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はじめに

新オレンジプランでは、意思決定⽀援については、認知症の⼈であっても、認知症を持たない⼈であ
っても、⽇常⽣活の場⾯にとどまらず、それを要する⼈に共通に必要な概念で、⾼齢社会においては
Age Friendly Society の重要な部分を占めることは⾔うまでもない。
⼀⽅、本邦の現状をみると、意思決定⽀援は医療や介護現場で「おまかせ主義」、「パターナリズム」
が⾊濃く残っており、定着には程遠い概念といえる。意思決定⽀援を要する認知症を代表とするケース
が急増し、核家族化、⽼々介護化が進む中で、成年後⾒⼈の必要性も⾼まってきている。
本来、意思を⼗分に忖度できる家族、親族、近隣住⺠、かかりつけ医などがいれば、意思決定⽀
援のプロセスはそれほどの困難性が必ずしも量的に問題にならないが、専⾨臓器化し断⽚化して⼈を
⼗分に⾒ない医療や、機能別に細分化された介護サービスなど、本⼈の個⼈史、家族の気持ち、現
状の⽣活機能、社会関係など、欧⽶では⾼齢者の総合機能評価の⼀丁⽬⼀番地である情報が取
られず、取られたとしても関係者間で⼗分に共有されることなく、意思決定⽀援に活⽤されない場合も
少なくない。
今回、成功事例、困難事例を収集し、現状の専⾨分化した医療・介護現場がどのような⽅向を⽬
指せば、⽇本型の意思決定⽀援モデルを構築できるかといった、将来のあり⽅に資する具体的な⽅策
を提⽰することを⽬指した。
もっとも、継続検討を要する課題も多く、今後の研究事業にこの報告書を活かしてほしいと切に願う
次第である。
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Ⅰ 事業概要

1

事業名
認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研究事業

2

事業⽬的
認知症の⼈の意思決定⽀援については、⽇常⽣活の場⾯にとどまらず、認知症を持たない⼈であっても、

⼀般に情報の不均衡等が問題になるような医療サービスを受ける場⾯や、⽣活維持に直結し、ともすると
公平性に疑問が呈される状況に陥る場合が指摘される介護サービスの契約・利⽤の場⾯など、特に配慮や
⽀援が必要な場合が少なくない。意思決定能⼒が維持されていることをもって特段の問題が顕在化してい
ない医療・介護の場⾯でも、認知症の⼈の意思決定能⼒にかかる問題点や検討すべき課題は多いものと
考えられる。
また、他⽅で、同場⾯では治療や⽣活維持の観点から緊急性や介⼊必要性などの現場特有の事情も
あり、将来的な法的な対応にあたっても、その前提として多⾓的な検討を深めることが求められる。
そこで、平成 27 年度の事業成果をベースに、現場における取り組みや⼯夫等も収集しながら、定期的に
議論および収集事例の評価を⾏う場を設定し、⽀援のあり⽅や具体的な⽅策を提⽰することを⽬指す。

3

実施期間
平成 28 年 5 ⽉ 31 ⽇（内⽰⽇）〜 平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇

4

実施体制
本研究事業は、以下の委員で構成する委員会および WG を設置した（1）。
実施期間中に計 3 回の委員会（うち 1 回は書⾯開催）、計 4 回の WG 委員会を開催した。委員会

等の各回の議事（主なテーマ）は（2）の通りである。
（1）❶ 委員会
⽒名

所 属

役職

⾚沼 康弘

⼀般社団法⼈ ⽇本成年後⾒法学会

副理事⻑

柏⽊ ⼀惠

公益社団法⼈ ⽇本精神保健福祉⼠協会

会⻑

鎌⽥ 松代

公益社団法⼈ 認知症の⼈と家族の会

常任理事

久保 厚⼦

全国⼿をつなぐ育成会連合会

会⻑

鴻江 圭⼦

公益社団法⼈ 全国⽼⼈福祉施設協議会

理事

齋藤 訓⼦

公益社団法⼈ ⽇本看護協会

常任理事

櫻⽥ なつみ

株式会社 MARS

ピアサポート専⾨員

1

助川 未枝保

⼀般社団法⼈ ⽇本介護⽀援専⾨員協会

常任理事

鈴⽊ 邦彦

公益社団法⼈ ⽇本医師会

常任理事

⽥⼝ 真源

公益社団法⼈ ⽇本精神科病院協会

理事

⽥⼝ 道治

公益財団法⼈ ⽇本知的障害者福祉協会

委員⻑

⿃⽻ 研⼆

国⽴研究開発法⼈ 国⽴⻑寿医療研究センター

理事⻑

橋詰 正

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本相談⽀援専⾨員協会

副代表理事

東 憲太郎

公益社団法⼈ 全国⽼⼈保健施設協会

会⻑

樋⼝ 範雄

東京⼤学⼤学院法学政治学研究科

教授

⼭野⽬ 章夫

早稲⽥⼤学⼤学院法務研究科

教授
［五⼗⾳順、敬称略］

❷ WG 委員会
⽒名

所 属

役職

⾚沼 康弘●

⾚沼法律事務所

弁護⼠

池⽥ 惠利⼦

公益社団法⼈ あい権利擁護⽀援ネット

理事

稲葉 ⼀⼈

中京⼤学法科⼤学院

教授

岩崎 ⾹

早稲⽥⼤学⼈間科学学術院

准教授

⼩川 朝⽣

国⽴研究開発法⼈ 国⽴がん研究センター東病院

分野⻑

吉良 厚⼦

⼀般社団法⼈ ⽇本介護⽀援専⾨員協会

常任理事

⾼橋 裕⼦

世⽥⾕区⾼齢福祉部介護予防・地域⽀援課

係⻑

⽥⼝ 真源●

医療法⼈静⾵会 ⼤垣病院

理事⻑

新⽥ 國夫

医療法⼈社団つくし会 新⽥クリニック

院⻑

林 章敏

聖路加国際病院 緩和ケア科

部⻑

⼭野⽬ 章夫●

早稲⽥⼤学⼤学院法務研究科

教授

●は委員会委員を兼務

［五⼗⾳順、敬称略］

❸ オブザーバー等
内閣府 成年後⾒制度利⽤促進担当室
法務省 ⺠事局
最⾼裁判所 事務総局家庭局
厚⽣労働省 医政局総務課
厚⽣労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室
（実施主体） 合同会社 HAM ⼈・社会研究所
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（2）委員会実施状況と主な議事
第1回 委員会
⽇時

平成28年9⽉14⽇（⽔）

議事

1. 事業概要・趣旨について
2. 昨年度事業から（論点整理について）
3. 意⾒交換
① 委員からのご意⾒
② ⾃由討議（意⾒交換）

第1回 WG委員会
⽇時

平成28年9⽉27⽇（⽕）

議事

1. 事業概要・趣旨について
2. WG 委員会での検討について
① 委員会(9/14)での主な意⾒
② 事例（ケースマネジメント）の収集について
3. 意⾒交換

第2回 WG委員会
⽇時

平成28年10⽉13⽇（⽔）

議事

1. 事例収集の⽅法
2. 事例(第 1 次ご提供分)による検討
3. 中間報告の取りまとめについて
（第3回WG、委員会報告等について）

第3回 WG委員会
⽇時

平成28年11⽉9⽇（⽔）

議事

1. 収集事例による検討（継続）
2. 中間取りまとめ（たたき台）について

第2回 委員会（書⾯開催）
⽇時

平成28年11⽉15⽇（⽕）資料配信

議事

WG委員会による中間報告書案のご確認（〜 ご意⾒〆切 同11⽉18⽇(⾦)）
（ご確認の趣旨説明ペーパーおよび中間報告書案 添付）

3

第4回 WG委員会
⽇時

平成29年2⽉6⽇（⽉）

議事

1. 中間報告書等について（報告）
2. 事業取りまとめについて（協議）
① 収集事例の整理案について
② 意思決定⽀援のあり⽅について
③ 報告書⽬次案

第3回 委員会
⽇時

平成29年3⽉9⽇（⽊）

議事

1. 内閣府成年後⾒制度利⽤促進委員会の議論経過について（報告）
2. 事業報告書について（協議）
3. 意⾒交換

［実施スケジュール］

平成 28 年 4 ⽉

5⽉

6⽉

7⽉

8⽉

9⽉

事業実施内容

第 1 回委員会の開催
（昨年度事業の課題整理等、事前準備）

◉
第 1 回 WG
●
事例収集

10 ⽉

11 ⽉

12 ⽉

平成 29 年 1 ⽉

2⽉

第 2 回委員会の開催

第 3 回委員会の開催

◉

事業実施内容

第 2 回 WG

第 3 回 WG

●

●

3⽉

◉
第 4 回 WG

中間報告書
↓

●

（●成年後⾒制度利⽤促進委員会︔第 4 回 12/2）
事例収集・中間報告案作成
報告書案の作成
報告書の印刷(配布)
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Ⅱ 意思決定⽀援に関する収集事例の整理
1

事例収集の過程
●認知症や障害等によって意思決定を⾏うことが困難な⼈に対する、医療・介護等の場⾯における意思決
定⽀援のあり⽅を検討するにあたり、実際の意思決定にかかるプロセス、具体的には どのように⽀援が⾏
われたか、その中での課題となったこと・思われたことは何か、等について事例を多く収集する。
●事例収集は、第 1 回委員会での事業計画、事例収集の⽬的や⽅法について、承認を得られた後、事
業内で設置した WG の委員を中⼼に⾏うこととなった。（なお、委員会の⼀部委員にも同趣旨の依頼を
⾏った。）
●具体的な事例収集にあたっては、⽀援のプロセスに⼀定の差異が存在すると思われる、①医療／介護の
場⾯の違い、②意思決定の⽀援を要する要因の違い、③意思決定を⽀援する関係者の違い の 3 点
を外形的に分類できるようにした。
●各事例の具体的な意思決定⽀援の内容は、収集後に、プロセス、内容、課題等の分類を⾏いやすいよ
う、共通の様式（整理項⽬）によって事例収集することとした。WG では、事例収集の趣旨説明をした
上で、以下の様式（項⽬）を利⽤して事例の提供を依頼した。（実際の様式は次⾴参照）
1 事例の概要
①事例の場⾯

（選択肢中⼼）
㋑医療／介護
㋺場⾯

・医療、介護、その他
・治療、⼿術、⼊退院、介護サービス利⽤、在宅

②⽀援を必要とする要因

・認知症、精神障害、知的障害、その他

③要因の程度

・重度、中等度、軽度、その他

④関与

㋑家族
㋺成年後⾒⼈

・続柄、同居/別居、⽇常の関わり
・あり（成年後⾒事務として／サポート的な⽀援等）、
なし、その他

2 事例の詳細情報

（記述中⼼）

①どのような意思決定の場⾯か

（●●に対する⼿術、退院後の居所 など）

②意思決定に関与した⼈は誰か

（家族、担当医、後⾒⼈ など）

③意思決定の決め⼿になったものは何か （家族、医療チーム、主治医 など）
④意思決定（⽀援）の結果

（本⼈の意思で⼿術や治療の同意に⾄った など）

⑤⽀援側からの評価

（困難だった点、課題と思われる点 など）

●第 2 回 WG（H28.10.13）では、基本的な項⽬は踏襲しつつ、意思決定⽀援の 1 つの⽅法論としての
“成年後⾒⼈の意思決定プロセスへの関与”に着⽬し、以下の視点を⽰した上で事例提供を依頼した。
❶成年後⾒⼈が、医療や介護にかかる本⼈の意思決定の各段階を⽀援する役割を担った例
❷成年後⾒⼈が、その役割を担ってくれれば、もっと質の⾼い意思決定ができた可能性があった例
❸現⾏のベストプラクティスのプロセスでは本⼈の意思決定の実現に⾄ることが難しい例
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〈意思決定⽀援の事例ご提供のお願い（意思決定⽀援のプロセスが困難を伴った例）〉
※1 意思決定⽀援のプロセスが奏功した事例、困難を伴った事例 についてそれぞれご提供をお願いします。
※2 意思決定に⾄ったか/⾄らなかったか は問いません。
※3 後⾒事務の限界・境界にかかる事例を取り上げて頂く場合には、可能な範囲で情報ご提供をお願いします。

1 事例の概要
㋑所在
①場⾯

㋺内容

②⽀援を必要
とする要因
③意思決定
能⼒の程度

1 病院・施設

2 在宅（共同住宅、⾼齢者住宅含む）

□ 治療

□ ⼿術

□ ⼊退院

具体的に

□ 在宅⽣活（
1 認知症

□ ⼊退所

3 その他
□終末期・看取り

） □ その他（
2 精神障害

）

3 知的障害

4 その他（

）

1 部分的に保たれている状態

2 著しく低下している状態

［上記の詳細補⾜］
（本⼈との続柄、同居・別居の別、⽇常の意思決定への⽀援・関与の状況を簡潔にご記⼊ください）

㋑家族
④関与
㋺成年
後⾒⼈

1 あり（後⾒事務として）
3 なし

2 あり（サポート・助⾔的な⽀援等）

4 その他（

）

2 具体的な対応と課題
（⼀連のプロセスに、段階的に様々な意思決定が存在する場合も、主なものを選んでご記⼊ください）

❶どのような意思
決定の場⾯か

❷意思決定に関与
した⼈は誰か、どの
ように影響したか

［上記の詳細内容］

（意思決定に関わった、同居家族や在宅主治医、ケアマネジャー、成年後⾒⼈などが、意思決定にどのような影響
を及ぼしたか、についてご記⼊ください）

（意思決定⽀援のプロセス、❶についてどのような結果に⾄ったか の詳細をご記⼊ください。）

❸どのように意思
決定に⾄ったか

❹結果また決め⼿に
なったものは何か

（❸の結果の決め⼿となったもの、最終の判断根拠、その判断をした⼈ などをご記⼊ください）

（❶~❹のプロセスの中でも、⽀援が困難であった点、課題と感じている点を ご記⼊ください））

❺上記に⾄る過程
で難しかった点、
課題となった点
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収集事例の分類と概要
●第 1 回 WG 後、第 3 回 WG までの期間で、WG 委員および委員会委員より、合計約 80 事例が提供
された。各委員の所属、業務等に応じて、在宅／⼊院中、認知症／障害等など、事例の内容は多岐に
亘っていた。
●以下、第 2 回 WG 以降に⽤いられた様式の分類項⽬によって、おおよその事例数を整理する。
（なお、提供された 80 事例のうち、⽇常⽣活に関わるもの等を除く 63 例について整理している）

1）場⾯等ごとの事例数（63 例）
❶場⾯

❷⽀援を要する要因

❹関与者※1,2

❸能⼒の程度

在宅

施設

認知症

障害

認・障
複合

その他

部分的

著しく
低い

家族

26

37

25

32

4

2

33

30

44

※1

意思決定の⽀援をした場合、協議に関わった場合、代理等で⾏った場合を含む

※2

意思決定のプロセスに複数関与している場合、それぞれにカウント

※3

「その他」は、家族、後⾒⼈とも関与していない場合

後⾒⼈ その他※3

28

4

●続いて、事例収集様式の項⽬を⽤いて、 「対象者の❶所在」、「❷医療の有無」、「❸後⾒(⼈)の関与
有無」 の別によって 8 分類した。

2）整理分類ごとの事例数（63 例）
❶所在

在宅

❷医療
❸後⾒

施設(病院・介護施設)

医療○

医療×

医療○ (病院等)

医療× (介護施設等)

後⾒○

後⾒×

後⾒○

後⾒×

後⾒○

後⾒×

後⾒○

後⾒×

分類

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

事例数

9

9

2

6

19

13

1

4

●なお、提供された事例は、プロセスにおいて課題があると思われるものや困難を伴ったもの、また、成年後
⾒⼈による⽀援等があったもの、など、各委員によって⼀定の内容を含む事例や関連する事例であるため、
分類ごとの事例数が、⼀般的な意思決定⽀援の数量的分布を⽰しているものではない。
●以下、提供された事例について、様式による 3 事例を掲載、続いて、上記の分類で全 63 事例の概要を
整理したものを掲載する。
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【収集事例 1】
(H28 年度⽼健事業)認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研究事業

〈意思決定⽀援の事例ご提供のお願い（意思決定⽀援のプロセスが困難を伴った例）〉
1 事例の概要
㋑所在
①場⾯

㋺内容

②⽀援を必要
とする要因
③意思決定
能⼒の程度

1 病院・施設
□ 治療

2 在宅（共同住宅、⾼齢者住宅含む）
□ ⼿術

□ ⼊退院

具体的に

□ 在宅⽣活（
1 認知症

■ ⼊退所

3 その他

□終末期・看取り

） □ その他（
2 精神障害

）

3 知的障害

4 その他（ ヒルシュスプルング⽒病

）

1 部分的に保たれている状態

2 著しく低下している状態

［上記の詳細補⾜］
知的障害・⼼因反応あり。発達年齢 2 歳９カ⽉

㋑家族
④関与

㋺成年
後⾒⼈

両親（別居）←キーパーソン 弟（別居）
1 あり（後⾒事務として）
3 なし

2 あり（サポート・助⾔的な⽀援等）

4 その他（

）

2 具体的な対応と課題
❶どのような意思
決定の場⾯か

医療介⼊が必要なため療養病棟への⼊院による退所
［上記の詳細内容］ ヒルシュスプルング⽒病により腸動低下・また腸の神経切除により栄養

吸収低下し輸液が常時必要
❷意思決定に関与
した⼈は誰か、どの
ように影響したか

外科医師・療養病棟看護師⻑・地域連携・両親・⾏政・施設管理者・施設看護師
両親の理解度が低く病状把握が出来ないため⾏政に介⼊依頼
幼少時に腸を切除する⼿術を受けられ その際に神経節を切除されている。40 歳を超え経年性による
腸の衰え（腸の寿命は 40 歳と診断を受けている）から体重減少が著しく栄養状態が悪いため 輸液

❸どのように意思
決定に⾄ったか

投与が必要となる。通院での輸液投与から開始したが イレウスを頻回に発症し⼊退院を繰り返してい
た。継続した輸液が必要となり包括制度を取り⼊れるが 退院時 施設で過ごし 2 週間で 6ｋｇ減少
が診られた。経⼝で診ていくのは不可能との医師の診断を受け 持続点滴を受けることが必要となっ
た。

❹結果また決め⼿に 腸の寿命のため治療は出来ない。持続点滴が必要。外科医師が判断
なったものは何か
・精神的に不安定であり幻覚・幻聴も診られる。療養病棟で他の患者さんとトラブルになることがある。
・⼊院中の訪床を施設でサポートしてきたが、退所となり家族の負担となる。両親は⾼齢であり⾞の運

❺上記に⾄る過程
で難しかった点、
課題となった点

転も出来ないため 訪床の介護サービスを使⽤することが必要
・両親共に理解が難しく 繰り返しの説明が必要。病院からの説明も ほとんど理解出来ないため ⾏
政の介⼊とともに 退所にはなるが 施設のサポートが今後も必要
・両親が⾦銭管理出来ず また後⾒⼈も⽴てていないケースであったため家族・⾏政の依頼を受け 施
設で⾦銭管理を引き続き⾏うこととした。
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【収集事例 2】
(H28 年度⽼健事業)認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研究事業

