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関西学院大学体育会航空部新月会
名誉会長
(昭和21年卒)

我が航空部は､ 平成12年６月を以って創部70年を迎えた｡ それは関学の大学設置 (昭和
７年) とほぼ同時期である｡
其の頃､ 法政､ 早稲田に航空研究会が生まれた (昭和４年)｡ 関西では､ 大阪朝日新聞
社社会部記者､ 新宮寿天丸氏 (関学) が､ 学生航空連盟設立を構想し､ 京大､ 関学が
それに応じ､ それぞれ､ 航空研究会を発足させた｡ 昭和５年６月のことであった｡ そして
この時､ 既にあった､ 早稲田､ 法政と呼応して日本学生航空連盟が生まれたのである｡
昭和６年､ 大阪練兵場で第一回の練習合宿が行われた｡ その頃の写真を見ると､ 京大
(深山)､ 関学 (合田､ 名倉､ 永井)､ 大阪市大 (津山､ 久野)､ 関大 (中川) 諸氏の顔が見
える｡ 後に単独飛行に成功した人々である｡

深山氏 (京大) → スポーツ医学の先駆者で､ ロサンゼルス・オリンピックの水泳チーム
のチームドクター｡ 京大航空部の創始者｡
中川氏 (関大) → 全日空の大阪・羽田の所長をし､ 一生を航空界に盡くした｡
久野氏 (大阪市大) → 戦後大阪アマチュア飛行クラブの会長をやり､ 後に事業用操縦士
の免状を取得した｡ 学生航空連盟の理事をした｡
永井氏 (関学) → 学連出身の唯一の戦闘機乗りで､ 二式戦に乗って､ 帝都防空に携わっ
た｡ 戦後は中学の英語教師を黙々と勤め上げた｡

関学は､ 昭和７年以降､ 合田､ 名倉､ 衣笠､ 永井､ 金子､ 中来田､ 森重 (兄)､ 勢山､
森重 (弟) と､ 学生鳥人第一級の人物を輩出した｡ しかし､ 次第に情勢は逼迫し､ 練習機
は陸軍から払い下げを受け､ ガソリンの配給に頭を下げている学連に､ 代償が求められた
のは当然であった｡ そして､ 昭和16年12月８日の日米開戦となった｡
17年春､ 日本学生航空連盟は解体し､ 大日本学生航空隊と改称､ 操縦将校を養成するた
めの機関と化した｡ 昭和18年10月からは､ 二等操縦士免状を保有する者､ 又は､ それに準
ずる者は､ 八月で少尉にするというのであった｡ 後に発表された一般の特別操縦見習士
―6―

官の任期一年に対し､ たいへんな優遇であった｡ しかし､ これによって朝日新聞社は､ 学
生航空から全面的に撤退し､ 長いトンネルの時代に入った｡
関学航空部に所属した人の中で､ 陸海軍の操縦将校になった人は14名､ 戦死者は４名で､
関西の他大学の人も､ パーセンテージはほぼ同様である｡ 戦死者４名は､ 昭和13年卒の中
来田氏､ 18年卒の天句氏､ 私と同期の依藤氏､ 一年後輩の松井氏である｡ 総じて､ 他の大
学を見ても､ 学生航空隊改組後の戦死者が圧倒的に多い｡ また､ 学生出身の操縦将校の特
色は､ 飛行学校や教育隊の教官になった人が多く､ 航空士官学校 (陸軍のエリート中のエ
リート) の教官を勤めた人が二人いた事実は､ 学生航空出身の実力をかいま見る思いがす
る｡
軟弱と言われた学生出身が､ 実は､ 筋金入りの ｢つわもの｣ であった｡ 特攻に反対した
人が､ 教え子の特攻志願に黙って指揮を取った話､ 在隊中､ 一回も部下を殴らなかった話
など､ 数えきれないほどある｡

戦争が終り､ 毎日の飛行訓練が無くなり､ 虚脱状態から立ち直るのに一年はかかった｡
昭和26年､ 学連復活の話を牧野伊兵衛 (同大) さんから連絡があり､ ｢お前は学校に残っ
ているのだから少し働け｣ と言われ､ 何回か朝日新聞運輸部 (当時) の中島さん (忠やん)
の所に足を運んだ｡
10年の月日を経て､ 昭和27年､ 日本学生航空連盟は復活した｡ 復活最初の合宿は､ 京都
府玉水､ 木津川の河川敷で行われた｡ 勿論プライマリーで､ 朝から晩までグライダーを引っ
張った｡ 普通一回乗るためには14人分引っ張らなければならず､ 半数近くの人が一回の合
宿で止めた｡ 残った人が､ 田中､ 亘理､ 山本､ 安田､ 塩塚､ 浅田､ 喜多､ 杉山の面々であ
る｡ 中には､ 200回近く乗ってやっとセコンダリーに進んだ人もいた｡
学連に残った北尾教官 (同大) は､ 亘理､ 安田両君の親友で､ この時代の人で､ ｢正大
寺｣ 会というのを作り､ 所属大学に関係なく､ プライマリーで苦労した人の集まりがある｡
グライダーの絆は何よりも強い証拠であろう｡ (正大寺は､ 高松にあった合宿所の寺であ
る｡)

