マンション建替え・改修アドバイザー制度

【Ａ-１コース】
「建替え入門」テキスト
このテキストは、主として、国土交通省「建替え・改修に関するマニュアル」
からの抜粋により作成しています。
抜粋しているマニュアルは、２種類です。

◆マニュアル①「マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」
◆マニュアル②「マンション建替え実務マニュアル」

１）マニュアル①－P 1～3・・・・・ １ ～ ３
２）マニュアル①－P44～46・・・・・ ４ ～ ６
３）マニュアル②－P3～17 ・・・・・ ７ ～ ２１
４）マニュアル②－P18～28（団地のみ）・・・・・ ２２ ～ ３２
５）マニュアル②－資料２－資103～148 ・・・・・ ３３ ～ ７８
６）マニュアル②－資料５－資170～172 ・・・・・ ７９ ～ ８１
７）参考－資料Ｂ、Ｅ、Ｉ
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ᑪᦧ䈋ታᣉㆊ⒟䈮䈍䈔䉎․䈱ᴺᓞ㑐ଥ䋨․䈱ᮭ䊶⟵ോ㑐ଥ䋩䉕᭴ᚑ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮ቯ䈘
䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯㩷
䊶 ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈪䈲䇮䊙䊮䉲䊢䊮ᑪᦧᬺ䈱ᣉⴕ⠪䈫䈚䈩䇮ᑪᦧ⚵ว䈮䉋䉎႐ว䈫ੱᣉⴕ⠪䈮䉋䉎႐
ว䈫䈱ੑ䈧䉕⸳䈔䈩䈇䉁䈜䇯㩷

㽲ᑪᦧ⚵ว䈮䉋䉎ᣉⴕ㩷
䊶 ಽᚲᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋⼏䈮䉋䉍ᑪᦧ䈋䋨䋵એ䈱ᚭ䉕䈜䉎䊙䊮䉲䊢䊮䈻䈱ᑪᦧ䈋䈮㒢䉎䇯䋩䉕
ⴕ䈉ᣦ䈱วᗧ䉕䈚䈢⠪䋨એਅ䇸ᑪᦧ䈋วᗧ⠪䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈲䇮䋵ੱએ䈏⸳┙⊒ੱ䈫䈭䈦䈩䇮ቯ᱅䈶
ᬺ⸘↹䉕ቯ䉄䇮䊙䊮䉲䊢䊮ᑪᦧ⚵ว䋨એਅ䇸ᑪᦧ⚵ว䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈱⸳┙䈮䈧䈇䈩䇮ㇺᐭ⋵⍮䈱น䉕
↳⺧䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯䈖䈱႐ว䇮ᑪᦧ⚵ว⸳┙䈱น↳⺧䈱䈢䉄䈮䈲䇮ᑪᦧ䈋วᗧ⠪䈱䋴ಽ䈱䋳એ
䈱หᗧ䉕ᓧ䈭䈔䉏䈳䈭䉍䉁䈞䉖䇯㩷
䊶 ⚵ว䈲䇮ᑪᦧ䈋วᗧ⠪䈱ోຬ䋨ᑪᦧ⚵ว⸳┙䈮หᗧ䈚䈭䈎䈦䈢ᑪᦧ䈋วᗧ⠪䉅䉃䇯䋩䈶ᑪᦧ䈋೨䈱
䊙䊮䉲䊢䊮䈱ಽᚲ⠪䈪䈲䈭䈇䈏ᄖㇱ䈎䉌ᣂ䈢䈮ᑪᦧ䈋ᬺ䈮ෳട䈜䉎䈖䈫䉕Ꮧᦸ䈜䉎⠪䋨ෳട⚵ว
ຬ䈫䈇䈉䇯䋩䈏⚵วຬ䈫䈭䉍䉁䈜䇯㩷
䊶 ᑪᦧ⚵ว䈲䇮ᴺੱᩰ䉕ਈ䈋䉌䉏䇮ᑪᦧ䈋ᬺ䈱ᦼ㑆ਛ䈅䈢䈎䉅৻䈱ਥ䈫䈚䈩ᑪᦧ䈋ᬺ䈱ᣉⴕ⠪
䈫䈭䉍䇮ᚲቯ䈱ᚻ⛯䈐䉕ⴕ䈉ᮭ⢻䉕ᜬ䈧䈖䈫䈮䈭䉍䉁䈜䇯㩷
䊶 ਥ䈭ᑪᦧ⚵ว䈱ᮭ⢻䈫䈚䈩䇮ᑪᦧ䈋วᗧ⠪એᄖ䈱ಽᚲ⠪䈮ኻ䈚ಽᚲᮭ䈶ᢝ↪ᮭ䉕ᤨ
ଔ䈪ᄁ䉍ᷰ䈜䈼䈐䈖䈫䉕⺧᳞䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈖䈫䇮ᮭᄌ឵䋨ᑪᦧ䈋೨䈱䊙䊮䉲䊢䊮䈱㑐ଥᮭ䉕ᑪᦧ䈋
ᓟ䈱ᣂ䊙䊮䉲䊢䊮䈮⒖ⴕ䈘䈞䉎ᴺ⊛ᚻᲑ䋩䈮㑐䈜䉎⸘↹䉕ቯ䉄䉎䈖䈫䇮ᮭᄌ឵⸘↹䈮หᗧ䈚䈭䈇⚵ว
ຬ䈮ኻ䈚䈩ಽᚲᮭ䈶ᢝ↪ᮭ䉕ᤨଔ䈪ᄁ䉍ᷰ䈜䈼䈐䈖䈫╬䉕⺧᳞䈜䉎䈖䈫╬䈏䈪䈐䉁䈜䇯㩷

㽳ੱᣉⴕ㩷
䊶 ಽᚲᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋⼏䈏ᚑ┙䈚䈢䊙䊮䉲䊢䊮䋨ోຬ৻⥌䈱วᗧ䈱႐ว䉕䉃䋩䈮䈍䈇䈩䇮ᣉⴕ
䊙䊮䉲䊢䊮䈮䈧䈇䈩ᮭ䉕䈜䉎⠪䋨ᑪᦧ䈋㕖⾥ᚑ⠪䈏䈇䉎႐ว䈲䈠䈱⠪䈮ኻ䈜䉎ᄁᷰ⺧᳞ᓟ䋩䈱ోຬ
䈱หᗧ䉕ᓧ䈢⠪䋨ੱ䈲䊂䊔䊨䉾䊌䊷╬䋩䈲䇮৻ੱ䈪䈲ᢙੱ䈪ห䈚䈩䇮䊙䊮䉲䊢䊮ᑪᦧ䈋ᬺ䉕ᣉ
ⴕ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯㩷
䊶 એ䈱䉋䈉䈮䇮ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧᬺ䈱ᣉⴕ䈲䇮ᑪᦧ⚵ว䈮䉋䉎႐ว䈫ੱᣉⴕ⠪䈮䉋䉎႐
ว䈫䈏䈅䉍䉁䈜䈏䇮ಽᚲᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋⼏䈏ⴕ䉒䉏䈢႐ว䈲䇮⚵วᣉⴕ䈮䉋䉎䉅䈱䈏ේೣ䈮䈭
䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯ᓟ䈲䇮ᑪᦧ⚵ว䈮䉋䉎ᬺታᣉ䈏৻⥸⊛䈮䈭䉎䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᧄ┨䈪
䈲䇮⚵วᣉⴕ䈮䉋䉎ᬺ䈫䈠䈱วᗧᒻᚑ䈱ㅴ䉄ᣇ䈮䈧䈇䈩⺑䈚䉁䈜䇯㩷
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䊶ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䋨⚵วᣉⴕ䋩䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋ᬺ䈱ታᣉ䊒䊨䉶䉴䉕䇮䈠䈱ᵴേౝኈ䈮䉋䉍ಽ䈜䉎䈫䇮એ
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ᑪᦧ߃⼏

㩷

ŨѣƷϋܾ

㩷

ஆƑӳॖᎍƸ  ʴˌɥσӷƠƯŴܭഘӏƼʙಅᚘ
ဒǛሊܭƠŴஆኵӳƷᚨᇌƴݣƢǔஆƑӳॖᎍ
ƷᙲƷӷॖǛࢽŴᣃᢊࡅჄჷʙሁƷᛐӧǛӖƚ
ƯŴஆኵӳǛᚨᇌƢǔŵஆኵӳƸஆƑɧӋь
ᎍƴݣƠƯ٥บƠᛪ൭ǛᘍƏƜƱƕưƖǔŵ

㩷
㩷 䉴䊁䉾䊒䋱㩷 ᑪᦧ⚵ว䈱⸳┙Ბ㓏㩷
㩷
㩷
㩷

ஆኵӳƸೌМ٭੭ᚘဒǛሊܭƠŴஆኵӳƷዮ˟
ƴƓƚǔᜭൿŴ৽࢘ೌᎍሁ᧙̞ೌМᎍƷӷॖǛࢽŴ
ᣃᢊࡅჄჷʙሁƷᛐӧǛӖƚǔŵೌМ٭੭ᚘဒƴܭ
ǊǒǕƨೌМ٭੭ଐƴೌМ٭੭ƞǕǔŵ

㩷
䉴䊁䉾䊒䋲㩷
ᮭᄌ឵Ბ㓏㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
䉴䊁䉾䊒䋳㩷
ᎿታᣉᲑ㓏㩷
㩷

ೌМ٭੭ଐƴೌМǛڂƬƨཋƷҩஊᎍƸଢบ
ƠᨂǇưƴཋǛଢƚบƢŵଢบƠƕܦʕƢǔ
ƱŴཋƷᚐ˳ŴૼȞȳǷȧȳƷᚨʙƴბƢ
ǔŵ

㩷
㩷
㩷
㩷
䉴䊁䉾䊒䋴㩷
ౣዬ䊶ᣂ▤ℂ⚵ว䈱⸳┙Ბ㓏㩷
㩷

ૼȞȳǷȧȳƴϐλއƠŴૼȞȳǷȧȳƷሥྸኵӳ
ǛႆឱƢǔŵ

㩷
㩷
㩷
એ䈱䋴䈧䈱䉴䊁䉾䊒䈮ಽ䈔䈩䇮ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈮ၮ䈨䈒ᬺታᣉ䈱ၮᧄ䊒䊨䉶䉴䉕ᢛℂ䈜䉎䈫䇮ᰴ㗁䈱
䉋䈉䈮䈭䉍䉁䈜䇯ᧄ┨䈪䈲䇮䈖䈱䊒䊨䉶䉴䈮ၮ䈨䈇䈩䇮ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈮ၮ䈨䈇䈢ᑪᦧ䈋⼏ᓟ䈱ᬺታᣉ
Ბ㓏䈪䈱Ბ㓏⊛䈭วᗧᒻᚑ䈱ㅴ䉄ᣇ䈮䈧䈇䈩⺑䈚䉁䈜䇯㩷
䈭䈍䇮ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈪䈲䇮หᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋೨ᓟ䈱䊙䊮䉲䊢䊮䈮䈧䈇䈩䇮䇸ᣉⴕ䊙䊮䉲䊢䊮䇹䇸ᣉⴕౣ
ᑪ䊙䊮䉲䊢䊮䇹䈫䈇䈉䉕↪䈇䈩䈇䉁䈜䇯ᧄ┨䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈮ၮ䈨䈒ᑪᦧ䈋ᬺ䈱ㅴ䉄ᣇ
䉕⺑䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᴺᢥ䉕ᒁ↪䈜䉎㓙䈮䈲ᴺᓞ䈱⸥䉕↪䈇䉎䈖䈫䈫䈚䉁䈜䈏䇮ᧄᢥਛ䈱⺑䈮䈍䈇
䈩䈲䇮䇸ᣥ䊙䊮䉲䊢䊮䇹䇸ᣂ䊙䊮䉲䊢䊮䇹䈫䈇䈉◲ᤃ䈭䉕↪䈇䉎䈖䈫䈫䈚䉁䈜䇯㩷
ᴺᓞ䈱⸥㩷
ᣉⴕ䊙䊮䉲䊢䊮㩷

ᴺᓞ䈮䈍䈔䉎ቯ⟵㩷

ᧄ䊙䊆䊠䉝䊦䈪䈱⸥㩷

䊙䊮䉲䊢䊮ᑪᦧᬺ䋨ᑪᦧ䈋Ṗൻᴺ䈮ၮ䈨䈒䊙䊮䉲䊢䊮 ᣥ䊙䊮䉲䊢䊮㩷
䈱ᑪᦧ䈋䈮㑐䈜䉎ᬺ䋩䉕ᣉⴕ䈜䉎䈮ሽ䈜䉎䊙䊮䉲䊢䊮

ᣉⴕౣᑪ䊙䊮䉲䊢䊮㩷

䊙䊮䉲䊢䊮ᑪᦧᬺ䈱ᣉⴕ䈮䉋䉍ᑪ▽䈘䉏䈢ౣᑪ䊙䊮䉲䊢 ᣂ䊙䊮䉲䊢䊮㩷
䊮䋨䊙䊮䉲䊢䊮䈱ᑪᦧ䈋䈮䉋䉍ᣂ䈢䈮ᑪ▽䈘䉏䈢䊙䊮䉲䊢䊮䋩
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㓏
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น

䌛䋱䌝
ᑪᦧ⚵ว䈱⸳┙

㩷

䌛䋲䌝
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㩷
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乌
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㓏
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ᄁᷰ䈚⺧᳞╬
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㩷

ᮭᄌ឵⸘↹䈱น
䌛䋴䌝

ᮭᄌ឵ಣಽ

㩷

㩷

㩷
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ᑪ▽⏕╬
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䌛䋵䌝
ᣂ䊙䊮䉲䊢䊮䈱┫Ꮏ

㩷

㸉
乌
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ᣉ
Ბ
㓏
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㩷
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㩷
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╙㧝┨ ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧ߃ߦଥࠆᴺᓞߩᚻ⛯߈
㩷

ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦଥࠆਥߥᴺᓞߣߒߡޔಽᚲᴺߣṖൻᴺߣ߇ࠆޕ
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ᬺࠍㅴࠆߎߣ߇ᦸ߹ࠇࠆ߇ߪߦߚߩߘޔᴺᓞߩౝኈࠍචಽߦℂ⸃ߔࠆᔅⷐ
߇ࠆޕ


㧝㧚㧝 ಽᚲᴺߣṖൻᴺߩ㑐ଥ
ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦะߌߡߪ▤ޔℂ⚵ว߇ਛᔃߣߥࠅᑪᦧ߃⸘↹ࠍ╷ቯߒߥ߇ࠄว
ᗧᒻᚑࠍⴕޔಽᚲ⠪ߩℂ⸃߇ᦨᄢ㒢ߦᓧࠄࠇߚᲑ㓏ߢ▤ޔℂ⚵วߩ㓸ળߦ߅ߡ
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ಽᚲᴺⷙߦޠቯߐࠇߡࠆޕ
㩷
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㩷
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㩷
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߇ᑪᦧ߃⼏ᓟߩᑪᦧ߃ᬺߩㅴᣇ
ߩ࡞࡞ߦߟߡⷙቯ

㩷
㩷
㩷
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㧝㧚㧞 ಽᚲᴺߦၮߠߊᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈
ᐔᚑ 14 ᐕޔಽᚲᴺ߇৻ㇱᡷᱜ㧔ᐔᚑ 14 ᐕ 12  11 ᣣᏓޔᐔᚑ 15 ᐕ 6  1 ᣣᣉⴕ㧕
ߐࠇޔᑪᦧ߃⼏ߩⷐઙߩ⋥ߒ߿࿅ߩᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆⷙቯߩᣂ⸳ߥߤޔᑪᦧ߃ࠍṖ
ߦቯߒታⴕߔࠆߚߩᴺ⊛ᢛ߇ⴕࠊࠇߚޕਥߥᡷᱜὐߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

عᡷᱜಽᚲᴺߦࠃࠆਥߥᡷᱜὐ
ᓥ೨䈱ⷙቯ䈮䈍䈔䉎㗴ὐ㩷

ᡷᱜὐ㩷

䊶ᑪ ᦧ䈋⼏䈱ⷐઙ䈫䈚䈩䇮ᑪ‛䈏⠧╬䈚䈩䈇

䊶⠧ ⷐઙ䇮⾌↪䈱ㆊಽᕈⷐઙ䈏᠗
ᑄ䈘䉏䇮ಽᚲ⠪䈍䉋䈶⼏ᮭ䈱

䉎䈖䈫䋨⠧ⷐઙ䋩䇮ᑪ‛䈱ല↪䈱⛽ᜬ࿁ᓳ䈮ᑪ

ฦ䋵ಽ䈱䋴એ䈱⾥ᚑ䈪ᑪᦧ䈋⼏

‛ଔ㗵╬䈱ᑪ‛䈱⁁ᴫ䈮ᾖ䉌䈚䈩ㆊಽ䈱⾌↪䉕
৻

䒭

ಽ
ᚲ

ᑪ
‛
䒭
ᑪ
ᦧ
䒉

⼏
䒪
ଥ
䓉

㗄

ⷐ䈜䉎䈖䈫䋨⾌↪䈱ㆊಽᕈⷐઙ䋩䇮╬䈏䈅䈦䈢䉍䇮
䈠䈱ౕ⊛ౝኈ䉇್ቯၮḰ䈏ਇ⏕䈪䈚䈳䈚

䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯㩷
䊶ᑪᦧ䈋⼏䉕⋡⊛䈫䈜䉎㓸ળ䈱㐿
䈮⥋䉎ᚻ⛯䈐ⷙቯ䈏ᢛ䈘䉏䈢䇯㩷

䈳䈇䈱ේ࿃䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯㩷
䊶ᑪᦧ䈋⼏䉕ⴕ䈉䈮䈲䇮ᑪᦧ䈋䈱೨ᓟ䈪ᢝ䈏

䊶ᢝ 䈱ห৻ⷐઙ䈏✭䈘䉏䇮㓞ធ

ห৻䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈎䈦䈢䇯㩷

䈱⾼䉇ᢝ䈱৻ㇱಣಽ䈮䉋䉎

䊶 䈋䈳ᣢሽਇㆡᩰ䊙䊮䉲䊢䊮䈱ᑪᦧ䈋䈪䈲䇮㓞

ᑪᦧ䈋䈮䈧䈇䈩䇮ᑪᦧ䈋⼏䉕ⴕ䈉
䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢䇯㩷

ធᢝ䉕ขᓧ䈚䇮ᢝ㕙Ⓧ䉕ᄢ䈜䉎ᔅⷐᕈ䈏
ᄢ䈐䈇䈏䇮䈖䈱䉋䈉䈭႐ว䈮ᑪᦧ䈋⼏䈏䈪䈐䈝 㩷
ᑪᦧ䈋䈮ోຬวᗧ䈏ᔅⷐ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
䊶ᑪᦧ䈋⼏䉕ⴕ䈉䈮䈲䇮ਥ䈢䉎↪⋡⊛䈏ห৻

䊶ᑪ‛䈱ਥ䈢䉎↪⋡⊛䈱ห৻ⷐઙ
䈏᠗ᑄ䈘䉏䇮ਥⷐ↪ㅜ䈱⇣䈭䉎䊙䊮

䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈎䈦䈢䇯㩷

㩷

䊶 䈋䈳䇮ᬺ䊶ᬺോᣉ⸳䈏ᄢㇱಽ䉕භ䉄䇮ㇱ

䉲䊢䊮䈻䈱ᑪᦧ䈋䈮䈧䈇䈩䇮ᑪᦧ䈋

䈮৻ㇱዬ䈏䈅䉎䊙䊮䉲䊢䊮䉕᳃䈱䉂䈱䊙䊮

⼏䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦

䉲䊢䊮䈮ᑪᦧ䈋䉎䈮䈲䇮ᑪᦧ䈋⼏䈏䈪䈐䈝ో

䈢䇯㩷

ຬวᗧ䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䈢䇯㩷
࿅

䒭
ᑪ
ᦧ
䒉
䒪
ଥ
䓉

㗄

䊶࿅ 㑐ଥ䈮හ䈚䈢ᑪᦧ䈋䈮䈧䈇䈩䈱ⷙቯ䈏䈭

䊶ಽᚲᴺ╙ 㪍㪐 ᧦䈱࿅ౝ䈱ᑪ

䈒䇮䉁䈢࿅ౝ䈱৻ㇱ䈱ᑪ‛䈱䉂䉕ᑪᦧ䈋䉎႐

‛䈱ᑪᦧ䈋ᛚ⼏䇮╙ 㪎㪇 ᧦䈱࿅

ว䈱ᚻ⛯䈐䈏ਇ⏕䈪䈅䈦䈢䇯㩷

ౝ䈱ᑪ‛䈱৻ᑪᦧ䈋⼏䈏ᣂ

㩷

⸳䈘䉏䇮࿅䈱ᑪᦧ䈋⼏䈱ᣇᴺ

㩷

䈏⏕䈮䈘䉏䈢䇯㩷
㩷


ᡷᱜಽᚲᴺߦၮߠߊᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁ߢߪޔᑪᦧ߃⼏ߩ೨ឭ᧦ઙ㧔ಽᚲ
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ᑪ‛ߢࠆ߆ޔᴺቯߩ࿅ߩᑪᦧ߃ⷐઙࠍḩߚߒߡࠆ߆╬ߦߟߡ ޔᑪᦧ߃
⼏ߣṖൻᴺㆡ↪ߩ⇐ᗧὐࠍෳᾖ㧕ࠍ߹ߕ⏕ߩޔ
㧔㧝㧕ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ߦ㑐ߔࠆᚻ⛯߈
㧔㧞㧕ᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙ⷐઙߣ⼏ߦ߅ߡቯࠆߴ߈㗄
㧔㧟㧕ᑪᦧ߃⼏ᚑ┙߆ࠄᑪᦧ߃วᗧ߹ߢߩᚻ⛯߈
ߦߟߡ․ߦ⇐ᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ታ⾰⊛ߦߪᑪᦧ߃ߩวᗧᒻᚑ߇ᢛߞߡࠆ႐วߢߞߡ߽ޔᑪᦧ߃⼏ߩⷐઙߦᛶ⸅
ߒߚࠅᚻ⛯߈ߦ℩∎߇ࠇ߫ޔᑪᦧ߃⼏ߩ߿ࠅ⋥ߒ߇ᔅⷐߣߥࠆ႐ว߇ࠅޔᑪᦧ߃
ߩᯏㆇ߇ૐਅߒߡߒ߹߁ߎߣߦ߽ߥࠅ߆ߨߥޕ
ߐࠄߦวᗧᒻᚑ߇ᢛࠊߥ⁁ᘒߢᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁႐วߦߪߩߘޔᓟߩⵙ್╬ࠍⷞ㊁
ߦࠇߚᴺ⊛ߥኻᔕߩḰ߇ᔅⷐߦߥࠆޕ೨ߦᑯ⼔჻╬ߩᜰዉࠍฃߌࠆߥߤߒߡޔ㑐
ㅪߔࠆᴺᐲߩౝኈࠍචಽߦℂ⸃ߒߡ⥃ᔅⷐ߇ࠆޕ
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㧝㧚㧞㧚㧝 ৻ߩಽᚲᑪ‛ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈
৻ߟߩᢝߦ৻ߩಽᚲᑪ‛߇ࠆ႐วߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈ߦߟߡޔ
⸃⺑ߔࠆޕ


৻عߩಽᚲᑪ‛ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏߹ߢߩᚻ⛯߈㧔ಽᚲᴺ  ᧦㑐ଥ㧕


ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩḰ㧔ಽᚲ⠪ߩ⏕ቯ⼏ᮭߩ⏕╬㧕


ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩએ೨


ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ⊒

㧔ᴺ 㧕

ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄
ㅢ⍮㗄



Ԙળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄㧔ޟᑪᦧ߃⼏ߦޠ



ߟߡ߁ᣦ㧕



ԙ⼏᩺ߩⷐ㗔㧔ᑪᦧ߃⼏ߢቯࠆ㗄



ᴺ  ࠍⷐ⚂ߒߚ߽ߩ㧕



Ԛᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱


ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧝ࡩએ೨


ԛᑪ‛ߩല↪ߩ⛽ᜬ߹ߚߪ࿁ᓳߦⷐߔࠆ
⾌↪ߩ㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶

 ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ
ㅢ⍮㗄ߦ㑐ߔࠆ⺑ળߩ㐿
㧔ᴺ 㧕






Ԝᑪ‛ߩୃ❲⸘↹ߩౝኈ㧔ቯࠄࠇߡ
⺑㗄

̪⺑ળߩ㐿ㅢ⍮ߪ㧝ㅳ㑆
એ೨ߩ⊒ߢ⿷ࠅࠆ㧔ᴺ
㨮㧕߇ޔ㓸ળߩ㓸
ㅢ⍮ߦ૬ߖߡ⸥タߔࠆߎߣ
߇ᦸ߹ߒޕ

Ԙౣᑪᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ
ԙᑪ‛ߩขუߒ߅ࠃ߮ౣᑪᑪ‛ߩᑪ▽

ᑪᦧ߃⼏ߩታᣉ
㧔ᴺ 㧕

ቯ㗄





ࠄࠇߡࠆ㊄㗵

ᑪᦧ߃⼏ߢቯࠆ㗄㧔ᴺ 㧕


ᑪᦧ߃⼏ߩߚߩ㓸ળߩ㐿



ࠆ႐ว㧕
ԝᑪ‛ߦߟ߈ୃ❲Ⓧ┙㊄ߣߒߡⓍߺ┙ߡ





㧔ᴺ ޔ㧕

ߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ▚㗵
Ԛ೨⸥ߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ㗄

̪ಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭ㧔
ᴺ 㨮㧕ߩฦ㧡ಽߩ㧠એߩ
ᄙᢙߢ⼏ᚑ┙
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ԛౣᑪᑪ‛ߩಽᚲᮭߩᏫዻߦ㑐ߔ
ࠆ㗄

㧔㧝㧕ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ߦ㑐ߔࠆᚻ⛯߈

㧝㧕㓸ળߩ㓸೨ߩḰ㗄㧔ಽᚲ⠪ߩ⏕ቯ⼏ᮭߩ⏕╬㧕
ᑪᦧ߃⼏ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ㓸ળ㧔એਅޟᑪᦧ߃⼏㓸ળޕ߁ߣޠ㧕ࠍ㓸ߔࠆ㓙
ߦߪޔಽᚲ⠪ߩ⁁ᴫࠍᛠីߒಽᚲ⠪ࠍ⏕ቯߒߚߢ⏕ޔታߦ㓸ㅢ⍮߇
ฦಽᚲ⠪ߦዯߊࠃ߁ߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޔߪߦߚߩߘޕᣧᲑ㓏߆ࠄࠕࡦࠤ
࠻߿ࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ╬ߦࠃࠅޔಽᚲ⠪ߩ⁁ᴫޔ㑐ଥᦠ㘃ߩㅍઃవࠍ⏕ߒ
ߡ߅ߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠆ▤ޔߚ߹ޕℂ⚵วߩੌ⸃ࠍᓧߡޔᚲ⠪ฬ⟵ߣᚲߦ⺋
ࠅ߇ߥ߆㓸ㅢ⍮ㅍઃ೨ߦ⊓⸥★ߢ⏕ߔࠆߎߣ߽ᔅⷐߢࠆޕ
߹ߚޔᑪᦧ߃⼏ߪ㓸ળߦ߅ߡಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭ㧔̪ᵈෳᾖ㧕ߩߘࠇ
ߙࠇߦߟߡ㧡ಽߩ㧠એߩᄙᢙߩ⾥ᚑ߇ᔅⷐߣߐࠇࠆߚޔಽᚲ⠪ᢙࠍᱜ
⏕ߦᛠីߒ⼏ޔᮭߩഀวߦߟߡߪ೨ߦ▤ℂⷙ⚂㧔ⷙ⚂ߦࠃࠆᲑߩቯࠍ
⸵ߔߚ㧕ࠍ⏕ߒߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆޕಽᚲ⠪ฬ★ࠍᚑߒ⼏ᮭഀวࠍᢛ
ℂߒߡ߅ߊߣࠃޕ
ෳᾖ 㑐ㅪ㗄    ಽᚲ⠪ߩ⁁ᴫߩᛠី
ෳᾖ 㑐ㅪ㗄    ኾㇱಽ߇ᢙੱߩߦዻߔࠆ႐วߩಣℂ
̪ᵈ㧦⼏ᮭ㧔ᴺ ޔ㧕ߣߪޔฦಽᚲ⠪ߩ⼏ᮭߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ߥ㒢ࠅ↪ޔ
ㇱಽߩᜬಽߩഀวߦࠃࠆޕฦᜬಽߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ߥ㒢ࠅࠆߔߩߘޔኾㇱಽߩᐥ
㕙Ⓧߩഀวߦࠃࠆ৻ޕㇱ↪ㇱಽ߇ࠆߣ߈ߪߩߘޔ㈩ಽ㕙Ⓧࠍ৻ㇱ↪ߔࠆಽᚲ⠪ߩኾ
ㇱಽߩᐥ㕙Ⓧߦ▚ߔࠆޕ࿅৻ᑪᦧ߃ߩ႐วߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ߞߡ߽ޔᢝߩ
ᜬಽഀวߦࠃࠆ㧔ᴺ  ߢḰ↪ߔࠆᴺ 㧕ޕ


㧞㧕㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ
ᑪᦧ߃⼏㓸ળࠍ㓸ߔࠆߣ߈ߪޔᒰ㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩ೨߹ߢߦ㓸ㅢ
⍮ࠍ⊒ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ᦼߩߎޕ㑆ߪࠅࠃߦ⚂ⷙޔિ㐳ߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆ߇ޔ⍴❗ߔࠆߎߣߪ⸵ߐࠇߥޕ
ㅢᏱߩ㓸ળߩ႐วߪ㐿ᣣߩ㧝ㅳ㑆೨߹ߢߦㅢ⍮ߔࠇ߫ࠃ߇ޔᑪᦧ߃⼏㓸
ળߩ႐วߪ⸥ߩࠃ߁ߦ㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ߇⇣ߥࠆߩߢޔᚻ⛯߈߇ㆃࠇߥࠃ
߁ߦḰߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߪޔㅢᏱߩ㓸ળߣห᭽ߦ▤ℂ⠪߇㓸ߔࠆ ᴺ  ᧦  㗄 ߹ޕ
ߚޔಽᚲ⠪ߩ㧡ಽߩ㧝એߢ⼏ᮭߩ㧡ಽߩ㧝એࠍߔࠆ⠪߇▤ޔℂ⠪ߦ
ኻߒ㓸ળߩ㓸ࠍ⺧᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ ᴺ  ᧦  㗄 ޕ

㧟㧕㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄
㓸ㅢ⍮ߦߪޔએਅߩ㧟ὐࠍ⸥タߒㅢ⍮ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ  ᧦  㗄ޔ
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 㗄  ᧦ ޔ㗄 ޔ㗄㧕ޕ
Ԙળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄
㓸ㅢ⍮ߦߪޔળ⼏ߩ⋡⊛ߣߒߡޟ٤٤ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃⼏ߦ㑐ߔࠆ
ઙޔ╬ޠᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁ળ⼏ߢࠆᣦࠍ⏕ߦ␜ߔޕ

ԙ⼏᩺ߩⷐ㗔
⼏᩺ߩⷐ㗔ߣߪޔᑪᦧ߃⼏ߦ߅ߡቯߥߌࠇ߫ߥࠄߥએਅߩ㧠ߟߩ
㗄ߦࠃࠆ⼏᩺ߩⷐὐޔਥⷐߥౝኈߢࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕߇ޔㅢᏱߪ⼏᩺
ߘߩ߽ߩࠍᷝઃߔࠆߎߣߦߥࠈ߁ޔߜࠊߥߔޕᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ࠍ
⊒ߔࠆ߹ߢߦߪޔᑪᦧ߃ߩౕ⊛ߥ⸘↹᩺ࠍቯߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆޕ
ࠕ ᣂߚߦᑪ▽ߔࠆᑪ‛㧔એਅޟౣᑪᑪ‛߁ߣޠ㧕ߩ⸳⸘ߩⷐ
ࠗ ᑪ‛ߩขࠅუߒ߅ࠃ߮ౣᑪᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ▚㗵
࠙ ⸥ࠗߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ㗄
ࠛ ౣᑪᑪ‛ߩಽᚲᮭߩᏫዻߦ㑐ߔࠆ㗄

