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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員
会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2020 年 2 月 25 日に開催予定の本投資法人の第 3
回投資主総会（以下「本投資主総会」という。）に付議することにつき、下記のとおり決議しまし
たので、お知らせいたします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 規約一部変更について
変更の理由は以下のとおりです。
（1） 本投資法人が上場以来掲げてきた、温泉・温浴関連施設をはじめとする多様な余暇活用型施設
に対する投資を行うという本投資法人の投資方針をより明確にするため、また、今後宿泊のた
めの施設の態様、あり方がさらに多様化すると見込まれることを踏まえ、本投資法人の投資方
針について変更を行うものです（変更案第12条第1項関連）。
（2） 法令番号を除き、暦年の表記を和暦から西暦に変更するものです（変更案第34条第3項及び別
紙2.（1）関連）。
（3） 本投資法人においては、現行規約第41条において、投信法第93条に基づき、投資主が投資主総
会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された
議案（互いに相反する趣旨の議案を除く。）について賛成するものとみなす旨を定めておりま
す（いわゆるみなし賛成制度）。この点、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論を契
機に、みなし賛成制度について、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、
投資主の利害関係及び投資法人の支配構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法
人の役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、みなし
賛成制度が適用されることにより必ずしも投資主全体による熟議を通じた投資主の多数意思
に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があり、投資法人の運営が滞りなく行
われている限り投資法人の運営全般について基本的・包括的な了承を与えるのが一般的という
投資主像を踏まえて導入されているみなし賛成制度がその本来の趣旨とは異なる結果をもた
らす可能性があるとの問題意識を持つに至りました。このような問題意識に基づき、上記のよ
うな視点から、また、法令上、反対投資主に投資口買取請求権等による保護が与えられている
かという観点も踏まえ、特に重要と考えられる一定の議案（以下「対象議案」といいます。）
について、所定の手続に基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が
表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委
託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の
責任の免除に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格
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要件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本
投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者
の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブ
サイトにおける公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案第41条第3項
及び第4項関連）。
（4）本投資法人の資産運用会社に対する報酬について、合併報酬に関する規定を新設する等所要の
変更を行うものです（変更案別紙1.（3）、（4）、（5）及び（6）並びに2.（5）関連）。
（5）その他必要な字句の修正を行うものです（変更案第29条関連）。
（規約一部変更の詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
2. 役員選任について
本投資法人の執行役員1名（今西 文則）及び監督役員2名（鈴木 健太郎、本行 隆之）から、任期
の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって一旦辞任する旨の申し出がありましたので、本投
資主総会において改めて執行役員1名及び監督役員2名を選任する議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令若しくは規約に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
2020年2月25日付で補欠執行役員1名を選任する議案を提出いたします。
（1）執行役員候補者
今西 文則（現任）（注1）
（2）監督役員候補者
鈴木 健太郎（現任）
本行 隆之（現任）
（3）補欠執行役員候補者
近藤 郁雄（現任）（注2）
（注1）執行役員候補者の今西 文則は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマネジメント株式会
社の代表取締役社長です。
（注2）補欠執行役員候補者の近藤 郁雄は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマネジメント株
式会社の取締役兼チーフ・コンプライアンス・オフィサーです。

（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
3. 日程
2020年1月21日 第3回投資主総会提出議案の役員会承認
2020年2月4日 第3回投資主総会招集通知の発送（予定）
2020年2月25日 第3回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第 3 回投資主総会招集ご通知

※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/
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ࡾᢞ㈨ἲேࡢ㐠Ⴀ⯡ࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࣭ໟᣓⓗ࡞ᢎࢆ࠼ࡿࡢࡀ୍⯡
ⓗ࠸࠺ᢞ㈨ീࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘࡀࡑࡢᮏ᮶
ࡢ㊃᪨ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡘ⮳
ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ᇶ࡙ࡁࠊୖグࡢࡼ࠺࡞どⅬࡽࠊࡲࡓࠊ
ἲ௧ୖࠊᑐᢞ㈨ᢞ㈨ཱྀ㈙ྲྀㄳồᶒ➼ࡼࡿಖㆤࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ≉㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ᐃࡢ㆟㸦௨ୗࠕᑐ㇟
㆟ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᡤᐃࡢᡭ⥆ᇶ࡙࠸࡚ࠊᑡᩘᢞ㈨ཪ
ࡣᮏᢞ㈨ἲேࡽ๓ᑐࡢ᫂☜࡞ពᛮࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓሙྜࡳ࡞ࡋ㈶
ᡂไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡇࡍࡿኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᑐ㇟㆟ࡣࠊձᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཪࡣゎ௵ࠊղ㈨⏘㐠⏝
♫ࡢ㛫ࡢ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣゎ⣙ࠊճゎᩓࠊմᢞ㈨ཱྀࡢేྜ
㸫㸫