グライダーは平和のシンボルである｡ 嘗て戦争に利用された学生航空連盟が､ 平和の使
節として永久に羽ばたいていくことを祈ってやまない｡

―7―




関西学院大学
理事長







航空部の70周年誠におめでとうございます｡ その昔複葉練習機に乗って関西学院航空研
究部をおつくりになったのが創部の時だとうかがい､ その歴史と伝統を感じます｡
その先輩方も馴染まれた､ 時計台と中央芝生の前に立って空を見上げると､ 美しく澄ん
だ青空がキャンパス全体をおおっています｡ そして､ 私のすぐ前を赤トンボが飛んでいま
す｡
私の子どもの頃は､ 日本が太平洋戦争に突入する頃でした｡ だから私の年代は嫌も応も
なく戦争に巻き込まれた少年時代を送ったのです｡ その頃は､ 飛行機はジェットでなくプ
ロペラでした｡ 軍隊の練習機に ｢赤トンボ｣ というニックネームのプロペラ機がありまし
た｡ 二枚羽根でエンジンはたった一つ｡ そんな飛行機に乗ってみたいと日本中の少年はあ
こがれたものです｡ 私も例外ではありませんでした｡
少年の頃東京にいた私は近所の練兵場と呼ばれる軍隊の敷地で､ 大学生か中学生が長い
ロープのようなゴムの綱でグライダーを引っ張っているのをよく見かけました｡ それが実
物のグライダーを目にした､ 最初の経験でした｡ それは本や映画で見た空高く舞い上がり､
ぐるぐる旋回したり､ 遠くまで飛んで行く飛行機顔負けのシロモノとはほど遠いものだっ
たのでした｡ その上､ 偉そうな兵隊が学生さんを叱りとばしながら､ 奴隷のようにロープ
を引っ張らせていたのです｡ 子ども心にも学生さんへの同情が湧いてきました｡ そして､
｢このグライダーは本当に空中にあがるのだろうかどのくらい高く飛べるのだろうか｣
という好奇心と不安感が入り混じった気持ちでじっと見つめました｡
そんな私の前で､ 学生さんたちはかけ声を上げながら､ 一心不乱にロープを引っ張りま
した｡ それを見ながら､ 私はなんと心のなかで､ 運動会の綱引きを連想していたのです｡
｢あがったグライダーが空中に浮かんだ｣ しかし､ あっという間に地面に戻ってしま
いました｡ それでもロープを引っ張っている学生さんたちは初めて嬉しそうな顔を見せた
のです｡ しばらくして､ またかけ声を掛ながらロープを引きはじめました｡ その熱心さが
いつの間にか私の心をしっかりとらえていたのです｡
今の航空部のグライダーとは全く違った原始的とでもいうべきものでした｡ しかし､ 怒
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鳴られながらロープを引っ張っていた学生さんの笑顔と歓声は今でも私ははっきりと覚え
ています｡ 空を飛びたい､ 仲間を飛ばせたいという純粋な気持ちが､ 子どもの私にも伝わっ
てきたシーンであり経験でした｡
現在の航空部のグライダーは自動車やウインチで引っ張ってもらい､ あるいは地上から
飛び立つ飛行機に曳いてもらうそうです｡ その性能や飛行距離は､ 私が昔見た原始的なも
のとは全く違うと思います｡ でも人間は昔も､ 今も､ そして将来も､ 空を飛ぶことにあこ
がれ､ 研究し､ 工夫し､ 滑空に関するあらゆる領域の勉強をつみ､ そして技と頭脳を競っ
ていくのだと思います｡
それだけではありません｡ 青春時代を航空部に身を置く間に､ 人との交わり､ チームの
ために犠牲となる心､ 礼儀と言葉使い､ それにリーダーシップといった大切な価値を身に
つけられたことだと思います｡ と諸氏が今日あるのは､ 教室で学んだことととも
に航空部で学んだことが多いことだろうと思います｡ そして､ 現役諸君はそうしたものを
身につけて社会に巣立っていって欲しいのです｡
70年前に飛行機で空を飛ぼうと関西学生航空連盟を結成した大先輩たちの後をついで､
今ではグライダーで大空を駆けめぐる航空部の上に､ 過去､ 現在､ そして将来も栄光があ
ることを信じています｡

関西学院大学体育会航空部の創部70周年にもう一度おめでとうを申し上げます｡
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関西学院大学
学

長







航空部創部70周年おめでとうございます｡ このところ､ 馬術部､ ボクシング部､ 航空部､
自動車部と創部70周年が続きます｡ 70年前の昭和５年と言えば､ 関学が大学昇格を目指し
て西宮上原に移転してきた翌年ですので､ これらの部が誕生した背景にあった当時の意
気盛んなキャンパスの様子が想像できるように思います｡ しかし誕生したということと､
それを維持・発展させることとは別です｡ 誕生以来､ 部の発展に寄与されたすべての方々
のご努力に心からの敬意と祝意を表します｡
関学体育会42部の多くの部については､ 練習風景や実際の試合などを目にすることがで
きますが､ 航空部の場合､ 練習場が遠く離れているので残念ながら部の活動の実際を目に
したことがありません｡ ただ私は何年か前にドイツの南部で山歩きをしていたとき､ 真横
の山間を､ あるいは山頂を､ 真っ白な素晴らしくスマートな機体のグライダーが､ 往きつ
戻りつ滑空しているのを見ながら稜線歩きを楽しんだのを覚えています｡ 何とも静かで自
然に身をまかせた優雅な姿に惚れ惚れしたものでした｡ スポーツの多くは自らで､ あるい
はエンジンなどからエネルギーを発することを前提としていますが､ グライダーとヨット
は異なるようです｡ 自然とうまく調和する技術を身につけ､ 騒音も立てず､ 排気ガスも出さ
ず､ 鳥のように大空を舞うことは､ 何とも地球にやさしく21世紀的なスポーツだと思います｡
もっともいきなり鳥になれるわけではないでしょう｡ ｢もし墜落したら｣ という恐怖と
の葛藤もあるでしょう｡ しかししっかりとした操縦技術を身につけ､ 天候や飛行理論の知
識を学び､ すぐれた判断力を養っておけば人は鳥になれるのです｡ ｢備えあれば憂いなし｣
の諺のとおりです｡ 考えて見れば大学の学びも同じです｡ 人生という大空の中で失速・墜
落しないための備えをする所です｡ とくに関西学院大学というところは､ 様々な価値が満
遍なく存在する美しいキャンパスの中で､ キリスト教精神を基盤として､ 若者が大らかに
育つ環境が整っています｡ 航空部の人達の場合はそれに加えて､ 大空に舞い上がり､ 高い
ところからちっぽけな人間とその社会を俯瞰し､ それを通して己が人生を考える機会をもっ
ている人達です｡ 大きな成長を心から期待しています｡
｢風｣ を受け､ それを飛翔 ｢力｣ に転じ､ 21世紀の ｢光｣ 輝く大空を､ 関学航空部が､
そして関西学院が大きく雄飛する姿のイメージを描きつつ､ ご挨拶と致します｡
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関西学院大学体育会会長
文学部教授





与えられた命令を遂行するだけの行為にあっては､
大胆も不敵もないわけだ｡
だが絶えず生命を危険にさらしている操縦士にとっては､
普通世人が ｢勇気｣ と呼ぶものに対していだく観念を､
冷笑する権利が大いにありそうだ｡
アンドレ・ジッド

航空部創部70周年おめでとうございます｡
風のエネルギーと自身の重さを動力として飛行するグライダー｡ そのスポーツ化は1920
年ごろにドイツで起こったとされますが､ はや10年後の1930年 (昭和５) には､ 関西学院
と京都大学が ｢関西学生航空連盟｣ を結成し､ 航空部の前身 ｢関西学院航空研究会｣ が発
足したことを知って､ さすが進取の気性に富む関西学院らしいことだと感服しています｡
太平洋戦争のさなか､ 当時まだ幼稚園児であった私は､ 学院正門前にあった広場で行わ
れていた三重海軍航空隊予科練習生 (予科練) によるグライダー飛行訓練を見ていた記憶
があります｡ きわめて初歩的な訓練であったようで､ 機が高く上昇したのを見たことはあ
りませんが､ 最近は機体構造の進歩と気象調査の発達により､ 成層圏滑翔も行われている
そうで､ 門外漢の私など ｢グライダーって､ いったい何だ｣ と驚いてしまいます｡
グライダー競技は､ 第二次大戦後各国でめざましく発展したようですが､ そのような流
れのなかで､ 1967年 (昭和42) の第一回関関対抗グライダー競技大会以来､ 長年にわたっ
て強力なライバルとして君臨してくださった関西大学をはじめ､ 日本学生航空連盟の各位､
そして常に変わらぬご支援をくださる航空部諸先輩に厚く感謝申し上げます｡
｢飛びたかった､ ただそれだけ｣ ｢僕らは空にあこがれている､ 空を飛ぶのが好きなんだ｣
等々､ 部員たちが残した言葉のなんと爽やかなことか｡ 国際航空連盟 (FAI) の世界選手
権大会もすでに半世紀を経ました｡ 若き鳥人たちが世界にはばたく日もそう遠くないので
はないでしょうか｡
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日本学生航空連盟専務理事
(朝日新聞社航空部長)









