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ոᕤ⛬ࡀཝ࠸ࡋ

չ⫋ົ༑ศᯝ࠸ࡓࡋࡓ

պእὀᴗ⪅࣭༠ຊᴗ⪅⟶⌮⬟ຊ࠸࡞ࡀ

ջ࿘ᅖࡀṧᴗ࡛ࡢ࠸࡚ࡋᖐ࠸࡙

ռ㓄⨨ࡢேဨࡀᑡ࠸࡞

ս⥲ྜホ౯᪉ᘧᴗົ㸦ᢏ⾡ᨭ➼㸧ࡀቑࡓ࠼

վࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧

タၥ㸰㸯࠸࡚ࡗ⾜ࡀࡓ࡞࠶ࠉṧᴗ㛫࠺ࡢࠊ࡚࠸ࡘឤࠊࡍ࠸࡚ࡌࡘ�ࡢ࡞㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⏤⌮࡞࠺ࡢ᪩ᛴ࡞ᨵၿࡀᚲせ

ղ⮬ᕫࡢ⬟ຊ㊊ࡣࡓࠊ⮬ᕫࡢ⬟ຊࠊࡓࡢୖྥࡢ⣡ᚓ࠸࡚ࡋ

ճᘓタᴗࡢ♫ⓗࠊࡓ࠼㈐௵ឤࡓ࠸࡚ࡌ⣡ᚓ࠸࡚ࡋ

մᘓタᴗࡢ♫ⓗࠊࡓ࠼㈐௵ឤࡀ࠸࡚ࡌⱞ③࡛࠶

յ⏕άࡓ࠸࡚ࡋ≅≛ⱞ③࡛࠶

ն⏕άࠊࡀ࠸࡚ࡋ≅≛ᑐ౯㸦ṧᴗᡭᙜ㸧➼ࠊ࠶⣡ᚓ࠸࡚ࡋ

շ⮬ᕫホ౯ࡓࡆୖ᪉࠸࡞ࡀ

ոࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࡚ࡋୗ࠸ࡉ㸧
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タၥ㸰㸰ࠉ♫ࡢṧᴗ㛫๐ῶᣦ♧࡛ࡢࡓ࡞࠶ࠊ⏕άⰋ࠸ᙳ㡪ࠊࡓࡋ࠶ࡀ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࡢࡑࠊࡘ�ࡢࡓࡌឤᙳ㡪≉ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձ᪩ࡃᖐ࠺ព㆑ࡓࡗ࡞࠺ࡍ

ղࡢ࡛ෆᐜ㐍᪉ᕤኵࡓࡗ࡞࠺ࡍ

ճ♫ෆ�㒊⨫ࠊసᴗᡤ�࡛ࡀඹ᭷࡛ࡓࡗ࡞࠺ࡁ

մ࠸ྜࡁṧᴗࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ

յᐙ᪘ேࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥከࡓࡗ࡞࠺ྲྀࡃ

ն⫱ඣ࣭ㆤࠊᐙࡢ㛫ࡓࡁ࡛ࡀ

շ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡍ㛫ࡓࡁ࡛ࡀ

ո╧╀ࡀከࡓࡗ࡞࠺ྲྀࡃ

չ௨๓ࡓࡗ࡞ࡃࡃ⑂

պṧᴗࡣᑡ࠸࡞≉࡛ࡢ࠸࡞

ջṧᴗࡣᑡ࠸࡞≉ࡀࡓࡗ࡞ࡃ࡞

ռ▷࠸࡞ࡣࡁືࡓࡅྥ�♫ࡢṧᴗ㛫๐ῶࡢᣦ♧࠸࡞ࡣ�

սࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࡚ࡋୗ࠸ࡉ㸧

タၥ㸰㸱ࠉ♫ࡢṧᴗ㛫๐ῶᣦ♧࡛ࡢࡓ࡞࠶ࠊ⏕άᨭ㞀ࠊࡓࡋ࠶ࡀ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࡢࡑࠊࡘ�ࡢࡓࡌឤᨭ㞀≉ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձṧᴗᡭᙜ➼ࠊ㈤㔠ࡀῶᑡ࡚ࡋ⏕άవ⿱ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ

ղ♫ࡢྖୖࡢ≧ἣ⪃៖࠸࡞ࡋ▷ࡢᣦ♧࠶ࡀ

ճົ㛫⏦࿌ࡢ࡛࠼࠺ࡍ⮬つไࡢᅽຊ࠶ࡀ

մ⮬ศࡢᢏ⾡ຊࡀపୗ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍ༴࠸࡚ࡋ

յ㒊ୗⱝᡭ᪩ࡃᖐࡓࡏ⮬ศࡀṧᴗ࠸࡚ࡋ

նኪṧᴗࠊࡓ࠸࡞ࡋᮅ᪩ࡃ᮶࡚࠸

շရ㉁Ᏻࡓࡗ࡞ࡑ࠾ࡀẼࡍࡀ

ոࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡛ࡢ࠸࡞⤊ࡀṧᴗ࠸࡚ࡋ

չᣢࡕᖐṧᴗ࠸࡚ࡋ

պ▷ࡢᙉせ࡛⢭⚄ⓗ࠸࡚ࡗ࠸

ջṧᴗࡣᑡ࠸࡞≉࡛ࡢ࠸࡞

ռṧᴗࡣᑡ࠸࡞≉ࡀࡓࡗ࡞ࡃ࡞

ս▷࠸࡞ࡣࡁືࡓࡅྥ�♫ࡢṧᴗ㛫๐ῶࡢᣦ♧࠸࡞ࡣ�

վࡢࡑ�ෆᐜグධ࡚ࡋୗ࠸ࡉ�

タၥ㸰㸲��ᘓタ⏘ᴗయ࡛ປാ㛫ࠊ࠸ࡓࡋ࠺ࡣࡓࡍ⦰▷ࡘ�ࡢ࡞㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձ⤒Ⴀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉

ղ༠ຊ♫ࡢ⫱ᡂ࣭ປົ☜ಖ��

ճ⏘ᴗࡢ♫ⓗᆅୖྥࡢ

մᘓタ⏘ᴗാࡢ⪅ࡃព㆑ᨵ㠉

յ⾜ᨻཬࡧປ୍య⤌ྲྀࡓࡗ࡞

ն⾜ᨻᐁᗇࡢᙉຊ࡞ᣦᑟ

շⓎὀ⪅㐺ṇᕤᮇࡢタᐃ

ոⓎὀᮇ࣭ࡋຌᮇࡢᖹ‽

չⓎὀ⪅࣭タィ⪅ࡢᢏ⾡ຊୖྥࡢ

պㄳ㈇య㉁ࡢᨵၿ

ջཷὀ➇தࡢ㐺ṇ᥇⟬ᛶୖྥࡢ

ռᢏ⬟ປാ⪅ࡢฎ㐝ᨵၿ

սἲᚊ➼♫ⓗつไ

վዎ⣙ෆᐜࡢ☜

����������տࡢࡑ�ෆᐜグධ࡚ࡋୗ࠸ࡉ�

࠙ᗣࠚࢫࣞࢺࢫࠊ

タၥ㸰㸳ࡈࡣࡓ࡞࠶ࠉ⮬㌟ࡢᗣᑐ࡚ࡋᏳឤࡍ࠸࡚ࡌ

ձᏳ࠶ࡀ��㌟యⓗ� ղᏳ࠶ࡀ��⢭⚄ⓗ�

ճᏳ࠶ࡀ��㌟యⓗࠊ⢭⚄ⓗ� մᏳ࠸࡞ࡣ
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タၥ㸰㸴���タၥ��࡛ձղճࡓ࠼⟆᪉ࠉ�ࡍࡋࡁ⪺࠾ᗣᏳឤࡣ⏤⌮ࡌఱ࡛ࠊࡍ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձ㛗㛫ປാࡓࡢ

ղ⫋ሙ࣭సᴗ⎔ቃࡀᝏࡓ࠸

ճົᙧែࡀኚ๎ⓗࡔ

մ⫋ᴗྍ࠺ࡎ⬟ᛶ࠶ࡢᴗົ࠸࡚࠸ࡘ

յ㈐௵ࡢቑࠊᡂᯝ⩏ࡢᑟධࢫࣞࢺࢫ

ն⫋ሙࡢே㛫㛵ಀࢫࣞࢺࢫ

շཷືႚ↮ࡢၥ㢟

ո⏕ά⩦័ࡢᏳ

չࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧

タၥ㸰㸵ࠉ�ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ࡢࡓ࡞࠶ࡢ࣭⏕άࠊࡣᐇࡍ࠸࡚ࡋ

㸦㹟㸧 㸦㹠㸧⏕ά

ձ㠀ᖖᐇ࠸࡚ࡋ ղ࠶ᐇ࠸࡚ࡋ

ճ࠶ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ մࡃࡓࡗᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ

タၥ㸰㸶��㐣ཤ㸱ᖺ௨ෆ࡛ࠊ௨ୗࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࡢ⾜Ⅽࠊ⫋ሙ࡛ཷࠊࡓࡅぢ⪺ࡓࡋࡁ

ࡍ࠶ࡀࡇࡓࡋ�ࠉ

㸦㹟㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ࣮࣡ࣃ

㸦㹠㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࣝࣕࢩࢡࢭ

㸦㹡㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࢸࢽࢱ

㸦㹢㸧▷ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ

ձཷ࠶ࡀࡇࡓࡅ

ղཷࠊࡀ࠸࡞ࡣࡇࡓࡅぢ⪺࠶ࡣࡇࡓࡋࡁ

ճཷࡇࡓࡅぢ⪺࠸࡞ࡇࡓࡋࡁ

࠸ࡉࡔࡃグධࡈ࠺ᛮ࠸ࡤࡍ࠺ࠊࡣࡓࡍࡃ࡞Ⅽ⾜ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ��

࠙༢㌟㉱௵ࠚ

タၥ㸰㸷ࠉ�᪤፧⪅ࡢ᪉ဨࠉ�ࡍࡋࡁ⪺࠾༢㌟㉱௵ࡢ᭷↓

ձ༢㌟㉱௵࠸࡚ࡋ㸦⟶እ㸧

ղ༢㌟㉱௵࠸࡚ࡋ㸦⟶ෆ㸧

ճ༢㌟㉱௵࠸࡞࠸࡚ࡋ

ͤ⟶ෆ㸸ྠ୍ᨭ♫ᗑෆ⟶㎄ࡀࡔ⮬Ꮿ㏻ࡀฟ᮶ࡇ࠸࡞

タၥ㸱㸮ࠉ�᪤፧⪅ࡢ᪉ဨࠉ�ࡍࡋࡁ⪺࠾༢㌟㉱௵㛵࡚ࡋᚰ㓄࣭‶ࡣࡇ࡞ఱ࡛ࠊࡍ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձ㔜⏕ά࡚ࡗ⏕ά㈝ࡀቑຍࡍ

ղᖐᏯࡢࡓࡍ༑ศ࡞ᡭᙜ࠸࡞࡛ࡀ

ճᖐᏯࡍ㛫ⓗ࠸࡞ࡀ

մᐙ᪘ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢῶ

յᗣ⟶⌮࡞ࡑ࠾ࡀ

նᖐᏯ᪑㈝ᨭ⤥ᖺቑక࡚ࡗ⛯㔠ࡢ㈇ᢸࡀቑ࠼

շ㓄അ⪅ࡢᙳ㡪ࡀฟ

ոᐙ᪘ࡢ⫱ඣ࣭ㆤ➼ࡢ㈇ᢸࡀ࠸ࡁ

չ⮬Ꮿ࠸ᐙ᪘ࡢᏳࡀẼࡀ

պᏊࡢ㐍Ꮫ┦ㄯ➼࡞ࡑ࠾ࡀ

ջ≉ၥ㢟࠸࡞

ռࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧
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タၥ㸱㸯�㸦タၥ��࡛ձղᅇ⟅ࡓࡉ᪉ࡍࡋࡁ⪺࠾㸧�ࣨ᭶ࡢࡓ࠶ᖐᏯᅇᩘ࡚࠸ࡘ

ࡍࡋࡡᑜ࠾����������

ᖐᏯᅇᩘࡢᕼᮃ����ࠉࠉ����

ձ�ᅇࠉࠉ ղ�ᅇ ճ�ᅇ

մ�ᅇ յ�ᅇ ն�ᅇ௨ୖ

ᖐᏯᅇᩘࡢᐇ⌧�����ࠉ�����

ձ�ᅇࠉࠉ ղ�ᅇ ճ�ᅇ

մ�ᅇ յ�ᅇ ն�ᅇ௨ୖ

ᅇᩘࡓࡗ࡞ࡁᖐᏯ࡛⚝ࢼࣟࢥ�����ࠉ�����

ձ�ᅇࠉࠉ ղ�ᅇ ճ�ᅇ

մ�ᅇ յ�ᅇ ն�ᅇ௨ୖ

ᖐᏯᅇᩘࡢᕫ㈇ᢸ࡛⮬ࠊࡕ࠺ࡢᖐᏯᅇᩘࡢᐇ⌧�����ࠉ�����

ձ�ᅇࠉࠉ ղ�ᅇ ճ�ᅇ

մ�ᅇ յ�ᅇ ն�ᅇ௨ୖ

タၥ㸱㸰�㸦タၥ��࡛ձղᅇ⟅ࡓࡉ᪉ࡍࡋࡁ⪺࠾㸧㔜⏕ά⤒῭㈇ᢸቑࡣ᭶㢠

�ྵ㈝ᖐᏯ᪑࠺ಶே࡛ᨭᡶ��ࡍ࡛࠸ࡄࡃ࠸ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձኚ࠸࡞ ղ�ᮍ‶

ճ�௨ୖ㹼�ᮍ‶ մ�௨ୖ㹼�ᮍ‶

յ�௨ୖ㹼�ᮍ‶ ն�௨ୖ㹼�ᮍ‶

շ�௨ୖ㹼�ᮍ‶ ո�௨ୖ㹼��ᮍ‶

չ��௨ୖ

࠙ാࡁ᪉ࠚ

タၥ㸱㸱�㸦ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ࡣࡓ࡞࠶ዪᛶࡀࡇࡅ⥆⤖፧࣭ฟ⏘ࡢ㛵㐃ࠊ࡚࠸ࡘ

⟆࠾࡚ࡅศ�ࡢᛮ࠺ࡑ࡞⌧ᐇ�ᐇ⌧⌮ࠊࡍ࠼⪄ࡔ㐺ᙜࡀࠉࠉࠉࠉࠉ

࠸ࡉࡔࡃ࠼ࠉࠉࠉࠉࠉ

㸦㹟㸧⌮ 㸦㹠㸧⌧ᐇ��⌧ᐇࡢ࡞࠺ࡑ࡞�

ձ⤖፧࣭ฟ⏘ࠊࡎ࡞ാࡅ⥆ࡁ

ղ⤖፧࣭ฟ⏘ࠊࡎ࡞㐺ᙜ࡞ᮇ㎡

ճฟ⏘ᶵ୍ᗘ㏥⫋ࠊࡋᏊ⫱࡚ᡭࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡧാࡃ

մฟ⏘ᶵᐙᗞධ

յ⤖፧ᶵᐙᗞධ

նࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧

㸦タၥ��࡛⌮⌧ᐇࡀ㐪࠺ᅇ⟅ࡓࡉ᪉ࡍࡋࡁ⪺࠾㸧

⌮⌧ᐇࡀ㐪ࡈ⏤⌮࠺グධ࠸ࡉࡔࡃ

タၥ㸱㸲�㸦ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧⏨ᛶࡢ⫱ඣఇᴗྲྀࡢᚓᮇ㛫ࡀࠊ࡚࠸ࡘ㐺ᙜࡍ࠼⪄ࡔ

࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾࡚ࡅศ㸧ࡢᛮ࠺ࡑ࡞ᐇ㸦⌧ᐇ⌧⌮ࠉࠉࠉࠉࠉ

㸦㹟㸧⌮ 㸦㹠㸧⌧ᐇ��⌧ᐇࡢ࡞࠺ࡑ࡞�

ձ㸯ࣨ᭶௨ୖྲྀᚓྲྀࠊ࠸ࡓࡋᚓ࠸ࡋ࡚ࡋ

ղ㸯㐌㛫㸯ࣨ᭶௨ෆ࡛ྲྀᚓྲྀࠊ࠸ࡓࡋᚓ࠸ࡋ࡚ࡋ

ճ㸯㐌㛫௨ෆ࡛ྲྀᚓྲྀࠊ࠸ࡓࡋᚓ࠸ࡋ࡚ࡋ

մྲྀᚓ࡛ྲྀࠊ࠸࡞ࡁᚓࡣ㞴࠸ࡋ

㸦タၥ��࡛⌮⌧ᐇࡀ㐪࠺ᅇ⟅ࡓࡉ᪉ࡍࡋࡁ⪺࠾㸧

⌮⌧ᐇࡀ㐪ࡈ⏤⌮࠺グධ࠸ࡉࡔࡃ
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タၥ㸱㸳ࠉ㸦ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ඹാࡀ࡞ࡋࡁ⫱ඣࠊࡣࡓࡃ࠸࡚ࡋᴗෆ⚟♴ไᗘ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࠊࡍ࠸ᛮࡔᚲせࡀࡇ࡞ࠊ㠃࡛ࡢቃᩚഛ⎔ࠉ�ࠉࠉࠉࠉ

ձ⫱ඣఇᴗᮇ㛫ࡢᘏ㛗

ղ⫱ඣఇᴗ୰ࡢ⤒῭ⓗ⤥

ճ⫱ඣࡢࡓࡢ▷㛫ົ

մ୍᪥ࡢປാ㛫ࡢ▷⦰

յṧᴗ࣭ఇ᪥ฟࡢつไ

նᏊࡢẼࡢ࡞┳ㆤఇᬤࡢ᪂タࠊ᪥ᩘቑຍ

շࢱࢫࢡࣞࣇไࡢᑟධ

ո୍ⓗ࡞ᑵປᙧែࡢኚ᭦

չᖺఇྲྀᚓࡢᰂ㌾�༙᪥㛫༢ྲྀࡢᚓ�

պ୍ᐃᮇ㛫ࡢ㓄ᒓᆅᇦࡢ⪃៖

ջ♫ෆࢺࢿࣛࢺࣥ⫱ఇྲྀᚓ⪅ཬࡧணᐃ⪅ࡢሗࡁ࡛ࡀ࡞ሙࡢタ⨨

ռಖ⫱ᡤᩚࡢഛ࣭ᐇ

սᏛ❺ಖ⫱ᩚࡢഛ࣭ᐇ

վ⫱ඣ⏝㈝��࡞㈝࣮ࢱࢩ࣮ࣅᑐࡍຓ

տ⫋ሙᖐ࣮ࣟࣇࡢయไ�◊ಟ࣭ᩍ⫱࣭㠃ㄯࡢ�࡞☜❧

ր⏨ᛶ⫱ඣࡢࡓࡢไᗘྲྀᚓ࡛࡞࠺ࡁ㞺ᅖẼ࡙ࡃ

ց⫱ඣᮇ㛫୰ࡢ⫋ሙྠྖୖࡢࡢ⌮ゎ

ւࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧

タၥ㸱㸴ࡣࡓ࡞࠶�ㆤࡀᚲせ࡞ᐙ᪘ࡍ࠸ࡀ

ձ⌧ᅾㆤ୰�ࡓㆤ⪅࡚ࡋ�

ղ⌧ᅾㆤ୰�ࡓㆤ⪅ࡣ࡚ࡋㆤ࠸࡞࠸࡚ࡋ�

ճ㏆࠸ᑗ᮶㸦�ᖺ௨ෆ㸧ㆤࡀᚲせ࠺ࡑ࡞

մᙜ㠃ඛ㸦�ᖺ௨ୖඛ㸧ࠊࡀࡔㆤࡣᚲせ࠺ࡑ࡞

յ࠸࡞࠸

タၥ㸱㸵�㸦タၥ��࡛ձ㹼մᅇ⟅ࡓࡉ᪉ࡍࡋࡁ⪺࠾㸧⌧ᅾ࡛ࡍㆤᚲせࡍᐙ᪘ࡀ

ࡍ࠸ᛮࡁᚓ࡛ྲྀㆤఇᴗࠊሙྜࡓ⌧ࡀᐙ᪘ࡍᚲせᚋㆤࠊࡓ࠸ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձྲྀᚓ࡛ྲྀࠊࡁᚓࡓࡋ

ղྲྀᚓ࡛࠸࡞ࡁ

ճศ࠸࡞

ୖグ㑅⏤⌮ࡔグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

タၥ㸱㸶�㸦ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ㆤࠊࡘࡘࡋᏳᚰ࡚ࡋാ࡞࠺ࡢࡣࡓࡅ⥆ࡁ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࡢ࡞ࠊࡍ࠸ᛮࡔᚲせࡀ⟇ࠉࠉࠉࠉࠉ

ձㆤఇᴗ࣭ㆤఇᬤྲྀᚓ࠸ࡍࡋ⫋ሙ⎔ቃᩚࡢഛ

ղㆤఇᴗ���᪥�࣭ఇᬤ��᪥�ࡢ᪥ᩘᣑ

ճㆤ▷㛫ົไᗘࡢᑟධᩚࠊഛ

մᅾᏯㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᐇㆤタᩚࡢഛ

յㆤ㈝⏝ࡢබⓗᢇຓࡢᐇ➼ࠊ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ

նㆤఇᴗ୰ࡢ㈤㔠ಖ㞀

շᆅᇦᐙ᪘⌮ゎ࣭ᨭ

ոᴗෆࡅ࠾ㆤࡢ┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨➼ࡢᨭ

չᐙ᪘ㆤ⪅ྠኈࡢὶࡢ࡞ࢢࣥࣜࢭࣥᐇ

պ࡛ࡢ༑ศാࡅ⥆ࡁ

ջศ࠸࡞ࡀࡇࡓ࠼⪄࣭࠸࡞

ռࡢࡑ㸦ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧
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ࠚࢡ࣮࣡ࣞࢸ࠙

タၥ㸱㸷������ᖺ��᭶ࡀࡓ࡞࠶ࠊ࡚࠸࠾㐌ࡓ࠶ᅾᏯົ��ࢡ࣮࣡ࣞࢸᐇࡓࡋ

࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾�㢖ᗘࠉ

ձ࡚ᅾᏯົࡓࡗࡔ

ղ�㐌㛫ࡕ࠺ࡢ�㹼�᪥⛬ᗘᅾᏯົ

ճ�㐌㛫ࡕ࠺ࡢ�㹼�᪥⛬ᗘᅾᏯົ

մ࡚ࡍฟࡓࡋ

タၥ㸲㸮���ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ࡣࡓ࡞࠶ᚋࠊᖹᖖ࡛ᅾᏯົ��ࢡ࣮࣡ࣞࢸ

ࡍࡋ㢖ᗘ࡛ᕼᮃࡢᗘ⛬ࡢ�ࠉ

ձẖ᪥ᕼᮃ

ղ㐌�㹼�᪥ᕼᮃ

ճ㐌�㹼�᪥ᕼᮃ

մ᪥ᩘࠊࡎࡔࡇᚲせࡁ࡞ᕼᮃ

յᕼᮃ࠸࡞ࡋ

タၥ㸲㸯ࡢࡓ࡞࠶��ࡣᅾᏯົ�ࢡ࣮࣡ࣞࢸ�࡛ᑐᛂ࡛ࡍࡁ

ձࡣࡓࠊ࡚ࡍ㒊ศࡣᅾᏯົ�ࢡ࣮࣡ࣞࢸ�࡛ᑐᛂ࡛ࡁ

ղᅾᏯົ�ࢡ࣮࣡ࣞࢸ�࡛ᑐᛂ࡛ࡁ㒊ศࡢ᪉ࡀከ࠸

ճᅾᏯົ�ࢡ࣮࣡ࣞࢸ�࡛ᑐᛂ࡛ࡁ㒊ศ༙ࡣศ⛬ᗘ

մᅾᏯົ�ࢡ࣮࣡ࣞࢸ�࡛ᑐᛂ࡛ࡁ㒊ศࡢ᪉ࡀᑡ࠸࡞

յࡣࡓࠊ࡚ࡍ㒊ศࡣᅾᏯົ�ࡣ࡛�ࢡ࣮࣡ࣞࢸᑐᛂ࡛࠸࡞ࡁ

ն࠸࡞

タၥ㸲㸰��ᅾᏯົ㸦ࢡ࣮࣡ࣞࢸ㸧ࡢၥ㢟Ⅼࡤ࠶ࡀ࡞グධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

࠙ᘓタ⏘ᴗᑐࡍ㨩ຊࠚ

タၥ㸲㸱ࠉ�㹟�ࡣࡓ࡞࠶⌧ᅾࡢᘓタ⏘ᴗ㨩ຊឤࡍ࠸࡚ࡌ

ձ࠸㨩ຊឤࡌ

ղ࠶㨩ຊឤࡌ

ճ࠶㨩ຊឤ࠸࡞ࡌ

մࡃࡓࡗ㨩ຊឤ࠸࡞ࡌ

ࡢࡓࡗኚ࡚ࡋ࠺ࡣ᪉ࡓࡗኚࡓࠊࡓࡋኚ௨๓ࡣ᪉ࡌឤࡢ㹠�㨩ຊ�ࠉࠉࠉࠉࠉ

࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࠉࠉࠉࠉࠉ

ձኚ࠸࡞࠸࡚ࡗ

ղࠕ㨩ຊឤࠕࠖࡌ㨩ຊឤࠖ࠸࡞ࡌኚࡓࡗ

ճࠕ㨩ຊឤࠕࠖ࠸࡞ࡌ㨩ຊឤࠖࡌኚࡓࡗ

�ኚ⏤⌮ࡓࡗグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

タၥ㸲㸲ࠉ�ဨࡍࡋࡁ⪺࠾㸧ࡣࡓ࡞࠶�ᘓタ⏘ᴗ࡞࠺ࡢࡢⅬ㨩ຊឤࠊࡍࡌ

࠸ࡉࡔࡃ࡛㑅⏤⌮ࡌឤࡘ�ࡢࡑࠊ⏤⌮ࡌឤ≉�ࠉࠉࠉࠉ

�ࡏ࠸ࡣ㑅ᢥࡘ�ࡢࡑࡣ᪉ࡓࡉ㑅ᢥ࠸࡞≉��ࠉࠉࠉࠉ

ձಶேࡏ௵ࡢᖜࡀᗈ࠸

ղ⏘ᴗᑗ᮶ᛶ࠶ࡀ

ճάຊ࠶ࡢ⏘ᴗ࡛࠶

մ⯡ⓗປാ᮲௳ࡀⰋ࠸�㈤㔠Ỉ‽࡞�

յᏳᐃᛶ࠶ࡀ

ն㐀ࡍ႐࠶ࡀࡧ

շ⏘ᴗࡢ♫ⓗᙺឤࡌ

ոᘓタࡀࡢࡓࡋᚋୡṧ

չከࡢࡃேඹྠ࡚ࡋࡍ႐࠶ࡀࡧ

պ⮬ศࡢ⬟ຊࡏ⏕ࡀ

ջ≉࠸࡞

ռࡢࡑ�ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧
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タၥ㸲㸳ࠉ�ဨࡍࡋࡁ⪺࠾�㸧ࡀࡓ࡞࠶ᘓタ⏘ᴗ࡛㨩ຊឤ࡞࠺ࡢࡣ࠸࡞ࡌⅬ࡛ࡍ

࠸ࡉࡔࡃ࡛㑅⏤⌮࠸࡞ࡌឤࡘ�ࡢࡑࠊ⏤⌮࠸࡞ࡌឤ≉�ࠉࠉࠉࠉ

�ࡏ࠸ࡣ㑅ᢥࡘ�ࡢࡑࡣ᪉ࡓࡉ㑅ᢥ࠸࡞≉��ࠉࠉࠉࠉ

ձ๓㏆௦ⓗ࡞య㉁ࡀṧ࠸࡚ࡗ

ղ㈤㔠Ỉ‽ࡀప࠸

ճேㅖไᗘ㸦ே⪃ㄢࠊ⫋ไ࣭⫋᱁ไᗘ➼㸧ࡀ༑ศ

մປാ㛫㸦ᡤᐃෆ࣭እ㸧ࡀ㛗࠸

յ⚟ཌ⏕㠃࡛ࡢᚅ㐝ࡀᝏ࠸

նཷὀࡢ㏱ࠊ➼ࡉᘓタᴗࡀ⩦័ၟࡅ࠾░

շᘓタᴗࡢㄳ㈇య㉁㸦ᑐⓎὀ⪅㸧

ո㺀ᶓ୪ࡧ㺁㺀ᶓ╮㺁ព㆑ࡀᙉࠊࡂࡍᴗࡢ⊂⮬ᛶࡀฟ࠸ࡃࡋ

չ⏨ዪᖹ➼

պᘓタ⏘ᴗࡢ♫ᑐࡍ㈉⊩ᗘᑐࠊ࡚ࡋ♫ⓗ࡞ホ౯ࡀప࠸

ջᴗົୖ⅏ᐖࡀከࠊ➼࠸༴㝤ࡀከ࠸

ռ⏘ᴗࡢᑗ᮶ീ࠸࡞ࡀ

ս㌿࣭␗ືࡀከ࠸

վ≉࠸࡞

տࡢࡑ�ෆᐜグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧

๓㏆௦ⓗ࡞య㉁ࡢලయグධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

࠙㌿⫋ࠚ

タၥ㸲㸴ࡣࡓ࡞࠶ࠉࡢ♫࡛࡛ࡘ࠸ാࡍ࠸࡚࠼⪄࠺ࡇ

ձᐃᖺ࡛ാ࠸ࡓࡁ

ղ㌿⫋࠶ࡀࡇ࠼⪄

ճᚋࠊ㌿⫋࠸࡚࠼⪄

մࡄࡍ㌿⫋࠸ࡓࡋ

タၥ㸲㸵ࠉ�タၥ��࡛ղճմࡓ࠼⟆᪉ࡀࡓ࡞࠶��ࡍࡋࡁ⪺࠾㌿⫋࠸ࡓࡋ�♫㎡�࠸ࡓ

࠸ࡉࡔࡃ࡛௨ෆ࡛㑅ࡘ�ࡢࡑࠊ⏤⌮࠸ࡓࡋ⫋㌿≉ࠊࡍఱ࡛ࡣ⏤⌮ࡓࡗ�ᛮࠉࠉࠉࠉ

ձ㈤㔠Ỉ‽ࡀప࠸

ղປാ㛫ࡀ㛗ࡃఇ᪥࠸࡞ྲྀ

ճ࠸ࡀឤࠊ࠸࡞ࡌ࠸ࡓࡓࡗࡘࡀ

մ♫ᴗ⏺ࡢᑗ᮶Ᏻឤࡌ

յ⮬ศࡢࡑࡢ㐺ᛶ࠸࡞ࡀ

ն⫋ሙࡢே㛫㛵ಀ‶࠶ࡀ

շ⬟ຊྥୖࣜࣕᙧᡂࡀᮃ࠸࡞�࠸ࡓࡋࣜࣕ�

ո♫ࡢホ౯‶࠶ࡀ

չ♫ࠊ࠼⪄ࡢ㢼ᅵ࠸࡞ྜࡀ

պ㌿ࡀከ࠸

ջ⮬ศࡢᗣᏳᐙ᪘ࡢ㒔ྜ

ռࡢࡑ��ෆᐜグධ࡚ࡋୗ࠸ࡉ�

タၥ㸲㸶ࠉ�ဨࡍࡋࡁ⪺࠾�㸧▷⫋ሙ⎔ቃࠊ⏕άᐇែ࡛࡞࡞⤖ᵓ࡛ࠊࡍ

࠸ࡉࡔࡃグධࡈࡇ࠸࡚ࡌឤࠉࠉ

࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾ࡀ᪉ࡢᅾసᴗᡤົ⌧ࠊࡣୗタၥࡢࡇͤ

��ᑦࠊ⌧ᅾ␗ື୰ࡢ᪉ࡣ┤㏆ࡢసᴗᡤ࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾࡚࠸ࡘ

�࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾࡚࠸ࡘἣ≦ࡢົඛ࡞ࠊࡣ᪉ࡢసᴗᡤົࡢᩘ「���

タၥ㸲㸷ࠉసᴗᡤࡢᙧែ㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձ༢⊂ ղ-9ࡢᖿ♫�࣮ࢧࣥࢫ�

ճ-9ࡢᵓᡂ♫�ࢧ� մୗㄳࡅ

յࡢࡑ
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タၥ㸳㸮ࠉసᴗᡤࡢ㓄ဨ�ὴ㐵ࡣ�ྵఱே࡛ࡍ��9-సᴗࡢሙྜࡣဨ�

�࠸ࡉୗ࡚ࡋグධ�ࡣሙྜ࠸࡞࠸ࡀ⪅㇟ᑐ�ࠉࠉࠉࠉࠉ

�㹟�ᢏ⾡⣔⫋ဨ �㹠�ົ⣔⫋ဨ

タၥ㸳㸯ࠉసᴗᡤࡢᕤᮇ࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾

�㹟�╔ᕤᖺ᭶ �㹠�❹ᕤᖺ᭶

タၥ㸳㸰ࠉⓎὀ⪅㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձᅜᅵ㏻┬㸦ᪧᘓタ┬⣔㸧

ղᅜᅵ㏻┬㸦ᪧ㐠㍺┬⣔㸧

ճ㎰ᯘỈ⏘┬

մձղճ௨እࡢ୰ኸᐁᗇ

յ-577ࡣ577-ͤࠉࠉ��⊂�㕲㐨ᘓタ࣭㐠㍺タᩚഛᨭᶵᵓ�␎⛠�㕲㐨࣭㐠㍺ᶵᵓ�

նյ௨እࡢ⊂❧⾜ᨻἲே

շ㒔㐨ᗓ┴

ոᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ

չࡢࡑᆅ᪉බඹᅋయ

պẸ㛫බ┈ᴗ㸦㐨㊰㸧

ջẸ㛫බ┈ᴗ㸦㕲㐨㸧

ռẸ㛫බ┈ᴗ㸦㟁ຊࠊࢫࠊ㏻ಙ➼㸧

սẸ㛫ࣥࣥࣙࢩ㛵㐃࣮ࣃࣟࢹࡢ

վࡢࡑẸ㛫ᴗ

տಶே

タၥ㸳㸱ࠉసᴗᡤᕤศ㢮㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձᘓ⠏ᕤ

ղᅵᮌᕤ

ճᘓ⠏㸦㕲㐨⥺㛢㸧ᕤ

մᅵᮌ㸦㕲㐨⥺㛢㸧ᕤ

յᘓ⠏࣮ࣜࣝࣗࢽᕤ

նᅵᮌ࣮ࣜࣝࣗࢽᕤ

շࡢࡑ

タၥ㸳㸲ࡢࡓ࡞࠶ࠉసᴗᡤࡢఇ᪥タᐃ㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

㹟�ཷὀ�ࠉ�ࠉࠉ �㹠�⌧ᅾࡢᕤ⛬⾲ୖ

ձ�㐌�㛢ᡤ㸦㐌ఇ�᪥ไ㸧 ղ�㐌�㛢ᡤ

ճ�㐌�㛢ᡤ մ�㐌�㛢ᡤ

յ�㐌�㛢ᡤ ն�㐌�㛢ᡤ

շ�㐌�㛢ᡤ ո�㐌�㛢ᡤ

չ�㐌�㛢ᡤ պࡢࡑ

タၥ㸳㸳ࡢࡓ࡞࠶ࠉົࡍసᴗᡤࡢ㛢ᡤ≧ἣ

㸧࠸࡞ࡉ࡞㛢ᡤࡣሙྜࡓࡋฟࡀဨ⫋ࡢ㸦㛢ᡤ㺃㺃㺃ᐟ࣭᪥┤௨እࠉࠉࠉࠉࠉ

࠸ࡉࡔࡃ࠼⟆࠾࡚࠸ࡘ㛢ᡤ≧ἣࡅ࠾ఇ᪥ྛࡢ㹟㹼Mࠉࠉ������

࠸ࡉࡔࡃࡁ᭩࠾᪥ᩘࡓࡋ㛢ᡤࠊࡤ࠶ࡀ᪥ࡓࡋ㛢ᡤᖹ᪥ࡢ��᭶ࠊࡓࠉࠉࠉࠉࠉ

���ձ㛢ᡤࡓࡋ

࠸࡞࠸࡚ࡋ�ղ㛢ᡤࠉ

�㹟���᭶��᪥㸦ᩥࡢ᪥㸧 �㹠���᭶��᪥㸦➨㸯ᅵ᭙᪥㸧

�㹡���᭶��᪥㸦➨㸯᪥᭙᪥㸧ࠉ �㹢���᭶��᪥㸦➨㸰ᅵ᭙᪥㸧

�㹣���᭶��᪥㸦➨㸰᪥᭙᪥㸧 �㹤���᭶��᪥㸦➨㸱ᅵ᭙᪥㸧

�㹥���᭶��᪥㸦➨㸱᪥᭙᪥㸧 �㹦���᭶��᪥㸦ປឤㅰࡢ᪥�

�㹧���᭶��᪥㸦➨㸲ᅵ᭙᪥� �㹨���᭶��᪥㸦➨㸲᪥᭙᪥㸧

�����᪥�ࠉ᪥ᩘࡓࡋ㛢ᡤᖹ᪥ࡢ��᭶ࠉ
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タၥ㸳㸴ࡤࡍ࠺ࡣࡓ࡞࠶ࠉᅵ᭙㛢ᡤቑࡏᛮࡘ�ࠊࡍ࠸௨ෆ࡛㑅࠸ࡉࡔࡃ࡛

ձᅵ᭙㛢ᡤ࡞࠺ࡁ࡛ࡀேဨ㓄⨨

ղἲⓗ࣭♫ⓗ࡞ᅵ᭙᪥ࡢᕤつไ

ճⓎὀ⪅ࡢ⌮ゎ

մィ⏬⾲ࡢసᡂᕤ⛬⟶⌮ィ⏬ⓗ࡞ᐇ

յ♫ࡢᣦᑟࡢྖୖࠊព㆑ᨵ㠉

ն⮬ᕫࡢព㆑ᨵ㠉

շᕤ⛬ࡢవ⿱
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