ⊛ౝኈࠍᬌ⸛߮ታⴕߔࠆߩࠅᣇ
ߦߟߡㅀߴࠆޕ㩷
㩷
㧔㧝㧕ᢎ⢒ᡷ㕟ߦะߌߚోቇߩ᭴▽㩷
╙㧟㧔㧝㧕ߢᣢߦㅀߴߚࠃ߁ߦߢ↳╵ᧄޔឭ⸒ߔࠆᢎ⢒ᡷ㕟ߩၮᧄᆫߪᧄޔቇߩ࠺ࠖ
ࡊࡠࡑࡐࠪߩࠃࠅ⦟ታࠍ⋡ᜰߒߡޔ೨ᦼ⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟ߣ߁ⴕߩᨒ⚵ߺࠍ
⛽ᜬߒߥ߇ࠄ߽⺖ߩࠇߙࠇߘޔ⒟ᢎ⢒㑆ߩ⋧ᶐㅘᕈࠍ㜞ޔቇ჻⺖⒟ࠍ৻⽾ߒߚ㧠ᐕ㑆
ߩᢎ⢒ߣߔࠆข⚵ࠍᣉ╷ߔࠆߎߣߢࠆߩ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޔߡߞ߇ߚߒޕข⚵ߩਛߢޔ
ోቇㅢߩኻᔕࠍⷐߔࠆ㗄ߪࠆޔ೨ᦼ⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟ߩ࠲࠹ߩ㑐ଥޔᢎ⢒න㑆ߩ
࡛ࠦߩ㑐ଥࠍ〯߹߃ߡోቇࡌ࡞ߢߩ⺞ᢛࠍⷐߔࠆ㗄ߦߟߡߪࠍࠄࠇߘޔṖߦផㅴ
ߔࠆߚߩㇱዪߩᨒࠍ߃ߚᣂߚߥᡷ㕟ታᣉ߇᳞ࠄࠇࠆߩߘޕ㓙ߦ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒
ᡷ㕟ߣߒߡߩ৻ᕈᢛวᕈࠍ⏕ߒߟߟޔ⒳ߩޘข⚵ࠍല₸⦟ߊᨐᢿߦㅴࠆߚߦߪޔ
ᢎ⢒ᡷ㕟߮ᢎ⢒ᵴേߩㆇ༡ߦ㑐ࠊࠆᣢሽߩోቇ⚵❱߿ᧄㇱ⚵❱ࠍ⋥ߒޔౣ✬ᢛߔ
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ࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒߩߘޕᣂߚߥ⚵❱ߢߪޔᄢቇోߩᢎ⢒ᡷ㕟ߩᎿ⒟ࠍౕൻߔࠆߣߣ߽
ߦޔᰴ㗄ߦㅀߴࠆฦㇱዪߢ╷ቯߐࠇࠆᡷ㕟ࡊࡦࠍࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊߒ⋧ޔߩᔅⷐߥㅪ៤
ࠍ⏕ߒߟߟߩࠄࠇߘޔਥ⊛ߥᡷ㕟ࠍᡰេߔࠆᣇ╷ࠍડ↹┙᩺ߒߡߊߎߣߦߥࠈ߁ޕ
ߘߩࠃ߁ߥᢎቇ㕙ߢߩࠟࡃ࠽ࡦࠬߩౣὐᬌߣᢛࠍ೨ឭߣߒߡޔᓟోޔቇߦࠃߞߡ
ᬌ⸛ታᣉߔߴ߈ਥⷐߥ⺖㗴ߦߪᰴߩࠃ߁ߥ㗄⋡߇ߍࠄࠇࠆޕ㩷
㩷
ోቇߦࠃߞߡᬌ⸛ታᣉߔߴ߈⺖㗴
Ԙ ቇ჻⺖⒟ࠍㅢߓߚࠞࠠࡘࡓߥߤߩౣ᭴▽
೨ᦼ⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟ࠞࠠࡘࡓߩធ⛯ޔ㧠ᐕࠍㅢߓߚᢎ㙃ᢎ⢒ߩలታࠕޔ
ࠛࠢࠬࡐࠫࡖߩలታޔᢎ⢒ౝኈߩ㊀ⶄㆊኒൻߩᤚᱜޔቇ߮ߩ⾰ߩะ㊂ߩ⏕
ߦ⾗ߔࠆᢎ⢒ᣇᴺߩᡷༀߥߤ
ԙ ೋᐕᰴᢎ⢒ߩలታᒝൻ
ೋᐕᰴᢎ⢒ዉᢎ⢒ߩలታߩߘޔታᣉߦ߅ߌࠆోቇ⊛ߥㅪ៤දജߩᒝൻߥߤ
Ԛ ㅴቇᝄಽߌᣇᑼߩ⋥ߒ
ᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓߩᨵエൻᄙ᭽ߥቇ⠌ጁᱧ߳ߩኻᔕޔᓟᦼ⺖⒟⻉ㅴቇනߩฃߌࠇᣇ
㊎ࠍᤋߒߚ⹏ଔዤᐲߩᄙరൻߥߤ
ԛ ⹜ㆇ༡ታᣉߩ⋥ߒ
․ቯߩㇱዪᢎຬ߳ߩᬺോ㓸ਛߩᤚᱜޔታᣉᣇᴺߩวℂൻߥߤ
Ԝ ቇㇱᢎ⢒ߣᄢቇ㒮ᢎ⢒ߣߩធ⛯ㅪ៤ߩᒝൻ
㜞ᐲߥቇ⠌ᯏળ߳ߩࠕࠢࠬߩᨵエൻߩࡓࡘࠠࠞ⽾৻ޔᢛୃޔᬺᐕ㒢ߩ⋥ߒ
ߥߤ
ԝ ⻉ᡷ㕟ߣหᦼද⺞ߒߚቇᥲߩታᣉ⸳⸘
ᢎ⢒⺖⒟ߩṖߥታᣉߥߤߦଥࠆㇱዪ㑆ߩ⋧⺞ᢛోߩߤߥࡓࠣࡠࡊࡑࠨޔቇ⊛
ߥផㅴߥߤ㩷
㩷
 ߥ߅ޔ㗄Ԝߦ㑐ㅪߒߡㅀߴࠆߥࠄ߫ޔၮᧄᬌߪ✚㐳߆ࠄߩⷐ⺧ࠍ〯߹߃ޔቇㇱᢎ⢒ߦ
ὶὐࠍߡߚ⼏⺰ࠍⴕߞߡ߈ߚޕቇㇱᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆၮᧄᬌߩᬌ⸛߇ޔᄢቇ㒮ᢎ⢒ߦኻߒߡ
߽ߟᗧ⟵ߦߟߡߪ╙㧞㧔㧝㧕ߢㅀߴߚߣ߅ࠅߢࠆ߇ޔၮᧄᬌߣߒߡᄢቇ㒮ᢎ⢒࿕ߩ
ࠅᣇࠍ⼏⺰ߩରߦタߖߡߎߥ߆ߞߚߚߩߎޔὐߦߟߡᧄ╵↳ߢߪౕ⊛ߦ⸒ߒ
ߡߥޕᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩᬌ⸛ߩㅴᣇߦߟߡߪޔㅜ✚ޔ㐳ࠆߪᓎຬળ߇ㆡಾߥ್
ᢿࠍ␜ߔߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ㩷
 ߹ߚޔ೨ㅀߩ⺖㗴ߩਛߢߪߦ࠻ࠬࡦ࡚ࠪࠢࠕޔឝߍߚቇቯຬ߿⚵❱ߩ㗴ߥߤ
ޟᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߩᡷༀ⸒ߡߟߦޠࠍⴕߞߡߥޔߡߟߦࠄࠇߎޕၮᧄᬌߢߪᤨ