大阪の市岡高校の出身である私にとって､ 関西学院大学という名には親しみ以上のもの
があります｡ 35年ほど前のことですが､ 多くの級友たちが ｢関学｣ に入りました｡ 関学は
私の憧れの大学のひとつでしたが､ 結局東京の大学に進むことになったこともあり､ ご縁
がないままでした｡
日本学生航空連盟の資料や年表を繰ってみますと､ 関学航空部は昭和５年 (1930) ６月
に ｢関西学院航空研究会｣ として創立されています｡ 学連の設立がこの年の４月､ そして､
いまの学連関西支部の前身である ｢関西学生航空連盟｣ の結成が６月です｡ この主役が
｢関西学院航空研究会｣ だったわけです｡
学連は2000年に創立70周年を迎えましたが､ 関西学院大学航空部の歴史は､ 文字通り
｢学連｣ とともに刻まれてきたといってよいでしょう｡
学連創立当初の日本は次第に戦時色を強めて行く時代であり､ 本来は明るく夢に満ちる
べき航空界も､ 暗雲に包まれて行くという悲しい歴史をたどっていきました｡ 私たち学連
にかかわる者は､ このときのことを決して忘れることなく､ 創立70周年をみんなで祝うこ
とができるという､ 平和の時代に生きていること､ 大空を心ゆくまで飛ぶことのできるす
ばらしさを､ 改めて噛みしめていかなければならないと思っています｡
紆余曲折はありましたが､ 学連は関学航空部をはじめとする60を超える全国の大学航空
部､ の皆さんの活力と気力によって数々の厳しい局面を切り抜け､ 今日を迎えました｡
とはいえ､ 近年の学連も､ 肝心の航空部員の減少が目立ち､ また協賛企業や自治体の寄
付金や補助金も細り気味になるなど､ 厳しい状況が続いています｡ これまで以上に学連
・の皆様のご支援と協力がないと､ 困難な時代を迎えつつあります｡ 近年は各大学
の航空部を支える皆さんが集まって､ 支部運営委員会の活動を活発化させて下さっていま
す｡ 学連事務局が行う施設・滑空場の充実､ 教官の教育訓練体系のよりいっそうの確立と
ともに､ 関学航空部に果たしていただく役割も今後より大きくなることと思います｡
関学航空部の創部70周年を心からお祝い申し上げるとともに､ 今後とも学生グライダー
界の発展に寄与して下さるよう､ この場をお借りして強くお願いするものであります｡
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関西大学体育会航空部会
会

長









関西学院大学航空部の創立70周年を心からお祝い申し上げます｡
昭和５年､ 学生航空連盟設立準備委員会は､ 民間航空の普及の中核として学生航空団体
の設立を企画し､ 全国の各大学､ 専門学校に檄を飛ばし､ 航空研究会の創設を促したので
ある｡ その檄文の一節に､
｢空…無限の広がりと果てしなき深さをもって､ また､ 地上の凡ゆる高低､ 広狭の差別
を超越して､ 永久に静かに眠る大空

これこそ若人の憧れでなければならぬ｣ とある｡

これに呼応して､ 関関､ 京大､ 外大等が結集し､ いよいよ本格的に空のスポーツが学生の
手で組織される中､ 関関同立が関西学生航空連盟の中心的存在の中…終戦…｡
戦後､ 昭和26年､ わが国の空の自由が決定されるや､ 諸先輩の非常な情熱をもって､ そ
の推進役をつとめ､ 学生を激励し､ 大空へのあこがれを情熱に乗せて努力した復活計画は
優れた先輩各位の理解ある協力の下に､ 堅実なスタートを切ったのである｡
しかし､ 大空に挑むグライダーはなく､ 一日も早く雄飛する姿を見るため､ 涙ぐましき
努力により､ ついに学生航空連盟の再結成にまでこぎつけられた｡
昭和32年４月､ 関大航空部に入部｡
20世紀最高のスポーツ､ 大空相手の航空スポーツに勝るものはない｡ 練習に励み､ 良き
師､ 先輩､友人､後輩に恵まれ…｡
あの青春時代を思うにつけ､ 胸がジーンと締め付けられるような感激がわいてきて､ 本
当にグライダーをやってよかった､ と心から思う｡ あの練習の辛さ､ 合宿での共同生活の
経験が､ 今の私の人生の支えである｡
関大航空部は､関学航空部をライバルであると同時に最高の友人であると思う｡ 昭和42
年３月第一回関関対抗グライダー競技大会が岡山空港で開催され､ その後､ 両校の体育
会のご努力により､総合関関戦へと発展し､ 毎年行われるようになり､ ますます盛大で
学生スポーツ頂点へ永遠に続くと信じている｡
関関航空部の皆様へ､ ライバルであり友でもある関西学院大学航空部が､ 又会がま
すますご発展､ ご活躍をお祈り申し上げます｡
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同志社大学体育会航空部翔友会
会

長





まずは茫々たる創始､ 以来70年の関学航空部に､ ことにその会にお慶び申します｡
前世紀の前半でその揺籃期を終えようとした世界の航空界は当時の若者の冒険心をかき
立てて止まなかったから､ わが邦でも関東も関西も多彩な企画が競って､ 若年のことに学
生のパイロット指向とその養成に向けられていた｡ それも関東大震災以後､ 米人の大西洋
横断1927年､ ツエッペリン号の東京飛来昭和４年８月などが国際緊張の倍音にもなり､ 昭
和維新の前ぶれの妖相めいていた｡
この時期､ 昭和一桁に属する学生航空連盟の出立にあたって関西学院はすばやく反応し
た｡ が､ 当時のことは上ケ原界隈のことも､ 盾津の飛行場も伊丹も､ 生駒山も霧峰も､
蛍池も玉水も戦塵に閉ざされ煙霧遥に明滅する星くずに替わった｡ 若い鳥人の数多くが大
空のかなたに去ってしまった｡
あれもこれも､ 浅からぬエニシの､ 明暗を記載しようとする､ 70年部史はまことに貴重
な壮挙である｡
日本の学生航空の足跡は､ 第二次世界戦争の末尾に繰り込まれて十数年におよぶ空白の
あとに復活し再開される｡
かくして､ プロペラ機にかわる滑空機の時代に変換して今日に至る｡
波乱に満ちたといえばそうともいえる､ 紆余曲折の多雑な経過のそれぞれの時節の発端
において､ 関学の航空部は枢機を担ったのであるからさらにまた戦後生れの航空人がすべ
ての如きこのごろであるから戦前の学生航空の発端の物語でもある関学の記念史は21世紀
の学生スポーツの ｢空の巻｣ に得難い資料を提供するであろう｡
編集に当たった諸賢に栄光あれ

追記

当時の関学航空部の活動については牧野鐵五郎先輩がくわしい｡
関西全域についても今やその知見を凌ぐことは容易ではない｡
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立命館大学体育会航空部会
会

長

創立70周年を心からお祝い申し上げます｡
一口に70年と言っても戦前､ 戦中､ 戦後の長きにわたり､ 部活動を維持発展させてこら
れた事に対し改めて敬意を表します｡ まさにその時々､ 空､ 飛ぶ事に憧れて入部され､ 青
春時代を楽しまれた人々の成果のたまものでしょう｡

