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中国における性三品説の成立と展開
――人間本性の平等と不平等をめぐって――
2017年11月19日

日本鍼灸史学会第二十五回学術大会

東京大学名誉教授・山東大学名誉教授

池田知久

「性」の思想、すなわち「性」という言葉を用いて営まれた諸思想は、「そもそも人間とはいかなる存
在であるか」というテーマの中国的な問いであり、中国的な答えである。そして春秋末期（孔子）以来、
これは中国思想史の最も重要なテーマの一つであった。
元来、中国における「性」の思想は、人間の「性」が善であるか悪であるか、といった価値評価の問題
をめぐって議論されてきた。戦国時代の儒家の「性善説」
（孟子）や「性悪説」
（荀子）などがそれである。
やがて前漢時代になると、これらの議論の中から「性三品説」というものが登場してくる。人間は生まれ
ながらにして「上品の性」と「中品の性」と「下品の性」の「三品」に分かれている、とする理論である。
今回の特別講演では、中国の春秋末期～唐・宋に至る約一五〇〇年間の、「性」の思想の発生から始め
て、「性三品説」の成立・展開・消滅に焦点を当てながら、その理論の歴史と意義についてお話したい。
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１

「性」の思想の発生（春秋末期～戦国末期）

「性」の思想、すなわち「性」という言葉を用いて営まれた様々の思想は、「一体全体、人間とはいか
なる存在であるのか」というテーマの中国的な問いであり、中国的な答えである。そして古代以来、これ
は中国思想史の最も重要なテーマの一つであった。
人間の「性」とは何を指すのであろうか。――漢字の成り立ちから考えてみると、
「性」という文字は、
意符である「心」と音符である「生」から成っている。その原義は、生まれつきの心であろう。中国思想
史の実際の場面では、この原義に基づいて、「性」は人間が生まれながらにして持っている本来の性質・
能力という意味で用いられた。
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中国における「性」の思想は、人間の「性」が善であるか悪であるか、といった価値評価の問題をめぐ
って議論されたと言ってよい。言い換えれば、「性」とは何であるか、「性」はいかにあるかという事実認
定の問題は、むしろ二の次であった。それは、この思想が、人間が国家・社会の中で自己を道徳的にいか
に律すべきか、また政治的にいかに振る舞うべきか、などといった道徳上・政治上の実践的な課題に答え
るための、人間学的な基礎の位置に置かれていたためである。それ故、「性」の思想は、人間の「性」の
事実の解明に向かうよりも、どちらかと言えば、人間にこのような国家・社会の中で必要とされる道徳・
政治を遂行するに足る「性」が具わっているか否か、すなわちその「性」の道徳上・政治上の実践的な観
点から見た「善悪」、という価値を評価する方向にバイアスをかけて展開されたのである。
孔

子
春秋時代末期の孔子（紀元前５５２～４７９）の言行録とされる『論語』の陽貨篇には、孔子の言葉と

して、
子曰、性相近也、習相遠也。（子曰わく、「性相い近きなり、習い相い遠きなり。」と。）
先生が言われた、「生まれついた素質は互いに近いが、学習によって互いに遠ざかるようになるの
だ。」と。
という人間の「性」に関するものが残っている【１】。孔子は、また『論語』雍也篇において、
ちゆうじん

うえ

子曰、中人以上可以語上也、中人以下不可以語上也。（子曰わく、「 中 人以上には以て上を語る可き
なり、中人以下には以て上を語る可からざるなり。」と。）
先生が言われた、「中以上の人に向かっては、上の世界のことを話すことはできるが、中以下の人
には、上の世界のことを話すことはできない。」と。
と言い【２】、同じく陽貨篇において、
た

じよう ち

か ぐ

子曰、唯上知與下愚不移。（子曰わく、「唯だ 上 知と下愚とは移らず。」と。）
先生が言われた、「ただ最上の知者と最下の愚者だけは、もとのままで変化しない。」と。）
とも言っている【３】。しかし、中国思想史の実際の展開から判断するならば、このような人間観を孔子
はまだ「性」の問題として述べるには至っておらず、また孔子の時代はまだ人間の「性」を一般的・概括
的に問題にする段階には達していなかったと考えられる。『論語』公冶長篇において、弟子の子貢が、
し こう

ふう し

子貢曰、夫子之文章、可得而聞也。夫子之言性與天道、不可得而聞也。
（子貢曰わく、
「夫子の文章は、
得て聞く可きなり。夫子の性と天道とを言うは、得て聞く可からざるなり。」と。）
子貢が言った、「先生の身につけている文化の輝きは、聞くことができた（聞く機会があった）け
れども、先生が性と天道とについて発言するのは、聞くことができなかった
（聞く機会がなかった）
。」
と。
と証言したとおりである【４】。
ただし、孔子以後の比較的早い時期、例えば戦国初期～中期の儒家の人間観の中にすでに、上引の後の
両文（雍也篇と陽貨篇）のように、人間のあり方を先天的に与えられた定まったものと把え、後天的な学
習・修養や周囲の環境によっても変えられない、とする考えがあったのは事実かもしれない。そして、こ
の考えは、前漢中期以降になると次第に理論的に形を整え、人間の「性」は生まれつき「上品・中品・下
品」の三等級（クラス）に分かれている、とする性三品説となって展開していった（後述）。
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孟

子
人間の「性」が本格的に論じられるようになるのは、戦国時代に入ってからのことである。今日「性」

に関する最古の議論が残っている書物は、戦国中期の儒家の『孟子』である。告子上篇には、
公都子曰、告子曰、性無善、無不善也。或曰、性可以爲善、可以爲不善。是故文武興則民好善、幽厲
興則民好暴。或曰、有性善、有性不善。是故以堯爲君、而有象。以瞽瞍爲父、而有舜。以紂爲兄之子、
且以爲君、而有微子啓王子比干。今曰、性善。然則彼皆非與。孟子曰、乃若其情、則可以爲善矣。乃
所謂善也。若夫爲不善、非才之罪也。惻隠之心、人皆有之。羞惡之心、人皆有之。恭敬之心、人皆有
之。是非之心、人皆有之。惻隠之心仁也、羞惡之心義也、恭敬之心禮也、是非之心智也。仁義禮智、
非由外鑠我也。我固有之也。弗思耳矣。故曰、求則得之、舍則失之。或相倍蓰、而無算者、不能盡其
才者也。詩曰、天生蒸民、有物有則。民之秉夷、好是懿德。孔子曰、爲此詩者、其知道乎。故有物必
こ う と し

こくし

有則、民之秉夷也、故好是懿德。（公都子曰わく、「告子曰わく、『性に善無く、不善無きなり。』と。
ぶん ぶ おこ

或るひと曰わく、『性は以て善を為す可く、以て不善を為す可し。是の故に文武興れば則ち民は善を
ゆうれい

好み、幽厲興れば則ち民は暴を好む。』と。或るひと曰わく、『性の善なるもの有り、性の不善なるも
ぎよう

しかも

しよう

こそう

しゆん

ちゆう

の有り。是の故に 尭 を以て君と為せども、而 も 象 有り。瞽瞍を以て父と為せども、而も 舜 有り。紂
か

び

し けい

おうじひかん

を以て兄の子と為し、且つ以て君と為せども、而も微子啓・王子比干有り。』と。今曰わく、『性は善
み

ひ

すなわ

したが

なり』と。然らば則ち彼は皆な非なるか。」と。孟子曰わく、「 乃 ち其の情に 若 えば、則ち以て善を
そくいん

為す可し。乃ち謂う所の善なり。夫れ不善を為すが若きは、才の罪に非ざるなり。惻隠の心は、人皆
しゆうお

きようけい

ぜ

ひ

な之有り。羞悪の心は、人皆な之有り。 恭 敬の心は、人皆な之有り。是非の心は、人皆な之有り。
れい

よ

惻隠の心は仁なり、羞悪の心は義なり、恭敬の心は礼なり、是非の心は智なり。仁義礼智は、外由り
かざ

もと

我を鑠るに非ざるなり。我固より之を有するなり。思わざるのみ。故に曰わく、『求むれば則ち之を
す

ばいし

かぞ

あた

得、舍つれば則ち之を失う。或いは相い倍蓰して、算うる無き者は、其の才を尽くす能わざる者なり。』
じようみん

のり

つね

と

いとく

と。『詩』に曰わく、『天 蒸 民を生ずるに、物有れば則有り。民の夷を秉るや、是の懿徳を好む。』
つく

のり

つね

と。孔子曰わく、『此の詩を為る者は、其れ道を知るか。』と。故に物有れば必ず則有り、民の夷を秉
いとく

るや、故に是の懿徳を好むなり。」と。）
こ う と し

こくし

公都子がたずねた。「告子は『人間の性の中には善もなく、また不善もない。』と唱える。また、あ
る人は『人間の性は善を行うこともできるし、不善を行うこともできる。だから、周の文王・武王
ゆうおう

れいおう

のような聖王が世に現れると、人民は感化されて善を好むようになり、周の幽王・厲王のような暴
君が世に現れると、人民は影響を受けて乱暴を好むようになる。』と唱える。さらに、ある人は『本
ぎよう

性が善である人がいるし、また本性が不善である人もいる。だから、 尭 のような聖王を上に戴き
しよう

こそう

しゆん

ながら、臣下に 象 のような悪人も現れるし、また、瞽瞍のような悪人を父に持ちながら、 舜 のよ
ちゆう

うな聖人も生まれる。さらに、殷の 紂 王のような暴君が兄の子であり、かつ主君でありながら、
び

し けい

おうじひかん

微子啓・王子比干のような忠臣も出てくるのだ。』と唱える。ところが今、先生（孟子）は『人間
の本性は善である』と主張している。だとすると、彼ら三人の説はいずれも誤りなのでしょうか。」
と。孟子は答えて言った。「つまるところ、人間は自らの内面の情に逆らわなければ、それでもう
善を行うことができるのだ。これが結局、私が『人間の本性は善だ』と言う内容である。確かに、
そくいん

人間は不善を行うことがあるけれども、それは才（素質）のせいではない。惻隠の心（他人の不幸
しゆうお

をかわいそうだと思う気持ち）は、人間であれば誰でも持っている。羞悪の心（自分の悪を恥じて
きようけい

うやうや

嫌う気持ち）は、人間なら誰でも持っている。 恭 敬の心（目上の人に 恭 しくする敬意）は、人
ぜ

ひ

間誰でも持っている。是非の心（是と非を見分ける判断力）は、人間誰でも持っている。そして、
れい

以上に挙げた惻隠の心は仁であり、羞悪の心は義であり、恭敬の心は礼であり、是非の心は智なの
めつき

だ。それ故、仁・義・礼・智の四つの徳は、外部から自分に鍍金したものではなく、もともと自分
が持っているものである。ただ人はこれについて自覚しないだけのことだ。だから、次のように言
な

う。『これらの四徳は自分が求めさえすれば得られるが、放っておけば失くなってしまう。結果、
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人と人の隔たりが二倍となり五倍となり、ついには数えられないまでに差が開いてしまうのは、自
し きよう

分の才（素質）を十分に発揮することができなかったためである。』と。『詩 経 』には、『天が万民
をこの世に生じた時、事物（物）があればそこに必ず規範（則）が具わるようにした。かくして人
つね

間（民）は不変の規範（夷）を抱いている（秉る）故に、これらの美徳を好むのだ。』とある。孔
子はこの詩を論評して、『この詩を作った者は、間違いなく道を把えた者であろうな。』と讃えた。
つね

詩の意味は、事物（物）があればそこに必ず規範（則）が具わるが、人間（民）には不変の規範（夷）
が具わっている（秉る）ので、だからこれらの美徳を好むのだ、ということである。」と。
とある。これによれば、当時すでに三説が唱えられていた。――（１）「性無善、無不善也。」（性に善無
く、不善無きなり。）とする説。「性」とは生まれつきの諸性質のことであって、道徳的な「善悪」とは無
関係だとする告子の説である。（２）「性可以爲善、可以爲不善。」（性は以て善を為す可く、以て不善を為
す可し。）とする説。同じ人の「性」の中に「善」の要素と「悪」の要素が混ざっているとする説である。
（３）
「有性善、有性不善。」
（性の善なるもの有り、性の不善なるもの有り。
）とする説。生まれつき「善」
の人と生まれつき「悪」の人の二種類の人間がいるとする説である。
以上のさまざまな「性」の思想に対して、「人間の本性は善である」あるいは「人間の生まれつきは善
だ」という性善説を唱えたのが孟子（前３７２ころ～２８９）である。その性善説は、人間であれば誰に
たんしよ

も以下の四つの端緒（萌芽）が生まれながらに具わるとする四端説を基にして提唱された（『孟子』公孫
丑上篇・告子上篇）。例えば、公孫丑上篇には、
孟子曰、人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心、斯有不忍人之政矣。以不忍人之心、行不忍人之政、
治天下、可運之掌上。所以謂人皆有不忍人之心者、今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隱之心。非所
以内交於孺子之父母也、非所以要譽於郷黨朋友也、非惡其聲而然也。由是觀之、無惻隱之心、非人也。
無羞惡之心、非人也。無辭讓之心、非人也。無是非之心、非人也。惻隱之心、仁之端也。羞惡之心、
義之端也。辭讓之心、禮之端也。是非之心、智之端也。
（孟子曰わく、
「人皆な人に忍びざるの心有り。
すなわ

まつりごと

先王人に忍びざるの心有りて、 斯 ち人に忍びざるの 政 有り。人に忍びざるの心を以て、人に忍び
まつりごと

たなごごろ

めぐ

ざるの 政 を行えば、天下を治むること、之を 掌 の上に運らす可し。人皆な人に忍びざるの心有
ゆえん

たちま

じゆし

まさ

い

じゆつてきそくいん

りと謂う所以の者は、今人 乍 ち孺子の将に井に入らんとするを見れば、皆な怵 惕 惻 隠の心有り。交
い

きようとうほうゆう

もと

わりを孺子の父母に内るる所以に非ざるなり、誉まれを郷 党 朋 友に要むる所以に非ざるなり、其の
にく

しか

これ

声を悪みて然するに非ざるなり。是に由りて之を観れば、惻隠の心無きは、人に非ざるなり。羞悪の
じじよう

心無きは、人に非ざるなり。辞譲の心無きは、人に非ざるなり。是非の心無きは、人に非ざるなり。
たん

惻隠の心、仁の端なり。羞悪の心は、義の端なり。辞譲の心は、礼の端なり。是非の心は、智の端な
り。」と。）
孟子が次のように言った。「人間であれば誰にも憐れみの心（不忍人之心）があるものだ。先王は
この憐れみの心を持っていたからこそ、人々に情けを掛ける政治（不忍人之政）を行ったのである。
今もし憐れみの心を抱きつつ、情けを掛ける政治を行うならば、天下を治めるなどということは、
ものを手のひらに乗せて転がすようにたやすいことだろう。私が、人間誰にも憐れみの心があると
わ け

言う理由は、仮りに突如として幼子が井戸に落ちそうになっているのを見掛けるならば、人間誰し
も驚きかわいそうだと思う気持ち（怵惕惻隱之心）が湧いてくる。これを縁故に幼子の父母と近づ
きになりたいためではなく、村民・友人から誉めてもらおうと考えたためでもなく、見殺しにして
非難されるのを嫌ってこうするわけでもない。こうして見ると、惻隠の心（他人の不幸をかわいそ
うだと思う同情心）がない者は、人間ではない。羞悪の心（自分の悪を恥じて嫌う正義感）がない
者は、人間ではない。辞譲の心（へり下って他人に譲る気持ち）がない者は、人間ではない。是非
の心（是と非を見分ける判断力）がない者は、人間ではないのだ。そして、この惻隠の心は、仁の
徳に至る端緒である。羞悪の心は、義の徳に至る端緒である。辞譲の心は、礼の徳に至る端緒であ
る。是非の心は、智の徳に至る端緒なのである。」と。
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とある。孟子はこの四端説を、「四端」が天与のものだと観念するような「天」の理論によって説明する
ことは行わず、生まれながらに具わることの真実性を、むしろ経験によって確認しようとする。「四端」
の内容は、「惻隠の心」（他人の不幸をかわいそうだと思う同情心）・「羞悪の心」（自分の悪を恥じて嫌う
うやうや

正義感）・「恭敬の心」（目上の人に 恭 しくする敬意）または「辞譲の心」（謙遜して他人に譲ろうとする
気持ち）・「是非の心」（是と非を見分ける判断力）であり、それぞれ「仁・義・礼・智」に至る端緒であ
るが、それが完成された後の「仁・義・礼・智」の四つが孟子の言う「善」に他ならない。また、彼は以
上と同じ内容の「善」の端緒を「良心」「本心」（告子上篇）・
「良知」「良能」（尽心上篇）などという言葉
でも表現した。このように、全ての人間に例外なく「善」となって完成していく「四端」などの萌芽が生
得的に具わっているので、人間の「性」は「善」だと主張したわけである。
しかし孟子によれば、だからといって「四端」がそのままで「善」なのではなく、全ての人間があるが
ままで「善」を実現しているのでもない。「善」の実現のためには、その端緒に学習・修養の努力を加え
て、目的意識的に拡大・充実してそれらを完成に導かなければならない。これが拡充説である。上に引用
した公孫丑上篇の後半において、孟子は、
孟子曰、……人之有是四端也、猶其有四體也。有是四端而自謂不能者、自賊者也。謂其君不能者、賊
其君者也。凡有四端於我者、知皆擴而充之矣、若火之始然、泉之始達。苟能充之、足以保四海。苟不
な

充之、不足以事父母。（孟子曰わく、「……人の是の四端有るは、猶お其の四体有るがごときなり。是
そこな

そこな

の四端有りて自ら能わずと謂う者は、自ら 賊 う者なり。其の君能わずと謂う者は、其の君を 賊 う者
ひろ

も

なり。凡そ我に四端有る者、皆な拡げて之を充たすを知れば、火の始めて然え、泉の始めて達するが
いやしく

いやしく

若くならん。 苟 も能く之を充たせば、以て四海を保つに足る。 苟 も之を充たさざれば、以て父母
つか

に事うるに足らず。」と。）
孟子が次のように言った。
「……人間にこの四端が具わるのは、彼に四体が具わるのと同様である。
この四端が具わるのに、自分は善を行うことができないなどと言うのは、自分を傷つけるものだ。
我が君主は善を行うことができないなどと言うのは、君主を傷つけるものだ。一体、我が身に四端
を具えている者が、いずれもみな四端を拡大・充実させることを自覚するならば、小さな火が燃え
始めて大火となり、小さな泉が湧き出て大河となる、そのような結果をもたらすだろう。仮りに四
端を充実させることができさえすれば、四海の内を安定させることも可能であるが、仮りに充実さ
せることができないとすれば、父母に仕えることさえ不可能だ。」と。）
と述べている。その他、告子上篇に、
孟子曰、仁人心也、義人路也。舍其路而不由、放其心而不知求。哀哉。人有鷄犬放、則知求之。有放
みち

心而不知求。學問之道無他、求其放心而已矣。（孟子曰わく、「仁は人の心なり、義は人の路なり。其
す

よ

けいけん

の路を舍てて由らず、其の心を放ちて求むることを知らず。哀しいかな。人は鶏犬の放たるるもの有
れば、則ち之を求むることを知る。心を放つこと有るも求むることを知らず。学問の道は他無し、其
の放心を求むるのみ。」と。）
孟子が言った。「仁は人間に具わる心であり、義は人間が歩むべき道である。ところが、人々はこ
の道（義）を捨ててしまってここを歩まず、この心（仁）を見失ってしまってこれを探し求めるこ
とを知らない。哀しいことだ。人々は飼っている鶏・犬を見失うことがあれば、それを探すことは
知っている。それなのに、この心（仁）を見失っても探すことを知らないのだ。学問の道というも
のは、自分の失った心を探し求めることに他ならない。」と。
とある。本文中の「求其放心」
（其の放心を求む）
、つまり失った本来の心を取り戻すことを内容とする「學
問之道」（学問の道）も、この「拡充」と大体同じ内容を持っている。
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このように、「善」の「四端」の目的意識的な「拡充」が必要であるのは、人間の実際生活の中にその
端緒の成長を妨げるもの、つまり「悪」の原因があるからである。孟子はそれを、人間の感覚・欲望の作
用、およびそれを抑制しなままに放置しておく悪習の積み重ねにあると考えている。例えば、告子上篇に、
公都子問曰、鈞是人也、或爲大人、或爲小人、何也。孟子曰、從其大體、爲大人、從其小體、爲小人。
ひと

これ

曰、鈞是人也、或從其大體、或從其小體、何也。（公都子問いて曰わく、「鈞しく是人なるも、或いは
大人と為り、或いは小人と為るは、何ぞや。」と。孟子曰わく、「其の大体に従えば、大人と為り、其
ひと

これ

の小体に従えば、小人と為る。」と。曰わく、「鈞しく是人なるも、或いは其の大体に従い、或いは其
の小体に従うは、何ぞや。」と。）
公都子がたずねた。「等しく人間でありながら、偉大な人物（大人）となる者があり、つまらぬ人
物（小人）となる者があって、こんな風に分かれてしまうのは、なぜでしょうか。」と。孟子が答
えた。
「人間の体中の大きな部分（心）を大切にする者は、偉大な人物となり、その小さな部分（耳
目）を大切にする者は、つまらぬ人物となるのだ。」と。公都子がさらにたずねる。「等しく人間で
ありながら、体中の大きな部分を大切にする者があり、小さな部分を大切にする者があって、この
ように分かれるのは、なぜでしょうか。」と。
とあるように、弟子の公都子が質問した。これに答えて孟子は、
曰、耳目之官、不思而蔽於物。物交物、則引之而已矣。心之官則思、思則得之、不思則不得也。此天
之所與我者、先立乎其大者、則其小者不能奪也。此爲大人而已矣。（曰わく、「耳目の官は、思わずし
おお

て物に蔽わる。物 物に交われば、則ち之を引くのみ。心の官は則ち思い、思えば則ち之を得、思わ
これ

ざれば則ち得ざるなり。此天の我に与うる所の者なるも、先ず其の大なる者を立つれば、則ち其の小
これ

なる者は奪う能わざるなり。此大人と為るのみ。」と。）
孟子が答えた。「一体、人間の耳目の感覚・欲望は、自ら考えるという能力を持っていないから外
おお

界の事物に接触して蔽われやすい。こうして、人間の前で外界の事物と事物が交錯する場合、耳目
の感覚・欲望はそれらに引きずられてしまうのだ。これに対して、心の作用には考えるという能力
があり、考えればものを把握できるが、考えなければ把握できない。このように、心（大）も耳目
（小）も、どちらも天が私に与えてくれた器官であるけれども、その中でまず大きなもの（心）を
しっかりと確立するならば、小さなもの（耳目）が心の作用を脅かすことなどありえない。このよ
うにしてこそ偉大な人物（大人）となるのだ。」と。
と述べている。「心」が思考の作用によって「善」に向かうことができるのに対して、「耳目」などの感覚
・欲望は外界の事物に引きずられて、それを阻害しかねないと言うのである。そこで、孟子は尽心下篇に
おいて、
孟子曰、養心莫善於寡欲。其爲人也寡欲、雖有不存焉者寡矣。其爲人也多欲、雖有存焉者寡矣。（孟
すくな

な

な

子曰わく、「心を養うには欲を 寡 くするより善きは莫し。其の人と為りや欲寡ければ、存せざる者有
な

りと雖も寡し。其の人と為りや欲多ければ、存する者有りと雖も寡し。」と。）
孟子が言った。「心を養って善に向かうためには、欲望を少なくするよりも優れた方法はない。人
な

と為りが欲望を減らしてしまった人であれば、善に不十分な点があるにしても、それは少ない。逆
に、人と為りが欲望を多く持ったままの人であれば、善に十分な点があるにしても、それは少ない。」
と。
とあるように、「養心」（心を養って善に向かう）の方法として「寡欲」（欲望を減らすこと）が最も善い
と提唱したのである。
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その感覚・欲望について、孟子は、尽心下篇において、
孟子曰、口之於味也、目之於色也、耳之於聲也、鼻之於臭也、四肢之於安佚也、性也。有命焉、君子
不謂性也。仁之於父子也、義之於君臣也、禮之於賓主也、智之於賢者也、聖人之於天道也、命也。有
性焉、君子不謂命也。（孟子曰わく、「口の味に於けるや、目の色に於けるや、耳の声に於けるや、鼻
の臭いに於けるや、四肢の安佚に於けるや、性なり。命有り、君子は性と謂わざるなり。仁の父子に
於けるや、義の君臣に於けるや、礼の賓主に於けるや、智の賢者に於けるや、聖人の天道に於けるや、
命なり。性有り、君子は命と謂わざるなり。」と。）
孟子が言った。「口は美味を食べたがり、目は美色を見たがり、耳は美声を聞きたがり、鼻は美香
を嗅ぎたがり、四肢は安楽を得たがるのは、いずれも人間の本性と言って構わない。しかし、これ
らの欲望が充足できるか否かは運命に左右されているので、君子はこれらを人間の本性とは言わな
いのである。父子の間で仁を行わなければならぬこと、君臣の間で義を行わなければならぬこと、
賓主の間で礼を行うべきこと、賢者が智を具えていること、聖人が天道を抱いていること、これら
はいずれも人間にとって定まった運命と言うことができる。しかし、これらは人間の本性に根ざし
誰しも実現に努めるべきものであるから、君子はこれを人間の運命とは言わないのである。」と。
のように、「口・目・耳・鼻・四肢」の欲望を一旦は「性」であると認めるものの、それらは人間にとっ
て「命」（運命）でもあるので、「君子」は「性」とは言わないとし、逆に「仁・義・礼・智・聖人」の五
つ（の端緒）を一旦は「命」であると認めるものの、それらは人間にとって「性」でもあるので、
「君子」
は「命」とは言わないとする。すなわち、
「耳目」などの感覚器官の欲望と「仁義」などの道徳的な「善」
とを、どちらもともに人間にとって生得的なものである「性」「命」と認めながらも、結局のところ、感
覚器官の欲望は「命」であり、道徳的な「善」の端緒は「性」であると二つに分割してしまう。その理由
は、「命」は上述の学習・修養の努力を加える目的意識的な「拡充」の対象にならないのに対して、「性」
はその対象になるからであろう。ここに我々は、孟子の性善説の実践的な性格を見て取ることができる。
以上のような内容を有する性善説は、戦国中期という当時の現実社会に対して孟子が掲げた改革のプロ
グラム、すなわち王道政治（「仁義」の政治）の実現を通じて天下の平和的統一を達成するという理想に
とって、その最も深い基礎に位置づけられた思想であった。人間の「性」が「善」であるからこそ、一方
で統治者には、自分自身の「不忍人之心」（他人の苦しみを憐れむの心情）を「拡充」して王道政治の実
現に向かって進んでいく可能性を認め（梁恵王上篇・公孫丑上篇）、他方で民衆には、「恆産」（安定した
財産）を保証するという経済政策を採り彼らの「恒心」（安定した心）を養った上で、自ら統治者の王道
政治を受け入れて「善」の実現に向かって進んでいく可能性を認めた（梁恵王上篇・滕文公上篇）のであ
る。孟子の性善説の主な目的はここにある。言い換えれば、性善説とは戦国中期の戦乱に明け暮れる現実
の中で、王道政治の実現を通じた天下の平和的統一という自分の改革のプログラムが実現可能である根拠
を提供する理論であった、と考えなければならない。
ところで、孟子の性善説は、以上に述べた「善」である「性」を全ての人間が同じように有すると考え
るところに、一つの重要な特徴がある。この説は、「善」を実現しうる可能性の点で、全ての人間を平等
に見る人間観である。例えば、公孫丑上篇において、
聖人之於民、亦類也。（聖人の民に於けるや、亦た類なり。）
聖人と人民も、やはり同類である。
と言う。そして、全ての人間が同一の「性」を有するというこの思想は、上述のように、孟子に先立つ、
有性善、有性不善。（性の善なるもの有り、性の不善なるもの有り。）
本性が善である人がいるし、また本性が不善である人もいる。
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とする理論に対抗して立てられたものだったから、彼の自覚的な信念に基づくと認めて差し支えない。彼
が対抗したのは、「性」の「善」の人と「性」の「不善」（悪）の人の、二種類の人間がいるとする説であ
るが、これは上引の『論語』雍也篇の、
ちゆうじん

うえ

中人以上可以語上也、中人以下不可以語上也。（ 中 人以上には以て上を語る可きなり、中人以下には
以て上を語る可からざるなり。）
および陽貨篇の、
た

じよう ち

か

ぐ

唯上知與下愚不移。（唯だ 上 知と下愚とは移らず。）
という、孔子の言葉に淵源しているようである。
ただし、「善」を実現しうる可能性の点で万人を平等に見ているとは言っても、孟子は現実性の点で万
人を平等に見ていたわけではない。例えば、梁恵王上篇において、
曰、無恆産而有恆心者、惟士爲能。若民則無恆産、因無恆心。苟無恆心、放辟邪侈、無不爲已。（曰
こうさん

こうしん

た

よ

わく、「恒産無くして恒心有る者は、惟だ士のみ能くすと為す。民の若きは則ち恒産無ければ、因り
いやしく

ほうへきじやし

て恒心無し。 苟 も恒心無ければ、放辟邪侈、為さざる無きのみ。」と。）
孟子が言った。「安定した財産がなくても安定した心を失わないでいられるのは、ただ士の身分の
者だけに限られる。人民の場合は安定した財産がなければ、安定した心を持ちえない。仮りにもし
ほうらつ

安定した心がないとなると、放埒・邪悪など、どんな悪いこともやってのけるようになる。」と。
と述べているのである。そうであるにしても、孟子が万人を「性」において平等に見る人間観を中国思想
史上初めて表明したことの意義は、過小に評価してはなるまい。
『礼記』諸篇
従来、孔子の孫、子思（前４８３ころ～４０２ころ）の作とされてきた「中庸」（
『礼記』中庸篇）は、
近年では、部分的に戦国初期の子思学派の作を含むものの、孟子よりもかなり後の秦代儒教の思想と見な
されたり【５】、あるいは一九七三年、馬王堆帛書『五行』の出土に伴って、孟子に先立つ孟子と同じ系
統（思孟学派）の思想と見なされたりしている【６】。しかし、実際には前漢、武帝期前後の儒家思想を
表した文献とするのがよいと考える【７】。特に「中庸」第一章（武内義雄などは秦代の作とする）の、
天命之謂性、率性之謂道、脩道之謂敎。（天の命ずる 之を性と謂い、性に率う 之を道と謂い、道を
脩むる 之を教えと謂う。）
天が人間の内面に命じて与えたものを性と言い、その性に従って行動することを道と言い、その道
を修めて身につけることを教えと言う。
という文は、善なる「性」は「天」が人間に与えたものと説明して、孟子と同じ性善説を、その哲学的・
世界観的な根拠にまで深めたもの、とする見解が通説となっている。
人間の「性」が「天」に基づくという考えは、漠然とながら孟子にもあったようであるが、しかし彼は
それを明確には述べていない。戦国中期の孟子の段階では、この思想はまだ明文化を見るには至っていな
いと考えるべきである。この明文化を初めて行って「性」の根拠を「天」に求め、そうすることで人間の
道徳の根拠を「天」に求めたのは、戦国後期～末期の儒家と道家の思想家たちである。例えば、『呂氏春
秋』蕩兵篇（道家系）には、
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性者、所受於天也、非人之所能爲也。（性なる者は、天より受くる所なり、人の能く為す所に非ざる
なり。）
人間の性は、天から受けたものであって、人間が為しうるところではない。
とあり、『呂氏春秋』誠廉篇（儒家系）にもほぼ同じ文が、
性也者、所受於天也、非擇取而爲之也。（性なる者は、天より受くる所なり、択取して之を為すに非
ざるなり。）
人間の性は、天から受けたものであって、人間が選び取って為したものではない。
とある。後述の荀子も『荀子』性悪篇において、
な

こと

凡性者、天之就也、不可學、不可事。（凡そ性なる者は、天の就せるなり、学ぶ可からず、事とす可
べからず。）
そもそも人間の性は、自然に（天）できあがったものであって、人間は学ぶこともできず、為すこ
ともできない。
と言う。『礼記』中庸篇第一章が、儒家の道徳思想中の重要概念である「性・道・教」を取り上げて、一
貫したロジックで秩序だった理論を展開するのは、以上のような天与の「性」という思想を確立させる戦
国後期～末期の取り組みが行われた後に、初めて可能になることなのである。そして、中庸篇第一章の思
想と表現の原形は、前漢初期の儒家の陸賈の文章の中にも見えている【８】。
また、
『礼記』楽記篇も前漢時代の儒家思想を表した文献である。ここには、後代にオーソドクシー（正
統）とされる儒家の「性」の思想が画かれているが、「性」の思想の中に「情・欲」が明確に位置づけら
れ、かつマイナス方向に貶義されて論じられている。
人生而靜、天之性也。感於物而動、性之欲也。物至知知、然後好惡形焉。好惡無節於内、知誘於外、
不能反躬、天理滅矣。（人生まれて静かなるは、天の性なり。物に感じて動くは、性の欲なり。物至
ち し

こ う お あら

せつ

いざな

み

りて知知り、然る後に好悪形わる。好悪 内に節無く、知 外に 誘 われて、躬に反ること能わざれば、
天理滅びん。）
人間が生まれながらにして静かであるのが、天与の性である。外界の事物に感応して動きだすのが、
性の中の欲望である。事物がこちらにやって来て知が働き始める段階になって、始めて好悪などの
情が形作られる。好悪などの情が人間の内面で節度を持たず、知が外界の事物に誘引されたまま、
本来の自己に立ち返ることができないならば、天理は滅びてしまう。）
のように。これは、先に見た孟子の「性」の思想を前提とした上で、「悪」の原因が外界の事物に触発さ
れて生み出される感情・欲望にあることを、掘り下げて論じた儒家の代表的な文章である。しかし、その
原形となったものが『淮南子』原道篇（前漢、武帝期初年の成立）に、
人生而靜、天之性也。感而後動、性之害也。物至而神應、知之動也。知與物接、而好憎生焉。好憎成
形、而知誘於外、不能反己、而天理滅矣。
（人生まれて静かなるは、天の性なり。感じて後に動くは、
しん

ち

こうぞう

性の害なり。物至りて神 応ずるは、知の動きなり。知 物と接して、好憎 生ず。好憎 形を成して、
いざな

おのれ

すなわ

知 外に 誘 われ、 己 に反ること能わざれば、 而 ち天理滅びん。）
人間が生まれながらにして静かであるのは、天与の性である。外界に感応して動きだすのは、性の
中に具わる害悪である。事物がこちらにやって来て精神がそれに反応するのは、知の働きである。
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知が外界の事物と触れあうと、好憎などの感情が生まれる。好憎などの感情が形成された後、知が
外界の事物に誘引されたまま、本来の自己に立ち返ることができないならば、天理は滅びてしまう。）
のように見えているように、戦国末期～前漢初期の道家の「性」の思想の影響を受けてもいる。このよう
に一定の条件の下では、儒家の孟子流の性善説と道家の「性」の思想とは、容易に握手することができる
のであった（後述）。
道

家
戦国中期に初めて思想界に登場した道家は、当初は「性」についてほとんど言及することがなかった。

なぜなら、当初の道家は、人間のあり方、殊に道徳的・政治的なあり方を人間の枠内で問題にする「性」
というテーマなどに、全然関心が持てなかったためである。道家にとっては、第一に、人間の行う道徳や
政治は人為の代表・典型であり、人間の本来的なあり方をスポイルする元凶でしかなかったし、第二に、
きようさく

人間のあり方を人間の枠内で問題にするのは、あまりに限定された視野 狭 窄の営みでしかなかった。
この内、第二に関しては、人間のあり方を人間の枠内ではなく、存在する事物一般「万物」の中で問題
にし、それを人間の「性」としてではなく、「万物」の「理」（ことわり）や「情」（実情）として把握し
ようとした。例えば、『荘子』秋水篇には、
蓋師是而无非、師治而无亂乎、是未明天地之理、萬物之情者也。……然則何貴於道邪。……知道者、
けだ

ぜ

し

ひ

な

ち

必逹於理。逹於理者、必明於權。明於權者、不以物害己。（蓋し是を師として非を无みし、治を師と
らん

これ

して乱を无みせんか、是未だ天地の理、万物の情に明かならざる者なり。……然らば則ち何ぞ道を貴
けん

ぶや。……道を知る者は、必ず理に逹す。理に逹する者は、必ず権に明らかなり。必ず権に明らかな
おのれ

る者は、物を以て 己 を害せず。）
思うに、是だけを大事にして非のあることを無視し、治だけを大事にして乱のあることを無視する
ならば、それはまだ天地の理法、万物の実相に通じていない者である。……しかしそれならば、人
間は、なぜ道を貴ばなければならないのだろうか。……それは、道を知ることができた者は、必ず
ことわり

ことわり

万物の条理に通じ、条理に通ずることができた者は、必ず物に対する臨機応変の処置に明るくなり、
臨機応変の処置に明るくなった者は、物によって傷つけられることがないからだ。
とある。このような把握の方向は、もともとは、「万物」の中の一物でしかない人間が、その一物である
ことを止めそれから超出して、「万物」の対極にある根源の「道」と合体する、という道家哲学の根本的
なテーマ（『荘子』斉物論篇など）の線に沿ったものであった。しかし、その後、道家の思想が発展して
人間のあり方にも直接関心を持つようになるに連れて、この「理」や「情」は「道」が「万物」の中に内
在したものであり、それが人間の中に内在する場合は「性」となると考えられるようになる。例えば、
『荘
子』天地篇には、
泰初有无、无有无名、一之所起。有一而未形、物得以生、謂之德。未形者有分、且然无間、謂之命。
た

い

し

よ

む

な

留動而生物、物成生理、謂之形。形體保神、各有儀則、謂之性。（泰（太）初に无有り、有る无く名
いち

いま

あらわ

これ

い

无く、一の起こる所なり。一有りて未だ 形 れず、物得て以て生ず、之を徳と謂う。未だ形れざる者
ぶん

かつ

しか

かん

めい

り ゆ う ど う

な

り

かたち

に分有り、且つ然れども間无し、之を命と謂う。留（流）動して物を生じ、物成りて理を生ず、之を 形
しん

たも

おのおの ぎ そ く

せい

と謂う。形体 神を保ち、各々儀則有り、之を性と謂う。）
む

世界の真の根源は無である。それは無いものであり、名づけられることさえないものであって、未
いち

いち

分化の一はこれに由来する。この一は、始めはまだその中に諸物が形を具えて現れるに至っていな
しよぶつ

とく

いが、やがて諸物がこれによって生成するようになる。そのような一の働きを徳と言う。すなわち、
かんげき

まだ諸物が現れるに至っていない未分化の一の中に、最初はそれほど大きな間隙ではないにしても、
めい

諸物への分化が発生する。このような分化の必然性を命と言う。分化し始めた一は、流動・変化し
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り

て色々の物を生み出すが、それらの物ができ上がって、それぞれの物としての理（属性）を具える。
かたち

めいめい

このような物の属性の一つを 形 と言う。この形体が精神を保持して、人々が銘々の内に完備した
せい

規範（儀則）を宿す。こうして宿されたものを性（人間の本性）と言う。
とある。このような思想は、人間の「性」を「天」に根拠づけ、そうすることで人間の道徳の根拠を「天」
に求めた、上述の戦国後期～末期の儒家・道家の思想の先駆と評することができよう。道家が最も重要と
考える根源の「道」が全ての人間の中に内在しており、それが今まで論じられてきた「性」に他ならない
ほ う ぎ ご

とするこの新しい主張は、表面的には「善」という褒義語を用いていなくても、実は人間の「性」を最も
強力に肯定するものであった。それ故、道家の「性」の思想は、孟子の性善説と基本的に同じタイプと把
えて差し支えない。（「善」の内容が孟子と道家では正反対であることについては後述。）戦国末期の道家
かえ

が唱えた人間の本来的な生まれつきに復帰しようという、「復初」（初めに復る）・「反性」（性に反る）と
りこう

いうテーゼ（
『荘子』繕性篇）【９】が、後に性善説を奉ずる唐代儒家の李翺（７７２～８４１）の『復性
書』を経て宋代以降の朱子学に受け入れられていったのは、偶然ではないのである。
以上のように、道家が人間の「性」に肯定的に言及するようになった段階でも、第一の人為に関しては、
彼らは否定的な態度を取り続けた。したがって、道家の言う「性」の概念は、道徳・政治などといった人
為の対極にある、人間の健康な身体的生命や無知・無欲の素朴な心情などを指す。それは、道家に先立つ
時代の儒家である孟子が、『孟子』離婁下篇において、
孟子曰、養生者、不足以當大事。惟送死可以當大事。（孟子曰わく、「養生なる者は、以て大事に当つ
た

とむら

るに足らず。惟だ死を 送 （喪）うことのみ以て大事に当つるに足る。」と。）
孟子が言った。「生命を養うなどということは、大きな仕事と見なすることはできない。ただ死者
を弔うことだけを大きな仕事と見なすことができるのだ。」と。
と述べるように、「養生」（身体的生命を養うこと）を軽視し、また「仁・義・礼・智」の四端が全ての人
間に生まれながらに具わると主張したのとは、正反対の方向を向いていた。そして、道家においては、こ
の「性」は先天的にそのままで１００パーセント完全であり、後天的な学習・修養の努力などを加える必
要の全然ないものと考えられていた。それどころか、特に儒家の主張する道徳や政治における学習・修養
ひがごと

などは、全ての人間に生まれながらに具わる「性」をスポイルしてしまう僻事と見なされた。このように、
せい い

い

後述する儒家の荀子が「天人之分」（天と人との区別）・「性偽之分」（性と偽との区別）を唱えるよりも前
に、実は道家が「天・性」と「人・偽」とを峻別していたのである。――道家の思想を踏まえた荀子が道
家の「天・性」への高い評価と「人・偽」への低い評価とを逆転させたという相異はあるにしても。
戦国末期から前漢初期にかけての道家系の文献には、「性命之情」（生まれつきの性質の実相）を損なわ
ず保全しようという思想がしばしば登場する（例えば、『荘子』駢拇・在宥・天運・徐无鬼の諸篇、『呂氏
春秋』重己・謹聴・観世などの諸篇、『淮南子』原道・俶真・精神などの諸篇）【１０】。この場合の「性
命之情」の内容も上述した人間の身体的生命や素朴な心情などであり、これが論じられるコンテクストも
上述した儒家などの「人為」に反対する道家の「無為」の主張というものであった。
荀

子
じゆん し

戦国末期の代表的な儒家である 荀 子（前３１４ころ～２３８過ぎ）は、春秋・戦国時代に花開いたさ
まざまの思想を総合することのできる位置、かつ秦の始皇帝による天下統一のひた迫る社会的・政治的状
況の中に生きて、その思想活動を営んだ。したがって、荀子の思想は、彼に先立つ春秋・戦国時代の諸子
百家、特に道家から多大の思想上の刺激、知的な栄養を受けているが、このことは「性」というテーマに
ついても当てはまる。
上述のように、道家は、人間という存在を何よりもまず事物一般「万物」の一つと把え、そのあり方を
「万物」とは異なった人間独自のもの、つまり「性」とは認めず、むしろ「万物」中の一物のあり方の中
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に解消してしまう方向に向かった。荀子は、この思想を部分的に承認しつつこれを踏まえ、かつそのニヒ
リズムを乗り越えようとして、「万物」の世界の階層論を提起する。『荀子』王制篇に、
水火有氣而無生、草木有生而無知、禽獸有知而無義、人有氣有生有知、亦且有義、故最爲天下貴也。
力不若牛、走不若馬、而牛馬爲用、何也。曰、人能群、彼不能群也。人何以能群。曰、分。分何以能
行。曰、義。故義以分則和、和則一、一則多力、多力則彊、彊則勝物。故宮室可得而居也。（水火に
ま

は気有りて生無く、草木には生有りて知無く、禽獣には知有りて義無く、人には気有り生有り知有り、亦
か

し

た且つ義も有り、故に最も天下の貴きものと為るなり。力は牛に若かず、走ることは馬に若かざるに、
牛馬 用を為すは、何ぞや。曰わく、「人は能く群するも、彼は群する能わざればなり。」と。人は何
を以て能く群する。曰わく、「分なり。」と。分は何を以て能く行わるる。曰わく、「義なり。」と。故
に義以て分ければ則ち和し、和すれば則ち一なり、一なれば則ち力多く、力多ければ則ち彊（強）く、
彊（強）ければ則ち物に勝つ。故に宮室も得て居る可きなり。）
水や火には気という元素はあるが生命はなく、草や木には生命はあるが知覚はなく、鳥や獣には知
覚はあるが義という道徳がない。ところが、人間には気があり生命があり知覚がある上に、さらに
また義もある。だからこの天下で最も貴い存在となるのである。力の点では牛に及ばず、走る点で
は馬に及ばないのに、牛や馬が人間に用役されるのは、なぜだろうか。答え、「人間は社会を作る
（群）ことができるけれども、牛馬は社会を作ることができないからだ」。人間はどのようにして
社会を作ることができるのだろうか。答え、「区別（分）によってである」。区別はどのようにして
実行することができるのだろうか。答え、「義の徳によってである」。だから、義の有無によって人
間を区別すれば人間社会は和合し、和合すれば人間社会は統一され、統一されれば人間社会は力量
を発揮し、力量を発揮すれば人間社会は強くなり、強くなれば人間社会は万物にも打ち勝つことが
できる。その結果、人間は宮殿にも住むことができるようになるのだ。）
とある。しかし、荀子はこのような「義」を、人間の生まれつきの「性」であると認めたわけではない。
逆に、彼は孟子を何度も名指しして（仁・義・礼・智を性と認める）その性善説に反対し、逆に性悪説を
唱えた。『荀子』性悪篇の冒頭で、荀子は、
い

人之性惡、其善者僞也。（人の性は悪なり、其の善なる者は偽なり。）
人間の本性は悪だ、それが善であるのは人為（僞）の結果である。
と宣言する。
荀子の性悪説の理論構成は、なかなか複雑である。以下にその大略を示そう。――彼の言う「性」とは、
人間に生まれながらに具わる自然の性質である。性悪篇に、
凡性者、天之就也、不可學、不可事。禮義者、聖人之所生也、人之所學而能、所事而成者也。不可學、
不可事而在人者、謂之性。可學而能、可事而成之在人者、謂之僞。是性僞之分也。
（凡そ性なる者は、
な

こと

天の就せるなり、学ぶ可からず、事とする可べからず。礼義なる者は、聖人の生ずる所なり、人の学
びて能くする所なり、事として成す所の者なり。学ぶ可べからず、事とする可べからずして人に在る
い

これ

者は、之を性と謂う。学びて能くす可く、事として成す可きものの人に在る者は、之を偽と謂う。是
性偽の分なり。）
そもそも人間の本性（性）は、自然に（天）できあがったものであって、人間は学ぶこともできず、
為すこともできない。それに引きかえ、礼義などの道徳は、聖人が作り出したものであって、人間
が学んでできるようになり、行って完成させることができるものだ。学びえず為しえないもので、
人間の内部にあるものを本性（性）と言い、学んでできるようになり行って完成させうるもので、
人間の内部にあるものを人為（偽）と言う。これが本性と人為の区別である。
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とあるとおりである。しかし、「性」の実際の内容は、孟子とは異なり主として「欲」（欲望）を指す。荀
子の性悪説のこの部分は、孟子の論敵であった告子の、
性無善、無不善也。（性に善無く、不善無きなり。）
人間の性の中には善もなく、また不善もない。
という説を継承したものと考えてよかろう。『孟子』告子上篇において、告子は、
告子曰、食色、性也。仁、内也、非外也。義、外也。非内也。（告子曰わく、「食・色は、性なり。仁
は、内なり、外に非ざるなり。義は、外なり。内に非ざるなり。」と。）
食欲と性欲は人間の本性である。仁の愛情は内在的なものであり、義の道徳は外在的なものである。
と言っている。このように、告子は、人間の中に内在する欲望と感情を先天的な「性」と見なし、「義」
などの「善」を目指す後天的な道徳を、人間にとって外在的なものと述べて、「性」の事実と善悪の道徳
との両者を、また感情・欲望の内在と道徳の外在との両者を明確に区別する。荀子は恐らく告子のこの
せい い

「性」の思想から、多大の知的な栄養を受け取ったに違いない。彼の「天人之分」や「性僞之分」の思想
には、道家の「天と人」を峻別する哲学からの影響だけでなく、告子の以上のような思想からの影響もあ
ったものと考えられる。
次に、荀子は、この「性」としての「欲」を持つ点では、いかなる人間の間にも区別はなくみな同じだ
と主張した。栄辱篇に、
材性知能、君子小人一也。好榮惡辱、好利惡害、是君子小人之所同也。（材性・知能、は君子と小人
これ

と一なり。栄えを好み辱を悪み、利を好み害を悪むは、是君子と小人との同じき所なり。）
性質・本性や知恵・能力は、君子も小人も同じである。名誉を好んで恥辱を嫌い、利益を好んで損
害を嫌うのは、君子と小人の異ならない点である。
とある。「性」において万人を平等に見るこうした人間観は、性善説と性悪説とで善悪の評価に違いがあ
るにもかかわらず、荀子の孟子と同じ点であり孟子を受け継いだ点である。そして、荀子によれば、人間
は生まれながらそれぞれみな同じように、質の上では官能的・物質的・政治的などの多種多様な「欲」を
持っており、しかも量の上ではどこまでも満足せずにそれらを無限に追求しようとする。栄辱篇には、
人之情、食欲有芻豢、衣欲有文繡、行欲有輿馬、又欲夫餘財蓄積之富也。然而窮年累世不知足、是人
すうかん

ぶんしゆう

よ ば

之情也。（人の情は、食には芻豢有らんと欲し、衣には文 繍有らんと欲し、行くには輿馬有らんと欲
きわ

かさ

これ

し、又た夫の余財・蓄積の富を欲するなり。然れども年を窮め世を累ぬるも足るを知らざるは、是人
の情なり。）
人間の実情は、食事には肉料理を食べたいと欲し、衣服には美しい綾錦を着たいと欲し、外出には
馬車に乗りたいと欲し、さらに余財・蓄積の富を持ちたいと欲するものだ。このような欲望の追求
は何年何十年経っても、満足することを知らないが、これこそが人間の実情である。
とあるとおり。
このような多種多様で無限に追求する「欲」を持つ人間が、同じ対象の獲得を目指すところから、万人
の万人に対する闘争が発生して、それがそのまま国家・社会の混乱をもたらす。荀子は、こうしてもたら
される国家・社会の混乱を「悪」と定義するのである。したがって、荀子の性悪説とは、その直接的・表
面的な内容は、万人の「性」が国家・社会に混乱をもたらす方向で作用する、ということに他ならない。
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この闘争を止めさせ混乱を救うことによって、全ての人間の「欲」を合理的に充足させうる社会規範とし
て荀子の提唱したものが、「聖人」の作った「礼」の理念であり、その実態としての「分」という社会秩
序であった。王制篇には、
分均則不偏、勢齊則不壹、衆齊則不使。有天有地、而上下有差。明王始立、而處國有制。夫兩貴之不
能相事、兩賤之不能相使、是天數也。勢位齊、而欲惡同、物不能澹、〔不能澹〕則必爭、爭則必亂、
亂則窮矣。先王惡其亂也、故制禮義以分之、使有貧富貴賤之等、足以相兼臨者、是養天下之本也。書
ぶんひと

あまね

ひと

いち

しゆう

曰、維齊非齊、此之謂也。（分均しければ則ち 偏 からず、勢い斉しければ則ち壹ならず、 衆 斉しけ
れば則ち使われず。天有り地有りて、上下に差有り。明王始めて立ちて、国に処するに制有り。夫れ
つか

これ

せい い

よく お

両貴の相い事うる能わず、両賎の相い使う能わざるは、是天の数なり。勢位斉しくて、欲悪同じけれ
た

た

きわ

ば、物澹る能わず、〔澹る能わざれば〕則ち必ず争い、争えば則必ず乱れ、乱るれば則ち窮まらん。
にく

先王其の乱を悪むや、故に礼義を制して以て之を分かち、貧富・貴賎の等有り、以て相い兼ね臨むに
これ

こ

これ

足らしめし者は、是天下を養うの本なり。『書』に曰わく、「維れ斉しきは斉しきに非ず」とは、此の
謂いなり。）
人々の身分が同じであれば統治は普遍的に広がらず、人々の勢力が等しいならば天下は統一されず、
おおぜい

