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休み時間における異文化交流の試み
― 子どもとネパール人とのかかわりを読み解く―
The Trial of the Cross-cultural Communication in the Break Time
- Iinterpretation Relations Between Children and One Nepalese 伊藤

晃一

千葉大学大学院教育学研究科カリキュラム開発専攻
子どもたちと学校に招かれた外国人とがなんらかのかかわりをするというような異文化交流の実践のほとんどは、今まで授業
の中で行われていた。しかし筆者は、授業の中で行われる異文化交流の実践が、授業がもつ特徴によってむしろ制約されてしま
い、本来の意味での異文化交流が出来ていないのではないかという問題意識を持つようになった。
本研究は、授業の特徴が異文化交流の実践にどのような影響を及ぼしているのかを詳しく検討した上で、その問題点を指摘し、
授業の枠組みをはずした場における異文化交流の実践を作成し、その成果と課題を考察し、学校における新しい異文化交流の可
能性を見いだすことを目的としている。実践は、実践時間をあえて授業から切り離し、休み時間に行った。
実践の成果としては、子どもたちが多様な仕方で外国人とかかわろうと試行錯誤する様子が見受けられ、それを休み時間に行
った成果と結論づけた。一方で、今後このような実践を学校文化の中にどう位置づけていくのかということや、異文化交流とい
うことばが、果たして客観的なことばとして機能するのかということや、子どもたちのかかわりを記述するとはどういうことか
という問題も明らかになった。1
キーワード：異文化交流、異文化理解教育、かかわり、休み時間、隠れたカリキュラム、学校文化
るということを授業の目標として考える。キムチやチヂ

1. 問題の所在

ミを通して、韓国人と交流すれば、韓国料理について知
ることもでき、さらに韓国の文化にもふれることができ
るだろう。若手教師はこのように考え、限られた交流時

1.1.学校で行われてきた異文化交流の典型例
具体的に異文化交流の実践の問題を論じる前に、まず
は実際に教育現場で行われている異文化交流の実践を

間のなかで、どのような交流ができるのか考える。
教師は実際に授業の作成にとりかかる。教師には、あ

振り返ってみたい。筆者が実際に見たさまざまな授業や、

らかじめたてた目標がある。だから、それを達成するた

公表されている多くの実践例に共通する特徴をもとに

めの計画を立て、実行しようとするだろう。逆に、目標

書いていく2。

の達成に関係ないことは、授業の中では避けたくなるだ

仮に、まだ経験年数が浅く、かつ外国人とあまりかか

ろう。その実践が、目標を達成するために滞りなく進行

わったことのない、小学校高学年を受けもつ若手教師が、

するかどうかが教師の関心事となってくる。こういう考

外国人をゲストによんでの異文化交流の授業を任され

えは、授業の作成にも現われていて、交流するための時

た、という状況を想定しよう。こうなった場合、その若

間配分をしっかりと決めたり、韓国人や子どもたちが、

手教師はどのように異文化交流の授業を計画し、実践し

交流のどの場面で何をするという役割をしっかりと決

ていくのであろうか。

めたりするだろう3。教師はこのようにして予定どおり

まず教師は、授業であるので、おおまかにねらいを立
てるだろう。しかし、ここで教師が立てるねらいとは、
そもそもその教師が予想できる程度のことであるので、

にことが運ぶように授業の構成に配慮するだろう。教師
はたとえば、次のように考える。
韓国人によるチヂミの作り方の説明の場面では、韓国

おおよその察しがつくものである。では、どういうねら

人が丁寧に説明しすぎたり、長く話しすぎたりして、時

いを立てるのか。 仮に韓国人をゲストによぶというこ

間をたくさん食ってしまうかもしれない。そうすると時

とが決まっているということにしよう。

間どおりに交流が終わらなくなるだろう。あらかじめ話

まず、最初に頭に浮かぶのは、キムチとかチヂミとか、

してもらう時間を決めておいて、その時間内で終わるよ

日本でも有名で、教師も食べたことのあるような韓国料

うに話してもらおう。料理の作り方は、韓国人が話した

理である。教師は、食文化を通じて、韓国の文化にふれ

だけではわからないこともあるだろうから、あらかじめ
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ではこの問題をどう解決していけばよいのであろう