私が入部した､ 昭和39年以降だけを見ても､ グライダー界の変化には目を見張るものが
あります｡ 当時､ 関西学院大学との間では､ １回生の夏､ 霧峰で合同訓練を行い､ また
互いに主催する合宿に参加し､ 飛行を重ね､ 腕を磨いていた記憶があります｡ 当時使用し
ていた機体は､ プライマリー､ −22､ −23､ 三田等が主流で､ その後少しずつ外国
製機体が導入されるようになりました｡ 今では性能も飛躍的に向上した新鋭機で､ 学生諸
氏が当然のように飛行している姿には､ 隔世の感があり､ また羨ましい限りです｡
しかし､ ご承知のようにそれは何もグライダー界に限った事ではなく､ 私が卒業後の職
場にしています定期航空の世界においても同様の事が言えます｡ 主流がプロペラ機からジェッ
ト機に移行したのは言うまでもなく､ 特に航法機器､ 操縦系統に関しての自動化はパイロッ
トの姿を大きく変えてしまいました｡ いわゆる､ ハイテク・フル装備の時代に入ったので
す｡ おおざっぱに言えば､ 勘､ 腕全盛から､ マン・マシンの世代になりました｡ それに加
え､ 近年の規制緩和で訓練審査､ 路線許可､ 便数等に自由競争､ 自助努力､ 自己責任が大
きく取り入れられるようになりました｡ このような変化は､ 今後の学生航空スポーツ界に
もかなりの改革をもたらすであろうし､ また､ そうなる事を期待するものでもあります｡
特に大学航空部の活動については､ 今以上に自ら危機管理､ 安全管理､ 組織管理を行い
現場中心の真の学生スポーツとして､ 多くの人々に魅力あるものとして機会､ 環境を提供
する事が責務ではないかと思います｡ 勿論部として､ 自助努力､ 自己責任が更に求められ
る事は十分認識しなければなりません｡
このような変革を求められる時代､ 益々関西学院大学体育会航空部が発展されますよう
お祈り申し上げます｡
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同志社大学体育会航空部翔友会
幹

事







関西学院航空部創部70周年おめでとうございます｡

関西学院航空部は昭和５年､ 学生航空連盟が発足すると同時にいち早くその旗の下に馳
せ参じ､

空飛ぶ学生鳥人

として大阪城東練兵場の朝日新聞社の格納庫を中心に華々し

い活動を開始されたのでありますが､ 学生航空連盟の活動の場には､ 必ず関西学院の校章
の

新月

が光り輝いておりました｡

学連の古い名簿に名を連ねられる中川忠克､ 山下観､ 増田養三､ 荒木重義､ 合田福太郎
氏等の諸先輩の名はその証であります｡
以来70年､ 関西学院航空部発展の歴史は､ 即ち学生航空連盟の発展の歴史でもありまし
た｡

貴校航空部の創部に遅れること６年､ 昭和11年に発足した我が同志社大学航空部は当時
隆盛を極めた貴校を常に目標にして活動を続け､ 何時の日にか貴校の隆盛に追いつくべく
日夜努力に励んだのであります｡
高い目標のある幸せ､ 苦しくとも励みのある努力はその後､ ６､ ７年の後に当時の同志
社の航空部には１等操縦士､ ２等操縦士､ １級滑空士､ ２級滑空士の有資格者は延ベ26名
の多きを数えるまでの強力な航空部に発展致しました｡ この発展は勿論､ これらの諸先輩
の努力もさることながら､ そこには､ 常に関西学院という得がたい競争相手があったれば
こその結果であり､ 我々はいつもこのまたと得難い競争相手のあったことを幸せに思うも
のであります｡
昭和27年､ 我が国の航空再開とともに再発足した新生日本学生航空連盟の発会式には､
当然関西学院の 新月 の校章が昭和５年の創部当時そのままに燦然と輝いておりました｡
そして前中和夫､ 高岸豊､ 田中敏夫氏らがその新しい旗手でありました｡

その後､ 学生航空連盟が企画する殆ど全ての活動の場にはいつも関西学院航空部の部員
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が名を連ねておられました｡

昭和29年 (1954)

日本一周全国健康優良校訪問飛行

昭和30年 (1955)

第５回全日本グライダー競技選手権大会 (復活第１回全国大会)

昭和31年 (1956)

高松〜徳島間100㎞野外曳航飛行

昭和32年 (1957)

自主訓練開始と機体購入
(関西各校に先駆けて萩原式−22型複座セコンダリー購入)

昭和34年 (1959)

学連中央研究所発足

昭和37年､ 38年 (1962､ 63)
昭和40年 (1965)

飛行機班誕生と自家用飛行機操縦士誕生

飛行機班日本一周飛行

等々枚挙にいとまありません｡

しかし長い歴史の中には栄光ばかりではなく､ 鳥取空港における

新月Ⅱ世号

墜落事

故という痛恨の出来事もありましたが､ 昭和46年 Ka−8購入､ 同60年アスティアⅢb 購
入と矢継ぎ早に新鋭機体を購入して航空部体制を一気に立て直し､ 部の活動を加速させる
など､ 常に高邁な関学スピリットを遺憾なく発揮されたのであります｡
しかし ｢栄枯盛衰は世のならい｣ と申します通り､ 我が同志社を含めて最近の関関､ 同
立の私学４校の活動は一時の頃を思えば､ 寂しい限りであります｡ 願わくば､ 歴史ある貴
校を先頭に再び私学４校が曾ての隆盛を再現し､ ひいては､ 学生航空界に新しい息吹きを
吹き込み､ 大いなる発展に繋げたいと考えるのは私一人だけの思いでありましょうか｡

願わくは関西学院航空部創部70周年のよき年を迎えるに当たり､ 心機一転､ 志を原点に
戻し､ 新たに大空を天かける悦びを共々に再び味わいたいものであります｡

最後に関西学院航空部の今後ますますのご発展とご隆盛を心から祈念致します｡
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日本学生航空連盟関西支部訓練部
部

長







関西学院大学航空部創部70周年おめでとうございます｡
私が航空部と関わりを持ってすでに四半世紀がすぎました｡ 70年という時間は長いよう
にも感じますし､ 飛行機自体の歴史が浅いので短いようにも思えます｡
戦争は日本の航空の流れを中断し､ 大きな変革を余儀なくされました｡ 航空再発足後の
グライダーの歴史はそのまま学連の各大学航空部の歴史と重なっているように感じていま
す｡ 手元に資料があまりありませんので年代などが正確なものではないと思いますが､ 関
西学院大学航空部の使用グライダーから思うことを綴らせていただきます｡

昭和32年まだプライマリーが主流だった頃に−22を導入､ 関西での複座訓練の先駆
けとなりました｡
そして短命でしたが高性能の輸入複座機を導入､ これが新月Ⅱ世号｡ ボーシャンは少し
導入時期が早すぎたのでしょう｡ 飛行機曳航などで使えば安定の良い落ち着いた機体だっ
たようです｡ 空港を利用しての自動車曳航が主流の時期ですから良い評価が出るまでに使
用できなくなったのは機体自体が良いものだったと思われますので大変残念です｡
昭和46年には K 8新月Ⅲ世号を導入､ 乗りやすい単座機は大活躍します｡ 学生委員会
に貸与して頂き木曽川滑空場などで東海・関西支部の多くの学生がお世話になりました｡
初単座が新月Ⅲ世というもたくさんおられることでしょう｡
そして昭和60年にはアスティアⅢb 新月Ⅳ世号の導入です｡ この機体はアスティアシリー
ズの中で最も乗りやすく性能も良いものです｡ ノーズ車輪のレイアウトは容易な離着陸を
可能にし安全性も高くなります｡ 学生クラブの機体としては今でも最適な機体の一機です｡
このように教官という目で関西学院大学のグライダー達を見たとき､ それぞれの時代で
すばらしい選択がされており､ その導入に携わった諸氏の先見性と熱意にはほんとう
に頭が下がります｡
新月号もクラブ機としてはまだまだ活躍するでしょう｡ しかし､ 時代の流れで競技機と
してのポテンシャルが徐々に下がっています｡ 私たち学連の訓練部も学生の競技をどのよ
― 18 ―