人々の大勢が無差別であれば使われる者がいなくなる。しかし、自然界を見わたすと、天があり地
があって、その間に上下の差があるのだ。明王（聖王）が始めて王位に即いた時、国に対処するた
めに制度を定めた。一体、身分が同じように高い者が二人いる場合、相手に従属することができず、
身分が同じように低い者が二人いる場合、相手を使役することができないのは、自然の道理（天数）
である。さて、人々の間で勢力・地位が等しく、欲望が同じであるならば、欲望の対象物は不足を
来たすことになる。〔不足を来たすならば〕、人々は必ず争うことになる。争えば国家・社会は必ず
混乱し、混乱すれば行きづまるであろう。古代の聖王（先王）はこうした混乱を憎んだ。そこで、
礼義（社会規範）を制定して人間を上下に分け、貧者と富者、貴者と賎者の間にランクを設けて、
上下それぞれが互いに臨むことができるようにした。これこそが天下を養うための根本である。
『書
経』に「一体、真の平等とは不平等のことだ。」と言うのは、こういうことなのである。
とある。荀子が人間の後天的な学習・修養つまり人為（偽）を積み重ねた結果達成されると言う「善」は、
こうして人類がついに建設することに成功した「礼」ある理想社会のことである。上引の性悪篇の冒頭で
言っていたように、それは先天的な「性」のままではなく後天的な「偽」の積み重ね、「天」のままでは
なく「人」の積み重ねの結果であった。
以上のように、荀子は、人間の生まれつきの「性」とその実際の内容である「欲」を「悪」と規定した。
にもかかわらず、彼は「性」としての「欲」を否定する主張を述べることがない。反対に、国家・社会を
混乱に陥れる危険性を十分に承知した上で、「欲」の追求を肯定するのである【１１】。これはなぜであろ
うか。――それは、荀子が、全ての人間の「性」としての「欲」が同じ対象物の獲得を目指すところから
発生する、万人の万人に対する闘争を、「聖人」の作った「礼」を全ての人間が自ら受け入れて新しい理
想社会を建設していくための、最も根本的なエネルギーと位置づけるからである。荀子学派は、間近に迫
りつつある戦国時代の終焉と秦の始皇帝による天下統一を視野に入れながら、統一のプロセスの中で建設
されるべき新しい理想的な天下秩序の理論化に腐心していたのであるが、このような体系を持つ「性」の
思想は、その理想社会論の基礎に位置づけられたものであった【１２】。
韓非などの法家とその後の法術官僚
戦国末期の韓非（前２８０ころ～２３３）を始めとする法家は、人間の「性」について正面切って論ず
ることはほとんどなかった。しかし、その人間観は荀子の性悪説を踏襲したものと見なしてよかろう。と
言うのは、法家の代表者、韓非は法治主義を唱えたことで有名であるが、その基礎をなす、人間は誰しも
本来安全・利益を求め危険・損害を避けるものだとする思想が、師である荀子の性悪説の影響下に成った
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かん ぴ

し

ものであることは、疑う余地のない事実だからである。例えば、『韓非子』姦劫弑臣篇に、
つ

これ

夫安利者就之、危害者去之、此人之情也。
（夫れ安利なる者は之に就き、危害なる者は之を去るは、此
人の情なり。）
一体、安全・利益になるものに近づき、危険・損害になるものから去るというのは、人間の実情で
ある。
かん ぴ

とある。韓非は、全ての人間が生まれながらに持つこうした性質を十分計算に入れた上で、富国強兵とい
う目標を達成するために君主権の強大化を図らなければならない、と主張する。すなわち、君主サイドか
ら見て功績を挙げた者には安全・利益になる「賞」を、功績を挙げなかった者には危険・損害になる「罰」
を、臣下と民衆にそれぞれ正確に下すこと（信賞必罰）が必要だと唱えるのである。これは荀子には見ら
れない韓非独特の主張であるが、後には法家だけでなく儒家からも支持されていった。例えば、後漢末期
の徐幹（１７０～２１７）の『中論』賞罰篇は、
人君明乎賞罰之道、則治不難矣。夫賞罰者不在乎必重、而在於必行。必行則雖不重而民戒、不行則雖
じんくん

おさ

かた

重而民怠。故先王務賞罰之必行。（人君 賞罰の道に明かなれば、則ち治むること難からず。夫れ賞罰
いえど

いまし

なる者は必ず重きに在らずして、必らず行わるるに在り。必ず行わるれば則ち重からずと 雖 も民 戒
おこた

つと

め、行われざれば則ち重しと雖も民 怠 る。故に先王は賞罰の必ず行わるるに務む。）
君主が賞罰の道を明確に把えているならば、人々を統治することは困難ではない。一体、賞罰とい
うものは厳重であるかどうかが問題なのではなくて、実行されるかどうかが問題なのである。もし
必ず実行されるのであれば、厳重でなくても人民は気を緩めず戒慎するけれども、もし実行される
のであれば、厳重であっても人民は手を抜いて怠慢となる。それ故、古代の聖王（先王）は賞罰が
必ず実行されることに努力したのである。
と唱えて、韓非と同じように君主が人々を統治する際の「賞罰必行」（賞罰必ず行わる）を強調するが、
その基礎には荀子・韓非流の性悪説がある。そして、韓非はこの「信賞必罰」によって、君主の手足とな
って働く官僚機構を整え、それを通じて民衆支配の強化を推し進めて、来たるべき戦国時代の終焉と秦の
始皇帝による天下統一を迎えようとしたわけである。
こく り

後の前漢・後漢以降になると、政治の舞台の上に酷吏と呼ばれる法術官僚が現れる。彼らは中央に立つ
しゆんげん

皇帝権力を強化するために、法律・刑罰を 峻 厳に適用して諸侯王・地方豪族・商工之民などの政治的・
そ

経済的な力量を削ぎ落とす活動を行った。この酷吏の活動を支えた人間観つまり「性」の思想は、以上の
ような荀子や韓非の、人間は生まれながらに安全・利益を欲し危険・損害を憎むものだとする、性悪説か
ら来ている面が少なくない。例えば、『漢書』刑法志は、儒家の思想的立場から、民衆を統治するために
は「礼・教」だけでなく「法・刑」も必要だとする理論を展開した文献であるが、その冒頭には上引の『荀
子』王制篇（上引）をアレンジした文章が、
夫人宵天地之傭、懷五常之性、聰明精粹、有生之最靈者也。爪牙不足以供耆欲、趨走不足以避利害、
無毛羽以禦寒暑、必將役物以爲養、任智而不恃力。此其所以爲貴也故不仁愛則不能羣、不能羣則不勝
物、不勝物則養不足。羣而不足、爭心將作。上聖卓然先行敬讓博愛之德者、衆心説而從之。從之成羣、
是爲君矣。歸而往之、是爲王矣。洪範曰、天子作民父母、爲天下王。聖人取類以正名、而謂君爲父母、
明仁愛德讓、王道之本也。愛待敬而不敗、德須威而久立。故制禮以崇敬、作刑以明威也。（夫れ人は
すがた

に

せいすい

ゆうせい

れい

そう が

天地の 傭 （貌）に宵（肖）、五常の性を懐き、聡明精粋にして、有生の最も霊ある者なり。爪牙は以
し

よく

きよう

すうそう

もうう

ふせ

て耆（嗜）欲に 供 するに足らず、趨走は以て利害を避くるに足らず、毛羽の以て寒暑を禦ぐ無けれ
まさ

えき

たの

これ

ゆえん

ば、必ず将に物を役して以て養いを為し、智に任じて力に恃まざらんとす。此其の貴きものと為る所以
ぐん

なり。故に仁愛ならざれば則ち羣（群）すること能わず、羣（群）すること能わざれば則ち物に勝た
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そうしん

お

じようせい

たくぜん

ず、物に勝たざれば則ち養い足らず。羣（群）して足らざれば、争心将に作こらんとす。上 聖は卓然
しゆうしん

よろこ

として先ず敬譲博愛の徳を行う者なり、 衆 心 説 （悦）びて之に従う。之に従いて羣（群）を成す
これ

こうはん

た

ものは、是君と為る。帰して之に往くものは、是王と為る。
『洪範』に曰わく、
「天子は民の父母作り、
た

天下の王為り。」と。聖人 類を取りて以て名を正して、君を謂いて父母と為す、仁愛徳譲に明かなる
い

ま

たか

は、王道の本なり。愛 敬を待ちて敗れず、徳 威を須ちて久しく立つ。故に礼を制して以て敬を崇く
し、刑を作りて以て威を明かにするなり。）
すがたかたち

そもそも人間という者は、天地の 姿 形 に似ており、また五常の本性（仁・義・礼・智・信）を具
え、その聴力視力（聰明）は精細純粋（精粹）であって、生きとし生けるものの中で最も優れたも
のである。人間の場合、爪や歯はその欲望を充たすのに役立たせることができず、走る力は他から
の被害を避けることができず、毛や羽根で気候の寒さ暑さを防ぐこともないから、必ず他の物を使
いこなして生命を維持し、知能に頼って体力には頼らない。これこそが人間が万物の中で霊長（貴）
となる理由である。したがって、人間は、仁愛の徳がなければ社会を形成する（羣）ことができず、
社会を形成しなければ万物に勝つことができず、万物に勝たなければ生命を維持することができな
い。社会生活を営みながら自分の生命を維持できなければ、人々に争いの心が起こることになる。
こういう状況の中で、上古の聖人はひときわ抜きん出て先頭に立って敬譲博愛の道徳を実践した者
であるが、民衆は心から喜んでこの聖人に従った。人々を従えて社会を完成させる者が、君主とな
こうはん

った。人々が帰着して集まる者が、王となったのだ。『洪範』は次のように言う。「天子は人民の父
母であり、天下の王である。」と。聖人は同類の現象を取ってきて名前を正しくつけ（羣と君、往
と王）、君主のことを人民の父母であると称したが、仁愛徳譲（敬讓博愛に同じ）の道徳を明確に
把えることこそ、王道の根本である。それらの中で、仁愛は尊敬の心が伴っていれば社会の腐敗は
起こらないし、徳譲は権威の裏づけが伴っていれば国家は長く維持される。それ故、礼義を定めて
尊敬の心を強固にし、刑罰を作って権威の裏づけを明確にするのである。
のように記されている。
しかし、同じように儒家の立場から法律・刑罰の必要性を主張する理論であるにしても、時が経過する
に連れてその基づく「性」の思想には、荀子の性悪説を離れて各種各様の「性」の思想が採用されるよう
になる。例えば、前漢初期の董仲舒（前１７９ころ～１０４ころ）は、「上の性」を持つ統治者が、「中の
性」を持つ者には「教え」を用いて対処すべきことを唱える一方、「下の性」を持つ者には「刑罰」を行
使することを承認する（『春秋繁露』五行相勝篇）が、これは誕生してまだ間もない性三品説に基づいた
か

ぐ

見解である（後述）。後漢の王符（１００ころ～１７０ころ）も同じように性三品説に基づいて、「下愚極
悪」の者に対する「刑罰」の適用を主張する。例えば、『潜夫論』述赦篇においては、
今夫性惡之人、居家不孝悌、出入不恭敬、輕薄慢傲、凶悍無辨、明以威侮侵利爲行、以賊殘酷虐爲賢。
故數陷王法者、此乃民之賊、下愚極惡之人也。雖脱桎梏而出囹圄、終無改悔之心、自詩〈恃〉以羸〈數〉
敖〈赦〉頭〈贖〉、出獄踧踖、復犯法者何不然。……由此觀之、大惡之資、終不可化、雖歳赦之、適
そ

せいあく

まんごう

きようかん

勸姦耳。（今夫れ性悪の人は、家に居るに孝悌ならず、出入するに恭敬ならず、軽薄慢傲、凶 悍にし
べん

い ぶ し ん り

ざんぞくこくぎやく

しばしば

て辨無く、明らけし威侮侵利を以て行いと為し、賊 残 酷 虐を以て賢と為す。故に数々王法に陥る者
これすなわ

しつこく

れいご

いえど

かいかい

は、此 乃 ち民の賊にして、下愚極悪の人なり。桎梏を脱して囹圄を出ずと 雖 も、終に改悔の心無く、
たの

し

ば

し

ば しや

しよく

しゆくせき

自ら詩〈恃〉みて以て羸〈数〉々敖〈赦〉 頭 〈贖〉せらるれば、出獄して踧 踖たるも、復た法を犯
し

つい

ゆる

す者何ぞ然らざる。……此に由りて之を観れば、大悪の資は、終に化す可からず、歳に之を赦すと雖
まさ

も、適に姦を勧むるのみ。）
一体、生まれつきの本性が悪い人間は、家庭にいれば親兄弟に孝悌でなく、外出すれば目上の人に
恭敬でなく、軽薄で傲慢、凶悪で見さかいがなく、間違いなく、威張り散らして利を貪る行いに走
こくはく

り、残虐酷薄のやり方がよいと考えている者である。それ故、しばしば王者の法を侵す者は、結局
のところ人民に対する加害者であって、下愚で極悪の人間である。手かせ足かせを外されて監獄か
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ら出てきたとしても、最後まで改悛の心がなく、自力で何度も賠償金を支払って罪を許され、出獄
したばかりの頃はおずおずと慎んでいるけれども、再び法を犯してしまう者であって、いずれもこ
の例外ではない。……以上から考えてみれば、大悪の素質を持った者は、最後まで教化することが
できず、年に一度の恩赦を与えたとしても、それは正に邪悪を奨励するだけでのことある。
と論じている。また、北斉の魏収の著した『魏書』刑罰志は、
生民有喜怒之性、哀樂之心、應感而動、動而逾變。淳化所陶、下以惇朴。故異章服、畫衣冠、示恥申
禁、而不敢犯。其流既鋭、姦黠萌生。是以明法令、立刑賞。（生民に喜怒の性、哀楽の心有り、感に
いよ

おし

応じて動き、動きて逾（愈）々変ず。淳化の陶うる所は、下は以て惇朴となる。故に章服を異にし、
りゆう

すす

かんかつ

ここ

衣冠を画して、恥を示し禁を申ねて、敢えて犯さざらしむ。其の 流 既に鋭めば、姦黠 萌生す。是
を以て法令を明かにし、刑賞を立つ。）
人類には喜んだり怒ったりする本性、哀しんだり楽しんだりする本心があり、感じたものに反応し
て心が動き出し、動き出せば少しずつ変化していく。しかし、優れた教化があるならば、下々の者
はその感化を受けて素直・素朴（惇朴）になる。それ故、身分の高低によって身につける紋章・服
飾に差を設け、体にまとう衣服・冠に線引きをしたのであるが、悪者には着るものを通じて恥辱で
あることを明示し禁止事項を周知させて、悪を犯そうなどという気持ちを起こさないようにした。
しかし、その流弊が進んでいくと、邪悪が発生するようになる。そこで法律・命令を明確にし、刑
罰・恩賞を確立したのである。
のように、上述の『礼記』楽記篇が「悪」の原因を、外界の事物に触発されて生み出される感情・欲望に
あるとしたことを踏まえて、それに有効に対処するには「徳」だけでなく「刑」も必要であると唱えてい
る。
２

変革期の新しい「性」の思想
（戦国末期～前漢初期・後漢）

戦国末期～前漢初期の「性」の折衷
戦国初期に誕生した後、戦国末期までさまざまな方面に展開した以上のような「性」の思想には、諸説
に共通するいくつかの重要な特徴が具わっていた。
第一に、諸思想がそれぞれの内部に、あまり他の「性」の思想の要素を含まない純粋性あるいはオリジ
ナリティーを持っていること。
第二に、それぞれ建前として基本的に、全ての人間は同一の「性」を有すると考える万人平等観を持っ
ていること。
第三に、それぞれ理想の「善」を実現するためには、
「性」に学習・修養を加える必要があるとするが、
その主体を全ての人間と認めていることである。
しかし、中国社会が巨大な変革期を迎えた戦国末期～前漢初期には、以上の諸点にも大きな変化が発生
して新しい「性」の思想の胎動が始まった。
さて、以上の「第一」に関しては、戦国初期～末期には、一方に、孟子流の性善説があり、それが以後
の儒家や道家の思想活動によって次第に理論的に整備されて、『礼記』諸篇などの「性」の思想に到達し
ていった様子は、上に略述した。また他方に、告子を先駆とする荀子流の性悪説がある。この思想体系全
体も、戦国末期～前漢初期の儒家に圧倒的な影響力を及ぼし（陸賈・賈誼・賈山・韓嬰・董仲舒等々がそ
の影響を受けた）【１３】、また、法家や法術官僚の活動の拠りどころともなった。これ以外にも「性」の
思想はいくつか存在した（本論文の「孟子」の項を参照）けれども、特に孟子と荀子の性善と性悪の両説
は、旗幟甚だ鮮明であって、それぞれの思想内部にあまり他の「性」の思想の要素を含まない純粋性ある
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いはオリジナリティーを持っていたために、戦国時代の「性」の思想を終始一貫してリードする役割を演
じた。ところが、戦国末期～前漢初期になると、この両説を折衷あるいは総合しようとする思想が現れる。
折衷・総合にはいくつかのタイプがある。
その一は、荀子の欲望論に基づいて、人間は誰しも生まれながらに官能的・物質的・政治的な諸「欲」
を有するが、それだけに止まらず、道徳的な「仁義」などの「善」を欲する「欲」をも有すると述べて、
性悪説の大枠の中に性善説の契機を包摂しようとするものである。例えば、馬王堆漢墓帛書『五行』【１
４】や『淮南子』泰族篇【１５】がこのタイプである。
その二は、一方の孟子の性善説は、人類によって理想の「善」を実現することが可能であることを言う
思想であり、他方の荀子の性悪説は、人間が「悪」を正し「善」の実現を目指して学習・修養の努力を加
えることが必要であることを言う思想であると、両者の任務分担を考えるものである。このタイプは、同
じ人間の「性」の中に性善と性悪の両面が併存する、だから、同じ人間にとって「善」の実現の可能性と
「悪」を矯正する必要性の両者がともに重要だと考える。したがって、これは孟子の時代にすでに唱えら
れていた、（２）「性可以爲善、可以爲不善。」（性は以て善を為す可く、以て不善を為す可し。）とする説
が戦国末期～前漢初期に復活したものと言うことができよう。例えば、前漢末期の揚雄（前５３～後１８）
ふげん

ふ し

の『法言』修身篇【１６】や、晋の傅玄（２１７～２７８）の『傅子』戒言篇【１７】がこのタイプであ
る。
その三は、人間の「性」は生まれつき「上品・中品・下品」の三等級（クラス）に分かれている、とす
る性三品説である。この思想は、「上品」の「上知の性」が孟子性善説に基づき、「下品」の「下愚の性」
が荀子性悪説に基づくだけでなく、また「中品」の「善悪混じった性」が上述の「その二」つまり孟子・
荀子の折衷に基づく、と考えられる。このような二重の意味で、孟子・荀子の折衷と評することが許され
よう。そして、このタイプは、孟子の時代にすでに唱えられていた、（３）「有性善、有性不善。」（性の善
なるもの有り、性の不善なるもの有り。）とする説がその先駆であり、これが前漢初期以降に理論として
整備されたものとも言うことができるのではなかろうか。（
「その三」のタイプについては、後述。）
「性」の万人平等観と実践主体の変化
次に、以上の「第二」に関しては、孟子や荀子がそれぞれ建前として、全ての人間を「性」において同
じと見る万人平等観を持っていたことは、すでに述べた。戦国時代全体を通じて、この万人平等観がほと
んど主流であった。例外は、上に触れた性三品説である。人間の中に、生まれつき「善の人」と、生まれ
つき「悪の人」と、生まれつき「善悪混じった」人、がいるとするこの人間不平等観は、すでに戦国中期
の孟子の時代にその先駆が萌芽していた。しかし、この人間観は戦国時代全体を通じて、知識人や統治者
の間で決してこれ以上に整備されることはなかった。ところが、戦国時代の終焉と秦漢帝国の成立という
中国史の巨大な変革を経過して、事態は一変してしまう。前漢中期に至ると、万人平等観は影を潜め、逆
に性三品説が盛行するようになるのである。
ただし、孟子の性善説は「性」の可能性の点で万人平等観を抱いていたとは言っても、「善」の現実性
の点で万人平等観を抱いていたのではなく、勿論、現実の国家・社会の中に存在する君主と臣下、統治者
と民衆などの差別を正当で合理的だと考えていた。孟子よりも一層強力に現実に存在する人間の不平等を
肯定したのは、荀子の性悪説である。荀子によれば、万人が平等の「性」というスタートラインに並んで
出発はするが、その後は各人の自己責任で学習・修養を加えたり加えなかったりした結果、現実のゴール
での人間の能力は千差万別となり、それぞれの方向に分岐する。このように人間を分けるための理念が
「礼」であり、また分けた結果形作られる秩序の実態が「分」なのである。彼は、『荀子』栄辱篇におい
て、
夫貴爲天子、富有天下、是人情之所同欲也。然則從人之欲、則

不能容、物不能贍也。故先王案爲之

制禮義以分之、使有貴賤之等、長幼之差、知愚能不能之分、皆使人載其事而各得其宜、然後使愨緑多
これ

少厚薄之稱。是夫羣居和一之道也。（夫れ貴くして天子と為り、富みて天下を有するは、是人情の同
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い

じく欲する所なり。然れども則ち人の欲に従えば、則ち
すなわ

た

（勢）いは容るる能わず、物は贍る能わざ

た

とう

るなり。故に先王 案 ち之が為めに礼義を制して以て之を分かち、貴賎の等、長幼の差、知愚・能不
おこな

こく

ろく

能の分有らしめ、皆な人をして其の事を 載 いて各々其の宜しきを得しめ、然る後に愨（穀）禄に多
しよう

これか

ぐ

ん き

よ わ い

つ

少・厚薄の 称 あらしむ。是夫の羣（群）居和一の道なり。）
一体、貴い身分は天子となり富の点で天下を所有することは、人間の情（性）として誰もが一様に
求めるところだ。しかし、全ての人間のそうした欲望の追求を許すならば、権力のポスト（

）も

欲望を満足させるだけの数はないし、欲望の対象（物）も十分にはない。そこで、古代の聖王は礼
義（社会規範）を制定して人間を分け、貴者と賎者の間のランク、年長者と若者の差別、知者と愚
者、有能者と無能者の区別を設けて、全ての人間がそれぞれの仕事を行って、自分に適わしい職業
に就けるようにし、その上で、与えられる穀禄（欲望追求）に多い・少ない、厚い・薄いのバラン
スを設けるようにした。これこそ人類全体が社会生活（羣居）を営みつつ協力・統一（和一）して
いく道である。
と主張した。こういうわけで、この性悪説は一面で、現実に存在する人間の不平等を甚だ強力に是認する
ものともなったのである。
性三品説が前漢中期に盛行するようになるのには、まず根底のところで、秦漢帝国の成立という国家・
社会環境が以前とは大きく変わったという事情があるが、それ以外に、具体的な思想の担い手の問題とし
て、これを唱える儒家の思想家たちが従来のような在野の批判勢力であることを止め、統治権力に接近し
て統治の一端に責任を持とうとしたという事情や、さらに「性」の思想の問題として、荀子性悪説の現実
的役割が様相の一変した前漢時代において作用を発揮し、その国家・社会秩序を固定化に向かわせたとい
う事情、などもあったと考えられる。
以上の「第三」に関しては、戦国時代の「性」の思想は若干の例外を除いて、理想の「善」を実現する
ための学習・修養の主体を、民衆をも含めて全ての人間と認めていた。孟子の場合も建前としてはそうで
あり、荀子もそうである。荀子は、例えば、『荀子』性悪篇において、
塗之人可以爲禹、曷謂也。曰、……。今使涂之人、伏術爲學、專心一志、思索孰察、加日縣久、積善
みち

う

而不息、則通於神明、參於天地矣。故聖人者、人之所積而致也。（塗（途）の人も以て禹と為る可し
なん

も

みち

みち

ふ

もつぱ

こころざし

とは、曷の謂いぞや。曰わく、
「……。今使し塗（途）の人、術に伏せ学を為し、心を 専 らにし 志
し さ く じ ゆ つ さ つ

か

や

を一にし、思索孰（熟）察し、日を加えて久しきを縣け、善を積みて息まざれば、則ち神明に通じ、
いた

天地に参ぜん。故に聖人なる者は、人の積みて致（到）る所なり。」と。）
路傍の人でも禹のような聖人になれるとは、どういう意味か。答え。「……。今もし路傍の人が道
に努め学問を修め、一意専心、思索熟考して、日を重ねて長きにわたり、善を積み重ねて止まるこ
とがなければ、ついには神の明らかさ（神明）に達し、天地の化育に参加することもできよう。こ
ういうわけで、聖人とは人間が善を積み重ねて到達した者なのだ。」と。
と述べる。ところが、前漢中期になると、様相が一変してしまう。
「善」を実現する学習・修養の主体が、
全ての人間であったところから転じて「聖人」「天子」「君主」とされるに至るのである。そして、この変
化の内容と意味も、性三品説の成立と展開の問題として解明することができる問題なのである。
３

性三品説の成立と展開（前漢中期～唐・宋）

戦国時代の終焉と秦漢帝国の成立という中国史の巨大な変革を経過して、「性」の思想にも大きな変化
が生じた。前漢中期を迎えて、思想界に性三品説が登場し、盛行するようになっていったことである。た
だし、同じく性三品説と言っても、誕生したばかりの前漢中期の素朴な理論から後の唐代の『五経正義』
や韓愈（７６８～８２４）の理論として完成されたものに至るまで、この間には思想としていくらかの発
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展・展開がある。以下、その方向に沿って性三品説の成立と展開を述べる。
学習・修養の主体の変化
性三品説の誕生にとって、まずその根本の条件を作ったものは、「以上の「第三」に関して」で述べた
ように、それぞれの「性」に学習・修養の努力を加える実践主体が、民衆をも含めて全ての人間ではなく、
ただ「聖人」「天子」「君主」だけとなったことである。例えば、『淮南子』泰族篇（前漢初期、武帝期初
年までの儒家の作）に、
繭之性爲絲、然非得工女煮以熱湯、而抽其統紀、則不能成絲。卵之化爲雛、非〔得〕慈雌嘔煖覆伏、
まゆ

累日積久、則不能爲雛。人之性有仁義之資、非〔得〕聖王爲之法度、而敎導之、則不可使郷方。（繭
いと

とうき

ひ

の性は絲と為るも、然れども工女の煮るに熱湯を以てして、其の統紀を抽くを得るに非ざれば、則ち
ひな

じ

し

おうだんふくふく

かさ

絲を成す能わず。卵の化は雛と為るも、慈雌 嘔煖覆伏し、日を累ね久しきを積むを〔得〕るに非ざ
れば、則ち雛と為る能わず。人の性は仁義の資有るも、聖王之が法度を為りて、之を教導するを〔得〕
ほう

むか

るに非ざれば、則ち方に郷わしむ可べからず。）
まゆ

きいと

繭には生糸となる本性があるけれども、工女が熱湯で煮て、その糸筋を引き出すことができなけれ
ふ

か

ひな

いつく

めんどり

ば、実際に生糸となることはできない。卵には孵化して雛となる本性があるが、 慈 しみ深い雌鳥
が抱き暖めて日を重ねて長きにわたることができなければ、実際に雛となることはできない。それ
と同じように、人間の本性には仁義を行いうる資質があるが、聖王（聖人・先王）が社会の法律・
制度を定めて、彼らを教え導くことができなければ、実際に道に向かわせることはできないのだ。
とある【１８】。人間の「性」は「善」を行いうる可能性を持ってはいるが、しかし人間は自力でそれを
実現させることができない、「善」の実現のためには「聖王」（に擬えられた現実の君主）の外部からする
「教導」という人為が不可欠だ、という新たな主張である。ここでは極めて明確に、全ての人間は自分の
「性」に学習・修養を加える主体でなくその客体であり、
「聖王」こそが全ての人間の「性」を善へと「教
導」していく主体であるという、「性」の思想における実践主体の所在が論じられている。
言うまでもなく、この主張は、前漢帝国の成立という未曾有の社会的・政治的状況の変化を迎えて、そ
の統治の一端に責任を持とうとした儒家の思想家たちが、君主が全ての人間を統治することを合理化・正
当化するという新しい思想課題に応えるために、「性」という問題視角から提出した解答の一つである。
しかしながら、ここにはまだ「性」が「上・中・下」の三等級（クラス）に分かれるとか、
「聖王」が「教
導」する対象は「中人」だけだとかいった議論はなく、であるから、これはまだ性三品説の誕生とは言う
ことはできない。誕生の根本条件を作ったその前夜であるにすぎない。そして、以後この主張は、新たに
誕生した性三品説の中で、多くの場合その根本条件として受け継がれていったのである。
「上・中・下」の三等級に分かれる「性」
次に登場するのは、「以上の「第二」に関して」で述べたように、人間の「性」を「上・中・下」の三
等級に分けてそれぞれの「善し悪し」や、国家・社会における役割を論ずる議論――本格的な性三品説で
ある。この思想の先駆が『孟子』告子上篇に現れていたことは、すでに述べた。しかし、現存する文献か
ら判断する限りでは、この思想を最も早く唱えたのは『淮南子』修務篇（前漢初期、武帝期初年までの墨
家の作）である。その中に含まれる、以下の文章に注目したい。
且夫身正性善、發憤而成〔仁〕、帽〈
〔也〕。沈

〉憑而爲義、性命可説、不待學問而合於道者、堯・舜・文王

耽荒、不可敎以道、不可喩以德、嚴父弗能正、賢師不能化〔者〕、丹朱・商均也。曼頰皓

齒、形夸骨佳、不待脂粉芳澤而性可説者、西施・陽文也。
者、 母・仳

哆

、籧

戚施、雖粉白黛黑弗能爲美

也。夫上不及堯舜、下不及〈若〉商均、美不及西施、惡不若 母、此敎訓之所兪〔也〕
、
い

而芳澤之〔所〕施。（且つ夫れ身は正しく性は善に、発憤して〔仁〕を成し、帽〈
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ふう

〉憑して義を為

よろこ

ちんめんたんこう

し、性命は 説 （悦）ぶ可く、学問するを待たずして道に合する者は、尭・舜・文王〔なり〕
。沈

耽荒

さと

して、教うるに道を以てす可べからず、喩すに徳を以てす可べからず、厳父も正す能わず、賢師も化
まんきようこうし

よ

し ふんほうたく

する能わざる〔者〕は、丹朱・商均なり。曼頬皓歯あり、形は夸く骨は佳く、脂粉芳沢を待たずて性
け ん き し い

の説（悦）ぶ可き者は、西施・陽文なり。
ぼ

能わざる者は、

ぼ

ひ

きよじよせきし

、籧

たいこく

戚施にして、粉白黛黒ありと雖も美を為す

き

母・仳

し

び

なり。夫れ上は尭舜に及ばず、下は商均に及〈若〉かず、美は西施に及ば

あく

これ

ず、悪は

哆
さと

ほうたく

母に若かざるものは、此教訓の兪（喩）す所〔にして〕、芳沢の施す〔所〕なり。）
こうがい

それに、一体、体つきが端正、本性が善で、発憤して〔仁〕を成し遂げ、慷慨して義を行い、その
性格は悦ばしいものであり、学問をするまでもなく道に合する者というのは、聖人である尭・舜と
すさ

さと

文王〔のことである〕。酒色に耽溺し心は荒んで、道を教えこむこともできず、徳を喩すこともで
ぐ そくたんしゆ

きず、厳父も矯正することが不可能、尊師も教化することが不可能な者という〔の〕は、尭の愚息丹朱
しようきん

き

め

おしろい

と舜の愚息商 均のことである。肌理美しい頬に白い歯を持ち、姿形も麗しく骨格も佳く、脂粉や
香水を用いるまでもなく本性から悦ばしい者というのは、古代の代表的な美女である西施と陽文の
ことである。頬骨はいかつく口は大口で出っ張り、体つきは反り返ったり猫背だったりで、たとえ
おしろい

まゆずみ

白粉・黛黒を施したとしても美しく変えることができない者というのは、古代の代表的な醜女であ
ぼ ぼ

る

ひ

母と仳

き

のことである。そもそも本性の点では上のクラス（等級）の尭・舜に及ばず、下のク

ラス（等級）の商均ほどひどくなく、容姿の点では美しい西施に及ばず、醜い

母にほどひどくな

いという中のクラス（等級）の者、これらは教育によって喩す相手〔であり〕、また化粧によって
格好をつける〔対象〕である。
もっともこの文章は問題を「性」の「善悪」だけに絞りこんでおらず、容姿の「美醜」といった夾雑物を
も混入させており、また、上文で指摘した「性」を「教訓」する実践主体が誰であるのかを明言していな
いこともある。したがって、これはまだ本格的な性三品説が登場する前の、その原形と考えるのが適当で
あろう。
本格的な性三品説が初めて思想の舞台に登場するのは、やや後の董仲舒（前１７６頃～１０４頃）が最
も早いようである。董仲舒は人間の「性」を実際は「上・中・下」の三等級に分けるが、「上（聖人）の
性」と「下（小人）の性」は「性」と名づけず、ただ「中（中民）の性」だけを「性」と名づけるのだと
唱える。例えば、『春秋繁露』実性篇には、
聖人之性、不可以名性。斗筲之性、又不可以名性。名性者中民之性。中民之性、如繭如卵。卵待覆二
十日、而後能爲雛。繭待繰以涫湯、而後能爲絲。性待漸於敎訓、而後能爲善。善、敎訓之所然也、非
としよう

質樸之所能至也、故不謂性。（聖人の性は、以て性と名づく可べからず。斗筲の性も、又た以て性と
まゆ

おお

名づく可べからず。性と名づくる者は中民の性なり。中民の性は、繭の如く卵の如し。卵は覆うこと
ひきぬ

かんとう

二十日を待ちて、而る後に能く雛と為る。繭は 繰 （繅）くに涫湯を以てするを待ちて、而る後に能
いと

すす

しか

しつぼく

く絲と為る。性は教訓に漸むを待ちて、而る後に能く善と為る。善は、教訓の然らしむる所なり、質樸
い

の能く至る所に非ざるなり、故に性と謂わず。）
聖人の本性は、「性」と名づけてこれを人間の本性とするわけにはいかない。また小人の本性も、
やはり「性」と名づけてこれを人間の本性とすることはできない。「性」と名づけて人間の本性と
かいこ

まゆ

するのに適わしいのは中間の人間（中民）の本性である。中間の人間の本性は、 蚕 の繭に似てお
にわとり

ははどり

り 鶏 の卵に似ている。鶏卵は母鶏が二十日間抱き暖めることを経た後、始めて雛となることがで
ま ゆ

いと

きる。蚕繭は工女が熱湯の中で糸筋を引き出す作業の後、始めて絲となることができる。同じよう
に、人間の本性は教育・訓導によって少しずつ進歩することを経て、始めて善となることができる
のである。したがって、善というものは、人間に対する教育・訓導のなせるわざであって、人間の
素朴な素質がそのままで到達できるものではない。だから、本性とは呼ばないのである。
とある。この「中民の性」は、『春秋繁露』深察名号篇に、
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性之名非生與。如其生之自然之資、謂之性。性者、質也。（性の名は生に非ざるか。其の生の自然の
資の如き、之を性と謂う。性なる者は、質なり。）
性という言葉は、生まれながらという意味ではなかろうか。生まれながらの自然の素質、これを性
と言うのだ。性とは素質である。
とあり、また同じく深察名号篇に、
天地之所生、謂之性情。性情相與爲一瞑。情亦性也。謂性已善、奈其情何。故聖人莫謂性善、累其名
也。身之有性情也、若天之有陰陽也。言人之質而無其情、猶言天之陽而無其陰也。（天地の生ずる所
とも

いちめい

は、之を性情と謂う。性と情とは相い与に一瞑と為す。情も亦た性なり。性は已に善なりと謂えば、
いかん

な

わずらわ

其の情を奈何せん。故に聖人 性は善なりと謂うこと莫きは、其の名を 累 せばなり。身に性情有る
ごと

な

な

な

は、天に陰陽有るが若きなり。人の質を言いて其の情を無みするは、猶お天の陽を言いて其の陰を無
みするがごときなり。）
めいもく

天地の生じたものを性情と言う。性と情はどちらも同じく瞑目（目をつぶった）の状態である。情
もまた本性の一部分である。人間の本性を最初から善だと言うとすれば、情はどうなるのだろうか。
だから、聖人には人間の本性が善だと言う者はいなかったが、それは表現の混乱を避けたためであ
る。人間の身体に性と情があるのは、天に陰気と陽気があるようなものだ。人間の素質を論じて情
を無視するのは、あたかも自然（天）の陽気を論じて陰気を無視するようなものである。
ともある。このように、董仲舒によれば、人間の「性」と「情」は一体であって、どちらも「天地」から
生まれながらに授かった自然の素質である。そして、彼はその「情」の実際の内容を「欲」（欲望）であ
ると認め（
『漢書』董仲舒伝の第一次対策・第三次対策）、「中民の性」の内、特にその「情」（欲）の中に
「悪」を犯す契機があると考える。しかも人間の「性と情」は、
「天地」の「陰と陽」に根拠づけられた、
宇宙の根源的な秩序の一端をなすものであった。
それ故、董仲舒は、以上のような人間の「性」つまり「中民の性」を、「善」に向かう素質を持つとは
認めるものの、そのままで「善」であるとは決して認めようとしない。同じく深察名号篇に、
性如繭如卵。卵待覆而成雛、繭待繅而爲絲、性待敎而爲善。此之言眞天。天生民、性有善質而未能善。
於是爲之立王以善之、此天意也。民受未能善之性於天、而退受成性之敎於王。王承天意、以成民之性
おお

爲任者也。今案其眞質、而謂民性已善者、是失天意、而去王任也。（性は繭の如く卵の如し。卵は覆
ひきぬ

これ

こ

しんてん

うを待て雛と成り、繭は 繅 くを待ちて絲と為り、性は教えを待ちて善と為る。此を之れ真天と言う。
ここ

お

た

天 民を生ずるに、性に善質あるも未だ善なる能わず。是に於いて之が為めに王を立てて以て之を善
これ

にす、此天意なり。民は未だ善なる能わざるの性を天より受けて、退きて性を成すの教えを王より受
しんしつ

よ

く。王は天意を承けて、民の性を成すを以て任と為す者なり。今其の真質に案りて、民の性は已に善
これ

なりと謂えば、是天意を失いて、王の任を去ることなり。）
さんけん

けいらん

人間の本性は蚕繭や鶏卵のようなものだ。鶏卵は（母鳥が）抱き暖めることによって始めて雛鳥と
なり、蚕繭は（工女が）引き出すことによって始めて生糸となり、人間の本性は（聖人が）教える
ことによって始めて善となる。これを真の天と言う。天は民を生じたが、その本性に善に向かう素
質は具わるものの、そのままではまだ善であることができない。かくして、そのために王を立てて
民を善に向かわせることにしたが、これが天の意志である。民はそのままでは善たりえない本性を
天から受け、また一方で本性を完成させる教えを王から受ける。王は天の意志を押しいただきつつ、
民の本性を完成させることを自分の任務とする者である。もしもその真の素質に基づいて、民の本
性を最初から善だと言うならば、それは天の意志を見失って、王の任務を放棄することである。
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とあって、上で見た『淮南子』泰族篇や『韓詩外伝』巻五とほぼ同じように、「民の性」は「善」を行う
素質を具えてはいるけれども、そのままで「善」であることはできない、「性」の完成のためには「王」
の（民衆の）外部からする「教え」という人為が不可欠だ、と主張するのだ。
それだけに止まらず、董仲舒は『淮南子』泰族篇・『韓詩外伝』巻五のまだ言わなかった主張をも新た
に提起した。――「王」とは、「民の性」を「教え」て「善」に向かわせるという任務のために設けられ
た地位であり、しかもこれには背景に「天」の意志が存在している、と。ここでは、「民の性」に人為を
加える実践主体が民衆自身ではなく「王」であることは言わずもがな、人間の「性」という問題領域の中
に「王」に関する政治思想が強引に浸透してきて、「王」の統治権力の下に「民の性」をめぐる主要な問
題が全て回収され、その結果、異常なまでに「王」（現実的には、前漢の武帝以後の皇帝を指す）の権力
強化が図られるに至っている、といったことが容易に見て取れる。この「王」は、『漢書』董仲舒伝の第
三次対策に、
天令之謂命、命非聖人不行。質樸之謂性、性非敎化不成。人欲之謂情、情非度制不節。是故王者上謹
於承天意、以順命也。下務明敎化民、以成性也。正法度之宜、別上下之序、以防欲也。脩此三者、而
大本擧矣。（天の令 之を命と謂う、命は聖人に非ざれば行われず。質樸 之を性と謂う、性は教化に
ど せい

せつ

非ざれば成らず。人欲 之を情と謂う、情は度制に非ざれば節あらず。是の故に王者 上は天意を承く
るに謹みて、以て命に順うなり。下は教えを明らかにし民を化するに務めて、以て性を成すなり。法
すなわ

あ

度の宜しきを正し、上下の序を別かちて、以て欲を防ぐなり。此の三者を脩むれば、 而 ち大本挙げ
られん。）
天の下した命令を命と言うが、命は聖人がいなければ実行できない。人間の素質を本性と言うが、
本性は教化がなければ完成できない。人間の欲望を情と言うが、情は規範がなければ節度を保てな
い。こういうわけで、王者は、上では謹んで天の意志を押しいただいて、天命に従い、下では努め
て教えを明確にし人民を感化して、人間の本性を完成させ、法律・制度を適切に保ち、（人々の）
上下のランクを分けて、人間の欲望を抑えるのである。以上の三つを修めるならば、政治の根本は
全て尽くされるだろう。
とあるように、また「聖人」「王者」とも呼ばれている。それ故、これらは、一方で理念的には、先に見
たように董仲舒が三等級に分けた「上の性」の持ち主に相当する。と同時に、他方で現実的には、
「聖人」
なぞら

「王者」に 擬 えられる実際に統治を行っている前漢時代の皇帝を指すに違いない。
以上の董仲舒の「性」の思想をまとめれば、次のようになる。――「上の性」を持つ「聖人」が「天」
の意志を奉じつつ「王」の位に即き、「中の性」を持つ「民」を「教化」して「善」の実現に導く。しか
し、「下の性」を持つ者はこうした「教化」の対象にはならない。なぜなら、「中の性」を持つ「民」はそ
のままでは「善」たりえないが、「善」の素質は具わるので、「教化」が可能であり必要である。それに対
して、「下の性」を持つ者には、生まれながら「善」の素質が具わらないので、「教化」が不可能であり不
必要だからである。
このように完備した理論でありながら、後述の性三品説の完成形態を基準にして判断するならば、それ
でもなお性三品説の理論として不十分な点がなくはない。例えば、董仲舒は、「下の性」の者に関して実
際にはあまり論及していないので、ここに述べたまとめの内、「下の性」の者への処遇は筆者の推測がい
くらか混じっていること。また董仲舒は、このような性三品説を唱える時、経典上の根拠として後世の儒
家が行ったように、『論語』の陽貨・雍也両篇の孔子の言葉（上述）などを引用することは、行っていな
いことがある。しかし、いずれにしても、彼の性三品説はほぼ完成された本格的な思想であった。
性三品説の経典的根拠と経学
性三品説の経典上の根拠となる文としては、上述の『論語』陽貨篇の、
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子曰、性相近也、習相遠也。（子曰わく、「性相い近きなり、習い相い遠きなり。」と。）
と雍也篇の、
ちゆうじん

うえ

子曰、中人以上可以語上也、中人以下不可以語上也。（子曰わく、「 中 人以上には以て上を語る可き
なり、中人以下には以て上を語る可からざるなり。」と。）
の二つの孔子の言葉がその代表である。
紀元後一世紀半ばに成ったと思われる『漢書』古今人表は、以上の両文を含む『論語』の六つの文章を
典拠に挙げながら、全ての人間を、
とも

可與爲善、不可與爲惡。（与に善を為す可きも、与に悪を為す可からず。）
一緒に善を為すことはできるが、一緒に悪を為すことはできない。
という「上智」の人、
可與爲惡、不可與爲善。（与に悪を為す可きも、与に善を為す可からず。）
一緒に悪を為すことはできるが、一緒に善を為すことはできない。
という「下愚」の人、
可與爲善、可與爲惡。（与に善を為す可く、与に悪を為す可し。）
一緒に善を為すことができ、また一緒に悪を為すこともできる。
という「中人」の、三つの等級に分類する。そして、
「上智・中人・下愚」をさらに「上上・上中・上下、
中上・中中・中下、下上・下中・下下」の合計九等級に分類した上で、古今の著名人をこの九等級の枠に
入れる一覧表を作った。これもまた性三品説の一つである。
また、後漢の王符の『潜夫論』徳化篇も、『論語』陽貨篇の「唯上知與下愚不移。」に基づいて性三品説
じゆんえつ

しんかん

ざつげん

を唱え【１９】、後漢の荀 悦（１４８～２０９）の『申鑒』雑言下篇も、
『論語』の陽貨篇の「性相近也、
習相遠也。」と「唯上知與下愚不移。」との両文に基づき、「三品・九品」という言葉を使用しながら、や
はり性三品説を唱えている【２０】。
儒教の経典のこの時代以後の注釈を調べてみると、『論語』陽貨篇の「唯上知與下愚不移。」に対して、
前漢、武帝期の孔安国の『論語訓解』が性三品説の立場に立って注釈を加えていたと見なされる場合もあ
るが、しかしこれは時代があまりに早すぎ、史実としては疑わしいので除外する方がよいと思う。
『論語』
雍也篇の「中人以上可以語上也、中人以下不可以語上也。」に対しては、三国、魏の王肅（１９５～２５
６）が性三品説の立場から注釈を加えていたようであり、また王肅の説を肯定的に引用する三国、魏の何
晏の『論語集解』もそうであるらしい。
おうがん

しかし、これらより一層徹底して性三品説の立場に立って『論語』に注釈を加えたのは、梁の皇侃（４
８８～５４５）の『論語義疏』である。この書物は、雍也・季氏・陽貨などの諸篇【２１】の注釈で詳し
く性三品説を展開しており、それらの中にはまた皇侃独自の新しい思想も含まれる。皇侃は諸篇において
以下のように論じている。――人間の「性」は大分すれば「上品・中品・下品」の「三品」に分かれるが、
細分すれば「上上・上中・上下、中上・中中・中下、下上・下中・下下」の「九品」に分かれる。
「上上」
は「聖人」で、教える必要のない者だ。「下下」は「愚人」で、これも教える必要がない。その間の「上
中」から「下中」までの「七品」の人が「中人」で、教えることのできる者だ。「中人」は、善い先生に
出遇えば上昇できるが、悪い人間に出遇えば下降してしまうので、それぞれに対して一級上の道を教えな
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ければならない。このように「性」が「三品・九品」に分かれる理由は、人間がこの世に生まれてくる時、
誰しも「天地」から「清濁・厚薄の気」を受けるが、それぞれ「純粋の清気」（聖人）、「純粋の濁気」（愚
人）
、「清濁混じった気」を受ける（中人。その中にも「多清少濁」「多濁少清」「半清半濁」などの差があ
る。
）、のように分かれて生まれてくるためである、と。その後、皇侃の『論語義疏』の諸思想を踏襲した
北宋の邢昺（９３２～１０１０）の『論語正義』も、ほぼ同様の性三品説を述べている。
そして、唐代に成った（６５３）国定教科書である『五経正義』になると、性三品説の経典上の根拠と
なる文献は、さらに拡がって『尚書』尭典・多方の諸篇、『礼記』中庸・表記の諸篇などにも求められる
にようになる。時代が降れば降るほど経典的根拠がますます増え、それに連れて理論としてますます完成
の域に近づいて、思想としての影響力がいよいよ重大になっていった有様を、我々はここに窺い知ること
ができるのである。
性三品説の宿命論化
上に見た皇侃の性三品説の中には、今まで検討してきた性三品説には現れていなかった、「気」の理論
に基づく宿命論が含まれており、それがこの性三品説全体を、人間を身動きのつかない境域に追いこむ暗
い思想にしてしまっている。そもそも、人間の所与の「性」はいかに努力しても変更できないものだとす
る思想は、戦国以来の道家系の書物の中ですでに唱えられていた。例えば、『荘子』天運篇・
『呂氏春秋』
貴当篇・
『淮南子』原道篇などにそれが現れている【２２】
。また、これらの影響を蒙った儒家系の『荀子』
哀公篇・
『韓詩外伝』巻一・
『大戴礼記』哀公問五義篇・『孔子家語』五儀解篇などにも見える【２３】。し
かし、「気」の理論に基づいて「性」に関する宿命論を唱えた思想家としては、後漢の王充（２７ころ～
１００ころ）の右に出るものはない。
王充は『論衡』の相当の紙幅を割いて「性」について論じており、この問題に多大の関心を抱いていた
ことを示している。彼は『論衡』本性篇において、まず過去から現代に至る「性」の思想を合計七説列挙
し、それらの内容を一々吟味して批判する。
列挙された「性」の思想の第一は、周人世碩の、
人性有善有惡。擧人之善性、養而致之則善長。
〔惡〕性、養而致之則惡長。
（人の性には善有り悪有り。
人の善性を挙げて、養いて之を致せば則ち善長ず。〔悪〕性は、養いて之を致せば則ち悪長ず。）
本性が善の人もいれば悪の人もいる。本性が善の人を取り上げて、それを養成して徹底させれば、
善が伸張する。本性が悪の人の場合は、それを養成して徹底させれば、悪が伸張する。
とする説であり【２４】、王充は宓子賎・漆雕開・公孫尼子も同じ説だと言う。
その第二は、孟子の、
人性皆善。及其不善、物亂之也。（人の性は皆な善なり。其の不善に及びては、物之を乱せばなり。）
人間の本性はみな善である。それが不善（悪）になるのは、外物がそれを乱すからである。
とする説である。
その第三は、告子の、
性無善惡之分。譬之湍水、決之東則東、決之西則西。夫水無分於東西、猶人〔性〕無分於善惡也。
（性
たんすい

には善悪の分無し。之を湍水に譬うれば、之を東に決すれば則ち東し、之を西に決すれば則ち西す。
な

夫れ水の東西に分かるること無きは、猶お人〔性〕の善悪に分かるること無きがごときなり。）
人間の本性に善悪の区別はない。譬えてみれば早瀬の水のようなもので、堤防を東側に切れば東に
流れ、西側に切れば西に流れる。一体、水自体に東に行く本性と西に行く本性の区別がないのは、
あたかも人間に善の本性と悪の本性の区別がないようなものである。
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と論ずる説。
そんけい

じゆん し

その第四は、孫卿（ 荀 子）の、
い

人性惡、其善者僞也。（人の性は悪なり、其の善なる者は偽なり。）
人間の本性は悪である。それが善であるのは後天的な人為の結果である。
とする説。
りくか

その第五は、陸賈の、
天地生人也、以禮義之性。人能察己所以受命則順、順之謂道。（天地の人を生ずるや、礼義の性を以
おのれ

したが

てす。人能く 己 の命を受くる所以を察すれば則ち 順 う、順うこと 之を道と謂う。）
天地が人間を生じた時、人間に礼義の本性を与えた。人間は自分が天命を賦与された根本を洞察す
ることができるが、洞察することができれば天命に従う。天命に従うことを道と言う。
とする説。
とうちゆうじよ

その第六は、董 仲 舒の、
天之大經、一陰一陽、人之大經、一情一性。性生於陽、情生於陰。陰氣鄙、陽氣仁。曰性善者、是見
たいけい

其陽也、謂惡者、是見其陰者也。（天の大経は、一陰一陽なり、人の大経は、一情一性なり。性は陽
いや

これ

より生じ、情は陰より生ず。陰気は鄙しく、陽気は仁なり。性は善なりと曰う者は、是其の陽を見る
ものにして、悪なりと謂う者は、是其の陰を見る者なり。）
自然（天）の根本は、一組の陰気と陽気であり、人間の根本は、一組の情と性である。本性は陽気
から生まれ、情は陰気から生まれる。陰気は卑しい働きを持つが、陽気は仁の徳を持っている。だ
から、人間の本性を善だと言う者は、天の陽気だけしか見ない者であり、悪だと言う者は、陰気だ
けしか見ない者である。
とする説。
りゆうしせい

りゆうきよう

その第七は、劉子政（劉

向）の、

性、生而然者也、在於身而不發。情、接於物而然者也、出形〔出〕於外。形外、則謂之陽、不發者、
則謂之陰。（性は、生まれながらにして然る者なり、身に在りて発せず。情は、物に接して然る者な
い

い

あらわ

り、形に出で外に〔出〕ず。外に 形 るれば、則ち之を陽と謂い、発せざる者なれば、則ち之を陰と
謂う。）
人間の本性は生まれながらのものであって、身体の内にあってまだ外に現れない状態である。情は
本性が外物に接した後のものであって、形となって現れ外に出てきた状態である。外に形となって
現れる段階では、それを陽と言い、内にあってまだ外に現れない段階では、それを陰と言う。
とする説である。
吟味・批判の過程で、以上の諸説の中で、最も正しいのは第一の世碩・公孫尼子の説だと結論した後、
王充は彼自身の「性」の思想を、以下のように提起する。
實者、人性有善有惡、猶人才有高有下也。高不可下、下不可高。……人稟天地之性、懷五常之氣、或
仁或義、性術乖也。動作趨翔、或重或輕、性識詭也。面色或白或黒、身形或長或短、至老極死、不可
變易、天性然也。余固以孟軻言人性善者、中人以上者也。孫卿言人性惡者、中人以下者也。揚雄言人
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まこと

