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只今ご紹介に預かりました日本海事センターの研究員の中村と申します。ここで少しお時間を頂きま
して当センターの活動の報告をさせて頂きます。今回は「IMO 法律委員会の最近の動向と我が国の対応
について」ということで、若干藤田先生のお話とかぶるところもありますけれどもお話させて頂きたいと
思います。
最初になぜ IMO 法律委員会の活動なのかということですけれども、当センターの会長の小幡からもお
話がありました通り、当センターでは IMO 法律問題委員会という名称で国内の産官学で知恵を出し合う
委員会を有しておりまして、IMO 法律委員会における我が国の国際対応をサポートしてきております。
その関係で今回 IMO 法律委員会についてお話しさせて頂くわけでございます。
この国内の IMO 法律問題委員会の方ですけれども、委員長を落合誠一東京大学名誉教授、有識者の委
員と致しまして、今お話し頂きました東京大学教授の藤田先生、そして学習院大学の小塚先生、いずれも
商法のご高名な先生方ですけれども、ご参画頂いておりまして、多大な貢献を頂いております。また海運
業界、保険業界、石油業界の方々からは、実務面でのご知見をご提供頂き、助けて頂いております。
それでは IMO 法律委員会のお話に入りますその前に、IMO について簡単に説明しておきたいと思い
ます。IMO は国際海事機関、International Maritime Organization

と言いまして、一般的には船舶の

安全、船舶からの環境汚染の防止等の海事に関する国連の専門機関と説明されておりまして 1958 年に政
府間海事協議機関、IMCO として設立され、1982 年に国際海事機関、IMO と名称が変わりました。本部
はロンドンにあり、加盟国数は 175 カ国となっております。この IMO で策定された主要な条約として
IMO のホームページなんかを見ますと、海上人命安全条約、海洋汚染防止条約、船員の訓練・資格証明
等当直基準条約といったもので、海運関係者の方には広く知られたものだろうと思います。
事務局長は現在韓国の Ki-Tack Lim 氏というふうになっております。IMO を設立する条約、その目的
規定を見まして IMO の目的についてかなり大胆に要約しますと、IMO は政府が外航海運を規制する際
の協力のための機構であり、船舶の安全運航、効率的航行、海洋汚染防止等の国際基準を作るための機構
であり、海運業が国籍や所在地等で差別されることなく、円滑な国際貿易を担うことができるようにする
ための機構であると言えるのではないかと思います。
ここまでが IMO の一般的な説明ということになりますけれども、IMO 法律委員会は何をやっている
のでしょうかということになりますが、別に航行の安全とか海洋環境の汚染防止というわけでもありま
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せんで、それとは別のことをしております。先ほどちょっと藤田先生からもありましたけれども、IMO
のホームページに沿って、ちょっと委員会なんかを見ていきますと、まず最初に海上安全委員会が載って
おりまして、これは船舶の構造や設備等、海上での安全性に関わる問題を扱っております。次に載ってい
るのが海洋環境保護委員会でございまして、これは海洋汚染防止の基準等を扱っています。次に出てくる
のがようやく法律委員会でございまして、ここで初めて船主の民事責任等の話が出てくるわけでござい
ます。IMO の一般的説明を色んなところで聞くわけですけれども、ほとんど法律問題については登場し
てきません。法律委員会はこういう先ほど藤田先生も触れられていましたが、船主の民事責任等に係る条
約を主に扱っていると言って良いと思います。この他、技術協力委員会、簡易化委員会、それに MSC（海
上安全委員会）及び MEPC（海洋環境保護委員会）の作業の付託先となる小委員会が出てきます。この
小委員会につきましては、日本船舶技術研究協会のホームページの説明が非常に分かりやすいので、ちょ
っといじって掲載しております。それらを支える IMO の事務局組織、これにつきましては海事局様から
頂きました資料を一部見やすくして資料に載せております。
これから本題に入りまして、IMO の法律委員会について説明させて頂きます。法律委員会は、先ほど
藤田先生の説明にもちょっとありましたけれども、1967 年に発生したトリー・キャニオン号の事故を契
機に設立されました。トリー・キャニオン号の事故は大きな油濁損害を引き起こした大事故で、この後
様々な条約が作られました。私の本来の専門は国際公法ですけれども、国際公法分野では介入権条約、も
しくは公法条約と呼ばれるものがよく取り上げられます。船舶は公海上では基本的にその登録された国、
旗の国と書いて旗国ですけれども、旗国の管轄下にあります。また領海を航行する場合であっても、外国
を旗国とする船舶の場合には、沿岸国の権限は大幅に制限されますが、この介入権条約によって沿岸国は
その領海外においても沿岸国に油汚染損害を引き起こす恐れのある船舶について旗国と協議し、利害関
係者に通報した上で、海洋汚染の防止軽減除去のための措置をとることができるようになりました。
そしてこの公法条約と対をなすといっても良いと思うのですが、油による汚染損害についての民事責
任条約が作られました。その数年後、さらに船主の民事責任を超える損害について保証する国際基金が設
立されるわけですが、それは油による汚染損害の補償のための国際基金のための設立に関する条約とい
うことになります。そしてこれらの条約を採択するために設けられたといってもいいと思いますけれど
も、それが法律委員会です。ちなみにですけれども、いわゆるマルポール条約も、ある意味トリー・キャ
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ニオン号の事故を契機として作られたと言われております。その後、民事責任条約と基金条約で、今申し
上げました油による汚染損害補償のための国際基金の設立に関する条約で、構築されました IOPCF（国
際油濁補償基金）の体制は、ある意味うまく機能して、タンカー事故による油汚染損害の被害者に賠償保
障を提供してきています。
この２つの条約は、その後、法律委員会が 1992 年に改正議定書を作りまして、1992 年民事責任条約、
1992 年基金条約と呼ばれる条約が現行の条約となっています。国際油濁補償基金体制につきましては、
我が国は 2014 年に残念ながら亡くなられた谷川久先生を中心に、1969 年の条約の作成過程から積極的
に参画してきておりまして、大きな貢献をしてきております。そのため日本はこの体制のある種、設立者
ファウンダーとして見られております。この国際油濁補償基金体制については詳細を述べる時間があり
ませんので、かいつまんで説明しますと、タンカーによる油濁損害について船舶の登録船主に対して無過
失責任を、正確には厳格責任ですが、課しつつ登録船主に責任制限を認めます。責任制限を認めた上で、
登録船主には責任制限限度額以上の保険を付保することを義務付けます。保険を提供する保険者はいわ
ゆる P&I の保険の提供者ですけれども、この保険者は被害者からの直接請求を受け入れなければならな
いということになります。
これが民事責任条約の内容で、続いて基金条約では基金は船主の責任制限限度額を超える損害に対し
て被害者に補償を支払います。この補償の原資は油受取人、概ね原油の輸入者になると思いますけれど
も、この輸入者が条約の当事国で、基本的には事故が起こる度に前年の油受取量に応じて基金に拠出金を
支払います。この国際油濁補償基金体制につきましては、1999 年のエリカ号の事故、2002 年のプレステ
ィージ号の事故を受けまして、基金の補償上限額を上回る損害に対して補償が足りないということで、そ
の補償を行うために 2003 年に追加基金議定書が作られ、追加基金が設立されております。これは概念図
ですけれども、実はこの STOPIA（小型タンカー油濁補償協定）
、TOPIA（タンカー油濁補償協定）と書
いてある部分があるので、ちょっと複雑なのですが、これは国際グループに加盟する P&I クラブが基金
の負担した補償の一部につき実質的に基金に支払いを行うものです。詳細の説明はちょっと細かいので
また別の機会とさせて頂きます。この油濁補償基金体制が、比較的うまく機能しているということで、
IMO 法律委員会はこのような民事責任についての条約を作るところとしてある意味成功してきたのかな
と思います。そして先ほど藤田先生からも説明された万国海法会で作成されてきた条約の一部が実は
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IMO 法律委員会が設けられたことで、IMO 法律委員会で段々作られるようになっていくわけですけれど
も、とは言いましても先ほど藤田先生のご説明にありました通り、万国海法会は IMO の重要なオブザー
バーとして法律委員会での議論に大きく貢献してきているということは強調しておきたいと思います。
実はこの第一案とか第一草稿が万国海法会で作成された草案であるということはこれまでもよくあった
と聞いております。
IMO 法律委員会が作成した民事責任に絡む条約の一覧を見ていきますと、先ほど藤田先生からもご指
摘がありました通り、船主責任制限条約、76 年と 96 年のいわゆる LLMC（海事債権についての責任の
制限に関する条約）と言われているものですけれども、IMO 法律委員会で作られております。それから
いわゆる国際海上運送される旅客や手荷物に対する船主の責任に関する、いわゆるアテネ条約ですね。そ
れからアテネ条約議定書、これは船主に対して付保義務が課されると共に被害者が保険者に対して直接
請求できることとされております。また燃料油による汚染損害についての民事責任条約につきましては、
LLMC の責任限度額まで登録船主に付保義務が課されると共に被害者が保険者に直接請求できることが
認められています。さらに海難残骸物の除去に関する条約でも同様に付保義務と直接請求が規定されて
います。
そして最近最も注目されているのが HNS 条約です。1996 年に一度採択されましたが発効せず 2010
年に同条約を改正する議定書が採択されました。船主責任制限条約、アテネ条約、バンカー条約、それか
ら海難残骸物の除去のナイロビ条約、いずれも発効しておりまして、HNS 条約が責任・補償に関連する
条約の中でまだ発効していないということで、残された最後のピースとして法律委員会では発効を促進
するための活動が行われています。この HNS 条約は国際油濁補償基金体制をベースとして作られた有害
危険物質版の基金体制です。登録船主や保険者は国際油濁補償基金体制と同様の義務を負いますが、油濁
補償基金と異なるのは、有害危険な化学物質の他、非持続性油、一般的には白物油と呼ばれるものですけ
れども、それから LNG、LPG によって生じた損害について補償するということ。そしてそのための資金
を LNG、LPG を含めた有害危険物質の受取人、正確にはバラ積み貨物として受け取った受取人から拠出
してもらうということになっております。なお、HNS 条約は人身損害や物的損害も補償の対象となるの
で、これも油濁補償基金とは異なる重要な点です。この条約につきましては、2017 年４月にノルウェー
が批准しまして、EU も加盟国に対して批准を認める決定を行ったことから、いよいよ発効に向けて動き
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出すのではないかともいわれておりまして、注視しているところでございます。
次にいきまして IMO 法律委員会は責任とか補償の条約だけをやってきたのかというと、必ずしもそう
ではありません。不成功、無報酬、いわゆる No cure No pay の原則と言われるようなものを確認しつつ、
環境汚染損害が絡むケースで特別補償が得られるということを定めた 1989 年の海難救助条約や船舶に
おいてのハイジャック、シージャックともいわれますが、そういったことが行われた場合に、旗国、犯罪
行為地国等が容疑者を処罰することを定めた海洋航行不法行為防止条約、いわゆる 1974 年の SUA 条約
です。さらに船舶を使用したテロ行為や大量破壊兵器その関連物質、そういったものの輸送行為等を犯罪
とすることを求めて、それらを防止、抑止するための円滑な乗船検査を可能にするため、2005 年の SUA
議定書なども採択されています。これはいずれも IMO 法律委員会で採択された条約でございます。この
他 UNCTAD、国連貿易開発会議と共同で作成された海上先取特権及び抵当権に関する国際条約や、船舶
のアレストに関する国際条約などもあります。このように IMO 法律委員会は海運ビジネスに関わってい
る方々、海運業でなくても荷主として関係している方々も含めまして、どこかで聞いたことのある関係し
たことのある法律、またはその前提となる条約を作る場であり、世界での有数の海運業を有する我が国に
とって非常に重要なフォーラムであることが理解できると思います。
IMO 法律委員会の最近の動向でありますけれど、先ほども申し上げました通り最も注力されているの
が、HNS 条約ということになるのではないかと思います。この来る４月にもロンドンでワークショップ
が開催されることになっております。我が国は国際油濁補償基金の創設と維持発展には大きな貢献をし
てきたという経緯があります。また国際海運業の責任、補償の問題については、国際裁判管轄や準拠法、
準拠法というのはどこの国の法を適用するかということですけども、そういったこともありますし、また
いざどこかの国で判決を得ましても、それを外国で執行できるかどうかといった国際礼譲、もしくは国際
相互主義に基づく判決の承認・執行に関する問題等、国際民事訴訟上の様々な問題がありまして、被害者
救済の観点からはどうしても国際的な枠組みで考える必要があります。その意味では既に発効している
バンカー条約や海難残骸物の除去に関するナイロビ条約、2010 年 HNS 条約等、我が国も国際的な枠組
みへの参加を検討していく必要があるように思います。とはいえ HNS 条約に関して言いますと、化学物
質や LNG、LPG、石油精製品等の受取人、輸入者、主としてバラ積み貨物として受け取られる方々です
けれども、そういった方々が関係する大きな条約であり、関係者から様々な意見を聞きながら勉強を進め
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ていく必要があるのではないかと思われます。
次に今後のお話ですが、先ほど海事局長や藤田先生からもお話がありました通り、ここにきて海運業
界、海事産業、IoT とか AI の技術に注目が集まっておりまして、正に造船業や海運業のビジネスに大き
な影響を与えそうだというところに来ております。このような技術の進展がありますと、法律の見直しが
必要ということになるわけですけれども、国際的枠組みで作られる国際条約もその例外ではありません。
先ほど局長様の方から MSC での議論についてお話がありましたけれども、法律委員会の方でも法律委員
会が策定した条約についてレビューしようという声が出てくるのが自然であろうと思われます。その意
味ではこれから法律委員会もこの手の話で活発な議論が行われるのではないかと思います。海上輸送に
ついて誰がどのような民事上の責任を負うのか、他の輸送モードでも状況は同様であろうと思いますけ
れども、民事上の責任の分担を巡って、もしかしたら大きな地殻変動が起きる可能性もあります。ですの
で、将来、法律委員会の役割は相当大きなものになるのではないかと予想しております。
最後に IMO 法律委員会について一言申し上げておきますと、実は他にも先ほど藤田先生の議論でも出
てきましたけれども私法の関係の条約、いわゆる私法統一条約を採択してきている国家間のフォーラム
というものがございます。ハーグ国際私法会議とか、UNIDROIT（国際私法統一協会）とか UNCITRAL
（国連国際商取引法委員会）がそういったフォーラムに当たります。例えば船荷証券規則統一条約、いわ
ゆるヘーグ・ルールズとか、ヘーグ・ヴィスビー・ルールズにとって代わるかもしれないロッテルダム・
ルールズ、これは全部または一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国際連合条約ですが、これ
は藤田先生がファウンディング・ファーザーのお１人でありますけれども、この条約は UNCITRAL で
作成されております。
このように私法の法律に貢献している他のフォーラムを利用するのはもちろん手でもありますけれど
も、IMO は法律委員会以外の委員会を見てもお分かりになります通り、海運業、造船業といった海事産
業の実状を比較的よく理解しているフォーラムだという特徴がございます。ですので、先ほど藤田先生よ
りお話がありました万国海法会の動き、そしてその活用といったことも含めまして、IMO 法律委員会を
どう活用していくか、私法に関する国際ルール、少なくとも我が国に不利にならないように、適切なレベ
ル・プレイング・フィールドを確保していくために、戦略をよく考えていく必要があるのではないかと思
います。幸い我が国では国際油濁補償基金創設からの実績があり、またマリタイム・ローの関係では国際
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的に知名度の高い藤田教授がおられまして、先生は万国海法会や UNIDROIT、UNCITRAL などにおい
て条約、規則、約款等を作成する国際フォーラム、ネットワークでよく知られた存在となっております。
ですので、今後も商法の先生方の多大なるご協力を得つつ、産官学の協議の場である当センターの法律問
題委員会をご活用頂きまして、また海事産業の方々、保険業界、石油業界の方々の実務面からの知見のイ
ンプット、この面からのご協力も得ながら、知見を集約し、ご活用頂いて、これまで以上に積極的な、そ
して勝てる国際対応に向けて、海事局の方々にはご尽力をお願いしたいと思っております。ご清聴ありが
とうございました。
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ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϲᖺ䠅䠄ᅾ௵ϲᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϭϲᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϭϲᖺ䠅

