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投資口併合及び規約の一部変更に関する臨時投資主総会開催のお知らせ
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年６月15日
付「臨時投資主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022年８月上旬に開催予定
の臨時投資主総会（以下「本臨時投資主総会」といいます。）の招集ため2022年７月４日を基準日とし
て設定することをお知らせいたしました。本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、本臨
時投資主総会を招集し、本臨時投資主総会において、投資口併合及び規約の一部変更を付議すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本投資法人の投資口（以下「本投資法人投資口」といいます。）は、本臨時投資主総会におい
て投資口併合について承認され、投資口併合が実施された場合、株式会社東京証券取引所（以下「東京
証券取引所」といいます。）インフラファンド市場の上場廃止基準に該当することとなり、2022年８月
９日から同年８月19日まで整理銘柄に指定された後、同年８月22日をもって上場廃止となる見込みで
す。上場廃止後は、本投資法人投資口を東京証券取引所インフラファンド市場において取引をするこ
とはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。
記
Ⅰ．本臨時投資主総会の開催日時及び場所
１．開催日時：2022 年８月９日（火曜日） 午前９時 00 分
２．開催場所：東京都港区西新橋１-６-15
NS 虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）11 階 AP 虎ノ門
Ⅱ．本臨時投資主総会の付議議案
第１号議案 投資口併合の件
第２号議案 規約一部変更の件
Ⅲ．投資口併合について
１．投資口併合の目的
本投資法人が 2022 年６月 24 日付で公表いたしました「合同会社アールジェイ７号による日本
再生可能エネルギーインフラ投資法人（証券コード 9283）投資口に対する公開買付けの結果に関
するお知らせ」に記載のとおり、合同会社アールジェイ７号（以下「公開買付者」といいます。）
は、2022 年５月 13 日から 2022 年６月 23 日までを公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付
期間」といいます。）とし、本投資法人の発行済投資口の全てを対象とする公開買付け（以下「本
公開買付け」といいます。）を実施しました。本公開買付けの結果、2022 年６月 30 日（本公開買
付けに係る決済の開始日）をもって、公開買付者は、本投資法人投資口 146,962 口（議決権所有割
合（注１）73.26％）を所有するに至っております。
（注１）「議決権所有割合」は、本日現在の本投資法人の発行済投資口の総口数（200,598 口）に
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係る議決権の数（200,598 個）に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入しております。
）
をいいます。なお、本投資法人は、本日現在、自己投資口を所有しておりません。
本投資法人は、2022 年５月 12 日付で公表いたしました「合同会社アールジェイ７号による日本
再生可能エネルギーインフラ投資法人（証券コード 9283）投資口に対する公開買付けに関する賛
同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」
（本投資法人が同年６月 20 日付で公表いたしました「（変
更）「合同会社アールジェイ７号による日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（証券コード
9283）投資口に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更
について」による訂正を含み、以下「本意見表明プレスリリース」といいます。）の「３．本公開
買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「
（２）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」
の「② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買
付け後の経営方針」の「（イ）本投資法人における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2022
年３月 18 日、公開買付者から、本投資法人の発行済投資口の全てを取得し、本投資法人を非公開
化することを目的とする取引（以下「本取引」といいます。）の方法及びスケジュールに関する提
案書を受領したことを受け、公開買付者らに対して同年３月下旬に非公開化の是非について検討
を開始するとの意向を示しました。その後、本投資法人が、2022 年５月 12 日時点において、公開
買付者の子会社ではなく、本取引は支配株主による公開買付けには該当しないものの、公開買付
者が投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。以
下「投信法」といいます。）に基づき本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けたアールジ
ェイ・インベストメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の親会社であるリニュ
ーアブル・ジャパン株式会社（以下「リニューアブル・ジャパン」といいます。）の子会社であり、
かつ、本投資法人の唯一の執行役員である藤原勝氏は本資産運用会社の代表取締役社長を兼任し
ていることに鑑み、本投資法人役員会による恣意的な判断を防止し、その公正性・透明性を確保す
ることを目的として、2022 年４月６日、本投資法人の資産運用会社である本資産運用会社並びに
公開買付者ら及び本投資法人の運用資産の賃借人であり、リニューアブル・ジャパンの会計上の
連結子会社である日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社（以下「オペレーターSPC」とい
います。
）と利害関係を有しておらず、独立性が担保されている本投資法人の監督役員である藤本
幸弘氏及び加藤光生氏、並びに、手続の公正性や企業価値評価に関する専門的知見を補う外部の
有識者である関口尊成氏（弁護士、日比谷中田法律事務所）及び角野里奈氏（公認会計士、角野里
奈公認会計士事務所）から構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置い
たしました。また、本投資法人は、本取引の評価・検討に際して、本投資法人役員会における意思
決定の公正性及び適正性を担保するために、同日、本投資法人及び本資産運用会社並びに公開買
付者ら及びオペレーターSPC から独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を
選任し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築した上で、本取引に関して本格的な検討を開始
しました。さらに、本投資法人は、同月 20 日、本投資法人及び本資産運用会社並びに公開買付者
ら及びオペレーターSPC から独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーと
して、マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社（以下「マクサス」といいます。
）を選任
しました。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記「４．１口
未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金
銭の額及び当該額の算定の根拠」の「（４）本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を
回避するための措置」の「③ 本投資法人における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」
をご参照ください。
本特別委員会は、本取引に係る公開買付者の提案内容を踏まえ、本投資法人の事業概要、事業環
境、経営課題、事業計画の内容及び前提並びに本取引の本投資法人の事業に対する影響等につい
て、本投資法人の執行役員である藤原勝氏から説明を受け、これらの点に関する検討及び協議を
行いました。また、本特別委員会は、公開買付者から、本投資法人の事業環境、経営課題を含む本
取引の背景・経緯、本取引によって創出が見込まれるシナジーの有無やその内容を含む本取引の
意義・目的、本取引の手続・条件等について説明を受け、これらの点に関する検討及び協議を行い
ました。
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本特別委員会は、2022 年４月 18 日に公開買付者から、本公開買付けにおける本投資法人投資口
の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。
）を 105,000 円とする旨の初回の価格提
案を受領して以降、マクサスから本投資法人投資口の価値算定結果に関する報告、公開買付者と
の交渉方針に関する助言を受けるとともに、西村あさひ法律事務所から本取引における手続の公
正性を確保するための対応等についての法的助言を受け、これらを踏まえて、本取引の是非及び
取引条件の妥当性について慎重に検討を行い、直接、公開買付者との間において、公開買付者のフ
ァイナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を介し
て、本公開買付価格を含む本取引における諸条件について、継続的に協議・交渉を行ってきまし
た。
具体的には、本特別委員会は、2022 年４月 18 日に、本公開買付価格を 105,000 円とする旨の提
案を受けたものの、同月 22 日、プレミアム水準が低く、不十分な価格であるとして、本公開買付
価格の大幅な引上げを要請しました。その後、本特別委員会は、同月 27 日、本公開買付価格を
110,000 円とする旨の提案を受けたものの、同年５月１日、投資法人の特殊性に鑑みると、類似投
資法人比較法による評価額の説明力も高いものと考えられ、当該手法による評価等を踏まえると、
必ずしもまだ十分な価格ではないとして、本公開買付価格の再度の引上げを要請しました。
その結果、長期的に本投資法人の投資口を保有されている本投資法人の投資主の皆様の取得価
格を上回るという観点から、最終提案を行った 2022 年５月９日の直前営業日である同月６日から
遡ること過去４年間の最高値である 112,000 円を上回る価格であり、かつ最近の市場での取引価
格に一定のプレミアムを加えるという観点から、最終提案を行った 2022 年５月９日の直前営業日
である同月６日を基準日とした東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法人投資口
の取引終値 104,300 円、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 103,672 円、同日までの過
去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,743 円、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値 103,516
円のいずれの金額にも 10％を超えるプレミアムを付した金額として、リニューアブル・ジャパン
から、同月９日に、本公開買付価格を 115,000 円とする旨の最終提案を受けました。その後、本特
別委員会は、同月 10 日、下記「４．１口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により
投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠」の「（４）本取引の公正
性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「③ 本投資法人における独立
した特別委員会の設置及び答申書の取得」の「(iii) 判断内容」に記載の点から、115,000 円は本
投資法人の投資主に対して本公開買付けへの応募を推奨するにあたり妥当な金額であると判断し、
本公開買付価格を 115,000 円とすることを応諾する旨の回答を行いました。
そして、本特別委員会は、最終提案を受け、本投資法人がマクサスから提出を受けた本投資法人
投資口の価値算定結果に関する 2022 年５月 11 日付投資口価値算定書等も考慮し、慎重に協議・
検討を重ねた結果、2022 年５月 12 日、本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資
するものであるか否かという観点から、本取引は是認することができるものであり、本投資法人
が本公開買付けに賛同の意見を表明し、投資主に対して本公開買付けへの応募を推奨することは
妥当である旨の答申書（以下「本答申書」といいます。
）を作成し、本投資法人は、同日、本答申
書の提出を受けました（本答申書の概要については、下記「４．１口未満の端数が生じる場合の処
理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根
拠」の「
（４）本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「③
本投資法人における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」の「(iii) 判断内容」をご参
照ください。）
。
以上を踏まえ、本投資法人は、2022 年５月 12 日開催の本投資法人役員会において、マクサスか
ら受けた財務的見地からの助言及び 2022 年５月 11 日付で同社から取得した本投資法人の投資口
価値算定書の内容並びに西村あさひ法律事務所から受けた法的助言を踏まえつつ、本答申書の内
容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が本投資法人の価値ないし投資主の共同の
利益の最大化に資する否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否
かについて、慎重に協議・検討を行いました。
その結果、本投資法人としては、大要、以下のとおり、本公開買付けを含む本取引は本投資法人
の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資するものであると判断し、また、本公開買付価格
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は、マクサスによる投資口価値算定結果のうち、市場投資口価格平均法、ディスカウンテッド・キ
ャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）、配当割引モデル（以下「ＤＤＭ」といいま
す。
）及び修正純資産法による投資口価値算定結果のレンジの上限を上回っており、かつ、類似投
資法人比較法による投資口価値算定結果のレンジの範囲内であり、本公開買付価格に係るプレミ
アムの水準は、本公開買付価格の妥当性を否定するものではなく、むしろ有用な投資回収の機会
であると判断するに至りました。
本投資法人は、リニューアブル・ジャパングループ（注２）との間で、広範かつ密接な関係を構
築し、リニューアブル・ジャパン及び本資産運用会社から各種ノウハウを享受しつつ、天候不順等
による発電量の変動に影響を受けず、安定した収入を得ることが企図された本賃貸スキーム(注
３)に基づき、売電事業者であるオペレーターSPC に対して、本投資法人が保有する再生可能エネ
ルギー発電設備等を賃貸しているところ、本投資法人は、再生可能エネルギーの固定価格買取制
度（以下「FIT 制度」といいます。
）に基づく売電から FIP 制度・Non-FIT 売電への移行や出力抑制
の実施地域の拡大等により、本投資法人及びリニューアブル・ジャパンを取り巻く外部環境の変
化が大きくなってきているものと認識しております。
（注２）
「リニューアブル・ジャパングループ」は、本日現在において、リニューアブル・ジャパ
ン並びに公開買付者を含むその連結子会社 21 社及び関連会社２社により構成される企業
集団をいいます。
（注３）
「本賃貸スキーム」とは、本投資法人がその運用資産を、発電事業者でありリニューアブ
ル・ジャパンの会計上の連結子会社であるオペレーターSPC に賃貸し、オペレーターSPC
から基本賃料と変動賃料を収受する賃貸スキームをいいます。
また、公開買付者は、
（本投資法人の主な取得対象である）太陽光発電所、特に FIT 制度に依拠
する稼働済み太陽光発電所の取得のための競争は激化の一途をたどり、取得価格の相場は上昇を
続けており、また、本投資法人の主な取得対象である出力抑制（注４）に制限がある稼働済み太陽
光発電所は、投資需要が多く、売買価格が高騰する傾向にあると考えているとのことです。本投資
法人は、同様の認識を有しており、再生可能エネルギー発電設備等の購入価格は近年上昇傾向に
あると考えております。こうした傾向の中、配当性向を維持する観点、及び本資産運用会社制定の
運用ガイドラインにより、期末総資産有利子負債比率（LTV）の上限が 60％とされていることから、
このような再生可能エネルギー発電設備等の購入価格の上昇傾向が継続する場合、本投資法人の
投資方針に適合する再生可能エネルギー発電設備等を希望どおりの価格、時期その他の条件で取
得できない可能性が高まっていると認識しております。また、本投資法人の事業の運営及び成長
にとって、リニューアブル・ジャパングループによる支援は重要と認識しているところ、上記外部
環境の変化により、リニューアブル・ジャパングループの事業方針が変更され、又はリニューアブ
ル・ジャパングループの業績若しくは財政状態が悪化した場合、中長期的には、本賃貸スキームの
維持やリニューアブル・ジャパングループからの従前どおりの支援が困難になる可能性があると
考えております。そして、これらのリスクが将来的に顕在化した場合、本投資法人において安定的
な収益性の維持・向上が困難になり、分配金が減少する可能性があると考えております。すなわ
ち、本投資法人は、その投資主の多数を占める個人投資家から安定した投資先として期待いただ
いていることから、配当性向を下げたり、LTV を上げ（レバレッジを高め）投資リスクを高めるこ
とには慎重に対応する必要がありますが、非公開化により、配当性向及び LTV について柔軟な意
思決定が可能となります。
（注４）
「出力抑制」とは、電力会社が、電力の需給のバランスをとるため、太陽光発電設備等の
電力系統への接続を制限することを指します。
公開買付者は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等については、非公開化後
に、本賃貸スキームの廃止により再生可能エネルギー発電設備等の保有と運営を一体化すること
を予定しているとのことです。本投資法人は、かかる保有と運営の一体化により、機動的かつ効率
的な再生可能エネルギー発電設備等の運用を実現することで、本投資法人の保有資産の潜在的な
価値創出・価値の向上につなげることができ、本投資法人の企業価値向上に資することができる
と考えております。加えて、非公開化により、上場維持に要するコストの削減が見込まれるととも
に、上記の配当性向の維持や期末総資産有利子負債比率（LTV）の上限値を遵守する必要がなくな
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るため、より効果的な事業拡大が可能になると考えております。
また、本投資法人は、本取引の代替となる企業価値向上策として、本投資法人の上場を維持した
まま、再生可能エネルギー発電設備等の保有と運営の一体化を実現する方法は、規制上（注５）困
難であるため、現実的には選択し得ないものと判断いたしました。
（注５）現行法上、投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができないこととさ
れており（投信法第 63 条第１項）
、自ら発電事業を行うことはできないものと解されて
おります。また、原則として子会社保有が禁止されており（同法第 194 条第 1 項）
、オペ
レーターを子会社とすることもできません。また、投資法人に係る課税の特例規定を受
けるための要件（導管性要件）を満たすため、上場インフラファンドにおいては再生可能
エネルギー発電設備の運用の方法を賃貸のみとする必要があります（租税特別措置法第
67 条の 15 第 1 項、同法施行令第 39 条の 32 の 3 第 12 項）
。東京証券取引所の上場規程に
おいても、上場審査の要件として、オペレーターの選定基本方針を規約に定めることが
求められ（有価証券上場規程第 1505 条第 1 項第 2 号 j(a)）
、オペレーターの選定基準が
適切に策定されていること等が上場審査の対象とされている（東京証券取引所の内国イ
ンフラファンド（投資証券）上場の手引き）など、発電設備等の保有者である投資法人が
オペレーターに賃貸又は運営を委託することを前提とした枠組みとなっております。
以上のとおり、本投資法人は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の保有と
運営の一体化によりシナジー効果を見込むことができ、また、非公開化によるコスト削減、及びよ
り効果的な事業拡大が可能となることから、本公開買付けを含む本取引は本投資法人の価値ない
し投資主の共同の利益の最大化に資するものと判断いたしました。また、少なくとも中長期的に、
安定的なキャッシュフローの維持・向上が得られなくなる可能性があるところ、こうしたリスク
が顕在化する前に、本投資法人の投資主の皆様に投資回収の機会を与えることには、合理性が認
められると判断いたしました。
また、本投資法人は、下記「４．１口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投
資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠」の「（２）端数処理により
投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠」に記載の理由から、本
公開買付価格である本投資法人投資口１口当たり 115,000 円を含む本取引に係る取引条件は妥当
なものであるとの判断に至りました。
こうした判断のもと、本投資法人は、本公開買付けを含む本取引が本投資法人の価値ないし投
資主の共同の利益の最大化に資するものであると判断し、また、本公開買付価格を含む本取引に
係る取引条件は妥当なものであると判断し、2022 年５月 12 日開催の本投資法人役員会において、
本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本投資法人の投資主の皆様に対し、本公
開買付けへの応募を推奨することを決議しました。なお、当該本投資法人役員会における決議の
方法については、下記「４．１口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に
交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠」の「（４）本取引の公正性を担保
するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤ 本投資法人における利害関係を有
しない役員全員の承認」をご参照ください。
その後、本投資法人役員会及び本特別委員会は、2022 年６月 13 日、カナディアン・ソーラー・
アセットマネジメント株式会社及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社（以下「CS」
と総称します。
）から「御提案書」と題する書簡を受領し、同書簡において、カナディアン・ソー
ラー・インフラ投資法人（以下「CS 投資法人」といいます。
）と本投資法人の合併に向けた提案（以
下「提案（CS）」といいます。
）を受けました。なお、提案（CS）の内容の詳細及び本特別委員会か
らの回答については、CS 投資法人が同月 16 日付で公表した「本投資法人の資産運用会社グループ
による日本再生可能エネルギーインフラ投資法人と本投資法人との合併に向けた提案に関するお
知らせ」と題するプレスリリース（以下「CS プレスリリース」といいます。）及び本投資法人が同
月 17 日付で公表した「カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の資産運用会社グループによ
る 2022 年６月 13 日付「御提案書」に対する本特別委員会の回答に関するお知らせ」をご参照く
ださい。その後、本特別委員会は、同月 20 日、CS から本特別委員会による上記回答に対する返答
を受領し、同日、CS に対して、かかる返答に対する再回答を送付しました。CS からの返答の詳細
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及び本特別委員会からの再回答の詳細については、CS 投資法人が同日付で公表した「特別委員会
の回答に対する本投資法人の資産運用グループの回答のお知らせ」と題するプレスリリース及び
本投資法人が同日付で公表した「カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の資産運用会社グル
ープによる 2022 年６月 20 日付「ご返答」に対する本特別委員会の回答に関するお知らせ」をご
参照ください。
本特別委員会は、上記書簡受領後速やかに、マクサスから受けた財務的見地からの助言及び西
村あさひ法律事務所から受けた法的助言を踏まえつつ、提案（CS）の内容について検討を開始し、
同月 20 日、委員全員の一致で、大要以下の判断に至り、同日、その旨を本投資法人役員会に対し
て報告しました。
–
2022 年６月 20 日時点において、本投資法人投資口１口当たり CS 投資法人投資口 0.86 口以
上という、提案（CS）における合併比率を含む提案（CS）の諸条件は、提案（CS）に記載され
るシナジーの実現には不確実性があることも踏まえ、本公開買付価格を含む本公開買付けの
諸条件を明らかに上回るとは判断できないこと
–
以下の四点が提案（CS）の前提条件とされており、また、その他提案（CS）の実行には不確
実性があり、本公開買付けに比して取引実行の蓋然性が高くないこと
(i)
本公開買付けが不成立となること
(ii)
デュー・ディリジェンスにおいて、本投資法人の保有資産、運営 管理及び賃貸借契
約等に関して、合併に重大な悪影響を与える事象が検出されないこと
(iii)
合併に係る関係当局・証券取引所の承認が得られること
(iv)
CS における社内規程において要するカナディアン・ソーラー・インクの機関決定が
得られること
–
したがって、2022 年６月 20 日時点において、本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益
の最大化に資するものであるか否かという観点から、本取引は是認することができるもので
あり、本投資法人が本公開買付けに賛同の意見を表明し、投資主に対して本公開買付けへの
応募を推奨することは妥当である旨の本答申書の内容を変更する必要はないこと
以上を踏まえ、本投資法人は、2022 年６月 20 日開催の本投資法人役員会において、マクサスか
ら受けた財務的見地からの助言及び西村あさひ法律事務所から受けた法的助言を踏まえつつ、本
特別委員会の意見を最大限尊重しながら、提案（CS）の内容について慎重に協議・検討を行い、同
日時点において、引き続き本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本投資法人の
投資主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議しました。
なお、当該本投資法人役員会における決議の方法については、下記「４．１口未満の端数が生じる
場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の
算定の根拠」の「
（４）本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」
の「⑤ 本投資法人における利害関係を有しない役員全員の承認」をご参照ください。
その後、本公開買付けが成立しましたが、公開買付者は、本投資法人の発行済投資口の全てを取
得できなかったため、公開買付者からの要請を受け、本投資法人は、2022 年７月 21 日開催の本投
資法人役員会において、本投資法人を非公開化し本投資法人の投資主を公開買付者のみとするた
めに、本議案を本臨時投資主総会に付議することを決議いたしました。
なお、本投資口併合により、公開買付者以外の投資主の皆様の所有する本投資法人投資口の数
は１口に満たない端数となる予定です。
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２．投資口併合の内容
（１）併合比率
本投資法人投資口 66,866 口を１口に併合いたします。
（２）減少する発行済投資口の総口数
200,595 口
（３）効力発生前における発行済投資口の総口数
200,598 口
（４）効力発生後における発行済投資口の総口数
3口
（５）効力発生日における発行可能投資口の総口数
10,000,000 口
３．併合の日程
（１）本臨時投資主総会基準日公告日
（２）本臨時投資主総会基準日
（３）役員会決議日
（４）本臨時投資主総会開催日
（５）整理銘柄指定日
（６）本投資法人投資口の最終売買日
（７）本投資法人投資口の上場廃止日
（８）本投資口併合の効力発生日

2022年６月19日（日曜日）
2022年７月４日（月曜日）
2022年７月21日（木曜日）
2022年８月９日（火曜日）（予定）
2022年８月９日（火曜日）（予定）
2022年８月19日（金曜日）（予定）
2022年８月22日（月曜日）（予定）
2022年８月24日（水曜日）（予定）