ཬࡧյᇳ⾜ᙺဨࠊ┘╩ᙺဨཪࡣィ┘ᰝேࡢ㈐௵ࡢච㝖㛵ࡍࡿ㆟
ࡋࡲࡍࠋ
 ๓ᑐࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿయࡣࠊබṇᛶࠊබᖹᛶࡢ
ほⅬࡽࠊ୍ᐃࡢ㈨᱁せ௳ࢆഛ࠼ࡓᑡᩘᢞ㈨ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡋࡲࡍࠋ
 ᑐពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆せ௳ࡣࠊձᑡᩘᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍
ᐃࡢᮇ㛫ෆ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲே㸦ᣍ㞟ᶒ⪅ࡀᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨ௨እ
ࡢ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᣍ㞟ᶒ⪅ࡢ᪉㸧ࡢ㏻▱ࡋࠊղ
ᮏᢞ㈨ἲேࡘ࠸࡚ࡣࠊᣍ㞟㏻▱ࡢグ㍕ཪࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ࢙࢘ࣈࢧ
ࢺ࠾ࡅࡿබ⾲ࡋࡲࡍࠋ
 ௨ୖࡢෆᐜࡼࡿࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘࡢ୍㒊㐺⏝㝖እࢆᐃࡵࡿࡶࠊ
ࡇࢀక࠸ᚲせ࡞ࡿኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㛵ࡍࡿつᐃࡘ࠸
࡚ኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦➨᮲➨㡯ཬࡧ➨㡯㛵㐃㸧ࠋ
 ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿሗ㓘ࡘ࠸࡚ࠊྜేሗ㓘㛵ࡍࡿ
つᐃࢆ᪂タࡍࡿ➼ᡤせࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦ู⣬  ࠊ  ࠊ
 ཬࡧ  ୪ࡧ  㛵㐃㸧ࠋ
 ࡑࡢᚲせ࡞Ꮠྃࡢಟṇࡢࡓࡵࠊᡤせࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦
➨᮲㛵㐃㸧ࠋ

㸫㸫


 ኚ᭦ࡢෆᐜ
⌧⾜ࡢつ⣙ࡢ୍㒊ࢆࠊḟࡢ࠾ࡾኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ




⌧

⾜

㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧
つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦ᢞ㈨᪉㔪㸧
 ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ᑐ㇟࡛࠶ࡿື⏘㛵
㐃㈨⏘ࡢᮏయࢆ࡞ࡍື⏘ཪࡣࡑࡢ
ࡅ࡞ࡿື⏘ࡢࡓࡿ⏝㏵ࡣࠊ᪑
㤋㸦ᘧࡢᵓ㐀ཬࡧタഛࢆࡍࡿᐟ
Ἡタࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊ࣍ࢸࣝ
㸦ὒᘧࡢᵓ㐀ཬࡧタഛࢆࡍࡿᐟἩ
タࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊ ᾎタ
㸦 Ἠࡑࡢࢆ⏝ࡋ࡚බ⾗ࢆධᾎࡉ
ࡏࡿタࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊࣜ
ࢰ࣮ࢺタ㸦వᬤ➼ࢆ⏝ࡋ࡚⾜࠺ࢫ
࣏࣮ࢶࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼ࡢάືࡢ
ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿタࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ཬࡧ࣑࣮ࣗࢬ࣓ࣥࢺࣃ࣮ࢡࡑ
ࡢࡢࣞࢪ࣮ࣕタ㸦ࡇࢀࡽࡢ」ྜ⏝
㏵ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࠋ

㹼㸦┬␎㸧

➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ
㓘㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡍࡿ㈨⏘㐠
⏝♫ᨭᡶ࠺㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢ㢠ࡢィ⟬᪉
ἲཬࡧᨭᡶᮇࡣࠊᮏつ⣙ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍ
ࡿู⣬ᐃࡵࡿ࠾ࡾࡍࡿࠋ

➨᮲㸦ᢞ㈨⥲ࡢᣍ㞟ཬࡧ㛤ദ㸧
㹼㸦┬␎㸧
 ᢞ㈨⥲ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥ཬࡧྠ
᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡋࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺࡈ
ࡢ᭶᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟
ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣᚲせࡀ࠶
ࡿࡁࡣ㝶ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦┬␎㸧




➨᮲㸦ᢞ㈨᪉㔪㸧
 ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ᑐ㇟࡛࠶ࡿື⏘㛵
㐃㈨⏘ࡢᮏయࢆ࡞ࡍື⏘ཪࡣࡑࡢ
ࡅ࡞ࡿື⏘ࡢࡓࡿ⏝㏵ࡣࠊ᪑
㤋㸦ᘧࡢᵓ㐀ཬࡧタഛࢆࡍࡿᐟ
Ἡタࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊ࣍ࢸࣝ
㸦ὒᘧࡢᵓ㐀ཬࡧタഛࢆࡍࡿᐟἩ
タࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡑࡢࡢᐟ
Ἡࡢ⏝౪ࡉࢀࠊཪࡣ౪ࡉࢀࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡞タࠊ୪ࡧࠊ ᾎタ㸦 Ἠ
ࡑࡢࢆ⏝ࡋ࡚බ⾗ࢆධᾎࡉࡏࡿ
タࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊࣜࢰ࣮ࢺ
タ㸦వᬤ➼ࢆ⏝ࡋ࡚⾜࠺ࢫ࣏࣮ࢶࠊ
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼ࡢάືࡢᶵࢆᥦ
౪ࡍࡿタࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ཬࡧ
࣑࣮ࣗࢬ࣓ࣥࢺࣃ࣮ࢡࡑࡢࡢవᬤ
ά⏝ᆺタ㸦ࡇࢀࡽࡢ」ྜ⏝㏵ࢆྵ
ࡴࠋ㸧ࡍࡿࠋ
㹼㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ
㓘㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡍࡿ㈨⏘㐠
⏝♫ᨭᡶ࠺㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢ㢠ࡢィ⟬᪉
ἲཬࡧᨭᡶᮇࡣࠊᮏつ⣙ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍ
ࡿู⣬ᐃࡵࡿ࠾ࡾࡍࡿࠋ

➨᮲㸦ᢞ㈨⥲ࡢᣍ㞟ཬࡧ㛤ദ㸧
㹼㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 ᢞ㈨⥲ࡣࠊᖺ᭶᪥ཬࡧྠ᪥
௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡋࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺࡈ
ࡢ᭶᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡁࡣ㝶ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧


㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦ࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㸧
㹼㸦┬␎㸧
㸦᪂タ㸧









ู⣬
㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘
 ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢィ⟬᪉ἲ
㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡣࠊ㐠
⏝ሗ㓘,ࠊ㐠⏝ሗ㓘,,ࠊྲྀᚓሗ㓘ཬࡧㆡΏ
ሗ㓘ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




➨᮲㸦ࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㸧
㹼㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ L ௨ୗࡢྛ㡯㛵
ࡍࡿ㆟ࡀᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢ
࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓ᪥ⱝࡋ
ࡃࡣᣍ㞟ᶒ⪅ࡀࡇࢀ‽ࡎࡿ᪉ἲࡼ
ࡾබ⾲ࡋࡓ᪥ࡢ࠸ࡎࢀ᪩࠸᪥ࡽ
㐌㛫௨ෆࠊ⥲Ⓨ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢศ
ࡢ௨ୖࡢᢞ㈨ཱྀࢆ᭶௨ୖᘬࡁ⥆ࡁ
᭷ࡍࡿᢞ㈨ࡀࠊᙜヱ㆟ᑐ࡛࠶
ࡿ᪨ࢆᮏᢞ㈨ἲே㸦ᣍ㞟ᶒ⪅ࡀᇳ⾜ᙺ
ဨⱝࡋࡃࡣ┘╩ᙺဨ௨እࡢ⪅࡛࠶ࡿሙ
ྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᣍ㞟ᶒ⪅ࡢ
᪉㸧㏻▱ࡋࡓሙྜࠊཪࡣࠊ LL ௨ୗ
ࡢྛ㡯㛵ࡍࡿ㆟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᢞ
㈨ἲேࡀᙜヱ㆟ᑐ࡛࠶ࡿ᪨ࢆᣍ
㞟㏻▱グ㍕ⱝࡋࡃࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ
࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓሙྜ
ࡣࠊᙜヱ㆟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཪࡣゎ
௵
 ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫ࡢ㈨⏘㐠⏝ጤク
ዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣゎ⣙
 ゎᩓ
 ᢞ㈨ཱྀࡢేྜ
 ᇳ⾜ᙺဨࠊ┘╩ᙺဨཪࡣィ┘ᰝே
ࡢ㈐௵ࡢච㝖
 ➨㡯ཬࡧ➨㡯ࡢつᐃࡣࠊᮏ᮲ࢆኚ᭦
ࡍࡿつ⣙ኚ᭦㆟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡋ࡞
࠸ࠋ

ู⣬
㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘
 ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢィ⟬᪉ἲ
㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡣࠊ㐠
⏝ሗ㓘,ࠊ㐠⏝ሗ㓘,,ࠊྲྀᚓሗ㓘ࠊㆡΏሗ
㓘ཬࡧྜేሗ㓘ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ


㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 㹼  㸦┬␎㸧
 ྲྀᚓሗ㓘
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࠾
࠸࡚ࠊࡑࡢྲྀᚓ౯᱁ᑐࡋ࡚ࠊ㸣
㸦ࡓࡔࡋࠊ㈨⏘㐠⏝♫ࡢᐃࡵࡿᐖ
㛵ಀே➼ྲྀᘬつ⛬ᐃ⩏ࡉࢀࡿᐖ㛵
ಀே➼ࡽྲྀᚓࡋࡓሙྜࡣࠊ㸣㸧
ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝
♫ࡢ㛫ู࡛㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ
㔠㢠㸦ࡓࡔࡋࠊྲྀᚓࡋࡓྛ㈨⏘㛵ࡋ
࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ㔠㢠ࡀ‶ࡓ࡞
࠸ሙྜࡣࠊྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘௳ᙜࡓࡾ
㸧ࢆྲྀᚓሗ㓘ࡍࡿࠋ

 ㆡΏሗ㓘
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࢆㆡΏࡋࡓሙྜ࠾
࠸࡚ࠊࡑࡢㆡΏ౯᱁㸦ࡓࡔࡋࠊᾘ㈝⛯
ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧㆡΏక࠺㈝⏝
ࢆ 㝖 ࡃ ࠋ 㸧  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ  㸣 㸦 ࡓ ࡔ
ࡋࠊ㈨⏘㐠⏝♫ࡢᐃࡵࡿᐖ㛵ಀே
➼ྲྀᘬつ⛬ᐃ⩏ࡉࢀࡿᐖ㛵ಀே➼
ㆡΏࡋࡓሙྜࡣࠊ㸣㸧ࢆୖ㝈
ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫
ู࡛㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆㆡ
Ώሗ㓘ࡍࡿࠋ





 㹼  㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 ྲྀᚓሗ㓘
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ㸦ࡓ
ࡔࡋࠊᮏ㡯➨  ྕᐃࡵࡿྜేࡼ
ࡾ㈨⏘ࢆᢎ⥅ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧࠾
࠸࡚ࠊࡑࡢྲྀᚓ౯᱁ᑐࡋ࡚ࠊ㸣
㸦ࡓࡔࡋࠊ㈨⏘㐠⏝♫ࡢᐃࡵࡿᐖ
㛵ಀே➼ྲྀᘬつ⛬ᐃ⩏ࡉࢀࡿᐖ㛵
ಀே➼ࡽྲྀᚓࡋࡓሙྜࡣࠊ㸣㸧
ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝
♫ࡢ㛫ู࡛㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ
㔠㢠㸦ࡓࡔࡋࠊྲྀᚓࡋࡓྛ㈨⏘㛵ࡋ
࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ㔠㢠ࡀ‶ࡓ࡞
࠸ሙྜࡣࠊྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘௳ᙜࡓࡾ
㸧ࢆྲྀᚓሗ㓘ࡍࡿࠋ
 ㆡΏሗ㓘
ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘ࢆㆡΏࡋࡓሙྜ㸦ࡓ
ࡔࡋࠊᮏ㡯➨  ྕᐃࡵࡿྜేࡼ
ࡾ㈨⏘ࡀᢎ⥅ࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧
࠾࠸࡚ࠊࡑࡢㆡΏ౯᱁㸦ࡓࡔࡋࠊᾘ㈝
⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧㆡΏక࠺㈝
⏝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ᑐࡋ࡚ࠊ㸣㸦ࡓࡔ
ࡋࠊ㈨⏘㐠⏝♫ࡢᐃࡵࡿᐖ㛵ಀே
➼ྲྀᘬつ⛬ᐃ⩏ࡉࢀࡿᐖ㛵ಀே➼
ㆡΏࡋࡓሙྜࡣࠊ㸣㸧ࢆୖ㝈
ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫
ู࡛㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆㆡ
Ώሗ㓘ࡍࡿࠋ
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 ྜేሗ㓘
ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡢ᪂
タྜేཪࡣ྾ྜే㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀ྾
ྜేᏑ⥆ἲே࡞ࡿሙྜཬࡧ྾ྜ
ేᾘ⁛ἲே࡞ࡿሙྜࡢ࠸ࡎࢀࡶྵ
ࡴࠋ㸧㸦௨ୗࠕྜేࠖ⥲⛠ࡍࡿࠋ㸧
࠾࠸࡚ࠊ㈨⏘㐠⏝♫ࡀᙜヱࡢᢞ
㈨ἲேࡢಖ᭷㈨⏘ࡢㄪᰝཬࡧホ౯ࡑࡢ
ࡢྜేಀࡿᴗົࢆᐇࡋࠊᙜヱྜ
ేࡢຠຊࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ L ᙜヱ
ࡢᢞ㈨ἲேࡢ㛫࡛ᙜヱࡢᢞ㈨ἲே
ࢆ྾ྜేᾘ⁛ἲேࡍࡿ྾ྜేཪ
ࡣ᪂タྜేࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣࠊᙜヱࡢ
ᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿື⏘㛵㐃㈨⏘ཬ
ࡧື⏘㛵㐃࣮ࣟࣥ➼㈨⏘㸦ື⏘➼
ᢞ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ≉ᐃ┠ⓗ
♫㸦㈨⏘ὶືἲᐃࡵࡿࡶࡢࢆ࠸
࠺ࠋ㸧ࠊ≉ู┠ⓗ♫ࡑࡢࡇࢀࡽ
㢮ࡍࡿᙧែࡢἲே➼ᑐࡍࡿ㈚മᶒ
➼ࡢ㔠㖹മᶒ㸦௨ୗࠕື⏘㛵㐃㔠㖹
മᶒࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࠊື⏘㛵㐃㔠㖹മ
ᶒᢞ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿྜྠ
♫ࡀⓎ⾜ࡍࡿ♫മๆཬࡧື⏘㛵㐃㔠
㖹മᶒࢆࡋ࡚ಙク㈈⏘ࡍࡿಙク
ࡢཷ┈ᶒࢆ⥲⛠ࡋ࡚࠸࠺ࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᮏᢞ㈨ἲேཪࡣᙜヱ᪂
タྜేࡢ᪂タྜేタ❧ἲேࡀᢎ⥅ࡍࡿ
㈨⏘ࡢᙜヱྜేࡢຠຊⓎ⏕࠾ࡅࡿ
ホ౯㢠ᑐࡋ࡚ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚
ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫ู࡛
㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆྜేሗ
㓘ࡋࠊ LL ᙜヱࡢᢞ㈨ἲேࡢ㛫
࡛ᙜヱࡢᢞ㈨ἲேࢆ྾ྜేᏑ⥆ἲ
ேࡍࡿ྾ྜేࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣࠊᙜ
ヱࡢᢞ㈨ἲேࡀಖ᭷ࡍࡿື⏘㛵㐃
㈨⏘ཬࡧື⏘㛵㐃࣮ࣟࣥ➼㈨⏘ࡢ࠺
ࡕࠊᙜヱྜేࡼࡗ࡚ᙜヱࡢᢞ㈨ἲ
ேࡀᘬࡁ⥆ࡁಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢᙜヱྜే
ࡢຠຊⓎ⏕࠾ࡅࡿホ౯㢠ᑐࡋ
࡚ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே
㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫ู࡛㏵ྜពࡍࡿᩱ
⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆྜేሗ㓘ࡍࡿࠋ


㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



 ഛ⪃
࡞࠾ࠊᚋᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫
ࡢ㛫࡛ࠊ㐠⏝ሗ㓘ᩱ⋡,ཬࡧ㐠⏝㛤
ጞႠᴗᮇ㛫ࡢ㐠⏝ሗ㓘,,ࡢ㔠㢠㛵ࡋ
࡚ྜពࡍࡿ㝿ࡣࠊᙜ㠃ᐃࡍࡿ㐠⏝
ሗ㓘,ཬࡧ㐠⏝ሗ㓘,,ࡢྜィ㢠ࡀࠊᙜ
㠃ᐃࡍࡿᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇ࠾
ࡅࡿ㈚ᑐ↷⾲グ㍕ࡉࢀࡓ⥲㈨⏘㢠
ࡢᴫࡡ㸣ࡢ⠊ᅖෆ࡞ࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿࠋ

 ഛ⪃
࡞࠾ࠊᚋᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫
ࡢ㛫࡛ࠊ㐠⏝ሗ㓘ᩱ⋡,ཬࡧ㐠⏝㛤
ጞႠᴗᮇ㛫ࡢ㐠⏝ሗ㓘,,ࡢ㔠㢠㛵ࡋ
࡚ྜពࡍࡿ㝿ࡣࠊᙜ㠃ᐃࡍࡿ㐠⏝
ሗ㓘,ཬࡧ㐠⏝ሗ㓘,,ࡢྜィ㢠ࡀࠊᙜ
㠃ᐃࡍࡿᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇ࠾
ࡅࡿ㈚ᑐ↷⾲グ㍕ࡉࢀࡓ⥲㈨⏘㢠
ࡢᴫࡡ㸣ࡢ⠊ᅖෆ࡞ࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿࠋ


㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢᨭᡶᮇ
 㐠⏝ሗ㓘Ϩ
㐠⏝ሗ㓘,ࡣࠊ௨ୗࡢᮇศࡋ࡚
ᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇࡽ᭶ᚋ
㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ
ᡂᖺ᭶ᮎ᪥㸧
┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇ࠾ࡅࡿ㈚
ᑐ↷⾲グ㍕ࡉࢀࡓ⥲㈨⏘㢠㸦ࡓࡔ
ࡋࠊ㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡍࡿࠋ㸧ࠊ┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬
ᮇࡽ᭶ᚋ㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠⏝㛤ጞ᪥ࡽᖹᡂ
ᖺ᭶ᮎ᪥㸧ࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸦௨ୗࠕ୰
㛫ィ⟬ᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚ྲྀ
ᚓࡋࡓ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯᱁ᙜヱྲྀᚓ᪥
ࡽᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࡲ࡛ࡢ
ᐇ᪥ᩘࢆᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘ
ࡼࡾ᪥ィ⟬㸦ᮍ‶ษᤞ࡚㸧
ࡋࡓ㔠㢠ࢆຍ࠼ࠊࡉࡽᙜヱ୰㛫ィ
⟬ᮇ㛫࠾࠸࡚ㆡΏࡋࡓ㈨⏘ࡢㆡΏ
ࡢᖒ⡙౯㢠ᙜヱㆡΏ᪥ࡽᙜヱ
୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࡲ࡛ࡢᐇ᪥ᩘࢆ
ᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘࡼࡾ᪥
ィ⟬㸦ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࡋࡓ㔠㢠
ࢆῶࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿ㔠㢠ࠊ㐠⏝ሗ㓘
ᩱ⋡Ϩࢆࡌࡓ㔠㢠㸦ᖺ᪥ࡋ
࡚ᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘࡼࡾ
᪥ィ⟬ࠋᮍ‶ษᤞ࡚㸧㸦௨ୗ
ࠕ୰㛫ᨭᡶ㔠㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᨭᡶ
࠺ࠋ



㈨⏘㐠⏝ሗ㓘ࡢᨭᡶᮇ
 㐠⏝ሗ㓘Ϩ
㐠⏝ሗ㓘,ࡣࠊ௨ୗࡢᮇศࡋ࡚
ᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇࡽ᭶ᚋ
㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖺ᭶ᮎ᪥㸧
┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇ࠾ࡅࡿ㈚
ᑐ↷⾲グ㍕ࡉࢀࡓ⥲㈨⏘㢠㸦ࡓࡔ
ࡋࠊ㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡍࡿࠋ㸧ࠊ┤๓Ⴀᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬
ᮇࡽ᭶ᚋ㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠⏝㛤ጞ᪥ࡽᖺ
᭶ᮎ᪥㸧ࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸦௨ୗࠕ୰㛫
ィ⟬ᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚ྲྀᚓ
ࡋࡓ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯᱁ᙜヱྲྀᚓ᪥
ࡽᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࡲ࡛ࡢᐇ
᪥ᩘࢆᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘ
ࡼࡾ᪥ィ⟬㸦ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࡋ
ࡓ㔠㢠ࢆຍ࠼ࠊࡉࡽᙜヱ୰㛫ィ⟬
ᮇ㛫࠾࠸࡚ㆡΏࡋࡓ㈨⏘ࡢㆡΏ
ࡢᖒ⡙౯㢠ᙜヱㆡΏ᪥ࡽᙜヱ୰
㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࡲ࡛ࡢᐇ᪥ᩘࢆᙜ
ヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘࡼࡾ᪥
ィ⟬㸦ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࡋࡓ㔠㢠ࢆ
ῶࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿ㔠㢠ࠊ㐠⏝ሗ㓘ᩱ
⋡Ϩࢆࡌࡓ㔠㢠㸦ᖺ᪥ࡋ࡚
ᙜヱ୰㛫ィ⟬ᮇ㛫ࡢᐇ᪥ᩘࡼࡾ᪥
ィ⟬ࠋᮍ‶ษᤞ࡚㸧㸦௨ୗ
ࠕ୰㛫ᨭᡶ㔠㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᨭᡶ
࠺ࠋ
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ղ ᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇࡽ᭶ᚋ
㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ
ᡂᖺ᭶ᮎ᪥㸧
ᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢ㐠⏝ሗ㓘,ࡢ㔠㢠
ࡽࠊᨭᡶ࠸῭ࡳࡢ୰㛫ᨭᡶ㔠㢠ࢆῶ
ࡌࡓ㔠㢠ࢆᨭᡶ࠺ࠋ
 㹼  㸦┬␎㸧
㸦᪂タ㸧





ղ ᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢỴ⟬ᮇࡽ᭶ᚋ
㸦㐠⏝㛤ጞႠᴗᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖺ᭶ᮎ᪥㸧
ᙜヱႠᴗᮇ㛫ࡢ㐠⏝ሗ㓘,ࡢ㔠㢠
ࡽࠊᨭᡶ࠸῭ࡳࡢ୰㛫ᨭᡶ㔠㢠ࢆῶ
ࡌࡓ㔠㢠ࢆᨭᡶ࠺ࠋ
 㹼  㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 ྜేሗ㓘
ᙜヱྜేࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡢ᭶
ᮎࡽ᭶௨ෆᨭᡶ࠺ࠋ


㸫
㸫


᭦

➨ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨすᩥ๎ࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࢆ
ࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᮏᢞ㈨⥲࠾࠸࡚ᨵ
ࡵ࡚ᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨ
ࡢ௵ᮇࡣࠊᢞಙἲ➨᮲➨㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨୍ᩥణ᭩ࢆ
㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ
᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛
ࡋࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲ
ேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲
ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧᢸᙜ୪ࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ

ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࢽࢳ㸦ᚋᰴᘧ♫࣐࢝ࣝ♫ྡኚ᭦ࠊ⌧
࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ♫㸧
⟶⌮ᮏ㒊 ㈈ົ㒊
ᖺ᭶ ྠ♫ ㈈ົ⏬ᐊ㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ ⤒Ⴀ⏬ᐊ㒊㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ ⤒Ⴀᨵ㠉ᮏ㒊 ⤒Ⴀ⏬ᢸᙜ㒊㛗
ᖺ᭶ 㜰ᛴ㟁㕲ᰴᘧ♫
ࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀᮏ㒊 ࢢ࣮ࣝࣉᨻ⟇᥎㐍ᐊㄪᰝᙺ
ᖺ᭶ ྠ♫ ື⏘ᴗᮏ㒊 ື⏘㐠⏝㒊ㄪᰝᙺ
࠸ࡲࡋ
ࡩࡳࡢࡾ
ᖺ᭶ 㜰ᛴ࣮ࣜࢺᢞಙᰴᘧ♫ฟྥ ྲྀ⥾ᙺᢞ㈨㐠⏝㒊㛗
す ᩥ๎

ᖺ᭶ ᰴᘧ♫㜰ᛴࣇࢩࣜࢸ࣮ࢬฟྥ ⤒Ⴀ⤫ᣓᐊㄪᰝ
ᖺ᭶᪥ 
ᙺ
ᖺ᭶ ୕⳻ၟ࣭࣮ࣘࣅ࣮࢚ࢫ࣭ࣜࣝࢸᰴᘧ♫
⤒Ⴀ⏬㒊㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ ࣜࢸ࣮ࣝᮏ㒊㛗
ᖺ᭶ ᪥ᮏࣜࢸ࣮ࣝࣇࣥࢻᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ
ᖺ᭶ Ụᡞ Ἠ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫
5(,7‽ഛᐊ ᐊ㛗
ᖺ᭶ Ụᡞ Ἠࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫㌿⡠ ௦⾲
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᮏᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿỤᡞ Ἠ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグᇳ⾜ᙺ
ဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᴗົ⯡ࢆᇳ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸫
㸫


➨ྕ㆟㸸┘╩ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ㕥ᮌኴ㑻ཬࡧᮏ⾜㝯அࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲
ࡢ⤊⤖ࡢࢆࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᮏᢞ㈨⥲
࠾࠸࡚ᨵࡵ࡚┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨୍ᩥ
ణ᭩ࢆ㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥
ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢ
ࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ྕ



Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ࡍࡎ ࡁ
ࡅࢇ ࡓ ࢁ࠺
㕥ᮌ ኴ㑻 ᖺ᭶

ᖺ᭶᪥  ᖺ᭶
ᖺ᭶

㛗ᓥ࣭㔝࣭ᖖᯇἲᚊົᡤ
'HEHYRLVH 3OLPSWRQ//3
⤒῭⏘ᴗ┬⤒῭⏘ᴗᨻ⟇ᒁ⏘ᴗ⤌⧊ㄢ
ᰘ⏣࣭㕥ᮌ࣭୰⏣ἲᚊົᡤ㸦⌧௵㸧
ࢲࣖࣔࣥࢻ㟁ᶵᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ
⣚ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧
௵㸧
ᖺ᭶ ᮏᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧

ࢇࡂࡻ࠺



␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ

ࡓࡺࡁ

ᮏ ⾜  㝯அ

ᖺ᭶᪥ 

ᖺ᭶ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜ┘ᰝἲே㸦⌧᭷㝈㈐௵࠶ࡎࡉ┘ᰝ
ἲே㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫.30*)$6
ᖺ᭶ ࢩ࣐ࣟ࢘ࢧ࢚ࣥࢫᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ࡢࡒࡳ┘ᰝἲே ௦⾲♫ဨ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ +DPHHᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫6WDQGE\& ྲྀ⥾ᙺ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫6WDQGE\&ி㒔 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᮏᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣛࢺࢵࣉ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫1+.ࣅࢪࢿࢫࢡ࢚ࣜࢺ ┘ᰝᙺ㸦⌧
௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࡳࡽ࠸࣮࣡ࢡࢫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫1+.࣮ࢺ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣥࣇ࣭࢟ࣗࣜ࢜ࣥࢢ࣮ࣝࣉ ┘ᰝᙺ
㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ≉ูࡢᐖ
㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ
࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸫
㸫


➨ྕ㆟㸸⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ⱝࡋࡃࡣつ⣙ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞
ࡿሙྜഛ࠼࡚ࠊᖺ᭶᪥࡛⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺဨ
ࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ
㈨ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨
⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࢽࢳ㸦ᚋᰴᘧ♫࣐࢝ࣝ♫ྡኚ᭦ࠊ
⌧࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ♫㸧 ே⏬㒊 ௵
ᖺ᭶ ྠ♫ Ⴀᴗᮏ㒊Ⴀᴗࢩࢫࢸ࣒㒊 ㄢ㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ Ⴀᴗᮏ㒊㈍⏬㒊 ㄢ㛗
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫㐠㍺ᶵ㛵 す᪥ᮏᴗ㒊㓄ᒓ ㄢ㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ ୖሙ‽ഛᐊ ᐊ㛗
ᖺ᭶ ྠ♫ ἲົ㒊㸦වົ㸸ୖሙ‽ഛᐊ㸧 㒊㛗

ࡇࢇ࠺

࠸ࡃ ࠾

㏆⸨ 㑳㞝

ᖺ᭶᪥ 

ᖺ᭶ ୕⳻ၟ࣭࣮ࣘࣅ࣮࢚ࢫ࣭ࣜࣝࢸᰴᘧ♫
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᐊ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㈐௵⪅
ࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮
ᖺ᭶ Ụᡞ

Ἠ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫

5(,7‽ഛᐊ ᐊ㛗௦⌮
ᖺ᭶ Ụᡞ

Ἠࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ

ࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ྠ♫ฟྥ

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿỤᡞ Ἠ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺවࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜
ࣇࢧ࣮࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉
ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭࡞࠾ࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸫
㸫


ཧ⪃㡯
ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ
ᙜヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲ᐃࡵࡿࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつ
ᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ཬࡧ
➨ྕ㆟ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

௨ ୖ

㸫
㸫


➨㸱ᅇᢞ㈨⥲ሙࡢࡈෆᅗ

ሙ ᮾி㒔༓௦⏣༊⚄⏣㥴Ἑྎᅄ┠㸴␒ᆅ ᚚⲔࣀỈࢯࣛࢩࢸ㸯㝵
ࢯࣛࢩࢸ ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢭࣥࢱ࣮㸦ᐊྡ㹐㹭㹭㹫㹁㸧
㐃⤡ඛ 㸫㸫



㏻ࡢࡈෆ
ۑ㹈㹐୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ ࠕᚚⲔࣀỈ㥐ࠖ  ⪷ᶫཱྀࡽ ᚐṌ㸯ศ
ۑᮾி࣓ࢺࣟ༓௦⏣⥺ ࠕ᪂ᚚⲔࣀỈ㥐ࠖ 㹀㸰ฟཱྀ࠙┤⤖ࠚ
ۑᮾி࣓ࢺࣟࣀෆ⥺ ࠕᚚⲔࣀỈ㥐ࠖ  ฟཱྀ㸯ࡽ ᚐṌ㸲ศ

ͤ㥔㌴ሙࡢ‽ഛࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ͤᢞ㈨⥲ࡈฟᖍࡢᢞ㈨ᵝࡢ࠾ᅵ⏘ࡢࡈ⏝ពࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋఱ༞ࡈ⌮
ゎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㛤ദሙᡤࡀ๓ᅇ␗࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ᮶ሙࡢ㝿ࡣࡈෆᅗࢆࡈཧ↷ࡢ࠺࠼ࠊ
࠾㛫㐪࠼ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ