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㑆ߩ⚂߽ߞߡ┙ߜߞߚ⼏⺰ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ߇␠ޔળߩᄌൻࠍ〯߹߃ࠆߥ
ࠄ߫ᔅⷐߥ⋥ߒߪㆱߌࠄࠇߥߦ↳╵ᧄޕឝߍߚᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⋡⊛ࠍലᨐ⊛ߦ㆐ߒߡߊ
ⷰὐ߆ࠄ߽ޔㅜߩ⼏⺰ߩ႐ࠍ⸳ߌࠆߎߣࠍᓎຬળߦ߅ߡᬌ⸛ߒߡߚߛ߈ߚޕ㩷
㩷
㧔㧞㧕ㇱዪߦ߅ߌࠆข⚵㩷
೨㗄ߢㅀߴߚోቇߦࠃࠆᡷ㕟ߩข⚵ߦᔕߒߡޔᢎ⢒නߣߒߡߩㇱዪߦ߅ߡ߽ޔ
✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩᨒ⚵ߺߩਛߢㇱዪߏߣߩౕ⊛ߥข⚵߇ታⴕߐࠇࠆߎߣߦߥࠆߩߘޕ
㓙ߦోޔቇࡌ࡞ߩࠞࠠࡘࡓࡐࠪࠍ〯߹߃ߟߟ߽ߩࠇߙࠇߘޔㇱዪߦ࿕ߩࠞ
ࠠࡘࡓࡐࠪߩജὐߩ⟎߈ᣇ߿ޔㇱዪߦࠃࠆᢎ⢒ಽ㊁߮ᢎ⢒ߩ⋧㆑ߦࠃߞ
ߡޔขࠅ⚵ߴ߈⺖㗴߿ߘߩఝవᐲߦߪ⋧ᔕߩ㆑߇↢ߓࠆߪߕߢࠆߚߒ߁ߘޕᖱߦ
㐓ߺߡߩ↳╵ᧄޔឝߍࠆᡷ㕟ߩℂᔨේೣߦၮߠߊᡷ㕟ࠍផㅴߔࠆߚߦߪࡦ࡚ࠪࠢࠕޔ
ࠬ࠻ߦឝߍࠄࠇߚข⚵ࠍෳᾖߒߡޔฦㇱዪ߇ߘࠇߙࠇߩᡷ㕟⺖㗴ࠍ⸳ቯߒޔข⚵ߩࠃࠅ
ౕ⊛ߥౝኈߣታᣉߦ⥋ࠆࡠ࠼ࡑ࠶ࡊࠍࠎߛޟㇱዪᡷ㕟ࡊࡦ╷ࠍޠቯߔࠆߎߣ߇
ㆡᒰߢࠆߥ߁ࠃߩߎޕㇱዪߏߣߩᡷ㕟ࡊࡦߩ╷ቯߪޔฦㇱዪ߇ᢎ⢒ᡷ㕟ߩᣇะࠍ⥄ࠄ
⏕ߥ߽ߩߣߒߦࠇߘޔහߒߚౕ⊛ข⚵ߩታⴕᕈࠍ㜞ࠆߚߩߺߥࠄߕߩߡోޔㇱዪ
ߩᡷ㕟ࡊࡦ߿ߩข⚵ࠍోቇߩᬌ⸛ታᣉߦᤋߐߖߩࠄࠇߘޔᯏ⊛ߥㅪ៤߿ද⺞
ࠍ࿑ࠆߎߣߦࠃࠅ᧲ޔ੩ᄢቇߣߒߡߩ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩోࠍࠃࠅ㞲ߦ৻ߟ߆ޔ
⊛ߥ߽ߩߣߔࠆߎߣߩᔅⷐᕈߦၮߠߊ߽ߩߢࠆޔߦࠄߐޕਛᦼ⋡ᮡ⸘↹ᦼ㑆ࠍ⋡ㅜߣ
ߒߡ㆐ᚑߐࠇࠆߴ߈⋡ᮡࠍౕൻߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔᡷ㕟ߩข⚵ߩㅴᐲวࠍቯ㊂⊛ߦ
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no.1443 / 2013.9.2

ᐔᚑ 24 ᐕ㧡 22 ᣣ
ㇱળߩ⸳⟎ߦߟߡ

ޟቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏ߩ⸳⟎ߦߟߡޠ
㧔ᐔᚑ 24 ᐕ㧠 23 ᣣઃ
ߌᓎຬળੌᛚ㧕╙㧟㗄㧔㧞㧕ߦၮߠ߈ޔᒰ㕙ޔએਅߩࠃ߁ߥㇱળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ

㧝㧚ડ↹⺞ᢛㇱળ
㧨ᓎ ഀ㧪
  ᬺㇱળߩᵴേࠍ✚ߔࠆߣߣ߽ߦޔᬌ⸛ળ⼏ߩ㐿ߦవ┙ߞߡ⼏ࠍᢛℂߔࠆޕ
  ̪ ᭴ᚑߪ⚕ߩߣ߅ࠅޕ

㧞㧚ᬺㇱળ
㧔㧝㧕⾗ᩰ⹜㛎ᐲ
㧨ᓎ ഀ㧪
    ⑺ቄቇߦଥࠆතᬺᤨᦼߣ⊛⾗ᩰ⹜㛎ᐲߣߩࡑ࠶࠴ࡦࠣࠍߋࠆ⺖㗴ߦߟ
ߡᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕ
̪ කᏧ⮎ޔᏧޔකᏧޔᴺᦡޔᢎຬߦଥࠆ⎇ⓥ⑼ߦ߅ߌࠆᬌ⸛ࠍ〯߹߃ߘޔ
ߩઍ⠪㧔⎇ⓥ⑼㐳ផ⮈㧕ࠍਛᔃߦ᭴ᚑޕ
㧔㧞㧕ࠡࡖ࠶ࡊ࠲ࡓ
㧨ᓎ ഀ㧪
    ࠡࡖ࠶ࡊ࠲ࡓߦߟߡޔቇ↢ߩりಽ╬ߦଥࠆᐲ⊛ߥኻᔕޔ㐳ᦼ㛎ᵴേߩⅣ
Ⴚᢛ⚻ޔᷣ⊛ߥᡰេߥߤߦ㑐ߔࠆ⻉⺖㗴ߦߟߡᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕ
    ̪ ᐔᚑ 25 ᐕᐲ⹜วᩰ⠪ߦኻߔࠆㆬᛯ⊛ߥ⹜ⴕߩḰ⹏ଔࠍޕ
㧔㧟㧕ቇᬺോߩ⋥ߒ
  㧨ᓎ ഀ㧪
    ቇᥲߩᄌᦝࠍⴕ߁႐วߩߎࠇߦ߁ᬺോߩ⻉⺖㗴ߣ⸃ߩᣇ╷㧔⹜ㅴቇ
ᝄಽߌ⚻ޔㆊភ⟎ߥߤ㧕ߦߟߡޔታോ⊛ߥⷰὐ߆ࠄࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦ╬ߩᬌ⸛ࠍ
ⴕ߁ޕ
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ቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏
ડ↹⺞ᢛㇱળᆔຬฬ★

ᐔᚑ 24 ᐕ 4 

ᚲዻ⡯ฬ

᳁ฬ

⠨

Ꮏቇ♽⎇ⓥ⑼ᢎ

ዊ㑐 ᢅᒾ

ㇱળ㐳

ቇ㐳

᳗↰  ᢘ

ᐔᚑ 25 ᐕ 4 ࠃࠅᆔຬ

Ꮏቇ♽⎇ⓥ⑼ᢎ

ၳ ⑲ਯ

ℂቇ♽⎇ⓥ⑼ᢎ

⮮  ⮍

✚วᢥൻ⎇ⓥ⑼ᢎ

ጊ  Ꮏ

✚วᢥൻ⎇ⓥ⑼ಎᢎ

⍫ญ ੱ

ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ᢎ

ᕡศ ሶ

⮎ቇ♽⎇ⓥ⑼ᢎ

৻ ⑲ᙗ

↢↥ᛛⴚ⎇ⓥᚲᢎ

⮮ ノᄦ

ℂ⚻༡ᡰេᜂᒰㇱ㐳

㋈ᧁ ᢅਯ
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no.1443 / 2013.9.2

ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧡㧝㧣ᣣ
ቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏ ᓮਛ

ᓎ ຬ ળ

 ਅ⸥ߩ㗄ߦߟߡ⻁ߒ߹ߔޕ

⸥

⻁㗄㧦ቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦߟߡ
㧝㧚ᧄቇߦ߅ߌࠆ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩోᎿ⒟ࠍᢛℂนⷞൻߒߟߟޔᄢ✁⊛
ߥᣇ㊎ߩࠅᣇࠍឭ⸒ߔࠆߎߣ
㧞㧚ᢎ⢒ᡷ㕟ోߩേ߈ߣㅪ៤ߐߖߥ߇ࠄޔߟ߆ޔฦᣇ㕙߆ࠄᜰ៰ߐࠇࠆ⺖㗴
ࠍචಽߦ߆ߟߔߺ߿߆ߦᶖൻߒߥ߇ࠄ⑺ޔቄቇ߳ߩ⒖ⴕ߿ࠡࡖ࠶ࡊ࠲ࡓ
ߩዉߩน⢻ᕈࠍߪߓߒ߹ᦸޔቇᥲ߮㑐ㅪߔࠆ㗄ߦߟߡᬌ⸛ߒޔ
ၮᧄ⊛ߥᣇะᕈ߿ᣂߚߥᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓߩታߦะߌߡᗐቯߐࠇࠆࠬ࠹࠶ࡊߦ
ߟߡឭ⸒ߔࠆߎߣ
㧟㧚ߔߺ߿߆ߦขࠅ⚵ߴ߈ᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⺖㗴ࠍ⏕ߒߩઁޔ㑐ㅪᬌ⸛⚵❱ߣߩ
ㅪ៤ࠍ࿑ࠅߟߟ⑺ޔቄቇߩ᭴ᗐߦᷓߊ㑐ࠊࠆ߽ߩࠍᧄޔᬌ⸛ળ⼏߇⋥
ធขࠅᛒ߁ߎߣ߇ㆡᒰߣ್ᢿߔࠆ㗄ߦߟߡޔᔅⷐߥᣇ╷ߩࠅᣇࠍឭ⸒
ߔࠆߎߣ
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ᐔᚑ 24 ᐕ 5  22 ᣣ
ቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏ ᓮਛ
✚  㐳
ᓎຬળ⻁ߦᒰߚߞߡߩ✚㐳ᚲା

ߎߩߚ߮ߪޔ
ޟቇᤨᦼ╬ߩᢎ⢒ၮᧄ㗴ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ⼏ߦޠෳ↹ࠍߚߛ
߈ߒ↳ࠍ␞߅ޔߍ߹ߔޕ
 ߎߩᬌ⸛ળ⼏ߪᧄޔᐕ㧟ߦછോࠍ⚳߃ߚޟቇᤨᦼߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᙣ⺣
ળߩޠᓟ⛮⚵❱ߣߥࠅ߹ߔ߇ޔᬌ⸛ߩࠍߐࠄߦᄢ߈ߊᐢߍ⑺ޔቄቇߩ᭴ᗐ
ࠍߋࠆ⻉⺖㗴ࠍߣࠇߎޔ㑐ㅪߒว߁ᢎ⢒ᡷ㕟ߩၮᧄ㗴ߣߣ߽ߦ⺞ᩏክ⼏
ߚߛߊߎߣࠍᓎഀߣߒߡ߹ߔޕ
 ߘߩ⢛᥊ߦࠆᕁߪᧄޔᐕ 4  10 ᣣઃߌߩޟᡷߡ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩ
ផㅴߦะߌߡߡ߅ߦޠㅀߴߚߣ߅ࠅߢߔޕᣣᧄߩ␠ળ⚻ᷣߩ᧪ߦኻߔࠆ
ෂᯏᗵߩ㜞߹ࠅߣࠣࡠࡃ࡞ൻߩᕆㅦߥㅴⴕߩਛߦߞߡ⑺ޔቄቇߩ᭴ᗐߦ
ߟߡߒߞ߆ࠅߣᬌ⸛ࠍߔߔߡߊߎߣ߇᧲੩ᄢቇߩ␠ળ⊛ᓎഀߢࠆߣ⠨
߃ߡ߹ߔޕหᤨߦ⑺ޔቄቇߪޔ
ޟ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ࠍޠ⢒
ᚑߔߴߊޠߦࡈ࠲ࠅࠃޔߦ࡞ࡃࡠࠣࠅࠃޟቇ↢ࠍ⢒ߡߡߊߚߩᢎ⢒ᡷ㕟
᭴ᗐߩ৻Ⅳࠍߥߔ߽ߩߢࠅޔᡷ㕟ߩ✚ว⊛ߥታߦะߌߚోᗵߩਅߦข⚵
ߺࠍⴕߞߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ

ߎ߁ߒߚ⠨߃ᣇࠍℂ⸃ߚߛ߈ߥ߇ࠄߩߎޔᬌ⸛ળ⼏ߢߪޔᓎຬળ߆ࠄߩ⻁
㗄ࠍ〯߹߃ߚឭ⸒ࠍ߅㗿ߒ߹ߔߥ߹ߑ߹ߐޕᡷ㕟ߩߔߺ߿߆ߥታߣᔅ
ⷐߥࠬ࠹࠶ࡊࠍ⠨߃ࠇ߫ߩߎޔᬌ⸛ળ⼏߆ࠄߩឭ⸒ߪޔᔅߕߒ߽ᦨ⚳⊛ߥឭ⸒
৻ߟߣ߁ߎߣߦ㒢ࠄߕޔᔅⷐߦᔕߓߡㅙᰴߦឭ⸒ࠍߚߛߊߎߣ߽ᦼᓙߒߡ
߹ߔޔߚ߹ޕᒰ㕙ޔቇㇱᲑ㓏ߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㊀ὐࠍ⟎ߡክ⼏ߚߛߊ
ߎߣߦߥࠅ߹ߔ߇ࠅࠃߣ߽ޔᄢቇ㒮Ბ㓏߽⼏⺰ߩ⒟ߦࠇࠆᔅⷐ߇ࠅ⑳ޔ
ߣߒߡ߽⁁ޔᴫࠍߥ߇ࠄᡷߡᚲାࠍㅀߴߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޔ߅ߥޕክ⼏
ߦߚߞߡߪޔᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⻉⺖㗴ࠍゲߣߒߥ߇ࠄ߽ߣࠄࠇߘޔਇนಽߥ⎇ⓥ
ࠆߪ⚻༡ߦ㑐ࠊࠆ⺖㗴ߦߟߡ߽ᔅⷐߦᔕߓߡ⸅ࠇߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹
ߔޕ
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 ឭ⸒ߦߚߞߡߪޔቇౝߩᐢᗧࠍ⡬ߊᯏળࠍㆡᤨߦ⸳ߌߡߚߛ߈ޔ
ᓎຬળߣ߽ㅪ៤ߒߥ߇ࠄቇౝ⻉ળ⼏ߢߩᗧ⡬ขߩߚߩઃ⼏߽ⴕߞߡߚߛ
߈ߚߣᕁ߹ߔߥ߹ߑ߹ߐޔ߽ߡߒߣ⑳ޕᯏળࠍㅢߓߡ⑺ޔቄቇ߶߆ᢎ⢒
ᡷ㕟ో⥸ߦߟߡᐢߊቇౝᄖߩᗧࠍ⡞߈ޔߒࠍ⺰⼏ޔน⢻ߥᡷ㕟ߦߟߡߪ
ߔߺ߿߆ߦข⚵ߺࠍߔߔߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ
 ⑳ߪ⑺ޔቄቇߦߟߡޟታᣉߔࠆߣߥࠇ߫㧡ᐕᓟߣ߁ߎߣࠍ⋡ㅜߣޠㅀ
ߴߡ߈߹ߒߚ߇⑺ޔቄቇߦ㒢ࠄߕ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟߳ߩข⚵ߺߪޔᣣᧄߩ
␠ળ߿ᄢቇࠍߣࠅ߹ߊ⻉ᖱߦᾖࠄߖ߫ߎߎޔ㧡ᐕߊࠄ߇ൎ⽶ߤߎࠈߢࠆ
ߣ⠨߃ߡ߹ߔᧄޔߚߩߎޕᬌ⸛ળ⼏ߩክ⼏ߩ⏕ߥ⚳ᦼߪ⸳ቯߒߦߊߣ
ߎࠈߢߔ߇ᧄޔᐕᐲਛࠍ৻ᔕߩ⋡ㅜߣߒߡ৻ቯߩᚑ᩺ࠍߣࠅ߹ߣࠆࠃ߁ߏޔ
ദജߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
ߎߩᬌ⸛ળ⼏ߦ߅ߌࠆ⺞ᩏክ⼏ߪ᧲ߩࠄ߆ࠇߎޔ੩ᄢቇߩᢎ⢒ᐲߩᢛ߿
ᢎ⢒ߩ⾰ะߩߚߦߡࠊ߈ޔ㊀ⷐߥᗧ⟵ࠍᜬߟ߽ߩߣ⠨߃ߡ߹ߔޕታࠅ
ࠆᬌ⸛߇ߥߐࠇࠆࠃ߁ޔᆔຬฦߦߪᩰߩߏዧജࠍ߅㗿ߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ቇౝߩฦᣇ㕙ߩⓍᭂ⊛ߥߏදജࠍᦼᓙߒߡ߹ߔޕ
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ᐔᚑ 24 ᐕ 4  10 ᣣ
ᡷߡ✚ޔว⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩផㅴߦะߌߡ
̆ ቇㇱᢎ⢒ߦߟߡ ̆
✚ 㐳
᧲੩ᄢቇߦ߅ߡߪޟޔ⇇⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߞߚᏒ᳃⊛ࠛ࠻ޠ㧔᧲੩ᄢቇᙗ┨㧕ߩࠃࠅല
ᨐ⊛ߥ⢒ᚑࠍ⋡ᜰߒߡ⌕ޔታߦᢎ⢒ᡷ㕟ࠍߔߔߡ߈߹ߒߚߩ߮ߚߩߎޕቇᤨᦼߩࠅ
ᣇࠍߋࠆᵴ⊒ߥ⼏⺰߇ࠄ߆ߦߒߚߩߪޔᣣᧄߩ␠ળ⚻ᷣߩ᧪ߦኻߔࠆෂᯏᗵߩ㜞
߹ࠅߣࠣࡠࡃ࡞ൻߩᕆㅦߥㅴⴕߩਛߢߚߒ߁ߎߊߒߐ߹ޔᏒ᳃⊛ࠛ࠻߇␠ળ߆ࠄಾ
ㄼᗵࠍ߽ߞߡ᳞ࠄࠇߡࠆߎߣޔ߽߆ߒޔᄢቇੱ߽ห᭽ߩᕁࠍᜬߞߡ⌀ߦߎࠇߦᔕ
߃ࠃ߁ߣߔࠆᗧᕁࠍߒߡࠆߎߣ␠ߥ߁ࠃߩߎޕߔߢޔળߩᦼᓙߣᕁࠍߦߒߚᄢቇ
ੱߩ⽿છᗵࠍౕߦ߆߿ߺߔޔ⊛ߥᒻߦߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ
ቇᤨᦼߩࠅᣇߣ߁࠹ࡑߪޔቇ↢ࠍޠߦࡈ࠲ࠅࠃޔߦ࡞ࡃࡠࠣࠅࠃޟ⢒ߡࠆߚ
ߦߥ߹ߑ߹ߐޔᢎ⢒⺖㗴ࠍᄢቇ߇␠ળߣߣ߽ߦᩮᧄ߆ࠄ⋥ߔᄾᯏߣⷞὐࠍឭଏߒߡ
߹ߔޕᣣᧄ␠ળߩ⁁ࠍߺࠆߣᱷߐࠇߚᤨ㑆ߪਲߒߊ᧲ޔ੩ᄢቇ߇⋡ᜰߔ✚ว⊛ߥᢎ⢒ᡷ
㕟ߦะߌ৻ߩߘޔⅣࠍߥߔቇᤨᦼࠍߋࠆᬌ⸛ࠍߐࠄߦᷓࠆߎߣߣ૬ߖߡޔᡷߡฦ
ᣇ㕙ߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᡷ㕟ߩേ߈ࠍห᭽ߦᒝߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ
ቇㇱᢎ⢒ߦߟߡ߽ߥ߹ߑ߹ߐߦߢߔޔᬌ⸛߇ߥߐࠇߟߟࠅޔℂᔨߦ߅ߡ߽⚵ߺ
ߦ߅ߡ߽⋧ߦ㑐ㅪߒว߁ߣߎࠈߩᄙએਅߩࠃ߁ߥ⺖㗴ࠍ✚ว⊛ߦⷞ㊁ߦࠇߡข
⚵ߺࠍߔߔߡߊߎߣࠍޔᡷߡ⏕ߒߡ߅߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
ޣᢎ⢒ᐲߩᄢᨒߦ㑐ߔࠆ㗄ޤ
ቇ⹜㛎ᐲߥߤ㜞ᄢធ⛯ߩᡷༀ
ቇቯຬߦߟߡߩᬌ⸛
ቇᤨᦼߩ⋥ߒ
ㅴቇᝄಽߌᐲߩᡷ㕟
ቇㇱᄢቇ㒮ߩធ⛯ߦߟߡߩᬌ⸛
ୃᬺᐕ㒢ߩᨵエൻ
ޣᢎ⢒ߩ⾰ะߦ㑐ߔࠆ㗄ޤ
ᢎ㙃ᢎ⢒ߩ㜞ᐲൻޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩᓟᦼ⺖⒟ᄢቇ㒮߳ߩዷ㐿
ኾ㐷ᢎ⢒ߩߐࠄߥࠆᡷༀోޔቇᮮᢿဳᢎ⢒ߩల
ᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓᢎ⢒ౝኈߩ࿖㓙ൻߩᄙ㕙⊛ផㅴ
ථߒߚቇ↢ߩ⢻ജࠍߐࠄߦિ߫ߔᬺ✬ᚑ߿․ࡊࡠࠣࡓߩᎿᄦ
࿖ౝᄖߢߩ㛎ᵴേ╬ᐢቇ⠌ࡊࡠࠣࡓߩᢛ
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ᬺᡷༀߦะߌߚᢎ⢒ᡰេߩᒝൻ
 ߎࠇࠄߩᢎ⢒ᡷ㕟ࠍ✚ว⊛ߦផㅴߒߡߊߎߣߦࠃࠅ᧲ޔ੩ᄢቇߩቇㇱᢎ⢒ߦ߅ߡޔ
٤⇇⊛ߦ㜞ቇⴚ᳓ḰࠍᤋߒߚኒᐲߩỚᬺ߇ലᨐ⊛ߦឭଏߐࠇޔቇ↢⋧ߚ߹ޔ
ቇ↢ߣᢎຬߣߩ㑆ߩೝỗࠍㅢߓߡ⍮⊛ᅢᄸᔃ߿‛ࠍ⠨߃ᛮߊജޔ⍮⊛ഃㅧജ߇⼾߆ߦᚑ
㐳ߒߡߊⅣႺޔ
٤⍮⊛ߥ⢻ജ߇♖ߩ⥄↱㑪㆐ߐᒝ㕢ߐ߿ਥᕈ⢻േᕈߣ⚵ߺวࠊߐߞߡޔീቇ߳ߩ
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総合的な教育改革の検討経緯

平成23年4月に設置された
「入学時期の在り方に関する懇談会」以降、
このたびの実施方針決定に至る約2年4ヶ月の経緯を
まとめました。

平成23年4月

濱田総長の私的諮問機関として「入学時期の在り方に関する懇談会
（懇談会）
」
（座長：清水孝雄理事・副学長）
を設置。

12月
平成24年3月

懇談会が中間まとめを提出。学内に公表し意見募集を実施
（〜2月）
。
懇談会が報告書を提出。総合的な教育改革の一環としての秋季入学構想を中
心に提言。
→ 学内広報「懇談会報告書特集版」
（平成24年4月）
参照。

4月

懇談会報告を受け、濱田総長が「改めて、総合的な教育改革の推進に向けて
―学部教育について―」を表明。教育制度の大枠や教育の質向上に関する課
題を提起。
役員会の下に、総合的な教育改革を検討するため「入学時期等の教育基本問
題に関する検討会議
（基本検）
」
（座長：清水孝雄理事・副学長）
を設置
（平成

25年4月より、座長は佐藤愼一理事・副学長）。翌月、役員会からの諮問、
総長所信を受けて第1回会議を開催。
→ 学内広報1426号
（平成24年6月）
参照。

9月

基本検企画調整部会が中間報告を提出。学内に公表。
濱田総長が「総合的な教育改革の加速に向けて＜総長所信
（第2次）
＞」
を表明。
思い切った取組を、逐次であれすみやかに実行していく観点で基本検に審議
を要請。

平成25年2月

基本検が審議経過報告を提出。学内へ公表し各部局への意見照会を実施。翌
月に教職員・学生のための説明会を開催。

6月

基本検が「学部教育の総合的改革について
（答申）
」を提出。総合的教育改革
のアクションリストの実施、学事暦見直し等を提言。
濱田総長が「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申を受けて
（総
長所信）
」を表明。

7月

役員会が「学部教育の総合的改革に関する実施方針」を議決。
「臨時教育改革本部」を設置。
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