４．１口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれ
る金銭の額及び当該額の算定の根拠
（１）１口未満の端数が生じる場合の処理の方法
上記「１．投資口併合の目的」のとおり、本投資口併合により、公開買付者以外の投資主の皆
様の所有する本投資法人投資口の数は１口に満たない端数となる予定です。
投資口併合をすることにより投資口の数に１口に満たない端数が生じるときは、本投資法人
の投資主（公開買付者を除きます。
）に対して、投信法第 88 条第１項その他の関係法令の定め
る手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に１口に満たない端数がある場合には、当該端数
は切り捨てられます。以下同じです。）に相当する本投資法人投資口（以下「端数投資口」とい
います。
）を公開買付者に売却することによって得られる金銭を交付いたします。端数投資口の
合計数に相当する本投資法人投資口の売却価格については、本公開買付価格と同一となるよう
設定した上で売却価格を定め、公開買付者に売却する予定です。
なお、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの決済資金等に充当する目
的で、野村キャピタル・インベストメント株式会社（以下「野村キャピタル・インベストメント」
といいます。）から 440 億円を上限として借入れ（以下「本買収ローン」といいます。）を受ける
ことを予定しており、本投資法人は、当該借入に関するコミットメント・レターを確認すること
によって、資金の確保の相当性について確認しております。また、公開買付者によれば、端数投
資口の売却代金の支払いについても、本買収ローンから賄うことを予定しており、端数投資口
の売却代金の支払いに支障を及ぼす可能性のある事象は発生しておらず、また今後発生する可
能性も認識していないとのことです。したがって、本投資法人は、端数投資口の売却代金の支払
いのための資金を確保する方法については相当であると判断しております。
端数投資口の売却は、本投資口併合の効力発生日後速やかに実施することを予定しており、
売却により得られる金銭の投資主に対する交付時期は、2022 年 12 月頃を見込んでおります。本
投資法人執行役員としては、当該交付時期については、事務手続等に鑑み、合理的であると判断
しております。
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（２）端数処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠
上記「（１）１口未満の端数が生じる場合の処理の方法」に記載のとおり、端数処理により、
投資主の皆様に交付することが見込まれる金銭の額は、本公開買付価格と同額である、115,000
円に、投資主の皆様が所有していた本投資法人投資口を乗じた価格と同一の金額となる予定で
す。
そして、本投資法人は、主に以下の点から、本公開買付価格である本投資法人投資口１口当た
り 115,000 円を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであるとの判断に至りました。
（ア） 本公開買付価格は、本特別委員会において、下記「（４）本取引の公正性を担保するため
の措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係
る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に採られた上で検討され、決定された
価格であること。
（イ） 本公開買付価格は、上記措置が採られた上で、公開買付者と本特別委員会との間で独立
当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われたこと、より具体的に
は、マクサスから受けた本投資法人投資口の価値算定結果に関する報告、公開買付者と
の交渉方針に関する助言、西村あさひ法律事務所から受けた本取引における手続の公正
性を確保するための対応等についての法的助言を踏まえ、かつ、公開買付者と本特別委
員会との間で真摯かつ継続的に協議・交渉を行った結果として、公開買付者の当初の提
案（本投資法人投資口１口当たり 105,000 円）より 10,000 円引き上げられた価格であ
ること。
（ウ） 本公開買付価格は、下記「
（４）本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を
回避するための措置」の「② 本投資法人における独立した第三者算定機関からの投資
口価値算定書の取得」に記載のマクサスによる投資口価値算定結果のうち、市場投資口
価格平均法、ＤＣＦ法、ＤＤＭ及び修正純資産法による投資口価値算定結果のレンジの
上限を上回っており、かつ、類似投資法人比較法による投資口価値算定結果のレンジの
範囲内であること。
（エ） 本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である 2022 年５月 11 日の東京証
券取引所インフラファンド市場における本投資法人投資口の終値 103,900 円に対して
10.68％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 103,667 円に対して 10.93％、同
日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,904 円に対して 12.85％、同日までの過
去６ヶ月間の終値の単純平均値 103,380 円に対して 11.24％のプレミアムをそれぞれ加
えた価格となっているところ、下記「（４）本取引の公正性を担保するための措置及び
利益相反を回避するための措置」の「③ 本投資法人における独立した特別委員会の設
置及び答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会において、本公開買付価格にかか
るプレミアムの水準は、上場株式会社における同種取引の水準と比較して高いとはいえ
ないものの、上記「１．投資口併合の目的」のとおり、本投資法人において将来的に安
定的な収益性の維持・向上が困難になり、分配金の減少が生じる可能性があること、及
び本公開買付価格が過去１年間の本投資法人の市場投資口価格の最高値を上回ってい
ることを考慮すると、本公開買付価格の妥当性を否定するものではないと考えられ、む
しろ有用な投資回収の機会と考えられること。
その後、本投資法人は、上記「１．投資口併合の目的」に記載のとおり、提案（CS）の内容に
ついて慎重に協議・検討を行いましたが、引き続き本公開買付けに賛同する旨の意見を表明す
るとともに、本投資法人の投資主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を
維持する旨の意見を表明しております。
また、本投資法人は、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに本投資法人の投
資主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を表明した後、本投資主総会の
招集を決定した、2022 年７月 21 日開催の本投資法人役員会に至るまで、本公開買付価格に関す
る本投資法人の判断の基礎となる諸条件に重大な変更が生じていないこと確認しております。
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以上より、本投資法人は、端数処理により投資主の皆様に交付することが見込まれる金銭の
額については相当であると判断しております。
（３）支配投資主がある場合における当該支配投資主以外の投資主の利益を害さないように留意し
た事項
上記「１．投資口併合の目的」のとおり、公開買付者は、本公開買付けの結果、本投資法人の
発行済投資口の総口数の過半数を所有しています。
本投資口併合は、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として行われるも
のであるところ、公開買付者及び本投資法人は、2022 年５月 12 日時点において、本投資法人が
公開買付者の子会社ではなく、本取引は支配株主による公開買付けには該当しないものの、公
開買付者が投信法に基づき本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた本資産運用会社
の親会社の子会社であり、かつ、本投資法人の唯一の執行役員である藤原勝氏は本資産運用会
社の代表取締役社長を兼任しているため、本投資法人における本取引の検討において構造的な
利益相反状態が生じるおそれがあるため、本投資法人における本取引の検討において構造的な
利益相反状態が生じるおそれがあることに鑑み、下記「
（４）本取引の公正性を担保するための
措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の措置を実施しております。
（４）本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
本投資口併合は、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として行われるもの
であるところ、本意見表明プレスリリースの「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理
由」の「（６）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、
公開買付者及び本投資法人は、2022 年５月 12 日時点において、本投資法人が公開買付者の子会社
ではなく、本取引は支配株主による公開買付けには該当しないものの、公開買付者が投信法に基
づき本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた本資産運用会社の親会社の子会社であり、
かつ、本投資法人の唯一の執行役員である藤原勝氏は本資産運用会社の代表取締役社長を兼任し
ているため、本投資法人における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じるおそれが
あるため、本投資法人における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じるおそれがあ
ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措
置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。
①

公開買付者における独立した第三者算定機関からの投資口価値算定書の取得
公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあ
たり、公開買付者ら及び本投資法人から独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・
アドバイザーである野村證券に対して、本投資法人の投資口価値の算定を依頼したとのこと
です。なお、野村證券は、公開買付者及び本投資法人の関連当事者には該当せず、本公開買
付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。
野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、本投資法人投資口が東京証
券取引所インフラファンド市場に上場していることから市場投資口価格平均法を、本投資法
人と比較可能な上場インフラファンドが存在し、類似投資法人比較による本投資法人の投資
口価値の類推が可能であることから類似投資法人比較法を、将来の事業活動の状況を算定に
反映するためにＤＣＦ法を、また、時価・換価可能性等による純資産への影響額を算定に反
映するため修正時価純資産法による算定を行い、公開買付者は、本日、野村證券から投資口
価値算定書（以下「公開買付者算定書」といいます。）を取得したとのことです。また、公開
買付者は野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）
を取得していないとのことです。
野村證券による本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の算定結果は以下のとおりとの
ことです。
市場投資口価格平均法 ： 101,904 円から 104,160 円
類似投資法人比較法
： 93,960 円から 122,487 円
ＤＣＦ法
： 109,099 円から 119,091 円
修正時価純資産法
： 71,951 円から 94,439 円
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市場投資口価格平均法では、2022 年５月 11 日を基準日として、東京証券取引所インフラフ
ァンド市場における本投資法人投資口の取引終値 103,900 円、同日までの過去５営業日の終
値の単純平均値 104,160 円、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 103,667 円、同日
までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,904 円及び同日までの過去６ヶ月間の終値の単
純平均値 103,380 円を基に、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 101,904 円
から 104,160 円までと算定しているとのことです。
類似投資法人比較法では、本投資法人と比較的類似する事業を営む上場インフラファンド
の市場投資口価格や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、本投資法人投資口の投資口
価値を算定し、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 93,960 円から 122,487 円
までと分析しているとのことです。
ＤＣＦ法では、本投資法人の 2022 年７月期から 2051 年１月期まで 58 期分の事業計画にお
ける収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、2022 年７月期以降に
本投資法人が将来創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在
価値に割り引いて本投資法人の企業価値や投資口価値を算定し、本投資法人投資口の１口当
たり投資口価値の範囲を 109,099 円から 119,091 円と算定しているとのことです。なお、野
村證券がＤＣＦ法に用いた本投資法人の 2022 年７月期から 2051 年１月期までの事業計画に
おいては大幅な増減益を見込んでいる期間が含まれているとのことです。具体的には、FIT 制
度における再生可能エネルギー発電設備の調達期間が順次終了することに伴い、2035 年７月
期、2036 年７月期、2037 年７月期及び 2038 年７月期の各期間において、本投資法人が収受
する基本賃料が低減することにより営業利益の大幅な減少を見込んでいるとのことです。ま
た、本投資法人の保有する資産の一部において減価償却が終了することに伴い、2041 年７月
期、2043 年１月期及び 2043 年７月期の各期間においてに減価償却費の減少により営業利益の
大幅な増加を見込んでいるとのことです。加えて、オペレーターSPC との間の賃貸借契約が順
次終了することに伴い、2049 年１月期、2049 年７月期及び 2050 年１月期の各期間において、
本投資法人が収受する基本賃料が減少することにより営業利益の大幅な減少を見込んでいる
とのことです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点
において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、反映していないとの
ことです。
修正時価純資産法では、2022 年１月 31 日現在の本投資法人の貸借対照表における簿価純資
産額に、本投資法人が保有する資産及びデリバティブ契約の含み損益を反映させた修正時価
純資産の金額を算出し、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 71,951 円から
94,439 円までと分析しているとのことです。
公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者算定書における本投資法人の投資口価値
の算定結果に加え、公開買付者において実施した本投資法人に対するデュー・ディリジェン
ス(2022 年４月上旬から下旬)の結果、本投資法人投資口の東京証券取引所インフラファンド
市場における直近の市場投資口価格の推移及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総
合的に勘案し、本投資法人との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に、本日、本公開買付価
格を 115,000 円とすることを決定したとのことです。
なお、本公開買付価格 115,000 円は、本公開買付けの公表日の前営業日である 2022 年５月
11 日の東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法人投資口の終値 103,900 円に
対して 10.68％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 103,667 円に対して 10.93％、
同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,904 円に対して 12.85％、同日までの過去６
ヶ月間の終値の単純平均値 103,380 円に対して 11.24％のプレミアムをそれぞれ加えた価格
とのことです。
また、本公開買付価格 115,000 円は、公開買付者の親会社であるリニューアブル・ジャパ
ンが 2021 年２月１日に本投資法人が公募により発行した投資口
（新発行投資口数 40,572 口）
のうち 1,000 口を取得した金額である１口当たり 101,497 円と比較して、13,503 円高い価格
であり、13.30％のプレミアムを加えた価格とのことです。なお、公募により発行した投資口
の発行価格である１口当たり 101,497 円は、当時の市場動向等を踏まえて本投資法人により
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決定された価格（発行価格が決定され、公表された 2021 年１月 25 日の前営業日である 2021
年１月 22 日の東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法人投資口の終値
107,700 円に対して 5.76％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 108,535 円に対し
て 6.48％のディスカウントをそれぞれ行った価格）であり、リニューアブル・ジャパンは当
該価格を妥当なものであると考え、取得を行いました。その一方で、本公開買付価格は、本
投資法人との協議を踏まえ公開買付者らによって決定した価格（本公開買付けの公表日の前
営業日である 2022 年５月 11 日の東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法人
投資口の終値 103,900 円に対して 10.68％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値
103,667 円に対して 10.93％のプレミアムをそれぞれ加えた価格）であり、異なった価格とな
っているとのことです。
②

本投資法人における独立した第三者算定機関からの投資口価値算定書の取得
(i) 算定機関の名称並びに本投資法人及び公開買付者との関係
本投資法人は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示
された本公開買付価格に関する本投資法人の意思決定の過程における公正性を担保する
ために、本投資法人及び本資産運用会社並びに公開買付者ら及びオペレーターSPC から
独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーであるマクサスに対
して、本投資法人の投資口価値の算定を依頼し、2022 年５月 11 日付で投資口価値算定
書を取得いたしました。また、マクサスは、本投資法人及び本資産運用会社並びに公開
買付者ら及びオペレーターSPC の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引
に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。なお、本投資法人は、本「
（４）
本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の各
公正性担保措置が講じられており、本取引に係る公正性が十分に担保されていると判断
したことから、マクサスから本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピ
ニオン）は取得しておりません。なお、マクサスに対する報酬には、本取引の成立等を
条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。
(ii) 算定の概要
マクサスは、複数の投資口価値算定手法の中から本投資法人投資口の価値算定にあた
り採用すべき算定手法を検討の上、本投資法人投資口の価値について多面的に評価する
ことが適切であるとの考えに基づき、本投資法人投資口が東京証券取引所のインフラフ
ァンド市場に上場しており、市場投資口価格が存在することから市場投資口価格平均法
を、本投資法人と比較可能な上場インフラファンドが複数存在し、類似投資法人比較に
よる本投資法人の投資口価値の類推が可能であることから類似投資法人比較法を、中長
期的な事業活動に基づく本投資法人の価値を評価分析に反映させるためにＤＣＦ法を、
本投資法人の投資主が将来収受すると見込まれる分配金を算定に反映させる目的からＤ
ＤＭを、本投資法人の保有資産の時価を反映した静的な投資主価値の評価分析手法とし
て修正純資産法を、それぞれ採用して本投資法人の投資口価値の算定を行ったとのこと
です。
上記各手法に基づいて算定された本投資法人投資口の１口当たりの投資口価値の範囲
は以下のとおりです。
市場投資口価格平均法 ： 101,904 円から 103,900 円
類似投資法人比較法
： 84,948 円から 131,327 円
ＤＣＦ法
： 86,741 円から 91,907 円
ＤＤＭ
： 87,977 円から 92,151 円
修正純資産法
： 84,948 円
市場投資口価格平均法では、2022 年５月 11 日を基準日として、東京証券取引所イン
フラファンド市場における本投資法人投資口の取引終値 103,900 円、同日までの過去１
ヶ月間の終値の単純平均値 103,667 円、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値
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101,904 円及び同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値 103,380 円をもとに、本投
資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 101,904 円から 103,900 円までと算定し
ております。
類似投資法人比較法では、本投資法人と比較的類似する事業を営む上場インフラファ
ンドの市場投資口価格や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、本投資法人投資口
の投資口価値を算定し、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 84,948 円
から 131,327 円までと分析しております。
ＤＣＦ法及びＤＤＭでは、本投資法人の 2022 年７月期から 2038 年７月期までの事業
計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提としているとの
ことです。ＤＣＦ法については、2022 年７月期以降に本投資法人が将来創出すると見込
まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことにより
本投資法人の投資口価値を算定し、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を
86,741 円から 91,907 円と算定しております。また、ＤＤＭでは、2022 年７月期以降の
計算期間に係る分配金の見込額を一定の割引率で現在価値に割り引いて本投資法人の投
資口価値を算定し、本投資法人投資口の１口当たり投資口価値の範囲を 87,977 円から
92,151 円と算定しております。なお、マクサスがＤＣＦ法及びＤＤＭによる算定の前提
とした本投資法人の財務予測において、前計算期間から営業利益の大幅な減少を見込ん
でいる計算期間が含まれております。具体的には、FIT 制度における再生可能エネルギ
ー発電設備の調達期間が順次終了することに伴い、2035 年７月期、2036 年７月期、2037
年７月期、及び 2038 年７月期の各計算期間において、本投資法人が収受する基本賃料が
低減することにより営業利益の大幅な減少が見込まれております。また、本取引の実行
により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において収益に与える影響を
具体的に見積もることが困難であるため、反映しておりません。
修正純資産法では、2022 年１月 31 日現在の本投資法人の貸借対照表における簿価純
資産額に、本投資法人が保有する資産の含み損益及び 2022 年１月期末を基準日とする
分配金の支払額等を反映した修正純資産の金額を算出し、本投資法人投資口の１口当た
り投資口価値を 84,948 円と分析しております。
③