うにすればよいのか悩んでいます｡ 高性能な機体の導入競争にかなりの疑問を持っていま
すが､ 現状を見ると高性能機を持たないと勝てないのが実状です｡ ハンディキャップの導
入などを検討していますが､ ４年間の訓練の中で無理なく公平に競技できるようにしたい
ものです｡
関西学院大学航空部は今後の時代をどう見極め､ どんな新グライダーを導入されるので
しょう
最近､ 関関戦に合わせて両校のフライトが行われています｡ 同席させていただく機
会もあり､ 現役以上のパワーに圧倒されています｡ 現役の活動は活動経費という根元的な
問題があるため､ 東海・関西地区では国立大学が強い傾向があります｡ 少し努力をすれば
到達できる目標を提示し､ 競技会などを通じて実力を高めていくことが大切です｡ 関関戦
も今年で24回を数えます｡ 対戦成績も互角で両校にとって大きな励みとなっているのでは
ないでしょうか｡ いろいろ大変ですがと現役が力を合わせて活動を強化し､ ４私大戦
が開催できれば面白いと思っていますがいかがでしょう

関西学院大学航空部がますます発展し､ リーダーシップを発揮されることを期待してお
ります｡ 今後も学連へのご指導ご支援よろしくおねがいします｡
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― 永遠のライバル友へ ―

関西大学体育会航空部
監

督

創部70周年おめでとうございます｡ 私もグライダーを初めて八尾の飛行場で目にして丁
度40年となります｡ 不思議な縁と考えるのは､ 現在関西大学の航空部顧問は元関西学院大
学航空部員で､ 学生時代は私が後席で指導させてもらった前田君 (今は前田先生と呼んで
います) なのです｡ お互い気心が解っているので､ 顧問・監督・コーチの関係はスムーズ
なのですが､ 関関戦の時は､ 先生も複雑な気持ちで両大学を応援している事と思っていま
す｡
関関戦といえば､ 昔から関西のスポーツ界を常にリードしてきた対抗戦と言っても過言
ではないと思いますが､ いかんせん空の関関戦は､ 私の知る限りでは､ どうも低空飛行を
続けており､ グライダー性能の飛躍的向上と比べると情け無い次第です｡ もっとも私が学
生の時と比べると､ 空を飛ぶ事に対する制約も厳しくなり､ 又､ 金もかかるようになった
ため､ 学生には気の毒な所もあります｡
私が考えるに今こそ､ 両校70年の歴史を持つクラブですので諸兄の知恵と力を出し
合い､ 両校で協調しながら上昇気流のある所に導いてやる時ではないかと思います｡ それ
には現場で指導している監督・コーチが常に話し合いを持ち､ １大学では出来なくても２
校なら出来る事も多々あると信じます｡ そうする事により､ 学生の負担も軽くなり､ 飛ぶ
楽しみも増してくるでしょう｡
ただ色々な改革をしようとすれば問題は多く､ 時には､ 日本学生航空連盟と両大学の間
に溝が生じる事も充分あると思いますが､ その時こそ両大学が中心となり学連との関
係を調整し､ 将来に向かい大学航空部のあり方を考える事が必要ではないでしょうか｡ 何
か､ 難しい話になってきましたが､ いずれにしても関関両校が関西地区で空の王者を競い
合うためにも､ 諸兄が共に知恵を出し合い､ 又､ 助け合いながら永遠のライバルとし
て戦いましょう｡
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関西学院大学体育会航空部部長
文学部教授









関学航空部創部70周年を迎えるにあたり､ まことに慶賀にたえません｡ これも関係各位
のお力添えと諸氏の努力の賜と感謝いたしております｡
毎年､ "春分の日" の頃に､ 恒例の ｢関関戦｣ グライダー競技会が福井空港で開かれま
す｡ 残雪を頂く白山連峰を遠くに眺めながら､ 越前の空を飛び交うグライダーの優美な姿
は春を迎える喜びと重なり､ 清々しさを感じさせられます｡
また､ 夏を迎える６月には､ 木曽川で訓練を行いますが､ 気の遠くなるような川原の暑
さにもめげず､ 飛ぶことに全ての情熱をかける気迫に満ちた航空部部員の姿にも感激いた
しました｡ その木曽川訓練所宿舎で､ 初代部長であり現在総監督の正田啓造先生と一晩同
室に宿泊し､ 先生の空への熱意と体験をお聞かせいただき､ その熱意に圧倒されたことが
ありました｡ 関学航空部の歴史を教えて頂いた折り､ ｢部長は君が３代目なんだよ｡｣ とおっ
しゃった時には､ その責任の重さに怯え､ 驚いたことを印象深く思い出されます｡
正田先生の後の部長になられた法学部の宗教主事でした内田政秀先生が､ ある日､ 美学
研究室に訪ねて来られ､ ｢退職するので航空部の部長を引き受けて欲しい｡｣ とおっしゃら
れました｡ 内田先生の高潔なお人柄を常々尊敬しておりましたので､ 喜んでお引き受けさ
せていただきました｡ その後先生から､ 信仰という求道の課題をテーマに､ その課題をた
どるきっかけをつくった軍隊生活の体験をつづった

特操

三期の三次

というご著書を

お送り頂き､ そのなかで､ ご自身の飛行隊での練習の体験が書かれておられるのに接し､
何も飛行機のことも知らないのに､ 大変な役を引き受けてしまったと後悔しました｡ その
ような何もわからない小生も野田晨一郎航空部副部長の助けを頂き､ 楽しく勤めさせて頂
いております｡ 課外活動として､ 学生生活をグライダーに情熱をかけたる学生たちのため
にも､ 又､ 航空部の発展のためにも､ 微力ながら､ 尽くして参りたいと願っております｡
日本学生航空連盟や飛行訓練をご指導頂いております教官の方々､ 並びに､ 関学航空部
の先輩方々に感謝致しますとともに､ 今後も､ 関西学院大学体育会航空部をご支援して頂
きますようお願いいたします｡
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関西学院大学体育会航空部新月会
会

