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第１章

調査研究事業の概要

1.調査研究の背景と狙い
世界に類を見ない高齢化が進む我が国において、認知症高齢者の数は 2012（平成 24）年
で 462 万人と推計されており、2025（平成 37）年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約
5 人に 1 人に達することが見込まれている。このような中、認知症の人にどの様に対応し、
どの様に支援していくかが極めて重要な課題となっている。
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮ら
し続けることは、認知症の人自身の生活への満足度が向上するだけでなく、住み慣れた環
境で過ごすことは認知症の治療上も有益とされ、さらには限りある医療資源の有効活用に
もつながるものと考えられる。
このような地域づくりを目指し、厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジ
プラン）」では、認知症の容態に応じて適時・適切な医療・介護等が提供される循環型の仕
組み（早期診断・早期対応を軸とし、行動・心理症状や身体合併症等が見られた場合にも、
医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所後もその時の容態に
最も相応しい場所で適切なサービスが提供される仕組み）の構築を目指している。
全国各地で、この医療・介護等の連携の仕組み（循環型の仕組み）を構築していくため
には、
（循環型の仕組みを構成する）連携が必要な各関係者が、具体的にどのようなことに
留意・配慮し、何を実践していく必要があるかを整理し、それを広めていく必要がある。
医療・介護等の連携の仕組みは構築途上の段階であるが、認知症施策においてとりわけ重
要となる専門医療や一般医療機関の果たすべき役割の明確化やその普及は急務なことから、
本調査研究事業により、専門的知見を有する各界の関係者の認識・見解等の集約を図り、
提案をまとめることとなった。
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2.調査研究のねらい
2.1.問題意識
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮ら
し続けるためには、認知症の容態に応じて適時・適切な医療・介護等が提供される循環型
の仕組みが構築される必要がある。
循環型の仕組の構築に向けては、具体的に構築すべき内容として、
（循環型の仕組みを構
成する）連携が必要な各関係者が、具体的にどのようなことに留意・配慮し、何を実践し
ていく必要があるか、医療・介護等の関係者で認識を共有でき、全国各地で実践していけ
るものが必要となる。
2.2.問題意識に基づく、本調査研究のねらい
2.1 に示した問題意識を踏まえ、本調査研究では、認知症の人ができる限り地域での生
活を継続していけるようにするための循環型の仕組みの構築に向け、中でも特に重要とな
る専門医療や一般医療機関の果たすべき役割として、「診断～BPSD への対応など、種々の
場面での認知症専門医療の具体的関わり方や役割」及び「一般病院等における身体合併症
への治療に際しての対応体制の整備、精神科医リエゾンなど専門科の協力、認知症のリハ
ビリテーションの在り方」を明確化することを主なねらいとした。
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3.事業内容
3.1.研究会
(1) 研究会による検討の推進
循環型の仕組みの具体化には、連携すべき各関係者（精神科医、訪問診療を行う一
般の医師等の医療関係者、介護関係者等）の間での認識の共有が不可欠である。
このため、医療関係者や医学系学会の代表者等のみならず、介護側の関係者、患者
や家族の関係者、有識者等を含めた多様なメンバーが一堂に会する場を設け、問題意
識や目指すべきゴール（種々の場面での認知症専門医療の具体的関わり方や役割、一
般病院等における身体合併症への治療体制等の明確化）の共有と、それらを踏まえた
積極的な議論により検討・整理を進める方法が最適かつ必要であると考え、各界を代
表する関係者を委員とする研究会での議論・検討を通じ成果をとりまとめる方法を採
ることとした。
(2) 研究会の設置準備
(1)を踏まえ、研究会の趣旨・委員構成等を設計し、各委員との日程調整等の設置準
備を進めた。
(3) 研究会の検討内容設計
設計にあたっては、議論すべき点及び議論のゴールの想定、そして調査研究事業の
期間内での研究会の開催可能回数、等を総合的に勘案した。
各委員による報告を通じた委員間の知見共有に加え、認知症の人に対する精神科医
のアウトリーチの事例については研究会の場に参考人を招請し、現場の最新の情報の
共有も図った。
(4) 資料準備
(3)の設計に基づき、当日用いる資料構成を設計し、各委員や参考人への資料作成依
頼を含めて配布資料を準備した。情報や知見を共有し議論を行うための材料という観
点から、資料は可能な限り簡潔にまとめることを前提とし、委員や参考人からの報告
についても同様の要領で依頼した。
(5) 研究会の開催
(3)に示した設計に沿って研究会を開催し、座長・副座長の的確な進行により、多く
の委員から活発なご意見・ご指摘・ご提案等が挙がった。
また、委員からの提案や意見や、参考人からの報告にはいずれも貴重で有用な情報
や知見に富んでおり、報告に対して多くの質疑や意見交換が行われた。
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3.2.作業部会
(1) 作業部会設置による検討の推進
研究会は、各界の関係者を網羅した結果、委員数が 21 名と多数になり、
「診断～BPSD
への対応など、種々の場面での認知症専門医療の具体的関わり方や役割」及び「一般
病院等における身体合併症への治療に際しての対応体制の整備、精神科医リエゾンな
ど専門科の協力、認知症のリハビリテーションの在り方」を明確化するのに、大人数
の研究会では議論・整理が難しいと考えられたこと、またテーマの性格上、まずは医
学的・専門的見地からの検討をベースとして、研究会にて各委員の知見・経験等から
の意見を反映していく進め方が、時間が限られる中では最も適当と考えられたことか
ら、関係の専門性を有する方々による少人数で議論し案をまとめる作業部会を別途設
置した。
明確化すべき 2 つのテーマ「診断～BPSD への対応など、種々の場面での認知症専門
医療の具体的関わり方や役割」
「一般病院等における身体合併症への治療に際しての対
応体制の整備、精神科医リエゾンなど専門科の協力、認知症のリハビリテーションの
在り方」それぞれについて、個別に作業部会（合わせて計 2 部会）を設けた。
(2) 作業部会の開催
作業部会では主に、それぞれの部会のテーマに沿って、今後全国各地に広めていく
ための手引きにとりまとめるため、盛り込むべき内容（目次構成等）の検討、各項目
において記載・修正・削除すべき内容について、詳細かつ精力的に討議した。
また、部会の開催の間には電子メールにて原稿案を部会員間で共有し、個別の意見
収集等を行った。

3.3.結果のとりまとめ、情報公開
(1) 結果のとりまとめ
作業部会（第 1・2 回）での議論等を通じ、成果として各テーマに関する手引き「1.
医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役割に関する手引
き」
「2.一般医療機関における認知症対応のための院内体制整備の手引き」の原案を作
成。
これらの原案を研究会（第 2・3 回）での討議や、研究会の前後での各委員への意見
照会、作業部会（第 3 回）での修正討議等を通じブラッシュアップし、完成させた（第
3 章参照）。
(2) 情報公開
弊社ホームページにて本報告書及び、各手引きを公開。
また、各手引きについては、研究会参加団体等を通じ小冊子として配布。
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4.実施経過
3 に示した内容を、次のスケジュールで実施した。
7月

8月

研究会委員への
依頼・日程調整

9月

10 月

11 月

12 月

●第２回

●第１回

研究会

作業部
会2

2月

3月

●第３回

修正意見照会

調査設計・関係者調整

作業部
会1

1月

●第１回

●第２回

手引き案原稿作成
●第１回

●第２回

手引き案原稿作成

とりま
とめ・
報告書
作成

●第３回
手引き案原稿修正
●第３回
手引き案原稿修正

とりまとめ・報告書作成・印刷
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5.研究体制
5.1.研究会
(1) 委員(五十音順
氏名
秋山 治彦
粟田 主一
内田 千恵子
大内 尉義
大島 伸一
河﨑 茂子
神野 正博
鴻江 圭子
齋藤 訓子
助川 未枝保
鈴木 邦彦
諏訪 さゆり
高倉 敬治
武久 洋三
鳥羽 研二
花俣 ふみ代
本間 昭
松谷 有希雄
水澤 英洋
三根 浩一郎
山崎 學

敬称略)

所属団体

備考

日本認知症学会
公益社団法人日本老年精神医学会
公益社団法人日本介護福祉士会
一般社団法人日本老年医学会
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人全国老人福祉施設協議会
公益社団法人日本看護協会
一般社団法人日本介護支援専門員協会
公益社団法人日本医師会
日本老年看護学会
認知症の方ご本人
一般社団法人日本慢性期医療協会
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
公益社団法人認知症の人と家族の会
一般社団法人日本認知症ケア学会
国立保健医療科学院
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
公益社団法人全国老人保健施設協会
公益社団法人日本精神科病院協会

(2) 参考人(敬称略)
氏名
所属団体
上野 秀樹
社会福祉法人ロザリオの聖母会海上寮療養所
(3) オブザーバ(敬称略)
氏名
三浦 公嗣
厚生労働省老健局長
水谷 忠由
厚生労働省老健局総務課
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所属
認知症施策推進室長

座長

副座長

備考
第2回

5.2.作業部会(五十音順

敬称略)

(1) 認知症専門医療
氏名

所属団体

備考

新井

哲明

筑波大学附属病院精神神経科

數井

裕光

大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室 病棟医長

助川

未枝保

特別養護老人ホーム「じょうもんの郷」 施設長

瀬戸

裕司

ゆう心と体のクリニック 院長

得居

みのり

医療法人財団 姫路聖マリア会 姫路聖マリア病院
看護管理室看護師長・地域連携室室長

中川

龍治

医療法人財団

藤本

直規

医療法人藤本クリニック

松谷

有希雄

国立保健医療科学院

友朋会

准教授

嬉野温泉病院

院長

理事長

名誉院長

(2) 身体合併症
氏名

副部会長

部会長

所属団体

備考

新井

哲明

筑波大学附属病院精神神経科

池田

修一

信州大学医学部内科学第三講座

小川

朝生

独立行政法人国立がん研究センター東病院精神腫瘍科
副部会長
長臨床開発センター精神腫瘍学開発分野 分野長

小川

聡子

医療法人社団

加藤

滋代

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院神経内科
看護主任

神崎

恒一

杏林大学医学部高齢医学（高齢診療科）教授

熊谷

賴佳

医療法人京浜会

清水

惠一郎

阿部医院

中西

亜紀

大阪市立弘済院病院

渕野

勝弘

公益社団法人

松谷

有希雄

国立保健医療科学院

東山会

准教授
教授

調布東山病院

京浜病院

院長

理事長

院長
神経内科部長

日本精神科病院協会
名誉院長

5.3.事務局・調査研究実施機関
株式会社富士通総研
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常務理事
部会長

第２章

実施結果

1.研究会・作業部会
研究会・作業部会は以下の日程で開催した。討議内容については資料編(研究会議事
要旨)を参照されたい。
(1) 研究会
回
開催日時
1 平成 27 年
9月9日
13:00～15:00
2 平成 27 年
12 月 25 日
13:00～15:00

3

平成 28 年
2 月 16 日
13:00～15:00

(2) 作業部会
①認知症専門医療
開催日時
回
1 平成 27 年
9 月 27 日
14:00～16:00

2

3

平成 27 年
11 月 6 日
9:30～12:00
平成 28 年
1 月 30 日
13:00～15:00

会場
アルカディア市ヶ谷
鳳凰の間

議事
1. 今後の進め方について
2. 自由討議

アルカディア市ヶ谷
鳳凰の間

1. アウトリーチの事例
2. 医療・介護の有機的な連携のため
の、認知症専門医療のあり方
3. 一般病院における認知症への対応
のあり方
1. 医療・介護の有機的な連携のため
の、認知症の専門医療のあり方
2. 一般医療機関における認知症への
対応のあり方
3. その他

航空会館
501･502 会議室

会場
㈱富士通総研
中会議室

1.
2.
3.

㈱富士通総研
中会議室

1.

2.
1.

㈱富士通総研
中会議室

2.
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議事
「循環型」の医療・介護について
今後の進め方について
医療・介護の有機的な連携のため
の、認知症専門医療のあり方につい
て
医療・介護の有機的な連携のため
の、認知症専門医療のあり方につい
て
その他
医療・介護の有機的な連携のため
の、認知症専門医療のあり方につい
て
その他

②身体合併症
開催日時
回
1 平成 27 年
9 月 22 日
14:00～16:00
2

3

平成 27 年
11 月 8 日
9:30～12:00
平成 28 年
1 月 30 日
16:00～18:00

会場
㈱富士通総研
中会議室

1.
2.
3.

㈱富士通総研
中会議室

1.
2.
1.

㈱富士通総研
中会議室

2.
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議事
「循環型」の医療・介護について
今後の進め方について
一般病院における認知症への対応
のあり方について
一般病院における認知症への対応
のあり方について
その他
一般病院における認知症への対応
のあり方について
その他

第３章

まとめ

1.医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役割に関する手引き
平成２７年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の行動・心理症状(BPSD)や身体合併症対応など
循環型の医療・介護等の提供の在り方に関する調査研究事業」研究班による

医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役割

I.

容態に応じた適切な医療提供の牽引役
▹

鑑別診断、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症への対応など、認知症の人
の容態に応じて適切な医療を自ら提供する。

▹

医療従事者の認知症対応力向上を支援するなど、地域において認知症の人の容態
に応じた適切な医療提供体制の確立を推進する。

▹

アウトリーチ活動を積極的に行い、予防から治療、リハビリ、在宅復帰支援に至
るまで、認知症の人の容態の変化に対応した一体的な支援を提供する。
等

II. 医療・介護等の有機的な連携をかかりつけ医等とともに進める
エンジン役
▹

認知症の医療・介護等に関わる地域の顔の見えるネットワークを構築する。

▹

研修等を通じて適切なケアを提供できる地域の認知症介護の基盤整備を推進す
る。

▹

認知症の人の視点に立って、多職種連携による意思決定支援の取組を推進する。
等

III. 認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進役
▹

認知症に関する正しい知識の普及・啓発を推進する。

▹

様々なアウトリーチ活動を通じて、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進
する。
等

-10-

第１．認知症の専門医療に期待される役割についての基本的考え方
平成２７年１月２７日に策定された認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）では、認知症
に関する医療・介護等について、「本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介護等が有機的
に連携し、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく提供されることで、認知症の人が
住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるようにする。このため、早期診
断・早期対応を軸とし、行動・心理症状（BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
以下ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化され
ないように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供さ
れる循環型の仕組みを構築する」こととされている。本手引きは、この基本的考え方に沿って、循
環型の仕組みの中で認知症の専門医療が果たすべき役割を示すものである。
本研究班においては、循環型の仕組みについて、「基本としての在宅生活」→「ＢＰＳＤや身体
合併症等が見られた場合の医療機関等での入院治療」→「入院治療終了後、在宅生活に復帰する
前の介護施設等でのリハビリテーションやケア」→「基本としての在宅生活」のような狭義の循
環を意味するだけでなく、認知症の人のその時々の容態や生活環境など様々な要因に応じて、も
っとも適切な環境で医療・介護等を提供することが、認知症の人ができる限り住み慣れた地域の
よい環境で自分らしく暮らし続けることができることに繋がるとの基本的考え方に立って、「入
院」、
「入所」
、
「在宅生活」等の様々な環境の中で、そしてこれらの間での移行の中で、必要な医
療・介護等が「途切れなく、繋がる」ことを意味するものと広義に捉えている。

○ 循環型の仕組みの構築のために
早期診断・早期対応を軸とし、本人主体の医療・介護等を基本に据え、医療・介護等が有機的に
連携し、発症予防⇒発症初期⇒急性増悪時⇒中期⇒人生の最終段階という認知症の容態の変化に応
じて適時・適切に切れ目なく、そのときの容態にもっともふさわしい場所で提供される仕組みを実
現することが必要となる。その際、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）にあるように、
例えば、「認知症の疑いがある人については、かかりつけ医等が専門医、認知症サポート医等の支
援も受けながら、必要に応じて認知症疾患医療センター等の専門医療機関に紹介の上、速やかに鑑
別診断が行われる」ことが求められる。また、「介護による生活の支援がないと医療での対応だけ
では支援が成り立たないという特徴がある」ため「診療科を超えて連携して対応していく」ことも
求められる。そのため専門医療だけでなく、広く医療・介護関係者が役割分担をして、切れ目のな
いサービス提供体制を構築することが望まれる。
このため、認知症の専門医療には、認知症の人の「容態に応じた適切な医療提供の牽引役」とと
もに、認知症に関する「医療・介護等の有機的な連携をかかりつけ医等とともに進めるエンジン役」
となることが期待されている。
具体的には、「容態に応じた適切な医療提供の牽引役」としては、鑑別診断、ＢＰＳＤや身体合
併症への対応などを自ら行うほか、医療従事者の認知症対応力向上を支援するなど、地域における
医療提供体制の確立を推進すること、さらには、アウトリーチ活動を積極的に行い、予防から治療、
リハビリテーション、在宅復帰支援に至るまで、認知症の人の容態の変化に対応した一体的な支援
を提供することなどが挙げられる。また、「医療・介護等の有機的な連携をかかりつけ医等ととも
に進めるエンジン役」としては、 地域の認知症の医療・介護等に関わる関係者の顔の見える連携

-11-

の仕組み（ネットワーク）を構築するほか、研修等を通じて適切なケアを提供できる地域の認知症
介護の基盤整備、認知症の人の視点に立って多職種連携による意思決定支援の取組を推進すること
などが挙げられる。
本手引きにおける「アウトリーチ活動」は、診療行為だけではなく、「認知症に関わる医療・介
護等の専門家が医療機関や介護サービス施設・事業所等の外で、認知症の人やその家族に対して
直接的・間接的に専門家として期待される役割を果たす活動」と広く捉えている。間接的な活動
とは、例えば、医療関係者が介護関係者に認知症医療に係る知識を提供し、介護関係者がその知
識を用いて認知症の人の支援を行う場合の医療関係者の活動や、行政が認知症のための新たなサ
ービスを構築する際などに、介護関係者が行政の担当者にアドバイスする場合の介護関係者の活
動などを指す。

○ 循環型の仕組みが目指すもの:認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の副題にもあるように、認知症の人の意思が尊重
され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現す
るためには、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくことが必要となる。認知症は「診
療科を超えて連携して対応していく必要がある」疾患であり、「介護による生活の支援がないと医
療での対応だけでは支援が成り立たない」という特徴があることから、「かかりつけ医・認知症サ
ポート医・認知症専門医、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、急性期対応を主
とする病院・リハビリテーション対応を主とする病院・精神科病院、歯科医療機関、薬局、地域包
括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者など様々な主体が関わる」ことが求められ
ている。このため、認知症の専門医療には、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進役」を
担う一人として、認知症に関する正しい知識の普及・啓発や、様々なアウトリーチ活動を行い、認
知症の人、家族、医療・介護従事者、地域住民等が互いに協力し合う関係性が作られ、認知症の人
が笑顔で、希望と尊厳を持って穏やかに暮らせるような地域づくりに貢献することが期待されてい
る。

○ 本手引きの構成
「第２. 個別の場面で期待される役割」では、専門医療が実際の場面でどのような役割を果たす
べきかについて記載してある。各々の記載では、上に述べたような、「容態に応じた適切な医療提
供の牽引役」
、
「医療・介護等の有機的な連携をかかりつけ医等とともに進めるエンジン役」及び「認
知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進役」それぞれの観点から、行うべき内容を整理して記載
することをできる限り心がけた。専門医療を行うに当たって、これらの視点に常に留意し、毎日の
診療に活かすことが期待されている。
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第２. 個別の場面で期待される役割
１．本人主体の医療・介護等の徹底
① 本人主体の医療・介護等の原則（認知症の人を、各々の価値観や個性、想い、ライフヒス
トリー等を持つ主体として尊重し、できないことではなくできることに目を向けて、本人
が有する力を最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの
関係が継続できるよう、支援していくこと）は、その提供に携わるすべての者が認知症の
容態の変化に応じたすべての期間を通じて共有すべき基本理念である。このことについて、
広く医療・介護等の関係者が研修等を通じて自ら改めて徹底し、医療・介護等の質の向上
を推進することが求められており、認知症の専門医療もこれに率先して取り組む。
② ただし、これは安易に認知症の人が要望するとおりの医療・介護等をそのまま提供すると
いうことではない。例えば、認知症の人は、その原因疾患や認知症の進行度によって、自
らの認知機能や生活活動能力を正しく把握できなくなることや、自らの意思を適切に表現
できないこともある。認知症の専門医療は、その時々の認知症の人の能力を適切に推測し
た上で、認知症の人がどのような意思を持っているのかを、専門家として適切に推測し、
判断するよう心がけねばならない。
③ また、専門家として適切に推測・判断した認知症の人の意思を家族や介護関係者等に伝え
ることも重要である。その上で、家族の生活や経済的状況、地域における介護サービスや
インフォーマル・サービスといった利用可能な資源の整備状況等の様々な要因を勘案し、
認知症の人の意思が尊重された形で医療・介護等が有機的に連携して提供されるよう支援
を行う。その際、認知症の人の意思の尊重を前提としつつ、同時に家族をはじめとして認
知症の人を支えるすべての人が安心できるように、適切な環境を整えるよう努力する。
 具体的な例
▹

ケースカンファレンス等に積極的に参加し、認知症の人の意思が尊重されるよう、関係者
に対し必要な説明、助言等を行う。

▹

認知症の人やその家族に、人生の最終段階に至るまでどのような医療・介護等を希望する
か等について、早い段階から認知症の人を中心に話し合って明らかにしておくよう助言す
る。また、人の意思は変化しうるものであるため、その後も適時に話し合って、本人の意
思を明らかにしておくよう助言する。

２．発症予防の推進
(1) 予防に関する知識の普及・啓発
① 講演会、勉強会、広報誌など様々な機会を活用して、現在明らかにされている認知症の危
険因子及び防御因子についての知識の啓発に協力する。
危険因子

加齢、遺伝性、高血圧、糖尿病、喫煙、過度な飲酒、頭部外傷、難聴

防御因子

運動、食事、余暇活動、社会参加、認知訓練、活発な精神活動 等

等

② 認知症の一次予防だけではなく、発症後の進行・悪化の抑制（二次・三次予防）の重要性
も啓発する。そして、進行・悪化の抑制には、早期の診断と早期からの医療・介護等の介
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入が重要であることを住民や認知症を専門としない医師にも啓発する。
③ 認知症の危険因子となる疾患や状態について、医師会活動等を通して、認知症を専門とし
ない医師にも、その治療等の重要性を啓発する。
(2) 地域における実践
① 地域や職域における認知症の予防活動に自ら積極的に取り組む、又はそのような活動に協
力する。例えば、地域において住民や行政が運営するサロンやカフェ、体操教室等の活動
や取組みに協力する。また、身体的障害のために介護施設等に入所している人に対する医
療・介護等にも積極的に関与し、認知症の発症予防を推進する。
② 認知症の早期発見に資するよう、行政と連携し、必要に応じて地域におけるチェックリス
トや観察シートなどを作成し、地域や介護施設等への普及に協力する。
③ 認知症の危険因子となる疾患や状態について、その治療等を推進する。
 具体的な例
▹

地域や職域での勉強会、サロン、認知症カフェ等へ積極的に参加し、認知症予防の知識や
必要性を、住民、認知症の人やその家族、医療・介護関係者、行政担当者等に広く啓発す
る。

３．早期診断・早期対応の体制整備の推進
(1) 早期診断・早期対応に関する知識の普及・啓発
① 地域のかかりつけ医や認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の専門医療機関等と
連携し、早期診断・早期対応の重要性の啓発に協力する。
② 認知症の初期症状や初期に観察されやすい生活上の問題などについて、様々な活動を通じ
て、この知識を啓発する。
③ 軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する知識を啓発する。その際、ＭＣＩの人のすべてが認知症
に移行するわけではないこと、認知症に移行しやすいＭＣＩの中にはこれを疑う特徴があ
ることについて、特にその知識を啓発する。
 具体的な例
▹

地域や職域での勉強会、サロン、認知症カフェ等へ積極的に参加し、認知症の初期症状等
に関する知識の普及を図るとともに、医療機関内で勉強会等を開催し、認知症の診断やＭ
ＣＩに関する啓発を行う。

(2) 地域における早期診断・早期対応体制の構築
① 認知症の疑いがある人に早期に気付いて適切に対応していくことができるような早期診
断・早期対応の体制構築がなされるよう、地域、職域等の様々な場における様々なネット
ワークの中で、地域のかかりつけ医や認知症サポート医、産業医、その他の関係する職種
のほか、認知症疾患医療センター等の専門医療機関等と連携する。
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地域の体制構築に向け、行政機関と連携を取りながら、助言、提案、指導等を行う。早期
発見においては、地域のかかりつけ医が、自施設に通院している高齢者が認知症を発症し
ている可能性はないか、と常に考えることが重要であり、積極的に地域の医師会等と連携
しつつ、地域のかかりつけ医等の認知症対応力向上に資する研修に協力する。さらに、地
域の歯科医療機関や薬局等も、同様に早期発見における役割が期待されることから、歯科
医師や薬剤師への認知症対応力向上に資する研修に協力する。
職域において、早期に対応がなされるような社内教育や啓発を支援する。その際、産業医
やその他の関係する職種の人からの相談にも積極的に対応し、必要に応じて連携する。
② 地域のかかりつけ医が、認知症を疑うべきポイントを知ることができ、早期発見を促進で
きるよう、行政と連携し、必要に応じて地域におけるチェックリスト等を作成する。
③ 認知症初期集中支援チーム（「認知症専門医の指導の下、複数の医療・介護専門職が認知
症が疑われる人又は認知症の人やその家族を訪問し、観察・評価を行った上で家族支援な
どの初期の支援を包括的・集中的に行い、かかりつけ医と連携しながら認知症に対する適
切な治療に繋げ、自立生活のサポートを行う」もの）1の活動を支援する。
 具体的な例
▹

行政機関との連携の下、地域での研修会や勉強会等を企画し、また、当該研修会や勉強会
等における講師等の役割を積極的に引き受け、早期診断・早期対応の体制構築に協力する。

▹

各職種の認知症対応力向上研修に講師として参加するなど、地域において早期診断体制を
担う主体と積極的に関係を築き、早期診断・早期対応の体制構築に協力する。

▹

認知症初期集中支援チームについて、各市町村と連携し、積極的な指導・支援を行い、チ
ーム員たる専門医として参加する。

(3) 一般医療機関における院内の早期診断・早期対応体制の構築
① 身体疾患の入院治療中に認知症が疑われることがしばしばある。可能な医療機関において
は、このような場合に備え、主科からの紹介を受け、直ちに専門科が認知症に関する診療
を行うことができる院内体制を構築する。
② さらに、このような診療科間の即時の院内連携の体制構築に留まらず、入院患者に認知症
が疑われた際に、当該入院患者への対応を相談できる専門家による組織をあらかじめ院内
に構築しておくことが考えられる。このような組織を核にして、認知症を専門としない診
療科の医師その他の医療従事者に認知症への対応に係る啓発活動が行われること等も期
待される。
③ 一般医療機関における認知症への対応に資するよう、必要に応じて院内において認知症の
発見を促進するためのチェックリストや発見時の対応についてのガイドラインを作成す
る。
 具体的な例

1

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）より引用
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▹