本投資法人における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
(i) 設置等の経緯
本投資法人は、2022 年５月 12 日時点において、公開買付者の子会社ではなく、本取
引は支配株主による公開買付けには該当しないものの、公開買付者が投信法に基づき本
投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた本資産運用会社の親会社の子会社であ
り、かつ、本投資法人の唯一の執行役員である藤原勝氏は本資産運用会社の代表取締役
社長を兼任していることを踏まえ、本投資法人の役員会による恣意的な判断を防止し、
その公正性・透明性を確保することを目的として、2022 年４月６日、本資産運用会社並
びに公開買付者、リニューアブル・ジャパン及びオペレーターSPC との間で利害関係を
有しておらず、独立性が担保されている本投資法人の監督役員である藤本幸弘氏及び加
藤光生氏、並びに外部の有識者である関口尊成氏（弁護士、日比谷中田法律事務所）及
び角野里奈氏（公認会計士、角野里奈公認会計士事務所）の４名によって構成される本
特別委員会を設置いたしました。なお、本投資法人は、本特別委員会の委員として設置
当初からこの４名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。
また、本特別委員会の委員の報酬は、答申内容にかかわらず支給される時間制の報酬の
みとしており、本取引の成立等を条件とする成功報酬は採用しておりません。
そして、本投資法人は、本特別委員会に対して、以下の諮問を行っております。
A) 本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資するものであるか否か
という観点を踏まえた上で、本取引の是非について、調査・検討及び評価し、勧告
又は意見すること
B) 本投資法人の役員会が判断すべき事項のうち、本投資法人が本特別委員会に随時諮
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問する事項及び本特別委員会が本投資法人の役員会に勧告又は意見すべきと考え
る事項について、調査・検討及び評価し、勧告又は意見すること
また、本投資法人は、本特別委員会に対しては、以下の権限を付与しております。
A) 本公開買付けの取引条件等の交渉を行う権限（本投資法人の役職員やアドバイザー
を通じた間接的な交渉を含み、本投資法人はこれに協力する。
）
B) 適切な判断を確保するために、財務アドバイザー・第三者評価機関や法務アドバイ
ザー（以下「アドバイザー等」という。
）を選任し、又は、本投資法人のアドバイザ
ー等を指名もしくは承認（事後承認を含む。
）する権限（なお、本特別委員会は、本
投資法人のアドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がないなど、
特別委員会として本投資法人のアドバイザー等を信頼して専門的助言を求めるこ
とができると判断した場合には、本投資法人のアドバイザー等に対して専門的助言
を求めることができるものとする。
）
C) 適切な判断を確保するために、本投資法人の役職員その他特別委員会が必要と認め
る者に本特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求め、また、本
投資法人の役職員から本取引に関する検討及び判断に合理的に必要な情報を受領
する権限
(ii) 検討の経緯
本特別委員会は、2022 年４月６日から 2022 年５月 12 日までに合計 16 回開催された
ほか、各会日間においても、電子メール等の方法により、報告、協議及び検討を行う等
して、本諮問事項に関して、慎重に検討を行いました。
具体的には、2022 年４月６日開催の第１回特別委員会において、西村あさひ法律事務所
の独立性及び専門性に問題がないことを確認し、本特別委員会のリーガル・アドバイザ
ーともすることを全委員異議無く承認しました。また、2022 年４月 20 日開催の第５回
特別委員会において、マクサスの独立性及び専門性に問題がないことを確認し、本特別
委員会の第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーともすることを全委
員異議無く承認しました。
その後、本特別委員会は、本投資法人の執行役員である藤原勝氏から、本投資法人の事
業概要、事業環境、経営課題、事業計画の内容及び前提並びに本取引の本投資法人の事
業に対する影響等についての説明を受け、これらの点に関する検討及び協議を行いまし
た。また、本特別委員会は、公開買付者から、本投資法人の事業環境、経営課題を含む
本取引の背景・経緯、本取引によって創出が見込まれるシナジーの有無やその内容を含
む本取引の意義・目的、本取引の手続・条件等について説明を受け、これらの点に関す
る検討及び協議を行いました。
また、上記「１．投資口併合の目的」に記載のとおり、本特別委員会は、2022 年４月
18 日に公開買付者から本公開買付価格を 105,000 円とする旨の初回の価格提案を受領し
て以降、マクサスから本投資法人投資口の価値算定結果に関する報告、公開買付者との
交渉方針に関する助言を受けるとともに、西村あさひ法律事務所から本取引における手
続の公正性を確保するための対応等についての法的助言を受け、これらを踏まえて、本
取引の是非及び取引条件の妥当性について慎重に検討を行い、直接、公開買付者との間
において、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券を介して、本
公開買付価格を含む本取引における諸条件について、継続的に協議・交渉を行いました。
具体的には、本特別委員会は、2022 年４月 18 日に、本公開買付価格を 105,000 円とす
る旨の提案を受けたものの、同月 22 日、プレミアム水準が低く、不十分な価格であると
して、本公開買付価格の大幅な引上げを要請しました。その後、本特別委員会は、同月
27 日に、本公開買付価格を 110,000 円とする旨の提案を受けたものの、同年５月１日、
投資法人の特殊性に鑑みると、類似投資法人比較法による評価額の説明力も高いものと
考えられ、当該手法に評価等を踏まえると、必ずしもまだ十分な価格ではないとして、
本公開買付価格の再度の引上げを要請しました。その結果、長期的に本投資法人の投資
口を保有されている本投資法人の投資主の皆様の取得価格を上回るという観点から、最
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終提案を行った 2022 年５月９日の直前営業日である同月６日から遡ること過去４年間
の最高値である 112,000 円を上回る価格であり、かつ最近の市場での取引価格に一定の
プレミアムを加えるという観点から、最終提案を行った 2022 年５月９日の直前営業日
である同月６日を基準日とした東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法
人投資口の取引終値 104,300 円、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 103,672
円、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,743 円、同日までの過去６ヶ月間
の終値の単純平均値 103,516 円のいずれの金額にも 10％を超えるプレミアムを付した金
額として、リニューアブル・ジャパンから、同月９日に、本公開買付価格を 115,000 円
とする旨の最終提案を受けました。その後、本特別委員会は、同月９日、本公開買付価
格を 115,000 円とする旨の最終提案を受け、同月 10 日、下記「（iii) 判断内容」に記載
の点から、115,000 円は本投資法人の投資主に対して本公開買付けへの応募を推奨する
にあたり妥当な金額であると判断し、本公開買付価格を 115,000 円とすることを応諾す
る旨の回答を行いました。
(iii)
判断内容
本特別委員会は、上記のとおり本諮問事項について慎重に協議・検討を重ねた結果、
2022 年５月 12 日、本投資法人役員会に対し、委員全員の一致で、大要以下を内容とす
る本答申書を提出いたしました。
（ア） 本取引の目的の合理性（本取引後の運用方針・運用体制を含む。
）
(a) 本投資法人の事業内容・経営方針、事業環境及び経営課題、本取引の検討に至る経
緯
本特別委員会は、本取引の目的及び本取引により向上することが見込まれる本投
資法人の企業価値の具体的内容等について、本投資法人及び公開買付者らから、概
要、以下の説明（なお、本特別委員会が本投資法人及び公開買付者らに対して質疑
を行い、その回答として説明された内容を含む。
）を受けた。
公開買付者は、本投資法人のポートフォリオ構築方針に沿う再生可能エネルギー
発電設備に対する投資需要の増加に伴う、再生可能エネルギー発電設備の売買価格
の高騰傾向を受け、本投資法人が配当性向維持等の観点から当該発電設備の取得を
検討できない事態が続いており、今後も同様の事態が継続することが懸念されると
認識している。
本投資法人としても、そのポートフォリオの 90％以上を太陽光発電設備等で構築
することを投資方針とし、本投資法人のメインスポンサーである公開買付者ら及び
その共同スポンサーである東急不動産株式会社と協働して、資産規模の拡大を通じ、
中長期的に安定した成長を実現することを目指している中、FIT 制度導入以降、再
生可能エネルギー発電設備の設置が進むとともに、再生可能エネルギー発電設備を
組み込んだファンドの組成が進んだことなどにより再生可能エネルギー発電設備等
の購入需要が増大し、再生可能エネルギー発電設備等の購入価格は近年上昇傾向が
続いており、当該傾向が継続すると、本投資法人の投資方針に適合する再生可能エ
ネルギー発電設備等を希望どおりの価格、時期その他の条件で取得できない可能性
が高まっていると考えている。本投資法人においては、現在まで、再生可能エネル
ギー発電設備等の新規取得を継続してきているものの、実際に、近年、価格条件等
が折り合わず再生可能エネルギー発電設備等の取得を検討できないケースが出現し
てきており、こうしたケースが増加、継続した場合、中長期的に安定的した成長を
実現するために必要な資産規模の拡大を実現できず、本投資法人が利回りの向上や
収益の安定化等のために最適なポートフォリオを維持できず、本投資法人の収益性
に悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
また、公開買付者は、リニューアブル・ジャパングループにおいて、①FIT 制度に
基づく売電から FIP 制度・Non-FIT 売電への移行に対応するため、自己の経営基盤、
即ち信用力の安定化、卸電力市場取引に耐え得るシステムや人員体制の構築などよ
り広範な事業運営能力が必要になること、及び、②出力抑制の実施地域の拡大によ
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る売電における逸失利益の増加や、総予想発電量（P50）
（注６）に基づく業界標準
より高い水準の賃料保証（固定賃料）という本投資法人に有利な賃貸条件の設定等
による「逆ザヤ」が継続する可能性があると認識している。
（注６）
「総予想発電量（P50）
」とは、本投資法人による再生可能エネルギー発電設
備等の取得に際して、第三者より取得された発電量シミュレーション及び
再生可能エネルギー発電設備等の技術評価において、50％の確率で達成が
可能であると見込まれた発電量をいいます。
本投資法人としても、本投資法人の事業の運営及び成長にとって、メインスポン
サーであるリニューアブル・ジャパングループによる支援は重要性があると認識し
ているところ、(i)リニューアブル・ジャパングループの事業方針が変更を迫られ、
これに伴いリニューアブル・ジャパングループにおける本投資法人の位置づけが変
化した場合や、(ii)リニューアブル・ジャパングループの業績もしくは財政状態が
悪化した場合には、中長期的に、本賃貸スキームの維持やリニューアブル・ジャパ
ングループからの従前通りの支援が困難になる可能性があり、これらのリスクが将
来的に顕在化した場合、本投資法人において安定的な収益性の維持・向上が困難に
なり、分配金の減少が生じる可能性があると考えている。
(b) 本取引の目的、本取引によるシナジー及び本取引後の企業価値向上施策等
公開買付者らは、本取引により、再生可能エネルギー発電設備等の保有と運営を
一体化することを目的としており、これにより、①「逆ザヤ」を解消するとともに、
②機動的かつ効率的な再生可能エネルギー発電設備等の運用が実現され、再生可能
エネルギー業界における政策や制度の導入・変更状況や技術イノベーションに対応
する新たな施策を機動的に決定・実行することができることとなり、発電事業収益
拡大に資する技術イノベーションの迅速な適用など、本投資法人の保有資産の潜在
的な価値創出・価値の向上につながるほか、③ストラクチャーが簡素化し重複した
間接部門が削減される等のシナジーが見込まれると認識している。
本投資法人としても、本取引を通じて、本投資法人の保有する再生可能エネルギ
ー発電設備等の保有と発電の主体を一体化することにより、再生可能エネルギー業
界における政策や制度の導入・変更状況や技術イノベーションに対応する新たな施
策を機動的に決定・実行することができる機動的かつ効率的な再生可能エネルギー
発電設備等の運用を実現することで、本投資法人の保有資産の潜在的な価値創出・
価値の向上につなげることができ、本投資法人の企業価値向上に資することができ
ると認識している。加えて、非公開化により、上場維持に要するコストの削減が見
込まれるとともに、配当性向の維持や本資産運用会社制定の運用ガイドラインにお
いて定められた期末総資産有利子負債比率（LTV）の上限値 60％を遵守する必要が
なくなるため、より効果的な事業拡大が可能になると認識している。
(c) 代替的な企業価値向上施策等の可能性の検討
公開買付者以外の第三者が、本投資法人を取得し、又はリニューアブル・ジャパ
ングループに代わり、総予想発電量（P50）に基づく業界標準より高い水準の賃料保
証（固定賃料）を維持しつつ運営支援体制を提供する場合、代替的な企業価値向上
施策になり得る。もっとも、公開買付者らからは、オペレーターSPC 以上に本投資
法人に有利な条件で本賃貸スキームを維持できるオペレーターは想定しにくいとの
説明を受けており、公開買付者らの説明は、公開買付者らにおいて「逆ザヤ」が生
じている状況等からは、必ずしも不合理とはいえない。また、上記「１．投資口併
合の目的」に記載のとおり、本投資法人の上場を維持したまま、再生可能エネルギ
ー発電設備等の保有と運営を実現することは、規制上、困難である。
加えて本件では、下記「(イ)本取引に係る手続の公正性」の「(c)他の買付者から
の買付機会を確保するための措置」に記載のとおり、合理的なマーケット・チェッ
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クがなされることが想定されている。
(d) 本特別委員会における検討
本投資法人及び公開買付者らから説明を受けた、上記の内容に特段の不合理な点
は認められず、本取引は、本投資法人の企業価値向上に資すると認められ、また、
少なくとも中長期的に、安定的なキャッシュフローの維持・向上が得られなくなる
可能性があるところ、こうしたリスクが顕在化する前に、投資主に投資回収の機会
を与えることには、合理性が認められる。したがって、本特別委員会は、本取引の
目的は合理性を有すると判断するに至った。
（イ） 本取引に係る手続の公正性
（a） 独立した特別委員会の設置
上記「（i）設置等の経緯」に記載のとおり、本投資法人は、2022 年３月 18 日、公
開買付者から本取引の方法及びスケジュールに関する提案書を受領した後、本投資
法人役員会による恣意的な判断を防止し、その公正性・透明性を確保することを目
的として、2022 年４月６日開催の役員会の決議に基づき、本特別委員会を設置して
いる（本特別委員会の諮問事項及び権限の詳細は、上記「（i）設置等の経緯」をご
参照ください。
）。
（b） 外部専門家からの独立した専門的助言等の取得
本投資法人は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から
提示された本公開買付価格に関する本投資法人の意思決定の過程における公正性を
担保するために、本投資法人及び公開買付者から独立した第三者算定機関としての
ファイナンシャル・アドバイザーであるマクサスに対して、本投資法人の投資口価
値の算定を依頼し、2022 年５月 11 日付で投資口価値算定書を取得している。また、
本特別委員会は、マクサスから、交渉過程において投資口価値の試算及びその過程
の説明を逐次受け、当該試算過程における説明や投資口価値算定書から得られる情
報を重要な参考情報として位置付けて、本公開買付価格の交渉方針を検討するとと
もに、本公開買付価格の妥当性を検証した。
また、本投資法人は、本投資法人役員会の意思決定の公正性及び適正性を担保す
るために、本投資法人及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして
西村あさひ法律事務所を選任し、本特別委員会は、西村あさひ法律事務所から、本
公開買付けを含む本取引に関する本投資法人役員会の意思決定の方法及び過程その
他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けている。
（c） 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、公開買付期間として、法令に定められた最短期間が 20 営業日であ
るところ、30 営業日に設定している。また、本投資法人は、公開買付者との間で、
本投資法人が公開買付者以外の者（以下「対抗的買収提案者」という。
）と接触する
ことを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が本投資
法人との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておらず、対抗的な
買付け等の機会を妨げないこととしている。このように本取引においては、公表後
に対抗的買収提案者が対抗提案を行うことが可能な環境を構築した上で M&A を実施
することによる、いわゆる間接的なマーケット・チェックが実施されている。なお、
本取引においては、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討する、いわゆ
る積極的なマーケット・チェックは実施されていないものの、経済産業省の策定し
た 2019 年６月 28 日付「公正な M&A の在り方に関する指針－企業価値の向上と株主
利益の確保に向けて－」の「第３章 実務上の具体的対応（公正性担保措置）
」の「3.4
他の買収者による買収提案の機会の確保（マーケット・チェック）」において、積極
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的なマーケット・チェックについては、M&A に対する阻害効果の懸念や情報管理の
観点等の実務上の問題も指摘されており、常に実施することが望ましい措置とまで
はされていない。本取引においても、積極的なマーケット・チェックに関しては、
M&A に対する阻害効果の懸念や情報管理の観点等から実務上その実施は必ずしも容
易とはいえず、他方で、上記のとおり、間接的なマーケット・チェックが採用され
ていることに鑑み、積極的なマーケット・チェックを実施しなくとも特段、本取引
の公正性が阻害されることはないと考えられる。
（d） マジョリティ・オブ・マイノリティ条件
公開買付者は、本公開買付けにおいて 133,732 口（所有割合（66.67％）を買付予
定数の下限としており、応募株券等の総数がかかる買付予定数の下限に満たない場
合は、応募投資口の全部の買付け等を行わないこととしている。買付予定数の下限
である 133,732 口は、2022 年５月 12 日時点の本投資法人の発行済投資口の総口数
（200,598 口）から公開買付者及びその特別関係者が所有する本投資法人投資口
（3,060 口）を控除した投資口数（197,538 口）を２で除した口数に１口を加えた口
数（98,770 口）を上回っており、マジョリティ・オブ・マイノリティ（majority of
minority）に相当する下限が設定されている。
（e） 強圧性の排除
公開買付者は、本公開買付けの成立後、公開買付者が本投資法人の総投資主の議
決権の数の全てを保有するに至らなかった場合には、公開買付者は、本投資口併合
を行うため、本臨時投資主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速
やかに本投資法人に要請することとしており、本投資口併合を行う際に、非応募投
資主に対価として交付される金銭は、本公開買付価格（ただし、何らかの理由によ
り、本投資法人の 2022 年７月期に係る分配が行われた場合には、本公開買付価格か
ら 2022 年７月期に係る１口当たりの分配金の金額を控除した金額）と同一になる
よう算定されることを明らかとしていることから、本公開買付けに応募しない投資
主が不利に取り扱われるような推測を生じさせるといった事情は存在せず、また、
上記「(c) 他の買付者からの買付機会を確保するための措置」に記載のとおり、公
開買付期間が比較的長期に設定されていることと相俟って、本投資法人の投資主が
本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをも
って強圧性が生じないように配慮されている。
（f）本特別委員会における検討結果
以上の点を踏まえ、本特別委員会において、慎重に協議・検討した結果、本特別
委員会は、本取引に係る手続は公正なものであると判断するに至った。
（ウ） 本取引の取引条件の公正性・妥当性
（a）投資口価値算定結果について
本投資法人が、本投資法人及び本資産運用会社並びに公開買付者ら及びオペレー
ターSPC から独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーで
あるマクサスから取得した投資口価値算定書によれば、本投資法人投資口の 1 口当
たりの価値は、市場投資口価格平均法によると、101,904 円～103,900 円、類似投資
法人比較法によると、84,948 円～131,327 円、ＤＣＦ法によると、86,741 円～91,907
円、ＤＤＭによると、87,977 円～92,151 円、修正純資産法によると、84,948 円と
されているところ、本公開買付価格は、115,000 円であり、市場投資口価格平均法、
ＤＣＦ法、ＤＤＭ及び修正純資産法による投資口価値算定結果のレンジの上限又は
値を上回っており、かつ、類似投資法人比較法による投資口価値算定結果のレンジ
の範囲内である。
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そして、本特別委員会は、マクサスから、マクサスの投資口価値評価に用いられ
た算定方法等について、評価手法の選択、類似投資法人比較法における類似投資法
人及びマルチプル（倍率指標）の選択、ＤＣＦ法による算定の基礎となる本投資法
人の事業計画の作成方法・作成過程及び内容、割引率の算定根拠等について、詳細
な説明を受けるとともに、質疑応答を行った上で検討した結果、一般的な評価実務
に照らして不合理な点は認められなかった。
(b) プレミアムの水準
本公開買付価格 115,000 円は、本公開買付けの公表日の前営業日である 2022 年
５月 11 日の東京証券取引所インフラファンド市場における本投資法人投資口の終
値 103,900 円に対して 10.68％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値
103,667 円に対して 10.93％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 101,904
円に対して 12.85％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値 103,380 円に対
して 11.24％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっている。
本公開買付価格にかかるプレミアムの水準は、上場株式会社を対象に、買付予定
数の上限を設定せず非公開化を前提として実施された公開買付けのうち、2021 年５
月から 2022 年４月に公表された 45 事例におけるプレミアム水準（平均値は、公表
日の前営業日終値に対して 45.8％、直近１ヶ月間の終値平均に対して 47.3％、直近
３ヶ月の終値平均に対して 48.0％、直近６ヶ月間の終値平均に対して 48.5％であ
り、中央値は、公表日の前営業日終値に対して 42.4％、直近１ヶ月間の終値平均に
対して 42.7％、直近３ヶ月の終値平均に対して 42.2％、直近６ヶ月間の終値平均に
対して 46.1％である。）と比較して高いとはいえないものの、本特別委員会は、マ
クサスからの助言も踏まえ、大要、(i)上場インフラファンドは、基本的に発電設備
等のアセットの集合体としての性格を有し、これらのアセットから得られる受取賃
料が、当該ファンドの持分価値の源泉であること、(ii)インフラファンドの運用対
象は、基本的には再生可能エネルギー発電設備とその関連設備に限られており、ま
た、主要な資産である発電設備等の経済的耐用年数は通常 25 年程度と有限である
こと、(iii)したがって、事業環境の変化に応じて経営資源の配分パターンを変更し
つつ、基本的に無期限の事業継続を前提とする一般の株式会社とは、経営の自由度
という点で大きく異なる（インフラファンドの場合には相当程度限定されている）
と考えられ、M&A 等により経営体制に違いが生じる場合であっても、インフラファ
ンドの価値が変動する範囲は、一般に株式会社の場合と比べて限定的と考えられる
ことから、当該プレミアムの水準をもって本公開買付価格の妥当性が否定されるも
のではないと考えられる。
そして、本投資法人は、少なくとも中長期的に、安定的なキャッシュフローの維
持・向上が得られなくなる可能性があり、かかるリスクが顕在化した場合、本投資
法人において安定的な収益性の維持・向上が困難になり、分配金の減少が生じる可
能性があること、及び本公開買付価格は、過去 1 年間の本投資法人の市場投資口価
格の最高値を上回っていることを考慮すると、むしろ有用な投資回収の機会である
と考えた。
(c) 取引条件に係る協議・交渉過程について
本特別委員会は、マクサスから本投資法人投資口の価値算定結果に関する報告、
公開買付者との交渉方針に関する助言を受けるとともに、西村あさひ法律事務所か
ら本取引における手続の公正性を確保するための対応等についての法的助言を受け、
これらを踏まえて、本取引の是非及び取引条件の妥当性について慎重に検討を行い、
公開買付者との間においても複数回の交渉を行っている。具体的には、本特別委員
会は、直接、延べ３回にわたり、公開買付者との間において、公開買付者のファイ
ナンシャル・アドバイザーである野村證券を介して、価格交渉を実施した。
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かかる交渉の結果、公開買付者の当初の提案である本投資法人の投資口 1 口当た
り 105,000 円という価格から、公開買付者が本公開買付価格を 115,000 円とするこ
とに同意するまで、公開買付者から、10,000 円の価格引き上げを引き出すことに成
功している。
（d） 本特別委員会における検討結果
以上の点を踏まえ、本特別委員会において、慎重に協議・検討した結果、本特別
委員会は、本取引の取引条件は妥当なものであると判断するに至った。
以上のとおり、本取引は本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資す
るものであり、本取引の目的は合理性を有すると考えられ、また、本取引に係る手続は
公正なものであり、かつ、本取引の取引条件は妥当なものであると考えられる。したが
って、本特別委員会は、本投資法人役員会が本公開買付けに賛同意見を表明し、また、
本投資法人の投資主に対して本公開買付けへの応募を推奨することも妥当であると判断
するに至った。
④

本投資法人における独立した法律事務所からの助言
本投資法人は、本投資法人役員会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、本投
資法人及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を
選任し、本公開買付けを含む本取引に関する本投資法人役員会の意思決定の方法及び過程そ
の他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けております。
なお、西村あさひ法律事務所は、本投資法人及び公開買付者の関連当事者には該当せず、
本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。本特別委員会は、
西村あさひ法律事務所の独立性及び専門性に問題がないことを確認した上で、本投資法人の
リーガル・アドバイザーとして承認しております。また、西村あさひ法律事務所に対する報
酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。

⑤

本投資法人における利害関係を有しない役員全員の承認
上記「１．投資口併合の目的」に記載のとおり、本投資法人は、西村あさひ法律事務所か
ら受けた法的助言を踏まえつつ、本答申書において示された本特別委員会の判断内容を最大
限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益
の最大化に資する否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否
かについて、慎重に協議・検討を行いました。
その結果、本投資法人は、上記「１．投資口併合の目的」に記載のとおり、本投資法人が
保有する再生可能エネルギー発電設備等の保有と運営の一体化によりシナジー効果を見込む
ことができ、また、非公開化によるコスト削減、及びより効果的な事業拡大が可能となるこ
とから、本公開買付けを含む本取引が本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化
に資するものであると判断し、また、本公開買付価格は、マクサスによる投資口価値算定結
果のうち、市場投資口価格平均法、ＤＣＦ法、ＤＤＭ及び修正純資産法による投資口価値算
定結果のレンジの上限又は値を上回っており、かつ、類似投資法人比較法による投資口価値
算定結果のレンジの範囲内であり、本公開買付価格に係るプレミアムの水準は、本公開買付
価格の妥当性を否定するものではなく、むしろ有用な投資回収の機会であると考え、本公開
買付価格を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであると判断し、2022 年５月 12 日開催
の役員会において、審議及び決議に参加した本投資法人の役員の全員一致（本投資法人の執
行役員１名及び監督役員２名のうち、執行役員である藤原勝氏を除く、審議及び決議に参加
した２名の全員一致）で、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本投資法
人の投資主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、本投資法人の執行役員である藤原勝氏は、公開買付者の親会社の子会社である本資
産運用会社の代表取締役社長を兼任しているため、利益相反防止の観点から、本投資法人役
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員会における本取引に係る審議及び決議に参加しておらず、また、本投資法人の立場で公開
買付者との本取引の協議・交渉に参加しておりません。
⑥

取引保護条項の不存在
公開買付者は、本投資法人との間で、本投資法人が対抗的買収提案者と接触することを禁
止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が本投資法人との間で接触
することを制限するような内容の合意を行っておらず、対抗的な買付け等の機会を妨げない
こととすることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。

⑦

本投資法人の投資主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保
するための措置
公開買付者は、本投資口併合を行う際に、非応募投資主に対価として交付される金銭は、
本公開買付価格（ただし、何らかの理由により、本投資法人の 2022 年７月期に係る分配が行
われた場合には、本公開買付価格から 2022 年７月期に係る１口当たりの分配金の金額を控除
した金額とします。）と同一になるよう算定されることを明らかとしていることから、本投資
法人の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保
し、これをもって強圧性が生じないように配慮しているとのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間として、法令に定められた最短期間が 20 営業日である
ところ、30 営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を比較的長期に設定すること
により、本投資法人の投資主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を
確保するとともに、対抗的買収提案者にも本投資法人投資口の買付け等を行う機会を確保し、
もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

⑧

マジョリティ・オブ・マイノリティを上回る買付予定数の下限の設定
公開買付者は、本公開買付けにおいて 133,732 口（所有割合 66.67％）を買付予定数の下限
としており、応募株券等の総数がかかる買付予定数の下限に満たない場合は、応募投資口の
全部の買付け等を行わないとのことです。買付予定数の下限である 133,732 口は、本日現在
の本投資法人の発行済投資口の総口数（200,598 口）から公開買付者及びその特別関係者が
所有する本投資法人投資口（3,060 口）を控除した投資口数（197,538 口）を２で除した口数
に１口を加えた口数（98,770 口）を上回っているとのことです。これは、本公開買付けにお
ける買付予定数の下限が、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ（majority of minority）
に相当する数を上回っていることを意味しており、公開買付者は、本投資法人の投資主の皆
様の意思を重視し、公開買付者を除く投資主の皆様の少なくとも過半数の賛同が得られない
場合には、本公開買付けを行わないこととし、本公開買付けの公正性を担保することとして
いるとのことです。
なお、上記の記載のうち、公開買付者において実施した措置については、公開買付者から受
けた説明に基づくものです。

５．本投資法人において、最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その
他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
（１）本公開買付け
上記「１．投資口併合の目的」に記載のとおり、公開買付者は、2022 年５月 13 日から 2022
年６月 23 日までを公開買付期間とし、本投資法人の発行済投資口の全てを対象とする本公開買
付けを実施した結果、2022 年６月 30 日（本公開買付けに係る決済の開始日）をもって、公開買
付者は、本投資法人投資口 146,962 口（議決権所有割合 73.26％）を所有するに至りました。
（２）資金の借換え
本投資法人が本日現在有する既存借入金総額 200 億円は、本投資法人の非公開化を理由とし
て貸付人の請求により期限の利益を喪失する可能性があります。
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本意見表明プレスリリースの「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（２）
本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「② 本公開買付けの実施を決定するに至った
背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「（ウ）本公開買付け後の
経営方針」に記載のとおり、公開買付者は、本投資法人から要請がある場合には、本投資法人に
対して既存借入金の返済のために必要となる資金の貸付けを行うことを予定しているとのこと
です。公開買付者は、本買収ローンの貸付人である野村キャピタル・インベストメントから、公
開買付者が本投資法人に対して行う貸付けのために一定の条件の下で、公開買付者に対して貸
付けを行うことについて、2022 年５月 12 日付でコミットメント・レターを取得しているとのこ
とです。
本投資法人は、本臨時投資主総会において投資主の皆様から本議案及び第２号議案について
ご承認をいただくことを条件として、既存借入金 200 億円について任意期限前弁済を行うこと
を予定しており、かかる任意期限前弁済の弁済資金に充当することを目的として、公開買付者
との間で、第 2 号議案に係る規約の変更が実行されることを前提に、以下の内容によるコミッ
トメントラインを設定し、同コミットメントラインに基づき、2022 年８月 24 日を借入予定日と
して公開買付者から借入れを行うことを予定しております。

① 契約締結先：合同会社アールジェイ７号
② 借入限度額：220 億円
③ 契約締結日：2022 年８月９日（予定）
④ 担
保：有担保・無保証
Ⅳ．規約一部変更について
１．変更の理由
（１）公告方法の変更
投資主の皆様の公告閲覧の利便性向上及び手続の合理化を図るため、本投資法人の公告方法
を日本経済新聞に掲載する方法から電子公告に変更し、併せて、事故その他やむを得ない事由
により電子公告による公告をすることができない場合には日刊工業新聞に掲載する方法とする
ものです（変更案第４条）。
（２）借入金及び投資法人債発行の限度額等の変更
本意見表明プレスリリースに記載のとおり、本投資法人が本日現在有する既存借入金総額 200
億円は、本投資法人の非公開化を理由として貸付人の請求により期限の利益を喪失する可能性
があります。そのため、合同会社アールジェイ７号は、本投資法人から要請がある場合には、本
投資法人に対して既存借入金の返済のために必要となる資金の貸付け（以下「本貸付」といいま
す。
）を行うことを予定しており、本投資法人としても本貸付を要請いたします。
しかし、合同会社アールジェイ７号は、本投資法人規約第 38 条第１項に定める「機関投資家」
に該当せず、借入を実行することができないため、本投資法人として本貸付を受けるため、必要
な変更を行うものです（変更案第 38 条）
。
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２．規約変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
現 行 規 約
第4条 (公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載す
る方法により行う。

第 38 条 (借入金及び投資法人債発行の限度額
等)
1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに
効率的な運用及び運用の安定性に 資するた
め、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支
払い、本投資法人の運営に 要する資金、若し
くは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに預
託金、借入金及び投資法人債の債務の返済を
含む。)等の資金の手当てを目的として、資金
を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)
又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下
同じ。)を発行することができる。なお、資金
を借入れる場合は、金商法第 2 条第 3 項第
1 号に定める適格機関投資家(但し、租税特別
措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)
に規定する機関投資家に該当する者に限る。)
からの借入れに限るものとする。
2. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保と
して提供することができる。
3. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それ
ぞれ 1 兆円とし、その合計額が 1 兆円を超
えないものとする。

（下線は変更部分を示します。）
変
更
案
第4条 (公告方法)
本投資法人の公告方法は、電子公告とする。
但し、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場
合には、日刊工業新聞に掲載する方法により
行う。
第 38 条 (借入金及び投資法人債発行の限度額
等)
1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに
効率的な運用及び運用の安定性に資するた
め、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支
払い、本投資法人の運営に要する資金、若し
くは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに預
託金、借入金及び投資法人債の債務の返済を
含む。)等の資金の手当てを目的として、資金
を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)
又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下
同じ。)を発行することができる。

2.
3.