長







関西学院大学体育会航空部の創部70周年を迎えるにあたり､ 関西学院のこれまでのご指
導とご援助､ 日本学生航空連盟と加盟各大学の皆様方のご支援､ そして航空部各位の
航空部に対する情熱とご支援に衷心より感謝を申し上げます｡
航空部が今日あるのも､ 諸先輩の方々のご努力と空に対する憧れと情熱､ グライダーに
対する愛着があったからこそと思います｡
航空部は戦前の黄金期から激動の昭和史の中で10年間の中断を経て､ 戦後､ 昭和27年に
復活しました｡ そして昭和32年､ 関西の大学では最初に複座機 (セコンダリー) 購入を実
現し､ 第２期の黄金期を迎えて､ 当時､ 何度となく関西制覇をなしとげています｡
航空部が機体を所有したのは､ 昭和32年の萩原式−22型機に始まり､ 昭和59年のア
スティアⅢb 型機に至る現在までに５機の機体を所有してきました｡ それぞれの時代の現
役､ が新たな目標と飛躍を願って多大な努力を払った結果であります｡
平成11年11月の幹部会で70周年記念事業について話し合い､ 平成12年７月の総会で
計画 (案) を決定し､  創部70周年記念総会準備委員会､  同記念誌編纂委員会､
 同記念募金委員会､  次期機体検討委員会の４専門委員会を発足､ 編成いたしました｡
さらに７月に記念事業実行委員会のもとに４専門委員会を束ねて､ その委員長には正田啓
造名誉会長にご就任いただきました｡ 記念総会並びに各事業が推進できたのも､ 各委員の
方々の熱意と､ ､ 現役学生の協力によるものであります｡
そしてこの記念する年に､ 記念事業の一つとして航空部の歴史をまとめ､ 先輩諸氏の功
績を記録し､ 今後の発展に生かすべく70周年記念誌を編纂､ 出版することができました｡
これも関係各位のご尽力と､ 貴重な心温まるご寄稿の賜と厚く御礼申し上げます｡
この70周年誌を通して航空部の歴史と､ の想いが､ これからの時代に翔く航空部員
の皆さんに伝わり継承されるものと信じてやみません｡
次期機体については機体検討委員会で検討していますが､ 将来構想としては､ 評判の高
い高性能機になるものと思います｡ 21世紀初頭に70周年記念総会を迎えて､ 新機体購入を
ぜひ実現させ､ 関西学院大学体育会航空部の一層の飛躍と栄光を願っています｡
今日の航空部は､ 各時代を担った航空部員が最大限の努力を注いだ結果築かれたもので
ありますが､ 関西学院､ 日本学生航空連盟､ 関係各位の方々におかれましては､ 今後とも
変わりませず､ ご指導を賜りますことを心よりお願い申し上げます｡
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 ᐕ2JKNNKRUߦࠃࠆ㧔FQWDNGUWTHCEGFCGTQHQKN㧕⠢ᢿ㕙ᒻ YKPIUGEVKQPUߦࠃࠆ឴ജ⠢ߩታṶޕ
 ᐕࡈࡦࠬੱ #FGT߇ޔᗲᯏ QNG ߦࠃࠅੱ㘃ᦨೋߩ⥄ജ㔌㒽ߦᚑഞޕ
 ᐕ2JKNNKRU ߇ᦝߦಲ೨✼⠢ࠍ߽ߟ⠢ᢿ㕙ᒻࠍ⠨᩺ޕ
 ᐕࠬࠗࠬੱ%CTN5VGKIGT߇⥶ⓨᯏߩㅴᱠ⊛ࠕࠗ࠺ࠕࠍᛂߒߚ߇ߐࠇߥ߆ߞߚޕ
 ᐕ㨪 ᐕ࠼ࠗ࠷ੱ1VVQ.KNKGPVJCN߇ᄙߊߩࠣࠗ࠳ࠍޔ㘧ⴕߔࠆޕ
㧔ࠗ࠻ఱᒉ╬㧕ᓟߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍᱷߔޕ
 ᐕࠝࠬ࠻ࠕੱ *CTITCXG ߇▫ဳತࠍ⊒ߔࠆޕ
 ᐕࠕࡔࠞੱ 1EVCXG%JCPWVGߩࠣࠗ࠳ޕ
 ᐕࠕࡔࠞੱ⑼ቇ⠪.CPING[߇❑⠢ဳ⫳᳇ᯏ㑐ᮨဳᯏߦㅴዷࠍ߽ߚࠄߔޕ
 ᐕࡈࡦࠬੱᛛᏧ %NªOGPV#FGT ߇⫳᳇ᯏ㑐ᯏ #XKQPΥࠍ⹜ޔ㛎ߒߚޕ
 ᐕࠬࠦ࠶࠻ࡦ࠼ੱ2GTE[2KNEJGT߇ᓐߩ *CTM ࠣࠗ࠳ߢᄙߊߩߔ߫ࠄߒṖⓨ㘧ⴕࠍⴕߥ߁ޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇⠢ತࠍޕ



᥎ϐᕑʍʎɷʝʩ¡

 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇ -KVV[*CTMߦߡ YKPIYCTRKPI ߣ೨ઃࠛࡌ࠲ࠍ߽ߟࠣࠗ࠳ߢᓐࠄߩೋ㘧ⴕࠍߔࠆޕ
 ᐕ.CPING[߇ࡈ࡞ࠬࠤ࡞ߩ̌#GTQITQOǦࠍߔࠆ೨ߦ ߩࡦࠫࡦࠛࡦ࠰ࠟޔ㧠ߩᮨဳࠍ㘧߫ߔޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇ತߣࠣࠗ࠳⹜㛎ࠍరߦᣂߒࠣࠗ࠳ࠍ -KNN&GXKN*KNNUߦߡߔࠆ߇ޔᕁߞߚ⚿ᨐࠍᓧࠄࠇߕޔ
ౣᐲಽᨆ⸘▚ߒࠍ⸘⸳ߩ࠳ࠗࠣߩ⋡⇟ ޔ㐿ᆎޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉߪ㧞㊀࿕ቯቯ⠢ߩᦧࠊࠅߦޔᓟᣇ࠳ࠍ߃ߚࠣࠗ࠳ߦࠃࠅࠣࡦࡇࠝ࠙ޔ࠳ޔ࠲ࡌࠛޔ㧔⠢
┵ᦛߍ YCTRKPI㧕ߦࠃࠆ RKEJ[CYTQNN ߩ㧟ゲߩ㘧ⴕࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍ⠌ᓧߔࠆޕ
ㄭઍ⥶ⓨᯏߩᆎ߹ࠅߢࠆ࠻ࠗޕఱᒉߪേജᯏߩߦォߓࠆޕ
 ᐕࡈࡦࠬੱ (GTDGT ⦁㐳߇ࠗ࠻ఱᒉߩࠣࠗ࠳ߩࠦࡇࠍߒ⥶ࡄ࠶ࡠ࡛ޔⓨ⇇߇ౣࠬ࠲࠻ߣߔࠆޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇ᓐࠄߩᦨೋߩࠛࡦࠫࡦᯏ (N[GT ߦࠃࠅ⇇ᦨೋߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߐࠇߚᜬ⛯㘧ⴕߦᚑഞߔࠆޕ႐ᚲߪࡔࠕޔ
ࠞർࠞࡠࠗ࠽Ꮊ VJG-KNN&GXKN*KNNޕ
 ᐕ'UPCWNV2GNVGTKG߇ࠣࠗ࠳ߦࠛ࡞ࡠࡦࠍ⌕ߌࠆߎߣࠍ⹜ߺߚ߇ޔਇᚑഞޕ
 ᐕ(GTDGT߇ᓐߩࠣࠗ࠳ߦቯየ⠢ࠍⵝ⌕ߒߚޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇ &C[VQP ߢ  ߟ⋡ߩⶄ⪲േജᯏߢᣓ࿁㘧ⴕߦᚑഞ ޕಽ㑆㘧ⴕޕ
 ᐕࠗ࠻ఱᒉ߇ (N[GTΥߦࠃࠅ &C[VQP ㄭ㇠ߩ *WHHOCP2TCKTKG ߢ  ಽߩ㘧ⴕࠍߒޔ㧤ߩሼ㘧ⴕߦᚑഞޕ
 ᐕ$NGTKQV߇ 0QΩޔVTCEVQT න⪲ᯏࠍ⥄ࠇߎޕߪޔਇᚑഞߢߞߚ߇ߩߘޔᓟߩ࡛ࡠ࠶ࡄߩන⪲ᯏߩࠬ࠲ࠗ࡞ࠍ
ቯߒߚޕ
 ᐕ4GKOU ߢ⇇ᦨೋߩ⥶ⓨળ⼏ޕ
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²º±º शᶨనຟ µ³ शᶩ᷾²º³¶ शᶨށฬ ²µ शᶩ¡ ¡ ¡

 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕
 ࡊࠝ㧔㧕
⧷ޔᶏጽᮮᢿ㘧ⴕߦᚑഞޕ
 ァ↪᳇⎇ⓥળ⊒⿷ޕ
 ࡈࡦࠬᄢ㙚ઃᱞቭ࡞ࡊࠛᶏァਛዄ߇
⋧ේ྾㇢ᶏァᄢዄߩදജࠍᓧߡߩ┻ⶄᐳ
Ṗⓨᯏߢ㊁ߩਇᔋᳰ⇎ࠍ 㨙⒟⥄േゞᦜ⥶
ߦߡ㘧ⴕ⋧ޕේᄢዄ߽⹜ਸ਼ߒߚ߇ޔ㔌㒽⋥ᓟᒁ
✁߇ಾᢿޔᳰߦ⪭ᄢ⎕ߔࠆޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕
 ࡈࠕࡉ࡞㧔㧕
ޔ⇇ೋߩ᳓ᯏ㘧ⴕߦᚑഞޕ
 ᓼᎹᅢᢅޔᣣ㊁ᾢ⬿㘧ⴕᯏᠲ❑ୃⴕ߮㘧ⴕᯏ
⾼ߩߚߘࠇߙࠇࡈࡦࠬ㨯࠼ࠗ࠷ߦ⊒ޕ
 ࡄߢ⇇ೋߩ࿖㓙⥶ⓨળ⼏ࠍ㐿ޕ
 ᣣ㊁ᾢ⬿ߩࡂࡦࠬࠣ࠺ᯏޔઍ✵ᧁޘ႐ߢ
േജᯏઃ㘧ⴕᯏߦࠃࠆࠊ߇࿖ೋߩ㘧ⴕߦᚑഞޕ
ᓼᎹᅢᢅ߽ࠕࡦࡈࠔ࡞ࡑࡦᯏߢേജ㘧ⴕᚑഞޕ

 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕
㒽ァޔᚲᴛߦೋߩ㘧ⴕ႐ࠍ㐿ߊޕ
ᄹ⦟ේਃᰴᠲ❑ߩᄹ⦟ේᑼ  ภᯏޔᚲᴛߢ࿖↥ᯏ
ߣߒߡೋ㘧ⴕޕ
 ࡠࠫࡖࠬ㧔☨㧕߇ࠗ࠻ᯏߢ☨ᄢ㒽ᮮᢿ㘧ⴕߦᚑഞޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
㧙 ╙  ࿁ࡄ⥶ⓨ࡚ࠪ㐿ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
Ꮲ࿖㘧ⴕදળ⸳┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
ᄐ  Ꮊ㜞ජⓄਛቇ  ᐕ↢ߩ㤥↰ᱜᄦ߇࠻ࠗޔᑼ㘧ⴕᯏߦૃߚⶄᐳࠣࠗ࠳ࠍࠍੱޕ
ਸ਼ߖߕੱޔജߦࠃࠆᒁ✁ᦜ⥶ߦߡ㘧឴ࠍ⹜ߺࠆ߇ਇᚑഞޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕㧙᧲੩ᄢቇߦ⥶ⓨቇ⻠ᐳࠍ㐿⸳ޕ
 ࠴ࡖ࡞࠭(࠽ࠗ࡞߇ࠊ߇࿖ߢߩߪߓߡߩቮࠅ㘧ⴕ       ޕ㕍ጊ✵႐
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
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દ⮮㖸ᰴ㇢߇ජ⪲⋵ⒷᲫᶏጯߦ㘧ⴕ႐ࠍ㐿⸳⥄ޔߩޟᕺ⟤ภ᧲ߢޠ੩⸰㘧ⴕޕ
ᅚᕈ㘧ⴕኅࠞࠩࡦࠬ࠴ࡦ࠰ࡦ㧔☨㧕߇᧲੩㕍ጊߢᄛ㑆㘧ⴕࠍ㐿ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
ਛፉ⍮ਭᐔߣᎹᷡⴡ⟲ޔ㚍⋵ᄥ↰ߦ㘧ⴕᯏ⎇ⓥᚲࠍ⸳┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕 ⓨਛᢥඳⷩળ㐿  ޕ㊁
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
࡙ࡦࠞࠬ ( ో㊄ዻᯏೋ㘧ⴕޕ
+#6#㧔࿖㓙⥶ⓨㆇャදળ㧕⸳┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕 ╙  ࿁ ⾨㘧ⴕᄢળ ޕᎺፒ㘧ⴕ႐ 
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
 ⥶ⓨᴺቯᏓ
㨇ࡄ᧦⚂ߦḰޔ
 ᣉⴕ㨉
ޕ
ᄖ࿖߆ࠄߩೋߡߩ⸰ᣣᯏޕ
᧲੩Ꮲ࿖ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥᚲᢎዊ㊁ᱜਃ᳁ޔㄭ⮮ޔ
ጊፒ᳁ࠄߩഥജߢ࠼ࠗ࠷ࡋࡦ࠷ࠛࡦᑼߦ㉃ૃߒߚṖⓨᯏߩ⹜ߦ⌕ᚻ=㑐᧲ᄢ㔡ἴߢᄬ?ޕ

 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
ᣣᧄೋߩቯᦼ⥶ⓨ ᣣᧄ⥶ⓨャㅍ⎇ⓥᚲ⸳┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
᧲ቯᦼ⥶ⓨળ㧔ᦺᣣ㧕⸳┙ޕ
⥶ⓨዪ▤ᡷᱜᏓ㧔⥶ⓨዪޔ㒽ァ⋭߆ࠄㅛା⋭߳⒖▤㧕
ޕ
㧙Ꮉᯏ᪾ᚲߦࠃࠆᣣᧄ⥶ⓨࢃ⸳┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
 ᄢᲤߩޠߗ߆ࠆߪޟ᳓ᯏ߇ᧄ৻ߦᚑഞ㧔ታ㘧ⴕᤨ㑆  ᤨ㑆  ಽ㧕
ޕ
☨ᶏァ᳓ᯏ㧔 ᯏ㧕߇ೋߩ⇇৻㘧ⴕߦᚑഞ㧔ታ㘧ⴕᤨ㑆  ᤨ㑆㧕
ޕ
⥶ⓨዪޔㅛା⋭ቭߩᡷቯߦࠃࠅౝዪߣߥࠆޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕
ᦺᣣᣂ⡞␠ߩޟೋ㘑ภ᧲ޟߣޠ㘑ภޠ
㧔ࡊࠥ ဳ㧕
㧔ጊ㓏ች᭽ᓮฬ㧕
⸰ޔ᰷㘧ⴕታᣉޕ
㧔᧲੩ઍᧁޘ㧙ࠪࡌࠕ㧙ࡕࠬࠢ
ࡢ㧙ࡄ㧙ࡠࡦ࠼ࡦ㧙ࡠࡑ㑆  ਁ
MO㧕
㨇㨪㨉
ㄝᶈᄢዄ◉ޔේኼ৻㇢ޔ
ᴡౝ৻ᒾ ޔ᩿ᐣᐔߩ  ᳁߇ಽਸ਼ޕ
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ᶲ¡ ࠜᬎʍឮዒʇׄᄑʍ൛¡ ²¹¹º श©నຟ ³³ शª᷾²º³¶ शᶨށฬ ²µ शᶩ
¡

