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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢྖἲヨ㦂ࡢ⤊┤ᚋࡢ↓ᩱබ㛤ㅮᗙ࡞ࡾࡲࡍࠋ⟅ࡣ㸪ヨ㦂┤ᚋ

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ







1

ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶㸰㸰᪥

㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

㹊㹃㹁ᑓ௵ㅮᖌ  ▮ ᓥ ⣧ ୍

ࡋࡓࡽ㸪ࡼࡾࡼ࠸⟅ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵྛ⮬◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛㸪༑ศ࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋฟ㢟ࡢ㊃᪨ࡸ᥇Ⅼᐇឤࡀබ⾲ࡉࢀࡲ





↓ᩱබ㛤ㅮᗙ

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

2

ὀ㸸ࢸ࢟ࢫࢺࡣ + 㠃ᨵゞ࣭ㅮ⩏ࡶ 㸣ࣜࢽ࣮ࣗࣝ

+ ᭶ไస + ᭶㓄ಙ

ྜ᱁ᚲせ࡞ᇶᮏ㔜せ▱㆑ࡢࣥࣉࢵࢺ⏝ࡢㅮᗙ

ն 㑅ᢥ⛉┠⥲ᩚ⌮ㅮᗙࠕປാἲࠖ

+ ᭶㛤ㅮ

յ 㔜せ㡯ᡂㅮᗙࠕᐇ㊶ⓗ࡞ྜ᱁⟅ࡢసᡂ⦅ࠖ

+ ᭶㛤ㅮ

մ 㔜せ㡯ᡂㅮᗙࠕㄽᩥ▱㆑ࢫࣆ࣮ࢻࢳ࢙ࢵࢡㅮᗙࠖ


ࠕࠖۍ㸪
ࠕࠖڹグྕࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽグྕࡀ࠶ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㔜せᗘࡢ㧗

+ ᭶㛤ㅮ

3

࣭ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢᑠ㛵ಀ㸸➨㸯 㸯 (1)  (㺏) 㹟 (a)

㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

࣭᮲ᩥࡢ␎グ㸸Ϩ㸻㸯㡯 ձ㸻㸯ྕ ᮏ㸻ᮏᩥ ణ㸻ࡓࡔࡋ᭩ ๓㸻๓ẁ ᚋ㸻ᚋẁ

࠸ࡶࡢࡽㄞࢇ࡛ෆᐜࢆ⣡ᚓ࡛ࡁࡿ⛬ᗘࡢᏛ⩦ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡿࡓࡵෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡞▱㆑ࢆ㔜せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡽ㡰␒ࠕࠖۑ
㸪

ㄽᩥヨ㦂࡛つ⠊ࡋ࡚⟅┤᥋᭩ࡃࡇࡣ㏻ᖖࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡼࡾ῝࠸⟅ࢆసᡂࡍ

ㄽᩥᑐ⟇ࡽ▷⟅ᑐ⟇ࡲ࡛ྜ᱁ᚲせ࡞せ⣲ࢆจ⦰ࡋࡓࢮ࣑

ճ ▮ᓥࢮ࣑

࣭⌮ゎࡍࡿ㡯 㔜せࣛࣥࢡ

ࡔࡉ࠸ࠋ

ὀ㸸ㅮᖌసᡂࡢゎ⟅ࡣ㠃ぢ┤ࡋ

せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡽ㡰␒⌮ゎグ᠈ࢆࡋ࡚つ⠊ࡋ࡚⟅᭩ࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃ

+ ᭶ࡽ⛉┠༢࡛㡰ḟไస㓄ಙ㸦ࣛࣈㅮ⩏ࢡࣛࢫࡶ᭷㸧

ࡶࡢࡽ㡰␒ࠕࠖە㸪ࠕࠖی㸪
ࠕࠖڸグྕࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㔜

ෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚⟅᭩ࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸▱㆑ࢆ㔜せᗘࡢ㧗࠸

ㄽᩥヨ㦂࡛つ⠊㸦せ௳㸧ࡸἲᚊຠᯝ࡞ࡋ࡚⟅᭩ࡃࡇࡀ࠶ࡿ㡯ࡢ࠺ࡕ㸪

࣭グ᠈ࡍࡿ㡯 㔜せࣛࣥࢡ

㸨▱㆑ࡢ☜ㄆ⦅㹼㔜せᗘࣛࣥࢡࡢぢ᪉

ᮏヨ㦂࡛ồࡵࡽࢀࡿἲⓗᛮ⪃ฎ⌮⬟ຊࡢ⩦ᚓ⏝ࡢㅮᗙ

ղ 㔜せ㡯ᡂㅮᗙࠕㄽᩥ㐣ཤၥᚭᗏศᯒ⦅ࠖ ᚲಟ㸵⛉┠

+ ᭶ࡽ⛉┠༢࡛㡰ḟไస㓄ಙ

ྜ᱁ᚲせ࡞ᇶᮏ㔜せ▱㆑ࡢࣥࣉࢵࢺ⏝ࡢㅮᗙ

ձ 㔜せ㡯ᡂㅮᗙࠕ▱㆑⦅ࠖᚲಟ㸵⛉┠

㸨ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶௨㝆▮ᓥㅮᖌࡀᢸᙜࡍࡿ࡞᪂つ〇సㅮᗙ

ࡵ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᭷ᙧຊࡢ⾜ࢆㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪㆙ᐹẚࡢཎ๎ࡽ㸪
⫋ົ㉁ၥࡢࡓࡵṆࢆồࡵࡿ⾜Ⅽࡣ㸪ᚲせࡘ┦ᙜ࡞ࡶࡢ࠸࠼ࢀࡤチᐜࡉࢀࡿ
ゎࡉࢀࡿࠋ

ࡓ≢⨥ࡘ࠸࡚㸪ⱝࡋࡃࡣ≢⨥ࡀ⾜ࢃࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ

ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࢆṆࡉࡏ࡚㉁ၥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㆙⫋ἲ 2Ϩ㸧
ࠋᮏ㡯࠶ࡓࡿ

⏤ࢆᑂ⏤࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋᑂ⏤ࡀ࡞࠸ࡢ࡞ࡉࢀࡓ⫋ົ㉁ၥࡣ㐪ἲ

4

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

5
㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

㸸㆙ᐹᐁࡀ㸪ぬࡏ࠸⨥ᖖ⏝⪅≉᭷ࡢ㢦ࡘࡁࡢ㸿ࢆⓎぢࡋ⫋ົ㉁ၥࢆࡍࡿࡓࡵኌ

ࡀ࠶ࡿ㸦᭱Ỵ 㸧
ࠋ

ົ㉁ၥࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢṆࡉࡏࡿ᪉ἲࡋ࡚ᚲせࡘ┦ᙜ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡋࡓุ

࣮ࢆᅇ㌿ࡋ࡚ࢫࢵࢳࢆษࡗ࡚㐠㌿ࢆไṆࡋࡓ⾜Ⅽࡁ㸪㆙⫋ἲ㸰᮲㸯㡯ࡢ⫋

4 㡯 ㆙ᐹᐁࡣ㸪ฮッゴ㛵ࡍࡿἲᚊࡼࡾ㐊ᤕࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㌟యࡘ࠸࡚ปჾࢆᡤ

ᣢࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆㄪࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㐍ࡉࡏࡼ࠺ࡋࡓࡢ࡛㸪㆙ᐹᐁࡀ㸪㐠㌿ᖍࡢ❆ࡽᡭࢆᕪࡋධࢀ㸪࢚ࣥࢪࣥ࢟

ࡣ㸪ᢠⓗ࡞ែᗘࢆ♧ࡋ࡚࢚ࣥࢪࣥࡢࡗ࡚࠸ࡓ⮬ື㌴ࡢࢠࢆ᧯సࡋ࡚Ⓨ

㌴ࡉࡏࡓࡽ㸪㹖ࡀ㓇⮯ࡗࡓࡓࡵ㓇Ẽࡢ᳨▱ᛂࡌࡿࡼ࠺ㄝᚓࡋࡓࡇࢁ㸪㹖

㸸㏻ྲྀ⥾୰ࡢ㆙ᐹᐁࡀ㸪㉥Ⰽಙྕࢆ↓どࡋ࡚ᕪⅬධࡋࡓ㹖ࡢ⮬ື㌴ࢆ

ࡏࡓ⾜Ⅽࢆ㐺ἲࡋࡓཎᑂࡢุ᩿ࢆㄆࡋࡓุࡀ࠶ࡿ㸦᭱Ỵ 29.7.15㸧
ࠋۑ

࡚㏨ࡆࡿࡢࠋࠖゝ࠸࡞ࡀࡽࡑࡢ⪅ࡢ⫼ᚋࡽࡑࡢ⪅ࡢ⭎ᡭࢆࡅ࡚Ṇࡉ

㸸㆙ᐹᐁࡀ㸪⫋ົ㉁ၥ୰㏨ࡆฟࡋࡓ⪅ࢆ㏣㊧ࡋ࡚㏣࠸ࡘ࠸ࡓࡇࢁࢆࠕ࠺ࡋ

ἲࡢつᐃࡀ㔜␚ⓗ㐺⏝ࡉࢀࡿࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿࠋۑ

ពࡋ࡚㆙ᐹ⨫㸪ὴฟᡤⱝࡋࡃࡣ㥔ᅾᡤ㐃⾜ࡉࢀ㸪ⱝࡋࡃࡣ⟅ᘚࢆᙉせࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

3 㡯 ๓㡯つᐃࡍࡿ⪅ࡣ㸪ฮッゴ㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃࡼࡽ࡞࠸㝈ࡾ㸪㌟ࢆᣊ᮰ࡉࢀ㸪ཪࡣࡑࡢ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ྜ࠾࠸࡚ࡣ㸪㉁ၥࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ⪅㝃㏆ࡢ㆙ᐹ⨫㸪ὴฟᡤཪࡣ㥔ᅾᡤྠ⾜ࡍࡿࡇࢆồࡵࡿ

2 㡯 ࡑࡢሙ࡛๓㡯ࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࡇࡀᮏேᑐࡋ࡚࡛࠶ࡾ㸪ཪࡣ㏻ࡢጉᐖ࡞ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙ

⾜ࢃࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࢆṆࡉࡏ࡚㉁ၥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠺㊊ࡾࡿ┦ᙜ࡞⌮⏤ࡢ࠶ࡿ⪅ཪࡣ᪤⾜ࢃࢀࡓ≢⨥ࡘ࠸࡚㸪ⱝࡋࡃࡣ≢⨥ࡀ

2 ᮲ ㆙ᐹᐁࡣ㸪␗ᖖ࡞ᣲືࡑࡢ࿘ᅖࡢࡽྜ⌮ⓗุ᩿ࡋ࡚ఱࡽࡢ≢⨥ࢆ≢ࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣ≢ࡑ

㸦㉁ၥ㸧

࣭ཧ⪃᮲ᩥ㹼㆙ᐹᐁ⫋ົᇳ⾜ἲ

ࡢᐇయࡣᤚᰝࡑࡢࡶࡢ࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ⫋ົ㉁ၥࡣ㸪㆙⫋ἲࡢつไేࡏ࡚ฮッ

࣭࡞࠾㸪⫋ົ㉁ၥࡀ≉ᐃࡢ≢⨥ࡢ᎘ࡢゎ᫂ࡢࡓࡵࡉࢀࡿࡁࡣ㸪ࡑࡢ⫋ົ㉁ၥ

ە

ࡿ㸦㆙⫋ἲ 2ϩ㸧
ࠋ⫋ົ㉁ၥࡸ⫋ົ㉁ၥࡢࡓࡵࡢ௵ពྠ⾜ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ௵ពࡢࡶࡢ

࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎᙉせࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸㸦㆙⫋ἲ 2Ϫ㸧
ࠋۑ