からないことを聞くだけ、韓国人側は、それに答えるだ
けである。そして、目標以外のかかわりは授業の目的上、

か。

歓迎されないものとなってしまうのである。
授業は時間に制限があり、その限られた時間の中で、

1.3．異文化交流の授業における隠れたカリキュラム
ここでは、前節の問題をうけた上で、授業という営み

教師は自らが設定した目標の達成を目指す。このことは、

の特徴を挙げて、それが、異文化交流の実践にどのよう

裏を返せば、目標とは関係のないことは避けてしまう可

な影響を与えているのかを考察していく。

能性があるということである。

授業の特徴を挙げてみよと言われると、一般的には、

また、教師は、授業ということになると、どうしても

教師と子どもがいて、教師が子どもに何かを教えること

ねらいというものを定めて、何かをしていくという癖が

とか、子どもが教師の指導や助言からあることがらを学

ついているので、確実にそのねらいを達成したいと思う

ぶことなどと答えることが予想される。しかし、授業と

であろう。しかし確実にねらいを達成するためには、ね

いう営みをよく見てみると、そこには、教師や子ども、

らいの達成を阻害するような、授業における不確定要素

それから授業の観察者も見落としてしまいそうになる、

を排除することにつながる可能性がある。

いわば隠された特徴があることに気がつく。こういった

しかし、本来異文化交流とは、してみないとわからな

ことについては、すでに、社会学者であるP・W・ジャ

いという面があるのではないか。この不確定要素の排除

ク ソ ン が 、「 隠 れ た カ リ キ ュ ラ ム 」（ The hidden

は、異文化交流を、その教師が考えられ得る範囲の活動

curriculum ） と 表 現し 、 彼 の 著 書 で あ る 『 Life In

に収束させてしまっているという点で問題がある。むし

Classrooms（1968）』の中で、具体的な事例とともに示

ろ本来の異文化交流は、教師が考えるところの不確定要

している7。

素の連続であるとさえ言えるのではないか。

ここでは彼の仕事にならって、一見すると、見落とし

少なくとも、あまり異文化交流のない教師があらかじ

てしまいそうになる授業の特徴を挙げて、それが異文化

め予想したことしかできないという異文化交流の実践

交流の実践にどのような影響を与えるのかを考えてい

は、実践が豊かになる可能性が低くなるということは言

きたい。

えるだろう。
以上のことから、次のことが言える。

《特徴１： 授業にはねらいが必要であり、ねらいを

授業には、いわゆる目標やねらいが必要であるが、異
文化交流の実践を授業の中で行うと、目標やねらいが、

達成するために授業が構成される。》

かえって異文化交流の実践を制約してしまう可能性が
授業には目標がある。少なくとも目標があることが望

ある。具体的には、授業が目標やねらいにそって進めら
れると、外国人は、授業のなかでの振る舞いを教師に限

ましい。これは授業の特徴である。
教師は、目標をたて、それにそうように授業を構成す
る。そしてその目標が達成されたかどうかが、授業の評

定されたり、子どもは、外国人へのかかわり方を限定さ
れたりしてしまう。
結果として、授業という営みが、異文化交流を制約し

価の基準となる。
これは、上に挙げた、授業における若手教師の異文化

てしまうのである。目標を達成するために排除される不

交流の典型例にも見られた。たとえば、教師は、
「韓国

確定要素のなかにこそ、異文化交流の醍醐味があるので

の方とのチヂミ作りを通して、交流を深めることができ

あり、これを排除することは問題ある。

る」とか「チヂミ作りを体験しての自分なりの感想をも
つことができる」ことを目標にする。そしてそれを達成

《特徴２： 授業は、教える―教えられるという権力

するために、授業を構成する。子どもたちの活動として

関係が明確であり、基本的には指導者一人対子ども多数

は、子どもたちにチヂミ作りの際、わからないことを韓

の関係で行われる。
》

国の方に積極的に質問をさせたり、ゲストの韓国人にチ
ヂミの作り方を説明してもらう時間を設けたりするだ

現代の日本において、学校には基本的には教師と子ど
もがおり、授業では教師が教える立場、子どもが教えら

ろう。
この実践において、子どもたちはチヂミ作りを通して、

れる立場にあるというのが、おそらく一般的な認識であ

ゲストの韓国人と交流することはできるだろう。だから、

ろう。基本的に子どもは教師の指示にしたがって活動を

そういった意味で、この実践はまったく意味がないわけ

することになっている。また、一つの教室に教師１人、

ではない。

子どもは 30 人から 40 人程度いる。このことは、授業の

しかし、その交流の中身を見てみるとどうであろうか。

特徴である。

交流の仕方は、あくまでも教師の考えによって限定され

簡単に述べれば、通常 30 人から 40 人の子どもが一緒

ている。子どもは、韓国人にチヂミの作り方についてわ

に学ぶというのが授業の形式である。そして、教師はあ

‐19‐

ᬺታ〣㐿⊒⎇ⓥ ╙ 2 Ꮞ 2009 ᐕ 3 
ࠆߎߣ߇ࠄࠍߩੱ  ࠄ߆ੱ ޔሶߤ߽ߦޔᐔ╬ߦᢎ߃

ᬺߣ߁༡ߺࠍⷙቯߒޔ᭴ᚑߔࠆ᧦ઙߩࠃ߁ߥᓎഀࠍᨐ

ࠄࠇࠆࠃ߁ߦޔᬺࠍᎿᄦߔࠆࠊ߽ߢߦ⺕ޔ߫߃ߣߚޕ

ߚߒߡࠆᧄޕⓂߢߪߚߒ߁ߎޔᬺࠍⷙቯޔ᭴ᚑߒߡ

߆ࠅ߿ߔ⸒⪲ࠍߟ߆ߞߡ⺑ߩࠄ߇ߣߎࠆޔࠍߒߚ

ࠆ᧦ઙࠍޔ
ޟᬺߩᨒ⚵ߺޕߚߒߣޠ

ࠅ⸒⊒ߊߥࠎߴࠎ߹ޔ࿁ᢙ߇࿁ࠆࠃ߁ߦᜰฬࠍᎿᄦߒߚ

 ߢߪߘߩޟᬺߩᨒ⚵ߺ⇣ޔ߇ޠᢥൻᵹࠍ⚂ߒߡ

ࠅߔࠆߢࠇߎߪࠇߎޕ㗴ߪߥ߇⇣ޔᢥൻᵹߦ߅

ࠆߣߔࠇ߫ߩߘޔ⚂ࠍᭂജᷫࠄߔߚߦߪߚߞޔ

ߡߪߥ․⁛ޔ㗴߇↢ߓࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ

ߤ߁ߔࠇ߫ࠃߩߢࠈ߁߆ޕ

 ㅢᏱޔᜰዉ⠪ߪ  ੱ߆ࠄ  ੱߩሶߤ߽ߦኻߒߡޔ



ࠆ⒟ᐲᐔ╬ߦᜰዉߒߥߊߡߪߌߥߒ߆ߒޕᄖ࿖ੱߣ

㧚ᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߡߺߚࠄ

߆߆ࠊࠆߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ߚߣ߈⇣ޔᢥൻᵹߦ߅ߡ

 ৻ߟߩ⠨߃ߣߒߡޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߚߣߎࠈߢޔ

ߪోޔຬ߇৻ᢧߦᐔ╬ߦᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆߣ߁ߎߣߪ

⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍⴕ߃߫ࠃߩߢߪߥ߆ߣ߁ߎ

߹ߕਇน⢻ߢࠆߩߎޕᘒࠍߢ߈ࠆߛߌࠃߊߔࠆߚ

ߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆౕޔߒ߆ߒޕ⊛ߦߤߩࠃ߁ߦߒߚࠄ

ߦޔᢎᏧߪࠄߚߒߦ߁ࠃߩߤޔሶߤ߽ߚߜోຬ߇ޔᐔ╬

ᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢࠈ߁߆ޕ

ߦᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆߎߣߩߢ߈ࠆᯏળࠍਈ߃ࠄࠇࠆߩ

 න⚐ߦ⠨߃ࠆߣޔᬺએᄖߩᤨߣ႐ߢ⇣ᢥൻᵹߩታ

߆⠨߃ࠆ⚿ޕᨐߣߒߡ⃰ޔ߫߃ߣߚޔಽߌࠍߐߖߩߘޔ

〣ࠍⴕߥ߃߫ࠃߩߢߪߥ߆߇ߣߎ߁ߣޔ⠨߃ࠄࠇ

⃰ߦᓎഀಽᜂࠍߐߖߡޔᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠄߖࠆߎߣߦߥ

ࠆޔߪߢޕ
ᬺએᄖߩᤨߣ႐ᚲߣ߁ߩߪޔࠅߢߟޔ

ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⚿ޔߣࠆߔ߁ߘޕዪሶߤ߽ߚߜߪޔ㗅⇟

ߤߎߥߩ߆ޕ

ߦᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆߎߣߦߥࠆߛࠈ߁߁ߤߪߣߎߩߎޕ

 ᄸࠍߡࠄࠊߕ⠨߃ࠆߣߪࠇߘޔભߺᤨ㑆ޔᬺࠍߔࠆ

ߞߚ㗴ࠍ↢ߩ߆ޕ

ᢎቶએᄖߩ႐ᚲߣ߁ߎߣߦߥࠆߛࠈ߁ߟߦߣߎߩߎޕ

 ߹ߕ⠨߃ࠄࠇࠆߩ߇ޔሶߤ߽ߚߜߪޔᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊ

ߡߪ߹ߛߩ⺰⼏ޔ߇ࠆ߇᧦ߥ߁ࠃߩߎޔઙߩߢޔ

ߡߥ㑆ߣߞߕޔᓙߞߡߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ߎ

⇣ᢥൻᵹࠍߔࠆߎߣߪߢ߈ߘ߁ߢࠆޕ

ߣߢࠆޕሶߤ߽ߚߜߪޔᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆᤨ㑆߇㗅⇟

 ߘࠇߢߪޔታ㓙ߦᬺߩᨒ⚵ߺࠍోㇱߣࠅߪߕߒߚߣ

ߦ࿁ߞߡߊࠆߩߢᤨߥߡߞࠊ߆߆ޔ㑆ߪ߭ߚߔࠄᓙ

ߎࠈߢⴕࠊࠇࠆ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߪޔᓥ᧪ߩᬺߩᨒ⚵

ߚߥߌࠇ߫ߥࠄߕޔട߃ߡోࠬࠢޔຬ߇ߜ߅߁ᐔ╬

ߺߩਛߢⴕࠊࠇߡ᧪ߚ⇣ᢥൻᵹ߇ᜬߞߡࠆ㗴ࠍ

ߦ߆߆ࠊࠆߩߢޔታ㓙ߦᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆᤨ㑆ߪ߆ߥࠅ

ߤ߁⸃ߒߡߊࠇࠆߩߢࠈ߁߆⁁ޕᴫࠍቯߒޔ⠨ኤ

㒢ࠄࠇߡߊࠆߎߣߦߥࠆޕ

ߒߡߎ߁ޕ

 ߎߩߎߣߪޔሶߤ߽ߚߜ߆ࠄߒߡߺࠇ߫ߩ⋡ޔ೨ߦᄖ

 ᬺߩ․ᓽߣߒߡㅀߒߚ߽ߩߩਛߦޔᬺߢߪ৻ޔ

࿖ੱ߇ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕࠊ߆߆ߦ߈ߣߚࠅࠊ߆߆ޔ

ੱߩᜰዉ⠪ߦኻߒߡሶߤ߽߇ᄙߊࠆ߽߆ߒޔ⒟ᐲᐔ╬

ࠇߥߣ߁⁁ᘒ߇⛯ߊߎߣࠍᗧߔࠆߢࠈ߁⇣ޕᢥ

ߦᜰዉߒߥߌࠇ߫ߌߥߚߦ⇣ޔᢥൻᵹߦ߅ߡ

ൻᵹ߇ޔ㆑ᗵߣߩળߩㅪ⛯ߛߣ߁⠨߃߆ࠄߔ

ߪޔᓙߚߖࠆᤨ㑆߇ᄙߊߥߞߡߒ߹߁ߣ߁ߎߣ߇ߞ

ࠆߣߪࠇߎޔਇ⥄ὼߥ⁁ᴫߢࠆޕ

ߚޕ

 ߎߩࠃ߁ߦ⠨߃ࠆߣ߇ੱ  ࠄ߆ੱ ޔᐔ╬ߦቇ߱ߣ

 ߒ߆ߒߢߎߎߒ߽ޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߣߘ߁߽ޔ

߁ᬺ߇ߡߞ߃߆ޔሶߤ߽߇⇣ᢥൻߣ߆߆ࠊࠆߎߣߩ

ࠇߪᬺߢߪߥߊߥߞߡߒ߹߁ߩߢߞߡޔ߃ࠁࠇߘޔ

⚂ߦߥߞߡߒ߹߁น⢻ᕈ߇ࠆߣ߁ߎߣ߇ᜰ៰ߢ

ᜰዉ߇ሶߤ߽ోຬߦᐔ╬ߦⴕ߈ᷰࠄߥߊߡ߽ࠃߣ

߈ࠆߛࠈ߁ޕᬺߣ߁༡ߺ߇ޔਇ⥄ὼߥ⇣ᢥൻᵹࠍ

߁ߎߣߦߥࠆߣᕁࠊࠇࠆޔ߫߃ߣߚޕᬺᤨ㑆ߢߪߥ

ߟߊࠅߛߒߡࠆߣ߃ࠆߩߢߪߥ߆ޕ

ભߺᤨ㑆ߦ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍડ↹ߔࠇ߫ޔቇ߮ߚޔ

 ߎߩࠃ߁ߦᬺߩ․ᓽࠍߡ߈ߚ߇߆ߣߎߩࠄࠇߎޔ

⚻㛎ߒߚߣᕁߞߡࠆሶߤ߽ߛߌ߇⇣ᢥൻᵹࠍ⚻

ࠄએਅߩࠃ߁ߦ߹ߣࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

㛎ߔࠇ߫ࠃߣ߁ߎߣߦߥࠆߛࠈ߁߁߽ޔߪߦߎߘޕ

 ⇣ᢥൻᵹߣ߁ⷞὐ߆ࠄࠆߣޔᬺߣ߁ߩߪ㕖

 ੱ߆ࠄ  ੱߣ߁ੱᢙߦኻߒߡᐔ╬ߦᜰዉߒߚࠅޔ

Ᏹߦਇ⥄ὼߥ⇣ᢥൻᵹࠍᒝߚࠅࠆࠇࠄ❈ߦࠄߨޔ

߆߆ࠊࠆᯏળࠍਈ߃ߚࠅߔࠆᔅⷐ߇ߥߩߢࠆޕᄖ࿖

ߎߣߦࠃࠅߦࠄߨޔ㑐ଥߩߥᵹࠍឃ㒰ߒߚࠅߔࠆޕ

ੱߣ߆߆ࠊࠅߚሶ߇ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠊ߆߆ࠅࠃޔ

߹ߚޔᢎ߃ࠆ̆ᢎ߃ࠄࠇࠆߣ߁ᮭജ㑐ଥ߇ࠆਛߢޔ

߁ߎߣߦߥࠆߛࠈ߁ޕሶߤ߽ߚߜߪᬺߩᨒ⚵ߺߩਛߢ

ᄢੱᢙ߇৻ቯߩᜰዉ⠪ߩ߽ߣߢቇ߮ޔᄖ࿖ੱߣߩ߆߆ࠊ

⇣ᢥൻᵹߔࠆߣ߈ߩࠃ߁ߦࠍߣߎࠆࠊ߆߆ޔᓙߟᔅⷐ

ࠅࠍᓙߚߐࠇࠆߎߣ߇ᄙߊߥࠆޕ

߇ߥߊߥࠅ⥄ޔಽߩ᳇ᜬߜߦߒߚ߇ߞߡޔᄖ࿖ੱߣ߆߆

 ߦ␜ߒߚࠃ߁ߦߚߞ߁ߎޔᬺߩ․ᓽ߇ߩ᧪ᧄޔ

ࠊࠅࠍ߽ߟߎߣߩߢ߈ࠆᯏળ߇ਈ߃ࠄࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇ

ࠆߴ߈⇣ᢥൻᵹࠍ⚂ߒߡߒ߹ߞߡࠆޕᬺ߇ߎ

ࠆޕ

߁ߞߚ․ᓽࠍ߽ߞߚ߽ߩߢࠆߣ߁ߎߣࠍ〯߹߃

 ߎߩࠃ߁ߦޔᬺߩᨒ⚵ߺߢⴕࠊࠇߡߚ⇣ᢥൻᵹ

ߥߢ⇣ޔᢥൻᵹߩታ〣ࠍⴕ߁ߣޔవߦㅀߴߚࠃ߁ߥ

ߩታ〣߇ޔၮᧄ⊛ߦߪᜰዉ⠪৻ੱኻሶߤ߽ᄙᢙߩ㑐ଥߢ

㗴߇ߢߡߊࠆߩߢߪߥ߆ޕ

ⴕࠊࠇࠆߚߦޔ⢄ᔃߩ⇣ᢥൻᵹࠍ⚂ߒߡߚߣ

 ߹ߢ㓝ࠇߚᬺߩ․ᓽߣߒߡߍߡ߈ߚߎߣߪޔ

߁㗴ߪޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߡߒ߹߃߫ޔ㗴ߢߪ

‐20‐

ᬺታ〣㐿⊒⎇ⓥ ╙ 2 Ꮞ 2009 ᐕ 3 
ߥߊߥࠅ⇣ޔᢥൻᵹࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩߦߔࠆߎߣ߇

ߒߡࠆࠃ߁ߥታ〣ࠍᗧ࿑⊛ߦ⚵ߺ┙ߡࠆߴ߈ߢߪߥ

ߢ߈ߘ߁ߢࠆޕ

߆ߣ╵߃ߚޕ

 ᰴߦޔᬺߩ⋡ᮡ߿ߨࠄߣߞߚ߽ߩ߇⇣ޔᢥൻ

 ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃߞߡࠆޔሶߤ߽ߪ

ᵹࠍ⚂ߒߡࠆߣ߁㗴߇ߞߚߎߣࠍ〯߹߃ߎޔ

ᄢᄌ⥝㑐ᔃࠍ߽ߞߡޔᄖ࿖ੱߣቇᩞᄖߢ߽߆߆ࠊߞߡ

ࠇߦߟߡ߽ޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߣߤ߁߁ߎߣߦ

ߺߚߣᕁ߁߆߽ߒࠇߥ⥄ߣߎߩߎޕߪߣߡ߽ᗧ

ߥࠆߩ߆ޔ⠨߃ߡߺࠃ߁ޕ

ߩࠆߎߣߢࠆోࠬࠢߒ߆ߒޕຬޔቇᐕోຬࠍߘߩ

 ߚߣ߃߫ޔ೨ߩ㗴ߣห᭽ޔભߺᤨ㑆ߦ⇣ᢥൻᵹߩ

ሶߩࠃ߁ߥ᳇ᜬߜߦߐߖࠆߎߣߪޔၮᧄ⊛ߦߪήℂߢ

ታ〣ࠍⴕߞߚߣߒࠃ߁ޕભߺᤨ㑆ߦⴕ߁ߩߛ߆ࠄޔᬺ

ࠈ߁ޕ

ߢ⸳ቯߔࠆࠃ߁ߥ⋡ᮡߪߥߊߥࠆߣ߁ߎߣ߇߹ߕ

 㖧࿖ߩੱࠍࠎߛታ〣ߢߪ⥝ࠍ߹ࠅ␜ߐߥ߆ߞ

ࠆߛࠈ߁ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߚߩߛ

ߚሶߤ߽ߢ߽ߊߚߞ߹ޔ㆑߁࿖ߩੱ߇߈ߚታ〣ߢߪ⥝ޔ

߆ࠄ⋡ޔᮡ߿ߨࠄߪ߹ߞߚߊߥߊߥࠆ߆ߣ⸒ࠊࠇࠆߣޔ

ࠍ߽ߟ߆߽ߒࠇߥ⊒ߚߞ߁ߎޕᗐߢޔታ〣ࠍⴕ߁

ߘ߁ߢߪߥߛࠈ߁ޕભߺᤨ㑆ߦ⇣ᢥൻᵹࠍⴕ߁ߣߒ

ߎߣ߇ᔅⷐߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ

ߡ߽߁߅ߜޔታ〣⠪ߦߘࠇࠍⴕ߁ᗧ࿑ߪࠆߩߛ߆

 

