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日本教職大学院協会は、平成 30 年 10 月に設立 10 周年を
迎えます。当初、19 大学でスタートした教職大学院は、こ
の間、開設が相次ぎ、平成 30 年 4 月には合計 54 大学とな
ります。これだけ多くの教職大学院を会員とする日本教職
大学院協会に成長したことは誠に喜ばしい限りです。平成
29 年 8 月末に発表された「国立教員養成大学・学部、大学
院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」の中にも、
“教職大学院は、高度専門職業人としての教員養成の中心として、養成・採用・研修
を一体的にとらえた新たな役割を担うこと及びそれぞれの強みや特色を発揮するこ
とが求められている。”と記されています。一方で、教科領域の教育の導入など、新
たな課題についても述べられています。今後ますます期待される教職大学院の運営に
ついて、会員大学の皆様には一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
この一年間を振り返ると、まず注目すべきことは、各都道府県の教育委員会、ある
いは政令指定都市の教育委員会と大学との関係が確実に強化されたことです。採用と
研修の責任者である教育委員会と、養成と研修に協力する大学が連携し、教員の養成、
採用、研修の連関性・一体性を高めることを具現化する「教員育成協議会」と「教員
育成指標」については、ほぼ議論が終了していると伺っています。教員育成協議会に
おいて中心的役割を果たすのが教職大学院であるとされていますので、各地域の教育
委員会と教職大学院とは本格的に連携を強めることになります。
本協会におきましても、各教職大学院と教育委員会との連携について、優れた取り
組み例等の情報を収集し、会員大学で共有することが必要であると考えています。ま
た一方、先の有識者会議報告書の中でもふれられている教科領域のカリキュラム例を
はじめ、共通科目の在り方、実務家教員のキャリアや必置教員数等についても各専門
委員会で議論を開始しています。本協会は、教職大学院 54 大学が、日本の教育の中
心を担う組織として、あらゆる観点からしっかりその役割を果たすようにサポートし
いきたいと考えています。
本年報に掲載された平成 29 年度研究大会の各企画は、各教職大学院のグッドプラ
クティスだけでなく、今後の発展のあり方や課題について、有用な情報や知見を提供
してくれます。ご活用いただければ幸いです。
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平成２９年度日本教職大学院協会研究大会

平成２９年１２月９日～１０日
一橋講堂

主催
後援

日本教職大学院協会
文部科学省
日本教育大学協会
全国都道府県教育委員会連合会
独立行政法人教職員支援機構

日本教職大学院協会研究大会
「全体会」

平成２９年１２月１０日
一橋講堂

１．平成２９年度日本教職大学院協会研究大会「全体会」概要
研究大会テーマ

「10年目を迎えた教職大学院の成果と課題
－教員養成改革と教職大学院への期待－」

日

時：平成２９年１２月１０日（日）１０：３０～１６：４０

場

所：学術総合センター内

趣

旨：

後

援：文部科学省、日本教育大学協会、全国都道府県教育委員会連合会、
独立行政法人教職員支援機構

一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

教職大学院は、ほぼ全都道府県に設置され、量的拡大から質的充実への転換期に
差し掛かっている中、今後、更に発展していくために、教職大学院に共通して求め
られる役割や、それぞれの教職大学院が打ち出すべき特色を、修了生や大学院生を
取り巻く環境を踏まえて検証し、これからの教職大学院の在り方について探る。

〔プログラム〕
10:30～11:00（30分）

11:00～12:15（75分）

開会
会長挨拶
福田 光完
来賓挨拶
出口 利定
髙岡 信也
基調講演
講演題目
講
師

（日本教職大学院協会会長）
氏（日本教育大学協会長）
氏（独立行政法人教職員支援機構理事長）

「１０年目を迎えた教職大学院への期待」
義本 博司 氏（文部科学省高等教育局長）

13:35～15:35（120分） パネルディスカッション
「１０年目を迎えた教職大学院の成果と課題
－教員養成改革と教職大学院への期待－」
パネリスト
早川三根夫
石田
周
向山 行雄
髙瀬
淳

氏（岐阜市教育長）
氏（東京都教職員研修センター研修部教育開発課長）
氏（帝京大学大学院教職研究科教授）
氏（岡山大学大学院教育学研究科教授）

コーディネーター
吉水 裕也（日本教職大学院協会事務局次長・
兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）
15:50～16:00（10分） 授業改善・ＦＤ委員会報告
座長
松木 健一 （日本教職大学院協会授業改善・ＦＤ委員会座長・
福井大学学長補佐）
16:00～16:20（10分） 成果検証委員会報告
座長
吉水 裕也（日本教職大学院協会成果検証委員会座長・
兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）
委員
山中 一英（日本教職大学院協会成果検証委員会委員・
兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）
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２．開会
（司会）

本日は平成２９年度日本教職大学院協会研究大会に多数の方にご参加いただき、心

よりお礼申し上げます。私は研究大会全体会の進行を担当させていただきます、日本教職大学
院協会事務局次長、兵庫教育大学の筒井茂喜と申します。どうぞよろしくお願いします。
それでは、ただ今から平成２９年度日本教職大学院協会研究大会を開会いたします。
開会に当たりまして、福田光完日本教職大学院協会会長からご挨拶を申し上げます。
会長挨拶
福田

光完（日本教職大学院協会会長）

ただいまご紹介にあずかりました福田でござい
ます。本日は朝早くから、多くの教職大学院関係
の方々にお集まりいただきましてありがとうござ
います。また、ご臨席賜りましたご来賓、日本教
育大学協会長の出口様と独立行政法人教職員支援
機構理事長の髙岡様には心から感謝申し上げます。
昨日、この会場隣の４会場におきまして、日本
教職大学院協会のフォーラムを行いました。おかげさまで４会場とも満席で、聞くところによ
ると四百数十名の方が参加されたということです。教職大学院がほぼ全国に設置され５３大学
となりました。数年前と比べますと、フォーラムにおきましても活気、熱気が大きく違ってき
たという印象を持ちました。
さて、教職大学院がこれからの高度専門職業人としての教員養成の中心として、養成・採用・
研修の一翼を担うということが既に確立されつつある状況でございます。この状況下において、
各都道府県の教育委員会と地元の教職大学院が協力して、地域の教育力を高めていくことが強
く望まれているところでございます。私は、今年度も昨年に引き続き各地を訪問させていただ
いて、県の教育長や政令指定都市の教育長のお話を伺っていますが、昨年に比べるとこの１年
間でかなり教育現場の意識が変わってきていると実感しました。いかに教職大学院の力を借り
て、教育の質を高めていくかを真剣に考えられているということかと思います。
既にご存じのように、
「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会
議報告書」が今年８月末に発表されています。この中には教職大学院のこれからの期待が実に
明快に書かれています。今年度はこの研究大会の題目の副題にもあるように、
「教職大学院制度
発足１０周年記念大会」ということですので、ますます教職大学院を盛り上げていこうと考え
ています。来年は日本教職大学院協会が設立されて１０周年になります。制度ができて１０年、
本当にいろいろな道のりを隔てながら、１０年でここまで拡大、充実することができたという
ことは本協会にとっては感無量でございます。関係の皆さまにはこれから教職大学院をますま
す盛り上げていくためにご尽力いただければとお願い申し上げる次第でございます。簡単では
ございますが、開会の挨拶とさせていただきます。
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（司会）

本日は２人の方々に来賓としてご出席いただいています。まず最初に日本教育大学

協会長の出口利定様からご挨拶をいただきます。出口会長、よろしくお願いいたします。
来賓挨拶
出口

利定

氏（日本教育大学協会長）

皆さま、おはようございます。本日ここに平成
２９年度日本教職大学院協会研究大会が開催され、
さらに昨日には実践研究成果公開フォーラムが開
催されたことを心よりお祝い申し上げます。また、
本日の基調講演では、
「１０年目を迎えた教職大学
院への期待」と題して、義本博司文部科学省高等
教育局長からご講演をいただきますが、義本局長、どうもありがとうございます。
十年一昔といいますが、私にとってはつい最近のように思います。１０年たったという月日
の早さを感じています。教職大学院設立の趣旨に立ち返りますと、当時わが国は学力低下、い
じめ、不登校、学校の小規模化、家庭や地域の教育力の低下、発達障害の子どもの増加など学
校教育の課題が複雑化・多様化し、また社会状況が変化して、保護者や児童・生徒、住民の学
校に対する期待やニーズが多様化してきた時代でありました。これらに対応するために各学校
は自ら工夫し、特色ある教育課程や効果的な学習指導、生徒指導の方法を開発して実施すると
ともに、それらを行う校内組織を整備することが求められるようになってきました。
このような学校づくりには、これを中心的に推進することのできる高度な専門性と実践力を
身に付けたリーダー的な教員の存在が不可欠となり、教職大学院はそのようなスクールリー
ダーを養成するために設立されてきました。１０年を経過し、ある一定の評価が得られるよう
になりましたが、今年度をもって全国の教員養成大学・学部に教職大学院の設置が終了し、こ
れから新しい教職大学院の歴史を創る大学もあって、国全体から見ればまだ過渡期にあると言
えます。これまでの教職大学院で行われてきた、理論と実践の融合した教育内容とその方法を
中心として、事例研究、模擬授業、授業観察、双方向的・多方向的で実践的な指導法と、その
ために４割以上の実務家教員を必置として、運営全般において、学校、教育委員会等々と連携
してきたことなどはうまく運営されてきたのではないかと思っています。しかし今後、教科領
域の導入など、修士課程からの全面的な移行に伴う新しい課題も出てきております。
昨日も「大学間連携による教員の高度化支援システムの構築」と題して、教員養成に関連し
た別のシンポジウムがここと同じ会場で行われました。そこでは、このような新しい時代を教
職大学院は迎えて、教職大学院のミッションの再定義が必要ではないかという提案もありまし
た。教職大学院が日々進化し、発展するために、時代に即した教員養成はいかにあるべきなの
かということを、私たちは考えなければならないと思います。
今日の講演やパネルディスカッション、また昨日のフォーラム等を通して、多角的な方面か
らの情報に接して、全国の教職大学院のネットワーク化を図り、情報を共有することによって、
昨日のディスカッションで出ていましたが、まさに「チーム教員養成」というものが構築され
ればと私は思っています。今日一日の会がその一助になりますことを願って挨拶とします。
（司会）

ありがとうございました。
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（司会）

続きまして、独立行政法人教職員支援機構理事長の髙岡信也様からご挨拶をいただ

きます。髙岡理事長、よろしくお願いいたします。
来賓挨拶
髙岡

信也

氏（独立行政法人教職員支援機構理事長）

皆さん、おはようございます。日本教職大学院協会
の今年度の研究大会、昨日から研究にいそしんでおら
れると伺いました。今年も来賓の席に加えていただい
たことを誠にありがたく存じます。
教職大学院も１０年という区切りを迎えたと伺いま
して、平成１９年出発という意味では１０年たったな
という感慨が私にもございます。今でも忘れませんが、その１０年前、出発したばかりの教職
大学院の先生方がお集まりになって、この建物のはす向かいにあります学士会館で、出口先生
の東京学芸大学の主催でシンポジウムが行われました。出発する教職大学院、
「これからわれわ
れはこういう課題に向かって頑張ってやるぞ」という決起集会的な中身でございました。
そこへ何の因果か、指定討論者で呼ばれまして、
「何をしゃべっていいかは発表を聞いてから
だ」などといい加減なことをいつものとおりやっていましたら、いろいろ意欲満々のご発表が
ありましたので、そこに田舎から出てきて別に水を差す必要はないと思ったものですから、しゃ
べる中身はございませんでした。それで窮余の策で、こういうことを最初に申し上げたのです。
「１５０～２００人近くおいでになっている皆さん方、教科専門のご出身の方は何人いますか。
手を挙げて下さい」と言ったのです。当時、学芸大学の学長さんと副学長さんとそのお二人だ
けでした。
私は教職大学院制度ができたときに、教科教育を巻き込めていないという限界、それから教
職大学院という制度が必ずしも現職教員の研修に大きなインセンティブを与えるものになる、
あるいはストレートマスターの卒業時に大きなインセンティブが加えられるという制度設計が
できていなかったため、この二つがどうしても気になっておりました。後半の方はなかなか難
しい話ですが、前半の教科専門教育をどう教職大学院に今後入れていくかが課題だということ
は最初から思っていたら、この１０年で制度設計が随分変わりました。文部科学省の考え方も
恐らく拡大し、考え方が変わってきたと言えるのではないかと思います。
ですから、全都道府県に最低１個以上の教職大学院の設置という政策目標は、昨年、一昨年
でほぼ達成され、新しく教職大学院で出発される大学もたくさんあります。その中で、旧来の
教育学研究科を全て教職大学院に移行させるという英断をされた大学がたくさんあります。さ
あ、そうなると、もともと教育学研究科という何か水と油みたいな世界が一つの器に入れられ
ているというその現実から考えると、必ずしもそれがうまくいくだけだと考えるのは早計だろ
うと思います。ここから次の１０年は、特に国立大学の場合は、学部と教職大学院との組織の
違いをどう鮮明に出し、かつ融合させるか、これが課題だろうと老婆心ながら思っています。
「お前に言われる筋合いはない」という話ですので、少し話を変えますと、私どももこの教
職大学院ができて１０年目の今年の４月に旧教員研修センターという名称を教職員支援機構と
いう名前に変えて新たな出発をすることになりました。この機構は、これまでの筑波の隅っこ
の方にある現職研修を都道府県とだけつながってやっていればいいという組織ではない、日本
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の教職員のありとあらゆる資質能力の向上に関する制度的あるいは自助的な努力に対する支援
を怠らない機関だと自らを定義して、教職員支援機構という少し大きい名称に変更しました。
そこで教職大学院の皆さんとも、ぜひ手をつないで教員の資質能力の向上、養成・採用・研
修のあらゆる局面について、これまでとは違った新しい制度、新しい仕組みを作り上げること、
このために全国の教職大学院の構成員の皆さんと連携をしていこうということを呼び掛けてい
ます。昨年もそのようなお話をしましたが、順調に連携協定の大学の数も増えてきて、ほぼ今
年度中に３０の大学と協定が締結されるところまで持ってきました。要するに紙切れ１枚が取
り交わされたというだけの話ですから、そんなことをしていても仕方がないので、何をやるか
というと教職大学院のプログラム、カリキュラムの中の幾つかの単位を私どもの教職員支援機
構が行う研修プログラムで代替する、つまり大学以外のところでやっている研修を教職大学院
のプログラムとして認定するという制度を作っていただきたいということです。その先には、
都道府県の研修と教職大学院のプログラムの融合という課題が見えてくる、一種のモデルプロ
グラムになります。
２点目は、教職大学院の皆さんの日常的な研究開発の努力に、知恵はなかなかないのですが、
少なくとも一定程度の原資をもらっていただいて、そこで新しい研究開発プログラムを作って
いただくという作業、これがモデルプログラム開発事業という形で提供しているところです。
ほぼ教職大学院の皆さんとの協定で、そのモデル事業にかける経費は毎年、倍々ゲームで増え
てきました。その先には、教職大学院がより大学という枠組みや箱にとどまらず、都道府県が
行う研修、場合によっては校内研修、さらには自主的な個人の研修、そして私どもが行う教職
員支援機構の研修など、多様な研修の姿を教職大学院の単位として認定していくような仕掛け
を作っていく、一種のバーチャル大学院にしっかりなっていただく。
「バーチャルにしっかりな
れ」というのはあまり理屈が通っていないかもしれませんが、そういう仕掛けをぜひ作ってい
ただきたいという思いがございます。
その仕組みを一挙に進めていくためには、教職大学院制度、専門職大学院制度という枠組み
が少し邪魔をするというか、設置基準上、教職大学院の修了最大年数は６年、普通に見積もる
と４年ということになりますから、なかなか難しいのですが、私はその都道府県の初任者とし
て採用され、辞令をもらったその日に、教職大学院の入学許可証も全員に出したらどうかと思
います。１０～１５年ぐらいかけて、自ら若手の時代の資質能力の向上というものを教職大学
院という概念、理念の基で自ら体系的に作っていく、それが生涯を通じた資質能力の向上の起
点になるのではないかと思っています。
つまり、１０年教職大学院に在籍するということは、今の設置基準は認めないわけですから、
なかなかその制度の導入は一足飛びにはいかないと思いますが、今の国であれば設置基準の緩
和やその程度の忖度はいつでもできる仕掛けになっていると思いますので、ぜひこの１０年を
機会に、国、そしてこの協会の皆さんが、真剣にそのことを考えていただけないだろうか、私
も教職員支援機構、あと数年でございますが、そこにいる限りお手伝いをしたいと思っており
ます。
長々と、しかも最後は若干、押し売りふうの話で恐縮ですが、ぜひ教職大学院が日本の教員
の資質能力の向上に向けた最大の仕事師であるという世界を、これからまた１０年かけて作っ
ていただければと思います。本日はおめでとうございました。
（司会）

ありがとうございました。
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３．基調講演
（司会）

それでは文部科学省高等教育局長、義本博司様から「１０年目を迎えた教職大学院

への期待」と題して、ご講演をいただきます。よろしくお願いいたします。
基調講演「１０年目を迎えた教職大学院への期待」
講師

義本

博司

氏（文部科学省高等教育局長）
おはようございます。ご紹介にあずかりました高
等教育局長の義本でございます。日本教職大学院協
会の主催の研究大会にお招きいただきましてありが
とうございます。タイトルは「１０年目を迎えた教
職大学院への期待」ですが、先ほど髙岡先生や福田
先生からお話がありましたように、教職大学院、教
員養成は節目を迎えております。その中で現状を振
り返りながら、新しい一歩を踏み出していくことを

まさに今、議論いただいていますし、文部科学省、それから各大学の現場でも大きな議論がこ
れから進行中という状況です。その中で現状においての話をさせていただきます。既にお話を
聞いたことがあるものもあると思われますが、この際、改めてお話をすることによって一緒に
考えさせていただければという思いで来た次第です。
今日は四つのテーマからお話をさせていただきたいと思います。教職大学院は１０年目を迎
え各県ごとにほぼ全県設置された状況ですし、また今後、教科専門も含めて大きく組織を変え
ていかなくてはいけないという課題を迎える現状を振り返ってみるとともに、８月末に教職大
学院も含めて、教員養成の大学、学部、附属学校を含めた改革に関する有識者会議を設置した
ところです。髙岡先生も入っていただき議論をしたところですし、加治佐先生もその中に加わっ
てまとめていただいたところです。
そこを振り返りながら、いろいろな課題が見えてきました。教職大学院の問題は学部教育の
在り方の問題、附属学校とも関わります。また、それぞれの都道府県の教育委員会に関わる問
題もございます。アンケート等を実施して、今まで思われたことが数字でかなり明らかになっ
たところもございます。そういう中において、より実績のあるところを進めていくという方向
性は、先ほどの髙岡先生からのご提案にも関連する内容も多く含んでいると思いますので、お
さらいになりますが、その点について紹介させていただきたいと思います。
３点目は、その中でも教職大学院を巡る主な論点、それから設置基準に関わり、今後国とし
てもいろいろな形でのダイナミックな展開をしていただくために、必要な支援や制度の面での
規制緩和も含めて、そこの取り組みを促していきたいと思っています。そういう点についての
話をしたいと思います。
最後に、今ご覧のとおり、この有識者会議の報告をまとめて以降、高等教育局で各教職大学
院も含めた教員養成の大学、学部の代表の方に来ていただいて意見交換をしているところでご
ざいます。その中で浮かび上がってきた課題や問題についての話をさせていただきたいと思い
ます。そういう流れでまいりたいと思います。
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１．教職大学院を取り巻く現状
まず、現状です。今年度の教職大学院の状況は、入学定員では、国立大学は４６大学で
１,１７１名、私立大学を合わせると５３大学設置で１,３７６名です。島根大学と教員養成学部
を統合しました鳥取と高知を除きまして、ほぼ全県に設置されているという状況に今来たとこ
ろです。
今後順次、教員養成系の修士課程、今３９大学２,６１４名ですが、教員養成の機能以外での
役割については個別に対応した上で原則的に移行していこうということです。そうすると、教
員養成系の大学院の規模としては、完成形としては３,０００名を超える規模に移ってくること
になろうかと思っています。
その中で教職大学院の入試倍率の推移ですが、ストレートマスターについてはおよそ１.２倍
を維持しているという状況になります。就職についても大変良い形をとっていて、およそ９割
が教員として採用されている状況です。また、公立学校教員の採用数の推移を見ると、全部足
し上げての数ですが、平成１２年が底で１万１,０００人でした。それ以降、いわゆる人口動態
の変化ということで、子どもの数が、徐々に入学者が増えていくことに伴って、あるいは年齢
構成として退職に併せての採用ということで、現在、足元では３万２,０００人ですが、今後大
きく採用数は変わってくるという状況でございます。
教員の需要見込みは、広島大学の山崎先生がおまとめになった数字によると、小・中を足し
た全国的な数で、平成２９年度は２万３,０００人ということです。平成３１年度をピークにし
まして、平成３４年度になりますと６％ぐらい減っています。それがさらに１０年後には１万
２,５４８人ということで、県ごとに状況も変わりますが、全国的には低下する傾向に見えます。
子どもの数の動態や退職する方の入れ替わりによって、底を打って回復するという基調があり
ましたが、今後においては採用数の需要を回復することはなかなか見込めないという状況です。
そのことを踏まえて、人口減少に合わせた形での在り方を考えていかなくてはいけないという
問題が並行して進んでいるところです。
学歴別あるいは学校の種別を見てみると、一般大学卒の採用試験においての合格者、採用者
の数が大体６割を占めているということで、教員養成系の大学の卒業者がピークは５割近く
あったわけですが、それが減っています。中学校、高校含めての数ですが、そういう厳しい現
状が併せてあるわけです。
そうした中で、初等・中等教育において、教員養成の在り方についての逐次の提言あるいは
答申がこれまで出てきています。今回の動きはそういう流れの中で考えていこうと捉えていた
だいたらよろしいかと思います。一昨年の１２月２１日に中央教育審議会が「これからの学校
教育を担う教員の資質能力の向上について」という答申をまとめており、その中で教職大学院
については全県設置や修士課程を展開していくことで量的な整備を行いながら、高度専門職業
人としての教員養成モデルから、その中心に位置付けるとともに、現職教員の再教育の場とし
ての役割を重点に置きながらということを明確に示しています。
教員研修センター（現・教職員支援機構）と連携して大学と教育委員会・学校との連携・協
働のハブになることを明確にし、文字どおり教職大学院、教職員支援機構、それからそれぞれ
の教育委員会とが三位一体になって教員養成の強化、あるいは現職教員の研修を進めていこう
という動きを出しているところです。
その上で新任の教員については、大学院修了者向けの採用試験の実施や名簿登載期間の延長、
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初任者研修免除などのインセンティブを付与するとともに、現職については教職大学院の学び
を位置付けて、管理職コースの設置や教育委員会の連携・研修を実施していくこと。これは一
朝一夕にはなかなかできませんが、教職員支援機構と連携して提携していくことや、モデルプ
ログラムを設計し、地元の教育委員会においても関心を持っていただけるような取り組みを逐
次進めていくことが、これから大事になってくると思っています。
４点目は、履修証明制度や科目等履修制度を活用して、現職教員が学びやすい仕組みの環境
を整備していく、すなわち１年、２年、長期に現場を離れて教職大学院に通うというのはなか
なか難しいわけです。例えば数カ月の短期プログラムやその積み重ね、先ほど初任者について
は全員が教職大学院の学生に登録するという話がありましたが、日々の研修と連携することに
よって、そのプログラムに認めていただいて教職大学院として評価し、それを蓄積することに
よって学位なりを完成させていくという学習者の視点に立った取り組みを考えようではないか
ということです。
なお、この履修証明制度については、実はリカレント教育の流れの中で、今、１２０時間以
上を取らないと履修証明書を出さないという形になっていますが、もう少し短い期間でその履
修証明を出すことができるようにという話もありまして、今後、制度改正をしていこうという
ことも今考えているところです。
この教員の資質の答申と併せて、中央教育審議会では「チームとしての学校の在り方と今後
の改善方策について」という答申が出されています。その中で課題になっているのが管理職の
研修です。教員だけではなくて事務職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
などの専門スタッフを組織している学校、今後、部活動については指導員が認められ、教員だ
けではない、多様な能力や資質を持った方々をまとめて学校を組織的に運営していくマネジメ
ント力が非常に求められるようになり、そのための能力開発や研修をしっかりやっていくこと
がこれから大事になってきます。そのための研修の見直しを行うとともに、教職大学院をはじ
めとした大学がそういう取り組みをしっかりやっていく工夫が大事ではないかということで、
教職大学院については管理職コースの設置や教育委員会との連携によるプログラムを作ってい
くということがこれから求められると思います。
今年１年、特に初中教育行政、あるいは教育界において大きなテーマになっているものは働
き方改革です。いろいろな多様なニーズに応えながら、時間の管理をしっかりやって、その中
で最大の成果を頂くための会議の持ち方や運営の在り方について、その文化を変えていく必要
が出てくることは恐らく必至です。今日の新聞を読んでいたら、神奈川県では日産と提携して、
教員の特に管理職向けの研修をして、日産で取り入れた時間を有効活用しながら会議を持つこ
との研修を提供する動きが出てきたという話がありますが、恐らくいろいろな発想を超えた形
でのプログラムを組んでやっていかないといけません。そのハブになっていく教職大学院がこ
れから求められています。これまでのやり方を少し変えてみる、その中で企業での取り組みや
他の組織での話も含めて、多様な形での運営や管理の在り方を考えていく。恐らくその中に、
大学も含めて会議を持ってもテーマが拡散して時間ばかりかかってしまって、なかなか成果が
出ない、次につながらないといったことも含めて、その運営の在り方をもう少し合理的に考え
ていく、あるいは目標を可能な限り定量的に考えて、その中で次につながっていくような設定
をして PDCA を回していくという課題もあると思います。
今後、管理職においては多様なマネジメントのスキルが求められていくようになりますし、
そこに参加する教員にもそういう考え方を取り入れ、教員養成の中でもそういうことについて
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も考えていく必要が出てくると思います。働き方改革における先導的なモデルを作っていくと
ころにおいては、そういう具体的な事例も含めて考えていく必要があるのではないかと思って
います。
そういうことを踏まえた上で、先ほどの答申が取り上げた、教職大学院の在り方を検討する
上での論点を抽出してみました。まず、教員研修と教職大学院との連動性を持っていくという
ことで、教育委員会と連携して教員研修の一部を企画立案し、学びの対象を広げることも必要
です。現状は、そこまでなかなか進んでいないケースが一般的だと思います。教育委員会から
そういうことを一緒にやりたいというニーズがまだ不足している。それは恐らく、そういう要
望に対して教職大学院がどう答えてくれるのかについて、教育委員会にはなかなか見えてきて
いないというところもあろうと思います。
２点目は、教科教育など修士課程で主に担ってきた能力を養成していくということです。教
育学部の先生方の６割が教科専門の方ですが、現状のカリキュラム体系との整合性を留意しな
がら、教科指導力の向上を目指していくコースも整備していくことがこれからの教職大学院の
在り方として求められます。
３点目は「チーム学校」としての能力の形成ということで、教員以外のスタッフも含めた協
働の在り方の問題やチームをまとめられるマネジメント、働き方改革もそうですが、特に管理
職の能力をどう育成していくかということです。
４点目に、現職教員が学びやすい仕組みの構築です。短期間に学校を離れることなく履修証
明制度などを活用して学びを蓄積していき、入学後の負担を軽減していく、あるいは可能な限
り現場から離れずに学ぶことができる仕組みを推進していきます。
５点目は入学のための動機付けで、従来からあるようなインセンティブを付与していくとい
うことです。教育公務員特例法が改正されて、今後、協議会を作って協議していくという中に
おいて、インセンティブの付与が期待されてはいますが、まだ現状としては教員採用試験合格
後の登録期間を長くするということ以外でのインセンティブは広がっていないという現状です。
そこを広げていく契機としては、全体としての改革が大事になってくるということは、言をま
たないところです。
最後に、教職員支援機構との連携を推奨していくということで、教職大学院の科目の多様性
を確保することや教育内容を充実していくという観点からすれば、教職員支援機構と提携して
いくことも一つの大きく有力な方法ですし、教職大学院に所属する大学教員に対する研修機会
としてもここは期待されるところで、それが先ほどのお話にあったモデルプログラムの開発に
もつながってくるのではないかと思うところです。
まとめると、初中教育においては、先ほどの二つの答申をベースに、昨年１月に「次世代の
学校・地域」創生プランが策定され、今後、教員養成、学校の運営等についてはこのプランを
ベースにして考えていくということになっています。一貫してこの流れの中において、特に教
員の資質能力に関わる部分についてはここがベースになってくると考えていただいたらいいか
と思います。必要な法改正として、教育公務員特例法や教育職員免許法の改正、あるいは教員
研修センター法を改正し、養成と採用と研修を一貫して取り組んでいき、特に現職の教員につ
いては連携して取り組んでいこうという流れができました。
そのベースとしてこの育成のシーンを設けて、協議会を作って、文字どおり現場の大学・教
職大学院を巻き込んで、その地域でのシーンを作って一体的に進めていこうという流れ。それ
から「チーム学校」ということで、学校の運営を校長のリーダーシップの下に、教員、スクー
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ルカウンセラー、あるいは部活の指導員なども含めてバックアップするスタッフとともに全体
を回して、事務職員もそうですが、組織的な多様な職種をまとめて教育の課題に応えていこう
という改正もしたところです。部活の指導員を位置付けたのもその一貫の流れです。
もう１点は、地域と協働してやっていこうということで、
「地域学校協働本部」を法制的に位
置付けて、学校を核にした地域の創生ということで、基本はコミュニティスクールをベースに
して考えていこうということで、その設置を努力義務として位置付けて、併せて学校に地域の
いろいろな人材の方々に協力・協働していただいて支えていくための本部を作り、教育を豊富
化していこうということが出てきます。
そうすると文字どおり、これまでの求められる資質・能力についても、教科の指導力を高め
ていくということ、これは後ほど出てくる指導要領の今後の流れもそうですが、開かれた学校
として考えていく場合、特に管理職の方々の問題としては地域と協働していくこと、あるいは
全体のいろいろな職種の人たちをまとめ上げてそのニーズに応えて進めていくことが非常に大
事になってきます。それらを踏まえて教員養成の在り方についても考えていく必要があろうか
と思いますが、まだ現状のエビデンスからすると、その期待に応え切れていないというのが今
の教員養成学部や全体の状況かと思います。
２．国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書
その上で、この８月にまとめた有識者会議の報告書についての話をさせていただきます。８
月２９日、
「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて」という報告書を出
しました。
「教員需要の減少期における」というところがかなりショッキングなタイトルですが、
現実をしっかり直視しながらその機能をどう強化していくのかということを見つめ直して、教
員養成の大学・学部、大学院、附属学校も含めてその改革の方向性を打ち出していこうという
ことで、１年かけて議論してまとめたものです。
背景としては、中央教育審議会から教員の資質能力の向上、「チーム学校」、それから学校と
地域の連携・協働についての答申が出され、学習指導要領の改訂があり、特に今回は教育の内
容の体系性を講じていくというだけではなくて、指導の方法にも踏み込んで深い学びをアク
ティブラーニングを中心に進めていくためのいろいろなことをセットで考えていこうというか
なり思い切った改革の方向が出ているわけです。
さらには平成２８年度から国立大学の第３期中期目標期間が始まり、来年はその中間年を迎
えるわけですが、さらにこの改革を進めていくことにおいては、この第３期においてどういう
形での教員養成の在り方を組織の問題も含めて考えていくかが鍵になります。第４期において
新しいスタートを切るためには、第３期の中間年ぐらいから議論をしっかりやって在り方を考
えていかなくてはいけません。
４点目は、教職大学院がほぼ全県に設置される中においてその在り方も変わってきます。そ
の位置付けをどうしていくのか。それから、少子化が進行していく、教員需要は先ほど見てい
ただきましたように平成４２年においては、平成３１年の半分近くまで小・中学校全体の教員
需要が減少していくという中において、現実を直視しないといけない。そういう背景の下で議
論していただいたわけです。教員養成大学・学部、教職大学院を中心とする大学院、附属学校
について、その課題、改善に向けての改革方策を幅広く検討いただいて答申をまとめたところ
です。
ここで押さえておかないといけないのは、あくまでも需要が減ってきたからその規模を縮小
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するということありきの議論ではなくて、その中においても現実は直視しないといけない一方、
養成研修機能をどう強化していき、引き続きわが国の教員養成において中心的な役割を果たし
て、資質の向上を先導していくことをどう堅持し、高めていくのかということをベースに置き
ながら、議論をしているところがみそです。そのために痛みの伴うことも今後やらないといけ
ないこともありますが、それによってより良い教員養成の在り方を確立していこうというのが
ベースになってくると思います。
その中で、これまでの検討の前の話を振り返ると、これまで３期においては「ミッションの
再定義」を行ったり、附属を含めた特色を明確に改革していたり、あるいは減少期の到来の中
において専門性をどう高めていくかということもありました。この十数年の動きを更に少し振
り返ってみると、法人化前の平成１３年に教員養成の学部の在り方について、いわゆる「在り
方懇」がまとめられたところです。
実はこの有識者会議においても、この「在り方懇」の在り方がどうだったかというところか
らレビューをして、そこでの課題も明らかにしたところです。
「在り方懇」で言われている課題
については、例えば教科専門の在り方や教職課程の教員構成の問題、あるいは研修や現場の連
携についてかなり重複するところがありますが、決定的に違うのは、平成１３年においては、
まだ教員の需要について恐らく今後深刻に減ってくるという状況ではなかったということです。
それから初等・中等教育の行政の在り方にしても、十数年前を振り返ると、その時々に課題は
ありましたが、これほど大がかりに学校の教育指導の在り方が変わってきたということはあり
ませんでした。
一方、この在り方懇の提言をさらに進め、平成１８年に「教員養成・免許制度の在り方につ
いて」の答申が出て、ここで平成２０年から教職大学院の設置がスタートしたわけです。１０
年間の流れというのはここから来ているわけですが、それ以降、平成２４年に「教職生活の全
体を通じた教員の資質能力の向上について」の答申を出し、ここで教職大学院の拡充方針が出
されました。
その流れをさらに加速するという観点から、大学院段階での資質の向上に関する協力者会議
報告を出し、この答申を受けて国立大学の教員養成の修士課程を教職大学院に原則移行して、
全県において拡充し設置していこうという流れができて、ミッションの再定義がありました。
こういう流れを受けながら、その実質的な中身をどう充実させて、この時に考えたような課題
をしっかり実質的なものにするのかということがこの有識者会議の中での大きなテーマだった
と思っているところです。
その中で、ここからはおさらいですが、大学・学部を巡る課題を少し概観して振り返ってみ
たいと思います。全体的な状況として、教員需要については全国的に減少の傾向が続いていき、
就職力率は６割前後であまり変わりません。社会的な環境の変化の中で求められている役割や
規模が改めて今問われているということについては、皆さん言をまたないところです。
それから、先ほど申しました新学習指導要領への対応ということで、
「主体的・対話的で深い
学び」、アクティブラーニングの視点から授業改善を中身の改革とともに進めていこうというこ
ととともに、
「次世代の学校・地域」を実現する教員養成のカリキュラムを全体の流れの中で学
校の在り方、地域との協働も含めて教員養成のカリキュラムの充実を図っていかなければいけ
ません。
また、教員の多忙化の問題、全国的な教員の長時間勤務の改善について今、中央教育審議会
でも審議を進めているところです。部活の在り方の問題、学校でのいろいろな時間管理の問題
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等々について緊急提言を出し、さらには全体的な答申をまとめていこうと議論を進めていると
ころですが、その中でも附属学校の業務改善とともに全国的な教員の多忙化、働き方改革に対
して教員養成大学がどういうふうに関わっていくのかという問題も出ているところです。
この需要のグラフは先ほど見ていただいたとおりですし、また TALIS の調査についても世界
的に見ても勤務時間が最長ということについては改善を進めなくてはいけません。定数を増や
していくことも大変重要なことですが、業務改善や業務の持ち方の見直しも並行してやらない
といけないという問題があります。もちろん ICT の導入やタイムカードを導入する、あるいは
部活指導員を入れていくということも大事ですが、その運営ともう少し業務を効率化できる点
がないかとか、あるいは最小の時間でその効果を目指していくためにどう進めていけばいいの
かという日々の活動や在り方がこれから大事になっていくところです。そういう点においての
課題があります。
カリキュラムについては、この有識者会議をベースにアンケートを採らせていただきました。
特にショッキングだったのは養成の環境整備ということで、学校現場に近い環境整備や授業の
内容・方法の改善が十分に行われていないという点がございます。カリキュラムに関する新た
な教育課題への対応に関する項目がおおむね含まれていますが、必修としてやっているものが
非常に少ない。例えば総合学習の時間について、開設しているのは７５％ありますが、学部全
体で必修にしているのは２９.５％にとどまります。カリキュラムマネジメントは非常に肝に
なってきますが、そこについても必修としているのは３６.４％にとどまっています。
また、学部で学んだ内容が実際に学校で勤務する上で生かされていない分野があるというこ
とです。特に顕著なのは、例えば道徳の理論や指導の方法、特別活動の指導法、進路指導の理
論や方法、現場においては非常に大事な切実なところですが、そこに生かされていないという
回答を、その大学を卒業した学生からのアンケートで得ています。養成の環境整備の問題と実
際に体験する課題とのギャップ、それと併せてカリキュラムと現場の求められる資質のギャッ
プをどう埋めていくかが、教員養成の学部、大学院の大きな課題になってくると思います。
それから、質の保証や評価という問題、大学全体において IR や PDCA を回していきなさい
と言われていますし、また初等・中等教育の現場でもそういうふうな点が非常に大事になって
きていますが、その点の取り組みが総じて十分でないという点が浮かび上がったところです。
例えば、卒業生の実態把握についていえば、追跡調査は３分の２ぐらいはやっていますが、そ
の約半分が１年のみで終わってしまっています。恐らくその後、どういう形で能力を育成して
いくかをしっかり捉えていくことが、そのカリキュラムの改善や方法につながっていきますが、
そのベースがなかなかできていないということです。
それから継続的な学生の意識や実態の調査を行っているところは８割に上りますが、それを
生かしてカリキュラムの新設やシラバスの見直しを行って授業を改善しているところは、４分
の１ぐらいにとどまっています。ですから、学生の多様な意見や卒業生の実態を把握してカリ
キュラムをチューンナップしていくということ、それから情報を収集し分析して、課題を解決
するための IR や PDCA が思ったほど進んでいないということが大きいと思われます。
それから、多様な評価指標、もちろん教員採用の合格率は非常に強力な評価指標になります
が、それに代わるものがどれだけ生まれているのか。４年間の大学も含めた学習での成果とし
てどういうふうに生かされているのか。これは卒業生の追跡の話とも連動していきます。その
学びとしてどれだけ付加価値を付けていくかを世の中に発信していけているのか、あるいは、
現場での評価も含めて、それを多様に取り入れてやっていかないと、採用試験に合格するとい
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うことは有力な指標ではありますが、もっと多面的に教員養成の価値、あるいはその評価を高
めていくという努力がなかなかできていないということが浮かび上がっています。
それから、大学院の教員の問題です。教員養成のための学問分野についていえば、専門分野
の研究を深める意識が十分なのかという指摘があったところです。教科教育の担当の先生につ
いていえば、教科内容を踏まえた指導法が不十分ではないか、教職教育の専門の先生を含めた
上で、教科専門、教科教育、教職教育の３者が協働していくことが十分できていないのではな
いか。
大学の中での教員養成学部、大学院の位置付けも、どうしても学術論文が中心の教員評価に
なっていて、現場での実践活動を業績として評価することが十分でないのではないかというこ
とです。これは大学全体のことでも言えて、今、大学の改革の中においては、特に社会とのイ
ンターフェースを高めていろいろな方々を大学に取り入れていくなど評価を多面化することに
よって、論文はベースでありますが、それ以外の評価も多様にしていこうということが言われ
ていますが、全体としてはそれが十分ではないということがあります。教員養成大学・学部の
６割の先生が教科専門ですが、その先生を巻き込んで、文字どおり教員養成の大学としてのミッ
ションの実現を図っていくためのその連携の在り方、教員の評価の問題というものが出てきて
いるわけでございます。
協働についての仕組みが十分でないということでいえば、授業の在り方として教科専門と教
科教育が協働するために、例えばオムニバスやチームティーチングをしていく、それを意識し
たファカルティディベロップメントをやっている、シラバスに明記するということについては
総じて高くないというのが実態です。そこを今後どう突っ込んで改革していくのかという課題
が突きつけられていると思います。
さらに外部との連携についての課題です。先ほどの答申は逐次、教育委員会と現場との連携
をうたっていますが、人事的な交流は活発でない。それから、教育委員会の実施する研修につ
いて、学部の連携の度合いが総じてそれほど強くないということです。人事交流を行った教育
委員会は大体３分の２ありますが、人事交流を拡大したいと思っている教育委員会はわずか
５％弱です。また、学部の協力を得て教員研修を実施した教育委員会は４分の３を超えていま
すが、その協力を得て研究の内容を作成した教育委員会、すなわちその中身にも踏み込んでそ
の大学に期待してやっているところは半分弱です。ですから、連携を実質化していくというこ
とがまだ十分でないと言われています。そこが先ほどの PDCA や外部の意見を取り入れると
いったことにもつながるのではないかと思います。
次に、教職大学院についての課題です。一番大きいのは、学部との一貫性を持って考えてい
く、ダブルカウントで一体的に考えていくということです。それから、研究者教員と実務家教
員との相互の連携や FD をどのようにやっていくのか、教科領域の学習ニーズへの対応。ここ
はニーズが高い分野ではありますが、そこを「理論と実践の往還」を取り入れた形で教科領域
の教育を導入していく。文字どおり、そういう対応をするとすれば、先生方の３者の連携やそ
こをつなぐための FD を徹底してやっていくことが大事になってきます。また、ニーズの多様
化に対応というところで、共通５領域の単位数の扱いも課題となっています。
附属学校の課題としては、特に新聞でも報告書が出た後に出ていましたが、入学者選考の実
施を含めた在り方の問題とともに、大学との連携ができていない、大学によるガバナンスが十
分機能していない、大学の教育への貢献を十分果たしていないのではないか、逆に附属の研究
や実践の成果を大学の養成カリキュラムに反映できていないなど、厳しいご指摘を頂いたとこ
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ろでございます。それから年齢の固定化、柔軟性が欠如しているということが指摘されたとこ
ろです。
総じて言うと、成果の還元ということが十分に生かされていないということです。それぞれ
の附属においての特色や機能は大事にしなければいけませんが、ミッションをより明確にして、
その中で大学のガバナンスを効かせて、その成果を大学のカリキュラムに生かしていく、ある
いは附属学校の場を使って、より連携を深めていかなければいけないところが非常に大きいで
す。
組織・体制についての課題としては、教員需要については、平成３４年度については６％減
ですが、その足元以降、ずっと減りはじめるということについて現実を直視しないといけませ
んし、単独でその組織を維持していくことが難しくなるため、定員の規模や学部、大学の組織
の在り方を見直していく必要があり、連携や再編、統合について直視しないといけません。こ
こは恐らく「在り方懇」のときと全く違うところで、これは言をまたないところだと思います。
また、附属についても例外ではなく、国立大学の附属としての役割を見直していくことを、内
容・組織を含めてやらなければなりません。
３．課題に対する対応策
各大学においては、教員需要の長期的な推移などの実情を踏まえながら、課題解決につなが
るような多様な手段を講じる努力をしていかなくてはいけません。また、PDCA サイクルをしっ
かり回して、解決を着実に進めていかなくてはなりません。これは組織全体としての改善を図
る上での肝だと思っています。国としては、大学の動きを最大限引き出していくための実効あ
る形として、いろいろな情報を提供することや、設置基準も含めた法令の支援・見直し、もち
ろん財政的支援もしっかりやらないといけない、これが一般的な方向性です。その上で、全体
的な課題に対する対応策について深めていきたいと思います。
中長期的な方針としては、教員養成の機能をエビデンスベースで高めていく、全体として国
立教員養成大学・学部がリードしていくということは不変です。それをしっかりやるというこ
とがベースです。組織の見直しありきではなくて、むしろ教員養成の機能をいろいろな課題、
人口の在り方も含めた上で維持・向上を図っていくということがベースです。その上で、教職
大学院を活用して養成のみならず現職教員の研修･教育機能を強化していきます。就職率の引き
上げもそうですが、さまざまな活動のデータを入手して分析し、評価の多様化を図っていくこ
とがこれから大事になってきます。学部と教職大学院、附属も含めた３者がしっかり連携をし
て、カリキュラム、共同研究、教員の兼務などによって柔軟な形にしていくということが大事
です。さらにいえば、それが整理した段階と併せてですが、日本の教員養成も含めた教育シス
テムに対しての非常に大きな期待がございます。そこを海外に展開していくことも視野に入れ
て考えていこうではないかという提言や方向性も出していただいたところです。
その上で早急に対応すべきこととして、まず、教員志望の高い学生を受け入れていくことで
す。すなわち、志望動機で「教員になりたかったから」と回答をした学生は４分の３いますが、
「国立大学だから」という回答をした学生も９割いるということで、将来に教員となる意欲が
高い学生を取り入れていくことは、今、入試の改革も各大学や学部でやっていただいています
が、しっかりやるということが大事です。その意味においても早期のうちから現場と接触する
ことや現場の話を聞くことにおいて、志を学部の早い段階から養成していくことも非常に大事
になってきます。
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また、地域のニーズへの対応ということで、教育委員会と連携する、あるいは卒業生の声を
聞く、その活性状況を見ながら教員像を反映したような養成の研修、教員の育成指針に対する
会議体ができるので、その中に積極的に参加し、その中のニーズをよりくみ取っていくという
ことが大事になってきますし、PDCA やエビデンスに基づいて現場で今、求められている課題
やニーズをしっかり把握して、それをカリキュラムや評価に反映していくことが大事になって
きます。
そして、働き方改革です。率先して多忙化の解消に取り組んでいくことを考えていく、特に
附属学校においては研修などがあって、いろいろな諸会議を持たれており、公立学校以上に多
忙化しているところもあろうかと思いますが、むしろそういう中においての業務の効率化、あ
るいは望ましい研修や会議の在り方、研究の進め方などについても積極的に取り組んでいただ
きたいという期待を込めて言っているところです。業務の多忙化や費用について、TALIS の調
査では、研修に参加したくても業務スケジュールが合わないという点がネックになっていると
いうことにも触れておきます。
カリキュラムに関しては、中長期的には、系統的なカリキュラムをしっかり確立して学んで
いく、特に「主体的・対話的な深い学び」、アクティブラーニングの視点から指導力を向上する
場ということも期待されています。特に教育委員会を対象に実施したアンケートの中において、
地域や現場のニーズに対応した教育内容に加えて、体系性を持ったカリキュラムを編成してほ
しいということが現場の中において非常に大きい、校長や指導主事の意見・要望を反映して新
しいカリキュラムを行っていくことについての期待は高いことも視野に入れておかないといけ
ないと思います。
早急に対応すべきことは、最新のニーズや課題への対応ということで、それを踏まえた養成
カリキュラムの改善を図っていく、学校のインターンシップで、実体験を通じて現場での楽し
さ・難しさを実感できるようなプログラムをしっかり構築していく。また、教員養成課程のカ
リキュラムは、国のコアカリキュラム、各地域でまとめる資質向上の指標・指針に、大学の自
主性・独自性を加えた形での養成カリキュラムを編成していくことがこれから大事になってき
ます。
それから、質の保証です。中長期的には教員養成課程の評価について、自己改革を進めるよ
うな自己点検・評価をしっかりやっていくということ。また、就職率以外の活動の成果や実効
性をエビデンスを持って示していけるような在り方を考えていく必要があると思います。卒業
生がどう活躍をしているか、その声をどう反映しているかなど、その開設の中での対応も含め
て多面的にどう４年間または６年間、あるいは２年間に学生の能力を伸ばしていくのかという
ことを示していけるのか、という改善を考えていかなくてはいけないと思います。これは国と
しても教職員支援機構の中においても連携しながら考えていかなくてはいけない課題ではない
かと思います。
早急に対応すべきこととしては、まず実態を把握することです。卒業生の満足度、有効性に
ついてのアンケートを継続的に実施し、カリキュラムの実態把握、分析、可視化していく、そ
の課題を改善するためのベースになるような実態把握を定期的にやっていくということです。
学生が教育実習を開始する前に知識・技能の定着状況を確認するシステムを開発・普及してい
くことや、離職率を把握するといった形で、長く続けていくことができる教職を目指していく
ための課題も含めて、こういうエビデンスをしっかり把握することがこれから大事になってく
ると思います。
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教員の対応の問題です。教科専門と教科教育の先生方を一体的に考えていくことが必要です。
実践探求と学問探究の両方に軸足を置く大学教員を増やしていくことが大事になっていきます
し、新たな学問領域として、これは有識者会議でもかなり議論をしたところですけれども、組
織的に研究していくことや教員としての職業専門人をどういうふうに育成していくかという
「教員養成学」を行っていかなくてはいけない。それから、学術論文に偏りがちなところです
が、実践的な先生についても論文をしっかり出していただくような形で、能力を高めていただ
くことをやらなくてはいけません。
早期に対応すべきこととしては、研究者教員については現場でしっかり経験を根差していた
だくということがこれから大事になってきます。その両方を統合できる先生を増やしていくこ
とが教員養成大学、学部の力を付けていくことになりますので、現場経験が十分でない先生に
ついては附属学校で研修していただくなどの形で、早期に実践性を磨いていくことが必要で
しょうし、FD の研修会においてその点についても考えていくことが大事だと思います。
それから、実践的な活動をしっかり評価していくことで実践力のある方を採用し、そのため
にも現場での研究経験がある教職経験者や、海外も含めて Ed.D.や Ph.D.を取った方々を採用し
ていくという方策も頂いているところです。ちなみに海外の大学で Ph.D.等博士の学位を取った
教員を採用している大学は４割程度を占めています。また、科研費で得た外部資金で学校現場
と共同研究しているところは７７％程度ですが、この率をもっと増やしていくことも大事に
なってきます。働き方改革の問題もそうですし、科研費のテーマとして意欲的に取り組んでい
ただけるものはたくさんあると思います。これは、個々の研究者の先生方だけではなく、教職
大学院協会にも期待しているところですが、そういう意欲的な研究に取り組んで、それを生か
していくような共同研究を大学横断でやっていくこともこれからあるのではないかと思います。
外部との連携については、連携の実質化が重要です。連携についてはここ数年、政府の課題
でもありますが、それを実質化していくことが非常に大事になってきます。人事交流や研修事
業等を共同実施していくということです。教職大学院については、既存の組織も活用しながら、
学外の有識者からなる組織を整備することも今後できる形になってきますので、そこを考えて
いく必要があるのではないかと思います。教育委員会と大学が共同して企画・実施している研
修を受講する場合に、大学の履修証明や単位の取得が可能になる仕組みを導入しているかとい
うところについては４分の１ぐらいにとどまっていますので、大学がまだできる点は非常に大
きいと思います。このようなことを進めていく上においては、エビデンスをベースにして現場
のニーズに対応するようなカリキュラムの改善を日々行っていく、あるいは対話をしていくこ
とがベースになることについては言をまたないところです。
早急に対応すべきこととしては、人事交流、協働ということで、ここは先ほど申しましたと
ころをベースにして考えていくことがこれから大事になってきます。これをやることが、学生
の視点から見て教職大学院をもっと学びやすくすることに繋がってきますので、大学の中にお
いてもそういう議論を活発に進めていただければありがたいと思います。
教職大学院についての対応策です。修士課程から移行していくこと、新たな役割として教員
養成機能の充実を全体としてリードしていただくとともに、職能の成長の支援や管理職養成等
の学習の場としてやっていただく。それから、教科においての指導要領の柱を生かしながら、
そのニーズに応えるような養成をしていく。学部との一体的な改革。これらは既にいろいろな
ところで言われていますが、それを逐次進めていくということです。これをやったら完璧だと
いうことはありませんので、それに必要なものを逐次進めていくことが大事になってくると
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思っています。また、現場と大学がサイクルとして往還していくことが大事ですし、そのニー
ズに応える形での対応、最新の教育課題への手法を生かしていく形でのビビッドな動向を捉え
た対応がこれから求められるところです。
早急に対応すべきこととして、教科領域の内容の導入ということで「教科領域コース」の設
置等についての提言をしています。その際に問題になるのが、現行の教職大学院の教育課程の
履修要件や単位数です。４５単位以上、実習は１０単位ということでかなり密度の濃い教育を
しないといけない。共通科目の単位数ということで、現行ではおおむね２０単位についてそう
いうものを設けていますが、教職員支援機構との連携等も含めて考えた場合、この共通５領域
で学ぶことを条件にしている単位が現行で１８～２０単位で、これをもう少し緩和して幅広い
学びや柔軟な設計ができる形にしていこうという対応です。これは国が主にやらなくてはいけ
ないことですが、検討していきたいと思っています。
また、学び続ける教員の支援ということで多様なコースを作っていく、科目等履修制度を活
用して、現場を離れずに学ぶことができるよう、修業年限を短縮して実質的に１年間で修了し
ていけるような形にしていくということをもっと進めていく。学びのインセンティブとして、
修了者についての選考やその登録時間の延長、あるいは学びを考慮した人事配置について、こ
れは一朝一夕にできる話ではありません。関係性をより深く作って、教育委員会からそういう
ことをしてもいいというようなニーズを引き出していくことができなければ、なかなか難しい
ですが、先ほど申し上げた方策とともに考える必要があると思います。
また、学部等との一貫性ある教育の促進ということで、ダブルカウントの取り扱いについて
は専門職大学院全体の改革の中、今議論しております。修士課程と学部でのダブルカウントと
同じぐらいの程度での対応ができる形で、単位数やその上限を撤廃することを考えています。
それから、教員の評価は、研究者教員については実務経験、実務家教員であれば学術的な業績、
先ほどの実践的な論文をまとめるということも評価していこうではないかと。実務家教員の範
囲については、実務を離れた以降の年数も含めた上でカウントしていこうと。それから、組織
の連携ということで先ほど申しましたような話にもつながっていくと思います。
国立大学の附属についての課題としては、存在意義、成果の提供についてもっと明確にしな
いといけないということをうたっています。選考の方法から教育研究の方法、成果を還元して
いくということを有機的に明確にしていき、その存在意義やそれぞれの附属の特色などを生か
しながら考えていこうということもこれからあろうかと思います。附属の本来の使命を果たし
ていくための選抜の方法についての問題です。一律に学力試験をやめてくださいということで
はありませんが、多様な方法を考えていくことが必要ではないかということです。それから、
幅広い意味でのモデルとなるような形で問題を明らかにしていくとともに、大学におけるガバ
ナンス、附属での成果を生かしていくということをより考えていくということがこれから大事
になってくるということです。
早急に対応すべきこととしては、附属学校では校長先生が兼務であるケースが多いので、常
勤にしていこうということ。働き方改革のモデル提示ということで、業務改善の好事例をそれ
ぞれ蓄積していくことを考えていかなくてはいけない。これは大学での業務改善だけでなく、
民間などいろいろな組織を取り入れてやっていくこともこれから大事になってくると思います。
また、住民の参加の在り方や成果を追跡して、エビデンスに基づいて進化させていくというこ
とです。
組織・体制についての対応策としては、人口減少・教員採用需要の減少を直視して、入学定
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員の見直しや、地域単位での教員養成の設置形態を超えた連携をより強化していく、一部教科
について特定大学に集約していくことや、共同教育課程を作っていく、あるいは総合大学と単
科大学等の統合を国として支援していこうと言っています。これは本有識者会議の報告後に行
われた各大学との意見交換の中でもいろいろ出てくるところで悩ましい問題ですが、連携する
相手先とのメリット等も生かしながら、全体として機能強化をしていくと考えた上での対応と
いうことで、必ずしも教員養成の大学同士の連携にとどまらず、他の職種、学校種とも連携す
る中において、その力をいかに高めていくかという視点もあってもいいのではないかと思いま
す。
こういう課題について、第３期の中期目標期間、平成３３年度までに一定の結論をまとめる。
また、対応可能なことについては即座に開始するということです。平成３３年というと今から
４年後ですが、そんなに先の話ではありません。むしろそこまでにはある程度の方向性を出し
ていくとすれば、早急に検討を進めていくことが求められていると思いますので、それが今回
の意見交換で終わりではありません。今後続けていく中で方向性を考えていただきたいと思い
ます。
今申し上げた有識者会議のメンバーは、資料４１ページに記載のとおりです。髙岡先生、加
治佐先生、その他の教育学部の先生方にも入っていただいて議論を進めてきました。
４．教職大学院をめぐる主な論点
ここからは教職大学院を巡る主な論点を、おさらいになりますが、少し振り返ってみたいと
思います。教科教育への移行という点については、教科領域コースの設置などを積極的にやっ
ていただくということ、その教員については、一定期間以上の現場の指導経験がある先生、あ
るいは教科専門と教科教育の先生がチームを組んでいくなど、質を確保していくことが大事で
す。単に移行するのではなく、それを基に教科指導力の向上を目指してコースを作ることを原
点としてお考えいただきたいということです。また、本協会が中心になって「教科領域導入モ
デル」を作成していただくことを、私どもとしては期待したいと思っています。
それから、接続の問題です。４割以上の実務家教員を配置し、４５単位中１０単位の実習を
必須としている強みを生かし、学部と教職大学院との一貫教育などとのつながりを検討してい
く必要があります。そういう観点からすると、ダブルカウントの問題は避けて通れません。専
門職大学院のワーキンググループで報告書をまとめ、大学院部会でさらにそれを揉んでいると
ころです。おおむね方向性としては、修士課程は学部と兼務可になっていることを踏まえて、
専門職学位課程においても算定の基礎となる修士課程の必要教員数まで兼務可で、おおむね７
～８割まで考えていこうというのが最新の大学院部会の検討の状況です。これを受けて、来年
にダブルカウントについての制度改善をしていこうという流れです。
教職大学院と教育委員会の連携・協働による現職研修という問題ですが、協力者会議での提
言もあるところですが、現職研修のプログラム化、単位化をしっかり図っていくということ。
それから、初任者研修について連携・協働したものを考えていく、例えば科目等履修生として
登録していく形で位置付けて単位化すれば、そういう方向性も広がってきます。
５．今後の教職大学院に期待されること～各大学との意見交換を終えて～
まとめになります。今まで意見交換をやらせていただいて感じたことは、修士課程から教職
大学院に単に移行するだけではなくて、質の担保をしっかりやっていただきたいということで
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す。教職大学院の教員となる基準を検討する大学もありますが、現場実践で経験のあるような
教科専門の方、あるいはチームティーチングを含めてやっていくような形で質をしっかり担保
していくということが大事です。教育委員会との連携は、協議会を作るだけにとどまらず、よ
りカリキュラムの改善や現場のニーズに応えられるような形でやっていく、あるいは研修の一
部を大学の単位化してそれを定期的にしっかりやっていくというところはまだ課題があると
思っています。卒業生の調査や取り組みの検証、エビデンスの積み重ねは非常に早急に取り組
んでいただきたいところですが、まだ十分でないので、お願いしたいところです。県内・地域
での立ち位置を踏まえた上での教職大学院、学部等それぞれの役割分担を明確にしていくとい
うことを考えた上での今後の組織の在り方を考えていただきたいと思います。
第４期は平成３４年から始まりますが、そんなに遠い話ではありません。早めの検討を学内
で進めていただいて、方向性を出していくことがより良い結果につながっていきますし、私ど
もとしては対話をさせていただく中において、個別にこういうことについての課題があるとい
うことをしっかり把握し、必要なシェアも考えていけると思います。検討に時間がかかるとい
うことになれば、そういうことについても十分にできないこともありますので、早めの検討を
ぜひお願いしたいということです。
以上、今日私からお話をしたところです。既にお聞きになった点があろうかと思いますが、
メニューはもう、課題や方向性ははっきりしています。あとはこれをどう着実に実行していく
かではないかと思いますので、先生方の今後の取り組みに期待したいと思いますし、われわれ
としては、それをしっかり後押ししていくような支援を、あるいは大学との対話を進めていき
たいと思っています。ご清聴ありがとうございました。
（司会）

せっかくの機会ですので、フロアからのご質問をお受けしたいと思います。ご質問

のある方は挙手をお願いします。
（質問者）

よろしくお願いします。質問というわけではなくむしろお願いといいますか、現

在、幼児教育や高等教育の無償化の話が大きな話題になっていると思いますが、大学の無償化
もさることながら、教職大学院の方から見てみますと、現職の教員が大学院に入ってきやすい、
大学院生の無償化についてぜひともご尽力いただきたいと思っています。よろしくお願いしま
す。
（義本）

ありがとうございます。先生がおっしゃるとおり、この議論は高等教育へのアクセ

スの格差を是正していくために消費税の使い道を変えて、主に１８歳の段階から学部、あるい
は専門学校、短大等に入る方でも、所得が低い層に限った授業料の減免や給付型奨学金を大幅
に拡充していくものですが、特に国立大学の先生方から出ていますのは、大学院についてもしっ
かりやってほしいということです。これは共通の課題と認識しているところです。減免の充実
もそうですし、もう一つ、１００年会議の議論の中では、リカレント教育をより充実させてい
くという話がございます。そういう文脈の中でも考えていかなくてはいけない課題だと思って
います。
恐らく現場から見ると、学生の経済支援だけにかなり大きなお金が落ちてきて、他のところ
は充実がなかなかできていないという、かなりバランスが悪いような見方をされると思います。
そういう見方があるのは当然だと思います。これは消費税の使い道を変えるということ、もっ

全体会－19

と言えば消費税の使い道はもう決まっていて、法律を改正しない限りは年金、医療、介護、少
子化対策という社会保障のお金に使うという文脈の中での議論ですので、どうしても学部生の
段階で高等教育へのアクセスの機会が十分確保できていない、それが子どもを産むことに対す
るディスインセンティブになっているというところから出発しています。
一方、リカレント教育を含めた、現職でも大学で学ぶ機会をどう広げていくかという議論は
非常に大事な点ですので、その支援、特に大学院生についても非常に大事な点だと思います。
また、ある意味においては大学と社会が協働してより現場のニーズに対応できるようなカリ
キュラムをどう構築していくのか、さらに言えばリカレント教育の中心は大学院ですので、そ
の充実をどうするか非常に大事ですので、しっかり並行して、なかなか財政的に厳しいところ
ですが、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。
（司会）

まだ少しばかりお時間がございますが、よろしいでしょうか。それでは福田会長か

ら義本局長へお礼を申し上げます。
お礼の挨拶
福田

光完（日本教職大学院協会会長）

義本局長、本当にありがとうございました。過去１０年間の教職大学院の歩みを基に、これ
から教職大学院が取り組むべき部分につきまして、非常に示唆に富む、また実質的なお話をい
ただきました。各教職大学院、そして本協会がこれから何をしていくべきなのかというところ
が皆さんにもかなり具体的に心に刻み込まれたのではないかと感じております。
今ご講演をお聞きしていて、私は二つの言葉を思い出しました。一つはフレキシビリティで
す。いろいろ制度の柔軟性、そして院生の確保と出口についてもがちがちではなく柔軟性を持
たせて取り組んでいくこと。もう一つは、最近はやりの言葉でレジリエンスという言葉がござ
います。いわゆる自己回復力、本当に教職大学院には優秀な教員が集まっていると私は考えて
いますので、その持てる力をそれぞれの先生方が十分に発揮していただくことで、これらのお
示しいただいたいろいろな問題を解決していけるのではないかと感じました。本日は本当にど
うもありがとうございました。
（司会）

義本局長、ありがとうございました。皆さまから拍手をお願いします。
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䞉ᑡᏊ䛾㐍⾜
䞉ᩍဨ㟂せ䛾ῶᑡ

ᩍဨ㟂せ䛾ῶᑡᮇ䛻䛚䛡䜛ᩍဨ㣴ᡂ䞉◊ಟᶵ⬟䛾ᙉ䛻ྥ䛡䛶
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䞉ᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ䛾ᴗົᨵၿ䛾
䛯䜑䛾⟇䛾ᚲせ

ᩍဨ䛾ົ㛫䛿ཧຍᅜ୰䛷᭱㛗䚸ேဨ㊊ឤ䜒䛝䛔
᪥ᮏ䛾ᩍဨ䛾䠍
䠍㐌㛫ᙜ䛯䜚䛾ົ㛫䛿᭱㛗䚹
ᤵᴗ㛫䛿ཧຍᅜᖹᆒ䛸ྠ⛬ᗘ䛷䛒䜛䛜䚸ㄢእάື䠄䝇䝫䞊䝒䞉ᩥάື䠅䛾
ᣦᑟ㛫䛜≉䛻㛗䛟䚸ົᴗົ䚸ᤵᴗ䛾ィ⏬䞉‽ഛ㛫䜒㛗䛔䚹
ᩍဨ䜔ᨭ⫋ဨ➼䛾㊊䜢ᣦ䛩䜛ᰯ㛗䜒ከ䛔䚹

قযك
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یᖹᡂᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸸ᅜ❧Ꮫࡢ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

৵৾ૅ

ᩍဨ㟂せ䛿ῶᑡഴྥ





බ❧ᑠ୰Ꮫᰯᩍဨ㟂せᐇ⦼䞉ண







+

ল๕ઁ؟ਣপ৾สઇ౸ ৱમ

䠘䠍㐌㛫䛒䛯䜚䛾ົ㛫䠚
ົ㛫䛾ྜィ

(䡹䢊䢛䡬䡾/ᩥ)

5.5

3.9

2.9

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ

̢̔φ̣ѻҺѽҵҹҰ˺ᄨఴߢࢇнжЖирܿബ̔

̢̔χ̣рဏத˺ྒܣнжЖирܿബ̔

䐠༞ᴗ⏕➼䛾ᐇែᢕᥱ
䐡PDCA䝃䜲䜽䝹䜔䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄IR䠅
䞉ሗ䛾㞟䞉ศᯒ⤖ᯝ䜢⏝䛔䛶ㄢ㢟ゎỴ䛾᪉⟇䜢ᑟ䛝ฟ䛩IR䛾ྲྀ⤌䛜༑ศ

䐡ᐇ㝿䛾ㄢ㢟䜢య㦂䛩䜛ᶵ
䞉Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䛜┤㠃䛩䜛ᩍ⫱ㄢ㢟䜔䛭䛾ゎỴ㐣⛬䛻䜎䛷ゐ䜜䜛ᶵ䛜༑ศ

䐢ከᵝ䛺ホ౯ᣦᶆ
䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䛾ᯝ䛯䛩ᙺ䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛ከᵝ䛺ᣦᶆ䛾Ḟዴ

䐢䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛸Ꮫᰯ⌧ሙ䛷ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛸䛾䜼䝱䝑䝥
Ꮫ㒊䠄ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊ཬ䜃୍⯡Ꮫ㒊䠅䛷Ꮫ䜣䛰ෆᐜ䛜ᐇ㝿䛻Ꮫᰯ䛷
ົ䛩䜛ୖ䛷ά䛛䛥䜜䛶䛔䛺䛔ศ㔝䛜䛒䜛
→䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛸Ꮫᰯ⌧ሙ䛷ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛸䛾
䜼䝱䝑䝥䛜䛒䜛 ઇఐ峕ঢ়峃峵௧হඨ      


ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䛿᪂䛯䛺ᩍ⫱ㄢ㢟
➼䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛㡯┠䛜ᴫ䛽ྵ䜎䜜䛶䛔䜛୍᪉䚸
Ꮫ㒊య䛾ᚲಟ䛸䛧䛶䛔䜛Ꮫ䛿ᑡ䛺䛔䚹
⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

㛤タ䛧䛶䛔䜛

㛤タ䛧䛶䛔䜛

75.0%

70.5%

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻟㻟Ꮫ䠅

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻟㻝Ꮫ䠅

Ꮫ㒊య䛾ᚲಟ
䛸䛧䛶䛔䜛

ઇఐ峘১
ઇ峘৶ధ峝峕ઇ峕ঢ়峃峵ഄఴ峝ઓ୳
ઇ峘ਔଝ峝ઇ৩峘૽સ嵣ਜઍ
ઇ峕ঢ়峃峵ভ岝২ྼ峙৽হඨ
ు岝ుญ峝েെ峘ੱମ峘峝৾ಆ峘ૌங
્શ峘੍ର峼ਏ峒峃峵ు岝ుญ峝েെ峕ৌ峃峵৶ੰ
ઇୖங峘ਔଝ峝ౣਛ峘্১
㐨ᚨ䛾⌮ㄽཬ䜃ᣦᑟἲ
峘৶峝১
়峔৾ಆ峘ৎ峘১
≉ูάື䛾ᣦᑟἲ
્શણ峘১
ઇ峘্১峝ૼقੲਾਃஓ峝ઇ౫峘ણ৷峼அ峪ك
েെ峘৶峝্১
ઇৼ峘৶峝্১
ਤଡ଼峘৶峝্১
㐍㊰ᣦᑟ䛾⌮ㄽཬ䜃᪉ἲ
ઇৰಆ
ઇৰᄷಆ

Ꮫ㒊య䛾ᚲಟ
䛸䛧䛶䛔䜛

29.5%

36.4%

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻟Ꮫ䠅

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻢Ꮫ䠅

峒峐峬ણ岵岿島峐岮峵

峁ણ岵岿島峐岮峵



 



 








 








 















































  


 


岬峨峴ણ岵岿島峐岮峔岮

৸岹ણ岵岿島峐岮峔岮

௦
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ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧Ꮫ䛾ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䞉Ꮫ㝔䛾Ꮫ⏕ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ ᩍဨ⤒㦂䛜䛒䜛⪅䛾ᅇ⟅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅 H29.1ᐇ

⥅⥆ⓗ䛺Ꮫ⏕䛾ព㆑䞉ᐇែㄪᰝ䜢⾜䛳䛯Ꮫ䛿79.5䠂
䛭䛾⤖ᯝ䜢⏕䛛䛧䛶⛉┠䛾᪂タ䜔䝅䝷䝞䝇䛾ᨵゞ䜢
⾜䛳䛯ᤵᴗ䛜䛒䜛Ꮫ䛿25.0䠂
ਔ嵣ৰଙ৹ਪ峒ఒ峘্峼ষ峍峉
ਔ嵣ৰଙ৹ਪ峒ఒ峘্ষ峍峉

25.0䠂䠄44Ꮫ୰11Ꮫ䠅
ਔ嵣ৰଙ৹ਪ峘峩ষ峍峉

54.5䠂䠄44Ꮫ୰24Ꮫ䠅
ষ峍峐岮峔岮

79.5䠂
䠄44Ꮫ୰
35Ꮫ䠅

ਜ਼ૅ؟ਯ

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

༞ᴗ⏕䠄ಟ⏕䠅䛾㏣㊧ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯Ꮫ䛿65.9䠂
䛭䛾䛖䛱䚸⣙༙ᩘ䛜1ᖺ㛫䛾䜏䛾㏣㊧ㄪᰝ䛧䛛
⾜䛳䛶䛔䛺䛔
ফਰ୯৹ਪ峼ষ峍峉

34.1䠂䠄44Ꮫ୰15Ꮫ䠅
ফ୯৹ਪ峼ষ峍峉

31.8䠂䠄44Ꮫ୰14Ꮫ䠅

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ
̢̔ω̣ݰ࿈крᆪऀнжЖирܿബ̔

䐠Ꮫ⾡ㄽᩥ୰ᚰ䛾ᩍဨホ౯
䞉Ꮫᰯ⌧ሙ➼䛻䛚䛡䜛ᐇ㊶άື➼䜢ᴗ⦼䛸䛧䛶ホ౯䛩䜛⤌䜏䛜༑ศ
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊
ᩍဨ䛾ᑓ㛛ศ㔝

ઇఐ௧

ق٫ك


ઇఐઇ
ઇ௧
जभ



ઇఐ௧ಚથ૨قजभ॑ऎਯ॑ಟਯك
ઇఐ௧ಚથ૨قजभ॑ऎਯ॑ಟਯك









ᩍဨ䛾⣙6䛜ᩍ⛉ᑓ㛛



















ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䛸ேὶ䜢⾜䛳䛯
ᩍ⫱ጤဨ䛿65.1䠂
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䛸䛾ேὶ䜢ᣑ䛧䛯䛔
ᩍ⫱ጤဨ䛿4.8䠂
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂ
Ꮫ䞉Ꮫ㒊䛸ே
ὶ䜢⾜䛳䛯
ᩍ⫱ጤဨ

Ꮫ㒊䛾ᤵᴗ䛻䛚䛡䜛ᩍ⛉ᑓ㛛䛸ᩍ⛉ᩍ⫱䛾༠ാ䛾䛯䜑䛾ᕤኵ
䜸䝮䝙䝞䝇
TT䛾ᑟධ
ᙧᘧ䛾ᑟධ

68.2%

36.4%

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻟㻜Ꮫ䠅

䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻢Ꮫ䠅

40.9%
䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻤Ꮫ䠅

21

䐟ᩍ⫱ጤဨ䜔Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛾㐃ᦠ
䞉άⓎ䛷䛿䛺䛔ᩍ⫱ጤဨ䛸䛾ேⓗὶ
䞉ᩍ⫱ጤဨ䛜ᐇ䛩䜛ᩍဨ◊ಟ䛻䛚䛡䜛䚸ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䛸䛾㐃ᦠ
ᗘྜ䛔䛿ᙉ䛟䛺䛔

ᩍ⛉ᑓ㛛䛸ᩍ⛉ᩍ⫱䛾༠ാ䛾䛯䜑䛾⤌䜏䛾ᑟධ䛿
ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊య䛸䛧䛶༑ศ䚹

䝅䝷䝞䝇䜈䛾
᫂グ

䠄44Ꮫ୰
29Ꮫ䠅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

̢̔ψ̣ഩڝޘнжЖирܿബ̔
䐟䛂ᩍဨ㣴ᡂ䛃䛾䛯䜑䛾Ꮫၥศ㔝
䞉䠄ᩍ⛉ᑓ㛛⛉┠ᢸᙜᩍဨ䛻䛴䛔䛶䠅ᑓ㛛ศ㔝䛾◊✲䜢῝䜑䜛ព㆑䛜ᙉ䛔䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䛸䛔䛖ᣦ
䞉䠄ᩍ⛉ᩍ⫱ἲ䠄Ꮫ䠅ᢸᙜᩍဨ䛻䛴䛔䛶䠅ᩍ⛉ෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛯ᣦᑟἲ䛜༑ศ䛸䛾ᣦ
䞉ᩍ⫋ᩍ⫱ᑓ㛛⛉┠ᢸᙜᩍဨ䜒ຍ䛘䛯୕⪅䛾༠ാ㊊

65.9䠂

ষ峍峐岮峔岮

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ
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ฟ䠖OECDᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ䠄TALIS䠅

3.0
1.6

䐠㣴ᡂ⎔ቃ䛾ᩚഛ
䞉ᐇ㝿䛾Ꮫᰯ⌧ሙ䛻㏆䛔⎔ቃᩚഛ䜔ᤵᴗෆᐜ䞉᪉ἲ䛾ᨵၿ䛜༑ศ

ಧుਣ

ᅻૉ



ിম

পী

শ

ଯவ

ৈੴ

ૣળઇ

ఎ၊

ઇ

ಘਆ

ਮస

ઠ

ઁਣ

ਣஉ

ળ

ఱଐઇ

পଚઇ

ௗಛઇ

ઇ

ਕ

ཱྀவ

ఎੴઇ

ಯળ

ਦପ

ว



ૣ੩

௭ઇ

স

ৗඎ

ഌ

૯ଘবয়

୴

ূ഼৾

൮

ණ

ଗ

ি

␟প৾␠

ਨਲઇ

గু

ଗઇ

൞



᪥ᮏ
ཧຍᅜᖹᆒ

2.9

䐟Ꮫ㒊ẁ㝵䛾ᩍဨ㣴ᡂ䛾㉁ಖド
䞉ᐈほⓗ䛺᳨ド䜢㋃䜎䛘䛯㉁ಖド䛾ྲྀ⤌䛜༑ศ



7.7

2.1

ົᴗົ

䐟᪂䛯䛺ᩍ⫱ㄢ㢟➼䜈䛾ᑐᛂ
䞉᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻ᑐᛂ䛧䛯ᩍဨ㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛸㐺ษ䛺ᣦᑟయไ䚸タ䞉タഛ

قযك

34䜹ᅜ/ᆅᇦ
୰䛷᭱㛗

8.7
7.1

ᤵᴗィ⏬䡡‽ഛ

ྠ䛸䛾ඹྠసᴗ/
ヰ䛧ྜ䛔
Ꮫᰯ㐠Ⴀᴗົ

53.9

38.3

17.7
19.3

ᤵᴗ

65.1%
䠄㻢㻟ᩍጤ୰㻠㻝ᩍጤ䠅

ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂ
Ꮫ䞉Ꮫ㒊䛸
䛾ேὶ䜢
ᣑ䛧䛯䛔ᩍ
⫱ጤဨ

4.8%
䠄㻢㻟ᩍጤ୰㻟ᩍጤ䠅

ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊➼䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᩍဨ◊ಟ䜢
ᐇ䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ䛿74.6䠂
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊➼䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᩍဨ◊ಟ䛾
ෆᐜ䜢సᡂ䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ䛿46.0䠂
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊➼䛸䛾
༠ຊ䜢ᚓ䛶ᩍဨ◊ಟ䜢ᐇ䛧䛯
ᩍ⫱ጤဨ

74.6%
䠄㻢㻟ᩍጤ୰㻠㻣ᩍጤ䠅

ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊➼䛸䛾
༠ຊ䜢ᚓ䛶ᩍဨ◊ಟ䛾ෆᐜ䜢
సᡂ䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ

46.0%
䠄㻢㻟ᩍጤ୰㻞㻥ᩍጤ䠅

87.3䠂䠄63ᩍጤ୰55ᩍጤ䠅䛿⌧≧⛬ᗘ䛜
㐺ᙜ䛸⪃䛘䛶䛔䜛

FD䛾ᐇ

20.5%
䠄㻠㻠Ꮫ୰㻥Ꮫ䠅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄㒔㐨ᗓ┴䞉ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷᩍ⫱ጤဨᑐ㇟䠅 H29.1ᐇ

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄㒔㐨ᗓ┴䞉ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷᩍ⫱ጤဨᑐ㇟䠅 H29.1ᐇ



ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⯆ㄢㄪ䜉

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ 㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅
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φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ

̢̔ϊ̣ഩڥޘнжЖирܿബ̔

̢̔ϋ̣ᅓഩޘ࿁ೲޘযнжЖирܿബ̔
䐟ᅾ䜚᪉䜔ᙺ䛾ぢ┤䛧
䞉ධᏛ⪅㑅⪃䛾ᐇ᪉ἲ䜢ྵ䜑䛯ᅾ䜚᪉䛾ぢ┤䛧
䞉䝰䝕䝹ᰯ䛸䛧䛶䛾ᙺ

䐟᪂䛯䛺ᙺ䛸≉Ⰽ䛾Ⓨ
䞉䜋䜌㒔㐨ᗓ┴䛷䛾タ⨨䜢ཷ䛡䚸ྛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᙉ䜏䜔≉Ⰽ䛾Ⓨ
䐠⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䛾 㑏
䞉◊✲⪅ᩍဨ䛸ᐇົᐙᩍဨ䛾┦䛾㛵㐃䜔୧⪅䜢䛴䛺䛠䠢䠠

䐠Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ
䞉Ꮫ䛻䜘䜛䜺䝞䝘䞁䝇䛜༑ศ䛻ᶵ⬟䛧䛶䛔䛺䛔Ꮫᰯ
䞉Ꮫ䚸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍ⫱䞉◊✲䜈䛾㈉⊩䞉༠ຊ䛜༑ศ䛺Ꮫᰯ
䞉㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾◊✲䞉ᐇ㊶ᡂᯝ䛾ᩍဨ㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜈䛾ᫎ㊊

䐡Ꮫ㒊䛸䛾୍㈏ᛶ
䞉ᖹᡂ31ᖺᗘ௨㝆䛾Ꮫ㒊䜔ಟኈㄢ⛬➼䛸䛾䝎䝤䝹䜹䜴䞁䝖䛾ᑐᛂ
䐢ᡂᯝ䛾ᥦ♧
䞉䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯ᡂᯝ䛾ᥦ♧㊊䚸㧗䛟䛺䛔ୡ㛫䛾ㄆ▱ᗘ
䐣ᩍ⛉㡿ᇦ䛾Ꮫಟ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ
䞉䛂⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䛾 㑏䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯
ᩍ⛉㡿ᇦ䛾ᩍ⫱䛾ᑟධ

䐡ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ
䞉ᩍဨᵓᡂ䛾ᅛᐃ䛻䜘䜛ᰂ㌾ᛶ䛾Ḟዴ䠄ᆅᇦ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䚸⏕ᚐᣦᑟ䞉ಖㆤ⪅ᑐᛂ䠅
䞉ධᏛᡭ⥆䛝䜔PTAάື➼䛾᪥タᐃ䛺䛹䚸㛛ᡞ䛜ᗈ䛟䛺䛔Ꮫᰯ
䐢ᡂᯝ䛾㑏ඖ
䞉㝃ᒓᏛᰯ䛾◊✲ᡂᯝ䛜ᆅᇦ䜔ᅜ䛷༑ศ䛻⏕䛛䛥䜜䛶䛔䛺䛔

ㄪᰝᅇ⟅Ꮫ⏕䛾⣙5䛛䜙䛾ᩍ⛉㡿ᇦ䜈䛾㧗䛔䝙䞊䝈
ᩍ⛉䛾ᣦᑟἲ

䐤ඹ㏻䠑㡿ᇦ䛾ぢ┤䛧
䞉䝙䞊䝈䛾ከᵝ䛻ᑐᛂ䛧䛯
䛂ඹ㏻䠑㡿ᇦ䛃䛾༢ᩘ䛾ᢅ䛔

ᩍ⛉䛾ᑓ㛛ⓗ䛺ෆᐜ

ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻
㏣ຍ䛧䛶䜋䛧䛔

51.2%

㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾◊✲䞉ᐇ㊶ᡂᯝ䜢ᇶ䛻⛉┠䛾᪂
タ䜔䝅䝷䝞䝇䛾ᨵゞ䜢⾜䛳䛯ᤵᴗ䛜䛒䜛ᅜ❧
ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊

46.4%
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䐟ᩍဨ㟂せ䛾ῶᑡ䜈䛾ᑐᛂ
䞉ᖹᡂ34ᖺᗘ䛿ᖹᡂ28ᖺᗘẚ6䠂ῶ䛾ண
䠄ᖹᡂ35ᖺᗘ௨㝆䜒බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ䛾ᩍဨ㟂せ䛿ῶᑡഴྥ䠅
䞉ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟䛾ᙉ䜢ᅗ䜚䛴䛴䚸⤌⧊䞉つᶍ䛾㐺ษ䛺ぢ┤䛧

䞉ᩍဨ㟂せ䛾㛗ᮇⓗ䛺᥎⛣䛺䛹䛾ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䚸
⮬䜙䛾ㄢ㢟ゎỴ䛻䛴䛺䛜䜛ከᵝ䛺ᡭẁ䜢ㅮ䛨䜛ດຊ
䞉┠䛻ぢ䛘䜛PDCA䝃䜲䜽䝹䜢☜ᐇ䛻ᅇ䛩
䠄ㄢ㢟ゎỴ䛻ྥ䛡䛯┠ᶆタᐃ䞊ᩍ⫱άື䛾ᐇ⾜䞊᳨ド䞉ホ౯䞊ᨵၿ䠅

බ❧ᑠ୰Ꮫᰯᩍဨ㟂せᐇ⦼䞉ண
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䞉ྛᏛ䛾ྲྀ⤌䛜᭱㝈䛻ᐇຠ䛒䜛䜒䛾䛸䛺䜛䜘䛖ᨭ
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χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

26

27
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χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

̢̔υ̣ಘഐнжЖирഒ̔ੈ܂

䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟ᨵ㠉䛾┠ⓗ
䞉ᩍဨ䛸䛧䛶䛾ᑓ㛛ᛶ䛾㧗ᗘ䛜ồ䜑䜙䜜䜛୰䚸䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛶ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟
䜢╔ᐇ䛻㧗䜑䚸ᡃ䛜ᅜ䛾Ꮫᰯᩍ⫱య䛾㉁䛾ྥୖ䜢䝸䞊䝗䛩䜛
䐠ᙺ䞉≉Ⰽ䛾᫂☜
䞉ᩍ⫋Ꮫ㝔䜢ά⏝䛧䚸ᩍဨ䛾㣴ᡂ䛾䜏䛺䜙䛪䚸⌧⫋ᩍဨ䛾ᩍ⫱䞉◊ಟᶵ⬟䜢ᙉ
䐡ᩍဨᑵ⫋⋡䛾ᘬ䛝ୖ䛢
䞉䠏䝫䝸䝅䞊䛾ぢ┤䛧䚸༞ᴗ⏕䛾ά㌍≧ἣ➼䛾䝕䞊䝍ධᡭ䜔ศᯒ
䐢Ꮫ㒊䞉ᩍ⫋Ꮫ㝔䞉㝃ᒓᏛᰯ㛫䛾㐃ᦠᙉ
䞉ඹྠ◊✲䜔ᩍဨ䛾වົ䛺䛹䛻䜘䜚䚸୕⪅䛩䜉䛶䛻䛴䛺䛜䜚䛾䛒䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢⦅ᡂ
䐣᪥ᮏᆺᩍ⫱䛾ᾏእᒎ㛤
200

ṇつ᥇⏝

180

⮫ⓗ௵⏝

ᑵ⫋⋡

ᑵ⫋⋡䠄㐍Ꮫ⪅䞉ಖ⫱ኈ㝖䛟䠅

ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜈䛾ᚿᮃືᶵ䛸䛧䛶䚸
䛂ᩍဨ䛻䛺䜚䛯䛛䛳䛯䛛䜙䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯Ꮫ㒊Ꮫ⏕䛿74.9䠂
䛂ᅜ❧Ꮫ䛰䛛䜙䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯Ꮫ㒊Ꮫ⏕䛿90.9䠂

ᩍဨᑵ⫋⋡䛿60䠂๓ᚋ䛷᥎⛣
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χ˽ܿബнഒЫѝഒ̢̔ ੈ܂φ̣ѻҺѽҵҹҰ˺ᄨఴߢࢇнжЖирഒ̔ੈ܂
䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟㣴ᡂ⎔ቃ䛾ᩚഛ
䞉ᩍဨ㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾4ᖺ㛫䛾⣔⤫ᛶ䛾ᩚ⌮
䞉Ꮫ⏕䛜䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃➼䛾どⅬ䛛䜙䛾ᣦᑟຊ䜢ྥୖ䛷䛝䜛ሙ䛾ᩚഛ
䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐟᭱᪂䛾䝙䞊䝈䜔ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ
䞉ྛᏛ䛾ᙉ䜏䜔≉Ⰽ䜢Ⓨ䛧䛴䛴䚸ᩍ⫱ጤဨ䛸㐃ᦠ䛧䛯䚸ᆅᇦ䛾᭱᪂䝙䞊䝈䜢
㋃䜎䛘䛯ᩍဨ㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜈䛾ᨵၿ
䞉ᐇయ㦂䜢㏻䛨䛶Ꮫᰯ⌧ሙ䛾ᴦ䛧䛥䞉㞴䛧䛥䜢యឤ䛷䛝䜛Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䛾ᑟධ
䐠ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䞉ᅜ䛾ᩍ⫋ㄢ⛬䝁䜰䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜔ྛᆅᇦ䛾䛂ᰯ㛗ཬ䜃ᩍဨ䛸䛧䛶䛾㈨㉁䛾ྥୖ䛻㛵
䛩䜛ᣦᶆ䛃䛻Ꮫ䛾⮬ᛶ䞉⊂⮬ᛶ䜢ຍ䛘䛯ᩍဨ㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾⦅ᡂ
ᐇయ㦂䜢㏻䛨䛶Ꮫᰯ⌧ሙ䛾ᴦ䛧䛥䜔㞴䛧䛥䜢యឤ䛥䛫䜙䜜䜛䜘䛖䚸
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䚹
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛾ᐇ≧ἣ
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ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ







᪥ᮏ䛷䛿䚸◊ಟ䜈䛾䝙䞊䝈䛜యⓗ䛻㧗䛔䛜䡠ཧຍ䜈䛾㞀ቨ䛸䛧
䛶ᴗົ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ྜ䜟䛺䛔䛣䛸䜢ᣲ䛢䜛ᩍဨ䛜≉䛻ከ䛟䚸ከᛁ
䛷䛒䜛䛯䜑ཧຍ䛜ᅔ㞴䛺≧ἣ䛜䛒䜛䚹

ᴗົ䡹䡵䡸䢚䡩䡬䢕
䛸ྜ䜟䛺䛔






ਜ਼؟যਯ

86.4%

50.6%

㈝⏝䛜㧗䛔

43.8%

㞠⏝⪅䛛䜙䛾
ᨭ㊊

62.1%
59.5%

31.6%
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ฟ䠖OECDᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ䠄TALIS䠅
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䠄ᣦᶆ䛾䠖ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺⛉┠䛾㛤タ≧ἣ䚸᪤༞⪅䜒ྵ䜐ྛᏛฟ㌟⪅䛾ᩍဨᑵ⫋≧ἣ ➼䠅

⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯䛾⤌䜏䜢ᵓ⠏䛧䚸♫䛻⮬䜙䛾ᙺ䜔Ꮡᅾព⩏䛜
⌮ゎ䛥䜜䜛䜘䛖䚸⮬ᕫᨵ㠉⬟ຊ䜢㧗䜑䜛䛣䛸䚹
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ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
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䛺ᐇ⩦ᐇ⌧䛾䛯䜑䚸▱㆑䞉ᢏ⬟䛾ᐃ╔≧ἣ䜢䝏䜵䝑䜽䛩䜛
䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛧ᬑཬ䛩䜛䛣䛸䚹
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ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ30
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ





䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐟ᐇែ䛾ᢕᥱ䞉ศᯒ
䞉༞ᴗ⏕䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䜔᭷ຠᛶ➼䛻䛴䛔䛶䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛾⥅⥆ᐇ䛺䛹䚸ᩍဨ㣴ᡂ
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᐇែᢕᥱ䞉ศᯒ䞉ྍど䛾䛯䜑䛾IRᶵ⬟䛾ᙉ
䞉Ꮫ⏕䛜ᩍ⫱ᐇ⩦䜢㛤ጞ䛩䜛๓䛻Ꮫ⏕䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䛾ᐃ╔≧ἣ➼䜢☜ㄆ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᬑཬ
䞉༞ᴗ⏕䛾ᩍဨᑵ⫋ᚋ䛾㞳⫋⋡➼䛾ᢕᥱ䛺䛹䚸᥇⏝⪅䛾ቑຍ䛰䛡䛷䛺䛟䚸㛗䛟ാ䛝⥆䛡䜙䜜䜛ᩍဨ
䛾㍮ฟ䜈䛾ྲྀ⤌

40.9䠂
岬峵
峔岮








䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬䛾ホ౯
䞉ᗈ䛟♫䛻⮬䜙䛾ᙺ䜔Ꮡᅾព⩏䛜᫂☜䛻⌮ゎ䛥䜜䜛䜘䛖䚸⮬ᕫᨵ㠉⬟ຊ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾
⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯䛾⤌䜏䛾ᵓ⠏
䞉ᩍဨᑵ⫋⋡௨እ䛻ᩍ⫱άື䛾ᡂᯝ䜔ᐇຠᛶ䜢䜶䝡䝕䞁䝇䛷♧䛩ᣦᶆ䛾సᡂ䛸ά⏝

䠄44Ꮫ୰18Ꮫ䠅

ৰ峁峐岮峵



χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

Ꮫእ䛾ᩍ⫱㛵ಀ⪅䠄ᰯ㛗䞉ᣦᑟ➼䠅䛾ពぢ䞉せᮃ䜢ᫎ䛧䚸⛉┠᪂タ➼䜢⾜䛳䛯䛛
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠅





ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧Ꮫ䛾ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䞉Ꮫ㝔䛾Ꮫ⏕ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊Ꮫ⏕䛾ᅇ⟅

ᆅᇦ䜔Ꮫᰯ⌧ሙ䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ᩍ⫱ෆᐜ➼䜢ຍ䛘䚸య⣔ᛶ
䜢ᣢ䛳䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢⦅ᡂ䛩䜛䛣䛸䚹








ᴗົከᛁ䜔㈝⏝䡠ᨭ㊊䛜ㄢ㢟
᪥ᮏ䛾ᩍဨ䛿බᘧ䛾ึ௵⪅◊ಟ䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛ྜ䛜㧗䛟䚸ᰯ
ᰯෆ
◊ಟ䛜┒䜣䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹

ਠ৾র峘প৾峕ো৾峁峉৶قളਯ௦૭ك
বয়প৾峊岵峳
ઇ৩峕峔峴峉岵峍峉岵峳
峕ৢ岮峮峃岮岵峳
峫峉岮峒ઓ峍峉ઇઍ嵣ী岶岬峍峉岵峳
৾ા岶岵峍峉岵峳
ਤଡ଼峑൭峫峳島峉岵峳
્峘ઇ৩峘峬峒峑৾峝峉岵峍峉岵峳
ଵ৶嵣嵒嵤崨嵤峼৯峁峉岮岵峳
ઇ৩఼৷ୡ峑ਂ়ત峊峍峉岵峳
ઇ৩ভ岵峳ୣാ岿島峉岵峳

90%

̢̔υ̣ಘഐнжЖирഒ̔ੈ܂

䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐟ᩍဨᚿᮃ䛾㧗䛔Ꮫ⏕䛾ཷ䛡ධ䜜
䞉ᩍဨ䛸䛺䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ከᵝ䛺⤒㦂䜔㧗䛔⬟ຊ䜢ᣢ䛴Ꮫ⏕➼䛾ཷ䛡ධ䜜
䐠ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ
䞉ᩍ⫱ጤဨ➼䛸㐃ᦠ䛧䛴䛴䚸ᆅᇦ䛜ồ䜑䜛ᩍဨീ䜢ᫎ䛧䛯㣴ᡂ䞉◊ಟ
䐡ᩍဨ䛾ാ䛝᪉ᨵ㠉
䞉⋡ඛ䛧䛶ከᛁゎᾘ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸ᡂᯝ䜢බ❧Ꮫᰯ䜈ᬑཬ

ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊༞ᴗ⪅䛾ᩍဨᑵ⫋≧ἣ

ফઃ

25

ྛᏛ䛿䞉䞉䞉

䐠㝃ᒓᏛᰯ䛾つᶍ䛸ᙺ䛾ぢ┤䛧
䞉බ⚾❧Ꮫᰯ䛸䛿␗䛺䜛ᅜ❧Ꮫ㝃ᒓ䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢㋃䜎䛘䛯ぢ┤䛧

ফઃ

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄㒔㐨ᗓ┴䞉ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷᩍ⫱ጤဨᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

̢̔ό̣ಬ்˾ഐయнжЖирܿബ̔



30.2%䠄㻢㻟ᩍጤ୰㻝㻥ᩍጤ䠅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

φ˽ᅓڝᄨఴഩޘ˾ޘ࿈๕ѤѓТѝܿബ



㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾◊✲䞉ᐇ㊶ᡂᯝ䛜බ❧Ꮫᰯ➼䛻䛚䛔
䛶ά⏝䛥䜜䛯䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛ᩍ⫱ጤဨ

29.5%䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻟Ꮫ䠅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ 㞟ィ
⤖ᯝ䠄ᅜ❧Ꮫ䛾ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䞉Ꮫ㝔䛾Ꮫ⏕ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ ᩍ⫋Ꮫ㝔Ꮫ⏕䛾ᅇ⟅



㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾◊✲䞉ᐇ㊶ᡂᯝ䛾ά⏝䜢
ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛ᩍ⫱ጤဨ䛿30.2䠂

㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾◊✲䞉ᐇ㊶ᡂᯝ䜢ά⏝䛧䛯Ꮫ䛿29.5䠂

ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻
㏣ຍ䛧䛶䜋䛧䛔





ਜ਼ૅ؟ਯ

31

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

̢̔ψ̣ഩڝޘнжЖирഒ̔ੈ܂

䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟ᩍ⛉ᑓ㛛䛸ᩍ⛉ᩍ⫱䛾୍య
䞉ᐇ㊶᥈✲䛸Ꮫၥ᥈✲䛾୧᪉䛻㍈㊊䜢⨨䛟Ꮫ
ᩍဨ䛾ẚ⋡ྥୖ
䐠᪂䛯䛺Ꮫၥ㡿ᇦ➼䛾Ⓨᒎ
䞉䛂ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛃䛾⤌⧊ⓗ◊✲䚸ᩍဨ䛸䛔䛖ᑓ㛛
⫋ᴗே䛾㣴ᡂ
䐡ᐇົᐙᩍဨ䛾ᐇ㊶◊✲ㄽᩥ
䞉ᐇົᐙᩍဨ䜒䚸ᐇ㊶䜢⌮ㄽ䛻↷䜙䛧䛶ၥ䛔㏉䛧䚸
ᐇ㊶◊✲ㄽᩥ䛸䛧䛶䜎䛸䜑䜛㈨㉁䞉 ⬟ຊ

㐣ཤ5ᖺ㛫䠄ᖹᡂ23䡚27ᖺᗘ䠅䛾㛫䛻ᾏእ䛾Ꮫ
䛷Ph.D.䜔Ed.D.䜢ྲྀᚓ䛧䛯ᩍဨ䜢᥇⏝䛧䛯Ꮫ䛿
40.9䠂

40.9%䠄㻠㻠Ꮫ୰㻝㻤Ꮫ䠅
ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ 㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅
H29.1ᐇ

䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇

ᩍဨ䛜⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼䛷ᚓ䛯እ㒊㈨
㔠䛻䜘䛳䛶Ꮫᰯ⌧ሙ䠄㝃ᒓᏛᰯᅬ䜢ྵ䜐䠅
䛸ඹྠ◊✲䜢䛧䛶䛔䜛Ꮫ

77.3%䠄㻠㻠Ꮫ୰㻟㻠Ꮫ䠅
ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ 㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅
H29.1ᐇ

1,054
3,806
718
3,878
663
3,898
645
3,900
645
3,910
645
3,910
645
3,978
631
3,978
571
4,072

4,000
3,500
3,000

ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬
䠄ᩍ⫋Ꮫ㝔䠅

ಟኈㄢ⛬

1,500
1,000
500
0

59 60 61 62 63 ඖ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

েऌथ௮ऎ
ੴૼ؞ચभಆ੭

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⯆ㄢㄪ䜉

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

䐣Ꮫ䜃䛾䝃䜲䜽䝹䛾ᬑ㐢
䞉Ꮫᰯ⌧ሙ䛸Ꮫ䠄ᩍ⫋Ꮫ㝔䚸༤ኈㄢ⛬➼䠅䛻䛚䛡䜛Ꮫ䜃䛾
䝃䜲䜽䝹䛾ᬑ㐢
䐤ᆅᇦ䜈䛾㈉⊩
䞉⌧⫋ᩍဨ◊ಟ䛾య⣔䜔Ꮫᰯ⌧ሙ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟䛾ゎỴ➼
䛻䜘䜛䚸Ꮫ䛾ᆅᇦ㈉⊩䛾䝸䞊䝗
䐥᭱᪂䛾ᩍ⫱ㄢ㢟➼䜈䛾ᑐᛂ
䞉䛂⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䛾 㑏䛃䛾ᡭἲ䜢ά⏝䛧䛯䚸᪂䛯䛺ᩍ⫱ㄢ㢟䜔
᭱᪂䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ືྥ䜈䛾ᑐᛂ
䐦Ed.D.䛾᳨ウ
䞉᪂䛯䛺Ꮫ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛾ᚲせᛶ䜔Ed.D.䛾ᑗ᮶ⓗ䛺᪉ྥᛶ➼
䛻䛴䛔䛶᳨ウ

৾ल॑যেृভप
েऊजअधघॊ
৾लपऊअৡ؞যਙ
ಉभ᩿ു

2,752
3,160
3,235
3,255
3,265
3,265
3,333
3,347
3,501
3,986
4,026
4,021
4,015
4,005
3,997
3,918
3,736
3,473
3,323
3,257
3,155
3,029
2,859
2,627
2,491
2,353
2,243
2,102
2,048
1,995
1,995
1,859
1,779

2,000

䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇

ੴभ૾யपु
ৌૢदऌॊ
ઓઅৡ؞ਖ਼ৡ؞ਠৡ
34
ಉभਛ

䐟ᩍ⛉㡿ᇦෆᐜ䛾ᑟධ
䞉ᩍဨཬ䜃ᩍ⫱ෆᐜ䛾㉁䜢☜ᐇ䛻ᢸಖ䛧䛯ୖ䛷䛾
䛂ᩍ⛉㡿ᇦ䝁䞊䝇䛃➼䛾タ⨨

≉ᐃ䛾ᩍ⛉㡿ᇦ䜢ᩍ䛘䜛⛉┠䜢
㛤タ䛧䛶䛔䜛ᩍ⫋Ꮫ㝔䛿41.0䠂
ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᤵᴗ䛻䛚䛔
䛶䚸≉ᐃ䛾ᩍ⛉㡿ᇦ䜢ᩍ䛘
䜛⛉┠䜢㛤タ䛧䛶䛔䜛Ꮫ

41.0%䠄㻟㻥Ꮫ୰㻝㻢Ꮫ䠅
ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼
䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ 㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾
Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

⌧⾜䛾ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍ⫱ㄢ⛬
䕿ಟせ௳
㻠㻡༢௨ୖ䠄ᐇ⩦㻝㻜༢௨ୖ䜢ྵ䜐䠅
䕿ඹ㏻⛉┠䛾༢ᩘ
⥲༢ᩘࡽᐇ⩦༢ࢆᘬ࠸ࡓࡶࡢ
ࡢ࠺ࡕࡢ༙ᩘ௨ୖࡀ┠Ᏻࠋ
㸦ᖹᡂᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦㸧

⌧⾜ࡢᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡣᴫࡡ༢ࠋ

䐠ඹ㏻5㡿ᇦ䛾ᨵၿ
䞉5㡿ᇦ䛩䜉䛶䜢Ꮫ䜆䛣䛸䜢᮲௳䛻16䡚18༢䛸䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ
䠄⌧≧䛿18䡚20༢䠅

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

̢̔ϊ̣ഩڥޘнжЖирഒ̔ੈ܂

䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐡Ꮫ䜃⥆䛡䜛ᩍဨ䛾ᨭ
䞉ึ௵⪅ྥ䛡䚸䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊㣴ᡂ䚸⟶⌮⫋㣴ᡂ➼䚸ከᵝ䛺䝁䞊䝇䛾タᐃ
䞉⛉┠➼ᒚಟไᗘ䜢ά⏝䛧䛯ಟᴗᖺ㝈䛾▷⦰䠄ධᏛ๓䛾༢䛾ಟᚓ䛻䜘䜚䚸1ᖺ㛫䛷ಟ䠅
䐢ᩍ⫋Ꮫ㝔䛷䛾Ꮫ䜃䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤
䞉ಟ⪅䛾䛯䜑䛾ከᵝ䛺㑅⪃䛾ᐇ䚸ྛ◊ಟ䛾㐺ษ䛺㛫タᐃ䚸ಟ⪅䛾Ꮫ䜃䜢⪃៖䛧䛯
ே㓄⨨➼䜢ᩍ⫱ጤဨ䜈ാ䛝䛛䛡
䐣Ꮫ㒊➼䛸䛾୍㈏ᛶ䛒䜛ᩍ⫱䛾ಁ㐍
䞉䝎䝤䝹䜹䜴䞁䝖䛾ᢅ䛔䛾⥅⥆ⓗ䛺᳨ウ䚸ᑓ௵ᩍဨ䛜ᢸᙜ䛩䜛Ꮫ㒊ᩍ⫱䛾༢ᩘ䛾ୖ㝈᧔ᗫ
䐤ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍဨ䛾ホ౯
䞉◊✲⪅ᩍဨ䛾ᐇົ⤒㦂䜔ᴗ⦼䚸ᐇົᐙᩍဨ䛾Ꮫ⾡ⓗᴗ⦼䜢ホ౯䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏
䐥ᐇົᐙᩍဨ䛾⠊ᅖ
䞉䛂ඖᐇົᐙ䛃䛾Ꮫᩍဨ➼䜢᥇⏝䛩䜛ሙྜ䛾䚸ᐇົ䜢㞳䜜䛶௨㝆䛾ᖺᩘ䛾᳨ウ
䐦Ꮫෆ䞉Ꮫእ⤌⧊䛸䛾㐃ᦠ
䞉ᩍ⫋Ꮫ㝔䛸㝃ᒓᏛᰯ䛾㐃ᦠᙉ䚸ᅜ䛾ᩍ⫋Ꮫ㝔ྠኈ䛾༢➼䛻䜘䜛㐃ᦠ
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䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟Ꮡᅾព⩏䚸ᡂᯝ䛾ᥦ౪ඛ䞉ά⏝᪉ἲ䛾᫂☜
䞉ྛ㝃ᒓᏛᰯཬ䜃㝃ᒓᏛᰯᅬయ䛸䛧䛶䛾Ꮡᅾព⩏䞉ᙺ䞉≉Ⰽ䛾᫂☜䛸䚸䛭䜜䜙䜢㋃䜎
䛘䛯䛂㑅⪃᪉ἲ䠉ᩍ⫱䞉◊✲䛾᪉ἲ䠉ᡂᯝ䛾㑏ඖ᪉ἲ䛃䛾᭷ᶵⓗ䛺䛴䛺䛜䜚䛾᫂☜
䐠ከᵝ䛺㑅⪃᪉ἲ
䞉㝃ᒓᏛᰯ䛾ᮏ᮶䛾䞉ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛾䚸ከᵝ䛺ධᏛ⪅㑅⪃䛾᪉ἲ䛾ᐇ
䐡ᖜᗈ䛔ព䛾䛂䝰䝕䝹䛃
䞉ከ䛟䛾Ꮫᰯ䛻ඹ㏻䛩䜛ᮏ㉁ⓗ䛺ㄢ㢟䜔䛭䛾ᑐᛂ⟇䛾䛒䜆䜚ฟ䛧䛸䚸බ❧Ꮫᰯ䛾䝰䝕䝹
䐢Ꮫ䛻䜘䜛䜺䝞䝘䞁䝇
䞉Ꮫ䛸㝃ᒓᏛᰯ䛾㛵ಀ䞉ὶᙉ䚸ྛ㝃ᒓᏛᰯ䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯ホ౯䛾ᐇ
䞉㝃ᒓᏛᰯ䛾ᩍ⫱䞉◊✲䜢Ꮫ䛻䜘䜛⤫୍ⓗ䛺⪃䛘᪉䛾ୗ䛻ᒎ㛤䛩䜛⟶⌮㐠Ⴀ
䐣ᩍဨ◊ಟ䛻㈉⊩䛩䜛Ꮫᰯ䜈䛾ᶵ⬟ᙉ
䞉බ❧Ꮫᰯ䛾⌧⫋ᩍဨ◊ಟ䛾ሙ䛸䛺䜛䛺䛹䚸ᩍဨ◊ಟ䛻㈉⊩䛩䜛Ꮫᰯ
䞉ᩍ⫱ᐇ⩦ᰯ䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸30䡚40ᖺ㛫䛻䜟䛯䜛ᩍ⫋⏕άయ䜢ぢᤣ䛘䛯ᩍဨ◊ಟ䛻㈉⊩
䛩䜛Ꮫᰯ

බ❧Ꮫᰯᩍဨ᥇⏝㑅⪃ヨ㦂䛻䛚䛡䜛Ꮫ㝔ᅾᏛ⪅䞉㐍Ꮫ⪅䛻ᑐ䛩䜛≉
ᩍ⫋Ꮫ㝔ಟணᐃ⪅䛻ᑐ䛩䜛≉ⓗ䛺ᥐ⨨

ো峁峐岮峵
ো峁峐岮峔岮

̢̔ϊ̣ഩڥޘнжЖирഒ̔ੈ܂

䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇

᪂䛧䛔௦䛻ᚲせ䛸䛺䜛㈨㉁䡡⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛸䚸Ꮫ⩦ホ౯䛾ᐇ

2,500

27.3䠂
䠄44Ꮫ୰12Ꮫ䠅

33
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᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾㻟䛴䛾ᰕ

㡰ḟ䚸ᩍ⫋Ꮫ㝔䜈⛣⾜
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ಟኈㄢ⛬䛸ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬䛾ᐃဨ᥎⛣䠄ᅜ❧Ꮫ䠅

䠄༢䠖ᰯᩘ䠅

䐟ேὶ䚸༠ാ
䞉ᩍ⫱ጤဨ䛸䛾༠ാ⏬䞉ᐇ䛻䜘䜛

◊ಟ䜢䚸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾༢䜈⨨䛡
䜛䛺䛹䚸ᩍ⫱ጤဨ䛸䛾ᐇ㉁ⓗ䛺㐃ᦠ
䞉ᩍ⫱ጤဨ䛸䛾㛫䛾ᜏᖖⓗ䛺ேὶ䝃䜲䜽䝹䛾᳨ウ
䞉ᴗ䜔⤒῭ᅋయ➼䛾ከᵝ䛺ᶵ㛵䛸㐃ᦠ䞉༠ാ䛧䛯䚸
ᐇ♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䜢㋃䜎䛘䛯ᩍ⫱䞉◊✲

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛾Ꮫ㛗䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䜢⨨䛟ᅜ❧Ꮫ䛾Ꮫ㒊㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇
䐟ಟኈㄢ⛬䛛䜙䛾⛣⾜
䞉ཎ๎䚸ᩍဨ㣴ᡂ䛻㛵䜟䜛ᑓᨷ䛿ಟኈㄢ⛬䛛䜙ᩍ⫋Ꮫ㝔䛻⛣⾜
䐠᪂䛯䛺ᙺ
䞉Ꮫయ䛾ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟䛾ᐇ䛾䝸䞊䝗䚸ᩍ⫋⏕άయ䜢㏻䛨䛯⫋⬟ᡂ㛗䛾ᨭ
䞉⟶⌮⫋㣴ᡂ➼䚸♫䛾せㄳ䛻ᑐᛂ䛧䛯ከᵝ䛺Ꮫ⩦䛾ሙ䛾ᥦ౪
䐡ᩍ⛉㡿ᇦ䛾ᩍ⫱
䞉ྛᩍ⛉➼䛻䛚䛔䛶䚸᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾3䛴䛾ᰕ䠄ͤ䠅䛻ᇶ䛵䛔䛯㈨㉁䞉⬟ຊ䜢ඣ❺⏕ᚐ䛻ᩍᤵ
䛷䛝䜛ᩍဨ䛾㣴ᡂ 䠄ͤ䠅䛂䐟▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛃䚸䛂䐠ᛮ⪃ຊ䚸ุ᩿ຊ䚸⾲⌧ຊ➼䛃䚸䐡䛂Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䚸ே㛫ᛶ➼䛃
䐢Ꮫ㒊䛸䛾୍య
䞉Ꮫ㒊䛸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛸䛾㛵ಀ䛾ᙉ䞉୍య䜔୍㈏ᩍ⫱䛾ᑟධ

4,500

䐟㐃ᦠ䛾ᐇ㉁
䞉ᩍ⫱ጤဨ䛸䛾┠䛻ぢ䛘䜛ᐇ㉁ⓗ䛺㐃ᦠ 䠄ேὶ䚸ᴗ䛾ඹྠᐇ ➼䠅
䞉ᖹᡂ29ᖺ5᭶䛾Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇ䠄ᖹᡂ31ᖺ4᭶⾜ணᐃ䠅䜢ཷ䛡䚸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛻䛴
䛔䛶䚸᪤Ꮡ䛾⤌⧊䜒ά⏝䛧䛴䛴䚸㣴ᡂேᮦീ䛸㛵㐃䛜῝䛔⪅䜔Ꮫእ䛾᭷㆑⪅➼䛛䜙
䛺䜛⤌⧊䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸
ᩍ⫱ጤဨ䛸Ꮫ䛜ඹྠ䛷⏬䞉ᐇ䛩䜛◊ಟ䜢ཷㅮ䛧䛯ሙྜ䛻䚸
Ꮫ䛾ᒚಟド᫂䜔༢䛾ྲྀᚓ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛⤌䜏䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛䛛

ᩍဨ䛜⛉◊㈝➼䛷ᚓ䛯እ㒊㈨㔠䛻䜘䛳䛶Ꮫᰯ⌧
ሙ䛸ඹྠ◊✲䛧䛶䛔䜛Ꮫ䛿77.3䠂

䐠ᐇ㊶ⓗ䛺άື䛾ホ౯䞉ಁ㐍
䞉ᐇ㊶ຊ䛒䜛⪅䛾᥇⏝䠄Ꮫᰯ⌧ሙ䛷䛾◊✲⤒㦂䛾䛒䜛ᩍ⫋⤒㦂⪅䚸Ed.D.ྲྀᚓ⪅ ➼䠅

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

䛆୰㛗ᮇⓗ䛺᪉㔪䛇

㐣ཤ5ᖺ㛫䠄ᖹᡂ23䡚27ᖺᗘ䠅䛾㛫䛻ᾏእ
䛾Ꮫ䛷Ph.D.䜔Ed.D䜢ྲྀᚓ䛧䛯ᩍဨ䜢᥇
⏝䛧䛯Ꮫ

䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐟◊✲⪅ᩍဨ䛾⌧ሙ⤒㦂➼
䞉Ꮫᰯ⌧ሙ䛷䛾άື䛸ᩍ⫱Ꮫ䜢⼥ྜ䛷䛝䜛Ꮫ
ᩍဨ䛾ቑຍ
䞉⌧ሙ⤒㦂䛜༑ศ䛷䛺䛔ᩍ⛉ᑓ㛛䛾ᩍဨ䛾㝃ᒓ
Ꮫᰯ䛷䛾◊ಟ䛺䛹䚸᪩ᮇ䛻ᐇ㊶ᛶ䜢㌟䛻䛡䛥
䛫䜛ྲྀ⤌

̢̔ω̣ݰ࿈крᆪऀнжЖирഒ̔ੈ܂

୍㒊ヨ㦂ච㝖䈈㻞┴䚸≉ู㑅⪃ᐇ䈈㻞┴㻟ᨻ௧ᕷ

Ꮫ㝔ᅾᏛ䜔㐍Ꮫ䜢⌮⏤䛻䛧䛯᥇⏝㎡㏥⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ḟᖺᗘ௨㝆䛾≉ⓗ䛺ᥐ⨨
୍㒊ヨ㦂ච㝖䈈㻝┴㻞ᕷ䚸≉ู㑅⪃ᐇ䈈㻝ᗓ㻠┴㻞ᨻ௧ᕷ䚸᥇⏝ೃ⿵⪅ྡ⡙䛾Ⓩ㍕ᮇ㛫䜢ᘏ㛗䈈㻠㻝㒔㐨ᗓ┴㻝㻠ᨻ௧ᕷ

χ˽ܿബнഒЫѝഒੈ܂

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ㄪ䜉
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䛆᪩ᛴ䛻ᑐᛂ䛩䜉䛝䛣䛸䛇
䐟ᰯ㛗䛾ᖖ
䞉Ꮫᩍဨ䛒䜛䛔䛿බ❧Ꮫᰯฟ㌟ᩍဨ䜢
ᖖ䛾ᰯ㛗䛸䛧䛶Ⓩ⏝
䞉Ꮫ䛻㝃ᒓᏛᰯ䜢⤫ᣓ䛩䜛⤌⧊䜢⨨䛟➼䚸
㝃ᒓᏛᰯయ䛾᭷ᶵⓗ䛺䜺䝞䝘䞁䝇ᙉ

㝃ᒓᏛᰯᰯᅬ㛗䛜ᖖ䠄㐌5᪥ົ䠅䛷䛒䜛䛾䛿12.3䠂
㝃ᒓᏛᰯᰯᅬ㛗䛜Ꮫᩍᤵ䛻䜘䜛වົ䛷䛒䜛䛾䛿88.8䠂
ᰯᅬ㛗䛜ᖖ䠄㐌
5᪥ົ䠅䛷䛒䜛㝃
ᒓᏛᰯᅬ䛾ྜ

ᰯᅬ㛗䛜Ꮫᩍᤵ
䛻䜘䜛වົ䛷䛒䜛
㝃ᒓᏛᰯᅬ䛾ྜ

12.3%

88.8%

䠄㻞㻢㻜ᰯᅬ୰㻟㻞ᰯᅬ䠅

䠄㻞㻢㻜ᰯᅬ୰㻞㻟㻝ᰯᅬ䠅

ฟ䠖ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂᏛ䞉Ꮫ㒊䚸Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲ➼䛾ᐇែ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㞟ィ⤖ᯝ䠄ᅜ❧Ꮫ䛾㝃ᒓᏛᰯᰯᅬ㛗ᑐ㇟䠅H29.1ᐇ

䐠ᩍဨ䛾ാ䛝᪉ᨵ㠉䛾䝰䝕䝹ᥦ♧
䞉ᴗົᨵၿ䛻㛵䛩䜛ዲ䛾✚ཬ䜃䛭䛾ຠᯝ䜔ලయⓗ䛺ྲྀ⤌᪉ἲ➼䛾Ⓨಙ
䐡ᆅᇦఫẸ➼䛾ཧ⏬䜢ྵ䜐Ꮫᰯ㐠Ⴀ䛾ᨵ㠉
䞉ᆅᇦఫẸ➼䛾ཧ⏬䜢ᚓ䛶ᆅᇦ䜔௦䛾䝙䞊䝈䛻ྜ䛳䛯Ꮫᰯ㐠Ⴀ
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䛆ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟䛾ᙉ䛸ຠ⋡䛇
䕿ྛᆅᇦ䛾ᚋ䛾ᩍဨ㟂せ䛾᥎⛣➼䛻ᇶ䛵䛟ධᏛᐃဨ䛾ぢ┤䛧
䕿┴ෆ䛒䜛䛔䛿┴እ䛾ᅜබ⚾❧Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ䞉㞟⣙䛻䜘䜛ᶵ⬟ᙉ
䞉୍㒊ᩍ⛉䛾ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟䛾≉ᐃᏛ䜈䛾㞟⣙
䞉ඹྠᩍ⫱ㄢ⛬䛾タ⨨➼䛾㐃ᦠ䞉༠ຊ
䞉⥲ྜᏛ䛸ᩍဨ㣴ᡂ༢⛉Ꮫ䚸」ᩘ䛾ᩍဨ㣴ᡂ༢⛉Ꮫྠኈ䚸⥲ྜᏛ䛾ᩍ
ဨ㣴ᡂᏛ㒊ྠኈ䛺䛹䚸Ꮫ㛫䛾ᩍဨ㣴ᡂᶵ⬟䛾⤫ྜ
䕿ᅜ䛻䛚䛔䛶䚸ᨵ㠉䜢㐍䜑䜛Ꮫ䜈䛾㈈ᨻ㠃䜒ྵ䜑䛯ᨭ䚸ᶵ⬟ᙉ䛸ຠ⋡䜢
ᚋᢲ䛧䛩䜛ἲ௧䛾ᩚഛ䜢᳨ウ
䛆㝃ᒓᏛᰯ䛾ᶵ⬟ᙉ䛸ຠ⋡䛇
䕿⌧ᅾ䛾つᶍ䜔Ꮫᰯᩘ➼䛾᳨ド
䕿ྛ㝃ᒓᏛᰯ㛫䛾ᙺศᢸ䚸ᩍ⫱䞉◊✲ᡂᯝ䛾㑏ඖ᪉ἲ䚸䛭䛾ຠᯝ䛾᭱䛾
䛯䜑䛾ධᏛ⪅㑅⪃᪉ἲ➼䛾᳨ド

䐢ᡂᯝ䛾㏣㊧䛸῝
䞉㝃ᒓᏛᰯ䛾◊✲ᡂᯝ䛾බ❧Ꮫᰯ➼䛻䛚䛡䜛ά⏝≧ἣ䜢ලయⓗ䛻ᢕᥱ
䐣≉Ⰽ➼䛾᫂☜䛾䛯䜑䛾⤌䜏
䞉ྛ㝃ᒓᏛᰯ䛾Ꮡᅾព⩏䚸ᡂᯝ䛾㑏ඖ≧ἣ➼䜢♧䛩ᐈほⓗ䛺䜶䝡䝕䞁䝇

䛣䜜䜙䛻䛴䛔䛶䚸➨㻟ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰䠄ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䠅䛻୍ᐃ䛾⤖ㄽ䜢䜎䛸䜑䜛
䠄ᑐᛂྍ⬟䛺䛣䛸䛛䜙༶ᗙ䛻㛤ጞ䛩䜛䠅
38

全体会－25

39

䠄㆟ㄽ䛾⤒㐣䠅
䞉➨㻝ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻥᭶㻝㻟᪥䠅䛛䜙➨㻝㻝ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻤᭶㻞㻥᪥䠅䜎䛷䚸᭶㻝ᅇ⛬ᗘ䛾䝨䞊䝇䛷
㻝㻝ᅇ㛤ദ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻤᭶㻞㻥᪥䛻ሗ࿌᭩䛸䜚䜎䛸䜑䚹

䠄ጤဨ䠅
䞉ఀ⸨ ᖾᏊ ᒣཱྀ┴ගᕷ❧ὸỤ୰Ꮫᰯ㛗
䞉ᒣ ᩔᗣ 㟼ᒸᏛᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ
䞉㛵᰿ 㑳ኵ ༑ᩥᏐᏛᅬዪᏊᏛ≉௵ᩍᤵ
䞉㧗ᶫ 㤶௦ ᒸᒣᏛ⌮䞉Ꮫ㛗
䞉ྂἑ⏤⣖Ꮚ ㄞ᪂⪺ᮏ♫⦅㞟ᒁㄽㄝጤဨ
䕿ᯇᮌ ୍ ⚟Ꮫᩍᤵ
䞉Ỉⴠ ⰾ᫂ ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫᩍᤵ
䞉Ώ㑔 ᜨᏊ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ᩍ⫱ᨻ⟇䞉ホ౯◊✲㒊㛗

䖂ຍబဴஓ 䠄⊂䠅ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ┘
䞉⺬✰ ኵ ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㛗
䞉㧘ᒸ ಙஓ 䠄⊂䠅ᩍ⫋ဨᨭᶵᵓ⌮㛗
䞉⏣୰ ୍ ᅜᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㐃┕ົᒁ㛗
䞉∾㔝 ගᮁ 㛗㔝┴㣤⏣ᕷ㛗
䞉ᯇ⏣ ᜨ♧ ᮾிᏛⱁᏛᏛ㛗
䞉ᒣᓮ ༤ᩄ ᗈᓥᏛᩍᤵ

χ˽ഩڥޘѤѓТѝмᇈผ

䈜䖂ᰝ䚸䕿ᰝ

40

ᩍ⛉ᩍ⫱䛾ᩍ⫋Ꮫ㝔䜈䛾⛣⾜

ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䛸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾᥋⥆

42

ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊䛸ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾᥋⥆䠄䝎䝤䝹䜹䜴䞁䝖䠅

43

ᩍ⫋Ꮫ㝔䛸ᩍ⫱ጤဨ䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䛻䜘䜛⌧⫋◊ಟ

ಟኈㄢ⛬ࡣᏛ㒊වົྍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬࠾࠸࡚ࡣࠊ
⟬ᐃࡢᇶ♏࡞ࡿಟኈㄢ⛬ࡢᚲせᩍဨᩘࡲ࡛ࠊවົྍࡍࡿࠋ㸦ᴫࡡ㸵㹼㸶⛬ᗘ㸧
㸦ࠕ୰ኸᑂ㆟Ꮫศ⛉Ꮫ㝔㒊㸦➨ᅇ㸧㈨ᩱࠖ+㸧 44

45

ᚋ䛾ᩍ⫋Ꮫ㝔䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛䛣䛸 䠉ㄢ㢟䠉

ψ˽৵ॻрഩڥޘнࠚഖЧўѝХк
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４．パネルディスカッション
【パネリストプロフィール】
早川 三根夫

氏

（はやかわ みねお
岐阜市教育長）
横浜国立大学卒業後、岐阜県内の小中学校教諭、2007 年より岐阜県教育委員会教職員課教育主
管、2011 年義務教育総括監などを経て、2012 年から現職。第７期中央教育審議会委員、修士レベ
ルの教員養成課程に関するワーキンググループ委員、大学設置学校法人審議会専門委員、学校の規
模適正化等に関する調査研究協力者会議委員、全国都市教育長会会長代行を歴任。現在、全国中核
市教育長会会長を務める。

石田

周

氏

（いしだ まこと
東京都教職員研修センター研修部教育開発課長）
玉川大学大学院文学研究科修士課程修了後、都内公立小学校３校の教諭を経て、2001 年武蔵村
山市教育委員会指導主事。2006 年東京都教育庁指導部統括指導主事。2007 年武蔵村山市教育部小・
中一貫校開設準備室長、2009 年同教育政策担当部長。2010 年東京都青少年治安対策本部青少年担
当課長。2011 年東京都教育庁指導部主任指導主事(東京都青少年治安対策本部交通安全対策担当課
長併任)。2014 年福生市教育委員会参事指導課長を経て 2017 年から現職。専門は道徳教育、安全
教育。

向山

行雄

氏

（むこうやま ゆきお
帝京大学大学院教職研究科教授、全国連合小学校長会顧問）
東京都公立学校教員、文京区教育委員会指導主事、東京都教育委員会指導主事、品川区教育委員
会指導課長、葛飾区立清和小学校長、中央区立阪本小学校長、同泰明小学校長兼幼稚園長、全国連
合小学校長会会長、東京都公立小学校長会会長、中央教育審議会「教員の資質能力向上特別部会」
臨時委員、教員養成評価機構評価部会長などを歴任。著書『平成の校長学』『ミドル教師―ニュー
リーダーとしての自己啓発ノート』『平成の学校づくり』『平成の学校歳時記』『校長になるため
の教頭の習慣術３３』『アクテイブ・ラーニングでつくる新しい社会科授業』等多数。

髙瀬

淳

氏

（たかせ あつし
岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻教授）
広島大学大学院教育研究科博士課程後期を単位取得満期退学。広島大学教育学部助手、文部省
大臣官房調査統計企画課専門職員、藤女子大学人間生活学部講師・助教授を経て、教職大学院が
設置された 2008 年度に岡山大学に着任。主たる研究領域は教師教育や教育課程に関する教育制
度・比較教育。教職大学院での実践に関連する著書として『最新・教育法規の要点―岡山県版―』
（単著、オフィス SAKUTA）『新任教頭セミナー』（編著、教育開発研究所）など。
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ࣃࢿࣜࢫࢺ
᪩ᕝ୕᰿ኵ Ặ㸦ᒱ㜧ᕷᩍ⫱㛗㸧
▼⏣  ࿘ Ặ㸦ᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮◊ಟ㒊ᩍ⫱㛤Ⓨㄢ㛗㸧
ྥᒣ ⾜㞝 Ặ㸦ᖇிᏛᏛ㝔ᩍ⫋◊✲⛉ᩍᤵ࣭ᅜ㐃ྜᑠᏛᰯ㛗㢳ၥ㸧
㧘℩  ῟ Ặ㸦ᒸᒣᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸
ྜྷỈ ⿱ஓ㸦᪥ᮏᩍ⫋Ꮫ㝔༠ົᒁḟ㛗࣭රᗜᩍ⫱ᏛᏛ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㸦ྖ㸧 ࡓࡔࡽࠊ
ࠕ㸯㸮ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓᩍ⫋
Ꮫ㝔ࡢᡂᯝㄢ㢟̿ᩍဨ㣴ᡂᨵ㠉ᩍ⫋Ꮫ
㝔ࡢᮇᚅ̿ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ㸲ேࡢࣃࢿࣜࢫࢺ
ࢆ࠾㏄࠼ࡋ࡚ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㛤ദࡋ
ࡲࡍࠋ᭱ึࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡢඛ⏕᪉ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋࣃࢿࣜࢫࢺࡣࠊᒱ㜧
ᕷᩍ⫱㛗 ᪩ᕝ୕᰿ኵᵝࠊᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭ
ࣥࢱ࣮◊ಟ㒊ᩍ⫱㛤Ⓨㄢ㛗 ▼⏣࿘ᵝࠊᖇி
ᏛᏛ㝔ᩍ⫋◊✲⛉ᩍᤵ࣭ᅜ㐃ྜᑠᏛᰯ㛗
㢳ၥ ྥᒣ⾜㞝ᵝࠊᒸᒣᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ 㧘℩῟ᵝࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ᪥ᮏᩍ
⫋Ꮫ㝔༠ົᒁḟ㛗࡛රᗜᩍ⫱ᏛᏛ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵ ྜྷỈ⿱ஓࡀ⾜࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡇࡽࡣࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢྜྷỈົᒁḟ㛗㐍⾜ࢆ࠾Ώࡋࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ඛ⏕᪉ࠊࡇࢇࡕࡣࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋරᗜᩍ⫱ᏛࡢྜྷỈ⏦ࡋࡲࡍࠋ
⤂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡣࠕ㸯㸮ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝ
ㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࠕᩍဨ㣴ᡂᨵ㠉ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᮇᚅࠖ࠸࠺ࢧࣈࢱࢺࣝࡀ࠸࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀ㛤タࡉࢀ࡚㸯㸮ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ㔞ⓗ࡞ᣑᮇࡽ㉁ⓗ࡞ᐇᮇධ
ࡿᚲせᛶࡀ࠺ࡓࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡽࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫࡢᐇ㊶ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡋࠊ᪥ࡶ
Ꮫ⏕ࡉࢇࡓࡕࡓࡃࡉࢇࡢࣃࢿ࡛ࣝࡢⓎ⾲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸
࠸࠺┠ᶆࢆᤵᴗࡸ◊✲ලయࡉࢀ࡚ࠊࡑࢀࢆࡈⓎ⾲࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡓࡃࡉࢇࡢಟ⏕ࡀᩍ⫱⌧ሙ࡛ά㌍ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡇᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉㸯㸮
ᖺ┠ࢆ㏄࠼࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊᡂᯝࡸㄢ㢟
ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡼࡗ࡚␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㉁ⓗᐇ
ྥࡅ࡚ࡣࠊᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࡀ㠀ᖖ」㞧࡛ࡍࡢ࡛ࠊ༢⣧࡞᪉ྥᛶࢆᡴࡕฟࡍࡇࡣ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡇ࡛᪥ࡣ㸯㸮ᖺࢆ㏄࠼ࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔㛵㐃ࡋࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍
ࣝࢲ࣮ࡀ⪃࠼ࡿⰋ࠸ᩍဨࡣ࠺࠸࠺ᩍဨ࡞ࡢ࠸࠺ၥ࠸ࢆᕠࡗ࡚㆟ㄽࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸦࣐ࣥࢻࢭࢵࢺ㸧ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆᑡࡋ᫂ࡽ
࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᩍဨࡢຊ㔞ࢆࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࡶࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡈ⤂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ᮏ᪥ࡢࣃ
ࢿࣜࢫࢺࡢ᪉ࠎࡣࠊᩍ⫱ጤဨࡢࡈ㛵ಀࡢ᪉ࠊࡑࢀࡽᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩍဨࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠊࡑ
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ࡋ࡚ࡑࡢ୧᪉ࡢ❧ሙࢆࡈ⤒㦂ࡉࢀࡓ᪉ࠊᏛᰯ⟶⌮⫋ࡢ௦⾲⤒㦂⪅࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫ
ࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࠾㢪࠸ࡋࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢᚋࠊඛ⏕᪉࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࠾ヰࢆఛ࠸࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡲ࡞㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀጞࡲࡗ࡚ࡽࡢ㸯㸮
ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫱ጤဨࡸᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ≉Ⰽࡸ㐃ᦠࡢ≉Ⰽ࡞ࢆ㸯ே㸯㸮ศࡄࡽ࠸࡛࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᚋ༙ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࢇ࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆ㸳ศࡎࡘ࡛ࡈሗ࿌࠸
ࡓࡔࡁࠊࡉࡽࡑࡢㄢ㢟ࡣ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࡑࢀࡒࢀ㸳ศࡎࡘࡄࡽ࠸࡛
ヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊࣃࢿ࣮ࣛྠኈ࡛ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
᭱ᚋࡣࣇࣟࡢⓙࡉࢇࡽࡶࡈ㉁ၥࠊࡈពぢ➼ࢆ㡬ࡃ㛫ࢆタࡅࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᩍ⫱ጤဨ࣭ᩍ⫋Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㸯㸮ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
㸦ྜྷỈ㸧 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪩㏿ࠊ㆟ㄽධࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋᨵࡵࡲࡋ࡚ࢸ࣮࣐ࡣࠕ㸯㸮ᖺ┠ࢆ㏄࠼
ࡓᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝㄢ㢟࡛ࠖࡍࠋ㸯㸮ᖺ㛫࡛ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ࡇࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᭱ึᩍ⫋Ꮫ
㝔ࡢᩍဨࡋ࡚ࡢ❧ሙࠊࡑࢀࡽᰯ㛗ࡸᅜ㐃ྜᑠ
Ꮫᰯ㛗ࡢ㛗ࡋ࡚ࡢ࠾❧ሙࠊ᪉ࡢ࠾❧ሙࡽ
࠾ヰࢆ㡬ࡅࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊྥᒣඛ⏕ࡽ㸯㸮
ศ㛫࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᖇிᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦ྥᒣ㸧 ᖇிᏛࡢྥᒣ࡛ࡍࠋ
ࠕ㸯㸮ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓᡂᯝㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣ᭱
ึࠕ࠶ࢀࡽ㸶ᖺࠖ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ☜᭱ึࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊⓎ㊊ࡋ࡚
㸯ᖺᑡࡋࡓࡗࡓᚋࠊࡇࡢᏛኈ㤋࡛ᩍ⫋Ꮫ㝔༠ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋරᗜࡽ
๓㛗ࡢຍబဴஓඛ⏕ࡀࠊ⚾ࡀᙜᰯ㛗ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓὈ᫂ᑠᏛᰯ᮶࡚ࠊ
ࠕᐇࡣࡇ࠺࠸࠺ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࢆࡸࡿࡢ࡛ฟ࡚ࡃࢀࠖゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࡼࡃศࡽ࡞࠸ࡋࠊᛁࡋ
࠸ࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࡣࡌࡵ᩿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊຍబඛ⏕ࡣࠊࢹ࣐ࣥࢻࢧࢻࠊࡘࡲࡾᩍဨࢆࡶ
ࡽ࠺ഃࡢ❧ሙࡽࡐࡦⓎゝࡋ࡚ࡋ࠸ゝࢃࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࢆసࡗࡓࡲࡵᙺ
ࡢᶓ㡲㈡ඛ⏕ࡶࠕ౪⤥ࡍࡿഃ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊཷࡅࡿഃࡢ❧ሙ❧ࡗࡓไᗘタィࢆࡋࡓࡢࡔࠖ࠸
࠺ヰࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕᩍဨࢆ㡬ࡃഃࡢ❧ሙࡽ࡞ࡽࠊศࡾࡲࡋࡓࠖゝࡗ࡚ཧຍࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
 ࡑࡢࡁヰࡋࡓࡇࡀࣞࢪ࣓ࣗ᭩࠸ࡓࡇ࡛ࠊ࠶ࢀࡽ㸶ᖺࡓࡕࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀࡑࡢࡁ
ゝࡗࡓᠱᛕࡣ㸶ᖺࡓࡗ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲࡶኚࢃࡾ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ᭱ึࡢ⤖ㄽ࡛ࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔
ࢆసࡿࡇࡣ࠸㈶ᡂ࡛ࡍࠋࡇࢀࡔࡅୡࡢ୰ࡀ」㞧ࡋ࡚Ꮫᰯࡢᮇᚅࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮚࡶࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊᩍ⫋ࡢᑓ㛛ᛶࢆ῝ࡵ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣ
࠸ศࡿࠋࡋࡋࠊ㸰ᖺ࡞ࡾ㛗ࡃࡋ࡚ࡑࢀࡔࡅᏛ⏕ࡀ㞟ࡲࡿࡶࡢ࠺࠸࠺ࣥࢭࣥࢸ
ࣈ࡛ࡍࠋࡘ┠ࡣࠊᐇ⩦ࢆ㛗ᮇᘬࡁཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᙜࡶᏛᰯࡣᛁࡋ࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺
୰࡛ᯝࡓࡋ࡚⌧ሙࡀࡶࡘ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣົ᭩㢮ࡸ㐃⤡➼ࡢࡶቑ࠼࡞࠸࡞ࡢᠱ
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ᛕࢆゝ࠸ࡲࡋࡓࠋ୕ࡘ┠ࡣࠊ⌧⫋ᩍဨࡢὴ㐵ࡘ࠸࡚ࠊ୰᰾ᩍဨࢆὴ㐵ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ
ᙜࠊ⚾ࡣᰯ㛗ࡋ࡚࠶ࡿᏛ㸯ேὴ㐵ࡉࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ୰ሀᩍဨࢆࡽࢀࡿࡢࡣ
ኚ③ᡭ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ⿵ࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡢ࠺ࠊᚋྠ➼ࡢᩍဨࡀࡶࡽ࠼ࡿ࠺
࠸࠺ᠱᛕ࡛ࡍࠋᅄࡘ┠ࡣࠊචチࢆᣢࡗࡓ㝔⏕ࡀ᮶࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡍࡽࠊࡸࡣࡾᏛᰯఱࡽࡢ
࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡋ࡚㈉⊩ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
 ⤖ᒁࡑ࠺࠸ࡗࡓᠱᛕࡣ࠸ࡲࡔ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡁ㛗ࡔࡗࡓᲚ⏣ཿ୍ඛ⏕ࡣࠕࡸࡣ
ࡾࣥࢭࣥࢸࣈࡢၥ㢟ࡔࠖゝࡗࡓࡋࠊࣃࢿ࣮ࣛࡢ୍ேࡔࡗࡓᮾࡢኳ㔝ඛ⏕ࡶࠕᩍ⫋◊✲
⛉ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ◊✲⛉࠸࠺ྡ๓ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡢ࠺ࠖゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㎶ࡾࡢᐟ
㢟ࡣ⚾ࡢ୰࡛ࡣࡲࡔࡎࡗ⥆࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ᡭඖᖏࢢࣛࣇࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆฟࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣᅜ㐃ྜᑠᏛᰯ㛗ࡢ㢳ၥࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊẖᖺ◊✲Ꮚࢆసࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୍␒᪂ࡋ࠸◊✲Ꮚࡢ୰࡛ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡘ
࠸࡚ࠊᅜࡢᑠᏛᰯ㛗⪺ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ⪺࠸ࡓࡽࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚
࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣ㸯㸯㸣࡛ࡋࡓࠋᅜᑠᏛᰯࡣ⣙㸰࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㸯㸯㸣࡛ࡋࡓࠋ
ࠕ▱ࡗ࡚࠸
ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣ㸴㸷㸣࡛ࡍࠋࡔࡽ࠾࠾ࡴࡡ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ㸶࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ
࡞ࡾㄆ▱ᗘࡣ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㧘℩ࡉࢇ࠺࡛ࡍࠊ㸶࠸࠺ࡢࡣⰋ࠸ᩘᏐ
࡛ࡍࠋ
㸦㧘℩㸧 ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ࡶࡗ▱ࡗ࡚࠸ࡿᛮࡗࡓ㸽
㸦㧘℩㸧 ྡ๓ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࡞ࡾㄗゎࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ᩍဨࡢ᪉ࡣࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡀ㸲࡛ࡍࠋ࠶ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀࡢࡇ
ࢁࡢ⌧≧࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢ㸯㸮ᖺ࡛ࠊཷࡅࡿᏛᰯࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡀ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊỴᐃⓗኚࢃࡗ
ࡓࡢࡣከᛁࡀࡶࡗ㐍ࢇࡔ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋඖปࡣࡇࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ༗๓୰ࡶⰋ࠸ヰࢆ⩏ᮏ
ᒁ㛗ࡶࡋ࡚ࡃࢀࡓࡋࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ヰࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐇែㄪᰝࡢ୰࡛ࠊ
㸰㸮㸮㸴ᖺẚ࡚㸯㸮ᖺ㛫࡛ᑠᏛᰯࡶ୰Ꮫᰯࡶົ㛫ࡀࡇࢀࡔࡅቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࠼
ࡤᑠᏛᰯࡢᩍဨ࡛ぢࡿᖹ᪥ࡀ㸲㸱ศࠊᅵ᪥࡛㸲㸮ศࡄࡽ࠸ቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ୰Ꮫᰯࡣᖹ᪥ࡀ㸱
㸰ศࠊᅵ᪥࡛㸯㸮㸷ศ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ⛉┠➼ᒚಟไᗘࢆࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ࠶ࡲࡾ㈇ᢸࢆࡅ
ࡎ⌧⫋ᩍဨࡶ᮶ࡽࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ௬సࢀࡓࡋ࡚ࠊࡇࢀࡔࡅᛁࡋ࠸ẖ᪥ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛
ࢇ࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡇࢁࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ኚࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㛫ࡢ㛵ಀ࡛┬␎ࡋࡲࡍࠋ
 ᖇிᏛࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣ࡛ࡁ࡚㸷ᖺࡓࡕࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕࡢᏛࡣࠊ㸯㸮Ꮫ㒊㸯㸮◊✲⛉࠶ࡾࠊ
ᗂ⛶ᅬࡽᏛ㝔ࡲ࡛࠶ࡿ⥲ྜᏛ࡛ࡍࡀࠊᏛࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⮬ศὶࠖ࠸࠺ࡶࡢࢆ୍ࡘࡢᘓᏛ
ࡢ⢭⚄ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⮬ศὶ࠸࠺ࡢࡀࣛࢢࣅ࣮Ꮫ㑅ᡭᶒࡢ㸶㐃ぞࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
⮬ศ࡛ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣ㸱㸮ྡࡢᐃဨ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᐃဨࡢ㊊⋡ࡣయ㸶࡛ࡍࠋ⚾Ꮫࡣࡇ
ࡶ㠀ᖖཝࡋ࠸ᛮ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛࠺ࡕࡢࢥ࣮ࢫࡣ㸴㸰ࡢ㛤ㅮ⛉┠ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀࠊ⣙㸷ࡢᤵᴗࢆᩍဨࡀ㸰ே࡛ TT ࢆ⤌ࢇ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᏛࡢ㈈ᨻつᶍࡽ࠸
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࠼ࡤࠊኚ࡞㔠㣗࠸࡛࠶ࡿࡇࡣ☜ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡔࡅ࡞ࡾ᮲௳ࡀ࠸࠸ࡇࢁ࡛ࡶࠊ
ᐃဨࡢ㊊⋡ࡣ㸶࡛ࡍࠋ☜ಖ⟇ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸≧ἣࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ≉Ⰽ࠸࠺ࡢࡣࡇࡶ࠸ࢁ࠸ࢁࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⚾ࡢࡇࢁࡶ≉ẁ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛
ࡍࡀࠊ࠶࠼࡚ࡘࠊ୕ࡘゝ࠺ࠊ୍ࡘࡣ⮫ᗋⓗ࡞Ꮫࡧ࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⚾ࡶࡣ㞄ᖇ
ிᏛᑠᏛᰯࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋඛᩍဨࡶᏛ⏕ࡶࡑࡇ⾜ࡗ࡚ဨ࡛ᤵᴗࢆぢ࡚ࠊ୍ࡘࡢᤵᴗࢆ
ᚭᗏⓗศᯒࡋࡲࡍࠋࡑࢀࢆ㐃ఇ୰グ㘓ࢆ㉳ࡇࡉࡏ࡚ࠊ㐃ఇ᫂ࡅࡢྜᐟ࡛ᚭᗏࡋࡓᤵᴗศᯒ
ࢆࡸࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ᤵᴗࡢぢ᪉ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆᙜึ⩦ᚓࡉࡏࡿࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ㸯㛫ࡄࡽ࠸㞳ࢀࡓࡇࢁ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ་Ꮫ㒊ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ
ࡇࡽ་Ꮫ㒊ࡢᩍဨࡀࠊ᪥ࡶሙ᮶࡚ᗙࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᏛ㝔ࡢᩍᖌ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋ࡚ࠊᩍ⫱་⒪ࢆ࠺㐃ᦠࡉࡏ࡚࠸ࡃࠊࡇࢀࡣᩍ⫱⏺ࡢ୍ࡘࡢࡁ࡞ᰕ࡛ࡍ
ࡽࠊࡑࡢ㎶ࡾࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊᩍ⛉ຊ㔞ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࢜ࣉࢩࣙࣥ⛉┠ࡋ࡚≉ูㅮᗙࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆ㸯㸴ㅮᗙ
ᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣࢃࢀࢃࢀ࡞ࡾດຊࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊෑ㢌
⏦ࡋୖࡆࡓⓎ㊊ᙜึࡢᐟ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔᢪ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ᭱ึࡢⓎゝࡣࠊ
ྲྀࡾ࠶࠼ࡎࡇࡇࡲ࡛ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⮫ᗋⓗ࡞Ꮫࡧࠊᚭᗏⓗ࡞ᤵᴗศᯒࠊᩍ⫱་⒪ࡢ㐃ᦠ➼ࠊ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡇࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ᭱ึ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ㛗ࡃ㐠Ⴀࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠾❧ሙ࡛ࠊᒸᒣᏛࡢ㧘℩ඛ⏕ࡽࡈⓎゝࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ⥅⥆ⓗ࡞ᩍ⫋Ꮫ㝔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ
㸦㧘℩㸧 ᒸᒣᏛࡢ㧘℩⏦ࡋࡲࡍࠋࠊྥᒣඛ⏕ࡽ✺↛ࠊ
ࠕ㸵ࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡘ࠸࡚▱ࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣ࠺࡞ࡢࠖ⪺ࢀ࡚ࠊ
ࠕ༑ศ࡛ࡍࠖゝࡗࡓࡢࡣࡘពࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᩍ
⫋Ꮫ㝔ࡢ୰㌟ࡲ࡛ศࡗ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ᪉ࡀ㸵࠸ࡿࡢࡔࡗࡓࡽ༑ศ࡛ࡍ࠸࠺Ẽᣢࡕ
࡞ࡢࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀ࠶ࡿ࡞࠸࠸࠺ࡔࡅ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏᙜࡣ㸯㸮㸮㸣▱ࡗ࡚ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡓࡔࠊ⮬ศࡓࡕࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࠊࢃࢀࢃࢀ࡞ࡽᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡇࡢ᪉ࠎ
ᮏᙜ୰㌟ࡲ࡛ศࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ព࡛ࡣ࠺࡞ࡢ࠸࠺ㄢ㢟ࢆ⚾ࡋ࡚ࡣ
ᣢࡗ࡚࠸࡚ࠊඛࡢࡼ࠺࡞ゝ࠸᪉࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡔࡽ୧᪉࠶ࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࡍࠋ
 ⚾ࡓࡕࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘࠊ᭱ึᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀไᗘⓗᑟධࡉࢀࡓᖺタ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࡣࡑࢇ࡞つᶍࡣࡁࡃ࡞ࡃ࡚ࠊ㸰㸮ྡࡢᏛ⏕ᐃဨ࡛ࠊᩍဨࡣ㸯㸲ྡࠊ
࠺ࡕᐇົᐙᩍဨࡣ㸴ྡ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ᚩࡋ࡚ࡣࠊࢥ࣮ࢫタᐃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ᇶᮏⓗᩍဨࡢᩍ⫋Ṕࡢ⤒㦂ࡸㅮ⩦࡞ࡢ㐪࠸ࢆ㉸࠼࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓࢥ࣮ࢫタᐃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺Ⅼ࡛⚾ࡓࡕࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᖖ᮶ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࢇ࡞ࡇࢁ࡞ࡢࠊࡑࡢ┠ⓗࡣఱ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢁࡣつᐃୖ࠶ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࡀࠊ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣࠊᩍ⫱⌧ሙࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚⌮ㄽᐇ㊶ࢆᯫᶫ࣭⼥ྜࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗ᗘ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㐙⾜࡛ࡁࡿ⥲ྜⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞ຊ㔞ࠊࡇࢀࢆ㧗ᗘᩍ⫱ᐇ㊶ຊ⚾ࡓࡕࡣつᐃࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ⚾ࡓࡕࡀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊ
ࠕࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࠖࡋ࡚ࡢᩍᖌࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࡀᒸᒣᏛࡢ┠ⓗ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
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 ࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡸࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳࡢᐃ⩏ࡣࠊᏛၥⓗࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࠊࡑࡢ
๓ᥦࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀࡑࡶࡑࡶ࡛ࡁࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡀࡓࡃࡉ
ࢇ࠶ࢀࡤᩍဨ࡞ࢀࡿࡢࠊ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤᩍဨࡋ࡚ຊ㔞ࡀ㧗ࡲࡿࡢ࠸࠺ࠊࡑࢀࡔࡅ࡛
ࡣ࡞࠸࠸࠺┬ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᏛᰯࡸᆅᇦ࠾࠸࡚ᩍ⫱⌧ሙࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆⓎぢ㸦ศᯒ㸧ࠊゎỴ㸦ᥦ
㸧ࠊ᥈✲㸦᳨ド㸧ࡍࡿ࠸࠺ࠊᩍ⫱◊✲άືࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡸ㇟
ࡽ⮬ࡢᐇ㊶ࢆ୍⯡࣭⌮ㄽࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿ࣭ኚ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍᖌ࠸࠺ࡶࡢࢆฟ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡇᚲせ࡞⬟ຊ࡞ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㣴ᡂࡍࡿᩍဨീࡋ࡚ࠊᬑ㏻ࡣࡶࡗ㛗
ࡃ᭩࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡊࡃࡗゝ࠺Ꮫᰯࡢᨵၿ㈨ࡍࡿึ௵ᮇ࣮ࣜࢲ࣮ࠊࡇࢀࡣᏛ㒊᪂༞
Ꮫ⏕ࡀಟࡋࡓࡽࡇ࠺࡞ࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊᆅᇦࡸᏛᰯᨵၿ㈨ࡍࡿ࣑ࢻ࣮ࣝࣜ
ࢲ࣮ࠊ᪂ࡓ࡞Ꮫᰯ࡙ࡃࡾࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾ㈨ࡍࡿᏛᰯ࣮ࣜࢲ࣮ࠊࢀࡶ࣮ࣜࢲ࣮ࢆࡅ࡚㣴ᡂࡍ
ࡿᩍဨീࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡇࡣࠊᩍ⫋⏕άయࢆ㏻ࡌ࡚㧗ࡵࡽࢀࡿ⫋⬟ⓗ࡞Ⓨ㐩ࡢ᪉ྥᛶࡣࠊᩍဨࡀ⮬ศࡓࡕ࡛ㄢ
㢟ࢆぢࡅࠊࡑࢀࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆయⓗࡸࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢࡁࡣᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡣࡇ࠺ᛮ࠺࠸࠺ࡇࢆ⮬ศࡓࡕ࡛ࡶㄒࡗ࡚࠸࡞࠸
࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊㄒࡽࢀࡓᩍဨࡀࡲࡓࡑࢀᑐࡋ࡚ᑐヰࢆࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡸࡗ࡚࠸࡞
ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛᭱ึࠊᩍဨ࡞ࡗࡓࡁࡣ㟼ࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊࡔࢇࡔࢇ័ࢀ࡚ࡁࡓࡽᑡࡋ
Ⓨゝࢆࡋ࡚࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡏࡎࠊึ௵ᮇ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࠊᏛᰯ࣮ࣜࢲ࣮࠸࠺⾲
⌧࡛㣴ᡂࡍࡿᩍဨീ࠸࠺ࡶࡢࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ◊✲ⓗ࡞♧၀ࡽᏛᰯ࣭ᆅᇦࡢ
⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿ࣭ኚ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡢጼࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ
 ᒸᒣᏛࡢタ⨨ࡢ㊃᪨ࡣࠊᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨࠊᒸᒣᕷᩍ⫱ጤဨࠊࡑࢀࡽ㐃ᦠ༠ຊᰯ࣭
⌧௵ᰯࡢ㐃ᦠ㺃༠ຊࢆᫎࡋࡓᩍ⫱άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ┠ⓗࡢ㐩ᡂࢆᅗࡿࡇࢆᇶᮏ᪉㔪
ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᏛᩍဨࡢᩍ⫱ጤဨࡢேὶࡸࠊᩍ⫱ጤ
ဨࡀᐇࡍࡿᩍဨࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞◊ಟㅮᗙ࡞ࠊࢃࢀࢃࢀࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩍဨࡀཧ⏬ࡍࡿ
࠸࠺ࡇࡶᙜ↛ࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡀࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇ⮬యࡀⰋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡶࡇ࠺ࡋࡓ᪉㔪ࡢୗ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡣࠊᙜ↛⾜ࢃࢀ࡚
ࡃࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ⚾ࡓࡕࡢᩍ⫱◊✲άືࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊࢹ࣐ࣥࢻࢧࢻࡢࢽ࣮ࢬ❧⬮ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
సࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣᩍ⫱⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆᤵᴗ⛉┠ྲྀࡾධࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗ⛉┠
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊ⌮ㄽᐇ㊶ࡢ⼥ྜࢆ୰᰾ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡢ≉Ⰽ࡛ࡍࡀࠊ
ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠸࠺ࢮ࣑ࡸᐇ⩦࡞ࡢ┬ᐹࢆࡁࡗࡕࡾࡍࡿᤵᴗ⛉┠ࢆࢥࡋ࡚㛤タࡋ࡚࠸ࡁ
ࡲࡍࠋࡑࡇࡣᩍ⫱ጤဨࡸ㐃ᦠ༠ຊᰯ࣭⌧௵ᰯࡢඛ⏕᪉ࡢཧຍࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ୕ࡘ┠ࡣࠊᏛ㝔࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᏛᰯ⌧ሙ┤᥋㑏ඖ࡛ࡁࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡣᡂᯝࢆᏛᰯᨭ⏕ࡍ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧⫋ᩍဨࡢሙྜࡣࠊᩍ⫱ጤဨࡸ⌧
௵ᰯࡢ༠㆟ᇶ࡙࠸࡚タᐃࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢゎỴࡀ◊✲ࢸ࣮࣐࡞ࡾࡲࡍࠋ≉ᙉㄪࡉࢀࡿ㒊ศ
ࡣᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⏕ᨻ⟇ㄢ㢟ࢆࡅ࡚⚾ࡓࡕࡢࡇࢁὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡓࡔ
࠸࡚ࠊࡑࡢᨻ⟇ㄢ㢟ࡢゎỴࡀ⚾ࡓࡕࡢ㣴ᡂࡍࡁᩍဨീࡋ࡚ධࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲ
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ࡍࡢ࡛ࠊ┤᥋࠸ࡁࡲࡍࠋᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡢሙྜࡣࠊࡶࡕࢁࢇ⮬ᕫㄢ㢟ࡢゎỴࡀ◊✲ࢸ࣮࣐࡞ࡢ
࡛ࡍࡀࠊᐇ⩦ᰯࡸ㐃ᦠᰯ࡛ࡢᥦᆺࡢᤵᴗᐇ㊶ࠊࡑࡢ᳨ウࡸᰯෆ◊ಟ࡞Ꮫᩍဨࡶ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛୰ࡣධࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
 ᅄࡘ┠ࠊᩍ⫱⌧ሙࡢ༠ാࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢⅬ᳨㺃ホ౯᩿ࡢᨵၿ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢᨵၿࢆ⌧ሙࡢពぢࢆ㏻ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࡇࡣ㐃ᦠ༠ຊ㆟࠸࠺࢜
ࣇࢩࣕࣝ࡞㆟࡛㆟㢟࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࡶࡗゝ࠺ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᏛ⏕ࡢ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ሗ࿌ᩍ⫱ጤဨ➼ࡈཧຍ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡇ࠺࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸࡇ࠺
࠸ࡗࡓᣦᑟࢆ࠸࠺せᮃ࡞ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡶᫎࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ≉Ⰽࡔࢃ
ࢀࢃࢀࡣㄝ᫂ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ
ࠕࡋࡋࠖ࠸࠺᥋⥆モࡀࡃᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡃ⚾ࡓࡕࡣࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮
ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ⚾ࡓࡕࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ┠ᣦࡋࡓෆᐜ᪉ἲࡢィ⏬࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᐇࡼࡿᡂᯝᨵၿࡲ࡛ࡶ
ྵࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢ✚ࡳቑࡋࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡢࡔ࠸࠺ࠊࡇࡇࡀ≉Ⰽ࡞ࢃࡅ࡛ࡍࠋ㐃ᦠࡋ࡚࠶࠶࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣ࣓
࡛ࣥࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ㣴ᡂࡢࡓࡵࠊ୕ࡘࡢ㣴ᡂࡍ
ࡿᩍဨീࢆ᫂☜♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࠕᏛᰯ࠾ࡅࡿᐇ⩦ࠖ➼ࡢᐇ㊶ࢆ῝ࡃ┬ᐹࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᕫㄢ㢟Ꮫ
ᰯㄢ㢟㺃ᨻ⟇ㄢ㢟ࢆయⓗ࣭ᑐヰⓗⓎぢ㸦ศᯒ㸧ࠊゎỴ㸦ᥦ㸧ࠊ᥈✲㸦᳨ド㸧ࡋ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝ
ࢆゝㄒࡍࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࠕᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࠖࢆࢥࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡀ⚾ࡓࡕࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ≉Ⰽ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢゝㄒࡍࡿ࠸࠺ࡇࢁᙉࡃࡇࡔࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ༢࡞
ࡿᐇ㊶ࠊ⤒㦂ࢆ✚ࡴࡔࡅ࡛ࡣᏛࡪࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⮬ศࡓࡕࡢᐇ㊶࡞ࡾ⤒㦂࡞ࡾࢆࠊᗙᏛ
࡛࠶ࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ඹ㏻⛉┠ࠊᑓ㛛⛉┠࡞ࡢᏛ⩦ࠊࡉࡽࡣ⮬ศ࡛ぢࡘࡅ࡚ࡁ࡚◊✲ࡍࡿ࠸
࠺ࠊ᳨ウࡍࡿ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺㒊ศࢆࡸࡗࡓୖ࡛ゝㄒࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࡢゝㄒࡍࡿࡇ
࡛ࡢᩍဨ࡞ࡾࡢ㝔⏕࡞ࡾヰࡀ࡛ࡁ࡚ࠊࡶࡗࡇ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠶࠶࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
ᙧ࡛Ꮫࡧࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡣࠊၥ㢟ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ୰ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ㄢ㢟࠸࠺ࡢࡣఱ࡞ࡢ࠸
࠺ࡇࢁࢆ⮬ศࡓࡕࡢ୰࡛ぢࡘࡅ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡑ࠺ࡋࡓ㒊ศࢆ㇟ࡸࢹ࣮ࢱࠊㄽᩥ
࡞ࢆ⫼ᬒࡋ࡚ពࢆ⪃࠼ࠊࡲࡓゝㄒࡋ࡚࠸ࡃࠊᑐヰࡋ࡚࠸ࡃࠊே࣭≀࣭ᑐヰࡍࡿ
࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆᤵᴗࡢ୰࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡓࡵࡢࡅ
ࡋ࡚ᩍ⫱ᐇ㊶◊ಟࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋ࡚࠸ࡃ࡞ࡿࠊࡶ࠺୍ࡘࠊ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩍဨࡢ
ඹ㏻ࡢඹྠ◊✲ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡃࠋ⮬ศࡓࡕࡢᩍ⫱◊✲άືࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ◊✲ᑐ㇟
ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣࢇ࡞ពࡀ࠶ࡿࡢࠊࡇࢀࡣࢇ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡢ࠸ࡗࡓࡇࢆඹྠ◊
✲ࡋ࡚ࡳࢇ࡞࡛⨨ࡅ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿ࣭㛤Ⓨ⤖ࡧࡅ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࢁࡀࠊᒸᒣᏛࡢ≉Ⰽ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓほⅬࡽࡍࡿࠊᒸᒣ┴ࡸᒸᒣᕷࡢᏛᰯࠊᆅᇦࡢᢪ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ㢟ࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡼ
ࡿᩍ⫱◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ࡣ࠼ࡽࢀࡓ᮲௳࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࠊࡓࡔࠊࡑࡢ᮲௳ࡢ୰࡛
ᒸᒣ┴࣭ᒸᒣᕷࡢᏛᰯ࣭ᆅᇦ࡛Ꮫࡧࠊࡑࡇ࡛ㄢ㢟ࢆぢࡅ࡚࠸ࡃάືࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᚲ↛ⓗ⚾ࡓࡕࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰ᒸᒣ┴࣭ᒸᒣᕷࡢᩍ⫱ຊ
ࡢྥୖ࠸ࡗࡓࠊᩍᖌᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿㄢ㢟ࡀ⤖ࡧࡅࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸

全体会－33

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡇࡢ㒊ศࡀᐇࡣ⚾ࡓࡕࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊඛࡢࠕࢹ࣐ࣥࢻࢧࢻࡢࠖ࠸ࡗࡓᅄࡘࡣࠊ
⤖ᯝࡋ࡚⾲ࢀࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㟼ែⓗ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏᙜࡣࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ
࡚ࡢᩍᖌࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓィ⏬ࢆᐇࡍࡿᡂᯝᨵၿࡲ࡛ࢆྵࡵࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿ࠸࠺
Ⅼ࡛ࠊᒸᒣ┴࣭ᒸᒣᕷࡢᢪ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ㢟ࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱◊✲άືྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡛ࠊࡑ
ࡢ୰࡛ࡌࡳฟ࡚ࡃࡿ㒊ศࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠸࠺ࡶࡢࡢືែⓗ࡞≉Ⰽࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡇࡑࡀ⚾
ࡓࡕࡢ⫢࡞ࡢᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛࡋ࡚ࡣࡇࢇ࡞ࡩ࠺㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕ࠸࠺ゝⴥࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍᖌ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺㣴ᡂࡋ
࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡣࠊゝㄒࡍࡿ࠸࠺⾜Ⅽࡀ࡞ࡾ㔜せࡔࢁ࠺࠸
࠺ࡇࠊᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨࠊᒸᒣᕷᩍ⫱ጤဨࡢ༠ാࡶࡶࡕࢁࢇࡸࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ
୍᪉࡛ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢ✚ࡳቑࡋࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㸱␒┠ᒱ㜧ᕷᩍ⫱㛗ࡢ᪩ᕝඛ⏕ࡽᩍ⫱ጤဨࡢ࠾❧ሙࡽ࠾ヰࢆ㡬ࡅࢀࡤ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᒱ㜧ᕷᩍ⫱ጤဨࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦᪩ᕝ㸧 ᒱ㜧ᕷࡢᩍ⫱㛗ࡢ᪩ᕝ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㸰㸮㸮㸵ᖺࡈࢁࠊᒱ㜧Ꮫᒱ㜧┴ᩍ⫱ጤဨ
ࡀヰࡋྜ࠸ࢆጞࡵࡓࡇࢁࠊᏛࡣᏛၥࡢ⮬⏤ࡀ࠶ࡿࡽࡑࡢᡤⅭ࠺ศࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
⚾ࡣᏛࡢඛ⏕ࡢⓎゝࡢ⮬⏤ࡶࡍࡈ࠸࡞ࠊ⮬ศᡭࡔ࡞ࠊࡢඛ⏕ࡢヰࢆ⪺ࡅࡤᮏᙜࡢ᪉ྥ
⾜ࡃࡢศࡽ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊᏛഃࡽᩍ⫱ጤဨࢆぢࡓࡁࡣࠊᩍ⫱
ጤဨ࠸࠺ࡢࡣỴࡼࡿྜ㆟࡛ࡍࡋࠊࡑࢀࡣ⊂࣭⊂᩿ࢆチࡉ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑ
ࡢศࠊඃᰂ᩿ぢ࠼࡚࠸࡚ࠊࠕㄡࡶ⟅࠼ࢆฟࡉ࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠖᛮࢃࢀࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ᜍࡽࡃࡇࡢ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡶࡑ࠺࠸࠺ヰࡋྜ࠸ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ◊ಟࡢෆᐜ࡞ࡢ࡛◊ಟ⟶⌮
ㄢ㛵ಀࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚ࠊ⚾ࡣேᢸᙜ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࡰ࠺ࡗ⪺࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕఱேὴ
㐵࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࠖゝ࠺ࡽࠊࠕ㸯㸲᮲㐺⏝࡛ࡋࡓࡽ㸯㸳ே࡛ࡍࡼࡡࠖゝࡗࡓࡽࠊࠕ࡛ࡣࠊ
ὴ㐵࡛ࡁࡿࡢࠖ࠸࠺ヰ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠺ࡕᏛࡢ᪉ࡶࡇࡢேࡀ୰ᚰே≀ࡔ࡞ศࡗ
࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡶ┴ᩍ⫱㛗ࡽࠕ࠶࡞ࡓࡀࡸࡾ࡞ࡉ࠸ࠖゝࢃࢀ࡚ࠊヰࡋྜ࠸ࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋ
 㸰㸮㸯㸰ᖺ⚾ࡣ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡽᒱ㜧ᕷࡢᩍ⫱㛗௦ࢃࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋᒱ㜧Ꮫࡶ┴
࡞࡞࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆぢࡘࡅࡃࡗࡓࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ⚾ᢡ⾪ࡋ
࡞ࡀࡽࠕࡇࢀࡣ࡛ࡁࡿࠊ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࠸࠺ヰࢆࠊྲྀࡾ࠶࠼ࡎᒱ㜧ᕷ࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺࠸࠺
ࡇ࡛ࠊࣔࢹࣝⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔᚋࠊ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࢿࢪࢆᅇࡍࡢࡀࡢ⚾ࡢ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᒱ㜧Ꮫࡣᒱ㜧Ꮫ࡛◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࠊࡢᨭᶵᵓ࠸ࢁ࠸ࢁᥦࡶࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
 ᩍ⫱ጤဨࢧࢻࡽࠊᒱ㜧Ꮫࡢ㐃ᦠࡢ୰࡛ࢇ࡞≉Ⰽࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡤࠊࡲࡎ࢟ࣕࣜ
ࣃࢫ᫂☜ᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡅࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୍ࡘࡣࠊᩍဨ࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡢほ
ⓗ࡞⪃࠼᪉࡛ࡍࡀࠊ㸰㸮௦ࡣࡃ⣲┤࡛ࠊᮏ≀ฟ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ࠶ࢀࡤࠊ࡞ࡾ྾
ຊࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ㸱㸮௦ධࡿࡑࡢඛ⏕ࡢᙉࡳࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡣ
ᜍࡽࡃࠊከࡃࡢሙྜࡣᰯෆࡢᰯົศᤸࡼࡗ࡚ฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࠋ≉ูᨭᩍ⫱ࢆࡸࢀࡤࡑࡇࡀ
࠶࡞ࡓࡢᙉࡳ࡞ࡾࡲࡍࠋICT ࡞ࡽ ICT ᩍ⫱࡞ࡾࡲࡍࠋ㸱㸮௦࡛ຊ࠶ࡿඛ⏕ࡣࠊᩍ⛉ᣦᑟࡸ
Ꮫ⣭⤒Ⴀࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸ඛ⏕࡛ࡍࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅࡑࡢඛ⏕ࡓࡕࢆᖿ㒊ೃ⿵⏕ࡋ࡚ᩍ⫋Ꮫ㝔ධ
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ࢀࡓ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 㸲㸮௦ࡣാࡁ┒ࡾ࠸ࢃࢀ࡚యຊࢆᾘ⪖ࡍࡿ௦࡛ࡍࠋ㸳㸮௦࡞ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃ⟶⌮⫋
࡞ࡗ࡚ክࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆⓎ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽᰯ㛗࡞ࡗ
ࡓࡁࠊဨࡣゝ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊఱேࡢඛ⏕ࡣࠕᩍ⫱ጤဨࡢ⥾ࡵࡅࡀࡁࡘ࠸ࡽఱࡶ
࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
ࠕᰯ㛗ࡣᏙ⊂ࡔࠖἽࡁゝࢆゝ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࠊ⚾ゝࢃࡏࡿࠕ㸳㸮௦࡞ࡗ࡚
⮬ศࡢᛮ࠸ࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡽࠊ࠸ࡘ࠶࡞ࡓࡣᩍ⫱ᑐࡍࡿ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢ࡛ࡍࠖ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣవศ࡞ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢᩍဨࡢ࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ㸲㸮ṓ๓ᚋ࡛⨨ࡅ࡚ࠊࡇࢀࢆᖿ㒊ೃ⿵⏕
ࡋࡓ࠸ᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋᜍࡽࡃࡇࡶࡑ࠺ࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㏥⫋⪅ࡢ࠺ࡕࡢ㸰ࡀᰯ㛗࡛
㏥⫋ࡋࡲࡍࠋ㸵ࡀ୍⯡ࡢᩍㅍ࡛㏥⫋ࡋࡲࡍࠋ㸯ࡀᩍ㢌ࡢࡲࡲ㏥⫋ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ㸰ࡢேࡓ
ࡕࢆᩍ⫋Ꮫ㝔࡛⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀ⚾ࡶࡢ㢪࠸࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵඃ⚽࡞ᩍဨ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢸ࣮࣐ࡢタᐃ㐍ᤖࡢࣄࣜࣥࢢࢻࣂࢫࢆࡁࡵ
⣽ࡃࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡎᇶᮏⓗ࡞ጼໃࡋ࡚ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓ᪉ࢆࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚⫱ᡂࡋࡲࡍࠖࠕ࠶࡞ࡓ᪉ㄢ
㢟ࢆ࠼࡚Ꮫࢆࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡋ࡚ά⏝ࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠖ
ࠕ࠶࡞ࡓ᪉ࡣࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸ᩍ⛉
ᣦᑟࡸᏛ⣭⤒Ⴀࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠶࡞ࡓࡣ⮬ศࡢឤぬࢆ࣮ࢸࢫࢺࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ
࡛ࡍࠋࡑࢀࢆࢧ࢚ࣥࢫ⼥ྜࡉࡏ࡚ᬑ㐢ᛶࡸỗ⏝ᛶࢆᣢࡓࡏ࡚ୗࡉ࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢆ࠾㢪࠸
ࡋ࡚ࠊ◊ಟ๓ࡣᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢࡢ⫋ဨᙼࡣఱࡢ
ࡓࡵ⾜ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ศࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
 ◊ಟ୰ࡣ㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆࢆᖺ㸰ᅇᩍ⫱ጤဨ᠓ㄯࢆᣢࡕࠊࢻࣂࢫࢆࡋࡲࡍࠋࡑࡢ
ࡁ㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡓࡾࠊࣇ࣮ࣝࢻࡀḧࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡽࠊࡑࡢᥦ౪ࢆࡋࡲࡍࠋ
◊ಟࡢ⤊ࢃࡾࡅࡣᡂᯝⓎ⾲ࡢᶵࡢタᐃࡸά⏝ࢆࠊࡶࡕࢁࢇᏛ࡛ࡶᡂᯝⓎ⾲ࡣࡸࡾࡲ
ࡍࡀࠊྛᏛᰯࡸྛᕷ⏫ᮧ࡛ࡶⓎ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋࡑࡢᚋࡢᴗ⦼ࡢ㏣㊧Ⓩ⏝ࡸฎ㐝࡛ࡑ
ࡢᡂᯝࢆ࠺ࡲࡃά⏝࡛ࡁࢀࡤ࠸࠺ࡇࢆᛮࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࡇࢀࡶࡇ࡛ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⌧⫋ࡢᮇ㝈ࡁࡢ≉௵ᩍᤵࠊ㸱ᖺࠊ
㸲ᖺࠊ㸳ᖺ࡞ࡾ࠸࠺ࡇ࡛⾜ࡗ࡚ࠊࡲࡓᡠࡍ࠸࠺ࡇࢆࡸࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽ⚾ࡀࡇࡢ㸯㸮
᭶㸯᪥ࡽᐈဨᩍᤵ࡞ࡾࠊࡇࢀࡣᏛࡢࣜࣔࢥࣥࡢࡼ࠺ືࡃ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㠀ᖖຠᯝࡀ࠶
ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡐࡦྛᏛ࡛ࡶ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡿேࢆᐈဨᩍᤵ㏄࠼ධࢀࡿ༠ຊࡀᚓ
ࡸࡍ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡣᏛᩍ⫱ጤဨᏛᰯࡀࠊ㸱ศࡢ㸯ࡎࡘᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᰴࢆᣢࡘ࠸࠺⪃࠼᪉࡞ࡿࡢ
ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࢹ࣐ࣥࢻࢧࢻࠊࢧࣉࣛࢧࢻ࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇࡶࢹ࣐ࣥࢻࢧࢻ࡛࠶ࡾࠊࢧࣉࣛࢧࢻ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᩍ⫱ጤဨࡶ࣮࢜ࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ࢆᣢࡗ࡚ᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡅ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࢿ࢞ࢸࣈ࡞ゝ
࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽࠊࡲࡔᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࠊ㸯㸮ᖺ㛫ᐇ⦼ࡣᣢࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊ⮬❧ⓗືࡁ
⥆ࡅࡿࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᖖᩍ⫱ጤဨࡣࠊ࠺࠸࠺ࣥࢭࣥࢸࣈࢆ
࠼ࡽࢀࡿࠊࡑࡢᚋࡢฎ㐝ࢆ࠺࡛ࡁࡿࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ◊ಟဨࢇ࡞ᮇᚅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࢆヰࡋ⥆ࡅࡿ࡞ࠊ࢝ࣥࣇࣝࢆᡴࡕ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࢝ࣥࣇࣝࢆᡴ
ࡘࡢࡀ⚾ࡢ࡞࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋෑ㢌ࠊᏛᩍဨࡣᡭ࡞ࡇࢆゝࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡈⓎゝࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡶࢃࡽࡎ࡞ࡾᐇ㉁ⓗ࡞㐃ᦠࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ᑗ᮶ࠊ⟶⌮⫋࡛⤊ࢃࡿ㸰ࡢ᪉ࢆࡐࡦᩍ⫋Ꮫ㝔࡛⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ࠊᚰᙉ࠸ࡈⓎゝࢆ㡬ᡝࡋࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㸲␒┠ᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡢ▼⏣ඛ⏕ࡽࡈⓎゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㐃ᦠ
㸦▼⏣㸧 ᨵࡵࡲࡋ࡚ࠊࡇࢇࡕࡣࠋᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡢ▼⏣⏦ࡋࡲࡍࠋ࠺ࡒࡼ
ࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ᪥ࡣ㸯㸮࿘ᖺᙜࡓࡗ࡚ࣃࢿࣜࢫࢺࡋ࡚࠾ᣍࡁ࠸ࡓࡔࡁࠊᮏᙜ࠶
ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽᮾி㒔ࡢᩍ⫋Ꮫ㝔㛵ࡍࡿ⟇➼ࡢࡈ⤂ࢆ㸯㸮ศ㛫⛬ᗘ࡛
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᮾி㒔ࡣேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣከ㠃ⓗ⟇ࢆᡴࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤ⚾⮬㌟ࡣࠊᮾிᩍᖌ
㣴ᡂሿ࠸࠺ᮾி㒔ࡢᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕㸯㸳㸮ேࢆᑐ㇟ࡍࡿ㣴ᡂሿࢆ⟶ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ
ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢὴ㐵ົࡶᢸᙜࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⏬㠃ࡣᖹᡂ㸰㸮ᖺ⟇ᐃࡋࡓࠕᮾி㒔
ᩍဨேᮦ⫱ᡂᇶᮏ᪉㔪ࠖࡢ㡯┠ࢆྲྀࡾฟࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢᣦ㔪ࡣࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᩍ
⫱බົဨ≉ἲࡀᨵṇࡉࢀࠊ
ࠕᩍဨ⫱ᡂᣦᶆࠖࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㒔ᩍጤࡣᖺ㸵᭶ᐃ
ࡵࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕᩍဨ⫱ᡂᣦᶆࠖࡢ᰿ᮏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࠕᮾி㒔ேᮦ⫱ᡂᇶᮏ᪉㔪࡛ࠖࡍࠋ
ᮾி㒔ࡢᩍဨࡋ࡚ồࡵࡿᩍᖌീࢆࠊ㣴ᡂࡢẁ㝵࡛Ꮫࡢⓙࡉࡲ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ᩍ⫱ጤဨഃࡢ⚾ࡓࡕࡶ᥇⏝ᚋࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓᩍဨ࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉ࡚ࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺ㒔ෆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㐃ᦠᴗࢆጞࡵࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㸱ᖺ๓ࡢᖹᡂ㸯㸵
ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢࡢ⟅⏦ࡀฟ࡚ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚᭩ࢀࡲࡋ࡚ࠊࡈᢎ▱ࡢ
࠾ࡾࡑࡢ࡞ෆᐜࡣࠊࡘࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ୍Ⅼ┠ࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚ᩍ⫋Ꮫ㝔࡛㸰
ᖺᏛࡪࡇࡼࡗ࡚ࠊᏛ㒊༞ࡢᩍဨẚ࡚ᣦᑟຊ࣭ᒎ㛤ຊࡢ࠶ࡿඛ⏕᪉ࢆ⫱࡚࡚ࡋ࠸࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋⅬ┠ࡣࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡋ࡚⌧⫋ࡢඛ⏕᪉ᩍ⫋Ꮫ㝔⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ
⌧ሙ࡛ᇵࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࢆᇶࠊᏛ㝔ࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ୡ⏺࡛ࡋࡗࡾᏛࡧຊࢆࡅ
࡚ࡁ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡘࡢほⅬࡽࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢά⏝ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⟅⏦ࡢ㸱࢝᭶ᚋࡢ
ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶ࠕᮾி㒔࠾ࡅࡿᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟➼᳨ウጤဨࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ
ጤဨࡣ㸯㸷ྡࡢጤဨᵓᡂ࡛ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢタ⨨ணᐃࡢᏛࠊᙜࡣࡣ␗࡞ࡿᏛࡶධࡗ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㸴Ꮫࡢ㛵ಀ⪅ࠊ༊ᕷࡢᩍ⫱㛗㸰ྡࠊබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗ඛ⏕㸲ྡࠊ⚾ࡶᩍ
⫱ᗇࡢ⌮ࠊே㒊㛗ࠊᏛົ㒊㛗ࠊᣦᑟ㒊㛗➼ࠊᖿ㒊⫋ဨࡀጤဨ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢጤဨ᳨࡛ウࡋ࡚ࠊ
ࠕᮾி㒔࠾ࡅࡿᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺ሗ࿌᭩ࡀྠࡌᖹ
ᡂ㸯㸶ᖺ㸶᭶ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㞧ࡥࡃゝ࠺ࠊ⤖ㄽࡣࠊ᪂ேᩍဨࡢ㣴ᡂ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊࡇ
ࡢ᪂ࡋ࠸ไᗘࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⌧⫋ᩍဨࡢὴ㐵ྥࡅ࡚ࡣࠊไᗘタ
ィࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑࡢไᗘタィࢆ㐍ࡵࡼ࠸࠺ሗ࿌࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ㋃
ࡲ࠼࡚ࠊ㸰࢝᭶ᚋࡢᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸯㸮᭶⌧᭷ࡢඹ㏻⛉┠ࡢẕయ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࠕඹ㏻࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠖࠊࠕᏛᰯ࠾ࡅࡿᐇ⩦ࠖ࠸࠺ࠊᮾி㒔ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡢᇶ┙࡞ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ➨㸯ࢆᖹᡂ㸯㸶ᖺ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚࠸ࡼ࠸ࡼᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸲᭶ࡽᮾி㒔ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀ㸲ᰯ㛤ᰯࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊᖹᡂ
㸯㸶ᖺ㸯㸮᭶ࡽᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸲᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺᩘ࢝᭶ࡢ㛫ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛཬ
ࡧࢩࣛࣂࢫ➼ࡢసᡂࡢ‽ഛࠊࡑࡋ࡚⚾ࡶົᒁࡢࡸࡾࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ⌧ᅾࠊᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ㐃ᦠࡍࡿᏛࡣࡘ࠶ࡾࠊ౯Ꮫࠊ⋢ᕝᏛࠊᖇிᏛࠊᮾி
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ᏛⱁᏛࠊ᪩✄⏣Ꮫ࠸࠺ᮾி㒔ෆ࠶ࡿ㸳Ꮫᮾி㒔ࡀ༠ᐃ᭩ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ㐃ᦠࡢ
ෆᐜࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᥦ♧࠸࠺ࡇ࡛ࠊඹ㏻⛉┠ࠊᇶᮏ
⛉┠࠾࠸࡚ࡢᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡶඹ㏻Ꮫࡪෆᐜࢆࠊ
ࠕඹ㏻タᐃࡍࡿ㡿ᇦࠊ฿㐩┠ᶆࠖࡋ࡚
⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᇶ㸳Ꮫࡀᣦᑟࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋෆᐜࡣࡶࡕࢁࢇᏛ
ᅛ᭷ࡢ≉Ⰽࡀ⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
 ࡘ┠ࠊᐇ⩦ࢆ⾜࠺㐃ᦠ༠ຊᰯࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋᑠ࣭୰Ꮫᰯࡀ୰ᚰ࡛ࠊ㏆ᖺࡣ㧗➼Ꮫᰯࡶධࡗ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㐃ᦠ༠ຊᰯࢆᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨࡀᣦᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕ࡞ࡳᖺࡣ㒔ෆබ❧
Ꮫᰯ㸯㸲㸮ᰯࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ୕ࡘ┠ࡀࠊ⌧⫋ᩍဨࡢὴ㐵࡛ࡍࠋඃ⚽࡞ᩍဨࡸ⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࢆ㸯ᖺ㛫ᩍ⫋Ꮫ㝔ὴ㐵ࡍࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ㸯㸮ᖺ㛫࡛㸯㸷㸲ྡࠊ⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࡣ㸯㸮㸯ྡὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢὴ㐵
ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㑅⪃ࡀ࠶ࡾࠊ㑅⪃ࢆ㏻ࡗࡓࡶࡢࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿཷ㦂ྠពࢆ
ࡶࡽࡗ࡚ཷ㦂ࡋࠊྜ᱁ᚋࠊ㸯ᖺ㛫ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ᅄࡘ┠ࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆฟ࡚Ꮫ᥎⸀ࢆᚓࡓᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࠊᮾி㒔බ❧Ꮫᰯࡢᩍဨ
᥇⏝㑅⪃ࡢ୍⯡㑅⪃࠾ࡅࡿ≉㑅⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࠊᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ㐃ᦠࡍ
ࡿᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀ༠㆟ࡍࡿ㐃ᦠ༠㆟ࢆࡶタ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘࡽᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡲ࡛ࠊ㸳Ꮫࡢಟ⪅࡛ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢ᪉ࡣ㸱㸳㸮ྡ
௨ୖࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊ≉㑅⪃࡛ྜ᱁ࡋࡓ㸱㸰㸱ྡࡢ᪉ࡀᮾி㒔ࡢᩍቭ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉㑅⪃
࡛ࡣ࡞ࡃ୍⯡㑅⪃࡛ᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆฟ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࠊྜࢃࡏ࡚㸱㸳㸮ྡ௨ୖ࡞ࡾࡲࡍࠋ
⌧⫋ὴ㐵ᩍဨࡣ㸯㸷㸲ྡ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㸲㸱ṓ௨ୗࡢ᪉࡛ᩍㅍࡽ㸵ᖺ┠ࡽࡢඛ⏕ࡀཷࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊᖺᗘ㸦ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ㸧ࡲ࡛㸰㸰㸮ྡࢆ㏻⟬࡛ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⟶⌮⫋ೃ⿵⪅
࠸ࡗ࡚ࠊA 㑅⪃ࡢ᪉ࡀ୰ᚰ࡛ࡍࠋA 㑅⪃࠸࠺ࡢࡣࠊ㸲ࠊ㸳ᖺᣦᑟࢆࡸࡗ࡚ࡽࠊᰯ㛗
᪼௵ࡍࡿ࠸࠺ไᗘࡀᮾி㒔ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢὴ㐵⪅ࡀ㸯㸮㸯ྡࠊᖺࢆධࢀࡿ
㸯㸯㸮ྡ࡛ィ㸱㸱㸮ྡ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ㝈ࡗ࡚⏦ࡋୖࡆࢀࡤࠊᣦᑟࠊ⤫ᣓᣦᑟࡀᮾி㒔య࡛ࡣ
㸳㸰㸷ྡ࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⪅ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸵㸮ேࡢ㸯㸱.㸰㸣࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ
ᩘᏐⓗࡣᑡ࡞࠸࠾ឤࡌ࡞ࡽࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⚾ࡣᖺ࡛ᣦᑟࡋ࡚㸯㸶ᖺ┠࡞ࡾ
ࡲࡍࡀࠊ╔௵ࡋࡓ࡚ࡢᙜࠊᖹᡂ㸯㸯㹼㸯㸰ᖺࡢࡇࢁࡣࠊᑓಟචチ➼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᣦᑟࡀ
ࢇ࠸࡞ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡍࠋ㸯㸲᮲㐺⏝Ꮫ㝔ὴ㐵ࡸ᪂ᩍ⫱ᏛᏛ㝔ὴ㐵ࡢ᪉ࡀ୍㒊ᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᙜẚ࡚ࠊᑓಟචチࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᣦᑟ➼ࡀࠊ㠀ᖖ
ከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ᩍ⫋Ꮫ㝔ಟࡢᰯ㛗࣭ᰯ㛗ࡀ㸳㸮ே࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾி㒔ࡣࠊබ❧ᑠ࣭୰࣭
㧗➼Ꮫᰯࠊ≉ูᨭᏛᰯ➼ࡀ㸰㸯㸱㸲ᰯࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᰯ㛗࣭ᰯ㛗ࡀ㸳㸮ே⤫ᣓᣦᑟ࣭
ᣦᑟࡀ㸵㸮ேࠊࡑࡋ୍࡚ࡘ๓ࡢ⏬㠃ࡢ㸱㸳㸮ேࡢࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢ᪉ࡓࡕࡀࡸࡀ࡚᭷
㈨᱁࡞ࡗ࡚ୖࡀࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊᰯ㛗ࠊᰯ㛗ࡢඛ⏕᪉ࡢ୰ࠊࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࠸࠺ࡢࡣࡇ࠺ࡔࠖ
ゝࡗ࡚ࡃࢀࡿ⟶⌮⫋ࡀቑ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㐃ᦠ༠㆟ࡣࠊᖺ㸰㹼㸱ᅇ㛤࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᖺࡣ㸱
ᅇ⾜࠸ࡲࡍࠋࠊᮾி㒔ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿඹ㏻⛉┠ࡢᐇ≧ἣࡢᢕᥱࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢ㐃
ᦠ༠ຊᰯ࡛ࡢᐇ⩦ࡢᐇ≧ἣࢆ⚾ࡶࡢᣦᑟ➼ࡀᢕᥱࡋ࡚ࠊᏛࡢඛ⏕᪉ࡸࡾࡾࢆࡋ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⪅ࡢᒚṔࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝㄢ㢟ࢆㄪᰝࡢᙧ࡛᫂ࡽࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋά⏝≧ἣࡋ࡚ࠊᏛᰯࡸᩍ⫱ጤဨࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆಟࡋࡓ⌧⫋ࡢᩍဨࡓࡕࡀࡢ
ࡼ࠺ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡶᢕᥱࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 ᪥࠾♧ࡋࡋࡓࣞࢪ࣓ࣗࡶධࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡘㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡣࠕᏛ㒊᪂༞Ꮫ
⏕⌧⫋ᩍဨࡢ࡚ࢆᑐ㇟ࡋࡓಟ⪅ㄪᰝ࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡣ㐣ཤ㸱ᖺ㛫㝈ࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺࡣᖹᡂ㸰㸶ࠊ㸰㸵ࠊ㸰㸴ᖺࡢ㸱ᖺ㛫ಟࡋࡓ᪉ࢆࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡶྵࡵ࡚㏣ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡘ┠ࡣࠕ⌧⫋ὴ㐵ᩍဨࡢಟᚋࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊὴ㐵ࡍࡿ࠸࠺ࡇ
ࡣᮾி㒔ࡢබ㈝࡛㸯ᖺ㛫ࠊ⤥ࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽ㛗ᮇὴ㐵ࡉࢀࡿࢃࡅ࡞ࡢ࡛ࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀ
ࡽ⚾ࡶࡣᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡽ⟶⌮⫋ࠊᏛᰯ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࡇ࡛㑅⪃ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢᡠࡗ࡚ࡁࡓ⌧⫋ࡢ᪉ࡓࡕࡀࡢ⛬ᗘࡢࡼ࠺⟶⌮⫋㑅⪃ࢆཷࡅ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊཷࡅࡼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺᗘࡣࡇࡢ㸱ᅇࡢࠊࡘࡢᏛ㝔ࢆゼၥࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸵᭶㸯㸲᪥ࡢ᪩✄⏣
ᏛᏛ㝔ࢆゼၥࡋࡓࡇࢆ⓶ษࡾࠊ᭱ᚋࡣᮾிᏛⱁᏛࢆᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯㸯᭶ゼၥࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋゼၥࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㐃ᦠ༠㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋእ㒊᭷㆑⪅ࡢ᪉㸰ྡࠊ㐃ᦠᏛ
௦⾲⪅ࡢᩍᤵࠊࡘࡲࡾᏛࡢᩍᤵࡀࡢᅄࡘࡢᏛࢆᅇࡗ࡚ࠊࡑࡢᤵᴗࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡉࢀ࡚
ࡈពぢ➼ࢆ㡬ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚༊ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨࡢᣦᑟᐊㄢ㛗㸰ྡࠊ㐃ᦠ༠ຊᰯ
㸦ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ㸧ࡽ㸱ྡࠊࡑࡋ࡚ᩍ⫱ᗇࡢ㒊ㄢ㛗࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢୖྖ࡛࠶ࡿ◊ಟ㒊㛗ࠊᮏ
ᗇࡢேࠊ⥲ົࠊᣦᑟࡢྛᢸᙜࡢㄢ㛗ࠊࡑࡋ࡚⚾⮬㌟ࡶࡍ࡚ゼၥࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 Ꮫゼၥࡢ࡞ෆᐜࡣᅄࡘ࡛ࡍࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣඹ㏻࡛ᐃࡵ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊྛᏛ࡛≉Ⰽ࠶ࡿ
ᩍ⫱ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࡇࢆࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᤵᴗࡢཧほࢆ㸷㸮ศࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢᚋࠊᤵᴗ⪅ࡢඛ⏕ࠊᩍᤵ➼ࡼࡿ⮬ホ༠㆟ࠊࡑࡢ༠㆟ࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࠊ
⌧⫋ᩍဨࠊ⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࡢ௦⾲⪅ࡀཧຍࡍࡿᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ᚋඹ㏻࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ
ゞ㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ⾜࠺࠸࠺ࡼ࠺ᖺࡢሙྜࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᡂᯝㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡓᚋ
࠸࠺ࡇ࡛࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡿពࠊୡ⏺ⓗぢ࡚ࡶᕧ࡞㒔ᕷ࡛࠶ࡿᮾி㒔ࡀࢇ
࡞ࡩ࠺ᩍ⫋Ꮫ㝔㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࠊ⯆῝࠸ヰࢆ࠾⪺ࡁ࡛ࡁࡓᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶඹ㏻࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᩍ⫱ጤဨᏛ㝔
ࡢ㛫࡛᧿ࡾྜࢃࡏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊෑ㢌ᩍ⫱ጤဨࡋ࡚ࡇ࠺
࠸࠺ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ᅄࡘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡀࡇ࠺࠸࠺ᩍဨ
ࡀⰋ࠸ᩍဨࡔ࠸࠺ᣦᶆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ㸲ேࡢඛ⏕᪉ෑ㢌ࡈⓎゝ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㸯㸮ศ࡛࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠾㢪
࠸ࡋࡲࡋࡓࡇࢁࠊయⓙࡉࢇ㛫ࢆᏲࡗ࡚࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸࡚ᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㸲ேࡢඛ⏕᪉ࡢ୰࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋ▱ࡾࡓ࠸ࡇࡸࡈ㉁ၥ➼ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊ┦࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋྥᒣඛ⏕࠺ࡒࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ᪩ᕝᩍ⫱㛗ఛ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⌧⫋ᩍဨࢆὴ㐵ࡍࡿேᩘࡣࡸࡣࡾቑࡸࡋࡓ࠸ࠊࡉ
ࡾ࡚ᐃᩘࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋඛ࢝ࣥࣇࣝࢆᡴࡘࡇࡀࡔ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚ࠊࡃࡑ
ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࡲࡔ࡛ࡁ࡚㛫ࡶ࡞࠸ࡦࡼࡇ࡛ࡍࡽࠊ࢝ࣥࣇࣝࢆᡴࡓ࡞࠸ࡩ
ࡽࡩࡽ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋඛࡢ㯤Ⰽࡢᮏࡢ㸯㸳࣮࣌ࢪ࡛ࡋࡓࠊࡓࡃࡉࢇࡢேࡀὴ㐵ࢆ
ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ົᒁࡸᣦᑟࡶࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ㎶ࡾఱᩍ⫱㛗ࡢࡈⱞປࡸᡂຌ
ࡋ࡚࠸ࡿసᡓࡢ⛎ᐦ࡞ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
㸦᪩ᕝ㸧 ᮇᚅࢆ㎸ࡵ࡚⾜ࡏࡓேࡓࡕேୖࡢฎ㐝ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣࡾ୍␒ࡁ࡞
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ࡸࡿẼࡘ࡞ࡀࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ㝿ࡑࡶࡑࡶே࠸࠺ࡶࡢࡣ࠸࠺ヰ࡞ࡿࡶࡋࢀ
ࡲࡏࢇࡀࠊ⚾ࡀᛮ࠺ࡣࠊඃ⚽ࡔࡽࡑࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥᑵ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ୍⏕ᠱࡑࡢ
࣏ࢪࢩࣙࣥᑵ࠸୍࡚⏕ᠱ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊ⮬↛ࡑࡢࢫ࢟ࣝࡀ㌟࠸࡚ࡃࡿ࠸࠺㒊
ศࡢ᪉ࡀࡣࡿከ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ⮬ศࡢࢆᣲࡆࡿࠊ⚾ࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡽᒱ㜧ᕷࡢᩍ⫱㛗࡞ࡗࡓࡢࡔ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊᒱ㜧ᕷࡢᩍ⫱㛗࡞ࡿࡁࡶᮏᙜ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣏ࢪ
ࢩࣙࣥᑵࡃࡁࡣᮏᙜ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀࠊㄡ⮬ศࡢࡼ࠺࡞ࠊࡶࡋ
ࡋࡓࡽࠊࡽࡋࡃ࡞࠸ே㛫ࢆ᥎ᣲࡋ࡚ࡃࢀࡿඛ㍮ࡀ࠸ࡓࡋࡓࡽࠊࡑࡢඛ㍮ࡣ㏞ᝨࢆࡅ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋㄡࡣศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࠋࡑ࠺ࡸࡗ୍࡚⏕ᠱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ
ࡑࡢࡀࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡋ࡚ࠊࡔࢇࡔࢇࡽࡋࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࠊࡑࡢࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡼ࠺
࡞ࡿ࠸࠺ࡇࢆከࡃぢ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡔࡽᩍ⫋Ꮫ㝔⾜ࡗ࡚Ꮫࢇࡔேࡓࡕࡶࡑ࠺࠸࠺ົᒁᑵࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ
ࣇࢵࢺࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࢇ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ⌧ࡲ୍࡛ேࡶ࠸ࡲࡏࢇࠋࡳ
ࢇ࡞ᑵࡅࢀࡤ୍⏕ᠱࡸࡗ࡚ࡃࢀࡓࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓᏛࡧࡢⰋࡉࡶ༑ศᏛ㝔࡛ࢃࡗ࡚ࡁࡓேࡓ
ࡕ࡛ࡍࡽࠊࡳࢇ࡞ࡀᮇᚅᛂ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࣇࣛࢵࢺఱࠎᑠᏛᰯ࡛㡹ᙇࡗ࡚࠸
ࡿேࡀ࠸ࡿࠊࡇࡕࡽࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ⤊ࢃࡗࡓேࡀ࠸ࡿࠊ࡛ࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢே㡹ᙇࡗ࡚ࡶࡽ
࠸ࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇࢆ࡞ࡿࡃேୖࠊ㓄៖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀዲᅇ㌿ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡃᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣ࡞ࡾពᅗᛶࡢ࠶ࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊேᢸᙜ⪅ࡸேỴᐃᶒࡢ࠶ࡿே
ࡓࡕࡀࡑ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣ୍␒ࡢࡸࡿẼࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ேࢆቑࡸࡍᕤኵࡣఱ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦᪩ᕝ㸧 ࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋࠊୡࡢ୰ⓗᏛᰯᑐࡍࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞せᮃࡣከ࠸ࡋࠊ࠸ࡘࡢ
௦࡛ࡶᩍ⫱ᨵ㠉࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊຍ㏿ᗘⓗࠊࡋࡶࡇࢀࡽࡶࡑ࠺࡞
ࡿࠊࡑࡋ࡚ AI ࡞ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡲ࡛↛㐪࠺≧ἣࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓせᮃ࠸࠺
ࡢࡣࢇࢇᏛᰯ᮶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ⪏࠼ࡽࢀࡿ⟶⌮⫋ࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡛ࠊࡲ࡛
ࡢ⩏ົᩍ⫱࡛ࡶ㧗ᰯ࡛ࡶࠊⰋ࠸Ꮫ⣭ࢆసࡗࡓඛ⏕ࡀ࠸࠸Ꮫᰯ⤒Ⴀࢆ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࠊࡃ㐪
࠺ࡣゝ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࢥ࣮ࣝࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࠊṧᛕ࡞ࡀ
ࡽࡑࡇࢆᏛࡪᶵࡀ⩏ົᩍ⫱ࡢ⤌ࡳࡢ୰࡛ỴᐃⓗḞⴠࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡇࢆ⿵࠼ࡿࡢࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡋ࡚ࡣᩘⓗ㊊ࡾ࡞࠸࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋࡔࡽ⾜ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓேࡣࠕࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮
࡛ࡣ㥏┠࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓ᪉ࡣ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࢆࡇࢀࡽᑗ᮶ᢸࡗ࡚࠸ࡃ⩏ົᩍ⫱ࡢ≉➹ࡀศࡾࠊ
ࡑࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡼࠖ
࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾ◊ಟ➼ᐃᩘࡣࡶࡗቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡁࡔ⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᩍ⫋Ꮫ
㝔ࡢ࡞ࡾࡢᮇᚅࡶ࠾⪺ࡁ࡛ࡁࡓ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝㄢ㢟ࠖ
㸦ྜྷỈ㸧 ࡛ࡣࠊᚋ༙㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋᚋ༙ࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㸯㸮ᖺࢆ㏄࠼ࡓᩍ⫋
Ꮫ㝔ࡢᡂᯝࡑࢀࡽㄢ㢟࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡲࡎ
๓༙ࡣᡂᯝࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㸳ศ⛬ᗘ࡛ࡇࡢࡼ
࠺࡞ࡇࡀᡂᯝࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓ
ࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓྥᒣඛ⏕ࡽ࠾㢪࠸
ࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᖇிᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ┬᥎ᐹ
㸦ྥᒣ㸧 㯤Ⰽࡢᮏࡢ㸰㸵࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢാࡁࡣᗄࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⫱ᡂ࠸࠺
ほⅬ࡛ぢࡿ⌧⫋ᩍဨࡢᏛࡧ┤ࡋ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ㛫㐪࠸࡞ࡃࡁ࡞ᡂᯝࢆࡵ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ಟ⏕ㄪᰝࡸࢹ࣮ࢱ࡛ࡶゝ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮㔜Ⅼࢆ⤠ࡾࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍␒᪂ࡋ࠸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡔࠊ
ᩍ⫋Ꮫ㝔ධࡿືᶵࡢ㸯ࡀࠕᩍဨ࡞ࡾࡓ࠸ࡽࠖ㸵㸶ྡࡀ⟅࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᩍ⫋
Ꮫ㝔ධࡿືᶵࡢ㸰ࡀࠕᩍဨ᥇⏝ヨ㦂ⴠࡕࡓࡽ࡛ࠖ㸴㸯ྡࠊࡇࡢୖࡘࡀᅽಽⓗከ
࠸ࡢ࡛ࡍࠋⴠࡕࡓࡽ᪉࡞ࡃᩍ⫋Ꮫ㝔ධࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᜍࡽࡃࡇࡢᏛࡶ
ࡑ࠺࠸࠺Ꮫ⏕ࡀከ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢᏛ⏕ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ᐟ㢟ࡣᢪ࠼ࡓࡲࡲࡔࡅࢀࡶࠊ࠾࠾ࡴࡡᡂᯝࡣᣲࡆ࡚ࡁࡓ⚾ࡢ୰࡛ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ୍ࡘࡣ㧗࠸ᑵ⫋⋡ࡢ⥔ᣢ࡛ࠊࡇࢀࡣ㸷ࢆ㉸࠼࡚࠸࡚ࠊ࠺ࡕࡢᏛ⏕࡛ࡶධࡗ࡚ࡁࡓࡁẚ
࡚Ꮫຊࢆ୍ᐃ⛬ᗘಟࡵ࡚ᩍဨ࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊᏛ㒊༞ᩍ⫋Ꮫ㝔༞ࡢ㐪࠸
ࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ⌧ሙࡢᰯ㛗ඛ⏕ࡓࡕ♧ࡍࡁࠊᗄࡘࡣࡶࡕࢁࢇ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ᫂
☜࡞㐪࠸ࡀ࡞࡞ぢࡏࡽࢀ࡞࠸ࡢࡶᐇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡋࡋ⤖ㄽࡽ࠸ࡃࠊࡑࡢᏛ⏕ࡢᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࡁࡉࡼࡿ㐪࠸࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㸲ᖺ༞㸴ᖺࡢ㐪࠸ࡣ࡞࡞ゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
 ྠࡌ࠼࡛࠸࠸࠺ศࡾࡲࡏࢇࡀࠊఱ༑ᖺ๓ࡣᏛᰯ▷༞ᅄ༞ࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡣ⟶⌮⫋ࡋ࡚▷༞ࡢᩍဨᅄ༞ࡢᩍဨࢆぢ࡚࠸࡚ࡶࠊ㸰ᖺ㸲ᖺࡢ㐪࠸࠸࠺ᖺ㝈ࡢ
㐪࠸ࡼࡾࡶேࡢᕪࡀࡁ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢྠᮇࡢᰯ㛗ࡶ▷༞ࠊᅄ༞ࡢ୧᪉ࡀ࠸ࡲࡋࡓ
ࡀࠊྠࡌ࡛ࡋࡓࠋࡔࡽࡇࡢᩍ⫋Ꮫ㝔༞ࡢ㐪࠸ࢆ࠺ぢࡏ࡚࠸ࡃࡣ⚾ࡢ୰࡛ࡣࡲࡔㄢ㢟࡛
ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡸᩍ⫱⏺ࡢ㈉⊩ࡣࠊᩍ⫱⏺ࡢ㈉⊩࡛ゝ࠼ࡤᖺ㸯᭶ࡢㄪᰝ࡛ࠕᩍ
⫋Ꮫ㝔ࡣᆅᇦ㈉⊩ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊ㸶㸮㸣ࡀࠕ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀᩍ
⫱㛗ࡽࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᆅᇦᕪࡣ࠶ࡿࡅࢀࡶࠊࡑࡇࡑࡇ㜚ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡞࠸࠺ឤࡌ
ࡀࡋࡲࡍࠋ࠶ࡣࠊಖㆤ⪅ࡽࡢホ౯ࡣ୍య࠺ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡣ࠺ࡕࡢᏛࡶ༠యࡶྵࡵ
࡚ᮍ㛤ᣅࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋಖㆤ⪅ࡣ࠺ぢ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊಖㆤ⪅ࡣᩍ⫋Ꮫ㝔༞࠺ࡶ
ศࡾࡲࡏࢇࡽࠊ࡞࡞ㄪᰝࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㎶ࡾࡣ࠺࠸࠺ឤࡌࡣࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋྲྀࡾ࠶࠼ࡎ௨ୖ࡛ࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⌧⫋ࡢඛ⏕᪉ࡣ࡞ࡾ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸
࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡀࠊࡣㄢ㢟ࡢ᪉ࢆ㔜Ⅼⓗ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣ⥆ࡅ࡚㧘℩ඛ⏕ࠊᡂᯝࡋ࡚ࢇ࡞ࡶࡢࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿุ᩿ࡉࢀࡿ࠸࠺ほⅬ࡛࠾
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ヰࡋ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝ
㸦㧘℩㸧 ࠊྥᒣඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓᏛ㒊༞ᩍ⫋㝔༞ࡢ㐪࠸ࡀฟࡋࡃ࠸࠸࠺ࡇ
ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡢᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡣࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ᨵၿᚿྥࢆᣢࡗࡓᩍဨࢆ⫱࡚
ࡿ࠸࠺ほⅬ࡞ࡾࡲࡍࡽࠊ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡁࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ᨵၿ
ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠺ࠊࡑࡢᨵၿࢆࡍࡿࡁࡋࡗࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㇟ࡸࢹ࣮ࢱ࡞ࡾ
࠸࠺ࡶࡢࢆࡁࡕࢇྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡽࢀࡿࡢ࠸࠺ࠊࡑ
ࡇࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡣࠊࣥࢣ࣮ࢺ➼ࢆ᥇ࡗࡓሙྜࡣࠊᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢ⌧⫋ᩍဨᏛ⏕ࡢሙྜࡣࠊ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᙼࡽࡢᏛ⩦ᡂᯝࡀᏛᰯࡸᆅᇦᙺ❧ࡘࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖົᰯࡸᩍ
⫱ᰯ⪺ࡃࠊಟ⏕ࡢ࠺ࡕࡢ㸷㸳㸣ࡀᡂᯝࢆ㑏ඖࡋ࡚࠸ࡿࠊᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡢಟ⏕ࡢሙྜࡣࠊ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᏛࡧࡀ᪂ேᩍဨࡋ࡚Ꮫᰯ
࡙ࡃࡾࡢ᭷ຊ࡞Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ⪺ࡃࠊ㸶㸷㸣ࡀ᭷ຊ࡞Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୍ဨ
࡞ࡗ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᅇ⟅࡛ࡍࠋࡇࢀࡀᮏᙜࡔࡗࡓࡽᒸᒣᏛࡣ⎍࡛ࡍࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࢀࡣ࠺࠸࠺ほⅬ࡛⟅࠼࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡀᮏᙜࡣၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ⚾ࡓ
ࡕࡋ࡚ࡣࠊࡁࡕࢇࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺⫱࡚࡚࠸ࡿࡽࡇ࠺࡞ࡢࡔ㢠㠃࠾ࡾཷࡅྲྀࡽࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡃࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕᮏᙜ㸽ࠖࠋ㏫ࡶࡋᰯ㛗ࡢ❧ሙ࡞ࡗࡓࡽࠊࡶࡋࡋࡓࡽ㠃ಽࡃࡉ࠸ᩍဨ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕࡇࡇࡣ࠾ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠊᰯ㛗ࠖ࡞ゝ࠺ࡼ࠺࡞ᩍဨ
ࡀ࠸࡚ࡶ࠾ࡋࡃ࡞࠸ࡢᛮ࠸ࡘࡘࠊ࡞ࡢ㸷㸳㸣ࠊ㸶㸷㸣ࡀࠕ࠸࠸ࡼࠖゝࡗ࡚ࡃࢀࡿ
࠸࠺ࡢࡣ࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠊᮏᙜࡣ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ
 ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍဨࢆ⫱࡚࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢁࡀ
ࡶࡗᏛᰯࡸᩍ⫱ጤဨศࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡤࠊࡇࡢホ౯ࡣኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑ
ࢀࢆศࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡽࠊࡶࡋࡋࡓࡽḟࡣࡇࡢᩘ್ࡀⴠࡕࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋࡋࠊศࡗ
࡚ࡶࡽࡗࡓୖ࡛ⴠࡕࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣ㐍Ṍ࡞ࡢࡔࢁ࠺ᑡࡋᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡕ
ࢁࢇㄆドホ౯࡞࡛ࡣࡇ࠺ࡸࡗ࡚ฟࡋ࡚ࠊ
ࠕࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖゝ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢᩘᏐࡢពࢆ
⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࠺࠸࠺ᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࢁ࡛⪃࠼
࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ྠࡌࡼ࠺⌧⫋ᩍဨࡢಟ⏕ࡢ୰ࡣࠊᰯ㛗࡞ࡾࠊᖿᩍㅍ࡞ࡾࠊᣦᑟᩍㅍ࡞ࡾࠊᣦᑟ
࡞ࡾࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ࠸࡚ࠊ㈨㉁⬟ຊࡣホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊ
ࢮ࣑࠸࠺ᙧ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊሗ࿌➼ࡢಟሗ࿌ཧຍࡋࡓົᰯࡢᰯ㛗ࡀࠊࡑࡢಟ⏕ࡢ
ᩍ⫱ᐇ㊶⤒㦂ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚ࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⫯ᐃⓗホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡽぢࡿ
ࠊ࠸࠸ࡢ࡞ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆฟࡓࡽᰯ㛗࡞ࢀࡓࡢࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ
ฟࡓࡽᖿᩍㅍ࡞ࢀࡓࡢ࠸࠺ࡇࢁࢆࡸࡣࡾ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ᩘᏐࡣࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍␒㔜せ࡞ࡢࡣ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮
ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࠊᏛᰯࡸᆅᇦࡢႠࡳࡢ୰࡛⏕ࡌࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟ࢆᢈุⓗⓎぢ㸦ศᯒ㸧ࡋ
࡚ࠊࡑࡢゎỴ㸦ᥦ㸧ྥࡅࡓලయⓗ࡞ᡭ❧࡚ࢆㅮࡌ࡚ࠊ࠸Ꮫᰯࡸ⮬ศࡽࡢᐇ㊶ࢆᨵ㠉
ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡸ㇟ࡽ༠ാⓗ᥈✲㸦᳨ド㸧ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㍮ฟ
ࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࢁࡀᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆࢃࡓࡋࡓࡕ⮬㌟ࡀ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ
࡞ࠋࡑࢀࡣ⌧⫋ࡋ࡚ࡶᏛ㒊᪂༞ࡋ࡚ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ⮬ศࡀࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠸࠸ࡢࡔ࠸
࠺ᤵᴗほࡸᏛᰯほࠊ⏕ᚐほ࡞ࢆ࠸ࢁ࠸ࢁᣢࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ㸯ᅇᔂࡋ࡚࠶ࡆ࡚ࠊ࡛
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ࡣ࠺࡞ࡢ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࠋ
 ࡑࡢ⪃࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊࡓࡔ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᑡࡋᘬ࠸ࡓ㒊ศ࡛
࠸࠺⾲⌧ࡀ࠸࠸࠺ศࡾࡲࡏࢇࡀࠊே࣭≀࣭ࢆᐈほどࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃࠋࡑ
ࡢࡁࡣ⌮ㄽ್࡞࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ୰࡛ࡋࡗࡾ⪃࠼ᢤ࠸࡚࠸ࡃࠋࡑ
࠺࠸ࡗࡓᩍဨࢆ㣴ᡂࡋ࡚㍮ฟࡍࡿࡇࡀᡂᯝ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚
ࡢᩍᖌ࠸ࡗࡓࢹࣥࢸࢸࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝ࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ┠ⓗࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕ
ࡋ࡚ࡢᩍဨ࠸࠺ࡇ↷ࡽࡋ࡚ホ౯ࢆࡍࡿࠋᩘᏐୖࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࡅࢀࡶࠊࡑࢀ௨ୖࠊᏛᰯ࡙ࡃࡾࡢ᭷ຊ࡞ᩍဨࡋ࡚࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺❧ሙ࡛࠸࠺ࡇ
࡞ࡣ㏣ຍࡋ࡚࠾⪺ࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࡢࡇࢁࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
㸦㧘℩㸧 ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ┦㛵ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡈሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࡛ࡣ᪩ᕝඛ⏕ࠊᒱ㜧ᕷࡣ࠸ࡀ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ
ᒱ㜧ᕷࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⏕ࡢࡑࡢᚋ
㸦᪩ᕝ㸧 ඛྥᒣඛ⏕ࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊಟᚋࡢࡑࡢᚋ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡢ࡛ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ㸯㹼㸵ᮇࡲ࡛㸵㸶ྡಟࡋࡓ࠺ࡕࡢ㸲㸵ྡ㸦㸴㸮㸣㸧ࡀົᒁࡸ⟶⌮⫋
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸯㹼㸳ᮇࡶ๓༙ࡔࡅ⤠ࡿ㸶㸯㸣ࡀ⟶⌮⫋࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࡞ࡾࡢ☜
⋡࡛ᮇᚅᛂ࠼࡚࠸࡚ࡃࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊぢ࡚࠾࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡣࠊṧࡾ
ࡢ㸷ྡࡀ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᙼࡽࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠺࠸࠺ࡢࡣࣇ࢛
࣮ࣟࢵࣉࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊఱࡽࡢᙧ࡛⟶⌮⫋ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡅࡿࡢࡔᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
 㧗ᰯ࣭≉ูᨭࡣ㸱㸶ே୰㸯㸯ྡ࡛㸰㸷㸣࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⚾ࡣᛮࡗࡓࡼࡾⓏ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞
ᛮࡗ࡚Ᏻᚰࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᏛࡢඛ⏕ࡓࡕࡣ࠾ឤࡌ࡞ࡿ࠺ศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ
ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㧗ᰯࡣࠊᩥࡢ㐪࠸࡞ᡭ⮬ศࡓࡕ࡛ゝࡗ࡚ࠊ┴⫋ဨᩍဨࡢ⁁ࡼࡾࡶࠊ
ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㧗ᰯࡢ⁁ࡢ᪉ࡀࡁࡃࠊ┴ᩍጤࡢ୰࡛ࡶ௰ࡀࡼ࠸ࡣ࠸࠼ࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡀᏛ
୍⥴᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊⓏ⏝⇕ᚰ࡞⩏ົᩍ⫱ᬑ㏻ࡸࡗ࡚࠸ࡿ㧗ᰯ࠸
࠺ࡢࡣேࡀᑡࡋ㐪࠺࡞࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡀࡇ࠺࠸࠺ሙ㠃࡛ࠊᏛ㝔⾜ࡗ࡚Ⰻࡗࡓ࠸࠺ホ౯ࡀࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ‶㊊ᗘࡢ᪉
ࡀ㧗ᰯࡼࡾࡶᑡࡋ㧗࠸࠸࠺ࡢࡣࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ㧗ᰯࡣ⟶⌮⫋┠ࡀྥ࠸࡚࠸࡞࠸ࡽࡔ
ゝ࠼ࡲࡍࠋᩍဨࡢᩘࡢ୰࡛ࡢ⟶⌮⫋ࡢྜࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡋࡋࠊ⚾ࡣఱᗘ⪺࠸࡚ࡶពእᛮ࠺ࡢࡣࠊ◊ಟ⾜ࡗ࡚ⰋࡗࡓⅬ࡛ࠊᙼࡽࡀ␗ཱྀྠ㡢
ゝ࠺ࡢࡣࠕᰯ✀ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖ
ࠕேࡢᕠࡾ࠸ࡀࡼࡗࡓࠖ࠸࠺ࡇࡀ㠀ᖖࡁࡗࡓ
࠸࠺ࡢࡣࠊ࠺ࢀࡋ࠸ࡇ࡛ࡍࠋ
◊ಟࢆ⤊࠼࡚ఱࡀఙࡧࡓ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᮏேࡣ࣮ࣜࢲ࣮ᛶࡸᏛᰯ⤒Ⴀࠊᩍ⫱ほࠊ⌮ㄽࡀఙ
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ࡧࡓゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᰯ㛗ࡣࡑࢀᑐࡋ࡚ࡑࢀホ౯ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᮏேࡢホ౯ࡼࡾᰯ㛗ࡢ
ホ౯ࡢ᪉ࡀప࠸ࡢ࡛ࡍࠋぢ࡚࠸࡞࠸ࡔࡅࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠋྠࡣ◊ಟဨࡽఱࢆ⪺࠸
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᩿ࢺࢶࡣࠕᏛ㝔ࡣኚຮᙉ࡞ࡿࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡢヰࡣࡐ
ࡦ࿘ࡾᗈࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺ಟ⏕ࡣ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࠊᏛࡢඛ⏕᪉ࡀኚẼ࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡿࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮⌧⫋ᩍဨࡀ୍⥴ࡢ
ᤵᴗࢆࡸࡿࠊᕪࡀ࠶ࡾࡍࡂ࡚ᩍ࠼ࡃ࠸࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⫋ᩍဨࡣࡃẼࡋ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇࠋࡴࡋࢁࠕᙼࡽࡢⓎゝࡀࡲࡪࡋࡍࡂࡿࠖ
ࠕࡑࡢ⣲┤ࡉࡀ㠀ᖖ่⃭࡞ࡿࠖ࡞ゝࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡗ࡚ࡶ⌧ሙࡢᩍဨࡢேࡢୡ⏺ࢆࢃ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࠊᩍ࠼ࡿഃࡣᩍ࠼ࡃ࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢ㎶ࡣඃ⚽࡞⌧⫋ᩍဨ࡞ࡢ࡛࠺ࡲࡃྲྀࡾ
ධࢀ࡚ࡃẼࡋ࡞࠸࡛ࡸࡗ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ࡢࡣᏳᚰᮦᩱࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢫࢺ࣮ࣞࢺ⌧⫋ࡢேࡓࡕࡢ┦ຠᯝࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࡶ⤖ᵓ
࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡲࡋࡓࡽࠊ▼⏣ඛ⏕ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ▼⏣ඛ⏕ࡣࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࡢ㛵ಀ
࡛ࠊᡂᯝㄢ㢟ࢆ⥆ࡅ࡚㸯㸮ศ࡛࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᮾி㒔ࡢᡂᯝㄢ㢟
㸦▼⏣㸧 ᮾி㒔ࡢሙྜࠊ⌧⫋ࡢᩍဨࡢ᪉ᩍ⫱⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࢆྜࢃࡏ࡚⌧⫋ᩍဨࡋ࡚ᤊ࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࢆᑐ㇟ࡋࡓඹ㏻タᐃࡍࡿ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࢆࡑࢀࡒࢀタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࡛ࠊྜࢃࡏ࡚ᡂᯝㄢ㢟ࡋ࡚ሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ᮾி㒔ࡋ࡚ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᏛ㒊ẁ㝵
࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᏛ㒊ẁ㝵࡛ࡣ㌟ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊ▱ぢࢆ
Ꮫࢇ࡛ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋྛᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆゼၥࡋ࡚ࠕᏛ㒊ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚ࡢ
ࠊᏛࡧࡀࡢࡼ࠺㐪࠸ࡲࡍࠖ⪺ࡃࠊࡢᏛࡢ᪉ࡶ୍ᵝ࠾ࡗࡋࡷࡿࡢࡣࠊ
ࠕᏛ㒊
ẁ㝵ẚ࡚῝ࡃࠊከ㠃ⓗࠊከᵝࠊࡌࡗࡃࡾᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕᐇ⩦ᰯ࡛ᮏᙜᐇົࢆ
㏻ࡋ࡚Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋඛࡈ⤂ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡈ⤂
ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡢᡂᯝࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ
ࠕඹ㏻࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㸳㡿ᇦࡢ฿㐩┠ᶆࢆᡤᒓ㸦ᰯ㸧
࠾࠸࡚ࡢ⛬ᗘ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࢆᡤᒓ㛗⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᡤᒓ㛗ࡣ㸶㸰.㸶㸣ࡀ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿ⫯ᐃⓗᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᏛಟࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡅ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ⬟ຊࠖࢆᗄࡘ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊ୍␒ከࡗࡓࡢࡣࠊ㸯㸳㸵ྡ୰㸷㸶ྡࡀࠕ⮬ᕫ◊ࡉࢇບࡴຊࠖ⟅࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ
⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵከᵝ࡞ᡭࡔ࡚ࢆྲྀࡗ࡚㸯ᖺ㛫ࠊ㸰ᖺ㛫Ꮫࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊᏛࡧࢆ⤊࠼࡚⌧ሙ❧ࡗ࡚ࡽࡶࠊࡋࡗࡾ⮬ศࡢࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚⮬ศ࡛Ꮫಟࡋ࡚࠸ࡃ
ຊࡀᙉ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠕ୍⯡ࡢ᥇⏝⪅ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢಟ⏕⫋ົ⾜ື㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖ࠸࠺㉁ၥࡘ࠸࡚
ࡣࠊ
ࠕ࠶ࡿࠖ⟅࠼ࡓேࡀ㸳㸶㸣࡛ࡍࠋ࡞ពぢࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊᩍ⛉ࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗ࡉࠊ
≉᪥ⓗㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴពḧࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄢ㢟ゎỴࡢࣉ࣮ࣟࢳࠊศᯒ࡞ඃࢀࡓຊࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔࠾࠸࡚ࠊᩍ⛉ᣦᑟࡢㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ᨵၿ⟇ࢆᏛࢇࡔ
ᐇ⦼ࡀࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛༶ᡓຊࡋ࡚Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᑓ㛛ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢㅮ⩦࣭◊ಟ
ࢆཷㅮࡍࡿࡁࠊ⮬ᕫ◊㛑ບࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᰯ㛗ඛ⏕᪉ࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲᗄࡘᘬ⏝ࡋ

全体会－43

ࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡵࡿࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢᩍ⛉➼ࡢᣦᑟ᪉ἲ㺃ᣦᑟᢏ⾡㛵ࡍࡿ⬟ຊࡢ㧗ࡉࡸࠊᩍᖌ
ࡋ࡚ࡢᏛࡧ⥆ࡅࡿጼໃ࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ฟ㌟⪅ࡣᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ⟶⌮⫋ࡣ⪃࠼࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ୍᪉ࠊㄢ㢟࡛ࡍࡀࠊ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᏛಟࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡘ࠸࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ⬟ຊࡣఱࠖ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࠕ⤒Ⴀཧຍࡢពḧࠖᅇ⟅ࡋࡓᰯ㛗ඛ⏕᪉ࡀ㸰㸶㸣࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㸰㸶㸣ࡶ࠸ࡿ
࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡶࡋ࡚ࡣඛ⯡ࡽ⏦ࡋୖࡆ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ
ᩍ⫋Ꮫ㝔ฟ㌟⪅ࡸࡣࡾࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᑗ᮶ࡢᖿ㒊ೃ⿵⏕ࡋ࡚⫱ࡗ࡚
࠸ࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ⟅⏦➼ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⤒Ⴀࡲ࡛⮳ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⮬ศ
ࡢᩍ⛉ࠊᏛ⣭ᢸ௵ࡋ࡚ࡢ᪥ࠎࡢ⫋ົຍ࠼࡚ࠊ⤒Ⴀཧຍࡢពḧࡸែᗘࡀࡶ࠺ᑡࡋ㧗ࡲࡗ࡚
ࡶ࠸࠸ࡢ࡞⪃࠼ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊᏛ㝔࡛Ꮫࡪ㛫ࡑࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡢ⛉┠ࠊࡈᣦᑟࡀ࠶ࡿ
࠶ࡾࡀࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⫋ົ⾜ືࡘ࠸୍࡚⯡ࡢ᪉ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡢ᪉࡛㐪࠸ࡣ࠶ࡿࠖ࠸࠺㉁
ၥࠕ࡞࠸ࠖ⟅࠼ࡓ᪉ࠎࡢ⌮⏤࡛ࡍࡀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡢ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅
ࡢᑐᛂຊࡣᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡋ㣴࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⬟ຊࡀప࠸ࡓࡵࠊࡢᩍ⫋ဨ࠺ࡲࡃពᛮ㏻ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ᛶࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ศࡣຮᙉࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔ࠸࠺ጼໃࡀฟ㐣ࡂࡿࠊࡇ
࠺࠸࠺ホ౯࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊ㸯ᖺ┠ࡢᩍဨࡋ࡚ㅬࡇ࠺ࢆᆶࢀ࡚Ꮫ
ࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶᣦᑟࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣࡶࡗ
ࡶ࡞ࡇ࡛ࠊࡸࡣࡾ⌧ሙ❧ࡓ࡞ࡅࢀࡤᏛ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣᙜ↛࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡢయ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡶ㸳Ꮫ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀ
ࡽᏛᰯ⤒Ⴀࡢཧ⏬ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯ⌧ሙ࠾࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࠊ
ඣ❺࣭⏕ᚐ⌮ゎຍ࠼࡚ಖㆤ⪅⌮ゎ➼ࢆᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡣ⫱࡚࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⥆࠸࡚⌧⫋ᩍဨ࡛ࡍࠋ⌧⫋ᩍဨࡢᏛಟ࡛ࡍࡀࠊ㸵ᖺ௨ୖࡓࡗࡓ᪉ࢆᮾி㒔ࡢሙྜࡣὴ㐵ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㸵ᖺ㛫௨ୖࡢᮾி㒔ࡢᩍ⫋⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌮ㄽᐇ㊶ࢆ 㑏ࡉࡏࡓࠊົࡋ࡞
ࡀࡽ࡛ࡣ㌟ࡅࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯ᖺ㛫Ꮫᰯࢆ㞳ࢀࡿ࠸࠺㛗ᮇ◊ಟࡢⰋࡉࢆᏛഃࡶࡋࡗࡾᤊ࠼࡚
࠸ࡓࡔࡃࡋࠊࡈᮏேࡶ㸯ᖺ㛫㞳ࢀࡿ࠸࠺ࡇࡢⰋࡉࢆᤊ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᡂᯝ࡛ࡍࠋ㸳㡿ᇦࡢ୰࡛ࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࠕᩍ⛉➼ࡢᣦᑟἲࠖࡢ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠖࠊ
ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓᰯ㛗ඛ⏕ࡀ㸷㸮.㸶㸣㧗࠸ホ౯ࢆ㡬࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᡤ
ᒓ㛗ࡢ࡞ពぢࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍࠊ࠼ࡤᮾி㒔◊✲ᅋయ➼ࡉࡲࡊࡲ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡶࡀᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿ◊ಟࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㒔ࡢ◊✲࠾࠸࡚◊✲㒊㛗ࡋ࡚ᖌ⠊ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡋ࡚ᤵᴗࢆ♧ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣⱝᡭᩍဨࡢᤵᴗసࡾࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡶ
ᤵᴗཧほࢆ⾜࠸ࠊᣦᑟⓗᙺࢆᯝࡓࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ᮾி㒔ࡶᩍဨࡢୡ௦௦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࠼ࡤᑠᏛᰯࡣᩍဨࡢᖹᆒᖺ㱋ࡀ㸱㸷.㸶ṓ࡛ࡍࠋ
ᩍ⫋Ꮫ㝔ฟ㌟⪅ⱝᡭࡢ᪉ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡃຊ࠸࠺ࡢࡣࠊᡤᒓ㛗ࡋ࡚ࡣ
㠀ᖖᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋࡶᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࠊᩍ⛉ᣦᑟຊࡢྥ
ୖࠊࡑࡋ࡚ᤵᴗຊྥୖ⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
 ୍᪉ࠊㄢ㢟࡛ࡍࠋ࡚ࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆಟࡋࡓ⌧⫋ᩍဨࡢಟᚋࡢ⫋ᒙࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
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ࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛⟶⌮⫋࡞ࡗࡓேࡀ㸱㸶㸣࠸࠺ྜ࡛ࡍࠋ㸯㸮ᖺࡢᡂᯝ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡇࡑࡇࡢ
ྜ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈពぢࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡶࡋ࡚ࡣᩍ⫱⟶⌮⫋ࡸᰯ㛗ࢫ
ࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡢࡀࡲࡎࡣ┠ᶆ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ㸱㸶㸣ࡢᑐഃࡢ㸴
㸰㸣ࡢ᪉ࡓࡕࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘᮎࡢ㸱᭶ဨ࠾ኌࡅࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢ㸯ᖺ㛫ࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ
ಟ⪅ࡀࠊࡘࡲࡾᖹᡂ㸰㸷ᖺὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮࡛Ⓨ⾲ࢆࡋ
ࡲࡍࠋࡑࡇ࠾࠸࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡣ㸰ᖺࠊ㸱ᖺࡓࡕࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࢫࢸ࣮ࢪࢵࣉ
ࡣ࠺࡛ࡍࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞࠾ヰࢆ⚾ࡶࡶᕪࡋୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊᏛಟࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡅ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡛పࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠕ⤌⧊㈉⊩ຊࠖ
⟅࠼ࡓᰯ㛗ඛ⏕ࡀ㸲㸳.㸷㸣ࠊࠕ⾜ᨻᏛᰯࡢ㛵ࢃࡾࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᗈ࠸ど㔝ࠖࡀ㸰㸳.㸰㸣࠸
࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡶᚋᗈࡆ࡚࠸࡞ࡃ࡚࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࡋ࡚ࡣࠊᩍ⫱
⟶⌮⫋ೃ⿵⪅ࡢὴ㐵⪅ࢆ⌧⫋ᩍဨ୍⥴ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࡓࡕ⌧⫋ᩍဨ
ࡣ㐃ᦠࢆ᪥ࠎྲྀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽᏛ㝔ᣦᑟࡋ࡚ὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࠊᏛಟࡼ࠸ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࣇࣟࡶ᮶࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡶᩍ⫋Ꮫ㝔ࢆ
ฟࡓ⤫ᣓᣦᑟࡀࡇࡢᢸᙜࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ⪅ࡀᏛᰯࢆゼၥࡍࡿ㝿ࡣࠊࡸࡣࡾࠊ
ࠕ⤌
⧊㈉⊩ຊࠖࠊࠕ⾜ᨻᏛᰯࡢ㛵ࢃࡾࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᗈ࠸ど㔝ࠖࡢ㸰Ⅼࡘ࠸࡚ྛᏛ࡛ࡣࠊᣦᑟ
ࢆᖖࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ᙧ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡵࡲࡍࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ຊࡋ࡚ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⪅ࡣࠊ⤌⧊㈉⊩ࡍࡿ୍ேࡢ࡞
ேᮦ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᗈ࠸ど㔝ࢆࡶࡓࡏࡿࡇࡀ≉ᚲせࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᩍ⫱ㄢ㢟ࡣከᵝ࡛ࠊ
ゎỴࡣᅔ㞴ࢆక࠸ࡲࡍࠋᮏᙜᑀ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡇࡀ᪥ࠎᏛᰯ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ
୰࡛ࠊࡑࡢㄢ㢟㸯ᑐ㸯ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊᗈ࠸ࢳࣕࣥࢿࣝࠊᗈ࠸ど㔝ࢆࡶࡗ࡚࠸ࢀࡤゎ
Ỵ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࢆ⌧⫋ᩍဨࡢ᪉ࡣὴ㐵ࡉࢀࡿ୰࡛ᇵࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢫࢺ࣮ࣞࢺ⌧⫋ࡑࢀࡒࢀศࡅ࡚ᡂᯝㄢ㢟ࢆ࠾ヰ࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋࢫࢺ࣮ࣞࢺࡢ᪉ࡣ⮬ᚊⓗᏛࡪຊࡀ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ⫋ົ⾜ື࡛㐪࠸ࡀ࡞࠸࠸࠺᪉ࡶࡓࡃࡉࢇ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࢀࡽ
⌧ሙ࡛࡞࠸⤒㦂࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀࡶࡕࢁࢇ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡣ࠾ࡵ࡞ࡗ࡚
ࡽຊࢆࡅ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
㸦▼⏣㸧 ୍ࡘ⤂ࡋᛀࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᏛ㝔ࢆᅇࡗ࡚࠸࡚ࡍࡈࡃ࠺ࢀࡋ࠸ࡇࡀ୍ࡘ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ
ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔ࡔࡼࡾࠖ࠸࠺ࡢࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ⌧⫋ὴ㐵ࡢ᪉ࡀ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ⋢ᕝᏛὴ
㐵ࡋ࡚࠸ࡿ㊊❧༊ࡢỤ㷂࠸࠺ὴ㐵⪅࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺༑ఱྕฟࡋ࡚࠸࡚ࠊ⮬ศࡢᏛᰯࡸ⮬
ศࡢᆅ༊ᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᏛࡧࢆ A㸲⣬㸯ᯛࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡲࡵ࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢⰋࡉࡸࡑࡇ⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀᗈࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ⤂ࡋᛀࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࡅ㊊ࡋ࡛ኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 Ꮫ㝔࡛ࡢ◊✲➼ࡢ㐍ᤖࡸᗈࡆ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡇࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᐃᮇⓗሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡣ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ⌧⫋ࡢ᪉ࡣඹ㏻㸳㡿ᇦࠊᏛᩍ
⫱ጤဨ࡛㐃ᦠࡋ࡚୰㌟ࢆワࡵ࡚࠾ࡽࢀࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡢ㐠⏝ࡸᩍ⛉
➼ࡢᣦᑟἲ㛵ࡋ࡚ࡣ࡞ࡾ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊᗈ࠸ど㔝࠸࠺࡞࡞
㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢ㎶ࡾࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
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 ࡑࢀ࡛ࡣࠊඛ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࡣ㏫ࡢ㡰ᗎ࡛ࠊᗘࡣ᪩ᕝඛ⏕ࠊᒱ㜧ࡢ≧ἣࠊㄢ
㢟࠸࠺ࡇࢁ࡛࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᒱ㜧ᕷࡢㄢ㢟
㸦᪩ᕝ㸧 ᙼࡽఱࡀ୍␒ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ⪺࠸࡚ࡳࡓࡽࠊ㸯㸲᮲㐺⏝ࡍࡿࡢ࡛ࠊ㸰ᖺ┠ࡢከ
ᛁࡉࡀኚࡔࡗࡓゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡣ⤒῭ⓗ㈇ᢸ࡛ࡍࠋ
 యࢆࡲࡵࡲࡍࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࢹ࣮ࢱࡽ⪃࠼࡚࠸ࡃᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣኚᡂᯝࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡑࢀࡀಶேⓗᡂᯝࡲࡿࡢࡀࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࢃࢀࢃࢀࡢ㈐௵ࡶ࠶ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊ಟㄢ㢟ࢆ๓ᕷ⏫ᮧࡁࡕࢇᡴࡕྜࢃࡏࡓ◊✲ࠊᡂᯝࡢඹ᭷ࡀ
࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ୍⯡ࡢࡑࡢࡢඛ⏕ࡣࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ◊ಟไᗘࢆ࠶ࡲࡾ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢㄝ᫂ࡀࡲࡔ㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊ಟဨᑐࡋ࡚ከࡃ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᚤ
ጁ࡞ࡎࢀࡀᙼࡽࡗ࡚㠀ᖖࢫࢺࣞࢫ࡞ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠼ࡤ㸰ᖺ┠ࡣ࡞ࡿࡃᰯົ
ศᤸࢆῶࡽࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ᰯ㛗ඛ⏕࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ↛ࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ࡞ࡑ
࠺࠸࠺ࡇ࡛ࢫࢺࣞࢫࡀ㠀ᖖࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࢀࡶ⣽࠸ヰࡤࡾ࡛ࡈᣦᑟ
ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊ◊ಟࡢࡡࡽ࠸ࢆᏛࡸᩍ⫱ጤဨࡀᏛᰯ⧞ࡾ㏉ࡋㄝ᫂
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ୍ᗘㄝ᫂ࡋ࡚ࡶே␗ືࡀ࠶ࡿヂࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊ⧞ࡾ㏉
ࡋࠊẖᖺྠࡌࡇࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ඛࡢࡈ㉁ၥࡶ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࠊࡋࡋࠊ࠸ࡶࢃࢀࢃࢀࡀᮇᚅࡍࡿࢺࢵࣉ
࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⫱ᡂࡢほⅬ࠾࠸࡚ࡣࡇࡢᩘࡣᑡ࡞ࡍࡂࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⩏ົᩍ⫱ࡢ୰࡛࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࢆᏛࡪᶵࢆࡇ࡛⿵࡚ࢇࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ୍ᖺࡽᒱ㜧ᕷࡀࠊࡑࡋ࡚ཤᖺ
ࡽ┴ࡀࠕ⟶⌮⫋㣴ᡂ◊ಟࠖ࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢඛ⏕᪉୍⥴సࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣᮾி㒔ࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ᡤࡣ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ୍⯡ࡢᆅ᪉ࡢᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨࡣࠊ⟶⌮
⫋ࡢヨ㦂ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊᰯ㛗ࡸᩍ⫱ጤဨࡀኪຮᙉࢆࡸࡿࡢ࡛ࡍࠋᛁࡋ࠸ᩍ㢌ඛ⏕ࡸ
ᩍົ௵ࢆኪࡇࡢሙ㞟ࡵ࡚ࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓ᪉ࡣ⟶⌮⫋࡞ࡿࡓࡵ㡹ᙇࡗ࡚ヨ㦂ࢆཷࡅࡲ
ࡋࡻ࠺ࠖ
ࠕヨ㦂ࡢࡓࡵຮᙉࢆࡋࡲࡋࡻ࠺ࠖࡸࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆᩍ࠼ࡿࡢࡣ⌧ሙࡢᰯ㛗ࡓࡕ
࡞ࡢ࡛ࡍࠋ⌧ሙࡢᰯ㛗ࡀ⮬ᕫࡢᡂຌయ㦂ࢆࡶᣦᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㞃ࢀ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸࡛ࡍࡀࠊࡢᏛᰯࡢඛ⏕ࡣࡁࡗ⛎ᐦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡼࡾࡶࠊᏛࡢඛ⏕ࡢ࠾ຊࢆ࠾ࡾࡋ࡚ࠊࡶࡗ⣔⤫ⓗ࡞Ꮫࡧࡢሙࢆసࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࠕ⟶⌮⫋㣴ᡂㅮ⩦ࠖࢆᅵ᪥ࢆࡗ࡚㸱㹼㸲ᅇࠊ༑ㅮᗙ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ
ࢆ⤊࠼ࡿ⟶⌮⫋ࡢヨ㦂ࢆཷࡅࡿࣛࢭࣥࢫࡀࡶࡽ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊྛᆅ᪉࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࠊ
㉁ࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡼࡃศࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡇࢀࢆࡁࡕࢇࡸࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫋
Ꮫ㝔ࡢᏛࡧࡣ࠸࡞࠸ࡅࢀࠊㅮ⩦ࢆࣛࢭࣥࢫࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇࠊࡑࡢᩘࢆ⿵
࠺ࡓࡵኪ㛫ࡢᏛ㝔ࢆసࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡶ࠺ࡇࢀࡣጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࡇࡢ㸯㸮ᖺ㛫࡛ࡔ࠸ࡪኚࡋࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࡣࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜ
ࢲ࣮ࡸࢪ࢙ࢿࣛࣜࢫࢺࡢ⫱ᡂࡀゝࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢពࡶࡼ࠺ࡸࡃศࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡛
ࡶࡑࢀࡋ࡚ࡶᩘࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡋ࡚࠸ࡓ࠸
࠸࠺ࢃࢀࢃࢀࡢせᮃࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠼ࡤᑠᏛᰯࡢⱥㄒᩍ⫱ࡸᏛᰯࡢ⤫ᗫྜ࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆ࠼࡚ࠊ
ࡑࡢேࢆࡑࡢࡲࡲḟࡢᢸᙜࡢᣦᑟⓏ⏝࡛ࡁࡓࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡣࡣࡗࡁࡾゝࡗ࡚ࠊࡇࡢᩘࡣࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂ࡛ࡍࠋࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡣ࠺࠸࠺ே
࠸࠺ࠊ」㞧࡛ࡁࡓ⩏ົᩍ⫱ࢆ࠸ࡇ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊࡑ࠺ࡋࡓᑗ᮶ࡢᖿ㒊ೃ⿵⏕ࢆ
⫱࡚ࡿ࠸࠺ࡇࡀࠊ⚾ࡗ࡚ࡣᩍ⫋Ꮫ㝔࠸࠺ࡶࡢࡣࡲࡉࡑࡢࡓࡵ࡛ࡍࠋ⚾ࡢᩍ⫋

全体会－46

Ꮫ㝔ᑐࡍࡿࢹ࣐ࣥࢻ࠸࠺ࡢࡣࡑࡢࡼ࠺ኚࡋ࡚ࡁ࡚ࠊከࡃࡢಟ⪅ࡣࡑࡢᮇᚅᛂ࠼࡚
ࡃࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡉᑡ࡞࠸ୡ௦ࡢேࡓࡕࡀ㸲㸮ṓ๓ᚋ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊḟ
ࡽḟ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡀ㝆ࡾࡗ࡚ࡃࡿ≧ἣࡲࡍࡲࡍᚋ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ୰࡛ࠊᏛ㝔ࡢᮇᚅ
ࡣࡁ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
 ୍ࡘ୍ࡘࡢㄢ㢟ᑀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡽᏛᰯࡣࣂ࣮ࣥ࢘ࢺࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿࡁࡣ
ࡸࡗࡓࡩࡾࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊ↓どࡶࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊඛ㏦ࡾࡶࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏᙜษ࡞ࡇࡔࡅࢆࡁࡕࢇࡸࡿࡇ࡛ࠊࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡞࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿẸ㛫ࡢᡭἲࡀฟ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋᡂຌࡋ࡚
࠸ࡿẸ㛫ேࡢᰯ㛗ඛ⏕ࡀࠊ⚾ࡶ▱ࡾྜ࠸ఱே࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊከࡃࡢẸ㛫ே࡛
ኻᩋࡋࡓࡢࡣᏊࡶࡢᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ≉ูᨭᏛ⣭ධࡗ࡚ࡑ
ࡢᏊࡓࡕ࣏࣮ࣛࣝࡶྲྀࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋẸ㛫ேࡢ᪉࡛ࡑ࠺࠸࠺Ꮚࡶᑐࡍࡿ㈨㉁ࡢ࠶ࡿே
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡢࡶ࠸࠸࡛ࡍࡀࠊᩍဨࡢ୰࡛࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࢆࡅࡉࡏࡿ᪉ࡀࡣࡿ⡆༢ࡔ
⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࠊࡑࡢព㆑ࡅࡢ᰾࡞ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ⤊ࢃࡗࡓேࡓࡕࡀࡑ࠺ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ
ฟࡍࡇࡀ㠀ᖖࡁ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡢ୰࡛ࡣ㠀ᖖᮇᚅᗘࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚋࡇࡢ
㸯㸮㸮ᖺே⏕௦࡛ࡑࡢᡂྰࡢ୍ࡘࢆᥱࡿࡢࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡀ⤖ᬗࡉࢀࡓၥ㢟
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊⓙࡉࢇࡶᮇᚅ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࡋࠊᛂศࡢ㈐௵ࢆ⚾ࡶ㈇ࡗ࡚
࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮࠸࠺ࡢࡣࠊ⩏ົᩍ⫱ࢆ࠸ࡇ࡞ࡏࡿᖿ㒊
ೃ⿵⏕࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡢᮇᚅࢆᣢࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡇࡔ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ㧘℩ඛ⏕ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟
㸦㧘℩㸧 ᒸᒣᏛࡢᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊᅜࡢືྥࡸࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡶᙜ↛࠶ࡗ࡚ࠊࡸࡣࡾᏛ
⏕ᐃဨࡢᣑ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶࡶ㸰㸮ྡ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊつᶍࡢࡁ࡞ᩍ⫋Ꮫ㝔
ࡽࡍࡿࠊࡋࡓࡇࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᩘ࢝᭶ᚋࡢ᮶ᖺᗘࡽࡣ
㸲㸳ྡ࡞ࡾࠊࢥ࣮ࢫタᐃࡣ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊᩍဨ⤌⧊ࡣ㸯㸲ྡ
ࡽ㸱㸱ྡࠊ࠺ࡕᐇົᐙᩍဨࡣ㸯㸱ྡࠊࡑ࠺࠸࠺ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᣑࡀᏛෆࡢࡋ࡚ฟ࡚ࡁ
ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ࡣᙜ↛ࠊㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡛ࡣ㸯㸮ᩍ⛉ࡘ࠸࡚⾲ฟ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡢ᪉ἲࡸᣦᑟἲࢆ୰ᚰࡍࡿᩍ⛉㡿ᇦࡢ⛉┠ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇࢁࡀࡁ࡞ኚ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍᖌࢆ㣴ᡂࡍ
ࡿ࠸࠺⚾ࡓࡕᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ┠ⓗࡸ᪉㔪ࡣࠊኚࢃࡽࡎ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࡞ࡿࠊᇶᮏⓗࡣ୰ࡢၥ㢟࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ᑓ௵ᩍဨࠊࢡࢩࣙࣥ㺃
ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢᩍဨࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⚾ࡓࡕᩍဨࡀࡁࡕࢇࡸࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋඛࡽࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢ㣴ᡂࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊࡸࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡍゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠕ࡛ࡣ࠺ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࠖ࠸ࢃࢀࡿࠊ࡞࡞ㄝ᫂ࡋ࡙ࡽ࠸
ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀࡇ࠺࡛ࡍࠖゝࡗࡓࡽࠊࠕ࠶࠶ࠊࡇࡢ㡿ᇦࡀධࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡍࡡࠖ࠸࠺ࡩ࠺࡞ヰ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔࡽ⚾ࡓࡕᩍဨ⮬㌟ࡀࡁࡕࢇ⪃࠼࡚ࡸࡗ࡚
࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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 ࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛ࡣࠊࡶࡶᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᐇົ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᐇົᐙ
ࡲࡽ࡞࠸ᐇົᐙᩍဨࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡔࡅࡇ
ࡔࢃࡿࠊ◊✲⪅ࡲࡽ࡞࠸◊✲⪅ᩍဨࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮
ࢳ࣮ࣕࢆ㣴ᡂࡍࡿ࠸࠺ᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿᐇົᐙᩍဨࠊ◊✲⪅ᩍဨࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࡎࡗ
ㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡗ࡚ࠊつᶍࡀᣑࡋ࡚ᩍဨࡀቑ࠼ࡿᙜࡓࡗ࡚ࡶࠊ᪂ࡓࡑ࠺࠸࠺ேࢆ᥈ࡋ࡚
᥇ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛෆࡢ␗ື࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑ࠺࡞ࡿࠊ࠸࡞࠸ࡽゝ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠶ࡲࡾᩍ⫋Ꮫ㝔㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ
Ꮫᩍဨࡶ࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋᛮ࠸ᙜࡓࡿேࡣࡑࢀࡒࢀࡢᏛ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡛ࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓඛ⏕ࡓࡕࠊᗘࡣ୍⏕ᠱ୍⥴ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡇ୍࡛ࡘࡢ⏦ࡋྜࢃ
ࡏ㡯ࡋ࡚ࠊ◊✲ᴗ⦼ࠊᩍ⫱ᴗ⦼㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏࢆసࡗ࡚ࠊᐇົᐙᩍဨࠊ◊✲⪅ᩍဨ
㛵ࢃࡽࡎࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᑓ௵ᩍဨࡢ㑅⪃ᑂᰝࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ᴗ⦼ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ᩍ⫱ᴗ⦼
ࡶᚲせࡔ࠸࠺ࡇࢆᩥᏐࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢᩍ⫱ᴗ⦼ࡢ୰ࡣ༢⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࢆ⦅㞟
ࡋࡓࠊᐇ㊶◊✲ㄽᩥࢆసࡗࡓ࠸࠺ࡶࡢࡶධࡾࡲࡍࡋࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡋ࡚ࡣᩍ⫱ㄢ㢟ࢆᏛ
ᰯࡸᆅᇦ࡛ぢࡅ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡍࡽࠊᩍ⫱ㄢ㢟㛵ࢃࡿㄽᩥ࠸࠺ࡶࡢ
ࡶఱᮏ௨ୖᣢࡗ࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸࠸࠺ࡇࢆ⊂⮬タᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡀ୍␒ࡔ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱◊✲άືࠊࡾࢃࡅ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩍᖌᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ
ྥࡅࡓඹྠ◊✲ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࡁࡕࢇタᐃࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠊ୍⥴◊✲ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࢆᐇ㝿ࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࡣ᪂ࡋࡃ᮶ࡽࢀࡿඛ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
ㄝ᫂࡞ࡶ㛤ദࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ᙉㄪࡍࡿࡢࡣࠊඛ⏕ࡓࡕࡑࢀࡒࢀ⮬ศࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡀ࠶
ࡿ࠸࠺ࡢࡣᏛ࡛ࡍࡽᙜ↛࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡁᩍဨ㣴ᡂᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕඹ㏻
ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊᣑࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡎࢀࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋ⌮ㄽᐇ㊶ࡢᯫᶫࡸ
 㑏ࢆࡢࡼ࠺࡞ព࡛ᤊ࠼ࡿࠋ⌮ㄽᐇ㊶ࡢᯫᶫࡸ 㑏ࠊ⼥ྜ࠸࠺ゝⴥࢆࡗ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛ࠊ⌮ㄽᐇ㊶ࡣู≀࡞ࡢࡔ࠸࠺㡯ᑐ❧ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡶࡋ࡚ࠊ
࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢࡔࡍࡿࠊせࡍࡿࡁࡕࢇࡋࡓᩍဨࢆ⫱࡚࡚
࠸ࡃ࠸࠺ၥ㢟ࡔࡍࡿࠊࡑࢀࡣඞ᭹ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡓࡕ࡛ゝ࠺ࡇࢁࡢ㧗ᗘ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ຊࠊᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ࠸࠺ࡶࡢࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ࠺ࡸࡗ࡚⾜࠺ࡢ࠸࠺ࠊ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸㒊ศࠊᏛ࡞
࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࡢࡔࡽࠊ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᩍ⛉ᩍ⫱㛵ࡍࡿᑓ㛛ᛶࠊᩍ
⛉ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦࢆᏛࡪࡇࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡽࠊ⚾ࡓࡕࡣࢥ࣮
ࢫタᐃࢆࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕⌧⫋ᩍဨᏛ⏕ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࢆ࠺ᵓ⠏ࡍࡿࡢࠋ
 ࡎࢀ࠸࠺ࡢࡣࡇ⏕ࡌࡿࡢ࠸࠺ࠊᩍ⫱ጤဨࠊ㐃ᦠ༠ຊᰯᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ㛫ࡢࡎ
ࢀࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㸯㸮ᖺࡢᡂᯝ࠸࠺ࡇ࡛⪃࠼࡚࠸ࡃࠊ⚾ぢ࡛ࡍࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ᩍ⫱
ጤဨࡀ୍యⓗ㐍ࢇ࡛࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠊ㸯㸮ᖺࡗ࡚⚾ࡣẼ࠸ࡓࡢࡶ
ࡋࢀࡲࡏࢇࠋ࠾࠸㐪ࡗࡓ┠ⓗࡀ࠶ࡿࠊࡓࡔࠊᩍဨࡢ㈨㉁ྥୖࢆᢸ࠺యࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ࠶
ࡿࡢࡔࡅࢀࠊ┠ᶆ㈐௵ࡣඹ᭷ࡍࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊయ㛫ࡢ⮬❧ᛶࡸ⪃࠼᪉ࢆ⿵ᛶ࡛☜ಖ
ࡍࡿ༠ാ㛵ಀࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᒸᒣࡢሙྜࡣ⚾ぢࡋ࡚ࡣ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾࠸ྠࡌẼᣢࡕ࡛࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡅࢀࠊࡑࢀࡣᝏ࠸ࡇ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
ព࡛ࡍࠋ
 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᑓ௵ᩍဨࡢ㛫ࡶࡶከᑡࡎࢀࡣ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࡇࢀࡽࡎࢀࡀฟ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺࡞
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ᛮ࠺ࡢࡔࡅࢀࠊࡑࢀࡣࠕࡎࢀࡿࠊࡎࢀࡣ࠶ࡿࡼࡡࠊࡑࡢ୰࡛ពぢࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡼࡡࠖ࠸
࠺ࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ◊✲ⓗࠊᡓ␎ⓗゎᾘࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣࠕᏛᰯᩍ⫱㛵ࡍࡿ⌮ㄽᐇ㊶ࢆᩍᤵ◊✲ࡍࡿࠖ࠸࠺ࡇࡀつᐃ
ࡶධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚࠶ࡃࡲ࡛ࡶᏛ㝔ẁ㝵࡛㣴ᡂࡉࢀࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗ⬟
ຊࢆഛ࠼ࡓᩍဨࢆᆅᇦ࣭Ꮫᰯ㍮ฟࡍࡿᙺ࣭㈐௵ࢆᢸ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣᏛ㒊༞ࡣ
㐪࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢࡔࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡢ㒊ศࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࡢ
㉁ࡢᣢࡗࡓᩍဨࢆฟࡍࡇࡀᙺࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡔࡽᏛ㝔ࡔࢁ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ
ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢయⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞ᩍ⫱◊✲άືࡀ⚾ࡓࡕࡲࡎ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢୖ࡛ᩍ⫱ጤဨࠊᏛ
ᰯࡢ⿵ⓗ࡞༠ാ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ
≉Ⰽࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᩍ⫱ጤဨࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶࠊࡑࢇ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡢ࡛
ࡍࡀࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢ❧ሙࡽࡍࡿࠊ⚾ࡓࡕࡣᏛ㝔ࡋ࡚ᩍ⫱◊✲άືࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࡇࢁࡀ㔜せ࡞ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀ⤖ᒁࡣᩍ⫱ጤဨࠊᏛᰯࡢ⿵ⓗ࡞༠ാ㛵ಀࢆᙉ
ࡋ࡚ࠊồࡵࡽࢀࡿᩍဨࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ࡞ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀ⮬ᚊᛶࡀᚲせࡔࡋࠊ⿵ᛶ࡛ࡍࡡࠋ┦ᡭᐤࡾῧ
࠺ࡇࡣᚲせࡔࡅࢀࡶࠊ┦ᡭྠࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋࡑࢀࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢⓎ⏕
ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᜍࢀ࡞࠸࠸࠺ࠊ㔜せ࡞࠾ヰࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊ᭱ᚋྥᒣඛ⏕ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᖇிᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟
㸦ྥᒣ㸧 㯤Ⰽࡢᮏࡢ㸰㸶࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋᏛ㒊༞ࡢ㐪࠸࡛ࠊඛࡢ▼⏣ㄢ㛗ࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠊ
ᰯ㛗ඛ⏕ࡢ㸴㸮㸣ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࠸࠺ࡇࡣࠊ㸲㸮㸣ࡣ㐪࠸ࡀ࡞࠸ゝࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩘᏐࡢᤊ࠼᪉࡞ࡢ࡛ࡍࠋ▼⏣ㄢ㛗ࡣࡶࡕࢁࢇⰋ࠸ゝࢃ࡞࠸❧ሙୖᅔࡿࡢ࡛ࠊ
Ⰻ࠸ゝࡗ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⡿⏣ࡉࢇࡣ࠺࡛ࡍࠋᰯ㛗ࡢ㸴ࡣᕪࡀ࠶ࡿ
ゝࡗ࡚ࠊ㸲ࡣᕪࡀ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᮾி㒔ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡍࡀࠊ⋡┤࡞ពぢ
ࡋ࡚࠺࡛ࡍࠋ✺↛ᣦྡࡋ࡚ࠊ㸱ᖺ๓✺↛ᣦྡࡋࡓࡽࠋ
㸦⡿⏣㸧 ࡑࢀࡒࢀࡢ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡢᕪࡀ࠶ࡿࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᩥࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ
ࡀࠊᮾி㒔ࡢࡼ࠺ᩍ⫋Ꮫ㝔㒔ࡢᩍ⫱ጤဨࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࢆ୍⥴సࡗ࡚࠸ࡗ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᰯ㛗ඛ⏕᪉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊᑡࡋ㎞ཱྀ࡞ࡿࡢ࡞࠸࠺Ẽࡣࡋࡲ
ࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 㸴㎞ཱྀࡡࠋࢯࣇࢺ࡞ゝ࠸᪉࡛ࡉࡍࡀᏛ㛗࡛ࡍࡡࠋࡣ㸴࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣ
ࡾேࡼࡗ࡚ࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ㸲ࡣᕪࡀ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ௬㸶࠸࠺ᩘᏐࡀฟ
ࡿࡼ࠺࡞ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ☜ᩍ⫋Ꮫ㝔ไᗘࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㸶ࡢᰯ㛗ࡀࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽ
ࡑࡢᡂᯝࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢㄢ㢟ࡢ୰ࠕ᪥ᮏᅜẸ࠺㈐௵ࢆᣢࡘࠖ࠸࠺ࡆࡉ࡞
ࡇࢆ᭩ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࠊಖㆤ⪅ࡀ࠺ᛮ࠺ࠊ㸰ᖺ㛫ࠊᡭ㛫ᬤࡅ࡚⮬ศࡢᏊࡶࢆᩍ⫋
Ꮫ㝔ࡸࡗࡓࠋ㸰㸰ṓ࡛༞ᴗࡋ࡚㏦ࡾࢆࡶࡽ࠼ࡿࡢࡀࠊ㸰㸲ṓࡲ࡛᮶࡞࠸ࠋ⚾ࡢᏛ㝔࡛ࠊ
Ꮫ㒊ࡢ㸲ᖺ⏕ࡢಖㆤ⪅ࡶᩍ⫋Ꮫ㝔ࡣⰋ࠸ࡇࢁࡔ࠸࠺ࣅࣛࢆ㓄ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣࡇࡢ㸴
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࠸࠺ᩘᏐࡀ⌧ᐇฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࡁ࡞ㄢ㢟ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊඛ㧘℩ࡉࢇࡶゝࢃࢀࡲࡋࡓࡀࠊᐇົᐙᩍဨ࡛ࡣ࡞࠸ᐇົᐙᩍဨࠊ◊✲⪅ᩍဨ࡛ࡣ
࡞࠸◊✲⪅ᩍဨ࠸࠺ࡢࡣࡃࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࠊ⚾ࡶ⾜ᨻࡢሙ࠸࡚ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢ࠾ୡヰࢆࡋࡓࡋࠊ
ᰯ㛗ࢆ㸯㸯ᖺࡸࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫࡢඛ⏕ࡀᐇ⩦࡛Ꮫᰯࡶ᮶ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡿᏛࡽᅜㄒࡢᐇ
⩦⏕ࡀ᮶࡚࠸࡚ࠊࡑࡢඛ⏕ࠕ᪥ࡣ◊✲ᤵᴗࢆࡸࡿࡽࡈᣦᑟࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖゝࡗࡓࡽࠊ
ࡑࡢඛ⏕ࡀࠕ࠸ࡸࠊ⚾ࡣ※Ặ≀ㄒࡀᑓ㛛࡞ࡢ࡛࡛ࡁࡲࡏࢇࠖゝ࠸ࡲࡋࡓ㹿⚾ࡣᚰࡢ୰࡛ࠊ
ࠕࡌࡷ
࠶ࠊ᮶ࡿᚲせࡣ↓࠸ࠖᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᏛᩍဨᑐࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ぢ᪉ࡀࡘ࡚ࡣ⌧ሙ࡛ࡣከ
ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢࡇࡀ࡞ࡾኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣᐇ࡛ࡍࠋ
 ࡋࡋࠊ⚾ࡶࡎࡗ⌧ሙ࡛᮶࡚࠸ࡿே㛫࡛ࡍࡀࠊᐇົᐙᩍဨࡀ◊✲ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ࠸࠺
ࡢࡣࡸࡣࡾࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࠋ㏫ゝ࠺ࠊ◊✲⪅ᩍဨᏛᰯࡢࡇࢆศࢀゝࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀ
ࡶࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࠋࡋࡋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡇࢆࡇࢀࡽດຊࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣ᭱ࡢㄢ㢟ࡔࢁ࠺⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࡶ࠺୍ࡘࡁ࡞ㄢ㢟ࡣࠊඛᩍ⫱㛗ࡶఛࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾຍ㓄ᩍဨ࡛ࡍࠋே
ࢆ㸯ேከࡃ㞠࠼ࡤᅜࡢ⛯㔠࡛ᖺ㸯,㸮㸮㸮ࠊ⏕ᾭ㈤㔠࡛㸲൨ࡿࡢ࡛ࡍࠋຍ㓄ᩍဨࢆ㸯
ே᥇ࡿ࠸࠺ࡇࡣኚ࡞ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺♫ಖ㞀࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᩍဨࡢᐃᩘࡢ࠾㔠ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࡢࡣࠊᰯ㛗ࠊᩍ⫱㛗ࠊPTA ࡣࡌࡵ㸰㸱ᅋయࡇࡒࡗ࡚ẖᖺ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ꮫࡣู࡞ࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ࠾㔠ࡢⱞࡋ࠸୰࡛ࡶᑗ᮶ࡢᢞ㈨ࡋ࡚⌧⫋ᩍဨࡀ᮶ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡞㈈ᨻⓗ࡞ࣂࢵࢡࢵࣉࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ేࡏ࡚⌧ᅾࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟࡛ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇࡢᛁࡋ࠸≧ἣࢆᑡࡋ࡛
ࡶᨵၿࡋ࡞࠸ࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ⌧ሙࡢᛁࡋࡉࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧⫋ᩍဨࢆฟࡑ࠺
ᛮ࠺Ꮫᰯࡢᰯ㛗ඛ⏕ࡓࡕࡢᛮ࠸ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡣ࡞࡞ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⚾ࡶ࠶ࡿ᪂⪺࡛ാࡁ᪉ᨵ
㠉㸯㸵ࡢᥦゝ࠸࠺ࡢࢆ㐃㍕࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉
ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᥦゝࡶฟࡋࡓࡋࠊࡸࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢ㆟ㄽࡶ
ᮇᚅࡋࡓ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡇࡒࡗ࡚ࡇࡢ⌧ሙࡢᛁࡋࡉࢆࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ດຊࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠊ୕ࡘゝ࠸ࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾ㸴࠸࠺ᰯ㛗ࡢホ౯ࢆ㸶ୖࡆࡿࡇࢆࠊᐇົᐙ࣭◊✲⪅
ࡑࢀࡒࢀࡢດຊࠊࡑࡋ࡚㈈ᨻⓗ࡞ࡅࡋ࡚ᐃᩘᨵၿࢆᏛࡣᏛࡋ࡚ồࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ࡔ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㛫ࡀ㸱㸳ศࡲ࡛࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࠶㸯㸮ศᑡࡋ࡞
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࣃࢿ࣮ࣛࡢඛ⏕᪉ྠኈ࡛ࡈ㉁ၥࡶ࠾࠶ࡾᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㛫ࡀ࠶ࡲࡾ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࡢ࡛ࣇࣟࡢ᪉ࡶྵࡵ࡚ఱࡈ㉁ၥ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡶࡕࢁࢇࣃࢿ࣮ࣛࡢඛ⏕᪉ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍ
ࡢ࡛ᣲᡭ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦㉁ၥ⪅㸧 ᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᑓᨷ㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡽⓎ㊊ࡋࡲࡋࡓࠋ᪥ࡢ࠾
ヰ࡛ࠊ᭱ᚋࡢྥᒣඛ⏕ࡢ㈈ᨻ㛵ࢃࡿࡇࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⌧⫋ᩍဨࡢὴ㐵㝈ᐃࡋ࡚࠾ఛ
࠸ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࠋᮾி㒔ࡢሙྜࡣ㸯ᖺὴ㐵ࢆ๓ᥦ࡛࠾ヰࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᒱ㜧┴ࠊᒱ㜧ࡢሙྜ
ࡣ㸯㸲᮲㐺⏝࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋඛኪ㛫Ꮫ㝔࠸࠺ゝⴥࡀฟࡓࡢ࡛᪂ࡋ࠸᪉ྥࡀฟࡓࡢ
ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᒸᒣࡣ☜㸰ᖺࡀཎ๎ࡔࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊᚋࡣ㐪࠺ࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡢ㎶ࡢࡇࡀࠊ⌧⫋ὴ㐵ࡢᙧ࠸࠺ࡢࡣࠊ㸯ᖺ㸰ᖺࠊࡑࡢ㛫ࡢ㸯㸲᮲≉ࠊࡉࡽ⌧⫋
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ࡢࡲࡲ㛗ᮇᒚಟࠊ༓ⴥࡢሙྜࡣ㸴ᖺࡢ㛗ᮇᒚಟ࡛⌧⫋ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᙧࡀ
ࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ࡽࡇࡢⅬࡢࡈពぢࢆࡐࡦ࠾ఛ࠸ࡋࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦㧘℩㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᒸᒣ┴ࡢሙྜࡣᨻ⟇ㄢ㢟ὴ㐵࠸࠺ᙧ࡛㸰ᖺ㛫࠸࠺ࡢࡣ
ࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋᒸᒣ┴ࡽὴ㐵࠸ࡓࡔࡃศࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㸯ᖺḟࡣ㐌㸱ᅇᏛ࡛ࠊ㐌㸰
ᅇࡣ⌧௵ᰯ࡞ࡾᩍ⫱ጤဨ࡛ࠋ㸰ᖺḟࡣᑡࡋྜࡀኚࢃࡾࠊ㐌㸰ᅇᏛ࡛ࠊ㐌㸱ᅇ⌧ᰯ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛㸰ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡢ᪉᮶ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇࡢࡁ࡞㒊ศࡋ࡚ࡣࠊ┴ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᢪ࠼࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㒊ศࡣ┴ࡀᤵᴗᩱ
➼ࡢ㈇ᢸࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢศࠊ࠶ࡲࡾࡓࡃࡉࢇࡃࡔࡉ࠸ࡣ࡞࡞ゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ
࠺࠸ࡗࡓᙧ࡛ᖺ㸳ྡ᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛ࡣ㸰ᖺ㛫࡛ࡍࠋᒸᒣᕷࡣᐇ
ࡣ㸯ᖺ㛫Ꮫ᮶࡚ࠊ㐌㸯ᅇ⌧ሙᡠࡿࠋ㸰ᖺḟࡣࡑࡢࡲࡲ⌧⫋ࡋ࡚⾜ࢀࡿ࠸࠺ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽᒸᒣᏛࡢሙྜࡣࡑࡢὴ㐵ࡍࡿ┴࣭ᕷࡼࡗ࡚㐪࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶
ࡿࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦▼⏣㸧 ᮾி㒔ࡢሙྜࡣࠊ㛗ᮇὴ㐵◊ಟࡋ࡚᪂ᩍ⫱ᏛᏛ㝔ὴ㐵ࡀ㸰ᖺࠊ㸯㸲᮲タ⨨
Ꮫ㝔ὴ㐵ࡀ㸰ᖺ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸯ᖺ㛫ࡣᏛ㝔⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡶ࠺㸯ᖺࡣᏛᰯ⌧ሙᡠࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᩍ⫋Ꮫ㝔ࡘ࠸࡚ࡣ㸯ᖺ㛫࠸࠺ࡇ࡛ண⟬ࡢチࡍ
㝈ࡾὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᏛ㈝ࡣཎ๎ᮏே㈇ᢸ࡛ࡍࡀࠊ୍ᐃࡢண⟬ࡢチࡍ⠊ᅖ࡛Ꮫ㈝
ࡶ⿵ຓࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ࠸ࡲࡍࠋ㏻㈝ࡣࠊὴ㐵ࡋ࡚⾜ࡃࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࡛⾜ࡁࡲࡍࡢ࡛බ
㈝࡛㈇ᢸࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦᪩ᕝ㸧 ᐃᩘࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᇶ♏ᐃᩘࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ௨እᅜࡀຍ㓄ᥐ⨨ࢆᗄࡘᡭ㓄ࡾ
ࡋࡲࡍࠋࡑࡢຍ㓄ᥐ⨨ࡢ୰◊ಟ➼ᐃᩘࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᐃᩘࡢ୰ࡽᏛ㝔㛵ಀࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀ
࡛ࡁࡓࡽࡑࡢศୖࡏࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡚ࡶ㈈ᨻୖ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿᐃᩘࢆᐤࡏ㞟ࡵ࡚ࠊࡑࢀࢆᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᐃᩘࡾ᭰࠼ࡿ࠸࠺ࡇࢆྛ㒔㐨ᗓ┴ࡣ
ࡸࡗ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢሙྜࠊ⏦ࡋヂ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊ᪂ᵓᏛ㝔ࡢᗄࡘࠊ┴ෆ࠶ࡿ◊✲ᡤ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩘࠊ
㛗ᮇẸ㛫ேὴ㐵ࡢᐃᩘࠊᅾእ᪥ᮏேᏛᰯࡢᐃᩘ࡞ࢆᐤࡏ㞟ࡵ࡚ࠊ࠺㞟ࡵࡽࢀࡑ࠺࡞ࡢ
ࡀ㸵ேࠋࡑࡢ㸵ேࢆࡶࡗᩍ⫋Ꮫ㝔⾜ࡏࡼ࠺ᛮ࠼ࡤࠊ㸯㸲᮲㐺⏝ࡋ࡚㸵ே㸰ᖺศ
ࡔࡍࡿࡢࢆ㒊㸯ᖺศࡋ࡚㸯㸲᮲㐺⏝ࡍࢀࡤࠊಸࡢᩘࡀ⾜ࡅࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉࡛ᒱ
㜧┴ࡢሙྜࡣࡸࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍࡽᅜᑐࡍࡿせᮃࡣࡇࡀࡲ࡛ฟࡋ࡚࠸ࡓࡢࢆ✀┠ࡀኚ
ࢃࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊࠊᑠ࣭୰࣭㧗ࢆྜࢃࡏ࡚㸯㸳ྡ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛ㈝ࡣࡃฟࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡈᮏேࡢ㈇ᢸ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ୍ゝゝ࠺ࠊᚲせ࡞ᐃᩘ㸯㸮㸮ᑐࡋ࡚ࡢࡃࡽ࠸ୖ⾜ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୗ࠸
࠺ࡢࡣ┴ࡼࡗ࡚㐪࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡈෆࡢ࠾ࡾࠊ㸱ศࡢ㸯ࡣᅜ࡛㸱ศࡢ㸰ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡀ㈇ᢸࡋ
ࡲࡍࡽࠊࡇࡢ୍ぴ⾲ࡣ࠶ࡲࡾᅇࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍␒ୖࡢ㸯㸮㸮ᑐࡋ࡚ᅽಽⓗከ࠸
ࡢࡣᮾி㒔࡛ࡍࠋ⚟࡞ࡶྜ࠸࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡇࡣゝࢃ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ㸷㸮㸣
ࢆษࡗ࡚࠸ࡿ┴ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 㒔㐨ᗓ┴ࡢᰯ㛗࡞⾜ࡃࠊ┴▱ࡀࠕᡃࡀ┴ࡣᅜඛ㥑ࡅ࡚ᑡேᩘᏛ⣭ࢆࡸࡗ࡚࠸
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ࡿࠖゝ࠺┴ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࠊࢇᐃᩘࢆษࡾᔂࡋ࡚㠀ᖖㅮᖌࢆᥐ⨨ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࡽࠊ⌧ᐇⓗࡣᛁࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ㎶ࡢศᯒࡀ୍ࡘࠋ࠶ࡣ
ఇ⫋⪅ࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡶྵࡵ࡚ఇࡴேࡢࡓࡵࡢணഛⓗ࡞ࡶࡢࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡍ
ࡽࠋࡑࡢ㎶ࡾࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡇࡕࡽࡢᐃᩘὴ㐵ࡢၥ㢟ࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࡽࠊᏛࡢࢃࢀࢃࢀ
ࡋ࡚ࡶ┴༢࡛ࡶࡢࡃࡽ࠸ᐃᩘࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࡼࡃぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺࠾୍᪉ࡄࡽ࠸࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࣃࢿ࣮ࣛࡢඛ⏕᪉࡛
ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࡀࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ
㸦㉁ၥ⪅㸧 ྥᒣඛ⏕ᙜ࡚࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࠊࣜࢱ࣮ࣥࢆᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࠊࡇࢀࡽࢫ࣮
ࣃ࣮࣮࣮ࣝ࢟ࢆ࠺⫱࡚ࡿ࠸࠺ࡇࡀࠊඛࡢ◊ಟ➼ᐃᩘࡢཝࡋ࠸୰࡛ࡁ࡞ㄢ㢟
࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋຊ㔞㧗࠸᪂ேᩍဨࠊ࡛ࡶ㒊ࡣ↓⌮࡞ࡢ࡛ࠊ୍␒㛗࠸㛫ࢆ㐣ࡈࡍ
ᩍᐊࡢ୰ࡢᏊࡶࡢᑐᛂࡢ୰࡛ࠊᏛ⣭⤒Ⴀࢆࡍࡿຊࡸᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿຊࡀ㠀ᖖ࡞ࡗ
࡚ࡃࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫱ጤဨ࡞ࡾᏛ࡛࠺ὀຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸
࠺ࡢࢆ⡆༢୍ゝࡎࡘ࠾ఛ࠸ࡍࢀࡤࠊⓙࡉࢇࡢཧ⪃࡞ࡿᛮࡗ࡚⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ྥᒣ㸧 ⡆༢࠸࠼ࡤࠊᏛ㒊࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣࡇࢀࡽࡢ௦ࡣࠕᅔ㞴ᡴࡕࡗ
࡚⑂ࢀࡎࠖ࠸࠺ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣఱ༑ᖺ๓ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟࡛ࠊᙜࡢ
࠾ⲔࡢỈዪᏊࡢἙ㔝ඛ⏕ࡀゝࡗ࡚࠸ࡓゝⴥ࡛ࡍࡅࢀࠊ࡛ࡶ⇃ᮏ┴ࡢ࠶ࡿ⏫ࡣࡇ࠺࠸࠺Ꮚ
ࡶീࢆᥖࡆ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡶࡃ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᡴࡕࡗ࡚⑂ࢀ࡞࠸ࠊࡑࡢࡓ
ࡵࢃࢀࢃࢀࡣᬑẁࡽ࠺ᣦᑟࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢࠊ୍ゝ࡛࠸࠼ࡤࡑ࠺࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦㧘℩㸧 ᒸᒣᏛࡋ࡚ࡣࠊࢡࢩࣙࣥ㺃ࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᇶᮏⓗࡣᖖ
ᨵၿᚿྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖᩍဨ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ
ࠕ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠖᩍဨ⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋఱࡲ࡛⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ⪃࠼࡞ࡉ࠸
࠸ࡗࡓࡽ㈇ᢸ࡞ࡢࡔࡅࢀࡶࠊᏛ㝔ࡢ⏕άࡢ୰࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊࢇ࡞
ᛁࡋࡃ࡚ࡶ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࡋࡗࡾ⪃࠼ࡉࡏࡿ࠸
࠺ࡇࢆᏛ㝔ࡢ୰࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦▼⏣㸧 ᮾி㒔ࡢᐇົࡢヰ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࡘ࠸࡚ࡶ㸳㡿ᇦ‽ࡌࡓᙧ࡛ඹ㏻࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆసࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࢆࡍࡿ㐃ᦠ༠ຊᰯࡢᰯ㛗ඛ⏕᪉ࡸࡾࡾࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡋࠊ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓຊࡀ࡞࡞⫱ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊ
⚾ࡶ㐃⤡ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᣦᑟ➼ࡀᏛᰯࢆゼၥࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢሗࢆ㸳Ꮫࡢ
㐃ᦠᏛࡢඛ⏕᪉ࡶ㐃⤡ࢆᕪࡋୖࡆ࡚ࠊᏛࡢᩍᤵࡢ᪉ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᩍဨ
ࡋ࡚ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ

ࡿษࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⫱࡚ࡿ࠸࠺ほⅬ࡛ಟࡋ࡚࠸ࡓ

ࡔࡃࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
㸦㉁ၥ⪅㸧 ྥᒣඛ⏕ࡶ⾜ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
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㸦ྥᒣ㸧 ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࡛ࡣ᪩ᕝඛ⏕ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦᪩ᕝ㸧 ࠎ㉳ࡁ࠺ࡿࡇࡣࠊ⮫ⓗ௵⏝⫋ဨࡀᏛᰯࡢ୰㸰ே࠸࡚ࠊዲࡲࡋࡃ࡞࠸᪉ࡀཷ
ࡗ࡚Ⰻ࠸᪉ࡀࡍࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣᆅ᪉බ
ົဨἲୖ࡛⮫ⓗ௵⏝ࡢᮇ㛫ࡣホⅬධࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ㠀ᖖࢃࢀࢃ
ࢀࡣᆅᅋ㥏ࢆ㋃ࡴᛮ࠸࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠶࠶࠸࠺ࡇࢆࡢ⛬ᗘࡲ࡛࡛ࡁࡿศࡽ࡞
࠸ࡅࢀࠊሗබ㛤⪏࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ࠶ࡢ㎶ࡢሗࡀࡁࡕࢇ᥇⏝ヨ㦂ࡢࢹ࣮ࢱ㍕ࡗ࡚
ࡁࡓࡾࠊᏛࡢࡁࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡂ⦼ࡣ㡬ࡃࡢ࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋࣜࣝ࡞࠸࠺
ࠊᏛࡢඛ⏕ࡓࡕࡀ࠺ࡳ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡶྵࡵ࡚ሗࢆ㡬ࡅࢀࡤࠊࡼࡾⰋ࠸ᩍဨࢆ
᥇⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ㎶ࡾࡀࣇ࢙⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᩍဨ᥇⏝ヨ
㦂ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡏࡗࡃ㣴ᡂ᥇⏝◊ಟࡢ୍యゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡽࠊ᥇⏝ࡢ
㒊ศ࡛ࡶࡗ୍య࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡣ࠶ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྜྷỈ㸧 ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡕࡻ࠺࠾㛫࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋඛ⏕᪉ࡽ࠾ヰࡋ࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡇࢆࠊୗᡭ࡞ࡲࡵࢆࡍࡿࡼࡾࡣࠊࢇ࡞ၥ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚⤊
ࢃࢀࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ≉ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮ຊࢆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊᏛ㒊༞ࡢᏛ⏕࠺࠸࠺ࡩ࠺㐪࠸ࢆ
ぢࡏ࡚࠸ࡅࡿࡢࠊࡇࢀࡣᩍ⫋Ꮫ㝔ࡀࡇࢀࡽࡁࡕࢇᡂᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸
ࡇࢁࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ࣐ࢫࢱ࣮⌧⫋ࡢ┦ຠᯝࠊ⌧⫋ࡶࢫࢺ࣐ࢫࡶ
Ⰻ࠸ཷࡅṆࡵࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᡂᯝ⪃࠼࡚ࡶ࠸࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊࡑࡶࡑࡶᡂᯝࡔゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ⮬యࡀࠊධᏛ๓ࡽࡑ࠺࠸࠺ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠸
࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡋࠊேࡼࡗ࡚ࡶ㝶ศ㐪࠺ࡢ࡛ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ࡢᡂᯝࡋ࡚ఱࢆࢃࢀࢃࢀࡀ♧ࡋ
࡚࠸ࡅࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ὴ㐵ࡢၥ㢟ࠊὴ㐵ࡢᙧែࡣ㈈ᨻࡢၥ㢟࡞ࡶ⤡ࢇࡔࡇࢁ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧែࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡲࡍࠋᏛ㝔ࡢ᪉ࡋ࡚ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ཷධࡢᙧែࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀฟ࡚
ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀᐇົᐙࡲࡽ࡞࠸ᐇົᐙᩍဨࠊ◊✲⪅ࡲࡽ࡞࠸◊✲⪅ᩍဨ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀ≉ࡇࢀࡽᩍ⛉ᩍ⫱ࡀᩍ⫋Ꮫ㝔ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊᩍဨ㣴ᡂᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ࠸
࠺⮬ぬࢆࢇ࡞ࡩ࠺ࢃࢀࢃࢀࡀᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᑡ࡞ࡃ
ࡶᑓ㛛ࡋ࡚ࠊᩍ⫋Ꮫ㝔ົࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣᩍᖌᩍ⫱ࡀᑓ㛛࡞ࡢࡔゝ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡞
ࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑ࠺࠸࠺㐣⛬࡛࠸ࢁ࠸ࢁࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀ࠶ࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊࢥ
ࣥࣇࣜࢡࢺࢆᜍࢀ࡚࠸࡚ࡣ๓㐍ࡵ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 Ⰻ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ࡇࡸࠊⰋ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊࢃࢀࢃ
ࢀࡢ࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊᙜ↛ࡑࡢ⫼ᚋࡣᏊࡶࡀ࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡒࢀ❧ሙࡀ㐪࠸ࡲ
ࡍࡋࠊᏛࡶࡑࢀࡒࢀ㐪࠺ࡢ࡛ࠊṌࡳᐤࡗ࡚ࠊྠࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁࡣⰋ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡓ࠸࠸࠺ࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊྜពࢆᙧᡂࡋ࡚ࡸࡿ࠸࠺ࡼࡾ
ࡣࠊྠពࢆㄪ㐩ࡍࡿࡄࡽ࠸ࡢࢫࢱࣥࢫ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢⰋ࠸ࡇࢁࢆ⏕ࡋ࡞ࡀࡽᚋ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃ࠸࠺ࡇࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᡂᯝࢆ࠺♧ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾ᪉࡞᪥ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࡀぢ࠼࡚
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ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡶ㸲ேࡢඛ⏕᪉㈗㔜࡞ヰ㢟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠾
ࡆࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸲ேࡢඛ⏕᪉ᢿᡭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀ࡛ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࢆ㛢ࡌࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ྖ㸧 ࣃࢿࣜࢫࢺࡢඛ⏕᪉ࠊྜྷỈࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࣃࢿࣜࢫࢺ
ࡢඛ⏕᪉୍ᗘᢿᡭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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ඖ ᒱ㜧┴ᩍጤ⩏ົᩍ⫱⥲ᣓ┘
ᒱ㜧ᕷᩍ⫱㛗
᪩ᕝ୕᰿ኵ

ᅜ䞉◊ಟ䝉䞁䝍䞊

Ꮫ

┴ᩍ⫱ጤဨ

• Ꮫၥ䛾⮬⏤
• Ⓨゝ䛾⮬⏤
• ⮬ศᡭ

┴ᩍጤ

• Ỵ䛻䜘䜛ྜព
• ⊂䜢チ䛥䛺䛔
• ඃᰂ᩿

ᒱ㜧Ꮫ
ᒱ㜧ᕷ
ᩍ⫱㛗

2007ᖺ䛤䜝

2012ᖺ䡚

 ڮनभेअप५ॸॵউ॔ॵউघॊऊ

 ڮनभेअऩ৴भ્౦ऋँॊऊء
䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛻᫂☜䛺⨨䛵䛡

20௦
30௦

྾ຊ

䝔䞊䝬タᐃ䛸㐍ᤖ䛾䝠䜰䝸䞁䜾䛸䜰䝗䝞䜲䝇

⣲┤䛥
ᮏ≀䛻ฟ䛒䛖

ᰯົศᤸ
䠄ᙉ䜏䠅
ᩍ⛉ᣦᑟ

⌧⫋䛾ᮇ㝈䛝≉௵ᩍᤵ䞉ᐈဨᩍᤵ

Ꮫ⣭⤒Ⴀ

40௦
యຊ
ാ䛝┒䜚

50௦
ክ䛾ᐇ⌧
䝬䝛䝆䝯䞁䝖

⚾ῄ䛩䜛ඛ㍮

Ꮫ䚸Ꮫᰯ䚸ᩍ⫱ጤဨ䛜1/3䛪䛴㈐௵䜢

كڮقઇ৩भय़কজ॔५ॸش४

30ᖺ┠
䠄55ṓ䠅

27ᖺ┠
䠄52ṓ䠅

Ꮫ⣭句ᩍ⛉叏ᢸ௵

䠄58ṓ䠅

24ᖺ┠
䠄49ṓ䠅

21ᖺ┠
䠄46ṓ䠅

䠎

ᩍົ௵➼厒Ꮫᰯ⤌⧊叏呁呎吗呎

7

33ᖺ┠

ᰯ
ᰯ㛗
㛗

┴ᩍጤ䠄ᩍ⫱⟶䠅䚸ᩍ⫱ົᡤ䠄ㄢ㛗䠅䚸ᕷ⮬ἲὴ㐵䠄ㄢ㛗䞉ᐊ㛗➼䠅

ᕷ⏫ᮧឡ
ᩍ 㢌

 ڮनभेअऩ৴भ્౦ऋँॊऊء

⩏ົᩍ⫱⥲┘䚸ᩍ⫱ົᡤ㛗

ᩍ

䠄ᖿ⣭䠅

㢌

┴ᩍጤ䚸ᩍ⫱ົᡤ
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ᩍᖌᩍ⫱䛾㧗ᗘ䛻ྥ䛡䛯ඹྠ◊✲䛾ᑐ㇟䛸䛧䚸
䛭䛾ᡂᯝ䜢ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᨵၿ䞉㛤Ⓨ䛻
⤖䜃䛡䜛䚹

䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䛾ᩍᖌ䛾㣴ᡂ䛾䛯䜑
䠏䛴䛾㣴ᡂ䛩䜛ᩍဨീ䜢᫂☜䛻♧䛧䛯ୖ䛷䚸
䛂Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᐇ⩦䛃➼䛾ᐇ㊶䜢῝䛟┬ᐹ䛧䛺䛜䜙䚸
⮬ᕫㄢ㢟䛸Ꮫᰯㄢ㢟䞉ᨻ⟇ㄢ㢟䜢యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛻
Ⓨぢ䠄ศᯒ䠅䠉ゎỴ䠄ᥦ䠅䠉᥈✲䠄᳨ド䠅䛧䚸
䛭䛾ᡂᯝ䜢ゝㄒ䛩䜛䛂ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䛃䜢䝁䜰䛸䛧䛯
ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䛶䛔䜛䚹

䊻ᩍ⫋Ꮫ㝔䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ㄪᰝ䞉◊✲䠉ᨵၿ䠉⦅ᡂ
䠉ᐇ䛸䛔䛳䛯䝃䜲䜽䝹䛜ᑓᨷᩍဨ䛻䜘䜛⤌⧊ⓗ䞉
⥅⥆ⓗ䛺ඹྠ◊✲䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛶☜❧䛧䛶䛔䜛䚹
12

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉Ⰽ

13

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉Ⰽ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᨵၿ䞉㛤Ⓨ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉Ⰽ

ᒸᒣ┴䞉ᒸᒣᕷ䛾Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛜ᢪ䛘䜛ᩍ⫱ㄢ㢟䛿䚸
ᩍ⫋Ꮫ㝔䛻䜘䜛ᩍ⫱◊✲άື䜢ᒎ㛤䛩䜛ୖ䛷䛾
ᡤ䛾᮲௳䛸⨨䛵䛡䜙䜜䜛䚹

䐟䝕䝬䞁䝗䝃䜲䝗䛾䝙䞊䝈䛻❧⬮䛧䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䐠⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䛾⼥ྜ䜢୰᰾䛸䛧䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䐡Ꮫ㝔䛷䛾◊✲ᡂᯝ䜢Ꮫᰯ⌧ሙ䛻┤᥋㑏ඖ䛷䛝䜛
䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䐢ᩍ⫱⌧ሙ䛸䛾༠ാ䛻䜘䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾Ⅼ᳨䞉ホ౯
䛸᩿䛾ᨵၿ

䊻ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᨵၿ䞉㛤Ⓨ䛜䚸ᚲ↛ⓗ
䛻ᒸᒣ┴䞉ᒸᒣᕷཬ䜃Ꮫᰯ➼䛾ᩍ⫱ຊ䛾ྥୖ䜢
ᅗ䜛ᩍᖌᩍ⫱䛾ᐇ⌧䛸䛔䛳䛯ㅖㄢ㢟䛸⤖䜃䛡䜙
䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹

䊻⤖ᯝ䛸䛧䛶䛒䜙䜟䜜䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾㟼ែⓗ䛺≉Ⰽ
14
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15

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉Ⰽ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⏕䛻ᑐ䛩䜛ホ౯

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉Ⰽ

ۑົᰯࡸᩍ⫱ጤဨᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㸦⌧⫋ᩍဨᏛ⏕ࡢಟ⏕㸧

䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䛾ᩍᖌ䛾㣴ᡂ䜢
┠ᣦ䛧䛯ෆᐜ䛸᪉ἲ䛾ィ⏬䛷䛒䜚䚸
䛭䛾ᐇ䛻䜘䜛ᡂᯝ䛸ᨵၿ䜎䛷䜢ྵ䜑䛯䜒䛾

ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᙼࡽࡢᏛ⩦ᡂᯝࡀᏛᰯࡸᆅᇦ
ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ

䊻ᒸᒣ┴䞉ᒸᒣᕷ䛾Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛜ᢪ䛘䜛ᩍ⫱ㄢ㢟䛜
ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍ⫱◊✲άື䛻ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䛣䛸䛷
⏕䛨䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ືែⓗ䛺≉Ⰽ

Ѝಟ⏕ࡢ࠺ࡕ㸣ࡀᏛᰯࡸᆅᇦᡂᯝࢆ㑏ඖ
ࡋ࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

16

17

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⏕䛻ᑐ䛩䜛ホ౯

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔ಟ⏕䛻ᑐ䛩䜛ホ౯

ۑົᰯᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㸦Ꮫ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡢಟ⏕㸧

⌧⫋ᩍဨᏛ⏕ࡢಟ⏕ࡢ୰ࡣࠊᰯ㛗㸦ྡ㸧ᩍ㢌
㸦ྡ㸧ᖿᩍㅍ㸦ྡ㸧ᣦᑟᩍㅍ㸦ྡ㸧ᣦᑟ
➼㸦ྡ㸧ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࠋ
Ѝ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡸᏛᰯ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࡢ㈨㉁
࣭⬟ຊࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ѝᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࡢಟሗ࿌ཧຍࡋࡓົᰯ
ᰯ㛗ࡀࠊಟ⏕ࡢᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡋࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⫯ᐃⓗホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕᩍ⫋Ꮫ㝔࡛ࡢᏛࡧࡀ᪂ேᩍဨࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡙
ࡃࡾࡢ᭷ຊ࡞Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
Ѝಟ⏕ࡢ㸣ࡀࠊ᪂ேᩍဨࡋ࡚᭷ຊ࡞Ꮫᰯ
⤌⧊ࡢ୍ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
18

19

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᡂᯝ
• Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸␗䛺䜛❧ሙ䛛䜙䛾ከᵝ䛺ពぢ
䜢┦䛻⪺䛝ྜ䛔䚸᳨ウ䛧䛺䛜䜙ྜពᙧᡂ䛧䛶䛔䛟
䝥䝻䝉䝇య䜢ぢ㏻䛩䛣䛸䛾䛷䛝䜛ᩍဨ䛾㍮ฟ
• ᩍ⫱┠ᶆ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸䝁䞁䝣䝸䜽䝖䠄⾪✺䚸ᑐ❧䚸
ⴱ⸨䚸⥭ᙇ䛺䛹䠅䛾Ⓨ⏕䜢๓ᥦ䛸䛧䚸䛭䜜䜢◊✲ⓗ䛛
䛴ᡓ␎ⓗ䛻ゎᾘ䛧䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛ᩍဨ䛾㍮ฟ

䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䚸
Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛾Ⴀ䜏䛾䛺䛛䛷⏕䛨䜛ᵝ䚻䛺ᩍ⫱ㄢ㢟䜢
ᢈุⓗ䛻Ⓨぢ䠄ศᯒ䠅䛧䚸
䛭䛾ゎỴ䠄ᥦ䠅䛻ྥ䛡䛯ලయⓗ䛺ᡭ❧䛶䜢ㅮ䛨䚸
䛔䛛䛻Ꮫᰯ䜔⮬䜙䛾ᐇ㊶䜢ᨵ㠉䛧䛶䛔䛟䛛䛻䛴䛔䛶䚸
䝕䞊䝍䜔㇟䛛䜙༠ാⓗ䛻᥈✲䠄᳨ド䠅䛧䛶䛔䛟
ึ௵ᮇ䝸䞊䝎䞊䚸䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊ཬ䜃Ꮫᰯ䝸䞊䝎䞊䜢
㍮ฟ䛧䛶䛔䜛䚹

䊻䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䛾ᩍᖌ䛸䛔䛳䛯
䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱䛾ᵓ⠏
20

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

21

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

ᩍ⫋Ꮫ㝔䛷䛾ᩍ⫱◊✲άື䛻ពḧ䛸㈨㉁⬟ຊ䜢
᭷䛩䜛㐺ษ䛺ᑓ௵ᩍဨ䜢㓄⨨䛩䜛ᚲせᛶ

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᣑ
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛻ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᨵ⤌
Ꮫ⏕ᐃဨ䠖㻞㻜ྡ 䊻㻠㻡ྡ䠋Ꮫᖺ䠄䝁䞊䝇タᐃ䛺䛧䠅
ᩍဨ⤌⧊䠖㻝㻠ྡ 䊻㻟㻟ྡ䠄䛖䛱ᐇົᐙᩍဨ㻝㻟ྡ䠅

䛂ᐇົᐙ䛃䛻䛸䛹䜎䜙䛺䛔䛂ᐇົᐙᩍဨ䛃
䛂◊✲⪅䛃䛻䛸䛹䜎䜙䛺䛔䛂◊✲⪅ᩍဨ䛃
䊻ᑓ௵ᩍဨ୍ே୍ே䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛻⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䜢
 㑏䛥䛫䛺䛜䜙䚸༠ാⓗ䛻ᩍ⫱◊✲άື䛻ᦠ䜟䜚䚸
䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䛾ᩍဨ䜢㣴ᡂ䛧䛶
䛔䛟䛯䜑䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䜢ഛ䛘䜛䛣䛸䛜ྍḞ䛷䛒䜛䚹

䊻㻝㻜ᩍ⛉䛻䛴䛔䛶ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䛾᪉ἲ䜔ᣦᑟἲ
䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᩍ⛉㡿ᇦ䛾⛉┠䜢㛤タ
䊻 䛂䜰䜽䝅䝵䞁䞉䝸䝃䞊䝏䝱䞊䛃䛸䛧䛶䛾ᩍᖌ䜢㣴ᡂ䛩䜛
ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾┠ⓗ䞉᪉㔪䛾⥔ᣢ
22
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23

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

ᩍဨ䛾⫱ᡂほ䚸Ꮫಟ䛾ᡂᯝほ䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮ほ䛺䛹䛻
㛵䛩䜛䝈䝺䛾㢧ᅾ
䕿⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䛾ᯫᶫ䞉 㑏䞉⼥ྜ䛾ព䜢䛹䛾䜘䛖䛻
䛸䜙䛘䜛䛛䠄㡯ᑐ❧㛵ಀ䛾ඞ᭹䠅䠛
䕿㧗ᗘ䛺䛂ᩍ⫱ᐇ㊶ຊ䠄ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ䠅䛃䛾⫱ᡂ䜢
䛹䛾䜘䛖䛻⾜䛖䛛䠄Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᐇ⩦䛾᳨ウ䠅䠛
䕿ᩍ⛉ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ᛶ䜢䛹䛾䜘䛖䛻῝䜑䛶䛔䛟
䛾䛛䠄ᩍ⛉ᩍ⫱㡿ᇦ䜢Ꮫ䜆ព⩏䛾᳨ウ䠅䠛
䕿Ꮫ㒊᪂༞Ꮫ⏕䛸⌧⫋ᩍဨᏛ⏕䛾䛂㛵䜟䜚ྜ䛔䛃䜢
䛹䛾䜘䛖䛻ᵓ⠏䛩䜛䛛䠛

ᩍ⫋Ꮫ㝔䛷䛾ᩍ⫱◊✲άື䛻ពḧ䛸㈨㉁⬟ຊ䜢
᭷䛩䜛㐺ษ䛺ᑓ௵ᩍဨ䛾☜ಖ
䊻ᑓ௵ᩍဨ䛾㑅⪃䞉ᑂᰝ䛻䛛䛛䜛䛂◊✲ᴗ⦼䞉ᩍ⫱ᴗ
⦼➼䛻㛵䛩䜛⏦䛧ྜ䜟䛫䛃䜢⊂⮬䛻⟇ᐃ
䊻ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍ⫱◊✲άື䜢ᩍᖌᩍ⫱䛾㧗ᗘ
䛻ྥ䛡䛯ඹྠ◊✲䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶タᐃ
䊻ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ᩍ⫱◊✲άື䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂㛤ദ
䛺䛹
24

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

25

ᒸᒣᏛᩍ⫋Ꮫ㝔䛾ㄢ㢟

ᩍ⫋Ꮫ㝔䚸ᩍ⫱ጤဨ䚸⌧௵ᰯ䞉㐃ᦠ༠ຊᰯ䛾㛫
䛾䝈䝺
䊻ᩍဨ䛾㈨㉁䞉ྥୖ䜢ᢸ䛖య䛸䛧䛶䚸┠ᶆ䛸㈐௵
䜢ඹ᭷䛧䛴䛴䚸య㛫䛾⮬ᚊᛶ䛸⿵ᛶ䜢☜ಖ
䛩䜛༠ാ㛵ಀ䜢ᙉ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹

ᒸᒣᩍ⫋Ꮫ㝔䛿䚸
䛂Ꮫᰯᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⌮ㄽ䛸ᐇ㊶䜢ᩍᤵ◊✲䛩䜛䛃䛣䛸䜢
㏻䛨䛶䚸
Ꮫ㝔ẁ㝵䛷㣴ᡂ䛥䜜䜛㧗ᗘ䛺ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗ⬟ຊ䜢
ഛ䛘䛯ᩍဨ䜢ᆅᇦ䞉Ꮫᰯ䛻㍮ฟ䛩䜛ᙺ䞉㈐௵䜢ᢸ䛖䚹

ᩍ⫋Ꮫ㝔ᑓ௵ᩍဨ䛾㛫䛾䝈䝺
䊻䝁䞁䝣䝸䜽䝖䛾Ⓨ⏕䜢๓ᥦ䛸䛧䚸䛭䜜䜢◊✲ⓗ䛛䛴
ᡓ␎ⓗ䛻ゎᾘ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹

䐟ᩍ⫋Ꮫ㝔䛾యⓗ䞉⮬ᚊⓗ䛺ᩍ⫱◊✲άື
䐠ᩍ⫱ጤဨ䞉Ꮫᰯ䛸䛾⿵ⓗ䛺༠ാ㛵ಀ

26

全体会－61

27

５．授業改善・ＦＤ委員会報告
（司会）

引き続き、日本教職大学院協会理事、授業改善・FD 委員会座長、福井大学学長補

佐の松木健一から、授業改善・FD 委員会の報告を行います。よろしくお願いします。
授業改善・FD 委員会活動報告
報告者

松木

（松木）

健一（授業改善・FD 委員会座長）

授業改善・FD 委員会では、今年

度、教科領域を取り込んだモデルカリキュラ
ムの開発を進めるということで、委員の先生
方に代理人になっていただいて進めています。
その進捗状況についてご報告したいと思いま
す。
１．有識者会議報告の背景
有識者会議の報告では、基本的に修士課程
で原則廃止、それから教科領域の取り込みということが出ていました。それを実現していくた
めには、修士課程を教職大学院に取り込んでいくわけですが、実践研究の質を落とさず維持し
ていくためには、モデルとなるようなカリキュラムの開発が必要だということで、今年度の最
初から取り組みを進めてきています。
この内容を確認する意味で、もう一度有識者会議の報告内容を確認した上で進めていきたい
と思います。有識者会議のことを考えてみますと、文部科学省の政策決定のプロセスがすごく
変化してきていると感じます。内閣府の経済財政諮問会議、教育再生実行会議、規制改革推進
会議、および与党の教育再生実行本部の決定が、文部科学省の政策に大きな影響を及ぼしてき
ていると感じています。
毎年、財務省と文部科学省の攻防が繰り返されているわけですが、そういう中で、経済財政
諮問会議等で頭越しに何かが決まってしまうということではなくて、自らが機能効率化と教育
改革に連動する強い教師教育改革をつくることで、つまりスクラップ＆ビルドをすることで予
算のことについてもきちんと対応していきたいという意図が背後にはあるのではないかと思っ
ています。
２．有識者会議報告の三つの柱
有識者会議の報告には、午前中も、あるいは昨日に加治佐先生からも報告がありましたが、
三つの柱があると思っています。一つは教員養成の機能効率化という次元。二つ目は、高度化・
専門職化ということで、世界標準にどれだけ近づけていけるかという次元。三つ目は、国立大
学ですので、地域貢献、国際貢献できるような特色化をどれだけ打ち出していけるか。この三
つをバランスよくやっていくということではないかと思います。
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規模を小さくしていくというこ
とに関しては、幾つかの案が出さ
れてきたと思います。一つは、国
立大学の中の統合案、あるいは共
通教育課程を含む機能的連携案、
地域の核になっていく形での連携
案、附属と大学等が一緒になって
より効率的な教員養成を進めてい
くという案、あるいは附属関係に
関しても削減や地域移譲なども含
めたことが提案されているかと思
います。
その背景にあることを考えてみ
ますと、現在、課程認定以外に保
証する人数というのがなかなかな
いかと思うのですが、課程認定に
必要な教員数が小・中を含めてど
のくらいかということを考えてみ
ますと、現行でも大学教員は五十
数名いると小・中学校の免許が出
していける。現行の課程認定の基準を見ても、半分を超えない範囲で他学部の開講が可能です
ので、共同教育課程等が組めるようになると３０名程度で教員養成が、小・中学校の免許が出
せる仕組みが出てきてしまう。
仮に教職大学院でフル装備の３７名の教職大学院を作ったとしても、７割がダブルカウント
できますので、そうすると単科大学でも６０名程度いれば大体免許が出せる、総合大学でも同
じぐらいで総合大学の場合には他の学部からも参加していただける可能性がありますので、そ
うすると５０名ぐらい。近隣の大学と共同教育課程を組んでいくということになると、４０名
程度で教員養成がやれる。ですから、最小規模は四十数名から現行の間の中での工夫が可能に
なってくるのではないかと思いますし、そこの部分について特色や高度化・専門職化をきちん
と打ち出せるかどうかが鍵になってくるだろうと思っています。
二つ目に、高度化・専門職化に
ついてです。やはり高度化という
ことで今回は教職大学院が最も目
玉になっているかと思いますが、
同時に教育研修等を含めて附属学
校の研修機能を強化していくこと
も求められてくるのではないかと
思います。具体的には、都道府県
教委の「育成指標」とリンクさせ
た教育研修の機能強化、教職大学
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院入学への配慮、県教委の研修の
一部肩代わり、移動による免許取
得などができるのではないかと考
えられます。
三つ目に、地域貢献、国際貢献
といったような特色化を打ち出し
ていく部分です。これについても、
さまざまな取り組みが可能性とし
てあると思っています。附属学校
についても同じような課題が幾つ
か出てくるかと思います。
この両方の架橋を推進していく
という意味でいくと、両方を兼務
できるような実践者教員であり研
究者教員であるような方をどれだ
け増やしていけるかということに
ついても、効率化に関与していく
ことができるのではないかと思い
ます。
さらにダブルカウント７割ということですので、学部と大学院を兼務していく、一体化した
教職大学院、例えば今後６年制、５年制についても考えていける可能性が出てきているのでは
ないかと思います。
３.教科領域を取り込んだ教職大学院
こういったことを含めて、
どんなふうに教科領域を取り
込んだ教職大学院を作ってい
ったらいいのかということが
課せられている課題ではない
かと思っています。これを考
えるときにやはり既存の修士
課程、特に教育学部の中の修
士課程という意味以上に文学
部や理学部等の修士課程との
違いを明確に打ち出していくことが、教科領域を取り込んだ教職大学院を作るときに必要にな
ってくるのだろうと思います。
そのときに参考になるのが学習指導要領の改訂ではないかと思います。この三つの資質能
力が、教科領域を取り込むときの一つの参考になるのではないかと思っています。特に知識･
技能に関しては、学習活動によって直接獲得できる資質能力だと思うのですが、思考力・判断
力・表現力、あるいはそれ以外の資質能力というのは、学習活動によって直接獲得できない資
質能力ではないかと思います。むしろ学習のプロセスの中で無自覚のうちに獲得してしまった
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り、無自覚であるが故にいくら学
習しても身に付かなかったりする。
その学習のプロセスをしっかりと
精査する中で培っていくことがで
きるような資質能力ではないかと
思います。挙げればきりがなく、
いろいろな資質能力が出てくるか
なと思いますが、これを直接教え
ようとしたら非常に陳腐な研修に
なったり教育になったりするので
はないかと思います。学びに向か
う力や人間性に関しては、ある意
味ロングスパンでの省察が非常に
重要になってきますし、子どもの
人格・アイデンティティというと
ころとも強く連関させながらの学
習が必要になってくると思います。
ところでこういった資質能力は、
子どもも教師も、あるいは大学、
教員養成に携わる教員も同じよう
な構造になっているのではないかと思うのです。このときに文学部･理学部で専門に関する知
識･技能を磨いていただく一方で、それとは違った形で教科領域を取り込んだ教職大学院を作ろ
うと思うと、今回の学習指導要領がコンテンツベースからコンピテンシーベースへ移行しつつ
あるということと軌を一にすることになるかと思うのですが、この中核の資質能力に視点を置
いて、教科領域を取り込んだ教職大学院を作り上げていく必要があるのではないかと思います。
４．モデルカリキュラムの骨子
これをするためには、知識・技能を修得するということではなくて、修得するプロセスの中
でのリフレクションや対話、ロングスパンで見直していくこと、文字化してみることなど、先
生それぞれの信念と突き合わせる機会をどうやって作っていくかということが重要になるかな
と思います。
さらにこういったことを進めていくためには、まずは知識･技能修得中心の教育課程から必須
能力を育成する教育課程への転換が必要になってきますし、理論と実践が往還すると、いつも
建前として挙げてきていますが、それを実現するようなコアカリキュラム化を進めていく。裏
返して言えば、それぞれの授業がコンパートメント化してバラバラであるような教育課程をど
うやって抜け出していくかということが必要になってくるかと思いますし、柔軟なカリキュラ
ムデザインやカリキュラムマネジメントができるような教育課程を作っていくことが求められ
ると思います。
他には、例えば個人研鑽型の学習スタイルから、どうやったらチームとしての学校を支えて
いけるような力を育てることができるか、裏を返せば大学院での学びそのものが専門職コミュ
ニティになるようなスタイルが必要であると思いますし、学問の系統性に沿った学習のスタイ
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ルから、子どもの学びに沿った学習スタイルにどうやってカリキュラムを作り直していけるか
が問われてくるのではないかと思っています。
以上のことを踏まえて、モデ
ルカリキュラムを作っていく上
で骨子になると思っているとこ
ろは、知識･技能一辺倒の教育課
程からどうやって抜け出せるか。
そのために、リフレクションや
対話や書字化、あるいはロング
スパンでの実践をまとめていく
機会をどうやって作っていくか。
実践者の信念・教育的価値観と
突き合わせていくような教育課
程を、どうやって実現していけ
るか。あるいは、学問の系統性
という学びから、子どもの学び
の系譜に沿って学問をもう一度
再構築していくことができるか。
理論と実践を往還できるような
コアカリキュラムをどうやって
作っていくか。その授業を通し
て「チーム学校」、協働探究でき
るような授業をどうやって実現
していけるか。カリキュラムデザインやカリキュラムマネジメントが柔軟にできるような教育
課程をいかに実現していくか。こういったことをキーワードにしながらモデルカリキュラムを
作っていくことが必要ではないかと思っています。
現在、モデルカリキュラムの開発を進めているところですが、できれば今年度中にモデルカ
リキュラムを作っていきたいと思っています。委員の先生方が１０名ほどいらっしゃいます。
お近くにいらっしゃる先生方にお声を掛けていただき、報告書あるいは中身についてご意見が
ありましたらお聞かせいただければと思っています。よろしくお願いします。以上で報告を終
わります。
（司会）

松木先生、ありがとうございました。
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６．成果検証委員会報告
（司会）

引き続きまして、日本教職大学院協会事務局次長、成果検証委員会座長、兵庫教育

大学大学院教授の吉水裕也、成果検証委員会委員、兵庫教育大学大学院教授の山中一英から成
果検証委員会の報告を行います。よろしくお願いいたします。
成果検証委員会活動報告
報告者

（吉水）

吉水

裕也（成果検証委員会座長）

山中

一英（成果検証委員会委員）

皆さん、こんにちは。よろしくお願

いします。成果検証委員会は、平成２８年度、
昨年度から発足した新しい委員会でございます。
玉川大学の田原先生、京都教育大学の片山先生、
兵庫教育大学の山中先生と筒井先生、そして吉
水の５人で委員会を進めています。今回、
「成果
検証委員会において進行する三つのプロジェクト」ということでご報告をさせていただきます
が、このご報告をするに当たり、われわれが特に気を付けたこと２点をまずお話しさせていた
だきたいと思います。
一つは、それぞれの大学で修了生調査と認証評価に対応した調査を既に進めていらっしゃる
ということですので、その調査の内容を尊重しながら成果検証をやっていこうということです。
もう一つは、われわれ協会としてこれからさまざまなエビデンスを出していかないといけない
わけですが、それが各大学のレーティングにつながらないような形にしたいということです。
この２点を踏まえて成果検証委員会が活動しています。では具体に関しては山中から報告をさ
せていただきます。お手元の黄色い冊子の３９ページを開けていただければと思います。
（山中）

こんにちは、兵庫教育大学の山中でございます。それでは、私から成果検証委員会

において取り組んでいることをご報告申し上げます。
現在、三つのプロジェクトが進行しています。一つ目が修了生調査の展望、二つ目が教育委
員会訪問調査、三つ目が在学生を対象とした prospective（前向き）な成果検証の試みです。そ
れぞれについて説明をしてまいります。
１．修了生調査の展望
まず、修了生調査の展望についてですが、これまでに各教職大学院が既にいろいろなところ
で実施している修了生調査がありますので、それを展望することから始めようということをし
ました。各大学がどのような指標で教職大学院の学習成果を検証しているのかを把握すること
を目的としています。分析対象は、協会から加盟大学に対して行われた照会に基づき、各大学
から提供いただきました修了生調査の調査項目だけを分析の対象にしました。分析の手続きが
ごちゃごちゃと書いてありますが、要するにカテゴリー化をしたということです。
そうすると、修了生調査の内容は主に五つのカテゴリーに集約できると考えられました。一
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つ目、勤務校での職務状況、校務分掌や役職の問題です。二つ目として教職大学院への入学時
のことを尋ねているということです。動機やその時点での自身の力量認知ということです。三
つ目に、これが中心的なことかと思いますが、教職大学院の学びとして、成果であったり、評
価であったり、自己省察・振り返りであったりが聞かれていくわけです。四つ目に教職大学院
への期待ということで、改善すべき点や今後の充実方策、あるいは優遇措置について尋ねてい
るということです。最後に、現在の自己評価を聞いている大学もありました。各大学の修了生
調査を総合すると、大体こういうことが聞かれているということです。
とりわけ注目すべきは教職大学院の学び、学修の成果をどのような指標で測定しているかと
いうことですが、それも五つの要素によって測定されていると考えられました。①成長・変化
の実感、②獲得したスキル、伸長した資質･能力、③現在の職務へどのように役立っているか、
④現在の職務との結び付き、⑤どういう表彰を受けたかということです。③と④は一緒にして
もよかったのですが、一応分けました。こういったことが学修成果として測定されていた、す
なわち教職大学院の学びの成果はこういうところに表れるのだと、各大学が考えているという
ことだろうと考えられます。
確かに、成長や変化の実感、獲得したスキルや伸長した資質･能力、現在の職務への役立ちや
結び付きは、学修の成果の測定指標としては極めて妥当であろうと思われますが、幾らか常識
的かなとも思うのです。教師教育学で、教員の力量形成の核心には「省察（リフレクション）」
という心的過程があることが指摘されていますが、そういう項目はほとんど問われていません。
問うている大学もありますが、ほとんどないということです。
これに依拠すれば、教員の力量が向上したということは省察の質が向上したということを意
味するわけで、そうであるならば、省察の質の向上に関する質問がなければならない、そうで
なければ成果検証にならないのではないかとわれわれは考えました。他にあるかもしれません
が、これが修了生調査を展望したところの課題にあたろうかと思います。
２．教育委員会訪問調査
二つ目の柱として、教育委員会への訪問調査に現在取り組んでいるところです。これは言う
までもなく、デマンドサイドから教職大学院に対する現時点でのニーズや認識を把握するため
に行っています。
インタビュー内容は主に次の５点に係る評価と課題についてということです。①教職大学院
修了生の現状、②教職大学院の教職課程・カリキュラムについて、③教職大学院の教育方法・
授業形態について、④教育委員会と教職大学院の関係について、⑤教育委員会が描く理想の教
員像なども聞いています。まだ、二つほどしか行けておらず、今後順次実施していく予定です
が、本日はこの二つの教育委員会に対して行ったインタビューの結果を主に報告をしたいと考
えています。いろいろ語りのようなことを申し上げますが、これは語られた言葉そのものでは
なく、われわれの方でその発話を要約したものです。その点をご承知おき下さい。
教育委員会が描く理想の教員像については、例えば「新任教員に対してまずもって求めるの
は、子どもと適切に相互作用できること。それができれば、保護者とも良好な関係を築くこと
ができる。授業力は後からでも高められる」という主旨のご発言がございました。これはコミュ
ニケーション能力や人間関係形成能力が現場では最優先されているということだろうと思いま
す。
あるいは、
「自らの現状をきちんと把握できること、そしてその上で、自らをいかに高めてい
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けるかを求め続けられること」という発言もありました。先ほどの自己研鑽とも関わるかもし
れませんが、われわれはこれを、省察を積み重ねながら「学び続ける教員」であることが求め
られていると解釈しました。
修了生の中のストレートマスターへの印象についてもかなり語られておりまして、先ほどの
パネルディスカッションでも問題になっていましたが、実践力という点では学部卒と大差はな
いという認識を持っている方もいます。ただし、知識量という点ではかなりの違いがあるので
はないかということでした。これは大きな論点を含んでいまして、実践力とされる力量の育成
が課題として指摘されるということであろうと思うのです。
これに関わって、拙論を引用して恐縮なのですが、私自身は教員の専門性を２点から捉えて
おり、①教科内容や教育方法等に関する知識を獲得しているかどうかというスタティックで脱
文脈的な側面、②特定の状況において求められる行動を即興的にできるかどうかというダイナ
ミックで文脈依存的な側面、この二つからなると自分は考えています。どちらが育成する上で
困難かというと明らかに②で、こういう文脈依存的でダイナミックな力量を育成するのはなか
なか難しいのです。しかも、私が教職大学院を担当するようになって抱えている疑問であり悩
んでいるところであるわけですが、動的で文脈依存的な教員の専門性、いわば「動き」の中に
ある専門性を現場の空間や時間と乖離した教職大学院という場で、しかも議論や対話を通して
育成するにはどうすればいいのか、ずっと悩んでいるわけです。こういう問いも今の教育委員
会調査で出てきたことと密接に関わってくることだろうと思っています。
ストレートマスターの実習についてもご指摘がございました。ここにおいても、学部卒とは
あまり差がないということです。これはいささかショックですが、一方では同時にそうかなと
思ったりもします。もう一つは、とても示唆的だと思いますが、実習生も学校の力になっても
らいたいのだということです。その意味で１年間を通していてくれた方がありがたいという声
がございました。学校は１年を単位で動きますので、１年いれば何らかの役割を与えることも
できますし、学校の中に埋め込むことができるということだろうと思うのです。これは重要な
示唆ではないかと思っています。
次に、カリキュラムについてです。ここでは、教職大学院の授業では、最新・最先端の教育
とは何かを学ぶことができるというある種の期待が語られました。これについてもそうかなと
思いますが、非常に考えなければならない点を含んでいるとわれわれは考えました。教師教育
の「省察的実践家」モデルに立脚すると、必ずしも良い教員というのは最先端の知識を知って
いる必要はありません。このことを考えると、現場が求めている教員とアカデミックスが考え
る望ましい教員の姿との間にずれがあるのではないかとも思います。これはかなり重要な論点
ではないかと思っています。一方で、教科の専門的知識を獲得することはもちろんですが、そ
れよりも子どもが能動的に学習する授業を展開できることが大事だ、そのための学び直しが必
要なのだというご意見もございました。これは、授業づくりの基盤は、教科や校種に関わらず
共通していると認識されていて、それを学び直すカリキュラムが要請されているとわれわれは
解釈しました。
こういう言葉もありました。普段の研修では、明日の授業に活かせるものを学ぼうとする、
逆に言うと明日の実践に活かせるものしか学ぼうとしないかもしれないということです。教職
大学院で学ぶことで、実践の背景にある理論的なことを考えるようになるのではないかという
コメントです。この発言に対して私たちは次のように解釈しました。実践者は自分自身が埋め
込まれた特定の文脈からいったん離れることで、自らの行為や出来事の意味を多様な観点から
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根本的に問い直すことができるということです。先ほど拙論を引いて、時間と空間を乖離した
場での動きの専門性を育成するのは難しいと申し上げましたが、ここでは逆に時間と空間を乖
離することによって、より根本的なことを問うことができる、いわば問いが大きくなるという
ことだろうと思いますが、こういうメリットがあるのだということを改めて知らされました。
続きまして、教育委員会と教職大学院の関係についてです。先ほど東京都のお話もありまし
たが、教育委員会でも独自に修了生調査を実施しています。その結果が教職大学院に伝達され
ることで、当然ながらカリキュラムの改善に役立てられていきます。こういう両者の継続的な
連携によるポジティブな効果は言うまでもなく期待できるわけです。その一方で、場合によっ
ては即効的で一面的な教員育成に陥る可能性はないかということも若干懸念されています。
最後に、今後の修了生調査への示唆もいただいています。教職大学院で学んだことが、１年、
２年、３年と現場で実際に働くことを通して消化されていくのではないかということです。こ
れはとても鋭い意見だと思いました。教職大学院で獲得された知が、現場で実践が積み重ねら
れるにつれて何らかの変化をしていく可能性の指摘であり、われわれが修了生に対して調査を
実施していく際には、一時点のことではなくて、そこにも時間という変数を組み込んで追跡し
ていくことの必要性があるのではないかということです。これは大変大きなご示唆だと思って
います。以上が二つ目の大きな柱でありました。
３．在学生を対象とした prospective な成果検証の試み
最後になりますが、これから進めようとしていることを申し上げたいと思います。三つ目の
プロジェクトです。これまでの成果検証の方法は、そのほとんどが修了生を対象とした、しか
も質問紙調査でした。そこでは、職務への役立ちや結び付き、教職大学院で獲得したスキル、
伸長した資質･能力などが問われてきました。これには一定程度の有効性が検証方法としてはあ
り得るわけですが、回顧的（retrospective）で曖昧な問いかけがなされるために、全般的な傾向
を把握することはできても、得られる回答は一般的で漠然としたものになりがちです。
誰しも現時点から振り返って過去を見るわけですから、一つの物語を作るのではないかと思
うわけです。そうしますと大概は良いようなポジティブな色合い、色彩を持った物語に多分なっ
ていくのではないかと思われます。果たしてこういうことが成果検証といえるのかどうかとい
うことを委員会の方では検討しました。しかも、このような測定方法に基づきますと、この結
果から一定の精度を持って教職大学院の改善につながる手立てを案出することは結構難しいこ
となのではないかとも思いました。
そこでわれわれが今考えているものは、修了生を対象にするのではなくて在学中から在学生
を対象に経時的にインタビューと質問紙調査を繰り返していくということを考えています。オ
ンタイムで追っていくということです。彼らは何を学んでいるのだろうかということを丁寧に
見取っていくということです。こういった試みによって、次のような問いを検討することが可
能になると思われます。
これまでの実践経験は教職大学院での日々の学修を通してどのように言語化されるのか、松
木先生の言葉では書字化ということになります。あるいは各自が前提とする「認識の枠組み」
が自覚されるなら、それはいかにして自覚されるのか、自明性が懐疑されるのか。そしてそれ
が新たな認識の枠組みへと変化していく、あるいは再構成されていくとしたら、そのプロセス
はどのようなものなのか。さらには質の高い省察とはどのようなものであり、それは何によっ
てもたらされるのか。あるいはそもそも教員が学ぶ、すなわち力量が高まるというのはどうい
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うことなのかといったような、教員養成にとっての根本的な問いを考えることができるのでは
ないかと思われるわけです。もちろん質問紙調査では測定が難しかった省察の質の変化も、こ
れによって捉えることができると考えています。
われわれがとても大事にしていることとしては、こういう prospective な成果検証の中でイン
タビューをしていくのですが、このインタビューが成果検証のためのデータ収集としてだけ位
置しているのではなくて、教職大学院の学生に対してその都度インタビューしていくことが一
つの教育なのだということです。インタビューで聞かれることによって、彼らには当然思考し
ていただくことになるわけですから、彼らの学修を促進する機能を持っているということです。
もう一つはインタビュアーである私たちが、教職大学院生の力量形成に資するために、いかに
振る舞うことが望ましいかということです。先ほどの研究者教員としての振る舞い方、実務家
教員としての振る舞い方を思考するための材料になるのではないかと思っています。これはこ
れから始めるというところです。
以上、簡単ではございますが、成果検証委員会で現在取り組んでいることの報告でした。
（司会）

吉水先生、山中先生、ありがとうございました。これをもちまして、本日の日本教

職大学院協会研究大会の全日程が終了いたしました。皆さま方のご協力に心よりお礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
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ঢ়બ॑ണऎऒधऋदऌॊ؛౸ৡमऊैदुৈीैो
ॊكିق

䠆 ઇ৩भ௧ਙقরك

䊻॥গॽॣش३ঙথચৡृযঢ়બਛચৡऋਈર
 ঽैभਠ૾॑ऌठ॒धཔदऌॊऒधजखथजभअइद
ঽै॑ःऊपৈीथःऐॊऊ॑ीਢऐैोॊऒध
䊻َُ॑ाबऩऋैَ৾लਢऐॊઇ৩ُदँॊऒध
ऋीैोथःॊ

⋇ قઇఐઍृઇ্১ಉपঢ়घॊੴ॑ඃ੭खथःॊऊनअऊ
धःअكಯदધဿऩડએ
⋈ ્قभ૾யपउःथीैोॊষ॑໌௪पदऌॊऊनअ
ऊधःअكदધဿൂோऩડએ
ڃ
َदધဿൂோऩઇ৩भ௧ਙُ॑ઇপ৾धःअ્भ
ધဿऊैᕇखञ୭दभৌਵ॑ৢखथਛघॊऒधम૭ચऊध
ःअরكقभਖःऋବ৲घॊ

كିقॖথॱঅগॖشभୁॉभਏ৺दँॉਵजभुभदमऩः؛ਰৣदँॊ

؝ڮઇ৩ভ௰ਖ৹ਪ؟ટधઅ

؝ڮઇ৩ভ௰ਖ৹ਪ؟ટधઅ

 ق५ॺঞॺشঐ५ॱشभكৰಆ

 ઇপ৾भढ़জय़গছ

 ৾෮धभ୷मँऽॉऩः
 ৰಆেु৾ૅभৡपऩढथुैःञः؛जभਔपउःथ
ڭফ॑ৢखथःथऎोञऺअऋँॉऋञः
䋻५ॺঞॺشঐ५ॱشभৰಆभबैःधजोपൣअৰಆ
भਖऋକ

 ઇপ৾भ౸दमਈৗਈഈभઇधम୦ऊ॑৾वऒ
धऋदऌॊ
䋻 য়࿄घॊ௧൸मَૼ࿃ُऊَৰᄷੇُऊ
قHJ6FKØQؠଯઢ كधःअਖःपलणऌૅ৾ਠ
ৃभୄऋقधऌपكઇపઇ৾ऋೈघॊ௧൸धभद
≩≮घॊ૭ચਙ
 ઇఐभ௧ੴ॑ඃ੭घॊऒधमुठौ॒टऋजोेॉु
नुऋચप৾ಆघॊ౸॑ன৫दऌॊऒधभ্ऋপহद
ँॉजभञीभ৾लقઉखكऋਏ
䋻 ౸तऎॉभ੦ೕमઇఐृૅரपऊऊॎैङુৢखथःॊقध
ੳऔोॊكञीजो॑৾लઉघढ़জय़গছऋਏடऔोॊ

؝ڮઇ৩ভ௰ਖ৹ਪ؟ટधઅ

؝ڮઇ৩ভ௰ਖ৹ਪ؟ટधઅ

 ઇপ৾भढ़জय़গছ

 ઇ৩ভधઇপ৾भঢ়બ

 भଢ଼ఊदमभ౸पણऊचॊुभ॑৾ऻअधघॊ
قभৰᄷपણऊचॊुभखऊ৾ऻअधखऩःऊुखोऩ
ः؛كઇপ৾द৾वऒधदৰᄷभూବपँॊ৶ऩऒ
ध॑અइॊेअपऩॊ

 ઇ৩ভुஆঽपఊവে৹ਪ॑ৰ؛जभટऋઇপ
৾पऔोॊऒधदढ़জय़গছఒप૽য়थैो
ॊ

䋻 ৰᄷमঽীঽମऋඇीऽोञ્भધဿऊैःढञ॒
ोॊऒधदঽैभষನृলਟহभਔ॑ऩ௴ਡऊैஉম
पਖःઉघऒधऋदऌॊقHJশળؠরਉك

䋻भಲਢऩ৴पेॊএ४ॸॕঈऩટऋୄऔोॊ؛
जभ্द়ৃقपेढथम໌كदએऩઇ৩
ਛपีॊ૭ચਙषभਔऋਏदँॊ

؝ڮઇ৩ভ௰ਖ৹ਪ؟ટधઅ

؝گ৾ে॑ৌधखञSURVSHFWLYHऩਛટ
ਫ਼भा

 ০भఊവে৹ਪषभંྮ

 ऒोऽदभਛટਫ਼भ্১

 ઇপ৾द॒৾ञऒधऋڭফڮফگফधਠৃदৰ
प௮ऎऒध॑ৢखथ৲ق৶ੰكऔोथःऎ
䋻ઇপ৾दඃ੭औोञੴऋਠৃदৰᄷऋाबैो
ॊपणोथ୦ैऊभ৲॑खथःऎ૭ચਙऋతऔोॊ؛
ఊവে৹ਪ॑जऒपَৎُधःअਯ॑ੌाा୯
पৰघॊऒधभਏਙऋંྮऔोॊ

 जभऺध॒नऋఊവে॑ৌधखञସਖ৹ਪदँॊ
 जऒदमق ੶खञेअप كਜषभ૽য়ठृलणऌ
ઇপ৾दඃ੭खञ५य़ঝಇশखञৱସ؞ચৡऩनऋ
ਖॎोॊ
䋻൹قUHWURVSHFWLYHكद᥊ऩਖःऊऐऋऩऔोॊञी
৸ಹऩൊ॑པघॊऒधमदऌथु੭ैोॊ௦म
ಹदᄏேधखञुभपऩॉऋठ
䊻ऒभટऊैقभಖ২॑ुढथكઇপ৾भఒप
णऩऋॊুয়थ॑੧লघॊऒधमदँॊऊुखोऩः
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؝گ৾ে॑ৌधखञSURVSHFWLYHऩਛટ
ਫ਼भा

؝گ৾ে॑ৌधखञSURVSHFWLYHऩਛટ
ਫ਼भा

 SURVSHFWLYHऩਛટਫ਼भ੧

 SURVSHFWLYHऩਛટਫ਼भ੧

 ৾ে॑ৌधखञॖথॱঅগشधସਖ৹ਪ
 ৽ৎपৰڀقఊവभ୯॑ुৄिك

 ॖথॱঅগشमقਛટਫ਼भञीभॹॱشઽૐदँॊध
ৎपكઇপ৾েभ৾ఊ॑യਤघॊਃચ॑ँॎचु
ठॖথॱঅগ॔قشदँॊஎञठكपઇপ৾েभ
ৡਛपৱघॊञीपःऊपஷॊअऒधऋऽखःऊ
ઓઅघॊञीभ౫મ॑घॊ

 ਫ਼ୈऔोॊਖःभ
• ऒोऽदभৰᄷ৽ୡमઇপ৾दभرभ৾ఊ॑ৢखथन
भेअपୁ৲औोॊभऊ
• ঽऋघॊَੳभੌाُقऋঽಁऔोॊऩैजोكम
ःऊपखथঽಁقٙঽਙऋဝઑكऔोॊभऊजखथजोऋ
ৗञऩَੳभੌाُषध৲खथःऎँقॊःमગଡਛऔ
ोथःऎكधखञैजभউট७५मनभेअऩुभऊ
• ସभৈःधमनभेअऩुभदँॉजोम୦पेढथुञ
ैऔोॊभऊ
• जुजुઇ৩ऋ৾वقघऩॎठৡऋৈऽॊكधमनभेअऩ
ऒधऊ

 ऒभଢ଼ੑपमઇপ৾भ৾ఊਛટधखथ୦॑ਫ਼
घॊऊधःअஉ౺ऩਖःऋ૯ञॎॊ

ધ൴
•

$UJ\ULV&

•

শળ    ৾ಆঔॹঝ৾صल্दટमॎॊऊ রਉ ࿖قౣ෩ك
੫য౫ਛোقSSॲ كॖখঔথॻ

6FKØQ'$   7KHRU\ LQ SUDFWLFH -RVVH\%DVV

•

রਉ ࿖   ৽৾ಆ ূপ৾লගভ

•

ଯઢ ৾   ઇపभधৄصઇ௧ਙभ੦ຊ అഘଯਮقౣ
෩ كઇపधःअலহقজॹشॕথॢ५ মभઇधভ ਸ਼ඕك
قSS كমછ७থॱش

•

6FKØQ'$   7KH UHIOHFWLYH SUDFWLWLRQHU +RZ SURIHVVLRQDOV
WKLQN LQ DFWLRQ %DVLF %RRNVقൈ؞ਕق૰   ك
ৰᄷधम୦ऊصউটইख़ॵ३ঙॼঝभষನधઓઅ ႘છඬك

•

রஶ   ৗযઇ৩ઇपउऐॊਡधன৫भ૭ચਙصॖথॢছথ
ॻभb0DVWHUV LQ 7HDFKLQJ DQG /HDUQLQJbपঢ়घॊളཽઅ صমઇ
పઇ৾ভফਾ
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参

考

資

料

日本教職大学院協会会員大学一覧
平成29年５月19日現在
区分

大学院名

研究科名

専 攻 名

定 員
（人）

会員代表者職・氏名

備 考

国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科

高度教職実践専攻

45

教職大学院長

井門 正美 理事

国立 弘前大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

16

教育学研究科長

戸塚

国立 岩手大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

16

教育学研究科長

遠藤 孝夫

国立 宮城教育大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

32

学長

見上 一幸 理事

国立 秋田大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

20

教育学研究科長

武田

篤

国立 山形大学大学院

教育実践研究科

教職実践専攻

20

教育実践研究科長

出口

毅

国立 福島大学大学院

人間発達文化研究科

教職実践専攻

16

人間発達文化研究科長

朝賀 俊彦

国立 茨城大学大学院

教育学研究科

教育実践高度化専攻

15

教育学研究科長

生越

国立 宇都宮大学大学院

教育学研究科

教育実践高度化専攻

15

教育学研究科長

伊東 明彦

国立 群馬大学大学院

教育学研究科

教職リーダー専攻

16

専門職学位課程長

山口 陽弘 理事

国立 埼玉大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

20

教育学研究科長

細渕 富夫

私立 聖徳大学大学院

教職研究科

教職実践専攻

15

学長

川並 弘純 監事

国立 千葉大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

20

教育学研究科長

国立 東京学芸大学大学院

教育学研究科

教育実践創成専攻

40

教職大学院長

佐々木幸寿 副会長

私立 創価大学大学院

教職研究科

教職専攻

25

教職研究科長

吉川 成司

私立 玉川大学大学院

教育学研究科

教職専攻

20

教職大学院科長

田原 俊司

私立 帝京大学大学院

教職研究科

教職実践専攻

30

教職研究科長

三石 初雄

私立 早稲田大学大学院

教職研究科

高度教職実践専攻

60

教職研究科長

国立 横浜国立大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

15

教育学研究科長

国立 新潟大学大学院

教育学研究科

教育実践開発専攻

15

教育実践開発専攻長 小久保美子

国立 上越教育大学大学院

学校教育研究科

教育実践高度化専攻

60

学長

川崎 直哉

国立 富山大学大学院

教職実践開発研究科

教職実践開発専攻

14

教職実践開発研究科長

岡﨑 浩幸

国立 金沢大学大学院

教職実践研究科

教職実践高度化専攻

15

教職実践研究科長

田邊 俊治

国立 福井大学大学院

教育学研究科

教職開発専攻

37

学長補佐

松木 健一 理事

国立 山梨大学大学院

教育学研究科

教育実践創成専攻

14

教育学研究科長

中村 和彦

国立 信州大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

20

教育学研究科長

永松 裕希 理事

参考資料－1

学

達

小宮山 伴与志

堀

誠

副会長

杉山久仁子

区分

大学院名

研究科名

専 攻 名

定 員
（人）

会員代表者職・氏名

備 考

国立 岐阜大学大学院

教育学研究科

教職実践開発専攻

25

教育学研究科長

池谷 尚剛

国立 静岡大学大学院

教育学研究科

教育実践高度化専攻

20

教育学研究科長

菅野 文彦

私立 常葉大学大学院

初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻

20

初等教育高度実践研
究科長

安藤 雅之

国立 愛知教育大学大学院

教育実践研究科

教職実践専攻

50

学長

後藤ひとみ

国立 滋賀大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

20

教育学研究科長

渡部 雅之

国立 京都教育大学大学院

連合教職実践研究科

教職実践専攻

60

副学長・大学院連合
教職実践研究科長

浅井 和行 理事

私立 立命館大学大学院

教職研究科

実践教育専攻

35

教職研究科長

春日井敏之 理事

国立 大阪教育大学大学院

連合教職実践研究科

高度教職開発専攻

30

学長

栗林 澄夫

国立 兵庫教育大学大学院

学校教育研究科

教育実践高度化専攻

100

学長

福田 光完 会長

国立 奈良教育大学大学院

教育学研究科

教職開発専攻

20

学長

加藤 久雄 監事

国立 和歌山大学大学院

教育学研究科

教職開発専攻

15

教育学研究科長

寺川 剛央

国立 島根大学大学院

教育学研究科

教育実践開発専攻

17

教育実践開発専攻長

肥後 功一

国立 岡山大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

20

教育学研究科長

髙塚 成信 理事

国立 広島大学大学院

教育学研究科

教職開発専攻

20

教育学研究科長

小山 正孝

国立 山口大学大学院

教育学研究科

教職実践高度化専攻

14

教育学研究科長

丹

国立 鳴門教育大学大学院

学校教育研究科

高度学校教育実践専攻

50

学長

山下 一夫 理事

国立 香川大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

14

教育学研究科長

毛利

猛

国立 愛媛大学大学院

教育学研究科

教育実践高度化専攻

15

教育学研究科長

佐野

栄

国立 福岡教育大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

40

学長

櫻井 孝俊

国立 佐賀大学大学院

学校教育学研究科

教育実践探究専攻

20

学校教育学研究科長

田中 彰一

国立 長崎大学大学院

教育学研究科

教職実践専攻

38

教育学研究科長

藤木

国立 熊本大学大学院

教育学研究科

教職実践開発専攻

15

教育学研究科長

八幡 英幸

国立 大分大学大学院

教育学研究科

教職開発専攻

10

教育学研究科長

古賀 精治

国立 宮崎大学大学院

教育学研究科

教職実践開発専攻

28

教育学研究科長

幸

国立 鹿児島大学大学院

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻

16

教育学研究科長

土田

国立 琉球大学大学院

教育学研究科

高度教職実践専攻

14

教育学研究科長

参考資料－2

信介

卓

秀樹
理

小田切忠人

理事

理事

【日本教職大学院協会組織図】

（平成２９年５月１９日現在）

総会

理事会

監事

（会長校）

専門委員会
事務局

○
研
究
推
進
委
員
会

○
成
果
検
証
委
員
会

○
教
育
委
員
会
等
連
携
委
員
会
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○
企
画
・
広
報
委
員
会

○
授
業
改
善
・
F
D
委
員
会

日 本 教 職 大 学 院 協 会 役 員 一 覧
（平成29年5月19日）
役職名

所属

職名

氏名

備考

会長

兵庫教育大学大学院

学長

福田 光完

副会長

東京学芸大学大学院

教職大学院長

佐々木幸寿

副会長

早稲田大学大学院

教職研究科長

堀

理事

北海道教育大学大学院

教職大学院長

井門 正美

理事

宮城教育大学大学院

学長

見上 一幸

理事

群馬大学大学院

専門職学位課程長

山口 陽弘

理事

福井大学大学院

学長補佐

松木 健一

理事

信州大学大学院

教育学研究科長

永松 裕希

理事

京都教育大学大学院

副学長・大学院連合教職実践研究科長

浅井 和行

理事

立命館大学大学院

教育学研究科長

春日井敏之

理事

岡山大学大学院

教育学研究科長

髙塚 成信

理事

鳴門教育大学大学院

学長

山下 一夫

理事

長崎大学大学院

教育学研究科長

藤木

理事

宮崎大学大学院

教育学研究科長

幸

監事

奈良教育大学大学院

学長

加藤 久雄

監事

聖徳大学大学院

学長

川並 弘純
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誠

卓
秀樹

日本教職大学院協会専門委員会委員名簿
授業改善・FD委員会
大

学

名

任期：平成29年5月～平成31年5月（2年間）

職

名

氏

名

玉川大学大学院

教

授

松

本

早稲田大学大学院

教

授

三

村

新潟大学大学院

准教授

一

福井大学大学院

教

授

松

岐阜大学大学院

教

授

愛知教育大学大学院

教

兵庫教育大学大学院

教

奈良教育大学大学院

教

備

成果検証委員会

考

大

学

名

任期：平成28年5月～平成30年5月（2年間）

職

名

氏

名

備

修

玉川大学大学院

教

授

田

原

俊

司

隆

男

京都教育大学大学院

教

授

片

山

紀

子

柳

智

紀

兵庫教育大学大学院

教

授

吉

水

裕

也 座長

木

健

一 座長

兵庫教育大学大学院

教

授

山

中

一

英

石

川

英

志

兵庫教育大学大学院

准教授

筒

井

茂

喜

授

倉

本

哲

男

授

溝

邊

和

成

授

宮

下

俊

也

島根大学大学院

准教授

丸

橋

静

香

山口大学大学院

教

授

和

泉

研

二

鳴門教育大学大学院

教

授

前

田

洋

一

企画・広報委員会
大

学

名

任期：平成29年5月～平成31年5月（2年間）

職

名

氏

名

備

研究推進委員会

考

大

学

名

任期：平成29年5月～平成31年5月（2年間）

職

名

氏

名

秋田大学大学院

特別教授

古

内

一

樹

創価大学大学院

教

授

長

島

明

純

宮城教育大学大学院

教

授

吉

村

敏

之

上越教育大学大学院

教

授

水

落

芳

明

帝京大学大学院

准教授

細

戸

一

佳

信州大学大学院

教

授

三

崎

早稲田大学大学院

教

授

高

橋

あつ子

立命館大学大学院

教

授

森

田

兵庫教育大学大学院

教

授

淺

野

良

兵庫教育大学大学院

副学長

米

田

島根大学大学院

教

授

千代西尾 祐 司

兵庫教育大学大学院

准教授

當

山

岡山大学大学院

教

授

髙

瀬

宮崎大学大学院

教

授

三

輪

教育委員会等連携委員会
大

学

名

群馬大学大学院

職

一 座長

淳
佳

見

任期：平成28年5月～平成30年5月（2年間）

名

准教授

氏
高

名
橋

備

望

千葉大学大学院

教

授

貞

広

斎

上越教育大学大学院

准教授

辻

野

けんま

岐阜大学大学院

教

授

篠

原

清

昭 座長

静岡大学大学院

教

授

山

﨑

保

寿

滋賀大学大学院

教

授

大

野

裕

己

鳴門教育大学大学院

准教授

大

林

正

史

福岡教育大学大学院

教

大

竹

普

吾

授

考

子
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考

備

隆
真

樹
豊 座長

清

実

考

日本教職大学院協会規約
（平成21年５月29日制定）
（平成29年５月19日改正）
第１章

総則

（名称）
第１条

本会は日本教職大学院協会（以下「協会」という。）と称し、英語ではJapan

Association of Professional Schools for Teacher Education（略称JAPTE）と称する。
（組織）
第２条

協会は、教職大学院を設置する大学・学部を会員として組織する。

（目的）
第３条

協会は、会員相互の協力を促進して教職大学院における教育水準の向上を図り、もっ

て優れた教員を養成し、社会に貢献することを目的とする。
（事業）
第４条

前条の目的を達成するため、協会は次の事業を行う。

(1) 教職大学院が行う教育の内容及び教育条件整備の検討と提言
(2) 教職大学院の教育実践研究の検討と提言
(3) 教職大学院の教員の研修・交流
(4) 教職大学院学生の研修・交流
(5) 教職大学院の入学者選抜方法の検討と提言
(6) 教育委員会等との連携方法の検討と提言
(7) 前各号のほか、協会の目的を達成する上で必要と認めた事業
第２章

会員

（会員の資格）
第５条

協会の会員は、教職大学院を設置する法人のうち、法人の意志に基づき入会手続を行

い、総会の議決により入会を認められたものとする。
（会員の代表者）
第６条

会員は、その代表者１人を定めて、協会に届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。
２

代表者は、教職大学院を設置する法人の学長又は教職大学院を代表する者とする。

３

協会の総会には、第１項により届け出られた者が出席しなければならない。会員代表者が
総会に出席できないときは、当該教職大学院の専任教員による代理出席を認める。この場合
は、書面により代理出席を委任されたことを申し出なければならない。

４

理事会への出席においても、前項の代理出席に関する規定を準用する。
（入会及び資格喪失等）

第７条

教職大学院を設置する法人が入会を希望するときは、書面により協会に申し出て、総

会の議決により入会の承認を得るものとする。
２

入会後、会員の設置する教職大学院が閉鎖され、又はその設置認可が取り消されたときは、
会員の資格を失う。
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３

会員が協会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事
会の提案に基づく総会の決議により除名することができる。その議決は、総会員の３分の２
以上の多数による。

４

会員が退会を希望するときは、書面により協会に届け出て、総会の議決により退会の承認
を得るものとする。
（入会金及び年会費）

第８条

会員は、年会費を納めなければならない。年会費を滞納した会員は、退会したものと

みなすものとする。
２

会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。

３

年会費及び入会金に関する細則は、別に定める。
第３章

役員

（役員の構成）
第９条

協会に次の役員を置く。

(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事

１人
２人
１４人（会長、副会長を含む。）

（理事の選任）
第10条
２

理事は、総会がこれを選任する。

欠員が生じた場合の後任の理事は、前任者の属する会員から選出する。
（会長及び副会長の選任）

第11条

会長は、総会において選任された理事がこれを互選する。

２

副会長は、会長が理事の中から指名し、理事会の承認を経てこれを選任する。

３

会長及び副会長のうち１人は私立大学の会員代表者とする。

４

欠員が生じた場合の後任の会長及び副会長は、前任者の属する会員から選出する。
（役員の任期）

第12条

会長、副会長及び理事の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の会

長、副会長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。
２

会長、副会長及び理事は、再任を妨げない。
（会長及び副会長の職務）

第13条
２

会長は、協会を代表し、会務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者がその職
務を代行する。

３

会長及び副会長は、その任期が満了する日において後任の会長及び副会長が選出されてい
ないときは、後任の会長及び副会長が選出されるまで引き続きその職務を行う。
（理事の職務）

第14条

理事は理事会を構成し、会務を執行する。
第４章

会議

（総会の招集）
第15条

会長は、毎年１回、会員の通常総会を招集しなければならない。

参考資料－7

２

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。総会員の３分の
１以上の会員が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しな
ければならない。

３

総会の議長は、会長がこれにあたる。
（総会の議決方法）

第16条
２

総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。

３

会員は、総会において各々1 個の議決権を有する。
（理事会の招集）

第17条

理事会は会長がこれを招集し、その議長となる。

（理事会の議決方法）
第18条
２

理事会は、総理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

理事会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
（理事会の議決事項）

第19条

理事会は、次の事項を議決する。

(1) 総会に提案すべき事項
(2) 入会金及び年会費に関する事項
(3) 専門委員会の設置に関する事項
(4) 副会長の選任並びに事務局長の任免の承認
(5) その他、協会の事業を実施するために必要と認められる事項
第５章

専門委員会

（専門委員会の設置）
第20条

協会の事業の遂行に必要な調査研究を行うため、理事会の下に専門委員会を置くこと

ができる。
２

専門委員会による調査研究の結果は、理事会に報告しなければならない。
（専門委員会の任務・構成等）

第21条

各専門委員会の任務及び構成等については、理事会が別に定める。
第６章

監事

（監事）
第22条
２

協会に、監事２人を置く。

監事は、会員代表者のうちから理事会が選出する。ただし、理事は監事を兼ねることがで
きない。

３

欠員が生じた場合の後任の監事は、前任者の属する会員から選出する。
（職務）

第23条
２

監事は、協会の業務及び会計を監査し、理事会にその結果を報告しなければならない。

監事の任期が終了する年度の翌年度に行われる前項の監査及び報告は、前任の監事が行う
ものとする。
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（任期）
第24条

監事の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の監事の任期は、前任

者の残任期間とする。
２

監事は、再任することができない。
第７章

事務局

（事務局の設置）
第25条
２

協会の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局は、会長が属する大学に置き、副会長が属する大学がこれに協力するものとする。
（事務局長及び職制）

第26条

事務局に事務局長１人及び必要な職員を置く。

２

事務局長は、事務局を統括する。

３

事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。

４

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第８章

会計

（経費）
第27条

協会の事業を実施・運営するために必要な経費は、次の各号に掲げる収入をもって充

てる。
(1) 入会金及び年会費
(2) その他、寄附金等
（経費の管理）
第28条

協会の経費の管理は、理事会の議を経て事務局が行う。

（会計年度）
第29条

協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。

（予算及び決算）
第30条

会長は、毎年３月末日までに翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の

承認を求めなければならない。
２

会長は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、監事の意見を
添えて総会の承認を求めなければならない。
第９章

規約の変更及び解散

（規約の変更）
第31条
２

本規約は、総会の議決によって変更することができる。

この議決には、総会員の３分の２以上の同意を要する。
（解散）

第32条
２

協会は、総会の議決によって解散することができる。

この議決には、総会員の４分の３以上の同意を要する。
第10章

細則
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（細則の制定）
第33条

本規約の施行上必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。
附

則

（施行期日）
第１条

本規約は、平成21年５月29日から施行し、平成20年10月16日から適用する。

（会員）
第２条

第５条の規定にかかわらず、教職大学院協会設立総会（平成20年10月16日開催）で協

会への参加の意志決定を行った法人は、入会手続を経たものと見なす。
（連合教職大学院）
第３条

本規約の適用については、複数の法人が一の教職大学院を設置した場合においては、

あわせて一の会員として扱うものとする。
（設立総会における会長等の選任）
第４条

協会の最初の総会において選出された会長、副会長及び理事は、本規約に基づき選任

されたものとみなす。
（最初の役員の任期）
第５条

協会の最初の会長、副会長及び理事の任期は、第12条第１項の規定にかかわらず、そ

の設立の日から平成22年の第１回の総会までとする。
（設立総会の議長）
第６条

協会の最初の総会の議長は、第15条第３項の規定にかかわらず、日本教育大学協会会

長がこれにあたる。
（最初の監事の任期）
第７条

最初の監事の任期は、第24条第１項の規定にかかわらず、選出された日から平成22年

３月31日までとする。
（設立当初の会計年度）
第８条

協会の最初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり平成22

年３月31日に終わるものとする。
（日本教育大学協会との関係）
第９条

協会の設立及び運営に当たっては日本教育大学協会の協力を得ることとし、設立後も

連携を図るものとする。
附

則

本規約は，平成29年５月19日から施行する。ただし，第26条４項に係る規定については平成
29年４月１日から適用する。
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日本教職大学院協会会費等細則
（平成21年2月16日制定）
（平成24年3月10日改正）

（入会金）
第１条

教職大学院協会（以下、「協会」と略す。）の会員は、各々入会にあたって10万円

の入会金を所定の時期までに協会に納付しなければならない。
（年会費）
第２条

協会の会員は、各々年度ごとに30万円の年会費を所定の時期までに協会に納付しな

ければならない。
（既納の入会金等）
第３条

既納の入会金及び年会費は返還しない。
附

則

本細則は平成21年２月16日から施行する｡
附

則

本細則は平成24年４月１日から施行する｡
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日本教職大学院協会専門委員会細則
（平成 21 年 10 月 23 日制定）
（平成 22 年３月 11 日改正）
（平成 28 年３月 19 日改正）
（平成 29 年４月 26 日改正）
（目的）
第１条 この細則は，日本教職大学院協会規約（以下「規約」という。）第 21 条の規定に基づき，
専門委員会の所掌事項及び構成等について必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第２条 日本教職大学院協会（以下「協会」という。）理事会の下に，次に掲げる専門委員会を
置く。
(1) 授業改善・ＦＤ委員会
(2) 企画・広報委員会
(3) 教育委員会等連携委員会
(4) 成果検証委員会
(5) 研究推進委員会
（所掌事項）
第３条 授業改善・ＦＤ委員会は，次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育課程の見直しに関すること。
(2) 教育の内容及び教育条件整備に関すること。
(3) 教員の研修・交流に関すること。
(4) 教育実践研究の推進に関すること。
２ 企画・広報委員会は，次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の企画・立案に関すること。
(2) 広報活動の推進に関すること。
(3) 広報誌の刊行に関すること。
(4) 協会運営の円滑化に関する提案に関すること。
３ 教育委員会等連携委員会は，次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教員派遣に関する教育委員会との連携に関すること。
(2) 実習に関する教育委員会との連携に関すること。
(3) 修了者の教員就職支援に関する方策に関すること。
(4) 教育委員会等への要望に関すること。
４ 成果検証委員会は，次に掲げる事項を所掌する。
(1) 修了者の進路状況・活動状況等の調査に関すること。
(2) 調査結果に基づく分析に関すること。
(3) その他成果の検証に関すること。
５ 研究推進委員会は，次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教職大学院に係る研究に関すること。
(2) 協会の各委員会の研究活動推進及び連携に関すること。
(3) 研究成果の公表に関すること。
(4) 研究誌の刊行に関すること。
(5) 独立行政法人教職員支援機構との連携に関すること。
（構成）
第４条 専門委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 座長
(2) 委員 若干人
（座長）
第５条 専門委員会に座長を置き，座長は，理事会が規約第５条に定める会員の中から選出し，
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会長が委嘱する。
座長は専門委員会を招集し，議長となる。
座長に事故があるときは，会長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。
（委員）
第６条 専門委員会の委員は，座長が会員の中から推薦し，会長が委嘱する。
（任期）
第７条 座長及び委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任の
座長及び委員の任期は，前任者の残任期間とする。
（理事会への報告）
第８条 専門委員会は，必要に応じて専門委員会における調査研究の結果等を理事会に報告する
ものとする。
（委員以外の者の出席）
第９条 専門委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くこ
とができる。
（事務）
第 10 条 専門委員会に関する事務は，事務局において処理する。
（補則）
第 11 条 この細則に定めるもののほか，専門委員会の運営に関し必要な事項は，理事会が別に定
める。
附 則
１ 本細則は，平成 21 年 10 月 23 日から施行し，平成 21 年５月 29 日から適用する。
２ 第５条及び第６条の規程により最初に委嘱された第２条第１項に定める委員会の座長及び委
員の任期は，第７条の規定にかかわらず，委嘱された日から平成 23 年の第１回の総会までとす
る。
附 則
本細則は，平成 22 年４月１日から施行する。
附 則
本細則は，平成 28 年４月１日から施行する。
附 則
本細則は，平成 29 年４月 26 日から施行し，平成 29 年４月１日から適用する。

２
３
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日本教職大学院協会事務局の組織及び運営に関する細則

（ 平 成 29 年 ５ 月 19 日 制 定 ）
（目的）
第１条

こ の 細 則 は 、 日 本 教 職 大 学 院 協 会 規 約 （ 以 下 「 規 約 」 と い う 。） 第 26 条 第 4

項の規定に基づき、事務局の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
（事務局次長）
第２条
2

事務局に、事務局次長を若干人置く。

事務局次長のうち１人を庶務担当とする。

（組織）
第３条

庶務担当事務局次長のもとに、事務部を置く。

2

事務部に、事務部長を置く。

3

事務部に、総務課、財務課及び教務課を置く。

4

課に、課長を置く。

5

その他必要な職員を置くことができる。

（職員の委嘱等）
第４条
2

事務局次長は、事務局長が推薦し、会長が委嘱する。

前 条 2 項 、4 項 及 び 5 項 に 掲 げ る 職 員 は 、事 務 局 所 在 の 大 学 の 職 員 の う ち か ら 庶 務

担当事務局次長が委嘱する。
3

事務局に、専任の職員を置くことができる。

（総務課の所掌事務）
第５条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 協 会 の 事 務 に 関 し 、 総 括 し 、 及 び 連 絡 調 整 す る こ と 。
(2) 公 印 を 管 守 す る こ と 。
(3) 文 書 類 の 接 受 、 発 送 及 び 整 理 保 存 す る こ と 。
(4) そ の 他 、 他 の 部 及 び 課 に 属 さ な い 事 務 を 処 理 す る こ と 。
（財務課の所掌事務）
第６条

財務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 協 会 の 会 計 事 務 に 関 し 、 総 括 し 、 及 び 連 絡 調 整 す る こ と 。
(2) 予 算 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。
(3) 収 入 及 び 支 出 に 関 す る こ と 。
(4) そ の 他 会 計 事 務 に 関 す る こ と 。
（教務課の所掌事務）
第７条

教務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 協 会 の 教 務 事 務 に 関 し 、 総 括 し 、 及 び 連 絡 調 整 す る こ と 。
(2) 所 掌 事 務 に 関 す る 諸 調 査 、 統 計 及 び 報 告 に 関 す る こ と 。
(3) そ の 他 教 務 事 務 に 関 す る こ と 。
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（事務）
第８条

事務手続きに関し必要な事項は、規約等に定めるもののほか、事務局所在の

大学の定めるところによる。
附 則
本 細 則 は 、 平 成 29 年 ５ 月 19 日 か ら 施 行 し 、 平 成 29 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。
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平成２９年度日本教職大学院協会事業報告
区

内

分
開催日
場 所
開 会

総

理

会

事

会

授業改善・ＦＤ
委員会

容

平成２９年５月１９日（金）
一橋大学一橋講堂２階 中会議場
①会長挨拶
②来賓祝辞
日本教育大学協会会長、独立行政法人教職員支援機構理事長、
全国私立大学教職課程協会会長代理
議 事 ①新規会員の入会について
②理事会の体制について
③事務局の体制整備について
④平成２８年度事業報告について
⑤平成２８年度決算報告について
⑥平成２９年度事業計画について
⑦平成２９年度予算計画について
情報提供 ①教職大学院認証評価の状況について
②その他
講 演 「教職大学院は何のためにあるか」
（文部科学省大臣官房審議官 浅田 和伸 氏）
（平成２９年度第１回）
開催日 平成２９年４月１８日（火）～４月２６日（水）
方 法 ｅメールによる持ち回り審議
議 事 ①理事会体制について
②研究推進委員会について
（平成２９年度第２回）
開催日 平成２９年５月１９日（金）
場 所 一橋大学一橋講堂１階 特別会議室
議 事 ①平成２８年度決算について
②平成２９年度事業計画について
③平成２９年度予算計画について
報告事項 ①新規会員の入会について
②理事会の体制について
③専門委員会委員の委嘱について
（平成２９年度第３回）
開催日 平成２９年９月１４日（木）～９月２９日（金）
方 法 ｅメールによる持ち回り審議
議 事 ①教職大学院等に関するアンケートの実施について
（平成２９年度第４回）
開催日 平成２９年１０月１３日（金）～１０月２５日（水）
方 法 ｅメールによる持ち回り審議
議 事 ①分科会①「実践研究成果公開フォーラム」の準備状況等について
②全体会及び分科会②「ポスターセッション」の準備状況等について
③その他
（平成２９年度第５回）
開催日 平成３０年３月１１日（日）
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス 兵教ホール
議 事 ①役員の選任等について
②平成２９年度事業報告について
③平成３０年度事業計画について
④平成３０年度総会について
⑤日本教職大学院協会の事業等のあり方について
⑥その他
報告事項 ①「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」
に対する本協会からの意見等について
②人事異動等に伴う会員代表者の交代等について
③次回理事会について
（平成２９年度第１回）
開催日 平成２９年１０月２８日（土）
場 所 福井大学文京キャンパス総合研究棟Ⅴ６階 コラボレーションホール
議 事 ①教科領域を含む教職大学院のあり方について
②その他
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区

分

授業改善・ＦＤ
委員会

企画・広報委員会

教育委員会等
連携委員会

成果検証委員会

内

容

（平成２９年度第２回）
開催日 平成２９年１２月１７日（日）
場 所 福井大学文京キャンパス総合研究棟Ⅴ６階 コラボレーションホール
議 事 ①教科領域を取り込むカリキュラムについて
②その他
（平成２９年度第３回）
開催日 平成３０年３月２５日（日）
場 所 大阪コロナホテル ２０２会議室
議 事 ①教科領域を取り込むカリキュラムについて
②その他
（平成２９年度第１回）
開催日 平成２９年８月２０日（日）
場 所 新大阪ブリックビル３階 Ｆ会議室
議 事 ①平成２９年度事業計画の検討について
・分科会①「実践研究成果公開フォーラム」の計画について
・全体会の計画について
・分科会②「ポスターセッション」の計画について
・研究大会のリーフレットの作成について
・広告宣伝等の資料の設置場所について
②その他
（平成２９年度臨時）
開催日 平成２９年９月２２日（金）～９月２９日（金）
方 法 ｅメールによる持ち回り審議
議 事 ①平成２９年度日本教職大学院協会研究大会（全体会）パネルディスカッションにお
けるパネリスト候補者について
（平成２９年度第２回）※研究推進委員会と合同開催
開催日 平成２９年１０月２１日（土）
場 所 一橋大学一橋講堂１階 特別会議室１０３
議 事 ①分科会①「実践研究成果公開フォーラム」について
②全体会について
③分科会②「ポスターセッション」について
④その他
（平成２９年度第３回）※研究推進委員会と合同開催
開催日 平成３０年３月４日（日）
場 所 新大阪丸ビル新館５階 ５００号室
議 事 ①平成２９年度研究大会について
②平成２９年度事業報告について
③「２０１７年度日本教職大学院協会年報」の作成について
④平成３０年度事業計画について
⑤協会ホームページのリニューアルについて
⑥その他
（平成２９年度第１回）
開催日 平成３０年２月６日（火）
場 所 岐阜大学サテライトキャンパス ミーティングルームＢ
①現職教員学生（学校管理職候補者）の教育実習について
議 事
②その他
（平成２９年度第１回）
開催日 平成２９年８月２１日（月）
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス 演習室３
議 事 ①修了生調査の内容について
②研究大会総会での発表について
③在学生調査の内容について
④教育委員会等への調査について
⑤その他
（平成２９年度第２回）
開催日 平成２９年９月１５日（金）
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス 演習室３
議 事 ①日本教職大学院協会研究大会における発表内容について
②その他
（平成２９年度第３回）
開催日 平成３０年３月２日（金）
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス 演習室９
議 事 ①平成２９年度活動の総括
②福井県教育委員会への訪問調査報告
③平成３０年度の活動等について
④その他
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区

成果検証委員会

研究推進委員会

研究大会

広報活動等

内

分

容

（調査出張）
調査日 平成２９年１２月１８日（月）
場 所 福井県教育委員会
調査事項 教職大学院に関する検討を行うための訪問調査
（調査出張）
調査日 平成３０年３月２日（金）
場 所 兵庫県教育委員会
調査事項 教職大学院に関する検討を行うための訪問調査
（平成２９年度第１回）
開催日 平成２９年７月９日（日）
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス 演習室３
議 事 ①研究推進委員会設立の経緯と今後の方針について
②その他
（平成２９年度第２回）※一部、企画・広報委員会と合同開催
開催日 平成２９年１０月２１日（土）
場 所 一橋大学一橋講堂１階 特別会議室１０３
議 事 ①平成２９年度教育長等教育行政幹部職員セミナーへの参加について
②教職大学院セミナーについて
③その他
※企画・広報委員会と合同開催時の議事は、企画・広報委員会参照
（平成２９年度第３回）※一部、企画・広報委員会と合同開催
開催日 平成３０年３月４日（日）
場 所 新大阪丸ビル新館５階 ５００号室
議 事 ①平成２９年度の取組の成果と課題
②平成３０年度の取組
③平成３０年度の委員
④その他
※企画・広報委員会と合同開催時の議事は、企画・広報委員会参照
（独立行政法人教職員支援機構との連携事業）
平成２９年度教育長等教育行政幹部職員セミナー（共催）
実施事業
（テーマ「多様化する教育課題に、教育行政はどう立ち向かうのか」）
開催日 平成２９年１０月２８日（土）神戸会場（兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス）
平成２９年１１月１３日（月）東京会場（ＴＫＰ御茶ノ水カンファレンスセンター）
場 所 平成２９年１２月 １日（金）札幌会場（ホテルライフォート札幌）
（分科会①「実践研究成果公開フォーラム」）
開催日 平成２９年１２月９日（土）
場 所 一橋大学一橋講堂２階 中会議場
参加数 約４００人
発表大学院 ２０大学
（全体会、分科会②「ポスターセッション」）
開催日 平成２９年１２月１０日（日）
場 所 一橋大学一橋講堂２階 講堂ほか
参加数 約４８０人
内 容 （全体会）
○開会
○基調講演
講演題目 「１０年目を迎えた教職大学院への期待」
○パネルディスカッション
「１０年目を迎えた教職大学院の成果と課題
－教員養成改革と教職大学院への期待－」
○授業改善・ＦＤ委員会報告
○成果検証委員会報告
（分科会②「ポスターセッション」）「教職大学院における学修の成果」
時 期 平成２９年６月
内 容 ２０１６年度協会年報の送付、ホームページへの掲載
配付先
時
内

期
容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載

会員校、会員校を除く日本教育大学協会会員校、都道府県教育委員会、政令指定都市
教育委員会、文部科学省ほか教育関係機関
平成２９年７月
各会員大学作成教職大学院関係冊子等の相互交換促進
各会員大学
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