┦ᙜ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࢀࡤ㐺ἲ࡞ࡿゎࡋ࡚࠸ࡿ㸦᭱Ỵ 㸪᭱Ỵᖹ  ➼㸧
ࠋ

ࡲࡓ㸪ࡑࡢሙ࡛㉁ၥࡍࡿᮏே࡛࠶ࡾཪࡣ㏻ࡢጉᐖ࡞ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ

ሙྜࡣ㸪⫋ົ㉁ၥࢆࡍࡿࡓࡵ㏆ࡢ㆙ᐹ⨫➼௵ពྠ⾜ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ

ุ࣭ࡣ㸪㆙⫋ἲ㸰᮲㸯㡯ᇶ࡙ࡃ⫋ົ㉁ၥࡢࡓࡵṆࡉࡏࡿ᪉ἲࡣ㸪ᚲせࡘ

ࡵࡿࡓࡵᙉไࡢᡭẁࢆ⏝࠸ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪⫋ົ㉁ၥࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓ

࡞ࡿࠋۑ

࣭ࡲࡎ㸪⫋ົ㉁ၥࡣᙉせࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸦㆙⫋ 2Ϫ㸧
㸪Ṇࢆồ

ࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣ≢ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠺㊊ࡾࡿ┦ᙜ࡞⌮⏤ࡢ࠶ࡿ⪅ཪࡣ᪤⾜ࢃࢀ

ۑ

㢟࡞ࡿࡢࡣ㸪Ṇࢆồࡵࡿ㝿ࡢ᭷ᙧຊࡢ⾜ࡢ㝈⏺ࢆࡢࡼ࠺ゎࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢᑂ⏤ࡀ࠶ࡿ⪅ࢆ㸪⫋ົ㉁ၥࢆࡍࡿࡓࡵṆࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ၥ

Ѝ㆙ᐹᐁࡣ㸪ఱࡽࡢ≢⨥ࢆ≢ࡋࡓ࠺㊊ࡾࡿ┦ᙜ࡞⌮⏤࡞㆙⫋ἲ㸰᮲㸯㡯

(2) Ṇࢆồࡵࡿ⾜Ⅽ᭷ᙧຊࡢ⾜ࡢ㝈⏺

Ѝ㆙ᐹᐁࡣ㸪␗ᖖ࡞ᣲືࡑࡢ࿘ᅖࡢࡽྜ⌮ⓗุ᩿ࡋ࡚ఱࡽࡢ≢⨥ࢆ≢

(1) ព⩏

㸰 ⫋ົ㉁ၥ

㸨タၥ㸯

せᛶ㸪⥭ᛴᛶ࡞ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪ලయⓗ≧ἣࡢୗ࠾࠸࡚┦ᙜㄆࡵࡽࢀࡿ㝈ᗘ
ࢆ㉸࠼࡚㐪ἲุ᩿ࡋࡓศᯒࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ㸦ㄪᰝᐁゎㄝ࣭186 㡫ཧ↷㸧
ࠋ

ࡴࡢ࡛㸪ㄝᚓࡋࡓࡇࢁ㸪㸿ࡣ㸪ࠎ࡞ࡀࡽᡭࡢຊࢆᢤ࠸࡚ᚋ㒊ᗙᖍ⮬ࡽ㌴

ࡋࡓࡓࡵ㆙ᐹ⨫ྠ⾜ࡋࡓ࠸࠺࡛㸪㆙ᐹ⨫ࡢ㸿ࡢྠ⾜ࡣ㸪㸿ࡀࠎ࡞ࡀ

ࡽᡭࡢຊࢆᢤ࠸࡚ᚋ㒊ᗙᖍ⮬ࡽ㌴ࡋࡓⅬࢆ࠸ゎࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ๓ᚋࡢ㸿ࡢ

ࡢ⮬⏤ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ពᛮࡢไᅽ㔜࡞ἲ┈ᐖࡢ୧᪉ࡢഃ㠃࠾࠸

❧ㄽࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢᢈุࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮾி㧗ุᖹ 26.12.28㸧
ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋۑ

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

6

࣭࡞࠾㸪ุࡣ㸪⫋ົ㉁ၥࡢ⌧ሙࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡀᐇ㉁㐊ᤕᙜࡓࡿ࠺ࢆ┤᥋

6.9.16㸧
ࠋۑ

チᐜࡉࢀࡿ⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㐪ἲ࡞ࡿࡋࡓุࡀ࠶ࡿ㸦ᚋᥖ᭱Ỵᖹ

ࡓᥐ⨨ࡘ࠸࡚㸪⛣ືࡢ⮬⏤ࢆ㛗㛫ࢃࡓࡾዣࡗࡓⅬ࠾࠸࡚㸪௵ពᤚᰝࡋ࡚

࣭⫋ົ㉁ၥࡢ⌧ሙぬࡏ࠸⏝ࡢ᎘ࡀ࠶ࡿ⿕⪅ࢆ⣙㸴㛫༙௨ୖ㸪␃ࡵ⨨࠸

 ุ

ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿ㸿ࡢ⮬ື㌴ࢆ㆙ᐹᐁࡀṆࡉࡏ࡚㸪㆙ᐹ㌴୧㸰ྎࢆ㸿ࡢ㌴୧ࡢ๓

㌟ᣊ᮰࠸࠼ࡿࡼࡾุ᩿ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋۑ

7
㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

ࡓࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪௵ពྠ⾜ࢆồࡵࡿࡓࡵࡢㄝᚓ⾜Ⅽࡋ࡚ࡣࡑࡢ㝈ᗘࢆ㉸࠼㸪

ࡵ⨨࠸ࡓᥐ⨨ࡣ㸪ᙜึࡣ㐺ἲ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㸿ࡢぬࡏ࠸⨥⏝ࡢ᎘ࡀ⃰ཌ࡛࠶ࡗ

ᙉไ᥇ᒀ௧≧ࡢⓎࢆㄳồࡋ࡚ᇳ⾜ࡍࡿࡲ࡛㸪ࡑࡢሙ⣙㸴㛫༙௨ୖࡶ㸿ࢆ␃

ࡑࡢᚋ㸪㆙ᐹ↓⥺࡛㸿ぬࡏ࠸⨥ྲྀ⥾ἲ㐪ࡢ๓⛉ࡀ㸲≢࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋ㸪

ࡋࡓࠋ

ၥࢆ⾜࠺ࡓࡵṆࡉࡏࡿ᪉ἲࡋ࡚ᚲせࡘ┦ᙜ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡞ࡋ࡚㐺ἲ

ᡭࢆධࢀ࡚࢚ࣥࢪ࣮ࣥ࢟ࢆᢤࡁྲྀࡗࡓ⾜Ⅽࡣ㸪㆙⫋ἲ㸰᮲㸯㡯ᇶ࡙ࡃ⫋ົ㉁

࠸ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ⮬ື㌴ࢆⓎ㐍ࡍࡿࡢࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵ㸪㆙ᐹᐁࡀ⮬ື㌴ࡢ❆ࡽ

ᚋṆࡋࡓࠋ✚㞷࡛㊰㠃ࡀࡾࡸࡍ࠸≧ἣ࡛㸪ᣲືᑂ࡛ぬࡏ࠸⏝ࡢ

࡞ࡗࡓࡢุࡀ࠶ࡿࠋ㥔ᅾᡤព᫂ࡢ㟁ヰࢆࡅ࡚ࡁ࡚ぬࡏ࠸⨥⏝

␃ࡵ⨨ࡁࡢែᵝ㸪⿕⪅ࡢែᗘ㸪␃ࡵ⨨ࡁࡢᚲせᛶ࡞㸪⿕⪅ࡢពᛮࡋࡓ

㸸⫋ົ㉁ၥࡢ㝿ࡢ᭷ᙧຊࡢ⾜ࡢ㐺ἲᛶ㸪ࡑࡢᚋࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡢ㐺ἲᛶࡀၥ㢟

᎘ࡢุ᩿Ⅼࢆቃ⏺ࡋ࡚␃ࡵ⨨ࡁࡢ㐺ἲᛶ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ

ࡓࡽ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡉࡽ௵ពᤚᰝࡢ㝈⏺ࡢၥ㢟ࡋ࡚㐺ἲᛶࢆ᳨ウ

࣭⫋ົ㉁ၥᘬࡁ⥆ࡃ⌧ሙ࡛ࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡀᐇ㉁㐊ᤕᙜࡓࡿࡣ㸪␃ࡵ⨨ࡁࡢ㛫㸪

ྲྀࡾࡗࡓẁ㝵ࢆ༊ูࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡢẁ㝵ࡢ᪉ࡀ␃ࡵ⨨ࡁࡢ㐺ἲᛶࡀᗈࡃㄆࡵ
ࡽࢀࡿࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿ㸦ศㄽ࣭ᮾி㧗ุᖹ 22.11.8㸧ࠋࡋࡋ㸪㆙ᐹᐁࡼࡿ

ࡲࡎࡣ␃ࡵ⨨ࡁࡀᙉไฎศࡋ࡚ࡢᐇ㉁㐊ᤕᙜࡓࡿ࠺ࢆ᳨ウࡋ㸪ᐇ㉁㐊

ᤕᙜࡓࡿ␃ࡵ⨨ࡁࡣ↓௧≧ࡼࡿ㐊ᤕࡋ࡚㐪ἲ࡞ࡿࠋ୍᪉㸪ᐇ㉁㐊ᤕᙜ

㸪㆙ᐹᐁࡀ⿕ᐇࡢ᎘ࡀ㧗࠸ุ᩿ࡋ࡚ᙉไ᥇ᒀ௧≧࡞ࡢ௧≧ㄳồࡢ‽ഛ

࣭␃ࡵ⨨ࡁࡢ㐺ἲᛶࢆุ᩿ࡍࡿᙜࡓࡾ㸪⣧⢋௵ពᤚᰝࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿẁ㝵

22.11.8㸪ᮾி㧗ุᖹ 26.12.18 ➼㸧
ࠋۑ

࡚⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿഴྥ࠶ࡿ㸦᭱Ỵᖹ 6.9.16㸪ᮾி㧗ุᖹ 19.9.18㸪ᮾி㧗ุᖹ

᎘ࡢ⛬ᗘ㸪␃ࡵ⨨ࡁࡢ㛫㸪␃ࡵ⨨ࡁࡢែᵝ㸪⿕⪅ࡢែᗘ࡞ࢆ⪃៖せ⣲ࡋ

ุ࣭ࡣ㸪⫋ົ㉁ၥࡢ⌧ሙ࡛ࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡀ௵ពᤚᰝࡢ㝈⏺ࢆ㐓⬺ࡍࡿࡘ࠸࡚㸪

࡚ᙉไฎศ㸦ᐇ㉁㐊ᤕ㸧ᙜࡓࡿ࠸࠺ࡁ࡛࠶ࡿࡢᢈุࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪␃ࡵ⨨ࡁࡀ㌟ᣊ᮰ࡢᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿฎศ࠸࠼ࡿࡇࡽ㸪

㛵㐃ၥ㢟㸸+ ྖἲㄽᩥ➨  ၥタၥ 

Ѝ⫋ົ㉁ၥᘬࡁ⥆ࡃ⌧ሙ࡛ࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡢ㐺ἲᛶࡀၥ㢟ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

 ព⩏

(3) ⫋ົ㉁ၥࡢ⌧ሙ࡛ࡢ␃ࡵ⨨ࡁࡢ㝈⏺

௵ពྠ⾜ࢆ㐪ἲࡋࡓ㸦᭱Ỵ 㸧
ࠋۑ

Ꮫㄝࡣ㸪ᖹᡂ㸴ᖺỴᐃᑐࡋ࡚㸪⛣ືࡢ⮬⏤ࢆ㛗㛫ࢃࡓࡾዣࡗࡓ࠸࠺ே㌟

ᙉไᡭẁ㸦ฮッἲ㸯㸷㸵᮲㸯㡯㸯㡯ణ᭩ࡢᙉไฎศ㸧ᙜࡓࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪ᚲ

࣮࢝ࡢᒇ᰿ୖ㸪∦ᡭࢆࢻ࢞ࣛࢫࡢୖ⨨ࡁ㸪✺ࡘᙇࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡛㌴ࢆᣄ