ฦ㗄⋡ߩౝኈߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ෳᾖ ᢥ₂㧞

ࠕ ౣᑪᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ
৻ߩᑪ‛ߛߌߢߥߊޔኾㇱಽߣߥࠆߴ߈ฦㇱಽߦߟߡ߽ቯࠆᔅ
ⷐ߇ࠆ৻ޕߩᑪ‛ోߩ↪ㅜޔ᭴ㅧ᧚ᢱޔ㓏ᢙޔᑪ▽㕙Ⓧޔᑧߴ㕙Ⓧޔ
ฦ㓏ߏߣߩᐥ㕙Ⓧ╬ࠍ␜ߔߣߣ߽ߦޔฦኾㇱಽߩ↪ㅜޔ㈩⟎ޔᐥ㕙Ⓧޔ
㑆ขࠅࠍ␜ߔޕ
ࠗ ᑪ‛ߩขࠅუߒ߅ࠃ߮ౣᑪᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ▚㗵
ᑪᦧ߃ߦⷐߔࠆ⾌↪✚㗵ߩᢙߢࠆߪ↪⾌ߩߎޔߒߛߚޕ⼏ߩᲑ㓏
ߢߪߊ߹ߢ੍߽ቯ㗵ߩߚޔಽᚲ⠪ߩ⾥ุߩ್ᢿߦᡰ㓚߇ߥ㒢ᐲ
ߦ߅ߡࠆޔ⒟ᐲߩߩࠆቯᣇࠍߔࠆߎߣ߇⸵ߐࠇࠆޕ
࠙ ⸥ࠗߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ㗄
⸥ࠗߦቯࠆ⾌↪✚㗵ࠍᑪᦧ߃ෳട⠪╬߇ߤߩࠃ߁ߥഀวߢಽᜂߔࠆ
߆ߦߟߡቯࠆ߽ߩߢ↪⾌ޔಽᜂߩቯߩᣇᴺ߹ߚߪၮḰࠍ␜ߔࠆߎ
ߣߦߥࠆޕᄙߊߩ႐วߪޔᑪᦧ߃⼏೨߹ߢߦౣᑪᑪ‛ߩฦᚭߩขᓧଔ
㗵ߪቯࠄࠇߡࠆߪߕߢࠆ߆ࠄ↪⾌ޔߚ߹ޕࠃ߫ߖ␜ࠍࠇߘޔಽᜂ
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ߩၮḰߪޔౣᑪᑪ‛ߦߟߡߪޔಽᜂ㗵߇ౣᑪᑪ‛ߦ߅ߡขᓧߔࠆኾ
ㇱಽߦᲧߒޔขუߒ⾌↪ߦߟߡߪޔᑪ‛߅ࠃ߮ᢝߦߟߡߔࠆ
ᮭߩଔᩰࠍ⠨ᘦߒߡቯࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆߩ߇৻⥸⊛ߢࠆޕ
ࠛ ౣᑪᑪ‛ߩಽᚲᮭߩᏫዻߦ㑐ߔࠆ㗄
ᧄ᧪ߪޔౣᑪᑪ‛ߩߤߩㇱಽࠍ⺕߇ขᓧߔࠆߎߣߦߥࠆߩ߆ߩߘޔ႐ว
ߩኻଔߩᷡ▚ࠍߤߩࠃ߁ߦߔࠆߩ߆╬ߦߟߡቯࠆ߇ޔᑪᦧ߃⼏ߩᲑ
㓏ߢߪෳട⠪߇⏕ቯߒߡߥߚߩߘޔቯߩᣇᴺ߹ߚߪၮḰ㧔ᚭข
ᓧߩቯᣇߩ࡞࡞ߥߤ㧕ࠍቯߡࠇ߫⿷ࠅࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕ
⇐ᐥ߇↢ߓࠆ႐วߦ߽ޔේᆎ⊛ߦ⺕߇ขᓧߔࠆߎߣߦߥࠆߩ߆ࠅ߹ߟޔᑪ
ᦧ߃ෳട⠪ోຬߢߔࠆߩ߆․ޔቯߩෳട⠪߹ߚߪ࠺ࡌࡠ࠶ࡄ╬ߩ
ᬺ⠪߇ේᆎขᓧߔࠆ߆ࠍቯߡ߅ߌ߫⿷ࠅࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ԛߘߩઁߩㅢ⍮㗄
೨ㅀߩળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄⼏ޔ᩺ߩⷐ㗔ߩ߶߆ޔએਅߩ㧠ὐࠍ⸥タߒㅢ⍮
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙Ԙ ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ᦠ

ࠕ ᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱
ࠗ ᑪᦧ߃ࠍߒߥ႐วߦ߅ߌࠆᑪ‛ߩല↪ߩ⛽ᜬ߹ߚߪ࿁ᓳ㧔ᑪ‛߇ㅢᏱ
ߔߴ߈ല↪ߩ⏕ࠍޕ㧕ࠍߔࠆߩߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶
࠙ ᑪ‛ߩୃ❲ߦ㑐ߔࠆ⸘↹߇ቯࠄࠇߡࠆߣ߈ߪޔᒰ⸘↹ߩౝኈ
ࠛ ᑪ‛ߦߟ߈ୃ❲Ⓧ┙㊄ߣߒߡⓍߺ┙ߡࠄࠇߡࠆ㊄㗵

ฦ㗄⋡ߩౝኈߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ෳᾖ ᢥ₂㧝ޔᢥ₂㧞

ࠕ ᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱
ޟᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱ޔߪߡߒߣޠ㓸ળߩ㓸⠪߇ᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣ⠨
߃ߚℂ↱ࠍߢ߈ࠆ㒢ࠅౕ⊛ߥታߦၮߠߡ⸥タߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ
නߦޟᑪ‛߇⠧ߒߚߚߩ╬ޠ⽎⊛ߥ⸥タߢߪ⿷ࠅߕޔ߫߃ޔ⠧
ൻߦࠃࠅୃ߿ขᦧ߃╬ߦ⋧ᒰ㗵ߩ⾌↪߇ⷐߔࠆߎߣ߿ޔฦኾㇱಽߩ
ᐥ㕙Ⓧ߇ዋߥߊᚭߣߒߡ⁜ߔ߉ࠆߎߣߥߡࠇߐ⟎⸳߇࠲ࡌࠛޔ
ߎߣߥߤޔߩᑪ‛ߩ⁁ᴫޔ᭽⸳ޔ╬ߦߟߡ㗴ࠍᜰ៰ߔࠆߣ
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ߣ߽ߦޔᑪᦧ߃ࠍታᣉߒߚ႐วߦߪߤߩࠃ߁ߥࡔ࠶࠻߇↢ߓࠆ߆ࠇߘޔ
߇ᑪ‛ߩല↪ࠍ⛽ᜬ߹ߚߪ࿁ᓳߒߚ႐วߣᲧセߒߡ⾌↪⽶ᜂߦวߞߚ߽
ߩߣߥߞߡࠆ߆ߥߤߩὐߦߟߡ᧪ࠆߛߌౕ⊛ߦ⸥タߔߴ߈ߢࠆޕ
ࠗ ᑪᦧ߃ࠍߒߥ႐วߦ߅ߌࠆᑪ‛ߩല↪ߩ⛽ᜬ߹ߚߪ࿁ᓳ㧔ᑪ‛߇ㅢᏱ
ߔߴ߈ല↪ߩ⏕ࠍޕ㧕ࠍߔࠆߩߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶
ߎࠇߪޔᑪᦧ߃ࠍታᣉߖߕߦߩᑪ‛ࠍ⛽ᜬߔࠆߎߣߦߒߚ႐วߦᔅ
ⷐߣߥࠆୃ❲߿ᡷୃߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ㗵ߣߘߩౝ⸶ߩߎߣߢࠆޕ
㓸ળߩ⼏߹ߚߪⷙ⚂ߦࠃߞߡޔ㐳ᦼୃ❲⸘↹ߩቯ߇ࠆಽᚲᑪ
‛ߦߞߡߪߦ↹⸘ߩߘޔᴪߞߚୃ❲ࠍታᣉߒߚ႐วߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ㗵߅
ࠃ߮ߘߩౝ⸶ࠍ␜ߔߴ߈߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ㐳ᦼୃ❲⸘↹ߩቯ߇ߥ
ಽᚲᑪ‛ߦߞߡ߽ޔㆡᱜߥ⛽ᜬ▤ℂࠍⴕߞߚ႐วߦᔅⷐߣߥࠆ⾌↪ߩ
㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶ࠍ␜ߔߴ߈ߢࠆ߆ࠄ৻ޔቯᦼ㑆ߩୃ❲⸘↹ߦ⋧ᒰߔࠆ
߽ߩࠍᗐቯߒߚߢߦࠇߘޔၮߠߡ⾌↪ߩ㗵߅ࠃ߮ౝ⸶ࠍ␜ߔߴ߈߽ߩ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߹ߚޟޔᑪ‛߇ㅢᏱߔߴ߈ല↪ߩ⏕ࠍޕ
␠ߥ⊛⥸৻ޡޔߪߣޠળㅢ
ᔨߦᓥᒰὼߦⷐ᳞ߐࠇࠆዬ᳓Ḱࠍḩߚߔߚߦޔ߫߃ޔਛጀ⒟ᐲߩ
ᑪ‛ߢࠛࡌ࠲ࠍ⸳⟎ߔࠆߎߣ߿ߩᴺߦቯࠄࠇߚ⠴㔡ၮḰࠍ
ḩߚߔߚߩᎿࠍታᣉߔࠆߎߣ╬ޔⓍᭂ⊛ߦଔ୯ࠍჇടߐߖࠆࠃ߁ߥᡷ
ୃࠍⴕ߁ߴ߈႐วࠆߌ߅ߦޢᡷୃᎿ╬ࠍᜰߔޕ
⾌↪ߩ▚ቯߦߚߞߡߪޔഠൻ⸻ᢿ⺞ᩏ╬ߦࠃࠅᑪ‛ߩ⠧ൻ߿㒸⣣ൻ
ߩታᘒࠍᛠីߔࠆߣߣ߽ߦޔಽᚲ⠪߇ࡑࡦ࡚ࠪࡦߦᛴߡࠆਇḩ
ὐ߿ᡷༀ࠾࠭ࠍౕ⊛ߦᛠីߒߚߢ▤ޔℂ⚵วߣߒߡᔅⷐߢࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆୃ❲߅ࠃ߮ᡷୃᎿߩౝኈࠍ⸳ቯߒߦࠇߘޔၮߠߡୃ❲߅ࠃ߮
ᡷୃ⾌↪ࠍ▚ቯߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߦߥࠆޔߚ߹ޕⓍ᧦ઙࠍ⏕ߦߒߚߢޔ
ⶄᢙ␠߆ࠄⓍࠍขࠆߥߤޔㆡᱜߥ㗵ߣߥߞߡࠆ߆ߤ߁߆ߦ⇐ᗧߔࠆߎ
ߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ
ߥ߅ޔᑪᦧ߃ߣᲧセߔࠆୃ❲ᡷୃ⾌↪ߩ▚ቯߩᣇᴺߦߟߡߪࡦࡑޟޔ
࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃߆ୃ❲߆ࠍ್ᢿߔࠆߚߩࡑ࠾ࡘࠕ࡞㧔ᐔᚑ  ᐕ  ࿖
ㅢ⋭㧕ࠍޠෳᾖߐࠇߚޕ
࠙ ᑪ‛ߩୃ❲ߦ㑐ߔࠆ⸘↹߇ቯࠄࠇߡࠆߣ߈ߪޔᒰ⸘↹ߩౝኈ
㓸ળߩ⼏߹ߚߪⷙ⚂╬ߦࠃࠅ㐳ᦼୃ❲⸘↹߇ቯࠄࠇߡࠆߣ߈ߪޔ
ߘߩ⸘↹ߩౝኈࠍㅢ⍮ߔࠆߎߣࠍ᳞ߡࠆޕ
ࠛ ᑪ‛ߦߟ߈ୃ❲Ⓧ┙㊄ߣߒߡⓍߺ┙ߡࠄࠇߡࠆ㊄㗵
Ⓧߺ┙ߡࠄࠇߡࠆୃ❲Ⓧ┙㊄߇ࠇ߫ߩߘޔ㊄㗵ࠍㅢ⍮ߔࠆߎߣࠍ᳞



14

ߡࠆޕ

㧠㧕ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩถ㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄ߦ㑐ߔࠆ⺑ળߩ㐿
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸⠪ߪޔ㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߦ⸥タߐࠇࠆ⸥ߩㅢ⍮㗄ߦߟ
ߡߩ⺑ળࠍޔᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧝ࡩ೨㧔ߎߩᦼ㑆߽ࠅࠃߦ⚂ⷙޔ
િ㐳ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ޔ⍴❗ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ㧕߹ߢߦޔ㐿ߒߥߌࠇ߫ߥ
ࠄߥޕ
ߥ߅⺑ߩߎޔળߩ㐿ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼߦߟߡߪ㐿ᣣߩዋߥߊߣ߽㧝ㅳ㑆
೨ߣߐࠇߡࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄  ᧦ ޔ㗄㧕߇ޔᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁೨ߩ㊀ⷐߥ⺑
ળߢࠆߎߣ߆ࠄޔᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߦ૬ߖߡ⸥タߔࠆߥߤࠆ߈ߢޔ
㒢ࠅᣧߊߦ㐿ᣣࠍㅢ⍮ߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒ⟵ޔߚ߹ޕോઃߌࠄࠇߡࠆߩߪ㧝
࿁ߢࠆ߇ޔᑪᦧ߃⸘↹ߦߟߡߩℂ⸃߇ਇචಽߥ߹߹㓸ળࠍⴕ߁ߎߣߪㆱߌߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣ߆ࠄಽᚲ⠪ߩෳട⁁ᴫ╬ߦᔕߓᔅⷐߦᔕߓᢙᐲߦࠊߚߞ
ߡ㐿ߔࠆߎߣ߽ᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
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㧔㧞㧕ᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙ⷐઙߣ⼏ߦ߅ߡቯࠆߴ߈㗄

㧝㧕ᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙ⷐઙ
ᑪᦧ߃⼏ߪޔಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭ㧔 㗁̪ᵈෳᾖ㧕ߩฦ㧡ಽߩ㧠એߩ
ᄙᢙߦࠃࠅᚑ┙ߔࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ
ߥ߅ޔኾㇱಽ߇ᢙੱߩߦዻߔࠆߣ߈ߪޔ⠪ߪ⼏ޔᮭࠍⴕߔߴ߈
⠪৻ੱࠍቯߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ  ᧦㧕⼏ޕᮭⴕ⠪߇ቯࠄࠇߚ႐วߪޔ
ߘߩ⠪ߩߺ߇⼏ᮭࠍⴕߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߩߘޔ⠪߇⼏ᮭࠍⴕߒߚ႐วߦߪޔ
ᒰಽᚲ⠪ᢙߪ৻ߣᢙ߃ࠄࠇࠆ߇⼏ޔᮭߦߟߡߪ⠪ోຬߢߔࠆᒰ
ኾㇱಽߩᐥ㕙Ⓧోㇱߩഀวߦߥࠆ㧔ᴺ  ᧦᧦ ޔෳᾖ㧕ࠃߦࡦ࡚ࠪࡦࡑޕ
ߞߡߪቯᦼ✚ળߩ㐿ߥߤߦߟߡ⼏ޟᮭⴕ⠪ㆬቯዯࠍޠ෩ᩰߦㆇ↪ߒߡ
ߥߎߣ߽ᄙߩߢᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙Ԛ ⼏ᮭⴕ⠪ㆬቯዯᦠ

߹ߚޔᕆ߈ࠂᑪᦧ߃⼏㓸ળߦᏨߢ߈ߥߊߥࠅ⼏ᮭࠍⴕߢ߈ߥ߆ߞߚߣ
ߞߚ⠪߇ߢߥࠃ߁ోߓ߆ࠄޔಽᚲ⠪ߦᦠ㕙ߦࠃࠆ⼏ޟᮭⴕᦠޠ
ߩឭࠍ᳞ޔᒰᣣᑪᦧ߃⼏㓸ળߦᏨߒߚ⠪ߦኻߒߡߪߎߩ⼏ޟᮭⴕᦠޠ
ࠍළߔࠆߥߤߩᎿᄦࠍߒߡࠆ߽ࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙ԝ ⼏ᮭⴕᦠ


㧞㧕ᑪᦧ߃⼏ߦ߅ߡቯࠆߴ߈㗄
೨ㅀߩ㨬⼏᩺ߩⷐ㗔㨭ߦࠆࠃ߁ߦޔᑪᦧ߃⼏ߦ߅ߡߪޔනߦᑪᦧ߃ߩ⾥ุ
ࠍ߁ߩߢߪߥߊౕޔ⊛ߦએਅߩ㗄ࠍቯߡ⼏ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ
 ᧦  㗄㧕ޕ
Ԙౣᑪᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ
ԙᑪ‛ߩขუߒ߅ࠃ߮ౣᑪᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ▚㗵
Ԛ⸥ԙߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ㗄
ԛౣᑪᑪ‛ߩಽᚲᮭߩᏫዻߦ㑐ߔࠆ㗄
ෳᾖ 㑐ㅪ㗄   㧟㧕ԙ ⼏᩺ߩⷐ㗔

ᣂߒᑪ‛ߩᢝౝߩ㈩⟎⸘↹ߪޔ
ޟౣᑪᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐߦޠ߹ࠇࠆߎߣߦ
ߥࠆߎߣ߆ࠄޔᢝߩᄌᦝࠍ߁ᑪᦧ߃ࠍታᣉߔࠆ႐วߪޔᄌᦝߐࠇߚᢝࠍ೨
ឭߦౣᑪᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐࠍቯޔᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁ߎߣߦߥࠆޕ

㧟㧕ᑪᦧ߃⼏ߩណᛯߣ㓸ળߩ⼏㍳
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ߦߚߞߡߪޔ㓸ળߩ㓸೨ߦಽᚲ⠪ߩ⁁ᴫࠍ⺞ᩏ
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ߒޔಽᚲ⠪ߩ⏕ቯ߮⼏ᮭߩ⏕ࠍⴕ߁ߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޔߚ߹ޕ᧪ߩ
⚗ࠍ㒐ᱛߔࠆߚ⏕ޔታߦ㓸ㅢ⍮߇ฦಽᚲ⠪ߦዯߊࠃ߁㈩㆐⸽ઃ߈ㇷ
ଢߢㅍઃߔࠆߥߤߩᎿᄦࠍⴕ߁ߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
㓸ળߢ⼏ࠍⴕߞߚߣ߈ߪߩߘޔ႐ߢޔᑪᦧ߃⼏᩺ߦ⾥ᚑߩಽᚲ⠪ᢙ߅
ࠃ߮⼏ᮭഀว߇ฦ㧡ಽߩ㧠એߣߥߞߡࠆ߆ߤ߁߆ࠍ㓸⸘ߒޔᑪᦧ߃⼏ߩ
ᚑ┙ࠍ⏕ߔࠆߎߣߦߥࠆ৻ޕಽᚲ⠪߇ⶄᢙߩᚭࠍᚲߒߡࠆ႐วߦߪޔ
ಽᚲ⠪ᢙߪ㧝ߢࠆ߇⼏ᮭߪⶄᢙߩᚭߩ⼏ᮭഀวߩว⸘ߦߥࠆߩߢ․
ߦᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧟㧙Ԛ ಽᚲ⠪㓸⸘
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧟㧙ԛ ಽᚲ⠪ฬ★

ᑪᦧ߃⼏ࠍណᛯߒߚ㓸ળߩ⼏㍳ߦߪޔ⼏ߦߟߡߩฦಽᚲ⠪ߩ⾥ุ
ࠍ⸥タ߹ߚߪ⸥㍳ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧔ᴺ  ᴺ  㗄ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄㧕ߎޕ
ࠇߪޔᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙ᓟߦߪᑪᦧ߃⼏ߦ⾥ᚑߒߥ߆ߞߚಽᚲ⠪ߦኻߔࠆ
๔߅ࠃ߮ᄁᷰߒ⺧᳞╬ߩᚻ⛯߈㧔ᴺ  ᧦㧕ࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆߣߎࠈ⾥ޔᚑ⠪
ߣ㕖⾥ᚑ⠪ߣࠍ⏕ቯߔࠆᔅⷐ߇ࠆ߆ࠄߢࠆޕ
ߎߩߚޔᑪᦧ߃⼏㓸ળߦ߅ߌࠆណߪޔᓟᣣߩ⸽ߣߒߡᱷࠆࠃ߁ᛩ↪
⚕╬ߩᦠ㕙ߢⴕ߁ߴ߈ߢࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙ԝ ⼏ᮭⴕᦠ
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㧔㧟㧕ᑪᦧ߃⼏ᚑ┙߆ࠄᑪᦧ߃วᗧ߹ߢߩᚻ⛯߈
ᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙߆ࠄᑪᦧ߃วᗧߦ⥋ࠆಽᚲᴺߩᚻ⛯߈ߦߟߡ⸃⺑ߔࠆޕ

عᑪᦧ߃⼏߆ࠄᑪᦧ߃วᗧ߹ߢߩᚻ⛯߈㧔ಽᚲᴺ  ᧦᧦ ޔ㑐ଥ㧕


ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ 㧕ߩᚑ┙





ᑪᦧ߃⼏㓸ળ㓸⠪




๔

⾥ᚑ⠪


㕖⾥ᚑ⠪

㧔ᴺ 㧕
๔ࠍฃߌߚᣣ߆ࠄ㧞ࡩએౝߦ࿁╵
㧔ᴺ 㧕





ෳടߩ࿁╵



ਇෳടߩ࿁╵

ή࿁╵
㧔ᴺ 㧕





ᑪᦧ߃ෳട⠪㧔⾈ฃᜰቯ⠪ࠍ㧕

ᑪᦧ߃ਇෳട⠪




ᄁᷰߒ⺧᳞㧔ᴺ 㧕




ᑪᦧ߃ߩวᗧ㧔ᴺ 㧕



๔ߦኻߔࠆ࿁╵ᦼ㑆ߩ⚻ㆊ߆ࠄ㧞ࡩએౝ
㧔ᴺ 㧕


㧝㧕๔
ᑪᦧ߃⼏ᚑ┙ᓟޔ㓸ળߩ㓸⠪ߪޔㆃṛߥߊޔᑪᦧ߃⼏ߦ⾥ᚑߒߥ߆ߞߚ
ಽᚲ⠪㧔߹ߚߪߘߩᛚ⛮ੱ㧕ߦኻߒޔ⼏ߩౝኈߦࠃࠅⴕࠊࠇࠆᑪᦧ߃ߦෳ
ടߔࠆ߆ุ߆ࠍ࿁╵ߔߴ߈ᣦࠍᦠ㕙ߢ๔ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ
๔ߪ㈩㆐⸽ઃ߈ߩౝኈ⸽ㇷଢߢⴕ߁ߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧞㧙Ԙ ๔ᦠ

๔ࠍฃߌߚ⠪ߪߩߘޔᣣ߆ࠄ㧞ࡩએౝߦޔ㓸ળߩ㓸⠪ߦኻߒߡ࿁╵ߒߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕
ޕᑪᦧ߃⼏ߦኻߒߚ߆ࠄߣߞߡਇෳടߩ
࿁╵ࠍߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁ߎߣߪߥߊޔ⠡ᗧߒߡෳടߩ࿁╵ࠍߒߡ߽⦟ޕ
ߚߛߒᦼޔ㑆ౝߦ࿁╵ߒߥ߆ߞߚ⠪ߪޔᑪᦧ߃ߦෳടߒߥᣦࠍ࿁╵ߒߚ߽ߩߣ
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ߺߥߐࠇࠆߩߢᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧞㧙ԙ ๔ߦኻߔࠆ࿁╵ᦠ

㩷
㧞㧕ᄁᷰߒ⺧᳞
Ԙᄁᷰߒ⺧᳞
⸥ߩ๔ߩ⚿ᨐޔᑪᦧ߃ߩෳട⠪ ᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆಽᚲ⠪ߦߪޔᑪᦧ
߃⼏ߦ⾥ᚑߒߚฦಽᚲ⠪߅ࠃ߮๔ߦኻߒᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆᣦߩ࿁╵ࠍ
ߒߚฦಽᚲ⠪ ߣਇෳട⠪߇⏕ቯߔࠆࠍࠇߎޕฃߌߡޔᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆ
ಽᚲ⠪߅ࠃ߮⾈ฃᜰቯ⠪㧔̪ᵈෳᾖ㧕ߪޔᑪᦧ߃ਇෳട⠪ߦኻߒߡߩߘޔ
ಽᚲᮭ߅ࠃ߮ᢝ↪ᮭࠍᤨଔߢᄁࠅᷰߔࠃ߁⺧᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧔ᴺ
 ᧦  㗄㧕ޕ
̪ᵈ㧦⾈ฃᜰቯ⠪㧔ᴺ 㧕ߣߪޔᑪᦧ߃⼏ߦ⾥ᚑߒߚฦಽᚲ⠪߽ߒߊߪᑪᦧ߃
⼏ߩౝኈߦࠃࠅᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆᣦࠍ࿁╵ߒߚฦಽᚲ⠪㧔ߎࠇࠄߩ⠪ߩᛚ⛮
ੱࠍ㧕ߩోຬߩวᗧߦࠃࠅಽᚲᮭ߅ࠃ߮ᢝ↪ᮭࠍ⾈ฃߌࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆ⠪ߣߒߡᜰቯߐࠇߚ⠪ࠍ߁ޕ


ԙᄁᷰߒ⺧᳞ߦ߅ߌࠆᤨଔ
ᄁᷰߒ⺧᳞ߦ߅ߌࠆᤨޟଔޔߪޠᑪᦧ߃ࠍ⋧ᒰߣߔࠆ‛ℂ⊛ߥ⁁ᘒߦ߅ߌࠆ
ᑪ‛߅ࠃ߮ᢝߩଔᩰߢߪߥߊޟޔᑪᦧ߃⼏ߩሽࠍ೨ឭߣߒߡߩᤨଔߟޔޠ
߹ࠅޔᑪᦧ߃ߦࠃߞߡታߐࠇࠆ⋉ࠍ⠨ᘦߒߚଔᩰߢࠆߣߐࠇࠆޕ
ߘߩ⹏ଔߪޔ߫߃ޔౣᑪᑪ‛߇ᑪ▽ߐࠇߚ⁁ᘒߦ߅ߌࠆᑪ‛߅ࠃ߮ᢝ
↪ᮭߩଔ㗵ߣߘࠇߦⷐߔࠆ⚻⾌ߣߩᏅ㗵ޔߪߚ߹ޔౣᑪᑪ‛ߩᢝߣߔࠆߎߣ
ࠍ੍ቯߒߚᢝߩᦝଔᩰߣߩᑪ‛ߩขუߒ⾌↪ߣߩᏅ㗵ࠍၮḰߣߒߡ▚
ቯߐࠇࠆᤨޕଔߩ▚ቯߦߟߡޔએਅߩࠃ߁ߥ್߇␜ߐࠇߡࠆޕ




عᄁᷰߒ⺧᳞ߦ߅ߌࠆ㨬ᤨଔ㨭ߩ▚ቯ㧔᧲੩㜞ⵙᐔᚑ  ᐕ    ᣣ್৻ޔㇱប⸷ළਅ৻ޔㇱប
⸷᫈ළ㧔್ᤨႎ  ภ  㗄એਅ㧕
ޕᐔᚑ  ᐕ    ᣣ๔᫈ළߦࠃࠅ⏕ቯޕ
㧕
㧖৻ክ㧔᧲੩ⵙᐔᚑ  ᐕ    ᣣ್㧕ߩᒁ↪್ߢࠆߚએਅේክࠍ␜ߔޕ

 㧝㧚ಽᚲᴺ  ᧦ߩ⿰ᣦ
   ᑪᦧ߃⼏ߦࠃࠆᑪᦧ߃ߩᐲߪⶄޔᢙߩಽᚲ⠪ߩᗧ߇㓸⚂ߐࠇߥߎߣߢ⠧ൻߒߚࠅ
 ৻ㇱ߇Ṍᄬߒߚಽᚲᑪ‛߅ࠃ߮ߘߩᢝߩ߽ߟ␠ળ⚻ᷣ⊛ଔ୯ߩല↪߇⪺ߒߊᅹߍࠄࠇࠆ
 ߎߣࠍ㒐ߋߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆ߽ߩߢࠅޔߩޘಽᚲ⠪ߩ⑳⊛ᮭߩ⼔ߦዧ߈ࠆ߽ߩߢߪߥ
ߊޔᑪ‛ߩಽᚲߣ߁ᐲ⥄ߩวℂᕈࠍ⛽ᜬߒߡ㒢ࠄࠇߡ␠ળ⾗Ḯߩല↪ࠍ࿑ࠆߣ
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߁⋉⊛␠ޔળ╷⊛ⷰὐࠍ߽൮ߔࠆޕᴺ  ᧦ߪⷰߥ߁ࠃߩߎޔὐ߆ࠄᑪᦧ߃߳ߩෳടਇෳ
ടߦ߆߆ࠊࠄߕోߡߩಽᚲ⠪ߩኂࠍ⺞ᢛߒߡߘߩ⼔ࠍ࿑ࠆ⿰ᣦߢࠆߣ⸃ߔࠆߩ߇⋧ᒰ
ߢࠅࠄ߬ߞ߽ޔਇෳട⠪ߩ⼔ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ߽ߩߢࠆߣߪ߃ߥޕ
߽ߞߣ߽ޔਇෳട⠪ߩਛߦߪޔᑪᦧ߃ߩᔅⷐᕈ߿ᑪᦧ߃⸘↹ߩౝኈ⥄ߦ⇣⼏ߪߥ߇ઁߩߘޔ
ߩℂ↱߆ࠄᑪᦧ߃ߦߪෳടߒߥߣ߁߽ߩߛߌߢߪߥߊޔᑪᦧ߃ߩᔅⷐᕈ߿ᑪᦧ߃⸘↹ߩౝኈߦ
⇣⼏߇ࠆߚෳടߒߥ⠪߽߹ࠇࠆ߆ࠄᤨޟޔଔ್ߩޠᢿߩㆊ⒟ߦ߅ߡߪޔวℂ⊛ߥ㒢⇇ߩ
▸࿐ౝߢ․ޔᄙᢙߦࠃࠅߘߩᗧะࠍุቯߐࠇࠆ⠪ߩ⼔ߣ߁ࠍടߔࠆߎߣ߇⸵ኈߐࠇ
ࠆ႐ว߇ࠆߣ⸃ߔࠆߩ߇⋧ᒰߢࠆޕ
㧞㧚ᤨޟଔ▚ߩޠቯᣇᴺߦߟߡ
  ᤨޟଔߩߘޔߪߣޠᑪ‛ߦߟߡᑪᦧ߃⼏߇ߥߐࠇߡࠆߎߣࠍ೨ឭߣߒߡޔಽᚲᮭߣᢝ
↪ᮭߣࠍ৻ߣߒߡ⹏ଔߒߚቴⷰ⊛ߥ⹏ଔ㗵ࠍᤨޟޔଔޔߪޠԘᑪᦧ߃߇ቢᚑߒߚ႐วߦ
߅ߌࠆౣᑪᑪ‛߅ࠃ߮ᢝ↪ᮭߩଔ㗵߆ࠄᑪᦧ߃ߦⷐߒߚ⚻⾌ࠍប㒰ߒߚ㗵㧔એਅޟԘߩ㗵ߣޠ
߁ޕ㧕ޔߪߚ߹ޔԙౣᑪᑪ‛ߩᢝߣߔࠆߎߣࠍ੍ቯߒߚᢝߩᦝଔ㗵߆ࠄሽᑪ‛ߩขუߒ⾌
↪ࠍប㒰ߒߚ㗵㧔એਅޟԙߩ㗵ޕ߁ߣޠ㧕ߦޔኻ⽎ߣߥࠆಽᚲㇱಽ߅ࠃ߮ᢝ↪ᮭߩ㈩ಽ
₸ࠍਸ਼ߓߡ▚ቯߔࠆޕ
  Ԙߩ㗵ߣԙߩ㗵ߪ⺰ޔℂ⊛ߦߪ৻⥌ߔࠆߣ⺑߆ࠇࠆ߇ޔታ㓙ߦߘߩଔ㗵ࠍㅢᏱߩਇേ↥ଔ㗵㐓ቯ
ߩᚻᴺߦᓥߞߡౕ⊛ߦ▚ߒߚ႐วߦߪޔណ↪ߒߚ▚ᣇᴺ╬ߦࠃߞߡߪਔ⠪ߦᏅ⇣߇↢ߓࠆޕ
  ߒߚ߇ߞߡࠅࠃޔቴⷰ⊛߆ߟวℂ⊛ߥᤨޟଔ▚ߩޠቯߩߚߦߪޔԘ߅ࠃ߮ԙߩฦଔ㗵ߦߟߡ
ߘࠇߙࠇ⋧ᒰߥ▚ᣇᴺߦࠃࠅౕ⊛ᢙ୯ࠍ▚ߒߩߘޔฦᢙ୯ࠍᲧセ⠨㊂ߔߴ߈ߢࠆ߇ߩߘޔ
ᓟߦࠄߐޔᑪᦧ߃ߦ߅ߌࠆ⊛ᖱ߽ടߒߚ✚ว್ᢿࠍⴕߞߚ߁߃ߢᤨޟߥ⊛⚳ᦨޔଔ▚ߩޠ
ቯࠍⴕ߁ߩ߇⋧ᒰߢࠆޕ
㧟㧚ᤨޟଔ⹏ߩޠଔᤨὐ
  ᤨޟଔޔߪޠᑪᦧ߃⼏߇ᚑ┙ߒߚᤨὐߦ߅ߌࠆଔ㗵ߢࠆޕ
㧠㧚Ԙߩ㗵ߩ▚ᣇᴺ
  ޟᑪᦧ߃߇ቢᚑߒߚ႐วߦ߅ߌࠆౣᑪᑪ‛߅ࠃ߮ᢝ↪ᮭߩଔ㗵ޔߪߡߟߦޠㄭற㘃ૃၞ
ߩᣂ▽ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩ⽼ᄁ╬߆ࠄౣᑪᑪ‛ߩᣂ▽⽼ᄁଔᩰߩ✚㗵ࠍ▚ߒࠄ߆ߎߎޔሽᑪ‛ߩ
ขუߒ⾌↪߅ࠃ߮ౣᑪᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔࠆ⾌↪╬ࠍប㒰ߒߡ▚ߔࠆޟ㐿⊒ᴺ⋧߇ߩࠆࠃߦޠᒰߢ
ࠆޕ
㧡㧚ԙߩ㗵ߩ▚ᣇᴺ
  ԙߩ㗵ߩ▚ᣇᴺߦ߅ߡߪޟޔౣᑪᑪ‛ߩᢝߣߔࠆߎߣࠍ੍ቯߒߚᢝߩᦝଔ㗵▚ࠍޠ
ߔࠆߎߣߦߥࠆ߇ࠍࠇߎޔԘߩ㗵ߩ▚ᣇᴺߣోߊห᭽ߢᗧߩߥ߽ߩߦߒߥߣ߁߆
ࠄޔ㐿⊒ᴺߦࠃࠆ▚ߢߪߥߊޔㄭற㘃ૃၞߦ߅ߡౣᑪᑪ‛ߦ㘃ૃߔࠆಽ⼑ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᢝ
ߦߔࠆ⋡⊛ߢ㐿⊒ᬺ⠪ߦࠃߞߡขᓧߐࠇߚࠍኻ⽎ߣߔࠆขᒁᲧセᴺߦࠃߞߡ▚ߔࠆߩ
߇⋧ᒰߢࠆߩߎޕὐߢޔ㐿⊒ᬺ⠪߇⽶ᜂߔࠆ㐿⊒⚻⾌߇ᤋߐࠇߚଔᩰߣߥࠆޕ
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Ԛᄁᷰߒ⺧᳞ߢ߈ࠆᦼ㑆
ᄁᷰߒ⺧᳞ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᦼ㑆ߪޔ๔߇㆐ߒߚᣣ߆ࠄ㧞ࡩ⋡㧔
๔ߦኻߔࠆ࿁╵ߩᦼ㑆㧕ߩᣣߩ⠉ᣣ߆ࠄ▚ߒߡ㧞ࡩએౝߢࠆޕ๔ߩ
㆐ߩᣣ߇ฦਇෳട⠪ߢ⇣ߥߞߡࠆ႐วߦߪߩߎޔᄁᷰߒ⺧᳞ᮭߩⴕᦼ㑆߽
ฦਇෳട⠪ߢ⇣ߥࠆߩߢᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ԛᄁᷰߒ⺧᳞ߦᔕߓߥ⠪߳ߩኻᔕᣇ╷
ᄁᷰߒ⺧᳞ᮭߪޟޔᒻᚑᮭޔߚࠆߢޠᄁᷰߒ⺧᳞ߩᗧᕁ␜߇⋧ᚻᣇߦ
㆐ߒߚᤨὐߢᄁ⾈ᄾ⚂߇ᚑ┙ߒޔಽᚲᮭ߮ᢝ↪ᮭ߇ᄁᷰߒ⺧᳞ࠍߒ
ߚ⠪ߦ⒖ォߔࠆޕᄁᷰߒ⺧᳞ࠍߒߚ⠪ߪ⾈ޔਥߣߒߡઍ㊄ᡰᛄ⟵ോࠍ⽶ޔ
ᄁᷰߒ⺧᳞ࠍฃߌߚ⠪ߪޔᄁਥߣߒߡኾㇱಽߩᒁᷰߒ߅ࠃ߮ಽᚲᮭ╬ߩ
⒖ォ⊓⸥ᚻ⛯ࠍߔࠆ⟵ോࠍ⽶߁⟵ߩࠄࠇߎޕോߪޔหᤨጁⴕߩ㑐ଥߦ┙ߟߎߣ
߇ේೣߢࠆ㧔᳃ᴺ  ᧦㧕ޕ
ߥ߅ޔᄁᷰߒ⺧᳞ࠍฃߌߚ⠪߇ޔߌᷰߒߦࠃࠅߘߩ↢ᵴߦ⪺ߒ࿎㔍߇↢
ߕࠆ߅ߘࠇ߇ࠅ߽߆ߒޔᑪᦧ߃⼏ߩㆀⴕߦ↟ߛߒᓇ㗀ࠍ߷ߐߥߣ
ࠄࠇࠆ㗼⪺ߥ↱߇ࠆ႐วߦߪޔ㧝ᐕࠍ߃ߥ▸࿐ౝߢᑪ‛ߩߌᷰߒ
ߦߟߡᦼ㒢ࠍ⸵ਈߔࠆࠃ߁ⵙ್ᚲߦ⺧᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ
એߩᑪᦧ߃ਇෳട⠪ߦኻߔࠆᄁᷰߒ⺧᳞ߪޔಽᚲᴺߦၮߠߡⴕ߁߶
߆ޔṖൻᴺߦၮߠߡᑪᦧ⚵ว߆ࠄ⺧᳞ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆޕṖൻᴺߢߪᑪ
ᦧ⚵วߩ⸳┙น๔ᓟߦޔᑪᦧ߃ਇෳട⠪ߦኻߔࠆᄁᷰߒ⺧᳞ߩᚻ⛯߈ࠍቯ
ߡࠆ㧔ᴺ  ᧦㧕ޕ
ෳᾖ 㑐ㅪ㗄     Ṗൻᴺߦࠃࠆᄁᷰߒ⺧᳞