 ⎇ⓥߩ⋡⊛ߣᣇᴺ

ࠄޔᬺ߶ߤߒߞ߆ࠅߣߒߚ⋡ᮡߪߥߊߣ߽ࠆࠁޔᗧ
ߢߩߨࠄ߿ޔᢎ⢒⊛ߥᗧ࿑ߪࠆߣ⠨߃ߚᣇ߇ࠃޕ



ߢߪߥ߁ࠃߩߘޔਛߢ⇣ޔᢥൻᵹࠍߔࠆߣߥࠆߣߤޔ

 ᧄ⎇ⓥߩ⋡⊛ߪޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߚ႐ߦ߅ߌࠆ

߁ߥࠆߩߢࠈ߁߆ޕ

⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍᚑߒߩߘޔᚑᨐߣ⺖㗴ࠍ⠨ኤߒޔ

 ߽ߒભߺᤨ㑆ߦ⇣ᢥൻᵹࠍⴕ߁ߩߢࠇ߫ߥࠄޔ

ቇᩞߦ߅ߌࠆᣂߒ⇣ᢥൻᵹߩน⢻ᕈࠍߛߔߎ

ᬺߩᨒ⚵ߺߪᄖߐࠇߡࠆߩߢޔታ〣⠪߇⸳ቯߒߚ

ߣߢࠆޕ

ߨࠄߪࠆޔㇱಽߪ㆐ᚑߐࠇࠆޔㇱಽߪ㆐ᚑߐࠇߥ

 ౕ⊛ߦߪޔජ⪲Ꮢౝߦࠆ┙ዊቇᩞߩ㧡ቇᐕࠍኻ

ߊߡ߽ᒰὼߛߣ߁ߎߣߦߥࠆߩߢߪߥߛࠈ߁߆ߟޕ

⽎ߣߒߡߩߘޔቇᩞߩਛߢࠝࡊࡦࠬࡍࠬߣ߫ࠇߡ

߹ࠅ⋡߿ࠄߨޔᮡࠍ┙ߡߚߣߒߡ߽ޔᔅߕߒ߽㆐ᚑߐ

ࠆࠎߛ߰ޔሶߤ߽ߚߜ߇ᬺߢ߁ᢎቶߣߪ㆑߁႐ߦޔ

ࠇߥߊߡ߽ࠃߣ߁ߎߣߦߥࠆߩߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ

ᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆߎߩߣߩߢ߈ࠆ႐ࠍߟߊߞߚ߁߃ߢޔ

ߎߩߎߣߪޔሶߤ߽ߚߜ߇ޔᢎᏧ߇⸳ቯߒߚ߆߆ࠊࠅᣇ

ભߺᤨ㑆ࠍ↪ߒߢߎߘޔሶߤ߽ߣᄖ࿖ੱ߇ߤߩࠃ߁ߦ

ࠍᒝߐࠇࠆߎߣߥߊߎ߁ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠊ߆߆ޔ

߆߆ࠊࠆߩ߆ࠍ৻ቯᦼ㑆ⷰኤߒ⸥ޔㅀߒߦߣ߽ࠍࠇߘޔ

ߣࠍᜰߒ␜ߒߡࠆߥ߁ࠃߩߘޕ႐ߦ߅ߌࠆ⇣ᢥൻᵹ

⠨ኤߒߡߊߩߘޔߡߒߘޕ⠨ኤࠍ߽ߣߦޔᬺߩᨒ⚵

ߩታ〣ߪޔሶߤ߽ߣᄖ࿖ੱߣߩ߆߆ࠊࠅ߇ޔὼᕈߦ

ߺࠍߪߕߒߚ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߪޔᬺߩᨒߩਛߢⴕࠊ

ࠆ⒟ᐲࠁߛߨࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ

ࠇߡࠆ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߣߤ߁㆑߁ߩ߆ࠍࠄ߆ߦ

 એߩࠃ߁ߦޔᬺߩᨒ⚵ߺߢߩ⇣ᢥൻᵹߩታ〣߇ޔ

ߒޔ೨⠪ߩലᕈߣ⺖㗴ࠍߘࠇߙࠇࠄ߆ߒߡߊޕ

⋡ᮡ߿ߨࠄߦ❈ࠄࠇޔ⚂ߐࠇߡࠆߣ߁㗴߇ޔ



 ታ〣ߦ߅ߌࠆ᧦ઙߩᬌ⸛

ᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߎߣߦࠃߞߡࠆޔ⒟ᐲ⸃ߢ߈
ࠆ߆߽ߒࠇߥߣ߁⺑߇ߚߞߚޕ



 ߒ߆ߒޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߒߚ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߦ

 㗴ߩᚲߢᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔᔅⷐࠍ⺰ߓߚ߇ޔ

ߪᰴߩࠃ߁ߥᜰ៰ࠍߐࠇࠆߎߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆߢࠈ߁ޕ

න⚐ߦᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߣߞߡౕ߽ޔ⊛ߦߤߩ

 ቇᩞߣ߁႐ߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔሶߤ߽ߚߜ߇ᐔ╬ߦ

ࠃ߁ߦߔࠇ߫ࠃߩߢࠈ߁߆ޕታ〣ߪޔભߺᤨ㑆ࠝޔ

߆ࠍቇߴߥߣ߁⁁ᘒߪ୶ℂ⊛ߦ㗴߇ࠆߩߢߪ

ࡊࡦࠬࡍࠬߣࠃ߫ࠇࠆ႐ᚲߢⴕ߁ߎߣߣߒߚ߇ߪޔ

ߥ߆ߚࠅࠊ߆߆ޕሶߤ߽ߛߌ߆߆ࠊࠆߣ߁ߎߣߪޔ

ߚߒߡߘࠇߢࠃߩߛࠈ߁߆᧦ߚ߹ޕઙߪߘࠇߛߌߢࠃ

ߘ߽ߘ߽ᄖ࿖ੱߦ⥝߇ߞߡ߆߆ࠊࠅߚߣᕁߞߡ

ߩߛࠈ߁߆᧦ࠄࠇߘޔߪߢߎߎޕઙࠍࠄߚߡᢛℂ

ࠆሶߤ߽ߦߣߞߡߪࠃ߇ߥߢ߁ߘޔሶߤ߽ߪߥޔ

ߒࠅࠃޔ෩ኒߦᬌ⸛ߒߡߊޕ

ࠎߩቇ߽߮ߢ߈ߥߎߣߦߥࠆߛࠈ߁⥝ࠅ߹ޕߩߥ



ሶߤ߽ߦ߽⥝ࠍ߽ߚߖࠆദജࠍߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ

㧚ᤨ㑆ࠍߟߦߔࠆߩ߆

ߚ߹ޕቇᩞߪ߇ߥߺޔᐔ╬ߦࠈࠈߥߎߣ߇ࠄࠍቇ

 ભߺᤨ㑆ߪޔሶߤ߽ߚߜߦߣߞߡޔᰴߩᬺ߳ߩḰ

߱႐ᚲߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔߦߚߩߘߡߒߘޕᬺߣ

ᤨ㑆ߢࠆߣߣ߽ߦޔ᳇ᜬߜࠍࡈ࠶ࠪࡘߔࠆᤨ㑆ߢ

߁ᤨ㑆߇ࠆߩߢࠆޕᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߣ߁

߽ࠆޕሶߤ߽ߚߜߪޔ߫߃ߣߚޔߛߜߣㆆࠎߛࠅޔ

ߎߣߪ㗴ߢࠆޕ

ᧄࠍ⺒ࠎߛࠅߣ⥄ޔಽߩᅢ߈ߥߎߣࠍߔࠆߢࠈ߁ޕભ

 ╩⠪ߣߒߡߪߩߡߴߔޔታ〣ߢหߓࠃ߁ߦሶߤ߽ࠍᚑ

ߺᤨ㑆ࠍߤ߁ߔߏߔߩ߆ߪޔၮᧄ⊛ߦߪሶߤ߽ߚߜߦࠁ

㐳ߐߖࠆߎߣߪߢ߈ߥߣ߁┙႐ߦߚߜࠆޔታ〣ߢ

ߛߨࠄࠇߡࠆߣ⸒ߞߡࠃޕ

ߪࠆሶ߇ᚑ㐳ߒࠆߚ߹ޔታ〣ߢߪߩઁޔሶ߇ᚑ㐳ߔ

 ߎߩࠃ߁ߦᢛℂߔࠆߣޔભߺᤨ㑆ߪޔᬺߩࠃ߁ߦ⋡

ࠆߣ߁ࠃ߁ߦ⠨߃ߡޔ㐳⋡ߢߺࠇ߫߇ߥࠎߺޔᚑ㐳

ᮡߦะ߆ߞߡ߆ࠍߔࠆߣ߆ߥࠎߺޔหߓߎߣࠍᐔ╬ߦ
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ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁ߎߣ߇ߥߩߢޔᬺߩᨒ⚵