〈意思決定⽀援の事例ご提供のお願い（意思決定⽀援のプロセスが困難を伴った例）〉
1 事例の概要
1 病院・施設

㋑所在
① 場⾯

□ 治療

㋺内容

2 在宅（共同住宅、⾼齢者住宅含む）

■ ⼿術

□ 在宅⽣活（

□ ⼊退所

□終末期・看取り

） □ その他（

②⽀援を必要
とする要因

1 認知症

③意思決定
能⼒の程度

1 部分的に保たれている状態

2 精神障害

）

3 知的障害

4 その他（

）
2 著しく低下している状態

［上記の詳細補⾜］

㋑家族
④関与

□ ⼊退院

具体的に

3 その他

㋺成年
後⾒⼈

親族なし。親は事故や病気で死去。
1 あり（後⾒事務として）
3 なし

2 あり（サポート・助⾔的な⽀援等）

4 その他（

）

2 具体的な対応と課題
病院での⼿術実施

❶どのような意思
決定の場⾯か

［上記の詳細内容］⼿術適応のがんが発⾒され、病気の理解と⼿術承諾などの治療⽅針の
決定と⼊院

❷意思決定に関与
した⼈は誰か、どの
ように影響したか

担当医（外科）施設職員、成年後⾒⼈

担当医からは⼿術の説明を⾏い、施設職員からも話をした。最初は付き添い職員が顔⾒知りの

❸どのように意思
決定に⾄ったか

職員でないため、すべてのことを理解する拒否していた。丁寧に説明し、理解をすることが出来、⼿術
を承諾し⼿術を⾏った。術後の経過も良好で術前と同じ ADL で退院した。後⾒⼈には意思決定に
⾄る経過を報告し了解を得た。
顔⾒知り・信頼関係

❹結果また決め⼿に
なったものは何か

施設の内での多職種チームでは、この病気での治療⽅針はどの⽅法が最善かを検討し、付き添い
の職員が本⼈に問いかけた
施設でも、親族不在（⾳信不通や付き合いのない親族）が多くなり後⾒⼈が選任されている⼈

❺上記に⾄る過程
で難しかった点、
課題となった点

が多くなっている。その際の医療⽅針の決定を、本⼈の意思確認が出来ないか、イエス・ノーでは出
来る程度で判断が困難な状況のケースが増えている、このケースもその事例である。そのため、現在、
施設⻑・相談員・医療職・介護職などで構成するチーム会議で検討し、その後に本⼈と話し合い最
終決定している。倫理委員会の設置の必要性を感じ、検討中である
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【収集事例 3】
(H28 年度⽼健事業)認知症の⼈の意思決定能⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研究事業

〈意思決定⽀援の事例ご提供のお願い（意思決定⽀援のプロセスが困難を伴った例）〉
1 事例の概要
1 病院・施設

㋑所在
①場⾯

□ 治療

㋺内容

2 在宅（共同住宅、⾼齢者住宅含む）
□ ⼿術

□ 在宅⽣活（

□ ⼊退所

□終末期・看取り

） □ その他（

②⽀援を必要
とする要因

1 認知症

③意思決定
能⼒の程度

1 部分的に保たれている状態

④関与

■ ⼊退院

具体的に

3 その他

2 精神障害

）

3 知的障害

4 その他（

）
2 著しく低下している状態

［上記の詳細補⾜］成年後⾒⼈が選任済み。

㋑家族

姪が複数⼈かかわっていた。

㋺成年
後⾒⼈

1 あり（後⾒事務として）
3 なし

2 あり（サポート・助⾔的な⽀援等）

4 その他（

）

2 具体的な対応と課題
年末年始の⼊院の決断を迫られた。

❶どのような意思
決定の場⾯か

［上記の詳細内容］ 50 年近く同所で⽣活。要介護５。ほぼ数⼗年は単⾝⽣活だが、医療嫌いで
もあり、⼀貫して家で⽣活したい。家で死にたいと希望。濃厚な在宅介護体制を敷
いたが、年末年始の体制が組めず⼊院の決断を迫られた。

❷意思決定に関与
した⼈は誰か、どの
ように影響したか

往診主治医、訪問看護師、訪問薬剤師、ヘルパー、ケアマネジャー、姪、成年後⾒⼈。
親族は終末期なので⻑期⼊院を希望。成年後⾒⼈は本⼈の意向を鑑み在宅を基本とし⼊院は
⼀時的な対応を考えた。
本⼈は⼊院と在宅のどちらにもうなずきを⽰し、状況判断は不⼗分と考えられた。

❸どのように意思
決定に⾄ったか

親族は、本⼈に負担があるとして⻑期⼊院を希望。往診医と在宅⽀援者は、年末年始の⽀援体
制がとれないため、⼊院はやむを得ないのではと判断。成年後⾒⼈は⼀時的な⼊院対応を考えた。
成年後⾒⼈の判断で年末年始だけ⼊院してもらうことを決めた。年末年始は⽀援体制が保てない
ことが最⼤の決定要因であった。

❹結果また決め⼿に
なったものは何か

在宅へ戻ることを前提としたのは、常々本⼈が在宅を希望していた。濃厚な⽀援体制なので⼊院と
在宅で提供できる医療に⼤差はないという医師の判断があった。痛みがなさそうであった（医師、ヘ
ルパー等の評価）、年末年始が過ぎれば⽀援体制が整えられるという点であった。
本⼈は⾃宅での⽣活を望んでいたが、⼀時的にでも、⼊院としたのは本⼈の意向に沿っていなかった

❺上記に⾄る過程
で難しかった点、
課題となった点

かもしれない。
本⼈にとっては負担なので⻑期の⼊院をさせてあげたいという親族の考えももっともであった。在宅へ
もどるため年末年始の限定的⼊院としたのが成年後⾒⼈としてできる意思決定⽀援を前提とした権
限⾏使の形であった。
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11

在宅

在宅

在宅

在宅

❶

17 ❶

38 ❶

42 ❶

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

43 ❶

44 ❶

48 ❶

49 ❶

50 ❶

9

所在

# 分類

⼿術

治療

⼊退院

その他

⼊退院

⼊退院

治療

終末期

⼿術

場⾯

後⾒⼈

後⾒⼈

緊急⼊院時の延命治療
➡搬送先病院から同意を求められた際、遠⽅の家
族(⻑男)に意向を確認し、主治医に伝達
⼿術の同意
➡医師からの説明に後⾒⼈も同席、本⼈に説明の
上、本⼈の同意に基づいて代理署名

家族
後⾒⼈

著しく
低下

部分的

認知症

精神
障害

医師
後⾒⼈

後⾒⼈

⼊院の同意
➡⽣活トラブルや家族関係悪化を背景に、⼊院同
意の意思決定のプロセスを⽀援(説得)

医師
家族
後⾒⼈

部分的

精・知
障害

後⾒⼈

家族の終末期医療への同意
➡家族(⽗親)の延命措置の希望等の確認につい
て、後⾒⼈同席のもとで説明を受け、同意

後⾒⼈

部分的

精・知
障害

医師、相談員
後⾒⼈

任意⼊院(精神科)の同意
➡⼊院拒否に対して、相談員、医師、後⾒⼈が⾯
談・説明を繰り返し⾏い、本⼈が同意

著しく
低下

精神
障害

◎救急搬送先の病院から後⾒⼈に同意確認があるが、当然に
は対応できない（本件では⻑男が本⼈と事前相談していたため
確認できた）

◎病院から医療保護⼊院の同意を求められることと、本⼈の意
向にズレがある場合に、保護⼊院の判断基準を後⾒⼈は持っ
ていない

◎最終的に本⼈同意に基づいているが、書⾯上は後⾒⼈によ
医師の説明について、
る同意の形となり、⼿続き上の課題がある
本⼈に更に説明
◎本⼈の理解がない場合は判断基準がない

病院と家族の調整

本⼈への説得

医師の説明等に同席
して、本⼈の意思決
定を⽀援(助⾔)

⾃宅訪問(説明)や精
◎本⼈への⾯談・説明に2ヵ⽉間を要した
神科病院への同⾏

チームによる協議に参 ◎⼀時的としても在宅を希望した本⼈の意向に反したか
加(本⼈の意向の代
（⻑期⼊院を希望した家族の意向に対して後⾒⼈が調整を
弁的⽀援)
果たした）

年末年始の⼊院への同意
➡本⼈は状況判断不⼗分。往診医、ケアマネ、家
族(姪)、後⾒⼈などの協議で⼀時的な⼊院判断

家族
専⾨職
後⾒⼈

著しく
低下

認知症

後⾒⼈

本⼈の⽣活を知る⽴ ◎治療や⽇常⽣活の安定のため、投薬が必要であっても、本
場から協議・⽀援
⼈の意思に反する場合の後⾒⼈の同意権のあり⽅

向精神薬の服薬
医療チームと後
➡主治医、関係医療スタッフ、後⾒⼈の定期的な協
⾒⼈の協議
議・評価で投薬管理

後⾒⼈

部分的

精・知
障害

在宅専⾨職
後⾒⼈

多職種での調整に参 ◎意⾒対⽴している家族のみでは協議が整わなかったと考えら
加
れる(延命治療は⾏わないという結論)

延命医療の実施について
チームの協議で
➡家族間で意⾒対⽴があったが、主治医、ケアマネ、
家族が同意
家族(⻑男・⻑⼥)、後⾒⼈の合議で決定

家族
主治医
後⾒⼈

認知症

◎⾝寄りがない場合、本⼈にサインする能⼒がない等の場合で
も、医療機関は同意書サインがなければ⼿術できない、とするの
で、⼿術を受ける権利が実現されない場合がある

困難点・課題等

著しく
低下

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

認知症

意思決定の
⽀援者

ケアマネやGH職員の
説明を得て、保佐⼈
が必要性を判断

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

⽩内障⼿術についての同意
ケアマネの⽀援
➡⽇常⽣活を知るケアマネ等から保佐⼈は⼿術の必
保佐⼈の同意
要性を認識し、⼿術についての同意書にサイン

関与

後⾒⼈
(保佐)

程度

部分的

要因

収集事例 概要 〈委員にご提供頂いた63事例を 所在、場面、後見関与等で分類の上、課題等の概要を整理〉
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所在

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

在宅

# 分類

❷

❷

❷

1

3

4

10 ❷

12 ❷

22 ❷

28 ❷

45 ❷

47 ❷

精神
障害

認知症

在宅
⽣活

在宅
⽣活

その他

治療

⼊退院

受診

⼊院

部分的

部分的

部分的

部分的

認知症
精 障害

精・知
障害

精神
障害

部分的

部分的

部分的

著しく
低下

部分的

程度

認知症

認知症

認知症

認知症

在宅
⽣活

⼊院

要因

場⾯

専⾨職

専⾨職

家族

家族

家族

家族

家族

家族

家族

関与

家族による説明 なし

◎判断する事柄そのものだけでなく、周辺状況も含めた理解が
あってはじめて本⼈による意思決定といえるが、それができない・
拒否する場合は課題

家族の看取り場所の判断
➡主治医や外来PSWの説明・⽀援によって本⼈が
判断(⾃宅で看取り)

なし

◎⽇ごろから本⼈の⽣活⽀援に関わっている多職種チームによ
る⽀援が奏功したが、どの⾼齢者にも普遍的なものではない

検査(⼤腸カメラ)
医師、PSW等
➡医師、PSW、ケースワーカーなど多職種による⽀援
なし
の多職種チーム
で本⼈の意思決定を⽀援

医師、PSW

◎⾃⾝の意思決定⽀援について認識が低い（誰かが助けてく
れるだろう）ため、判断が遅くなるおそれが課題

◎本⼈の意向(⼊院拒否)と⽣命の危険との優先、判断が課
題

◎⾃治体やケアマネが後⾒制度についての理解がなく、⾸⻑申
⽴てによる後⾒申請や家族調整ができなかった

◎緊急⼊院に⾄る前の効果的な介⼊（意思決定への⽀援）
を⾏うことが課題

◎医療保護⼊院となり本⼈の⼊院の意向が確認できていない

◎意思決定能⼒がある程度保たれているため、拒否意向に対
する⽀援⾃体が困難
◎家族⽀援の継続が必要

困難点・課題等

なし

⼊院治療の判断
主治医や専⾨
➡主治医、デイケアスタッフの説明・⽀援によって⼊院
職による説明
に同意

要介護認定のために医療機関受診
➡本⼈拒否あったが、家族(次男)が説得

なし

なし

緊急⼊院についての同意
➡本⼈が家族(⻑⼥)の関与を拒否したが、ケアマネ ⻑⼥
による調整により⻑⼥が同意

⾝寄り無し

医療機関受診・緊急⼊院後の施設⼊所
➡認知症初期集中⽀援チームの関与、⾏政ケース
ワーカーによる説明・⽀援により⽼健⼊所

なし

なし

家族(義妹)

医療機関受診・既往の通院の再開
➡精神科医や精神保健福祉センター保健師の関
与・⽀援により通院再開

なし

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

⼊院についての意思決定
➡家族の反対により、⼊院することができずに状態悪 家族(⻑男)
化

家族(実妹)

意思決定の
⽀援者

服薬⽀援やサービス利⽤の承諾
➡本⼈の意思を尊重、地域包括による⽀援継続

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容
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⼊退所

⼊退所

在宅

在宅

31 ❹

80 ❹

部分的

精神
障害

家族

家族

著しく
低下

認知症

認知症

家族

主治医
家族
(同居)

著しく
低下

家族

部分的

認知症

部分的

家族

著しく
低下

認知症

後⾒⼈

部分的

知的
障害

在宅
⽣活

25 ❹

❹

6

⼊退所

在宅

❹

家族
後⾒⼈

著しく
低下

認知症

認知症

関与

程度

要因

⼊退所

在宅

在宅

5

⼊退所

在宅
⽣活

在宅

72 ❸

⼊退所

在宅

在宅

19 ❸

場⾯

21 ❹

所在

# 分類

後⾒⼈の調整

施設⼊所の判断(意思決定)
➡家族の意向、本⼈の意思(以前残した⼿紙の内
容)を後⾒⼈が調整して在宅継続の判断

GH退所、引越（場所の選定）
家族
➡家族(⽗親)、ピアサポーター、相談⽀援専⾨員等
多職種
で協議、⽗親が選定、最終は本⼈が判断

なし

病院スタッフによ
なし
る説明・協議

在宅から⾼齢者施設への転居の意思決定
➡本⼈の意思決定が困難なため、病院スタッフと家
族の協議によって、家族が転居に同意

◎本⼈の意向に沿いながら、通院など⽣活に困らないように話し
合いを⾏ったが、最終の決め⼿は不明

◎現状(⽣活困難)と家族の認識(独居可能)とのかい離が⼤き
く説明に時間を要したケース

◎同様のケースでは本⼈の意思確認ないままに⼊居を家族が
判断する場合もあり、そのようなケースは課題

家族や主治医に
なし
よる説明

◎親族による代⾏の形態だが、本⼈の意思がどこまで尊重され
たかは不明

◎息⼦2⼈の不仲もあり、本⼈の意思確認ができないまま時間
経過

グループホーム⼊居の判断
➡家族(息⼦)、主治医、GH管理者による説明に
よって本⼈が同意(意思決定)

なし

なし

ホームの特徴などの丁
◎本⼈の意思決定(⾃⼰選択)の⼤切なプロセスではあるが、
寧な説明
時間を要するのが課題
⽣活体験の勧め

◎家族と本⼈の意思統⼀に時間(1年間)を要した

家族(甥)

退院後の居所選定
➡家族(甥)の説得により特養⼊所を判断

困難点・課題等

本⼈の推定意思(以
◎家族(⼦同⼠)の意⾒対⽴がある場合など、意思は推定でき
前書いた⼿紙)を尊重
ても本⼈の意向を確認できていない点が課題
して調整

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

成年後⾒の申⽴て
専⾨職の説明に
➡ケアマネや地域包括からの説明の後、本⼈の同意 よって本⼈が同 なし
により申⽴て
意

家族(⻑男)
多職種チーム

特養⼊所の判断
➡家族(⻑男)、ケアマネ、地域包括等で情報共有
し、助⾔から⻑男が特養⼊所を申請

⼀⼈暮らしタイプのホームへの転居
➡後⾒⼈により複数の選択肢・説明が⽰され、本⼈ 後⾒⼈
が意思決定

意思決定の
⽀援者

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容
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治療

検査

⼿術

病院

病院

施設
(GH)

施設
(特養)

病院

病院

病院

病院

施設

❺

8

15 ❺

16 ❺

18 ❺

37 ❺

39 ❺

41 ❺

58 ❺

60 ❺

治療

治療

⼿術

終末期

⼊退院

治療

治療

病院

❺

7

場⾯

所在

# 分類

著しく
低下

部分的

著しく
低下

部分的

部分的

著しく
低下

認知症

精・知
障害

精神
障害

認知症
精 障害

精神
障害

知的
障害

著しく
低下

著しく
低下

精神
障害

知的
障害

後⾒⼈
(助⾔)

著しく
低下

障害

家族
後⾒⼈

家族
後⾒⼈

後⾒⼈

家族
後⾒⼈

家族
後⾒⼈

後⾒⼈

後⾒⼈

後⾒⼈
(保佐)

後⾒⼈
(助⾔)

部分的

精神
障害

関与

程度

要因

意思決定の
⽀援者

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

後⾒⼈

後⾒⼈が単独で判断 ◎⻑男による虐待、⻑⼥は関与拒否と、他の⽀援者もなく、後
(虐待事案で家族の ⾒⼈ひとりが判断せざるを得ない状況
関与なし)
◎後に⻑男から「権限ないのに同意した」と提訴

多職種チームの⼀員と ◎家族の意向と医療の必要性(施設管理者等のチーム)との調
しての説明・⽀援
整が難航

⼊院受け⼊れ先の決定
➡家族(弟︓経済的理由で転院拒否)の判断を施
設スタッフ、後⾒⼈、医師らの協議で⽀援

多職種チーム

多職種チームの⼀員と ◎死期を早める等を伴っても、本⼈意思を尊重することが意思
しての説明・⽀援
決定⽀援と⾔えるか課題

◎後⾒⼈には急変時の延命措置の同意権がないため、本⼈の
意思に反しているとしても家族の同意により判断される点

透析の導⼊判断
医師等多職種
➡医師、家族(兄)、後⾒⼈等から透析や制限の説 家族
明をしたが、最終的に本⼈意思を尊重
後⾒⼈

後⾒⼈として本⼈の
意思決定⽀援

医師からの説明を要 ◎医師から本⼈への説明が不⼗分(⾔っても伝わらないと決め
約して本⼈に伝達(意 付けがある)
思決定の助⾔)
◎医療従事者の普段からのコミュニケーションが課題

後⾒⼈

緊急⼿術への同意
➡成年後⾒⼈が医師の説明を本⼈に伝え、本⼈が 後⾒⼈
同意

急性増悪時の対応
➡家族(弟)の意向により延命措置は⾏わない

医療保護⼊院の継続必要性の判断
家族(⺟親)、後 現在の医療保護⼊院
◎退院後の状況も加味したが、本⼈の意思に反する判断となっ
➡家族(⺟親)の意向、医療保護⼊院に同意した後 ⾒⼈、主治医の の同意者として協議に
た点の調整が課題
⾒⼈、主治医の判断で⼊院継続
協議
参加

虐待事案で特養⼊所の本⼈の胃ろう造設
➡家族による虐待事案のため後⾒⼈が胃ろう造設
術に同意

GH職員の⽀援 GH職員の説明時に
で本⼈が同意 は後⾒⼈が同席

⼊院時の検査への同意
➡⼊所していたGHの職員(本⼈の⾝近にいる)が⾎
液検査等の説明を⾏うなどの⽀援

本⼈の意思を推定し
ながら保佐⼈が⽀援

保佐⼈

継続治療の意思決定
➡保佐⼈と医師で意向確認。本⼈は保佐⼈に「任
せる」とのことで、本⼈の意思を推定して対応

◎治療内容（副作⽤）の難しさから、医療の専⾨家でない後
⾒⼈も判断が難しい

困難点・課題等

◎⽇常⽣活の⽀援者や後⾒⼈など多⾯的に意思決定⽀援を
同席するものの、意思
図ることは可能だが、本⼈が若年の場合や医療侵襲度が⾼い
決定には関与なし
場合は⽀援者の精神的負担が⼤きい

