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はじめに
国連海洋法条約等の国際約束や海洋の持続可能な開発および利用を実現するための国際
的取組みを受けて、地球表面の 7 割を占める海洋の総合的管理と持続可能な開発に向けた
各国の取組みが進んでいます。
笹川平和財団海洋政策研究所は、その前身である海洋政策研究財団の時代より、「人類
と海洋の共生」を目指し、海洋の総合的な管理や、海洋教育・人材育成、海洋環境・生物
多様性の保全などに関する調査研究を実施してきました。その成果は、国際社会による海
洋の持続可能な発展の実現に資する提言として取りまとめております。そして、この調査
研究の一環として、当研究所ではボートレースの交付金による日本財団の支援を受け、海
洋の総合的管理に向けた海洋政策や法制、推進方策の検討、政策提言等を行うことを目的
とした「我が国における海洋政策に関する調査研究」を実施しています。
2007 年の海洋基本法制定を受けて内閣に設置された総合海洋政策本部によるリーダーシ
ップの下、2013 年に策定された第 2 期海洋基本計画においても、海洋の総合的管理の推進
について具体的に明記されました。その動きを受けて、当研究所ではこれまで新たな海洋
政策の指針となるべき検討を目指し、調査研究を行ってきました。
2017 年には、国連持続可能な開発目標の目標 14（SDG14）の実施に向けて 6 月に初め
て開催された「国連海洋会議」での「行動の要請（Call for Action）」の採択、国家管轄権
外区域の海洋生物多様性（BBNJ）準備委員会第 4 回会合の勧告を受けた第 72 回国連総会
決議での「BBNJ に関する法的拘束力ある文書を交渉するための政府間会合の設置」の決
定など大きな動きがありました。特に SDG14 の実施に向けた一連の国際社会の取組み
は、海洋の総合的管理を推進する世界的な大きな契機となりました。また、我が国におい
ても、海洋基本法が制定から 10 年を迎え、2017 年 4 月から、第 3 期海洋基本計画の策定
に向けた議論が行われました。
こうした動きに注目しながら当研究所では、これまでの検討を踏まえて海洋の総合的管
理の推進に関する課題を整理するとともに、国際的な動向を見据えた新たな海洋政策の展
開に向けた検討をし、本報告書にとりまとめました。
最後になりましたが、本調査研究の実施に際して、熱心なご議論を頂きました「総合的
海洋政策研究委員会」の各委員と、本調査研究への支援、ご助力を頂きました日本財団、
その他の多くの協力者の皆さまに厚く御礼を申し上げます。

2018 年 3 月
笹川平和財団海洋政策研究所 所長 角南篤
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第１章
１

研究の概要

背景と目的

（１）国際社会における議論の展開
本調査研究で検討を行う海洋の総合的管理については、20 世紀後半に国際社会での議
論が進展し、法秩序の柱としては「国連海洋法条約（UNCLOS）」が、政策の柱としては
1992 年のリオ地球サミットのアジェンダ 21 から始まる「持続可能な開発」のための包
括的な行動計画が採択されてきた。
1982 年に採択され 1994 年に発効した国連海洋法条約(UNCLOS)は、伝統的な「海洋
の自由」を制限し、「海洋の管理」の強化を図ったほか、領海や大陸棚に加え、新たに排
他的経済水域(EEZ)について定めている。UNCLOS 第 56 条によれば、沿岸国は EEZ に
おいて、①海底の上部水域・海底・その下の天然資源の探査・開発・保存、及び EEZ に
おける経済的目的での探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利、ならびに
②人工島等の設置・利用、海洋の科学的調査、及び海洋環境の保護・保全等に関する管轄
権、③その他の同条約に定める権利義務等を有する。そして EEZ 水域の海底及びその下
については大陸棚に関する規定が適用され、探査及び開発を行う主権的権利が沿岸国に与
えられている。更に、UNCLOS では、第 12 部において海洋環境の保護・保全に関する
一般的義務を規定している。
1992 年の国連環境開発会議（リオ地球サミット）で採択されたアジェンダ 21 は、海
洋の総合的管理と持続可能な開発の政策的枠組みを提示している第 17 章において「沿岸
国は、自国の管轄下にある沿岸域および海洋環境の総合管理と持続可能な開発を自らの義
務」とし、「全ての関係部門を含む統合された政策および意思決定プロセスを定めるこ
と」を求めている。
（２）海洋基本法の成立
我が国は、1996 年に UNCLOS を批准し、世界で 6 番目に広い海域（領海と排他的経
済水域）を有する海洋国家となった。しかしながら、欧米をはじめとした各国が新たに構
築された海洋秩序に基づいて、海域の適切な開発・利用・保全に総合的に取り組んだのと
対照的に、我が国では、批准後 10 年以上にわたり十分な対応がなされてこなかった。こ
の背景として、海上輸送や漁業などの機能別の縦割りの取組みが先行して整備されたこと
で、これらを横断する総合的な施策の必要性の認識が十分でなかったとも言われている。
このような状況のもと、海洋の諸問題に総合的、計画的に対応する必要性に鑑み、
2005 年に海洋政策研究財団（現在の笹川平和財団海洋政策研究所）から「21 世紀の海洋
政策への提言」が行われ、総合的な海洋政策を超党派で研究するため、海洋基本法研究会
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が 2006 年 4 月に発足した。この研究会での議論を経て、超党派の議員立法として 2007
年 4 月に海洋基本法が成立した。
海洋基本法を受けた当初の我が国の海洋政策の推
進体制は図 1 のとおりである。総理大臣を本部長とす
る総合海洋政策本部が設置され、そのもとで内閣官房
総合海洋政策本部事務局が本部に関する事務を取り
扱う。また、総理大臣が任命する 10 名以下の有識者
（参与）からなる参与会議が置かれた。参与会議では、
海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、意
見を述べるとされている。この体制のもと、2008 年
3 月に第 1 期海洋基本計画が策定され、また、2013 年
4 月に第 2 期海洋基本計画が策定された。なお、2017
年 4 月に事務局が内閣官房から内閣府に移行され、内
閣府総合海洋政策推進事務局となった。
図 1

図 2

「21 世紀の海洋海洋政策への提言」

海洋基本法を受けた我が国の海洋政策の推進体制

（事務局は 2017 年 4 月から内閣府に移行、出典：総合海洋政策本部資料）
（３）海洋の総合的管理の推進と課題
このような我が国の海洋政策の流れのなか海洋の総合的管理については、EEZ 等の総合
的管理及び沿岸域総合管理として推進されてきた。
EEZ 等の総合的管理については、海洋基本法では、その第 19 条において「排他的経済
水域等の開発、利用、保全等に関する取組の強化を図るこの重要性に鑑み」、「海域の特性
に応じた排他的経済水域等の開発等1の推進」等のために必要な措置を講じることが規定さ
れている。

1

開発、利用、保全等
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EEZ 等における総合的管理の推進に向けて、第 1 期海洋基本計画期間中の 2011 年 5 月
に海洋政策研究財団が、法律の骨子案を具体的に提示する「排他的経済水域及び大陸棚の
総合的な管理に関する法制の整備についての提言」を行い、2013 年 4 月に閣議決定され
た第 2 期海洋基本計画では、その策定過程において EEZ 等の総合的管理に係る議論がな
されるなど機運が高まっていた。そして、第 2 期海洋基本計画では、基本的方針（第 1 部）
の「重点的に推進すべき取組」に「海域の総合的管理と計画策定」が取り上げられ、EEZ
等は「今後、その開発・利用を進めていくことによる海洋産業の振興と創出等が期待され
るため、利用調整を含めた海域の適切な管理を図るための取組を推進する」とされている。
また、第 2 部において、EEZ 等の開発、利用、保全等を推進するため「海域の開発等の実
態や今後の見通し等を踏まえつつ、管理の目的や方策、取組体制やスケジュール等を定め
た海域の適切な管理の在り方に関する方針を策定する」こと、及び「総合海洋政策本部に
おいて（中略）海域管理に係る包括的な法体系の整備を進める」ことが明記された。これ
を受け、2013 年度から総合海洋政策本部参与会議での議論が開始されが、政府において法
整備に結びつく進展は見られていない。
一方、沿岸域総合管理については、海洋基本法第 25 条において「自然的社会的条件から
みて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域及び陸域について、そ
の諸活動に対する規制その他の措置が総合的 に講ぜられることにより適切に管理される
よう必要な措置を講ずるものとする」と規定されて
いる。更に第 2 期海洋基本計画において「各地域の
自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、
各地域の特性に応じて陸域と海域を一体的かつ総
合的に管理する取組を推進することとし、地域の計
画構築に取り組む地方を支援する」ことを示してい
る。しかしながら、地域の支援に係る包括的かつ具
体的な制度等は実現できていない。
このようななか本調査研究では、並行して海洋政
策研究所において実施している「沿岸域総合管理モ
デルの展開に関する調査研究」の成果も踏まえて、
2015 年 3 月に「沿岸域総合権利の推進に関する政
策提言

市町村主体による地方沿岸域の総合的管

理に向けて」を作成するなど、沿岸域総合管理の推
進に向けた検討を進めてきた。
図 3

「沿岸域総合管理の推進に関する政策提言」

このように、EEZ 等の総合的管理及び沿岸域総合管理の両者とも、第 2 期海洋基本計画
において推進に向けた取組みが示されたものの、計画期間中において具体的な進展は見ら
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れていない。なお、与党を中心として EEZ 法制についての検討が進められているが、その
過程で権益確保の側面が強くなり、総合的管理の検討が必ずしも十分に行われていないと
いう課題もある。
（３）国際社会における新たな議論の展開
我が国における海洋基本法のもとでの海洋の総合的管理に関する各種検討が行われるな
か、国際社会における議論においても進展が見られた。
2015 年、国連持続可能な開発サミットにおいて持続可能な開発目標(SDGs)を掲げる「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。SDGs は、世界全体で取り組む
べき課題を 17 の目標と 169 のターゲットという形で明示しており、海洋に関する目標と
しては、目標 14「海洋・海洋資源の保全と持続可能な利用」（SDG14）が示されている。
SDG14 では、2025 年までに海洋汚染の防止・大幅削減、2020 年までに海洋・沿岸の生
態系の回復、2020 年までに過剰漁業・IUU（違法・無報告・無規制）漁業・破壊的漁業慣
行を終了して科学的管理計画実施、2020 年までに少なくとも沿岸域および海域の 10％を
保全することなどを示している。海洋の総合的管理と持続可能な開発に関する海洋分野の
行動計画が実施段階に入ったと言える。

図 4

持続可能な開発目標(SDGs)の 17 の目標

（出典：外務省ホームページ SDGs 取り組み）
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また、深海底や公海の海洋遺伝資源の開発や生物多様性の保全をめぐっては、
2004 年以降、国連の場で議論されてきたが、2015 年に国連総会で「国家管轄権外区
域の海洋生物多様性（BBNJ）の保全と持続可能な利用に関して国連海洋法条約の下
での国際的な法的拘束力のある文書を作成すべき」とする決議が採択された2。これ
に基づき、準備委員会が 2016 年～2017 年に 4 回開催され、①海洋遺伝資源（利益
配分に関する問題を含む）
、②区域型管理ツール等の措置（海洋保護区を含む）
、③環
境影響評価及び④能力構築・海洋技術移転の 4 つのテーマについて一括かつ一体とし
て議論されてきた。そして、2017 年 12 月、国連総会は BBNJ 準備委員会の勧告の検
討と国連海洋法条約の下での BBNJ の保全と持続可能な利用に関する法的拘束力ある国
際文書の条文の作成を行うための政府間会合を開催することが決定されている3。

2004年〜2015年：
国連総会非公式公開特別
作業部会（9回開催）

2012年：国連持続可能な開発会議（リオ+20）
「第69回国連総会終了までに国連海洋法条約の下で
国際文書を作成する決定」等を成果文書に明記

2015年6⽉：第69回国連総会にて準備委員会の開催を決定（国連総会決議69/292 ）
テーマ：
①海洋遺伝資源（利益配分に関する問題を含む） ③環境影響評価
②区域型管理ツール（海洋保護区を含む）
④能力構築及び海洋技術移転

準備委員会
第1会期：2016年3⽉〜4⽉
第2会期：2016年8⽉〜9⽉

第3会期：2017年3⽉〜4⽉
第4会期：2017年7⽉

条約草案の要素及び政府間会合の
開催に関する早期の決定を勧告
2017年12⽉：第72回国連総会にて政府間会合の開催を決定（国連総会決議72/249 ）

図 5

BBNJ の保全および持続可能な利用に関する議論の経緯

（４）調査研究の目的
2017 年度は、海洋基本計画の改定に加えて、SDG14 の実施に向けて 6 月に国連海洋
会議が開催されるなど、国内外において海洋の総合的管理に関する新たな議論が展開する
年である。そこで本調査研究では、海洋基本計画の改定に係る議論を受けた適時の検討を
行うとともに、諸外国の動向や、「沿岸域総合管理モデルの展開に関する調査研究」で得
られた成果を踏まえ、我が国の EEZ 等及び沿岸域における各総合的管理の課題を整理
し、その推進に必要となる論点を検討するとともに、SDGs などの国際的な議論の進展を
受けた、新たな課題について検討することを目指す。

2
3

国連総会決議 69/292
国連総会決議 72/249
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２

調査研究体制

本調査研究は、以下の体制にて実施した。
角南 篤

笹川平和財団海洋政策研究所

所長

寺島 紘士

笹川平和財団海洋政策研究所

参与

吉田 哲朗

笹川平和財団海洋政策研究所

副所長

古川 恵太

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

部長

角田 智彦※

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

主任研究員

前川 美湖

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

主任研究員

塩入 同

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

研究員

本田 悠介

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

研究員

小森 雄太

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

研究員

樋口 恵佳

笹川平和財団海洋政策研究所

海洋研究調査部

研究員
※：本調査研究のリーダ

（樋口研究員は 2017 年 8 月まで、役職は 2018 年 3 月現在）
また、総合的海洋政策研究委員会において、海洋の総合的管理に関わる課題を総合的な
見地から検討を行った。
2017 年度「総合的海洋政策研究委員会」委員
井田 徹治

共同通信社

岡本 信行

石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源技術部 特命調査役

加藤 茂
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３．研究の概要
本調査研究では、我が国の EEZ 等及び沿岸域における各総合的管理の課題を整理し、
その推進に必要となる論点を検討するとともに、SDGs などの国際的な議論の進展を受け
た、新たな課題について検討する。また、海洋基本計画の改定に係る議論を受けた検討を
行う。
（１）EEZ 等の総合的管理
1982 年に第三次国連海洋法会議で採択された国連海洋法条約や 1992 年の国連環境開発
会議で採択されたアジェンダ 21 を受けて、1990 年代より欧米をはじめとした各国では、
海洋の適切な開発・利用・保全を行う総合管理の取組が進展してきた。この流れを受けて
我が国においても、海洋の諸問題に総合的、計画的に対応する海洋基本法が 2007 年に成
立し、2013 年に閣議決定された第 2 期海洋基本計画の第 2 部では「海域管理に係る包括
的な法体系の整備を進める」ことが規定された。しかしながら、実際の政府における議論
では、統括的かつ具体的な法整備に結びつく進展は見られていない。また、与党を中心と
して EEZ 法制についての検討が進められているが、その過程で権益確保の側面が強くな
り、総合的管理に関する検討が必ずしも十分に行われていないという課題もある。
一方、2016 年度に海洋政策研究所で行った「各国の海洋政策の調査研究」では、近年、
欧米だけでなく東アジアでも、EEZ 等の管理のために、海域特性に応じて、開発・利用・
保全を同時並行的に、かつ科学的データに基づいて推進する手法である「海洋空間計画」
の導入が進められていることが示されている。海洋空間計画は、SDGs の目標 14 の推進の
ため 2017 年 6 月に開催された「United Nations Ocean Conference（国連海洋会議）」の
成果文書「Call for Action」においても、海洋の持続可能な利用のための統合的・分野横断
的アプローチを含む区域型管理ツールのひとつとして言及されている。なお、この区域型
管理ツール（海洋保護区を含む）については、国連海洋法条約のもとでの BBNJ に関する
議論においても重要なテーマとして議論されている。
そこで、本年度の調査研究では、これらの国際動向や国内における EEZ 等の開発・利
用・保全等の現状を踏まえ、今後の EEZ 等の総合的管理に必要となる論点を整理する。ま
た、SDGs などの国際的な議論の進展を受けて、新たな取組について検討する。
（２）沿岸域総合管理
さまざまな利用が錯綜する沿岸域の管理についても、アジェンダ 21 から始まる一連の
国連の環境開発関連会議の流れのもと、海域と陸域を一体として捉えることや産学官民な
ど多様な関係者が連携・協働することなどが繰り返し強調されている。これらの流れを受
けて国際社会では、沿岸域の管理に総合的かつ計画的に取り組むことが既に共通認識とな
っており、諸外国では、国の定める法律・制度等のもとで、地方自治体レベルにおいて具
体的な取組が行われている。国際的には、更に SDG14.2 において「海洋及び沿岸の生態系

－ 7 －

の回復のための取組」を行うことが示されており、その実現のための方策との一つとして
沿岸域の総合的管理が位置づけられている。
我が国においても、海洋基本法において沿岸域の総合的管理（第 25 条）を規定し、第 2
期海洋基本計画においても地域の支援などについて示しているが、第 2 期海洋基本計画の
実施期間中に具体的な制度等に関する進展は見られていない。
そのようななか海洋政策研究所では、「沿岸域総合管理モデルの展開に関する調査研究」
事業を行い、志摩市や備前市、竹富町等の市町村との協力関係のもとで、沿岸域総合管理
の具現化に向けた実際的な取組を継続して行ってきた。そこで、本調査研究においては、
同事業の成果も踏まえながら我が国の特性に着目した制度等について整理を行うこととす
る。特に、SDG14.2 などの沿岸生態系の保全に関する議論を見据え、沿岸域総合管理の推
進のために必要な制度（支援制度を含む）について比較整理を行う。
（３）海洋基本計画に資する議論
我が国の海洋に関する諸政策は、海洋基本計画に基づき、総合的かつ計画的に講じられ
てきた。現行の第 2 期海洋基本計画が 2017 年度末で計画期間の 5 年を経過することから、
昨今の海洋をめぐる情勢や環境の変化等も踏まえつつ、次期の第 3 期海洋基本計画の検討
が 2017 年度に進められた。
第 3 期海洋基本計画の策定にあたり、総合海洋政策本部参与会議では「基本計画委員会」
を設置して全体的な審議を行うとともに、同委員会の下に設置された小委員会及びプロジ
ェクトチームにおいて、4 つの主要テーマの評価及び検討が集中的に行われた。

図 6

2017 年度総合海洋政策本部参与会議の検討体制
（出典：内閣府総合海洋政策推進本部資料）

これら第 3 期海洋基本計画の策定に係る検討過程において、適切な評価のもとでの検討
の実施を促すため、本調査研究で 2016 年度に実施した第 2 期海洋基本計画の評価に係る
アンケート調査結果を分析し、発表した。
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第２章
１

関連する動向

持続可能な開発目標（SDGs）

SDGs をめぐる「持続可能な開発」の枠組みの議論は、1987 年に「環境と開発に関する
世界委委員会(ブルントラント委員会)」が公表した報告書「我々の共有する未来」に遡る。
環境と開発が両立しうるものであることを初めて示したこの報告書を受けて国連が開催し
たのが、1992 年の国連環境開発会議(リオ地球サミット)である。この会議では、持続可能
な開発に関する行動計画である「アジェンダ 21」が採択されるとともに、気候変動枠組条
約や生物多様性条約が署名されるなど、今日に至る海洋環境をはじめとした地球環境の保
護の取組に大きな影響を与える会議となった。
「アジェンダ 21」では、海洋の総合管理と
持続可能な開発の政策的枠組みと行動計画を第 17 章において提示している。
リオ地球サミットを起点とする海洋の持続可能な開発に関する取組は、2002 年の持続
可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD、ヨハネスブルグ・サミット）や 2012 年の持
続可能な開発会議(リオ＋20)に引き継がれている。2002 年の WSSD で採択された行動指
針である「ヨハネスブルグ実施計画」では、海洋・沿岸域の管理の推進や海洋の状態に対
する科学的評価・報告制度の確立など、海洋に関する実施プログラムが盛り込まれている。
また、2012 年のリオ＋20 の成果文書「我々の求める未来」では、分野横断的な独立した
テーマのひとつとして海洋を取り上げ、20 パラグラフにわたって行動計画が書き込まれ、
海洋・沿岸域の保全と持続可能な利用のために必要な行動を促している。
リオ＋20 は、SDGs に関する活発な議論が開始されたということでも意義深い会議とな
った。SDGs に関する政府間交渉のプロセスを立ち上げること、および、SDGs を 2000 年
から 2015 年までの国際開発目標として定められたミレニアム開発目標（MDGs）と統合
することが合意された。リオ＋20 で明確に示された将来の持続可能な開発の在り方を受け
て、2015 年の国連持続可能な開発サミットにおいて持続可能な開発目標(SDGs)を掲げる
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。SDGs は、世界全体で取り
組むべき課題を 17 の目標と 169 のターゲットという形で明示しており、海洋に関する目
標としては、目標 14「海洋・海洋資源の保全と持続可能な利用」が掲げられている。
SDG14 では、2025 年までに海洋汚染の防止・大幅削減、2020 年までに海洋・沿岸の生
態系の回復、2020 年までに過剰漁業・IUU（違法・無報告・無規制）漁業・破壊的漁業慣
行を終了して科学的管理計画実施、2020 年までに少なくとも沿岸域および海域の 10％を
保全することなどを示している。海洋の総合的管理と持続可能な開発に関する海洋分野の
行動計画が実施段階に入ったと言える。
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図 7

SDGs に至る持続可能な開発に関する枠組み

（２）SDG14 に関わる法・政策
これまで、海洋に関する各国の取組みをリードするため、法秩序の柱としては「国連海
洋法条約」が、政策の柱としては 1992 年のリオ地球サミットのアジェンダ 21 から始まる
「持続可能な開発」のための包括的な行動計画が採択されてきた。また、
「持続可能な開発
のための 2030 アジェンダ」が、
「この新アジェンダを形作るのを助けたすべての主要な国
連会議及びサミットの成果を再確認する」ことを明記している4ように、SDGs は様々な国
際的な法・政策の枠組みと関連している。
例えば、生物多様性条約に関しては、2010 年に合意された 2020 年までの短期目標（愛
知目標）の目標 11「海域の 10％が保護地域などにより保全される」と同様の内容が、
SDG14.5 に反映されている。また、国連気候変動枠組条約の関係では SDG14.3 において
海洋酸性化に係る目標が、WTO5協定の関係では SDG14.6 において過剰漁獲能力や過剰漁
獲につながる漁業補助金の禁止に係る目標が掲げられている。このように SDG14 は国際
的な法・政策の枠組みと関連している。SDG14 において定められているターゲットと指標
は表 1 の通りであり、SDG14 は、世界的に海洋管理とガバナンスを高めていく機会をつ
くりだしている。

4
5

A/70/L.1 (25 September 2015), paras. 10-13.
世界貿易機関（World Trade Organization）
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表 1

SDG14 の各ターゲット及び指標6

ターゲット

指標

14.1 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上
活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大
幅に削減する。
14.2 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な
悪影響を回避するため、強靭性（レジリエンス）の強化など
による持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実
現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行
う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、
海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源
の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベル
まで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、
過剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破壊的な
漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手
可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の
10％を保護する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果
的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関（WTO）漁業補
助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、
2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助
金を禁止し、違法・無報告・無規制（IUU）漁業につながる
補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。
14.7 2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な
管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海
洋資源の持続可能な利用による便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発
途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性
の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府
間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的
知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へ
のアクセスを提供する。

14.1.1 沿岸富栄養化指数（ICEP）及び浮
遊プラスチックごみの密度
14.2.1 生態系ベースにアプローチを用い
た管理が行われている国内の排他的経済
水域の割合

14.3.1 承認された代表標本抽出地点で
測定された海洋酸性度（PH）の平均値
14.4.1 生物学的に持続可能なレベルの
水産資源の割合

14.5.1 海域に関する保護領域の範囲

14.6.1 IUU 漁業と対峙することを目的
としている国際的な手段を実施する中に
おける各国の進捗状況

14.7.1 小島嶼開発途上国、後発開発途上
国及びすべての国々の GDP に占める持続
可能な漁業の割合
14.a.1 総研究予算額に占める、海洋技術
分野に割り当てられた研究予算の割合

14.b.1 小規模・零細漁業のためのアクセ
ス権を認識して保護する法的/規制/政策/
期間の枠組みの適用についての各国の進
捗
14.c 「我々の求める未来」のパラ 158 において想起される 14.c.1 海洋及び海洋資源の保全と持続
とおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のため 可能な利用のために UNCLOS に反映さ
の 法 的 枠 組 み を 規 定 す る 海 洋 法 に 関 す る 国 際 連 合 条 約 れているとおり、国際法を実施する海洋
（UNCLOS）に反映されている国際法を実施することによ 関係の手段を、法、政策、機関的枠組みを
り、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 通して、批准、導入、実施を推進している
国の数

総務省政策統括官ウェブサイト「指標仮訳（最終更新日：2017 年 8 月 8 日）」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000470374.pdf>を当研究所にて加工（SDG14 日
本語訳部分のみ抜粋）
6
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2017 年 6 月、持続可能な開発目標(SDGs)の目標 14「海洋・海洋資源の保全と持続可能
な利用」(SDG14)の実施について本格的に議論する初めての会議である「国連海洋会議」
が、ニューヨークの国連本部で開催された。フィジーとスウェーデンが共同でホスト国を
務め、政府、国連・国際機関、NGOs、市民社会、学術機関、科学コミュニティ、民間セク
ター等から約 4000 人の参加の下で開催された。同会議においてコンセンサスで採択され
た全 14 段落の宣言文「行動の要請（Call for Action）」7では、すべての関係者に対して以下
の項目の実施が要請されている。


官民連携を含む実効性・透明性のあるマルチ・ステークホルダーパートナーシップの
構築（a-c）、



海洋に関連する教育・啓発の推進（d-e）、



海洋調査、データ共有、研究への資源配分（f）、



海洋汚染防止・減少のための方策（廃棄物の削減、プラスチック・マイクロプラスチ
ック使用削減等）の実施（g-i）、



空間の管理ツールの促進（海洋空間計画（MSP）、沿岸域総合管理（ICM）、MPAs の
設定等）（j）、



気候変動緩和策・適応策の実施（k）、



持続可能な漁業の促進（IUU 漁業の撲滅、小規模漁業の強化、漁業補助金の適正化）
（l-p）、



SIDS・LDCs 等の海洋産業、経済の振興（q-r）、



「国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）」交渉への積極参加（s）
このうち（j）で示されている空間の管理ツールの促進については、「海洋のレジリアン

スを強化し、海洋生物多様性をより良く保全しかつ持続的に利用するために、海洋保護区
や海洋空間計画・沿岸域総合管理といった他の統合的・分野横断的アプローチを含む区域
型管理ツールの効果的かつ適切な利用を、ステークホルダーの関与や予防原則、生態系ア
プローチの適用に向けて、最善の科学的情報に基づいて、国際法や各国法令と整合した形
で支援する」と記されており、海洋保護区や海洋空間計画、沿岸域総合管理などの区域管
理ツールの重要性とともに取り込みの原則が示されている。

A/RES/71/312, Annex ”Our Ocean, our future: call for action”、参考資料として本報告
書に別添

7
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２

国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）

2017 年 7 月、総会決議 69/292 に基づき国連に設置された「国家の管轄権を超える区域
の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国連海洋法条約の下の法的拘束力ある
国際文書を策定するための準備委員会」
（以下、BBNJ 準備委員会）は、4 回にわたる会合
を終え、2018 年 9 月から「政府間会議（Intergovernmental Conference: IGC）」において条約
交渉が行われることになった 。
この BBNJ に関する新しい条約（BBNJ 新協定）は、国家管轄権外区域である公海や深
海底の海洋生物多様性を対象としたものであり、①海洋遺伝資源（利益配分の問題を含む）、
②区域型管理ツールのような措置（海洋保護区を含む）、③環境影響評価、④能力構築およ
び海洋技術移転といったトピックが主要論点として挙げられている。このうち、特に、区
域型管理ツールのような措置（海洋保護区を含む）と環境影響評価が国家の管轄水域、特
に、排他的経済水域（EEZ）の管理と大きく関連する。
BBNJ 準備委員会の報告書では、例えば海洋保護区（MPA）に関して、
「（BBNJ 新協定の）
テキストは、沿岸国の権利を害することなく、・・・（公海・深海底と）隣接する沿岸国に
より設置された MPA と新協定の下で設置された MPA との間の関係の問題に対処する」と
しており、国家管轄権外区域における MPA と沿岸国が設置する MPA との競合の可能性に
ついて認識をしている。これは、環境影響評価についても同様であり、
「隣接する沿岸国に
対する情報の問題について対処する」としている。これは元々、ミクロネシア連邦やフィ
ジーを含む島嶼国から提起されていたものであり 、交渉過程では、海洋遺伝資源に関して
も、
「公海に隣接する沿岸国に対して資源の保全、管理、規制に関するより大きな役割を付
与する」ことを主張していた。
このような沿岸国に対して「特権」を与えるという考えは、1950 年代から、領海を含む
沿岸域と大陸棚、その後は排他的経済水域との管理の調整の文脈で主張されることがあっ
たものであるが、今回の BBNJ 交渉では、EEZ と公海との間での資源と海洋空間の管理を
めぐる文脈で主張がされた。
このような「隣接沿岸国の特権」という考えは、国際法上確立したものではなく、現状、
島嶼国の主張も、あくまで一方的な主張に過ぎない。また、このような主張を認めること
は、沿岸国による公海・深海底への管轄権の拡大的行使（「忍び寄る管轄権（creeping
jurisdiction）」
）を認めることにもなり得るものであり、慎重な議論を要する。他方で、EEZ
と公海の MPA 管理の一貫性や両立性（compatibility）の観点から、MPA の設置や環境影響
評価の実施において隣接沿岸国に一定の配慮をすることは合理的であるという主張もあり、
必ずしも法的・実際的な根拠のない議論というわけではない。現在のところ、特権の有無
も含め、隣接沿岸国にどのような配慮をすべきかについては明確になっておらず、それら
については今後の交渉に委ねられている。
このように、BBNJ 交渉をめぐっては、沿岸国の海域管理にも影響を与えうるような論
点についての議論がされており、我が国の EEZ を含めた海洋管理を考える上でも、今後の
条約交渉の動向は注視していく必要がある。
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３．沿岸域総合管理モデル事業
沿岸域総合管理（ICM）は、国際社会においては、1960 年代にスタートした米国カリフ
ォルニア州のサンフランシスコ湾地域の沿岸域管理に端を発し、1972 年の米国「沿岸域
管理法」の制定、1980 年代におけるカナダ、ヨーロッパ諸国、オーストラリアでの沿岸域
総合管理の広がり、1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）の行動計画「アジェンダ
21」へ沿岸域総合管理による持続可能な開発の義務が明記されたこと等により国際標準的
なシステムとなり、アジアなどへと広まっていくとともに、GEF プロジェクト等により
東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）等の地域における実施も進められて
きた。その後も 2002 年の第 8 回 RAMSAR 条約締約国会議における「賢い利用（ワイズ
ユース（Wise Use））」、2012 年リオ＋20 の「我々が求める未来」、2015 年「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」などの各種行動計画に引き継がれており、沿岸域総合管理
(ICM)に取組むことで、これらの国際条約に基づく義務を順守することとなる。
我が国においては、1998 年に閣議決定された第 5 次の国土総合開発計画である「21 世
紀の国土のグランドデザイン」において沿岸域の総合的管理が取り上げられ、2000 年に
「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」が示されていたが、普及するには至らなかっ
た。本格的な実施は、2007 年に制定された海洋基本法の基本的施策、2008 年に閣議決定
され 2013 年に改訂された海洋基本計画の政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策として、
「沿岸域の総合的管理」の実施が位置づけられたことによって推進されることとなった。
都市部沿岸域においては、2001 年より都市再生プロジェクトの一環として実施される「海
の再生プロジェクト」が東京湾、大阪湾、伊勢湾（三河湾を含む）、広島湾で開始され、そ
れぞれ再生推進会議が設置された。瀬戸内海と有明海・八代海については、2005 年に最終
改訂された瀬戸内海環境保全特別措置法、2002 年の有明海及び八代海等を再生するため
の特別措置に関する法律などにより総合的な管理計画の推進が図られている。この他、環
境省の森里川海プロジェクトによる地域循環共生圏構築に向けた実証地域（国内 10 ヵ所）
や、水産庁の水産多面的機能発揮対策事業（47 地域協議会（336 市町村）で全国展開）な
どの中で、海域・沿岸域の総合管理における取り組みが推進されている。
当財団では、2010 年度より、沿岸域総合管理のあり方、実践事例の蓄積を目的として、
3 期にわたる調査研究を実施してきた。第 1 期の調査研究事業（2010 年度から 2012 年度）
では、
「沿岸域の総合的管理モデルに関する調査研究」として、国内 5 か所のモデルサイト
が地方自治体との協働で設置された。第 2 期の調査研究事業（2013 年度から 2015 年度）
では、「沿岸域の総合的管理モデルの実施に関する調査研究」として、2013 年に改定され
た新たな海洋基本計画の下、沿岸域管理における地方自治体の役割、必要な支援などにつ
いて検討を進めた。現在、第 3 期の調査研究（2016 年度から）において、モデルサイトを
7 ヶ所（三重県志摩市、岡山県備前市、福井県小浜市、岩手県宮古市、高知県宿毛市・大
月町（宿毛湾）、長崎県大村湾、沖縄県竹富町）に拡充し、自律的な沿岸域総合管理の展開
に必要な知見・支援を実施するため、
「海洋の環」の出版、ICM 読本「ENGANIKI」、
「海
のまちづくりガイドブック」のとりまとめなどを行っている。
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第３章

１

2017 年度の調査研究

EEZ 等の総合的管理

本事業においては、EEZ 等における法整備に向けて「総合的海洋政策調査研究委員会」
（來生新委員長）のもと、
「排他的経済水域及び大陸棚の総合的な開発、利用、保全等に関
する法律整備」の骨子案を 2011 年 3 月に、「排他的経済水域及び大陸棚の総合的な開発、
利用、保全等に関する法律」の要綱案を 2013 年 10 月に提言している。要綱案の骨子は次
のとおりである。

○目的、基本理念
〇基本方針
EEZ 等の総合的な開発、利用、保全等に関する基本的な方針を政府が策定
〇国の責務
EEZ 等の総合的な開発、利用、保全等に関する業務については、原則として国が実施
〇海域等計画の作成
EEZ 等の自然特性に応じて海域を区分し、海域ごとに、総合的な開発、利用、保全等
を推進するための海域等計画を、主務大臣が策定する。海域等計画では、それぞれの海
域等における方針や目標、区域区分、区域区分ごとの主要な施策を規定
〇海域等計画協議会の設置
様々な関係者を関与させるための海域等計画協議会を、海域等の区分毎に設置
〇海洋構築物等の設置に関する規制
〇排他的経済水域等の科学的調査に関する規制
EEZ 等については、第 2 期海洋基本計画の第 2 部で「海域管理に係る包括的な法体系
の整備を進める」ことが規定されたが、実際の政府における議論では、具体的な法整備に
結びつく進展は見られていない。そのようななか、2015 年 8 年に自民党は、「排他的経
済水域に関する法整備推進 WG」（座長：山本一太参議委員議員・元海洋政策担当大臣）
を自民党宇宙・海洋開発特別委員会の下に設置し、「我が国における国連海洋法条約の実
施のために必要な EEZ 管理国内法の整備」8に向けた議論を行った。その議論において
は、上述の提言のうち、
「海洋構築物等の設置に関する規制」と「排他的経済水域等の科
学的調査に関する規制」が対象となっているが、「海域等計画の作成」及び「海域等計画
協議会の設置」は含まれていない。
そこで本調査研究では、EEZ 等の総合的管理の観点から与党における検討に含まれて
いない、「海域等計画の作成」及び「海域等計画協議会の設置」について、海外の海洋空

「海洋技術フォーラムシンポジウム（2015 年 12 月）」の山本一太参議委員議員の講演
資料より。講演資料によると、「我が国の権益を損ねかねない事態が EEZ 内で発生して
いるが、それに対抗する法的枠組みがない」ことなどを、EEZ の法整備が必要な理由と
して示している。

8
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間計画の検討事例や我が国における EEZ 等の管理の状況、EEZ 等における協議会の特徴
的な事例を踏まえて検討を行った。
（１）各国における海洋空間計画の検討状況
近年、生物多様性条約(CBD)やユネスコ政府間海洋学委員会等の場においては、海洋の
総合的管理の手法として「海洋空間計画（MSP）9」が着目されている。ユネスコ政府間海
洋学委員会では、2009 年に海洋空間計画に関するガイドライン10を策定し、各国ではこれ
に応じた取組みが進められている。また、生物多様性条約の第 13 回締約国会議でも、沿岸
域および海洋において愛知目標達成を促進させるためのツールとして海洋空間計画を位置
付けている11。
以下では、沿岸域から EEZ 等に及ぶ海洋の総合的管理について、海洋空間計画の手法
を採用する諸国の制度、および実施状況について紹介する。
①欧州連合（EU）
欧州連合（EU）の近年の海洋施策は、EU における対外政策の基本指針である「統合的
海洋政策(IMP)」（2007 年）に基づき進められており、海洋空間計画は、IMP 達成のため
の分野横断的政策ツールと位置づけられる。
EU は 2000 年代初頭から沿岸域の総合的管理12を各国に促しており、2007 年の IMP 以
降は、沿岸域の総合的管理の中で培われた空間的管理のアプローチを発展させ、海洋空間
計画の体制構築へ向けた取組みが展開された。これにより対象海域は加盟国 EEZ 等にま
で拡大し、かつ複数国間での調整の必要性が強調されるようになった。

「海洋空間計画の枠組構築に係る欧州議会および理事会指令」(2014 年)によれば、
陸域と海域との相互関係、環境と経済と社会的・安全保障的観点、ステークホルダー
の関与、最良のデータ等の考慮のほか、加盟国間での協力を海洋空間計画の要件とし
ている。実際にバルト海などの 5 海域13において、複数国間での海洋空間計画プロジ
ェクトが進められている。このような海洋空間計画のための協力体制の構築や立法の
ため、EU は積極的な資金的支援、会議開催等による技術的支援を行っている。

海洋空間計画(Marine Spatial Planning)とは、海域特性・既存利用状況等を踏まえて
海域をゾーニングし、計画的な海域利用を行う空間利用調整法である。
10 “Step-by-Step Approach for Marine Spatial Planning toward Ecosystem-based
Management 2009.” Available at http://msp.ioc-unesco.org/msp-guides/msp-guidesoverview/
11 CBD/COP/DEC/XIII/9 (9 December 2016), para. 2.
12 Integrated Coastal zone Management, ICZM
13 バルト海、大西洋(including Celtic Sea and Bay of Biscay)、アドリア海、黒海、地中
海。
9
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図 8

中央バルト海における MSP の成果地図(左：エネルギー、右：環境)14

②米国
米国における海洋空間計画は、1972 年の沿岸域管理法15から始まる各州の沿岸域管
理計画の策定・実施体制の伝統を持ち、地域における利害調整とニーズの抽出、科学
的情報に基づく意思決定等のためのツールとして位置付けられている16。
特にオバマ政権下で承認された「沿岸・海洋空間計画17」は、沿岸域管理法の体制を
さらに発展させ、管理計画策定の主体を地域計画機関とした。地域計画機関は大規模
生態系(LME)に基づく地域海計画区域ごとに設立されるもので、これにより射程とな
る海域は、沿岸域管理法における各州の沿岸域18から、大陸棚外縁まで拡大した。
沿岸・海洋空間計画は大統領令によるもので各州に対し拘束力は持たないが、政府
機関である国家海洋会議(NOC)が地域計画機関と協力して策定を行うほか、政府デー
タ共有サイトと協力して地域の海洋空間計画のための情報共有・公開を行うなど、各
州と連邦政府との連携体制が確保されている。現在、海洋計画を策定・実施するため
の地域計画機関は 5 つ設置されており、2 件の地域海計画が NOC による承認を受け
ている19。

Joint maps developed during the project, at http://www.balticscope.eu/events/maps/
(as of 2 Feb, 2018).
15 Coastal Zone Management Act (CZMA)（1972）
16 Report on the implementation of the national ocean policy, at
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nop_highlights__annual_
report_final_-_150310.pdf (2017 年 11 月 16 日訪問), p. 15.
17 Coastal Marine Special Planning, CMSP
18 沿岸域管理法では、州の計画が実施可能な海域として、通常 3 海里までの海域と、
沿岸(coastal zone)政策が関連しうる内陸の区域が定義されている。See, U.S.
Commission on Ocean Policy.
An Ocean Blueprint for the 21st Century. Final Report (2004), p. 153.
19 樋口（2017）
「米国の海洋空間計画からみた日本の EEZ 管理のあり方」, Ocean
Newsletter 417 号。
14
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図 9

米国の沿岸・海洋空間計画における地域計画区域20

③中国
中国は海域使用管理法(2001 年)に基づき、
「全国海洋主体機能区域(MFZ)」と呼ばれ
る海洋空間計画を実施しており、国家、県、地方都市の 3 レベルで運用されている。
国家のレベルでは、2012 年に「全国海洋機能区画」として海域区画と海域利用案の提
示を行い、改善版として 2015 年 8 月、国家海洋局と国家発展改革委員会が共同で起
草した「海洋空間計画に関する国家計画21」が国務院から公表された22。
保護区のほとんどは沿岸域にあり、EEZ 等の海域には重点開発区域と制限開発区域
が指定されている23。中国は同計画に基づき、23 の海洋特別保護区24と、34 の自然保
護区25を沿岸域に設置し、生態系の保護等を行っている。一方、EEZ 等の海域では、
石油やガスの探査及び開発を行う企業への減税や、紛争海域である南シナ海における

米国公共データポータルサイト「DATA.GOV」より”Ocean Regional Planning
Efforts,” at https://www.data.gov/ocean/ocean-regional-planning-efforts. このうち、北
東地域海(Northeast)および中央大西洋地域海(Mid-Atlantic)の海洋計画が NOC による
承認を受けている。
21 同計画では、産業と都市建設、農業・漁業生産、生態環境サービスの 3 つの開発
内容による機能に基づき、中国の海域を最適化開発区域、重点開発区域、制限開発区
域、開発禁止区域に割り当てる。同計画の日本語訳は、以下を参照のこと。See, 公益
財団法人笹川平和財団海洋政策研究所『2015 年度 総合的海洋政策の策定と推進に関する
調査研究 各国および国際社会の海洋政策の動向 報告書(参考資料編)』(2016 年)、79-89
頁。
20

22

Nengye Liu, “Country Report : The People’s Republic of China China’s National Plan

for Marine Spatial Planning”, 7 IUCNAEL EJournal (2016), p. 179. 同計画は、SOA と
国家発展改革委員会(NDRC)が共同で起草したものである。
23 Supra note 5, p. 182.
24 Ｍarine Special Protected Areas
25 Nature Reserves
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漁業の奨励などが行われている26。
中国では長年縦割りの海洋管理が行われてきたが、2013 年に海洋に関わるハイレベ
ルの政策調整機関として国家海洋委員会が設立された。国家海洋委員会の執行機関と
して、国土資源部のもとにある国家海洋局(SOA27)が位置づけられる。
④英国
英国では「海洋及び沿岸アクセス法(2009 年)28」および「英国海洋政策ステートメン
ト(2011 年)」に基づき、それまで省庁別に行われていた海域管理を統括して扱う機関
(海洋管理機関、MMO)を創設し、新たな海洋計画システムとして総合的な海洋政策へ
の道を開いた。様々な海洋活動に関する海
洋計画の策定、実施、管理は各主管省庁か
らの委任により、ほぼ MMO が一括して行
う。このような海洋計画は英国の沿岸から
EEZ 等まで及ぶ「連合王国水域」全体が対
象 と な る 29 。 海 洋 計 画 海 域 は 沿 岸
30 (inshore)と海洋(offshore)地域に区別さ

れているが、現在までに策定が行われてい
る海洋計画は、海洋活動のほとんどが沿岸
と海洋との間での協調を必要とすること
から、2 海域の計画を統合し、1 つのプロ
セスで策定している31。

図 10

26

Id.

