『はたらく』ことを真剣に
あなたに描& エール&メッセージ

1
‑業で輝く

中

職業

あなたを磨く場所職業訓練

‒ ⅱ↙↞˴⅚Ⅶ↞↸ⅾⅧ↝↖ↈⅺ≢‒
ேࡣఱᨾࠗࡣࡓࡽࡃ࠘ࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡛ࡍࡀࠊୡࡢ୰ࡢከࡃࡢே
ࡀാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᑓᴗ፬ࡢ᪉ࡀᢸ࠺ᐙປാࡶ
ྵࡵࢀࡤࠊࢇࡢேࡀാ࠸࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ࡋࡈࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡗ࡚࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࡛ࡣఱᨾࠊேࡣࡣࡓࡽࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽
⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡓࡵ࡛ࡋࡻ࠺㸽☜୍ᐃ
ࡢධࡀ࡞࠸ࢇࡢேࡣ⏕άࡋ࡚࠸ࡅࡲ
ࡏࢇࠋ࡛ࡶࠊேࡣࠊ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡓࡵࡔࡅࡣ
ࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽㏆ᡤఫࡴᕤࡉ

ࡣࡓࡽࡃ࠺࠼࡛ࡢ᮲௳

ࢇࡣࠊࠕࡇࢀࡀನࡢᘓ࡚ࡓ࠺ࡕࡔࠋⰍࠎὀᩥࡀከ
ࡃ࡚ⱞປࡋࡓࡀࠊ࠺ࡔࠊನࡢ⭎ࡶࡋࡓࡶࢇࡔ
ࢁ࠺ࠋࠖ⬚ࢆᙇࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍࡀࠊᕤࡉࢇࡣ

ࡋࡈ࣭♫ࢆ㑅ࡪ࠺࠼࡛ࠊ⪃࠼࡚࠾࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࠕⰍࠎⱞປࡋࡓࡀࠊඈࡗࡓࡼ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࠊඈ

࠼ࡤࠊࣛࣇ࣭࣮࣡ࢡ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀᐇ⌧࡛ࡁ

ࡽ࡞ࡗࡓࡼ㸧ࠖࡣゝࢃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ

ࡿࠊᩍ⫱ไᗘࡣᐇࡋ࡚࠸ࡿࠊⱝ࠸࠺ࡕࡽ
㈐௵࠶ࡿࡋࡈࢆࡲࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ⫋ሙࡢே
㛫㛵ಀࡣⰋ࠸࡞ࠊேࡼࡗ࡚㔜どࡍࡿ᮲௳ࡣ
ᵝࠎ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣఱࢆ㔜どࡋࡲࡍ㸽
⮬ศࡀࡣࡓࡽࡁࡓ࠸♫ࡣࡇ࠶ࡿ㸽
ᮾிࡣࠊ㸰㸲♫ࢆ㉸࠼ࡿᴗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛㸶㸮㸮ேࢆ㉸࠼ࡿேࠎࡀࡣࡓ

ࠕ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࠖࡣูࡢࡣࡓࡽࡃ⌮⏤
ᕤࡉࢇࡢヰࡽࡶศࡿࡼ࠺ࠊேࡀࠕࡣࡓ
ࡽࡃࠖ࠸࠺ࡇࡣࠊ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡇྠࡌ
ࠊษ࡞ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ⓙࡉࢇࡗ࡚ࠊࠕ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࠖྠࡌ
ษࡋ࡚࠸ࡿࠕࡣࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ㸽
⮬ศࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵࠊ⏕ࡁࡀ࠸࣭ࡸࡾࡀ࠸ࢆᚓ
ࡿࡓࡵࠊ♫ࡸᆅᇦ㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ศࡢዲࡁ
࡞ࡇࢆࡋࡈࡋࡓ࠸࡞࣭࣭࣭Ⰽࠎ࠶ࡿᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇࡣࠊ⏕ࡁࡿࡇ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓ
ࡀ㔜どࡋࡓ࠸ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇࡢ⌮⏤ࢆ࠸ࡲ୍ᗘࠊ
ࡌࡗࡃࡾ⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡽ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᴗࠊ୰ᑠᴗ࡞ࠊᴗࡢつᶍࡣࡉࡲࡊࡲࠊ
ᴗ✀ࠊࣅࢪࢿࢫࡢෆᐜࡶከ✀ከᵝ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣࠊ
ࢇ࡞ᴗࢆࡈᏑ▱࡛ࡍ㸽㹕㹣㹠ࠊࢸࣞࣅࠊ᪂
⪺࡞ᵝࠎ࡞፹య࡛㹎㹐ࡋ࡚࠸ࡿᴗ࡞ࡽࡼࡃ
ࡈᏑࡌ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ᪥ᖖ⏕άḞࡏ࡞࠸㣗
ရࡸ᪥⏝ရ࡞ࡢ〇㐀ᴗࠊࢤ࣮࣒ࠊࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡢ㹇㹒ᴗࡶከࡃࡈᏑࡌ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ࡛ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ࠶࡞ࡓࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿᴗ
ࡣࠊᴗࡸ࣐ࢫࢥ࣑࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇࡢከ
࠸ᴗࢆ୰ᚰࠊࡏ࠸ࡐ࠸㸯㸮㸮♫⛬ᗘ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡍࡿࠊᮾி࠶ࡿᴗࡢ࠺ࡕ㸮㸬㸮㸲㸣ࡋ
ࡈᏑࡌ࡞࠸ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᮾிࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢ▱ࡽ࡞࠸ᴗࡀᫍࡢᩘ
࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ୰ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀࡣࡓࡽࡁࡓ࠸
♫ࡀࡁࡗ࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ
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࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ♫ࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚ぢࡘࡅฟ
ࡋࡲࡍ㸽
࠶࡞ࡓࡀ㍤ࡃሙᡤ ୰ᑠᴗ
ᮾிࡣࠊ㸰㸲♫ࢆ㉸࠼ࡿᴗࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙㸷㸷㸣ࡣ୰ᑠᴗ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊᮾ
ி࠶ࡿᴗࡢࢇࡀ୰ᑠᴗ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
࡛ࡣࠊࡑࡢ୰ࡽࠊ࠶࡞ࡓࡢࡣࡓࡽࡁࡓ࠸♫
ࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚᥈ࡋฟࡏࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ࠶࡞ࡓࡗ࡚ࠕ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࠖ
ྠࡌษࡋࡓ࠸ࠕࡣࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࠊࡣࡓ
ࡽࡃ࠺࠼࡛ࡢ᮲௳ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
⮬ศࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵࠊ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀࡀⰋ࠸
♫࡛ࡣࡓࡽࡃࡇࢆ➨୍⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑ
ࢀࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊ㣤⏣ᶫ࠶ࡿ
ࠕᮾிࡋࡈࢭࣥࢱ࣮ࠖࠊẸ㛫ேᮦ⤂♫ࠊ㹕
㹣㹠࡞ࢆά⏝ࡋ࡚᥈ࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


୍᪉࡛ࠊᴗࡢᏳᐃᛶࡢほⅬࡽࠊᴗࡢ
ᑵ⫋ࢆ㑅ᢥࡍࡿ᪉ࡀ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡀࠊࡸᴗ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏳᐃࡋࡓ⤒Ⴀࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡣ
ゝ࠸ษࢀࡲࡏࢇࠋ⤒Ⴀࡢ⤫ྜࡸ⤒Ⴀつᶍࡢ⦰ᑠ࡛ࠊ
つᶍ࡞ࣜࢫࢺࣛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡣᐇከ
࠸ࡢ࡛ࡍࠋ

≉୰ᑠᴗࡣࠊⱝ࠸࠺ࡕࡽ㈐௵࠶ࡿࡋࡈ
ࢆ௵ࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࠊⰍࠎ࡞⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊ
࠶࡞ࡓࢆ⫋ᴗேࡋ࡚ࠊࡁࡃᡂ㛗ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ
࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ⤒Ⴀ⪅㸦♫㛗㸧♫ဨࡢ㊥㞳ࡀ
㏆࠸ࡓࡵࠊ࠶࡞ࡓࡢࢹࢆࣅࢪࢿࢫୖࡢᙧ
ࡍࡿࡇࡀẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆ࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆయឤ࡛ࡁ
ࡲࡍࡋࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ⫼୰ࢆ┤᥋ぢ࡞ࡀࡽࠊ♫ࡢ⤒
Ⴀࢆ┤Ꮫࡪࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋࡉࡽ㢳ᐈࡢ㊥
㞳ࡀ㏆࠸ࡢ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢດຊࡸ㡹ᙇࡾ┤᥋࠾ᐈ
ᵝࡽឤㅰࡢゝⴥࢆ㡬ࡃࡇࡶከ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
♫ဨࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃࠊ♫ဨဨࡀ㢦࡞ࡌࡳ࠸
࠺ࡢࡶ୰ᑠᴗࡢ≉ᚩ࡛ࡍࠋࡶࡋࠊேࡢゐࢀྜ
࠸ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀዲࡁࠊᚓព࡞ࡽ୰ᑠ
ᴗ࡛ࡢᬮ࠸ே㛫㛵ಀࡀࠊ࠶࡞ࡓࡢࡋࡈᑐࡍ
ࡿࡸࡿẼࢆ㧗ࡵ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ








ࡇࡢࡼ࠺ࠊ୰ᑠᴗࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀ㍤ࡃሙᡤ
࠸࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࠶࡞ࡓࢆ☻ࡃሙᡤ ⫋ᴗカ⦎
ࡣࡓࡽࡁጞࡵࡿࡇࡣࠊ⏕άୖࡢࡁ࡞ኚ࡛
ࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓኚࡣࠊ࠶࡞ࡓࢆࡁࡃᡂ㛗ࡉࡏࡿ
ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊࡁ࡞ኚ࠸ࡁ࡞ࡾ㣕ࡧ㎸ࡴࡢࡣ
Ᏻࠊ‽ഛᮇ㛫ࢆᣢࡕࡓ࠸ᮃࡴேࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓேࡣࠊ㠀ࠊ⫋ᴗカ⦎ࢆ࠾່ࡵࡋࡲ
ࡍࠋ⫋ᴗカ⦎ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀࡸࡾࡓ࠸ࡋࡈᑵ⫋
ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᢏ⬟ࡸᢏ⾡ࡀᏛࠊ⫋ᴗேࡋ
࡚ࡢᚰᵓ࠼ࠊ⪃࠼᪉ࠊࡋࡈᑐࡍࡿጼໃ࡞ࡶ
ేࡏ࡚Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊከࡃࡢேࡀ⫋ᴗカ⦎ࢆ⤒࡚ࠊ⮬ศ
⮬ಙࢆࡅ࡚ᑵ⫋ࡋࠊ⮬↛࡞ᙧ࡛⫋ᴗ⏕άࢆጞࡵࠊ
ᵝࠎ࡞ᴗ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᑵ⫋Ᏻࡀ࠶ࡿ
᪉ࡣࠊ⫋ᴗカ⦎࡛⮬ศࢆ☻ࡃ࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ㠀
᳨ウࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡇࡢᏊ࡛ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀ㍤ࡃሙᡤࡋ࡚ࠕ୰ᑠ
ᴗࠖࢆࠊ࠶࡞ࡓࢆ☻ࡃሙᡤࡋ࡚ࠕ⫋ᴗカ⦎ࠖ
ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᏊࡀࠊࠗࡣࡓࡽࡃ࠘ࡇࢆ┿⪃࠼࡚
࠸ࡿ࠶࡞ࡓࡢᚰࡃ࢚࣮ࣝ㸤࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
࡞ࡿࡇࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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‒ ≦≲≱≷≨≱≷≶‒




‒ ⅱ↙↞˴⅚Ⅶ↞↸ⅾⅧ↝↖ↈⅺ≢‒ ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≓≔‒














ᮅ᪥༳ๅ ᰴᘧ♫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸮㸳

ᰴᘧ♫ ࣮ࣉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸮㸵
ᰴᘧ♫ 㹋㹇㹀 ᰴᘧ♫ 㐶࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸮㸷

♫⚟♴ἲே⫱ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࢣ࣏࣮ࢺᯈᶫ࣭࣭࣭㸯㸯

ᰴᘧ♫ᰤᡣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
ᰴᘧ♫ࢩࣥࢺࢡ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳

ᰴᘧ♫᪥⢭ࣆ࣮࣮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣝ㸯㸵

᪥ᮏ≉ṦගᏛᶞ⬡ᰴᘧ♫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷
ⴗཎ༳ๅᰴᘧ♫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯

ᶫᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸱

ᰴᘧ♫ࣃ࣮ࢫࢪࣕࣃ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣥ㸰㸳
ᰴᘧ♫ࣇࢡ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣥ㸰㸵

ᰴᘧ♫࣑ࣖ࣎ࢹ࣮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷

ᰴᘧ♫ࣝࢣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࢜㸱㸯
㸦㸳㸮㡢㡰㸧




‒ ⅱ↙↞˴⅚ⅦᎰಅጀⅧↈ↺↝↖ↈⅺ≢‒ ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≖≖‒




‒ ⅱ↙⇁ᄶⅾئ‒ ↡↗↓⅚↡↗↓↝‒ Ꮀಅጀ⇟⇮∞∐∞∝∝∝∝∝∝≖≗‒



























‒ ⅱ↙ⅻ᠗ⅾئ‒ ↡↗↓⅚↡↗↓↝‒ ɶ˖ݱಅ⇟⇮∞∐∞∝∝∝∝∝∝≓≗‒







୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮

 㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳
 ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴

 ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵

 メディアプロモーション⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸶
 㹂㹒㹎⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸷

 ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸮



㧗ᖺ㱋⪅ᰯ

 ᢏ⾡⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸯
 ෆᕤ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸰

 ࣅࣝ⟶⌮⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸱

 ࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸲



ᯈᶫᰯ

 ⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸳
 ＩｏＴシステム⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭・・・・・࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸴

 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸵

 ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸶
 ᶵᲔຍᕤ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸷

 ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸮

 ୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸯
 ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸰



㉥⩚ᰯ

 㟁Ẽᕤ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸱

 ⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸲

㔞タィ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸳

 㹕㹣㹠タィ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸴

 ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸵
㟁Ẽタഛಖ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸶



‒ ⅱ↸↰↕⅚ⅱ↙↞˴⅚Ⅶ↞↸ⅾⅧ↝↖ↈⅺ≢∝∝∝∝∝∝∝∝∝≘≜‒

‒ ⅱ↸↰↕⅚ⅱ↙↞˴⅚ⅦᎰಅጀⅧↈ↺↝↖ↈⅺ≢∝∝∝∝∝∝∝≙≓‒
‒ இࢸ↚⅚ⅱ↙↞˴⅚ဃⅼ↕ⅳⅾ↝↖ↈⅺ≢‒ ∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝≙≔‒
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‒ ⅱ↙ⅻ᠗ⅾئ‒ ↡↗↓⅚↡↗↓↝‒ ɶ˖ݱಅ⇟⇮∞∐∞‒









ɶ˖ݱಅỊẆẝễẺầ᠗ẪئỂẴẇᴾ










































࣭ⱝ࠸࠺ࡕࡽ㈐௵࠶ࡿࡋࡈࢆ௵ࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࠊⰍࠎ࡞⤒㦂ࡀ࡛ࡁࠊࡑ࠺ࡋࡓ⤒


㦂ࡀ⫋ᴗேࡋ࡚⮬ศࢆࡁࡃᡂ㛗ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ




࣭⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࣅࢪࢿࢫୖࡢᙧࡍࡿࡇࡀẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆ࡸࡾࡀ࠸ࢆయឤ࡛ࡁࡿ

































࣭⤒Ⴀ⪅ࡢ⫼୰ࢆ┤᥋ぢ࡞ࡀࡽࠊ♫ࡢ⤒Ⴀࢆ┤Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ





















࣭࠾ᐈᵝࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡢ࡛ࠊ⮬ศࡢດຊࡸ㡹ᙇࡾᑐࡋ࡚ࠊ┤᥋࠾ᐈᵝࡽឤ

ㅰࡢゝⴥࢆࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࠊࡸࡿẼࡀ࡛ࡿ



࣭♫ဨࡢከࡃࡀ㢦࡞ࡌࡳ࡛ࠊ ࠸ே㛫㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࡋࡈᑐࡍࡿࡸࡿ
Ẽࢆ㧗ࡵ࡚ࡃࢀࡿ ࡞࣭࣭࣭





















ࡇࡇࡽඛࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿ୰ᑠᴗࡢⱝᡭ♫ဨ⤒Ⴀ⪅ࡢ᪉ࠎࡀࠊࡑࢀࡒ

ࢀࡢ♫ࡢ㨩ຊࢆᏑศㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ

ࡉ࠶ࠊ୰ᑠᴗࡢ㨩ຊゐࢀ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡁࡗࠊ
ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇᑐࡍࡿ

᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ ձ⮬ศࡢ㍈ࢆᣢࡕ௰㛫㐃ᦠࡋ࡚᪂ࡓ࡞ᣮᡓ

 ᮅ᪥༳ๅᰴᘧ♫
 㸦༳ๅ㸧

ᎰಅጀǛᡫƠƯᐯЎƷ᠆ǛƭƘƬƨŵƦ
Ʒ᠆ƷࠢǛ࠼ƛƯŴٻƖƳഫƴƳƬƯᑥ
ǜƳʴƷᙀяǛƢǔŵƦǕƕʻƷႸŵ
ࡀ┠ࡢᙜࡓࡾࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠊࡑࢀࡣ⮬ศࡢ

ࡕࡷࢇࡶࡢࡋ࡚ṧࡿࡋࡈࡀࡋࡓ࠸ࠋ

୰࡛ࡕࡻࡗ㐪࠺࡞ᛮࡗ࡚ࠋࠖࡢࡇࠋ


ᮅ᪥༳ๅᰴᘧ♫ࡣࠊᐩᒣ┴ᮏ♫ࢆ⨨ࡁࠊ་

ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊࣉࣜࣉࣞࢫ㒊㛗ࡢᆏ⏣ࡉࢇ
ࡣࠕࢻࣛࢵࢢࢫࢺ⾜ࡅࡤࠊ࠺ࡕࡢၟရໟࡲ

⸆ရ࣭⢝ရศ㔝࠾ࡅࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪ➼ࡢໟᮦࢆ
༳ๅࡍࡿᴗࢆ୰ᚰࠊ⨾࣭ᗣ㛵ࡍࡿศ㔝࡛
ໟࢆ᰾ࡋࡓၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓᰩ⏣ࡉࢇࡣࠊไస♫ࡢື
⏬㒊㛛࡛ࡢົࢆ⤒࡚ࠊ୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ

࠺࠸ࡗࡓព࡛ࡣࠊᰩ⏣ࡃࢇࡓࡕࡶࡸࡾࡀ࠸ࢆឤ
ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠖࡢࡇࠋࣃࢵࢣ࣮ࢪࠕᮅ
᪥༳ๅࡀ〇సࡋࡲࡋࡓࠖࡣ⾲♧ࡉࢀࡲࡏࢇࡀࠊ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉࡛㸯ᖺ㛫ࠊカ
⦎ࢆࡋࠊᮅ᪥༳ๅᑵ⫋ࠊ⌧ᅾࠊྠ♫ᮾிᨭᗑࣅ
ࣝෆࡢࣉࣜࣉࣞࢫ㒊ົࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᰩ⏣ࡉࢇࡣࠊ㌿⫋カ⦎ࢆཷࡅࡓ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊ
ᏛᅾᏛ୰ࡽࠊ⮬↛ࡶࡢࢆసࡿࡇࢆࡋࡓ࠸
ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࠊࠕ๓⫋ࡣไస♫࡛ື⏬ไ

ࢀࡓ⸆ࡸ⢝ရࡀࡓࡃࡉࢇࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ

⚾ࡓࡕࡶࠊ᪥ࠎࠊᰩ⏣ࡉࢇࡓࡕࡀసࡗࡓࣃࢵࢣ࣮
ࢪࢆぢ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡢࡇࢆ⪃࠼
ࡿࠊ༳ๅࡢࡋࡈࡣࡍࡈ࠸ࡶࡢࡔឤࡌࡿࡇ
ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࣛࣇ࣭࣮࣡ࢡࣂࣛࣥࢫᐇ⌧ࡢࡑࡢඛ

సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࢸࣞࣅ♫ࡣศᴗไ
࡞ࡢ࡛ࠊࠗ⮬ศࡣࡇࢀࡀ࡛ࡁࡿ࠘ᥦ♧ࡋ࡙ࡽࡃ
࡚ࠊࡕࡷࢇ⮬ศࡢᡭ⫋ࢆࡅࡓࢆࡋࡓ࠸

ࡑࡋ࡚ࠊᰩ⏣ࡉࢇࡀ㌿⫋ࡋࡓࡶ࠺ࡦࡘࡢ
࡞⌮⏤ࡣࠕ⮬ศࡢࢆࡕࡷࢇࡋࡘࡘࠊ⏕άࡣ

࡞ࠊ⮬ศࡀಶேࡋ࡚ຊࢆࡅࡽࢀࡿሙᡤࡣ࡞࠸
⪃࠼࡚࠸ࡓࠊぢᏛࡋࡓࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵ

ᩚ࠼࡚ࠊ⮬ศࡢዲࡁ࡞㛫ࡢ୰࡛ࠊࡶࡢࢆసࡾࡓ
࠸ࠊࡕࡷࢇ㊃ࡢ㛫ࡢ㛫ࢆศࡅ࡚࡛
ࢡ⛉ࠊ⮬ศࡀ୍␒ࡸࡾࡓ࠸ࡇࡀ࠶ࡿ┤ឤࡋ
ࡁࡿࡼ࠺࡞ᑵࡅࢀࡤ࠸࠸࡞ࠊᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡲࡋࡓࠋ༳ๅࠊࡍࡈࡃ⯆ࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡋࡓࠋࠖ
ࠕࡣࡋ࡚ࡶࡢ࡙ࡃࡾᦠࢃࡿ
ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡸࡿࢇࡔࡗࡓࡽࠊࡕࡷࢇ⣬፹
ࢆࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡛⮬ศࡢẼᣢࡕࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ
య࡛ṧࡿࡶࡢࢆసࡾࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡗࡓࠋࠖ ࠊ㊃ࡶࡕࡷࢇࡸࡗ࡚⾜ࡇ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕ࡛ࠊ
࠸࠸ࡲࡍࠋࡶࡢࢆసࡿ࠸࠺ព࡛ࡣࠊࢸࣞࣅ
ࡢ♫ᑵ⫋ࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡢไసࡶྠࡌࡼ࠺ᛮ࠼ࡲࡍࡀࠊࠕࢸࣞࣅࡢ
ᐇ㝿ᑵ⫋ࡋ࡚ࡳ࡚ࠕࡣࠊࡕࡷࢇጞࡲࡾࡢ
ࡣࠊ┦ᡭࡀ⏬㠃ࡢྥࡇ࠺ഃ࠸࡚ᛂࡀᚓ࡙ࡽ࠸ࠊ 㛫⤊ࢃࡾࡢ㛫ࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊ࢝ࣞࣥࢲ࣮
㏻ࡾఇࡳࡶ࠶ࡿ࡞ࡢ࡛ࠗࡌࡷ࠶ࡇࡢ㛫ࡣ
ࡇ࠺ࡋࡼ࠺࠘࠸࠺ィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀࡿࡢࡣࡍࡈࡃ
ᖾࡏ࡞ࡇࡔ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ᆏ⏣㒊㛗ࡣࠕ㸦ྠ♫ࡢ㸧୍␒ࡢᙉࡳࡣရ㉁ຊࡔ
ᛮ࠺ࠋ☜ᐇ࡞ࡶࡢࢆ⣡ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࠊ
ࡣࠊከᑡ⣡ᮇࡀࡿࡇࡶチᐜࢆࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡑࢀࡀ࠸ࡘࡲ࡛ࡶチࡉࢀࡿ
࠸࠺ࠊ㞴ࡋ࠸௦᮶࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᑐᛂࠊ
࠺ຠ⋡ࡋ࡚࠸ࡃ࡛ࠊⰍࠎᝎࢇ࡛࠸ࡿ
ࣉࣜࣉࣞࢫ㒊 㹂㹒㹎ㄢ ᰩ⏣ ┿࿃ࡉࢇ
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ࡇࢁ࡛ࡍࡡࠋ࡞ࡢ࡛ࠊᰩ⏣ࡃࢇ࡞ⱝ࠸ேࡣ

ࡵࡿ࠸ࡗࡓࡇࢆࡸࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀ

ࢇࢇࢫ࢟ࣝࢆୖࡆ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊ▷⣡ᮇࡢᑐᛂ
࠸ࡿᛮ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ேࡣࠊ࿘ࡾࡢேࢆ࠺࠺
ࡀྍ⬟࡞యไࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఇࡳࡀࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ ࡲࡃືࡏࡿࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㈨㉁࡞ࡶぢᴟࡵ࡞
ࡶࡋࡃࡣࠊᛴఱࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ✰ᇙࡵࡀฟ᮶ࡿࡼ
ࡀࡽࠊ㐺ᮦ㐺ᡤ࡛ά㌍ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡞ࠋ
ࠖ㏆
࠺࡞యไ࡞ࡘ࠸࡚ࠊⰍࠎྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍ
࠸ᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡅࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ



ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡋࡈྍḞ࡞⬟ຊࡢ୍ࡘࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᰩ⏣ࡉࢇࡣ




ࠕカ⦎࡛ࡣࠊඛ⏕᪉ࡀࡼࡃࠗഴ⫈࠘࠸࠺ゝⴥࢆ



ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ┦ᡭࡢゝⴥࢆࡕࡷࢇཷࡅ
ࡵ࡚ࠊࡑࢀࢆཷࡅධࢀ࡚ࠊ⌮ゎࡋ࡚ࠊ㏉ࡍ࠸࠺




ࡇࢆษࡋ࡞ࡉ࠸ࠊࡑࢀࢆ࡛ࡶᚰ␃ࡵ



࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡢ
⫋ሙ࡛ࡣࠕࡳ࡞ࡉࢇ㊥㞳ឤࡀ㏆ࡃ࡚ࠊࡣࡋࡗ




ࡾࡋ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊࠗኵ㸽࠘ࡗ࡚⪺࠸࡚


ከ⬟ᕤࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝ
⫋ᴗカ⦎ࠊࡢ♫࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡌࡓࡈ⮬㌟ࡢ
ኚ㸦ᡂ㛗㸧ࡘ࠸࡚ࠊᰩ⏣ࡉࢇࡣࠕカ⦎๓ࡣࠗ⮬
ศఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡞࠘ࠗఱࡶᡭ⫋ࢆᣢࡗ
࡚࡞࠸≧ែࡔ࡞࠘ᛮࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ࡣࠗ⮬ศࡣࡇ࠺࠸࠺ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠊ⮬ศࡣ♫
࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠊࡔࡽࡇ࠺࠸
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠘ࡕࡷࢇゝ࠼ࡿ≧ែ࡞ࡗ
ࡓ࡞ࠊࡑࡇࡀ୍␒ࡁ࡞㐪࠸ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
࠸࠸ࡲࡍࠋ⮬ศࡣࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺
⮬ぬࡣ⮬ศࡢࠕ㍈ࠖࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠕ⮬ศࡢ㍈ࢆసࡿࡓࡵࠊカ⦎
ࡸⰍࠎᡭຓࡅࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࠖ
ࠕࡑࡢ㍈
ࡢᖜࢆᗈࡆ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡁ࡞ṑ㌴࡞ࡗ࡚ࠊⰍࢇ
࡞ேࡢ⿵ຓࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢࡀࠊᚋࡢ┠ᶆ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖᰩ⏣ࡉࢇࠋ
ࠊ௦ࡸᢏ⾡ࡢኚᑐࡋࠊከ⬟ᕤࡢ⫱ᡂࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᰩ⏣ࡉࢇࡢゝ࠺ࡼ࠺༢࡞
ࡿከ⬟ᕤ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศࡢ㍈ࢆᣢࡕࠊࡢࡋࡈ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿேࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡲࡋࡓࠋ

㒊㛗ࡢᆏ⏣ࡉࢇࡣࠕᰩ⏣ࡃࢇ࡞ࠊከ⬟ᕤ࡛ࡣ
‶㊊࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊ」ᩘࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆྠࡌ࣋ࢡࢺࣝ
ྥࡏ࡚㸦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚㸧ࠊⰍࢇ࡞ࢆ
ྲྀࡗ࡚ࡁ࡚୰ྲྀࡾ㎸ࡳࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆጞ

ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ࠼ࡤฟ᮶࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗ
࡚ࡶࠗ࡞ࢇ࡛ฟ᮶࡞࠸࠘ࡗ࡚㢌ࡈ࡞ࡋゝࢃࢀࡿ
ࡇࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡣⰍࢇ࡞ேษࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ᐇឤࢆᚓ࡞ࡀࡽࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
カ⦎ࡢ୰࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢษࡉࢆ⌮
ゎࡋࡓᰩ⏣ࡉࢇࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆษࡍࡿ♫ࠊ
ࡇࡢ୧⪅ࡀṑ㌴ࡋ࡚࠺ࡲࡃࡳྜࡗࡓࠊࡲࡓ
୍Ṍࠊᰩ⏣ࡉࢇࡶ♫ࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ




ࣉࣜࣉࣞࢫ㒊㛗 ᆏ⏣ ဴஓࡉࢇ
ᮅ᪥༳ๅᰴᘧ♫
 ᴗ ✀ ༳ๅ
 タ ❧ 㸯㸷㸲㸴ᖺ㸳᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸰㸰൨㸰㸪㸯㸮㸮㸦 ᖺ  ᭶ᮎ㸧
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ℈ᑦ
 ♫ဨᩘ 㸯㸪㸮㸮㸲ྡ㸦 ᖺ  ᭶ᮎ㸧
 ᡤᅾᆅ ᮾிᨭᗑ㸸ྎᮾ༊ඖὸⲡ㸲㸫㸵㸫㸯㸯
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸶㸲㸳㸫㸯㸯㸵㸵
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼟㼍㼔㼕㻙㼜㼜㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌
-6-

ひとつ、ひとつの 申小金銭ストーリー@鶴突な笹曾こそ人材の確保 ・定策・宵..
の鎗

l将 来 の 結 婚 ・ 出 産 を 考 え 、 手 に 職 を と IT
似合稚アーブ
{ツフトウ '
%
:
.
7回 船

￨業 界 へ 転 職 。 未 経 験 で も 本 人 の や る 気 と 会
1社 の 支 援 で 、 確 実 に 成 長 ・ 定 着 す る 。

菊田さんに、その中からアープを選んだ理由を伺
うと、阿郁社長との出会いが大きかったようです
金〈の*経験です.
が、この曾い方は少し遣っているかも知れません。
様式会社アープは、クラウド・ Web・業君臨系・
なぜなら、アープの社員の方は、皆、『社長j で
之、自社オリジナルのパッケージソ
医療系を中心t
はな< r
阿部さん』と 呼んでいるからです.
フトの開錆や、
ソ フ トウェアの委託開絡を手掛It
その阿部さんと菊田さんが最初に会ったのは、
る会社です.最近ではディープラーニングを活用
第ー次面接の時、最初からいきなり社長が現れた
した AIの研究開発に もカを入れています.
ことに菊田さんは『本当、 最初はびっくりしたん
今回お隠しを伺った菊固さんは、ウエディング
ですけど、『えっ社長 ?
Jみたいな感じで.それ
業界の営業臓から、聞社に転職して間もなく 2年、 くらい社長と社員が近いんだなと恩って、すごい
転職前には.プログラミングなどの経験は全くな
安心しました.
J そして、会社のトップから直接
かったそうです.その菊田さんが、あえて IT業
『今、会社はどういうことを目標としているのか、
界に飛び込んだ理由は『結帰とか出産と か将来を
会社は将来どうなっていきたいのかを最初に欄
見据えた時、休獄後、仕事に復帰することを考え
1T業界は他社との協力で開発を
けたj とと、 r
たら、やっぱり自分の手に職を付けたいなという
行 うことが多いと闘いていたんですが、自省鵡自
のがありました.まだ 20織代なので今かなど恩
の商品を出していきたいということを強〈言っ
って、転載しました.
J とのこと.とはいえ全く
ていたので、商品開発に自分もー絡に嫌われたら
未経験の、しかも IT践衡を習得するのは大変だ
いいなと思って入社を決めました。』とのこと。
そうですね.
ったこ とは容易に想像できます. r
大変でした.元から、パソコンは好きで、学生の
採用の当初から経営者が直接関わる理由につ
頃はプログとか自分で作っていたので、イケるか
いて、阿蘇さんからは『採用は、その人の人生の
なと恩って入社したんですけど、金然遭っていた
かなりの鶴分を左右します.少なくともアープに
ので、島初の監は高かったですね。』とのこと.
入って一人前になり、ア}プを静めた後もちゃん
『

とやっていけるだけのカは付けてもらわないと、
採用した責任が果たせない.あと、企業理念を最
初に話すのは、入社後に『こんなはずではなかっ
た
』 ということのないように、 世の中、色んな会
社があるので、『うちはこういう会社です』とハ
フキリ 言っ て、それで良かったら是非どうぞとい
う思いからです。 Jと同祉の誠実な経営を感じる

阿旬鮭長との幽会い

IT関係の企業は、世の中に数多くあります。

お話しがありました.
守 ーー司
「

本人@努潟、援用の電力.育成.
0経 .

IT来径般の菊閉さんでしたが、『入社した後、
研修期聞が約半年で、そこから会社の商品を作る
ところまでに 1年かかりました.
J とのこと.
先織を華街開発事業部菊図書寿美さん

-7-

その後は、営業支援ツ‑，レ左して顧客管理など
いくつかのアプリケーションの開発に携わって
きたそうです。そして、今は、他の 2人の社員と
ともに取引先に派遣され、派遣先のシステム潟築
終わっています。
に4
全くの袋入だった菊固定んが、健か 1年で自主主
商品の関完投担えるようになったのは、菊田冬ん
絶対にプログラ
本人の努力は'bちろんですが、 f
ミングの銭術を自分で身に付けようっていう迫
カというか気力というか、それを非常にま量く感じ
るとともに、菊田さんには、理鎗立てて道筋書と作
って考えを進められる j資質があること念見緩め
今までも、全
た阿泌さんの線用の眼力、そして f
くコンビュータの経般のない3
与を採用し、育てて
きた。 Jという同栓の人材育成における経験の嘗
績があっ完こからに他なりません。

時年 1:fJ月の平均残業時間は約 19時間でした。 J
~た、同社では現在、出産・育児休業中の女性

が 2人おり、ご宗人は早い復帰告と希望しているそ
うです。その他に、育児休業から復織したiI:後の
、 10時から 16時 30分まで出
女性は適 iζ2目
社し、ぞれ以外の時間は自宅でしごとをしていま
す。また、育児の関係で時間をずらして勤務して
いる男性社員が 2人いるとのことです。
ー人ひとりの社員と鵬実に向き合ラ
菊田さんは、富市灘が営業だったことが考慮され
て営業支援ツールの開発に貌わりました。こうし
た混織は社内の閑々に1
まで行き渡ってい志す。阿
エンジょエアは、自分のスキルアップに
鶴さんは f
とチャレンジしていないとそチ
繋がる仕事に常i
ペーションが下がって辞めてしまう。彼ちょっと
おかしいなって患った時はすぐ絡し令聞き、何自主
こしています。 j
問題かを犯鍾し、対信するよう S
こうした一人ひとりの往員に餓突に向き合い、
社員の事領令第ーに考え経営する安勢方志向祉の
着実な成長t:‑支えていると徳償し志した。

温かい会祉・やさしい会社
菊田さんが害悪用の時から会社に虫せして強〈感
じているのは、アットホームな理学厨気と働さきやす
さだといいます。 f
仕事の中で本当に図っていた
ら、書量かが助けていて、協力のし合いがすごく強
い、繋がりの深い会社だと思いまナ。貨に出さな
くて、、先議コ与が気にかけて、見ていてくれるけ
鎗き方に対する百a
l
lもすごく良
そうマす。また f
いなと患っていて、結婚や出産後、働ける会社で
すし、お休みもしっかり取れるので。 Jとのこと。

.
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ᕥ ᰴᘧ♫ 㐶 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ బ㈡ ㎮ᚨࡉࢇ
ྑ ᰴᘧ♫ 㐶       㛗༡ ၏ࡉࢇ

ࡲࡎࡣࢫࣆ࣮ࢻࡼࡾࡶ☜ᐇ
㛗༡ࡉࢇࡢᣦᑟࡘ࠸࡚బ㈡ࡉࢇࡣࠕ᭱ึࡣ
ࢫࣆ࣮ࢻࠊࡑ࠺࠸࠺㒊ศࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࡞࠸
࡛ࡍࡡࠋ☜ᐇᕤࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊࡲࡎࡣ୍␒ࡔ
ᛮࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓబ㈡ࡉࢇࡢᣦᑟࡘ࠸࡚㛗༡ࡉࢇࡣࠊ
ࠕ⥭ᙇឤࠊ㈐௵ឤࡶࡶࡕࢁࢇࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡅ
ࠊ࡛ࡶࡍࡈࡃぶ㌟࡞ࡗ࡚ࠊே୕⬮࡛ᩍ࠼࡚
ࡃࡔࡉࡿࡢ࡛ࠊ⚾ࡢᛶ᱁ࡶࡍࡈ࠸ศࡗ࡚ࡃ
ࡔࡉࡗ࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉࡿࡢ࡛ࠊࡍࡈ࠸ᬮ࠸㞺ᅖ
Ẽࡢ୰࡛Ᏻᚰࡋ࡚ࡋ࡚ࡲࡍࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ᰴᘧ♫㐶ࡢぶ♫࡛࠶ࡿᰴᘧ♫㹋㹇㹀ࡢ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠊᯇ⏣ࡉࢇࡣࠕ㛗࠸┠࡛ぢ࡚ࡃࢀࡗ࡚
ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡍࡄᡓຊ࠸࠺ࡼࡾࠊ㸰ᖺᚋ㸱ᖺ
ᚋά㌍ࡋ࡚ࡃࢀࡿேᮦ⫱ᡂ࠸࠸ࡲࡍࠊ᭱ึ
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ࡣ┿㠃┠୍ᡤᠱྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡃࢀࢀࡤࠋࡑ࠺࠸

࠺ࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ホ౯ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡔ࡞ᛮ࠸

࠺ࢫࢱࣥࢫࡀࡇࡢᴗ⏺㝈ࡽࡎ࡞ᛮࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋᯇ⏣௦⾲ࡢேᮦ⫱ᡂ

ࡲࡍࡋࠊព㆑ⓗࡑ࠺࠸࠺ኌࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࠖ➗㢦࡛ヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡀࡋࡗࡾ⌧ሙ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚋࡶ⢭㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ




᪥ࠎࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡋࡈࢆࡋ࡚࠸ࡿ



㛗༡ࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊࢡࣟࢫ㈞ࡾ୍ࡘࡋ࡚ࡶⰍࠎ
㞴ࡋ࠸ࡇࡀከ࠸࠸࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕᚋࡶ⢭




㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡁࡗࡥࡾࠋబ



㈡ࡉࢇࡣࠊࠕຊ࠺ࡋ࡚ࡶ⏨ᛶᕪࡀฟ࡚ࡁ
ࡕࡷ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࠊᙼዪࡢ㈇ࡅࢇẼࠊⰺࡢᙉ




ࡉ࡛࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡢ࡞ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࣇ࢛



࣮ࣟࡋࡲࡍࠋࡇࢀᑐࡋ࡚㛗༡ࡉࢇࡣࠕගᰤ࡛ࡍࠋ
ࡍࡈࡃᎰࡋࡃ࡚ࠊ࡞ࢇ࡚ゝࡗࡓࡽ࠸࠸ศࡽ࡞


㔜ࡓࡑ࠺࡞㢦ࡋ࡞࠸࡛ࡸࢁ࠺ᛮࡗ࡚
ෆᕤࡣࠊᵝࠎ࡞సᴗࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㛗༡
ࡉࢇࡣࠊࡲࡎⓙㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸సᴗࡋ࡚
ࠕࡸࡗࡥࡾࢡࣟࢫ㈞ࡾࡀࠗୖᡭ࡞ࡗࡓࡡ࠘ࡗ࡚
ゝࢃࢀࡿࡍࡈࡃᎰࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡲࡎࡣࢡࣟࢫ㈞ࡾ
࡛ࡍࡡࠋࠖࠋࡋࡋࢡࣟࢫ⮬యࡶࢡࣟࢫࢆ㈞ࡿ
ࡓࡵࡢ⢶ࡶ⤖ᵓ࡞㔜ࡉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋసᴗ๓ࠊ㛗༡
ࡉࢇࡣࠊ⢶ࡢධࡗࡓࣂࢣࢶࢆᠱ㐠ࢇ࡛࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ㔜࠸ࡶࡢࢆ㐠ࡪࡇࡘ࠸࡚ࠕኵ࡛ࡣ࡞

࠸࡛ࡍࠋࠖ㢦ࢆࡇࢁࡤࡏࡲࡋࡓࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓ⫋ሙ⎔ቃࡘ࠸࡚ᯇ⏣௦⾲ࡣࠕᢏ⾡ࡣ
ࡸࡗ࡚࠸ࢀࡤぬ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊᣵᣜࡸẼ㐵࠸࡞
ࡣព㆑ࡋ࡚⫱ᡂࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋࡑࢀࠊ♫
ಖ㝤ࡸ⚟ཌ⏕ࠊఇ᪥࡞ࡢ⎔ቃࡶᩚ࠼ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࡀࠊே㛫ຊᕪࡀฟ࡚ࠊရ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡢࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖຊᙉࡃㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

࠸࡛ࡍࡅࠊࡑࢀ࠶ࡾࡁࡢࡗ࡚࠸࠺ࡇࡶศ
ࡗ࡚ධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇࡣ㘫࠼࡚ࠊ㔜ࡓ
ࡑ࠺࡞㢦ࡋ࡞࠸࡛ࡸࢁ࠺ᛮࡗ࡚ࡲࡍ㸦➗㸧ᙺ❧
ࡓࡎ࡞ࡗࡕࡷ࠺࡞ᛮࡗ࡚ࠖ㛗༡ࡉࢇࠋ
బ㈡ࡉࢇࡣࠕᙼዪࡀࡍࡈࡃẼࢆࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ศࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẼࢆࢃࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ
ࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠ぢ࠼࡚ศࡿࡢ࡛ࠊ
ࡢసᴗ࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋࠋࠖࠊ࠾࠸ࡢࡇࢆᛮ
࠸ࡸࡾ࡞ࡀࡽࠊసᴗࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ

ᰴᘧ♫㹋㹇㹀 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᯇ⏣ 㝯ᩥࡉࢇ
ᰴᘧ♫ɐ㹇㹀 ᰴᘧ♫㐶

࠾ᐈᵝࡢኌࡀࡸࡾࡀ࠸

 ᴗ ✀ ෆᕤ
 ᴗᖺ 㸰㸮㸮㸴ᖺ㸷᭶

ࡢ♫ᑵ⫋ࡋ࡚㸰࢝᭶ࠊ㛗༡ࡉࢇࡣࠊⰍࠎ
࡞⌧ሙ࡛ᣦᑟࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࠕࡇࡢ㸰࢝
᭶ࡢ㛫࡛ࡶࠊ࠾ᐈᵝࠗࡍࡈࡃ⥡㯇࡞ࡗࡓࡡ࠘ࡗ
࡚ゝࢃࢀ࡚ࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋࠖࠋ
బ㈡ࡉࢇࡣࠕ࠾ᐈᵝࡢኌࢆఏ࠼ࡿࡇ࡛ࠗసࡗ
࡚࡚Ⰻࡗࡓ࡞࠘ࠗࡶࡗࠊࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢࢆసࡾ
ࡓ࠸࠘ࠗᢏ⾡ࢆ࠶ࡆࡓ࠸࠘⫋ேࡀᛮ࠺࡛ࡋࡻ

 ㈨ᮏ㔠 㸯㸪㸮㸮㸮
 ௦⾲⪅ ᰴᘧ♫㹋㹇㹀௦⾲ྲྀ⥾ᙺᯇ⏣㝯ᩥ
     ᰴᘧ♫㐶  ௦⾲ྲྀ⥾ᙺబ㈡㎮ᚨ
 ♫ဨᩘ 㸱㸮ྡ
 ᡤᅾᆅ ⏣༊ୗᏊ㸰㸫㸰㸶㸫㸯㸵
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸵㸳㸷㸫㸮㸰㸳㸮
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼙㼕㼎㻙㼕㼚㼏㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ մ⫋ဨ࣭⏝⪅࡚ࡀᇉ᰿ࢆ㉺࠼Ꮫࡧ࣭╬ࡳྜ࠺
 ♫⚟♴ἲே⫱
 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
  ࢣ࣏࣮ࢺᯈᶫ

Ɠ࠰݃ǓƷႸዴƸ˯ƍŵƜǕƴӳǘƤǔƱ
࣎ƷႸዴƕ˯ƘƳǔŵƦǕƱᇰ᫊Ŵᇰ᫊Ƹ
ˡ௨ƢǔŵƦǕƕᐯЎƷᧈȷշƼŵ

ࢩࢫࢸ࣒࢚ࣥࢪࢽࡽㆤ⫋ဨ

➗㢦ࠊ┠⥺ࠊ⏝⪅ᐤࡾῧ࠺

ࢣ࣏࣮ࢺᯈᶫࡣࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍㸦ᐃဨ

୍ேࡦࡾಶᛶࡢ㐪࠺⏝⪅ࡢ᪉ࡢㆤࡣࠊ

 ྡ㸧ࠊࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ㸦ᐃဨ  ྡ㸧ࠊࢹࢧ࣮
ࣅࢫ㸦୍⯡ࢹ㸸ᐃဨ  ே᪥ࠊㄆ▱ࢹ㸸ᐃဨ

Ⰽࠎⱞປࡢከ࠸ࡋࡈࠋࡑࡢ୰࡛ᒸ㇂ࡉࢇࡀᚰ
ࡅ࡚࠸ࡿࡇࡣࠕࡲࡎࠊ⮬ศࡣ➗㢦ࢆ⤯ࡸࡉࡎࠋ

 ே᪥㸧ࠊࢣࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿᒃᏯㆤᨭ

࠶ὀពࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ┠⥺࡛ࡍࠋ⏝⪅ࡉࢇࡣ

ᴗᡤࠊ⮬Ꮿㆤࡸ᪥ᖖ⏕άࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺࣊
ࣝࣃ࣮ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᯈᶫ༊ࡽཷクࡋ࡚࠸ࡿ㧗

࠺ࡋ࡚ࡶ㌴᳔Ꮚᗙࡽࢀ࡚ࠊ┠⥺ࡣప࠸⨨
࠶ࡿࡢ࡛ࠊ❧ࡗࡓࡲࡲࡔࠊࡍࡈ࠸ୖࡽୗྥ

㱋⪅ࡢ㌟㏆࡞┦ㄯ❆ཱྀ࡛࠶ࡿࠕ⯚Ώ࠾ࡋࡼࡾ┦

ࡅ࡚ヰࡋ࡚ࡿឤࡌ࡞ࡢ࡛ࠊ⭜ࢆⴠࡋ࡚┠⥺ࢆྜ

ㄯࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡿ」ྜ⚟♴タ࡛ࡍࠋ
ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓᒸ㇂ࡉࢇࡣࠊ୰ኸ࣭ᇛ⫋

ࢃࡏ࡚ヰࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋࠖ
ࡲࡓࠊഴ⫈ࡶษࡔ࠸࠸ࡲࡍࠋእฟࢆᴦࡋࡳ

ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᯈᶫᰯࡢㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࢆ

ࡋ࡚࠸ࡓ⏝⪅ࡢ᪉ࡀࠊᙜ᪥ࠊ✺↛⾜ࡁࡓࡃ࡞

ಟᚋࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍ㆤ⫋ဨࡋ࡚㸱
ᖺ㛫ࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠸ゝ࠸ฟࡍሙྜ࡞ࠊ⏝⪅ࡢ᪉ࡢヰࢆࡼࡃ⫈
ࡃࡇ࡛ࠊゎỴࡍࡿࡇࡶከ࠸ࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ᒸ㇂ࡉࢇࡣࠊᯈᶫᰯධᰯࡍࡿ๓ࠊࢩࢫࢸ࣒࢚

ࠕࠗእฟࡀ᎘࠘ゝࢃࢀࡿࡢࡣ࠾ᡭὙ࠸ࡢᚰ㓄

ࣥࢪࢽࡢࡋࡈࢆ㸰ᖺ㛫ࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑ
ࡢᒸ㇂ࡉࢇࡀㆤࡢୡ⏺ࢆ┠ᣦࡋࡓࡢࡣࠕேࡀ

ࡔࡗࡓࡾࠊఱཎᅉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇࢆࡼࡃ
ఛࡗ࡚ࠊ࠺ࡍࡿࢆࡢ⫋ဨヰࡋྜࡗ࡚ࠊࡑ

ㆤ㛵ಀࡢᏛᰯ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࠊⰍࠎ⪺࠸࡚࠸ࡃ࠺
ࡕࠊࡍࡈ࠸㠃ⓑࡑ࠺ࡔ࡞ࡗ࡚ࠋࠖᛮࡗࡓࡢࡀࡁࡗ

ࡢ᪉ࡢᏳࢆྲྀࡾ㝖࠸࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠖᚰࡅ࡚࠸
ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ࡅࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚༙ᖺ㛫ࡢカ⦎ࢆ⤒࡚ࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே
࣮࣒࣍ᑵ⫋ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊカ⦎⌧ሙࡢ㐪࠸
ࡘ࠸࡚ࠕⰍࠎ⩦ࡗࡓࡇࢆࡸࢁ࠺ࡋ࡚ࡶࠊ
⏝⪅ࡉࢇࡶ୍ேࡢே࡛ࡍࡢ࡛ࠊᐇ㊶ࡋ࡚ࡶ࠺ࡲࡃ
࠸࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ㏫࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡇ
ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࡑࡇࡣẖ᪥Ꮫࢇ࡛ࡿឤࡌ࡛ࡍࠋࠖ

ࡲࡓࠊ⏝⪅ࡢ᪉ࡣே⏕ࡢඛ㍮࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᒸ㇂ࡉࢇࡣࠊ୍᪉ⓗ࠾ୡヰࢆࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕ⏝⪅ࡉࢇᐙ᪘ࡢࡇࢆ┦ㄯࡋࡓࡾࠊヰࡋ࡚
ࡿ࠺ࡕ⏝⪅ࡉࢇࡢ᪉ࡽࠗࡇ࠺ࡋ࡞ࡉ࠸ࡼ࠘
ゝࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡾࡋ࡚ࠖࡢࡇࠋ

タ㛗ࡢᮧୖࡉࢇࡣࠕ➗㢦ࡗ࡚ఏᰁࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᒸ㇂ࡃࢇࡳࡓ࠸➗㢦ࡢ⫋ဨࡀከ࠸ࠊ⏝⪅ࡉ
ࢇࡶࡘ࠸➗㢦࡞ࡾࡲࡍࡋࠊ㏫⏝⪅ࡉࢇࡽ
➗㢦ࢆࡶࡽ࠺ሙ㠃ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏᙜࡢᐙ᪘ࡢࡼ࠺
ࠊᝎࡳࢆ┦ㄯࡋ࠶࠼ࡿ௰࠸࠸ࡲࡍࠊࡑ࠺
࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᬑẁࡽྲྀࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣᎰࡋ࠸ࡇࠋࠖ㢦ࢆࡇࢁࡤࡏࡲࡋࡓࠋ
⏝⪅ࡶேࠊ⮬ศࡶே

ㆤ⫋ဨ ᒸ㇂ ⠜ᶞࡉࢇ

Ⰽࠎ࡞⫼ᬒࢆᢪ࠼࡚ධᡤࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ࡢ᪉
ࡢᚰᏳࡸἼࡀ࠶ࡿࡢࡣᙜ↛ࡢࡇࠋ୍᪉࡛
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ㆤ⫋ဨࡶேࠊ㌟యⓗࡶ⢭⚄ⓗࡶἼࡀ࠶ࡿࡢࡣ

ࡸࡾࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ⫋ሙ

ࡈࡃ⮬↛࡞ࡇ࡛ࡍࠋᒸ㇂ࡉࢇࡣࠊࡑࡢࡇࡘ
࠸࡚ࠊ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿඛ㍮ࡀ࠸ࡿヰࡋ࡚ࡃࢀࡲ

ᒸ㇂ࡉࢇࡣࠊᖺࠊタ᭱ࡢ࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ

ࡋࡓࠋ

⣡ᾴ⚍ࡢᐇ⾜ጤဨ㛗ࢆ௵ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢദࡋࡣ
⫋ဨࡀ⏬࣭ᐇࠊ⏫࡞ᆅᇦࡢㄪᩚࡶᢸ࠸

ࠕ➗㢦ࢆ⤯ࡸࡉࡎ㡹ᙇࢁ࠺ࡋ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡅ
ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶẼᣢࡕἼࡀ࠶ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡋࡲ࠺

ࡲࡍࠋᙜ᪥ࡣ⏝⪅ࡢ᪉ࡢ➗㢦ࡀぢࡽࢀࠊ
ࠕⰋࡗ

ࢇ࡛ࡍࠋ࡛ࡶࡑࡢඛ㍮ࡣᮏᙜࠊ୍ᐃࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ

ࡓࡼࠖኌࡶࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࠊᒸ㇂ࡉࢇࡗ࡚༳
ẖ᪥⏝⪅ࡉࢇ᥋ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡍࡈ࠸࡞ᛮࡗ࡚ࠊ ㇟῝࠸ฟ᮶ࡔࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
⮬ศࡶࡑ࠺࠸࠺㢼࡞ࡾࡓ࠸ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࡇࡢࡼ࠺ᙜタ࡛ࡣࠊⱝ࠸⫋ဨ࡛ࡶ✚ᴟⓗ
ពぢࢆゝ࠸ࠊࡑࢀࡀྲྀࡾධࢀࡿ㢼ᅵࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ


ᮧୖタ㛗ࡣࠊࠕ࠾⤥ᩱࡀ㧗࠸ࡇࢁࡳࢇ࡞
ࡀ⾜ࡁࡓࡀࡿࡗ࡚࠸࠺Ỵࡋ࡚ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡸࡣࡾࡸࡾࡀ࠸ᡂ㛗ࢆឤࡌࡽࢀࡿ
タࡇࡑ㨩ຊࡀ࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸࠺タ࡙ࡃࡾࡀᚲ
せࡔᛮࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ⮬ศࡓࡕࡢ
⫋ሙࡣ⮬ศࡓࡕ࡛Ⰻࡃࡋ࡚࠸ࡃ㢼ᅵ࡙ࡃࡾࡶࠊ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⫋ሙ⎔ቃᨵၿጤဨ࡛
࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧࡞ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡲࡍࠋࡑࡢྲྀ⤌ࡀホ౯ࡉࢀࠊᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘࡣ
ࠗᯈᶫ༊ࢢࢵࢻࣂࣛࣥࢫ♫㈹࠘ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
ࡓࠋࠖ‶㠃ࡢ➗㢦࡛ヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ேࢆ⫱࡚ࡿࠊᇶᮏࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ㆤ⫋ဨ࡛࠶ࡿேࡀே࡛࠶ࡿ⏝⪅ࡢ࠾ୡヰ
ࢆࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࡋࡈࡢᇶᮏࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇࢆᒸ㇂ࡉࢇࡣࡍ࡛యᚓࡋࠊࡑ
ࢀࡀ⮬ศࡢᡂ㛗⧅ࡀࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ

ᮧୖタ㛗ࡣࠕ࠺ࡕ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸⫋ဨࡀධࡿࠊ
ඛ㍮⫋ဨࡀᇶᮏⓗ㸯ᖺ㛫ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊࣀ࣮
ࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࠊࣉࣜࢭࣉࢱ࣮ไᗘࢆ᥇ࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡣࡢᝎࡳ࣭Ꮀࡋࡗࡓࡇࠊ
ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࡞ࡇࡶྵࡵࠊඛ㍮ᚋ㍮ࡢ㛫࡛ࡸࡾ
ࡾࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊఱ࡛ࡶゝ࠸ྜ࠼ࡿ௰࡞ࡾ
ࡲࡍࡋࠊ㢗ࢀࡿᏑᅾࡶ࡞ࡿࡢ࡛ࠊඛ㍮ࡗ࡚
ࡶຮᙉ࡞ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋඛ㍮ࡣ᪂ேࢆ⮬ศࡀ⫱࡚
ࡿ࠸࠺ឤࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ࠾ࡆ࡛ᒸ㇂ࡃࢇࡶྵࡵࠊ⫋ဨࡀ╔ᐇᡂ㛗
ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸࡚ࠊࡸࡾࡀ࠸ᡂ㛗ࢆឤࡌࡿ⫋ဨ
࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋࠖࡢࡇࠋ
ᙜタ࡛ࡣࠊࡑࡢ᭶㸯ᅇ㛤ദࡢຮᙉࡸࠊ
H ࣮ࣛࢽࣥࢢࠊእ㒊◊ಟࡢཧຍ◊ಟෆᐜࡢ
タෆࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞ࠊᵝࠎ࡞⫱ᡂࡢࡋࡃ
ࡳࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࠋ
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タ㛗 ᮧୖ 㝯ᏹࡉࢇ
♫⚟♴ἲே⫱ࢣ࣏࣮ࢺᯈᶫ
 ᴗ ✀ 㧗㱋⪅⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
 ᴗᖺ ἲேタ❧㸸㸯㸷㸷㸴ᖺ㸰᭶
 ௦⾲⪅ ⌮㛗㸸➉ᕝ⠇⏨
     タ㛗㸸ᮧୖ㝯ᏹ
 ⫋ဨᩘ 㸯㸷㸲ྡ
 ᡤᅾᆅ ᯈᶫ༊⯚Ώ㸱㸫㸲㸫㸶
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸷㸴㸷㸫㸱㸯㸮㸯
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼒㼡㼖㼕㼗㼑㼚㼕㼗㼡㼗㼍㼕㻚㼛㼞㻚㼖㼜㻛㻌

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ յᵝࠎ࡞⤒㦂ࡀᚿࡢ࠶ࡿ⫋ᴗேࢆ⫱࡚ࡿ

 ᰴᘧ♫ᰤᡣ
 㸦┳ᯈ〇స࣭ᕤ㸧

ᛡǋƕႸƴƢǔჃெƩƔǒŴǍǓƕƍƕƋ
ǔƠŴڤƖŵƍƭƔŴᐯЎƴƠƔưƖƳƍ
ƠƝƱǛƠƨƍŵ

┳ᯈࡣㄡࡶࡀ┠ࡍࡿࡶࡢࡔࡽ࣭࣭࣭
ᰴᘧ♫ᰤᡣࡣࠊ┳ᯈࡢไస࣭ᕤࡲ࡛ࢆ୍
㈏ࡋ࡚⾜࠺♫࡛ࡍࠋ
ᅇࠊ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓ㜿㒊ࡉࢇࡣࠊᏛᰯࢆ༞ᴗ
ᚋධ♫ࡋ࡚ᖺ࡛㸯㸮ᖺ┠ࠊࠊᒇෆ࣭ᒇእࡢᵝࠎ
࡞┳ᯈࡢᕤ⟶⌮࡛ྛᆅࢆ㣕ࡧᅇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
┳ᯈࡣㄡࡶࡀẖ᪥┠ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆ
ࡋࡈࡋࡓ࠸ᛮࡗࡓ⌮⏤ࢆఛ࠺ࠕᑠࡉ࠸㡭
ࡽ∗ぶⰍࠎᕤసࡍࡿࡇࡀከࡗࡓࢇ࡛ࠊఱ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢࡀࡋࡓ࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗ
ࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࡇࡇධ♫ࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊẼ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗ࡢ㧘ᶫࡉࢇࡣࠕ┳ᯈࡢタ⨨ᕤ
ࡣሙྜࡼࡗ࡚ࠊ㸯㐌㛫ࠊẖᬌኪ୰సᴗࡍࡿࡇ
ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢇ࡞ࡢࡣࠊᮅࠊನࡀฟ♫ࡍ
ࡿࠊ♫ဨࡀົᡤࡢࢯࣇ࣮࡛ᐷ࡚ࡿࢇࡔࡼࡡࠋ
࠶࠵ኚࡔ࡞ᛮࡗ࡚ኌࡅ࡞࠸࡛ࠊࡑࡗࡋ࡚
࠾ࡃࢇࡔࡅࠋࠖឡ㇏ヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ


㜿㒊ࡉࢇࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ⮬ಙసࡣࠊ⮬ື㌴㈍
♫ࡢᒇእᆺ┳ᯈࠋࡇࢀࡣே⮬៏ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ
࠺࡛ࠊ
ࠕ㌴࡛㉮ࡗ࡚ࢀࡤぢ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠗࡇࢀࡸࡗࡓࠊ
ࡇࢀࡸࡗࡓ࠘ࡳࡓ࠸⮬៏ࡋ࡚ࠊࡓࡲ࠺ࡿࡉ
࠸ࡗ࡚ゝࢃࢀࡲࡍࡅ㸦➗㸧ࠋࠖ

ࡀ࠸ࡓࡽ㸯㸮ᖺ࡛ࡍ㸦➗㸧ࠋࠖࠕ┳ᯈࡗ࡚ࠊㄡࡶ
ࡀぢࡿࡶࡢࡔࡋࠊࡇ⾜ࡃࡶ┳ᯈࡀ┠༳࡞

௵ࡏ࡚Ⰽࠎ࡞⤒㦂ࢆࡉࡏࡿࠊࡢࡑࡢඛ

ࡿࡢ࡛ࠊࡲࡎࠊㄡぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ

ྠ♫࡛ࡣࠊ♫ဨࡀⰍࠎ࡞ࡋࡈࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ
࡛ࠊᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆษࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㜿㒊

୍␒ࡁ࠸⌮⏤࡛ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡸࡣࡾࠊ⮬ศ࡛సࡗࡓ┳ᯈࡣࠊࠕࡘ࠸ࡘ࠸⮬៏
ࡍࡿࢃࡅࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࡅࠊぢ࡚ࡃࢀࡓࡽ࠸࠸࡞
࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࠖ
⮬ಙస㸻ⓒ㈌ᗑᒇෆࢧࣥࠊᒇእᆺ┳ᯈ
ࡑ࠺࠸࠺㜿㒊ࡉࢇࡢ⮬ಙసࡣࠊࡲࡎⓒ㈌ᗑࡢᒇ
ෆࢧࣥࠊ㸯ᅇࡢὀᩥ࡛ࠊ㸯㸮㸮ᯛࡢࢧࣥࢆ
ኪ㛫ࡢࡳࡢసᴗ࡛ࠊ㸯㐌㛫ࡅ࡚ᕤࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿ࠸࠸ࡲࡍࠋ











Ⴀᴗ㒊 〇స⟶⌮㒊 㜿㒊 ኳ❺ࡉࢇ

ࡉࢇࡶእ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋධ♫
ᚋࠊࡲࡎႠᴗࢆࡸࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽྲྀࠊไస
࡞୍㏻ࡾ⤒㦂ࡋࡲࡋࡓࠋࠖ
ࠊ㜿㒊ࡉࢇࡢࡋࡈࡣᕤ⟶⌮ࡀ࣓࡛ࣥࡍ
ࡀࠊႠᴗ࡛ࡢ⤒㦂ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡸࠊࡋࡈࡢ㐍ࡵ᪉ࡢᇶ♏࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡛ࡍࠋࠕࠊ┳ᯈࡢⴠୗሗ㐨ࡉࢀ࡚ࡲࡍࡅ
ࠊ࠶ࢀࡣ⤯ᑐ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠾ᐈࡉࢇ
ࡼࡗ࡚ࡣ⤖ᵓࠊ↓⌮࡞ࡇࢆゝࢃࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࡀࠊ࠾ᐈࡉࢇࡢせᮃᛂ࠼ࡘࡘࠊࠗࡇࡇࡣࡇ
࠺ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸࡛ࡍࡼࠋ࠘ࡗ࡚ពぢゝ࠺ࡇࡶ࠶
ࡾࡲࡍࡋࠊ࠺ࡋ࡚ࡶᢡࡾྜ࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊぢ࠼
࡞࠸ࡇࢁ࡛ⴠୗ㜵Ṇࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡗࡓࡾࠖ
ࠊ
㜿㒊ࡉࢇࡣࠊ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆάࡋ࡚ࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ
࡞ࡀࡽࠊゝ࠺ࡁࡇࡣゝ࠸ࡘࡘࠊฟ᮶ࡿ㝈ࡾ࠾
ᐈᵝࡢせᮃᛂ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡋࡈࡢጼໃࡣࠊྠ♫ࡢ㝮ࠎࡲ࡛
⾜ࡁΏࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ

㛗ࡢ㧘ᶫࡉࢇࡣࠊ♫ဨᑐࡍࡿጼໃࡋ࡚
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ᅔࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿᝏᚠ⎔࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡔࡽၿ




ࡢᚠ⎔ࡋ࡞ࡉ࠸ࡼࠋᝏᚠ⎔࡞ࡗࡕࡷ࠺ࡡࠊ
㒊ேࡢࡏ࠸ࡋࡕࡷ࠺ࢇ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ┦ᡭ
ࡀ┤ࡽ࡞࠸㝈ࡾ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ┤ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡞ࡽ⮬





ศࡀ┤ࡋࡓ᪉ࡀ᪩࠸ࠋࠖゝ࠸ࡲࡍࠋ

㜿㒊ࡉࢇࡶࡲࡓࠊ㛗ࠊ♫㛗ࡢ⫼୰ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ





ዲᚠ⎔ࡢ୰࡛ࡋࡈࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢඛ
ࠕᰤᡣ࡛࡞࠸࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺┳ᯈࢆ
ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࠺ࡕࡣࠊ♫ෆ୍㈏〇㐀యไࢆ┠ᣦ


ࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ௵ࡍ࠸࠺ࠊ⮬ศ࡛⪃࠼࡚ࠊ⮬
ศ࡛ࢆࡾฟࡋ࡚ࠊࡑࡢࢆࡇ࡞ࡋ࡚ࠊ᭱

ࡋ࡚ࡿࢇ࡛ࠊⰍࠎ࡞ࡇࢳࣕࣞࣥࢪ࡛ࡁࡿࠋࡍ

ᚋࡲ࡛࠾ᐈࡉࢇࡢ‶㊊ࡍࡿࢆࡍࡿࡼ࠺ࠊ

ࡲࡍࡅࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࡽ࠸࠸ࠋࡑ࠺࠸
࠺ࡣ⮬ಙ࡞ࡾࡲࡍࡋࠊບࡳࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠖ

ࡈࡃ࡛ࡗࡃ࡚࢝ࢵࢥ࠸࠸ࡸࡘࠊ₍↛ࡋ࡚

ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋせࡍࡿಙ㢗ࡋ࡚௵ࡏࡿࠊࡑ࠺࠸
࠺ࡗ࡚♫ဨࡢຊࠊఙࡧࡿࡢࡀ᪩࠸ࢇࡔࡼࡡࠋࠖ
Ⰽࠎ࡞ࡇࢆ௵ࡏ࡚ࠊ⤒㦂ࡉࡏࠊ⮬ศ࡛⪃࠼࡚
ࡋࡈࢆࡍࡿࠊࡑ࠺ࡋࡓྠ♫ࡢ♫ဨᑐࡍࡿ⪃࠼

ࠕⰍࠎࡸࡽࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡍࡋࠊⰍࠎ࡞┳ᯈࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡑࢀࡀ㠃ⓑ࡛࠶ࡾࠊࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࡶฟ
࡚ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ

᪉ࡢࡑࡢඛࡣࠊ♫ဨࡀ⮬ศࡢຊ࡛ᡂ㛗ࡍࡿ
ࡶࠊ࠾ᐈᵝࡢ‶㊊ࢆᘬࡁฟࡍ࠸࠺ࡁ࡞ᯝᐇ
ࡀᚅࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ


ࡑ࠺ゝ࠺㜿㒊ࡉࢇࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ㧘ᶫ㛗ࡣࠕ♫
ဨࡣ㐩ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋࡶⰍࠎࢧ࣏࣮ࢺࡋ

㸯㸮ᖺࡶ⥆࠸࡚ࡲࡏࢇࠋ

࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࠖࡇࡸㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

㜿㒊ࡉࢇ♫ෆࡢ㞺ᅖẼࢆ⪺ࡃࠕࢃࡾࡋ᫂
ࡿ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋࡳࢇ࡞࡛ࡢヰࡶࡋࡲࡍࡋࠊ
㊃ࡢヰࢆࡋࡓࡾࠊᐙ᪘ࡢヰࢆࡋࡓࡾࠊ⤖ᵓẼ
࠶࠸࠶࠸࡛ࡸࢀ࡚ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡑ࠺࠸࠺♫
ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⮬ศࡣྜࡗ࡚ࡿ࡞ࠋ♫ࡀዲࡁ
⪺ࢀࢀࡤࠊࡲ࠵ዲࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋ᎘࠸
ࡔ㸯㸮ᖺࡶ⥆࠸࡚ࡲࡏࢇ㸦➗㸧ࠋࠖ
ⱝᡭ♫ဨࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࡀႠᴗࡢࡣࠊ
ぢ࡚ぬ࠼ࢁࡳࡓ࠸࡞ࡢࡀከࡗࡓ࡛ࡍࡅࠊࡣ
ฟ᮶ࡿࡔࡅᚋ㍮ࠗࡇ࠺ࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸࠘ࡗ࡚ゝ
࠺ࡼ࠺ࡋ࡚ࡲࡍࠋ♫㛗㸦㧘ᶫᡂẶ㸧ࡶࡑ࠺ࡔ
ࡋࠊぢ࡚ぬ࠼ࢁࡗ࡚࠸࠺௦࡛ࡶ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ
࡛ࠋ
ࠖࡢࡇࠋಙ㢗ࡋ࡚௵ࡏࡿ࠸࠺♫㢼ࡣࠊ
ࡸࠊ♫ဨࡀ⮬ࡽ⫱࡚ྜ࠺࠸࠺ዲᚠ⎔ࢆ⏕ࡳฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡋࡈࡢዲᚠ⎔ࡘ࠸࡚㧘ᶫ㛗ࡣࠕ⤖ᒁࠊ࠾
ᐈࡉࢇࡀ႐ࡤ⮬ศࡶ႐ࡿࠋ࠾ᐈࡉࢇࡀ㠃ⓑࡃ
࡞࠸ᛮ࠸ࢆࡍࢀࡤࠊࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡗ࡚⮬ศࡀ

ᰤᡣࢢ࣮ࣝࣉ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 㧘ᶫ ຌࡉࢇ
ᰴᘧ♫ᰤᡣ
 ᴗ ✀ ┳ᯈ〇స࣭ᕤ
 ᴗᖺ 㸯㸷㸴㸰ᖺ㸯㸮᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸳㸪㸲㸱㸮
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 㧘ᶫຌ
 ♫ဨᩘ 㸰㸳ྡ
 ᡤᅾᆅ ᇸ⋢┴ᡞ⏣ᕷ⨾ዪᮌ㸯㸰㸯㸵
 㟁 ヰ 㸮㸲㸶㸫㸲㸰㸰㸫㸲㸮㸯㸯
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼔㼛㼑㼕㼎㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ նᮍ⤒㦂⪅ࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀ♫ෆ᪂㢼ࢆ

 ᰴᘧ♫ࢩࣥࢺࢡ
 㸦෭㛫ᅽᘏ⏝࣮ࣟࣝ〇㐀࣭㈍㸧

ǋƷƮƘǓƷ˟ᅈƸțȯǤȈ˖ಅŵசኺ᬴
ᎍŴടᡇŵǈǜƳИ࣎ᎍƔǒڼǊƯƍǔŵ
ɠݗƴƑƯƍǇƢŵ
⢭ᗘࢆồࡵࡽࢀࡿࢇ࡛ࠊཝࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋࠖࠊῐࠎ
⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ⓒศࡢ㸯࣑ࣜ㸟㸟
ᰴᘧ♫ࢩࣥࢺࢡࡣࠊ෭㛫ᅽᘏ⏝࣮ࣟࣝࡢ〇㐀

ඛ㍮ࡢᣦᑟࡣཝࡋࡃࠊࡑࡋ࡚

㈍ࢆ⾜࠺♫࡛ࡍࠋ෭㛫ᅽᘏ⏝࣮ࣟࣝࡣࢫ
ࢸࣥࣞࢫࡸ㖡ࢆⷧ࠸ᯈᘏࡤࡍࡓࡵࡢᶵᲔḞ

࠸

ࡑ࠺⟅࠼ࡿᡞ⏣ࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊධ♫ᚋࡣ㸳ᖺ㛫

ࡏ࡞࠸㔠ᒓࡢ࣮࡛ࣟࣝࡍࠋྠ♫ࡣࠊᴗ௨᮶ࡇ

ඛ㍮ᑀᣦᑟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔ
ࡢ࣮ࣟࣝࢆ〇㐀ࡋ⥆ࡅࠊ⌧ᅾࡶᅜෆࢺࢵࣉࢩ࢙ࠊ ࡑ࠺࡛ࡍࠋ㸳ᖺ㛫࠸࠺࡞ࡾ㛗࠸ᮇ㛫ࡢࡼ࠺
ୡ⏺࡛ࡶࢩ࢙ࡢ  ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⪺ࡇ࠼ࡲࡍࡀࠊࠕẖ᪥ᚲṚࡔࡗࡓࢇ࡛ࠊ࠶ࡗ
ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓᡞ⏣ࡉࢇࡣࠊධ♫㸷ᖺ┠ࠋ ࠸࠺㛫ࡔࡗࡓࠖࡢࡇࠋࡑࡢ㛫ࡣࠕᛣࡽࢀࡓ
ࡾࠊኻᩋࡋࡓࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅ㸦➗㸧
ࠖࠋ
ᕤᴗ㧗ᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡍࡄࠊぶᡉࡢ⤂࡛ࡢ♫
ᑵ⫋ࡋࡲࡋࡓࠋධ♫ࡍࡿࡲ࡛ࠕᕤሙ࠸࠺ࡃࡽ

≉ࠕゝࢃࢀࡓ㏻ࡾࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛ࡶࠊࡑ
࠺࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࡞ྏࡽࢀࡿࡇࡀከࡗ
ࡓࠖࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࢇ࡞ࡣࠕࡋ࠸ࠖᛮ࠸࡞ࡀ

࠸ࡋ⪺࠸࡚࡞ࡗࡓࠋࠖ࠸࠺≧ែ࡛ධ♫ࡋࠊ
᭱ึࡣᡞᝨ࠸ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ㸷ᖺ㛫ࡇࡇ࡛
ࡋࡈࢆࡍࡿ୰࡛ࠊࡣ♫ឡ╔ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ

ࡽࠊ୍ே࡛ከࡃࡢຍᕤࢆࡸࡾࡆࡓࡣࠊ࠸ࡘ

࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡶཝࡋ࠸ඛ㍮ࡽࠕࠗ᪩࠸ࡌࡷࢇ࠘ࠊኌࢆ
ࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠖࡑ࠺࡛ࡍࠋ୍ぢࠊࢡ࣮ࣝ࡞ឤࡌࡶ

ᡞ⏣ࡉࢇࡢᢸᙜࡣࠊ㹌㹁᪕┙ࠋྠ♫ࡢ〇㐀㐣
⛬ࡣࠊ⟄ᙧࡢ㗰ᮦࢆ᪕┙࡛࠾࠾ࡲຍᕤࠊࡑ

ࡋࡲࡍࡀࠊ࠸ࡘࡶࡣཝࡋ࠸ඛ㍮ࡔࡅࠊࡑ࠺ࡋࡓ

ࡢᚋ⇕ຍᕤࢆࡋ㗰ᮦࡢ◳ᗘࢆ㧗ࡵࠊࡑࢀ࠾ᐈ
ᵝࡢせᮃᛂࡌ࡚ࠊ⁁ࢆ᙮ࡿ࡞ࡢ⢭ᐦ࡞ຍᕤࢆ

ゝⴥࢆࡅ࡚ࡶࡽ࠺ඛ㍮ࡢ ࡉࢆឤࡌࠕࡶࡗ
㡹ᙇࢁ࠺ࠊ㡹ᙇࡽ࡞࠸ࠖᛮࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ

⾜࠸ࠊ◊☻ࡋ࡚ୖࡆࡿ࠸࠺ࡶࡢࠋᡞ⏣ࡉࢇ
ࡢࡋࡈࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡢせᮃᇶ࡙࠸࡚
⢭ᐦ࡞ຍᕤࢆ⾜࠺ࠊ㠀ᖖ㔜せ࡞㒊ศ࡛ࡍࠋ
ᡞ⏣ࡉࢇࡣࠊ㧗ᰯࡢࡽ᪕┙ࡣゐࢀ࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㧗ᰯ♫࡛ࡣồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡀ
ࡁࡃ㐪࠸ࠊࠕࡸࡗࡥࡾ≺ࡗ࡚ࡿᑍἲࡀ㠀ᖖ
ࢩࣅࠊ༓ศࡢ㸯࣑ࣜࠊⓒศࡢ㸯࣑ࣜࡢ

ࡑࡋ࡚ࠊᡞ⏣ࡉࢇࡣࠊ࡛ࡣ㹌㹁᪕┙ࡢ㒊㛛
࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᏑᅾࠋᚋ㍮ࡢᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣࠕཝ
ࡋࡃࠊඃࡋࡃᩍ࠼࡚ࡲࡍ㸦➗㸧ࠖ
ࠕࡕࡻࡗ࡛ࡶே
㛫㛵ಀࢆⰋࡃࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ࠸࠸࡞ࠋࠖᛮ࠸࡞ࡀ
ࡽᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ

〇㐀㒊 ಀ㛗 ᡞ⏣ భ⩧ࡉࢇ

ᮍ⤒㦂⪅Ḽ㏄㸟
ᡞ⏣ࡉࢇࡢሙྜࡣࠊᕤᴗ㧗ᰯࡽ┤᥋ࡢධ♫
࡛ࡋࡓࡀࠊྠ♫ࡣ᭱㏆ࠊᴗㄝ᫂ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪࡢ❧ࡕୖࡆ࡞ࠊᵝࠎ࡞ᶵࢆ㏻ࡌ࡚♫ࡢⰋ
ࡉࢆ㹎㹐ࡋ࡞ࡀࡽࠊᨷࡵࡢ᥇⏝࡛ࠊᮍ⤒㦂ࡢே࡛
ࡶࠕࢇ࡞࡛ࡶ┿㠃┠ࡸࡾࡲࡍࠋࠖ࠸࠺
ேࢆ✚ᴟⓗ᥇⏝ࡋࡼ࠺ዧ㜚ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

♫㛗ࡢ⏣୰ࡉࢇࡣࠕ࠺ࡕࡣᮍ⤒㦂࡛ࡶẼࡏࡎ
᥇⏝ࡋࠊධ♫ᚋࡋࡗࡾᩍ⫱ࡍࡿࢇ࡛ࠖ࠸࠸
ࡲࡍࠋࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ⫋ሙࡣࡃ㸱㹉ぢࡽࢀࡿ
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ࡇࡀከࡃࠊ࠼ᴗ⏺࡛ࡢࢩ࢙ࡀ㧗࠸ࡋ࡚ࡶ

ᩍ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋᡭ㡰᭩ࢆసࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ

࡞࡞᥇⏝ࡣཝࡋ࠸ゝࢃࢀࡲࡍࡀࠊࠕࡶࡢ࡙
ࡃࡾࡢᴗࡣࠊ⤥࣭ᡭᙜࠊປാ⎔ቃ࡞ࡀᩚഛ

ኌࢆࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡣࡲࡔ㏵୰࡛ࡍ
ࡅࠋࠖ⏣୰♫㛗ࠋࠕࡳࢇ࡞ึᚰ⪅࡞ࢇࡔࡽࠖ

ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ㢼ゝ࠼ࡤᴗ⏺ࡼࡾࡼ࣍࣡

࠸࠺ព㆑ຍ࠼ࠊ☜ᐇᩍ⫱ࡍࡿࡋࡃࡳࡀฟ᮶
ࢀࡤࠊྠ♫ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ࡢ㐀ࡸ♫ဨࡢᐃ╔ࡶ

ࢺᴗࡔᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋࠖ⏣୰♫㛗ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᐇែࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊࡶㄪ

୍ᒙ☜ᐇ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

⌮ᖌࠊࢺࣛࢵࢡ㐠㌿ᡭࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡞ࠊ␗ᴗ✀
㢼㏻ࡋࡢ࠸࠸♫

ࡽࡃࡢᮍ⤒㦂⪅ࡀධ♫ࡋ࡚ࡃࡿ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓேࡓࡕᑐࡋ࡚ࠊࠕ࠺ࡕࡣṤ
ࡳࢇ࡞ᮍ⤒㦂࡛ጞࡵ࡚ࡿࡽࠊࠗࡇࢇ࡞ࡇࡶ▱

ᡞ⏣ࡉࢇࡣࠊᖺୖࡢ♫ဨࡶẼවࡡ࡞ࡃࡸࡗ
࡚࠸ࡿࡋࠊఇࡳ㛫࡞ࡣࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࡢヰ࡞
ࡶ⤖ᵓࡍࡿ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡽ࡞࠸ࡢ࠘ࠊ
ࠗᏛᰯ࡛ఱຮᙉࡋ࡚ࡁࡓࢇࡔ࠘
࡞ࢇ࡚ゝࢃ࡞࠸ࠋࠖ
ࠕࡳࢇ࡞ึᚰ⪅࡞ࢇࡔࡽࠖ

⏣୰♫㛗ࡣࠕ㢼㏻ࡋࡢ࠸࠸⤌⧊ࡋࡓ࠸ࠋࡲ࠶

࠸࠺ᩥࡀ♫࠶ࡿࡢࡇࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ♫㢼ࡣࠊඛࡢᡞ⏣ࡉࢇࡢࠕཝࡋࡃࠊ
ඃࡋࡃࠖࡢゝⴥ⌧ࢀ࡚࠾ࡾࠊᡞ⏣ࡉࢇࡀᣦᑟ
ࡋ࡚࠸ࡿ♫ဨࡢከࡃࡀ㎡ࡵࡎ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࡑ
࠺࡛ࡍࠋ

ゝ࠸ࡓ࠸ࡇゝࡗ࡚ࠊ୰ࡣ࠾࠸ࣉࣟࡋ࡚ࠊ
࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘㸦ሗ࣭㐃࣭┦㸧ࡋ࡚ࠊ࠸࠸㞺ᅖẼࢆ
సࢁ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࡑ࠺ࡋࡓ♫㢼ࢆ୍ᒙⰋ࠸ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡣࠊ
᪂ࡓ࡞ேᮦࡢ☜ಖࡀḞࡏࡲࡏࢇࠋࠕ࠺ࡕࡣ♫ဨ
ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࢇ࡛ࠊ᭱㏆ࠊ㸳㹼㸴ேከᵝ࡞ேࡀධ
♫ࡋ࡚ࠊ♫ෆࡢ㞺ᅖẼࡣኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠊ♫ࡋ
࡚௦ㅰࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋࠖゝ࠸ࡲࡍࠋ㛗࠸Ṕྐ
ከᵝ࡞᪂ࡓ࡞ேᮦࠊࡇࡢࡘࡢせ⣲ࡀྠ♫ࡢᮍ
᮶ࢆ᫂ࡿ࠸ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ



⣲ᮦࡀ㏨ࡆࡿ㸽
ྠ♫ࡢ〇ရࡣᴗ⏺࡛㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡔࡅ
ࠊ࠾ᐈᵝࡽࡢせᮃࡶᚲ↛ⓗ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㞴ࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ࡘ࠸࡚ࠕ⣽࠸ࡶࡢࠊ⣽㛗࠸ࡶ
ࡢࡗ࡚⤖ᵓ㞴ࡋ࠸ࠋ࠶ࡣ」㞧࡞ຍᕤࡶࡑ࠺࡛
ࡍࠋ
ࠖ≉ࠕ⣽㛗࠸ࡶࡢࡣຍᕤࡋ࡙ࡽࡃࠊ๐ࡗ࡚
࠸ࡿࡁ⣲ᮦࡀ㏨ࡆࡕࡷ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࠋࠖᡞ
⏣ࡉࢇࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓཝࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ᑐࡋ࡚ࡶࠊ␗ᴗ✀
ࡽ᮶ࡓࠕ┿㠃┠ࡸࡾࡲࡍࠋࠖ࠸࠺♫ဨ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿྠ♫ࡣᙉࡳࢆⓎࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡣᵝࠎ
࡞⤒㦂ࡸ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸ࠊ┿㠃┠ྲྀࡾ⤌ࡴ㢼ᅵ
ࡀ࠶ࡿࡽ࡛ࡍࠋࡣ࠸࠼ࠊࠕ᫇ࡣ┐ࢇ࡛ぬ࠼ࢁ
ぢࡓ࠸࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡣࡁࡕࢇཱྀ࡛
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௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ⏣୰ 㞝ࡉࢇ
ᰴᘧ♫ࢩࣥࢺࢡ
 ᴗ ✀ ෭㛫ᅽᘏ⏝࣮ࣟࣝ〇㐀࣭㈍
 ᴗᖺ 㸯㸷㸴㸲ᖺ㸲᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸯㸪㸳㸮㸮
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ひとつ、ひとつの

中小企象ストーリー① 『伝える』ビジネスに斯たな価値と成長を

様式会祉日l
傭ピ一アール
{鎗合タリエイティブ集積
印刷物の創作加エ・}

長年培ってきた f
伝える J事業を犠に時代
に応じた改善や新たなビジネスに挑戦。そ
うした志を社員と共有して更なる成長を。
さんと出会い、 f
新しい事業を立ち上げたいので、
色々と自由な努想で取り緩んでほしい。」と熱く
勝ってくれたことが、入祉の大きなきっかけとな
っているそうです。

色々な&.障がしたい l
線式会社日精 t
'一アールは、創業 80年の歴史
水なし印刷j な
ある印刷会主主で、環境に優しい f
~新技術iこいち早く対応するとともに、付加価値

の高い高綿密印刷など印刷を核とした会社です。
1
主7
ヒ、会社案内・パンフレットなどの販売促進
ツールの企画・デザイン・印刷、 W E Bの制作ま
で営業ツールとして活用するコンテンツに、編J
A
〈、ワンストップで対応ナるビジネスなど唱3積極
的に康調してい志す。
今回お話しを伺った泉 dんは、今年の 3月で入
社丸 l年。同祉に入社する前は 6年間、建設機械
関係の企業で、金量量管理のしごとそしていたそう
です。転車量的理闘を伺うと f
前の会主主は娘獲が大
きくて、色々な経験がしにくいというか、仕事が
絞られている重量績でしたが、将来は自分で事業を
したいっていう著書というか、目標がiT>るので、そ
のためには色々な経験をさ鳴きてもらえる住等が
したいなと考えて転機した。」そうです。
息さんの想い+中材社長の卿意
同祉の人材灘保の活動として特筆すべきは、社
長の中村さんが、採用の当初から、先績に立って
取り組んでいることです。括主さんも、最初に中村

線用は、
このいきさつについて中村 8んは、 f
責任が生じる事なので、経営混~や方針'å:経営者

が、直接伝える君主義はすごく盤重要だと考えてい表
すので、全て私が面奇襲しています。また、弊祉は
印刷をコアとしつつ、新しいこ tlζ~んどん挑戦

していきたいと考えており、ぞれ令担う苦慮携のあ
る入念場史めていたんですが、事長はまさにそういう
仕事を求めていて、その気械もあったので、是非
来てほしいと含いました。後は、大企業・上場企
業の面接も受けていたようですが、経営者が雲の
上にいる会社よりも、経営者に近いととろで、
色々な経験が出来るということから、弊祉に入社
してくれたというところですけとのこと。
者いうちから色々な経験が出来る、経営考と役
員の距離が近く経営者の背中を直接見ながら、経
営者と学ぶことが出来るのは、大企業にはない中小
企業のメジットですが、泉冬んのしごとに対する
希望が明書躍でプレないこと、社長である中村さん
が先頭に立ち、熱意を持って*職者にアプローチ
していることが、中小企業として理想的な出会い
'a:もたらしたといえるでしょう。
曾ヨ院は将来の糧になる、やりがいがある

苦言語陸自軍内営業側発チーム 泉 E
野太さん

こうして入社した泉さん、現在は新規事業立、
と、ネ
上げに向けて、総行錯首長の毎日です。同時i
ット印刷サイトでありながら、エりアを千代田区
周辺に絞って、実際に企業などへ貫主問し、打合せ
tな「担当者の車買が見える、ネット印刷とリ
も可f
アル印刷の良いとこ取り jの遜県民サイトの司修業も
但当しています。
f
色々な経験告としたいj という泉さんの希望ζ
i
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沿うものですが、入社直後からヱ足の怠継も大変
なのではないかと伺うと f
印刷物は業種会関わず
必要なものなので、色荷な企業や人ど漢がりそ持
営業スキルは将来を見据えて、絶対
てますし、 f
に身に付けておくべき』との助言告と頂いて、では
是非というととで取り組んでいまず。 jとのこと。
前織はお客様の綴が見えないところマ、
また、 f
やりがいを感じにくかったんですけど、今はお客
様と密にコミ品ニケ}ションして、ーからデザイ
ンし、製作して、出来上がったものに対して喜ん
でいただけるので、すごくやりがいを感じます。 j
と、中小企業ならでは、印刷業ならではの営業の
犬切さや鰻醐事長~感じているようです曲。

今、印刷業界は大きな転後調会迎えているとい
え*す.デジタル化・紙以外の媒体へのシフトの
加速、ネット印刷の主主大など、印刷業告と取り巻く
織身な変化の中で、中村イズムは、a:，る郁分は大
J
l
!
!
.
ζ
1、I>る昔草分は望書5
廷に進行しています。
d客織がよく絡安のネ
泉さんは「営業の中で、 t
ット印刷と比較~れますが、例えばボスティング

ずるチラシなどは、ネット印刷でもいいと自分で
もお客機ζ
i含っています。でも、会社員健内など会
主主の経営会左右しかねない印刷物は貨を最重線
し、コストかけてマも、食いものを製作した方ぷ
良いというととはきちんとど駁明して、そとはお
客様も理解していただいていまず。 Jといいます。
『伝える」という志に共Sする ζ と
弊社は、設立当初から印刷を通じ
中村さんは f
て、情報とか人に想いを伝えることに取り組んで
きました。この『伝える』こと告と時代に合わせて
変えていこうという『窓』に共感できる入金採用
し新たなビジネスに銚験するを同時に、社員が耳8
1
と長金書醸し、縫ってきたコアビジネスを育てていく
ことで、社員も私もー絡に成長していきたb
。
、j
と真っl!:ぐに言寄っていただき去した。

培ってきたもの、度化に対応するもの
関祉は、創業 8 0停の歴史書hる印制会社ですが、
新たな銭術の導入にも税者量的で、最近では f
水な
tNランプを付置ナることで印刷物
し印刷jに ほD
が瞬時ζ
i総くシステム念場入し、品質向上と悠納
期を実現しています。そして、中村さん、泉さん
と更に新たな事業へと銚践していまず。
を中心i
絡って t
きた
とうした経営について中村さんは f
りソ}ス命活かしつつ、それを今後どう広げてい
くかというのが私の考えであり、そのととは泉と
も共有しています。とはいえ、新しいことはすぐ
には成果が出ません。ただ、新しいことに挑殺す

代表取締役佐重量 中村後一隠さん
練武会後回線ピーアーJ
J
.
...会事リI{
号l
"幾8 ・印刷物の制作1
悶ヱ.
.余年

1935~10 月
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ま
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る大変さが、逆にこれ*マ培ってきた事業の毒事~
~か、お客様からおtt.をと頂けることが当たり前
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じゃないんだと、改めて気づき会与えてくれたと
患い志す。そして、これまで築いてきた$着陸を見
直ナことが、お客織のためになるというふうに感
じています。 J とのこと。
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ࡢ㌿⫋⪅ࠊඖ࠾ᘚᙜᒇࡢᗑ㛗࡞ࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞⤒
Ṕࢆࡶࡘ♫ဨ୍ேࡦࡾࢆబ⸨ࡉࢇࡣࠕ௰㛫ࠖ
ࡧࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࡑ࠺ࡋࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞௰㛫

ࠕᮏ≀ࠖࢆసࡗ࡚࠸ࡿ⮬㈇ࢆ୍ᒙ⫱ࡴ

୍⥴ࠊⰍࠎ࡞ࡇࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇࡀ㠃ⓑ
࠸ࡋࠊࡑ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࢆࡳࢇ࡞࡛ඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㡹
ᙇࡿࡇࢆᴦࡋࡳࡓ࠸ࠋࠖ᫂ࡿ࠸⾲࡛ㄒࡗ࡚

ෆᇼࡉࢇࡣࠕ࠺ࡕࡢ♫ࡣࠊ࡛సࢀ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺⮬㈇࠸࠸ࡲࡍࠊ⮬
៏ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⮬ศࡣࡑࡇࡲ࡛ࡢࣞ࣋ࣝࡌࡷ࡞࠸
࡛ࡍࡅࠋࠖㄒࡾࡲࡍࠋ


ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

బ⸨♫㛗ࡣࠕ࠾ᐈࡉࢇࡽ࠺ࡕࡢ♫ࡀ࠺ホ
౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢࡶ࡞ࡿ〇ရࢆసࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡣෆᇼࡃࢇࡓࡕࠊ♫ဨ࡞ࡢࡔࡽࠊ⮬ศࡀ
సࡗࡓ〇ရࡀ࠺࠸࠺ホ౯ࢆᚓ࡚ࠊୡࡢ୰࡛࠺
ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࢀࢆᙼࡽఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ㍈ࢆࡋࡗࡾࡶࡘࡇ
ࡸࠊാࡁࡀ࠸ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞࠾ᐈࡉࢇࡢ㏆ࡉࡀ୰ᑠᴗࡢ㨩ຊ࡛࠶
ࡾࠊ୰ᑠᴗࡔࡽࡇࡑࠊࡑࡇࢆάࡍࡓࡵࡢ㢼
㏻ࡋࢆࡼࡃࡍࡿࡇࡀ㔜せࡔࠊ᪥ࠊෆᇼࡃࢇ
ࡢヰࢆ⪺࠸࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ⮬ࡽゝ࠸⪺ࡏ
ࡿࡼ࠺ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 బ⸨ බ୍ࡉࢇ
᪥ᮏ≉ṦගᏛᶞ⬡ᰴᘧ♫
 ᴗ ✀ ගᏛ〇ရ࣭㔠ᆺ〇㐀࣭㈍
 ᴗᖺ 㸯㸷㸵㸲ᖺ㸲᭶

ከᙬ࡞ேᮦࡀࠕᮏ≀ࠖࢆࡾฟࡍ

 ㈨ᮏ㔠 㸯㸪㸮㸮㸮

ྠ♫ࡢ♫ဨࡢ⤒Ṕࡣࠕࣘࢽ࣮ࢡࠖゝ࠼ࡿࠊ
ᵝࠎ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓேࡓࡕࡣࠊࠕᴗ⌮ᛕඹឤ
ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ≉Ṧ࡞ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡑࡇ㠃ⓑࡉࢆឤࡌ࡚ධ♫ࡋ࡚ࡃࡿேࡀከ࠸ࠋࠖ
బ⸨♫㛗ࡣ࠸࠸ࡲࡍࠋ
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 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 బ⸨බ୍
 ♫ဨᩘ 㸰㸶ྡ
 ᡤᅾᆅ ᯈᶫ༊ⶈ᰿㸰㸫㸯㸴㸫㸯㸮
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸳㸷㸯㸴㸫㸮㸶㸮㸯
 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼠㼗㼖㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌



 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ չㄔᐇ࡞ဴᏛࡀᾐ㏱ࡋ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡙ࡃࡾ

 ⴗཎ༳ๅᰴᘧ♫
 㸦༳ๅ㸧

ᐯЎƕɟভԡƴǍƬƨƠƝƱƴƓܲಮƔ
ǒज़ᜓƞǕŴǍƬƯƯᑣƔƬƨƱ࣬ƏŵƦ
Ʒኺ᬴ƴǇƨज़ᜓŵ

Ꮚࡶࡢ㡭ࡽᮏࡀዲࡁࡔࡗࡓࠋ

༳ๅࡣዟࡀ῝࠸

ⴗཎ༳ๅᰴᘧ♫ࡣࠊᴗ㸷㸮ᖺࢆ㉸࠼ࡿṔྐ

すᮧࡉࢇࡣࠊྠ♫ᑵ⫋ᚋࠊ༳ๅᕤሙෆࡢᵝࠎ

࠶ࡿᴗࠊ᭩⡠ࡢฟ∧༳ๅࠊ㟁Ꮚ᭩⡠ࠊ㹕㹣㹠ไ
స࡞ࠊฟ∧㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ࣅࢪࢿࢫࢆᡭࡅࡿ

࡞ᶵᲔࡢ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ⤒㦂ࡋࡓᚋࠊࡣᕤሙෆ
࡛᭱ࡶᆺࡢ㸳Ⰽᶵࡢࢧࣈᶵ㛗ࢆ௵ࡏࡽࢀ࡚࠸

♫࡛ࡍࠋ

ࡲࡍࠋ

ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓすᮧࡉࢇࡣࠊྠ♫ࡢᖜᗈ࠸
ฟ∧ࣅࢪࢿࢫࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡶᇶ♏ࡢ㒊ศࡶ࠸࠼ࡿ

୍⯡ࡢேࡽࡍࢀࡤࠊ༳ๅࡣᶵᲔࡀ⮬ື࡛ࡸࡗ

༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢࡋࡈࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡚ࡃࢀࡿࡶࡢᛮ࠸ࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ㸦ᣦᐃࡢ㸧Ⰽࢆ
ฟࡍࡢࠊࡇࡢ༳ๅᶵ࡛࠶ࢀࡤᇶᮏⓗࡇࡢࡃࡽ

すᮧࡉࢇࡣᏛᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚࿋᭹ᗑᑵ⫋ࠊ㈍
ဨࡢࡋࡈࢆ⤒࡚ࠊྠ♫㌿⫋ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㎶

࠸ࡢ㔞ࡢࣥ࢟ࢆฟࡍ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
Ẽ ࡀ㧗࠸ࣥ࢟ࡀࡍࡄ⦆ࡃ࡞ࡗࡕࡷ࠺ࡋࠊ㏫

ࡾࡢࡇࡘ࠸࡚ఛ࠺ࠊࠕඖࠎ╔≀ࡶዲࡁ

ᐮ࠸◳ࡃ࡚↛⦎ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
‵ᗘ࡛⣬ࡢ≧ែࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡕࡷࡗ࡚ࠊ⣬ࡀὶࢀ
ࡃࡃ࡞ࡗࡓࡾࡶࡋࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋࡔࡽே
ࡢᡭࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡞ࡿすᮧࡉࢇࠋ༳ๅ

࡛ࡣ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡓࡔࡶࡗ㐪࠺ࡇࢆࡋ
࡚࠸ࡁࡓ࠸࡞ࠊసࡿ᪉࠸ࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠺ࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᏊࡶࡢ㡭ࡢክࡀᮏᒇࡔࡗࡓࡋࠊ࿋
᭹ࡼࡾࡶᮏࡣேࠎࡢ㌟㏆࠶ࡿࡶࡢࠋࡑࢀ࡛ᮏࡢ
ᴗ⏺ࢆࡕࡻࡗぢ࡚ࡳࡼ࠺ᛮࡗ࡚ࠊⰍࠎ࡞♫
ࢆᣏぢࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ᭱⤊ⓗࡣࠗ༳ๅ࠘
ࡋࡼ࠺ࡗ࡚Ỵࡵࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࠸࠺ほⅬ࡛࠶ࢀࡤࠊ࿋᭹ࢆసࡿ
࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊᏊࡶࡢ㡭
ࡽᮏࡀዲࡁ࡛ࠊࡼࡃㄞࢇ࡛࠸࡚ࠊேࠎࡢ㌟㏆࠶
ࡿࡶࡢࢆసࡾࡓ࠸⪃࠼ࡓすᮧࡉࢇࠋ⮬ศࡢࡸࡾ
ࡓ࠸ࡇࡀ᫂☜࡛ࠊࡑࢀࢆ⾜ື⛣ࡍࠋ༳ๅᴗ
ࡢ㌿⫋ࡣࠊ⮬ศࡢ㍈ࢆࡋࡗࡾᣢࡗ࡚࠸ࡿすᮧ
ࡉࢇࡔࡽࡇࡑᐇ⌧ࡋࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ










〇㐀㒊 ༳ๅ⛉ㄢ ௵ すᮧ 㥴ࡉࢇ

ࡘ࠸࡚ࠕ㔞⏕⏘ရ࡛ࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊᮏᒇࡉ
ࢇ࡛ࣃࢵぢ࡚ࠗࡇࡢ࢝ࣂ࣮ࡀẼධࡗࡓࡽࠊ
⤮ࡀẼධࡗࡓࡽࡕࡻࡗぢ࡚ࡳࡼ࠺࡞࠘ࡗ
࡚࠸࠺ேࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡾࡍࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࢇ࡞㢼ேࡢᚰッ࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡢࡣࠊࡸࡗ
ࡥࡾேࡢᡭࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡽࡌࡷ࡞࠸࡞ࠋ
ࠖ
ࡶࠋᮏዲࡁ࡞すᮧࡉࢇࡔࡽࡇࡑゝ࠼ࡿࠊ┿ࢆ
✺࠸ࡓ࠾ヰࡋ࡛ࡍࠋ
ឤㅰࡉࢀࠊឤㅰࡍࡿࠋ
┿ᦸྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿすᮧࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓࡋࡈᑐࡍࡿ࠾ᐈᵝࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚
ࡃࡿࡇࡀᢡ࠶ࡿ࠸࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛≉༳
㇟ṧࡗ࡚࠸ࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡋ࡚ࠕ࠾ᐈࡉࢇࡀᕤ
ሙ❧ྜ࠸᮶ࡿࡇࡣࠊࡑࢇ࡞࠶ࡿࡇ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ❧ྜ࠸᮶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࡑࢀࡔ
ࡅⰍᑐࡋ࡚Ẽࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿࡽ᮶ࡽࢀࡿࡢ
࡛ࠊ⡆༢࡞࡛ࡣ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡢ
ࡢࡸࡾ᪉࡛࠶ࡿࠊฟ᮶ୖࡀࡗࡓࡶࡢᑐ
ࡋ࡚ࠊᚋ࡛Ⴀᴗᢸᙜࢆࡋ࡚ࠗឤືࡋࡲࡋࡓ࠘ࡗ
࡚ゝࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡣⰋ
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ࡗࡓ࡞ࡗ࡚ࠊ┠ࡢ⫧࠼ࡓ࠾ᐈࡉࢇࡽࡑ࠺ゝࢃ

ࡸࡗࡓࡽࠊ୍Ⓨ࡛ᾘࡋ㣕ࢇ࡛ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ࢀࡓࡇࡣࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡞ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ


ࡸࡗࡥࡾㄔᐇᑀ୍ᡤᠱࡸࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢ
ࡀᇶᮏ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋุ᩿ࡍࡿࡁᦆᚓ࡛ࡸࡿ





ࢇࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ≀ࡀṇࡋ࠸ṇࡋࡃ࡞࠸ࠊࡑ
ࢀุ࡛᩿ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࡁ࡞㛫㐪࠸
ࡣ࡞࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋࠖࡇࡸࠊࡘຊ



ᙉࡃㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ




༳ๅࡀዲࡁ



すᮧࡉࢇࡀࠊ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋࡑࢀࡣྠ




ࡌ㸳Ⰽᶵࡢᶵ㛗ࢆົࡵࡿඛ㍮ࡀࠕࠗࡇࡢேࡔࡽ
ࡇࡢࢆ௵ࡏࡓ࠘ゝࢃࢀࡿࡃࡽ࠸ࡢே࡞ࡢ࡛ࠊ

⮬ศࡢࡋࡈᑐࡋ࡚࠾ᐈᵝࡽឤㅰࡉࢀࠊࡑ

ࡑ࠺࠸࠺㢼ゝࢃࢀࡿே࡞ࡾࡓ࠸ࠋࠖ࠸࠺ࡇ

ࡢ࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ឤㅰࡍࡿࠊឤㅰࡢᛂ㓘ࠊࡑࢀࡣ
⫋ேෞᑾࡁࡿࠊ᭱㧗ࡢฟ᮶࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡢ

ࠋࡑࡋ୍࡚␒Ꮀࡋࡗࡓࡇࡣࠊࡑࡢඛ㍮ࡽ
ࠕ㸲Ⰽࡢࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠊୖᡭࡃ࠸ࡗ

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋឤㅰࡉࢀࠊឤㅰࡍࡿࠋ
☜⌋ࡋ࠸ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋ⮬ศࡀ୍ᡤᠱࡸࡗ

ࡓࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢࠗ࠶ࢀୖᡭࡃ࠸ࡗࡓࡡ࠘ࡗ
࡚࣏ࣟࡗゝࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡇࠋࠖࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࠾ヰࡋࡽࡶࠊㄔᐇ࡞♫㢼ࡀឤࡌࡽࢀࡲ

࡚సࡗࡓࡶࡢᑐࡋ࡚ࠊఱࡋࡽࡢࠊ〔ࡵ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡾࠊࡑ࠺࠸࠺࠾ゝⴥࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡗ࡚࠸࠺
ࡇࡀ༢⣧Ꮀࡋ࠸ࡋࠊࡸࡗ࡚࡚Ⰻࡗࡓࡗ࡚ᛮ

ࡍࠋ᭱ᚋすᮧࡉࢇ༳ๅࡀዲࡁᑜࡡࡿࠊ
ࠕዲࡁ࡞ࢇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡓࡵࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊ
ࡋࡋ∝ࡸ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

࠼ࡿࡽࠊࡔࡽ࠾ᐈࡉࢇࡶឤㅰࡍࡿࡗ࡚ࠊࡑ
࠺࠸࠺ឤࡌ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠖすᮧࡉࢇࠋ
ࡑ࠺࠸࠺⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀࠊすᮧࡉࢇࢆࡲࡓ୍
ẁࡁࡃᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢࡶ▱ࢀࡲࡏࢇࠋ
ⴗཎࣇࣟࢯࣇ࣮
すᮧࡉࢇࡢ┿ᦸ࡞ࡋࡈࢆ⫱ࢇࡔࡶࡢࠋࡑࢀࡣ
ྠ♫ࡢ⤒Ⴀ⌮ᛕࠕⴗཎࣇࣟࢯࣇ࣮ࠖࠊࡑࢀ
ࢆࠕ⾑⫗ࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࠖࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇࡽ⏕ࡳ
ฟࡉࢀࡿࠕ♫㢼ࠖ࠶ࡿ♫㛗ࡢⴗཎࡉࢇࡣㄒࡾ
ࡲࡍࠋࠕ࠺ࡕࡢ♫ࡢᴗ⌮ᛕࠊ⤒Ⴀ᪉㔪ࠊ♫㢼
ࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢඹឤ࡛ࡁࡿ᪉ࡀ࠺ࡕ࠸
ࡽࡗࡋࡷࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔࡽࠊ♫㢼ࡗ࡚♫ဨ୍ே
ࡦࡾࡢ㞺ᅖẼࡀ㞟ࡲࡗࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍ
ࡼࠋࡢ♫ࡢᕪูࡗ࡚㔜せ࡛ࡍࡅࠊᕪู
ࡗ࡚♫㢼ࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࠖ
ࡇ࠺ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓ♫㢼ࡣࠊࠕရ㉁㛵ࡋ
࡚ࡣࡍࡈࡃཝࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡶࡋఱ࣑ࢫࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ
⮬ศࡓࡕࡀ⏦ࡋヂ࡞࠸࡞ᛮࡗࡓࡽࠊ┦ᡭࡀẼࡀ
࡞ࡃ࡚ࡶๅࡾ┤ࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ㄔᐇ࡞ጼໃࡀࡍࡈࡃࠋᴗࡢ⚈
ࡣࡼࡃ⪥ࡋࡲࡍࡅࠊ୰ᑠᴗࡀࡑࢇ࡞ࡇ
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௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ⴗཎ ㄔࡉࢇ
ⴗཎ༳ๅᰴᘧ♫
 ᴗ ✀ ༳ๅ
 ᴗᖺ 㸯㸷㸰㸳ᖺ㸯᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸯㸪㸮㸮㸮
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ⴗཎㄔ
 ♫ဨᩘ 㸵㸮ྡ
 ᡤᅾᆅ ᩥி༊ᚋᴦ㸰㸫㸰㸯㸫㸯㸰
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸶㸯㸯㸫㸲㸰㸵㸰
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼔㼓㻙㼜㼞㼠㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ պ୍ேࡦࡾࡢ♫ဨᐤࡾῧ࠺ឡࡢ⤒Ⴀ

 ᶫᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫
 㸦㟁Ẽタഛᕤ㸧

ɧܤƩƬƨŵưǋᐯЎƷǍǓƨƍƜƱǛǍ
ǖƏƱƼᡂǜƩŵʻƸŴ
žᐯЎƕǍƬƨſ
ƱƍƑǔǋƷǛƠƨƍŵ
࠸࠸┦ㄯ┦ᡭ࡛࠶ࡾࠊᚰᙉ࠸࡛ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ

᭱ึࡣᏳ࡛ࡋࡓࠋ
ඃࡋ࠸㞺ᅖẼࡢ♫
ᶫᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫ࡣࠊ㟁Ẽタഛᕤࢆᑓ㛛ࡍ
ࡿ♫࡛ࡍࠋ
ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓᮌ㇂ࡉࢇࡣࠊࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ

㉥⩚ᰯ࡛ࡢカ⦎ಟᚋࠊᮌ㇂ࡉࢇࡣᶫᮏ㟁Ẽ
ᑵ⫋ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡲࡎࠊ♫㛗ࡀ
ዪᛶࡔ࠸࠺ࡇࠊ♫ぢᏛࡢࠊ♫ဨࡢ᪉ࡀ

ࡢࢫࢱࣥࢺ࣐ࣥࠊㆤ⚟♴ኈࡢࡋࡈࢆ⤒࡚ࠊ୰
ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㉥⩚ᰯࡢ㟁Ẽᕤ
⛉࡛㸯ᖺ㛫ࠊ⫋ᴗカ⦎ࢆཷࡅࡓᚋࠊ⌧ᅾࡢ♫

Ⰽࠎኌࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚ࠊ࡞ࢇඃࡋࡑ࠺࡞㞺
ᅖẼࡔࡗࡓࡢ࡛ࠋධ♫ࡋ࡚ࡽࡶࠊ♫㛗ࡽⰍࠎ
ኌࢆࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖヰࡋ࡚ࡃࢀࡲ

ᑵ⫋ࡋࡓࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞⤒Ṕࢆᣢࡗࡓ᪉࡛ࡍࠋ
㟁Ẽᕤࡢࡋࡈࢆ┠ᣦࡋࡓࡁࡗࡅࡘ࠸
࡚ࠊ
ࠕ∗ࡀ㟁Ẽᕤࡢࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊඖࠎ⯆
ࡣ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ⏨ᛶࡀከ࠸ୡ⏺࡛ࡍࡋࠊ
ዪᛶࡢ⚾ࡀ㣕ࡧ㎸ࢇ࡛㥆ᰁࡵࡿࡢ࡞ࡗ࡚Ᏻ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࡞࡞㋃ࡳฟࡏ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࠖ
ࡑ࠺ࡋࡓ࡞ࠊࠕ㸱㸮ṓ࡞ࡗࡓࡁࠊ᭱ᚋࡢ
ࢳࣕࣥࢫᛮࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇࢆࡸࡗ࡚
ࡳࡼ࠺ᛮ࠸ࠊ㉥⩚ᰯධᰯࡋࡲࡋࡓࠋࠖ

ࡋࡓࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓࠕඃࡋ࠸㞺ᅖẼࡢ♫ࠖࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㟁
Ẽᕤࡢࡗ࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࡣࡢᴗ⪅ࡉࢇᛣ㬆
ࡽࢀࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ♫ࡢ
୰ࡔࡅࡣᬮࡃࡸࢁ࠺ࡼゝࡗ࡚ࡲࡍࠋࡇࡇࡣ♫
ဨࡗ࡚࣮࣒࣍ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡛ࡍࡽࡡࠋ࣮࣒࣍

ࢢࣛ࢘ࣥࢻࡔࡅ࡛ࡶᴦࡋࡃࠋࡑࢀࡀ୍␒࡞
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㉥⩚ᰯධᰯࡋࡓᮌ㇂ࡉࢇ࡛ࡋࡓࡀࠊ ᛮࡗ࡚ࡲࡍࠋࠖ♫㛗ࡢᶫᮏࡉࢇࠋ♫㛗ࡢ♫ဨ
ࠕ㟁Ẽᕤ⛉ࡢ⏕ᚐ࡛ዪᛶࡣ⚾ࡔࡅࠊ᭱ึࡢ࠺ࡕ
ࡢ῝࠸ឡࡀ♫ࡢ㞺ᅖẼࢆࡾฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡣࡕࡻࡗሙ㐪࠸࡞ࡇࢁ᮶ࡕࡷࡗࡓ࡞ࠊࡣ
ᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊ࿘ࡾࡢⓙ
௰Ⰻࡃ࡞ࢀ࡚ࠊຓࡅ࡚ࡃࢀࡓࡾࡶࡋࡓࡢ࡛ࠊ᭱
ᚋࡢ᪉ࡣᴦࡋࡃカ⦎ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࠖᮌ㇂ࡉࢇࡣ
ᑵ⫋ࡋ࡚ࡽࡶࠊ⌧ሙධࡿ๓࡞㟁Ẽᕤ⛉
ࡢᣦᑟဨ㐃⤡ࡋࠊ┦ㄯࡶࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡇࠊࠕ⚾ࡗ࡚ᣦᑟဨࡢඛ⏕ࡣࠊ࡛ࡶ

ෆᴗ㒊 ᮌ㇂ ᫂㔛ࡉࢇ

⌧ሙࡣ㠃ⓑ࠸ࠊࡅ㞴ࡋ࠸ࠋ
ᮌ㇂ࡉࢇࡣࠊࠊ⌧ሙ௦⌮ேࡋ࡚ᕤ⌧ሙ࡛
ά㌍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ⌧ሙ࠸ࡿேࡢࢇ
ࡀ⏨ᛶࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣࠕⓙࡉࢇඃࡋࡃ᥋ࡋ
࡚ࡃࡔࡉࡿࡢ࡛ࠊ≉⮬⏤ࠊᒃᚰᆅࡀᝏ࠸
ࡇࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡓࡔࡋࠊᕤ⌧ሙࡣ⏕ࡁ≀ࠊᅗ㠃㏻ࡾࡣ࠸
࡞࠸ࡋࠊࡢᕤࡢㄪᩚࡶከ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ
ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㟁Ẽᕤࡣ㠃ⓑ࠸ࠊ࡛ࡍࡅ㞴ࡋ࠸
࡛ࡍࠋ࡞ࢇᮏᙜᝎࢇ࡛ࡿࡇࡀከ࠸࡛ࡍࠋ
ࠖ
ࠕࡲࡎࡣ⮬ศ࡛⪃࠼ࡲࡍࡅࠊ⮬ศ࡛⪃࠼࡚࠺
ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡣࠊ⫋ேࡉࢇඛ㍮⪺࠸୍࡚
⥴⪃࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋࠖࡓࡔࠊࡣពぢࡀ㣗
࠸㐪ࡗ࡚ࠊ⫋ேࡉࢇゝ࠸த࠸࡞ࡿࡇࡶࠋࡑ
ࢇ࡞ࡣࠕ⫋ேࡉࢇࠊᖺ㓄ࡢ᪉ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊẼࢆ
ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚ࠊ᭱ᚋࡣᬑ㏻ኌࢆࡅ࡚ࡃࢀ
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ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋⱝ࠸ࡶࡢࡕࡗ࡚ࡇ࡛ࡍ

ࢆ࠾㡸ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᑜࡡࡿࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡ㸦➗㸧ࠋࠖࡗࡇࡾࠋ
ᶫᮏ♫㛗ࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ୰ᑠᴗࡣேᮦࡀ㈈⏘ࠊ
ࡓࡔ⎍࡞ேࡣࡇࡢୡ࠸࡞࠸ࠊⓙẼ࡞Ⰽࠎ
ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡔࡽࡇࡑࠊ୍ேࡦࡾࡢ♫
ဨᐤࡾῧࡗࡓᑐᛂࢆࡋࠊ♫ဨ♫ࡀࠕඹᏑඹ
ᰤࠖࡋ࡚࠸ࡅࡿᴗࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ྠ♫ࡣࠊ⒴⒪ࢆࡋ࡞ࡀࡽົࡋ࡚࠸ࡿேࠊ
ฟ♫ᣄྰࢆ༙ᖺࡀࡾ࡛ඞ᭹ࡋࡓே࡞ࡀ࠸
ࡲࡍࡀࠊⓙࡉࢇ࠸ࡁ࠸ࡁാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡈ⮬㌟ࡢ㜚ࡢ⤒㦂ࠊᚅࡢᐇែࢆྲྀ
ᮦࡋࡓ๓⫋ࡢ⤒㦂࡞ࡽࠊேࡣⓙᵝࠎ࡞⫼ᬒࢆ
ᢪ࠼࡞ࡀࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼ࠊᮏ㉁ⓗࡣ⪅
ඃࡋ࠸⏕ࡁ≀ࡔ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡔ

カ⦎࡛Ꮫࢇࡔࡇࡀ⌧ሙ࡛⧅ࡀࡿ

ࡽࡇࡑࠊࡑࢀࡒࢀࡢ♫ဨᐤࡾῧࡗࡓ⤒Ⴀᑐࡋ

㉥⩚ᰯ࡛Ꮫࢇࡔᮌ㇂ࡉࢇࡀࠊ୍␒ឤࡌ࡚࠸ࡿ

࡚ࠊ♫ဨဨࡀࡑࢀࢆㄆࡵ࡚ࡃࢀࠊ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀ
ࡿࡢࡔࠋ

ࡇࡣࠊࠕ㟁Ẽᕤࡢୡ⏺ࡣዟࡀ῝࠸ࠖ࠸࠺ࡇ
ࠋࡑࡋ࡚ࠕ⌧ሙࡶⰍࠎぢ࡞࠸ᮏᙜศࡽ࡞
࠸ࡀከࡃ࡚ࠊ⌧ሙࡼࡗ࡚ᕤࡢ᪉ࡶࠊࡸࡿ
ࡶኚࢃࡿࡢ࡛㞴ࡋ࠸ࠋࠖ࠸࠺ࡇࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓឡ࠾ࡋ࠸ேࡓ
ࡕࡢࢆ࠾㡸ࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆ⤒࡚ࠕ㟁⥺ࡢ᥋⥆ࠊ
Ⰽࠎ࡞ᕤࢆᐇ㝿⌧ሙ࡛ぢࡿࡇ࡛ࠊカ⦎࡛᩿
∦ⓗᏛࢇࡔࡇࡀࡋࡗࡾ⧅ࡀࡗࡓࠖ࠸࠸
ࡲࡍࠋ

ࡑࢀࡣࡲࡉឡࡢ⤒Ⴀࡪࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡋࡓࠋ


ࡑࡋ࡚⌧ሙ࡛ᚓࡓࡶ࠺୍ࡘࡢᛮ࠸ࠊࠕ᭱㏆ࠊึ
ࡵ࡚⌧ሙࢆ୍ே࡛ࠊ᭱ึࡽ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡽࡏ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡑࢀࡣ⮬ศ࡛ぢࡓࡗ࡚࠸࠺㐩
ᡂឤࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࠖኚ࡞ࡋࡈࡔࡽࡇࡑ
ࢃ࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ⤒
㦂ࡽࠊࡶࡋ┠ࡢ๓㟁Ẽᕤኈ࡞ࡾࡓ࠸࠸
࠺ዪᛶࡀ⌧ࢀࡓࡽࠊࠕࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡽࢀࡿ
࡞ࡢ࡛ࠊࡶࡋ࡞ࡾࡓ࠸ࡗ࡚ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㠀
⫱࡚࡚࠶ࡆࡓ࠸ࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࠕࡇࢀࡣ⮬ศࡀࡸࡗࡓࢇࡔࡼࠖ
ᮌ㇂ࡉࢇࡣᑗ᮶ࡢክࡘ࠸࡚ࠕࡶࡗⰍࠎຮ
ᙉࢆࡋ࡚ࠊ࠸ࢁࢇ࡞ᘓ≀㛵ࢃࡾࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
ࠗࡇࢀࡣ⮬ศࡀࡸࡗࡓࢇࡔࡼ࠘ࡗ࡚࠸࠺ᘓ≀ࠊ
ఱṧࡿࡶࡢࢆᕤࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࡲࡗࡍࡄㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ୍ேࡦࡾࡢ♫ဨࡀࠊᑗ᮶ክࢆ
ᣢࡗ࡚ാࡅࡿࡢࡶࠊ♫㛗ࡢᶫᮏࡉࢇࡢᆅ㐨࡞ດຊ
ࡢ㈷≀࠸࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᶫᮏ ᫂Ꮚࡉࢇ

ᶫᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫
 ᴗ ✀ 㟁Ẽタഛᕤ
 ᴗᖺ 㸯㸷㸳㸶ᖺ㸲᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸯൨
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᶫᮏ᫂Ꮚ
 ♫ဨᩘ 㸳㸰ྡ
 ᡤᅾᆅ ㇏ᓥ༊ሯ㸰㸫㸰㸮㸫㸲
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸷㸯㸳㸫㸱㸯㸰㸯
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㻙㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ ջ♫ဨࡀᴦࡋ࠸ᛮ࠼ࡿ⫋ሙ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ


 ᰴᘧ♫ࣃ࣮ࢫࢪࣕࣃࣥ
 㸦ᐊྥࡅࢸࣞࣅ➼ࣞࣥࢱࣝ㸧

ʴဃƷέႻƷփಅŴыƷᅼᚥƸžΨ
ൢſ
ŵƠƝƱƸಏƠƍŵƦƏ࣬Ƒǔጏ್ނ
ƷƠƘǈǛᅈϋƴૢͳŵ
࠸ࡣඛ㍮୍⥴ẖ᪥ࠊඛ㍮ࡢ௳ࢆࡄࡿࡄࡿᅇ

ඛ㍮ࡽ࠸࠸♫ࡔ⪺࠸࡚
ᰴᘧ♫ࣃ࣮ࢫࢪࣕࣃࣥࡣࠊࢸࣞࣅࠊ෭ⶶᗜࠊ
ᗋ㢌ྎ࡞ࠊ㝔➼ࡢධ㝔ᝈ⪅⏝ရࡢࣞࣥࢱࣝ
ᴗࢆ୰ᚰᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ♫࡛ࡍࠋ

ࡿࠋࡑࡢ௳ࢆᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚⮬ศࡢᢸᙜ࢚ࣜࢆ
ᣢࡘ࠸࠺ὶࢀ࡛ࠊඛ㍮ࡀ㸯ᖺ㛫ࡶࡘ࠸࡚ࡃࢀࡿ
ࡢ࡛᰿᥀ࡾⴥ᥀ࡾᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࡋࠊ┦ㄯࡶ
ࡋࡸࡍ࠸࡛ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ㸯ᖺ㛫ࡶ࣐ࣥࢶ࣮࣐
࡛ࣥඛ㍮ࡀᣦᑟࡍࡿ࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡣࠊࣅࢪࢿࢫࡀ
≉Ṧ࡞ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㠀ᖖᡭཌ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ


ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓ┠㯮ࡉࢇࡣࠊ㸱ᖺ๓ᗈ࿌
௦⌮ᗑࡽ㌿⫋ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ྠ♫ࡢྲྀᢅ࠺ၟရࡣࠊ㝔⾜ࡅࡤࡼࡃ┠ࡍ


⟶⌮㒊⤒⌮࣭㈈ົࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢすᮧࡉࢇࡣࠊ
ࠕඛ

ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࢆᑓ㛛ⓗྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿ

㍮㛗࠸ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊᮏᙜ࠸ࢁࢇ࡞

♫ࡀ࠶ࡿࡇࡣពእ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ┠㯮
ࡉࢇࡢሙྜࡶࠊྠ♫ࡢࣅࢪࢿࢫࡢࡇࡣࡼࡃศ

ࢆ㌟ࢆ௨࡚ᩍ࠼ࡿࠋ㌴࡛ࡢ⛣ືࡀ㛗࠸ࡓࡵࠊ୍ᑐ
୍࡛ヰࡏࡿᶵࡶከࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓࡼࡗ࡚ࠊ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࢁࢇ࡞ࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿே㛫㛵ಀ

ࡽ࡞ࡗࡓࡅࢀࡶࠊࠕඛ㍮ࡀ㠀ᖖ࠸࠸♫ࡔ
⮬ศ࡛⬚ࢆᙇࡗ࡚ゝࡗ࡚࠸࡚ࠊヰࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡞
࡛ࠊࡢ♫㨩ຊࢆឤࡌࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊධ♫ࡋ

ࢆ⠏ࡃࡇࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋྠ♫
⊂⮬ࡢ⫱ᡂ᪉ἲࡣࠊࡑࢀࡔࡅࡲࡽࡎࠊ♫ෆ
ࡢே㛫㛵ಀࢆⰋ࠸ࡶࡢࡍࡿព࡛ࡶࠊຠᯝࢆୖ

ࡓࠋ
ࠖࡢࡇࠋලయⓗࡣࠕാࡁࡸࡍࡉࠊ♫ෆ
ࡢே㛫㛵ಀࡀࡍࡈࡃⰋࡃࠊ♫ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡶ┿ࡸࡾ࡞ࡀࡽ

ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓࠊ㛫ࡢ࣓
ࣜࣁࣜࢆࡋࡗࡾࡘࡅࡿ♫࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸࠺Ⅼ

Ⴀᴗࡢ⛎ジࡣࠕඖẼࠖ

ࢆ㨩ຊⓗឤࡌࡓࠋࠖㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ධ♫ᚋࡣඛ㍮㸯ᖺ㛫ே୕⬮
┠㯮ࡉࢇࡣࠊධ♫௨᮶ࠊႠᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྠ♫ࡢሙྜࠊႠᴗࡢẚ㔜ࡀ㧗࠸ࡇࡽࠊႠᴗ⫋
ࡢேᮦ⫱ᡂࡣࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡛ࡍࠋࠕ᭱ึࡢ㸯ᖺࡃࡽ










㛵ᮾႠᴗᡤ ┠㯮 ៅኴ㑻ࡉࢇ


ᐊྥࡅࡢၟရࢆྲྀࡾᢅ࠺ྠ♫ࡢႠᴗࡣࠊ
ᴗ⏺࡛ࡢࢩ࢙ࡀࡁࡃ▱ྡᗘࡀ㧗࠸ࡣ࠸࠼ࠊ
ࡢᴗ✀ࡢႠᴗࡣ㐪࠺㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
Ⴀᴗඛ࡛࠶ࡿ㝔➼࡛ࡢ┦ᡭࡣࠕົ㒊㛗ࠊ
㸳㸮㹼㸴㸮ṓ௦ࡢỴᶒࢆᣢࡘࠊ㝔⤒Ⴀࡢ࣮࢟
ࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡿᏑᅾ࡞ࡢ࡛ࠊゝⴥ㐵࠸㌟࡞ࡾ
ࠊ࠶ࡣ㝔࡞ࡢ࡛ࠊ㝔ෆࡢ࣐ࢼ࣮ࡸ࣮ࣝࣝ
࡞ࠊⰍࠎ࡞ࡇẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ┠㯮
ࡉࢇࠋ
ⱝ࠸┠㯮ࡉࢇࡗ࡚ࠊႠᴗࡢ┦ᡭࡋ࡚ࡣ
࡞ࡾᡭࡈࢃࡑ࠺࡞ẼࡶࡋࡲࡍࡀࠊႠᴗඛ࡛ࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠕᖺࡀ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡗ࡚
࠸࠺ࡢࡣ㏫୍ࡘࡢṊჾ࡞ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋᖺࡀ
㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠊඖẼࡉࢆ㠃ฟࡋࡓጼໃ࡛⾜ࡗ
࡚ࠊ࠾ᐈࡉࢇࡽࡋ࡚ࡶࠊከศᜥᏊࡉࢇፉࡉ
ࢇྠࡌୡ௦࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊࡑ࠺ᡭᐃࡋ
࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢ࠾ヰࡋ࡛ศࡽ࡞࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚
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ࡲࡓ౯್ほࡸ⤒㦂ࡀ␗࡞ࡿ♫ဨࡢຊࢆ⤖㞟ࡋࠊ
௦ࡢኚᶵᩄᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⤒Ⴀ⌮ᛕ
ࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓ⮬⏤࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿすᮧࡉࢇࡣゝ࠸ࡲࡍࠋࠕ⤒Ⴀ⌮ᛕ┠
ᶆࠊࡇࢀࡣᵝࠎ࡞ᶵࢆタࡅ࡚ࡋࡗࡾఏ࠼ࡿ
ࡇ࡛ࠊ౯್ほࢆඹ᭷ࡋࡘࡘࠊ⫋✀࣭ົᆅࢆ㉺
࠼࡚ୡ௦ูᶓࡢ⧅ࡀࡾࢆసࡗ࡚࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡑࡇ࡛⮬ⓗⰍࠎ࡞ពぢࢆฟࡋྜ࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆ⤒Ⴀྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ⤌ࡳࢆసࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓ⤌ࡳࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊ⤒Ⴀ⌮ᛕࡸ⤒Ⴀ
᪉㔪ᑐࡋ࡚♫ဨ୍ேࡦࡾࡀ⮬ศࡢࡇࡋ

ࡶࠊࡃ㡹ᙇࡿࠋ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼࡗ࡚࠸࠺

࡚ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࠋࠖ

ࠗࡃࡸࡾࡲࡍ࠘ࡗ࡚࠸࠺ࡼ࠺࡞ጼໃ࡛⾜ࡃ
ࠊྍឡࡀࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡾࠊࡣཝࡋ࠸

ࡀࠕᴦࡋ࠸ࠖ࠸࠺ࡇ

ࡇࡶゝࢃࢀࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡍࡅࠊ᭱⤊ⓗ
ࡣࠗ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࡡ࠘ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇࡶ
࠶ࡾࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋႠᴗඛ࡛ࡢ┠㯮ࡉࢇࡢዧ

┠㯮ࡉࢇࡣࡢࡋࡈࢆࠕᴦࡋ࠸ࠖ⾲⌧ࡋࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡘ࠸࡚すᮧࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡣࠕᴦࡋ࠸ࡗ
୍࡚␒ษ࡞ࡇࠋࡋ࡚ࡶࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ
ࡋ࡚ࡶࡑ࠺࡛ࡍࠋᴦࡋ࠸ࡗ࡚ᛮ࠼ࡿ⎔ቃࢆసࡽ࡞
࠸♫ࡣỌ⥆ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡇࡣព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ

㜚ࡪࡾࠊࡑࢀඃࡋࡃࡶཝࡋࡃᛂᑐࡍࡿ┦ᡭࡢ
ົ㒊㛗ࡢጼࡀ┠ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
┠㯮ࡉࢇࡣࠊඛ㍮ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ࠾ᐈᵝ
ࡽࡶ⫱࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ┠㯮ࡉࢇࡢ࿘ࡾࡣࠊᙼࢆ

࡛࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࢀࡣ୰ᑠᴗࡔࡽࡇࡑྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀࡋࡸࡍ࠸ࠋࠖ┿ࡗ┤ࡄㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡶࡢࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠊࡑࢇ࡞ࡇࡀឤ
ࡌࡽࢀࡲࡍࠋ
ேࢆ⫱࡚ࡿ⦪ᶓ↓ᑾࡢྲྀ⤌
ඖẼࠊ๓ྥࡁᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ┠㯮ࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࡢᇶ♏ࡣࠊྠ♫ࡢᵝࠎ࡞ேࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢᕤ
ኵࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ➨୍ࡀඛ㍮ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ
すᮧࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡣࠕྜࢃ࡞࠸ே㸯ᖺ㛫࠸࠺ࡢ
ࡣཝࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡀⱞ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊධ♫
㐺ᛶ᳨ᰝࢆཷࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡑࡢேࡢᛶ᱁
࡛ࡁࡿࡔࡅྜࢃࡏࡿࡓࡕ࡛ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡸ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࢆỴࡵ࡚࠸ࡃࠋࠖࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ

┠㯮ࡉࢇࡣࠕ๓ࡢ♫ࡢࡣࠊᮅ㉳ࡁ࡚ࠗ࠶࣮
ࣖࢲ࡞࠘ࡗ࡚ᛮ࠺ࡇࡀ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡣ
ࡑ࠺ᛮ࠺ࡇࡣࢇ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡇࡢࡀⱞ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊྠ♫
࡛ࡣᵝࠎ࡞ࡇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋすᮧࡉࢇࡣ
ࠕࡀⱞ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ୍ேࡦࡾࡢ♫ဨ
ྜࢃࡏ࡚┠ᶆタᐃࠊ┠ᶆ⟶⌮ࢆ⾜࠸ࠊᑠࡉ࡞㐩
ᡂឤࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ⤌ࡳࢆࡘࡃࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆࢣ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࠖࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇࠋ
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⟶⌮㒊 ⤒⌮࣭㈈ົࢢ࣮ࣝࣉ㛗 すᮧ ⿱୍ࡉࢇ
ᰴᘧ♫ࣃ࣮ࢫࢪࣕࣃࣥ
 ᴗ ✀ ᐊྥࡅࢸࣞࣅ➼ࣞࣥࢱࣝᴗ
 ᴗᖺ 㸯㸷㸶㸲ᖺ㸲᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸯㸪㸮㸮㸮
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 㧘すṇ༤
 ♫ဨᩘ 㸯㸮㸴ྡ
 ᡤᅾᆅ ᩥி༊ᮏ㒓㸳㸫㸰㸴㸫㸲
ᮾிࢡࣜࢫࢱࣝࣅࣝ
 㟁  ヰ 㸮㸱㸫㸱㸶㸯㸲㸫㸴㸶㸱㸶
 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼜㼑㼞㼟㼖㼍㼜㼍㼚㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌

࠺
  ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ ռ༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡣࢡ࢚ࣜࢸࣈ㸟


 ᰴᘧ♫ࣇࢡࣥ
 㸦༳ๅ㸧

ҮТೞǪȚȬȸǿȸƸᑥƴݣƢǔज़ᙾǛᄂ
ƗǇƢǯȪǨǤȆǣȖƳƠƝƱŵᐯЎƷ
˺ƬƨǋƷǛǈǜƳƴᙸƯǋǒƍƨƍŵ

࠸࠺ࡢࡣᑠࡉ࠸ࡇࢁࡽࡎࡗࡸࡗ࡚ࡲࡋࡓࡡࠋࠖ

ࡳࢇ࡞ぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡶࡢࢆసࡾࡓ࠸ࠋ

ࠕࡃࠊᙧࡍࡿࡢࡀᴦࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
࡛ࡶࠊᙧࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡶ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࡢ

ᰴᘧ♫ࣇࢡࣥࡣࠊᴗ㸵㸮ᖺࡢṔྐ࠶ࡿ༳
ๅ♫࡛ࡍࠋ᭱㏆ࡣ㉁ࡢ㧗࠸༳ๅ≀ࡢ〇సࡶ
㹕㹣㹠㛤Ⓨ࡞ࡢᴗࡶᡭࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡛ࡣ㸽ࠕࡳࢇ࡞ࡢ㌟㏆࠶ࡿࡽࠊࡳࢇ࡞ぢ࡚
ࡶࡽ࠼ࡿࡶࡢࡔࡽࠋࠖࠊᕝୖࡉࢇࡢࡶࡢ࡙ࡃ
ࡾᑐࡍࡿ㍈ࡣᑡࡋࡶᦂࡿࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋ

ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓᕝୖࡉࢇࡣࠊ୰ኸ࣭ᇛ⫋
ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉ࢆಟ
ᚋࠊྠ♫ᑵ⫋ࡋ࡚㸱ᖺࠊࡣ㸰Ⰽᶵࡢᶵ㛗

⮬ศࡢసࡗࡓࡶࡢࡀୡࡢ୰㸟

ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉ࡢカ⦎ࡣࠊ༳ๅᶵ࢜࣌
࣮ࣞࢱ࣮࡞ࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠋ༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮

ᐇࡣࠊᕝୖࡉࢇࡢᡭࡀࡅࡓ᭩⡠ࡣࠊࠊ᭩ᗑ
୪ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡶධཱྀṇ㠃ࡢᖹྎࡢୖࠋ⮬

ࡣࠊ㔜࠸⣬ࢆ✚ࡴ࡞ࡢຊࢆక࠺ࡋࡈ࡛ࡍ

ศࡢసࡗࡓࡶࡢࡀࠊୡࡢ୰ࡢከࡃࡢேぢ࡚ࡶࡽ
࠼࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠕࡸࡗࡥࡾᎰࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ
㐩ヰࡋ࡚ࡿࡶࠊࠗࡑࡢᮏぢࡓ࠘ࡗ࡚

ࡀࠊ࡞ࡐᕝୖࡉࢇࡣࠊ༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦ
ࡍࡇࡋࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠕࡶࡶࢹࢨࣥ
ࢆᏛࢇ࡛࠸࡚ࠊࡑࡢᑓ㛛Ꮫᰯ࡛༳ๅࡢຮᙉࡗ࡚࠸

ゝࡗ࡚ࡃࢀࡿᎰࡋ࠸࡛ࡍࡋࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡓࡾࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࢆぢࡿᎰࡋ࠸ࠋ
ࠖ
ᕝୖࡉࢇࠋ
㐩ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿᮏࢆࠊ⮬ศࡀ༳ๅࡋࡓࡇࢆ

࠺ࡢࡶᑡࡋࡔࡅࠗࡇ࠺࠸࠺ࡶ࠶ࡿࡼ࠘ࡗ࡚ヰ
ࢆࡉࢀ࡚ࠊࡑࢀ࡛༳ๅࡢ᪉ࡶᏛࢇ࡛ࡳࡓ࠸ᛮࡗ
ࡓࡢࡀࡁࡗࡅ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࠖࡶࠊ༳ๅࡢࡋࡈ
ゝ࠼ࡤࠊ㹂㹒㹎࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢࡼ࠺࡞ࣃࢯࢥࣥୖ

ヰࡏࡓࡇࡣࠕ㐩༳ๅࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡁࡗ

࡛ࢹࢨࣥࡍࡿศ㔝ࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊ࡞ࡐ༳ๅᶵ࢜
࣮࣌ࣞࢱ࣮ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠕ㹂㹒㹎ࡶ
⯆ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ༳ๅࢆ
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࣔࣀ࡞ࡿࠋࣔࣀࢆ⮬ศ࡛స
ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇࡀࡸࡗࡥࡾᴦࡋ࠸ࠋࠖᕝୖࡉࢇࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᚿྥࡣᏊࡶࡢ㡭ࡽ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛
ࠕ⤮ࢆᥥ࠸ࡓࡾࠊ⢓ᅵࢆ࠸ࡌࡗࡓࡾࠊࡑ

⏕⏘⤫ᣓ㒊 ༳ๅㄢ ᕝୖ ⍞ᕫࡉࢇ

ࡅ࡞ࡗࡓ࡞ࠋ㸦ୡࡢ୰ࡣ㸧༳ๅࡼࡾࡣࠊ
ࢹࢨࢼ࣮ࡸࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ࡢ᪉ࡀ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ༳ๅࡢࡇࡶࡶࡗ▱ࡗ࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸࡞ࡗ࡚Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
༳ๅࡣࢡ࢚ࣜࢸࣈ
ᕝୖࡉࢇࡣࠊ༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡣࠊࢹࢨ
ࢼ࣮ࡸࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ྠࡌࡃࡽ࠸ࢡ࢚ࣜ
ࢸࣈ࡞ࡋࡈࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࠕᑓ㛛
Ꮫᰯ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡶࠗ༳ๅࡣࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞
࡛ࡍ࠘ࡗ࡚ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊカ⦎ࢆཷࡅࡿ๓
ࡽࠗࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞ࢇࡔ࠘ࡗ࡚ᛮࡗ࡚ࡲࡋࡓࠋ
ࠖ
༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡣࠊ⣬ࢆ✚ࢇࡔࡾࠊᶵᲔࡢタ
ᐃࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠕⰍࢆぢࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ㛵ࡋ࡚
ࡣ࡞ࡾឤぬࡀࡁ࠸ࠖᕝୖࡉࢇࠋᕝୖࡉࢇࡢ
ឤぬࢆ◊ࡂࡲࡋ࡚ࠊᶵᲔ࡛ࡣ࠺ࡶ࡞ࡽ࡞࠸
ࡇࢁࢆㄪᩚࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࠊ
ࠕࡇࡢ

- 27 -

ࡣⰍࢆぢࡿຊࡀษ࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࡞ࠊᛮ

␒ࡢᩍ⫱࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ

࠸ࡲࡍࠋࠖ༳ๅࡣᶵᲔࡀๅࡿࡅࢀࠊ᭱ᚋࡣேࡢ
ឤぬࡼࡿࡶࡢࠊࡑࡇࡀࢡ࢚ࣜࢸࣈఛ࠺

ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ᮾிࡢ┿ࢇ୰࠶ࡿ༳ๅ♫ࠊࡑࡢព⩏

ࠕࡑ࠺࡛ࡍࠋࠖᕝୖࡉࢇࡣࡁࡃ⫯ࡁࡲࡋࡓࠋ

ᕝୖࡉࢇࡣࠕ♫ෆࡢே㛫㛵ಀࡣⰋዲࡔᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ⤖ᵓẼ㍍ⓙࡉࢇ࠾ヰࡋࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࠋ
ࠖ
ࠋࡑ࠺ࡋࡓ⎔ቃࡢ୰࡛ࠕᶵᲔࡢࡇࢆࡶࡗ▱
ࡾࡓ࠸ࠋ㸰Ⰽᶵ௨ୖࡢ㸲Ⰽᶵࠊ㸳ⰍᶵࡶẼ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋࠖᑗ᮶ࢆ┿ࡗ┤ࡄぢワࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⸨ཎ♫㛗ࡣࠕ࠾ᐈᵝࡽཝࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ࢆ࠸ࡓ
ࡔࡃࠊရ㉁ඃඛࡢ♫࡛ࡍࡢ࡛ࠊ⌧ሙࡢ⭎ࡶⴠࡕ
ࡲࡏࢇࠋࡇࡇᩥி༊ࡢᮾிࡢ┿ࢇ୰ᕤሙࡀ࠶
ࡿពࡣࡑࡇ࠶ࡿࠋཝࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ྲྀࡾ⤌ࡴ
࠸࠺ጼໃࢆኚ࠼࡚ࡋࡲ࠺ேᮦࡶ⫱ࡓ࡞࠸ࠋࡑ
ࢀࠊ㞴ࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ࡢ᪉ࡀࡸࡗࡥࡾฟ᮶ࡓࡢ

カ⦎ࡣ㐪࠺⌧ሙࡢཝࡋࡉ

♫ဨࡢᎰࡋࡉࡶ㐪࠺࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠋ࠾ࢆ㐠Ⰻࡃ

ᕝୖࡉࢇカ⦎⌧ሙࡢ㐪࠸ࢆఛ࠺ࠕ⌧ሙ࡛
ࡢసᴗࡣカ⦎ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡢ㸰ಸࠊ㸱ಸࠊࡶࡗ࡛

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿẼࡀࡋࡲࡍࠋࠖㄒࡾࡲࡍࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓཝࡋ࠸࣮࢜ࢲ࣮ࠊ ࠸ே㛫㛵ಀࡢ

ࡍࡡࠋカ⦎࡛ࡣ୍ࡘࡦࡘࡢసᴗࢆᑀᩍ࠼࡚
ࡶࡽ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊ♫࡛ࡣຠ⋡ࡼࡃࠊࢸ࢟ࣃ࢟
ࢆࡍࡿࠊࡢ㏿ࡉࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ

୰ࠊᕝୖࡉࢇࡣࡇࢀࡽࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ᭱ᚋᕝୖࡉࢇ༳ๅࡢࡋࡈࡣኳ⫋࡛ࡍ

ࡢࡇࠋࡑ࠺ࡋࡓ♫࡛ࡢᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⤖
ᵓඃࡋ࠸ឤࡌ࡛ᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶཝࡋ࠸
ேࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࣓ࣜࣁࣜࡀࡕࡷࢇ࠶ࡗ࡚ࠊࡋࡗ

ᑜࡡࡲࡋࡓࠋᕝୖࡉࢇࡣࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ㐺ࡋ࡚
࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ➗ࡗ࡚⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡾᢏ⾡ࡀ㌟࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࡲࡓࠊࠕ⤖ᵓࡇࡢ♫ࡣⰍࠎ᪂ࡋ࠸ࡇࢆࡸࡽ
ࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࠊᶵ㛗ࡢࡶ᪩࠸࠺ࡕᩍ࠼
࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋࡑࡋ
࡚ࠊᶵ㛗࡞ࡗࡓࡶ᪥ࠎᏛࡪࡇࡀከࡃࠕࢺࣛ
ࣈࣝࡀ㉳ࡁࡓࠊᶵᲔࡀṆࡲࡗࡕࡷࡗࡓ
࠺ᖐࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡲࡔࠊ
ࡕࡻࡗศࡽ࡞࠸ࡇࢁࡀከ࠸ࡢ࡛ࠋࠖࠊ
ᚋࡶᕝୖࡉࢇࡢዧ㜚ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺࡢ⸨ཎࡉࢇࡣࠊ♫ෆࡢேᮦ⫱ᡂࡘ
࠸࡚ࠕ࠾ᐈࡉࢇࡢ࠾ࢆ┤᥋⮬ศࡀࡸࡗ࡚〇ရ
ࡋ࡚ୡࡢ୰ฟࡿࠊࡑ࠺࠸࠺⥭ᙇឤࡢ୰࡛
ࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡃࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ୍␒ࡢᩍ⫱࡞ࡿࠋࠖ
࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠕ࠺ࡕࡣ୰ᑠᴗ࡞ࡢ࡛ࠊධ♫
ࡽⰍࢇ࡞㒊⨫࡛Ⰽࢇ࡞⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛ࠊⰍࢇ࡞❧
ሙࢆࢃࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ㸯㸮ᖺࡃࡽ࠸⥆ࡃࡇࡀ୍
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௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ⸨ཎ ಇ୍ࡉࢇ
ᰴᘧ♫ࣇࢡࣥ
 ᴗ ✀ ༳ๅ
 ᴗᖺ 㸯㸷㸲㸶ᖺ㸵᭶
 ㈨ᮏ㔠 㸵㸪㸰㸮㸮
 ௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ⸨ཎಇ୍
 ♫ဨᩘ 㸴㸯ྡ
ᡤᅾᆅ ᩥி༊㡢⩚㸯㸫㸰㸱㸫㸱
 㟁 ヰ 㸮㸱㸫㸱㸷㸲㸴㸫㸰㸰㸶㸯
 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼒㼡㼗㼡㼕㼚㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㻌

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ୰ᑠᴗࢫࢺ࣮࣮ࣜ սᮏ≀ᚿྥࡢ㢳ᐈࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿேࢆ⫱࡚ࡿ

 ᰴᘧ♫࣑ࣖ࣎ࢹ࣮
 㸦⮬ື㌴㌴యᩚഛ㸧

ǍƬƺᠴǊǔƴࡽƖသǊǒǕǔǑƏƴƳ
ǔǇưǍƬƯǍǖƏƱŵ˟ᅈƷМႩƴƳǔ
ƠƝƱǛƞƤƯǋǒƑǔƱॖᜤǋ٭ǘǔŵ
࠸࡞ࡗ࡚ࠋ⮬ศࡀᙺ❧ࡗ࡚࡞࠸࡞ࡗ࡚࠸࠺ࠊ

⮬ศࡢ㌴ࡣ↛⯆࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ
ᰴᘧ♫࣑ࣖ࣎ࢹ࣮ࡣࠊ⮬ື㌴㌴యᩚഛࡢ
♫࡛ࡍࠋ⮬ື㌴ࢆ࠾ᣢࡕࡢ᪉࡞ࡽࠊ㌴యࡘ࠸ࡓ
࢟ࢬࡸ࣊ࢥ࣑ࡢಟ⌮࡞࡛ࠊ୍ᗘࡣ࠾ୡヰ࡞ࡗ
ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓ▮⏣ࡉࢇࡣࠊ୰ኸ࣭ᇛ⫋
ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᯈᶫᰯࡢ⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉
ࢆಟᚋࠊྠ♫ධ♫ࡋ࡚㸯㸰ᖺࠊࡣ⯚Ώᗑࡢ
ᗑ㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
▮⏣ࡉࢇࡀᯈᶫᰯධᰯࡋࡓࡁࡗࡅࡣࠊࣂ
ࢺඛࡢඛ㍮ࡽࡢࢻࣂࢫࡔࡗࡓࡑ࠺࡛ࠊࡶ
ࡶ⮬ື㌴ࡀዲࡁ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡣ
ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࠕ⮬ศࡢ㌴ࢆ࠸ࡌࢁ࠺
ᛮࡗࡓࡇࡣ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ࠸ࡌࡗ࡚࡞࠸ࡋࠊพ
ࢇ࡛ࡲࡍࡋࠊቑ࠼ࡕࡷ࠺ࢇ࡛ࠋࠖࠊ࠾ᐈࡉ
ࢇࡽࡢࡋࡈ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇࠋ
 ࡸࡗࡥ㎡ࡵࡿᘬࡁ␃ࡵࡽࢀࡓ࠸ࠋ

⯚Ώᗑ ᗑ㛗 ▮⏣ ඖ㈗ࡉࢇ

⮬ື㌴㌴య⛉ࡢカ⦎ࡣࠊ㸰ᖺ㛫ࠊ
ࠕ⤖ᵓࡁࡘࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋఇࢇࡌࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠋࠖࡑࢀ࡛ࡶࡋࡗ
ࡾカ⦎ࡋ࡚ࡢ♫ධ♫ࡋ࡚㸯㸰ᖺࠊ᭱ึࡣ
ࠕࡍࡄ㎡ࡵ࡚ࡸࢁ࠺ᛮࡗ࡚ࡲࡋࡓࡡ㸦➗㸧ࠖ
ࠕࡸࡗࡥఱࡶฟ᮶࡞࠸ࡋࠊ࠶ࢇࡲᙺ❧ࡗ࡚࡞

ࡔࡽࡘࡲࢇ࡞࠸ࡋࠊ࿘ࡾࡶඛ㍮ࡤࡗ࡛ࠊཱྀ
ࡣฟࡉ࡞࠸ࡅࠊࠗ㑧㨱ࡔࡼ࣮࠘ࠗ࣎ࢵࡋ࡚ࢇ
ࡌࡷࡡ࣮ࡼ࠘ࡳࡓ࠸࡞㞺ᅖẼ࡛ࡋࡓࡡࠋࠖ
ࡑࢀ࡛ࡶẼࡃ㸯㸰ᖺࠊ᭦ཤᖺࡽࡣᗑ㛗ࠊ
⥆ࡅ࡚ࡇࢀࡓ⌮⏤ࢆࠕࡸࡗࡥ㎡ࡵࡿᘬࡁ␃ࡵ
ࡽࢀࡓ࠸࡛ࡍࡼࡡ㸦➗㸧ࠋ࠶ࡢࠊ㎡ࡵࡓ࠸ࡗ࡚
ゝࡗࡓࡽከศࠗ㎡ࡵ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠘ࡗ࡚ゝࢃࢀ࡚ࡓ
ࢇ࡛ࠋࠗ㎡ࡵ࡞࠸࡛ࡃࢀࡼ࠘ࡗ࡚ゝࢃࢀࡿࡲ࡛ࡣ
㡹ᙇࢁ࠺࡞ᛮࡗ࡚ࠋࠖ▮⏣ࡉࢇࠋ
ᐇࡣࠊ▮⏣ࡉࢇࡣࠊ㸯㸰ᖺ⤒ࡗࡓ࡛ࡶࠊ♫ෆ
᭱ᖺᑡࠋ᭱ᖺᑡࡢ▮⏣ࡉࢇࡀᗑ㛗࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
ࠕ♫㛗ࡀ⪺࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࠗㄡࡀࡸࡿ࠘ࡗ࡚ࠋ
ࡳࢇ࡞ࡸࡽ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗࡓࢇ࡛ࠊࡌࡷ࠶ᛮࡗ
࡚ࠋࠖ▮⏣ࡉࢇࡀᘬࡁཷࡅࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡘ࠸࡚ࠊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺࡢᐑࡉ
ࢇࡣࠕ⊂❧ࡋࡓ࠸ࠋ⮬ศ࡛♫㛗࡞ࡾࡓ࠸ࡗ࡚ゝ
࠺ேࢆ᥇⏝ࡋࡓ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡇࡑࠊ▮⏣ࡃࢇ
ࡳࡓ࠸ᗑ㛗ࡸࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡶࠊ⊂❧ࡢ୍ࡘࡢᙧ
࡛ࡋࡻ࠺ࡋࡡࠋࡑ࠺࠸࠺᪉ࡣ᪩ࡃ᠈࠼ࡓ࠸ࡽ୍
ᡤᠱࡸࡾࡲࡍࡋࠊ୍ᡤᠱ྾ࡋࡲࡍࡽࡡࠋ
ࡑࡋ࡚࠺ࡕࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡃࡲ࡛ࠊᇶᮏⓗධཱྀ
ࡽฟཱྀࡲ࡛ᩍ࠼ࡲࡍࠋࣇࣟࣥࢺࡽࠊႠᴗ
ࡲ࡛ࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿ⊂❧ࡋࡓᙉ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᡃࠎࡢᴗ⏺ࡀᙅ࠸ࡢࡣႠᴗຊࠋࡑࢀ࡛ࠊ▮⏣ࡃࢇ
ࡀᡭࢆୖࡆ࡚ࠗ⚾ࡸࡾࡲࡍ࠘ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓࢇ
࡛ࡡࠋࡋࡗࡾᩍ࠼࡚ࠊࡔ࠸ࡪ᠈࠼ࡓᛮ࠸ࡲࡍ
ࡅࡶࠊᙼࡢ⪃࠼᪉ࡶᙜ↛࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡽࠋู
ࠗ࠶ࢀࡀࢲ࣓ࠊࡇࢀࡀࢲ࣓࠘࡞ࢇ࡚ࠊ⚾ゝ࠺ࡘ
ࡶࡾࡉࡽࡉࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࠋࡃ♫ࡀ㯮Ꮠ࡞
ࡽ࡞࠸ࢲ࣓ࡔࡼࡣࠊࡣࡗࡁࡾゝࡗ࡚ࡲࡍࠋ
ࠖ

ࡸࡿẼࡣࡇࡽ㸽
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࠕࡍࡄ㎡ࡵ࡚ࡸࢁ࠺ࠖᛮࡗ࡚࠸
ࡓ▮⏣ࡉࢇࡀࠊࡍࡄ㎡ࡵ࡚࠸ࡃⱝᡭ♫ဨࢆᶓ┠
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࡛ࡍࡅࠊⰍࢆ㸦࢟ࢬࡢ࡞࠸⟠ᡤ㸧ྜࢃࡏࡿࡢ
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♫ࡢࡓࡵࠊ♫ࡢ┈࡞ࡿࡼ࠺࡞ࢆࡸࡽ

ࡓࡡ࠘
ࠗࡇࢇ࡞ࡁࢀ࠸ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠶ࡾࡀ࠺࠘

ࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㡭ࡽࡣࠊࡲ࠶㡹ᙇࢁ

ゝࢃࢀࡿࠊⰋࡗࡓ࡞ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ

࠺ࡗ࡚࠸࠺ࠖࡩ࠺ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓ࠸࠸ࡲࡍࠋ
♫ࡢ┈ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࡋࡈࢆࡍࡿࠊᐑ

▮⏣ࡉࢇࠋࠕᮏ≀ᚿྥࠖࡢ฿᮶ྥࡅࠊ╔ࠎࡑ
ࡢ⭎ࢆ☻࠸࡚࠸ࡿឤࡌࡲࡋࡓࠋ

ࡑ࠺ࡋࡓ┠ࡢ⫧࠼ࡓ࠾ᐈᵝࠕࠗࡁࢀ࠸࡞ࡗ

♫㛗ࡢ࠸ࠊ▮⏣ࡉࢇࡢẼᣢࡕࡀ㔜࡞ࡗࡓࡇ
ࡇࢀࡽࡣࠕேࠖ
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ࡶฟ᮶ࡿேࡀᚲせ࡞ࢇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ேࢆ⫱࡚
ࡿࡣࠊ࠾࠸ᡃ៏࡛ࡍࡼࡡࠋࢲ࣓࡞ࡶࡢࡣࢲ
࣓ゝ࠺ࡇࠊุ᩿㏞ࡗࡓሙྜࡣⓙ࡛⪃࠼࡚ࠊ
᪉ྥࢆᐃࡵࡿࠋࡲࡉẸ⩏࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࠖ῝
࠸ᐑ♫㛗ࡢ࠸ᑐࡋ࡚▮⏣ࡉࢇࢆ୰ᚰࠊ♫
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࠸࡚࠸ࡃࠊྠ♫ࡢࡇࡇࢁࡊࡋࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
⮬ື㌴㌴యᩚഛࡣᚋࠕᮏ≀ᚿྥࠖ

⮬ື㌴㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡣ㸿㹇➼ࡢά⏝ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌴యᩚഛࡢࡋࡈ
ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀຍ࠼࡚ࠊ࠶㸰㸮ᖺࡃࡽ
࠸࡛ᨾࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸㌴ࡀฟ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࡢ
ண ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓ⮬ື㌴ࢆᕠࡿ⎔ቃࡢ⃭
ኚࡢ୰࡛ࠊ⮬ື㌴㌴యᩚഛࡢࡋࡈࡣࡢࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᐑ♫㛗ࡣࠕⰍࡀẼධࡽ࡞࠸ࡽሬࡾ᭰࠼ࡿ
ࠊྂ࠸㌴࠺ࡋ࡚ࡶࡾࡓ࠸ࠊᮏᙜ
㌴ࢆឡࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ㌴ࢆ┤ࡍࡗ࡚࠸࠺♫ࡀ࠸
ࡎࢀ᮶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ࡛ࡶᏳࡅࢀࡤ࠸࠸࠸࠺
᪉ࡣᏳࡉࢆࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁᣢࡗ࡚⾜
ࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࡁࢀ࠸┤ࡋࡓ࠸࠸࠺࠾ᐈᵝ
ࡣᡃࠎࡢࡇࢁ᮶࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ
⮬ື㌴㌴యᩚഛࡢࡋࡈࡣᚋ┈ࠎࠕᮏ≀ᚿྥࠖ
ࡀᙉࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ▮⏣ࡉࢇࡣ
ሬࡢᢸᙜ࡛ࡍࡀࠊ࢟ࢬࡢ⟠ᡤࢆሬࡍࡿࡇ
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ひとつ、ひとつの

中小企象ストーリー⑩曜かいコ.~.:.ヶーシヨシと地道な人材育成

u 会主tルケオ
〈先学製品製造・廠宛}

あえて、中小企業に飛び込んだ。人と人と
の温もりのあるコミュニケーションを取り
ながら、しごとがしたかったから。

『中小企象に入りたい』
線式会社ルケオは、高性能な偏光板や波長板を
製造・販売する会社です.偏光板、波長桜は研究
用など専門性が高い顕微鏡に使われ、また、天文
の観測機器などにも使われる製品ですが.一般に
は馴染みの薄い製品です。
今回お街しを伺った商摘さんも入社当初はそ
んな感じだったようです.
高橋さんは、会〈畑違いの建叡関係の会社から
lO4F前ζ
i転職してきました.入社を決めた理由
は
、 「
会社の雰囲気J だそうです.転臓先を考え
るなかで、『会社の写真を見て、なんか明るい会
:感じて応募したそうです。
社なのかなJ l
『
前の会社は大きい会社で、人と人が明書ること
があまり無かったので、中小企業に入りたいな、
少ない人数の中でその人たちと関係を築いて、密
にやっていきたいという思いがありました.
J

すごいロミュェヶーシヨンの取れる会社だなあ、
選んでE解だった.
Jr
みんな興味鯵々で近づいて
来てくれて. 前の仕事は何やってたの ?Jとか、
『仕事、大丈夫 ?Jとか声を豊島けてくれる人もい
て、温かい会社だな.居心地がいいし、すご〈自
J と感じているそうです.
分に合っている .

r

代表取締役社長の音村さんは、「社内外でのコ
ミaエケ}ションは大切だと恩ってい*すので
最近はそとにカを入れています。昨年は 1年間、
、 2時間程度、パートさんも含め全社員
月に 1園
でコミュ=ケ]シヨンセミ ナ}をやりました.こ
のセミナーで、皆が話しやすくなり京したし、基
本的なことは学べました.J とのこと.高橋さん
が感じた社内に流れる温かいコミ品ニケーショ
ンは、こうした地道な取組が支えているのです。
先箪に感創.お客織に.樹

高槍さんの入社後、最初のしごとは営業。文系
出身の高摘さんにとって、光学製品を大学の研究
者に対して営業するのは大変だったようですが、
そうした理由で入社した高橋さんですが、コ
「
是初は先輩の営業に同行させてもらい、どうい
ミュニケ}シ沼ンは好きではあるけれど、得意守
う鋭明&するか生で見て、それを@考に自分なり
はないと 言います.そんな高橋さんですが、 「
ル
1
ね、『何故こうい
ケオに入ったら、いろんな人が戸を掛けてくれて、 にアレンジしながら J経般を1
う簡をしたんですかつて先筆に質問したりしな
Jとのこと.
がら少しずつ勉強していった.
それでも『本当、奥が深い.首t
l
.
:
:教えていただ
くという気持ちでお客様と接 していましたけそ
して、「相手は博士や研究のスベシヤジストです。
分からないことは『分かりません、敬えてくださ
いJ とはっきり言うようにしました.先量E
の姿
を見て、強だけは絶対につかないといつも心掛け
ています。Jとまっすぐな自で語ってくれました。
このように先輩に育てられ、お客様に育てられ
た高橋さんは、「お客様の前に出るまでの先隼に
高相暗車斗さん
感謝、出てからはお客様に感謝、それだけですね.
温かいコ.~.:.ケーショシ
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慣れ合いで失敗を隠すわけではなく、お互い駄目

今の自分があるのは~J と感じているそうです.

なところは言い合える、そういう仲間が社内外i
と
築けたのはすごく良かった.
J と感じています。
社長の音村さんは「私も色t憶えるのに時間
がかかるタイプなので結呆を焦らない.皆さん色
んな事を思いながら、考えながら、私自身も含め
成長しますので、そういう書提携を提供することが
大事だと患います.結果を焦っていい事はない'
.J
そうしたルケオの企業理念は 「
働きやすい職場
から、お客様のニーズに合った製品を積極的に生
み出し、社会に貢献する J です。同社にとって、
働きやすい臓婦とは、『社員同土でロミュエケ}

O
)
.
し

『喜びJ

ションが取れていること」であり、そういう環境
は「お客様のエーズのことを取り入れて製品開鎗
していこうよ J~いった発想が溢れ、これを集め
て、新しい技術を生み出していけるのだと官いま

お客様と直に接する営業は、闘灘な注文に応え
た時など、お客様に喜んでもらえて「やってて良
かった』と感じたそうです.ー方で、『苦労して
お客様の希望に応えるものを作ってくれた工場
の人たちに、お客様の『ありがとう』が伝わらな

す.そしてそれを支える「向上心がある人、勉強
していく意欲がある人.そういう人を一番に求め
ています。 j

いとそチペーションが上がらない.そこは営業が
しっかり伝えるととが大事'
.
J と感じています.
高橋さんが、そう思うのは、お客様から態しい

最後に音村さんは「皆にやりがいがあって、
生きがいがあって、働きがいがある安全安心な場
を提供出来たらすごく怨しい.
J 左、会社の未来
をにこやかに諮ってくれました。

注文が来たとき、工場の方から 「
無理だよ.出来
ないよ.
J と言われると、営集は板挟みになって
悩むととになるのですが、最後には「聞に挟まれ
ている、私がかわいそうと思ってくれ前こんだと思
います.営業が図っているから工場でなんとかし
ようと頑張ってくれ主した.
Jそれとは逆に 『
工
場が困っているから営業が何とかしよう け とい
うことも径厳し、お互いが助け合う会社、仲間意
識の強い会社だと感じるようになったそうです.
今、高摘さんは、営業を隠れ、資材調途のしご
とを任されています。関逮先の多くが磯人さんの
ため 「
ここでも.r
r
分からないので敬えてくださ
い』から始まり、少しずつロミュエケ}ションを
増やし、良い闘係を築けてきています.電話をす
ると、以前は『後にしてくれ』でしたが、今は色身
左数えていただいて日占勉強になっています.
J

千惜取締役社長音材健太郎さん

練ま会主tルケオ
創.年 1966年 9J
1
.積先学.晶...・康男
資本会 4， 000万円
代表.#

ゆっ<1:.1と丁寧に人を育てる

f
t
縁取鯵&聖士曇

吉村健太郎

鉱 員 磁 器 84
:
1
所在綿織繍医大山金持町 30.9"
署

これまでを振り返って高橋さんは、『ゆっくり

電 席 。 3‑3956‑4111 {代虫}

と丁寧に育てていただき、戚Z
射しています'.Jま
た、そうした中で「街せる仲間ができた.それも

M・=仇附胤I
同 ・0
，・o
o
j
p
l
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ࡋࡈᑐࡍࡿጼໃ࡞ࡶేࡏ࡚Ꮫࡪࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡽ࡛ࡍࠋ
࠸ࢃࡤࠊ⫋ᴗカ⦎ࡣࠊᑵ⫋ࡍࡿࡇᏳࡢ࠶
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ࡋ࡚࠸ࡓே࡛ࡶࠊࡑࡢࡁ࡞ኚ᭱ึࡣࡲ
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ࣅࢫ࡛ࡍࠋ
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Ẽ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡵࠊᵝࠎ࡞ᴗ✀ࡢᴗ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ
⫋ᴗカ⦎ࡣࠊ࠶࡞ࡓࢆ☻ࡃሙᡤ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

ศࡢ⏕άࢆᨭ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᑵ⫋࠸࠺ࡁ࡞ኚᏳࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊ⫋ᴗ

ࡋࡋࠊ୰ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࡁ࡞ኚࡢ୰࠸

カ⦎࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ᳨ウࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡁ࡞ࡾ㣕ࡧ㎸ࡴ๓ࠊ‽ഛᮇ㛫ࢆᣢࡕࡓ࠸ᮃࡴ
ேࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࠕ⫋ᴗカ⦎ࠖࡣ㸽
࠶࡞ࡓࢆ☻ࡃሙᡤ ⫋ᴗカ⦎
ࡑ࠺ࡋࡓேࡣࠊ㠀ࠊ⫋ᴗカ⦎ࢆ࠾່ࡵࡋࡲ
ࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⫋ᴗカ⦎ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀࡸࡾࡓ࠸ࡋ
ࡈᑵ⫋ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᢏ⬟ࡸᢏ⾡ࢆᏛ
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫋ᴗேࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼ࡸࠊ⪃࠼᪉ࠊ

බඹ⫋ᴗカ⦎ࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾ⾜ᨻᶵ㛵ࡀࠊࡋࡈ
ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿேᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡍࠋ
㸰ᖺࡽ༙ᖺࡢᮇ㛫ᵝࠎ࡞⫋ᴗカ⦎ࢆཷㅮ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㸰ᖺࠊ㸯ᖺࢥ࣮ࢫࡣ᭷ᩱࠊ
༙ᖺࢥ࣮ࢫࡣ↓ᩱ࡛ཷㅮ࡛ࡁࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊసᴗ
╔ࡸᩍ⛉᭩ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ㸦సᴗ╔ࢆᚲ
せࡋ࡞࠸⛉┠ࡶከࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸧
㒔ෆ㸯㸰ᡤࡢ⫋ᴗカ⦎ࢆᥦ౪ࡍࡿタࠕ⫋
ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭ᰯࠖࡀ࠶ࡾࠊཷㅮࢆᕼᮃࡍ
ࡿ᪉ࡣࠊ᭱ᐤࡾࡢࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊྛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤
Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭ᰯࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⫋ᴗカ⦎ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡛ࠊࡋࡈᏳࡢ࠶
ࡿ᪉ࡶࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ᑵ⫋ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡢᣮᡓࢆᚅࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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畠**=..<掴商世と宮、 tt~ 宮崎膚畢圃圃Z トーリー
鴫.・.'肱.*t.!:..<~・需でf'.

ここでは、東京 23区のゆ 5
儀費告と北館にある 4つの施践で実施している強慾訓練を
紹介します。 4つの..食どは、
・中央・事実~tll鳴養育Eカ聞鎌センター(文京区後来)

3
毎年働者総{千代田区飯田機〉
1
1
U
度
}
.I:t失・事実必勝集能力開.センター緩編後〈綾織1!
・中尖・事実~t閉館業能力関鎌センター

‑中失・城北線.能力関先センター赤羽絞〈北区西が丘}
それぞれ特徴ある臓象割11織を実施しており、全自告で 24 科目あり~す。きっと やり

たいしごとにお織するためにあなたを熔く訓練を隻げることができるでしょう。

家、そうした制緩を今、3f:
i
隠している金銭の皆さんが、制緩を受けるこ
ここから先l
とになった轡っかけや、創11織のやりがい、 t苦労などを存分に悟ってくれ~'To

会I)、機業訓練の世界に触れてみてください。 しごとに不安のあるあなたも、きっ
と自信を待って就厳し、職袋入として謡躍できるでしょう。
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ ձᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡞ࡀࡽ⮬ศྥࡁྜ࠸ᡂ㛗ࡍࡿ

୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
 㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉

ᐯЎƷᢘࣱŴǍǓƨƍƜƱŴƣƬƱᎋƑƯ
ƖƨŵƦƷሉƑƕ᳃ŵɟဃܖƼዓƚƯ
ˊƴǭȣȃȁǢȃȗưƖǔ᠆ƕưƖƨŵ

㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉ࡣࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆࣅࢪࢿ
カ⦎ࡣ㞴ࡋ࠸ࡅࢀࠊࡋࡈࡢ㍈ࡀฟ᮶ࡓ

ࢫ࡛⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆసࡿࣉࣟࢢ
࣐࣮ࣛࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

カ⦎ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠕࡇࢀࡲ࡛ࠊᏛᰯ࡛ࡶ

ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒ㸦㹁ゝㄒ࣭-DYD㸧࡛ࠊᴗົ
⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢ㛤ⓎࢆᏛࡧࡲࡍࠋ㹍㹑࣭ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞ࡢ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ

ຮᙉࡣࡋࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ↛㐪࠺ࡢ࡛ࠊ᭱ึࡣ⋡
┤ゝࡗ࡚ࠊ㞴ࡋࡍࡂ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿࡢᏳ
࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡣ࡞ࢇ࣭࣭࣭ࠋࠖࡢࡇࠋ

⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ධᰯࡍࡿࡲ࡛

୍᪉࡛ࠕࡇࡢᴗ⏺㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍⏕Ꮫࡧ⥆ࡅࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽඛࠊࢆࡋ࡚

㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ

࠸ࡃୖ࡛᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡀฟ࡚ࡁࡓࠊࠗࡇࡢヰ⪺࠸

࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ⮬ศࡣࠊ㹇㹒ࡣ␗࡞ࡿศ㔝ࡢᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞
ᴗࡋࡓᚋࠊࡋࡤࡽࡃࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ࡛┦ㄯࡗ࡚
ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ࠺࠸࠺⫋✀ࡀྥ

ࡓ࡞࠘ࠊ⮬ศ࡛ㄪࡿྲྀࡗࡾࢆᚓࡲࡋࡓࠋ
ࡶࡋࠊࡇࡇ㏻ࡗ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ⮬ຊ࡛ຮᙉࡋ࡚
ࡶ㞴ࡋࡗࡓࢁ࠺࡞ࠋࠖࡶࠋᴗ⏺ࡢᚋࠊ⮬ศ

ࡢᮍ᮶ࢆぢᤣ࠼࡞ࡀࡽࠊカ⦎ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⫋ᴗே
࠸࡚࠸ࡿࡢࠊ⮬ศࡢᛮ⪃ࢆㄪࡿ᳨ᰝࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ ࡋ࡚ࡢ㍈ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ
ᢏ⾡⫋ࡀྥ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡲࡋࡓࠋࡑࡇ
ࡉࡽඛࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡚
࡛⮬ศࡢど㔝ධࡗ࡚ࡁࡓࡢࡀ㹇㹒ࠋࡑࡢᴗ⏺࡛
ᑵࡁࡓ࠸⫋ᴗࡣఱࡀ࠶ࡿㄪࡓࡽࠊࣉࣟࢢࣛ
ࠕ ᖺࡽᏛᰯᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡀ⤌
࣐࣮ࡸ㹑㹃࠸࠺ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ឤࡌ࡛ࡍࠋࠖ
ࡳ㎸ࡲࢀࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓḟୡ௦ࡢேࡀฟ࡚ࡁࡓࠊ
ࡑࡢḟ⪃࠼ࡓࡇࡣࠊࠕ㹇㹒ᴗ⏺ࢆᚿࡍࡋ
▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢ▱ࡽ࡞࠸ࡢᕪࡣࠊᮏᙜࡁ࠸
࡚ࠊ♫ධࡗ࡚ࡽᏛࡪࠊᏛࢇ࡛ࡽ♫࡛
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮬ศࡣࡇࡇ࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢㄽ⌮
ാࡃࠊࡑࡢ㏻ࡾࢆ⪃࠼ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࣁ࣮ࣟ
ⓗᛮ⪃ࢆᏛࢇࡔࡢ࡛ࠖᑗ᮶ࡶࡋࡗࡾ࢟ࣕࢵ
࣮࣡ࢡࡢ᪉ࠊ⫋ᴗカ⦎ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ୰
ࢳࢵࣉ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㏻࠺ࡇ࡞ࡾ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ⮬ศࡢ㐺ᛶࡸࡸࡾࡓ࠸ࡇࢆ┿
ࡲࡋࡓࠋࠖ
ࠕ⮬ศࡢᛶ㉁ࡋ࡚ࠊᏛࡧ࡞ࡀࡽാࡃࡼ
⪃࠼ࠊ㹇㹒ࢆぢฟࡋࡓᙼࡣࠊカ⦎ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡍ࡛
ࡾࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࡽാࡁጞࡵࡓ᪉ࡀࠊ⥆ࡅ࡚
⫋ᴗேࡋ࡚ࡢ㍈ࢆసࡾࠊࡉࡽᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼
࠸ࡁࡸࡍ࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡓࣅࢪࣙࣥࡶぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ


㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉ࡢᴫせ

 ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ

 カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ

 ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶ࡿ

ồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉

 ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶

 カ ⦎ ᴫ せ㸸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆࣅࢪࢿࢫ࡛⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ

ࢯࣇࢺࢺ࢙࢘ࢆసࡿࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

㹍㸿ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ⛉ࡢ⏕ᚐసရ
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ ղᖾࡏࢆឤࡌࡿカ⦎ࡑࡢඛࡢ᫂ࡿ࠸ᮍ᮶

୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
 ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉

ᅶƷȇǶǤȳƠƨ˺ԼƕٶƘƷʴƨƪƴ
̅ƬƯǋǒƑǔŵƦǕƸஜ࢘ƴ۹ƠƍƜƱŵ
˺ǓɥƛǔշƼǛज़ơǇƠƨŵ

ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉ࡣࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ࢝ࣞࣥ

ࡑ࠺࠸࠺ࣁ࣓ࢵࢻࡉࢇ࡛ࡍࡀࠕࡇࢀࡲ࡛స

ࢲ࣮➼ࢆ 0DF26  :LQ26 ࡛ไస࡛ࡁࡿ '73 ࢜࣌
࣮ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡿࡗ࡚ࡇ㛵ࢃࡾࡀ࡞ࡃࠊ㛵ࢃࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚

'73 㛵㐃⫋✀ᑵ⫋ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞カ⦎ࢆ

ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮᮶ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊึࡵ࡚సࡾୖࡆ
ࡿ႐ࡧࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠖ

⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࡼࡿᙳࠊࣃ
ࢯࢥࣥࡼࡿ⏬ീฎ⌮ࠊࣞ࢘ࢺ➼ࡢ⣬㠃ᵓᡂ

㞺ᅖẼࡢ࠸࠸ࢡࣛࢫ

ࡢᢏ⾡ࢆᏛࡧࡲࡍࠋ

カ⦎ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶࣮ࡸࡔ࣮ࡗ࡚ᛮ࠺ࡶ࠶ࡿ

సࡾୖࡆࡿ႐ࡧࢆឤࡌࡓࠋ

ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡑࡢ㒔ᗘຓࡅ࡚ࡃࢀࡿேࡀᚲࡎ࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊࡃࡌࡅࡿࡇ࡞ࡃᴦࡋࡃ࡛ࡁ࡚ࡲࡍࠋ
ࠖ
ࠕࢡ

ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉ࡢࣁ࣓ࢵࢻ࣭࢚ࣜ࢝
ࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࣛࢫࡢ௰㛫ࡢฟ࠸ࡀⰋࡗࡓ࡞ࡗ࡚ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡍࡈࡃ᫂ࡿࡃ࡚ࠊⓙඃࡋࡃ࡚ࠊ࡛ࡶࡇࡔ

ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉࡛ࡣࠊẖᖺࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࡛࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢࢹࢨࣥࢆ⪃࠼ࠊไసࡋࠊᰯෆࡢ
ࢥࣥࢸࢫࢺ࡛ホ౯ࡀ㧗࠸సရࢆࠊ࣋ࣥࢺ࡞࡛

ࢃࡾࡢᙉ࠸᪉ࡀከࡃࠊⓙ୍ᡤᠱࡸࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊ
࡛ࡶ㞺ᅖẼࡀᝏࡃ࡞ࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ୍ᡤᠱࡸࡿ
ࡢࠊ㞺ᅖẼࡀ࠸࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡇࢁࡀࡍࡈࡃⰋ࠸
࡞ࡗ࡚ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⰍࢇ࡞ே㛵ࢃࡿࡇ࡛ᚓ

㒔Ẹࡢ᪉ࠎ࠾㓄ࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࣁ࣓ࢵࢻࡉࢇ
ࡣࠊࡇࡢࢥࣥࢸࢫࢺධ㈹ࡋࠊ⮬ศࡢసရࡀ㓄ࡽ
ࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕࣛࢫࢺࡀࡓࡃࡉࢇ࡛ࠊ
Ⰽࡾࡾ࡛ྍឡࡃࠊ㸯ᖺ㣭ࡗ࡚ࡶ㣬ࡁࡀ᮶࡞࠸
ࢹࢨࣥࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡗࡇࡾࠋ
⮬ศࡢసရࡀࠊከࡃࡢ㒔Ẹࡢ࠾Ꮿ㣭ࡽࢀࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࡍࡈࡃᎰࡋࡃ࡚ࠊ⮬ศࡢసရࢆࡗ
࡚ࡃࢀࡿ᪉ࡀ࠸ࡿࢇࡔ࡞ࡗ࡚ᛮ࠺ࠊࠗసࡿࡗ࡚
ᴦࡋ࠸࡞࠘ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ

ࡽࢀࡓࡶࡢࡣࡁ࠸ࠋࠖࣁ࣓ࢵࢻࡉࢇࠋ
ⓙࡀᖾࡏ࡞ࡿࡶࡢࢆసࡾࡓ࠸ࠋ
ᑗ᮶సࡾࡓ࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ఛ࠺ࠊࠕ㧗ᰯ
࡛⾜ࡀ࠶ࡿࡓࡧࠊ┿ࡁࡢ࠸ฟࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ࠸ฟࢆᙧ࡛ࡁࡿ
ࡢࡣᴦࡋࡑ࠺ࡔ࡞ࠊసࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ

ல⣽࡞ฟ᮶ࡶ႐ࡧࢆぢฟࡍࣁ࣓ࢵࢻࡉ
ࢇࠋᙼዪࡀసࡿࡶࡢ࡛ேࠎࡀᖾࡏ࡞ࡿࠊࡑࢇ࡞
᪥ࡀ᮶ࡿࡢࡣࠊ㐲࠸ᑗ᮶࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉ࡢᴫせ
ᐃ    ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධ ᰯ ᑐ ㇟ ⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ
࠶ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ 㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ 㸸࣏ࢫࢱ࣮ࡸ࢝ࣞࣥࢲ࣮➼ࢆ 0DF26  :LQ26

ࣃࢯࢥࣥࢢࣛࣇࢵࢡ⛉ ࣁ࣓ࢵࢻ࣭࢚ࣜ࢝ࡉࢇ
ᡭᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࡈ⮬㌟ࡀไసࡋࡓ࢝ࣞࣥࢲ࣮

࡛ไస࡛ࡁࡿ '73 ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
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୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
 ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉

ႸਦƠƨƍƱƜǖƴПᢋưƖǔǑƏŴ
ЭᡶƠƯƍƖƨƍŵҮТೞǪȚȬȸǿȸ
ƸɟဃܖƼዓƚǔښƷขƍƠƝƱŵ

ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉ࡣࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ࣭࢜ࣥࢹ࣐

࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㸯㸱ᖺ㛫▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲ᮶࡚ࡋࡲࡗࡓ

ࣥࢻ༳ๅᶵ࡛༳ๅ≀ࢆๅࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦ
ࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡇẼࡃࡇࡀከࡃࠊ㦫࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖࠋ

࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅᶵࡢ᧯సࢆయᏛࡧࡲࡍࠋ༳

 ྠࡌࢫࢱ࣮ࢺࣛࣥ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ๅᶵࡢ᧯సࢆࡣࡌࡵࠊཎ✏సᡂ㸦'73 ᇶ♏సᴗ㸧
ࡽๅ∧㸦&73㸧ࡲ࡛ࡢᕤ⛬ࠊᮦᩱࡸရ㉁⟶⌮ࡢ

ᮍ⤒㦂ࡢ⏕ᚐࡶࡑࡢᕪࡣ࡞࠸࠸࠸ࡲࡍࠋ

▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ

ࠕ๓⫋࡛ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓᶵᲔࠊカ⦎࡛࠺ᶵ
Ეࡣࡲࡿ࡛㐪࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊᮍ⤒㦂ࡢ
᪉ࢆྵࡵࠊࡢ᪉ࠎྠࡌࢫࢱ࣮ࢺࣛࣥ࡞ࢇ࡛

ධᰯ๓ࡢࡋࡈࡶ༳ๅ㛵ಀ࡛ࡋࡓࠋ

ࡍࡡࠋࡴࡋࢁูࡢᶵᲔࢆࡎࡗᢅࡗ࡚᮶࡚ࠊࡑࢀ
ࡀయᰁࡳ㎸ࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ

ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ
࠸ࡲࡋࡓࠋ

⬟ࢆ⩦ᚓࡋࡼ࠺ࡍࡿࠊࡑࢀࢆ㑧㨱ࡍࡿࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋⱝ࠸᪉ࡣࠊᮏᙜ㣧ࡳ㎸ࡳࡶ᪩ࡃࠊࡑ࠺
࠸࠺ᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࠊ↔ࡾࠊ⮬ศࡶࡶࡗ

ධᰯࡢ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠊࠕ༢Ⰽᶵࢆ㸯㸶ᖺࠊูࡢ
♫࡛㸰Ⰽᶵࢆ㸯㸱ᖺࠊ༳ๅࡢࢆࡎࡗ
ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸲Ⰽᶵࡢ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠

㡹ᙇࡽࡡࡤ࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ᪥ࠎࡁࡲࡍࠋ
ࠖࡢ
ࡇࠋ

ᣦࡋࡓࡃ࡚ࠊᖺ㞳⫋ࡋࡲࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽ࡛࠾ୡ
ヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
༳ๅ࠾ࡅࡿ㇏ᐩ࡞⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤࠊ㸲Ⰽᶵࢆ࣐
ࢫࢱ࣮ࡍࡿࡇࡣࠊᮍ⤒㦂ࡢேẚ࡚ᐜ᫆࡞ࡇ

 ᖖ๓㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

࡛ࡣ࡞࠸ఛ࠺ࠊᇶ♏ⓗ࡞ࡇࢆ▱ࡽ࡞
ࡗࡓࡇ㦫ࡉࢀࡿẖ᪥ࡔ࠸࠸ࡲࡍࠋ≉
㸰Ⰽᶵࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌿⫋ඛ࡛ึࡵ࡚ᢸᙜࡋࡓࡓࡵࠊ
ࠕ༶ᡓຊࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᇶ♏ⓗ࡞ࡇ
ࡣᩍࢃࡽࡎࠊࡶࡍࢀࡤྠࡌసᴗࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ࡓࡵࡢ᪉ἲࡔࡅᩍࢃࡗ࡚ࠊࠊカ⦎࡛ᩍ࠼࡚ࡶ
ࡽࡗ࡚࠸ࡿᇶ♏ⓗ࡞ࡇࡣ㣕ࡤࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚










 ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ⛉࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸲Ⰽᶵ

ࠕே⏕㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡿࡃ࡞ࡽ
⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ┠ᣦࡋࡓ࠸ࡇࢁࢇࢇ
฿㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ๓㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ┠ᶆྥ
ࡗ୍࡚ᚰ㡹ᙇࡾࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕ⥆
ࡅࡿࡇࡀࠊ୍␒࠸࠸ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
༳ๅᶵ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡣࠊ୍⏕Ꮫࡧࡘ࡙ࡅࡿዟࡢ
῝࠸ࡋࡈࠊࡸࡾࡀ࠸ࡢ࠶ࡿࡋࡈ࡛࠶ࡿࡇࡀ
⌮ゎ࡛ࡁࡓ㈗㔜࡞࠾ヰࡋ࡛ࡋࡓࠋ
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ࢢࣛࣇࢵࢡ༳ๅ┠ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫 㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸࢜ࣇࢭࢵࢺ࣭࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻ༳ๅᶵ࡛༳ๅ≀
ࢆๅࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

ひとつ、ひとつの職業訓練ストーリー

④

プロモーションとクリエイションを結ぶ

一点特化ではない。

中央・城北職業能力開発センター
メディアプロモーション科

だからこそ教わったことを繋げ、
応用していくと、どこにでもいける。

メディアプロモーション科は、印刷メディアや

ても、大丈夫でしょうか」と聞いたところ、
「勉強

Web 等のデジタルメディアのプロモーションに必

しながら方向性を固めていけば大丈夫ですよ。
」と

要な知識・技能の習得を目指す人の訓練です。

いう話を聞いて入校を決めたそうです。

各種メディアの企画・提案・制作、生産部署へ
作業依頼ができるよう知識技能を習得します。

入校してからも、メディアの基礎知識、企画、
プレゼン、ツールの扱いなど様々なことを学び、
「これだったらどこにでもいけるだろう。」
と感じ

その日のうちに使えるようになってる

たということです。

メディアプロモーション科の千尋さんにお話を

「応用がきいて、いろんな方向に行けるかわり
に、自分で何も考えずに授業を受けるだけでは吸

伺いました。
千尋さんは「iPad を触ったのも初めてだったん

収が減っちゃう。指標はもらえるけれども、あく

ですけど、教わったことがすごく実践的なので、

までも自分で考えて進むのを常にし続けないとい

その日のうちに使えるようになってるんですよ。

けない科目なのかな、と思います。」

すごく進みが早いというか。」と満足そうです。
また、
「難しいことを教えてくれているんですけ
ど、すごく噛み砕いて説明してくださるんですね。

印刷だけでなく、様々なメディアを柔軟に組み
合わせ、ときに異業種とも幅広くコラボレーショ
ンするのがメディアプロモーション科の特長です。

とてもわかりやすいので早く吸収できます。
」
と意

人の心に残るように

欲的です。

「広めたいと思うものは他人の目にとまらない

これだったらどこにでもいけるだろう

と意味がない。一時的なブームとかでバッと広

千尋さんは、ものをつくる仕事がしたいという

がって終わっちゃうのではなく、恒久的に必要

思いを持ちながらも、形が漠然としたまま見学会

だって思って大事に使ってもらえるようなものが

に参加し、不安のなか質問をしました。
「いまの時

企画できたらいいなって。人の心に残るような、

点で、こういうことがやりたいっていうのが決

そういう感じです。
」と力強く語ってくれました。

まっているんですが、
まだそれが漠然としていて、

千尋さんがプロモーションしたものを私たちが

はっきり『これがやりたいです。
』と言い切れなく

目にするのも、遠い未来ではないと感じました。
メディアプロモーション科の概要
定員

：年間６０名

訓練時間

：６か月

入校対象者：現在、求職中又は転職を希望する方
入校時期

：４月、１０月（各月３０名）

訓練概要

：印刷や Web・動画・SNS などのデジタルメ

ディアについて、顧客のニーズにマッチした企
画・提案ができる知識技能の習得をめざします。

メディアプロモーション科

千尋 航宇輝さん
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୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
 㹂㹒㹎⛉

ஜƕڤƖŵڤƖƳஜǛ˺ǔƳǒŴǯȩǤǢ
ȳȈƷ̔᫂ƴᲫᲬᲪᲟƷЈஹƑưࣖƑǔ
ȗȭƴƳǓƨƍŵ

㹂㹒㹎ࡣ 'HVNWRSSXEOLVKLQJ ࡢ␎࡛ࠊ༳ๅ
ᶵ⏝࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱࢆࣃࢯࢥ࡛ࣥసᡂ㸦⤌∧㸧
ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
㹂㹒㹎⛉࡛ࡣࠊ:LQGRZV ࢆ⏝ࡋࠊ᭩⡠ࡸ㞧
ㄅ࣭࣐ࢽࣗࣝ➼ࢆ⤌ࡴ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࠊ㹂
㹒㹎࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡍ⛉┠࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡘࡶࡾࡔࡗࡓࠋ
㹂㹒㹎⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ධᰯࡢ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠕ๓⫋ࡣࠊࣛࢫࢺ࣮ࣞ
ࢱ࣮ࡸࣇ࢛ࢺࢩࣙࢵࣉࢆࡗ࡚ࠊ࠾ᗑࡢ㹎㹍㹎ࢆ
సࡿ࡞ࢆࡋ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊࣥࢹࢨ
ࣥࡀ࠼࡞࠸ࡓࡵࠊฟ᮶ࡿࡢᖜࡀ㝈ࡽࢀ

㹂㹒㹎⛉ࡢカ⦎ࡢᵝᏊ

㸯㸰㸮㸣ࡢฟ᮶ᰤ࠼࡛ᛂ࠼ࡿࣉࣟ࡞ࡾࡓ࠸

ᚋࡢカ⦎ࠊᑗ᮶ࡢክࡘ࠸࡚ࡶᩍ࠼࡚࠸ࡓ
࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡢᖜࡀ⊃
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋࠕࡲࡎࠊカ⦎ᮇ㛫ෆࣥࢹࢨࣥ
ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡀ⮬ศ࡛ࡶࡋࡃᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋ
ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⮬ศ୍
࡚ࠊࡑࢀ࡛࠶ࢀࡤᇶ♏ࡽ㹂㹒㹎ࢆᏛࢇ࡛ࠊࡇࢀ
ࡽࡢᙺ❧࡚ࡓ࠸ᛮࡗ࡚ᚿᮃࡋࡲࡋࡓࠋࠖ ேࡢຊ࡛Ꮚ࡞ࡀసࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡽ࠸࠸
࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡇࢁࡀカ⦎ࡀጞࡲࡿࠕࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮
ࣇ࢛ࢺࢩࣙࢵࣉࡣ࡛ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ
ⱞປࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺㧗ࢆᣓࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ᶵ⬟ࢆ↛▱ࡽ࡞࠸ࡇࢆᐇឤࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢ
ࡇࠋࡣࡋࡗࡾ㌟࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏࡀዲࡁ
カ⦎ಟᚋࡢᑵ⫋ࡘ࠸࡚ࡣࠕྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ
ᮏࡸ㞧ㄅ࡞ࢆసࡿᦠࢃࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋࡶࡶ㊃࡛ತྃࡸ▷ḷࡢྠேㄅࢆ
⮬ศ࡛సࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊᮏࢆసࡿࡇࡀዲࡁ࡞ࡇ
ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠋࠖࡢࡇࠋࡓࡔࠊ௨๓ࡣᮏࡢ
┠ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀࡶࠊカ⦎ࢆጞࡵ࡚ࠊ୰
㌟ࡶ┠ࡀ⾜ࡃࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠸ࡲࡍࠋࠕㄞࡳ
ࡸࡍ࠸ࡶࡢࡣࠊࡼࡃィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠸࠺㢼
ឤࡌࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࠖࠊ⫋ᴗカ⦎ࡣᑵ⫋
ࡢࡓࡵࡢカ⦎࡛ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊಶேࡢ⏕άࡢ㉁
ࢆኚ࠼ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡲࡓᑗ᮶ࡣࠕࢡࣛࣥࢺࡢ౫㢗㸯㸰㸮㸣ࡢ
ฟ᮶ᰤ࠼࡛ᛂ࠼ࡿࣉࣟ࡞ࡾࡓ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ࠼ࡽࢀࡓ௨ୖ⮬ศࡢ㢌࡛⪃࠼࡚ࠊࡼࡾ
Ⰻ࠸ࡶࡢࢆసࢀࡿே࡞ࢀࡓࡽ࠸࠸࡞ᛮ࠸ࡲ
ࡍࡋࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ศ⮬㌟ࡶ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ
࡛ࡁ࡚ࠊ⫋ሙ࡛⮬ศࡢ⭎ࢆ☻ࡁࡘࡘࠊ♫ࡶ㈉
⊩࡛ࡁࡿே࡞ࡾࡓ࠸࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖຊ
ᙉࡃ࠾ヰࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
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㹂㹒㹎⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸:LQGRZV3& ࢆ⏝ࡋࠊ᭩⡠ࡸ㞧ㄅࡢࢹ࣮ࢱࢆ
సᡂࡍࡿ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ ն࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ⁄ࢀࡿ⎔ቃ࡛ㆤࡢカ⦎

୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
 ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉

ʼᜱƸɟဃƷˁʙŵțǹȔǿȪȆǣๆǕǔ
ʴƨƪƱૅƑӳƍƳƕǒጀƠŴʼᜱƷƠ
ƝƱǛႸਦƢŵ

 ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡣࠊㆤ⫋ࡋ࡚ࡣࡓࡽࡃࡓࡵ
ࢡࣛࢫࡢ㐠Ⴀࡶ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ

ᚲせ࡞▱㆑ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ
ᵝࠎ࡞ே㛵ࢃࡿࡓࡵᚲせ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ㣴ᡂࡸࠊ⿕ㆤ⪅ࡢ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖ

Ᏺཱྀࡉࢇࡣࠊࢡࣛࢫ᭱ᖺᑡ࡛ࡍࠋ࿘ࡾࡀဨᖺ
ୖ࠸࠺⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕⰍࢇ࡞ᖺ௦ࡢேࡀ࠸
࡚ࠊ୰ࡣ࠾ẕࡉࢇࡄࡽ࠸ࡢ᪉ࡶ࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊ

ࢆ┠ᣦࡋࡓㆤࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡲࡓవศ࡞ຊࢆࢃ࡞
࠸ㆤᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ

ᬑ㏻௰㛫ࡗ࡚࠸࠺ឤࡌ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
ࠕカ⦎

 ㆤࡣ୍⏕ࡢ

ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ⮬ศ⮬ಙࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍ
ࡿࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊࡑࡇࡣⓙ࡛༠ຊࡋ࡚ࠊ௰

ᅇ࠾ヰࡋࢆఛࡗࡓㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᏲཱྀࡉ

㛫ᨭ࠼ྜࡗ࡚㡹ᙇࡗ࡚ࡸࡗ࡚ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ


ࢇࡣࠊධᰯࡋ࡚㸰࢝᭶ࠊࢡࣛࢫጤဨࢆົࡵ࡚࠾ࡾࠊ
カ⦎ࡶ័ࢀ࡚ࡁࡓࡇࢁࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࢇ࡞Ᏺཱྀࡉࢇࡀࠊㆤࡢカ⦎ࢆཷࡅࡼ࠺
ᛮࡗࡓࡁࡗࡅࡘ࠸࡚ࠊࠕ๓⫋ࡣᬑ㏻ࡢ♫ဨ

ㆤࡢࡋࡈࢆ┠ᣦࡍேࡓࡕࡔࡅࠊᨭ࠼ྜ࠸
ࡢẼᣢࡕࡣษ࡞ࡇࠋᏲཱྀࡉࢇࡣࠕⓙࡉࢇࠊ࣍

ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊᚋ୍⏕ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡗ࡚
⪃࠼ࡓࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᖺ㱋࡞ࡗ࡚ࡶά㌍࡛ࡁ
ࡿㆤࡢࡗ࡚࠸࠺ࡢࡍࡈ࠸⯆ࢆᣢࡘࡼ
࠺࡞ࡗ࡚ࠊᚿᮃࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ

ࢫࣆࢱࣜࢸࡀ⁄ࢀࡿேࡓࡕ࡞ࡢ࡛ࠊ⚾⮬㌟ࡶࡑ
࠺࠸ࡗࡓ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ⁄ࢀࡓே㛫࡞ࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡲࡍࠋࠖㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ᬑ㏻ࡢㆤ

ࡓࡔࠊㆤࡢࡋࡈࡣ⮬ศࡢᚰ㌟ࡢ㈇ᢸ࡞ࠊ
Ⰽࠎኚࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ♫ⓗぢࡿ୍㒊࡛ࡣࠊࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮ࠺ࢇ
࡛ࡍࡅࠊᚋࠊᅜయࡢၥ㢟ࡋ࡚ࡁࡃᨵၿ
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ண ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡣ㎞ࡃ࡚ࡶࠊᚋࡢᨵၿᮇᚅࡋࡘࡘࠊㆤࡢ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ
๓ྥࡁ࡞ᛮ࠸ࢆㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ











ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ Ᏺཱྀ ග୍ࡉࢇ

Ᏺཱྀࡉࢇࠊᑗ᮶ⓗࡣㆤ⚟♴ኈ࡞⚟♴㛵ಀࡢ
㈨᱁ࢆྲྀࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓᏲཱྀࡉ
ࢇࡀ⌮ࡍࡿㆤࡣࠊࠕᬑ㏻⏕άࡋ࡚࠸ࡿ
⎔ቃ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊㆤࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀ≉ู࡞Ꮡᅾࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊᬑ㏻ࠊᬑ㏻ࡢᐙ᪘
ࡢ୍ဨࡢࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓឤࡌ࡛࠸ࡽࢀࡓࡽ࡞
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ᬑ㏻ࡢㆤࠊࡑࢀࡣㆤ࠾ࡅࡿ⌮ࡢጼ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋᏲཱྀࡉࢇࡣࠊࡑࡢ⌮ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࡑࡢ
୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
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ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸 ᭶ࠊ ᭶ࠊ ᭶ࠊ ᭶㸦ྛ᭶  ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸ㆤ⫋ࡋ࡚ࡣࡓࡽࡃࡓࡵᚲせ࡞▱㆑ᢏ
⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ շ᪥ᮏࡢ⨾ࡢ⢋ࢆᨭ࠼ࡿᢏ⬟ࢆ⮬ศࡢᡭ

㧗ᖺ㱋⪅ᰯ
 ᢏ⾡⛉

܇ƲǋƷ᪭ƔǒბཋƕڤƖŵԧᘺ২ᘐƱƷ
Ј˟ƍŴʴဃƷέƨƪƱƷЈ˟ƍưŴᐯ
ЎƕᧈƠƨƱज़ơǇƢŵ

ᢏ⾡⛉ࡣࠊᚲせ࡞⏝ල࡞ࡽࡧᮦᩱ

࠺ࡢࡣ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ࡋࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞
࠸㒊ศࡶ࠸ࡗࡥ࠸࠶ࡿࡋࠊ᠈࠼ࡶᝏ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࠊ

ࡢᛶ㉁ཬࡧ⏝㏵㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ⦭〇ࡢᢏ⬟ࢆ⩦
ᚓࡍࡿࠊ⯡ࡢຍᕤ࣭㈍࣭╔➼ࡢᖜ

ࡑࡇࡣఱᅇࡶ᰿Ẽᙉࡃ⪺ࡃ࠸࠺ࠊඛ⏕ࡓࡕࡶ

ᗈ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

࠸ࡿࡋࠊࡶཝࡋ࠸ࡗ࡚࠸࠼ࡤཝࡋ࠸ࡅࠊ㡹ᙇ
ࢀࡿࡗ࡚⪺ࢀࡓࡽࠊࡣ㡹ᙇࢀࡿᛮࡗ࡚ࡲ

Ꮚࡶࡢ㡭ࡽ╔≀ࡀዲࡁ㸟
ᢏ⾡⛉ࡢ⚟Ἠࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ධᰯࡢࡁࡗࡣࠕ♽ẕࡀ╔≀ࡀዲࡁ࡛ࠊ⦭ࡗ࡚
࠸ࡲࡋࡓࡋࠊ⚾ࡶᗂ࠸㡭ࡼࡃ╔ࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡓࡢ
࡛ࠊࡑࢀࡀ⌮⏤࡛ࡍࡡࠋࡑࢀࠊࡣ⦭ࡗ࡚࡞࠸
ࢇ࡛ࡍࡅࠊ♽ẕ╔≀ࢆసࡗ࡚࠶ࡆࡓ࠸࡞
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
࠾፠ࡉࢇࢇ࡞╔≀ࢆ╔ࡏ࡚࠶ࡆࡓ࠸ࢆ
ఛࡗࡓࡇࢁࠕ⤖ᵓὴᡭ࡞ࡶࡢࡀዲࡁ࡞ࡢ࡛ࠊ୍
⥴≀ぢ⾜ࡗ࡚ࠊ㑅ࡧࡓ࠸ࠋࠖࠋ᪩ࡃ

ࡍࠋࠖࡲࡗࡍࡄ๓ࢆྥ࠸࡚ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
⚟Ἠࡉࢇࡣࠊᢏ⾡ࡢᢏࢆᏛࡪࡶࠊ♫
ேࡋ࡚ࡢᏛࡧࡶᚓ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࠕධࡗࡓ
㡭ࠊྠᖺ௦ࡢேࡀ࠸࡞࠸ࡢࡀࠊ⤖ᵓ㎞ࡗࡓᮇ
ࡶ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊᖺୖࡢ᪉ࠎࡀᨭ࠼࡚ࡃࢀ࡚ࠊ
Ᏻᚰࡋࡓࡗ࡚࠸࠺ࠊᴦ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡶኌࢆ
ࡅ࡚ࡃࢀࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ᴦࡋ࠸࡛ࡍࠋࠖ
ࡲࡓࠊ࿘ࡾࡢ㐩ࡽࡣࠕࠗᑡࡋேࡗࡱࡃ࡞ࡗ
ࡓࡡ࠘⤖ᵓゝࢃࢀࡲࡍࠋࠖࡗࡇࡾࠋ
እᅜேࡶఝྜ࠺╔≀ࢆసࡾࡓ࠸ࠋ

ᢏ⬟ࢆ㌟ࡅ࡚ࠊᑵ⫋ࡍࡿࡶࠊዲࡁ࡞
࠾፠ࡉࢇ╔≀ࢆసࡗ࡚࠶ࡆ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
᭱ึࡣ㎞ࡗࡓࠋࡣ㡹ᙇࢀࡿ㸟
ࠕ⚾ࠊ㧗ᰯ༞ᴗࡋ࡚ࡍࡄ᮶ࡓ㸦ධᰯࡋࡓ㸧ࡢ࡛ࠊ
ࡲࡔ♫࠶ࡲࡾ㥆ᰁࡵ࡚࡞ࡃ࡚ࠊ࡛ࡶ࿘ࡾࡢே
ࡓࡕࡣࠊⓙࡑࢀ࡞ࡾ♫ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿே
ࡓࡕ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡢேࡓࡕࡢ୰࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡗ࡚࠸

⚟Ἠࡉࢇࡣࠕࡇࡇධࡿ๓ࡣ╔≀ࡢ㈍ࢆࡋࡓ
࠸ᛮࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊカ⦎ࡋ࡚࠸ࡃࡘࢀ࡚ࠊ
ᡤධࡾࡓ࠸ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
ࠊࡑࡋ࡚ࠕ᪥ᮏேࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃࠊᾏእࡢேࡶ
╔࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞╔≀ࢆసࡾࡓ࠸ࠋࠖክࢆ
ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
⚟Ἠࡉࢇࡀసࡿ╔≀ࡀࠊከࡃࡢእᅜேឡࡉࢀ
ࡿࠊࡑࢇ࡞᪥ࡀ᮶ࡿࡢࡶࠊࡑ࠺㐲ࡃ࡞࠸ࡶ▱ࢀ
ࡲࡏࢇࠋ

ᢏ⾡⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫 㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶
ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ 㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ 㸸ᚲせ࡞⏝ල࣭ᮦᩱࡢᛶ㉁࣭⏝㏵
㛵ࡍࡿ▱㆑࣭⦭〇ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࠊ⯡ࡢຍᕤ࣭㈍
࣭╔➼ࡢᖜᗈ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

ᢏ⾡⛉ ⚟Ἠ 㝧⳯ࡉࢇ
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ ո⮬ࡽ⫱ࡘࠕᮏ≀ࠖࡢ⫋ேࢆ⫱࡚ࡿ

㧗ᖺ㱋⪅ᰯ
 ෆᕤ⛉

ᎰʴƸଐŷᧈŵƱƜƱǜЭƴᡶǜưŴƣƬ
ƱᧈƠƯƍƔƳƍƱŵƩƔǒኳໜƕƳƍŵ
ᐯЎƸരƵǇưᎰʴưƍƨƍŵ

ᡞᘓࠊ㞟ྜఫᏯࢆၥࢃࡎࠊ࡚ࡢఫᏯࡸᘓ⠏

ࡪዟ῝࠸࡞ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ

≀ࡣෆᕤࡀྍḞ࡛ࡍࠋෆᕤࢆ⾜࠺㝿
ࡣࠊᗋ࣭ቨ࣭ኳᵝࠎ࡞ᮦ㉁ࠊⰍࠊࡢୖ

ෆᕤ⛉ࡣࠊࢩࢽᒙࡶከ࠸࡞ࠊᒸᓮࡉ
ࢇࡣࠊࢡࣛࢫࡢጤဨ㛗࡛ࠊ⌧ሙ⤒㦂⪅ࠋጤဨ㛗ࡣ

ᮦᩱࢆ⏝࠸࡚ෆୖࡆࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ࡸࡾࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ⪺࠸࡚ࡳࡿࠊࠕⓙࡉࢇඃࡋ
ࡃ࡚ࠊヰࡋࡸࡍ࠸࡛ࡍࠋࡑࢀࠗࡇࡇᩍ࠼࡚ࡃࢀ

ෆᕤ⛉ࡣࠊෆୖᕤ㛵ࡍࡿᇶ♏▱
㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

࡞࠸㸽࠘ゝࢃࢀࡲࡍࡅࠊࡑࡇࡣࡕࡷࢇᩍ
࠼࡚ࡲࡍࠋࠖ᭱ᖺᑡࡢ㢗ࢀࡿጤဨ㛗࡛ࡍࠋ

ᐙᴗࡣෆᴗࠊ⫋ேࡣ࢝ࢵࢥ࠸࠸
ෆᕤ⛉ࡢᒸᓮࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᒸᓮࡉࢇࡢᐇᐙࡣࠊෆᕤᴗࢆႠࢇ࡛࠾ࡾࠊ
⮬㌟ࡶࠊカ⦎ࢆጞࡵࡿ๓ࠊ༙ᖺ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࠊ
࠾∗ࡉࢇࡘ࠸࡚ࡋࡈࢆࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑ
ࢇ࡞ᒸᓮࡉࢇࡀෆᕤࡢカ⦎ࢆཷࡅࡼ࠺ᛮࡗ
ࡓࡢࡣࠊ
ࠕ⮬ศࡣࢡࣟࢫࡀࡸࡾࡓ࠸࡞ࡗ࡚ᛮࡗ࡚ࠋ
⫋ேࡣᇶ♏ࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸ࠋࠖ
ឤࡌࡓࡽࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ᒸᓮࡉࢇࡣࠊෆᕤࡢ࡞࡛ࡶࠊࢡࣟࢫࢆ

ࡲࡓࠕカ⦎ࡣୖୗ㛵ಀࡑ࠺࠸࠺♩ࡢ㒊
ศ࡛ࡶᏛࡿࠋ⮬ศⓗࡣࡍࡈ࠸ᡂ㛗࡛ࡁࡿᛮ
࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ᚰࡢᗈ࠸ࠊࡁ࡞⫋ே࡞ࡾࡓ࠸ࠋ
ᒸᓮࡉࢇࠊᑗ᮶ࢇ࡞⫋ே࡞ࡾࡓ࠸ࢆ
⪺࠸ࡓࡇࢁࠊࠕᚰࡢᗈ࠸ࠊࡁ࡞⫋ே࡞ࡾࡓ
࠸ࠋᑠࡉࡃ࡚ࡍࡄᛣࡗࡓࡾࡍࡿࢲ࣓࡞ࢇ࡛ࠋ⫋
ேࡣᶓࡢ⧅ࡀࡾࡀ࡞ࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡍࡿᛂ
㢗ࡲࢀࡿࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࢆࡋ࡚࠸ࡁ

࣓࡛ࣥࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡢࡇࠊࠕ∗ぶࡀࢡࣟ

ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖᐙᴗࡘ࠸࡚ࡣࠕ࠸ࡎࢀࡣ
ࢫ᪉࡛ࠊᑠࡉ࠸ࡽ∗ぶࡢጼࢆぢ࡚ࡁ࡚ࠊࠗ࠶
ࡁࡃࡋࡓ࠸ࠋⱝ࠸ேࡓࡕ࠸ࡗࡥ࠸㞠ࡗ࡚ࠊࡑࡢே
࠶࠸࠸࡞࠘ࡳࡓ࠸࡞ࠋᕤࡉࢇ࡛ࡶࠊ㬇ࡉࢇ࡛ࡶ
ࡓࡕᩍ࠼࡞ࡀࡽࠊᴦࡋࡃ⌧ሙࡀ࡛ࡁࡓࡽ࠸࠸
⫋ே⯡ࡀ࢝ࢵࢥ࠸࠸࡛ࡍࡡࠋࠗຊ࠶ࡗ࡚࠸࠸
࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࠖࡍ࡛᫂☜ࠊᑗ
ࡌࡷࢇࢀࡿ࠘ࡳࡓ࠸࡞㸦➗㸧ࠖ
᮶ࢆぢᤣ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
༙ᖺࡢࡋࡈࡢ⤒㦂カ⦎ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࠕṚࡠࡲ࡛ࢡࣟࢫᒇ࡛࠸ࡓ࠸࡛ࡍࡡࠋ⮬ศࡣࠋ⫋
ࠕ⫗ぶ࡞ࢇ࡛ࠊ㍍ࡃᩍ࠼ࡽࢀࡓឤࡌࡀࡋ࡚ࠊカ⦎
ேࡣ᪥ࠎᡂ㛗࡛ࡍࡡࠋࡸࡿࡽࡣ┿ࠊ㍍ࡃ
ࡣࡸࡗࡥࡾ㐪࠺࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᮏᙜᇶ♏ࡽᏛ
ぢ࡞࠸࡛ࠊ୍ᡤᠱ㞟୰ࡋ࡚ࠊࡇࢇ๓㐍
ࢇ࡛ࠋࡔࡽ⤊Ⅼࡀ࡞࠸ࡗ࡚ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
ࠖࡇࡇ
ෆᕤ⛉࡛ࠕᮏ≀ࠖࡢ⫋ேࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ෆᕤ⛉ࡢᴫせ
ᐃ

ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ

カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸ෆୖᕤ㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦
ᚓࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

ෆᕤ⛉ ᒸᓮ ⶈࡉࢇ
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㧗ᖺ㱋⪅ᰯ
 ࣅࣝ⟶⌮⛉

ጀƸᚾ᬴ƷᡲዓưŴࣦƷǑƏŵưǋŴ
ȓȫሥྸƷƠƝƱƸಏƠƍƠŴښƕขƍŵ
ƜǕƔǒǋჷᜤƱ২ᏡǛ᭗Ǌƨƍŵ

ᘓ≀⥔ᣢ⟶⌮ᚲせ࡞㟁Ẽ࣭෭ᬮᡣ࣭⤥Ỉ࣭

࡚ࠋࠖሯࡉࢇࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠾ேࡶཱྀࢆᥞ࠼

✵ㄪ࣭ᾘ㜵タഛ➼ࡢ▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ
ᅾᏛ୰㛵㐃㈨᱁චチࡋ࡚⣭࣮࣎ࣛᢏ

࡚ࠕᘓ≀ࡀዲࡁࠋࠖࡢࡇࠋ

ኈ࣭➨✀㟁Ẽᕤኈ࣭➨୕✀෭ᶵᲔ㈐௵⪅➼

ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ

ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍேࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

⏨ᛶࡀከ࠸カ⦎⛉┠࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ࿘ࡾࡀ⏨ᛶࡗ࡚
ࡇ㐪ឤࡣ࡞ࡗࡓ࡛ࡍࠋࠖሯࡉࢇࠊ
ࠕࡑ
ࢇࡌࡻࡑࡇࡽࡢ⏨ᛶࡼࡾᙉ࠸ࠋࠖᑿ㎷ࡉࢇࠋ

ࣅࣝ⟶⌮ࡢࡋࡈࡣ㠃ⓑ࠸ࠋ
ࣅࣝ⟶⌮⛉ࡢሯࡉࢇࠊᑿ㎷ࡉࢇࡢ࠾ே

⠊ᅖࡀᗈࡃ࡚ࠕࡇࢇ࡞ຮᙉࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞

࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠾ேࡣࠊಟࢆ㛫㏆᥍࠼࡚࠾ࡾࠊ༙ᖺ㛫
ࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠕ᭱ึࡣࡺࡗࡓࡾࡔ࡞ᛮࡗ࡚ࡓࢇ
࡛ࡍࡅࠊ㸯㸮᭶࣭㸯㸯᭶ࡣᛣᾧࡢࡼ࠺࡛ࡋࡓࠋ

࠸ࡢࠖᛮࡗࡓヨ㦂ᑐ⟇࡛ࡣࠊࠕඛヨ㦂ࢆ⤊࠼
ࡓேࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆࡃࢀࡓࡾࠊࠗࡇࡇࡀฟࡿࡼ࠘
ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓࡾࠊࡳࢇ࡞⮬ศࡔࡅࡗ࡚࠸࠺ࢃࡅ
ࡌࡷ࡞ࡃࠖࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ࡛ࡾษࡗࡓࡢࡇࠋ
ࠕࡳࢇ࡞㡹ᙇࡗ࡚࠸࡚ࠊᘬࡗᙇࡽࢀࡓ࠸࠺ࠊ

ヨ㦂࡙ࡃࡵࠋࠖᑿ㎷ࡉࢇࠋ
ࠕ㸯㸮᭶ࡽᚋࡣ࠶ࢇ
ࡲࡾグ᠈ࡀ࡞࠸࡛ࡍࠋᛣᾧࡍࡂ࡚ࠋࠖሯࡉࢇࠋ
࠾ேࡀࣅࣝ⟶⌮⛉ࡢカ⦎ࢆཷࡅࡼ࠺ᛮࡗ
ࡓࡁࡗࡅࡣࠊࠕࡶࡶࠊேࡶᏛᰯࡢ⏝ົ
ဨࡸࡗ࡚ࡲࡋ࡚ࠊタ⟶⌮ࡶከᑡࡣᚰᚓ࡚ࡓࡋࠊ
⯆ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊຮᙉ࡛ࡁࢀࡤ࡞ᛮࡗ࡚ࠋࠖ
ᑿ㎷ࡉࢇࠋ⏝ົဨࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡣ࠸࠼ࠊ⏝ົ
ဨ࡛ࡣタഛ࣭ᶵᲔࡢ᧯సࡣࢇࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠊ
ఛ࠺ࠕ⏝ົဨࡣࠊᶵᲔ᧯సࡣࡋ࡞࠸࡛ࡍࠋࡓ
ࡔࠊᏛᰯ᮶ࡽࢀࡿ㟁Ẽᕤ࣭ᾘ㜵Ⅼ᳨࡞ᴗ⪅
ࡢ᪉ࢆࡑࡤ࡛ぢ࡚࠸࡚ࠊ⚾ࡶࡶ࠺ࡕࡻࡗ▱㆑
ᢏ⾡ࢆ㌟ࡅ࡚ࠊタഛࡢ⟶⌮ࢆࡋࡓ࠸ᛮࡗ

ᢲࡉࢀࡓࠖ࠸࠺ࠊ࠸࠸㞺ᅖẼࡔࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢᒎᮃ
ಟᚋࡢᑵ⫋ඛࡘ࠸࡚ࡣ࠾ேࡶỴࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋᚋࡢᒎᮃࡘ࠸࡚ࠊࠕ⏝ົဨ
ࢆࡸࡗ࡚ࡿࡣぢ࠼࡞ࡗࡓయീࡀࠊࡇࡇ
᮶࡚ࡸࡗぢ࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡣࡇࡇ࡛ᚓࡓ▱㆑࣭
ᢏ⬟⫗ࡅࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡞ࠋࠖሯࡉࢇࠋ
ࠕᑡ
ࡋ࡛ࡶ♫ࡢᙺ❧࡚ࢀࡤ࡞ࠊ࡛ࡁࢀࡤ⮬ศࡢ
ዲࡁ࡞ࡇ࡛ࠋࠖᑿ㎷ࡉࢇࠋሯࡉࢇࡣࠕ☜
࡞ุ᩿ຊࢆ㌟ࡅࢀࡤࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚⏕ࡁ࡚࠸
ࡅࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ே࡞ࡾࡓ࠸ࠋ
ࠖ
ࡇࡸㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࣅࣝ⟶⌮⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸳㸮ṓ௨ୖ࡛ồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ᕼᮃ
ࡢ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸵᭶ࠊ㸯᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸ᘓ≀⥔ᣢ⟶⌮ᚲせ࡞㟁Ẽ࣭෭ᬮᡣ࣭⤥

ᕥ ࣅࣝ⟶⌮⛉ ሯ Ꮚࡉࢇ
ྑ ࣅࣝ⟶⌮⛉ ᑿ㎷ Ꮚࡉࢇ

Ỉ࣭✵ㄪ࣭ᾘ㜵タഛ➼ࡢ▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ

- 43 -

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ պ୍ὶࢧ࣮ࣅࢫࡢᢏ⾡ࢆᡭࡍࡿࠊே⏕ࡀኚࢃࡿ

㧗ᖺ㱋⪅ᰯ
 ࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ⛉

ᜒࠖǋጀƴ̅Ə֥φǋɟ්ŵጀǛᡫơ
ƯŴɟ්ƷǵȸȓǹƱƸ˴ƔƕЎƔƬƯƖ
ǇƠƨŵƦǕƸᐯЎƷʴဃᚇǋ٭ƑǇƠƨŵ

࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡣࠊ࣍ࢸࣝࡸ
୍ὶࡢㅮᖌ୍࣭ὶࡢ⏝ල

ࣞࢫࢺࣛࣥ➼࡛ࠊࣇࣟࣥࢺࢧ࣮ࣅࢫᚑࡍࡿே
ᮦࢆ㣴ᡂࡋࡲࡍࠋࢧ࣮ࣅࢫᴗົᚲせ࡞᥋ᐈࡢ▱

ຍ㡲ᒇࡉࢇࡣࠊㅮᖌࡀ୍࡚ὶ࣍ࢸࣝࡢ♫ဨ

㆑࣭ᢏἲࠊࡲࡓࣞࢫࢺࣛࣥࡸᐗሙ࡛ࡢࢸ࣮ࣈࣝ

࡛࠶ࡿࡇࠊ๓⏣ࡉࢇࡣ㣗ჾࡀ୍ὶࡢࡶࡢ࡛ࠊ
カ⦎ࡢኻᩋࡋ࡚ࡶࡋࡻ࠺ࡀ࡞࠸ゝࢃࢀࡓ

ࢭࢵࢸࣥࢢࡸ㣧ᩱࢧ࣮ࣅࢫࡢᢏἲࠊࡉࡽ࣍ࢸ
ࣝ࠾ࡅࡿࣇࣟࣥࢺࡸᐈᐊᩚഛࡢᴗົᚲせ࡞

ࡇ㦫࠸࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕࡇࢇ࡞ຊ

▱㆑࣭ᢏἲࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࢆ㎸ࡵ࡚ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡇࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡇ
ࡔ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋཷࡅࡿ⚾ࡓࡕࡣឤㅰࡋ࡞

カ⦎ࡣ⤖ᵓࣁ࣮ࢻ࡛ࡍࠋ

ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࠕᐇࡋࡓタ
タഛࡀ࠶ࡿࡇࢁ࡛Ꮫࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᮏᙜ
ࣛࢵ࣮࢟ࡔ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ

࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢຍ㡲ᒇࡉࢇ
๓⏣ࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠾ேࡶ๓⫋ࡣົ⣔ࡢࡋࡈࡔࡗࡓࡑ࠺
࡛ࡍࠋ๓⏣ࡉࢇࡣࠕᐃᖺᚋࡣࡲ࡛ࡣ㐪ࡗࡓ
ࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡽࠖࠊຍ㡲ᒇࡉࢇ

ே⏕ほࡀኚࢃࡗࡓࠋ
࠾ேࡣධᰯ㑅⪃ࡢࠊ
ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛵ࢃ
ࡿࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࡼࡡࠋࠖヰࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓࡑ

ࡣࠕ⮬ศࡀࢧ࣮ࣅࢫࡍࡿഃ❧ࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗ
ࢆな࠸࡚ࡳࡓ࠸࡞࠸࠺ឤぬ࡛ࠖࡑࢀࡒࢀᛂເࡋ
ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
࠾ேࡶࠊカ⦎ࢆᑡࡋ㍍ࡃ⪃࠼࡚࠸ࡓࡑ࠺

࠺࡛ࡍࠋࠊカ⦎ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ࣍ࢸࣝࡢ⤒⌮ࠊ
ࣇࣟࣥࢺࠊࣞࢫࢺࣛࣥ㛵ಀࠊᑵ⫋ඛࡘ࠸࡚
Ⰽࠎᶍ⣴୰ࡢࡇࠋ

࡛ࡍࡀࠊࠕඛ⏕ࡀ୍ᡤᠱ࡛ࠊ⚾ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿࢇ
ࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡃࡽ࠸⇕ᚰᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚
࠸ࡲࡍࠋࠖ๓⏣ࡉࢇࠋ
ࠕẖ᪥ࡀ↓ᡃክ୰࡛ࠊ᠈࠼
ࡿࡇࡀከࡍࡂ࡚ࠊࡋࡶⰍࢇ࡞ࡇࢆྠ㐍⾜
࡛ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊീࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾ
ࡶཝࡋ࠸ࡋࠊኚࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖຍ㡲ᒇࡉࢇࠋ

ࡓࡔࠊカ⦎ࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࠊࠕ୍ὶࡣ
ఱࡀศࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲ࡛ࡕࡻࡗ㐪ࡗࡓ⏕
άࠊ࠸࠸ࡶࡢࢆぢ࡚ࠊ⮬ศࢆ㰘⯙ࡋࡓࡾࠊẼᣢࡕ
ࢆᐇࡉࡏࡿࡇࡢษࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖゝ
࠸ࡲࡍࠋ࠾ேࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢカ⦎ࡣࠊ➨
ࡢே⏕ࡢ⾜ࡃඛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊே⏕ほࡶᑡࡋኚ࠼࡚
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ

࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸳㸮ṓ௨ୖ࡛ồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ᕼᮃ
ࡢ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸࣍ࢸ࣭ࣝࣞࢫࢺࣛࣥ➼࡛ࣇࣟࣥࢺࢧ࣮ࣅࢫ
ᚑࡍࡿேᮦࡢ㣴ᡂࠋࢧ࣮ࣅࢫᴗົᚲせ࡞᥋ᐈࡢ▱
㆑࣭ᢏἲࠊࣞࢫࢺࣛࣥࡸᐗሙ࡛ࡢࢸ࣮ࣈࣝࢭࢵࢸࣥ
ࢢ࣭㣧ᩱࢧ࣮ࣅࢫࡢᢏἲࠊ࣍ࢸࣝ࠾ࡅࡿࣇࣟࣥࢺࡸᐈ

ᕥ 㺬㺡㺷㺃㺸㺛㺢㺵㺻㺙㺎㺩㺼㺛⛉ ຍ㡲ᒇ ஂᏊࡉࢇ
ྑ 㺬㺡㺷㺃㺸㺛㺢㺵㺻㺙㺎㺩㺼㺛⛉ ๓⏣ ㊰Ꮚࡉࢇ

ᐊᩚഛࡢᴗົᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏἲࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ
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ᯈᶫᰯ
 ⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉

ጀƴ࠰ᱫƸ᧙̞Ƴƍŵ࠰ɦƷӷƴяƚ
ǒǕƯጀƢǔଐŵज़ᜓƠݭƠƯƍǔŵ
ƜƷƜƱƸǋƏɟƭƷܖƼŵ

⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉ࡣࠊ㸯ᖺḟ㸱⣭⮬ື㌴ᩚ
ⱝ࠸᪉ࡓࡕຓࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ഛኈ㛵ࢃࡿᵓ㐀ࠊᩚഛἲࠊἲつ࡞ࢆ⩦ᚓࡋࠊ
㸰ᖺḟࡣ㌴యࡢᵓ㐀ᶵ⬟ࠊᯈ㔠ࠊሬࠊࣇ࣮ࣞ
࣒ಟṇࡘ࠸࡚⩦ᚓࡍࡿ㸰ᖺ㛫ࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡶࡶ㌴ࡀ᎘࠸࡞ᕝ㘠ࡉࢇࠊカ⦎ࡘ࠸࡚
ࠕಶேⓗࡣᐇᢏⱞປࡋ࡚࠸ࡿࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡑࢇ࡞ᕝ㘠ࡉࢇࡗ࡚ࠊᖺ㱋ࡀ㞳ࢀࡓࠊⱝ࠸ྠ

ࠊᐇࡣ㌴ࡍࡈ࠸᎘࠸࡞ࢇ࡛

ᮇࡣ㢗ࡶࡋ࠸Ꮡᅾࡢࡼ࠺࡛ࠊࠕⓙࡉࢇⱝ࠸ࡢ࡛ࠊ
ᮍ᮶ࢆぢ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡋࠊぞẼࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ
ࡺࡾୡ௦ୡ㛫࡛ࡣゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺

⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉ࠊ㸯ᖺ⏕ࡢᕝ㘠ࡉࢇ࠾ヰ
ࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᕝ㘠ࡉࢇࡣࠊ๓⫋ࢆ㸯㸯ᖺࡵࡓᚋࠊධ

ࡀࠊࡣࡑࢇ࡞㢼ࡣ↛ᛮ࠼࡞ࡃ࡚ࠊᐇᢏ࡞

ᰯࠋ
ࠕ㸳ᖺࡵࡿࠊ୍⏕ാ࠸࡚࠸ࡃࡗ࡚ࡇ
ࢆ⪃࠼࡚ࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆồࡵࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲ

ຓࡅ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸࡚ࠊᮏᙜឤㅰࡋ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ࠖ

ࠕⱝ࠸ேࡣࠊඛ⏕ࡀ♧ࡋࡓᡭᮏࢆ㸯ᅇぢࡓࡔࡅ࡛

ࡋ࡚ࠊࡣ࠸࠼ࠊᖺ㱋ⓗ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓ୰࡛ࢆ᥈ࡋ࡚ࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡲࡓࡲ
୰㏣✺ᨾ㐼࠸ࡲࡋ࡚ࠊᦆᐖㄪᰝ࠸࠺
ࡀ࠶ࡿࡇẼࡀࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᩚഛ

㢌ࡢ୰࡛࣓࣮ࢪฟ᮶࡚ࠊ㸯ࠊ㸰ᅇὀពࢆཷࡅࢀ

ኈ㸱⣭ᯈ㔠ሬࡀᏛࡿ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࡢ

ࡾ⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂ࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡤಟṇ࡛ࡁࡿࠋࡢሙྜࠊ㸳ᅇ㸴ᅇゝࢃࢀ࡚ࡶ
㢌ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᐇᢏ࡛ࡣேࡢ㸳ಸࡸࡽ࡞࠸
㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ࠋࠖࠊ㛫እฟ᮶ࡿ㝈

࡛ࠊࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ᕝ㘠ࡉࢇࡢሙྜࠊ⮬ື㌴㌴యᩚഛ⮬యࢆࡋࡈ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᦆᐖㄪᰝࡢࡋࡈᩚഛኈ
ࡢ㈨᱁࡞ࡀάࡏࡿ࠸࠺ࠊ⮬㌟ࡢᖺ㱋ࡢࡇ
ࡶ⪃៖ࡋࡓᑵ⫋ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ᐇࡣᕝ㘠ࡉࢇࠕࠊ㌴ࡍࡈ࠸᎘࠸࡞ࢇ࡛㸦➗㸧ࠊ
ᮏᙜ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵカ⦎᮶࡚࠸ࡿࢇ࡛ࠊ
࠼ࡤࡀ㸯㸷ṓࡢධᰯࡋ࡚࠸ࡓࡽࠊከศኟ๓
ࡣ㏥ᰯࡋ࡚ࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋࠖࡁࡗࡥࡾࠋ

ᖺ㱋ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠊⱝ࠸ேࢆᑛᩗ࡛ࡁࡿ
ࡢ⏕ᚐࡢᖺ㱋ᕪࡘ࠸࡚ࠊ᭱ึࡣᏳࡀ
࠶ࡗࡓ࠸࠺ᕝ㘠ࡉࢇࠋ㸵࢝᭶⤒ࡗࡓࡣࠕカ⦎
ᖺ㱋ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ⟅࠼࡛ࡍࠋྠࡌ┠
ᶆࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠋᮏᙜ௰㛫࡛࠶ࡾࠊᑛᩗ࡛ࡁࡿࠋ
ࠖ
࠸࠸ࡲࡍࠋᕝ㘠ࡉࢇࡗ࡚ࠊカ⦎ࡣูࡢᏛ
ࡧࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ᭱ᚋࠕධᰯࡋࡓࡇࡣ㛫
㐪࠸࡞ࡗࡓࠋࠖࡇࡸ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸰ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶
ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸㸯ᖺḟ㸱⣭⮬ື㌴ᩚഛኈ㛵ࢃࡿᵓ㐀ࠊ
ᩚഛἲࠊἲつ࡞ࢆ⩦ᚓࡋࠊ㸰ᖺḟࡣ㌴యࡢᵓ㐀
ᶵ⬟ࠊᯈ㔠ࠊሬࠊࣇ࣮࣒ࣞಟṇࡘ࠸࡚⩦ᚓࡍࡿ㸰
ᖺ㛫ࡢカ⦎࡛ࡍࠋ

⮬ື㌴㌴యᩚഛ⛉ ᕝ㘠 ⛱ࡉࢇ
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ひとつ、ひとつの職業訓練ストーリー

⑫

とにかくＩＴをやりたい！そんな人におすすめ

なにか新しいもの、インターネットで
板橋校
ＩｏＴシステム科

物を動かすもので、まだないものを作
っていきたい。

ＩｏＴシステム科は、モノを動かしつなぐプロ

人がいるので、一度社会に出ている人と一緒に過

グラムや、センサー、LED などのハードウェアに

ごしていると、自分がどうなりたいかということ

関する知識を身につける科目です。タブレットを

にも考えが及んで、僕にとってはかなりいい環境

使用したインターネット通信を学び、モノとモノ

でした。」

をつなぎ制御する技術や、電子回路やマイクロプ

授業がすごく面白いと言う橋本さん。
「問題をし

ロセッサなどのモノを動かすプログラミングの手

っかり頭において作業を進めていく能力が鍛えら

法を学びます。

れました。それと、わからないもの自体がわから
ないってときもありましたが、できている段階と

休暇を使って発明を

いうものをしっかり把握して積み上げていくとい

ＩｏＴシステム科の橋本さんにお話を伺いまし

う思考が鍛えられました」
「授業の最初にけっこう
高度なプログラミングをやらされたのですが、最

た。
「高校の理工学同好会ではモジュールの組み立

近になってあれをもう一度やりなおしたいな、と

てなどをやっていましたが、ＩｏＴシステム科で

いう気持ちになっています」と話す橋本さんは自

内部のところまで勉強できたので、休暇を使った

分の成長をしっかりと実感できているようです。

りして発明というものを自分でできるようになり

ＩＴの総合格闘技

ました。僕は小さいころからモノづくりが好きで
したが、『自分がやっている作業を自動化したい』

「ＩｏＴシステム科はＩＴの総合格闘技です。

なんて人にはおすすめの科目ですね」と楽しそう

ですから、ＩＴはやりたいけどどの部分に自分の

に話してくれました。

興味があるかわからない方、なんでもかんでも自
分でやりたいっていう人には本当におすすめです」

授業で鍛えられた思考力

と熱く語ってくれた橋本さん。橋本さんの発明品

一緒に訓練している仲間については、
「視野が広

とどこかで出会える日が待たれます。

い先を見ている人が多いと思います。30 代前半の
ＩｏＴシステム科の概要
定員

：年間３０名

訓練時間

：1 年

入校対象者：おおむね３０歳以下で高卒程度の学力のあ
る求職中又は転職を希望する方
入校時期

：４月

訓練概要

：家電や自動車などに用いられるモノをイ

ンターネットにつなげるＩｏＴシステムの知識技能
の習得を目指します。

ＩｏＴシステム科 橋本 祥行さん
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ᯈᶫᰯ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉

࣏രƴƠƕǈƭƍƯѠࢍƠƨŵƋǔɟໜǛឭ
ƑǔƱƢǜƳǓྸᚐưƖǔǑƏƴŵݩஹƸᅈ
˟Ʒఌ࠴ǛૅƑǔǷǹȆȠƴ᧙ǘǓƨƍŵ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡
ᚲṚࡸࢀࡤࡾ㉺࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࢡࢆ⏝ࡋ࡚ࣃࢯࢥࣥࢆ౽࠺⤌ࡳࢆస
ࢀࡿࡼ࠺ࠊ㹁ゝㄒ࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢึṌࢆࠊ
-DYD ゝㄒ࡛ᛂ⏝ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⩦ᚓࠋࡲ

ࡇ࠺ࡋ࡚ධᰯࡋࡓ㛗㇂ᕝࡉࢇ࡛ࡋࡓࡀࠕ᭱ึ
ࡣ࡞ࡾᚲṚ࡛ࡋࡓࠋ⪺ࡁ࡞ࢀ࡞࠸ゝⴥࡶከࡃࠊ
࠺ࡕᖐࡗ࡚⮬ศ࡛⩦ࡋ࡚ࠊࡸࡗ㣧ࡳ㎸ࡵࡿ

ࡓࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡᵓ⠏ཬࡧࢧ࣮ࣂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタᐃࢆᐇ⩦

ࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡽᑡࡋࡎࡘ▱㆑ࡶቑ࠼࡚ࠊ

ࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡸࡗඛ⏕ࡢヰࢆࡍࢇ࡞ࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ᭱ึࡘࡲࡎ࠸࡚࠸ࡓࡽࠊ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࣅࢪࢿࢫࡢ࣮࣋ࢫ

ࡇ࠺ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡔࢁ࠺ゝ࠺㛗㇂ᕝࡉࢇࡣ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉ࡢ㛗㇂ᕝࡉࢇ
࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࠕࡘࡲࡎ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᚲṚࡋࡀࡳࡘ࠸࡚
ࡸࡗࡓࡽࠋᢡゅࡇ࠺࠸࠺ᶵࢆ㡬ࡅࡓࡢ࡛ࠊ↓

㛗㇂ᕝࡉࢇࡣࠕᗂ࠸㡭ࡽࣃࢯࢥࣥࢆゐࡿᶵ
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ๓⫋࡛㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࠊ
ࡇࡢ㝿ࠊᡭ⫋ࢆࡅࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࠊ࡛ࡣఱࡀ୍

㥏ࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
♫ࡢ᰿ᖿ㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠸

␒⮬ศྜࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊฟ᮶ࡿࡢぢΏࡋ࡚ࠊ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡇࢀࡓࡢࡣࠊศࡽ࡞࠸ࡇ
୍␒㌟㏆࠶ࡗࡓࡢࡀࣃࢯࢥ࡛ࣥࡋࡓࠋࡣ࠸࠼ࠊ
ࢁࢆᩍ࠼ྜ࠺࡞ࠊࢡࣛࢫࡢ㞺ᅖẼࡀⰋࡗࡓࡇ
ఱࡶ▱ࡽ࡞࠸≧ែࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛㸯ᖺ㛫ຮᙉ
ࡶࡁ࠸࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡋ࡚ࠊ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛ࡽ♫ฟ࡚ࠊ⮬ศࡢຊࢆ
ࠊ㛗㇂ᕝࡉࢇࡣᴗࡽෆᐃࢆࡶࡽ࠸ࠊ㸲
ヨࡏࡓࡽࡼ࠸ᛮ࠸ࠊධᰯࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
᭶ࡽࡑࡢ♫ධ♫ࡍࡿணᐃࡢࡇࠋᚿᮃࡢ
ࡲࡓࠊ㹇㹒⣔ࡢ⛉┠ࡢ୰࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟ
⌮⏤ࡣࠊ♫ㄝ᫂᮶࡚࠸ࡓ♫㛗ࡢேࠊ
ࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡋ࡚ࠕࡇࡇ࡛Ꮫࢇ࡛ࠊ
ࡢ♫㐪࠸ࠊᑗ᮶ࡢᵓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ྲྀࡾ
ᑵ⫋ࡍࡿࡏࡼࠊࣇ࣮࡛ࣜാࡃࡏࡼࠊ࣮࣋ࢫ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀ᫂☜ࡔࡗࡓࡽࡔ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡿ▱㆑ࡣࡇࢀ࡞ᛮࡗࡓࡇࠊᮍ⤒㦂⪅࡛
㸲᭶ࡽࡢά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㛗㇂ᕝࡉࢇࠊ
ࠕ
ࡶྍ⬟࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࡢ࡛ࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛༊ᙺᡤ➼ࡢᡭ⥆ࡁࡶฟ
᮶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ♫ࡢ᰿ᖿࢆᨭ࠼ࡿࢩࢫࢸ
࣒ࢆసࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ே㛫
࡞ࡾࡓ࠸ࠋࠖ┿ࡗ┤ࡄ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉ࡢᴫせ

ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶
ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝ࡋ࡚ࣃࢯࢥࣥࢆ౽
࠺⤌ࡳࢆసࢀࡿࡼ࠺ࠊ㹁ゝㄒ࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢึ
Ṍࢆ -DYD ゝㄒ࡛ᛂ⏝ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⩦ᚓࠋࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ཬࡧ
ࢧ࣮ࣂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタᐃࢆᐇ⩦ࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ⛉ 㛗㇂ᕝ ᚨᏕࡉࢇ
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ᯈᶫᰯ
 ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉

ჃெǛᘺƢǔ˺ಅƕڤƖƩƠŴࢽॖŵ
ᐯЎƷо˺ƠƨǋƷƕŴٶƘƷʴƴᙸƯǋ
ǒƑǔŵƦǜƳƠƝƱƕᅶƴӼƍƯƍǔŵ

ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉ࡣࠊࢧࣥ㸦┳ᯈ㢮㸧

ᩥᏐ࡞ࢆษࡾᢤࡁࡲࡍࠋ⤖ᵓ㐩ࡽࡶࠗᡭษ

ࡸࢹࢫࣉࣞ㸦ᒎ♧࣭㣭≀㸧ࡢ⏬ࠊࢹࢨ
ࣥࠊ〇సࠊᕤ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓ

ࡾ࠺ࡲ࠸ࡡ࠘ࡗ࡚〔ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࡍࡈࡃᎰࡋ࠸
࡛ࡍࠋࠖㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
⮬ᕫὶ࡛ࠊྍឡࡗࡓࡽ࠸࠸࡞ࡗ࡚
ᑠࡉ࠸㡭ࡽࡶࡢࢆసࡿࡢࡀዲࡁ
⢝ࡸ࠾ࡋࡷࢀࡀዲࡁ࡞ሯᮏࡉࢇࠊ㸯㸮᭶
ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉ࡢሯᮏࡉࢇ࠾ヰࡋ

㛤ദࡢ㹎㹍㹎ࢥࣥ࣌ࢸࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊዲࡁ࡞
⢝ရࡢࢹࢫࣉࣞࢆฟရࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ሯᮏࡉࢇࡣࠕᑠࡉ࠸㡭ࡽ⤮ࢆᥥ࠸ࡓࡾࠊࡶ

ࡓࡔࠊࠕ⮬ศࠊᩘᏐィ⟬ⱞᡭ࡞ࡢ࡛ࠊ

ࡢࢆసࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡀዲࡁ࡛ࠊ࡛ࡶࠊࣞࢪࣥࢆ
ࡗ࡚ࢫࢺࣛࢵࣉసࡗࡓࡾࡋ࡚࠸࡚ࠖࠊ
ࠕࡶ

ᅗ㠃ࢆᥥ࠸ࡓࡾࡍࡿカ⦎ࡣ࡚ࡶⱞປࡋࡲࡋࡓࠋ
ᇶᮏࠊࣇ࣮ࣜࣥࢢ࡛࠸ࡃࢱࣉ࡞ࡢ࡛㸦➗㸧
ࠖ
࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠕே⪺ࡃࡢࡀⱞ
ᡭ࡞ࢇ࡛ࠊ⮬ᕫὶ࡛ࠊࡲ࠶⥡㯇ࡔࡗࡓࡽ࠸࠸
࡞ࡗ࡚ឤࡌ࡛ࠊࡶ࠺ࣇ࣮ࣜࣥࢢ࡛ࡸࡗ࡚ࡲࡍ

ࡶ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡇࢆ࡛ࡶάࡋࡓ࠸࡞
ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛カ⦎࡛ࡁ࡚࡚ࡶⰋ
ࡗࡓࠋࠖ
ࠕ㧗ᰯ༞ᴗࡋ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲᑵ⫋ࡗ࡚࠸࠺
ὶࢀࡼࡾࠊ⮬ศⓗࡣᡭ⫋ࡀḧࡋ࠸࡞ࡗ࡚ᛮࡗ

㸦➗㸧ࠖࡢࡇࠋࡑ࠺ࡋࡓసࡗࡓసရࡀࠕ㐩

࡚ࡓࢇ࡛ࠊࡇࡇධࡾࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ

ࠗྍឡ࠸࠘ゝࢃࢀࡿࠗࡼࡗࡋࡷ㸟࠘ࡗ
࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ

ࡑ࠺࠸࠺ሯᮏࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕⰍࠎ࡞カ⦎ࢆཷࡅ
ࡓ୰࡛ࠊ⚾ⓗࡣ⢓╔ࢩ࣮ࢺࡗ࡚࠸࠺࢞ࣛࢫ㠃ࡸ

⢝ရࡸὒ᭹ࡢ࠾ᗑࡢ┳ᯈࡀసࡾࡓ࠸ࠋ

┳ᯈ࡞㈞ࡿࢩ࣮ࢺ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡑࢀࢆ㈞ࡿ
సᴗࡀዲࡁ࡞ࢇ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡢᕤࡢ
ᑵࡅࢀࡤᛮࡗࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࠕዲࡁࡇࡑ≀ࡢபࠎࠖࡣࡼࡃゝ࠸ࡲࡍࡀࠊࢩ࣮
ࢺ㈞ࡾࡢసᴗࡘ࠸࡚ሯᮏࡉࢇࡣࠕࣉࣟࢵࢱ࣮ࡗ
࡚࠸࠺ᶵᲔࢆ࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᡭษࡾ࡛ࡶ

ಟᚋࡣࠊዲࡁ࡛ᚓព࡞ࠕ┳ᯈࢆసࡿᡭ๓ࡢ
ࢩ࣮ࢺసᴗࡀ࡛ࡁࡿᑵࡅࢀࡤࠋࠖࡢࡇࠋ
ᑗ᮶ࠊࠕ⮬ศࡀࢹࢨࣥࡋࠊసᴗࡋࡓ┳ᯈࡀ⢝
ရὒ᭹ࡢ࠾ᗑࢃࢀࡿ࠸࠸࡞ࡗ࡚
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡑ࠺࡞ࡿࠕᎰࡋ࠸ࡋࠊ
ࠗࡇࢀ⮬ศ࡛
సࡗࡓࢇࡔࡼ࠘ࡗ࡚⮬៏ࡋࡓࡃ࡞ࡾࡲࡍࡼࡡࠋ
ࠖ
ሯᮏࡉࢇࡀసࡗࡓసရࡀ࠾ࡋࡷࢀ࡞ᗑࡢ࢘
ࣥࢻ࢘ࢆ㣭ࡿ᪥ࡣࠊࡍࡄࡑࡇࡲ࡛᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼ
ᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸ࢧࣥ㸦┳ᯈ㢮㸧ࡸࢹࢫࣉࣞ㸦ᒎ♧࣭

ࢧ࣭ࣥࢹࢫࣉࣞ⛉ ሯᮏ ோ⨾ࡉࢇ
ሯᮏࡉࢇࡀᡭࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
㹎㹍㹎ࢥࣥ࣌ࢸࢩࣙࣥฟရసရ

㣭≀㸧ࡢ⏬ࠊࢹࢨࣥࠊ〇సࠊᕤ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ
ᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
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ᯈᶫᰯ
 ᶵᲔຍᕤ⛉

ƜƜưܖǜƩƜƱμƯƕƠƝƱƴƔƤ
ǔŵᐯЎƕܖǜưƜƱǛƔƠƯŴʴƴշ
ƹǕǔƠƝƱƕƠƨƍŵ

ᶵᲔຍᕤ⛉ࡣࠊ᪕┙ࠊࣇࣛࢫ┙࡞ࡼࡿ
ࡇࡇ࡛Ꮫࢇࡔࡇ㒊ࡀ⮬ศࡢṊჾ

ຍᕤࡢᇶ♏ࡽࠊ࣐ࢩࢽࣥࢢࢭࣥࢱ➼ྛ✀㹌㹁ᶵ
Ეࡼࡿ⢭ᐦຍᕤἲࡸ㹁㸿㹂㸭㹁㸿㹋ࡲ࡛ᖜᗈ

ࡑ࠺ࡋࡓ⤒⦋࡛ᶵᲔຍᕤࡢ㐨㐍ࢇࡔ୰ᯘࡉ

࠸ຍᕤᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ㸰ᖺḟࡣᶵᲔຍᕤᢏ⬟
᳨ᐃ㸰⣭ࡲ࡛ࠋᛂ⏝సᴗࡋ࡚ࠊྛ✀ᶵᲔ⨨࣭
ᕤල࣭㔠ᆺࡢタィ〇సࢆ┠ᶆࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࢇ࡛ࡍࡀࠊ㧗ᰯࡢᤵᴗカ⦎ࡢᕪࡘ࠸࡚ࠕ㧗ᰯ
ࡢᤵᴗ㔜」ࡋࡓࡢࡣࠊ᭱ึࡢࢇࡢᩘ࢝᭶ࡃࡽ
࠸࡛ࠊᚋࡣࢇ᪂ࡋ࠸ࡇࡤࡗࡾ࡛ࡋࡓࠋ
ࠖ
ࠕከศ♫ධࡗ࡚ࡽࡶⰍࠎᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡇࡇ࡛Ꮫࢇࡔࡇ㒊ࡀᑵ⫋ࡋ

㸯ᖺ㸶࢝᭶ࠊカ⦎ࡣᴦࡋࡗࡓࠋ

ᶵᲔຍᕤ⛉ࡢ୰ᯘࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡚ࡽ࠼ࡿᢏ⾡ࡔᛮࡗ࡚ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡲࡓࠕᇶᮏⓗຍᕤࡋ࡚࠸ࡿࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ
୰ᯘࡉࢇࡣࠊᕤᴗ㧗ᰯࡢᶵᲔຍᕤ⛉ࢆ༞ᴗᚋࠊ
ࠊឤぬࢆ◊ࡂࡲࡍࡇࡀከࡃ࡚ࠊỗ⏝ᶵࡣ
ධᰯࡋࠊ㸯ᖺ㸶࢝᭶ࡀ㐣ࡂࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡇࡲ࡛ࡢカ⦎ࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠕཝࡋࡗࡓࡗ࡚࠸࠺
ࡼࡾࡶࠊඛ⏕ࡀⰍࠎ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ᪉ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ
⮬ศࡀ▱ࡽ࡞࠸ࡇࠊᐇ㊶࡛࠼ࡿᢏ⾡
ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࢇ࡛ࠊ㎞ࡃࡣ↛࡞ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋ
ࡴࡋࢁᴦࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡑࡶࡑࡶ୰ᯘࡉࢇࡀᩘ࠶ࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ୰
ࡽᶵᲔຍᕤࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊࠕ୍⯡ࡢேࡽぢ࡚
㕲ࡗ࡚ࡍࡈ࠸◳࠸ࡶࡢࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋᐇ㝿ࡣࠊ
ࡍࡈ࠸ᰂࡽ࠸ࡶࡢࡔࡗ࡚ᚋࠎẼࡉࢀࡿࢇ
࡛ࡍࡅࠋᬑ㏻ࠊேࡀ◳࠸ࡗ࡚ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ
ຍᕤࡍࡿࡢࡣከศ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺࡞ࡗ࡚ᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆࠊⰍࢇ࡞ᶵᲔࢆࡗ࡚ࣂࣜࣂࣜ๐ࡿࡢࡗ
࡚㠃ⓑ࠸ࡔࢁ࠺࡞ࠋ࠶ࡣᡭ⫋ࢆࡘࡅࡓ᪉ࡀ
࠸࠸ࡔࢁ࠺ࡗ࡚࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠋࠖࡢࡇࠋ

ࡰᡭసᴗ࡛ࡍࡋࠊຍᕤࢆ㒊ࡸࡗ࡚ࡃࢀࡿ࣐ࢩࢽ
ࣥࢢࡗ࡚࠸࠺ᶵᲔࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤌ࡳ᪉ḟ➨࡛
ࡍࠋࠖᶵᲔຍᕤࡢ㨩ຊࢆㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ே႐ࡤࢀࡿࡀࡋࡓ࠸ࠋ
ᖺ㸯ᅇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿᢏ⬟⚍࡛ࠊᶵᲔຍᕤ⛉ࡣ
⮬ศࡓࡕ࡛సࡗࡓ㟁㌴࠾ᐈࡉࢇࢆࡏ࡚㉮ࡽ
ࡏࡿࡇࢆࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ⮬ศࡓࡕࡀసࡗࡓࡶࡢ
ࢆከࡃࡢேぢ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࠊ႐ࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡓ⤒
㦂ࡘ࠸࡚ࠊࠕไస୰ࡣⰍࠎㄢ㢟ࡶ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍ
ࡀࠊࡑࢀࢆゎỴࡋ࡚ࠊ࠾ᐈࡉࢇࢆࡏࡓࡁࡣࠊ
ࡍࡈ࠸Ꮀࡋࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋࠖ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࡶྵࡵカ⦎ࢆ✚ୖࡆ࡚ࡁࡓ୰ᯘ
ࡉࢇࠊࠕ⮬ศࡀᏛࢇ࡛ࡁࡓࡇࢆάࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ே႐ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞ࡀࡋࡓ࠸ࠋࠖࠊຊᙉࡃ
ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ᶵᲔຍᕤ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸰㸳ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸰ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶
ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸᪕┙ࠊࣇࣛࢫ┙➼ࡼࡿຍᕤࡢᇶ♏ࡽࠊ
࣐ࢩࢽࣥࢢࢭࣥࢱ➼ྛ✀㹌㹁ᶵᲔࡼࡿ⢭ᐦຍᕤἲ
ࡸ㹁㸿㹂㸭㹁㸿㹋ࡲ࡛ᖜᗈ࠸ຍᕤᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋ

ᶵᲔຍᕤ⛉ ୰ᯘ ுኴࡉࢇ
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ᯈᶫᰯ
 ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉

៲ᡈƳȗȩǹȁȃǯŵܱƸƢƝƍݩஹࣱƕ
ƋǔŵƜƷ২ᘐǛᐯЎƷǋƷƴƠƯŴܲ
ȋȸǺƴࣖƑǔŴᩊƠƍƠƝƱǛƠƨƍ

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ရࡣࠊ㟁Ꮚ࣭㟁Ẽ࣭㹍㸿ᶵჾ࣭

ヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

⮬ື㌴㒊ရ࣭᪥⏝ရ➼࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ〇ရࢆ

ᑠᴗ࡛ᇵࡗࡓ⤒㦂ࢆά⏝

సࡿࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᶵࢆࡋ࡚ࠊᡂᙧ᮲௳ࠊᡂ
ᙧἲࠊᮦᩱࠊ㔠ᆺࡢศゎ࣭⤌❧➼ࡢᢏ⬟࣭ᢏ⾡ࢆ
⩦ᚓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᢏ⬟᳨ᐃ㸰⣭⛬ᗘࡢ▱㆑ᢏ
⬟ࡢ⩦ᚓࡶ┠ᶆࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
㌟㏆࡛ࠊࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉ࡢᯈᶫࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ
࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᯈᶫࡉࢇࡢ๓⫋ࡣᑠᴗࠋࡑࡢᯈᶫࡉࢇࡀࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊカ⦎ࢆཷࡅࡼ࠺⪃࠼ࡓ
⌮⏤ࡣࠕᑠᴗ࡛ࡣᢏ⾡ࡀ࡞࡞㌟࡞࠸
ࡢ࡛ࠊᡭ⫋ࢆࡘࡅࡓ࠸ᛮ࠸ࠊ〇㐀ᴗ⯆ࢆ
ᣢࡕࡲࡋࡓࠋࡓࡔᮍ⤒㦂࡛ࡣ㌿⫋ࡀ㞴ࡋࡃࠊ⮬ศ
ࡶ⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸ࡢ࡛ࠊධᰯࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢ
ࡇࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᩘ࠶ࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ୰࡛ࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡຍᕤࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࡣࠕࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ⚾ࡓࡕ
ࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡿᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸࠺
ࡶࡢᦠࢃࢀࡿࡢࡣࠊᮏᙜࡸࡾࡀ࠸ࡀឤࡌࡽࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㌴࡞ࠊ㍍㔞ࢆᅗࡿࡓࡵࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡀࢃࢀࡿ࠸࠺ὶࢀࡶ࠶ࡾࠊࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡ⏘ᴗࡣࡇࢀࡽఙࡧࡿ⏘ᴗࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ

୍᪉࡛ࠊᑠᴗฟ㌟ࡢᯈᶫࡉࢇࠊ࢚ࣥࢻ࣮ࣘ
ࢨ࣮┠⥺ࡀ㣴ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚋࡑࢀࡀάࡏ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪺࠸ࡓࡇࢁࠊࠕࡸࡣࡾ࠾ᐈᵝ
ࡀఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢࡶࠊ〇ရ࡙ࡃࡾάࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋࠖ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑠᴗࡣᖺ㱋ᒙࡀከᵝ࡞⫋ሙ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓሙ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ㛗ࡅ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࠕࡲࡎࠊ⤯ᑐ┦ᡭࡢゝ࠺ࡇࢆྰ
ᐃࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ
ࡶࠊࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ᡂᙧ᮲௳ࡀ㐪ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡶࠊከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺
⪃࠼᪉ࡀάࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤࡢ㨩ຊ⮬ศࡢᑗ᮶ീ
ᯈᶫࡉࢇࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤࡢ㨩ຊ⮬ศ
ࡢᑗ᮶ീࡘ࠸࡚⪺࠸࡚ࡳࡓࡇࢁࠕࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡຍᕤࡣ〇ရࢆసࡿୖ࡛ࠊ⮬ศ࡛ᡂᙧ᮲௳ࢆධࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬ศ࡛⪃࠼࡚సࡗࡓࡶࡢࡀⰋ࠸〇
ရ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡲࡍࠋࠖ
ࠕ⢭ᐦᶵᲔ࡞ࣁࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ྥࡅࡢ〇ရ࡞
ࠊᑍἲࡀ㠀ᖖཝࡋ࠸〇ရࢆసࡿࡀࡋࡓ࠸
ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊ
⮬ศࡢຊࡶࡘࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࠊᮍ᮶ࢆぢᤣ࠼
࡚ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸳㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸰㸳ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ရࢆసࡿࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᶵࢆ
ࡋ࡚ࠊᡂᙧ᮲௳ࠊᡂᙧἲࠊᮦᩱࠊ㔠ᆺࡢศゎ࣭⤌❧
➼ࡢᢏ⬟࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᢏ⬟᳨ᐃ㸰⣭⛬ᗘ
ࡢ▱㆑ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡶ┠ᶆࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡຍᕤ⛉ ᯈᶫ ⚽ᒎࡉࢇ
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ᯈᶫᰯ
 ୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉

ǋƏɟࡇขƘܖƼႺƠƨƍŴƦƷ࣬ƍưλ
ఄƠƨŵጀƸӈƠƍŵƻƨƢǒጀ፼ŵƦ
ƏƢǕƹщƕ៲ƴ˄Ƙŵ

୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉࡛ࡣࠊ୕ḟඖ㹁㸿㹂ࢯࣇࢺࡣ
⮬ື㌴㛵㐃㒊ရࡢタィ㛵ᚰ

㹁㸿㹒㹇㸿㹔㸳ࢆ⏝ࡋࠊᕤᴗ〇ရࡢసᡂ࣭⤌
❧ࠊḟඖᅗ㠃ኚࠊゎᯒ࡞ࡢᇶᮏ᧯సࢆ୰ᚰ
ࡋ࡚ᶵᲔศ㔝࡛ᚲせࡉࢀࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ
⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿ⛉┠࡛ࡍࠋ

ࡶࡢ࡙ࡃࡾ㛵ᚰࡢ࠶ࡿே࡛ࡶࠊࡸࡾࡓ࠸ࡋ
ࡈࡋ࡚ࠊタィẁ㝵〇㐀ẁ㝵ࡁࡃศࢀ
ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㜿㒊ࡉࢇ

ࡶ࠺୍ᗘ῝ࡃᏛࡧ┤ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡣࠊタィẁ㝵ࡢ᪉㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ
ࠕᑵ

୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉ࡢ㜿㒊ࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲ

⫋ࡋ࡚ࠊ࠸ࡁ࡞ࡾࡣࡕࡻࡗ㞴ࡋ࠸ࡶ▱ࢀ࡞࠸
ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡺࡃࡺࡃࡣタィࡢ᪉㐍ࡵࡓࡽ࡞

ࡋࡓࠋ
㏻ಙᴗ⏺࡛ാ࠸࡚࠸ࡓ࠸࠺㜿㒊ࡉࢇࠊᶵᲔ
⏘ᴗ࡞ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡣ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ
࡛ࡍࡀࠊ୍⯡ࡣ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸୕ḟඖ㹁

ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ⮳ࡗ࡚ㅬ࡛ࡍࠋ
ᑗ᮶タィࡋࡓ࠸ᛮ࠺ࡶࡢࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓࡇ
ࢁࠊࠕ⌧ᐇⓗࡔࠊ⮬ື㌴㛵㐃ࡢ㒊ရࡑ࠺
࠸ࡗࡓࡇࢁ࡛ࡍࡡࠋࠖࡢࡇࠋ⪺ࡅࡤࠊ⮬

㸿㹂ࠊࡇࢀࢆᏛࡰ࠺⪃࠼ࡓ⌮⏤ࢆ㜿㒊ࡉࢇࡣࠊ ື㌴ࡣࠕ⮬ศ࡛ࡗ࡚ࡿࡢ࡛ᑡࡋ⯆ࡀ࠶ࡿ
࡞ࠋࠖࠋカ⦎ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ୰࡛ࠊ⮬ື㌴௨እࡢ
ࠕࡶࡶᶵᲔ⣔㹁㸿㹂⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡲࡋ࡚ࠊᏛࡢ㡭ࡶᑡࡋࡔࡅຮᙉࡋࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ ศ㔝ࡶ㛵ᚰࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢࡶ▱ࢀࡲࡏࢇࠋ
ᗈࡃὸࡃࡋᏛࢇ࡛ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡶ࠺୍ᗘ῝
ࡦࡓࡍࡽ⦎⩦
ࡃᏛࡧ┤ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚ࠋࠖධᰯࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺㜿㒊ࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡇࡑᶵᲔࡢࢿ
ࢪ࡞ࠊ⣽࠸㒊ရࡢタィࢆᢸ࠺୕ḟඖ㹁㸿㹂ࡣ
㠀ᖖ⦓ᐦ࡞ୡ⏺ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶྜ࠺ேࠊྜࢃ࡞࠸
ேࡀ࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕ⦓ᐦ࡞సᴗࡣࠊ⮬ศࡢ୰
࡛ࡶ⤖ᵓዲࡁࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇࢆ㑅ࢇࡔࠋࠖࡢ
ࡇࠋࡲࡓࠕᑠࡉ࠸㡭ࡽࠊࣉࣛࣔࢹࣝࠊ࣑
ࢽᅄ㥑ࡼࡃసࡗ࡚ࡲࡋࡓࡡࠋࠖࠊ⦓ᐦ࡞ࡶ
ࡢࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ႐ࡧࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㜿㒊ࡉࢇ
ࡔࡽࡇࡑࡢ㑅ᢥࡔࡗࡓࡶ࠸࠼ࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ࠊ㜿㒊ࡉࢇࡣࠕカ⦎ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡢ࠸ࡗ
ࡥ࠸࠸ࡗࡥ࠸ࡗ࡚ឤࡌ࡛ࡍࡡ㸦➗㸧ࠖࡢࡇࠋ
ࠕඛ⏕ࡀᑀᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡚ࡿࢇ࡛ຓࡗ࡚ࡲ
ࡍࠋࠖ
ࠕศࡽ࡞࠸ࡇࡣᖍࡀ㏆ᡤࡢே⪺࠸ࡓࡾ
ࠊⰍࠎຓࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡲࡍࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡶ࠺୍ᗘ῝ࡃᏛࡧ┤ࡋࡓ࠸ධᰯࡋࡓ㜿㒊ࡉ
ࢇࠊカ⦎ࡣࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡶᠱ㡹
ᙇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ᚋࠕࡦࡓࡍࡽ⦎⩦ࡋ࡚ࠊศ
ࡽ࡞࠸ࡇࡣ㉁ၥࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡍࢀࡤຊࡀ㌟ࡃ
ࢇࡌࡷ࡞࠸࡞ࠋࠖヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸୕ḟඖ㹁㸿㹂ࢯࣇࢺࡣ㹁㸿㹒㹇㸿㹔㸳ࢆ
⏝ࡋࠊᕤᴗ〇ရࡢసᡂ࣭⤌❧ࠊḟඖᅗ㠃ኚࠊゎᯒ࡞
ࡢᇶᮏ᧯సࢆ୰ᚰࡋ࡚ᶵᲔศ㔝࡛ᚲせࡉࢀࡿᇶ
♏ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

୕ḟඖ㹁㸿㹂⛉ 㜿㒊 ⱱࡉࢇ
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ᯈᶫᰯ
 ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉

ʼᜱƕ࣏ᙲƳƓ࠰݃ǓǋŴɟደƴƸƨǒƘ
ː᧓ǋǈǜƳʴŵʝƍƴݭƠӳƍŴǈǜ
Ƴƕᇰ᫊ƴƳǕǔŴƦǜƳᎰՃƴƳǓƨƍŵ

ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡣࠊ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅➼ࢆᑐ㇟

࠸ࡃࡼ࠺ࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࠋ㔝ᮏࡉࢇ

ࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸ㆤ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᚲせࡍ
ࡿᢏ⬟࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿ⛉┠࡛ࡍࠋ

ࡗ࡚ࠊ⏝⪅ࡶࠊ୍⥴カ⦎ࡋࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇ
ࢀࡽ୍⥴ࡣࡓࡽࡃ௰㛫ࠊ࠸ࡎࢀࡶษࡋࡓ
࠸ே࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

ㆤ⫋ဨࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼ࢆᏛࢇࡔࠋ
ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢ㔝ᮏࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
㔝ᮏࡉࢇࡣࠊカ⦎ಟࡲ࡛࠶ᩘ᪥ࠊࡇࡢ༙
ᖺࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠊࠕṇ┤ኚ࡛ࡋࡓࡅࠊ㐩ᡂឤ
ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ௰㛫ࡓࡕ୍⥴ࡸࡗ࡚ࡇࢀࡓࡇ
ࢆ㠀ᖖࡾᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡶࡶ㔝ᮏࡉࢇࡣࠕ⏕ά㈝ࢆ✌ࡄࡓࡵ
ㆤタ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊാ࠸࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ
⏝⪅ࡉࢇ᥋ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࡇࡢࡸࡾࡀ

ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ 㔝ᮏ ᣅஓࡉࢇ

࠸ࢆឤࡌ࡚ࠊᚋࡶࡇࡢࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ
カ⦎ࢆཷࡅࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ㆤタ࡛ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ㔝ᮏࡉࢇࡀࠊカ⦎ࢆ

ࠕ㔝ᮏࡉࢇࡀ࠸࡚Ⰻࡗࡓࠖ

⤒࡚ᚓࡓ୍␒ࡢ✭ࡣࠊࠕᢏ⾡ࡢྥୖࡶ࠶ࡾࡲ

㔝ᮏࡉࢇࠊࡇࢀࡽ┠ᣦࡍㆤ⫋ဨീࡘ
࠸࡚⪺࠸࡚ࡳࡿࠕ⏝⪅ࡢ᪉ࡶࠊ୍⥴ാࡃ௰

ࡍࡀࠊࡕࡽ࠸࠺ᚰᵓ࠼࠸࠸ࡲࡍࠊ
⏝⪅ࡉࢇᑐࡍࡿ᥋ࡋ᪉࡛ࡍࡡࠋᑛཝࢆᏲࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠊ㠀ᖖᏛࡪࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋࠖ
ࡢࡇࠋカ⦎ࡢ⤒㦂ࡀㆤ⫋ဨࡋ࡚ࡢ㔝ᮏࡉ
ࢇࢆࡲࡓ୍Ṍᡂ㛗ᑟ࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ
௰㛫ࡢࡇࢆษࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡣࡓࡽࡃㆤタ࡛ࠊษࡋࡓ࠸
ࡇࡘ࠸࡚ࠊࠕ⏝⪅ࡢ᪉୍ேࡦࡾࡢᚰࢆ
ษࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡇࡇ୍࡛⥴Ꮫ
ࢇࡔ௰㛫ࡀ࠸ࡓࡽࡇࡑࠊಟ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊᑵ⫋ᚋࡶ୍⥴ാࡃ௰㛫ࡢࡇࡶษࡋ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠖ㔝ᮏࡉࢇࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ⏝⪅ࠊࡣࡓࡽࡃ௰㛫࠸ࡎࢀࡶษ
ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ᡭ
ࡢࡇࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࡀ୍␒ษᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⮬ศࢆᢲࡋࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦ᡭࢆཷࡅධࢀ࡚

㛫ࡢࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡳࢇ࡞ࡀ➗㢦࡞
ࢀࡿࡼ࠺࡞ㆤ⫋ဨ࡞ࡾࡓ࠸ࠋࠖ
ࠕ⮬ศ⮬㌟ࡀࣈ
ࣞ࡞࠸࡛ࠊᖖ๓ྥࡁ࡛࠶ࡿጼໃࢆ㈏ࡃࡇ࡛ࠊ
ⓙࡉࢇࢆᘬࡗᙇࡗ࡚࠸ࡅࡿᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠖ
ࠊ᪤⌧ሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࡶⱆ⏕࠼࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
᭱ᚋࠊㆤ⫋ဨࡋ୍࡚␒Ꮀࡋ࠸ࡇࡘ
࠸࡚⪺ࡃࠕࠗ㔝ᮏࡉࢇࡀ࠸࡚Ⰻࡗࡓ࠘ࡗ࡚ゝ
ࢃࢀࡿࡢࡀ୍␒Ꮀࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋࠖࠊ┿ࡗ┤ࡄ
⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
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ㆤࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸵᭶ࠊ ᭶ࠊ㸯᭶㸦ྛ᭶㸯㸳ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅➼ࢆᑐ㇟ࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸
ㆤ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᚲせࡍࡿᢏ⬟࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍ
ࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ փඖẼ࣭๓ྥࡁ࣭ᕼᮃࠊⱝ⪅ࡢྍ⬟ᛶ

㉥⩚ᰯ
 㟁Ẽᕤ⛉

ଐΪܱƠƯጀƠƯǇƢŵǯȩǹƕː᧓
ॖᜤǛࢍƘǋƪŴɟƭƷႸƴӼƔƬƯᡶ
ǜưƍǔŵᩓൢʙƷசஹƸଢǔƍŵ

㟁ⅉ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡸືຊࡢ㟁Ẽᕤసᴗᚑ
ࢡࣛࢫࡣᐙ᪘

ࡍࡿࡣࠊ㟁Ẽᕤኈࡢ㈨᱁ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ㟁Ẽ
ᕤ⛉࡛ࡣࠊカ⦎ࢆಟࡍࡿࠊ➨✀㟁Ẽᕤ
ኈච≧ࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡲࡍࠋ㟁Ẽᕤኈࡋ࡚ᚲせ࡞
▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡑࢀࡒࢀ㐍ࡴ㐨ࡣ␗࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࠕ௰㛫ࡓࡕ
୍⥴ྠࡌ┠ᶆࠊ㟁Ẽᕤᴗ⏺ᑵ⫋ࡍࡿࡇࢆ
┠ᶆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍ே࡛㡹ᙇࡿࡼࡾࠊఱಸ

㟁Ẽࡀᘓ≀⏕ࢆ࠼ࡿࠋ

ࡶᴦࡋ࠸⏕άࢆ㏦ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ

㟁Ẽᕤ⛉ࡢྜ⏣ࡉࢇࠊ⸆ᖌᑎࡉࢇࠊᶿᓥࡉ

ྜ⏣ࡉࢇࠋࠕⓙ୍ࡘࡢ┠ᶆྥࡗ࡚ࡇࡢカ⦎ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࢡࣛࢫࡢࡳࢇ࡞ࡣࠊ㐩࠸࠺

ࢇࡢ㸱ே࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸱ேࡶධᰯ๓ࡢ⤒Ṕࡣ␗࡞ࡾࡲࡍࡀࠊඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊே࣭▱ே່ࡵࡽࢀ࡚ධᰯࡋࡓ
ࡇࠋࡑࡋ࡚ࠊẖ᪥ࢆᐇࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺
ࡇࠊ㟁Ẽᕤᑐࡍࡿࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇࠋྜ⏣ࡉࢇࡣࠕᅵᮌᕤࡸᘓ⠏ᕤ࡛ᘓ≀ࡣ
ᘓࡘࡅࠊࡑࢀࡔࡅࡔࡓࡔࡢ⟽࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋ
ࡸࡗࡥࡾ㟁Ẽࡗ࡚ࡶࡢࡀ࡞࠸ࠊᘓ≀ࡀᶵ⬟ࡋ࡞
࠸ࠊ⏕ࢆཷࡅ࡞࠸ࠋࠖゝ࠸ࡲࡍࠋ
㐍ࡴ㐨ࡣࡑࢀࡒࢀ
ྠࡌᛮ࠸ࢆᣢࡘ㸱ே࡛ࡍࡀࠊಟᚋ㐍ࡴ㐨
ࡣࡑࢀࡒࢀࠊྜ⏣ࡉࢇࡣ㟁Ẽᕤࡢᕤ⟶⌮ࡢศ
㔝ࠊᶿᓥࡉࢇࡣᾘ㜵Ⅼ᳨ࡢศ㔝ᑵ⫋ࡀỴࡲࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⸆ᖌᑎࡉࢇࡣ㢼ຊⓎ㟁ࡢ࣓ࣥࢸࢼ
ࣥࢫࡢࡋࡈࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡼࡾࠊᐙ᪘ࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡛ࡍࡡࠋࠖᶿᓥࡉࢇࠋ
ࠕ࠶࠶㏆࠸ࡶࡢࡣ࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡋࡼ࠺㸦➗㸧
ࠖ
⸆ᖌᑎࡉࢇࠋⓙࠊ௰㛫ព㆑ࢆᙉࡕࠊᴦࡋࡃカ⦎
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㞺ᅖẼࡀᙉࡃఏࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᡂ㛗࠸࠺ᐆ≀
ࡇࡇ࡛ࡢカ⦎ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㛫㐪࠸࡞ࡃࢫ࢟ࣝࡀ
ୖࡀࡾࡲࡍࡡࠋࡇࡢ๓ࠊ➨୍✀㟁Ẽᕤኈࡢ㈨᱁
ヨ㦂ࢆཷࡅ࡚ྜ᱁࡛ࡁ࡚ࠊࡲ࡛⌮⣔ࡢຮᙉࢆ୍
ษࡋ࡚ࡇ࡞ࡗࡓே㛫࡛ࡶࠊࡑࢀࡀฟ᮶ࡿࢇࡔࡗ
࡚ឤࡌࡿࠋࡑࢀసᴗࢫࣆ࣮ࢻࡀୖࡀࡗࡓࡢࡣࡍ
ࡈࡃឤࡌࡲࡍࡡࠋࠖ⸆ᖌᑎࡉࢇࠋ
ࠕࡢ⛉┠ࡶྵ
ࡵ࡚ࠊⰍࢇ࡞ேࡀࡇࡇ᮶࡚࠸ࡲࡍࡅࠊࡑࢇ࡞
᪉ࠎࡢ⤒㦂ࢆఛ࠼࡚ࠊࡑࢀࢆ▱㆑ࡋ࡚ࠊ⮬
ศࡢ୰ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡛ࠊᡂ㛗࡛ࡁࡓࡗ࡚ᐇឤ
ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋࠖྜ⏣ࡉࢇࠋ
ࠕẖ᪥ࡀ᪂ࡋ࠸Ⓨぢ
࡛ࠊᮏᙜᴦࡋ࠸࡛ࡍࠋࠖᶿᓥࡉࢇࠋ
㟁Ẽᕤࡢᴗ⏺ࡣࠊேᮦ☜ಖࡀཝࡋ࠸≧ἣ
࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢇ࡞ඖẼ࡛๓ྥࡁ࡞ⱝ⪅ࡀ㣕ࡧ㎸
ࢇ࡛᮶࡚ࡃࢀࢀࡤᮍ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
㟁Ẽᕤ⛉ࡢᴫせ

ᕥ 㟁Ẽᕤ⛉ ྜ⏣ ⣫ᇶࡉࢇ
୰ 㟁Ẽᕤ⛉ ⸆ᖌᑎ ඃࡉࢇ
ྑ 㟁Ẽᕤ⛉ ᶿᓥ 㞞ຌࡉࢇ

ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸱㸮ṓ௨ୗ࡛㧗༞⛬ᗘࡢᏛຊࡢ࠶
ࡿồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸カ⦎ࢆಟࡍࡿࠊ➨✀㟁Ẽᕤኈච≧
ࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡲࡍࠋ㟁Ẽᕤኈࡋ࡚ᚲせ࡞▱㆑ᢏ⬟ࢆ
⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ քㄡࡶࡀᚲせࡍࡿࡶࡢࢆᢅ࠺ࡋࡈ

㉥⩚ᰯ
 ⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉

ᆰᛦƸᛡǋƕ࣏ᙲƱƢǔǋƷŵƦƷؕᄽǛ
ჺƘŴǳȳȑǯȈƴŴ࣏ᙲƳƜƱǛܖǂǔŵ
ܖƿƜƱƩƚƴࣞݦưƖǔŵ

⚾ࡓࡕࡀᛌ㐺⏕άࡍࡿࡓࡵࡣࠊ✵ㄪタഛ

Ꮫࡪࡇࡔࡅᑓᛕ࡛ࡁ࡚ࠊྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡢࡀ࠸࠸

ࡸ㣗ရࡢ෭࣭෭ⶶࡣḞࡍࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡣࠊ✵ㄪタഛࠊ෭࣭෭ⶶタ

࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࠕࡢᇶ♏▱㆑ࢆࠊ▷ࡃࢥࣥࣃ

ഛࡢಖᏲ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᚲせ࡞▱㆑ᢏ⾡ࢆ⩦
ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࢡࢺࠊᚲせ࡞ࡇࢆࡍࡄᏛࡿ࠸࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿ
࡞ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
୍᪉࡛ࠊ
ࠕᑓ㛛ࡢ⛉┠ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᜥᢤࡁࡀ
ฟ᮶࡞࠸ࡢࡀࡕࡻࡗࡋࢇ࠸࡞ࡗ࡚ᛮࡗࡓ

ㄡࡶࡀᚲせࡋ࡚࠸ࡿ

ᮇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࠖ
ࡣ࠸࠼ࠊᶫᮏࡉࢇࡀカ⦎ฟ᮶ࡿᮇ㛫ࡶ࠶

⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᶫᮏࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ

㸲᭶ࠊ
ࠕࡲ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓ࢞ࢫ⁐᥋࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ
࢚ࢥࣥࡢὙίࢆࠊࡶࡗୖᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺

࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᶫᮏࡉࢇࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㡭ࡽ࢚ࢥࣥࡸ✵ㄪ
㛵ಀࡢ㛵ᚰࡀ࠶ࡾࠊᢸ௵ࡢඛ⏕ࡢ່ࡵ࡛ධ
ᰯࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋఱᨾᶫᮏࡉࢇࡣࠊ✵ㄪࡢୡ⏺

ࢫ࢟ࣝࢆ☻ࡁୖࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
๓ྥࡁ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠕࡸࡗࡥࡾ୍ᖺ୰
ࢃࢀ࡚࠸ࡿᶵᲔ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⮬ศࡢᡭ࡛ಟ⌮ࡍ
ࡿࡢࡣከศᴦࡋ࠸ࡔࢁ࠺࡞ࡗ࡚ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ
ࠕᐙᖐࡗࡓࠊࡀ᭱ึࡘࡅࡿࡢࡣ࢚ࢥࣥ
࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋከศࡇࢀࡽඛࡶࠊㄡࡶࡀᚲせࡋ
࡚࠸ࡃࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊㄡࡀࠗᚲせࡔ࡞࠘ࡗ࡚ᛮࡗ
࡚ࡿࡇ㛵ಀࡍࡿࡗ࡚ᴦࡋ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛

ඃࡋ࠸㢼ࡀ྿ࡃ
⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉࡛ࠊᶫᮏࡉࢇࡣ᭱ᖺᑡࠋ
ࠕ᭱ึࠊ࿘ࡾࡀᖺୖࡢ᪉ࠎ࡞ࡢ࡛ࠊⰍࠎᚰ㓄
ࡣ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ࿘ࡾࡢ᪉ࡀᖺ㱋㛵ಀ࡞ࡃ
ඃࡋࡃ᥋ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋே㛫㛵ಀࡣ࡞ࡾ
ᐇࡋ࡚ࡲࡍࡡࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ

ࡍࡼࡡࠋࠖࡢࡇࠋ

ᶫᮏࡉࢇࡣࠊ✜ࡸ࡞ᛶ᱁࡛ࠊ࿘ࡾࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡢࡀዲࡁࡔ࠸࠸
Ꮫࡪࡇࡔࡅᑓᛕ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡍࠋࡑࡢ㞺ᅖẼࡀࡢࢡࣛࢫࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋᑵ⫋ඛࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓ㞺ᅖẼࡢ♫࡛࠶ࢀࡤࠊ
ᶫᮏࡉࢇࡣࡇࡇ࡛ࡢカ⦎ࡘ࠸࡚ࠕ㧗ᰯࡽ
ᕼᮃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡲࡲᑵ⫋ࡍࡿࠊࡋ࡞ࡀࡽᏛࡤ࡞࠸࠸
ᐮ࠸Ꮨ⠇ࠊᬬ࠸Ꮨ⠇ࠊ࢚ࢥࣥࡣࠊேࡢẼᣢ
ࡅ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡇࡇࡔ࡞ࡣẼࡏࡎࠊ
ࡕࢆࡸࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋᶫᮏࡉࢇ⮬㌟ࠊᙼ
ࡀᡭࡅࡿ࢚ࢥࣥࡀࠊேࠎඃࡋ࠸㢼ࢆ㏦ࡗ࡚
ࡃࢀࡿࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸✵ㄪタഛࠊ෭࣭෭ⶶタഛࡢಖᏲ࣭࣓ࣥࢸ
ࢼࣥࢫᚲせ࡞▱㆑ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

⎔ቃ✵ㄪࢧ࣮ࣅࢫ⛉ ᶫᮏ ❳ᖹࡉࢇ
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ƲƏƢǕƹ੨ƚǔƷƔЎƔǒƳƔƬƨ
᩿ŵƍƟ੨ƍƯǈǔƱᙔǊǒǕƨŵʻŴย
ƱƍƏૼƨƳᢠ৸ᏃǛƴλǕƨŵ

㉥⩚ᰯ

㔞タィ⛉

㔞タィ⛉ࡣࠊ

㔞ࡢᇶᮏⓗෆᐜࡽᐇ㊶ⓗ

ᖹ㠃ᅗࠊࠗࡇࢀࡣ࠺ࡸࢀࡤసࢀࡿࡢࡃศ

ᢏ⾡ࠊᅵᮌタィᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᐇົⓗ
ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡽ࡞࠸࠘ᛮࡗࡓࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡶࠕ୍ࡘࡦࡘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡇ࡞ࡋ
࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊ୍ࡘࡦࡘศࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡣᅵ

↛⏿㐪࠸ࡢࡶࡢࡀ࠸࠸ࠋ
㔞タィ⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡈᮏேࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㈍࣭᥋ᐈᴗࢆ୰ᚰࡋ
ࡈࢆࡋ࡚ࡁࡓࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊఱᨾࠊ 㔞タィ⛉ࡢ
カ⦎ࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢀࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࡇ
ࢀࡽࡢࡇࢆ⪃࠼࡚ࠊ࠶ࡾࡁࡓࡾゝ࠼ࡤࠗᡭ
⫋ࢆࡘࡅࡓ࠸࠘ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࣟ
࣮࣡ࢡ࡛ヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊ⮬ศ࡛ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡚࠸
ࡓࡽࠊ 㔞タィ࠸࠺ࡶࡢẼࡀ࠸࡚ࠊ࠺ࡏ
⫋ࢆኚ࠼ࡿࢇࡔࡗࡓࡽࠊ↛⏿ࡀ㐪࠺ࡶࡢࡀ࠸࠸
ᛮࡗ࡚ࠋࠖࡢࡇࠊࡲࡓࠕᅵᆅᐙᒇㄪᰝኈࡗ
࡚࠸࠺㛵ᚰࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢヨ㦂ࢆཷࡅࡿࡓ
ࡵࠊ 㔞ኈ⿵ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿヨ㦂ࡢ୍ࡘ
ࡀච㝖࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡔࡗࡓࡽ
㔞ኈ⿵ࢆྲྀࢁ࠺ࠊࡑࡢࡓࡵࡣࡇࡇࡀ࠸࠸࡞
ᛮࡗ࡚ࠋࠖධᰯࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
࣓࣮ࢪ↛㐪࠺ࠊࡋࡋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ 㔞タィ⛉ࡢㄝ᫂ཧຍࡋࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠊࠕඛ⏕ࡽࠗ࠺ࡕࡢ⛉ࡣࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆస
ࡾࡲࡍ࠘ゝࡗ࡚ぢࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࡢࡀࠊࡇࡢᰯࡢ

ྎ࡞ࡿ㒊ศࡀぢ࠼࡚ࡁࡓ࡞ࠋࠖ
⯆῝࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆࡶ࠺୍ࡘࠊㄝ࡛᫂ࠊ
ࠕ࠺ࡍࢀࡤࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀࡘࡃࢀࡿࡢ㸽ࠖ
ឤࡌࡓᖹ㠃ᅗ࡛ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࢆసᡂࡍࡿカ⦎ࡢ࡞
࡛ࠊࠕࡑࢀࢆᥥࡁ⤊ࢃࡗࡓࠊⓙࡽࠗ࢟ࣞ
ࡔ࠘ࠊࠗࡍࡈ࠸࠺ࡲࡃᥥࡅ࡚ࡿࡼ࠘ゝࢃࢀ࡚ࠊ
Ꮀࡋࡗࡓࠋࠖࡢࡇࠋᐇࡣࠊᮏேࡶ⮬ぬࡋ࡚
࠸࡞࠸㞃ࢀࡓᡯ⬟ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ᗈࡀࡾ⥆ࡅࡿ㑅ᢥ⫥
ᅵᆅᐙᒇㄪᰝኈࢆ┠ᣦࡋ࡚ጞࡵࡓカ⦎࡛ࡋࡓ
ࡀࠊࠕඛ⏕᪉ࡽࠊ 㔞ኈ⿵ࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡗࡓᚋ
㐨ࡀࡶࡢࡍࡈࡃⰍࠎ࠶ࡿఛࡗ࡚ࠊࡣ⮬ศࡢ୰
࡛ࠊᅵᆅᐙᒇㄪᰝኈ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࡲࡎ 㔞ࡢ
ᑵ࠸࡚ࠊࡑࡢ♫࡛ࡉࡽ࡛ࡁࡿࡇࡀぢࡘ
ࢀࡤࠊࡑࡢࡢ᪉ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࠖࠊ
ࡇࡢ⛉࡛ࡢカ⦎࡛ࠊ᪂ࡓ࡞㑅ᢥࢆᡭධࢀࡓ࠸
࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
᭱ᚋࠊ
ࠕ 㔞ࡢࡣࠊኚ࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡿ
ࢇ࡛ࡍࡀࠊఱࢆసࡿ୍␒ࡢᇶ♏ࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍ
ࡼࠋࠖヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ 㔞ࡣୡࡢ୰ࡢᇶ♏
࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡽ⾤ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡃࠊክࡢ࠶ࡿࡋ
ࡈ࡛ࡍࡡࠋゝ࠺ࠊ
ࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࠖ᫂ࡿࡃ
⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

㔞タィ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸㸰㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸

㔞ࡢᇶᮏⓗෆᐜࡽᐇ㊶ⓗᢏ⾡ࠊᅵᮌタ

ィᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᐇົⓗᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿ
カ⦎࡛ࡍࠋ

㔞タィ⛉ࡢᰯᗞ࡛ࡢ

㔞ᐇ⩦ࡢᵝᏊ
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㉥⩚ᰯ
 㹕㹣㹠タィ⛉

᳟᳜᳑ƷƠƝƱǛƠƯƍƨŵƱƠƔჷ
ǒƳƔƬƨƜƱƕȏȃǭȪЎƔǔǑƏƴ
ƳƬƨŵȑȯȸǢȃȗƠƯҾໜƴ࠙ǔŵ

㹕㹣㹠タィ⛉ࡣࠊ㹕㹣㹠ไసࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㹕
㹣㹠㛤Ⓨᚲせ࡞ࡿᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
㹕㹣㹠ࢧࢺࡢᵓ⠏࠾ࡅࡿタィᢏἲࡸሗࢹ
ࢨࣥࢆࡣࡌࡵࠊ㹕㹣㹠ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ
ᚲせ࡞㛤Ⓨᢏἲࢆ㌟ࡅ࡚ࠊ㹕㹣㹠ᴗ⏺ࡢ
ᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
ศࡗ࡚࠸ࡃࠊ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡃᴦࡋࡉ
㹕㹣㹠タィ⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡈᮏேࡣࠊࡶࡶ㹕㹣㹠㛵ࡍࡿࡋࡈࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࠕ⌧ሙ࡛࠺ࡓࡵ⊂Ꮫ࡛
ᚓࡓ▱㆑ࡋᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡶࡗࡕࡷࢇ㹕㹣
㹠ࡢࡇࢆ▱ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸࡞ࠊᛮࡗ࡚ᛂເࡋࡲ
ࡋࡓࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚カ⦎ࡀጞࡲࡾࠊ
ࠕ๓⫋࡛ࠊゝⴥࡋ࡚
ࡣ⪺࠸࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ⤌ࡳࡀࠊࢇࢇศ
ࡗ࡚࠸ࡃࠊࡩࢇࢃࡾࡋ▱ࡽ࡞ࡗࡓࡇࢆ
ࡕࡷࢇ⣽ࡃᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺⤌ࡳ
࡛ື࠸࡚࠸ࡓࢇࡔ࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡇࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚
࠸ࡃࡢࡣᴦࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋࠖカ⦎ᡭᛂ࠼ࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿᵝᏊࠋ
యⓗ࣭య⣔ⓗᏛࡿ
カ⦎ࢆጞࡵ࡚㸶࢝᭶ࠊឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ
ࠕ㹕㹣㹠タィ⛉ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺࡀ࠺࠸࠺⤌
ࡳ࡛ື࠸࡚࠸ࡿࡢࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆయⓗయ⣔
❧࡚࡚Ꮫࡿࡢ࡛ࠊಶேⓗࡣࠊ㹕㹣㹠ࡢࢆ
ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸ே࡛ࡶࠊ⮬ศࡀࡢศ㔝ࡀྥ࠸࡚
࠸ࡿࡢࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᑵ⫋ࡍࡿࡇࡀฟ᮶
ࡿࡢ࡛ࠊࡩࢇࢃࡾ㹕㹣㹠ࡢࡀࡋࡓ࠸ᛮࡗ
࡚࠸ࡿேࡓࡕࠊ࠾່ࡵ࡛ࡁࡿ࡞⪃࠼࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
ࠖࡢࡇࠋ
㹕㹣㹠࠸࠺ᗈ࠸ୡ⏺ࡢ୰࡛ࠊ୍␒᰿ࡗࡇࡢ
㒊ศࢆᏛࡿࡇࡣᙉ࠸ゝ࠸ࡲࡍࠋ

㹕㹣㹠タィ⛉ࡢカ⦎ࡢᵝᏊ

ࣃ࣮࣡ࢵࣉࡋ࡚ཎⅬᅇᖐ
ࡇࡇ࡛ࡢ㸶࢝᭶ࡣࠊᣦᑟဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࡸ⏕ᚐ
ྠኈࡢᩍ࠼ྜ࠸ࡶ࠶ࡾࠊࡋࡗࡾᏛ࡚࠸ࡿࡢ
ࡇࠋࡇ࠺ࡋࡓカ⦎ࢆ⤒࡚ࠊࠊࠕ㹕㹣㹠ࡣࠊぢ
ࡓ┠㛵ࢃࡿ⾲ࡢ㒊ศ⤌ࡳࢆసࡿ᪉ࡢ㒊
ศࡁࡃศࢀ࡚࠸࡚ࠊࡇࡇ᮶ࡓࡤࡾࡢ
ࡣࠊ๓⫋ࡀ⾲ࡢ㒊ศࡔࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ᪉ࡢ᪉
ࡀ࢝ࢵࢥ࠸࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ㸶࢝᭶㛫
Ꮫࢇ࡛ࡁ࡚ࠊぢࡓ┠ࡢ᪉㛵ࢃࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࠊ
࠸ࢃࡺࡿ㹆㹒㹋㹊ࡢ᪉ࡀࠊಶேⓗࡣྥ࠸࡚࠸ࡿ
ࡢ࡞ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࠖࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡇࡇ࡛Ꮫࢇࡔࡢࡕࠊ๓ࡢࡋࡈ㏆࠸㒊ศ
ᡠࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊカ⦎࡛
ᇶ♏ࢆᏛࢇࡔࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ༢࡞ࡿཎⅬᅇ
ᖐ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣃ࣮࣡ࢵࣉࡋ࡚ᡠࡿࡇࢆពࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㹕㹣㹠タィ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸱㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸯ᖺ
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶
カ ⦎ ᴫ せ㸸㹕㹣㹠ไసࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㹕㹣㹠㛤Ⓨᚲせ
࡞ࡿᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ㹕㹣㹠ࢧࢺᵓ⠏
࠾ࡅࡿタィᢏἲࡸሗࢹࢨࣥࠊ㹕㹣㹠ࣉࣜࢣ࣮
ࢩࣙࣥ㛤Ⓨᚲせ࡞㛤Ⓨᢏἲࢆ㌟ࡅࡿカ⦎࡛ࡍࠋ
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㉥⩚ᰯ
 ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉

ሰᲽᲾǛܖƿƜƱƷᣥᣦԛƸŴ᩿ɥ
ƷዴƷॖԛǛྸᚐưƖǔƜƱŵǇƢǇƢ
ሰƷɭမƴࡽƖᡂǇǕƯƍƘŵ

ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉ࡣࠊᘓ⠏〇ᅗᚲせ࡞Ꮫ⛉ࠊᐇ

㝿ࡇࡢ┠࡛ぢ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶࠊⰍࠎ▱㆑ࡋ࡚

ᢏࠊᇶ♏▱㆑㹁㸿㹂᧯సࢆᏛࡧࠊఫᏯࡢタィࡸ
ᘓ⠏㛵㐃ࡢᅗ㠃సᡂ㛵ࡍࡿ▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓ

Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࡣඛ⏕୍⥴ᐇ≀ࢆ

ࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ࡃࠋࠖࡢࡇࠋ
ࠕࡇࢀࡽࡀᴦࡋࡳࠖࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ

☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ࡢㄢ㢟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸

ᘓ⠏ዲࡁ࡛ࡍࡀࠊ㹁㸿㹂ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ

ࡇࢀࡽࡢ㑅ᢥ⫥

ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉ࡢ⏕ᚐࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸ࡲࡋ

カ⦎ࡀጞࡲࡗ࡚㸰࢝᭶࡛ࡍࡀࠊᚋࡢᑵ⫋

ࡓࠋ
ࡈᮏேࡣࠊ๓⫋ࡀࣥࢸࣜ㛵ಀࡢࡋࡈࢆ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᭱ึࡣタഛ࣓࣮࣮࢝ࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡇࡢ⛉ࡀᘓ⠏࡞ࡾᐤࡗ࡚࠸ࡿ

ࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࠕ⮬ศࡣࠊࡶࡶᘓ⠏⯆
ࡀ࠶ࡗࡓࡗ࡚࠸࠺ࡢࠊ๓⫋ࡢࠊᅗ㠃

ࡢ࡛ࠊᘓ⠏ࡢࡇࡀ㠃ⓑ࠸࡞ᛮࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ
タィົᡤ࠺࡞ࢇࡔࢁ࠺ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡲ

Ⰽࠎᥥࡅࡿᙺ❧ࡘ࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊศࡗ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࠊ୧᪉ࢆྲྀࡗ࡚ࡕࡻ࠺࠸࠸࡞ᛮࡗ
࡚ࠋ
ࠖࡢࡇࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚カ⦎ࢆጞࡵࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕᘓ⠏㹁㸿

ࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ࡢカ⦎⛉┠ࡶゝ࠼ࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊカ⦎ࢆ
ཷࡅࡿ୰࡛ࠊ⮬ศࡢ㑅ᢥ⫥ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆ
ឤࡌࡿ⏕ᚐࡉࢇࡀከ࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋ

㹂ࡣࡸࡗࡥࡾ㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ࡞ࢇ↛▱ࡽ࡞࠸
༢ㄒࡶ࠸ࡗࡥ࠸࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶㹁㸿㹂⮬
యࡶࠊࢯࣇࢺࡶゐࢀࡿࡢࡀึࡵ࡚ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ័
ࢀ࡚ࡃࢀࡤ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡅࠊࡸࡗࡥࡾ㞴ࡋ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖ
ࡇࢀࡽࡀᴦࡋࡳ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇࢁࠊ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡀ୰ᚰࡔࡗࡓ
カ⦎࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣᐇᆅࡢカ⦎ࡀࡣࡌࡲࡿࡑ
࠺࡛ࡍࠋࠕࡢࡇࢁࠊᘓ⠏㛵ࡍࡿ⏝ㄒࡸࠊᐇ

ᅗ㠃ࡢ⥺ࡢព
ᘓ⠏㹁㸿㹂ࡢ㓬㓮ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࡓࡔ⥺ࢆᘬࡃ
ࡔࡅ࡞ࡽࠊ㹁㸿㹂࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡀฟ᮶ࡿࢇ࡛ࡋࡻ
࠺ࡅࠊࡇࡇ࡛ࡣᅗ㠃ୖࡢ⥺ࡢពࢆࡕࡷࢇᩍ
࠼࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀศࡗ࡚ࡃࡿࠊᅗ㠃ࡢ
ᮏᙜࡢពࡀศࡗ࡚ࡃࡿࠋࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋᅗ㠃
ୖࡢ⥺ࡀࡓࡔࡢ⥺࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊᘓ⠏ࡢᮏᙜ
ࡢពࡀศࡗ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡲࡍࡲࡍᘓ⠏ࡢୡ⏺ᘬࡁ㎸ࡲࢀࡲࡍࡡࠋᢞࡆ
ࡅࡓࡽࠊ
ࠕࡣ࠸ࠊᘓ≀ࡢ㞴ࡋࡉࠊኚࡉࡶศࡗ
࡚ࡁࡲࡍࠋࠖ⟅࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸⌧ᅾࠊồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸ᘓ⠏〇ᅗᚲせ࡞Ꮫ⛉ࠊᐇᢏࠊᇶ♏▱㆑
㹁㸿㹂᧯సࢆᏛࡧࠊఫᏯࡢタィࡸᘓ⠏㛵㐃ࡢᅗ㠃సᡂ
㛵ࡍࡿ▱㆑ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿカ⦎࡛ࡍࠋ

ᘓ⠏㹁㸿㹂⛉ࡢ⏕ᚐసရ
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 ࡦࡘࠊࡦࡘࡢ ⫋ᴗカ⦎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ ऩே⏕ࡢ࣋ࢸࣛࣥࡀึᚰᡠࡗ࡚Ꮫࡪሙᡤ

㉥⩚ᰯ
 㟁Ẽタഛಖ⛉

ɟ්ƷέဃƕИഩႎƳƜƱƔǒɠƴŴ
᧓ǛƨƬǀǓӕƬƯਦݰƠƯƘǕǇƢŵ᪴
ࢌǕƹᛡưǋƕӕǕǇƢŵ

㟁Ẽタഛಖ⛉࡛ࡣࠊ㟁Ẽࡢᇶ♏ࡽ㜵⅏࣭
㜵≢タഛࠊ✵ㄪ࣭⾨⏕タഛ࡞ࡢᘓ⠏ᖏタഛࡲ
࡛ࢆྵࡵࡓᘓ⠏≀ࡢ⥲ྜⓗ࡞ಖసᴗࠊྛࠎࡢ
タഛࡢ㓄⥺ᕤࡸಖᏲⅬ᳨ෆᐜࢆࠊᐇ⩦ࡶ
Ꮫࡪࡇ࡛ࠊࣅࣝ⟶⌮ᚲせ࡞▱㆑ᢏ⬟ࢆᖜᗈ
ࡃ⩦ᚓ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㔜㛫ࢆࡅ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ
㟁Ẽタഛಖ⛉ࡢᑠ㔝ᑎࡉࢇ࠾ヰࡋࢆఛ࠸
ࡲࡋࡓࠋ

㟁Ẽタഛಖ⛉ ᑠ㔝ᑎ ⛅༤ࡉࢇ

ᑠ㔝ᑎࡉࢇࡣࠊ
ࠕ㸯㸮ᖺ㟁Ẽࡢ㛵ಀࡢࡋࡈ
ࢆ⤒㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡓࡔࡑࡢࠊ➨
✀㟁Ẽᕤኈࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡽ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ

ࡢ⏕ᚐࡉࢇࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊඛ⏕᪉ࡶ㠀ᖖ

ᶵྲྀࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࠖ⪃࠼࡚ࠊධᰯࡋࡓࡑ
࠺࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊᑠ㔝ᑎࡉࢇࡣࠕ㟁Ẽࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸
ࡃࡢᴗ✀ࡽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࡇ࡛ࡢᏛ⛉ࠊᐇᢏ

௰ࡀ࠸࠸࡛ࡍࠋᖺ௦ࡀྠࡌ࡛ࠊ⫱ࡗ࡚ࡁࡓ⎔ቃࡶ

ࣇࣞࣥࢻ࣮࡛ࣜࠊ㠀ᖖᏳᚰࡋ࡚ຮᏛບࡴࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋࡲࡓࠕ㠀ᖖⓙࡉࢇࠊ
ྠࡌ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖຮᙉࡋࡸࡍ࠸࡛ࡍࠋ
ࠖㄒࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ヨ㦂ᑐ⟇ࡶ

ࡢᤵᴗࡣࠊ୍ὶࡇࢁࡢඛ⏕ࡀᥞࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ
㠀ᖖึṌⓗ࡞ࡇࡽ㔜ࠊ㛫ࡶࡓࡗࡾ
ྲྀࡗ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊᇶ♏ࡀ࡞ࡃ࡚
ࡶࠊ㡹ᙇࡾࡉ࠼ࡍࢀࡤㄡ࡛ࡶ㈨᱁ࡀྲྀࢀࡿࠊࡑ࠺
࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࠖᑀㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
㠀ᖖຮᙉࡋࡸࡍ࠸ࠋ

ࡇࡢ⛉┠࡛ࡣࠊྛ✀ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᶆカ⦎
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᑠ㔝ᑎࡉࢇࡣࠊࠕⓙࠊ㈨᱁ヨ㦂ࡢ
ᮇࡀࡎࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊඛཷ㦂ࡋࡓேࡀᚋ
ࡽཷ㦂ࡍࡿேࢻࣂࢫࡍࡿ࡞ࠊ࠺ࡲ࠸ලྜ
ຮᙉ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖࡢࡇࠋ
ᑠ㔝ᑎࡉࢇࡢゝⴥᐇࡋࡓカ⦎⏕άࢆឤࡌ
ࡲࡋࡓࠋᚋࡢά㌍ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢡࣛࢫࡢᵝᏊࢆ࠺ࡀ࠺ࠊ
ࠕఝࡓࡼ࠺࡞ቃ㐝
㟁Ẽタഛಖ⛉ࡢᴫせ
ᐃ   ဨ㸸ᖺ㛫㸴㸮ྡ
カ ⦎ ᮇ 㛫㸸㸴᭶
ධᰯᑐ㇟⪅㸸࠾࠾ࡴࡡ㸳㸮ṓ௨ୖ࡛ồ⫋୰ཪࡣ㌿⫋ᕼᮃ
ࡢ᪉
ධ ᰯ  ᮇ㸸㸲᭶ࠊ㸯㸮᭶㸦ྛ᭶㸱㸮ྡ㸧
カ ⦎ ᴫ せ㸸㟁Ẽࡢᇶ♏ࡽ㜵⅏࣭㜵≢タഛࠊ✵ㄪ࣭⾨
⏕タഛ࡞ࡢᘓ⠏ᖏタഛࡲ࡛ࢆྵࡵࡓᘓ⠏≀ࡢ⥲
ྜⓗ࡞ಖసᴗࠊྛࠎࡢタഛࡢ㓄⥺ᕤࡸಖᏲⅬ᳨
ෆᐜࢆࠊᐇ⩦ࡶᏛࡪࡇ࡛ࠊࣅࣝ⟶⌮ᚲせ࡞
▱㆑ᢏ⬟ࢆᖜᗈࡃ⩦ᚓ࡛ࡁࡲࡍࠋ

- 58 -

‒ ⅱ↸↰↕⅚ⅱ↙↞˴⅚Ⅶ↞↸ⅾⅧ↝↖ↈⅺ≢‒
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ୰ᑠᴗ㸯㸲♫ࡢⱝᡭ♫ဨࡢ᪉ࠎࠊ
⤒Ⴀ⪅ࡢດຊࠊⱝᡭ♫ဨࡢ⫱ᡂ

⤒Ⴀ⪅㸦ᒙ㸧ࡢ᪉ࠎࠊ࠾ヰࡋࢆఛࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ⱝᡭ♫ဨࡢ᪉ࠎࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗࠊ⫋ሙ࡛
࠸ࡁ࠸ࡁാ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

ⱝᡭ♫ဨࡢ᪉ࠎࡀ࠸ࡁ࠸ࡁࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿ
ࡑࡢഃࡣࠊ⤒Ⴀ⪅㸦ᒙ㸧ࡢ᪉ࠎࡢ୪ࠎ࡞ࡽ࡞
࠸ດຊࡸᕤኵࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

⮬ศࡢ㍈ࠊࡾࠊ㈐௵

࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊⱝᡭ♫ဨࡢᛶ᱁ࡸᚿྥࢆ⌮ゎ
࠶ࡿⱝᡭ♫ဨࡢ᪉ࡣࠊ⮬ศࡢ㍈ࢆࡋࡗࡾᣢ
ࡕࠊ࿘ࡾࡢ♫ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ࡋ࡚ࠊ༠ຊࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࡇᣮᡓࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࠶ࡿ᪉ࡣࠊ⮬ศࡢࡋࡈࡾࢆࡶࡕࠊ
⮬ศࡢ⪃࠼᪉ࢆࡋࡗࡾᣢࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡞
࠸ࡋࡈࠊ⮬㌟ࡢ㈐௵࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡋࠊࡑࡢேࡀᡂ㛗࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦᑟᙺࡢ♫ဨࢆ㑅
ࡪ࡞ࡢࡋࡃࡳࢆᩚ࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊඛ㍮ࡢ㛫࡛ᐦ᥋࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢀࡿࡼ࠺ࠊࣀ࣮ࢺ࡞Ⰽࠎ࡞
࡞ࡋࡃࡳࢆᩚ࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊᇶᮏⓗ࡚♫ဨ௵
ࡏࠊฟ᮶㝈ࡾ⮬ᛶࢆ㔜ࢇࡌࡿ᪉㔪࡛⫱ᡂࢆࡋ࡚
࠸ࡲࡋࡓࠋ
ឡࡢ࠶ࡿ⤒Ⴀ
࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊẼ࡞ࡗ࡚ࡶࠊฟ♫ᣄྰ
࡞ࡗ࡚ࡶࠊ୍ேࡦࡾࡢ♫ဨᐤࡾῧ࠸ࠊࡑࡢ
ேࡀ⮬ࡽά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ ࠸ࡲ࡞ࡊࡋࢆὀࡂ
࡞ࡀࡽ⤒Ⴀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊാࡁࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏳᏳᚰ࡞ሙ

⫋ሙෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ࢆ♫ဨᥦ౪࡛ࡁࢀࡤᎰࡋ࠸ࠊ♫ෆ⎔ቃࡢᩚഛ
ᚰࢆ○࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

⫋ሙࡢ㞺ᅖẼࡣẼ࠶࠸࠶࠸࡛ࠊศࡽ࡞࠸
ࡇࡣ✚ᴟⓗ㉁ၥࡋࠊඛ㍮♫ဨࡣࡑࢀࢆᛌࡃཷ
ࡅṆࡵࠊᑀ࡞ࢻࣂࢫࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
୍ேࡦࡾࡢ㢦ࡀぢ࠼ࡿ୰ᑠᴗ࡛ࡣࠊ
࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀồࡵࡽࢀࠊࡑࡢࡇࢆⱝ
ᡭ♫ဨࡢ᪉ࡶࡼࡃᚰᚓ࡚࠸࡚ࠊ୰ࡸఇ᠁㛫
࡞ࠊⰍࠎ࡞ヰࡋࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠾ᐈᵝࡢ㊥㞳
࠾ᐈᵝࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡓࡵࠊⱝᡭ♫ဨࡀ࠾ᐈ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ୰ᑠᴗࡣከᙬ࡛㨩ຊ࠶ࡿࠕࡣ
ᵝࡽࡢឤㅰࡢゝⴥࠕ࠶ࡾࡀ࠺ࠖឤㅰࡋࠊࡸ
ࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࠊ୍ᒙࡋࡈྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠶࡞ࡓࡗ࡚ࠊ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡢྠࡌ
㞴ࡋ࠸࠾ᐈᵝࡢ࣮࢜ࢲ࣮ᑐࡋ࡚ࡣࠊ▱ᜨࢆ
ษ࡞⌮⏤ࡣぢࡘࡾࡲࡋࡓ㸽
⤠ࡾᑐᛂࡋࠊ࠾ᐈᵝࡢಙ㢗ࢆᚓ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
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た帆 [Ft~~~~EIIIJ闘剛健』すE:Eí.~:i'/Ji4
ここまマ、中炎・城北線業能力開発センタ}、
高年齢考枚、坂有島校、赤羽授が笑総ずる 24の訓
練について、生徒のを華さんからお言語しを伺ってき
ました。
皆さん、しっかりと将来に向けた目標'tもら、
一所懸命に馴錬に取り組んでい志した。

】
￨

みる金容をさんは、総理韓に関係するまま能を一層
深めるため入校し、懸命に努力してい恋した。
める生容をさんは訓練を通じて、これまで怒像
しなかった新しい可能性念切り聞いていました。

クラスの雰囲気
クラスの雰園祭がいいj
多くの全容をさんから、 f
とのお音量し唱といただきました。
皆、自分のス当初レ!:'覇軍いて就
どの生徒さんを2
職に備えている同士であり、クラスのなかには、
繊々な年齢層、経歴の念後がいますが、お互い協
力し合いながら、和気あいあいと、哲 琢磨しな

m
m

がら訓練ζ
i取り組んでいることが分かりました。
また、分からないことは積極的に教え合い、
教えてもらった生徒容んは、そのことに感謝して
いるという総括しをp多く聞かれました。

I

自分の野きをしごとにする

よく耳にしたお絡しとして、今取り組んでいる
訓練が、子どもの頃から好きだったものと盆なっ
ている~いうこ~がありました。

ぬる全容をさんは、子どもの頃から絵主主好きで、
それがしごとになればとの患いを実現しようと
していました。
子どもの頃から級事館なことが好きで、転機で
それぞ実現しようとする金後さんもい去した。

.
r
:
:
:
:
対する様々な思い

蹴

職業訓練の場ですので、管さん一所懸命に自
分のス*，1
レを磨いてい涙したが、ー人ひとりの就
職に対する思いは多彩でした。
手に織をつけたいJ と
よくお聞きしたのは f
いうお銭しでした.この患いは、ものづくり織れ
が毒事しいと言われている今、希望の光のように感
じました。
ある生徒さんは、高校の時から同じま支術't学
び、自分の腕喜edらに副書いてい涙した。

聾

このように 硲築制緩には..
.
・
々
な r
自分を
磨 (J辺自がおります.
陸自・量産ーーする翠自は.J!っ
おなたにとって、・2
かりましたか?
- 60 -

‒ இࢸ↚⅚ⅱ↙↞˴⅚ဃⅼ↕ⅳⅾ↝↖ↈⅺ≢‒
ࡇࡇࡲ࡛୰ᑠᴗ࡛ά㌍ࡍࡿⱝᡭ♫ဨࡢጼࡸࠊ
⫋ᴗカ⦎୍ᡤᠱྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿከࡃࡢ⏕
ᚐࡉࢇࡢጼࢆ⤂ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ෑ㢌㒊ศ࡛࠾ヰࡋࡋࡓ࠾ࡾࠊேࡀࠕࡣࡓࡽ
ࡃࠖ࠸࠺ࡇࡣࠊ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡇྠࡌ
ษ࡞ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡗ࡚ࠊ
ࠕ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࠖྠࡌ
ษ࡞ࠕࡣࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࡣぢࡘࡾࡲࡋࡓ㸽

ࡶࡋࠊࡈ⮬㌟ࡢ⌮⏤ࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊฟ᮶ࡿ
ࡔࡅࡍࡄ⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㒔ෆࡣࠊ㸯㸵ᡤࡢࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢᏊ࡛ࡈ⤂ࡋࡓ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣ㒔ෆ㸯㸰ᡤ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㣤⏣ᶫࡣࠕᮾிࡋࡈࢭࣥࢱ࣮ࠖࡶ࠶ࡾࠊ
ከࡃࡢࡋࡈࢆ┿⪃࠼࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡀࠊ┦ㄯࡸ
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠊࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⮬ศࡢࡸࡾࡀ࠸ࢆᚓࡿࡓࡵࠊ♫㈉⊩ࡋࡓ
࠸ࡽࠊ⮬ศࡀᡂ㛗ࡋࡓ࠸ࡽࠊⰍࠎ࡞⤒㦂ࢆࡋ
ࡓ࠸ࡽ࡞ࠊᵝࠎ࡞ࠕࡣࡓࡽࡃ⌮⏤ࠖࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᅇࠊࡈ⤂ࡋࡓ୰ᑠᴗ࡛ࡣࡓࡽࡃⱝᡭ♫
ဨࡢ᪉ࠎࡶⓙࡉࢇࡀࠊࠕ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࠖࡶ
ࠊࡑࢀྠࡌࡃࡽ࠸ษ࡞⌮⏤ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ
ᣢࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠶࡞ࡓࡣࠊࡢேࡢᛮ࠸ඹឤ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸽
ࡑࢀࡶࠊูࡢ⌮⏤ࡀぢࡘࡾࡲࡋࡓ㸽
ࡑࡋ࡚ࠊࡍࡄ⫋ᴗ⏕ά㣕ࡧ㎸ࡴࡇ
Ᏻࡀ࠶ࡿ᪉ࠊ⮬ศࡢࢫ࢟ࣝࢆ☻࠸࡚ࡽࡋࡈࡀ
ࡋࡓ࠸᪉ࡣࠊ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭ྛᰯ࡛⫋ᴗ
カ⦎ࢆཷࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡢ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥ
ࢱ࣮࣭ྛᰯࡶࠊ㝶ぢᏛࢆཷࡅࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ẽ࡞ࡿカ⦎⛉┠ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ㐃⤡ࢆࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋカ⦎ࢆࡌぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇࡣࠊ⏕ࡁࡿࡇ࡛ࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡢ᪂ࡓ࡞୍Ṍࡀ㍤ࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡇ
ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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Ⓩ㘓␒ྕ㸦㸧




ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇࡣ⏕ࡁࡿࡇࠋ
࠶࡞ࡓࡀ⏕άࡢ⣊ࢆᚓࡿࡇྠࡌษࡋࡓ࠸
ࠕࡣࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࢆぢࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊከᙬ࡛㨩ຊ࠶ࡿࠕࡣࡓࡽࡃࠖ⌮⏤ࡀ࠶ࡾ
࠶࡞ࡓࡀ㍤ࡃሙᡤࡋ࡚ࠊ୰ᑠᴗ┠ࢆྥࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡲࡓࠊ୰ᑠᴗ࡛ࠕࡣࡓࡽࡃࠖࡇ࡛ࠕ㍤ࡃࠖࡓࡵࠊ
࠶࡞ࡓࢆ☻ࡃሙᡤࡋ࡚ࠊ⫋ᴗカ⦎┠ࢆྥࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠶࡞ࡓࡢຬẼ࠶ࡿ୍Ṍࡀࠊ㍤ࡃᮍ᮶ࢆࡾฟࡋࡲࡍࠋ

ᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸱᭶
ᮾி㒔❧୰ኸ࣭ᇛ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
㧗 ᖺ 㱋 ⪅ ᰯ ࣭ ᯈ ᶫ ᰯ ࣭ ㉥ ⩚ ᰯ