両親

気管切開・⼈⼯呼吸器装着についての意思決定
➡予後の説明に後⾒⼈が同席するものの、意思決
定は両親が⾏う

今後の治療⽅針についての意思決定
服薬治療等について
後⾒⼈の助⾔で
➡医師からの副作⽤説明等に後⾒⼈が同席、本⼈
の説明に同席、意思
本⼈が同意
の意思決定を⽀援
決定の助⾔

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

15

所在

病院

病院

施設

施設

施設

病院

病院

病院

病院

# 分類

61 ❺

65 ❺

66 ❺

68 ❺

70 ❺

75 ❺

76 ❺

77 ❺

78 ❺

⼿術

⼿術

⼿術

⼿術

⼊退所

⼊退所

治療

治療

治療

場⾯

部分的

精神
障害

著しく
低下

著しく
低下

知的
障害

精神
障害

著しく
低下

認知症
知 障害

著しく
低下

著しく
低下

知的
障害

認知症
知 障害

著しく
低下

知的
障害

部分的

著しく
低下

知的
障害

認知症

程度

要因

⼈⼯透析の開始

後⾒⼈

家族
後⾒⼈

後⾒⼈

家族
保佐⼈

医師
多職種チーム
後⾒⼈
医師
多職種チーム
後⾒⼈

⼿術実施の同意
➡医師、後⾒⼈、多職種チームから説明するも、意
思確認できず、家族が同意
⼿術実施の同意
➡医師、施設職員(多職種チーム)、後⾒⼈による
説明によって本⼈が理解、判断(同意署名)

多職種チームの⼀員と
して本⼈への説明
⽴会⼈として署名

多職種チームの⼀員と ◎(当該ケースとは異なるが)本⼈とあまりかかわりのない親族が
して本⼈への説明
形式的に同意署名して医療⾏為を⾏うことは疑問(課題)

◎家族の関与拒否のケースが増えており、多職種チームで検討
多職種チームの⼀員と
の上、本⼈と話し合い最終決定している
して本⼈への説明
◎倫理委員会設置の必要もある

医師
多職種チーム
後⾒⼈

◎家族・後⾒⼈の判断による退所後も、⼊所施設の継続的な
サポートが必要になる

⼿術実施の同意
➡医師、施設職員(多職種チーム)、後⾒⼈による
丁寧な説明によって本⼈が理解、判断

⼊院の判断

⼊院の判断

医師の説明を本⼈に ◎客観的に望ましい医療と本⼈の強い拒否との調整
何度か確認
◎拒否の根拠が妄想にある場合の受け⽌め⽅

医師、施設
家族(後⾒⼈)

医師、施設
家族(後⾒⼈)

◎本⼈意思が確認できない場合の治療⽅針の決定⽅法

◎⽀援段階で家族(両親)の意向にズレが出てくるなど、意思決
定⽀援を難しくする

困難点・課題等

⼊院後の治療⽅針
医師
➡医師からの説明後、保佐⼈・施設職員から説明す 保佐⼈
るも、最後は本⼈の意思を尊重
施設職員

⾒⼈)が⼊院を判断

家族
➡障害施設退所を伴う⼊院について、家族(弟・後
(後⾒⼈)

持続点滴のための⼊院(=退所)の判断

後⾒⼈)が⼊院を判断

家族
➡障害施設退所を伴う⼊院について、家族(息⼦・
(後⾒⼈)

持続点滴のための⼊院(=退所)の判断

⼈)が透析開始を判断

透析開始の判断

サポート

今後の治療⽅針
医師
➡障害の状態から検査・治療が困難、医師・施設管
施設管理者等
理者等の⽀援により、家族(妹)が判断

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

サポート

意思決定の
⽀援者

今後の治療⽅針
医師
➡障害の状態から検査・治療が困難、医師・施設管
施設管理者等
理者等の⽀援により、両親が判断(経過観察)

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

医師、施設
家族
➡医療機関・施設の説明によって、家族(叔⽗・後⾒
(後⾒⼈)
家族(後⾒⼈)

家族
後⾒⼈

家族
後⾒⼈

関与
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所在

病院

病院

病院

病院

病院

病院

病院

病院

病院

病院

# 分類

20 ❻

35 ❻

36 ❻

51 ❻

52 ❻

53 ❻

57 ❻

59 ❻

62 ❻

64 ❻

治療

⼿術

終末期

治療

⼿術

終末期

終末期

⼊退院

⼊退院

⼊院

場⾯

部分的

その他
(失語)

部分的

著しく
低下

著しく
低下

著しく
低下

精神
障害

知的
障害

知的
障害

部分的

認知症

認知症

部分的

著しく
低下

知的
障害

認知症

部分的

部分的

程度

認知症

認知症

要因

意思決定の
⽀援者

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

なし

なし

⼿術の同意
➡家族による意向確認、本⼈同意があったが、認知 看護師
症のため都度の確認対応(⽀援)

主治医

病棟内チーム

医師、看護師
施設管理者

⼊院先医師、施
設管理者等の なし
多職種

治療⽅針の決定
➡状態悪化に伴い本⼈の意思確認ができず、家族
(⻑男)への説明と判断
治療継続の判断(終末期)
➡本⼈に関わる病棟内チームの協議によって、本⼈
の意思を推定して判断
今後の治療⽅針(看取り含む)
➡施設管理者、看護師の説明を受けて家族4⼈が
協議、経過観察(延命措置なし)の判断
延命措置について
➡⼊院先・施設の多職種チームの説明・⽀援によっ
て、家族(妹)が経過観察の判断

家族
看護師

家族
看護師

家族
医療職
チーム

家族

家族

なし

看護師

看取りの判断
➡本⼈意思の尊重と家族(娘・婿)の意向の調整、
選択肢の提⽰

家族
看護師

なし

なし

なし

◎ほとんど交流のない家族の判断と現にケアする院内専⾨職の
判断の優先関係（尊重されるべき）
◎他⽅でスタッフが責任を負うことが適当かという課題も

◎症状が軽い時期に定期的に意向確認やスクリーニングする必
要があった

◎同意したことを忘れてしまう点

◎表⾯上の意向と真意の⾒極めを含めた意思決定の⽀援が
課題

◎意思決定代理を家族が拒否した場合の、本⼈をよく知る(意
思を推測できる)⽀援者を選定・依頼するプロセスや基準が課
題

緩和ケア病棟への転棟の判断
福祉施設⻑を
➡福祉施設⻑、医療スタッフが協働して、実妹からの 医療職チームで なし
情報、本⼈の最善の利益を基準に転棟を判断
⽀援・協働
胃ろう造設の判断（延命措置）
➡家族間(⻑男・嫁・⻑⼥)の意⾒、本⼈の意向がズ 看護師
レる中で、看護師の介⼊による⽀援

◎時間をかけてコミュニケーションをとり、本⼈の意思表⽰を促せ
た。思い込み、繁忙などで丁寧な対応がとれない場合が課題

困難点・課題等

緩和ケア病棟への転棟の判断
チームによるコミュ
➡家族(配偶者)も認知症であったため、主治医や緩 ニケーションの中 なし
和ケア医師等のチームで、本⼈意思を確認
で⽀援

娘(精神障害)の医療保護⼊院の同意
⾏政(⾸⻑)の同
➡医師による丁寧な説明あるも、⾏政(⾸⻑)が保護
なし
意
⼊院の同意

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

家族
看護師

福祉
施設⻑

家族

⾏政
(⾸⻑)

関与

17

施設

施設

63 ❽

79 ❽

病院

13 ❼

病院

病院

74 ❻

40 ❽

病院

71 ❻

病院

施設

69 ❻

33 ❽

所在

# 分類

著しく
低下

知的
障害

認知症

認知症

終末期

治療
⼿術

退院・
⼊所

⼊退所

⼊退所

⼊退院

⼊退院

著しく
低下

知的
障害

部分的

部分的

精・知
障害

その他

部分的

認知症

著しく
低下

部分的

著しく
低下

知的
障害

⼊退所

程度

要因

場⾯

家族

家族

家族

家族

後⾒⼈

家族

家族

家族

関与

退所の判断(地域で⼀⼈暮らし)
➡施設スタッフ、医療職、地域の相談員と家族・本
⼈の継続的な協議をベースに本⼈が意思決定

家族
多職種チーム

なし

◎家族の状況把握が難しく、後⾒⼈もいなかったことから⾏政に
介⼊を依頼

療養病棟⼊院のための退所
⼊院先医師、施
➡⼊院先・施設の多職種チームや⾏政の説明・⽀援 設管理者等の なし
によって、家族(両親)が退所を判断
多職種、⾏政

◎家族の意向と平⾏線となる場合、最終的に本⼈の意向が尊
重されない場合もある点が課題
◎後⾒依頼予定の弁護⼠による関与があったが、⽀援後に本
⼈との関係悪化し、後⾒⼈選任には⾄らない
◎本⼈の理解や納得を得るための⼗分な説明が必要

なし

市⻑申⽴てにより後 ◎後⾒⼈⾃⾝が認知症の⼈に接したのが初めて、とのことで本
⾒⼈として選任、施設 ⼈との会話ができない状態
⼊所の同意
◎ケアマネ等の専⾨職による多職種対応が必要

◎病院や医師、看護師間の情報伝達の不備、家族への説明
不⾜のケースがある
◎家族の相談先がないこと

困難点・課題等

主治医、精神保
健福祉⼠
なし
弁護⼠

退院先の判断
➡弁護⼠の提案により⾃宅建て替えを⾏い、GHを
嫌がる本⼈の意向に沿う退院先決定

退院先の決定(⾃宅か⾼齢者施設か)
退院⽀援の⼀
➡本⼈と家族の意向が対⽴し、調整したが、家族の
環としての⽀援
意向を優先（施設転居）

家族からの暴⼒回避のための施設⼊所
➡同居家族からの保護のため、後⾒⼈を⽴てて施設 後⾒⼈
⼊所の⼿続き

緊急搬送時の⼊院・治療等
➡医師や病院の治療⽅針によって判断

なし

がん治療・終末期の判断
医師
➡病状の説明を受け、緩和ケアへの移⾏を家族が決
施設管理者等
定

成年後⾒⼈の働き
(関与ある場合)

なし

意思決定の
⽀援者

⼊院(=退所)の判断
医師
➡障害施設退所を伴う⼊院について、家族が⼊院を
施設管理者等
判断

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

3

事例から得られた課題
●WG 委員会では、収集された事例をベースに、認知症や障害等によって意思決定を⾏うことが困難な⼈
に対する、医療・介護等の場⾯における実際の意思決定⽀援における課題を、以下のようなカテゴリに分
けて整理した。
課題の概要
1

意思決定の重要性・必要性についての認識の⽋如
➡ 緊急・救急の場⾯など、本⼈の意思決定より治療・⼿術等が優先される等、意思決定
の重要性や必要性を⽀援に関わる周囲の認識が低い場合

2

など

意思決定⽀援のプロセスに関する課題
（意思決定能⼒評価、⽀援⽅法、検討⼿続きの問題）
➡ 本⼈の意思決定についてどの程度の⽀援を要するか迷う場合、多職種の検討はあるが、
倫理委員会等のプロセス・仕組みが明確に位置付けられていない場合

3

など

慣習として重視されている家族との意⾒調整（いわゆる家族の同意）に関する問題
➡ 家族同⼠の意⾒に隔たりがある場合、以前に表明されていた本⼈の意思と家族の意思
が明らかに異なる場合

4

など

疾患の経過と関係する問題
（認知症と知的障害との疾患の特性や経過、障害の性状に関する問題）
➡ 精神障害の特性により意思決定能⼒に波があり、どの程度の⽀援を要するか迷う場合、
記憶障害によって同意したことを忘れてしまう場合 など

5 個別の状況以外の社会環境（医療・介護における意思決定に関する国⺠の意識、⽀援の
リソースや社会のあり⽅）に起因・関係する問題
➡ 本⼈の意思決定能⼒に応じた平易な説明、時間をかけたコミュニケーションが⾏われ
ない場合、在宅のケースで多職種による⽀援の仕組みが存在していない場合 など

●以下では、今回収集された事例を上記の 5 つの課題カテゴリに当てはめて整理する。
なお、実際の事例は、必ずしも 5 つの課題カテゴリに 1 対 1 で対応するものではなく、複数のカテゴリにま
たがっている場合もある。

18

19

在宅

病院

❷

❺

10

41

⼿術

⼊院

場⾯

精 障害

認知症

認知症

要因

部分的

部分的

程度

後⾒⼈

家族

関与

伝え、本⼈が同意

➡成年後⾒⼈が医師の説明を本⼈に

緊急⼿術への同意

できずに状態悪化

➡家族の反対により、⼊院することが

後⾒⼈

家族(⻑男)

⽀援者

⼊院についての意思決定

意思決定の

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

(意思決定の助⾔)

約して本⼈に伝達

医師からの説明を要

なし

(関与ある場合)

成年後⾒⼈の働き

所在

病院

在宅

病院

分類

❻

❶

❺

#

36

50

76

⼿術

⼿術

⼊退院

場⾯

低下

障害

認知症

障害

部分的

部分的

著しく

知的

精神

程度

要因

後⾒⼈

後⾒⼈

医師

施設⻑

福祉

関与

ームで⽀援・
協働

実妹からの情報、本⼈の最善の利益を
基準に転棟を判断

ム
後⾒⼈

が理解、判断

多職種チー

➡医師、施設職員(多職種チーム)、
後⾒⼈による丁寧な説明によって本⼈

医師

⼿術実施の同意

代理署名

に説明の上、本⼈の同意に基づいて

➡医師からの説明に後⾒⼈も同席、本⼈

後⾒⼈

を医療職チ

➡福祉施設⻑、医療スタッフが協働して、

⼿術の同意

福祉施設⻑

⽀援者

緩和ケア病棟への転棟の判断

意思決定の

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

明

員として本⼈への説

多職種チームの⼀

て、本⼈に更に説明

医師の説明につい

なし

(関与ある場合)

成年後⾒⼈の働き

課題❷ 意思決定⽀援のプロセスに関する課題（意思決定能⼒評価、⽀援⽅法、検討⼿続きの問題）

所在

分類

#

課題❶ 意思決定の重要性・必要性についての認識の⽋如

〈収集した 63 事例を中間報告書において挙げた 5 つの課題ごとに主な事例を整理再掲したもの〉

◎倫理委員会設置の必要もある

検討の上、本⼈と話し合い最終決定している

◎家族の関与拒否のケースが増えており、多職種チームで

◎本⼈の理解がない場合は判断基準がない

による同意の形となり、⼿続き上の課題がある

◎最終的に本⼈同意に基づいているが、書⾯上は後⾒⼈

や基準が課題

る(意思を推測できる)⽀援者を選定・依頼するプロセス

◎意思決定代理を家族が拒否した場合の、本⼈をよく知

困難点・課題等

◎医療従事者の普段からのコミュニケーションが課題

決め付けがある)

◎医師から本⼈への説明が不⼗分(⾔っても伝わらないと

⾸⻑申⽴てによる後⾒申請や家族調整ができなかった

◎⾃治体やケアマネが後⾒制度についての理解がなく、

困難点・課題等

20

病院

❻

59

病院

❽

33

病院

在宅

❹

25

❺

在宅

❸

19

39

所在

分類

#

終末期

終末期

⼊退院

⼊退所

⼊退所

場⾯

後⾒⼈

低下

著しく

低下

著しく

低下

障害

精神

障害

部分的

部分的

家族

著しく

⽀援者

治療継続の判断(終末期)

⾏わない

➡家族(弟)の意向により延命措置は

急性増悪時の対応

が、家族の意向を優先（施設転居）

ーム

よって、本⼈の意思を推定して判断

病棟内チーム

後⾒⼈

⽀援

⼀環としての

医療職チ ➡本⼈に関わる病棟内チームの協議に

家族

後⾒⼈

家族

家族

退院⽀援の

➡本⼈と家族の意向が対⽴し、調整した

よる説明で本⼈が同意(意思決定)

(同居)

医による説明

退院先の決定(⾃宅か⾼齢者施設か)

➡家族(息⼦)、主治医、GH 管理者に

グループホーム⼊居の判断
家族や主治

(調整)

⼿紙の内容)を後⾒⼈が調整して在宅
継続の判断

後⾒⼈

➡家族の意向、本⼈の意思(以前残した

施設⼊所の判断(意思決定)

意思決定の

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

家族

主治医

関与

程度

精神

認知症

認知症

認知症

要因

❸ 慣習として重視されている家族との意⾒調整（いわゆる家族の同意）に関する問題

なし

の意思決定⽀援

後⾒⼈として本⼈

なし

なし

を尊重して調整

(以前書いた⼿紙)

本⼈の推定意思

(関与ある場合)

成年後⾒⼈の働き

◎他⽅でスタッフが責任を負うことが適当かという課題も

職の判断の優先関係（尊重されるべき）

◎ほとんど交流のない家族の判断と現にケアする院内専⾨

る点

⼈の意思に反しているとしても家族の同意により判断され

◎後⾒⼈には急変時の延命措置の同意権がないため、本

が尊重されない場合もある点が課題

◎家族の意向と平⾏線となる場合、最終的に本⼈の意向

族が判断する場合もあり、そのようなケースは課題

◎同様のケースでは本⼈の意思確認ないままに⼊居を家

できても本⼈の意向を確認できていない点が課題

◎家族(⼦同⼠)の意⾒対⽴がある場合など、意思は推定

困難点・課題等

21

病院

病院

❻

❺

53

75

⼿術

⼿術

場⾯

障害

精神

認知症

要因

部分的

部分的

程度

保佐⼈

家族

あったが、認知症のため都度の確認

尊重

から説明するも、最後は本⼈の意思を

➡医師からの説明後、保佐⼈・施設職員

⼊院後の治療⽅針

対応(⽀援)

➡家族による意向確認、本⼈同意が

家族

施設職員

保佐⼈

医師

看護師

⽀援者

⼿術の同意

意思決定の

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

看護師

関与

◎客観的に望ましい医療と本⼈の強い拒否との調整
◎拒否の根拠が妄想にある場合の受け⽌め⽅

に何度か確認

◎同意したことを忘れてしまう点

困難点・課題等

医師の説明を本⼈

なし

(関与ある場合)

成年後⾒⼈の働き

所在

病院

在宅

施設

分類

❻

❷

❺

#

35

47

68

⼊退所

その他

⼊退院

場⾯

著しく

低下

知 障害

部分的

部分的

程度

認知症

障害

精神

認知症

要因

(後⾒⼈)

家族

専⾨職

家族

関与

家族(息⼦・後⾒⼈)が⼊院を判断

➡障害施設退所を伴う⼊院について、

持続点滴のための⼊院(=退所)の判断

よって本⼈が判断(⾃宅で看取り)

➡主治医や外来 PSW の説明・⽀援に

家族の看取り場所の判断

本⼈意思を確認

主治医や緩和ケア医師等のチームで、

➡家族(配偶者)も認知症であったため、

家族(後⾒⼈)

医師、施設

医師、PSW

中で⽀援

ュニケーションの

チームによるコミ

⽀援者

緩和ケア病棟への転棟の判断

意思決定の

意思決定の場⾯
➡ ⽀援・決定の内容

⼊院の判断

なし

なし

(関与ある場合)

成年後⾒⼈の働き

的なサポートが必要になる

◎家族・後⾒⼈の判断による退所後も、⼊所施設の継続

ができない・拒否する場合は課題

解があってはじめて本⼈による意思決定といえるが、それ

◎判断する事柄そのものだけでなく、周辺状況も含めた理

合が課題

促せた。思い込み、繁忙などで丁寧な対応がとれない場

◎時間をかけてコミュニケーションをとり、本⼈の意思表⽰を

困難点・課題等

❺ 個別の状況以外の社会環境（医療・介護における意思決定に関する国⺠の意識、⽀援のリソースや社会のあり⽅）に起因・関係する問題

所在

分類

#

❹ 疾患の経過と関係する問題（認知症と知的障害との疾患の特定や経過、障害の性状に関する問題）

Ⅲ 成年後⾒制度利⽤促進委員会への報告について
●本事業では、並⾏して内閣府所管で進められていた「成年後⾒制度利⽤促進委員会」に対して、成年
後⾒⼈の医療同意権も含め、成年被後⾒⼈等の医療・介護等に係る意思決定が困難な者への⽀援
のあり⽅に関する検討状況を報告することが守備範囲とされていた。
●前述の通り、第 1 回委員会以降、計 3 回の WG を中⼼に事例収集を⾏い、昨年度整理された意思決
定に関する課題をベースに、成年被後⾒⼈等の医療・介護等に係る意思決定が困難な者への⽀援の
あり⽅として、中間取りまとめを⾏った。
●WG でまとめた「中間報告書(案)」は、委員会委員にメール配信し、⼀定期間で意⾒集約（第 2 回委
員会を書⾯開催）の上、それを反映させる形で 11 ⽉末に 「中間報告書」 として取りまとめた。
●中間報告書は、12 ⽉ 2 ⽇の第 4 回 成年後⾒制度利⽤促進委員会に提出され、本事業委員会の
⿃⽻委員⻑（国⽴⻑寿医療研究センター）と WG の⼩川委員⻑（国⽴がん研究センター東病院）
から、内容説明・質疑応答を⾏って頂いた。
●成年後⾒制度利⽤促進委員会では、同報告をもとに「成年後⾒制度利⽤促進基本計画に盛り込む
べき事項」の⼀部として整理され、⼀定期間のパブリックコメントに付された後、1 ⽉ 13 ⽇に「成年後⾒制
度利⽤促進基本計画に盛り込むべき事項についての成年後⾒制度利⽤促進委員会の意⾒について」
として公表された。
《同意⾒中において中間報告書の内容に関連する部分》

※ページ数は、「意⾒」に付されたもの

◉ 6 ㌻︓Ⅱ1(2) ②今後取り組むべきその他の重要施策
◉ 25 ㌻︓Ⅱ2(6) 成年被後⾒⼈等の医療、介護等に係る意思決定が困難な⼈への⽀援等の検討

●以下では、本事業で取りまとめた「中間報告書」、および、「成年後⾒制度利⽤促進基本計画に盛り込
むべき事項についての成年後⾒制度利⽤促進委員会の意⾒について」 をそれぞれ掲載する。

※成年後⾒制度利⽤促進委員会の会議資料等関係資料は、以下 URL から参照して下さい。
内閣府成年後⾒制度利⽤促進委員会 HP
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/index.html
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平成 28 年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業

認知症の人の意思決定能力を踏まえた支援のあり方に関する研究事業
中間報告書

１

事業の目的

(1) 昨年度の事業の成果と継続性
昨年度（平成 27 年度）は、
「『医療、介護等の場面における意思決定支援のあり方』
（作
業部会②：認知症の人が医療、介護等を受ける際の意思決定支援）～認知症の人の意思
決定支援に関する倫理的・法的な観点からの論点の整理及び医療・介護の観点からの注
意点～」がまとめられた。本年度（平成 28 年度）は、昨年度事業を踏まえ、本人の意思
決定をより充実させるための方策を検討する。
事業の前提として、「意思決定は『個人の尊厳（自己決定権）』であり、全ての人に認
められる権利であり、意思決定できないから支援するものではないこと」、更に、「支援
者を主体として、支援する行為を扱うのではなく、「本人」が主体で、その支援は従属的
であること」が確認されている。
同趣旨のことは、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号）
「基
本理念」第 3 条にある「成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見
人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その
尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切
に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後
見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度
の理念を踏まえて行われるものとする」との記載にもある。
また、障害者総合支援法第 1 条の 2、第 42 条、第 51 条の 22、障害者基本法第 23 条、
児童福祉法第 21 条の 5 の 17、知的障害者福祉法第 15 条の 3 にも、意思決定の支援への
配慮が必要であることが示されている。
(2) 昨年度の事業で残された課題
昨年度の事業では、残された課題として次の点が掲げられている。
「4-1 意思決定能力の有無という切り口だけではなく、機能的な切り口が必要ではないか」
「4-2 医療同意にまつわる行為の法的根拠や見解について」
「4-3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が関わる領域の扱いについて」
とりわけ、
「4-2」は、後記成年後見人制度利用促進法・同促進会議及び促進委員会（「成
年被後見人等の医療等に係る意思決定が困難な者への支援等の検討」
）との関係で、問わ
れるものである。
(3) 本年度の事業の射程
本年度は、上記の側面だけでではなく、次の 3 点において広がりを持つ。
① 支援の場面は、医療・介護そのものだけではなく、医療・介護に密着する日常生活
における意思決定をも含む。
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② 支援の対象は、認知症に留まらず、知的・精神障害等によって、意思決定が困難な
人に広げて考える。
③ 成年後見人の医療同意権も含め、成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が
困難な者への支援の在り方に関する検討状況については、随時、成年後見人制度利
用促進委員会において、報告を行う予定である。

２

事業の実施の過程

(1) 親委員会とワーキンググループでの議論
本事業を実施するために、親委員会とワーキンググループが編成され、親委員会では、
関連する団体から委員が選任され、親委員会では、次のような意見が出された。
● 重度の知的障害の場合、本人の意思で医療行為を受けるかどうかの判断はできない
が、一生懸命説明しても、手を尽くしても、本人の明確な意思を知ることはできないとき
は、やはりチーム・多職種で決定している。
● 成年後見人という立場だと、とにかく関係する方たちの意見を聞くことと、これから行われ
る医療行為に対して、どんなリスクがあって、その後どんな状況になっていくかということを
聞いている中で、その説明を求めていくことが求められる。

● 在宅でもいろいろな方々がかかわって生活を維持しているので、いろいろな職種の
方々が、合同で話し合いをしながら本人の意思を推定していく作業が必須になるの
ではないか。在宅も医療ケアチームで動いていかざるを得ない。
● なかなか言語表現ができない当事者の方たちと一緒に生活をしているので、いわ
ゆる「思い」というのは日常的にわかっていると思う。したがって、いつも生活を共にし
ている人たちが代弁していくことが大事だ。
● 高齢で身寄りがなく、施設の全体のチームで決めるとき、どう判断したらいいかにつ
いては、現場や家族の中では悩ましい問題であるので、決められるチャートやツール
のようなものがあればよいのではないか。
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また、ワーキンググループにおいても、次のような意見が出された。
(第 1 回：9 月 27 日)
● 緊急な場合はもちろん除外されるが、そうでない場合については、本人に意思決
定能力がないとなると、「誰が同意するのか」という問題が出てくる。さらに言うと、家
族がいてもその家族が虐待をしている場合、虐待をしている家族から医療の同意を
受けることは到底できないので、これはかなり深刻な問題である。
● 家族でもいろいろな面があるし、かかわり方も違うことを考えると、後見人そのものに
この権利を付与するかどうかはわからない。客観的なプロセスを踏んでそういう忖度
ができる、また、本人の利益を守ることについて客観的な積み上げをして選任されて
いるのが後見人なので、やはりこの制度を利用するのか、参考にするのかということ
は、必要なのではないか。
● (場合によっては)医療行為等を判断することはとてもできない、あるいは、介護保険
を付与することすらできないことも現実には起こる。(成年後見人を)さらに監視する、
管理する。そういったことも含めていかないと表面的な議論になってしまうだろう。
● 医療同意を中心に後見人の話をしたが、これは法的キーパーソンを明確にすると
いうところで、後見人だけで決めるのではなく、医療チーム等が一緒に考えていける
体制を同時に考えないといけない。ドイツでは、身体拘束と医療同意は、家族でも後
見人になっていなければいけないが、裁判所もかかわって相談できる機関がある。
そういったものの整備が大事ではないか。
● 病院では支援の体制をつくりやすいが、地域包括のように在宅になると、かなり難し
くなってくる。一般的には病院の方が医的侵襲行為が多いので、より慎重であるべき
だという視点も必要ではないか。
● 認知症の方々とそうでない方々、病院と施設と在宅に違いがあるとなると、それだけ
でディメンジョンが 4 つ立つので、そこに事例を置いていくという発想もあり得る。例え
ば認知症の方々は一旦決めることはできたが、その後、長期の方もいるが短期の勝
負の場合もある。知的障害や精神障害の方々は、一生涯、関係する方々がその生
活状況も含めて支援していく側面がある。もっと複雑に言うと、医療行為と介護行為
の侵襲度に基づく分け方もあり得ると思うので、幾つかの軸はある。
● 医療同意と医師の裁量権の中で、最終的にぶつかる場合はどうするのかという話も
含めて出てくるだろうと思う。成年後見の医療同意という話を出されたが、これをいき
なり議論すると大変大きな問題になるのではないかという懸念がある。
(第 2 回：10 月 13 日)
● 医療について同意の代理・代行する者、成年後見人がそれに該当するのかという
論点で、家族がいない場合、本人に医療を保障する方法があるのかということが問
題になる。その前提には、推定的意思まで全部くみ取ることがあるので、意思決定支
援をして推定的意思も検討し、それでもなおかつできない場合という最後の手段とし
てここが出てくる。
● 意思決定をサポートする成年後見人の役割を強化するなり役割を示していくこと
も、この委員会の大事な役割になるのではないか。
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● 現場でどうにもならないと思いつつも、それはサポーターを入れるとかそういうことで
解決できる場合もあるし、やはりどうにもならない場合と、恐らく 2 つあって、その 2 つ
を両方詰めていかなければいけない。
● 医療ないし医療行為を適切にランク分け、識別する作業が求められる。これが 1 つ
目の論点である。同意といって議論をしてきたが、もっと考えたら、成年後見人にどう
いう役割を求めるのかという議論があると思う。
● 家族が代理・代行することは許されるという議論をもう少し深めなければいけない。
「家族が代理・代行することを許されないものを成年後見人が代理・代行できない」と
いう理屈があるが、そこも、代理なのか、代行なのか、どういう権限なのか。そのため
の要件は一体何であって、なぜそれを実質的に合法化するのかという議論をしてお
かないと、成年後見人はその上にのっている議論になると思う。そこのところを議論し
ないままやるのは少し不安がある。
(第 3 回：11 月 9 日 および WG 後「中間取りまとめ(たたき台)」への意見)
●成年後見人に権限を付与するかどうかが問題なのではなく、いくら意思決定支援を
してもどうにもならない事案が必ず残ってしまうことが問題である。そのときに何がで
きるのかということがアプローチの基本である。
●一言で意思決定支援という言い方をしているが、福祉や介護、ケア関係者に必要な
ところでは、意思形成の支援、表出の支援、このあたりはしっかりと分けて考え、その
後に、その意思を実現していく支援、エンパワーメントとなるだろう。
●意思決定支援の議論は、受療やサービス利用の場面に限らず、医療や介護に密着
する日常生活の場面についても検討されることが望ましい。
●成年後見人も意思決定支援者の一員であるという感じがまだ十分ではないので、そ
この充実もやっていかなければならない。これは地域、介護、そういうところまで広げ
ていかなければならないことだと思う。介護者も医療者も意思決定支援者だというと
ころも十分ではないと同時に、成年後見人も意思決定支援者の一員だということを
理解して頂くような、両者の関係が必要なのではないか。
●意思決定支援を成年後見人が担う場合の指針・方針を示すとともに、適格性や適切
性の観点から、選任変更の手続き・仕組みについても検討すべきではないか。
●医療の処置が講じられる機会に臨場する成年後見人等が、医師など医療関係者か
ら意見を求められる際などに、周囲の人たちと相談し、十分な専門的助言に恵まれ
る環境が調えられることを前提として、考えるところを述べ、または反対に所見を控え
るという態度をとるときに、それらが受け容れられるものであることについて社会の諒
解が形成されることが望まれる。
●定型的に予想される医療の処置ごとに、通常考えられる関係者の対応の標準的な
在り方を社会に参考として提示する行為指針を作成することが適当であると考える。
●（中間取りまとめ(たたき台)からは）演繹的に成年後見人の役割、権限はこうだと決め
ることはせず、（成年後見人が意思決定支援に関わっていく）体制を整備し、それが
進められる現場での経験の積み重ねによって成年後見人の役割が決まっていくとい
うように、帰納的に役割が明らかになっていくと考える、としているのであろう。
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●推定的意思をも含んだ意思決定支援の指針を示すことが求められる。あわせて、意
思の推定もできない場合はあり、その場合の医療の提供については、成年後見制度
施行当時から課題であるとされ、促進法によりその検討が明文化された以上、意思
の推定もできないときの医療をどのようにして提供するかについて、公的な監督があ
り、身上配慮義務、身上監護の職務のある成年後見人に権限を付与することも含め
た検討が必要であろう。
●認知症等の意思決定能力に課題のある方が、人権の保障としても医療の享受にお
いて平等にその権利を保障されるために、成年後見人等の権限の問題を議論すべ
きである。
(2) 困難事例と成功事例の収集
以上を受けて、親委員会とワーキンググループ所属の各委員や所属団体で接する意思
決定に関する事例、とりわけ、困難事例ないし成功事例についての収集が図られた。事
例収集の結果、疾患別の困難性の特徴や疾患を超えた困難や課題の特徴がまとめられた。
課題の概要
1 意思決定の重要性・必要性についての認識の欠如
2 意思決定支援のプロセスに関する課題（意思決定能力評価、支援方法、検討
手続きの問題）
3 慣習として重視されている家族との意見調整（いわゆる家族の同意）に関す
る問題
4 疾患の経過と関係する問題（認知症と知的障害との疾患の特性や経過、障害
の性状に関する問題）
5 個別の状況以外の社会環境（医療・介護における意思決定に関する国民の意
識、支援のリソースや社会のあり方）に起因・関係する問題
(3) 組織や地域における支援体制と人材育成
他方、これと並行して意思決定の支援が困難な場合に、現在行われている医療現場や、
地域における支援体制についての報告、その人材の育成の方法について報告がなされた。
報告の概要
現行の臨床においても診療一般で意思決定支援が行われてきたのであるが、自
己決定が重要視され、告知の課題に取り組まれて、これと並行して、意思決定も
パターナリズムから shared decision making へ認識が移りつつあること、多職種
の関わりも重要視されてきた。その過程で、特に質の向上を目指して倫理コンサ
ルテーションが提案されてきた。
米国では、1980 年代ころから臨床の現場からの相談に乗る倫理コンサルテーシ
ョン活動（院内で生じた倫理問題を医療チームとは別に支援チームが設けられ、
適時支援をしていく）が盛んになった。わが国でも、2000 年ころから臨床現場で
の倫理問題ないし本人の意思決定支援が難しい事態への対処の必要性が共有さ
れ、京都大学大学院医学研究科や、東京大学大学院医学系研究科において、医療
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倫理学の講座が開設され、合わせて、人材育成等の活動がなされた。2015 年ころ
からは、主として大規模病院において、医療チームとは独立した研究審査でない
臨床倫理委員会を設置したり、倫理コンサルテーションチームを置く病院があり、
一部の病院では、その実績を着実に上げている（東京大学医学部附属病院、名古
屋第二赤十字病院、国立病院機構東京医療センター、独立行政法人労働者健康安
全機構横浜労災病院等）が、まだ、これらは、先進的な試みである。また、地域
包括ケアの中でも、主として認知症の人の意思決定支援の困難さが共有されつつ
あり、認知症初期集中会議等で地域会議を設けている例もある（先進的な試みと
して、東京都世田谷区、岡山県津山市、東京都調布市などがある）。
これらは、厚生労働省（例えば、人生の最終段階の医療の意思決定におけるプ
ロセスガイドライン）や学会ガイドラインを参照に、多職種で対話する方法を使
って、個々の臨床での困難事例への対処をしているが、このような活動は、まだ
緒についたばかりである。
また、大学や学会が主体となり研修会が行われ、それぞれの領域での意思決
定支援問題への対処をする人材を育てる試みがされており、日本臨床倫理学会は、
本年度から、臨床倫理問題に対応できる人材を学会の認定制度として創設した。

以上から、臨床で行う対応だけではなく、病院や地域における多職種でおこなう、倫
理的法的観点を踏まえた意思決定支援活動を推進する活動、また、これを支える人材育
成の必要性を確認することができる。
(4) 成年後見人の役割
まず成年後見人の現状について議論が行われた。そこでは、成年後見制度が利用され
ていない実態（介護の場面）、成年後見制度に対する誤解、成年後見人の capacity（能力）
の課題、から現制度でも十分に機能していない可能性があることが指摘された。さらに、
委員等からの提出事例中ではなお数は少なかったが、成年後見人がついた場合について、
成年後見人には医療の同意権がないとされる現状のもとでも貢献できる場合やその方法、
期待される役割について検討された。
現行法上の中で成年後見人が果たすことのできる役割
1

本人の意思決定の支援者としての役割
（具体的には、その中でも、情報の提供や、意思疎通の支援、判断を支援し意
思を形成するのを支援する役割など複数ある）

2

本人の意思を推定する場合に、より詳細に本人の意思を反映できるように多職
種の協議に参加し実現する役割、家族間の意見を調整する役割

以上のことから、成年後見人も、本人の意思決定支援者の一員として位置付けること
ができ、その手法やあり方について、開発する必要がある。
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(5) なお困難な場合
以上の作業を通じて、意思決定支援が困難な場合で、現行法上の支援方法等を実施し
てもなお困難な場合を同定することが行われた。
なお困難な場合
１

治療行為に関連して生ずる問題
・緊急時の対応
・治療のリスクとベネフィットが拮抗している場合

・本人が受ける利益が大きいことが一見明らかであるにもかかわらず、本人が拒
否をしている、しかもその不合理に見える判断が本人の価値観に沿っているか
どうかを判断する事が困難な場合
２

家族の了承（いわゆる家族の同意）を重んじる慣習と関連して生ずる問題
・家族と本人の対立（家族が関わりを拒否）
・家族と本人に利益相反があり、本人の利益が守られない危険がある場合
・家族間での対立

このように、現行法上の対応や、組織・地域での試みを実施しても、意思決定支援が
なお困難な場合があることが確認された。

３

臨床現場の本人の意思決定支援の質の向上を図る立場に立ちつつ、成年後見制度の
拡充を図る方策について

(1) 合法性、適格性、適切性
成年後見人についてのこれまでの議論は、主として「合法性」
（権限を与えるかどうか）
を中心として検討されてきたが、同時に、意思決定支援の観点からは、適格性（支援す
るために必要な資質と力量を有すること）、適切性（権限行使がその事象に対して適切に
行使されること、そのための条件）が求められる。
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(2) 成年後見人も意思決定支援者1の一員である
成年後見人が付いている場合かどうかにかかわらず、意思決定支援が困難な場合があ
る。しかし、成年後見人がついていることで、現行法上でも、本人の意思決定の支援者
としての役割や、本人の意思を推定する場合に、より詳細に本人の意思を反映できるよ
うに多職種の協議に参加し実現する役割、家族間の意見を調整する役割を果たすことで、
本人の意思決定支援（家族や関係者を支援することで行う場合も含む）に貢献できる場
合がある。成年後見人制度の利用をより促進するためには、まず、このような、現行法
上においても成年後見人が果たすことが出来る貢献方法についてより事例等を共有する
ことが必要である。
(3) 成年後見人の医療同意権の議論について
上記のような意思決定支援が困難な場合で、仮に、成年後見人が付いている場合でも、
意思決定困難な場合が一定程度ある。もしこの場合にケア提供者側（医療者）の判断で、
医療の実施を差し控えるならば、適切な医療の享受の機会が損なわれ、逆に医療が実施
されるならば、仮に本人の利益を優先させてのことだとしても、本人の意思や利益を踏
まえないこととなる。このような場合は、本事業で検討したように、昨年度の「認知症
の人の意思決定支援に関する倫理的・法的な観点からの論点の整理及び医療・介護の観
点からの注意点」を踏まえ、組織や地域という体制と、コーディネートできる人材のも
とでの支援を受けることで、多くの問題は対処可能である。しかし、そのような体制や
人材が、本邦内で周到に準備されているものではない。また、成年後見人が身上監護面
で十分な対応ができていないという指摘も踏まえると、まず、成年後見人が意思決定支
援を適切に行うことができるよう、本人の置かれた状況の変化やそれに伴う意思の経過
等を熟知することが重要であることから、そのような成年後見人の役割について十分な
普及啓発を行うことが必要になるなど、成年後見人が役割を果たすことができる環境の
整備等も課題になる。
そこで、臨床現場の意思決定支援の質の向上を図る立場に立ち、同時に、成年後見人
の役割の拡充を考えた場合、次のようなプロセスを踏んで考える必要がある。
① 意思決定、意思決定支援に関する認識の向上のための施策
② 意思決定支援の質を確保するための、手順や運用のプロセスの明示
③ 成年後見人の意思決定の支援者としての役割の明示、教育、運用の質を確保す
るための施策を図る。
具体的には、まずは、臨床現場における意思決定の問題に対応できる人材育成のため
の研修等を行うことで、現行法上でも成年後見人が果たすことが出来る役割について、
成年後見人や医療関係者等の理解の深化や意識の啓発など、臨床現場における成年後見
人が意思決定支援者の一員であることについての意識の醸成を図ることが必要である。
1

「意思決定⽀援」とは、「2（４）成年後⾒⼈の役割」の「現⾏法上の中で成年後⾒⼈が果たすこと
ができる役割」の役割を念頭においたもの。
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そして、本人の意思が確認できない場合にも本人の意向を尊重した医療が行われるた
めには、本人の事前の意思（リビング・ウィルなど）を踏まえ、今後起こりうることに
ついてあらかじめ話し合うこと（アドバンス・ケア・プランニング）や本人の意思を推
定していくためのプロセスを示すなどのグッドプラクティス（これには、具体的な事例
の集積のほか、支援の在り方を示したり、更に、意思決定支援の体制やヒント等も含む
もの）を集約し、また、成年後見人が、本人の意思の時々の状況に応じた変化に長く関
わっていく取組を定着させることが必要ではないか。
その上で、意思決定支援が尽きた後でも、なお意思決定ができない本人に対する医療や
介護の提供はどうあるべきかを含めて、本人の尊厳を守るという観点から法整備の必要性
を検証・確認し、検討することが適当ではないか。
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࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ጤဨ㸦௨ୗࠕಁ㐍ጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
ಁ㐍㆟ࡣࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࢆጞࡵࡍࡿ㛵ಀ㛶ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࠊᡂᖺᚋ
ぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦௨ୗࠕᇶᮏィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢࢆసᡂࡍࡿࡇ
➼ࢆᡤᤸົࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊಁ㐍ἲ➨㸯㸱᮲➨㸱㡯➨㸯ྕࡼࡾࠊಁ㐍㆟ࡀᇶᮏィ⏬ࡢࢆస
ᡂࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊ᭷㆑⪅ࡽᵓᡂࡉࢀࡿಁ㐍ጤဨࡢពぢࢆ⫈࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡽࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸯㸴᪥㛤ദࡢ➨㸯ᅇಁ㐍㆟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᡂ
ᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡢࡢసᡂ᪉㔪ࠖࡀỴᐃࡉࢀࠊྠᖺ㸷᭶㸰㸮᪥
࡛ࠊಁ㐍㆟㛗㸦ෆ㛶⥲⌮⮧㸧ࡽಁ㐍ጤဨ࠶࡚ࠊᇶᮏィ⏬ࡢ
ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚┒ࡾ㎸ࡴࡁ㡯ࡘࡁពぢࢆồࡵࡿ᪨ࡢᩥ᭩ࡀᥦฟࡉ
ࢀࡓࠋ

㸰 ಁ㐍ጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ

   ಁ㐍ጤဨࡣࠊୖグࡢಁ㐍㆟㛗ࡽࡢᩥ᭩ࢆཷࡅ࡚ࠊ➨㸯ᅇ㸦ᖹᡂ㸰
㸶ᖺ㸷᭶㸰㸱᪥㸧ཬࡧ➨㸰ᅇ㸦ྠᖺ㸯㸮᭶㸱᪥㸧ࡢಁ㐍ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᇶ
ᮏィ⏬⟇ᐃྥࡅࡓ᳨ウࡢどⅬࡘࡁ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ➨㸰ᅇࡢಁ㐍ጤ
2

ဨ࠾࠸࡚ࠊ⏝ಁ㐍⟇࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉཬࡧṇ㜵Ṇᑐ⟇࣮࣡࢟ࣥ
ࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢆタ⨨ࡋࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ
   ୧࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊಁ㐍ጤဨ࡛♧ࡉࢀࡓᇶᮏィ⏬⟇ᐃྥࡅࡓ
᳨ウࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㆟ㄽࢆྛ㸱ᅇࡎࡘ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ➨㸱ᅇ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯
㸯᭶㸰㸯᪥㸧ࡢಁ㐍ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢ
≧ἣࡘ࠸࡚୰㛫ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
   ࡑࡢᚋࠊ➨㸲ᅇ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰᪥㸧ࡢಁ㐍ጤဨཬࡧྛ㸯ᅇࡎࡘࡢ
୧࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ᭦㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓୖ࡛ࠊ➨㸳ᅇ
㸦ྠᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥㸧
ࠊ➨㸴ᅇ㸦ྠᖺ㸯㸰᭶㸰㸮᪥㸧ࡢಁ㐍ጤဨ࠾࠸࡚
ពぢࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ


ϩ ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡴࡁ㡯

㸯 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ཬࡧ┠ᶆ➼

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

   ᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜➼ࡢ⌮ᛕࠊ
ᮏேಖㆤࡢ⌮ᛕࡢㄪࡢほⅬࡽࠊ⢭⚄ୖࡢ㞀ᐖࡼࡾุ᩿⬟ຊࡀ༑
ศ࡛࠶ࡿࡓࡵዎ⣙➼ࡢἲᚊ⾜Ⅽ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡘ࠸࡚ࠊ
ᡂᖺᚋぢே࣭ಖబே࣭⿵ຓே㸦௨ୗࠊ
ࠕᡂᖺᚋぢே➼ࠖཪࡣࠕᚋぢேࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ࡀࡑࡢุ᩿⬟ຊࢆ⿵࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢேࡢ⏕ࠊ㌟యࠊ⮬⏤ࠊ㈈
⏘➼ࡢᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ࠸࠺Ⅼไᗘ㊃᪨ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ
Ẹࡗ࡚⏝ࡋࡸࡍ࠸ไᗘࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚋࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡸ༢⊂ୡᖏࡢ㧗㱋⪅ࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୰ࠊ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝≧ἣࢆࡳࡿࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝⪅ᩘࡣ㏆ᖺࠊቑຍഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⏝⪅ᩘࡣㄆ▱㧗㱋⪅➼ࡢ
ᩘẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᡂᖺᚋぢ➼ࡢ⏦❧࡚ࡢືᶵࢆࡳ࡚ࡶࠊ㡸㈓㔠ࡢゎ⣙➼ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ㆤಖ㝤ዎ⣙㸦タධᡤ㸧ࡢࡓࡵ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓ㸱ࡘࡢ㢮ᆺࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᚋぢ㢮ᆺࡢ⏝⪅ࡢྜࡀయࡢ⣙㸶㸮㸣ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡽࡣࠊ♫⏕άୖࡢࡁ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊᡂᖺᚋぢ
ไᗘࡀ࠶ࡲࡾ⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋぢேࡼࡿᮏ
ேࡢ㈈⏘ࡢṇ⏝ࢆ㜵ࡄ࠸࠺ほⅬࡽࠊぶ᪘ࡼࡾࡶἲᚊᑓ㛛⫋➼ࡢ➨୕
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ͤ㸯 ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࡞࠸ே➼ࡋࡃࠊᇶᮏⓗேᶒࢆா᭷ࡍࡿಶே
ࡋ࡚ࡑࡢᑛཝࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀࠊࡑࡢᑛཝࡩࡉࢃࡋ࠸⏕άࢆಖ㞀ࡉࢀࡿࡁࡇ
ͤ㸰 㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢពᛮỴᐃࡢᨭ
ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡶࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁࡇ
ͤ㸱 ᮏேࡢ㈈⏘ࡢ⟶⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㌟ୖࡢಖㆤࡀ㐺ษᅗࡽࢀࡿࡁࡇ

 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᚋぢேࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࡢഃ㠃ࡢࡳࢆ
㔜どࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ᑀࡃࡳྲྀࡗ࡚ࡑࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡋ࡚࠸ࡃពᛮỴᐃᨭ࣭
㌟ୖಖㆤࡢഃ㠃ࡶ㔜どࡋࠊ⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠
⏝ࡍࡿࡇࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
ࠊ≉ ۑ㞀ᐖ⪅ࡢሙྜࡣࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿពᛮỴᐃᨭࠊ㌟ୖಖㆤࠊ
ぢᏲࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊタࡸ㝔ࡽࡢᆅᇦ⛣⾜ࠊᑵປࡸ♫ཧຍ
➼ࡢάືࡢ㓄៖ࠊ㞀ᐖࡢ་Ꮫࣔࢹࣝࡽ♫ࣔࢹࣝࡢ㌿ࠊྜ
⌮ⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶ࠸ࡗࡓࡇࢆ㔜どࡋࠊ㞀ᐖ⪅ࡗ࡚ࡢ♫ⓗ
㞀ቨࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ⎔ቃࡸᨭࡢᅾࡾ᪉ࢆ⥅⥆ⓗ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋᚋぢேࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢே⏕ࡢక㉮⪅ࡋ࡚ࠊ⏝⪅ࡢ㞀ᐖ≉
ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ⥅⥆ⓗᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࢆࡇࡓࡋ࠺ࡇ ۑ㋃ࡲ࠼ࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢ➼ࢆ㛤ጞࡍࡿሙྜ
ࡣࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏேࡢ┈ಖㆤࡢࡓࡵ᭱ࡶ㐺ษ
࡞ᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࠊ㢮ᆺࡢỴᐃᡭ⥆࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢ⢭
⚄ࡢ≧ែࢆุ᩿ࡍࡿ་ᖌࡀࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣࡸᚲせ࡞ᨭࡢ≧ἣ➼
ࢆྵࡵࠊ༑ศ࡞ุ᩿㈨ᩱᇶ࡙ࡁุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᮏே
ࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉
⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࠊࡑࡢุ᩿ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿデ᩿᭩➼
ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

E ಖబ࣭⿵ຓࠊ௵ពᚋぢࡢ⏝ಁ㐍
 ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ⬟ຊᛂࡌࡓࡁࡵ⣽࡞ᑐᛂࢆྍ⬟
ࡍࡿほⅬࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ࠺ࡕ⏝ࡀᑡ࡞࠸ಖబཬࡧ⿵ຓࡢ
㢮ᆺࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࡶࠊ⏝⪅ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ほⅬࡽࠊ௵ពᚋぢไᗘࡀ㐺ษࡘᏳᚰࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ۑㄆ▱ࡢ≧ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㧗㱋⪅➼ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢࠎࡢุ᩿⬟
ຊࡢ≧ἣᛂࡌࠊ⿵ຓ࣭ಖబ࣭ᚋぢࡢྛ㢮ᆺ㛫ࡢ⛣⾜ࢆ㐺ษ⾜
࠺ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡢࠎࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࡓぢᏲࡾ➼ࠊ㐺ษ
࡞ᶒ᧦ㆤᨭࢆᙉࡍࡿࠋ
௵ࠊࡓࡲ ۑពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡢ࿘▱άືࢆᙉࡍ
ࡿࡶࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢไᗘ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⏝⪅
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࿘▱άື࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡶᙉࡍࡿࠋ
     

⪅ࡀᚋぢே㑅௵ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨୕⪅ࡀᚋぢே࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡢ୰ࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞どⅬஈࡋ࠸㐠⏝ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊᮏேࡸࡑࡢぶ᪘ࠊࡉࡽࡣᚋぢேࢆᨭࡍࡿ
యไࡀ༑ศᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢேࡽࡢ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ
ぢேࢆ┘╩ࡍࡿᐙᗞุᡤࡀᐇୖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐙᗞุᡤ࡛ࡣࠊ⚟♴
ⓗ࡞ほⅬࡽᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡀ⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㊃᪨࡛ࡶ
࠶ࡿձࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥ ͤ㸯ࠊղ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜 ͤ㸰 ࡢ⌮ᛕ❧ࡕ㏉
ࡾࠊᨵࡵ࡚ࡑࡢ㐠⏝ࡢᅾࡾ᪉ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡀࠊ㈈⏘ࡢಖࡢほⅬࡢࡳࡀ㔜どࡉࢀࠊ
ᮏேࡢ┈ࡸ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵ㈈⏘ࢆ✚ᴟⓗ⏝ࡍࡿ࠸࠺どⅬ
Ḟࡅࡿ࡞ࡢ◳┤ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ
ࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞ほⅬࡶ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᚋ୍ᒙࠊ
ճ㌟ୖࡢಖㆤࡢ㔜ど ͤ㸱 ࡢほⅬࡽಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᛂࡌࡓ㐺ษ࡛ᰂ㌾࡞㐠⏝
ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
   ᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊಁ㐍ጤဨࡢ࣮࣡
࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡼ࠺ࠊձไᗘࡢᗈሗ࣭࿘▱ࠊղ┦ㄯ࣭
Ⓨぢࠊճሗ㞟⣙ࠊմᆅᇦయไᩚഛࠊյᚋぢ➼⏦❧࡚ࠊնᚋぢ➼㛤ጞᚋࡢ⥅
⥆ⓗ࡞ᨭࠊշᚋぢ➼ࡢṇ㜵Ṇࠊ࠸ࡗࡓྛሙ㠃ࡈࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊయไࢆᩚഛࡋࠊᑐᛂࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ➼

ձ ᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ

㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࠋ

D ⏝⪅ᐤࡾῧࡗࡓ㐠⏝

36









5

࢘㸧ṇ㜵Ṇࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪࢆᅗࡾࠊᏳ
ᚰࡋ࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ

E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ
 ۑᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢྲྀ⤌ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ㟂せᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ୰ࡽᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡑࡢᨭࢆ
ᅗࡿࡶࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊᡂ
ᖺᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࠋ

D ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛ
 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ே
ࡀไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦయไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ྛ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ┦ㄯ❆ཱྀࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆⓎぢࡋࠊ㐺ษᚲせ࡞ᨭࡘ࡞ࡆࡿᆅᇦ㐃ᦠ
ࡢ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋ
ぢไᗘࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ
᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ᚋぢேࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗ
ᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᚲせ࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ⚟♴࣭ἲᚊࡢᑓ㛛⫋ࡀᑓ㛛ⓗຓ
ゝ࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭཧ⏬ࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢳ
࣮࣒ᑐᛂࡣࠊ㐃ᦠࡋ࡚ᮏேࢆᨭࡍࡿ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡶά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽ⾜࠺ࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠయไ
ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢ༠㆟➼ࢆタ❧ࡋࠊྛᑓ㛛⫋ᅋయࡸྛ㛵ಀᶵ㛵
ࡀ⮬Ⓨⓗ༠ຊࡍࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᑓ㛛⫋ࡼࡿᑓ㛛ⓗຓゝ➼ࡢᨭࡢ☜ಖࡸࠊ༠㆟➼
ࡢົᒁ࡞ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆᢸ࠺୰
᰾ⓗ࡞ᶵ㛵㸦௨ୗࠕ୰᰾ᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡣ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᕷ⏫ᮧ➼ࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖࡸࠕᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡞ࡢ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊ
ᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

    㸧ᅜࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡞ேࡀᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿࠋ

E ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒࡛ࡢᑐᛂ
➼ࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࢆ㜵ࡄࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿᨭ
ࢆ⾜࠺୰࡛ࠊṇࡢᮍ↛㜵Ṇࡸ᪩ᮇⓎぢࡢᑐᛂࡶ␃ពࡍࡿࠋ
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     ࢚㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࢆぢ┤ࡍࠋ

⌧ ۑᅾࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே࣭⿕ಖబே࣭⿕⿵ຓே㸦௨ୗࠊ
ࠕᡂᖺ⿕ᚋぢ
ே➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺ
ࡿḞ᱁᮲㡯㸧ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ
㌋㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢேᶒࡀᑛ㔜
ࡉࢀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ᙜᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿἲᚊࡘ࠸࡚
᳨ウࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡇࢀࡽࡢぢ┤ࡋࢆ㏿ࡸ㐍ࡵࡿࠋ

ղ ᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㔜せ⟇

㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪ࠊㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ
➼

 ۑㄆ▱㧗㱋⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡑࡢ་⒪ࠊㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾ
ពᛮࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀᚲせ࡞་⒪ࠊㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸᳨࡚



D ṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᐇ
 ۑṇࡢⓎ⏕ࡸࡑࢀక࠺ᦆᐖࡢⓎ⏕ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿࡓࡵࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᩚഛࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ౽ᛶࡶ㓄៖ࡋ
ࡘࡘࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ㡸㈓㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝᪉⟇
ࡢ᳨ウࡢಁ㐍➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
ྛ ۑᚋぢேࡢᚋぢᴗົࡀ㐺ṇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ᪥ᖖⓗ࡞☜ㄆࠊ
┘╩ࡢ⤌ࡳࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿ⮬ⓗࠊ✚ᴟ
ⓗ࡞ྲྀ⤌ᮇᚅࡍࡿࡶࠊἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊ
ᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
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㸦㸯㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
㸫ไᗘ㛤ጞ࣭㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿ㌟ୖಖㆤࡢᐇ㸫

㸰 ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇

     ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶ࠊ᪂ࡓᡂᖺ⿕ᚋぢே࠶࡚ࡢ㒑౽≀ࡢᡂᖺᚋぢ
ேࡢ㌿㏦➼ࡸࠊᡂᖺᚋぢேࡼࡿᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㑇యࡢⅆⴿ࣭ᇙⴿ
㛵ࡍࡿዎ⣙ࡢ⥾⤖➼ࢆつᐃࡋࡓࠕᡂᖺᚋぢࡢົࡢࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢẸἲཬࡧᐙ௳ᡭ⥆ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖࡀ⾜ࡉࢀ
ࡓࠋྠἲᚊࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂᖺᚋぢࡢົࡀ㐺ษฎ⌮ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺ࠊᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼

7

ձ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋࡓᚋ
ぢົࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋぢேࡀᮏே௦⌮ࡋ࡚ἲᚊ
⾜ⅭࢆࡍࡿሙྜࡶࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࡢほⅬࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᮏ
ேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢෆᐜࡑࢀࢆᫎࡉࡏࡿࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
ᚋぢேࡀᮏேࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋࡶពᛮỴᐃࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࡢ⟇ᐃྥࡅࡓ᳨
ウ➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
     ۑᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶⾜ࡉࢀࡓ㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲
ྜⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ㸦௨ୗࠕ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ
㝃๎࠾࠸࡚ࠊ⾜ᚋ㸱ᖺࢆ┠㏵ࡍࡿぢ┤ࡋ㡯ࠕ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ












ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊ་⒪ࡸᩆᛴ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᮏே
௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࠊᚲせ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ
࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡗ࡚་⒪ࠊㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾពᛮࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀࠊᚲせ࡞་⒪ࠊㆤ➼ࢆཷࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே➼
ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

8

Ỵᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇࢆཷࡅࠊཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰
㸴ᖺᗘࡢ㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛ
ࣥ㸦㸧
ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
      ᚋࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࢆ᭦㐍ࡵࡿࡶࠊ᳨ウࡢᡂᯝࡀᚋぢ
ேࡢ㛵ಀ⪅ඹ᭷ࡉࢀࠊྛ⏕άሙ㠃࡛ࡢά⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ

ղᚋぢேࡢ㑅௵࠾ࡅࡿ㓄៖

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚
ᚋぢົࢆ⾜࠺ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚋぢேࡀࡇࡢࡼ࠺࡞
ົࢆࡘ㐺ษ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᮏேࡣࡶࡼࡾࠊぶ᪘ࠊ⚟
♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼ࡢᨭ⪅ࡶ࡞㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊᮏேࡢព
ᛮỴᐃࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃయไࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
    ࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᐙᗞุᡤ࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅ
ᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡀࠊᮏேࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ
ᐙᗞุᡤⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
    ࠊ≉ ۑไᗘ⏝ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᮏேᚋぢேࡢ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊᐙᗞ
ุᡤࡀᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡓᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ㐺ษ࡞ሗᥦ౪ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ճ⏝㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂ

     ۑᚋぢ➼ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀᅇࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᚋぢ➼
ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊ┦ᙜᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋࡶࠊᮏேࡸᮏேࢆᨭ
࠼ࡿᐙ᪘➼ᚋぢேࡢ㛫ಙ㢗㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࠾
࠸࡚ࡶࠊᚋぢேṇ࡞⾜Ⅽࠊⴭࡋ࠸⾜㊧ࡑࡢᚋぢ➼ࡢ௵ົ㐺
ࡋ࡞࠸⏤ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆゎ௵ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
    ࠊࡕ࠺ࡢࢫ࣮ࢣࡓࡋ࠺ࡇ ۑᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆ༑ศᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠊᚋぢேࡢ௦ࢆᰂ㌾⾜࠺ࡇࢆྍ⬟
ࡍࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿ࡞ࡢ᪉⟇ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
     ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊࢳ࣮࣒
ࡸ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ᚋぢேࡢົࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶᚲせ࡞ሗ
ࢆᢕᥱࡋࠊᮏேࡸࡑࡢᨭ⪅ᚋぢேࡀ࡞ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏࡛
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ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
      ࡲࡓࠊࡑࡢ㛵ಀࡢᨵၿࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡼࡾ⌧ᅾࡢᚋぢே࡛ࡣᮏ
ேࡢ㐺ษ࡞ᶒ᧦ㆤࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏே
ࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺᱁࡞ᚋ௵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࠊᰂ
㌾࡞㐠⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

մᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛤ጞࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ᥦฟࡉࢀࡿデ᩿᭩➼
ࡢᅾࡾ᪉

    ⾜⌧ ۑἲࡣࠊᐙᗞุᡤࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋࡼ࠺ࡍࡿேࡢ⢭
⚄ࡢ≧ἣࡘࡁ㚷ᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐃࡵࡿ୍᪉࡛ࠊ᫂ࡽ
ࡑࡢᚲせࡀ࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᐙ௳ᡭ⥆
ἲ➨㸯㸯㸷᮲㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㚷ᐃ᭩௦࠼࡚ࠊࡼࡾ⡆᫆࡞デ᩿᭩ࡢᥦ
ฟࡶチࡉࢀࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
     ۑデ᩿᭩ࡢᥦฟࢆㄆࡵࡿ㐠⏝ࡣࠊᐙᗞุᡤ࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ᑂุ
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㠃ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡉࢀࡿࡇࡼࡾ⾜Ⅽ⬟ຊ
ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ࡞ࠊࡑࡢຠᯝࡀࡁ࠸ࡇ➼㚷ࡳࢀࡤࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓࡢุูࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ㌟యཬࡧ⢭⚄ࡢ≧ែࢆⓗ☜♧ࡍࡼ࠺࡞ᮏேࡢ⏕
ά≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗࡀ㐺ษᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ༑ศ࡞ุ᩿
㈨ᩱᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞་Ꮫⓗุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ
࠸ࠋ≉ࠊ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆࡼࡾⓗ☜㋃ࡲ࠼
ࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
    ࠊ࡛ࡇࡑ ۑ㎿㏿࡞ᑂุࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡼࡾᐇែ༶ࡋࡓ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆྍ
⬟ࡍࡿࡓࡵࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⚟♴㛵ಀ⪅
➼ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᮏேࡢ⨨ࢀࡓᐙᗞⓗ࣭♫ⓗ≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗ
ࡶ⪃៖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊデ᩿᭩➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࡶࠊ
ᮏேࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
    ࠊࡓࡲ ۑᚋ㏙ࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒་ᖌࡶཧຍ
ࡋࠊデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡋࡓᚋࡢሗᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ
࡞ᮏேᨭ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ


㸦㸰㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ

ձᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺ
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 ۑᆅᇦయࡢぢᏲࡾయไࡢ୰࡛ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࢆᆅᇦ
࠾࠸࡚Ⓨぢࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࡘ࠸࡚ࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊᚋぢ➼㛤
ጞ๓࠾࠸࡚ࡣᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࡸ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ

㸧ᮏேࢆᚋぢேࡶᨭ࠼ࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᑐᛂ

ղᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ

ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ௨ୗࡢࡘࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ᵓ⠏ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ


ୖグ㸯㸦㸰㸧ձ㸧ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ
୕ࡘࡢᙺࢆᛕ㢌ࠊᚑ᮶ࡢಖ࣭་⒪࣭⚟♴ࡢ㐃ᦠ㸦་⒪࣭⚟♴ࡘ
࡞ࡀࡿ⤌ࡳ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡓࠊྖἲࡶྵࡵࡓ㐃ᦠࡢ⤌ࡳ㸦ᶒ
᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᚲせ࡞ேࡢⓎぢ࣭ᨭ

ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡢᚲせ࡞ே㸦㈈⏘⟶⌮ࡸᚲせ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࢆ⮬ࡽ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡶ
ࢃࡽࡎᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ேࠊᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿே࡞㸧
ࡢⓎぢດࡵࠊ㏿ࡸᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿࠋ

㸧᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢ┦ㄯ࣭ᑐᛂయไࡢᩚഛ

 ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊ௵ពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺ࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࢆྵࡵࠊ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡘ࠸࡚ఫẸࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ❆
ཱྀ➼ࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ

࢘㸧ពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐠⏝㈨ࡍࡿ
ᨭయไࡢᵓ⠏

 ᡂᖺᚋぢไᗘࢆࠊᮏேࡽࡋ࠸⏕άࢆᏲࡿࡓࡵࡢไᗘࡋ࡚⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊᮏேࡢពᛮࠊᚰ㌟ࡢ≧ែཬࡧ⏕άࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐠⏝ࢆ
ྍ⬟ࡍࡿᆅᇦࡢᨭయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

39
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ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗ
ᥖࡆࡿ㸧ᗈሗᶵ⬟ࠊ㸧┦ㄯᶵ⬟ࠊ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟ࠊ
࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡢ㸲ࡘࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡉ
ࢀࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࠊ࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝࡶ㓄៖ࡍࡁ࡛
࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ୰᰾ᶵ㛵⮬ࡽᢸ࠺ࡁᴗົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ㛵ಀᅋయศᢸࡍࡿ࡞ࠊྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ㄪᩚࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᬑཬ࣭ၨ

մᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡀᢸ࠺ࡁලయⓗᶵ⬟➼

ྛ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡋࠊ
༠㆟➼ࢆ㐺ษ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡑࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡀᚲ
せ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᵝࠎ࡞ࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡁࡿἲᚊ࣭⚟♴➼ࡢᑓ㛛▱
㆑ࡸࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋➼ࡽ༠ຊࢆᚓࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡀ✚ࡉࢀࠊ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࣭ᑐᛂᙉࡢ᥎㐍ᙺࡋ࡚ࡢᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ճᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡢᚲせᛶ

 ۑᚋぢ➼㛤ጞࡢ๓ᚋࢆၥࢃࡎࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᑓ㛛┦ㄯ
ࡢᑐᛂࡸࠊᚋぢ➼ࡢ㐠⏝᪉㔪➼ࡘ࠸࡚ࡢᐙᗞุᡤࡢሗ
࣭ㄪᩚ➼㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᑐࡍࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖ
࡛ࡢᑐᛂຍ࠼ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊἲᚊ࣭⚟♴ࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ
㛵ࡀࡇࢀࡽࡢࢳ࣮࣒ࢆᨭࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ྛ✀ᑓ㛛⫋ᅋయ࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ࣭㐃
ᦠᙉࢆ༠㆟ࡍࡿ༠㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊಶูࡢ༠ຊάືࡢᐇࠊࢣ࣮
ࢫ㆟ࡢ㛤ദࡸࠊከ⫋✀㛫࡛ࡢ᭦࡞ࡿ㐃ᦠᙉ⟇➼ࡢᆅᇦㄢ㢟ࡢ
᳨ウ࣭ㄪᩚ࣭ゎỴ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

㸧ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠕ༠㆟ࠖ➼ࡢయไ࡙ࡃࡾ

ᚋぢ➼㛤ጞᚋࡣࡇࢀᚋぢேࡀຍࢃࡿᙧ࡛ࠕࢳ࣮࣒ࠖࡋ࡚ࢃ
ࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࠊἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼
ࡀ༠ຊࡋ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᑐᛂࡍࡿ⤌ࡳࡍࡿࠋ





㸧┦ㄯᶵ⬟

 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཧຍࡍࡿྖἲࠊ⾜ᨻࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦ
࡞ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ
㔜せ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋࠊ⏝ࡍࡿᮏேࡢၨⓎάື
ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓኌࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࢆⓎぢࡋᨭࡘ
࡞ࡆࡿࡇࡢ㔜せᛶࡸࠊไᗘࡢά⏝ࡀ᭷ຠ࡞ࢣ࣮ࢫ࡞ࢆලయⓗ
࿘▱ၨⓎࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ᗈሗάື᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᗈሗࢆ
⾜࠺ྛᅋయ࣭ᶵ㛵㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈࠊᕷᙺᡤ࣭
⏫ᮧᙺሙࡢྛ❆ཱྀࠊ⚟♴ᴗ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊẸ⏕ጤဨࠊ
⮬➼㸧㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ࣭㓄ᕸࠊ◊ಟ࣭ࢭ
࣑ࢼ࣮⏬➼ࡢᗈሗάືࡀࠊᆅᇦ࠾࠸࡚άⓎ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺㓄៖
ࡍࡿࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊ௵ពᚋぢࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡶྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
᪩ᮇ⏝ࡶᛕ㢌࠾࠸ࡓάື࡞ࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ

㸧ᗈሗᶵ⬟
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 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐᛂࡍࡿయไࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸἲࢸࣛࢫ➼ࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡿࡇࡶᐃࡉࢀࡿࠋ
 ۑ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᑐᛂࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊぢᏲ
ࡾయไࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
    ࣭ ᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࢆྵࡵᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫ
ࡘ࠸࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬẼ࠸ࡓேࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ
⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌࠊሗࢆ㞟⣙ࡍࡿ
ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ
ᨭࢆᚓ࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊᚲせ࡞ぢᏲࡾయไ㸦ᚲせ࡞ᶒ
᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᅗࡽࢀࡿయไ㸧ಀࡿㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ





Ⓨࡢάືࠊேᮦ⫱ᡂࡸࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࡢ㐠Ⴀ➼ࡢྲྀ⤌ࡀ
᪤㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵
ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡢά⏝➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢ≧ἣ
ᛂࡌ࡚ᰂ㌾ᐇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢᆅᇦໟᣓࢣࡸᆅ
ᇦ⚟♴ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ᪤Ꮡ㈨※ࡶ༑ศά
⏝ࡋ࡞ࡀࡽᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືࡢಁ㐍
 ۑᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂ࣭ά⏝

D ཷ௵⪅ㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼ࡢᨭ
 ۑぶ᪘ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢᨭ
࣭ ᚋぢே࡞ࡿࡩࡉࢃࡋ࠸ぶ᪘ࡀ࠸ࡿሙྜࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊ
ᙜヱぶ᪘➼ࡢࢻࣂࢫࠊᑓ㛛⫋ࡢࡘ࡞ࡂࠊᙜヱぶ᪘➼ࡀᚋ
ぢே࡞ࡗࡓᚋࡶ⥅⥆ⓗᨭ࡛ࡁࡿయไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅➼ࡢᨭ
࣭ ᕷẸᚋぢேࡀᚋぢࢆ⾜࠺ࡢࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸ
ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢࢻࣂࢫࠊᚋぢே࡞ࡗࡓᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ
యไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
⪅௵ཷ ۑㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼
࣭ ᑓ㛛⫋ᅋయ㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊ࠶ࡽ
ࡌࡵࠊᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊྛ࠾࠸࡚ே㑅ࢆ
⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ຍ࠼ࠊἲேᚋぢࢆ⾜࠼ࡿ
ἲேࡢೃ⿵⪅ྡ⡙➼ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿ㝿ࡋࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀᚋぢேೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊ㐺ษ࡞ᚋぢே
ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚲせ࡞ࢳ࣮࣒యไࡸࡑࡢᨭయไࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢேೃ⿵⪅ࡢⓗ☜࡞᥎⸀ࡸᚋぢேࡢᨭࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥㡭ࡽྛᆅᇦࡢᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠయไ
ࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟

    ࣭ ࡑࡢ㝿ࠊᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾࠊᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦໟᣓ
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡶ㐃ᦠࡋࠊᚋぢ㢮ᆺࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ
ͤ ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ☜ಖࡣࠊᕷ⏫
ᮧ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧ㒔
㐨ᗓ┴ࡀ㐃ᦠࡋᨭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ྛᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࠊẸ⏕ጤဨ༠㆟ࡸ⮬ࠊ⛯⌮ኈࠊ⾜
ᨻ᭩ኈ➼ከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠࡶᅗࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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   ࣭ ᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ
࠾࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊྛᆅᇦ࡛ᕷẸᚋぢேࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㐃
ᦠࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊࡼࡾ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡀ㐍ࡴࡇࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
   ࣭ ࡉࡽࠊᕷẸᚋぢேࡀࡼࡾά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᕷẸ
ᚋぢே◊ಟࡢಟ⪅ࡘ࠸࡚ࠊἲேᚋぢࢆᢸ࠺ᶵ㛵࠾ࡅࡿἲே
ᚋぢᴗົࡸ♫⚟♴༠㆟࠾ࡅࡿぢᏲࡾᴗົ࡞ࠊᚋぢே࡞
ࡿࡓࡵࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿྲྀ⤌ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືᨭ
࣭ ᚋぢேࡢཷ௵⪅ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠࠊᕷ
Ẹᚋぢே⫱ᡂຍ࠼ࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
࣭ ᢸ࠸ᡭࡢೃ⿵ࡋ࡚ࡣࠊ♫⚟♴༠㆟ࡸࠊᕷẸᚋぢே◊ಟಟ
⪅࣭ぶࡢ➼ࢆẕయࡍࡿ 132 ἲே➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࡑ࠺ࡋࡓయࡢάືᨭ㸦⫱ᡂ㸧ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
࣭ ⱝᖺᮇࡽࡢไᗘ⏝ࡀᐃࡉࢀࠊࡑࡢ≉ᛶࡶከᵝ࡛࠶ࡿ㞀ᐖ⪅
ࡢሙྜࠊ⥅⥆ᛶࡸᑓ㛛ᛶࡢほⅬࡽࠊἲேᚋぢࡢά⏝ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡾࠊᚋぢ┘╩➼ࡼࡿ┈┦➼ࡢᑐᛂࢆྵࡵࡓ㏱᫂ᛶ
ࡢ☜ಖࢆ๓ᥦࠊࡑࡢά⏝ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

F ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ➼㛵㐃ไᗘࡽࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜
 ۑ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡣࠊุ᩿⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ேࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࡸ㔠㖹⟶⌮࠾࠸࡚ᨭࢆཷࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊ
⏝㛤ጞᙜࡓࡾ་Ꮫⓗุ᩿ࡀồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇࠊ⏕άᨭဨ➼ࡼ
ࡿぢᏲࡾᶵ⬟ࢆ⏕ࡋࠊᮏேᐤࡾῧࡗࡓᨭࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡞
ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᚋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭ
ᴗ➼ࡢ㛵㐃ไᗘᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐃ᦠࡀᙉࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡾࠊ≉ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡢᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ
⏝ࡸᚋぢ㢮ᆺࡢ㌿ࡀᮃࡲࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไ
ᗘࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ ۑάಖㆤཷ⤥⪅ࢆྵࡴపᡤᚓ⪅➼࡛ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢ᭦
࡞ࡿά⏝ࡶᅗࡾࡘࡘࠊᚋぢ➼㛤ጞࡢᑂุࡢㄳồࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟
  
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊぶ᪘ᚋぢேࡸᕷẸᚋぢே➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞┦ㄯᛂࡌࡿ
ࡶࠊᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࠊ
 ࣭ ἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅ
ᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢ≧ἣ
ࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿయไࢆసࡿࡇ
 ࣭ ᑓ㛛ⓗ▱ぢࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ἲᚊ࣭⚟♴ࡢ
ᑓ㛛⫋ࡀᮏேࢆᨭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡽࢀࡿ⤌ࡳࢆసࡿࡇ㸦ࢣ࣮ࢫ㆟㛤ദ➼㸧
 ࡞ࠊពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᚋぢάືࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊᨭࡍࡿࠋ
ͤ ୖグࢳ࣮࣒ຍࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊ
┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊ⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊಖᖌࠊ⢭⚄ಖ⚟
♴ኈࠊධᡤඛ♫⚟♴タࠊධ㝔ඛ་⒪ᶵ㛵ࠊㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ
ࢳ࣮࣒ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊ㞀ᐖ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊẸ⏕ጤဨࠊᕷ⏫ᮧ
❆ཱྀ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊࡇࢀᑓ㛛⫋ࡶຍࢃࡿ
ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ᐙᗞุᡤሗࢆඹ᭷ࡋࠊᚋぢே
ࡼࡿົࡀᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋぢேࢆᨭࡍࡿࠋ
  ≉ࠊᮏேࡢ⚟♴࣭⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽࠊᮏேᚋぢே
ࡢ㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡸࡢᨭయไࡢษࡾ
᭰࠼ࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ➼࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆᅗ
ࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࡢ᪉ἲࡼࡿᚋぢே
ࡢ௦➼㎿㏿࣭ᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐙᗞุᡤࡢ㐃⤡ㄪᩚ
ࢆ⾜࠺ࠋ
   ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ⛣⾜
ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡢ࠺ࡕࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀ
༑ศ࡛࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽࡣࡑࢀࢆḞࡃ➼ࡢ≧ἣ⮳ࡗ࡚ࡶ௵ពᚋぢ
┘╩ே㑅௵ࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡞
࠸≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࡞࠸➼ࡶ␃ពࡋࠊࢳ࣮࣒
࠾ࡅࡿᨭࡢ୰࡛ࡑ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ
ᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡘ࡞ࡆࡿࡇࡍࡿࠋ
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 ۑタ⨨ࡢయࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀ⾜࠺ᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭ

  㸧タ⨨ࡢయ

㸧タ⨨ࡢ༊ᇦ

 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨ࡢ༊ᇦࡣࠊఫẸ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡢ༢
ࢆᇶᮏࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠊࡋࡔࡓ ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢᨭࡶཷࡅࠊ」ᩘࡢᕷ⏫
ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛タ⨨ࡍࡿ࡞ࡢᰂ㌾࡞ᐇయไࡀ᳨ウࡉࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

յ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᙧែ

 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࡣࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡢ⌮ゎ㊊࣭▱
㆑㊊ࡽ⏕ࡌࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡸࢳ࣮࣒࡛ࡢぢᏲࡾయไࡢᩚഛࡼࡾࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᏙ❧
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ┦ㄯ➼ࢆཷࡅࡽࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡅ
ࡤࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛㜵ࡄຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡢ࣒࣮ࢳ࡞࠺ࡼࡢࡇ ۑᩚഛ➼ࡼࡾࠊᮏேࡸぶ᪘ᚋぢே➼ࢆぢᏲࡿ
యไࡀᵓ⠏ࡉࢀࢀࡤࠊ௬ぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᮏேᑐࡍࡿ⤒῭ⓗᚅ
ࡸᶓ㡿➼ࡢṇ⾜Ⅽཬࢇࡔࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢೃࢆ᪩ᮇᢕᥱࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡑࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊᐙᗞุᡤ➼㐃ᦠࡋ࡚㐺
ษ࡞ᑐᛂࢆࡿࡇࡼࡾࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈㣗࠸Ṇࡵࡿࡇࡶᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
ୖ ۑグࡢࡼ࠺࡞యไࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᚋぢே
࠾࠸࡚ࠊ㈈⏘ࡢಖࢆ᭱ඃඛ◳┤ⓗ࡞㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣮
ࢫࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏேࡢ⏕άࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ᮏேࡢ㈈
⏘ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡞ࠊࡼࡾ㐺ษ࣭ᰂ㌾࡞㐠⏝ࡀᗈࡀ
ࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢሗ࿌ࡸᐙᗞุᡤࡼࡿ┘╩ࢆ⿵ࡍࡿᙧ࡛ࠊᚋ
ぢேࡼࡿṇࡢᶵࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸⤌ࡳࡸ┘╩࡞ࢆ⾜࠺ᶵ
⬟ࢆᐙᗞุᡤࡢእ࡛ࡶࡢࡼ࠺ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ἲົ┬➼࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
ࡶど㔝ධࢀࡘࡘࠊᐇຠⓗ࡞᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

42
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 ۑ༠㆟➼ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿ㛵ಀ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ࠊᑓ㛛⫋ᅋయ

  ࢚㸧タ⨨࣭㐠Ⴀྥࡅࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ

 ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㐠Ⴀࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧࡼࡿ
┤Ⴀཪࡣᕷ⏫ᮧࡽࡢጤク࡞ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧࡀጤクࡍࡿሙྜ➼ࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀయࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ
ࡢ୰❧ᛶ࣭බṇᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊᑓ㛛ⓗᴗົ⥅⥆ⓗᑐᛂ
ࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿἲே㸦㸸♫⚟♴༠㆟ࠊ132 ἲேࠊබ┈ἲே
➼㸧ࢆᕷ⏫ᮧࡀ㐺ษ㑅ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡢุ᩿ࡼࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ᐇ⦼➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
୍ࡘࡢᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘࡢᶵ㛵ᙺࢆศᢸࡋ࡚ጤク➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢘㸧㐠Ⴀࡢయ

ࡢᴗົࡀࠊᕷ⏫ᮧࡢ⚟♴㒊ᒁࡀ᭷ࡍࡿಶேሗࢆᇶ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡸࠊ⾜ᨻࡸᆅᇦࡢᖜᗈ࠸㛵ಀ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡢ㐃ᦠࢆㄪᩚࡍࡿᚲせ
ᛶ࡞ࡽࠊᕷ⏫ᮧࡀタ⨨ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊୗグ࢘㸧グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠼ࡤࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ࡢᙺࢆᢸ࠺ࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿᶵ㛵ጤク
ࡍࡿࡇ㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛୰᰾ᶵ㛵ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ
ሙྜࡣࠊᙜヱ」ᩘᕷ⏫ᮧࡼࡿඹྠጤク㸧ࡸࠊ᪤ࠕᡂᖺᚋぢᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓᯟ⤌ࡳࢆ
ά⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᙧ࡛ᰂ㌾タ⨨࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬ
ࡽࠊୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭ➼ࢆ⾜
࠺ࠊ㒔㐨ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ
㛛ᨭᶵ㛵ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛ⓗ࣭ᗈ
ᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ෆᐜࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴
ࡣࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌࠊಁ㐍ἲ➨㸳᮲ࡢつᐃ๎ࡾࠊ⮬ⓗ
ࡘయⓗࠊᗈᇦⓗᑐᛂࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅᇦ
㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡢᨭཬࡧேᮦ㣴ᡂࡸᑓ㛛⫋
ᅋయࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼ᗈᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿᴗົ➼ࡘࡁࠊᕷ
⏫ᮧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊࡲࡎࡣࠊୖグմ㸧ᗈሗ
ᶵ⬟ࡸ㸧┦ㄯᶵ⬟ࡢᐇࡼࡾࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡢ㧗
࠸ேࢆᆅᇦ࡛Ⓨぢࡋࠊ㐺ษࡑࡢ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᶵ⬟ࡢᩚഛࡀඃඛࡉ
ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲᡂ❧ࡢཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ㝃ᖏỴ㆟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬ᕫỴ
ᐃᶒࡀ᭱㝈ᑛ㔜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♫⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠺᪨ࡢỴ㆟ࡀ࡞
ࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಖబ࣭⿵ຓࡢά⏝ࢆྵࡵࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊᮏ
ே㌟㏆࡞ᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᕷ
⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯᶵ⬟㸦մ㸧ࡢᶵ⬟㸧ࡢᩚഛ
ඃඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑմ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᚋࡢㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡶᑐᛂࡋࠊᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࡢ㐺ษ࡞ᐇ
ࡸࠊ
ࠕぶஸࡁᚋࠖࡢ㞀ᐖ⪅ࡢ㛗ᮇࢃࡓࡿᚋぢ➼ࢆពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖ
ಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ኚ࠼࡚࠸ࡃᨭయไࢆ᪩ᮇᩚഛࡋ࡚࠸ࡃほ
Ⅼ➼ࡽࡣࠊ᪩ᮇࡢᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊྛ✀
ᑓ㛛⫋ࡢཧຍࢆᚓࡿࡓࡵᚲせ࡞༠㆟➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ㒔㐨
ᗓ┴ࡢᨭࢆᚓࡘࡘࠊ᪩ᮇタ⨨ࡋࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⪅ࡢලయⓗ
࡞ᙺศᢸ㐃ᦠయไࡢᩚഛດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿᨭయไ
࡞ࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅᇦࢣ㆟ࠊ㞀ᐖ⪅⥲ྜ
ᨭἲᇶ࡙ࡃ༠㆟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᇶ࡙ࡁᆅᇦάືࢆ⾜
࠺ྛ✀ᶵ㛵࣭༠㆟➼ࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡࡢ㈨※࣭
⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡽ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵࡿࠋ
ࠊ࠾࡞ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡸࡑࡢᚋぢேࡢ
┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭࡶࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡢᐇ
ࢆᅗࡿほⅬࡽ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࡸ⤌ࡳࠊ≉ᑓ㛛⫋ᅋయࢆ
ά⏝ࡍࡿ࡞ࡼࡾᑐᛂࡋࠊぢᏲࡾయไࡢᙉ࡞ᨭࡢᚲせ࡞ࢣ࣮
ࢫࡢᑐᛂ➼ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

նඃඛࡋ࡚ᩚഛࡍࡁᶵ⬟➼

㸦ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧ༠ຊࡋࠊ
༠㆟➼ࡢタ❧‽ഛཧ⏬ࡍࡿࡶࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢάືࡢ୰ᚰⓗ࡞ᢸ࠸ᡭࡋ࡚ࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ❧ཬࡧࡑࡢ࡞ᴗ
ົ㐠Ⴀ➼✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

43
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㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ 㸫Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ
ᩚഛ㸫
    
    ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡀ⏝⪅ࡗ࡚ࠊᏳᚰࡘᏳ࡞ไᗘ࡞ࡿࡓࡵ
ࡣࠊ┘╩ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢁࠊᐙᗞุᡤ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
   ࠊ≉ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡀᡂᖺᚋぢไ
ᗘࢆ⏝ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ⮬ᕫྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࢆ
ᕼᮃࡋࡓሙྜࡣࠊᚋぢே࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࢆ㐺ษ⟶⌮࣭⾜ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᪉⟇ࢆ
㔠⼥㛵ಀᅋయࡸྛ㔠⼥ᶵ㛵࠾࠸࡚✚ᴟⓗ᳨ウࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ

ձ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌

   ۑ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊᮏேྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࡘ࠸࡚ࠊᚋぢேࡼࡿṇ࡞
ᘬฟࡋࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊඖᮏ㡿ࡘ࠸࡚ࡢᚋぢ┘╩ே➼ࡢ㛵ࢆྍ
⬟ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿ࡞ࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㐺ษ࡞⟶⌮࣭ᡶᡠ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸἲົ┬➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࠊࡾࡼ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᚋぢேࡢ㈈⏘⟶⌮ࡢົࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࢀࡤࠊᚋぢேࡀ㌟ୖಖㆤ㛵ࡍࡿົࡼࡾྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࠋ

ղぶ᪘ᚋぢேࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ゎಁ㐍ࡼࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

   ۑᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊᚋぢேࡼࡿṇ㜵Ṇ➼ࢆྵࡵࡓᮏேࡢ
ᶒ᧦ㆤࢆࡼࡾ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟ࢆᢸ࠺ἲᚊᑓ㛛⫋ᅋ
యࡣࠊᨭᶵ⬟ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡋࠊ✚ᴟⓗᣦᑟ࣭ຓゝࢆ
⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
  ୖ ۑグࡢἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡣࠊᚋぢேࡢᚋぢ➼ࡢົࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ
࡞ⅬࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊᐙᗞุᡤ㐃ᦠࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿࠋ

ճᐙᗞุᡤᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ
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 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦᨭᴗཬࡧᆅᇦ⏕άᨭ
ᴗࡋ࡚ྛᕷ⏫ᮧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢά
⏝ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢどⅬࡽࠊྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢᐇࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᆅᇦᨭᴗᐇせ⥘࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡀᕷ
⏫ᮧ㛗⏦❧࡚㝈ࡽࡎࠊᮏே⏦❧࡚ࠊぶ᪘⏦❧࡚➼ࢆዎᶵࡍࡿሙ
ྜࢆࡶᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࠊཬࡧᚋぢ㢮ᆺࡢࡳ࡞ࡽࡎಖబ࣭
⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡶຓᡂᑐ㇟ࡉࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀᢅ࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
 ۑᑓ㛛⫋ᅋయࡀ⊂⮬⾜ࡗ࡚࠸ࡿබ┈ಙクࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไᗘࡢ
㚷ࡳࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢほⅬࡽࡢᐤࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไ
ᗘࡢタ࣭ᣑ࡞ࡢྲྀ⤌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ղไᗘࡢ⏝ಀࡿ㈝⏝➼ಀࡿຓᡂ

㸦㸲㸧ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㡯

ձ௵ពᚋぢ➼ࡢ⏝ಁ㐍

⾜ ۑᨻࠊᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯ❆ཱྀ➼࠾࠸࡚ࠊ௵ព
ᚋぢዎ⣙ࡢ࣓ࣜࢵࢺ➼ࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௵ពᚋ
ぢ➼ࢆྵࡵࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡢほⅬࡽ┦ㄯ࡞ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙྜ
ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

մ⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ

  ⾜⛣ ۑᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ㸰㸦㸰㸧մ࢚㸧࠾࠸࡚㏙
ࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ࢣ
࣮ࢫࡢⓎぢ࣭ᨭࡶࠊṇ㜵Ṇྥࡅࡓᐇົⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡘ࠸
࡚ᖜᗈ࠸᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

   ۑἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⮬ⓗ
ྲྀ⤌➼ࡸᑓ㛛⫋ᅋయ➼࠾ࡅࡿᑐᛂᙉ⟇ࡢ᳨ウࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼ
ࡾຠ⋡ⓗ࡞ṇ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸯㡯࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ຺ࡋ
࡚ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ
⟇ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⏬㸦௨ୗࠕᕷ⏫ᮧィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐃࡵࡿࡼ
࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡘࡁࠊලయⓗ┒ࡾ
㎸ࡴࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ձࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺࢆྛᆅᇦ࠾࠸
࡚ຠᯝⓗᐇ⌧ࡉࡏࡿほⅬࡽࠊලయⓗ࡞⟇➼ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ղࡢࢳ࣮࣒ࡸ༠㆟➼࠸ࡗࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆලయࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧մࠊյཬࡧնࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾
ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࠊཬࡧࡑࢀࡽࡢᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡘ࠸࡚
ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ᪤Ꮡࡢᆅᇦ⚟♴࣭ᆅᇦໟᣓࢣ࣭ྖἲࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸ࡗࡓᆅᇦ
㈨※ࡢά⏝ࡸࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡࡢ⟇ࡢᶓ᩿ⓗ࣭᭷ᶵⓗ㐃ᦠ
㓄៖ࡋࡓෆᐜࡍࡿࡇࠋ
 ࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿຓᡂไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ┒ࡾ㎸ࡴ
ࡇࠋ

ճᕷ⏫ᮧࡼࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦ᕷ⏫ᮧィ⏬㸧ࡢ⟇ᐃ
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   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨
➼࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㛵
ಀ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦༠㆟➼㸧ࡢタ❧
࡞㐠Ⴀ࠾࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグ㸦㸰㸧մᥖࡆࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵
ᮇᚅࡉࢀࡿᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛྥࡅࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿ
ࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
  ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸰㡯࠾࠸࡚ࠊ᮲࡛ᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆㄪᰝᑂ㆟ࡉࡏࡿᑂ㆟ࡑࡢࡢྜ㆟ไࡢᶵ㛵

ձᕷ⏫ᮧ


㸦㸳㸧ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ㛵ಀᅋయ➼ࡢᙺ
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 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸲᮲࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡀㅮࡎࡿᥐ⨨ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊྛᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦⓗ࡞ぢᆅࡽࠊᚋぢே࡞ࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂࠊᚲせ࡞ຓゝࡑࡢࡢຓࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸳᮲࡛ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ
ಁ㐍㛵ࡍࡿ⟇㛵ࡋࠊᅜࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ⮬ⓗࡘయⓗ
ࠊࡑࡢᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍ
ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀ㒔㐨ᗓ┴ࢆᇶᮏ༢ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ
ࡇࡸࠊᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ྖἲ㛵ࡍࡿ⟇ࡸྖἲ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣࣁ
࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ឤࡌࡿᕷ⏫ᮧࡶከ࠸ࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊ
㒔㐨ᗓ┴యࡢ⟇ࡢ᥎㐍ࡸࠊᅜࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼࠾࠸࡚ࠊᑟⓗᙺ
ࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑලయⓗࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ୗࡢྛᆅᇦࡢ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡸࡑࡢྲྀ⤌≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡍࡿࡶ
ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࣭ ྛᕷ⏫ᮧࡢ᳨ウ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᗈᇦ࡛ࡢ༠㆟➼࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢ
タ⨨࣭㐠Ⴀࡘࡁᕷ⏫ᮧㄪᩚࡍࡿࠋ
    ࡑࡢ㝿ࠊᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧ࡢ㐃ᦠࡸࠊἲᚊᑓ㛛
⫋ᅋయࡢ㐃ᦠ➼ࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ほⅬ␃ពࡍࡿࠋ
 ࣭ ≉ᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ㸦ᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂࠊἲேᚋぢࡢ
ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ➼㸧ࡸᕷ⏫ᮧ⫋ဨࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ㛵ࡍ
ࡿ⟇➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡣከ࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
   㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᅜࡢᴗࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᕷ⏫ᮧ㐃ᦠࢆࡗ࡚⟇ࡢ
᥎㐍ດࡵࠊࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேᑐࡋࠊ

ղ㒔㐨ᗓ┴

ࢆ⨨ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
    ᕷ⏫ᮧࡣࠊᙜヱྜ㆟ไࡢᶵ㛵ࢆά⏝ࡋࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࡢ᳨ウ࣭⟇ᐃࢆ
㐍ࡵࡿࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌≧ἣࡘ࠸࡚ㄪᰝ
ᑂ㆟ࡋࠊ࠼ࡤࠊᙜヱᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆ
Ⓨぢࡋไᗘ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᨭࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ➼ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌
≧ἣࡢⅬ᳨ࠊホ౯➼ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
  ࠊ࠾࡞ ۑඛ㏙ࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿయไᩚഛࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟ
ᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡࡢ㈨※࣭⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡ
ࡢ⟇᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵࡿࠋ
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 ۑᚋࡶࠊ」㞧ᅔ㞴࡞ᚋぢ➼ࡢࡸࠊ㈈⏘⟶⌮ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠊ
ᮏேᚋぢேࡢ㛫ᐖࡢᑐ❧ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ
ἲᚊ㛵ಀᅋయࡢ㛵ࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
࣭ ἲⓗほⅬࡽࡢᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࡸᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲ
せᛶࠊ㢮ᆺヱᙜᛶ➼ࢆぢᴟࡵࡿሙ㠃࡛ࡢຓゝࡸᣦᑟࠊࢣ࣮ࢫ㆟
➼ࡢཧຍ
࣭ ᘚㆤኈཬࡧྖἲ᭩ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊከ㢠ࡢ㔠
㖹➼㈈⏘ࡢᤵཷࡸ㑇⏘ศ༠㆟➼ࡢ㧗ᗘ࡞ἲᚊⓗᑐᛂࡀᚲせ
࡞ࡿ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ぶ᪘ᚋぢேࠊᕷẸᚋぢே➼ࡢ㑅௵ᚋ࠾࠸࡚ࠊ▱㆑㊊ࡸ⌮ゎ

㸧ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ
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մ㛵ಀᅋయ





ͤ ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ♫⚟♴ຓάືࡸࠊ♫⚟♴ຓάື࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ
ᑓ㛛ⓗ࡞ᢏ⾡࡞ࡢ⥲⛠



 ۑᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡽࡢ┦ㄯ✚ᴟⓗᛂࡌࠊ㈈※
ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᅜࡢண⟬ᴗࡢ✚ᴟⓗά⏝࡞ࢆಁࡍࡶࠊྛᆅ
ᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐃ᦠࡢ⤌ࡳࡢලయⓗ᳨ウ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྛᆅᇦࡢྲྀ⤌ࢆ㞟ࡋࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ⤂ࡸࠊ㐃ᦠᙉྥࡅ
࡚ࡢヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᅜࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅜ࠾
ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸
➼ࢆ⥅⥆ⓗ☜ㄆࡋࠊᚲせ࡞ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧
ἣ➼ࢆ຺ࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ
   ۑಖబ࣭⿵ຓࢆྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ௳ᩘࡢቑຍ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊุᡤࡢேⓗ࣭≀ⓗయไࡢ᭦࡞ࡿᐇᙉࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ
   ͤ ࡞࠾ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᶓ᩿ⓗ࡛ຠ⋡ⓗ࡞
㐃ᦠࡢ⤌ࡳᵓ⠏ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜ࣭㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊ᪤Ꮡࡢไᗘࡢᙎຊⓗ࡞ά⏝➼㓄៖ࡍࡿࠋ



 ۑᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜
どࡋࡓ㐠⏝ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ♫⚟♴ኈ࡞⚟♴㛵ಀᅋయࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀ୍ᒙᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
࣭ ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ ͤࡢ⌮ᛕࡸᢏ⾡࡞ᇶ࡙ࡃᮏேࡢពᛮỴᐃ
ࡢᨭ
࣭ ⚟♴㛵ࡍࡿ┦ㄯࡢ୍⎔ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝┦
ㄯࠊไᗘࡸ㐺ษ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ⤂
࣭ ♫⚟♴ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊ⚟♴ⓗᑐᛂࢆ㔜ど
ࡍࡁ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ
⿵⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ᆅᇦࡢ༠㆟➼࠾ࡅࡿࠊ᪥ᖖⓗ࡞ぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ࡢᨭ
ࡸࠊᚋぢࡢ㐠⏝᪉㔪࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝ➼ࡢάື
࣭ ᚲせᛂࡌࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅ࠊ
ᕷᙺᡤ࣭⏫ᮧᙺሙ➼ࡢሗඹ᭷ࠊ㐃⤡ㄪᩚ㸦ᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲ
せ࡞ேࡢⓎぢ➼㸧
♫ ۑ⚟♴ἲே࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿබ┈ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ୍ࡘ
ࡋ࡚ࠊపᡤᚓࡢ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ᑐࡋ࡚⮬ࡽᡂᖺᚋぢ➼ࢆᐇࡍࡿ
ࡇࡶྵࡵࠊࡑࡢᬑཬྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼࠸ࡗࡓἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ⚟
♴㛵ಀ⪅ᅋయ➼ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ༠㆟➼✚ᴟⓗཧຍࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿ┦ㄯᑐᛂࠊࢳ࣮࣒ࡢᨭ➼ࡢάື࡞࠾࠸࡚✚
ᴟⓗ࡞ᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
    
㸧⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ






㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛㐺ษ࡞ᚋぢேࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺
ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࣭ ྛᕷ⏫ᮧ༢⊂࡛ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࢆタ⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿ
ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊᗈᇦⓗ࡞ほⅬࡽࠊᐙᗞุᡤࡸᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩
ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ㠃࡞ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊ
ୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭࢆ⾜࠺ࠊ㒔㐨
ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ㛛ᨭᶵ㛵
ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦㸴㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪ࠊㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼
ࡢ᳨ウ

   ձ ⤒⦋➼

 ۑ་⒪ࡸㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍ
ࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚲせ࡞་⒪ࠊㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே
➼ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠕㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᨭࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ◊✲ᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ
ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ⓗ࣭ἲⓗ࡞ほⅬࡽࡢㄽⅬࡢᩚ⌮ཬࡧ་⒪࣭ㆤࡢ
ほⅬࡽࡢὀពⅬࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ
 ۑᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢ་⒪ྠពᶒ
ࡶྵࡵࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ே
ࡢᨭࡢᅾࡾ᪉➼ࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰᪥ࠊࡑࡢ᳨
ウ≧ἣࡀಁ㐍ጤဨ୰㛫ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ

ղ ୰㛫ሗ࿌ࡢෆᐜ

ྠ ۑ୰㛫ሗ࿌࡛ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼་⒪ྠពᶒࢆ࠼ࡿ࠺㸦ྜἲ
ᛶ㸧ࡢほⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊពᛮỴᐃᨭࡢどⅬࡽࠊ㐺᱁ᛶ㸦ᨭᚲせ
࡞㈨㉁ຊ㔞㸧ཬࡧ㐺ษᛶ㸦ᶒ㝈⾜ࡀ㐺ษ⾜ࡉࢀࡿ᮲௳➼㸧ࡢ☜
ಖࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢே➼ࡣࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢᙺ㸦ሗ
ᥦ౪ࡸࠊពᛮ㏻ุ࣭᩿࣭ពᛮᙧᡂࡢᨭ➼㸧ࡀ࠶ࡾࠊᮏேࡢពᛮࢆ᥎
ᐃࡍࡿሙྜࡶࠊࡼࡾヲ⣽ᮏேࡢពᛮࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ከ⫋✀ࡢ༠
㆟ཧຍࡋࡓࡾࠊᐙ᪘㛫ࡢពぢࢆㄪᩚࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ㈉⊩࡛ࡁࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ᚋࠊ⮫ᗋ⌧ሙࡢពᛮỴᐃᨭࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽᡂᖺᚋぢே➼ࡢ



㊊ࡽ⏕ࡌࡿṇⓎ⏕➼ࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡍࡿᣦᑟࡸຓゝࠊᚲせᛂࡌ࡚ᡂᖺᚋ
ぢ┘╩ே➼ࡋ࡚㛵
࣭ ᮏேᚋぢேࡢᐖࡀᑐ❧ࡋࡓሙྜࡢㄪᩚຍ࠼ࠊᆅᇦࡢ༠
㆟➼࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࡢάື
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 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺࡿḞ
᱁᮲㡯㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ㌋㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀ

ᙺࡢᣑࢆ⪃࠼ࡿሙྜࡣࠊពᛮỴᐃᨭ➼ࡢㄆ㆑ྥୖࡸពᛮỴᐃ
ᨭࡢ㉁ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢᡭ㡰࣭㐠⏝ࣉࣟࢭࢫࡢ᫂♧࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ࡞
⟇ేࡏ࡚ࠊᚋぢேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆ᫂♧ࡍࡿ
ࡶࠊᩍ⫱ࠊ㐠⏝ࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ≉ࠊᮏேࡢពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡀ㌟ୖ
┘ㆤ㠃࡛༑ศ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋᮏேࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡸࡑࢀక࠺ពᛮࡢ
⤒㐣➼ࢆ⇍▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡎࡑ࠺ࡋࡓ⎔ቃᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ࡑࡢࡓࡵࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࢆࡲࡎඹ᭷ࡋࡘࡘࠊᚋࡶࠊ་⒪࣭
ㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ➼ࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ

ճ ᚋࡢ᪉ྥᛶ

ࠊࡣࡎࡲ ۑ་⒪ࡢฎ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿᶵ❧ࡕ࠺ᡂᖺᚋぢே➼ࡀ་
ᖌ࡞་⒪㛵ಀ⪅ࡽពぢࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜ➼࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢ
ே➼ࡀࠊࡢ⫋✀ࡸᮏேࡢᐙ᪘࡞┦ㄯࡋࠊ༑ศ࡞ᑓ㛛ⓗຓゝᜨ
ࡲࢀࡿ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ࠊᡤぢࢆ㏙ࠊཪ
ࡣᑐᡤぢࢆ᥍࠼ࡿ࠸࠺ែᗘࢆࡿ࠸ࡗࡓࡇࡀ♫ⓗཷࡅ
ᐜࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ྜពᙧᡂࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑᚋࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ
 ࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ಀࡿពᛮ☜ㄆࡢ᪉ἲࡸ་⒪ෆᐜࡢỴ
ᐃᡭ⥆ࡁࢆ♧ࡋࡓࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ㛵
ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢෆᐜࡸࠊ
࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡸ⒪㣴ࡘ࠸࡚ᝈ⪅࣭ᐙ᪘་⒪ᚑ
⪅ࡀ࠶ࡽࡌࡵヰࡋྜ࠺⮬Ⓨⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢣ࣭ࣉࣛ
ࣥࢽࣥࢢ㸧ࡢ⪃࠼᪉
ࡶཧ⪃ࠊ་⒪ࡸ⚟♴㛵ಀ⪅➼ࡢྜពࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ⌧ሙ
࠾࠸࡚㛵ಀ⪅ࡀᑐᛂࢆ⾜࠺㝿ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆࠊᣦ㔪ࡢస
ᡂ➼ࢆ㏻ࡌ࡚♫ᥦ♧ࡋࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢලయⓗ࡞ᙺ➼ࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸵㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋ

47

㸦㸶㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼
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Ⅳ まとめと考察

1. 成年後⾒制度利⽤促進委員会の意⾒要旨
中間報告をもとに、成年後⾒制度利⽤促進委員会は、成年後⾒制度利⽤促進基本計画の案を作成す
るに当たって盛り込むべき事項について検討を⾏い、意⾒書がまとめられた。その中では、成年被後⾒⼈等の
医療、介護等に係る意思決定が困難な⼈への⽀援等の検討において、以下の点が指摘されている。

◉ 成年後⾒⼈等には、本⼈の意思決定⽀援者の⼀員としての役割（情報提供や、意思疎通・判断・意
思形成の⽀援等）があり、本⼈の意思を推定する場合にも、より詳細に本⼈の意思を反映できるよう多職
種の協議に参加したり、家族間の意⾒を調整するなどの貢献の場があること
◉ 臨床・現場における意思決定⽀援の質の向上の観点から成年後⾒⼈等の役割の拡充を考える場合には、
意思決定⽀援等の認識向上や意思決定⽀援の質の確保のための⼿順・運⽤プロセスの明⽰といった⼀般
的な施策と、後⾒⼈の意思決定⽀援者としての役割を明⽰するとともに、教育・運⽤の質を確保すること
◉ 医療の処置が講じられる機会に⽴ち会う成年後⾒⼈等が医師など医療関係者から意⾒を求められた場
合においては、成年後⾒⼈等が他の職種や本⼈の家族などと相談し、⼗分な専⾨的助⾔に恵まれる環境
が整えられることが重要であること、その上で所⾒を述べ、または反対に所⾒を控えるという態度をとるといった
ことが社会的に受け容れられる合意形成が必要であること
◉ 医療や福祉関係者等の合意を得ながら、医療・介護等の現場において関係者が対応を⾏う際に参考と
なるような考え⽅を、指針の作成等を通じて社会に提⽰し、成年後⾒⼈等の具体的な役割等が明らかに
なっていくよう検討するべきである。

2. 意思決定⽀援のあり⽅について
中間報告及び成年後⾒制度利⽤促進委員会等の意⾒を踏まえ、医療・介護の場⾯での意思決定にか
かる現状や課題は、⼤きく以下の 3 点に整理することができる。
❶ 意思決定⽀援に関わる関係者の認識の向上
❷ 意思決定⽀援を⾏う際の参考となる考え⽅、⼿順や運⽤を明らかにすること
❸ 場⾯や対象となる⼈の特徴等を踏まえ、検討を深める必要性

❶ 意思決定⽀援に関わる関係者の認識の向上
中間報告でも既に指摘しているが、まず、意思決定⽀援とは、本⼈の意思を尊重する、本⼈の意思を汲み
取りいかに実現するか、を主たる⽬的としている、そしてこれを、医療職や介護職を含めた関係者が確認するこ
とが重要である。
医療・介護の領域において、本⼈の意思決定を⽀援する旨がうたわれてはいるものの、臨床・現場において、
この認識が共有されるにはまだ途上である。
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たとえば、今回の事業の実施過程において、委員等から意思決定⽀援に関わる事例を収集した。しかし、
収集した中で、臨床・現場が⾃覚をして意思決定⽀援を⾏っている事例を収集することは困難であった。おそ
らくその背景には、医療・介護者においても、⽀援者（家族、成年後⾒⼈等）においても、認知症の⼈や知
的・精神障害の⼈は、意思決定能⼒が減弱しているので、その権利を守らなければならない保護の対象であ
る、との意識が強く働き、結果として、その⼈の⾃律性を⽀援する、意思決定を⽀援することが意識化されにく
いことが理由に挙げられる。
特に注意をしたいのは、「認知症の診断＝意思決定能⼒の⽋如」との誤解がある点である。臨床で広く実
践可能な意思決定能⼒の評価と、本⼈の能⼒に応じた⽀援・強化の認識、効果的な⼿法の開発と普及が
望まれる。本⼈に⼗分な意思決定⽀援が⾏われないまま、医療に関わる者が多職種で話し合いをすればよい
ということではないことに留意が必要である。
意思決定⽀援は多職種で連携・協調することが重要であることから、教育・啓発を進めるにあたって、プログ
ラムの作成では共通の認識に基づいて進められるよう配慮が望まれる。
また、関連する職種に啓発すると同時に、意思決定に関する動きや施策等を、当事者や関連する領域へ
広く情報が届くことも重要である。

❷ 意思決定⽀援を⾏う際の標準的な⼿順や運⽤を明らかにすること
まず、意思決定⽀援の議論は、
1）本⼈の意思の形成・表明を⽀援すること
2）意思の解釈︓意思決定能⼒⽀援をしてもなお決定が困難な場合、意思決定能⼒がない場合の
意思の推定や推定できない場合の「最善の利益」の議論（本⼈が意思決定が困難な場合でも本⼈
の意思を尊重するための⽅策）
の 2 つに分けることができる。
医療は本⼈の⼼⾝に対して実施（不実施を含む）されるのであり、その⽅針は本⼈の意思によって決定す
るのが原則である。そのため、まず求められる⽀援は、本⼈が⾃ら決められるようにするための⽀援である。そのう
えで、本⼈の意思決定能⼒が著しく低下しているために意思決定ができない場合には、本⼈の意思の推定を
おこなう等の事前の⽅法を考えることになる。もっとも、この推定以降のプロセスは厳密には意思決定⽀援では
なく、意思の解釈にあたる。
意思を推定するにあたっては、周囲の⽀援者（家族、成年後⾒⼈等）が情報を提供し、最終的には多職
種による医療ケアチームが話し合いで決定するプロセスを踏む。その場合に、意思の推定の質、つまり意思の解
釈の質を担保するためのプロセスを明確にする必要がある。具体的な課題として次のような点がある。
① 意思決定⽀援により本⼈が意向を表明した時に、意思決定能⼒がある者が決定・表明したという
その判断⾃体をどのように⾏うのか。
② 意思決定の適応の限界をどのように設定するのか（本⼈の意思をどこまで通すことができるのか）。

49

③ 本⼈の意思の推定が必要な時に、どのような⽅針で推定を進めるのか、更に推定の不確実さを
どの程度その後の判断に反映させるのか。
④ 意思の推定が困難である時の対応として、本⼈にとって最善の利益をどのようなプロセスで、どのような
基準で判断を進めるのか。
意思決定⽀援と意思の推定、最善の利益の判断のプロセスは、どの領域でも共通するものの、プロセスに参
加する職種や、検討にかけることのできる時間、判断すべき事項が異なれば、その判断は異なることも想定され
る。たとえば、⼈⽣の最終段階であれば、想定される事柄は、療養先の選定や⽣命維持に関する処置が中⼼
であるが、知的・精神障害の場合では、病状により判断が困難な場合の治療⽅法についてあらかじめ議論す
る場⾯が想定される。
以上を踏まえると、基本的なプロセスが共有されることを確認しつつ、より実効性のあるプロセスを検討する際
には、対象を定めた上で事例検討を⾏い、実践の中からヒントやルールを導き出すなど、帰納的な⽅法により
解決を図るのが効果的であろう。特に、本⼈と話し合いつつ意思決定プロセスを進めるような場合には、単に本
⼈がその場に居ると⾔うだけではその意思を反映させることが難しい場合がある。話をかみ砕いて理解を促した
り、その場の意味を伝えたりするなど、本⼈が具体的に参加できるような⽀援が求められる。また、本⼈が話し
合いに参加をしたとしても、専⾨家に囲まれた環境で、本当の想いを述べることは困難な場合も⽣じうる。本⼈
への⽀援を検討する際に、関係者が本⼈にどのように伝え、⽀援を⾏うかを検討することは、意思決定の重要
な⽀援の⼀つである。関係者が話し合い調整することと、本⼈を交えて話し合うプロセスは分けるなど、実際的
な⼯夫が共有されることが望まれる。

❸ 職種・場⾯ごとの差異を含めた検討の必要性
本⼈の意思決定⽀援に関する認識を⾼め、実践を推進し、⽀援の質を⾼めるためには、実効性のある⽀
援⽅法を開発し、体制を築くことが重要である。そのためには、医療・臨床倫理ならびに法的観点を踏まえた
実践を推進するとともに、これを⽀える⼈材を育成する必要もある。❶、❷で触れたように、意思決定が関わる
内容は、疾患や状況に応じた特性も考慮する必要がある。
❸-1 診療の場⾯を念頭においた検討
場⾯に応じた意思決定⽀援のうち、認知症の⼈に対しては、認知症の初期から最終段階までいくつかの
段階があり、例えば、⼀般的な診療場⾯では、診療に関するさまざまな判断に対応する必要がある。
医療従事者（特に医師）については、現在、様々な教育プログラムにおいて、医療倫理が盛り込まれつ
つあるが、意思決定⽀援に関して全般的な認識の向上を図ることが重要である。その上で、医療者の備え
るべき適格性、実際の判断に携わる際の適切性について認識を共有していく必要がある。また、医療職のみ
ならず、本⼈に関わる介護職や成年後⾒⼈も含め、考え⽅を共有していく取組も必要となってくる。
あわせて実践するための体制を築く取組みが求められる。2)で⽰したように、意思決定⽀援の議論は、意
思決定能⼒が部分的に低下している場合、と著しく低下している場合では⼤きく異なる。臨床の場⾯では、
認知症に限らず軽度認知機能障害においても、意思決定能⼒が部分的に低下し、医療従事者による意
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思決定能⼒⽀援が必要な場⾯も多く想定される。また、医療⾏為の観点からは、重⼤な医療⾏為と軽微
な医療⾏為、その中間などさまざまな⾏為も考えられる。
このため、まず、個々の医療者が意思決定⽀援を実践できるような考え⽅、プロセスを共有する取組を進
め、さらに、プライマリ・レベルで、意思決定を多職種チームで⽀援できること、同時に医療機関や地域で⽀
援できる体制（コンサルテーションチームなど）が望まれる。
知的障害・精神障害の⼈への意思決定⽀援についても、上記事項は共通するが、知的障害・精神障
害の⼈の⽅が⻑期間にわたる関わりになることが想定されること、あらかじめ本⼈の意思を確認しておくことが
困難な場合も想定されることなどについて、特性に応じた対応が必要なことも考えられる。

また、「意思決定能⼒はある」にも関わらず、「意思決定ができない」⼈がいる現状を確認する必要がある。
このような事態として、意思決定能⼒はありながらも「⾒通しを⽴てることが難しい」場合や、病状等の⾒
通し⾃体が⾮常に厳しいために、⼼理的に耐えられない場合等が考えられる。
意思決定能⼒が低下している場合の⽀援を検討する前段階として、意思決定能⼒がある⼈が、意思決
定をしていくことができる社会、決定することを⽀えられる社会を作ることが、意思決定能⼒の⽀援のあり⽅に
⼤きく寄与するだろう。
加えて、意識障害等、⾝体の病状が重篤な場⾯では、意思決定も本⼈意思の推定も困難となる場⾯
も想定される。その場合に、本⼈の最善の利益を検討せざるを得なくなるが、検討の際に、その後の⽣活状
態を含めた検討が重要である。医療⾏為に加え、適切な介護においても、その介⼊がすべての⼈において
療養⽣活の質を向上させることは難しい。死の過程までを含めて、その⼈にとっての適切な判断とは何かが
求められる。今後看取りが増える場合に、医療に加えて、適切な介護を含めた検討が求められるが、今後の
課題である。
❸-2 住まう場所に応じた対応
意思決定⽀援は、医療と介護のどちらの領域にも関わる問題であるが、選択肢を多様に含む⽣活⽀援
においては、適切な介護とは何かを考える視点が重要になる。
また、病院、在宅以外の場⾯として、介護施設等における意思決定の特徴が⼗分に検討されていないた
め、今後検討が必要となる。
❸-3 関連する職種ごとの対応
意思決定を実践する上で、関連する職種による背景の差異や関わり⽅を踏まえて活動に結びつける必要
がある。
医療職・介護職については、❶にも記載した通り、さまざまな教育プログラムにおいて、意思決定⽀援に関
して研修等を実施し、考え⽅を共有できるようにしていく必要がある。
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成年後⾒⼈については、医療の領域においては、意思を推定する段階では、医療者とともに本⼈の意思決
定を⽀援するとともに、本⼈の意思を推定することに関して意⾒を述べ、多職種チームで総合的に判断する役
割が期待される。主たる役割を形作るためには、より実績を重ね、経験を共有する必要がある。

⾏政も、意思決定⽀援において重要な役割を担う。とくに、地域の啓発は、まず求められる点である。
⾏政の主たる役割は、地域において合意の形成を促す役割がある。地域には多様な意⾒がある。認知症
や障害に関する普及・啓発を進める中で、意思決定⽀援の観点も含めた普及啓発も進める必要がある。地
域で期を熟すためには、地域住⺠が⾃分⾃⾝のライフサイクルを踏まえて具体的に考えることが重要であろう。
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