ᢠ≧ἣᚩࡍࢀࡤ㸪ྠ⾜ࡘ࠸࡚ᢎㅙࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡋ࡚㸪

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ㸴ᖺỴᐃࡣ㸪௵ពᤚᰝ࠾ࡅࡿ᭷ᙧຊࡢ⾜ࡢ㐺ἲᛶࡘ
࠸࡚ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋࡓ㸳㸯ᖺỴᐃ㸦᭱Ỵ 51.3.16㸧ࡢᇶ‽↷ࡽࡋ࡚㸪

ᭀࢀࡿ㸿ࢆྲྀࡾᢲࡉ࠼ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㆙ᐹ⨫ࡢ௵ពྠ⾜ࢆᣄࡴ㸿ࡀ㸪∦ᡭࢆࣃࢺ

ุ᩿ࡋ࡞࠸ഴྥ࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㉁ⓗࡣ㸪ࡑࡢุ᩿ࢆඛ⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡿゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆࡅࡓࡇࢁ㸪㸿ࡀ㏉⟅ࡏࡎ㌿ࡋ࡚㏨ࡆฟࡋࡓࡵ㸪㆙ᐹᐁ㸲ே࡛㏣࠸ࡅ࡚

8

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

6.9.16㸧
ࠋۑ

⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㐪ἲ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡋࡓࠋ㸦ᚋᥖ᭱Ỵᖹ

㸿ࡢ⛣ືࡢ⮬⏤ࢆ㛗㛫ࢃࡓࡾዣࡗࡓⅬ࠾࠸࡚௵ពᤚᰝࡋ࡚チᐜࡉࢀࡿ

࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

9
㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

㛫ࢆᣦᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ㸪ࡑࡢᣦᐃࡣ㸪⿕⪅ࡀ㜵⚪ࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡼ

ࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪බッࡢᥦ㉳๓㝈ࡾ㸪➨୍㡯ࡢ᥋ぢཪࡣᤵཷ㛵ࡋ㸪ࡑࡢ᪥㸪ሙᡤཬࡧ

3 㡯 ᳨ᐹᐁ㸪᳨ᐹົᐁཪࡣྖἲ㆙ᐹ⫋ဨ㸦ྖἲ㆙ᐹဨཬࡧྖἲᕠᰝࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡣ㸪ᤚᰝࡢ

ࡢ㏨ஸ㸪⨥ドࡢ㞃⁛ཪࡣᡄㆤᨭ㞀ࡢ࠶ࡿ≀ࡢᤵཷࢆ㜵ࡄࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆつᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

2 㡯 ๓㡯ࡢ᥋ぢཪࡣᤵཷࡘ࠸࡚ࡣ㸪ἲ௧㸦ุᡤࡢつ๎ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧࡛㸪⿕࿌ேཪࡣ⿕⪅

㝈ࡿࠋ
㸧❧ே࡞ࡃࡋ࡚᥋ぢࡋ㸪ཪࡣ᭩㢮ⱝࡋࡃࡣ≀ࡢᤵཷࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㢗ࡼࡾᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅㸦ᘚㆤኈ࡛࡞࠸⪅࠶ࡗ࡚ࡣ㸪➨୕༑୍᮲➨㡯ࡢチྍࡀ࠶ࡗࡓᚋ

39 ᮲ ㌟యࡢᣊ᮰ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⿕࿌ேཪࡣ⿕⪅ࡣ㸪ᘚㆤேཪࡣᘚㆤேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡢ౫

ཧ⪃᮲ᩥ

ಖ㞀⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ุ᭱ᖹ 11.3.24㸧
ࠋۍ

ࡿ┠ⓗ࡛タࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢព࡛㸪ฮッἲ㸱㸷᮲㸯㡯ࡢつᐃࡣ㸪᠇ἲࡢ

ᘚㆤே➼┦ㄯࡋ㸪ࡑࡢຓゝࢆཷࡅࡿ࡞ᘚㆤே➼ࡽຓࢆཷࡅࡿᶵࢆ☜ಖࡍ

౫㢗௳ࢆಖ㞀ࡍࡿ᠇ἲ㸱㸲᮲ࡢ㊃᪨ࡢࡗࡾ㸪㌟యࡢᣊ᮰ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⿕⪅ࡀ

ᶒࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡾ㸦ุ᭱ 53.7.10㸧㸪᥋ぢ㏻ᶒࡣ㸪ᘚㆤே

ୖ᭱ࡶ㔜せ࡞ᇶᮏⓗᶒᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡶ㸪ᘚㆤேࡽ࠸࠼ࡤࡑࡢᅛ᭷

࣭᥋ぢ㏻ᶒࡣ㸪㌟యࢆᣊ᮰ࡉࢀࡓ⿕⪅ࡀᘚㆤேࡢຓࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢฮᡭ⥆

ᶒࢆ࠸࠺㸦39Ϩ㸧
ࠋۍ

ே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅㸪❧ே࡞ࡃ㠃ࡋࡓࡾ㸪᭩㢮ࡸ≀ࡢᤵཷࢆࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿ

࣭᥋ぢ㏻ᶒࡣ㸪㌟యࡢᣊ᮰ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⿕⪅࣭⿕࿌ேࡀ㸪ᘚㆤேࡲࡓࡣᘚㆤ

(1) ᥋ぢ㏻ᶒࡢព⩏

㸱 ᥋ぢ㏻ᶒ

㸨タၥ㸰

ཧ↷㸧
ࠋ

ᤚᰝࡢ୰᩿ࡼࡿᨭ㞀ࡀ㢧ⴭ࡞ሙྜࡣ㸪㛫㏆࠸ࡁྲྀㄪ➼ࢆࡍࡿ☜ᐇ࡞ணᐃ

ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸦ฮッἲ㸱㸷᮲㸱㡯ࡓࡔࡋ᭩㸧
㸪ᤚᰝᶵ㛵ࡣ㸪ᘚㆤ
ே➼༠㆟ࡋ࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ࡞᥋ぢ➼ࡢࡓࡵࡢ᪥➼ࢆᣦᐃࡋ㸪⿕⪅ࡀᘚㆤ
ே➼㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆ᥇ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢゎ
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

⪅ࡢྲྀㄪ➼ࡢᤚᰝࡢᚲせ᥋ぢ㏻ᶒࡢ⾜ࡢㄪᩚࢆᅗࡿ㊃᪨࡛⨨ࢀࡓ

ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ฮッἲ୕᮲୕㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡣ㸪
ࠕణࡋ㸪ࡑࡢᣦᐃࡣ㸪⿕⪅

ࡀ㜵⚪ࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡘ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠖつ

ᐃࡋ㸪ᤚᰝᶵ㛵ࡢࡍࡿྑࡢ᥋ぢ➼ࡢ᪥➼ࡢᣦᐃࡣ㣬ࡃࡲ࡛ᚲせࡸࡴࢆᚓ࡞࠸እ

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྠ᮲୕㡯ᮏᩥ࠸࠺ࠕᤚᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿ

11

ᚓࡿࡓࡵࡢ᭱ึࡢᶵ࡛࠶ࡗ࡚㸪┤ࡕᘚㆤே౫㢗ࡍࡿᶒࢆ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ
ᢚ␃ཪࡣᣊ⚗ࡉࢀ࡞࠸ࡍࡿ᠇ἲୖࡢಖ㞀ࡢฟⓎⅬࢆᡂࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪ࡇࢀࢆ

ࡽ⿕⪅ࡢ᥋ぢ➼ࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚࠸ࡘ࡛ࡶ᥋ぢ➼ࡢᶵࢆ

10

ㆤேࡢ㑅௵ࢆ┠ⓗࡋ㸪ࡘ㸪ᚋᤚᰝᶵ㛵ࡢྲྀㄪࢆཷࡅࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢຓゝࢆ

⪅⿕⪅ࡢ㐊ᤕ┤ᚋࡢึᅇࡢ᥋ぢࡣ㸪㌟యࢆᣊ᮰ࡉࢀࡓ⿕⪅ࡗ࡚ࡣ㸪ᘚ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ฮッἲ୕᮲ࡢ❧ἲ㊃᪨㸪ෆᐜ↷ࡽࡍ㸪ᤚᰝᶵ㛵ࡣ㸪ᘚㆤே➼

࠸᪨ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾࢃࡅ㸪ᘚㆤேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡢ౫㢗ࡼࡾᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ

ሙྜ࡛ࡶ㸪ࡑࡢᣦᐃࡣ㸪⿕⪅ࡀ㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶ

㸦ࠐ୕᮲ࡽࠐ᮲ࡲ࡛㸪ࠐඵ᮲㸪ࠐඵ᮲ࡢཧ↷㸧࡞ࢇࡀࡳ㸪⿕

ⓗᥐ⨨࡛࠶ࡗ࡚㸪⿕⪅ࡀ㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡇࡣチࡉࢀ࡞

ᘚㆤே➼ࡢ⏦ฟἢࡗࡓ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡓࡢ࡛ࡣᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿࡁࡣ㸪
ᤚᰝᶵ㛵ࡣ㸪ᘚㆤே➼༠㆟ࡢୖ㸪᥋ぢᣦᐃࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ

㸦ෆ⨥➼ᙜࡓࡿ௳ࡘ࠸࡚ࡣඵ᪥㛫㸧࠸࠺ཝ᱁࡞㛫ⓗไ⣙ࡀ࠶ࡿࡇ

ุ࣭᭱ᖹ 12.6.13 ᥋ぢᣦᐃࡢෆᐜࡢ㐺ྰ ۍ

㸪㟁ヰཱྀ࣭㢌࡛㊊ࡾࡿࡢ࠸࠺ᣦᐃ᪉ἲࡢ㐺ྰࡢၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡿࠋ

࣭࡞࠾㸪ᣦᐃෆᐜࡢ㐺ྰࡢၥ㢟ࡣู㸪ᣦᐃࡢ᪉ἲࡋ࡚ᣦᐃ᭩ࡢࡲ࡛ᚲせ࡞ࡢ

ሙᡤ㸪ཬࡧ㛫ࠖ࠸࠺᥋ぢᣦᐃࡢෆᐜࡢྜ⌮ᛶࡀせồࡉࢀࡿࠋ

Ѝ᥋ぢᣦᐃࡢ๓グせ௳ࢆ‶ࡓࡍሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡉࡽ㸪ලయⓗᣦᐃࡉࢀࡓࠕ᪥㸪

㸦୍ඵ᮲୍㡯㸧㸪⿕⪅ࡢ㌟యࡢᣊ᮰ࡘ࠸࡚ࡣฮッἲୖ࡛᭱ࡶ୕᪥㛫

ッἲ࠾࠸࡚㌟యࡢᣊ᮰ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⿕⪅ࢆྲྀࡾㄪࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ

㏻ᶒࡢ⾜ࡘࡁᤚᰝᶵ㛵ࡀไ㝈ࢆຍ࠼ࡿࡇࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢつᐃࡣ㸪ฮ

ᤵཷ㛵ࡋ㸪ࡑࡢ᪥㸪ሙᡤཬࡧ㛫ࢆᣦᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠖつᐃࡋ㸪᥋ぢ

ࡌࠋ
㸧ࡣ㸪ᤚᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪බッࡢᥦ㉳๓㝈ࡾ㸪➨୍㡯ࡢ᥋ぢཪࡣ

ᐹᐁ㸪᳨ᐹົᐁཪࡣྖἲ㆙ᐹ⫋ဨ㸦ྖἲ㆙ᐹဨཬࡧྖἲᕠᰝࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ

๓グࡢࡼ࠺୍㡯࠾࠸࡚᥋ぢ㏻ᶒࢆつᐃ ࡍࡿ୍᪉㸪୕㡯ᮏᩥ࠾࠸࡚㸪
ࠕ᳨

ᮏỴᐃࡣ㸪㸳㸱ᖺุỴᖹᡂ㸱ᖺุỴࢆࡲࡵࡓุ࡞ࡿࠋฮッἲ୕᮲ࡣ㸪

ุ࣭᭱ᖹ 11.3.24 ᥋ぢᣦᐃࡢせ௳ۍ

 ᥋ぢᣦᐃࡢෆᐜࡢ㐺ྰ

๓ᥖᖹᡂ୕ᖺ᭶୍ࠐ᪥➨୕ᑠἲᘐุỴ㸪๓ᥖᖹᡂ୕ᖺ᭶୕୍᪥➨ᑠἲᘐุỴ

ࡀ࠶ࡿሙྜࡶྵࡲࢀࡿ㸦ุ᭱ᖹ 3.5.10㸧
ࠋی

ࡎࡿሙྜᙜࡓࡿゎࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸦๓ᥖ୕ᖺ᭶୍ࠐ᪥➨୍ᑠἲᘐุỴ㸪

ࡿࡁࠖࡣ㸪⌧⿕⪅ࢆྲྀㄪ୰࡛࠶ࡿ㸪ᐇἣぢศ㸪᳨ド➼❧ࡕࢃ

ࡿሙྜ࡞ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ྑ࠸࠺ྲྀㄪࡢ୰᩿➼ࡼࡾᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕

ࡗࡓ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡓࡢ࡛ࡣ㸪ྑྲྀㄪ➼ࡀணᐃ࠾ࡾ㛤ጞ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶

ྜ㸪ࡲࡓ㸪㛫㏆࠸ྑྲྀㄪ➼ࢆࡍࡿ☜ᐇ࡞ணᐃࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᘚㆤே➼ࡢ⏦ฟἢ

ᶵ㛵ࡀ⌧⿕⪅ࢆྲྀㄪ୰࡛࠶ࡿሙྜࡸᐇἣぢศ㸪᳨ド➼❧ࡕࢃࡏ࡚࠸ࡿሙ

࠸ࡶࡢゎࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᘚㆤே➼ࡽ᥋ぢ➼ࡢ⏦ฟࢆཷࡅࡓ㸪ᤚᰝ

⪅ࡀᘚㆤே➼㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆ᥇ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

㛵ࡣ㸪ᘚㆤே➼༠㆟ࡋ࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ࡞᥋ぢ➼ࡢࡓࡵࡢ᪥➼ࢆᣦᐃࡋ㸪⿕

ሙྜ㝈ࡽࢀ㸪ྑせ௳ࡀලഛࡉࢀ㸪᥋ぢ➼ࡢ᪥➼ࡢᣦᐃࢆࡍࡿሙྜࡣ㸪ᤚᰝᶵ

ࡁࠖࡣ㸪ྑ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡿྲྀㄪࡢ୰᩿➼ࡼࡾᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡎࡿ

ࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ➼㸪ᤚᰝࡢ୰᩿ࡼࡿᨭ㞀ࡀ㢧ⴭ࡞ሙྜࢆ࠸࠺㸦ุ᭱ 㸧
ࠋ

࣭ฮッἲ㸱㸷᮲㸱㡯ࡀ᥋ぢᣦᐃࡢせ௳ࡢ㸯ࡘࡋ࡚ᐃࡵࡿࠕᤚᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶

㛵㐃ၥ㢟㸸+ ྖἲㄽᩥฮ⣔➨  ၥタၥ 

ࡢ᪥㸪ሙᡤ࠾ࡼࡧ㛫ࢆᣦᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦39Ϫ㸧
ࠋۍ

Ѝ᥋ぢ㏻ᶒࡣ㸪ձᤚᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪ղබッᥦ㉳ࡢ๓㝈ࡾ㸪᥋ぢ

 ᥋ぢᣦᐃࡢせ௳

(2) ᥋ぢᣦᐃ

㛫ࢆᣦᐃࡍࢀࡤᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀྍ⬟࠺ࢆ᳨ウࡋ㸪ࡇࢀࡀྍ⬟࡞

ࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ࡑࡢᣦᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅༠㆟ࡋ࡚㸪༶ཪ

ࡗ࡚ୖ࿌ேෆ⏣ࡀྠࢭࣥࢱ࣮ࡢᘚㆤኈ࡛࠶ࡿࡇࢆᐜ᫆☜ㄆࡋᚓࡓࡶࡢ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪

ࡀ㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ
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ࡽ㸪ࡇࢀࢆ㏿ࡸ⾜࠺ࡇࡀ⿕⪅ࡢ㜵ᚚࡢ‽ഛࡢࡓࡵ≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ྑࡢࡼ࠺

ࡍࡿᶒࢆ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤᢚ␃ཪࡣᣊ⚗ࡉࢀ࡞࠸ࡍࡿ᠇ἲୖࡢಖ㞀ࡢฟⓎⅬࢆᡂࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ

ᤚᰝᶵ㛵ࡢྲྀㄪࢆཷࡅࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢຓゝࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᭱ึࡢᶵ࡛࠶ࡗ࡚㸪┤ࡕᘚㆤே౫㢗

ᤕ┤ᚋࡢึᅇࡢ᥋ぢࡣ㸪㌟యࢆᣊ᮰ࡉࢀࡓ⿕⪅ࡗ࡚ࡣ㸪ᘚㆤேࡢ㑅௵ࢆ┠ⓗࡋ㸪ࡘ㸪ᚋ

 ࡾࢃࡅ㸪ᘚㆤேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡢ౫㢗ࡼࡾᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅⿕⪅ࡢ㐊

ࡶࡢゎࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

➼ࢆᣦᐃࡋ㸪⿕⪅ࡀᘚㆤே➼㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆ᥇ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸

ッἲ㸱㸷᮲㸱㡯ࡓࡔࡋ᭩㸧
㸪ᤚᰝᶵ㛵ࡣ㸪ᘚㆤே➼༠㆟ࡋ࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ࡞᥋ぢ➼ࡢࡓࡵࡢ᪥

ࡣ㸪⿕⪅ࡀ㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸦ฮ

ᰝᶵ㛵ࡣ㸪ᘚㆤே➼༠㆟ࡢୖ㸪᥋ぢᣦᐃࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢሙྜ࡛ࡶ㸪ࡑࡢᣦᐃ

 ྑࡢࡼ࠺㸪ᘚㆤே➼ࡢ⏦ฟἢࡗࡓ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡓࡢ࡛ࡣᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿࡁࡣ㸪ᤚ

ࠋ
ゎࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸦๓ᥖᖹᡂ㸯㸯ᖺ㸱᭶㸰㸲᪥ἲᘐุỴཧ↷㸧

ࡿሙྜ࡞ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ྑ࠸࠺ྲྀㄪࡢ୰᩿➼ࡼࡾᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡎࡿሙྜᙜࡓࡿ

ᘚㆤே➼ࡢ⏦ฟἢࡗࡓ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡓࡢ࡛ࡣ㸪ྑྲྀㄪ➼ࡀணᐃ࠾ࡾ㛤ጞ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶

ᐇἣぢศ㸪᳨ド➼❧ࡕࢃࡏ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡲࡓ㸪㛫㏆࠸ྑྲྀㄪ➼ࢆࡍࡿ☜ᐇ࡞ணᐃࡀ࠶ࡗ࡚㸪

ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᘚㆤே➼ࡽ᥋ぢ➼ࡢ⏦ฟࢆཷࡅࡓ㸪ᤚᰝᶵ㛵ࡀ⌧⿕⪅ࢆྲྀㄪ୰࡛࠶ࡿሙྜࡸ

࠶ࡿࡁࠖࡣ㸪ྑ᥋ぢ➼ࢆㄆࡵࡿྲྀㄪࡢ୰᩿➼ࡼࡾᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡎࡿሙྜ㝈ࡽࢀ

ࡶ᥋ぢ➼ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ฮッἲ㸱㸷᮲㸱㡯ᮏᩥ࠸࠺ࠕᤚᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ

᥋ぢཪࡣ᭩㢮ⱝࡋࡃࡣ≀ࡢᤵཷ㸦௨ୗࠕ᥋ぢ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚࠸ࡘ࡛

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡢ౫㢗ࡼࡾᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅㸦௨ୗࠕᘚㆤே➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡽ⿕⪅ࡢ

㸯 ᳨ᐹᐁ㸪᳨ᐹົᐁཪࡣྖἲ㆙ᐹ⫋ဨ㸦௨ୗࠕᤚᰝᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣ㸪ᘚㆤேཪࡣᘚㆤேࢆ㑅௵ࡍ

㸨ุ᭱ᖹ 12.6.13 ᥋ぢᣦᐃࡢෆᐜࡢ㐺ྰ

㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘚㆤኈࢆᘚㆤே㑅௵ࡍࡿពྥ࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ྠࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ㐃⤡ࡼ
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ࡍࡁὀព⩏ົ㐪ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ྠㄢ㛗㐣ኻࡀ࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

ࡎ㸪ᅜᐙ㈺ൾἲ୍᮲୍㡯࠸࠺㐪ἲ࡞⾜Ⅽࡶᙜࡓࡿ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓࡎ㸪ࡇࢀࡀᤚᰝᶵ㛵ࡋ࡚㑂Ᏺ

ୖ࿌ேෆ⏣ࡢᘚㆤேࡋ࡚ࡢ࡞⫋ົࡢ㐙⾜ࢆጉᐖࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㸪ฮッἲୖ㐪ἲ࡛࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽ

࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ྑࡢᥐ⨨ࡣ㸪ୖ࿌ேᕷᕝࡢ㏿ࡸᘚㆤேࡼࡿຓࢆཷࡅࡿᶒࢆᐖࡋ㸪ྠ㸪

ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ฮッἲ୕᮲୕㡯㐪ࡍࡿࡶࡢ࠸࠺ࡁ࡛

ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉ẁࡢࡢ࠺ࡀࢃࢀ࡞࠸ᮏ௳࠾࠸࡚ࡣ㸪ྑࡢᥐ⨨ࡣ㸪ୖ࿌ேᕷᕝࡀ㜵

ࢆࡋ࡞࠸ࡲࡲྠୖ࿌ேࢆᚅᶵࡉࡏࡓୖ㸪༗ᚋᅄศࡇࢁ⮳ࡗ୍࡚᪉ⓗ᥋ぢࡢ᪥ࢆ⩣᪥ᣦ

 ࡇࢁࡀ㸪ᒣཱྀㄢ㛗ࡣ㸪ୖ࿌ேෆ⏣༠㆟ࡍࡿጼໃࢆ♧ࡍࡇ࡞ࡃ㸪༗ᚋࡇࢁ௨㝆ࡶ᥋ぢᣦᐃ

࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋ

ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧
㸪ኤ㣗๓ⱝࡋࡃࡣ㐜ࡃࡶኤ㣗ᚋ᥋ぢࡉࡏࡿࡁ⩏ົࡀ

࡛ࡣ㸪ୖ࿌ேᕷᕝࡢኤ㣗㛫ࡀጞࡲࡗ࡚┦ᙜ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪ࡑࡢ⤊้ࢆண

㸪ཪࡣ㸪ྲྀㄪࡀᐇୖ୰᩿ࡍࡿኤ㣗㛫ࡢ㛤ጞ⤊ࡢ้ࢆぢィࡽ࠸㸦༗ᚋᅄศࡇࢁࡲ

㛫ࢆ⫈ྲྀࡍࡿ࡞ࡋ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㛫ࢆᣦᐃࡋࡓୖ㸪༶ୖ࿌ேෆ⏣ࢆୖ࿌ேᕷᕝ᥋ぢࡉࡏࡿ

ࡋ࡚᥋ぢࡢ⏦ฟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪༗ᚋࡇࢁ௨㝆㸪ྠୖ࿌ே༠㆟ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿ᥋ぢࡢ