௵ᮇ

;᪥ᮏͿ

;䜹䝘䝎Ϳ

;㡑ᅜͿ

;䜹䝘䝎Ϳ ;䜼䝸䝅䝱Ϳ ;䜼䝸䝅䝱Ϳ

;㡑ᅜͿ

;㡑ᅜͿ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚ᢤ⢋
ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚ᢤ⢋

;᪥ᮏͿ

ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚ᢤ⢋
ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚ᢤ⢋
ĨƚŚŝŵŝŽƐ ͘DŝƚƌŽƉŽƵůŽƐ
ĨƚŚŝŵŝŽƐ ͘DŝƚƌŽƉŽƵůŽƐ
㜝Ỉ ᗣྖ 㜝Ỉ
ᗣྖᯘ ᇶἑ
ᯘ ᇶἑ
Ặྡ tŝůůŝĂŵ͘K͛EĞŝů
Ặྡ tŝůůŝĂŵ͘K͛EĞŝů

;᪥ᮏͿ
䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅;᪥ᮏͿ
䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅;㡑ᅜͿ

;䜹䝘䝎Ϳ 䠄ᅾ௵ϭϰᖺ䠅
;䜹䝘䝎Ϳ ;䜼䝸䝅䝱Ϳ
䠄ᅾ௵ϭϰᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϴᖺ䠅;䜼䝸䝅䝱Ϳ
䠄ᅾ௵ϴᖺ䠅

ĨƚŚŝŵŝŽƐ
㜝Ỉ
ᗣྖ 㜝Ỉ
ᗣྖᯘ
ᇶἑ ᯘ
ᇶἑ
Ặྡ
Ặྡ
ϭϵϵϬͲϮϬϬϯ
ϭϵϵϬͲϮϬϬϯ ĨƚŚŝŵŝŽƐ
ϮϬϬϰͲϮϬϭϭ͘DŝƚƌŽƉŽƵůŽƐ
ϮϬϬϰͲϮϬϭϭ͘DŝƚƌŽƉŽƵůŽƐ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ϮϬϭϲͲ
ϮϬϭϲͲ
௵ᮇ tŝůůŝĂŵ͘K͛EĞŝů
௵ᮇ tŝůůŝĂŵ͘K͛EĞŝů

Ặྡ

;䝕䞁䝬䞊䜽Ϳ
;䝕䞁䝬䞊䜽Ϳ
;ⱥᅜͿ 䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅
;ⱥᅜͿ
;䝣䝷䞁䝇Ϳ 䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅
;䝣䝷䞁䝇Ϳ䠄ᅾ௵ϲᖺ䠅
;ⱥᅜͿ 䠄ᅾ௵ϲᖺ䠅
;ⱥᅜͿ 䠄ᅾ௵ϭϲᖺ䠅
^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ;䜲䞁䝗Ϳ
^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ;䜲䞁䝗Ϳ
䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϭϲᖺ䠅
ϭϵϵϬͲϮϬϬϯ
ϮϬϬϰͲϮϬϭϭ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ϮϬϭϲͲ
௵ᮇ ϭϵϵϬͲϮϬϬϯ ϮϬϬϰͲϮϬϭϭtŝůůŝĂŵ'ƌĂŚĂŵ
KǀĞEŝĞůƐĞŶ
:ĞĂŶZŽƵůůŝĞƌ
:ĞĂŶZŽƵůůŝĞƌ
ŽůŝŶ'ŽĂĚϮϬϭϲͲ
ŽůŝŶ'ŽĂĚ
ŚĂŶĚƌŝŬĂWƌĂƐĂĚ
ŚĂŶĚƌŝŬĂWƌĂƐĂĚ
Ặྡ KǀĞEŝĞůƐĞŶtŝůůŝĂŵ'ƌĂŚĂŵ
䠄ᅾ௵ϭϰᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϭϰᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϴᖺ䠅
䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅
;䝕䞁䝬䞊䜽Ϳ
;䝕䞁䝬䞊䜽Ϳ
;ⱥᅜͿ 䠄ᅾ௵ϴᖺ䠅
;ⱥᅜͿ
;䝣䝷䞁䝇Ϳ 䠄ᅾ௵ϰᖺ䠅
;䝣䝷䞁䝇Ϳ ;ⱥᅜͿ
;ⱥᅜͿ ^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ;䜲䞁䝗Ϳ
^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ;䜲䞁䝗Ϳ

䛆Ṕ௦ົᒁ㛗䛇
䛆Ṕ௦ົᒁ㛗䛇
:ĞĂŶZŽƵůůŝĞƌ
:ĞĂŶZŽƵůůŝĞƌ
ŽůŝŶ'ŽĂĚϭϵϲϴͲϭϵϳϯ
ŽůŝŶ'ŽĂĚ
ŚĂŶĚƌŝŬĂWƌĂƐĂĚ
ŚĂŶĚƌŝŬĂWƌĂƐĂĚ
Ặྡ
Ặྡ
ϭϵϱϵͲϭϵϲϭ
ϭϵϱϵͲϭϵϲϭ tŝůůŝĂŵ'ƌĂŚĂŵ
ϭϵϲϭͲϭϵϲϯtŝůůŝĂŵ'ƌĂŚĂŵ
ϭϵϲϭͲϭϵϲϯ
ϭϵϲϰͲϭϵϲϳ
ϭϵϲϰͲϭϵϲϳ
ϭϵϲϴͲϭϵϳϯ
ϭϵϳϰͲϭϵϴϵ
ϭϵϳϰͲϭϵϴϵ
௵ᮇ KǀĞEŝĞůƐĞŶ
௵ᮇ KǀĞEŝĞůƐĞŶ

䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅䠄ᅾ௵ϯᖺ䠅

ම ᭱㏆䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠖
ම ᭱㏆䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠖
ᴟᾏ䜢⯟⾜䛩䜛⯪⯧䛾タഛᇶ‽
ᴟᾏ䜢⯟⾜䛩䜛⯪⯧䛾タഛᇶ‽
⯪⯧䛛䜙䛾
⯪⯧䛛䜙䛾
ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ
ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ
䜰䝣䝸䜹䞉䝋䝬䝸䜰Ἀ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᾏ㈫ᑐ⟇➼
䜰䝣䝸䜹䞉䝋䝬䝸䜰Ἀ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᾏ㈫ᑐ⟇➼
ᴟᾏ䜢⯟⾜䛩䜛⯪⯧䛾タഛᇶ‽
ᴟᾏ䜢⯟⾜䛩䜛⯪⯧䛾タഛᇶ‽
ම ົᒁ㛗䠖
ම ົᒁ㛗䠖
䜰䝣䝸䜹䞉䝋䝬䝸䜰Ἀ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᾏ㈫ᑐ⟇➼
䜰䝣䝸䜹䞉䝋䝬䝸䜰Ἀ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᾏ㈫ᑐ⟇➼
㡑ᅜ䛾<ŝͲdĂĐŬ
㡑ᅜ䛾<ŝͲdĂĐŬ
>ŝŵ䠄㡑ᅜྡ䜲䝮䞉䜼䝔䜽䠅Ặ䠄ϮϬϭϲᖺ䠍᭶ϭ᪥䛻ᑵ௵䠄௵ᮇ䠐ᖺ䠅䠅
>ŝŵ䠄㡑ᅜྡ䜲䝮䞉䜼䝔䜽䠅Ặ䠄ϮϬϭϲᖺ䠍᭶ϭ᪥䛻ᑵ௵䠄௵ᮇ䠐ᖺ䠅䠅
䛆Ṕ௦ົᒁ㛗䛇
䛆Ṕ௦ົᒁ㛗䛇
ම ົᒁ㛗䠖
ම ົᒁ㛗䠖
ϭϵϱϵͲϭϵϲϭ
ϭϵϱϵͲϭϵϲϭ
ϭϵϲϭͲϭϵϲϯ
ϭϵϲϭͲϭϵϲϯ
ϭϵϲϰͲϭϵϲϳϭϵϲϰͲϭϵϲϳ
ϭϵϲϴͲϭϵϳϯϭϵϲϴͲϭϵϳϯ
ϭϵϳϰͲϭϵϴϵϭϵϳϰͲϭϵϴϵ
௵ᮇ
௵ᮇ
㡑ᅜ䛾<ŝͲdĂĐŬ
㡑ᅜ䛾<ŝͲdĂĐŬ
>ŝŵ䠄㡑ᅜྡ䜲䝮䞉䜼䝔䜽䠅Ặ䠄ϮϬϭϲᖺ䠍᭶ϭ᪥䛻ᑵ௵䠄௵ᮇ䠐ᖺ䠅䠅
>ŝŵ䠄㡑ᅜྡ䜲䝮䞉䜼䝔䜽䠅Ặ䠄ϮϬϭϲᖺ䠍᭶ϭ᪥䛻ᑵ௵䠄௵ᮇ䠐ᖺ䠅䠅

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
ම ᭱㏆䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠖
ම ᭱㏆䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠖
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
⯪⯧䛛䜙䛾
⯪⯧䛛䜙䛾
ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ
ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ

◊✲ဨ◊✲ဨ
୰ᮧ⚽அ
୰ᮧ⚽அ

/Eᮾி/Eᮾி
ϮϬϭϴ ϮϬϭϴ
➨Ϯϯᅇᾏ❧ᅜ䝣䜷䞊䝷䝮
➨Ϯϯᅇᾏ❧ᅜ䝣䜷䞊䝷䝮
䠄බ㈈䠅᪥ᮏᾏ䝉䞁䝍䞊⏬◊✲㒊
䠄බ㈈䠅᪥ᮏᾏ䝉䞁䝍䞊⏬◊✲㒊
/Eᮾி/Eᮾி
ϮϬϭϴ ϮϬϭϴ
◊✲ဨ◊✲ဨ
୰ᮧ⚽அ
୰ᮧ⚽அ
䠄බ㈈䠅᪥ᮏᾏ䝉䞁䝍䞊⏬◊✲㒊
䠄බ㈈䠅᪥ᮏᾏ䝉䞁䝍䞊⏬◊✲㒊

➨Ϯϯᅇᾏ❧ᅜ䝣䜷䞊䝷䝮
➨Ϯϯᅇᾏ❧ᅜ䝣䜷䞊䝷䝮

/DKἲᚊጤဨ䛾᭱㏆䛾ືྥ䛸
/DKἲᚊጤဨ䛾᭱㏆䛾ືྥ䛸
ᡃ䛜ᅜ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
ᡃ䛜ᅜ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
/DKἲᚊጤဨ䛾᭱㏆䛾ືྥ䛸
/DKἲᚊጤဨ䛾᭱㏆䛾ືྥ䛸
ᡃ䛜ᅜ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
ᡃ䛜ᅜ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶

Ϯ

Ϯ

ම
ම
ම
ම

䛺䛹

ϰ

ϰ

䛺䛹

ϰ

ϰ

ᾏୖ䛾Ᏻ䚸ຠ⋡ⓗ⯟⾜䚸⯪⯧䛻䜘䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䞉つไ䛻㛵䛧䛶ᐇ⾜
ᾏୖ䛾Ᏻ䚸ຠ⋡ⓗ⯟⾜䚸⯪⯧䛻䜘䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䞉つไ䛻㛵䛧䛶ᐇ⾜
ᾏ㐠ᴗ䛜ୡ⏺䛾㏻ၟ䛻䛚䛔䛶ᕪู䛺䛧䛻⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ಁ㐍
ම ᾏ㐠ᴗ䛜ୡ⏺䛾㏻ၟ䛻䛚䛔䛶ᕪู䛺䛧䛻⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ಁ㐍
ྍ⬟䛺ᇶ‽䛾᥇⏝䜢ಁ㐍
ᨻᗓ䛻䜘䜛ᕪูⓗ䛺ᥐ⨨ཬ䜃ᚲせ䛺ไ㝈䛷ᅜ㝿㈠᫆䛻ᚑ䛩䜛ᾏ㐠䛻
ම ྍ⬟䛺ᇶ‽䛾᥇⏝䜢ಁ㐍
ᨻᗓ䛻䜘䜛ᕪูⓗ䛺ᥐ⨨ཬ䜃ᚲせ䛺ไ㝈䛷ᅜ㝿㈠᫆䛻ᚑ䛩䜛ᾏ㐠䛻
ᾏ㐠ᴗ䛜ୡ⏺䛾㏻ၟ䛻䛚䛔䛶ᕪู䛺䛧䛻⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ಁ㐍
ම ᙳ㡪䛾䛒䜛䜒䛾䛾㝖ཤ䜢ዡບ
ᾏ㐠ᴗ䛜ୡ⏺䛾㏻ၟ䛻䛚䛔䛶ᕪู䛺䛧䛻⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ಁ㐍
ᙳ㡪䛾䛒䜛䜒䛾䛾㝖ཤ䜢ዡບ
䛺䛹
䛺䛹
ᨻᗓ䛻䜘䜛ᕪูⓗ䛺ᥐ⨨ཬ䜃ᚲせ䛺ไ㝈䛷ᅜ㝿㈠᫆䛻ᚑ䛩䜛ᾏ㐠䛻
ම ᨻᗓ䛻䜘䜛ᕪูⓗ䛺ᥐ⨨ཬ䜃ᚲせ䛺ไ㝈䛷ᅜ㝿㈠᫆䛻ᚑ䛩䜛ᾏ㐠䛻
ᙳ㡪䛾䛒䜛䜒䛾䛾㝖ཤ䜢ዡບ
ᙳ㡪䛾䛒䜛䜒䛾䛾㝖ཤ䜢ዡບ

ම 䛭䛾┠ⓗ䛿䚸
ම 䛭䛾┠ⓗ䛿䚸
ྍ⬟䛺ᇶ‽䛾᥇⏝䜢ಁ㐍
ྍ⬟䛺ᇶ‽䛾᥇⏝䜢ಁ㐍

ᶵᵓ ᶵᵓ
ම ᾏୖ䛾Ᏻ䚸ຠ⋡ⓗ⯟⾜䚸⯪⯧䛻䜘䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䞉つไ䛻㛵䛧䛶ᐇ⾜
ම ᾏୖ䛾Ᏻ䚸ຠ⋡ⓗ⯟⾜䚸⯪⯧䛻䜘䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䞉つไ䛻㛵䛧䛶ᐇ⾜

ම /DK䛿䚸
ᶵᵓ ම /DK䛿䚸
ᶵᵓ
እ⯟ᾏ㐠䛻ᙳ㡪䛾䛒䜛ᨻᗓ䛾つไཬ䜃័⾜䛻㛵䛩䜛ᨻᗓ㛫䛾༠ຊ䛾䛯䜑䛾
እ⯟ᾏ㐠䛻ᙳ㡪䛾䛒䜛ᨻᗓ䛾つไཬ䜃័⾜䛻㛵䛩䜛ᨻᗓ㛫䛾༠ຊ䛾䛯䜑䛾
ම 䛭䛾┠ⓗ䛿䚸
ම 䛭䛾┠ⓗ䛿䚸

እ⯟ᾏ㐠䛻ᙳ㡪䛾䛒䜛ᨻᗓ䛾つไཬ䜃័⾜䛻㛵䛩䜛ᨻᗓ㛫䛾༠ຊ䛾䛯䜑䛾
እ⯟ᾏ㐠䛻ᙳ㡪䛾䛒䜛ᨻᗓ䛾つไཬ䜃័⾜䛻㛵䛩䜛ᨻᗓ㛫䛾༠ຊ䛾䛯䜑䛾

/DK䠄ᅜ㝿ᾏᶵ㛵䠅
/DK䠄ᅜ㝿ᾏᶵ㛵䠅
タ❧᮲⣙䛾┠ⓗつᐃ䛛䜙ぢ䜛䛸
タ❧᮲⣙䛾┠ⓗつᐃ䛛䜙ぢ䜛䛸
ම /DK䛿䚸
ම /DK䛿䚸

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐟タ❧᮲⣙䠚
䠘䐟タ❧᮲⣙䠚
/DK䠄ᅜ㝿ᾏᶵ㛵䠅
/DK䠄ᅜ㝿ᾏᶵ㛵䠅
タ❧᮲⣙䛾┠ⓗつᐃ䛛䜙ぢ䜛䛸
タ❧᮲⣙䛾┠ⓗつᐃ䛛䜙ぢ䜛䛸
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐟タ❧᮲⣙䠚
䠘䐟タ❧᮲⣙䠚

Ϯ

Ϯ

ම ϭϵϱϴᖺ䚸䛂ᨻᗓ㛫ᾏ༠㆟ᶵ㛵䛃䠄/DK䠅䛸䛧䛶タ❧䚹ϭϵϴϮᖺ䛻ᅜ㝿ᾏᶵ㛵
ම ϭϵϱϴᖺ䚸䛂ᨻᗓ㛫ᾏ༠㆟ᶵ㛵䛃䠄/DK䠅䛸䛧䛶タ❧䚹ϭϵϴϮᖺ䛻ᅜ㝿ᾏᶵ㛵
䠄/DK䠅䛸ᨵ⛠䚹
䠄/DK䠅䛸ᨵ⛠䚹
ම /DK䛷⟇ᐃ䛥䜜䛯䛺᮲⣙
ම /DK䛷⟇ᐃ䛥䜜䛯䛺᮲⣙
ᾏୖேᏳ;^K>^Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䛾ᇶ‽
ᾏୖேᏳ;^K>^Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䛾ᇶ‽
මᾏὒởᰁ㜵Ṇ;DZWK>Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛻䜘䜛⎔ቃởᰁ㜵Ṇ
/DK䛷⟇ᐃ䛥䜜䛯䛺᮲⣙
මᾏὒởᰁ㜵Ṇ;DZWK>Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛻䜘䜛⎔ቃởᰁ㜵Ṇ
/DK䛷⟇ᐃ䛥䜜䛯䛺᮲⣙
ᾏୖேᏳ;^K>^Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䛾ᇶ‽
ᾏୖேᏳ;^K>^Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䛾ᇶ‽
⯪ဨ䛾カ⦎䞉㈨᱁ド᫂䞉ᙜ┤ᇶ‽;^dt䠅᮲⣙䠖⯪ဨ䛾カ⦎せ௳➼
⯪ဨ䛾カ⦎䞉㈨᱁ド᫂䞉ᙜ┤ᇶ‽;^dt䠅᮲⣙䠖⯪ဨ䛾カ⦎せ௳➼
ᾏὒởᰁ㜵Ṇ;DZWK>Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛻䜘䜛⎔ቃởᰁ㜵Ṇ
ᾏὒởᰁ㜵Ṇ;DZWK>Ϳ᮲⣙䠖⯪⯧䛻䜘䜛⎔ቃởᰁ㜵Ṇ
䛣䜜䜎䛷䛻䠑䠕䛾᮲⣙䜢⟇ᐃ䠄⯪⯧䛾䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍䞁䝎䞊䝗䠅
䛣䜜䜎䛷䛻䠑䠕䛾᮲⣙䜢⟇ᐃ䠄⯪⯧䛾䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍䞁䝎䞊䝗䠅
⯪ဨ䛾カ⦎䞉㈨᱁ド᫂䞉ᙜ┤ᇶ‽;^dt䠅᮲⣙䠖⯪ဨ䛾カ⦎せ௳➼
⯪ဨ䛾カ⦎䞉㈨᱁ド᫂䞉ᙜ┤ᇶ‽;^dt䠅᮲⣙䠖⯪ဨ䛾カ⦎せ௳➼
䛣䜜䜎䛷䛻䠑䠕䛾᮲⣙䜢⟇ᐃ䠄⯪⯧䛾䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍䞁䝎䞊䝗䠅
䛣䜜䜎䛷䛻䠑䠕䛾᮲⣙䜢⟇ᐃ䠄⯪⯧䛾䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍䞁䝎䞊䝗䠅