な

こう

げ

性善惡混者、中人也。（ 実 に、人の性に善有り悪有るは、猶お人の才に高有り下有るがごときなり。
ひく

う

いだ

高きものは下くす可からず、下きものは高くす可からず。……人 天地の性を稟け、五常の気を懐き、
たが

すうしよう

そむ

或いは仁に或いは義にして、性術 乖うなり。動作趨 翔して、或いは重く或いは軽くして、性識 詭
くなり。面色の或いは白く或いは黒く、身形の或いは長く或いは短く、老に至り死に極まるまで、変
われもと

おも

もうか

易す可べからざるは、天性 然らしむるなり。余固より以えらく 孟軻の人の性は善なりと言う者は、
そんけい

ようゆう

こん

中人以上の者なり。孫卿の人の性は悪なりと言う者は、中人以下の者なり。揚雄の人の性は善悪混ず
と言う者は、中人なり。）
実際に、本性が善の人もいれば悪の人もいるが、その有様は、ちょうど才能が高い人もいれば低い
人もいるようなものである。才能の高い者は低くすることができず、低い者は高くすることができ
ないのだ。……人間は等しく天地の本性を受けて、五常の気質を具えているが、ある者は仁である
者は義というように、生まれつきの徳（性術）が異なる。動作・行為も、ある者は鈍重である者は
軽快のように、生まれつきの能力（性識）が違う。顔色も白あり黒あり、身長も長あり短ありで、
これらは老年に至り死亡に至るまで、変更することができないが、これは天性によってそうなって
いるのである。私の以前からの考えによれば、孟子が人間の本性は善だと言うのは、中人以上のこ
と、荀子が人間の本性は悪だと言うのは、中人以下のこと、揚雄が人間の本性は善悪が混ざってい
ると言うのは、中人のことである。
これは言うまでもなく、「中人以上、中人以下、中人」の性三品説である。そして、この文章からも、人
間の所与の「性」は、一生の間、決して変更できないものだとする王充の宿命論は、十分に感取されるで
あろう。
さらに、『論衡』率性篇においては「気」の理論を基礎に置いて、
小人君子、稟性異類乎。譬諸五穀皆爲用、實不異而效殊者、稟氣有厚泊。故性有善惡也。殘則授仁之
氣泊、而怒則稟勇渥也。仁泊則戾而少愈〈慈〉、勇渥則猛而無義、而又和氣不足、喜怒失時、計慮輕
愚。妄行之人、罪〈非〉故爲惡。人受五常、含五臓、皆具於身。稟之泊少、故其操行不及善人。猶〔酒〕
或厚或泊也、非厚與泊殊其釀也、麴糵多少使之然也。是故酒之泊厚、同一麴糵。人之善惡、共一元氣。
う

これ

たと

氣有少多、故性有賢愚。（小人と君子とは、性を稟けて類を異にするか。諸を五穀に譬うれば皆な用
み

はたら

こと

を為し、実は異ならざるも 効 き殊なる者の、気を稟けて厚泊（薄）有るがごとし。故に性に善悪有
ざん

う

るなり。残なるものは則ち仁の気を授（受）くること泊（薄）くして、怒るものは則ち勇を稟くるこ
あつ

もと

いつく

たけだけ

と渥きなり。仁泊（薄）ければ則ち戾りて 愈 〈慈〉しみ少なく、勇渥ければ則ち猛々しくして義無
しか

こと

あら

く、而も又た和気足らず、喜怒 時を失い、計慮も軽愚なり。妄行の人も、故さら悪を為すに罪〈非〉
ず。人は五常を受け、五臓を含みて、皆な身に具わる。之を稟くること泊（薄）少なり、故に其の操
行は善人に及ばず。猶お〔酒〕の或いは厚く或いは泊（薄）きがごときなり。厚きと泊（薄）きとは
かも

きくげつ

其の醸すを殊にするに非ざるなり、麴糵の多少 之をして然らしむるなり。是の故に酒の泊（薄）厚
は、麴糵を同一にす。人の善悪は、元気を共一にす。気に少多有り、故に性に賢愚有り。）
小人と君子は、異なった種類の本性を受けたのであろうか。譬えてみれば、五穀はみな有用である
み

が、穀物の実は同じでも用途が異なるのは、気を受ける時に厚い・薄いの相異があるようものだ。
だから、本性に善悪があるのである。本性の残忍な者は仁の気を受けることが薄く、怒りっぽい者
は勇の気を受けることが厚いのである。仁の気が薄いと人情に背いて慈愛の心が少なく、勇の気が
厚いと猛々しくて義がなく、さらに和合の気が不足で、喜怒の感情は時に構わず暴発し、思慮も軽
薄・愚昧である。しかし、でたらめを行う人であっても、故意に悪行をなそうしているわけではな
い。人間は等しく五常の気を受け、五臓を有し、それらを身体に具えている。しかし、気を受ける
ことが薄いために、操行が善人に及ばないのだ。譬えてみれば、酒に厚い・薄いの差があるのと同
じで、厚い酒と薄い酒の醸し方が異なるわけではなく、加える麹の多い・少ないの相異によってこ
うなるのである。こういうわけで、酒の味の厚薄の差が、同じ麹から作られるように、人間の本性
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の善悪の差は、同じ根源の気（元気）から作られる。その際、受ける気に多い・少ないの差がある
ので、だから性に賢い・愚かの差が生ずるのだ。
のように、「天」から「厚い多くの気」を受けて生まれる人が「性の善」なる「君子」となり、「薄い少し
の気」を受けて生まれる人が「性の悪」なる「小人」となる、という宿命論を一層明確に述べている。
この「厚薄・多少の気」を受けた「性」は、一生の間、決して変更できないものであった。王充は「中
人の性」についてはともかくとして【２５】、「上知」と「下愚」は「性」は変更できないと考えていた。
『論衡』非韓篇において、
う

たんれん

凡人稟性也、清濁貪廉、各有操行、猶草木異質、不可復變易也。（凡そ人 性を稟くるや、清濁貪廉、
各々操行有り、猶お草木の質を異にして、復た変易す可べからざるがごときなり。）
そもそも人間が本性を受ける時、清と濁、貪と廉のように、それぞれ異なった操行を持つようにな
る。あたかも草木のそれぞれ異なった性質が、変更できないようなものである。
と述べているとおりである。
王充の抱いた諸思想は、生前には人々からほとんど注目されなかったようであるが、後漢末期の蔡邕（１
３２～１９２）・王朗・荀悦などを通じて次第に思想界に広まっていった。上に見たように、皇侃の『論
語義疏』や邢昺の『論語正義』が、「気」の理論に基づく宿命論を伴って性三品説を唱えた、その目に見
えない背景に、王充のこの性三品説があったと考えてよいのではなかろうか。
性三品説を成立させる諸要素
性三品説が成立するためには、いかなる直接の思想上の諸要素が必要であろうか。その諸要素を、以上
に述べてきた事項の中から抽出してまとめると、以下の四点に整理することができると思う。
第一に、戦国初期～末期の古い「性」の思想が、いずれも建前としては全ての人間を「性」において同
じと見る万人平等観を持っていたのに対して、この性三品説は人間の本性を万人同一であるとは考えず、
それが「上品の性・中品の性・下品の性」の三つのクラス（等級）に分岐すると認めることである。その
場合、「上品・中品・下品」という言葉を使用しているか否かは、必ずしも重要ではない。何らかの価値
的な差異の意味で、三つのクラスに分かれるという思想であれば、それは性三品説の形成史の中に位置づ
けられる。このような説の先駆・萌芽が、『論語』雍也篇の「中人以上可以語上也、中人以下不可以語上
也。」を除外すれば、戦国中期の孟子の時代に事実上すでに生まれていたこと、また前漢、武帝期初年の
『淮南子』修務篇にも見えていたこと、などについては上文に既述した。そして、時代の経過と歴史の展
開とともに、以上の要素を持つ性三品説は強化・固定化されていったのである。
第二に、古い「性」の思想は、それぞれ理想の「善」を実現するためには、それぞれの「性」に学習・
修養の努力を加える必要があるとするが、その実践主体を基本的に全ての人間と認めていた。ところが、
この性三品説においては、「性」に学習・修養を加える主体を、民衆をも含めて万人とすることがなくな
って、ただ「聖人」「天子」「君主」だけとなったことである。まだ性三品説の萌芽でしかない『淮南子』
泰族篇からして早くも、生まれながらにして「上品」の「聖王」が、「中品」の人々を学習・修養させる
ことを通じて変えることができるとし、こうした「聖王」の「教導」という実践主体性の掌握に、新しい
政治の本質を見出している。このことは、また「中品」「下品」という大多数の人間は、実践の主体では
なく客体、政治の主体ではなく客体となったことでもある。その上、「下品」のクラスは「上品」が「教
導」を施す対象ではありえず、逆に「刑罰」を適用する対象でしかないと見なすことも、王符『潜夫論』
述赦篇などを始めとして、以後、あちこちの文献に顔を出している。
第三に、古い「性」の思想の時代の戦国初期～前漢初期には、儒教は必ずしも最有力の学派ではなかっ
たから、性三品説を唱える場合、儒教の経典を引用して自説の正しさの根拠にすることはなかった（『淮
南子』修務篇・泰族篇・董仲舒『春秋繁露』など）。それに対して、儒教の国家・社会における地位が高
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まった前漢、武帝期以後になると、その経典上の根拠となる文として、儒教の経典を挙げる場合が増えて
くることである。最初に典拠とされたのは、『論語』陽貨篇の「性相近也、習相遠也。」と雍也篇の「中人
以上可以語上也、中人以下不可以語上也。」という孔子の言葉であったが、間もなく陽貨篇の「唯上知與
下愚不移。」が加えられた。その後は、季氏篇の「孔子曰、生而知之者上也。學而知之者次也。困而學之
又其次也。困而不學、民斯爲下矣。」なども追加されている。さらにその後は、『論語』だけでなく、『尚
書』尭典・多方の諸篇、『礼記』中庸・表記の諸篇などにも経典的根拠が求められるにようになり、時代
が降れば降るほどいよいよ増え、それに連れて思想としてのあり方がますます固定化していったが、これ
らの問題についてはすでに指摘した。
第四に、古い「性」の思想が、それぞれの「性」に学習・修養を加えて、生まれついた「性」を変更す
ることができるとしていたのに対して、この性三品説は特に「上品・下品」の二つのクラスは、いかなる
教育・訓導によっても宿命（運命）のように動かず、それ故教育・訓導は、「上品」に対しては上智であ
るので全く不必要、「下品」に対しては下愚であるので全く不可能と考えていることである。やがて以後
の性三品説の展開の中に、こうした宿命論をさらに強化する理論が登場するようになる。すなわち、王充
による「気」の理論の導入である。王充は上述した「性」の不可変更性の根拠を、
「気」の理論に求めて、
「上品」はこの世に生まれる時、厚く多い「気」を受けたためにその「性」は上智となり、「下品」は薄
く少ない「気」を受けたためにその「性」は下愚となる、と唱えた【２６】。王充が切り開いた以上のよ
おうがん

うな、「気」の理論による性三品説の宿命論化は、その後、皇侃『論語義疏』、邢昺『論語正義』などによ
って継承されていった【２７】。このことは既述したとおりである。
以上の四点が、性三品説を成立させている直接の思想上の要素である。そして、大局について敢言すれ
ば、性三品説は基本的に、この四要素が前漢初期の最初の段階ではそれぞれ未熟・萌芽であったものが、
次第にそれぞれ少しずつ成熟・発展していき、ついに唐代中期の韓愈に至ってその全てが完成する最終段
階に達したと、このような推移を画くことができると思われる。
韓愈とその前後
性三品説として最も完成されたものは、唐代中期の韓愈の「原性」である。韓愈が世に出る直前の唐代
中期は、仏教が最盛期を迎え、また道教も著しく発展していた。韓愈はこうした動きに対抗して、古文復
興によって儒教に新しい内容を与え、その権威を回復しようと企てた。その立場から著した論文が「原道」
「原性」「原人」の三篇である。
「原性」の中で、韓愈は次のように言う。――「性」は人間が生まれると同時に与えられる本性であり、
「情」は外物に接して現れる感情である。「性」の品は「上・中・下」の三つがあり、「性」を構成する要
素は「仁・礼・信・義・智」の五つがある。「情」の品も「上・中・下」の三つがあり、「情」を構成する
要素は「喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲」の七つがある。「性の上品」は完全な「善」で、一要素を主とし
つつ他の四要素をも行う。「中品」は導いて上下させることができ、一要素はあるが不完全で、他の四要
素も不純である。「下品」は完全な「悪」で、一要素は欠けて他の四要素も背いている。「情の上品」はど
んなに動いても七要素が中庸を得る。「中品」は七要素に行き過ぎがありまた欠如もあるが、しかしそれ
ぞれの中庸を求める者である。「下品」は七要素に行き過ぎと欠如ばかりで、「情」にまかせて勝手に行う
者である。「性」は「情の三品」に対応しており、「情」は「性の三品」に対応している、と。
これは、甚だよく整えられた性三品説である。この内、
「性」を構成する要素を「仁・礼・信・義・智」
の五常と結びつけるのは、韓愈独自の新しい理論のようにも見えるけれども、実は『漢書』刑法志・五行
志・翼奉伝・『白虎通』情性篇・鄭玄『礼記注』中庸篇などを始めとして漢代以来盛んになっていった、
先行する同様の言説を踏襲した措置である【２８】。一方、「性」の三品説と「情」の三品説とを結合する
のは、恐らく韓愈独自の理論ではないかと思われる。これは、『春秋繁露』深察名号篇以来、詳しく論じ
られるようになっていった「性と情」の関係の議論（翼奉の説・『孝経鉤命決』・『孝経援神契』・劉向の説
・『白虎通』情性篇等々）を踏まえて【２９】、
「情」にも道徳的な意味を与えるものである。従来は、
「情」
に対して「悪」に向かう契機だけしか見出だしてこなかったので、ここに韓愈の新しさがあると言って差
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し支えない。
続いて、韓愈は以上の地点から従来の三説を振り返って、次のように言う。――人間の「性」について
孟子は「人之性善」
（人の性は善なり）と言い、荀子は「人之性惡」
（人の性は悪なり）と言い、揚雄は「人
之性善惡混」（人の性は善悪混ず）と言う。しかし、これらはそれぞれ、始めは「善」で後に「悪」に行
くケース、始めは「悪」で後に「善」に進むケース、そして始めは「善悪混じっ」ていて後に「善または
悪」に分かれるケースであるが、いずれも「中品」を挙げるのみで、「上品と下品」を忘れた者だ。その
一を得てはいるが、その二を失っている者である、と。そして、最後に結論を下して言う。――そうだと
すれば、「上品の性」と「下品の性」は、最後まで移すことができないのだろうか。「上品の性」は学問に
赴いて輝きを増し、「下品の性」は威力を畏れて罪を犯さなくなる。だから、上の者は他を教えることが
でき、下の者は他から抑えられる。その「品」については、孔子が「唯上知與下愚不移。」（唯だ上知と下
愚とは移らず。）と言ったとおりだ。今日、「性」を論ずる者がこれと異なるのは、なぜだろうか。今日の
「性」の議論は、仏教・老子の思想を加味して論ずるからだ。仏教・老子を加味して論ずる者は、何を論
じても（孔子と）異なったものになってしまうのである、と。
以上の所説の中で最後の部分は、重大な意味を含んでいるので、原文を引用しておくと、
曰、今之言性者異於此、何也。曰、今之言者、雜佛老而言也。雜佛老而言也者、奚言而不異。（曰わ
これ

ぶつろう

く、「今の性を言う者の此に異なるは、何ぞや。」と。曰わく、「今の言う者は、仏老を雑えて言うな
ぶつろう

り。仏老を雑えて言う者は、奚ぞ言うとして異ならざらんや。」と。）
というものである。
この結論の部分には二三、注目しなければならない点がある。すなわち、ここには「上品」の者が他を
「教え」て現実の統治者となることを合理化・正当化する主張が展開されているが、これは前漢初期の『淮
南子』泰族篇・
『韓詩外伝』巻五以来の通説に基づくものであること、「下品」の者に対しては道徳・礼楽
を用いて対処するのでなく、法律・刑罰を用いて処置するのが適当であると唱えられているが、これも『春
秋繁露』五行相勝篇以来の儒家にとって懸案の理論的テーマであること、「上品の性」と「下品の性」が
最後まで変更しえないのは、『論語』陽貨篇の孔子の言葉という経典上の根拠があるからであるが、こう
した性三品説のために経典的根拠を求める学問的営み（経学）も漢代以来の伝統であること、などである。
しかし、これら以外にさらに注目すべきことがある。それは韓愈が、今日の「性」の議論は仏教・老子
を加味していると非難している点にある。その仏教・老子を加味しているテーマとは、ここでは端的に孔
子の「唯上知與下愚不移。」という言葉に見られる、人間の「性」に対する不平等観と「上下の性」の変
更不可能論を指す。逆に言えば、韓愈以前、唐代中期に至るまでの間に、仏教や道教などが事実上、
「性」
万人平等観と「性」変更可能論をすでに提起していて、それらが儒教を含む思想界に相当の衝撃を与えて
いたのではないかと思われる。
ところで、仏教の「性」における万人平等観とは如来蔵思想・仏性論であり【３０】、道教の「性」の
万人平等観とは仏教に刺激されて起こった道性論である。中国、唐代における性三品説と仏教の如来蔵思
想・仏性論との関係については、田中利明「白居易―唐代思想研究にいかなる素材を提供するか―」（『学
大国文』第二十七号、大阪教育大学国語国文研究室、１９８４）が、白居易研究の中ですでに優れた見解
を発表している【３１】。田中によれば、白居易が唐代中期までの性三品説の宿命論から救いを求めたの
は、馬祖道一（７０９～７８８）の系統を主とする南宗禅の仏法であり、同じ系統の宝誌和尚の頌（『景
徳伝灯録』巻二十九所収）中の特に「大智は愚に異ならず」という言葉などにも惹かれた可能性がある。
そして、その「大智は愚に異ならず」の内容は、『論語』の「唯だ上知と下愚とは移らず」を真っ向から
否定するものに他ならない。以上のことを指摘した上で、田中は、小川一乗『仏性思想』（京都文栄堂、
１９８２）、服部正明「仏性論の一考察」（『仏教史学』四―三・四合併号、仏教史学会、１９５５）に依
拠しながら、『涅槃経』の主張、
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ことごと

一切衆生、悉有仏性。（一切の衆生に、 悉 く仏性有り。）
この世の全ての人々は、誰もみな仏になりうる本性を有している。
を引用して、
一切の衆生が勿論生まれながらにして「仏性」を具有しているとする発想は、「人性三品説」の根底
を、その内部から崩すことになります。
等々と、焦点になる諸問題を多角的に論じている。
筆者の理解によれば、こうした如来蔵思想・仏性論が中国仏教界で注目されるようになるのは、東晋末
期（五世紀初め）の『涅槃経』が漢訳されてからのことである【３２】。その後、四四三年には『楞伽経』
・『勝鬘経』が訳出され、さらに百年ほど後れて『宝性論』も伝わって、中国においても極めて多様・複
雑な議論が行われていった。このあたりの経緯・事情や「仏性」の本来の意味については、注【３２】所
引の常磐大定『仏性の研究』や、高崎直道『如来蔵思想・仏性論Ⅰ』（春秋社、２０１０）【３３】・高崎
直道監修『如来蔵と仏性』（春秋社、２０１４）【３４】に譲ることにしたい。したがって、如来蔵思想・
仏性論の表現を「一切衆生、悉有仏性。」（一切の衆生に、悉く仏性有り。）によって代表させ、かつそこ
に「性」の万人平等観と変更可能論を見出すという理解のし方では、当該思想の多くの側面を一つだけに
絞りこみ過ぎており、複雑な全体を単純化し過ぎている。しかし、唐代中期の白居易（７７２～８４６）
や韓愈が理解した仏性論は、やはり田中の指摘のとおりこうした「性」の万人平等観と変更可能論を中心
としていたと考えられる。田中は、上引の論文の中で、韓愈が非難した「仏老」の「仏」を、もっぱら禅
宗を言っており、特に馬祖道一系統であると解釈しているが、筆者も主に禅宗を指すとするのには賛成で
ある。なぜなら、この時代までに士大夫階級を含めた中国の人々に仏教を身近かに感じさせたのは、何と
言っても著しく中国化した禅宗だったからだ。ただし、禅宗が仏性論を受け入れたのは田中が挙げる馬祖
系統よりも早くからであり、またより広い範囲に及んでいたと考える。ここでは詳論する余裕はないけれ
えのう

ども、六祖慧能（６３８～７１３）以来、南宗禅の頓悟の思想がほとんど全てこの方向にあったのである。
また、韓愈が非難した「仏老」の「老」については、上引の田中論文は何の言及もしていない。憶測を
混えて述べるならば、それは道教の道性論であったのではなかろうか。すなわち「道」を把えて神仙にな
りうる本性は、人間生まれながらにして誰にも具わっているという思想である。この思想は、根本的には、
道家文献でありかつ道教文献でもあった『老子』・『荘子』などにおいて、「道」の万物における遍在を説
く個所に早くも現れていた。例えば、『荘子』知北遊篇（前漢初期の成書）に、次のような文章がある。
東郭子問於莊子曰、所謂道惡乎在。莊子曰、无所不在。……在螻蟻。……在稊稗。……在瓦甓。……
とうかくし

そうじ

い わ

在屎溺。……至道若是、大言亦然。……物物者、與物无際。（東郭子 荘子に問いて曰わく、「所謂ゆ
いずく

ろうぎ

ていはい

がへき

る道は 悪 にか在る。」と。荘子曰わく、
「在らざる所无し。……螻蟻に在り。……稊稗に在り。……瓦甓
しによう

しどう

かく

ごと

たいげん

ま

しか

さい

に在り。……屎溺に在り。……至道は是の若く、大言も亦た然り。……物を物とする者は、物と際す
る无し。」と。
とうかくし

そうじ

東郭子という人が、哲学者の荘子にたずねた。「道というものは、どこにあるのかね。」荘子が答え
けら

あり

のびえ

ひえ

かわら

しきがわら

た。「どこにだってあるよ。……螻・蟻の中にある。…… 稊 ・稗の中にもある。…… 瓦 ・ 甓 に
くそ

しようべん

もあるよ。……屎・ 溺 にだってあるさ。……至上の道とは、このように全て物の中にあるが、
その道を表現する大いなる言葉も同様なのだ。……ところで、あれこれの物をその物たらしめてい
る道は、どんな物との間にも区別を持たず、全ての物とともに混然として一体をなしている。」と。
ろうぎ

ていはい

がへき

しによう

このように、至上の「道」が螻蟻・稊稗・瓦甓・屎溺の中にさえある、すなわち一切の万物の中にあると
認められる【３５】のであれば、これが全ての人間に「性」として生得的に具備しているのは、当然の理
でなければならない。とすれば、道家・道家側の、一切万物の中に至上の「道」が「性」として生得的に
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具わるとする思想は、儒教側の性三品説の、人間の「性」は生まれつき「上品・中品・下品」に分かれる
とする不平等観を、論理の上ではすでに打ち砕いていたと見ることができよう。
唐代前後の道性論については、筆者の力の及ばない課題であるので、ここでは、鎌田茂雄『中国仏教史』
（岩波書店、１９７８）の説を紹介するに止める。その第三部、第十章、第二節、「道教経典に及ぼした
仏教の影響」で、鎌田は言う。
仏教の仏性説は道教においては道性説に改換されたが、『大乗妙林経』『海空智蔵経』『道教義枢』な
どに見られる。とくに『道教義枢』には三論宗の吉蔵の五種仏性説（『中論疏』）による五種道性説と
草木道性説が見られる。
もしも以上のとおりだとするならば、韓愈の「原性」における性三品説の提起は、このような仏教側・道
教側の思想革新に対する、保守的な儒教側からの反撃と把えなければなるまい。
しかしながら、しばらく後の宋学の時代になると、儒教側も新しい思想革新の取り組みを開始する【３
６】。その代表者の程伊川（北宋、１０３３～１１０７）や朱子（南宋、１１３０～１２００）は、むし
のつと

ろ仏教や道教が提起していた「性」の万人平等観と変更可能論を受け継ぎ、韓愈に至って儒教伝統に 則
り完成の域に達した性三品説をはっきりと放棄した。程伊川は「顔子所好何學論」（
『河南程氏文集』巻八
所収）の中で、
聖人可學而至歟。曰、然。……後人不達、以謂聖本生知、非學可至、而爲學之道遂失。（聖人は学び
もともと

て至るべきか。曰わく、「然り。……後人は達せず、聖は本々生まれながらに知りて、学びて至る可
おも

つい

きに非ずと謂うを以て、学の道の遂に失わるるを為す。」と。）
聖人は学問することによって到達できるのだろうか。答えて言う。「そのとおりだ。……後代の人
は道理に達せず、聖人とはもともと生まれながらに知る者のことで、学問によって到達できる者で
はないと考えた。そのために学問の道は失われてしまったのだ。」と。）
と述べる。また、朱子は『中庸章句』序の中で、
こ

かたち

人莫不有是形、故雖上智不能无人心。亦莫不有是性、故雖下愚不能无道心。（人には是の 形 有らざる
な

じんしん な

な

もの莫し、故に上智と雖も人心无きこと能わず。亦た是の性有らざるもの莫し、故に下愚と雖も道心无
きこと能わず。）
人間には誰にもこの身体が具わるので、上智の者にも人心がないはずはない。また誰にもこの本性
が具わるので、下愚の者にも道心がないはずはない。）
と述べる。
こうして、前漢中期～唐代の長期にわたって人々の心を縛ってきた性三品説は、ついに終焉の秋を迎え
たのである。
付

記

この原稿の初出は、以下の拙論である。

「性三品説的形成与発展」（劉岳兵訳、『新哲学』第六輯所収、大衆出版社、２００６）
「天下のなかの人間――性の思想の発生、性三品説の成立と展開」（溝口雄三・池田知久・小島毅共
著『中国思想史』（東京大学出版会、２００７）所収の第一章、二）。
今回の講演に当たって相当の補足・修正を施した。
注
【１】一九七三年に前漢、中山懐王劉脩の墓中から出土した、定州漢墓竹簡『論語』
（以下、定州『論語』
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と略称）は、現在までのところ抄写年代の最も古い『論語』の一つである。中国、河北省文物研究所
定州漢墓竹簡整理小組の編纂・出版した『定州漢墓竹簡

論語』（文物出版社、１９９７）の「定州

漢墓竹簡《論語》介紹」によれば、墓主人である中山懐王劉脩は、前漢、宣帝五鳳三年（紀元前５５）
に卆している。したがって、定州『論語』は宣帝五鳳三年（前５５）以前の抄本ということになる。
その定州『論語』陽貨篇には「子曰、生相近也、習相遠也。」とあって、通行本の「性」字を「生」
に作っているが、両者はテキストとして相異がない。
【２】定州『論語』雍也篇には「子曰、中人以上可語上也、中人以下不可語上也。」とある。通行本の二
つの「可」の「以」字が、定州『論語』にはないが、両者の文意に相異はないと思う。
【３】定州『論語』陽貨篇には、この一章は見えない。残欠したものと思われる。
【４】定州『論語』公冶長篇には、この一章は見えない。残欠したのであろうか。
【５】明治日本において儒教の近代的な研究を始めた、武内義雄の『易と中庸の研究』（『武内義雄全集』
第三巻所収、角川書店、１９７９）は、「中庸」を前半部分の中庸本書と後半部分の中庸説とに二分
し、前半は孔子の孫の子思の作、後半は秦代の子思学派の作とする。なお、前半でも第一章は例外的
に中庸説の錯簡と見る。これは従来の伝統的な解釈とは異なる新しい見解であって、その後も、
重沢俊郎『原始儒家思想と経学』（岩波書店、１９５０）
金谷治「中庸について」（
『金谷治中国思想論集』【中巻】所収、平河出版社、１９９７）
内山俊彦『中国古代思想史における自然認識』（創文社、１９８７）
などがこの武内説を襲っている。ただし、前半の中庸本書に関しては、武内は子思制作説という従来
の解釈を克服することができていない。
【６】新出土の馬王堆帛書『五行』に基づいて、戦国時代に子思・孟子学派という儒教の学派が存在した
という説を初めて本格的に唱えたのは、龐樸『帛書五行篇研究』（斉魯書社、１９８０）である。そ
の後、二十一世紀の今日まで、この龐樸説は中国・台湾・アメリカ・韓国を含む世界の学界を席巻す
るに至っている。龐樸「馬王堆帛書解開了思孟五行説古謎」（前掲の『帛書五行篇研究』所収）によ
れば、思孟学派の代表的な著作は『中庸』・『孟子』・『子思』・『五行』などであるが、彼は、『中庸』
すなわち『礼記』中庸篇を従来どおり戦国初期の子思の作と見なしている。筆者の考えでは、この説
は新出の『五行』や伝世の『孟子』・
「中庸」に対する文献学的・思想史的な分析が弱く、それ故十分
な説得力を持っていない。拙著『馬王堆漢墓帛書五行篇研究』（汲古書院、１９９３）の第一部、第
二章、第一節、四「龐樸「馬王堆帛書解開了思孟五行説古謎」の検討」を参照。
【７】注【５】所引の武内説に反対した代表的な著作としては、津田左右吉「「大学」の致知格物」（『津
田左右吉全集』第十八巻所収、岩波書店、１９６５）があり、本論文ではその成書年代を「前漢の後
半期もしくは末期の作である」と言う。また、
板野長八『中国古代における人間観の展開』（岩波書店、１９７２）
板野長八『儒教成立史の研究』（岩波書店、１９９５）
も武内説に批判的であって、「中庸篇は武帝時代の産物である『淮南子』・楽記篇・『韓詩外伝』とほ
ぼ同時代、または少し遅れた時代に作成されたもの」としている。これらの解釈は、「中庸」の文章
構成や思想内容の精密な分析、戦国・秦漢思想史の文献学的・思想史的な分析の上に提唱されており、
それ故説得力に富んでいる。筆者は基本的にこれらの説に賛成である。
【８】『論衡』本性篇において、王充は、陸賈の次の言葉を引用した上で論評を加えている（その論評に
ついては後述）。ただし、この文章は現在の『新語』のテキストには含まれておらず、その佚文であ
ると思われる。
りくか

陸賈曰、天地生人也、以禮義之性。人能察己所以受命則順。順之謂道。（陸賈曰わく、「天地の人を
生ずるや、礼義の性を以てす。人能く己の命を受くる所以を察すれば則ち順う。之に順う 之を道
と謂う。」と。）
りくか

陸賈が言った。「天地が人間を生ずる時、礼義などの善である性を賦与する。人間は自分が天地
から命を受けた根本（所以）を察することができるが、察することができれば善である性に従う。
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善である性に従うことを教えと言う。」と。
この文章には、中庸篇第一章の上二句「天命之謂性、率性之謂道。」（天の命ずる 之を性と謂い、性
に率う 之を道と謂う。）は、ほぼ同じ思想が含まれていると認めても差し支えないが、表現はまだ中
庸篇第一章ほどには整っていない。また、中庸篇第一章の最後の一句「脩道之謂敎」（道を脩むる 之
りくか

を教えと謂う）について述べれば、思想も表現もここには全然存在していない。前漢初期の陸賈の時
代にすでに「中庸」が成立していたとすれば、このような事態は起こりえないのではなかろうか。
かえ

【９】『荘子』繕性篇には、「復初」（初めに復る）という言葉が登場し、肯定的な評価を受けている。
とう ぐ

德又下衰、及唐虞始爲天下。……然後民始惑亂、无以反其性情、而復其初。
（徳又た下衰して、唐虞
わくらん

かえ

の始めて天下を為むるに及ぶ。……然る後民始めて惑乱し、以て其の性情に反りて、其の初めに復
る无し。）
ぎよう

しゆん

それから徳がさらに衰えて、とうとう 尭 ・ 舜 の両帝が天下を統治する局面を迎えた。……こう
なった後、人々はついに何が何だかすっかり分からなくなって、己の本性のあるがままに立ち返
ふつき

り、その最初の姿に復帰することができなくなってしまったのである。
【１０】「性命之情」という言葉の用例を『荘子』駢拇篇から一つだけ挙げておく。
吾所謂臧、非仁義之謂也、臧於其德而已矣。吾所謂臧者、非所謂仁義之謂也、任其性命之情而已矣。
わ

い

よ

い

とく

（吾が謂う所の臧しとは、仁義の謂いに非ざるなり、其の徳を臧しとするのみ。吾が謂う所の臧し
い

わ

せいめい

じよう

まか

とは、所謂ゆる仁義の謂いに非ざるなり、其の性命の 情 に任すのみ。）
私の言う善とは、仁義のことではなく、自然な持ち前を善と言っているのだ。私の言う善とは、
せいめい

いわゆる仁義のことではなく、自己の性命の自然な姿に任せることに他ならない。
【１１】『荀子』正論篇の中で展開されている、寡欲説への批判を参照。長くなるので、ここでは引用は
省略する。
【１２】戦国末期～前漢初期の思想界における荀子学派の思想や、荀子の影響を受けた儒者たちの思想に
ついては、内山俊彦『荀子』（講談社、１９９９）のⅢ章、２「諸子の時代の終末――荀子から荀子
以後へ」が手際よく略述している。
【１３】『荀子』の性悪説の分析については、以下の拙論を参照されたい。
池田知久「
『荀子』の性悪説――その本質と機能――」（上）（下）（高知大学国語国文学会『高知大
国文』第２号・第３号、１９７１・１９７２）
【１４】馬王堆帛書『五行』の「性」の思想については、拙著『馬王堆漢墓帛書五行篇研究』（前掲）の
第一部、第四節「
『馬王堆帛書五行篇』の作者とその学派」を参照。特に、
「草木の生（性）」が「生」
であり、「禽獣の生（性）」が「好悪」であるのと対比して、「人の生（性）」を「仁義を好む」ことで
あると見なす『五行』の思想が重要である（拙著『馬王堆漢墓帛書五行篇研究』（前掲）の第二部、
第二十三章説を参照）。
【１５】『淮南子』泰族篇は、前漢、武帝期初年までの儒家の「性」の思想を述べた篇である。その大枠
は、人間の「性」の内容を欲望・感情と把えて、戦国末期の荀子の性悪説を受け継ぐだけでなく、同
時に「道」に向かう可能性を持つものと把えて、戦国中期の孟子の性善説をも踏まえている。この問
題については、拙著『訳注『淮南子』』増補改訂版（講談社、２０１７）の巻第二十泰族、５５「聖
人が社会の制度を定めたやり方」を参照。
【１６】揚雄『法言』修身篇には、次のようにある。
人之性也、善惡混。修其善則爲善人、修其惡則爲惡人。氣也者、所以適善惡之馬也與。
（人の性は、
善悪混ず。其の善を修むれば則ち善人と為り、其の悪を修むれば則ち悪人と為る。気なる者は、善
悪に適く所以の馬なるか。）
人間の本性は、善と悪とが混ざっている。本性の中の善の部分を修業すれば善人となり、悪の部
分を修業すれば悪人となる。気というものは、善または悪に行くために乗る馬のような乗り物で
あろうか。
【１７】傅玄『傅子』戒言篇には、次のようにある。
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夫貪榮重利、常人之性也。上之所好、榮利存焉。故上好之、下必趣之。趣之不已、雖死亡不避也。
先王知人有好善尚德之性、而又貪榮而重利也。故貴其所尚、而抑其所貪。貴其所尚、則禮讓興。抑
むさぼ

ここ

其所貪、則廉恥存。（夫れ栄えを 貪 り利を重んずるは、常人の性なり。上の好む所は、栄利焉に存
これ

おもむ

や

す。故に上之を好めば、下必ず之に 趣 く。之に趣きて已まず、死亡すと雖も避けざるなり。先王
とうと

は人に善を好み徳を尚ぶの性有りて、又た栄えを貪りて利を重ずるを知るなり。故に其の 尚 ぶ所
おさ

れいじよう お

を貴びて、其の貪る所を抑う。其の尚ぶ所を貴べば、則ち礼 譲 興こる。其の貪る所を抑うれば、
れん ち

則ち廉恥存す。）
一体、栄誉を欲しがり利益を重んずるのは、通常の人間の本性である。そして、上位者の好むと
ころにこそ、栄誉・利益がある。だから、上位者がこれらを好むならば、下位者必ずそちらに向
かって行く。向かって行って止まらず、死んでもその害を避けようとはしないのである。古代の
聖王（先王）は、人間には善を好み徳を尚ぶ本性があると同時に、また栄誉を欲しがり利益を重
とうと

んずる性質もあることを知っていた。そこで、彼らの 尚 ぶ徳を貴んで、彼らの欲しがる利益を
抑えたのだ。彼らの尚ぶ徳を貴ぶならば、礼義・辞譲が盛んになり、彼らの欲しがる利益を抑え
るならば、廉恥の心が生き続けることになる。
【１８】『淮南子』泰族篇のこの部分の解釈については、拙著『訳注『淮南子』』増補改訂版（前掲）の巻
第二十泰族、５５「聖人が社会の制度を定めたやり方」を参照。また、この部分は、『韓詩外伝』巻
五にもほぼ同じ文章がある。
【１９】王符『潜夫論』徳化篇には、以下の文章がある。
聖帝明王、皆敦德化而薄威刑。德者所以修己也、威者所以治人也。上智與下愚之民少、而中庸之民
多。中民之生世也、猶鑠金之在鑪也。從篤〈範〉變化、惟冶所爲、方圓薄厚、隨鎔制爾。（聖帝・
明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳なる者は己を修むる所以なり、威なる者は人を治む
な

とか

る所以なり。上智と下愚の民は少なくして、中庸の民は多し。中民の世に生ずるは、猶お金を鑠す
ひどこ

いがた

いがた

ことの 鑪 に在るがごときなり。篤〈範〉に従いて変化し、惟だ冶の為す所のままに、方円薄厚、鎔
に随いて制せらるるのみ。）
聖帝・明王は、いずれも恩徳による教化を重視して、威厳による刑罰を軽視してきた。恩徳とい
うものは自己を修める方法であり、威厳というものは他人を治める手段である。この世の中には、
上智（智恵ある上のクラス）と下愚（愚昧な下のクラス）の人民は少ないが、中庸（両者の間の
ひどこ

中のクラス）の人民は多い。中民（中間の人間）がこの世に生きていく有様は、あたかも金属を 鑪
に入れ溶かすようなものである。溶けた金属が鋳型（篤〈範〉）の相異によって変化していく樣
いがた

子は、何でも鍛冶の親方のなすがままであって、四角や円形、薄型や厚型、みな鋳型（ 鎔 ）ど
おりに作られるのだ。
【２０】荀悦『申鑒』雑言下篇には、
或問天命人事。曰、有三品焉、上下不移、其中則人事存焉爾。命相近也、事相遠也、則吉凶殊也。
故曰、窮理盡性、以至於命。
（或るひと天命・人事を問う。曰わく、
「三品有り、上と下とは移らず、
ここ

こと

其の中は則ち人事 焉に存するのみ。命相い近く、事相い遠ければ、則ち吉凶 殊なるなり。故に曰
きわ

つ

わく、『理を窮め性を尽くして、以て命に至る。』」と。）
ある人が天命と人為について質問した。私は答えて言った。「人間の本性には三品（三つのクラ
ス）があり、上品の本性と下品の本性はどちらも変更することができない。ただ中品の本性だけ
が、人為の加えられる対象である。人間というものは、天命を賦与された本性は互いに近いけれ
ども、人為によって互いに遠くかけ離れてしまうので、最後には手にする吉凶は異なったものに
なる。そこで、『道理を十分に把握し、本性をどこまでも実現することによって、ついには天命
に到達するのだ。』と言うのである。」と。
という文章がある。また、『前漢紀』高后紀には、「荀悦曰」として、
人有不敎而自成者、待敎而自成者、無敎化則不成者、有加敎化而終身不可成者。故上智下愚不移、
至於中人、可上下者也。（人には教えずして自ら成る者、教えを待ちて自ら成る者、教化無ければ
- 35 -

則ち成らざる者、教化を加うること有るも終身成る可べからざる者有り。故に上智と下愚とは移ら
ず、中人に至りて、上下す可き者なり。）
人間の中には、教化を受けずに自分の力で善を完成する者、教化を受けることによって自力で善
を完成する者、教化がなければ善を完成することがない者、教化を外から加えても一生善を完成
することができない者、がいる。だから、上智（智恵ある上のクラス）の人と下愚（愚昧な下の
クラス）の人はどちらも変更ができず、ただ中人（中間のクラス）だけが、上がったり下がった
りすることができる者である。
という文章もあって、荀悦の性三品説を知る上で参照することができる。
【２１】皇侃『論語義疏』の性三品説で、上文で議論してきた雍也・陽貨両篇ではないものの一例として、
季氏篇における性三品説を挙げておく。当該個所の『論語』の経文は、以下のとおり。
孔子曰、生而知之者上也。學而知之者次也。困而學之又其次也。困而不學、民斯爲下矣。（孔子曰
くる

わく、「生まれながらにして之を知る者は上なり。学びて之を知る者は次なり。困しみて之を学ぶ
ものは又た其の次なり。困しむも学ばざるものは、民にして斯ち下と為す。」と。）
孔子が言った。「生まれついて物事を知っている者は上のクラスの人間である。学習によって物
事を知るようになる者は次のクラスの人間である。行きづまった後に学習するようになる者はさ
らにその次のクラスの人間である。行きづまった後になっても学習しようとしない者は、民衆で
あって、これが下のクラスの人間である。」と。
これは、皇侃以前には、性三品説を根拠づける経典として取り扱われることがなかった文章であり、
例えば、孔安国『論語訓解』も性三品説として解釈していない。皇侃に至って、新たに性三品説の経
典的な根拠に加えられるようになった文章である。このような例は、季氏篇のこの文章だけでなく『論
語義疏』の中に他にまだ含まれている。皇侃は季氏篇において以下のように論ずる。
此章勸學也、故先從聖人始也。若生而自有知識者、此明是上智聖人、故云上也。謂上賢也、上賢既
不生知、資學以滿分、故次生知者也。謂中賢以下也、本不好學、特以已有所用、於理困憤不通、故
憤而學之、此只次前上賢人也。謂下愚也、既不好學、而困又不學、此是下愚之民也、故云民斯爲下
よ

也。（此の章は学を勧むるなり、故に先ず聖人従り始むるなり。生まれながらにして自ら知識有る
これ

これ

者の若きは、此は是上智の聖人なるを明かにす、故に上と云うなり。上賢を謂うなり、上賢は既に
もと

生まれながら知るにあらず、学を資にして以て分を満たす、故に生まれながら知る者に次ぐなり。
た

おのれ

こんふん

中賢以下を謂うなり、本々学を好まず、特だ 己 に用うる所有れば、理に於いて困憤するも通ぜざ
いきどお

るを以て、故に 憤 りて之を学ぶ、此只だ前の上賢に次ぐの人なり。下愚を謂うなり、既に学を好
すなわ

まずして、困しみても又た学ばず、此は是下愚の民なり、故に民にして 斯 ち下と為すを云うなり。）
この章は学習を勧めており、だから論述を先ず聖人から開始するわけである。もし生まれつき自
然に知識を持っている者であれば、それは上智（智恵ある上のクラス）の聖人であることを明か
にしている。それ故孔子は「上」と言ったのである。上賢（上のクラスの賢人）のことを言って
おり、上賢は生まれつき物事を知っている者ではなく、学習に基づいて自己の本分を充実させて
いく。それ故生まれつき知っている者の次である。中賢（中のクラスの賢人）以下のことを言っ
ており、元来は学習を好まないが、ただ自分に役に立つところがある場合、道理の点で行きづま
り発憤するものの通じないために、それで発憤して学習を開始する。これは前の上賢の次の人間
であるに過ぎない。下愚（愚昧な下のクラス）のことを言っており、学習を好まないだけでなく、
行きづまっても学習しようとしない。これは下愚の民衆である。それ故孔子は「民衆であって、
これが下のクラスの人間である。」と言ったのである。
【２２】人間の「性」はどうあがいても変更できないものだとする思想の、『荘子』天運篇中にある比較
的古い例を一つだけ挙げておく。以下のとおり。
せい

か

性不可易、命不可變、時不可止、道不可壅。苟得於道、无自而不可、失焉者、无自而可。（性は易
べ

めい

か

とど

ふさ

いやしく

よ

う可からず、命は変う可からず、時は止む可からず、道は壅ぐ可からず。 苟 も道を得れば、自り
か

な

これ

て可ならざる无く、焉を失えば、自りて可なる无し。）
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物の生まれついた本性は変更することができず、その与えられた天命は改めることができない。
ふさ

移りゆく時の流れは引き止めることができず、万物の中に貫通する道は壅ぎ止めることができな
ことわり

い、これが真理というものだ。それ故、いやしくもこの道を把えていさえすれば、どんな場合で
も万事うまく運ぶが、この道に背いてしまうと、する事なす事一つとしてうまく行かないのだ。
【２３】人間の「性」は変更できないものだとする儒家思想の比較的古い一例を、『荀子』哀公篇から引
用しておく。以下のとおり。
孔子對曰、所謂士者、……。是故知不務多、務審其所知。言不務多、務審其所謂。行不務多、務審
其所由。故知既已知之矣、言既已謂之矣、行既已由之矣、則若性命肌膚之不可易也。故富貴不足以
い

わ

益也、卑賤不足以損也。如此則可謂士矣。（孔子対えて曰わく、「所謂ゆる士なる者は、……。是の
つまび

故に知は多きに務めずして、其の知る所を 審 らかにせんことに務む。言は多きに務めずして、其
よ

の謂う所を審らかにせんことに務む。行いは多きに務めずして、其の由る所を審らかにせんことに
す で

す

で

す

で

き

ふ

務む。故に知は既已に之を知り、言は既已に之を謂い、行いは既已に之に由れば、則ち性命・肌膚
の易う可べからざるが若きなり。故に富貴も以て益すに足らざるなり、卑賎も以て損するに足らざ
かく

るなり。此の如くなれば則ち士と謂う可し。」と。）
孔子が対えて言った。「いわゆる士というのは、……。したがって、知識については博識であろ
うとは務めないで、知っている点を深く掘り下げようと務める。言葉については多言であろうと
は務めないで、述べる点を深く掘り下げようと務める。行動については多事であろうとは務めな
いで、根拠とする点を掘り下げようと務める。だから、この人のすでに知った知識、すでに述べ
た言葉、すでに根拠に基づいた行動は、人間の性命や皮膚が変更できないのと同じように確固不
動のものになるのである。だから、この人に対しては、富貴にすると誘ってもやる気を起こさせ
ることができず、卑賎にすると脅しても意気阻喪させることができないのだ。このようであれば、
士と言うことができる。」と。
【２４】「周人世碩」は、『漢書』芸文志の儒家類に「世子二十一篇。名碩、陳人也。七十子之弟子。」（世
子二十一篇。名は碩、陳人なり。七十子の弟子なり。）とある、
「世子」のことであろう。この「世子」
は、一九七三年に出土した馬王堆漢墓帛書『五行』第二十章説に、その名と思想が登場して注目を浴
びるに至っている。拙著『馬王堆漢墓帛書五行篇研究』（前掲）の第二部、第二十章説、注（２０）
を参照。王充のこの部分の論述を信用するならば、戦国初期の孔子の孫弟子（世碩）の時代に、すで
に王充説に近い性三品説の原形ができていたことになるが、果たしてどうであろうか。
【２５】「気」の理論を持っていたにもかかわらず、王充は「中人の性」については、学習を通じて後天
的に変更することできるものと考えていた。『論衡』本性篇に次のようにある。
夫告子之言、謂人之性與水同也。……。人善因〈固〉善、惡亦因〈固〉惡。初稟天然之姿、受純壹
之質。故生而兆見、善惡可察。無分於善惡、可推移者、謂中人也。不善不惡、須敎成者也。故孔子
曰、中人以上可以語上也、中人以下不可以語上也。告子之以決水喩者、徒謂中人、不指極善極惡也。
孔子曰、性相近也、習相遠也。夫中人之性、在所習焉。習善而爲善、習惡而爲惡也。至於極善極惡、
非復在習。故孔子曰、惟上智與下愚不移。性有善不善、聖化賢敎、不能復移易也。孔子、道德之祖、
か

諸子之中最卓者也、而曰上智下愚不移。故知告子之言、未得實也。（夫の告子の言は、人の性は水
もと

と同じと謂うなり。……。人の善は因〈固〉より善なり、悪も亦た因〈固〉より悪なり。初めて天
う

じゆんいち

しるしあらわ

然の姿を稟け、 純 壹の質を受く。故に生まれながらにして 兆 見 れて、善悪 察す可し。善悪に分
ま

かるること無くして、推移す可き者は、中人を謂うなり。善ならず悪ならざるは、教えを須ちて成
ちゆうじん

うえ

る者なり。故に孔子曰わく、「 中 人以上には以て上を語る可きなり、中人以下には以て上を語る可
たと

た

からざるなり。」と。告子の水を決するを以て喩うる者は、徒だ中人を謂うのみにして、極善極悪
を指さざるなり。孔子曰わく、「性相い近きなり、習い相い遠きなり。」と。夫れ中人の性は、習う
所に在り。善を習えば善と為り、悪を習えば悪と為るなり。極善極悪に至りては、復た習いに在る
た

じよう ち

か

ぐ

に非ず。故に孔子曰わく、「惟だ 上 智と下愚とは移らず。」と。性に善と不善と有れば、聖化・賢
たか

じよう ち

教も、復た移易する能わざるなり。孔子は、道徳の祖にして、諸子の中の最も卓き者なり、而も「 上 智
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か ぐ

と下愚とは移らず。」と曰う。故に告子の言は、未だ実を得ざるを知るなり。）
あの告子の説は、人間の本性は水と同じようなものだと言っている。……。人間の善はもとから
の善であり、悪もまたもとからの悪である。この世に生まれた最初に自然の姿形を受け取り、純
粋の素質を受け取る。だから、生まれついた時に前兆が現れていて、将来の善悪が予想できるの
だ。最初から善悪に分かれておらず、変更することができるのは、中人のことを言うのである。
もとから善でなくもとから悪でない者は、教えを受けることによって完成していく者である。だ
から、孔子は言っている。「中以上の人に向かっては、上の世界のことを話すことはできるが、
中以下の人には、上の世界のことを話すことはできない。」と。告子が堤防を切って水を流すこ
とで人間の本性を比喩したのは、ただ中人のことを言ったに過ぎず、極善の人・極悪の人を指し
ているわけではない。孔子が「生まれついた素質は互いに近いが、学習によって互いに遠ざかる
ようになる。」と言うとおり、一体、中人の本性は、学習するところに懸かっている。善を学習
すれば善人となり、悪を学習すれば悪人となる。極善の人・極悪の人に至っては、学習によって
左右されることはない。だから、孔子は言う。「ただ最上の知者と最下の愚者だけは、もとのま
まで変化しない。」と。本性がもともと善の人ともともと悪（不善）の人がおり、たとえ聖人の
教化・賢人の訓育をもってしても、それらを変更することはできないのだ。孔子は、道徳の元祖
であって、諸子百家の中で最も高い存在であるが、その孔子でさえ「ただ最上の知者と最下の愚
者だけは、もとのままで変化しない。」と唱えている。だから、告子の説は、まだ実相を把えて
いないことが分かるのである。
【２６】王充の「中人の性」に対する「気」の理論の適用は、『論衡』にも明文がなく不明である。本文
で引用した『論衡』率性篇や【２５】で引用した本性篇などを総合して考えれば、「中人」は、本性
が「善悪に分かれない」その前提としての、「仁の気」と「勇の気」が厚くもなければ薄くもない状
態、あるいは「気」がまだ「厚薄・多少」に分かれない状態、を賦与されると考えていたのであろう
か。
【２７】近年、性三品説を論じた著書に渡邉義浩の『西晋「儒教国家」と貴族制』
（汲古書院、２０１０）
所収の第一章、第四節「九品中正制度と性三品説」がある。本書の第一節「性三品説の展開」と第四
節において渡邉は、筆者（池田）の所論を無断で借用しながら、自説を展開している。筆者の所論と
は、溝口雄三・池田知久・小島毅共著『中国思想史』（東京大学出版会、２００７）所収の第一章、
二「天下のなかの人間――性の思想の発生、性三品説の成立と展開」である。ただし、渡邉は筆者の
研究を正確に理解していないために、その第四節「九品中正制度と性三品説」では種々の誤解や誤読
を犯している。
おうがん

その一つが、王充の「気」の理論の性三品説における役割と、皇侃の「気」の理論の性三品説にお
ける役割との、異同についての理解である。両者の役割、すなわち性三品説の宿命論化には相異がな
く、皇侃が王充を受け継いで自説を展開していることは、本文ですでに述べた。ところが、渡邉は、
王充も性の善悪は人が生まれる時に父母から授かる「気」によるとしている。……王充は性が三
品のいずれになるのかは、全くの偶然であり、それはひとえに無心の天のなせるわざとしていた。
そこに家系や気の清濁を親から受け継ぐという考えはないのである。これに対して、皇侃は生ま
れながらの「気」により人の性が九品に分かれると考えている。
などと唱える。この文章中の、王充の「天」の理解については問題があるがそれは問わないとして、
王充の性三品説とその「気」の理論についての理解は、ほぼ正確と言ってよい。しかし、皇侃の性三
品説とその「気」の理論の役割についての理解は、誤っている。渡邉の解釈によれば、皇侃は、人が
生まれながらそれぞれの性が九品に分かれるのは、「家系」の相異によって「気の清濁を親から受け
継ぐ」からだと考えている、とのことである。渡邉はこの点に皇侃の性三品説が貴族社会の思想、
「貴
族の世襲制を正当化する理念」である証拠を見出したわけである。しかし、これは皇侃の性三品説に
対する初歩的な誤解である。と言うのは、皇侃の場合も、王充の場合と同じく、人の「気」は直接的
には父母から禀けるものの根本的には「天地」から禀け、かつその時、人がいかなる種類の「気」を
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禀けるかは全く偶然だと考えているからである。その際、皇侃は「清濁」という言葉を用いるけれど
も、それは彼が他の個所で「厚薄」「多少」と言っているのとほとんど違わない。ただ、皇侃の生き
ていた時代に「清流」「濁流」などの人品に関する議論が盛んであったために、そうした時代環境に
影響されて「気」について「清濁」を言ったまでのことである。他方、王充も、人が生まれる時、根
本的には「天地」から「気」を禀けるけれども、直接的には父母から禀けるのだとも述べている。そ
して、王充の場合、改めて論ずる必要もないであろうが、天地から「厚多の気」を受けるかそれとも
「薄少の気」を受けるかは、全くの偶然にゆだねられているのだ。ちなみに、実は王充も「性」に関
して「清濁」に言及している（『論衡』非韓篇を参照）。
【２８】「性」を構成する要素を「仁・礼・信・義・智」の五常と結びつけるのは、上引の『漢書』刑法
志の次の文である。
すがた

に

夫人宵天地之傭、懷五常之性、聰明精粹、有生之最靈者也。
（夫れ人は天地の 傭 （貌）に宵（肖）、
せいすい

ゆうせい

れい

五常の性を懐き、聡明精粋にして、有生の最も霊ある者なり。）
その「五常」は、顔師古が注するとおり「仁・義・礼・智・信」を指す。なお、『漢書』五行志は、
五行災異説を踏まえて、木・火・土・金・水の五行に関して「性」を言い、その「性」に道徳的な意
味を含めて考えており、『漢書』翼奉伝の翼奉の言説の中にもほぼ同じ思想が現れている。
【２９】翼奉の「性と情」の関係の議論とは、例えば、『漢書』翼奉伝に以下のようにある。
故曰、察其所繇、省其進退、參之六合五行、則可以見人性、知人情。難用外察、從中甚明。故詩之
爲學、情性而已。五性不相害、六情更興廢。觀性以曆、觀情以律、明主所宜獨用、難與二人共也。
よ

み

（故に曰わく、「其の繇る所を察し、其の進退を省、之を六合・五行に参ずれば、則ち以て人の性
もつ

よ

を見、人の情を知る可し。」と。用て外察し難きも、中従りすれば甚だ明らかなり。故に『詩』の
た

こもごも

学為るは、情性あればのみ。五性相い害なわず、六情更々興廃す。性を観るに暦を以てし、情を観
る律を以てするは、明主の宜しく独り用うべき所にして、二人と共にし難きなり。）
それ故、次のように言う。「その人が何に基づいているかを観察し、その人の進退のし方を省察
し、それらを六合・五行と合わせて考えれば、人の性を見ることができ、人の情を知ることがで
きる。」と。外面から観察することが難しくても、内面から見れば甚だ明瞭である。それ故、『詩
経』が学問となりうるのは、そこに情と性があるからに他ならない。五性は互いに害ないあうこ
ともなく、六情は代わる代わる興ったり廃れたりする。その時、五性を観察するには暦（十干）
を用い、六情を観察するには十二律を用いるが、それは君主が独りで用いるべきものであって、
臣下と二人で共用しがたいところである。）
このように、翼奉の「性」と「情」は、五性（肝静仁・心躁礼・脾力信・肺堅義・腎智敬の五行）と
六情（廉貞・寛大・公正・姦邪・陰賊・貪狼）であり（張晏と晋灼の注に基づく）、この両者の絡み
あいである。
【３０】上引の渡邉義浩の三「九品中正制度と皇侃の性三品説」（前掲書所収）は、筆者（池田）の所論
を無断借用しつつ自説を展開する。しかし、渡邉は筆者の旧論を正確に理解していないために、ここ
でも不正確な理解または誤解に陥っている。事柄の焦点は、筆者の旧論「天下のなかの人間――性の
思想の発生、性三品説の成立と展開」（前引）が指摘しているとおり、あくまで人間の「性」の問題
である。ところが、渡邉は仏教・道教の「性」については言及せず、「とりわけ、仏教の平等性は、
差別を基底に置く儒教にとって脅威であった。」のように、仏教の社会における万人平等の主張を一
般的に述べるだけで終わっている。仏教の社会における万人平等の主張というこうした一般論であれ
ば、何も今さら改めて指摘する必要はあるまい。すでにインドの原始仏教以来ずっとそうであったこ
とが、例えば、中村元『原始仏教の社会思想』（春秋社、１９９３）所収の第二章「人間の平等性」
などによって詳細に論じられ、中国仏教もその例外でないことが広く知られている。韓愈が今日の議
論が仏老を雑えていると非難したのは、このような一般的な意味においてではなく、あくまで人の
「性」についてのことなのである。
【３１】筆者は二「天下のなかの人間――性の思想の発生、性三品説の成立と展開」の中で韓愈「原性」
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を分析した時、田中の前掲論文を読んでおりそれから多くの啓示を受けていた。それ故、拙論の〖参
照した文献〗に田中の当該論文を挙げたのである。ただし、前掲の共著『中国思想史』では、筆者は
この事実を注記しなかった。そのために渡邉の上述のような安易な無断借用を惹起してしまったわけ
で、この点は田中氏と読者にお詫びしたい。ただし、前掲の『中国思想史』は、大学の一般教育で使
用する教科書という性格づけと、それに出版元の東大出版会の強い意向もあって、全篇にわたって一
切注釈をつけないという方針を採った。この点、ご諒解いただきたい。
【３２】常磐大定『仏性の研究』（国書刊行会、１９７３）の中篇「支那に於ける仏性問題」を参照。本
書によれば、インド・中国においてもまた日本においても、仏性論を「一切衆生、悉有仏性。」（一切
の衆生に、悉く仏性有り。）で代表させて、そこに「性」の万人平等観と変更可能論を見るという理
解では、仏性論の多様性を一つに絞りこみ過ぎており、複雑な全体を単純化し過ぎている。
【３３】本書は『高崎直道著作集』第六巻である。本書所収の第一部、第二章「如来蔵・仏性思想」、そ
の八「如来蔵と仏性――中国・日本における展開」、及び第四章「如来蔵思想の展開」、その四「中国
における如来蔵思想の伝承」を参照。
【３４】本書は『シリーズ大乗仏教』第八巻である。本書所収の下田正弘「如来蔵・仏性思想のあらたな
理解に向けて」（第一章）、幅田裕美「仏性の宣言――涅槃経」（第三章）、藤井教公「涅槃経と東アジ
ア世界」（第七章）を参照。
【３５】『荘子』知北遊篇の本章の詳しい解釈については、拙著『荘子（下）全訳注』知北遊第二十二を
参照。
ぶつろう

【３６】この種の取り組みは、実際には宋代以前の唐代に開始されている。上述のとおり、韓愈は「仏老
を雑えて」人間の「性」を論じたために、その内容が孔子（儒教）の性三品説とは異なったものにな
っているとして、同時代までの「性」の諸思想を非難した。非難されたものの中の一つとして、田中
りこう

は李翺（７７２～８４１）の『復性書』の「性」における万人平等論を挙げるが、これは有意義な指
摘である。同時にまた、性三品説の行きづまりを克服するための、宋代以前に開始された先駆的な取
り組みとして、高く評価すべきであると考える。――この点も田中がすでに指摘している。ここで、
詳しく李翺の人性論を追究することはできないが、重要な内容だけを引用すれば、以下のとおり。
人之所以爲聖人者、性也。人之所以惑其性者、情也。喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲七者、皆情之所
爲也。情既昏、性斯匿矣。……性者、天之命也、聖人得之而不惑者也。情者、性之動也、百姓溺之
而不能知其本者也。聖人者、豈其無情邪。聖人者、寂然不動、不往而到、不言而神、不燿而光、制
作參乎天地、変化合乎陰陽。雖有情也、未嘗有情也。然則百姓者、豈其無性者邪。百姓之性與聖人
ゆえん

之性弗差也。雖然、情之所昏、交相攻伐、未始有窮、故雖終身而不自覩其性焉。
（人の聖人と為る所以
く

の者は、性なり。人の其の性を惑わす所以の者は、情なり。喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲の七者は、
くら

すなわ

かく

皆な情の為す所なり。情既に昏ければ、性 斯 ち匿れん。……性なる者は、天の命なり、聖人は之
おぼ

を得て惑わざる者なり。情なる者は、性の動きなり、百姓は之に溺れて其の本を知る能わざる者な
あに

り。聖人なる者は、豈に其れ情無からんや。聖人なる者は、寂然として動かず、往かずして到り、
しん

かがや

いえど

言わずして神に、 燿 かせずして光り、制作は天地に参じ、変化は陰陽に合す。情有りと 雖 も、未
かつ

あに

だ嘗て情有らざるなり。然らば則ち百姓なる者は、豈に其れ性無き者ならんや。百姓の性は聖人の
たが

いえど

くら

こもごも

性と差わざるなり。然りと 雖 も、情の昏くする所は、交々相い攻伐し、未だ始めより窮まり有ら
み

ず、故に身を終うと雖も自ら其の性を覩ざるなり。）
人間が聖人となりうる原因は、性である。また、人間においてその性を惑わす原因は、情である。
く

喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲の七つは、いずれも情が起こすものである。情が暗くなると、性は
隠れてしまうのだ。……性というものは、天の与える命であり、聖人はこれを受けて惑わない者
である。情というものは、そうした性の動きであり、百姓はこのために惑って、根本である性を
知りえなくなってしまう。聖人にも情は具わっているが、聖人という存在は、ひっそりとして動
かず、ことさら出かけて行かなくても到着し、意識的に口で言わなくても霊妙であり、わざわざ
華美に飾らなくても光り輝き、事業を行えば天地の化育の働きにも参加し、行動の変化は陰陽の
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気と軌を一にもする。それ故、情があるのは確かだけれども、決して情としては働かないのであ
る。して見ると、百姓にも性は具わっており、百姓の性は聖人の性と異ならない。にもかかわら
く

ず、百姓の場合は、情が起こって内面を暗くした結果、喜・怒・哀・懼などが互いにせめぎ合い、
おのれ

どこまでいっても果てしがなく、だから一生を終えるまで 己 の性を視ることができないのだ。
りこう

たが

このように、李翺は「百姓之性與聖人之性弗差也。」（百姓の性は聖人の性と差わざるなり。）と明
言して、師である韓愈の性三品説に真っ向から反対した。李翺のこうした思想革新に仏教からの影
響があることは、諸家の指摘するとおりであろう。ちなみに、中国の研究、例えば、
侯外盧主編『中国思想通史』第四巻（上）（人民出版社、１９５９）の第六章、第四節「李翺唯
心主義思想及其実際応用」
馮友蘭『中国哲学史新編』第四冊（人民出版社、１９８６）の第四十八章、第二節「韓愈・李翺
在過渡時期的貢献」
などは、李翺のこのような「性」の万人平等観にあまり高い評価を与えないが、筆者には適当とは
思われない。やはり、田中の上引論文のように「性」の思想史的展開の上で、高く評価すべきでは
なかろうか。
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ෆእയࡸ㡰㏫ࠊ㑅⤒㑅✰୍ᐃࡢኚࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊභ㒊ᐃデࡀ➨୍ࡢデᐹἲ࡛࠶ࡿࡇኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ

ϩ㸬භ㒊ᐃ⬦デࢆ࠺デࡿ
㸯㸧⾲㸦ⶶᗓ㸧࠸࠺どⅬࡢ᭷↓
ᒸ㒊⣔
㸦㸯㸧භ㒊ᐃ⬦デࡢ⬦
ᑍཱྀ㒊㸦ᶨ㦵ⱼ≧✺㉳㏆㸧ࢆୖ୰ୗࡢ୕㒊ศࡅᑍ㛵ᑻࡋࠊᕥྑභ㒊ࢆࡉࡽ㝜㝧ศࡅ࡚ࠊỿ
࡛㝜⤒㸦⮚㸧ࢆࠊᾋ࡛㝧⤒㸦⭊㸧ࢆఛ࠺ࠋ
⬦デࡼࡗ࡚⤒⤡ࡢኚືࢆデࡿࡀࠊኚືࢆࠕ⤒⤡ࡢᐇࠖᐃࡵࠊᐇࡢࠕᕪࠖࢆデࡿ⾜Ⅽࡣࠊᒸ㒊
⣲㐨ࡽࡢ╔࠸࠼ࡿࠋᐇࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡛⬦デලయᛶࡀಖࡓࢀࠊ⾲ࡢ⬦≧ពࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ
භ㒊ᐃ⬦デࡢྡ⛠ࡣ⤒⤡⒪➨୍ୡ௦ࡢ㐀ㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ⬦᭷୕㒊ࠊ㒊᭷ᅄ⥂ࠖࠗ
㸦 㞴⤒࠘༑ඵ㞴㸧ࢆ
᰿ᣐࡍࡿᮏ᮶ⓗព⩏࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤒⤡ࡢኚືࢆデࡓୖ࡛⤒⤡⮚⭊ࢆศࡅࡎ⾜ⓗ㐠⏝
ࡍࡿࡼࡗ࡚ࠊ⮚ࡢኚືࢆุ᩿ࡍࡿ⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧⬦デࡢࣞ࣋ࣝ
ᇶ♏⦅࡛ࡣࠊ⬦デࡘ࠸࡚ձ⬦ᕪデࠊղ♽⬦デࠊճ⬦≧デࠊմ⬦⬦≧デࡢᅄ✀ࢆ㏙͐
͐ึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝࡣᅄ㝜⤒ࡢࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࠊ⾲࡛࠶ࡿ㝧⤒࠾ࡼࡧ⭊ࡢሗࢆᢅࢃ࡞࠸ࠋ
୍᪉࡛ࠊᅄ㝜⤒ࡢ௨እࡢሗࢆၥࢃ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠊᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ࡛ࡣド⬦ࡢ㛵ಀࡀၥࢃࢀࡿࢃ
ࡅ࡛ࠊ⬦యࢆデࡿࠕ༑⤒ࡢᐇࠖࢆᢕᥱࡍࡿጼໃࢆၥࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࢆ⿵࠺どⅬ࡛♽⬦デ
࠾ࡼࡧ⬦≧デࡀᚲ㡲࡞ࡿࠋ⤖ᯝࠊྛ⬦࡛♽⬦ࠊ⬦≧ࢆၥ࠺⬦⬦≧デࣞ࣋ࣝࢆୖࡆ࡚࠸ࡃᚲせ㏕
ࡽࢀࡿࠋ

  

㤳⸨ബ᫂ࡢࠗ⤒⤡⒪ࡢࡍࡍࡵ࠘㸦ᖺࠊ௨ୗࠊࠗࡍࡍࡵ࠘㸧ࡳࡿࠕ⚾ࡢ⬦デἲࠖࡣࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾ
ࡢᅔ㞴ࡉࠊ▩┪Ⅼࢆࡼࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ͐
͐භ㒊ᐃ⬦デࡢᬑཬၨⵚ୍ᐃࡢຠᯝࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ⬦⬦≧デ⮳ࡿ㐣⛬࡛ᢅ࠺ሗ㔞ࡀቑࡋ࡚࠸ࡃ
ᵓ㐀ࡀࠊࡗ࡚⬦デ⩦ᚓࢆ㞴ࡋࡃ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶᛮ࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢ≧ἣࢆࡲࡵࡿࠊᅄ㝜
⤒ࡢࢆᑐ㇟⬦ᕪデࢆ⾜࠺ࡇ
࡛ึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ⩦ᚓࡣᐜ᫆࡞ࡿ
ࡀࠊ⬦⬦≧デࢆ⾜࠺ࡓࡵᬻ
ሗࡀቑ࠼࡚࠸ࡃᵓ㐀ࡀࠊࡗ࡚
⬦デ⩦ᚓ⮫ᗋᐇ㊶ࢆᅔ㞴ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡇࡢ≧ἣࢆゎỴࡍࡿ
ࡓࡵࡢᇶ♏⦅࡛࠶ࡿࠋ
ୖ⣔
㝧⬦࣭㝜⬦༊ูࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣྲྀࡽ࡞࠸ࠋᕥྑᑍ㛵ᑻࡢᾋỿࢃࡽࡎࠊ༢⣧ᕥྑࡢẚ㍑㸦┦ᑐⓗ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡞ᐇ㸧ࡼࡾ㝜⤒ࡢᐇࡢࡳุᐃࡍࡿࠋ㝧⤒ࡢᐇࡣࠊ㝜⤒ࢆ㞳ࢀ࡚༢⊂ุᐃࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

㸰㸧ㆇỴᐃࡢ᪉ἲ
ձㆇỴᐃ㹼ㆇ࣭ᐇㆇࡢỴࡵ᪉㸦භ㒊ࡢᙉᙅ⤒⤡ࡢᐇㆇࡢ㛵ಀ㸧
ᒸ㒊⣔
ドࢆỴᐃࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ⬦デࡣࠕᅄ㝜⤒ࡢࠖࡼࡗ࡚ᇶᮏドࢆᑟࡃࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ⬦ᕪ
デࡼࡗ࡚ࠕᅄ㝜⤒ࡢࠖࢆデࡿࡢࠊࠕ༑⤒ࡢᐇࠖࢆデࡿࡢࡼࡗ࡚භ㒊ࡢ㛵ಀ㐪࠸ࡀฟ࡚
ࡃࡿࠋ
㸦㸯㸧⬦ᕪデࠕᅄ㝜⤒ࡢࠖ
ᇶᮏド㸦⒪ド㸧ࢆᑟࡃࡓࡵ⫵⤒ࠊ⭁⤒ࠊ⫢⤒ࠊ⭈⤒ࡢࠕᅄ㝜⤒ࡢࠖࢆุูࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊỿ
㸦㝜⤒࣭⮚㸧ࡢࢆุูࡍࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗᾋ㸦㝧⤒࣭⭊㸧ࡢ⬦≧ࢆၥࢃ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ
͐ᇶᮏドࡀᅄド࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡘ࠸࡚᫂☜࡞⟅࠼ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᒸ㒊⣲㐨ࡣࠗ㙀⅍⤒⤡⒪࠘
࠾࠸࡚ࠊ୍⤒ࡢྲྀ✰ࠊ⤒ࡢྲྀ✰ࠊ୕⤒ࡢྲྀ✰ࠊᅄ⤒ࡢྲྀ✰ࡋ࡚ドࣞ࣋ࣝࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⤒
ࢃࡓࡿ⒪ࡀከ࠸ࠖࠗ
㸦 ⤒⤡࠘3㸧㏙ࠊࡇࢀࢆࠗࡍࡍࡵ࠘ࡶᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ๓㏙ࡢᩍ⫱ࣞ
࣋ࣝࡢၥ㢟ࡶ⪃៖ࡋࡓ㹼ᖺ௦⤒⤡⒪ࡢࢺࣞࣥࢻ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᒸ㒊ࡣࠗ⤒⤡࠘࠾࠸࡚ᚰドࢆ᫂♧ࡋࡘࡘࠊࠗ┿㧊࡛࠘ࡣࠊࠕⅆ⤒ࡢ㸦␎㸧ドࡣ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ᚑ᮶ࠊࡇࡢၥ㢟ࡣ㑊ࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ⫢ᚰࡢ࠸࠺ࡢࡣ⌧ᐇ࠶ࡿࠖ㏙࡚ᚤጁ࡞❧ሙࢆ
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㝧⤒ࡢሙྜࡣ⤒ࢃࡓࡽࡎ୍⤒࡛㈇ࡍࡿࡢࡀ࠸࠸࠾ࡶ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᐇࡢࡁࡣࠊ
୍⤒⩏ࡋ࡚ാࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋドࡣ⤒ᙳ㡪ࡋ࡚⤒࣭୕⤒࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ከᑡࡢ㔜ࡳ
ࢆ༊ูࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋࠖ㸦┿㧊3㸧㏙ࠊࡇࡢ㡭ࡽࢇࡢドࢆࠕドࠖྲྀࡗ࡚
࠸ࡿࡇࠊ㝧⤒࠾ࡼࡧᐇドࢆ୍⤒ྲྀࡿࡇࡣࠊḟ㡯ࡢ༑⤒ࡢᐇ࠶ࢃࡏ࡚⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧⬦ᕪデࠕ༑⤒ࡢᐇࠖ
භ㒊ᐃ⬦デࡢᡂ❧ࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊࠕ༑⤒ࡢᐇࠖࢆデࡿ⬦ᕪデࡀࠕᅄ㝜⤒ࡢࠖ⬦デࢆඛ⾜ࡍࡿࠋ
ᖺ௦ࡢ⤒⤡⒪ᡂ❧ᮇࡣࠊᰗ㇂㛛ୗࡣ༑⤒ࡢᐇࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠕ㝜࡛ᙅࠎࡋ࠸ࠖ
ࠕ㝧࡛⊛ࠎࡋ࠸ࠖ⤌ྜࡏࢆ㔜どࡋࡓࠊ㝜⤒ࡀࡏࡤ㝧⤒ࡀᐇࡍࡿ㛵ಀࠊࡶࡋࡃࡣ㝜⤒ࡀࡏࡤ㝧⤒ࡶࡍ
㛵ಀࡋ࡚ࠊ㝜㝧ࡢ┦㛵ࢆ㔜どࡋࡓ㝜㝧ศ㸦㝧ᐇ㸫㝜㸧ࡀ⌮ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

  

ᖺ௦࡞ࡿࠊྛேࡢ⮫ᗋ࠶ࢃࡏ࡚⤒⤡⒪ࡀኚࡋࡓ᥎ᐹࡋࠊࡲࡓ⤒⤡⒪ࢆᏛࡧࡓ࠸⪅ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊᴗᅋάືࡸᩍ⫱࠾࠸࡚⤒⤡⒪ࢆᢅ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊ⪃࠼ኚࡀࡳࡽࢀࡿࠋ≉ᒸ
㒊⣲㐨ࡢ⤒⤡ほࡀ⡆౽ྥࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡳ࠼ࡿࠋ
ᖺ௦ࡣ➨ᅇ⤒⤡⒪ኟᮇㅮ⩦ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ⬦デࢆᒸ㒊ࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡛⬦≧デࡼࡾࡶ♽⬦
デ㸦ᾋỿ㐜ᩘ㸩ᐇ㸧ࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ᖺ௦ࡣࠊභ㒊࡛♽⬦㸦ᾋỿ㐜ᩘᐇ㸧ࢆデࡿࠕ⬦♽⬦デࠖࢆ᥎ዡࠋᒸ㒊ࡢࠕࢇࡀドࠖ
ࡢドほࡼࡗ࡚ࠕ⤒ࢃࡓࡿࠖࢆドࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㝜ࡢࡀ࠶ࢀࡤᚲࡎ㝧ࡢᐇࡀ࠶
ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࠖࡋ࡚ࠊ㝜㝧ᐇࡢ⌮ほࡀ㝜㝧ศࡽ㝜㝧ᅄศ㸦㝧ᐇࠊ㝧ࠊ㝜ᐇࠊ㝜㸧ࡢ⌮
ほ㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜึࠊ༑⤒ᐇࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࠊᇶᮏド㸦⫢ドࠊ⭁ドࠊ⫵ドࠊ⭈ド㸧㞟⣙ࡍࡿ㐣⛬
࡛ࠊ㝧⤒ࡢኚືᐇド㛵ࡋ࡚ࡣࡑࡢࡢ୍⤒ࡢኚືࢆデࡿࡼ࠺ኚࡋ࡚࠸ࡗࡓ᥎ᐹࡍࡿࠋ㝧⤒ࡣ
ッࡍࡿドࡢ㛵ಀࢆᣦࡍࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐇドࡣࠕඛࢆ⿵࠸↛ࡿᚋᐇࢆ№ࡍࠖ㸦භ༑
㞴㸧ࢆ᰿ᣐᐇ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᚲࡎࢆᑟࡃࡓࡵドࡢࡢ୍⤒ࢆᑐ㇟ࡍࡿ࠸࠺ពゎࡍࡿࠋ
ୖ⣔
᭱ึ⤯ᑐⓗ࡞ᐇࡼࡾㆇᐇㆇࡢุᐃࢆ⾜࠺ࠋḟ࠸࡛ࠊㆇ㸦⬦㸧࡛࠶ࢀࡤ㝜⤒ㆇࢆࠊᐇㆇ
㸦ᐇ⬦㸧࡛࠶ࢀࡤ㝧⤒ᐇㆇ࣭㝜⤒ᐇㆇࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ
⤯ᑐⓗ࡞⬦

Ѝ

㝜⤒ㆇ㸦⫢⤒ㆇࠊᚰໟ⤒ㆇࠊ⭁⤒ㆇࠊ⫵⤒ㆇࠊ⭈⤒ㆇ㸧

⤯ᑐⓗ࡞ᐇ⬦

Ѝ

㝧⤒ᐇㆇ㸦⫵⭠ᐇㆇࠊ⭁⫶ᐇㆇ㸧
ࠊ㝜⤒ᐇㆇ㸦⫵⫢ᐇㆇ㸧

ࠊࠊࠊ
ㆇࡢㆇỴᐃࡣࠊᑍ㛵ᑻ㸦ࡰᑍ㛵ࡢࡳ㸧ࡢ┦ᑐⓗᐇ㸦ᕥྑᕪ㸧ࡢ⾜ⓗฎ⌮ࡼࡾ⾜࠺ࡇࢆᇶᮏ
ࡍࡿ㸦➨ἲࠊἲ㸧ࠋ

ࠊࠊࠊ
ᐇㆇࡣࠊྛ㒊ࡢ㝜㝧ࡢ┦ᑐⓗᐇ㸦㝜㝧ᕪ㸧ࡼࡾ⾜࠺㸦➨ἲ㸧ࠋ㝧⤒ᐇㆇࡣ᭱ࡶ㝜ᙅ㝧ᙉࡢ㝧

ࢆࠊ㝜⤒ᐇㆇࡣ᭱ࡶ㝧ᙅ㝜ᙉࡢ㝜ࢆࡑࡢㆇࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊㆇࡣᙉ࠸㒊ࡽࠊᐇㆇࡣᙅ࠸㒊ࡽ
᥎ᐃࡍࡿࠋ
㹟㸧ࠑᙉᙅࠒᇶ࡙ࡃㆇࡢ᮲௳
භ㒊ᐃ⬦デࡢㆇỴᐃࡣ㝜㝧⾜ⓗ࡞㛵ಀࡀ᰿ᣐ࡞ࡿࠋࡑࡢ᮲௳ࡣࠊࠓභ㒊ࡢᐇࡽࠊ⾜ࡢ┦
⏕๑ࡼࡿࠑᙉᙅࠒࡢ୕ゅ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࠊᙅࡢ㝜⤒ࡀㆇ࡞ࡿࠔ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡗ࡚ࠊᚲࡎࡋࡶ᭱ᙅ㒊ࡀㆇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㹠㸧ᙉᙅ㒊ࡢỴᐃἲ
㹙➨ἲ㹛ᣲᣨࢆ㏻ࡋ࡚ᕥྑྛ㒊ࡢᙉࡃゐࢀࡿࡇࢁྠኈࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ⬦ࡸ⬦≧ࡣၥ㢟ࡋ࡞࠸㸦ᾋ
ỿࡸࡀᕥྑ࡛㐪ࡗ࡚ࡶ㛵ಀ↓ࡃࠊデࡿ㒊ࡣࡇ࡛ࡶࡼ࠸㸧ࠋ
㹙➨ἲ㹛ඛࡎ⬦ࢆᢲࡋࡘࡪࡋࠊᚎࠎᾋࠊ᭱ึฟࡓ㒊ࢆ᭱ᙉ㒊ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㝜ࢆデࡿ
࠸࠺ព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㹙➨ἲ㹛㝜㝧㸦ᾋỿ㸧ࡢẚ㍑ࡼࡾᕪࡀ᭱ࡶࡁ࠸㒊ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
➨ࠊἲࡀ᭱ᙉ㒊ࡽ⾜ⓗỴᐃࡉࢀࠊ㝜⤒ㆇࡢุᐃ⏝࠸ࡿࠋ➨ἲࡣ㝜㝧ⓗ࡞ẚ㍑࡛࠶ࡾࠊ
㝜㝧⤒ᐇㆇࡢุᐃ⏝࠸ࡿࠋ
㹡㸧ㆇỴᐃࡢࣃࢱ࣮ࣥ
ྂ㙀⅍◊✲࠾࠸࡚ࠊᖺࡽᩘᖺࡢ㛫ࠊ⠛ཎᏕᕷࡢᥦ㐍⾜ࡼࡾࠊභ㒊ᐃ⬦デࡢㆇỴ
ᐃἲࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᇶᮏࡢㆇࡽࣃࢱ࣮ࣥࡢㆇỴᐃἲ㸦⫢ἲࠊᚰໟἲࠊ⭁ἲࠊ⫵
ἲࠊ⭈ἲ㸧ࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣ᪥ᮏ㙀⅍◊✲ࡢㆇỴᐃἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  

ղドỴᐃ㹼㝜⤒࣭㝧⤒ࡢỴࡵ᪉
ᒸ㒊⣔
➹⪅ࡣࠊ㐣ཤᖺ௨㝆ࡢࠗ་㐨ࡢ᪥ᮏ࠘ㄅࠕ⤒⤡⒪ᗙㄯࠖ㸦௨ୗࠊᗙㄯ㸧࠾ࡅࡿཧຍ⪅
ࡢ⤒⤡ほ⒪ほࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸦⾲㸧
ࠋ
⾲

ᗙㄯࡢ⤒⤡ほドỴᐃ᪉ἲ

䐟⤒⤡䜢ᐇ㝿䛾ᡭᛂ䛘䛸䛧䛶䛂༢⣧䛃䛧䛶ᤊ䛘䜛❧ሙ䠉ᒸ㒊⣲㐨
䐠⤒⤡䜢ᅉ⌮ド䛺䛹䛸ᑐẚ䛧䛶ᵝ䚻䛺䝺䝧䝹䛷䛂ከᒙ䛃䛧䛶ᤊ䛘䜛❧ሙ䠉ୖᜨ⌮䚸ᮏ㛫⚈ⓑ
䐡䝒䝪䜢ຍ⟬ⓗ䛻ቑ䜔䛧䛶⒪䜢⾜䛖䛂ከᩘ✰⒪䛃䠉ⱂἑຓ
䐢䝒䝪䛸䝒䝪䜢⤖䜃䛴䛡ῶ⟬ⓗ䛻䚸䛛䛴᭱䜒ຠᯝ䛾䛒䜛䝒䝪䜢㑅䜆ഴྥ䛻䛒䜛䛂ᑡᩘ✰⒪䛃䠉㛫୰႐㞝
ⱂἑຓࡢ㏙ࡿ⤒⤡ほࡣ⟃Ἴ
Ꮫ⌮⒪⛉࠾ࡅࡿࠕ⤒⤡ࢆ⏝࠸࡞࠸
ࡇ࡛ࢶ࣎ᩘࡶከࡃ࡞ࡾࡀࡕࠖ࡞ど
ぬ㞀ᐖ⪅ࡢ⒪ࡘ࠸࡚㏙ࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤒⤡⒪࡛ࡣ࡞࠸ࠋ≉
ᒸ㒊ୖࡢ౯್ほࡣྠࡌ⤒⤡⒪
࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࡞ࡾࡢ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤒⤡ほࢆ⦪㍈ࠊ⒪
ほࢆᶓ㍈ᑐẚࡉࡏࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ
ᮏ㛫⚈ⓑࡣࠊドỴᐃࡘ࠸࡚ࠕ
ࡀ୍⤒Ṇࡲࡿࡣࡑࡢ⤒ࡢᐇ
ࡼࡗ࡚ࡓࡔࡕドᐃࡵࡿࡀฟ
᮶ࡿࡀࠊ⤒࠶ࡿ࠸ࡣᩘ⤒ࢃࡓࡿ
ࡁࡣࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀࡢ⤒ドࢆ
ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠗ
㸦 ㄡࡶࢃ
ࡿ⤒⤡⒪ㅮヰ࠘௨ୗࠊࠗㅮヰ࠘3
㸧㏙ࠊࡉࡽ⤒௨ୖࡢᐇࡀ࠶ࡿሙྜࠊ㝜㝧㸦⾲㸧ࡢᐇࡀ┦ࡍࡿሙྜࠊᑐ⤒ⓗ
ᐇࡀ┦ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᗙㄯ࠾࠸࡚ࡶドỴᐃ㛵ࡋ࡚」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࢆᥦ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᒸ㒊ࡣ⬦デྠᵝษ⤒㔜どࡢጼໃࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋᖺ௦ࠊデࡘ࠸࡚ࠕኚືࡢ࠶ࡿ⤒
⤡ᛂࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡶࡢ࡛㸦␎㸧ࡓ࠼ࡤ⫢⤒ኚືࡢ࠶ࡿࡁࡣ⫢⤒ୖࠊ⭈⤒ኚືࡢ࠶ࡿࡁ
ࡣ⭈⤒ᖖᚲࡎデ␗ᖖࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⬦デࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠗ
㸦 ⤒⤡࠘㸧ษ
⤒ࡢࡃデࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊᗙㄯ࠾࠸࡚ࡣࠕ⿵№ࡢ⾡ࡣ⬦デࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡀࠊษ⤒࡛
⤒⤡ࡀᐃࡲࡿࡇࡶ࡞ࡾ࠶ࡿࠖࡋ࡚ࡉࡽษ⤒ࡢ㔜せᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᒸ㒊ࡀ⟃ἼᏛ⌮⒪⛉
࡛ᩍ㠴ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇ㛵ಀࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㛫୰ࡣᑡᩘ✰࡛῭ࡲࡏࡿᕤኵࡋ࡚ࢶ࣎ࢶ࣎ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ㔠ᒓἲࢆⓎ᫂ࡋࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ⌧ᅾࡢప࿘Ἴ㙀㏻㟁⒪ἲࡶヱᙜࡍࡿᴫᛕࡶ࠸࠼ࡿࠋ
ୖ⣔
㹟㸧ㆇ㝜⤒ᑐࡍࡿࡢ㝜⤒ࡢ㑅⤒
ࠗ㞴⤒࠘භ༑㞴ࡢẕᏊ㛵ಀ࠶ࡓࡿẕ㝜⤒Ꮚ㝜⤒ࡀ㑅⤒ࡉࢀࡿࠋ
ㆇ࡛ࡣࠊㆇ㝜⤒ẕ㝜⤒ࢆేࡏ࡚㑅⤒ࡍࡿࠋ
ᐇㆇ࡛ࡣࠊㆇ㝜⤒Ꮚ㝜⤒ࢆేࡏ࡚№ἲࢆ⾜࠺ࠋ
ㆇ࡛ࡶࠊㆇࡢ⒪࡛ຠᯝࡀ↓࠸ሙྜࠊᏊ㝜⤒ࢆㆇࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊデᐹࡣ⤌ࡳ㎸ࡵࡎࠋ

  

㹠㸧㝧⤒ࡢ㑅⤒
භ㒊ᐃ⬦デࡣ㝜⤒ࢆỴᐃࡍࡿ⬦デ࡛࠶ࡾࠊ㝧⤒ࡣ┤᥋ุᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㝧⤒ࡣࠊ㑅ࡤࢀࡓ㝜⤒ࢆᅵྎ
㝜㝧⾜ࡼࡾ㑅⤒ࡉࢀࡿࠋึᮇ⤒⤡⒪ࡢ㝧⤒㑅⤒ࡣ௨ୗࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ
㝜⤒ㆇ㸻>ㆇ㝜⤒ࢆ⿵࠸ࠊ┦๑㝧⤒ࢆ№ࡍ@ࠊ>㝜㝧⤒᪉ࢆ⿵࠺@
㝧⤒ᐇㆇ㸻>ㆇ㝧⤒ࢆ№ࡋࠊ┦๑㝜⤒ࢆ⿵࠺@ࠊ>ㆇ㝧⤒ࢆ№ࡋࠊ㝜⤒ࢆ⿵࠺@
ୖᜨ⌮ Ѝ

ᑐ⤒㸦⫵⤒࣭⫹⤒ࠊ⫵⤒࣭ᑠ⭠⤒㸧

ᮏ㛫⚈ⓑ Ѝ

⮬⤒㸦⫵⤒࣭⭠⤒㸧

㹡㸧භ㒊ᐃ⬦デࡼࡿ⒪ຠᯝࡢุᐃ
࣭ᮏἲࡼࡾ⬦≧ࡢኚࡀ࠶ࡿ㸦ᙉ࠸ࡇࢁࡀᙅࡃ࡞ࡿ㸧ࡇࢆ➨୍ࡍࡿࠋ
࣭ッࡢኚࡣ㔜ࡁࢆ⨨࡞࠸㸦ၥデࡢ⠊࡞ࡿࡀࠊ╧╀࣭㣗࣭ᑠ౽ࡢኚࢆ㔜ど㸧ࠋ
㹢㸧⌧ᅾࡢୖ⣔ࡢ㑅⤒
ே㏄Ẽཱྀデࡢㆇ㸦ෆእയ㸧ࡼࡾ㝧⤒ࢆ㑅⤒ࡍࡿࡓࡵࠊヲ⣽ࡣ␎ࡍࠋ

ճ㑅✰ࡘ࠸࡚㸦㑅ᐃࡢᇶ‽ࠊᡭ㊊యᖿࡢࢶ࣎㹼ප✰ࢆ࠺ᤊ࠼ࡿ㸧
ᒸ㒊⣔
ձᇶᮏド㸦⒪ド㸧㸸භ༑㞴ᆺࡢ⮬⤒࣭ከ⤒⿵№ࠊ༑㞴ᆺࡢ⿵№
ղᐮ⇕ド㸦⌮ド㸧㸸භ༑ඵ㞴ᆺ㸦≉⾜✰ࡢᑐᛂ㸧
ճド㸸㑧ㄽ࣭භ༑ඵ㞴ᆺ㸦ᚰୗ‶➼ࡢ✰㸧ࠊ୍⤒ࡢ⿵№
පເ✰ࡣ⮚⭊┤᥋ാࡁࡅࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᮏἲࡢ⿵ຓ࡞ࡿࡶࡢᒁᡤ⒪⏝࠸ࡿࠋ
㹼ᖺ௦ࡢᒸ㒊ࡣ⬦≧デࢆࠕᾮ࡛⏝࠸ࡿࡶࡢࠖ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⮚ࡢാࡁࢆ▱ࡿࡓࡵ
ࡢ⬦デ࠸࠺ព࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᗙㄯ࠾࠸࡚ୖᜨ⌮ࡣࠕእࡢ⤒⤡ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡽࡔࡢㄪ⠇ࢆࡍࡿ
࠸࠺᪉ἲࠊ⸆ࡼࡗ࡚⮚ࡢ᪉ࡽእຠࢆཬࡰࡍ࠸࠺ࡢࡀᾮࡢ᪉࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ㙀⅍ࡢ
᪉ࡣእࡢ⤒⤡ࡽ⮚ࢆㄪ⠇ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ⸆ࡣࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
⮚ാࡁࡅࡿ⒪ࡋ࡚ࠊභ༑ඵ㞴ᆺࡢ⾜✰㸦㓟ⱞ⏑㎞㮰㸧ࢆᑐᛂࡉࡏࡓ㐠⏝ࡀࠊ⬦⬦
≧デ⾜✰ࢆᑐᛂࡉࡏࡓ⒪ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ୖ⣔
㹟㸧㑅ᐃࡢᇶ‽
࣭ୖᜨ⌮ࠊᮏ㛫⚈ⓑࡢ㑅✰
ᇶᮏ㸸
ࠗ㞴⤒࠘භ༑㞴
ㆇ㸦ࡍࢀࡤࡢẕࢆ⿵࠺㸧࣭࣭࣭⮬⤒ࡢẕ✰ࠊẕ⤒ࡢ⮬✰
ᐇㆇ㸦ᐇࡍࢀࡤࡢᏊࢆ№ࡍ㸧࣭࣭࣭⮬⤒ࡢᏊ✰ࠊᏊ⤒ࡢ⮬✰
ࡑࡢ
㑵✰ࠊཎ✰Ѝ№ἲࠊ⤡✰Ѝ⿵ἲ
⤒⤡ࡢㆇࡶ࡙ࡃපເ✰ࡢ▱⇕⅍㸦ୖᜨ⌮௨᮶ࡢఏ⤫࡛࠶ࡿࡀ᰿ᣐᮍヲ㸧
࣭⌧ᅾࡢୖ⣔ࡢ㑅✰
ࠗ㞴⤒࠘භ༑ඵ㞴ࡢ⾜ㆇᇶ࡙ࡃ㑅✰ࢆᛂ⏝ࡋࠊே㏄Ẽཱྀデࡢㆇྜࢃࡏ࡚ࡍ࡚ࡢᡭ㊊せ✰ࢆ
㑅ࡪࠋヲ⣽ࡣ␎ࡍࠋ
㹠㸧ᡭ㊊యᖿࡢ✰㹼ප✰ࢆ࠺ᤊ࠼ࡿ
ᡭ㊊ࡢප✰యᖿࡢ✰ࡣࠊ➼౯ぢ࡞ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡢయࢆ⤒⤡ࡢᐇㆇࡋ࡚デࡿࡓࡵࠊ⤒⤡

  

ࡶࡗࡶ⤖ࡧࡘࡁࡢᙉ࠸ᡭ㊊ࡢප✰ࢆఱࡼࡾࡶ㔜どࡍࡿ㸦
ࠗ㟋ᯡ࠘ᮏ㍺ࡣࡌࡲࡿප✰ࡣࠊࠕ௨㝧
㝜ࠖ࠸࠺㝜㝧ⓗ࡞ほⅬࡀ⫼ᬒ࠶ࡿぢࡽࢀࡿࡇࡽࡶࠊ㝜⩏ࡢ⤒⤡⒪ࡗ࡚ࡣእࡍࡇࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㙀ἲࡼࡾࡶ㑅⤒㑅✰ࡢᕤኵຊࡀὀࡀࢀࡿᡤ௨࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊయᖿࡢ✰࡛ࡶපເ✰ࡣප✰
ḟࡄ⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋୖ⣔࡛ࡣୖᜨ⌮௨᮶ࡢఏ⤫ࡋ࡚⤒⤡ࡢㆇࡶ࡙ࡁපເ✰ࢆ㑅ࡧࠊ▱⇕⅍
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ᰿ᣐࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽୖ㞞ᩥࡀࠊே㏄Ẽཱྀデࡢㆇࡶ࡙ࡁ㙀ἲ࡛ࡢප
ࠊࠊ
ເ✰ࡢ㐠⏝ࢆヨࡳࡓࡀࠊⶶࡢ㛵ಀࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ✰࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᡂຌࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊපເ✰ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ࠸᪉ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊප✰࣭පເ✰ࢆ㝖ࡃࡑࡢࡢ✰ࡣࠊ
ㆇࡀᮍゎ᫂࡞ࡓࡵࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ᭷ຠ࡞㐠⏝᪉ἲࡣ࡞࠸ࠋ

Ϫ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ⩦ᚓࡢ᪉ἲ㸦≉⬦デࢆྵࡵࡓ㙀⅍ࡢᏛࡧ᪉㹼࠺Ꮫࢇ࡛ࡁࡓ㸧
ᒸ㒊⣔
ඛேࡢṔྐᏛࡪࡇࡀ㔜せᛮࢃࢀࡿࠋ
⤒⤡⒪ࡢᡂ❧ᮇ⾜ࢃࢀࡓ⬦デࡋ࡚ࠕ༑⤒ࡢᐇࠖࢆデࡿどⅬࢆᣲࡆࡓࠋࡇࢀࡣ㌟యయࢆデࡿ
どⅬ࡛࠶ࡿࠋ㌟ࢆᑐ㇟デᐹ⒪ࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊึᏛ⪅ࡗ࡚᭱ࡶ࡞ࡇࡔ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ༑
⤒ࡢᐇࡣࡍ࡛⬦≧デࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭩⡠ࡸሗࡀከ࠸⌧௦࠾࠸࡚ࠊ
ࠕࡇࢀࡔࡅࡸࡗ࡚࠾ࡅࡤⰋ࠸ࠖ
ሗࢆ⤠ࡿ᪉ࡀࡴࡋࢁ㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡿࡓࡵࠊయࡋ࡚ࡢ༑⤒ࡢᐇࢆデࡿࡇࡀඛ⾜ࡍࡁࡔ⪃
࠼ࡿࠋ͐
͐᭱ᚋࠊ࡛ࡁࢀࡤ⤒⤡⒪ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿᖌࡘࡃࡇࠋ⚾⮬㌟ࠊᒸ⏣ᐙᖌࡋࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ㛗
ᖺࡢ⮫ᗋ࡛⦎ࡽࢀࡓࠊ⮫ᗋᚲせ࡞ᵝࠎ࡞ᢏ⾡⌮ㄽࢆ᪼⳹ࡋࡓᙧࡢ⾡ࡀ࠶ࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚⬦デࡀάࡁࡿ
ឤࡌࡿࠋ
ୖ⣔

ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ୖ⣔ࡣࠊゝⴥࡢᏛ⩦ࢆ➨୍ࡋࠊᗙᏛࢆ୰ᚰࡍ࠼ࡿࠋ⩦ᚓࡢせㅉࡣࠊ࠸Ꮫࡧ࠸ࡀࢃࡿࡇ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡛࠶ࡿࡀࠊ⬦デࡢ⩦ᚓࡣࠊே⟅࠼ྜࢃࡏࢆࡋ࡞࠸ࡇ≉ẁࡢὀពࡀᡶࢃࢀࡿ㸦⬦デࡀ࠸ࡃࡘࡢ
ุ᩿ᇶ‽ᇶ࡙࠸࡚⮬ศࡀุ᩿ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸧ࠋ
᪥ᮏ㙀⅍◊✲࡛ࡣࠊձゎㄝ᭩ࡸㅮ⩏ࢆ㏻ࡌࡓ⌮ㄽࡢ⌮ゎࠊղᣐ࡞ࡿ་᭩ࡢᏛ⩦ࠊճ㙀⅍ࡸ⬦デࡢ
ᐇᢏᣦᑟ㸦ᢏ⬟ᩍ⫱ ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊㅮᗙ᭶ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձゎㄝ᭩ࡸㅮ⩏ࢆ㏻ࡌࡓ⌮ㄽࡢ⌮ゎࡣࠊㅮᗙ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࠕⶶ㇟ࠖ
ࠊࠕෆእയࠖࡢㅮ⩏⥆ࡁࠊࠕ㑅
⤒㑅✰ㄽࠖࡋ࡚ே㏄Ẽཱྀデࡽࡢ㑅⤒㑅✰ㄽࢆᏛࡪࠋ
ղᣐ࡞ࡿ་᭩ࡢᏛ⩦ࡣࠊ᭶࡛⾜࠺ࠋᐇ㊶ࡍࡿ⤒⤡⒪ࡢయ⣔ࢆ๓ᥦࠊࡑࡢ⿵㊊ࡍࡁⅬ
ࢆࠊྂࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ぢฟࡍࡇࢆᇶᮏጼໃࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⤒⤡⒪ྜ࠺ࡼ࠺ྂࢆㄞࡴࠖࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࠕྂࡣྂࡋ࡚ㄞࡴࠖࡇࢆ᪨ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊྛ⮬ࡢ୰࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ᪉㏵ࡋ࡚ࠊྛ⮬ࡀ
Ꮫ࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲Ꮫ⾡ὶࢆ⾜࠺ࡇࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛࡣࠊࡑࡢ୍㈏ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࡇࢆ
ࡇࡇグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ճ㙀⅍ࡸ⬦デࡢᐇᢏᣦᑟࡣࠊ่ἲ㸦㙀ࠊᩓῶ㸧⅍ἲ㸦⣒≧⅍ࠊ▱⇕⅍㸧ࠊ⬦ἲ㸦භ㒊ᐃ⬦デࠊே
㏄Ẽཱྀデ㸧࡛࠶ࡿࠋᢏἲࡣࠊ᫂☜࡞ゝⴥࡼࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆᏛ⩦ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᐇᢏධࡿࠋጼໃࡸᆺࢆᚭ
ᗏࡋࠊ㙀ἲࡣ↓③ࠊ⅍ἲࡣ↓ࠊ⬦ἲࡣ㔜ࡃ࡞ࡃ㍍ࡃࡶ࡞ࡃ▷ࡃࢆၿࡋࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ⬦デࡣࠊ⬦≧࣭ㆇ
࣭デἲࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚᫂☜ࡘཝᐦ࡞ᐃ⩏ࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢᐃ⩏ࡣࡓ࠼ࡎ⦎ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᩥ㈐

ᒸ㒊⣔㸸ᶫᮏ

  

ཝࠊୖ⣔㸸୰ᕝಇஅ࣭ྜྷᒸᗈグ㸧

傜୍⯡ㅮ₇凣傝

➨凣ᖍ

㤿⋤ሁ⬦᭩୰ࡢ௬Ꮠࡘ࠸࡚
㜰

⃝㇂┤Ꮚ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㏻௬ࡣࠊᮏ᮶⏝ࡉࢀࡿࡁᩥᏐࡢ௦ࢃࡾࠊពࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ㡢ࡀྠࡌ㸦ᡈ࠸ࡣ㏆࠸㸧ᩥᏐࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊᮏ᮶ࡢᩥᏐࢆᮏᏐࠊ௦ࢃࡾ⏝࠸ࡽࢀࡿᩥᏐࢆ㏻௬Ꮠ࠸࠺ࠋᡓᅜ࣭⛙࣭₎ࡢྂࡢ୰
ࡣࠊࡇࡢ㏻௬࠸࠺⌧㇟ࡀ࡚ࡶከࡃぢࡽࢀࠊࠗ⣲ၥ࠘ࡸࠗ㟋ᯡ࠘ࡢ୰ࡶ㏻௬Ꮠࡣከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᮶ࠊ₎Ꮠࡣ⾲ពᩥᏐ࡛࠶ࡾࠊᙧࡼࡗ࡚ពࡀศࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊᩥᏐࡢព࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑ
ࡢ㡢ࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿࡀ࠶ࡿࠋୖྂ࠾࠸࡚ࡣࠊࡍ࡚ࡢㄒពᛂࡌࡓᩥᏐࡀ⏝ពࡉࢀ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊྠ㡢ࡸ
㡢ࡀ㏆࠸Ꮠࢆ⏝࠸࡚ࠊㄒ㡢ࢆグࡍࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ
㏻௬ࡢ≧ἣࡣࠊձᮏᏐࡀ㐀ࡽࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊղᮏᏐࡀ㐀ࡽࢀ࡚ࡶࢃࢀࡎ㏻௬ᏐࡀᮏᏐ࡞ࡗࡓሙྜࠊ
ճᮏᏐ㏻௬ᏐࡀేᏑࡍࡿሙྜ㸦ᡤㅝᙜ࡚Ꮠ㸧ࡀ࠶ࡾࠊカネ࠾࠸࡚ࠊᬑ㏻பࢃࢀࡿ㏻௬ࡣճࢆᣦࡍࠋ
㸰㸬ᮏⓎ⾲ࡢ┠ⓗ᪉ἲ
₇⪅ࡣࠊᮏᏛ➨ᅇᏛ⾡࠾࠸࡚ࠊࠗᡓᅜ⛙₎⡆ᖆྂ᭩㏻௬Ꮠᙡ⧩࠘࠸࠺㎡᭩ࡼࡾࠊฟᅵ་᭩
࠾ࡅࡿ㏻௬Ꮠࡢ⏝ࢆ࡚ᢳฟࡋࠊ㤿⋤ሁᖆ᭩ࠊṊጾ₎௦་⡆ࠊᙇᐙᒣ₎⡆ぢࡽࢀࡿ㏻௬Ꮠࡢᩚ⌮ࢆ
⾜ࡗࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ࡛ࡣࠊᢳฟࡋࡓ㏻௬Ꮠࢆศ㢮ࡋࠊෆᐜࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࡍࡿࠋ
㏻௬Ꮠࡢศ㢮ࡣࠊ㡢㡩ࡼࡿศ㢮ࠊᏐᙧࡼࡿศ㢮ࠊᮏᏐࡢ᭷↓ࡼࡿศ㢮࡞ࠊᗄ㏻ࡾࡢ᪉ἲࡀ࠶
ࡿࡀࠊᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊᏐᙧศ㢮ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊձᮏᏐࡀᙧኌᏐ࡛㏻௬Ꮠࡀࡑࡢኌ➢࡛࠶ࡿࡶࡢࠊ
ղ㏻௬ᏐࡀᙧኌᏐ࡛ᮏᏐࡀࡑࡢኌ➢࡛࠶ࡿࡶࡢࠊճ㏻௬ᏐᮏᏐࡀᙧኌᏐ࡛ඹྠࡌኌ➢ࢆࡶࡘࡶࡢࠊմ
㏻௬ᏐᮏᏐࡢᏐᙧࡀ↓㛵ಀࡢࡶࡢࠊ࠸ࡗࡓศ㢮࡞ࡿࠋᙧኌᏐࡣᏐᩘࡢ㸶ࡽ㸷ࢆ༨ࡵࡿ࠸
ࢃࢀࡿࡀࠊ㏻௬Ꮠࡢ୰࡛ࡶᙧኌᏐࡢྜࡣከࡃࠊᏐᙧศ㢮ࢆ⾜࡞࠺࡛㏻௬ࡢయീࢆᥗࡴࡇࡀฟ᮶ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ࡣ㤿⋤ሁᖆ᭩⤠ࡿࡍࡿࠋฟᅵ㈨ᩱࡸඛ⾜◊✲ࡢ㇏ᐩࡉ࡞ࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬⏝ࢸ࢟ࢫࢺ
ࠗ㤿⋤ሁྂ་᭩⪃㔘࠘㸸㤿⥅⯆ࠊ†༡⛉Ꮫᢏ⾡ฟ∧♫ࠊᖺ
ࠗ㤿⋤ሁฟᅵᩥ⊩ヂὀྀ᭩ ༑᪉࠘㸸ᑠ᭮ᡞὒ࣭㛗㇂㒊ⱥ୍࣭⏫Ἠᑑ㑻ࠊᮾ᪉᭩ᗑࠊᖺ
ࠗ㤿⋤ሁ₎ᖆ᭩㹙ኍ㹛௬Ꮠ◊✲࠘
㸸ỿ♽ࠊᕮ⻎᭩♫ࠊᖺ
ࠗᡓᅜ⛙₎⡆ᖆྂ᭩㏻௬Ꮠᙡ⧩࠘㸸ⓑன⸛ࠊ⚟ᘓேẸฟ∧♫ࠊᖺ

傜୍⯡ㅮ₇凣傝

➨䢴ᖍ

⤒⬦ࡢ⾲⾜ࡢ᳨ウ

➨㸲ሗ

⚄ዉᕝ ᒣ⏣ᜨ⨾
┠ⓗ᪉ἲ
ᮏ₇㢟ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ⤒⬦ࡢ⾲⾜ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡢゎ࡛᫂࠶ࡿࠋᮏᏛ➨ᅇ࡛ࡣࡑࡢ⫼
ᬒ࠶ࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡘ࠸࡚⤒⬦࣭ⶶᗓࡢฟ⌧㛵ಀᛶࡢᴫ␎ࡶሗ࿌ࡋࡓࠋ➨㹼ᅇ࡛ࡣᇶ
♏ㄪᰝࡢ➨୍Ṍࡋ࡚ࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘࠾ࡅࡿ⤒⬦ⶶᗓࡢ⏝ࢆᢳฟࡋࡓࠋ࡛ࡣࠊ⏝ࢆศ㢮
ᩚ⌮ࡋࠊࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘ෆࡢᵝࠎ࡞ẁ㝵ࢆ᫂ࡽࡋࠊࡑࢀࡽࡢඛᚋ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢ㊊ࡀࡾࡋ
ࡓ࠸ࠋලయⓗࡣࠊ⤒⬦࣭ⶶᗓࡢᩘ㓄ิࢆศ㢮ࡋࠊయࡢ⠊ᅖࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ

  

傜୍⯡ㅮ₇凣傝

➨䢵ᖍ

ࠗ㞴⤒ᮏ⩏ᦷ㑇࠘ᘬ⏝ࡢࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡘ࠸࡚
㜰

ᮌᮧ⣧ஓ

ࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡣ࿅ᘅࠊ⋞᧯ࠊᚨ⏝ࠊᗢࠊᗣࡢᐙࡼࡿࠊࠗ㞴⤒࠘ᑐࡍࡿὀゎࢆ㞟ࡵࡓ᭩࡛
࠶ࡿࠋཎ᭩ࡣ᪩ࡃశஸࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏఏࢃࡿࡶࡢࡀ⌧Ꮡࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏳᖺ㸦㸧
หᮏࡢࡶࡢ㸦௨ୗࠊᏳᮏ␎⛠㸧࠾ࡼࡧࠗ㞴⤒㞟ト࠘ᪧ㕒ᮏ⛠ࡉࢀࡿࡶࡢ㸦௨ୗࠊᪧ㕒ᮏ␎⛠㸧
࡛࠶ࡿࠋ ࡇࡢ୧∧ᮏࡣ᭩ᘧࡸᏐྃࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ␗࡞ࡿ⣔⤫࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
₇⪅ࡣᖺࡢᮏᏛ➨ᅇ࠾࠸࡚ࠊࠗ
ࠕ 㞴⤒ᢒ࠘࠾ࡅࡿࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢᘬ⏝ࡘ࠸࡚ࠖ㢟ࡋࠊ
ᐶỌᖺ㸦㸧ห⾜ࡉࢀࡓࠗ㞴⤒ᢒ࠘ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢ᮲ᩥࡀࠊࡕࡽࡢ∧ᮏ㏆࠸
ࡶࡢࢆẚ㍑ࠊ᳨ウࡋࠊᘬ⏝⏝ࡉࢀࡓࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢ⣔⤫ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊࠗ㞴⤒ᢒ࠘୰ࡢ
ࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢᘬ⏝㒊ศࡀࠊ୧∧ᮏࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡶࡢࠊᏳᮏ୍⮴ࡍࡿࡶࡢࠊᪧ㕒ᮏ୍⮴ࡍࡿࡶ
ࡢࡢྛࠎࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ୰ࡽࠊᏳᮏࡢࡳ୍⮴ࡍࡿࡀࠊ᮲ᩥࡢ๓ࠕᮏ⩏᭣ࠖ㝃ࡉࢀࡓࠊࠗ㞴⤒
ᮏ⩏࠘ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢ᮲ᩥࡽࡢᏞᘬࡁ࠾ࡶࢃࢀࡿ⟠ᡤࡸࠊ୍ᩥᏐࡢࡳࡢ୍⮴࡛ࠊ༢
࡞ࡿᪧ㕒ᮏࡢㄗࡾࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡞ࢆ㝖ࡃࠊᏳᮏ⣔⤫ࡢ᭩ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿ᩿ᐃ⮳ࡿ⟠ᡤ
ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᚩⓗ࡞Ꮠྃࡢ୍⮴ࡀ」ᩘぢࡽࢀࡓᪧ㕒ᮏ⣔⤫ࡢ᭩ࡣᑡ࡞ࡃࡶ⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ㄽ
࡞ࡗࡓࠋ
ࠗ㞴⤒ᮏ⩏ᦷ㑇࠘㸦༑ᕳ㸧ࡣᖺ㸦㸧ห⾜ࡉࢀࡓ㈆➉⋞⠇ࡼࡾⴭࡉࢀࡿࠗ㞴⤒ᮏ⩏࠘ࡢὀ
ゎ᭩࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᏳᮏห⾜ᚋࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏳᮏࡑࡢࡶࡢࢆᘬ⏝⏝ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᅇࡣ๓ᅇࡢ⤖ᯝྜࢃࡏࠊỤᡞ๓ᮇ࠾ࡅࡿࠗ㞴⤒㞟ト࠘ࡢ⣔⤫ࡢὶࢀࢆ᥎ ࡍࡿࡇࢆ┠
ⓗࡋࠊࠗ㞴⤒ᮏ⩏ᦷ㑇࠘ࢆ⏝ࡋ࡚๓ᅇྠᵝࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

傜୍⯡ㅮ₇凤傝

➨䢶ᖍ

ᐑෆᗇᮏ༡ிᮏ㸫ࠗ་᪉ᡂ࠘✀࠾ࡅࡿฎ᪉ࡢẚ㍑㸫
ឡ

ᑎᕝ⳹ዉ

ࠗ༡⤒㦂་᪉㞟ᡂ㸦௨ୗࠊ་᪉㞟ᡂࡍࡿ㸧࠘࠾ࡼࡧࠗ༡⤒㦂་᪉ᡂ㸦௨ୗࠊ་᪉ᡂࡍࡿ㸧
ࡣࠊࠕ᪂⦅ࠖࠕ㢮⦅ࠖ࡞ࢆෙࡍࡿඖ௦ᡂ❧ࡋࡓ་᪉᭩࡛ࠊྛ㛛ࡀㄽ࠾ࡼࡧࡑࡢฎ᪉㸦ࡶࡋࡃࡣฎ᪉
ࡢࡳ㸧ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᭩ࡢ㛵ಀࠊ༶ࡕඖ࣭Ꮮඔ㈼ࡀࠗ୕ᅉᴟ୍ㆇ᪉ㄽ㸦௨ୗࠊ୕ᅉ᪉
ࡍࡿ㸧࠘ࡸࠗཝẶ῭⏕᪉㸦௨ୗࠊ῭⏕᪉ࡍࡿ㸧࠘ࡽㄽࢆᵓᡂࡋࠊࡢ་᪉᭩ࡽࡢฎ᪉ࡶຍ࠼࡚ⴭࡋ
ࡓࠗ་᪉㞟ᡂ࠘ࠊ⇃ᙪ᫂㸦㹼ᖺ㸧ࡀࠗ㯤ᖇ⣲ၥᐉ᫂᪉ㄽ㸦௨ୗࠊᐉ᫂᪉ࡍࡿ㸧
࠘
ࠗ῭⏕ᢤ⢋㸦௨
ୗࠊᢤ⢋᪉ࡍࡿ㸧࠘࡞ࡽฎ᪉ࢆቑ┈ࡋࠊ
ࠗ་᪉ᡂ࠘ࡋ࡚⦅㞟ࡋࡓࡇࡀࠊ⇃᐀❧ࠗྡ᪉㢮ㆇ་᭩
࠘㸦௨ୗࠊࠗ་᭩࠘ࡍࡿࠋṇ⤫ᖺ㹙ᖺ㹛 ࡢ⮬ᗎࡸࠊྠࡌࡃ᐀❧ⴭࠗ་Ꮫ※ὶ࠘ࡢࠕᏞඔ
㈼ࠖ㡯࡞ぢ࠼ࡿࠋࠗ་᪉㞟ᡂ࠘ࡣ᐀ᩥ᭩ᇽ㸦⋤ඖ⚟ࡼࡿᗎᖺࡣ⮳ඖᖺ㹙ᖺ㹛
㸧ࡼࡾࠊࠗ་᪉
ᡂ࠘ࡘ࠸࡚ࡣࠗᅄᗜ᭩⥲┠ᥦせ࠘ࡼࡿึ∧ᮏࡀ⮳ṇⓍᮍ㹙ᖺ㹛᭶㐍ᚨ᭩ᇽࡼࡾห⾜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠗ୰ᅜྂ་⡠ᩚ⌮ྀ᭩࠘᪉᭩༑୕ࡋ࡚୰ᅜ୰་⸆ฟ∧♫ࡼࡾห⾜ࡉࢀࡓ༡ிᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ᫂ห
ᮏࠗ᪂⦅༡⤒㦂་᪉ᡂ࠘㸦௨ୗࠊ༡ிᮏࡍࡿ㸧ࡣ⇃ᙪ᫂ࡼࡿቑ┈ࢆ⤒ࡓࡶࡢ㸦༶ࠗ་᪉ᡂ࠘㸧ࡔ
ࡀࠊࡑࡢࠕᰯὀㄝ᫂ࠖࡼࡿࠊᮏ᭩ࡇࢀඛ❧ࡕ୰་ྂ⡠ฟ∧♫ࡼࡾห⾜ࡉࢀࡓࠗᾏእᅇᖐ୰་ྂ⡠
ၿᮏ㞟ⴆ࠘➨༑୕ࡵࡽࢀࡓᐑෆᗇ᭩㝠㒊ᡤⶶࡢඖหᮏࠗ᪂⦅༡⤒㦂་᪉ᡂ࠘㸦௨ୗࠊᐑෆᗇᮏ
ࡍࡿ㸧ࡀᇶᮏⓗ࡞ࡇࢁ୍࡛⮴ࡋࠊྠ୍∧ᮏࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕṈᮏ∧ᘧࠊෆᐜ
༡ிᅗ᭩㤋᫂ึ้ᮏᇶᮏ୍⮴ࠊⅭྠ୍∧ᮏࠊణഹᏑ୍⮳ඵᕳ䚸䚸༑ᕳᗎ䚸┠㘓䚸㊙ᆒశ䚸ᖺ௦↓ἲ☜
ᐃࠖ
㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᅇࠊᐑෆᗇᮏ༡ிᮏࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊฎ᪉␗ྠࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊࡑࡢ⤖
ᯝࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ

  

傜୍⯡ㅮ₇凤傝

➨䢷ᖍ

ᮤ⌋ࠗወ⤒ඵ⬦⪃࠘ὸᯒ
Ⲉᇛ

➨㸱ሗ

Ⲩᮌࡦࢁࡋ

㸷㸬㝜࣭㝧⥔⬦ࡢὶὀ㍺✰㸫ὸᯒ
⥔⬦ࡢࠕ⥔ࠖᏐࡣࠕࡘ࡞ࡄࠖពࠋ⥔⤡ࡢㄒࡶ⏝࠸ࡿࠋ㝜⥔㝧⥔ࡢ⬦ࡣࠕ୍㌟ࡢ⥘⥔ࠖࡋ࡚㌟ࡢ
⤒⬦ࢆ⥔ࡄᙺࢆᣢࡘࠋ
㸧㝜⥔⬦
㝜⥔⬦ࡣ⠏㈱✰㸦㊊ᑡ㝜⭈⤒㸧ࢆ㉳ጞࡋ࡚㸦㝜⥔ࡢ㑵✰㸧ࠊࡇࢀࡼࡾ⭈⬦ἢࡗ࡚ୗ⭣ࢆୖ⾜ࡋࠊ⭸
㛵⠇ෆഃࢆୖࡗ࡚⫢⤒㸦㊊དྷ㝜㸧ࢆ⾜ࡾࠊ⭁⤒㸦㊊ኴ㝜㸧ἢࡗ࡚⭣㒊ࢆୖ⾜ࡋࠊ㰡ᚄ㒊ධࡗ࡚ᗓ⯋
ୖࡾࠊࡉࡽ⭡㒊⭁⤒ἢࡗ࡚ᶓࠊ⭡ယࠊᮇ㛛ୖࡾࠊࡇࢀࡼࡾ⬚㒊ୖࡾኳ✺ࠊᗮἨ㸦ࡶ௵⬦㸧
⮳ࡿࠋ
ࡇࡇ᳨࡛ウࡉࢀࡿࡁࡇࡣࠊཎᩥࠕୖ⬚⭫ࠊᣳဗࠊ⯅௵⬦ኳ✺ᗮἨࠖ࠶ࡿグ㍕ࢆࠊὶὀࡢ㠃
ࡽࡢࡼ࠺ㄞࡳࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡣ࠸ࡃࡘࡢὶὀᅗࢆཧ┳ࡋࡓࡀࠊ࠾࠾ࡼࡑḟࡢᅄࡘศࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ձᮇ㛛✰ࡽ⬚㒊እഃࢆ㎽⾜ࡋ࡚ኳ✺✰⮳ࡿࡶࡢ㸦ᒸᮏ୍ᢪᏊࠗෆ⤒ወ⤒ඵ⬦ヲゎ࠘㸧
ղᮇ㛛✰ࡽ┤ୖࡢங⥺ࢆୖ⾜ࡋ࡚ࠊங୰ࡽኳ✺✰ྥ࠺ࡶࡢ㸦
ࠗ㔪⅍་Ꮫ㎡࠘ࠊࠗ⌧௦ㄒヂ
ወ⤒ඵ⬦⪃࠘࡞㸧
ճᮇ㛛✰ࡽࡓࡔࡕኳ✺✰ྥ࠺ࡶࡢ㸦ᑎᓥⰋᏳࠗ₎୕ᡯᅗ࠘ࠊᑠᆏඖభࠗ⤒✰⧩せ࠘
㸧
մᮇ㛛✰ࡽ⮈୰㸦௵⬦㸧ྥ࠸ࠊࡇࢀࡼࡾୖ⾜ࡋ࡚ኳ✺⮳ࡿࡍࡿࡶࡢ㸦ᒣୗュࠗ⮫ᗋᅗゎ

ྲྀ

✰ἲ㸫⤒⤡ὶὀᅗゎ㝃࠘ୗᕳ㸧
ṇ⤒ወ⤒ࢃࡽࡎࠊࡑࡢὶὀࡣ㛵ࢃࡾࠊ࠾ࡼࡧἲ┤⤖ࡍࡿࠋᮤẶࠗඵ⬦ᨳ࠘
ࡣࠊࡑࢀࢆ᫂♧ࡍࡿⅭࠕⅭࠖࡢ㡯ຊⅬࢆ࠾࠸ࡓࠋࠕⅭࠖࡣḟࡢ㡯࡛カࡴࠋୖᣲࡆࡓᅄㄝࡢ࠺ࡕ
࡛ࠊ➹⪅ࡀᙜ㠃ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣմ࡛࠶ࡿࠋ
㝜⥔⬦ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢၥ㢟ࡣὶὀ㍺✰ࡢ✰ᩘ࡛ࠊ
ࠗඵ⬦ᨳ࠘ࡣ༑ᅄ✰ࡍࡿࡀࠊ
ࠗ༑ᅄ⤒Ⓨ࠘
ࠗ㙀⅍ᡂ࠘
ࠗ₎୕ᡯᅗ࠘࡞Ṥࡢ་ⴭ࡛ࡣ༑✰࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮤẶࡀఱᨾ༑ᅄ✰ࡋࡓࠊ୍ᢪᏊࡣ㸵㸰
㸻㸯㸲ㄗࡾᩘ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ப࠺ࠋ୍᪉࡛ᮤẶࠗඵ⬦ᨳ࠘ࡣ⾪㛛✰ࢆໟᣓࡋ࡚ᕥྑ༑✰ࠊṇ୰
✰ࢆຍ࠼࡚༑ᅄ✰ࡋࡓㄝࡶ࠶ࡿ㸦๓ฟࠊࠗ⌧௦ㄒヂ࠘ὀ㸧ࠋࡇࡢぢ᪉ࡣ㝜⥔⬦ࡢὶὀࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ཧ⪃
࡞ࡿࠋ⾪㛛✰ࡣ㊊ኴ㝜☃⤒ᒓࡋࠊ㊊ኴ㝜࣭དྷ㝜࣭㝜⥔ࡢ✰㸦ฟࠗ⏥எ⤒࠘
㸧ࠋ
ࣟ㸧㝧⥔⬦ࡢὶὀ㍺✰㸫ὸᯒ
㝧⥔⬦ࡣ㔠㛛✰㸦㊊ኴ㝧⭤⬔⤒㸧ࢆ㉳ጞࡋࠊࡇࢀࡼࡾࡓࡔࡕ㝧ྥ࠸㸦㝧ࡣ㝧⥔ࡢ㑵✰㸧ࠊ
ࡇࢀࡼࡾ㊊ᑡ㝧⫹⤒ࡢὶὀ୍⮴ࡋ࡚ୖ⾜ࡋࠊ⭸ࡢእഃࢆ⾜ࡗ࡚⫤㛵⠇㒊ୖࡾࠊୗ⭡㒊ࡢእഃ⮳ࡾࠊ
㌿Ꮚࡢ๓ࡽ⭡ࡢᒃ㧍㸦㊊ᑡ㝧⫹⤒㸧ධࡿࠋࡇࢀࡼࡾୗ⭡⫹⤒࣭⬥⫘㒊ࢆୖ⾜ࡋ࡚ி㛛⮳ࡾࠊࡇࡇ
ࡽ┤ୖࡋ࡚⫪⏥㦵እ⦕ࢆࡵࡄࡗ࡚እୗ᪉ࡢ⮎⮙⮳ࡿ㸦ᡭ㝧᫂ࠊᡭ㊊ࡢኴ㝧㸧ࠋࡇࢀࡼࡾ⫪ࡢ๓
ࢆ㏻ࡗ࡚⮙࣭ኳ㧍㸦ࡶᡭᑡ㝧୕↔⤒㸧ࠊ⫪ୖࡾ㸦ᡭ㊊ࡢᑡ㝧ࠊ㊊㝧᫂㸧ࠊࡉࡽ⫪ࡢᚋ㒊
ධࡾࠊ⮙ප✰㸦ᡭኴ㝧ᑠ⭠⤒ࠊࠗ⏥எ⤒࠘ࠕᡭኴ㝧ࠊ㝧⥔ࠊ㌂⬦ࡢࠖ࠶ࡿ㸧ࡽୖ⾜ࡋ࡚⪥ࡢᚋ
㒊ࢆࡵࡄࡾ㢼ụ✰࡛ᡭ㊊ࡢᑡ㝧⤒ࡋࠊࡉࡽ⬻✵ࠊᢎ㟋ࠊṇႠࠊ┠❆ୖࡾࠊ⮫Ἵࠊ㝧ⓑୗࡾࠊ
ࡇࢀࡼࡾ㌿ࡋ࡚ᮏ⚄⮳ࡗ࡚⤊ࢃࡿࠋ
௨ୖࠊ㝧⥔⬦ࡢὶὀࢆ⡆༢グࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠗඵ⬦ᨳ࠘ᛅᐇᚑࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฎࠎ➹⪅ࡢ⟶
ぢࡀධࡿࠋࡢ⬦ࡋ࡚ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀ⭕✰ࢆࡓࡾࠊὶὀࢆࡉࡀࡍࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ㝧⥔⬦ࡢሙྜࡣ
ࠗඵ⬦ᨳ࠘᭩ࢆẚ࡚ࡳࡿグ㏙ࡀ␗࡞ࡿࡇࢁࡀከ࠸ࠋᑠ✏ࡣᮤẶඵ⬦ࢆカࡴࡇࢆࡓ࡚ࡲ࠼
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⚾ぢࢆຍ࠼ࡿࡇࡣᴟຊࡦ࠼ࡿࠋࡋࡋ㝧⥔⬦ࡢὶὀࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ၥ㢟࡞ࡿࡇࢆ
௨ୗグࡋ࡚⮬ศࡢㄢ㢟ࡍࡿࠋ
ձᒃ㧍✰ࡢ⨨ࠋୗ⭡ㄝᐶ㦵ㄝࡀ࠶ࡿࠋ

  

ղ⫪⏥㦵㒊࿘㎶ࡢὶὀ
ճ㢌࣭㠃㒊ࡢὶὀ
ḟ㝧⥔⬦ࡢ✰ྡ✰ᩘࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡘࡢ་ⴭࢆᣲࡆࡿḟࡢ࠾ࡾࠋ
ەᮤẶࠗඵ⬦ᨳ࠘୕༑✰
㔠㛛

㝧

ᒃ㧍

⮎⮙

⮙

ኳ㧍

⫪

⮙ප

㢼ụ

⬻✵

ᢎ㟋

ṇႠ ┠❆

⮫Ἵ

㝧ⓑ

ᮏ

㢼ụ

㢼ᗓ ⑽㛛㸦ᕥྑ㸯㸯

㸰

⚄㸦ᕥྑ㸯㸴㸰㸧
ࠗە༑ᅄ⤒Ⓨ࠘༑ᅄ✰ࠋࠗ⪷῭⥲㘓࠘ࠗ㢮⤒ᅗ⩼࠘ࡶྠࡌࠋ
㔠㛛

㝧

⮙ප

ኳ㧍

⫪

㝧ⓑ

ᮏ⚄

⮫Ἵ

ṇႠ

⬻✵

㸩㸰㸧
ୖグ᭩ࡢෆᐜࢆࡳࡿࠗ༑ᅄ⤒Ⓨ࠘ࡣᒃ㧍ࠊ⮎⮙ࠊ⮙ࠊ┠❆ࠊᢎ㟋ࡢ✰ࡀ↓ࡃ㢼ᗓࠊ⑽㛛
ࡢ✰ࡀ᭷ࡿࠋᚑࡗ࡚ᙜ↛ࡢࡇࡋ࡚ⴭࡢὶὀᅗࡣ࡞ࡾ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡿࠋၥ㢟ࡢᡤ

ᅾࡣ➹⪅

ࡀୖㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡆࡓ୕Ⅼࡘࡽ࡞ࡿࠋ
ࠗە㙀⅍ᡂ࠘୕༑✰ࠋࠗඵ⬦ᨳ࠘ྠᩘࠋణࡋᒃ㧍✰ࡀ↓ࡃࠊ᪥᭶✰ࡀ᭷ࡿࠋ᪥᭶✰ࡣ㊊ᑡ㝧⫹⤒
ࡢເ✰ࠊᮇ㛛✰ࡢ┤ୗศᅾࡾࠋ
ࠗە₎୕ᡯᅗ࠘୕༑✰ࠋࠗඵ⬦ᨳ࠘ྠᩘࠋణࡋᒃ㧍ࠊ⮙ࡢ✰ࢆ┬ࡁࠊ㢼ᗓ⑽㛛ࡢ✰ࢆ
ධࢀ࡚୕༑✰ࡍࡿࠋᑎᓥࠗ୕ᡯᅗ࠘ࡣ⚾ඹࡀṇ⤒ࠊወ⤒ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊ㈗㔜࡞ⴭ࡛࠶

ࡿࠋ㝧⥔

⬦ࡘ࠸࡚ࡣ⡆᫂ὶὀࢆグࡋࠊḟࡢᣨᩥࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ᣨࡎࡿ㝧⥔⬦ࡢᚠ⾜࠾ࡼࡧ✰ᩘࠊᮏⲡ⥘┠㸦ᮤẶࠗඵ⬦ᨳ࠘ࢆᣦࡍ㸧
ࠊ༑ᅄ⤒ࠊ㢮⤒ᅗ⩼➼ࡢㄝࠊ
␗ྠ᭷ࡾࠋணࠊ㖡ேᙧࢆసࡿࠊṈ⮳ࡗ࡚Ṥ㞴ࡍࠋ↛ࢀࡶࠊᅗ⩼ྛ⤒ࡢὀᣐࡾ࡚᭦⪃ࡋࠊ⬺₃
ࡍࡿᡤࡢ⪅ࢆྲྀࡾࠊ୕༑✰ࢆᚓࠋⓙ࡞ᚠ⾜ࡣᗎḟࢆ௨࡚ΰࡌࡊࡽࡋࡴࠋᮏⲡ⥘┠ᒃ㧍ࠊ⮙ࡢ✰᭷
ࡾࠋࡇࢀࢆ┬ࡃ㸼 ୕༑ࡢᩘࡣ㸯㸳㸰㸩㸰ࠋ
⬦⤒ࠗەᅗㄝ࠘
ࠊࠗ㞈㍺㏻ᨳ࠘㸫ࡶ୕༑ᅄ✰ࡍࡿࡀෆᐜࢆ␗ࡍࡿࠋ
ࠗ⤒⬦ᅗㄝ࠘ࡢᣨᩥப࠺ࠋ㸺ᣨࡎࡿ㝧⥔ࡢ⬦⾜ࠊᙇẶᅗ⩼ࠊࡃẶᚑ࠺ࠋ⪋ࡿᮤẶࡢㄝࡃ
ᡤࡣẶྠࡌࡽࡎࠋហㄝࠊᮤẶ⏤ࡿ㞪ࡶࠊࡲࡓࡇࢀࢆཤᑵࡍࡿࡶࡢ᭷ࡾࠋࢀᡈࡣᣐ↓ࡃࢇ
ࡤ࠶ࡽࡎࠋࡢ⬦ẼࡍࡿᡤࠊⓎ࠾ࡼࡧᅗ⩼ඹ༑ᅄ✰Ⅽࡍࠋࡓࡔඵ⬦ᨳࡢࡳ୕༑✰Ⅽࡍࠋ
ࢀࠊᒃ㧍ࠊ⮎⮙ࠊᢎ㟋ࠊ┠❆ࡢඵ✰ࢆῧ࠼࡚ඹ㝧⥔⬦ࡢࡍࡿᡤⅭࡍ࡞ࡾࠋ↛ࢀࡶᮤẶࠊ╩⬦ࡢ⑽
㛛ࠊ㢼ᗓࡢ✰ࢆ㜘ࡃ⪅ࡣኻ࡞ࡾࠋṈ✰ࡣㅖ᭩ࠊⓙ㝧⥔ࡢⅭࡍࠋᨾࡇࢀࢆᏑࡋࠊࡲࡓ㊊㝧᫂
㢌⥔✰ࢆῧ࠼ࡿࠋࢀ㝧⥔ࡢ࡞ࡾࠋᒃ㧍ࢆཤࡿ⪅ࡣ㝧㌂ᒓࡍࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ㒔ྜ࡚୕༑ᅄ✰Ⅽ
ࡍࠋ㸼
୍᪉ࠗ㞈㍺㏻ᨳ࠘ࡣࠗඵ⬦ᨳ࠘ࢆཨ↷ࡍࡿ୍᪉ࠊ⭕✰ࡘ࠸࡚ࡣࠗ⏥எ⤒࠘ᣐࡾࠊὶὀࡘ࠸࡚ࡣࠗ⣲
ၥ่࠘⭜③ㄽࠊẼᗓㄽ㸦⋤෦ὀ㸧➼ࡼࡗ࡚ᨵࡋ࡚᥀Ặ⊂≉ࡢㄝࢆࡓ࡚ࡿࠋ୕༑ᅄ✰ࡢෆᐜࡣࠊ㔠㛛ࠊ
㝧㍜ࠊ㝧ࠊᢎᒣࠊ⮙⭕ࠊኳ㧍ࠊ⫪ࠊ㢼ụࠊ㢼ᗓࠊ⑽㛛ࠊ⬻✵ࠊᢎ㟋ࠊṇႠࠊ┠❆ࠊ⮫Ἵࠊᮏ⚄ࠊ㢌⥔ࠊ
㝧ⓑࠋ㸯㸴㸰㸩㸰
㸯㸮㸬⥔Ⅽ㸦㝧⥔㝜⥔ࡢ㸧㸫カࡳ
㉺ே᭣ࡃࠊࠕ㝧⥔ࠊ㝜⥔ࡣ㌟ࢆ⥔⤡㸦ࡘ࡞ࡂࡲ࠺㸧ࡋࠊ⁄␆ࡋ࡚ㅖ⤒⎔ὶ℺₅ࡍࡿࡇ⬟ࢃࡊࡿ⪅
࡞ࡾࠋᨾ㝧⥔ࡣㅖ㝧ࡢ㉳ࡇࡾࠊ㝜⥔ࡣㅖ㝜ࡢ㉳ࡇࡿࠋ
ࠖ㸦༑ඵ㞴㸧
ࠋࠕ㝧⥔ࡣ㝧ࢆ⥅ࡂࠊ㝜⥔ࡣ
㝜ࢆ⥅ࡄࠋ㝜㝧⮬㸦࠾ࡢࡎ㸧ࡽ┦⥔ࡄࡇ⬟ࢃࡊࢀࡤࠊ๎ࡕᖒ↛ࡋ࡚ᚿࢆኻ࠸ࠊ⁐⁐ࡋ࡚⮬㸦ࡳࡎ
㸧ࡽᣢࡍࡿࡇ⬟ࢃࡎࠖࠋཪ᭣ࡃࠕ㝧⥔ࢆⅭࡏࡤᐮ⇕ⱞࡋࡳࠊ㝜⥔ࢆⅭࡏࡤᚰ③ⱞࡋࡴࠖ㸦⁐⁐
ࡣ⦆៏ࡢㇺ㸧㸦༑㞴㸧ࠋ
ᙇ₩ྂ᭣ࡃࠊ⾨ࡣ㝧Ⅽࡋࠊ⾲ࢆࡿࠋ㝧⥔㑧ࢆཷࡅ࡚ࢆⅭࡏࡤ⾲ᅾࡾࠋᨾᐮ⇕ⱞࡋࡴࠋႠࡣ
㝜Ⅽࡋࠊࢆࡿࠋ㝜⥔㑧ࢆཷࡅ࡚ࢆⅭࡏࡤᅾࡾࠊᨾᚰ③ⱞࡋࡴࠋ㝜㝧┦⥔㸦ࡘ࡞㸧ࡀࡤࠊ
๎ࡕᰤ⾨ㅊࡍࠋᰤ⾨ㅊ㸦ࡢ㸧ࢃࡊࢀࡤࠊ๎ࡕᖒ↛ࡋ࡚ᚿࢆኻ࠸ࠊ⮬ࡽᣢࡍࡿࡇ⬟ࢃࡎࠋఱࢆ
  

௨࡚அࢆ▱ࡿࡸࠋ௰ᬒࡢபࡃࠕࠊᖖ⮬ờࡍࡿࡣࠊࢀ⾨ẼࡀႠẼࡏࡊࡿ࡞ࡾࠋᐅࡋࡃ᱇ᯞ࡚
அࢆࡍࡋࠖࠋཪ᭣ࡃࠕ᱇ᯞࢆ᭹ࡋࠊࡗ࡚↹ࡋ࡚ゎࡏࡊࢀࡤࠊඛࡎ㢼ụࠊ㢼ᗓࢆ่ࡋࠊ༷ࡗ࡚᱇ᯞ
ࢆ࠺ࠖࠋṈࡢ✰ࡣࡕ㝧⥔ࡢ࡞ࡾࠋㅝࡽࡃ᱇ᯞࡢᚋࠊᑦ࠾⮬ờࠊⓎ⇕ࠊᝏᐮࡋࠊࡑࡢ⬦ᑍࡣᾋࠊᑻ
ࡣᙅࡋ࡚ࡗ࡚↹ࡍࡿࡣࠊࡣ㝧⥔ᅾࡾⅭࡍࠋᨾඛࡎṈࡢ✰㙀ࡍࠋ௰ᬒࡲࡓ᭣ࡃࠊࠕⶶ
↓ࡃࠊⓎ⇕ࡋࠊ⮬ờฟ࡚ថ࠼ࡊࡿࡣࠊṈࢀ⾨Ẽࡏࡊࡿ࡞ࡾࠋ᱇ᯞࠋࠖࡿࢆࢀࡇཪ᭣ࡃࠕ㝜⥔ࠊ
ࢆⅭࡏࡤᚰ③ⱞࡋࡴࠖࠊࡣ୕㝜ࡢᅾࡾࠋኴ㝜ࡢドࡣ๎ࡕ⌮୰ࠊᑡ㝜ࡢドࡣ๎ࡕᅄ㏫ࠊདྷ㝜
ࡢドࡣ๎ࡕᙜᖐᅄ㏫ࠊ࿋ⲏⴝࠋࡿࢆࢀࡇ
ࡇࡇࡲ࡛ࡣᙇ₩ྂ㸦ඖ⣲㸧ࡢ་ㄝࢆᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศࠋࠗയᐮㄽ࠘ኴ㝧⠍ࡢ᮲ᩥࢆᘬࡃࡀࠊᩥ❶࣭ᩥᏐ
ฟධࡀ࠶ࡿࠋせࡣႠࠊ⾨ࠊ㝜㝧ࠊ⾲ࡢᴫ࡛࠶ࡿࠋ
ᮤℜ†᭣ࡃ㸫௨ୗࡢ୍ẁࡣᮤ⌋㸦ℜ†ࡣྕ⛠㸧ࡢὀゎࢆຍ࠼ࡓ㒊ศ㸫㝧⥔ࡢ⬦ࡣᡭ㊊ࡢ୕㝧┦⥅ࡂࠊ
⪋ࡋ࡚ኴ㝧ࠊᑡ㝧ࡣ๎ࡕጞ⤊┦⫃㸦ࡘࡽ㸧࡞ࡾ㝃ࡃ⪅࡞ࡾࠋᐮ⇕ࡢドࡣᝳ㸦ࡓࡔ㸧⤒ࡢࡳஅ᭷ࡾࠋᨾ
㝧⥔ࢆⅭࡏࡤࠊࡲࡓᐮ⇕ⱞࡋࡴࠋࡋ⾨Ẽࡣࡣ㝧ࢆ⾜ࡾࠊኪࡣ㝜ࢆ⾜ࡿࠋ㝜ࡍࢀࡤ๎ࡕෆ⇕ࡋࠊ
㝧ࡍࢀࡤ๎ࡕእᐮࡍࠋ㑧Ẽ⤒ᅾࢀࡤࠊෆࡣ㝜த࠸࡚ᝏᐮࡋࠊእࡣ㝧த࠸࡚Ⓨ⇕ࡍࠋ๎ࡕᐮ⇕ࡢ⾲
ᅾࡾ࡚ኴ㝧ࡢドࢆවࡡࡿ⪅ࠊờ᭷ࢀࡤᙜ᱇ᯞࢆ⏝࠺ࡋࠋờ↓ࡅࢀࡤᙜ㯞㯤ࢆ⏝࠺ࡋࠋᐮ⇕ࡢ༙
⾲༙ᅾࡾ࡚ᑡ㝧ࡢドࢆවࡡࡿ⪅ࡣᙜᑠᰘ⬌ຍῶࢆ⏝࠸࡚அࢆࡍࡋࠋⱝࡋኵࢀႠ⾨ខ༝㸦ࡕࡻ
࠺ࡦ㸧ࡋ࡚ᐮ⇕ࢆࡴ⪅ࡣ㯤⪆ᘓ୰࠾ࡼࡧඵ≀ࡢ㢮அࢆࡿࠋ₩ྂࡀ⊂ࡾ᱇ᯞࡢ୍ドࢆ௨࡚ࠊࡇࢀࢆ㝧
⥔ᒓࡏࡋࡴࡿࡣࠊᮍࡔᣑࡏࡊࡿఝࡿࠋ㝜⥔ࢆⅭࡏࡤᚰ③ࢆࡿ⮳ࡗ࡚ࡣࠊ₩ྂࡀ⊂ࡾ୕㝜



ࡢ⸆ࢆ௨࡚அࢆࡍࡁࡣࠊ๎ࡕᐮࡢ୕㝜୰ࡿ⪅ᐅࡋࡁ࡞ࡾࠋ⪋ࢀࡶ୕㝜⇕དྷࡋ࡚③ࡳࢆసࡍ㸦⪅
㸧ࡣᮍࡔഛࢃࡽࡊࡿఝࡓࡾࠋࡋ㝜⥔ࡢ⬦ࡣ୕㝜ࢃࡾ࡚⾜ࡿ㞪ࡶࠊᐇࡣ௵⬦ᖐࢆྠࡌࡃࡍࠋ
ᨾᚰ③ࠊከࡃࡣᑡ㝜ࠊདྷ㝜ࠊ௵⬦ࡢẼୖ⾪ᒓࡋ࡚↛ࡾࠋ
ᭀ③↓⇕㸦ᭀ③ࡳ࡚⇕↓ࡃ㸧ࠊஂ③↓ᐮ㸦ஂࡋࡃ③ࡳ࡚ᐮ↓ࡃ㸧ࠊஅࢆᣨࡌ࡚ᑡࡋࡃṆࡴ⪅ࢆⅭ
ࡋࠊᣨࡌ㏆࡙ࡃࡽࡊࡿ⪅ࢆᐇⅭࡍࠋซࡑᐮ③ࡋ࡚ᑡ㝜࠾ࡼࡧ௵⬦ࢆවࡡࡿ⪅ࡣᅄ㏫ࠊདྷ㝜ࢆවࡡ
ࡿ⪅ࡣᙜᖐᅄ㏫ࠊኴ㝜ࢆවࡡࡿ⪅ࡣ⌮୰அࢆࡿࠋซࡑ⇕③ࡋࠊᑡ㝜ཬࡧ௵⬦ࢆවࡡࡿ⪅ࡣ㔠㕥ᩓࠊ
ᘏ⬌⣴ᩓࠊདྷ㝜ࢆවࡡࡿ⪅ࡣኻ➗ᩓࠊኴ㝜ࢆවࡡࡿ⪅ࡣᢎẼஅࢆࡿࠋⱝࡋႠ⾑ෆയࡋࠊኵࡢ௵ࠊ⾪ࠊ
ᡭདྷ㝜ࢆවࡡࡿ⪅ࡣᅄ≀ࠊ㣴Ⴀࠊጁ㤶ᩓࡢ㢮ᐅࡋࠋᅉࡾ࡚அ⸆ࡍࡿࡇṈࡢዴࡃ࡞ࡽࡤࠊ๎
ࡕ㝜㝧ᐇࠊࢀᕪ㸦ࡓࡀ㸧ࢃࡊࡿᗢ㸦ࡕ㸧ࡁ࡞ࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡀᮤ⌋ࡢὀゎ㒊ศࠋᙇඖ⣲ࡢ་ㄝᮤ⌋ࡢ་Ꮫࡢ␗࠸ࡀ᫂☜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠗയᐮㄽ࠘
ࡢ୕㝜୕㝧ࠊ⾲ෆእࠊ㝜㝧ᐇෆ⤒་Ꮫ⌮ㄽࢆ⼥ྜࡉࡏࡓᮤ⌋ࡢ་Ꮫࢆṇ☜⌮ゎࡍࡿࡣࠊヲ⣽
࡞ὀグࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⋤ུࠗ⬦⤒࠘᭣ࡃࠊᑍཱྀࡢ⬦ձࠕᑡ㝜ࡼࡾᩳࡵኴ㝧⮳ࡿࡣࠊࢀ㝧⥔⬦࡞ࡾࠋືࡶࡍࢀࡤ⫙⫗
⑷Ⓗⱞࡋࡳࠖ
ࠊղࠕ⓶③ࡳࠊୗ㒊ࡣோࡋࠊờฟ࡛࡚ᐮࡍࠖࠋཪճࠕ㢭ࠊ⨺㬆ࠊᡭ㊊┦ᘬࡁࠊ⏒ࡋࡁ
⪅ࡣ㡢ࢆኻ࠸࡚ゝ࠺ࡇ⬟ࢃࡊࡿⱞࡋࡴࠋᐅࡋࡃᐈே㸦㸫⣽Ꮠὀ㸫⪥๓ࡢ㉳㦵ࡢୖᗮᅾࡾࠋཱྀࢆ㛤
ࡅࡤ✵ᅾࡾࠋ༶ࡕᡭ㊊ࡢᑡ㝧ࠊ㝧᫂ࡢ㸫㸧ࢆྲྀࡿࡋࠖࠋ
௨ୖࡣࠗ⬦⤒࠘ᕳ༑ࠊࠕ㝧⥔㝜⥔㝧⤡㝜⤡⬦ࠖࡢ㡯ᣐࡿࠋ࢝ࢵࢥ࡛ࡃࡃࡗࡓ㒊ศࡣࠗ⬦⤒࠘ࡢཎᩥ࡛
࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋణࡋࠊࡇࡢᘬ⏝ࡣࠗ⬦⤒࠘ࡢཎᩥࡑࡢࡲࡲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮤ⌋ࡢྲྀពࡼࡿࡓࡵᩥᏐࡢ␗
ྠࡀ࠶ࡿࠋձࠗ⬦⤒࠘ᙜヱ㒊ࠕᑍཱྀ⬦ࠖࡢ୕Ꮠ↓ࡃࠊࠕ㝧⥔⬦ࠖࡢྃࠕ⬦ࠖࡢᏐࡣ↓࠸ࠋղࠕ⓶࣭
࣭࣭ờฟ⪋ᐮࠖࡢᩥࠊࠗ⬦⤒࡛࠘ࡣࠕ㝧⤡ࠖୗᒓࡍࡿࠋճࠕ㢭ࠖ㸫ࠕ㢭൞ࠖ
ࠊ
ࠕᐅྲྀࠖ㸫ࠕ┤ྲྀࠖࠋࡲ
ࡓࠕᐈேࠖࡘ࡙ࡅ࡚ࠗ⬦⤒࠘ࡣࠕ୧㝧⥔ࠊ⬦ᅾእ㋈⤯㦵ୗᑍࠖ࠶ࡿࠋᐈேࡣୖ㛵✰㸦㊊ᑡ㝧⫹ࠋ
ฟࠗ⣲ၥ࠘Ẽ✰ㄽ㸧ࠋ
ཪ᭣ࡃࠊᑍཱྀࡢ⬦ձࠕᑡ㝧ࡼࡾᩳࡵདྷ㝜⮳ࡿࡣࠊࢀ㝜⥔⬦࡞ࡾࠋືࡶࡍࢀࡤⓊ⒯൞ࠊ⨺㬆ⱞ
ࡋࡴࠖࠋཪղࠕ൞ࠊኻ㡢ࠊ⫙⫗⑷Ⓗࡋࠖ
ࠊճࠕᛂࡌ࡚⮬ࡽⓎࡋ࡚ờฟ࡛ࠊᝏ㢼ࡋࠊ㌟ࡣὙὙ↛ࡓࡾࠖࠋ
  

㝧ⓑࠊ㔠㛛㸦๓ぢࡺ㸧
ࠊཧ㸦㝧㌂ぢࡺ㸧ࢆྲྀࡿࠋ
ࡇࡢẁࡶྠୖࠗ⬦⤒࠘ᣐࡿࠋ㝜⥔ࡢࡇࡢグ㍕ࡶ㝧⥔ྠᵝࠊᩥᏐࡢฟධࡀ࠶ࡿࠋᅉղࠕ⫙⫗⑷Ⓗࠖ
ࡢྃࠊࠗ⬦⤒࠘ࡣࠕ⫙⫗Ῐ⑷Ⓗࠊờฟᝏ㢼ࠖసࡿࠋճࡣࠕ㝜⤡ࠖୗᒓࡍࡿࠋ
ℜ†᭣ࡃ㸫௨ୗࡢ୍ẁࡣᮤ⌋ࡢὀゎ㸫⋤ུࠊⓊ⒯ࢆ௨࡚㝜⥔㝧⥔ᒓࡏࡋࡵࠊࠗ㟋ᯡ⤒࠘ࡣⓊ⒯
ࢆ௨࡚㝜㌂㝧㌂ᒓࡏࡋࡴࠋㄝࡢ⩏ࡣ␗࡞ࡿࡶ᪨ࡣྠࡌࠋࡋ㝧⥔ࡣእ㋈⏤ࡾ࡚ୖࡾࠊ㝧ศࢆᚠࡾ
࡚⫪⫝⮳ࡾࠊ⪥ࠊ㢠ࢆṔ㸦㸧࡚⤊ࢃࡾࠊ⾨ศࠊㅖ㝧ࡢࢆ⾜ࡿࠋ㝜⥔ࡣෆ㋈⏤ࡾ࡚ୖࡾࠊ㝜ศࢆᚠ
ࡾ࡚⬥ࢆୖࡾဗ⮳ࡾࠊႠศࠊㅖ㝜ࡢࢆ⾜ࡿࠋ㝧㌂ࡣ㊦୰㉳ࡇࡾࠊእ㋈ࢆᚠࡾ࡚⫤ࡢእ㸦⭣ࡢእഃ㸧
ࢆୖ⾜ࡋࠊ⬥⫘ࠊ⫪㧋⮳ࡾࠊ୍㌟ࡢᕥྑࢆ⾜ࡾ࡚┠ࡢෆ╃⤊ࢃࡿࠋ㝜㌂ࡣ㊦୰㉳ࡇࡾࠊෆ㋈ࢆᚠ
ࡾ࡚⫤ࡢෆ㸦⭣ࡢෆഃ㸧ࠊ㝜Ẽୖ⾜ࡋࠊ୍㌟ࡢᕥྑࢆ⾜ࡾ࡚ဗႃ⮳ࡾࠊ௵⬦ࡋ࡚┠ࡢෆ╃⤊ࢃ
ࡿࠋ
㑧ࠊ㝜⥔ࠊ㝜㌂ᅾࢀࡤࠊ๎ࡕⓊࢆⓎࡋࠊ㑧ࠊ㝧⥔ࠊ㝧㌂ᅾࢀࡤࠊ๎ࡕ⒯ࢆⓎࡍࠋ⒯ࡣືࡋ࡚㝧
ᒓࡋࠊ㝧⬦ࡇࢀࢆࡿࠋⓊࡣ㟼ࡋ࡚㝜ᒓࡋࠊ㝜⬦ࡇࢀࢆࡿࠋࡣᙜࡇࢀࢆᅄ⬦ࡢ✰ྲྀࡿ
ࡋࠋࢀ㝜㝧ࢆศࡘࡢࡳࠋ
௨ୖࠊᮤ⌋ࡢὀゎࠋ㝜㌂ࠊ㝧㌂ࢆカࡴฎ࡛ࠊⱝᖸࡢグ㏙ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ๓㏙ࡢୗᐇ⥺ࢆࡋࡓࠕ㝜
Ẽࠖࡢㄒࡘ࠸࡚ࠊࠗ⌧௦ㄒヂ࠘ࡣࠕ㝜ჾࠖヂฟࡍࡿࠋࡇࡢⅬࡶ㝜㌂⬦ࡢὶὀࡢ㡯࡛ࡩࢀࡿࠋ
⋤ུ᭣ࡃࠕデ࡚㝧⥔⬦ᾋࢆᚓࡿ⪅ࡣࠊᬻ㸦ࢃ㸧┠╆ࢆ㉳ࡍࠋ㝧┒ᐇ࡞ࡿ⪅ࡣࠊ⫪ᜥⱞࡋࡳࠊ
ὗὗࡋ࡚ᐮࡍࡿࡀዴࡋࠖ
ࠋ
ࠕデ࡚㝜⥔⬦ỿࡋ࡚ᐇࢆᚓࡿ⪅ࡣࠊ⬚୰③ࠊ⬥ୗᨭ‶ࠊᚰ③ⱞࡋࡴࠖ
ࠋ
ࠕ
⬦㈏⌔㸦ᩘ⌔ࡢࡼ࠺㐃࡞ࡿ㸧ࡢዴࡁ⪅ࡣࠊ⏨Ꮚࡣ୧⬥ୗᐇࡋࠊ⭜୰③ࡳࠊዪᏊࡣ㝜୰③ࡳࠊ⒔᭷ࡿ≧ࡢ
ዴࡋࠖࠋ
௨ୖࠊ୕ࡘࡢᩥࡣࠗ⬦⤒࠘ᕳࡢᮎࠊࠕᖹወ⤒ඵ⬦➨ᅄࠖᣐࡿࠋణࡋ୕␒┠ࡢࠕ⬦ࠖࡢㄒࠊཎᩥ
ࡣࠕデᚓ㝜⥔ዴ㈏⌔࣭࣭࣭ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠗ⣲ၥ่࠘⭜③ㄽ᭣ࡃࠊࠕ㝧⥔ࡢ⬦ࡣேࢆࡋ࡚⭜③ࡏࡋࡴࠋ③ࡳࡢୖ↛ࡋ࡚⭘ࡿࠋ㝧⥔ࡢ⬦ࢆ่
ࡍࡣࠊኴ㝧⭖㛫ྜࡍࠋᆅࢆཤࡿࡇ୍ᑻ࡞ࡾࠖࠋ
⋤ၨ⋞᭣ࡃ㸫ࡇࡢ୍⠇ࡣࠊᮤ⌋ࡀ⋤෦ࡢὀࢆᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศ㸫ࠕ㝧⥔ࡣ㝧㉳ࡇࡿࠋ๎ࡕኴ㝧ࡢ⏕ࡎࡿ
ᡤࠊ୪⾜ࡋ࡚ୖࡾࠊ⭖ୗ⮳ࡾࠊ㸦ࡲࡓ㸧ኴ㝧ྜࡋ࡚ୖࡿࠋᆅࢆཤࡿࡇ୍ᑻࠊࡕᢎᒣ✰࡞ࡾࠋ㗦
⭖ࡢୗࠊศ⫗ࡢ㛫ࡢ㝗୰ᅾࡾࠋศࢆ่ࡍࡋࠖࠋ
ࡇࡢグ㍕ࡣ᳨ウࡍࡁࡇࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࠋᚋ⪃ࠋ
ࠕ⫗㔛ࡢ⬦ࡣேࢆࡋ࡚⭜③ࡏࡋࡵࠊ௨࡚ḥࡍࡽࡎࠋḥࡍࢀࡤࠊ๎ࡕ➽⦰ᛴ࡞ࡾࠋ⫗㔛ࡢ⬦ࢆ่ࡍࡇ
ࢆⅭࡍࠋኴ㝧ࡢእࠊᑡ㝧⤯㦵ࡢᚋᅾࡾࠖ
ࠋ
⋤ၨ⋞᭣ࡃ㸫ྠ๓㸫ࠕ⫗㔛ࡢ⬦ࡣᑡ㝧ࡢ⏕ࡎࡿᡤࠊ㝧⥔ࡢ⬦ẼࡢⓎࡍࡿᡤࠊ⤯㦵ࡢᚋࠊ㝧⥔ࡢ㐣ࡂࡿᡤࠊ
ศ⫗ࡢ✰࡞ࡾࠋ㊊እ㋈┤ୖࠊ⤯㦵ࡢ➃ࠊᚋዴࡃ㸦࠸ࡃ㸧ࡇศࠊ➽⫗ࡢศ㛫ᅾࡾࠋศࢆ่ࡍࡋࠖࠋ
ࡇࡢグ㍕ࡶ๓ᩥྠᵝࠊᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡁࡇࡀከ࠸ࠋ
ࠕ㣕㝧ࡢ⬦ࡣேࢆࡋ࡚⭜③ࡏࡋࡵࠊ③ࡳᢶᢶ↛ࡓࡾࠋ⏒ࡔࡋࡁࡁࡣࠊ๎ࡕᝒࡋࡳ௨࡚ᜍࡿࠖࠋ
⋤ၨ⋞᭣ࡃ㸫ྠ๓㸫ࠕṈࢀ㝜⥔ࡢ⬦࡞ࡾࠋෆ㋈ࢆୖཤࡿࡇᑍࠊ⭖ࡢศ୰ࠊᑡ㝜⤒୪ࡧ࡚ୖࡿ࡞
ࡾࠋ㣕㝧ࡢ⬦ࢆ่ࡍࡣࠊෆ㋈ࡢୖᑍࠊᑡ㝜ࡢ๓ࠊ㝜⥔ࡢᅾࡾࠋ⠏㈱✰࡞ࡾࠖࠋ⏥ࠗۑஎ⤒࠘ப
࠺ࠕኴ㝧ࡢ⤡ࠊูࢀ࡚ᑡ㝜㉮ࡿࡶࡢࢆྡ࡙ࡅ࡚㣕㝧᭣࠺ࠖࠋ
ࡇࢀࡽࡶࠊᩚ⌮ࡍࡁࡇࢁࡀከ࠸ࠋᅇࡣ࠶࠼࡚カࡳࡃࡔࡋᩥࢆసᡂࡋࡓࠋ㸦ᮍ㸧

  

傜୍⯡ㅮ₇凤傝

➨䢸ᖍ

᫂௦ࡢᑠඣ་᭩࠾ࡅࡿ㙀⅍᮲ᩥ
ி㒔

➨㸰ሗ

ᕝ➃࠾ࡾ

➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛Ṕ௦ࡢᑠඣ㙀⅍᮲ᩥࢆㄪᰝࡋ࡚ࡁࡓࠋᖺࡢ㙀⅍ྐᏛ࡛ࡣࠊ᫂௦ࡢᑠඣ⛉་᭩㸦
ࠗ
ᗂᚰ㚷࠘㸦ᬢᖹࠊ⮬ᗎห㸧ࡽࠗάᗂᚰἲ࠘㸦⫊ᑦᜏࠊ㸽㡭ᡂ࣭ห㸧ࡲ࡛ࡢ᭩㸧ぢࡽࢀࡿ
ᑠඣ㙀⅍ἲࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ㙀᮲ᩥࡣᑡ࡞ࡃࠊ่⤡ࢆ୰ᚰࡍࡿእ⛉ⓗ࡞⏝ࡀ༙࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⅍᮲ᩥ࡛ࡣࠗኴᖹ⪷᪉࠘ࡢᘬ⏝ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋᅇࡣࠊࡇࢀࡽᑠඣ་᭩ཬࡧᑠඣグ㍕ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠗᗂ
⛉ド‽⦖࠘ᕳ㸦หࠋ⋤⫯ᇽࠗド‽⦖࠘୰ࡢ୍᭩㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫂௦ᮎᮇ
ࡢᡂ❧࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊㄪᰝࡋࡓ་᭩ࡢ୰࡛᭱ࡶ㙀⅍᮲ᩥࡀከ࠸ࡇࡽࠊ᫂௦ࡢᑠඣ㙀⅍ἲࢆࡼࡾ᫂☜
ࡋᚓࡿ⪃࠼ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺࡣ᪥ᮏ࣭ᐶᩥ㹙@ᮏ㸦᪩✄⏣Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㹙ෆᐜ@㞟அ୍ึ⏕㛛࣭ド㏻ㄽ࣭㞯ᑗㆤἲࡣᑠඣࡢ㙀⅍ἲࢆ⥲ᣓࡋࠊࠕࡀᚤ࡞ࢀࡤࠊษዶࡾ
㙀⅍ࡍࡿࡽࡎࠋ࣭࣭↛ࡿᡤ௨ࡣࠊ㙀⅍ࡣඣࡢ⤒⤡ࢆയࡿࠋࠖ࠶ࡿࠋྛㆇࡈ⅍ἲࠊᡈ࠸ࡣ㙀⅍
ἲࡀ㝃ࡉࢀࠊ᮲ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ⅍ἲࡀࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ㙀ࡶእ⛉ⓗ⏝ἲࡢᑡᩘ࡞ࡀࡽグ㍕ࡉࢀࡿ
㸦ࠕ↛㇂࣭࣭ྍ⅍୕ኋࠊ㙀ධ୕ศࠖ㹙㢼ཱྀ㹛
㸧ࠋ⅍ἲࡣ⤒✰࡞ࡢ⅍ࡢࠊᝈ㒊ᑐࡍࡿⵛࢆ⏝࠸
ࡓ㝸≀⅍ࢆグ㍕ࡍࡿࠋࠗኴᖹ⪷᪉࠘ࡽࡢᘬ⏝ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ

傜୍⯡ㅮ₇凥傝

➨䢹ᖍ

ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡢ㙀⅍
㈡

➨㸵ሗ

㷞⏣Ὀᖹ

ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ᅄ༑ᕳࡣࠊඖᮎ᫂ึࡢ་ᐙ࣭ᴥⱥ㸦㹼㹙୍ㄝ㹛
㸧ࡀⴭࡋࡓ་Ꮫ᭩࡛࠶ࡿࠋ
ࢥ࢘ࢯ࢘

ࢮࣥࢮࣥ

ࢩࣚ࢘ࢨࣥ

ࣟ࢘ࣈࣥࢭࣥ

ᴥⱥࡢ୍ྡࡣබ∝ࠊᏐࡣၿࠊύỤ┬ⷜ ᒣࡢே࡛ࠊ༡Ᏽࡢ་ᐙ࣭ᴥᩥ㞚ࡢ᭮Ꮮ࠶ࡓࡿࠋ᫆་Ꮫ㏻
ࢱࢤࣥࣞ

ࡌࠊᮒ⁇ࡢ㛛ே࡛࠶ࡿᡝཎ♩㸦㹼㸧ὶࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡣᖺࡽᖺ⮳ࡗ࡚ᡂࡋࡓࡀࠊ⌧Ꮡ᭱ྂࡢหᮏࡣ᫂ࡢ㟹ᅄ༑ᅄᖺ㸦㸧ห
ᮏ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢ㱟㇂Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶᮏࡢ⏬ീࡀZHEබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࠗ⥆ಟᅄᗜ᭩࠘ࡢ
㹼ࡶᙳ༳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᐜ᫆ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ㱟㇂ᮏࠗ⥆ಟ࠘ᡤᮏࡢ㛫
ࡣከᩘࡢᩥᏐࡢ␗ྠࡀ࠶ࡿࡇࡀࠊᙜᏛࡢ◊✲ሗ࿌࡚ᮧ⏣㞞ⱥẶࡼࡾሗ࿌ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡶㄪᰝ⥅⥆୰࡛
࠶ࡿࠋࡶⱝᖸࡢ᫂หᮏࡀ୰ᅜࡸ᪥ᮏఏᏑࡍࡿࠋΎ௦ࡢ㔜หᮏࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᖺ
㸦㸧ึห࣭ᐶᩥᖺ㸦㸧หᮏࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㏆௦௨㝆ࡢ㔜หᮏࠊᖺୖᾏୡ⏺᭩ᒁ㖄༳ᮏࠊ
ᖺேẸ⾨⏕ฟ∧♫Ⅼᰯᮏࠊᖺ୰ᅜ୰་⸆ฟ∧♫༳ᮏࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ௨እࡶࠊ
ࠕ୰ᅜ་Ꮫᡂ⥆㞟ࠖ
ᡤࡢᙳ༳ᮏࡀ࠶ࡿࠋ
ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡣࠊᕳ୍㹼ᕳࡢࠕ㝜㝧ⶶᗓ㒊ࠖ࠾࠸࡚㝜㝧ᐇㄽデἲ࣭ἲࡢ⥲ㄽࠊ㙀⅍ࠊ⏝⸆
㙀⅍ࡢ⚗ᚷࢆࠊᕳ༑㹼ᕳ୕༑ࡢࠕ⫢⫹㒊ࠖࠕᚰᑠ⭠㒊ࠖ
ࠕ⭁⫶㒊ࠖࠕ⫵⭠㒊ࠖ
ࠕ⭈⭤⬔㒊ࠖࠕയᐮ㒊ࠖࠕ፬
ே㒊ࠖ
ࠕᑠඣ㒊ࠖ࠾࠸࡚ྛⶶᗓཬࡧ፬ே࣭ᑠඣูࡢࠊ⸆ἲࠊἲ࡞ࡢドࢆࠊᕳᅄ༑ࡢࠕ㐠Ẽ㒊ࠖ
࡛ࡣ㐠Ẽㄽࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᕳ㹼ᕳࡢ㙀⅍ࢆㄽࡌࡓ㒊ศࡣࠊඖ௦ࡲ࡛ࡢ㙀⅍⤒ᩥࡢᘬ⏝࡛ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘
ࠗ㟋ᯡ࠘
ࠗ⏥எ⤒࠘ࡢᰯ຺㈨ᩱࡋ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
₇⪅ࡣᮏᏛ➨ᅇ㹼➨ᅇ࡚ࠕࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡢ㙀⅍ࠖ➨ሗ㹼➨ሗ㢟ࡋࠊࠗ⥆ಟᅄᗜ᭩࠘ᡤ
ࡢࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ᕳ୍ࡽᕳ༑ࡢ㙀⅍᮲ᩥࡘ࠸࡚ࠊㄽ㏙ෆᐜࡑࡢᘬ⏝᭩≀ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᅇࡣࠊ๓ᅇࡲ࡛ࡢ⥆ࡁࡋ࡚ࠊᕳ༑භ㹼ᕳ༑ࡢࠕ⫵⭠㒊ࠖࡢ⣙✀ࡢ㡯┠࠾ࡅࡿࠊ
ἲࡢㄽ㏙㒊ศࢆ୰ᚰᘬ⏝᭩グ㏙ෆᐜ࡞ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ሗ࿌ࡍࡿࠋ
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➨䢺ᖍ

ࠗᮾ་ᐆ㚷࠘㞧⠍ࡢ㙀⅍
⚄ዉᕝ

➨㸰ሗ

ୖ⏣ၿಙ

ࡣࡌࡵ
ࠗᮾ་ᐆ㚷࠘ᕳ㸦ᮏᩥᕳࠊ┠㘓ᕳ㸧ࡣࠊኴ་࣭チὼ㸦㹼㸧ࡀ⦅⧩ࡋࡓᮅ㩭ࡢ௦⾲ⓗ་᭩
࡛࠶ࡿࠋᬺ㹼ᖺ㸦㹼㸧ࡢᮍ⤊ࢃࡗࡓึ✏ࡢᚋࢆᢎࡅ࡚ࠊᬺᖺ㸦 ᡂࡋࠊ
ᬺᖺ  ึหࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮅ㩭ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୰ᅜࡸ᪥ᮏ࡛ࡶ㔜หࡉࢀࠊ⌧ᅾ✀௨ୖࡢ∧ᮏ
ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋΎࡢ࿘୰Ꮢ㸦㹼㸧ࡣࠗ㒯ᇽㄞ᭩グ࡛࠘ᮏ᭩ࡢᵓᡂࡸ᭩ྡゝཬࡋࠊࠕ᭩௨
ࠗ㯤ᗞ⤒࠘᭷ෆᬒஅᩥࠊ་᭩᭷ෆእቃ㇟அᅗࠊᨾඛ௨ෆᬒ⢭Ẽ⚄ⶶᗓⅭෆᬒᅄ⠍ࠊḟྲྀእቃ㢌㠃ᡭ㊊➽
⬦㦵⫗Ⅽእᙧᅄ⠍ࠊཪ㔗㐠භẼᅄ㇟୕ἲෆയእឤㅖஅㆇิⅭ㞧༑୍⠍ࠊᮎⴭᾮ୕⠍ࠊ㙀⅍୍⠍ࠊ
௨ᑾኚࠋ㸦୰␎㸧ㅝஅࠕᮾ་ᐆ㚷ࠖ⪅ࠊ௨⋤⠇ᩪ᭷ᮾᇉ་༡་அㄝࠊᨾ⛠ᙼᅜஅ་Ⅽᮾ་ࠋཪ
௨ඖ⨶ㅬ⏠᭷ࠗ⾨⏕ᐆ㚷࠘ࠊ᫂㱤ᘐ㈼᭷ࠗྂ་㚷࠘ࠊᨾྜ⛠Ⅽࠕᮾ་ᐆ㚷ࠖபࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ
᭩ࡣ┠㘓ᕳࠊෆᬒ⠍ᕳࠊእᬒ⠍ᕳࠊ㞧⠍ᕳࠊᾮ⠍ᕳࠊ㙀⅍⠍ᕳࡽ࡞ࡿࠋྛ⠍࡛ࡣᏊ┠
ࢆタࡅ࡚ࠊ᭱ึㄽࢆࠊḟ⸆᪉ࡸ㙀⅍ἲࢆᥖࡆࠊࡑࡇṔ௦ࡢㅖᮏࢆᘬ⏝ࡋ࡚ᮏᩥࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᘬ
⏝ࡉࢀࡓ᮲ᩥࡣࠊᣐ ᭩ྡࠊேྡ ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊෆᬒ⠍ᕳஅ୍ࡢෑ㢌ࡢࠕṔ௦་᪉ࠖࡣࠊ
୰ᅜ࣭ᮅ㩭ࡢṔ௦་᭩✀ࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᮏ᭩୰ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭩┠ࡢ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠋᓲ
⚽₎ⴭࠗᮅ㩭་⡠㏻⪃࠘ ୰ᅜ୰་⸆ฟ∧♫ࠊᖺ ࡼࢀࡤࠊ᭩୰ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ་᭩ࠊ㠀་᭩ࠊశ
᭩ࡢ⥲ᩘࡣ✀వࡾࡢࡰࡿࠋ
ࠗᮾ་ᐆ㚷࠘ࡢ㙀⅍ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤ᖺᖺࡢᮏᏛ࠾࠸࡚ࠊእᙧ⠍ෆᬒ⠍࠾ࡅࡿ㙀⅍
᮲ᩥ᮲㸦እᙧ⠍᮲ࠊෆᬒ⠍᮲㸧୰ࡢᘬ⏝᭩ཬࡧேྡࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ᳨ウࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ₇
⪅ࡶࡲࡓᖺ㸦ᖺ㸧ࡢᮏᏛ࠾࠸࡚ࠊྠᵝ㞧⠍ࡢᕳ㹼ᕳᡤ㍕ࡢ㙀⅍᮲ᩥࡢㄪᰝ᳨ウࡢヲ⣽࡞
ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
┠ⓗ᪉ἲ
ᕳ㹼ᕳࡢሙྜྠᵝࠊ㞧⠍ᕳ㹼ᕳࡢ㙀⅍᮲ᩥ ᮲ ࢆ㡯┠ูᩚ⌮ࡋࠊᘬ⏝᭩ཬࡧேྡࡢ
ㄪᰝ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᗏᮏࡣྎ‴࣭ᅜ㢼ฟ∧♫ᙳ༳ᮏ㸦ᖺ∧㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢᙳ༳ᮏࡣࠊᮅ㩭ࡢ
ࠕ⏥ᠿႠ㔜หᮏࠖࢆᙳ༳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㔜หᮏࡘ࠸࡚ࠊᒸすⅭேࡣࠕ୕ᮌ༤ኈࡼࡿࠊࡇࡢ
⏥ᠿࡣ⣧♽ࡢ୍ᅄᖺ㸦୍ඵ୍ᅄ㸧࡛ࠊࡶึหάᏐᮏࡼࡗ࡚そ้ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ୧⪅ࡢ∧ᮏࡣࡼ
ࡃఝ࡚࠸࡚ࠊหグࡼࡗ࡚༊ู࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠖ㏙࡚࠸ࡿ㸦ࠗ୰ᅜ་᭩ᮏⲡ⪃࠘➨❶➨
୕⠇ࠊ༡㜰༳ๅࢭࣥࢱ࣮ࠊᖺ㸧ࠋ࡞࠾ࠊ㒌㟭ᰯὀࠗᮾ་ᐆ㚷࠘ ୰ᅜ୰་⸆ฟ∧♫ࠊᖺ ࢆే
ࡏཧ↷ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ
ᘬ⏝᭩ࡣ㒊࡛✀࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕࠗ་Ꮫ⥘┠࠘
ࠗୡ་ᚓຠ᪉࠘
ࠗ㈨⏕⤒࠘ࡢ᭩ࡀከࡃࢆ༨ࡵ㸦
ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘
᮲ࠊ
ࠗୡ་ᚓຠ᪉࠘᮲ࠊ
ࠗ㈨⏕⤒࠘᮲㸧
ࠊࠗෆ⤒࠘
ࠗእ⛉⢭せ࠘
ࠗ⁇ᚰἲ㝃వ࠘ྛ᮲ࠊ
ࠗእ⛉⢭⩏࠘
ࠗ་Ꮫṇఏ࠘ྛ᮲࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᭩ྡ࡛ࡣ࡞ࡃேྡࢆ⾲グࡍࡿࡋ࡚ࠕᡥ㭌ࠖࠕᮾᇉࠖࠕᏊࠖࡀྛ᮲
࠶ࡗࡓࠋࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࠗୡ་ᚓຠ᪉࠘
ࠗ㈨⏕⤒࠘ࡢᘬ⏝ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢẚ⋡ࡣෆᬒ⠍ࠊእᙧ⠍ࠊ㞧⠍
ᕳ㹼ᕳẚࡿపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᘬ⏝ࡢ୰ࡣࠊ⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭩≀ࡽࡢ┤᥋ࡢᘬ⏝࡛ࡣ↓ࡃࠊ
ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡽࡢᘬ⏝ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓᘬ⏝ࡍࡿሙྜࡶྲྀ✰ἲࡸ่⅍ἲ࡞ࢆ┬ࡁࠊ≧✰ྡࡢࡳ
ࡢ᮲ᩥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㙀⅍⠍ేࡏぢࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᮾ་ᐆ㚷࠘㞧⠍ࡢ㙀⅍ࡣࠊࡑࡢᘬ⏝ࡢ≧ἣࡽぢ࡚ࠊෆᬒ⠍࣭እᙧ⠍ࡢࡑࢀྠᵝࠊᮅ㩭⊂⮬ࡢ㙀
⅍ࢆ㏙ࡓࡶࡢ࡛ࡣ↓ࡃࠊࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࢆయࡍࡿ୰ᅜ᫂௦ࡢ㙀⅍ࢆ♽㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋ
ࡓࠋ

  

傜୍⯡ㅮ₇凥傝

➨䢻ᖍ

⨶ኳ┈ࡢ㙀⅍
㜰

୕ᾆ

ႛ

₇⪅ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㔠ඖᅄᐙࡑࡢᖌᘵ㐩ࡢ㙀⅍ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡓࡧࡣࠊᮤᮾᇉᖌࡋ
ࡓ⨶ኳ┈ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
⨶ኳ┈㸦⏕ἐᖺヲ㸧ࡣᏐࢆㅬ⏠࠸࠸ࠊ┿ᐃ㸦Ἑ┬ṇᐃᆅ༊㸧ࡢேࠋᮤᮾᇉ㸦㹼ᖺ㸧ࡀ┿
ᐃᖐࡗ࡚ࡁࡓ㸦ᖺ㡭㸧ࡢࡕධ㛛ࡋࠊᮾᇉࡀἐࡍࡿᖺࡲ࡛ࠊᖌࡋࡓゝࢃࢀࡿࠋⴭ᭩࡛࠶ࡿ
ࠗ⾨⏕ᐆ㚷࠘ぢ࠼ࡿࡢ㦂ࡽࠊᖺ㡭ࡽ⒪άືࢆ㛤ጞࡋࠊᖺ௨㝆ࡣᗘࠎᚩ⏝ࡉࢀⵚྂ
㌷ࡢ㌷་ࡋ࡚ྛᆅࢆᕠࡾࠊ㧗ᐁࡢ⒪ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓຌ⦼ࡀホ౯ࡉࢀࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠊ⨶ኳ┈ࡣኴ་ࡢᆅᑵ࠸ࡓࠋᮤᮾᇉࡢ⠜࠸ಙ௵ࢆᚓࡓ⨶ኳ┈ࡣᮾᇉࡢ⮫⤊࠶ࡓࡗ࡚ⴭ᭩ࢆ
౫クࡉࢀࠊᖺᖌࡢ㦂➼ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠗᮾᇉヨຠ᪉࠘ࢆ⦅⧩ࡋࠊᖺ௨㝆ᮾᇉࡢ㑇ⴭࠗ⭁⫶ㄽ࠘
ࠗ⹒
ᐊ⛎ⶶ࠘ࠗෆእയᘚᝨㄽ࠘࡞ࢆห⾜ࡋࠊୡᗈࡵࡓࠋḟࠎᮤᮾᇉ࣭⨶ኳ┈ࡢ᭩ࡀห⾜ࡉࢀࡓࡢࡣࠊࡇ
࠺ࡋࡓฟୡ࠶ࡎࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠗ⾨⏕ᐆ㚷࠘ࡣࠊᕳ㹼ࡣࠕ⸆ㄗỌ㚷ࠖ
ࠊᕳ㹼ࡣࠕྡ᪉㢮㞟ࠖ
ࠊᕳࡣࠕ⸆㢮ἲ㇟ࠖࠊᕳ㹼ࡣࠕ་
㦂⣖㏙ࠖ⛠ࡋࡑࢀࡒࢀ⮫ᗋୖࡢὀពⅬࠊྂࡢྡ᪉㐠⏝ἲࠊ⸆≀ࡢᛶ࣭⸆⬟ࠊᨾࡢ⒪⤒㦂࣭⮫ᗋ
ࡢᐇ㝿㛵ࡋ࡚ゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᭩୰ࡢ㙀⅍᮲ᩥࡣࠊ㙀ἲ᮲ࠊ⅍ἲ᮲ࠊ⤒✰᮲࡛࠶ࡗࡓ㸦㦂ࡀ᮲ྵࡲࢀࠊ㙀ἲ᮲ࠊ⅍ἲ᮲ࠊ
㙀⅍ే⏝᮲ࠊ㙀⅍ే⏝ࠝ⤒✰ࡢᣦᐃ࠶ࡾࠞ᮲㸧ࠋ⅍ἲࡣࠊ
ࠕ⭁⫶ࠊேஅᡤ௨Ⅽᮏ⪅㸦ᕳ࣭№ⅆയ⫶㸧ࠖ
ࡢほⅬࡽ୰⬭࣭Ẽᾏࡢ✰ࡢຠ⏝ࢆຊㄝࡋࡓグ㍕ࡀከ࠸ࠋ⭈ࢆ⿵࠺ࡇ࡛⭁⫶ࢆຓࡅࡿࡋࡓࠕ୰⬭ஓࠋ
ඛ⅍ኊࠋ௨

⭁⫶அẼࠋ㐍⨾㣧㣗ࠋḟ⅍Ẽᾏⓒኊࠋ⏕ⓎඖẼࠋ͐⅍㊊୕㔛ࠋ⭈அྜஓࠋ୕ኊࠋᘬ

㝧Ẽୗ㝜ศࠋຓ⫶Ềࠋᚋ⅍㝧㍜ኊࠋ᥋⥆㝧Ẽࠋ௧㊊⬯

ᬮࠋᩓΎஅ㑧ࠋ͐Ẽཤࠋ͐㸦ᕳ༑භ

࣭㝜㝧ⓙ⅍அᡤᐅ㸧
ࠖࡽࡶࠊ≉⭁⫶ࡢᏛㄝࢆ⥅ᢎࡋࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊẼᾏࡣⓒኊከࡃࠊ
ྠࡌయᖿ࠶ࡿ୰⬭ࡣ࠸᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ㙀ἲ࡛ࡣࠊ㔠ඖ௦ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠕ୕⛸㙀ࠖࢆ⏝࠸࡚ฟ⾑ࡉࡏࡿ
⒪ࡀぢࡽࢀࡓࠋ≉ᕳ༑㰯୰ㅖే⏝᪉ࠕ⾕⾑ྤ⾑ஂថࠋ᭹Ṉ⸆ࠋ௨୕⛸㙀่Ẽ⾪✰ฟ⾑ࠋࠖ
࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠗ⭁⫶ㄽ࠘ᕳ୰ ⭁⫶ᙅ㝶Ⅽ㝶ไ᪉ࠕẼ⾪௨୕⛸㙀ฟ⾑͐ࠖ㢮ఝࡍࡿࡇࡽࠊ
ᮤᮾᇉࡢᙳ㡪ࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊㆇ㙀⅍ἲࡀ୍య࡞ࡗ࡚࠸ࡿグ㍕ࡣᑡ࡞ࡗࡓࡀࠊࠗ⾨⏕ᐆ㚷࠘ࡣㆇࡢ
ᅉᶵࡶලయⓗ࡞㑅✰ࡸ㙀⅍ἲࡢグ㍕ࡀከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㦂㙀⅍ࡼࡿ⒪ࡀ┠❧ࡘࡇࡽ
ࡶ࠺࡞ࡎࡅࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊ㔠ඖ᫂௦ࡢ㙀⅍ἲࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞୍᭩࡛࠶ࡿࡤࡾࠊᚋࡉࡽᚋ
ୡࡢ་ᐙࢆㄪᰝࡍࡿ࠶ࡗ࡚⨶ኳ┈ࡢ㙀⅍ࡢẚ㍑ࡀᚲ㡲࡞ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ

傜୍⯡ㅮ₇処傝

➨䢳䢲ᖍ

㞼ᾏኈὶࡢ㙀⅍
රᗜ

➨㸰ሗ

ᒾ⏣※ኴ㑻

Ᏻᅵ᱈ᒣᮇࡽỤᡞึᮇࡅ࡚ࠊከࡃࡢ㙀⅍ὶὴࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡑࡢ୰ࡣࠊ᫂ࡸᮅ㩭ࡽࡢΏ᮶ே
ࡼࡾఏ࠼ࡽࢀࡓ㙀⅍ࡶᗄࡘ࠶ࡿࠋ
㞼ᾏኈὶࡢ㙀⅍ࡣࠊᩥ⚘ࡢᙺࡢᢡࡾࠊ㛗᭮ᡃ㒊ᇶぶࡢර㛗࡛࠶ࡿ᱓ྡᑗ┘ࡽ࠼ࡽࢀࡓ㔠ᚨࡀࠊ㐃⾜
ࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢᅵబ㸦㧗▱㸧࡚ࠊ㛗⏕ᗡࡸ᱓ྡ⋞ᚨᩍ࠼ࡓࡶࡢࡉࢀࡿࠋ㞼ᾏኈὶࡢ㙀⅍᭩ࡋ࡚ࠊ
ࠗᗈ⊃⚄ල㞟࠘
ࠗྂ㞟㙀ἲ࠘
ࠗ㙀ἲⶶᚰᕳ࠘୕᭩ࡢࠊᚋ㏙ࡢෆ⸨グᛕࡃࡍࡿ༤≀㤋ᡤⶶࡢㅖᮏࡀ࠶ࡿࠋ
ᖺࠊ₇⪅ࡣࠊᮏᏛ࠾࠸࡚ࠊࠕ㞼ᾏኈὶࡢ㙀⅍ ➨୍ሗࠖ㢟ࡋࠊ㞼ᾏኈὶࡢ㙀⅍᭩ࡢෆᐜࢆㄪᰝࡋ
Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࠗ㙀ἲⶶᚰᕳ࠘ࡢᗎᩥᮎࠕࡢἲࡣ⚄㞟ࢆᑜࡡࠊ⒪㣴ࡢཱྀఏࡣᙜṈࡢᕳࢆᑜࡠࡋࠖ
࠶ࡿࡇࡽࠊⴭసࡢෆᐜࡣࠕࠖࠕ⒪㣴ࠖࡢࡘࡢ㠃ࡽせ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋලయⓗࡣࠊ
ࡣࠗᗈ⊃⚄ල㞟࠘ࠗྂ㞟㙀ἲ࠘ぢࡽࢀࠊྛㆇྜࢃࡏࡓ✰ࡀ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠗ㙀
ἲⶶᚰᕳ࠘ࡢ⒪㣴ࡢㄽ࡛ࡣࠊᡭ㊊ࡢせ✰ࢆ⏝࠸ࡓࠗ㞴⤒࠘ὶࡢ㑅✰⿵№ࡀ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⒪⏝࠸
ࡿ✰ࡣࠊⴭసࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀࠊᴫࡡ✰✰࡛࠶ࡾࠊỤᡞึᮇࡢὶὴ㙀⅍ぢࡽࢀࡿ≉㛗ࢆ᭷ࡋ࡚

  

࠸ࡿࠋճ⾡᪉ἲࡣࠊ㙀ἲయ࡛⅍ἲࡣṤ⏝࠸࡚࠾ࡽࡎࠊ㙀ἲ࡛ࡣ⿵№୪ࡧ№⾑ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨
ୖࡀᖺⓎ⾲ࡋࡓෆᐜࡢᴫ␎࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᖺࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᙳ༳ࡉࢀࡓࡇࡢ࡞࠸ෆ⸨グᛕࡃࡍࡿ༤≀㤋ⶶࡢࠗ㞼ᾏኈὶ᭩ ୖ࣭୰࣭ୗ࠘㸦ⶶ
᭩␒ྕ㸧ࢆㄪᰝࡋⓎ⾲ࡍࡿࠋࡇࡢࠗ㞼ᾏኈὶ᭩ ୖ࣭୰࣭ୗ࠘ࡣࠗ᪂ᗈ⊃⚄ල㞟࠘
ࠊࠗ㙀ἲྂ᪂ⓗ
ఏ㞟࠘
ࠊࠗ㞼ᾏኈὶ㙀அᢒ࠘ࡢ୕ᕳ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᭩ྡࡸᵓᡂࡢ୍㒊ࡣࠊㄽᩥࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ୖぢࡿࡇࡣ࠶ࡿࡀࠊෆᐜࡘ࠸࡚ࡣⓎ⾲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊⓎ⾲࠾࠸࡚㞼ᾏኈὶࡢ◊✲
ࡢ୍ຓࡋࡓ࠸ࠋ

傜୍⯡ㅮ₇処傝

➨䢳䢳ᖍ

ᮡᒣὶࡘ࠸࡚ ➨㸴ሗ
රᗜ

ᶫᮏྐ௦

Ụᡞᮇ᭱ゝࢃࢀࡿὶὴࠊᮡᒣὶࡣࠊ
ࠗᮡᒣ┿ఏὶ࠘⾲அᕳᕳ࣭୰அᕳᅄᕳ࣭ዟ㱟அᕳ୕ᕳ㸦ᓥ
ᾆ⏣୍ⴭ㸧࠸࠺᭩ࡀ࠶ࡿࠋ⒪⌮ㄽཬࡧᐇ㝿ࡢᡭᢏ่ἲࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ⦅⧩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ₇
⪅ࡣᮏᏛ➨ᅇ㹼➨ᅇᏛ⾡࠾࠸࡚ࠊ⾲அᕳ㸦␗ᮏࢆྵࡵ✀㢮ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡚㸧ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ᵓᡂෆᐜ㸦ձ་Ꮫᇶ♏⌮ㄽࠊղデ᩿ἲࠊճㆇཬࡧ✰ἲࠊմ㙀ἲ㸧ࡽࠊୗグࠝࠞ㹼ࠝࠞࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
୍ࠝࠞ⯡่ἲㄽࡣࠊᏵ㹼᫂௦ࡢ㙀⅍᭩ࡽ⅍ἲࡸ㙀ἲ㛵ࡍࡿෆᐜࢆᘬ⏝ࡍࡿࡀከࡃࠊࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋
ᯡ࠘ࠗ㞴⤒࠘࠸ࡗࡓཎࡽࡢ⌮ㄽࢆᣲࡆࡿ⟠ᡤࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࠋ
ࠝࠞ㙀ἲࡣ≉⿵№ㄽࡢᘬ⏝ࡀ┠❧ࡘࠋࡇࢀࡣᮡᒣ୍ⴭ㏙ࡢࠕ୕㒊᭩࡛ࠖࡶ㔜せどࡋ࡚࠸ࡓࠊᅉࡢ
㚷ูࠑⶶᗓࡢ㝜㝧ᐇࠒ㐺ษ࡞ἲࠑ⿵№ࠒࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ
ࠝࠞࠕ༑ඵᡭ⾡ࠖࡢ่ἲᡭᢏࡣㆇࡢタᐃࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ㞛ၝࠖࡢࡼ࠺ከᒱࡢㆇΏࡗ࡚⏝࠸
ࡽࢀࡿᡭ⾡ࡶከ࠸ࠋྲྀ⾑ࡸ⅍ἲࡶࡳࡽࢀࡿࡀࠊయࡢ㸱ศࡢ㸯ࡶ‶ࡓࡎࠊ㙀ἲࡀ୰ᚰࠋㆇࡈࡢ⏝
✰ᩘࡣࠊ⤒እወ✰ࢆ㝖࠸࡚࠾ࡼࡑᙅ࡛࠶ࡾࠊ⭡㒊✰ࡢ⏝ࡀᅽಽⓗከ࠸ࠋ
ᅇࡢㄪᰝࡽࠊ୰அᕳࡢᵓᡂෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⾲அᕳࡣࢸ࢟ࢫࢺࡀ✀Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊ୰அ
ᕳዟ㱟அᕳࡣࡢࡇࢁࠊࠗ⛎ఏ࣭ᮡᒣ┿ఏὶ࠘ᓥᾆ⏣୍ⴭࠊᑠ㔝ሯᴦᒣ㸦ᱜ㞼ࠊᖹᡂᖺ
㹙@ᙳ༳ࠊ㈈ᅋἲேᮡᒣ᳨ᰯ㑇ᚨ㢧ᙲᡤⶶ㸧ࠊࡑࢀࢆᗏᮏࡋࡓἜ༳ᮏࠗᮡᒣ┿ఏὶ࠘ᓥᾆ⏣
୍ⴭ㸦ᮡᒣ┿ఏὶಖᏑࠊᖺ㹙㹛Ἔ༳ࠊ
ࠗ⥆㙀⅍་Ꮫㅗゎ᭩㞟ᡂ࠘➨ࠊ࢚࢜ࣜࣥࢺฟ∧♫ࠊ
ᖺࠊṊ⏣⛉Ꮫ⯆㈈ᅋᮥ㞵᭩ᒇᡤⶶ㹙㹛㸧ࡢ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ୰அᕳࡣ၏୍ࠊᓥᾆ⏣୍ࡢᗎᩥࡀ
ࡉࢀࡿࠋ
୰அᕳࡣᅄᕳࠋᕳ➨୍ࡣ㙀ἲ㸦่ἲᡭ⾡㸧ࡘ࠸࡚㸦㘓ࠕ㙀่ᚰᚓࠖඛேࡼࡿ⿵№ᚰᚓࠊண
ᚋุᐃࡢㄽ࠶ࡾ㸧ࠊᕳ➨ࡣࡢㆇཬࡧ✰ἲ่ἲᡭ⾡ࡘ࠸࡚ࠊᕳ➨୕㸦ୖ୰ୗࡢᵓᡂ㸧ࡣ⤒⤡࣭ⶶ
ᗓ࣭፬ே࣭ᑠඣ࣭ࡑࡢࡢศ㢮ࡋࡓㆇㄽ᪉ㄽ㸦㦂ྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᕳ➨ᅄ㸦ୖ୰ୗࡢᵓᡂ㸧
ࡣデᐹㄽ㸦ᮃデ࣭⪺デ࣭ၥデ㸧ࠊ⏘๓⏘ᚋࡢㆇࠊせ✰ࠊ⭡㒊࣭⫼㒊ࡢせ✰ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇࡣᕳ➨୍ࡢ㙀ἲ㸦่ἲᡭ⾡㸧ࡘ࠸࡚ࠊ⾲அᕳࡢẚ㍑ࡶᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋヲ㏙ࡉࢀࡿ่ἲᡭᢏ
ࠕ༑ඵᡭ⾡ࠖࢆ
ࡣࠊ⾲அᕳࡢᡭᢏࢆᇶ♏ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㔞ࢆࡣࡿࡄ✀㏆ࡃࡶࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦
ྵࡵࠊࠕⓒἲ㙀⾡ࠖ࠸ࢃࢀࡿ㸧ࠋᕳ➨ࡢㆇࡣ⾲அᕳྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ่ἲᡭ⾡ࡣࡼࡾ」㞧࡞ࡶࡢࡀ
ຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡭᢏࢆᐇ㝿࠸ࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ࠺ࡣูࡋ࡚ࠊ⌮ㄽ⢭㏻ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ┦
ᙜࡢಟᏛ㛫ࢆせࡍࡿࡢࡣീ㞴ࡃ࡞࠸ࠋ⛎ఏ᭩࡛࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡶࠊ⾲அᕳẚࢸ࢟
ࢫࢺࡀὶᕸࡋ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࠶ࡲࡾ㞴ゎ࡞ෆᐜࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
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ࠗ⬦ᅉㆇ࠘ࡘ࠸࡚
ᒱ㜧

ᐑᕝ㝯ᘯ

ࠗ⬦ᅉド࠘ࡣࠊᮒࡢྡ๓ࢆෙࡋ࡚ࠊᗈࡃὶᕸࡋ࡚࠸ࡿ་᭩ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࠗ୰ᅜ୰་ྂ⡠⥲┠࠘
࡛ࡣࠊࠗ
ࠕ ⬦ᅉド࠘ᕳࠋ㸦ඖ㸧ᮒ㟈㸦ᙪಟࠊ㸧ࠖࡢぢฟࡋࡢࡶࠊΎ࣭㝯  ᖺࡢ
ᮃஂᗎྜᚿᇽหᮏࡽẸᅜ௦ࡲ࡛ࡢᩘ✀ࡢหᮏࡀิᣲࡉࢀࠊࡑࡢ୰ࡣΎࡢ࿘Ꮫᾏ⦅⧩ࠗ࿘Ặ་Ꮫྀ
᭩࠘ࠊẸᅜࡢ᭪Ⅸ❶⦅⧩ࠗ୰ᅜ་Ꮫᡂ࠘࡞ࡢྀ᭩ᡤᮏࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ ௨ୗࠕ㏻⾜ᮏࠖ␎ࡍ ࠋᕳ
ᮏᕳᮏࡀ࠶ࡿࡀࠊෆᐜࡁ࡞㐪࠸ࡣ↓࠸ࠋࡕ࡞ࡳ┿ᰗㄔ࣭ᑠ᭮ᡞὒࡣࠕ₎᪉ྂᩥ⊩ᴫㄝࠖ➨
ᅇ࣭ඖ௦ࡢ་⸆᭩㸦ࡑࡢ㸧࡛ࠊࠕࡢྡクࡋࡓ᭩ࠖࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠕ
ࠗ⬦ᅉド࠘㹼ᕳࠊ⋤ୡோ
ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕᕳࠖࡣࠗᅄᗜ᭩⥲┠ᥦせ࠘ࡢ་ᐙ㢮Ꮡ┠ぢ࠼ࡿࠋࡲࡓ⋤ୡோࡣΎ௦ࡢ་
ᐙぢࡽࢀࡿࡀࠊ⋤ࢆⴭ⪅ࡍࡿㄝࡢ᰿ᣐࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㏻⾜ᮏ࡛ࡣࠊ 㝯 ᖺࡢ⧂㑂⩏ࡢᗎᩥࠊ┠㘓⥆࠸࡚ࠊ
ࠕ୍༞ᑹࠖ
ࠕ⑷ࠖ
ࠕ୕ࠖ
ࠕᅄ⑺ࠖ
ࠕདྷࠖ
͐㡯┠␒ྕࢆ㝃ࡋ࡚㡯┠ࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ㡯ࡣᴫࡡࠊ⬦≧ࠊᅉࠊドࠊฎ᪉ศࡅ࡚ゎㄝࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊ
ࠕ⬦ࠖࠕᅉࠖ
ࠕドࠖ
ࠕࠖࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢ㏻⾜ᮏࡣ⣔⤫ࢆ␗ࡍࡿ᫂หᮏᕳ ௨ୗࠕ᫂หᮏࠖ␎ࡍ ࡀࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋ෆ㛶ᩥ
ᗜఏᏑࡍࡿ㸦⣚ⴥᒣᩥᗜᪧⶶࠋห⾜ᖺᮍヲࠋࠋภᯫ␒ྕᏊ㸧ࠋࡇࡢ∧ᮏࡣ୰ᅜࡣఏᏑࡋ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊᏙᮏࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᭩እ㢟ࡣࡶࠕ⁇⬦ドࠖࠊୖᕳࡢෆ㢟ᕳᮎ᭩㢟ࡣࠕ⁇ᮒẶ⬦ドࠖࠊୗ
ᕳࡢෆ㢟ᕳᮎ᭩㢟ࡣࠕᮒẶ⬦ᅉドࠖ࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊ㏻⾜ᮏࡣ␗࡞ࡾࠊ
ࠕᮒẶ⬦ᅉドᗎࠖ
㢟ࡍࡿ⮳ṇᖺ ᖺ ࡢᏵ⃯ࡢᗎᩥⴥࡀ࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࠕᮒẶ⬦ᅉド┠㘓ࠖⴥࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊෆᐜࡣ㏻⾜ᮏྠࡌ࡛࠶ࡿࠋᮏᩥࡢ࠶ࠊࠕ⬦ᅉドᚋᗎࠖⴥࡀ࠶ࡿࡀࠊⴥ┠௨ୗࢆḞࡃࡓࡵࠊ➹
⪅ࡑࡢࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋ
㏻⾜ᮏ᫂หᮏࡢᮏᩥࡢ㛫ࡣ␗ྠࡀᩓぢࡍࡿࠋ࠼ࡤ㏻⾜ᮏࡢࠕ୍༞ᑹࠖࡣࠊࠕ⬦ࠖࠕ㏻ࠖࡢ᮲
ࡢࡳ࡛ࠊ᫂หᮏࡢ⬦࣭ᅉ࣭ド࣭ࡢయ࡛࡞࠸ࡤࡾࠊᮏᩥ⮬యࡶࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᫂หᮏ
ࡣ㙀⅍ࡢ᮲ᩥࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ࠼ࡤࠕ୍༞ᑹࠖࡢᮎᑿࡣࠕᩆ༞Ṛᙇཱྀᢡ᪉ࠖࡋ࡚ࠕ⅍ᡭ㊊୧∎ᚋ
୍༑ᅄኊࠊ㣧௨ẘㅖ⭯ᩓࠖ࠶ࡿ㸦
ࠗ⫝ᚋ᪉࠘ᕳஅ୍࣭ᩆ༞୰ᝏṚ᪉➨୍ࡽࡢᘬ⏝㸧
ࠋࠕ୕"࡛ࠖࡣ㏻⾜
ᮏࡣࠕ⬦ࠖࡢ᮲ࡀ࠶ࡿࡀࠊ᫂หᮏࡣぢ࠼ࡎࠊࠕᅉࠖࡢ᮲ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇࡽࠊ㏻⾜ᮏ
ࡣ᫂หᮏࡢ⿵ゞᮏ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ᅜ❧බᩥ᭩㤋ෆ㛶ᩥᗜࡣࠊᑿᙇ⸬ᡤⶶࡢ᫂หᮏࢆከ⣖Ặࡀ㌿ࡋࡓᩥ㸦㸧ᖺᢒᮏࡀᡤⶶ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ภᯫ␒ྕ㸧ࠋከ⣖ඖ⬍ࡣࡇࡢᢒᮏࡢዟ࡛ࠊ
ࠗ⬦ᅉド࠘ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕྑᮏࠊࡶࠕ
ඛ⏕ࠖࡢᅄᏐࢆᶆࡍࠋᕳ㤳ࠕ₯⁇ᏵẶ᱁⮴వㄽ㢟㎡ࠖࢆᨵࡵ࡚௨࡚ࡇࢀࢆ㝃ࡍࠋ⪋ࡋ࡚ࡢึࡵ⬦
ࢆㄽࡌࠊḟᅉࠊḟドࠊᚋࢆㄽࡎࡿࡣࠊ㯤ୡோࡀࠗᮏⲡᶒᗘ࠘ấࡶᕪ␗↓ࡋࠋ㸦୰␎㸧ࢀࡋ
ᚋୡ㯤᭩ࢆ㔜หࡏࡿ⪅ࠊࡀ┒ྡࢆ㝃ࡋ࡚၎ࢆồࡵࠊ᪁ࢀࡀఄಲࢆ࿊ࡍࡢࡳࠋవࡇࡢ㡭ࠗྂ་⡠⪃࠘
ࢆ⦅ࡍࡿࡶࠊࡑࡢ௬クಀࡿࢆ௨࡚ࠊ༶ࡕ㘓ⴭࡉࡎࠖ
㸦ཎ₎ᩥ㸧⪃ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕ᫂หᮏࡢᗎᩥࡣࠊ
ࠗ᱁⮴వㄽ࠘ࡢᏵ⃯ࡢᗎࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㯤῭அࡢࠗᮏⲡᶒᗘ࠘㸦ᅜ❧බᩥ᭩㤋ෆ㛶ᩥᗜᡤⶶ㟹ࠝ
ࠞᖺ㊙หᮏࠋภᯫ␒ྕ㸧ࡣࠊ㡯┠ᩘࡣ㡯┠࡛ࠗ⬦ᅉド࠘ࡼࡾࡶከ࠸ࡀࠊಶࠎࡢෆᐜࡣ᫂
หᮏࡰ୍⮴ࡍࡿࠋ
ከ⣖Ặࡢᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊ᫂หᮏࠗ⬦ᅉド࠘ࡣࠗ᱁⮴వㄽ࠘ࡢᏵ⃯ᗎཬࡧࠗᮏⲡᶒᗘ࠘ࡢドࢆᢤ
ࡁฟࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊ᫂หᮏࡣὶᕸࡏࡎࠊΎ௦ࡇࢀࢆ㔜ゞࡋࡓ➨ࡢหᮏ ㏻⾜
ᮏ ࡀฟ⌧ࡋࠊࡇࢀࡀ㔜หࡉࢀ࡚⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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➨䢳䢵ᖍ

ୖ⣔ே㏄Ẽཱྀデࡢᙧᡂ㐣⛬ࡘ࠸࡚
ி㒔

୰ᕝಇஅ

ୖ⣔⤒⤡⒪ࡣୖᜨ⌮ጞࡲࡿ⤒⤡⒪ࡢᏛ⤫࡛࠶ࡾࠊࡑࡢῡ※ࡣୖࡀᑟࡋࡓྂ㙀⅍◊✲
㸦㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ㊊㸧࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊྂ㙀⅍◊✲ࠊࡑࢀࡼࡾศࢀࡓ᪥ᮏ㙀⅍◊✲ࡀࡑ
ࡢᏛ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸࡛࠸ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊୖ㞞ᩥ㸦ୖᜨ⌮ࡢᜥᏊ㸧ࡼࡿே㏄Ẽཱྀデࡢᑟධ㐣⛬ࡘ࠸
  

࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ᖺ௦ᡂࡉࢀࡓ⤒⤡⒪ࡣࠊᑐ⒪ἲⓗ࡞⾡ࡢᢈุࡽⓎࡋࠊ⤒⤡ࢆࡋࡓయീࢆᣢࡘࡇ
ᡂຌࡋࡓࠋ⏬ᮇⓗ࡞⒪య⣔࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㑅✰ࡣࠗ㞴⤒࠘භ༑㞴ᆺ࡛ᅛᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞ែ
ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ㈋ᙅ࡞⒪ࢆ⿵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣึᮇࡽ⾜ࢃࢀࠊᒸ㒊⣲㐨ࡢ♽⬦デ◊✲ࡸࠊୖᜨ
⌮ࠊᮏ㛫⚈ⓑࡼࡿㆇᏛࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶែᛂࡌࡓ㑅⤒㑅✰ࡢ☜❧ࡣ⮳
ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ᖺ௦ࠊୖ㞞ᩥࡣᙉ࠸ၥ㢟ព㆑ࡢୗࠊඛࡎ㝜㝧ᐇㄽࢆྵࡴㆇᏛࢆ◊✲ࡋࠊḟ࠸࡛ᡭ㊊せ✰ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡉࡽ⬦≧デࢆᣦྥࡋࠊ⬦≧ࡽࡢ⬦デࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢᢡᚋࠊே㏄Ẽ
ཱྀデࡢᑟධࡼࡾࠊභ㒊ᐃ⬦デࡢㆇྵࡲࢀࡿᵝࠎ࡞ែᛂࡌࡓ㑅⤒㑅✰ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࠊ
ୖ⣔⤒⤡⒪ࡣࠊභ㒊ᐃ⬦デࡼࡿ⤒⤡ᐇㆇࠊࡑࡢែᵓ㐀ࢆே㏄Ẽཱྀデ࡛デࡿデᐹయ⣔ࢆᣢࡘ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽୖ㞞ᩥࡢᴗ⦼ࡣࠊୖᜨ⌮ࠊ┤᥋ࡢᖌ࡛࠶ࡿᮏ㛫⚈ⓑࡢ◊✲ࡢୖᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
භ㒊ᐃ⬦デே㏄Ẽཱྀデࡼࡿデᐹయ⣔ࡢ☜❧ࡣࠊ௨ୗࡢᵝ࡞ẁ㝵ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ㆇ㸦㝜㝧ᐇㆇ㸧ࡢ◊✲
ձㆇᏛࡼࡿ㝜㝧ᐇㆇࡢ◊✲ ୖ㞞ᩥࡣࠊᖺ௦ᚋ༙ࡽᖺ௦ึࡵࡅ࡚ㆇᏛࡢ◊✲ㄽ
ᩥࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕⶶ㇟ࡽドࠖࠗ
㸦 ⤒⤡⒪࠘➨ྕ࣭㸧࡞㸧ࠋ㝜㝧ᐇㆇࡣୖᜨ⌮ᮏ㛫
ࡀ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࢇࡔㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㝜ࠊ㝧ࠊ㝧ᐇࠊ㝜ᐇࢆࠊⶶ㇟ᅉࡽゎᯒࡋࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊ᫂ᛌ
࡞ゎỴ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ղࡢ◊✲

ḟ࠸࡛ࠊ✰ࡢࡢ◊✲ࡽࠊ㑅✰ἲࢆ☜❧ࡍࡿヨࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊࠕྲྀ✰ㄽ

㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ ࠗ㙀⅍་Ꮫ࠘➨ྕࠊᖺ㸧ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ㛫ࡢࠗ㙀⅍ᐇ⏝⤒✰Ꮫ࡛࠘⾜ࢃࢀࡓ
ප✰ࡢ◊✲ࢆ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊප✰ࢆ୍㈏ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿㄽ⌮ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
⬦≧デࡢヨࡳ
ࡢ◊✲ࡢᚋࠊ⬦≧ࡢ⮫ᗋࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋඖ࣭ᑑࠗデᐙᯡせ࠘ᣢ⬦ᖹἲࡢᾋỿ㐜ᩘࡢ⬦
ᐇࢆຍ࠼ࡓ⬦ࢆᗙᶆ㍈ࡼࡾ⾲グࡋࠊ⬦≧ࢆࡲࡵࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊグධ⬟ࡢ⬦≧ࡶ࠶ࡾኻᩋࡋ
ࡓࠋḟࠊ⬦≧ࡼࡿ㝜㝧ᐇㆇࡢデᐹྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࢀࢆୖグࡢ⬦ᅗ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ⬦ᅗࡼࡾ⬦≧
ࡽࡢデᐹࡣឤぬⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊᴟࡵ࡚ᵓ㐀ⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ⬦ᅗࡣᾋỿࡸ㐜ᩘࡢ୰㛫Ⅼ㸦ᗙᶆ㸧
ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊୖ㞞ᩥࡀࠊ⬦≧ࡣᖖ୍᪉ഴࡃࡶࡢᤊ࠼ࠊᖹ⬦ࢆ᥇⏝ࡋ࡞ࡗࡓࡇࡼࡿࠋ
⬦≧ࡼࡿ⬦デࡣࠊᐇ㝿ࡢ㒊࡛デࡿࠊᕥྑࡢ⬦≧ࡢ㐪࠸ࢆ࠺ฎ⌮ࡍࡿ࠸ࡗࡓⅬࡀ᫂
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ᑐࡋࠊ༡Ᏽ࣭㝞ゝࠗ୕ᅉᴟ୍ㆇ᪉ㄽ࠘ࡢே㏄Ẽཱྀデࢆࣄࣥࢺࠊୖ⣔ࡢே
㏄Ẽཱྀデࡀసࡽࢀࠊ᭱⤊ⓗ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡓࡢࡀࠊ㐜ࠊᩘࠊᐇ㐜ࠊᐇᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉࠊ⬦≧ࣃࢱ࣮
࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ⬦≧ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㝜㝧ᇶ࡙ࡃᑐ⛠ⓗ࡞㓄ิ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᵝࠎ࡞ែࠊࡑࡢ㛫ⓗኚ㑄
ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

傜୍⯡ㅮ₇凧傝

➨䢳䢷ᖍ

᫂௦ࡢ㙀⅍

➨㸵ሗ㸫ᬺᖺ㛫ࡑࡢ㸯̿
රᗜ

ᶫᮏᏊ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
₇⪅ࡣࠊ๓ᅇ࠾࠸࡚ࠊṇᚨ㹼㝯ᖺ㛫㸦㹼ᖺ㸧ห⾜ࡉࢀࡓ་Ꮫ᭩ࡳ࠼ࡿ㙀⅍ࡣࠊ㙀
࣭⅍ࡶⓈ⒔ࡢ⒪ࡀ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆሗ࿌ࡋࡓ ࠋᅇࡣࠊᬺᖺ㛫๓༙㸦㹼㸧ࡢ་⸆᭩
ࡳ࠼ࡿ㙀⅍᮲ᩥࡘ࠸࡚ㄪᰝሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ
㻖䠖㙀⅍᮲ᩥ䛿䚸㻢㻥㻞᮲ᩥ䛒䜚䚸㙀ἲ䛜㻟㻝㻟᮲ᩥ䚸⅍ἲ䛜㻟㻡㻜᮲ᩥ䚸㙀⅍᮲ᩥ䛜㻞㻥᮲ᩥ䛸䚸㙀ἲ䛸⅍ἲ䛻ᕪ䛿
䛺䛛䛳䛯䚹㙀ἲ䛿䚸Ⓢ䜔⒔䛛䜙䛾⮋⾑䜔◚㛤䜢䛺┠ⓗ䛸䛩䜛እ⛉ⓗ䛺䜒䛾䛜ከ䛟䚸⏝䛩䜛㙀䛿୕⛸
㙀䜔㕪㙀䚸㗓㙀䚸◖㙀䠄▼䠅䚸㙀ย䛸⇨㙀䠄ⅆ㙀䞉⤡㙀䞉↝㙀䠅䛺䛹䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛛䚸่ධ῝ᗘ䛾グ㍕䛿䛤䛟

  

䜟䛪䛛䛷䛒䛳䛯䚹⾡㒊䛿䚸ᝈ㒊䛜㻞㻟㻟᮲ᩥ䛸ከ䛟䚸ṧ䜛㻝㻝㻥᮲ᩥ䛿✰䛸䛺䜛䚹䛺䛚䚸✰䛿ᡭ䠄ୖ⭎䡚ᡭඛ䠅䛸
㊊䠄⭣䡚㊊ඛ䠅䛜䛷䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᑠඣ䛻⏝䛔䜛㙀䛿䚸⣽㙀䜔⤱㙀䛷䛒䛳䛯䚹⅍ἲ䛿䚸䛷䛝䜒䛾䛻䜘䜛③䜏
Ṇ䜑䛻㝸≀⅍䛜ከ⏝䛥䜜䛶䛔䛯䚹㝸≀⅍䛻䛿䚸ከ䛔䜒䛾䛛䜙ⵛ䞉㇋㰘㣰䞉㝃Ꮚ㣰䞉᱓ᰘ䠄⇞䠅䞉㣰ୖ䞉㤶㝃㣰䞉
ሷ䞉⺛⺊㣰䛜⏝䛔䜙䜜䜛䚹ኊᩘ䛿䚸㻝㻜ኊ䜎䛷䛾ᑡኊ⅍䛜㻢㻝᮲ᩥ䚸㻝㻝䡚㻥㻥ኊ䛜㻠㻠᮲ᩥ䚸㻝㻜㻜ኊ௨ୖ䛜㻞㻡᮲ᩥ
䛷䛒䛳䛯䚹⾡㒊䛿䚸ᝈ㒊䛜㻝㻡㻥᮲ᩥ䚸✰䛜㻝㻥㻝᮲ᩥ䛷䛒䛳䛯䚹✰䛿䚸ᡭ㊊㻥㻝᮲ᩥ䚸యᖿ㒊䠄⬚䞉⭡䞉⫼䠅㻣㻣᮲
ᩥ䚸㢌㢁㒊䠄㢌䞉㢦䞉㢁䠅㻞㻟᮲ᩥ䛷䛒䛳䛯䚹

㸰㸬ᑐ㇟㈨ᩱ᳨ウ᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟࡞ࡿ㈨ᩱࡣࠊ
ࠗ୰ᅜ୰་ྂ⡠⥲┠࠘
㸦ⷹΎ㘓⦅ࠊୖᾏ㎡᭩ฟ∧♫ࠊᖺ㸧ࢆཧ⪃ࠊᬺ
ᖺ㛫๓༙㸦㹼㸧࡛∧ᮏࡀ✀௨ୖⓎหࡉࢀ࡚࠸ࡿ་⸆᭩㸦ᮏⲡ࣭①⑈ศ㔝ࢆ㝖ࡃ㸧ࡋࡓࠋᑐ㇟
㈨ᩱࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠗៅᩪ㑇᭩࠘ᕳ㸦࿘அ༓ࠊᖺ㸧ࠊղࠗ་⪷㝵Დ࠘ᕳ㸦࿘♩ࠊᖺ㸧ࠊճࠗ་Ꮫධ㛛࠘ᕳ
࣭ᕳ㤳ᕳ㸦ᮤࠊᖺ㸧ࠊմࠗ㸦⛎ఏ㸧║⛉㱟ᮌㄽ࠘ᕳ࣭ᕳ㤳ᕳ㸦ⴢග㐨ேࠊᖺ㸧ࠊյࠗྂ
་㚷࠘ᕳ㸦㱤ಙ࣭㱤ᘐ㈼⦅࣭⋤⫯ᇽゞ⿵ࠊᖺ㸧ࠊնࠗゞ⿵᫂་ᣦᤸ࠘ᕳ㸦ⓚ⏠୰࣭⋤⫯ᇽゞ
⿵ࠊᖺ㸧ࠊշࠗᗂ⛉Ⓨ࠘ᕳ㸦ࠊᖺ㸧ࠊոࠗ
㸦᪂ห㸧✀ᮥἲ࠘ᕳ㸦㱤ᘐ㈼⦅ࠊᖺ㸧ࠊ
չࠗ་Ꮫ※ὶ⫯⥕ᡂ࠘ᕳ㸦㱤ಙ⦅࣭వᛂዋ⿵㑇ࠊᖺ㸧ࠊպࠗ་᪉⪃࠘ᕳ㸦࿋ᓰࠊᖺ㸧ࠊջࠗ་
Ꮫᣦ༡ᤩᚄභ᭩࠘ᕳ㸦ᚎ⏠ࠊᖺ㸧ࠊռࠗᅇ࠘ᕳ㸦㱤ᘐ㈼⦅ࠊᖺ㸧ࠊսࠗ㞼ᯘ⚄ᙐ࠘ᕳ
㸦㱤ᘐ㈼⦅ࠊᖺ㸧ࠊվࠗᗂᗂ㞟࠘ᕳ㸦Ꮧ⥅Ꮝࠊᖺ㸧
ࠊտࠗ
㸦᪂ห㸧㩃ᗓ⚗᪉࠘ᕳ㸦㱤ᘐ㈼⦅ࠊ
ᖺ㸧
᳨ウ᪉ἲࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ྠᵝࠊ௨ୗࡢⅬࡼࡾ㙀⅍᮲ᩥࢆゎᯒࡍࡿࠋ
䒏㙀ἲ⅍ἲࡢ᮲ᩥࡢẚ⋡
䒐㙀ἲࡢෆᐜ㸸㺀㙀㺁㺀㔪㺁㺀่㺁㺀◖㺁࡞㙀ἲ㛵ࡍࡿᩥᏐࢆྵࡳࠊࡘ᫂☜⾡ᑐ㇟㸦✰࡞㸧ࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢ㸦⚗㙀᮲ᩥࡶྵࡴ㸧
䒑⅍ἲࡢෆᐜ㸸㺀⅍㺁㺀Ⱅ㺁࡞⅍ἲ㛵ࡍࡿᩥᏐࢆྵࡳࠊࡘ⾡ᑐ㇟ࡸኊᩘࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢ㸦⚗⅍᮲ᩥ
ࡶྵࡴ㸧

傜୍⯡ㅮ₇凧傝

➨䢳䢸ᖍ

᫂∧ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘✀ࡢẚ㍑
㜰

➨㸳ሗ

ᮧ⏣㞞ⱥ

ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ᕳࡣ࣭᫂ᴥⱥࡀࡌࡓ་Ꮫ᭩࡛࠶ࡿࠋึ✏ࡣᖺ௦༙ࡤᡂࡗࡓࡀࠊᬌᖺࡲ࡛ᨵ✏
ࢆ⥆ࡅࡓࡓࡵࠊⴭ⪅ἐᖺࡢᘓᩥᖺ㸦㸧ࢆ௨࡚ᡂ᭩ᖺࡍࡿࠋ㟹ᖺ㸦㸧᭪ⅎࡀᗎࢆࡋ࡚
ห⾜ࡋࡓࠋᮏ᭩ࡣ✀ࡢྠ∧ᮏ㸦㱟㇂Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶᮏ㹙:HEබ㛤ࠋ௨ୗࠗ㱟ᮏ࠘␎⛠㹛⥆ಟᅄ
ᗜ᭩ᡤᮏ㹙:HEබ㛤ࠋ௨ୗࠗ⥆ಟ࠘␎⛠㹛㸧 ࡀ࠶ࡿࠋ
ᖺᗘࡢᮏᏛ࠾࠸࡚ࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ᡤᘬࡢࠗ⏥எ⤒࠘ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ㝿ࠊୖグࡢ୧∧ᮏࢆ⏝ࡋ
ࡓࡀࠊࡶቯᏐࡸởᦆ࡞ࡼࡿุㄞ⬟ࡢ⟠ᡤࡀぢࡽࢀࡿࡓࡵࠊ┦ẚ㍑ࡋ࡚ゎㄞྍᩥᏐࡢ⿵ゞ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ࡣ୧∧ᮏࢆేࡏ࡚⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡣ୧∧ᮏࡢ␗ྠࡢ⛬ᗘࢆ▱ࡿࡇ
ࡀᚲせ⪃࠼ࠊ୧∧ᮏࡢቯᏐࠊởᦆࠊ࡞ࡽࡧ┦ࡢᩥᏐࡢ␗ྠࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᖺᗘࡣ㐣ཤᅇࡢⓎ⾲࡛࠶ࡿᕳ㹼ᕳࢆࡲࡵࠊ⟠ᡤࡢ␗ྠࡢศ㢮ࢆࡋࡓࠋࡑࡢෆศࡅࡣቯᏐ
⟠ᡤࠊㄗᏐ⟠ᡤࠊởᦆ⟠ᡤࠊ␎Ꮠ⟠ᡤࠊḞᏐ⟠ᡤࠊ⾝Ꮠ⟠ᡤࠊḞⴥ࣭࣭㏻௬Ꮠྛ⟠
ᡤࠊྂᏐ࣭㏻Ꮠ࣭ᩥᏐ㌿ಽྛ⟠ᡤࠊᩥᏐ␗ື࣭㘒⡆࣭ㄗᩥྛ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
ᅇࡣᖺᗘぢࡽࢀࡓࡁ࡞␗ྠ࡛࠶ࡿḞⴥ࣭࡞␃ពࡋࠊᕳᕳࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ㄪᰝሗ
࿌ࢆ⾜࠺ࠋ

  

傜୍⯡ㅮ₇凧傝

➨䢳䢹ᖍ

᫂௦་᭩࠾ࡅࡿ㢌③ࡢㄆ㆑
ᮾி

⥴ゝ

Ώ㒊ᰤ㍤

࠶ࡿ≧ࡢドᏛⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࡣ௦ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋྂ࠸௦ࡢែㄆ㆑ࡸศ㢮ࡀࠊࡰࡑࡢ

ࡲࡲᚋ௦ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇࡶ࠶ࢀࡤࠊ᪂ࡋࡃᥦၐࡉࢀࡓぢゎࡀ୍⯡ࡍࡿⶱ࡛ྂ࠸ゝㄝࡀᾘ࠼࡚࠸ࡃࡇ
ࡶ࠶ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ᫂་Ꮫ㝯┒ᮇⴭࡉࢀࠊᚋୡࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠗ་Ꮫṇఏ࠘㸦ᖺࠊ௨
ୗࠗṇఏ࠘㸧
ࠊ
ࠗྂ་⤫࠘
㸦ᖺࠊ௨ୗࠗ࠘
㸧
ࠊ
ࠗ་Ꮫධ㛛࠘
㸦ᖺࠊ௨ୗࠗධ㛛࠘
㸧
ࠊ
ࠗ་᪉⪃࠘
㸦
ᖺ㸧ࠊࠗᅇ࠘㸦ᖺࠊ௨ୗࠗᅇ࠘㸧ࡢ㢌③㛛ࡢグ㏙ࡽࠊᙜࡢ㢌③ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㢌③㛛ࡢ⨨ᵓᡂ

ࠗṇఏ࠘ࠗ་᪉⪃࠘ࡢ㢌③㛛ࡀ㌟యྛᡤࡢ③ࡳ㛵ࡍࡿㅖ㛛ࡢඛ㢌⨨ࢀࡿ

ࡢᑐࡋࠊ
ࠗධ㛛࠘
ࠗᅇ࠘ࡢ㢌③㛛ࡣ㢦㠃㒊ࡢࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗṇఏ࠘
ࠗ࠘
ࠗධ㛛࠘
࡛㢌③㛛ࡢ┤㏆⨨ࢀࠊ㢌③ࡢ㛵㐃ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ╆㐠㛛ࡸ㢌╆㛛ࠊ㢌㢼㹙㝃┱⛸㦵③㹛㛛ࡣࠊ
᭩࡛ࡣ㛛❧࡚ࡉࢀࡎࠊ㢌③㛛୰࡛ゝཬࡉࢀࡓࡾࠊ㢌③㛛㞳ࢀࡓࡢᕳ㘓ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤫
୍ᛶࡀ࡞࠸ࠋࠗṇఏ࠘ࠗ࠘ࠗᅇ࠘ࡢ㢌③㛛୰ࡢᵓᡂࡣ㢮ఝࡋࠊドࠊ⬦ドࠊἲࢆ୍ᣓࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸
ࡿࡀࠊࠗධ㛛࠘ࠗ་᪉⪃࠘ࡣ⬦ㄽࡀ࡞ࡃࠊドㄽࡋ࡚ࡶᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛ⸆᪉ࡢドࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
㢌③㛛ࡢෆᐜ ࠗṇఏ࠘ࠗ࠘ࡢ㢌③㛛ࡣグ㍕㔞ࡀከࡃࠊᣐࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ඹ㏻ࡍࡿ
࡞ෆᐜࡣࠊᮤᮾᇉࠗ⹒ᐊ⛎ⶶ࠘㢌③㛛ࡢᘬ⏝ᮒࡢㄝࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋᮾᇉࡢ㢌③ㄽࡣࠗṇఏ࠘
ࠗ࠘
ࡢ㢌③㛛୰ࠊ᭱ࡶ᫂ゎ࡛య⣔ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣࠊയᐮ㢌③ࠊẼ㢌③ࠊ‵⇕㢌③ࠊᐮ‵㢌③ࠊ೫㢌③ࠊ
┿㢌③ࠊདྷ㏫㢌③ࠊභ⤒㢌③ࠊ⾑㢌③ࠊẼ⾑㢌③ࠊ⑱དྷ㢌③ࠊ㢼‵⇕㢌③ࡢᘚู࠶ࡿࠋ≉ࠗ
࠘ࡢࠕ㢌③ἲศෆእஅᅉࠖࡣࠕ㢌③⮬ෆ⪋⮴⪅ࠊẼ⾑⑱㣧ⶶẼ㨚அࠋᮾᇉㄽẼ⾑⑱དྷ㢌③
அ㢮ஓࠋ⮬እ⪋⮴⪅ࠊ㢼ᐮᬬ‵அࠋ௰ᬒയᐮᮾᇉභ⤒அ㢮ஓࠖ࠶ࡗ࡚ࠊ㢌③ࢆෆᅉእᅉศู
ࡋࡓᮾᇉࡢㄽࢆ㔜どࡋࡓࡇࡀ▱ࢀࡿࠋ୍᪉ࠊࡢㄝࡣࠊձ㢌③ࡢ࡞ᅉࡀ⑱ⅆ⇕࡛࠶ࡿࡇ㸦ࠕ㢌
③ከ⑱ࠊ③⏒⪅ⅆከࠖ㸧ࠊղ⫧⑭ࡼࡿ㢌③ࡢែീࡢ┦㐪㸦ࠕ⫧ே㢌③‵⑱㸭⑭ே㢌③⇕ࠖ
㸧ࠊճ
Ⓨ㒊ࡢᕥྑࡢูࡼࡿែീࡢศู㸦
ࠕ೫㢌㢼ࠊᅾᕥᒓ㢼ཬ⾑ࠊᅾྑᒓ⑱⇕ࠖ㸧ࡢᙇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗṇఏ࠘ࠗ࠘௨እࡢ᭩ࡣᣐࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠗᅇ࠘ࡢドㄽࡣᮾᇉࡢㄝ
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋẼࠊ‵⇕ࠊ㢼ᐮࠊ೫㢌⑊ࠊ┿㢌⑊ࠊභ⤒㢌③ࠊ⾑ࠊ┱㍯㦵③ࡢᘚูࠊࠕ⫧ே㢌③⪅ࠊ
ከẼ‵⑱ஓࠖࠕ⑭ே㢌③⪅ࠊከ⾑⑱ⅆஓࠖࠕ㢌③೫ᕥ⪅ࠊᒓ㢼⾑ஓࠖࠕ㢌③೫ྑ⪅ࠊᒓ⑱Ẽ
ஓࠖࠕ㢌③ᕥྑ⑊⪅ࠊẼ⾑୧ஓࠖ➼ࡢㄽ㏙ࢆࡋࠊࡸࡸ␗ྠࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᮾᇉࡢᘚูࡢᯟࡸ
ࡢ⫧⑭ᕥྑࡢศ㢮ࡶ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠗධ㛛࠘ୖ㏙ࡢ᭩ࡢඹ㏻ᛶࡣࠊභ⤒㢌③ࡢᯟ⤌ࡳࠊ
እឤ㢌③ෆയ㢌③ࡢᘚู௨እぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠗ་᪉⪃࠘ࡣࠕ㢌③ᖖⓎ⪅ࠊྡ᭣㢌㢼ࠖࠕ೫୍㎶⪋③
⪅ࠊྡ᭣೫㢌㢼͐Ẽ⾑᭷ᐇࠊᕥᒓ⾑ศࠊྑᒓẼศஓࠖࡋ࡚ࠊᐃ⩏ୖࡢṔྐⓗ࡞ΰࡀぢࡽࢀࡿ㢌㢼
೫㢌㢼ࢆ㢌③ࡢ୍✀ぢ࡞ࡋࠊ㢌③࠾ࡅࡿᕥྑẼ⾑ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂♧ࡋࡓࡇࢆ≉ᚩࡍࡿࠋ
⬦ㄽࢆ㍕ࡏࡿ᭩ࡢ࠺ࡕࠊࠗṇఏ࠘ࠗ࠘ࡣࠗ⣲ၥ࠘ࡢࠕᑍཱྀஅ⬦୰ᡭ▷⪅᭣㢌③ࠖࠊࠗ⬦⤒࠘ࡢࠕ㝧ᘻ
๎㢌③ࠖࠕᑍཱྀ⬦ᾋ୰㢼Ⓨ⇕㢌③ࠖࠕᑍཱྀ⬦⥭ⱞ㢌③㦵⫗⑊യᐮࠖࠕ⬦⥭ୖᑍཱྀ⪅୰㢼㢼㢌③ዴஅࠖࢆ
ᘬࡃࠊ⬦≧ࡽࡳ࠼ࡿ㢌③ࡢணᚋࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࠊࡉࡽࠗ࠘ࡣࠕซᑍཱྀ⥭ᛴᡈ▷ᡈᾋᡈᘻⓙⅭ
㢌③ࠖせ⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠗᅇ࠘ࡣࠗ⬦ジ࠘ࡢࠕ㢌③㝧ᘻࠊᾋ㢼⥭ᐮࠊ㢼⇕㹙ࠗᅇ࠘సࠕ⇕ᚲࠖ㹛
ὥᩘࠊ‵⣽⪋ሀࠊẼ㢌③ࠊ㞪ᘻᚲ㹙ࠗᅇ࠘సࠕᖏᩘࠖ㹛ࠊ⑱དྷ๎ࠊ⭈དྷሀᐇࠖࢆᘬࡃࠋࡇࢀࡽࡢ⬦
ㄽࡣḟࡢࡼ࠺ᴫᣓ࡛ࡁࡿࠋձ㢌③ࡢ⬦≧ࡣ▷ࠊᾋࠊ⥭ࠊᘻࠊὥࠊᩘࠊ⣽ࠊሀࠊࠊ࡛ࠊ㝧㒊ࡢ≧࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊᑍཱྀ࠶ࡽࢃࢀࡿࠋղ㢌③ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍドࡣ㢼ᐮ‵⇕ࠊẼࠊ⑱དྷࠊ⭈དྷ࡞ࡀ࠶ࡿࠋճ
ᾋࡢ⬦㸦㢼ࡸ⑱㸧࡞ࡽணᚋࡣⰋࡃࠊ▷ࡣணᚋⰋ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄒ

㢌③ࡣ㝧㒊ࡢ≧࡛ࠊẼࡢୖ㏫ࡼࡾ㝧㒊ࡢẼࡢࡾࡀ㉳ࡇࡿࡇࡼࡾⓎࡍࡿࠋ㝧ᛶࡢド

࡛࠶ࡿ㢼⇕ࠊࡑࡋ࡚㌟యྛ㒊ࡋ࡚③ࡳࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⑱ࡀ㢌③ࡢせ࡞ᅉ࡛࠶ࡿࠋẼࡽࡣ‵
⑱ࡀࠊ⾑ࡽࡣ⇕ࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗྠࡌែࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㝜ᛶド࡛࠶ࡿᐮ‵

  

ࡣࠊ㢼ࡸ⇕ࢆక࠺ࠊࡶࡋࡃࡣୖᐇୗࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡛㝧㒊ᙳ㡪ࡍࡿࠊ⤒⬦㸦㝧⤒㸧ࡢኚືࡋ
࡚ᢕᥱࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ

傜୍⯡ㅮ₇凧傝

➨䢳䢺ᖍ

ࠗᅇ࠘₃㛛ࡢ⪃ᐹ
ᮾி

⥴ゝ

㉺ᑿᖿᙪ

ࠗᅇ࠘㸦௨ୗࠊ
ࠗᅇ࠘␎ࡍ㸧ࡣࠊ᫂ࡢᬺ㸦㸧ᖺ㱤ᘐ㈼㸦㹼㸧ࡼࡾ

⦅⧩ࡉࢀࡓ་᪉᭩࡛ࠊᮒࡸᮤᮾᇉࡢὶࢀࢆỮࡳࠊྛ㛛ࡈㆇࡢゎㄝ᪉ࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ㱤ᘐ
㈼ࡣࠊỤす┬㔠㇈┴ࡢே࡛ࠊᏐࡣᏊᡯࠊ㞼ᯘྕࡋࡓࠋࡑࡢ∗࣭㱤ಙࡣࠊᏐࢆ⍞அࠊすᅬྕࡋࠊ་㝔
ฟࡋࠊࠗྂ་㚷࠘㸦㸧㸦௨ୗࠊࠗ་㚷࠘␎ࡍ㸧ࠊࠗ་Ꮫ※ὶ⫯⥕ᡂ࠘㸦㸧࡞ࡢⴭࡀ࠶ࡿࠋ
㱤ᘐ㈼ࡣࠊ㱤ಙࡢࠗ་㚷࠘ࢆ⿵ゞࡍࡿඹࠊ⮬ࡽࡶࠗ✀ᮥ᪉࠘㸦㸧
ࠊࠗ㞼ᯘ⚄ᙐ࠘㸦㸧
ࠊࠗ㩃ᗓ⚗
᪉࠘
㸦㸧
ࠊ
ࠗᑑୡಖඖ࠘
㸦㸧ࠊ
ࠗ῭ୡ᭩࠘
㸦㸧ࠊ
ࠗᬑΏឿ⯟࠘
㸦㸧࡞ከᩘࡢ་᭩ࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗᅇ࠘ࡣࠊ㱤ᘐ㈼ࡢ⏕๓ᅇห⾜ࡉࢀࠊ௨㝆ࡶῤᮎࡲ࡛ᅇ㔜หࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ
Ụᡞึᮇࢆ୰ᚰᑡ࡞ࡃࡶᅇ⩻้ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠗ་᪉ᡂㄽ࠘ḟࡄห⾜ᅇᩘ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ
ࡽࠊ᪥ᮏ㏆ୡ་Ꮫከ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ୍᭩࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ
₃ࡣࠊྂ᮶ࡼࡾㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿㆇࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࠗᅇ࠘₃㛛ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠗᅇ࠘
࠸࠺་᭩ࡢᛶ᱁ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚᫂௦་Ꮫࡢㆇ◊✲ࡢ୍ຓࡍࡿࠋ
₃㛛ࡢᵓᡂ

㛛ࡢᵓᡂࡣࠊձ⤒ゝࠊղែࠊճࠊմㅖࠊյ᪉ࠊնணᚋࡼࡾᡂࡿࠋࠗ་Ꮫ⥘

┠࠘ᕳ༑࣭⫵⭠㒊࣭ࠊࠕ↓ࠖࡽࡢᘬ⏝ࡋ࡚ࡰྠᩥࡀࡳࡽࢀࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡀ┤᥋ࡢ
ᣐ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕ↓ࠖࡣࠊ㝞↓ᢥࠗ୕ᅉᴟ୍ド᪉ㄽ࠘
㸦㸧
㸦௨ୗࠊ
ࠗ୕ᅉ᪉࠘␎ࡍ㸧
ࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ୧᭩ࡢᏐྃࡣࠊᑡ࡞ࡽࡎ␗ྠࡀぢࡽࢀࡿࠋ
₃㛛ࡢㆇ㒊ศࡢカㄞ ࠕ₃ ձ⭠⃫ࠊࢆⅭࡍࠋղἑࡢ୰ᑡᒣ᭷ࡾ࡚ࠊ✺ฟࡍࡿࡀዴࡁࢆ
Ⅽࡍࠋซࡑேࠊ❡ࡢ୰࠸࡚ࠊణࡔᑠ⫗✺ࡁ㉳ࡇࡿࢆⓙ࡞ப࠺ࠋ≉ࡾ⫠㛛ࡢ㎶ࡾ࠸࡚⏕ࡎ
ࡿ⪅ࡢࡳஅࢀࢆྡ࡙ࡅࡎࠋࡓ㰯ࠊ║ࠊ∳࡞᭷ࡾࠋࡢ≧ࡕ୍࡞ࡽࡎࠋճ᪉✀ศࡘࠋ᭣
ࡃ∻ࠊ᭣ࡃ∷ࠊ᭣ࡃ⬦ࠊ᭣ࡃ⭠ࠊ᭣ࡃẼࠋ∷ࡣ⫠㛛ࡢ㎶⒔ࢆ⏕ࡌࠊ⭘ࢀ✺ฟࡍࠋ୍᪥ᩘᯛࠊ⮋ࠊ₽ࢀ
ࡤ༶ࡕᩓࡎࠋ∻ࡣ⫠㛛ࡢ㎶ࡾ⫗⌔ࢆⓎࡋ㟢ࡍࠋ≧ࡕ㰡ይࡢዴࡋࠋࠊ⮋⾑ࢆࡓࡾ࡚₽ࡍࠋ⬦ࡣ
ࡽ࠸
⭠ཱྀࠊ㢛㢛ࡋ࡚ࠊ ࿆ࢆⓎࡍࠋୟࡘ③ࡳࠊୟࡘⒽࡃࠊ⾑ฟ࡛࡚᾿ࡄࠋ⭠ࡣ⫠㛛ࡢෆࠊ⤖᰾ࠊ⾑᭷ࡾࠊᐮ
⇕ ᮶ࡋ࡚ཏⓏࡾ࡚⬺⫠ࡍࠋẼࡣࠊᜍᛣ㐝࠼ࡤࠊ๎ࡕ⫠㛛Ⓨࡋࠊ⭘ࢀ③ࡳࠊẼᩓࡎࢀࡤ๎ࡕ
ថࡺࠋմཪࡓ㓇᭷ࡾࠋ㣧㓇㐝࠺ẖⓎືࡋ࡚ࠊ⒔ࠊ༶ࡕ③ࡳ⭘ࢀ࡚⾑ࢆὶࡍࠋ⾑ࡣ๎ࡕ౽㐝࠺
ẖ๎ࡕ⾑ฟ࡛࡚Ṇࡲࡽࡎࠋյᐅࡋࡃ⇕ࢆゎࡋࠊ⾑ࢆㄪ࠼Ẽࢆ㡰ࡍࡿࢆࡿࢆⅭࡍࡋࠋնⱝࡋஂࡋࡃࡋ
࡚⒵࠼ࡊࢀࡤࠊᚲࡎ✰ࢆ✸ࡘ⮳ࡾ࡚₃Ⅽࡿࠋ㸦௨ୗ┬␎㸧ࠖࠋ
₃㛛ࡢゎᯒ ձࠗ⣲ၥ࠘⏕Ẽ㏻ኳㄽᣐࡿࠋㄽࡢ᭩ࡁฟࡋࡋ࡚ࠊࠕࠖࡢ᭱ྂࡢᣐࢆᣲࡆࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊ௨ୗࡢㄽ㏙ࡣ῝࠸㛵ࢃࡾࡣᣢࡓ࡞࠸ࠋղճմࠕࠖࡣࠗ⣲ၥ࠘ࠊ
ࠗ㟋ᯡ࠘
ࠊ
ࠗ㔠༄せ␎࠘ࡢࠊ
ࠗ㊊⮎༑୍⬦⅍⤒࠘➼ࡢฟᅵ་᭩ࡸࠊㅖᏊⓒᐙࡢㅖ᭩࡞ࡶᩓぢࡉࢀࡿࡇࢁࡢࠊྂ᮶ࡽࡢㆇ⏝ㄒ
࡛࠶ࡿࠋⶶᗓ࣭⤒⬦ࡢࡋ࡚ࡢࠊࡢศ㢮㸦࣭ㅖ㏻⛠㸧ูࡉࢀࡿࡀࠊᴫࡡࠊ⫠㛛㒊
ࡢᝈࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇࢆ㏻ࡍࡿࠋࡇࢁࡀࠊ
ࠗᅇ࡛࠘ࡣ㏻ㄝᚑࢃࡎࠊ࠾ࡑࡽࡃࠗ་Ꮫ⥘┠࠘
ᣐࡗ࡚ࠊࡣ❡Ⓨ⏕ࡋࠊ⫠㛛㝈ࡽ࡞࠸ࡍࡿㄝࢆ᥇ࡿࠋࡇࡢࠗᅇ࠘ࡢㄝࡣࠊᜍࡽࡃࠗ୕ᅉ᪉࠘
ࢆึฟࡋࠊࠗཝẶ῭⏕᪉࠘㸦㸧
ࠊࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ㱤ᘐ㈼ࡣࠊ⮬㌟ࡀᰯ
ゞࡋࡓࠗ་㚷࠘ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠗᅇ࠘௨ᚋࡢⴭ᭩࠾࠸࡚ࡶࠊࢆ⫠㛛ࡢࡋࡓࠋ௨ୖࡢࡇࡽࠊ㱤
ᘐ㈼ࡣࠗᅇ࠘₃㛛ᇳ➹ࡣࠊᇳ➹ࡢ

ᖺ๓ࡢᖺึ⾜ࡉࢀࡓ᫂ึࡢᖺᡂ❧ࡢ་᭩ࠗ་

Ꮫ⥘┠࠘ᇶ࡙࠸࡚ㄽࢆ❧࡚ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊㄝࢆᨵࡵࡓࡇࡀ▱ࢀࡿࠋյ᪉ࠋնணᚋࠋࠗ※࠘ㅖ
ೃࠕஂࡋࡃ⒵ࡊࢀࡤࠊኚࡌ࡚₃࡞ࡍࠖ࠶ࡿࡀዴࡃࠊ₃ࡢ㛵ಀࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⤖ㄒ ྂ᮶ࠊ㸦₃࣭⒦㸧ࡣࠊ⫠㛛ࡢࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᚋୡࠊࠗ୕ᅉ᪉࠘࡞࡛❡
ࡀ⏕ࡌࡿࡢ␗ㄝࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࠗᅇ࠘₃㛛ࡣࠊࡑࡢ␗ㄝࢆᘬࡃࠗ་Ꮫ⥘┠࠘ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ❡
ࡢㄽࢆ᥇ࡗࡓࡓࡵࠊᙜࡢ㏻ㄽ␗࡞ࡿࡇ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡢࡕ㱤ᘐ㈼ࡣࡇࡢ␗ㄝ
ࢆᤞ࡚ࠊࠗ་㚷࠘ᣐࡗࡓ㏻ㄝ㌿ࡋࠊ
ࠗᑑୡಖඖ࠘ࡸࠗᬑΏឿ⯟࡛࠘ࡣࠊ⫠㛛ࡢࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ
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➨䢳䢻ᖍ

ࠗデ⬦せㄒ࠘ࠗಙᕥ㞉㌟ᐆ࠘ࡘ࠸࡚
⚄ዉᕝ

➉ෆ

ᑦ

࠙⥴ゝࠚ
₇⪅ࡢᯫⶶࠊ⾍⼃ࡋࡓ୍ࡢᢒᮏࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᮏࡣࠊᖺึ᪪㉎ồࡋࡓ➃ᮏ୍᮰୰ࡢ୍᭩࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊࡉࡋ࡚㢳៖ࡍࡿཬࡤ࡞ࡗࡓࠋ↛ࡿ㡭᪥ࠊ᭩ᯫᩚ㡻ࡢ㝿ぢࡋࡓࡇࢁࠊ᭩୰ࠕ㙀༤ኈ⸨ᮌ
ᅵబᏲ

ᨾඛ⏕ཱྀఏࠖ࠶ࡿࡇẼࡀ࠸ࡓࠋ⸨ᮌẶࡣỤᡞึᮇ௨᮶ࠊ㙀༤ኈࢆୡくࡋࡓྡ㛛࡛࠶ࡿࡶ

ࡢࡢࠊࡑࡢὶࢆఏ࠼ࡿࡶࡢࡣࠊ⟶ぢධࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࢀࡤࠊᮏ᭩ࡣ⸨ᮌὶࡢ㠃ᙳࢆఏ࠼ࡿ⛥᭷࡞୍᭩
࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࡇࡑࡢᴫせࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࠊ⸨ᮌὶ㙀⾡ࡢ◊✲ࡢ୍➃ࡋࡓ࠸ࠋ
࠙᭩ㄅࠚ
᭩ᙧ㸸⦪FPᶓFPࠊእ㢟↓ࡋࠋ↓㎶↓⏺ࠊẖ༙ⴥ⾜ࠊ⾜Ꮠࠊὀᩥ⾜ࠋⴥࠊࠕデ⬦せㄒࠖ
ⴥ㸦D㹼E㸧
ࠊࠕ⬦ᙧ≧ᣦୗ⛎ジ༑ᅄ✀ࠖⴥ༙㸦D㹼D㸧ࠊⓑⴥ༙ⴥ㸦E㸧
ࠊࠕಙᕥ㝶㌟ᐆࠖⴥ༙
㸦D㹼D㸧ࠊⓑⴥ༙ⴥ㸦E㸧ࡼࡾᡂࡿࠋࠗデ⬦せㄒ࠘ࡣࠊ➨ⴥࡢෑ㢌ࠊࠕデ⬦せㄒࠖ㢟ࡋࠊḟ࠸࡛
ࠕᮾ㒔

⏣㥁ྩ⩼㍴ࠖグࡋ࡚ࠊ௨ୗࠊᮏᩥⴥࠋ
ࠗಙᕥ㝶㌟ᐆ࠘ࡣࠊ
ࠕಙᕥ㝶㌟ᐆ┠㘓༙ࠖⴥ㸦D㸧
ࠊ
ࠕ

ᨾඛ⏕␎ఏࠖ࠾ࡼࡧࠕ⬦ジホᯘデஅἲ༙ࠖⴥ㸦E㸧ࠊ
ࠕ㝶㌟ᐆᗎࠖⴥ༙㸦D㹼D㸧
ࠊᗎᮎ㸦Da㸧
ࠕᐶᨻᗒᠿ㸦㸧௰ኟ㸭ᮾ㒔⏣㥁㑅ࠖグࡍࠋ➨ⴥࠕಙᕥ㝶㌟ᐆࠖ㢟ࡋࠊḟ࠸࡛ࠕᨾᚑ
ୖ㙀༤ኈ⸨ᮌᅵబᏲ

ᨾඛ⏕ཱྀఏࠖ
ࠊࠕ㛛ே

ሀ⏣⤧㐀㥁

ㅽⴭࠖグࡋࠊ௨ୗࠊᮏᩥⴥࠋ

࠙⪅ࡘ࠸࡚ࠚ
ᮏ᭩୰ࡢ⨫ྡࡣࠊ⏣㥁ྩ⩼ࠊ⏣㥁ࠊሀ⏣⤧㐀㥁ࡢྡࡀぢ࠼ࡿࡀࠊ࠸࡙ࢀࡶྠ୍ே≀࡛࠶ࡿࠋሀ⏣⤧㐀㸦
㹼㸧ࡣࠊி㒔ࡢ൲་࡛ࠊྡࡣ㥁࣭⤧㐀ࠊᏐࡣྩ⩼ࠊ⊂ᚓྕࡋࡓࠋṊⶶᅜࡢே࡛ࠊሀ⏣Ặࡢ㣴Ⴙ
࡞ࡾࠊ㛗ࡌ࡚ி㒔ୖࡾࠊ㞵ᐑẶࡼࡾ㈨ࢆཷࡅ࡚ࠊࡑࡢዪࢆፚࡗࡓࠋᮧ℩᰻ீ㸦㹼㸧ࠊᑠ㔝⹒
ᒣ㸦㹼㸧Ꮫࡧࠊᡞ⏣ᅉᖭᏲᛅᐶ㸦㹼㸧࠼ࠊᐶᨻᖺ㛫ࡣࠊᏵ∧ࠗ㢮ㆇᬑ῭ᮏ᪉࠘
ࢆᖥᗓ⊩ୖࡋࠊⓑ㔠ࢆ㈷ࡗࡓࠋᮏ᭩௨እࡢⴭసࡣࠊࠗᅇྡ≀⪃࠘㸦ᐶᨻ༑ᖺห㸧ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ
ᮏࡋ࡚ࠗ①⑈せジ࠘
ࠊࠗᮌ㚫㞟ᮏⲡ㒊࠘
ࠊ
ࠗ⟬ᐃᗘ㔞⾮࠘ࡀఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥᖺἐࡋࠊி㒔ࡢ㡬ጁ
ᑎⴿࡽࢀࡓࠋㄅ㖭ࡣࠊᾏಖ㟷㝠㸦㹼㸧ࡀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗಙᕥ㝶㌟ᐆ࠘ෑ㢌グࡉࢀࡿࠕᨾᚑୖ㙀༤ኈ⸨ᮌᅵబᏲ

ᨾඛ⏕ࠖࡣࠊ⸆ᑅࡢ㙀༤ኈ࣭⸨ᮌᡂ

⯆࡛࠶ࡿࠋᡂ⯆㸦㹼㸧ࡣࠊ⸨ᮌᡂᩗࡢ㣴Ꮚ࡛ࠊ᫂භᖺ㸦㸧᭶༑᪥ࠊᚑභୖ࣭ᅵబ
Ᏺླྀࡉࢀࠊྠᖺ༑᭶༑ඵ᪥ࠊ㙀༤ኈ௵ࡐࡽࢀࠊᏳỌ୕ᖺ㸦㸧ṇභୗࠊྠᅄᖺ㸦㸧ࡣ
ᚑୗླྀࡉࢀࡓࠋྠᖺ㸦㸧㙀༤ኈࢆ㎡ࡋࠊ⩣ඵᖺ᭶༑᪥༞ࠊභ༑ṓࠋᮏ᭩㝃ࡉࢀ
ࡓࠕ

ᨾඛ⏕␎ఏࠖࡼࢀࡤࠊ

ᨾྕࡋࠊࡘ࡚ࡣ຺ᐃᐁ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ

࠙
ࠗデ⬦せㄒ࠘ࡘ࠸࡚ࠚ
ᾋࠊỿࠊ㐜ࠊᩘࠊࠊࠊࠊᐇࠊὥ㸦ࠊ㖋㸧
ࠊᚤ㸦ᑠ㸧ࠊ⥭㸦ᛴ㸧
ࠊ⦆ࠊⰯࠊᘻࠊ㠉㸦∼㸧ࠊ㌾㸦⪍ࠊ㸧
ࠊ
ᙅࠊᩓࠊ⣽㸦ᑠ㸧
ࠊືࠊఅࠊಁࠊ⤖ࠊ௦ࠊ㛗ࠊ▷ࠊ∼ࠊࠊ㖋ࠊẟࠊ▼ࠊᩋᴟ⬺ࠊ༑ᅄ⬦ࠊ⾲ࠊඵࠊ
㐨ࠊṚࠊ㞛ၝࠊᒇ₃ࠊᙎ▼ࠊゎ⣴ࠊ㨶⩧ࠊ⼎㐟ࠊ㔩Ἓࠊ⬦ࠊᅄデࠊᕥྑ୕㒊ࠊ୕㒊ೃࠊே㏄Ẽཱྀᑍ
ཱྀࠊそᡭ⬦ࠊ㛵⬦ࠊ㔛ືࠊ⭡デࠊ⭈㛫ືࠊ㊎㝧⬦ࠊኴ㇈⬦ࠊዪ⬦ࠊඣ⬦ࠊⶶ⬦ࠊ⫶Ẽ⬦ࠊ┿ⶶ⬦ࠊ
㞳⤒ࠊᶓ⬦ࠊ㨣⬦ࠊᙧẼࠊ୧ᡭ୪デࡢྛ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗ⬦⤒࠘
ࠗ⬦ジ࠘
ࠗ⣲ၥ࠘
ࠗ㟋ᯡ࠘
ࠗᅇ࠘
ࠗയᐮㄽ࠘
ࠗኴ
⣲࠘ࠗάே᭩࠘ࠗධ㛛࠘ࠗṇఏᡈၥ࠘ࠗ㡑Ặ་㏻࠘࡞ࡢㅖ᭩ࢆ௨࡚ὀゎࡋࠊ㛫ࠎࠊㄒࡶ㝃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙⬦ᙧ≧ᣦୗ⛎ジ༑ᅄ✀ࡘ࠸࡚ࠚ
༑ᅄ⬦ࠊ㛗▷ࢆຍ࠼ࡓ⬦ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⬦≧ࢆグࡍࠋ
࠙
ࠗಙᕥ㝶㌟ᐆ࠘ࡘ࠸࡚ࠚ
ᗎ┠ࡢᚋࠊ⟶㙀〇ᗘࠊጞ㐀ࠊ㙀ࠊኚࠊ୕่ࠊ่ࠊ༑⠇ࠊ༑⚗ࠊྂ㙀ἲࠊᅄせࠊ⩏ࠊ༑ᅄἲࠊ
ಙᕥࠊೃẼࠊദẼࠊฟ㙀ࠊ⿵№ࠊデ⬦ࠊ⚄ࠊ่ேࠊᕸୖ่ࠊ㙀③ࠊ㙀ᬥࠊ㙀Ⓢࠊ⳹ே⾜㙀ᡭἲࠊⓒ
୍㙀ࠊᩓ㙀ࠊපࠊ㙀⅍㞧㆑ࡢྛ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘
ࠗ㟋ᯡ࠘
ࠗ㞴⤒࠘ࠗ㙀⅍⪹ⱥ࠘
ࠗ༓㔠᪉࠘ࠗയᐮㄽ࠘
ࠗ㡑Ặ་㏻࠘࠾ࡼࡧᙇト࡞ࡢㅖ᭩ࢆ௨࡚ὀゎࡋࠊ㛫ࠎࠊㄒࡶ㝃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  

傜୍⯡ㅮ₇凨傝

➨䢴䢲ᖍ

ࠗ་⤒⁋㞟㕒࠘ࡘ࠸࡚
ி㒔

ᮌሙ⏤⾰Ⓩ

ࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࠘ࡣࠕྂ᪉ὴࡢ㛤♽ࠖࡋ࡚ྡ㧗࠸ྡྂᒇ⋞་㸦⏕ἐᐶỌ  ᖺ  㹼ඖ⚘ᖺ  ࠊ
⋞་ࡢྡࡣ㏻⛠࡛࠶ࡾࠊᏐࡣᐩ₶ࠊཪࡢྡࢆ㜀⏠ࠊᐊྕࡋ࡚ᐅᗡࠊỈᏊ㸧ࡼࡿࠗ་⤒⁋㞟࠘
㸦௨
ୗࠗ⁋㞟࠘␎㸧ࡢὀゎ᭩࡛࠶ࡿࠋࠗ⁋㞟࠘ࡣ⋤ᒚ㸦Ᏻ㐨㸧ࡀⴭࡋࡓࡀᡂ❧ࡣ᫂ࠋ᪥ᮏࡢఏᮏࡣ
࡚ࠗᮾᇉ༑᭩࠘
㸦㹼ᖺᡂ❧㸧ᡤᮏࢆ⏤᮶ࡍࡿࠋ
ࠗ⁋㞟࠘ࡢὀゎ᭩㸦ᚋ㏙㸧ࡣ✀㸦✀ࡣหᮏࠊ
⮬➹ᮍหᮏࡀ✀㸧࡛࠶ࡿࠋᅇࡣྡྂᒇ⋞་ࡼࡿࠗ⁋㞟࠘ࡢὀゎ᭩࡛࠶ࡿࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࠘ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ྡྂᒇ⋞་ࡣி㒔࡚ᐶỌ  ᖺ  ⏕ࡲࢀ࡚ࡼࡾࠊඖ⚘ᖺ  ἐࡍࡿࡲ࡛ᩘከࡃࡢ་᪉᭩ࠊ
ὀゎ᭩ࢆୡฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⴭసࢆᣲࡆࡿḟࡢᵝ࠶ࡿࠋ
ࠗ㞴⤒ᮏ⩏㤳᭩࠘㸦⋢ྡ⋞࿅ࡀ⦅⧩ࠊᖺ  ࠊ⋢ྡ⋞࿅㊙ࠊྠᖺห㸧ࠊࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࠘㸦ᐶᩥᖺ
 ห㸧
ࠊࠗ⛎✰ᤵㄪ࠘㸦ᐶᩥᖺ  ห㸧
ࠊ
ࠗ⧩ゝ᪉⪃࠘㸦ᐶᩥᖺ  ᡂ❧ࠊᐶᩥᖺ  ห㸧
ࠊࠗ⬦
せ※ጤ࠘
㸦ᐶᩥᖺ  ⮬ᗎࠊᮏࡢࡳ㸧
ࠊ
ࠗ㜀⏠㣗≀ᮏⲡ࠘
㸦ᐶᩥᖺ  ⮬ᗎࠊᐶᩥᖺ  ห㸧ࠊ
ࠗ㞴
⤒ト࠘㸦ᘏᐆᖺ  ఀ⸨⣲Ᏻᗎࠊྠᖺ⮬ᗎࠊኳᖺ  ఀ⸨㊙ࠊኳᖺ  หࠊᕳ㢌ࠗ୕❶
ᚰໟ⤡㛛ᘚ୍࠘ᕳࢆࡍ㸧
ࠊࠗ⬦せカⵚ࠘㸦ᘏᐆᖺ  ⮬ᗎࠊᮏࡢࡳ㸧ࠊࠗ་Ꮫហᚓ࠘㸦ୖᕳࡣࠗ㝜㝧
ᛂ㇟ㄽὀ࠘
㸦ᘏᐆᖺ  ห㸧ࠊ
ࠗ⑹୍ᚓ࠘
㸦ඖ⚘ᖺ  ⮬ᗎࠊඖ⚘ᖺ  ห㸧ࠊ
ࠗỈᐙカ࠘
㸦ඖ
⚘ᖺ  ᖺ㛛ேᗎࠊྠᖺห㸧ࠊ
ࠗ㔠༄せ␎トゎ࠘
㸦ඖ⚘ᖺ  ࠊ㛛ே➼ࡢᗎࠊྠᖺ⮬㊙ࠊ⩣ᖺห㸧
ࠊ
ࠗ་
᪉つ▴࠘㸦ᮏࡢࡳࠊᡂ❧ᖺ᫂㸧ࠊ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ
⌧Ꮡࡍࡿࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࠘
㸦௨ୗࠗ⁋㞟ᢒ࠘␎㸧ࡣṊ⏣⛉Ꮫ⯆㈈ᅋᮥ㞵᭩ᒇ⸝㸦◊✲㸧ࡢ୍
✀ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣᐶᩥᖺ  หᮏ࡛࠶ࡿࠋ⋞་ࡢⴭసࡍࢀࡤࠊṓ㡭ࡢⴭస࡛ࠊⴭసάືࢆࡍ
ࡿᮇࡋ࡚ࡣึᮇ࡛࠶ࡾࠊᖺ  ࡢࠗ㞴⤒ᮏ⩏㤳᭩࠘ࢆ᭱ึࡢⴭ᭩ࡍࢀࡤࠊ␒┠ᙜࡓࡿࠋ
ᮏ᭩ࡣ⋞་ࡢㅮ⩏㘓࡛࠶ࡾࠊⴭ㘓ࡘ࠸࡚ࡣ㛛ᘵࡢᱜ⋞㞝ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᱜ⋞㞝ࡘ࠸࡚ࡢఏグࡀ↓
ࡆࢇ࠸

࠸ࡀࠊᑠ᭮ᡞὒࡼࡿࠗㄞᒣ⬥ᮾὒㄽᴗ࠘ࡢⴭ⪅ᱜ⋞ᙤࡣࡑࡢᮎ⿰࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࠋᅜ❧ᅜ
ᅗ᭩㤋ⶶࠗỈⅆᅵ㔠▼ហᣨⰑ✏࠘ࡢⴭ⪅ࡀᱜ⋞Ⰻ࠸࠺ࡀ㛵ಀࡣศࡽ࡞࠸ࠋࠗ⁋㞟ᢒ࠘ࡣࠕ㜀⏠
᭣ࠖࡋ࡚⋞་ࡢὀࡀ㝃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᱜ⋞㞝ࡢὀᛮࡋ࠸ࠕហᣨ࡛ࠖጞࡲࡿὀᩥࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࠕហ
ᣨࠖࡢὀᩥࡢ᪉ࡀᩥᏐᩘࡶከ࠸ࠋ⋞་ࡢㅮ⩏ࢆඖࠗ⁋㞟࠘ὀࢆຍ࠼ࠊ⮬㌟ࡼࡿὀࡶグࡋࡓࡢࡀᮏ
᭩ࡢᡂ❧⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఏᮏ࡛࠶ࡿᮥ㞵᭩ᒇⶶࡢᐶᩥᖺหᮏࠗ⁋㞟ᢒ࠘ࡣᡬࠊᗎ㊙ࠊ┠㘓ࡣ↓ࡃࠊ
ዟ㸦หグࠕᐶᩥ୕ᖺ㹙Ⓧ༲㹛ᖺ᭶ྜྷ᪥ࠊ㹙᮲㏻ᯇᒇ⏫㹛᭩⫔Ṋᮧᕷර⾨᪂หࠖ㸧ࡀ㝃ࡉࢀࡿࡢࡳ࡛ࠊ
ᕳ୍ෑ㢌ࡶ᭩ྡ㺃ⴭ⪅ࡢࡳ࡛ࠊ⋤ᒚࡢᗎࡢトゎࡽጞࡲࡿࠋయࡢᵓᡂࡣࠊᕳ  ࠊᩘࡣᕳ୍ࠊ
ᕳࠊᕳ୕ࠊᕳᅄࠊᕳࠊᕳභࠊᕳࡢィ࡛࠶ࡿࠋ้หᮏ㸦ࠗᮾᇉ༑᭩࠘
⏤᮶ࡢ㸧ࡣ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊẚ㍑ࡍࡿซࡑಸࡢᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ⁋㞟࠘ࡢὀゎ᭩ࡣࡶᖥᗓ་ᐁ㺃ᯘᜏᩪࡀࠗᮾᇉ༑᭩࠘ᡤᮏࢆᗏᮏὀࢆຍ࠼ࡓࠗ㰐㢌་⤒⁋
㞟࠘㸦㈆ாᖺ  ห㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᭩ࡣࡋ࡞ࡃࠊ⋞་㺃⋞㞝ࡢࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࠘ࡣಸࡢཌࡳ
ࡀ࠶ࡿࠋᯇᒸ⋞㐩㸦ῡᏊ㸧ࡀᖌ㺃ὸ࿘ࡢㅮ⩏㘓ࢆ➹ࡋࡓᛮࢃࢀࡿࠗ⁋㞟ㅮ⩏࠘㸦ዟ᭩ࡼࡾ㈆ா
ᖺ  ᡂ❧ࠊ㱟㇂Ꮫⶶ࣭⮬➹ᮏ㸧ࡶᏑᅾࡍࡿࠋᯇᒸ⋞㐩ࡀṓ㡭ࡢ➹㊧ゝࢃࢀ㸦┿ᰗㄔࠗ㱟㇂
Ꮫᐑᅗ᭩㤋₎ྂ⡠㈗㔜᭩ゎ㢟㸦⮬↛⛉Ꮫஅ㒊㸧࠘ࡼࡾ㸧ࠊ࢝ࢼΰࡌࡾ࡚ヲ⣽➹グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓாಖᖺ  ࡣᒸᮏ୍ᢪࡢὀゎࡼࡿࠗ་⤒⁋㞟ೖㄒ㕒࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡿࠋᕳࡣィ
࡛࠶ࡾࠊᯘᜏᩪὀࢆ㋃くࡋ࡚࠾ࡾࠊㅗゎ᭩࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࠗ㰐㢌་⤒⁋㞟࠘ẚ࡚ᩘࡣಸࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࠗ⁋㞟ᢒ࠘ࡣࠗೖㄒ㕒࠘ࡼࡾᑡ࡞࠸࡛࠶ࡿࡀࠊෆᐜࡢ㔞ࡣຎࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࠗ⁋㞟࠘
ࡢὀࡣࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘⤒ᩥㅖᐙὀ㸦⋤෦ὀࠊ᪂ᰯṇὀࠊ㢮トࠊᙇẶὀࠊ࿋Ặὀࠊ㤿Ặὀ㸧ࠊ
ࠗയᐮㄽ࠘ࠗ㔠
༄せ␎࠘ࡑࡢὀゎ᭩㸦ᡂ↓ᕫࠗὀゎയᐮㄽ࠘ࠗയᐮ᫂⌮ㄽ࠘㸧
ࠊ
ࠗ⬦⤒࠘
ࠊ
ࠗ༓㔠᪉࠘
ࠊ㔠ඖ᫂௦ࡢ་᭩㸦
ࠗཎ
ᘧ࠘ࠊࠗ⋢ᶵᚤ⩏࠘
ࠊࠗྂ་⤫࠘
ࠊࠗ་Ꮫධ㛛࠘
ࠊࠗάே᭩࠘
ࠊࠗ⬦ジหㄗ࠘
ࠊࠗṈ㸗▱࠘ࠊࠗ་Ꮫ⥘┠࠘
ࠊࠗ㞴⤒
ゎ࠘࡞㸧ࠊྐ᭩㸦
ࠗྐグ࠘
ࠊࠗᕥఏ࠘ࠊࠗᚋ₎᭩࠘࡞㸧ࡽࠊᅄ᭩⤒࣭ㅖᏊⓒᐙࡢ㢮㸦
ࠗᑦ᭩࠘
ࠊࠗ᫆࠘ࠊ
ࠗㄽㄒ࠘
ࠊࠗⲮᏊ࠘ࠊ
ࠗᏗᏊ࠘ࠊࠗ㡑㠀Ꮚ࠘
ࠊࠗῚ༡Ꮚ࠘࡞㸧ࡲ࡛ࠊᙜ᪤ఏ᮶ࡋࡓ㇏ᐩ࡞㈨ᩱࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
  

ᯇᒸ⋞㐩ࠊᯘᜏᩪࠊᒸᮏ୍ᢪࡽࡢὀゎඛ⾜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠗ་⤒⁋㞟ᢒ࡛࠘࠶ࡿࡀࠊఏᮏࡀᮥ㞵᭩ᒇ
ࡢࡳᑡ࡞࠸ࠋாಖᖺฟࡓࠗ⁋㞟ೖㄒ㕒࠘ࡣࠊᅜᅗ᭩㤋ࠊ᪩✄⏣Ꮫࠊส㇂ᕷ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᮥ㞵
᭩ᒇ㸦ᮥ㞵ࠊࠎ㸧ࠊᮾிᅜ❧༤≀㤋ఏᮏࡀከࡃࠊࡇࡕࡽࡢ᪉ࡀⰋࡃㄞࡲࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺᥎

࡛ࡁࡿࠋ

ධᡭࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊㄞࡳࡸࡍࡉ࠸࠺Ⅼ࡛ࡶࠗ⁋㞟ೖㄒ㕒࠘ຎࡿࡀࠊ⋤ᒚࡢࠗ་⤒⁋㞟࠘ࢆㄞࡴࡓ
ࡵࡣᚲ㡲ࡢὀゎ᭩࡛࠶ࡾࠊྂ᪉ࡢᡂ❧ಀࢃࡿྡྂᒇ⋞་ࡢᛮࢆ▱ࡿⅭࡶ㔜せ࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
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᪥ᮏேࡼࡿ₎⡠་᭩ࡢὀゎ᭩ࡘ࠸࡚
රᗜ ᑠᯘ㤶᭸㔛

₇⪅ࡣࠊ๓ᅇࡢᮏᏛ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏேࡼࡿ₎⡠་᭩ࡢὀゎ᭩ࡘ࠸࡚ࡢ➨ሗࡋ࡚ࠊᖺ㹼
ᖺฟ∧ࡉࢀࡓὀゎ᭩ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ㄪᰝሗ࿌ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢせ᪨ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ὀゎ᭩ὀゎࡉࢀࡓ₎⡠་᭩ࡘ࠸࡚
ᑠ᭮ᡞὒⴭࠗ᪥ᮏྂ⡠㎡࠘㸦ಟ㤋᭩ᗑࠊᖺ㸧ᥖ㍕ࡉࢀࡿỤᡞ୰ᮇᚋ༙ࡽỤᡞᮎᮇ㸦
ᖺ㹼ᖺ㸧ฟ∧ࡉࢀࡓὀゎ᭩ࡣ᭩࡛࠶ࡗࡓࠋ₎⡠་᭩ࡈࡢฟ∧ᩘࡣࠗയᐮㄽ࠘⣔⤫ࡀ᭩᭱
ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠗ㔠༄せ␎࠘⣔⤫᭩ࠊ
ࠗ ㄽ࠘⣔⤫᭩ࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘⣔⤫᭩ࠊ
ࠗ㞴⤒࠘⣔⤫᭩ࠊ
ࠗྐグ࠘
ᡥ㭌බิఏ㛵㐃⣔⤫᭩ࠊࠗ㟋ᯡ࠘⣔⤫᭩ࠊࠗ་Ꮫṇఏ࠘ࠊࠗ་⤒⁋㞟࠘ࠊࠗ⣲ၥධᘧㄽዟ࠘⣔⤫ྛ᭩࡛
࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊὀゎࡉࢀࡓ₎⡠་᭩ࡣࠗ་⤒⁋㞟࠘ࠊ
ࠗ⣲ၥධᘧㄽዟ࠘
ࠊ
ࠗ་Ꮫṇఏ࠘ࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘
ࠊ
ࠗ㟋ᯡ࠘
ࠊ
ࠗ㞴
⤒࠘
ࠊࠗയᐮㄽ࠘ࠊࠗ㔠༄せ␎࠘ࠊࠗ

ㄽ࠘
ࠊࠗᩆⲨᮏⲡ࠘
ࠊࠗ㞴⤒ᮏ⩏࠘
ࠊࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒࠘
ࠊࠗྐグ࠘ᡥ㭌බิఏ

ࡢ᭩ศ㢮ࡉࢀࡓࠋᡂ❧ᖺ௦࠾࠸࡚ࡣࠊ₎௦ࡢ᭩ࡀ᭩ࠊ᫂௦ࡢ᭩ࡀ᭩ࠊᏵ௦ࠊඖ௦ࡢ᭩ࡀ᭩࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊࡇࡢ௦ࡢ་ᐙ㔜せどࡉࢀࡓ₎⡠་᭩ࡣࠊᙇ௰ᬒࡢࠗയᐮㄽ࠘ࢆ➹㢌ࡋࡓ୰ᅜ་
Ꮫࡢཎ᭩࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ₎᪉ᾮ⒪ἲ᭩ࡀከࡃࡳࡽࢀࠊ๓ᅇࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛せ࡛࠶ࡗࡓࠊᮤᮒ
་Ꮫ㛵㐃ࡍࡿ᭩≀ࡀᖜῶᑡࡋࠊࠗ༑ᅄ⤒Ⓨ࠘㛵㐃᭩ࡀࡃᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇࡽࠊᮤᮒ་Ꮫࡸ㙀⅍
་Ꮫࡢ㛵ᚰࡣࡰᾘኻࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࠊࡢὶ⾜ࡸኳ⅏ࠊ㣚㣹ࢆᩆ࠺ࡓࡵ᭩ࢀࡓ
ࠗ

ㄽ࠘ࡸࠗᩆⲨᮏⲡ࠘ὀゎࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜࡢ௦⫼ᬒࡀㄞࡳゎࡅࡿࠋ

㸰㸬ὀゎ⪅ࡘ࠸࡚
ᖺ㹼ᖺ㛫ࡢὀゎ⪅ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⤒Ṕࡣࠊ་ᐙྡࠊ₎Ꮫ⪅ྡࠊᅜᏛ⪅ࡀྡࠊ
ᮏⲡᐙྡࠊ⪃ドᏛ⪅ྡࠊൔྡࠊ⤒Ṕヲྡ㸦ణࡋࠊ⤒Ṕࡀከᩘ࠶ࡿࡶࡢࡣࡑࢀࡒࢀࢆᩘຍ࠼ࡓࠋ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ་ᐙࡣࠊཎ༡㝧ࠊ୰す῝ᩪࠊ୰⚄⍆ࠊᏱὠᮌ᪻ྎ࡞ࠊ㔠ඖᮤᮒ་Ꮫࢆࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ
㝜㝧⾜ㄽࠊ⤒⤡ࠊ⮚ㄽ࡞ࡢ⌮ᛕⓗ࡞⪃࠼ࢆྰᐃࡋࠊ⮫ᗋయ㦂ࢆ㔜どࡋࡓྂ᪉ὴᒓࡍࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋ
≉ࠗയᐮㄽ࠘ࡢὀゎ⪅ከ࠸ࡇࡽࠊࠗയᐮㄽ࠘ࢆ≉㔜どࡋࡓᏛὴ࡛࠶ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

ࡲ

ࡓࠊฟ∧᭩ࡀከᩘ࡛࠶ࡿὀゎ⪅ࡣࠊ᳃❧அ㸦᭩㸧
ࠊከ⣖ඖ⡆ࠊ႐ከᮧ┤ᐶ㸦᭩㸧
ࠊከ⣖ඖሀࠊᒣ⏣ᴗᗈ
㸦᭩㸧ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᖥᗓࡢ┤㎄࡛࠶ࡿỤᡞ་Ꮫ㤋ࡢ་ᖌ࡛ࠊ⪃ドᏛὴᒓࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࡀࢃ
ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊỤᡞ୰ᮇᚋ༙ࡽỤᡞᮎᮇࡢ᪥ᮏࡢ་Ꮫࡣࠊྂ᪉ὴࡀ୰ᚰࡋ࡚ά㌍ࡋࠊ⪃ドᏛὴ
ࡼࡿ୰ᅜ་Ꮫࡢཎ᭩ࡢ◊✲ࡀ┒ࢇ࡞௦࡛࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
ᅇࡣࠊᖺࡽ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓⓎ⾲ࡢ⿵㑇⥲ᣓࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡓ࠸ࠋ
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ࠗ⬦⤒࠘ỿ㝿㣕ᮏࡢᰯゞࡘ࠸࡚
㜰

Ỉ⁀ு୍

ࠗ⬦⤒࠘ࡣࠊす௦⋤ུࡼࡗ࡚ⴭࡉࢀࡓデ᩿Ꮫ᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊྂ௦୰ᅜ࠾ࡅࡿ⬦デࢆ
୰ᚰࡍࡿデ᩿ἲࢆయ⣔ⓗ⥲ᣓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋ௦ࡢᙳ㡪ࡣከ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ᭩ࡣࠗ⣲ၥ࠘
ࠗ㟋ᯡ࠘ࠗ㞴⤒࠘ࠗയᐮㄽ࠘ࠗ㔠༄せ␎࠘ࡢᩥ❶ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊఏࢃࡽ࡞࠸་᭩ࡢశᩥࢆከࡃྵࡴࡓࡵࠊ
་⤒ࡢᰯ຺㈨ᩱཬࡧデ᩿Ꮫ◊✲࠾࠸࡚ኚ㔜せ࡞౯್ࢆᣢࡘࠋ
ᮏ᭩ࡢ⌧ఏᮏࡣࠊఱ௵ᮏ⣔ᗈす₈ྖᮏ⣔ࡢ✀㢮ู࡛ࡁࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶᏵᨵࢆ⤒ࡓ⤂⪷୕㸦㸧
ᖺหᮏࢆ♽ᮏࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ၿᮏࡣࠊఱ௵ᮏ⣔࠶ࡓࡿ᫂ห௹Ᏽఱ௵ᮏࡉࢀࡿࡀࠊࠗ⬦⤒࠘
◊✲ࡣࠊᗈす₈ྖᮏ⣔ࢸ࢟ࢫࢺࡢᰯ຺ࡣࠊḞࡍࡇࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡋࡋᗈす₈ྖᮏ⣔ࡢྛࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢホ౯ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
₇⪅ࡣࠊᖺᮏᏛ࠾࠸࡚ࠊᗈす₈ྖᮏ⣔࡛࠶ࡾカⅬᮏࡋ࡚౯್ࡢ㧗࠸้Ᏻ୕ᖺᮏ᫂หỿ㝿
㣕ᮏࢆẚ㍑ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏳ୕ᖺᮏࡢ∧ᮏࡋ࡚ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏳ୕ᖺᮏࡣࠊᑐ
ᰯࡸᰯࡼࡾỿ㝿㣕ᮏࡢㄗ⬺ࢆಟṇࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ⟠ᡤࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊಟṇࡣゝ࠸㞴࠸ᨵኚࡶࠊࡑ
ࢀ௨ୖㄆࡵࡽࢀࡓࠋᚑࡗ࡚Ᏻᮏࡢ∧ᮏࡋ࡚ࡢ౯್ࡣࠊỿ㝿㣕ᮏ௨ୖࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀศࡗࡓࠋ
ỿ㝿㣕ᮏࡣࠊࠗ⤒⡠ゼྂᚿ࠘ㄗ⬺ࡀከ࠸ࡉࢀࡿ⿁⾲ᮏࢆᰯゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋỿᮏ⮬యࡶࠗ⤒⡠ゼྂ
ᚿ࠘ዶᨵࢆᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᰯゞࡢෆᐜࡣࠊヲࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏳᮏࡢホ౯ࢆ☜ᐇࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊ⊂⮬ホ౯ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᅇࡢⓎ⾲࡛ࡣࠊỿ㝿㣕ᮏ⿁⾲ᮏࡢᏐྃࢆẚ㍑ࡋࠊ␗ྠࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡼࡾࠊỿ㝿㣕ᮏࡢᰯゞෆᐜ
ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ
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◊་ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ⬦᭩ࡘ࠸࡚
ᮾி

Ᏻ㒊㑳Ꮚ

࠙⥴ゝࠚᅇࠊ◊་ᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶࡍࡿ་᭩ࡢ୰࡛ࠊ᭩ྡࠕ⬧ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⬦ࠖࡢᩥᏐࡀࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓࠋ⬧㛵ࡍࡿෆᐜࢆྵࡴ᭩≀ࡣࡇࢀࡽ㝈ࡽࢀࡓࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᅇࡣࡢ⬦
᭩ࡘ࠸࡚ㄪࡓࠋణࡋࡣすὒ་Ꮫࡢ⬧᭩࡛࠶ࡿࠋ
࠙᪉ἲࠚㄪᰝ᪉ἲࡣࠊձ⥲ㄽࡀ࠶ࡿࠋղࠕ⾲ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋճࠕඵࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿ
ࠋմࠕ㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋյࠕ୕㒊ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋնࠕே㏄࣭Ẽཱྀࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶
ࡿࠋշࠕ㛗Ἃ༑⬧ࠖࠕ௰ᬒ⬦ἲࠖࠕയᐮㄽࡢ⬧ἲࠖ࡞ࡢゝⴥࡀ࠶ࡿࠋոࠕᅄ⬦ࠖ㸦ࡼࡘࡢࡳࡷࡃ㸧
࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋչࠕṚ⬧ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋպࠕ⤒⬧ࠖࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋջᑠඣࡢ⬦
ࡘ࠸࡚㏙࡚࠸ࡿࠋռ፬ேࡢ⬦ࡘ࠸࡚㏙࡚࠸ࡿࠋսࠗ⣲ၥ࠘
ࠗෆ⤒࠘
ࠕ㯤ᖇࠖ࡞ࡢゝⴥࡀ࠶ࡿࠋ
վࠗ㟋ᯡ࠘ࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋտࠗ㞴⤒࠘ࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋրⶶ⬦ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ց୧ᡭࡢᅗࡀ࠶ࡿࠋւ⬧≧ࢆ⾲ࡍᶍᘧᅗࡀ࠶ࡿࠋփࡑࡢࡢᅗࡀ࠶ࡿࠋ
࠸࠺ࡢ࣏ࣥࢺࢆసࡗ࡚ࡳࡓࠋ᭩≀ࡢゝⴥࡽ⬦᭩ࡢ⣔⤫ࡀࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ࠸࠺ࡇࡽⓎࡋ
ࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡋࡓ᭩⡠ࡣࠗ⬧⤒࠘
ࠗ⬦ᙧ᭩࠘
ࠗᐹ⬧せ࠘
ࠗデ⬦⛎ఏ㞟࠘
ࠗኴ⣲⬧ジ࠘
ࠗ⬧ㄒ࠘
㸦㸱㸧
ࠗ⬧
ジหㄗ㞟ゎ࠘
ࠗデ⬦ཱྀఏ㞟࠘
ࠗ⬦ジ࠘
ࠗᤩᚄ⬧⛎ఏ࠘
ࠗᮏⲡ⥘┠

ወ⤒ඵ⬧࠘
ࠗ㯤ᖇ⛎ఏ⤒⬧Ⓨ࠘
ࠗ⬧㆞⡆␎࠘

ࠗ⬦ㄽཱྀジ࠘
㸦㸰㸧
ࠗษ⬧ᑠゝ࠘
ࠗ⬦Ꮫ㍴せ࠘
㸦㸰㸧
ࠗ௰ᬒ⬧๎࠘
ࠗ⬧せ⢭ᚤㄽゑ࠘
ࠗ⬦ἲ⚾ゝ࠘
ࠗす㓾⬧㚸࠘
᳨ࠗ
⬧᪂ἲ࡛࠘࠶ࡿࠋ
࠙⤖ᯝࠚࡲࡎ➨୍ឤࡌࡓࡢࡣࠊ⬦デ㛵ࡍࡿᮏࡣỤᡞࡢ๓༙ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸༳㇟ࡀ࠶ࡗࡓࠋỤ
ᡞ௦ࢆỤᡞᇛ㛤ᇛࡢᖺࡲ࡛ࡍࡿࠊ᭱ึࡢᖺ┠ࡲ࡛ࡢ₎᪉⬦᭩ࡢෆࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡀ◊་ᅗ᭩㤋ࡔࡅࡢഴྥ࡞ࡢࠊ♫⯡ࠊỤᡞࡢᚋ༙ࡣ⬦デ㛵ࡍࡿ⯆ࡀⷧࢀࠊ᭩⡠ࡢⓎ⾜
ࡸ➹ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡢࡣ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ᭩⡠ࡢ࡞ࡣᡓᅜᮇࡢࡶࡢࡶࡼࡃぢࡽࢀࡿࡁ࡞∧
ࡸࠊࡇࡆⲔⰍࡢ⣬ࡢ⾲⣬ࡀᛮࡗࡓࡼࡾከ࠸ࠋ
Ụᡞࡢ๓༙࡛ࡣ᭤┤℩㐨୕㸦㸫㸧ࡢὶࢀࡢࡶࡢࡀከࡃࠊඖடᖺ㸦㸧ᐶỌᖺ㸦㸧
ࠊ
ᐶᩥᖺ㸦㸧ࡢᮏࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠊᘏᐆᖺ㸦㸧ᮏࡢෆᐜࡢせⅬࢆ᭩࠸ࡓหᮏࠗ⬧㆞⡆␎
  

ࢧ

ࢫࣀ࣑ࢥ࠘ኳᖺ㸦㸧ࡢࠗ⬦ㄽཱྀジ࠘࠸࠺หᮏࡀ㒊࠶ࡿࠋ㸴㒊ࡢ㐨୕ὶࡢᮏࡢ࠺ࡕࠊࠗᤩᚄ⬧
⛎ఏ

㐨୕

⪷ຌ᪉ᢤ᭩࠘௨እࡢ㸳ࡘࡢ᭩ࡣⓙᶓ㛗ࡢ⿇⌋∧࡛ࠊෆᐜࡣࢃࡾࡸࡍࡃᩚ⌮ࡉࢀࠊ⣲ே࡛ࡶ

ㄞࡴẼ࡞ࡿ⧳ࡵ᪉࡛࠶ࡿࠋᚲࡎᅄ⬦㸦ࡼࡘࡢࡳࡷࡃ㸧ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡾࠊデ⬦ࡢධ㛛᭩ࡢෆᐜᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
㠃ⓑ࠸ࡢࡣ⬦ࢆᅗࡋ࡚࠸ࡿ᭩≀ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࡇࡔࠋ⥺ᥥࡁࡢᅗ࡛⬦≧ࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ௦
᫂ࡢࠗ⬦ᙧ᭩࠘ࠗᐹ⬧せ࠘ࡣࠊ࠶ࡲࡾᩍ㣴ࡢ࠶ࡿே㛫ࡀ᭩࠸ࡓࡣᛮࢃࢀ࡞࠸᭩ࡁᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ๓⪅
ࡣࡢ⬦ࡘ࠸࡚ࠊྛࠊᶍᘧᅗࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᶍᘧᅗࡶኳᖺࡢࠗ⬦ㄽཱྀジ࡛࠘ࡣห
ᮏࡋ࡚ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཎඖ㯌ࡢⴭ᭩ࠗ௰ᬒ⬦๎࡛࠘ࡣࠊᙇ௰ᬒࡢ༑⬦࠸࠺ࡶࡢࢆᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ௰ᬒࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣࡇࡢ
୍ࡔࡅᛮ࠸ࡁࡸࠊࡍ࡛ࠗ⬧ㄒ࠘ࡢୖ㐩⠍࡛⡆༢࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ༑⬧ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ௰ᬒ⬦๎࠘
ࡼࡾᩘᖺ๓ฟࡉࢀࡓࠗษ⬧ᑠゝ࡛࠘ࡶࠕയᐮㄽࡢೃἲࠖ࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚࠾ࡾࠊᖥᮎࡢὸ⏣᐀ࡶࠗ⬦
ἲ⚾ゝ࠘ࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࠸࠺ࡢࡣデ⒪ࡢ⌧ሙ࡛⌧ᐇⓗᩘᏐࡢࡼ࠺ࡶᛮ࠼ࡓࠋ
ࡌࡗࡃࡾㄞࢇ࡛ࡳࡓ࠸ᛮࡗࡓࡢࡣ㈅ཎ┈㌺ࡀࡲࡵࡓᮤ⌋ࡢࠗᮏⲡ⥘┠࠘㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕወ⤒
ඵ⬧ࠖࠊ㤫ᗞᮾᗡࡢࠗ㯤ᖇ⛎ఏ⤒⬧Ⓨ࠘ࠊ࣭᫂Ύࡢ་ᐙࡢ㈨ᩱࢆㄞࢇࡔୖ࡛⧳ࡵ࡚࠶ࡿἼඖ⡆ࡢࠗ⬦Ꮫ
㍴せ࠘ࠊࡑࡋ࡚ὸ⏣᐀ࡢࠗ⬦ἲ⚾ゝ࠘ࡢ㸲Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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⫵ࡘ࠸࡚
㜰

᐀

ᩔᾈ

୰ᅜ་Ꮫࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡢ୍ࡘࠕⶶࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕ⫢ࠖࠕᚰࠖࠕ⭁ࠖࠕ⫵ࠖࠕ⭈ࠖࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢእ᮶
ࡢ་Ꮫ⏝ㄒࡘ࠸࡚ࠊྂ௦ࡢ᪥ᮏேࡀࡢࡼ࠺ゎ㔘ࡋࠊཷᐜࡋࡓࡣࠊ࠼ࡤᖹᏳ௦ࡢྂᏐ᭩࡛࠶ࡿ
※㡰ࡢࠗೖྡ㢮⪹ᢒ࠘ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠗೖྡ㢮⪹ᢒ࠘ᙧయ㒊࣭⮚⭊㢮࡛ࡣࠊࠕ⫢ࠖࡘ࠸࡚ࠊᚋ₎ࡢ⌜ᅛࡀⴭࡋࡓࠗⓑ㏻࠘ࡢࠕ⫢ࠊᮌஅ⢭
ஓࠋⰍ㟷㸦⫢ࡣᮌࡢ⢭࡞ࡾࠋⰍ㟷ࡋ㸧
ࠖࢆᘬ࠸࡚ࠊࡑࡢᴫᛕࢆグࡋࠊేࡏ࡚ࠕ㡢ᖸࠊ"ẟ㸦㡢ࡣᖸࠋ࢟ࣔ㸧
ࠖ
₎㡢ㄒࢆ㝃ࡍࠋࠕ⫵ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊࡸࡣࡾࠗⓑ㏻࠘ࡢࠕ⫵ࠊ㔠அ⢭ஓࠋⰍⓑ㸦⫵ࡣ㔠ࡢ⢭࡞ࡾࠋ
Ⰽⓑࡋ㸧ࠖグࡋࠊࠕ㡢ᗫࠊᕸஂᕸஂஅ㸦㡢ࡣᗫࠋࣇࢡࣇࢡࢩ㸧ࠖὀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠗⓑ㏻࠘ࡢゎ㔘ࡣ
ゎ๗Ꮫⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⶶ㇟ㄽⓗゎ㔘࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉ࠊㄒࡢ㠃ࡽࡶࠊࠕ⫢ࠖࡸࠕ⫵ࠖࢆࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࢃࡿࠋ
ᮏᒃᐉ㛗ࡼࡿࠊࠕ࢟ࣔࠖࡣྂࡃࡣⶶᗓࡢ⥲⛠࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚋୡ⫢⫹ࡢ⛠㌿ࡌ࡚㑇ࡗࡓࡶࡢ
ࡉࢀࡿࠋࠗ᪥ᮏᅜㄒ㎡㸦➨∧㸧࠘ࡼࡿࠊㄒࠕ࢟ࣔࠖࡢㄒ※ࡣࠊձࠕࢥࣜࣔࣀ㸦จ≀㸧ࠖࠊղࠕ࢟
ࣀࣔࢺ㸦Ẽඖࡲࡓᮌඖ㸧ࠖࠊճࠕ࢟ࠖࡣᮌ࡛ࠕࣔࠖࡣຓᏐࠊմࠕ࣒࢟㸦Ẽ⩌㸧ࠖࡢ㡢㌿࡞ࡢㅖㄝࡀ࠶ࡗ࡚
ᐃࡲࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕẼࠖࡣⶶࡢⶶ㇟ㄽⓗゎ㔘ࠊࠕᮌࠖࡣ⫢ࡢⶶ㇟ⓗゎ㔘࠸࠼ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶゎ๗Ꮫⓗ
࡞ゎ㔘࡛࡞࠸ࠋ᳃ᯨᅬࡢࠗ⣲ၥᨳὀ࠘ࡣࠊࠗ⣲ၥ࠘㟋⹒⛎ㄽࡢࠕ⫢⪅ࠋᑗ㌷அᐁࠋㅛ៖ฟ↉㸦⫢ࡣࠊᑗ
㌷ࡢᐁࠊㅛ៖ฟ࡙㸧ࠖὀࡋ࡚ࠊᮏᒃᐉ㛗⊁㇂᳂㰻ࡢㄝ㸦⊁㇂᳂㰻ࠗ⟢ὀೖྡ㢮⪹ᢒ࠘ᡤ㍕㸧ࢆᘬࡁࠊ
ࠕ ࠊ
ᒱẟ⪅ྂẟ␃அ⩏ࠊᅾෆືஅㅝஓ㸦ࡎࡿࠊࠕ࢟ࣔࠖࡣࠕࢥࣔࣝࠖࡢ⩏ࠊෆᅾࡾ࡚ືࡊࡿࡢㅝ࡞
ࡾ㸧ࠖ⮬ㄝࢆ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡸࡣࡾⶶ㇟ㄽⓗゎ㔘࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⫵ࠖࡢࠕㄒ࡛ࠖ࠶ࡿࠕࣇࢡࣇࢡࢩࠖࡢㄒ※ࡘ࠸࡚ࠊࠗ᪥ᮏᅜㄒ㎡㸦➨∧㸧࠘ࡣࠕࣇࢡࡣ྿
ࡢ⩏ࠋ⫵ࡣఇࡳ↓ࡃᜥࢆࡍࡿࡇࢁࡽࣇࢡࣇࢡ㔜ࡡࡓࡶࡢࠋࢩࡣຓ㎡ࠖࠕࣇࢡࣞࣇࢡࣞࢩ㸦⬽⬽ዴ࣭
⬊⬊ዴ㸧ࡢ⩏ࠖ࠶ࡿࠋ᳃ᯨᅬࡣࠊࠗ⣲ၥ࠘㟋⹒⛎ㄽࡢࠕ⫵⪅┦ഌஅᐁࠖࡢὀ࡛ࠊࠗೖྡ㢮⪹ᢒ࠘ࡢㄒ
ࡘ࠸࡚ࠊࠕࠊ⫵ⅭⶶஅୖࠊᐅⴎࠊᐅᙇࠊᖖྵẼຨ㨚↛ࠋᨾྡ᭣ᕸஂᕸஂஅࠋᕸஂᕸஂஅ⪅ࠊ
ㅝዴ␆Ẽ⓶ᄞ୰ࠊ᥎Ṉ⛣ᙼஅ≧ஓࠋ㸦ࡎࡿࠊ⫵ࡣⶶࡢୖⅭࡾࠋⴎ࠼ࡿᐅࡋࡽࡎࠊᙇࡿᐅ
ࡋࡽࡎࠊᖖẼࢆྵࢇ࡛ຨ㨚↛ࡓࡾࠋᨾྡ࡙ࡅ࡚ࣇࢡࣇࢡࢩ᭣࠺ࠋࣇࢡࣇࢡࢩࡣࠊẼࢆ⓶ᄞࡢ୰
␆࠼࡚ࠊṈࢀࢆ᥎ࡋ࡚ᙼ⛣ࡿࡢ≧ࡢዴࡁࢆㅝ࠺࡞ࡾ㸧ࠖ࠶ࡿࠋࠕ⫵ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⫢ࠖࡢሙྜ␗
࡞ࡾࠊ྾ჾⓗ࡞ゎ㔘࠸࠼ࡿࠋ
௦ࡀୗࡗ࡚ࠊ㏆ୡ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫࢆཷࡅධࢀࡓࠊ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫࡢゎ๗Ꮫ᭩ࢆ⩻ヂࡍࡿࡓࡵࠊ㌋㌉
  

↓ࡃ୰ᅜ⏤᮶ࡢఏ⤫་Ꮫࡢゝⴥࢆ⏝ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊゎ๗Ꮫ᭩ぢ࠼ࡿࠕORQJࠖࢆ⩻ヂࡍࡿ㝿ࠊ᪂ࡋ࠸㐀
ㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㡢ヂ࡛࠶ࡿࠕࣛࣥࢢ࡛ࠖࡶ࡞ࡃࠊ୰ᅜ་Ꮫࡢࡇࡤ࡛࠶ࡿࠕ⫵ࠖࢆࡗ࡚⩻ヂࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࡑࡢᚋࠊ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫࡀᐃ╔ࡍࡿࡶࠊ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫࡢゎ๗Ꮫⓗ࡞⮚ჾࡢᴫᛕࠊ୰ᅜ་
Ꮫࡢⶶ㇟ࡢᴫᛕࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡢዴࡃ⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧௦་Ꮫⓗ࡞ᴫᛕ୰ᅜ་Ꮫⓗ࡞ࡑࢀࡣ࡞ࡾࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊࠕ⫵ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ୰ᅜ་Ꮫྂ㸦ࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘ࠗ㞴⤒࠘࡞㸧࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢࢆぢࢀࡤ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ་Ꮫ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⫵ࠖࡣ⾜ࡢ㔠ᒓࡋ㸦ࡘࡲࡾࠕ⫢ࠖࡸࠕᚰࠖ
┦๑ࡢ㛵ಀ࠶ࡾ㸧
ࠊ⓶ẟࠊ྾ࠊᐉⓎࠊ⢔㝆࡞ࡢᶵ⬟㛵㐃ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫ࠾
ࡅࡿࠕORQJࠖࡣࠊ྾ᶵ⬟ࠊࡍ࡞ࢃࡕᚰ⮚ࡽ࠾ࡃࡽࢀ࡚ࡁࡓ㟼⬦⾑୰ࡢ㓟Ⅳ⣲ࢆ㓟⣲ࡍࡿ࢞
ࢫᶵ⬟ࡢࡳ㛵㐃ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲ་ᏛࡢࠕORQJࠖ୰ᅜ་Ꮫࡢࠕ⫵ࠖࡢᴫᛕࡢ㐪࠸ࡣṔ↛࡛
࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᗘࡢ◊✲࡛ࡣࠊࠕ⫵ࠖࢆࡾ࠶ࡆࠊձ୰ᅜ་Ꮫ࠾࠸࡚ⶶࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⫵ࠖࡣࡢࡼ࠺ࡽ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊղ࢜ࣛࣥࢲ་Ꮫ࠾࠸࡚ࠕORQJࠖࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊճ࢜ࣛࣥࢲ
ࡢゎ๗Ꮫ᭩ࢆ⩻ヂࡍࡿ㝿ࠊ㐀ㄒࡶ㡢ヂࡶࡏࡎࠊఏ⤫ⓗ࡞୰ᅜ་Ꮫࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲࡗ࡚ࢃ࡞ࡗࡓ
⌮⏤ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓࠊࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡑࡇ࠶ࡿၥ㢟ᛶࢆ᫂ࡽࡋࡓ࠸ࠋ
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╆ᬥࡘ࠸࡚
ி㒔

㔝ῧஅ

ࠕ╆ᬥࠖࡣ᪥ᖖࡢ࠶ࡾࡩࢀࡓ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡣᖹᏳ௦ࡢㄒ࡛ࠕዪஂὶ⡿ஂኪẚ㸦ࡵࡃࡿࡵ
ࡃࡸࡲ࠸㸧ࠖࡤࢀࠊ₎Ꮠࡢࠕ╆ࠖࡸࠕ┠╆ࠖࡀࡇࢀᙜ࡚ࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾࡶ୍⯡⏝ࡉࢀࡿㄒࠕࡵ
ࡲ࠸ࠖࡣࠊ୰ୡ㡭ࡽ⌧ࢀࡓࡽࡋࡃࠊ
ࠕ┠⯙࠸ࠖ⏤᮶ࡍࡿࡉࢀࡿࠋ
ࠕ╆ࠖࡣࠗㄝᩥゎᏐ࠘ࠕ┠↓ᖖஓ㸦┠ᖖ࡞ࡁ࡞ࡾ㸧
ࠖࠊࠗ㔘ྡ࠘ࠕ⦩ஓࠋ┠どືࠊዴ⦩≀ᦂ
ᦂ↛ᐃஓ㸦⦩࡞ࡾࠋ┠どືࡋࠊ≀ࢆ⦩ࡅࡓࡿࡢᦂᦂ↛ࡋ࡚ᐃࡲࡽࡊࡿࡀዴࡋ㸧ࠖ࠶ࡿࠋ୰ᅜ་Ꮫ
࡛ࡣࠊྂ᮶ࠊࡇࡢࠕ╆ࠖࡢᩥᏐࢆࡗࡓ⏝ㄒࡀᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠗ⣲ၥ࠘ࡢ⋢ᶵ┿ⶶㄽ⠍➨༑
 ࠊ่⇕⠍➨୕༑ࠊ⭡୰ㄽ⠍➨ᅄ༑ࠊᶆᮏఏㄽ⠍➨භ༑ࠊẼኚㄽ⠍➨භ༑ࠊᖖᨻㄽ⠍
➨༑ࠊභඖṇ⣖ㄽ⠍➨༑୍ࠊ⮳┿せㄽ⠍➨༑ᅄࠊࠗ㟋ᯡ࠘ࡢ㑧➨༑ࠊᐮ⇕➨༑୍ࠊདྷ
➨༑ᅄࠊཱྀၥ➨༑ඵࠊᾏㄽ➨୕༑୕ࠊ➨୕༑ᅄࠊ⾫Ẽ➨༑ࠊᝨㄽ➨ඵ༑ࠊࠗ㞴⤒࠘ࡢ༑
ᅄ㞴ࠊ༑ᅄ㞴ࡣࠕ╆ࠖࡢᏐࢆ⏝࠸ࡓࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࢆᩚ⌮せ⣙ࡍࡿࠊ
ࠕ ╆ࠖ
ࠕ╆ෑࠖ
ࠕᤶ╆ࠖ
ࠕ┠╆ࠖࠕ㢌╆ࠖࠕ╆ࠖࡀ╆ᬥࡢせ࡞ྡ࡞ࡿࠋ
ࠕᬥࠖࡣࠗ⋢⠍࠘ࠕ᪥᭶Ẽஓ㸦᪥᭶ࡢẼ࡞ࡾ㸧ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊࡶࠕ᭶ࡢࡉࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊᮒ㥴ኌࡢࠗㄝᩥ㏻カᐃኌ࠘ࠕ㐠ࠊཹⅭᬥ㸦㐠ࡣཹࡋ࡚ᬥⅭࡍ㸧ࠖ࠶ࡾࠊࠕᬥࠖࠕ㐠ࠖࡣ
㏻⏝ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ㢌┠╆ᬥࠖࠕ㢌╆㐠ࠖࡢㄒࡀ་᭩Ⓩሙࡍࡿࡢࡣ၈ࡢࠗ༓㔠᪉࠘ࡽ࡛ࠊࠕ╆ᬥࠖࡢ
⛠ࡀ㛛ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡢࡣᏵ௨㝆ࡢࡇ࡛࠶ࡿ㸦ࠕ┠╆ࠖࡢ㛛⮬యࡢึฟࡣࠗㅖ※ೃㄽ࠘ᕳஅ
༑ඵ࣭┠╆ೃぢࡽࢀࡿ㸧
ࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
ࠗṇᏐ㏻࡛࠘ࡣࠕ᭷ᬥ╆ㆇࠋ㢌ᬥ᫃ᬥஓ㸦ᬥ╆ࡢㆇ᭷ࡾࠋ
㢌ᬥࠊ᫃ᬥࠊࢀ࡞ࡾ㸧ࠖ࠸࠸ࠊࠗᮏⲡ⥘┠࠘ⓒ⸆࣭╆㐠࡛ࡣࠕ╆┠㯮ࠊ㐠㢌᪕㸦╆ࡣ┠㯮ࠊ
㐠ࡣ㢌᪕㸧ࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୖࡢグ㏙ࡽࡶࢃࡿࡼ࠺ࠊࠕ╆ᬥࠖ࠸࠺ࢆ⾲⌧ࡍࡿゝⴥࡣࠊᚲࡎࠕ╆ࠖࡸࠕᬥࠖࡢ
ᩥᏐࢆྵࡴࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࠕ┠㐠ࠖࠕ┠㌿ࠖࠕ║㐠ࠖࠕ⬻㢼ࠖࠕ⬻᪕ࠖࠕ⬻㌿ࠖࠕ㢌᪕ࠖ࡞ࠊࡑࡢ⾲⌧ࡣከ✀
ከᵝ࡛࠶ࡾࠊࠕ╆ᬥࠖࡸࠕ┠╆ࠖࠕ㢌╆ࠖࡣࡑࡢ௦⾲࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࠕ╆ᬥࠖࡣ⌧௦་Ꮫ࡛ࡣ୕༙つ⟶ࡢ␗ᖖࡼࡿᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ୰ᅜ་Ꮫ࡛ࡣࠊྂࡃࡣᶆ
ᮏఏㄽ⠍ࡢࠕ⫢ࠊ㢌┠╆ࠊ⬥ᨭ⁹ࠊ୕᪥య㔜㌟③ࠖࠊẼኚㄽ⠍ࡢࠕṓᮌኴ㐣ࠊ㢼Ẽὶ⾜ࠊ⭁ᅵཷ
㑧ࠊẸ㣞ἥ㣗ῶࠊయ㔜↹ᐣࠊ⭠㬆⭡ᨭ‶ࠊୖᛂṓᫍࠊ⏒๎ᛛᛛၿᛣࠊ╆ෑᕗࠖࠊ⮳┿せㄽ⠍ࡢࠕㅖ
㢼ᤶ⬅㸬ⓙᒓ⫢ࠖ࡞ࡢ᮲ᩥࡽࠊ⫢̿㢼ࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  

ᅇࡣ୰ᅜ་Ꮫࡀ㠀ᖖ㝯┒ࡋࡓ᫂௦ࠕ╆ᬥࠖࡀࡢࡼ࠺ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࢆㄪᰝࡍࡿࠋㄪᰝᑐ
㇟ࡣ᫂௦ᚋᮇࡢ௦⾲ⓗ་᭩࡛࠶ࡿࠗ་Ꮫṇఏ࠘
㸦㸧
ࠊ
ࠗྂ་⤫࠘
㸦㸧ࠊ
ࠗ⦅ト་Ꮫධ㛛࠘
㸦㸧ࠊ
ࠗྂ་㚷࠘㸦㸧ࠊࠗᅇ࠘㸦㸧ࡢ᭩࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ᪉ἲࡣࠊྛ㛛୰ࡢ᮲ᩥࢆᢤࡁฟࡋࠊձ
ᅉࠊղᶵࠊճ≧ࠊմ⬦≧ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࠊ᫂௦ࡢࠕ╆ᬥࠖᑐࡍࡿㄆ㆑ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
⏝∧ᮏࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㸦ி∧ᰯṇᏐ㸧་Ꮫṇఏ࠘ࠊ᪥ᮏ࣭ඖᖺ㸦㸧ᮧୖᖹᴦᑎหᮏࠊᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ᡤⶶࠊㄳồ␒
ྕࡃ㸫ࠋ
ࠗྂ་⤫࠘ࠊ᪥ᮏ࣭ᖺ㸦㸧ᗎหᮏࠊᮾ㑥Ꮫ㢠⏣ᩥᗜᡤⶶࠋ
ࠗ⦅ト་Ꮫධ㛛࠘ࠊ࣭᫂ᬺᖺ㸦㸧ᗎหᮏࠊ⣚ⴥᒣᩥᗜᪧⶶࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋ෆ㛶ᩥᗜᡤⶶࠊㄳồ␒
ྕᏊࠋ
ࠗྂ་㚷࠘ࠊ᪥ᮏ࣭ṇಖᖺ㸦㸧หᮏࠊ้ࠗ₎⡠་᭩㞟ᡂ࠘➨㍴ᡤࠋ
ࠗᅇ࠘ࠊ࣭᫂ᬺᖺ㸦㸧หᮏࠊ᪩✄⏣Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶࠋ

傜୍⯡ㅮ₇凪傝

➨䢴䢸ᖍ

ᑠ౽ᩘࡘ࠸࡚
⚄ዉᕝ

ྜྷᒸᗈグ

ᑠ౽ࡣࠊࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘ࡽぢࡽࢀࡿ᪂ࡋ࠸⾲グ࡛ࠊ㏆ᖺࠊ୰ᅜ࡛ฟᅵࡋࡓᡓᅜᮎࡽ๓₎ึᮇ㡭ࡢ་
᭩࡛ࡣࠕᙅ㸦⁒㸧
ࠖࠊ
ࠗྐグ࠘ᡥ㭌බఏ࡛ࡣࠕ⁒ࠖࠕ⁍㸦
ࠕ๓⁍ࠖࠊ
ࠕᑠ⁍ࠖࡶ㸧
ࠖ࠶ࡽࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢㅖ᭩୰ࡢᑠ౽㛵ࢃࡿㆇࢆᴫほࡍࡿࠊࡑ࠺ከࡃࡣ࡞ࡃࠊูࡋ࡚ձṆࡲࡿࡶࡢࠊղṆࡲࡽ࡞
࠸ࡶࡢࠊճⰍࡀኚࢃࡿࡶࡢศࡅࡽࢀࠊࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘⮳ࡿ㐣⛬࡛ቑῶࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛ղศ㢮࡛ࡁࡿᑠ౽ᩘࡣࠊලయⓗ࡞≧ࡀࡶࡗࡶ᫂░࡞ㆇゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊḟࡢ
୕Ⅼ࠶ࡿࠋ➨୍ࡣࠊᩘࡣ㢖ᩘࡢពྲྀࢀࡿࡀࠊ⬦≧࡛࠶ࢀࡤ୍ᜥᅄࢆᖹ⬦ࡍࡿࡼ࠺ࠊᅇᩘࡢᇶ‽
ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣࠊ㔞ࡢከᑡࡀ᫂࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋ㏆ఝࡍࡿၿ⁒㸦႐⁒㸧ࡣࠊࡶ
ࡶከ⁒㸦
ࠗ㊊⮎༑୍⬦⅍⤒࠘
ࠊ㊊ⷋ㝜⬦ࡢㆇ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊདྷ㝜ࡢ㸦དྷ㝜⤊㸧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࠗ⣲ၥ࠘
デせ⤒⤊ㄽ⠍㸦
ࠗ㟋ᯡ࠘⤊ጞ㸧࡛ࡣࠕከࠖࡢࠕᩘࠖࡢពࢆᣢࡘࠕၿ㸦႐㸧
ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊ㔞ࡔࡅ
࡛࡞ࡃᅇᩘࡶከ࠸ㆇࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᑠ౽ᩘࡀࠗ㟋ᯡ࠘⤒⬦⠍࠾࠸࡚⫵ᡭኴ㝜அ⬦ࡢᡤ
⏕㸦Ẽ┒᭷వࡼࡿ㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᅇᩘࡀከࡃ㔞ࡢᑡ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚ၿ⁒ᑐ⨨ࡉࢀࡓ⪃
࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࡀࠊḟᣲࡆࡿ➨୕ࡢ⌮⏤ࡽ᥎

ࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࠋ➨୕ࡣࠊࠗ㟋ᯡ࠘⤒

⬦⠍ࡀࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘ㅖ⠍ࡢ୰࡛ࡶ᪂ࡋ࠸⠍࡛࠶ࡾࠊࡘࡑࢀ௨๓ࡢㆇ⩌ࡣᑠ౽ᩘ㢮ࡍࡿ⏝ࡀ
ᑡ࡞࠸㸦ᩘᑠ౽䛊䛄⣲ၥ䛅⑷ㄽ⠍䞉⫢⑷䛋ᑠ౽㑇ᩘ䛊䛄㟋ᯡ䛅⤒⬦⠍䞉ᡭኴ㝜அู䞉䛋ࡢࡳ㸧ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊࠗ⣲ၥ࠘ࠗ㟋ᯡ࠘௨㝆ࡢኚ㑄ࡽᑠ౽ᩘࡢ≧ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

  

᪥ᮏ㙀⅍ྐᏛ➨ᅇᏛ⾡ 㛤ദண࿌
᪥㸸ᖺ᭶᪥㸦㔠㸧㹼᪥㸦ᅵ㸧
ሙ㸸ி㒔ᕷᅜ㝿ὶ㤋 ≉ู㆟ᐊ㸦Ỵᐃ㸧
ෆᐜ㸸≉ูㅮ₇࡞ࡽࡧࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࠊ་⤒ࠊ᪥୰ࡢ㙀⅍ཬࡧ་Ꮫࠊㆇࠊ
⬦デ➼㛵ࡍࡿ୍⯡ㅮ₇ࢆணᐃ
Ꮫົᒁ
ࠛ ឡ┴ᯇᒣᕷⰼᅬ⏫ ගࣅࣝ㝵 ⰼᅬ㙀⅍㝔ෆ
7(/  )$;  (PDLO MLP#MVDPKRUJ

᪥ᮏ㙀⅍ྐᏛ➨ᅇᏛ⾡ࢫࢱࢵࣇ୍ぴ
⏬䞉䝥䝻䜾䝷䝮⦅㞟䞉㐠Ⴀ䞉ᇳ⾜䠋⌮
⌮㛗䠖ᑎᕝ⳹ዉ ᑓົ⌮䠖୰ᕝಇஅ ྜྷᒸᗈグ ⌮䠖ᮌሙ⏤⾰Ⓩ 㭯⏣Ὀᖹ
ィ㸭ᑎᕝ⳹ዉ
+3ไస㸭ྜྷᒸᗈグ ᮌሙ⏤⾰Ⓩ
࣏ࢫࢱ࣮ไస㸭ᮌሙ⏤⾰Ⓩ
₇㢟ࢫࣛࢻไస㸭ᒾ⏣※ኴ㑻
㐍⾜㸭୰ᕝಇஅ ᮌሙ⏤⾰Ⓩ
タႠ㸭㭯⏣Ὀᖹ ᒾ⏣※ኴ㑻
ሙ㸭ᮌᮧ⣧ஓ 㔝ῧஅ
㈨ᩱ㸭Ỉ⁀ு୍ ᑠᯘ㤶᭸㔛 ⃝㇂┤Ꮚ
ཷ㸭ᶫᮏᏊ ୖ⏣ၿಙ
ఏ௧㸭୰ᕝಇஅ 㭯⏣Ὀᖹ
ࢼ࢘ࣥࢫ㸭ᶫᮏྐ௦ Ἑෆ㍤⨾
ື⏬ᙳ䞉䝇䝷䜲䝗㸭➉ෆ ᑦ ྜྷᒸᗈグ
┿ᙳ㸭ᮌሙ⏤⾰Ⓩ
ຓᡭ㸭ᮧ⏣㞞ⱥ

୕ᾆ ႛ

᐀ ᩔᾈ

ᚋ㸭᪥ᮏ㙀⅍◊✲

᪥ᮏ㙀⅍ྐᏛ ➨䢴䢷ᅇᏛ⾡ᢒ㘓㞟
ྜྷᒸᗈグ
ᖺ᭶᪥
᪥ᮏ㙀⅍ྐᏛ

⦅㞟
㓄ᕸ
Ⓨ⾜