㧟㧕ᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆวᗧ
ᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆฦಽᚲ⠪㧔ᑪᦧ߃⼏ߦ⾥ᚑߒߚฦಽᚲ⠪ޔ๔ߦ
ኻߒᑪᦧ߃ߦෳടߔࠆᣦࠍ࿁╵ߒߚฦಽᚲ⠪㧕߅ࠃ߮ฦ⾈ฃᜰቯ⠪ߪޔᑪᦧ
߃⼏ߩౝኈߦࠃࠅᑪᦧ߃ࠍⴕ߁ᣦߩวᗧࠍߒߚ߽ߩߣߺߥߐࠇࠆ㧔ᴺ  ᧦㧕
ޕ
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㧝㧚㧞㧚㧞 ࿅ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈
ಽᚲᴺ╙㧞┨ߢߪޔ࿅ౝߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦ㑐ߒߡޔ
㧔㧝㧕ಽᚲᴺ  ᧦ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏
㧔㧞㧕ಽᚲᴺ  ᧦ߩ৻ᑪᦧ߃⼏
ߣ߁ੑߟߩⷙቯࠍ⟎ߡࠆ߇ޔ࿅ߩ᭴ᚑ߿ᮭ㑐ଥߦࠃࠅㆡ↪ߢ߈ߥ႐ว߇
ࠆߚᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆߩࠄࠇߎޕ⼏ߩᚑ┙ⷐઙ╬ߪએਅߩㅢࠅߢࠆޕ
عᢝࠍߔࠆ࿅ߩᑪᦧ߃ߩ⠨߃ᣇ


࿅ౝߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏㧔ᴺ 㧕 ࿅ౝߩᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ 㧕
Ԙ࿅ౝߩᢙߩᑪ‛ߩోㇱ߹ߚߪ৻ㇱ

Ԙ࿅ౝᑪ‛ߩోㇱ߇ಽᚲᑪ‛ߢ
ࠆߎߣ

߇ಽᚲᑪ‛ߢࠆߎߣ

ԙ࿅ౝߩ․ቯᑪ‛㧔ᑪᦧ߃ࠍⴕ߁ᑪ‛㧕 ԙᒰ࿅ౝᑪ‛ߩᢝ߇ᒰ࿅ౝ


⼏
ߩ
ㆡ
↪
ⷐ
ઙ

ߩᚲߔࠆ߇ᒰ࿅ౝᑪ‛ߩ࿅

ᑪ‛ߩಽᚲ⠪ߩߦࠆߎߣ

ᑪ‛ᚲ⠪㧔ᴺ 㧕ߩߦࠆ

Ԛ࿅▤ℂ⚵วߩⷙ⚂ߦࠃࠅޔ࿅ౝߩ
ᑪ‛߇▤ℂߩኻ⽎ߣߐࠇߡࠆߎߣᵈ
࿅ౝᑪ‛
䈱ಽᚲ
⠪䈱㩷

ᵈ

ߎߣ 
䈏࿅
ᑪ‛ᚲ⠪
䈱㩷


㶎࿅ౝ䈱ᢙ䈱ᑪ‛䈱ోㇱ䉁䈢䈲৻ㇱ䈏
ಽᚲᑪ‛㩷

̪࿅ౝᑪ‛ߩోㇱ߇ಽᚲᑪ‛㩷
̪࿅▤ℂ⚵วߩⷙ⚂ߢޔ࿅ౝߩᑪ‛߇
▤ℂߩኻ⽎ߣߐࠇߡࠆ㩷

Ԙ࿅ౝߩ․ቯᑪ‛ߦߟߡޔಽᚲ

Ԙ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲ⠪ߢ᭴ᚑߐࠇ

ᑪ‛ߩ႐วߪߘߩᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ

ࠆ࿅㓸ળߦ߅ߡޔಽᚲ⠪߅ࠃ

㧕߹ߚߪߘߩಽᚲ⠪ߩోຬหᗧ

߮⼏ᮭߩฦ㧡ಽߩ㧠એߩᄙᢙߦ



߇ࠆߎߣޔಽᚲᑪ‛એᄖߩᑪ‛

ߩ႐วߪߘߩᚲ⠪ߩหᗧ߇ࠆߎߣ
⼏
ߩ ԙ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩ࿅ߩ࿅㓸ળߦ߅
ᚑ
ߡ⼏ᮭߩ㧠ಽߩ㧟એߩᄙᢙߦࠃ
┙
ⷐ
ࠆᛚ⼏ࠍᓧࠆߎߣ
ઙ
 䊶Ԙߩฦಽᚲᑪ‛ߩᑪᦧ߃⼏ߦ߅
⼏
ߌࠆ⼏ᮭߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ߥ

ᮭ
㒢ࠅޔኾㇱಽߩᐥ㕙Ⓧߩഀวߦࠃ
ߩ
ࠆ㧔ᴺ ޔ㧘  㧕ෳᾖ㧕
⠨
߃ 䊶ԙߩ࿅ౝᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦ߅
ᣇ
ߌࠆ⼏ᮭߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇

ࠃࠆ⾥ᚑࠍᓧࠆߎߣߟ߆ޔฦ࿅ౝᑪ
‛ߏߣߦಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭ㧔
ᴺ 㧕ߩฦ㧟ಽߩ㧞એߩᄙᢙߦࠃࠆ
⾥ᚑࠍᓧࠆߎߣ
䊶࿅ోߩ⼏ᚑ┙ࠍ⏕ߔࠆ⼏ᮭ
ߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ࠆ႐วߢ
ߞߡ߽ޔᢝߩᜬಽഀวߦࠃࠆ㧔ᴺ
 ߢḰ↪ߔࠆᴺ 㧕
䊶ߚߛߒޔฦ࿅ౝᑪ‛ߏߣߩ⼏ᚑ┙
ࠍ⏕ߔࠆ⼏ᮭߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ

ࠆ႐วߢߞߡ߽ޔߩᜬಽഀวߦ

߇ߥ㒢ࠅޔኾㇱಽߩᐥ㕙Ⓧߩഀ

ࠃࠆ㧔ᴺ 㧕

วߦࠃࠆ㧔ᴺ ޔ㧘  㧕
ෳᾖ㧕

ᵈ㧦ᑪ‛ߩᢝ↪ᮭ߇ᚲᮭએᄖߩᮭߢࠆ႐วߪߩߘޔᮭ߇Ḱߦዻߒߡࠆߎߣޕ
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㧔㧝㧕࿅ౝߩಽᚲᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩᚻ⛯߈
࿅ౝߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏㧔ᴺ  ᧦㧕ߪޔ࿅ౝߩ৻ㇱߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ࠍ࿅
▤ℂ⚵วߣߒߡᛚߔࠆ⼏ߢࠆޕᑪᦧ߃ࠍⴕ߁ಽᚲᑪ‛㧔એਅ․ޟቯᑪ‛ޠ
ߣ߁ޕ㧕ߩᑪᦧ߃⼏㧔㕖ಽᚲᑪ‛ߩ႐วߪߘߩᚲ⠪ߩᑪᦧ߃ߩᗧᕁ㧕߇೨ឭ
ߣߥࠅޔ࿅ౝߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩߺߢ৻ㇱߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ࠍቯߢ߈ࠆࠊߌ
ߢߪߥߎߣߦ⇐ᗧߔߴ߈ߢࠆޕ
ع࿅ౝߩಽᚲᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩᚻ⛯߈㧔ᴺ  ᧦ ᧦㑐ଥ㧕
      
㧨․ቯᑪ‛ߦ߅ߌࠆᚻ⛯߈㧪

㧨࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩ࿅ߦ߅ߌࠆᚻ⛯߈㧪

     ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩḰ
 
㧔ಽᚲ⠪⏕ቯ⼏ᮭߩ⏕╬㧕
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩḰ
㧔⼏ᮭ ߩᜬಽഀว ߩ⏕╬㧕
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩએ೨
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ⊒
㧔ᴺ 㧕

ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩએ೨
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮
ߩ⊒㧔ᴺ 㧕

̪㓸ㅢ⍮ߩ⸥タ㗄ߪޔ
 ࡈࡠෳᾖ

ㅢ⍮㗄
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧝ࡩએ೨
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ
ㅢ⍮㗄ߦ㑐ߔࠆ⺑ળߩ㐿
㧔ᴺ 㧕
̪⺑ળߩ㐿ㅢ⍮ߪ㧝ㅳ㑆એ
೨ߩ⊒ߢ⿷ࠅࠆ㧔ᴺ ޔ
㧕߇ޔ㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߦ૬
ߖߡ⸥タߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣ
ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ 㧕

ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ
㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄
㧔ᴺ ޔ㧕
Ԙ ળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄
ԙ ⼏᩺ߩⷐ㗔
Ԛ ᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ㧔ᒰ
ᑪ‛ߩᒰ࿅ౝߦ
߅ߌࠆ⟎ࠍ㧕

ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ㐿ᣣ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏
㧔ᴺ 㧕

̪ ᑪᦧ߃⼏ߢቯࠆ㗄߮
⼏ߩᚑ┙ⷐઙߪࡠࡈ ޔෳ
ᾖ

̪ ේೣߣߒߡ⼏ޔᮭ㧔ߩᜬಽഀว㧕
ߩ㧠ಽߩ㧟એߩᄙᢙߢ⼏ᚑ┙
̪ ᒰᛚ⼏ߢߪޔᑪᦧ߃⼏߇ᚑ┙ߒ
ߚᑪ‛ߩ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߪోຬ߇⾥ᚑ
ߔࠆᣦߩ⼏ᮭߩⴕࠍߒߚ߽ߩߣߺ
ߥߔޕ㧔ᴺ 㧕
̪ ࠃߞߡ․ޔቯᑪ‛ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏ᚑ
┙ᓟߦޔ࿅ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍ
ⴕ߁ߎߣ߇৻⥸⊛ߢࠆޕ
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㧝㧕࿅㓸ળߩ㓸೨ߩḰ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍⴕ߁ߦߪޔ࿅ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍળ⼏ߩ⋡⊛ߣߔࠆ
㓸ળ㧔એਅޟᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળޕ߁ߣޠ㧕ߩᚻ⛯߈ߣਗⴕ߽ߒߊߪవⴕߒߡޔ
․ቯᑪ‛ߦ߅ߌࠆᑪᦧ߃⼏㓸ળߩᚻ⛯߈ࠍㅴࠆᔅⷐ߇ࠆ․ޕቯᑪ‛ߩᑪᦧ
߃⼏㓸ળߩ㓸ߩᚻ⛯߈╬ߦߟߡߪ   ߢㅀߴߚߣ߅ࠅߢࠆޕ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ㓸೨ߩḰߣߒߡߪ․ޔቯᑪ‛ߩᚲ⠪ߣࠍ
ߔࠆ࿅ᑪ‛ᚲ⠪㧔ᴺ  ᧦㧕ߩ࿅ߩ᭴ᚑຬߩ⁁ᴫࠍᛠីߒߡ⏕ޔታߦᑪᦧ
߃ᛚ⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮߇ฦ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߦዯߊࠃ߁ߦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
߹ߚޔᑪᦧ߃ᛚ⼏ߪ࿅㓸ળߦ߅ߡ⼏ᮭߩ㧠ಽߩ㧟એߩᄙᢙߩ⾥ᚑ
ߣߥࠆߎߣߦࠃߞߡේೣߣߒߡᚑ┙ߔࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕߇⼏ߩߎޔᮭߪ࿅
ⷙ⚂ߦ߆ߥࠆቯ߇ࠈ߁ߣ߽Ᏹߦߩᜬಽഀวߦࠃࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕
ޕ
ߎߩߚޔ೨ߦ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߏߣߩߩᜬಽഀวࠍ⺞ᩏߒޔᢛℂߒߡ߅ߊ
ᔅⷐ߇ࠆޕ

㧞㧕㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળࠍ㓸ߔࠆߣ߈ߪޔㅢᏱߩ㓸ળߣߪ⇣ߥࠅ৻ޔߩಽᚲ
ᑪ‛ߩᑪᦧ߃⼏ߩ႐ว㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ߣห᭽ޔᒰ㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩ
೨߹ߢߦ㓸ㅢ⍮ࠍ⊒ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕
ᦼߩߎޕ㑆ߪࠃߦ⚂ⷙޔ
ࠅિ㐳ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ޔ⍴❗ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕㅢᏱߩ㓸ળߩ႐วߣߪ
㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ߇⇣ߥࠆߩߢޔᚻ⛯߈߇ㆃࠇߥࠃ߁ߦḰߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ޕ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߪޔㅢᏱߩ࿅㓸ળߣห᭽ߦ࿅ߩ▤ℂ⠪߇㓸ߔࠆ ᴺ
 ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄 ޔߚ߹ޕ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩ㧡ಽߩ㧝એߢ⼏ᮭ
㧔ᴺ  ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦㧕ߩ㧡ಽߩ㧝એࠍߔࠆ߽ߩ߇ޔ࿅ߩ▤ℂ
⠪ߦኻߒ㓸ળߩ㓸ࠍ⺧᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ ᴺ  ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦ 
㗄 ޕ

㧟㧕㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄
ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߦߪޔએਅߩ㧟ὐࠍ⸥タߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔
ᴺ  ᧦  㗄  ᧦ ޔ㗄 ޔ㗄㧕ޕ
Ԙળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄
㓸ㅢ⍮ߦߪޔળ⼏ߩ⋡⊛ߣߒߡޟ٤٤࿅٤٤ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦ㑐
ߔࠆઙޔߤߥޠᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍⴕ߁ળ⼏ߢࠆᣦࠍ⏕ߦ␜ߔޕ
ԙ⼏᩺ߩⷐ㗔
⼏᩺ߩⷐ㗔ߣߪ⼏ޔߩⷐὐ߿ਥߥౝኈࠍ␜ߔ߽ߩߢࠅ․ߪߢߎߎޔቯ
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ᑪ‛ࠍขࠅუߒޔߟ߆ޔᒰ․ቯᑪ‛߇ᚲߔࠆ߹ߚߪߎࠇߣ৻ߣߒ
ߡ▤ℂ߽ߒߊߪ↪ࠍߔࠆ࿅ౝߩ㧔࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩߦዻߔࠆ߽
ߩߦ㒢ࠆ㧕ߦᣂߚߦᑪ‛ࠍᑪ▽ߔࠆߎߣߩ⾥ุࠍ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߦ⻁ࠆߎߣ
ࠍ␜ߔޕ
Ԛᣂߚߦᑪ▽ߔࠆᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ ᒰᑪ‛ߩᒰ࿅ౝߦ߅ߌࠆ⟎ࠍ
㧕
ᣂߚߦᑪ▽ߔࠆᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐߦߟߡߪ৻ޔߩಽᚲᑪ‛ߩ႐ว
ߦ␜ߔߴ߈ౝኈ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ߦട߃ޔᣂߚߦᑪ▽ߔࠆᑪ‛ߩᒰ࿅ౝ
ߦ߅ߌࠆ⟎ߦߟߡ߽␜ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕᣂߚߥᑪ‛ߩ⟎߿㈩⟎ߪޔ
࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩᄢ߈ߥ㑐ᔃߢࠅޔᑪᦧ߃ߩᛚࠍᓧࠆߢߩ㊀ⷐߥᖱ
ႎߣߥࠆޔߚߩߎޕᣂߚߦᑪ▽ߐࠇࠆᑪ‛ߩ࿅ౝߢߩ⟎߿ᒻ⁁╬ߩ㈩
⟎⸘↹࿑╬ࠍㆡቱᷝઃߒޔ࿅ᑪ‛ᚲ⠪߇ℂ⸃ߒ߿ߔࠃ߁ߦߔࠆ㈩ᘦ߇
ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙Ԝ ᑪᦧ߃ᛚ⼏㓸ળ㓸ㅢ⍮


㧠㧕⺑ળߩ㐿
ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦ߅ߡߪ৻ޔߩᑪᦧ߃⼏ߩ႐ว߿࿅ౝߩᑪ‛ߩ৻ᑪ
ᦧ߃⼏ߩ႐วߣߪ⇣ߥࠅ⺑ޔળߩ㐿߇⟵ോઃߌࠄࠇߡߥޕ
ߒ߆ߒޔᣂߚߦᑪ▽ߐࠇࠆᑪ‛ߩᒰ࿅ౝߦ߅ߌࠆ⟎߿㈩⟎߇ޔ࿅ᑪ‛
ᚲ⠪߇ᑪᦧ߃ࠍᛚߔࠆ߆ߤ߁߆ߩ㊀ⷐߥ್ᢿⷐ⚛ߦߥࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆߎ
ߣ߆ࠄޔห᭽ߩᣇᴺߦࠃࠅ⺑ળࠍ㐿ߒޔᄙߊߩ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩℂ⸃ࠍᓧࠆ
ࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ

㧡㧕ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩᚑ┙ⷐઙߣᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦଥࠆ㑐ㅪ㗄
Ԙᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩᚑ┙ⷐઙ 
ᑪᦧ߃ᛚ⼏߇ᚑ┙ߔࠆߚߦߪޔ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩ࿅ߩ㓸ળߦ߅ߡ
⼏ᮭߩ㧠ಽߩ㧟એߩᄙᢙߦࠃࠆ⾥ᚑࠍᓧࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆ㧔ᴺ  ᴺ 
᧦㧕ޕಽᚲ⠪ᢙߦࠃࠆ⼏ߢߪߥߎߣ⼏߮ࠃ߅ޔᮭഀว߇ޔㅢᏱߩ⼏
ߩ႐วߣߪ⇣ߥࠅޔᒰᑪ‛ߩᚲߔࠆߩᜬಽߩഀวߦࠃࠆ㧔ᴺ 
᧦  㗄㧕ߣߐࠇߡࠆߎߣߦᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙ԙ ⼏ᮭⴕᦠ

ߥ߅৻ޔߩᑪᦧ߃⼏ߩ႐วߣห᭽ޔ⼏ࠍࠬࡓ࠭ߦᚑ┙ߐߖࠆߚޔ
ࠄ߆ߓో࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߦᦠ㕙ߦࠃࠆ⼏ޟᮭⴕᦠߩޠឭࠍ᳞ޔᒰ
ᣣᛚᑪᦧ߃⼏㓸ળߦᏨߒߚ⠪ߦኻߒߡߪߎߩ⼏ޟᮭⴕᦠࠍޠළߔ
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ࠆߥߤߒޔ㓸ળߦ߅ߌࠆ⼏ᮭⴕߩᢙࠍ⏕ߔࠆᎿᄦࠍߒߡࠆ߽ࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧝㧙ԙ ⼏ᮭⴕᦠ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧟㧙Ԝ ᑪᦧ߃วᗧ⠪㓸⸘

ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩᚑ┙ࠍ⏕ߔࠆ㓙ߦߪޔ࿅ౝߩోᑪ‛ߦߟߡޔ࿅ᑪ
‛ᚲ⠪ߩฬ★ࠍᚑߒޔᘕ㊀ߦ⼏ᮭߩⴕ⚿ᨐࠍ㓸⸘ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ෳᾖ ⾗ᢱ㧝 ෳ⠨᭽ᑼ㧟㧙ԝ ᑪᦧ߃วᗧ⠪ฬ★

 
ԙ⾥ߒߥߺޟᚑ⠪․ߩޠ
ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦ߅ߡߪޔᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦଥࠆᑪ‛㧔․ቯᑪ‛㧕ߩ࿅
ᑪ‛ᚲ⠪ߪ⾥ߒߥߺޟޔᚑ⠪ోߡߒߣޠຬ߇ߎߩ⼏ߦ⾥ᚑߔࠆᣦߩ⼏ᮭߩ
ⴕࠍߒߚ߽ߩߣࠞ࠙ࡦ࠻ߐࠇࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕
ޔߒߛߚޕ࿅ᑪ‛ᚲ⠪
߇․ቯᑪ‛ߣߪߩᑪ‛ߩ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߢ߽ࠆ႐วߪ․ޔቯᑪ‛એᄖߩᑪ
‛ߩᢝ↪ᮭߦၮߠߡⴕߔࠆ⼏ᮭߪ⾥ߒߥߺޔᚑ⠪ߣߪࠞ࠙ࡦ࠻ߐࠇ
ߥޕ

Ԛᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦଥࠆᑪᦧ߃߇ઁߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦ․ߩᓇ㗀ࠍ߷ߔ႐วߩ
ᛒ
․ቯᑪ‛ߩᑪᦧ߃߇ߩઁޟᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦ․ߩᓇ㗀ࠍ߷ߔߴ߈ߣ߈ޔߪޠ
ᒰઁߩᑪ‛߇ಽᚲᑪ‛ߢࠆ႐วߦߪޔᒰઁߩᑪ‛ߩಽᚲ⠪ోຬ
ߩ⼏ᮭߩ㧠ಽߩ㧟એߩ⼏ᮭࠍߔࠆಽᚲ⠪߇ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߦ⾥ᚑ
ߒߡࠆߎߣޔᒰઁߩᑪ‛߇ಽᚲᑪ‛ߢߥ႐วߦߪߩߘޔᚲ⠪߇ᑪ
ᦧ߃ᛚ⼏ߦ⾥ᚑߒߡࠆߎߣ߇ޔᔅⷐߣߥࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ
ߩઁޟᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦ․ߩᓇ㗀ࠍ߷ߔߴ߈ߣ߈․ޔߪߣޠቯᑪ‛ߩᑪᦧ
߃ߦࠃࠅ࿅ౝߩઁߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦ㗼⪺ߥᡰ㓚߇↢ߓߩߘ߇ࠇߘޔᑪ‛ߩ࿅
ᑪ‛ᚲ⠪ߩߔࠆᢝ↪ᮭߩౕ⊛ߥଚኂߦᒰߚࠆߣ⹏ଔߢ߈ࠆ႐ว߇
ߎࠇߦᒰߚࠆౕޕߣߒߡߪ․ޔቯᑪ‛ߩᐥ㕙Ⓧ߇ᑪᦧ߃ߦࠃࠅᄢߦჇᄢ
ߒޔᢝ↪ᮭߩᜬಽഀวߦᓥ߃߫ߩઁ᧪ᧄޔᑪ‛ߦഀࠅઃߌࠄࠇࠆߴ߈ኈⓍ
ࠍଚ㘩ߔࠆߎߣߦߥߞߡޔ᧪ޔ࿅ౝߩઁߩᑪ‛߇ห᭽ߩᑪᦧ߃ࠍታᣉߒࠃ
߁ߣߒߡ߽߇ࠇߘޔ㒢ߐࠇࠆࠃ߁ߥ႐ว߇ߎࠇߦᒰߚࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕ
ෳᾖ ᢥ₂㧝

ߎ߁ߒߚߎߣ߆ࠄޔᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍᓧ߿ߔߊߔࠆߚߦߪ․ޔቯᑪ‛ߩߺ
߇వⴕ⋉ࠍᓧࠆߎߣߣߥࠄߥࠃ߁ޔ࿅ోߩᑪᦧ߃ߩࡑࠬ࠲ࡊࡦࠍ
ᚑߒޔ࿅ోߩࡃࡦࠬ߇ߣࠇߚᑪᦧ߃⸘↹߿ᑪᦧ߃࡞࡞ࠍቯߡ߅ߊ
ߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
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ԛੑએߩᑪ‛ߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ߩ৻ઃ⼏
․ቯᑪ‛߇ੑએࠆ႐วߦߪޔੑએߩฦ․ቯᑪ‛ߩ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩว
ᗧߦࠃࠅࠄࠇߎޔᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦߟߡߩᑪᦧ߃ᛚ⼏ࠍ৻ߒߡઃߔߎߣ
߇ߢ߈ࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕․ޔߒߛߚޕቯᑪ‛߇ಽᚲᑪ‛ߢࠆ႐วߪޔ
ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕㓸ળߦ߅ߌࠆಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭߩฦ㧡ಽߩ
㧠એߩᄙᢙߢޔᒰੑએߩ․ቯᑪ‛ߩᑪᦧ߃ߦߟߡ৻ߒߡᑪᦧ߃ᛚ
⼏ߦઃߔᣦߩ⼏ࠍߒߚߣ߈ߩߺޔ⸥ߩ৻ઃ⼏߇ߢ߈ࠆߎߣߦᵈᗧ߇ᔅ
ⷐߢࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ



27

㧔㧞㧕࿅ౝߩಽᚲᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈
࿅ోߢᑪᦧ߃ߩᯏㆇ߇㉯ᚑߐࠇߡࠆ႐วߦߪ࿅ోࠍ৻ߢᑪᦧ߃ࠆߎߣ
ߦࠃࠅޔᢝోߩ↪ᣇᴺ߿ฦᑪ‛ߩ㈩⟎ࠍ⋥ߒޔᢝࠍࠃࠅലߦ↪ߔࠆߎ
ߣ߇น⢻ߣߥࠆߦ߁ࠃߩߎޕ࿅ౝߩోߡߩಽᚲᑪ‛ࠍ৻ߒߡᑪᦧ߃ࠆߎߣࠍ
⼏ߔࠆߩ߇ޔ࿅ౝߩᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ  ᧦㧕ߢࠆޕ

ع࿅ౝߩಽᚲᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏ߩᚻ⛯߈㧔ᴺ  ᧦㑐ଥ㧕
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩḰ
㧔ಽᚲ⠪⏕ቯ⼏ᮭߩ⏕╬㧕

৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩએ೨
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮
ߩ⊒㧔ᴺ ޔ㧕

ㅢ⍮㗄

৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧝ࡩએ೨
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ
ㅢ⍮㗄ߦ㑐ߔࠆ⺑ળߩ㐿

⺑㗄

㧔ᴺ ޔ㧕
̪⺑ળߩ㐿ㅢ⍮ߪ㧝ㅳ㑆એ
೨ߩ⊒ߢ⿷ࠅࠆ㧔ᴺ
ޔޔ㧕߇ޔ㓸ળߩ
㓸ㅢ⍮ߦ૬ߖߡ⸥タߔࠆߎ
ߣ߇ᦸ߹ߒޕ
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㐿ᣣ
৻ᑪᦧ߃⼏㧔ᴺ 㧕

ቯ㗄

̪ એਅߩⷐઙࠍหᤨߦḩߚߔ႐วߦ
⼏ᚑ┙
Ԙ ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏
ᮭ㧔ᢝߩᜬಽഀว㧕ߩฦ㧡ಽߩ
㧠એߩᄙᢙߩ⾥ᚑ
ԙ ᑪ‛ߏߣߦಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏
ᮭ㧔ᴺ ޔ㧕ߩฦ㧟ಽߩ㧞એ
ߩ⾥ᚑ
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৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߩ
ㅢ⍮㗄㧔ᴺ ޔޔ㧕
Ԙળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄
ԙ⼏᩺ߩⷐ㗔㧔৻ᑪᦧ߃⼏ߢ
ቯࠆ㗄㧔ᴺ 㧕ࠍⷐ⚂
ߒߚ߽ߩ㧕
Ԛᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱
ԛᑪ‛ߩല↪ߩ⛽ᜬ࿁ᓳ⾌↪ߩ
㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶
Ԝᑪ‛ߩୃ❲⸘↹ߩౝኈ㧔ቯࠄ
ࠇߡࠆ႐ว㧕
ԝᑪ‛ߦߟ߈ୃ❲Ⓧ┙㊄ߣߒߡⓍ
ߺ┙ߡࠄࠇߡࠆ㊄㗵

৻ᑪᦧ߃⼏ߢቯࠆ㗄
㧔ᴺ 㧕
Ԙౣᑪ࿅ౝᢝߩ৻⊛ߥ↪
ߦߟߡߩ⸘↹ߩⷐ
ԙౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ
Ԛ࿅ౝᑪ‛ߩోㇱߩขუߒ߅ࠃ
߮ౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔ
ࠆ⾌↪ߩ▚㗵
ԛ⸥Ԛߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ
㗄
Ԝౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲᮭߩ
Ꮻዻߦ㑐ߔࠆ㗄

㧝㧕㓸ળߩ㓸೨ߩḰ
࿅ౝߩಽᚲᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏ࠍળ⼏ߩ⋡⊛ߣߔࠆ㓸ળ㧔એਅ৻ޟ
ᑪᦧ߃⼏㓸ળޕ߁ߣޠ㧕ߩ㓸ߦߚߞߡߪޔ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲ⠪ߩ⁁ᴫ
ࠍᛠីߒߡ⏕ޔታߦ৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮߇࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲ⠪ో
ຬߦዯߊࠃ߁ߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
߹ߚ৻ޔᑪᦧ߃⼏ߪޔ࿅㓸ળߦ߅ߡ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏
ᮭ㧔ᴺ  ᧦  㗄ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄㧕ߩฦ㧡ಽߩ㧠એߩᄙᢙߩ⾥ᚑ
߇ᔅⷐ㧔ᑪᦧ߃ᛚ⼏ߣߪ⇣ߥࠅಽᚲ⠪ᢙ߇⠨ᘦߐࠇߡࠆὐߦᵈᗧ㧕ߢ
ࠅߟ߆ޔ࿅ౝᑪ‛ߏߣߦಽᚲ⠪߅ࠃ߮⼏ᮭ㧔ᴺ  ᧦᧦ ޔ㧕ߩฦ
㧟ಽߩ㧞એߩᄙᢙߦࠃࠆ⾥ᚑ߇ࠆߎߣ߇ᚑ┙ⷐઙߣߥࠆ߇⼏ߦ․ޔᮭߦ㑐
ߒߡߪᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
࿅ోߩ⼏ᚑ┙ࠍ⏕ߔࠆ⼏ᮭߪߦ⚂ⷙޔᲑߩቯ߇ࠆ႐วߢߞ
ߡ߽ޔᢝߩᜬಽഀวߦࠃࠆޔߚ߹ޕ࿅ౝᑪ‛ߏߣߩᄙᢙࠍ⏕ߔࠆ⼏ᮭߪޔ
ⷙ⚂ߦᲑߩቯ߇ߥ㒢ࠅኾㇱಽߩᐥ㕙Ⓧߩഀวߦࠃࠆߢߎߎޔߒߛߚޕ
߁ⷙ⚂ߣߪ࿅▤ℂⷙ⚂ߢߪߥߊߏߣߩ⼏ᮭߦߟߡቯߚⷙ⚂ࠍᗧߔࠆ
߆ࠄޔߏߣߩ⼏ᮭߦߟߡቯ߇ߥ࿅ߦߞߡߪޔኾㇱಽߩᐥ㕙Ⓧഀ
วߦࠃࠅ⏕ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ߎߩߚޔ೨ߦಽᚲ⠪ᢙࠍᛠីߒ⼏ޔᮭߩഀวߦߟߡߪಽᚲ⠪
ߏߣߩߩᜬಽഀวߣޔኾ㕙Ⓧߩഀว߹ߚߪ▤ℂⷙ⚂ߩౝኈࠍ⏕ߒߡ߅ߊ
ᔅⷐ߇ࠆߎߣ߆ࠄޔ࿅ౝᑪ‛ߏߣߦಽᚲ⠪ฬ★ࠍᚑߒޔ㧞ߟߩ⼏ᮭ
ߩഀวߦߟߡᢛℂߒߡ߅ߚ߶߁߇ࠃޕ

㧞㧕㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળࠍ㓸ߔࠆߣ߈ߪ৻ޔߩᑪᦧ߃⼏ߩ႐วߣห᭽ޔᒰ
㓸ળߩ㐿ᣣߩ㧞ࡩ೨߹ߢߦ㓸ㅢ⍮ࠍ⊒ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧔ᴺ  ᧦  㗄ߢḰ
↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄㧕ᦼߩߎޕ㑆ߪࠅࠃߦ⚂ⷙޔિ㐳ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ޔ⍴❗
ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕㅢᏱߩ㓸ળߩ႐วߣߪ㓸ㅢ⍮ߩ⊒ᤨᦼ߇⇣ߥࠆߩߢޔ
ᚻ⛯߈߇ㆃࠇߥࠃ߁ߦḰߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߪޔㅢᏱߩ࿅㓸ળߣห᭽ߦ࿅ߩ▤ℂ⠪߇㓸ߔࠆ ᴺ
 ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄 ޔߚ߹ޕ࿅ᑪ‛ᚲ⠪ߩ㧡ಽߩ㧝એߢ⼏ᮭ
㧔ᴺ  ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦㧕ߩ㧡ಽߩ㧝એࠍߔࠆ߽ߩ߇ޔ࿅ߩ▤ℂ
⠪ߦኻߒ㓸ળߩ㓸ࠍ⺧᳞ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ ᴺ  ᧦ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦ 
㗄 ޕ

㧟㧕㓸ㅢ⍮ߩㅢ⍮㗄
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ㓸ㅢ⍮ߦߪޔએਅߩ㧟ὐࠍ⸥タߒߡㅢ⍮ߒߥߌࠇ߫ߥ
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ࠄߥ㧔ᴺ  ᧦  㗄ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄 ޔ ᧦ ޔ㗄㧕ޕ
Ԙળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄
㓸ㅢ⍮ߦߪޔળ⼏ߩ⋡⊛ߣߒߡޟ٤٤࿅ߩ৻ᑪᦧ߃⼏ߦ㑐ߔࠆઙޠ
╬৻ޔᑪᦧ߃⼏ࠍⴕ߁ળ⼏ߢࠆᣦࠍ⏕ߦ␜ߔޕ

ԙ⼏᩺ߩⷐ㗔
৻ᑪᦧ߃⼏㓸ળߩ⼏᩺ߩⷐ㗔ߣߪޔᣂߚߦᑪ▽ߔࠆᑪ‛㧔એਅ㨬ౣᑪ࿅
ౝᑪ‛㨭ߣ߁㧕ߩ⸘↹ⷐߣߒߡቯߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔએਅߩ㧡ߟߩ
㗄ߩⷐὐ߿ਥⷐߥౝኈߢࠆޕ
ࠕ ౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩᢝߣߥࠆ㧔એਅޟౣᑪ࿅ౝᢝ߁ߣޠ㧕ߩ
৻⊛ߥ↪ߦߟߡߩ⸘↹ߩⷐ
ࠗ ౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩ⸳⸘ߩⷐ
࠙ ࿅ౝᑪ‛ߩోㇱߩขუߒ߅ࠃ߮ౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩᑪ▽ߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ
▚㗵
ࠛ ⸥࠙ߩ⾌↪ߩಽᜂߦ㑐ߔࠆ㗄
ࠝ ౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩಽᚲᮭߩᏫዻߦ㑐ߔࠆ㗄

ࠗ߆ࠄࠝ߹ߢߩ㗄ߩౝኈߪ৻ޔߩಽᚲᑪ‛ߩᑪᦧ߃⼏ߢቯࠆ
ߴ߈㗄ߦḰߓߪߡߟߦࠕޔએਅߩㅢࠅߢࠆޕ
ෳᾖ 㑐ㅪ㗄   㧟㧕ԙ ⼏᩺ߩⷐ㗔


ࠕ ౣᑪ࿅ౝᢝߩ৻⊛ߥ↪ߦߟߡߩ⸘↹ߩⷐ
࿅ౝᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃⼏ߦ࿕ߩ⼏ߔߴ߈㗄ߢࠆ৻ޕᑪᦧ
߃⼏ߪޔ࿅ౝߩฦᑪ‛ߩ㈩⟎ߩᄌᦝ߿࿅ౝᢝߩല↪ߥߤޔ࿅
ⓨ㑆ߩ⸘↹⊛ౣ✬ࠍ⋡⊛ߣߒߡታᣉߐࠇࠆߎߣ߇ᄙߎߣ߆ࠄߩߎޔᢝ
ߩ৻⊛ߥ↪ߦߟߡߩ⸘↹߇৻ᑪᦧ߃⼏ߩᚑ┙ߦ߅ߡ㊀ⷐߥ
್ᢿⷐ⚛ߩ৻ߟߦߥࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕౣᑪ࿅ౝᑪ‛ߩⷙᮨᒻ⁁߅ࠃ߮
ߘߩ㈩⟎ޔⓨㇱಽߩ↪ᣇᴺࠍߡޔౣᑪ࿅ౝᢝߩ৻⊛↪ߩ
ᣇ㊎ߦߟߡචಽߦᬌ⸛ߒޔᄢᄙᢙߩಽᚲ⠪ߩℂ⸃߇ᓧࠄࠇࠆࠃ߁ߦ
ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

Ԛߘߩઁߩㅢ⍮㗄
㓸ㅢ⍮ߦߪޔળ⼏ߩ⋡⊛ߚࠆ㗄⼏ޔ᩺ߩⷐ㗔ߩ߶߆ޔએਅߩ㗄ࠍ⸥
タߒㅢ⍮ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧔ᴺ  ᧦  㗄ߢḰ↪ߔࠆᴺ  ᧦  㗄㧕ޕ



30

ࠕ ࿅ౝಽᚲᑪ‛ߩ৻ᑪᦧ߃ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱
ࠗ ࿅ౝಽᚲᑪ‛ߩല↪ߩ⛽ᜬ߹ߚߪ࿁ᓳ㧔ᑪ‛߇ㅢᏱߔߴ߈ല↪
ߩ⏕ࠍޕ㧕ࠍߔࠆߩߦⷐߔࠆ⾌↪ߩ㗵߅ࠃ߮ߘߩౝ⸶
࠙ ࿅ౝಽᚲᑪ‛ߩୃ❲ߦ㑐ߔࠆ⸘↹߇ቯࠄࠇߡࠆߣ߈ߪޔᒰ
⸘↹ߩౝኈ
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資料２

建替え支援制度

１．優良建築物等整備事業（マンション建替タイプ）
優良建築物等整備事業とは、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、
土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業について、その費用の一部
の助成を行うものである。
公共団体が事業主体となることから、事業の適否等について、あらかじめ公共団体と協議を行う必
要がある。

（１）対象地域
次の要件のうちいずれかを満たすことが必要である。
①首都圏整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域
②近畿圏整備法に規定する既成都市区域、近郊整備区域及び都市開発区域
③中部圏開発整備法に規定する都市整備区域及び都市開発区域
④地方拠点法に基づき指定された地方拠点都市地域
⑤市街地総合再生計画の区域
⑥中心市街地活性化法に基づく基本計画に定める中心市街地
⑦人口５万人以上の市の区域
⑧特定商業集積法に規定する特定商業集積整備基本構想策定区域
⑨土地区画整理法に規定する高度利用推進区

（２）基礎事業要件
次の①～③の要件を満たす必要がある。
①地区の面積がおおむね 1,000 ㎡以上であること（三大都市圏等はおおむね 500 ㎡以上、平成 24
年度までにマンション建替え円滑化法に基づく認可を受けるものについてはおおむね 300 ㎡以
上）
②空地面積が以下の要件を満たしていること
法定空地率＋10％以上（平成 24 年度までに円滑化法に基づく認可を受けるものについては適用
なし）
③整備される建築物が、原則地上３階以上で耐火建築物又は準耐火建築物であること

（３）マンション建替タイプの補助対象と個別要件
１）建替え決議等の前における調査設計計画費に対する補助
調査設計計画費は、区分所有法第 62 条第１項の規定による建替え決議又は区分所有者全員の同
意以前であっても、区分所有法第 39 条の規定による普通決議により建替えの推進について区分所
有者および議決権の各５分の１以上の明確な反対がされていない場合においては、補助の対象とす
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る。
〈補助対象〉
現況測量、現況調査、権利調査及び調整、敷地設計費、資金計画作成費
〈補助額〉
建替え決議等の前における調査設計計画費等の補助には、以下の限度額を設定する。
・１棟あたり５０戸以下のマンション

７４１千円／戸

・１棟あたり５０戸超のマンション

３５３千円／戸

以上の戸当たり限度額に戸数を乗じた総額の２／３が補助対象の上限となる。

２）建替え決議後における調査設計計画費等に対する補助
建替え決議等が行なわれた一定の要件を満たすマンション建替えに対して補助する。
〈基礎要件〉
上記の基礎要件に加えて、マンション建替タイプでは、以下の要件を満たす必要がある。
①市街地総合再生計画等の区域内の事業又は市街地整備事業に寄与する一定の事業。市街地総合
再生計画等の区域外の場合は、ア）道路拡幅・通路提供等を伴う事業、イ）公開空地を確保す
る事業、ウ）近隣環境に配慮した協調建替事業に限られる。
②建替え前の建築物が区分所有者数 10 人以上で、法定耐用年数（鉄筋コンクリート造では 47 年）
の１／２を経過していること（被災等により建物に機能の低下を生じている場合も含む）。
③建替え後の建築物は１／２以上を住宅とし、建替え前の戸数や延べ面積以上の住宅を供給する
こと。
④建替え決議等がなされていること
申請にあたっては、区分所有法 62 条第 1 項の規定に基づく建替え決議、又は区分所有者全員
の総意による建替えの合意が得られていること。
〈補助対象〉
①調査設計計画費

・事業計画策定費、地盤調査費、建築設計費など

②土地整備費

・建築物除却費、整地費、補償費など
・空地整備費（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場）

③共同施設整備費

・供給処理施設整備費（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、
電話施設、ごみ処理施設、情報通信施設、熱供給施設）
・共同施設整備費
テレビ障害防除施設、立体的遊歩道・人工地盤等、電気室・機械室、
共用通行部分（廊下など）、駐車場、生活基盤施設（集会所など）、
高齢者生活支援施設、備蓄倉庫・耐震性貯水槽、防音・防振工事費

〈補助率〉
２／３以内（国 １／３以内、公共団体 １／３以内）。国の補助を受ける場合は、地方公共団
体の補助が必要。
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２．都心共同住宅供給事業（マンション建替タイプ）
都心共同住宅供給事業とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
（以下、大都市法）に位置づけられた事業であり、東京 23 区・大阪市・名古屋市の旧市街地※１のう
ち重点供給地域※２内で行われる良質な中高層住宅の建設等に関する事業について、東京 23 区につい
ては知事、大阪市と名古屋市については市長の認定を受けたものに対し、国、地方公共団体が必要な
助成を行うものである。
※１）名古屋市の旧市街地とは、「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等のための国の財政上
の特別措置に関する法律施行令」第１条に規定する区域
※２）重点供給地域とは、都道府県が定める「当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する基本的な計画（都道府県計画）」（住生活基本法第 17 条第１項）
において定められた「住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき区域」（大都市法施
行規則第１条、住生活基本法第 17 条第２項第６号）

（１）敷地及び構造等の要件
次の①～⑤の要件を満たす必要がある。
①地区面積：

500 ㎡以上

②敷地面積：

300 ㎡以上

③敷地条件：

一定規模以上の空地を有し、幅員６ｍ以上の道路に４ｍ以上接すること

④建築要件：

３階以上、耐火・準耐火建築物

（２）マンション建替タイプの個別要件
マンション建替タイプが設けられており、建替え決議等が行われた一定の要件を満たすマンション
建替事業に対して、国が地方公共団体を通じて補助を行う。上記の基礎要件に加えて、マンション建
替タイプでは、以下の個別要件を満たす必要がある。
①周辺の市街地整備事業に寄与する一定の事業又は、市街地総合再生計画区域内
②建替え前の建築物が区分所有者数 10 人以上（地区面積 1,000 ㎡未満で従前の住宅戸数 10 戸以上
の場合は区分所有者数５人以上）で法定耐用年数の 1/3 以上を経過
③区分所有法第 62 条第１項の規定による建替え決議又は区分所有者全員の総意による建替え決議
又はこれに準ずる措置がなされていること
④建替え後の建築物の延べ面積の 1/2 以上が住宅で、従前の延べ面積以上の住宅を供給すること
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（３）補助対象
①調査設計計画費

・事業計画策定費、地盤調査費、建築設計費など

②土地整備費

・建築物除却費、整地費、補償費など
・空地整備費（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場）

③共同施設整備費

・供給処理施設整備費（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話
施設、ごみ処理施設、情報通信施設、熱供給施設）
・共同施設整備費
（消防施設、避難施設、電波障害防除施設、監視装置、避雷施設、立体
的遊歩道等、電気室等、供用通行部分、駐車場、生活基盤施設、特殊基
礎、公共用通路、航空障害燈、高齢者等生活支援施設、防災関連施設、
防音、防振構造等、社会福祉施設等との一体的整備）

（４）補助率
２／３以内（国 1/3、地方公共団体 1/3）。国の補助を受ける場合は、地方公共団体の補助が必要。
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３．先導型再開発緊急促進事業
先導型再開発緊急促進事業とは、環境負荷の低減、福祉空間形成、安全市街地の形成又
は都市緑化推進について関連法規上の基準に適合する施設建築物を整備する等特に公益性
の高い市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業（以下｢市街地再開発事業等｣という。）
について、国が建築物及びその敷地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業のため
の費用の一部を（他の国庫補助制度と協調しつつ別個に）補助を行う事業である。
（１）事業要件
以下の要件を満たす市街地再開発事業等であって、国土交通大臣が予算の範囲内におい
て補助する必要があると認めるもの（平成 21 年３月 31 日完了部分までを対象）
１

次の①～④の事業のいずれかに該当すること
①環境対応促進型事業
②福祉対応促進型事業
③安全市街地形成促進型事業
④都市緑化推進型事業
市街地再開発事業にあっては平成 19 年３月 31 日までに権利変換計画の認可がされ

２

た事業であり、優良建築物等整備事業にあっては建築工事の着工がなされた事業であ
ること

（２）定義
①環境対応促進型事業
｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣第 73 条第１項に基づき定められた建築
主の判断の基準となるべき事項を満たす施設建築物等を整備する事業
②福祉対応促進型事業
｢高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法
律｣第６条第３項第１号に基づき定められた｢利用円滑化誘導基準｣を満たす施設建
築物等を整備する事業
③安全市街地形成促進型事業
建築基準法に基づく耐震関係規定、接道規定等に適合しない建築物が存在する等
防災上問題のある地区の安全性向上に資する事業
④都市緑化推進型事業
敷地面積に対する空地面積の割合が、１から建ぺい率の上限を減じた数値に 1/10
を加えた数値以上とし、かつ敷地面積の 2/10 を緑化する事業
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（３）補助内容
建設工事費（他の国庫補助金が交付される部分の補助対象事業費及び及びまちづくり交
付金の交付対象事業の実施に要する経費を除く。）に対し、前述の①～④の事業のうち、２
に該当する場合は 100 分の 3 を、３に該当する場合は 100 分の 5 を、４に該当する場合は
100 分の 7 を乗じて得た額以内とする。
□[費用の限度]
①環境対応促進型事業
省エネルギー等環境負荷の低減を図るために付加的に要する費用
②福祉対応促進型事業
バリアフリー化を図るために付加的に要する費用
③安全市街地形成促進型事業
特殊基礎工事、免震・耐震構造工事等の防災性能強化費用並びに災害時に避難場
所として活用可能な集会所、空地等公共的施設の整備費、用地費、補償費
④都市緑化推進型事業
敷地内の緑化を図るために付加的に要する費用
※費用の限度は、これに相当するものとして別途定める基準があるときは、当該基準
によることができる。
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４．21 世紀都市居住緊急促進事業
21 世紀都市居住緊急促進事業とは、環境・資源問題の深刻化、高齢化社会の進展、防災
上危険な市街地の未整備等多岐にわたる都市・住宅問題に対処しつつ、21 世紀にふさわし
いゆとりある生活空間の実現を図ることを目的として、良質なストックとして活用し得る
集合住宅の整備を促進する事業について、国がその費用の一部を補助する事業である。
（１）対象地域
次に掲げるいずれかの地域内に存することが必要である。
①首都圏整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域
②近畿圏整備法に規定する既成都市区域、近郊整備区域及び都市開発区域
③中部圏開発整備法に規定する都市整備区域及び都市開発区域
④大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に規定する
住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域
⑤都市再開発法に規定する都市再開発の方針が定められた市街地または地区
⑥中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法
律に規定する基本計画に定められた区域
⑦県庁所在都市又は通勤圏人口 25 万人以上の都市の通勤圏のうち昭和 45 年国勢調査
による人口集中地区又は計画開発地
⑧都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域
（２）事業要件
□採択基準
１．次の①～④のいずれか２以上に該当すること
①環境・資源対応
1)エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき定められた住宅に係る
｢建築主の判断の基準｣、又は｢設計及び施工の指針｣を満たすこと
2)高耐久性仕様、スケルトン・インフィル分離ルールの導入、ゆとりある居住空間
の確保等により、長期にわたる省資源化に資すること
②高齢社会対応
長寿社会対応住宅設計指針及びその補足基準（記Ⅰ～記Ⅲに規定）をみたすこと
③防災安全性
1)建築物の構造耐力上主要な部分である壁、柱等の安全性能の向上等により、地震
被災時における躯体の保全に配慮した構造設計であること
2)避難地又は避難路として活用可能な公開空地、人工地盤その他これに類する空地
の整備を図る等長期にわたり市街地の安全性向上に資すること
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④都市緑化対策
空地の面積の敷地面積に対する割合が、１から建築基準法第５３条の規定による
建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に 10 分の２を加えた数
値以上となるよう空地を確保すること
２．供給される住宅が、居住水準の向上に資するものであるとともに、適切な維持管
理について配慮されているものであること
３．設計された住宅及び建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受けるもので
あること
補助金の交付の対象となる事業は、次の①～⑤に掲げる事業により整備される住宅のう
ち、前頁の採択基準を満たす事業であって、関係地方公共団体が促進を図る必要があると
認め、かつ国土交通大臣が予算の範囲内において補助する必要があると認めるものとする。
①公営住宅整備事業
②特定優良賃貸住宅供給促進事業
③高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業
④住宅市街地総合整備事業
⑤優良建築物等整備事業
⑥市街地再開発事業
⑦防災街区整備事業
⑧まちづくり交付金の交付対象事業
なお、民間が建設等を行う市街地住宅等又は借上型公共賃貸住宅の整備に該当する事業
にあっては、平成 18 年度までに着手するものに限り対象となる。
（３）補助内容
次の①及び②の合計額（市街地住宅等の整備に係る場合）
①住宅等の整備費用
当該住宅等の整備に要する費用（住宅部分の全体工事費から他の国庫補助に係る
補助対象事業費、及びまちづくり交付金対象事業の実施に要する経費を除いた額）
に、別表１に掲げる各項目のうち当該事業における実施項目に応じたポイントを加
算した数値に１／10,000 を乗じて得た数値を乗じて得た額とする。
ただし、ポイント加算数値に１／10,000 を乗じて得た数値については、採択基準
の要件のうち、２に該当する場合は３／100 を、３に該当する場合は５／100 を、
４に該当する場合は７／100 を限度とする。
②附帯事務費
①に掲げる費用に 0.022 を乗じて得た額とする。
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５．都市再生住宅制度
マンション建替事業等の施行により住宅を失い住宅等に困窮することとなる従前居住者のために
住宅を整備・供給する事業に対して、その費用の一部を助成する制度。

（１）対象となるマンション建替えの要件
円滑化法に規定するマンション建替事業で以下の要件を満たすもの又は同法に基づき建替えの勧
告を受けたマンションの建替え
・地域：都市再開発法第２条の３第１項に規定する計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）
のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（２号地区）
の区域内、又は、都市再開発法第２条の３第２項に規定する計画的な再開発が必要な市街
地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（２項地
区）の区域内に施行マンションの敷地が存在する
※平成 24 年度までに認可されるものについては、以下の区域内等に施行マンションの敷
地が存在するものも含む
①中心市街地基本計画区域内で昭和 35 年国勢調査による人口集中地区等に該当する区域
②平成 12 年の高齢者人口の割合が 16％以上である区域
③人口５万人以上の市の区域
・地区面積：１,５００㎡以上（平成 24 年度までに認可されるものについては３００㎡以上）
（注）地区面積：敷地面積＋前面道路の中心までの面積
・従前住宅戸数：５０戸以上（平成 24 年度までに認可されるものについては１０戸以上）
・耐用年数（鉄筋コンクリート造の場合は４７年）の２／３を経過

（２）供給方式
①民間建設・管理方式
民間が建設し、民間が管理することにより供給する方式
②民間住宅借上方式
地方公共団体が民間住宅を借り上げることにより供給する方式
③直接建設方式
地方公共団体が直接建設を行うことにより供給する方式

（３）補助率
①民間建設・管理方式及び民間住宅借上方式
共同施設整備費補助

国

１／３

公共団体

１／３

家賃対策補助

国

１／２

公共団体

１／２

建設費補助

国

１／２

家賃対策補助

国

１／２

②直接建設方式
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６．民間再開発促進基金による債務保証制度
○マンション建替え時の既存抵当権抹消資金に対する債務保証
［保証対象］
優良建築物等整備事業、住宅市街地総合支援事業、都心共同住宅供給事業を適用したマンション
建替事業において、デベロッパー等が区分所有者の委任を受けて、全部譲渡方式によるマンション
建替事業を行うに際して、従前区分所有者の既存抵当権抹消費用として、従前区分所有者に貸し付
ける場合の金融機関からの借入金。

［保証条件］
債務保証限度額

１件当り１億円

保証期間

原則５年以内

担保設定、連帯保証人の要求（保証額１千万円以下は除く）
保証料

元本残高に対し年０.３％

○マンション建替え時の建築物及び敷地の整備費用借入に対する債務保証
平成 14 年度より、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替えのう
ち、一定の要件（※１）を満たすものについては、建築物及び敷地の整備費用の借入れを民間再開
発促進基金による債務保証の対象に追加。
［保証条件］
債務保証限度額

１件当り１０億円

保証期間

原則５年

担保設定、連帯保証人の要求（保証額１千万円以下は除く）
保証料

元本残高に対し年０.３％
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７．住宅金融支援機構によるまちづくり融資
マンション建替えの事業費に対する融資及び組合員等の購入費に対する融資として、以下のような特
徴を持った独立行政法人住宅金融支援機構の「まちづくり融資」がある。
●事業の構想・計画段階から資金計画の相談や建設資金を融資する
●建設資金融資の対象としては、建築工事費の他に、調査設計計画費、補償費、土地取得費、除却工
事費も対象となる
●精算・分譲段階では事業者が取得する分譲・賃貸住宅の購入費や店舗・事務所等の購入費も融資の
対象となる
●毎月の返済額を低くおさえることで、高齢者の方が、マンション建替え事業や共同建替え事業等に
よって建設される住宅を取得しやすくするための「高齢者向け返済特例制度」の整備
まちづくり融資を利用するためには、以下の要件を満たす必要がある。

（１）対象地域要件
計画地が次の①及び②を満たす区域内にあること
①次の用途地域内にあること（「マンション建替え事業」の場合）
● 第１種及び第２種中高層住居専用地域、第１種及び第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域（指定容積率 600％以下）、準工業地域
②次のいずれかに該当する区域にあること
● 防火地域又は準防火地域（都市計画法第８条第１項第５号）
● 防災再開発促進地区（密集法第３条第１項）
● 住宅市街地総合整備事業の整備計画区域（住宅市街地総合整備事業制度要綱）
● 不燃化促進区域（都市再生推進事業制度要綱）
● 都心共同住宅供給事業実施区域（大都市法第２条第５項）
● 人口集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域（都市再開発法第２条の３第１項）
● 再開発促進２項地区（都市再開発法第２条の３第２項）
● 市街地再開発促進区域（都市計画法第 10 条の２第１項第１号）
● 市街地再開発事業施行区域（都市計画法第 12 条第１項第４号）
● 市街地総合再生計画の区域（市街地再開発事業等に係る国庫補助採択基準及び実施要領）
● 地区再生計画の区域（都市活力再生拠点整備事業制度要綱）
● 市街地再開発促進区域
● 都市再生緊急整備地域（都市再生特別措置法）
● 地方公共団体と支援機構が協議して指定した地域
● 新たな産業立地や交通利便性の向上等により人口・世帯数が増加しているなど住宅需要が高い又

は増加が見込まれる地域（※１）
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※１ 平成 20 年 12 月 26 日から平成 24 年 3 月 31 日までに支援機構が貸付けの申込みを受理した短期事
業資金貸付けに限り適用

（２）事業要件
１）マンション建替え事業（円滑化法に基づく事業）
次の①～③の全てを満たす事業
①建替え後の建物の地上階数が３階以上
②建替え後の建物の敷地面積が 300 ㎡以上
③建替え前の建物が次の全てに該当すること
●区分所有法第 62 条に基づく建替え決議、第 69 条に基づく建替え承認決議、第 70 条に基づく
一括建替え決議が行われていること、若しくは区分所有者全員による建替え合意があること
●国の定める耐用年数の 1/3（鉄筋コンクリート造の場合は 16 年）を経過していること
２）マンション建替え事業（円滑化法に基づかない事業）
次の①～④の全てを満たす事業
①建替え後の建物の地上階数が３階以上
②建替え後の建物の敷地面積が次表の各区分の数値に該当すること
平成20年12月26日から平成24年3月31日までに支援機構が貸付けの申込みを受理し
た短期事業資金貸付け

300㎡以上

平成24年4月1日以降に支援機構が貸付けの申込みを受理した短期事業資金貸付け

500㎡以上

長期事業資金貸付け（高齢者向け返済特例制度等）

500㎡以上

③敷地内に一定割合の空地（法定空地率＋10％）を確保すること
④１）の③に該当すること

（３）建築物の要件
建替え後の建物が次の①～⑤を満たすこと
①住宅部分の割合が次表の各区分の数値に該当すること
平成21年6月5日から平成24年3月31日までに支援機構が貸付けの申込みを受理し
たもの
平成24年4月1日以降に支援機構が貸付けの申込みを受理したもの

建物全体の
１／４以上
建物全体の
１／２超

②耐火構造又は準耐火構造又はまちづくり省令耐火構造（※２）
③法定容積率を次表の各区分の数値以上利用していること
平成21年6月5日から平成24年3月31日までに支援機構が貸付けの申込みを受理し
た短期事業資金貸付け

１／３

平成24年4月1日以降に支援機構が貸付けの申込みを受理した短期事業資金貸付け

１／２

長期事業資金貸付け（賃貸住宅建替資金等）

１／２
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④戸当たりの住宅面積が原則として 30 ㎡以上 280 ㎡以下であること
⑤支援機構が定める基礎基準（※３）を満たすこと
※２

以下のいずれかに該当する住宅
●機構の定める「まちづくり省令準耐火構造の住宅の仕様」に従って建設される住宅
●あらかじめ機構の承認を取得した仕様に従って建設される 住宅

※３

接道、住宅規格、断熱構造、遮音構造等に係る基準（詳細は住宅金融支援機構ホームページを参
照（http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/machidukurisyoureijuntaika.html）

（４）融資条件（短期事業資金）
１）融資対象者：個人又は法人（マンション建替組合含む）
２）融資額
①融資限度：事業費の範囲内、かつ、担保評価額以内
②対象事業費：まちづくり融資の要件に該当する建築物の建設又は購入（※４）に要する資金（借
換えも含む）
※４

購入資金は、事業化当初から買主が取得することが予定されていた案件等が対象

３）融資金利：１．３４％（平成２２年３月現在（※５）
）
※５

金利は毎月見直され、資金実行時の金利が適用される。最新の金利は住宅金融支援機構ホームペ
ージにて掲載。（http://www. jhf.go.jp/customer/yushi/machidukuri/jyouken.html）

４）融資金の返済期限：原則として、建物竣工後２年以内で個々の事業に応じて機構が設定した返済
期日
５）融資金の返済方法：原則として、分譲住宅の譲渡状況に応じた償還（※６）
（※７）
※６

分譲住宅の譲渡状況等に応じて、支援機構と協議の上で、支援機構が指定する日に元金及び利息
を返済。原則として、融資対象住戸の販売価格に、融資割合と売却戸数に応じて機構が定めた算
式により個別に設定した返済割合を乗じた金額を返済する。
（詳細は住宅金融支援機構ホームペー
ジを参照：（http://www. jhf.go.jp/ topics/ h21/topics_20090414.html））

※７

毎年度４月１日から３０日までのうち支援機構が指定する期日に元金及び利息を一括返済となる
が、事業期間が返済期日を超えるため、一括返済することができない場合は、返済期日に手形を
書き換え、借換えの手続を行うことにより借入れ継続が可能。なお、返済期日に借換えを行う場
合は、返済期日（＝借換日）において、次年度の融資予約に基づく融資金により返済することに
なり、その際、利息については同日に支払うか、元金部分に加えることになる。

６）融資の貸付形態：約束手形に基づく貸付
７）担保：原則として、土地・建物に対して根抵当権、事業者が有する債権に対して質権、譲渡担保
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権等を支援機構のために第一順位で設定
８）保証：原則として、保証能力のある者の保証が必要（機関保証（※８）も可）。ただし、中小事
業者で保証人の確保ができない場合は、無保証融資が可能な場合がある。
※８ 機関保証を利用する場合は、保証料が必要となり、平成 22 年３月現在、支援機構が承認し
た保証機関及び保証料は、次のとおりである。
(財)首都圏不燃建築公社
融資額に対して年１％を乗じた額
(財)住宅改良開発公社
（年払い）
融資額に対して年0.2％～0.75％を乗じた額（年払い）
(社)全国市街地再開発協会
（別途、保証対象となる事業要件の定めがある）
９）火災保険：支援機構が必要と認める場合は、建物へ火災保険を付保する必要あり（※９）
（※10）
※９

支援機構が必要と認める場合は、保険金請求権に対して支援機構のための第一順位の質権が設定
される。

※10 火災保険料は各自の負担となる。

１０）一部繰上返済手数料：5,250 円
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＜参考＞

高齢者向け返済特例制度

マンション建替事業等により建設された住宅に自ら居住するため、高齢者（借入申込時満 60 歳以
上）が住宅を購入される場合に、亡くなるまでの間は利息のみの支払いで借入れが可能な制度である。
１）融資対象者：個人で以下の全てに当てはまる者
①融資申込時に満 60 歳以上の者（連帯債務者となる者がいる場合はその者も満 60 歳以上である必
要がある）
②マンション建替事業等により建設された住宅に自ら居住する者
③日本国籍の者又は永住許可などを受けている外国人の者
④年収に占めるすべてのお借り入れの年間合計返済額の割合（＝総返済負担率）が次の基準を満た
している者
年収
400万円未満
基準
30％以下

400万円以上
35％以下

２）事業要件等：まちづくり融資の（１）～（３）と同様
３）融資額
①融資限度：対象事業費の 100％（ただし上限は 1,000 万円で、
（財）高齢者住宅財団が保証する限
度額を上回ることは不可）
②対象事業費：購入費（自ら居住用）
４）融資金利：申し込み時の金利が適用される
５）融資金の返済期限：債務者（連帯債務者がいる場合はその全員）が死亡したとき
６）融資金の返済方法
①元金：債務者（高齢者）の死亡時に一括償還
②利子：毎月払い
③毎月の返済額（1 円未満切捨て）
「融資金額（10 万円単位）×融資金利÷12」
７）融資の貸付形態：金銭消費貸借契約に基づく貸付
８）担保：土地・建物に、支援機構のために第一順位の抵当権を設定
９）建築物の技術的基準：支援機構が定める基礎基準を満たす必要あり
１０）火災保険：建物へ火災保険を付保する必要あり（※11）（※12）
※11 保険金請求権に対して支援機構のための第一順位の質権が設定される。
※12 火災保険料は各自の負担となる。

１１）手数料
①一部繰越返済手数料：5,250 円
②返済条件変更手数料：5,250 円
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８．マンション建替えに関連する税制特例
本節では、マンション建替えに係る税制及び登記手続きについて整理する。マンション建替えに係る
主な税金の種類としては、次のものがあるが、様々な特例等が措置されている。
なお、計算方法や税率等の情報については平成 21 年度のものであり、税法の内容は毎年改正・追加・
廃止があるため、その時点で適用されている特例の内容については、事業の進捗状況に合わせて、必ず
その都度専門家に確認していただきたい。
＜マンション建替えに係る主な税金＞

譲渡等

○印：直接関係し課税されるもの
△印：特定の場合に課税されるもの
建替え不参加者
建替え参加者
権利を買い取られ
再建マンションの
権利を買い取ら て転出した者のう
れて転出する者 ち新たに不動産を 権利を取得する者
取得した者
個人
法人
個人
法人
個人
法人
所得税
○
○
△
(個人)
法人税
○
○
△
(法人)
事業税
○
○
△
(法人)
住民税
○
○
○
○
△
△
印紙税
○
○
○
○
不動産
○
○
○
○
取得税
登録
○
○
○
○
免許税
固定
○
○
○
○
資産税
都市
○
○
○
○
計画税
取得
保有

大別して以下のように分類できる。
A.土地建物等を譲渡した際にかかる税金(所得税、法人税、住民税等) ☞
B.土地建物等を取得した際にかかる税金(不動産取得税、登録免許税等)
C.土地建物等の保有にかかる税金(固定資産税、都市計画税等)
D.契約書作成にかかる税金(印紙税)

☞

資 142

E.登記時にかかる税金(登録免許税)

☞ 資 143～資 148
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資 119～資 135
☞ 資 136～資 139

☞ 資 140～資 141

Ａ－１

個人の土地建物等の譲渡に対する課税と特例措置

Ａ－１－１

個人の譲渡所得の課税方法

個人が土地建物等の不動産を譲渡した場合の所得は、譲渡所得に分類される。譲渡所得に対しては「所
得税」と｢住民税｣が課税される。
１．譲渡所得の区分
土地建物等の譲渡による譲渡所得に対する所得税と住民税の課税にあたっては、譲渡した年の 1 月 1
日における所有期間が 5 年を超える場合には｢長期譲渡所得｣、5 年以下の場合には｢短期譲渡所得｣とし
て区分して計算する。
税額計算は、他の所得と分離して一定の税率を乗じて計算する分離課税の方法がとられている。
２．譲渡所得の計算
個人の課税譲渡所得は、譲渡価格からその不動産の取得費と譲渡するために要した費用等を差し引い
た額で求められ、それに所有期間に応じた税率を掛けることにより、所得税と住民税の額が算出される。
課税譲渡所得の計算は、長期、短期それぞれについて次のように計算を行う。

(課税譲渡所得金額)＝(譲渡益)－(特別控除額)
※１

※２

ただし、(譲渡益)＝(譲渡収入額)－(取得費)－(譲渡費用)

※１：取得費が不明の場合は、譲渡収入金額の 5％相当額を取得費とする。
※２：土地・建物について、｢譲渡費用｣として算出できるものの範囲は以下の通り。
①譲渡時の仲介手数料
②売買契約書の印紙税
③売却のために広告した場合の広告料
④売却のために測量した場合の測量費
⑤売却のために土地・建物を鑑定した場合の不動産鑑定料
⑥売却のために借家人を立退かせるために支払った立退き料
⑦買主の登記費用を負担した場合はその負担額
⑧建物付土地を更地として引き渡す条件で契約し、建物を解体して引き渡したときは、解体費用及び
建物の残存簿価
⑨すでに売買契約を締結していたが、さらに有利な条件で他に売却するため、その契約を解除した場
合の違約金
⑩売却のために行なった建物の補修費
⑪買主との売却交渉のために要した電話代・交通費
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Ａ－１－２

個人の長期譲渡所得の税額(原則)

個人が、その年の 1 月 1 日における所有期間が 5 年を超える土地建物等の不動産を譲渡した場合の課
税長期譲渡所得金額に対する税額は、次の税率を適用して計算する (租税特別措置法 31 条①、地方税
法附則 34 条①④)。
＜長期譲渡所得の所得税率と住民税率(原則)＞
課税長期譲渡所得金額
所得税
住民税
一律
15%
5%(都道府県民税 2%＋市町村民税 3%)
課税長期譲渡所得に上記の税率を乗じて所得税額と住民税額が算出される。
課税長期譲渡所得金額の計算式は次の通りである。
(課税長期譲渡所得)＝(譲渡益)＝(譲渡収入額)－(取得費)－(譲渡費用)

Ａ－１－３

個人の短期譲渡所得の税額(原則)

個人が、その年の 1 月 1 日における所有期間が 5 年以下の土地建物等の不動産を譲渡した場合の課税
短期譲渡所得金額に対する税額は、次の税率を適用して計算する (租税特別措置法 32 条、地方税法附
則 35 条②⑤)。
＜短期譲渡所得の所得税率と住民税率(原則)＞
課税短期譲渡所得金額
所得税
住民税
一律
30%
9%(都道府県民税 3.6%＋市町村民税 5.4%)
課税短期譲渡所得に上記の税率を乗じて所得税額と住民税額が算出される。課税短期譲渡所得金額の
計算式は、上記の課税長期譲渡所得の場合と同様である。
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Ａ－１－４

マンション建替えに係る個人の譲渡所得に対する特例措置

マンション建替え事業において、原則として、土地の買取方式や等価交換方式など、土地を一旦事業
者に売却する事業方式を採用する場合、この土地の売却による譲渡所得は本来は課税対象となる。また、
建替え事業に伴う転出者に対しても譲渡所得が課せられることになる。
ただし、一定の要件を満たすものについては、様々な特例措置が設けられている。
特例措置は、譲渡のみで適用を受けられるもの（特別控除☞資 122～123、軽減税率☞資 124～125 前
半）と、買換え等により適用を受けられるもの（買換え特例☞資 127～129）とがある。両方の適用を受
けることはできず、どちらか一つだけ有利な方を選んで適用を受けることになる。なお、買換え特例は、
特別控除とは異なり、課税の繰り延べであるため、将来、買換え資産を譲渡した場合に多額の譲渡益が
計上され、その譲渡益に対して課税されることになる点に注意が必要である。
マンション建替えに利用可能な主な措置としては次のものが挙げられる。

建替え参加者の場合
長期
短期
譲渡所得
譲渡所得

特別控除の特例

＜マンション建替えに係る譲渡所得に利用可能な特例措置＞
転出者の場合
長期
短期
譲渡所得
譲渡所得
(1) 居 住 用 財 産 を 譲 渡 し た 場 合 の
3,000 万円特別控除
○
○
（租税特別措置法 35 条）
(2)特定住宅地造成事業等のために土
地等を譲渡した場合の譲渡所得の
○
○
1,500 万円特別控除
（租税特別措置法 34 条の 2）
(3)優良住宅地の造成等のために土地
等を譲渡した場合の長期譲渡所得
○
の課税の特例
（租税特別措置法 31 条の 2 他）
軽減・軽課税率の特例

(4)居住用財産を譲渡した場合の長期
譲渡所得の課税の特例
（租税特別措置法 31 条の 3 他）

△
（所有期間が
10 年超）

その他

(5)財務省令で定める場合の短期譲渡
所得の課税の特例
（租税特別措置法 32 条③他）

○

(6)換地処分等に伴い資産を取得した
場合の課税の特例
（租税特別措置法 33 条の 3⑥）

交換買換特例

(7)特定の居住用財産の買換えの特例
（租税特別措置法 36 条の 6）

○

○

○

○

(建替法によ

(建替法によ

る建替以外)

る建替以外)

△
（所有期間が
10 年超）

(8)既成市街地等内における中高層耐
火共同住宅建設のための買換特例
（租税特別措置法 37 条の 5）
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１．特別控除の特例
一定の要件を満たす場合、課税譲渡所得の計算において、譲渡益から以下の特別控除の適用が受けら
れる。（長期譲渡所得の場合、それぞれの特例の場合の額を控除することになる。
）

(1)居住用財産の 3,000 万円特別控除の特例
居住用財産の譲渡特例（租税特別措置法 35 条）は、居住用財産の譲渡による住み替え等を通じての
住宅改善を支援するための優遇措置であり、居住用財産の譲渡益から 3,000 万円を特別控除した額が課
税譲渡所得とされる。
3,000 万円の特別控除は、譲渡したものが居住用財産であれば、所有期間に関係なく適用を受けるこ
とができる。
（課税長期譲渡所得）＝（譲渡益）－最大 3,000 万円（居住用財産の特別控除）
ただし、（譲渡益）＝（譲渡収入額）－（取得費）－（譲渡費用）
①居住用財産の譲渡益が 3,000 万円以下であれば、課税されない。
②3,000 万円を控除して残額があれば、これは課税対象の譲渡所得となる。
●居住財産の譲渡特例の適用条件
①居住の用に供していること。すなわち、建替え前の住戸に所有者（またはその家族等）が居住して
いるものでなければならない。
「居住用」であると言えるためには、その住宅が「家庭の生活の本拠」となっていなければならな
いが、転勤などで実際に住んでいない場合には、住まなくなってから 3 年が経過する日の属する年
の 12 月 31 日までであれば適用が可能。
②売却した年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受
けていないこと。
③売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
④災害によって家屋が滅失した場合は、その敷地を住まなくなった日から 3 年が経過する日の属する
年の 12 月 31 日までに売却すること。
⑤住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまる
こと。
イ

その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から 1 年以内に締結され、かつ住まなくなった日
から 3 年目の年の 12 月 31 日までに売却すること。

ロ

家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供して
いないこと。

⑥売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一
にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる。
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＜適用を受けるための手続＞
居住用財産の特別控除の適用を受けるためには以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に次の書類を添えて提出すること
・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・居住用財産を売却した日から 2 ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の
写し（売却した居住用財産の所在地を管轄する市区町村から交付を受けることが必要）

(2)地方住宅供給公社等が一定の分譲住宅建設のための土地等の買取りを行なう場合の特別控除
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が 50 戸以上の一団地の分譲住宅
等を建設するために土地等の買取りを行う場合、地方住宅供給公社等に対する居住用財産の譲渡益から
5,000 万円を特別控除した額が課税譲渡所得とされる（租税特別措置法 33 条の 4）。
この特別控除は、公共による事業を促進するために設けられた制度であるため、施行者から最初の申
し出があった日から 6 ヶ月以内に譲渡された場合が原則となる（一定の要件を満たす場合は 6 ヶ月以降
でも認められる）。

(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
地方住宅供給公社等によって、住宅の建設または宅地の造成を目的とする事業用地として買い取られ
る場合には、その譲渡益から 1,500 万円の控除を受けることができる（租税特別措置法 34 条の 2）。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替えに関しては、以下の４つの場
31 ）
。
合に適用がある（租税特別措置法 34 条の 2②二十二、施行令 22 条の 8○

①マンション建替え法 56 条①の権利の変換を希望しない旨の申出に基づき、権利変換により補償金
（やむを得ない事情により申出をしたと認められる場合における当該申出に基づき支払われるも
のに限る。）を取得した場合。
②マンション建替え法 15 条①の売渡請求により土地等が買い取られる場合（やむを得ない事情があ
ったと認められる場合に限る。）
③マンション建替え法 64 条①の売渡請求により土地等が買い取られる場合（やむを得ない事情があ
ったと認められる場合に限る。）
④マンション建替え法 64 条③の買取申出により土地等が買い取られる場合（やむを得ない事情があ
ったと認められる場合に限る。）
※やむを得ない事情
(a)申出人の有する施行マンションが、都市計画法上の地域地区の用途制限につき既存不適格であ
ることにつき、施行者が審査委員の過半数の同意を得た場合
(b)施行マンションにおいて居住し若しくは事業を営む申出人又はその同居同一生計者が、老齢又
は身体上の障害のため、施行再建マンションにおいて生活又は営業することが困難となることに
つき、施行者が審査委員の過半数の同意を得た場合
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２．軽減税率の適用
一定の要件を満たす場合、通常の税率に代わって、以下の軽減税率が適用される（租税特別措置法 31
条の 2）。

(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
平成 20 年 12 月 31 日までの間の土地等の譲渡が、
「優良住宅地等のための譲渡（租税特別措置法 31
条の 2）」に該当する場合、以下の軽減税率が適用される。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替えに関しては、以下の５つの場
合に適用がある（租税特別措置法 31 条の 2②九、租税特別措置法施行令 20 条の 2⑨）。
①マンション建替え法 15 条①の売渡請求により、マンション建替事業の用に供するため土地等が施
行者に買い取られる場合。
②マンション建替え法 64 条①の売渡請求により、マンション建替事業の用に供するため土地等が施
行者に買い取られる場合。
③マンション建替え法 64 条③の買取申出により、マンション建替事業の用に供するため土地等が施
行者に買い取られる場合。
④マンション建替法 56 条①の金銭給付申出により、マンション建替事業の用に供するため土地等が
施行者に買い取られる場合。
⑤施行マンションが既存不適格建築物に該当し、かつ、施行再建マンションの延べ床面積が施行マン
ションの延べ床面積以上であるマンション建替事業の施行者に対して、隣接施行敷地である土地等
を譲渡する場合で、その土地等が、マンション建替事業の用に供されるもの。
＜税率＞
課税長期譲渡所得金額

所得税

住民税

2,000 万円以下の部分の金額

10%

4%(都道府県民税 1.6%+市町村民税 2.4%)

2,000 万円超の部分の金額

15%

5%(都道府県民税 2%+市町村民税 3%)

＜適用を受けるための手続＞
この特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に次の書類を添えて提出すること
・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・施行者がその土地等をマンション建替事業の用に供するために買い取った旨の証明書

(5)軽課税率の特例（所有期間 10 年超）
居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の 1 月 1 日において、いずれも 10 年を超えている
ものについては、軽減税率の特例を受けることとなる（租税特別措置法 31 条の 3）。
課税長期譲渡所得に課される税率は以下の通りである。
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＜10 年超所有の居住用財産を譲渡した場合の税率＞
課税長期譲渡所得金額

所得税

住民税

6,000 万円以下の部分の金額

10%

4%(都道府県民税 1.6%+市町村民税 2.4%)

6,000 万円超の部分の金額

15%

5%(都道府県民税 2%+市町村民税 3%)

（※）

(※)上記(1)の居住用財産の 3,000 万円特別控除の特例の適用を受ける場合には、その適用後の金額
＜適用を受けるための手続＞
軽減税率の特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に次の書類を添えて提出すること
・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・売却した居住用財産の登記簿謄(抄)本、又は閉鎖登記簿の謄(抄)本
・居住用財産を売却した日から 2 ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し、又は住民票
の写し（売却した居住用財産の所在地を管轄する市区町村から交付を受けることが必要）

(6)短期譲渡所得の税額の軽減
短期譲渡所得である土地等の譲渡が、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給
公社等への譲渡の場合や収用交換等による譲渡の場合は、資 120 の「Ａ－１－３

個人の短期譲渡所得

の税額(原則)」で示した税率が、所得税 30％→15％、都道府県民税 3.6％→2％、市区町村民税 5.4％→
3％に軽減される（租税特別措置法 32 条③、地方税法附則 35 条⑤）。

３．その他 － 建替えに参加する者に係る特例

(7)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
政令で定める資産につき、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく権利変換により施行
再建マンションに関する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権を取得した場合、従前資産
の譲渡がなかったものとみなす（施行者が権利床取得者である場合を含む。租税特別措置法 33 条の 3
⑥、施行令 22 条の 3⑦）。
なお、現行のマンションの建替えの円滑化等に関する法律では、施行マンションの敷地の所有権のみ
有する者及び隣接施行敷地の所有権のみ有する者は、権利変換の対象者とはなっていないため、本特例
の適用がないことに注意する必要がある。また、これらの者については、下記(9)の立体買換えの特例
が適用できる可能性も残されているので、適用の可否について検討が必要となる。
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４．居住用財産の買換え特例（買換えにより適用を受けられる場合）
居住用財産の買換え（譲渡資産の売却及び買換資産の購入）の場合にも、従前資産の売却に係る特例
措置が設けられている。

(8)特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例（租税特別措置法 36 条の 2）は、一定の要件に該当する居住用財産を
平成 18 年までに譲渡し、所定の期間内に代わりの居住用財産を買換資産として取得し、所定の期間内
に自己の居住の用に供した場合には、譲渡資産の譲渡価額のうち買換資産の取得価額に相当する部分は、
譲渡がなかったものとみなし課税されないという特例である。なお、平成 22 年 1 月以降については売
却価額が 2 億円以下の場合に限定して平成 24 年まで延長する改正案が出されている。
＜適用条件＞
１）譲渡資産について
①譲渡資産は、その年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年超であること
②譲渡した居住用財産は、譲渡者が 10 年以上の期間居住しているものであること
③譲渡の相手方は、譲渡者の配偶者その他譲渡者と特殊な関係にある者でないこと
２）買換資産について
①居住用財産を譲渡した年の前年中、その譲渡した年中又は税務署長の承認を受けその譲渡した年
の翌年中に、自己が居住の用に供する家屋又はその敷地（借地権も可）を買換え資産として取得
すること
②買換資産は、以下の要件を満たしていること
ｲ.家屋
・自己の居住の用に供する部分の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下
・中古の耐火建築物の場合には、その取得の日において築後 25 年以内であるか、又は昭和 56 年
導入の新耐震基準に適合している旨の証明がされたものであること
ﾛ.敷地
・その面積（区分所有建物の敷地については床面積按分後）が 500 ㎡以下であること
③居住用財産を譲渡した年の前年中又はその譲渡した年中に買換資産の取得が完了している場合に
は、その譲渡した翌年の 12 月 31 日までに買換資産を自己の居住の用に供すること
④居住用財産を譲渡した年の翌年中に買換資産の取得が完了する場合、その譲渡した翌々年の 12 月
31 日までに買換資産を自己の居住の用に供すること
3）その他
他の特例の適用を受けていないこと

等

＜適用を受けるための手続＞
特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に以下の書類を添えて提出すること
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・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・譲渡した資産の登記簿謄（抄）本又は閉鎖登記簿謄（抄）本
・買い換えた資産の登記簿謄（抄）本
・譲渡した資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し（譲渡した日から 2
ヶ月を経過した日以後に交付を受けたもの）又は戸籍の附票の写し
・取得した資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し
＜特例の内容＞
１）居住用財産の譲渡価額＞買換資産の取得価額

の場合

①譲渡所得の金額の計算の基礎となる収入金額及び取得費・譲渡費用
(算式)
収入金額＝居住用財産の譲渡価額－買換資産の取得価額
取得費・譲渡費用＝（譲渡した居住用財産の取得費＋譲渡費用）×

上記算式の「収入金額」
居住用財産の譲渡価額

②買換資産に付すべき取得価額
(算式) 買換資産の取得価額＝
（譲渡した居住用財産の取得費＋譲渡費用）×

２）居住用財産の譲渡価額≦買換資産の取得価額

買換資産の実際の取得価額
居住用財産の譲渡価額

の場合

①譲渡所得の金額
居住用財産の譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得についての課税はなされない
②買換資産に付すべき取得金額
(算式) 買換資産の取得価額＝（譲渡した居住用財産の取得費＋譲渡費用）
＋（買換資産の実際の取得価額－譲渡した居住用財産の譲渡価額）

(9)立体買換えの特例
立体買換えの特例（既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換え特例）（租税特
別措置法 37 条の 5）は、等価交換方式による中高層耐火共同住宅の供給促進を図ることを目的としたも
のである。
既成市街地等その他の区域内の土地建物等を譲渡し、一定の期間内に、原則としてその譲渡資産の所
在していた場所に建築された中高層の耐火建築物とその敷地等を買換資産として取得し、所定の期間内
にその買換資産を居住の用などに供した場合には、譲渡資産のうち買換資産の取得価額に相当する部分
は、譲渡がなかったものとみなされ、課税されない。
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従前の土地等（譲渡資産）を売却し、建築されたマンション（買換資産）を買い受けた場合、
①買換資産の価額が譲渡資産の価額と同額か、それ以上であれば課税されない
②買換資産の価額が譲渡資産の価額より低い場合には、その差額が課税対象となる
ただし、権利変換により再建マンションを取得する場合には、資 2-23 の「３．その他－建替えに
算する者の特例」を適用するため、本特例を適用する余地はない。
＜適用条件＞
この特例の適用が受けられる条件は以下のとおりである。
①対象区域（租税特別措置法 37 条の 5①二、租税特別措置法施行令 25 条の 4⑥）
・首都圏整備法に規定される既成市街地
・近畿圏整備法に規定される既成都市区域
・旧名古屋市の区域
・首都圏、近畿圏及び中部圏について、上記以外の近郊整備地帯等内の市街化区域のうち、指定さ
れた区域
②譲渡する土地の上に建築される建物が、地上 3 階建て以上の中高層耐火共同住宅（その建物の床面
積の 1/2 以上が住宅であること）であり、その建物の一部を取得すること
③譲渡の日の属する年の 12 月 31 日までに、又は税務署長の承認を受ければ原則としてその翌年まで
に、買換資産を取得すること。ただし、建物の建設等に要する期間が 1 年を超えると認められる事
情等がある場合で、あらかじめ税務署長の承認を受けたときは、譲渡の日の属する年の３年後の 12
月 31 日までで税務署長が認定した日までに取得した資産を買換え資産とすることができる（租税
特別措置法 37 条の 5②、租税特別措置法施行令 25 条の 4⑦）。
④建物の取得の日から 1 年以内に、（ア）自己又は親族の居住用、（イ）自己の事業用・貸付用、（ウ）
自己と生計を一にしている親族の事業用（租税特別措置法通達 37 の 5－5）、に供すること
⑤その建物は土地の譲渡を受けた者（マンション業者等）又は譲渡をした者（区分所有者自己又はそ
の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人）が建築したものであること
⑥建物は建築基準法の竣工検査に合格して検査済証を受けたものであること
なお、従前の土地･建物の用途は居住用に限らず、事業用・貸付用であっても構わない。
＜適用を受けるための手続＞
特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に以下の書類を添付すること
・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・譲渡資産の所在地等が上記対象区域にあることを証明する書類（除：東京都特別区・武蔵野市・
大阪市）
・買換資産を取得したことを証明する登記簿謄本等
・買換資産の建物の２分の１以上が住宅であることを証明する書類（事業概要書・各階平面図等）
・検査済証の写し
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＜特例の内容＞
立体買換えの特例の適用を受けた場合には、譲渡所得に対する課税は繰り延べられ、買換資産の取得
価額については一定の調整が行われる。
１）譲渡資産の譲渡価額＞買換資産の取得価額

の場合

①譲渡所得の金額の計算の基礎となる収入金額及び取得費・譲渡費用
(算式)
収入金額＝譲渡資産の譲渡価額－買換資産の取得価額
取得費・譲渡費用＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×

上記の「収入金額」
譲渡資産の譲渡価額

②買換資産に付すべき取得価額
(算式)
買換資産の取得価額＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×

２）譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の取得価額

買換資産の実際の取得価額
譲渡資産の譲渡価額

の場合

①譲渡所得の金額
譲渡資産の譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得についての課税はなされない
②買換資産に付すべき取得価額
(算式) 買換資産の取得価額
＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）＋（買換資産の実際の取得価額－譲渡資産の譲渡価額）
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(10)特定の事業用資産の買換えの特例
特定の事業用資産の買換え特例（租税特別措置法 37 条）は、平成 23 年 12 月 31 日までに、国内にあ
る土地等・建物又は構築物で、譲渡年 1 月 1 日現在の所有期間が 10 年超の事業用（賃貸用を含む）資
産を譲渡し、一定の期間内に、国内にある土地等・建物・構築物又は機械装置を買換え資産として取得
し、所定の期間内にその買換え資産を事業の用に供した場合には、譲渡資産のうち一定の部分は、譲渡
がなかったものとされ、課税されないという特例である。
譲渡がなかったものとされる部分の金額は、上記(9)の特例よりも少なくなるため、マンション建替
事業の施行区域が上記(9)の対象地域に含まれていない場合に、本特例の適用の可否を検討することに
なる。
＜適用条件＞
この特例の適用が受けられる条件は以下のとおりである。
①譲渡資産の範囲（租税特別措置法 37 条①十六）
・国内にあること
・事業（事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価
を得て継続的に行われるものを含む）の用に供していること
・土地（土地の上に存する権利を含む）、建物又は構築物であること
・譲渡年 1 月 1 日現在の所有期間が 10 年を超えていること
21 三）
②買換資産の範囲（租税特別措置法 37 条①十六、②、租税特別措置法施行令 25 条③、○

・国内にあること
・土地（土地の上に存する権利を含む）、建物・構築物又は機械装置であること
・取得原因が、贈与、交換、代物弁済でないこと
・土地等については、譲渡資産の土地等の面積の 5 倍以下の部分の面積に限る
23 ）
③買換資産の取得時期等（租税特別措置法 37 条③、④、租税特別措置法施行令 25 条○

・譲渡年の前年 1 月 1 日から、譲渡年の翌年 12 月 31 日までの間に取得すること
（ただし、工場等の敷地の造成及び工場等の建設移転に要する期間が通常 1 年を超える場合等に
は、譲渡年の 2 年前から、所轄税務署長の承認により最長で譲渡年の 3 年後までの取得でも可）
・買換資産を、取得日から 1 年以内に事業の用に供すること
＜適用を受けるための手続＞
特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要である。
①確定申告書に本特例の適用を受ける旨を記載すること
②確定申告書に以下の書類を添付すること
・譲渡所得の内訳書（計算明細書）
・買換え資産を取得したことを証明する登記簿謄本等
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＜特例の内容＞
特定の事業用資産の買換え特例の適用を受けた場合には、譲渡所得に対する課税の一部は繰り延べら
れ、買換え資産の取得価額については一定の調整が行われる。
１）譲渡資産の譲渡価額＞買換え資産の取得価額

の場合

（租税特別措置法 37 条の 3①一、租税特別措置法施行令 25 条⑤、25 条の 2④）
①譲渡所得の金額の計算の基礎となる収入金額及び取得費・譲渡費用
(算式)
収入金額＝譲渡資産の譲渡価額－買換え資産の取得価額×80％
上記の「収入金額」
取得費・譲渡費用＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×
譲渡資産の譲渡価額
②買換資産に付すべき取得価額
(算式)
買換資産の取得価額＝
（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×

買換資産の実際の取得価額×80％
譲渡資産の譲渡価額

＋買換資産の実際の取得価額×20％
２）譲渡資産の譲渡価額≦買換え資産の取得価額

の場合

（租税特別措置法 37 条の 3①二・三、租税特別措置法施行令 25 条④、25 条の 2⑤）
①譲渡所得の金額
譲渡所得の金額＝譲渡資産の譲渡価額×20％－（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×20％
②買換資産に付すべき取得価額
(算式) 買換え資産の取得価額
＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×80％
＋（買換え資産の実際の取得価額－譲渡資産の譲渡価額×80％）
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＜譲渡所得に係る主な特例措置の比較＞
譲渡所得
に関する
概要
特例措置

所有
期間
の要件

居住
状況
の要件

譲渡のみで適用

居住財産
の譲渡
（その
１）
（措法
35 条）

居住用の家屋とその敷地
を譲渡した場合、課税譲渡
所得は譲渡益から 3,000
万円を控除

制限
なし

自己居
住して
いるこ
とが必
要

居住用財
産の譲渡
（その
２）
（措法
31 条の
3）

居住用の家屋と敷地の譲
渡で、その所有期間が 10
年を超える場合は、譲渡益
から 3,000 万円を控除し、
特別の軽減税率

家屋と
土地の
所有期
間が 10
年以上

自己居
住して
いるこ
とが必
要

収用・公
社等によ
る土地買
取り等
（措法 33
条の 4）

買換えにより適用

特定住宅
地造成事
業のため
の譲渡
（措法 34
条の 2）
優良住宅
地等のた
めの譲渡
（措法 31
条の 2）
特定の居
住用財産
の買換え
特例（措
法 36 条
の 6）

収用及び地方住宅供給公
社等が 50 戸以上の一団地
の賃貸・分譲住宅を建設す
るための土地買取りの場
合等は、課税譲渡所得は譲
渡益から 5,000 万円を控
除
地方住宅供給公社等によ
って、住宅の建設又は宅地
の造成を目的とする事業
用地として買い取られる
場合、課税譲渡所得は譲渡
益から 1,500 万円を控除
優良住宅地等のための譲
渡に相当する場合、軽減税
率が適用される。

一定の要件を満たす居住
用財産を売って、代わりの
居住用財産に買い換えた
ときは、買い換えた金額に
相当する部分の譲渡がな
かったものとする。
譲渡資産を売却し、等価交
立体買換 換により 3 階以上の中高
えの特例 層耐火共同住宅を買い受
（措法 37 けた場合、買い換えた金額
条の 5） に相当する部分の譲渡が
なかったものとする。
特定事業 長期所有の譲渡資産を売
用資産の 却し、一定の資産を買い受
買換えの けた場合、買い換えた金額
特例（措 のうち一定部分の譲渡が
法 37 条） なかったものとする。

事業者
の制限

制限
なし

制限
なし

居住
所有者
の利用

制限
なし

制限
なし

不在
所有者
の利用
原則利
用不可
(不在 3
年以内
なら
可)
原則利
用不可
（不在
3 年以
内なら
可）

転出者
の利用
利用可
（左記
居住条
件によ
る）
利用可
（左記
居住条
件によ
る）

制限
なし

制限な
地方住
し（非居
宅供給
住でも
公社等
利用可）

制限
なし

利用可

利用可

制限
なし

地方住
制限な
宅供給
し（非居
公社・
住でも
建替組
利用可）
合等

制限
なし

利用可

利用可

制限
なし

制限な
し（非居
住でも
利用可）

制限
なし

制限
なし

利用可

利用可

利用
不可

地区外
物件で
利用可

10 年超

10 年以
上居住

制限
なし

10 年以
上居住
(10 年
超所
有)

制限
なし

制限な
し（従前
の利用
居住状
況や用
途不問）

制限
なし

制限
なし

利用可

利用
不可

10 年超

事業用
(賃貸
用)に限
定

制限
なし

(事業
用･賃
貸用限
定)

利用可

地区外
物件で
利用可
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Ａ－２

法人の土地建物等の譲渡に対する課税と特例措置

法人が各事業年度において土地建物等を譲渡した場合には、その譲渡による利益をその事業年度の他
の所得と合算した上で、法人税、住民税、事業税が課税される。
区分所有権及び敷地利用権を有する法人が、マンション建替えに伴い、土地建物等を譲渡した場合に
適用される特例措置は、以下の通りである。
○マンション建替事業の不参加者の場合（権利を買取られて転出する場合）
①マンションの建替えの円滑化等に関する法律 15 条 1 項若しくは 64 条 1 項若しくは 3 項の請求又
は同法 56 条 1 項の申出に基づくマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲
渡に係る土地等が当該事業の用に供される場合、５％の土地譲渡益重課の適用をしない（租税特
別措置法 62 条の 3④九）
②施行マンションが既存不適格建築物に該当し、かつ、施行再建マンションの延べ床面積が施行マ
ンションの延べ床面積以上であるマンション建替事業の施行者に対して、隣接施行敷地である土
地等を譲渡する場合で、その土地等がマンション建替事業の用に供されるときは、５％の土地譲
渡益重課の適用をしない（租税特別措置法 62 条の 3④九）
③やむを得ない事情によりマンション建替組合等に買取られて転出する場合には 1,500 万円特別控
除の適用がある（租税特別措置法 65 条の 4①二十二）
32 ）
※やむを得ない事情（法人税法施行令 39 条の 5○

法人の有する施行マンションが、都市計画法上の地域地区の用途制限につき既存不適格である
ことにつき、施行者が審査委員の過半数の同意を得た場合
④その他、マンション建替事業特有の特例ではないが、個人の場合の(2)地方住宅供給公社等が一
定の分譲住宅建設のための土地等の買取りを行なう場合の特別控除の特例（☞資 123）、(10)特定
の事業用資産の買換えの特例（☞資 130）と同様の特例が設けられている。
○マンション建替事業の参加者の場合（権利変換等による場合）
①施行マンションに関する権利及びその敷地利用権に係る権利変換により、施行再建マンションに
関する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権を取得した場合、圧縮記帳により課税
の繰り延べをはかることができる（租税特別措置法 65 条①六）
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Ａ－２－１

法人税

１．法人税の税率
各事業年度の所得金額に次の税率を乗じて計算する。
（法人税法 66 条、租税特別措置法 67 条の 2、
68 条、負担軽減措置法 16）
＜法人税の税率＞
区分

大法人※１

年 800 万円以下の部分の金額

協同組合等の法人※３

22％※４

30％

年 800 万円超の部分の金額
※１

中小法人※２

30％

22％※４

大法人とは、普通法人のうち当期末における資本の金額又は出資金額が 1 億円を超える法人及び
相互会社をいう。

※２

中小法人とは、普通法人のうち当期末における資本の金額又は出資金額が 1 億円以下の法人、資
本又は出資を有しない法人及び人格のない社団等をいう。

※３

協同組合等の法人とは、協同組合等、公益法人等及び特定の医療法人をいう。なお、特定の協同
組合等で、年 10 億円を超える所得に対しては、26％の税率となる。

※４ 中小法人の年 800 万円以下の部分の金額又は協同組合等の法人に係る税率は、平成 22 年 3 月 31
日までに終了する事業年度においては 18％となる。
２．法人の土地譲渡益重課制度
法人の土地譲渡による譲渡益に対しては、通常の法人税のほか、5％の税率における追加課税が行
われる（租税特別措置法 62 条の 3）。（なお、短期譲渡益については 10％の税率・租税特別措置法 63
条）
ただし、平成 10 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日までの間に行われた譲渡については、重課そ
のものの適用はない（租税特別措置法 62 条の 3⑬、63 条⑦）。

Ａ－２－２

住民税

法人の住民税には、道府県民税と市町村民税がある。東京都の特別区内に事業所等を有する法人は併
せて法人都民税となっている。
法人の住民税額は、所得金額に乗ずるのではなく、法人税額に次の税率を乗じて計算する（地方税法
51 条①、344 条の 6）。
＜法人税割の税率＞
区分

標準課税

制限課税

都道府県民税

5.0％

6.0％

市町村民税

12.3％

14.7％

合

17.3％

20.7％

計
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Ａ－２－３

事業税

法人の事業税は、各事業年度の所得金額に次の税率を乗じて計算する（地方税法 72 の 24 の 7①⑦、
地方税法附則 40⑩、9 の 2②）。
＜外形標準課税の適用を受ける法人の所得割に対する事業税の税率＞
区分

標準税率

年 400 万 円 以 下 の 所 得 の 部 分

1.5％

年 400 万円超 800 万円以下の所得の部分

2.2％

年

2.9％

800 万 超 の 所 得 の 部 分

制限税率
標準税率×1.2

＜特別法人の事業税の税率＞
区分

標準税率

年 400 万円以下の所得の部分

2.7％

年 400 万円超の所得の部分

3.6％

制限税率
標準税率×1.2

＜上記以外の法人の事業税の税率＞
区分

標準税率

年 400 万 円 以 下 の 所 得 の 部 分

2.7％

年 400 万円超 800 万円以下の所得の部分

4.0％

年

5.3％

800 万 超 の 所 得 の 部 分

制限税率
標準税率×1.2

※外形標準課税の適用を受ける法人とは、資本金１億円超の法人その他一定の法人をいう。
※特別法人とは、農業協同組合、中小企業等協同組合等の各種の協同組合、医療法人等をいう。
※３以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人のうち資本の金額又は出資金額が 1,000 万円以
上であるものについての標準税率は所得の多寡にかかわらず一律 2.9％（外形標準課税の適用を受け
る法人）、3.6％（特別法人）、5.3％（その他の法人）となる。
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Ｂ

不動産の取得に関する課税

不動産を新たに取得したときには不動産取得税が課税される。不動産取得税は、都道府県税で、原則
として取得後一定期間内に本人が役所に申告もしくは報告することになっている（実務上は、都道府県
が不動産の取得を把握した後、取得者に申告書を送付して申告を促すことが多い）。マンション建替え
においては、新建物の取得と、土地を一旦事業者に譲渡する手法を用いた場合や権利変換時の土地の再
取得に課税される。
自己居住区分所有者等が住宅及び住宅用土地を取得した場合と、店舗・事務所等の区分所有者が事業
用土地（住宅の用に供するものを除く）を取得した場合とでは、税率や適用可能な軽減措置が異なる。
また、一定面積以上の土地を取得した場合には特別土地保有税が課せられるが、平成 15 年以後に取
得した土地については、課税が停止されている（地方税法附則 31 条）。

Ｂ－１

住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税と軽減措置

マンション建替えに伴い権利を買取られて転出した者が新たに住宅及び住宅用土地を取得した場合、
又は、マンション建替えに参加し、権利変換等により施行再建マンションに関する権利又は当該施行再
建マンションに係る敷地利用権を取得した場合等に課せられる不動産取得税は、以下の通りである。
１．住宅を取得した場合
（１）原則税額（地方税法 73 条の 21①②、73 条の 15、地方税法附則 11 の 2①）
建物評価額×３％（平成 24 年 4 月 1 日以降の取得については４％となる予定）
（建物評価額は固定資産税評価額。ただし、新築住宅などで固定資産税評価額がない場合には都道
府県知事が決定。）
（２）新築住宅及び既存住宅に係る課税標準の特例（地方税法 73 条の 14①）
１）新築住宅を取得した場合の特例（1,200 万円控除）
建替え参加者が再建マンションを取得した場合、又は建替え不参加者が新築住宅を取得した場合
で、以下の要件を満たす家屋を取得したときは、建物評価額から 1,200 万円が控除される。
税額＝（建物評価額－1,200 万円）×3％
＜適用要件＞（地方税法施行令 37 の 16）
住宅の面積（マンションの場合、床面積と共用部分の按分面積を加えた面積）が 50 ㎡（貸家は
40 ㎡）以上 240 ㎡以下の住宅
２）既存住宅を取得した場合の特例（地方税法 73 条の 14③）
建替え不参加者が既存住宅を取得した場合、住宅価格から一定額を控除した額が課税標準とされ
る。
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＜適用要件＞（地方税法施行令 37 の 18）
①住宅の面積（マンションの場合、床面積と共用部分の按分面積を加えた面積）が 50 ㎡（貸家に
ついても 50 ㎡）以上 240 ㎡以下の住宅
②登記簿上の構造が S 造、RC 造、SRC 造の家屋については取得日において築 25 年以内、その他構
造の家屋については昭和 57 年 1 月 1 日以後に新築されたものであること、又は、昭和 56 年導入
の新耐震基準に適合している旨の証明がされたものであること。
③その家屋は、取得した個人が自己の居住の用に供したものであること。
＜住戸 1 戸当たりの控除額＞
既存住宅が新築された日に応じて、控除額が以下のように異なる。
新築された日

住宅 1 戸当たり控除額

平成 9 年 4 月 1 日以降

1,200 万円

平成元年 4 月 1 日～平成 9 年 3 月 31 日

1,000 万円

昭和 60 年 7 月１日～平成元年 3 月 31 日

450 万円

昭和 56 年 7 月 1 日～昭和 60 年 6 月 30 日

420 万円

昭和 51 年 4 月 1 日～昭和 56 年 6 月 30 日

350 万円

２．住宅の敷地を取得した場合
一定の要件を満たす場合は以下のような特例措置が適用できる。
（１）課税標準額の特例（地方税法附則 11 条の 5）
地目が宅地である土地の取得が平成 15 年１月１日から平成 24 年 3 月 31 日までの間に行われた場
合には、課税標準を土地の価格の 2 分の 1 とする特例措置がある。
（２）住宅用地を取得した場合の特例
（新築住宅及び既存住宅の敷地の用に供される土地の取得に対する不動産取得税の減額特例）
以下のいずれかの要件に該当する場合には、「住宅減額」が受けられる。住宅減額は、上記で求め
た税額から、下記①、②のうちいずれか多い方の額が控除される。
（地方税法 73 条の 24、地方税法施
行令 39 条の 2 の 4、地方税法附則 11 条の 2②）
①4 万 5 千円
②（１㎡当たりの土地評価額）×1／２×住宅床面積の２倍（※）×3／100
※200 ㎡が限度。また床面積は、戸建て住宅は一戸の床面積、マンションは共用部分の按分面積
を加えない一区画の床面積とする。
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＜適用条件＞
A．土地の上に住宅が新築された場合
要件

新築した住宅の要件

① 土地を取得した日から 2 年（土地取得日が平成 16 年 4 月 1 日か 床面積（マンションの場合、床
ら平成 22 年 3 月 31 日までの場合には、原則 3 年、ただし 100 面積と共用部分の按分面積を
戸以上の共同住宅で都道府県知事がやむを得ないと認めた場 加えた面積）が 50 ㎡（貸家は
合には 4 年）以内に住宅を建築した場合

40 ㎡）以上 240 ㎡以下である

② 借地して住宅を新築した者が、その新築の日から 1 年以内にそ こと。
の土地を取得した場合
B．新築未使用住宅と土地を取得した場合
住宅の新築時期
土地取得前
1 年以内

要件

新築未使用住宅の要件

・新築未使用住宅とその土地を新築後 1 年以 ・床面積が 50 ㎡（貸家は 40 ㎡）
内に取得したとき（土地と建物を同時取得
したかどうかは問わない）

以上 240 ㎡以下であること。
・新築住宅でまだ人の居住の用
に供されたことのないもの

C．中古住宅（自己居住用）とその土地を取得した場合
要件

中古住宅の要件

次のいずれかの場合

次のすべての要件を満たすこと

①土地と中古住宅を同時に取得したとき

①自己の居住用として取得すること

②土地を取得してから 1 年以内に中古住宅を ②床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下であること
取得したとき
③土地を取得する日前 1 年以内に中古住宅を
取得していたとき
＜注＞
適用条件を満たす住宅と土地であれば、住宅の床面積の 2 倍（1 戸あたり 200 ㎡を限度）までの面
積の土地については、不動産取得税がかからないことになる。
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Ｂ－２

事業用家屋及び事業用土地を取得した場合の不動産取得税と軽減措置

店舗・事務所等の区分所有者が（住宅の用に供しない）事業用の権利及び事業用土地を取得した場合
の不動産取得税については以下の通りである。
１．事業用の床（店舗・事務所等）を取得した場合
不動産取得税額は以下の通りである（平成 24 年 4 月 1 日以降の取得については４％となる予定）。
税額 ＝ 課税標準（不動産の価格）×3％
２．事業用土地を取得した場合
（１）課税標準額の特例（地方税法附則 11 条の 5）
地目が宅地である土地の取得が平成 15 年１月１日から平成 24 年 3 月 31 日までの間に行われた
場合には、課税標準を土地の価格の 2 分の 1 とする特例措置がある。
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Ｃ．

建物の保有に係る税金

Ｃ－１

固定資産税

不動産（土地・建物）の所有には固定資産税がかかる。従前のマンションにも課税されていたもので
あるが、建替え後には税額が大きく異なるものと考えられる。例えば、建替えによって土地の持分が減
少する場合には、土地にかかる固定資産税はこれまでよりも少なくなるが、建物が新しくなるため、建
物にかかる税額は大きくなる。
固定資産税は、毎年１月１日の時点での所有者に対し、各市区町村の固定資産課税台帳に記載されて
いる固定資産に毎年課税される（地方税法 342 条①、343 条①、359 条①）。
固定資産税の標準税率は 1.4％であるが、市町村により税率は異なる場合がある。また、土地・建物
両方に一定の軽減措置が設けられている。
＜固定資産税と軽減措置＞
土地
税額

建物

評価額×1.4％（標準税率）

評価額×1.4％（標準税率）

（税率は市町村により変わる）

（税率は市区町村により変わる）

（住宅用地の課税標準の特例

地 （新築住宅の固定資産税の減額

地方税法附則 15 条

方税法 349 条の 3 の 2①②、地方 の 6①②、地方税法施行令附則 12 条①②）
軽減措置
の

税法施行令 52 条の 11①②）

①平成 22 年 3 月 31 日までに新築されたもの

１月１日現在で住宅が建っている ②家屋の総床面積の 50％以上が居住用であること
土地であること

適用条件

③床面積と共用部分の接分面積を加えた面積が 50 ㎡
（貸家については、平成 17 年 1 月 1 日以前新築分
35 ㎡、同年 1 月 2 日以降新築分は 40 ㎡）以上 280
㎡以下

住宅用地の評価額を、住宅１戸当 新築後、床面積 120 ㎡までの部分に関して、マンショ
たりの敷地面積 200 ㎡までは 1／6 ン（中高層耐火建築物）は 5 年間、税額を 1／2 に軽減
軽減措置

に、200 ㎡を超え、住宅の床面積 する
の 10 倍までの部分の土地につい
ては 1／3 に、それぞれ軽減する

備考

その他、宅地等に対する負担調整 マンション以外等の非耐火の新築住宅については、新
措置が設けられている

築後 3 年間の軽減となる
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Ｃ－２

都市計画税

都市計画法で定められた市街化区域内にある土地、建物に対して、都市計画税が課せられる。
土地に対する課税額に軽減措置が設けられているが、軽減措置を受けるためには自ら市区町村役所に申
告しなければならない。標準税率は固定資産課税台帳に記載されている評価額に条例で定められている
税率を掛けた額になる（ただし 0.3％が上限）。
＜都市計画税と軽減措置＞
土地
税額

建物

評価額×0.3％（最大、地方税法 702 条の 4）

評価額×0.3％（最大、地方税法

（税率は市区町村により変わる）

702 条の 4）
（税率は市区町村により変わる）

軽減措置
の
適用条件

（住宅用地の課税標準の特例

地方税法 702 条の 3① なし

②、地方税法施行令 52 条の 11①②）
１月１日現在で住宅が建っている土地であること
住宅用地の評価額を１戸当たりの敷地面積 200 ㎡まで 原則としていないが、市区町村に

軽減措置

は 1／3、200 ㎡を超え、住宅の床面積の 10 倍までの部 よってはある場合もある
分は 2／3 に減額する
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Ｄ．

契約に係る印紙税

（１）売買・請負契約書の作成時の印紙税
印紙税は契約書の作成の際に課税される税金であり、建設工事請負契約や不動産売買契約時に必要と
される（印紙税法 2 条）。税額は契約書に記載されている金額によって変わり、原則として契約書作成
時に金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税する（印紙税法 7 条、8 条①②）。
なお、請負契約時及び売買契約時の印紙税については、契約書に記載された契約金額が 1,000 万円を
超えるものについては、平成 23 年 3 月末まで軽減措置がとられている。税額は以下のとおりである。
＜印紙税（不動産売買契約書・建設工事請負契約書）（印紙税法別表第一、租税特別措置法 91 条）＞
契約書の記載金額
記載金額のない契約書
10 万円以下

不動産売買

建設工事請負

契約時の税額

契約時の税額

200 円

200 円

200 円

10 万円超 50 万円以下

400 円

50 万円超

１千円

100 万円以下

300 万円以下

300 万円超

500 万円以下

500 万円超

1000 万円以下

200 円
200 円

200 円

400 円
１千円

100 万円超 200 万円以下
200 万円超

ローン契約時の税額

400 円
２千円

１千円

２千円

２千円
１万円

１万円

１万円

1000 万円超

5000 万円以下

１万５千円

１万５千円

２万円

5000 万円超

１億円以下

４万５千円

４万５千円

６万円

８万円

８万円

１０万円

５億円超 10 億円以下

１８万円

１８万円

２０万円

10 億円超

３６万円

３６万円

４０万円

５４万円

５４万円

６０万円

１億円超

５億円以下

50 億円以下

50 億円超
（２）ローン契約書作成時の印紙税

ローン契約時の印紙税は軽減措置が適用されないため、税額は売買契約の場合よりも高くなる。
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Ｅ．

主な登記と登録免許税

（１）マンション建替えに伴う主な登記と登録免許税
１）抵当権の抹消登記
借入金を返済するなどして、担保をはずすときに行う登記。現建物を取り壊す前に、抵当権を抹消
しておく必要がある。
＜必要書類＞
抵当権の抹消登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・抵当権または根抵当権等の担保権を設定したときの登記済証書（金銭消費賃借契約証書と兼ねる
場合あり。）
・司法書士への委任状（抵当権者の記名捺印、抵当権者が法人の場合は資格証明書）
・登記原因証書（抵当権を抹消する原因となった債務の弁済の旨や根抵当権の解除の旨が記載。そ
の日付や物件の表示などを記載し、抵当権者が記名捺印したもの。）
＜登録免許税＞
・抹消登記にかかる登録免許税の額は、不動産の物件一つにつき 1,000 円。ただし、同一の申請書
により２０を超える物件については、物件の数にかかわらず、申請１件につき 20,000 円。
＜その他経費＞
・司法書士の報酬料
２）建物滅失登記
建物を取り壊したときや建物が滅失してなくなった場合に行う登記。滅失登記がされると登記簿は
閉鎖される。
＜必要書類＞
建物滅失登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・建築会社等の取毀証明書、印鑑証明書、資格証明書
・土地家屋調査士への委任状（印鑑証明書、法人の場合は資格証明書）
・電力会社の電灯撤去証明書（必要としない登記所もある）
＜登録免許税＞
・登録免許税は必要なし。
＜その他経費＞
・土地家屋調査士の報酬料
３）区分所有建物表示登記
不動産の登記簿は、表題部と呼ばれる不動産の形状・現況に関する欄と、その所有権を記載した欄（甲
区）と、所有権以外の権利を記載した欄（乙区）との三つからなっており、この最初の欄の部分が表示
の登記である。表示の登記をすることにより、登記簿が起こされる。
建物を新築した場合、１ケ月以内に建物表示の登記申請をすることが義務付けられている。区分所有
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建物の表示登記の申請については、新築により専有部分の所有権を原始的に取得した者（分譲業者等）
のみが、その表示の登記を申請する義務を負う。区分所有建物の場合、一棟の建物全体の表示と各専有
部分の表示を必ず併記し、また、敷地権の目的たる土地の表示及び敷地権の表示をしなければならない。
イ．一棟建物の表示
・「一棟の建物の表題部」に、一棟の建物の所在、建物の番号、構造、床面積、原因及びその日付を
記載する。
ロ．区分した建物（専有部分）の表示
・
「専有部分の表題部」に、家屋番号、建物の番号、主たる建物又は附属建物、種類、構造、床面積、
原因及びその日付を記載する。
・専有部分の表示の登記の申請は、その一棟の建物に属するすべての専有部分について同時に一括し
て行わなければならない。
ハ．敷地権の表示
・専有部分とこれに対応する敷地利用権は、原則として分離して処分することができない（区分所有
法 22 条①③）。
・専有部分の登記用紙及び建物の敷地の登記用紙の双方に両者の一体性を公示し、一体的にされる処
分の登記については、専用部分の登記用紙のみにすれば足りる。
①敷地権の目的たる土地の表示
・「一棟の建物の表題部」に、敷地権の目的たる土地の表示（土地の符号、所在及び地番、地目、
地積、原因及びその日付）を記載する。
②専有部分についての権利に関する登記
・専有部分と分離処分できない敷地利用権として登記された敷地権については、「専有部分の表題
部」に、敷地権の表示（土地の符号、敷地権の種類（所有権、地上権又は賃借権の別）、敷地権
の割合（持分）、原因及びその日付）を記載する。
・敷地権の表示を登記した専有部分の登記用紙には、一体的にされた処分の登記のみがされる。
（専
有部分のみの所有権の移転の登記及び専有部分のみを目的とする抵当権の保存又は設定の登記
等はすることができない。）
・敷地権の表示を登記した専有部分について、所有権（甲区）、抵当権・賃借権等の所有権以外の
権利（乙区）に関する登記を申請する場合には、申請書に敷地権の表記をも掲載しなければなら
ない。この申請に基づいて専有部分についてなされた登記は、敷地権についても同一の登記原因
による相当の登記としての効力を有する。
ニ．敷地の登記
①敷地権たる旨の登記
・専有部分の表題部に敷地権の表示登記をした場合は、土地の登記用紙の相当区（甲区・乙区）事
項欄に、登記官が職権で敷地権たる旨の登記を行う。
・この登記はその権利が敷地権である旨及びその敷地権の表示を登記した建物を特定するに足る事
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項等を記載して、主登記でなされる。これにより、建物敷地の登記用紙にも一体性が公示される。
②敷地についての権利に関する登記
・敷地権たる旨の登記がされたときは、建物の敷地の登記用紙には、敷地権の移転の登記及び敷地
権を目的とする抵当権の保存又は設定の登記はなされない。これらの登記は全て、専有部分の登
記用紙への登記をもって賄われる。
ホ．区分建物共用部分たる登記
・規約によって共用部分（法定共用部分を除く）とするものについては、規約証明書を添付して区分
建物共用部分たる旨の登記を行う。
＜必要書類＞
建物の表示登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・建築確認通知書
・建築会社等の（所有権証明書として）建物建築請負契約書
・検査済証等
・建物各階平面図、建物図面（土地家屋調査士作成）
・土地家屋調査士への委任状（委任状が法人の場合は資格証明書、個人の場合は住民票抄本）
＜登録免許税＞
・登録免許税は必要なし。
＜その他＞
・土地家屋調査士の報酬料
４）所有権保存登記
建物表示登記の完了後に、はじめてする所有権の帰属（甲区）に関する登記。取得したマンション
が自分のものであることを証明するために行う登記である。
建物を新築した場合には、上の建物の表示登記申請と同時に、所有権保存登記の申請をしておくの
が便宜である。なお、区分所有権建物については、所有権保存登記の特例があり、表題部分に記載さ
れた所有者（専有部分の表示登記を行った原始取得者）の作成した証明書により、その者から所有権
を取得したことを証明した者は、直接自己名義で所有権保存の登記を申請することができる。
＜必要書類＞
建物の保存登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・住民票抄本（法人の場合は資格証明書）
・法務局の認定価格表によるときは添付書類は不要（課税台帳に登録されているときは固定資産評
価証明書）
・司法書士への委任状（代理の場合）
・住宅用家屋証明書（一定の要件を満たした建物の登記免許税が減額される。）
＜登記免許税＞
・登記免許税の額は、建物の評価額（固定資産税課税台帳に記載されている金額）の 0.4％（平成
18 年 3 月 31 日までに受ける登記は 0.2％）である（登録免許税法別表第一、租税特別措置法 72
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条①）が、住宅特例により一定の軽減措置が設けられている（→0.15％に軽減）。
＜軽減措置の適用条件（租税特別措置法 72 条の 2、租税特別措置法施行令 41 条）＞
①床面積が登記簿面積で 50 ㎡以上であること
②平成 23 年 3 月 31 日までに取得した自分が住むための住宅であること
③取得してから１年以内に登記すること
＜その他経費＞
・司法書士の報酬料
５）所有権移転登記
既に登記済みの不動産を取得したときに行う登記。買主と売主が共同で申請するのが原則である。
＜必要書類＞
所有権移転登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・不動産売渡証などの原因証書または申請書副本
・登記済権利証
・売主の印鑑証明書／買主の住所証明書（住民票）
・司法書士への委任状（代理の場合）
・固定資産評価証明書
＜登録免許税＞
イ．土地の所有権移転登記にかかる登録免許税
・土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の額は以下のとおり（登録免許税法別表第一、租税
特別措置法 72 条①）。
土地の評価額× 2％（平成 23 年 3 月 31 日までに受ける登記は 1％）
（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までに受ける登記は 1.3％）
（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までに受ける登記は 1.5％）
ロ．住宅の所有権移転登記にかかる登録免許税
・個人が平成 23 年 3 月 31 日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、自らの居住
の用に供した場合で、取得後１年以内に受ける所有権の移転登記については、一定の軽減措置
が設けられている（租税特別措置法 73 条）。税率→0.3％
住宅(上物)の評価額×0.3％
※軽減措置適用のための家屋の要件（租税特別措置法 73 条、租税特別措置法施行令 42 条、租税
特別措置法施行規則 25 条の 2②）
①床面積が 50 ㎡以上であること
②平成 23 年 3 月 31 日までに取得した自分が住むための住宅であること
③取得原因は売買又は競落であること
④登記簿上の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、Ｓ造、ＲＣ造、ＳＲＣ造の
家屋においては、取得日において築 25 年以内、その他構造の家屋については昭和 57 年 1 月
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1 日以後に新築されたものであること、又は、昭和 56 年導入の新耐震基準に適合している旨
の証明がされたものであること
⑤取得してから原則として１年以内に登記すること
＜その他経費＞
・司法書士の報酬料
６）抵当権の設定登記
ローンを組んで住宅を取得する場合、取得する物件を担保にするのが一般的であるが、物件を担保に
するには抵当権を設定しなければならない。原則として抵当権者(債権者)と抵当権設定者（債務者）が
共同申請する。
＜必要書類＞
抵当権の設定登記の申請に必要な書類は次のとおり。
・登記原因証書
・登記済証、印鑑証明書
・司法書士への委任状（抵当権者の記名捺印、抵当権者が法人の場合は資格証明書）
＜登録免許税＞
・抵当権設定登記の登録免許税の額は、現在、一定の軽減措置が設けられている（債権額の 0.4％
→0.1％）。
＜登録免許税と軽減措置＞
登記

税額

軽減措置

抵当権設定登記

債権額（借入額）×0.4％

債権額（借入額）×0.1％

＜軽減措置の適用条件（租税特別措置法 74 条、租税特別措置法施行令 42 条の 2）＞
①床面積が登記簿面積で 50 ㎡以上であること
②平成 23 年 3 月 31 日までに自分が住むための住宅を新築若しくは増築、又は新築後未使用家屋若
しくは上記５）のロ④の要件に該当する既存家屋を取得すること
③②の新築・増築・取得に係る借入れの担保を目的とする抵当権の設定であること
④新築若しくは増築又は取得してから１年以内に登記すること
＜その他経費＞
・司法書士の報酬料
（２）登録免許税の非課税措置
マンション建替えに係る主な登記は上記のとおりであるが、マンションの建替えの円滑化等に関する
法律の制定に伴うマンション建替事業に係る特例措置として、マンション建替事業の施行者が、平成 24
年 3 月 31 日までの間に建替事業の施行に伴い受ける次の登記に対する登記免許税を非課税とする。
＜建替え合意者以外の区分所有者に対する売渡請求時における特例＞
・マンション建替え法 15 条①の売渡し請求により、建替組合が取得する区分所有権又は敷地利用権
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の取得の登記の非課税（租税特別措置法 75 条①二）
＜権利変換手続開始の登記に関する特例＞
・施行者が行う権利変換手続開始の登記の非課税（租税特別措置法 75 条①一）
＜権利変換計画に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求時における特例＞
・マンション建替え法 64 条①の売渡し請求若しくは同条③の買取申出により建替組合が取得する区
分所有権又は敷地利用権の取得の登記の非課税（租税特別措置法 75 条①二）
また、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく権利変換手続きによる権利の変換に伴い
必要となる登記を一括して申請することができる不動産登記法の特別措置を講じるとともに、以下の特
例措置を設ける。
＜権利変換の登記に関する特例＞
・権利変換後の土地に関する権利について必要な登記は非課税（従前資産価額対応分に限る。参加組
合員が取得するものを除く。）（租税特別措置法 75 条①三、施行令 42 条の 3①②）

その他の主な特例措置
マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく施行者（建替組合）の認可及び施行者の事業遂
行に関し、マンションの建替えの円滑化等に関する法律により、以下の特例措置が設けられている。
＜施行者に係る特例＞
①法人税・住民税
・建替組合の非収益事業所得に対する非課税（マンション建替え円滑化法 44 条、法人税法 7 条）
②消費税
・建替組合の資産の譲渡等の時期の特例（マンション建替え円滑化法 44 条、消費税法 60 条③）
・建替組合の仕入税額控除についての特例（マンション建替え円滑化法 44 条、消費税法 60 条④）
・建替組合の申告期限についての特例（マンション建替え円滑化法 44 条、消費税法 60 条⑧）
③事業税
・建替組合の非収益事業所得に対する事業税の非課税（地方税法 72 条の 5①八）
④事業所税
・建替組合の非収益事業に係る事業所税の非課税（地方税法 701 条の 34②）
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ࡎ ࿖߮ᣇ࿅ߪ▤ޔℂ⚵ว╬߇ᑪᦧ߃ߩߚߩᬌ⸛ࠍṖߦⴕ߁ߎߣ߇น⢻ߣߥࠆࠃ߁ޔᒰ
ᬌ⸛⾌↪ߦߟߡఝ⦟ᑪ▽‛╬ᢛᬺߩᵴ↪╬ߦࠃࠅᔅⷐߥᡰេߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
╙ਃ ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߘߩઁߩࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆᬺߩṖߥታᣉߦ㑐ߔࠆ㗄
㧝 ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߩᣉⴕ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
ࠗ ᑪᦧ߃⼏ᓟߦ߅ߡᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆᬺߩᣇᴺࠍṖ߆ߟㄦㅦߦቯߔࠆࠃ߁ദࠆߎߣߣߔ
ࠆޕ
ࡠ ᑪ‛ߩಽᚲ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔ᤘਃච৾ᐕᴺᓞ╙චภ㧕╙චਃ᧦╙྾㗄ߪࡑࡦ࡚ࠪࡦ
ߩᑪᦧ߃ߩṖൻ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔એਅޟᴺޕ߁ߣޠ㧕╙ච᧦╙৻㗄⧯ߒߊߪหᴺ╙ච྾᧦
╙৻㗄ߦⷙቯߔࠆᄁᷰ⺧᳞ᮭߩⴕߦᒰߚߞߡߪޔవⴕࠍෳ⠨ߣߔࠆߣߣ߽ߦޔክᩏᆔຬߩᗧ
ࠍ⡞ߊߎߣߥߤߦࠃࠅޔಽᚲᮭ߮ᢝ↪ᮭߩᤨଔࠍㆡᱜߦ⹏ଔߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ࡂ ᑪᦧ߃Ꮏᦼ㑆ਛߩዬߩ⏕ߦ㓙ߒߡޔㆡಾߥቛߩߞߖࠎߪឭଏߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
࠾ ዬⅣႺࠍᡷༀߔࠆߚߦࡑࡦ࡚ࠪࡦߩฦᚭߩᐥ㕙ⓍࠍჇ߿ߔ႐ว╬ߦߞߡߪޔ㓞ធߔࠆࠍ
㓞ធᣉⴕᢝߣߒߡࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߩၞߦ⚵ߺࠇࠆᣇᴺޔ㓞ធߔࠆࠍࠄ߆ߓᑪ‛
ߩಽᚲ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ╙᧦╙৻㗄ߦၮߠߊⷙ⚂ߦࠃࠆᢝߣߒߚߢᒰߩᮭ⠪߇ෳ
ട⚵วຬߣߒߡෳ↹ߔࠆᣇᴺ╬ߦࠃࠅޔߩวℂ⊛ߥ↪ࠍ࿑ࠅߟߟޔᑪᦧ߃ࠍṖߦⴕ߁ߎߣ
߇ᦸ߹ߒޕ
ࡎ ห৻ᢝߦሽߔࠆⶄᢙߩࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦᒰߚߞߡߪޔᢝߩⷙᮨ╬ࠍൊ᩺ߩޔᒰⶄᢙߩ
ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ৻ߩࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧ⚵วࠍ⸳┙ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔല₸⊛ߥᑪᦧ߃
ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡋ ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧ⚵วߩ⚵วຬߪࡦ࡚ࠪࡦࡑޔᑪᦧᬺߩṖߥታᣉߩߚࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧ⚵วߩㆇ
༡╬ߦⓍᭂ⊛ߦදജߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㧞 ࿖߮ᣇ࿅߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
ࠗ ࿖߮ᣇ࿅ߪޔ᳃㑆ᬺ⠪㧔ㆡಾߥ᳃㑆ᬺ⠪ߩෳട߇ᓧࠄࠇߥ႐วߪޔᣇቛଏ⛎
␠╬ߩ⊛ਥ㧕ߩኾ㐷⍮⼂߮⾗㊄ജߩᵴ↪ࠍ࿑ࠆߚޔෳട⚵วຬߩᐲߪಽᚲ⠪એ
ᄖߩ⠪߇ಽᚲ⠪ߩหᗧࠍᓧߡੱᣉⴕ⠪ߣߥࠆᐲߩ᥉ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡠ ࿖߮ᣇ࿅ߪߩࡦ࡚ࠪࡦࡑޔᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆᬺߦኻߒߡޔఝ⦟ᑪ▽‛╬ᢛᬺ߮ㇺ
Ꮢౣ↢ቛᐲߦࠃࠆഥޔቛ㊄Ⲣᡰេᯏ᭴ߦࠃࠆㇺᏒዬౣ↢Ⲣ⾗⚵ޔวౣ㐿⊒ଦㅴၮ㊄ߦࠃ
ࠆௌോ⸽ޔ⒢․╬ߩ⾗㊄㕙ߢߩ✚ว⊛ߥᡰេਗ߮ߦᛛⴚ⊛េഥߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡂ ࿖߮ᣇ࿅ߪޔ㜞㦂⠪╬ߩᑪᦧ߃⾗㊄ߩ⏕ࠍኈᤃߦߒߩߘޔᑪᦧ߃߳ߩෳടࠍᡰេߔࠆ
ߚޔቛ㊄Ⲣᡰេᯏ᭴ߦࠃࠆㇺᏒዬౣ↢Ⲣ⾗ߩ㜞㦂⠪ะߌᷣ․ᐲߩ᥉╬ߦദࠆߎߣ
ߣߔࠆޕ
࠾ ᣇ࿅ߪޔᎿᦼ㑆ਛߩዬߩ⏕ߦߟߡޔၞߩታᖱࠍ〯߹߃ߟߟޔ༡ቛ╬ߩ
⾓⾉ቛߩᵴ↪ߘߩઁߩᄙ᭽ߥᡰេߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡎ ᣇ࿅ߪߩࡦ࡚ࠪࡦࡑޔᑪᦧ߃ߩṖൻߩߚޔᔅⷐߦᔕߓޔᑪ▽ၮḰᴺ㧔ᤘੑචᐕᴺ
ᓞ╙ੑ⊖৻ภ㧕╙ච᧦ߩੑ╙৻㗄ߦⷙቯߔࠆࠊࠁࠆ✚ว⸳⸘ᐲ╬ߦࠃࠆኈⓍ₸㒢ߪ㜞
ߐ㒢ߩ✭ޔㇺᏒ⸘↹ᴺ㧔ᤘ྾චਃᐕᴺᓞ╙⊖ภ㧕ߦၮߠߊ⸘↹ᐲߩᵴ↪╬ߦࠃࠅ⦟ᅢ
ߥዬⅣႺࠍ⏕ߒߚߢߩ৻࿅ߩቛᣉ⸳ࠍቯߚㇺᏒ⸘↹ߩᑄᱛ╬ㆡಾߥኻᔕߦദࠆߎߣ
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ࡋ ࿖ߪࡦ࡚ࠪࡦࡑޔᑪᦧ⚵ว╬ߦࠃࠆᄁᷰ⺧᳞ᮭⴕߦᒰߚߞߡߩᤨଔߩ▚ቯၮḰߩ⏕ൻߦ⾗ߔࠆ
ࠃ߁ޔߩ㓸Ⓧߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
╙྾ ౣᑪࡑࡦ࡚ࠪࡦߦ߅ߌࠆ⦟ᅢߥዬⅣႺߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ㗄
㧝 ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߩᣉⴕ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
ࠗ ᬺ⸘↹ߩ╷ቯ╬ߦᒰߚߞߡߪޔᓥ೨ߩᐥ㕙Ⓧޔዬ⠪ߩᏪ᭴ᚑޔಽᚲ⠪ߩ⾗㊄ജ╬ࠍ✚ว
⊛ߦ⠨ᘦߒޔㆡಾߥᚭⷙᮨߣߔࠆࠃ߁ദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡠ ౣᑪࡑࡦ࡚ࠪࡦߦߟߡޔ⠴ਭᕈޔ⠴㔡ᕈࡈࠕࡃޔኻᔕޔ㒐‽ᕈ╬⦟ᅢߥዬⅣႺࠍ߃ߚ
߽ߩߣߥࠆࠃ߁ദࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࡂ ᏒⴝߩⅣႺߩะߦነਈߔࠆⓨ╬ࠍ߃ߚ߽ߩߣߥࠆࠃ߁ദࠆߎߣߣߔࠆޕ
࠾ ᔅⷐߦᔕߓޔ⢒ᚲ߁ⴕࠍࠬࡆࠨ⼔ޔᣉ⸳ߘߩઁࡑࡦ࡚ࠪࡦߩዬ⠪ߩ↢ᵴࠍᡰេߔࠆᣉ⸳ߩ
૬⸳ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
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㩷
㧞 ࿖߮ᣇ࿅߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷 ࠗ ࿖߮ᣇ࿅ߪ⦟ޔᅢߥዬⅣႺࠍഃߔࠆఝ⦟ߥࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦ㑐ߔࠆᬺߦߟ
ߡߪޔఝ⦟ᑪ▽‛╬ᢛᬺߩᵴ↪╬ߦࠃࠅᔅⷐߥᡰេߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ࡠ ᣇ࿅ߪޔᏒⴝߩⅣႺߩᢛᡷༀߦ⾗ߔࠆⓨ╬ࠍ߃ࠆߥߤఝ⦟ߥࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃
ߦ㑐ߔࠆᬺߦߟߡߪޔᑪ▽ၮḰᴺ╙ච᧦ߩੑ╙৻㗄ߦⷙቯߔࠆࠊࠁࠆ✚ว⸳⸘ᐲ╬ᑪ
㩷
▽ⷙߩ․ᐲߩⓍᭂ⊛ᵴ↪ߦࠃࠅᔅⷐߥᡰេߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷
╙ ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃߇ⴕࠊࠇࠆ႐วߦ߅ߌࠆᓥ೨ߩࡑࡦ࡚ࠪࡦߦዬߒߡߚ⾓୫ੱ߮ォ
㩷
ಽᚲ⠪ߩዬߩቯߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ㗄
㩷 㧝 ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߩᣉⴕ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧᬺߩᣉⴕ⠪╬ߪޔઍᦧቛߩ⏕ߦ㓙ߒߡޔࠎߖߞߩߘޔᖱႎឭଏ╬ߦࠃࠅ⾓
㩷
୫ੱ߮ォಽᚲ⠪ߩዬߩቯߦദߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㩷 㧞 ࿖߮ᣇ࿅߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷 ࠗ ᣇ࿅ߪޔၞߩታᖱࠍ〯߹߃ߟߟޔ༡ቛ╬ߩ⾓⾉ቛ߳ߩఝవዬߘߩઁߩᄙ᭽
ߥᡰេߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ࡠ ᣇ࿅ߪޔㇺᏒౣ↢ቛᐲߩᵴ↪╬ߦࠃࠅޔᓥ೨ዬ⠪↪⾓⾉ቛߩଏ⛎ߩଦㅴ߮ኅ⾓
ኻ╷ߩታᣉߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷
ࡂ ᣇ࿅ߪޔ⒖ォᢱ╬ߩᡰᛄߦኻߒߡఝ⦟ᑪ▽‛╬ᢛᬺߩᵴ↪╬ߦࠃࠅᔅⷐߥᡰេߦദ
㩷
ࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ╙ ෂ㒾ߪኂߥ⁁ᴫߦࠆࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߩଦㅴߦ㑐ߔࠆ㗄
㩷 㧝 ࿖߮ᣇ࿅߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
ࠗ ࿖߮ᣇ࿅ߪߩ╬ࠬࡌ࠲࠺ߩࡦ࡚ࠪࡦࡑޔᢛߦࠃࠅෂ㒾ߪኂߥ⁁ᴫߦࠆࡑࡦ
㩷
࡚ࠪࡦߩ⊛⏕ߥᛠីߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ࡠ Ꮢ↸㐳ߪޔಽᚲ⠪ߦኻߔࠆᴺ╙⊖ੑ᧦╙৻㗄ߩⷙቯߦࠃࠆᑪᦧ߃ߩ൘๔ࠍⴕ߁ߦᒰߚߞߡ
ߪޔㆡಾߥᖱႎឭଏ߮ഥ⸒ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷
ࡂ Ꮢ↸㐳ߪޔᑪᦧ߃ߩ൘๔ߦ㓙ߒߡޔᑪᦧ߃ߦߞߡ⒖ォߔࠆ⾓୫ੱ߿ォಽᚲ⠪ߩઍᦧቛ
㩷
╬ߩឭଏ╬ࠎߖߞޔዬߩቯߩߚߩភ⟎ߦߟߡㇺᐭ⋵⍮߮⾓⾉ቛ▤ℂ⠪ߣߩ
✕ኒߥㅪ៤ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷
࠾ ࿖߮ᣇ࿅ߪޔᑪᦧ߃ߩ൘๔ࠍฃߌߚࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦኻߔࠆᡰេߩᔀᐩߦദࠆߣ
㩷
ߣ߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓޔᣇቛଏ⛎␠╬⊛ਥߩᵴ↪ߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 㧞 ಽᚲ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷 ࠗ ಽᚲ⠪ߪޔᑪᦧ߃ߩ൘๔ࠍⷐ⺧ߔࠆ႐วߦߞߡߪޔᴺ╙⊖ੑ᧦╙৻㗄ߦⷙቯߔࠆ൘๔ߦ㓙ߒ
ߡߩᚭߩၮḰߦᾖࠄߒޔㆡಾߦⷐ⺧ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㩷 ࡠ ಽᚲ⠪╬ߪޔ൘๔ߩߚࠄ߆ߓᏒ↸㐳߇ታᣉߔࠆ┙ᬌᩏ╬ߦⓍᭂ⊛ߦදജߒߥߌࠇ߫
ߥࠄߥޕ
㩷
ࡂ ൘๔ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩಽᚲ⠪╬ߪޔᑪᦧ߃ߩଦㅴߦദࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
㩷
╙৾ ߘߩઁࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߩṖൻ╬ߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐ㗄
㩷 㧝 ಽᚲ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷 ࠗ ᑪᦧ߃⼏߆ࠄ⌕Ꮏ߹ߢߩ㑆ߦ߅ߡޔਇᴺභޔᣂߚߥᮭ⸳ቯ╬ߦࠃࠅṖߥᑪᦧ߃ߦᡰ㓚߇
↢ߕࠆߎߣߩߥࠃ߁ᓥ೨ߩࡑࡦ࡚ࠪࡦ߮ߘߩᢝߩㆡᱜߥ▤ℂߦദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ࡠ ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦ㓙ߒߡߩᓥ೨ߩࡑࡦ࡚ࠪࡦߩ▤ℂ⚵วߩ⽷↥ߩಣಽߦߟߡ▤ޔℂ⚵วߩ✚
ળߦ߅ߡขࠍⴕ߁ߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
㩷
㧞 ᣉⴕ⠪╬߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷
ࠗ ౣᑪࡑࡦ࡚ࠪࡦߦ߅ߌࠆ⦟ᅢߥ▤ℂߩ⏕ߩߚޔᮡḰ▤ℂⷙ⚂ࠍෳ⠨ߦߒߟߟޔౣᑪࡑࡦ࡚ࠪࡦ
㩷
ߩ▤ℂⷙ⚂ࠍㆡᱜߦቯࠆࠃ߁ദࠆߎߣߣߔࠆޕ
㩷 ࡠ ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩᑪᦧ߃ߦߞߡ⊒↢ߔࠆᑄ᫈‛ߩಽޔౣ⾗Ḯൻ╬ߦദࠆߣߣ߽ߦޔౣᑪࡑࡦ࡚ࠪ
ࡦ╬ߩᑪ⸳ߦᒰߚߞߡߪࠨࠗࠢ࡞᧚ࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
㩷
㧟 ࿖߮ᣇ࿅߇ขࠅ⚵ߴ߈㗄
㩷
᳃㑆ᬺ⠪ࠍෳട⚵วຬ╬ߣߒߡㆬቯߔࠆᚻ⛯߇ᱜߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ࡑࡦ࡚ࠪࡦᑪᦧ⚵วࠍ⸳┙ߒ
㩷 ࠃ߁ߣߔࠆ⠪╬ߦኻߒߡㆡಾߦᜰዉ߮ഥ⸒ࠍⴕࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
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䕿㈨ᩱ䠞

ᴗᡭἲ䛛䜙 䜏䛯䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛾ᡭἲ



ᴗᡭἲ䛛䜙 䜏䛯䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛾᪉ᘧ䛸䛧䛶䚸 䛂⮬ᘓ᪉ᘧ䛃䛂ᴗ௦⾜᪉ᘧ䛃䛂ᅵᆅᘓ≀ㆡΏ
᪉ᘧ䛃䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 䛂ᆅ䝬䞁䝅䝵䞁䛃 䜈䛾ᘓ᭰䛘᪉ἲ䜒䛒䜚 䜎䛩䚹䝬䞁䝅䝵䞁䛾つᶍ䜔ᘓ᭰䛘䛾
ᴗ᮲௳䚸ྜពᙧᡂ⬟ຊ䛺䛹䛻ᛂ䛨 䛶䚸㐺䛧 䛯ᴗᡭἲ䜢㑅ᢥ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚 䜎䛩䚹㻌


䠄䠍䠅⮬ᘓ᪉ᘧ㻌
༊ศᡤ᭷⪅䛜ᘓ⠏タィ♫䜔ᘓ⠏䞉㒔ᕷィ⏬䝁 䞁䝃䝹䝍 䞁䝖➼䛻ィ⏬⟇ᐃ䜢Ⓨὀ䛧 䛶ྜពᙧᡂ䜢⾜䛺䛔
䜎 䛩䚹 ྜពᙧᡂᚋ䜒 ᘓ᭰䛘䛻ཧຍ䛩䜛 ༊ศᡤ᭷⪅䛾ᅋయ䛜ᅵᆅ䜢ಖ᭷䛧 䛯䜎䜎䚸 ᘓ᭰䛘䛻ᚲせ䛺㈨㔠䜢⮬
ᕫ䛾㈇ᢸ䛷ㄪ㐩䛧 䛶䚸 ⮬䜙 䛜䛸 䛺䛳䛶ᘓタ♫䛻ᕤ䜢Ⓨὀ䛧 䛶ᘓ᭰䛘䜢⾜䛖᪉ᘧ䛷䛩䚹㻌
ᑓ㛛ᐙ䛾㛵䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑ᴗ㈝䜢㍍ῶ䛩䜛 䛣 䛸 䛜䛷䛝 䜛 Ⅼ䛜䛝 䛺䝯 䝸 䝑 䝖䛷䛩䚹୍᪉䚸༊ศᡤ᭷⪅⮬
㌟䛜ᘓ᭰䛘㈨㔠䜢ㄪ㐩䛩䜛 ᚲせ䛜䛒䜛 䛣 䛸 䜔䚸 ᑓ㛛ᐙ䛾䝜 䜴䝝䜴䜢䛒䜎䜚 ά⏝䛷䛝 䛺䛔䛯䜑䚸 ᶒ⪅ᩘ䛜ከ
ᩘ䛻䛺䜜䜀ᡭ⥆䛝 䛜↹㞧䛻䛺䜚༊ศᡤ᭷⪅䛰䛡䛷㐍䜑䜛䛣 䛸 䛜ኚ䛷䛒䜛䛣 䛸 ➼䛜䝕䝯 䝸 䝑 䝖 䛸 䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜
䜎 䛩䚹㻌
㻌 䛧 䛛䛧 䚸 ᚋ䛾ᘓ᭰䛘䛻䛚䛔䛶䛿䚸 ༊ศᡤ᭷⪅䛜ಶ䚻䛻㈝⏝䜢㈇ᢸ䠄ㄪ㐩䠅 䛧䛺䛜䜙 䚸 యⓗ䛻ᘓ᭰䛘䜢
⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙 䛺䛔䜿䞊䝇䛜ቑຍ䛩䜛 䛸 ⪃䛘䜙 䜜䜎䛩䚹


䠄䠎䠅ᴗ௦⾜᪉ᘧ㻌
ᘓ᭰䛘䛻ཧຍ䛩䜛 ༊ศᡤ᭷⪅䛾ᅋయ䛜ᅵᆅ䜢ಖ᭷䛧 䛯䜎 䜎 䚸 䝬䞁䝅䝵 䞁䜢ᘓ䛩䜛 Ⅼ䛿⮬ᘓ᪉ᘧ䛸
ྠ䛨 䛷䛩䛜䚸 ᘓ⠏タィ♫➼䜈䛾ィ⏬⟇ᐃ䜔ᘓタ♫䜈䛾ᕤㄳ㈇䛾Ⓨὀ䚸㔠⼥ᶵ㛵䜔⾜ᨻ䛸 䛾ᢡ⾪䛺
䛹䛾ᴗ䜢ලయⓗ䛻㐍䜑䜛 ᴗົ䜢䚸 䝕䝧䝻 䝑 䝟䞊➼䛾ᑓ㛛ᐙ䛻௦⾜䛧 䛶䜒 䜙 䛖᪉ᘧ䛷䛩䚹㻌

ྛ✀ᴗົⓎὀ
ጤク㔠ᨭᡶ࠸

ᴗົ௦⾜ጤク

༊ศᡤ᭷⪅

ጤク㔠ᨭᡶ࠸

㸦ᅋయ㸧

ᴗ௦⾜⪅

ྛ✀ᴗົᐇ

㸦㺡㺼㺫㺼㺹㺍㺨㺽㺎➼㸧

ᘓ≀ᕤⓎὀ
ᕤ௦㔠ᨭᡶ࠸

᪂ᘓ≀ᘬࡁΏࡋ

ᘓ⠏タィ♫➼

ᘓタ♫

᪂ᘓ≀ᘓタ
㉎ධ௦㔠

㈍

ಖ␃ᗋ㉎ධ⪅

ڦᴗ௦⾜᪉ᘧࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ

⮬ᘓⓗ䛷䛒䜚䛺䛜䜙䝕䝧䝻䝑 䝟䞊➼䛾ᑓ㛛ᐙ䛾䝜 䜴䝝䜴䜢ά⏝䛷䛝䜛䛸 䛔䛖 䝯 䝸 䝑 䝖 䛜䛒䜚 䜎䛩䚹 䛧䛛䛧䚸
ᴗ௦⾜⪅䛻䛸 䛳䛶䜏䜛 䛸 䚸 ᴗົ㔞䛾䛻䛿᥇⟬ᛶ䛜ప䛟䚸ᴗ༠ຊ䛻ᑐ䛩䜛䜲 䞁䝉䞁䝔䜱 䝤䛜ാ䛝䛻䛟 䛔
ሙྜ䜒 䛒䜛䛸 ゝ䜟䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌


䠄䠏䠅ᅵᆅᘓ≀ㆡΏ᪉ᘧ㻌
 ᅵᆅᘓ≀ㆡΏ᪉ᘧ䛿䚸 ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䠄ᚑ๓༊ศᡤ᭷⪅䠅䛾ᡤ᭷䛩䜛 ᅵᆅ䜢ᴗ⪅䛻୍᪦ㆡΏ䛧 䚸ᴗ⪅
䛜᪂䝬䞁䝅䝵 䞁䜢ᘓタ䛧 䛯ᚋ䚸 䛒䜙 䛯䜑䛶ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䛜ᴗ⪅䛛䜙 ᅵᆅ䛸 ᘓ≀䛾ㆡΏ䜢ཷ䛡䜛 䛸 䛔䛖᪉
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ᘧ䛷䛩䚹 ➼౯᪉ᘧ䛿䚸 䛣 䛾ᅵᆅᘓ≀ㆡΏ᪉ᘧ䛾୍✀䛷䛩䚹ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䛜ฟ㈨䛧 䛯ᅵᆅ䛾ホ౯㢠䛸
ᴗ⪅䛜ฟ㈨䛧 䛯ᘓタ㈝⏝䛸 䛾ẚ⋡䛻ᛂ䛨 䛶䚸䛔䛜ᘓ䝬䞁䝅䝵 䞁䛾ᅵᆅ䛸 ᘓ≀䛻䛴䛔䛶ᣢศ䜢ᡤ᭷䛧 䜎䛩䚹
⤖ᯝⓗ䛻୧⪅䛜ฟ㈨㢠䛻ᛂ䛨 䛶ᅵᆅ䛸 ᘓ≀䜢➼౯䛷䛧 䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䛺䜚 䜎䛩䚹

ᴗ⪅

᪂ᡤ᭷⪅

๓༊ศ
ᡤ᭷⪅

๓༊ศ
ᡤ᭷⪅

 
๓༊ศᡤ᭷⪅

ᴗ⪅

ᴗ⪅

ᴗ⪅࡚ࡢ
ᅵᆅࢆㆡΏ

వᐜ✚ࢆά⏝ࡋ
࡚ࠊᴗ⪅ࡀࡁ
࡞ᘓ≀ࢆᘓタ

๓ᡤ᭷⪅ᴗ⪅

๓ᡤ᭷⪅ ぶᡤ᭷⪅

ᚑ๓ᅵᆅ➼౯ࡢ
ᘓᘓ≀ࡢᗋᅵᆅࢆ
㉎ධ(ㆡΏ)

ಖ␃ᗋࢆ༷ࡋ࡚
ᴗ⤒㈝➼ࢆᅇ

➼ڦ౯᪉ᘧ㸦㒊ㆡΏ᪉ᘧ㸧ࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ

➼౯᪉ᘧ䛷䛿䚸ᴗ⪅䛿䛻䜘 䛳䛶ᚓ䛯ᅵᆅ䜢ᩜᆅ⏝ᶒ䛸 䛩䜛 䛂ಖ␃ᗋ䛃 䜢⏕䜏ฟ䛧䚸 䛭䜜䜢
༷䛧 䛶ᘓタ㈝⏝䜔⤒㈝䞉┈䛺䛹䛻䛶䜛䛣 䛸 䛻䛺䜚 䜎䛩䚹 䛣 䜜䛻䜘䛳䛶䚸 ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䠄ᚑ๓༊ศᡤ᭷⪅䠅
䛾㈝⏝㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛸 䛔䛖䛝䛺䝯 䝸 䝑 䝖 䛜䛒䜚 䜎䛩䚹 䛧䛛䛧䚸 ⏝䛷䛝䜛ᐜ✚⋡䛻వ⿱䛜䛒䜚 䚸
ᘓ᭰䛘๓ᚋ䛷ᐜ✚⋡䛜ቑ䛘䚸 䛥 䜙 䛻ಖ␃ᗋ䜢༑ศ䛻㈍䛷䛝 䜛 䛰䛡䛾ᕷሙᛶ䜢᭷䛧 䛯❧ᆅ᮲௳䛻ᜨ䜎䜜䛶
䛔䜛 ሙྜ䛻䛧 䛛㐺⏝䛷䛝 䜎䛫䜣䚹 䜎䛯䚸 ᘓ᭰䛘ᚋ䛻ᘓ≀䛜㧗ᒙ䞉つᶍ䛩䜛 䛯䜑䚸ᘓ᭰䛘๓䛻ẚ䜉䛶ᒇ
እ✵㛫䛾䜖䛸䜚 䛿䛺䛟 䛺䜛䛣䛸䛻䜒䛺䜚 䜎䛩䚹㻌

䠄䠐䠅ᆅ䝬䞁䝅䝵䞁᪉ᘧ㻌
䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛿䚸 ᩜᆅ䜢ᡤ᭷䠄ඹ᭷䠅䛩䜛䝬䞁䝅䝵 䞁䛛䜙 ᩜᆅ䜢ᡤ᭷䠄ඹ᭷䠅䛩䜛䝬䞁䝅䝵 䞁䜈䛾ᘓ᭰䛘
䛜୍⯡ⓗ䛷䛩䛜䚸ᅵᆅ䜢ᴗ⪅➼䛻༷䛧 䚸ᆅᶒ䝬䞁䝅䝵 䞁䛻ᘓ᭰䛘䜛᪉ᘧ䜒䛒䜚 䜎䛩䚹㻌
ᅵᆅ䜢ᴗ⪅➼䛻༷䛧 䚸ᆅᶒ䝬䞁䝅䝵 䞁䛻ᘓ᭰䛘䜛 ᪉ᘧ䛷䛩䚹ᩜᆅ䜢༷䛩䜛 䛯䜑䚸ಖ␃ᗋ䜢⏕䜏
ฟ䛥 䛪䛻㈨㔠䜢☜ಖ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䚸ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䛾㈝⏝㈇ᢸ䜢పῶ䛩䜛䛣䛸 䛜ྍ⬟䛸 䛺䜚 䜎䛩䚹 䜎䛯䚸➼౯
䛾ሙྜ䛻ẚ䜉䜛 䛸 䚸 ⥳⎔ቃ䛾⥔ᣢ䛺䛹ᘓ᭰䛘ᚋ䜒 వ⿱䛾䛒䜛 ᒇእ✵㛫䜢☜ಖ䛷䛝 䜛 䛣 䛸 䛻䜒 䛴䛺䛜䜚䜎
䛩䚹 䛧 䛛䛧 䚸 ᩜᆅ䛾ᡤ᭷ᶒ䜢ኻ䛖 䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ពぢㄪᩚ䛜ᚲせ䛷䛒䜚 䚸 ༊ศᡤ᭷⪅䛾ဨྜព䛜๓ᥦ䛸 䛺䜚䜎
䛩䚹 䜎䛯䚸 ᆅ䝬䞁䝅䝵 䞁䛜ᡂ❧䛩䜛ᴗ⎔ቃ䠄㒔ᚰ㒊䛺䛹䛾❧ᆅ䛻ᜨ䜎䜜䛶䛔䜛 䛣 䛸 ➼䠅䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜᮲௳䛸
䛺䜚 䜎䛩䚹㻌

ᴗ⪅

๓༊ศ
ᡤ᭷⪅







๓༊ศᡤ᭷⪅

ᆅᶒ㸸๓ᡤ᭷⪅

ᴗ⪅

ᴗ⪅
ᗏᆅᶒ㸸ᴗ⪅

ᅵᆅࢆᴗ⪅
ㆡΏࡍࡿ

ᆅᶒࡁ࣐ࣥࢩࣙ
ࣥࢆ㉎ධ㸦ㆡΏ㸧
ᅵᆅㆡΏ௦࡛ᘓ≀㉎
ධ㈝ࢆ㈥࠺

ڦᆅ࣐ࣥࢩࣙࣥ᪉ᘧࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ
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䕿㈨ᩱ䠡

᪤Ꮡ㐺᱁䝬䞁䝅䝵 䞁䜈䛾ᑐᛂ䛸 ᐜ✚⋡䛾ቑ䛧 ไᗘ➼

ᘓタ䛥 䜜䛯ᙜ䛿㐺ἲ䛷䛒䛳 䛯䝬䞁䝅䝵 䞁䛜䚸 䛭䛾ᚋ䛾ᘓ⠏ᇶ‽ἲᨵṇ䜔㒔ᕷィ⏬䛾ኚ᭦䛻䜘䜚
⌧ᅾ䛾ἲ௧䛾ไ㝈䛻䛿㐺ྜ䛧䛶䛔䛺䛔≧ែ䛻䛺䛳䛯䜒䛾䜢䛂᪤Ꮡ㐺᱁䝬䞁䝅䝵䞁䛃 䛸䛔䛔䜎䛩䚹㻌
᪤Ꮡ㐺᱁ᘓ⠏≀䛻䛴䛔䛶䛿䚸 䛭䛾ᘓ᭰䛘ᚋ䛻䛿᪤Ꮡ㐺᱁≧ែ䜢ゎᾘ䛩䜛䛣䛸 䛜ᚲせ䛸 䛺䜚 䜎
䛩䚹 ఱ䜙䛛䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨 䛺䛔㝈䜚 䚸ᚑ๓䜘䜚 䜒ᑡ䛺䛔ᐜ✚䛷䛧 䛛ᘓ᭰䛘䛜ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸
䛣䛖 䛧䛯䝬䞁䝅䝵䞁䛾ᘓ᭰䛘䛾ᐇ䛿㠀ᖖ䛻ᅔ㞴䛻䛺䜚 䜎䛩䚹㻌
᪤Ꮡ㐺᱁䝬䞁䝅䝵䞁䛾ᘓ᭰䛘䛻ᑐ䛩䜛䛺ᑐᛂ᪉⟇䛸 䛧 䛶䛿䚸ḟ䛾䜘䛖 䛺᪉ἲ䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䛭
䜜䛮䜜䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨 䛯ᡭἲ䜢⏝䛔䜛䛣 䛸 䛜ษ䛷䛩䚹䠄䛺䛚䚸ᐜ✚⋡䛻వ⿱䛾䛺䛔㐺᱁䝬䞁䝅䝵 䞁䛻䛚
䛔䛶䜒ྠᵝ䛻䚸 䛣䛖 䛧䛯᪉ἲ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸 ᘓ᭰䛘᮲௳䜢ᨵၿ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎䛩䚹 䠅 㻌
᪉ἲ㻌

㻔㻝㻕㞄ᆅ㈙䛔䞉ඹྠᘓ᭰䛘㻌

䝇 䜿䞊䝹㻌

㞄᥋ᆅ䛸 䛾ᩜᆅ⩌䛷ᑐᛂ㻌 㞄᥋ᆅ䛸 䛾ᩜᆅ⩌䛷ᑐᛂ㻌 ྠ୍ᩜᆅ䛷ᑐᛂ㻌

᪉ἲ䛾ᴫせ䛸㻌
䜲䝯 䞊䝆㻌
㸦⌧ἣ㸧

㞄ᆅ䜢㉎ධ䛧 䛶ᩜᆅ䜢ᣑ
䚸 䜎 䛯䛿㞄ᆅ䛾ᡤ᭷⪅
䛸 ඹྠ䛧 䛶ᘓ᭰䛘㻌

㻔㻞㻕㐃ᢸᘓ⠏≀タィไᗘ㻌

㻔㻟㻕⥲ྜタィไᗘ㻌

㞄ᆅ䛷䛳䛶䛔䛺䛔ᐜ✚ ᩜᆅ䛻✵ᆅ䜢☜ಖ䛧 䛶ᐜ
⋡䜢 ㉎ධ䚸 䛭䛾ศ䜢 ᩜᆅ ✚䛾ቑ䛧 䜢 ཷ䛡䚸 䛭䜜
䛷ά⏝䛧 䛶ᘓ᭰䛘㻌
䜢ά⏝䛧 䛶ᘓ᭰䛘㻌
వศ
㉎ධ

࣐ࣥࢩࣙࣥ

ᐜ✚
ቑ

㞄ᆅᘓ≀

㐺⏝䛾䛯䜑䛾᮲௳㻌

䞉 ᮍ⏝䜎 䛯䛿ᘓ᭰䛘  䞉ᐜ✚䜢䛒 䜎䜚䛳䛶䛔䛺
ᮇ䛾㏆䛔㞄ᆅ䛜䛒䜛 䛣
䛔ᩜᆅ䛜㏆䛟 䛻䛒䜛䛣
䛸㻌
䛸㻌
䞉 㞄ᆅ䛾ᆅᶒ⪅䛛䜙 ༠ຊ 䞉㞄ᆅ䛾ᆅᶒ⪅䛛䜙 ༠ຊ
䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣 䛸㻌
䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣 䛸㻌

䞉୍ᐃつᶍ௨ୖ䛾ᩜᆅ䛷
୍ᐃ䛾✵ᆅ䜢 ☜ಖ䛩䜛
䛺䛹 䚸 ᐃ䜑䜙 䜜䛯ᢏ⾡
ᇶ‽䜢 ‶䛯䛩䛣 䛸 䠄 ู
⾲ཧ↷䠅㻌

㏻ᖖ䛾ᘓ᭰䛘ᴗ㈝㻌
௨እ䛻䛛䛛䜛 ㈝⏝㻌

䞉 㞄ᆅ䛾㉎ධ㈝䚸 ཪ䛿㞄 䞉ᮍ⏝ศ䛾ᐜ✚䛻䛴䛔
ᆅᆅᶒ⪅ᣢศ䛾 ㈙ྲྀ
䛶 ྠไᗘ䜢 ⤌䜐┦ᡭ
㈝⏝㻌
䛻ᡶ䛖ᑐ౯㻌

䞉≉䛻䛺䛧㻌

䞉 㞄ᆅᆅᶒ⪅䛸 䛾΅䛸 䞉 㞄ᆅᆅᶒ⪅䛸 䛾΅䛸
ྠព㻌
ྠព㻌
䞉ᅵᆅ㉎ධ䜎 䛯 䛿ඹྠ 䞉ᐜ✚ᑐ౯䛾ᨭᡶዎ⣙㻌
ᴗ䛾ዎ⣙㻌
䞉≉ᐃ⾜ᨻᗇ䛾ㄆᐃ㻌

䞉≉ᐃ⾜ᨻᗇ䛾チྍ㻌

ᚲせ䛺ᡭ⥆䛝㻌

䠄䠍䠅㞄ᆅ㈙䛔䞉ඹྠᘓ᭰䛘㻌
ᮍ⏝䛾㞄᥋ᆅ䜢㉎ධ䛧 䛶ᩜᆅ㠃✚䜢ᣑ䛧 䛯䜚䚸㞄᥋䛩䜛 ᩜᆅ䞉ᘓ≀ᡤ᭷⪅䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᩜᆅ䜢୍య
䛧 䛶ඹྠ䛷ᘓ᭰䛘䜢⾜䛖᪉ἲ䛷䛩䚹ᩜᆅ䛾ᩚᗎ䛻䛴䛺䛜䜛 䛯䜑䚸㒔ᕷィ⏬ୖ䛾ほⅬ䛛䜙 䜒 ᮃ䜎䛧 䛔ᘓ
᭰䛘ᡭἲ䛷䛒䜛 䛸 ゝ䛘䜎䛩䚹㻌
ᚑ᮶䛿༊ศᡤ᭷⪅䛾ဨྜព䛜䛺䛡䜜䜀ᐇ䛩䜛 䛣 䛸 䛜䛷䛝 䛺䛔䛸 ⪃䛘䜙 䜜䛶䛔䜎䛧 䛯䛜䚸ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ䛾
༊ศᡤ᭷ἲᨵṇ䛻䜘 䜚䚸䛂ᩜᆅ䛾ྠ୍ᛶせ௳䛃䛜⦆䛥 䜜䛯䛯䜑䚸 ༊ศᡤ᭷ἲ䛻ᇶ䛵䛟ἲᐃᘓ᭰䛘䛷䜒 ᐇ
䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䜘䛖 䛻䛺䜚 䜎䛧䛯䚹䛂㞄᥋⾜ᩜᆅ䛃 䛸 䛧 䛶䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛾⠊ᅖ䛻⤌䜏ධ䜜䜛᪉ἲ䚸 㞄᥋
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䛩䜛 ᅵᆅ䜢䚸 䛒䜙 䛛䛨 䜑༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲➨୍㡯䛻ᇶ䛵䛟 つ⣙䛻䜘 䜛 ᩜᆅ䛸 䛧 䛯ୖ䛷ᙜヱᆅᶒ⪅䛜ཧຍ⤌
ྜဨ䛸 䛧 䛶ཧ⏬䛩䜛᪉ἲ➼䛻䜘䜚 䚸ᅵᆅ䛾ྜ⌮ⓗ䛺⏝䜢ᅗ䜚 䛴䛴䚸 ᘓ᭰䛘䜢䛻⾜䛖 䛣䛸 䛜ᮃ䜎䜜䜎䛩䚹㻌
䛺䛚䚸 ᐇ⌧䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸㞄᥋ᆅ䛾ᆅᶒ⪅䛛䜙 ᩜᆅ䛾ㆡΏ䜔ᴗ䛻ᑐ䛩䜛 ༠ຊ䛜ᚓ䜙 䜜䜛 䛣 䛸 䛜᮲௳䛸 䛺
䜚 䜎䛩䚹 䜎䛯䚸ᘓ᭰䛘㈝⏝䛻ຍ䛘䛶䚸㞄᥋ᆅ䛾㉎ධ㈝⏝䜢᪂䛯䛻㈇ᢸ䛩䜛 䛣 䛸 䛜ᚲせ䛸 䛺䜚 䜎䛩䚹᪤Ꮡ䝬䞁䝅
䝵 䞁䛾ᐜ✚㉸㐣䛾ྜ䛜ᑡ䛺䛟 䚸㈇ᢸ䛩䜛 ㈝⏝䛜ᑡ㢠䛷ᨭᡶ䛔ྍ⬟䛷䛒䜛 䜋䛹ά⏝䛷䛝 䜛 ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛟䛺䜚
䜎 䛩䚹㻌

㻌
䠄䠎䠅㐃ᢸᘓ⠏≀タィไᗘ䛾ά⏝㻌
㐃ᢸᘓ⠏≀タィไᗘ䛿䚸 ୍ᐃ䛾୍ᅋ䛾ᅵᆅ䛾༊ᇦෆ䛻䛚䛔䛶䚸」ᩘᩜᆅࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ୍ᅋࡢᅵ
ᆅࡢ༊ᇦෆ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡᘓ⠏≀ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦࡋ࡚┦ㄪᩚࡋࡓྜ⌮ⓗ࡞タィࡼࡾᘓ⠏≀ࢆᘓ
⠏ࡍࡿሙྜࠊྛᘓ⠏≀ࡢ⨨ཬࡧᵓ㐀ࡀᏳୖࠊ㜵ⅆୖཬࡧ⾨⏕ୖᨭ㞀ࡀ࡞࠸≉ᐃ⾜ᨻᗇࡀㄆࡵࡿ
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘᘓ⠏≀ࡀྠ୍ᩜᆅෆ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚ᘓ⠏つไࢆ㐺⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
᪤Ꮡ䛾ᘓ⠏≀䜢๓ᥦ䛸 䛧 䛶䚸 䛭䛾ᩜᆅ䛸 ୍యⓗ䛻㐃ᢸᘓ⠏≀タィไᗘ䜢⤌䜐䛣 䛸 䛻䜘 䜚 䚸 䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰
䛘䛻䛚䛔䛶௨ୗ䛾䜘 䛖 䛺䝯䝸䝑䝖䛜⏕䛨䜛䛣䛸 䛻䛺䜚 䜎䛩䚹㻌
ձᘓ⠏≀ࡢ㛫࡛ᐜ✚➼ࡢ⛣㌿㸦㔠㖹ⓗ㈙㸧ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᮍ⏝ࡢᐜ✚⋡ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
ղ⊃ᖜဨ㐨㊰㠃ࡋ࡚࠸ࡓᩜᆅࡢ๓㠃㐨㊰ᖜဨᐜ✚⋡ไ㝈ࡢྜ⌮ࡀྍ⬟࡞ࡿ
ճᒃఫࡢ⏝౪ࡍࡿ㒊ศࡢ⨨ࡼࡾ᪥ᙳつไࡢྜ⌮ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
䛣 䛾ไᗘ䜢ά⏝䛩䜛䛣 䛸 䛻䜘䜚 䚸 ᚑ๓䛾㞄᥋ᩜᆅ䛻䛚䛡䜛ᮍ⏝ᐜ✚⋡䜢䚸 䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛻䛒䛯䛳䛶㉎
ධ䛧 䛶ά⏝䛩䜛䛣 䛸 䛜ྍ⬟䛸 䛺䜛䜟䛡䛷䛩䚹㻌
䛧 䛛䛧 䚸 䛣 䛾ไᗘ䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ྠไᗘ䛾ㄆᐃ༊ᇦ䛻ຍ䜟䜛 ᆅᶒ⪅䠄ᡤ᭷ᶒ⪅ཬ䜃ᆅᶒ⪅䠅䛾
ဨྠព䜢᮲௳䛸 䛧 䛶䚸 ≉ᐃ⾜ᨻᗇ䛾ㄆᐃ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸 䛜ᚲせ䛸 䛺䜚 䜎䛩䚹㻌
ㄆᐃ䛾ᑂᰝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ䛾ᇶ‽䠄ᖹᡂ 㻝㻝 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻤 ᪥ᘓタ┬ఫ⾤Ⓨ 㻠㻤 ྕ䠅䛻䜘 䜛㐠⏝㏻㐩䛜♧䛥 䜜䛶
䛔䜎䛩䛜䚸 ≉ᐃ⾜ᨻᗇ䛻䜘 䛳䛶䛿⊂⮬䛾ᇶ‽䜢ᐃ䜑䛶䛔䜛 䛸 䛣 䜝䜒 䛒䜛 䛾䛷☜ㄆ䛜ᚲせ䛷䛩䚹㻌
㻌 䛺䛚䚸 ྠไᗘ䛿䚸≉䛻ḟ䛾䜘 䛖䛺᮲௳䜢‶䛯䛩ሙྜ䛻ά⏝䛷䛝 䜛 ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚 䜎䛩䚹㻌
䐟పᐜ✚⏝䛾つᶍᩜᆅ䛜㞄ᆅཪ䛿㏆㞄䛻Ꮡᅾ䛧 䚸 ᆅᶒ⪅䛾ྠព䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣 䛸 䚹 㻌
䐠᪥ᙳつไ䛻䜘 䛳䛶䜒 ⏝䛷䛝 䜛 ᐜ✚⋡䛻ᐇୖไ㝈䛜ຍ䜟䜛 䛯䜑䚸 ᐜ✚㉸㐣䛾ྜ䛜ᑡ䛺䛔䝬䞁䝅䝵
䞁䜔䚸 ഃ᥋㐨䚸 ⦆䛔᪥ᙳつไ䚸 㐃ᢸㄆᐃ༊ᇦ䛻ຍ䜟䜛 ഃᩜᆅᘓ≀䛾పᒙ㝵䛜㠀ఫᒃ⏝䚸➼䛾
ᩜᆅ䛾ሙྜ䛻᭷䛷䛩䚹㻌
䐡㐃ᢸㄆᐃ༊ᇦ䛻ຍ䜟䜛 ᆅᶒ⪅䛻ᑐ䛩䜛 ᐜ✚⏝䛾ᑐ౯䛜⏕䛨 䛺䛔䛛䚸 ᑡ㢠䛷㈇ᢸྍ⬟䛷䛒䜛䛣 䛸 䚹 㻌

㻌
䠄䠏䠅⥲ྜタィไᗘ䛾ά⏝㻌
 ᪤Ꮡ㐺᱁䝬䞁䝅䝵 䞁䜔ᐜ✚⋡䛻వ⿱䛾䛺䛔㐺᱁䝬䞁䝅䝵 䞁䛾ᘓ᭰䛘䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 䛂⥲ྜタィไᗘ䛃 䜢㐺
⏝䛧 䛶ᐜ✚⋡䛾ቑ䛧 䜢ཷ䛡䜛 䛸 䛔䛖 ᪉ἲ䛜⪃䛘䜙 䜜䜎䛩䚹⥲ྜタィไᗘ䛿䚸 ୍ᐃつᶍ௨ୖ䛾ᩜᆅ䜢᭷䛧 䚸
ᩜᆅෆ䛻୍ᐃ䛾✵ᆅ䜢☜ಖ䛧 䛯ィ⏬䛷䚸≉ᐃ⾜ᨻᗇ䛜ᕷ⾤ᆅ䛾⎔ቃ䛾ᩚഛᨵၿ䛻㈨䛩䜛 䛸 ㄆ䜑䜛 䜒 䛾䛻
䛴䛔䛶䚸 ᐜ✚⋡つไ➼䛾㝈ᗘ䜢㉸䛘䛶ᘓ⠏䛩䜛䛣 䛸 䜢 チྍ䛩䜛 ไᗘ䛷䛩䚹㻌
䛭䛾ά⏝䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸 ᅜ䛾チྍ‽๎䞉ᢏ⾡ᇶ‽䛜♧䛥 䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸⮬య䛻䜘 䛳䛶䛿⊂⮬䛾ᇶ‽䜢
ᐃ䜑䛶䛔䜛䛸 䛣 䜝䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹 ィ⏬ᆅ䛾ᆅඖ⮬య䛻䛚䛔䛶☜ㄆ䜢䛩䜛 䛣 䛸 䛜ᚲせ䛷䛩䚹㻌
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㻌 ⥲ྜタィไᗘ䛻䛿䚸 ௨ୗ䛾䜘 䛖䛺䝍 䜲 䝥䛜䛒䜚 䚸 せ௳䜔ᐜ✚⋡䛾ቑ䛧 䛾ୖ㝈䛜ᐃ䜑䜙 䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌
䐟୍⯡ᆺ⥲ྜタィไᗘ㻌
㻌

ᐜ✚⋡䛾ቑ䛧 䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ୍⯡ⓗ䛻䛿䚸ἲᐃᐜ✚⋡䛾 㻝㻚㻡 ಸ䛛䛴 㻞㻜㻜䠂௨ෆ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧䚸 䛣䜜

㻌 䛿ᩜᆅෆ䛾✵ᆅ䛻䛚䛡䜛 බ㛤✵ᆅ⋡䛾ᑠ䛻䜘 䜛 ホ౯䛻䜘 䛳䛶␗䛺䜛 䚹 㻌
䐠ᕷ⾤ᆅఫᏯ⥲ྜタィไᗘ㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

⥲ྜタィไᗘ䛻䛚䛔䛶䚸 㒔ᕷ㒊➼䛻䛚䛡䜛 ఫᏯẚ⋡䛜㧗䛔䠄ᅜ䛾♧䛩チྍ‽๎䛷䛿ᘏ䜉㠃✚䛾䠍䠋䠐௨
ୖ䠅䝥䝻 䝆䜵 䜽 䝖 䛻䛴䛔䛶䚸 ≉ẁ䛾ᐜ✚⋡ቑ䛧 ᥐ⨨䜢ᑟධ䚹 ୍⯡ⓗ䛻䛿䚸 㒔ᕷィ⏬䛻ᐃ䜑䜙 䜜䛶䛔䜛ἲᐃ
ᐜ✚⋡䛾 㻝㻚㻣㻡 ಸ䛛䛴 㻟㻜㻜䠂௨ෆ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䚹 యⓗ䛺せ௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ⏝㏵ᆅᇦ䛾ไ㝈䜢㝖䛔䛶䠄ᕷ⾤
ᆅఫᏯ⥲ྜタィไᗘ䛷䛿ᕤᴗᆅᇦ➼䛜ᑐ㇟እ䠅୍⯡䛾⥲ྜタィไᗘ䛾ሙྜ䛸 ྠᵝ䛷䛒䜛 䚹 㻌

䐡㒔ᚰᒃఫᆺ⥲ྜタィไᗘ㻌

㻌
㻌

⥲ྜタィไᗘ䛻䛚䛔䛶䚸 㒔ᕷ㒊➼䛻䛚䛡䜛 ఫ Ꮿẚ⋡䛜≉䛻㧗䛔䠄ᅜ䛾♧䛩チྍ‽๎䛷䛿ᘏ䜉㠃✚䛾䠏
䠋䠐௨ୖ䠅䝥䝻 䝆䜵 䜽 䝖 䛻䛴䛔䛶䚸 ≉ẁ䛾ᐜ✚⋡ቑ䛧 ᥐ⨨䜢ᑟධ䚹 ୍⯡ⓗ䛻䛿䚸 㒔ᕷィ⏬䛻ᐃ䜑䜙 䜜䛶䛔䜛

㻌 ἲᐃᐜ✚⋡䛾䠎ಸ䛛䛴 㻠㻜㻜䠂௨ෆ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䐢ᩜᆅつᶍู⥲ྜタィไᗘ㻌
㻌

⥲ྜタィไᗘ䛾㐠⏝ᨵၿ䛻䜘 䜚䚸ᩜᆅつᶍ䛜䛝 䛟 䛺䜛 䜋䛹ᐜ✚⋡ቑ䛜䛝 䛟 䛺䜛 ไᗘ䚹 බ㛤✵ᆅ䜔ఫ

㻌 Ꮿ౪⤥䜢ホ౯䛧 䛯ᚑ᮶䛾ቑ䛧 䛻ຍ䛘䛶䚸ᩜᆅつᶍ䛻ᛂ䛨 䚸 㻝㻜㻜䡚㻞㻜㻜䠂䜢䛥 䜙 䛻ୖ䛫䚹 ᩜᆅ䛾㞟⣙䛻
㻌 ᑐ䛩䜛䜲 䞁䝉䞁䝔䜱 䝤䛜ᮇᚅ䛥 䜜䜛䚹 㻌
㻌
䕕⥲ྜタィไᗘ䛾ᅜ䛾ᢏ⾡ᇶ‽䠄ᴫせ䠅㻌
┠ⓗ

⥲ྜタィไᗘࡣࠊᘓ⠏ᇶ‽ἲ  ᮲ࡢ  ࡼࡾࠊࠕ୍ᐃつᶍ௨ୖࡢᩜᆅࢆ᭷ࡋࠊᩜᆅෆ୍ᐃࡢ
✵ᆅࢆ☜ಖࡋࡓィ⏬࡛ࠊ≉ᐃ⾜ᨻᗇࡀᕷ⾤ᆅࡢ⎔ቃࡢᩚഛᨵၿ㈨ࡍࡿㄆࡵࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ
ᐜ✚⋡つไ➼ࡢ㝈ᗘࢆ㉸࠼࡚ᘓ⠏ࡍࡿࡇࢆチྍࠖࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ
⏝ڧ㏵ᆅᇦࡼࡗ࡚ᚲせ࡞ࠕ୍ᐃつᶍ௨ୖࠖࡢᩜᆅ
ᆅᇦࡲࡓࡣ༊ᇦ

ᩜᆅ
㠃✚

ᩜᆅࡢつᶍ㸦੍㸧

➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ
➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ㸪➨㸯
✀ཬࡧ➨㸰✀ఫᒃᆅᇦ㸪‽ఫᒃᆅᇦ㸪‽ᕤᴗ
ᆅᇦ㸪ᕤᴗᆅᇦࡲࡓࡣᕤᴗᑓ⏝ᆅᇦ
㏆㞄ၟᴗᆅᇦࡲࡓࡣၟᴗᆅᇦ
⏝㏵ᆅᇦࡢᣦᐃࡢ࡞࠸ᆅᇦ



つ๎࡛ᐃࡵࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿᩜᆅࡢつᶍ㸦੍㸧
 ௨ୖ  ᮍ‶



 ௨ୖ  ᮍ‶




 ௨ୖ  ᮍ‶
 ௨ୖ  ᮍ‶

ڧᇶ‽ᘓⶸ⋡ࡼࡿ☜ಖࡍࡁࠕ୍ᐃࡢ✵ᆅࠖࡢྜ
ᘓ⠏㠃✚ࡢᩜᆅ㠃✚ᑐࡍࡿྜ
㸦ᘓⶸ⋡㸧ࡢ᭱㧗㝈ᗘ
୍ᐃࡢ
✵ᆅࡢ
ྜ

 ศࡢ  ௨ୗࡢሙྜ
 ศࡢ  ࢆ㉸࠼  ศࡢ  ௨ୗ
 ศࡢ  ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ


ᩜᆅ
᥋ࡍࡿ
㐨㊰
ᖜဨ

✵ᆅࡢ㠃✚ࡢᩜᆅ㠃✚ᑐࡍࡿྜ
㸯ࡽἲᐃࡢࠕᘓ⠏㠃✚ࡢᩜᆅ㠃✚ᑐࡍࡿྜࡢ
᭱㧗㝈ᗘࠖࢆῶࡌࡓᩘ್  ศࡢ  ࢆຍ࠼ࡓᩘ್
 ศࡢ 
㸯ࡽἲᐃࡢࠕᘓ⠏㠃✚ࡢᩜᆅ㠃✚ᑐࡍࡿྜࡢ
᭱㧗㝈ᗘࠖࢆῶࡌࡓᩘ್  ศࡢ  ࢆຍ࠼ࡓᩘ್

➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ
➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ
➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀ఫᒃᆅᇦ㸪‽ఫᒃᆅᇦ㸪‽ᕤᴗᆅᇦ        㸴㹫௨ୖ
㏆㞄ၟᴗᆅᇦ㸪ၟᴗᆅᇦ㸪ᕤᴗᆅᇦ㸪ᕤᴗᑓ⏝ᆅᇦ          㸶㹫௨ୖ
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ձṌ⾜⪅ࡀ᪥ᖖ⮬⏤㏻⾜ࡲࡓࡣ⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ㸦⮬ື㌴ࡢ㏻⾜㒊ศࡣྍ㸧
ղ᭱ᑠᖜࡀ㸲㹫௨ୖ㸦㐨㊰୍య⏝࡞ࡿ㒊ศࡣᖜ㸰㹫௨ୖ㸧
ճබ㛤✵ᆅࡢ㠃✚

බ㛤
✵ᆅ
ࡢ
᮲௳

➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ

 ੍௨ୖ

➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ㸪➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀ఫᒃᆅᇦ㸪
‽ఫᒃᆅᇦ㸪‽ᕤᴗᆅᇦᕤᴗᆅᇦ㸪ᕤᴗᑓ⏝ᆅᇦ 㸦↓ᣦᐃ㸧

 ੍௨ୖ

㏆㞄ၟᴗᆅᇦ㸪ၟᴗᆅᇦ

 ੍௨ୖ

մ࿘ࡢ㸯㸭㸶௨ୖࡀ㐨㊰᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
յ㐨㊰ࡢ㧗పᕪࡣ㸴㹫௨ෆ
ն⥲ྜタィᘓ⠏≀ࡢᩚഛ୍యⓗィ⏬㓄⨨ࡉࢀࡿබᅬ➼ࡢබ㛤✵ᆅ ➼
㸺බ㛤✵ᆅ㠃✚ࡢቑ㸼
࣭㐨㊰୍య⏝ྍ⬟࡞Ṍ㐨≧බ㛤✵ᆅ࡞ࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅ⎔ቃࡢᨵၿ≉ᐤࡍࡿබ㛤✵ᆅ
ࡣࠊࡑࡢ㠃✚ࡢ  ಸࡽ㸯ಸࡍࡿ
㸺ቑᚋࡢᐜ✚⟬ᐃ᪉ἲ㸼ୖグࡢ⠊ᅖෆ࡛ḟࡢ⟬ᐃ᪉ᘧࡼࡾᐜ✚⋡ࡢቑࡋୖ㝈ࢆᐃࡵࡿࠋ
㸦㸯㸧බ㛤✵ᆅ⋡ࡢୗ㝈
 ᐜ✚ࡢቑࡀཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡣࠊ୍ᐃࡢබ㛤✵ᆅ⋡ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓⶸ⋡ᛂࡌ࡚ḟࡢࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶ‽ᘓⶸ⋡㸦㹁㸧

᭷ຠබ㛤✵ᆅ⋡㸦㹑㸭㸿㸧ࡢୗ㝈

㸭 ᮍ‶



㸭 ௨ୖ

㸩㸦㸯㸫㹁㸧㸭

  㹁㸸ᇶ‽ᘓⶸ⋡ 㹑㸸᭷ຠබ㛤✵ᆅ㠃✚ 㸿㸸ᩜᆅ㠃✚㸦බඹ✵ᆅࡢ㠃✚ࢆྵࡴ㸧
㸦㸰㸧ቑ࠶ࡓࡗ࡚ࡢᗋ㠃✚ࡢ⟬ᐃ
ձቑ࠶ࡓࡗ࡚ࡢᗋ㠃✚㸸ḟᘧ࡛⟬ᐃࡍࡿࠋ
㹔㸻㸿㹴㹹㸯㸩㸦㹑㸭㸿㸫㸧㹉㹧㹉㸿㹻

㸿㸸ᩜᆅ㠃✚㸦බ㛤✵ᆅࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢ㠃✚ࢆྵࡴ㸧  㹑㸸᭷ຠබ㛤✵ᆅ㠃✚

 㹔㸸ቑᚋࡢᘏ㠃✚  㹴㸸ᇶ‽ᐜ✚⋡     㹉㹧㸪㹉㸿㸸ቑಀᩘ

ղቑಀᩘ㸦㹉㹧㸧ࡢ⟬ᐃ㸦ᅜࡢチྍ‽๎㸧
ᇶ‽ᐜ✚⋡㸦㹴㸧
ᐜ✚⋡
ࡢቑ
ࡋୖ㝈

ቑಀᩘ㸦㹉㹧㸧

 ᮍ‶



 ௨ୖ  ᮍ‶

㸩㸦㸫㹴㸧

 ௨ୖ



 ᕷ⾤ᆅఫᏯ⥲ྜタィไᗘ࣭㒔ᚰᒃఫᆺ⥲ྜタィไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢಀᩘࢆୖ
⾲ࡼࡿቑಀᩘࡌ࡚ᚓࡓࡶࡢࢆ㹉㹧ࡍࡿࠋ
  ࣭ᕷ⾤ᆅఫᏯ⥲ྜタィไᗘ㸸ቑಀᩘ㸦㹉㹧㸧 㹟㸩㸦㹟㸸ᘓ⠏≀࠾ࡅࡿఫᏯ
㒊ศࡢᗋ㠃✚ࡢᘏ㠃✚ᑐࡍࡿྜࠊ ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣ 㸧
  ࣭㒔ᚰᒃఫᆺ⥲ྜタィไᗘ㸸ቑಀᩘ㸦㹉㹧㸧 
ճᩜᆅつᶍᛂࡌࡓቑಀᩘ㸦㹉㸿㸧ࡢ⟬ᐃ
ィ⏬ᩜᆅࡢ⏝㏵ᆅᇦูࡑࡢᩜᆅ㠃✚ࡢࡁࡉᛂࡌ࡚ࠊቑಀᩘࡣ௨ୗ࡞ࡿࠋ
⏝㏵ᆅᇦ

ᩜᆅ㠃✚㸦㸿㸧

ቑಀᩘ㸦㹉㸿㸧

➨㸯✀ཬࡧ➨㸰✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ㸪➨㸯
✀ཬࡧ➨㸰✀ఫᒃᆅᇦ㸪‽ఫᒃᆅᇦ㸪㏆㞄ၟ
ᴗᆅᇦ㸪ၟᴗᆅᇦ㸪‽ᕤᴗᆅᇦ

 ੍௨ୖ



 ੍ᮍ‶

㸿㸫㸿PLQ

㸯㸩 㸫㸿PLQ

ୖグ௨እࡢᆅᇦࡲࡓࡣ༊ᇦ


  㸿PLQ㸸ᘓ⠏ᇶ‽ἲ⾜௧➨  ᮲➨㸱㡯ࡢ⾲ࡢ㸦࠸㸧ḍᥖࡆࡿ༊ศᛂࡌ࡚ࠊྠ⾲㸦ࢁ㸧
ḍᥖࡆࡿᩜᆅ㠃✚ࡢつᶍ㸦ࡓࡔࡋࠊ≉ᐃ⾜ᨻᗇࡀつ๎࡛ࡑࡢつᶍࢆู㏵ᐃࡵࡿ
ሙྜࡣࠊᙜヱᩜᆅ㠃✚ࡢつᶍ㸧 
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䕿㈨ᩱ䠥

䝬䞁䝅䝵 䞁䛾ᘓ᭰䛘䛾➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛾ᴫせ

ᚑ᮶䛾䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᴗᐇ㐣⛬䛻䛚䛔䛶䚸ᘓ᭰䛘䜢⾜䛖 ᅋయ䛾ἲⓗ⨨䛡䜔
㐠Ⴀ䝹䞊䝹䛜᫂☜䛷ពᚿỴᐃ䜔ዎ⣙⾜Ⅽ➼䛜䛻䛷䛝 䛺䛔䚸 ༊ศᡤ᭷ᶒ䜔ᙜᶒ䛺䛹䛾㛵ಀ
ᶒ䜢ᘓ᭰䛘ᚋ䛾䝬䞁䝅䝵 䞁䛻䛻⛣⾜䛥 䛫䜛䛯䜑䛾ไᗘⓗ䛺⤌䜏䛜䛺䛔䛸 䛔䛳䛯䝬䞁䝅䝵 䞁䛾
ᘓ᭰䛘䜢ᐇ䛩䜛ୖ䛷䛾ㄢ㢟䛜䛒䜚 䜎䛧 䛯䚹㻌
䛣䛖 䛧 䛯ไᗘⓗㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ἲ䛜ไᐃ䛥 䜜䚸ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ 㻝㻞 ᭶䛛䜙⾜䛥 䜜䜎䛩䚹㻌
ᮏἲ䛿䚸ἲே᱁䜢᭷䛩䜛䝬䞁䝅䝵䞁ᘓ᭰⤌ྜ䛾タ❧䚸ᶒኚᡭ⥆䛝䛻䜘䜛㛵ಀᶒ䛾ኚ䛺䛹༊
ศᡤ᭷⪅䛻䜘䜚 ᘓ᭰䛘䛜Ỵᐃ䛥 䜜䛯ᚋ䛾Ᏻᐃⓗ䛺ᴗ䛾ᐇ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䛣 䛸 䜢䛺ෆᐜ
䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
 ᮏἲ䛾せⅬ䠄ᴫせ䠅 䜢௨ୗ䛻ㄝ᫂䛧 䜎 䛩䛜䚸᮲ᩥ䛻䛴䛔䛶 䛿䚸ᅜᅵ㏻┬䛾䝩 䞊䝮䝨䞊䝆

䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼘㼕㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼖㼡㼠㼍㼗㼡㼗㼑㼚㼠㼕㼗㼡㻛㼔㼛㼡㼟㼑㻛㼙㼍㼚㼟㼕㼛㼚㼖㼛㼡㼎㼡㼚㻚㼔㼠㼙䠅 䜢ཧ↷䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

䖃┠ⓗ㻌
ἲே᱁䜢᭷䛩䜛 䝬䞁䝅䝵䞁ᘓ᭰⤌ྜ䛾タ❧䚸 ᶒኚᡭ⥆䛝 䛻䜘 䜛 㛵ಀᶒ䛾ኚ䚸༴㝤ཪ䛿᭷ᐖ䛺䝬
䞁䝅䝵 䞁䛾ᘓ᭰䛘䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛾≉ู䛺ᥐ⨨➼䚸 䝬䞁䝅䝵 䞁䛾ᘓ᭰䛘䛾➼䛻㛵䛩䜛 ᥐ⨨䜢ㅮ䛨 䜛 䛣 䛸
䛻䜘䜚 䚸 䝬䞁䝅䝵 䞁䛻䛚䛡䜛Ⰻዲ䛺ᒃఫ⎔ቃ䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䚹㻌
㻌

䖃䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰䛘 ᴗ䛾⾜⪅㻌
䠄 䠍䠅䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰⤌ྜ㻌
䞉㻌 䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰⤌ྜ䠄௨ୗ䛂⤌ྜ䛃 䛸䛔䛖䚹䠅䛿䚸 䛣 䛾ἲᚊ䛾ᐃ䜑䜛 䛸 䛣 䜝䛻ᚑ䛳䛶⾜䜟䜜䜛 䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ
᭰ᴗ䜢⾜䛩䜛 䛣 䛸 䛜䛷䛝 䜛 䚹㻌
䞉㻌 ༊ศᡤ᭷ἲ➨䠒䠎᮲䛾ᘓ᭰䛘Ỵ㆟䛾ෆᐜ䛻䜘 䜚ᘓ᭰䛘䜢⾜䛺䛖 ᪨䛾ྜព䜢䛧 䛯⪅䛿䚸 䠑 ே௨ୖඹྠ䛧 䛶
䠄タ❧Ⓨ㉳ே䠅䚸ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䛾䠐ศ䛾䠏 ௨ୖ䛾ྠព䜢ᚓ䛶䚸 ᐃḰཬ䜃ᴗィ⏬䜢ᐃ䜑䚸 ⾜ᨻᗇ䛾ㄆྍ
䜢ཷ䛡䛶䚸 䝬䞁䝅䝵䞁ᘓ᭰⤌ྜ䜢タ❧䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䞉㻌 ⤌ྜ䛿ἲே䛸 䛧 䚸 ᘓ᭰䛘ཧຍ⪅䛿ဨ䛜⤌ྜဨ䛸䛺䜛䚹㻌
䞉㻌 ⤌ྜ䛿䚸ᘓ᭰䛘䛻ཧຍ䛧 䛺䛔᪨ᅇ⟅䛧 䛯༊ศᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧 䚸༊ศᡤ᭷ᶒཬ䜃ᩜᆅ⏝ᶒ䜢 ౯䛷䜚
Ώ䛩䜉䛝䛣 䛸 䜢ㄳồ䛷䛝䜛䚹䠄ᙧᡂᶒ䠅㻌
䠄 䠎䠅ಶே⾜⪅㻌
䞉㻌 ༊ศᡤ᭷⪅ཪ䛿䛣 䜜䜙 䛾⪅䛾ྠព䜢ᚓ䛯⪅䛿䚸 㛵ಀᶒ⪅䛾ྠព䜢ᚓ䛶䚸 ୍ே䛷ཪ䛿ᩘேඹྠ䛧 䛶䚸
䝬䞁䝅䝵䞁ᘓ᭰ᴗ䜢⾜䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸 䛩䜛䚹㻌
㻌

䖃䝬䞁䝅䝵䞁ᘓ᭰䛘ᴗ䛾⾜㻌
䠄䠍䠅ᶒኚᡭ⥆䛝䛻䜘䜛㛵ಀᶒ䛾ኚ㻌
䞉㻌 ⾜⪅䛿䚸ᶒኚィ⏬䜢 ᐃ䜑䚸㒔㐨ᗓ┴▱䛾ㄆྍ䜢ཷ䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙 䛺䛔䚹ィ⏬䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྛ
㛵ಀᶒ⪅䛻䛴䛔䛶䚸 ᚑ๓ᘓ≀➼䛻㛵䛩䜛 ᶒ䚸ᘓᘓ≀➼䛻㛵䛧 ྲྀᚓ䛩䜉䛝 ᶒཬ䜃㈇ᢸ䛩䜉䛝
ศᢸ㔠䛾㢠䚸ᶒኚᮇ᪥➼䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䜛 䚹 㻌
䞉㻌 ㄆྍ䜢⏦ㄳ䛧 䜘 䛖䛸䛩䜛䛸 䛝䛿䚸 ⤌ྜ䛻䛒䛳䛶䛿䚸⥲䛾Ỵ㆟䠄⤌ྜဨ䛾㆟Ỵᶒཬ䜃ᣢศྜ䛾ྛ䠑ศ䛾
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䠐 ௨ୖ䠅䚸⾜䝬䞁䝅䝵 䞁ཪ䛿䛭䛾ᩜᆅ䛻ᶒ䜢᭷䛩䜛 ⪅䛾ྠព䛜ᚲせ䛷䛒䜛 䚹 ಶே⾜⪅䛻䛒䛳䛶䛿䚸
㛵ಀᶒ⪅䛾ဨ䛾ྠព䜢ᚲせ䛸䛩䜛 䚹 䛯䛰䛧 䚸 ᙜᶒ⪅䛾ྠព䛜ᚓ䜙 䜜䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸⾜ᨻᗇ䛿䚸䛭
䛾⌮⏤䛻䛴䛔䛶ุ᩿䛧 䛯ୖ䚸 䛭䛾ྠព䛜䛺䛟䛶䜒ㄆྍ䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䠄 䠎䠅ᶒィ⏬䛻ྠព䛧 䛺䛔⪅䛻㛵䛩䜛ᥐ⨨㻌
䞉㻌 ⤌ྜ䛿䚸㞟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛶ᐃ䜑䜙 䜜䛯ィ⏬䛻ྠព䜢䛧 䛺䛔⪅䛻ᑐ䛧 䚸 ༊ศᡤ᭷ᶒཬ䜃ᩜᆅ⏝ᶒ䜢
౯䛷䜚Ώ䛩䜉䛝䛣䛸 䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䚹 䠄ᙧᡂᶒ䠅㻌
䞉㻌 䜎䛯䚸㞟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛶ᐃ䜑䜙 䜜䛯ィ⏬䛻ྠព䜢䛧 䛺䛔⪅䛿䚸⤌ྜ䛻ᑐ䛧 䚸 ༊ศᡤ᭷ᶒཬ䜃ᩜᆅ⏝
ᶒ䜢౯䛷㈙䛔ྲྀ䜛䜉䛝䛣 䛸 䜢ㄳồ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹䠄ᙧᡂᶒ䠅㻌
䠄䠏䠅㈤ே䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛻㛵䛩䜛 ᥐ⨨㻌
䝬䞁䝅䝵䞁 ᘓ᭰䛘 ᴗ䛾⾜⪅䚸ᅜཬ䜃ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᮏἲ䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻ᐃ䜑䜛 䛸 䛣 䜝䛻ᚑ
䛔䚸 ㈤ேཬ䜃㌿ฟ䛩䜛 㧗㱋⪅➼䛾༊ศᡤ᭷⪅䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢 ᅗ䜛 䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢 ㅮ䛪䜛 䜘
䛖ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙 䛺䛔䜒 䛾䛸 䛩䜛 䚹㻌
㻌

䖃༴㝤ཪ䛿᭷ᐖ䛺䝬䞁 䝅䝵 䞁䛾ᘓ᭰䛘䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨㻌
䐟㻌ᕷ⏫ᮧ㛗䛿䚸ಖᏳୖ༴㝤ཪ䛿⾨⏕ୖ᭷ᐖ䛺≧ἣ䛻䛒䜛 䝬䞁䝅䝵 䞁䛾༊ศᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧 䚸 ᙜヱ䝬䞁䝅䝵
䞁䛾ᘓ᭰䛘䜢⾜䛖䜉䛝䛣䛸 䜢່࿌䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䛣䛸 䛸 䛩䜛䚹㻌
䐠㻌䐟䛾່࿌䜢ཷ䛡䛯䝬䞁䝅䝵䞁䠄 ௨ୗ䛂່࿌䝬䞁䝅䝵 䞁䛃 䛸 䛔䛖 䚹 䠅 䛾㈤㈚ఫᡞ䛾㈤㈚ே䛿䚸 ່࿌䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ
᭰ᐇ⪅䛸ඹྠ䛧 䛶㈤ேᒃఫᏳᐃィ⏬䜢䚸 ່࿌䝬䞁䝅䝵 䞁ᘓ᭰ᐇ⪅䛿䚸 ㌿ฟ༊ศᡤ᭷⪅ᒃఫᏳᐃ
ィ⏬䜢సᡂ䛧䚸 ᕷ⏫ᮧ㛗䛾ㄆᐃ䜢⏦ㄳ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛣 䛸 䛸 䛩䜛䚹㻌
䐡㻌ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛯㈤ேᒃఫᏳᐃィ⏬ཪ䛿㌿ฟ༊ศᡤ᭷⪅ᒃఫᏳᐃィ⏬䛻௦᭰ఫᏯ䛸 䛧 䛶⨨䛵䛡䜙 䜜
䛯බႠఫᏯ䚸 ᕷ⏫ᮧୖఫᏯ➼䛻䛴䛔䛶䚸ධᒃ䛾≉䚸ᐙ㈤䛾ῶ㢠➼䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䛣 䛸 䛸 䛩䜛䚹㻌
䐢㻌ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛯㈤ேᒃఫᏳᐃィ⏬䛻ಀ䜛 ㈤㈚ఫᡞ䛾༊ศᡤ᭷⪅䛿䚸㈤ே䛻⛣㌿ᩱ䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜
䜀䛺䜙 䛺䛔䛣 䛸 䛸 䛩䜛䛸 䛸 䜒 䛻䚸 ᙜヱ༊ศᡤ᭷⪅䛿䚸 ᆅᐙἲ䠎䠔᮲䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙 䛪䚸 ṇᙜ⏤䛜
䛒䜛䜒 䛾䛸 䛧䛶䚸 ㈤㈚ዎ⣙䛾᭦᪂䛾ᣄ⤯䛾㏻▱ཪ䛿ゎ⣙䛾⏦䛧ධ䜜䜢䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛣 䛸 䛸 䛩䜛䚹㻌
䐣㻌ᅜ䛿䚸 ᕷ⏫ᮧ䛜䚸ᕷ⏫ᮧୖఫᏯ䛻䛴䛔䛶ୖグ䐡䛻䜘 䜚ᐙ㈤䛾ῶ㢠䜢⾜䛺䛔䚸ཪ䛿༊ศᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧
䐢䛾⛣㌿ᩱ䛾ᨭᡶ䛔㈝䛾⿵ຓ䜢⾜䛺䛳䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸 䛭䛾୍㒊䜢⿵ຓ䛩䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䛣䛸 䛸 䛩䜛䚹㻌
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