 ࡑ࠺ࡍࡿ㸪ᒣཱྀㄢ㛗ࡣ㸪ୖ࿌ேෆ⏣ࡀ༗ᚋᅄ୕ศࡇࢁࡽ༗ᚋᅄศࡇࢁࡲ࡛ࡢ㛫⥅⥆

ࡏࡿࡇࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᒣཱྀㄢ㛗ࡣ㸪ࡑࡢࡇࢁࡣ㸪᳃ᒸㄢ㛗ࡢ༠㆟ࡼࡾ㸪ୖ࿌ேᕷᕝࡢྲྀㄪࢆ୍୰᩿ࡋ࡚ኤ㣗ࢆྲྀࡽ

┿ᙳ➼ࡢᡭ⥆ࡀ⤊ࡋ࡚ྲྀㄪࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪ᒣཱྀㄢ㛗ࡣ㸪༗ᚋࡇࢁࡲ࡛ࡣ㸪ୖ࿌ேᕷᕝࡀᩆ

ሙྜ㸪⿕⪅ࡢྲྀㄪࢆ⌮⏤ࡋ࡚ྑⅬ࡛ࡢ᥋ぢࢆᣄྰࡍࡿࡼ࠺࡞ᣦᐃࢆࡋ㸪

㸰 ࡇࢀࢆᮏ௳ࡘ࠸࡚ࡳࡿ㸪
ࠝ୰␎ࠞ๓グᐇ㛵ಀࡼࢀࡤ㸪༗ᚋᅄᅄศࡇࢁࡣୖ࿌ேᕷᕝࡢ

ࡇࡣ㸪⿕⪅ࡀ㜵ᚚࡢ‽ഛࢆࡍࡿᶒࢆᙜไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

᥋ぢࢆᣄྰࡍࡿࡼ࠺࡞ᣦᐃࢆࡋ㸪⿕⪅ᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅ࡢึᅇࡢ᥋ぢࡢᶵࢆ㐜ࡽࡏࡿ

࡛ࡢ᥋ぢࢆㄆࡵࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪⿕⪅ࡢྲྀㄪࢆ⌮⏤ࡋ࡚ྑⅬ࡛ࡢ

⥆ࢆ⤊࠼ࡓᚋ࠾࠸࡚㸪ࡓ࠸ẚ㍑ⓗ▷㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㛫ࢆᣦᐃࡋࡓୖ࡛༶ཪࡣ㏆᥋ࡋࡓⅬ

⪅ࡢᘬ⮴ᚋ┤ࡕ⾜࠺ࡁࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿᡭ⥆ཬࡧࡑࢀᘬࡁ⥆ࡃᣦ⣠᥇ྲྀ㸪┿ᙳ➼ᡤせࡢᡭ

⿕⪅ᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅ࡢึᅇࡢ᥋ぢࡢᶵࢆ㐜ࡽࡏࡿࡇࡣ㸪⿕⪅

ࡋࡓୖ࡛༶ཪࡣ㏆᥋ࡋࡓⅬ࡛ࡢ᥋ぢࢆㄆࡵࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞

ᙳ➼ᡤせࡢᡭ⥆ࢆ⤊࠼ࡓᚋ࠾࠸࡚㸪ࡓ࠸ẚ㍑ⓗ▷㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㛫ࢆᣦᐃ

ᘬ⮴ᚋ┤ࡕ⾜࠺ࡁࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿᡭ⥆ཬࡧࡑࢀᘬࡁ⥆ࡃᣦ⣠᥇ྲྀ㸪┿

⌮㐠Ⴀୖᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ࡞≉ẁࡢࡢ࡞࠸㝈ࡾ㸪≢⨥ᐇࡢせ᪨ࡢ࿌▱➼⿕⪅ࡢ

ࡌࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀྍ⬟࠺ࢆ᳨ウࡋ㸪ࡇࢀࡀྍ⬟࡞ࡁࡣ㸪␃⨨タࡢ⟶

ࡁࡣ㸪␃⨨タࡢ⟶⌮㐠Ⴀୖᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ࡞≉ẁࡢࡢ࡞࠸㝈ࡾ㸪≢⨥ᐇࡢせ᪨ࡢ࿌▱➼⿕

ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᘚㆤே࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅༠㆟ࡋ࡚㸪༶ཪࡣ㏆᥋ࡋࡓⅬ࡛ࡢ᥋ぢࢆㄆࡵ࡚ࡶ᥋ぢࡢ

ࡢࡼ࠺࡞᥋ぢࡢ⏦ฟࢆཷࡅࡓᤚᰝᶵ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪๓グࡢ᥋ぢᣦᐃࡢせ௳ࡀලഛࡉࢀ

ࡣ㏆᥋ࡋࡓⅬ࡛ࡢ᥋ぢࢆㄆࡵ࡚ࡶ᥋ぢࡢ㛫ࢆᣦᐃࡍࢀࡤᤚᰝ㢧ⴭ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕

࡞᥋ぢࡢ⏦ฟࢆཷࡅࡓᤚᰝᶵ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪๓グࡢ᥋ぢᣦᐃࡢせ௳ࡀලഛࡉࢀࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ࡑࡢᣦᐃ

㏿ࡸ⾜࠺ࡇࡀ⿕⪅ࡢ㜵ᚚࡢ‽ഛࡢࡓࡵ≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ྑ

ࡶ࠶ࡿࠋྖἲヨ㦂ࡢㄽᩥヨ㦂࠾ࡅࡿࠕせドᐇࠖࡣ㸪ᚋ⪅ࡢព࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇࡀከ࠸ࠋ

ࡢドᣐ⏝࠸ࡿࡁࡣ㸪▱ぬ㸪グ᠈➼ࡢྛ㐣⛬ㄗࡾࡀ࠶ࡿࡀᑐᑜၥࡼࡾࢸ

ࢫࢺࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ఏ⪺ドᣐࡣ㸪ุᡤࡢ㠃๓࡛ࡢᑐᑜၥ

࠸࡞ࡿᐇࢆド᫂ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ㸪ࡑࡢせドᐇ࡞࠸ࡋ❧ド㡯

ពࡣ๓㏙ࡋࡓఏ⪺ドᣐࡢᐃ⩏ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋۑ
ۑ
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㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

┦ᑐⓗỴࡲࡿࡇ࡞ࡿࠋۑ

ࡑࡢࡓࡵ㸪ேࡢ౪㏙ࡀఏ⪺ドᣐ࡞ࡿ㠀ఏ⪺࡞ࡿࡣ㸪せドᐇࡢ㛵ಀ࡛

ドᣐ㸪ࡑࡢ౪㏙ࡢෆᐜࡢ┿ᐇᛶࡀせồࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡀ㠀ఏ⪺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

ࡿࡓࡵࡢドᣐ⏝࠸ࡿࡘࡁ㸪ࡑࡢ౪㏙ࡢෆᐜࡢ┿ᐇᛶࡀせồࡉࢀࡿࡶࡢࡣఏ⪺

࣭௨ୖࢆࡩࡲ࠼ࡿ㸪ุᡤࡢᑐᑜၥࢆ⤒࡚࠸࡞࠸౪㏙࡛ࡶ㸪せドᐇࢆ❧ドࡍ

ࡧᮏ௳࣓ࣔࡢࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚㸪ࡢ㛵㸦எࡢඹㅛ㸧ࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵࡣ㸪

15
㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

ࣃࢱ࣮ࣥղ ୖグ㸿ࡢẅே⿕࿌௳࠾࠸࡚㸪᳨ᐹᐁࡀ㸪⿕ᐖ⪅ᙺࡢ㆙ᐹᐁ⿕

ドᐇ㸦❧ド㡯㸧ࡣ㸪㸿ࡀ㹀ࢆໟ่࡛ࡋࡓᐇࡳࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᐇࡢᏑᅾࠖࡢ❧ド㊃᪨࡛ドᣐㄪㄳồࢆࡋࡓሙྜࡣ㸪ࡑࡢ᳨㠃ㄪ᭩ࡼࡿせ

㹀ࢆໟ่࡛ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡲࡋࡓࠋ
ࠖࡢ㹕ࡢ౪㏙ࢆ㘓ྲྀࡋࡓ᳨㠃ㄪ᭩ࢆࠕẅே

ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ࠼ࡤ㸪᳨ᐹᐁࡀ㸪㸿ࢆ⿕࿌ேࡍࡿẅே⿕࿌௳࠾࠸࡚㸪
ࠕ㸿ࡀ

⪅ࡀᥦ♧ࡋࡓ❧ド㊃᪨ࢆᇶ‽ࡋ࡚㸪ᙜヱドᣐࡢෆᐜࡸᐇ㛵ಀࡽྜ⌮ⓗุ᩿

⪅⩏ⓗ࡞ッゴᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡍࡿฮッἲࡢࡶ࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡣ㸪ドᣐㄪㄳồࢆࡋࡓ

ࣃࢱ࣮ࣥձ ࠶ࡿドᣐࡘ࠸࡚ࡢせド㡯ࢆࡢࡼ࠺ᤊ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜ

࣭ලయⓗ࠾ࡅࡿせドᐇ㸦❧ド㡯㸧ࡢᤊ࠼᪉ ۑ

ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⪺ἲ๎ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣ㸪ࡉࡽఏ⪺እࡋ࡚ドᣐ⬟ຊࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠺

ࡢ㛵ಀ࡛㸪᭩㠃ࡢグ㍕ෆᐜࡢ┿ᐇᛶࡀၥ㢟࡞ࡿࡢ࠺ࢆලయⓗ᳨ウࡋ㸪ఏ

❧ド㡯ࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ㛵㐃ࡋ࡚Ỵࡲࡿ࠸࠺ᇶᮏⓗ⌮ゎࢆ๓ᥦ㸪ᮏ௳ᩥ᭩ཬ

ࡿࡣࡑࡢ౪㏙ࡢෆᐜࡢ┿ᐇᛶࡀၥ㢟࡞ࡿࡶࡢࠖᐃ⩏ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ

᭩㠃ࡀఏ⪺ドᣐᙜࡓࡿྰࡣ㸪ࡑࢀࡼࡗ࡚ド᫂ࡋࡼ࠺ࡍࡿせドᐇ࡞࠸ࡋ

࣭ఏ⪺ドᣐࢆ㸪
ࠕุᡤࡢ㠃๓࡛ࡢᑐᑜၥࢆ⤒࡚࠸࡞࠸౪㏙࡛㸪せドᐇࢆ❧ドࡍ

ࡀせồࡉࢀࡿࡶࡢࢆ࠸࠺⪃࠼ࡽࢀࡿࠋە
࣭H27㸦᥇Ⅼᐇឤ㸧

⏝ㄒ࡛࠶ࡾ㸪ᙜヱドᣐࡼࡗ࡚┤᥋ド᫂ࡉࢀࡿࡁᐇ㸦❧ド㡯㸧࠸ࢃࢀࡿࡇ

ࢆ⤒࡚࠸࡞࠸౪㏙࡛㸪ࡑࡢ౪㏙࡛せドᐇࢆ❧ドࡍࡿࡣࡑࡢ౪㏙ࡢෆᐜࡢ┿ᐇᛶ

せドᐇࡣ㸪୍⯡ⓗࡣ㸪ド᫂ࡢᑐ㇟࡞ࡿලయⓗ࡞ᐇࢆ࠸࠺ࡀ㸪ከ⩏ⓗ࡞

グ᠈㸪⾲⌧㸪ླྀ㏙ࡢྛ㐣⛬ࢆ⤒࡚ドᣐࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢྛ㐣⛬ࡣㄗࡾࡀධࡿྍ⬟

࣭せドᐇ㸦❧ド㡯㸧ࡢព⩏ ۑ

ࠕ≢⾜⌧ሙࡢ≧ἣࠖ࡞グ㍕ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

᫂♧ࡋࡓࡶࡢࢆ࠸࠺㸦つ๎ 189Ϩཧ↷㸧
ࠋ࠼ࡤ㸪ᐇἣぢศㄪ᭩ࡢ❧ド㊃᪨ࡋ࡚

❧ド㊃᪨ࡣ㸪ドᣐㄪㄳồࡢ㝿㸪ドᣐド᫂ࡍࡁᐇࡢ㛵ಀࢆලయⓗ

࣭❧ド㊃᪨ࡢព⩏ ۍ

ᐇࠖ࠸࠺⏝ㄒࡢពࠕ❧ド㊃᪨ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡢពࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ

Ѝࡇࡇ࡛ྖἲヨ㦂ࡢㄽᩥヨ㦂ࡢၥ㢟ᩥ㸪ฟ㢟ࡢ㊃᪨㸪᥇Ⅼᐇឤ࡛㢖ฟࡢࠕせド

࢝ ❧ド㊃᪨せドᐇ㸦❧ド㡯㸧

ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ㄗุ㜵Ṇࡢࡓࡵ㸪බุᘐእࡢ౪㏙ࢆせドᐇࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵ

ࡣ㸪ఏ⪺ἲ๎ࡢ᰿ᣐࡽᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ேࡢ౪㏙ࡣ㸪ࡑࡢேࡢ▱ぬ㸪

Ѝఏ⪺ドᣐࡣཎ๎ࡋ࡚ドᣐ⬟ຊࡀྰᐃࡉࢀࡿ㸦320Ϩ㸧
ࠋఱࡀఏ⪺ドᣐ࠸࠼ࡿ

 ព⩏

(1) ఏ⪺ἲ๎ࢆࡩࡲ࠼ࡓఏ⪺ドᣐࡢព⩏

㸱 ఏ⪺ドᣐ㠀ఏ⪺ࡢ༊ู㹼ఏ⪺ドᣐࡢព⩏

㸨タၥ㸱

ุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓពࢆኻࢃࡏࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣ㸪᪂ࡓ࡞ᙇಀࡿ
㡯ࡢ㔜せᛶ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪බุᮇ᪥࡛ࡑࡢලయⓗෆᐜ㛵ࡍࡿ㉁ၥࡸ⿕࿌ேࡢ
౪㏙ࡀ㸪ฮッἲ㸰㸷㸳᮲㸯㡯ࡼࡾไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓࡿࡍࡿࡢࡀุ࡛࠶ࡿ
㸦ᚋᥖ᭱Ỵᖹ 㸧ࠋڸ

ࡢ≢⨥ᐇࡢᏑᅾࡀせドᐇ࡞ࡿࡶࡢゎࡉࢀࡿࠋ
ࠖࡋࡓࡢࡣ㸪⿕࿌ேࡢ≢⾜

ࢆ❧ドࡍࡿࡢ㸪⿕ᐖࢆ⌧ࡋࡓ≧ἣࡸ≢⾜ࢆ⌧ࡋࡓ≧ἣࢆせドᐇࡋ࡚ࡶ㸪

࠾࠾ࡼࡑドᣐࡋ࡚ࡣ↓ព࡞ࡿࡼ࠺࡞እⓗ࡞ሙྜᙜࡓࡿࡓࡵ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞

せドᐇࡀ⪃៖ࡉࢀࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ

ࡀཧ⪃࡞ࡿࠋ

ࡲ࠼ࡓලయⓗ࡞せドᐇࢆ⮬ࡽ⪃࠼ࡓୖ᳨࡛ウࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ࠶ࡿࡢ

ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࢃࡤ᳨ᐹᐁࡢ❧ሙ㌟ࢆ⨨࠸࡚㸪ᙜヱ௳࠾ࡅࡿドᣐㄳồࡢ≺࠸ࢆ㋃

⪺ドᣐヱᙜᛶࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၥ㢟ᩥࡼࡾ࠼ࡽࢀࡓ❧ド㊃᪨ࢆ๓ᥦ᳨ウࡍࡿࡢ࡛

ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹆㸰㸵ྖἲㄽᩥࡢ᥇Ⅼᐇឤࠕ
ࠝタၥ㸰ࠞᚋẁ࡛ၥ㢟࡞ࡿ᭩㠃ࡢఏ

Ⅼࡽᙜヱドᣐࡢ❧ド㡯㸦せドᐇ㸧ࢆලయⓗ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢⅬ

ࡀ❧ドࡉࢀࢀࡤ㸪ドᣐㄪㄳồ⪅ࡀᙜヱドᣐࡼࡿ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ほ

H27 ྖἲㄽᩥࡢ㸧
㸪ᙜヱドᣐࡢෆᐜࡸᮏၥࡢᐇ㛵ಀࢆࡳ࡚㸪ᙜヱドᣐࡽఱ

ࣃࢱ࣮ࣥճ ၥ㢟ᩥࠕ❧ド㊃᪨ࠖࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠾࠸࡚ࡣ㸦㸸

ࢆཧ↷㸧
ࠋ

ࡇࡢᐇࡀᙜヱドᣐࡢせドᐇ㸦❧ド㡯㸧࡞ࡿ㸦㹆㸰㸯ྖἲㄽᩥࡢฟ㢟ࡢ㊃᪨

ほⓗ࡞⎔ቃࡢ㛵ಀ࡛≀⌮ⓗྍ⬟࡛࠶ࡿᐇࢆ❧ドࡍࡿࡇពࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪

࠺࠸࠺ࡇࡀၥ㢟࡞ࡿ࠾࠸࡚ࡣ㸪࠼ࡤ㸪≢⾜ែᵝࡀ⌧ሙࡢᐈ

࡚ࡶ㸪≢⾜ࡢែᵝࡀ≉Ṧ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ែᵝ࡛ࡢ≢⾜ࡀ≀⌮ⓗྍ⬟࠸࠼ࡿ

㹊㹃㹁 ▮ᓥ⣧୍

ࡢᙇ࡛࠶ࡗ࡚ᮏ௳ࡢ❧ド㡯ࡣ㛵㐃ᛶࡀ࡞࠸ࡋ࡚␗㆟ࡢ⏦❧࡚ࢆࡋࡓࠋᮏ௳
17

▱ே᪉࠸ࡓ᪨ࡢ౪㏙ࢆࡋࡓࡇࢁ㸪᳨ᐹᐁࡀ㸪බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࠾ࡅࡿᙇ௨እ

ࡣ㜰ᕷすᡂ༊ෆࡢ⮬Ꮿ࡛ࢸࣞࣅࢆぢ࡚࠸ࡓࡇࡸ㸪༗ᚋ㸲㸱㸮ศ㡭ࡣྠ༊ෆࡢ

ࡋ࡚㸪ࣜࣂ㛵ࡋ࡚㸪≢⾜᪥࡛࠶ࡿᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰㸳᪥༗ᚋ㸳㸳㸮ศ㡭

☜ㄆࡉࢀࡓࠋබุᡭ⥆㛤ጞᚋࡢ⿕࿌ே㉁ၥ࠾࠸࡚㸪⿕࿌ேࡀ㸪ᘚㆤேࡢ㉁ၥᑐ

ᮏ௳ࡢதⅬࡣ⿕࿌ேࡀᮏ௳ブḭ௳ࢆ⾜ࡗࡓ≢ே࡛࠶ࡿྰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ

ࠕதⅬࡣ㸪⿕࿌ேࡀᮏ௳ブḭ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ≢ே࡛࠶ࡿྰ࡛࠶ࡿࠋࠖ☜ㄆࡋࡓࠋ

ࡘ࠸࡚㔘᫂ࢆồࡵࡎ㸪➨㸯ᑂุᡤࡣ㸪ᮏ௳බッᐇಀࡿதⅬࡢᩚ⌮⤖ᯝࢆ

ࡓࠖࡢࣜࣂࢆᙇࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨ୖࡢලయⓗ࡞ᙇࡣࡏࡎ㸪ุᡤࡣࡑࡢⅬ

≢⾜᪥㸪≢⾜ሙᡤ࠾ࡽࡎ㸪㜰ᕷすᡂ༊ෆࡢࠕ⮬Ꮿ࡞࠸ࡋࡑࡢ㏆Ꮡᅾࡋ

ࡽ㔠㖹ࢆブྲྀࡋࡓブḭ⿕࿌௳ࡢබุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࠾࠸࡚㸪⿕࿌ேࡣ≢ேᛶࢆத࠸㸪

ḷᒣᕷෆࡢ㊰ୖ࠾࠸࡚⮬ື㌴ᨾព㌟యࢆ᥋ゐࡉࡏ࡚♧ㄯ㔠ྡ┠࡛㐠㌿⪅

࣭᭱Ỵᖹ 

ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

ᐖࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪ࡇࢀࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋッゴ㛵ಀேࡢ⿕࿌ேᑐࡍࡿ౪㏙ࢆồࡵࡿ⾜Ⅽ

ࡣ௳㛵ಀࡢ࡞࠸㡯ࢃࡓࡿࡁࡑࡢ┦ᙜ࡛࡞࠸ࡁࡣ㸪ッゴ㛵ಀேࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᶒࢆ

ุ㛗ࡣ㸪ッゴ㛵ಀேࡢࡍࡿᑜၥཪࡣ㝞㏙ࡀ᪤ࡋࡓᑜၥⱝࡋࡃࡣ㝞㏙㔜」ࡍࡿࡁ㸪ཪ

࣭295 ᮲ 1 㡯

࡚⿕࿌ேࡢ౪㏙ࢆồࡵࡿ⾜Ⅽ㸦㉁ၥ㸧ࡸࡇࢀᛂࡌࡓ⿕࿌ேࡢ౪㏙ࢆチࡍࡇࡀ㸪බ

᪨ゎࡉࢀࡿࠖグ㍕ࡉࢀࡓ㒊ศࡀཧ⪃࡞ࡿࠋྠỴᐃࡀ㸪
ࠕ❧ド㊃᪨ࡀࠗ⿕ᐖ

⌧≧ἣ࠘㸪
ࠗ≢⾜⌧≧ἣ࠘ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㉁࠾࠸࡚ࡣ㸪⌧ࡉࢀࡓ࠾ࡾ

㛵㐃ၥ㢟㸸+ ྖἲㄽᩥ➨  ၥタၥ 

ົ㐪ࡋࡓࡶࡢㄆࡵࡽࢀ㸪ࡘ㸪බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࡛᫂♧ࡉࢀ࡞ࡗࡓᙇ㛵ࡋ

↓ព࡞ࡿࡼ࠺࡞እⓗ࡞ሙྜ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞せドᐇࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㊃

ࡓࡔࡋ㸪≢⾜ࢆ⌧ࡋࡓ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿ┿ᙳሗ࿌᭩ࡸᐇἣぢศㄪ᭩࡛࠶ࡗ

ࡀࡉࢀࡓሙྜ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙇࢆไ㝈ࡍࡿ᫂ᩥࡢつᐃࡣ࡞࠸ࡀ㸪᪂ࡓ࡞ᙇࡀࡉࢀࡿ
⮳ࡗࡓ⤒⦋㸪᪂ࡓ࡞ᙇࡢෆᐜ➼ࡢㅖ⯡ࡢࢆ⥲ྜⓗ⪃៖ࡋ㸪๓グᙇ᫂♧⩏

ㄝࡣࠕᙜ⪅ࡀタᐃࡋࡓ❧ド㊃᪨ࢆࡑࡢࡲࡲ๓ᥦࡍࡿ࠾࠾ࡼࡑドᣐࡋ࡚ࡣ

Ѝබุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡉࢀࡓ௳ࡢබุᡭ⥆࠾࠸࡚⿕࿌ேཪࡣᘚㆤேࡽ᪂ࡓ࡞ᙇ

㸵 ணᐃᙇࢆලయࡍࡿ⿕࿌ே㉁ၥᘚㄽࡢไ㝈

㸨タၥ㸲

Ỵᖹ  ࢆཧ↷㸧
ࠋࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭱Ỵᖹ 17.9.27 ࡢ᭱㧗ࡢㄪᰝᐁゎ

ࡼࡿ❧ド㡯ࢆ㸪≢⾜ࢆ⌧ࡋࡓᐇࡳࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸦ࡣ㐪࠺ࡀ᭱

ドࡋ࡚ࡶ㸪㸿ࡀ㹀ࢆໟ่࡛ࡋࡓᐇࢆド᫂ࡍࡿୖ࡛ᙺ❧ࡓ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᙜヱドᣐ

ࠕ≢⾜⌧≧ἣࠖࡢ❧ド㊃᪨࡛ドᣐㄪㄳồࡋࡓሙྜ㸪≢⾜⌧ࡢ≧ἣ⮬యࢆ❧

࿌ேࡀ≢⾜ࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᙳࡋࡓ┿ࢆῧࡋࡓ┿ᙳሗ࿌᭩ࢆ㸪

㸦ྖἲヨ㦂㸧㹆㸰㸶ᮏヨ㦂ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ㏿ሗゎㄝࠝฮッἲࠞ
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࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙇ᫂♧⩏ົࡣ㸪ᙇࡘ࠸࡚ࡇࡢ᰾ᚰࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⿕࿌ேࡣ㸪ᘚ

ෆ␃ࡵ࡞࠸ࡇࢆồࡵࡿࡇ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡇࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣබุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡢᏑᅾ⌮⏤ࡣ࡞࠸࠸ࡗ

㸯 බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡢ᰾ᚰࡣ㸪ᙜ⪅ᑐࡋබุ࠾ࡅࡿᙇ࣭❧ドࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆᡭࡢ

ุ࣭ᐁᑠ㈏ⰾಙࡢ⿵㊊ពぢ

ࡶㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ᮏ௳㉁ၥ➼ࢆྠ᮲㡯ࡼࡾไ㝈ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ᙇ᫂♧⩏ົ㐪ࡋࡓࡶࡢࡶ㸪ᮏ௳㉁ၥ➼ࢆチࡍࡇࡀබุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓពࢆኻࢃࡏࡿࡶࡢ

ุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡢ⤒㐣ཬࡧ⤖ᯝ㸪୪ࡧ㸪⿕࿌ேࡀබุᮇ᪥࡛౪㏙ࡋࡼ࠺ࡋࡓෆᐜ↷ࡽࡍ㸪๓グ

ᐃࡢࠕ௳㛵ಀࡢ࡞࠸㡯ࢃࡓࡿࠖࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪๓グ㸯(2)ࡢࡼ࠺࡞බ

ࢀᑐࡍࡿ⿕࿌ேࡢ౪㏙ࡀࡉࢀࡼ࠺ࡋࡓࡶࡢࡍࡂ࡞࠸ࡇࢁ㸪ᮏ௳㉁ၥ➼ࡀฮッἲ㸰㸷㸳᮲㸯㡯ᡤ

㜰ᕷすᡂ༊ෆࡢ⮬Ꮿ࡞࠸ࡋࡑࡢ㏆࠸ࡓࠋࠖ᪨ࡢࣜࣂࡢᙇ㛵ࡋ㸪ලయⓗ࡞౪㏙ࢆồࡵ㸪ࡇ

㸱 ᮏ௳㉁ၥ➼ࡣ㸪⿕࿌ேࡀබุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࠾࠸࡚᫂♧ࡋ࡚࠸ࡓࠕᮏ௳බッᐇグ㍕ࡢ᪥࠾࠸࡚㸪

౪㏙ࡀ㸪ฮッἲ㸰㸷㸳᮲㸯㡯ࡼࡾไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠸࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

᪂ࡓ࡞ᙇಀࡿ㡯ࡢ㔜せᛶ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪බุᮇ᪥࡛ࡑࡢලయⓗෆᐜ㛵ࡍࡿ㉁ၥࡸ⿕࿌ேࡢ

ᐜࡣ⿕࿌ே㉁ၥ࠾࠸࡚᫂ࡽࡍࡿࠋࠖ࠸࠺㝈ᗘ࡛ࡋᙇࢆ᫂♧ࡋ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ሙྜ㸧ࡣ㸪

๓ᩚ⌮ᡭ⥆࠾࠸࡚㸪ุᡤࡢồ㔘᫂ࡶࢃࡽࡎ㸪ࠕࣜࣂࡢᙇࢆࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋලయⓗෆ

ேࡢ౪㏙ࢆチࡍࡇࡀ㸪බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓពࢆኻࢃࡏࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ㸦࠼ࡤ㸪බุ

ุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࡛᫂♧ࡉࢀ࡞ࡗࡓᙇ㛵ࡋ࡚⿕࿌ேࡢ౪㏙ࢆồࡵࡿ⾜Ⅽ㸦㉁ၥ㸧ࡸࡇࢀᛂࡌࡓ⿕࿌

ᙇࡢෆᐜ➼ࡢㅖ⯡ࡢࢆ⥲ྜⓗ⪃៖ࡋ㸪๓グᙇ᫂♧⩏ົ㐪ࡋࡓࡶࡢㄆࡵࡽࢀ㸪ࡘ㸪බ

᫂♧≧ἣ㸦ุᡤࡢồ㔘᫂ᑐࡍࡿ㔘᫂ࡢ≧ἣࢆྵࡴࠋ㸧㸪᪂ࡓ࡞ᙇࡀࡉࢀࡿ⮳ࡗࡓ⤒⦋㸪᪂ࡓ࡞

㏙ࢆᙜ↛ไ㝈࡛ࡁࡿࡣゎࡋᚓ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆࠾ࡅࡿ⿕࿌ேཪࡣᘚㆤேࡢணᐃᙇࡢ

බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆⤊ᚋࡢ᪂ࡓ࡞ᙇࢆไ㝈ࡍࡿつᐃࡣ࡞ࡃ㸪බุᮇ᪥࡛᪂ࡓ࡞ᙇἢࡗࡓ⿕࿌ேࡢ౪

ᐃࡋ࡚࠸ࡿᙇࡀ࠶ࡿࡶࢃࡽࡎ㸪ࡇࢀࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࡳࡿ㸪

ฮッἲ㸱㸯㸴᮲ࡢ㸯㸵➨㸯㡯ᡤᐃࡢᙇ᫂♧⩏ົࢆ㈇࠺ࡢ࡛࠶ࡿࡽ㸪බุᮇ᪥࠾࠸࡚ࡍࡿࡇࢆண

ࢆᩚ⌮ࡍࡿᡭ⥆࡛࠶ࡾ㸪ッゴ㛵ಀேࡣ㸪ࡑࡢᐇ㛵ࡋ࡚༠ຊࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ୖ㸪⿕࿌ேཪࡣᘚㆤேࡣ㸪

㸰 බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡣ㸪ᐇࡋࡓබุࡢᑂ⌮ࢆ⥅⥆ⓗ㸪ィ⏬ⓗࡘ㎿㏿⾜࠺ࡓࡵ㸪௳ࡢதⅬཬࡧドᣐ

㸯 ┬␎

ุࠝ᪨ࠞ

㸨᭱Ỵᖹ 27.5.25

ᘐពぢࡀ♧ࡍࡿࡼ࠺࡞㸪බุ๓ᩚ⌮ᡭ⥆ࡢ᰾ᚰࢆᐖࡋ㸪ᘚゎᶒࡢ℃⏝ㄆࡵࡽࢀࡿࡘ࠸࡚ࡣ㸪

㸦ᚋᥖ᭱Ỵᖹ 㸧ࠋڸ
ࠝ௨ୗ␎ࠞ
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ฮッἲ㸰㸷㸳᮲㸯㡯ࡢࠕࡑࡢ┦ᙜ࡛࡞࠸ࠖࡶࡢࡋ࡚ไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓࡿゎࡍࡁ࡛࠶ࡿ

㡯㸧ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᙇ᫂♧⩏ົពᅗⓗࡍࡿᶒ⾜ࡣࡑࡢ℃⏝ࡋ࡚チࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ἲ

㛵ಀࡢ࡞࠸㡯ࠖᙜࡓࡿࡶࡢࡋ࡚ไ㝈ࡉࢀࡿࡢࡀၥ㢟࡞ࡗࡓࠋỴ᪨ࡣᚋᥖࠋ
㛵㐃ၥ㢟㸸+ ྖἲㄽᩥ➨  ၥタၥ 

ゎࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡀ㸪ッゴୖࡢᶒࡣㄔᐇࡇࢀࢆ⾜ࡋ㸪℃⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦ฮッつ๎㸯᮲㸰

࡛ࡣ㸪⿕࿌ேࡢ๓グ౪㏙ࢆồࡵࡿᘚㆤேࡢ㉁ၥࡀ㸪ฮッἲ㸰㸷㸳᮲㸯㡯ࡢࠕ௳

刑事訴訟法（平成２８年度） 答案例 〔Ｈ２８．５．２０作成版（出題の趣旨の発表前のもの）
〕
LEC 矢島純一 講師答案 １頁２３行×３５文字
1

第１ 設問１ 事例中２及び３の留め置き措置の適法性
2

１ 大声で意味不明な言葉を発するなど警職法２条１項の不審事由のある甲に
3

対する職務質問に引き続き，午前１１時から始まった事例中２及び３の留め
4

置き措置は，覚せい剤使用者特有の様子があり覚せい剤事件で有罪判決を受
5

けたことが判明した甲につき，覚せい剤の使用・所持という特定の犯罪の任
6

意捜査としてされたものと考えられる（刑訴法１９７条１項本文）
。無令状で
7

の任意捜査としての留め置きは，強制処分に当たる実質逮捕といえるような
8

ものあってはならず（憲法３３条，刑訴法１９９条，令状主義）
，実質逮捕に
9

至らないものでも警察比例の原則から必要かつ相当な限度で許容される。
10

２(1) 留め置きが，実質逮捕に当たるかは，留め置きの時間，留め置きの態様，
11

被疑者の態度などの事情を考慮しつつ，被疑者の意思に反した身柄拘束とい
12

えるかにより判断することにする。
13

14

(2) 本問をみるに，午前１１時頃，Ｐは，警察署への同行と尿の任意提出を
拒んで警察署とは反対方向に歩き出した甲の前に立ち進路を塞いだ上，午前

15

１１時２０分と同１１時２５分にも，甲車を降りて歩き出した甲の前に立ち
16

ふさがっている。Ｐのこれら留め置きの態様は，甲の身体に触れるものでは
17

ない程度のものであり，
「仕方がねえ。
」あるいは，
「警察にいくなら，ここに

18

いる。
」などと述べて現場にとどまった甲の態度からも，渋々とはいえ自ら
19

の意思で現場に留まっていたものといえる。これら事情に加えて，ここまで
20

の留め置きの時間は３０分以内と比較的短時間であることを考慮すると，こ

21

の時点での留め置きは，甲の意思に反した身柄拘束とはいえない。
22

(3) さらに本問をみるに，Ｐらが令状の準備に入った後の午前１１時３０分，

23

Ｐが，２台のパトカーを甲車の前後各１メートルの位置に甲車を挟みこむよ
1／8

刑事訴訟法（平成２８年度） 答案例 〔Ｈ２８．５．２０作成版（出題の趣旨の発表前のもの）
〕
LEC 矢島純一 講師答案 １頁２３行×３５文字
1

うに停車させて，甲の移動手段たる甲車を容易に移動できないようにした上

2

で，甲車を降りて歩き出した甲に対して，両手を広げて進路を塞ぎ，甲と体
3

が接触すると足を踏ん張り甲が前に進めないように制止した行為は，留め置
4

きの態様として，午前１１時頃のＰの行為と比べると，甲の移動の自由を制
5

約する度合いが強い。しかし，甲は，
「仕方ねえな。
」と言って，渋々ながら
6

も自らの意思で甲車内に戻っているという甲の態度や，ここまでの留め置き
7

の時間も前記同様短時間であること考慮すると，この時点での留め置きは，
8

甲の意思に反した身柄拘束とはいえない。
9

(4) 午後１時及び午後４時に，Ｐが，甲車を降りて２，３メートル歩いた甲

10

に対して，両手を広げて進路を塞ぎ，甲と体が接触すると足を踏ん張り甲が
11

前に進めないように制止した上に，胸部や腹部を前に突き出して甲を甲車の
12

運転席前まで押し戻した行為は，積極的直接的な有形力を行使する点で留め
13

置きの態様として非常に強度であり，移動に関する甲の自由意思を著しく制
14

約するものである。また，甲は，午後１時に「弁護士から帰っていいと言わ

15

れたので，帰るぞ」として明確に帰宅の意思を示していることや，午後１時
16

と午後４時の前記Ｐの行為がされたことに対して「車から降りられねえの
17

か。
」
，
「帰れねえのか。
」との強い不満を示していた甲の態度からすると，留

18

め置きの間，甲が携帯電話で外部と自由に通話することができ，甲のある程
19

度の行動の自由があったことを考慮しても，甲は，午後１時以降はその場に
20

留まる意思が全くなかったものといえる。
このような状況の下で，
結果的に，

21

留め置きの時間が，午前１１時から午後４時３０分までと全体として長時間
22

となっていることは，強制採尿令状の準備に入ったのが午前１１時３０分と
23

比較的早期であることや，交通渋滞で令状執行が通常より１時間余分にかか
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1