前項の場合、本投資法人は運用資産を担保と
して提供することができる。
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それ
ぞれ 1 兆円とし、その合計額が 1 兆円を超
えないものとする。

３．規約変更の日程
変更案第 4 条につき 2022 年８月 24 日（予定）
変更案第 38 条につき 2022 年８月９日（予定）
４．規約変更の条件
本臨時投資主総会において、本投資口併合に関する議案が原案通り承認可決されることを条件
といたします。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.rjif.co.jp/
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ࡈฟᖍࢆࡈ㐲៖࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈ
ᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊయㄪⰋぢཷࡅࡽࢀࡿᢞ㈨ᵝࡣࠊ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡀ
࠾ኌࡀࡅࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡈධሙࢆ࠾᩿ࡾࡋࠊཪࡣࡈ㏥ᖍ࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀࡈ
ࡊ࠸ࡲࡍࡇࢆࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸫㸫


ᙺ ۔ဨࠊᙺဨೃ⿵⪅ཬࡧ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡣࠊᗣ≧ែၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡢ
ୖࠊཎ๎ࡋ࡚࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋࡓ≧ែ࡛ᛂᑐࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡇࢆࡈ⌮
ゎ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ୖ ۔グࡢྛᑐᛂࡼࡾࠊሙཷࡢΰ㞧ࡀぢ㎸ࡲࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊవ⿱ࢆࡶࡗ࡚࠾
㉺ࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ୖ ۔グࡢࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࡢほⅬࡽࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿሙྜࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఱ༞ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ

 ࡞࠾ࠊ✺↛ࡢሙ⏝ࡢไ㝈➼ࡸᚋࡢ≧ἣࡢኚࡼࡗ࡚ࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎᮏ
ᢞ㈨⥲ࢆᘏᮇࡍࡿሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᮏᢞ㈨⥲ࡢᘏᮇཪࡣሙࡢኚ᭦ࠊ
ୖグࡢᑐᛂ᪉ἲࡢኚ᭦㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏ➼ࢆᮏᢞ㈨ἲேࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ
㸦KWWSVZZZUMLIMS㸧ᥖ㍕ࡍࡿሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡈ☜ㄆ࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ


㸫㸫


ᢞ㈨⥲ཧ⪃᭩㢮

㆟ཬࡧཧ⪃㡯
➨㸯ྕ㆟ ᢞ㈨ཱྀేྜࡢ௳
㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤
 ᮏᢞ㈨ἲேࡀᖺ㸴᭶᪥࡛බ⾲࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠕྜྠ♫࣮ࣝ
ࢪ࢙㸵ྕࡼࡿ᪥ᮏ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛᢞ㈨ἲே㸦ドๆࢥ࣮ࢻ
㸧ᢞ㈨ཱྀᑐࡍࡿබ㛤㈙ࡅࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏࠖグ㍕ࡢ࠾
ࡾࠊྜྠ♫࣮ࣝࢪ࢙㸵ྕ㸦௨ୗࠕබ㛤㈙⪅ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡣࠊ
ᖺ㸳᭶᪥ࡽᖺ㸴᭶᪥ࡲ࡛ࢆබ㛤㈙ࡅࡢ㈙ࡅ➼ࡢᮇ㛫
㸦௨ୗࠕබ㛤㈙ᮇ㛫ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀ
ࡢ࡚ࢆᑐ㇟ࡍࡿබ㛤㈙ࡅ㸦௨ୗࠕᮏබ㛤㈙ࡅࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆ
ᐇࡋࡲࡋࡓࠋᮏබ㛤㈙ࡅࡢ⤖ᯝࠊᖺ㸴᭶᪥㸦ᮏබ㛤㈙ࡅಀ
ࡿỴ῭ࡢ㛤ጞ᪥㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱཱྀྀ
㸦㆟Ỵᶒᡤ᭷ྜ㸦ὀ㸯㸧㸣㸧ࢆᡤ᭷ࡍࡿ⮳ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸯㸧ࠕ㆟Ỵᶒᡤ᭷ྜࠖࡣࠊᮏ᪥⌧ᅾࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ
⥲ཱྀᩘ㸦ཱྀ㸧ಀࡿ㆟Ỵᶒࡢᩘ㸦ಶ㸧༨ࡵࡿ
ྜ㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸧ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ᪥⌧ᅾࠊ⮬ᕫᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸳᭶᪥࡛බ⾲࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠕྜྠ♫࣮ࣝ
ࢪ࢙㸵ྕࡼࡿ᪥ᮏ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛᢞ㈨ἲே㸦ドๆࢥ࣮ࢻ
㸧ᢞ㈨ཱྀᑐࡍࡿබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿ㈶ྠࡢពぢ⾲᫂ཬࡧᛂເ᥎ዡࡢ
࠾▱ࡽࡏࠖ㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྠᖺ㸴᭶᪥࡛බ⾲࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠕ㸦ኚ᭦㸧
ࠕྜྠ♫࣮ࣝࢪ࢙㸵ྕࡼࡿ᪥ᮏ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛᢞ㈨
ἲே㸦ドๆࢥ࣮ࢻ㸧ᢞ㈨ཱྀᑐࡍࡿබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿ㈶ྠࡢពぢ⾲
᫂ཬࡧᛂເ᥎ዡࡢ࠾▱ࡽࡏࠖࡢ୍㒊ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡿゞṇࢆྵࡳࠊ௨
ୗࠕᮏពぢ⾲᫂ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢࠕ㸱㸬ᮏබ㛤㈙ࡅ
㛵ࡍࡿពぢࡢෆᐜࠊ᰿ᣐཬࡧ⌮⏤ࠖࡢࠕ  ᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢࡢ
᰿ᣐཬࡧ⌮⏤ࠖࡢࠕղ ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᐇࢆỴᐃࡍࡿ⮳ࡗࡓ⫼ᬒࠊ┠
ⓗཬࡧពᛮỴᐃࡢ㐣⛬୪ࡧᮏබ㛤㈙ࡅᚋࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࠖࡢࠕ㸦㸧ᮏᢞ
㈨ἲே࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡢ㐣⛬ཬࡧ⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᖺ㸱᭶
᪥ࠊබ㛤㈙⪅ࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ࡚ࢆྲྀᚓࡋࠊᮏᢞ㈨
ἲேࢆ㠀බ㛤ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿྲྀᘬ㸦௨ୗࠕᮏྲྀᘬࠖ࠸࠸ࡲ
ࡍࠋ㸧ࡢ᪉ἲཬࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㛵ࡍࡿᥦ᭩ࢆཷ㡿ࡋࡓࡇࢆཷࡅࠊබ
㸫㸫


㛤㈙⪅ࡽᑐࡋ࡚ྠᖺ㸱᭶ୗ᪪㠀බ㛤ࡢ㠀ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㛤ጞࡍ
ࡿࡢពྥࢆ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀࠊᖺ㸳᭶᪥Ⅼ
࠾࠸࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡢᏊ♫࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏྲྀᘬࡣᨭ㓄ᰴࡼࡿබ㛤㈙
ࡅࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊබ㛤㈙⪅ࡀᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲ
ᚊ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵࡳࡲࡍࠋ௨ୗࠕᢞಙἲࠖ
࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ᇶ࡙ࡁᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ಀࡿᴗົࡢጤクࢆཷࡅࡓ
࣮ࣝࢪ࢙࣭ࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࠖ࠸
࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢぶ♫࡛࠶ࡿࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕࣜ
ࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢᏊ♫࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢ၏୍ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡣᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࡇ㚷ࡳࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡼࡿពⓗ࡞ุ᩿ࢆ㜵Ṇ
ࡋࠊࡑࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖺ㸲᭶㸴᪥ࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿᮏ㈨⏘㐠⏝♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝㈨⏘ࡢ㈤ே࡛࠶ࡾࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡢィ
ୖࡢ㐃⤖Ꮚ♫࡛࠶ࡿ᪥ᮏ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ྜྠ♫㸦௨
ୗࠕ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⊂❧
ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ᮏᖾᘯẶཬࡧຍ⸨ග⏕
Ặࠊ୪ࡧࠊᡭ⥆ࡢබṇᛶࡸᴗ౯್ホ౯㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱ぢࢆ⿵࠺እ㒊
ࡢ᭷㆑⪅࡛࠶ࡿ㛵ཱྀᑛᡂẶ㸦ᘚㆤኈࠊ᪥ẚ㇂୰⏣ἲᚊົᡤ㸧ཬࡧゅ㔝㔛
ዉẶ㸦බㄆィኈࠊゅ㔝㔛ዉබㄆィኈົᡤ㸧ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ≉ูጤဨ
㸦௨ୗࠕᮏ≉ูጤဨࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆタ⨨࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏྲྀᘬࡢホ౯᳨࣭ウ㝿ࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾ࡅࡿព
ᛮỴᐃࡢබṇᛶཬࡧ㐺ṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊྠ᪥ࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᮏ㈨
⏘㐠⏝♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡽ⊂❧ࡋࡓ࣮ࣜ࢞
࣭ࣝࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࢆ㑅௵ࡋࠊᮏྲྀᘬಀࡿ༠
㆟࣭΅ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏྲྀᘬ㛵ࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞᳨ウࢆ㛤ጞ
ࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊྠ᭶᪥ࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᮏ㈨⏘㐠⏝
♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡽ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ
㛵ࡋ࡚ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚ࠊ࣐ࢡࢧࢫ࣭ࢥ࣮࣏
࣮ࣞࢺࢻࣂࢨ࣮ࣜᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕ࣐ࢡࢧࢫࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆ㑅௵
ࡋࡲࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏ≉ูጤဨࡢጤဨࡢᵓᡂཬࡧලయⓗ࡞άືෆᐜ➼ࡘ
࠸࡚ࡣࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡢ
ࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕճ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ≉ูጤဨࡢタ⨨ཬࡧ⟅⏦
᭩ࡢྲྀᚓࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸫㸫


 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏྲྀᘬಀࡿබ㛤㈙⪅ࡢᥦෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢᴗᴫせࠊᴗ⎔ቃࠊ⤒Ⴀㄢ㢟ࠊᴗィ⏬ࡢෆᐜཬࡧ๓ᥦ୪ࡧᮏ
ྲྀᘬࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗᑐࡍࡿᙳ㡪➼ࡘ࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨ
࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࡢⅬ㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧ༠㆟ࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ⎔ቃࠊ
⤒Ⴀㄢ㢟ࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡢ⫼ᬒ࣭⤒⦋ࠊᮏྲྀᘬࡼࡗ࡚ฟࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࢩ
ࢼࢪ࣮ࡢ᭷↓ࡸࡑࡢෆᐜࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡢព⩏࣭┠ⓗࠊᮏྲྀᘬࡢᡭ⥆࣭᮲௳
➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࡢⅬ㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊᖺ㸲᭶᪥බ㛤㈙⪅ࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅ࠾
ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㈙ࡅ➼ࡢ౯᱁㸦௨ୗࠕᮏබ㛤㈙౯᱁ࠖ࠸࠸
ࡲࡍࠋ㸧ࢆࡍࡿ᪨ࡢึᅇࡢ౯᱁ᥦࢆཷ㡿ࡋ࡚௨㝆ࠊ࣐ࢡࢧ
ࢫࡽᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ౯್⟬ᐃ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗ࿌ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ
΅᪉㔪㛵ࡍࡿຓゝࢆཷࡅࡿࡶࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽᮏྲྀᘬ
࠾ࡅࡿᡭ⥆ࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡢἲⓗຓゝࢆཷࡅࠊ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏྲྀᘬࡢ㠀ཬࡧྲྀᘬ᮲௳ࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚ៅ㔜᳨
ウࢆ⾜࠸ࠊ┤᥋ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡢࣇࢼࣥ
ࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ㔝ᮧㆇๆᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕ㔝ᮧㆇๆࠖ࠸࠸
ࡲࡍࠋ㸧ࢆࡋ࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬ࠾ࡅࡿㅖ᮲௳ࡘ࠸࡚ࠊ
⥅⥆ⓗ༠㆟࣭΅ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ලయⓗࡣࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᖺ㸲᭶᪥ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆ
ࡍࡿ᪨ࡢᥦࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢࠊྠ᭶᪥ࠊࣉ࣑࣒ࣞỈ‽ࡀ
పࡃࠊ༑ศ࡞౯᱁࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢᖜ࡞ᘬୖࡆࢆせㄳ
ࡋ ࡲ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑࡢ ᚋ ࠊ ᮏ ≉ูጤ ဨ  ࡣ ࠊ ྠ᭶ ᪥ ࠊ ᮏ බ㛤 ㈙  ౯ ᱁ ࢆ
ࡍࡿ᪨ࡢᥦࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢࠊྠᖺ㸳᭶㸯᪥ࠊᢞ㈨ἲேࡢ≉
Ṧᛶ㚷ࡳࡿࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲࡼࡿホ౯㢠ࡢㄝ᫂ຊࡶ㧗࠸ࡶࡢ
⪃࠼ࡽࢀࠊᙜヱᡭἲࡼࡿホ౯➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᚲࡎࡋࡶࡲࡔ༑ศ࡞౯᱁
࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢᗘࡢᘬୖࡆࢆせㄳࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㛗ᮇⓗᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢྲྀᚓ౯᱁ࢆୖᅇࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ᭱⤊ᥦࢆ⾜ࡗࡓ
ᖺ㸳᭶㸷᪥ࡢ┤๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿྠ᭶㸴᪥ࡽ㐳ࡿࡇ㐣ཤ㸲ᖺ㛫ࡢ᭱㧗್
࡛࠶ࡿࢆୖᅇࡿ౯᱁࡛࠶ࡾࠊࡘ᭱㏆ࡢᕷሙ࡛ࡢྲྀᘬ౯᱁୍
ᐃࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆຍ࠼ࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ᭱⤊ᥦࢆ⾜ࡗࡓᖺ㸳᭶㸷
᪥ࡢ┤๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿྠ᭶㸴᪥ࢆᇶ‽᪥ࡋࡓᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛ
ࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᘬ⤊್ࠊྠ᪥ࡲ࡛
ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫
㸫㸫


ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹ
ᆒ್ࡢ࠸ࡎࢀࡢ㔠㢠ࡶ㸣ࢆ㉸࠼ࡿࣉ࣑࣒ࣞࢆࡋࡓ㔠㢠
ࡋ࡚ࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡽࠊྠ᭶㸷᪥ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆ
ࡍࡿ᪨ࡢ᭱⤊ᥦࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊ
ྠ᭶᪥ࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖ
ࡢࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕճ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ≉ูጤဨࡢタ⨨ཬࡧ⟅
⏦᭩ࡢྲྀᚓࠖࡢࠕ㸦LLL㸧ุ᩿ෆᐜࠖグ㍕ࡢⅬࡽࠊࡣᮏᢞ㈨
ἲேࡢᢞ㈨ᑐࡋ࡚ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎ዡࡍࡿ࠶ࡓࡾጇᙜ࡞㔠
㢠࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿࡇࢆᛂㅙࡍࡿ᪨
ࡢᅇ⟅ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊ᭱⤊ᥦࢆཷࡅࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ࣐ࢡࢧࢫࡽ
ᥦฟࢆཷࡅࡓᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ౯್⟬ᐃ⤖ᯝ㛵ࡍࡿᖺ㸳᭶᪥
ᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩➼ࡶ⪃៖ࡋࠊៅ㔜༠㆟᳨࣭ウࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊᖺ㸳
᭶᪥ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿྰ࠸࠺ほⅬࡽࠊᮏྲྀᘬࡣㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋࠊᢞ㈨ᑐࡋ࡚ᮏ
බ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎ዡࡍࡿࡇࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ᪨ࡢ⟅⏦᭩㸦௨ୗࠕᮏ⟅
⏦᭩ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆసᡂࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊྠ᪥ࠊᮏ⟅⏦᭩ࡢᥦฟࢆ
ཷࡅࡲࡋࡓ㸦ᮏ⟅⏦᭩ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚
ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡢࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕճ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂
❧ࡋࡓ≉ูጤဨࡢタ⨨ཬࡧ⟅⏦᭩ࡢྲྀᚓࠖࡢࠕ㸦LLL㸧ุ᩿ෆᐜࠖࢆࡈ
ཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧ࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸳᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽཷࡅࡓ㈈ົⓗぢᆅࡽࡢຓゝཬࡧᖺ㸳᭶᪥
࡛ྠ♫ࡽྲྀᚓࡋࡓᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩ࡢෆᐜ୪ࡧすᮧ࠶
ࡉࡦἲᚊົᡤࡽཷࡅࡓἲⓗຓゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ⟅⏦᭩ࡢෆᐜࢆ᭱
㝈ᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ
㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿྰࠊཬࡧᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀ
ᘬಀࡿྲྀᘬ᮲௳ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢྰࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜༠㆟᳨࣭ウࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏᢞ㈨ἲேࡋ࡚ࡣࠊせࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆ
ྵࡴᮏྲྀᘬࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊࡲࡓࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡼࡿᢞ㈨ཱྀ
㸫㸫


౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢ࠺ࡕࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲࠊࢹࢫ࢝࢘ࣥࢸࢵࢻ࣭
࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟἲ㸦௨ୗࠕ㹂㹁㹄ἲࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࠊ㓄ᙜᘬࣔࢹ
ࣝ㸦௨ୗࠕ㹂㹂㹋ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ཬࡧಟṇ⣧㈨⏘ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬
ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢୖ㝈ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲࡼࡿ
ᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ಀࡿࣉࣞ
࣑࣒ࡢỈ‽ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢጇᙜᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋ
ࢁ᭷⏝࡞ᢞ㈨ᅇࡢᶵ࡛࠶ࡿุ᩿ࡍࡿ⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ㸦ὀ㸰㸧ࡢ㛫࡛ࠊ
ᗈ⠊ࡘᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥཬࡧᮏ㈨⏘㐠⏝
♫ࡽྛ✀ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆாཷࡋࡘࡘࠊኳೃ㡰➼ࡼࡿⓎ㟁㔞ࡢኚືᙳ
㡪ࢆཷࡅࡎࠊᏳᐃࡋࡓධࢆᚓࡿࡇࡀᅗࡉࢀࡓᮏ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟㸦ὀ
㸱㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㟁ᴗ⪅࡛࠶ࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ᑐࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡀಖ᭷ࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࢆ㈤㈚ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡣࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ㸦௨ୗࠕ),7ไᗘࠖ࠸
࠸ࡲࡍࠋ㸧ᇶ࡙ࡃ㟁ࡽ),3ไᗘ࣭1RQ),7㟁ࡢ⛣⾜ࡸฟຊᢚไࡢ
ᐇᆅᇦࡢᣑ➼ࡼࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢆྲྀ
ࡾᕳࡃእ㒊⎔ቃࡢኚࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸰㸧ࠕࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࠖࡣࠊᮏ᪥⌧ᅾ࠾࠸࡚ࠊ
ࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥ୪ࡧබ㛤㈙⪅ࢆྵࡴࡑࡢ㐃⤖Ꮚ
♫♫ཬࡧ㛵㐃♫㸰♫ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿᴗ㞟ᅋࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸱㸧ࠕᮏ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࠖࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀࡑࡢ㐠⏝㈨⏘ࢆࠊⓎ㟁
ᴗ⪅࡛࠶ࡾࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡢィୖࡢ㐃⤖Ꮚ♫࡛࠶
ࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&㈤㈚ࡋࠊ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡽᇶᮏ㈤ᩱኚ
ື㈤ᩱࢆཷࡍࡿ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊ㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡢ࡞ྲྀᚓᑐ㇟࡛࠶ࡿ㸧ኴ㝧ගⓎ㟁
ᡤࠊ≉),7ไᗘ౫ᣐࡍࡿ✌ാ῭ࡳኴ㝧ගⓎ㟁ᡤࡢྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ➇தࡣ
⃭ࡢ୍㏵ࢆࡓࡾࠊྲྀᚓ౯᱁ࡢ┦ሙࡣୖ᪼ࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢ࡞ྲྀᚓᑐ㇟࡛࠶ࡿฟຊᢚไ㸦ὀ㸲㸧ไ㝈ࡀ࠶ࡿ✌ാ῭ࡳኴ㝧ග
Ⓨ㟁ᡤࡣࠊᢞ㈨㟂せࡀከࡃࠊ㈙౯᱁ࡀ㧗㦐ࡍࡿഴྥ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ
ࡢࡇ࡛ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊྠᵝࡢㄆ㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㉎ධ౯᱁ࡣ㏆ᖺୖ᪼ഴྥ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺
ࡋࡓഴྥࡢ୰ࠊ㓄ᙜᛶྥࢆ⥔ᣢࡍࡿほⅬࠊཬࡧᮏ㈨⏘㐠⏝♫ไᐃࡢ㐠⏝
࢞ࢻࣛࣥࡼࡾࠊᮇᮎ⥲㈨⏘᭷Ꮚ㈇മẚ⋡㸦/79㸧ࡢୖ㝈ࡀ㸣
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㉎ධ౯
᱁ࡢୖ᪼ഴྥࡀ⥅⥆ࡍࡿሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨᪉㔪㐺ྜࡍࡿ⏕ྍ⬟
㸫㸫


࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࢆᕼᮃ࠾ࡾࡢ౯᱁ࠊᮇࡑࡢࡢ᮲௳࡛ྲྀᚓ࡛ࡁ
࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ
ࡢ㐠Ⴀཬࡧᡂ㛗ࡗ࡚ࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿᨭ
ࡣ㔜せㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊୖグእ㒊⎔ቃࡢኚࡼࡾࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ
࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ᪉㔪ࡀኚ᭦ࡉࢀࠊཪࡣࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕ
ࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ⦼ࡶࡋࡃࡣ㈈ᨻ≧ែࡀᝏࡋࡓሙྜࠊ୰㛗ᮇⓗࡣࠊᮏ
㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࡢ⥔ᣢࡸࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢᚑ๓࠾
ࡾࡢᨭࡀᅔ㞴࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ
ࣜࢫࢡࡀᑗ᮶ⓗ㢧ᅾࡋࡓሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾࠸࡚Ᏻᐃⓗ࡞┈ᛶࡢ
⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊศ㓄㔠ࡀῶᑡࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡑࡢᢞ㈨ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿಶேᢞ㈨ᐙࡽ
Ᏻᐃࡋࡓᢞ㈨ඛࡋ࡚ᮇᚅ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㓄ᙜᛶྥࢆୗࡆࡓࡾࠊ
/79ࢆୖࡆ㸦ࣞࣂࣞࢵࢪࢆ㧗ࡵ㸧ᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࡇࡣៅ㔜ᑐᛂ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㠀බ㛤ࡼࡾࠊ㓄ᙜᛶྥཬࡧ/79ࡘ࠸࡚ᰂ㌾
࡞ពᛮỴᐃࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸲㸧ࠕฟຊᢚไࠖࡣࠊ㟁ຊ♫ࡀࠊ㟁ຊࡢ㟂⤥ࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡿࡓ
ࡵࠊኴ㝧ගⓎ㟁タഛ➼ࡢ㟁ຊ⣔⤫ࡢ᥋⥆ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࢆᣦࡋ
ࡲࡍࠋ
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀බ㛤ᚋࠊᮏ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࡢᗫṆࡼࡾ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷㐠Ⴀࢆ୍యࡍࡿࡇࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛
ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡿಖ᭷㐠Ⴀࡢ୍యࡼࡾࠊᶵືⓗࡘຠ⋡ⓗ
࡞⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ಖ᭷㈨⏘ࡢ₯ᅾⓗ࡞౯್ฟ࣭౯್ࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢᴗ౯್ྥୖ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋຍ࠼࡚ࠊ㠀
බ㛤ࡼࡾࠊୖሙ⥔ᣢせࡍࡿࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡶࠊୖ
グࡢ㓄ᙜᛶྥࡢ⥔ᣢࡸᮇᮎ⥲㈨⏘᭷Ꮚ㈇മẚ⋡㸦/79㸧ࡢୖ㝈್ࢆ㑂Ᏺ
ࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᴗᣑࡀྍ⬟࡞ࡿ⪃࠼࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏྲྀᘬࡢ௦᭰࡞ࡿᴗ౯್ྥୖ⟇ࡋ࡚ࠊᮏᢞ
㈨ἲேࡢୖሙࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷㐠
Ⴀࡢ୍యࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࡣࠊつไୖ㸦ὀ㸳㸧ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⌧ᐇⓗ
ࡣ㑅ᢥࡋᚓ࡞࠸ࡶࡢุ᩿࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦ὀ㸳㸧⌧⾜ἲୖࠊᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘ࡢ㐠⏝௨እࡢ⾜ⅭࢆႠᴗࡋ࡚ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᢞಙἲ➨᮲➨㸯㡯㸧ࠊ⮬ࡽ
㸫㸫


Ⓨ㟁ᴗࢆ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢゎࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ཎ๎ࡋ࡚Ꮚ♫ಖ᭷ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ྠἲ➨᮲➨㸯㡯㸧ࠊ
࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆᏊ♫ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᢞ㈨ἲே
ಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つᐃࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢせ௳㸦ᑟ⟶ᛶせ௳㸧ࢆ‶ࡓ
ࡍࡓࡵࠊୖሙࣥࣇࣛࣇࣥࢻ࠾࠸࡚ࡣ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ
㟁タഛࡢ㐠⏝ࡢ᪉ἲࢆ㈤㈚ࡢࡳࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦⛒⛯≉ู
ᥐ⨨ἲ➨᮲ࡢ➨㸯㡯ࠊྠἲ⾜௧➨᮲ࡢࡢ㸱➨㡯㸧ࠋ
ᮾிドๆྲྀᘬᡤࡢୖሙつ⛬࠾࠸࡚ࡶࠊୖሙᑂᰝࡢせ௳ࡋ࡚ࠊ
࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢ㑅ᐃᇶᮏ᪉㔪ࢆつ⣙ᐃࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ㸦᭷
౯ドๆୖሙつ⛬➨᮲➨㸯㡯➨㸰ྕM D 㸧ࠊ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢ㑅
ᐃᇶ‽ࡀ㐺ษ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ➼ࡀୖሙᑂᰝࡢᑐ㇟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ᮾிドๆྲྀᘬᡤࡢෆᅜࣥࣇࣛࣇࣥࢻ㸦ᢞ㈨ドๆ㸧ୖሙ
ࡢᡭᘬࡁ㸧࡞ࠊⓎ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿᢞ㈨ἲேࡀ࣮࢜࣌ࣞ
ࢱ࣮㈤㈚ཪࡣ㐠Ⴀࢆጤクࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࡓᯟ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷㐠Ⴀࡢ୍యࡼࡾࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࢆぢ㎸ࡴࡇࡀ
࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㠀බ㛤ࡼࡿࢥࢫࢺ๐ῶࠊཬࡧࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᴗᣑࡀྍ
⬟࡞ࡿࡇࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋ
ᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶࡢุ᩿࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑡ
࡞ࡃࡶ୰㛗ᮇⓗࠊᏳᐃⓗ࡞࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᚓࡽࢀ࡞
ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢁࠊࡇ࠺ࡋࡓࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡍࡿ๓ࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝᢞ㈨ᅇࡢᶵࢆ࠼ࡿࡇࡣࠊྜ⌮ᛶࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿุ᩿࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ
㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡢࠕ  ➃ᩘฎ⌮ࡼࡾᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ
㔠㖹ࡢ㢠ཬࡧᙜヱ㢠ࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖグ㍕ࡢ⌮⏤ࡽࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁࡛࠶ࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸯ཱྀᙜࡓࡾࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿ
ྲྀᘬ᮲௳ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢุ᩿⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓุ᩿ࡢࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡀᮏᢞ
㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿุ
᩿ࡋࠊࡲࡓࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿྲྀᘬ᮲௳ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿุ᩿ࡋࠊᖺ㸳᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏබ㛤
㈙ࡅ㈶ྠࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙ
ᵝᑐࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎ዡࡍࡿࡇࢆỴ㆟ࡋࡲࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
㸫㸫


ᙜヱᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾ࡅࡿỴ㆟ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢ
ྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡢࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸ
ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕյ ᮏᢞ㈨ἲ
ே࠾ࡅࡿᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡞࠸ᙺဨဨࡢᢎㄆࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨཬࡧᮏ≉ูጤဨࡣࠊᖺ㸴᭶᪥ࠊ࢝ࢼ
ࢹ࣭ࣥࢯ࣮࣮࣭ࣛࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ཬࡧ࢝ࢼࢹ࣭ࣥ
ࢯ࣮࣮࣭ࣛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕ&6ࠖ⥲⛠ࡋࡲࡍࠋ㸧ࡽࠕᚚ
ᥦ᭩ࠖ㢟ࡍࡿ᭩⡆ࢆཷ㡿ࡋࠊྠ᭩⡆࠾࠸࡚ࠊ࢝ࢼࢹ࣭ࣥࢯ࣮
࣮࣭ࣛࣥࣇࣛᢞ㈨ἲே㸦௨ୗࠕ&6ᢞ㈨ἲேࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢྜేྥࡅࡓᥦ㸦௨ୗࠕᥦ㸦&6㸧ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᥦ㸦&6㸧ࡢෆᐜࡢヲ⣽ཬࡧᮏ≉ูጤဨࡽࡢᅇ⟅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
&6ᢞ㈨ἲேࡀྠ᭶᪥࡛බ⾲ࡋࡓࠕᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡼࡿ᪥ᮏ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛᢞ㈨ἲேᮏᢞ㈨ἲேࡢྜే
ྥࡅࡓᥦ㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏࠖ㢟ࡍࡿࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦௨ୗࠕ&6ࣉࣞࢫ
࣮ࣜࣜࢫࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡀྠ᭶᪥࡛බ⾲ࡋࡓࠕ࢝ࢼ
ࢹ࣭ࣥࢯ࣮࣮࣭ࣛࣥࣇࣛᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫ࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿ
ᖺ㸴᭶᪥ࠕᚚᥦ᭩ࠖᑐࡍࡿᮏ≉ูጤဨࡢᅇ⟅㛵ࡍࡿ࠾▱
ࡽࡏࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢᚋࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊྠ᭶᪥ࠊ&6ࡽᮏ
≉ูጤဨࡼࡿୖグᅇ⟅ᑐࡍࡿ㏉⟅ࢆཷ㡿ࡋࠊྠ᪥ࠊ&6ᑐࡋ࡚ࠊ
ࡿ㏉⟅ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ㏦ࡋࡲࡋࡓࠋ&6ࡽࡢ㏉⟅ࡢヲ⣽ཬࡧᮏ≉ู
ጤဨࡽࡢᅇ⟅ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ&6ᢞ㈨ἲேࡀྠ᪥࡛බ⾲ࡋࡓ
ࠕ≉ูጤဨࡢᅇ⟅ᑐࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝ࢢ࣮ࣝࣉࡢᅇ⟅ࡢ࠾▱
ࡽࡏࠖ㢟ࡍࡿࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡀྠ᪥࡛බ⾲ࡋࡓࠕ࢝ࢼ
ࢹ࣭ࣥࢯ࣮࣮࣭ࣛࣥࣇࣛᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫ࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿ
ᖺ㸴᭶᪥ࠕࡈ㏉⟅ࠖᑐࡍࡿᮏ≉ูጤဨࡢᅇ⟅㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽ
ࡏࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊୖグ᭩⡆ཷ㡿ᚋ㏿ࡸࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽཷࡅࡓ㈈ົⓗ
ぢᆅࡽࡢຓゝཬࡧすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽཷࡅࡓἲⓗຓゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ
ࡘࠊᥦ㸦&6㸧ࡢෆᐜࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㛤ጞࡋࠊྠ᭶᪥ࠊጤဨဨࡢ୍⮴
࡛ࠊせ௨ୗࡢุ᩿⮳ࡾࠊྠ᪥ࠊࡑࡢ᪨ࢆᮏᢞ㈨ἲேᙺဨᑐࡋ࡚ሗ
࿌ࡋࡲࡋࡓࠋ
㸫 ᖺ㸴᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸯ཱྀᙜࡓࡾ&6ᢞ㈨ἲ
ேᢞ㈨ཱཱྀྀ௨ୖ࠸࠺ࠊᥦ㸦&6㸧࠾ࡅࡿྜేẚ⋡ࢆྵࡴᥦ
㸦&6㸧ࡢㅖ᮲௳ࡣࠊᥦ㸦&6㸧グ㍕ࡉࢀࡿࢩࢼࢪ࣮ࡢᐇ⌧ࡣ☜
ᐇᛶࡀ࠶ࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏබ㛤㈙ࡅࡢㅖ᮲
㸫㸫


௳ࢆ᫂ࡽୖᅇࡿࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
㸫 ௨ୗࡢᅄⅬࡀᥦ㸦&6㸧ࡢ๓ᥦ᮲௳ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢᥦ
㸦&6㸧ࡢᐇ⾜ࡣ☜ᐇᛶࡀ࠶ࡾࠊᮏබ㛤㈙ࡅẚࡋ࡚ྲྀᘬᐇ⾜ࡢ
↛ᛶࡀ㧗ࡃ࡞࠸ࡇ
㸦L㸧  ᮏබ㛤㈙ࡅࡀᡂ❧࡞ࡿࡇ
㸦LL㸧 ࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷㈨⏘ࠊ
㐠Ⴀ⟶⌮ཬࡧ㈤㈚ዎ⣙➼㛵ࡋ࡚ࠊྜే㔜࡞ᝏᙳ㡪
ࢆ࠼ࡿ㇟ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡞࠸ࡇ
㸦LLL㸧 ྜేಀࡿ㛵ಀᙜᒁ࣭ドๆྲྀᘬᡤࡢᢎㄆࡀᚓࡽࢀࡿࡇ
㸦LY㸧 &6࠾ࡅࡿ♫ෆつ⛬࠾࠸࡚せࡍࡿ࢝ࢼࢹ࣭ࣥࢯ࣮
࣮࣭ࣛࣥࢡࡢᶵ㛵Ỵᐃࡀᚓࡽࢀࡿࡇ
㸫 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᖺ㸴᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋ
ᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྰ࠸࠺ほⅬ
ࡽࠊᮏྲྀᘬࡣㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏබ㛤
㈙ࡅ㈶ྠࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋࠊᢞ㈨ᑐࡋ࡚ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເ
ࢆ᥎ዡࡍࡿࡇࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ᪨ࡢᮏ⟅⏦᭩ࡢෆᐜࢆኚ᭦ࡍࡿᚲせࡣ࡞
࠸ࡇ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸴᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽཷࡅࡓ㈈ົⓗぢᆅࡽࡢຓゝཬࡧすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊ
ົᡤࡽཷࡅࡓἲⓗຓゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ≉ูጤဨࡢពぢࢆ᭱㝈ᑛ
㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᥦ㸦&6㸧ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ៅ㔜༠㆟᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࠊྠ᪥
Ⅼ࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿࡶ
ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝᑐࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎ዡࡍࡿ
᪨ࡢពぢࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࢆỴ㆟ࡋࡲࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜヱᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
࠾ࡅࡿỴ㆟ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࠕ㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦
ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡢࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ
┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕյ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᐖ㛵ಀࢆ᭷
ࡋ࡞࠸ᙺဨဨࡢᢎㄆࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡀᡂ❧ࡋࡲࡋࡓࡀࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
Ⓨ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ࡚ࢆྲྀᚓ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊබ㛤㈙⪅ࡽࡢせㄳࢆཷ
ࡅࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸵᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࢆ㠀බ㛤ࡋᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࢆබ㛤㈙⪅ࡢࡳࡍࡿࡓࡵࠊ
ᮏ㆟ࢆᮏ⮫ᢞ㈨⥲㆟ࡍࡿࡇࢆỴ㆟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡼࡾࠊබ㛤㈙⪅௨እࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᡤ᭷ࡍࡿ
ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢᩘࡣ㸯ཱྀ‶ࡓ࡞࠸➃ᩘ࡞ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
㸫㸫


㸰㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࡢෆᐜ
 ేྜࡢྜ
ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱཱྀྀࢆ㸯ཱྀేྜ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ᢞ㈨ཱྀేྜࡢຠຊⓎ⏕᪥
ᖺ㸶᭶᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧

㸱㸬ేྜࡢྜࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯
 ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ࠾ࡅࡿేྜࡢྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱཱྀྀࢆ
㸯ཱྀేྜࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ
㈨ࢆබ㛤㈙⪅ࡢࡳࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠊ
ୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ⤒⦋ࢆ⤒࡚ࠊᮏྲྀᘬࡢ୍⎔
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓᮏබ㛤㈙ࡅࡀᡂ❧ࡋࡓࡇࠊཬࡧࠊୗグࡢྛ㡯ࡽࠊᮏ
ᢞ㈨ཱྀేྜ࠾ࡅࡿేྜࡢྜࡣ┦ᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ᨭ㓄ᢞ㈨ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾ࡅࡿᙜヱᨭ㓄ᢞ㈨௨እࡢᢞ㈨ࡢ┈ࢆ
ᐖࡉ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋࡓ㡯
 ୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖࡢ࠾ࡾࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏබ㛤
㈙ࡅࡢ⤖ᯝࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ⥲ཱྀᩘࡢ㐣༙ᩘࢆᡤ᭷ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅᚋࡢ࠸ࢃࡺࡿẁ㝵㈙ࡢẁ㝵┠ࡢ
ᡭ⥆ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢁࠊබ㛤㈙⪅ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ
ᖺ㸳᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀබ㛤㈙⪅ࡢᏊ♫࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᮏྲྀᘬࡣᨭ㓄ᰴࡼࡿබ㛤㈙ࡅࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊබ㛤㈙
⪅ࡀᢞಙἲᇶ࡙ࡁᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ಀࡿᴗົࡢጤクࢆཷࡅ
ࡓᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢぶ♫ࡢᏊ♫࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ၏୍ࡢ
ᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡣᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࢆව௵ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᮏྲྀᘬࡢ᳨ウ࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞┈┦
≧ែࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᮏྲྀᘬࡢ᳨ウ࠾
࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞┈┦≧ែࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇ㚷ࡳࠊୗグ
ࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᥐ⨨ࠖグ㍕ࡢᥐ⨨ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ


㸫㸫


 㸯ཱྀ‶ࡓ࡞࠸➃ᩘࡢฎ⌮ࢆࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿሙྜ࠾ࡅࡿᙜヱ
ฎ⌮㸦➃ᩘฎ⌮㸧ࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ㡯
 ୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡼࡾࠊ
බ㛤㈙⪅௨እࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᡤ᭷ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢᩘࡣ㸯ཱྀ
‶ࡓ࡞࠸➃ᩘ࡞ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
 ᢞ㈨ཱྀేྜࢆࡍࡿࡇࡼࡾᢞ㈨ཱྀࡢᩘ㸯ཱྀ‶ࡓ࡞࠸➃ᩘࡀ⏕ࡌ
ࡿࡁࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨㸦බ㛤㈙⪅ࢆ㝖ࡁࡲࡍࠋ㸧ᑐࡋ࡚ࠊ
ᢞಙἲ➨᮲➨㸯㡯ࡑࡢࡢ㛵ಀἲ௧ࡢᐃࡵࡿᡭ⥆ᚑ࠸ࠊᙜヱ➃ᩘࡢ
ྜィᩘ㸦ྜィࡋࡓᩘ㸯ཱྀ‶ࡓ࡞࠸➃ᩘࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᙜヱ➃ᩘࡣ
ษࡾᤞ࡚ࡽࢀࡲࡍࠋ௨ୗྠࡌ࡛ࡍࠋ㸧┦ᙜࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸦௨
ୗࠕ➃ᩘᢞ㈨ཱྀࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆබ㛤㈙⪅༷ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚
ᚓࡽࢀࡿ㔠㖹ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ➃ᩘᢞ㈨ཱྀࡢྜィᩘ┦ᙜࡍࡿᮏᢞ㈨
ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ༷౯᱁ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ྠ୍࡞ࡿࡼ࠺タ
ᐃࡋࡓୖ࡛༷౯᱁ࢆᐃࡵࠊබ㛤㈙⪅༷ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢ
Ỵ῭㈨㔠➼ᙜࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ㔝ᮧ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺᰴᘧ
♫㸦௨ୗࠕ㔝ᮧ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡽ
൨ࢆୖ㝈ࡋ࡚ධࢀ㸦௨ୗࠕᮏ㈙࣮ࣟࣥࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆ
ཷࡅࡿࡇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᙜヱධ㛵ࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ
࣓ࣥࢺ࣭ࣞࢱ࣮ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㈨㔠ࡢ☜ಖࡢ┦ᙜᛶࡘ࠸࡚
☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊබ㛤㈙⪅ࡼࢀࡤࠊ➃ᩘᢞ㈨ཱྀࡢ༷௦㔠
ࡢᨭᡶ࠸ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏ㈙࣮ࣟࣥࡽ㈥࠺ࡇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ➃ᩘ
ᢞ㈨ཱྀࡢ༷௦㔠ࡢᨭᡶ࠸ᨭ㞀ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㇟ࡣⓎ⏕ࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊࡲࡓᚋⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡇ࡛ࡍࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➃ᩘᢞ㈨ཱྀࡢ༷௦㔠ࡢᨭᡶ࠸ࡢࡓࡵࡢ㈨㔠ࢆ
☜ಖࡍࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ┦ᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ➃ᩘᢞ㈨ཱྀࡢ༷ࡣࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡢຠຊⓎ⏕᪥ᚋ㏿ࡸᐇࡍࡿ
ࡇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ༷ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ㔠㖹ࡢᢞ㈨ᑐࡍࡿ
ᮇࡣࠊᖺ᭶㡭ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋᮏᢞ㈨ἲேᇳ⾜ᙺဨࡋ࡚ࡣࠊ
ᙜヱᮇࡘ࠸࡚ࡣࠊົᡭ⥆➼㚷ࡳࠊྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ


㸫㸫


 ➃ᩘฎ⌮ࡼࡾᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㔠㖹ࡢ㢠ཬࡧᙜヱ
㢠ࡢ┦ᙜᛶ㛵ࡍࡿ㡯
 ୖグࠕ  㸯ཱྀ‶ࡓ࡞࠸➃ᩘࡢฎ⌮ࢆࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿሙྜ
࠾ࡅࡿᙜヱฎ⌮㸦➃ᩘฎ⌮㸧ࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ㡯ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊ➃
ᩘฎ⌮ࡼࡾࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㔠㖹ࡢ㢠ࡣࠊ
ᮏබ㛤㈙౯᱁ྠ㢠࡛࠶ࡿࠊࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡀᡤ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࢆࡌࡓ౯᱁ྠ୍ࡢ㔠㢠࡞ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡽࠊᮏබ㛤㈙౯᱁࡛࠶ࡿᮏ
ᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸯ཱྀᙜࡓࡾࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿྲྀᘬ᮲௳ࡣጇ
ᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢุ᩿⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ

㸦㸧ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊᮏ≉ูጤဨ࠾࠸࡚ࠊୗグࠕ  ᮏྲྀᘬࡢ
බṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ
⨨ࠖグ㍕ࡢᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿྲྀᘬ᮲௳ࡢබṇ
ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡀ༑ศ᥇ࡽࢀࡓୖ᳨࡛ウࡉࢀࠊỴᐃࡉ
ࢀࡓ౯᱁࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸧ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊୖグᥐ⨨ࡀ᥇ࡽࢀࡓୖ࡛ࠊබ㛤㈙⪅ᮏ≉
ูጤဨࡢ㛫࡛⊂❧ᙜ⪅㛫ࡢྲྀᘬ࠾ࡅࡿ༠㆟࣭΅ྠ➼
ࡢ༠㆟࣭΅ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࠊࡼࡾලయⓗࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽཷ
ࡅࡓᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ౯್⟬ᐃ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗ࿌ࠊබ㛤㈙⪅
ࡢ΅᪉㔪㛵ࡍࡿຓゝࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽཷࡅࡓᮏ
ྲྀᘬ࠾ࡅࡿᡭ⥆ࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡢἲ
ⓗຓゝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡘࠊබ㛤㈙⪅ᮏ≉ูጤဨࡢ㛫࡛┿ᦸ
ࡘ⥅⥆ⓗ༠㆟࣭΅ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡋ࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡢᙜึ
ࡢᥦ㸦ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸯ཱྀᙜࡓࡾ㸧ࡼࡾ
ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓ౯᱁࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦࢘㸧ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊୗグࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕղ ᮏᢞ㈨ἲே
࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡽࡢᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩ࡢྲྀᚓࠖ
グ㍕ࡢ࣐ࢡࢧࢫࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢ࠺ࡕࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ
౯᱁ᖹᆒἲࠊ㹂㹁㹄ἲࠊ㹂㹂㹋ཬࡧಟṇ⣧㈨⏘ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯
್⟬ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢୖ㝈ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲே
ẚ㍑ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦࢚㸧ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿ
ᖺ㸳᭶᪥ࡢᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ
㸫㸫


㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ⤊್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ
㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ
࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࠊ
ྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚
㸣ࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆࡑࢀࡒࢀຍ࠼ࡓ౯᱁࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ
ୗグࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆ
ᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖࡢࠕճ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ≉ู
ጤဨࡢタ⨨ཬࡧ⟅⏦᭩ࡢྲྀᚓࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏ≉ูጤဨ
࠾࠸࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡿࣉ࣑࣒ࣞࡢỈ‽ࡣࠊୖሙᰴ
ᘧ♫࠾ࡅࡿྠ✀ྲྀᘬࡢỈ‽ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡶࡢ
ࡢࠊୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲே
࠾࠸࡚ᑗ᮶ⓗᏳᐃⓗ࡞┈ᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊศ㓄
㔠ࡢῶᑡࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊཬࡧᮏබ㛤㈙౯᱁ࡀ㐣ཤ
㸯ᖺ㛫ࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡢ᭱㧗್ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ⪃៖ࡍࡿࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢጇᙜᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸⪃࠼ࡽࢀࠊࡴࡋࢁ᭷⏝࡞ᢞ㈨ᅇࡢᶵ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࠋ

 ࡑࡢᚋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕
ࡢ࠾ࡾࠊᥦ㸦&6㸧ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ៅ㔜༠㆟᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ
ࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿࡶࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝᑐࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎ዡࡍࡿ
᪨ࡢពぢࢆ⥔ᣢࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿ
ࡶᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝᑐࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ
᥎ዡࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋࡓᚋࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢᣍ㞟ࢆỴᐃࡋࡓࠊ
ᖺ㸵᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ⮳ࡿࡲ࡛ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁
㛵ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢุ᩿ࡢᇶ♏࡞ࡿㅖ᮲௳㔜࡞ኚ᭦ࡀ⏕ࡌ࡚
࠸࡞࠸ࡇ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ௨ୖࡼࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➃ᩘฎ⌮ࡼࡾᢞ㈨ࡢⓙᵝࡍࡿ
ࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㔠㖹ࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࡣ┦ᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨
 ᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅᚋࡢ࠸ࢃࡺࡿẁ㝵㈙ࡢẁ㝵┠ࡢ
ᡭ⥆ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢁࠊᮏពぢ⾲᫂ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢ
㸫㸫


ࠕ㸱㸬ᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢࡢෆᐜࠊ᰿ᣐཬࡧ⌮⏤ࠖࡢࠕ  බṇ
ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖグ㍕ࡢ
࠾ࡾࠊබ㛤㈙⪅ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸳᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡀබ㛤㈙⪅ࡢᏊ♫࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏྲྀᘬࡣᨭ㓄ᰴࡼࡿබ
㛤㈙ࡅࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊබ㛤㈙⪅ࡀᢞಙἲᇶ࡙ࡁᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ಀࡿᴗົࡢጤクࢆཷࡅࡓᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢぶ♫ࡢᏊ
♫࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ၏୍ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡣᮏ㈨
⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ
ᮏྲྀᘬࡢ᳨ウ࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞┈┦≧ែࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᮏྲྀᘬࡢ᳨ウ࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞┈┦≧ែࡀ⏕ࡌ
ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇ㚷ࡳࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨➼ࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢබṇᛶࢆᢸ
ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ձ බ㛤㈙⪅࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡽࡢᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ
᭩ࡢྲྀᚓ
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡽ⊂❧ࡋ
ࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ㔝
ᮧㆇๆᑐࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃࢆ౫㢗ࡋࡓࡢࡇ
࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊ㔝ᮧㆇๆࡣࠊබ㛤㈙⪅ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛵㐃ᙜ⪅
ࡣヱᙜࡏࡎࠊᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 㔝ᮧㆇๆࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅ࠾ࡅࡿ⟬ᐃᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᢞ
㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡀᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙୖሙࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲࢆࠊᮏᢞ㈨ἲேẚ㍑ྍ⬟࡞ୖሙࣥ
ࣇࣛࣇࣥࢻࡀᏑᅾࡋࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ࡼࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ
౯್ࡢ㢮᥎ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲࢆࠊᑗ᮶ࡢᴗ
άືࡢ≧ἣࢆ⟬ᐃᫎࡍࡿࡓࡵ㹂㹁㹄ἲࢆࠊࡲࡓࠊ౯࣭౯ྍ
⬟ᛶ➼ࡼࡿ⣧㈨⏘ࡢᙳ㡪㢠ࢆ⟬ᐃᫎࡍࡿࡓࡵಟṇ౯⣧㈨⏘
ἲࡼࡿ⟬ᐃࢆ⾜࠸ࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏ᪥ࠊ㔝ᮧㆇๆࡽᢞ㈨ཱྀ౯್
⟬ᐃ᭩㸦௨ୗࠕබ㛤㈙⪅⟬ᐃ᭩ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡓࡢࡇ
࡛ࡍࠋࡲࡓࠊබ㛤㈙⪅ࡣ㔝ᮧㆇๆࡽᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢጇᙜᛶ
㛵ࡍࡿពぢ᭩㸦ࣇ࢙ࢿࢫ࣭࢜ࣆࢽ࢜ࣥ㸧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡇ
࡛ࡍࠋ
㸫㸫


 㔝ᮧㆇๆࡼࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃ⤖
ᯝࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡢࡇ࡛ࡍࠋ
ᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲ 㸸 ࡽ
㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ  㸸 ࡽ
㹂㹁㹄ἲ       㸸 ࡽ
ಟṇ౯⣧㈨⏘ἲ   㸸 ࡽ
 ᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲ࡛ࡣࠊᖺ㸳᭶᪥ࢆᇶ‽᪥ࡋ࡚ࠊᮾி
ドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᘬ⤊
್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸳Ⴀᴗ᪥ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊ
ྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ
㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ཬࡧྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ
᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࢆᇶࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀ
ᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽࡲ࡛⟬ᐃࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ࡛ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேẚ㍑ⓗ㢮ఝࡍࡿᴗࢆႠࡴ
ୖሙࣥࣇࣛࣇࣥࢻࡢᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡸ┈ᛶ➼ࢆ♧ࡍ㈈ົᣦᶆ
ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ⟬ᐃࡋࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽࡲ
࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 㹂㹁㹄ἲ࡛ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᖺ㸵᭶ᮇࡽᖺ㸯᭶ᮇࡲ࡛
ᮇศࡢᴗィ⏬࠾ࡅࡿ┈ࡸᢞ㈨ィ⏬ࠊ୍⯡බ㛤ࡉࢀࡓሗ➼ࡢ
ㅖせ⣲ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊᖺ㸵᭶ᮇ௨㝆ᮏᢞ㈨ἲேࡀᑗ᮶ฟࡍࡿ
ぢ㎸ࡲࢀࡿࣇ࣮࣭ࣜ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟࢆࠊ୍ᐃࡢᘬ⋡࡛⌧ᅾ౯
್ࡾᘬ࠸࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ౯್ࡸᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ⟬ᐃࡋࠊᮏᢞ㈨
ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽ
⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊ㔝ᮧㆇๆࡀ㹂㹁㹄ἲ⏝࠸ࡓᮏ
ᢞ㈨ἲேࡢᖺ㸵᭶ᮇࡽᖺ㸯᭶ᮇࡲ࡛ࡢᴗィ⏬࠾࠸࡚ࡣ
ᖜ࡞ቑῶ┈ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᮇ㛫ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋලయ
ⓗࡣࠊ),7ไᗘ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡢㄪ㐩ᮇ㛫ࡀ
㡰ḟ⤊ࡍࡿࡇక࠸ࠊᖺ㸵᭶ᮇࠊᖺ㸵᭶ᮇࠊᖺ㸵᭶
ᮇཬࡧᖺ㸵᭶ᮇࡢྛᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀཷࡍࡿᇶᮏ㈤
ᩱࡀపῶࡍࡿࡇࡼࡾႠᴗ┈ࡢᖜ࡞ῶᑡࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡇ
࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢ୍㒊࠾࠸࡚ῶ౯ൾ༷ࡀ
⤊ࡍࡿࡇక࠸ࠊᖺ㸵᭶ᮇࠊᖺ㸯᭶ᮇཬࡧᖺ㸵᭶ᮇ
ࡢྛᮇ㛫࠾࠸࡚ῶ౯ൾ༷㈝ࡢῶᑡࡼࡾႠᴗ┈ࡢᖜ࡞ቑຍࢆ
㸫㸫


ぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋຍ࠼࡚ࠊ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡢ㛫ࡢ㈤㈚
ዎ⣙ࡀ㡰ḟ⤊ࡍࡿࡇక࠸ࠊᖺ㸯᭶ᮇࠊᖺ㸵᭶ᮇཬࡧ
ᖺ㸯᭶ᮇࡢྛᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀཷࡍࡿᇶᮏ㈤ᩱࡀῶ
ᑡࡍࡿࡇࡼࡾႠᴗ┈ࡢᖜ࡞ῶᑡࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊᮏྲྀᘬࡢᐇ⾜ࡼࡾᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࡣࠊ
⌧Ⅼ࠾࠸࡚┈࠼ࡿᙳ㡪ࢆලయⓗぢ✚ࡶࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ಟṇ౯⣧㈨⏘ἲ࡛ࡣࠊᖺ㸯᭶᪥⌧ᅾࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈚ᑐ
↷⾲࠾ࡅࡿ⡙౯⣧㈨⏘㢠ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘ཬࡧࢹࣜࣂ
ࢸࣈዎ⣙ࡢྵࡳᦆ┈ࢆᫎࡉࡏࡓಟṇ౯⣧㈨⏘ࡢ㔠㢠ࢆ⟬ฟࡋࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽ
ࡲ࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊ㔝ᮧㆇๆࡽྲྀᚓࡋࡓබ㛤㈙⪅⟬ᐃ᭩࠾ࡅࡿᮏ
ᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃ⤖ᯝຍ࠼ࠊබ㛤㈙⪅࠾࠸࡚ᐇࡋ
ࡓᮏᢞ㈨ἲேᑐࡍࡿࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ㸦ᖺ㸲᭶ୖ᪪ࡽ
ୗ᪪㸧ࡢ⤖ᯝࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻ
ᕷሙ࠾ࡅࡿ┤㏆ࡢᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡢ᥎⛣ཬࡧᮏබ㛤㈙ࡅᑐࡍࡿ
ᛂເᩘࡢぢ㏻ࡋ➼ࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ༠㆟࣭΅ࡢ⤖
ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭱⤊ⓗࠊᮏ᪥ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿ
ࡇࢆỴᐃࡋࡓࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀ
ᴗ᪥࡛࠶ࡿᖺ㸳᭶᪥ࡢᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ
࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ⤊್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛
ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥
ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࠊ
ྠ ᪥ ࡲ࡛ ࡢ㐣 ཤ㸴 ࣨ᭶ 㛫ࡢ⤊ ್ ࡢ༢ ⣧ᖹ ᆒ್   ᑐ ࡋ ࡚
㸣ࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆࡑࢀࡒࢀຍ࠼ࡓ౯᱁ࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡢぶ♫࡛࠶ࡿࣜ
ࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡀᖺ㸰᭶㸯᪥ᮏᢞ㈨ἲேࡀබເࡼࡾ
Ⓨ⾜ࡋࡓᢞ㈨ཱྀ㸦᪂Ⓨ⾜ᢞ㈨ཱྀᩘཱྀ㸧ࡢ࠺ࡕཱྀࢆྲྀᚓࡋ
ࡓ㔠㢠࡛࠶ࡿ㸯ཱྀᙜࡓࡾẚ㍑ࡋ࡚ࠊ㧗࠸౯᱁࡛
࠶ࡾࠊ㸣ࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆຍ࠼ࡓ౯᱁ࡢࡇ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊබເ
ࡼࡾⓎ⾜ࡋࡓᢞ㈨ཱྀࡢⓎ⾜౯᱁࡛࠶ࡿ㸯ཱྀᙜࡓࡾࡣࠊᙜ
ࡢᕷሙືྥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡼࡾỴᐃࡉࢀࡓ౯᱁㸦Ⓨ⾜౯
᱁ࡀỴᐃࡉࢀࠊබ⾲ࡉࢀࡓᖺ㸯᭶᪥ࡢ๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿᖺ㸯
㸫㸫


᭶᪥ࡢᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ
㈨ཱྀࡢ⤊್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊
್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࡢࢹࢫ࢝࢘ࣥࢺࢆࡑࢀࡒ
ࢀ⾜ࡗࡓ౯᱁㸧࡛࠶ࡾࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡣᙜヱ౯᱁ࢆጇᙜ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊྲྀᚓࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᮏබ㛤㈙౯
᱁ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ༠㆟ࢆ㋃ࡲ࠼බ㛤㈙⪅ࡽࡼࡗ࡚Ỵᐃࡋࡓ౯
᱁㸦ᮏබ㛤㈙ࡅࡢබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿᖺ㸳᭶᪥ࡢᮾிド
ๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ⤊್
ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹ
ᆒ್ᑐࡋ࡚㸣ࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆࡑࢀࡒࢀຍ࠼ࡓ౯᱁㸧
࡛࠶ࡾࠊ␗࡞ࡗࡓ౯᱁࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ

ղ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡽࡢᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ
᭩ࡢྲྀᚓ
㸦L㸧⟬ᐃᶵ㛵ࡢྡ⛠୪ࡧᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡢ㛵ಀ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢ⾲᫂ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾࠊබ
㛤㈙⪅ࡽᥦ♧ࡉࢀࡓᮏබ㛤㈙౯᱁㛵ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢពᛮỴ
ᐃࡢ㐣⛬࠾ࡅࡿබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᮏ㈨⏘㐠
⏝♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡽ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅
⟬ᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ࣐ࢡࢧࢫ
ᑐࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃࢆ౫㢗ࡋࠊᖺ㸳᭶᪥
࡛ᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩ࢆྲྀᚓ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࢡࢧࢫࡣࠊᮏᢞ㈨
ἲேཬࡧᮏ㈨⏘㐠⏝♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡢ
㛵㐃ᙜ⪅ࡣヱᙜࡏࡎࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬ㛵ࡋ࡚グ㍕ࡍ
ࡁ㔜せ࡞ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ
ࠕ  ᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ཬࡧ┈┦ࢆᅇ㑊ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖグ㍕ࡢྛබṇᛶᢸಖᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏྲྀᘬ
ಀࡿබṇᛶࡀ༑ศᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿุ᩿ࡋࡓࡇࡽࠊ࣐ࢡࢧࢫ
ࡽᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢබṇᛶ㛵ࡍࡿពぢ㸦ࣇ࢙ࢿࢫ࣭࢜ࣆࢽ࢜ࣥ㸧
ࡣྲྀᚓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ࣐ࢡࢧࢫᑐࡍࡿሗ㓘ࡣࠊᮏྲྀᘬࡢ
ᡂ❧➼ࢆ᮲௳ᨭᡶࢃࢀࡿᡂຌሗ㓘ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸦LL㸧⟬ᐃࡢᴫせ
 ࣐ࢡࢧࢫࡣࠊ」ᩘࡢᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃᡭἲࡢ୰ࡽᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ
ࡢ౯್⟬ᐃ࠶ࡓࡾ᥇⏝ࡍࡁ⟬ᐃᡭἲࢆ᳨ウࡢୖࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨
㸫㸫


ཱྀࡢ౯್ࡘ࠸࡚ከ㠃ⓗホ౯ࡍࡿࡇࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡢ⪃࠼ᇶ࡙
ࡁࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡀᮾிドๆྲྀᘬᡤࡢࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙୖ
ሙࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡽᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒ
ἲࢆࠊᮏᢞ㈨ἲேẚ㍑ྍ⬟࡞ୖሙࣥࣇࣛࣇࣥࢻࡀ」ᩘᏑᅾࡋࠊ
㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ࡼࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ㢮᥎ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇࡽ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲࢆࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗάືᇶ࡙ࡃᮏᢞ㈨
ἲேࡢ౯್ࢆホ౯ศᯒᫎࡉࡏࡿࡓࡵ㹂㹁㹄ἲࢆࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ࡀᑗ᮶ཷࡍࡿぢ㎸ࡲࢀࡿศ㓄㔠ࢆ⟬ᐃᫎࡉࡏࡿ┠ⓗ
ࡽ㹂㹂㹋ࢆࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷㈨⏘ࡢ౯ࢆᫎࡋࡓ㟼ⓗ࡞ᢞ㈨౯
್ࡢホ౯ศᯒᡭἲࡋ࡚ಟṇ⣧㈨⏘ἲࢆࠊࡑࢀࡒࢀ᥇⏝ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃࢆ⾜ࡗࡓࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ୖグྛᡭἲᇶ࡙࠸࡚⟬ᐃࡉࢀࡓᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾࡢ
ᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲ 㸸 ࡽ
㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ  㸸 ࡽ
㹂㹁㹄ἲ       㸸 ࡽ
㹂㹂㹋        㸸 ࡽ
ಟṇ⣧㈨⏘ἲ     㸸 
 ᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲ࡛ࡣࠊᖺ㸳᭶᪥ࢆᇶ‽᪥ࡋ࡚ࠊᮾி
ドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᘬ⤊
್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊ
ྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ཬࡧྠ᪥ࡲ࡛
ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࢆࡶࠊᮏᢞ㈨ἲே
ᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽࡲ࡛
⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ࡛ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேẚ㍑ⓗ㢮ఝࡍࡿᴗࢆႠࡴ
ୖሙࣥࣇࣛࣇࣥࢻࡢᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡸ┈ᛶ➼ࢆ♧ࡍ㈈ົᣦᶆ
ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ⟬ᐃࡋࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽࡲ
࡛ศᯒࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 㹂㹁㹄ἲཬࡧ㹂㹂㹋࡛ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᖺ㸵᭶ᮇࡽᖺ㸵
᭶ᮇࡲ࡛ࡢᴗィ⏬࠾ࡅࡿ┈ࡸᢞ㈨ィ⏬ࠊ୍⯡බ㛤ࡉࢀࡓሗ
➼ࡢㅖせ⣲ࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ㹂㹁㹄ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖺ㸵᭶ᮇ௨㝆ᮏᢞ㈨ἲேࡀᑗ᮶ฟࡍࡿぢ㎸ࡲࢀࡿࣇ࣮࣭ࣜ
࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟࢆࠊ୍ᐃࡢᘬ⋡࡛⌧ᅾ౯್ࡾᘬࡃࡇࡼ
㸫㸫


ࡾᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ⟬ᐃࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾ
ᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽ⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
㹂㹂㹋࡛ࡣࠊᖺ㸵᭶ᮇ௨㝆ࡢィ⟬ᮇ㛫ಀࡿศ㓄㔠ࡢぢ㎸㢠ࢆ୍
ᐃࡢᘬ⋡࡛⌧ᅾ౯್ࡾᘬ࠸࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ⟬ᐃࡋࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢ⠊ᅖࢆࡽ
⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ࣐ࢡࢧࢫࡀ㹂㹁㹄ἲཬࡧ㹂㹂㹋
ࡼࡿ⟬ᐃࡢ๓ᥦࡋࡓᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈈ົண ࠾࠸࡚ࠊ๓ィ⟬ᮇ㛫
ࡽႠᴗ┈ࡢᖜ࡞ῶᑡࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿィ⟬ᮇ㛫ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋලయⓗࡣࠊ),7ไᗘ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡢㄪ
㐩ᮇ㛫ࡀ㡰ḟ⤊ࡍࡿࡇక࠸ࠊᖺ㸵᭶ᮇࠊᖺ㸵᭶ᮇࠊ
ᖺ㸵᭶ᮇࠊཬࡧᖺ㸵᭶ᮇࡢྛィ⟬ᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡀཷࡍࡿᇶᮏ㈤ᩱࡀపῶࡍࡿࡇࡼࡾႠᴗ┈ࡢᖜ࡞ῶᑡࡀぢ
㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏྲྀᘬࡢᐇ⾜ࡼࡾᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࡣࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚┈࠼ࡿᙳ㡪ࢆලయⓗぢ
✚ࡶࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᫎࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ಟṇ⣧㈨⏘ἲ࡛ࡣࠊᖺ㸯᭶᪥⌧ᅾࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈚ᑐ↷⾲
࠾ࡅࡿ⡙౯⣧㈨⏘㢠ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢྵࡳᦆ┈ཬࡧ
ᖺ㸯᭶ᮇᮎࢆᇶ‽᪥ࡍࡿศ㓄㔠ࡢᨭᡶ㢠➼ࢆᫎࡋࡓಟṇ⣧㈨
⏘ࡢ㔠㢠ࢆ⟬ฟࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾᢞ㈨ཱྀ౯್ࢆ
ศᯒࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ճ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓ≉ูጤဨࡢタ⨨ཬࡧ⟅⏦᭩ࡢྲྀᚓ
㸦L㸧タ⨨➼ࡢ⤒⦋
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖺ㸳᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡢᏊ♫
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏྲྀᘬࡣᨭ㓄ᰴࡼࡿබ㛤㈙ࡅࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
බ㛤㈙⪅ࡀᢞಙἲᇶ࡙ࡁᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ಀࡿᴗົࡢጤ
クࢆཷࡅࡓᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢぶ♫ࡢᏊ♫࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢ၏୍ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡣᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫
㛗ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡼࡿពⓗ࡞
ุ᩿ࢆ㜵Ṇࡋࠊࡑࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
ᖺ㸲᭶㸴᪥ࠊᮏ㈨⏘㐠⏝♫୪ࡧබ㛤㈙⪅ࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ
࣭ࣝࢪࣕࣃࣥཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡢ㛫࡛ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
⊂❧ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ᮏᖾᘯẶཬࡧ
ຍ⸨ග⏕Ặࠊ୪ࡧእ㒊ࡢ᭷㆑⪅࡛࠶ࡿ㛵ཱྀᑛᡂẶ㸦ᘚㆤኈࠊ᪥ẚ㇂
୰⏣ἲᚊົᡤ㸧ཬࡧゅ㔝㔛ዉẶ㸦බㄆィኈࠊゅ㔝㔛ዉබㄆィኈ
㸫㸫


ົᡤ㸧ࡢ㸲ྡࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᮏ≉ูጤဨࢆタ⨨࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ≉ูጤဨࡢጤဨࡋ࡚タ⨨ᙜึࡽࡇࡢ㸲
ྡࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ≉ูጤဨࡢጤဨࢆኚ᭦ࡋࡓᐇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊᮏ≉ูጤဨࡢጤဨࡢሗ㓘ࡣࠊ⟅⏦ෆᐜࢃࡽࡎᨭ⤥ࡉࢀ
ࡿ㛫ไࡢሗ㓘ࡢࡳࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏྲྀᘬࡢᡂ❧➼ࢆ᮲௳ࡍࡿᡂຌሗ
㓘ࡣ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ≉ูጤဨᑐࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢㅎၥࢆ⾜ࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
$  ᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿྰ࠸࠺ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏྲྀᘬࡢ㠀ࡘ࠸
࡚ࠊㄪᰝ᳨࣭ウཬࡧホ౯ࡋࠊ່࿌ཪࡣពぢࡍࡿࡇ
%  ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡀุ᩿ࡍࡁ㡯ࡢ࠺ࡕࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏ≉
ูጤဨ㝶ㅎၥࡍࡿ㡯ཬࡧᮏ≉ูጤဨࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺ
ဨ່࿌ཪࡣពぢࡍࡁ⪃࠼ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝ᳨࣭ウཬ
ࡧホ౯ࡋࠊ່࿌ཪࡣពぢࡍࡿࡇ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ≉ูጤဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᶒ㝈ࢆ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
$  ᮏබ㛤㈙ࡅࡢྲྀᘬ᮲௳➼ࡢ΅ࢆ⾜࠺ᶒ㝈㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺ⫋
ဨࡸࢻࣂࢨ࣮ࢆ㏻ࡌࡓ㛫᥋ⓗ࡞΅ࢆྵࡳࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࡇ
ࢀ༠ຊࡍࡿࠋ㸧
%  㐺ษ࡞ุ᩿ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㈈ົࢻࣂࢨ࣮࣭➨୕⪅ホ౯ᶵ
㛵ࡸἲົࢻࣂࢨ࣮㸦௨ୗࠕࢻࣂࢨ࣮➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㑅
௵ࡋࠊཪࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢࢻࣂࢨ࣮➼ࢆᣦྡࡶࡋࡃࡣᢎㄆ
㸦ᚋᢎㄆࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿᶒ㝈㸦࡞࠾ࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢࢻࣂࢨ࣮➼ࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⊂❧ᛶࡶၥ
㢟ࡀ࡞࠸࡞ࠊ≉ูጤဨࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡢࢻࣂࢨ࣮➼ࢆ
ಙ㢗ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗຓゝࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿุ᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢࢻࣂࢨ࣮➼ᑐࡋ࡚ᑓ㛛ⓗຓゝࢆồࡵࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸧
&  㐺ษ࡞ุ᩿ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺ⫋ဨࡑࡢ≉ูጤ
ဨࡀᚲせㄆࡵࡿ⪅ᮏ≉ูጤဨࡢฟᖍࢆせồࡋࠊᚲせ࡞
ሗࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࠊࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺ⫋ဨࡽᮏྲྀᘬ
㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧุ᩿ྜ⌮ⓗᚲせ࡞ሗࢆཷ㡿ࡍࡿᶒ㝈
㸦LL㸧᳨ウࡢ⤒⦋
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊᖺ㸲᭶㸴᪥ࡽᖺ㸳᭶᪥ࡲ࡛ྜィ
㸫㸫


ᅇ㛤ദࡉࢀࡓࠊྛ᪥㛫࠾࠸࡚ࡶࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡢ᪉ἲࡼࡾࠊ
ሗ࿌ࠊ༠㆟ཬࡧ᳨ウࢆ⾜࠺➼ࡋ࡚ࠊᮏㅎၥ㡯㛵ࡋ࡚ࠊៅ㔜᳨ウ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ලయⓗࡣࠊᖺ㸲᭶㸴᪥㛤ദࡢ➨㸯ᅇ≉ูጤဨ࠾࠸࡚ࠊす
ᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡢ⊂❧ᛶཬࡧᑓ㛛ᛶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊ
ᮏ≉ูጤဨࡢ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࢻࣂࢨ࣮ࡶࡍࡿࡇࢆጤဨ␗㆟↓
ࡃᢎㄆࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖺ㸲᭶᪥㛤ദࡢ➨㸳ᅇ≉ูጤဨ࠾
࠸࡚ࠊ࣐ࢡࢧࢫࡢ⊂❧ᛶཬࡧᑓ㛛ᛶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᮏ≉
ูጤဨࡢ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮
ࡶࡍࡿࡇࢆጤဨ␗㆟↓ࡃᢎㄆࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶ
ࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗᴫせࠊᴗ⎔ቃࠊ⤒Ⴀㄢ㢟ࠊᴗィ⏬ࡢෆᐜཬ
ࡧ๓ᥦ୪ࡧᮏྲྀᘬࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗᑐࡍࡿᙳ㡪➼ࡘ࠸࡚ࡢㄝ
᫂ࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࡢⅬ㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ
≉ูጤဨࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ⎔ቃࠊ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆ
ྵࡴᮏྲྀᘬࡢ⫼ᬒ࣭⤒⦋ࠊᮏྲྀᘬࡼࡗ࡚ฟࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࢩࢼࢪ࣮
ࡢ᭷↓ࡸࡑࡢෆᐜࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡢព⩏࣭┠ⓗࠊᮏྲྀᘬࡢᡭ⥆࣭᮲௳➼
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࡢⅬ㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏ≉ู
ጤ ဨ  ࡣ ࠊ  ᖺ 㸲 ᭶  ᪥  බ 㛤 ㈙  ⪅  ࡽ ᮏ බ 㛤 ㈙  ౯ ᱁ ࢆ
ࡍࡿ᪨ࡢึᅇࡢ౯᱁ᥦࢆཷ㡿ࡋ࡚௨㝆ࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽ
ᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ౯್⟬ᐃ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗ࿌ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ΅
᪉㔪㛵ࡍࡿຓゝࢆཷࡅࡿࡶࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽᮏྲྀ
ᘬ࠾ࡅࡿᡭ⥆ࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡢἲⓗຓゝ
ࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏྲྀᘬࡢ㠀ཬࡧྲྀᘬ᮲௳ࡢጇᙜᛶࡘ
࠸࡚ៅ㔜᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ┤᥋ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊබ㛤㈙
⪅ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ㔝ᮧㆇๆࢆࡋ࡚ࠊᮏබ
㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬ࠾ࡅࡿㅖ᮲௳ࡘ࠸࡚ࠊ⥅⥆ⓗ༠㆟࣭
΅ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᖺ㸲᭶᪥ࠊ
ᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿ᪨ࡢᥦࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢࠊྠ᭶
᪥ࠊࣉ࣑࣒ࣞỈ‽ࡀపࡃࠊ༑ศ࡞౯᱁࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁ࡢᖜ࡞ᘬୖࡆࢆせㄳࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊྠ᭶
᪥ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿ᪨ࡢᥦࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢࠊ
ྠᖺ㸳᭶㸯᪥ࠊᢞ㈨ἲேࡢ≉Ṧᛶ㚷ࡳࡿࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ
ࡼࡿホ౯㢠ࡢㄝ᫂ຊࡶ㧗࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࠊᙜヱᡭἲホ౯➼ࢆ㋃ࡲ
㸫㸫


࠼ࡿࠊᚲࡎࡋࡶࡲࡔ༑ศ࡞౯᱁࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢ
ᗘࡢᘬୖࡆࢆせㄳࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㛗ᮇⓗᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨
ཱྀࢆಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢྲྀᚓ౯᱁ࢆୖᅇࡿ
࠸࠺ほⅬࡽࠊ᭱⤊ᥦࢆ⾜ࡗࡓᖺ㸳᭶㸷᪥ࡢ┤๓Ⴀᴗ᪥࡛࠶ࡿ
ྠ᭶㸴᪥ࡽ㐳ࡿࡇ㐣ཤ㸲ᖺ㛫ࡢ᭱㧗್࡛࠶ࡿࢆୖᅇࡿ
౯᱁࡛࠶ࡾࠊࡘ᭱㏆ࡢᕷሙ࡛ࡢྲྀᘬ౯᱁୍ᐃࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆຍ࠼
ࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ᭱⤊ᥦࢆ⾜ࡗࡓᖺ㸳᭶㸷᪥ࡢ┤๓Ⴀᴗ᪥࡛
࠶ࡿྠ᭶㸴᪥ࢆᇶ‽᪥ࡋࡓᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ
࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᘬ⤊್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ
᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್
ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ
್ࡢ࠸ࡎࢀࡢ㔠㢠ࡶ㸣ࢆ㉸࠼ࡿࣉ࣑࣒ࣞࢆࡋࡓ㔠
㢠ࡋ࡚ࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࡽࠊྠ᭶㸷᪥ࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁ࢆࡍࡿ᪨ࡢ᭱⤊ᥦࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮏ≉ู
ጤဨࡣࠊྠ᭶㸷᪥ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿ᪨ࡢ᭱⤊ᥦ
ࢆཷࡅࠊྠ᭶᪥ࠊୗグࠕ㸦LLL㸧ุ᩿ෆᐜࠖグ㍕ࡢⅬࡽࠊ
ࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ᑐࡋ࡚ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ᥎
ዡࡍࡿ࠶ࡓࡾጇᙜ࡞㔠㢠࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆ
ࡍࡿࡇࢆᛂㅙࡍࡿ᪨ࡢᅇ⟅ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦LLL㸧ุ᩿ෆᐜ
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾᮏㅎၥ㡯ࡘ࠸࡚ៅ㔜༠㆟᳨࣭
ウࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊᖺ㸳᭶᪥ࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨᑐࡋࠊጤဨ
ဨࡢ୍⮴࡛ࠊせ௨ୗࢆෆᐜࡍࡿᮏ⟅⏦᭩ࢆᥦฟ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸧ᮏྲྀᘬࡢ┠ⓗࡢྜ⌮ᛶ㸦ᮏྲྀᘬᚋࡢ㐠⏝᪉㔪࣭㐠⏝యไ
ࢆྵࡴࠋ㸧
D ᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗෆᐜ࣭⤒Ⴀ᪉㔪ࠊᴗ⎔ቃཬࡧ⤒Ⴀㄢ㢟ࠊᮏྲྀ
ᘬࡢ᳨ウ⮳ࡿ⤒⦋
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏྲྀᘬࡢ┠ⓗཬࡧᮏྲྀᘬࡼࡾྥୖࡍࡿࡇ
ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ౯್ࡢලయⓗෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡽࡽࠊᴫせࠊ௨ୗࡢㄝ᫂㸦࡞࠾ࠊᮏ≉
ูጤဨࡀᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡽᑐࡋ࡚㉁ࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢᅇ⟅ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓෆᐜࢆྵࡴࠋ㸧ࢆཷࡅࡓࠋ
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ⠏᪉㔪ἢ࠺
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛᑐࡍࡿᢞ㈨㟂せࡢቑຍక࠺ࠊ⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡢ㈙౯᱁ࡢ㧗㦐ഴྥࢆཷࡅࠊᮏᢞ㈨ἲ
㸫㸫