英国の東部沿岸・海洋計画海域

State Oceanic Administration
Marine and Coastal Access Act, MCAA
29 Ibid, p. 8.
30 沿岸海域は 12 海里まで、海洋海域は 12 海里から他国との境界まで及ぶ。2014 年に東
部沿岸・海洋海域が計画策定を終えたあと、現在は南部沿岸・海洋海域における計画
策定が最終段階にある。他の 4 つの計画地域でも、情報の集積など計画策定に向けて
取組みが進められている。See, East Inshore and East Offshore Marine Plans (2014)
at https://www.gov.uk/government/publications/east-inshore-and-east-offshoremarine-plans (2017 年 11 月 15 日訪問), p. 3.
31 Ibid(East Inshore and East Offshore Marine Plans), p. 4.
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（２）EEZ 等の開発・利用・保全の状況
ここでは、伝統的な利用者である水産業及び海運業に加えて、どのような EEZ 等の開
発・利用・保全等が行われているか、その状況を把握し、
「海域等計画の作成」及び「海
域等計画協議会の設置」に係る議論に資するため、特徴的な事例を示す。また、欧米にお
いて導入が進んでいる洋上風力発電の事例についても参考として示す。
①自衛隊等での利用
自衛隊や在日米軍が、海上で演習や訓練を行うなどのために、一定の水域について期間
を定めて漁船操業を制限・禁止する場合がある。例えば、九州周辺水域においては、リマ
水域等の在日米軍の演習・訓練に係る制限水域が EEZ 内に設定されている。

図 11

自衛隊や在日米軍の演習・訓練に係る制限水域（九州周辺のイメージ）

（出典：九州防衛局広報「きゅうしゅう」、No.18（2012 年 7 月発行）
）

②海洋投入処分
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律では、第 10 条において船舶からの廃棄物
の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物（建設汚泥、しゅんせつ土砂等）につ
いてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、同法で規定する許可基準を満たす場合にのみ、
環境大臣の許可を受けた海域において、海洋投入処分の実施が可能となっている。海洋施
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設からの海洋投入処分及び海洋施設の廃棄についても、同様に許可を受けた上で実施が可
能となっている。これらの許可発給状況は下図のとおりであり、EEZ での許可発給の実
績がある。

図 12

排出海域全体図

（出典：環境省ウェブページ：
http://www.env.go.jp/water/kaiyo/ocean_disp/3hakkyu/map_japan.html）

③海底資源
我が国の EEZ 等について、従来から鉱業法のもと先願主義に基づき鉱区の出願手続き
が行われてきたところであるが、2012 年 1 月に改正鉱業法が施行され、特定区域制度な
どの新たな制度の創設が行われた。
特定区域制度は、石油・天然ガスや海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす鉱物等の
特定鉱物について、国による適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受
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ける出願手続き制度である。特定区域に指定された区域は、開発者を公募・選定し、経済
産業大臣による鉱業権の設定を受けた適切な開発主体（特定開発者）により開発が行われ
る。今後の海域における鉱区の手続きは、特定区域による指定、公募・選定に移行してい
く。なお、鉱業法 24 条（都道府県知事との協議）では、「経済産業大臣は、鉱業出願が
あつたときは、関係都道府県知事（国の所有する土地については、当該行政機関）に協議
しなければならない」と規定しており、特定区域制度のもとにおいても関係者との協議が
行われる。

図 13

鉱業法改正による特定区域制度の手続きの流れ

（出典：経済産業省資源エネルギー庁のホームページ32）

32

http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/strategy/mining_act/
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④生物多様性の観点から重要度の高い海域（EBSA）
生物多様性の観点から重要度の高い海域（Ecologically or Biologically Significant
marine Areas :EBSA）は、生物多様性を保全していく上で重要度が高い海域を、生態学
的及び生物学的観点から、科学的そして客観的に明らかにしたものである。生物多様性条
約第 9 回締約国会議(2008 年)において基準が示された。日本では、2011 年度からの 3
年間にわたる検討の結果、沿岸域では 270 カ所、沖合表層域では 20 カ所、沖合海底域で
は 31 カ所が抽出され、2016 年 4 月に公表された。この EBSA の抽出結果は、海洋保護
区の設定や管理の充実等に向けた検討のベースとなるものであり、EEZ 等に関しては、
沖合表層域及び沖合海底域での抽出状況が参考となる。

図 14

EBSA の抽出結果（上：沖合表層域、下：沖合海底域）
（出典：環境省）
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➄その他（洋上風力発電）
欧米における海洋空間計画の主要なニーズとなっている洋上風力発電について、我が国
においても本格的に導入が始まっている。洋上風力発電は、低炭素の国産エネルギー源で
ある再生可能エネルギーのひとつとして、その導入拡大が期待されており、港湾域か

ら関連する法整備が進んでいる。すなわち、2016 年 7 月に改正港湾法が施行され、
港湾の機能を維持しつつ港湾区域等の有効活用を図るため、占用予定者を公募により
決定する占用公募制度が創設された。また、同法に基づき 2016 年 8 月に北九州市に
よる設置水域を明示した上での公募が行われた。
この公募制度を、港湾区域等を除く一般海域に拡大する「海洋再生可能エネルギー
発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」が 2018 年 3 月に閣議決定
するなど、政府の取組みが進んでいる。同法律案では協議会等の意見を聴取するプロ
セスが第 8 条に示されており、続く第 9 条において協議会の設置について示されてい
る。協議会の構成として「関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験
者」などが示されていることから、本法律案が成立した場合には、実質的な海洋空間
計画の策定・実施の一例となると考えられる。

図 15

北九州港における洋上風力発電事業の公募予定水域

（出典：北九州市港湾空港局資料「響灘洋上風力発電施設の設置・運営事業者の公募について」）
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図 16

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
案」に基づく占用までの手続きの流れ
（出典：経済産業省ニュースリリース、2018 年 3 月 9 日）

（３）EEZ 等における協議会の設定状況について
鉱業法 24 条が、都道府県等と協議することを規定しているように、個別法の枠内では
あるが、EEZ 等においても事案別に関係者が協議できる仕組みがある。しかしながら、
本事業の下で 2013 年 10 月に提言した要綱案が示す、個別法の枠を超えて様々な関係者
を関与させるための海域等計画協議会に関連するような EEZ 等の事例は見られない。一
方、要綱案が示す、海域等計画協議会の設置が想定される「海域等の区分」については、
海上保安部の海区など、幾つか参考となる事例がある。そこで、ここでは海域等の区分毎
に設置されている協議会等の事例を示す。
①広域漁業調整委員会
広域漁業調整委員会は、我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、
都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理
漁業と複数の知事管理漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを主な目
的として、平成 13 年の漁業法の改正により、国の常設機関として太平洋、瀬戸内海及び
日本海・九州西の海域毎に設置されたものであり、関係する海区漁業調整委員会、関係漁
業者の代表者及び学識経験者をメンバーとしている。 また、広域漁業調整委員会の効率
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的な運営のため、資源の分布、利用等に応じ、関係委員により構成される部会が設けられ
ている33。

図 17

広域漁業調整委員会および部会の構成

（出典：仙台漁業調整事務所ウェブページ）

②海域栽培漁業推進協議会
都道府県の区域を越えて回遊する広域種については、その広域種が分布する海域におい
て栽培漁業に取り組む関係者が一体となって､種苗の放流とその育成のための漁獲管理と
の連携することが重要であり、全国の６つの海域毎に、新しい栽培漁業の推進体制とな
る、都道府県間の連携･共同組織として設立した「海域栽培漁業推進協議会」の連携事業
が推進されている。

33

仙台漁業調整事務所ウェブページ、
http://www.jfa.maff.go.jp/sendai/iinkai/role/index.html
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この協議会を核とした広域種の積極的な種苗放流と資源の管理により、低位水準にある
資源の回復と維持・安定を図っていくとともに、関係都道府県が共同で種苗生産･放流体
制を構築するなどにより、栽培漁業にかかるコストの低減を図るなど課題の解決に取り組
まれている。

図 18

海域栽培漁業推進協議会の設置状況

（出典：（公財）全国豊かな海づくり推進協会ウェブページ）

沿岸域においては、漁業と海洋レクリエーションが円滑に海域を利用できるよう協
議を行う海面利用協議会が各県で設置されているが、EEZ 等においては、個別法の枠
を超えて様々な関係者を関与させるための海域等計画協議会に関連するような事例は見ら
れない。これは、分野を横断するような海域利用のニーズが成熟していないことも一

因として考えられる。一方で、改正鉱業法による特定区域制度に基づく鉱区募集が想
定される熱水鉱床が、沖合海底域の EBSA と重なる海域に見られる（図 14）など、
将来的には総合的な見地から海域利用を検討する場が必要になる可能性がある。その
際、水産資源分野等において設置されている既存の協議会の状況が「海域等の区分」
として参考となる。
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（４）課題の整理
本節では、まず各国の EEZ 等の総合的管理の状況について、制度と実施状況を概観し
た。米国、中国、英国は、総合的な海洋管理を確保するための政策策定や実施体制におい
て分野-省庁横断的な機関を設けている点で共通している。加えて各国では、既存の行政区
分の境界を跨いだ、EEZ 等に至る海域をシームレスに指定して海洋空間計画が進められて
いる。これにより、これまで沿岸で進められてきた沿岸域総合管理(ICM)は、調整・データ
収集・マッピングの手法を引き継ぎながら海洋空間計画に統合されている。またこのよう
な海洋空間計画は、科学的情報に基づいた海域特性を利害関係者に対し可視化させるため、
開発のための投資の誘致や環境保全のためのプログラムに結びついている。
次に、我が国における EEZ 等の開発、利用、保全等の特徴的な事例を示した。開発、利
用に関しては、改正鉱業法の特定区域制度のもとでの海底資源開発の可能性を示した。特
に、技術が確立している海域の石油・天然ガス開発については、有望な鉱区が見つかれば
速やかに開発に係る検討が進められると考えられる。また、保全に関して EBSA について
示したが、SDGs や愛知目標34において推進が示されている海洋保護区について、我が国
においてその拡大の議論が進められる場合には、その過程で海域の既存利用状況や EBSA
を参照しながら総合的な検討が進むと考えられる。

最後に、我が国の EEZ 等における協議会の事例を示した。個別法の枠を超えた海域
等計画協議会に関連するような事例は見られていないが、これは、分野を横断するよう

な海域利用のニーズが成熟していないことも一因として考えられる。しかし、特定区
域制度に基づく鉱区募集が想定される熱水鉱床が、沖合海底域の EBSA と重なる海
域に見られるなど、将来的には総合的な見地から海域利用を協議する場が必要になる
可能性がある。
「海洋空間計画」は、そのような協議プロセスを提示するものでもあ
り、将来の導入を想定した検討を行うことは有効と考えられる。その際、水産資源分
野等における既存の協議会の状況が「海域等の区分」として参考となる。
まだ分野を横断するような海域利用のニーズが成熟していないと考えられる EEZ 等に
対して、沿岸域においては、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利

用の促進に関する法律案」が 2018 年 3 月に閣議決定するなど、洋上風力発電の導入
を契機に、海洋の総合的管理に関する政府の取組みが進んでいる。同法律案では協議
会等の意見を聴取するプロセスが第 8 条に示されており、続く第 9 条において協議会
の設置について示されているなど、法律案が成立した場合には、実質的な海洋空間計
画の策定・実施の一例となると考えられる。

2010 年の第 10 回生物多様性条約締約国会議で合意された 2020 年までの短期目標
（愛知目標）
。目標 11 に「海域の 10％が保護地域などにより保全される」ことなどを規
定。
34
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第 3 期海洋基本計画の策定に向けた海洋政策本部参与会議意見書（2017 年 12 月）35で
は、関係府省庁の連携が必要な施策として、海域ごとの特性に応じて講じる各施策を挙げ
ており、
「領海、排他的経済水域及び大陸棚の各区分にことさらこだわることなく、それら
が連続したものとして位置付け、各施策に取り組むべき」とされているほか、海洋環境の
維持・保全 PT の報告書では、
「海洋の開発・利用と環境の保全との調和」と題された章に
おいて、海外における「海洋空間計画(MSP)」の導入事例について言及されるとともに、
その活用可能性等の検討の必要性が示されている。
本調査研究においては、これまで海洋基本法(2007 年)の基本的施策である、沿岸域の

総合的管理（ICM）および EEZ 等の開発、利用、保全等を踏まえて、EEZ 等の総合
的管理に向けて検討を行ってきたが、今後は、領海（すなわち沿岸域）における洋上風
力発電に係る法制度の事例などを含めた「海洋空間計画」の検討が課題となる。

第３期海洋基本計画策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書(平成 29 年 12 月
18 日手交)、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/2017/sanyo_iken.html
35
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２

沿岸域総合管理
我が国の沿岸地域の特性に着目した沿岸域総合管理（ICM）に関する制度等の比較

整理を行った。比較整理を行うにあたっては、研究所が関係を築いてきた「沿岸域総
合管理モデルの展開に関する調査研究事業」のモデルサイトであり、比較的小規模な
湾を擁する標準型の５ケ所（三重県志摩市、福井県小浜市、岡山県備前市、高知県宿
毛市・大月町、岩手県宮古市）
、多数の基礎自治体が関係する広域型（長崎県大村
湾）
、広い海域を擁する島嶼型（沖縄県竹富町）のモデルサイトを対象として取り上
げた。また、国が参画して官民で再生に取り組んできた東京湾、および特別措置法を
設けて取り組んできた瀬戸内海も比較対象海域とした。さらに、水域という関係性か
ら、特別措置法を設けて総合的な管理を展開する琵琶湖を参考の比較事例とし、海域
９ケ所、内水面１ケ所の合計 10 ケ所における取組みを対象とした。なお、これらの
取組みでは、いずれも協議会など組織横断的な協議主体が設けられ進められている。
比較整理項目は、①対象範囲、②人口・面積、③地域背景のほか、④総合管理のた
めの協議主体、⑤取組み計画、⑥取組みの継続性を担保するための裏付（制度、組
織、財政）とした。さらに、沿岸域総合管理の進展させる上での基本的な方向性を整
理した２つの文書（ⅰ.沿岸域総合管理の推進に関する政策提言～市町村主体による
地方沿岸域の総合管理～（海洋政策研究財団、2015.3）
、ⅱ.総合海洋政策本部参与会
議意見書〈総合的な沿岸域の環境管理の在り方 PT 報告書（2017.3）
〉）に記されてい
て整理項目①～⑤と関係する内容を要約し表中に付記し、比較整理の結果を表 3 のと
おり取りまとめた。
活動背景を横断的に俯瞰すると、いずれの取組みも共通して環境問題を背景としつ
つも、その上で、環境悪化で低迷した水産業や観光業の回復、橋梁インフラ整備、離
島間交通の確保、水辺環境の再生、海域利用調整、治水・水源保全の対策など、地域
が抱えている具体的な課題を見て取ることができた。
協議主体を横断的に俯瞰すると、表中「■」で示す６ケ所の取組みにおいて、何ら
かの形で市民が議論に参加できる協議会体制を備えており、他の４ケ所でも、地域社
会で問題意識を喚起するためのシンポジウムや、関係行政機関の担当者が参画する研
究会を開催するなど、地域の実情に応じて組織横断的な取組みを進める体制を整えて
いる実態を見て取ることができた。
計画を横断的に俯瞰すると、表中「■」で示す８ケ所の取組みにおいて、行政計画
の策定手続き、または、それに準じた手続きを経て策定した計画を備えている実態を
見て取ることができた。
継続性（制度的、組織的、財政的）の担保に関して横断的に俯瞰すると、特別措置
法を定め取り組む形態、行政主体（課・室・係）設置して所掌事務を定義し取り組む
形態、活動に特化した事務局機能を備えて取り組む形態など、さまざまな形態を見て
取ることができた。さらに財政的な側面からは、特別措置法を定めている瀬戸内海と
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琵琶湖では、法律に予算措置を定めるなど、継続性を担保するための強力な体制を整
えている実態も見て取ることができた。また、琵琶湖では、2014 年に制定された国
の「水循環基本法」や滋賀県の「滋賀県流域治水の推進に関する条例」など、国や地
方が法律・条例・計画を組み合わせながら、環境・水資源・治水の取り組みを充実さ
せ、総合的な対策を展開している取組みも見て取ることができた。
これら比較整理を行った中から、総合的な対策を展開していく上では、国・都道府
県・市町村における関係する法律・条令・計画などを巧みに組み合わせて政策を遂行
する「政策法務」の取組み、および住民・企業・NGO など多様な主体の「参加」の
重要性を結果として読み取ることができた。

図 19

滋賀県流域治水の推進に関する条例の概要
（出典：滋賀県ホームページ、

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/jyourei/kentoujyoukyou.html）
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小浜市漁業権区域及び
流域

日生海域

福
井
県
小
浜
市

岡
山
県
備
前
市

長
崎
県
大
村
湾

岩
手
県
宮
古
市

人口：5.5万人
陸域：1,259km2
海域：---km2

人口：2.7万人
（宿毛2.2､大月0.5）
陸域：389km2
（宿286+大103）
海域：---km2

人口：3.5万人
陸域：258km2
海域：---km2

人口：2.9万人
陸域：233km2
海域：---km2

人口：5.2万人
陸域：179km2
海域：109km2

人口・面積

<広域型>
大村湾及び流域
・大村市、長崎市、佐世 流域人口27.8万人
保市、西海市、諫早市、 面積：885km2
長与町、時津町、東彼杵 うち海域：321km2
町、川棚町、波佐見町

宮古湾及び流域

宿
毛
市高
・ 知 宿毛湾及び流域
大県
月
町

英虞湾・的矢湾・太平洋
沿岸及び流域

三
重
県
志
摩
市

対象範囲

計画
(総合計画,沿岸域総合管理計画等)

協議主体
（協議会・研究会等）

制度的

・高度経済成長期以降の閉鎖性海域
の水質問題
・海域環境に関する議員連盟（大村湾
をきれいにする会）の働きかけ
・長崎県による環境保全の取組み

・岩手県ふるさとの森と川と海の保全
及び創造に関する条例（2003）に基づ
く地域の各種取り組み
・東日本大震災による活動の停滞

・藻場干潟の減少と磯焼け
・環境保全に関する首長の強い関心
・漁業者とダイバーの海域利用調整

・1980年代の漁業不振対策としての
アマモ場再生活動
・海域利用や島間の架橋問題
・2012年からのアマモ種苗事業
・全国アマモサミット2016開催

・水産高校の環境活動
・市民アマモ場再生活動
・水産高校統廃合問題
・市政策（食のまちづくり）の推進
・全国アマモサミット2012開催

■小浜市沿岸域総合管理研究会 提
言
■小浜市海のまちづくり計画（2014）
■地方創生総合戦略（地方版）に「海
のまちづくり」を明記。

■小浜市海のまちづくり協議会設置
要綱（2014.9.30）に市長が協議会の
設置及び委員等を委嘱することを規 ・事務局機能：市（農林水産課）
定。

■推進主体：市：里海推進室

組織的

継続性の担保

・大村湾をきれいにする会（自治体：
1972～）
・大村湾沿岸議員連盟
・大村湾を活かしたまちづくり自治体
ネットワーク（行政間会議：2015～）

■長崎県：大村湾環境保全・活性化
行動計画（2003,2009,2014）

・OPRF沿岸域総合管理研究会
・防災計画に関係する地域の取組み
(2010、2012再開)
において総合管理の重要性を意識し
・サーモンランド宮古まちづくり研究会
た活動を展開
（2016）

・OPRF沿岸域総合管理研究会(2012) ・市町長あて沿岸域総合管理研究会
・JAMSTECとの共同観測
報告書提出

・事務局機能：長崎県環境部地域環
境課及び沿岸自治体関係部署

・事務局機能：市

・事務局機能：市町（産業振興課）

■第２次備前市総合計画（H25-34）
・OPRF沿岸域総合管理研究会(2010) に「里海づくりを柱とした水産業の振 ■備前市行政組織規則に「まちづくり
部まちづくり部里海・里山課」の設置 ■推進主体：市（里海・里山課）
■備前市里海・里山ブランド推進協議 興」を計上。
■地方創生総合戦略（地方版）に「里 と所掌事務（里海づくり）を規定。
会with ICM（2017）
海」を明記。

・OPRF沿岸域総合管理研究会(2012)
■小浜市海のまちづくり協議会
（2014）
海のまちづくり未来会議（2015）

■志摩市総合計画に「新しい里海創
・科学技術振興機構（JST）補助；三重
生によるまちづくり」を計上（2011）
県地域結集型共同研究事業（2003～
■志摩市行政組織条例（第2条）で
・OPRF沿岸域総合管理研究会(2010) ■志摩市里海創生基本計画
2008）
政策推進部里海推進室の設置を規
■志摩市里海推進協議会（2012.8） ：第1次（2012.3）、第2次（2016.3）
・真珠養殖の不調
定。
■地方創生総合戦略（地方版）に「新
・水産漁獲量の減少
しい里海」を明記。
・観光業の落ち込み

背景

表 2：沿岸域総合管理の取組みと活動の継続

・ふるさと納税（企業版）からの充当

・市の事業費として計上

財政的
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琵
琶
湖

滋
賀
県

瀬
戸
内
海

東
京
湾

沖
縄
県
竹
富
町

（

13市６町

流域人口：141万人
県域：4,017km2
湖水域：670km2

２府11県
（京都、大阪、兵庫、奈
良、和歌山、岡山、広島、
山口、徳島、香川、愛媛、 *出典:環境省：瀬戸
内海の環境情報HP
福岡、大分）

流域人口3500万人
陸域：68,000km2
海域：23,203km2

*出典：東京湾環境
情報センターHP

参与会議PT報告書
（総合的な沿岸域の環境管理の在り方ＰＴ）
（2017.3）

・事務局機能：
①国（国交省港湾局、水管理・国土
保全局下水道部、海上保安庁）
②東京湾再生官民連携フォーラム

・町の事業費として計上

・陸域の産業的な利用に特化した集
中投資が行われることにより、目覚ま
しい経済発展を果たした反面、深刻な
沿岸域の環境問題を引き起こしてき
た。
・「持続可能な発展」という課題が提案
された1992 年の「国連環境と開発に
関する会議」をはじめ、SDG などにお
いても、環境に対する配慮は、世界共
通の社会的な要請となっている。

・協議会の地理的スケールは、既往
の自治体境界に関わらず、構成員が
共有する目的とその達成に向けた活
動の内容に応じ、決定する必要があ
る。
・協議会は、地域のコミュニティーが中
核となって構成されるべきであるが、
専門家など地域外からの参加者にも、
同等の立場で参加を求めていくことが
望ましい。

・地域における沿岸域総合管理の主
体は、その人的・財政的・組織的な持
・沿岸域総合管理を実施する地方自
続性を担保するためにも『地方自治
・地方自治体の総合計画に「沿岸域 地方自治法に拠り頼み、地方自治体 治体に、企画・調整機能を持った担 ・地方交付税、適用可能な交付金・
体』であることが望ましい。
総合管理」を位置づけ、協議会などを 内での調整として、総合計画への位 当部署が設置されることが望ましい。 補助金などの充実の可能性を検討す
・『協議会』などを設置し、多様な関係
置づけ、関連計画との整合を図る。 また、必要となる職員の育成も必要 べきである。
設置する。
者との話し合いの場をもち、沿岸域総
となる。
合管理の取組みで目指すべき方向性
について合意形成を図る。

・市町村合併
・環境劣化などによる漁業や観光産業
などへの懸念
・地先水面の市町村域への編入
・第２期基本計画で記載される沿岸域
総合管理に関する国による支援の具
体化など

・国は、地域ごとの仕組みづくりの試
行を促進していく必要がある。
・総合的な沿岸域の管理を推進してい ・国は、総合的な計画策定を要件とし
く上で、国としての基本的な方針を定 て、対象となる沿岸海域を当該市町
めるべきであり、改定が予定されてい 村の区域とするなど、それら自治体
る海洋基本計画において、その必要 の主導権を裏付ける新たな制度につ
いても、具体的に検討していく必要が
性を記載していく必要がある。
ある。

・目的を共有する多様な関係者が協
議会を組織し、沿岸域の状況を見極
めつつ順応的に、PDCA という一連
の活動を繰り返し継続していく必要
がある。
・協議会立上げが進まない地域にお
いては、その地理的スケールの規模
に応じた行政組織が、地域のコミュニ
ティー育成を推進し、協議会の立ち
上げを促進していく必要がある。

■琵琶湖の保全及び再生に関する
法律（財政上の措置）
(4条)国は、琵琶湖保全再生計画に
基づく事業が円滑に実施されるよう、
その実施に要する費用について、必
要な財政上の措置を講ずるものとす
る。

・洪水対策（1950～70年代）
・琵琶湖総合開発特措法（1972～
1997）
・琵琶湖富栄養化防止条例（1978）
・湖沼水質保全特別措置法（1984）
・調査研究、海外水環境ビジネス

■推進主体：
①主務5省（総務、文科、農水、国
交、環境）
②滋賀県琵琶湖政策課
③マザーレイクフォーラム運営委員会
④県琵琶湖環境科学研究センター
⑤国立環境研究所琵琶湖分室
（2017）
⑥滋賀県淡海環境保全財団

■琵琶湖の保全及び再生に関する基
本方針（2016;総務、文科、農水、国
■琵琶湖保全再生推進協議会（主務
交、環境大臣）
5大臣および財務、厚生、経産大臣、
■滋賀県マザーレイク21計画(2000
４知事、政令４市長）
～)
■マザーレイクフォーラム
■琵琶湖保全再生計画（2017;滋賀
県）

・琵琶湖のヨシ群落の保全に関する
条例（1992）
・滋賀県滋賀県流域治水の推進に関
する条例（2014）
■琵琶湖の保全及び再生に関する
法律（2015）
■政府関係機関移転基本方針（ま
ち・ひと・しごと創生本部決定）に基づ
く国立環境研究所琵琶湖分室の設
置の決定（2016）

■中央環境審議会
■各府県環境審議会
■湾灘協議会

■瀬戸内海環境保全特措法
(15条)（財政上の援助等） 国は・・財
政上の援助・・・その他の援助に努め
なければならない。
■瀬戸内海環境保全基本計画（環境 ■瀬戸内海環境保全特別措置法
■推進主体：環境省水・大気環境局 （16条）（海浄化の事業に関する計画
■環境省組織令（6条）、環境省組織
大臣）
水環境課および閉鎖性海域対策室 の設定） 政府は、瀬戸内海の汚濁し
規則(17条)
■同13府県計画
た水質の浄化を図ることを目的とする
大規模な事業に関する計画を設定す
るよう努め・・・、必要な財政上の措
置を講ずるものとする。

■東京湾再生のための行動計画
(2003,2013)

・事務局機能：町（企画財政課）

・水質汚濁防止法(1970)
・瀬戸内海環境保全特別措置法
（1978､改正2015）

・内閣官房都市再生本部の「都市再
生プロジェクト（第3次）」で「海の再生」
■東京湾再生推進会議（2003～）
が明記された(2001)
■東京湾再生官民連携フォーラム
・都市再生特別措置法(2002)
（2013～）
*都市再生基本方針決定（閣議決定；
2002）

流域人口3100万人
流域：9,076km2
海域：1,380km2

<大都市型>
東京湾及び流域
＊自治体数
東京：23区30市町村
神奈川：4市
千葉：25市町村
埼玉：59市町村
茨城；１町

・竹富町海洋フォーラム・シンポジウム
（2010）
■竹富町海洋基本計画（2011）
・竹富町海洋基本計画策定委員会
（2011）

・国の海洋基本法および基本計画を
踏まえ、日本最南端の島嶼型海洋自
治体である竹富町と町民の計画に掲
げる未来への約束を明記
・石西礁湖のサンゴの保全
・海上交通の確保

人口：0.43万人
<島嶼型>
16の島と９つの無人島か 陸域：333km2
海域：295km2
らなる島嶼及び海域

沿岸域総合管理の推進に関する政策提言
（市町村主体による地方沿岸域の総合管理）
（2015.3）

）

３

海洋施策の評価

（１）第 3 期海洋基本計画の策定過程
2007 年の海洋基本法の成立後、内閣総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部を司令
塔として、第 1 期、第 2 期の海洋基本計画が策定されてきた。そして、2017 年度末に第 2
期海洋基本計画の５年の計画期間を経過することから、2017 年は、第 3 期海洋基本計画
の策定に向けた議論が活発に進められた。
その議論の中心になったのが、総合海洋政策本部参与会議（宮原耕治座長）である。参
与会議では、2012 年に再開 されて以降、テーマ毎に設置されるプロジェクトチーム（PT）
の議論を踏まえ、毎年のように意見書を取りまとめ、海洋政策の推進役をはたしてきた。
今回の第 3 期海洋基本計画についても、2017 年 3 月に主要テーマを含む基本的な考え方
を意見書に取りまとめるとともに、4 月以降、それに沿った小委員会・PT の議論を集中的
に行い、2017 年 12 月に第 3 期海洋基本計画策定に向けた意見書を安倍総理大臣に手交し
た。

図 20

第 3 期海洋基本計画の策定に向けた流れ。

（写真の出典：首相官邸のホームページ）
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第 3 期海洋基本計画の議論では、2017 年 4 月の第 16 回総合海洋政策本部における安倍
総理大臣の、
「海洋の安全保障を幅広く捉えて取上げ、領海警備、治安の確保、災害対策等
の課題への取組を強化していくことや、海洋資源開発の商業化に向けた取り組みや、海洋
環境の保全や人材育成等に取り組みを行う」という発言などを受けて、海洋の安全保障に
ついて初めて取り上げたことが特徴的である。
（２）第 2 期海洋基本計画が規定する評価プロセス
第 2 期海洋基本計画では、PDCA サイクルのもとで計画を評価・改定していく観点から、
第 3 部のなかで計画評価の重要な要素となる情報公開とフォローアップについて具体的に
記載されている。情報公開については、総合海洋政策本部において関係府省の関連施策を
取りまとめた「海洋の状況及び海洋に関して講じた施策」が毎年発行されている。また、
海洋基本計画をハイパーテキスト化するという斬新な取組も行われている。
一方、フォローアップ（評価）については、第 3 部において「各施策についての工程表
の作成とこれに基づく事業等の計画的な実施、総合的な戦略の策定とこれに基づく事業等
の総合的な実施、
（中略）実施状況等の評価に基づき、選択と集中を図りながら、また、事
業等の重複を排除しつつ、効果的にこれを進めていくことが重要である」ことが示されて
いる。更に、各 PT が担当事項について評価を行うこと、及び、必要に応じて海洋基本計
画全般について中間評価を取りまとめることが 2013 年度の参与会議で決定された。これ
に基づき、工程表による進捗状況の評価が総合海洋政策本部において行われている。
工程表による進捗評価は、技術開発に係る取組など、具体的な達成目標を設定する取組
の評価には有効である。しかし、海洋基本計画に基づく取組にはその設定が難しい定常的
なものも多く、社会情勢の変化等、様々な要因を踏まえた総合的な評価も必要となる。そ
のため、進捗評価を一段階すすめ、第 3 期海洋基本計画の策定に資する総合的な評価をし
ていくことが課題となっていた。
（３）第 2 期海洋基本計画に関する評価
第 3 期海洋基本計画の策定に係る検討過程において、適切な評価のもとでの検討の実施
を促すため、本事業で 2016 年度に実施した第 2 期海洋基本計画の評価に係るアンケート
調査結果を分析し、発表した。その結果を以下に記す。
①調査概要
笹川平和財団海洋政策研究所は、同研究所に設置されている総合的海洋政策研究委員会
の助言と指導の下、第 2 期海洋基本計画の評価に係るアンケート調査を実施した。アンケ
ートは、2017 年 1 月 13 日から同年 1 月 31 日にかけて実施され、海洋政策研究所主催研
究委員会委員（65 名）を対象として、書面及びメールでアンケートを送付し、28 名（回収
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率は 43.1％）から回答を得た。その内訳は、以下の通りである。
表 2

アンケート回答率

送付機関数

回答返送総数

回答率（％）

大学

41

15

36.6

研究所

15

9

60.0

報道機関

4

2

50.0

NGO 等

5

2

40.0

合計

65

28

43.1

アンケートでは、予備調査票（回答者の専門分野または関心分野の調査）
、回答票（12 の
政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策に列挙されている 315 の施策毎の採点）
、自由記
入票および参考資料（平成 28 年版海洋の状況及び海洋に関して講じた施策）を配布し、回
答者の専門分野または関心分野に対して回答を求めた。なお、採点基準については、下記
のとおりである。
調査票採点基準
１：ほとんど取り組まれていない

２：あまり取り組まれていない

３：ある程度取り組まれている

４：十分取り組まれている

さらに、2 次評価として、海洋基本計画に示された４つの「目指すべき姿」について、
テキスト解析を行い、12 の「基本的施策」の寄与率を推定し、施策毎の評価を掛け合わせ
ることで目指すべき姿の達成率を計算した。また、その計算モデルを用いて、施策毎の強
化・停滞による目指すべき姿の達成率の変化を推定した。
調査結果のデータは、2016 年度の本報告書に掲載されているため省略するが、以下に、
分析結果を列挙する。
②専門家と関心のある回答者の評価が分かれた 12 の基本的施策 についての評価
専門家からの回答と関心のある回答者からの回答を個別に集計し、個別施策の回答数に
よる加重平均を行った。評価点は、12 の施策では、1.9 から 3.4 に分布し、全体を平均す
ると概ね「ある程度取り組まれている」と評価されている。しかし、専門家と関心のある
回答者の評価の傾向を個別に検討してみると、その違いが明らかになった。
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3.5

3

2.5

2
専門家
関心あり
全体

1.5

1

(a)専門家から厳しい評価が示された施策・事項：
EEZ の開発等の推進（施策３）、研究推進（施策７）、海洋産業の振興（施策８）につい
ては、関心のある回答者からは「ある程度取り組まれている」という評価が得られている
一方で、専門家からは、概ね「あまり取り組まれていない」厳しい評価が示されている。
また、総合海洋本部の見直し（事項１）についても専門家からは「あまり取り組まれてい
ない」という指摘を受けた。これは、参与会議などで議論が開始されていることに関心の
ある回答者は評価している一方で、議論の内容を知る専門家からは、その検討内容への不
満が示されていると解釈することができる。
(b)平均的に取組みが評価された施策・事項：
海洋の安全の確保（施策５）、国際協力の推進（施策１１）については、専門家も関心の
ある回答者からも「十分取り組まれている」と一致した評価を得た。
③個別施策ごとに評価の異なった注目すべき個別施策
個別施策毎に分析すると、評価点は、12 の基本的施策では、1.9 から 3.7 に分布した。
高評価を得ている施策・事項の中にも、さらなる取組みが必要となる施策があることが明
らかになった。注目すべき評価の得られた施策は以下の通りである。
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1
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１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成
（１）海洋に関する教育の推進
（２）海洋立国を支える人材の育成と確保
（３）海洋に関する国民の理解の増進

1.5

１１ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
（１）海洋の秩序形成・発展
（２）海洋に関する国際的連携
（３）海洋に関する国際協力

１０ 離島の保全等
（１）離島の保全・管理
（２）離島の振興

９ 沿岸域の総合的管理
（１）沿岸域の総合的管理の推進
（２）陸域と一体的に行う沿岸域管理
（３）閉鎖性海域での沿岸域管理の推進
（４）沿岸域における利用調整

８ 海洋産業の振興及び国際競争力の強化
（１）経営基盤の強化
（２）新たな海洋産業の創出

７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等
（１）国として取り組むべき重要課題に対する研究開…
（２）基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発…
（３）海洋科学技術の共通基盤の充実及び強化
（４）宇宙を活用した施策の推進

６ 海洋調査の推進
（１）総合的な海洋調査の推進
（２）海洋に関する情報の一元的管理及び公開

５ 海洋の安全の確保
（１）海洋の安全保障や治安の確保
（２）海上交通における安全対策
（３）海洋由来の自然災害への対策

４ 海上輸送の確保
（１）安定的な海上輸送体制の確保
（２）船員の確保・育成
（３）海上輸送拠点の整備

３ 排他的経済水域等の開発等の推進
（１）排他的経済水域等の確保・保全等
（２）排他的経済水域等の有効な利用等の推進
（３）排他的経済水域等の開発等を推進するための…

２ 海洋環境の保全等
（１）生物多様性の確保等のための取組
（２）環境負荷の低減のための取組

１ 海洋資源の開発及び利用の推進
（１）海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進
（２）海洋再生可能エネルギーの利用促進
（３）水産資源の開発及び利用

4

施策項目毎の評価

3.5

3

2.5

2
専門家

関心あり

全体

EEZ の確保・保全、施策３（１）：平均的評価としては、「ある程度取り組まれている」

であるが、専門家からは「あまり取り組まれていない」と厳しい評価が示されており、評

価が大きく分かれた。特に、専門家からは、東シナ海における権益確保、EEZ の管理、大

陸棚延長への取組みの遅れが指摘されている。

海洋に関する情報の一元的管理及び公開、施策６（３）
：平均的評価として、
「ある程度

取り組まれている」と「あまり取り組まれていない」の中間であり、専門家も関心のある

回答者も同様の低い評価を示している。特に、海洋調査についての共通ルールの策定、海

洋情報の収集と解析処理のための共通プラットフォームの整備運用などの遅れが指摘され

ている。

国として取り組むべき重要課題に対する研究開発の推進、施策７（１）
：平均的評価とし

て、
「ある程度取り組まれている」となっているが、専門家から「あまり取り組まれていな

い」と厳しい評価が示されている項目もある。特に、地球温暖化と気候変動に対する研究

開発への取組みの遅れが指摘されている。

基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発の推進、施策７（２）
：平均的評価として、

「ある程度取り組まれている」と「あまり取り組まれていない」の中間であり、低い評価

がされている。また、専門家から「あまり取り組まれていない」と厳しい評価が示されて

いる。特に、基礎研究を広域かつ持続的に推進するための取組みの遅れ、海洋及び地球の

総合的な理解、解明に向けた観測、調査研究の推進の遅れが指摘されている。
経営基盤の強化、新たな海洋産業の創出、施策８（１）、
（２）
：平均的評価として、概ね
「ある程度取り組まれている」と評価されているものの、専門家からは「あまり取り組ま
れていない」もしくは、
「ほとんど取り組まれていない」と非常に厳しい評価を受けた。特
に、海外の生産拠点における人材育成、国際物流ネットワークの構築、海運市場における
国際競争条件の均衡化、企業環境の改善、海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化などの
取組みがなされていないと指摘されている。
沿岸域における利用調整、施策９（４）
：平均的評価として、やや「あまり取り組まれて
いない」と評価されている。専門家は「ある程度取り組まれている」と評価しているもの
の、関心のある回答者が「あまり取り組まれていない」と厳しい評価をしていることが特
徴的である。特に、海域での海面利用調整のルール作りなどの遅れが指摘されている。こ
れは、専門家から見ると、各地でのルール作りの事例があることを認識しており、高評価
をしているものの、実際には、ルールが周知徹底されていない状況を反映している可能性
が示唆される。
④目指すべき姿に対する基本的施策の寄与率
海洋基本計画の総論に示されている４つの「目指すべき姿」への 12 の施策の寄与率を
推定するために、
「目指すべき姿」を説明する本文に記載されている単語をキーワードとし
て、テキストマッチングを行った。ただし、キーワードについては、全ての施策とのマッ
チングが生じるように、若干の加除・修正を行った。基本的施策の中で見つけられたマッ
チング数を変数に、寄与率を目指すべき姿毎に推定した。

海洋基本計画（2013）
総論 目指すべき姿

第2部 基本的施策

•

国際協調と国際社会への貢献

•

海洋の開発・利用による富と繁栄

•

「海に守られた国」から「海を守る国」へ

•

未踏のフロンティアへの挑戦

•

海洋資源の開発及び利用の推進

•

海洋環境の保全等

•

排他的経済水域等の開発等の推進

•

海上輸送の確保

•

海洋の安全の確保

•

海洋調査の推進

海洋の開発・利用による富と繁栄
発展 海洋環境 保全 調和 周辺海域 エネルギー 鉱物資源 海洋資源 開発
情報 水産 漁業 医療 資源 関連産業 海洋産業 振興 創出 再生 国際展開 成
⻑

•

海洋科学技術に関する研究開発の推進等

•

海洋産業の振興及び国際競争力の強化

•

沿岸域の総合的管理

•

離島の保全等

「海に守られた国」から「海を守る国」へ
輸送 安全 効率的 安定的 海上輸送 航路 自然 災害 防災 備え 徹底 領海
排他的経済水域 権益 離島 法律 人類 公共 生命 財産 生活 経済 閉鎖性水
域 ごみ 維持 景観 美化 発展 歴史 文化

•

国際的な連携の確保及び国際協力の推進

•

海洋に関する国⺠の理解の増進等

関係抽出のためのキーワード群
（赤字は、総論に無い言葉）

国際協調と国際社会への貢献
関係 アジア 太平洋 北極 諸国 連携 国連 条約 国際 法律 秩序 主導 発展
発信平和

未踏のフロンティアへの挑戦
科学技術 活用 深海底 未知 領域 研究 観測 調査 人類 夢 知的資産 創造
海洋環境 気候変動 地球 解決 主導 人材育成 教育 貢献
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基本計画の目指すべき姿と基本政策を関連づけるテキスト解析
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さらに、推定された寄与率と前出の施策毎の評価を掛け合わせることで目指すべき姿の
達成率を推定したところ、専門家の評価を用いた場合で、
「ある程度達成された（2.7 から
2.9）」という評価が得られた。
また、施策の強化、停滞による影響を見るために、各施策毎に評価点が 0.5 上がった場
合、下がった場合を想定してシミュレーションした。その結果、
「国際協調と国際社会への
貢献」と「未踏のフロンティアへの挑戦」の目標については、個別施策の「強化」の影響
が限定的であっても、
「停滞」した場合には大きな影響が予想され、施策の継続的な実施が
必要であることが示された。一方、「海洋の開発・利用による富と反映」「海に守られた国
から海を守る国へ」の目標については、個別政策の「強化」の影響が「停滞」の影響より
も大きく予想され、施策の積極的な強化が効果的であることが示された。

海洋基本計画（2013）

第2部 基本的施策
1.

海洋資源の開発及び利用の推進

2.

海洋環境の保全等

3.

排他的経済水域等の開発等の推進

4.

海上輸送の確保

5.

海洋の安全の確保

6.

海洋調査の推進

7.

海洋科学技術に関する研究開発の推進等

8.

海洋産業の振興及び国際競争力の強化

9.

沿岸域の総合的管理

10. 離島の保全等

20

11. 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

10

12. 海洋に関する国⺠の理解の増進等

図 22

海洋基本計画の「目指すべき姿」への各基本的施策の寄与率の推定値

目指すべき姿の達成率
評価基準
専門家
関心のある有識者
全体

5%

＝ Σ 個別の施策の寄与率

ｘ 施策毎の評価

目指すべき姿
国際協調と国際社会 海洋の開発・利用に 「海に守られた国」か 未踏のフロンティア
への貢献
よる富と繁栄
ら「海を守る国」へ
への挑戦
2.9
2.7
2.9
2.7
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
3.0
2.9
４：十分達成された／取り組まれている
３：ある程度達成された／取り組まれている
２：あまり達成されていない／取り組まれていない
１：ほとんど達成されていない／取り組まれていない

図 20

海洋基本計画の「目指すべき姿」の達成率の推定値

－ 40 －

+0.5の効果
施策1
施策2
施策3
施策4
施策5
施策6
施策7
施策8
施策9
施策10
施策11
施策12
全て

国際協調と国際社会 海洋の開発・利用に 「海に守られた国」か 未踏のフロンティア
への貢献
よる富と繁栄
ら「海を守る国」へ
への挑戦
2.9
2.8
3.0
2.8
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
3.0
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.8
2.9
2.8
2.9
2.8
3.0
2.8
2.9
2.7
3.0
2.7
2.9
2.8
3.0
2.7
3.0
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
3.4
3.2
3.4
3.2

図 24

-0.5の効果
施策1
施策2
施策3
施策4
施策5
施策6
施策7
施策8
施策9
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施策の強化による「目指すべき姿」の達成率の変化の推定値

国際協調と国際社会 海洋の開発・利用に 「海に守られた国」か 未踏のフロンティア
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施策の停滞による「目指すべき姿」の達成率の変化の推定値

本アンケート調査の結果を踏まえ、笹川平和財団海洋政策研究所においては、第 2 期海
洋基本計画の課題と展望について、学会等各種会合での研究報告や学術論文の執筆・発表
を通じて、積極的に発信するとともに36、超党派の国会議員や海洋に精通した有識者から
構成される海洋基本法戦略研究会（海洋基本法研究会の後身）や総合海洋政策本部参与会
議基本計画委員会にも分析結果を提供している。
36

本アンケート調査で得られた結果の分析については、下記を参照されたい。古川恵太他
「第 2 期海洋基本計画の評価から見えてきた沿岸域の総合的管理の推進に関する今後の課
題」日本沿岸域学会第 30 回全国大会研究討論会概要集（2017 年 7 月）総 4 頁。小森雄太
「我が国における海洋安全保障への取り組みと今後の課題―第 2 期海洋基本計画の評価を
機縁として―」
『海洋安全保障情報（特報）』2017 年 12 月 25 日号（2017 年 12 月）総 29
頁。小森雄太「我が国における海洋安全保障への取り組みと今後の課題―第 2 期海洋基本
計画の評価を機縁として―」『海洋安全保障情報（季報）』第 19 号（2018 年 1 月）66-92
頁。
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この他に、日本海洋政策学会の課題研究グループは、政府の作成する年次報告である「海
洋の状況及び海洋に関して講じた施策」を検討し、施策の効果に関する評価不足や、省庁
間連携の明示的な評価の必要性等を指摘し、次期計画に向けて新たな評価方法や評価の施
策へのフィードバックする仕組みの必要性などの論点を示した37。日本沿岸域学会では、
沿岸域学会誌第 29 巻第 4 号にて「海洋基本計画の改訂に向けて」と題した特集論文を掲載
し、多様な視点からの現計画の評価と次期計画に向けた提言、論点を提示した。特に沿岸
域の総合的管理の推進に向けた取組み38、日本型海洋保護区の可能性と国際展開に向けた
課題39（八木, 2017）、既存産業界にとっての新たな海洋産業の創出という視点での整理40な
どを掲載し、次期計画の策定に向けた示唆に富む視点が示されている。
海洋基本法は、
「政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効
果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計画の見直しを行い、必要な変
更を加えるものとする。
」
（第 16 条第 5 項）と規定するとともに、
「政府は、海洋基本計画
について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政
の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。」（第 16 条第 7 項）と規定し、時代の変化に対応した計画であるため
の取り組みを政府に義務づけており、これらの分析によって得られた評価結果が第 3 期海
洋基本計画の策定に反映され、提示された課題が解決されることを期待したい。
なお、2017 年 12 月に、総合海洋政策本部参与会議の議論を受けて、「第 3 期海洋基本
計画策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書41」が、安倍総理大臣に手交されてい
る。そのなかで、基本計画で課題となる、施策の着実な進展をもたらす手法の導入・強化
について、
「PDCA サイクルの活用」などについて具体的に示している。この意見書の記載
にもとづき、第 3 期海洋基本計画期間中において、適切な評価プロセスが実現することが
期待される。

日本海洋政策学会・課題研究グループ, 2017：新旧海洋基本計画および各年次報告に
関する研究. 2017 年 4 月実施の特別研究会資料
38 來生新, 2017：海洋基本計画の改訂に向けて–沿岸域の総合的管理–. 沿岸域学会誌,
29(4), pp.4-9.
39 八木信行, 2017：日本型海洋保護区：その思想と可能性. 沿岸域学会誌, 29(4), pp.2531.
40 中原裕幸, 2017：海洋基本計画と「海洋産業の振興」政策について–第 3 期海洋基本計
画の策定に向けて–. 沿岸域学会誌, 29(4), pp.50-55.
41 本報告書の参考資料として別添
37
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次期海洋基本計画に向けた主要テーマ

１．海洋の安全保障

２．海洋の産業利用の促進

海洋の安全保障を幅広く捉え、海洋政策の観点から様々な課題
に政府一体となって取り組む。特に、①海上保安体制の強化、
②海洋状況把握（ＭＤＡ）体制の確立、③国境離島の保全・管理、
を重点的施策とする。

３つの政策的意義（①経済の安全保障、②経済成長、③海洋権益
の確保に貢献）を踏まえ、各施策に取り組む。

＜各施策の安全保障上の位置づけ＞
１．海洋の安全保障の施策（海洋の安全の確保）
法執行による治安の確保、海上交通における安全対策、
海洋由来の自然災害への対策
２．海洋の安全保障の実現のための基層となる施策
（１）基盤となる施策
海洋状況把握（ＭＤＡ）体制の確立、
国境離島の保全・管理、海洋調査、海洋観測、
科学技術、研究開発、人材育成、理解増進
（２）補強となる施策
経済安全保障、海洋環境の保全・保護
（注） 防衛に関する事項は、政府にて対応し、基本計画においては、
防衛も含む「海洋の安全保障」の全体像が記載されるよう提言。

１．海洋エネルギー・資源開発の促進
• メタンハイドレート・海底熱水鉱床の商業化目標を維持。
• 政府の役割として、「産業化」を明確に定義。
• 洋上風力発電の導入促進に向けて、制度整備を加速。
２．海洋産業の国際競争力の強化
• 高付加価値化・生産性の向上を通じて国際競争力を強化。
• ＳＩＰ「次世代海洋資源調査技術」の成果を民間移転。
• 「海洋資源開発技術プラットフォーム」を通じ、異業種連携を促進。
３．海洋の産業利用の拡大
• クルーズ船の寄港拡大や大学発ベンチャーなど、新しい活力を
海洋産業に取り込み、市場規模を拡大。

４．海洋人材の育成等

１．海洋立国を支える専門人材の育成と確保
• 人材育成と技術イノベーションの連携。
３．海洋環境の維持・保全
• 海洋分野のＩｏＴ、ビッグデータ等を扱える人材の育成・確保。
• 「日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム」の取組強化。
１．ＳＤＧｓ等国際的枠組みを活かした海洋環境の保全
• 「海洋資源開発技術プラットフォーム」の枠組みの活用を検討。
• ＳＤＧｓの目標達成等に向けて各国と連携。
２．子どもや若者に対する海洋に関する教育の推進
• 予防的アプローチの考え方も取り入れつつ、科学的知見に基づく • 小中学校の学習指導要領改訂を踏まえ、学校における海洋に
持続的な開発利用と保全を基本とする我が国の考えを反映。
関する教育を推進。
• ニッポン学びの海プラットフォームの下、海洋教育を実践。
２．海洋環境の保全を前提とした海の恵みの持続的な享受
３．海洋に関する国民の理解の増進
• 高い生産性と生物多様性が維持されている「里海」の経験を
• 「海の日」制定の意義を踏まえ、「海の日」を更に活用。
沿岸域の総合的管理等に積極的に活用。

施策の推進に当たっての
横断的・基礎的な主要テーマ

時宜を得た主要テーマ及び継続的に重要性を持つテーマ
北極政策

科学的知見の充実
（海洋科学技術、海洋調査・観測）
 海洋科学技術は、深海を始め、海洋の未知な
る領域の研究等による人類の知的資産を創造
するものであり、海洋資源の開発、再生可能エ
ネルギーの利用や海洋由来の自然災害対策、
地球温暖化等の地球規模課題、国家安全保障
上の諸課題への対応を念頭に、産学官連携の
下、研究開発を一層推進。
 海洋政策の実施や海洋における脅威・リスクの
早期察知に有効となる我が国の海洋観測網を
維持・強化。
 海洋と宇宙との連携を強化。
 MDA体制の確立を含め、総合科学技術・イノ
ベーション会議と連携し、Society 5.0の実現に向
けた研究開発を推進。

 観測・研究活動の推進を通じた我が国のプレゼンスの向上。
 国際的ルール形成への積極的な参画。
 我が国の国益に資する国際協力の推進。

水産業
 資源管理の高度化と国際的な資源管理を推進。
 産業としての生産性の向上と所得の増大による成長産業化。
 水産業・漁村の持つ多面的機能の十全な発揮
など、水産基本計画等に従って取組を実施。

海上輸送
【外航海運】安定的海上輸送の確保、競争条件の均衡化等の国際競争力強化。
【内航海運】安定的輸送の確保、生産性向上。
【海上輸送拠点】シーレーン沿岸国の主要港湾の運営を含め、港湾インフラ
システムの海外展開を推進。

離島の振興

国際連携・国際協力

 島の魅力ある資源を最大限に活用した産業振興や交流人口の拡大を推進。
 島外の知見を活用し、イノベーションを生み出す取組を充実。

平和で安定した国際社会の確立を基盤とした我が
国国益の実現のために、①海における法の支配、
②科学的知見に基づく政策の実施、の２つの原則
を基準に行動。

 大陸棚の延長や低潮線を含む国境離島の保全・管理。
 排他的経済水域等の有効な利用等の推進のための基盤・環境を整備。
 海域管理のあり方は、これまでの議論を踏まえ、法体系の整備を進める。

排他的経済水域等の開発等

次期計画策定に当たって考慮すべき事項
国民の理解に資する分かりやすい記述
次期計画への目標設定

分かりやすい用語、分かりやすいメッセージ性を持った形とする。

数値目標を掲げる。困難な場合は、定性的な目標を記載。

総合海洋政策推進事務局が中心となり、関係省庁の協力の下、施策を効果的・効率的に実施。
ＰＤＣＡサイクルの活用
＜Ｐｌａｎ＞施策群で工程表を作成（実施体制を明確に、出来る限り指標を記載）
＜Ｄｏ＞工程表に沿って、個別施策を的確に実施
＜Ｃｈｅｃｋ＞工程表等に関する政府の自己評価を参与会議へ報告し、審議
＜Ａｃｔ＞個別施策の実施方法、工程表等の見直し

図 26

「第 3 期海洋基本計画策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書」の概要
（出典：総合海洋政策本部資料）
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ヒアリング結果を含む委員会での検討

（１） 第 1 回委員会の開催
2017 年度第 1 回の総合的海洋政策研究委員会を下記のとおり行った。
日

時：2017 年 8 月 30 日（水）

10:00-12:00

場

所：笹川平和財団ビル 601 会議室

議

題：（a）2017 年度活動計画（案）について
（b）海洋基本計画評価について
（c）EEZ 等の総合的管理について
（d）沿岸域総合管理の検討状況について

概

要：
EEZ 等に総合的管理については、まず SDGs に関連した議論が行われた。総合海洋政

策本部参与会議の議論では 2017 年 6 月に開催された国連海洋会議（Ocean
Conference）についてほとんど触れられていないこと、海洋分野において国際社会にお
ける日本政府の関与が弱いこと、その要因として省庁縦割りの問題などが課題として挙げ
られ、SDGs に関する政府の司令塔の必要性が示された。また、ビジネス界が中心となっ
た、世界海洋評議会 World Ocean Council (WOC)などの取組み紹介を受けて、SDG14 と
プライベートセクターの関係を踏まえて日本の対応の遅れを示すことが、EEZ 等に関す
る政府・国民の関心を向ける上でも重要であることが示された。更に BBNJ に関して、
公海に隣接する沿岸国がコミットすべき事柄は何かという議論が行われており、EEZ の
課題についても、公海域との連続性の視点にフォーカスする必要性が示された。
続いて、諸外国の EEZ 等の総合的管理について、EU の海洋空間計画枠組指令の下で
の取り組みについて、豊富な実績があり掘り下げて検討する必要があることが示された。
また我が国の EEZ 法制については、立法事実が無いからといって議論を先延ばしにする
のではなく、活発に取り組んでいる他国の状況を踏まえて、それらをまとめていくような
ことの必要性が示されたのに対して、EEZ 等の法制化に関しての立法事実は確かに弱い
ものの、海域利用は沿岸から進むものであり、洋上風力発電のような沿岸の一般海域の例
を踏また整理が必要であることが示された。更に、法制化に向けた強いインセンティブが
無いという課題提起に対して、環境や生態系の保全を主眼とした観点からの EEZ 等の総
合管理の必要性や、国民の EEZ 等への関心低下の課題などが示された。
沿岸域総合管理については、特に継続可能な仕組みについて議論が行われ、財政的な側
面について政府のみの視点での整理が単純であり、多様な取組みを考慮すること、及び、
そのなかで国が行うべきことを分析することの必要性が示された。また、沿岸産業の取組
みや、豊かな海を目指す瀬戸内海の取組みが参考になることが示された。
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（２） 委員ヒアリングの実施
我が国の海洋の総合的管理の課題を整理し、その推進に必要となる論点を検討するとと
もに、SDGs などの国際的な議論の進展を受けた、国際発信の必要性などの新たな課題に
ついて検討するため、次のとおり委員ヒアリングを行った。その結果を以下に記す。
岡本 信行

2017 年 11 月 22 日

加藤 茂

2017 年 11 月 21 日

坂元 茂樹

2017 年 9 月 21 日

佐藤 愼司

2017 年 11 月 24 日

佐藤 徹

2017 年 11 月 20 日

白山 義久

2017 年 12 月 13 日

三浦 大介

2017 年 11 月 27 日

宮原 正典

2017 年 10 月 13 日

八木 信行

2017 年 11 月 29 日
（敬称略）

1. 日本における総合的海洋管理


海洋に限らず一般的に「基本法」
「基本計画」だけでは政策は動かない。制度化などの
具体的な取組みを進めるためには、政府における強い枠組み（推進体制）を検討する
必要がある。この際、規制改革会議のイニシアチブで大きく動いた水産分野の施策な
どが参考になる。



新たな海域の利用ニーズとして、一般海域のルール化で注目されている洋上風力発電
等のほか、沖合養殖もある。



法制度化の観点では、主管官庁が無いことも課題である。特定の海域利用ニーズのも
とで対象となる省庁が出来ることは一般論としては良いこと。一方、複数の省庁が関
連する法律は大変であり、特別な動機がないと動きにくい。



海洋空間計画を推進する場合、その実効性をどのように担保するのか留意が必要であ
る。
「ここは洋上風力発電を建ててはいけない」といった内容を含む計画について、拘
束性の確保の観点からは、法律に基づく権限が必要であろう。



海洋保護区（MPA）については、生物多様性条約に基づく 2020 年の目標達成に向けて、
EBSA を踏まえた外洋域での設定に関する検討が重要である。



沿岸域総合管理については、地方において萌芽が見られる。しかし、基本法だけでは
具体的な施策が動かないという課題がある。海岸に着目すると、海岸管理者である都
道府県の役割も視野に入ってくるため、市町村だけではなく都道府県の役割も検討対
象としても良いかもしれない。
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沿岸域において新しい技術導入をする場合、地元の理解のもとで進めるため、法律よ
りも厳しく考える必要がある。地域受容性の観点から、モニタリングや環境影響評価
（EIA）が非常に重要となる。（その点でも ICM モデル事業は評価していた。草の根が
あるからこそ、提言等に説得力が出てくる。）



沿岸域総合管理の制度化が進まない現状は理解できるが、このままでは国際的に取り
残される。



日本企業においても SDGs の取組（CSR 等）が注目されている。しかし、その取組のな
かで海洋への関心は低い。



SDGs には水産関連が含まれている。水産分野も含めて丁寧に適切な海域管理（EEZ 法
制など）の仕組みを検討することが必要。



SDGs について、2030 年のターゲットを見据えて、取り組むべき工程表を作って示すこ
とが出来ないか。この際、SDG14 のなかで、重点を明確化して示すことで政府の取組
みを誘導していくことも一案となる。



海底鉱物資源については、国際的な環境影響評価（EIA）手法の議論が先行しており、
ガイドライン等が出来た場合には、それに準用した国内 EIA 基準の策定を検討する必
要がある。

2. 国際社会に向けた発信等


海洋はホリスティックアプローチでの対応が求められている。それが出来ていないか
ら、日本政府で個別に良いことをやっていても世界に日本の成果をアピール出来ない。
世界へのアピールについては民間財団にも期待したい。（国際発信を積極的に行うこ
とが逆に、国内の包括的な政策を誘導することになる）。



海洋政策研究所による沿岸域総合管理に関する取組は大きな財産であり、価値あるも
のとして活用していくのが重要である。



SDGs について国際発信をする場合、日本から何を発信するのか検討を要する。例えば、
生物多様性の保全の場合、多様性に富んだ日本の海域特性を踏まえ、日本から発信す
ることは意義がある。同様の特性を有するアジア・アフリカ域に日本主導で成功事例
やその要因分析を発信することは大きな貢献となる。



BBNJ では、科学的な知見について必ずしも共通の認識の下で議論が行われていないこ
とが課題となっている。科学に基づく適切な認識を促すことが重要な役割である。



海底鉱物資源開発の環境影響評価手法など、国際機関でのガイドライン策定に向けて、
（ルールメイキング、ISO 基準化への貢献、途上国支援など）、日本からの積極的に貢
献していくことも重要なポイントとなる。
このほか、海底地形調査や海洋台帳の基盤としての重要性や、沿岸域における減災の取

組み（グリーンインフラ、Eco－DRR）などについてコメントが得られた。
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（３） 第 2 回委員会の開催
委員へのヒアリングなどを受けて、2017 年度第 2 回の総合的海洋政策研究委員会を下
記のとおり行った。
日

時：2017 年 12 月 19 日（火）

13:00-15:00

場

所：笹川平和財団ビル 601 会議室

議

題：（a）総合的海洋政策に関連する動向について
（b）総合的海洋政策の推進に関する論点について
（c）その他、今後について

委員会では、まず 12 月 18 日に安倍総理大臣に手交された総合海洋政策本部参与会議
意見書における関連部分について議論が行われた。SDGs について意見書のなかで位置づ
けられていることへの評価の一方、海域全体の管理を持続可能な開発という形で管理して
いくという世界の潮流に対し、我が国の議論がそこまで至っていないとの指摘があった。
続いて、海洋政策研究所が今後取組むべき課題について、委員へのヒアリング結果や委
員からの海岸保全と沿岸域総合管理に係る発表を踏まえて議論が行われた。委員からの発
表を踏まえて、自然共生型海岸づくりや、グリーンインフラなどの ECO-DRR の推進に
ついて、国内法の観点から、防災法と環境法の融合や専門家の関与のもとでの行政におけ
る総合的な取組みの必要性が示された。
また、海洋政策研究所の取組みについては、現時点で見えていない課題を掘り起こすこ
との重要性が示された。これに対して、我々には見えていないが国際的には見えていると
いう課題もあり、複数の要素が複雑に関係しあっている現状や SDGs なども踏まえて、
課題の見える化をしていくことの重要性が示された。
また、海底フロンティアの調査の課題や、海底資源の環境影響評価について国際動向を
しっかりと国内に示していくことの重要性が示された。更に、サステイナビリティという
ことの意味を再認識し、また、SDGs が統合的問題解決のために作成されたことを踏ま
え、サステイナブルではない海洋の課題を示した SDG14 は SDGs 全体の基礎になるもの
だ、という訴え方ができるのではないかという指摘があった。このほか、BBNJ の議論
に関する科学的知見に関する橋渡しなど、海洋政策研究所が取り組むべき重要な課題が提
起された。
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第４章

まとめと今後の展望

2017 年度は、海洋基本計画の改定に加えて、2 回の BBNJ 準備委員会や SDG14 の実施に
向けた国連海洋会議が開催されるなど、国内外において海洋の総合的管理に関する新たな
議論が展開された。そこで本調査研究では、海洋基本計画の改定に係る議論を受けた適時
の検討を行うとともに、諸外国の動向や、
「沿岸域総合管理モデルの展開に関する調査研究」
で得られた成果を踏まえ、我が国の EEZ 等及び沿岸域における各総合的管理の課題を整理
し、その推進に必要となる論点を検討するとともに、SDGs などの国際的な議論の進展を
受けた、新たな課題について検討を行った。
（１）海洋の総合的管理の推進に向けて
EEZ 等の総合的管理及び沿岸域総合管理の両者とも、海洋基本法に規定され、第 2 期海
洋基本計画においてもその推進に向けた取組みが具体的に示されたものの、第 2 期計画の
実施期間中において具体的な進展は見られなかった。
EEZ 等の総合的管理については、各国では、既存の行政区分の境界を跨いだ、EEZ 等に
至る海域をシームレスに指定して海洋空間計画が進められている実態を示すとともに、我
が国における EEZ 等の開発、利用、保全等の特徴的な事例を示した。まだ分野を横断する
ような海域利用のニーズが成熟していないと考えられる我が国の EEZ 等に対して、SDGs
や愛知目標において推進が示されている海洋保護区に係る議論の進展にともない検討が進
む可能性や、将来を想定して現時点から「海洋空間計画」の検討を行うことの有効性につ
いて考察を行った。
沿岸域の総合的管理については、
「沿岸域総合管理モデルの展開に関する調査研究」事業
の成果も踏まえながら我が国の特性に着目した制度等について整理を行うとともに、特に、
沿岸域総合管理の推進のために必要な制度（支援制度を含む）について比較整理を行った。
沿岸域においては、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進
に関する法律案」が 2018 年 3 月に閣議決定するなど、洋上風力発電の導入を契機に、海
洋の総合的管理に関する政府の取組みが進んでいる。第 3 期海洋基本計画の策定に向け
た海洋政策本部参与会議意見書では、海域ごとの特性に応じて講じる各施策について「領
海、排他的経済水域及び大陸棚の各区分にことさらこだわることなく、それらが連続した
ものとして位置付け、各施策に取り組むべき」とされているほか、海洋環境の維持・保全
PT の報告書では、海外における「海洋空間計画(MSP)」の導入事例について言及すると
ともに、その活用可能性等の検討の必要性を示している。今後は、これら沿岸域における
取組の進展状況を踏まえながら、より広域の EEZ 等における海域利用を見据えた「海洋
空間計画」の導入について検討を進める必要があると考えられる。
なお、海洋基本計画の改定に係る検討として、第 3 期海洋基本計画の策定に係る検討過
程において、適切な評価のもとでの検討の実施を促すため、本調査研究で 2016 年度に実
施した第 2 期海洋基本計画の評価に係るアンケート調査結果を分析し、発表した。
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（２）今後に向けて
2017 年には、国際的には、国連持続可能な開発目標の目標 14（SDG14）の実施に向け
て 6 月に初めて開催された「国連海洋会議」での「行動の要請（Call for Action）」の採
択、BBNJ 準備委員会第 4 回会合の勧告を受けた第 72 回国連総会決議での「BBNJ に関す
る法的拘束力ある文書を交渉するための政府間会合の設置」の決定など、大きな動きがあ
った。特に SDG14 の実施に向けた一連の国際社会の取組みは、海洋の総合的管理を推進
する世界的な大きな機会となったが、そのなかでの我が国政府の取組みは必ずしも十分で
はなかった。
海洋に係る課題を網羅した SDG14 及びその実施に向けた「行動の要請（Call for
Action）」は、海洋空間計画の推進など、その解決に向けた取り組みの必要性をも示すも
のである。本調査研究のもとで行った委員会においても、SDG14 の推進の必要性が示さ
れるとともに、SDG14 の推進に向けて我が国が取組むべき工程表の策定などの具体的な
取組みが示された。そのような取組は、我が国の施策の推進だけなく国際社会における
SDG14 の推進にも大きく貢献するものである。更に、これら国際的な取組みを推進する
ことが、かえって国内における海洋の総合的管理に関する施策の推進にも資するものであ
る。
SDGs や愛知目標において推進が示されている海洋保護区だけでなく、海底鉱物資源開
発に係る環境影響評価など、海洋環境の保全や海洋生物多様性の保全に向けた国際的な議
論が進むなか、これらの課題を総合的に検討するとともに、このような取組みを通して国
際的で認識されつつ課題を可視化して示していくことが必要である。今後は、海洋の未来
に向けて国際社会における議論を先導するとともに、課題解決に取り組んで参りたい。
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参考資料

１

「行動の要請（Call for Action）」（国連広報センター暫定訳）
国連海洋会議（2017 年 6 月）で採択された宣言文
”Our Ocean, our future: call for action”（我らの海、我らの将来：行動の要請）

２

第 3 期海洋基本計画の策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書（2017 年

12 月）
本編、別添 1、別添 3、別添 5
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参考資料１

我らの海、我らの将来：行動の要請
国連広報センター暫定訳
総会は、

持続可能な開発目標 ：海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用することの実
施を支援するハイレベル国際連合会議が、
年 月 日より 日まで国際連合本部において開催されることを
決定した
年 月 日の決議 ／ を想起し、
．フィジーおよびスウェーデン両政府が、持続可能な開発目標 ：海洋と海洋資源を持続可能な開発に向け
て保全し、持続可能な形で利用することの実施を支援するハイレベル国際連合会議およびその準備過程の経費と
すべて必要な支援を提供したことによって、共同主催国としての責務を果たしたことに総会の心からの謝意を表
する。
．本決議の添付文書に含まれた、同会議において採択された、
「我らの海、我らの未来：行動の要請」と題
する宣言を是認する。

第 回本会議
年 月 日

添付文書
我らの海、我らの将来：行動の要請
．我ら、国家および政府の長並びにハイレベル代表は、市民社会およびその他の関連する利害関係者の完全な
参加を得た、
年 月 日から 日まで、ニューヨークにおいて開催された、アジェンダ
の持続可能な開
発目標 の実施を支援する国際連合会議で会合し、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可
能な形で利用するとした私たちの堅い約束を確認する。
．私たちは、私たちが共有する未来および共通する人類のすべての多様な点からも、海洋は重要であるという
強い信念によって動かされている。私たちの緊急のそして、私たちの集団的な行動が、私たちの国民、私たちの
惑星そして私たちの繁栄にとって、意味ある違いを生み出すことを信じて、政府の指導者や代表として、決定的
また緊急的に行動することを固く決心する。
．私たちは、海洋がこの惑星の 分の を覆い、人口と市場をつなぎ、私たちの自然的、文化的遺産の重要な
一部を構成していると認識している。それは、私たちが呼吸する半分の酸素を供給し、私たちが排出する二酸化
炭素の 分の を吸収し、水の循環および気候システムにおいてなくてはならない役割を果たし、そして私たち
の惑星の生物多様性と生態系サービスの重要な源となっている。それは、持続可能な開発と持続的な海洋に基づ
いた経済並びに貧困の撲滅、食料の安全保障と栄養、海運業や運輸業、働きがいのある人間らしい仕事および生
計に貢献している。
．私たちは、海水温の上昇、海洋および海岸の酸化、脱酸素化、海水面の上昇、極地の氷の覆う範囲の減少、
海岸の浸食、および極端な天候状況を含む、海に関する気候変動の有害な影響にとりわけ不安を感じている。私
たちは、気候の調節者、海洋生物の多様性の源として、また食料や栄養、ツーリズムおよび生態系サービスの重
要な供給者として、および持続可能な経済発展と成長のエンジンとして行為する海洋の重要な能力を傷つける有
害な影響に対処する必要性を認識している。私たちは、この点において、国際連合気候変動枠組条約の下で採択
されたパリ協定 の特別な重要性について認識している。
．私たちは、私たちの海洋およびその生態系の健康状態と生産性における減退を阻止し、好転させ、またその
強靱性および生態系健全性を保護し、そして回復することを約束している。私たちは、現世代および将来世代の
福祉が、私たちの海洋の健康状態と生産性と切っても切れない関係にあることを認識している。

決議 /

。

FCCC/CP/

/ /Add., 決定

/CP． 、添付文書を参照。

－ 53 －

☆亜細亜印刷☆

／せ０１

成山堂書店／海洋白書２０１８／第３部／３−３

2018.03.14 18.16.09 印刷:2018. 3.15/14:18:40

Page 36(1)

．私たちは、すべての持続可能な開発目標の統合したそして不可分な性格、並びに目標間の相互関連性および
相乗効果を強調し、私たちの作業が
アジェンダで再確認された原則を含め、
アジェンダによって導かれ
ていることの決定的な重要性を繰り返し表明する。私たちは、持続可能開発の追求、とりわけ沿岸国を含む後発
開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国およびアフリカ諸国において、
アジェンダにおいて認めら
れているその他と同様に、各国が特別な課題に直面していることを認識する。多くの中所得国の中にも重大な挑
戦課題がまた存在する。
．私たちは、目標 のターゲットを期限内に達成するとした約束、および異なる各国の現状、能力および発展
の段階を考慮しつつ、また国内の政策や優先順位を尊重しつつ、長期にわたって行動を維持する必要性を繰り返
し表明する。特に、私たちは、小島嶼開発途上国および後発開発途上国に対する目標 の中の一定のターゲット
の特別な重要性を特に認識する。
．私たちは、全てのレベルでの、統合された、学際的で、分野横断的なアプローチ、並びに協力、調整および
政策の一貫性の強化の必要性を強調する。私たちは、集団的行動を可能とする効果的なパートナーシップの決定
的な重要性を強調し、すべての関連する利害関係者の完全な参加とともに目標 を実施する私たちの約束を再確
認する。
．私たちは、国家の開発計画や戦略の中に、目標 と関連ターゲットを統合し、国家の主体的取組を促進しま
た国および地域当局、議員、地域共同体、先住民族、女性および青年並びに学界や科学界、実業界および産業界
を含む全ての関連する利害関係者が関与することによって、その実施の成功を確実にする必要性を強調する。私
たちは、持続可能な開発のための海洋および海洋資源の持続的可能な利用および保全において、ジェンダーの平
等の重要性や女性や青年の重要な役割を認識する。
．私たちは、科学的および伝統的知識システムに基づいた海洋の状態の評価を通した、私たちの海の健康状態
および役割の理解並びにその生態系に対する侵襲要因の理解を向上することの重要性を強調する。私たちはまた、
意思決定のための情報提供および支援のための海洋の科学的調査をさらに増加し、そして科学的データ、最善の
慣行および技術知識の共有を促進するための知識的なハブやネットワークを促進する必要性を強調する。
．私たちは、目標 を実施するための私たちの行動は、既存の法文書、仕組み、過程、メカニズムまたは団体
に従ったもの、強化するものでなければならず、また重複もしくは害するようなものであってはならないことを
強調する。私たちは、
「私たちが望む未来」の第 段落で想起しているように、海洋およびその資源の保全およ
び持続可能な利用に関する法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約 に反映されている国際法の実施
により、海洋およびその資源の保全および持続可能な利用の促進の必要性を確認する。
．私たちは、海洋およびその資源の保全および持続的な利用は、
アジェンダ、第三回開発資金国際会議の
アジス・アベバ行動目標 および小島嶼開発途上国（SIDS）行動モダリティ推進の道（SAMOA）を含むその他の
関連する成果に沿った、実施のための必要手段を要求していることを認識する。私たちは、アジス・アベバ行動
目標の完全かつ時宜を得た実施の重要性を強調し、この文脈において、開発途上国における目標 の実施を支援
するために、海洋技術の移転に関する政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを考慮しつつ、科学的知識およ
び研究を促進し、すべての段階における能力構築を促進し、すべての源から財政的資源を動員し、また相互に合
意された条件で技術移転を促進する必要性を強調する。
．私たちは、すべての利害関係者に対し、持続可能な開発のために海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で
利用するために、既存の制度やパートナーシップを基盤とすることを含め、以下の行動を緊急に取ることを呼び
かける。
（a）統合し調整された方法によって目標 の実施に取り組みまた目標 のターゲット間の重要な相関関係、目
標 とその他の目標、とりわけ海洋に関する目標、並びに目標 の実施を支援するその他の過程と間の潜在的な
相乗効果を考慮した政策や行動を促進する
（b）国際機構内および国際機構間、地域的と準地域的機構並びに制度、取り極めおよび計画間を含む、すべ
てのレベルにおける、制度間の協力、政策的一貫性および調整を強化する。
（c）世界規模の、地域的なそして準地域的な機関や計画、科学界、民間部門、ドナー・コミュニティ、非政府
組織、地域団体、学術機関およびその他の関連する関係者との政府の関与を促進することによって、官民提携を
決議 /

、添付文書。

国際連合、 条約集
決議 /

第

巻、No．

、添付文書。

決議 / 、添付文書。
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含む効果的かつ透明なマルチステークホルダー・パートナーシップを強化し促進する。
（d）海洋の自然的および文化的重要性、並びにその状態および役割、また持続的開発の重要性およびそれが
どのように人為的活動によって影響されているのかも含む、海洋の知識をさらに促進する必要性に関して、意識
を向上させるための包括的戦略を発展させる。
（e）海の知識および保全、修復並びに海の持続可能な利用の文化を促進するために、例えば教育カリキュラム
の一部として、海洋関連教育を育む計画を支援する。
（f）私たちの海洋に関する知識を増し、気候と海洋の健康状態および生産性との関係性をよりよく理解し、極
端気象および事象について調整された早期警報システムの策定を強化し、そして利用可能な最善な科学に基づい
た意思決定を促進し、科学的および技術的革新を奨励し、並びに開発途上国、とりわけ小島嶼開発途上国および
後発開発途上国の発展に対する海洋の生物多様性の貢献を促進するために、学際的な研究および持続的な海洋や
沿岸の監視、並びにデータと伝統的な知識を含む知識の収集および共有などの、海洋の科学的研究のために、よ
り多くの資金を費やす。
（g）海洋デブリ、プラスチックおよびマイクロプラスチック、栄養素汚染、未処理の汚水、固形廃棄物の投
棄、有害物質、船舶からの汚染そして棄てられた、失われたもしくは別の方法で捨てられた漁具を含む、特に地
上活動からのすべての種類の海洋汚染を防止しそして著しく削減するための、並びに船舶の座礁、水中の騒音、
および侵入する外来種といった海や海上生活に関するその他の人間が関連した活動の有害な影響に、適切な場合
に、対処する行動を加速化する
（h）廃棄物の防止および最小化を促進し、持続可能な消費および生産パターンを策定し、ゴミを削減するた
めの市場に基づく解決策とその生成を動機づけること、環境にやさしいゴミの管理、処理およびリサイクルのた
めの制度を改善すること並びに再利用またはリサイクル可能な製品または自然環境の下で生物分解可能な製品な
どの代替品を開発することを含む、 R（リデュース、リユースおよびリサイクル）を採用する。
（i）プラスチックとマイクロプラスチックの生産、マーケティングおよび使用に対処するため、すべての関連
する段階の利害関係者と連携することを含め、プラスチックとマイクロプラスチックの使用、特にプラスチック
の袋および使い捨てのプラスチックの削減のための長期的かつ強固な戦略を実施する。
（j）海洋の強靭性と海の生物多様性のより良い保全と持続可能な使用を高める向上するため、国際法に合致し
また国内法に従い、利用可能な最善な科学並びに利害関係者の関与に基づいた、そして予防的アプローチおよび
生態系アプローチを適用した、海の空間計画および統合した沿岸区域の管理を含む海洋保護区とその他の統合し
た分野横断的アプローチを含む、地域に基盤をおく管理手段の効果的かつ適切な利用を支援する。
（k）海洋および沿岸の酸化、海面上昇および海温の上昇に対する強靱性を増加することと支援すること、お
よびその他の気候変動の有害な影響並びにマングローブ、塩性湿地、海藻および珊瑚礁といったブルーカーボン
生態系と沿岸生態系、および私たちの海に影響している相互に関結びついている広範な生態系に対処することに
貢献する、効果的な適応策および緩和措置を策定し実施し、そして関連する義務や約束の実施を確実にする。
（l）科学に基づいた管理措置、モニタリング、統制および執行、持続可能に管理された漁場から供給された魚
の消費の支援することを通して、また適切な場合には予防的かつ生態系アプローチ、並びに地域的な漁業管理組
織、機関および取極を、適当な場合には、通したものを含めて、協力と調整を強化することを通して、少なくと
も各資源の生物的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで実現可能な短期で漁業資源を回復するこ
とを含め、持続可能な漁業管理を強化する。
（m）このような活動からの利益を奪うために適切な行動をとることによって、その根本原因に対処すること
関係者および受益者の責任を問うこと、また旗国の義務および関連した入港国の義務の効果的に実施することで、
有害な漁業慣行および違法な、無報告のそして無規制漁業を終わらせる。
（n）捕獲文書化計画および水産加工品の追跡管理の発展に関する協力および調整の強化のために更なる努力
を加速化する。
（o）開発途上国における小規模なまた零細な漁業者に対して、彼等の海洋資源および市場へのアクセスを可
能としまた高めそして持続可能な漁業管理の文脈の範囲内で漁師と漁業労働者の社会経済状況を改善できるよう
に提供されている能力構築および技術援助の強化をする。
（p）過剰漁業能力また過剰漁業原因となる特定形態の漁業補助金を禁止する決定的な行動をとり、また、開
発途上国および後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ差異ある待遇が、世界貿易機関の交渉の不
可分の要素であることを認識したうえで、この問題に関する世界貿易機関における交渉を終了する活動を加速化
することを通すことを含め、違法な、無報告の、無規制の漁業の原因となる補助金を撤廃し、同様の新たな補助
金の導入を抑制すること。
（q）とりわけ小島嶼開発途上国や後発開発途上国にとっての、持続可能な開発の経済的、社会的、環境的側
面を達成するための手段として、漁業、観光、水産養殖、海上交通、再生可能なエネルギー、海の生命工学、お
よび海水の真水化といった持続可能な活動に特に基礎をおく、海に基づく持続可能な経済の促進および強化を支
援する。
（r）
アジェンダ、アジス・アベバ行動目標およびその他の関連する成果に沿って、とりわけ開発途上国に
おける、持続可能な海洋関連活動および目標 の実施のために必要な手段を動員する努力を増加する。
（s）総会が第 会期の終了までに、総会に提出された準備会合の報告書を考慮しながら、政府間会議の招集お
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よび開催日を決定できるように、国家の管轄権外における海洋生物の多様性の保全および持続的な利用について、
海洋法に関する国際連合条約の下での国際的拘束力を有する文書の発展に関する、総会決議 ／ によって設
立された準備委員会において、見解を取り交わし、討議に積極的に関わる。
（t）パートナーシップ対話のフォローアップを歓迎し、同会議の文脈において作られたそれぞれの自発的約束
の実施を約束する。
（u）将来の進展を強化するための機会も含む、目標 の実施に関する持続可能な開発に関するハイレベル政
治会合に対する情報を提供することによって、
アジェンダのフォローアップおよびレビュー過程に貢献する。
（v）ハイレベル政治会合の第 サイクルにおける討議を考慮して、目標 の、時宜を得たそして効果的な実施
を支援するためのさらなる方法および手段について審議する。
．私たちは、事務総長に対し、
アジェンダの実施の文脈において、とりわけ国連海洋関連機関の作業を考
慮に入れ、海洋問題に関する国際連合システム全体の機関間の調整および一貫性を高めることにより、目標 の
実施の支援する、彼の努力を継続することを強く呼びかける。
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参考資料２

第

期海洋基本計画策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
平成 年 月 日
総合海洋政策本部参与会議
座長 宮原 耕治
四面を海に囲まれ、その面積が国土面積の約 倍に相当し世界第 位の広大な管轄海域を有する我が国にとり、
国土の保全と国民の安全を確保すべく海を守っていくこと、経済社会の存立・成長の基盤として海を活かしてい
くこと、貴重な人類の存続基盤として海を次世代に継承していくこと等が強く求められている。このため、平成
年に新たな海洋国家日本の実現を目指して策定された海洋基本法と 期にわたる海洋基本計画に基づき、海洋
に関する諸施策を総合的・計画的に、かつ、着実に、推進されてきたところである。
他方、近年の我が国周辺海域における諸外国の動き、広域地震や巨大津波等による災害発生のリスク等、様々
な環境変化や我が国への脅威の発生が見られる中で、
「法の支配」に基づく「開かれ安定した海洋」の維持・発
展に向けた取組、科学的知見に基づく自然災害への対処等を万全にし、国民の安全・安心を確保することの必要
性・重要性が一層高まってきている。また、海洋エネルギー・鉱物資源を我が国の経済社会の安定・成長に活か
していくこと、国際社会と連携しながら持続的な開発と環境保全を調和させた海洋の実現に向けた取組を加速さ
せていくこと等、様々な対策も求められている。
このような状況や諸課題に適切に対応し、新たな海洋基本計画を策定し、政府において、引き続き、海洋政策
を強力に推進していくことが必要である。
このため、総合海洋政策本部参与会議では、政府の次期計画の策定に先立ち、当該計画に規定されるべき海洋
政策に係る重要事項等について審議することとした。本年 月以降、
「基本計画委員会」を設置して次期計画の
全体的な審議を行うとともに、昨年度の参与会議で選定した、
（ ）海洋の安全保障、
（ ）海洋の産業利用の促
進、
（ ）海洋環境の維持・保全、及び（ ）海洋人材の育成等、を次期計画における主要テーマとして、小委
員会及びプロジェクトチームを基本計画委員会の下に設置して集中的に評価・検討を行ってきた。また、昨年度
以前における科学的知見の充実等に関する検討の結果を踏まえた審議も進めてきた。今般、このような経緯を経
て、次期海洋基本計画の策定に当たっての基本的な考え方などを取りまとめた。
今後、政府においては、本意見書を十分踏まえながら、総合海洋政策本部を中心に、次期海洋基本計画の策定
に向けて検討を進めることを要請する。

第

期海洋基本計画策定に向けた総合海洋政策本部参与会議意見書要約

次期海洋基本計画の策定は、現行海洋基本計画の実施状況等に関する評価を踏まえ、最近の海洋における情勢
の変化を勘案して行うべきものである。
特に、昨今の我が国周辺海域をめぐる環境の変容や脅威の発生の状況、我が国の安全保障をめぐる厳しい環境
の状況、
「法の支配」に基づく「開かれ安定した海洋」の実現を目指して行っている取組の状況等を十分に勘案
することが必要となっており、これまでの海洋基本計画の在り方を抜本的に再構成し、海洋の安全保障を幅広く
かつ正面から捉え、国民の安全と安心の確保、我が国海洋権益の確保等に積極的かつ強力に取り組むべき新たな
指針としての計画とすべきである。
さらに、エネルギー・資源の安定供給の確保のための海洋資源の開発や洋上風力発電の導入拡大に向けた取組、
国際的な枠組を活かした海洋環境の保全や沿岸域の総合的管理の推進、海洋立国を支える人材の確保・育成等を
はじめとして、科学的知見の充実、国際連携・国際協力、北極政策等を含め、今後、 年間の計画期間において
強力に取り組むべき施策を取り上げた計画とすべきである。
また、現行計画の実施状況等について見ると、計画を適切に定めた上で、それに基づいた着実な実施の確保が
必要であるという評価がなされるものであり、今後とも、工程管理に基づく実施とその状況の検証・評価、それ
に従った工程の柔軟な見直しとそれに基づく実施という計画実施を着実に行うプロセスを強化すべきである。
このような考え方のもと、次期計画においては、海洋に関する施策についての基本的な方針を定めることとし、
具体的には、海洋の安全保障、海洋の産業利用の促進、海洋環境の維持・保全及び海洋人材の育成等についてそ
の方針を明示するとともに、科学的知見の充実、国際連携・国際協力、北極政策等の諸課題と併せて今後の計画
期間内における海洋政策の指針となる計画とすべきである。
なお、その際、次期計画のあるべき姿として、政策の理念と方向性を明示し、総合海洋政策本部が、その実務
を担う総合海洋政策推進事務局と一体となって司令塔機能を果たす中で、政府全体としての取組及び関係者と連
携した取組を促し、計画の着実な実行推進体制の構築を図り、国民の理解に資する分かりやすい記述とすること
に留意すべきである。
本意見書に記載する海洋に関する施策の基本方針等の概要は、 、 ページに掲げる図のとおりである。
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Ⅰ．次期海洋基本計画の策定に向けた参与会議での議論
平成 年 月 日に閣議決定された現行の第 期海洋基本計画は、平成 年 月に 年の計画期間を経過する
ことから、平成 年度に、現行計画の実施状況等に関する評価を行いつつ、海洋に関する情勢の変化を勘案し、
総合海洋政策本部を中心とした検討を経て、政府において次期計画の策定が行われることとなっている。
総合海洋政策本部参与会議では、政府の次期計画の策定に先立ち、当該計画に規定されるべき海洋政策に係る
重要事項等について審議するため、本年 月以降、
「基本計画委員会」を設置して次期計画の全体的な審議を行
うとともに、昨年度の参与会議で選定した、
（ ）海洋の安全保障、
（ ）海洋の産業利用の促進、
（ ）海洋環
境の維持・保全及び（ ）海洋人材の育成等、を次期計画における主要テーマとして、小委員会及びプロジェク
トチーム（PT）を基本計画委員会の下に設置して集中的に評価・検討を行ってきた。また、昨年度以前におい
ても、海洋科学技術 PT（平成 年度）
、海洋観測強化 PT（平成 年度）等において、科学的知見の充実につい
ての議論を行う等、海洋政策における重要性に鑑み、各種テーマについて評価・検討を行ってきた。

Ⅱ．議論の集約
小委員会及び PT を含め、基本計画委員会及び参与会議（以下「参与会議等」という。）では、次期海洋基本
計画のあるべき姿について議論を行い、そのあるべき姿について、概ね以下のとおりの考え方に基づくものとす
べきであると考える。
〈 〉 まず、次期海洋基本計画の策定の前提として、以下を踏まえて、新たな海洋基本計画を策定するべきと考
える。
① 海洋基本法が、人類にとっての海の重要性、四面を海に囲まれた我が国が新たな海洋国家を実現すること
の重要性等を踏まえ、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的に定められた、とい
う原点に改めて立脚し、その考え方を継承・発展させることが重要であること。
② これまで講じてきた様々な施策の効果に関する評価を的確に行い、いわばこの 年間の海洋政策のあり様
を総括することが必要であること。
③ 海洋を巡る世界の情勢、我が国周辺の海洋における環境の変容や脅威の発生、我が国海洋産業の事業展開
の動向、海洋環境保全を目指した取組の進展、海洋人材の確保を巡る厳しい状況、海洋を巡る諸課題につ
いての国際連合をはじめとした国際社会の取組の動き、科学技術の急速な進展、北極域を巡る環境変化と
それへの対応の状況などの情勢を十分に勘案することが必要であること。この場合において、政府が「法
の支配」に基づく「開かれ安定した海洋」の実現を目指した取組を行い、また、
「自由で開かれたインド
太平洋戦略」を展開していることも含め、これまで以上に、幅広く、多面的に、様々な情勢を勘案すべき
であること。
〈 〉 その上で、参与会議では、本年 月の参与会議意見書及び同年 月の総合海洋政策本部会合での総合海洋
政策本部長（内閣総理大臣）発言等を踏まえ、以下の諸課題について、新たな海洋基本計画の策定に向けて、総
合海洋政策推進事務局、関係府省庁や関係機関、有識者等との議論等によって検討を進めてきたところである。
このため、次期海洋基本計画は、これらの諸課題への処方箋を提示するものとすべきと考える。
・海洋の安全保障を幅広く捉えて取り上げ、領海警備、治安の確保、災害対策等の課題への取組を強化してい
くこと。
・海上保安体制の強化はもとより、様々な脅威・リスクの早期察知に資する「海洋状況把握」
（MDA：Maritime
Domain Awareness）体制の確立や国境離島の保全・管理に万全を期すこと。
・エネルギー・資源の安定供給を確保するため、メタンハイドレートなどの海洋資源開発の商業化に向けて取
り組むこと。
・海洋環境の保全や人材育成等に取り組むこと。
〈 〉 さらに、政府においては、新たな海洋基本計画の策定に当たり、これまでの海洋政策の総括と今日の海洋
を巡る情勢の変化についての的確な認識を土台にし、今後 年程度の期間を見据えた長期的視点を持って、本意
見書を十分に踏まえるとともに、次の点についての十分な考慮を行い、今日に相応しい適切な内容の海洋基本計
画の策定に向けた検討を進めるべきと考える。
① 「政策の理念と方向性」が重要であること
政策の理念は、海洋基本法の趣旨を十分踏まえつつ、海の豊かさ、厳しさ等の不変の事象への目配りやその普
遍的な理念も念頭に置きながらも、地球規模での自然環境の変化等を含めた世界の海洋の変動の状況、我が国周
辺海域を取り巻く安全保障環境、国際社会の動向、科学技術の進展、産業界の動向、海洋人材の動向等の様々な
事象を十分に考慮し、明確に打ち立てることが重要である。
また、その理念のもとに、政府において 年程度の長期的視点を持って、当面 年間において講ずる施策の基
本的方針を定めるに当たっての大きな政策の方向性を明示することも重要である。
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参与会議においても、これら政策の理念と方向性についても議論を重ねてきた。
今後、政府の検討においても政策の理念と方向性が重要であることに十分留意し、適切な形で、海洋基本計画
に反映すべきである。
なお、その際には、後述するとおり、国民が広く国の海洋政策を認識、理解することの重要性に鑑みると、例
えば、
「海を守り」
、
「国を守り」
、
「海を活かし」
、
「人を育て」
、
「
（国際的に）手を携え」
、
「次世代に引き継ぎ」
、
「海
を知り」
、
「海の恵みに感謝する」といった分かりやすい用語を使うとともに、
「開かれ自由な海洋を作っていく」
、
「海を利用し発展する」
、
「次世代に美しい海を承継する」
、
「海を支える人材を育てる」といった分かりやすいメ
ッセージ性を持った形で打ち出すような検討を望むものである。
② 国家戦略としての海洋政策の実現に向け、総合海洋政策本部がその実務を担う総合海洋政策推進事務局と一
体となって司令塔機能を果たすとともに、関係府省庁全体としての取組、関係者と連携した取組が重要であ
ること
内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚から構成される総合海洋政策本部が打ち立てる国家戦略としての海洋政策
のあるべき姿を踏まえ、同本部がその実務を担う総合海洋政策推進事務局と一体となって、政府の司令塔として
の機能を十分に果たし、その実現を推進していけるよう積極的に取り組むべきである。
このため、総合海洋政策推進事務局は、各施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、関係府省庁の協力を得
つつ、その連携を強化する方策を講じるべきである。この場合において、そもそも、海洋に関する施策を進める
に当たっては、それぞれの施策につき、権限、ノウハウ・知見、経験等を有する多くの関係府省庁の責任ある取
組が重要であるとともに、関係府省庁が密接に連携し、政府全体としてそれらの取組を効果的に組み合わせる等、
総合的かつ総力を挙げた取組を進めることが求められることから、関係各府省庁はその点を十分認識する必要が
ある。このことは、例えば、水産資源の持続的利用、エネルギー・鉱物資源の開発、再生可能エネルギーの利用
並びに海洋調査・観測及び海洋環境の保全等の各施策については、領海、排他的経済水域及び大陸棚の海域ごと
の特性に応じて、適切に施策を講じていくものであり、その際には、政府内の関係部局が一体となり推進してい
くことが重要である点が事例として挙げられる。
また、海洋政策の推進に当たっては、政府機関のみならず、関係研究教育機関、民間事業者、公益団体等の様々
な関係者の英知と総力を結集することも極めて重要であり、官民、産学官公の様々な連携を推進することも重要
である。
③ 施策の着実な進展をもたらす手法の導入・強化による計画の実行推進体制の構築が重要であること
これまでの海洋政策の実現に向けた取組を総括する中で、今後の海洋政策の在り方として、施策の着実な進展
をもたらす手法の導入・強化が必要である。
このため、次期計画には可能な限り数値を使って具体的な目標を定め、実現に向けた工程を明白にし、それに
則って取り組み、実施の効果を評価し、それをもとに工程を手直ししながら進めていくといった手法を導入・強
化し、海洋基本計画に定める事項の着実かつ効果的な推進体制を構築すべきである。
④ 海の重要性や海の恩恵を含め、国民の海に対する理解を深める一助となるよう、海洋基本計画は国民に分か
りやすい記述とすることが重要であること
海洋政策の推進は、我が国の国益の確保、国民の生活の向上、我が国産業の発展と経済成長、国民の生活環境
の維持向上や将来世代にとって引き継ぐべき貴重な自然環境・資源の継承等、様々な面で国民の関心事項となる。
そして、何よりも、海の重要性への認識、海の恩恵を如何に多く享受して我が国及びその経済や国民生活が成
り立っているかに対する理解、さらには海洋の持つ潜在力や様々な可能性への認識等を、若い世代を含め国民全
体において的確に得られるようにすべきである。
また、これらの点は、将来にわたる海洋人材の確保の観点からも重要である。
このため、次期計画の策定に当たっても、そのような意義が国民全体の理解につながるよう様々な取組を行う
べきことに触れるとともに、計画の記述に関しても、出来る限り分かりやすい記述とすべきである。
〈 〉 次期海洋基本計画の策定に当たっては、上記〈 〉〜〈 〉を十分考慮しつつ、下記 ．及び ．の基本
的な考え方に沿って取りまとめるべきである。
なお、以下においては、参与会議等における議論を踏まえつつ、次のとおり整理し記述することとした。
ａ．まず、
「 ．海洋に関する施策の基本方針に係る事項」において「主要テーマとして取り上げる事項」を掲
げる。
この中で、最近の海洋を巡る情勢を踏まえ、本年 月の総合海洋政策本部会合で最重要課題とされた「海洋
の安全保障」を（ ）に記載する。次に、海洋基本法第一条の目的において触れられている、海洋の平和的か
つ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和の重要性に勘案し、
「海洋の産業利用の促進」及び「海洋
環境の維持・保全」を（ ）及び（ ）にそれぞれ記載する。また、海洋産業を支える基盤の つとしての人
材育成の重要性等に鑑み、
「海洋人材の育成等」を（ ）に掲げる。
ｂ．次に、海洋施策の推進に当たっての横断的・基礎的な事項として「施策の推進に当たっての横断的・基礎的
な主要テーマとして取り上げる事項」を掲げる。
上記（ ）の「海洋人材の育成等」は、海洋施策の推進に当たっての横断的・基礎的な事項としての性格も
多分に有するものであり、また、これに加え、
「科学的知見の充実」及び「国際連携・国際協力」についても、
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諸施策の推進に当たっての横断的・基礎的な事項として取り上げるべき重要テーマであることから、これらを
（ ）及び（ ）にそれぞれ記載する。
ｃ．そして、上記のほかに、基本計画委員会で議論をしてきた事項の中から、
「時宜を得た主要テーマ及び継続
的に重要性を持つテーマとして取り上げる事項」を掲げる。
この中では、まず、北極海を巡る取組を、重点的に推進すべき課題として位置づけ、総合的かつ戦略的に取
り組むために、次期海洋基本計画に取り上げるべきものとして「北極政策」を記載する。さらに、基本計画委
員会で審議を深めた、
「水産業」
、
「海上輸送」
、
「離島の振興」及び「排他的経済水域等の開発等」の順に掲げ
る。
ｄ．最後に、
「 ．次期基本計画の策定に当たっての方針に関する事項」において、分かりやすい基本計画の構
成と、各施策の実行を確実なものとするための観点を重視しつつ、次期基本計画の策定に当たっての方針を提
言する。

．海洋に関する施策についての基本的方針に関する事項
《主要テーマとして取り上げる事項》
（ ）海洋の安全保障
① 情勢認識等
・我が国周辺海域においては、排他的経済水域に対する度重なる弾道ミサイルの発射、中国公船等による尖閣諸
島周辺への恒常的な領海侵入、中国軍艦の領海内の航行、我が国の同意を得ない排他的経済水域内での外国海
洋調査船による活動、諸外国の漁船による我が国排他的経済水域内での違法な漁業、漁業資源の乱獲等、様々
な課題が顕在化しており、対応が求められている。
・海洋に由来する自然災害の中でも、将来さらに甚大化が懸念される台風に伴う高潮、高波等による災害、また、
南海トラフ地震等の広域な地震や津波による災害も海洋における大きなリスクであり、これらに対する備えも
必要である。
・複雑かつ多様な海洋における諸問題に対して、我が国が平和と安全を確保していくためには、様々な分野にま
たがる関係省庁の取組について、より一層、政府としての総合的・統合的な判断のもとに、一体となった横断
的な取組が求められ、戦略的に海洋政策を推進する必要がある。
・海洋を巡る様々な情勢の変化や、国際社会の動向や、安全保障環境等を十分に考慮した計画を策定する必要が
ある。
② 「海洋の安全保障」の前提
・海洋に関する様々な施策は相互に密接に関連しており、各施策を所掌する関係省庁が横断的にまたがることか
ら、政府としての総合的・統合的判断のもとに、一体となった横断的な取組の強化が必要である。
・海洋基本法の目的に沿って、我が国の海洋利用を発展させていくためには、国家安全保障戦略における様々な
戦略的アプローチを踏まえて、海洋における安全保障環境の改善につながるような形で海洋政策を推進しつつ、
これらの活動の推進や発展を図ることが重要である。
・安全保障環境が複雑化、多様化する中、我が国一国のみでは、安全保障を実現することは極めて困難である。
したがって、同盟国をはじめ、友好国との連携・協力関係を構築していくことが極めて重要である。
・特に「法の支配」に基づく自由で開かれ安定した海洋を実現することは、我が国にとって望ましい安全保障環
境を作り出す上で欠かせない取組である。この点で、政府によって進められている「自由で開かれたインド太
平洋戦略」はその一環をなすものと考える。
・我が国は「法の支配」の重要性を国際的に訴えていくことが重要であるが、その際には、各国の法執行が国際
法と整合的に運用されるよう求めていく必要がある。また、海賊等事案、密輸、密航、密漁、テロなどの国際
犯罪を効果的に取り締まれるようにするため、我が国は各国の海上法執行機関との連携・協力を一層進めてい
くとともに、シーレーン沿岸国の海上法執行機関に対する能力構築支援を積極的に進めていくことが求められ
ている。
「持続可能な開発のため
・「持続可能な開発のための
アジェンダ（SDGs）」における 番目の目標として、
に海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」とされたことを踏まえた対応が必要となる。
・従来のセーフティー、セキュリティーの概念にとらわれず、平素から関係省庁間による適切な連携体制を構築
し、海洋の安全保障を総合的に捉え、防衛・外交のみならず、法執行、海上交通、経済、資源開発や科学技術、
人材育成、国境離島の保全・管理、環境保護等、様々な分野の総合的な観点から、それぞれの分野における計
画に基づき、海洋における様々な課題に対して着実に取り組み、事態の未然防止やエスカレーション防止の観
点からも、諸外国との連携・協力を含めた安全保障環境の維持・改善に取り組む必要がある。
・施策の推進に当たっては、不断の見直しを行っているが、各施策を確実に実施するとともに、今次の海洋基本
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。
平成 年