ったという事情から，留め置きが逮捕の時間制限を潜脱するためにされたと

2

はいえないことを考慮しても，
客観的にみて身柄拘束性が強いものといえる。
3

以上のような，午後１時には帰宅の意思を示して，その場に留まることを
4

明確に拒否していた甲の態度や，Ｐによる留め置きの態様が積極的直接的な
5

有形力の行使として強度なものであることや，結果的には全体として約５時
6

間半の長きに及んだ留め置きの時間を総合考慮すると，本問留め置き措置は，
7

甲の意思に反した身柄拘束として実質逮捕に当たる。
8

３ 以上より，
留め置き措置は，
無令状でなされた実質逮捕として違法である。
9

第２ 設問２ 下線部①及び②の各措置の適法性
10

１(1) 検察官Ｓの①及び②の各措置が，Ｔからの接見交通権の申出に対する刑
11

訴法３９条３項の接見指定として適法といえるかを検討する。
12

(2)ア 接見交通権は，捜査のため必要があるときは，公訴の提起前に限り，

13

。接見交通権は，憲法３
日時等を指定することができる（３９条３項本文）
14

４条の弁護人依頼権に由来する重要な権利であり，接見指定は，この権利と

15

被疑者の取調べ等の捜査の必要との調整を図る趣旨で置かれた必要やむを
16

得ない例外的措置といえる。このことから「捜査のため必要があるとき」と
17

は，間近い時に取調べをする確実な予定があって，申出に沿った接見を認め

18

ると取調べが予定どおり開始できなくなるおそれがある場合や，既に開始さ
19

れている取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
20

イ 上記のような接見指定の要件を満たす場合でも，指定内容が被疑者の防

21

御権を不当に侵害するものであってはならない（３９条３項但書）。とりわ
22

け，逮捕直後の初回の接見は，取調べを受けるに当たっての助言を得るため
23

の最初の機会であって，被疑者の防御の準備のために特に重要である。そこ
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1

で，(a)弁護人等に即時または近接した時点における接見の必要性があり，
(b)

2

捜査機関がそのための時間を確保することが可能であるときは，捜査の顕著
3

な支障を回避するのに必要な限度で，即時又は近接した時点における接見指
4

定をしなければならない義務が生じるものと考える。そして，この義務に違
5

反して接見を拒否したり，不合理な内容の接見指定をしたりした場合は，被
6

疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するものとして３９条３項但書
7

に違反し違法になると考える。
8

２ ①の措置の適法性
9

弁護人になろうとするＴからの接見の申出が，被疑者Ｓによる弁解録取手
10

続の最中にされたものであり，その時点で接見を認めると取調べの中断によ
11

り捜査に顕著な支障が生ずるといえる。したがって，①の措置は，
「捜査の
12

ため必要があるとき」にされたといえる。
13

次に，接見指定の内容をみるに，(a)Ｔの接見申出は，未だ自ら弁護人を選
14

任しておらず，容疑を否認している甲にとって逮捕直後に弁護人を選任して

15

助言を得る貴重な機会であり，弁護人等に即時または近接した時点における
16

接見の必要性が認められる。(b)Ｔの接見申出は，Ｓによる弁解録取手続の最
17

中にされており，弁解録取が中断すると時間制限内に勾留請求できなくなる

18

おそれがあるので，捜査機関は，即時の接見を実現するための時間確保まで
19

は要求されないが，近接した時点での接見として弁解録取手続が終わった時
20

点での接見のための時間確保が要求される。そして，Ｓは，弁解録取手続終

21

了までの予定時間３０分と，Ｔが甲との接見を希望しているＨ警察署までの
22

移動予定時間約３０分を見越した上で，若干の余裕をもたせて，当日午前１
23

１時を接見の日時として指定している。この指定は，Ｓとしては，申出から
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1

近接した時刻をもって接見のための日時を指定したものといえるため違法

2

な点はない。
3

以上より，①の措置は適法である。
4

３ ②の措置の適法性
5

Ｓが当初の指定を変更するために再度接見指定をした午前１０時２５分の
6

時点において，
Ｓは甲の自白を得るための取調べを行おうと思い立っていた。
7

そうすると，急なこととはいえ，間近い時に取調べをする確実な予定があっ
8

て，申出に沿った接見を認めると取調べが予定どおり開始できなくなるおそ
9

れがあり捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たるといえる。したがって，②
10

の措置は，
「捜査のため必要があるとき」にされたといえる。
11

次に，接見指定の内容をみるに，(a)弁解録取手続後，甲が「実は，お話し
12

したいことがあります。
」などと述べおり，甲が自白する可能性が生じている
13

ため，その自白の効果につき弁護人から助言を受ける必要性が高まったとい
14

えため，即時または近接した時点における接見の必要性が認められる状況に

15

ある。
(b)既に弁解録取手続により犯罪事実の要旨を告知されるなど引致後必
16

要な手続を終えて一区切りついているのであるから，Ｓが甲の自白を得るた
17

めの取調べをするまでの間に，たとえ短時間でも，捜査の顕著な支障を回避

18

できる限度で接見のための時間を確保することが可能であり，その限度で接
19

見指定をする義務があったといえる。にもかかわらず，Ｓが当初指定した午
20

前１１時から午後零時３０分以降と接見日時を変更した措置は，捜査の顕著

21

な支障を回避できる限度でされたものとはいえず，甲の防御の準備をする権
22

利を不当に制限するものとして３９条３項但書に違反し違法といえる。
23

以上より，②の措置は違法である。
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1

第３ 設問３ 下線部③の証言の証拠能力
2

１ 下線部③の甲の証言が伝聞証拠として証拠能力が否定されるかを検討する。
3

伝聞証拠は原則として証拠能力が否定される趣旨は（３２０条１項）
，伝聞
4

証拠が，人の知覚，記憶，表現，叙述の各過程を経て証拠化されたもので，
5

各過程の誤りをチェックしないまま証拠として用いることで生じる誤判を防
6

止するところにある。このような趣旨から，伝聞証拠とは，裁判所の面前で
7

の反対尋問を経ていない供述で，その供述で要証事実を立証するにはその供
8

述の内容の真実性が問題とされるものをいうと考える。
9

人の供述が伝聞証拠に該当するかは，要証事実との関係で相対的に決まる
10

ところ，何が当該供述の要証事実となるかは，供述の内容や公判前整理手続
11

で整理された争点の内容，その他の事情から当該証拠によりどのような事項
12

を立証することに意味があるのかという観点から考えていく。
13

２ 本問をみるに，
下線部③にあらわれた甲の公判供述に含まれる乙の供述は，
14

乙からビニール袋を受け取った甲に対して，帰宅途中に警察に見つからない

15

ように助言し，甲が捕まると乙自身も刑務所に入ることになると述べるもの
16

である。そして，公判前整理手続において，乙に覚せい剤の認識があったか
17

という点が争点として整理されているところ，
前記乙の供述の存在自体から，

18

乙がビニール袋の中身が警察による取締りの対象となる法禁物であることを
19

認識していたことを推認できる。そして，乙が甲にビニール袋を渡したとさ
20

れる平成２７年６月２８日のわずか３日に，実際に甲が覚せい剤入りのビニ

21

ール袋を所持していた事実にかんがみれば，乙が甲に渡したビニール袋の中
22

に法禁物に当たる覚せい剤が入っていたことを乙が認識していたことを推
23

認できる。以上のような③証言の内容や公判前整理手続で整理された争点の
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1

内容，その他の事情からすれば，③証言により，それに含まれる乙の供述の

2

存在自体が立証されれば，乙がビニール袋の中身が覚せい剤であることを認
3

識していたとの争点にかかる事実を立証するのに役立ち証拠として意味がで
4

る。以上より，③供述の内容や争点の内容に鑑みれば，③の供述の要証事実
5

は，証言③のとおりの乙の供述の存在といえる。
6

３ 上記要証事実との関係で，甲の証言③の伝聞該当性を検討するに，甲の供
7

述自体は公判廷における供述として反対尋問のチェックを受けるため伝聞証
8

拠とはならない。甲の供述に含まれる乙の③供述は，その供述の存在自体が
9

要証事実となることから，当該供述によりその要証事実を立証するには，供
10

述の内容の真実性は問題とならない。したがって，③の証言は伝聞証拠には
11

当たらない。
12

４ 以上より，③の証言は伝聞証拠として証拠能力は否定されず，証拠能力が
13

認められる。
14

第４ 設問４ 下線部④の質問等の制限の可否

15

１ ２９５条１項を根拠とする質問等の制限は，事件に関係がない事項にわた
16

るなどの場合に，訴訟関係人の本質的権利を害さない限度で許容されるとこ
17

ろ，公判前整理手続で主張されていなかった④の質問等が同条項の事件に関

18

係がない事項にわたるものとして制限できるかを検討する。
19

２ 公判前整理手続終了後の新たな主張を制限する規定はなく，公判期日で新
20

たな主張に沿った被告人の供述を当然に制限できることにはならない。しか

21

し，同手続の経過及び結果，公判期日でなされた質問等の内容，さらには，
22

新たな主張がされるに至った経緯，新たな主張の内容の重要性などを考慮し
23

て，当該質問等の主張を許容すると，充実した公判審理を実現するために公
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1

判前整理手続を行った意味を失わせるものと認められる場合には，同条項の

2

「事件に関係がない事項にわたる」ものとして主張制限できると考える。
3

３ 本問をみるに，公判前整理手続において，乙及び弁護人Ｕは，裁判所から
4

アリバイの主張について可能な限り具体的に明らかにされたいとの求釈明を
5

受けて，犯行があったとされる平成２７年６月２８日は終日，Ｊ県内の丙方
6

にいたとのアリバイの内容を具体的に釈明した結果，前同日に乙が乙方で甲
7

に覚せい剤を譲り渡したかどうか等という点が争点として確認された。この
8

ような同手続の経過及び結果がある中で，戊から手紙が届いて，犯行当日は
9

戊方でテレビを見ていたとの乙の公判供述の主張を許容すると，さらに裏付
10

け捜査が必要となり，公判審理が予定よりも長引くことは否定できない。し
11

かし，アリバイの主張は，乙の防御権という本質的権利として非常に重要な
12

ものである。乙は，同整理手続において，事件当日に乙方にいなかったとの
13

アリバイ自体の主張はしており，乙が当時，丙方にいたのか，戊方にいたの
14

かの違いは，犯行当日，乙が乙方にいたのかという整理された争点の中での

15

差異にすぎない。公判での乙の供述内容は，前回の公判期日後に届いた戊か
16

らの手紙がきっかけで思い出されたものであることから，公判前整理手続の
17

段階でその主張をすることは困難であったといえる。以上のような，同手続

18

の経過及び結果，公判期日でなされた質問等の内容，新たな主張がされるに
19

至った経緯，新たな主張の内容の重要性にかんがみると，④の質問等を認め
20

ても，同手続を行った意味を失わせるものとはいえない。

21

したがって，④の質問等を事件に関係がない事項にわたるものとして制限
22

することはできない。
23

以上
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