ම ϭϵϱϴᖺタ❧䚸ᮏ㒊䝻䞁䝗䞁䚸ຍ┕ᅜᩘϭϳϱ䜹ᅜ䠄‽ຍ┕䠏ᆅᇦ䜢ྵ䜐䚹䠅
ϭϵϱϴᖺ䚸䛂ᨻᗓ㛫ᾏ༠㆟ᶵ㛵䛃䠄/DK䠅䛸䛧䛶タ❧䚹ϭϵϴϮᖺ䛻ᅜ㝿ᾏᶵ㛵
ම ϭϵϱϴᖺタ❧䚸ᮏ㒊䝻䞁䝗䞁䚸ຍ┕ᅜᩘϭϳϱ䜹ᅜ䠄‽ຍ┕䠏ᆅᇦ䜢ྵ䜐䚹䠅
ϭϵϱϴᖺ䚸䛂ᨻᗓ㛫ᾏ༠㆟ᶵ㛵䛃䠄/DK䠅䛸䛧䛶タ❧䚹ϭϵϴϮᖺ䛻ᅜ㝿ᾏᶵ㛵
䠄/DK䠅䛸ᨵ⛠䚹
䠄/DK䠅䛸ᨵ⛠䚹

ම ⯪⯧䛾Ᏻ䚸⯪⯧䛛䜙䛾⎔ቃởᰁ䛾㜵Ṇ➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ᅜ㐃䛾ᑓ㛛ᶵ㛵
ම ⯪⯧䛾Ᏻ䚸⯪⯧䛛䜙䛾⎔ቃởᰁ䛾㜵Ṇ➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ᅜ㐃䛾ᑓ㛛ᶵ㛵
ϭϵϱϴᖺタ❧䚸ᮏ㒊䝻䞁䝗䞁䚸ຍ┕ᅜᩘϭϳϱ䜹ᅜ䠄‽ຍ┕䠏ᆅᇦ䜢ྵ䜐䚹䠅
ϭϵϱϴᖺタ❧䚸ᮏ㒊䝻䞁䝗䞁䚸ຍ┕ᅜᩘϭϳϱ䜹ᅜ䠄‽ຍ┕䠏ᆅᇦ䜢ྵ䜐䚹䠅

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
ම ⯪⯧䛾Ᏻ䚸⯪⯧䛛䜙䛾⎔ቃởᰁ䛾㜵Ṇ➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ᅜ㐃䛾ᑓ㛛ᶵ㛵
ම ⯪⯧䛾Ᏻ䚸⯪⯧䛛䜙䛾⎔ቃởᰁ䛾㜵Ṇ➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ᅜ㐃䛾ᑓ㛛ᶵ㛵

ϮϬϭϴͬϰͬ
ϮϬϭϴ
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ᑠጤဨྡᑠጤဨྡ

䛺άື➼䛺άື➼

ϱ

ϱ

ϳ

ϳ

ϳ

䠄୍㈈䠅᪥ᮏ⯪⯧ᢏ⾡◊✲༠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚ᢤ⢋
䠄୍㈈䠅᪥ᮏ⯪⯧ᢏ⾡◊✲༠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚ᢤ⢋

ϳ

⯪⯧タഛᑠጤဨ
⯪⯧タഛᑠጤဨ
䠄୍㈈䠅᪥ᮏ⯪⯧ᢏ⾡◊✲༠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚ᢤ⢋
䠄୍㈈䠅᪥ᮏ⯪⯧ᢏ⾡◊✲༠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚ᢤ⢋
ᶵᲔタഛ䚸㟁Ꮚᶵჾ➼䛾䝅䝇䝔䝮䚸タഛ䛺䛹䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟
ᶵᲔタഛ䚸㟁Ꮚᶵჾ➼䛾䝅䝇䝔䝮䚸タഛ䛺䛹䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟
䠄^^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉ^ǇƐƚĞŵƐ
䠄^^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉ^ǇƐƚĞŵƐ
➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
ĂŶĚƋƵŝƉŵĞŶƚ䠅
ĂŶĚƋƵŝƉŵĞŶƚ䠅

㈌≀㐠㏦ᑠጤဨ
㈌≀㐠㏦ᑠጤဨ ⯪⯧䝕䝄䜲䞁䚸ᘓ㐀䚸ゎ᧔䚸Ᏻᐃᛶ䚸ᾋຊ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ
⯪⯧䝕䝄䜲䞁䚸ᘓ㐀䚸ゎ᧔䚸Ᏻᐃᛶ䚸ᾋຊ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ
㈌≀䛸䝁䞁䝔䝘䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛾㛵㐃᮲⣙䚸⾜ືつ⠊䛭䛾䛾つ๎䚸᥎ዡ㡯䛾ຠ
㈌≀䛸䝁䞁䝔䝘䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛾㛵㐃᮲⣙䚸⾜ືつ⠊䛭䛾䛾つ๎䚸᥎ዡ㡯䛾ຠ
⯪⯧タィ䞉ᘓ㐀ᑠጤဨ
⯪⯧タィ䞉ᘓ㐀ᑠጤဨ
䠄䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂƌƌŝĂŐĞŽĨ
䠄䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂƌƌŝĂŐĞŽĨ
㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
⋡ⓗ䛺ᐇ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
⋡ⓗ䛺ᐇ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉĞƐŝŐŶĂŶĚ
䠄^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĂƌŐŽĞƐĂŶĚŽŶƚĂŝŶĞƌƐ䠅
ĂƌŐŽĞƐĂŶĚŽŶƚĂŝŶĞƌƐ䠅
⯪⯧タィ䞉タഛ;Ϳ䚸㜵ⅆ;&WͿཬ䜃ཎᛶ䞉‶㍕ႚỈ⥺䞉⁺⯪Ᏻ;^>&Ϳ䛾ϯ䛴䛾ᑠ
⯪⯧タィ䞉タഛ;Ϳ䚸㜵ⅆ;&WͿཬ䜃ཎᛶ䞉‶㍕ႚỈ⥺䞉⁺⯪Ᏻ;^>&Ϳ䛾ϯ䛴䛾ᑠ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ䠅
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ䠅
ጤဨ䜢^䛸^^䛻⦅䚹
ጤဨ䜢^䛸^^䛻⦅䚹
⯪⯧䝕䝄䜲䞁䚸ᘓ㐀䚸ゎ᧔䚸Ᏻᐃᛶ䚸ᾋຊ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ
⯪⯧䝕䝄䜲䞁䚸ᘓ㐀䚸ゎ᧔䚸Ᏻᐃᛶ䚸ᾋຊ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ
⯪⯧タィ䞉ᘓ㐀ᑠጤဨ
⯪⯧タィ䞉ᘓ㐀ᑠጤဨ
㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
⯪⯧タഛᑠጤဨ
⯪⯧タഛᑠጤဨ
䠄^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉĞƐŝŐŶĂŶĚ
䠄^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉĞƐŝŐŶĂŶĚ
ᶵᲔタഛ䚸㟁Ꮚᶵჾ➼䛾䝅䝇䝔䝮䚸タഛ䛺䛹䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟
ᶵᲔタഛ䚸㟁Ꮚᶵჾ➼䛾䝅䝇䝔䝮䚸タഛ䛺䛹䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟
⯪⯧タィ䞉タഛ;Ϳ䚸㜵ⅆ;&WͿཬ䜃ཎᛶ䞉‶㍕ႚỈ⥺䞉⁺⯪Ᏻ;^>&Ϳ䛾ϯ䛴䛾ᑠ
⯪⯧タィ䞉タഛ;Ϳ䚸㜵ⅆ;&WͿཬ䜃ཎᛶ䞉‶㍕ႚỈ⥺䞉⁺⯪Ᏻ;^>&Ϳ䛾ϯ䛴䛾ᑠ
䠄^^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉ^ǇƐƚĞŵƐ
䠄^^䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ^ŚŝƉ^ǇƐƚĞŵƐ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ䠅
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ䠅 ➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
ጤဨ䜢^䛸^^䛻⦅䚹
ĂŶĚƋƵŝƉŵĞŶƚ䠅
ĂŶĚƋƵŝƉŵĞŶƚ䠅 ጤဨ䜢^䛸^^䛻⦅䚹

/DKつ๎ᐇᑠጤဨ
/DKつ๎ᐇᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䚸ᾏಖᏳཬ䜃⎔ቃಖㆤ䛻㛵䛩䜛/DKつ๎䛾ୡ⏺䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ䛸
⯟⾜Ᏻ䚸ᾏಖᏳཬ䜃⎔ቃಖㆤ䛻㛵䛩䜛/DKつ๎䛾ୡ⏺䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ䛸
⯟⾜Ᏻ䞉↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䞉↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䚸↓⥺㏻ಙཬ䜃ᤚ⣴ᩆຓ䛻㛵䛩䜛ᑐ⟇䛸ྛᅜᨻᗓ䛾⩏ົ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡
⯟⾜Ᏻ䚸↓⥺㏻ಙཬ䜃ᤚ⣴ᩆຓ䛻㛵䛩䜛ᑐ⟇䛸ྛᅜᨻᗓ䛾⩏ົ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡
䠄///䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
䠄///䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
䛭䛾ᐇຠᛶ☜ಖ➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䛭䛾ᐇຠᛶ☜ಖ➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄E^Z䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶEĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͕
䠄E^Z䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶEĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͕
ŽĨ/DK/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ䠅
ŽĨ/DK/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ䠅
ᅜᐇᑠጤဨ;&^/Ϳ䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
ᅜᐇᑠጤဨ;&^/Ϳ䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
⯟⾜Ᏻ;EsͿ䛸↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓ;KD^ZͿ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢⤫ྜ䚹
⯟⾜Ᏻ;EsͿ䛸↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓ;KD^ZͿ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢⤫ྜ䚹
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ^ĞĂƌĐŚĂŶĚZĞƐĐƵĞ䠅
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ^ĞĂƌĐŚĂŶĚZĞƐĐƵĞ䠅
⯟⾜Ᏻ䞉↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䞉↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䚸↓⥺㏻ಙཬ䜃ᤚ⣴ᩆຓ䛻㛵䛩䜛ᑐ⟇䛸ྛᅜᨻᗓ䛾⩏ົ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡
⯟⾜Ᏻ䚸↓⥺㏻ಙཬ䜃ᤚ⣴ᩆຓ䛻㛵䛩䜛ᑐ⟇䛸ྛᅜᨻᗓ䛾⩏ົ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡
⯪⯧䛭䛾䛾ᾏάື䛻䜘䜛ᾏὒ⎔ቃởᰁ⟶⌮䛸㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃
⯪⯧䛭䛾䛾ᾏάື䛻䜘䜛ᾏὒ⎔ቃởᰁ⟶⌮䛸㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃
ởᰁ㜵Ṇ䞉ᑐᛂᑠጤဨ
ởᰁ㜵Ṇ䞉ᑐᛂᑠጤဨ
㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄E^Z䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶEĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͕
䠄E^Z䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶEĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͕
㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄WWZ䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶWŽůůƵƚŝŽŶ
䠄WWZ䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶWŽůůƵƚŝŽŶ
⯟⾜Ᏻ;EsͿ䛸↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓ;KD^ZͿ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢⤫ྜ䚹
⯟⾜Ᏻ;EsͿ䛸↓⥺㏻ಙ䞉ᤚ⣴ᩆຓ;KD^ZͿ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢⤫ྜ䚹
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ^ĞĂƌĐŚĂŶĚZĞƐĐƵĞ䠅
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ^ĞĂƌĐŚĂŶĚZĞƐĐƵĞ䠅
䜀䜙✚ᾮయ䞉Ẽయ㈌≀;>'Ϳ䛸༴㝤≀䞉ಶయ㈌≀;^Ϳ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢WWZ䛸
䜀䜙✚ᾮయ䞉Ẽయ㈌≀;>'Ϳ䛸༴㝤≀䞉ಶయ㈌≀;^Ϳ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢WWZ䛸
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚZĞƐƉŽŶƐĞ䠅
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚZĞƐƉŽŶƐĞ䠅
䛻⦅䚹
䛻⦅䚹
⯪⯧䛭䛾䛾ᾏάື䛻䜘䜛ᾏὒ⎔ቃởᰁ⟶⌮䛸㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃
⯪⯧䛭䛾䛾ᾏάື䛻䜘䜛ᾏὒ⎔ቃởᰁ⟶⌮䛸㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾ᢏ⾡㠃ཬ䜃
ởᰁ㜵Ṇ䞉ᑐᛂᑠጤဨ
ởᰁ㜵Ṇ䞉ᑐᛂᑠጤဨ
㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㐠⏝㠃䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
㈌≀㐠㏦ᑠጤဨ
㈌≀㐠㏦ᑠጤဨ
䠄WWZ䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶWŽůůƵƚŝŽŶ
䠄WWZ䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶWŽůůƵƚŝŽŶ
㈌≀䛸䝁䞁䝔䝘䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛾㛵㐃᮲⣙䚸⾜ືつ⠊䛭䛾䛾つ๎䚸᥎ዡ㡯䛾ຠ
㈌≀䛸䝁䞁䝔䝘䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛾㛵㐃᮲⣙䚸⾜ືつ⠊䛭䛾䛾つ๎䚸᥎ዡ㡯䛾ຠ
䜀䜙✚ᾮయ䞉Ẽయ㈌≀;>'Ϳ䛸༴㝤≀䞉ಶయ㈌≀;^Ϳ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢WWZ䛸
䜀䜙✚ᾮయ䞉Ẽయ㈌≀;>'Ϳ䛸༴㝤≀䞉ಶయ㈌≀;^Ϳ䛾Ϯ䛴䛾ᑠጤဨ䜢WWZ䛸
䠄䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂƌƌŝĂŐĞŽĨ
䠄䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂƌƌŝĂŐĞŽĨ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚZĞƐƉŽŶƐĞ䠅
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚZĞƐƉŽŶƐĞ䠅
⋡ⓗ䛺ᐇ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
⋡ⓗ䛺ᐇ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃䛾ၥ㢟➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䛻⦅䚹
䛻⦅䚹
ĂƌŐŽĞƐĂŶĚŽŶƚĂŝŶĞƌƐ䠅
ĂƌŐŽĞƐĂŶĚŽŶƚĂŝŶĞƌƐ䠅

ேⓗᅉᏊカ⦎ᙜ┤ᑠጤဨ
ேⓗᅉᏊカ⦎ᙜ┤ᑠጤဨ
カ⦎䛸⯟ᾏᙜ┤䛾ேⓗᅉᏊ䚸⯪ဨ䛾カ⦎ཬ䜃㈨᱁䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃
カ⦎䛸⯟ᾏᙜ┤䛾ேⓗᅉᏊ䚸⯪ဨ䛾カ⦎ཬ䜃㈨᱁䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃
ᑠጤဨྡ
ᑠጤဨྡ
䛺άື➼
䛺άື➼
䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄,dt䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ,ƵŵĂŶ
䠄,dt䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ,ƵŵĂŶ
カ⦎ᙜ┤ᇶ‽ᑠጤဨ䠄^dt䠅䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
カ⦎ᙜ┤ᇶ‽ᑠጤဨ䠄^dt䠅䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
ůĞŵĞŶƚ͕dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚtĂƚĐŚŬĞĞƉŝŶŐ䠅
ůĞŵĞŶƚ͕dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚtĂƚĐŚŬĞĞƉŝŶŐ䠅
ேⓗᅉᏊカ⦎ᙜ┤ᑠጤဨ
ேⓗᅉᏊカ⦎ᙜ┤ᑠጤဨ
カ⦎䛸⯟ᾏᙜ┤䛾ேⓗᅉᏊ䚸⯪ဨ䛾カ⦎ཬ䜃㈨᱁䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃
カ⦎䛸⯟ᾏᙜ┤䛾ேⓗᅉᏊ䚸⯪ဨ䛾カ⦎ཬ䜃㈨᱁䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㠃ཬ䜃㐠⏝㠃
/DKつ๎ᐇᑠጤဨ
/DKつ๎ᐇᑠጤဨ
⯟⾜Ᏻ䚸ᾏಖᏳཬ䜃⎔ቃಖㆤ䛻㛵䛩䜛/DKつ๎䛾ୡ⏺䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ䛸
⯟⾜Ᏻ䚸ᾏಖᏳཬ䜃⎔ቃಖㆤ䛻㛵䛩䜛/DKつ๎䛾ୡ⏺䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ䛸
䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䠄,dt䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ,ƵŵĂŶ
䠄,dt䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ,ƵŵĂŶ
䠄///䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
䠄///䠖^ƵďͲŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
䛭䛾ᐇຠᛶ☜ಖ➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䛭䛾ᐇຠᛶ☜ಖ➼䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
カ⦎ᙜ┤ᇶ‽ᑠጤဨ䠄^dt䠅䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
カ⦎ᙜ┤ᇶ‽ᑠጤဨ䠄^dt䠅䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
ůĞŵĞŶƚ͕dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚtĂƚĐŚŬĞĞƉŝŶŐ䠅
ůĞŵĞŶƚ͕dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚtĂƚĐŚŬĞĞƉŝŶŐ䠅
ŽĨ/DK/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ䠅
ŽĨ/DK/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ䠅ᅜᐇᑠጤဨ;&^/Ϳ䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹
ᅜᐇᑠጤဨ;&^/Ϳ䛾ྡ⛠䜢ኚ᭦䚹

ϱ

ϱ

මම ⯪⯧䛻㉳ᅉ䛩䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻
㛵㐃᮲⣙䠖DZWK>᮲⣙➼
මම ⯪⯧䛻㉳ᅉ䛩䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻
㛵㐃᮲⣙䠖DZWK>᮲⣙➼
ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾᳨ウ➼
ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾᳨ウ➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖DZWK>᮲⣙➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖DZWK>᮲⣙➼

ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾᳨ウ➼
ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾᳨ウ➼
ᾏὒ⎔ቃಖㆤጤဨ䠄DĂƌŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄DW䠅䠅
ᾏὒ⎔ቃಖㆤጤဨ䠄DĂƌŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄DW䠅䠅

ම ⯪⯧䛻㉳ᅉ䛩䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻
ම ⯪⯧䛻㉳ᅉ䛩䜛ᾏὒởᰁ䛾㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻

ᾏὒ⎔ቃಖㆤጤဨ䠄DĂƌŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄DW䠅䠅
ᾏὒ⎔ቃಖㆤጤဨ䠄DĂƌŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄DW䠅䠅

㐃䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾
ම ⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䚸༴㝤㈌≀䛾ྲྀᢅ䛔䚸ᾏୖ䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᡭ⥆䛝䞉せ௳䚸Ᏻ
ම 㐃䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾
⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䚸༴㝤㈌≀䛾ྲྀᢅ䛔䚸ᾏୖ䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᡭ⥆䛝䞉せ௳䚸Ᏻ
᳨ウ➼ ᳨ウ➼
䛾ぢᆅ䛛䜙䛾㓄ဨ䚸䛭䛾ᾏୖ䛾Ᏻ䛻┤᥋ᙳ㡪䛾䛒䜛㡯䜢ᑂ㆟䚸᳨ウ䛧䚸㛵
䛾ぢᆅ䛛䜙䛾㓄ဨ䚸䛭䛾ᾏୖ䛾Ᏻ䛻┤᥋ᙳ㡪䛾䛒䜛㡯䜢ᑂ㆟䚸᳨ウ䛧䚸㛵
ම 㛵㐃᮲⣙䠖^K>^᮲⣙➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖^K>^᮲⣙➼
㐃䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾
㐃䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䛾᥇ᢥ䚸ᨵṇཬ䜃ྛᅜ䜈䛾㏻ሗ䚸᮲⣙䛾ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛ᥐ⨨䛾
᳨ウ➼ ᳨ウ➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖^K>^᮲⣙➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖^K>^᮲⣙➼

䛾ぢᆅ䛛䜙䛾㓄ဨ䚸䛭䛾ᾏୖ䛾Ᏻ䛻┤᥋ᙳ㡪䛾䛒䜛㡯䜢ᑂ㆟䚸᳨ウ䛧䚸㛵
䛾ぢᆅ䛛䜙䛾㓄ဨ䚸䛭䛾ᾏୖ䛾Ᏻ䛻┤᥋ᙳ㡪䛾䛒䜛㡯䜢ᑂ㆟䚸᳨ウ䛧䚸㛵
ᾏୖᏳጤဨ
ᾏୖᏳጤဨ
䠄DĂƌŝƚŝŵĞ^ĂĨĞƚǇŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄D^䠅䠅
䠄DĂƌŝƚŝŵĞ^ĂĨĞƚǇŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄D^䠅䠅

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐠ጤဨ䠚
䠘䐠ጤဨ䠚
ᾏୖᏳጤဨ
ᾏୖᏳጤဨ
䠄DĂƌŝƚŝŵĞ^ĂĨĞƚǇŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄D^䠅䠅
䠄DĂƌŝƚŝŵĞ^ĂĨĞƚǇŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄D^䠅䠅
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐠ጤဨ䠚
䠘䐠ጤဨ䠚
ම ⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䚸༴㝤㈌≀䛾ྲྀᢅ䛔䚸ᾏୖ䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᡭ⥆䛝䞉せ௳䚸Ᏻ
ම ⯪⯧䛾ᵓ㐀䞉タഛ䚸༴㝤㈌≀䛾ྲྀᢅ䛔䚸ᾏୖ䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᡭ⥆䛝䞉せ௳䚸Ᏻ

ϲ

ϲ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚సᡂ
ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚సᡂ

ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚సᡂ
ᅜᅵ㏻┬ᾏᒁᥦ౪㈨ᩱ䜘䜚సᡂ

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐡⤌⧊ᅗ䠚
䠘䐡⤌⧊ᅗ䠚
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐡⤌⧊ᅗ䠚
䠘䐡⤌⧊ᅗ䠚

ϲ

ϲ

ම /DK䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᡤᒓ䛩䜛ୖ㒊ጤဨ䠄D^ཬ䜃
ම /DK䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᡤᒓ䛩䜛ୖ㒊ጤဨ䠄D^ཬ䜃
DW䠅䛾ク䜢ཷ䛡䚸ᑓ㛛ⓗ䛺ᢏ⾡ⓗ㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟
DW䠅䛾ク䜢ཷ䛡䚸ᑓ㛛ⓗ䛺ᢏ⾡ⓗ㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟

ම せ䛺ᙧᘧせ௳䛾㝖䜔䚸ᅜ㝿ᾏୖ㏻䛾⡆᫆➼
ම せ䛺ᙧᘧせ௳䛾㝖䜔䚸ᅜ㝿ᾏୖ㏻䛾⡆᫆➼
ම /DK䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᡤᒓ䛩䜛ୖ㒊ጤဨ䠄D^ཬ䜃
ම /DK䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᡤᒓ䛩䜛ୖ㒊ጤဨ䠄D^ཬ䜃
DW䠅䛾ク䜢ཷ䛡䚸ᑓ㛛ⓗ䛺ᢏ⾡ⓗ㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟
DW䠅䛾ク䜢ཷ䛡䚸ᑓ㛛ⓗ䛺ᢏ⾡ⓗ㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟
ᑠጤဨ䠄^Ƶď䠉ŽŵŵŝƚƚĞĞ䠅
ᑠጤဨ䠄^Ƶď䠉ŽŵŵŝƚƚĞĞ䠅

⡆᫆ጤဨ䠄&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄&>䠅䠅
⡆᫆ጤဨ䠄&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄&>䠅䠅
ᑠጤဨ䠄^Ƶď䠉ŽŵŵŝƚƚĞĞ䠅
ᑠጤဨ䠄^Ƶď䠉ŽŵŵŝƚƚĞĞ䠅

ම ᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ➼
ම ᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ➼
ම せ䛺ᙧᘧせ௳䛾㝖䜔䚸ᅜ㝿ᾏୖ㏻䛾⡆᫆➼
ම せ䛺ᙧᘧせ௳䛾㝖䜔䚸ᅜ㝿ᾏୖ㏻䛾⡆᫆➼

ᢏ⾡༠ຊጤဨ䠄dĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄d䠅䠅
ᢏ⾡༠ຊጤဨ䠄dĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄d䠅䠅
⡆᫆ጤဨ䠄&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄&>䠅䠅
⡆᫆ጤဨ䠄&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄&>䠅䠅

ᢏ⾡༠ຊጤဨ䠄dĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄d䠅䠅
ᢏ⾡༠ຊጤဨ䠄dĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄d䠅䠅

ම ⯪䛾Ẹ㈐௵➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ἲⓗ㡯⯡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ
ම ⯪䛾Ẹ㈐௵➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ἲⓗ㡯⯡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ
ම 㛵㐃᮲⣙䠖Ẹ㈐௵᮲⣙䚸ᇶ㔠タ❧᮲⣙䚸⯪㈐௵ไ㝈᮲⣙➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖Ẹ㈐௵᮲⣙䚸ᇶ㔠タ❧᮲⣙䚸⯪㈐௵ไ㝈᮲⣙➼
ම ᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ➼
ම ᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ➼

ἲᚊጤဨ䠄>ĞŐĂůŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄>'䠅䠅
ἲᚊጤဨ䠄>ĞŐĂůŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄>'䠅䠅
ම 㛵㐃᮲⣙䠖Ẹ㈐௵᮲⣙䚸ᇶ㔠タ❧᮲⣙䚸⯪㈐௵ไ㝈᮲⣙➼
ම 㛵㐃᮲⣙䠖Ẹ㈐௵᮲⣙䚸ᇶ㔠タ❧᮲⣙䚸⯪㈐௵ไ㝈᮲⣙➼

䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐠ጤဨ䠚
䠘䐠ጤဨ䠚
ἲᚊጤဨ䠄>ĞŐĂůŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄>'䠅䠅
ἲᚊጤဨ䠄>ĞŐĂůŽŵŵŝƚƚĞĞ䠄>'䠅䠅
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠍䠊䠥䠩䠫䛾ᴫせ
䠘䐠ጤဨ䠚
䠘䐠ጤဨ䠚
ම ⯪䛾Ẹ㈐௵➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ἲⓗ㡯⯡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ
ම ⯪䛾Ẹ㈐௵➼䚸ᾏ䛻㛵䛩䜛ἲⓗ㡯⯡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ

ϮϬϭϴͬϰͬ
ϮϬϭϴ

－67－

ϵ

ϵ

䠄ϯϮ൨䠅

䠄ϳ͘Ϯ൨䠅䠄ϳ͘Ϯ൨䠅

䠄ϭϰϯ൨䠅
䠄ϭϰϯ൨䠅
䠄ϯϮ൨䠅
䠄ϯϮ൨䠅
䠄ϳ͘Ϯ൨䠅
䠄ϳ͘Ϯ൨䠅

䠄ϯϮ൨䠅

䠄ϯϮϱ൨䠅
䠄ϯϮϱ൨䠅
䠄ϭϰϯ൨䠅
䠄ϭϰϯ൨䠅

䠄ϯϮϱ൨䠅
䠄ϯϮϱ൨䠅

䠄ϭϮϬϬ൨䠅
䠄ϭϮϬϬ൨䠅

䠄ϭϮϬϬ൨䠅
䠄ϭϮϬϬ൨䠅

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭ^Z䠙⣙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ϭ^Z䠙⣙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅

ϭ^Z䠙⣙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ϭ^Z䠙⣙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ

ϵ

ϵ

ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙䠄>䠅䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅
ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙䠄>䠅䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅
䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺຍධ䠅
䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺຍධ䠅
ම ධᶒ᮲⣙䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϭᖺཷㅙ䠅
ම ධᶒ᮲⣙䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϭᖺཷㅙ䠅
Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛾⿵ൾ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿ᇶ㔠䛾タ❧䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄&䠅
Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛾⿵ൾ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿ᇶ㔠䛾タ❧䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄&䠅
ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙䠄>䠅䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅
ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙䠄>䠅䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅
䠄ϭϵϳϭᖺ䠅䠄ϭϵϳϴᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺཷㅙ䠅
䠄ϭϵϳϭᖺ䠅䠄ϭϵϳϴᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺཷㅙ䠅
䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺຍධ䠅
䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺຍධ䠅
ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛾⿵ൾ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿ᇶ㔠䛾タ❧䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄&䠅
⎔ቃởᰁ㜵Ṇ䠖ᾏὒởᰁ㜵Ṇ᮲⣙䠄DZWK>ϳϯїDZWK>ϳϴ䠅䠄ϭϵϳϯᖺͬϳϴ
ම Ἔ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛾⿵ൾ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿ᇶ㔠䛾タ❧䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄&䠅
⎔ቃởᰁ㜵Ṇ䠖ᾏὒởᰁ㜵Ṇ᮲⣙䠄DZWK>ϳϯїDZWK>ϳϴ䠅䠄ϭϵϳϯᖺͬϳϴ
ᖺ䠅䠄ϭϵϴϯᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϴϯᖺຍධ䠅
ᖺ䠅䠄ϭϵϴϯᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϴϯᖺຍධ䠅
䠄ϭϵϳϭᖺ䠅䠄ϭϵϳϴᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺཷㅙ䠅
䠄ϭϵϳϭᖺ䠅䠄ϭϵϳϴᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϲᖺཷㅙ䠅
ම ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ䠖ᾏὒởᰁ㜵Ṇ᮲⣙䠄DZWK>ϳϯїDZWK>ϳϴ䠅䠄ϭϵϳϯᖺͬϳϴ
ම ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ䠖ᾏὒởᰁ㜵Ṇ᮲⣙䠄DZWK>ϳϯїDZWK>ϳϴ䠅䠄ϭϵϳϯᖺͬϳϴ
ᖺ䠅䠄ϭϵϴϯᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϴϯᖺຍධ䠅
ᖺ䠅䠄ϭϵϴϯᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϴϯᖺຍධ䠅

ⱥᅜ䠄䝭䝹䝣䜷䞊䝗䝦䜲䝤䞁䠅䛻ྥ䛡䛶⯟⾜୰䚸ϭϵϲϳᖺϯ᭶ϭϴ᪥䛻䚸ⱥᅜ༡す
ⱥᅜ䠄䝭䝹䝣䜷䞊䝗䝦䜲䝤䞁䠅䛻ྥ䛡䛶⯟⾜୰䚸ϭϵϲϳᖺϯ᭶ϭϴ᪥䛻䚸ⱥᅜ༡す
ϭϵϲϳᖺ
ϭϵϲϳᖺ
䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛾ᨾ
䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛾ᨾ
㒊䛾䝅䝸䞊ᓥ䛸䝷䞁䝈䜶䞁䝗䛾㛫䛾ὸ℩䛻ᗙ♋䛧䛯䚹
㒊䛾䝅䝸䞊ᓥ䛸䝷䞁䝈䜶䞁䝗䛾㛫䛾ὸ℩䛻ᗙ♋䛧䛯䚹
ම 䝸䝧䝸䜰⡠䛾ᆺ䝍䞁䜹䞊䞉䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛜䜽䜴䜶䞊䝖䛷ཎἜ䜢‶㍕䛧䚸
ම 䝸䝧䝸䜰⡠䛾ᆺ䝍䞁䜹䞊䞉䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛜䜽䜴䜶䞊䝖䛷ཎἜ䜢‶㍕䛧䚸
ї/DKἲᚊጤဨ䛾タ❧䠄ϭϵϲϳᖺ䠅
ї/DKἲᚊጤဨ䛾タ❧䠄ϭϵϲϳᖺ䠅
ⱥᅜ䠄䝭䝹䝣䜷䞊䝗䝦䜲䝤䞁䠅䛻ྥ䛡䛶⯟⾜୰䚸ϭϵϲϳᖺϯ᭶ϭϴ᪥䛻䚸ⱥᅜ༡す
ⱥᅜ䠄䝭䝹䝣䜷䞊䝗䝦䜲䝤䞁䠅䛻ྥ䛡䛶⯟⾜୰䚸ϭϵϲϳᖺϯ᭶ϭϴ᪥䛻䚸ⱥᅜ༡す
㒊䛾䝅䝸䞊ᓥ䛸䝷䞁䝈䜶䞁䝗䛾㛫䛾ὸ℩䛻ᗙ♋䛧䛯䚹
㒊䛾䝅䝸䞊ᓥ䛸䝷䞁䝈䜶䞁䝗䛾㛫䛾ὸ℩䛻ᗙ♋䛧䛯䚹
මї/DKἲᚊጤဨ䛾タ❧䠄ϭϵϲϳᖺ䠅
ධᶒ᮲⣙䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϭᖺཷㅙ䠅
මї/DKἲᚊጤဨ䛾タ❧䠄ϭϵϲϳᖺ䠅
ධᶒ᮲⣙䠄ϭϵϲϵᖺ䠅䠄ϭϵϳϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϳϭᖺཷㅙ䠅

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐟タ❧䠚
䠘䐟タ❧䠚
ϭϵϲϳᖺ
ϭϵϲϳᖺ
䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛾ᨾ
䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛾ᨾ 䠘䐟タ❧䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐟タ❧䠚
ම 䝸䝧䝸䜰⡠䛾ᆺ䝍䞁䜹䞊䞉䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛜䜽䜴䜶䞊䝖䛷ཎἜ䜢‶㍕䛧䚸
ම 䝸䝧䝸䜰⡠䛾ᆺ䝍䞁䜹䞊䞉䝖䝸䞊䜻䝱䝙䜸䞁ྕ䛜䜽䜴䜶䞊䝖䛷ཎἜ䜢‶㍕䛧䚸
⌧⾜

䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚

ϭϬ

ϭϬ

㏻⛠

㏻⛠Ⓨຠ

ᮍ⥾⤖
ᮍ⥾⤖
ᮍ⥾⤖
ᮍ⥾⤖

ϮϬϭϰ
ᮍ⥾⤖
ϭϵϴϳ
ᮍ⥾⤖
ϮϬϬϴ
ᮍ⥾⤖
ϮϬϭϰ
ᮍ⥾⤖

ϭϵϴϲ
ϭϵϴϮຍධ
ϭϵϴϮຍධ
Ⓨຠ
᪥ᮏ
᪥ᮏ
ϮϬϬϰ
ϮϬϬϲຍධ
ϮϬϬϲຍධ
ϭϵϴϲ
ϭϵϴϮຍධ
ϭϵϴϮຍධ
ϭϵϴϳ
ᮍ⥾⤖ ᮍ⥾⤖
ϮϬϬϰ
ϮϬϬϲຍධ
ϮϬϬϲຍධ

᪥ᮏ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ᮍⓎຠ ᮍⓎຠ
ᮍ⥾⤖ ᮍ⥾⤖
䛔䛶䛾㈐௵୪䜃䛻ᦆᐖ㈺ൾཬ䜃⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙
䛔䛶䛾㈐௵୪䜃䛻ᦆᐖ㈺ൾཬ䜃⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙ ,E^᮲⣙ ,E^᮲⣙
䠄ϭϵϵϲᖺ䚸ϮϬϭϬᖺ䛻㆟ᐃ᭩䛻䜘䜚ᨵṇ䠅
䠄ϭϵϵϲᖺ䚸ϮϬϭϬᖺ䛻㆟ᐃ᭩䛻䜘䜚ᨵṇ䠅

⇞ᩱἜ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙
⇞ᩱἜ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙ 䝘䜲䝻䝡᮲⣙
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ᾏ㞴ṧ㧁≀䛾㝖ཤ䛻㛵䛩䜛䝘䜲䝻䝡᮲⣙䠄ϮϬϬϳᖺ䠅
ᾏ㞴ṧ㧁≀䛾㝖ཤ䛻㛵䛩䜛䝘䜲䝻䝡᮲⣙䠄ϮϬϬϳᖺ䠅
䝘䜲䝻䝡᮲⣙
ᮍ⥾⤖ ᮍ⥾⤖
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
䝞䞁䜹䞊᮲⣙
䝞䞁䜹䞊᮲⣙
ᮍ⥾⤖ ᮍ⥾⤖
䠄ϮϬϬϭᖺ䠅䠄ϮϬϬϭᖺ䠅
༴㝤≀㉁ཬ䜃᭷ᐖ≀㉁䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵㐃䛩䜛ᦆᐖ䛻䛴
༴㝤≀㉁ཬ䜃᭷ᐖ≀㉁䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵㐃䛩䜛ᦆᐖ䛻䛴
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ᾏ㞴ṧ㧁≀䛾㝖ཤ䛻㛵䛩䜛䝘䜲䝻䝡᮲⣙䠄ϮϬϬϳᖺ䠅
ᾏ㞴ṧ㧁≀䛾㝖ཤ䛻㛵䛩䜛䝘䜲䝻䝡᮲⣙䠄ϮϬϬϳᖺ䠅 䝘䜲䝻䝡᮲⣙
䝘䜲䝻䝡᮲⣙
,E^᮲⣙
,E^᮲⣙
ᮍⓎຠ
ᮍⓎຠ
ᮍ⥾⤖ ᮍ⥾⤖
䛔䛶䛾㈐௵୪䜃䛻ᦆᐖ㈺ൾཬ䜃⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙
䛔䛶䛾㈐௵୪䜃䛻ᦆᐖ㈺ൾཬ䜃⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙
䠄ϭϵϵϲᖺ䚸ϮϬϭϬᖺ䛻㆟ᐃ᭩䛻䜘䜚ᨵṇ䠅
䠄ϭϵϵϲᖺ䚸ϮϬϭϬᖺ䛻㆟ᐃ᭩䛻䜘䜚ᨵṇ䠅
༴㝤≀㉁ཬ䜃᭷ᐖ≀㉁䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵㐃䛩䜛ᦆᐖ䛻䛴
༴㝤≀㉁ཬ䜃᭷ᐖ≀㉁䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵㐃䛩䜛ᦆᐖ䛻䛴

᪑ᐈཬ䜃䛭䛾ᡭⲴ≀䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵䛩䜛䜰䝔䝛᮲⣙
᪑ᐈཬ䜃䛭䛾ᡭⲴ≀䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵䛩䜛䜰䝔䝛᮲⣙
ϮϬϭϰ
䜰䝔䝛᮲⣙㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϮᖺ䠅
䜰䝔䝛᮲⣙㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϮᖺ䠅
䜰䝔䝛㆟ᐃ᭩
䜰䝔䝛㆟ᐃ᭩
ϭϵϴϳ
䜰䝔䝛᮲⣙
䜰䝔䝛᮲⣙
䠄ϭϵϳϰᖺ䠅䠄ϭϵϳϰᖺ䠅
⇞ᩱἜ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙
⇞ᩱἜ䛻䜘䜛ởᰁᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾Ẹ㈐௵᮲⣙
ϮϬϬϴ
䝞䞁䜹䞊᮲⣙
䝞䞁䜹䞊᮲⣙
ϮϬϭϰ
䜰䝔䝛᮲⣙㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϮᖺ䠅
䜰䝔䝛᮲⣙㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϮᖺ䠅
䜰䝔䝛㆟ᐃ᭩
䜰䝔䝛㆟ᐃ᭩
䠄ϮϬϬϭᖺ䠅䠄ϮϬϬϭᖺ䠅

>>Dϵϲ >>Dϵϲ
ϮϬϬϰ
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϵϲᖺ䠅
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϵϲᖺ䠅
>>Dϳϲ >>Dϳϲ
ϭϵϴϲ
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϳϲᖺ䠅
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϳϲᖺ䠅
᪑ᐈཬ䜃䛭䛾ᡭⲴ≀䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵䛩䜛䜰䝔䝛᮲⣙
᪑ᐈཬ䜃䛭䛾ᡭⲴ≀䛾ᾏୖ㍺㏦䛻㛵䛩䜛䜰䝔䝛᮲⣙
ϭϵϴϳ
䜰䝔䝛᮲⣙
䜰䝔䝛᮲⣙
>>Dϵϲ
>>Dϵϲ
ϮϬϬϰ
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϵϲᖺ䠅
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϵϲᖺ䠅
䠄ϭϵϳϰᖺ䠅䠄ϭϵϳϰᖺ䠅

㈐௵䞉⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅
㈐௵䞉⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅

>>Dϳϲ >>Dϳϲ
ϭϵϴϲ
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϳϲᖺ䠅
ᾏമᶒ䛻䛴䛔䛶䛾㈐௵䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄ϭϵϳϲᖺ䠅

㈐௵䞉⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅
㈐௵䞉⿵ൾ䛻㛵䛩䜛᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅

䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
㏻⛠
㏻⛠Ⓨຠ
Ⓨຠ
᪥ᮏ

ಖ㝤⪅䠖⿕ᐖ⪅䛛䜙䛾┤᥋ㄳồ䛻ᑐᛂ
ම ಖ㝤⪅䠖⿕ᐖ⪅䛛䜙䛾┤᥋ㄳồ䛻ᑐᛂ
Ⓩ㘓⯪䠖ཝ᱁㈐௵䚸⯪㈐௵ไ㝈䚸ಖ⩏ົ
ම Ⓩ㘓⯪䠖ཝ᱁㈐௵䚸⯪㈐௵ไ㝈䚸ಖ⩏ົ
ᇶ㔠䠖Ⓩ㘓⯪䚸ಖ㝤⪅䛾㈐௵䜢㉸䛘䜛⿵ൾ䛾ᨭᡶ䛔
ᇶ㔠䠖Ⓩ㘓⯪䚸ಖ㝤⪅䛾㈐௵䜢㉸䛘䜛⿵ൾ䛾ᨭᡶ䛔
ಖ㝤⪅䠖⿕ᐖ⪅䛛䜙䛾┤᥋ㄳồ䛻ᑐᛂ
ම ಖ㝤⪅䠖⿕ᐖ⪅䛛䜙䛾┤᥋ㄳồ䛻ᑐᛂ
Ἔཷྲྀே䠖๓ᖺἜཷྲྀ㔞䛻ᛂ䛨䛶ᇶ㔠䛻ᣐฟ
Ἔཷྲྀே䠖๓ᖺἜཷྲྀ㔞䛻ᛂ䛨䛶ᇶ㔠䛻ᣐฟ
ᇶ㔠䠖Ⓩ㘓⯪䚸ಖ㝤⪅䛾㈐௵䜢㉸䛘䜛⿵ൾ䛾ᨭᡶ䛔
ම ᇶ㔠䠖Ⓩ㘓⯪䚸ಖ㝤⪅䛾㈐௵䜢㉸䛘䜛⿵ൾ䛾ᨭᡶ䛔
ᨻᗓ䠖Ἔཷྲྀே䞉Ἔཷྲྀ㔞䛾ሗ࿌䚸ಖ䛾☜ㄆ䠄ド᭩䛾Ⓨ⾜䠅
ᨻᗓ䠖Ἔཷྲྀே䞉Ἔཷྲྀ㔞䛾ሗ࿌䚸ಖ䛾☜ㄆ䠄ド᭩䛾Ⓨ⾜䠅
Ἔཷྲྀே䠖๓ᖺἜཷྲྀ㔞䛻ᛂ䛨䛶ᇶ㔠䛻ᣐฟ
ම Ἔཷྲྀே䠖๓ᖺἜཷྲྀ㔞䛻ᛂ䛨䛶ᇶ㔠䛻ᣐฟ
ᨻᗓ䠖Ἔཷྲྀே䞉Ἔཷྲྀ㔞䛾ሗ࿌䚸ಖ䛾☜ㄆ䠄ド᭩䛾Ⓨ⾜䠅
ම ᨻᗓ䠖Ἔཷྲྀே䞉Ἔཷྲྀ㔞䛾ሗ࿌䚸ಖ䛾☜ㄆ䠄ド᭩䛾Ⓨ⾜䠅