ேࡀ㓄ᙜᛶྥ⥔ᣢ➼ࡢほⅬࡽᙜヱⓎ㟁タഛࡢྲྀᚓࢆ᳨ウ࡛ࡁ࡞
࠸ែࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊᚋࡶྠᵝࡢែࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀᠱᛕࡉ
ࢀࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ㸣௨ୖࢆኴ㝧ග
Ⓨ㟁タഛ➼࡛ᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆᢞ㈨᪉㔪ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ࣓ࣥ
ࢫ࣏ࣥࢧ࣮࡛࠶ࡿබ㛤㈙⪅ࡽཬࡧࡑࡢඹྠࢫ࣏ࣥࢧ࣮࡛࠶ࡿᮾ
ᛴື⏘ᰴᘧ♫༠ാࡋ࡚ࠊ㈨⏘つᶍࡢᣑࢆ㏻ࡌࠊ୰㛗ᮇⓗ
Ᏻᐃࡋࡓᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊ),7ไᗘᑟධ
௨㝆ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡢタ⨨ࡀ㐍ࡴࡶࠊ⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࣇࣥࢻࡢ⤌ᡂࡀ㐍ࢇࡔࡇ
࡞ࡼࡾ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㉎ධ㟂せࡀቑࡋࠊ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㉎ධ౯᱁ࡣ㏆ᖺୖ᪼ഴྥࡀ⥆࠸
࡚࠾ࡾࠊᙜヱഴྥࡀ⥅⥆ࡍࡿࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨᪉㔪㐺ྜࡍ
ࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࢆᕼᮃ࠾ࡾࡢ౯᱁ࠊᮇࡑࡢ
ࡢ᮲௳࡛ྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ
ᢞ㈨ἲே࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼
ࡢ᪂つྲྀᚓࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࠊ㏆ᖺࠊ౯᱁᮲௳
➼ࡀᢡࡾྜࢃࡎ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢྲྀᚓࢆ᳨ウ࡛ࡁ
࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡀቑຍࠊ⥅⥆ࡋ
ࡓሙྜࠊ୰㛗ᮇⓗᏳᐃⓗࡋࡓᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㈨⏘
つᶍࡢᣑࢆᐇ⌧࡛ࡁࡎࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᅇࡾࡢྥୖࡸ┈ࡢᏳ
ᐃ➼ࡢࡓࡵ᭱㐺࡞࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡎࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ┈ᛶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ࠾
࠸࡚ࠊձ),7ไᗘᇶ࡙ࡃ㟁ࡽ),3ไᗘ࣭1RQ),7㟁ࡢ⛣
⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ᕫࡢ⤒Ⴀᇶ┙ࠊ༶ࡕಙ⏝ຊࡢᏳᐃࠊ༺㟁
ຊᕷሙྲྀᘬ⪏࠼ᚓࡿࢩࢫࢸ࣒ࡸேဨయไࡢᵓ⠏࡞ࡼࡾᗈ⠊࡞
ᴗ㐠Ⴀ⬟ຊࡀᚲせ࡞ࡿࡇࠊཬࡧࠊղฟຊᢚไࡢᐇᆅᇦࡢ
ᣑࡼࡿ㟁࠾ࡅࡿ㐓ኻ┈ࡢቑຍࡸࠊ⥲ணⓎ㟁㔞
㸦3㸧㸦ὀ㸴㸧ᇶ࡙ࡃᴗ⏺ᶆ‽ࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࡢ㈤ᩱಖド㸦ᅛ
ᐃ㈤ᩱ㸧࠸࠺ᮏᢞ㈨ἲே᭷࡞㈤㈚᮲௳ࡢタᐃ➼ࡼࡿࠕ㏫
ࢨࣖࠖࡀ⥅⥆ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ㸴㸧ࠕ⥲ணⓎ㟁㔞㸦3㸧ࠖࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡼࡿ⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢྲྀᚓ㝿ࡋ࡚ࠊ➨୕⪅ࡼࡾ
ྲྀᚓࡉࢀࡓⓎ㟁㔞ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥཬࡧ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝ
㸫㸫


ࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢᢏ⾡ホ౯࠾࠸࡚ࠊ㸣ࡢ☜⋡࡛㐩ᡂ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿぢ㎸ࡲࢀࡓⓎ㟁㔞ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡋ࡚ࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗࡢ㐠Ⴀཬࡧᡂ㛗ࡗ
࡚ࠊ࣓ࣥࢫ࣏ࣥࢧ࣮࡛࠶ࡿࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ
ࡼ ࡿᨭࡣ 㔜せᛶࡀ ࠶ࡿㄆ ㆑ࡋ࡚࠸ ࡿࡇࢁ ࠊ㸦L 㸧ࣜ
ࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ᪉㔪ࡀኚ᭦ࢆ㏕ࡽࢀࠊࡇ
ࢀక࠸ࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ⨨࡙ࡅࡀኚࡋࡓሙྜࡸࠊ㸦LL㸧ࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ⦼ࡶࡋࡃࡣ㈈ᨻ≧ែࡀᝏࡋࡓሙྜࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ
ࠊᮏ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࡢ⥔ᣢࡸࣜࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ
ࡽࡢᚑ๓㏻ࡾࡢᨭࡀᅔ㞴࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢࣜࢫ
ࢡࡀᑗ᮶ⓗ㢧ᅾࡋࡓሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾࠸࡚Ᏻᐃⓗ࡞┈
ᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊศ㓄㔠ࡢῶᑡࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

E ᮏྲྀᘬࡢ┠ⓗࠊᮏྲྀᘬࡼࡿࢩࢼࢪ࣮ཬࡧᮏྲྀᘬᚋࡢᴗ౯್
ྥୖ⟇➼
 බ㛤㈙⪅ࡽࡣࠊᮏྲྀᘬࡼࡾࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ
➼ࡢಖ᭷㐠Ⴀࢆ୍యࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡼࡾࠊ
ձࠕ㏫ࢨࣖࠖࢆゎᾘࡍࡿࡶࠊղᶵືⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞⏕ྍ
⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㐠⏝ࡀᐇ⌧ࡉࢀࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᴗ⏺࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸไᗘࡢᑟධ࣭ኚ᭦≧ἣࡸᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ᑐᛂࡍࡿ᪂ࡓ࡞⟇ࢆᶵືⓗỴᐃ࣭ᐇ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡞ࡾࠊⓎ㟁ᴗ┈ᣑ㈨ࡍࡿᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㎿㏿
࡞㐺⏝࡞ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷㈨⏘ࡢ₯ᅾⓗ࡞౯್ฟ࣭౯್ࡢ
ྥୖࡘ࡞ࡀࡿࠊճࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡀ⡆⣲ࡋ㔜」ࡋࡓ㛫᥋
㒊㛛ࡀ๐ῶࡉࢀࡿ➼ࡢࢩࢼࢪ࣮ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡋ࡚ࡶࠊᮏྲྀᘬࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷ࡍࡿ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷Ⓨ㟁ࡢయࢆ୍యࡍࡿ
ࡇࡼࡾࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗ⏺࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸไᗘࡢᑟ
ධ࣭ኚ᭦≧ἣࡸᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐᛂࡍࡿ᪂ࡓ࡞⟇ࢆᶵື
ⓗỴᐃ࣭ᐇ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᶵືⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞⏕ྍ⬟࢚
ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢಖ᭷
㈨⏘ࡢ₯ᅾⓗ࡞౯್ฟ࣭౯್ࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࡢᴗ౯್ྥୖ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸫㸫


ຍ࠼࡚ࠊ㠀බ㛤ࡼࡾࠊୖሙ⥔ᣢせࡍࡿࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡀぢ㎸
ࡲࢀࡿࡶࠊ㓄ᙜᛶྥࡢ⥔ᣢࡸᮏ㈨⏘㐠⏝♫ไᐃࡢ㐠⏝࢞
ࢻࣛࣥ࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓᮇᮎ⥲㈨⏘᭷Ꮚ㈇മẚ⋡
㸦/79㸧ࡢୖ㝈್㸣ࢆ㑂Ᏺࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࡼࡾຠᯝ
ⓗ࡞ᴗᣑࡀྍ⬟࡞ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

F ௦᭰ⓗ࡞ᴗ౯್ྥୖ⟇➼ࡢྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ
 බ㛤㈙⪅௨እࡢ➨୕⪅ࡀࠊᮏᢞ㈨ἲேࢆྲྀᚓࡋࠊཪࡣࣜ
ࢽ࣮ࣗࣈ࣭ࣝࢪࣕࣃࣥࢢ࣮ࣝࣉ௦ࢃࡾࠊ⥲ணⓎ㟁㔞
㸦3㸧ᇶ࡙ࡃᴗ⏺ᶆ‽ࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࡢ㈤ᩱಖド㸦ᅛᐃ㈤ᩱ㸧
ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘ㐠Ⴀᨭయไࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊ௦᭰ⓗ࡞ᴗ౯್ྥ
ୖ⟇࡞ࡾᚓࡿࠋࡶࡗࡶࠊබ㛤㈙⪅ࡽࡽࡣࠊ࣮࢜࣌ࣞ
ࢱ࣮63&௨ୖᮏᢞ㈨ἲே᭷࡞᮲௳࡛ᮏ㈤㈚ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⥔ᣢ
࡛ࡁࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡣᐃࡋࡃ࠸ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊබ㛤
㈙⪅ࡽࡢㄝ᫂ࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡽ࠾࠸࡚ࠕ㏫ࢨࣖࠖࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿ≧ἣ➼ࡽࡣࠊᚲࡎࡋࡶྜ⌮ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊୖグࠕ㸯㸬
ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢୖሙࢆ⥔
ᣢࡋࡓࡲࡲࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢಖ᭷㐠Ⴀࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡇࡣࠊつไୖࠊᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ᮏ௳࡛ࡣࠊୗグࠕ㸦㸧ᮏྲྀᘬಀࡿᡭ⥆ࡢබṇᛶࠖࡢ
ࠕ F ࡢ㈙⪅ࡽࡢ㈙ᶵࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖグ㍕
ࡢ࠾ࡾࠊྜ⌮ⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭ࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

G ᮏ≉ูጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ
 ᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡽࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠊୖグࡢෆᐜ
≉ẁࡢྜ⌮࡞Ⅼࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊᮏྲྀᘬࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ౯
್ྥୖ㈨ࡍࡿㄆࡵࡽࢀࠊࡲࡓࠊᑡ࡞ࡃࡶ୰㛗ᮇⓗࠊᏳᐃ
ⓗ࡞࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇࢁࠊࡇ࠺ࡋࡓࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡍࡿ๓ࠊᢞ㈨ᢞ㈨ᅇ
ࡢᶵࢆ࠼ࡿࡇࡣࠊྜ⌮ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ
≉ูጤဨࡣࠊᮏྲྀᘬࡢ┠ⓗࡣྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿุ᩿ࡍࡿ⮳ࡗ
ࡓࠋ


㸫㸫


㸦㸧ᮏྲྀᘬಀࡿᡭ⥆ࡢබṇᛶ
D ⊂❧ࡋࡓ≉ูጤဨࡢタ⨨
 ୖグࠕ㸦L㸧タ⨨➼ࡢ⤒⦋ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ
ᖺ㸱᭶᪥ࠊබ㛤㈙⪅ࡽᮏྲྀᘬࡢ᪉ἲཬࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
㛵ࡍࡿᥦ᭩ࢆཷ㡿ࡋࡓᚋࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡼࡿពⓗ࡞
ุ᩿ࢆ㜵Ṇࡋࠊࡑࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
ᖺ㸲᭶㸴᪥㛤ദࡢᙺဨࡢỴ㆟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ≉ูጤဨࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ≉ูጤဨࡢㅎၥ㡯ཬࡧᶒ㝈ࡢヲ⣽ࡣࠊୖグ
ࠕ㸦L㸧タ⨨➼ࡢ⤒⦋ࠖࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧ࠋ

E እ㒊ᑓ㛛ᐙࡽࡢ⊂❧ࡋࡓᑓ㛛ⓗຓゝ➼ࡢྲྀᚓ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢ⾲᫂ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾࠊ
බ㛤㈙⪅ࡽᥦ♧ࡉࢀࡓᮏබ㛤㈙౯᱁㛵ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ពᛮỴᐃࡢ㐣⛬࠾ࡅࡿබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேཬ
ࡧබ㛤㈙⪅ࡽ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࣇࢼࣥ
ࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ࣐ࢡࢧࢫᑐࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ
㈨ཱྀ౯್ࡢ⟬ᐃࢆ౫㢗ࡋࠊᖺ㸳᭶᪥࡛ᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩
ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽࠊ΅㐣
⛬࠾࠸࡚ᢞ㈨ཱྀ౯್ࡢヨ⟬ཬࡧࡑࡢ㐣⛬ࡢㄝ᫂ࢆ㏲ḟཷࡅࠊᙜ
ヱヨ⟬㐣⛬࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡸᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩ࡽᚓࡽࢀࡿሗࢆ
㔜せ࡞ཧ⪃ሗࡋ࡚⨨ࡅ࡚ࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢ΅᪉㔪ࢆ
᳨ウࡍࡿࡶࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡢពᛮỴᐃࡢබṇᛶཬ
ࡧ㐺ṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡽ⊂❧
ࡋࡓ࣮࣭ࣜ࢞ࣝࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࢆ㑅௵
ࡋࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅ
ࢆྵࡴᮏྲྀᘬ㛵ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡢពᛮỴᐃࡢ᪉ἲཬࡧ㐣
⛬ࡑࡢࡢពᛮỴᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬ㛵ࡍࡿἲⓗຓゝࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠋ

F ࡢ㈙⪅ࡽࡢ㈙ᶵࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊබ㛤㈙ᮇ㛫ࡋ࡚ࠊἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ᭱▷ᮇ
㛫ࡀႠᴗ᪥࡛࠶ࡿࡇࢁࠊႠᴗ᪥タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡢ㛫࡛ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀබ㛤㈙⪅௨እ
ࡢ⪅㸦௨ୗࠕᑐᢠⓗ㈙ᥦ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧᥋ゐࡍࡿࡇࢆ⚗
㸫㸫


Ṇࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀᘬಖㆤ᮲㡯ࢆྵࡴྜព➼ࠊᙜヱᑐᢠⓗ㈙ᥦ⪅
ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫࡛᥋ゐࡍࡿࡇࢆไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࡢྜព
ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᑐᢠⓗ࡞㈙ࡅ➼ࡢᶵࢆጉࡆ࡞࠸ࡇࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ᮏྲྀᘬ࠾࠸࡚ࡣࠊබ⾲ᚋᑐᢠⓗ㈙ᥦ⪅
ࡀᑐᢠᥦࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞⎔ቃࢆᵓ⠏ࡋࡓୖ࡛0 $ࢆᐇࡍ
ࡿࡇࡼࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ㛫᥋ⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭ࢳ࢙ࢵࢡࡀᐇࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏྲྀᘬ࠾࠸࡚ࡣࠊᕷሙ࠾ࡅࡿ₯ᅾⓗ࡞㈙
⪅ࡢ᭷↓ࢆㄪᰝ᳨࣭ウࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ✚ᴟⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭
ࢳ࢙ࢵࢡࡣᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ⟇ᐃࡋࡓ
ᖺ㸴᭶᪥ࠕබṇ࡞0 $ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿᣦ㔪㸫ᴗ౯್ࡢྥ
ୖᰴ┈ࡢ☜ಖྥࡅ࡚㸫ࠖࡢࠕ➨㸱❶ ᐇົୖࡢලయⓗᑐ
ᛂ㸦බṇᛶᢸಖᥐ⨨㸧ࠖࡢࠕ ࡢ㈙⪅ࡼࡿ㈙ᥦࡢ
ᶵࡢ☜ಖ㸦࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭ࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࠖ࠾࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞࣐࣮
ࢣࢵࢺ࣭ࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣࠊ0 $ᑐࡍࡿ㜼ᐖຠᯝࡢᠱᛕࡸ
ሗ⟶⌮ࡢほⅬ➼ࡢᐇົୖࡢၥ㢟ࡶᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖖᐇࡍࡿ
ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ᥐ⨨ࡲ࡛ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏྲྀᘬ࠾࠸࡚ࡶࠊ
✚ᴟⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭ࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ0 $ᑐࡍࡿ㜼ᐖຠ
ᯝࡢᠱᛕࡸሗ⟶⌮ࡢほⅬ➼ࡽᐇົୖࡑࡢᐇࡣᚲࡎࡋࡶᐜ᫆
ࡣ࠸࠼ࡎࠊ᪉࡛ࠊୖグࡢ࠾ࡾࠊ㛫᥋ⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭
ࢳ࢙ࢵࢡࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㚷ࡳࠊ✚ᴟⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭
ࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋ࡞ࡃࡶ≉ẁࠊᮏྲྀᘬࡢබṇᛶࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡇ
ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

G ࣐ࢪࣙࣜࢸ࣭࢜ࣈ࣭࣐ࣀࣜࢸ᮲௳
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅ࠾࠸ཱྀ࡚㸦ᡤ᭷ྜ
㸦㸣㸧ࢆ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈ࡋ࡚࠾ࡾࠊᛂເᰴๆ➼ࡢ⥲ᩘ
ࡀࡿ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᛂເᢞ㈨ཱྀࡢ㒊
ࡢ㈙ࡅ➼ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈࡛࠶ࡿ
ཱྀࡣࠊᖺ㸳᭶᪥Ⅼࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀ
ࡢ⥲ཱྀᩘ㸦ཱྀ㸧ࡽබ㛤㈙⪅ཬࡧࡑࡢ≉ู㛵ಀ⪅ࡀᡤ
᭷ ࡍ ࡿ ᮏ ᢞ ㈨ ἲ ே ᢞ ㈨ ཱྀ 㸦  ཱྀ 㸧 ࢆ ᥍ 㝖 ࡋ ࡓ ᢞ ㈨ ཱྀ ᩘ
㸦ཱྀ㸧ࢆ㸰࡛㝖ࡋࡓཱྀᩘ㸯ཱྀࢆຍ࠼ࡓཱྀᩘ㸦
ཱྀ㸧ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸ࣭࢜ࣈ࣭࣐ࣀࣜࢸ
㸦PDMRULW\RIPLQRULW\㸧┦ᙜࡍࡿୗ㝈ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸫㸫


H ᙉᅽᛶࡢ㝖
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᡂ❧ᚋࠊබ㛤㈙⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢ⥲ᢞ㈨ࡢ㆟Ỵᶒࡢᩘࡢ࡚ࢆಖ᭷ࡍࡿ⮳ࡽ࡞ࡗࡓሙྜ
ࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏ⮫ᢞ㈨⥲
ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࢆࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢỴ῭ࡢᚋ㏿ࡸᮏᢞ
㈨ἲேせㄳࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺㝿ࠊ㠀
ᛂເᢞ㈨ᑐ౯ࡋ࡚ࡉࢀࡿ㔠㖹ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁㸦ࡓ
ࡔࡋࠊఱࡽࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᖺ㸵᭶ᮇಀࡿศ
㓄ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡽᖺ㸵᭶ᮇಀࡿ
㸯ཱྀᙜࡓࡾࡢศ㓄㔠ࡢ㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠㸧ྠ୍࡞ࡿࡼ࠺⟬
ᐃࡉࢀࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅᛂເ
ࡋ࡞࠸ᢞ㈨ࡀྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡼ࠺࡞᥎ ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ
࠸ࡗࡓࡣᏑᅾࡏࡎࠊࡲࡓࠊୖグࠕ F ࡢ㈙⪅ࡽࡢ㈙
ᶵࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊබ㛤㈙ᮇ㛫ࡀẚ
㍑ⓗ㛗ᮇタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ┦ಗࡗ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨
ࡀᮏබ㛤㈙ࡅᛂເࡍࡿྰࡘ࠸࡚㐺ษุ᩿ࢆ⾜࠺ᶵ
ࢆ☜ಖࡋࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ᙉᅽᛶࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

I ᮏ≉ูጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤖ᯝ
 ௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ≉ูጤဨ࠾࠸࡚ࠊៅ㔜༠㆟᳨࣭ウ
ࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏྲྀᘬಀࡿᡭ⥆ࡣබṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿุ᩿ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ

㸦࢘㸧ᮏྲྀᘬࡢྲྀᘬ᮲௳ࡢබṇᛶ࣭ጇᙜᛶ
D ᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡘ࠸࡚
 ᮏᢞ㈨ἲேࡀࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᮏ㈨⏘㐠⏝♫୪ࡧබ㛤㈙
⪅ࡽཬࡧ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮63&ࡽ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅⟬ᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ
ࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ࣐ࢡࢧࢫࡽྲྀᚓࡋࡓᢞ
㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ᭩ࡼࢀࡤࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㸯ཱྀᙜࡓࡾࡢ౯್
ࡣࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲࡼࡿࠊ㹼ࠊ㢮
ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲࡼࡿࠊ㹼ࠊ㹂㹁㹄ἲ
ࡼ ࡿ ࠊ  㹼  ࠊ 㹂㹂 㹋 ࡼࡿ ࠊ  㹼
ࠊಟṇ⣧㈨⏘ἲࡼࡿࠊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ
ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊ࡛࠶ࡾࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ᖹᆒἲࠊ
㹂㹁㹄ἲࠊ㹂㹂㹋ཬࡧಟṇ⣧㈨⏘ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢ
㸫㸫


ࣞࣥࢪࡢୖ㝈ཪࡣ್ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ
ࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽࠊ࣐ࢡࢧࢫࡢᢞ㈨ཱྀ౯
್ホ౯⏝࠸ࡽࢀࡓ⟬ᐃ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊホ౯ᡭἲࡢ㑅ᢥࠊ㢮ఝ
ᢞ㈨ἲேẚ㍑ἲ࠾ࡅࡿ㢮ఝᢞ㈨ἲேཬࡧ࣐ࣝࢳࣉࣝ㸦ಸ⋡ᣦ
ᶆ㸧ࡢ㑅ᢥࠊ㹂㹁㹄ἲࡼࡿ⟬ᐃࡢᇶ♏࡞ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗ
ィ⏬ࡢసᡂ᪉ἲ࣭సᡂ㐣⛬ཬࡧෆᐜࠊᘬ⋡ࡢ⟬ᐃ᰿ᣐ➼ࡘ࠸
࡚ࠊヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࡶࠊ㉁ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓୖ᳨࡛ウࡋ
ࡓ⤖ᯝࠊ୍⯡ⓗ࡞ホ౯ᐇົ↷ࡽࡋ࡚ྜ⌮࡞Ⅼࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
ࡗࡓࠋ

E ࣉ࣑࣒ࣞࡢỈ‽
 ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀᴗ
᪥࡛࠶ࡿᖺ㸳᭶᪥ࡢᮾிドๆྲྀᘬᡤࣥࣇࣛࣇࣥࢻᕷሙ
࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ⤊್ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ
᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್ᑐࡋ࡚
㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್
ᑐࡋ࡚㸣ࠊྠ᪥ࡲ࡛ࡢ㐣ཤ㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ࡢ༢⣧ᖹᆒ್
ᑐࡋ࡚㸣ࡢࣉ࣑࣒ࣞࢆࡑࢀࡒࢀຍ࠼ࡓ౯᱁
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡿࣉ࣑࣒ࣞࡢỈ‽ࡣࠊୖሙᰴᘧ♫ࢆ
ᑐ㇟ࠊ㈙ணᐃᩘࡢୖ㝈ࢆタᐃࡏࡎ㠀බ㛤ࢆ๓ᥦࡋ࡚ᐇ
ࡉࢀࡓබ㛤㈙ࡅࡢ࠺ࡕࠊᖺ㸳᭶ࡽᖺ㸲᭶බ⾲ࡉࢀ
ࡓ࠾ࡅࡿࣉ࣑࣒ࣞỈ‽㸦ᖹᆒ್ࡣࠊබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀᴗ᪥
⤊್ᑐࡋ࡚㸣ࠊ┤㏆㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ᖹᆒᑐࡋ࡚㸣ࠊ
┤㏆㸱ࣨ᭶ࡢ⤊್ᖹᆒᑐࡋ࡚㸣ࠊ┤㏆㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ᖹᆒ
ᑐࡋ࡚㸣࡛࠶ࡾࠊ୰ኸ್ࡣࠊබ⾲᪥ࡢ๓Ⴀᴗ᪥⤊್ᑐࡋ
࡚㸣ࠊ┤㏆㸯ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ᖹᆒᑐࡋ࡚㸣ࠊ┤㏆㸱ࣨ᭶
ࡢ⤊್ᖹᆒᑐࡋ࡚㸣ࠊ┤㏆㸴ࣨ᭶㛫ࡢ⤊್ᖹᆒᑐࡋ࡚
㸣࡛࠶ࡿࠋ㸧ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᮏ≉ูጤ
ဨࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽࡢຓゝࡶ㋃ࡲ࠼ࠊせࠊ㸦L㸧ୖሙࣥࣇ
ࣛࣇࣥࢻࡣࠊᇶᮏⓗⓎ㟁タഛ➼ࡢࢭࢵࢺࡢ㞟ྜయࡋ࡚ࡢ
ᛶ᱁ࢆ᭷ࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢭࢵࢺࡽᚓࡽࢀࡿཷྲྀ㈤ᩱࡀࠊᙜヱ
ࣇࣥࢻࡢᣢศ౯್ࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿࡇࠊ㸦LL㸧ࣥࣇࣛࣇࣥࢻ
ࡢ㐠⏝ᑐ㇟ࡣࠊᇶᮏⓗࡣ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡑࡢ㛵
㸫㸫


㐃タഛ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊせ࡞㈨⏘࡛࠶ࡿⓎ㟁タഛ➼ࡢ⤒
῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘࡣ㏻ᖖᖺ⛬ᗘ᭷㝈࡛࠶ࡿࡇࠊ㸦LLL㸧ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᴗ⎔ቃࡢኚᛂࡌ࡚⤒Ⴀ㈨※ࡢ㓄ศࣃࢱ࣮ࣥࢆኚ᭦
ࡋࡘࡘࠊᇶᮏⓗ↓ᮇ㝈ࡢᴗ⥅⥆ࢆ๓ᥦࡍࡿ୍⯡ࡢᰴᘧ♫
ࡣࠊ⤒Ⴀࡢ⮬⏤ᗘ࠸࠺Ⅼ࡛ࡁࡃ␗࡞ࡿ㸦ࣥࣇࣛࣇࣥࢻ
ࡢሙྜࡣ┦ᙜ⛬ᗘ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧⪃࠼ࡽࢀࠊ0 $➼ࡼࡾ
⤒Ⴀయไ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣥࣇࣛࣇࣥࢻࡢ౯
್ࡀኚືࡍࡿ⠊ᅖࡣࠊ୍⯡ᰴᘧ♫ࡢሙྜẚ࡚㝈ᐃⓗ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊᙜヱࣉ࣑࣒ࣞࡢỈ‽ࢆࡶࡗ࡚ᮏබ㛤㈙౯
᱁ࡢጇᙜᛶࡀྰᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ୰㛗ᮇⓗࠊᏳᐃⓗ࡞
࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ࡿࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡋࡓሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾࠸࡚Ᏻᐃⓗ࡞
┈ᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊศ㓄㔠ࡢῶᑡࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡇࠊཬࡧᮏබ㛤㈙౯᱁ࡣࠊ㐣ཤ㸯ᖺ㛫ࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢᕷ
ሙᢞ㈨ཱྀ౯᱁ࡢ᭱㧗್ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪃៖ࡍࡿࠊࡴࡋࢁ
᭷⏝࡞ᢞ㈨ᅇࡢᶵ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࠋ

F ྲྀᘬ᮲௳ಀࡿ༠㆟࣭΅㐣⛬ࡘ࠸࡚
 ᮏ≉ูጤဨࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡽᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ౯್⟬ᐃ⤖
ᯝ㛵ࡍࡿሗ࿌ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ΅᪉㔪㛵ࡍࡿຓゝࢆཷࡅࡿ
ࡶࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽᮏྲྀᘬ࠾ࡅࡿᡭ⥆ࡢබṇ
ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡢἲⓗຓゝࢆཷࡅࠊࡇࢀࡽࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏྲྀᘬࡢ㠀ཬࡧྲྀᘬ᮲௳ࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚ៅ㔜᳨
ウࢆ⾜࠸ࠊබ㛤㈙⪅ࡢ㛫࠾࠸࡚ࡶ」ᩘᅇࡢ΅ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗࡣࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊ┤᥋ࠊᘏ㸱ᅇࢃࡓࡾࠊබ
㛤㈙⪅ࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡢࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢻ
ࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿ㔝ᮧㆇๆࢆࡋ࡚ࠊ౯᱁΅ࢆᐇࡋࡓࠋ
 ࡿ΅ࡢ⤖ᯝࠊබ㛤㈙⪅ࡢᙜึࡢᥦ࡛࠶ࡿᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᢞ㈨ཱྀ㸯ཱྀᙜࡓࡾ࠸࠺౯᱁ࡽࠊබ㛤㈙⪅ࡀᮏ
බ㛤㈙౯᱁ࢆࡍࡿࡇྠពࡍࡿࡲ࡛ࠊබ㛤㈙
⪅ࡽࠊࡢ౯᱁ᘬࡁୖࡆࢆᘬࡁฟࡍࡇᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋ

G ᮏ≉ูጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤖ᯝ
 ௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ≉ูጤဨ࠾࠸࡚ࠊៅ㔜༠㆟᳨࣭ウ
㸫㸫


ࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏྲྀᘬࡢྲྀᘬ᮲௳ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿุ᩿ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ

 ௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᮏྲྀᘬࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ
┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏྲྀᘬࡢ┠ⓗࡣྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿ
⪃࠼ࡽࢀࠊࡲࡓࠊᮏྲྀᘬಀࡿᡭ⥆ࡣබṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊ
ᮏྲྀᘬࡢྲྀᘬ᮲௳ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᮏ≉ูጤဨࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡀᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠពぢࢆ⾲
᫂ࡋࠊࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ᑐࡋ࡚ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ
᥎ዡࡍࡿࡇࡶጇᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ

մ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿ⊂❧ࡋࡓἲᚊົᡤࡽࡢຓゝ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡢពᛮỴᐃࡢබṇᛶཬࡧ㐺ṇᛶࢆ
ᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡽ⊂❧ࡋࡓ࣮࣭ࣜ࢞ࣝ
ࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࢆ㑅௵ࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆ
ྵࡴᮏྲྀᘬ㛵ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேᙺဨࡢពᛮỴᐃࡢ᪉ἲཬࡧ㐣⛬ࡑࡢ
ࡢពᛮỴᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬ㛵ࡍࡿἲⓗຓゝࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧබ㛤㈙⪅ࡢ㛵㐃
ᙜ⪅ࡣヱᙜࡏࡎࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬ㛵ࡋ࡚㔜せ࡞ᐖ
㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋᮏ≉ูጤဨࡣࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡢ
⊂❧ᛶཬࡧᑓ㛛ᛶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
࣮࣭ࣜ࢞ࣝࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚ᢎㄆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊすᮧ࠶ࡉࡦ
ἲᚊົᡤᑐࡍࡿሗ㓘ࡣࠊᮏྲྀᘬࡢᡂ❧➼ࢆ᮲௳ᨭᡶࢃࢀࡿᡂ
ຌሗ㓘ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

յ ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡞࠸ᙺဨဨࡢᢎㄆ
 ୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ
すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົᡤࡽཷࡅࡓἲⓗຓゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ⟅⏦᭩
࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓᮏ≉ูጤဨࡢุ᩿ෆᐜࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏබ
㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨ࡢඹྠࡢ┈
ࡢ᭱㈨ࡍࡿྰࠊཬࡧᮏබ㛤㈙౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿྲྀᘬ
᮲௳ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢྰࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜༠㆟᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ
㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ➼ࡢ
ಖ᭷㐠Ⴀࡢ୍యࡼࡾࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࢆぢ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ
㸫㸫


㠀බ㛤ࡼࡿࢥࢫࢺ๐ῶࠊཬࡧࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᴗᣑࡀྍ⬟࡞ࡿ
ࡇࡽࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆྵࡴᮏྲྀᘬࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ౯್࡞࠸ࡋᢞ㈨
ࡢඹྠࡢ┈ࡢ᭱㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊࡲࡓࠊᮏබ㛤
㈙౯᱁ࡣࠊ࣐ࢡࢧࢫࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢ࠺ࡕࠊᕷሙᢞ㈨ཱྀ
౯᱁ᖹᆒἲࠊ㹂㹁㹄ἲࠊ㹂㹂㹋ཬࡧಟṇ⣧㈨⏘ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬
ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢୖ㝈ཪࡣ್ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࠊ㢮ఝᢞ㈨ἲேẚ
㍑ἲࡼࡿᢞ㈨ཱྀ౯್⟬ᐃ⤖ᯝࡢࣞࣥࢪࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁ಀࡿࣉ࣑࣒ࣞࡢỈ‽ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢጇᙜᛶࢆྰᐃࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ᭷⏝࡞ᢞ㈨ᅇࡢᶵ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊᮏබ㛤㈙
౯᱁ࢆྵࡴᮏྲྀᘬಀࡿྲྀᘬ᮲௳ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊ
ᖺ㸳᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᑂ㆟ཬࡧỴ㆟ཧຍࡋࡓᮏᢞ
㈨ἲேࡢᙺဨࡢဨ୍⮴㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡཬࡧ┘╩ᙺဨ㸰
ྡࡢ࠺ࡕࠊᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࢆ㝖ࡃࠊᑂ㆟ཬࡧỴ㆟ཧຍࡋࡓ
㸰ྡࡢဨ୍⮴㸧࡛ࠊᮏබ㛤㈙ࡅ㈶ྠࡍࡿ᪨ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿ
ࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝᑐࡋࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢᛂເࢆ
᥎ዡࡍࡿࡇࢆỴ㆟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡿ⸨ཎẶࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡢぶ
♫ࡢᏊ♫࡛࠶ࡿᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ┈┦㜵ṆࡢほⅬࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾ࡅࡿᮏྲྀᘬಀ
ࡿᑂ㆟ཬࡧỴ㆟ཧຍࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ❧ሙ࡛බ㛤㈙
⪅ࡢᮏྲྀᘬࡢ༠㆟࣭΅ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

ն ྲྀᘬಖㆤ᮲㡯ࡢᏑᅾ
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫࡛ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᑐᢠⓗ㈙ᥦ
⪅᥋ゐࡍࡿࡇࢆ⚗Ṇࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀᘬಖㆤ᮲㡯ࢆྵࡴྜព➼ࠊᙜヱ
ᑐᢠⓗ㈙ᥦ⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫࡛᥋ゐࡍࡿࡇࢆไ㝈ࡍࡿࡼ࠺
࡞ෆᐜࡢྜពࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᑐᢠⓗ࡞㈙ࡅ➼ࡢᶵࢆጉࡆ࡞࠸ࡇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮏබ㛤㈙ࡅࡢබṇᛶࡢᢸಖ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡇ࡛ࡍࠋ

շ ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡀᮏබ㛤㈙ࡅᛂເࡍࡿྰࡘ࠸࡚㐺ษ
ุ᩿ࢆ⾜࠺ᶵࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨
 බ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺㝿ࠊ㠀ᛂເᢞ㈨ᑐ౯ࡋ
࡚ࡉࢀࡿ㔠㖹ࡣࠊᮏබ㛤㈙౯᱁㸦ࡓࡔࡋࠊఱࡽࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢᖺ㸵᭶ᮇಀࡿศ㓄ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣࠊᮏබ㛤㈙
㸫㸫


౯᱁ࡽᖺ㸵᭶ᮇಀࡿ㸯ཱྀᙜࡓࡾࡢศ㓄㔠ࡢ㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ
㔠㢠ࡋࡲࡍࠋ㸧ྠ୍࡞ࡿࡼ࠺⟬ᐃࡉࢀࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡽࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝࡀᮏබ㛤㈙ࡅᛂເࡍࡿ
ྰࡘ࠸࡚㐺ษุ᩿ࢆ⾜࠺ᶵࢆ☜ಖࡋࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ᙉᅽᛶࡀ
⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊබ㛤㈙ᮇ㛫ࡋ࡚ࠊἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ᭱▷
ᮇ㛫ࡀႠᴗ᪥࡛࠶ࡿࡇࢁࠊႠᴗ᪥タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
බ㛤㈙ᮇ㛫ࢆẚ㍑ⓗ㛗ᮇタᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨
ࡢⓙᵝᮏබ㛤㈙ࡅᑐࡍࡿᛂເࡘ࠸࡚㐺ษ࡞ุ᩿ᶵࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡶࠊᑐᢠⓗ㈙ᥦ⪅ࡶᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀࡢ㈙ࡅ➼ࢆ
⾜࠺ᶵࢆ☜ಖࡋࠊࡶࡗ࡚ᮏබ㛤㈙౯᱁ࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇࢆ
ᅗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ

ո ࣐ࢪࣙࣜࢸ࣭࢜ࣈ࣭࣐ࣀࣜࢸࢆୖᅇࡿ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈ࡢタ
ᐃ
 බ 㛤 ㈙  ⪅ ࡣ ࠊ ᮏ බ 㛤 ㈙  ࡅ  ࠾ ࠸ ࡚  ཱྀ 㸦 ᡤ ᭷  ྜ
㸣㸧ࢆ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈ࡋ࡚࠾ࡾࠊᛂເᰴๆ➼ࡢ⥲ᩘࡀ
ࡿ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᛂເᢞ㈨ཱྀࡢ㒊ࡢ㈙ࡅ➼
ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡢࡇ࡛ࡍࠋ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈࡛࠶ࡿཱྀࡣࠊᮏ
᪥⌧ᅾࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ⥲ཱྀᩘ㸦ཱྀ㸧ࡽබ㛤
㈙⪅ཬࡧࡑࡢ≉ู㛵ಀ⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱྀ㸦ཱྀ㸧
ࢆ᥍㝖ࡋࡓᢞ㈨ཱྀᩘ㸦ཱྀ㸧ࢆ㸰࡛㝖ࡋࡓཱྀᩘ㸯ཱྀࢆຍ࠼ࡓ
ཱྀᩘ㸦ཱྀ㸧ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᮏබ㛤㈙
ࡅ࠾ࡅࡿ㈙ணᐃᩘࡢୗ㝈ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣐ࢪࣙࣜࢸ࣭࢜ࣈ࣭࣐
ࣀࣜࢸ㸦PDMRULW\RIPLQRULW\㸧┦ᙜࡍࡿᩘࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢពᛮࢆ
㔜どࡋࠊබ㛤㈙⪅ࢆ㝖ࡃᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᑡ࡞ࡃࡶ㐣༙ᩘࡢ㈶ྠࡀ
ᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᮏබ㛤㈙ࡅࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࡋࠊᮏබ㛤㈙
ࡅࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ

 ࡞࠾ࠊୖグࡢグ㍕ࡢ࠺ࡕࠊබ㛤㈙⪅࠾࠸࡚ᐇࡋࡓᥐ⨨ࡘ࠸
࡚ࡣࠊබ㛤㈙⪅ࡽཷࡅࡓㄝ᫂ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡍࠋ


㸫㸫


㸲㸬᭱⤊Ⴀᴗᮇ㛫ࡢᮎ᪥ᚋ⏕ࡌࡓ㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศࠊ㔜࡞മົࡢ㈇ᢸࡑ
ࡢࡢᢞ㈨ἲேࡢ㈈⏘ࡢ≧ἣ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ㇟ࡢෆᐜ
 ᮏබ㛤㈙ࡅ
 ୖグࠕ㸯㸬ᢞ㈨ཱྀేྜࢆ⾜࠺⌮⏤ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊ
ᖺ㸳᭶᪥ࡽᖺ㸴᭶᪥ࡲ࡛ࢆබ㛤㈙ᮇ㛫ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢⓎ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ࡚ࢆᑐ㇟ࡍࡿᮏබ㛤㈙ࡅࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ᖺ㸴᭶᪥㸦ᮏබ㛤㈙ࡅಀࡿỴ῭ࡢ㛤ጞ᪥㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊබ㛤㈙
⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᢞ㈨ཱཱྀྀ㸦㆟Ỵᶒᡤ᭷ྜ㸣㸧ࢆᡤ᭷
ࡍࡿ⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ

 ㈨㔠ࡢ࠼
 ᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏ᪥⌧ᅾ᭷ࡍࡿ᪤Ꮡධ㔠⥲㢠൨ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㠀බ㛤ࢆ⌮⏤ࡋ࡚㈚ேࡢㄳồࡼࡾᮇ㝈ࡢ┈ࢆ႙ኻࡍࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᮏពぢ⾲᫂ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢࠕ㸱㸬ᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢࡢෆᐜࠊ
᰿ᣐཬࡧ⌮⏤ࠖࡢࠕ  ᮏබ㛤㈙ࡅ㛵ࡍࡿពぢࡢ᰿ᣐཬࡧ⌮⏤ࠖࡢ
ࠕղ ᮏබ㛤㈙ࡅࡢᐇࢆỴᐃࡍࡿ⮳ࡗࡓ⫼ᬒࠊ┠ⓗཬࡧពᛮỴᐃ
ࡢ㐣⛬୪ࡧᮏබ㛤㈙ࡅᚋࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࠖࡢࠕ㸦࢘㸧ᮏබ㛤㈙ࡅᚋࡢ
⤒Ⴀ᪉㔪ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡽせㄳࡀ࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᑐࡋ࡚᪤Ꮡධ㔠ࡢ㏉῭ࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡿ㈨
㔠ࡢ㈚ࡅࢆ⾜࠺ࡇࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋබ㛤㈙⪅ࡣࠊᮏ
㈙࣮ࣟࣥࡢ㈚ே࡛࠶ࡿ㔝ᮧ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺࡽࠊබ
㛤㈙⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேᑐࡋ࡚⾜࠺㈚ࡅࡢࡓࡵ୍ᐃࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ࠊ
බ㛤㈙⪅ᑐࡋ࡚㈚ࡅࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᖺ㸳᭶᪥࡛ࢥ
࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣭ࣞࢱ࣮ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᮏ⮫ᢞ㈨⥲࠾࠸࡚ᢞ㈨ࡢⓙᵝࡽᮏ㆟ཬ
ࡧ➨㸰ྕ㆟ࡘ࠸࡚ࡈᢎㄆࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡධ㔠
൨ࡘ࠸࡚௵ពᮇ㝈๓ᘚ῭ࢆ⾜࠺ࡇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡿ௵
ពᮇ㝈๓ᘚ῭ࡢᘚ῭㈨㔠ᙜࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊබ㛤㈙⪅ࡽࠊ
➨㸰ྕ㆟ಀࡿつ⣙ࡢኚ᭦ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡇࢆ๓ᥦࠊ௨ୗࡢෆᐜ
ࡼࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࣛࣥࢆタᐃࡋࠊྠࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࣛࣥᇶ࡙ࡁࠊ
ᖺ㸶᭶᪥ࢆධணᐃ᪥ࡋ࡚බ㛤㈙⪅ࡽධࢀࢆ⾜࠺ࡇࢆ
ணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ձ ዎ⣙⥾⤖ඛ㸸ྜྠ♫࣮ࣝࢪ࢙㸵ྕ
ղ ධ㝈ᗘ㢠㸸൨
ճ ዎ⣙⥾⤖᪥㸸ᖺ㸶᭶㸷᪥㸦ணᐃ㸧
մ 㸸᭷ᢸಖ࣭↓ಖド
ᢸ
ಖ
㸫㸫


➨㸰ྕ㆟ つ⣙୍㒊ኚ᭦ࡢ௳
㸯㸬ኚ᭦ࡢ⌮⏤
 බ࿌᪉ἲࡢኚ᭦
 ᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢබ࿌㜀ぴࡢ౽ᛶྥୖཬࡧᡭ⥆ࡢྜ⌮ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢබ࿌᪉ἲࢆ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᥖ㍕ࡍࡿ᪉ἲࡽ㟁Ꮚබ࿌ኚ
᭦ࡋࠊేࡏ࡚ࠊᨾࡑࡢࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⏤ࡼࡾ㟁Ꮚබ࿌ࡼࡿබ࿌
ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ᪥หᕤᴗ᪂⪺ᥖ㍕ࡍࡿ᪉ἲࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡍ㸦ኚ᭦➨㸲᮲㸧ࠋ
 ධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമⓎ⾜ࡢ㝈ᗘ㢠➼ࡢኚ᭦
 ᮏពぢ⾲᫂ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏ᪥⌧ᅾ᭷
ࡍࡿ᪤Ꮡධ㔠⥲㢠൨ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㠀බ㛤ࢆ⌮⏤ࡋ࡚㈚
ேࡢㄳồࡼࡾᮇ㝈ࡢ┈ࢆ႙ኻࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ྜྠ♫࣮ࣝࢪ࢙㸵ྕࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡽせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேᑐࡋ࡚᪤Ꮡධ㔠ࡢ㏉῭ࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡿ㈨㔠ࡢ㈚ࡅ
㸦௨ୗࠕᮏ㈚ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡋ࡚ࡶᮏ㈚ࢆせㄳ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࡋࡋࠊྜྠ♫࣮ࣝࢪ࢙㸵ྕࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㸯㡯
ᐃࡵࡿࠕᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࠖヱᙜࡏࡎࠊධࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேࡋ࡚ᮏ㈚ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞ኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ
㸦ኚ᭦➨᮲㸧ࠋ


㸫㸫


㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ኚ᭦ࡢෆᐜࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟ࡣࠊᮏ⮫ᢞ㈨⥲࠾
࠸࡚ࠊ➨㸯ྕ㆟ࡀཎ㏻ࡾᢎㄆྍỴࡉࢀࡿࡇࢆ᮲௳ࡋࠊኚ᭦➨㸲
᮲ࡣᮏᢞ㈨ཱྀేྜࡢຠຊⓎ⏕᪥࡛࠶ࡿᖺ㸶᭶᪥ࠊኚ᭦➨᮲ࡣ
ᖺ㸶᭶㸷᪥ࡑࢀࡒࢀຠຊⓎ⏕ࡍࡿࡶࡢ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ




⌧

⾜

㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧
つ

⣙

ኚ

➨㸲᮲㸦බ࿌᪉ἲ㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡢබ࿌ࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺
ᥖ㍕ࡍࡿ᪉ἲࡼࡾ⾜࠺ࠋ

➨᮲㸦ධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമⓎ⾜ࡢ㝈ᗘ
㢠➼㸧
㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗
୪ࡧຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ཬࡧ㐠⏝ࡢᏳᐃᛶ
㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㈨⏘ࡢྲྀᚓࠊಟ⧋㈝ⱝ
ࡋࡃࡣศ㓄㔠ࡢᨭᡶ࠸ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
㐠Ⴀせࡍࡿ㈨㔠ࠊⱝࡋࡃࡣമົࡢ㏉
῭㸦ᩜ㔠࣭ಖド㔠ࡢ㏉㑏୪ࡧ㡸ク
㔠ࠊධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമࡢമົࡢ㏉
῭ࢆྵࡴࠋ㸧➼ࡢ㈨㔠ࡢᡭᙜ࡚ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊ㈨㔠ࢆධࢀ㸦ࢥ࣮ࣝᕷሙࢆ
㏻ࡌࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ཪࡣᢞ㈨ἲேമ
㸦▷ᮇᢞ㈨ἲேമࢆྵࡴࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㈨㔠ࢆධࢀࡿሙྜࡣࠊ㔠ၟἲ
➨㸰᮲➨㸱㡯➨㸯ྕᐃࡵࡿ㐺᱁ᶵ㛵
ᢞ㈨ᐙ㸦ణࡋࠊ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨᮲
ࡢ➨㸯㡯➨㸯ྕࣟ  つᐃࡍࡿᶵ
㛵ᢞ㈨ᐙヱᙜࡍࡿ⪅㝈ࡿࠋ㸧ࡽ
ࡢධࢀ㝈ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



➨㸲᮲㸦බ࿌᪉ἲ㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡢබ࿌᪉ἲࡣࠊ㟁Ꮚබ࿌
ࡍࡿࠋణࡋࠊᨾࡑࡢࡸࡴࢆᚓ࡞࠸
⏤ࡼࡗ࡚㟁Ꮚබ࿌ࡼࡿබ࿌ࢆࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ᪥หᕤᴗ
᪂⪺ᥖ㍕ࡍࡿ᪉ἲࡼࡾ⾜࠺ࠋ
➨᮲㸦ධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമⓎ⾜ࡢ㝈ᗘ
㢠➼㸧
㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗
୪ࡧຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ཬࡧ㐠⏝ࡢᏳᐃᛶ
㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㈨⏘ࡢྲྀᚓࠊಟ⧋㈝ⱝ
ࡋࡃࡣศ㓄㔠ࡢᨭᡶ࠸ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
㐠Ⴀせࡍࡿ㈨㔠ࠊⱝࡋࡃࡣമົࡢ㏉
῭㸦ᩜ㔠࣭ಖド㔠ࡢ㏉㑏୪ࡧ㡸ク
㔠ࠊධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമࡢമົࡢ㏉
῭ࢆྵࡴࠋ㸧➼ࡢ㈨㔠ࡢᡭᙜ࡚ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊ㈨㔠ࢆධࢀ㸦ࢥ࣮ࣝᕷሙࢆ
㏻ࡌࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ཪࡣᢞ㈨ἲேമ
㸦▷ᮇᢞ㈨ἲேമࢆྵࡴࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦๐㝖㸧

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

㸰㸬๓㡯ࡢሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ㐠⏝㈨⏘ࢆ
ᢸಖࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬ධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമⓎ⾜ࡢ㝈ᗘ㢠
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸯ࡋࠊࡑࡢྜィ㢠
ࡀ㸯ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ



㸰㸬๓㡯ࡢሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ㐠⏝㈨⏘ࢆ
ᢸಖࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬ධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമⓎ⾜ࡢ㝈ᗘ㢠
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸯ࡋࠊࡑࡢྜィ㢠
ࡀ㸯ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸫㸫


᭦

ཧ⪃㡯
 ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕࠊ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜ
ヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨᮲➨㸯㡯ࡢつᐃᇶ
࡙ࡃ⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞
࠾ࠊୖグ➨㸯ྕ㆟ཬࡧ➨㸰ྕ㆟ࡢ୧㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ
㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
௨ ୖ



㸫㸫


ᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ

ሙ㸸ᮾி㒔

༊す᪂ᶫ㸯㸴

16ࣀ㛛ࣅࣝ㸦᪥ᮏ㓇㐀ࣀ㛛ࣅࣝ㸧㝵 $3ࣀ㛛




㏻ᡭẁࡢࡈෆ㸸ᮾி࣓ࢺࣟ㖟ᗙ⥺ࠕࣀ㛛ࠖ㥐㸦㸷␒ฟཱྀ㸧ᚐṌ⣙㸱ศ
㒔Ⴀᆅୗ㕲୕⏣⥺ࠕෆᖾ⏫ࠖ㥐㸦㸿㸲㹟ฟཱྀ㸧ᚐṌ⣙㸱ศ
ࡈὀព㡯
࣭㥔㌴ሙࡢ⏝ពࡣ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࡲ
ࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
࣭ᮏᢞ㈨⥲ࡈฟᖍࡢᢞ㈨ᵝࡢ࠾ᅵ⏘ࡢࡈ⏝ពࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊண
ࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ




