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ߣ⺞ℂᴺࠍቇ߱ᣣᧄ㘩⎇ୃࠍታᣉߒߚޕ
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ࠆ߶߆ޔᶏᄖ߆ࠄߩ⇐ቇ↢߽ฃߌࠇߡࠆࡎ࠹࡞ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠦ
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ࡔࡦ࠻ࠦࠬߩቇ↢߅ࠃ߮ᢎᏧࠍኻ⽎ߦޔᐳቇߣታ⠌ࠍⴕߪߦᤨੌୃޔ
⺞ℂታ⠌⹜㛎ࠍታᣉߒߚ⻠ޕ⠌ೋᣣ㧔   ᣣ㧕ߪࡑࠬࠦࡒ㑐ଥ⠪߽߃ߡ
㐿⻠ᑼࠍⴕߞߚޕ㐿⻠ߦߚࠅޔหᩞߩ࡛ࡉࡧࠜ࡞ࡈࠬࠢᩞ㐳ߣ⯗
ᣣᧄᄢ㙚ߩ⍹ື߆ࠄޔ
⻠ᧄޟ⠌߇ᣣᧄ㘩ߦߟߡߩ⍮⼂ߣᛛⴚࠍቇ
߮ࠅࠃޔ㑐ᔃࠍ㜞ࠆߚߩ߈ߞ߆ߌߦߥࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޠᣦߩㄉ
ࠍ㗂ߚޕ
㐿⻠ᑼᓟߩ╙㧝࿁⻠⠌ߩ⻠Ꮷߪޔ-52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ㐳ߢࡎ࠹࡞ࠝ
ࠢࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓߩ㘩ᐫޟጊ㉿ߩޠᄢፉᤩฬ✚ᢱℂ㐳ࠃࠅޔᣣᧄ
ᢱℂߩᱧผ߿ᣣᧄ㘩ߩࡑ࠽ޔ᳝╬ߦߟߡߩ⻠⟵ߩᓟޔ᳝ߩᒁ߈ᣇߩ
ታṶߣ⹜㘶߇ⴕࠊࠇߚߦࠄߐޕኼมߠߊࠅߦᔅⷐߥ൮ৼߩᣇޔ㈶㘵ޔ
ߦ߉ࠅޔᏎ‛ߦߟߡ⻠⟵ߣታṶ߇ⴕࠊࠇޔฃ⻠⠪߽ߦ߉ࠅߣᏎ‛ࠍ⺞ℂታ
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ߦ߉ࠅߣᏎ‛ߩ⺞ℂታ⠌


⠌ߒߚޕ
╙㧞࿁⻠⠌㧔㧠 
ᣣ㧕ߪޔᄢፉᤩ᳁ߦࠃࠆ
ᄤ߲ࠄߦߟߡߩ⻠⠌ߢ
ߞߚޕ㘩᧚ߩㄟߺ߆
ࠄ⺞ℂౕེߩᣇޔ឴




ߍᣇࠍਛᔃߦᄢፉ᳁߇ታ
ᄤ߲ࠄ     ࡓ࡞⽴ߩ߆ࠄߒ㈶ཬ߃
Ṷߢߖߚ⺞ℂᛛⴚߦኻ
ߒޔฃ⻠⠪ߪᄤ߲ࠄߩᅏᷓߐࠍℂ⸃ߒߚࠃ߁ߛޕ
߹ߚཬߩ⒳㘃߿ߩ㆑ߥߤߦߟߡߩ⻠⟵ᓟߦߚߧޟ߃ࡓޟߣޠ
࡞⽴ߩ߆ࠄߒ㈶ཬ߃߇ޠታṶ⺞ℂߐࠇޔཬ᳝એᄖߩཬᢱℂ߿߆ࠊޔ
╬ߩᣣᧄ㘩᧚߳ߩ㑐ᔃ߽㜞߹ߞߚޕ
╙㧟࿁⻠⠌㧔㧠  ᣣ㧕ߪޔᅏᐔ
ᱞೣ᳁㧔ࡈࠫ࠶ࠦᩣᑼળ␠ኾോข✦
ᓎ㧕ࠃࠅޔ
ޟᣣᧄᢱℂߩ߁߹ߩ⒁ኒ
㧔 6HFUHWV RI -DSDQHVH &XLVLQH·V
80$0,㧕ߣޠ㗴ߒߚ߁߹ߣ᳝ޔ
Ꮣߩ⒳㘃ߣ߁߹ᚑಽ╬ߦߟߡ
ߩ⻠⟵ߣޔᄢፉ᳁ߦࠃࠆᏓߩ߁߹
ࠍᵴ߆ߒߚࡔ࠾ࡘߩታṶߢߞ

ߚޕฃ⻠⠪ߪ⹜㘩ࠍㅢߒߡᣣᧄ㘩ߣ
ᅏᐔᱞೣ᳁ߦࠃࠆ 80$0, ⻠ᐳ
ᵗᢱℂߩ߁߹ߩ㆑ߦߟߡℂ
⸃ࠍᷓޔᏓߩ⒳㘃ߩ㆑ߦࠃࠆ᳝ߩߩ㆑ࠍ㛎ߒߚޕฃ⻠⠪߽ࠬޟ
࠭ࠠߩᏓ✦ޟ߿ޠႮᏓࡄࠬ࠲⺞ߩ╬ޠℂታ⠌ࠍⴕ⹜ޔ㘩ߒߚޕ
╙㧠࿁⻠⠌㧔㧡  ᣣ㧕ߪޔᣣᧄ㘩᧚ࠍⓍᭂ⊛ߦขࠅࠇߡࠆࠝࡦ࠳
ߩࡈࡦ࠴ࠬ࠻ࡦ࠻࡞ࠞࠕࠬ࠶ࡉޟ㧔%UDVVHULHD/D&DUWH㧕ޠ
ߩࠝ࠽ࠪࠚࡈࡦ࠹ࠖ࠺ࡦࠜࡈࡦࡌ࡞ޔ᳁ࠍ⻠Ꮷߦ߈ࡦࡈޔ
࠴ࡔ࠾ࡘߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩᧚ߩᵴ߆ߒᣇߦߟߡ⻠⟵ߣታṶߢ⚫ߐࠇߚޕ










㧦↢‖⳼ߣᶏ⮺ߩ㉟ᴤࡓࠬ
ฝ㧦ᶏ⧡ߩࠬࡐࡦࠫࠤࠠߣ


 

࡞ࡌࡦࡈࠜࡦ࠺ࠖ࠹ࡦ᳁

ࠆߌ߅ߦࡘ࠾ࡔ࠴ࡦࡈޟᣣᧄ㘩᧚ߩᵴ߆ߒᣇޠ

㩷
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ᨹሶࠪࡖࡌ࠶࠻


ࠕࡒࡘ࠭㧔⓭߈ߒ㧕
೨⩿ࡔࠗࡦ࠺ࠩ࠻ߩ㧠ຠోߡߦ߅ߡ߫ߘޔ
߿ᶏ⮺ޔᨹሶޔᏓ╬ߩᣣᧄߩ㘩᧚߿㉟ࠅ߹ߚޔᴤޔᣣᧄ㈬ޔཬ☨ޔ㈶ߣ
ߞߚᣣᧄߩၮ␆⺞ᢱ߇↪ߐࠇߚߎߣߪޔฃ⻠⠪ߦߣߞߡᄢ߈ߥೝỗߣ
ߥߞߚޕ
╙㧡࿁⻠⠌㧔㧡  ᣣ㧕ߪࡦ࠻࡞ࡅޔ
ࡂࠣࡎ࠹࡞ߩࠣࡦ࠼ࠞࡈࠚࡄ
࡞㧔*UDQG&DIp3HDUO㧕ߢ✚ᢱℂ㐳ࠍ
ോࠆࠛ࠼࠙ࠖࡦࡈࠜࡦ࠺ࡦࡂࠗࠞ
ࡦ࠻᳁ࠍ⻠Ꮷߦㄫ߃ߚࡘ࠾ࡔ࠴ࡦࡈޕ
ߦ߅ߌࠆᣣᧄ⺞ᢱߩᵴ↪߇ታṶߐ
ࠇޔᣣᧄߩ᭽ߥޘ⒳㘃ߩ㈶߿ߘࠇࠄࠍ

วࠊߖ㈶ߩ⻠⟵ߢࠊࠇߚᣣᧄߩ
᭽ߥޘ⒳㘃ߩ㈶

ߞߚวࠊߖ㈶ߦߟߡ⻠⟵ߐࠇߚޔߚ߹ޕ
Ꮢ⽼ߩࠅ▵ࠍߞߚ᳝ߩขࠅᣇ߿ޔᏓࠍᏒ⽼ߩ᭽ߥޘᶏ⮺ߦߟ
ߡ߽ޔ
⺑ߣࡔ࠾ࡘឭ᩺߇ⴕࠊࠇߚޕ
╙㧠࿁߅ࠃ߮╙㧡࿁ߩ⻠⠌ࠍㅢߒߡޔ
ᣣᧄ㘩᧚⺞ᢱ߇ᶏᄖߩᐢࡔ࠾ࡘߦ߽↪น⢻ߢࠆߎߣࠍ␜ߔߎ
ߣ߇ߢ߈ޔฃ⻠⠪߆ࠄ߽㛳߈ߣߣ߽ߦᅢ⹏ࠍᓧߚޕ
ᦨ⚳࿁㧔㧢㧣ᣣ㧕ߦߪୃੌ⹜㛎߇ⴕࠊࠇߚޕ
ࠅ߉ߦޟኼมޟߣޠཬ᳝ޠ
ߦߟߡߩᄢፉᤩ᳁ߩ⻠⟵ߦ⛯ߡฃ⻠
⠪ోຬ߇ࠅ߉ߦޟኼมޟߣޠཬ᳝ࠍޠ
ታ㓙ߦ⺞ℂߒ⻠ߩߢ߹ࠇߎޔ⠌ߩℂ⸃ᐲ
ߣฦ⥄ߩ⺞ℂᛛⴚ߇ክᩏߐࠇߚ⻠ޕᏧ㒯
߿ᄢ㙚ຬ߇ฃ⻠↢ߩ⺞ℂࡔ࠾ࡘࠍክ
ᩏߒߚ⚿ᨐࠟ࡞ࡑࡠ࠼ࡦࡗࠕޔ
࠲᳁㧔0U$OHMDQGUR 0DUJDULWKD㧕߇ᦨ

ఝ⑲⠪ߦㆬߐࠇߚߩߘޕᓟⴕࠊࠇߚୃ
ฃ⻠⠪߇⺞ℂߒߚኼมߩክᩏ
ੌᑼߢߪޔ52& ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞ߆ࠄᧄ⻠
⠌ࠍ⹏ଔߒߡߚߛ߈ޔߚ߹ޔ⯗ᣣᧄᄢ㙚ߩ㐳ᓼ⧷᥏ෳቭ߆ࠄߪޔ
㘩ࠍ࡙ࡀࠬࠦήᒻᢥൻㆮ↥ߦ⊓㍳↳⺧ߒߚߎߣߣޔᓟ߽ᣣᧄ㘩߳ߩ㑐ᔃࠍ
ᜬߞߡ᰼ߒᣦߩ߅ࠍ㗂ߚᦨޕᓟߦޔᄢፉ᳁߇ᧄ⻠⠌ࠍ✚⹏ߒޔฃ⻠⠪
ߩᣣᧄ㘩ߦኻߔࠆ㑐ᔃߩ㜞ߐࠍ⹏ଔߒߚᓟޔฃ⻠⠪৻ੱ৻ੱ߳ୃੌ⸽ᦠࠍᚻ
ᷰߒߚޕ
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㧔㧞㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧡㧡ᣣ㨪㧤ᣣ 15$6+2:
  ႐ ᚲ㧦0F&RUPLFN3ODFHࠧࠞࠪޔ
  ෳട⠪㧦-52 ࡉࠬ߳ߩ᧪႐⠪⚂  ฬ㧔ᑧߴੱᢙ㧕
 ⷐ㧦ో☨ᦨᄢߩࠬ࠻ࡦ࡚ࠪߢࠆో☨ࠬ࠻ࡦදળ㧔15$㧦1DWLRQDO
ฃ⻠↢ߣᄢፉ⻠Ꮷ    ఝ⑲ቇ↢⾨ୃ⸽ᦠߩਈ

5HVWDXUDQW$VVRFLDWLRQ㧕ਥߩޟ15$6+2:߇ޠ㧡㧡ᣣ㨪㧤ᣣߩ
㧠ᣣ㑆ߦࠊߚࠅޔ㐿ߐࠇߚޕ15$6+2: ߦߪ☨࿖㑐ଥᬺ⇇ߩߺߥࠄߕ
⇇ฦ࿖߆ࠄ⚂  ߩડᬺ࿅߇ዷߒޔ⇇  ࡨ࿖એ߆ࠄ 
ੱએ߇᧪႐ߒߚޕ













$,&$08&R/WG
㧔࿁ォኼมࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࡗ㧕



$-,120272)22',1*5(',(176//&
㧔ᧄߛߒ㧕







&+2<$80(6+886$,1&

㧔᪢㈬㧕

㩷

0,=.$1$0(5,&$6,1&
68=802,17(51$7,21$/
㧔ߔߒ㈶ޔ㠓࠰ࠬࠣࡦࠪ࠶࠼ޔ㧕    &25325$7,21㧔ኼมࡠࡏ࠶࠻㧕

䋨㪈㪇䋩㩷
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7$0$12,9,1(*$5&R/WG

㧔ߔߒߩߎޔ㤥㈶㘶ᢱ㧕

<$0$720)*&R/WG
㧔㤖ᯏ㧕


-52 ߣߒߡߪᐕߢ  ࿁⋡ߣߥࠆޟ-DSDQ 3DYLOLRQࠍޠዷߒޔ࿁߽
ޟ80$0,ޔߒߣࡑ࠹ࠍޠ㘩ຠࡔࠞߣᚱᯏེࡔࠞ߇৻ߣߥߞ
ߡ☨ޔ࿖ߩᄖ㘩࠴ࠚࡦߦኻߒޔᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠߩ⦟ߐࠍࠕࡇ࡞ߔࠆߚ
ߦޔਅ⸥ߩㅢࠅฦ⒳ࡔ࠾ࡘߩឭ᩺ࠍⴕߞߚޕ
߹ߚޔ-$3$1 3DYLOLRQ ߩਛᔃߦߪ⺞ޔℂ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦ↪ߦ
ޟ80$0, 3DQWU\㧔߁߹ࡄࡦ࠻㧕
ޔߌ⸳ࠍࡦ࠴࠶ࠠߚߒߣࡑ࠹ࠍޠ
ᣣᧄߩၮ␆⺞ᢱ߿ઍ⊛ߥ㘩᧚ࠍᢙᄙߊ㒸ߒߣࠄࠇߘޔฦዷ␠ߩຠ
ࠍ⚵ߺวࠊߖߚࡔ࠾ࡘࠍ㧠ੱߩ☨࿖ੱࠪࠚࡈߦឭ᩺ߒߡ߽ࠄߞߚޕฦࠪࠚ
ࡈߦࠃࠅ⺞ℂߐࠇߚࡔ࠾ࡘߪ⹜㘩ߣߒߡ᧪႐⠪ߦឭଏߐࠇߚޕ











ࡔ࠻ࡠࡐ࠲ࡦ⟤ⴚ㙚
ળຬࠬ࠻ࡦ✚ᢱℂ㐳
ࡈ࠶࠼ࠨࡏ᳁



ཬߣࡅࠫࠠࠍߞߚ
࠱࠶࠻



᳝ߣᶏ⧡ࠍߞߚ
ࠨࡕࡦࠨ࠳







 3HFNLQJ2UGHU ࠝ࠽ࠪࠚࡈ



᳝ߣ⼺⣣ߣḡ⪲ࠍߞߚ
ࡑ࠶ࠪࡘ࡞ࡓࠬࡊ

ࠢࠬ࠹ࠖࡦࠬࡆ࠼᳁
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ཬࠍߞߚࡄ࠹ߣ‐⡺ߩ㉟ᴤ࠰࠹

/H%HUQDUGLQ ᢱℂ㐳
ࡠ࠽࡞࠼ࠪࡘ᳁












*LQNR ✚ᡰ㈩ੱ
ࡑࠪࡘࠠࡓ᳁

㘑࠼࠶ࠪࡦࠣࠍߞߚ಄߿ߒ߁ߤࠎ

 ߘߩઁޟޔ80$0, 6HPLQDUߣޠ㗴ߒߡޔᣣᧄ㘩ߩၮ␆ߩ㧝ߟߢࠆ߁ޟ
߹ࠍޠㅢߓߡᣣᧄ㘩᧚߿⺞ᢱߩ㝯ജࠍࠕࡇ࡞ߔࠆࡒ࠽ࠍ㐿ߒޔ
߁߹ߩၮᧄᖱႎߣ᳝ߩ⹜㘶ߦࠃࠆ߁߹ߩ㛎ߣℂ⸃ࠍ࿑ߞߚޕ

㧔㧟㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧢㧞㧢ᣣ㨪㧟㧜ᣣ ࡒࡖࡦࡑᣣᧄ㘩Ꮢ႐⺞ᩏ
  ႐ ᚲ㧦ࡗࡦࠧࡦ࠼ࡇࡀޔ
 ⷐ㧦ࡒࡖࡦࡑࠬ࠻ࡦදળ㧔05$㧦0\DQPDU5HVWDXUDQW$VVRFLDWLRQ㧕
ߩ㑐ଥ⠪߮ࡒࡖࡦࡑᄢ⛔㗔ઁᐭⷐੱߣᗧ឵ࠍⴕޔᣣᧄ㘩᧚ߩ
⎇ⓥߣᣣᧄ㘩ᢥൻ߳ߩℂ⸃ଦㅴࠍ⋡⊛ߣߒߚᣣᧄ߳ߩ⸰⎇ୃߦߟߡޔ
ᤨᦼ߿ၞޔౝኈ╬ߦߟߡߩද⼏ࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߩⷞ
ኤࠍⴕޔ㑐ଥ⠪ߣᣣᧄ㘩Ꮢ႐ᄢߦะߌߚᗧ឵ࠍታᣉߒߚޕ

㧔㧠㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧣㧞㧣ᣣ ࡃࡦࠦࠢ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓḰળ⼏
  ႐ ᚲ㧦ࡃࡦࠦࠢᏒౝ
 ⷐ㧦ࡃࡦࠦࠢᡰㇱ㑐ଥ⠪ߣޔ㧝㧜㧟ᣣߩ㧶㧾㧻࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ㐿ߦะ
ߌߚḰޔ㓸ቴޔળ႐⸳༡ㆇ༡╬ߩᓎഀಽᜂߣ⺖㗴߿㗴ὐߩ⏕ࠍⴕ
ߞߚߦ․ޕ㕖ᣣ♽ߩ㑐ଥ⠪ߩ㓸ቴߦജࠍࠇࠆߴߊޔฦ␠ߩขᒁవ╬ࠍㅢ
ߓߡⓍᭂ⊛ߥᖱႎ⊒ାࠍታᣉߔࠆޕ


㩷
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㧔㧡㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧣㧞㧤ᣣ ᶏᡰㇱᎺ㘩᧚ീᒝળ
  ႐ ᚲ㧦ᶏⅣ㊄Ⲣਛᔃ ਅ㧞㓏 ཅᨹⅣ㘩ዏᄤ
   ⷐ㧦ᶏߩᄖ㘩ᬺ⠪╬ߩ᧪ᣣߦะߌߚḰળ⼏ߣ⻠⠌ળࠍ㐿ߒߚޕ
٤  ᜦ  ᧻ጟ  ḩ᳁㧔ᶏᡰㇱੱ㧕
٤᧪⾠ᜦ  ᶏᣣᧄ࿖✚㗔㙚 㗔 ྾ࡨᚲ ାਯ᳁
٤࠹ࡑޟᣣᧄᢱℂߩ㝯ജߣ⟤ߒߐߩ⒁ኒޠ
٤⻠  Ꮷ  ᤐฬ ᢕ⾆᳁㧔ව⧎ኼม㧕
ޔධ ⠨⋥᳁㧔㢬⥰㧕
ޔ
       ⼱ญ ⟵ᔘ᳁㧔ᣨഀὣ⌀ᧁਫ㧕
ޔદ⮮ศᚑ᳁㧔ࡒ࠷ࠗ᳓↥㧕
٤⻠⠌ౝኈ  ᳝ߩߣࠅᣇߣၮᧄߩ㊁⩿㘼ࠅಾࠅޔ
ಾࠅ⚳߃ߚ㊁⩿ߣ᳝ࠍ↪ߒߚᾚ‛ޔ
㝼ߩਅࠈߒᣇ㧔㐳ፒ⋵↥ޟ㟟ޠ
ޟ㟋↪ࠍ╬ޠ㧕
ޔ
㟟ޔ㟋ޔ㟎ߥߤߩၮᧄߩ㝼ߩ߅ࠈߒᣇ߆ࠄೝり߹ߢޔ
ᄤ߲ࠄߩ឴ߍᣇ㧔㊁⩿ޔ߮߃ޔ㝼╬ߩၮᧄߩᄤ߲ࠄ㧕ઁ
٤⾰⇼ᔕ╵







 㐳ፒ⋵㘩᧚╬ࠍᵴ↪ߒߚᢱℂታṶߣ⹜㘩ᬌ⸛ળ


㧔㧢㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧤㧤ᣣ ᶏਛ⪇⡯ᬺቇᩞᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળ
  ႐ ᚲ㧦ᶏਛ⪇⡯ᬺቇᩞ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ᶏߩਛ⪇⡯ᬺቇᩞߦ߅ߡ -52 ᶏᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળࠍ㐿ߒߚޕ
หᩞߩቇ↢ޔᶏᏒౝߩࠬ࠻ࡦߦᓥߔࠆතᬺ↢߅ࠃ߮ࡔ࠺ࠖࠕ߆
ࠄ⚂  ฬ߇ෳടߒߚޕਛ࿖ߢߩᣣᧄ㘩ߩ᥉ߪㄭᐕ⪺ߒߊޔᣣ♽ࠬ࠻
ࡦߦട߃ߡᦨޔㄭߢߪ⚻༡⠪ߦࠃࠆᣣᧄࠬ࠲ࠗ࡞ߩዬ㈬ደ࿁ォኼม
⡺ᐫ╬߽Ⴧ߃ߡࠆࠆߢ࠻࠶ࠤࡑߥᦸޕਛ࿖ߦ߅ߡ⏕ޔታߦᣣ
ᧄ㘩ߩ᥉ࠍᄢߔࠆߦߪߦߥޔ
ࠃࠅ߽߹ߕੱ᧚⢒ᚑ߇ᔅⷐߢࠅޔ
ᣣᧄ㘩ߩᦨᣂ⺞ℂ⺰ߣ⺞ℂᛛⴚࠍ
ᢎ߃ޔᣣᧄߩ㘩᧚߿㘩ຠࠍߞߚ
ࠪࡇࠍ⚫ߒޔᶏߩࠬ࠻
ࡦߢࡔ࠾ࡘߣߒߡᵴ↪ߒߡ߽ࠄ
߁ߎߣࠍ⋡⊛ߦޔਛ⪇⡯ᬺቇᩞߢ


㩷
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ㇱቇ ỈᢎߦࠃࠆᏓߩ᳝ߩ
ขࠅᣇߩታṶ


ᧄ⻠⠌ࠍ㐿ߒߚޕ
㐿ળߦߚࠅ໊ޔᆭหᩞᩞ㐳ࠃࠅหᩞೋߡߩᣣਛᵹߦᗵ⻢ߔࠆᣦߩ
ᜦߡ⛯ޔᶏᣣᧄ࿖㗔㙚ኾ㐷⺞ᩏຬߩ↢㓉ⴕ᳁ߩㄉޔᶏᏒ
㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળߩᴉᕁળ㐳ߩᜦࠍߚߛߚޕ
⻠⠌ߩ╙৻ㇱߪޔᶏᏒ㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળᣣᧄᢱℂኾᬺᆔຬળߩ㊄ਃ
㇢Ᏹോਥછߦࠃࠆ⻠Ṷޟᣣᧄᢱℂ㘩ᢥൻ⺰ޔߣޠㇱቇ⺞ℂᛛⴚㇱ
Ỉㄖ↵ᣣᧄᢱℂᢎߦࠃࠆ⺞ℂ࠺ࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦ߇ⴕࠊࠇߚޕỈ᳁
ߪ⺞ℂࠍታṶߒߥ߇ࠄߩᢱℂੱ߇Ყセ⊛㑆㆑߿ߔ↪㘩᧚ߏߣߩ
ᴤߩ᷷ᐲ▤ℂߩ࠲ࡀޔḰᣇᴺޔ឴ߍࠆ㓙ߩ⇐ᗧὐ╬ࠍಽ߆ࠅ߿ߔߊ⺑
ߒޔෳട⠪߆ࠄᅢ⹏ࠍඳߒߚ⺞ޕℂታṶᓟߩෳട⠪ߣߩᗧ឵ߢߪ⺞ޔ
ℂᬺߦ㑐ߔࠆౕ⊛ߥ⾰߇ᄙߊነߖࠄࠇޔᣣᧄᢱℂߩၮ␆⊛ߥ⺞ℂᛛ
ⴚࠍળᓧߒߚੱ߇ᄙߎߣ߽ಽ߆ߞߚ╙ޕੑㇱߩ⹜㘩ળߢߪޔỈ᳁ߩ
⺞ℂߒߚᢱℂߦട߃ߡᣣ♽㘩ຠࡔࠞ߆ࠄឭଏߐࠇߚࡔ࠾ࡘߦ߽⥠㥏
ࠍᛂߜߥ߇ࠄᖱႎ឵߇ⴕࠊࠇߚޕ

㧔㧣㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧟ᣣ㨪㧣ᣣ ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ྾࿖ㄭ⇰㘩᧚ീᒝળ
  ႐ ᚲ㧦52& ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞࠣࡂޔ
 ⷐ㧦ᄢፉᤩ -52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ㐳ߪߓࠬࡆࠨ࠼ࡈߩ࠳ࡦࠝޔᬺߦ
៤ࠊࠆੱ᧚ࠍᄙߊヘߔࠆ 52& ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞߩදജࠍᓧߡޔᣣᧄ߳ߩ
⸰ᤨᦼޔၞޔౝኈ╬ߦߟߡᬌ⸛ࠍⴕ߁ޔḰળ⼏ࠍⴕߞߚޕᬌ⸛ߩ
⚿ᨐޔหᩞࠍතᬺ⠪㧔߹ߚߪޔතᬺ੍ቯ⠪㧕ߢޔᄖ㘩↥ᬺߩಽ㊁ߢᵴべߒ
ߡࠆࠬ࠻ࡦ㑐ଥ⠪࠳ࡦࠝޔᏒ႐ߦᣣᧄ㘩᧚ࠍᧄᩰ⊛ߦⓍᭂ⊛ߦޔ
⛮⛯⊛ߦ⽼ᄁߒߡߊᗧᕁߩࠆャᬺ⠪ߩ᧪ᧂޔߡߒߘޔᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߩ
ੱ᧚⢒ᚑߩⷰὐ߆ࠄޔหᩞߢታᣉߒߚᣣᧄ㘩⎇ୃߩఝ⑲⠪ࠍട߃ߚࡔࡦࡃ
ࠍਛᔃߦㆬᛮߔࠆߎߣ߇ޔቯߐࠇߚޔߦ․ޕળ⼏ߩਛߢߪ࠳ࡦࠝޔ
ߩᄖ㘩ᬺ⠪߇ߚߺߡߞ⾈ޟຠࠍޠߢ⊒ߒߡ߽ࠄޔᣣᧄߩ↢
↥⠪ߩຠ߇ࠝࡦ࠳ߦャㅍߢ߈ࠆ‛ᵹߩ᭽ࠍࠕ࠺ࠗࠕߥޘᬌ⸛㗂ߊ
ߎߣߩߪߢࠄߥࡈࠚࠪޔߪߦࠄߐޔᣂߚߥᣣᧄ㘩᧚ޔ㘩ຠߩᣇࠍᬌ⸛
㗂ߊߎߣ╬߇ឭ᩺ߐࠇੌᛚߐࠇߚޕ

㧔㧤㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧥ᣣ㨪㧝㧣ᣣ ᶏᄖࠪࠚࡈᣣᧄ㘩⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦٤᧲੩ㇺ ਣ㤖▽ޔᏒ႐ࡦࡑࠦ࠶ࠠޔ㊁↰Ꮏ႐ޔ
&RPHVWD㧔ࠗ࠲ࠕࡦ㧕
᧲ޔ੩㚞ਅⴝ㨯ᄢਣޔ
ߩ⚛ࢃ㧔߁߹㧕
ੱޔᒻ↸ඨ⊕ᴡᎿ႐ޔㇱቇ
٤ᗲ⍮⋵ ࡒ࠷ࠞࡦ㧔㈶ߩ㉿ޔཬࡒࡘࠫࠕࡓ㧕
٤੩ㇺᐭ ᩵ޔ㊁↰ደ⨃┻ޔᭈ㧔⟤Ớศ㧕
ޔࠄߨࠃࡦ࠻ࠬޔ
ᧁਫᇚޔ
  ෳട⠪㧦㧟ฬ

㩷
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 ⷐ㧦ᐔᚑ  ᐕ  ߦ࠾ࡘ࡛ࠢߦߡⴕࠊࠇߚ -52 ᢱℂࠦࡦ࠹ࠬ࠻ߢఝ⑲ߥ
ᚑ❣ࠍߚ㧟ੱߩ⧯ᚻࠪࠚࡈࠍᣣᧄߦᓙߒߚߪߢୃ⎇ޕᣣᧄߩ㉯ㅧ
ຠ㧔㉟ᴤཬ㈶㈬╬㧕߮߁߹ߩ⚛ߣߥࠆᏓ㠑▵ߦߟߡߩ
⻠⠌ߣቇ▽ޔᏒ႐ߩቇޔᣣᧄ㘩ߩ⺞ℂᛛⴚታ⠌ޔᑯᒰ⺞ℂᣉ⸳ዬ
㈬ደ߁ߤࠎᐫࡔࡦᐫ╬ᣣᧄ⁛⥄ߩᬺᘒߩቇޔᬺᣉ⸳ߩࡈ࠼
ࠦ࠻߿࠺ࡄਅߩቇޔ㒻⏛ེߩ↥⸰ޔ⠧⥩ᢱ੪ߢߩ⺞ℂታ⠌╬ޔ
ᣣᧄߩ㘩᧚߿⺞ℂᛛⴚޔᣣᧄᢱℂߩࠛ࠶ࡦࠬߩ⠌ᓧߦബࠎߛޕ








⒳㘃߽ߩ㈶ߩ࠹ࠗࠬ࠹ࠖࡦࠣ
ㇱᩕ㙃ኾ㐷ቇᩞߢߩᣣᧄᢱℂታ⠌


㧔㧥㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧝㧣ᣣ㨪㧞㧟ᣣ 㚅᷼ᡰㇱ᧲ർ㑐᧲ၞ↥⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦٤᧲੩ㇺ ᧲੩࠺ࠞࡈ࠭㧔ࠞ࠶࠻㊁⩿Ꮏ႐㧕
٤⨙ၔ⋵ ศਭ㈬ㅧ࠻ࠢࠕޔㄘ႐ޔᾖᴧൎ৻ᐫޔ
᳓ᚭ੩ᚑࡎ࠹࡞㧔⨙ၔ⋵⺣ᵹળ㧕
٤ጊᒻ⋵ ߹ߔߚ㧔☨㧕
᧲ޔᩮᄢንㄘ↥㧔ࠊߐ߮㧕
ޔ
ᣂḡἏߩ㊁ࡎ࠹࡞㧔ຠ㐿⊒ࡒ࠽㧕
ޔ
ጊᒻ⋵ᄤ┬ࡎ࠹࡞㧔ጊᒻ⋵ࡒ࠽⺣ᵹળ㧕
٤ችၔ⋵ દ⼺ᴧㄘ↥㧔⿒⽋㧕
↰ᧄޔ᳓↥㧔᳓↥ടᎿຠ㧕
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ᣣᧄߩㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠߩᦨᄢャవߢࠆ㚅᷼ࠃࠅޔᄢᚻਛ⪇ࠬ࠻
ࡦ⚻༡⠪⺞ޔℂ⽿છ⠪ࡒࠦࠬࡑޔ࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔ㑐ଥ⠪╬  ฬ߇
᧪ᣣߒ᧲ޔ੩⨙ޔၔޔጊᒻޔችၔฦ⋵ߩࡈ࠼ࠨࡆࠬᣉ⸳↥↢ޔᣉ⸳╬
ࠍቇߒߚ⸰ޕవߢߪ⨙ၔ⋵ㄘᬺᴺੱදળޔጊᒻ⋵ㄘᬺᴺੱදળޔችၔ
⋵ㄘᬺᴺੱදળ╬ߩળຬߢޔャᗧ᰼ߩࠆ↥㑐ଥ⠪╬ߩෳടࠍᓧߡޔ
ᵴ⊒ߥ⺣ᵹ߿ᗧ឵߇ⴕࠊࠇߚޕ







㩷
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         ᧲੩࠺ࠞࡈ࠭          ችၔ⋵ ᧄ↰᳓↥㧔᳓↥ടᎿຠ㧕

⨙ၔ⋵⺣ᵹળ
ຠ㐿⊒ࡒ࠽ߢߪޔ㚅᷼ߩᄖ㘩ᬺ⠪ߩࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߩࡅࡦ࠻ߣ
ߔࠆߚޔጊᒻ⋵㢬ጟᏒりߢޟߚߞߥߣ࠻ࠬࡌޔ㈬⢓႐╬ޠ
ߩᢱℂᧄߩၫ╩߮ຠ㐿⊒ࠕ࠼ࡃࠗࠩߣߒߡᵴべߔࠆ⩆ේ᳁ࠍ
߈⋵ޔᐣౝၞߩ㘩᧚ޔ㘩ຠ╬ࠍᵴ↪ߒߚࡔ࠾ࡘࡊࡦ࠹࡚ࠪ
ࡦࠍⴕߞߚޕ

⨙ၔ⋵⺣ળࡔ࠾ࡘឭ᩺            ⨙ၔ⋵⺣ᵹળ

ຠ㐿⊒ࡒ࠽
㚅᷼ߩᄖ㘩ᬺ⠪ߩࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߩࡅࡦ࠻ߣߔࠆߚޔጊᒻ⋵㢬ጟᏒ
りߢޟ㈬⢓႐ߩ╬ޠᢱℂᧄߩၫ╩߮ຠ㐿⊒ࠕ࠼ࡃࠗࠩߣߒߡ
ᵴべߔࠆ⩆ේ᳁ࠍ߈⋵ޔᐣౝၞߩ㘩᧚ޔ㘩ຠ╬ࠍᵴ↪ߒߚࡔ࠾
ࡘࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕ

        ⪤ේ᳁ߩᢱℂታṶ           ᐣౝߩࡑࠗࠢࡠࠞ࠶࠻㊁⩿



㩷
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ጊᒻ⋵ࡒ࠽⺣ᵹળ
㚅᷼ߩᄖ㘩㑐ଥ⠪ߣ↥╬ߣߩᵹࠍ࿑ࠅޔᓟߩࡆࠫࡀࠬ߳ߣ❬ߍ
ߡߊߚ⋥ޔធ⊛ߥࡆࠫࡀࠬ࠴ࡖࡦࠬࠍഃߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡޔ
╙㧝ㇱߢߪࡒ࠽╙ޔ㧞ㇱߢߪጊᒻ⋵ߩ㘩᧚ຠ╬ຠࠍᵴ↪ߒߚ
⺣ᵹળࠍ㐿ߒߚޕ

╙ޛ㧝ㇱ ࡒ࠽ޜ
 ࠹ࡑ  㔡ἴᓟߩ㚅᷼ᄖ㘩ᬺ⠪ߩขࠅ⚵ߺߦߟߡ
 ⻠ Ꮷ   ⃟㧔㚅᷼㧕㒢ม  ળ㐳 ๓ ㍈ ᳁

╙ޛ㧞ㇱ  ⺣ળޜ
㚅᷼ߩᄖ㘩ᬺ⠪ߦട߃ߡޔਥߦጊᒻ⋵ౝߩ↢↥⠪ޔ㘩ຠࡔࠞޔ࿅
╬  ␠㧔⚂  ฬ㧕ߩෳടࠍᓧߡ᧪ޔᣣߒߚ㚅᷼ߩᄖ㘩ᬺ⠪ߣߩ⺣
ᵹળࠍ㐿ߒߚޕ


  ⃟㧔㚅᷼㧕㒢ม ๓ ㍈㧔ࡈࡦࠠ࠙㧕ળ㐳       ጊᒻ⋵⺣ᵹળ

㧔㧝㧜㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧞㧞ᣣ㨪㧞㧡ᣣ 
*᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ㧗72.<27$67(
  ႐ ᚲ㧦ችၔ⋵᧲੩ㇺ
  ෳട⠪㧦⚂  ฬ
 ⷐ㧦 ᐕߦࠬࡍࠗࡦߢ⚿ᚑߐࠇߚ * ߪࡑ࡞ࡍޔࠢࠬࡃࡦࠗࡍࠬޔ
ߦ⛯߈ޔᣣᧄ᧲੩ߢ৻ᤓᐕ㧟  ᣣߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴߦኻߒߡޔฦ࿖
ߩ * ࡔࡦࡃ㆐߆ࠄߩᡰេߩᒻߢ㧟࿁⋡ߩᐕᰴળ⼏ࠍ㐿ߔࠆㆇ߮ߣߥ
ߞߚޕ
ᐕᰴળ⼏ࠍⴕ߁ߦవ┙ߜࡃࡦࡔޔ㆐ߪⵍἴߦ⿷ࠍㆇ߮߅ߥޔᄢ߈
ߊᱷࠆ㔡ἴߩῪ〔ࠍ⋡ߩᒰߚࠅߦߒ↥↢ޔ⠪ߩᣇߩߣޘᵹࠍ⚻ߡޔ㘑⹏
ⵍኂߦ⧰ߒⵍἴߩ⁁ࠍⷞኤߒߚⷞߩߎޕኤࠍฃߌߡߩᐕᰴળ⼏ߦ߅
ߡޔᢱℂੱߩ␠ળߦኻߔࠆ⽸₂╬ߦ㑐ߒߡ⸛⼏ߔࠆߎߣߣߥࠅ⚿ߩߘޔ
ᨐߪ᧲ޟ੩ት⸒߁ߣޠᒻߢᱷߐࠇߚߡߖࠊߦ *ޔߚ߹ޕ㐿ߐࠇߚ
72.<27$67( ߦ߅ߡߪޔ⇇ࠍ‧ᒁߔࠆ࠻࠶ࡊࠪࠚࡈߣࡄ࠹ࠖࠪࠛ
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ࠍ߈ޔ㧟ᣣ㑆ߦᷰࠅޔࠇࠊⴕ߇ࡦ࡚ࠪ࠻ࠬࡦࡕ࠺ࠆߥ⇣ޔᣣᧄ࿖ౝ
ߩߺߥࠄߕᶏᄖ߆ࠄ߽ᄙߊߩᵈ⋡ࠍ㓸ࠆߎߣߣߥߞߚޕ
ળ ႐㧦 ᣣ㧔㧕 ࡎ࠹࡞ࡔ࠻ࡠࡐ࠲ࡦบ
 ᣣ㧔ᣣ㧕 ᧲੩࠼ࡓࡎ࠹࡞᧲ޔ੩ࠟࠬࠬ࠲ࠫࠝ㧗㧳
 ᣣ㧔㧕 ᧲੩࠼ࡓࠪ࠹ࠖࡎ࡞
 ᣣ㧔Ἣ㧕 ㇱᩕ㙃ኾ㐷ቇᩞ



ෳട࿖㧦ࠬࡍࠗࡦޔ࡞ࡍޔࠬࡦࡈޔࠞࡔࠕޔࠬࠡࠗޔࠕ࠲ࠗޔ
࠺ࡦࡑࠢޔ࠷ࠗ࠼ޔ࡞ࠫࡉޔᣣᧄ
* ᆔ ຬ 㐳㧦HO%XOOL㧔ࠬࡍࠗࡦ㧕
ࡈࠚࡦ ࠕ࠼ࠕ᳁




* ࡔࡦࡃ㧦1RPD㧔࠺ࡦࡑࠢ㧕


7KH)DW'XFN㧔⧷࿖㧕





















ࠟࠬ࠻ࡦ ࠕࠢࠝ ᳁


ㇱᩕ㙃ኾ㐷ቇᩞ㧔ᣣᧄ㧕
ㇱ ᐘᙥ ᳁


2VWHULD)UDQFHVFDQD㧔ࠗ࠲ࠕ㧕ࡑ࠶ࠪࡕ ࡏ࠶࠻࠘ ᳁ 


%OXH+LOO㧔ࠕࡔࠞ㧕
࠳ࡦ ࡃࡃ ᳁
ࠥ ࠬ ࠻㧦 (O&HOOHUGH&DQ5RFD㧔ࠬࡍࠗࡦ㧕࡚ࠫࠕࡦࡠࠞࡈࠜࡦ࠲ࡀ ᳁


ࠫࡖ࠽ࠬ࠻㧔ࠕࡔࠞ㧕  ࡂࡠ࡞࠼ ࡑࠡ ᳁


$TXD㧔࠼ࠗ࠷㧕
ࠬࡧࠚࡦ ࠛ࡞ࡈࠔࡈࠚ࡞࠻ ᳁
ᄢળ᭴ᚑ㧦٤᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេบᵹળ
٤ࠕࡦ࠴ࠛࠗࠫࡦࠣߩ㘩කቇ㖸ᭉߩṶ
٤ ߆࿖ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
٤㘩ߩᧂ᧪





ࡀ ࠶ࡇ ᳁
 ࡋࠬ࠻ࡦ ࡉ࡞ࡔࡦ࠲࡞ ᳁

%UDV㧔ࡈࡦࠬ㧕
ࡒ࠶ࠪࠚ࡞ ࡉࠬ ᳁
'20㧔ࡉࠫ࡞㧕
 ࠕ࠶ࠢࠬ ࠕ࠲ ᳁
$VWULG *DVWyQ3HU XDFXWH㧔࠺ࡦࡑࠢ㧕

٤࿖ౝᄖ࠻࠶ࡊࠪࠚࡈߩ⺰ს
٤᧲੩ት⸒⊒㧔) ࡔࡦࡃߦࠃࠆหት⸒㧕
٤⡜ࠪࠚࡈߦࠃࠆ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦ
٤࿖ౝᄖߩ㘩ຠ㑐ଥડᬺ㘩ຠࡔࠞߩዷ␜ ╬
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㧔㧝㧝㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧞㧡ᣣ㨪㧞㧤ᣣ 3,5
  ႐ ᚲ㧦ࡕࠬࠢࡢࠢࡠ࠶ࠞࠬ࿖㓙ዷ␜႐
 ⷐ㧦-52 ߢߪࡠࠪࠕᦨᄢߩᬺോ↪Ꮢ႐ะߌᧄᏒޟ3,5ߦޠ࿁ߢ㧟࿁
⋡ߩෳടߣߥࠅޔᣣᧄ㘩ߩⴡ↢▤ℂࠍ࠹ࡑߦߒߚ․⻠⠌ࠍታᣉߒߚޕ
࿁ߩ⻠Ꮷߪޔ㐳ᐕㄞ⺞ℂᏧኾ㐷ቇᩞߢ
ᣣᧄᢱℂ⎇ⓥቶᢎࠍോޔᶏᄖߩᣣᧄ㘩
ࠬ࠻ࡦߦ߽⺞ℂᛛⴚࠍᜰዉߒߡ߅ࠄࠇ
ࠆᷰ⽾ථ᳁ߣޔరࡕࠬࠢࡢߩ㜞⚖ᣣᧄ
ᢱℂࠬ࠻ࡦ⟤ޟㇹ⺞✚ߩޠℂ㐳ߢࠆ
ቬⷫ᳁ߢࠍߩ߽↢ߦ․ޔᛒ߁㓙ߩᚻᜰߩ
ᶖᲥ߮ࠃ߅ޔ൮ৼ⺞ߩ╬᧼ߥ߹ޔℂౕߩ
ⴡ↢▤ℂߩᣇߦߟߡߩ⻠⠌
ⴡ↢▤ℂߩ㊀ⷐᕈ↢ޔ㝼ߩᱜߒ⺞ℂᣇᴺ
ߥߤࠍਛᔃߦࠍ⺑⸃ޔ߃ߥ߇ࠄ⺞ℂታṶࠍߒߡߚߛߚޕ
߹ߚޔᕡߩᣣᧄᢱℂࠦࡦ࠹ࠬ࠻ߢߪޔ

ࡠࠪࠕߩᣣᧄᢱℂኾ㐷ࠪࠚࡈ  ฬ߇㘩
ߩ⺞ℂࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦࠍ┹วޔᷰ
⽾᳁ࠍ㧢ฬߩክᩏᆔຬ߇⹏ଔߒߚޕ
ᐕߩࠦࡦ࠹ࠬ࠻ߩ࠹ࡑߪޠ⑺ߩࠕࠪࡠޟ
ߣߩࠕࠪࡠޟᙬ⍹ޔߒߣޠฦෳടࠪࠚ
ࡈ߇┹ว߁శ᥊ߪ᧪႐⠪߿ࡑࠬࠦࡒߩᄢ

ࠗࡖࡦ᳁ߩฃ⾨ຠ
߈ߥ㑐ᔃࠍ㓸ߚᦨޕఝ⑲⾨ߪࡕࠬࠢࡢߩ
ࠬ࠻ࡦߢޠ࠻࠶࠼ࡦ࠘࠻ޟߊࠕ
ࠢࠨࡦ࠼࡞ࠗࡖࡦ᳁߇ㆬߐࠇޔห᳁ࠍᧄᐕ㧟ߦࡄߦ߅ߌࠆ
ᣣᧄ㘩⎇ୃߦᓙߒߚޕᓆᑼળ႐ߢߪᣣ♽ડᬺߩදജࠍᓧߡޔጊᒻ⋵↥
☨㧔߭ߣ߷ࠇ㧕ࠍߞߚኼมޔ᪢㈬╬ޔᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠߩ⹜㘩⹜㘶
߇ታᣉߐࠇߚޕ

㧔㧝㧞㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧞㧢ᣣ บർᡰㇱർᶏ⎇ୃḰળ⼏ᖱႎ឵ળ
  ႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞ࠝࠢบർ
 ⷐ㧦บർᡰㇱ㑐ଥ⠪ߣޔᐕᐲߩᡰㇱᬺ㐿ߦะߌߚᗧ឵ࠍታᣉߒ⺖ޔ
㗴߿㗴ὐߩ⏕ࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕᣣᧄߦ߅ߌࠆ⎇ୃᬺߦߟߡ⸰ޔ
ᤨᦼޔၞޔౝኈ╬ߦߟߡߩද⼏ࠍⴕߞߚޕᬌ⸛ߩ⚿ᨐޔบḧߩᄖ㘩
ᬺ⠪╬߇ᄙߊขࠅᛒ߁ᣣᧄ㘩᧚ߣߒߡ᳓↥‛ࠍ࠹ࡑߣߒޔ᳓↥‛ߩὐ
ߢࠆർᶏࠍਛᔃߣߒߚ⎇ୃࠍⴕ߁ߎߣߣߥߞߚޕ

㧔㧝㧟㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧝ᣣ㨪㧣ᣣ ࠾ࠞࠣࠕࠣࠕ࠹ࡑᣣᧄ㘩⻠⠌
  ႐ ᚲ㧦࠾ࠞࠣࠕᣣᧄ࿖ᄢ㙚ޔࠣࠕ࠹ࡑᣣᧄ࿖ᄢ㙚
 ⷐ㧦⁛┙ⴕᴺੱ࿖㓙ᵹၮ㊄ߣㅪ៤ߒߡޔᣣᧄᢥൻኾ㐷ኅਛධ☨ᵷ㆜ᬺߩ

㩷
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৻Ⅳߣߒߡ࠾ࠞࠣࠕ࠻ࡦࡠ࠻ޔߡߦࡑ࠹ࠕࠣޔᡰㇱߩࡑࠪࡘࠠࡓ
᳁㧔*LQNR-DSDQHVH5HVWDXUDQW㧕ࠍ⻠Ꮷߦޔᣣᧄ㘩߿߁߹ߺߦ㑐ߔࠆ
࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦࠍታᣉߒߚޕ
࠾ࠞࠣࠕߢߪޔㅢ⸶ࠍߒߡ㧝ᤨ㑆ඨߢ㧠ຠߩᢱℂࠍ⚫ߒ⇼⾰ޔᔕ
╵߽ৼካߦⴕߞߚޕᢱℂ⻠Ꮷ⺞ߩࡠࡊޔℂੱߦ㒢ቯߒߡታᣉߒߚߎߣߢޔ
ᱜߒᣣᧄ㘩ࠍ᥉ߐߖࠆߣ߁⋡⊛ߦ߆ߥߞߚᬺߣߥߞߚࡑ࠹ࠕࠣޕ
ߢߪㄭᐕޔ᰷☨⻉࿖ߩᓇ㗀ߦࠃࠆஜᐽᔒะߩ㜞߹ࠅࠍฃߌߡޔਛᵹ
㓏⚖ߩ㑆ߢߪኼม߇りㄭߥᢱℂߦߥࠅߟߟࠆ߇ޔᣣᧄੱ⚻༡ߩᣣᧄ㘩
ࠬ࠻ࡦߪ㕖Ᏹߦዋߥߊޔᄢඨߩᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߢߪ㘩ߩ⍮⼂߿ᢱℂ
⚻㛎ࠍᜬߚߥ⺞ℂੱߦࠃࠅᢱℂ߇ឭଏߐࠇߡ߅ࠅޔ
ޟᣣᧄ㘩ߩ߁߹ߩޠ
⚫ࠍㅢߓߚᣣᧄ㘩ߦኻߔࠆᱜߒℂ⸃ߩଦㅴࠍ࿑ߞߚޕ
ᧄᬺߦኻߒߡߪޔᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦ㑐ଥ⠪ߛߌߢߥߊࡔ࠺ࠖࠕߩᵈ⋡
߽㜞ߊ⻠ࡓࠠࡘࠪࡑޔᏧߦࠃࠆᣣᧄ㘩ߩ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦߩᮨ
᭽ߪࡔ࠺ࠖࠕ㧔࠹ࡆዪޔਥⷐ⚕㧕ࠍㅢߓߡᒰ࿖ߩ࿖ౝోၞߢႎߓࠄࠇޔ
ᣣᧄ㘩㑐ଥ⠪ߩᛛⴚᜰዉߛߌߢߥߊ⥸৻ޔᏒ᳃ߦኻߔࠆᣣᧄ㘩ߩᐢႎ᥉
ߦ❬߇ߞߚࡕ࠺ޕෳട⠪߆ࠄߪ㕖Ᏹߦḩ⿷ߒߚ᭽ሶ߇┍ࠊࠇߚ߶߆ޔ㓸
⸘ߒߚࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ߆ࠄߪޔౣᐲߩታᣉࠍᏗᦸߔࠆჿ߇ᄙߊ⡞߆ࠇߚޕ

ࡑࠪࡘࠠࡓ⻠Ꮷߦࠃࠆᣣᧄ㘩⻠⠌



㧔㧝㧠㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧞ᣣ㨪㧡ᣣ ࡒࡖࡦࡑᄖ㘩ᬺ⠪ᣣᧄ㘩᧚ീᒝળ
႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞ࠝࠢࡃࡦࠦࠢઁ
 ⷐ㧦ࡒࡖࡦࡑࠬ࠻ࡦදળ㧔05$㧕ߩ 1\DQ/LQ ળ㐳߿ $81*.+,1 
ળ㐳╬ࠍߪߓߣߒߚ 05$ ᐙㇱࠍኻ⽎ߦߦࠗ࠲ޔㅴߒߡࠆᣣ♽ߩᄖ
㘩ડᬺ߿㘩ຠࡔࠞࠍ⸰ߒޔᣣᧄડᬺߩᐫᚢ⇛߿ᐫ⥩⚻༡ޔຠᚢ
⇛ޔㅧ▤ℂ╬ߦ㑐ߒߡᐫ⥩߿Ꮏ႐ߡ߅ߦ␠ᧄޔᗧ឵߿⹜㘩ળࠍታ
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ᣉߒߚޕᣣᧄ㘩ߩ᥉⊒ࠍផㅴߔࠆ࠲ࠗߩᣣ♽㘩ຠࡔࠞޔᄖ㘩ડ
ᬺ╬ߩ⸰╬ࠍㅢߓߡޔᣣᧄߩ㘩ຠ߿↥╬ߦ㑐ߔࠆ೨⎇ୃ⹜ޔ㘩ᬌ⸛
ળࠍⴕߞߚ   ޔߚ߹ޕᣣߦ㐿ߒߚ -52 ࡃࡦࠦࠢ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
㧒⺣ળߦෳടߒޔ-52 ࡃࡦࠦࠢᡰㇱળຬ߿࠲ࠗࠬ࠻ࡦදળ㧔75$㧕ޔ
᧲ධࠕࠫࠕߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩Ꮢ႐㑐ଥ⠪ߣߩᵹࠍ࿑ࠅޔᣣᧄ㘩᧚ߩࡔ࠾ࡘ
ឭ᩺⺣ળߦෳടߒߚޕ
߹ߚߩ ޔᣣᧄߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩⎇ୃߩታᣉߦะߌߡୃ⎇ޔౝኈ߿⸰
ߦ╬ᦼᤨޔ㑐ߔࠆḰળ⼏ࠍታᣉߒ߹߁ޔࠍਛᔃߣߒߚᣣᧄߩ⺞
ᢱߣࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߦߟߡ㑐ᔃ߇㜞ࠍ⏕ߒߚޕ

  


ᄢᚭደᐫ⥩⸰               ࠲ࠗࠬ࠻ࡦදળ⸰

 
Ḱળ⼏                ࠲ࠗߩ⚛ߢߩ⹜㘩ᬌ⸛ળ


㧔㧝㧡㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧟ᣣ ࡃࡦࠦࠢ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧒⺣ળ
  ႐ ᚲ㧦3OD]D$WKpQpH%DQJNRN
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦࠲ࠗౝᄖߩᣣᧄ㘩ࠍਛᔃߣߒߚࠬ࠻ࡦ㑐ଥ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߡޔ࿖㓙ࠪࡦ
ࡐࠫ࠙ࡓߣᣣᧄ㘩᧚㘩ຠࠍߞߚࡔ࠾ࡘឭ᩺⺣ળࠍ㐿ߒߚޕ
ᒰᣣߪࠬ࠻ࡦߩ⚻༡⠪߿ࡔ࠾ࡘ㐿⊒ᜂᒰ⠪࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔ
߿ࡑࠬࠦࡒ╬⚂  ฬߦෳട㗂߈ࠍࠗ࠲ޔਛᔃߣߒߚ᧲ධࠕࠫࠕߦ߅ߌ
ࠆᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦࡆࠫࡀࠬߦ߅ߌࠆ⺖㗴ߦߟߡ⼏⺰߇ⴕࠊࠇࠆߣ߽ߦޔ
᧲ධࠕࠫࠕߩࡈ࠼ࠨࡆࠬᏒ႐ߦะߌߚޔᣣᧄ㘩᧚㘩ຠࠍᵴ↪ߒߚᣂ
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ຠࡔ࠾ࡘࠍឭ᩺ߔࠆ⺣ળࠍⴕߞߚޕ
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪ߹ߕᆎߦޔ࠲ࠗᣣᧄ࿖ᄢ㙚ߩᄢ㣔ᱜੱࠃࠅ
ࠆߌ߅ߦࠗ࠲ޟᣣᧄ㘩ߪᐢࡔ࠾ࡘ߇⍮ߐࠇ߽࡞ࡌߩߘޔᣣᧄߣ
ᄌࠊࠄߥࡌ࡞߹ߢ㜞߹ߞߡ߈ߡ߅ࠅޔᓟᦝߦᣣᧄߩ㘩ຠ↥ᬺߩᵴべ
ࠍᦼᓙߒߚߏߩߣޠޕㄉࠍ㗂߈ ߡ⛯ޔ-52 ࠲ࠗ࿖ᡰㇱࠍઍߒߡޔ
ᵻ㕏⛩ᡰㇱ㐳ࠃࠅᧄࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⋡⊛ߣ࠲ࠗߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩ࡆࠫࡀࠬ
ߩ⁁ߦߟߡޔᤓᐕߩᵩ᳓ߦࠃࠆᄖ㘩↥ᬺ߳ߩᓇ㗀߿࠲ࠗߩᄖ㘩↥ᬺࠍ
ขࠅᏎߊ⺖㗴╬ߦߟߡ߅ߒ㗂ߚޕ
ၮ⺞⻠Ṷߢߪޔ-52 ℂߢࢃ☡㊁ኅ
ࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬߩㇱୃੳઍข✦
ᓎળ㐳ࠃࠅ☡ޔ㊁ኅࠣ࡞ࡊߩᶏᄖ
ᐫߩᱧผߣᓟߩᚢ⇛߿ޔડᬺℂᔨ߿
ᬺࠬ࠲ࡦࠬߦߟߡ߅ߒ㗂ߚޕ
⛯ߡߢࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔ
ߪޔᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ࠣࡠࡃ࡞
ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥ⺖ߩ㕍୶৻ᢎࠍࠦ

࠺ࠖࡀ࠲ߦߡߒߣࡀࡄޔㇱ
-52 ℂࢃ☡㊁ኅࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬ
ୃੳઍข✦ᓎળ㐳ࡦࡃ࠴ࡂࢃޔᷡᴦ ઍข✦ᓎળ㐳 ㇱ ୃੳ ᳁
ᵗၫⴕᓎຬᶏᄖᬺㇱㇱ㐳ޔ2,6+,
*URXS ߩ 6DP3$RZVDWKDSRUQ ╩㗡␠㐳  ᳁ࠍㄫ߃ޔᓟ߹ߔ߹ߔ┹
ߩỗߒߊߥࠆࡃࡦࠦࠢߩᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߦ߅ߡ⚻ࠆߥ⇣ࠇߙࠇߘޔ༡ࠬ࠲
ࠗ࡞ߩ㧟␠߇࠲ࠗߦᣈߡߤߩ᭽ߥᜰ㊎ࠍᜬߞߡᓟዷ㐿ߒߡߊߩ߆ޔ
ߎࠇ߆ࠄߩ⺖㗴ࠍ⼏⺰㗂ߚޕ

Ꮐ߆ࠄ㕍᳁ࡦࡐ࠲ࠨ࠙ࠕࡓࠨޔ᳁ޔᷡᴦ᳁ޔㇱ᳁     ࡃࡦࠦࠢ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
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ࠢࠦࡦࡃޣ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧒⺣ળޤ
   ٤᧪⾠ᜦ


࠲ࠗᣣᧄ࿖ᄢ㙚  ᄢ㣔 ᱜੱ᳁
٤㐿ળᜦ




-52࠲ࠗ࿖ᡰㇱ ᡰㇱ㐳 ᵻ 㕏⛩᳁
٤ၮ⺞⻠Ṷ᧲᧲ޟධࠕࠫࠕߩᄖ㘩Ꮢ႐ߣᐫᚢ⇛ޠ




ࢃ☡㊁ኅࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬ ઍข✦ᓎળ㐳 ㇱ ୃੳ᳁
٤ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ
ࠆߌ߅ߦࠬࡆࠨ࠼ࡈޟᣣᧄဳ⚻༡ߩ․ᓽߣᣣᧄ㘩ߩ㝯ജޠ




ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ࠣࡠࡃ࡞ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥ⺖ ᢎ 㕍 ୶৻᳁





ࡄࡀ
ࢃ☡㊁ኅࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬ ઍข✦ᓎળ㐳 ㇱ ୃੳ᳁
ࢃࡂ࠴ࡃࡦ  ၫⴕᓎຬᶏᄖᬺㇱㇱ㐳 ᷡᴦ  ᵗ᳁














2,6+,*URXS ╩㗡␠㐳

0U6DP3$RZVDWKDSRUQ
 ٤⻠Ṷޟ⇇ߦะߌߚᣣᧄ㘩ߩᜂᚻ⢒ᚑߦߟߡޠ

ㄞ⺞ℂᏧኾ㐷ቇᩞ
⛔ᧄㇱ㐳 ਛ 㓶᳁

'XVLW7KDQL&ROOHJH ᩞ㐳
0V9HHUD3DUGSDWWDQDSDQLFK
 ٤ᣣᧄ㘩᧚㘩ຠࠍ↪ߚࡔ࠾ࡘឭ᩺⺣ળ

ࡔ࠾ࡘឭ᩺⺣ળ

ࡔ࠾ࡘឭ᩺⺣ળዷડᬺ࿅㧔㗅ਇห㧕
5'0$#(QQFUࢃ

ᣣ᧲ࡌࠬ࠻ࢃ
$CPIMQM+PVGTHQQF%Q.VF

ࡗࡑࡕ࠻࠺ࠖࡦࠣࢃ

ࢃࡈ࠲ࡃ

 ␠ ᣣᧄㄘᬺᴺੱදળ

ࢃࠪࡑࡗ

  ᨰፒ㕍ᨐ

5+012#%+(+%4#&+0)

  Ꮉญ⚊⼺

6*#+.#0& %Q.VF

574#2100+%*+4'+(11&5
%Q.VF
⧎ߩ⥰㈬ㅧࢃ
⮋㈬ㅧࢃ

6*#+11+;#/#/161%Q.VF

ࢃࠕࠨࡦࠨࡆࠬ

ࠕࠨࡅࡆ࡞ࢃ

  Ỉ’႐

ፉ㠑ࢃ

᩵ࢃ

&CKUJQ 6JCKNCPF %Q.VF

#,+01/161 6*#+.#0& 

1VGPVQ 6JCKNCPF 

ർᶏṪᬺදห⚵วㅪวળ

㩷

%Q.VF
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%Q.VF

㧔㧝㧢㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧤ᣣ &DO3RO\ ࡔ࠾ࡘឭ᩺⺞ℂࡒ࠽
  ႐ ᚲ㧦㩀㩢㩖㨵㩣㩐㨻Ꮊ┙Ꮏ⑼ᄢቇ㩄㩢㩧㩇㩨㨯㩘㩇㩕㩩㩊㩢㩍㨲㨯㩙㩒㩆㩨㩜㩧㩎㩀㩤㨹㩆㩨㧔ㅢ⒓ &DO3RO\㧕
  ෳട⠪㧦㧟㧜ฬ
 ⷐ㧦⺞ℂ߆ࠄࠨࡆࠬ⚻ޔ༡ߦ⥋ࠆࡈ࠼ࠨࡆࠬో⥸ࠍቇ߱ &DO3RO\ ߦ߅ߡޔ
߁߹ࠍਛᔃߣߒߚᣣᧄ㘩ߦ߅ߌࠆࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߦߟߡߩ⻠⟵ࠍޔ
0DUX\DPD)RRG6\VWHP ߩਣጊ⾐ᐾ᳁ߣ &KLQRLVRQ0DLQ :ROIJDQJ3XFN
*URXS ߩ %REE\$ORQVR ᳁ࠃࠅታᣉߒߚޕ
 ᧄ⻠⟵ߪޔ
ޟ,QWHUQDWLRQDO&XLVLQH߁ߣޠᱜᑼߥࠞࠠࡘࡓߩ  ࠦࡑߣ
ߒߡታᣉߒޔᣣᧄߩၮ␆⺞ᢱߦߟߡ⊒ޔ㉂㘩ຠߦߟߡޔ㉂⚛ߦߟߡޔ
᳝ߩขࠅᣇ߹߁ޔߦߟߡਣጊ᳁ࠃࠅ⻠⟵ߒޔᣣᧄߩ⺞ᢱࠍߞߚࠕࡔ
ࠞะߌࡔ࠾ࡘឭ᩺ࠍ %REE\ ᳁ࠃࠅታṶߒ⹜ޔ㘩ࠍߒߡ߽ࠄߞߚޕቇ↢ߩ
ᣣᧄ㘩᧚ߦኻߔࠆ㑐ᔃߪ㜞ߊޔ
ᒁ߈⛯߈ᱜᑼߥࠞࠠࡘࡓߣߒߡߐࠄߦల
ߒߡߊ੍ቯߢࠆޕ

㧔㧝㧣㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧝㧜ᣣ㨪㧝㧝ᣣ ,0)⇇㌁ⴕᐕᰴ✚ળ૬⸳ࡒ࠽
  ႐ ᚲ㧦㌁ᐳࠬ࠲ࡎ࡞
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦᧲੩ߢ  ᐕ߱ࠅߦ㐿ߐࠇࠆޟ,0)㧔࿖㓙ㅢ⽻ၮ㊄㧕⇇㌁ⴕᐕᰴ✚ળߦޠ
ࠊߖߡ⚂ޔ㧞ਁੱߣࠊࠇࠆ࿖ౝᄖ߆ࠄෳടߔࠆᣇ⟤ޔߦޘߒᢱℂࠍ৻
ၴߦ㓸ߡޔ࿖↥ㄘ↥‛ߩఝᕈߣ㘩ߩోᔃ߳ߩࠕࡇ࡞ߒߦࠄߐޔᣣ
ᧄߩ㘩᧚ߩఝᕈߣ㌁ᐳߩ㘩ᢥൻࠍ⇇ߦ⊒ାߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦޔ
㌁ᐳᢱℂ㘶
㘩ᬺ⚵วㅪวળߣߩߢหࠗࡌࡦ࠻ࠍ㐿ߒߚޕ
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,0) ,QYLWDWLRQIRU0DUYHORXV)RRGWRZQ LQ*,1=$


࠽ࡒعౝኈ
٤㐿ળᜦ ㌁ᐳᢱℂ㘶㘩ᬺ⚵วㅪวળ ℂ㐳  ⍹ୖ ᖘศ ᳁
٤᧪⾠ᜦ              ਛᄩ㐳 ⍫↰ ⟤⧷ ᳁
٤⻠Ṷࡦ࡚ࠪ࠹ࡦࡊޔ
Ԙ᳓↥‛ߣ࿖↥☨㧔ጊᒻ⋵ߟ߿ᆢ㧕ࠍᵴ↪ߒߚߦ߉ࠅኼมߦߟߡ
 ኼมᐘᧄᐫ   ઍข✦ᓎ␠㐳  ᧖ጊ  ⴡ ᳁
 ▽₹ኼม   ઍข✦ᓎળ㐳  ਛ㊁㉿ቁᱜ ᳁
ԙ࿖↥㘩᧚ࠍᵴ↪ߒߚਠ߈ࡔ࠾ࡘߩឭ᩺ߦߟߡ
 ߟ߈ߓ↰   ઍข✦ᓎ␠㐳  ↰  㓉 ᳁
Ԛ㘩ߦ߅ߌࠆ৻ญᷡߒ᳝ߦߟߡ
 ㌁ᐳ㡆㐷    ઍข✦ᓎ␠㐳  ⍫ะ ⋥ੱ ᳁
ԛ⦼ࠛࡆ╬ࠍᵴ↪ߒߚᄤ߲ࠄࡔ࠾ࡘߩឭଏߦߟߡ
 ㌁ᐳᄤ৻    ኾോข✦ᓎ    ⍫็ 㓉৻ ᳁
Ԝ↥⽋㧔㣮ఽፉ⋵↥㧕ߩⷺᾚࠍᵴ↪ߒߚᤐ㔎ࠬࡊߩឭ᩺ߣ߰ߋ㧔ᣣะἥ㧕ߩ໊
឴ߦߟߡ
 ᅢᣣ    ઍข✦ᓎ␠㐳  ᄢ↰⦟ᒾ ᳁
ԝ߈㠽ࡔ࠾ࡘߩឭଏᣇᴺߦߟߡ
 દᑝ     ઍข✦ᓎ␠㐳  ᤊ㊁ 㓷ା ᳁
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Ԟ࿖↥‐㧔᧻ဈ‐㧕ࠍߞߚߔ߈߈ࡔ࠾ࡘߩឭଏߦߟߡ
 ศỈᐫ    ઍข✦ᓎ␠㐳  ศỈ ⋥᮸ ᳁
ԟ࿖↥⽋㧔ᩔᧁ⋵↥㧕ߩࡅࠞ࠷ࠨࡦ࠼ߣਠࠞ࠷ߩឭଏߦߟߡ
 ㌁ᐳ᪢ᨋ    ઍข✦ᓎ␠㐳  ằ⼱  ᳁
Ԡᵿฬḓ↥㠓ߣ࿖↥☨㧔ᣂẟ⋵↥㧕ࠍᵴ↪ߒߚਦߩឭଏߦߟߡ
 㠓⩿     ᡰ㈩ੱ      ዊ᎑  ኡ ᳁
ԡᚭ‐ࡠࠬࠍ↪ߒߚࡠࠬ࠻ࡆࡈߩឭଏߦߟߡ
 ࢃਃ═ળ㙚   ઍข✦ᓎળ㐳  ⼱  ༀ᮸ ᳁
Ԣ࿖↥ߩ‐⡺ߣ⽋⡺ࠍ↪ߒߚࡂࡦࡉ࡞ࠣࠬ࠹ࠠߩࠨࡦ࠼ࠗ࠶࠴ߣ
࿖↥㊁⩿ࠍ↪ߒߚ࠻ࡑ࠻ࠨ࠳ߦߟߡ
 ࢃߟ߫    ઍข✦ᓎ␠㐳  ⍹ୖ ᖘศ ᳁
ԣ࿖↥㢚㧔ችၔ⋵↥㧕ࠍᵴ↪ߒߚࠬࡕࠢ࠴ࠠࡦߩឭ᩺ߦߟߡ
 ࠠࡂ࠴     ✚ᢱℂ㐳     ㋈ᧁ ⋿㓶 ᳁
Ԥ࿖↥⽋⢋ࡠࠬ⡺ࠍᵴ↪ߒߚ߈‛ߩឭଏߦߟߡ
 ⿒ဈⅇች    ઍข✦ᓎ␠㐳  ⼄  ᒾᓃ ᳁
ԥ࿖↥㢚㧔ጤᚻ⋵↥㧕ߣ࿖↥㊁⩿߅ࠃ߮࿖↥☨㧔ጊᒻ⋵↥㧕ࠍᵴ↪ߒߚࡄࠛࠕ
ߩឭଏߦߟߡ
 ࠬࡍࠗࡦࠢࡉ ઍข✦ᓎ␠㐳  ↰ઍ  㗅 ᳁
Ԧ࿖↥㢚㧔㠽ข⋵↥㧕ߣ࿖↥㊁⩿࿖↥☨㧔⨙ၔ⋵↥㧕ࠍᵴ↪ߒߚࠞߩឭ
ଏߦߟߡ
 ࡂࠡࡦࠩ  ઍข✦ᓎ␠㐳  ᯅᧄ  ᔀ ᳁
ԧ࿖↥㘩᧚㧔ᩙ᪉ߩ⧎ߩႮẃߌ㧕ࠍᵴ↪ߒߚࡄࡦߣ
ߩ⚛᧚㧔ᩑࠠࡘ࡞ࠞࡏࠬ㧕ࠍᵴ↪ߒߚࠞࠢ࠹࡞ߩឭଏߦߟߡ
 ࡉ࡞ࡕ࡞ࡈࠜ ࠝ࠽     ਅỈ ৻㇢ ᳁
Ԩ࿖↥㘩᧚㧔㕍⋵↥ࡦࠧߣࡦࠧߩߪߜߺߟ 㧕ࠍᵴ↪ߒߚ࠺ࠩ࠻ߩឭଏߦߟߡ
 ࡉ࠶࠷ࠞࡈࠚࠢࡊ ᐢႎ 㜞ᯅ ᖝሶ ᳁
ԩ㊁ὐߣ⩻ሶߩឭଏߦߟߡ
㧙੩ㇺ㧔ቝᴦ㧕↥⨥ࠍ↪ߒߚ߅⨥ߣ࿖↥㘩᧚ࠍ↪ߒߚ⩻ሶߩឭଏ㧙
᧻ፒᾇ㘿    ઍข✦ᓎ␠㐳  ᧻ፒ ቬੳ ᳁
ᷡၴᧄᐫ   ઍข✦ᓎ␠㐳  ᳓ේ ᐽ᥍ ᳁

عᐫᐫ⥩ߥࠄ߮ߦᐫࡔ࠾ࡘ
Ԙኼมᐘᧄᐫ㧔ីࠅኼม㧕
ԙ▽₹ኼม㧔ីࠅኼม㧕
Ԛߟ߈ߝ↰㧔㋕⎔ਠ㧕
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ԛ㌁ᐳ㡆㐷㧔৻ญᷡߒ᳝㧕
Ԝ㌁ᐳᄤ৻㧔ᶏ⠧ᄤ߲ࠄ㧕
ԝᅢᣣ㧔⽋ߩⷺᾚᤐ㔎ࠬࡊ┙໊ߩߋ߰ޔ឴㧕
Ԟદᑝ㧔߈㠽㧕
ԟߔ߈߈ഀὣศỈ㧔ߔ߈߿߈㧕
Ԡ㌁ᐳ᪢ᨋ㧔ࡅࠞ࠷ࠨࡦ࠼ޔਠࠞ࠷㧕
ԡ㠓⩿㧔㠓ዊਦ㧕
Ԣਃ═ળ㙚㧔ᚭ‐ߩࡠࠬ࠻ࡆࡈ㧕
ԣߟ߫ࠣ࡞㧔ዊߐߥ࠻ࡑ࠻ߩࡈࠔ࡞ࠪࠨ࠳࠴࠶ࠗ࠼ࡦࠨߩࠠ࠹ࠬࠣ࡞ࡉࡦࡂޔ㧕
Ԥࠠࡂ࠴㌁ᐳᧄᐫ㧔߱ߟಾࠅࠬࡕࠢ࠴ࠠࡦߩࠞ࠶࠻ࡕࡦᷝ߃㧕
ԣ⿒ဈⅇች㧔ᐢ᧲ᑼ߈‛㧞⒳㧕
Ԥࠬࡍࠗࡦࠢࡉ㌁ᐳ㧔ࡄࠛࠕ㧕
ԥࡂࠡࡦࠩ㧔ࠬࡍࠪࡖ࡞ࠞ㧕
Ԧࡉ࡞ࡕ࡞ࡈࠜ㧔ࠠࡘ࡞ࡄࡦޔߩ⚛᧚ߩࠞࠢ࠹࡞㧕
ԧࡉ࠶࠷ࠞࡈࠚࠢࡊ
㧔ࠕࡒࡘ࠭ࠟ࠶࠻ ࠞࡑࡦࡌ࡞ߣߪߜߺߟࡦࡠࡑ࡚ࠦࠪ ࡊࠢ࠭ࡘࡒࠕޔ㧕

㧔㧝㧤㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧝㧝ᣣ ᶏᡰㇱᎺ㘩᧚ീᒝળ
  ႐ ᚲ㧦ਛ⪇⡯ᬺቇᩞ
 ⷐ㧦╙㧝ᣣ⋡ߩḰળ⼏⚳ੌᓟ   ޔᣣ㨪 㧝ᣣߩ  ᴱ  ᣣߩᣣ⒟ߢ↥
ᙣ⺣ળޔᵹળࠍⴕ߁ߎߣ߇ቯߐࠇߚߩߘޕᓟޔᶏᏒࠍਛᔃߦ⚂ 
ᐫ⥩ࠍᛴ߃ࠆᶏᏒഀ哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળ߇ਛᔃߣߥߞߡޔળຬᐫ⥩߳ߩࡅࠕ
ࡦࠣ⺞ᩏ╬ࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔ㐳ፒ⋵ࠍਛᔃߦᣣᧄߩ⎇ୃࠍⴕ߁ߎߣޔળຬડ
ᬺߦኻߔࠆ㓸ޔㆬቯࠍⴕߞߚ⚿ᨐ⚻ࡦ࠻ࠬޔ༡⠪✚ᢱℂ㐳߮ቇᩞ
㑐ଥ⠪╬ߣᶏᏒ㙅㘶ഀὣදળ╬ߩ㑐ଥ⠪ߩ᧪ᣣ߇ቯߐࠇߚޕ
╙㧞࿁⋡ߩḰળ⼏ߪޔએਅߩౝኈߢ㐿ߒߚޕ
  ٤㐿ળᜦ ᶏᏒ㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળᄖㅪㇱਥછ ㇕ᑪ⪇᳁
  ٤ࡔ࠶ࠫ ᶏᏒഀ哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળળ㐳   ᴉᕁ᳁
  ٤᧪⾠ᜦ 㐳ፒ⋵ᶏോᚲᚲ㐳      ችፒᄢ⺈᳁
٤㐳ፒ⋵㘩᧚㘩ຠߩ․ᓽߣⷞኤߩࡐࠗࡦ࠻ߦߟߡ
㐳ፒ⋵ᢥൻⷰశ‛↥ዪ‛↥ᝄ⥝⺖⺖㐳    ㄞ੫ੑ᳁
㐳ፒ⋵ㄘᬺᴺੱදળઍ         ㄭ⮮৻ᶏ᳁
٤ຠࡔ࠾ࡘឭ᩺
٤㐽ળᜦ ᶏᏒ㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળᏱോਥછ㊄ਃ㇢᳁
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ਛ⪇⡯ᬺቇᩞߢߩḰળ⼏

㧔㧝㧥㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧞㧝ᣣ㨪㧞㧣ᣣ 
ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ 㑐᧲྾࿖ਛ࿖ㄭ⇰ၞ↥⎇ୃ
႐ ᚲ㧦٤᧲੩ㇺ ᄢਣ㧔ᗉ⩿⎇ⓥ㧕
ޔᣣᲧ⼱ࠪࡖࡦ࠹ޟᩑ ਃዤਃኸ▰㧔ᗉ⩿⎇
ⓥ㧕
ޔᣣᧄߩዬ㈬ደࡔ࠾ࡘ⎇ⓥ㧔ᣣᧄᶏᐣ߿㧕
▽ޔ㝼Ꮢ႐ޔ㕍
ᨐᏒ႐㧔ᨐ‛㧕
▽ޔ႐ᄖᄁࠅ႐
٤ᐶ⋵㧔ᚭ㧕 ‐⡺ࡔ࠾ࡘߩຠ㐿⊒⎇ⓥ㧔ᧁᦥ〝㧕
ୃ⎇ߺ߹߁ޔ㧔ࡈ
ࠫ࠶ࠦ㧔ᩣ㧕
㧕
ޔᄙ⒳ᄙ᭽ߩᣣᧄ㘩᧚ߩឭ᩺ߣ⹜㘩ޔᗧ឵ળ㧔
ᚭ㈬ᔃ㙚 ߐ߆߫߿ߒ㧕
ޔᣣᧄ㈬⎇ୃ㧔ᚭ㈬ᔃ㙚㧕
ޔᚭߚࠄ
㧔ߎ߱ࠍߞߚࡔ࠾ࡘឭ᩺㧕
٤㜞⍮⋵ 㜞⍮⋵↥ᙣ⺣ળ߮ᗧ឵ળޔ
↢ᆗߣ࡙࠭ߩ↥ቇ
㧔ᵻ㊁ޔ
-$ ࠇ߶ߊ㧕
 ޔ㜞⍮ࡄࠬࡎ࠹࡞㧔㜞⍮⋵⺣ᵹળ㧕
٤㚅Ꮉ⋵ 㤖ߠߊࠅߣ㤖ㅧᯏ᪾╬ߩᣉ⸳ቇ
٤ጟጊ⋵ ጟጊߩ․↥ឭ᩺㨯⹜㘩ળ㧔
ޠ⑂ޟ
㧕
⊕ޔ᩶ߩ࠻ࡑ࠻ޔടᎿᎿ႐㧔ⷺධ
ㅧᚲ⸰㧕
٤ᄢ㒋ᐭ ㄞ⺞ℂᏧኾ㐷ቇᩞ⸰㧔ᣣᧄᢱℂߩၮ␆ߦߟߡߩ⎇ୃ㧕
ޔ
߇ࠎߎᐔ㊁ደᢝ㧔ળᏨᢱℂߩഃࠅᣇߣ㝼㘃ߩਅಣℂ㧕
ෳട⠪㧦㧤ฬ
 ⷐ㧦-52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱߢߪ ޔᐕࠃࠅߎࠇ߹ߢࠝࡦ࠳ߦ߅ߡᣣᧄ
㘩ᢥൻޔᣣᧄᢱℂޔᣣᧄߩ㘩᧚⺞ᢱߩ⚫߿⻠⠌ળ⺞ޔℂታ⠌ࠍ㊀ߨߡ
߈ߚޔߡߒߘޕᤓᐕ㧠߆ࠄ㧢ߦ߆ߌߡࡂࠣᏒߩࠗࡦ࠲࠽࡚ࠪ࠽࡞ᢱ
ℂቇᩞ 52& ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞߦ߅ߡޟᣣᧄᢱℂ⻠ᐳࠍޠታᣉߒߚޕ㧥㧟
ᣣߩᬌ⸛ળ⼏ࠍ⚻ߡޔ
ᣣᧄ㘩᧚ߩឭ᩺ߣ⽼ᄁଦㅴࠍ⋡⊛ߦߒߡࠝࡦ࠳߆ࠄ
㘩ࡆࠫࡀࠬฦಽ㊁ߦ㑐ࠊࠆࡔࡦࡃߩਛ߆ࠄ 52& ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞߩఝ⑲
ቇ↢ߣࡈࡦࠬᢱℂߩᢎᏧࠍߪߓࠬࡦࡈޔᢱℂߩࠝ࠽ࠪࠚࡈ㧞ฬޔ
߹ߚޔ㘩᧚ࠍᛒߞߡࠆ࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲㧞␠ߣ㘩ᢥൻޔᢱℂޔ㘩ຠޔ
㘩↢ᵴ㑐ଥࠍኾ㐷ߦߔࠆࠫࡖ࠽ࠬ࠻ߩว⸘㧤ฬ߇ㆬᛮߐࠇߚޕ
⚂㧝ㅳ㑆
ߩࡊࡠࠣࡓࠍㅢߓߡޔᓐࠄߦ⋥ធᣣᧄߩ↥ᖱႎޔᣣᧄߩᄖ㘩↥ᬺߩࡔ࠾
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ࡘ㐿⊒ޔᣣᧄߩ㘩ᢥൻ╬ࠍቇ߱ߚߩᖱႎࠍឭଏߔࠆߣߣ߽ߦޔෳടฦ␠
ߩᓟߩขᒁߦะߌߚౝኈߣߥߞߚޔߚ߹ޕ⺣ળߢߪޔ㜞⍮⋵ㄘᬺᝄ⥝ㇱ
ߩදജࠍᓧߡޔ㜞⍮⋵↥㊁⩿ࠍߪߓടᎿ㘩ຠ߽ߡឭ᩺ߒߩ࠳ࡦࠝޔ
ࠪࠚࡈ߿࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲ߩෳ⠨ᗧࠍᓧࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦ⺣ળ߇㐿
ߐࠇߚޔߦ․ޕᐕᐲߪޔೋߡ㜞⍮⋵ߩ↢㞲ࠁߕ߇᰷Ꮊߦャߐࠇߚߎ
ߣ╬ߩ⚻✲߽ࠅޔᓐࠄߦߣߞߡޔ㜞⍮⋵㘩᧚╬ߦߟߡߪޔᄢᄌⷫߒߺߩ
ࠆຠߣߥߞߡࠆޕ㜞⍮ᣂ⡞␠╬ߩ࿖ౝߩࡑࠬࠦࡒߩෳട߽ߞߚઁޔ
ᧄ⎇ୃࠍㅢߓߡࠝࡦ࠳߳ߩャߩᵈᢥ߽߹ߣ߹ࠅޔ
ᗧ⟵ߥ⎇ୃߣߥߞߚޕ



ㄞ⺞ℂᏧኾ㐷ቇᩞ ⺞ℂᛛⴚ⎇ୃ

        ↢ᆗ ↢↥႐                  ᄢᚲ߁ߤࠎㅧ㛎
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㜞⍮⋵⺣ᵹળ


㧔㧞㧜㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧜㧞㧢ᣣ ࠾ࡘ࡛ࠢᡰㇱᗧ឵ળ
  ႐ ᚲ㧦ࠗࡦ࠲ࠦࡦ࠴ࡀࡦ࠲࡞ࡃࠢ
  ෳട⠪㧦㧥ฬ
 ⷐ㧦࠾ࡘ࡛ࠢᡰㇱળຬ߮㑐ଥ⠪ߣޔർ☨ၞߦ߅ߌࠆ -52 ᬺߩᵴേ⚻
✲ࠍ⺑ߒޔ⇇ߩ㘩ߩ࠻ࡦ࠼ߩᖱႎ⊒ାߢࠆ࠾ࡘ࡛ࠢߢޔᓟ
-52 ߇ߤߩࠃ߁ߥᬺࠍዷ㐿ߔࠆߴ߈߆ޔᗧ឵ࠍታᣉߒߚ ޔߚ߹ޕᐕ
⋡ߣߥࠆ ,QWHUQDWLRQDO5HVWDXUDQW )RRGVHUYLFH6KRZRI1HZ<RUN ,5)
 ߳ߩዷᚢ⇛ߣౝኈߦߟߡޔᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ

㧔㧞㧝㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧥ᣣ㨪㧝㧝ᣣ ᣣᧄᢱℂᢥൻඳⷩળ
  ႐ ᚲ㧦੩ㇺᏒ
 ⷐ㧦
ޟ㘩 ᣣᧄߩવ⛔⊛ߥ㘩ᢥൻߩޠ⇇ήᒻᢥൻㆮ↥⊓㍳ߦߟߡࠦࠬࡀ࡙ޔ
߳ߩ↳⺧߇ᐔᚑ  ᐕ㧟ߦߥߐࠇߚޕ
⇇ήᒻᢥൻㆮ↥ߩᣧᦼ⊓㍳߳ߩ᳇ㆇ
ߩ㉯ᚑࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔᣣᧄߩ㘩ᢥൻߩ᥉⊒ࠍ࿑ࠆߚޔ⇇ㆮ↥᧦⚂
ណᛯ  ᐕ⸥ᔨߩᦨ⚳ળว㧔 㧢ᣣ㨪㧤ᣣ㧕ߦวࠊߖߡޔ㘩ߩዷ␜ળ
߮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍਅ⸥ౝኈߢ㐿ߒߚޕ
ޣᣣᧄᢱℂᢥൻඳⷩળ ࠪ࠽ࠝޤ
٤㘩ᢥൻ࠶࡚ࠪࡦ㧔ᧄ㗿ኹޟ㡨ߩ㑆ޠ㧥㧕
Ԙၮ⺞⻠Ṷ
 ࡙ࡀࠬࠦߦ߅ߌࠆᢥൻࠍ⼔ߔࠆᵴേߩ⚫߿ޔᣣᧄߩ㘩ᢥൻߩ․㐳ߢ
䋨㪊㪇䋩㩷
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ࠆ⋧ᚻࠍ߽ߡߥߔ♖ᕈߦߟߡ⨥ޔߦ߅ߌࠆᴺࠍߦߣࠅߥ߇ࠄ⸃⺑
ߒߡߚߛߚ⨥ߚ߹ޕࠍḮߣߔࠆᙬ⍹ᢱℂߥߤᣣᧄߩઍ⊛ߥ㘩ᢥൻ
ߦߟߡ߽ࠊ߆ࠅ߿ߔߊ߅ߚߛߚޕ


࡙ࡀࠬࠦⷫༀᄢ    ⵣජኅᄢቬඅ ජ₵ቶ᳁











ජ  ₵ቶ᳁ᧄ㗿ኹޟ㡨ߩ㑆ޠၮ⺞⻠Ṷ

ԙ࠻ࠢ࠶࡚ࠪࡦ
      ࡙ࡀࠬࠦߩήᒻᢥൻㆮ↥⊓㍳ࠍ⋡ᜰߔᣣᧄߣ㘩ᢥൻߢᣢߦήᒻᢥൻㆮ↥ߦ
⊓㍳ߐࠇߡࠆࡈࡦࠬ߮ࠗ࠲ࠕߦߟߡߩࠇߙࠇߘޔ㘩ᢥൻߦߒ
⻠Ꮷࠍ߅߈ߒߡ࠶࡚ࠪࡦࠍታᣉߩࠇߙࠇߘߕ߹ޕ࿖ߦ߅ߌࠆ㘩ᢥൻߩ․
ᓽࠍ⚫ߒߡߚߛߚߣޔᶏᄖ߆ࠄߚᣣᧄߩ㘩ᢥൻ߇ߤߩࠃ߁ߦᝒ߃
ࠄࠇߡࠆ߆ߩࠦࠬࡀ࡙ߚ߹ޔήᒻᢥൻㆮ↥⊓㍳ࠍ⋡ᜰߔߚߦ᳞ࠄࠇࠆ
ߎߣߦߟߡ⼏⺰߇ࠊߐࠇߚޕ


㕒ጟᢥൻ⧓ⴚᄢቇ

ቇ㐳            ᾢୖ ഞᄦ᳁



ⅺ੪  

╙ઍᒰਥ         㜟ᯅ ⧷৻᳁



੩ㇺࡈࡦࠬ✚㗔㙚✚㗔ࡈࠖ࠶ࡊࠫࡖࡦࡧࠖࠛࠞࡒࡗࡑ᳁



ࠗ࠲ࠕᄢ㙚



੩ㇺᄖ࿖⺆ᄢቇࠗ࠲ࠕ⺆ቇ⑼ ᢎ  ࠪ࡞ࡧࠖࠝࡧࠖ࠲᳁



ෳቭ

ࠪࡕࡀ㨯࠻࠘࡞ࠤ࠶࠲᳁

Ԛ․ⷰ  㘧㔕㑑ᐸ
ԛ♖ㅴᢱℂ  ߅ޟᢪޠ㛎








 ᾢୖ ഞᄦ᳁

㜟ᯅ ⧷৻᳁

ࡈࠖ࠶ࡊ᳁

䋨㪊㪈䋩㩷
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㧔Ꮐ߆ࠄ㧕ࠪࡕࡀ᳁ࠝࠖࡧ࡞ࠪޔ᳁

٤੩ߩ㘩ᢥൻ㛎㧔ᑪੳኹᄢᦠ㒮㧕


ᙬ⍹ᢱℂߦߟߡߩ߅㛎



ᧁਫᇚ 

╙㧟ઍᒰਥ         㜟ᯅ ᜏఽ᳁

٤ᣣᧄߩ㘩ᢥൻዷ␜ળ㧔ဈᭉㇱ㧥㧕
ᣣᧄߩ⥄ὼ߇↢ߺߔ⼾߆ߥ㘩᧚ߣ⁛⥄ߩᢥൻߦࠃࠅ⊒㆐ߒߚޟ㘩ߩޠᢥ
ൻࠍࠍ࠷࡞ޔㄡࠅߥ߇ࠄ⚫ߒޔฦㇺᐭ⋵ߩߩ‛ᧄޟᣣᧄᢱℂޔߡߒߣޠ
ߜߏᾚ㧔㕍⋵㧕
ޔᳯᚭ೨ߦ߉ࠅ㞬㧔᧲੩ㇺ㧕
⨥ޔᙬ⍹㧔੩ㇺᐭ㧕ߥߤ߽⚫ޕ
߹ߚޔᄤ༑ޔ㒯㝼ᣂ᧻ޔᑝ⟤ޔỚศᧄᐫ┻⨃ᭈߥߤߩ੩ᢱℂࠍታ㓙ߦࠊ߃
ࠆ․⸳㘩ၴ߽㐿⸳ߒߚ߶߆ޔජᨎẃߌߩታṶ߿੩⩻ሶࠅ㛎ᢎቶ߽ⴕࠊࠇޔ
㧟ᣣ㑆ߢฬࠍ߃ࠆᣇ߇᧪႐ߒߚޕ







㧔㧞㧞㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧝㧞ᣣ -5$& 㘩⑂ࠅ
႐ ᚲ㧦࠻ࡠࡦ࠻ᣣ♽ᢥൻળ㙚㧔-&&&㧕ዊᨋࡎ࡞
 ⷐ㧦ࠞ࠽࠳ߦ߅ߌࠆᣣᧄᢱℂߣᣣᧄ㈬ߩ᥉ߣߩ࠻࠶ࠤࡑޔᄢࠍ⋡⊛ߦ╙ޔ
 ࿁ޟ㘩߹ߟࠅࠍޠታᣉߒࡦ࠻ࠬޔ㑐ଥ⠪߿৻⥸Ꮢ᳃ߦᣣᧄ㘩ࠍᐢߊ
ࠕࡇ࡞ߒߚޕળ႐ߩਛᔃߢߪޔෳടᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߩࠪࠚࡈߦࠃࠆࡔ࠾
ࡘ߿ᣣᧄ㈬ࠍឭଏߒޔጊᧄᩕੑ࠻ࡠࡦ࠻✚㗔㇗ߩኾዻᢱℂੱߢࠆ
⮮ஜᔒ᳁ߦࠃࠆᚻᛂߜߘ߫ߩ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦ╬߽ታᣉߒߚޕ

㧔㧞㧟㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧝㧠ᣣ ㄘᨋ᳓↥‛╬ャଦㅴో࿖ද⼏ળ✚ળ
  ႐ ᚲ㧦ㄘᨋ᳓↥⋭⻠ၴ
 ⷐ㧦ㄘᨋ᳓↥‛╬ャଦㅴో࿖ද⼏ળߪޔᚒ߇࿖ߩ㜞ຠ⾰ߢోߥㄘᨋ᳓↥‛
㘩ຠߩャଦㅴࠍ࿑ࠆߚߦᐔᚑ  ᐕߦ⸳┙ߐࠇޔหද⼏ળ✚ળߢߪޔળຬ
߿㑐ଥ⠪߇৻หߦળߒߡᓟߩข⚵ᣇ㊎ࠍᲤᐕ⏕ߒߡࠆޕ
ᐔᚑ  ᐕߪፉේ⊒ߩᓇ㗀╬ߦࠃࠅ⻉ᄖ࿖߇ャⷙࠍᒝൻߒᆎ
ߚߎߣ߆ࠄ㐿ߦߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕ߹ߢߪᲤᐕ㐿ߒߡ߅ࠅޔᐔ
ᚑ  ᐕᐲ߽ャᚢ⇛ߩ⏕ޔャߩข⚵ߩޔᣣᧄ㘩ᶏᄖ᥉ഞഭ⠪
ᓆ╬߇ⴕࠊࠇߚޕ
࿁ޔ
ᓆ⠪ߩㆬ⠨ߦᒰߚߞߡߪޔ
㕒ጟᢥൻ⧓ⴚᄢቇቇ㐳ߩᾢୖഞᄦᆔຬޔ
ቇᩞᴺੱㇱቇℂ㐳ߩㇱᐘᙥᆔຬޔᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ᢎߩ㕍
୶৻ᆔຬ ޔᩣ ⟤Ớศ␠㐳ߩ┻ജ❢ᆔຬᦺޔᣣᣂ⡞␠ᢥൻߊࠄߒႎㇱ⸥
⠪ߩ㐳ᴛ⟤ᵤሶᆔຬߩ㧡ฬߩᆔຬߦࠃࠆ෩ᱜߥክᩏࠍᓧߡㄘᨋ᳓↥ᄢ⤿㧔ᒰ
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ᤨ㧦มᓆ᳁㧕߇ቯߒߚ߽ߩߢࠆޕ-52 ߢߪㄘ᳓⋭ߣㅪ៤ߒޔห⾨ฃ⾨
⠪ࠍᣣᧄߦ⡜ߒޔᣣᧄ࿖ౝߩ㑐ଥ⠪ߦవㅴ⊛ߥャข⚵ߺߦߟߡߩ⻠Ṷ
ࠍታᣉߒߚޕ
٤ᣣᧄ㘩ᶏᄖ᥉ഞഭ⠪ᓆฃ⾨⠪⻠Ṷ


ࡎ࠹࡞ࠝࠢࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓ ฬ✚ᢱℂ㐳  ᄢፉ  ᤩ᳁



ᚭደ㘩ຠᎿᬺࢃ       ઍข✦ᓎ␠㐳 ᄢጊ ᾖ㓶᳁



'CUV9GUV+ORQTV/CTMGVKPI.VF ઍข✦ᓎ␠㐳 ࠝ࠺࠶࠼㨯ࠞࡈ᳁



࠺ࡦࡃ⼺⣣ࢃ        ర␠㐳     ጊᧄ ᥍ਭ᳁


Ꮐ߆ࠄ⨃ᧁ -52 ℂ㐳ޔᄢፉ᳁ޔᄢጊ᳁࠻࠶࠺ࠝޔ᳁ޔጊᧄ᳁ޔมㄘᨋ᳓↥ᄢ⤿


㧔㧞㧠㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧝㧣ᣣ㨪㧝㧤ᣣ ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠕࠫࠕޟ㨯㘩ߣㄘߩᧂ᧪ޠ
  ႐ ᚲ㧦ࡌ࡞ࠨ࡞⑺⪲ේ
 ⷐ㧦᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠍ߈ߞ߆ߌߦޔ㘩ߣㄘᨋṪᬺߩ㊀ⷐᕈ߇ౣ⼂ߐࠇੱޔญ 
ంᤨઍߩ㘩ᢱଏ⛎ߩ⺖㗴߽ᶋ߆߮߇ߞߡࠆߡߒߘޔࠕࠫࠕޔߦߐ߹ޕ
⇇ߣㅪ៤ߒޔ⇇߇৻ߣߥߞߚ㘩ߩขࠅ⚵ߺ߇ᕆോߢࠆޕ
ᧄ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪޔ㘩ߩᯏ⢻ᕈߣஜᐽࠍ࠹ࡑߦ⇇ߢᵴべߔࠆ㘩
ߣஜᐽߩ╙৻ੱ⠪ࠍߡ⸛⺰ߒߚߚ߹ޕ⇇ߢᦨ߽ᄙߊߩੱญࠍᛴ߃ࠆࠕ
ࠫࠕߣᣣᧄߩ㘩ߣㄘߩᧂ᧪ࠍ⠨߃ޔᣣᧄ㘩߇⇇ߦᐢ߹ࠆਛޔ㘩ࠍㅢߓߚᣣ
ᧄߩ⽸₂ߣᓎഀࠍ⸛⺰ߒߚޕ
  Ԙ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 㧔ࡌ࡞ࠨ࡞⑺⪲ේ㧕
ޣᣣ᧪ޤ႐⠪ᢙฬ
ޣᣣ᧪ޤ႐⠪ᢙฬ
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食と農林漁業の祭典
ＮＯ
1

国際シンポジウム

区分

受付登録者数

17 日

事前登録の一般参加者

18 日

66 名

54 名

・事前登録者数

114 名

125 名

・参加率

57.9％

43.2％

20 名

11 名

2

当日受付

3

招待者

8名

19 名

4

関係者

15 名

12 名

5

プレス

1名

4名

110 名

100 名

合計



ԙ72.<2ㄘᬺ⑂ 㧔ࠕࠠࡃࠬࠢࠛࠕ㧕
᧪႐⠪ᢙ㧦ฬ
ࠕࠠࡃࠬࠢࠛࠕ೨ߩㅢⴕ⠪┙ߜነࠅ⠪ ࠬ࠻ࡦ↪⠪ઁ 㧦ฬ
࠴ࠪࡊࡠࠣࡓ㈩Ꮣ⠪㧦ฬ
ࠢࠗ࠭ෳട⠪ᢙ㧦ฬ

ో࿖ㄘᬺ㜞ᩞⓠ⑂
ޣᣣ᧪ޤ႐⠪ᢙ㧦ฬ
ㅢⴕ⠪┙ߜነࠅ⠪ᢙ㧦ฬ
ޣᣣ᧪ޤ႐⠪ᢙ㧦ฬ
ㅢⴕ⠪┙ߜነࠅ⠪ᢙ㧦ฬ
ข᧚␠ᢙ㧦ో㧢␠㧔Ფᣣᣂ⡞ޔ⚻ࠕ࠼ࡃࠗࠬ ☨ᵹㅢኾ㐷 ޔ
         ☨Ⓝᣂ⡞ޔ಄ಓ㘩ຠᣂ⡞ޔหㅢା␠╬ࠜࡈࡦࠗࡃࠠࠕޔ㧕
ޣ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠕࠫࠕޟ㘩ߣㄘߩᧂ᧪ޠታᣉౝኈޤ
٤࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ⇇ߩ㘩ߣஜᐽߦߟߡޠ
㧔ࡌ࡞ࠨ࡞⑺⪲ේ㧕
Ԙၮ⺞⻠Ṷ


⇇ࠛࠗ࠭⎇ⓥ੍㒐⽷࿅ ℂ㐳    ࡘ࠶ࠢ㨯ࡕࡦ࠲࠾ࠛ᳁









ࡘ࠶ࠢࡕࡦ࠲࠾ࠛ᳁㧔ࡁࡌ࡞කቇ↢ℂቇ⾨ฃ⾨㧕
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ԙࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ


࿖㓙㘩ຠ⑼ቇᎿᬺㅪวળ ℂ㐳    ࠝ㨯ࡆࡦࡈࠔࡦ᳁



ࠗࡦ࠼⑼ቇᎿᬺ⎇ⓥ⹏⼏ળ ࠫࠚࡀ࡞࠺ࠖࠢ࠲ 8ࡊࠞࠪࡘ᳁



ࡒࡀ࠰࠲ᄢቇ Ḱᢎ         ࡔࠕ㨯ࠪࡘࡒ࠺࡞᳁



ෘ↢ഭ⋭ක⮎㘩ຠዪ 㘩ຠోㇱ㐳  ᣂ ᳁



┙㙚ᄢቇ᧲੩ࠠࡖࡦࡄࠬ ࠪ࠾ࠕࠕ࠼ࡃࠗࠩ  ጤ↰ 㓉ᰴ᳁











ࠝࡇࡦࡈࠔࡦ᳁

㨂㧚ࡊࠞࠪࡘ᳁

ࡔࠕࠪࡘࡒ࠺࡞᳁

ᣂ ᳁




















ࡈࠔࠪ࠹࠲㧦ጤ↰ 㓉ᰴ᳁㧔౮⌀㧦Ꮐ┵㧕
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Ԛኻ⺣ޟஜᐽ㐳ኼ␠ળߦะߌߚ㘩ߩ⠨߃ᣇޠ


࠺ࠩࠗ࠽ࡈ࠭ࢃ ઍข✦ᓎ␠㐳  ਤ⠀ ⌀ᷡ᳁



ㄘᨋ᳓↥⋭㘩ᢱ↥ᬺዪ㘩ຠዊᄁࠨࡆࠬ⺖
ᄖ㘩↥ᬺቶ㐳   ጊญ  㕏᳁


 ጊญ 㕏᳁                  ਤ⠀ ⌀ᷡ᳁

٤࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߣࠕࠫࠕޟᣣᧄߩ㘩ߣㄘߩᧂ᧪ޠ
㧔ࡌ࡞ࠨ࡞⑺⪲ේ㧕
Ԙၮ⺞⻠Ṷ


৻⽷ ᣣᧄ✚ว⎇ⓥᚲ ℂ㐳 ኹፉ ታ㇢᳁
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ԙࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ


දળℂ㧛ᣣᧄ㘩㩤㩇㩎㩡㩧ᶏᄖ᥉ផㅴᯏ᭴ ℂ㐳 ┻ ജ❢᳁



᧲੩ㄘᬺᄢቇ࿖㓙㘩ᢱᖱႎቇㇱ  ᢎ      ᧁ ብౖ᳁



ࢃ⾗Ḯ㨯㘩♳㗴⎇ⓥᚲ ઍ           ᩊ↰ ᄦ᳁



ᥓᄢቇᄢቇ㒮ⅣႺቇ⎇ⓥ⑼ ᢎ   ࠎ㨯߹ߊߤߥࠆߤ᳁



⦟㘩᧚ࠍવ߃ࠆળ ઍℂޔ
ㄘࠫࡖ࠽ࠬ࠻᧲ޔ੩ㄘᬺᄢቇቴຬᢎ    ਛ 㕏ᒾ᳁







 ┻ ജ❢᳁

ᧁ ብౖ᳁

 ᩊ↰ ᄦ᳁

ࠎ߹ߊߤߥࠆߤ᳁













ާࠦ࠺ࠖࡀ࠲ިਛ 㕏ᒾ᳁

䋨㪊㪎䋩㩷
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٤72.<2 ㄘᬺ⑂㧔$.,%$648$5(㧕
Ԙ7$/. 21 67$*(




ㄘᬺ㜞ᩞ↢ߦࠃࠆ ޟᐕᓟߦะߌߚឭ⸒ޠ









ㄘᬺቇ↢࿅ߦࠃࠆᵴേ⊒ޟ㘩ߣㄘᨋṪᬺᄢቇ↢ࠕࡢ࠼ޠ











⧯ᚻㄘᨋṪᬺኅޟ7$/. 21 67$*(ޠ
㧨ࡈࠔࠪ࠹࠲㧪
ㄘࠫࡖ࠽ࠬ࠻ߩળ ᐙ

↰ ᵏᄦ᳁

ޛṶ⠪ޜ
132 ᴺੱ↰ࠎ߷

ᧁޘ⁴᳁

ࢃߺ߿ߓ⽋ޔㄘኅߩߎߖ߇ࠇࡀ࠶࠻ࡢࠢ

ችᴦ ാテ᳁

ጊᒻࠟ࡞࠭ㄘ႐

⩿Ⓞሶ᳁

ࢃ2+ ࠟ࠶࠷ࢃޔ྾✛

┙⧎  ⾆᳁
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ኻ⺣ޟ㘩ߩᯏ⢻ᕈߦߟߡޠ



 ࠺ࠩࠗ࠽ࡈ࠭ࢃ ઍข✦ᓎ␠㐳  ਤ⠀ ⌀ᷡ᳁



 ਃ㊀ᄢቇᄢቇ㒮කቇ♽⎇ⓥ⑼  ᢎ   ⸠ᒄ᳁










ਤ⠀ ⌀ᷡ᳁

 ⸠ᒄ᳁

ԙ0$5.(7 㧒 (;+,%,7,21
ᄢቇ↢ޔㄘᨋṪᬺ⠪╬ߦࠃࠆࡉࠬ⽼ᄁޔᵴേ⚫㧔ࡉࠬᢙ㧦㧕
ో࿖ㄘᬺ㜞ᩞⓠ⑂㧔⑺⪲ේ㚞೨ᐢ႐㨯㧕
 ో࿖ߩㄘᬺ㜞ᩞ߇⑺⪲ේߦ㓸⚿ߒޔ㜞ᩞ↢߇ㅧߞߚㄘ↥ຠ߿ޔડ↹ߒߚຠޔ
ടᎿຠࠍᜬߜࠃࠅ⽼ᄁߐࠇߚ↢ޕᓤߩቇ⠌߿᧪ߩዞㄘ߳ߩᗧ᰼ࠍ㜞ࠆߣหᤨ
ߦޔㄘᬺ㜞ᩞߩᵴേ߇ᐢߊ⍮ࠇᷰߞߚ᧲ޔߚ߹ޕᣣᧄᄢ㔡ἴᡰេߣᓳ⥝ߦะߌߡޔ
౮⌀ߩዷ␜ߣ⟵េ㊄㓸߽ⴕߞߚޕ
















 ٤ᣣᧄ㘩⺞ℂᛛⴚߣੱ᧚ᢎ⢒ߦߟߡ
 ٤ᣣᧄߩၮ␆⺞ᢱߣ᳝ߦߟߡ
٤ࠁߕ╬ߩㄘ↥‛↢↥႐ⷞኤߣࡔ࠾ࡘឭ᩺ ╬
䋨㪊㪐䋩㩷
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㧔㧞㧡㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧝㧤ᣣ ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱળ⼏
  ႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞ࠝࠢࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦-52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱળຬ߿㑐ଥ⠪ߣߦ߿ࡓ࠳࡞࠹ࠬࡓࠕߩߢ߹ࠇߎޔ
(8 ၞߦ߅ߡታᣉߒߚᬺᵴേࠍ⏕ߒޔᓟߩᡰㇱᬺߣߒߡߤߩ᭽ߥ
ᬺߩታᣉ߇(ޔ8 ၞߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߩᄢߦነਈߢ߈ࠆߩ߆ᬌ⸛ߒߚޕ
߹ߚߩ ޔᣣᧄ⎇ୃෳട⠪߇ߤߩ᭽ߥᗵᗐᗧࠍᜬߞߡࠆ߆⏕ߒޔ
ᣣᧄ㘩᧚ߩャଦㅴߦะߌߚᓟߩᡰㇱᬺࠍᬌ⸛ߒߚޕ

㧔㧞㧢㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧞㧢ᣣ㨪㧝㧞㧝ᣣ ᶏᡰㇱᎺၞ↥⎇ୃ
႐ ᚲ㧦٤㐳ፒ⋵ ᵿൎ㉟࡚ࠦ࠴ޔᴤࢃޔᄢߩߋߺޟㄘ↥‛⋥⽼ᚲޠ
ޔ㐳ፒ⋵
ᐡ⥩ᧄ⼱᧖ޔ㧔ࠞࠬ࠹㧕
ࢃޔ㔕߈ߩߎᧄ⥩⪭ࢃޔ᳓ᱜᐫ㧔ෆ㧕
ޔ
ㄘ⚵วᴺੱߥ߇ߐ߈ධㇱ↢↥⚵ว㧔ࠗ࠴ࠧ႐㧕
ߖࠆ߰ ޔ㧔⚛
㤖Ꮏ႐㧕
ޔ
ࡂࡑ࠴㙃ᱺ႐ޔ
ࢃ᧶ߩᎹ㈬ㅧޔ
ࡂ࠙ࠬ࠹ࡦࡏࠬ㘩⎇ୃޔ
 ᳗ળ㧔ࠞ࠶࠻㊁⩿㧕
ޔർ⨥㧔߅⨥㧕╬ޔ$1$ ࠢ࠙
ࡦࡊࠩ㧔⺞ℂᛛⴚࡒ࠽㧕
ޔ㔕Ꮊࡎ࠹࡞㧔㐳ፒ⋵⺣
ᵹળ㧕
٤ጟ⋵ ࢃࠫࠚࠗࠕࡦ࠼ࠫࠚࠗ㧔ዬ㈬ደࡔ࠾ࡘ⎇ୃ㧕
٤੩ㇺᐭ ፉ㠑ޔ᩵ޔ੩㊁⩿႐ⷞኤ⟤ࢃޔỚศ┻⨃ᭈ㧔੩ㇺߩ㘩ᢥ
ൻޔ੩ᙬ⍹ߩ⺞ℂᛛⴚ╬㧕
ޔᷡ⨿ࡦࡠࡔࡖࠠޔ㧔ࡔ࠾ࡘ⎇ⓥળ㧕

  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ਛ࿖ᶏߩᄖ㘩↥ᬺࠍ‧ᒁߔࠆᶏᏒ㙅㘶ഀὣ↥ᬺදળߩᴉᕁળ㐳ࠍ࿅
㐳ߦ⚻ࡦ࠻ࠬޔ༡⠪⺞ޔℂ⽿છ⠪ޔ࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔᶏᦨᄢߩ
⺞ℂᏧቇᩞߢਛ࿖ోߦᄙߊߩࡈ࠼ࠨࡆࠬ㑐ㅪੱ᧚ࠍヘߔࠆᶏਛ⪇
⡯ᬺቇᩞߩᢎᏧࡒࠦࠬࡑޔ㑐ଥ⠪╬  ฬ߇᧪ᣣߒߚߪⴕ৻ޕ㐳ፒߣጟࠍ⸰
ߒ↥ޔ߮㘩ຠࡔࠞߩቇ⺞ޔℂᛛⴚࡒ࠽↥↢ޔ⠪ߣߩ⺣
ᵹ╬ࠍ♖ജ⊛ߦⴕߞߚ߶߆ޔᣣᧄߩ㘩ᢥൻࠍቇ߱ߚޔ੩ㇺࠍ⸰ߒߚ߹ޕ
ߚ⺞ޔℂᛛⴚࡒ࠽ߢߪޔ㞲㝼߅ࠈߒᣇޔኼมᏎ‛ߩࠅᣇࠅߣߩߒߛޔ
ᣇ╬ߩ⻠⟵ࠍⴕߞߚߢޔታṶࠍ߃ߚ⻠⠌ળࠍⴕߞߚޕ
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ᵿ  ൎ

߰ࠆߖ⚛㤖Ꮏ႐

㐳ፒ⋵ਛ⍮ߣߩᙣ⺣ળ

ߥ߇ߐ߈ධㇱ↢↥⚵ว ߜߏᩱၭᣉ⸳

᧖⼱ᧄ⥩

ࡂࡑ࠴㙃ᱺ႐










⺞ℂᛛⴚࡒ࠽㧔㐳ፒ⋵ $1$ ࠢ࠙ࡦࡊࠩ㧕
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㧔㧞㧣㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧞㧝㧝ᣣ ࡠࡑࡒࡁᡰㇱᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘឭ᩺ળ
  ႐ ᚲ㧦ࠗ࠲ࠕᣣᧄᄢ㇗
  ෳട⠪㧦⚂  ฬ
 ⷐ㧦-52 ࠗ࠲ࠕᡰㇱߢߪޔᣣᧄ㘩ߩోᕈߣ߅ߒߐࠍᐢߊ߅વ߃ࠍߒߡߊ
ߎߣࠍ⋡⊛ߦࠬࡆࠨ࠼ࡈߩࡑࡠޔ㑐ଥ⠪ߪߓࠕ࠲ࠗޔᐭ㑐ଥ⠪ޔ
ᢥൻੱ╬ࠍ߈ޔᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠࠍߞߚࡔ࠾ࡘࠍㅢߓߡޔ35 ᵴേࠍⴕ
ߞߚޕᒰᣣߪޔࡠࡑࠍઍߔࠆᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߩදജߦࠃߞߡࡔ࠾ࡘ
ឭଏ߮ᣣᧄ㈬ߩ⹜㘶ળ߇㐿ߐࠇੌ⚳ޔᓟߦࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ









㧔㧞㧤㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧞㧝㧝ᣣ ࡕࠬࠢࡢᡰㇱᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘឭ᩺ળ
  ႐ ᚲ㧦ࡠࠪࠕᄢ㙚
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ᧄឭ᩺ળߢߪ␠⥄ޔຠߩ 35 ࠍᏗᦸߔࠆ㇌ੱડᬺࠍߞߚ⚿ᨐࡆࡅࠨࠕޔ
࡞ޔ࡞ࡆࡦࠠޔ᩵⊕ޔ㢬ޔࡗ࡚࠴ޔߩ⚛ࡐޔൻ♆ຠ߮
'Uࡈࠚࠬ߇ຠࠍឭଏߩ⋥ޔធ 35 ࠍⴕߞߚޔઁߩߎޕጊᒻ⋵↥☨㧔ߪ
߃ߧ߈㧕
࠻ࡦࠨޔ㈬⽼ࠃࠅฦ⒳࠙ࠖࠬࠠࠨࡑࡗޔ߮ࠠ࠶ࠦࡑࡦࠃࠅ
ኼม↪ߩථ㉟ᴤߩ 35 ߩߚߩឭଏ߇ฦޕߚߞޘ
߹ߚޔ㠽ข⋵ߩଐ㗬ߦࠃࠅ㧘ห⋵ߩ᪸╬ࠍ↪ߒߚ࠴ࡘࡂࠗޔᣣᧄ㈬ޔ
ߜߓߊߩࠠࡘ࡞╬ߩ 35 ߽ⴕߞߚޕ
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㧔㧞㧥㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧞㧝ᣣ ᶏᡰㇱᎺ㘩᧚ࡔ࠾ࡘᬌ⸛ળ
  ႐ ᚲ㧦ᶏᏒਛ⪇⡯ᬺቇᩞ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦 ߦᣣᧄߢߩ⎇ୃߦෳടߒߚᶏߩࡈ࠼ࠨࡆࠬ㑐ଥ⠪  ฬ߇ቇࠎߛ
ᣣᧄߩ㘩ᢥൻ߿㘩᧚╬ߦߟߡޔᶏᡰㇱળຬ߿ᶏᏒ㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળຬޔ
ᶏᏒਛ⪇⡯ᬺቇᩞቇ↢╬ߩ㑐ଥ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚޔᣣᧄ⎇ୃႎ๔ળታᣉߒߚޕ
⎇ୃߢቇࠎߛ⍮⼂߿⚻㛎ࠍޔෳട⠪ߦࠕࡦࠤ࠻ࠍขࠅ⾗ᢱࠍᚑߒޔႎ๔ળ
ߦ߅ߡᣣᧄ㘩᧚ߩ㝯ജࠍࠕࡇ࡞ߒߚޕ
  ٤ᜦ    ᶏᣣᧄ࿖✚㗔㙚  㗔   ྾ࡩᚲାⴕ ᳁
  ٤߹ߣႎ๔ ᶏᏒ㙅哦ὣ哢ⴕ䢓㣇ળ ᄖㅪㇱਥછ ㇕ ᑪ ⪇ ᳁
  ٤㐽ળ    ਛ⪇⡯ᬺቇᩞ      ᩞ㐳   ⮀ ⸘ ാ ᳁

㧔㧟㧜㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧞㧠ᣣ ࠳ࡏࠬળ⼏ -DSDQ1LJKW
  ႐ ᚲ㧦ࠬࠗࠬ࿖࠳ࡏࠬ․Ꮢ ࡦ࠻࡞ࠬࡐ࠷ࡎ࠹࡞࠳ࡏࠬ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦⇇⚻ᷣࡈࠜࡓ㧔ㅢ⒓㧦࠳ࡏࠬળ⼏㧕ߩࠨࠗ࠼ࠗࡌࡦ࠻ߣߒߡࡄࡖࠫޔ
ࡦ࠽ࠗ࠻ታⴕᆔຬળ߇ਥߒ㐿ߒߚࠬࡏ࠳ ޟળ⼏ࠫࡖࡄࡦ࠽ࠗ࠻ߦޠ
දജߒޔળ႐ౝߦޟᢱℂࡑࠬ࠲࠭࠹ࡉ࡞ޔߒ⟎⸳ࠍޠᣣᧄᢱℂ㈬ᣣ
ᧄ㘩᧚ߩ㝯ജ߿⟤ߒߐࠍ 35 ߒߚޕ࿁ߪޟෳട⠪ߩᵹߩ႐ࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢࠅߩ႐ࠍ㇎㝷ߒߥޠߟޟᣣᧄࠄߒߐࠍޔߦߚࠆߔޠᄢፉᤩ
-52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ㐳ߦࠃࠆᢱℂ⋙ୃ⺞ℂᜰዉߩ߽ߣ´ޔ%HQWR%R[µ
ࠬ࠲ࠗ࡞ߢߩ㘩ឭଏߦᚢߒޔᅢ⹏ࠍඳߔߣߦᣣᧄ㘩ߩ㝯ജࠍᐢߊࠕࡇ
࡞ߒߚޕ










㧔㧟㧝㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧞㧟ᣣ ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱળ⼏
  ႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞ࠝࠢࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦 ߩᣣᧄ㘩⎇ୃෳട⠪ߦࠃࠆ⎇ୃႎ๔ળߩታᣉߦะߌޔౝኈߩᬌ⸛ߣᓎഀ
ಽᜂߦߟߡ⏕ߒߚߢୃ⎇ޔߚ߹ޕ㑐ᔃࠍᜬߞߚຠߩᵈᢥߦะߌߡޔᢙ㊂
䋨㪋㪊䋩㩷
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ߩขࠅ߹ߣߣ‛ᵹߩ⏕ࠍⴕߞߚޕ

㧔㧟㧞㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧞㧝㧝ᣣ ࡑ࠾ᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦᏒ႐⺞ᩏ
  ႐ ᚲ㧦0DHVWUDQ]D&XUWDLQ:DOO,QWUDPXURV
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ࡈࠖࡇࡦᣣᧄ࿖ᄢ㙚ਥߩᣣ
ᧄ$6($1 ᵹ  ᐕ⸥ᔨᬺߦ
߅ߡޔᣣᧄ㘩ߩ 35 ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔ
ࡑ࠾㚂ㇺߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩ࠬ࠻
ࡦߩᏒ႐⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ
 ᧄ⸥ᔨᬺߢߪޔ㚅Ꮉ⋵⋥ፉߩ⋥
ፉᅚᢥᭉ߇ᛲ㔺ߐࠇࠆߦวࠊߖޔ
㚅
Ꮉ⋵ߩㇹ㘩ߢࠆ߁ߤࠎߩ⺞ℂ࠺
ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦߣ⹜㘩ឭଏࠍⴕ
ߞߚޕวࠊߖߡޔኼม߿ᄤ߲ࠄ‐ޔਦ
ߣߞߚᣣᧄ㘩߽ឭ᩺ߒޔ
᧪႐⠪ߩḩ
⿷ᐲߪ㜞߆ߞߚޕ
 ࡈࠖࡇࡦߢߪᅢ⺞ߥ⚻ᷣᚑ㐳ߦ
ࠃࠅޔᄖ㘩Ꮢ႐߽  ᐕએᲤᐕ 㧑
એߩᚑ㐳߇⛯ߡ߅ࠅޔ
ࡑ࠾㚂ㇺ
ၞߦ߅ߌࠆᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߪ  ᐫએ߇ዷ㐿ߒߡࠆ‐ޕਦ߿ቯ㘩ޔዬ
㈬ደ╬ᣣ♽ᄖ㘩ડᬺߩㅴߣߦޔ⾗ᧄߩᣣᧄ㘩࠴ࠚࡦ߽ᄙߊޔᄙᐫ⥩
ዷ㐿ߒ┹߽ᆎ߹ߞߡࠆ⺞ᧄޕᩏߦ߅ߡߪࡦ࠻ࠬߩࡦࡇࠖࡈޔᬺ⇇
࿅ߢࠆޔ+RWHO 5HVWDXUDQW$VVRFLDWLRQRIWKH3KLOLRRLQHV +5$3 ߣߩ
ㅪ៤ࠍ⏕ߒޔᓟߩᡰㇱ⸳┙ࠍᬌ⸛ߔࠆ੍ቯߢࠆޕ

㧔㧟㧟㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧞㧝㧞ᣣ ࡃࡦࠦࠢᡰㇱർ㒽⎇ୃḰળ⼏
  ႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞ࠝࠢࡃࡦࠦࠢ
 ⷐ㧦 ߦታᣉߔࠆࠢࠦࡦࡃޔᡰㇱߩᄖ㘩ᬺ⠪߿ࡔ࠺ࠖࠕ╬ࠍኻ⽎ߣߒߚᣣᧄ
ߢߩᣣᧄ㘩⎇ୃ߿↥ޔᙣ⺣ળ╬ߩታᣉߦะߌߡޔᵻ㕏⛩ᡰㇱ㐳ࠍߪߓ
ߣߒߚᡰㇱ㑐ଥ⠪߇ෳ㓸ߒୃ⎇ޔౝኈ╬ߦߟߡᬌ⸛ࠍⴕ߁ߚߩḰળ⼏
ࠍⴕߞߚ⸰ޕߣߒߡߪߦੱࠗ࠲ޔりㄭߥᣣᧄ㘩࠴ࠚࡦߢࠆࡂ࠴ࡃࡦ
ࡔࡦߩᧄ␠߿ࡦ࠻࡞ࠠ࠶࠴ࡦࠍ⸰ߒ⚻ޔ༡ᚢ⇛߿ࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߦ
ߟߡቇ߮ޔᣣᧄ⊛ߥࡈ࠼ࠨࡆࠬ⚻༡ߦߟߡℂ⸃ࠍᷓࠆޔߚ߹ޕ⍹
Ꮉ⋵ࠍਛᔃߣߒߡർ㒽ၞߩࡃࠛ࠹ࠖ⼾߆ߥ᳓↥‛╬ࠍਛᔃߦ᧲ޔ੩߿
੩ㇺޔᄢ㒋ࠍട߃ߚၞߢᣣᧄ㘩᧚߿⺞ℂᛛⴚޔ㘩ᢥൻߦߟߡቇ߱ࡊࡠࠣ
ࡓߦߔࠆߎߣࠍ⏕ߒߚޕ
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㧔㧟㧠㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧞㧝㧥ᣣ㨪㧞㧜ᣣ ᣣࡔࠦࡦቭ᳃ࡈࠜࡓળ⼏
  ႐ ᚲ㧦ਃ↰↪ળ⼏ᚲ
 ⷐ㧦ᣣࡔࠦࡦቭ᳃ࡈࠜࡓળ⼏ߦෳടߒߚࡔࠦࡦၞฦ࿖㧔࠲ࠗޔࡓ࠽࠻ࡌޔ
ࡒࡖࡦࡑࠬࠝޔࠕࠫࡏࡦࠞޔ㧕ߩᄖ㘩ᬺ⇇࿅߿ᄖ㘩ᬺ⠪ߣߩᵹࠍ
࿑ࠆߣߦޔหၞߦㅴߔࠆᣣᧄߩᄖ㘩ડᬺߦᵹߩᯏળࠍឭଏߒߚޕ
߹ߚޔᣣᧄߩᄖ㘩ડᬺߩ⚻༡ᚢ⇛ߦߟߡߩᖱႎឭଏ߿ᐫ⥩ࠍ⸰ߦࠃࠆᐫ
⥩ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩⷞኤⷞߩࡦ࠴࠶ࠠ࡞࠻ࡦޔኤ╬ߩࠞࠠࡘࡓࠍឭଏߒ
ߚޕ

㧔㧟㧡㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧞㧞㧡ᣣ 㧸㧭ࠬࠗ࠷ࡔ࠾ࡘឭ᩺ળ
  ႐ ᚲ㧦ࠗࡦ࠲ࠦࡦ࠴ࡀࡦ࠲࡞ࡎ࠹࡞ࡠࠨࡦ࡞ࠬࡦ࠴ࡘࠪ࠹ࠖ
  ෳട⠪㧦⚂  ฬ
 ⷐ㧦ࡄ࠹ࠖࠪࠛ߿ࠪࠚࡈޔᢱℂቇᩞቇ↢  ⚂╬ࠕࠖ࠺ࡔޔฬ߇ෳടߔࠆ☨ޔ࿖Ꮢ
႐ะߌߩࠬࠗ࠷ࡔ࠾ࡘࡒ࠽ࠍታᣉߒߚޕ
ᧄឭ᩺ળߪ߽ᦨޔᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߩᱧผ߇ᷓࡠࠨࡦ࡞ࠬ߆ࠄ☨ޔ࿖ࠬࠗ
࠷ᬺ⇇ߦኻߒߡᄙ᭽ߥᣣᧄ㘩᧚ࠍ⚫ߒޔᣂߚߥࡔ࠾ࡘ࠻ࡦ࠼ࠍഃࠅ
ߔ߈ߞ߆ߌߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦ㐿ߒߚޕᒰᣣߪ㧠ੱߩࡄ࠹ࠖࠪࠛࠃࠅޔ
ਃ⋆߿߈ߥ☳ޔᨹሶᨐ᳝㉟ޔ࠷࡞ࡈࠗ࠼ޔᴤ߿ཬ╬ߩ⺞ᢱޔᣣᧄ
㈬ޔࡆࠨࡢޔḡ⪲ޔጊᬅ╬᭽ࠍ᧚⚛ߥޘขࠅࠇߚࠕࡔࠞੱะߌߩࠬࠗ
࠷ࡔ࠾ࡘࠍឭ᩺ߒߚޕ
㧝ੱ⋡ߪ࠹ࠪࡘ࠴ࡦࠬ࡞ࡦࠨࡠ࡞࠹ࡎ࡞࠲ࡦࡀ࠴ࡦࠦ࠲ࡦࠗޔ
ࠖߩࡍࠗࠬ࠻ࠪࠚࡈߢࠆࠝࡦ࠼ࡑ࡞࠼࠽࠼᳁ࠃࠅޔ⨥߿ᨹሶ
ࠍߞߚࠬࠗ࠷ࡔ࠾ࡘߩ⺞ℂ࠺ࡕࠍⴕޔ᭽߇࠻ࠬࠥߥޘ㓸߹ࠆࡎ࠹࡞
ߦ߅ߡో࠻ࠬࠥޔຬߦࠕࡇ࡞ߢ߈ࠆࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߣᣣᧄ㘩᧚ߦߟߡ߅
ߒ㗂ߚޕ










ࠝࡦ࠼ࡑ࡞࠼࠽࠼᳁

⨥ࡄࡦ࠽ࠦ࠶࠲


㧞ੱ⋡ߪޔᣣᧄ߆ࠄޔਃ⋆ࠍߞߚ࠴࡚ࠦ࠻ࠍߔࠆ࠴࡚ࠦ
࠻ࡈࠔࠢ࠻ࠝ࠶࠷ߩࠝ࠽ࡄ࠹ࠖࠪࠛߢࠆἏୖୃ᳁ߦෳട㗂߈ޔ
ᣣᧄߩਃ⋆ߦߟߡߩ⚫ߣ⹜㘩ޔਃ⋆ࠍߞߚ࠴࡚ࠦ࠻ߩ⚫ࠍ
䋨㪋㪌䋩㩷
− 41 −

ⴕߞߚߚ߹ޕਃ⋆࠴࡚ࠦ࠻ߣᣣᧄ㘩᧚ߣߩ⚵วߖࠍ⚫ߒߦ․ޔᏓ
╬ߩ߁߹ߣ࠴࡚ࠦ࠻ࠍวࠊߖࠆߣ߁ࠦࡦࡊ࠻ߦෳട⠪ߩ㑐ᔃ߇ᄢ
߈߆ߞߚޕ










Ἇୖ ୃ᳁

ਃ⋆࠴࡚ࠦ࠻ߣ᭽ߥޘᣣᧄ㘩᧚ߩ⚵ߺวࠊߖ


㧟ੱ⋡ߪࠣࡦ࠲ࠤ߿ࡦ࠻ࠬߢࡊ࡞ࠣࡦ࠻ࠬ࠽ࠖ࠹ࡄޔ
㑐ㅪߩ࠺ࠩ࠻ో⥸ࠍ⛔ߒߡࠆࠞ࡞ࡠࠬࠛࡦࠤࠬ᳁ࠃࠅࡢࠢࠪޔ
ࠨ߿ᾇ⨥ޔਃ⋆ࠍߞߚࠬࠗ࠷ߩࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦࠍߒߡ㗂߈ޔ
ᣣᧄ㘩᧚ߩ㆑߿ࡔ࠾ࡘൻߦᎿᄦߒߚὐ╬ࠍ⺑㗂ߚޕ












ࠞ࡞ࡠࠬࠛࡦࠤࠬ᳁




ਃ⋆⼺࠼࠽࠶࠷ߣ



ࠧࡑࡍࠬ࠻ࠅ࠭ࡌࠫࡖࡓ


ᦨᓟߦోޔࠅߢࡈࠚࠪ࠽ࠝߩࠬࠖ࠹ࡄࡦࠫޔᣣⓨ߿ᣣᧄ⥶ⓨޔ
ࡧࠔࠫࡦࠕ࠻ࡦ࠹ࠖ࠶ࠢ⥶ⓨ╬ߢᯏౝ㘩↪ߩ࠺ࠩ࠻㐿⊒߽ᚻ߇ߌࠆࠢ
ࠬ࠹ࠖ࠴ࡘ᳁ࠃࠅޔᨹሶߣ㤥♧ࠍߞߚࠬࠗ࠷ࠍ⚫㗂߈ޔᣣᧄ㘩
᧚ߩ㝯ജߦߟߡ⺆ߞߡߚߛߚޕ
䋨㪋㪍䋩㩷
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ࠢࠬ࠹ࠖ࠴ࡘ᳁

ጊᬅ࠴࡚ࠦ࠻


㧠ੱߩࡄ࠹ࠖࠪࠛ߆ࠄߩࡊࡦ
ᓟߦߪ⹜㘩ᵹળࠍⴕޔฦࡄ࠹ࠖ
ࠪࠛߩࠬࠗ࠷ࠍ⹜㘩ߒߥ߇ࠄᗧ
឵߇ⴕࠊࠇޔෳട⠪߆ࠄᓟᣣᧄ
㘩᧚ࠍ⹜ߒߡߺߚߣ߁ᗧߩઁޔ
ᢱℂቇᩞ⻠Ꮷ߆ࠄߪޔ
ޟቇ↢ะߌ⻠⟵
ߩਛߢᣣᧄ㘩᧚ࠍขࠅࠇᆎߡ߅
ࠅޔ࿁ߪീᒝߩᯏળߣߥߞ
ߚޕ
߁ߣ╬ޠᗧࠍ㗂ߚޕ

㧔㧟㧢㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧟ᣣ㨪㧡ᣣ ,5)
          ,QWHUQDWLRQDO5HVWDXUDQW )RRGVHUYLFH6KRZRI1HZ<RUN 
  ႐ ᚲ㧦-DFRE.-DYLWV&RQYHQWLRQ&HQWHU
  ෳട⠪㧦⚂  ฬ
 ⷐ㧦
㧔৻␠㧕ᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ㧔-)㧕ߩℂᓎຬߢ߽ࠅޔᣣᧄߩᄖ㘩
↥ᬺࠍઍߔࠆડᬺ⚻༡⠪ߩᜰዉߩਅޔᣣᧄߩ㘩ᢥൻࠍᡰ߃ࠆࡈ࠼ࠨࡆ
ࠬᬺ⇇ߩ㑐ㅪડᬺߣㅪ៤ߒࠍ࠻ࡦࡌࠗޔታᣉߒߚޔߚ߹ޕᶏᄖߩᣣᧄ㘩Ꮢ႐
ߩᄢߣᣣᧄ㘩᧚㘩ຠߩャଦㅴޔ
ᣣᧄ㘩ᢥൻߩ᥉ᬺࠍታᣉߔࠆߚޔ
-52 ߩℂᓎຬ߮ળຬޔ-52 ࠾ࡘ࡛ࠢᡰㇱߣㅪ៤ߒߡᬺࠍታᣉ
ߒߚޕ
࿁ߩᣣᧄ㘩ࠦ࠽߮ᢱℂࠬ࠹ࠫ㧔-DSDQ3DYLOLRQ㧕ߢߪޔ㧢ࡉ
ࠬߩᣣᧄ㘩ࠦ࠽⺞ޔℂḰࠬࡍࠬߢ࠽ࠦ࠻ࠤࡦࠕޔ᭴ᚑߐࠇޔ
᧪႐⠪߇ߤߩ⟎߆ࠄ߽ోߡߩࠦ࠽ߣࠬ࠹ࠫࠍㅢߖࠆࠃ߁ߦᎿᄦߒ
ߚޕᣣᧄ߆ࠄߩᢱℂੱߦട߃  ߡ߅ߦ࡛ࠢࡘ࠾ޔᐕએߦਗ਼ߞߡࡈ
ࡦ࠴ࠪࡈ࠼ࠬ࠻ࡦߩᦨ㜞ፄߣߒߡ⹏ଔߐࠇߡࠆޟ/H%HUQDUGLQޠ
ߩᢱℂ㐳ࡠ࠽࡞࠼ࠪࡘ᳁ࠍណ↪ߔࠆߥߤޔᣣᧄ߮࠾ࡘ࡛ࠢ
ߩࠪࠚࡈࠍ⚵ߺวࠊߖߚߎߣߢޔ
ᄙߊߩ᧪႐⠪ߩ㑐ᔃࠍᒁ߈ߟߌߚޕ
ߐࠄߦޔ
ኼมߘ߫ߩ☨࿖ᄖ㘩Ꮢ႐߳ߩࡔ࠾ࡘឭ᩺ߦ߅ߡߪޔᣢߦ☨࿖ߦ߅ߌࠆ
䋨㪋㪎䋩㩷
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ߎߩಽ㊁ߩవ㚟⠪ߢࠅޔ
ࠬ࠻ࡦࡔ࠾ࡘߣߒߡ  ᐕએߦਗ਼ߞߡᣣᧄ
ߩᧄ‛ߩኼมᢥൻߘ߫ᢥൻߦߎߛࠊࠅߩߘޔᢱℂ᥉ߦዧജߒߡࠆࡑࡦ
ࡂ࠶࠲ࡦߩޟኼม↰␠↰⮮ޠ㐳ߣޔ
߫ߘޟᣣᧄޠ
㧔ୖጟ␠㐳㧕ߦ⋥ធᜰዉߒߡ
㗂ߊߦࠃߞߡ᧪ޔ႐ߒߚࡊࡠߩᢱℂੱ㘩᧚ࡃࠗࡗࠬ࠻ࡦߩࡔ࠾
ࡘ㐿⊒ᜂᒰ⠪ߩᄢ߈ߥᵈ⋡ࠍ㓸ࠆᚑᨐࠍᓧߚޕ
ޔ⇇ߩ㘩ߩ࠻ࡦ࠼ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ࠾ࡘ࡛ࠢߢߪޔ⇇
ਛ߆ࠄ㓸߹ࠆ᭽ߥޘ㘩ᢥൻࠍ⚵ߺวࠊߖߚᄖ㘩ࠦࡦࡊ࠻߇ᰴߣޘߒޔ
ᵞ✵ߐࠇߚᣂߒ㘩ᢥൻࠍㅧࠅߒߡࠆߩߘޕᗧߢޔ
☨ޟ࿖ߩ࠾ࡘ࡛
ࠢޟߊߥߪߢޠ⇇ߩ࠾ࡘ࡛ࠢࠆߢޠᒰߢ㐿ߒߚ࿁ߩ࡚ࠪߪޔ
ᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠߩᄙ᭽ߥᵴ↪ᣇᴺࠍឭ᩺ߔࠆߦࠃߞߡޔ⇇ߩᢱℂ߿㘩
ᢥൻߦขࠅࠇࠄࠇࠆน⢻ᕈ߇ᄢ߈ߎߣࠍ⼂ߔࠆ⛘ᅢߩᯏળߣߥߞߚޕ









ࠝࡊ࠾ࡦࠣࠬࡇ࠴㧦㕍 ୶৻᳁              ᄢ⋓ᴫߩ -DSDQ3DYLOLRQ
㧔ᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ࠣࡠࡃ࡞㨯ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥ⑼ᢎ㧕


ޣ-DSDQ3DYLOLRQ ᭴ᚑޤ
Ԙᣣᧄ㘩ࠦ࠽
   㨬‐߁߹ីࠅኼมߘ߫✛⨥ᣣᧄ㈬ߩ╬ޠ㧢ߟߩ࠹ࡑߢࠦ࠽ࠍ
⸳ߌ⹜ޔ㘩⹜㘶ࠍㅢߓߡ̌߁߹̍ࠍᵴ߆ߒߚᣣᧄ㘩ࠍ 35 ߒߚޕ





‐

߁߹
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ីࠅኼม

ߘ߫






✛⨥

ᣣᧄ㈬


ԙ⺞ℂ࠺ࡕࠬ࠹ࠫ
   㨬‐߁߹ីࠅኼมߘ߫✛⨥ᣣᧄ㈬ߩ╬ޠ㧢ߟߩ࠹ࡑߦߟߡޔ
ࠬ࠻ࡦะߌߩ⺞ℂታṶߣࡔ࠾ࡘឭ᩺ࠍታᣉߒߚޕ






ࡆࠬ࠻ࠗࠦࡈࠬࠠ᳁ߦࠃࠆᣣᧄߩၮ␆⺞ᢱࠍߞߚ߁߹ࠍᵴ߆ߒߚࠕࡔࠞะߌࡔ࠾ࡘឭ᩺

䋨㪋㪐䋩㩷
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⮮↰♿ᄦ᳁ߦࠃࠆߦ߉ࠅኼมߦ߅ߌࠆ⺞ℂࡐࠗࡦ࠻ߣኼม㈶ߦߟߡ



ᣣᧄ㘩᧚߿ᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘߩ 35





ߘ߫ߩ㝯ജߣࠬ࠻ࡦะߌࡔ࠾ࡘߩ⚫

㧔ࡑ࠶ࠪࡘࠞࡏ࠴ࡖߣ⥰⨧ߩ࠙࠾ਸ਼ߖ㧕


㧔㧟㧣㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧣ᣣ㨪㧝㧜ᣣ ࡄᣣᧄ㘩⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦/H&RUGRQ%OHX3DULV
   ⷐ㧦3,5 ߢⴕࠊࠇߚᣣᧄᢱℂࠦࡦ࠹ࠬ࠻ߦߡᦨఝ⑲⾨ߦノߚࡕࠬࠢࡢߩ㜞
⚖ࠬ࠻ࡦࡦࡖࠗ࡞࠼ࡦࠨࠢࠕߩޠ࠻࠶࠼ࡦ࠘࠻ޟ᳁ࠍࡄߦ
ᓙߒޔᄙ᭽ߥ߇ࠅࠍߖࠆᣣᧄ㘩Ꮢ႐߿ᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘߦߟߡቇࠎߛޕ
߹ߚޔ/H&RUGRQ%OHX3DULV ߦ߅ߡታᣉߒߚᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળߦෳടߒޔ
⺞ℂᛛⴚߣᣣᧄ㘩᧚ߦߟߡߩ⎇ୃࠍታᣉߒߚޕ

㧔㧟㧤㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧤ᣣ /H&RUGRQ%OHX ᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળ
  ႐ ᚲ㧦/H&RUGRQ%OHX3DULV
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ࡈࡦࠬߦ߅ߌࠆ㧞㧟ߩޟᣣᧄ
㘩ᢥൻㅳ㑆ߦޠวࠊߖߡޔᣣᧄ㘩
ߩ⺞ℂᛛⴚߣ߁߹ߦߟߡߩℂ
⸃ࠍᷓޔᣣᧄ㘩᧚㘩ຠߩ㝯ജ
ࠍࡔ࠾ࡘឭ᩺ߒޔᣣᧄ㘩Ꮢ႐ߩ
ᄢߣᣣᧄ㘩᧚㘩ຠߩャଦㅴ
䋨㪌㪇䋩㩷
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ࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦࠍࠬࡦࡈޔઍߔࠆᢱℂቇᩞߩ৻ߟߢࠆ /H&RUGRQ
%OHX3DULV ߣㅪ៤ߒޔቇ↢߿තᬺ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળࠍ㐿ߒ
ߚޕ
⻠ᏧߦߪޔㇱቇߩỈㄖ↵ᢎߣߩޠࠢࡦࠨ࡞ޟࡦ࠻ࠬޔජᤊ
ౖᄩࠪࠚࡈㄫ߃ޔỈᢎࠃࠅᣣᧄ㘩ߩၮ␆ߢࠆ᳝ߩขࠅᣇ߿߁߹ߦ
ߟߡߩࠢ࠴ࡖ߿൮ৼߩᣇޔ㝼ߩਅࠈߒᣇ╬ޔၮᧄ⊛ߥ⺞ℂᛛⴚ
ߦߟߡታṶߒ⺑ߒߚޔߚ߹ޕජᤊࠪࠚࡈ߆ࠄߪޔᣣᧄߩ⺞ᢱ߿㘩᧚ࠍ
ߞߚࡈࡦ࠴ࡔ࠾ࡘߩ⺞ℂ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦࠍታᣉߒࡘ࠾ࡔޔឭ
᩺ࠍⴕߞߚޕ

















࡞ࠦ࡞࠼ࡦࡉ࡞ࡄᩞ ᣣᧄ㘩⺞ℂ⻠⠌ળ


㧔㧟㧥㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧥ᣣ ർ੩ᡰㇱᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘឭ᩺ળ 
㨪ޟ
̌⟤ߒ̍ᣣᧄ㘩⚫ࠗࡌࡦ࠻ޠ-52 ർ੩ᡰㇱᣣᧄ㘩ᢥൻ㛎ᵹ
  ႐ ᚲ㧦ᣣᧄ࿖ਛ࿖ᄢ㙚 ᄙ⋡⊛ࡎ࡞
  ෳട⠪㧦ർ੩৻⥸Ꮢ᳃  ฬ
 ⷐ㧦ਛ࿖ᣣᧄ࿖ᄢ㙚ߪޟࠍ ޔᣣᧄᢥൻ㑆ߡߒߣޠ㓸ਛ⊛ߦᣣᧄᢥൻ⚫
ࠗࡌࡦ࠻ࠍታᣉߒߩߘޔਛߩ  ᬺߣߒߡޔᄢ㙚ߣㅪ៤ߒߡ -52 ർ੩
ᡰㇱߢߪᣣᧄ㘩ᢥൻ㛎ᵹࠍታᣉߒߚޕ
ᧄᬺߪㇱቇᣣᧄᢱℂᢎߩᐔႦᧂ᧪᳁ߦࠃࠆࡔ࠾ࡘឭ᩺߮⺞ℂ
ࠪࡇߩᜰዉߩਅޔർ੩ᣣᧄᢱℂ᧻ޟሶ⺞ߩޠℂࠬ࠲࠶ࡈਗ߮ߦࠨࡆࠬࠬ
࠲࠶ࡈߩදജߢᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘߩឭ᩺ࠍታᣉߒߚޕ
䋨㪌㪈䋩㩷
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ᧄᬺߪർ੩ᡰㇱળຬߣ৻⥸Ꮢ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߡ߅ࠅޔᄢ㙚ࡎࡓࡍࠫ
߆ࠄෳട⊓㍳ࠍฃઃߌߚߣߎࠈߩ߳ࠫࡍࡓࡎޔ᩺ౝߩឝタ߆ࠄ  ᤨ㑆ߢ
↳ㄟߺ߇  ฬߦ㆐ߔࠆ⒟㑐ᔃ߇㜞ߊޔᏒ᳃ࡌ࡞ߩᣣᧄ㘩ߦኻߔࠆ࠾࠭
ߪ⋧ᄌࠊࠄߕ㜞߇ಽ߆ߞߚޕ
ᬺߩ㐿ળߦߚࠅޔᄢ㙚ࠃࠅ -52 ߩ⚫ࠍ㗂߈ޔ-52 ߇ឭ᩺ߔࠆᣣ
ᧄ㘩ࡔ࠾ࡘߦߟߡޔᐔႦవ↢ࠃࠅ⺑ߣࠪࡇߩ⚫ࠍⴕ⹜ޔ㘩ߒߡ
㗂ߚޕ






ർ੩ᡰㇱᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘឭ᩺ળ


㧔㧠㧜㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝㧜ᣣ㨪㧝㧡ᣣ ࡃࡦࠦࠢᡰㇱർ㒽㨯㑐᧲㨯ㄭ⇰ၞ↥⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦٤᧲੩ㇺ ࠫࠛࠪࠦࡓࠨ
㧔ࡇࠩຠߣ࿖↥㘩᧚╬ߣߩ⚵วߖ㧕
ޔ
▽Ꮢ႐ޔ
᧲੩࠺ࠞࡈ࠭㧔ࠞ࠶࠻㊁⩿㧕
ޔਃዤਃኸ▰㧔ᗉ⩿⎇ⓥ㧕
࠴࠾ޔ
ࠗ⦁ᯅᎿ႐㧔಄ಓ߈߅ߦ߉ࠅઁ㧕ઁ
٤⍹Ꮉ⋵ ࡂ࠴ࡃࡦࡈ࠭ࡄࠢޔㄭᳯ↸Ꮢ႐ޔട⾐㊁⩿႐࡞࠹ࡎޔᣣ⥶㊄
ᴛ㧔⍹Ꮉ⋵ࡒ࠽⺣ᵹળ㧕
٤੩ㇺᐭ ㍪Ꮢ႐ޔ᩵ޔፉ㠑⨃┻ޔᭈ㧔੩ᙬ⍹⎇ୃ㧕
ޔ੩ㇺਛᄩᄁᏒ
႐
٤ᄢ㒋ᐭ ߇ࠎߎኼมᣣᧄ㘩⎇ୃ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦࠲ࠗߩᄖ㘩Ꮢ႐ߪ৻ᤓᐕߩᵩ᳓ⵍኂ߆ࠄ࿁ᓳߒࠍࠢࠦࡦࡃޔਛᔃߦᣣ♽ᄖ㘩
䋨㪌㪉䋩㩷
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࠴ࠚࡦ߮ᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦ╬ߩㅴ߽⋧ᰴߢࠆޕ  ⚂ޔᐫ
⥩㧔ᐔᚑ  ᐕ  ᤨὐ㧕ࠍ࿁ࠆᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦ߇ᐫߔࠆ৻ᣇߢޔਇណ
▚ᐫ⥩ߩ᠗ㅌ╬߽㗫❥ߦⴕࠊࠇࠆ╬ޔᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߩ┹ߪᐕޘỗߒߐ
ࠍჇߒߡࠆޕ࿁ߪޔ-52 ࠲ࠗᡰㇱ㐳ࠍോࠆᵻ 㕏⛩᳁㧔ࡕࠬࡈ࠼
࠲ࠗࡦ࠼ળ㐳㧕ࠍ࿅㐳ߣߒߡ  ߡ߅ߦࠗ࠲ޔᐫ⥩ߩᐫࠍⴕ߁ࠝࠗࠪ
ࠗࠣ࡞ࡊ ␠㐳 ࠨࡓࠕ࠙ࠨ࠲ࡏࡦ᳁╬ޔ
ᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߩ⚻༡⠪ޔ
ࠪࠚࡈࡒࠦࠬࡑޔ࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔ㑐ଥ⠪╬  ฬ߇᧪ᣣߒߚߪⴕ৻ޕ
᧲੩ࠍ⊹ಾࠅߦޔ⍹Ꮉ⋵㧔㊄ᴛ㧕
ޔ੩ㇺࠍ⸰ߒ↥ޔ߮㘩ຠࡔࠞߩ
ቇ↥↢ޔୃ⎇ࡘ࠾ࡔޔ⠪ߣߩ⺣ᵹ╬ࠍ♖ജ⊛ߦⴕߞߚޕ






 








ࡂ࠴ࡃࡦࡔࡦߢߩ⎇ୃ


⍹Ꮉ⋵ࡒ࠽⺣ᵹળ
ᣣᧄ㘩ࠍਛᔃߣߒߡޔᚑ㐳߇⪺ߒ࠲ࠗࡃࡦࠦࠢߩᄖ㘩↥ᬺߩ⁁߿⺖㗴╬ࠍ࠹
ࡑߦޔ
ࡕࠬࡈ࠼࠲ࠗࡦ࠼ᵻ㕏⛩ળ㐳ࠍߪߓߣߒߡਅ⸥ߩ⻠Ꮷ㒯ߦࠃࠆࡒ
࠽ࠍ㐿ߒߚੌ⚳ޕᓟߪߦࠗ࠲ޔะߌߡャᗧ᰼ߩࠆ⍹Ꮉ⋵ౝߩ㘩ຠࡔࠞ╬
 ␠߇ෳടߒߚ⺣ᵹળࠍ㐿ߒߚޕ


╙ޛ㧝ㇱ ࡒ࠽ޜ

ޟᄖ㘩↥ᬺߩ㊀ⷐ⺖㗴╬ߦߟߡޠ
␠࿅ᴺੱᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ Ᏹോℂ   㑐Ꮉ ቁ ᳁

ޟャଦㅴߩข⚵ߦߟߡޠ
ർ㒽ㄘዪ       ᬺᚢ⇛⺖ኾ㐷ቭ   㑐   ᐙ ᳁

ࠆߌ߅ߦࠗ࠲ޟᄖ㘩↥ᬺߩ⁁ߣ⺖㗴╬ߦߟߡޠ
䋨㪌㪊䋩㩷
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ࡕࠬࡈ࠼࠲ࠗࡦ࠼␠ ળ㐳         ᵻ 㕏⛩ ᳁

ޟᣣᧄ㘩ߩ㝯ജߣᏒ႐ᄢߦߟߡޠ
ᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ࠣࡠࡃ࡞㨯ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥ⑼ ᢎ 㕍 ୶৻ ᳁

╙ޛ㧞ㇱ ⺣ᵹળޜ
⺣ᵹળߢߪޔ⍹Ꮉ⋵㘩ຠදળ╬ߩળຬડᬺ  ␠߇ෳടߒޔ⍹Ꮉ⋵ߩ㘩᧚ޔ
㘩ຠޔടᎿ㘩ຠ╬ࠍਛᔃߣߒߚឭ᩺ࠍⴕߞߚߩࠗ࠲ޔߚ߹ޕᄖ㘩㑐ଥ⠪߆ࠄߪฦ
␠ߩ㘩᧚ޔ㘩ຠߩ⺞㆐ᣇᴺޔຠ㐿⊒ߩࡐࠗࡦ࠻╬ߦߟߡߩ⾰߇ࠆ╬ޔ
ᓟ࠲ࠗ߳ߩャߩน⢻ᕈߥߤࠍតࠆᗧ⟵ߥᗧ឵ߣߥߞߚޕ










⺣ᵹળ

ࡕࠬࡈ࠼࠲ࠗࡦ࠼␠ ળ㐳 ᵻ 㕏⛩ ᳁


㧔㧠㧝㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝㧝ᣣ ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ྾࿖㨯ਛ࿖㘩᧚ࡔ࠾ࡘᬌ⸛ળ
  ႐ ᚲ㧦5HVWDXUDQW%UDVVHULHQO
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦 ᐕ    ᣣ߆ࠄ  ᣣߦ߆ߌߡታᣉߒߚޟ-5280$0,7285ޠ
㧔ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ 㑐᧲྾࿖ਛ࿖ㄭ⇰ၞ↥⎇ୃ㧕ߪࡦࠝޔ
࠳ߩ㘩ࡆࠫࡀࠬߩฦಽ㊁߆ࠄ⡜ߒߚ㧤ฬߩෳട⠪ߦߣߞߡޔᡷߡᣣᧄߩ
㘩ᢥൻޔᣣᧄߩ㘩᧚╬ߦ㑐ߔࠆ᭽ߥޘಽ㊁ࠍቇ߱ᄢᄌᗧ⟵ߥᯏળߣ⊒ߦ
ߟߥ߇ߞߚޕ
Ꮻ࿖ᓟ ߩ࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔ5XQJLV ␠ߪᣧㅦᣣᧄߩㄘ↥‛ࠍਛᔃߦޔ
ャ⽼ᄁߔࠆຠࠍࠬ࠻ࠕ࠶ࡊߒޔరߩャᬺ⠪ࠍㅢߓߡャߩḰࠍ
ⴕߞߡࠆߚ߹ޕᄢᚻ✚ว㘩ຠደߩ +$126 ߪޔャ㘩ຠࠬ࠻ߩࠨ
ࡦࡊ࡞ࠍᣣᧄߩ↢↥⠪߆ࠄឭଏࠍฃߌ⾈⾼ޔᬌ⸛ળ⼏ࠍ㐿ᆎߒߚޔߚ߹ޕ52&
ࡕࡦ࠼ࠕࡦᩞߢߪޔ
᧪ᣣߒߚᢎᏧࠍਛᔃߦޔ
ࡈࡦࠬᢱℂߩᬺߦ߅ߡޔ
ᣣᧄߩ㘩᧚߿ᣣᧄᢱℂߩᚻᴺࠍขࠅࠇߚࠞࠠࡘࡓࠍዉߒߡࠆ߹ޕ
ߚޔ㧞ฬߩࠬ࠻ࡦࠝ࠽ࠪࠚࡈߪޔᏫ࿖ᓟޔᜬෳߒߚࠨࡦࡊ࡞㘩ຠ
ࠍߞߚࡔ࠾ࡘߩ⹜ߦขࠅ⚵ߺ৻ޔㇱࡔ࠾ࡘߣߒߡᵴ↪ߔࠆ╬ޔᅢ⹏
ࠍඳߒߡࠆޕ
䋨㪌㪋䋩㩷
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ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫࠍ〯߹߃࠳ࡦࠝޔᏒ႐ߢᣣᧄ㘩᧚ߩߐࠄߥࠆ᥉ᄢ߅
ࠃ߮↢↥⠪╬߳ߩࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢࠍⴕ߁ߚޔ⡜⠪ࠍ⻠Ꮷߦㄫ߃ߡޟ-52
80$0,7285 ߹ߣࡒ࠽ޔⴕࠍޠᗧะ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ

٤㐿ળᜦ -52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ㐳

ᄢፉ ᤩ ᳁

٤᧪⾠ᜦ ⯗ᣣᧄᄢ㙚 ᦠ⸥ቭ

ጟ િ ᳁ 

٤⎇ୃႎ๔ ޟ㜞⍮⋵㘩᧚ߩዷ␜⺑ળߣࠨࡦࡊ࡞⾼ߦߟߡޠ
ෳട⠪ઍ 

0V'RULHQ'LMNKXLV

ᣣᧄ⎇ୃߦෳടߒߚޔ5XQJLV ␠ࠃࠅ㜞⍮⋵↥ߩ㊁⩿ᨐ‛╬ߩ
ࠨࡦࡊ࡞⾼ߣዷ␜ߦࠃߞߡ⺑ޔࠍⴕߞߚޕ

 ٨ࠝࡊ࠾ࡦࠣࠬࡇ࠴ -52 ࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓᡰㇱ㐳 ᄢፉ ᤩ᳁
ᧄᣣߩ߹ߣࡒ࠽ߢߪޔᵗᢱℂߩࠪࠚࡈߚߜߦࠃࠅᣣᧄ㘩᧚ࠍߞߚࠪࡇ
ߩ⚫߇ࠆޔߪ࠽ࡒߩߢ߹ࠇߎޕᣣᧄੱࠪࠚࡈ߇ᣣᧄ㘩᧚ࠍߞߚᣣᧄᢱℂࠍ
⚫ߒߡ߈ߚ߇ޔ࿁ߪᣣᧄ⎇ୃࠍ㛎ߐࠇߚ  ੱߩࠪࠚࡈޔ0U0DUWLMQ
%DUWHOLQJ0U5XEHQYDQ'LHWHQ0U/RHN%HHPVWHU0U3HWHU/XWH ߐࠎߣ 52& ࡕ
ࡦ࠼ࠕࡦᩞߩᣣᧄ㘩ᢱℂ⻠ᐳߢఝ⑲ቇ↢ߦㆬ߫ࠇߚ $OHMDQGUR 0DUJDUHWKD ߐࠎߦ
ࠃࠅޔᣣᧄߩ⺞ᢱ㧔ཬ㉟ޔᴤ߮ߐࠊޔ㧕
ߤߥߕࠁޔߡߒߘޔᣣᧄ㘩᧚ࠍߞߚᢱℂ
ߩឭ᩺ࠍⴕ߁ߦᗧ߇ࠆߩୃ⎇ߘߎࠇߎޕᚑᨐߢࠅޔᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠャ߳
ߩㄭߢࠆ߽ࠄ߆ࠇߎޕᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠߩᣂߚߥᵴ↪ߦะߌߡዧജ㗿ߚ ޕ

٨᧪⾠ࠬࡇ࠴ ⯗ᣣᧄᄢ㙚 ᦠ⸥ቭ ጟ િ᳁











ᦨㄭ↥ࡦ࠻ࠬߩ࠳ࡦࠝޔᬺߦ߅ߡᣣᧄߩવ⛔⊛ߥ㘩᧚߿⺞ᢱ߇ࠊࠇࠆߩ
߇Ⴧടߒߡࠆߣ⡞ߡࠆࠆߌ߅ߦ࠳ࡦࠝޕᣣᧄᢱℂࠬ࠻ࡦߩ⺞ᩏࠍߒߚߣߎ
ࠈ  ⚂ޔઙߩᐫ⥩߇ߞߚ৻ޕᣇߪ࠳ࡦࠝޔᄖ࿖߆ࠄߩᣏⴕ⠪ߦߣࠅ㑐ᔃ߇⭯ࠄ
ߢ߈ߡ߅ࠅޔᣏⴕ⠪ߪࠆߌ߅ߦ࠲ࠢࠖ࠹࠲ࡇࠬࡎޔଔᩰߣຠ⾰ߩะࠍᏗᦸߒ
ߡࠆߣ߽ߣᦠ߆ࠇߡߚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᣏⴕ⠪⥄りࡌߩࠎߐߊߚߪߦ࠳ࡦࠝޔ
࡞ߩ㜞ࠬ࠻ࡦ߇ࠆߎߣࠍ㛎ߒߡࠆߩੱ࠳ࡦࠝޕᒝߺߪޔഃㅧ⊛ߢ㕟ᣂ⊛
ߢߣࠆ߇ࠖ࠹ࡆࠪࠠࡈޔᕁߞߡࠆߥ߁ࠃߩߘޕℂ↱߆ࠄࠬࡎߪੱ࠳ࡦࠝޔ
ࡇ࠲࠹ࠖ↥ᬺࠍઍߔࠆࠬ࠻ࡦ↥ᬺߦ߅ߡ৻ጀޔᣣᧄߩ㘩᧚㘩ຠࠍᵴ↪ߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⏕ାߒߡࠆߣ࠳ࡦࠝޕᣣᧄߪ  ᐕએߦࠊߚࠅኒធߥ㑐ଥߩᱧ
ผ߇ࠆޕᚒߩޘᖱ߇ਔ࿖ߩ㨧㘩㨩ࠍㅢߓߡᷓ߹ࠆߎߣࠍᏗᦸߔࠆޕ
߹ߚ᧪ޔ႐⠪ᗧะ⺞ᩏ㧔Ꮸ⠪ࠕࡦࠤ࠻㧕ߢߪޔ
ޟ⡜⠪߆ࠄ᭽ߥޘᣣᧄ㘩᧚ࠍ⍮
ࠄߖࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ޠ
ޔ
ޟᣣᧄ㘩᧚ࠍᣣᧄᢱℂߢ߁ᣇᴺ㧔ᛛⴚ㧕ߣߪ㆑ߞߚᣇᴺߢޔ
ࡈࡦࠬᢱℂߩ೨⩿ࡔࠗࡦ࠺ࠖ࠶ࠪࡘࠇߙࠇߘߦ࠻ࠩ࠺ޔᵴ↪ߢ߈ࠆᣇᴺࠍ⠌ᓧߢ
߈ߚޕ
ޠ
ޔ
ޟ࿁ߩ߹ߣࡒ࠽ߢߪޔታ㓙ߦᣣᧄߦ⸰ߒߚࠝࡦ࠳ੱ㑐ଥ⠪߆ࠄߩ
ࡐ࠻ߢߪޔ႐ࠍ⚻㛎ߒߚᣇߥࠄߢߪߩᗧ⟵ᷓႎ๔ߢߞߚޕ
ޠ
ޔ
ߩࠄ߆ࠇߎޟᣣ
䋨㪌㪌䋩㩷
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ᧄ㘩᧚ߩ᥉ᬺߩᣂߒᚻᧄߦߥࠆߣ⹏ଔߔࠆޕ
ޔޘ╬ޠᄙᢙߩᗧ߇ነߖࠄࠇߚޕ

㜞⍮⋵↥ߩㄘ↥‛ࠍਛᔃߣߒߚ㕍ᨐ‛ߩዷ␜


㧔㧠㧞㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝㧣ᣣ㨪㧞㧝ᣣ บർᡰㇱർᶏ↥⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦ዊᮻᏒṪදޔ㜞ፉṪ᷼ޔධዊᮻᏒ႐㧔ࡎ࠲࠹㙃ᱺ㧕
ޔ⮮᳓↥ࠬ࠻ࡦ㧔ࠨ
ࡕࡦᎿ႐㧕
✚ࠎࠇࠂ߉ޔว㘩ຠᧄ␠Ꮏ႐㧔ฦ⒳ࡈࠗຠ╬ߩㅧ㧕
ᧅޔᏻ
ਛᄩᄁᏒ႐ޔ࿁ォኼมߥߏ߿߆੪ޔർᶏṪᬺදห⚵วㅪวળ㧔บḧะߌ㘩
᧚⚫ߣࡔ࠾ࡘឭ᩺㧕
ࡦࠢࡎޔㄘᬺදห⚵วㅪวળ㧔ࡎࠢࡦࡄ࡞ࠗ
ࠬᎿ႐㧕
ࡠࠚࠫࡦࠕࠕࡒޔ㧔ർᶏ㘩᧚ߣࠗ࠲ࠕࡦߩ⚵ߺวࠊߖ㧕
ᧅޔᏻ᧲
ᕆࠗࡦ㧔⺣ᵹળ㧕
࡞ࡆࡠࡐ࠶ࠨޔᕺᐸᎿ႐ޔ⍹ደ⩻
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦บḧߩᄖ㘩Ꮢ႐ⷙᮨߪޔᐫ⥩ᢙߢ  ᐫޔᏒ႐ⷙᮨ⚂  ంบḧ࠼࡞
㧔㧝บḧ࠼࡞⚂㧟㧕
ߦ㆐ߒߡࠆޕ
บർࠍਛᔃߦࡈࠔࠬ࠻ࡈ࠼ࠍߪߓޔ
บḧ⨥╬ࠍ⽼ᄁߔࠆ㘶ᢱኾ㐷ᐫ߽╬ࡦࠚ࠴ࠚࡈࠞޔบ㗡ߔࠆ╬ޔบḧߩᄖ㘩
↥ᬺోࠍ‧ᒁߒߡࠆޕ࿁ߩ⎇ୃߢߪޔบḧᢱℂ࠴ࠚࡦࠍዷ㐿ߒޔบḧ
⟤㘩ᵹදળߩળ㐳ࠍോࠆᣉᑪ⊔᳁ࠍ࿅㐳ߣߒߡᄖ㘩ડᬺߩ⚻༡⠪ޔ
ᐙㇱޔ
㘩ຠࡔࠞ ࠲ࡘࡆ࠻ࠬࠖ࠺ޔฬ߇᧪ᣣߒߚᧅޔߪⴕ৻ޕᏻࠍਛᔃ
ߦޔዊᮻޔ⍹⁚╬ߩ᳓↥ߩ╬☨ޔടᎿᣉ⸳ޔਛᄩᄁᏒ႐ޔᄖ㘩ડᬺ╬ߩ⸰
ߒߚ߶߆ޔർᶏߩ↥㘩ຠ㑐ଥ⠪ߣߩ⺣ળࠍ㐿ߒ⋧ޔߩᵹࠍᷓ
ߚޕ
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ධዊᮻᏒ႐

หᏒ႐ߩࡎ࠲࠹㙃ᱺ

ർᶏ⺣ᵹળ
⺣ᵹળߢߪޔบḧߩᄖ㘩ᬺ⠪ߦะߌߡޔർᶏౝߢャᗧ᰼ߩࠆ㘩᧚ޔ㘩
ຠޔടᎿ㘩ຠ╬ߩࡔࠞ߇ߘࠇߙࠇߩຠឭ᩺ࠍⴕߞߚߦ․ޕบḧߩᄖ㘩ᬺ⠪߆
ࠄߪޔ᳓↥‛ߩ⺞㆐ᣇᴺޔຠ㐿⊒ߩࡐࠗࡦ࠻ߦ㑐ߔࠆ⾰߇ߐࠇࠆ╬ޔᵴ⊒ߥ
⺣ᵹળߣߥߞߚޕ







⺣ᵹળ


㧔㧠㧟㧕ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝㧣ᣣ㨪㧞㧤ᣣ
ࡒࡖࡦࡑᄖ㘩ᬺ⠪㑐᧲᧲ᶏㄭ⇰ၞ↥⎇ୃ
  ႐ ᚲ㧦٤᧲੩ㇺ ੱᒻ↸ඨޔਣ㤖ޔߩ⚛ᎹፒᎿ႐ࡦࡑࠦ࠶ࠠޔ㊁↰Ꮏ႐ޔ
ࡒ࠷ࡂࠪᤐᣣㇱᎿ႐&ޔRPHVWD㧔ࠗ࠲ࠕࡦ㧕
᧲ޔ੩㚞ਅⴝ㨯ᄢ
ਣߎࠎ߇ޔ㌁ᐳ৻ৼ⋡ᐫ▽߹ࠎߑߒߔޔ㙚ੱޔᒻ↸ඨ⊕
ᴡᎿ႐࡞࠻ޔᴒ✽ࠝࡃࠪ࠭▽ޔᏒ႐ޔㇱቇ↰ޔ
የᒛደ╬
٤ᗲ⍮⋵ ࠻ࠫޔ㘩㤖ಣޠߺ߇ߐޟฬฎደ࠺ࠞࡈ࠭ࡦࠞ࠷ࡒޔ㧔㈶
ߩ㉿㧕
ޔਃዤਃኸ▰㧔ᩑᧄᐫ㧕
٤ጘ㒂⋵ ߩ⚛಄ಓ㘩ຠ
٤੩ㇺᐭ ┻⨃ᭈ㧔⟤Ớศ㧕
ᧁޔੱ⬿ߩޔਫᇚޔፉ㠑ޔ੩ㇺᏒਛᄩᄁᏒ
႐ޔ᩵ᄢୖ⸥ᔨ㙚ޔᜆ㤖ዊ〝ޔ㊁↰ደޔ੩㊁⩿႐㧔ਁ㗿ኹ
ߣ߁߇ࠄߒ㧕
ߣߎޔ੩ㇺ㧔᧦ߨ߉㧕
ޔਠߊࠄᧄᐫ
٤ᄢ㒋ᐭ ㄘ᧖㨯ⴡ
  ෳട⠪㧦 ฬ
 ⷐ㧦ᣣᧄߩᄖ㘩↥ᬺޔ㘩ຠ↥ᬺޔㄘᬺޔઁߩߘޔ㘩㑐ㅪ↥ᬺߩ⎇ୃⷞኤ߿ޔᣣ
䋨㪌㪎䋩㩷
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ᧄߩ㘩ᢥൻߦ⸅ࠇࠆߎߣߢᓟߩਔ࿖ߩ㑐ଥࠍࠃࠅ✕ኒߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛
ߦࡒࡖࡦࡑࠬ࠻ࡦදળ㧔05$㧕ߩળ㐳ળ㐳ᓎຬ  ฬࠍኻ⽎
ߦᣣᧄ㘩⎇ୃࠍታᣉߒߚޕ
ߪࡑࡦࡖࡒޔ᰷☨⻉࿖ࠍߪߓߣߒߚㄝฦ⻉࿖ߣߩ㑐ଥᒝൻ߮
࿖㓙␠ળ߳ߩᓳᏫࠍᕆࡇ࠶࠴ߢടㅦߐߖࠆਛޔ05$ ߪᧄޔᐕ  ߦ㚂ㇺࡀ
ࡇ࠼ߢ㐿ߐࠇࠆ᧲ධࠕࠫࠕ┹ᛛᄢળ㧔6RXWK(DVW$VLDQ*DPHV⇛ޔ⒓㧦
6($*DPHV㧕ߢߩ㘶㘩ᣉ⸳ߩㆇ༡߮㘶㘩ឭଏߩᓎഀࠍᜂߞߡࠆޕ㘶㘩
ߩឭଏߦ߅ߡߪޔᣣᧄߣࡒࡖࡦࡑߩ㘩ᢥൻᵹࠍ࿑ࠆⷰὐ߆ࠄߦ․ޔᣣ
ᧄ㘩ࠍਛᔃߣߒߚ᭽ߩࡘ࠾ࡔߥޘዉࠍᬌ⸛ਛߢࠆޕ
৻ⴕߪ▽ޔᏒ႐੩ㇺᏒਛᄩᄁᏒ႐ߩⷞኤ↥↢ޔ⠪ߣߩᵹޔ㊁⩿
߮ᣣᧄߩ⺞ᢱߩടᎿᎿ႐ߩቇޔᄖ㘩ᐫ⥩ߢߩࠠ࠶࠴ࡦⷞኤޔߪߦࠄߐޔ
̌߁߹̍߿̌ߛߒ̍ߩขࠅᣇߥߤߩ⺞ℂᛛⴚ⻠⠌ࠍฃߌࠆߥߤޔ࿁ߩ⎇
ୃࠍㅢߓߡ᭽ߥޘᣣᧄ㘩ࡔ࠾ࡘߩࠕࡊࡠ࠴ࠍ࿑ߞߚޕ



ㇱቇߢߩᣣᧄ㘩⺞ℂᛛⴚ⎇ୃ




      ਣ㤖                   ੱᒻ↸ඨ ⊕ᴡᎿ႐ 


ᗲ⍮⋵ጘ㒂⋵⺣ᵹળ
߹ߚ᧲ޔᶏၞߢߪᬺോ↪㊁⩿ࠍਛᔃߦޔሽ࠻࠶ࠞޔᛛⴚޔ൮ⵝޔ㈩ㅍߦ⥋ࠆ߹
ߢ㘈ቴߩ࠾࠭ߦኻᔕߒޔวࠊߖߡ㊁⩿ߩᩕ㙃ಽᨆ߿ᱷ⇐ㄘ⮎ᬌᩏࡘ࠾ࡔޔឭ᩺ࠍ
ⴕ߁ޔᗲ⍮⋵ߩฬฎደ࠺ࠞࡈ࠭ޔᣣᧄઍߔࠆ㘩ຠࡔࠞߩࡒ࠷ࠞࡦޔߡߒߘޔ
䋨㪌㪏䋩㩷
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ጘ㒂⋵ߩߩ⚛಄ಓ㘩ຠࠍ⸰ߒ⸰ߩࠇߙࠇߘޔߦ߅ߡߩࡑࡦࡖࡒޔᄖ㘩
ᬺ⠪ߩࡔ࠾ࡘ㐿⊒ߩࡅࡦ࠻ߦ❬߇ࠆ⺣ᵹળޔᗧ឵߮⹜㘩ᬌ⸛ળࠍⴕߞߚޕ



ߩ⚛಄ಓ㘩ຠጘ㒂Ꮏ႐ߦ߅ߌࠆ⺣ળߣ⹜㘩ᬌ⸛ળ


㧔㧠㧠㧕✚ળℂળᆔຬળ╬
 Ԙ㧡㧝㧢ᣣ ⚵❱ડ↹ᆔຬળ߮ᖱႎᢎ⢒ᆔຬળวหળ⼏
႐ ᚲ㧦ᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ㓏 ࡦ࠲ળ⼏ቶ
⼏ 㧦ട⮮ኾോℂߩมળߩ߽ߣޔ㐿ળߦߚࠅޔ-52 ⚵❱ડ↹ᆔຬળ 㕍୶৻
ᆔຬ㐳ޔᖱႎᢎ⢒ᆔຬળ ㇱᐘᑝᆔຬ㐳ઁޔฦᆔຬߩෳടࠍᓧߡޔਅ⸥
ߩክ⼏㗄ߦߟߡޔᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ
㧝㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺႎ๔ߦߟߡ
㧞㧕ᐔᚑ  ᐕᐲታᣉ⸘↹ߦߟߡ

ԙ㧡㧝㧣ᣣ ᶏᄖᏒ႐㐿ᜏᆔຬળ
႐ ᚲ㧦ᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ㓏 ࡦ࠲ળ⼏ቶ
⼏ 㧦ട⮮ኾോℂߩมળߩ߽ߣޔ㐿ળߦߚࠅޔᶏᄖᏒ႐㐿ᜏᆔຬળ ⮮ਭਃ
ᆔຬ㐳ઁޔฦᆔຬߩෳടࠍᓧߡޔਅ⸥ߩክ⼏㗄ߦߟߡޔᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ
㧝㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺႎ๔ߦߟߡ
㧞㧕ᐔᚑ  ᐕᐲታᣉ⸘↹ߦߟߡ

Ԛ㧢㧝ᣣ ╙  ࿁ℂળ 
႐ ᚲ㧦ᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ㓏 ࡦ࠲ળ⼏ቶ
⼏ 㧦⨃ᧁℂ㐳ߩมળߢ㐿ߐࠇޔਅ⸥ߩክ⼏㗄ߦߟߡℂળߩᛚࠍᓧߚޕ

㧝㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺႎ๔
㧞㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᡰ▚
㧟㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺ⸘↹
㧠㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᡰ੍▚
㧡㧕021 ᴺᡷᱜߦ߁ቯ᱅ᄌᦝߦߟߡ
ෳടੱᢙ ㆇ༡ᆔຬฬ㧔ౝᆔછ⁁ߦࠃࠆᏨߪ㧡ฬ㧕


䋨㪌㪐䋩㩷
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ԛ㧢㧝㧡ᣣ ᐔᚑ  ᐕᐲ✚ળᙣⷫળ 
  ႐ ᚲ㧦ቑ჻ᦩ㙚 
⼏ 㧦⨃ᧁℂ㐳ߩมળߢ㐿ߐࠇޔਅ⸥ߩክ⼏㗄ߦߟߡℂળߩᛚࠍᓧߚޕ
ክ⼏㗄
㧝㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺႎ๔
㧞㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᡰ▚
㧟㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᬺ⸘↹
㧠㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᡰ੍▚
㧡㧕021 ᴺᡷᱜߦ߁ቯ᱅ᄌᦝߦߟߡ
ෳടੱᢙ ળຬ  ฬ㧔ౝᆔછ⁁ߦࠃࠆᏨߪ  ฬ㧕

Ԝ㧝㧞㧝㧟ᣣ ╙࿁ℂળ
႐ ᚲ㧦ᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ㓏 ࡦ࠲ળ⼏ቶ
⼏ 㧦⨃ᧁℂ㐳ߩมળߢ㐿ߐࠇޔਅ⸥ߩክ⼏㗄ߦߟߡℂળߩᛚࠍᓧߚޕ
ክ⼏㗄
㧝㧕ળຬ↳ㄟߺ⁁ᴫႎ๔
㧞㧕ฦᆔຬળߩᵴേႎ๔ߣᓟߩᬺ੍ቯ
ෳടੱᢙ ㆇ༡ᆔຬฬ㧔ౝᆔછ⁁ߦࠃࠆᏨߪ㧡ฬ㧕

㧞 ઁ࿅ߣㅪ៤ߒߚ᥉⊒ᵴേ
ᶏᄖߩᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦߩା㗬ᐲࠍ㜞ޔᣣᧄ㘩㘩᧚ߩᶏᄖᏒ႐㐿ᜏߦነਈߔࠆߚ
ߦઁޔ࿅╬߇࿖ౝᄖߢⴕ߁ࠗࡌࡦ࠻߿ᣣᧄ㘩ߩ᥉⊒ᵴേᬺߦߟߡޔ߿ᓟេ
ࠍߔࠆߎߣߢޔᣣᧄ㘩ߩ᥉⊒ࠍലᨐ⊛ߦⴕߞߚޕ

㧔㧝㧕ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧡㧝㧡ᣣ㧝㧣ᣣ 7KLQN*OREDO7KLQN+RQJ.RQJ
႐ ᚲ㧦ࡎ࠹࡞࠾ࡘࠝ࠲࠾ޔᏢ࿖ࡎ࠹࡞ᄢ㒋
 ⷐ㧦㚅᷼ߣਛ࿖ᧄ߆ࠄ⚂  ੱߩᐭ㜞ቭ߿⽷⇇ੱ߇᧪ᣣߒޔࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޔ
↥ᬺಽ⑼ળ⺣⋧ޔળޔ⺣ળ߇㐿ߐࠇߚ᧲ߦ․ޕർⵍἴၞߩャᝄ⥝
↥ᬺᝄ⥝ߦ߽ὶὐࠍᒰߡޔᣣᧄ㧙㚅᷼㑆ߩ⚻ᷣㅪ៤ߩᒝൻߥࠄ߮ߦ⾏ᤃଦㅴ
ߩߚߦޔᶏᄖߢߩᬺᄢࠍᬌ⸛ߔࠆᣣᧄડᬺะߌߦ࿖㓙ൻ߳ߩࡄ࠻࠽
ߣߒߡߩ㚅᷼ߩᓎഀߦ㑐ߒᐢߊᖱႎឭଏ߇࿑ࠄࠇߚޕ
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․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ 


ᣣᧄ㘩ࠬ࠻ࡦᶏᄖ᥉ផㅴᯏ᭴㧔,41㧕





ᓎຬฬ★

㧔ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧟㧝ᣣ 㧕



ᬺㆇ༡⚵❱࿑ 㧔ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧟㧝ᣣ 㧕

ᓎຬฬ★㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕

ޣℂ㐳ޤ

ޣℂ㐳ޤ


ޣኾോℂޤ

ޣℂޤ











⋙ޣޤ


ޣ㘈ޤ

⨃ ᧁ  ਃ ㇢

ㄘᨋ᳓↥‛╬ャଦㅴో࿖ද⼏ળળ㐳

 ┻ ജ ✚
 ↰ ศ ᒄ

ࢅᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળ ℂ
㧺㧼㧻ᴺੱᣣᧄᢱℂࠕࠞ࠺ࡒℂ㐳

ട ⮮ ৻ 㓉

ࢅᣣᧄࡈ࠼ࠨࡆࠬදળኾോℂ

㕍

ᶆ
⚬

ਛ

ਃ
ች
ጊ
ᮮ

ᴦᄢቇኾ㐷⡯ᄢቇ㒮ࠣࡠࡃ࡞ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥ⑼ᢎ
ࢃ☡㊁ኅࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬઍข✦ᓎળ㐳
ࢅᣣᧄ಄ಓ㘩ຠදળ೨ળ㐳
ࢃᣣᧄ╷㊄Ⲣᐶㄘᨋ᳓↥ᬺᧄㇱ✚วᡰេㇱㇱ㐳
࢈㘩ຠ↥ᬺࡦ࠲ℂ㐳
㧺㧼㧻ᴺੱ⦟㘩᧚ࠍવ߃ࠆળઍℂ
ࢍㇱቇℂ㐳
㕍ጊቇ㒮ᄢቇ⚻༡ቇㇱᢎ
ࢃࡁࠬࠦࡊ߉ࠂࠇࠎઍข✦ᓎ␠㐳
ో࿖ߔߒ↢ᵴⴡ↢หᬺ⚵วㅪวળળ㐳
ߩ⚛ࢃข✦ᓎኾോၫⴕᓎຬ

 ୶
ㇱ ୃ
㊁ శ
㊁ 
⮮ ਭ
 㕏
ㇱ ᐘ
ఝ⟤
 ᱜ
❐ 
ጊ ᢘ

৻
ੳ
ੱ
ᚑ
ਃ
ᒾ
ᙥ
ሶ
ᄦ
ᱜ
৻

⍹ ↰  ᒫ
ᶆ  ▵ ሶ

ࢅᣣᧄᗉ⩿දળ㘈
࢈ᶆ㘩ຠ㘩ᢥൻᝄ⥝⽷࿅ℂ㐳

ዊ ୖ  ᄦ

᧲੩  㨿㩢㩧㩕㩩㨹㩂㨯㩔㩩㩡㩢㩧㩕㩩㨹㩂⥌ᆔຬળോ✚㐳
㧔ᢘ⒓⇛㧕
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JRO 東・東南アジア 国際シンポジウム
＆
メニュー提案商談会
去る 10 月 3 日、タイ・バンコクのプラザ・
アテネ・バンコク（Plaza Athénée Bangkok）
にて、タイ内外の日本食レストラン関係者等
を対象に、国際シンポジウムおよび日本食材・
食品を使ったメニュー提案商談会を開催し
た。当日はレストランの経営者やメニュー開
発担当者、ディストリビューター、ならびに
マスコミ関係者等約 250 名がタイはもとより
中国、香港、ミャンマーからも参加した。
また、東南アジアのフードサービス市場に
向けて日本食材・食品を活用したメニュー等
を提案する商談会も行われた。

タイの外食市場は昨年の洪水被害

てきており、今後更に日本の食品産

力」についてパネルディスカッショ

後もバンコクを中心に日本からの投

業の活躍を期待したい」との祝辞を

ンが行われた。明治大学専門職大学

資が旺盛で、日系外食チェーンの進

頂いた。続いて JRO タイ国支部を代

院グローバルビジネス研究科の青井

出も相次いでいる。2012 年 6 月現

表して浅井靖綏支部長より本シンポ

倫一教授をコーディネーターに、パ

在で 1,670 店以上の日本食レスト

ジウムの目的とタイにおける日本食

ネリストの安部修仁株式会社𠮷野

ランが営業し、日本食市場の拡大が

ビジネスの現状、昨年の洪水による

家ホールディングス代表取締役会

見られるとともに、2011 〜 2012

外食産業への影響、タイの外食産業

長、清治洋株式会社ハチバン執行役

年の間には 2 日に 1 店の割合で日

を取り巻く課題等が報告された。

員海外事業部副部長、オイシイ・グ

本食レストランが出店し、他方で 4

続いての基調講演では、安部修仁

ループ（OISHI Group）のサム・パ

日に 1 店が退店するなど、日本食

JRO 理事（株式会社𠮷野家ホール

イサーン・アウサタポーン（Sam P.

レストランの競争は激しくなってき

ディングス代表取締役会長）より、

Aowsathaporn）筆頭副社長（以下

ている。

「東・東南アジアの外食市場と出店

ではサム氏）の三氏が、今後ますま

国際シンポジウムの開催にあたり

戦略」と題して𠮷野家グループの海

す競争の激しくなるバンコクの日本

在タイ日本国大使館の大鷹正人公使

外出店の歴史と今後の戦略、企業理

食市場において、それぞれ異なる経

より、
「タイにおける日本食は幅広い

念や事業スタンス等が説明された。

営スタイルの 3 社がどのような指

メニューが認知され、そのレベルも

その後、「フードサービスにおけ

針で事業を展開していくのか、これ

日本と変わらないレベルまで高まっ

る日本型経営の特徴と日本食の魅
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からの課題はなにかを議論した。

パネルディスカッション

フードサービスにおける日本型経営の特徴と日本食の魅力
【青井】 バンコクを中心とした日本
食マーケットはこれから益々伸び

ȑȍȪǹȈƷ˟ᅈኰʼ

るだろうが、同時に競争も激しく
なっていくと思う。その中で、明

株式会社𠮷野家ホールディングス（本社 東京）の歴史は 1899 年、

確な戦略をどう展開していくか、

日本橋市場にて創業された牛丼店にさかのぼる。現在は牛丼の「𠮷野

また戦略を立てるための指針、何
に注意し何に関心を払うべきか、

家」、うどんの「はなまる」
、ステーキの「どん」および「フォルクス」
、
寿司の「京樽」など複数ブランドをチェーン展開し、現在店舗数は
海外も含めて合計約 1,700 店。海外進出は米国、中国、香港、台湾、

ビジネスモデルの異なる３つの企

シンガポール、フィリピン、タイ、インドネシアに及ぶ。2007 年、

業のリーダーにお聞きしたい。日

𠮷野家グループの純粋持株会社として株式会社𠮷野家ホールディング

本からタイに出店し、日本で培っ

スを設立した。

た経営資源の強さを発揮しながら
タイのマーケットに適応している
ハチバンラーメン、タイの日本食
マーケットを非常に熟知して、タ

株式会社ハチバン（本社 石川県金沢市）は約 45 年前に創業。石
川県に「ハチバンラーメン」１号店をオープン以降、ハチバンラーメ
ン約 130 店舗の他、別のラーメン業態および少し客単価の高い居酒
屋を合わせて、日本国内で約 150 店舗を展開している。1992 年に初

イから日本を見ながら日本の食材

めて海外店舗をタイでオープンし、その後、10 年ほど前に香港、２

や経営方法を取り入れようとして

年ほど前に中国でそれぞれ店舗展開を始めた。海外では合計約 110

い る オ イ シ イ・ グ ル ー プ（OISHI

店舗を展開している。日本では 45 年かけて 150 店舗、タイでは 20

Group）
、そして昨年からタイの

年かけて約 100 店舗となっている。

マーケットに再参入というか新た
に取り組み始めている𠮷野家とい
う３つの企業のトップから、タイ

オイシイ・グループ（OISHI Group）株式会社（本社 バンコク）
は 1999 年、食べ放題の日本食レストランを開業。大部分の日本食レ
ストランがホテルに集中していた当時のタイで、食べ放題スタイルの

における日本食レストラン経営の

日本食をビジネスにした最初の店と言える。価格を最重要視し、高す

これからの課題とは何であるかを

ぎず、誰でも利用できる価格にしたことで大きく成長した。その後、

議論していただきたい。

食べ放題のコンセプトにとどまらず、レストランビジネスへと拡張し、
現在は 6 つのブランドを所有―最初の「オイシイブッフェ」の他に
「しゃぶし」
（しゃぶしゃぶ）
「オイシイラーメン」
、
（ラーメン）
「ニクヤ」
、

タイ市場の変化 20 年前と現在

（焼肉）
、
「家族亭」（日本から輸入したうどんのブランド）
、
「かかし」
（牛丼）
。現在、6 ブランド合わせて 150 店舗あり、昨年の売り上げは、
レストランビジネスだけで約 110 億円。今年は約 143 億円を予想。

【青井】まず、ハチバンラーメンは
長い間タイのマーケットで活躍し
ておられるが、タイに参入した頃

たものをそのままこちらの方々に

日本で日本食を食べ、日本とタイ

と今を比べて、変わっていない点

食べていただきたい」と言うが、

で日本食の味が違うこと、何が違

と変わっている点はどこか。

20 年前の 1992 年と今では状況が

うかを分かってタイに帰ってくる。

【清治】 この２〜３年、日本から

全 く 違 う。 例 え ば、20 年 前 は 日

日本に行ったことのある人は、日

チェーン店や個店が多くタイに進

本・バンコク間の飛行機の乗客は

本で食べた日本食と同じものを期

出している。そのほとんどが「日

ほとんどが日本人だったが、この

待してタイの日本食店に行く。こ

本と同じものをこちらで再現した

４〜５年の間にほぼ半数がタイ人

れが現在だ。

い」、
「できれば日本から持ってき

になった。日本に行ったタイ人は
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20 年前のタイの一般人は日本の

ネスを始める上での重要テーマは、
我々のターゲットがタイ人だとい
うこと。日本人に食べさせるため
に日本食を作るのではなく、タイ
人が食べるために日本食を作って
い る。 タ イ 人 は ３ つ に 大 別 で き
る。第１は今までに日本食を食べ
たことがあり、日本食に慣れ親し
んでいる人たち、第２は日本食を
知っているかもしれないが今まで
日本食を味わったことのない人た
ち、第３は今まで日本や日本食を
左から青井氏、サム・アウサタポーン氏、清治氏、安部氏

全く知らなかった人たちだ。オイ
シイの仕事は多くのタイ人に食事

味を知らなかったので、タイの人

た。だが、あくまでもラーメンを

を販売することであり、日本食を

は我々のラーメンを食べてくれる

売りたいというコンセプトは一切

知っている人や食べたことのある

だろうかというところから始まっ

曲げなかった。時の経過とともに、

人だけに絞って販売することでは

た。我々はチェーン店なので、多

タイの人たちがラーメンを食べた

ない。日本食を知らない人や試し

くの人に来ていただいて多くのお

いと思うようになり、必然的にラー

てみたい人にも提供したい。した

店を作ってビジネスを営むところ

メンの店になっていった。現在の

がってオイシイの課題は、日本食

からスタートした。しかし、日本

メニュー構成は 20 年前とは全く違

を知っている人にも知らない人に

のハチバンの味と、それを受け入

い、基本的にラーメン専門店となっ

も合うものをどのように提供する

れるタイの人々の味覚や食文化に

ている。

かだ。日本食ビジネスのイメージ

は距離がある。それをどう埋めて

をおおまかに表現すると、𠮷野家

いくかが一番大きな課題だった。

は日本人向けの日本食店、ハチバ

多くの方々にハチバンラーメンを

タイ発日本食レストランの課題

ンはタイ人と結婚したタイ在住の
日本人でタイの慣習を知っている

食べていただいて試行錯誤した中
【青井】 最初は色々な日本食メ

人がターゲット、オイシイは日本

に寄せるものとに分けていった。

ニューが必要だったが、今ではラー

スタイルの装いで日本人のように

その中で、タイの人たちに「美味

メンや寿司やうどんの専門店化が

振舞ったり日本の歌を歌ったり、

しい」と評価された「麺」は必ず

進み、店も成り立つようになった。

日本の本を読んだりテレビを見た

守らなければならない、日本の麺

それだけバンコクの日本食市場は

りしているタイ人が対象となる。

をそのまま再現しなければいけな

豊かになってきた。オイシイ・グ

つまりオイシイはタイ人向けだが、

いと思った。他方、食文化や慣習

ループは、日本人従業員が一人も

コンセプトは日本人であり、タイ

の違い、例えば食べる量とか味付

いない中で、バンコクで日本食ビ

人が食べるための日本スタイルの

けの濃さなどは、日本のものを強

ジネスのリーディングポジション

料理を作ることだ。三者はこのよ

要せずタイに合わせることにして、

を保っているが、どんな経営の課

うに違う。

最初の商品開発が始まった。

題があるのか。

で、タイ側に寄せるものと日本側

オイシイの課題は、日本スタイ
ルでタイ人の口に合う日本食を提

商品構成の面では、まだ日本食

【サム】 オイシイ・グループは日

が少ない時代の中でラーメンだけ

本スタイルの飲食ビジネスのリー

供するにはどうしたら良いかだ。

を売るのは苦労があったため、創

ダーになることを視野に入れてビ

この課題を解決するために我々は

業当時は定食や丼ぶりものも置い

ジネスを行っている。日本食ビジ

日本へ行き、日本料理の作り方や
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テクニックを学んだ。日本人から
教育を受け、アドバイスもいただ

るのか。

れはマグロだけだった。その後、

【サム】「しゃぶし」を例に説明し

我々にサーモンを提案する人がい

き、タイに帰国してタイ人方式の

たい。我々が日本へ行ったとき、

て、今、タイ人はサーモンを大量

日本食レストランを開発した。

回転ベルトの上で寿司を出すとい

に食べている。オイシイだけでも

うビジネスを目にした。それは非

1 ヵ月に 100㌧のサーモンが売れ

ズ・ブッフェになるために日本ス

常に興味深かった。お客さんは、

る。最近ではサプライヤーからの

タイルの食べ放題レストランから

店に入り座って、ベルトの上に出

提案でブリやハマチも食べるよう

始めたが、次にキング・オブ・ジャ

ているものを好きなように取って

になった。我々は日本のサプライ

パニーズ・レストランになること

食べる幸せがある。これは消費者

ヤーから色々な魚、色々な食材が

を目指し、異なるブランドの開発

にとって楽しいことだ。しかし、

あることを学び、輸入を試みてい

に乗り出した。食べ放題のほかに

もし、この回転システムをタイに

る。我々は食べ放題の店舗運営を

ラ ー メ ン、 し ゃ ぶ し ゃ ぶ、 焼 肉、

持ってくるとして、タイ人に何を

通じてタイ人が何を好むかを把握

そして最近ではうどんである。う

売ったらよいのだろうか。タイ人

している。食べ放題の店で、輸入

どんはノウハウがなかったので、

は日本人と同じように食べるわけ

食材を料理して置いておくと、ど

日本から輸入した。輸入すること

ではないので、タイ人が何を食べ

れが良く売れるか、早く売り切れ

で正真正銘の日本のものを知るこ

るのが好きかを見きわめなければ

るかで、消費者が何を好きなのか

とができた。

な ら な い。 タ イ 人 は 寿 司、 刺 身、

が分かる。

我々はキング・オブ・ジャパニー

o n e

s y s t e m

我 々 は ワ ン シ ス テ ム、 つ ま り、

天ぷらが好きだが、もう１つタイ

【青井】 日本の経営という面で、オ

どのブランドも皆同じシステムで

人が好きなものはしゃぶしゃぶ、

イシイ・グループは改善活動など

動いている。
「しゃぶし」のスタッ

すき焼きなど、色々な火鍋が好き

も展開していると聞く。

フが「ニクヤ」の店ですぐに働く

なのだ。我々はこれらを融合でき

ことも可能だ。システムは同じで、

ないかと考えた。そこで、しゃぶ

トラン運営から始めた。その後、

違うのは扱う商品だけである。ワ

しゃぶや寿司などタイ人の好きな

緑茶の販売にも手を広げ、2 つの

ンシステムでオイシイ・グループ

ものを全てメニューに入れて回転

工場を作った。1 つは緑茶の生産

が１つの学校のようなものになっ

ベルトで販売する「しゃぶし」の

で、これは市場からも好評を得た。

ている。オイシイに入った従業員

コンセプトを開発した。我々は自

2 つ目はセントラルキッチン（CK）

にはカリキュラムが用意されてい

分が好きなものを売るのではない。

で、商品を生産し、我々の店舗に

る。１つは現場スタッフ用のカリ

メニュー探しに日本へ行っても、

配送するためだ。なぜセントラル

キュラムで、もう１つは店舗マネー

一般のタイ人が好きなものでなけ

キッチンがなければならないかと

ジャー用だ。マネージャー用のカ

れば持ってこない。タイ人が好き

いうと、店舗が増えていく中で、

リキュラムでは店舗運営、原価・

なものだけを選んで、メニューに

味の不変性を保つためだ。ＣＫが

賃金の管理等の方法を学ぶ。スタッ

取り入れる。したがってタイ人の

無ければ、仮に 10 店舗あるとし

フ用のカリキュラムでは、料理の

しゃぶしゃぶのメニューは日本と

たら、10 店舗全てにシェフが必要

作り方、接客サービスの仕方等を

は異なる。
「しゃぶし」にはタイ人

で、10 店舗全てで同じように調理

学ぶ。また、スタッフは理論と実

の好きな肉団子、牛肉、豚肉、鶏

しなければならないが、2 人のシェ

務の試験を受けて合格すれば、店

肉などを使った数多くのメニュー

フをＣＫで働かせ、ＣＫで大量に

舗マネージャーに昇進することも

がある。

調理したものを 10 店舗に送れば、

できる。

【サム】オイシイのビジネスはレス

何人もの日本のサプライヤーが

全ての店舗で同じものを得ること

【青井】 これだけオイシイ・グルー

我々に商品や原材料を提案してく

ができる。当初、ＣＫは食べ物と

プが成長すると、日本のサプライ

れた。最初は我々の知らないもの

飲み物を作る場所として創設した。

ヤー等から色々な提案が来ると思

もあった。例えば、15 年ほど前の

日本のアドバイザーにも相談した。

うが、どういう基準で評価してい

タイ人は刺身を知っていたが、そ

我々は科学技術や方法論、日本ス
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タイルの処理方法を学ばなければ

きだから、たこ焼きを売ってほし

なかったので、改善システムを取

いと言われた。日本のラーメン屋

【青井】 𠮷野家は金融危機以前には

り 入 れ た。 こ れ は 継 続 的 な 改 善

のイメージからするとあり得ない

タイにも進出していた。パートナー

システムで、工場を開発する際の

ことだが、先程サムさんが言われ

との契約で一旦撤退したが、現在

TQM(=Total Quality Management)

たように、ブランドを守りながら、

は再参入というよりは新規参入し

システムと同じだ。このシステム

自分が売りたいから売るのではな

ている。タイの市場も大きく変化

によって我々の工場は、品質の良

く、お客様が欲しいから売る、市

しているので、もう 1997 年以前

い商品を効率良く生産することが

場が求めているから売るというこ

とは全く違う。タイ市場に合わせ

可能になり、全店舗に同品質の商

とで、私も最終的にはたこ焼きを

た𠮷野家の新しい戦略とは何か。

品を送れるようになった。また生

売ることに決めた。色々な試行錯

【安部】 以前との違いを、いちば

産する飲料の瓶もすべて同一基準

誤はあったが、結果的にはラーメ

ん分かりやすい

になった。我々に知識や科学技術

ンと一緒に食べられる商品として、

と、店舗がこれまでの𠮷野家のス

を伝授してくれた日本にはお礼を

ラーメンのイメージは崩さないよ

タ ン ダ ー ド よ り 大 型 に な り、 メ

申し上げたい。

うにしながら提供することにした。

ニューもこれまでにない独自のも

しかし、やはりブランドイメージ

のが付加されている。セントラル

を守るという点からすると、タイ

という有力デベロッパーの考えや

市場のお客様が食べたいものをど

意見を取り入れた結果、順調な滑

こまで取り入れていくかは難しい

り出しとなった。軌道にのせるの

判断だと思う。

に３年から５年はかかるという認

日本発ブランドの課題
【青井】 オイシイ・グループは６つ
のブランドをワンシステムという

【青井】 ハチバンから見てタイ市場

入れられていくのではないか。

見た目

でいう

識で、その間にローカライズして

仕組みで運営し、マーケットの変

で気になる競争相手はどこなのか、

も味は変えない。レシピは変えな

化をうまく掴みながら、新たな材

また、それはなぜなのか。

いが、現地の嗜好商品をその地域

料やメニューを考えている。一方

【清治】 ラーメンという業態から

の新商品として加えていく。その

でハチバンラーメンは元々広いメ

すると、ハチバンラーメンは価格

意味で、今までに比べるとかなり

ニュー構成だったのが最近はラー

や店舗数から他とは比べにくいユ

現地主導型になっているが、まだ

メンに特化している。ハチバンラー

ニークな店だが、タイのレストラ

５店だけなので、まずは商品価値

メンの現在の課題は何なのか。

ンの支払いの仕方が、以前のよう

が重要だと思う。また、立地、出店、

なテーブルで支払うスタイルから、

店舗オペレーションのマネジメン

来のブランドイメージを崩しては

最近では食事が終わったら会計に

トも重要だ。特に商品価値づくり

いけない線というものがあると思

いってお金を払うというスタイル

でいうと、ばらつきのない品質ス

うが、タイとのバランスをとって

に変わってきた。テーブルでの支

ペックで原材料を購入したいのだ

いく中で、ここは微妙だという線

払いは時間がかかるが、今は自分

が、こちらの要求に応えてもらう

が出てくる。ハチバンの定食は創

で払いに行くのが一般的になって

ためには、ある程度のロットで購

業からしばらくして無くなったが、

きたので、タイでも食べ方がどん

入する必要がある。となると、店

その後は、タイの消費者からもっ

どん早くなって、今後はファース

舗数は少なくとも 20 店、できれば

と色々なラーメンとそれに合うサ

トフード化していくだろうと思う。

30 店以上の規模にならないとこち

イドメニューを出してほしいとの

今のところ、我々は他と比べて提

らの意図どおりに設計がしにくい。

要望があった。日本人が考えるラー

供時間も早いと思う。日本から進

出店も都市の特徴によって、どの

メン屋のサイドメニューといえば、

出している「やよい軒」は早さを

立地が我々の商品サービスをより

餃子や唐揚げなどだが、タイでは

売りにして店舗展開をしている。

強く求めているのかを知るために、

それでは不十分だ。今から６年ほ

そうした提供スピードがタイでも

客数に置き換えられる立地の特性

ど前に、タイの人はたこ焼きが好

価値としてこれからどんどん受け

パターンを掴む必要があるが、今

【清治】 日本発のブランドには、本
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の５店では少なすぎるので、もう

にアジャストしていくか、諸々の

り入れた、より早い商品というの

少し店舗数がまとまって出店の成

バリューを改善しながら、あるい

がやはり１つのポイントになって

功要因、失敗要因の集積ができれ

はガラッと変えながら、連続させ

くるのではないかと思う。

ば、出店条件の標準化ができてい

ていく努力がハチバンラーメンの

食の産業として、我々飲食店は

くと思う。今はまだ少ない店舗数

強みであったのだと思う。そのエッ

製造から販売まですべてを自分で

だが、単店ベースの初動実績でみ

センスは是非学びたい。

やろうと思えばできる業種である。

ると今までの𠮷野家の歴史の中で

末端の店を持っているし仕入れも

はよい方向にある。その意味では

持っている。大手のワタミのよう

スピーディーにミニマムロットの

今後のタイ市場の動向

な企業では自社の農場まで持って

水準まで持っていきやすい土壌に
あるといえるのではないかと思う。

いる。だから製造から加工、販売
【青井】 これからのバンコクのマー

まで、全てができる。我々ももっ

【青井】 ハチバンラーメンはある意

ケットはどう動いていくのか、ま

と上流の方の原料の部分まで踏み

味で１ブランド、オイシイ・グルー

た、それに対して日本のフードサー

込んでいけるのではないか。タイ

プは複数ブランドで展開している。

ビス企業はどう対応すべきなのか。

をはじめ、このインドシナ半島に

𠮷野家はタイの担当者にどちらを

【清治】 日本の大手飲食店が出てき

は、そういう資質があるのではな

参考にするように指示するのか。

ているから、日本食はさらにタイ

いかと思う。チャイナリスクも考

【安部】 両方を見たい。大変不勉強

で広がっていくと思う。ラーメン

えて、そういった目で今後は見て

で申し訳ないが、今回初めてオイ

もそうだが、日本食のカテゴリー

いきたい。

シイ・グループの「しゃぶし」等

の底上げが進んでいくだろう。今

【青井】 サムさんは今後のタイの

を認識した。ウォッチする対象と

はまだ日本食は外国料理だが、あ

日本食ビジネスはどうなっていく

しては、日系で先駆的に出て成功

と２、３年すれば一般的な料理と

と思うか。サムさんのマーケティ

しているハチバンラーメンが最有

なって底上げがもっと進むだろう。

ング能力と時間をつぎ込めば、日

力だ。経時変化を見ると、やはり

そうなるとマーケットは大きくな

本食でなくても、メキシカンでも

見事に有効な試行錯誤を経て軌道

るが、競争も増えてくる。先程も

イタリアンでも成功すると思うが、

にのせられたと思う。仮説で作っ

言ったように、これからはタイで

なぜ日本食を選んだのか。

た初動のモデルを、その後の問題

も時間の考え方が変わってくると

【 サ ム 】 前 述 の よ う に、 オ イ シ

を解決しながらいかにマーケット

思うので、ファーストフードを取

イ・グループは日本スタイルの飲

パネルディスカッションの後に
は、
「世界に向けた日本食の担い手
育成について」と題し、世界に向け
て数多くの料理人を輩出している辻
調理師専門学校の中村和雄統括本部
長と、2013 年より同校と提携し日
本料理のカリキュラムを導入する予
定のドゥーシット・ターニー・カレッ
ジ（Dusit Thani College）のウィー

（上）中村和雄辻調理師専門
学校統括本部長
（下）ウィーラー・パーパー
タナパニッチ校長

ラー・パーパータナパニッチ（Veera
Pardpattanapanich） 校 長 よ り、 世
界で需要の高まる日本料理のシェフ

シンポジウム講演者記念撮影
前列左よりサム・パイサーン・アウサタポーン氏、

をタイから供給する戦略について話

ウィーラー・パーパータナパニッチ氏、安部修仁氏、

していただいた。

後列右より清治洋氏、中村和男氏、青井倫一氏
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食ビジネスのトップになりたいの

本らしさを探す人が増え続けてい

県にはもう 1 つ別の日本食の理解

だ。我々はおそらくどのような種

る。寿司、刺身、天ぷら、焼きそ

があるのだ。したがって他県では

類の料理であれ日本スタイルに変

ばは以前から知っていた人が、別

もう 1 つ別の売り方をしなければ

えることができる。例を上げると、

の珍しい日本食を探しはじめた。

ならない。

「しゃぶし」は最近、新しいスー

したがって日本発だ、日本のもの

プを出した。これは、実はベース

だということを裏付けるために、

はイェンターフォー（＝豆腐や豚

ラーメンのチャンピオンだ、ミシュ

の血、トマトケチャップ等を加え

ランの星が付いたシェフだ、料理

た甘酸っぱいスープ）というタイ

の鉄人だと称する店が増えている。

のスープだが、これをイェンター

これが今のバンコクのトレンドの

うなマルチブランドの企業と、ハチ

フォーと言って売ることはできな

１つだ。もう 1 つのトレンドは専

バンラーメンのようなシングルブラ

い。なぜならイェンターフォーと

門店で、ラーメンだけ、うどんだけ、

ンドの企業があるが、タイ市場でど

言えば日本らしさにかけてしまう

トンカツだけ、カレーだけ、ある

ちらが強いのか。オイシイ・グルー

からだ。したがって我々はイェン

いは牛丼だけを売る。タイ人は日

プと𠮷野家のようなマルチブランド

ターフォーに日本の要素を加え、

本食の専門店を探し始めている。

が今後ぶつかっていく時にどうして

名前もホットスープとした。我々

なぜなら、専門店の方がより美味

いくか、また、ハチバンラーメンの

はタイ人に日本食を売っているの

しく、より日本的だと思っている

ようなシングルブランドとぶつかっ

で、味は第一にタイ人に馴染みの

からだ。

ていく時にどうしていくか。それぞ

あるものでなければならない。も

一 方、 他 県 の マ ー ケ ッ ト で は、

青井コーディネーターのまとめ
𠮷野家やオイシイ・グループのよ

れ考え方が違い、強みと弱みも異な

し、タイ人が馴染んでいないもの

以前は日本食ビジネスに理解がな

る。
ただ、
それぞれの戦略がターゲッ

を売ると販売のチャンスは減少す

い、日本食を味わったことがない

トとしている顧客のニーズとマッチ

る。馴染みのない味をタイ人が食

人がかなりいた。日本を知ってい

しているかどうかが、最も大切なポ

べたら、好きになるチャンスも減

ても、日本食という言葉の意味を

イントになるだろう。

少する。だから我々はお客様が食

定義したことがなかったり、十分

バンコクのマーケットは 20 年前

べたいもの、好きなものを売る。

に理解していなかったり、日本的

と今では全く環境が異なっている。

しかし、日本であることのサイン

なものを欲していなかった。例え

同様に今後も日本食に対するタイ人

も入れこむ。これが我々のコンセ

ば、東北部のウドンタニー県にオ

の考えも大きく変化していくだろ

プトだ。

イシイラーメン店を開いたとき、

う。その中でレストランに求められ

とても良く売れた。お客様に美味

るサービスも変化し、企業はそれ

しいですかと尋ねると、とても美

に合わせていかなければならない。

味しい、今まで食べた中で一番美

フードサービスという分野は、新し

味しい日本食レストランだと答え

いモデルや仮説でチャレンジしてく

た。しかし、何を食べたのかと質

る人が多く、10 年後には第 2 のオ

ンのトレンドについていうと、バ

問すると、パッガパオ（バジル炒め）

イシイ・グループのような企業が出

ンコクは他県とは異なる。日本か

ラーメンを食べたと答えた。パッ

てくるかもしれない。より多様性が

ら進出しているレストランの多く

ガパオはタイの食べ物だが、その

高まる中で、企業としての継続性を

はバンコクで営業している。一方、

客の理解ではラーメンという日本

維持するのは大変なことだが、消費

バンコク人は日本へ旅行するチャ

食であった。それを消費者は間違っ

者からするとプレイヤーが増えて選

ンスが多くなり、日本食に関する

ていると思ったら、それは間違い

択肢が多くなるのは楽しみだ。皆さ

知識や理解はかなり深い。バンコ

だ。消費者は間違っていない。彼

んで是非バンコクのフードサービ

クで日本食を食べるタイ人は、本

らはそのスタイルが日本食である

ス、特に日本食のマーケットを豊か

格的なものを求め始めている。日

と知っている。バンコク以外の他

にしていってほしいと思う。

バンコクと地方で異なる動向
【サム】バンコクの日本食レストラ
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シンポジウム終了後には、隣室で

同時に、JRO アムステルダム支部

演が行われた。

日本食材・食品を用いたメニュー提

長でホテルオークラアムステルダム

ま た、2007 年 11 月 1 日 に 発効

案商談会が開催された。会場では合

の日本料理店「山里」の名誉総料理

した日タイ経済連携協定（JTEPA）

計 23 の企業・団体から、タイ市場

長でもある大島晃氏の監修の下、タ

により 2012 年から関税が撤廃され

に合わせた農畜産物・水産物とその

イの日本料理店の５人のシェフの協

た日本酒も、タイ人の飲酒嗜好に合

加工品、調味料、日本酒等が紹介さ

力を得て、タイ市場向け産品を使っ

わせた低アルコールの商品が展示さ

れた。

た天ぷらやしゃぶしゃぶ等の調理実

れた。

メニュー提案商談会出展企業・団体（順不同）
1. SENBA Foods ㈱
2. ヤマモリトレーディング㈱
3. ㈳日本農業法人協会
4. ㈲ 柏崎青果
5. ㈲川口納豆
6. THAI OOI YAMAMOTO Co., Ltd.
7. ㈲ 澤井牧場
8. Daisho (Thailand) Co., Ltd.

9. 北海道漁業協同組合連合会
10. Bangkok Interfood Co., Ltd.
11. ㈱フタバ
12. ㈱シマヤ
13. SINO-PACIFIC TRADING
(THAILAND) Co., Ltd.
14. ㈱アサンサービス
15. 福島鰹㈱

16. AJINOMOTO (THAILAND) Co., Ltd.
17. 日東ベスト㈱
18. SURAPON NICHIREI FOODS Co., Ltd.
19. 花の舞酒造㈱
20. 薩摩酒造㈱
21. アサヒビール㈱
22. 月桂冠㈱
23. Otento (Thailand) Co., Ltd.

㈳日本農業法人協会会員
の生産者団体による農産
物・加工品の提案

北海道漁業組合連合会
による水産物の提案

賑わう商談会会場

ミャンマーレストラン
協会も参加（ウーニャン
リン会長）

月桂冠㈱による低アル
コール商品の提案
大島 JRO アムステルダム
支部長の監修の下に行わ
れた日本料理の調理実演
（左）辻調理師専門学校の
松岡玄明氏による和牛を
使った調理実演
（右）
「美里」のオーナー
シェフ、吉井大府氏によ
る天ぷらの調理実演
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