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ

ම
ම
ම
ම
ම
ම

ම ϭϵϵϮᖺම ϭϵϵϮᖺ
Ἔ⃮᮲⣙䛾ᨵṇ㆟ᐃ᭩䠄ϭϵϵϲᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϵϰᖺຍධ䠅
Ἔ⃮᮲⣙䛾ᨵṇ㆟ᐃ᭩䠄ϭϵϵϲᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϵϰᖺຍධ䠅
⌧⾜
⌧⾜
ї ϭϵϵϮᖺẸ㈐௵᮲⣙䞉ϭϵϵϮᖺᇶ㔠᮲⣙
ї ϭϵϵϮᖺẸ㈐௵᮲⣙䞉ϭϵϵϮᖺᇶ㔠᮲⣙
ම ϭϵϵϮᖺ
Ἔ⃮᮲⣙䛾ᨵṇ㆟ᐃ᭩䠄ϭϵϵϲᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϵϰᖺຍධ䠅
Ἔ⃮᮲⣙䛾ᨵṇ㆟ᐃ᭩䠄ϭϵϵϲᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϭϵϵϰᖺຍධ䠅
ϮϬϬϯᖺම ϭϵϵϮᖺ
ϮϬϬϯᖺ
㏣ຍᇶ㔠㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϮϬϬϰᖺຍධ䠅
㏣ຍᇶ㔠㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϮϬϬϰᖺຍධ䠅
ї ϭϵϵϮᖺẸ㈐௵᮲⣙䞉ϭϵϵϮᖺᇶ㔠᮲⣙
ї ϭϵϵϮᖺẸ㈐௵᮲⣙䞉ϭϵϵϮᖺᇶ㔠᮲⣙
ම ϮϬϬϯᖺ
ම ϮϬϬϯᖺ
㏣ຍᇶ㔠㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϮϬϬϰᖺຍධ䠅
㏣ຍᇶ㔠㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺⓎຠ䠅䠄᪥ᮏ䠖ϮϬϬϰᖺຍධ䠅
Ⓩ㘓⯪䠖ཝ᱁㈐௵䚸⯪㈐௵ไ㝈䚸ಖ⩏ົ
Ⓩ㘓⯪䠖ཝ᱁㈐௵䚸⯪㈐௵ไ㝈䚸ಖ⩏ົ

⌧⾜

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ

ϮϬϭϴͬϰͬ
ϮϬϭϴ

－68－

ම ⮬ື㐠⯟⯪䛺䛹䛾ᢏ⾡㐍Ṍ䛻䜘䜛᮲⣙䛾ぢ┤䛧䠛
ම ⮬ື㐠⯟⯪䛺䛹䛾ᢏ⾡㐍Ṍ䛻䜘䜛᮲⣙䛾ぢ┤䛧䠛

ᚋ䛿䚸
ᚋ䛿䚸

ම ⮬ື㐠⯟⯪䛺䛹䛾ᢏ⾡㐍Ṍ䛻䜘䜛᮲⣙䛾ぢ┤䛧䠛
ම ⮬ື㐠⯟⯪䛺䛹䛾ᢏ⾡㐍Ṍ䛻䜘䜛᮲⣙䛾ぢ┤䛧䠛

ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙䛾Ⓨຠ䛾ಁ㐍
ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙䛾Ⓨຠ䛾ಁ㐍
ᚋ䛿䚸
ᚋ䛿䚸

ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙䛾Ⓨຠ䛾ಁ㐍
ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙䛾Ⓨຠ䛾ಁ㐍
/DKἲᚊጤဨ䛸䛧䛶䛿䚸
/DKἲᚊጤဨ䛸䛧䛶䛿䚸

/DKἲᚊጤဨ䛸䛧䛶䛿䚸
/DKἲᚊጤဨ䛸䛧䛶䛿䚸

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϯ

ϭϱ

ϭϯ

ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚
ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚
ϭϯ
ϭϯ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŶƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬƚŚĞͲĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŶƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬƚŚĞͲĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͬ

ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚
ᅜ㝿Ἔ⃮⿵ൾᇶ㔠䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜘䜚
ͤϭ^Z䠙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ͤϭ^Z䠙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŶƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬƚŚĞͲĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŶƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬƚŚĞͲĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͬ

Ϯ͘ϱ൨^Z䠄ϰϬϬ൨䠅
Ϯ͘ϱ൨^Z䠄ϰϬϬ൨䠅
ᇶ㔠ಖドୖ㝈㢠
ᇶ㔠ಖドୖ㝈㢠
Ϯ͘ϱ൨^Z䠄ϰϬϬ൨䠅
Ϯ͘ϱ൨^Z䠄ϰϬϬ൨䠅
Ვໟ㈌≀䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
Ვໟ㈌≀䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
ϭ͘ϭϱ൨^Z䠄ϭϴϰ൨䠅
ϭ͘ϭϱ൨^Z䠄ϭϴϰ൨䠅
Ვໟ㈌≀䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
Ვໟ㈌≀䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
ϭ͘ϭϱ൨^Z䠄ϭϴϰ൨䠅
ϭ͘ϭϱ൨^Z䠄ϭϴϰ൨䠅
䜀䜙✚䜏䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
䜀䜙✚䜏䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
ϭ͘ϬϬ൨^Z䠄ϭϲϬ൨䠅
ϭ͘ϬϬ൨^Z䠄ϭϲϬ൨䠅
䜀䜙✚䜏䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
䜀䜙✚䜏䛷㍺㏦䛩䜛ሙྜ䛾
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
⯪㈐௵ไ㝈㝈ᗘ㢠
ͤϭ^Z䠙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ͤϭ^Z䠙ϭϲϬ䛷ィ⟬䠄ϮϬϭϴᖺϭ᭶䠅
ϭ͘ϬϬ൨^Z䠄ϭϲϬ൨䠅
ϭ͘ϬϬ൨^Z䠄ϭϲϬ൨䠅

䠏䠊᭱㏆䛾ືྥ
䠏䠊᭱㏆䛾ືྥ
䠏䠊᭱㏆䛾ືྥ
䠏䠊᭱㏆䛾ືྥ

䛆ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙ᴫᛕᅗ䛇
䛆ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙ᴫᛕᅗ䛇

䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
ᇶ㔠ಖドୖ㝈㢠
ᇶ㔠ಖドୖ㝈㢠

䛆ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙ᴫᛕᅗ䛇
䛆ϮϬϭϬᖺ,E^᮲⣙ᴫᛕᅗ䛇

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖㈐௵䞉⿵ൾ㛵ಀ䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ

ϮϬϭϭ
ϮϬϬϰ
ϮϬϭϭ

⯪⯧䛾䜰䝺䝇䝖䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϵᖺ䠅
⯪⯧䛾䜰䝺䝇䝖䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϵᖺ䠅

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

䝝䞊䜾ᅜ㝿⚾ἲ㆟
䝝䞊䜾ᅜ㝿⚾ἲ㆟
hE/ZK/d䠄⚾ἲ⤫୍ᅜ㝿༠䠅
hE/ZK/d䠄⚾ἲ⤫୍ᅜ㝿༠䠅
⚾ἲ⤫୍᮲⣙䛾䛾䝣䜷䞊䝷䝮
⚾ἲ⤫୍᮲⣙䛾䛾䝣䜷䞊䝷䝮
hE/dZ>䠄ᅜ㐃ᅜ㝿ၟྲྀᘬጤဨ䠅
hE/dZ>䠄ᅜ㐃ᅜ㝿ၟྲྀᘬጤဨ䠅
䝝䞊䜾ᅜ㝿⚾ἲ㆟
䝝䞊䜾ᅜ㝿⚾ἲ㆟
hE/ZK/d䠄⚾ἲ⤫୍ᅜ㝿༠䠅
hE/ZK/d䠄⚾ἲ⤫୍ᅜ㝿༠䠅
hE/dZ>䠄ᅜ㐃ᅜ㝿ၟྲྀᘬጤဨ䠅
hE/dZ>䠄ᅜ㐃ᅜ㝿ၟྲྀᘬጤဨ䠅

⚾ἲ⤫୍᮲⣙䛾䛾䝣䜷䞊䝷䝮
⚾ἲ⤫୍᮲⣙䛾䛾䝣䜷䞊䝷䝮
/DKἲᚊጤဨ
/DKἲᚊጤဨ

/DKἲᚊጤဨ
/DKἲᚊጤဨ
ᾏ㐠䚸ᾏ⏘ᴗ䛾ᐇ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䝣䜷䞊䝷䝮䛸䛧䛶䛾
ᾏ㐠䚸ᾏ⏘ᴗ䛾ᐇ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䝣䜷䞊䝷䝮䛸䛧䛶䛾

ϭϰ

ϭϰ

ᮍ⥾⤖

ᮍ⥾⤖
ᮍ⥾⤖

ᮍ⥾⤖

ᾏ㐠䚸ᾏ⏘ᴗ䛾ᐇ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䝣䜷䞊䝷䝮䛸䛧䛶䛾
ᾏ㐠䚸ᾏ⏘ᴗ䛾ᐇ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䝣䜷䞊䝷䝮䛸䛧䛶䛾

䠐䠊ᚋ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
䠐䠊ᚋ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
䠐䠊ᚋ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
䠐䠊ᚋ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶

ϭϰ

ϭϰ

ϮϬϭϭ
ᮍ⥾⤖

ϮϬϭϭ
ᮍ⥾⤖
ϮϬϬϰ
ᮍ⥾⤖

ϮϬϬϰ
ᮍ⥾⤖

ϮϬϬϰ

ᮍ⥾⤖

⯪⯧䛾䜰䝺䝇䝖䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϵᖺ䠅
⯪⯧䛾䜰䝺䝇䝖䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϵᖺ䠅
ᾏୖඛྲྀ≉ᶒཬ䜃ᙜᶒ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϯᖺ䠅
ᾏୖඛྲྀ≉ᶒཬ䜃ᙜᶒ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϯᖺ䠅
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ᾏୖඛྲྀ≉ᶒཬ䜃ᙜᶒ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϵϯᖺ䠅

᪥ᮏ

ϮϬϭϬ
ᮍ⥾⤖

Ⓨຠ
᪥ᮏ

ᾏὒ⯟⾜ἲ⾜Ⅽ㜵Ṇ᮲⣙䛻㛵䛩䜛㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺ䠅
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᪥ᮏ
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ϭϵϵϮ
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ϮϬϭϬ
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ϭϵϵϴຍධ
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㏻⛠

䠘䐠ᡂᯝ䠖䛭䛾䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖䛭䛾䠚

^>s' ^>s'
ϭϵϵϲ
㏻⛠
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䛭䛾䛾᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅
ᾏὒ⯟⾜ἲ⾜Ⅽ㜵Ṇ᮲⣙䠄㻝㻥㻤㻤ᖺ䠅
ᾏὒ⯟⾜ἲ⾜Ⅽ㜵Ṇ᮲⣙䠄㻝㻥㻤㻤ᖺ䠅
ϭϵϵϮ
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ᾏὒ⯟⾜ἲ⾜Ⅽ㜵Ṇ᮲⣙䛻㛵䛩䜛㆟ᐃ᭩䠄ϮϬϬϱᖺ䠅
ϮϬϭϬ
^h㆟ᐃ᭩
^h㆟ᐃ᭩
ᾏὒ⯟⾜ἲ⾜Ⅽ㜵Ṇ᮲⣙䠄㻝㻥㻤㻤ᖺ䠅
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ϭϵϵϮ
^h᮲⣙ ^h᮲⣙

ᾏ㞴ᩆຓ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿᮲⣙䠄ϭϵϴϵᖺ䠅
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䛭䛾䛾᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅
䛭䛾䛾᮲⣙䠄᥇ᢥᖺ䠅

䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠘䐠ᡂᯝ䠖䛭䛾䠚
䠘䐠ᡂᯝ䠖䛭䛾䠚
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ
䠎䠊䠥䠩䠫ἲᚊጤဨ

ϮϬϭϴͬϰͬ
ϮϬϭϴ
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ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

䛤Ύ⫈䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
䛤Ύ⫈䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
䛤Ύ⫈䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
䛤Ύ⫈䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹

ϮϬϭϴͬϰͬ
ϮϬϭϴ