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

先進国を含む国際社会全体の開発目標として、

アジェンダ」にて記載された

年を期限とする包括的な の目標を設定。
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計画の観点からは、海洋政策における安全保障のアプローチとして、以下のように海洋に関する施策を捉え、
海洋の安全保障環境を維持・改善していく必要がある。
③ 「海洋の安全保障」として捉えられる施策
「海洋の安全保障」の対象は、
「国家安全保障戦略（Ⅳ （ ）
）
」
（平成 年 月 日、国家安全保障会議決定
・閣議決定）における「海洋安全保障」を含む広い範囲において安全保障に関連する施策を整理するとともに、
同戦略及び第 期・第 期海洋基本計画を踏まえたものとする。なお、海洋基本計画における「海洋の安全保
障」の中核の防衛については、国家安全保障戦略に基づき、政府においてしかるべき対応がなされるべきと考
える。
ア．海洋の安全保障の施策（海洋の安全の確保）
・法執行による治安の確保、海上交通における安全対策、海上由来の自然災害への対応のいずれについても、海
上保安体制の強化が急務である。慎重を要するが、円滑な法執行のための法整備も含めた制度整備をさらに考
えることもあり得る。
・関係省庁間における情報共有、現場での警戒監視活動及び事態対処等、様々な観点からの連携が重要である。
特に、現場で法執行活動を行う海上保安庁及び水産庁並びに平素からの警戒監視活動を行う防衛省・自衛隊に
よるそれぞれの業務及び任務の確実な実施を確保するとともに、関係省庁間の連携強化や海上において活動す
る政府関係機関や民間からの情報提供を含めた連携体制の構築が必要である。このような組織間における連携
のみならず、宇宙政策を遂行する組織との連携、諸外国の法執行機関等を含めた連携体制を確保していく必要
がある。
・大規模な自然災害等が発生した場合の対応や、海上におけるテロや犯罪行為の未然防止対策についても十分な
備えが必要であり、これらは、焦眉の急である。
【法執行による治安の確保】
・我が国の同意を得ない海洋調査の活発化や、近接諸国が関与する違法漁業等に照らせば、実効的な法執行は、
引き続き、我が国の海洋政策における喫緊の課題である。法を守らない近隣諸国に対してこれらを遵守するよ
う求めることは当然であるが、我が国としても、管轄海域において法執行が適切に行われているか、常時チェ
ックし、必要に応じ措置を講ずる必要がある。
・海洋の現場において、国際法及び国内法に則り、冷静かつ的確に事態に対応し、事態のエスカレーションを防
止するような法執行が求められる。また、不測の事態にシームレスに対応するための体制の構築や、省庁間の
意見交換、情報共有、訓練の実施などを通じて連携を深めていくとともに、人材育成・確保等の施策を進めて
いくことが重要である。
・近隣諸国との摩擦の根本的な原因となっている境界画定交渉を着実に進めていくことも必要である。
・効果的な海賊事案等への対策は、我が国の海上輸送の観点から、極めて重要である。海賊対処法の適切な執行
を実効的に行うとともに、諸外国の海上法執行機関等との連携・協力の強化やシーレーン沿岸国の海上法執行
機関に対する能力構築支援に取り組む必要がある。
【海上交通における安全対策】
・船舶安全性の向上、航行安全確保、海難等の未然防止のための適切な体制・制度や、事故や災害の発生した際
の救助等、さらには、航行に関する安全情報等の周知や航路標識の管理・運用といった、航行の安全を確保す
るための施策や、事故や災害等が発生した際の対応のための施策も重要である。
・我が国にとって重要なシーレーンについても、国際社会や沿岸国と連携し、航行安全の確保を図ることが重要
である。
・船舶事故等による捜索救助や、地震・津波等による自然災害への対応の体制については、小型の船舶の位置情
報が必ずしも正確に把握されておらず、船舶事故や自然災害により救難の必要が生じた際に、遭難者の位置特
定に多くの時間を要するという現状に鑑み、船舶等の位置を把握できる体制を構築する必要がある。
・こういった事案に適切に対応するための、関係省庁間の情報共有体制を確立することも必要である。
【海洋由来の自然災害への対応】
・災害の未然防止、災害発生時における被害の拡大防止及び災害の復旧等の観点から、必要な対策・措置に取り
組む必要がある。
・自然災害については、未然にこれをすべて防ぐことは難しいため、平素から被害軽減のための観測・調査を継
続するとともに、如何に被害を軽減させるかが重要である。
・減災のために取り組むべき施策と、災害の未然防止、被害拡大防止、災害復旧というフェーズに応じた施策を
行うとともに、大規模な災害発生時などの非常事態等における過去の教訓に基づき司令塔のあり方について、
検討しておく必要がある。
イ．海洋の安全保障の実現のための基層となる施策
（ⅰ）海洋の安全保障の実現の基盤となる施策
【海洋状況把握（MDA）体制の確立】
MDA は、安全保障のみならず、海上安全確保や、海難救助・災害対処などへの活用も想定されており、海
洋に関する施策の多くの面で、複合的な効果を発揮させるべきものであるが、その中でも、「海洋の安全保障」
実現になくてはならない重要な取組であり、速やかな体制確立が必要である。特に、動的でリアルタイム性の
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高い海洋情報を収集し、これらのグローバルな情報を海洋監視へ活用する上で、宇宙との連携は欠かせないも
のであり、これを十分に踏まえて、MDA の体制確立を進める必要がある。
【国境離島の保全・管理】
領海及び排他的経済水域等の外縁を根拠付ける国境離島については、低潮線を含めその保全・管理を行うこ
とが、我が国の広大な排他的経済水域等における、海洋資源の開発と利用等の利益をもたらすための施策にな
る。同時にそれは、我が国の領域保全の観点からも重要な施策であり、国家安全保障戦略上も領域保全に関す
る取組の強化に関する施策として取り上げられている。このため、沖ノ鳥島の保全・管理や、有人国境離島地
域の保全及び地域社会維持の施策、特定離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）における港湾施設の整備・管理などに取
り組むことが必要である。
【海洋調査、海洋観測】
海洋調査及び海洋観測には、多様な目的及び効果があり、我が国の安全保障を維持する上で基盤となる情報
の収集のみならず、航海安全、海洋権益確保、防災、海洋環境の保全・保護、海洋資源の開発といった多様な
目的での活用が可能である。ゆえに、海洋調査、海洋観測の能力向上を不断に図り、それらを計画的に実施し
ていく必要がある。
【科学技術・研究開発】
わが国の技術力は、経済力や防衛力の基盤であり、科学技術の促進を図ることは、海洋の産業振興に直結す
るだけではなく、海洋の安全保障に関連する様々な分野における基盤としての意義がある。安全保障分野及び
民生分野の両方で活用可能なデュアルユースを意識した海洋に関連する研究開発、技術力の向上を図ることは、
長期的な観点からも重要である。
このため、第 期科学技術基本計画（平成 年 月 日、閣議決定）における「Society ． 」の概念を海洋
分野でも適応すべく、ROV やドローンを含む無人機（UUV、USV、UAV ）のハード面での技術開発及びそれ
らのネットワーク化を今後一層推進していくとともに、これらの技術に加え、衛星関連・海洋監視技術、デー
タ・情報の取得・解析技術等について、安全保障に直結する重要な技術として発展させ、統合的な理解と活用
を図るべきである。
【人材育成、理解増進】
海洋に関する様々な活動が、海洋における安全が確保された上に成り立つという認識を広く国民に周知する
とともに、海洋の安全保障に関する知見を持つ人材を育成していくことは、海洋人材を広く育成していくこと
の一環としても重要である。国家安全保障戦略に記載されている社会基盤の強化や知的基盤の強化という観点
から、海洋に関する人材育成、理解増進に努める必要がある。また、こういった人材育成、理解増進は、海洋
に関する様々な情報を国内外へ向けて発信するために、様々な国際会議、国際機関等に人材を送ることにもつ
ながるという重要性をもつ。
（ⅱ）海洋の安全保障の補強となる施策
【経済安全保障】
・我が国管轄海域において適切に調査活動や漁業活動が行われることも必要である。
・排他的経済水域等の開発の推進のために、大陸棚の延長に関する施策を継続し、我が国の管轄する排他的経済
水域等を国内外に明示していくことも海洋権益確保の観点から重要である。
・資源安定供給のために供給源を多角化するという観点から「エネルギー安全保障」の視点が必要であり、我が
国として海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化に取り組むことは経済安全保障の面からも意義がある。
・水産資源を管理・維持するための取組として、漁協や漁業者を中心とした国境警備機能を支援する側面や、管
轄海域の積極的な利用による海洋権益の確保、海難発生時の漁業者を中心としたボランティア組織等による支
援体制、または、水産資源自体が持つ食料安全保障上の意義等、多面的な性質を持っており、漁業者の持つネ
ットワークを活用することは海洋の安全保障において重要である。
・海洋国家である我が国において、経済活動・国民を支える重要な物流基盤である海運の安定的な海上輸送の確
保は不可欠である。特に日本籍船・日本人船員を中核とした安定的な海上輸送体制を確保するとともに、日本
の海運会社が運航する船隊が国際競争力を維持・強化することが経済安全保障の観点から重要である。また、
非常時の海上輸送網の維持のための多様な航路を確保することも重要である。
・我が国の国際物流のほとんどを支える、シーレーンの安全確保の観点から、シーレーン沿岸国の港湾等のイン
フラは非常に重要な意味を持つ。特に主要な港湾等における運営に我が国が関与していくことや、我が国の企
業や国民によるグローバルな展開をささえる物流ネットワークの国際競争力を強化するため、国際コンテナ戦
略港湾、国際バルク戦略港湾や LNG バンカリング拠点などの海上輸送拠点を整備することは、海洋における
「第
れた

期科学技術基本計画」
（平成 年

月 日閣議決定）において、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くものとして掲げら

番目の社会の姿。超スマート社会。

Remotely Operated Vehicle の略：無人潜水機
Unmanned Underwater Vehicle（UUV：無人水中航走体）
、Unmanned Surface Vehicle（USV：無人水上艇）
、Unmanned Air Vehicle
（UAV：無人航空機）の略。
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安全保障環境を戦略的に維持・改善する上からも重要である。
【海洋環境の保全・保護】
・我が国の管轄海域について海洋環境の保全・保護に関する取組を確実に実施することは、我が国の管轄権の管
理能力を国内外に示すことにつながる。
・気候変動等に起因する海洋由来の自然災害等に関連し、我が国が収集したデータなどを共有することで、他国
の自然災害等の影響を削減することは、我が国にとって望ましい安全保障環境を作り出すことになる。
・現在、国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）の議論が進んでいるが、国際公共財の利用及び保全につ
いてのルールを守ることを求めていくことは、
「法の支配」の享受の観点から、我が国にとって、望ましい安
全保障環境を作り出すことにつながる。
④ 特に重点的に推進すべき施策
本年 月に行われた総合海洋政策本部会合において、本部長である安倍内閣総理大臣からは、
「我が国が海洋
国家として、平和と安全、海洋権益を守り、
『開かれ安定した海洋』を維持発展させていくためには、時代や環
境の変化に目を凝らしながら、固い決意をもって、長期的、体系的な対策を講じていかなければならず、次期海
洋基本計画では、
『海洋の安全保障』を幅広く捉えて取り上げ、領海警備、治安の確保、災害対策等の課題への
取組を強化し、海上保安体制の強化はもとより、様々な脅威・リスクの早期察知に資する MDA の体制確立や国
境離島の保全・管理に万全を期す」との指示が出されている。
我が国周辺地域において海上保安庁が直面する多岐にわたる課題に適切に対応するためには、平成 年 月の
関係閣僚会議において決定された「海上保安体制強化に関する方針」に基づき海上保安体制を着実に強化するこ
とが極めて重要である。
また MDA は、安全保障のみならず、海上安全確保や、海難救助・災害対処などへの活用を想定されており、
海洋に関する施策の多くの面で、複合的な効果を発揮させるべきものであるが、その中でも、「海洋の安全保障」
実現になくてはならない重要な取組であり、速やかな体制確立が必要である。
領海及び排他的経済水域等の外縁を根拠付ける国境離島については、低潮線を含めその保全・管理を行うこと
が、我が国の広大な排他的経済水域等における、海洋資源の開発と利用等の利益をもたらすための施策になる。
同時にそれは、我が国の領域保全の観点からも重要な施策であり、国家安全保障戦略上も領域保全に関する取組
の強化に関する施策として取り上げられており、沖ノ鳥島の保全・管理や、有人国境離島地域の保全及び地域社
会維持の施策、特定離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）における港湾施設の整備・管理などに取り組むことが必要であ
る。
以上のことから、海上保安体制の強化、MDA 体制の確立及び国境離島の保全・管理については、海洋の安全
保障の観点から、次期海洋基本計画において、重点的に進めていくべき施策とすることを提言する。
以上については、詳しくは別添

の「海洋の安全保障小委員会報告書」に取りまとめられている。

（ ）海洋の産業利用の促進
① 海洋の産業利用の促進に関する基本方針
「海洋の産業利用の促進」とは、海域において行われる海運、水産、資源開発、エネルギー開発等の様々な経
済活動、及びそこに製品・サービスを提供する産業の活動を拡大することで、我が国における「海の経済圏」の
拡大を目指すものである。現行の海洋基本計画においては、海洋立国日本の目指すべき姿の一つとして「海洋の
開発・利用による富と繁栄」が示されているが、正にこれを実現する重要施策である。
「海洋の産業利用の促進」には以下の つの重要な政策的な意義がある。
ア．我が国が権益を有する海域に賦存するエネルギー・鉱物資源を開発することは、資源・エネルギーの安定供
給を強化し、経済面での安全保障の確保に貢献する。
イ．海域でのビジネスが拡大することにより、そこに製品・サービスを提供する造船、船用工業、海運、エンジ
ニアリング、情報通信等、海洋開発を支える多様な産業が活性化されることが期待でき、経済成長の実現に貢
献する。
ウ．我が国の海域における経済活動が拡大し、また競争力ある海洋産業が存在することは、大陸棚の延長などの
国際交渉の場等において我が国の交渉力を向上させ、海洋権益の確保に貢献する。
この つの意義はそれぞれ独立した政策領域において発現するものであるが、相互に関連し依存しあうことで、
一層の効果を発揮するものである。そこで、この つの政策領域における取組の連携を強化し、一体的に推進す
ることで「海洋の開発・利用による富と繁栄」の実現を一層確かなものにしていくことが重要であり、これを「海
洋の産業利用の促進」
政策の基本方針とする。今後は、各施策の推進に際しては、関係府省庁はこの点を考慮し、
進捗状況を共有しつつ連携して施策の推進に取り組むことが重要である。
② 海洋エネルギー・資源の開発における政府の役割
海洋由来のエネルギー・資源の開発に当たっては、将来的には民間企業が営利事業として投資判断を行い参入
する、いわゆる「商業化」の実現を目指す。エネルギー・資源の開発は、民間において商業化されて初めて供給
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力となり得るものであり、政策的意義を実現するものである。そのための政府の第一義的な役割としては、商業
化のために必要な基盤の整備を行うことであり、すなわち「産業化」にある。ここでは産業化を「民間企業が事
業参入を判断する際に必要となる技術、知見、制度等を利用可能にすること」と定義する。また、商業化の段階
にあっては、適切な官民役割分担のもと、主体となる民間企業が政策金融機関等の融資・出資等の制度を活用し
てリスク軽減を図っていくことが重要であり、政府の役割としては、事業の進展に応じた必要な支援が行えるよ
う、制度の充実を図ることも含めて検討が必要となる。
メタンハイドレートや海底熱水鉱床などの海洋資源は、エネルギー・鉱物資源のほとんどを海外に依存する我
が国にとって貴重な国産資源であり、商業化がなされれば我が国の自給率の向上に資する重要なエネルギー・鉱
物資源である。メタンハイドレートや海底熱水鉱床の開発は、世界的に見ても例が少ない、日本が世界に誇るべ
き先端的かつ基礎的な技術開発である。同時に、不確実性の高い技術開発を適切に管理しつつ、商業化に向けた
制度整備や民間における事業の担い手の確保等を並行的に行っていかなければならない極めて難度の高いプロジ
ェクトである。従って、国際市況や需給の状況、経済社会情勢等の外部環境の動向を注視しながら、プロジェク
トをステップ毎に管理し、適切なタイミングで PDCA サイクル を回していくことにより、効率的・効果的に実
施していくことが商業化にとって不可欠となる。そのような認識に立ち、将来の商業化への移行が可能となるよ
う、産業化のための技術開発を着実に進めていくことが極めて重要である。
国産のエネルギー・資源の開発には、供給力の確保としての意義の他に、海外からのエネルギー・資源調達の
際のバーゲニングパワーとなるなど交渉力としての意義もある。新技術や非在来型資源の将来価値を評価するに
際しては、大きな不確実性が伴うものであり、また、エネルギー・資源に関する市況や需給動向により商業化の
見通しについても不透明な状況にあるが、このような意義の重要性に鑑みて、技術の確立や資源量の把握などの
産業化の取組を確実に進めていくことにより、経済の安全保障に貢献していくことが重要である。
再生可能エネルギーについては、特に洋上風力発電について、第 期海洋基本計画に基づいて行われた技術実
証や改正港湾法に基づく占用公募制度の導入等の成果により、国の研究開発により技術面での実用性を実証する
フェーズが終わり、民間企業による洋上風力発電事業への参入を促進するフェーズに入ってきている。特に、着
床式の洋上風力発電については、複数の民間主体の発電事業計画が動き出しており、一層の低コスト化を図るこ
とで事業採算性の向上や固定価格買取制度下における国民負担を抑制させるとともに、海域利用ルール等の制度
整備を加速し、民間企業による事業投資を円滑化していく必要がある。
③ 海洋産業の国際競争力の強化
造船や舶用工業、海運、インフラといった、いわゆる海洋産業は、海洋の産業利用を促進するために不可欠な
基盤的な産業であり、地場の産業から海外市場まで幅広いレベルで経済成長への貢献が期待されている産業であ
る。この分野では、情報通信技術を使った生産性の向上や環境・IoT 等の先端技術を活用した製品の高付加価値
化を強力に進め、国際競争力の一層の強化に取り組む必要がある。また、第 期海洋基本計画以降、海洋産業の
新規開拓市場として取り組んできた海洋資源開発分野への参入については、SIP「次世代海洋資源調査技術」等
の従来からの取組の成果を活用するとともに、公的な支援制度を最大限に活用し、将来見込まれる石油・ガス開
発市場の拡大に向けて企業が技術力を高めることができるよう支援を続けていく必要がある。
このように、海洋産業を巡る様々な課題を解決していくためには、造船・海運といった伝統的な海洋産業と、
エネルギー・資源・水産・情報通信等、多様な異業種との間での連携が鍵となる。海洋分野の産業競争力の強化
に向けた異業種連携を促進するため、先般、総合海洋政策本部参与会議参与の主宰において創設された「海洋資
源開発技術プラットフォーム」における企業間交流の活動を支援していく。その際には、官民を挙げた戦略的な
取組を促進するため、国立研究開発法人等の知見を活用して、同プラットフォームにおけるシンクタンク機能を
強化する。
④ 海洋における産業利用の拡大
海域における経済活動を拡大していくためには、海洋を使う新たな産業分野を開拓していく必要がある。折し
も、近年の訪日観光客の増大で、クルーズ船の寄港拡大など海洋分野においても大きなビジネス・チャンスが現
れている。また、大学発ベンチャー企業が異業種との連携で低コストな水中を探査するロボットを開発し、海外
市場に打って出るという事例も出てきている。このような新しい活力を海洋産業に取り込んでいくことにより新
たな産業分野を開拓し、海洋産業の市場規模の拡大を図るとともに、海域におけるビジネス活動を拡大していく
必要がある。さらには、我が国の国境線を形成する離島における経済振興も、海洋産業にとっては重要な機会で
あり、また海洋エネルギー等を活用した新たな経済振興策の実現なども期待される。
海洋の産業利用の拡大は、海洋から得られる経済的・社会的な便益を拡大させることにより、広く国民が海洋
の重要性を改めて実感する機会を増やすことにつながり、冒頭に述べた つの政策的意義に加え、
「海洋国家と
しての日本」の再認識という点で、重要な意義をもたらすものである。
以上については、詳しくは別添 の「海洋の産業利用の促進 PT 報告書」に取りまとめられている。
（なお、
上記の基本的考え方に基づき、政府が講ずべき今後 年間の取組の具体的な在り方についても、別添 に併せて
計画〔Plan〕
・実行〔Do〕
・評価〔Check〕
・改善〔Act〕
Internet of Things あらゆるヒト・モノ・コトが広範にインターネットでつながることを指す概念。
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記載している。
）
（ ）海洋環境の維持・保全
① 海洋の特性を踏まえた海洋環境保全の重要性等
海洋は、地球上の多様な生物の生息や我々の豊かで潤いのある生活を支えるかけがえのないものである。この
ような恩恵は、複雑かつ多様で、常に変動する海洋環境に支えられている。また、海洋は、気候変動を緩和する
という機能がある一方で、気候変動に伴う海水温上昇や海洋酸性化などの影響を受けている。海洋環境は、海洋
のみならず陸域における社会経済活動の拡大による影響を受け、沿岸域のみならず日本周辺海域、更には海洋全
体にまで様々な影響が及ぶ状況となっている。
現行の海洋基本計画の下では、海洋環境の保全等に関して、生物多様性の確保（戦略的取組、海洋保護区の設
定・管理等）
、沿岸域の総合的管理（防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸空間の保全、総合的な土砂
管理、海洋ごみ対策、閉鎖性海域の管理等）などについて、国内対策のみならず、諸外国とも連携・協力しなが
ら諸課題の解決に取り組んできた。しかしながら、この間も、気候変動に伴う海水温上昇や海洋酸性化、生物の
生息に重要な役割を果たしている藻場、アマモ場、干潟、砂浜・砂州・砂堆、サンゴ礁、マングローブなどの喪
失、海洋中に漂着・漂流・堆積する海洋ごみなど様々な課題の顕在化を受け、海洋環境への関心が国内外で高ま
っている。
また、海域は一旦海洋汚染が生じると、汚染範囲の特定や汚染の拡大防止・回復措置を講じることが非常に困
難であるという特性を有している。将来世代にわたって海洋からの恩恵を持続的に享受していくためには、我が
国はかつて経済発展の過程で海洋汚染を引き起こし、それを乗り越えるための努力を重ねてきた経験を教訓に、
海洋汚染の特性等を踏まえ、海洋環境を適切に保全していくことが重要である。
② 海洋環境を巡る情勢の変化等
現行計画策定後、国際的には海洋環境の諸課題解決に重要な役割を果たすことが期待される大きな動きが見ら
れた。平成 年 月の国連サミットでは、
年を期限とする国際社会全体の開発目標として「持続可能な開発
のための
アジェンダ（SDGs）
」が採択され、その中で「海洋・海洋資源の保全及び持続可能な利用」に焦点
を当てた目標（SDG ）が設定された。そして、SDG の実施促進に向け平成 年 月に開催された持続可能
な開発ゴール の実施のためのハイレベル会合（SDG 実施支援国連会議）では、SDG の実施促進に向け、
全ての利害関係者が取り組む具体的行動を列挙した成果文書が採択されるとともに、各国等による自主的取組が
本会議ウェブサイトに登録された旨が発表された。
気候変動については、平成 年 月、国連気候変動枠組条約第 回締約国会議（COP ）において、
年
以降の温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」が採択された。また、生物多様性については、平成 年
月の生物多様性条約第 回締約国会議（COP ）で採択された愛知目標の一部の目標が SDG に盛り込まれ
た。更に、平成 年以降の G サミット首脳宣言等において、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策の重要
性が盛り込まれたほか、海洋酸性化などの海洋環境の急速な変化を把握するための海洋観測の強化に言及してい
る。
こうした国際動向に対し、国内においても様々な対応がなされてきた。生物多様性については、平成 年 月
」に基づく生物多様性に支えられる自然共生社会の実現に向
に閣議決定された「生物多様性国家戦略
‐
」及び「地球
けた取組が展開されている。気候変動については、
「気候変動の影響への適応計画（平成 年 月）
温暖化対策計画（平成 年 月）
」が閣議決定されるとともに、平成 年 月に地球温暖化対策推進法が改正さ
れ、気候変動の緩和と気候変動の影響への適応に関する様々な取組が進められている。また、沿岸域の保全に関
しては、平成 年 月の海岸法改正で創設された海岸協力団体制度の下で、民間を含めた関係者の理解と協働に
よって、海岸清掃や海浜における動植物の保護などの環境保全活動の推進を図るという新たな動きも出てきてい
る。
一方で、その分布等の実態把握が十分でなく、生態系への影響が懸念される海洋中のマイクロプラスチック、
大規模な白化現象により著しく劣化しているサンゴ礁生態系、北太平洋海域における IUU （違法・無報告・無
規制）漁業の拡大といった新たな課題も生じている。
③ 海洋環境の保全に関する基本的な考え方
ア．SDGs 等国際的枠組みを活かした海洋環境の保全
上記のような国内外における諸情勢の変化を踏まえ、人類共通の財産である海洋に関する様々な国際的な枠組
みを活かし、諸外国とも連携、協力しながら、海洋環境保全に積極的に取り組んでいくことが重要である。特に、
SDG では、持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するため、幅広い課題に
ついて実現年限を含む具体的な目標を掲げている。その主な内容は、海洋ごみや富栄養化を含め特に陸上活動に
よる汚染などあらゆる種類の海洋汚染の防止、海洋及び沿岸の生態系の回復、地球温暖化とともに大気中の二酸
化炭素の増加により引き起こされる海洋酸性化の影響の最小限化、沿岸域及び海域の保全などである。その目標
達成に向けて各国とも連携して適切に対処していく。
また、我が国は、その高い科学調査技術等を活かして、海洋調査・観測を継続的かつ的確に実施し、国際的な
Illegal, Unreported and Unregulated の略称。
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枠組みの下での観測データ等の共有や人材育成に活かしていくとともに、国際的な議論に積極的に関与しながら
海洋調査技術・機器の標準化や環境影響評価手法の基準づくりを進めていく。
さらに、海洋環境の保全及び持続可能な利用に資する BBNJ などに関する新たな国際的な枠組みづくりや、
既存の枠組みにおける取組の推進に当たって、予防的アプローチの考え方も取り入れつつ、科学的な知見に基づ
く海洋の持続的な開発・利用と保全を基本とする我が国の考え方が適切に反映されるよう取り組む。
イ．海洋環境の保全を前提とした海の恵みの持続的な享受
我が国は海洋との共生を原点とする海洋国家として、海洋環境の保全を前提とした持続的な海洋資源の開発及
び利用を推進し、海洋の豊かなめぐみを持続的に享受し、豊かで潤いのある生活を実現していくことが重要であ
る。我が国では、古くから沿岸域において、自然生態系と調和しつつ人手を加えることにより、高い生産性と生
物多様性が持続的に維持される海域を形成してきており、こうした海域は「里海」と呼ばれている。沿岸域の海
洋環境の保全・再生、自然災害への対策、地域住民の利便性向上等を図る観点から、
「里海」など貴重な経験も
活かして、関係者の理解と協働の下で陸域と海域を一体的かつ総合的に管理する取組を展開する。また、閉鎖性
海域においては、水質等の保全のみならず、水産資源の持続的な利用等も考慮した豊かな海づくりを推進する。
しかしながら、海洋の状態が常に変動し、学術的にも未解明な点が多いということを踏まえ、継続的かつ的確に
海洋状況を把握し、その結果を取組の検証やその後の対策の選択や改善に活かすなど、PDCA サイクルを活用し
た順応的管理を推進する。
ウ．海洋関連施策の有機的な連携
既に「（ ）海洋の安全保障」において述べたとおり、次期海洋基本計画の重要課題の一つとして「海洋の安
全保障」を掲げることとしたが、海洋環境の保全のための国際的な連携や協力の推進、自然災害等にも対応した
沿岸域の総合的管理、生物多様性の保全と持続可能な利用のための海域の適切な管理、MDA の海洋環境分野で
の積極的な活用など、海洋環境に関する施策は、広い意味で海洋の安全保障に資するものでもある。また、新た
な海洋産業の中でも洋上風力発電の推進や二酸化炭素回収貯留（CCS）の実現などは、気候変動の緩和策として
環境保全にも資するものである。こうした各方面の議論と連接して、海藻類、海草類、マングローブなどの光合
成により取り込まれ固定された二酸化炭素、即ちブルーカーボンに係る取組は、気候変動の緩和策として将来的
な発展が期待されるところである。
さらに、海洋事業関係者のみならず国民一人一人が海洋環境を守ることの大切さや自らの生活や行動の在り方
が海洋環境とも密接に関係していることへの認識を深めるための海洋教育が重要であることについて確認され
た。このように海洋環境に関する施策は、様々な分野とも密接に関連していることに留意し、海洋関連施策を有
機的に連携して展開していくことが求められる。
以上については、詳しくは別添

の「海洋環境の維持・保全 PT 報告書」に取りまとめられている。

（ ）海洋人材の育成等
① 海洋人材の育成等に関する基本的認識
海洋人材の育成等については、我が国海洋産業の特徴や、我が国海洋産業が置かれている状況、IT 化の進展
と世界的な社会経済の状況変化等を踏まえ、我が国海洋産業が発展し、世界において主導的な役割を果たすため、
次のア．〜オ．に掲げる要請に応える必要がある。
ア．分野横断的で高度な技術力を発揮できる人材確保の必要性
海洋産業は、地球物理・生物などの理学及び IT リテラシー・造船・資源・航空宇宙・資源・電気電子などの
工学を含めた広範な総合的研究開発型産業である。そのため、海洋資源の開発などにみるように、多分野横断的
で多品種かつごく少量生産であり、事業的にも長期間の多額投資、回収にも時間を要する産業であり、他分野の
産業と比して、産業化・商業化及び人材育成が極めて難しい産業である。この際、研究開発マインドや高度なス
キルを有する人材が求められることから、大学院博士課程での研究開発を伴う教育や、知識・技術力の維持向上
のためのリカレント教育も重要であるため、大学による人材育成のほか、研究施設を保有する国立研究開発法人
等の強化や一般財団法人等との連携を図りながら教育を行い、我が国の総合的な技術力を強化する必要がある。
また、人材育成に当たっては、研究者・技術者が果たすべき社会的責任にも留意する必要がある。
イ．文系的素養を含め幅広い能力を有する人材について、国家戦略的な取組として確保する必要性
海洋人材の育成に当たっては、インターネットを媒介して様々な情報が「もの」とつながる IoT の飛躍的な広
がりなど海洋産業を取り巻く国際情勢を踏まえ、産業的にも、また国家安全保障的にも危機感をもった国家戦略
的な取組が重要である。このため、海洋産業を牽引する人材として、我が国と外国の大学・企業との連携強化に
より、産業政策の企画立案・執行に係る能力、国際政治・国際経済に係る知識、国際法を踏まえた契約や交渉等
に係る専門的知識、産業投資マインドなどを有する文系的素養を有する人材の育成も図る必要がある。この際、
大企業依存型の産業構造（大企業による雇用）にとらわれず、ICT 関連企業やベンチャー等の異業種の参入を図
るほか、すべての人材を自前で育成するのではなく、必要に応じて、外部技術・人材の活用も検討する必要があ
る。
ウ．産業高度化による海洋産業の魅力の向上を図る必要性
厳しい国際競争にさらされ、国内の産業構造が転換する中で、産業自体の高度化を目指すことで、海洋産業を
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志す若者に対する魅力につながる。たとえば、造船業については、新しい船舶システム、環境やリスクに関する
規制に関する研究などを進め、AI、IoT などの ICT を多用した先進的高付加価値型産業への転換を図ることや、
水産業については、人工衛星から得られたデータの活用など、ICT 技術の利用を推し進めることが必要となる。
エ．海洋産業における IT 人材確保の必要性
我が国は世界に先駆けて本格的な人口減少時代に突入する中、持続的な経済成長を実現していくためには、海
洋産業においても、人口減少に伴う供給制約や人手不足を克服する「生産性革命」を強力に推進していく必要が
ある。
「未来投資戦略
」等において、中長期的な成長を実現していくために、近年急激に起きている IoT・
ビッグデータ・人工知能（AI）等の第四次産業革命の技術革新を、あらゆる産業や社会生活に取り入れることに
より、様々な社会課題を解決する Society ．を世界に先駆けて実現するとされており、官民一体となった取組が
強力に進められている。
このような状況を踏まえ、国土交通省において、船舶の設計・建造から運航に至るすべてのフェーズに ICT
を取り入れ、造船・海運の競争力向上を図る「i-Shipping」が進められているほか、民間企業においても、海事
分野のビッグデータを利用したビジネスや ICT を活用した水産業が実際に展開されつつある。また、宇宙・海
洋連携を含め、MDA に関する研究開発等の重要性が高まっている。一方で、ビッグデータを取扱う適切なスキ
ルを有する IT 人材の確保が喫緊の課題として指摘されており、こうした人材の海洋産業への参入・育成のため
の方策を検討する必要がある。また、ビッグデータの普及に伴うサイバーセキュリティの問題についても、十分
留意する必要がある。
オ．海洋に対する関心の醸成とキャリアパスの明確化の必要性
海洋人材の育成は、幼少期から小学校・中学校・高等学校の初等中等教育段階における国土や産業の理解、気
候に関する科学的理解、我が国の歴史と海との関わりについての理解など海洋に関する教育や海を場とした体験
活動等を通じて、海に親しみをもってもらう中で、海に関わる産業の存在や、その重要性を認識することなどに
より関心をもつところから始まる。このため、幼少期からの海洋に関する教育を通じて、海への親しみを醸成す
ることが必要である。
そして、海洋産業に関心をもった若者が、海洋や水産に関する専門教育を行う高等学校、高等専門学校（以下、
「高専」という。
）
、大学等で海洋に関する基礎的・専門的教育を受けることによって、海洋産業に従事すること
を選択するとともに、海洋産業への就職後に、民間事業者における海洋産業に関する専門的な研修を受けること
により、海洋人材として、その役割を担うこととなる。
多くの若者が高等学校、高専、大学等の進路選択をする際に重視するのは、卒業後のキャリアパスである。海
洋に関連する高等学校、高専、大学等に進学することで、魅力ある就職先が明確にされることが、優秀な人材を
確保する上で不可欠である。また、女性の活躍を見据えた意識改革及び施設・設備の整備を進め、海洋産業を志
す若者が働きやすい労働環境を実現することが、持続可能な産業として発展させる鍵となる。
② 海洋人材の育成等に関する施策の方向性
①に掲げる基本的認識を踏まえ、今後の海洋人材の育成等に関する施策については、具体的な施策の立案と効
果的な実施を考慮し、
「ア．海洋立国を支える専門人材の育成と確保」
、
「イ．子どもや若者に対する海洋に関す
る教育の推進」
、
「ウ．海洋に関する国民の理解の増進」に大別した上で、以下の方向性に沿って施策を講じるこ
とが必要である。
ア．海洋立国を支える専門人材の育成と確保
海洋産業は世界に拡がっており、世界中の技術・人材を活用して進めていく必要があることから、世界のネッ
トワーク上での技術・ビジネス情報の集積を図りながら、研究開発・教育・人材育成を同時に進める必要がある。
このため、海洋人材の育成は、中長期的な視点と、受け皿である海洋産業の振興と併せて取組を進めることが必
要である。特に、海洋資源開発関連産業においては、世界各地のグローバルな環境で業務が行われることに留意
して、国際的に通用する技術者等の人材の育成が急務である。また、海洋産業が総合的研究開発型産業である事
から、高度な研究開発のできる人材が必要であり、このため、博士課程程度の学術的素養を有する人材に対する、
産学官かつ国際連携での育成が重要である。
この方策として、海洋産業を牽引する戦略的な人材の育成に向けて、
「日本財団オーシャンイノベーションコ
ンソーシアム」
（以下、
「コンソーシアム」という。
）への関係者の参加促進及び取組強化を行うとともに、実践
現場を有する海外の大学・企業や国際機関等との連携強化、産学官が連携した国際的なネットワークの構築を推
進する。この際、
「海洋資源開発技術プラットフォーム」の枠組みの活用を検討するとともに、ICT やベンチャ
ー等、異業種の参入や産業界における人材の流動化等を図る。
さらに、海洋開発の総合的な技術力の向上のためには、人材育成と技術イノベーションの連携が必要であるこ
とを踏まえ、上述のコンソーシアムの取組に加え、日本が将来において技術イニシアティブをとれるような技術
開発を促進する。具体的には、海洋石油ガス分野においては、日本の技術と世界の海洋石油・ガス産業をつなぐ
仕組みの整備、研究開発に必要な資金支援と実証の場の確保、標準化・ルール作りにおける支援、ベンチャーや
異分野の参入促進などを行う。
また、インターネットを媒介して様々な情報が「もの」
とつながる IoT の飛躍的な広がりなどの情勢を踏まえ、
海洋産業の無人化・省人化、生産性革命の実現に向けて、海洋分野における IoT、ビッグデータ等を取扱える人
材の育成・確保を推進する。
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イ．子どもや若者に対する海洋に関する教育の推進
小学校、中学校の学習指導要領において、海洋に関する教育についての指導の充実が図られたことを踏まえ、
引き続き、学校における海洋に関する教育を推進する。
また、
年までにすべての市町村で適切に海洋教育が実践されることを目指し、総合海洋政策本部を司令塔
として、ニッポン学びの海プラットフォームの下、関係省庁・関係機関間の連携を一層強化する。また、学校現
場における ICT 環境の整備が進展していることを踏まえ、学校教育を補完する、インターネット上における副
教材を充実する。
ウ．海洋に関する国民の理解の増進
わが国は国土の四方を海に囲まれた海洋国家であり、歴史的にも海洋交易を通じて文明を発達させてきた。食
糧・天然資源の多くを輸入に頼り、輸出入貨物の ％以上を海上輸送に依存している。このように、
「海洋」は
世界とつながる場所であり、とりわけ、海洋開発産業においては、世界各地の現場のグローバルな環境で業務が
行われることが特徴としてある。海の恵みを次世代に引き継ぎ、海洋立国を実現するためには、その基盤となる
海洋人材の育成が重要であり、
『海洋』＝活躍の舞台は『世界』であるという外向きの海洋国家観が、学生や青
少年に広く浸透することが重要である。この際、
「海の日」制定の意義を踏まえ、海の日のさらなる活用方策を
検討するとともに、国民が海を身近に感じられるよう、安全への配慮等も含め、海洋に実際に触れ合う機会を充
実させる。また、
「海に親しむ」のみならず、海と人との共生や地政学の観点も踏まえ、海洋に係る我が国の位
置づけについても体系的にその知識の普及を図る。
さらに、
「ニッポン学びの海プラットフォーム」に係る取組を進める中で、海洋に係る国民の理解増進の位置
づけを適切に行う必要がある。理解増進に当たっては、ICT の利活用を進め、メディアやインターネット等を通
じて国民に分かりやすく伝わるよう心掛けるとともに、適切な媒体の選択、効果的な伝達方法の検討等を含め、
戦略的な発想をもった広報・普及啓発活動を展開する。
以上については、詳しくは別添

の「海洋人材の育成等 PT 報告書」に取りまとめられている。

《施策の推進に当たっての横断的・基礎的な主要テーマとして取り上げる事項》
海洋に関する施策の推進に当たっての横断的・基礎的な主要テーマとして取り上げる事項としては、
「（ ）海
洋人材の育成等」で取り上げた事項に加え、
「（ ）科学的知見の充実（海洋科学技術、海洋調査・観測）」及び
「
（ ）国際連携・国際協力」について、以下に掲げる考え方に基づき取り組むべきである。次期海洋基本計画に
おいても、こういった考え方を適切に取り上げるべきものと考える。
なお、施策の推進に当たっての横断的・基礎的な主要テーマとして取り上げる事項として、このほかにも、関
係府省庁の連携が必要な施策の例示として冒頭（Ⅱ〈 〉②参照）に掲げた、領海、排他的経済水域及び大陸棚
の海域ごとの特性に応じて講じる海洋に関する各施策（水産資源の持続的利用、エネルギー・鉱物資源の開発、
再生可能エネルギーの利用並びに海洋調査・観測及び海洋環境の保全等）が挙げられる。なお、この場合、各施
策について、施策の内容や事業の実態、計画の具体化の程度、実施環境等にも配慮しつつ、また、国際法との整
合性を確保することを条件として、領海、排他的経済水域及び大陸棚の各区分にことさらこだわることなく、そ
れらが連続したものとして位置づけ、各施策に取り組むべきものもあることに留意する必要がある。
さらに、地方創生や国民の理解の増進に向けた取組の重要性について、次のとおりの方針で取り組むべきであ
る。
【地方創生】
都道府県が海に面している我が国では、水産業や海運業、造船業、港湾関連産業などを中核産業とする地域
が存在する。それら諸産業が集積した「海事クラスター」を形成し、産業基盤の強化はもとより、地域経済の活
性化をもたらしている地域もある。こうした中、一部の地方自治体においては、水族館・科学館のコンテンツの
充実、造船所や調査船・練習帆船等の一般公開、講演会・イベント等の開催など、地方創生の観点から海洋産業
振興・海洋人材育成に資する積極的な取組が進められており、これら取組は国全体の海洋政策の推進に寄与する
ことから、さらなる広がりが図られるよう、適切な支援を講じるべきである。また、我が国は亜寒帯から亜熱帯
までの幅広い環境を有しており、その環境に応じた海の多様性に対応していくため、地方をベースとした取組を
推進していくべきである。
【国民の理解の増進】
Ⅱ．の冒頭において、海洋基本計画の策定に当たって考慮すべき事項として、分かりやすい記述とすることを
挙げたが、これは、当該部分において述べたとおり、国民の理解の増進、海の恵みに感謝する機運の醸成及び将
来の海洋人材の確保に向けた取組の重要性に着目したものである。
そして、これらの観点からは、海洋に関する施策のあらゆる面において、国民の認識、理解、共感を得るべく
政府一体となって努力することが重要であるとともに、地方自治体、教育研究機関、民間事業者、公益団体等様々
な方々の協力を得ながら、さらに、観光や地域振興の取組に携わっている関係者の理解と協力も得ながら、国民
運動的な活動を進めるべきである。この場合において、昨今国民が海水浴、海洋レジャーを含め、海を訪れるこ
とが減少しているという、いわゆる国民の「海離れ」という傾向が言われる中で、
「（ ）海洋人材の育成等」に
おいても触れたとおり、いま一度、国民の祝日「海の日」の制定の意義を踏まえ、
「海の日」をさらに強力に活
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用し、国民が海に関心を持ち、海を身近に感じ、海に実際に触れる機会を増やしていくという基本に立ち返った、
粘り強く、幅広い取組の重要性を再認識すべきである。このような点についても、次期海洋基本計画においても、
適切に取り上げるべきである。
（ ）科学的知見の充実（海洋科学技術、海洋調査・観測）
① 海洋科学技術に関する研究開発の推進等
海洋科学技術は、深海を始め、海洋の未知なる領域の研究等により、人類の知的資産を創造するものであり、
これに加えて、産業競争力の強化や経済・社会的課題への対応等、我が国の存立基盤を確固たるものとすること
から、国家戦略上重要な科学技術として捉え、長期的視野に立って継続的に取り組む必要がある。このため、科
学技術には多義性があることを踏まえ、海洋資源の開発、再生可能エネルギーの利用、海洋由来の自然災害対策、
地球温暖化をはじめとする気候変動等に関する地球規模課題、国家安全保障上の諸課題への対応を念頭に、産学
官連携の下、必要な科学技術の研究開発を一層推進する。また、基盤的技術の開発や海洋調査船、深海探査シス
テム等の研究プラットフォームの整備・運用等とともに、海洋に関する学術研究・基礎研究について、引き続き
取組を推進する。
② 海洋調査・観測・モニタリング等の維持・強化
海洋調査・観測・モニタリング等の活動（以下、海洋調査等という。
）は、海洋に関する科学に資するのみな
らず、収集した海洋の科学的情報を活用し海洋の状況を把握すること（MDA）で、多様な海洋政策の実施や海
洋における脅威・リスクの早期察知に有効となる。こうした観点から、我が国の海洋観測網の維持・強化を図る。
③ 海洋と宇宙の連携及び Society ．の実現に向けた研究開発
海洋情報の海洋政策への有効な利活用に向けて、宇宙技術との連携を強化するとともに、MDA の体制の確立
を含め、総合科学技術・イノベーション会議と連携し、海洋分野における Society ．の取組を踏まえた先進的な
観測システムの開発や海洋ビッグデータの整備・活用や海洋変動予測等に係る研究開発を推進する。
（

）国際連携・国際協力
国際連携及び国際協力は、平和で安定した国際社会の確立を基盤とした我が国国益の実現のために行われるべ
きものである。したがって、国際協調主義を掲げる我が国は、海洋における紛争や利害の対立、その他の海洋の
諸課題への対処に当たっては、国際的な合意形成を主導するべく、
「海における法の支配」及び「科学的知見に
基づく政策の実施」という つの原則を基準に行動する。
我が国は、これらの原則を、自国のみならず、国際社会全体の普遍的な基準として浸透させるべく活動し、こ
れらの取組を通じて我が国の国益の実現をはかる。

《時宜を得た主要テーマ及び継続的に重要性を持つテーマとして取り上げる事項》
（ ）北極政策
我が国は北極の気候変動の影響を受けやすい地理的位置にあり、北極域における環境変動の影響は我が国にと
っても無関係ではない。他方、アジア地域において最も北極海に近いことから、北極海航路の利活用、資源開発
をはじめとして経済的・商業的な機会を大きく享受し得る環境にある。
「我が国の北極政策」
（平成 年 月、総
合海洋政策本部決定）に基づき、北極に潜在する可能性と環境変化の脆弱性を適切に認識するとともに、我が国
にとっての北極の重要性を踏まえ、以下のような論点を基本的な考え方として、諸施策に取り組む。
ⅰ．観測・研究活動の推進を通じた地球的課題の解決による我が国のプレゼンスの向上
ⅱ．国際的ルール形成への積極的な参画
ⅲ．我が国の国益に資する国際協力の推進
（

）水産業
水産業については、適切な資源管理措置の基礎となる資源評価の精度の向上を図り、国内における資源管理の
高度化と国際的な資源管理を推進する。さらに、産業としての生産性の向上や所得の増大による成長産業化を目
指し、自らの経営能力の向上や企業の技術・知識・資本等の活用を通じて、漁業操業や養殖事業の効率化を図り、
「浜」単位での所得の向上に取り組む。また、水産業の生産活動が活発化することによって、国境監視機能をは
じめ水産業・漁村の持つ多面的機能が十全に発揮されるよう、水産基本計画等に従って取組を実施する。
（ ）海上輸送
① 外航海運
最近の国際海運市場における一層の競争激化及び諸外国の外航海運政策も踏まえ、安定的な国際海上輸送の確
保とそのための国際的な競争条件の均衡化等の国際競争力強化の施策にこれまで以上に取り組む。
② 内航海運
内航海運が今後も産業基礎物資の輸送やモーダルシフトを担う基幹的輸送インフラとして機能する必要がある
こと、社会全体で生産性向上が求められていることから、現下の内航海運を巡る諸課題を踏まえ、まず、内航海
運が目指すべき将来像を明確化した上で対策を講じる必要がある。このため、目指すべき将来像として「安定的
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輸送の確保」と「生産性向上」の 点を軸として位置づけて、関係施策に取り組む。
③ 海上輸送拠点の整備
シーレーンの安全確保の観点からも、シーレーン沿岸国の主要港湾の運営に我が国が関与していくことは重要
である。また、我が国全体と地域の経済・産業・生活を物流面から支えるため、海上輸送拠点となる港湾の整備
を行うとともに、川上（計画策定段階）から川中（整備段階）
、川下（管理・運営段階）の各段階において港湾
インフラシステムの海外展開を推進する。
（ ）離島の振興
離島では急激な人口の減少や高齢化が進行しており、離島を巡る現状は依然として厳しい状況にある。このよ
うな状況の中で離島の活性化を図るため、定住の促進などの取組に加え、自然、歴史、伝統文化、産業、生活様
式などの島固有の資源を効果的に活用する取組を実施する。
また、人口が減少し、高齢化が進行している離島では、新たな発想による取組を生み出しづらい状況に置かれ
ており、島外を含めた様々な知見を活用し、創意工夫により活性化の取組を進めていくことが求められる。
こうした状況を踏まえ、国及び地方公共団体においては、新たな地域資源の発掘や付加価値の向上、離島交通
の安定的な確保等を行い、島の魅力ある資源を最大限に活用した産業振興や交流人口の拡大を推進する。また、
島外との交流機会を充実し、島外の知見を上手に活用しながら、新しいアイデアや知恵、イノベーションを生み
出す取組を充実する。
（ ）排他的経済水域等の開発等
① 排他的経済水域等の確保・保全等
大陸棚の延長や排他的経済水域等の外縁を根拠付ける低潮線を含む国境離島の保全・管理に係る取組に対応す
るとともに、我が国と外国の主張が重複する海域の存在に伴う問題に関して、国際法に基づく解決を目指す。
② 排他的経済水域等の有効な利用等の推進のための基盤・環境整備
・排他的経済水域等の有効な利用等を図るため、水産資源の持続的利用を推進し、エネルギー・鉱物資源の開発
に関して産業化のための技術開発を着実に進める。
・排他的経済水域等の有効な利用等に係る基盤情報を整備するため、海洋調査の推進、海洋情報の一元化と情報
の戦略性等に配慮した上で公開に引き続き取り組むとともに、海洋調査等が、安全かつ安定的に行われるよう
活動拠点の整備等を進める。
・第 期海洋基本計画では「排他的経済水域等の開発等を推進するため、海域の開発等の実態や今後の見通し等
を踏まえつつ、管理の目的や方策、取組体制やスケジュール等を定めた海域の適切な管理の在り方に関する方
針を策定する。当該方針に基づき、総合海洋政策本部において、海洋権益の保全、開発等と環境保全の調和、
利用が重複する場合の円滑な調整手法の構築、海洋調査の推進や海洋情報の一元化・公開等の観点を総合的に
勘案しながら、海域管理に係る包括的な法体系の整備を進める。
」と記述している。これを受け、これまで同
計画策定以降における検討、即ち総合海洋政策本部「排他的経済水域等の海域管理の在り方検討チーム」での
取りまとめ（平成 年 月）や、参与会議の下に設置された「海域の利用の促進等の在り方プロジェクトチー
ム」報告書（平成 年 月、平成 年 月及び平成 年 月）が出されているところであり、これらも踏まえ、
包括的な法体系の整備を進める。
この場合において、既存個別法による措置、特定の海域での実務的な調整等、その進め方についても時機を逸
することなく、適切に対応する必要がある。
また、諸外国においても導入事例のある「海洋空間計画」については、その実態の把握に努め、我が国の海域
の利用実態や既存の国内法令との関係等を踏まえつつ、その必要性と課題及び活用可能性につき検討を進める。
以上については、詳しくは別添
取りまとめられている。

の「基本計画委員会での審議結果を踏まえた各テーマの基本的な考え方」に

．次期基本計画の策定に当たっての方針に関する事項
（

）次期計画の記載の基本的考え方
次期計画は、今後 年間の海洋政策のあり方（基本的な方針）の前提となる、海洋基本法施行後 年の総括及
び最近の情勢を踏まえた現状認識を、冒頭に記述する。その際、海洋に対して親しみやすさを強調しつつ、国民
生活にとっての海洋の持つ潜在力、様々な可能性を若い世代にも分かりやすく記述するよう心掛ける。
その上で、第 部においては、その前提に基づいた海洋政策のあり方として、今後 年を見据えた海洋政策の
理念及び方向性と、海洋に関する施策についての基本的な方針について定め、その基本的な方針の下、海洋の安
全保障及び海洋の主要施策の方向性について定める。
また、第 部において、第 部の基本的な方針及び海洋基本法に規定する の基本的施策を踏まえながら、今
後おおむね 年間に、集中的に実施すべき施策、関係機関の緊密な連携の下で実施すべき施策等、総合的・計画
的推進が必要な海洋施策を具体的に定める。その際に、講ずべき施策について、計画上の時間軸や計画期間の先
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を見据えるなどの工夫もしつつ、具体的な目標（数値目標、定性的な目標等）を設定する。
さらに、第 部において、次期計画を着実に推進するための方策として、PDCA サイクルの活用、参与会議の
検討体制及び事務局機能の充実を定めるとともに、関係者の責務及び相互の連携、情報の積極的な公表を、海洋
に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める。
（ ）計画を着実に推進するために留意すべき事項
① PDCA サイクル の活用
海洋基本計画に掲げた施策を効果的・効率的に展開するため、次のとおり PDCA サイクルを活用して、施策
の進捗状況を的確に把握し、評価の結果を必要に応じて取組内容等の見直しに反映する。
総合海洋政策推進事務局は、PDCA サイクルの的確な実施が図られるよう、関係府省庁と連携して対処する。
特に、府省庁を跨る施策群（共通の目標・目的をもった施策のまとまり）に関しては、工程表の作成・見直しに
際して、事務局が主体となって調整を行う。また、参与会議において、施策が総合的かつ計画的に取り組まれて
いるかという観点から効率的・効果的に審議が進められるよう、資料作成や議論の進め方に関する事前の調整を
十分に行う。
ア．海洋基本計画に掲げた「個別施策」
、及び施策群において作成する「工程表」を基に施策を的確に進めるた
め、海洋基本計画の作成に当たって適切な指標を選択し具体的な目標を定めておくことが重要であり、その目
標に基づき PDCA サイクルによる進捗状況の把握、評価及び取組内容等の見直しを実施する。
イ．工程表の作成
・関係府省庁は、個別施策を踏まえて工程表を作成する。工程表には、目標及びその達成に向けて解決すべき課
題、取組の具体的内容やスケジュール、実施体制のほか、施策群の目標達成に向けた状況を俯瞰的に把握する
ための指標を可能な限り記載する。
・参与会議は、工程表について報告を受けて審議する。
・関係府省庁は、参与会議の意見を踏まえ、必要な見直しを行った上で平成 年 月を目途に工程表を作成・公
表する。
ウ．関係府省庁は、工程表に記載された取組内容やスケジュールにそって個別施策を的確に実施する。
エ．施策の進捗状況の把握、評価等
・関係府省庁は、平成 年以降毎年 月を目途に、個別施策の実施状況を取りまとめる。参与会議は、その内容
について報告を受けて審議する。
・関係府省庁は、平成 年以降毎年 月を目途に、工程表に基づく取組内容や指標の推移等を取りまとめるとと
もに、個別施策に関する参与会議の審議結果も踏まえ、自己評価（取組内容の改善の方向性等）を実施する。
参与会議は、その内容について報告を受けて審議する。
オ．関係府省庁は、参与会議の意見等を踏まえ、個別施策の実施手法等や工程表の見直しを行うとともに、それ
らを踏まえて個別施策を的確に遂行する。なお、他の関連する基本計画に基づく施策の遂行に係る事項にあっ
ては、参与会議・事務局と関係府省庁は、双方向の議論を行うことに留意する。
カ．なお、工程表に用いる指標のうち、他律的な要因による影響が限定されるなど目標とする数値を具体化可能
なものは次期海洋基本計画において数値目標として掲げ、それが困難な場合は定性的な目標を記載することと
する。
キ．PDCA サイクルに関する参与会議での審議結果等を取りまとめて、参与会議意見書に反映する。
② 参与会議の検討体制及び事務局機能の充実
ア．参与会議の検討体制
実施状況を継続的にフォローしていくためには、各施策の実施主体である関係府省庁の参与会議への積極的な
参画が重要である。また、参与会議は、専門的なテーマを集中的に議論する場合においては、必要に応じプロジ
ェクトチーム等を設置し、参与以外の幅広い関係者の参画も得ながら、テーマごとに集中的に評価・検討できる
体制とする。
イ．事務局機能の充実
総合海洋政策推進事務局は、関係行政機関（海洋施策以外の分野に係る行政機関を含む。
）が実施する各施策
の効果的かつ効率的な推進に向けて、各施策のフォローアップや必要な工程の見直し等が行えるように、関係行
政機関との協力関係をより一層強化する。また、産業界等との連携を更に深化させ、重要施策の着実な実施に努
める。

計画〔Plan〕
・実行〔Do〕
・評価〔Check〕
・改善〔Act〕
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ධࡾࠊᐇ㝿ࡗྲྀࡽࢀࡓࡶྵࡵ࡚ࠊᾏ㈫➼㸦බᾏୖࡢᾏ㈫ཬࡧ
㡿ỈෆࡢṊᙉ┐ࡢ᪉㸧ࡀ」ᩘⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊᾏ㈫➼ࢆ⏕ࡳฟࡍ᰿ᮏⓗ
࡞ཎᅉࡣ࠸ࡲࡔゎỴࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁ㜵⾨┬ࠊᾏୖಖᏳᗇ
ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㛵ಀ┬ᗇ➼ࡼࡿᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊࡧ
࣐ࣛࢵ࣭࢝ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᾏᓙࡸࠊࢫ࣮࣮ࣝᾏ࣭ࢭࣞ࣋ࢫᾏ࠾࠸࡚ࡶᾏ㈫
➼ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥࡢᏳ☜ಖࡣࠊᡃࡀᅜࡀᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ
⤌ࡴࡁႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
   ࡇ࠺࠸ࡗࡓࠊ」㞧ࡘከᵝ࡞ᾏὒ࠾ࡅࡿㅖၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᡃࡀᅜࡀᖹ
Ᏻࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᵝࠎ࡞ศ㔝ࡲࡓࡀࡿ㛵ಀ┬ᗇࡢྲྀ⤌
ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ୍ᒙࠊᨻᗓࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ࣭⤫ྜⓗ࡞ุ᩿ࡢࡶࠊ୍య
࡞ࡗࡓᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀࠊᡓ␎ⓗᾏὒᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᾏὒ❧ᅜࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁᡃࡀᅜࡢᾏὒᨻ⟇ࡘ࠸࡚
   ᾏὒᇶᮏἲࡣࠊࠕᡃࡀᅜࡢ⤒῭♫ࡢⓎᒎཬࡧᅜẸ⏕άࡢᏳᐃྥୖࢆᅗ
ࡿࡶࠊᾏὒே㢮ࡢඹ⏕㈉⊩ࡍࡿࡇࠖࢆ┠ⓗࡋࠊྠἲᇶ࡙
ࡁᾏὒᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊࡇࢀࢆࡶᾏὒᨻ⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ➨
㸰ᮇࡢ⌧ᾏὒᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡽ㸳ᖺࢆ㏄࠼ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࢆ᳨ウࡍ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡍ࡛㏙ࡓࠊᾏὒࢆᕠࡿᵝࠎ࡞ໃࡢኚࡸࠊᅜ㝿♫
ࡢືྥࡸࠊᏳಖ㞀⎔ቃ➼ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࡓィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
   ᮏᖺ㸲᭶⾜ࢃࢀࡓ⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊ྜ࠾࠸࡚ࠊᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿᏳಸ
ෆ㛶⥲⌮⮧ࡽࡣࠊࠕᡃࡀᅜࡀᾏὒᅜᐙࡋ࡚ࠊᖹᏳࠊᾏὒᶒ┈
ࢆᏲࡾࠊࠗ㛤ࢀᏳᐃࡋࡓᾏὒ࠘ࢆ⥔ᣢⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ௦ࡸ
⎔ቃࡢኚ┠ࢆจࡽࡋ࡞ࡀࡽࠊᅛ࠸Ỵពࢆࡶࡗ࡚ࠊ㛗ᮇⓗࠊయ⣔ⓗ࡞ᑐ
⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊࠗᾏὒࡢᏳಖ
㞀࠘ࢆᖜᗈࡃᤊ࠼࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ㡿ᾏ㆙ഛࠊᏳࡢ☜ಖࠊ⅏ᐖᑐ⟇➼ࡢㄢ㢟
ࡢྲྀ⤌ࢆᙉࡋࠊᾏୖಖᏳయไࡢᙉࡣࡶࡼࡾࠊᵝࠎ࡞⬣ጾ࣭ࣜࢫࢡ
ࡢ᪩ᮇᐹ▱㈨ࡍࡿᾏὒ≧ἣᢕᥱ㸦0'$㸧ࡢయไ☜❧ࡸᅜቃ㞳ᓥࡢಖ࣭
⟶⌮ࢆᮇࡍࠖࡢᣦ♧ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   




ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨࠖሗ࿌᭩

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸷᭶㸰㸰᪥

ᮏᑠጤဨࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘཧ㆟ពぢ᭩࡛ᥦゝࡉࢀࡓḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬
࠾ࡅࡿせࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖ㛵ࡋ࡚ᑂ㆟ࡍࡿࡓࡵ
ࠊᇶᮏィ⏬ጤဨࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
 ᮏᑠጤဨ࡛ࡣࠊ᭱㏆ࡢᾏὒࢆᕠࡿໃࡢኚࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ
ᾏὒࡢᏳಖ㞀ಀࡿᾏὒᨻ⟇ࢆ㈏ࡃ᪉㔪ࡋ࡚ࠊᨻᗓ୍య࡞ࡗࡓᶓ᩿ⓗ࡛
ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡢ㔜せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸
࡚ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖ࠸࠺᪂ࡋ࠸⾲⌧ࢆ⏝࠸ࠊࡑࡇྵࡲࢀࡿලయⓗ࡞⟇
ࡼࡾࡇࢀࢆㄒࡿࡇࡋࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢෆᐜࢆᐃࡵࡿࡶࠊḟ
ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢほⅬࡽࡢᾏὒᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡾࡲ
ࡵࡓࠋ

㸯 ໃㄆ㆑ཬࡧࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᾏὒࡢᏳಖ㞀ಀࡿᾏὒᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉
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⌧ᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ௨ᚋࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎ࡢ⟇ᐃࢆࡣࡌࡵࠊᏱᐂᇶ
ᮏィ⏬࠾࠸࡚Ᏻಖ㞀ࡢྲྀ⤌ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ➼ࠊྛศ㔝࡛ࡢᏳಖ㞀
㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏὒᨻ⟇࠾࠸࡚ࡶᏳಖ㞀㛵ࡍࡿྲྀ
⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᾏὒ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞⟇ࡣ┦ᐦ᥋㛵㐃
ࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ⟇ࢆᡤᤸࡍࡿ㛵ಀ┬ᗇࡀᶓ᩿ⓗࡲࡓࡀࡿࡇࡽࠊᨻᗓ
ࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ࣭⤫ྜⓗุ᩿ࡢࡶࠊ୍య࡞ࡗࡓᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᙉ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᾏὒᇶᮏἲࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠕࢃࡀᅜࡢ⤒῭♫ࡢ࡞ⓎᒎཬࡧᅜẸ⏕ά
ࡢᏳᚰྥୖཬࡧᾏὒே㢮ࡢඹ⏕ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᾏ㐠ࡸỈ⏘ࠊᾏ
ὒ㈨※㛤Ⓨࠊᾏὒㄪᰝ࣭ほ ࠸ࡗࡓᾏὒ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞⟇ࡀࠊᾏὒࡢ
Ᏻಖ㞀ࡢᐇ⌧ᐦ᥋࡞㛵㐃ࢆࡶࡘࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᾏὒᇶᮏἲࡢ┠ⓗἢࡗ࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᾏὒ⏝ࢆⓎᒎࡉࡏ
࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ᡓ␎ⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆ㋃
ࡲ࠼࡚ࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࡢᨵၿࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᾏὒᨻ⟇
ࢆ᥎㐍ࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡽࡢάືࡢ᥎㐍ࡸⓎᒎࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᅜ㝿㐃ᦠ࣭༠ຊ
Ᏻಖ㞀⎔ቃࡀ」㞧ࠊከᵝࡍࡿ୰ࠊᡃࡀᅜ୍ᅜࡢࡳ࡛ࡣࠊᏳಖ㞀
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྠ┕ᅜࢆࡣࡌࡵࠊዲ
ᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≉ࠕἲࡢᨭ㓄ࠖᇶ࡙ࡃ⮬⏤࡛㛤ࢀᏳᐃࡋࡓᾏὒࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡇࡣࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸Ᏻಖ㞀⎔ቃࢆసࡾࡔࡍୖ࡛Ḟࡏ࡞࠸
ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ࠸࡞ࡿၥ㢟ࡶຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜ㝿ἲᇶ࡙࠸࡚ᖹ
ⓗ࣭እⓗゎỴࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࠕἲࡢᨭ㓄ࠖࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡣࠊྛᅜࡢἲᇳ⾜ࡀᅜ㐃ᾏὒἲ᮲⣙
ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ✀ࠎࡢᅜ㝿ἲᩚྜⓗ࡞ᙧ࡛㐠⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᡃࡀᅜࡣࠕἲࡢᨭ㓄ࠖࡢ㔜せᛶࢆᅜ㝿ⓗッ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣࠊྛᅜࡢἲᇳ⾜ࡀᅜ㝿ἲᩚྜⓗ㐠⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ồࡵ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾏ㈫➼ࠊᐦ㍺ࠊᐦ⯟ࠊᐦ⁺ࠊࢸࣟ࡞ࡢᅜ㝿
≢⨥ࢆຠᯝⓗྲྀࡾ⥾ࡲࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡣྛᅜࡢᾏୖἲᇳ⾜
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ୍ᒙ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥἢᓊᅜࡢᾏୖ
ἲᇳ⾜ᶵ㛵ᑐࡍࡿ⬟ຊᵓ⠏ᨭࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

㸰 ᾏὒᨻ⟇࠾ࡅࡿࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢ๓ᥦ
㸦㸯㸧ࠕᖜᗈࡃᤊ࠼ࡿࠖ

ᅜ㝿༠ຊࡢศ㔝࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡢᅜ㐃ࢧ࣑ࢵࢺ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᣢ⥆ྍ

ࡼ࠺ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
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ᮏᑠጤဨ࠾࠸࡚ࡣࠊᾏὒᨻ⟇ࡋ࡚ᚑ᮶ࡽᾏὒࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓྲྀ⤌ࢆ୰ᚰᤣ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛Ᏻಖ㞀ࡢほⅬࡽᩚ⌮ࡉࢀ࡚ࡇ
࡞ࡗࡓࡀࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶ┙࡞ࡿ⟇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡑࢀࡽࡀᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ⿵ᙉ
࡞ࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡢᏳಖ㞀ୖࡢព⩏ࢆᤊ࠼ࠊ௨ୗ  ࠊ  ࡢ


㸦㸱㸧᪉ྥᛶ㛫㍈
ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᡃࡀᅜࡢᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࡀ┤㠃ࡍࡿᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࠊᾏὒ
ࡢᏳಖ㞀ࢆᖜᗈࡃᤊ࠼ࠊᾏὒᨻ⟇ࡢほⅬࡽࡶᵝࠎ࡞ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢࢭ࣮ࣇࢸ࣮ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࡢᴫᛕࡽࢃࢀࡎࠊᖹ
⣲ࡽ㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡼࡿ㐺ษ࡞㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ࢆ⥲ྜ
ⓗᤊ࠼ࠊ㜵⾨࣭እࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊἲᇳ⾜ࠊᾏୖ㏻ࠊ⤒῭ࠊ㈨※㛤Ⓨࡸ
⛉Ꮫᢏ⾡ࠊேᮦ⫱ᡂࠊᅜቃ㞳ᓥࡢಖ࣭⟶⌮ࠊ⎔ቃಖㆤ➼ࠊᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ
⥲ྜⓗ࡞ほⅬࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾ࡅࡿィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊᾏὒ࠾ࡅࡿ
ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ᑐࡋ࡚╔ᐇྲྀࡾ⤌ࡳࠊែࡢᮍ↛㜵Ṇࡸ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢩࣙࣥ
㜵ṆࡢほⅬࡽࡶࠊㅖእᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆྵࡵࡓᏳಖ㞀⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭
ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⣙㸯㸮ᖺ⛬ᗘࡢ㛗ᮇⓗ࡞ど
Ⅼࡽᾏὒᨻ⟇ࢆぢᤣ࠼ࠊ⌧≧ࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚋ㸳ᖺ㛫ࡢィ⏬ࢆ
⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ྛ⟇ࡢᐃᛶⓗ࣭ᐃ㔞ⓗ࡞┠ᶆࡢタᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ḟᮇᇶᮏィ⏬యࢃࡿ㡯࡛࠶ࡾࠊᇶᮏィ⏬ጤဨ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓࡶࡢࡍࡿ㸧ࠋ⟇ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊྛ⟇ࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡶࠊḟࡢᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢほⅬࡽ
ࡣࠊᾏὒᨻ⟇࠾ࡅࡿᏳಖ㞀ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᾏὒ
㛵ࡍࡿ⟇ࢆᤊ࠼ࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀⎔ቃࢆ⥔ᣢ࣭ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

㸱ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ⟇

࡚ࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵᾏὒ࣭ᾏὒ㈨※ࢆಖࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙧ࡛
⏝ࡍࡿࠖࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᾏὒ㛵ࡍࡿಶูࡢ⟇ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ
㝿㐃ᦠ࣭༠ຊࡢどⅬࢆᖖᛕ㢌⨨ࡃࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ  ࢪ࢙ࣥࢲ㸦6'*V㸧ࠖ࠾ࡅࡿ  ␒┠ࡢ┠ᶆࡋ
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ಖ࣭ಖㆤ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⟇ࡢᮏ᮶ࡢ⾜ᨻ┠ⓗᇶ࡙࠸࡚᥎㐍ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖྵࡲࢀࡿ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡍ࡛
㏙ࡓᾏὒࢆᕠࡿᏳಖ㞀⎔ቃࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ⥲ྜⓗ࡞Ᏻಖ㞀
ࡢྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊᾏὒᨻ⟇ࢆᏳಖ㞀ࡢほⅬࡽᖜᗈࡃᤊ
࠼ࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶᒙ࡞ࡿ⟇ࡣࠊᮏ᮶
ูࡢ⾜ᨻ┠ⓗࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྠࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࢆᐇຠ࡞ࡽ
ࡋࡵ࡚ࠊຠᯝⓗ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᙺࡶᯝࡓࡍࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⌮ゎ❧ࡗࡓୖ࡛ࠊᮏᑠጤဨ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᇶᒙ࡞ࡿ⟇ࡘ࠸
࡚ࠊ୍ࡘࡣࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖᐦ᥋࡞㛵ಀᛶࢆ᭷ࡋࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ
㞀ࠖࡢᐇ⌧ࡢᇶ┙࡞ࡿ⟇ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࢆᙉࡍ
ࡿຠᯝࢆࡶࡘ⟇ࡢ㸰✀㢮ศ㢮ࡋࠊ๓⪅ࢆࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢᇶ
┙࡞ࡿ⟇ࠖࠊᚋ⪅ࢆࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⿵ᙉ࡞ࡿ⟇ࠖࡋ࡚ᩚ⌮
ࡋࡓࠋ

ۑᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢᇶ┙࡞ࡿ⟇
   ࣭ᾏὒ≧ἣᢕᥱ㸦0'$㸧యไࡢ☜❧
 ࣭ᅜቃ㞳ᓥࡢಖ࣭⟶⌮
   ࣭ᾏὒㄪᰝࠊᾏὒほ 
   ࣭⛉Ꮫᢏ⾡ࠊ◊✲㛤Ⓨ
 ࣭ேᮦ⫱ᡂࠊ⌮ゎቑ㐍

   ۑᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⿵ᙉ࡞ࡿ⟇
 ࣭⤒῭Ᏻಖ㞀㸸ᾏὒ㈨※ࡢ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡢಁ㐍ࠊᾏୖ㍺㏦ࡢ☜ಖࠊ
ᾏὒ⏘ᴗࡢ⯆ཬࡧᅜ㝿➇தຊࡢᙉ
  ࣭ᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭ಖㆤ

௬ࠊࡇࢀࡽࡢ⟇ࡢྲྀ⤌ࡀࡍࡿࡇ࡞ࢀࡤࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀
ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕᇶᒙࠖࡋ࡚ࡢᙺࡶᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇࡘ࡞ࡀࡾࠊࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⟇ࡢྲྀ⤌ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㸲  ձཬࡧղ♧ࡍࡼ࠺
ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽᏳಖ㞀ᐤࡋᚓࡿࡢ࠸࠺ព⩏
ࢆ༑ศㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢᑐ㇟ࡣࠊࠕᅜᐙᏳಖ

㞀ᡓ␎㸦ϫ  㸧ࠖ࠾ࡅࡿࠕᾏὒᏳಖ㞀ࠖࢆྵࡴᗈ࠸⠊ᅖ࠾࠸࡚Ᏻ

ಖ㞀㛵㐃ࡍࡿ⟇ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊྠᡓ␎ཬࡧ➨  ᮇ࣭➨㸰ᮇᾏὒ
ᇶᮏィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏᑠጤဨ࡛ࡣࠊ㜵⾨ಀࡿ㡯ࡣࠊᾏὒᨻ⟇࡛ྲྀࡾᢅ࠺⠊ᅖࢆ㉸
࠼ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⛎ᐦಖᣢࡢほⅬࡽ᳨ウ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㆟㢟
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡶࡢࡋࡓࠋࡶࡗࡶࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡢ୰᰾ࡣ㜵
⾨ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᾏὒᇶᮏἲ➨
㸰㸯᮲࠾࠸࡚ࠊࠕᅜࡣࠊᾏὒࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᖹཬࡧᏳࡢ☜ಖ୪ࡧ
ᾏୖࡢᏳཬࡧᏳࡢ☜ಖࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋࠖ
ࡉࢀࠊᾏὒ࠾ࡅࡿࠕᡃࡀᅜࡢᖹཬࡧᏳࡢ☜ಖࠖࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᑠጤဨࡣࠊᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡁ㜵⾨௨እࡢࠕᾏὒࡢ
Ᏻಖ㞀ࠖ㛵ࡍࡿ⟇ࡢᥦゝࢆ⾜࠺ࡀࠊᾏὒᇶᮏィ⏬࠾ࡅࡿࠕᾏὒࡢᏳ
ಖ㞀ࠖࡢ୰᰾ࡢ㜵⾨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎ᇶ࡙ࡁࠊᨻᗓ࠾࠸
࡚ࡋࡿࡁᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁ⪃࠼ࡿࠋ


㸦㸯㸧ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⟇
ࠕᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎ࠖ࠾ࡅࡿࠕᡓ␎ⓗࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࠖせ࡞⟇ࡋ
࡚⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㛵ࡋࠊᚑ᮶ࡽᾏὒᨻ⟇ࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘ➨㸯ᮇ࣭➨㸰ᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࡛ࠕᾏὒࡢᏳࡢ☜ಖࠖ
ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⟇ࢆࠊḟᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⟇ࠖ
ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ

ࠕۑᾏὒࡢᏳࡢ☜ಖࠖ
࣭ἲᇳ⾜ࡼࡿᏳࡢ☜ಖ
㸦⛛ᗎ⥔ᣢ࣭≢⨥ࡢྲྀ⥾ࠊᾏ㈫ᑐ⟇➼㸧
࣭ᾏୖ㏻࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇
 㸦⯪⯧Ᏻᛶྥୖࠊ⯟⾜ࡢᏳ☜ಖࠊᾏ㞴ᩆຓ➼㸧
࣭ᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐ⟇

㸦㸰㸧ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶᒙ࡞ࡿ⟇
ᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ  ࡢᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⟇ࡢᑐ
ẚ࠾࠸࡚ࠊࠕᇶᒙࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᇶᒙ࡞ࡿ⟇
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛Ᏻಖ㞀ࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸࡚ࡢ⨨ࡅࡀᚲࡎࡋࡶព㆑ⓗ
ࡘ᫂☜ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᾏὒㄪᰝࡸ⛉Ꮫᢏ⾡࣭◊✲㛤Ⓨࠊᾏὒ⎔ቃࡢ

5
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7

㞄ㅖᅜࡀ㛵ࡍࡿ㐪ἲ⁺ᴗ➼↷ࡽࡏࡤࠊᐇຠⓗ࡞ἲᇳ⾜ࡣᡃࡀᅜࡢᾏὒ

   ࡲࡓࠊ ᖺࡣࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദࡀணᐃࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊつᶍ࡞⮬↛⅏ᐖ➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢᑐᛂࡸࠊᾏୖ࠾ࡅࡿࢸ
ࣟࡸ≢⨥⾜Ⅽࡢᮍ↛㜵Ṇᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ࡞ഛ࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ
ࡣࠊ↔┱ࡢᛴ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ἲᇳ⾜ࡼࡿᏳࡢ☜ಖ㸦⛛ᗎ⥔ᣢ࣭≢⨥ྲྀ⥾࣭ᾏ㈫ᑐ⟇➼㸧
㏆ᖺࡢㅖእᅜࡀ㛵ࡍࡿᡃࡀᅜࡢྠពࢆᚓ࡞࠸ᾏὒㄪᰝࡢάⓎࡸࠊ㏆

ᾏᅖࡲࢀࠊࡘࠊせ࡞㈨※ࡢ㒊ศࢆ㍺ධ౫Ꮡࡍࡿᡃࡀᅜࡗ
࡚ࠊᾏὒ㈨※ࡢ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࠊᏳᐃⓗ࡞ᾏୖ㍺㏦➼ࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡶ
ࠊᾏὒ࠾ࡅࡿ⛛ᗎࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡇ㚷ࡳࠊᡃࡀ
ᅜࡢᖹཬࡧᏳࡢ☜ಖ୪ࡧᾏୖࡢᏳཬࡧᏳࡢ☜ಖࡢࡓࡵᚲせ࡞
ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ୗググ㏙ࡍࡿἲᇳ⾜ࡼࡿᏳࡢ☜ಖࠊᾏୖ㏻࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇ࠊ
ᾏୖ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂࡢ࠸ࡎࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊᾏୖಖᏳయไࡢᙉࡀ
ᛴົ࡛࠶ࡿࠋៅ㔜ࢆせࡍࡿࡀࠊ࡞ἲᇳ⾜ࡢࡓࡵࡢἲᩚഛࡶྵࡵࡓไᗘ
ᩚഛࢆࡉࡽ⪃࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊᑤ㛶ㅖᓥ࿘㎶ᾏᇦ
࠾ࡅࡿ㡿ᾏධᑐࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ᑤ㛶㡿ᾏ㆙ഛᑓᚑయไࡢᩚഛࢆ
㐍ࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ㛵ಀ㛶㆟࠾࠸࡚ࡣࠕᾏୖಖᏳయไᙉ㛵
ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᡃࡀᅜ࿘㎶ᾏᇦ࠾࠸࡚ᾏୖ
ಖᏳᗇࡀ┤㠃ࡍࡿከᒱࢃࡓࡿㄢ㢟㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡇࡢ᪉㔪
ᇶ࡙ࡁᾏୖಖᏳయไࢆ╔ᐇᙉࡍࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ
ࢆḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚㔜Ⅼⓗ⟇ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࢆᥦゝࡍ
ࡿࠋ
   ࡲࡓࠊἲᇳ⾜ࡼࡿᏳࡢ☜ಖࠊᾏୖ㏻࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇ࠊᾏὒ⏤᮶
ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂࡢ࠸ࡎࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀ┬ᗇ㛫࠾ࡅࡿሗඹ᭷ࠊ
⌧ሙ࡛ࡢ㆙ᡄ┘どάືཬࡧែᑐฎ➼ࠊᵝࠎ࡞ほⅬࡽࡢ㐃ᦠࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ≉ࠊ⌧ሙ࡛ἲᇳ⾜άືࢆ⾜࠺ᾏୖಖᏳᗇཬࡧỈ⏘ᗇ୪ࡧᖹ⣲ࡽ
ࡢ㆙ᡄ┘どάືࢆ⾜࠺㜵⾨┬㸦ᾏୖ⮬⾨㝲㸧ࡼࡿࡑࢀࡒࢀࡢᴗົཬࡧ௵
ົࡢ☜ᐇ࡞ᐇࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡢ㐃ᦠᙉࡸᾏୖ࠾࠸
࡚άືࡍࡿᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࡸẸ㛫ࡽࡢሗᥦ౪ࢆྵࡵࡓ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊㛫࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᏱᐂᨻ⟇ࢆ㐙⾜
ࡍࡿ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࠊㅖእᅜࡢἲᇳ⾜ᶵ㛵➼ࢆྵࡵࡓ㐃ᦠయไࢆ☜ಖࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸲 ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ᑐࡍࡿ⟇ࡢᥦゝ
㸦㸯㸧ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⟇㸸ࠕᾏὒࡢᏳࡢ☜ಖࠖ
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  ᾏୖ㏻࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇㸦⯪⯧Ᏻᛶࡢྥୖࠊ⯟⾜Ᏻ☜ಖࠊᾏ㞴ᩆ
ຓ➼㸧
ᾏὒ࠾ࡅࡿᏳࡢ☜ಖࡣࠊእⓗ࡞⬣ጾ➼ࡢᑐᛂࡢࡳ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡃࡀ
ᅜἢᓊᇦࢆྵࡴ࿘㎶ᾏᇦ࡛ࡣࠊῶᑡഴྥࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖺ㛫㸰༓௳ࢆ㉸
࠼ࡿ⯪⯧ᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯪⯧Ᏻᛶࡢྥୖࠊ⯟⾜Ᏻ☜ಖࠊᾏ㞴➼
ࡢᮍ↛㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞యไ࣭ไᗘࡸࠊᨾࡸ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࡢᩆຓ
➼ࠊࡉࡽࡣࠊ⯟⾜㛵ࡍࡿᏳሗ➼ࡢ࿘▱ࡸ⯟㊰ᶆ㆑ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝
࠸ࡗࡓࠊ⯟⾜ࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࡸࠊᨾࡸ⅏ᐖ➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿
ࡢᑐᛂࡢࡓࡵࡢ⟇ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᡃࡀᅜ࿘㎶ᾏᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᡃࡀᅜࡗ࡚㔜せ࡞ࢩ࣮࣮ࣞࣥࡘ࠸࡚ࡶࠊᅜ㝿♫ࡸἢᓊᅜ㐃ᦠ
ࡋࠊ⯟⾜Ᏻࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⯪⯧ᨾ➼ࡼࡿᤚ⣴ᩆຓࡸࠊᆅ㟈࣭ὠἼ➼ࡼࡿ⮬↛⅏ᐖࡢᑐ
ᛂࡢయไࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᆺࡢ⯪⯧ࡢ⨨ሗࡀᚲࡎࡋࡶṇ☜ᢕᥱࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎࠊ⯪⯧ᨾࡸ⮬↛⅏ᐖࡼࡾᩆ㞴ࡢᚲせࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࠊ㐼㞴⪅ࡢ⨨≉
ᐃከࡃࡢ㛫ࢆせࡍࡿ࠸࠺⌧≧㚷ࡳࠊ⯪⯧➼ࡢ⨨ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿయไ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㛵
ಀ┬ᗇ㛫ࡢሗඹ᭷యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ࢘ ᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂ
ὠἼࠊ㧗₻➼ࡢᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡶࠊᡃࡀᅜࡢᅜᅵࠊ

࠸࡚ἲᇳ⾜ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊᖖࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊᚲせᛂࡌᥐ⨨ࢆ
ㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࠊἲࡢᨭ㓄ࡍࡿᾏὒࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊᾏὒࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿
ἲཬࡧᅜෆἲ๎ࡾࠊ෭㟼ࡘⓗ☜ែᑐᛂࡋࠊែࡢ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢩ
ࣙࣥࢆ㜵Ṇࡍࡿࡼ࠺࡞ἲᇳ⾜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ ࡢែࢩ࣮࣒ࣞ
ࢫᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢయไࡢᵓ⠏ࡸࠊ┬ᗇ㛫ࡢពぢࠊሗඹ᭷ࠊカ⦎ࡢ
ᐇ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡶࠊேᮦ⫱ᡂ࣭☜ಖ➼ࡢ⟇ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆㞄ㅖᅜࡢᦶ᧿ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿቃ⏺⏬ᐃ΅ࢆ╔ᐇࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊຠᯝⓗ࡞ᾏ㈫➼ࡢᑐ⟇ࡣࠊᡃࡀᅜࡢᾏୖ㍺㏦ࡢほⅬ
ࡽࠊᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᾏ㈫ᑐฎἲࡢ㐺ษ࡞ᇳ⾜ࢆᐇຠⓗ⾜࠺ࡶ
ࠊㅖእᅜࡢᾏୖἲᇳ⾜ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢᙉࡸࢩ࣮࣮ࣞࣥἢᓊᅜ
ࡢᾏୖἲᇳ⾜ᶵ㛵ᑐࡍࡿ⬟ຊᵓ⠏ᨭྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㑂Ᏺࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࡇࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊᡃࡀᅜࡋ࡚ࡶࠊ⟶㎄ᾏᇦ࠾

ᨻ⟇࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋἲࢆᏲࡽ࡞࠸㏆㞄ㅖᅜᑐࡋ࡚ࡇࢀࡽࢆ
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ձ ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢᇶ┙࡞ࡿ⟇
 ᾏὒ≧ἣᢕᥱ㸦0'$㸧ࡢయไ☜❧
0'$ ࡣࠊ⌧⾜ࡢᇶᮏィ⏬ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺࡢ
⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊Ỵᐃ➼࠾࠸࡚ࠊᾏὒᏳಖ㞀ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ᾏὒࡢ
ά⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊᾏୖಖᏳᗇ࠾ࡅࡿࠕᾏ
ὒ≧ἣ⾲♧ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᩚഛࢆࡣࡌࡵࡋࡓࠊᾏὒሗࡢຠᯝⓗ࡞㞟
⣙࣭ඹ᭷࣭ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢయไᩚഛ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣࠊᾏὒࡢᏳ
ಖ㞀ࢆᨭ࠼ࡿሗඹ᭷ࡢ㔜せ࡞ᇶ┙࡞ࡿࠋලయⓗࡣࠊᡃࡀᅜࡢ࿘㎶
ᾏᇦࢆ⯟⾜ࡍࡿ⯪⯧ࡢື㟼ࢆࡣࡌࡵࡋࡓࠊືⓗ࡛ࣜࣝࢱ࣒ᛶࡢ㧗
࠸ᾏὒሗࢆ㞟ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᗈᇦ࣭ᗈ⠊࡞ሗࢆᾏὒ┘どά⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣࠊᾏὒᶒ┈ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺㔜せ࡞ពࢆࡶ
ࡘࠋ 
ࡲࡓࠊ0'$ ࡣࠊᾏୖᏳ☜ಖࡸࠊᾏ㞴ᩆຓ࣭⅏ᐖᑐฎ࡞ࡢά⏝ࡶ
ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖᐇ⌧࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㔜せ࡞ྲྀ
⤌࡛࠶ࡾࠊ㏿ࡸ࡞యไ☜❧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ0'$ ࡘ࠸
࡚ࡣࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࠊ㔜Ⅼⓗ⟇ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࢆ
ᥦゝࡍࡿࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊ0'$ ࡣࠊᅜෆእࢆၥࢃ࡞࠸ࠊሗඹ᭷ಀࡿ㐃ᦠ
ࡢྲྀ⤌࡛ࡶ࠶ࡾࠊᅜ㝿㐃ᦠ࣭༠ຊࡢᡭẁࡋ࡚ࡶ㠀ᖖ᭷ຠ࡞ᙺࢆᯝ
ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ0'$ ࡢయไ☜❧ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ┦ࡢ
⌮ゎࡽ⏕ࡌࡿពᅗࡋ࡞࠸⾪✺ࡸഅⓎⓗ࡞ᨾࡸࠊ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢩࣙࣥ
ࡢᮍ↛㜵Ṇ➼ࡢຠᯝࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊᅜ㝿♫ࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᨻᗓࡀᥦ౪ࡍࡿሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏳಖ㞀ୖࡢほⅬࡽࠊᥦ౪
ࡢ㐺ྰࡘ࠸࡚㐺ษ࡞ุ᩿㸦ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡽࡢุ᩿ࢆ⾜࠺యไ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ᅜቃ㞳ᓥࡢಖ࣭⟶⌮
    㡿ᾏཬࡧⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢእ⦕ࢆ᰿ᣐࡅࡿᅜቃ㞳ᓥࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ప₻⥺ࢆྵࡵࡑࡢಖ࣭⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊᡃࡀᅜࡢᗈ࡞ⓗ⤒῭
Ỉᇦ➼࠾ࡅࡿࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨ⏝➼ࡢ┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵࡢ⟇
࡞ࡿࠋྠࡑࢀࡣࠊᡃࡀᅜࡢ㡿ᇦಖࡢほⅬࡽࡶ㔜せ࡞⟇࡛࠶
ࡾࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎ୖࡶ㡿ᇦಖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢᙉ㛵ࡍࡿ⟇
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜቃ㞳ᓥࡢಖ࣭⟶⌮ࡘ࠸࡚
ࡣࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚㔜Ⅼⓗ⟇ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࢆᥦゝ

ᥐ⨨ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬↛⅏ᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍ↛ࡇࢀࢆࡍ࡚㜵ࡄ
ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᖹ⣲ࡽ⿕ᐖ㍍ῶࡢࡓࡵࡢほ ࣭ㄪᰝࢆ⥅⥆ࡍࡿࡶ
ࠊዴఱ⿕ᐖࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂ
㛵ࡍࡿ⟇ࡣࠊῶ⅏ࡢࡓࡵྲྀࡾ⤌ࡴࡁ⟇ࠊ⅏ᐖࡢᮍ↛㜵Ṇࠊ⿕ᐖ
ᣑ㜵Ṇࠊ⅏ᐖᪧ࠸࠺ࣇ࢙࣮ࢬᛂࡌࡓ⟇ࢆ⾜࠺ࡶࠊつᶍ࡞
⅏ᐖⓎ⏕࡞ࡢ㠀ᖖែ➼࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢᩍカᇶ࡙ࡁྖ௧ሪࡢ࠶ࡾ᪉
ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖグ࡛ゝཬࡋࡓᑠᆺࡢ⯪⯧ࡢ
⨨ሗࡢᢕᥱཬࡧ㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡢሗඹ᭷యไࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ㟈࣭
ὠἼ➼ࡼࡿ⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

9

10

㸦㸰㸧ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶᒙ࡞ࡿ⟇

Ⓨ⏕࠾ࡅࡿ⿕ᐖࡢᣑ㜵Ṇཬࡧ⅏ᐖࡢᪧ➼ࡢほⅬࡽࠊᚲせ࡞ᑐ⟇࣭

ཧ⪃㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ୰ྵࡲࢀࡿ⌧⾜ィ⏬ࡢୗ࡛ࡢ⟇ࡢྲྀ⤌㸦㸧
$ἲᇳ⾜ࡼࡿᏳࡢ☜ಖ
 ࣭㆙ᡄ┘どࠊሗ㞟ཬࡧᑐฎࡢࡓࡵࡢయไࡢᩚഛ
 ࣭㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡢ㐃ᦠᙉ
 ࣭ᾏୖ≢⨥➼ࡢᮍ↛㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᑐ⟇
 ࣭ἢᓊཬࡧ㞳ᓥ࠾ࡅࡿᏳࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
 ࣭ᾏୖ࠾ࡅࡿᾏ㈫⾜ⅭࠊṊᙉ┐ࠊࢸࣟ➼ࡢᑐ⟇
 ࣭㔞◚ቯරჾᣑᩓ㜼Ṇ➼
 ࣭ᅜ㝿♫ࡢ㐃ᦠᙉ➼
 
%ᾏୖ㏻࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇
 ࣭⯟⾜⯪⯧ࡢᏳ☜ಖࠊᏳᛶࡢྥୖ
 ࣭ᾏ㞴ᩆຓࠊᨾ⅏ᐖᑐ⟇➼
࣭ᡃࡀᅜࡢἢᓊࡸἈྜ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᾏ㞴ᨾ➼ࡢᑐᛂ
࣭⯪⯧ⅆ⅏ࡸἜࡢὶฟ➼㉳ᅉࡍࡿᾏὒởᰁࡢᑐᛂ
࣭Ἔὶฟᨾࡼࡿἢᓊᇦࡢᙳ㡪
࣭᪑ᐈ⯪ࡸᆺ⯪➼ࡢ㌿そࠊⅆ⅏➼㔜ᾏ㞴ࡢᑐᛂ
࣭ሗᥦ౪యไࡢᙉࡼࡿᏳ⯟⾜ࡢࡓࡵࡢᑐᛂ➼

&ᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢᑐ⟇
࣭༡ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈➼ࡼࡿᗈᇦᆅ㟈ὠἼ⅏ᐖࡢᑐᛂ
 ࣭㧗₻ࠊ㧗Ἴ➼ࡼࡿᗈᇦ⅏ᐖࡢᑐᛂ
࣭ᐃᮇⓗࡘ⥅⥆ⓗ࡞㜵⅏カ⦎ࡢᐇ
 ࣭⯪⯧ᾏ㞴➼ࡢᮍ↛㜵Ṇࡢࡓࡵࡢయไࠊไᗘ➼



୪ࡧᅜẸࡢ⏕ࠊ㌟యࠊཬࡧ㈈⏘ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖࡢᮍ↛㜵Ṇࠊ⅏ᐖ
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࢘ ᾏὒㄪᰝࠊᾏὒほ 
    ᾏὒㄪᰝཬࡧᾏὒほ ࡣࠊከᵝ࡞┠ⓗཬࡧຠᯝࡀ࠶ࡾࠊᾏὒㄪᰝཬ
ࡧᾏὒほ ࡣࠊ࠼ࡤࠊᾏᅗࠊỈ㊰ᅗㄅ➼ࡢసᡂ࠸ࡗࡓ⯟⾜Ᏻࡢࡓ
ࡵࡢ┠ⓗࡸࠊⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ㡿ᾏᇶ⥺ࡢ☜ᐃࠊ㝣Ჴࡢ
ᘏ㛗ࡸቃ⏺⏬ᐃ΅ࡢά⏝➼ࠊᾏὒᶒ┈☜ಖࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ    
ࡲࡓࠊ㜵⅏࠸࠺ほⅬࡽὠἼく᮶ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼ࡢά⏝
ࡸࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭ಖㆤࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ
㞟࠸ࡗࡓࠊᡃࡀᅜࡢᏳಖ㞀ࢆ⥔ᣢࡍࡿ࠺࠼࡛ᇶ┙࡞ࡿሗࡢ㞟
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⯟ᾏᏳࠊᾏὒᶒ┈☜ಖࠊ㜵⅏ࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭ಖㆤࠊ
ᾏὒ㈨※㛤Ⓨ࠸ࡗࡓከᵝ࡞┠ⓗ࡛ࡢά⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼ࠊᾏὒ
ㄪᰝࠊᾏὒほ ࡢ⬟ຊྥୖࢆ᩿ᅗࡾࠊࡑࢀࡽࢆィ⏬ⓗᐇࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝࡀᅜ㐃ᾏὒἲ᮲⣙ᇶ࡙ࡁ㐺ษ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊἲࡀᨭ㓄ࡍࡿᾏὒ⛛ᗎࡢ⥔ᣢ࣭ᙉྥࡅ࡚ᑟ
ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ࠸࠺ពࢆᣢࡘࠋ
ࡲࡓࠊᾏὒㄪᰝࠊᾏὒほ ࡼࡿᅜ㝿㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ
ᅜ㝿♫࠾ࡅࡿᑟຊ࣭Ⓨゝຊࡢྥୖࡁࡃᐤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ



ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢ≀⌮ⓗ࡞≧ἣࢆ⾨ᫍ⏬ീ➼ࡼࡾ⥅⥆
ⓗᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊప₻⥺ࡢಖࠊἈࣀ㫽ᓥࡢ㣗ᑐ⟇➼ࡢಖ
࣭⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅜቃ㞳ᓥࡣᡤ᭷⪅
᫂ࡢᅵᆅࡀᏑᅾࡍࡿᐃࡉࢀࡿࡇࡽࠊᅜᐙᏳಖ㞀ࡢほⅬࡽ
ᅵᆅᡤ᭷ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋᅵᆅ⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࠸ࡗࡓ
⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
    ࡉࡽࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢᾏὒᶒ┈
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢάືࡋ࡚ࠊᚋࠊᾏὒ┘どࠊ㡿ᾏ㆙ഛࠊ㐪ἲ᧯ᴗࡢ
ྲྀ⥾➼ࢆ୍ᒙᙉࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ᭷ேᅜቃ㞳ᓥἲࡀᖹᡂ
 ᖺ  ᭶ᡂ❧ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣྠἲᇶ࡙ࡃ᪂ࡓ࡞ᅜࡢ㈈ᨻᥐ⨨
ࡀㅮࡌࡽࢀࡿ࡞ࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶ┙࡞ࡿ㔜せ࡞⟇
ࡀ᪂ࡓ╔ᡭࡉࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ᭷ேᅜቃ㞳ᓥᆅᇦࡢಖཬࡧᆅᇦ♫
⥔ᣢࡢ⟇ࡼࡾࠊᙜヱᆅᇦࡢᣐⅬᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≉ᐃ㞳ᓥ㸦༡㫽ᓥཬࡧἈࣀ㫽ᓥ㸧࠾ࡅࡿ ‴タࡢᩚഛ࣭⟶⌮
ࡢ᥎㐍ࡸ↓ேᅜቃ㞳ᓥࡢᣐⅬタࡢタ⨨࡞ࠊ㛵ಀ⟇ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅜቃ㞳ᓥゝࢃࢀࡿᑠᵝࠎ࡞㸳㸮㸮ᓥࡶཬࡪ㞳ᓥࡀᏑᅾࡋ⥆ࡅࡿ

ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ



࢜ ேᮦ⫱ᡂࠊ⌮ゎቑ㐍
  ᾏὒ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞άືࡀࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᏳࡀ☜ಖࡉࢀࡓୖᡂࡾ
❧ࡘ࠸࠺ㄆ㆑ࢆᗈࡃᅜẸ࿘▱ࡍࡿࡶࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀㛵ࡍ
ࡿ▱ぢࢆᣢࡘேᮦࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊᾏὒேᮦࢆᗈࡃ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙᏳಖ㞀ᡓ␎グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫
ᇶ┙ࡢᙉࡸ▱ⓗᇶ┙ࡢᙉ࠸࠺ほⅬࡽࠊᾏὒ㛵ࡍࡿேᮦ⫱
ᡂࠊ⌮ゎቑ㐍ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓேᮦ⫱ᡂࠊ⌮ゎቑ
㐍ࡣࠊᾏὒ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ሗࢆᅜෆእྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࠊᵝࠎ
࡞ᅜ㝿㆟ࠊᅜ㝿ᶵ㛵➼ேᮦࢆ㏦ࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿ࠸࠺㔜せᛶࢆ
ࡶࡘࠋ

ᅗࡿࡇࡣࠊᾏὒࡢ⏘ᴗ⯆┤⤖ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀
㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞ศ㔝࠾ࡅࡿᇶ┙ࡋ࡚ࡢព⩏ࡀ࠶ࡿࠋᏳಖ㞀ศ㔝
ཬࡧẸ⏕ศ㔝ࡢ୧᪉࡛ά⏝ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࣗࣝࣘࢫࢆព㆑ࡋࡓᾏὒ㛵㐃
ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࠊᢏ⾡ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࡶ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊࠕศ㔝ࡀ␗࡞ࡿಶูࢩࢫࢸ࣒ࡀ
┦㐃ᦠࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⮬❧࣭⮬ືࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࠊ♫ࡢ࠸
ࡓࡿࡇࢁ࡛᪂ࡓ࡞౯್ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡼࡾࠊ㸦୰␎㸧ᖜ
ᗈ࠸⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ㠉ࠊேࠎࡢാࡁ᪉ࡸࣛࣇࢫࢱࣝࡢኚࠊᅜẸ
ࡗ࡚㇏࡛㉁ࡢ㧗࠸⏕άࡢᐇ⌧ࡢཎືຊ࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࠖ
ࡉࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡣࠊ0'$ ࡢయไ☜❧࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ពࢆᣢࡘࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊୖグᇶᮏィ⏬࠾ࡅࡿࠕ6RFLHW\ࠖࡢᴫᛕࢆᾏὒศ㔝࡛
ࡶ㐺ᛂࡍࡃࠊ↓ேᶵ㸦$89ࠊ529 ➼㸧ࡸࢻ࣮ࣟࣥ➼ࡢࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡢᢏ⾡
㛤Ⓨཬࡧࡑࢀࡽࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᚋ୍ᒙ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊࡇ
ࢀࡽࡢᢏ⾡ຍ࠼ࠊ⾨ᫍ㛵㐃࣭ᾏὒ┘どᢏ⾡ࠊࢹ࣮ࢱ࣭ሗࡢྲྀᚓ࣭ゎ
ᯒᢏ⾡➼ࡘ࠸࡚ࠊᏳಖ㞀┤⤖ࡍࡿ㔜せ࡞ᢏ⾡ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏࠊ⤫
ྜⓗ࡞⌮ゎά⏝ࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᐇ⌧ࡼࡾࠊ⤫ྜⓗ࡞ᅜຊࡢྥୖࢆᅗࡾࠊᡃࡀᅜ᭷࡞ᾏ
ὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࢆฟࡍࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ

12

ཧ⪃㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ㛵㐃ᛶ࠾࠸࡚ࠊୖグ㹼࢜ࡢ⟇ࡀᾏὒࡢᏳ
ಖ㞀ࡢほⅬࡽࡢࡼ࠺ᩚ⌮࡛ࡁࡿࢆࡲࡵࡓࡶࡢ㸦㸧
 $ᾏὒᶒ┈ࡢ☜ಖ



࢚ ⛉Ꮫᢏ⾡ࠊ◊✲㛤Ⓨ
  ࢃࡀᅜࡢᢏ⾡ຊࡣࠊ⤒῭ຊࡸ㜵⾨ຊࡢᇶ┙࡛࠶ࡾࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢಁ㐍ࢆ

－ 79 －
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ղ ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ⿵ᙉ࡞ࡿ⟇
 ⤒῭Ᏻಖ㞀
  ᡃࡀᅜࡢᾏὒᶒ┈☜ಖࡢほⅬࡽࠊᡃࡀᅜ⟶㎄ᾏᇦ࠾࠸࡚㐺ษㄪᰝ
άືࡸ⁺ᴗάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ
㛤Ⓨࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ㝣Ჴࡢᘏ㛗㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⥅⥆ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ⟶㎄
ࡍࡿⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࢆᅜෆእ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᾏὒᶒ┈☜ಖࡢほⅬ
ࡽ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᾏὒ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭㖔≀㈨※ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㈨※Ᏻᐃ౪⤥ࡢࡓࡵ౪
⤥※ࢆከゅࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀ࠖࡢどⅬࡀᚲせ࡛
࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡋ࡚ᾏὒ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭㖔≀㈨※㛤Ⓨࡢ⏘ᴗྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡣ⤒῭Ᏻಖ㞀ࡢ㠃ࡽࡶព⩏ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜࡀ⟶㎄ᾏᇦࢆ✚ᴟ
ⓗ⏝࣭⟶⌮ࡍࡿࡇࡣࠊㅖእᅜᑐࡍࡿ⟶㎄ᾏᇦࡢ᫂♧ࡸㅖእᅜࡼ
ࡿᙜ࡞ᾏὒㄪᰝࢆ┘ど࣭ᢚไࡍࡿព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
Ỉ⏘㈨※ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ⏘ᇶᮏィ⏬ࡸ᪥ᮏᏛ⾡㆟࠾࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊỈ⏘㈨※ࢆ⟶⌮࣭⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ⁺༠ࡸ⁺ᴗ
⪅ࢆ୰ᚰࡋࡓᅜቃ㆙ഛᶵ⬟ࢆᨭࡍࡿഃ㠃ࡸࠊ⟶㎄ᾏᇦࡢ✚ᴟⓗ࡞⏝
ࡼࡿᾏὒᶒ┈ࡢ☜ಖࠊᾏ㞴Ⓨ⏕ࡢ⁺ᴗ⪅ࢆ୰ᚰࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ⤌
⧊➼ࡼࡿᨭయไࠊࡲࡓࡣࠊỈ⏘㈨※⮬యࡀᣢࡘ㣗ᩱᏳಖ㞀ୖࡢព⩏
➼ࠊከ㠃ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⁺ᴗ⪅ࡢᣢࡘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡍࡿࡇ
ࡣᾏὒࡢᏳಖ㞀࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᾏὒᅜᐙ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊ⤒῭άື࣭ᅜẸࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞≀ὶᇶ
┙࡛࠶ࡿᾏ㐠ࡢᏳᐃⓗ࡞ᾏୖ㍺㏦ࡢ☜ಖࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ᪥ᮏ⡠
⯪࣭᪥ᮏே⯪ဨࢆ୰᰾ࡋࡓᏳᐃⓗ࡞ᾏୖ㍺㏦యไࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ
᪥ᮏࡢᾏ㐠♫ࡀ㐠⯟ࡍࡿ⯪㝲ࡀᅜ㝿➇தຊࢆ⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡇࡀ⤒῭

13

ࡢከᵝ࡞⯟㊰ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

Ᏻಖ㞀ࡢほⅬࡽ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㠀ᖖࡢᾏୖ㍺㏦⥙ࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵ
ᡃࡀᅜࡢᅜ㝿≀ὶࡢࢇࢆᨭ࠼ࡿࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥࡢᏳ☜ಖࡢほⅬ
ࡽࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥἢᓊᅜࡢ ‴➼ࡢࣥࣇࣛࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ពࢆᣢࡘࠋ≉
せ࡞ ‴➼࠾ࡅࡿ㐠Ⴀᡃࡀᅜࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡸࠊᡃࡀᅜࡢ
ᴗࡸᅜẸࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᒎ㛤ࢆᨭ࠼ࡿ≀ὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅜ㝿➇தຊ
ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ࢥࣥࢸࢼᡓ␎ ‴ࠊᅜ㝿ࣂࣝࢡᡓ␎ ‴ࡸ /1* ࣂࣥ
࢝ࣜࣥࢢᣐⅬ࡞ࡢᾏୖ㍺㏦ᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿࡇࡣࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ
㞀⎔ቃࢆᡓ␎ⓗ⥔ᣢ࣭ᨵၿࡍࡿୖࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
    ᾏ㐠ᴗ࣭㐀⯪ᴗ࠸ࡗࡓᾏὒ⏘ᴗࡢ⯆ཬࡧᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡣࠊ⤒
῭ຊࠊ㜵⾨ຊࡢᇶ┙࡛࠶ࡿᢏ⾡ຊࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜ
ࡀ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ຊࢆάࡋ࡚ᅜ㝿♫㈉⊩ࡋᙺࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆ㏻
ࡌࠊᡃࡀᅜࡢᏳಖ㞀⎔ቃࢆ⥔ᣢ࣭ᨵၿࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

 ᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭ಖㆤ
   ᡃࡀᅜࡢ⟶㎄ᾏᇦࡘ࠸࡚ᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭ಖㆤ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ☜ᐇ
ᐇࡋࠊࡑࡢᡂᯝ➼ࢆ✚ᴟⓗබ⾲ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊᡃࡀᅜࡢ⟶㎄ᶒ
ࢆᅜෆእ᫂♧ࡋࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᶒ┈ཬࡧ⠊ᅖࡢ᫂☜ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
    ᾏὒ⎔ቃࡢಖ➼ࡣࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ  ࢪ࢙ࣥࢲ
㸦6'*V㸧ࠖࡢ  ␒┠ࡢ┠ᶆࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᆅ⌫つᶍࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡾࠊࠕே㛫ࡢᏳಖ㞀ࠖࡢほⅬࡽࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ୖࡢព⩏ࢆࡶ
ࡘࠋࡉࡽࠊẼೃኚືศ㔝࠾ࡅࡿᅜෆฟ๐ῶࡢྲྀ⤌ࡸࡑࡢࠊᅜ㝿
♫ࡀ┤㠃ࡍࡿᵝࠎ࡞⎔ቃ㛵ࡍࡿၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊᮏ
᮶ࡢᾏὒ⎔ቃ㛵ࡍࡿㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇຍ࠼ࠊᅜ㝿♫࠾ࡅࡿಙ
㢗ࡸⓎゝຊࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊẼೃኚື➼㉳ᅉ
ࡍࡿᾏὒ⏤᮶ࡢ⮬↛⅏ᐖ➼㛵㐃ࡋࠊᡃࡀᅜࡀ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡞ࢆඹ
᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊᅜࡢ⮬↛⅏ᐖ➼ࡢᙳ㡪ࢆ๐ῶࡍࡿࡇࡣࠊᡃࡀᅜ
ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸Ᏻಖ㞀⎔ቃࢆసࡾฟࡍࡇ࡞ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᅜᐙ⟶㎄ᶒእ༊ᇦࡢᾏὒ⏕≀ከᵝᛶ㸦%%1-㸧ࡢ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸
ࡿࡀࠊᅜ㝿බඹ㈈ࡢ⏝ཬࡧಖࡘ࠸࡚ࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡇࢆồࡵ࡚
࠸ࡃࡇࡣࠊࠕἲࡢᨭ㓄ࠖࡢாཷࡢほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ࠊᮃࡲࡋ
࠸Ᏻಖ㞀⎔ቃࢆసࡾฟࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ

ཧ⪃㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢ㛵㐃ᛶ࠾࠸࡚ࠊୖグࠊࡢ⟇ࡀᾏὒࡢᏳ
ಖ㞀ࡢほⅬࡽࡢࡼ࠺ᩚ⌮࡛ࡁࡿࢆࡲࡵࡓࡶࡢ㸦㸧
 $⤒῭Ᏻಖ㞀ࡢほⅬ

࣭ᾏὒㄪᰝάື

࣭㡿ᇦ㆙ഛ
%ᾏὒ┘どᶵ⬟ࡢᨭ
&ᾏὒࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࠊἲࡢᨭ㓄ࡢᙉ
'ᅜ㝿㐃ᦠ࣭༠ຊ
(ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ᏻಖ㞀⎔ቃࡢᨵၿ
)♫ᇶ┙ࠊ▱ⓗᇶ┙ࡢᙉ
࣭ࢹ࣮ࣗࣝࣘࢫᢏ⾡ࡢ☜ಖ
*0'$ ࡢ㈉⊩
࣭ᾏὒ≧ἣᢕᥱ㸦0'$㸧ࡢయไ☜❧ࡢࡓࡵࡢᇶ┙➼

࣭Ᏻಖ㞀ୖࡢ㔜せ࡞ᇶ┙ሗྲྀᚓ

࣭ᡃࡀᅜࡢᾏὒᶒ┈☜ಖࡢࡓࡵࡢᾏὒほ

－ 80 －

15

࠾ࢃࡾ
  ࡇࢀࡲ࡛㏙ࡓࡼ࠺ᾏὒࡢᏳಖ㞀⎔ቃࢆ⥔ᣢ࣭ᨵၿࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓ
ࡋ࡚⥲ྜⓗ࣭⤫ྜⓗ࡞ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡶࠊᡓ␎ⓗᾏὒᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࡣ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘࠊḟࡢ➨㸱ᮇᾏὒᇶᮏィ⏬
࠾࠸࡚ࡣࠊ⟇ࡢᐇࡢྍྰࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢィ⏬
࠾࠸࡚ࠊ⏕ࡌࡓᾏὒᨻ⟇ୖࡢၥ㢟ࡸ⌧ሙࡽࡢពぢࡶ༑ศ㋃ࡲ࠼ࠊᚋ㸯㸮
ᖺ㛫ࢆぢᤣ࠼ࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁ⟇ࢆ᫂ࡽࡋࠊᡃࡀᅜࡀ⥲ྜⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡁ㔜せ࡞ᨻ⟇ࡢࡦࡘࡋ࡚ࠊࡢ⟇ྠᵝࠊᢸᙜ㒊ᒁᕤ⛬⾲
ࢆ᫂ࡽࡋࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ᨵၿྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋᮏᥦゝࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࡇࢆせᮃ
ࡍࡿࠋ



'ᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡼࡿᏳಖ㞀ࡢ㈉⊩
(ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡢᑐᛂ
)ᾏὒᶒ┈
*⅏ᐖ࣭ᨾࡢᑐᛂ

&㣗⣊Ᏻಖ㞀ࡢほⅬ

%࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀ࡢほⅬ

ཧ⪃㈨ᩱ 

➨㸵ᅇ㸦㸷᭶㸰㸰᪥㸧㸸ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨࠖሗ࿌᭩㸦㸧ࡘ࠸࡚

➨㸴ᅇ㸦㸷᭶ 㸶᪥㸧㸸ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨࠖሗ࿌᭩㸦㸧ࡘ࠸࡚

➨㸳ᅇ㸦㸶᭶ 㸷᪥㸧㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶᒙ㸦㸰㸧

➨㸲ᅇ㸦㸵᭶㸯㸮᪥㸧㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶᒙ㸦㸯㸧

➨㸱ᅇ㸦㸴᭶ 㸷᪥㸧㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀࠾ࡅࡿ⟇ࡑࡢ㐃ᦠ㸦㸰㸧

➨㸰ᅇ㸦㸳᭶㸰㸳᪥㸧㸸ᾏὒࡢᏳಖ㞀࠾ࡅࡿ⟇ࡑࡢ㐃ᦠ㸦㸯㸧

➨㸯ᅇ㸦㸲᭶㸰㸳᪥㸧㸸ᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡁᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡘ࠸࡚

㸰㸬ᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨ 㛤ദᐇ⦼

  

 ͤࡑࡢࠊ㆟㢟ᛂࡌ࡚㛵ಀ┬ᗇ➼ࡀཧຍ

ᅜᐙᏳಖ㞀ᒁࠊእົ┬ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᾏୖಖᏳᗇࠊ㜵⾨┬

㸦㸱㸧㛵ಀ┬ᗇ

         ͤ➨㸱ᅇࠊ➨㸲ᅇྜࡢࡳฟᖍ

  ࣭ఀ⸨ ಇᖾ ඖᾏୖ⮬⾨㝲࿋ᆅ᪉⥲┘ࠊ㔠ἑᕤᴗᏛࣀ㛛Ꮫ㝔ᩍᤵ

ᰴᘧ♫▼ᕝ〇సᡤ ྲྀ⥾ᙺ ᮾி◊✲ᡤᡤ㛗

  ࣭⚟ᮏ ฟ  ඖᾏୖ⮬⾨㝲ᖿ㒊Ꮫᰯᰯ㛗ࠊᅜᐙᏳಖ㞀ᒁ㢳ၥࠊ

࣭బ⸨ 㞝 ๓ᾏୖಖᏳᗇ㛗ᐁࠊᾏୖಖᏳ༠⌮㛗

࣭ዟ⬥ ┤ஓ ᫂Ꮫ◊✲࣭▱㈈ᡓ␎ᶵᵓᐈဨ◊✲ဨࠊᮾிᏛྡᩍᤵ

㸦㸰㸧᭷㆑⪅



  ࣭బ⸨ ៅྖ ᮾிᏛᏛ㝔ᩍᤵ ͤ➨㸰ᅇྜࡢࡳฟᖍ

  ࣭๓⏣ ⿱Ꮚ ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ┘ࠊᰴᘧ♫ࢭࣝࣂࣥࢡྲྀ⥾ᙺ

  ࣭ྂᗉ ᖾ୍ ඖᾏୖᖥ㛗

࣭㧘ᓥ ṇஅ ྜྠ♫ 70& ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ௦⾲

  ࣭වཎ ᩔᏊ㸦ጤဨ㛗㸧 ୖᬛᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ

㸦㸯㸧ཧ 

㸯㸬ᵓᡂဨ

ᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨ ᵓᡂဨ➼



－ 81 －








ᾏὒ⎔ቃࡢಖ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ᗇࢆᵓᡂဨࡍࡿࠕᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ಖ 37㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒㸧ࠖࢆタ⨨ࡋࠊࡑ
ࡢᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ
ᮏ㹎㹒࠾࠸࡚ࡣࠊᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ಖࢆᖜᗈࡃᤊ࠼ࠊ⎔ቃᇶᮏィ⏬ࢆࡣࡌࡵࡍ
ࡿ㛵㐃⟇ࡢᩚྜᛶࢆᅗࡾࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ㦵᱁࡞ࡿ⟇㛵ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞᪉
㔪ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊཧ㆟࣭ᇶᮏィ⏬ጤဨᑐࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ➨୍㒊ࠕᾏὒ㛵ࡍࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࠖ
┒ࡾ㎸ࡴࡁෆᐜࡋ࡚ࠊྥࡇ࠺  ᖺ㛫␃ࡲࡽࡎ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖ
㛵ࡍࡿᡃࡀᅜࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸦⌮ᛕ㸧ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒ⎔ቃࡢせ
ㄢ㢟㛵ࡍࡿḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⧳ࡵࢆ⾜࠺
ࡇࡍࡿࠋ

ᖹᡂ  ᖺᗘཧ㆟ពぢ᭩ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᥦฟ ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᾏὒࡢᣢ⥆ⓗ㛤Ⓨ࣭
⏝⎔ቃಖࡢ୧❧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛᪩ᛴ᪉ྥᛶࢆᐃࡵࡿࡁㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᅜ㝿♫࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ⌫ ᬮࡸᾏὒ㓟ᛶࡢᑐᛂࠊᾏὒ⏕≀ከᵝᛶ
ࡢಖᣢ⥆ⓗ⏝ࠊᾏὒࡈࡳࡢᅇ࣭ฎ⌮࣭Ⓨ⏕ᢚไ➼ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀḟࠎ㢧ᅾࡋࠊ
ᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ಖᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡞ࡃ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠖࡇ࡞ࡀᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕᡃࡀᅜࡢᾏὒ⎔ቃಖࡢ⪃࠼᪉ࢆᅜෆእ᫂♧ࡋࠊᅜ㝿ⓗ
࡞㆟ㄽᙧᡂ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠖࡢㄆ㆑ࡢࡶࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾ࡅࡿ
せࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠕᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ಖࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡁࡇࡀᥦゝࡉࢀࡓࠋ

ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊ྜ࠾࠸࡚ࠊせࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊ
ᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠊᾏὒࡢ⏘ᴗ⏝ࡢಁ㐍ࠊᾏὒேᮦࡢ⫱ᡂ➼ࡶࠊᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ
࣭ಖࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡀᢎࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊཧ㆟ࡢୗ⤌⧊ࡉࢀࡓᇶᮏィ⏬ጤဨࠊཧࠊ᭷㆑⪅ཬࡧ㛵ಀᗓ┬

⫼ᬒ࣭┠ⓗ



1

ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᜠᜨࡣࠊ」㞧ࡘከᵝ࡛ࠊᖖኚືࡍࡿᾏὒ⎔ቃᨭ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒࡣࠊẼೃኚືࢆ⦆ࡍࡿ࠸࠺ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊẼೃኚື

2

ືࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕẼೃኚືࡢᙳ㡪ࡢ㐺ᛂィ⏬ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ࠖཬࡧࠕᆅ⌫

ᬮᑐ

ࡢࢀࡓ⥲ྜⓗ࡞ᾏᓊ✵㛫ࡢಖࠊ⥲ྜⓗ࡞ᅵ◁⟶⌮ࠊᾏὒࡈࡳᑐ⟇ࠊ㛢㙐ᛶᾏᇦࡢ⟶
⌮➼㸧࡞ࡘ࠸࡚ࠊᅜෆᑐ⟇ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊㅖእᅜࡶ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡞ࡀࡽㅖㄢ㢟ࡢゎ
Ỵྲྀ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ㛫ࡶࠊẼೃኚືక࠺ᾏỈ ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶࠊ
⏕≀ࡢ⏕ᜥ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊࢧ
ࣥࢦ♋ࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡢ႙ኻࠊᾏὒ୰⁻╔࣭⁻ὶ࣭ሁ✚ࡍࡿᾏὒࡈࡳ࡞ᵝࠎ࡞
ㄢ㢟ࡢ㢧ᅾࢆཷࡅࠊᾏὒ⎔ቃࡢ㛵ᚰࡀᅜෆእ࡛㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᾏᇦࡣ୍᪦ᾏὒởᰁࡀ⏕ࡌࡿࠊởᰁ⠊ᅖࡢ≉ᐃࡸởᰁࡢᣑ㜵Ṇ࣭ᅇᥐ⨨
ࢆㅮࡌࡿࡇࡀ㠀ᖖᅔ㞴࡛࠶ࡿ࠸࠺≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ୡ௦ࢃࡓࡗ࡚ᾏὒ
ࡽࡢᜠᜨࢆᣢ⥆ⓗாཷࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᡃࡀᅜࡣࡘ࡚⤒῭Ⓨᒎࡢ㐣⛬࡛ᾏὒởᰁ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢດຊࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆᩍカࠊᾏὒởᰁࡢ≉
ᛶ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏὒ⎔ቃࢆ㐺ษಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᾏὒ⎔ቃࢆᕠࡿໃࡢኚ➼㸧
ࡇ࠺ࡋࡓ࡞ࠊ⌧⾜ィ⏬⟇ᐃᚋࠊᅜ㝿ⓗࡣᾏὒ⎔ቃࡢㅖㄢ㢟ゎỴ㔜せ࡞ᙺࢆᯝ
ࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡁ࡞ືࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᅜ㐃ࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣࠊ
ᖺࢆᮇ㝈ࡍࡿᅜ㝿♫యࡢ㛤Ⓨ┠ᶆࡋ࡚ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ  ࢪ࢙
ࣥࢲ㸦6'*V㸧ࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡛ࠕᾏὒ࣭ᾏὒ㈨※ࡢಖཬࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࠖ
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ┠ᶆ 6'* ࡀタᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ6'* ࡢᐇಁ㐍ྥࡅᖹᡂ  ᖺ 
᭶㛤ദࡉࢀࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢦ࣮ࣝ  ࡢᐇࡢࡓࡵࡢࣁࣞ࣋ࣝྜ㸦6'* ᐇ
ᨭᅜ㐃㆟㸧࡛ࡣࠊ6'* ࡢᐇಁ㐍ྥࡅࠊ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ ᐖ㛵ಀ⪅
ࡀྲྀࡾ⤌ࡴලయⓗ⾜ືࢆิᣲࡋࡓᡂᯝᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿࡶࠊྛᅜ➼ࡼࡿ⮬ⓗ
ྲྀ⤌ࡀᮏ㆟࢙࢘ࣈࢧࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓ᪨ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ
Ẽೃኚືࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨  ᅇ⥾⣙ᅜ㆟
&23 ࠾࠸࡚ࠊ ᖺ௨㝆ࡢ ᬮᑐ⟇ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠕࣃࣜ༠ᐃࠖࡀ᥇
ᢥࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⏕≀ከᵝᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙➨  ᅇ⥾
⣙ᅜ㆟ &23 ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓឡ▱┠ᶆࡢ୍㒊ࡢ┠ᶆࡀ 6'* ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ᭦ࠊ
ᖹᡂ  ᖺ௨㝆ࡢ * ࢧ࣑ࢵࢺ㤳⬻ᐉゝ➼࠾࠸࡚ࠊ࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡴᾏὒࡈ
ࡳᑐ⟇ࡢ㔜せᛶࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠊᾏὒ㓟ᛶ࡞ࡢᾏὒ⎔ቃࡢᛴ㏿࡞ኚࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡓࡵࡢᾏὒほ ࡢᙉゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿ືྥᑐࡋࠊᅜෆ࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⏕≀ከᵝᛶ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ⏕≀ከᵝᛶᅜᐙᡓ␎ ࠖᇶ࡙
ࡃ⏕≀ከᵝᛶᨭ࠼ࡽࢀࡿ⮬↛ඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẼೃኚ

ⓗྲྀ⤌ࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃ࣭⟶⌮➼ ࠊἢᓊᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮㸦㜵ㆤ࣭⎔ቃ࣭⏝ࡢㄪ


ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࡣᾏὒయࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡀཬࡪ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⌧⾜ࡢᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢୗ࡛ࡣࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖ➼㛵ࡋ࡚ࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢ☜ಖ ᡓ␎

క࠺ᾏỈ ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶ࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᾏὒ⎔ቃࡣࠊᾏὒࡢࡳ࡞ࡽࡎ㝣
ᇦ࠾ࡅࡿ♫⤒῭άືࡢᣑࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࠊἢᓊᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏ࿘㎶ᾏᇦࠊ᭦

ᾏὒ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ಖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ሗ࿌᭩

㸦ᾏὒࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᾏὒ⎔ቃಖࡢ㔜せᛶ➼㸧
ᾏὒࡣࠊᆅ⌫ୖࡢከᵝ࡞⏕≀ࡢ⏕ᜥࡸᡃࠎࡢ㇏࡛₶࠸ࡢ࠶ࡿ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡅࡀ࠼
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3

ಖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊỈ⏘㈨※ࡢᣢ⥆ⓗ࡞⏝➼ࡶ⪃៖ࡋࡓ㇏࡞ᾏ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡋ


㸦ᾏὒ⎔ቃࡢಖ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸧
㸺6'*V ➼ᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳࢆάࡋࡓᾏὒ⎔ቃࡢಖ㸼
ୖグࡢࡼ࠺࡞ᅜෆእ࠾ࡅࡿㅖໃࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼ࠊே㢮ඹ㏻ࡢ㈈⏘࡛࠶ࡿᾏὒ㛵
ࡍࡿᵝࠎ࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆάࡋࠊㅖእᅜࡶ㐃ᦠࠊ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊᾏὒ⎔ቃಖ
✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ6'* ࡛ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵ
ᾏὒ࣭ᾏὒ㈨※ࢆಖࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙧ࡛⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᾏὒࡈࡳࡸᐩᰤ㣴ࢆྵࡴ
ᾏὒởᰁࡢ㜵Ṇࠊᾏὒཬࡧἢᓊࡢ⏕ែ⣔ࡢᅇࠊᾏὒ㓟ᛶࡢᙳ㡪ࡢ᭱ᑠ㝈ࠊἢᓊᇦ
ཬࡧᾏᇦࡢಖ࡞ᖜᗈ࠸ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᐇ⌧ᖺ㝈ࢆྵࡴලయⓗ࡞┠ᶆࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ྛᅜࡶ㐃ᦠࡋ࡚㐺ษᑐฎࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜࡣࠊࡑࡢ㧗࠸
⛉Ꮫㄪᰝᢏ⾡➼ࢆάࡋ࡚ࠊᾏὒㄪᰝ࣭ほ ࢆ⥅⥆ⓗࡘⓗ☜ᐇࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌
ࡳࡢୗ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱ➼ࡢඹ᭷ࡸேᮦ⫱ᡂάࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞㆟ㄽ✚
ᴟⓗ㛵ࡋ࡞ࡀࡽᾏὒㄪᰝᢏ⾡࣭ᶵჾࡢᶆ‽ࡸ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭἲࡢᇶ‽࡙ࡃࡾࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ᭦ࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖཬࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝㈨ࡍࡿࠕᅜᐙ⟶㎄ᶒእ༊ᇦ࠾
ࡅࡿᾏὒ⏕≀ከᵝᛶ㸦%%1-㸧ࠖ࡞㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸࠊ᪤Ꮡࡢᯟ
⤌ࡳ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ࠊண㜵ⓗࣉ࣮ࣟࢳࡢ⪃࠼᪉ࡶྲྀࡾධࢀࡘࡘࠊ⛉Ꮫ
ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙ࡃᾏὒࡢᣢ⥆ⓗ࡞㛤Ⓨ࣭⏝ಖࢆᇶᮏࡍࡿᡃࡀᅜࡢ⪃࠼᪉ࡀ㐺ษ
ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㸺ᾏὒ⎔ቃࡢಖࢆ๓ᥦࡋࡓᾏࡢᜨࡳࡢᣢ⥆ⓗ࡞ாཷ㸼
ᡃࡀᅜࡣᾏὒࡢඹ⏕ࢆཎⅬࡍࡿᾏὒᅜᐙࡋ࡚ࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖࢆ๓ᥦࡋࡓᣢ
⥆ⓗ࡞ᾏὒ㈨※ࡢ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊᾏὒࡢ㇏࡞ࡵࡄࡳࢆᣢ⥆ⓗாཷࡋࠊ㇏
࡛₶࠸ࡢ࠶ࡿ⏕άࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊྂࡃࡽἢᓊᇦ࠾
࠸࡚ࠊ⮬↛⏕ែ⣔ㄪࡋࡘࡘேᡭࢆຍ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ㧗࠸⏕⏘ᛶ⏕≀ከᵝᛶࡀᣢ
⥆ⓗ⥔ᣢࡉࢀࡿᾏᇦࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓᾏᇦࡣࠕ㔛ᾏࠖࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ἢᓊᇦࡢᾏὒ⎔ቃࡢಖ࣭⏕ࠊ⮬↛⅏ᐖࡢᑐ⟇ࠊᆅᇦఫẸࡢ౽ᛶྥୖ➼ࢆᅗࡿほ
Ⅼࡽࠊࠕ㔛ᾏࠖ࡞㈗㔜࡞⤒㦂ࡶάࡋ࡚ࠊ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ༠ാࡢୗ࡛㝣ᇦᾏᇦࢆ
୍యⓗࡘ⥲ྜⓗ⟶⌮ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㛢㙐ᛶᾏᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊỈ㉁➼ࡢ
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ࡶ 㸣ࢆಖࡍࡿࡢ┠ᶆࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊࠕ⏕≀ከᵝᛶᅜᐙᡓ␎ ࠖཬࡧ⌧⾜ࡢ

㸦㸧ᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃཬࡧ⟶⌮ࡢᐇ㸦⏕≀ከᵝᛶࡢ☜ಖ㸧
ᾏὒࡢ⏕ែ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙧ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᾏὒࡢ⏕≀ከᵝᛶࢆ
㐺ษಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊᾏὒࡢ⏕ែ⣔ࡢ࡞ᵓ㐀ᶵ⬟ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋᡃࡀᅜࡣࠊྂ᮶ࡼࡾ⁺ᴗ⪅⮬㌟ࡼࡿ⮬ⓗ࡞⚗⁺༊࣭⚗⁺ᮇ㛫ࡢタᐃࡸ⸴ሙ࣭
ᖸ₲ࡢಖ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᣢ⥆ⓗ⁺ᴗ㈨※ࢆ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ㛗ࡁࢃࡓࡾ⾜ࡗ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚⏕≀ࡢከᵝᛶࡶಖࡉࢀ࡚ࡁࡓ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୍᪉࡛㝣ᇦࡽࡢ⎔ቃởᰁࡸ㛤Ⓨࡢᙳ㡪࡛༴ᶵⓗ࡞≧ἣࡶ┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓࠋᾏὒࡢ⏕≀
⏕ែ⣔ࡢಖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ┦ᑐⓗ㔜せᗘࡢ㧗࠸ሙᡤࢆᢳฟࡋ࡚⟇ࢆ㔜Ⅼ
ⓗᒎ㛤ࡍࡿࡇࡸࠊࠕ㔛ᾏࠖࢆࡵࡊࡋࡓྛᆅࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࢆࡶ⏕ࡋࠊ᪤Ꮡࡢ♫
⤒῭άືࡸᵝࠎ࡞ィ⏬࣭ไᗘࡢᩚྜࢆᅗࡾࡘࡘࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃᣑࡸ⟶⌮ࡢ
ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ឡ▱┠ᶆཬࡧ 6'* ࠾࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡲ࡛㡿ᾏཬࡧⓗ⤒῭Ỉᇦࡢᑡ࡞ࡃ

ձ ᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢୗ࡛ࡢᾏὒ⎔ቃࡢಖࡢ᥎㐍


⟇㸧

ᾏὒ⎔ቃࡢせㄢ㢟㛵ࡍࡿᚋ  ᖺ㛫ࡢྲྀ⤌ࡢᅾࡾ᪉㸦ㅮࡎࡁ⟇ࡢ᪉ྥ࣭ලయ

ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ㔜せㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠕᾏὒࡢᏳಖ㞀ࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏ
ὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨ࠾࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋᾏὒ⎔ቃࡢಖࡢࡓࡵࡢ
ᅜ㝿ⓗ࡞㐃ᦠࡸ༠ຊࡢ᥎㐍ࠊ⮬↛⅏ᐖ➼ࡶᑐᛂࡋࡓἢᓊᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮ࠊ⏕≀ከᵝᛶ
ࡢಖᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࡢࡓࡵࡢᾏᇦࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࠊᾏὒ≧ἣᢕᥱ 0'$ ࡢᾏὒ⎔ቃศ
㔝࡛ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝࡞ࠊᮏ 37 ࠾࠸࡚㆟ㄽࡉࢀࡓᾏὒ⎔ቃ㛵ࡍࡿ⟇ࡀᗈ࠸ព
࡛ᾏὒࡢᏳಖ㞀㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗ 37 ࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᾏὒ⏘ᴗࡢ୰࡛
ࡶὒୖ㢼ຊⓎ㟁ࡢ᥎㐍ࡸ㓟Ⅳ⣲ᅇ㈓␃㸦&&6㸧ࡢᐇ⌧࡞ࡀẼೃኚືࡢ⦆⟇
ࡋ࡚⎔ቃಖࡶ㈨ࡍࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྛ᪉㠃ࡢ㆟ㄽ㐃᥋ࡋ࡚ࠊᮏ
37 ࡛ࡣࠊᾏ⸴㢮ࠊᾏⲡ㢮ࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡢගྜᡂࡼࡾྲྀࡾ㎸ࡲࢀᅛᐃࡉࢀࡓ
㓟Ⅳ⣲ࠊ༶ࡕࣈ࣮࣮ࣝ࢝࣎ࣥಀࡿྲྀ⤌ࡀࠊẼೃኚືࡢ⦆⟇ࡋ࡚ᑗ᮶ⓗ࡞Ⓨᒎࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒᴗ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜẸ୍ே୍ேࡀᾏὒ
⎔ቃࢆᏲࡿࡇࡢษࡉࡸ⮬ࡽࡢ⏕άࡸ⾜ືࡢᅾࡾ᪉ࡀᾏὒ⎔ቃࡶᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᾏὒᩍ⫱ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺ᾏὒ⎔ቃ㛵ࡍࡿ⟇ࡣࠊᵝࠎ࡞ศ㔝ࡶᐦ᥋㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ␃ពࡋࠊᾏ
ὒ㛵㐃⟇ࢆ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊࡑࡢศᕸ➼ࡢᐇែᢕᥱࡀ༑ศ࡛࡞ࡃࠊ⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿᾏὒ୰ࡢ
࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࠊつᶍ࡞ⓑ⌧㇟ࡼࡾⴭࡋࡃຎࡋ࡚࠸ࡿࢧࣥࢦ♋⏕ែ⣔ࠊ
ኴᖹὒᾏᇦ࠾ࡅࡿ ,88 㐪ἲ࣭↓ሗ࿌࣭↓つไ ⁺ᴗࡢᣑ࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ࡸᨵၿάࡍ࡞ࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࢆά⏝ࡋࡓ㡰ᛂⓗ⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸺ᾏὒ㛵㐃⟇ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ㸼

ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊἢᓊᇦࡢಖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᾏᓊἲᨵṇ࡛タࡉ
ࢀࡓᾏᓊ༠ຊᅋయไᗘࡢୗ࡛ࠊẸ㛫ࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ༠ാࡼࡗ࡚ࠊᾏᓊΎᤲࡸ

ᾏ࠾ࡅࡿື᳜≀ࡢಖㆤ࡞ࡢ⎔ቃಖάືࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿ࠸࠺᪂ࡓ࡞ືࡁࡶฟ࡚

ࡋ࡞ࡀࡽࠊᾏὒࡢ≧ែࡀᖖኚືࡋࠊᏛ⾡ⓗࡶᮍゎ᫂࡞Ⅼࡀከ࠸࠸࠺ࡇࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊ⥅⥆ⓗࡘⓗ☜ᾏὒ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀ⤌ࡢ᳨ドࡸࡑࡢᚋࡢᑐ⟇ࡢ㑅ᢥ

⟇ィ⏬ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ࠖࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇
᥎㐍ἲࡀᨵṇࡉࢀࠊẼೃኚືࡢ⦆Ẽೃኚືࡢᙳ㡪ࡢ㐺ᛂ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡀ㐍
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ࡲࡓࠊබᾏᇦ➼࠾࠸࡚ ,88 ⁺ᴗࡢᣑࡀᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞⁺ᴗ⟶⌮ᶵ㛵➼
ࡼࡿᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᾏὒಖㆤ༊ࡢ㐺ษ࡞ᣦᐃ࣭㐠⏝ࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨ࣭⏝࠾ࡅࡿⓗ☜࡞⎔ቃᙳ㡪ホ౯࡞
ࡣࠊ%%1- ࡢಖᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࡢ᪉ࡗ࡚᭷┈࡞ᙺࢆᯝࡓࡋᚓࡿ࠸࠺ㄆ
㆑ࡢୗࠊ᪂༠ᐃࡢసᡂಀࡿᨻᗓ㛫㆟➼ࡢ㆟ㄽ✚ᴟⓗཧຍࡍࡿࠋ

ࡲࡓ⟶⌮ࡢ㉁ⓗ࡞ᐇࡶᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᢳฟࡉࢀࡓ㔜せᾏᇦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏᇦࡢ⏕ែ⣔ࡢ≉ᛶࡸ♫ⓗ⤒῭ⓗᩥⓗせᅉࢆ⪃៖

ࡋࠊࡲࡓࠊẼೃኚືࡢᙳ㡪ࡢ㐺ᛂ⟇ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶࡶᛕ㢌⨨ࡁࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋࠊ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⟶㎄ᶒෆỈᇦࡢ 㸣ࢆ㐺ษಖ࣭⟶⌮ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᾏ

ὒಖㆤ༊ࡢタᐃࢆ㐍ࡵࡿࠋ

5

ࡢ➨  ᅇ‽ഛጤဨྜ࠾࠸࡚ࠊ‽ഛጤဨࡢ່࿌ࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊྠ່࿌ࢆྵࡴሗ࿌᭩
ࡀᮏᖺᮎࡲ࡛ᅜ㐃⥲ᥦฟࡉࢀࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛᪂༠ᐃࡢ
సᡂ㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫㆟ࡢ㛤ദᮇ➼ࡀỴᐃࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
‽ഛጤဨྜࡣࠊከࡃࡢᅜࠎຍ࠼ࠊᅜ㝿ᶵ㛵ཬࡧ 1*2 ࡀཧຍࡋࠊάⓎ࡞㆟ㄽࡀ
⾜ࢃࢀࡓࡀࠊせㄽⅬ࡞ࡗࡓ  ศ㔝㸦ձᾏὒ㑇ఏ㈨※㸦0*5㸧ࠊղ༊ᇦᆺ⟶⌮ࢶ࣮ࣝ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᅜ㐃⥲㆟࠾࠸࡚ࠊᅜᐙ⟶㎄ᶒእ༊ᇦ࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ከᵝᛶ
㸦%%1-㸧ࡢಖᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿⣙᮰ࢆసᡂࡍࡿࡇࡀỴᐃࡉࢀࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆ࠊ᪂༠ᐃసᡂྥࡅࡓ‽ഛጤဨྜࡀ㛤ദࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏᖺ  ᭶

㸦㸧ᅜᐙ⟶㎄ᶒእ༊ᇦࡢᾏὒ⏕≀ከᵝᛶࡢಖཬࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝

ࡢᾐ㏱ࢆᅗࡾࡘࡘࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢ㐺ษ࡞タᐃ⟶⌮ࡢᐇࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏ 37 ࠾࠸࡚ࠊḟࡢㅖⅬࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࢆồࡵࡿពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽᡃࡀᅜ⟶㎄ᶒෆỈᇦࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟➼ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࡍࡿࡇ
࣭⟶⌮ࡢ㉁ⓗ࡞ᐇࡢෆᐜࡋ࡚ࠊ⸴ሙ࣭ᖸ₲ࡢಖࠊᾏὒࡈࡳࡢᅇࠊ⮬↛ᬒほࡸ⏕
ែ⣔ࡢಖ࣭⏕➼ࠊಖㆤ༊ࡢᣦᐃ┠ⓗᛂࡌࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࠋ


ᇦࡶຠᯝⓗ࡞ಖㆤ༊࡞ࡾ࠺ࡿ࠸࠺ᇶᮏㄆ㆑ࡢୗࠊ⁺ᴗ⪅➼ࡢᾏὒಖㆤ༊ࡢᚲせᛶ

ඹྠ⟶⌮ࡼࡗ࡚ࠊ⏕≀ከᵝᛶࢆಖᏑࡋ࡞ࡀࡽࠊ㈨※ࢆᣢ⥆ⓗ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᾏ

࣭ᾏὒಖㆤ༊ࡣ⁺ᴗ㈨※ࡢᣢ⥆ⓗ⏝㈨ࡍࡿ⟶⌮ᥐ⨨ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ⁺ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

Ⅼࢆ⨨࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡋࠊ⟶⌮ࡢᐇຠᛶࡸຠᯝ㛵ࡍࡿ᳨ドࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㡰ᛂⓗ⟶⌮

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃ᥎㐍ࡶࠊ⟶⌮ࡢ㉁ⓗ࡞ᐇ㔜

άࡋ࡚ࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

⪃៖ࡋࡘࡘࠊලయⓗ࡞タᐃࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ 㸣ࡢ┠ᶆ㐩ᡂ

ᇦ⁺ᴗ⟶⌮ᶵ㛵࠾ࡅࡿᑐ⟇ᙉ➼ࢆᑟࡍࡿࠋ

ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶ࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊ⬤ᙅᛶࡀ㧗࠸⏕ែ⣔࡛
ࡢྲྀ⤌ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࠋ
6

࠶ࡾࠊ῝้࡞≧ἣ࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣃࣜ༠ᐃࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓẼೃኚືࡢ⦆

Ẽೃኚືక࠺ᾏỈ

࣭ࢧࣥࢦ♋ࠊ⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡢ⏕ែ⣔ࡣࠊ

୍᪉ࠊ⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡶࠊከࡃࡢᕼᑡ
⏕≀ࡀ⏕ᜥࡋࠊከᵝ࡞⏕≀ࡢ⏘༸ࡸ⫱ᡂࡢሙ࡞ࡿ࡞ࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢ☜ಖࡸỈ⏘㈨※
ࡢ⥔ᣢᇵ㣴ࡗ࡚㈗㔜࡞ሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒῭ᡂ㛗ᮇࢆ㏻ࡌࡓἢᓊᇦ
ࡢ㛤Ⓨࠊ᭦ࡣ㏆ᖺࡢ㧗࠸ᾏỈ ࡢᙳ㡪➼࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㈗㔜࡞ሙࡢከࡃࡀኻࢃࢀ࡚ࡁ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢಖࡸ⏕ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ឡ▱┠ᶆ࠾࠸࡚ࡣࠊࢧࣥࢦ♋ࢆࡣࡌࡵࡍࡿẼೃኚືక࠺ᾏὒ㓟ᛶ➼ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡿ⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢேⅭⓗᅽຊࢆไᚚࡋࠊᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ6'* ࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ┠ᶆࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅ⌫つᶍ⏕≀ከᵝ
ᛶᴫἣ➨  ∧㸦 ᖺ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢேⅭⓗᅽຊࡣቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ
┠ᶆࡽ㐲ࡊࡗ࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊୡ⏺つᶍ࡛ࢧࣥࢦࡢⓑ⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡾࠊ࠼ࡤᡃࡀᅜ᭱
ࡢࢧࣥࢦ♋ᇦ࡛࠶ࡿ▼す♋†㸦Ἀ⦖┴㸧࠾࠸࡚ࡣࠊࢧࣥࢦ⩌యࡢ  ௨ୖࡀⓑࡋࠊ
 ࡀṚ⁛ࡍࡿ࡞ࠊ⬤ᙅ࡞ᾏὒ⏕ែ⣔ࡢ≧ែᝏࡀ㢧ᅾࡋࠊࡑࡢಖ⏕ࡣႚ⥭
ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏᖺ  ᭶ࡣࠊࢧࣥࢦつᶍⓑ⥭ᛴᑐ⟇㆟࠾࠸
࡚ࠕࢧࣥࢦつᶍⓑ⌧㇟㛵ࡍࡿ⥭ᛴᐉゝࠖᇶ࡙ࡃ⥭ᛴᑐ⟇ࢆ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚᥎
㐍ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸦࢘㸧⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢಖࡢᑐᛂ



ࡃ࠸࠺ほⅬࢆධࢀ࡚タᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ⟶㎄ᶒෆỈᇦ༨ࡵࡿᾏὒಖㆤ༊ࡢྜࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ

࣭බᾏᇦ➼࠾ࡅࡿ㧗ᗘᅇ㐟ᛶ㨶㢮➼ࡢ㈨※⟶⌮ࡢຠᯝࢆᦆ࡞࠺ ,88 ⁺ᴗᑐࡋ࡚ࠊᆅ

ࡇ࠺ࡋࡓ࡞ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶༡ᴟࡢࣟࢫᾏࠊୡ⏺᭱ࡢᾏὒಖㆤ༊ࡀ㛵ಀᅜࡢ
ྜពࡢࡶタᐃࡉࢀࡓࡀࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢಖࡶࠊᾏὒ㈨※ࢆᣢ⥆ⓗ⏝ࡋ࡚࠸

せᗘࡢ㧗࠸ᾏᇦࠖࢆ  ᾏᇦᢳฟࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶බ⾲ࡋࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧⾜
ࡢᾏὒᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚௨㝆ࠊᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃ㠃✚ࡣᚤࠎࡓࡿቑຍࡲࡗ࡚

࣭ࡇࢀࡲ࡛タᐃࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸Ἀྜᇦࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢᾏὒ⏘ᴗࡢ㛤Ⓨ࣭⏝࠸࠺㠃ࡶ

㸦$%07㸧ࠊճ⎔ቃᙳ㡪ホ౯㸦(,$㸧ࠊմ⬟ຊᵓ⠏࣭ᾏὒᢏ⾡⛣㌿㸦&%707㸧㸧ࡢ࠸ࡎࢀ
࠾࠸࡚ࡶ⤖ㄽࢆฟࡍࡇ࡞ࡃࠊᚋࡢ᳨ウጤࡡࡿࡢグ㏙ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࠊྠᵝࡢ┠ᶆࢆグ㍕ࡋࡓࠋ
ᾏὒಖㆤ༊ࡢタᐃࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜ⟶㎄ᶒෆỈᇦࡽࠕ⏕≀ከᵝᛶࡢほⅬࡽ㔜

－ 84 －



ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶ࡞Ẽೃኚືక࠺ᾏὒ⎔ቃࡸᾏὒ⏕ែ⣔ᑐࡍࡿᙳ㡪ࢆ

ࡢ⮬ືᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྥୖྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡑࡢᅜ㝿ᶆ‽ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ࡢᐇ⌧ࡢ

࣭ホ౯㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᙉࡋࡘࡘ㐺ᛂ⟇ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ࢹ࣮ࢱࡢᐇࠊ᭦࡞ࡿ⢭⦓ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊຠ⋡ⓗ࡞ᾏὒほ

࢛࣮࣒ࠖࢆᐇࡉࡏࡿࠋ

7

㞟⣙ࡋࠊྛయࡢ㐺ᛂࡢྲྀ⤌ࢆᨭ࠼ࡿሗᇶ┙࡛࠶ࡿࠕẼೃኚື㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ

࣭ᾏὒ࠾ࡅࡿẼೃኚືཬࡧࡑࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆྵࡵࠊᵝࠎ࡞Ẽೃࣜࢫࢡሗࢆ

ḟẼೃኚືᙳ㡪ホ౯࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ▱ぢࢆᫎࡍࡿࠋ

࣭Ẽೃኚືཬࡧࡑࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࡢ✚ດࡵࠊᖹᡂ  ᖺࢆ┠ฎࡍࡿ➨ 

ࡓࡵࠊほ

࣭ᾏὒほ

ືཬࡧࡑࡢᙳ㡪ࡢண

ⓗ☜ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᾏὒ࠾ࡅࡿほ ࣭┘どࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡶࠊẼೃኚ

࣭ᾏỈ

ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦࢚㸧ᆅ⌫ ᬮ࣭ᾏὒ㓟ᛶࡢᑐᛂ
ᆅ⌫ ᬮࡣࠊୡ⏺ࡀ༠ຊࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡁᆅ⌫つᶍࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨  ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧࠾࠸࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ
ࠕࣃࣜ༠ᐃࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊୡ⏺యࡢᖹᆒẼ ࡢୖ᪼ࢆ Υࡼࡾ༑ศୗ᪉ᢚ࠼ࡿୡ⏺
ඹ㏻ࡢ┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࠊୡ⣖ᚋ༙ேⅭⓗ࡞ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ㔞྾㔞ࢆᆒ⾮ࡉ
ࡏࡿࡇࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ
ᾏὒ㓟ᛶࡣࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ㓟Ⅳ⣲ၥ㢟ࡋ࡚ࠊᆅ⌫ ᬮຍ࠼࡚ୡ⏺つᶍࡢ⎔
ቃ㈇Ⲵせᅉࡉࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ6'* ࠾࠸࡚ࡶࠕ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⛉Ꮫⓗ༠
ຊࡢಁ㐍࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᾏὒ㓟ᛶࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈ࡋࠊᑐฎࡍࡿࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢୗࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࡸ㢼ຊⓎ㟁ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࠊᾏ㐠ศ㔝ࡸỈ⏘ศ㔝࠾ࡅࡿ㓟Ⅳ⣲ࡢฟ๐ῶ➼ࡶ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊẼೃኚືక࠺ᾏỈ ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶࡀࠊᾏὒ⎔ቃࡸ⏕≀ከᵝᛶ➼
ᑐࡋ࡚ཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ࡞▱ぢࡢ㞟✚ࡣ༑ศࡣゝ࠼ࡎࠊ㝈ࡽࢀࡓࢹ࣮
ࢱᇶ࡙ࡃศᯒࡶ☜ᐇᛶࡀᮍࡔࡁ࠸ࡢࡀᐇ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒

ࢆ᳨ウࡋࡘࡘࠊసᴗ╔ᡭࡍࡿࠋ

✀ࡢࣜࢫࢺ㸧ࡢᨵゞྥࡅ࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋࠊࣞࢵࢻࣜࢫࢺࡢ⤫ྜࡸᑐ㇟✀ࡢᣑ

࣭✀ࡢಖᏑࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࣞࢵࢻࣜࢫࢺ㸦⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ࡢ



ୖ᪼ࡸᾏὒ㓟ᛶ

8

௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒

㡑୕࢝ᅜ⎔ቃ⮧ྜ㸦7(00㸧➼࠾࠸࡚ࠊᾏὒࡈࡳࡢᑐ⟇ࡢᚲせᛶ➼ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺไᐃࡉࢀࡓᾏᓊ⁻╔≀ฎ⌮᥎㐍ἲᇶ࡙ࡁࠊᅇ࣭ฎ⌮ࡸ
Ⓨ⏕ᢚไ࡞ྛ✀ᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊᾏὒࡈࡳࡢ๐ῶࡢࡓࡵࡣⓎ⏕ᢚไᑐ⟇
ࡢ᭦࡞ࡿಁ㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࿘㎶ᾏᇦ࡛ࡣᾏὒࡈࡳㄪᰝࡀ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡵࡓᾏὒࡈࡳࡢヲ⣽࡞ᐇែࡸ⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪㛵
ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡸ▱ぢࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾏὒࡈࡳࡢィ ᪉ἲࡢ㧗ᗘ࣭ຠ⋡ࡶㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

㸦࢜㸧ᾏὒࡈࡳࡢᑐᛂ
ᾏὒࡈࡳࡣࠊᾏᓊ࡞࠶ࡿ⁻╔ࡈࡳࠊᾏ㠃ᾋ㐟ࡍࡿ⁻ὶࡈࡳࠊᾏᗏሁ✚ࡍࡿ
ᾏᗏࡈࡳࡀ࠶ࡿࠋ⁻╔ࡈࡳࡣࠊᾏᓊࡢᬒほࢆᦆࡡࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᾏᓊᶵ⬟ࡢపୗ➼ࢆࡶ
ࡓࡽࡋࠊ⁻ὶࡈࡳࡶ⯟⾜㞀ᐖ࡞ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ⁻ὶࡈࡳࡸᾏᗏࡈࡳࡣ⁺ᴗ᧯ᴗ
ᨭ㞀ࢆཬࡰࡍࠋᾏᗏࡈࡳࡣࠊ῝ᾏᇦࡶྵࡵ࡚ࡑࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᅇ⮬
యࡀ㠀ᖖᅔ㞴࡞ࡿ࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒࡈࡳࡣㄗ㣧࣭ㄗ㣗࡞ࡼࡿᾏὒ
⏕≀ࡢ༴ᐖ࡞⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪ࡸ⁺ᴗ⏕⏘ࡢᝏᙳ㡪➼ࠊᵝࠎ࡞ᙳ㡪࣭⿕ᐖࢆࡶࡓࡽ
ࡍࠋࡉࡽࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ᪂ࡓࠊᾏὒ୰ࡢ࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡼࡿ⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪ࡀ
ᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏὒࡈࡳࡢᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓྛ✀㢮ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࠊㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿࡶண㜵ⓗぢᆅ❧ࡗ࡚ᑐฎࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿ⓗࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢻࢶ࡚㛤ദࡉࢀࡓ *㸵࢚࣐ࣝ࢘ࢧ࣑ࢵࢺࡢ㤳⬻ᐉ
ゝ࠾࠸࡚ࠊᾏὒࡈࡳࡀୡ⏺ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡇࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡶࠊᾏὒࡈࡳၥ㢟
ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ *㸵⾜ືィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡶࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ *㸵ఀໃᚿᦶ
ࢧ࣑ࢵࢺ➼࠾࠸࡚࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡴᾏὒࡈࡳᑐ⟇ࡢ㔜せᛶ➼ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡿࡶࠊ* ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡶᮏᖺ  ᭶ࡢ * ࣁࣥࣈࣝࢡࢧ࣑ࢵࢺ࠾࠸࡚ᾏὒࡈࡳࡀึ
ࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢪᆅᇦ࡛ࡶࠊ᪥୰

ᚓ࡚࠸ࡃດຊࢆ⾜࠺ࠋ

࠸ࡗࡓᾏὒ⎔ቃၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᗈࡃᅜẸࡢ⌮ゎࢆ

࣭ ᐊຠᯝ࢞ࢫ㸦㓟Ⅳ⣲㸧➼ࡢฟቑࡼࡿẼೃኚືࡀࠊᾏỈ

ಀࡿྲྀ⤌ࡢᬑཬᣑࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࣭Ẽೃኚືࡢ⦆⟇ࡋ࡚ᑗ᮶ⓗ࡞Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿᾏὒ࠾ࡅࡿࣈ࣮࣮ࣝ࢝࣎ࣥ

ࣥࢢᣐⅬࡢᙧᡂ➼ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

‴༊ᇦ࠾ࡅࡿ㓟Ⅳ⣲྾※ᣑᑐ⟇ࠊ/1* ⇞ᩱ⯪ࡢᬑཬࡸ /1* ࣂࣥ࢝ࣜ

㐍ࠊ

ᥱࡋࡘࡘࠊࡑࡢಖࡸ⏕✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

⯧ࡢ┬࢚ࢿᢏ⾡ࡢᐇドࡸ ,R7 ࡢά⏝ࡼࡿ㐠⯟ࡢຠ⋡ࠊ ‴࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎

࣭ ᬮຠᯝ࢞ࢫࡸẼởᰁ≀㉁ࡢฟᢚไࡼࡿ⎔ቃ㈇Ⲵࡢపῶࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ⯪

ࡸỈ⏘㈨※ࡢቑṪࡗ࡚㔜せ࡞ሙ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓሙࡢ⾶㏥せᅉࢆⓗ☜ᢕ

࣭⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡣࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢ☜ಖ

ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ᥎㐍ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆ㐺ᛂ⟇άࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ῶࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㐺ᛂ⟇ࡢᐇྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡑࡢຎࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ

ࢹ࣮ࢱ➼ࡢඹ᭷ཧ⏬࣭㈉⊩ࡍࡿࡶࠊ⛉

Ꮫ◊✲ࡢᨭࡸேᮦ⫱ᡂࡶ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ࡙࠸ࡓᅜ㝿ⓗ࡞ྜពᙧᡂ

࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢୗ࡛ᐇࡉࢀࡿほ

⌧㇟㛵ࡍࡿ⥭ᛴᐉゝࠖᇶ࡙ࡁࠊࢧࣥࢦ♋⏕ែ⣔ࡢᅇࡢࡓࡵࡢேⅭⓗᅽຊࡢప

࣭ࢧࣥࢦ♋࠾࠸࡚ࡣࠊࠕࢧࣥࢦ♋⏕ែ⣔ಖ⾜ືィ⏬ ࠖࠕࢧࣥࢦつᶍⓑ

－ 85 －



ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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࡞㜵⅏ᑐ⟇࣭ᵝࠎ࡞⏝ࡢࣂࣛࣥࢫࢆᅗࡾࡘࡘࠊᾏᇦ㝣ᇦࢆ୍యⓗᤊ࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞
⟶⌮ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࢆጞࡵࡍࡿ⏕≀ࢆ⫱ࡳࠊ㇏࡞ᾏࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ἢᓊᇦࡢᣢ⥆ⓗ࡞⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏝ࢆไ㝈ࡍࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⎔ቃ
㓄៖ࡋࡓ⏝᪉ἲࡸ⎔ቃࢆಖ࣭⏕ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌➼ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡶࠊᖹ
ࡽࠊᾏᓊ㣗ࡢᐇែࡸࠊᑗ᮶ᐃࡉࢀࡿᆅ㟈࣭ὠἼࠊ㧗₻⿕ᐖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⎔ቃࡸ
⏝ࡶ㓄៖ࡋࡓ㜵⅏࣭ῶ⅏ィ⏬ࢆ‽ഛࡋᾏᓊಖࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ⎔ቃࡢಖ࣭㐺ษ

ղ ἢᓊᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮ࡢ᥎㐍ࢆ㏻ࡌࡓ⎔ቃࡢಖࠊ㐺ษ࡞㜵⅏ᑐ⟇ཬࡧᾏὒ⏝ࡢ᥎㐍
ἢᓊࡢᾏᇦࡣࠊ⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊࢧࣥࢦ♋ࠊ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ
࡞ࢆ᧦ࡋࠊከࡃࡢᾏὒ⏕≀ࡢ⏕ᜥ࣭⫱ᡂࡍࡿሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᾏỈࡢ
ίᶵ⬟࡞ࠊ⭾࡞౯್ࢆ⏘ฟࡍࡿ༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊἢᓊࡢ㝣ᇦࡣࠊ⮬↛⅏ᐖࡢ⿕
ᐖࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡶࡢࡢࠊỈ⏘ᴗࡸᾏ㐠ࡢ౽ᛶࠊ ᬮ‵₶࠸ࡗࡓᾏὒࡀࡶࡓࡽࡍ✜ࡸ
࡞Ẽೃ࡞ࡽࠊྂ᮶ࡼࡾேཱྀࡀ㞟୰ࡋ࡚ᩘከࡃࡢ♫⤒῭άືࡢᣐⅬࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋ
ᾏᓊ⥺ࢆᣳࢇ࡛ᾏᇦ㝣ᇦᗈࡀࡿἢᓊᇦࡣࠊேࠎࡢከᵝ࡞♫⤒῭άືࡼࡿᙳ㡪
ຍ࠼࡚ࠊἙᕝࡸᆅୗỈࡢὶධࠊἼᾉࡸᾏὶ࡞ࡢᾏỈࡢ㐠ືࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ㝣ᇦ
ᾏᇦࡀ⤯࠼ࡎ┦ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋྜ࠺ࡇࡼࡾࠊከᵝ࡛」㞧࡞⮬↛⎔ቃࢆᙧᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᳃ᯘᾏࡣẼᚠ⎔ࡉࡽࡣἙᕝࡸᆅୗỈ⬦࡛ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᅵ◁ࡢ⛣
ືࡼࡾᖸ₲࣭◁࡞ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ୰ࠊ᳃ᯘࡽ౪⤥ࡉࢀࡿᰤ㣴ሷ㢮ࡣࠊᕝࡸᾏࡢ㨶

ࡅࡿᾏὒࡈࡳࡢᐇែᢕᥱࡸฟ๐ῶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᾏᗏࡈࡳࡘ࠸࡚ࠊᅇࡀᅔ㞴࡞ࡿ࠸࠺≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡢ┠
ⓗཬࡧయไ➼ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ⥲ྜⓗ࡛⥅⥆ⓗ࡞ᅇ࣭Ⓨ⏕ᢚไ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ
㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡿពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࡳ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡸேᮦ⫱ᡂ࡞㛵ࡍࡿᅜ㝿༠ຊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ≉ࢪᆅᇦ࠾

࡞ㄪࡢ᥎㐍࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅ⌫つᶍ࡛ࡢศᕸ≧ἣࡢゎ᫂㈉⊩ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒࡈ

࣭㹅㸵࡛ࡢྲྀ⤌➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㛵ࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢᡭἲࡢᅜ㝿ⓗ

ࡶᛕ㢌⨨ࡁࡘࡘࠊᬑཬၨⓎࢆྵࡵ࡚⥲ྜⓗᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ

ࣜࢹ࣮ࣗࢫࡸࣜࢧࢡࣝࠊἲᢞᲠࡢ㜵Ṇ➼ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ࡸࣛࣇࢫࢱࣝࡢほⅬ

ࡽὶධࡍࡿࡈࡳࡢⓎ⏕ᢚไࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ࠸ᤞ࡚ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᐜჾໟ➼ࡢ

࣭ᾏὒࡈࡳࡢ๐ῶྥࡅࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᾏὒࡈࡳࡢᅇ࣭ฎ⌮ຍ࠼ࠊ㝣ᇦ➼

ࡢㄪᰝ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊලయࢆᅗࡿࠋ
࣭㝣ᇦࡽᾏᇦࡢᅵ◁౪⤥ࡢῶᑡࡸἢᓊᵓ㐀≀ࡼࡿἢᓊ⁻◁ࡢὶࢀࡢኚ➼ࡼࡿ
ᅜᅵࡢῶᑡࡸ⮬↛⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ◁㜵タࡼ
ࡿὶฟᅵ◁ࡢㄪᩚࠊࢲ࣒࠾ࡅࡿሁ◁ᑐ⟇ࡸࢲ࣒ୗὶࡢᅵ◁㑏ඖࠊ㣗ᾏᓊ࠾ࡅ
ࡿࢧࣥࢻࣂࣃࢫࡸ㣴ࡢᐇ࡞ࠊ⥲ྜⓗ࡞ᅵ◁⟶⌮ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊᅵ◁⛣
ືࡢᐇែᢕᥱࡸண ᡭἲࡢྥୖಀࡿ◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ᾏᓊᇦ࠾࠸࡚ࠊᅜඹ㏻ࡍࡿᾏᓊಖᇶᮏ᪉㔪ᅜࢆ  ࡢἢᓊᇦศࡋࠊࡑࢀ
ࡒࢀᆅᇦࡢពぢࢆᫎࡋࡓᾏᓊಖᇶᮏィ⏬ࢆࡶࠊ⅏ᐖࡽࡢ㜵ㆤຍ࠼ࠊᾏ

ᬑཬᣑ➼ྥࡅ࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ⮬యࡸ༠㆟⤌⧊ᑐࡍࡿᨭࡢᅾࡾ

࣭ἢᓊᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮ಀࡿ⟇ࡢᐇ࠶ࡓࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ಀࡿ༠㆟άືࡢ

ࡼ࠺࡞ࠕ㔛ᾏ࡙ࠖࡃࡾࡢ⪃࠼᪉ࢆ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

⌮ࡋ࡚⎔ቃࡢಖࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࡼࡾⰋ࠸ᾏࢆࡘࡃࡗ࡚㇏࡞ᜨࡳࢆᚓࡿ࠸࠺

⟶⌮ࢆព㆑ࡋࠊၥ㢟ゎỴᚲせ࡞୍ᐃࡢᗈࡀࡾ࠾࠸࡚ࠊேࡀ㛵ࡋ࡚ᾏࢆಖ࣭⟶

࣭ἢᓊᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ᳃㔛ᕝᾏࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊὶᇦయࡢỈᚠ⎔ࡸ⏕ែ⣔

ࢆࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࠊ༠㆟άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ㸦┴ࡸᕷ⏫ᮧ㸧ࡶྛᆅ࡛ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ༠㆟άືࡘ࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿᬑཬᣑࢆᅗࡿࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢά
ືࡢ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࠊ᭦࡞ࡿάᛶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ℩ᡞෆᾏࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛢㙐ᛶᾏᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢỈ㉁ᨵၿࡀࡳࡽࢀࡿࡶ
ࡢࡢࠊ୍㒊ࡢỈᇦ࡛ࡣ㉥₻ࡸ㈋㓟⣲Ỉሢ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ౫↛ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᰤ㣴ሷࡢ㊊ࡼࡾ㣴ṪࣀࣜࡢⰍⴠࡕ⿕ᐖࡀ⧞ࡾ㏉ࡋⓎ⏕ࡍࡿ࡞ᇶ♏⏕⏘ຊࡸ⁺ᴗ
࣭㣴Ṫᴗ⏕⏘ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚⁺ᴗ⪅ࡸᾘ㈝⪅ࡢᠱᛕࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⁺ᴗ⏕
⏘➼ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿせᅉࡋ࡚ࠊᰤ㣴ሷ㢮ࡢᾏỈ ୖ᪼ࡸ⏕≀⏕ᜥሙࡢኚ➼ࢆᣦ
ࡍࡿ࡞ᵝࠎ࡞ពぢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⛉Ꮫⓗ࡞▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕࡁࢀ࠸࡛㇏࡞ᾏࠖ
ࡢ☜ಖྥࡅࡓ᳨ウ࣭ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᾏὒࡢ⏕≀⏕⏘ᛶࡣࡶࡼࡾࠊࣈ࣮࣮ࣝ࢝࣎ࣥಀࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡸ⏕≀ከᵝᛶ
ࡢ☜ಖࢆᅗࡿୖ࡛ࠊἢᓊᾏᇦࡢ⸴ሙࠊ࣐ࣔሙࠊᖸ₲ࠊ◁࣭◁ᕞ࣭◁ሁࠊࢧࣥࢦ♋ࠊ
࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ࡞ࡢ㔜せᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢಖࡸ⏕ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ㔜Ⅼ
ⓗ࡞᥎㐍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ༑ศ࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᑐࡋ࡚ࡣ㡰ᛂⓗ⟶⌮ࢆࡿࡇࡸࠊ≉ᐃ
✀ࢆᑐ㇟ࡋࡓಶయ⩌⏕ែᏛⓗᡭἲࡢ㝈⏺ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⏕ែ⣔ࡸ」ᩘ✀ࢆᑐ㇟ࡍࡿ⩌
㞟⏕ែᏛⓗᡭἲࡼࡿ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ㅮࡌ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㛵ಀ┬ᗇࡢ⟇ࢆⓗ☜ά⏝ࡋࠊࡲࡓࠊὶධࡍࡿἙᕝ➼㝣ᇦ

⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪➼ࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡶࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ᪉ἲࡢ㧗ᗘ➼

࡚࠸ࡃࠋ

࣭࣐ࢡࣟࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡴᾏὒࡈࡳࡢศᕸ≧ἣࡸ᭷ᐖ≀㉁ࡢ྾╔≧ἣࠊᾏὒ⏕≀ࡸ

ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊἢᓊᇦ࡛ᵝࠎ࡞⎔ቃಖάືࢆᒎ㛤ࡍࡿᆅᇦࡢఫ
ẸࡸẸ㛫ᅋయࠊ⾜ᨻᶵ㛵➼ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᗈ⠊࡞ᐖ㛵ಀ⪅ࠊཬࡧࡑࢀࡽ࡛ᵓᡂࡍࡿἢ
ᓊᇦ⥲ྜ⟶⌮ಀࡿ༠㆟⤌⧊ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶ㛵ಀ┬
ᗇࡣࠊἢᓊᇦ࠾࠸࡚⎔ቃಖࠊ⏘ᴗ⯆ࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏࡞ࢆ┠ⓗࡋ࡚ᵝࠎ࡞⟇ࢆ

࣭ᾏὒࡈࡳࡘ࠸࡚ࠊᐇែᢕᥱࠊᅇฎ⌮࣭Ⓨ⏕ᢚไᑐ⟇ࠊᅜ㝿㐃ᦠࢆ⥲ྜⓗ᥎㐍ࡋ

－ 86 －
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ճ ᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝⎔ቃࡢಖࡢㄪ
⮬↛⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ㛤Ⓨ࣭⏝⾜Ⅽࡣࠊ⮬↛⎔ቃఱࡽࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᜍࢀࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝⎔ቃಖࡢㄪ
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㛤Ⓨ࣭⏝⎔ቃಖࡀᚊ⫼࡛࠶ࡿࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᡶࡋࡻࡃࡋࠊ
⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ㛤Ⓨᢏ⾡ࡢ☜❧ྲྀࡾ⤌ࡴࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝ࠊ≉ࠊὒୖ㢼ຊⓎ㟁ࡸ &&6 ࡞ࡣࠊ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධಁ㐍ࡸ

ྜⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡿពぢ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭༠㆟⤌⧊ࡼࡿάືࡣࠊᖜᗈ࠸ᐖ㛵ಀ⪅ࡢ┦⌮ゎࢆᅗࡾࡘࡘࠊ༠ാࡋࡓྲྀ⤌ࢆ
✚ࡳ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ┠ᶆ್ࡢタᐃ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ 3'&$ ࢧࢡࣝࡼࡿ㐍ᤖ
⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊྲྀ⤌ࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࡘ࠸
࡚ศᯒࡋࠊ᭦࡞ࡿᒎ㛤άࡍࡼ࠺ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
࣭ࠕᾏὒ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿᚋࡢྲྀ⤌᪉㔪ࠖࢆཧ⪃ࠊ⥲ྜᾏὒᨻ⟇᥎
㐍ົᒁࡀᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࠊἢᓊᇦࡈ⮬యࡀᑟࡋ࡚ࠊ㛵ಀ⪅㛫࡛ᘓタⓗ࡞ព
ぢࡸάືࡀ࡛ࡁࡿ༠㆟⤌⧊ࡢタ⨨ࢆㄏᑟࡍࡿ᪉ᘧࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
࣭࡞Ỉᚠ⎔ࡢ⥔ᣢཪࡣᅇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᆅᇦ࡛⟇ᐃࡉࢀࡿὶᇦỈᚠ⎔ィ⏬ἢᓊ
ᇦࡢ⥲ྜⓗ⟶⌮ࡀᚲせ࡞ࡇࢁࡘ࠸࡚ࠊ㐃ᦠྥࡅࡓሗ㞟ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
࣭⮬↛⛉Ꮫⓗάືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࡢᩥࡸఏ⤫ࢆάࡋࡓேࡢὶࠊၟရࡢὶ㏻➼ே
ᩥ⛉Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳࡼࡾࠊ⎔ቃಖάືࡢ⌮ゎࡸཧ⏬ࢆಁࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡢ᥎㐍᪉
⟇ࡘ࠸࡚ࡶලయࡍࡿࡇ
࣭ᆅᇦయࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿᆅᇦࡢ◊✲⪅࣭◊✲ᶵ㛵ࡢᙺࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡽࡢ㣴ᡂ࣭⏕ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ

᳨ウࡋࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿከᵝ࡞యࡀᾏࡢᑗ᮶ീࢆ㆟ㄽࡋࠊ㐃ᦠ࣭༠ാࡋࡓィ⏬ⓗ࣭⥲

࡚ࡢㄪᰝཬࡧ◊✲ດࡵࡿࡶࠊ⛉Ꮫⓗ࡞▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑐ⟇ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚

ࡅ࡚ࠊỈ㉁ࠊᾏỈ

ࢺࡸᾏὒ⎔ቃᩚഛᴗ࡞ࡢㅖ⟇ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡁࢀ࠸࡛㇏࡞ᾏࡢᐇ⌧ྥ

࣭㛢㙐ᛶᾏᇦ࡛ࡣࠊ⎔ቃ㈇Ⲵࡢ㐺ṇ⟶⌮ࡸಖ࣭⏕ྥࡅࠊᅜᾏࡢ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡ

⏝ࡋࡓ㜵⅏࣭ῶ⅏ᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡅࡿ⏕ែ⣔ಖ➼ࡢᶵ⬟ࢆホ౯ࡋࠊྛᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚ࠊ⮬↛⏕ែ⣔ࢆ✚ᴟⓗά

࣭ᾏᓊᯘࠊ‵ᆅࠊࢧࣥࢦ♋࡞ࡀ᭷ࡍࡿ㠀ᖖ࠾ࡅࡿ㜵⅏࣭ῶ⅏ࡢᶵ⬟ཬࡧᖹ࠾

⤌ࡳࠊ㐺࣭ⓗ☜࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌࡓ㡰ᛂⓗ࡞ᾏᓊ㣗ᑐ⟇➼ࡢᾏᓊᩚഛࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡇ࡛Ⰻዲ࡞ᾏᓊ⎔ቃࡢಖ࣭ฟດࡵࡿࠋ

࣭᪂ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓᾏᓊಖタࡢⅬ᳨࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᡭἲ➼ࡢ㛤Ⓨࡸࡑࡢᬑཬྲྀࡾ

⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

➼ࡀㄪࡍࡿࡼ࠺ᾏᓊ✵㛫ࡢಖࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ἢᓊᇦయࡢ⥲ྜⓗ

ᓊ༠ຊᅋయไᗘࡢά⏝➼ࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦఫẸࡼࡿ⏝ࡢಁ㐍ࡸ⎔ቃࡢ⥔ᣢಀࡿྲྀ⤌

ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ
⏝ࢭࣥࢧ࣮㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ⎔ቃᙳ㡪ࡢホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉
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࣭ᾏὒ⎔ቃಖಀࡿᆅᇦⓗ࡞ྲྀ⤌㐺ษᑐᛂࡋࠊᾏὒởᰁ➼㛵ࡋ࡚㛵ಀᅜࡢ

᪩ᮇⓎຠྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛࢆᅗࡿࡶࠊⓎຠᚋࡢ㐺ษ࡞ᇳ⾜ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࣜࢧࢡࣝ㸧క࠺ᾏὒởᰁ㐺ษᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿᮲⣙ࡸᇶ‽࡙ࡃࡾࢆᑟࡋࠊ

࣭⯪⯧ࡽࡢᾏὒởᰁ≀㉁ࡸẼởᰁ≀㉁ࡢฟ㜵Ṇࡸ⯪⯧ࡢゎయ࣭⏕⏝㸦ࢩࢵࣉ

㈉⊩ࡍࡿࠋ

㛵ࡍࡿ᳨ウཬࡧࡑࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊࡢୗ࡛ᅜ㝿ⓗ࡞࣮࡙ࣝࣝࡃࡾ

࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏ࡸほ

࣭⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ⏕≀Ꮫⓗࢹ࣮ࢱほ

᳨ウ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡢᑟධಁ㐍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

࣭ὒୖ㢼ຊⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑟධ⎔ቃࡢಖࡢ୧❧ࡢほⅬࡽࠊࢰ࣮ࢽࣥࢢᡭἲࡢ

ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࡶࠊᴗ㛤ጞᚋࡢᚋㄪᰝࢆྵࡵ࡚ࠊ⎔ቃࡢᙳ㡪ࡢホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨

㝿ⓗ࡞㆟ㄽࡶ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ

࣭ᚋࡢἈྜᇦࡸ῝ᾏᇦ࠾ࡅࡿᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝㛵ࡋ࡚ࠊᅜෆእ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣࡸᅜ

Ⓨ࣭⏝ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ⎔ቃࡢᙳ㡪ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ὒୖ㢼ຊⓎ㟁ࠊ&&6ࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨ࡞ᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝࠾࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃಖ㛤

ࡢᡭἲࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊㅖእᅜ࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞ᾏᇦ⟶⌮ከᵝ࡞㈨※ࡢᣢ⥆ⓗ
ྍ⬟࡞⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚⟶⌮⏝ィ⏬࡛࠶ࡿࠕᾏὒ✵㛫ィ⏬㸦063㸧ࠖࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᾏὒࡢ㛤Ⓨ࣭⏝ࡣࠊ㡿ᾏෆࡢἢᓊᇦ㸦࠼ࡤ㝣ୖࡽ┠どࡀྍ⬟࡞⠊ᅖ
⛬ᗘ㸧㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ࡢࡘ࠸࡚ࡶࠊỈ῝ࡀẚ㍑ⓗὸ࠸ἢᓊᇦࡢࡳ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊ⇕Ỉ㖔ᗋ➼ࡢၟᴗྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊᚋࡢ㛤Ⓨ࣭⏝༊ᇦࡣࠊࡼࡾἈྜᇦࡸ῝ᾏᗏᣑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᐃࡉࢀࡿ
ࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓᾏᇦ࠾ࡅࡿ⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋホ౯ࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᾏ㐠࣭㐀⯪ᅜᐙ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜࡀࠊ⯪⯧ࡽࡢᾏὒởᰁ≀㉁ࡸẼởᰁ≀㉁ࡢฟ㜵Ṇ
ࢆᑟࡍࡿࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ⯪⯧ࡢゎయ࣭⏕⏝㸦ࢩࢵࣉࣜࢧࢡࣝ㸧
࠾ࡅࡿ⎔ቃಖ➼ࡶ⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᾏὒởᰁ➼ࡢᾏὒ⏝క࠺ᵝࠎ࡞ၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳࡢୗ࡛ࡼࡾຠᯝⓗ
ࡑࡢ㜵Ṇྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥࡸලయ⟇ࢆ┒
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࢚ࣜࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿ࢚ࣜ➼ࡢタᐃࢆ⾜࠺ྲྀ⤌㸦ࢰ࣮ࢽࣥࢢ㸧

㐺ษ࡞ᡭἲࡢලయࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ὒୖ㢼ຊⓎ㟁ࡘ࠸࡚⎔ቃಖ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑟධಁ㐍ࡢほⅬࡽࠊಖࡍࡿ

ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ㔞྾㔞ࡢᆒ⾮࡞ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ㈉⊩࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᴗ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ࡢ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࡋ࡚⛉Ꮫⓗ▱ぢᇶ࡙࠸ࡓ

－ 87 －






ࢿࢫࡋ࡚ᐇ࡛ࡁࡿᆅᇦࡢฟྥࡅࠊࢯࣇࢺ࣭ࣁ࣮ࢻࡢྲྀ⤌ࢆ୍యⓗᨭࡍࡿࠋ


➼㛵ࡋ࡚ㄪᰝ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ

13

࣭㝣ᇦ࠾ࡅࡿㅖάື➼ࡀ㝣ỈࡸᆅୗỈࡢὶධࢆ㏻ࡌ࡚ἢᓊᇦࡢᾏὒ⎔ቃ࠼ࡿᙳ㡪

࣒ࢆἢᓊᇦࡽ⌫ⓗ࡞ᾏὒ⎔ቃࡢᖜᗈ࠸ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚᭷ຠά⏝ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡿពぢ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᾏὒ⎔ቃ㛵㐃⟇ࡀᾏὒ⎔ቃࡢಖලయⓗᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙺࡸࠊࡑࡢᐃ㔞㛵
ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࣭㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽᡃࡀᅜ⟶㎄ᶒෆỈᇦࡢᇶ♏ⓗࢹ࣮ࢱࡢ㞟➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࡇ

せ࡞ࢹ࣮ࢱ࣭ሗࡢຍᕤ࣭⟶⌮➼ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡶࠊྠࢩࢫࢸ
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ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࡢࡼ࠺⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ㔜せ࡛࠶

♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ἢᓊᇦཬࡧᾏᇦࡢ 㸣ࢆ㐺ษಖ࣭⟶⌮ࡍࡿ
ࡢ㡯ࡢࡳ࡛ࠊࡑࡢ⟇ࡢ㐩ᡂᖺ㝈ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ୍㒊Ꮡᅾࡍࡿ

ᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃࡸ⟇ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚

ᾏὒ⎔ቃࡢಖ➼㛵ࡍࡿከᵝ࡞ᨻ⟇ࢆᚑ๓ࡶࡲࡋ࡚ࡼࡾ୍ᒙຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗᐇ
ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊㅮࡎࡁ⟇ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞┠ᶆ㸦ᩘ್┠ᶆࡸᐃᛶⓗ࡞┠ᶆ➼㸧
ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾタᐃࡋࠊ㐺࣭㐺ษ࡞⟇ࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⟇ࡢᇳ⾜⟶⌮ࡸぢ┤ࡋ
ᫎࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧⾜ࡢᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ࠺ࡕ⎔ቃศ㔝࠾࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᩘ್┠ᶆࢆ᫂

ᨭࡍࡿ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᾏὒ⎔ቃࡢᅜẸⓗ⌮ゎ㔊ᡂࢆຠᯝⓗᅗࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ୍⯡ᕷẸ➼ࡢ༠
ຊࡢୗ࡛ᾏὒࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿᡭἲࡘ࠸࡚ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࢆồࡵࡿពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᥱ㸦0'$㸧ࡢ⬟ຊᙉࡢࡓࡵᩚഛࠊ㐠⏝ࡍࡿࠕᾏὒ≧ἣ⾲♧ࢩࢫࢸ࣒ࠖᑐࡋ࡚ࠊᚲ

ࡇࡼࡾ⤫ྜⓗά⏝ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊᾏὒ≧ἣᢕ

ࡵࠊᾏὒ⎔ቃࡢᨵၿ⧅ࡀࡿࡼࡾⰋ࠸⾜ືࢆಁࡍࡼ࠺࡞⎔ቃᩍ⫱➼ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᆅᇦࡢ 1*2 ࡞࣮࡛ࣟ࢝ࣝ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡶࠊሗⓎಙࢆ

ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿᾏὒሗࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵࡛ሗඹ᭷ࡍࡿ

⥙ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ

ࡍࡿࡓࡵࠊ⁻ὶࣇ࣮ࣟࢺࠊಀ␃⣔ཬࡧ⯪⯧ࡼࡿほ

࣭ᾏὒࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡸᾏὒほ

ࡓ⤫ྜⓗほ

ࡲ࡛⢭ᗘࡼࡃほ

࣭⚾ࡓࡕࡢࣛࣇࢫࢱࣝࡀᾏὒ⎔ቃᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ⮬ぬࢆ㧗

࠼ࠊ⌧ᅾ✵㛫ⓗࡽ࡛࠶ࡿ⏕≀ᆅ⌫⛉Ꮫศ㔝ࡸ⏕≀ศ㔝ࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊࡼࡾ῝ᾏᇦ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ

ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ᶵࢆほග㈨※ࡋ࡚✚ᴟⓗά⏝ࡋࠊ㎰ᒣ⁺ᮧᅾᆺ᪑⾜ࢆࣅࢪ

ࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ⏕ែ⣔ࡢ⬤ᙅᛶ㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ≀⌮ศ㔝ຍ

㈨ࡍࡿほ

Ⓨಙດࡵࡿࡇ࡞ࡼࡾᾏὒ㛵ࡍࡿᅜẸࡢ⌮ゎࢆ୍ᒙᅗࡗ࡚ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ⓗ࡞ほ

࣭ᾏὒࡢ⌮ゎቑ㐍ࠊᾏὒᩍ⫱ࡢ᥎㐍㈨ࡍࡿᾏࡢゐࢀྜ࠸ࡸ᪂㩭࡞Ỉ⏘≀ࢆ㣗ࡍࡇ

ࢆ⾜࠺ㄪᰝ⯪ࡢ㐠⯟᪥ᩘࡢ☜ಖࠊຠ⋡

ᢏ⾡ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋᾏὒࢆ

࣭ᾏὒࡢ㓟ᛶࠊ㈋㓟⣲ࠊከᵝᛶࡢ႙ኻࠊᾏὒ⏕ែ⣔ࡢຎ࡞ࠊே㢮ࡢㅖάືࡼ

ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᾏὒほ

ࣈ➼ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ᗘ࡞ほ

ࡢ⮬ືᢏ⾡ࡢྥୖ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

⥲ྜⓗほ

ࡡࡿࡶࠊேᕤ⾨ᫍࡸほ



࿘▱ࡋࠊࡑࡢᐇ⾜ྥࡅ࡚ࡢ♫ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊᩥⓗ࡞ྜពࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ ⪃࠼᪉ ࡸල
య⟇ࢆ┒ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

య⟇ࢆ┒ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᅜẸࡀᾏὒゐࢀྜ࠺ᶵࢆᐇࡉࡏࡿࡶࠊᵝࠎ࡞࣐ࢫ࣓ࢹࢆ㏻ࡌࡓሗ

⾜ࡶྵࡵ࡚ᾏ᥋ࡍࡿᶵࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊᾏࡢ㛵ᚰࡀⷧࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ேࡢୡ௦࠾࠸࡚ࡶ⤒῭άືࡀ㔜どࡉࢀࡿవࡾࠊ┦ᑐⓗ㈨ᮏ┈⋡ࡢప࠸ᾏᇦࡢ㛵
ᚰࡣⷧࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏỈᾎ࡞ே⏕ࢆ㇏ࡍࡿᩥάືࡢཧຍࡶపㄪ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋ⤖ᯝⓗࠊ⌧ᅾࠊᾏὒ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞㇟ࡀ⏕ࡌࠊࡑࡢཎᅉࡋ࡚ఱࡀᐃࡉ
ࢀࠊࡑࢀࡽ㇟ࡣᚋࠊ⮬ࡽࡢ⏕άࡣࡶࡼࡾᵝࠎ࡞⏕≀ࡸࠊ᭦ࡣᅜᅵࠊẼ࡞ᆅ
⌫యࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢࡘ࠸࡚ࠊᅜẸࡀ▱ࡿᶵࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᾏὒ⎔ቃࢆಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᅜẸࡢ⌮ゎ༠ຊࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ
ࡿࡁࠊࡶࡋࡃࡣࠊࡾᚓࡿᑐᛂ⟇ࡘ࠸࡚ࠊ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆྵࡵ࡚ᅜẸ

ࡢయീࢆᢕᥱࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊᮍ▱࡞ศ㔝ࡀᴟࡵ࡚ከ࠸ࠋ
ᾏὒ࠾࠸࡚ࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㛗ᮇⓗࡘᗈᇦᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡸᐇయไࡢᩚഛࠊࡑࡢࡓࡵࡢᇶ┙ⓗ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ࡣࠊ⤒
῭ⓗ┈┤⤖ࡍࡿᡂᯝࢆᚓࡃ࠸ࡇࡽࠊᅜෆ࠾ࡅࡿ⌮ゎࡣᚲࡎࡋࡶᾐ㏱ࡋ࡚࠾
ࡽࡎࠊࣜࢯ࣮ࢫࡣῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᾏὒほ ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣࠊᾏὒ⎔ቃࡢಖࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࡶࡁ࡞㈨
⏘࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᭷ຠά⏝ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ ⪃࠼᪉ ࡸල
ࢆ✚ࡳ㔜

ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊⱝ࠸ୡ௦ࠊ≉Ꮚ౪ࡓࡕࡢᾏ㞳ࢀࡀᛴ㏿㐍ࡳࠊྛᆅࡢఏ⤫ᩥⓗ࡞

࡚ሗࡢ㉁ࡶ㔞ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㇟ࡢཎᅉࡣࡶࡼࡾࠊ㇟ࡑࡢࡶࡢ

࣭ᾏὒࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜࣝࢱ࣒ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㛗ᮇⓗ࡞ほ

յ ᾏὒ⎔ቃࡢಖࡢ㔜せᛶᑐࡍࡿᅜẸⓗ⌮ゎࡢ㔊ᡂ
ᅄ࿘ࢆᾏᅖࡲࢀࡓᡃࡀᅜࡢᅜẸࡣࠊࡑࡢ♫⤒῭άືࢆ㏻ࡌ࡚ᾏὒ⎔ቃᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍྠࠊᾏὒ⎔ቃࡢኚࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᙜ⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

մ ᾏὒ⎔ቃࢆⓗ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡞ࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ㄪᰝ◊✲
ᾏὒ⎔ቃࡢ㐺ษ࡞ಖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᾏὒࡢ≧ែࡸࡑࡢኚࢆ㐺ษᢕᥱ࣭
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ⤯࠼ࡎኚࢆ⥆ࡅࡿᾏὒࡣࠊ㝣ୖẚ

－ 88 －
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࠾࠸࡚ࡉࡽ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖ

࡞࠾ࠊලయⓗ࡞┠ᶆࡢタᐃࡸᕤ⛬⾲ࡢᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ㆟࣭ᇶᮏィ⏬ጤဨ

᪂ࡓ࡞⟇➼ࡢ᳨ウάࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋ

ࡢሗ࿌᭩ࡢグ㘓ṧࡋࠊィ⏬⟇ᐃᚋࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢホ౯➼ࡢ㝿᳨ウ≧ἣࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ

࣭ᮏ 37 ࡛ཧࡸ᭷㆑⪅ࡽ᳨ウࡍࡁࡢᣦࡢ࠶ࡗࡓከࡃࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ 37

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ

࣭ᾏὒᇶᮏィ⏬ࡸࡑࡢୗ࡛ࡢ⟇ࡢᇳ⾜⟶⌮࠾࠸࡚ࠊ┠ᶆࡢලయࡸᐃ㔞ࢆ⾜࠺ࡇ

࡞ࠊࢃࡾࡸࡍ࠸ィ⏬ࡍࡿࡇ

࣭㔜せ࡞ᴫᛕࢆྵࡴࡶࡢࡣ㐺ᐅᅗ⾲ࢆ⏝ࡋࡓࡾࠊᾏὒᨻ⟇య⣔ࡢᶍᘧᅗ➼ࢆά⏝ࡍࡿ

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕤ⛬⾲ᇶ࡙ࡃ⟇ࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼㛵ࡍࡿホ౯ࡢ⤖ᯝࢆཧ㆟ሗ࿌ࡋࠊᚲ
せᛂࡌ࡚ཧ㆟ࡢពぢࢆࡋࡓୖ࡛ࠊ㐺ษ࡞᪉ἲ࡛බ⾲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ 37 ࠾࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ㅖⅬࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡿពぢࡀ
࠶ࡗࡓࠋ

ࢆྵࡴ ࢆ㑅ᐃࡋࠊ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸㄢ㢟ࡢᢕᥱࠊྲྀ⤌ෆᐜࡢᨵၿ➼άࡋ࡚࠸ࡃࡇ

➼ࢆලయⓗ♧ࡋࡓᕤ⛬⾲ࢆసᡂࡋࠊᩘ್┠ᶆ➼ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
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ࡢࡓࡵࡢ⾜ືィ⏬࡛࠶ࡾࠊឡ▱┠ᶆࡢ㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡶࡢ⨨࡙ࡅࠋᖺᗘ

࠾ࡾࠊ⛉Ꮫⓗゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㇟ࡀከ࠸ࡇཬࡧ୍ᗘᦆ࡞ࢃࢀࡓ⏕≀ࡢከ

ὒᇶᮏィ⏬ࠖཬࡧࠕ⏕≀ከᵝᛶᅜᐙᡓ␎㸫ࠖࡢࢧࣥࢦ㛵ಀࡢ┠ᶆ㐩ᡂ

ᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࡣࠊ⏕≀ࡢከᵝᛶࡀᚤጁ࡞ᆒ⾮ࢆಖࡘࡇࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚

ᡃࡀᅜࡢࢧࣥࢦ♋⏕ែ⣔ࡢಖࡢࡓࡵࡢᖺᗘࡲ࡛ࡢ࢝ᖺࡢ⾜ືィ⏬ࠋࠕᾏ

ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᛶ⏕≀ከᵝᛶࡢಖࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿᾏᇦᴫᛕࠋ
⾜ືィ⏬

㸦┠ᶆ㸧ࠊ㝣ᇦ㸣ࠊᾏᇦ㸣ࡢಖㆤᆅᇦ࡞ࡼࡿಖ㸦┠ᶆ㸧࡞

࠶ࡿᆅᇦ࡛ࠊ⮬↛⏕ែ⣔ㄪࡋࡘࡘேᡭࢆຍ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ㧗࠸⏕≀⏕⏘

⏕≀ከᵝᛶᇶᮏἲࡢᇶᮏཎ๎㸦➨୕᮲㸧࠾࠸࡚ࠊࠕ⏕≀ࡢከᵝᛶࡢಖཬࡧ

⥆ⓗ࡞⁺⋓㸦┠ᶆ㸧ࡸࢧࣥࢦ♋࡞Ẽೃኚື⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢᝏᙳ㡪ࡢ᭱ᑠ

㇏࡞ᾏࡢᜨࡳࢆ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿேࡢᬽࡽࡋᙉ࠸ࡘ࡞ࡀࡾࡢ

ࢧࣥࢦ♋⏕ែ⣔ಖ

ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࡢಶู┠ᶆࠋ≉ᾏὒ╔┠ࡋࡓ┠ᶆࡋ࡚ࠊỈ⏘㈨※ࡢᣢ

$GDSWLYH0DQDJHPHQW

ᖺࡲ࡛⏕≀ከᵝᛶࡢᦆኻࢆṆࡵࡿࡓࡵࡢຠᯝⓗࡘ⥭ᛴࡢ⾜ືࢆᐇࡍࡿ

ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓἢᓊᾏᇦࠖᐃ⩏ࠋ

࠾࠸࡚ࠊᖺࡲ࡛ࠕ⮬↛ඹ⏕ࡍࡿୡ⏺ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ

ᖺᰗဴ㞝ᩍᤵࡀࠕேᡭࡀ㐺ษຍࢃࡿࡇࡼࡾ⏕≀⏕⏘ᛶ⏕≀ከᵝ

⏕≀ከᵝᛶ㛵ࡍࡿᖺ௨㝆ࡢ᪂ࡓ࡞ୡ⏺┠ᶆ࡛࠶ࡿᡓ␎ィ⏬

ດࡵ࡞ࡀࡽண㜵ⓗ࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࠋ㸦➨ᅄḟ⎔ቃᇶᮏィ⏬㸧

ࠕ⏕≀ࡢከᵝᛶ㛵ࡍࡿ᮲⣙㸦⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙㸧ࠖ࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓ┠ᶆࠋ

Ḟዴࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࡶࡗ࡚ᑐ⟇ࢆ㐜ࡽࡏࡿ⌮⏤ࡣࡏࡎࠊ⛉Ꮫⓗ▱ぢࡢᐇ

࠶ࡿ࠸ࡣྍ㏫ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗドᣐࡀ

ᾏཬࡧⓗ⤒῭Ỉᇦࡢ⣙㸣┦ᙜࡍࡿ⣙ࠋ

࠾ࡅࡿᐃ⩏㸧ࠋලయⓗࡣࠊ⮬↛ᬒほࡢಖㆤ㸦⮬↛බᅬ➼㸧ࠊ⮬↛⎔ቃཪࡣ

㸦ᅜᐙ⟶㎄ᶒእ༊ᇦࡢᾏὒ⏕≀ከᵝᛶ㸧ࡢ␎⛠ࠋᅜ㐃ᾏὒἲ᮲⣙ୖࠊᅜᐙࡢ⟶

ឡ▱┠ᶆ

࡞ᡭἲࡼࡾ⟶⌮ࡉࢀࡿ᫂☜≉ᐃࡉࢀࡓ༊ᇦ㸦ࠕᾏὒ⏕≀ከᵝᛶಖᡓ␎ࠖ

%H\RQG11DWLRQDO--XULVGLFWLRQ
0DULQH%%LRORJLFDO'LYHUVLW\RI$UHDV%

⿕ᐖࡸᑐ⟇ࢥࢫࢺࡀ㠀ᖖࡁࡃ࡞ࡿၥ㢟ࡸࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿᴟࡵ࡚῝้࡞ࠊ

ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ⏝ᙧែࢆ⪃៖ࡋࠊἲᚊཪࡣࡑࡢࡢຠᯝⓗ

ࡋ࡚᧯ᴗࡍࡿ↓ᅜ⡠ࡢ⁺⯪ࡸ㠀ຍ┕⯪ࡢ⁺⯪➼ࡼࡿ⁺ᴗࠋ

－ 91 －



౪ࡢࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒ࠋ
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ࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊᩚഛ࣭㐠⏝ࡉࢀࡿࠋ

⟇ᮏ㒊Ỵᐃ ᇶ࡙ࡁࠊᾏὒሗࢆຠᯝⓗ㞟⣙ࡋࠊⓗ☜ඹ᭷࣭ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ

ࠕᡃࡀᅜࡢᾏὒ≧ἣᢕᥱࡢ⬟ຊᙉྥࡅࡓྲྀ⤌ࠖ ᖹᡂᖺ㸵᭶ࠊ⥲ྜᾏὒᨻ

ᾏὒሗ㸦⛎ᐦᩥ᭩┦ᙜࡍࡿᶵᐦᛶࢆせࡍࡿሗࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ㞟⣙࣭ඹ᭷࣭ᥦ

࣒

◊✲㈈ᅋ➨ᅇᾏὒࣇ࢛࣮࣒ࣛㅮ₇せ᪨ࡽᘬ⏝㸧

ᾏὒ✵㛫ࡢ⏝ཬࡧ⟶⌮ᡓ␎ࡢࡓࡵࡢ㐨ල࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᥦ♧㸦ᾏὒᨻ⟇

⩏࡛ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝⏕≀ከᵝᛶࢆᇶ┙ࡋ࡚⏕ែ⣔ಖࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞

81(6&2,2& ,QWHUJRYHUQPHQWDO2FHDQRJUDSKLF&RPPLVVLRQ ࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᐃ

0DULQH6SDWLDO3ODQQLQJ㸦ᾏὒ✵㛫ィ⏬㸧ࡢ␎⛠ࠋ

㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣮ࣝࢻࠖࡢᩚഛࢆᥖࡆࠊᐇドᐇ㦂ࡢࡓࡵࡢᾏᇦࢆᥦ౪ࡍࡿೃ⿵ᆅࢆබເࡋࠊ

ࡑࡢ࡞࡛ࠊᐇ⏝ྥࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨࡢຍ㏿ࡢࡓࡵࡢ⟇ࡋ࡚ࠊࠕᐇドࣇ

ᾏὒ≧ἣ⾲♧ࢩࢫࢸ

063

ࡀᅜࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥※ࡢ୍ࡘࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡶࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞పⅣ⣲♫

ᚋࡢྲྀᢅ᪉㔪

ࡢᵓ⠏ࡢほⅬࡽࠊᨻᗓ୍࡞ࡗ࡚ྲྀ⤌ࡸ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓࠋ

ᾏὒ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏὒ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᡃ

⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿ

‴

ᖹᡂᖺ᭶᪥⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊Ỵᐃ

࠾࠸࡚/1*ࣂࣥ࢝ࣜࣥࢢᣐⅬࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ

ࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᅜᅵ㏻┬ࡣ⤒῭⏘ᴗ┬㐃ᦠࡋ࡚ᡃࡀᅜ

ᅜ㝿ⓗ࡞つไࡢᑟධక࠸ࠊฟ࢞ࢫࡢࢡ࣮ࣜࣥ࡞/1*ࢆ⇞ᩱࡍࡿ⯪⯧ࡢቑຍ

⯪⯧ࡢ/1*㸦ᾮኳ↛࢞ࢫ㸧ࡢ⇞ᩱ౪⤥ࡢࡇࠋ

ࡶࡢࠋ

ඃⰋࡢ㞟࣭ᩚ⌮࣭ᥦ౪࡞ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊྛయࡢάືᇶ┙࡞ࡿ

⏝⪅ࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓሗࡢᥦ౪ࠊ㐺ᛂࡢ⾜ືࢆᨭࡍࡿࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪ࠊ

࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࠋᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤࡀົᒁࡋ࡚㐠Ⴀࡋࠊ⛉Ꮫⓗࢧ࣏࣮ࢺࠋ

ᾏὒ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮

/1*ࣂࣥ࢝ࣜࣥࢢ

ࣜࢫࢡሗࢆ㞟⣙ࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ⪅ࠊᅜẸ࡞ྛయࡢ㐺ᛂࡢྲྀ⤌ࢆ

ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒

ᨭ࠼ࡿሗᇶ┙ࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ᭶⎔ቃ┬㛵ಀᗓ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓ

ᖹᡂᖺ᭶᪥㛶㆟ỴᐃࡉࢀࡓẼೃኚືࡢᙳ㡪ࡢ㐺ᛂィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊẼೃ

Ẽೃኚື㐺ᛂሗࣉ

－ 93 －

ᇶᮏィ⏬ጤဨ࡛ࡢᑂ㆟⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྛࢸ࣮࣐ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ࠖࠊ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ࣭ᅜ㝿༠ຊࠖཬࡧࠕᴟᨻ⟇ࠖࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࡶࠊ㏣ຍ

㸧㻌

ᢏ⾡ࡸᾏὒࡢᣲືࢆࠕ⌮ゎࡍࡿࠖࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ⤫ྜ࣭ࣔࢹࣜࣥࢢᢏ⾡➼௦⾲ࡉ

ࡿࠖࡓࡵࡢࢭࣥࢩࣥࢢ

㐠⏝➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᾏὒ㛵ࡍࡿᏛ⾡◊✲࣭ᇶ♏◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁྲྀ⤌ࢆ

ࢀࡿᇶ┙ⓗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊᾏὒㄪᰝ⯪ࠊ῝ᾏ᥈ᰝࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ◊✲ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᩚഛ࣭

ཬࡧィ

ࡓࡋ࠺ࡇۑᾏὒ㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ▱ぢࡢᐇࡢࡓࡵࠊᾏὒࡢ≧ែࢆࠕ

࣮ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྲྀ⤌➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ࡇࡢ㝿ࠊᾏὒ⛉Ꮫศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࣭ᢏ⾡࣭ᡂᯝࡢ♫㑏ඖࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ࢜

ά⏝࡛ࡁࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㛗ᮇⓗど㔝❧ࡗ࡚⥅⥆ⓗྲྀ⤌ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣከ⩏ᛶࡀ࠶ࡾࠊ࠶ࡿ┠ⓗࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝࡀࡢ┠ⓗ

ᡃࡀᅜࡢᏑ❧ᇶ┙ࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅜᐙᡓ␎ୖ㔜せ࡞⛉Ꮫᢏ⾡

ࠊ࠺ࡼࡢࡇۑᾏὒ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣࠊ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉࡸ⤒῭࣭♫ⓗㄢ㢟ࡢᑐᛂຍ࠼࡚ࠊ

ࡀᅜࡢᅜ㝿♫࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢫྥୖ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㻌

ᆅ⌫ࠊ⏕㛵ࡍࡿே㢮ࡢ▱ⓗ㈨⏘ࢆ㐀ࡋࠊ㟷ᑡᖺ⛉Ꮫࡢ⯆㛵ᚰࢆᢪࡏࠊᡃ

㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ῝ᾏࢆጞࡵࠊᾏὒࡢᮍ▱࡞ࡿ㡿ᇦࡢ◊✲➼ࡼࡾࠊᾏὒࠊ

ᬮࢆࡣࡌࡵࡍࡿẼೃኚື➼㛵ࡍࡿᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࠊᅜᐙᏳಖ㞀ୖࡢㅖㄢ㢟ࡢᑐᛂ

Ⓨᒎࠊ⃭ࡍࡿẼ㇟⅏ᐖࡸᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡢᑐ⟇➼ࡢᅜẸࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖࠊᆅ⌫

ۑᾏὒ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨ࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝➼ࡼࡿᡃࡀᅜࡢ⤒῭࣭♫ࡢ

ձ ᾏὒ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࡢ᥎㐍➼㻌

㸦㸯㸧⛉Ꮫⓗ▱ぢࡢᐇ㸦ᾏὒ⛉Ꮫᢏ⾡ࠊᾏὒㄪᰝ࣭ほ

㸰㸬ྛࢸ࣮࣐ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㻌



ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ㸰㸬グ㍕ࡍࡿࠋ㻌

ࡋ࡚ᨵࡵ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡋࡓࠋᮏጤဨ࡛ࡢᑂ㆟⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྛࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡢᇶ

୍࡛㒊㆟ㄽࡉࢀࡓࡶࡢࢆྵࡴࡀࠊḟᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚㔜せ࡞ಶูᑂ㆟ࡍࡁࢸ࣮࣐

ࡶᚋࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㏣ຍࢸ࣮࣐ࡣࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨ

ⓗࠊࠕỈ⏘ᴗࠖࠊࠕᾏୖ㍺㏦ࠖࠊࠕ㞳ᓥࡢ⯆ࠖཬࡧࠕⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ㛤Ⓨ➼ࠖࡘ࠸࡚

ㄪᰝ࣭ほ

ᮏጤဨ࡛ࡣࠊᖺᗘࡢཧ㆟ពぢ᭩࡛㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡉࢀࡓࠊࠕᾏὒ⛉Ꮫᢏ⾡ࠖࠊࠕᾏὒ

࡞ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊཧ㆟࣓ࣥࣂ࣮ࢆᵓᡂဨࡍࡿࠕᇶᮏィ⏬ጤဨࠖࢆタ⨨ࡋࡓࡇࢁࠊ

⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊ཧ㆟ࡣࠊᮏᖺ㸲᭶௨㝆ࠊḟᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃྥࡅ࡚యⓗ࡞ྲྀࡾ⧳ࡵ

㸯㸬ࡣࡌࡵ㻌

㻌

ูῧ䠑㻌

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࡢάື㸦௨ୗࠊᾏὒㄪᰝ➼࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡾ㞟ࡋࡓᾏ

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࡢ⥔ᣢ࣭ᙉ㻌

⥙ࢆ㈗㔜࡞㈨⏘࡛࠶ࡿᤊ

యไࡢᵓ⠏࣭ᙉࡸほ

ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽࡞ࡢ㆟ㄽ࠾

ࡸ㏻ಙᢏ⾡➼ࡢά⏝ࢆࡉࡽ᥎㐍ࡍ

ಀࡿᢏ⾡➼ࡀྍḞ࡛࠶
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡸᾏὒࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࣭ά⏝ࡸᾏὒኚື
➼ಀࡿ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

㻌

㻞㻌

ۑᅜ㝿㐃ᦠཬࡧᅜ㝿༠ຊࡣࠊᖹ࡛Ᏻᐃࡋࡓᅜ㝿♫ࡢ☜❧ࢆᇶ┙ࡋࡓᡃࡀᅜᅜ┈ࡢᐇ⌧

㸦㸰㸧ᅜ㝿㐃ᦠ࣭ᅜ㝿༠ຊ㻌

㻌

ᚲせ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙᏳಖ㞀ୖࡢㅖㄢ㢟ࡢᑐᛂࢆྵࡵࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢୗࠊ

ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡀᅜཬࡧᅜẸࡢᏳࠊᏳᚰࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ

➼ࡢ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉࡸ⤒῭࣭♫ㄢ㢟ࡢᑐᛂࡢࡓࡵࡢᾏὒ㛵㐃ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࠊᢏ⾡

ࡓࡋ࠺ࡇۑほⅬࡽࠊㅖእᅜࡢືྥࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᾏὒ㈨※㛤Ⓨ࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝

ண

ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓඛ㐍ⓗ࡞ほ

ࡿࡇࡽࠊ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㆟㐃ᦠࡋࠊᾏὒศ㔝࠾ࡅࡿ 㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻡㻚㻜

ࡿࡓࡵࡣࠊࡇࢀࡽ⭾࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟⣙ࠊゎᯒࠊᾏὒኚືண

ࠊࡵࡓࡢࡇۑ㻹㻰㻭 యไࡢ☜❧ࢆྵࡵࠊᚓࡽࢀࡓ⭾࡞ᾏὒሗࢆᾏὒᨻ⟇᭷ຠά⏝ࡍ

࡛࠶ࡿࠋ㻌

♫㸦㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻡㻚㻜㸧ࠖࡢᐇ⌧ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡀᙉࡃᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ

➨ࠊࡽࡉۑ㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᢏ⾡ࡸ 㻵㼛㼀 ࢆά⏝ࡋࡓࠕ㉸ࢫ࣐࣮ࢺ

࠸࡚ࡶᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ㻌

ࡿࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᾏὒほ

ࢆ୍ᒙᙉࡋࠊᾏὒศ㔝࠾ࡅࡿ⾨ᫍࡼࡿᆅ⌫ほ

ᐂᢏ⾡ࡢά⏝ࡸᅜ㝿ⓗ࡞㐃ᦠ࣭༠ຊࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᾏὒᏱᐂࡢᨻ⟇㐃ᦠ

ۑᗈ࡞ᾏὒࡢሗࢆຠᯝⓗྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡣࠊᾏὒㄪᰝ⯪➼ࡼࡿ⌧ሙほ

ຍ࠼ࠊᏱ

ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ಀࡿᢏ⾡㛤Ⓨࡢ᥎㐍ࡸ

ճ ᾏὒᏱᐂࡢ㐃ᦠཬࡧ 㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻡㻚㻜 ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨ㻌

㻌

ྲྀᚓࡋࡓᾏὒሗࡢඹ᭷యไࡢᙉࢆᅗࡿࠋ㻌

࠼ࠊࡑࡢ⥔ᣢ࣭ᙉࢆᅗࡿࡶࠊඛ㐍ⓗ࡞ほ

ࡓࡋ࠺ࡇۑほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡀࡇࢀࡲ࡛ᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓᾏὒほ

ࡾࠊࡑࡢព࠾࠸࡚ࠊᾏὒㄪᰝ➼ࡣࠊᾏὒࡢᏳಖ㞀ࡢᐇ⌧ࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࠋ㻌

ᥱ㸸㻹㻰㻭㸧ࡣࠊከᵝ࡞ᾏὒᨻ⟇ࡢᐇࡸᾏὒ࠾ࡅࡿ⬣ጾ࣭ࣜࢫࢡࡢ᪩ᮇᐹ▱᭷ຠ࡛࠶

ὒࡢ⛉Ꮫⓗሗࢆά⏝ࡋࠊᾏὒࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࢆ㐺ษඹ᭷ࡍࡿࡇ㸦ᾏὒ≧ἣᢕ

ۑᾏὒㄪᰝ࣭ほ

ղ ᾏὒㄪᰝ࣭ほ

㻌

᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌
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⥙ࡢᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢほ

࣭◊✲άືࡢ᥎㐍ࢆ㏻ࡌࡓᆅ⌫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࡼࡿᡃࡀᅜࡢࣉࣞࢮࣥࢫࡢྥୖ㻌

㻌

⯪ࢆࡣࡌࡵࡋࡓほ ࣭◊✲

㻟㻌

యไࡢᩚഛ➼ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿໃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡃࡀᅜࡋ࡚ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊࠕᴟᇦ◊✲᥎㐍

ۑᴟᨻ⟇ྲྀࡾ⤌ࡴㅖእᅜ࠾࠸࡚ࠊ○ịᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿほ

ࡢᙉࡳ࡛࠶ࡾࠊୗグղཬࡧճࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡶࠊᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᡭẁ࡞ࡿࠋ㻌

⛉Ꮫᢏ⾡༠ຊࡶ✚ᴟⓗ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊᴟᨻ⟇ࢆᑟࡍࡿୖ࡛ᡃࡀᅜࡢ᭱

ۑᡃࡀᅜࡣࠊ㛗ᖺࢃࡓࡾࠊᴟࡢ⎔ቃኚࡘ࠸࡚ほ ࣭◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞

ձ ほ

㻌

ᴟࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄽⅬࢆᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡍࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㻌

ᴟ₯ᅾࡍࡿྍ⬟ᛶ⎔ቃኚࡢ⬤ᙅᛶࢆ㐺ษㄆ㆑ࡍࡿࡶࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ࡢ

㔪࡞ࡿࠕᡃࡀᅜࡢᴟᨻ⟇ࠖࢆ⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊࠾࠸࡚⟇ᐃࡋࡓࠋᮏᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ

せ࡞ࣉ࣮ࣞࣖࡋ࡚ᅜ㝿♫㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᇶᮏ᪉

ࡋᚓࡿ⎔ቃ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ⫼ᬒࠊᡃࡀᅜࡀᴟࢆࡵࡄࡿㄢ㢟ࡢᑐᛂ࠾ࡅࡿ

ࡽࠊᴟᾏ⯟㊰ࡢά⏝㸪㈨※㛤Ⓨࢆࡣࡌࡵࡋ࡚⤒῭ⓗ࣭ၟᴗⓗ࡞ᶵࢆࡁࡃாཷ

ࡢᙳ㡪ࡣᡃࡀᅜࡗ࡚ࡶ↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᪉ࠊࢪᆅᇦ࠾࠸࡚᭱ࡶᴟᾏ㏆࠸ࡇ

ᡃࡀᅜࡣᴟࡢẼೃኚືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ᆅ⌮ⓗ⨨࠶ࡾࠊᴟᇦ࠾ࡅࡿ⎔ቃኚື

㸦㸱㸧ᴟᨻ⟇㻌

㻌

ࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ᡃࡀᅜࡢᅜ┈ࡢᐇ⌧ࢆࡣࡿࠋ㻌

ཎ๎ࢆࠊ⮬ᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜ㝿♫యࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᇶ‽ࡋ࡚ᾐ㏱ࡉࡏࡿࡃάືࡋࠊࡇ

ۑᡃࡀᅜࡣࠊࡇࢀࡽࠕᾏ࠾ࡅࡿἲࡢᨭ㓄ࠖཬࡧࠕ⛉Ꮫⓗ▱ぢᇶ࡙ࡃᨻ⟇ࡢᐇࠖ࠸࠺

ࡉࢀࡿᨻ⟇ࡼࡗ࡚ᾏὒࡢㅖㄢ㢟ᑐฎࡋ࡚࠸ࡃࠋ㻌

ࢆ㏻ࡌ࡚⛉Ꮫⓗ▱ぢࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࠊ⛉Ꮫⓗ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿ㝈ࡾࡣࠊࡑࢀᇶ࡙ࡁỴᐃ

ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢୗࠊໟᣓⓗ࡞ᾏὒほ

ᾏὒࡢ≧ἣࢆ㐺ษᢕᥱࡋࠊᾏὒࡢㅖ⌧㇟ࢆࡼࡾࡼࡃ⌮ゎࡍࡿࡇࡶḞࡏ࡞࠸ࠋᡃࡀᅜ

ࠊࡽࡉۑᆅᇦࡸᆅ⌫つᶍࡢᾏὒၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞࣮ࣝࣝ➼ࡢ㑂Ᏺຍ࠼ࠊ

ࡎࠊᖹⓗ࡞ែᣠࢆᚭᗏࡍࡿࠋ㻌

Ⅼࡽࡶࠊࡇࢀࡽࡢᅜ㝿ⓗ࡞࣮ࣝࣝ➼๎ࡗ࡚ᑐฎࡋࠊᙇࢆ㏻ࡍࡓࡵຊࡸጾᅽࢆ⏝࠸

ࡁࠊᡃࡀᅜࡢᅜ┈㈨ࡍࡿᅜ㝿⎔ቃࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㻌

㻌

࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ㻌
㻠㻌

࠸ࡿࡇࡽࠊᡃࡀᅜ⁺ᴗࡢ᧯ᴗᐇែࡸ㈨※ࡢ≉ᛶぢྜࡗࡓ 㻵㻽 ᪉ᘧࡢά⏝᪉ἲࡘ

࣭㻵㻽㸦ಶูᙜ㸧᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊἈྜ⁺ᴗ➼ࡢᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚

ࡢᑟධࢆ㡰ḟᅗࡿࠋ㻌

࣭せỈ⏘㈨※ࡈࠊ┠ᶆ⟶⌮ᇶ‽ࡸ㝈⏺⟶⌮ᇶ‽࠸ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿ㈨※⟶⌮┠ᶆ➼

ࡢຠ⋡࣭ຠᯝⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࠋ㻌

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡀ✚ᴟⓗ㈨※⟶⌮ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋࠊ㛵ಀࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡶ㈨※⟶⌮

࣭⁺⋓㔞ࡸ⁺⋓㔠㢠➼ࡀከ࠸せ࡞㈨※ࡸᗈᇦ㈨※ཬࡧ㈨※≧ἣࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ㈨※

ᗘᅜ㝿ⓗ࡞㈨※⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ۑ㐺ษ࡞㈨※⟶⌮ᥐ⨨ࡢᇶ♏࡞ࡿ㈨※ホ౯ࡢ⢭ᗘྥୖࢆᅗࡾࠊᅜෆ࠾ࡅࡿ㈨※⟶⌮ࡢ㧗

㻌

ᚑࡗ࡚ྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ㻌

Ỉ⏘≀ࡢᏳᐃ౪⤥⁺ᮧᆅᇦࡢ⥔ᣢⓎᒎྥࡅ࡚ࠊ௨ୗࡢ࡞ྲྀ⤌ࢆྵࡵࠊỈ⏘ᇶᮏィ⏬➼

Ỉ⏘ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜ࿘㎶ࡢ㇏࡞Ỉ⏘㈨※ࢆᣢ⥆ⓗ࡞ᙧ࡛ࣇࣝά⏝ࢆᅗࡿࡶࠊ

ձỈ⏘ᴗ㻌

㸦㸲㸧Ỉ⏘ᴗࠊᾏୖ㍺㏦ࠊ㞳ᓥࡢ⯆ࠊⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ㛤Ⓨ➼㻌

㻌

ࡇࢁࠊᅜ㝿༠ㄪࢆᇶㄪࡍࡿᴟᨻ⟇ࢆษࡾཱྀࠊᵝࠎ࡞እᶵࢆᤊ࠼࡚༠ຊ㛵ಀࢆ⠏

ࠊࡓࡲۑᴟᇦ࠾ࡅࡿኚࡣࠊᡃࡀᅜ࿘㎶ࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜ㝿♫యᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿ

ࡓࡽࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᑐᛂࡣᅜ㛫ཬࡧከᅜ㛫࡛ࡢᅜ㝿༠ຊࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ㻌

ۑᴟᇦ࠾ࡅࡿ⎔ቃኚࡢᙳ㡪ࡣࠊᴟᅪࠊ㠀ᴟᅪࢆၥࢃࡎᅜ㝿♫ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆࡶ

ճ ᡃࡀᅜࡢᅜ┈㈨ࡍࡿᅜ㝿༠ຊࡢ᥎㐍㻌

㻌

࡚࠸ࡃࠋ㻌

ࡸᴟᾏ⯟㊰ࡢά⏝➼㛵ࡍࡿ⎔ቃᩚഛ࠾࠸࡚ࠊᡃࡀᅜཬࡧᅜ㝿♫ࡢ┈ࢆ☜ಖࡋ

ࢆࢀࡇۑ๓ᥦࡋ࡚ࠊබᾏ㒊ศ࠾ࡅࡿỈ⏘㈨※ࡢಖᏑ⟶⌮➼㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞࣮ࣝࣝᙧᡂ

ࡢᨭ㓄ࠖࡢ☜ಖཬࡧ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࡃ㆟ㄽࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㻌

ۑᴟᾏࢆྵࡴᾏὒ࠾࠸࡚ࡶࠊᅜ㐃ᾏὒἲ᮲⣙ࢆྵࡴ㛵㐃ᅜ㝿ἲࡀ㑂Ᏺࡉࢀࡿ࠸࠺ࠕἲ

ղ ᅜ㝿ⓗ࣮ࣝࣝᙧᡂࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬㻌

つᐃࡉࢀࡓᾏὒ࠾ࡅࡿᶒࢆாཷࡍࡿࡶࠊ㈐ົࡘ࠸࡚ࡶ⋡ඛࡋ࡚㐙⾜ࡍࡿࠋ㻌

ࠊ≉ۑᾏὒ࠾ࡅࡿ⣮தࡸᐖࡢᑐ❧➼㝿ࡋ࡚ࡣࠊᾏὒ࠾ࡅࡿ⛛ᗎࡢᙧᡂ࣭Ⓨᒎࡢほ

㻌

ࢆ୰ᚰࡋࡓᅜ㝿ⓗ࡞࣮ࣝࣝࡀᏑᅾࡍࡿࠋᡃࡀᅜࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝ➼ࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡇ

ྥୖࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㻌

ᒙࡢᙉࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅ⌫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ㈉⊩ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ᅜ㝿♫࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢫࡢ

㔝࠾࠸࡚ࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞ྜពᙧᡂࢆᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ᪨ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㻌

ۑᾏὒศ㔝ࡣࠊ㛗ᖺࢃࡓࡗ࡚ከࡃࡢᅜࡀ㆟ㄽᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠊᅜ㐃ᾏὒἲ᮲⣙

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦㻭㼞㻯㻿㸧ࠖࢆ⥅⥆ࡍࡿࡶࠊほ ࣭◊✲యไࡸᡂᯝⓎಙࠊᅜ㝿㐃ᦠࡢ୍

ࡢࡓࡵ⾜ࢃࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ㝿༠ㄪ⩏ࢆᥖࡆࡿᡃࡀᅜࡣࠊᾏὒศ
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ᩍ⫱ࡢሙࡢᥦ౪࡞ࡢࠊỈ⏘ᴗ࣭⁺ᮧࡢᣢࡘỈ⏘≀ࡢ౪⤥௨እࡢከ㠃ⓗ࡞ᶵ⬟ࡀᑗ᮶ࢃ
ࡓࡗ࡚Ⓨࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ୍ᒙࡢᅜẸࡢ⌮ゎࡢቑ㐍ࢆᅗࡾࡘࡘຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁ㐍

ࡵࡿࡶࠊ㪒㢮⛉Ꮫㄪᰝࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜࡢ❧ሙᑐࡍࡿ⌮ゎࡢᣑ

ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㻌

Ⴀయ⤒Ⴀ⟇ࢆ㔜Ⅼࡋࠊࡑࡢᅜ㝿➇தຊࡢᙉࢆᅗࡿࠋ㻌
✲࣭ᢏ⾡㛤Ⓨࢆຠ⋡ⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

㻌

➼ࡢᶵ⬟ྥୖࠊ㇏࡞⏕

㻡㻌

ែ⣔ࡢ㐀ᾏᇦࡢ⏕⏘ຊྥୖྥࡅࡓ⁺ሙᩚഛࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖഛ࠼ࡓᑐᛂຊᙉࠊ

㸲ࡘࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊỈ⏘ᴗࡢ➇தຊᙉ㍺ฟಁ㐍ྥࡅࡓ⁺

ۑᡃࡀᅜỈ⏘ᴗࡢᇶ┙ᩚഛ࠾ࡅࡿㄢ㢟ⓗ☜ᑐᛂࡍࡿほⅬࡽࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁ

≀ࡢྲྀᘬࡸ≀ὶࡢᅾࡾ᪉ࢆ⥲ྜⓗ᳨ウࡍࡿࠋ㻌

౪ࡍࡿᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣࠊὶ㏻ᶵᵓࡢᨵ㠉ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊᅜࡋ࡚ࠊỈ⏘

㻌

㻢㻌

୍ۑ᪉࡛ࠊෆ⯟ᾏ㐠ᴗ⪅ࡢ 㻥㻥㻚㻢㸣ࡀ⤒Ⴀᇶ┙ࡢ⬤ᙅ࡞୰ᑠᴗ࡛࠶ࡿࡇຍ࠼ࠊᐻ༨

ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌

ࡸᅜẸ⏕άࢆᨭ࠼ࡿᇶᖿⓗ㍺㏦ࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡾࠊ࣮ࣔࢲࣝࢩࣇࢺࡢཷࡅ─ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞

ۑෆ⯟ᾏ㐠ࡣࠊᅜෆ㈌≀㍺㏦ࡢ 㻠㻠㸣ࠊ⏘ᴗᇶ♏≀㈨㍺㏦ࡢ⣙㸶ࢆᢸ࠺ࠊᡃࡀᅜࡢ⤒῭άື

Ϲ ෆ⯟ᾏ㐠㻌

ຊᙉࡢ⟇ࡇࢀࡲ࡛௨ୖྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㻌

ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ㻌

⌧ۑᅾࠊ᪤Ꮡࡢὶ㏻ᶵᵓࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ᾘ㈝⪅ࡸ㟂せ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ┤᥋ᛂ࠼ࡿᙧ࡛Ỉ⏘≀ࢆᥦ

ࡇࡢࡓࡵࠊ᭱㏆ࡢᅜ㝿ᾏ㐠ᕷሙ࠾ࡅࡿ୍ᒙࡢ➇த⃭ཬࡧㅖእᅜࡢእ⯟ᾏ㐠ᨻ⟇ࡶ㋃
ࡲ࠼ࠊᏳᐃⓗ࡞ᅜ㝿ᾏୖ㍺㏦ࡢ☜ಖࡑࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞➇த᮲௳ࡢᆒ⾮➼ࡢᅜ㝿➇த

ࡶࠊᅜࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ィ⏬ࡢ࡞ᐇᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡢほⅬࡽࠊ

ᕷἣࡢṔྐⓗ࡞ప㏞➼ࡶ࠶ࡾࠊᅜ㝿➇தຊࡢ᭦࡞ࡿᙉࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㻌

㱋⯪ࡢ௦⯪ࢆィ⏬ⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ⁺ᴗ⪅ᅋయࡀ௦⯪ࡢࡓࡵࡢ㛗ᮇⓗ࡞ィ⏬ࢆ♧ࡍ

ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐀⯪ᴗ⪅ࡢ౪⤥⬟ຊࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࠊ㧗⯪

ሙࢆᙧᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᡃࡀᅜእ⯟ᾏ㐠ᴗࡣ⇚Ⅿ࡞ᅜ㝿➇தࡉࡽࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ㏆ᖺࡢᾏ㐠

࣮ࠖࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺࡞ࠊᆅᇦ⤒῭࣭㞠⏝ࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉࡛እ⯟ᾏ㐠ࡣୡ⏺༢୍ᕷ

⾜࠺ࡶࠊࡢάᛶࡢほⅬࡽᚲせ࡞⟇ࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍࡿࠋ㻌

࣭⁺⯪ࡢ㧗⯪㱋ࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢపୗ➼ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᛶ⬟ࠊᏳᛶࡢྥୖ➼

ࡋ࡚࠸ࡿࠊᾏ㐠ᴗ࣭㐀⯪ᴗࢆ୰ᚰࡋ࡚ᾏ⏘ᴗࡢ㛵㐃ศ㔝ࡀ㞟✚ࡍࡿࠕᾏࢡࣛࢫࢱ

㐍ࡸ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ➼ࢆ㏻ࡌࡓᴗࡢ㐃ᦠࠊཧධࢆࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㻌
ࠊࡓࡲۑᡃࡀᅜእ⯟ᾏ㐠ࡣୡ⏺➨ 㻞 ࡢಖ᭷⯪⭡㔞ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᡃࡀᅜ⤒῭ࡁࡃ㈉⊩

ࡃࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜࡋ࡚ࠊ㐃ᦠࡍࡿᴗࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢάືࡢಁ

࣭⁺ᴗ⪅ࡀࠊᚲせࡉࢀࡿᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࣭࢘㈨ᮏ࣭ேᮦࢆ᭷ࡍࡿᴗࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸

ᅜ⤒῭࣭ᅜẸ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᇶ┙࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢᏳᐃⓗ࡞ᅜ㝿ᾏୖ㍺㏦ࡢ☜ಖ

㻢㻝㻚㻥㸣ࡢ㍺㏦ࢆᡃࡀᅜእ⯟ᾏ㐠ᴗࡀ㐠⯟ࡍࡿ᪥ᮏၟ⯪㝲ࡀᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊእ⯟ᾏ㐠ࡣᡃࡀ

⟇ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ㻌

ۑᅄ㠃ࢆᾏᅖࡲࢀࡿᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㈠᫆㔞ࡢ 㻥㻥㻚㻢㸣ࢆᾏୖ㍺㏦ࡀ༨ࡵࠊࡇࡢ࠺ࡕ

ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊඃⰋࡸྲྀ⤌ᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟ࢆࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࠋ㻌

ϸ እ⯟ᾏ㐠㻌

ղᾏୖ㍺㏦㻌

㻌

ࡢ࡞Ⓨᒎࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⏕⏘⌧ሙ➼ࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࢆ㏿ࡸゎỴࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝ࣭◊

⏕ۑែ⣔ࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡾࠊ㝈ࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿỈ⏘㈨※ࡢᣢ⥆ⓗ࡞⏝ࢆ☜ಖࡋࠊỈ⏘ᴗ

࣭⁺ᴗᑵᴗ⪅ࡢῶᑡ࣭㧗㱋࠸ࡗࡓᐇែࡶ㋃ࡲ࠼ࠊࡢ㈨※ࡢࣇࣝά⏝ࡢࡓࡵᚲせ࡞

࣭ࣉࣛࣥࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡤᚓࡢྥୖྥࡅ࡚╔ᐇ 㻼㻰㻯㻭 ࢧࢡࣝᅇࡋ࡚࠸ࡃ

ࡍࡿࠋ㻌

ࢆᢸ࠸ࠊከᵝࡍࡿᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ༶ࡋࠊᏳᐃⓗỈ⏘≀ࢆ౪⤥ࡋᚓࡿ⁺ᴗᵓ㐀ࢆ㐩ᡂ

ࡓࡗ࡚ຠ⋡ⓗ⏝ࡋ࡚ࠊ⁺ᴗ⏕⏘ࡢ᐀㸦ᡃࡀᅜ⁺ᴗ⏕⏘㢠ࡢ࠾࠾ࡴࡡ㸷┦ᙜ㸧

࣭㈨※⟶⌮࣭ධᏳᐃᑐ⟇ຍධࡍࡿᢸ࠸ᡭࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓỈ⏘㈨※ࢆ⟶⌮ࡋࡘࡘᑗ᮶ࢃ

ᣦᑟ➼ᑐࡋᨭࢆ⾜࠺ࠋ㻌

ᩚഛྥࡅࠊ㻴㻭㻯㻯㻼 ㄆᐃタᩘࡢቑຍࢆᅗࡿࡓࡵࠊỈ⏘ຍᕤタࡢᨵಟࠊ◊ಟࠊ⌧ᆅ

࣭ᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ⪅ࢆࠊຠ⋡ⓗࡘᏳᐃⓗ࡞⁺ᴗ⤒Ⴀయ࡞ࡿ

ࡃ⫱ᡂࡋࠊᚋࡢ⁺ᴗ⏕⏘ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃయࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⤒

࡛ࣥࡢ㍺ฟಁ㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไ࣭ࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓ㍺ฟ⎔ቃࡢ

ۑᾏእᕷሙࡢᣑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏ⏘Ỉ⏘≀ࡘ࠸࡚ᅜࡢ㛵ಀ⪅ࡀ୍య࡞ࡗࡓ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ

༢࡛ࡢᡤᚓࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㻌

ୖࡸᴗࡢᢏ⾡࣭▱㆑࣭㈨ᮏ➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⁺ᴗ᧯ᴗࡸ㣴Ṫᴗࡢຠ⋡ࢆᅗࡾࠊ
ࠕࠖ

ࡍࡿࠋ㻌

⎔↛⮬ۑቃࡢಖࠊᅜቃ┘どࠊᾏ㞴ᩆຓࡼࡿᅜẸࡢ⏕࣭㈈⏘ࡢಖࠊಖఇ㣴࣭ὶ࣭

⏘ۑᴗࡋ࡚ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡸᡤᚓࡢቑࡼࡿᡂ㛗⏘ᴗࢆ┠ᣦࡋࠊ⮬ࡽࡢ⤒Ⴀ⬟ຊࡢྥ

㻌

ࢫࢺࢵࢡࡢ᭱㝈ࡢά⏝⁺ᮧࡢࡂࢃ࠸ࡢฟࢆᥖࡆࠊ⁺ ࣭⁺ሙ࣭⁺ᮧࡢᩚഛࢆ

⥲ྜⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

⁺

࣭ၟᴗᤕ㪒ࡢ᪩ᮇ㛤ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࠊᅜ㝿ᤕ㪒ጤဨࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ㛵ಀᅜ㐍

ࡘࠊ㈨※⟶⌮ࡢ᪉ἲࡶྵࡵࠊつไ⦆ࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍࡿࠋ㻌

࣭Ἀྜ⁺ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᩘ㔞⟶⌮➼ࡢᐇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ⁺ᴗ⛛ᗎࡢᙳ㡪ࡶ຺ࡋࡘ
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ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㻌

㻌

㻌

ែࡸᚋࡢぢ㏻ࡋ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ⟶⌮ࡢ┠ⓗࡸ᪉⟇ࠊྲྀ⤌యไࡸࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼ࢆᐃࡵ
ࡓᾏᇦࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋᙜヱ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ⥲ྜᾏὒᨻ⟇
ᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊᾏὒᶒ┈ࡢಖࠊ㛤Ⓨ➼⎔ቃಖࡢㄪࠊ⏝ࡀ㔜」ࡍࡿሙྜࡢ࡞
㻤㻌

ⓗ᮲௳ࡢୗࠊேࡢ ᮶ࠊ⏕άᚲせ࡞≀㈨➼ࡢ㍺㏦せࡍࡿ㈝⏝ࡀࡢᆅᇦẚ㍑ࡋ࡚ከ

㢠࡛࠶ࡿࡇࡢࠊ⏘ᴗᇶ┙ࠊ⏕ά⎔ቃ➼㛵ࡍࡿᆅᇦ᱁ᕪࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ

㻣㻌
㻌

➨ۑ㸰ᮇᾏὒᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠕⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ㛤Ⓨ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᾏᇦࡢ㛤Ⓨ➼ࡢᐇ

ࡢ᮲௳ᆅᇦẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊ౫↛ࡋ࡚ཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཝࡋ࠸⮬↛ⓗ♫

ᰝ➼ࡀࠊᏳࡘᏳᐃⓗ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺άືᣐⅬࡢᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ㻌

࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᛴ⃭࡞ேཱྀࡢῶᑡࡸ㧗㱋ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㞳ᓥࢆࡵࡄࡿ⌧≧ࡣࠊᅜࡸ

ሗࡢ୍ඖሗࡢᡓ␎ᛶ➼㓄៖ࡋࡓୖ࡛බ㛤ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊᾏὒㄪ

ۑⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ᭷ຠ࡞⏝➼ಀࡿᇶ┙ሗࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊᾏὒㄪᰝࡢ᥎㐍ࠊᾏὒ

࣮࣭㖔≀㈨※ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚⏘ᴗࡢࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࠋ㻌

ۑⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ᭷ຠ࡞⏝➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊỈ⏘㈨※ࡢᣢ⥆ⓗ⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ

ۑ㞳ᓥࡣࠊᡃࡀᅜࡢ㡿ᇦࠊⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢಖࡸᾏὒ㈨※ࡢ⏝➼㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ

‴㛵㐃ᡭ⥆ࡁ

Ϲ ⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ᭷ຠ࡞⏝➼ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᇶ┙࣭⎔ቃᩚഛ㻌

㻌

ࢆ⾜࠺ࡇࡀḟᇶᮏィ⏬ࡢ㔜Ⅼⓗ⟇࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㻌

ۑⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢእ⦕ࢆ᰿ᣐࡅࡿᅜቃ㞳ᓥࡘ࠸࡚ࡣࠊప₻⥺ࢆྵࡵࡑࡢಖ࣭⟶⌮

࠸ࡓゎỴࢆ┠ᣦࡍࠋ㻌

ۑᡃࡀᅜእᅜࡢᙇࡀ㔜」ࡍࡿᾏᇦࡀᏑᅾࡍࡿࡇక࠺ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ἲᇶ࡙

ճ㞳ᓥࡢ⯆㻌

㻌

‴࠾ࡅࡿಖᏳᑐ⟇࣭༴ᶵ⟶⌮ࢆ㐺ษᐇࡍࡿࡶࠊ㍺ฟධཬࡧ

ࡢຠ⋡ࡘ࠸࡚᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ۑ

‴ࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢᾏእᒎ㛤ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ᕝୖ㸦ィ⏬⟇ᐃẁ㝵㸧ࡽᕝ୰㸦ᩚഛẁ㝵㸧ࠊᕝୗ㸦⟶⌮࣭㐠Ⴀẁ㝵㸧ࡢྛẁ㝵࠾࠸࡚

ۑᡃࡀᅜ⏘ᴗࡢᡂ㛗ࠊᅜ㝿㈉⊩ࠊᾏὒ࠾ࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ᨵၿ➼ࡢほⅬࡽࡶࠊ

ۑゼ᪥ࢡ࣮ࣝࢬ᪑ᐈ 㻡㻜㻜 ேࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ࡢཷධ⎔ቃࡢᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ㻌

‴ᩚഛ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

ᾏὒࡅࡿᏳಖ㞀⎔ቃࢆᡓ␎ⓗ⥔ᣢ࣭ᨵၿࡍࡿୖࡽࡶᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ㻌

ۑᆅᇦࡢᇶᖿ⏘ᴗࡢ➇தຊᙉࡢࡓࡵࡢ

ྲྀ⤌᪉㔪ࠖ㻔ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻣 ᭶ 㻠 ᪥ࠊ⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊Ỵᐃ㻕ἢࡗ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ㻌

ۑ㝣Ჴࡢᘏ㛗㛵ࡋࠊᖹᡂ 㻞㻢 ᖺࡢ⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊Ỵᐃࠕ㝣Ჴࡢᘏ㛗ྥࡅࡓᚋࡢ

‴ࡸ

㻸㻺㻳 ࣂࣥ࢝ࣜࣥࢢᣐⅬ࡞ࡢᾏୖ㍺㏦ᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿࡇࡣࠊᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ

‴ࠊᅜ㝿ࣂࣝࢡᡓ␎

ϸ ⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ☜ಖ࣭ಖ➼㻌

‴➼࠾ࡅࡿ㐠Ⴀᡃ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅜ㝿➇தຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ࢥࣥࢸࢼᡓ␎

‴➼ࡢࣥࣇࣛࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ពࢆᣢࡘࠋ≉せ࡞

ࡀᅜࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡸࠊᡃࡀᅜࡢᴗࡸᅜẸࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᒎ㛤ࢆᨭ࠼ࡿ≀ὶࢿ

ᓊᅜࡢ

մⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢ㛤Ⓨ➼㻌

ࡿࠋ㻌

ۑᡃࡀᅜࡢᅜ㝿≀ὶࡢࢇࢆᨭ࠼ࡿࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥࡢᏳ☜ಖࡢほⅬࡽࠊࢩ࣮࣮ࣞࣥἢ

ࢆୖᡭά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡋ࠸ࢹࡸ▱ᜨࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍྲྀ⤌ࢆᐇࡍ

᪂ࡋ࠸ேࡢὶࢀࢆࡘࡃࡿྲྀ⤌ࡢᙉ࡞ࠊ㞳ᓥᓥእࡢὶᶵࢆᐇࡋࠊᓥእࡢ▱ぢ

ࢆಁࡍࡶ᪑ᐈ⯪ᴗࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㻌

Ϻ ᾏୖ㍺㏦ᣐⅬࡢᩚഛ㻌

⯆ࡸὶேཱྀࡢᣑࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㞳ᓥᴗ࣭ᆅᇦࡢὶᙉࠊᓥྥ࠺

㞳ᓥ⯟㊰ࡢ⥔ᣢ࣭☜ಖࡣࡶࡼࡾࠊほග㟂せࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡼࡿ᪂つࡢ⯪᪑ࢧ࣮ࣅࢫࡢᒎ㛤

㻌

್ࡢྥୖࠊ㞳ᓥ㏻ࡢᏳᐃⓗ࡞☜ಖ➼ࢆ⾜࠸ࠊᓥࡢ㨩ຊ࠶ࡿ㈨※ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࡓ⏘ᴗ

ࠊࡓࡲۑᆅᇦఫẸࡢ⛣ືᡭẁ➼࠾࠸࡚ྍḞ࡞㏻ࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡿᅜෆ᪑ᐈ⯪ࡘ࠸࡚ࡶࠊ

≧ࡓࡋ࠺ࡇۑἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ㈨※ࡢⓎ᥀ࡸຍ౯

࠶ࡾࠊᓥእࢆྵࡵࡓᵝࠎ࡞▱ぢࢆά⏝ࡋࠊពᕤኵࡼࡾάᛶࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ

⯪⯧➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࠖཬࡧࠕ⯪ဨࡢᏳᐃⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞☜ಖ࣭⫱ᡂࠖࡢ㸱ࡘࡢどⅬࡽᩚ⌮

ࡉࢀࡓලయⓗ⟇ࢆࠊᚋࠊ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㻌

ࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᓥẸ௨እࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡶ㔜せ࡛

㍈ࡋ࡚⨨࡙ࡅࠊࡇࢀࡽࡢᐇ⌧ྥࡅࠕෆ⯟ᾏ㐠ᴗ⪅ࡢᴗᇶ┙ࡢᙉࠖࠊ
ࠕඛ㐍ⓗ࡞

࡙ࡽ࠸≧ἣ⨨ࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ከᵝ࡞ேᮦࢆᓥෆࡔࡅ࡛☜ಖࡍࡿࡇ

ࠊࡓࡲۑேཱྀࡀῶᑡࡋࠊ㧗㱋ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㞳ᓥ࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨࡼࡿྲྀ⤌ࢆ⏕ࡳฟࡋ

㈨※ࢆຠᯝⓗࣇࣝά⏝ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ㻌

㛫ὶࡢಁ㐍࡞ࡢྲྀ⤌ຍ࠼ࠊ⮬↛ࠊṔྐࠊఏ⤫ᩥࠊ⏘ᴗࠊ⏕άᵝᘧ࡞ࡢᓥᅛ᭷ࡢ

ࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㞳ᓥࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵࠊᐃఫࡢಁ㐍ࠊ⏕άࡢᏳᐃࠊ⚟♴ࡢྥୖࠊᆅᇦ

┠ࠊࡣ࡛ࣥࣛࣉྠۑᣦࡍࡁᑗ᮶ീࡋ࡚ࠕᏳᐃⓗ㍺㏦ࡢ☜ಖࠖࠕ⏕⏘ᛶྥୖࠖࡢ㸰Ⅼࢆ

ࡍࡿ㸫ࠖࡋ࡚ࡾࡲࡵࡓ㸦ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ㸴᭶බ⾲㸧ࠋ㻌

ᢸ࠸⥆ࡅࡿࡓࡵࡢලయⓗ⟇➼ࢆࠕෆ⯟ᮍ᮶㐀ࣉࣛࣥ 㸫ࡓࡃࡲࡋࡃ ᪥ᮏࢆᨭ࠼ 㐍

ࡢࡽࢀࡇۑㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊෆ⯟ᾏ㐠ࡀᣢ⥆ⓗᏳ࣭Ⰻ㉁࡞㍺㏦ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᙺࢆ

ࡳ࡛ࡣ㍺㏦㟂せࢆቑຍࡉࡏࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࠶ࡿ࡞ࠊᵓ㐀ⓗㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ㻌

ࡉࢀࡓⲴᴗࡢᑓᒓ࣭⣔ิࡀᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿᴗ⏺ᵓ㐀࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢດຊࡢ

－ 97 －

㻌

㻌

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢ᳨ウ࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡁᾏὒໃࡢኚ➼ࡘ࠸࡚㻌
㻌

㸰᭶ཬࡧᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ㸰᭶㸧ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡶ㋃ࡲ࠼ࠊໟᣓⓗ࡞ἲయ

⣔ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ㻌

㻥㻌

㸿ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚㸧㻌

㻌

࣭ពぢ᭩ࡢࡓࡓࡁྎࡢ᳨ウ㻌

࣭ᾏὒᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᥦゝࡘ࠸࡚㻌

➨㸴ᅇ㸦㻝㻝 ᭶ 㻞 ᪥㸧㻌

㻌

㻝㻜㻌

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢᵓᡂཬࡧ➨㸯㒊ࡢグ㍕࣓࣮ࢪࡘ࠸࡚㻌

㆟ࡢ᳨ウయไཬࡧົᒁᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿㐃ᦠ࣭ᅜ㝿༠ຊࡘ࠸࡚㸧㻌

࣭ᇶᮏィ⏬ጤဨ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡁ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐㸦㹃㹃㹘➼ࡢ㛤Ⓨ➼ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠊཧ

࣭ᑠጤဨ࣭ྛ㹎㹒ࡢ᭱⤊ሗ࿌ࡘ࠸࡚㻌

➨㸳ᅇ㸦㻝㻜 ᭶ 㻝㻥 ᪥㸧㻌

㻌

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡘ࠸࡚㸦ḟᮇィ⏬ᑐࡍࡿᥦゝ࣭ពぢࠊḟᮇィ⏬ᐇ⾜ࡢࡓࡵࡢ㹎㹂㹁

࣭ᇶᮏィ⏬ጤဨ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡁ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐㸦Ỉ⏘ᴗࠊᾏୖ㍺㏦ࠊ㞳ᓥࡢ⯆㸧㻌

㹼ᾏ࠾ࡅࡿἲࡢᨭ㓄ཬࡧ⛉Ꮫⓗ▱ぢࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚㹼㻌

࣭ᅜ㝿㐃ᦠ࣭ᅜ㝿༠ຊࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㻌

࣭ᾏὒㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 㹼ᾏὒㄪᰝ࣭ほ

➨㸲ᅇ㸦㻥 ᭶ 㻞㻥 ᪥㸧㻌

㻌

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡘ࠸࡚㻌

࣭ᾏὒ㛵ࡍࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࡘ࠸࡚㻌

࣭ᴟᨻ⟇ࡘ࠸࡚㻌

࣭ᑠጤဨ࣭ྛ㹎㹒ࡢ୰㛫ሗ࿌ࡘ࠸࡚㻌

➨㸱ᅇ㸦㻤 ᭶ 㻝 ᪥㸧㻌

㻌

㻌

ㄢ㢟ཬࡧά⏝ྍ⬟ᛶࡘࡁ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ㻌

࣭ㅖእᅜࡢᾏὒᨻ⟇ࡘ࠸࡚㻌

࣭➨㸰ᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ࡢホ౯ࡘ࠸࡚㻌

ດࡵࠊᡃࡀᅜࡢᾏᇦࡢ⏝ᐇែࡸ᪤Ꮡࡢᅜෆἲ௧ࡢ㛵ಀ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡑࡢᚲせᛶ

ࡲࡓࠊㅖእᅜ࠾࠸࡚ࡶᑟධࡢ࠶ࡿࠕᾏὒ✵㛫ィ⏬ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᐇែࡢᢕᥱ

᪉ࡘ࠸࡚ࡶᶵࢆ㐓ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ㐺ษᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㻌

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㛵ࡍࡿㄽⅬ㹼㻌

࣭ḟᮇᾏὒᇶᮏィ⏬ಀࡿពぢ᭩ࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚㻌

ࠕᾏᇦࡢ⏝ࡢಁ㐍➼ࡢᅾࡾ᪉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ㸱᭶ࠊᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ

➨㸰ᅇ㸦㻢 ᭶ 㻞 ᪥㸧㻌

࣭ᾏὒࡢᏳಖ㞀ᑠጤဨཬࡧᾏὒࡢ⏘ᴗ⏝ࡢಁ㐍㹎㹒➼ࡢ㐍ࡵ᪉ࡢ᳨ウ≧ἣࡢሗ࿌㻌

⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉᳨ウࢳ࣮࣒࡛ࠖࡢྲྀࡾࡲࡵ㻔ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ㸴᭶㻕ࡸࠊཧ㆟ࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓ

ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡಶูἲࡼࡿᥐ⨨ࠊ≉ᐃࡢᾏᇦ࡛ࡢᐇົⓗ࡞ㄪᩚ➼ࠊࡑࡢ㐍ࡵ

➨㸯ᅇ㸦㻠 ᭶ 㻝㻥 ᪥㸧㻌
࣭ᇶᮏィ⏬ጤဨࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚㻌

ࡇࢀࡲ࡛ྠィ⏬⟇ᐃ௨㝆࠾ࡅࡿ᳨ウࠊ༶ࡕ⥲ྜᾏὒᨻ⟇ᮏ㒊ࠕⓗ⤒῭Ỉᇦ➼ࡢᾏᇦ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ ᇶᮏィ⏬ጤဨ 㛤ദᐇ⦼      㸦ู⣬㸧㻌

ࡀࡽࠊᾏᇦ⟶⌮ಀࡿໟᣓⓗ࡞ἲయ⣔ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋࠖグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅࠊ

ㄪᩚᡭἲࡢᵓ⠏ࠊᾏὒㄪᰝࡢ᥎㐍ࡸᾏὒሗࡢ୍ඖ࣭බ㛤➼ࡢほⅬࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡞
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