߁ߎߣߪ◲නߦߪ⸒߃ߥߛࠈ߁ޕ

ߺࠍߪߕߒߚ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߦ↪ߔࠆᤨ㑆ߣߒߡ

 ߢߪߤ߁ߔࠇ߫ࠃߩߢࠈ߁߆ޕߩⷞὐ߆ࠄ⠨߃

ㆡߒߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ

ߡߺࠃ߁ޕታ〣⠪߇ᄖ࿖ੱߦޔሶߤ߽ࠍછߖࠆ႐วߪߤ



߁ߢࠈ߁߆ޕ

㧚ߤߩࠃ߁ߥ႐ᚲߢⴕ߁ߩ߆

 ታ〣⠪ߣᄖ࿖ੱߣ߇᥉Ბ߆ࠄ߆߆ࠊࠅวߞߡࠆખ

 ৻ߟߩ᧦ઙߣߒߡޔሶߤ߽ߚߜߩᢎቶ߆ࠄㄭߣ߁

ߩ႐วޔᓐࠄߪታ〣ߦߚߔࠆ₸⋥ߥᗧࠍࠊߔߎߣ

ߎߣ߇ߍࠄࠇࠆࠅ߹ޕᢎቶ߆ࠄ㆙႐ᚲߛߣߊⴕޔ

߇ߢ߈ޔታ〣⠪ߪᲧセ⊛ᔃߒߡߩߘޔᄖ࿖ੱߦ႐ࠍછ

ߩߦᤨ㑆ࠍ㘩ߞߡߒ߹߽ߞߚߥߚ߹ޕ㆙ߣߘߩ

ߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߢࠈ߁ޕ

႐ߢ߇ߎߞߡࠆߩ߆ಽ߆ࠅߠࠄޕᢎቶߩㄭߊߦ

 ৻ᣇޔᢎᏧ߇߹ࠅᄖ࿖ੱߩߎߣࠍࠃߊ⍮ࠄߥ႐วޔ

ࠇ߫ߩ߹ߚ߹ߚޔㅢࠅߔ߇ࠅߢ߽ߩߘޔ႐ߢ߇ߎ

ߟ߹ࠅ⁁ࠆޔᴫߦ߅ߡߩߘޔᄖ࿖ੱ߇ߤ߁߁ᔕ

ߞߡࠆߩ߆◲නߦ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈߽ߦߌ߆ߞ߈ࠆޔ

ࠍߔࠆ߆߇ࠊ߆ࠄߥࠃ߁ߥ႐วߪߤ߁ߢࠈ߁߆߅ޕ

ߥࠆߛࠈ߁ޕ

ߘࠄߊታ〣⠪ߪ߁߁ߘޔᄖ࿖ੱߦޔભߺᤨ㑆ࠍㅢߒߡ

 ߹ߚޔㆡᐲߦሶߤ߽ߚߜ߇േߌࠆࠃ߁ߥᐢߐ߇ᔅⷐߢ

ሶߤ߽ࠍછߖࠆߩߪߣߡ߽ᔺߪߕߢࠆޕ߇ߎࠆ

ࠆޕሶߤ߽ߚߜ߇ߤߩࠃ߁ߥ߆߆ࠊࠅࠍᄖ࿖ੱߣߔࠆ

߆ࠊ߆ࠄߥߩߢ⚿ޔᨐߣߒߡᢎᏧߪޔᄖ࿖ੱߦߘߩᤨ

߆ߪࠆޔ߇ࠆߪߢߣߎߥࠄ߆ࠊߣߥߺߡߒޔ⒟

㑆ߤ߁ᝄࠆ⥰߃߫ࠃߩ߆ᜰ␜ߒߡߒ߹߁ߎߣߦߥࠆ

ᐲޔりࠍ߁ߏ߆ߔࠃ߁ߥ߆߆ࠊࠅࠍߒߚߣߒߡ߽ޔ

߆߽ߒࠇߥࠅ߹ߟޕᬺߣ߁ᨒࠍᄖߒߚߦ߽߆߆ࠊ

ߘࠇߦኻᔕߢ߈ࠆ႐߇ᔅⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ࠄߕ߅ߥޔᄖ࿖ੱߦᓎഀࠍਈ߃ޔᵹࠍߘߩᢎᏧ߇੍᷹

 ታ〣ߢ߁ࠝࡊࡦࠬࡍࠬߪޔ⸥ߩ᧦ઙࠍࠆ⒟

ߒ߁ࠆ⒟ᐲߩ߽ߩߦ᧤ߐߖߡߒ߹߁߆߽ߒࠇߥޕ

ᐲḩߚߒߡࠆޕ

 ߎ߁ߞߚ㕙߆ࠄ⠨߃ࠆߣޔᢎᏧߣᄖ࿖ੱߣ߇߆߆



ࠊࠅวߞߡࠆખߢࠆ߶߁߇ޔታ〣ࠍㅴࠆߢߪ⥃

㧚ᄖ࿖ੱߪߤߩࠃ߁ߥੱࠍࠃ߱ߴ߈߆

ᯏᔕᄌߥᆫߢ⥃ࠆߎߣ߇߃ࠆߛࠈ߁ޕ

 ߤߩࠃ߁ߥᄖ࿖ੱࠍࠃ߱ߩ߆ߣ߁ߎߣߪߦ․ޔᘕ㊀

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔታ〣⠪ߣᄖ࿖ੱߣ߇߆߆ࠊࠅวߞߡ

ߥ⼏⺰ࠍⷐߔࠆߥࠈࠈޕᄖ࿖ੱࠍࠃ߱ߎߣ߇⠨߃ࠄ

ࠆખߢࠆߣޔㅒߦᓐࠄ߇หታ〣⠪ߩࠃ߁ߦߥߞߡޔ

ࠇࠆ߇⇣߱ࠃࠍ࠻ࠬࠥߕ߹ޔᢥൻᵹߩታ〣ࠍⴕ߁೨ឭ

⇣ᢥൻᵹ߇ᓐࠄߦࠃߞߡㆊᐲߦ⚵߹ࠇߡߒ߹߁ߣ

ߣߒߡޔቇᩞߦࠃ߷߁ߣᕁߞߡࠆᄖ࿖ੱߪޔቇᩞߩᢎ

߁ߎߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ꮷ߽ߊߒߪᢎᏧߦḰߕࠆ߽ߩ߇ࠆߦ⊛⑳⊛ޔ⒟ᐲ߆

 ᧄታ〣ߢߪޔᬺߩᨒ⚵ߺࠍߪߕߔߣ߁․ᱶߥታ〣

߆ࠊߞߡ߅ߊߎߣ߇ᦸ߹ߒࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ

ࠁ߃ߦߩߘޔታ〣߇߹ߞߚߊ߽ߢ߈ߥߊߥࠆߣ߁ߎ

 ߘࠇࠍ〯߹߃ߚߢߥ߁ࠃߩߤޔᄖ࿖ੱࠍࠃ߱ߎߣ߇

ߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆߚޔታ〣ߩน⢻ᕈࠍᜂߔࠆߚߦޔ

ᦸ߹ߒߩߢࠈ߁߆ޕ

ዋߥߊߣ߽ታ〣⠪߇ࠃߊ⍮ߞߡࠆੱࠍࠃ߱ߎߣ߇ࠃ

 ߹ߕߪߩߟ৻ޔㆬᛯ⢇ࠍ⸳ߌߡޔ⠨߃ࠆᄾᯏߣߒࠃ߁ޕ

ߣ⚿⺰ߠߌߚޕ

 ታ〣⠪߇᥉Ბ߆ࠄ߆߆ࠊߞߡࠆࠃ߁ߥᄖ࿖ੱࠍࠃ

 ࿁ߩታ〣ߪ╩ޔ⠪߇ขࠅಾࠆߎߣߦߥࠆߢߎߘޕ

߱ߩߣᦨޔૐ㒢ߩᛂߜวࠊߖߩઁߪߥߡߞࠊ߆߆ޔ

╩⠪߇ᄢቇᤨઍ߆ࠄ߆߆ࠊߞߡ᧪ߚᄖ࿖ੱࠍࠥࠬ࠻ߦ

ࠃ߁ߥᄖ࿖ੱࠍࠃ߱ߩߣߪޕ߆߁ࠈߛࠃ߇ࠄߜߤޔ

ࠃ߱ߎߣߣߒߚࠎߐࡖࠠࡖࠪࡦࠠޕ㧔ࡀࡄ࡞ੱ㧕

 ታ〣⠪߇ࠃߊ⍮ߞߡߡ᥉Ბ߆ࠄ߆߆ࠊߞߡࠆࠃ

ߢࠆޕ

߁ߥᄖ࿖ੱࠍ߱႐วޔሶߤ߽ߚߜߪ߅ߘࠄߊޔታ〣⠪

 ࠠࡦߐࠎߪޔජ⪲Ꮢߦࠆࡈࠞ࠼ࡦࡑ࠻ࠞޟ

߇ߩߘޔᄖ࿖ੱߣߤߩࠃ߁ߦ߆߆ࠊߞߡࠆߩ߆ࠍࠆ

ࠚ࡞ࡄࡀ߁ߣޠᢱℂᐫࠍ༡ࠎߢࠆޕᓐߪޔᢱℂ

ߢࠈ߁ߩߘޔߡߒߘޕᄖ࿖ੱߦߪߤߩࠃ߁ߥᣇߢ߆

ࠍߟߊࠆߩ߇ᅢ߈ߛߣ߁ߎߣ߆ࠄ߅ᐫࠍᆎߚߩߢ

߆ࠊࠇ߫ࠃߩ߆ߣ߁ߎߣࠍቇ߮ߣߊߡߞࠊ߆߆ޔ

ࠆ߇߅ߩࠄ⥄ޔᐫߢࠆࠍޠࠚࡈࠞ࠼ࡦࡑ࠻ࠞޟ

ᕁࠊࠇࠆޕ

ὐߣߒߡߩ࡞ࡄࡀޔᢥൻࠍජ⪲ߩੱ߳ޔᣣᧄߩੱ߳

 ߘࠇߢߪㅒߦޔታ〣⠪߽߹ࠅ⍮ࠄߥࠃ߁ߥᄖ࿖ੱ

વ߃ߚߣ߁ᄢ߈ߥ⋡⊛߽ࠆ╩ޕ⠪ߪߚߞ߁ߘޔ

߇᧪ߚߣ߈ߪߤ߁ߢࠈ߁߆ޕሶߤ߽ߚߜߪޔታ〣⠪߇ޔ

ࠠࡦߐࠎߩ⋡⊛ࠍޔၮᧄ⊛ߦߪᔕេߒߡ߅ࠅ߅ޔᐫߩ

߿ߪࠅߤߩࠃ߁ߦᄖ࿖ੱߦ߆߆ࠊߞߡߊߩ߆ࠍࠆ

ࡎࡓࡍࠫߩᚑ߿⺣⋧ߩࡘ࠾ࡔޔળߩࠃ߁ߥ߽ߩ

ߛࠈ߁ࠅ߹ߟޕታ〣⠪⥄り߇ࠆࠊ߆߆ޔᒰ⠪ߦߥࠅޔ

ߦ߽៤ࠊߞߡࠆޕ

ߤ߁߆߆ࠊࠆ߆តࠈ߁ߣߒߡࠆ᭽ሶࠍߖࠆߎߣߦ



ߥࠆߛࠈ߁ޕሶߤ߽ߚߜߪታ〣⠪߇ᚭᖺߞߚࠅ߈ⴕޔ
߹ߞߚࠅߔࠆ᭽ሶࠍߡ⥄ޔಽߥࠄߤ߁߆߆ࠊࠆ߆⠨߃

 ታ〣ߩᣇᴺ


ߚࠅޔᚢߒߡߺࠃ߁ߣᕁ߁߆߽ߒࠇߥޕ

 ೨┨ߩ⚿ᨐࠍฃߌߡ ޔᐕ  ᓟඨߦ  ᣣ㑆ߦࠊ

 ߎߩࠃ߁ߦ⇣ޔᢥൻᵹߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ߚߣ߈ߦޔ

ߚߞߡޔජ⪲Ꮢߦࠆ┙ዊቇᩞߩ  ቇᐕࠍኻ⽎ߣߒޔ

ᢎ⢒ߤߜࠄߩᄖ࿖ੱࠍࠃࠎߛᣇ߇ࠃߩ߆ߤ߁߆ߣ

ࠠࡦࠪࡖࠠࡖߐࠎࠍࠥࠬ࠻ߦߡታ〣ࠍⴕ߁ߎ
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ߣߣߥߞߚ  ߪࠎߐࡦࠠޕᣣ㑆ߩ߁ߜ  ᣣ㑆ቇᩞߦ᧪

ࠄ߁ߚߦߞߚޕੑߟ⋡ߪޔሶߤ߽ߚߜߣࠠࡦߐࠎ

ࠆޕ

ߣߩ߆߆ࠊࠅࠍ╩⠪߇⸥ߦߒߚ߽ߩߢࠆࠄࠇߎޕੑ

 ᤨ㑆ߪޔᬺ㑆ભߺޔᤤભߺߣ߫ࠇࠆભߺᤨ㑆ࠍ↪

ߟߪߩࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔᖱႎ⊒ାḮߣߒߡ⟎ߠߌߚޕ

ߒߚޕ႐ᚲߪ  ߁ߣࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔቇᐕߩᢎቶߦ



 ታ〣ߩታ㓙

ㄭߊޔᢎቶߩ  ߶ߤߩᄢ߈ߐߩ㐿ߌߚࠬࡍࠬࠍ↪
ߒߚޕ



 ࠝࡊࡦࠬࡍࠬߦߪ߅ߩࠎߐࡦࠠޔᐫߢࠆࠞޟ

 ሼᢙߩ㑐ଥߊߒޔታ〣ߩਛりࠍㅀߴࠆߎߣߪߢ߈

࠻ࡑࡦ࠼ࠞࡈࠚߩޠᐫౝߩታ㓙ߩⵝ㘼ຠ߿࠼ࡦࠗޔ
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߽߇ߢߡ߈ߚߎߣ߇ߘߩߣߒߡߍࠄࠇࠆᧄߦ․ޕታ

ࠃ߁ߥ߽ߩࠍߚߡࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚߥߗߥߪࠇߘޕ

〣ߢߩᫎߪࠆߔࠍࠇߘޔሶ߇ᆎߡ߆ࠄᣣ߇ߚߟߦ

ߩ߆ޕ

ߟࠇޔᓢ⏛ߦޘജࠍ߹ߒޔೋᣣ߆ࠄࠠࡦߐࠎߣ߆߆ࠊ

 ⇣ᢥൻᵹߣߪ߆ߣ߁ࠍ┙ߡߡޔ⠨߃ࠃ߁ߣ

ߞߡ߈ߚࠃ߁ߥሶߤ߽ߚߜ߹ߢขࠅㄟࠎߢߊ߶ߤߦ

ߔࠆߣ⇣ߩࠄ⥄ޔ߽ߡߒ߁ߤޔᢥൻᵹߢࠆߣᕁࠊࠇ

ߥߞߚޕ

ࠆࠃ߁ߥ㛎ࠍᝄࠅࠆߎߣ߆ࠄ⊒ߒߥߌࠇ߫ߥࠄ

 ભߺᤨ㑆ߦታ〣ࠍⴕ߁ߩߢࠇ߫ߚߞ߁ߎޔሶߤ߽

ߥ߆ߞߚ⥄߇ࠇߘޕಽߦߣߞߡ৻⇟ࠕ࡞ߥ⇣ᢥൻᵹ

ߚߜߩⴕേ߽⠨ᘦߦࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߢࠈ߁߆ߒޕ

ߩ㛎ߢߞߚ߆ࠄߢࠆ⥄ߒ߆ߒޕಽ߇ߘ߁ߢࠆߣ

ߒሶߤ߽ߚߜߣࠠࡦߐࠎߣߩ߆߆ࠊࠅߩᤨ㑆߇ࠆޔ

ᕁ߁ߎߣߣߣࠆߢ߁ߘ߇ੱޔᕁ߁ߎߣߣߪ㆑߁ߢࠈ

ㇱಽߢߪᯏ⢻ࠍߒߥߊߥࠆߣ߁ߎߣߦߟߡ߽

߁⥄ޕಽ߇ࠃߣᕁߞߚ߇߁ߤ߆ࠃ߽ߡߞߣߦੱޔ
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ߛࠈ߁ޕ

ࡄ࡞ߦ㑐ߔࠆ߆߇߈ߡࠆߣ߁ߎߣ߇ᥧߦࡔ

 ߒ߆ߒߎߩߎߣࠍ⓭߈ߡ⠨߃ࠆߣߤ߁ߥࠆߢ

࠶ࠫߣߒߡવࠊߞߚ⚿ޕᨐޔሶߤ߽ߚߜߪ⥝㑐ᔃ

ࠈ߁߆ޕታߪ⇣ޔᢥൻᵹߣߪޔቴⷰ⊛ߦㅀߴࠆߎߣߩ

ࠍ߽ߞߡࠝࡊࡦࠬࡍࠬߦ᧪ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣᕁࠊ

ߢ߈ࠆࠃ߁ߥߎߣ߫ߢߪߥߊࠈߒޔਥⷰ⊛ߦߒ߆⺆ࠆ

ࠇࠆޕ

ߎߣߩ᧪ߥߎߣ߫ߥߩߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ

 ੑὐ⋡ߪޔታ〣ᦼ㑆ࠍㅢߒߡߎߩࠃ߁ߥ႐߇ࠅߟߠ

 ߎߩࠃ߁ߦ⠨߃ࠆߎߣߪޔ
⇣ޟᢥൻᵹߣߎ߁ߣޠ

ߌࠆߎߣߢࠅࠃߣࠎߐࡦࠠࠅࠃޔᷓ㑐ଥࠍ▽ߡ

߫ࠍᧄ⺰ᢥߩ࠲ࠗ࠻࡞ߦߞߡࠆߎߣߣ⍦⋫ߔࠆߎޕ

ߊߎߣߩߢ߈ߚሶ߇ߚߎߣߢࠆޕ

ߩ⍦⋫ࠍߤ߁ਸ਼ࠅ߃ࠆߴ߈ߥߩߢࠈ߁߆ޕ

 ࠠࡦߐࠎ߇᧪ߥᣣߢ߽ߪߢࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔዷ

 ৻ߟߩ⠨߃ߣߒߡޔᰴߩߎߣࠍឭ᩺ߒߚޕ

␜ຠࠍᦝᣂߔࠆߥߤߒߡޔડ↹ࠍ⛯ߌߚߚߞ߁ߎޕᣣ

 ⇣ޟᢥൻᵹޔ߇߫ߣߎ߁ߣޠߦᄢ߈ߊਥⷰߦࠃ

ߦ߽ࠝࡊࡦࠬࡍࠬߦ⿷ࠍㆇ߱ሶߩਛߦߪޔᓟᣣࠠޔ

ࠆߎߣ߫ߢࠆߣߔࠆߥࠄ߫ޔቇᩞߩᢎᏧ৻ੱ߭ߣࠅ߿ޔ

ࡦߐࠎߣߘߎߢᓧߚ⍮⼂ࠍ↪ߡࠆߔࠍߒޔሶ߽

╩⠪ߩࠃ߁ߥᄢቇ㒮↢߿⇣ޔᢥൻᵹߩታ〣ߦ⥝ߩ

ฃߌࠄࠇߚޔߪߣߎߩߎޕ႐߇ࠅߟߠߌࠆߎߣߩല

ࠆᄢቇ↢৻ੱ߭ߣࠅߦ⁛⥄ߩ⇣ޟᢥൻᵹߣߪ߆߇ޠ

ᕈࠍ␜ߒߡࠆޕ

ࠆߪߕߢࠆޕ
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 ߎ߁ߞߚߘࠇߙࠇߩ⇣ޟᢥൻᵹߣߪ߆߃ࠍޠ

ߞߚޕ

ߡ߹ߣߍࠆߎߣߪߖߕߩࠇߙࠇߘޔᕁ߁⇣ᢥൻᵹ

 ߘࠇߪߚߞ߁ߎޔ႐߇ࠆߎߣߢߩߘޔ႐ߦࠇߥ

ߩታ〣ࠍޔᰴߦޘቇᩞߩਛߢⴕߞߡⴕߌ߫ࠃߩߢߪߥ

ሶ߇ߢߡ߈ߚߎߣߢࠆޕ

ߛࠈ߁߆ޕ

 ᧄ⎇ⓥߢߪਥߦࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔౝߢࠠࡦߐࠎߣ

 ࠆታ〣ߪߩߟ৻߁߽ޔታ〣ߣ⋧ߔࠆ⠨߃ߢㅴࠄ

߆߆ࠊߞߚሶߤ߽ߚߜߦὶὐࠍߒ߷ߞߡ⸥ㅀߒߡࠆ

ࠇࠆ߆߽ߒࠇߥޔߡߞߣࠄ߆ߛޔߒ߆ߒޕᣧᕆߦߐ

߇ޔታ〣ోࠍߣ߅ߒߡࠆߣߩࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔᄖ

߹ߑ߹ߥ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍᄢ߈ߊ߹ߣߡߒ߹߃߫ޔ

ߦߡޔਛߦߪࠄߥሶߤ߽ߚߜ߽ᄙߊߚޕ

߅ߘࠄߊ߅߇⥄Ꮖ᱂⍆ߦ㒱ߞߡߒ߹߁ߛࠈ߁ޕ

 ᓐࠄߪࠝࡊࡦࠬࡍࠬߩᄖߦߡࡍࠬࡦࡊࠝޔ

 ᄢಾߥߎߣߪࠆߥ⇣ޔ⠨߃ࠍ߽ߟታ〣⠪ߣ⼏⺰ࠍߒޔ

ࠬߩਛࠍߡࠆߩߢࠆ߇ޔਛߦߪࠄߥߣ߁ⴕ

ߐ߹ߑ߹ߥᒻߢᐲߢ߽ޔᣂߒ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍⴕ

േࠍߒߚ㧔߆ߩ߈ߞ߆ߌߢࠆߎߣ߽ࠆޕ㧕߹ߚ⾰

߁ߎߣߢߪߥߛࠈ߁߆ߩߘߡߒߘޕᚑᨐߣ⺖㗴ࠍᱜ⏕

ࠞ࠼߿ޔ߈ᦠߊࠃࠍ࠼ࠞ࠻ࠬࠛࠢޔᛩವߒߚޕ

ߦ⺒ߺ⸃߈ࠍࠇߘޔਸ਼ࠅ߃ࠆታ〣ࠍᣂߚߦߟߊࠆߎߣ

ࠆࠄࠇߚ႐߇ࠆ߆ࠄߎߘߩߘޔ႐ߦࠇߥߣ

ߢࠆޕ

߁ߎߣ߽ࠅ߁ࠆߩߛࠈ߁ޕ

 ౕ⊛ߥ᩺ߣߒߡߪ⇣ޔᢥൻᵹߦ⥝ߩࠆޔᢎᏧ

 ߃ߡ߆߆ࠊࠆ႐ࠍ⸳ߌߡߒ߹߁ߎߣߢࠎߐࡦࠠޔ

߿ᄢቇ↢߿ᄖ࿖ੱ߇ㅪ៤ߒޔᏱߦᣂߚߥ⊒ᗐߢታ〣ࠍޔ

ߣߩ߆߆ࠊࠅߦᢝዬࠍߟߊߞߡߡߒߊࠄߠࠅࠊ߆߆ޔ

ᰴ߇ߣߎߊߡߞⴕޔߒߛࠅߊߟޘߍࠄࠇࠆߢߎߎޕ

ࠆߣ߁ߎߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

߁ㅪ៤ߦߪޔห⺞ߔࠆߣ߁ᗧ߿ޔᅷදߔࠆߣ߁



ᗧࠍᜬߚߖߥ߃⛘ޕ㑆ߥ⼏⺰ࠍߔࠆߣ߁ᗧߣ

㧚⎇ⓥߩ⺖㗴

ߒߚޕ

 ⸥ߦߍࠄࠇߥ߆ߞߚᧄ⎇ⓥߩ⺖㗴ߣߒߡએਅߩ



ὐ߇ߍࠄࠇࠆޕ

㧔㧞㧕႐ࠍ⸳ߌߚߎߣߩലᕈߣ⺖㗴

 ᧄታ〣ߪ․ࠆޔቯߩᄖ࿖ੱ․ޔቯߩቇᩞߢߩ߭ߣߟ



ߩߢߒ߆ߥ⎇ᧄޕⓥߢࠄ߆ߦߥߞߚߎߣ߇ߘޔ

 ᧄታ〣ߪ߁ߣࠬࡍࠬࡦࡊࠝޔ႐ࠍߞߡⴕߞߚޕ

ߩ߹߹ઁߩᄖ࿖ੱߩઁޔቇᩞߦᔕ↪ߢ߈ࠆߣߪ㒢ࠄߥޕ

ᦼ㑆ਛߪࠠࡦߐࠎ߇᧪ࠆޔߕࠄࠊ߆߆ߦߥ᧪ޔᏱߦ

ᓟߪ⇣ߥ߹ߑ߹ߐߦࠄߐޔᢥൻᵹߩታ〣ࠍߡ

ࠄ߆ߩᒻߢડ↹ࠍⴕߞߚߪࠬࡍࠬࡦࡊࠝޕሶߤ߽

߈᧦ࠆࠇࠊⴕ߇ࠇߘޔઙߥߤࠍਛᔃߦࠅࠃޔ෩ኒߦ⠨

ߚߜߩᢎቶ߆ࠄㄭߊߚ߹ޔሶߤ߽ߚߜ߇৻ቯᢙ߈ߡ߽ㆡ

ኤߒߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ

ᐲߦりࠍേ߆ߖࠆᐢߐࠍ߽ߞߡࠆߩߎޕ႐ࠍ⇣ᢥൻ

 ߹ߚޔሶߤ߽ߚߜߣࠠࡦߐࠎߣߩ߆߆ࠊࠅߩ᭽ሶߥ

ᵹߦ߁ߎߣߢੑὐߩὐ߇ࠄ߆ߦߥߞߚޕ

ߤ⸥ߡߒߦ߆ޔㅀߒಽᨆߔࠆߩ߆ߣ߁⺖㗴߽ᱷߞߚޕ

 ৻ὐ⋡ߪ⇣ߚߞ߁ߎޔᢥൻᵹߩߚߩ႐ࠍߣࠅߚ

ࠆሶߤ߽ߩ᭽ሶߦߟߡ⸥ޔㅀߒಽᨆߔࠆߣ߈⥄ޔಽ

ߡߡ⸳ቯߒߚߎߣߢޔሶߤ߽ߚߜߩ⥝㑐ᔃࠍ߭ߊߎߣ

ߩਥⷰ⊛ߥ⸃㉼ߦࠅߔ߉ߧࠃ߁ޔሶߤ߽ߚߜߩⴕേࠍ

߇ߢ߈ߚߎߣߢࠆޕ

ߢ߈ࠆߛߌቴⷰ⊛ߦᢥሼൻߒࠃ߁ߣᕁ߁ߩߛ߇ޔቴⷰ⊛

 ታ〣ᦼ㑆ਛޔሶߤ߽ߚߜߦߪޠࠬࡍࠬࡦࡊࠝޟޔ

ߦᢥሼൻߒࠃ߁ߣᎿᄦߔࠇ߫ߔࠆ߶ߤߩߘޔᎿᄦ߇ਥⷰ
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ߦࠃߞߡࠆߎߣࠍᗵߓߚޔߚ߹ޕታ〣ࠍࡆ࠺ࠝ࠹ࡊ
ߥߤߢ⸥㍳ߒߚ߽ߩࠍߡ⸥ㅀߔࠆߣ߁༡ߺߦߟ
ߡ߽⸥ޔㅀࠍߒߡࠆ㓙ߦ⎇ޔⓥߒ߿ߔࠃ߁ߦ⸥ㅀߒ
ߡࠆߩߢߪߥ߆ߣ⥄⥄╵ߔࠆߎߣ߇ᄙ߆ߞߚߐޕ
ࠄߦߘߩ⸥㍳ߘߩ߽ߩࠍߡߡ߽⸥ޔ㍳ߒ߿ߔࠃ߁
ߦታ〣ࠍߡࠆߩߢߪߥ߆ߣ⥄⥄╵ߔࠆߎߣ߇
ᄙ߆ߞߚޕ
 ߎ߁ߞߚߎߣߪ╩ޔ⠪⥄りߩ⺖㗴ߢ߽ࠆ߇ޔሶߤ
߽ߩ᭽ሶ߿߆߆ࠊࠅߩ᭽ሶࠍ⸥ㅀߔࠆߣߪߤ߁߁ߎ
ߣ߆ߣ߁㗴ߢ߽ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ⸥ޕㅀߦߟߡ
ᦠ߆ࠇߚᢥ₂߿ޔታ㓙ߦሶߤ߽ߩ᭽ሶߩ⸥ㅀ߇ߥߐࠇߡ
ࠆᢥ┨ࠍߡߚߞ߁ߎޔ㗴ࠍ෩ኒߦ⠨ኤߒߡߊ
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ᧄ⺰ᢥߪ╩ޔ⠪ߩᐔᚑ 20 ᐕᐲජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ
⎇ⓥ⑼ୃ჻⺰ᢥ ޡભߺᤨ㑆ߦ߅ߌࠆ⇣ᢥൻᵹߩ⹜ߺ
гሶߤ߽ߣࡀࡄ࡞ੱߣߩ߆߆ࠊࠅࠍ⺒ߺ⸃ߊгߩ ޢౝ
ኈࠍᛮ☴ߒޔᣂߚߦ⠨߃ߚߎߣࠍߟߌട߃ߚ߽ߩߢࠆޕ
2 ߚߣ߃߫ޔ
ජ⪲⋵✚วᢎ⢒ࡦ࠲ߦࠆᢎ⢒ࠦࡦ࠹
ࡦ࠷࠺࠲ࡌࠬޟWakabaߦߤߥޠߍߡࠆᜰዉ
᩺߿ࠍࠇߘޔᚑߒߚታ〣⠪ߩᗧ࿑߇ㅀߴࠄࠇߡࠆ▎
ᚲࠍෳᾖߒߚޕ
ᢎ⢒ࠦࡦ࠹ࡦ࠷࠺࠲ࡌࠬޟWakabaޠ
http://db.ice.or.jp/wakaba_html/index.php㧔2009/2/6
㧕
3 ৻ߟߩߢࠆ߇ޔᚻరߦࠆᜰዉ᩺ߦߪޔ
৻ੱ৻ޟ
ੱ߇⋥ធᄖ࿖ߩᣇߣ⸅ࠇว߃ࠆࠃ߁ߦࡊ࡞ࠣޔᵴേߩ
႐ߦ߅ߡޔߩޘᓎഀࠍ⚦߆ߊಽᜂߒࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ
࡚ࠪࡦߩ႐ࠍ⸽ߒߚޕࠆߡࠇ߆ᦠߣޠޕ
4 ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ߦవ㚟ߌߚ೨ᜰዉߪޔ
ᄙߊߩታ〣
ᩞߢⴕࠊࠇߡࠆޕනߦᄖ࿖ੱߣ߆߆ࠊࠆߩߢߪߥߊޔ
೨ߦߘߩᄖ࿖ߩ㘩߿߿ቇᩞߩ᭽ሶߦߟߡޔ⡞߈
ߚߎߣࠍ߹ߣߡ߅ߊߣ߁ᵴേ߇ⴕࠊࠇߡࠆࠃ
߁ߢࠆ߫߃ߣߚޔߪߊߒޕߩ 74. ࠍෳᾖߦߐࠇߚ
ޕ
5 ⇣ᢥൻᵹߩታ〣ࠍࠆߣޔ
⃰ߦࠃࠆᵴേ߇ᄙߎ
ߣߦ᳇߇ߟߊޕ㘩ߩ⃰ޔ㘃ߩ⃰ߥߤޔᢥൻࠍߐ߹ߑ߹
ߥࠞ࠹ࠧߦಽߌߡߘߩᜂᒰߩ⃰ࠍࠆߣ߁
ᣇ߇ᄙ߫߃ߣߚޔߪߊߒޕߩ 74. ࠍෳᾖߐࠇߚޕ
6 ၮᧄ⊛ߦߪ╩ޔ⠪߇ᄢቇ㧞ᐕᤨߦ࡞ࡄࡀޔᣏⴕߦⴕ
ߞߚ⚻㛎ࠍ߽ߣߦᦠߡࠆߦࠇߘޕട߃ߡޔ2007 ᐕ
ߩ 12 ߦޔᄢቇ㒮↢߿ᄢቇ↢ࠍኻ⽎ߦ⇣ߩࠄ⥄ޔᢥൻ
㛎ࠍࠗࡦ࠲ࡆࡘߒߚ߽ߩ߽ෳ⠨ߦߒߚޕ
7 ᢎ⢒ቇ⠪ߩ㐳የᓆᄦߦࠃࠇ߫ޔߪࡦ࠰ࠢࡖࠫޔ
ޟᢎቶ
ߢ߅ߡ㗫❥ߦߎߞߡࠆ᧪߿ታ㓙ࠍ߹ߩࠅޔ
߹ߦߣࠄ߃ࠆߥ߆߆ࠄ㧔ਛ⇛㧕㓝ࠇߚᒻߢẜ⊛ߦ↢ᓤ
߇৻ቯߩⴕേ߿ᘒᐲࠍりߦߟߌߡߊߎߣࠍ␜ߒߚੱޠ
‛ߢࠆޕ㧔ᒁ↪㧦ޡቇᩞᢥൻ߳ߩᚢ ̅ᛕ್⊛ᢎ⢒
⎇ⓥߩᦨ೨✢̅࡞ࠤࠗࡑޢ㨃ࠕ࠶ࡊ࡞㐳የᓆᄦᳰ
↰ኡ ✬ ᧲ାၴ  ᐕ 2㧕
1

‐26‐