院内において認知症に対応する、多職種からなる対応チームの設立を推進する。

４．ＢＰＳＤ等への適切な対応の推進
(1) ＢＰＳＤ等に関する知識の普及・啓発
① 講演会、勉強会、広報誌など様々な機会を活用して、ＢＰＳＤは、認知症の人の生活の質
を悪化させ、家族介護者や介護従事者の介護負担を増加させ、しばしば、認知症の人が住
み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることを阻害する因子であることを広
く啓発する。
② ＢＰＳＤは認知症の進行により必ず生じるものではなく、その発現には、心理・社会的な
要因だけでなく、身体的・脳器質的な要因が関与することもあり、その発現や悪化を予防
したり治療ができる可能性があること、例えばＢＰＳＤは認知機能障害に伴う心因反応と
しての側面が強く本人にとっては「当然のこと」を主張している場合が多いことを啓発す
る。また、認知症の人は認知機能障害があるために環境の変化に脆弱であり、入院、入所、
転居等に伴うリロケーションダメージを受けやすい。そのため、デイケアやデイサービス、
ショートステイ等を積極的に利用するなど、医療・介護等に関わる多職種が連携して、住
み慣れた地域で長く生活できるよう支援することが重要であることも広く啓発する。
③ ＢＰＳＤへの対応においても、早期の発見と早期からの介入が重要である。このため、早
期発見のための観察点や的確なアセスメントの方法を広く啓発する。また、出現しやすい
ＢＰＳＤは、認知症の原因疾患や認知症の重症度によって異なるため、どのようなＢＰＳ
Ｄがどのような疾患のどのような時期に出現しやすいのかを広く啓発する。また、ＢＰＳ
Ｄの診断と治療に関して、看護職員等への教育的支援も行う。
ＢＰＳＤへの対応において、精神科等の専門医療が担うことができる役割について広く啓
発する。その際、②を基本とし、環境の調整やケアの方法の工夫で多くが改善する可能性
があること、薬物療法の効果が期待できる病態は限られていること、などを踏まえた適切
な助言等を行う。
また、入院適応の判断は、精神科等の専門医療の主たる業務と考えられるが、その判断に
当たっては、入院が必要な状態として、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に
おいて、「①妄想（被害妄想など）や幻覚（幻視、幻聴など）が目立つ、②些細なことで
怒りだし、暴力などの興奮行動に繋がる、③落ち込みや不安・苛立ちが目立つこと等によ
り、本人及び介護者等の生活が阻害され、専門医による医療が必要とされる場合」とされ
ていることに留意する必要がある。
④ その上で、ＢＰＳＤが比較的軽症の段階においては、専門医療の支援があることで、ＢＰ
ＳＤ自体を軽減させやすい、家族介護者の介護負担を軽減させやすい、介護体制を再構築
する機会となるなどの効果があり、家族介護者が過度な負担を受ける前に、入院も含めた
専門医療による関与を考慮することで、結果的にＢＰＳＤによる負担を軽減でき、在宅療
養生活を継続しやすくなるなどの効果が期待できることなどについても啓発する。
⑤ 身体疾患の合併やその重症化は、ＢＰＳＤを発症させたり、悪化させたりする促進因子で
ある。したがって、合併する身体疾患があれば、これを早期に治療することがＢＰＳＤを
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予防させる方法であることを広く啓発する。


具体的な例

▹

家族向けの教室や介護サービス施設・事業所や院内での勉強会に参加し、特にＢＰＳＤを
予防するという対応が重要であることを強調しつつ、ＢＰＳＤに関する知識の普及を行う。

(2) 地域におけるＢＰＳＤ等に対応する体制の構築
① ＢＰＳＤがみられた場合に、そのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービス
が提供されるよう、認知症疾患医療センター等の専門医療機関の機能分化を図りながら、
医療・介護の役割分担とネットワークの構築や運営に参画する。その際、地域全体でＢＰ
ＳＤへの対応力を高めることを考え、行政を含めた、医療・介護等の連携による多職種の
対応による体制構築に努める。
② 地域の認知症医療・介護連携のネットワークに加わり、行政との連携のもと、ＢＰＳＤに
対応できる介護サービス施設・事業所等の確保、地域の相談窓口の拡充、ピアサポートへ
の支援、介護者への支援等の推進に協力する。また、ネットワークを活用し、家族や介護
職員、認知症を専門としない医師等に専門的な助言を行う。その際、専門性を活かして介
護サービス施設・事業所等への支援を行い、質の向上と効率化に協力する。
③ ＢＰＳＤに対して医療・介護等の専門的対応を行うに当たっては、その内容、機能及び体
制等が具体的に見える化されるよう協力し、地域から見て身近で気軽に頼れるような存在
となるよう取り組む。
④ 薬剤がＢＰＳＤの原因や誘因になっていることもあるため、内服薬の重複や副作用等を鑑
み、地域医療における投薬の調整に資する取組みに協力する。
 具体的な例
▹

地域ケア会議に参加するなどし、行政とも連携しつつ、地域におけるＢＰＳＤへの対応体
制の構築を支援する。特に軽症の段階でＢＰＳＤへの対応ができる医療・介護等の連携体
制を地域で構築する。

▹

ＢＰＳＤへの対応に関し、一般医療機関等からの相談等に積極的に対応する。

(3) 院内におけるＢＰＳＤ等に対応する体制の構築
① 早期退院・退所を阻害する要因を検討した上で、退院支援・地域連携クリティカルパスの
作成・普及・使用を推進する。また、退院時に入院生活と在宅生活とのギャップを埋める
ことができるような支援体制を構築する。
② 例えば一般医療機関にあっては2、院内においてＢＰＳＤを含む様々な認知症の症状への対
応、身体合併症治療に配慮をした支援の調整、家族支援、ケアの指導、退院調整への助言
等を行えるような、多職種からなる対応チームの設立を推進する。

2
一般医療機関において求められる体制の整備については、第 3 章 2.一般医療機関における認知症対応のための院内体制整備の手引き を参
照されたい。
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具体的な例

▹

ＢＰＳＤに入院で対応するに当たって、入院時から退院を見越した支援ができるよう、退
院支援に関わる者を入れた多職種からなるチームを編成するなどの工夫を行うとともに、
退院支援・地域連携クリティカルパスを使用するなどして、チーム内での情報共有を図る。

(4) その他

ＢＰＳＤへの適切な対応は専門医療の本義であるため、専門医療の在り方を示す本手
引きにおいては、医療内容に関する詳細を記載することは避け、推進すべき体制づくり
などを記載している。
① 専門医療については、その内容を診療ガイドライン等を積極的に利用し、普及させる。ま
た、薬物療法に限らず、広くＢＰＳＤに対応するマニュアルの確立と普及を目指す。さら
に、ＢＰＳＤに対する有効性の高い対応法を簡便に知ることができる仕組みづくりを推進
する。
② 認知症の人が実際に生活する場面を念頭に置きつつ、有する認知機能等の能力をしっかり
と見極め、これを最大限に活かしながら、日常の生活上の基本的ＡＤＬ（食事、排泄等）
やＩＡＤＬ（掃除、趣味活動、社会参加等）が自立して継続されるよう、認知症リハビリ
テーションモデルの研究開発を推進するとともに、介護老人保健施設での認知症短期集中
リハビリテーションや特別養護老人ホームにおけるアクティビティを通してのリハビリ
テーション等の取組とも連携し、これを普及させる。

５．身体合併症等への適切な対応の推進
(1) 地域における行動・心理症状等に対応する体制の構築
① 身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の向上を図る観点から、一般医療
機関勤務の医療従事者の対応力向上の取組に協力する。その際に、当研究会が策定した「一
般医療機関における認知症対応のための院内体制整備の手引き」を参考とすることが望ま
しい。
② 地域における認知症対応能力の底上げを図るため、行政と連携し必要に応じて、看護職員
を含む医療従事者を対象とした研修を行い、また、認知症対応マニュアルを作成し、その
普及に協力する。
③ 本手引きにある「３．早期診断・早期対応の体制整備の推進(3)一般医療機関における院
内の早期診断・早期対応体制の構築」及び「４．ＢＰＳＤ等への適切な対応の推進(3)院
内におけるＢＰＳＤ等に対応する体制の構築」に記載された対応等を通じて、身体合併症
等への対応を行う急性期病院等におけるＢＰＳＤへの対応力を高め、また、精神科病院へ
の一般診療科の医師の往診・常勤等を通じて、精神科病院における身体合併症への対応力
を高めること等により、ふさわしい医療の提供体制の構築の推進に協力する。
④ せん妄は特に多いのでリスクの評価を行い、起こさないように予防的対応をとる。また、
せん妄の診断と治療に関して、看護職員等への教育的支援も行う。
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⑤ 糖尿病や透析など継続的な身体疾患の治療が必要な場合には、その治療にあたる医師と連
携する。
⑥ 認知症の人が住み慣れた地域で日常生活動作能力を維持できるよう、早期からの継続的な
リハビリテーションの推進を図る。


具体的な例

▹

一般医療機関において、せん妄に関する予防法、発見法、対応法等に関する勉強会を開催
する。

６．介護サービスの基盤整備
(1) 介護サービス人材の育成
① 認知症に関する普及・啓発や良質な介護を担う人材の確保のため、その教育や研修の場に
おいて、認知症の基本的知識（原因疾患毎の基本的病態やＢＰＳＤの発症要因等の理解と、
治療の概略や基本的な対応法等）や、介護現場で注意すべき点（薬物治療に伴いやすい副
作用等）などについての教育を受けられるよう、専門性を活かし協力を行う。その際、例
えば認知症介護の現状と今後について市民に普及・啓発を図り、介護サービスを担う介護
職員に認知症の人の個別性を活かした対応方法の指導等を行う。
② 認知症への対応において、様々な職種が連携して一貫したケアが提供できるよう、人材の
育成に協力する。また、様々な介護サービス施設・事業所において、認知症の人の状況に
応じて医療・介護等が適切に連携できるように、専門的な観点から協力する。
(2) 介護サービス体制の構築
① 介護現場のニーズを収集し、介護サービス施設・事業所等への支援など、それに対応する
仕組みづくりに協力する。
② 介護の質を幅広く向上させる為、負担の少ない e ラーニング等を積極的に活用した研修制
度作りに協力し、広く普及させる。


具体的な例

▹

介護現場へのアウトリーチ活動等を通じて連携体制を構築し、ＢＰＳＤの治療において専
門医療が担うことができる役割等について意見交換等を行う。

７．認知症の人の意思決定の支援
① 認知症の人の入院については、退院に向けて、入院時からその人の意向を最大限尊重しな
がら、多職種の連携により、地域移行後の生活準備に向けた支援等を行う。
② 認知機能が比較的保たれている時点で、あらかじめ認知症の人の意思を聴取しておくなど、
多職種協働による意思決定支援の取組を支援する。


具体的な例
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▹

ケースカンファレンス等の場において、意思決定支援の重要性が関係者に共有されるよう
啓発を図る。

▹

人生の最終段階を支える医療・介護等の連携の場において、本人の尊厳が尊重された医
療・介護等が提供され、かつ生活の質をよりよくするよう、その検討に当たって、専門性
を活かした助言を行う。

▹

自動車運転等における意思決定を支援する。具体的には、必要な場合に、認知症の専門診
療を行っている医師から認知症の人に対し、自動車運転免許を返納しなければならないこ
とを説明する。その際、このことによりＢＰＳＤが出現しないかなどについて、経過を慎
重に観察するなどの適切な対処を行う。

８．医療・介護等の有機的な連携の推進
(1) 有機的な連携体制の構築
① 医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に
行うための仕組みづくりを推進するため、かかりつけ医、認知症サポート医、専門医など
の医療関係者と介護支援専門員など介護等の関係者が、支援者、地域包括支援センター、
認知症疾患医療センター、行政関係者、地域の関係団体、ＮＰО等とも情報を共有しなが
ら、顔が見え、かつ、有意義な議論ができる関係を築き、コミュニケーションを取りなが
ら、連携を図れる体制づくりに協力する。
② 地域の医療・介護資源や制度の構築に積極的に参加し、居住の場の確保や地域生活を支え
る医療の充実等の地域生活の支援を行う。
③ 認知症地域支援推進員（「市町村ごとに、地域包括支援センター、市町村、認知症疾患医
療センター等に配置され、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地
域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務
等を行う」者）3の活動について、認知症カフェの開催や、認知症ライフサポート研修など
認知症多職種協働研修の実施等に協力する。
④ 診療所型の認知症疾患医療センター等も含め、認知症疾患医療センターが地域で担う機能
について、行政機関が行う、規模に応じた体制整備に協力する。
⑤ 多職種連携による支援体制の構築に協力し、認知症の人が医療・介護等を拒否する場合で
も、その人への支援がなされるように積極的に関わる。

3



具体的な例

▹

介護現場へのアウトリーチ活動等を通じて、互いに意見交換を行うなど、連携体制を構築
する。

▹

認知症の人が医療・介護等を拒否する場合でも、適当な間隔で往診を行うなどして馴染み
の関係を構築する。その後、多職種で連携して、望ましい医療・介護等を受けていただく
よう支援する。

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）より引用
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▹

市町村圏域を超え、二次医療圏域において医療機関と地域資源が集えるような会議の開催
等による、医療・介護連携の枠組みの構築に協力する。

(2) 有機的な連携のための情報共有の推進
① 地域における認知症ケアパス（認知症の容態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作
成・普及・活用に協力する。
② 地域における認知症に関わる医療・介護連携のマネジメントを行うための情報連携ツール
の作成に協力し、地域ケア会議の場での助言等を通じてその活用を図る。その際、かかり
つけ医や介護関係者などの現場からのフィードバックを活かせるような、関係作りが重要
である。


具体的な例

▹

普段から、介護サービス関係者との連携体制を構築しておき、介護サービス関係者との連
携の下、認知症の人に医療を提供する。その際、平成２７年度老人保健健康増進等事業「認
知症の医療介護連携、情報共有ツールの開発に関する調査研究事業」研究班により示され
た情報連携ツールの雛形などを活用し、情報の共有を行うことを考慮する。

９．若年性認知症への対応
(1) 若年性認知症についての普及・啓発
① 若年性認知症の人を早期発見でき、診断後も長く同じ環境で生活できるよう、行政、地域
及び職域と連携し、啓発に協力する。
② 若年性認知症の人については、就労や生活費、子どもの教育費等の経済的な問題が大きい、
主介護者が配偶者となる場合が多く、時に親等の介護と重なって複数介護になる等の特徴
があることから、若年性認知症には、居場所づくり、就労・社会参加支援など、高齢発症
の認知症より幅広い分野にわたる支援を総合的に講じていくことが必要であることを啓
発する。
③ 若年性認知症は、うつ病等の精神疾患も含め、認知症の原因疾患が多様であるため、しば
しば診断が困難であること、その一方で、原因疾患の診断が特に重要であることを、かか
りつけ医等に周知・啓発する。
(2) 若年性認知症に対する対応体制の構築
① 若年性認知症の人の診療や介護サービスが円滑に受けられるようにするための支援、家族
の精神的負担への支援も含めた生活支援等を積極的に行い、若年性認知症の人の意思を尊
重し、可能な限り仕事や家庭内での役割を継続できるよう支援する。その際、職域におい
ては、産業医やその他の関係する職種の人と連携する。
② 若年性認知症の人の日常生活や仕事を支援するための医療や介護等の体制作りに積極的
に協力する。
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③ 診断直後の軽症の認知症の人の居場所づくりに協力する。また、若年性認知症の受入れが
可能な介護事業所づくりにも協力する。
④ 若年性認知症への地域住民の理解を促進する仕組みづくりに協力する。


具体的な例

▹

若年性認知症の人との意見交換会を開催したり、若年性認知症の人の自立を支援するネッ
トワークの会議に参加したりするなど、地域における若年性認知症への取組を支援する。

▹

若年性認知症の人が地域で買い物をしたり、様々な手続をしたりできるように、商店会や
行政に対する講習会の開催に協力する。

▹

精神保健福祉手帳、退職後の傷病手当金、障害年金など若年性認知症の人が利用できる支
援制度への協力を積極的に行う。

１０．アウトリーチ活動の推進
先に述べた通り、本手引きでは、「アウトリーチ活動」を、診療行為だけではなく、「認知症
に関わる医療・介護等の専門家が医療機関や介護サービス施設・事業所等の外で、認知症の人
やその家族に対して直接的・間接的に専門家として期待される役割を果たす活動」と広く捉え
ている。専門医療が介護関係者等に認知症医療に係る知識を提供し、医療・介護の関係者がそ
の知識を用いて認知症の人の支援を行うことで、適切なケアを提供できる地域の認知症医療・
介護の基盤が整備されることなどが期待される。
(1) アウトリーチ活動についての普及・啓発
アウトリーチ活動は様々な場面で重要であることを広く関係者に啓発する。
(2) アウトリーチ活動体制の構築
① 地域や職域、一般医療機関や介護施設等との密な連携を通じ、一般医療機関や介護施設等
で認知症に関する適切な医療が提供されるよう、専門医療が継続的に関与する。
② 一般医療機関からの退院時に、ＢＰＳＤやせん妄が遷延していることがあるが、そのよう
な認知症の人へのアウトリーチ活動の仕組みづくりを推進する。また、そのための人材確
保に向けた取組に協力する。
③ 一定期間入院した認知症の人に対する、退院後の地域定着の促進に向けたアウトリーチ活
動など、必要に応じて様々な場所に多職種でアウトリーチ活動ができる仕組みづくりを推
進する。また、アウトリーチ活動をできる人材の確保に向けた取組に協力する。
④ 地域の基盤整備や人材育成のためのアウトリーチ活動を行う。特に認知症疾患医療センタ
ー等は、地域で認知症の医療・介護等を担う人材の教育等に、より積極的に参画する。
⑤ 直接的なアウトリーチ活動にも積極的に参加・支援する。


具体的な例

▹

看護職員、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精
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神保健福祉士等の専門職が、在宅療養を受けている認知症の人を訪問する。特に診断され
た後の早期や、病院への入院前と退院後、介護施設への入所前と退所後すぐは、特に在宅
へのアウトリーチ活動を考慮し、状態を専門的に評価した上で、適切な医療・介護等を提
供する。
▹

地域等での認知症に関する知識の普及・啓発において、アウトリーチ活動について啓発す
る。この過程を通じて相談をしやすい関係を構築しながら、地域におけるアウトリーチ活
動体制の確立に努める。

１１. 認知症の専門的知識を有する医療関係者の養成拡充
認知症の専門医療全体として、１～１０に記載した取組を推進し、「容態に応じた適切な
医療提供の牽引役」
、
「医療・介護等の有機的な連携をかかりつけ医等とともに進めるエン
ジン役」及び「認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進役」となる認知症の専門的知
識を有する医療関係者の養成を拡充するよう取り組む。
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第３．終わりに
いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年には、認知症の人は約
７００万人になると予想されている。６５歳以上の高齢者の約５人に１人が認知症となる
社会を迎えるに当たって、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）は「認知症の人
に寄り添いながら、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことができるよう、
環境整備を行っていくこと」を求めており、認知症の専門医療はこのために様々な役割を
期待されている。
冒頭に記した、循環型の仕組みを具現化していくに当たっては、発症を予防する、早期
に診断を行い地域での生活を継続できるよう支援する、適切な医療・介護によりできる限
り認知症の症状の進行を遅らせ、ＢＰＳＤ等が起きそうな兆候を察知し適切な対応に結び
つけるなど、常に一歩先んじた早期診断・早期対応を目指すとともに、認知症の人に最も
身近なかかりつけ医、地域における認知症に対する医療・介護連携の推進役である認知症
サポート医等との連携、関係他職種との連携、認知症の人や家族の希望を尊重し地域生活
を可能とするような地域資源との連携など、認知症の人の生活全体を見通し、そのときの
容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される連携体制を構築する必要が
ある。認知症の専門医療を担う者には、本手引きに示されている期待された役割をよく認
識し、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）が目標とする認知症高齢者等にやさ
しい地域づくりに向けて、積極的に関与することが期待されている。
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2.一般医療機関 における認知症対応のための院内体制整備の手引き
4

平成２７年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の行動・心理症状(BPSD)や身体合併症対応など
循環型の医療・介護等の提供の在り方に関する調査研究事業」研究班による

一般医療機関における認知症への対応のポイント

I. 認知症を理由に身体疾患の治療機会が失われてはならない
▹

認知症は今や、すべての医療・介護関係者に対応が求められうる疾患。

▹

認知症の人を、個々の価値観や想いを持つ主体として尊重し、支援を提供する
上で本人の希望が実現できるよう、本人の有する力を最大限活用する。

▹

生活習慣病等への積極的な介入は予防に貢献できる可能性がある。
等

II. 診療科や医療と介護といった垣根を超える連携が必要
▹

診断や治療で認知症の専門医療と相談できる体制を構築する。

▹

医療関係者、家族、地域での介護関係者等と、退院後の地域における生活も考
慮した連携体制を構築する。
等

III. すべての症状が認知症の症状とは限らない
▹

せん妄の可能性を念頭に置く。

▹

脱水、低栄養、痛み、環境の変化、薬剤の影響など対処可能な要因がせん妄を
惹起又は悪化させ、認知症の症状を悪化させることを念頭に置く。

▹

スタッフへの普及啓発や、せん妄への対応チームの設置を推進する。
等

4

本手引きでは、「一般医療機関」として、広く認知症を専門としない医療機関を念頭においている
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第１．本手引きの位置づけ
超高齢社会を迎え、認知症を持つ高齢者が６５歳以上の１５%程度を占めるに至った。一般医療
機関では治療を受ける患者では高齢者の占める割合が高いことから、認知症を合併した患者の治療
対応が広く求められている。
２０１５（平成２７）年１月に策定された、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）では、
「本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携し、認知症の容態の変化に
応じて適時・適切に切れ目なく提供されることで、認知症の人が、住み慣れた地域のよい環境で自
分らしく暮らし続けることができるようにする」ことを目標と定めている。このために、「身体合
併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所
後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される」必要があり、本手
引きは、この基本的考え方に立って、一般医療機関における認知症対応のための院内体制整備の指
針等を示すものである。

第２．一般医療機関における認知症の現状
認知症は、一般医療機関でも広くみられるが、その対応は十分にできているとは言えない。また、
一般医療機関では、認知症の症状との鑑別が困難な場合があるせん妄（身体疾患等を原因として生
じる意識・注意・知覚の障害）も多い。このため、一般医療機関ではその疑いも含め両者を合わせ
た認知機能障害に対応することが求められている。

１.

一般医療機関における認知症の特徴

(1)

認知症及びせん妄の頻度5

一般医療機関で治療を受ける患者の中で、どれくらいの頻度で認知症及びせん妄が見られるか
については、医療機関の機能等によって異なる。認知症については、６５歳以上の約１５%が認知
症と推測されている一方、せん妄については、高齢入院患者の約３０%に合併すると言われている。
身体疾患の重症度によっても発症頻度は異なるが、術後や集中治療室では約７０%、救急外来にお
いては約１０%、緩和ケア病棟では約４０%、亜急性期の病棟では約２０%と言われている。
(2)

認知症による身体機能の低下

一般医療機関においては、認知症と身体機能低下のリスクを別々に認識しがちである。しかし、
認知症も身体機能低下のリスクに大きな影響を与える病態であることを認識し、対応する必要が
5

一般医療機関で治療を受ける患者の中で、どれくらいの頻度で認知症及びせん妄が見られるかについては以下の文献を参照されたい。
 Siddiqi N, et al. Occurrence and outcome of delirium in medical in-patients: A systematic literature review.Age Aging:2006;35:350-364
 Fricchione GL, et al. Postoperative delirium. Am J Psychiatry: 2008;165:803-812
 Lange, E. de,et al. Prevalence, presentation and prognosis of delirium in older people in the population, at home and in long term care: a
review. International Journal of Geriatric Psychiatry:2013;28(2):127-134
 Lipowski, Z.J., Transient cognitive disorders (delirium, acute confusional states) in the elderly. Am J Psychiatry:1983;140(11):1426-36.
 Massie, M.J., J. Holland, and E. Glass, Delirium in terminally ill cancer patients. Am J Psychiatry:1983;140(8):1048-50.
 Pereira, J., J. Hanson, and E. Bruera, The frequency and clinical course of cognitive impairment in patients with terminal cancer.
Cancer:1997;79(4):835-42.
 Ross, C.A., et al., Delirium: phenomenologic and etiologic subtypes. Int Psychogeriatr:1991;3(2):135-47.
 Tune, L.E., Postoperative delirium. Int Psychogeriatr:1991;3(2):325-32.
 de Rooij, S.E., et al., Clinical subtypes of delirium and their relevance for daily clinical practice: a systematic review. Int J Geriatr
Psychiatry:2005;20(7):609-15.
 Peterson, J.F., et al., Delirium and its motoric subtypes: a study of 614 critically ill patients. J Am Geriatr Soc:2006;54(3):479-84.
 Inouye, S.K., et al., Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Ann Intern
Med:1990;113(12):941-8.
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ある。
(3)
①

一般医療機関における認知症の人の医療面における特徴
認知症の診断がついていないことがある。
必ずしも入院時に認知症の診断を受けていないことがあり、身体合併症等の治療を開始し
てから認知症を合併していることに気付かれる場合がある。

②

せん妄の合併が多い。
治療中、身体的な負荷が加わることで、容易にせん妄を発症する。認知症の症状と鑑別が
難しい場合がある。せん妄の発症により認知機能の低下が促進されることがある。

③

治療や管理上の問題で初めて気付かれることがある。
認知症はたとえ軽症であっても、せん妄、脱水、低栄養など治療上の問題や、治療に対す
る積極性やコンプライアンスが低いことなどとして、又は服薬管理等におけるインシデン
トやアクシデントなどとして顕在化する場合がある。

(4)
①

②

認知症の人が入院時に体験する困難・苦痛
入院環境に伴う困難
(ア)

環境の急激な変化を伴う。

(イ)

標識が多く画一的でわかりにくい環境であるため、見当識を失いやすい。

(ウ)

転棟やベッド移動などが多く、見当識を失いやすい。

(エ)

音や光などの刺激が多い。

身体症状に関する困難
(ア)

医療処置に伴う苦痛が生じやすい。

(イ)

自身の身体症状を的確に伝えられない、医療者の指示が複雑に感じられ、理解しにく
いなど、コミュニケーションに障害が生じやすい。

(ウ)

飲水・摂食不良から、脱水・低栄養になりやすい。

(エ)

便秘・尿閉が見逃されやすい。

(オ)

認知機能障害や高齢に伴う感覚障害（視力・聴覚障害）に対する個別の配慮を受ける
ことが困難である。

③

社会関係に関する困難
(ア)

入院期間が短いため、医療スタッフとなじみにくい。

(イ)

在宅時の介護スタッフとの関係が途切れやすい。

(ウ)

認知症に関する病院スタッフ間のコミュニケーション・申し送りは不足しやすく、統
一された対応を受けにくい。

(エ)
④

6

家族と疎遠になりやすい。

精神機能に関する困難
(ア)

せん妄を合併しやすい。

(イ)

行動・心理症状（ＢＰＳＤ6）がおこりやすい。

(ウ)

抑うつ・不安が見逃されやすい。

BPSD については P35 囲みも参照されたい
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２.

認知症による一般医療機関における治療や管理面への影響

一般医療機関において、認知症は以下のとおり様々な領域に影響を及ぼす。認知症に対する体制
を整備することは、安全で効果的な医療を提供する上で重要である。
(1)

治療面への影響

①

治療に対する積極性やコンプライアンスの低下

②

合併症の増加

③

身体機能の低下

④

死亡率の増加

⑤

せん妄の発症

(2)

管理面への影響

①

インシデントやアクシデント（転倒、ルートトラブル等）の増加

②

在院日数の延長

③

再入院の増加

④

施設入所の増加

⑤

退院後の介護負担の増加

⑥

医療コストの増大

第３.一般医療機関において求められる認知症対応の方向性
１.

本人主体の医療・介護等の徹底

本人主体の医療・介護等の原則7（認知症の人を、各々の価値観や個性、想い、ライフヒストリー
等を持つ主体として尊重し、できないことではなくできることに目を向けて、本人が有する力を最
大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるよう、
支援していくこと）は、その提供に携わるすべての者が認知症の容態の変化に応じたすべての期間
を通じて共有すべき基本理念である。せん妄やＢＰＳＤといった症状のみから、認知症の人に対す
る画一的なイメージを持つことがあってはならない。
２.

管理者による積極的な体制整備の推進

医療機関の管理者は、認知症を理由に身体疾患の治療機会が失われることのないよう、診療科や
医療と介護といった垣根を超えた連携が確保できるよう、院内体制を構築することが重要である。
３.

認知症の人の体験・苦痛を踏まえた対応

認知症の人の医療に携わる者は、認知症の人を、個々の価値観や想いを持つ主体として尊重する
とともに、支援を提供する上で、「認知症の人が何を望んでいるか、何を希望するか」を判断の基
準とすべきである。本人の希望が実現できるよう、本人の有する力を最大限活用することを実践す
るためにも、個々の具体的な場面において、先に述べた認知症の人の体験・苦痛を踏まえた対応を
行う必要がある。

7
本人主体の医療・介護等の徹底における認知症の人の意思の尊重については、第３章 1.医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医
療に期待される役割に関する手引き を参照されたい。

-28-

第４.一般医療機関に求められる認知症対応における役割
一般医療機関では、身体合併症等の治療を確実に遂行することが役割である。しかしながら、認
知症の人の治療においては、考慮すべきことがある。第２に挙げたように、一般医療機関への入院
においては在院日数の短縮が求められ、また、在宅の環境とは異なることにより、医療スタッフと
なじみにくく、個別対応が難しいこと等が挙げられる。また、認知症の方への支援は中長期にわた
る視点で構築される必要があり、一般医療機関だけで完結することは多くないことである。
一般医療機関への入院では、認知症の方が退院後も、慣れ親しんだ地域で安心して長く生活でき
るよう、①入院中に身体機能が低下したり、認知症が進行したりすることのないように、身体合併
症等の治療を確実に進め、②入院早期からの退院支援（退院前カンファレンス）や、普段からの地
域の医療・介護との連携を積極的に進めることを通して、医療機関から円滑な在宅復帰ができるよ
う支援し、確実に地域の医療・介護に引き継ぐことを意識した体制を構築する必要がある。
以上を踏まえ、一般医療機関に求められる認知症対応における役割を俯瞰すると以下のとおりで
ある。
<1>

認知症を見落とさないように努める。

<2>

認知症が身体合併症の治療に影響することを踏まえ、安全で確実に身体合併症治療を進め
るための対応をとる。

<3>

入院中にせん妄やＢＰＳＤを出現させたり、悪化させたりしないための対応をとる。

<4>

初めて認知症が疑われた場合には、患者・家族へ支援や専門医療に関する情報8を適切に提
供する。

<5>

入院早期から退院後の地域における生活を考慮した支援を行う。

<6>

認知機能障害に配慮し、認知症の人が治療内容等を十分理解できるよう、わかりやすく説
明するなどの配慮を行う。

<7>

生活習慣病は認知症のリスクになることから、一般診療においては、生活習慣病に対する
適切な教育・支援を提供する。

このほか、基本的な認知症対応力の向上を図るために、施設内の専門診療科や地域の認知症の専
門医療機関と連携し、コンサルテーション体制を設けることは有用である。
（具体的な対応のポイント）
<1>

認知症を見落とさないように努める。
▹ 一般医療機関では、身体合併症治療を開始する際に、初めて認知症が疑われる場合がある。
本人の希望や価値観を確認しつつ、適切な支援に繋げる上で、特にいわゆる治療可能な認
知症（正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫等）を含め、認知症を見落とさないことが重要であ
る。
▹ 認知症の症状の進行や悪化を予防するうえで、早期の発見と早期からの対応がもっとも重
要である。一般医療機関の医療従事者が認知症や軽度認知機能障害（ＭＣＩ)に関する知識
を持ち、認知症対応力を高めるため、
「一般病院の医療従事者に対する認知症対応力向上研

8

地域資源マップなどについては、各々の自治体や地域包括支援センター等に確認されたい。一般的な概要については、認知症ケアパスの作成
における社会資源シートなどを参考にされたい。厚生労働省のＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/）では、「認知症ケアパス作成
のための手引き」（財形福祉協会）が紹介されている。
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修」9等を活用した施設内の教育研修を行う。その際、専門職だけでなく、一般の職員の対
応力を高めることも重要であり、例えば認知症サポーター養成講座10の受講を薦めることな
どを考慮する。
▹ 併せて、臨床現場での実践を容易に進めることができる工夫も行う。認知症に関する観
察・アセスメントシート11等を活用し、早期発見に努め、早期対応を進め、早期から退院支
援を開始する。
<2>

認知症が身体合併症の治療に影響することを踏まえ、安全で確実に身体合併症治療を進め
るための対応をとる。
▹ 認知症の人が苦痛を訴えにくいことがある点に配慮をし、観察に努め、訴えを把握するよ
う、また症状を緩和するように努める。
▹ 脱水・低栄養の予防や対応を行う。
▹ 認知症の症状や合併症治療のリスクを見逃すことが無いよう、チェックリストやアセスメ
ントシートを取り入れた簡便で効果的なプログラムを整備する。

<3>

入院中にせん妄やＢＰＳＤを出現させたり、悪化させたりしないための対応をとる。
▹ せん妄の予防を行う。
▹ 過剰な管理を避ける。
▹ やむを得ず向精神薬を使用する場合は最小限に留める。
▹ 身体抑制は原則禁忌であることを徹底する。
▹ 家族、地域の医療・介護者等から本人の生活状況や、背景情報等を集めるなど、リロケー
ションダメージの軽減を図る。

<4>

初めて認知症が疑われた場合には、患者・家族へ支援12や専門医療に関する情報13を適切に
提供する。

<5>

入院早期から退院後の地域における生活を考慮した支援を行う。
▹ 入院早期から、介護支援専門員等との連携を行い退院に向けた情報共有などを行う。
▹ 適切な退院調整を行い、避けることのできる再入院や緊急入院を防ぐ。
▹ 病棟内や部門間での情報共有を進める。

<6>

認知機能障害に配慮し、認知症の人が治療内容等を十分理解できるよう、わかりやすく説
明するなどの配慮を行う。
▹ 後ろから声をかけるようなことはせず、視線を合わせて話をする。
▹ 複雑な指示は避け、予告をしてから処置やケアを行う。

9

詳細は各都道府県・政令指定都市の認知症関連の担当窓口に問い合わせられたい。
認知症サポーター養成講座は、地域や職域団体等で開催されており、受講については市町村の認知症施策関係窓口へ問い合わせられたい。
11
認知症に関するアセスメントシートについては、例として巻末に国立がん研究センター東病院で使用されている「認知症フローチャート」を附帯
したので参照されたい。
12
認知症に関する家族向け支援として、「認知症の人と家族の会」は、http://www.alzheimer.or.jp/において、全国の支部一覧を示している。
13
専門医療に関する情報として、認知症疾患医療センターについては都道府県・指定都市に問い合わせられたい。また、認知症関連の各学会、
例えば日本神経学会、日本精神神経学会、日本認知症学会、日本老年精神医学会、日本老年医学会、日本神経治療学会、日本精神科医学会
などの多くは、それぞれホームページ上で専門医が検索できるようになっており、個別に認知症への対応の可能性について問い合わせられたい。
専門医療が認知症の医療・介護において行う役割については、第 3 章 1.医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役
割に関する手引き を参照されたい。
10
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▹ 幼児語などは使用せず、認知症の人を尊重した言葉かけを行う。
▹ 認知機能障害の程度により、本人の理解が十分得られないと考えられる場合には、家族等
の必要な関係者に十分な説明を行う。
<7>

生活習慣病は認知症のリスクになることから、一般診療においては、生活習慣病に対する
適切な教育・支援を提供する。
▹ 糖尿病や高血圧といった認知症のリスクとなる生活習慣病について、適切な教育・支援を
提供する

第５．一般医療機関において求められる体制整備の指針
１.
(1)

対応体制の構築
認知症の人の治療や退院支援に関する管理体制、マニュアル、対応チームの設置等、院内で
の対応体制を明確にする。

(2)

療養支援や退院支援の質の担保を図るために、認知症の人の療養生活や退院調整に関して、
本人や家族へ具体的に説明できるような資料を整備しておくことが望ましい。

(3)
①

認知症に対応するためのコンサルテーション体制を確保する。
コンサルテーション体制はできるだけ院内で確保することが望ましい。院内での確保が難
しい場合には、地域の専門機関（認知症疾患医療センター等）との連携による体制の確保
を考慮する。

②

コンサルテーションは複数の職種が参画するコンサルテーション・チーム体制が望ましい。
コンサルテーション・チームは、専門的な診療を提供するだけではなく、合併症治療に配
慮をした支援の調整や家族支援、ケアの指導、退院調整への助言等を行い、治療から退院
までが円滑に進むように支援するとともに、院内医療従事者の認知症に対する理解を深め
る取組を行う。

③

コンサルテーション体制の確保に当たっては、日中の勤務帯に加え、夜間や週末など、緊
急時の対応方法についても考慮されることが望ましい。

(4)

院内の情報を集約・共有・検討し、現場での認知症対応の改善に活かす体制を組織する。身
体疾患の治療を行う際の種々のリスクについて考慮する際に、認知症を見落とすことのない
よう、体制の組織に当たっては、医療安全や退院調整の部門、栄養、リハビリテーション、
臨床心理に関する支援、薬剤管理等の部門、認知症の専門診療科等が参画することが望まし
い。
（具体的な情報収集の例）
① 入院・外来において、認知症が疑われ、精査が必要と判断される事例について。
② 患者・家族の相談窓口において、認知症が疑われる事例について。
③ 退院直後に予期せぬ再入院や緊急入院となった事例について。
④ 転院や退院調整が遅れたり、時間を要している事例について。
⑤ リハビリテーションに参加しない、指示が理解されにくい等により、リハビリテーシ
ョンが進まず、日常生活活動が低下している事例について。
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⑥ 脱水や低栄養状態など栄養サポートチーム（ＮＳＴ）にてリスクありと判断される事
例について。
⑦ 転倒・転落、ルートトラブル等のインシデント・アクシデントを生じた事例について。
⑧ 苦情・要望窓口において、認知症が疑われる事例について。
⑨ 地域からの認知症に関する相談事例について。
⑩ 退院支援・連携クリティカルパスの作成と改善の現状について。
(5) せん妄の予防・早期対応のための院内レベルでの体制を整備する。
①

入院時にせん妄のリスク確認を行い、リスクが高い症例に対しては、せん妄の予防的な取
組と、定期的なせん妄症状のモニタリング14を行う体制を整備する。

②

管理者や医療安全担当者が、入院中の患者でせん妄が合併している件数や重症度を把握で
きる体制を整備する。

③

せん妄の予防的な取組や、早期発見、初期対応、疼痛管理、家族への支援、やむを得ず向
精神薬を使用する際の適正な使用法等に関するマニュアルを整備する。

④

身体抑制はせん妄の増悪因子である。過剰な抑制はせん妄の遷延・増悪を招き、結果とし
て認知症の症状の進行にも繋がるため、原則は禁忌である。

⑤

スタッフに対してせん妄に関する研修会を定期的に開催する。多職種が参加する研修会を
考慮する。
せん妄は、急性に発症（通常数時間から数日)し、意識・注意・知覚の障害が出現し、
日内変動を示す精神症候群であり、一般に入院中の高齢患者の約３０%が発症するとも言
われている。認知症の症状と鑑別が難しい場合がある。
せん妄は身体疾患等に起因する意識・注意・知覚の障害であり、緊急の対応が求められ
る病態である。一般医療機関において認知機能障害を疑った場合、まず最初にせん妄を念
頭に置いて診察に当たるほか、必要時には専門診療科・チームにもコンサルトの上、鑑別
を行う。
せん妄は多職種の協働による発症予防の取組が重要である。特に、脱水の予防や疼痛管
理、感染予防、早期離床などの取組を病棟や施設単位で行うことがせん妄の発症頻度を下
げることに繋がる。

(6)

対象となる人の認知機能の状態や必要な支援内容についてスタッフが情報を共有する方法
を定める。

①

認知機能の状態について、情報共有の手順を定める。

②

介護者のニーズ、退院後の支援に関する介護者の希望、介護者へどのように説明をしたか
などの情報も記載する。

２． 認知症に関する基本的な教育研修
(1)

認知症の病態についての教育。

(2)

認知機能障害に配慮をしたコミュニケーションの技術についての教育。

14

せん妄に関するアセスメントシートについては、例として巻末に国立がん研究センター東病院で使用されている「せん妄アセスメントシート」を附
帯したので参照されたい。
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(3)

せん妄やＢＰＳＤの予防・対応についての教育。

(4)

認知機能障害のある患者の身体症状の評価と対応についての教育。

(5)

家族が体験することの理解についての教育。

３.
(1)
①

具体的な対応方針
病棟・外来でのアセスメントを実施する。
入院時に認知機能の評価を行うなど、認知症を見落とさないための取組をすすめる。その
際、高齢者については、視聴覚機能の低下が認知機能の評価に影響を与えていないかを評
価しておく必要がある。

②

高齢者の入院に際しては、認知機能評価に加えて、ＩＡＤＬ（Instrumental Activity of
Daily Living、手段的日常生活動作）やＡＤＬ（Activity of Daily Living、日常生活動
作）、抑うつ、栄養状態、服薬状況、社会経済的状態、介護者の状態や療養環境等を含む
高齢者の状況に即した、総合的な機能評価を実施する。

③

総合的な評価等は標準化された尺度・方法を組み合わせて用いることが望ましい。

④

認知機能障害やＢＰＳＤの原因・増悪因子に薬剤が関与する場合があることや、高齢者に
おいては処方薬の重複や副作用が起こりやすいことなども鑑みて、投薬情報についても収
集する。地域のかかりつけ薬局との連携体制を構築する。

(2)
①

入院の早期から認知機能障害に配慮した適切な退院支援を行う。
入院時には認知機能や生活への支障についての評価を行っておき、入院の早期から退院支
援を立案・実施する。

②

退院調整支援について、スタッフに対して指導・教育を行うとともに、退院調整を担当す
るスタッフが、認知症の人・家族の問題やニーズを把握できるようになるための研修を受
けるなど、支援に関する技術が向上されるよう努める。

③

退院時の看護サマリーや診療情報提供には、入院中の認知症やせん妄について、その有無
や重症度、実施した対応、介護者の状況、退院後に引き続き必要となる対応等について記
載し、地域の医療・介護体制に確実に情報を提供する。その際には、入院中と退院後では
環境が異ることにも、配慮することが望ましい。

④

認知機能障害に配慮をした退院支援を行う。
認知症の人は、実行機能障害から、緊急時（例えば熱発や疼痛が増悪した場合など）に
臨機応変に判断したり対応したりすることが難しいことがある。身体合併症の治療を継続
する場合等においては、今後起こりうることを予想し、症状が急に増悪する場合などに、
本人が判断できるかどうかを想定し、必要に応じて見守り体制を構築するなど、安全に治
療が行われるよう配慮する。
（具体的に配慮すべき点の例）
(ア) セルフケアへの支援
(イ) 服薬管理
(ウ) 緊急時の対応
(エ) 痛みへの対応
(オ) 家族への支援
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家族に関しては、認知症の病態や経過を説明し、認知症の人の世界や苦痛を家族が理解
できるように支援をする。家族向けの認知症介護教室等の取組を紹介する15、退院後の生活
を見据えた介護サービス等の導入を入院時から考慮するなどの取組を考慮する。
特に、初めて認知症が疑われた場合には、認知症に関する情報と地域の医療・介護資源
に関する情報を提供する。地域の医療・介護資源や相談窓口を把握したマップを活用する。
⑤

認知症が関連する退院支援について手順を定める。手順には、認知症の人の退院について
は身体的な要因に基づいて判断をすること、認知機能障害のある人や認知症の人の退院の
際には、事前に家族に伝えることを明記する。

⑥

早期の退院や対処を阻害するような要因を検討し、認知症に対応した退院支援や地域連携
のためのクリティカルパスの作成・普及・使用を推進する。
認知症の人にとって入院をすることは、慣れ親しんだ環境から、画一的で見当識を失いや
すい環境への移行であること、複雑でわかりにくい表記がある、モニター音など多様な刺
激があるなど、認知症の人には負担がかかる環境である。認知症の人は、現状を把握する
ことが困難なことが多く、予測ができずに不安を生じやすい。予測しない苦痛は、耐えが
たいものであり、治療への抵抗に繋がる。これらの心境を理解した関わりが重要である。
記憶障害がある場合には、認知症の人が治療内容を理解しながら治療を進められるようわ
かりやすい説明をする、文書や図に残すなどの配慮も必要である。認知症の人への接し方
についても、落ち着いた静かな環境を用意して集中しやすくする、ゆっくりと具体的に説
明をする、重要なことは繰り返し説明する、認知症の人の応答を待ちせかさないなど、認
知機能障害に配慮をすることが望ましい。また、手術や処置のときまで、状況を伝え、気
持ちを読み取るようにする必要がある。また、認知症の人の訴えを傾聴し、理解すること
も重要である。認知症の人に処置を行う場合には、認知症の人が、今から 自分がどうな
るのか、“ どうすれば良いのか”、医師・看護職員等が今何をしようとしているのか、本
人が理解できるようにすることが望ましい。

(3)
①

認知機能障害の特性に配慮した対応を行う。
認知機能障害に配慮したわかりやすい説明を心がける。
認知症の人は、自らの認知機能や実行能力を正しく把握できなくなることや、自分の意
向を適切に伝えることができない場合がある。認知機能障害に配慮をしたわかりやすい説
明をし、認知症の人が十分に理解しているかどうか確認するとともに、観察や見守りに加
え、本人の希望・意思を確認するなどのコミュニケーションを図る。

②

認知機能障害のある患者への身体抑制について、実施の判断や実施する際の注意点やリス
クアセスメントを含めたマニュアルを整備する。

(4)
①

認知機能障害に配慮をした環境調整やＢＰＳＤへの対応
認知機能障害に配慮をした環境整備を行う。
（具体的な例）
(ア) 静かで落ち着いた環境を用意する。
(イ) スタッフとの関係に馴染めるよう配慮する。

15
例として、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターでは、認知症家族教室のテキスト「認知症はじめの一歩」を公開しているので参照され
たい。（http://www.ncgg.go.jp/monowasure/news/20150512.html）
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(ウ) 慣れ親しんだものを本人の見える所に置くなどの配慮をする。
(エ) 段差をわかりやすく示すなど視空間認知機能に配慮をする。
②

認知機能障害に配慮をしたケアを行い、積極的な苦痛の緩和を行い、ＢＰＳＤの予防に努
める。
認知症の諸症状や合併症治療のリスクを見逃すことのないよう、チェックリストやアセス
メントシートを取り入れた効果的なプログラム等を整備し、ケアの質の担保を図る。
（具体的な例）
(ア) 1 日のスケジュールを患者の生活に合わせて組み立てる。
(イ) 認知機能障害に配慮をしたコミュニケーション・接し方を工夫する（関心領域が
狭小化していることを考慮し、認知症の人の視線の高さで、視線を合わせて話を
する。突然認知症の人の後ろから話しかけたり、長いセンテンスを用いて複数の
指示を同時に行うことなどは避ける。認知機能が落ち、忘れやすいということを
認識して接する。）
。
(ウ) セルフケアについて、認知機能障害や患者の好みに合わせた工夫や指導を行う。
(エ) 脱水が生じないように水分摂取を促す。
(オ) 食事摂取が進むように、患者の好みや個別の事情に配慮をする。
(カ) 食事介助ができるスタッフを確保する。食べ物を患者の目線まで持ち上げて、食
べ物であることを認識してもらうことで、摂食を促す。食事に関する評価をする
ことを勧める。
(キ) 食事に関する評価を十分に行う。
(ク) 疼痛の評価を十分に行う。
(ケ) 排泄の評価を十分に行う。
(コ) 認知症の症状やケアの方法について、看護職員間、多職種間で話し合う機会を持
つ。
(サ) 認知症の症状やケアの方法について、検査後に帰棟できない場合の対応等につい
て病棟以外のスタッフと共有できるシステム・方法を定める。
(シ) 病棟師長・副師長は、基本的な指導ができるだけの知識・技術を持ち、認知症に
関するケアについて病棟スタッフと相談するよう努める。

BPSD への対応
認知症の人へのケアの基本は、落ち着くことのできる環境を整備することと安心できる対応
をすることである。これにより、BPSD を予防し対応することが、認知症ケアの基本となる。
BPSD は、行動症状と心理症状に大きく分けることができ、行動症状には、①焦燥・不穏や
徘徊などの活動的な障害、②攻撃性、③食欲・摂食障害、④概日リズム障害、⑤社会的に不適
切な行動、に分類される。心理症状は、①抑うつ症状など感情の障害、②アパシー、③妄想と
誤認性症候群、④幻覚、がある。
BPSD を疑う症状が出現したときには、まずせん妄をできるだけ除外し、身体的な問題がな
いか、環境面での問題はないか、薬剤の影響はないか、を考えることが原則である。観察する
に当たっては、①言語的な側面、②行動を中心とする非言語的な側面の両面から進める。
また、一般医療機関では、通常身体疾患の治療を受けているため、痛みなどの症状を伴いや
すい。例えば、大声を出している場合、痛みにより叫び声をあげていても不思議ではない。そ
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の場合、優先される治療は、痛みの軽減であり、それが対応策でもある。
一般医療機関における BPSD への対応上で重要な点は、問題行動や迷惑行為として捉えられ
る行動だけが BPSD ではなく、BPSD には、抑うつや意欲低下（アパシー）のように活動が低下
する症状もあることである。特に意欲低下（アパシー）は BPSD の中でも頻度が高く、アルツ
ハイマー型認知症や血管性認知症、レビー小体型認知症では比較的初期から認められる。意欲
低下を伴うと、日常生活能力がより強く障害される。抑うつや意欲低下を見落とすことで、低
栄養状態や日常生活能力の低下を招き、十分な治療が実施できなくなるおそれがあり、これら
の BPSD を常に念頭に置くことが必要である。
(5)
①

認知症の人やその家族に対して社会的支援を提供する。
認知症の人やその家族に対して、地域の医療・介護資源についての情報提供を行うために
マップ16を活用し、連携に関するプランを立案し、随時見直すよう努める。

②

身体合併症の治療が終了した後に、退院が円滑にでき、調整に時間を要したりすることの
ないよう、後方病院や専門医療機関、診療所、介護事業所等との連携体制を構築する。

③

家族などの介護者に対して行う支援を定める。
（支援の具体例）
(ア) 患者・家族への精神的なサポートを行う。
(イ) 介護者の心身の健康度の評価や介護負担の評価を行い、心理・社会的な問題の把
握と解決を支援する。
(ウ) 医療・介護に関する基本的な情報の提供を行う。
(エ) 食事介助の方法など、介護の方法に関する助言を行う。
(オ) 介護者がうまくストレスと付き合うための方法について助言を行う。
(カ) 地域包括支援センターへ紹介する、地域の家族会を紹介するなど、地域の専門的
な支援等へ引き継ぐ。

第６．終わりに
いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年には、認知症の人は約７００万
人になると予想されている。６５歳以上の高齢者の５人に１人が認知症となる社会において、認知
症であるがゆえに、合併する身体疾患の治療機会が制限されることがあってはならない。また、認
知症の人の身体疾患の治療対応においては、疾患への対応だけでは不十分であり、介護との連携や、
ＢＰＳＤ等に対する適切な専門医療の関わり、早期退院を可能とするような連携体制が必要となる。
この整備を通じて、院内での総合的な認知症対応体制が構築されて行くことが望まれる。さらに、
退院後の生活を考えれば、認知症の人やそのご家族の希望を尊重し、地域生活を可能とするような
地域の医療、介護、民間団体等との連携が必要となるなど、身体合併症への医学的対応にとどまら
ない、その人の生活全体を見通した対応が必要となってくる。このような対応体制を構築すること
により、認知症の人、家族、医療・介護従事者等が互いに協力し合う関係性が作られ、認知症の人
が笑顔で、希望と尊厳を持って穏やかに暮らせる社会へとつながっていくのではないかと考える。

16

地域資源マップなどについては、各々の自治体や地域包括支援センター等に確認されたい。一般的な概要については、認知症ケアパスの作
成における社会資源シートなどを参考にされたい。厚生労働省のＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/）では、「認知症ケアパス作
成のための手引き」（財形福祉協会）が紹介されている。
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また、こういった対応は、今後日本が超高齢社会を迎えるに当たって、決して認知症への対応だけ
に必要とされるものではない。この手引きが、そのような対応体制を整備するに当たっての、臨床
現場で活躍されている医療関係者の多少の助けになれば幸いである。
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ࡓࡓࡁྎ➼㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿጤဨࡸᑓ㛛ᐙࢆጤဨࡍࡿసᴗ㒊㸦 ᅇ⛬ᗘ㸧ࢆタࡅ࡚ཎࢆᩚ⌮
ࡋࠊ◊✲ᥦ♧ࡍࡿᙧࢆᐃࠋ
 సᴗ㒊ࡣࠊ་⒪࣭ㆤࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢࡓࡵࡢㄆ▱ᑓ㛛་⒪ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ㒊㸦సᴗ㒊 㸸
ㄆ▱ᑓ㛛་⒪ศ㔝㸧ࠊ୍⯡㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ᑐᛂ㝔ෆయไ㸦㌟యྜే㸧ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ㒊
㸦సᴗ㒊 㸸㌟యྜేศ㔝㸧ࡢ  ࡘࡢタ⨨ࢆᐃࠋ
 ጤဨࡣࠊᅜ❧ࡢᩍ⫱࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ௦⾲ࠊㄆ▱ࡸ㧗㱋ᮇࡢ་Ꮫ➼㛵ࡍࡿᏛࡢ௦⾲ࠊ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ➼
ࡢ⫋⬟ᅋయࡸ་⒪ᶵ㛵࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼ࡢᅋయ➼ࡢ௦⾲➼ࡢ࠺ࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ウࢸ࣮࣐ヱᙜࡍ
ࡿᐇົ⤒㦂㇏࡞ᑓ㛛ᐙ㸦௦⾲࡛ࡣ࡞࠸㸧ࢆᐃࠋ
 ጤဨࡢࠊ㆟࠾࠸࡚ࡣࠊ᳨ウᮦᩱࡋ࡚ࠊᐇែ➼ࢆ⤂㡬ࡃࡓࡵࡢཧ⪃ேࡢᣍ⮴ࢆᚲせᛂࡌᐃࠋ

㸰㸬◊✲ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㆟㢟㸦⌧Ⅼ࡛ࡢᐃ࣭㸧
 సᴗ㒊࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗ࣭ලయⓗ࡞᳨ウ࣭ྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ◊✲࡛☜ㄆࡋࠊㄆ㆑࣭ぢゎ➼
ࡢ㞟⣙ࢆᅗࡾࠊᥦࢆࡲࡵࡿࠋ
㆟㢟㻔㻕㻌
ᅇ㻌
㛤ദᮇ㻌
◊✲㻌
సᴗ㒊 㻝䞉㻞㻌
㻝㻌 㻤 ᭶ᚋ༙䡚㻌
ㄽⅬ䞉ㄢ㢟䛾☜ㄆ㻌
㻌
㻥 ᭶๓༙㻌
᳨ウ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾☜ㄆ㻌
సᴗ㒊䛷ཎ䜢సᡂ䛩䜛䝔䞊䝬䛾タᐃ㻌
ᚠ⎔ᆺ䛾⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛾ྛጤဨ䛾ᢪ㈇䞉
⮬⏤ពぢ㻌
㻞㻌 㻥 ᭶୰ୗ᪪㻌
㻌
᳨ウ䝔䞊䝬䛸䝂䞊䝹䚸సᴗ䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䛾☜ㄆ㻌
సᴗ㒊ጤဨ䛾ᙺศᢸ㻌
ྛጤဨ䛾䜰䜲䝕䜰➼䛾ᣢ䛱ᐤ䜚䞉㆟ㄽ㻌
ཧ⪃ே䛻䜘䜛⤂㻔ᚲせ䛻ᛂ䛨㻕㻌
㻟㻌 㻝㻜 ᭶୰ୗ᪪㻌 㻌
◊✲䜈䛾ᥦฟ䛾☜ᐃ㻌
㻠㻌 㻝㻝 ᭶୰᪪㻌
సᴗ㒊䛛䜙䛾ཎᥦ♧䛸㉁䞉㆟ㄽ㻌
㻌
㻡㻌 㻝㻞 ᭶୰᪪㻌
䛸䜚䜎䛸䜑䛾㆟ㄽ㻌
◊✲䛷䛾ᣦ䞉ᥦ➼䜢㋃䜎䛘䛯᭱⤊
䛾ྲྀ䜚䜎䛸䜑㻌
㻢㻌 㻝 ᭶ᚋ༙䡚㻌
సᴗ㒊䛛䜙䛾᳨ウ䞉ᩚ⌮⤖ᯝ䠄᭱⤊ᡂᯝ䠅 㻌
㻞 ᭶๓༙㻌
䛾☜ㄆ㻌

㸱㸬᳨ウ⤖ᯝࡢࡾࡲࡵ࣓࣮ࢪ
 ་⒪࣭ㆤࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢࡓࡵࡢࠊㄆ▱ᑓ㛛་⒪ࡢᅾࡾ᪉ࡢᡭᘬࡁ
 ୍⯡㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ᑐᛂ㝔ෆయไ࣐ࢽࣗࣝ㸦⢭⚄⛉་࢚ࣜࢰࣥ➼㸧

資料-03

൮ஓઌੈఌ௲ᅖ̙൮ஓᆚૢ๕ніЧЩЖ൯ڎзСќнঔУи̙
㈨ᩱ2Ͳ1

ᾁ ᛐჷၐỉܾ७ỆࣖẳẺᢘὉᢘЏễҔၲὉʼᜱሁỉ੩̓

Ṽ ஜʴɼ˳ỉҔၲὉʼᜱሁửؕஜỆੁảềҔၲὉʼᜱሁầஊೞႎỆᡲઃẲẆᛐჷၐỉܾ७ỉ҄٭Ệ
ࣖẳềᢘὉᢘЏỆЏủႸễẪẆଔᚮૺὉଔࣖݣử᠆ểẲẆᘍѣὉ࣎ྸၐཞίᵠᵮᵱᵢὸở៲˳ӳ́ၐ
ሁầᙸỤủẺئӳỆờẆҔၲೞ᧙ὉʼᜱᚨሁỂỉࣖݣầ҄ܭẰủễẟợạỆẆᡚᨈὉᡚࢸờẸ
ỉểẨỉܾ७ỆờẾểờỐẰỪẲẟئỂ੩̓ẰủỦࣅỉˁኵỚửನሰẇẸỉᨥẆλᨈὉٳஹỆợ
ỦᛐჷၐỉᧉݦҔၲờࣅỉˁኵỚỉɟỂẝỦểỉᛐᜤỉɦẆẸỉೞᏡЎ҄ửụễầỤẆҔ
ၲὉʼᜱỉࢫлЎਃểᡲઃửᡶỜỦẇộẺẆʼᜱྵئỉᏡщử᭗ỜẆʼᜱỂࣖݣỂẨỦርửਘậỦ
ẺỜỆỊẆችᅕᅹởᎊ࠰ᅹሁỉᧉݦᅹỆợỦẆҔၲỉࣱᧉݦửẦẲẺʼᜱἇὊἥἋʙಅᎍሁồỉ
ࢸ૾ૅੲểӮˋذೞᏡầᙲỂẝụẆẸỉឋỉӼɥểјྙ҄ửẾềẟẪẇ ẔҽဃіႾẕ
ㄆ▱䛾ᐜែ䛻ᛂ䛨䛯㐺䞉㐺ษ䛺་⒪䞉ㆤ➼䛾ᥦ౪
ㄆ▱䛾ே䜢䚸ྛ䚻䛾౯್ほ䜔ಶᛶ䚸䛔䚸ே⏕䛾Ṕྐ➼䜢ᣢ䛴య䛸䛧䛶ᑛ㔜
᪩ᮇデ᩿䞉᪩ᮇᑐᛂ䠄᪩ᮇ䛾Ẽ䛵䛝䚸
㏿䜔䛛䛺㚷ูデ᩿䚸㏿䜔䛛䛻㐺ษ䛺
་⒪䞉ㆤ➼䛜ཷ䛡䜙䜜䜛ึᮇ䛾ᑐ
ᛂ䠅

Ⓨண㜵
ఫẸయ䛾䝃䝻䞁䜔
య᧯ᩍᐊ䛺䛹䚸ᆅᇦ
䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ྲྀ⤌

Ⓨึᮇ

䠞䠬䠯䠠䜔㌟యྜే䛜ぢ䜙䜜䛯ሙྜ䛷䜒䚸་⒪
ᶵ㛵䚸ㆤタ➼䛷䛾ᑐᛂ䛜ᅛᐃ䛥䜜䛺䛔䜘䛖
䛻䚸䛭䛾䛸䛝䛾ᐜែ䛻䜒䛳䛸䜒䜅䛥䜟䛧䛔ሙᡤ䛷㐺
ษ䛺䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䜛ᚠ⎔ᆺ䛾⤌䜏

ᛴᛶቑᝏ

୰ᮇ

ㄆ▱䛾ே䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛་⒪䞉ㆤ䛾ᥦ౪

ே⏕䛾᭱⤊ẁ㝵
ᮏே䛾ᑛཝ䛜ᑛ㔜
䛥䜜䛯་⒪䞉ㆤ
➼䜢ᥦ౪

་⒪䞉ㆤ➼䛾᭷ᶵⓗ䛺㐃ᦠ䠄ㄆ▱䜿䜰䝟䝇䚸ሗ㐃ᦠ䝅䞊䝖䚸ᆅᇦ䜿䜰㆟䚸ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨ䠅

資料-04

㈨ᩱ㻞㻙㻞
žᛐჷၐƷʴƷᘍѣȷ࣎ྸၐཞ $25& Ǎ៲˳ӳ́ၐࣖݣƳƲ
ࣅƷҔၲʼᜱሁƷ੩̓ƷƋǓ૾ƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮʙಅ ſƴƭƍƯ
Ტ࠰ࡇ ᎊʴ̬ͤͤࡍفᡶሁʙಅᲣ
ƂႸႎƃ
ᛐჷၐƷʴƕưƖǔᨂǓ؏עưƷဃǛዒዓƠƯƍƚǔǑƏƴƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳŴᘍѣȷ
࣎ྸၐཞ $25& Ǎ៲˳ӳ́ၐǁƷࣖݣǍλᡚȷλᡚᨈƴƓƚǔŴҔၲȷʼᜱሁƷஊೞႎ
ƳᡲઃǛᘍƏࣅƷˁኵǈƷנǓ૾ƴƭƍƯŴ᧙̞ƷஊᜤᎍǍҔၲȷʼᜱࢼʙᎍሁƔǒ
ǔᄂᆮ˟ƴƯ౨᚛ȷૢྸƢǔŵ

Ƃʙಅϋܾƃ
ᛐჷၐƷҔၲȷʼᜱ᧙̞ƷܼᧉݦŴஊᜤᎍƔǒƳǔᄂᆮ˟ưƷᜭᛯȷ౨᚛ሁƴǑǓŴ᧙̞
ᎍƕܱោưƖǔҔၲȷʼᜱሁƷᡲઃƷˁኵǈᲢࣅƷˁኵᲣƴƭƍƯᛐᜤȷᙸᚐሁƷᨼኖ
ǛǓŴ੩కǛǇƱǊǔŵ
ˌɦƷǑƏƳȆȸȞƴƭƍƯ౨᚛ƢǔƜƱǛेܭŵ
 ᚮૺ᳸$25&ǁƷࣖݣƳƲŴᆔŷƷئ᩿ưƷᛐჷၐᧉݦҔၲƷφ˳ႎ᧙ǘǓ૾Ǎࢫл
 ɟᑍ၏ᨈሁƴƓƚǔ៲˳ӳ́ၐǁƷၲƴᨥƠƯŴችᅕᅹҔȪǨǾȳƳƲᧉݦᅹƷңщ

➨㻠ᅇㄆ▱་⒪ㆤ᥎㐍㆟㈨ᩱ䜘䜚

žᛐჷၐƷҔၲʼᜱᡲઃŴऴإσஊȄȸȫƷႆƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮʙಅſƴƭƍƯ
Ტ࠰ࡇ ᎊʴ̬ͤͤࡍفᡶሁʙಅᲣ
ƂႸႎƃ
ᛐჷၐƷܾ७Ʒ҄٭Ტႆၐʖ᧸᳸ʴဃƷஇኳെ᨞ᲣƴࣖơƯᛐჷၐƷ૾Ʒૅੲƴ᧙ǘǔ᧙
̞ᎍƕऴإσஊƷɥŴҔၲȷʼᜱሁƕᢘȷᢘЏƴ੩̓ƞǕǔǑƏҔၲȷʼᜱᡲઃƷƨǊƷ
ऴإσஊȄȸȫƷᩇ࢟Ǜ੩ᅆƢǔŵ

Ƃʙಅϋܾƃ
ᛐჷၐƷҔၲȷʼᜱ᧙̞ƷܼᧉݦŴஊᜤᎍƔǒƳǔᄂᆮ˟ưƷᜭᛯȷ౨᚛ሁƴǑǓŴҔ
ၲȷʼᜱƷᡲઃƱऴإσஊƷƨǊƷȄȸȫƴƭƍƯ౨᚛ƠŴᩇ࢟ƷకǛǇƱǊǔŵ
ƂૼǪȬȳǸȗȩȳƷᚡ᠍ƃ
žᛐჷၐƸʻǍɟᑍႎƳ၏ൢᲢ%QOOQP&KUGCUGᲣưƋǓŴᚮၲᅹǛឬƑƯᡲઃƠƯݣ
ࣖƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔǄƔŴʼᜱƴǑǔဃƷૅੲƕƳƍƱҔၲưƷࣖݣƩƚưƸૅੲƕ
ǓᇌƨƳƍƱƍƏཎࣉƕƋǔ᳸ಮŷƳɼ˳ƕ᧙ǘǔƜƱƔǒŴҔၲȷʼᜱ᧙̞ᎍሁƷ᧓Ʒऴ
إσஊƕᙲưƋǔŵſžƜƷƨǊŴᛐჷၐƴ᧙ǘǔҔၲȷʼᜱᡲઃƷȞȍǸȡȳȈǛᘍƏ
ɥư࣏ᙲƳऴإᡲઃȄȸȫƷ̊Ǜ੩ᅆƢǔƜƱƳƲǛᡫơƯŴ؏עƷܱऴƴࣖơƨҔၲȷʼ
ᜱ᧙̞ᎍሁƷᡲઃƷӕኵǛਖ਼ᡶƢǔŵſ

➨㻠ᅇㄆ▱་⒪ㆤ᥎㐍㆟㈨ᩱ䜘䜚

資料-05

㈨ᩱ㻞㻙㻟

ㄆ▱་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾ᯟ⤌䜏ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾䝰䝕䝹ᴗ䠄᪂つ䠅

ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘᴫ⟬せồ㢠
䠑䠍䠈䠒䠏䠌༓
¾ ㄆ▱⟇᥎㐍⥲ྜᡓ␎䠄᪂䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䠅䛷䛿䚸ㄆ▱䛾ᐜែ䛻ᛂ䛨䛶㐺䞉㐺ษ䛺་⒪䞉ㆤ➼䛜ᥦ౪䛥䜜䜛ᚠ⎔ᆺ
䛾⤌䜏䠄䠆䠅䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹
䠆 ᪩ᮇデ᩿䞉᪩ᮇᑐᛂ䜢㍈䛸䛧䚸⾜ື䞉ᚰ⌮≧䠄䠞䠬䠯䠠䠅䜔㌟యྜే➼䛜ぢ䜙䜜䛯ሙྜ䛻䜒䚸་⒪ᶵ㛵䞉ㆤタ➼䛷䛾ᑐᛂ
䛜ᅛᐃ䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛻䚸㏥㝔䞉㏥ᡤᚋ䜒䛭䛾䛸䛝䛾ᐜែ䛻䜒䛳䛸䜒䜅䛥䜟䛧䛔ሙᡤ䛷㐺ษ䛺䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䜛⤌䜏

¾ ᕷ⏫ᮧ䛾ᆅᇦ䜿䜰㆟䛻䚸ㄆ▱䛾㚷ูデ᩿䜔䠞䠬䠯䠠ᑐᛂ䜢⾜䛖ᑓ㛛་⒪ᶵ㛵䜔㌟యྜే䜈䛾ᑐᛂ䜢⾜䛖་⒪ᶵ㛵䛜
ᚲせ䛻ᛂ䛨ཧ⏬䛧䚸ಶู䛛䜙ᾋ䛛䜃ୖ䛜䜛ㄆ▱䛻㛵䛩䜛ᆅᇦㄢ㢟䛾᳨ウ䞉ゎỴ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛜䚸䛣䜜䜙ㄆ▱
䛻㛵䜟䜛་⒪ᶵ㛵䛜ཧ⏬䛷䛝䜛యไ䛿ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔≧ἣ䛻䛒䜛䚹
¾ 䛣䛾䛯䜑䚸㒔㐨ᗓ┴䜔ಖᡤ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶䚸ḟ་⒪ᅪ༢䛷ㄆ▱䛻㛵䜟䜛་⒪ᶵ㛵䛸ᅪᇦෆ䛾ᕷ⏫ᮧ䛾ᆅᇦໟᣓ
ᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛜㞟䜎䜛ሙ䜢タ䛡䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䝅䞊䝖➼䚸ㄆ▱་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ䛾ᅾ䜚᪉䜢㆟ㄽ䛩䜛䛣䛸䜢㏻
䛨䛶㐃ᦠ䛾ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛧䚸ᕷ⏫ᮧ䛾ᆅᇦ䜿䜰㆟䛷㐺ษ䛻ㄆ▱་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛜䛺䛥䜜䜛䜘䛖䛻ಁ䛩䚹

㒔㐨ᗓ┴䜔ಖᡤ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶䚸ḟ་⒪ᅪ༢䛷㆟䜢㛤ദ
ㄆ▱་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾ᯟ⤌䜏ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾䝰䝕䝹ᴗ䠄᪂つ䠅

ᕷ⏫ᮧᅪᇦ䜢㉸䛘䛶ㄆ▱་⒪䛻㛵䜟䜛་⒪ᶵ㛵䜢㞟䜑䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ㄆ▱་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ䛾ᅾ䜚᪉䜢㆟ㄽ
䠄㻞㻣ᖺᗘண⟬㢠䠅㻜
䊻
䠄㻞㻤ᖺᗘせồ㢠䠅㻡㻞ⓒ
э ᕷ⏫ᮧ༢䛷䛾ㄆ▱་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾ᯟ⤌䜏ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩
䛆ᅪᇦෆ䛾䛇
䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊 䞉་⒪㛵ಀ⪅䠄ᆅ༊་ᖌ➼䠅
䞉ㆤ㛵ಀ⪅䠄䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅➼䠅
䞉ᕷ⏫ᮧ⫋ဨ 䞉ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨ
➼

䛆ᅪᇦෆ䛾䛇
䞉ㄆ▱ᝈ་⒪䝉䞁䝍䞊
䞉⢭⚄⛉㝔
䞉ᛴᛶᮇᑐᛂ䜢䛸䛩䜛㝔
┠ᣦ䛩䜉䛝ᕷ⏫ᮧᆅᇦ䜿䜰㆟䛾ጼ

⌧ᅾ䛾ᕷ⏫ᮧᆅᇦ䜿䜰㆟䛾ጼ
䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊
䞉་⒪㛵ಀ⪅䠄䛛䛛䜚䛴䛡་➼䠅
䞉ㆤ㛵ಀ⪅䠄䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䚸
ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅➼䠅
䞉⮬䚸Ẹ⏕ጤဨ➼
䞉ᕷ⏫ᮧ⫋ဨ
䞉ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨ ➼

䞉ㄆ▱ᝈ
་⒪䝉䞁䝍䞊
䞉⢭⚄⛉㝔
䞉ᛴᛶᮇᑐᛂ䜢
䛸䛩䜛㝔

䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊
䞉་⒪㛵ಀ⪅䠄䛛䛛䜚䛴䛡་➼䠅
䞉ㆤ㛵ಀ⪅䠄䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䚸
ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅➼䠅
䞉⮬䚸Ẹ⏕ጤဨ➼
䞉ᕷ⏫ᮧ⫋ဨ
䞉ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨ ➼

9 ཧ⏬䛷䛝䜛యไ䛜ᚲ䛪䛧䜒
༑ศ䛻ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔

資料-06

䞉ㄆ▱ᝈ
་⒪䝉䞁䝍䞊
䞉⢭⚄⛉㝔
䞉ᛴᛶᮇᑐᛂ䜢
䛸䛩䜛㝔
͕ ൮ஓڋᅯкݒрᆪऀ

㈨ᩱ㻟
ᚋ䛾㐍䜑᪉䠄䠅
ㄆ▱䛾་⒪䞉ㆤ㛵ಀ䛾ᑓ㛛ᐙ䚸᭷㆑⪅䛛䜙䛺䜛◊✲䛷䛾㆟ㄽ䞉᳨ウ➼䛻䜘䜚䚸㛵
ಀ⪅䛜ᐇ㊶䛷䛝䜛་⒪䞉ㆤ➼䛾㐃ᦠ䛾⤌䜏䠄ᚠ⎔ᆺ䛾⤌䠅䛻䛴䛔䛶ㄆ㆑䞉ぢゎ➼
䛾㞟⣙䜢ᅗ䜚䚸ᥦ䜢䜎䛸䜑䜛䚹
సᴗ㒊䜢タ⨨䛧䚸䛭䛣䛷䛾᳨ウ䛻䜘䜚䚸◊✲䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛛䛴䛺᳨ウ䜢ᅗ䜚䚸ᥦ
䛾㞮ᙧ䜢సᡂ䛩䜛䚹᳨ウ⤖ᯝ䜢㆟ㄽ䛧䚸ᡂᯝ䛸䛧䛶䜎䛸䜑䜛䚹
⌧ሙ䛾ᐇែ➼䜢ᫎ䛩䜛䛯䜑䚸ྛ䝔䞊䝬䛻㛵ಀ䛩䜛ཧ⪃ே䜢సᴗ㒊䛷ᣍ⪸䛧䚸䝠䜰䝸
䞁䜾䛺䛹䜒᳨ウ䛩䜛䚹
ᅇ

ᮇ㻔ணᐃ㻕

㆟䠄ணᐃ䠅

㻝

㻥᭶㻥᪥

䝔䞊䝬䞉䝇䜿䝆䝳䞊䝹䞉㐍䜑᪉➼䛾☜ㄆ

㻞

㻝㻞᭶୰᪪

సᴗ㒊䛛䜙䚸◊✲䜈ྛ䝔䞊䝬䛻ᑐ䛩䜛ᥦ䛾䜢ᥦฟ
䛻䛴䛔䛶ウ㆟䛧䚸ಟṇ➼䛻䛴䛔䛶ウ㆟

㻟

㻞᭶ୗ᪪

సᴗ㒊䛛䜙䚸ಟṇ䜢ᥦฟ䚸◊✲䛻䛶☜ㄆ

సᴗ㒊䛾䝔䞊䝬䠄䠅䛸ᡂᯝ≀䛾
デ᩿䡚㻮㻼㻿㻰䜈䛾ᑐᛂ䛺䛹䚸✀䚻䛾ሙ㠃䛷䛾ㄆ▱ᑓ㛛་⒪䛾ලయⓗ㛵䜟䜚᪉䜔ᙺ
䋻་⒪䞉ㆤ䛾᭷ᶵⓗ䛺㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾䚸ㄆ▱ᑓ㛛་⒪䛾ᅾ䜚᪉䛾ᡭᘬ䛝➼
୍⯡㝔➼䛻䛚䛡䜛㌟యྜే䜈䛾⒪䛻㝿䛧䛶䛾ᑐᛂయไ䛾ᩚഛ䚸⢭⚄⛉་䝸䜶䝌
䞁䛺䛹ᑓ㛛⛉䛾༠ຊ䚸ㄆ▱䛾䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᅾ䜚᪉➼䛻䛴䛔䛶
䋻୍⯡㝔䛻䛚䛡䜛ㄆ▱ᑐᛂ㝔ෆయไ䝬䝙䝳䜰䝹➼

సᴗ㒊䛾㐍䜑᪉䠄䠅
ᮇ㻔ணᐃ㻕

㆟䠄ணᐃ䠅

㻥᭶ୗ᪪䡚㻝㻝᭶ୖ᪪ ᭷㆑⪅䞉⌧ሙᢸᙜ⪅䛾䝠䜰䝸䞁䜾䜢ྵ䜑䚸䠎ᅇ⛬ᗘ䛾సᴗ㒊䜢
㛤ദ䛧䚸ᡂᯝ≀䛾䜢సᡂ䚹
䠍᭶ୖ᪪

◊✲䛷䛾㆟ㄽ䜢㋃䜎䛘䚸ᡂᯝ≀䛾ಟṇ䜢సᡂ䚹
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సᴗ㒊ᵓᡂဨྡ⡙㸦㸧㸦༑㡢㡰ࠊ۔㒊㛗ࠊࠐ㒊㛗㸧
సᴗ㒊㸸ㄆ▱ࡢᑓ㛛་⒪ศ㔝
Ặྡ

᪂
ࠐ ᩘ
ຓᕝ
℩ᡞ
ᚓᒃ
୰ᕝ
 ۔ᯇ㇂

ဴ᫂
⿱ග
ᮍᯞಖ
⿱ྖ
ࡳࡢࡾ
㱟
᭷ᕼ㞝

ᡤᒓᅋయ࣭ᙺ⫋

⟃ἼᏛ㝃ᒓ㝔⢭⚄⚄⤒⛉ ᩍᤵ
㜰ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ⢭⚄་Ꮫᩍᐊ Ჷ་㛗
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࠕࡌࡻ࠺ࡶࢇࡢ㒓ࠖ タ㛗
ࡺ࠺ᚰయࡢࢡࣜࢽࢵࢡ 㝔㛗
་⒪ἲே㈈ᅋ ጲ㊰⪷࣐ࣜ ጲ㊰⪷࣐ࣜ㝔 ┳ㆤ⟶⌮ᐊ┳ㆤᖌ㛗࣭ᆅᇦ㐃ᦠᐊᐊ㛗
་⒪ἲே㈈ᅋ᭸ Ꮀ㔝 Ἠ㝔 㝔㛗
ᅜ❧ಖ་⒪⛉Ꮫ㝔 㝔㛗
సᴗ㒊㸸㌟యྜేࡢศ㔝

Ặྡ

᪂ ဴ᫂
ụ⏣ ಟ୍
ࠐ ᑠᕝ ᮅ⏕
ᑠᕝ
ຍ⸨
⇃㇂
ΎỈ
୰す
ῲ㔝
 ۔ᯇ㇂

⪽Ꮚ
௦
㢗ె
୍㑻
ள⣖
ᘯ
᭷ᕼ㞝

ᡤᒓᅋయ࣭ᙺ⫋

⟃ἼᏛ㝃ᒓ㝔⢭⚄⚄⤒⛉ ᩍᤵ
ಙᕞᏛ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫ➨୕ㅮᗙ ᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᮾ㝔⢭⚄⭘⒆⛉㛗⮫ᗋ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⢭⚄⭘⒆Ꮫ㛤Ⓨ
ศ㔝 ศ㔝㛗
་⒪ἲே♫ᅋ ᮾᒣㄪᕸᮾᒣ㝔㝔㛗
Ꮫᰯἲே⸨⏣Ꮫᅬ⸨⏣ಖ⾨⏕Ꮫ㝔⚄⤒ෆ⛉ ┳ㆤ௵
་⒪ἲேி࣭ி㝔 ⌮㛗
㜿㒊་㝔 㝔㛗
㜰ᕷ❧ᘯ῭㝔㝔 ⚄⤒ෆ⛉㒊㛗
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉㝔༠ ᖖ௵⌮
ᅜ❧ಖ་⒪⛉Ꮫ㝔 㝔㛗
ࣄࣜࣥࢢᑐ㇟ࡘ࠸࡚㸦㸧

సᴗ㒊㸦ㄆ▱ࡢᑓ㛛་⒪ศ㔝㸧 ᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿ⌧ሙᢸᙜ⪅࣭᭷㆑⪅
సᴗ㒊㸦㌟యྜేࡢศ㔝㸧
ᩆᛴ་⒪㛵ࡍࡿ⌧ሙᢸᙜ⪅࣭᭷㆑⪅
ㄆ▱ࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ⌧ሙᢸᙜ⪅࣭᭷㆑⪅
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㈨ᩱ 

ㄆ▱⟇᥎㐍⥲ྜᡓ␎㸦᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ㸧
㹼ㄆ▱㧗㱋⪅➼ࡸࡉࡋ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾྥࡅ࡚㹼
㸦ᢤ⢋㸧

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸯᭶㸰㸵᪥

➨㸰㸬ලయⓗ࡞⟇

㸰㸬ㄆ▱ࡢᐜែᛂࡌࡓ㐺࣭㐺ษ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࡢᥦ౪

࠙ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠚ
㸰㸮㸰㸳㸦ᖹᡂ㸱㸵㸧ᖺࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࢆ㍈ࡍࡿᚠ⎔ᆺ
ࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏேయࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࢆᇶᮏᤣ࠼࡚་⒪࣭
ㆤ➼ࡀ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋࠊⓎண㜵эⓎึᮇэᛴᛶቑᝏэ୰ᮇэே⏕ࡢ᭱⤊
ẁ㝵࠸࠺ㄆ▱ࡢᐜែࡢኚᛂࡌ࡚㐺࣭㐺ษษࢀ┠࡞ࡃࠊࡑࡢࡁࡢ
ᐜែࡶࡗࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ

 ᮏேయࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࡢᚭᗏ

 ۑㄆ▱ࡢேࡢ≧ែࡣࠊ࿘ᅖࡢேࠎࡸࢣࡢ≧ែࢆᫎࡍࡿ㙾ࡶゝࢃࢀࡿࠋ
ㄆ▱་⒪࣭ㆤ➼ᦠࢃࡿ⪅ࡣࠊㄆ▱ࡢேࢆࠊྛࠎࡢ౯್ほࡸಶᛶࠊ
࠸ࠊே⏕ࡢṔྐ➼ࢆᣢࡘయࡋ࡚ᑛ㔜ࡋࠊ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡛ࡁࡿࡇ
┠ࢆྥࡅ࡚ࠊᮏேࡀ᭷ࡍࡿຊࢆ᭱㝈άࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ♫ࡢ୰࡛
ᮏேࡢ࡞ࡌࡳࡢᬽࡽࡋ᪉ࡸ࡞ࡌࡳࡢ㛵ಀࡀ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᨭࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࡞࠺ࡼࡢࡇ ۑᮏேయࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࡢཎ๎ࡣࠊࡑࡢᥦ౪ᦠࢃࡿࡍ࡚ࡢ
⪅ࡀࠊㄆ▱ࡢேࡀ⨨ࢀࡓ⎔ቃࡢୗ࡛ࠊㄆ▱ࡢᐜែࡢኚᛂࡌࡓࡍ
࡚ࡢᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ඹ᭷ࡍࡁᇶᮏ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚ᚭᗏࡋࠊ་⒪࣭
ㆤ➼ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 Ⓨண㜵ࡢ᥎㐍

 ۑຍ㱋ࠊ㑇ఏᛶࡢࡶࡢࠊ㧗⾑ᅽࠊ⢾ᒀࠊႚ↮ࠊ㢌㒊እയࠊ㞴⫈➼ࡀㄆ▱
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ࡢ༴㝤ᅉᏊࠊ㐠ືࠊ㣗ࠊవᬤάືࠊ♫ⓗཧຍࠊㄆ▱カ⦎ࠊάⓎ࡞⢭⚄ά
ື➼ࡀㄆ▱ࡢ㜵ᚚᅉᏊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱ࡢⓎண㜵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠ືࠊ
ཱྀ⭍ಀࡿᶵ⬟ࡢྥୖࠊᰤ㣴ᨵၿࠊ♫ὶࠊ㊃άື࡞᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅ
ࡿྲྀ⤌ࡀࠊㄆ▱ᶵ⬟పୗࡢண㜵⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊఫẸ
యࡢ㐠Ⴀࡼࡿࢧࣟࣥࡸయ᧯ᩍᐊࡢ㛤ദ࡞ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓྲྀ⤌ࢆ᥎
㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࡢࡓࡵࡢయไᩚഛ

㸦ࡾࡘࡅ་➼ࡢᑐᛂຊྥୖࡸㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་ࡢ㣴ᡂ➼㸧

 ۑㄆ▱ࡢ≧ࡸⓎண㜵ࠊ㍍ᗘㄆ▱㞀ᐖ㸦㹋㹁㹇㸧㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᬑཬၨ
Ⓨࢆ㐍ࡵࠊᮏேࡸᐙ᪘ࡀᑠࡉ࡞␗ᖖࢆឤࡌࡓࡁ㏿ࡸ㐺ษ࡞ᶵ㛵┦
ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊࡾࡘࡅ་ࡼࡿᗣ⟶⌮ࡸࡾࡘࡅṑ
⛉་ࡼࡿཱྀ⭍ᶵ⬟ࡢ⟶⌮ࠊࡾࡘࡅ⸆ᒁ࠾ࡅࡿ᭹⸆ᣦᑟࡢࠊᆅᇦࠊ
⫋ᇦ➼ࡢᵝࠎ࡞ሙ࠾ࡅࡿࠊ⏫ෆࠊᴗࡸၟᗑࠊ࣎ࣛࣥࢸࡸ㹌㹎㹍ࠊ
㆙ᐹ➼ࡼࡿᵝࠎ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛ࠊㄆ▱ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿே᪩ᮇẼ
࠸࡚㐺ษᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠊࡣࡵࡓࡢࡇ ۑ
ࠕ㸯㸬ㄆ▱ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᬑཬ࣭ၨⓎࡢ᥎㐍ࠖ
ᥖࡆࡓ⟇ࡢࠊࡲࡎఱࡼࡾࡶ㌟㏆࡞ࡾࡘࡅ་ࡀㄆ▱ᑐࡍࡿ
ᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࠊᚲせᛂࡌ࡚㐺ษ࡞་⒪ᶵ㛵⧅ࡄࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡾࡘࡅ་ࡢㄆ▱ᑐᛂຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ◊ಟࡸࠊࡾࡘࡅ་ࡢㄆ▱
デ᩿➼㛵ࡍࡿ┦ㄯᙺ➼ࡢᙺࢆᢸ࠺ㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་ࡢ㣴ᡂࢆ㐍ࡵࡿ
ࠊㄆ▱㛵ࡍࡿᑓ㛛་ࠊㄆᐃ་➼ࡘ࠸࡚ࠊᩘ್┠ᶆࢆᐃࡵ࡚ලయⓗ
㣴ᡂࢆᣑࡍࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀྛᏛ➼༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

࠙ࡾࡘࡅ་ㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸦┠ᶆᘬୖࡆ㸧
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸱㸶㸪㸮㸳㸱ே
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸴㸮㸪㸮㸮㸮ே
㸨 㧗㱋⪅ேཱྀ⣙㸴㸮㸮ேᑐࡋ࡚㸯ேࡢࡾࡘࡅ་ࡀཷㅮࡍࡿ࠸࠺ᇶᮏⓗ⪃࠼
᪉ࢆ⣙㸳㸮㸮ே㸯ேᘬࡁୖࡆࠊ㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ㸳㸮㸪㸮㸮㸮ேࡢ
┠ᶆࢆ㸴㸮㸪㸮㸮㸮ேୖ᪉ಟṇࠋ


࠙ㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་㣴ᡂ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸦┠ᶆᘬୖࡆ㸧
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸱㸪㸰㸳㸵ே
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 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸳㸪㸮㸮㸮ே
㸨 ୍⯡デ⒪ᡤ㸦⣙㸯㸮㸧㸰㸳ᡤᑐࡋ࡚㸯ேࡢࢧ࣏࣮ࢺ་ࢆ㓄⨨࠸࠺ᇶᮏⓗ
⪃࠼᪉ࢆ㸰㸮ᡤ㸯ேᘬࡁୖࡆࠊ㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ㸲㸪㸮㸮㸮ேࡢ
┠ᶆࢆ㸳㸪㸮㸮㸮ேୖ᪉ಟṇࠋ


ࡅࡘࡾࠊࡓࡲ ۑᶵ⬟ຍ࠼࡚ᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㐃ᦠᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿṑ⛉་⒪ᶵ㛵ࡸ⸆
ᒁࡶࠊㄆ▱ࡢ᪩ᮇⓎぢ࠾ࡅࡿᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋṑ⛉་ᖌ➼ࡼࡿཱྀ⭍
ᶵ⬟ࡢ⟶⌮ࡸ⸆ᖌࡼࡿ᭹⸆ᣦᑟ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࡇࢀࡽࡢᑓ㛛⫋ࡀ㧗㱋⪅➼
᥋ࡍࡿ୰࡛ࠊㄆ▱ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿே᪩ᮇẼࡁࠊࡾࡘࡅ་➼㐃
ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡶࠊࡑࡢᚋࡶㄆ▱ࡢேࡢ≧ἣᛂࡌࡓཱྀ⭍ᶵ⬟ࡢ⟶
⌮ࡸ᭹⸆ᣦᑟ➼ࢆ㐺ษ⾜࠺ࡇࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊṑ⛉་ᖌࡸ⸆ᖌ
ࡢㄆ▱ᑐᛂຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ࠊ㛵
ಀᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋ

࠙ṑ⛉་ᖌ࣭⸆ᖌࡢㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟ㸦௬⛠㸧
ࠚ
㸦᪂タ㸧
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ ◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウ
э 㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘ㹼 㛵ಀᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ࡚◊ಟᐇ


㸦ㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᩚഛ㸧

 ۑㄆ▱ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿேࡘ࠸࡚ࡣࠊࡾࡘࡅ་➼ࡀᑓ㛛་ࠊㄆ▱ࢧ࣏
࣮ࢺ་➼ࡢᨭࡶཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚ㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᑓ
㛛་⒪ᶵ㛵⤂ࡢୖࠊ㏿ࡸ㚷ูデ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ۑㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ᇦయࡢᣐⅬᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࡶ
ࡢࡸ୍㒊ᆅᇦࡢᣐⅬᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡞ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡈᆅᇦࡢ୰࡛ᢸ࠺
ࡁᶵ⬟ࢆ᫂ࡽࡋࡓୖ࡛ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮௨እࡢ㚷ูデ᩿ࢆ⾜࠺
ࡇࡀ࡛ࡁࡿ་⒪ᶵ㛵ేࡏ࡚ࠊィ⏬ⓗᩚഛࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊಶࠎࡢ
ㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ホ౯ࡶేࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡛ࠊ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝ
ࡼࡾㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࠙ㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩘࠚ
㸰㸮㸯㸲㸦ᖹᡂ㸰㸴㸧ᖺᗘぢ㎸ࡳ ⣙㸱㸮㸮ᡤ
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ ⣙㸳㸮㸮ᡤ
㸨 ┠ᶆ⮬యࡣኚ᭦ࡋ࡞࠸ࡀࠊᇶᖿᆺࠊᆅᇦᆺཬࡧデ⒪ᡤᆺࡢ㸱㢮ᆺࡢᶵ⬟ࡸࡑࡢ㐃
ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡋࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
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㸦ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࡢタ⨨㸧

 ۑ᪩ᮇㄆ▱ࡢ㚷ูデ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㏿ࡸ㐺ษ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࡀཷࡅࡽ
ࢀࡿึᮇࡢᑐᛂయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࡢタ⨨ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋᕷ⏫ᮧࡀᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ
㝔࣭デ⒪ᡤ➼ࢳ࣮࣒ࢆ⨨ࡁࠊㄆ▱ᑓ㛛་ࡢᣦᑟࡢୗࠊ」ᩘࡢᑓ㛛⫋ࡀ
ㄆ▱ࡀࢃࢀࡿேཪࡣㄆ▱ࡢேࡸࡑࡢᐙ᪘ࢆゼၥࡋࠊほᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗ
ࡓୖ࡛ᐙ᪘ᨭ࡞ࡢึᮇࡢᨭࢆໟᣓⓗ࣭㞟୰ⓗ⾜࠸ࠊࡾࡘࡅ་
㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽㄆ▱ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞⒪⧅ࡆࠊ⮬❧⏕άࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ࠋ



࠙ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࡢタ⨨ᕷ⏫ᮧᩘࠚ
㸦┠ᶆᘬୖࡆ㸧
㸰㸮㸯㸲㸦ᖹᡂ㸰㸴㸧ᖺᗘぢ㎸ࡳ 㸲㸯ᕷ⏫ᮧ
 э 㸰㸮㸯㸶㸦ᖹᡂ㸱㸮㸧ᖺᗘ㹼 ࡍ࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ᐇ
㸨 ᆅᇦ࠾ࡅࡿ་⒪ཬࡧㆤࡢ⥲ྜⓗ࡞☜ಖࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ➼
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺἲᚊ➨㸶㸱ྕࠋ௨ୗࠕ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎㐍ἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ┠ᶆࢆタᐃࠋ


㸦᪩ᮇデ᩿ᚋࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂయไࡢᩚഛ㸧

 ۑㄆ▱ࡣ᪩ᮇデ᩿ࢆ⾜ࡗࡓᚋࡢᑐᛂయไࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪩ᮇデ᩿ࡢ㝿
ᆅᇦࡢᙜ⪅⤌⧊ࡢ㐃⤡ඛࢆ⤂ࡍࡿ࡞ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊㄆ▱ࡢே
ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢどⅬ❧ࡗࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ 

 ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡸ㌟యྜే➼ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ

㸦ᚠ⎔ᆺࡢ⤌ࡳࡢᵓ⠏㸧

 ۑㄆ▱ࡢே⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡸ㌟యྜే➼ࡀぢࡽࢀࡓሙྜ
ࡶࠊ་⒪ᶵ㛵࣭ㆤタ➼࡛㐺ษ࡞⒪ࡸࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᐇࡉࢀ
ࡿࡶࠊᙜヱ་⒪ᶵ㛵࣭ㆤタ➼࡛ࡢᑐᛂࡀᅛᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
㏥㝔࣭㏥ᡤᚋࡶࡑࡢࡁࡢᐜែࡶࡗࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤ࡛㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿᚠ⎔ᆺࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊධ㝔࣭እ᮶ࡼࡿㄆ▱
ࡢᑓ㛛་⒪ࡶᚠ⎔ᆺࡢ⤌ࡳࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡢୗࠊࡑࡢᶵ⬟ศࢆᅗ
ࡾ࡞ࡀࡽࠊ་⒪࣭ㆤࡢᙺศᢸ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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ㄆ▱ࢆྵࡴ⢭⚄ᝈࡣࠊ་⒪ィ⏬⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
㒔㐨ᗓ┴ࡣᆅᇦ࠾ࡅࡿ་⒪ᥦ౪యไࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡇࡍࡿࠋ

 ۑㆤ⌧ሙࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊㆤ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆᣑࡆࡿࡓࡵࡣࠊ⢭⚄⛉
ࡸ⪁ᖺ⛉➼ࡢᑓ㛛⛉ࡼࡿࠊ་⒪ࡢᑓ㛛ᛶࢆάࡋࡓㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅➼
ࡢᚋ᪉ᨭྖ௧ሪᶵ⬟ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㉁ࡢྥୖຠ⋡ࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡃࠋලయⓗࡣࠊ⢭⚄⛉㝔➼ࡀㆤᴗᡤ➼㐃ᦠࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡຍࢃࡾࠊㆤ⫋ဨࡸᐙ᪘ࠊㄆ▱ࡢᑓ㛛⛉࡛ࡣ࡞࠸୍⯡デ⒪
⛉ࡢ་ᖌ➼ࡽࡢ┦ㄯᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ㏻㝔ࡸ デ㸦㏻㝔ᅔ㞴࡞
ሙྜ㸧➼ࡼࡾ㐺ษ࡞デ᩿࣭⒪ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


㸦⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ㸧

࣭ື⾜ ۑᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡣㄆ▱ࡢ㐍⾜ࡼࡾᚲࡎ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡲࡓࠊࡑࡢⓎ⌧ࡣ㌟యⓗせᅉࡸ⎔ቃせᅉࡀ㛵ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡲࡎ
ࡣ᪩ᮇデ᩿ࡑࡢᚋࡢᮏேయࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀
㹎㹑㹂㸧ࢆண㜵ࡍࡿࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡀぢࡽࢀࡓሙྜࡶ
ⓗ☜࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㠀⸆≀ⓗධࢆᑐᛂࡢ➨୍㑅ᢥࡍࡿࡢ
ࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋ

࣭ື⾜ ۑᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ᢞ⸆ࢆࡶࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏕ά
⬟ຊࡀపୗࡋࡸࡍ࠸ࡇࡸ᭹⸆ࡼࡿస⏝ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡇ࡞㧗㱋⪅
ࡢ≉ᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕࡾࡘࡅ་ࡢࡓࡵࡢ㹀
㹎㹑㹂ᑐᛂࡍࡿྥ⢭⚄⸆⏝࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢᬑཬࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
」ᩘࡢ་⒪ᶵ㛵ࡽࡢᢞ⸆ࡼࡿෆ᭹⸆ࡢ㔜」ࡸస⏝➼ࡀ㢖ᅇࡳࡽࢀ
ࡿࡢᣦࡶ࠶ࡾࠊᆅᇦ་⒪࠾ࡅࡿᢞ⸆ࡢㄪᩚ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࠋ


࣭ື⾜ ۑᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ᑐᛂࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㆑ࢆḞࡃࡇࡀ
࠶ࡾࠊ≧ࡼࡗ࡚ࡣᮏேࡢពᛮࡋࡓࡾ⾜ືࢆไ㝈ࡋࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ⢭⚄⛉㝔ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄ಖཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴㛵ࡍࡿἲᚊ㸦
㸰㸳ᖺἲᚊ➨㸯㸰㸱ྕ㸧ࡢయ⣔ࡢ୰࡛ࠊ⾜ືࡢไ㝈ࡀಶேࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡋࠊ
ேᶒ㓄៖ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ㐺ṇ࡞ᡭ⥆ࡁ➼ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ㆤಖ㝤タࡸධᒃ⣔ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊㆤಖ㝤ἲ㸦ᖹᡂ㸷ᖺἲᚊ➨㸯
㸰㸱ྕ㸧ࡢయ⣔ࡢ୰࡛ࠊ㌟యⓗᣊ᮰➼ࡢཎ๎⚗Ṇ⥭ᛴࡸࡴࢆᚓࡎ㌟యⓗᣊ
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᮰➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡢ㐺ṇ࡞ᡭ⥆ࡁ➼ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ
⤌ࡳᇶ࡙ࡁࠊ⾜ືࡢไ㝈ࡀᚲせ࡞ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ
࠺ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽ௨እࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞
㊃᪨ࡀᚭᗏࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

 ۑㄆ▱ࡢேࡢධ㝔࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡀࡁ࡞せᅉ
ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ㝿ࠊᐙ᪘ࡣ㝈⏺ࡲ࡛⑂ᘢࡋ࡚ࡽㄆ▱ࡢேࢆධ㝔ࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊධ㝔ࡋࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡀ⦆ࡉࢀ࡚ࡶᅾᏯᖐ
ࢆᑼ㎸ࡳࡋࠊ⤖ᯝࡋ࡚ධ㝔ࡀ㛗ᮇࡍࡿࡢ㈇ࡢ㐃㙐ࡀ࠶ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊㄆ▱ࡢேࡢㆤ⪅ࡢᨭࢆ⾜
࠺ࡇࡀㄆ▱ࡢேࡢ⏕άࡢ㉁ࡢᨵၿࡶ⧅ࡀࡿࡢどⅬ❧ࡗ࡚ࠊᐙ᪘ࡢ
⢭⚄ⓗ㌟యⓗ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿほⅬࡽࡢᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ


 ۑ⢭⚄⛉㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢேࡢධ㝔㛵ࡋ࡚ࡣࠊᶆ‽ࡉࢀࡓ㧗ᗘ࡞ᑓ
㛛ⓗ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᚲせᛂࡌ࡚㞟୰ⓗᥦ౪ࡍࡿሙࡋ࡚ࠊ㛗ᮇⓗ࣭⥅⥆
ⓗ࡞⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡸタࠊ㐺ษᙺ
ࢆศᢸࡋࠊ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ៏ᛶࡢ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎
㹑㹂㸧ཬࡧ୰➼ᗘࡽ㔜ᗘࡢ㌟యྜేࢆక࠺ሙྜ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇⓗ
ᑓ㛛ⓗ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ

 ۑㄆ▱ࡢே⢭⚄⛉㝔࠾ࡅࡿ་Ꮫⓗ࡞⒪ࡀᚲせ࠺ࡘ࠸࡚
ࡣࠊㆤຊࠊࢧ࣮ࣅࢫᨭࠊཷࡅ─➼ࡢᆅᇦᕪ␗ࡀࡁࡃࠊධ㝔ࡀᚲせ࡞≧
ែࢆ୍ᚊ᫂☜ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊձዶ㸦⿕ᐖዶ࡞㸧ࡸᗁぬ
㸦ᗁどࠊᗁ⫈࡞㸧ࡀ┠❧ࡘࠊղல⣽࡞ࡇ࡛ᛣࡾࡔࡋࠊᭀຊ࡞ࡢ⯆ዧ⾜
ື⧅ࡀࡿࠊճⴠࡕ㎸ࡳࡸᏳ࣭ⱔ❧ࡕࡀ┠❧ࡘࡇ➼ࡼࡾࠊᮏேཬࡧ
ㆤ⪅➼ࡢ⏕άࡀ㜼ᐖࡉࢀࠊᑓ㛛་ࡼࡿ་⒪ࡀᚲせࡉࢀࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ

ࠊࡓࡲ ۑ་⒪ᶵ㛵࣭ㆤタ➼࡛ࡢᑐᛂࡀᅛᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㏥㝔࣭㏥
ᡤᚋࡶࡑࡢࡁࡢᐜែࡶࡗࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤ࡛㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪
ࡉࢀࡿᚠ⎔ᆺࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿほⅬࡽࡶࠊ᪩ᮇ㏥㝔࣭㏥ᡤࢆ㜼ᐖࡍࡿせ
ᅉࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ㏥㝔ᨭ࣭ᆅᇦ㐃ᦠࢡࣜࢸ࢝ࣝࣃࢫࡢస
ᡂࢆ㐍ࡵࠊ་⒪ᶵ㛵࣭ㆤタ➼ࡽࡢ࡞㏥㝔࣭㏥ᡤࡸᅾᏯᖐࢆᨭ
ࡍࡿࠋ
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㸦㌟యྜే➼ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ㸧

 ۑㄆ▱ࡢேࡢ㌟యྜే➼ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ᛴᛶᮇ㝔➼࡛ࡣࠊ㌟యྜే
ࡢ᪩ᮇᑐᛂㄆ▱ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡢࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᐇࡣࠊㄆ▱ࡢேࡢಶูᛶྜࢃࡏࡓࡺࡾ࠶ࡿᑐᛂࡀᚋᅇ
ࡋࡉࢀࠊ㌟యྜేࡢᑐᛂࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡶࠊㄆ▱ࡢ≧ࡀᛴ㏿ᝏࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࡶぢࡽࢀࡿࠋ㌟యྜేᑐᛂ➼ࢆ⾜࠺་⒪ᶵ㛵࡛ࡢㄆ▱
ࡢᑐᛂຊࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ㛵ಀᅋయࡼࡿ◊ಟࡶ✚ᴟⓗά⏝ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ୍⯡㝔ົࡢ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟࡢཷㅮࢆ
㐍ࡵࡿࠋ

 ۑ㌟యྜేࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊ㌟యྜే➼ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺
ᛴᛶᮇ㝔➼࠾ࡅࡿ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡢᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿࡇࠊ
ཬࡧ⢭⚄⛉㝔࠾ࡅࡿ㌟యྜేࡢᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀࡶ㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ㌟యྜే➼㐺ษᑐᛂ࡛ࡁࡿ་⒪ࡢᥦ౪ࡢሙࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

୍࠙⯡㝔ົࡢ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸱㸪㸶㸲㸱ே
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸶㸵㸪㸮㸮㸮ே
㸨 㝔㸦⣙㸶㸪㸵㸮㸮㸧㸯ᡤᙜࡓࡾ㸯㸮ே㸦་ᖌ㸰ேࠊ┳ㆤᖌ㸶ே㸧ࡢ་⒪ᚑ
⪅ࡀཷㅮ࠸࠺ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࡣኚ᭦ࡏࡎࠋ


 ۑᛴᛶᮇ㝔ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊධ㝔ࠊእ᮶ࠊゼၥ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ㄆ▱ࡢே㛵
ࢃࡿ┳ㆤ⫋ဨࡣࠊ་⒪࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿ㘽࡞ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ
㛵ಀᅋయࡢ◊ಟຍ࠼ࠊᗈࡃ┳ㆤ⫋ဨࡀㄆ▱ࡢᑐᛂᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟
ࢆಟᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ࠊ㛵ಀᅋయࡢ༠
ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋ

࠙┳ㆤ⫋ဨࡢㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟ㸦௬⛠㸧
ࠚ
㸦᪂タ㸧
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ ◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウ
э 㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘ㹼 㛵ಀᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ࡚◊ಟᐇ


㸦㐺ษ࡞ㄆ▱ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍㸧
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 ۑㄆ▱ࡢேᑐࡍࡿࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿⏕άࡍࡿሙ㠃
ࢆᛕ㢌⨨ࡁࡘࡘࠊ᭷ࡍࡿㄆ▱ᶵ⬟➼ࡢ⬟ຊࢆࡋࡗࡾぢᴟࡵࠊࡇࢀࢆ᭱
㝈άࡋ࡞ࡀࡽࠊ$'/㸦㣗ࠊἥ➼㸧ࡸ ,$'/㸦ᤲ㝖ࠊ㊃άືࠊ♫
ཧຍ➼㸧ࡢ᪥ᖖࡢ⏕άࢆ⮬❧ࡋ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺᥎㐍ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡣㄆ▱
ᶵ⬟㞀ᐖࢆᇶ┙ࡋࡓ⏕άᶵ⬟㞀ᐖࢆᨵၿࡍࡿࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ
ࡢ㛤Ⓨࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊㆤ⪁ேಖタ➼࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㞟ࡋࠊᅜ⤂ࡍࡿࡇ࡛ࠊㄆ▱ࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࠋ

 ㄆ▱ࡢேࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿㆤࡢᥦ౪

㸦ㆤࢧ࣮ࣅࢫᇶ┙ࡢᩚഛ㸧

 ۑㄆ▱ࡢேࡣࠊࡑࡢ⎔ቃᛂࡌ࡚ࠊᒃᏯ࡛ᐙ᪘➼ࡢㆤࢆཷࡅࠊ⊂ᒃ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶᆅᇦࡢぢᏲࡾ➼ࡢᨭࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤࡸᐃᮇ
ᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡢゼၥ࣭㏻ᡤ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡓࡾࠊㄆ▱
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸦ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ㸧ࡸ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍➼࠾ࡅࡿ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ࡞ࡢᒃఫ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋࡓࡾࠊㆤಖ㝤タ
ධࡗࡓࡾࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡞ࡿࠋㆤಖ㝤ᴗィ⏬ཬࡧㆤಖ㝤ᴗᨭィ⏬ἢࡗ࡚ࠊㆤࢧ࣮ࣅ
ࢫᇶ┙ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

≉ ۑㄆ▱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸦ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄆ
▱ࡢேࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄆ▱ࢣࡢᣐⅬ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆᆅᇦᒎ㛤ࡋࠊඹ⏝ᆺㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤࡸㄆ▱࢝
ࣇ࢙➼ࡢᴗࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㛤
ࢀࡓᴗ㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠊࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫᙧែࡽእ㒊ࡢ┠ࡀᒆࡁࡃ
ࡃ࡞ࡿࡢᣦࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࡸ⏝⪅ࡢᏳ☜
ಖࢆᙉࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࡢࡢࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸࡚ࡶࠊ⏝⪅ࡢ୰ࡢ
ㄆ▱ࡢேࡢྜࡀቑຍࡍࡿ୰ࠊㄆ▱ࡢᑐᛂຊࢆྥୖࡍࡿࡇࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࢆⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸦Ⰻ㉁࡞ㆤࢆᢸ࠺ேᮦࡢ☜ಖ㸧

 ۑㄆ▱ࡢேࡢㆤᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊㄆ▱ࡢࡇࢆࡼࡃ⌮ゎࡋࠊᮏேయ
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ࡢㆤࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾㄆ▱ࡢ㐍⾜ࢆ⦆ᚎࡉࡏࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮
≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࢆண㜵࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⰻ㉁࡞ㆤࢆᢸ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿேᮦࢆ㉁࣭㔞ࡶ☜ಖ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

⌧ࠊࡵࡓࡢࡇ ۑሙ⤒㦂࠾࠾ࡴࡡ㸰ᖺ௨ୖࡢ⪅ࡀㄆ▱ㆤࡢ⌮ᛕࠊ▱㆑ཬࡧ
ᢏ⾡ࢆಟᚓࡍࡿࡓࡵࡢࠕㄆ▱ㆤᐇ㊶⪅◊ಟࠖэ⌧ሙ⤒㦂࠾࠾ࡴࡡ㸳ᖺ௨
ୖࡢ⪅ࡀᴗᡤෆࡢࢣࢳ࣮࣒ࡢᣦᑟ⪅ᙺ࡞ࡿࡓࡵࡢࠕㄆ▱ㆤᐇ㊶ࣜ
࣮ࢲ࣮◊ಟࠖэ⌧ሙ⤒㦂࠾࠾ࡴࡡ㸯㸮ᖺ௨ୖࡢ⪅ࡀ◊ಟࡢ⏬❧࣭ㅮᖌᙺ
➼࡞ࡿࡓࡵࡢࠕㄆ▱ㆤᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟࠖ࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡢ◊ಟ
య⣔ࡘ࠸࡚ࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ㐃ᦠ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞◊ಟෆᐜࡢぢ┤ࡋ
ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㒊ศⓗά⏝࡞◊ಟࢆཷㅮࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳࡢ
ᑟධࢆᅗࡾࡘࡘࠊཷㅮ⪅ᩘࡢቑຍࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ◊ಟࢽ࣮ࢬⓗ☜ᑐᛂ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ୍ᐃࡢ㉁ࡢᢸಖࢆ๓ᥦࡋࡓୖ࡛ࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ࡽ㛵ಀᅋయ
ࡢ◊ಟࡢጤク➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ◊ಟࡢಟ⪅ࡀㆤ
⌧ሙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦࡢㄆ▱⟇ࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࠙ㄆ▱ㆤᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸯㸪㸶㸯㸲ே
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸰㸪㸰㸮㸮ே
㸨 ୰Ꮫᰯ༊㸦⣙㸯㸯㸪㸮㸮㸮㸧㸳ࡘᙜࡓࡾ㸯ேࡀཷㅮ࠸࠺ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࡣኚ᭦ࡋ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᚲせ࡞◊ಟෆᐜࡢぢ┤ࡋࡸ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㒊ศⓗά⏝࡞◊ಟࢆཷㅮ
ࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ
㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ


࠙ㄆ▱ㆤᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸰㸬㸷ே
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸲ே
㸨 ࡍ࡚ࡢㆤಖ㝤タ㸦⣙㸯㸳㸪㸮㸮㸮㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸦⣙㸯㸲㸪㸮㸮㸮㸧
ࡢ⫋ဨ㸯ேࡎࡘࡀཷㅮࡋࠊຍ࠼࡚ࠊᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࠊゼၥㆤᴗ
ᡤࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤ➼ࡢ⫋ဨࡣࡍ࡚ࡢ୰Ꮫᰯ༊㸦⣙㸯㸯㸪㸮㸮㸮㸧ෆ࡛㸯ேࡎࡘ
ࡀཷㅮ࠸࠺ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆᨵࡵࠊㄆ▱ㆤᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ㄆ▱ㆤᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧ࡢ㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎ
ᐇ⦼ࡢẚ⋡㸦⣙㸯㸸㸯㸴㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎࡢㄆ▱ᣦᑟ⪅
㣴ᡂ◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧ࡢ┠ᶆ್ࡽ⟬ฟࠋࡲࡓࠊᚲせ࡞◊ಟෆᐜࡢぢ┤ࡋࡸ
㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㒊ศⓗά⏝࡞◊ಟࢆཷㅮࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ
┠ᣦࡍࠋ
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࠙ㄆ▱ㆤᐇ㊶⪅◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸦┠ᶆ᪂タ㸧
㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ 㸯㸵㸬㸷ே
 э 㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎ 㸰㸲ே
㸨 ㄆ▱ㆤᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧ㄆ▱ㆤᐇ㊶⪅◊ಟࡢཷㅮ
⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧ࡢ㸰㸮㸯㸱㸦ᖹᡂ㸰㸳㸧ᖺᗘᮎᐇ⦼ࡢẚ⋡㸦⣙㸯㸸㸴㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺᗘᮎࡢㄆ▱ㆤᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧ࡢ
┠ᶆ್ࡽ᪂ࡓ⟬ฟࠋࡲࡓࠊᚲせ࡞◊ಟෆᐜࡢぢ┤ࡋࡸ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㒊ศⓗά
⏝࡞◊ಟࢆཷㅮࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ᳨
ウࢆ⾜࠸ࠊ㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ


ࠊࡽࡉ ۑ᪂௵ࡢㆤ⫋ဨ➼ࡀㄆ▱ㆤ᭱ప㝈ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㹣ࣛ
࣮ࢽࣥࢢࡢά⏝ࡼࡾಟᚓ࡛ࡁࡿ◊ಟࡋ࡚ࠊ᪂ࡓㄆ▱ㆤᇶ♏◊ಟ
㸦௬⛠㸧ࢆᑟධࡍࡿࡇࡋࠊㄆ▱ㆤᦠࢃࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡍ࡚ࡢ⫋
ဨࡀࡇࢀࢆཷㅮࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

࠙ㄆ▱ㆤᇶ♏◊ಟ㸦௬⛠㸧ࡢཷㅮ⪅ᩘ㸦⣼ィ㸧
ࠚ
㸦᪂つ㸧
 э ㄆ▱ㆤᦠࢃࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡍ࡚ࡢ⫋ဨࡢཷㅮࢆ┠ᣦࡍ
㸨 㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢά⏝ࡼࡾ᪂௵ࡢㆤ⫋ဨ➼ࡀㄆ▱ㆤ᭱ప㝈ᚲせ࡞▱㆑࣭
ᢏ⬟ࢆಟᚓ࡛ࡁࡿ◊ಟࡘ࠸࡚ࠊ㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘࣔࢹࣝᴗࢆ⾜࠸ࠊ
㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ


 ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆᨭ࠼ࡿ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ㐃ᦠ

 ۑே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠶ࡗ࡚ࡶᮏேࡢᑛཝࡀᑛ㔜ࡉࢀࡓ་⒪࣭ㆤ➼ࡀᥦ౪ࡉ
ࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ≉ㄆ▱ࡢே
ࡣពᛮ⬟ຊࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ࠼ࡤᘏฎ⨨࡞ࠊᑗ᮶㑅ᢥࢆ⾜ࢃ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿሙ㠃ࡀ᮶ࡿࡇࢆᛕ㢌ࠊከ⫋✀༠ാࡼࡾࠊ࠶ࡽ
ࡌࡵᮏேࡢពᛮỴᐃࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡃ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

 ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢ᥎㐍

㸦ㄆ▱ࢣࣃࢫࡢ☜❧㸧

 ۑᆅᇦࡈ་⒪࣭ㆤ➼ࡀ㐺ษ㐃ᦠࡍࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡣࠊㄆ▱
ࡢᐜែᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢὶࢀ㸦
ࠕㄆ▱ࢣࣃࢫࠖ
㸧ࢆ☜❧ࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘࡽࡢ➨㸴ᮇㆤಖ㝤ᴗ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦ࡛సᡂࡋࡓࠕㄆ▱ࢣࣃࢫࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚
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ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㔞ࡢぢ㎸ࡳࢆᐃࡵࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊㄆ▱ࢣࣃࢫࡣࠊ
ᆅᇦࡈࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ㈨※ࢆิᣲࡍࡿࡔࡅ␃ࡲࡽࡎࠊㄆ▱ࡢே୍ே
ࡦࡾࡢࢣࣃࢫἢࡗ࡚ࠊᨭࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡇࢀࡀㄆ▱ࡢேࡸࡑࡢ
ᐙ᪘ࠊ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅➼ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡀษࢀ┠࡞ࡃᥦ౪ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸦་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅➼ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࡢ᥎㐍㸧

 ۑㄆ▱ࡣࡸ୍⯡ⓗ࡞Ẽ㸦&RPPRQ'LVHDVH㸧࡛࠶ࡾࠊデ⒪⛉ࢆ㉸࠼࡚㐃
ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠊㆤࡼࡿ⏕άࡢᨭࡀ࡞࠸་⒪࡛
ࡢᑐᛂࡔࡅ࡛ࡣᨭࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊ᪩ᮇデ᩿࣭᪩
ᮇᑐᛂࡸ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧
ࠊ㌟యྜే➼ࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡾࡘࡅ་࣭ㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་࣭ㄆ▱ᑓ㛛་ࠊㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮
࣒ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊᛴᛶᮇᑐᛂࢆࡍࡿ㝔࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥᑐᛂࢆࡍࡿ㝔࣭⢭⚄⛉㝔ࠊṑ⛉་⒪ᶵ㛵ࠊ⸆ᒁࠊᆅᇦໟᣓᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࠊㆤᨭᑓ㛛ဨࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅࡞ᵝࠎ࡞యࡀ㛵ࢃࡿࡇ
ࡽࠊ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅➼ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 ۑ࠼ࡤ⾜ື࣭ᚰ⌮≧㸦㹀㹎㹑㹂㸧ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉࡸ⫼ᬒࡘ࠸࡚ࡣࠊ
་⒪࣭ㆤ➼ࡢ᪉ࡢどⅬࡽ㌟యⓗせᅉࡸ⎔ቃせᅉࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࡘ࠸
࡚ពぢࢆࢃࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࠊㆤ㛵ಀ⪅ࡀ་⒪㛵ಀ⪅ࡢデ᩿
ࢆࡋࡗࡾ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆ⏕άࡢᨭάࡋ࡚࠸ࡃ୍᪉࡛ࠊ࠼ࡤᢞ⸆
ࡀㄆ▱ࡢேࡢ⏕άࡢࡼ࠺࡞ኚࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࠊ་⒪㛵
ಀ⪅ࡀㆤ㛵ಀ⪅ࡽࣇ࣮ࢻ࣭ࣂࢵࢡࢆᚓࡿࡇࡀࠊ㐺ษ࡞デ᩿ࡸᢞ⸆
⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡾࡘࡅ་➼ㆤᨭᑓ㛛ဨ➼ࢆ୰ᚰ
ࡋ࡚ࠊ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅ࡀ㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ྲྀࡾ࡞ࡀࡽ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࠊࡵࡓࡢࡇ ۑㄆ▱㛵ࢃࡿ་⒪࣭ㆤ㐃ᦠࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ୖ࡛ᚲせ
࡞ሗ㐃ᦠࢶ࣮ࣝࡢࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ་
⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅➼ࡢ㐃ᦠࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊሗ㐃ᦠࢶ࣮ࣝࡑࡢࡶ
ࡢࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᆅᇦࡈㄆ▱ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲ
ࡾࠊ࠸ࡸࡍ࠸ሗ㐃ᦠࢶ࣮ࣝࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆࢃࡍࣉࣟࢭࢫ⮬యࡶࠊ㢦ࡢ
ぢ࠼ࡿ㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ㐃ᦠ㈨ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ేࡏࠊᆅᇦࢣ㆟࠾࠸࡚ࠊㄆ▱㛵ࢃࡿᆅᇦ㈨※ࡢ
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ඹ᭷࣭Ⓨ᥀ࡸ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࠙ㄆ▱ሗ㐃ᦠࢩ࣮ࢺ㸦௬⛠㸧ࡢᩚഛࠚ
㸦᪂タ㸧
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘ ◊✲ᴗ࡛㐃ᦠࢩ࣮ࢺࡢ㞮ᙧࢆᥦ♧
 э 㸰㸮㸯㸴㸦ᖹᡂ㸰㸶㸧ᖺᗘ㹼 ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ㐃ᦠࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࢆ᥎㐍


㸦ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨࡢ㓄⨨㸧

 ۑㄆ▱ࡢேࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡣࠊㄆ▱ࡢ
ᐜែࡢኚᛂࡌࡍ࡚ࡢᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࡀ᭷ᶵⓗ㐃ᦠ
ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋࠊㄆ▱ࡢேࡢᨭࢆຠᯝⓗ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧࡈࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷ⏫ᮧࠊㄆ▱
ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮➼ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨࢆ㓄⨨ࡋࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆྵࡴ་⒪ᶵ㛵ࡸㆤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧᆅᇦࡢᨭᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢᨭࡸࠊㄆ▱ࡢேࡸࡑࡢᐙ᪘ࢆᨭࡍࡿ┦ㄯᴗົ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

࠙ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨࡢேᩘࠚ
㸦┠ᶆᘬୖࡆ㸧
㸰㸮㸯㸲㸦ᖹᡂ㸰㸴㸧ᖺᗘぢ㎸ࡳ 㸰㸯㸵ᕷ⏫ᮧ
 э 㸰㸮㸯㸶㸦ᖹᡂ㸱㸮㸧ᖺᗘ㹼 ࡍ࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛㓄⨨
㸨 ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎㐍ἲࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ┠ᶆࢆタᐃࠋ


 ۑㄆ▱ࡘ࠸࡚ࡣࠊ་Ꮫⓗ࡞⟶⌮᪥ࠎࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿㆤࡢ᪉ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡀྠࡌ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ୍యⓗᥦ౪ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿ┠ⓗ࡛సᡂࡉࢀࡓࠕㄆ▱
ࣛࣇࢧ࣏࣮ࢺ◊ಟ㸦ㄆ▱ࢣᦠࢃࡿከ⫋✀༠ാ◊ಟ㸧ࢸ࢟ࢫࢺࠖࡸ
ࠕㄆ▱࠾ࡼࡧᐙ᪘ࡢᑐᛂ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡘ࠸࡚ࠊㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎
㐍ဨ➼ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍㸧

 ۑㄆ▱ࡢேᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡉࡏ࡚ᶵືⓗ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ
ࡢྖ௧ሪᶵ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡣࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸㄆ▱
ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡀᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀྍḞ࡛
࠶ࡿࡇࡽࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ་⒪ࡢ㐃ᦠᶵ⬟ࡢᙉࡸࠊᆅᇦໟ



資料-20



ᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆేࡏᣢࡘㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࡶࠊඛ㐍
ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᅜ⤂ࡋ࡚୧⪅ࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྖ௧ሪᶵ⬟
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ




資料-21

㈨ᩱ㻠㻙㻞
ᖹᡂ25ᖺᗘ⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗ 䛂⾜ື䞉ᚰ⌮≧➼䛜ቑᝏ䛧䛯ㄆ▱䛾ே䛾ᅾᏯᨭ䛾䛒䜚
᪉䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ᴗ䛃䜘䜚

3.䛷䛝䜛㝈䜚ఫ䜏័䜜䛯ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛧⥆䛡䜛䛯䜑䛾᮲௳䛸䛿
ᆅᇦ䛷䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䚸ㆤ䜢ᨭ䛩䜛་⒪䛾యไ
• デ᩿䞉┦ㄯ➼䜈䛾ᑐᛂ
• ᶆ‽ⓗ䛺ㄆ▱䛾⒪ෆᐜ䛾ᗈሗ䞉ᬑཬ
• ᪩ᮇデ᩿䞉᪩ᮇᑐᛂ䛾యไ䜈䛾✚ᴟⓗ㛵
• ㏥㝔ᨭ
• 䜰䜴䝖䝸䞊䝏䠄ゼၥ䠅䛾ᣑ
•
•

㌟యྜే䛻ᑐ䛩䜛་⒪యไ
⢭⚄⛉䝸䜶䝌䞁
་ᖌ䜔┳ㆤᖌ➼䜈䛾◊ಟ

•
•
•
•
•

ᆅᇦ䛷䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛ㆤయไ
ㆤ䛾ᑓ㛛ᛶ䞉㉁䛾ྥୖ
᪩ᮇᑐᛂ䛜ྍ⬟䛺యไ
ᆅᇦ⛣⾜䞉ᒃᏯᖐ䛾ᨭ
ᐙ᪘䜈䛾ᨭ
ᆅᇦ䛵䛟䜚

資料-22

㈨ᩱ 

ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺᗘ㻌 ⪁ேಖᴗ᥎㐍㈝➼⿵ຓ㔠㻌
⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗ㻌







⾜ື䞉ᚰ⌮≧➼䛜ቑᝏ䛧䛯㻌
ㄆ▱䛾ே䛾ᅾᏯᨭ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛
ㄪᰝ◊✲ᴗ㻌



















㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻟 ᭶㻌



ᰴᘧ♫㻌 ᐩኈ㏻⥲◊



資料-23

㈨ᩱ 

࡛ࡁࡿ㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡣ
ㄆ▱ࡢேࡀࠊ⢭⚄⛉㝔ࡢධ㝔ࡀᚲせ࡞≧ែ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ୍ᐃࡢධ㝔ᮇ㛫ࡢ
ᚋࠊ㏥㝔ࡋࠊ㏥㝔ᚋࡶ࡛ࡁࡿ㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡣࠊᆅᇦ࠾
࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࠊㆤࢆᨭࡍࡿ་⒪ࡢయไ
 ۑ㌟యྜేᑐࡍࡿ་⒪యไ
 ۑᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿㆤయไ


ᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࠊㆤࢆᨭࡍࡿ་⒪ࡢయไ
 デ᩿࣭┦ㄯ➼ࡢᑐᛂ
ㆤ⌧ሙࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊㆤ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿࡓࡵࡣࠊ⢭⚄⛉ࡸ⪁ᖺ⛉➼
ࡢᑓ㛛⛉ࡼࡿࠊ་⒪ࡢᑓ㛛ᛶࢆάࡋࡓㆤᴗᡤ➼ࡢᚋ᪉ᨭࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ⢭⚄⛉㝔➼ࡀㆤᴗᡤ➼㐃ᦠࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ຍࢃࡾࠊㆤ⫋ဨࡸᐙ᪘ࠊㄆ▱ࡢᑓ㛛⛉࡛ࡣ࡞࠸୍⯡デ⒪⛉ࡢ་ᖌ➼ࡽࡢ┦ㄯ
ᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ㏻㝔ࡸ デ㸦㏻㝔ᅔ㞴࡞ሙྜ㸧➼ࡼࡾ㐺ษ࡞デ᩿࣭⒪ࢆ
⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡶࠊ⢭⚄⛉་⒪ࡣࠊᶵ⬟ࡸయไࡀࠊලయⓗ
ࠕぢ࠼ࡿࠖࡉࢀࠊᆅᇦࡽぢ࡚ࠊ୍ᒙ㌟㏆࡛Ẽ㍍㢗ࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୍⯡ⓗࡣㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸⢭⚄⛉་ࡀከ࠸ࡇࡽࠊㆤᴗᡤ➼ࡢ
ᚋ᪉ᨭయไࡢᩚഛྥࡅ࡚ࡣࠊㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡍࡿ⢭⚄⛉་ࢆቑࡸࡍࡇࡶᚲせ࡞
ࡿࠋ

 ᶆ‽ⓗ࡞ㄆ▱ࡢ⒪ෆᐜࡢᗈሗ࣭ᬑཬ
◊✲࡛㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊ⢭⚄⛉㝔࠾࠸࡚ࠊㄆ▱ࡢேࡢࡼ࠺࡞⒪ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᣦࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊጤဨࡽࠊᛴᛶ
ᮇㄆ▱ධ㝔ࢡࣜࢽ࢝ࣝࣃࢫ  ࡀ⤂ࡉࢀࠊධ㝔᪥ᩘࡢ▷⦰ࡸ་⒪㈝ࡢ㐺ṇ࠸ࡗࡓ
ᑟධຠᯝࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕࡾࡘࡅ་ࡢࡓࡵࡢ %36' ᑐᛂࡍࡿྥ⢭⚄

⸆⏝࢞ࢻࣛࣥ ࠖࡶฟࡉࢀࠊㄆ▱ࡢ⒪ࡢᶆ‽ࡢヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⢭⚄⛉㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢேࡢᶆ‽ⓗ࡞⒪ෆᐜ㸦ࢡ
ࣜࢽ࢝ࣝࣃࢫࡸ࢞ࢻࣛࣥ㸧ࡣࠊᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡸㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸་⒪㛵ಀ⪅ࡣ
࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᚋࡣࠊᅜࡢ⢭⚄⛉㝔ࡢᬑཬࡸࠊ⢭⚄⛉ࡢධ㝔⒪ෆᐜ
ࡀ୍⯡ࡢேࡽぢ࡚ࠊලయⓗ⌮ゎࡉࢀ᫆ࡃࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



㻖㻤

㻌 䜽䝸䝙䜹䝹䝟䝇䛸䛿䚸ᝈ⪅≧ែ䛸デ⒪⾜Ⅽ䛾┠ᶆ䚸䛚䜘䜃ホ౯䞉グ㘓䜢ྵ䜐ᶆ‽デ⒪ィ⏬䛷䛒䜚䚸ᶆ‽䛛䜙䛾೫䜢ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛷་⒪䛾㉁䜢
ᨵၿ䛩䜛ᡭἲ䠄᪥ᮏ䜽䝸䝙䜹䝹䝟䝇Ꮫ 㻴㻼 䜘䜚䠅䚸䜽䝸䝔䜱䜹䝹䝟䝇䛸䜒䛔䛖䚹㻌
㻖㻥㻌
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ≉ู◊✲ᴗ䛂ㄆ▱䚸≉䛻 㻮㻼㻿㻰 䜈䛾㐺ษ䛺⸆≀⏝䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁సᡂ䛻
㛵䛩䜛◊✲䛃㻌

資料-24

㈨ᩱ 
 ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࡢయไࡢ✚ᴟⓗ㛵
࢜ࣞࣥࢪࣉ࡛ࣛࣥࡣࠊࠕ᪩ᮇࡽࡢ㐺ษ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡼࡿࢣࡢᥦ౪ࠊᐙ᪘ࡢ
ᨭࡀ࠶ࢀࡤࠊ⮬Ꮿ࡛⏕άࢆ㏦ࡾ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖㄆ▱ࡢேࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾
ࡾࠊ᪩ᮇࡢ㐺ษ࡞デ᩿ࡸࠊࡑࡢᚋࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡢࡓࡵࠊ
ࠕㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࠖ
ࠕㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨࠖࢆタ⨨ࡍࡿ➼ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄆ▱⟇ࡢయไᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽㆤಖ㝤ἲ࠾ࡅࡿᆅᇦᨭᴗࡢໟᣓⓗᨭ
ᴗࡇࢀࡽࢆ⨨࡙ࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ᐇࡍࡿࡇࢆෆᐜࡍࡿᨵ
ṇἲࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㏻ᖖᅜᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᇶᖿᆺ࣭ᆅᇦᆺ࣭デ⒪ᡤᆺ
ࡢྛㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊྛᆅᇦࡢࡾࡘࡅ་ࠊㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་➼ඹࠊ
⢭⚄⛉࣭⪁ᖺ⛉➼ࡢㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡍࡿ་ᖌࡶࠊࡑࢀࡽయไࡢᩚഛ✚ᴟⓗ㛵ࢃࡗ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ㏥㝔ᨭ
୍ⓗධ㝔ࡀᚲせ࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ≧ࡀ⦆ࡉࢀḟ➨ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪩ᮇ㏥㝔
ࡋࠊᆅᇦࢫ࣒࣮ࢬᡠࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࠾࠸࡚ࡶࠊ
᪩ᮇᅇࢆᅗࡿࡓࡵࠊㄆ▱ᝈ⪅ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᩱࡀ᪂タࡉࢀࠊ㔜ᗘㄆ▱ຍ⟬
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⟬ᐃᮇ㛫ࢆ  ᭶ࡽ  ᭶▷⦰ࡋࡓୖ࡛ࠊ Ⅼࡽ  Ⅼࠊホ౯
ࡢᐇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⢭⚄⛉㝔ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࡢ⛣⾜ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 
ᖺ  ᭶⾜ࡢᨵṇ⢭⚄ಖ⚟♴ἲ࡛ࡣࠊ⢭⚄⛉㝔ࡢ⟶⌮⪅ࠊ
 ་⒪ಖㆤධ㝔⪅ࡢ㏥㝔ᚋࡢ⏕ά⎔ቃ㛵ࡍࡿ┦ㄯཬࡧᣦᑟࢆ⾜࠺㏥㝔ᚋ⏕ά⎔
ቃ┦ㄯဨࢆタ⨨ࡍࡿࡇ
 ་⒪ಖㆤධ㝔⪅ᮏேཪࡣࡑࡢᐙ᪘➼ᑐࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌᚲせ
࡞ሗᥦ౪➼ࢆ⾜࠺ᆅᇦຓᴗ⪅ࢆ⤂ࡍࡿࡇ
࢘ ་⒪ಖㆤධ㝔⪅ࡢධ㝔ࡢᚲせᛶ➼ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿ་⒪ಖㆤධ㝔⪅㏥㝔ᨭጤ
ဨࢆタ⨨ࡍࡿࡇ
ࢆ⩏ົࡅࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊㄆ▱ࡢேࡢ୍ᒙࡢ㏥㝔ಁ㐍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸦ࡢᥐ⨨
ࡘ࠸࡚ࡣດຊ⩏ົ㸧ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊධ㝔ࡽㆤᨭᑓ㛛ဨ➼㐃ᦠࡋ㏥㝔ィ⏬ࡢసᡂࡸ㏥㝔ㄪᩚ➼ࢆ㐍ࡵࠊ
㏥㝔ᨭ࣭ᆅᇦ㐃ᦠࢡࣜࢸ࢝ࣝࣃࢫ  ➼ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊධ㝔ࡽ㏥㝔ࢆぢ
㉺ࡋࡓᨭࢆ⤌ࡳධࢀࡿࡇࡸࠊ⢭⚄⛉㝔⮬Ꮿ࡛ࡣ⒪㣴⎔ቃࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࡀ࠶
ࡾࠊ≧ࡀⴠࡕ╔࠸ࡓࡲࡲ࡛⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ┤᥋⮬Ꮿᡠࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヨ㦂እ
Ἡࡸ㏥㝔ᙜ᪥ゼၥ┳ㆤࢆ⏝ࡍࡿ➼ࠊ㝔ᆅᇦࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡼ࠺࡞ᨭయไ
ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



㻖㻝㻜㻌

㏥㝔ᨭ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䜽䝸䝔䜱䜹䝹䝟䝇䠖ධ㝔ึᮇ䛾ẁ㝵䛛䜙ண䜑䚸ᛴᛶᮇ䛾デ⒪ィ⏬䛸ే䛫䛶㏥㝔ᚋ䛾㐃ᦠᶵ㛵䛻䛚䛡䜛デ⒪ィ⏬䜢సᡂ䛧䛶
䛚䛟䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛺㏥㝔䜢ಁ䛧䚸ධ㝔ᮇ㛫䜢▷⦰䛩䜛ຠᯝ䛜䛒䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

資料-25

㈨ᩱ 
 ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ㸦ゼၥ㸧ࡢᣑ
◊✲࠾࠸࡚ࠊᒃᏯࡸタࡢ⢭⚄⛉་ࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡣࠊධ㝔ࡼࡿࣜࣟࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢲ࣓࣮ࢪࢆ᭱ᑠ࡛ࡁࡿࡇࡽࠊ⢭⚄≧ࡢⓎ⌧ࢆ࡞ࡾᢚ࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ሗ࿌
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⢭⚄≧ࡀⴠࡕ╔ࡅࡤࠊ㏻ᖖࡢእ᮶ཷデࡀྍ⬟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ་
⒪㛵ಀ⪅ࡀᆅᇦฟࡿࡇ࡛Ẹ⏕ጤဨ࣭⾜ᨻ࣭⪁ேࢡࣛࣈ➼࠸ࡗࡓᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀసࡾ᫆ࡃ࡞ࡿ࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊ⢭⚄⛉་ࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ
ࡢᣑࡀᮃࡲࢀࡿ ࠋ
࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄ᝈᝈ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࡢ⛣⾜ࡸᆅᇦ
ᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㛗ᮇධ㝔ᚋࡢ㏥㝔ᝈ⪅ࡸධ㏥㝔ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠊ≧ࡀᏳᐃ࡞ᝈ
⪅ᑐࡍࡿከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࡼࡿᅾᏯ་⒪ࢆホ౯ࡍࡿࡶࠊ⢭⚄ᝈᝈ⪅ࡢᅾᏯ་⒪
ࡢ≉ᛶࢆ຺ࡋࠊ㛗㛫ࡢᅾᏯデ⒪ࡢホ౯ࢆᐇࡉࡏࡿ➼ࡢほⅬࡽࠊ⢭⚄⛉㔜ᝈ⪅
᪩ᮇ㞟୰ᨭ⟶⌮ᩱࡀ᪂タࡉࢀࡿ➼ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ◊✲࡛ࡣࠊᚋࡣᐇຠ
ᛶࢆࡉࡽ㧗ࡵ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ◊✲࠾࠸࡚ࠊㄆ▱ࡢデ᩿࣭⒪ࢆᑓ㛛ⓗ⾜࠼ࡿ⢭⚄⛉་ࡣ࡞ࡾᑡᩘ
࡛࠶ࡾࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢆ⾜࠺⢭⚄⛉་ࡣ᭦ᑡ࡞࠸࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ
ࡢࢫ࢟ࣝࡣᚲࡎࡋࡶ≉Ṧ࣭」㞧࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡾࠊᚋࠊᅜ࡛࢘ࢺ
࣮ࣜࢳࢆ⾜࠺⢭⚄⛉་ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡶࠊᨭ࣭ಁ㐍⟇ࡢ᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ

㌟యྜేᑐࡍࡿ་⒪యไ
 ⌧≧࣭ㄢ㢟
㌟యྜేࡢᝏࡣࠊㄆ▱ࡢ≧ࡶᝏࡉࡏ࠺ࡿࡇࡽࠊ㐺ษ࡞་Ꮫⓗ⟶⌮ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸་ᖌࡼࡿ⸆ࡢ⏝㉳ᅉࡋ
࡚ㄆ▱ࡢ≧ࡀᝏࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࠊ㌟యᣊ᮰ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࠊㄆ▱
័ࢀ࡞ࡓࡵᑐᛂࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊㄆ▱ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛㌟యᝈࡢ⒪ࢆ⾜ࢃࡎࠊ⢭
⚄⛉㝔㏦ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ➼ࠊࡼࡗ࡚ࠊ㌟యྜేࡀࡉࡽᝏࡍࡿ➼ࡢㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࡇࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ

 ⢭⚄⛉࢚ࣜࢰࣥ
㌟యྜేࢆక࠺ㄆ▱ࡢᑐᛂࡣࠊ㌟యᝈࡢ⒪୪⾜࣭㐃ᦠࡋ࡚ࠊㄆ▱ࡢ
ᑓ㛛⛉ࡼࡿㄆ▱ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
◊✲࠾࠸࡚ࠊෆ⛉➼ࡢ୍⯡デ⒪⛉⢭⚄⛉ࢆేࡏᣢࡘ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣ㝔ෆ࡛⒪ࢆ
⤖࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀ࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊデ⒪⛉㛫ࡢ㐃ᦠࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࡇࡸࠊࡇࡢゎỴ⟇ࡋ࡚ࠊ⢭⚄⛉་ࡀ㝔ෆ⛉ࡢ࢚ࣜࢰࣥࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ┳
ㆤᖌ➼ࡶྵࡴከ⫋✀࡛ࡢ㐃ᦠ➼ࡼࡾࠊㄆ▱ࡢ᪩ᮇデ᩿㐺ษ࡞ᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿ
⤌ࡳࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ⢭⚄⛉ࢆᣢࡓ࡞࠸་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄⛉ࢆᶆ
ᴶࡍࡿ་⒪ᶵ㛵㐃ᦠࡍࡿࡇ࡛ࠊୖグྠᵝࠊྠᶵ㛵ࡢ⢭⚄⛉་㸦ࢧ࣏࣮ࢺ་㸧



࠼ࡤࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ⢭⚄㞀ᐖ⪅࢘ࢺ࣮ࣜࢳ᥎㐍ᴗᐇせ⥘࠾࠸࡚ࡣࠊᨭᑐ㇟⪅ㄆ▱ࡼࡿ࿘㎶≧ %36' ࡀ࠶ࡿ⪅
ཬࡧࡑࡢ࠸ࡢ࠶ࡿ⪅ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢳ࣮࣒యไࡢᩚഛ㛵ࡋ࡚ࠊᆅᇦ⏕άࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵᨭᑐ㇟⪅ࡢ
≧ែᛂࡌࡓ་⒪㠃࣭⏕ά㠃ࡢᨭ➼ᚲせ࡞ᨭࡀ㐺ษᥦ౪ࡉࢀࡿయไࡋ࡚ࠊ⢭⚄⛉་  ྡࠊಖᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ⢭⚄ಖ⚟♴
ኈࠊసᴗ⒪ἲኈࡢ࠸ࡎࢀࡢ⫋ဨࡀ  ྡ௨ୖࠊ⮫ᗋᚰ⌮ᢏ⾡⪅ࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ➼ࡢᑓ㛛⫋➼ࡽᵓᡂࡍࡿከ⫋✀ࡼࡿᨭయไ㸦
࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢳ࣮࣒㸧ࢆᩚഛࡍࡿࡇࠊಖᡤࡸ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࡣ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢆᐇࡍࡿᴗ⪅➼ᑐࡋࠊᨭࡢࡓࡵᚲせ
࡞ࡿሗࡢᥦ౪➼ᚲせ࡞༠ຊࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡇࠊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㈨ᩱ 
ࡼࡿ┦ㄯ࣭ᨭయไࡢᩚഛࢆྍ⬟ࡍࡿ⤌ࡳ  ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᚋࡇࢀࡽࡢయไࡢ᭦࡞
ࡿᩚഛ➼ࡼࡗ࡚ࠊ㌟యྜేࢆక࠺ㄆ▱ࡢᑐᛂࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓయไࡢᩚഛࡼࡾࠊ㌟యྜేࢆᣢࡘㄆ▱ࡢேᑐࡍࡿ་⒪యไࡀࠊ୍
⯡デ⒪⛉ࠊ⪁ᖺ⛉ࡸ⢭⚄⛉➼࠸ࡗࡓᑓ㛛⛉ࠊ┳ㆤࠊㆤࢆྵࡵࡓໟᣓⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

 ་ᖌࡸ┳ㆤᖌ➼ࡢ◊ಟ
◊✲࠾࠸࡚ࠊ୍⯡ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢ⫋ဨࡸࡾࡘࡅ་➼ࠊㄆ▱ࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸་
⒪ᚑ⪅ࡢ୍㒊࠾࠸࡚ࠊㄆ▱ᑐࡍࡿ▱㆑ࡢ㊊ࡸࠊㄆ▱ࡢேࡢᑐᛂ័ࢀ
࡞ࡓࡵࠊ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀࡓࠋ
࠼ࡤࠊ᪥ᮏ┳ㆤ༠ࡢㄆ▱┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌࡢ㣴ᡂ࣭㓄⨨ࡣഹ࡛࠶ࡾ ࠊ୍⯡ࡢ
་⒪ᶵ㛵ࡢ┳ㆤᖌࡣㄆ▱ࡢேࡢᑐᛂࡣ༑ศࡣ࠸࠼ࡎࠊᑐᛂᅔ㞴࡞ࡗࡓሙྜࠊ
⢭⚄⛉㝔ࡢ㌿㝔ࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
ㄆ▱ࡢேࡀࠊ୍⯡ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡸࡾࡘࡅ་➼࡛㐺ษཷ⒪࡛ࡁࡿయไࢆࡘࡃࡗ࡚
࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿ◊ಟࡸㄆ▱ᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂ࣭㓄ᕸ➼ࢆ㏻ࡌࠊ
ᆅᇦ࡛ࡢᑐᛂ⬟ຊࡢᗏୖࡆࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛ࠕࡾࡘࡅ་ㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟࠖࠊࠕㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་㣴ᡂ
◊ಟࠖࠊ
ࠕ୍⯡㝔ົࡢ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿㄆ▱ᑐᛂຊྥୖ◊ಟࠖࡢཷㅮ⪅ᩘࢆࡑࢀ
ࡒࢀࠊ ேࠊ ேࠊ ேࡍࡿࡇࢆලయⓗ࡞┠ᶆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿㆤయไ
 ㆤࡢᑓ㛛ᛶ࣭㉁ࡢྥୖ
⢭⚄⛉㝔ࡢධ㝔ࡢせᅉࡣ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ࡢቑᝏࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣㆤࡢ
༑ศࡉ㉳ᅉࡍࡿࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ࠾࠸࡚ࡶࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ㄆ▱
ࡢேᑐࡍࡿࢣࡣࠊಶேⓗ࡞⤒㦂౫ᣐࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ✀㢮ูಶู⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࡾࡍࡿഴྥ࠶ࡾࠊㄆ▱ࡢேࡢ⏕άయࢆᨭ࠼ࡿどⅬࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠖၥ㢟
Ⅼࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱ࡢேࡢㆤࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊࡑࡢㆤ⪅ࡗ࡚㈇ᢸ࡞ࡾ
ㄆ▱ࡢேᐙ᪘ࡸㆤ⪅➼ࡢ㛵ಀᛶᝏᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㐺ษ࡞
ㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊㆤ⪅ࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࡢ⥅⥆ࡀྍ⬟࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗࡣࠊࡲࡎࡣࠊ⏕ά⎔ቃࢆ⪃៖ࡋࠊ
ᆅᇦࡢ♫㈨※ࡼࡿ㸦ㆤࡢᑓ㛛ᛶࢆⓎࡋࡓ㸧⎔ቃㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇࡸࠊ᪥ᖖ⏕άᨭ
➼ࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊㄆ▱▷ᮇ㞟୰ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢㄆ▱ࡢᑓ㛛་ࡸㄆ▱┳
ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌ➼ࡼࡿ㐺ษ࡞ᨭࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊ㠀⸆≀⒪ἲࡼࡿ≧ࡢ⦆ࡀྍ
⬟࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽࠊㆤᴗᡤ➼㸦タ࣭ᒃᏯ㸧ࡢ⫋ဨࡣࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢ≉ᚩࡸᶵᗎ➼ࡢ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡶࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㧗
ࡵࠊㆤࡢᑓ㛛ᛶ࣭㉁ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⢭⚄⛉➼ᑓ㛛
⛉ࡢᨭࢆཷࡅࠊㆤ⫋ဨࡢ◊ಟ㸦ࢳ࣮࣒◊ಟ➼㸧ࡸ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ
ࡢᐇ㊶➼ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓㆤࡢᑓ㛛ᛶ࣭㉁ࡣࠊධ㝔๓ࡸ㏥㝔

㻖㻝㻞
㻖㻝㻟

㻌 ⢭⚄⛉ᩆᛴ་⒪యไᩚഛᴗ䛻䛚䛡䜛⦪ิ䝰䝕䝹㻌
㻌㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻝 ᭶ᮎ᪥⌧ᅾ 㻟㻠㻟 ྡ䠄᪥ᮏ┳ㆤ༠䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜘䜚䠅㻌
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㈨ᩱ 
ᚋ㝈ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊධ㝔୰࠾࠸࡚ࡶồࡵࡽࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛ᛶࢆάࡋࡓ
ㆤࡽ་⒪ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠ➼ࡶᮃࡲࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ㆤࠊ୍⯡デ⒪⛉ࠊ⪁ᖺ⛉ࡸ⢭⚄⛉࠸ࡗࡓᑓ㛛⛉➼ࡼ
ࡿࠊໟᣓⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛫࡛ㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

 ᪩ᮇᑐᛂࡀྍ⬟࡞యไ
࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊㄆ▱ࡢேࡀࠊ㔜ࡋᑐᛂᅔ㞴࡞ࡽ࡞
࠸ࡓࡵࡣ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࡀ㔜せ࡞ࡇࡽࠊㆤࡢሙ㸦ᒃᏯࠊタ➼㸧࠾ࡅࡿࠊ
ࡾࡘࡅ་ࡸタ⫋ဨ➼ࡢ་⒪ᚑ⪅ࡼࡿ᪩ᮇデ᩿࣭᪩ᮇᑐᛂࡀྍ⬟࡞యไ࡙ࡃࡾ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ᑐࡋ࡚ࠊ࡚ࢆㆤࡢ⌧ሙ࡛ᑐᛂࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓᚲせ࡞⒪ࡢ㐜ᘏࢆࡁࡓࡍሙྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿㆤయไࡣࠊ
⢭⚄⛉་⒪➼ᑓ㛛⛉ࡢᚋ᪉ᨭࡸ㐃ᦠࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊㄆ▱ࡢ≧ࡢ࠺ࡕࠊᐙ᪘ࡸㆤഃࡣ⾜ືࡋ࡚⾲㠃⌧ࢀࡿ≧╔┠ࡋࡀ
ࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊㄆ▱ࡢᑓ㛛⛉࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ືࡣ⌧ࢀࡃ࠸ࡼ࠺࡞୰᰾≧ࡶὀ┠
ࡋุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ᪩ᮇᑐᛂࡢࡓࡵࡣࠊ୧⪅ࡀ㐺ᐅሗࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
⎔ቃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 ᆅᇦ⛣⾜࣭ᒃᏯᖐࡢᨭ
⢭⚄⛉㝔୍ⓗධ㝔ࡋ࡚ࡶ᪩ᮇ㏥㝔ࡋࠊᆅᇦࡸᒃᏯᡠࡿࡓࡵࡣࠊධ㝔
ࡽ㏥㝔ࢆぢᤣ࠼ࠊ་⒪ࣔࢹࣝࡽ⏕άᨭࣔࢹࣝࡢ㌿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡣࠊㆤᨭᑓ㛛ဨ➼ࡀ⢭⚄⛉㝔㐃ᦠࡋ༑ศ࡞ሗඹ᭷ࠊ
ㄪᩚࠊࢣࣉࣛࣥࡢᥦ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⾜ື࣭ᚰ⌮≧ࡢᝏࡼࡗ࡚ධ㝔ࡋࡓሙ
ྜࠊලయⓗࡇࡲ࡛≧ࡀ⦆ࡍࢀࡤ⏕άᨭࣔࢹࣝ⛣⾜࡛ࡁࡿࡢࠊ♫ⓗ࡞
ၥ㢟ࢆࡢࡼ࠺᫂☜ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊ࠸ࡗࡓⅬ㛵ࡋ࡚་⒪࣭ㆤయ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඛࠕᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࠊㆤࢆᨭࡍࡿ་⒪ࡢయไ࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ⢭
⚄⛉㝔ᅾᏯࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡼ࠺࡞ᨭయไ➼ࡶᆅᇦ࡛⏝ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ᐙ᪘ࡢᨭ
⢭⚄⛉㝔ࡢධ㝔⮳ࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ
ࠕᐙ᪘ࡢ⑂ᘢࠖࡣ⣙  ࡛ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏேࢆᨭ࠼ࡿᐙ᪘ࡀ⑂ᘢࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᐙ᪘
ࡑࡢࡶࡢ╔┠ࡋࡓᨭࡶᆅᇦᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ᨭయไࡋ࡚ࠊࣞࢫࣃࢺࡢࡓࡵࡢࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸࡀྍ⬟࡞ㆤタ➼ࡢ
☜ಖࠊᐙ᪘ᩍ⫱➼ࡼࡿ≧ࡢᑐฎἲ➼ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪ࠊ་⒪ࡸㆤࡢᑓ㛛ᐙࡼ
ࡿᵝࠎ࡞┦ㄯࡢᑐᛂ㸦ฟᙇ┦ㄯ➼㸧ࠊྠࡌᝎࡳࢆᣢࡘேࡓࡕࡀヰࡋྜ࠼ࡿᶵ࡙ࡃ
ࡾ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ᆅᇦ࡙ࡃࡾ
◊✲࠾࠸࡚ࠊᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤࡸ」ྜᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢࡼ࠺࡞ㆤ
ࢧ࣮ࣅࢫᆅᇦࡢຊࡀࡳྜ࠸ࠊᒃᏯ⏕άࢆྍ⬟ࡋࡓࡢ⤂ࡀ࠶ࡗࡓࠋㄆ▱ࡢே
ࡀࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡣࠊ་⒪ࠊㆤ࠸ࡗࡓྛࠎࡢ㠃
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖ࠸ࡗࡓどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ពぢࡀከࡃฟࡉࢀࡓࠋ
࢜ࣞࣥࢪࣉ࡛ࣛࣥࡣࠕㄆ▱⟇ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊఫẸࡗ࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞ᇶ♏ⓗ
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㈨ᩱ 
⮬య࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡢᯝࡓࡍࡁᙺࡣࡁ࠸ࠋ㧗㱋⪅ࡢᩘࡸᆅᇦࡈࡢ≉ᛶ➼ᛂࡌ
࡚ྛᆅᇦ࡛ࠊㄆ▱ࡢேࡢᨭయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ
⤌ᅜࡸ㒔㐨ᗓ┴ࡽࡢᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠖࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ⮬య➼⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㔜せ
ᛶࡘ࠸࡚㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦఫẸࡀㄆ▱ࢆ⌮ゎࡋࠊᑐᛂࡍࡿຊࢆࡘࡅࡿࡇ
ࡼࡾࠊㄆ▱ࡢேࢆᆅᇦయ࡛ᨭ࠼ࡿయไ࡙ࡃࡾࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋㄆ▱ࡢேࡢᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࡣࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࠊఫẸࡸ⮬యࠊᴗ⪅➼࠾ࡅࡿࠕࡦ࡙
ࡃࡾ࡛ࠖࡶ࠶ࡾࠊ་⒪࣭ㆤ࣭ண㜵࣭ఫࡲ࠸࣭⏕άᨭࡀ୍యⓗᥦ౪ࡉࢀࠊఫẸయ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸ࣎ࣛࣥࢸάື࡞ࠊᐙ᪘࣭ぶ᪘ࠊᆅᇦࡢேࠎ➼ࡢ㛫ࡢࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ
࡞ຓࡅྜ࠸࡛࠶ࡿࠕຓࠖࡢྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࠊࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲࡛ࡣࠊᆅᇦࡣᆒ୍࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ᪉㒔ᕷ㒊࡛ࡁࡃᕪࡀ࠶ࡿ୰ࠊࡲࡓୡᖏᵓ㐀
ࡀኚࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ㝈⏺ࡣᕪࡀࡁࡃࠊࡢࡼ࠺ᆅᇦ࡛ࡢㆤຊ
ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࠊᆅᇦ᱁ᕪࢆฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ
࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕᆅᇦࡣఱࠖ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᮍࡔ༑ศㄆ㆑ࡀ
ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡲࡓࠊㄆ▱ࡢேࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡇࡣ㝈⏺
Ⅼࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ᣦࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᚋࠊᐇົⓗ࡞ၥ㢟Ⅼࢆㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢほⅬࡽࠊᆅᇦࡢࢽ
࣮ࢬྜࢃࡏ࡚ࠊᚲせ࡞㈨※ࢆᢕᥱࡋࠊࡾࡘࡅ་ࠊㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་ࠊ⢭⚄⛉ࡸ⪁
ᖺ⛉➼ࡢᑓ㛛་ࠊ┳ㆤࠊㆤࠊᆅᇦࡢẸ⏕ጤဨࠊ⾜ᨻࠊఫẸ➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡసࡾࡀ࡞
ࡉࢀࠊᆅᇦࡢ㝈⏺Ⅼࢆ㧗ࡵࠊ♫య࡛ㄆ▱ࡢேࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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㻌

㻌

ㄆ▱䛾ே䛾⾜ື䞉ᚰ⌮≧䜔㌟యྜేᑐᛂ䛺䛹ᚠ⎔ᆺ䛾་⒪ㆤ➼䛾ᥦ౪䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㸦➨  ᅇ㸧㆟せ᪨

᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ   㹼 
 ሙ㸸ࣝ࢝ࢹᕷࣨ㇂ 㬅ตࡢ㛫
ฟᖍ⪅㸸ᓥᗙ㛗ࠊᯇ㇂ᗙ㛗ࠊ⛅ᒣᵓᡂဨࠊᐑ๓ᵝ㸦⢖⏣ᵓᡂဨ௦⌮㸧
ࠊෆ⏣ᵓᡂဨࠊෆᵓᡂ
ဨࠊἙ㷂ᵓᡂဨࠊ㬨Ụᵓᡂဨࠊ㰻⸨ᵓᡂဨࠊຓᕝᵓᡂဨࠊㄶゼᵓᡂဨࠊⰼಛᵓᡂဨࠊỈ
⃝ᵓᡂဨࠊ୕᰿ᵓᡂဨࠊᒣᓮᵓᡂဨ㸦༑㡢㡰㸧
㆟㸦ᴫせ㸧
 ᚋࡢ㐍ࡵ᪉  ࡘ࠸࡚
z ཌ⏕ປാ┬ࡼࡾ㈨ᩱ  ཬࡧ ࠊົᒁࡽ㈨ᩱ  ࢆࡑࢀࡒࢀㄝ᫂ࠋᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ
࠸࡚ྛጤဨᢎࠋ
z ᚋ㆟ㄽ࣭ྲྀࡾࡲࡵ࡚࠸ࡃࠕᚠ⎔ᆺࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࡢᥦ౪ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ➼㛵ࡋࠊྛᵓᡂဨ
ࡽពぢ➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢ➼ࡢࡲࡵ@
yᐙ᪘ࡢ⑂ᘢࡀࡈᮏேࡢ≧ࡢᝏࢆᣍࡃᝏᚠ⎔ࡸࠊㄆ▱≧ࡀ㔜ࡃ࡞ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྜే
ࡀ࠶ࡿᨭࡸ⒪ࡀཷࡅࡃࡃ࡞ࡿࠋᚲࡎࡋࡶධ㝔࣭ධᡤ࡛Ⰻࡃ࡞ࡿሙྜࡤࡾ࡛ࡣ
࡞ࡃࡑࡢ๓ᚋࡢሙࡀᚲせࠋㄆᐃ┳ㆤᖌࡼࡿᑐᛂࡢຍ⟬ࡸࠊ࠼ࡤᑠඣ⛉Ჷࡢࡼ࠺࡞ㄆ
▱ࡢேࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝデࡿᑓ㛛Ჷࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢሗඹ᭷ࣀ࣮ࢺࡣ᭷
ຠ⪃࠼ࡿࠋ
y㌟యྜేࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡣࠊㄆ▱࡛࡞࠸ேࡢྠࡌ⒪ࡢఱಸࡶࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆせࡍࡿ
ࡇࡢไᗘⓗ࡞ゎỴࡶᚲせࠋ
y%36' ࡶከᵝ࡞せᅉࡀ࠶ࡿከ㠃ⓗᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊㆤ⫋ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ
ᩍ⫱ࡀᚲせࡔࡀࠊㆤேᮦࡀ㊊ࡍࡿ୰࡛ࡣᩍ⫱ࡶ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊࢃࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࢆㆤഃࡢ
ྲྀࡾࡲࡵᙺࡋ་⒪㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
y☜ᐃデ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ேࠊࡈᐙ᪘ㄆ▱ࡢㄆ㆑ࡀ࡞࠸ேࡶከࡃࠊࡢᵝ࡞ࢣࢆࡍࢀ
ࡤࡼ࠸㸦ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࢃࡽࡎࠊ་⒪ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࡸࡑࡢሗࡢㆤࡢ㐃ᦠࡣ⡆
༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
yᇶᖿ㝔ࡢ་ᖌࡀㄆ▱ࡣ≉Ṧ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢ་⒪ࡢࣃࣛࢲ࣒ኚࡘ࠸࡚࠸
ࡅ࡚࠾ࡽࡎࠊᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎ་ᖌࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔ༞ᚋᩍ⫱ࠊᇶᖿ㝔ࡢㄆ▱ࢆデࡽࢀࡿ
་ᖌࡢ㓄⨨ᇶ‽ࡢタᐃ➼ࠊไᗘⓗ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᙜ㝔ࡣ་⒪⫋ࡸ 06: ➼ከ⫋✀࡛⦅ᡂ
ࡍࡿ㧗㱋⪅⥲ྜデ⒪㒊ࢆタࡅࠊㄆ▱ࡢேࡢࢺ࣮ࢱ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣔࢹࣝసࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
y་⒪ㆤࡢ㐃ᦠࠊ⢭⚄⛉་୍⯡デ⒪་ࡢ㐃ᦠࡣᆅᇦᕪࡀ࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧࡢㄆ㆑ࡀపࡃࠊ
ᅜࡢ⟇ᑐࡍࡿ⌮ゎࡶ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀၥ㢟ࠋ
y࢜ࣞࣥࢪ࢝ࣇ࢙ࡢ⢭⚄⛉་➼ከ⫋✀ࡢཧຍࡣ᭷ຠ࡞ࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧᗈࡵ࡚㈔࠸ࡓ࠸ࠋ
y%36' ࡣ㌟యᝈ⏤᮶ࡢࡶࡢㄆ▱⏤᮶ࡢࡶࡢ࠶ࡿࠊᅾᏯྍࡢࡶࡢྍࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ
ࡇࡽࠊ%36' ࡢ୰࡛ࡶࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࠊࡑࢀ་⒪ࡀ࠺㛵ࢃࡿࡢࠊෆ⛉་ㄆ▱ᑓ㛛
་ࡀ㐃ᦠࡋࡓሙྜࡢ⒪ࡢඃඛᗘࡢࡘࡅ᪉➼ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ᳨ウࡍࡿࡼ࠸ࠋ
y⫋ሙࢆ㉸࠼ࡓᆅᇦ࡛ࡢከ⫋✀㐃ᦠ࡙ࡃࡾࡀ㔜せࡔࡀࠊࡑࢀ௨๓ࠊᆅᇦࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀࡇ࠸ࡿࡢᢕᥱ࣭ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣐ࢽࣗࣝࡸᡭᘬ➼ࢆ࠺㝿ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅ
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ᇦࡈࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆᢕᥱࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡢ᫂♧ࡀᚲせࠋ
yデ⒪ሗ㓘ୖࡢேဨ㓄⨨ᇶ‽ࡢࡓࡵࠊ㝔ࡽእ㒊ேࢆฟࡍࡢࡀᅔ㞴࡞㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
yㄆ▱ࡢேࡀࠊᚲせ࡞ሙᚲせ࡞⾜ࡅࠊ㊊ࡾ࡞࠸㒊ศࡣࡢᑓ㛛⫋࡛⿵࠸ྜ࠺ᚠ⎔ᆺࡢ
⤌ࡳࡀ࠶ࢀࡤᆅᇦ࡛ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿྜࡀቑ࠼࡚ࡃࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣࠊᚠ⎔ᆺࡢ࠶ࡽࡺࡿࣉࣟ
ࢭࢫ୍࡛㈏࣭⥅⥆ࡋ࡚ᨭࡍࡿேᮦࡀ࠾ࡽࡎࠊ≉⊂ᒃࡸึᮇࡢ᪉ࡢᨭࡢࡓࡵࡶᆅᇦ
ࢣ㆟ࢆάⓎᶵ⬟ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
yᛴᛶᮇ㝔࡛ࡣࠊᅾ㝔᪥ᩘࢆ▷⦰ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊ%36' ࡀ⃭ࡋ࠸ࡈࡃ୍ᮇࡢㄆ▱
ࡢே᥋ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᛴᛶᮇ㝔ࡢࢫࢱࢵࣇࡣࠊㄆ▱ࡢேࡶ✜ࡸ㐣
ࡈࡏࡿࡇࡀ࠶ࡿࠊ࠸࠺࣓࣮ࢪࡀᣢࡕ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓᛴᛶᮇ㝔ࡢࢫࢱࢵࣇ
ࡣㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎ㊊ࠊࡑࢀక࠺ㆤࡢಙࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽ
ࢆᩍ⫱࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
yゼၥ┳ㆤࡣ㌟యᶵ⬟ࡀపୗࡋ࡚ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃึᮇẁ㝵ࡢయㄪ⟶⌮ࡸ᭹⸆⟶⌮ࡽά⏝ࡍࡿࡇ
࡛ࠊ㐺ษ࡞་⒪࣭ㆤ㈨※ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࠋ┳ㆤᖌࡢ⫋ሙࡢ㑅ᢥ⫥ࡋ࡚ゼၥ┳ㆤࡢࣉࣞ
ࢮࣥࢫᣑࡶ㔜せࠋ
y㚷ูデ᩿ࡣᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡗ࡚ࠊཷࡅධࢀ㞴࠸㠃ࡶ࠶ࡾࠊࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜ࣥࡢ⤌ࡳࡀ
ᐇࡍࡿࡼ࠸ࠋ
yㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ࡛ࠊࡑࡢ㉁ࢆ♧ࡍᣦᶆࡸࢹ࣮ࢱࢆ㛤♧ࡋࠊ⏝⪅ࡢ㑅ᢥᇶ‽ࡢ୍ࡘ
ࡍࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ
yᚠ⎔ᆺࡢ་⒪࣭ㆤࡢ⤌ࡳࡣࠊㄆ▱㝈ࡽࡎᕼᑡᝈࡸ⢭⚄ᝈ࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾྠᵝࡢ
ྲྀ⤌ࡀᚲせࡔࡀࠊࡇࡢ⤌ࡳࡣᆅᇦ⢭⚄⛉་ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ㌟యྜేࡢᑐᛂタ
ࡀᚲせࠋ⢭⚄⛉㡿ᇦ࡛ࡣඛ⾜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ⛣⾜ࡢྲྀ⤌ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋࡲࡓࠊ
་ᖌࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࠊ་ᖌࡢ㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵࡶゼၥ┳ㆤࡣ㔜せࠋ
yᚠ⎔ᆺࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࡀࠊࣃࢫཝ᱁ἢࡗ࡚㏥㝔ࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᝈࡼࡗ࡚ࡣᰂ㌾ᑐ
ᛂࡋ࡞࠸ࠊ≧ែࡀᝏ࠸ࡲࡲ࡛ࠊᚋ᪉㝔ࡀཷࡅධࢀࡿ≧ἣ࡞ࡿࠋ
y་⒪࣭ㆤࡢᶫΏࡋࡘ࠸࡚ࠊேᮦࡢ◊ಟࢆࡋ࡚ࡶẸ⏕ጤဨ➼ࡣࠊᕷ⏫ᮧ㛵ಀ⪅ࡢ㢖ᅇࡢ␗
ື࡛ᑓ㛛ᛶࡀ✚ࡉࢀࡎࠊࡲࡓᕷ⏫ᮧࡢㄆ▱ᑐ⟇㛵ࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀప࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
ᑓ㛛ᛶࡀ㧗࠸ࡢࡣಖᡤࡔࡀ⤫ᗫྜࡸேဨ๐ῶࡼࡿ㧗㱋ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ⌧≧ࡣᴟࡵ࡚ཝ
ࡋ࠸ࠋ
y◊ಟࢆఱᅇࡶ⾜࠺ࡼࡾ⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌࡓ⫱ᡂࡢ᪉ࡀ᭷ຠ࡞ࡓࡵࠊᡭᙜ➼ࡇ࠺࠸࠺ྲྀ⤌ࢆ
ಁࡍ⤌ࡳࡀ࠶ࡿⰋ࠸ࠋ
yᛴᛶᮇ་⒪࠾ࡅࡿㄆ▱ᑐᛂࡣࠊ㔜ᗘ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࣋ࢵࢻୖࡽືࡅࡎ %36' ࡢᑐᛂ
ࡶẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡾࠊ㏥㝔ᚋࠊளᛴᛶᮇࡢᑐᛂࡢ࠺ࡀᐇࡣᡭ㛫ࡀࡿࡇ㓄៖ࡶᚲせࠋ
yࠕఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛㐣ࡈࡍࠖࡢࡣ⌮ࡔࡀࠊఱࢆఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦࡍࡿࡢ᫂☜ᐃ⩏ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ㏥㝔ᚋࡢ་⒪࣭ㆤࢆࡁࡕࢇᐇ⌧ࡍࡿ㈨※࣭ࢶ࣮ࣝࡸࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢ㈈※ࡀ☜ಖࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤᖐࢀ࡞࠸ࠋ
y⢭⚄≧ࡀฟࡓࡽデࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸୍⯡㝔ࡣከࡃࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ⢭⚄⛉࢚ࣜࢰࣥ
ࡣデ⒪ሗ㓘ࢆᚓࡿ᮲௳ࡀཝࡋࡃࠊ㛵ᚰࢆᣢࡘ⢭⚄⛉་ࡶᑡ࡞࠸ࠋ୍⯡㝔ࡢ୰ࡢ⢭⚄Ჷࡢ
㛢㙐ࡀ㐍ࡳࠊ㝔ෆ࡛࢚ࣜࢰࣥࡸデࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
yㆤேᮦࡀ㊊ࡋ⌧ሙࡀ⑂ᘢࡍࡿ୰ࠊㆤሗ㓘ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀⰋ㉁࡞ㆤேᮦࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ
ࡃࠊไᗘⓗ࡞ゎỴࡀᚲせࠋ
y㔜ᗘࡢㄆ▱ᑐࡋᢠㄆ▱⸆ࢆࡇࡲ࡛࠺➼ࠊࡇࡲ࡛་⒪ࡀධࡍࡁ࠸࠺࢞
ࢻࣛࣥࡶᚲせࠋ
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㻌

㻌

 ᗙ㛗ࡲࡵ
z ఫࡳ័ࢀࡓᅵᆅ࡛᭱ᚋࡲ࡛ࠊ࠸࠺ࡇㄽࡀ࠶ࡿேࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ⌮⌧ᐇࡢࢠࣕࢵ
ࣉࡀࡁ㐣ࡂࡿ࠸࠺ࡇࢆⓙࡉࢇࡽఛࡗࡓࠋᆅᇦࡢ㐃ᦠࠊྛ⫋✀ࡢᙺࢆ࠺ࡘ࡞ࡆ࡚ࠊ
ᆅᇦ≉ᛶ࣐ࢵࢳࡉࡏ࡚࠸ࡃࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ྛᅋయࡸ⫋✀ࡀ࠺ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊ┿
⪃࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿཷࡅṆࡵࡓࠋ
z ⥲ㄽࡣᅜࡽࡣࡗࡁࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠺࠸࠺ලయⓗ࡞ຊࡸ⤌ࡳࢆຍ࠼ࡿࠊ▷ᮇ㛫࡛
ᜍ⦰ࡔࡀసᴗ㒊࡛ࡈ᳨ウ㢪࠸ࡓ࠸ࠋ
ḟᅇࡣసᴗ㒊ࡢࢆཷࡅࡿᙧ࡛  ᭶୰᪪ࡢ㛤ദࡋࡓ
࠸ࠋ
௨ୖ
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ㄆ▱䛾ே䛾⾜ື䞉ᚰ⌮≧䜔㌟యྜేᑐᛂ䛺䛹ᚠ⎔ᆺ䛾་⒪ㆤ➼䛾ᥦ౪䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㸦➨  ᅇ㸧㆟せ᪨

᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㔠   㹼 
 ሙ㸸ࣝ࢝ࢹᕷࣨ㇂ 㬅ตࡢ㛫
ฟᖍ⪅㸸ᓥᗙ㛗ࠊᯇ㇂ᗙ㛗ࠊ⛅ᒣᵓᡂဨࠊ⢖⏣ᵓᡂဨࠊෆ⏣ᵓᡂဨࠊෆᵓᡂဨࠊἙ㷂ᵓᡂ
ဨࠊ⚄㔝ᵓᡂဨࠊ㬨Ụᵓᡂဨࠊ㰻⸨ᵓᡂဨࠊຓᕝᵓᡂဨࠊ㕥ᮌᵓᡂဨࠊㄶゼᵓᡂဨࠊ㧗
ᵓᡂဨࠊṊஂᵓᡂဨࠊⰼಛᵓᡂဨࠊᮏ㛫ᵓᡂဨࠊỈ⃝ᵓᡂဨࠊᒣᓮᵓᡂဨ㸦༑㡢㡰㸧

ୖ㔝ཧ⪃ே
㆟㸦ᴫせ㸧
 ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢࡘ࠸࡚
z ୖ㔝ཧ⪃ேࡼࡾ㈨ᩱ  ᇶ࡙ࡁࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢࡸㄢ㢟➼ࢆㄝ᫂ࠋྛᵓᡂဨࡽ㉁ၥࡸព
ぢ➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢࠊ㉁➼ࡢࡲࡵ@
y⢭⚄⛉་ࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢧ࣮ࣅࢫࡣᅜ࡛ࡢ⛬ᗘ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࠋ
Ѝᶓࡢ㐃ᦠࡀ࡞ࡃᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡑࡢࡶࡢࡀࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
yデ⒪ሗ㓘ࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ
ń㌟యྜేᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ་ᖌࡀᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࡢᇶᮏᩱࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࡓ
ࡵࠊࡑࡢୖࡉࡽ⢭⚄⛉ࡀᇶᮏᩱࢆཷࡅྲྀࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᅾᏯ་⒪ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ་ᖌ࣭
་⒪ࢫࢱࢵࣇࡀㄆ▱ࡢ⢭⚄⛉་⒪ࡶᥦ౪࡛ࡁࡿࡢࡀࢥࢫࢺⓗࡶ᪩㐨⪃࠼ࡿࠋ
y࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢳ࣮࣒ࡣᖺ୰↓ఇ࡛ᑐᛂࡍࡿࡢࠋ
ń 㛫  ᪥ࡢᑐᛂࡣᅔ㞴ࠋࡢࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞♫㈨※ࠊ≉ᚋࡢ㧗㱋♫࡛ࡣ
༢㌟࣭⪁ࠎୡᖏࡀከࡃ࡞ࡿࡇࡽᐙ᪘௨እࡢᆅᇦᨭ➼ᮇᚅࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
yㄆ▱క࠺⃭ࡋ࠸⢭⚄≧࣭ၥ㢟⾜ືࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊಖᖌ➨୍ሗࢆධࢀࡿࡢࡣᐙ᪘ࡸ
㏆㞄ఫẸ࡞ࡢࠋ
ń㈨ᩱ୰࡛⤂ࡋࡓࡢࡣᖹᡂ 㹼 ᖺ㡭ࡢᮾி㒔ࡢ㧗㱋⪅⢭⚄་⒪┦ㄯ⌜ࡢ⤌ࡳ࡛ࠊᆅᇦ
ࡢ᪉ࡽ㐃⤡ࡀධࡿࠋ⌧ᅾࡣࡇࡢࣔࢹࣝ⒪ᶵ⬟ࢆࣉࣛࢫࡋࡓ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
yΰࡋ࡚࠸ࡿሙᑓ㛛ᐙࡀ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࡛ࡁࡕࢇධࡋࠊ⒪ඹ࿘㎶ࡢࢫࢱࢵࣇᨵ
ၿࡢ᪉ྥᛶࢆຓゝࡍࡿᶵ⬟ࡀᆅᇦ࠶ࢀࡤ㠀ᖖ᭷⏝ࠋ≉㣴ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍⒴ࡢᮎᮇ
࡞ࡗࡓேࡣゼၥㆤࡀධࢀࡿ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࢆㄆ▱ࡶᗈࡆ࡚࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
yࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡀ㐍ࡳᐙ᪘ຊ➼ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡀࡶ࠺ᑡࡋ᥀
ࡾ㉳ࡇࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊㆤಖ㝤ไᗘయࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y་⒪ࡔࡅ࡛ㄆ▱ࢆࡳࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊㆤࡢຊࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡾࡘࡅ་ࡀㄆ▱ࢆࡳࡿࡇ
ࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡾᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y⌧ᅾࡢ♫≧ἣ࡛ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࢆ๓ᥦ⪃࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ⪁ேࢡࣛࣈࠊ⮬ࠊ
࣎ࣛࣥࢸࠊ132 ➼࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡳ౫Ꮡࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊㆤಖ㝤タࡢ
ࠊ㆙ഛ࣭㓄㣗࣭Ꮿ㓄࣭ࢱࢡࢩ࣮➼Ẹ㛫ࡢ᭷ᩱ⏕ά㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ༠ຊࡶᚓ࡚࠸࡞࠸
⏕άᨭ࣭ㆤண㜵࣭࢘ࢺ࣮ࣜࢳゝࡗ࡚ࡶᐇ⌧ࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
yึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵ࢃࡾࡣ࡞࠸ࡢࠋࡲࡓࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㝈⏺ࡣࢃࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊㄆ▱ࡶࡋࢀ࡞࠸࠸࠺ேࢆ㝔࣭タ㐃ࢀ࡚⾜
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ࡃࡢࡣ㞴ࡋࡃ࡚ࡶㄆ▱࢝ࣇ࢙࡞ࡽ㐃ࢀ࡚࠸ࡅࡓࡾࠊࢹࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࡣࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗
ࡃ࡚ࡶ࢝ࣇ࢙࡛㐣ࡈࡍࡇ័ࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡤᐙ᪘ࡀ⮬ศࡢ㛫ࢆᣢ࡚ࡓࡾࡍࡿ➼ࠊ᪤࠶ࡿ
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡢά⏝ࡀࡶࡗ㐍ࡴࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
yࣇ࢛࣮࣐ࣝࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࡢ♫㈨※ࢆࡁࡕࢇࡘ࡞ࡄࡢࡀࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᙺࡔ⪃
࠼ࡿࠋ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡣデ⒪ࢆకࢃ࡞࠸┦ㄯࡔࡅ࡛ࡶཷデࡢࢫࢸࢵࣉ࡞ࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ

 ་⒪࣭ㆤࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢࡓࡵࡢࠊㄆ▱ᑓ㛛་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉
z ㈨ᩱ  ࡣෆᐜࡀ㒊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊసᴗ㒊㛗࡛࠶ࡿᯇ㇂ᗙ㛗ࡼࡾ㊃᪨࣭ᴫせࡢࡳ⡆₩
ㄝ᫂ࠋࡑࡢᚋࠊྛ࣮࣌ࢪࡢグ㏙ࡘ࠸࡚㡰ḟࠊྛᵓᡂဨࡼࡾពぢ࣭ᥦ➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢࠊ㉁➼ࡢࡲࡵ@
yㆤഃࡽࡳࢀࡤㄆ▱ࡢேࡣࡎࡗᆅᇦ࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡾࠊ
ࠕᚠ⎔ᆺࠖ࠸࠺⾲⌧ࡀ
⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࠋሙᡤ࣭ែ࣭㣗ࡢ⬟ຊ➼ࠊ⾲⌧ࡢၥ㢟ࡋ࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
y࠙S㹼ࠚ%36' ࡢᑐᛂࢆグ㏙ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ%36' ࡢཎᅉࡸࡑࡢศᯒࡢᚲせᛶࠊ⒪ࡢᚲ
せᛶࡢ᳨ウ࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢆグ㍕ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ%36' ࡢせᅉࡣ⸆ࡢࡳᣲࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊ
ࠕᮏேࡢពἢࢃ࡞࠸ࡇࡢᛂ࡛ࠖ࠶ࡿࡇࢆ᫂♧ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙S  ճࠚ
ࠕ%36' ࡀ㍍ࡢẁ㝵࡛ࡢ▷ᮇⓗ࡞ධ㝔ຍ⒪ࢆ✚ᴟⓗ⪃៖ࠖ࠶ࡿࡀࠊࣜࣟࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢲ࣓࣮ࢪࡸᚲせ࡞ධ㝔ࢆࡉࡏ࡞࠸࠸࠺どⅬ❧ࡕࠊධ㝔ຍ⒪ࡼࡾࡶㆤࡸ⎔ቃㄪ
⠇ࡀࡲࡎ㔜せ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞グ㏙ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ་⒪Ⰽࡀࡸࡸᙉ࠸ࡢ࡛ࠊ%36' ࡀฟࡿ
๓ࡽࡢ᪩ᮇࡢㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝➼ࠊࡶ࠺ᑡࡋㆤຊⅬࢆ⨨࠸ࡓୖ࡛ࡢᑓ㛛་⒪࠸࠺
ࢫࢱࣥࢫࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙S  ճࠚ
ࠕ デ➼ࢆ✚ᴟⓗࠖࡣࠊ⌧ᅾࡢ་ᖌࡢ≧ἣ࡛ࡣ デࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ᗘ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
y࠙S  մࠚ
ࠕࡏࢇዶࡣࣜࢫࢡホ౯ண㜵ⓗᑐᛂࢆࠖ࠶ࡿࡀࠊ%36' ࡶྠᵝグ㏙ࡍࡿࠋ
y࠙S  ձࠚ
ࠕಶูᛶࢆάࡋࡓᑐᛂ᪉ἲࠖ࠶ࡿࡀࠊಶูᛶࢆ㔜どࡍࡿព⩏㸦࡞ࡐࡑࢀࡀ
ᚲせ㸧ࡸලయⓗ࡞ᡭἲࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡀᚲせࠋ
y࠙Sձࠚ
ࠕ㏥㝔ᙜࡓࡾ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕධ㝔ࡀỴࡲࡗࡓⅬࡽ㏥㝔ྥࡅ࡚ࠖ➼ࠊࡼࡾ᪩
ᮇᆅᇦ⛣⾜ࡢᨭࢆ⾜࠺グ㍕ࡀᚲせࠋ
y࠙Sࠚከ⫋✀༠ാ࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱ࡣㆤ⫋ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋࡓグ㍕࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊከ⫋✀ࢆᑐ㇟ࡍࡿಟṇࡀᚲせࠋ
y࠙S  ࠚ
ࠕ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢࡓࡵࡢሗࡢඹ᭷ࢆ᥎㐍ࠖ࠶ࡿࡀࠊ⌧ሙࡽࡢሗᥦ౪㸦ࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡ㸧ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿ⌧ሙᑐࡍࡿ┦ㄯሙᡤࡋ࡚ࡢᑓ㛛་⒪ࡢ⨨
࡙ࡅࢆධࢀ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
y㔜ᗘㄆ▱ࢹࢧ࣮ࣅࢫࡣ⢭⚄⛉㝔࡛ࡋㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⢭⚄⛉㝔ࡗ࡚
࠸࡞࠸ㄆ▱ࡢேࡣ㏻ᖖࡢࢹࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㔜ᗘㄆ▱ࢹࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟
࡞ࡿ๓ẁ㝵㸦%36' ࡣูࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡛㸧ࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேࢆᨭ࠼ࡿయไࡶᚲせ࡞ࡇ
ࡽࠊ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࢹࢧ࣮ࣅࢫࡢయไࢆ᳨ウࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙Sࠚㄆ▱ࡀ࠶ࡾࡩࢀࡓᝈ࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊ
ࠕ㹼࢚ࣥࢪࣥᙺࠖ
ࠕ㹼≌ᘬᙺࠖࡣࠊᑓ㛛་
࠸࠺ࡼࡾࡶࡾࡘࡅ་࡛ࠊࡑࢀࢆᨭࡍࡿࡢࡀࢧ࣏࣮ࢺ་ࡸᑓ㛛་࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙Sࠚ
ࠕㄆ▱㛵ࡍࡿᑓ㛛་ࠊㄆᐃ་➼ࠖ࠶ࡿࡀ㌟యྜేࡀ࡞ࡃㄆ▱ࡔࡅࡢேࡣ
ࢇ࠸࡞࠸ࠋ
ࠕㄆ▱ࡢேࡢ㌟యྜే㛵ࡍࡿࠖࢆ㏣グࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙Sࠚᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂᣑ࠸࠺㝿ࡣࠊࢳ࣮࣒་⒪ࡢ௦࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ་ᖌࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃㆤࡸ┳ㆤࡢᑓ㛛ᐙࡶྵࢇࡔ⾲⌧ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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 ୍⯡㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢᑐᛂࡢ࠶ࡾ᪉
z ㈨ᩱ  ࡣෆᐜࡀ㒊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊసᴗ㒊㛗࡛࠶ࡿᯇ㇂ᗙ㛗ࡼࡾ㊃᪨࣭ᴫせࡢࡳ⡆₩
ㄝ᫂ࠋࡑࡢᚋࠊྛ࣮࣌ࢪࡢグ㏙ࡘ࠸࡚㡰ḟࠊྛᵓᡂဨࡼࡾពぢ࣭ᥦ➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢࠊ㉁➼ࡢࡲࡵ@
y᪥㡭ࡽࡢ㐃ᦠ࣭㛵ಀᵓ⠏ࡣ㔜せࡔࡀࠊࡑࡶࡑࡶㄆ▱ࢆぢ࡚ࡃࢀࡿ་ᖌࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࢧ
ࣥࢆࠊࢧ࣏࣮ࢺ་ࡢᥖ♧ࠊㄆ▱⛉ࡢ⾲♧➼ࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
yึࡵࡽㄆ▱ࡢேࡣࢃࡾࡸࡍ࠸ࡀࠊ㍍ᗘࡢேࡸࢃࡽ࡞࠸ேࡣᡭ⾡ࡸᏛ⒪ἲึࡵ
࡚ㄆ▱ࡢᙉ࠸≧ࡀฟ࡚ࠊᛴᛶᮇ㝔ࡣࡇࡢᑐᛂከࡃࡢ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࢆࢀࡿࡇࠊࡲ
ࡓᅜẸࡢᩍ⫱ࡸࠊࡇࡇࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡼ࠸࠸࠺ࡇࢆ᫂グࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
y࠙SϪࠚ⸆≀ࡢ᭷ᐖ㇟ࡢྍ⬟ᛶࢆ㏣グࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸㸦S ᩥ୰ヲㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸧
ࠋ
y࠙S➨  ࡢ ࠚ
ࠕ㈨ᩱࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣࢃࡾࡃ࠸ࡢ࡛ࠊࡳ○ࡃࠋ
y࠙Sᅖࡳ㒊ศࠚ
ࠕࡏࢇዶࡣ㌟యᝈ㉳ᅉࡍࡿࠖࡢ⾲⌧ࡣࡢせᅉࡣ࡞࠸࠸࠺ㄗゎࢆ⏕ࡳ
ࡡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠕ㌟యᝈࡢࡳ㉳ᅉࡋ࡞࠸ࠖ➼ࡢಟṇࡀᚲせࠋ
y࠙Sᅖࡳ㒊ศࠚ
ࠕࢃࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࠖຍ࠼ࠕࡼࡃ⪺ࡃࠖࡇࢆ㏣グࠋࡲࡓࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴ
ᐃࢆษࡍࡿࡇࡸ⌮ⓗ࡞㓄៖ࡘ࠸࡚ࡶ㏣グࡀᚲせࠋ
y࠙S  ࠚᶵ⬟ホ౯࠾࠸࡚ࡣࠊど⫈ぬᶵ⬟ࡢ≧ែࡢホ౯ࡶ㏣グࡍࡿࠋ
y࠙S  ࠚ㏥㝔ࡢሗᥦ౪ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡㝔㏥㝔ᚋࡢ⒪㣴⎔ቃࡣࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉ
ࡀ࠶ࡾࠊᚲせ࡞ሗࡶ⒪㣴⎔ቃࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓࡵࠕ㏥㝔ᚋࡢ⒪㣴⎔ቃ㐺ࡋࡓሗᥦ౪ࠖ
➼ㄒྃࢆ⿵ࡗࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
y࠙S➨ ࠚ
ࠕ㉸㧗㱋♫ࠖࡣᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⏝ㄒࡢࡓࡵࠕ㉸㧗㱋♫ࠖࡍࡿࠋ
y୍⯡ࡢ㝔ࡸᑓ㛛་⒪㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ࡣࠊㄆ▱ࡘ࠸࡚ࡏࢇዶࢆ୰ᚰࡋࡓ⃭ࡋ࠸ %36' ࡀ
ฟ࡚࠸ࡿ≧ែࡢ༳㇟ࡀᙉࡃࠊᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡤࠊㄆ▱࡛ࡶᴟࡵ࡚✜ࡸࠊ࿘ᅖ
ࡢⰋ࠸㛵ಀᛶࢆࡶࡗ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࠊࡲࡓࡑ࠺࠸࠺≧ែᡠࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡽ࡞
࠸ࡇࡽࠊ
ࠕ⮬ศࡽࡋࡃᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࠖ࠸࠺⾲⌧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕㆤࡍࡿ᪉ࡶࡉࢀࡿ᪉ࡶ
➗㢦࡛ࠖ
ࠕᕼᮃᑛཝࢆᣢࡗ࡚⾜ࡁ࡚࠸ࡅࡿࠖ
ࠕㄆ▱ࡢேࡢヰࢆࡼࡃ⪺࠸࡚ࠖ
ࠕᮏே࣭ᐙ᪘࣭
ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ಀᛶࢆษࡋ࡚ࠖ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊࡶࡗලయⓗ࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࠊ┠ᶆࡍࡿ≧ែࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙Sὀ ࠚᏛࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ⪁ᖺ་Ꮫࠊ⚄⤒Ꮫࠊ⬻እ⛉Ꮫ➼ࡢ㏣グ➼ࠊᗘ᳨ウࡍ
ࡿࠋ

 ᗙ㛗ࡲࡵ
z 㝈ࡽࢀࡓ㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ୍㏻ࡾࡈពぢࢆఛࡗ࡚ࡲࡵࡿ᪉ྥ୍Ṍ㐍ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏ
᪥ఛࡗࡓࡈពぢ࡛ಟṇࢆ⾜࠸ࠊ
సᴗ㒊࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚ḟᅇ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇ◊✲࡛ᗘࡈ
ពぢࢆ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

 ົᒁࡼࡾ
z ▷㛫࡛㔞ࡢᩥ❶ࡘ࠸࡚ࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡁᜍ⦰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮏ᪥ࡈⓎゝ࠸ࡓࡔࡅ࡞ࡗࡓⅬ
ࡣࠊ㈨ᩱ ࣭ ࢆົᒁࡼࡾᨵࡵ࡚ࡈ㏦⏦ࡋୖࡆࡿࡢ࡛ࠊసᴗ㒊࡛ࡢ᳨ウࡢ๓ಶูࡈព
ぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖ
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ㄆ▱䛾ே䛾⾜ື䞉ᚰ⌮≧䜔㌟యྜేᑐᛂ䛺䛹ᚠ⎔ᆺ䛾་⒪ㆤ➼䛾ᥦ౪䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㸦➨  ᅇ㸧㆟せ᪨

᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ   㹼 ༙
 ሙ㸸⯟✵㤋 ࣭ ㆟ᐊ
ฟᖍ⪅㸸ᓥᗙ㛗ࠊᯇ㇂ᗙ㛗ࠊෆᵓᡂဨࠊᑠᕝᵝ㸦⚄㔝ᵓᡂဨ௦⌮㸧
ࠊᑠ⏣ཎᵝ㸦⛅ᒣᵓᡂဨ
௦⌮㸧
ࠊἙ㷂ᵓᡂဨࠊ㬨Ụᵓᡂဨࠊ㰻⸨ᵓᡂဨࠊຓᕝᵓᡂဨࠊ㧗ᵓᡂဨࠊṊஂᵓᡂဨࠊ
ሯᮏᵝ㸦Ỉ⃝ᵓᡂဨ௦⌮㸧
ࠊⰼಛᵓᡂဨࠊᐑ๓ᵝ㸦⢖⏣ᵓᡂဨ௦⌮㸧
ࠊᒣᓮᵓᡂဨ㸦༑
㡢㡰㸧
㆟㸦ᴫせ㸧
 ་⒪࣭ㆤࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡢࡓࡵࡢࠊㄆ▱ᑓ㛛་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉
z ㈨ᩱ  ࡣෆᐜࡀ㒊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊసᴗ㒊㛗࡛࠶ࡿᯇ㇂ᗙ㛗ࡼࡾ๓ᅇࡽࡢኚ᭦ࡸಟṇ
ࡢ㊃᪨࣭ᴫせࡢࡳ⡆₩ㄝ᫂ࠋࡑࡢᚋࠊྛ࣮࣌ࢪࡢグ㏙ࡘ࠸࡚㡰ḟࠊྛᵓᡂဨࡼࡾពぢ࣭ᥦ
➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢࠊ㉁➼ࡢࡲࡵ@
y᪂࢜ࣞࣥࢪࣉ࡛ࣛࣥࡣ %36' ࡢᑐᛂ㔜せࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⢭⚄⛉་⒪ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ
ࡇࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣఱᨾࠋ
Ѝ⢭⚄⛉་⒪࠺࠸࠺ࡼࡾㄆ▱ࡢᑓ㛛་⒪࠸࠺ษࡾཱྀ࡛ࡢᩚ⌮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⢭
⚄⛉་⒪ࡣᑓ㛛་⒪ࡢᢸ࠸ᡭࡢ௦⾲ࡋ࡚ᙜ↛ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᡭᘬࡁ࡛♧ࡍᴫᛕࡣ࠸
ࡎࢀࡶ᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥࡢୗᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ๎ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
y⌧ᐇㄆ▱ࡢேࡀᛴ㏿ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞デ⒪⛉ࡀ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆᏛࡧࡘ
ࡘࡶᑐᛂࡋࠊᚲせ࡞⢭⚄⛉ᑐᛂ㡬ࡃ᪉ἲࢆࡗ࡚࠸ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
yㄆ▱ࡸ %36' ࡣ㔜ᗘࡽ㍍ᗘࡲ࡛ᖜࡀ࠶ࡾࠊ≧ࡢ⛬ᗘᛂࡌ࡚ᑐᛂࡍࡿデ⒪⛉ࡸ་ᖌࡀ
␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣᙜ↛ࠋᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ་ᖌࡀ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞࡛ࣞ࣋ࣝᑐᛂࡍࡿ୰࡛ࠊయ
ࡋ࡚࠺ࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢどⅬࡀᚲせࠋ
y%36' ࡢᑐᛂࡢ⟠ᡤ➼ࠊᑓ㛛་⒪ࡢ♧ࡋ࡚⢭⚄⛉࣭⪁ᖺ⛉ࢆධࢀࡿࠋ
y࠙S➨ ձࠚᩥ❶ࡀ㛗ࡍࡂ࡚ࡸࡸࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
y࠙S  ලయⓗ࡞ࠚ
ࠕఫẸࠊㄆ▱ࡢேࡸ㸦୰␎㸧⾜ᨻᢸᙜ⪅➼ᗈࡃၨⓎࡍࡿࠖ࠶ࡿࡀࠊ
ᩍ࠼ศࡽࡏࡿ୍᪉㏻⾜࡛࡞ࡃࠊⰋ࠸ྲྀ⤌ࢆዡບ࣭ᨭࡍࡿ᪉ྥࡢᙺࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ධࢀ࡚ࡣ࠺ࠋ
y࠙S  ලయⓗ࡞ࠚᆅᇦ࠺ᑓ㛛་⒪ࡀ㛵ࢃࡿࡢࡶษ࡞ࡇࡽࠊࢣ㆟ࡢࡳ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࢥࣥࢧࣝࢆཷࡅࡿ➼ࡶࡗ⾜ືࢆᣲࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 ୍⯡㝔࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢᑐᛂࡢ࠶ࡾ᪉
z ㈨ᩱ  ࡣෆᐜࡀ㒊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊసᴗ㒊㛗࡛࠶ࡿᯇ㇂ᗙ㛗ࡼࡾ๓ᅇࡽࡢኚ᭦ࡸಟṇ
ࡢ㊃᪨࣭ᴫせࡢࡳ⡆₩ㄝ᫂ࠋࡑࡢᚋࠊྛ࣮࣌ࢪࡢグ㏙ࡘ࠸࡚㡰ḟࠊྛᵓᡂဨࡼࡾពぢ࣭ᥦ
➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋ
>࡞ពぢࠊ㉁➼ࡢࡲࡵ@
yࡏࢇዶࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྜే⒪࠾ࡅࡿᐙ᪘ᮏேࡢពྥࡀ୍⮴ࡢሙྜࡢᑐᛂ࣭యไ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏேࡗ࡚ࡢ࣋ࢫࢺࣥࢱࣞࢫࢺࠊከ⫋✀࡛ࡢ᳨ウࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚グ㍕ࡋ࡚

資料-36

ࡣ࠺ࠋ
yᮏேࡢពᚿࢆ࠸ࡋ࡚ᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺どⅬࡘ࠸࡚ࡣ୍ᗘ᳨ウࡍࡿࠋ
y࠙S!ࠚ
ࠕ㌟యᢚไࡣཎ๎⚗ᚷࠖ࠶ࡿࡀࠊ⌧ሙࡢ⒪ᩚྜࡍࡿࡢࠋ
y࠙Sͤ༳ࠚㄆ▱㛵㐃ࡢྛᏛ᪥ᮏ⢭⚄⛉་Ꮫࢆ㏣グࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
ЍᏛྡ⛠ࡢᥖ㍕ᇶ‽ࡣࠊᚲせ࡞ሗࡀ᥈ࡋࡸࡍ࠸ࣜࢯ࣮ࢫ࠺࠸࠺ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼
ົᒁ࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
y࠙S!ࠚ
ࠕ㐺ษ࡞㏥㝔ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ㑊ࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿධ㝔ࡸ⥭ᛴධ㝔ࢆ㜵ࡄࠖ࠶ࡿࡀࠊ
ධ㝔ሗ㐃ᦠຍ⟬ࡸ㏥㝔ࡢ㐃ᦠࡀㆤಖ㝤ไᗘࡢ୰ࡶ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࢆグ㍕ࡋࡓ
࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
y࠙S➨   ղࠚ
ࠕᑓ㛛་⒪ࠖྥࡅᡭᘬࡁ࡛ࡣከ⫋✀㐃ᦠࢳ࣮࣒ࢆࠊ
ࠕ%36' ࢆྵࡴᵝࠎ
࡞ㄆ▱ࡢ≧ᑐᛂ࡛ࡁࡿከ⫋✀ࡽ࡞ࡿᑐᛂࢳ࣮࣒ࠖ㝈ᐃⓗ࡞᭩ࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕ୍⯡་⒪ࠖྥࡅᡭᘬࡁ࡛ࡣໟᣓⓗ࡞グ㏙࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋከ⫋✀㐃ᦠࢳ࣮࣒ࡣᑓ㛛་⒪ᶵ㛵ࠊ
୍⯡་⒪ᶵ㛵ࢆၥࢃࡎ࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕ୍⯡་⒪ࠖྥࡅᡭᘬࡁࡢࡼ࠺࡞ໟᣓⓗ࡞グ㍕ࢆࡍ
ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ѝᩚྜࡉࡏࡿࠋ
y࠙S➨   ղࠚከ⫋✀㐃ᦠࢳ࣮࣒࡛ࡣ⮫ᗋᚰ⌮㒊㛛ࡘ࠸࡚ࡶグ㍕ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
y࠙Sᅖࡳ㒊ศࠚ
ࠕࡏࢇዶࡣ㌟యᝈ➼㉳ᅉࡍࡿព㆑㞀ᐖ࡛࠶ࡾࠖ
ࠊࡣ᭱᪂ࡢデ᩿ᇶ‽ᇶ
࡙ࡁࠕࡏࢇዶࡣ㌟యᝈ➼㉳ᅉࡍࡿὀព࣭ព㆑㞀ᐖ࡛࠶ࡾࠖࡍࡿࠋ
y࠙S➨ ࠚᆅᇦࡢ᪉ࠎࡢཧຍࡶ㔜せ࡞ࡇࡽࠊ
ࠕㄆ▱ࡢேࠊᐙ᪘ࠊ་⒪࣭ㆤᚑ⪅ࡀ
࠸༠ຊࡋྜ࠺ࠖࡣࠕㆤᚑ⪅➼ࠖࡋࠊ㝈ᐃࡋ࡞࠸ᙧࡍࡿࠋ

 ᗙ㛗ࡲࡵ
z ᮏ᪥㡬࠸ࡓࡈពぢࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࢆᑛ㔜ࡋᨵࡵ᳨࡚ウ࣭ಟṇࡍࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗࡣ⚾୍௵㡬ࡁ
ࡓ࠸ࠋ
z ࡇࡢᡭᘬࡣࠊ
ࡇࡢ◊✲ࡢ◊✲ᡂᯝࡋ࡚බ㛤ࡍࡿࠋ
ጤဨࡢⓙᵝࡣࡐࡦ࿘▱ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
௨ୖ
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