 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 94ࡦࡃࠬ ኅᣖߣߦᚭߦ⌕ޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕ᚭߩ᧲㇠ޟᚭේ↰ߩ㧔₺ሶߩ৻ⷺ㧕
ߦޠቇㇱߣ᥉ㅢ
ቇㇱࠍ߽ߟ㑐ቇ㒮ࠍഃ┙ޕ
ޟ㑐ቇ㒮ᙗᴺޠቯޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 ቇㇱ⧷⺆ቇ⑼߆ࠄᦨೋߩතᬺ↢  ฬޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 ╙  ઍ㒮㐳ߦቇㇱᢎߩศጟ⟤࿖߇ዞછޕ
᥉ㅢቇㇱ߆ࠄᦨೋߩතᬺ↢  ฬޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 ਃᣣߦ-㧚)㧚ࠍ⚵ߺวࠊߖߚᣂߩᩞ┨ࠍቯޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 ࠣࠢࡉ⺀↢ޕ
 ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 ޟኾ㐷ቇᩞࠅࠃߦޠ㜞╬ቇㇱ㧔ᢥ⑼⑼㧕ࠍᣂ⸳ޕ
ᒰᤨ㜞╬ቇㇱ㐳ࠍോᓟߦ╙  ઍ㒮㐳ߣߥࠆࡌ࠷߇ࠬࠢ࡞ࡕ
࠶࠻ߢࠆࠍޠࠬࡆࠨࠕࠜࡈ࠲ࠬࡑޟឭ໒ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕  ╙  ᰴ⇇ᄢᚢഺ⊒ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕  ᥉ㅢቇㇱࠍޟਛቇㇱߣޠᡷ⒓ޕ
㑐ቇ㒮ᢎળഃ┙ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕 㜞╬ቇㇱ⥃ᤨቇ↢✚ળࠍ㐿ߒᄢቇᩰࠍ⼏ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕 㜞╬ቇㇱࠍᢥቇㇱޔ㜞╬ᬺቇㇱߣߒߡนߐࠇࠆޕ
ೋઍ㒮㐳ࡦࡃࠬޔᮮᵿਁ࿖∛㒮ߦߡ᳗⌁ޕ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕㑐᧲ᄢ㔡ἴⵍἴ↢ᓤࠍਛቇㇱߦ⥃ᤨኈ㐿ᆎޕ









ᒰᤨߩቇ㒮
ේ↰ߩ
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∐  ׅቃ

― 31 ―

ࡊࡠࡠࠣ ޟᤘߩᆎ߹ࠅߣߦ   ޠ1926㨪1930
㧔㧝㧕ᄢ㘧ⴕᤨઍߣቇ↢ࠬࡐ࠷⥶ⓨߩ⪚ߒ

㧨ᶏᄖ㧪 ࿖㓙㐳〒㔌㘧ⴕ߫߿ࠅ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ ࡦ࠼ࡃࠣᦨೋߩᄢᵗή⌕㒽ᮮᢿ㘧ⴕޕ
ࠗࠕࡦ0;2ဳ̌ࠬࡇ࠶࠻ࠝࡉࡦ࠻࡞ࠗࠬ̍ภߢ࠾ࡘ࡛ࠢߩ࡞
࠭ࡌ࡞࠻㘧ⴕ႐㨪ࡄߩ࡞ࡉ࡞ࠫࠚ㘧ⴕ႐ߩ㨗㨙ࠍᤨ㑆ಽޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕   ࠗࡗࡂ࠻ሥ㧔☨㧕߇ࡈࠜ࠷ࠞ(DOߦቭߣߒߡ
ਸ਼ޔᅚᕈೋߩᄢᵗᮮᢿ㘧ⴕߦᚑഞޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ  ࠝࠬ࠻ࠕߩࠠࡦࠣࠬࡈࠜ࠼ࠬࡒࠬ߇ࠜࡈޔ
࠷ࠞ(DOߢ☨⽕㘧ⴕߦᚑഞࠕ࠾࡞ࠜࡈࠞޕᎺࠝࠢࡦ࠼㧔ᣣ㧕㧙
ࡎࡁ࡞࡞㧙ࡈࠖࠫߩࠬࡃ㧙ࡉࠬߴ㧙ࡦޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕 ࡊࠥ)4ࡈࡦࠬ㨪ḩᎺߩ㨗㨙ࠍ㘧ࠎߢ⥶⛯〒㔌
⇇⸥㍳᮸┙ޕ

ቇ↢⥶ⓨ㧦ᒰᤨࠕࡔࠞߢߪߔߢߦࡂࡃ࠼࠴ࠨࡑޔࡦࠟࠪࡒޔ࠲࠰ࡀࡒޔ
ࡘ࠶࠷Ꮏ⑼ᄢ╬ࠍߪߓޔᢙᄢቇߩቇ↢߇ਛฎߩᛄਅߍァ↪ᯏࠍਸ਼ࠅ߹ࠊ
ߒ߆ߥ߆ߥޔᵴ⊒ߦ⥶࠷ࡐࠬࠆࠁࠊޔⓨࠍᭉߒࠎߢߚߒߢࠬࠡࠗߚ߹ޔ
ߪࠤࡦࡉ࠶ࠫ࠼ࠜࡈࠬࠢ࠶ࠝޔਔᄢቇߦߪቇ↢㘧ⴕ㓌߇ࠅߩߎޔᣇߪࡠࠗ
ࡗ࡞ࠛࠕࡈࠜࠬߩᵷ㆜ᩞߦࠃࠅ߆ߥࠅァ㓌⊛ߥ⸠✵ࠍฃߌޔߥ✬㓌
㘧ⴕߥߤ߽ⴕߞߡߚޕᓥߞߡᣣᧄߢ߽ฦᄢቇߩቇ↢ߩ㑆ߦޔ㘧ⴕᯏߩᠲ❑ࠍ߿
ࠅߚߣ߁᳇ㆇ߇ᕆㅦߦ⋓ࠅ߇ߞߡ᧪ߚߩߢߞߚޕ
=ᣣᧄ᳃㑆⥶ⓨผ৻ᣣᧄቇ↢⥶ⓨ⡧⋖㧔᧲੩ᄢ㧕ߩ⊒⿷ ᓇጊ᪂⯥?


㧨ᣣᧄ㧪 ቇ↢⥶ⓨࠬࡐ࠷ߩ⧘↢߃৻⥶ⓨ⎇ⓥળ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᤐ    ቇ↢⥶ⓨ჻ߩ⺀↢ ᴺᄢቇ㧔ᴺቇㇱ㧕೨↰ጤᄦޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ  ᴺᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળ⊒⿷ޕ
ਛ㊁ൎ⟵㧔ᴺቇㇱޔᄢቇᣂ⡞ᆔຬ㧕ߩദജߦࠃࠆߣߎࠈᄙᄢޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ ࠼ࠗ࠷ߩ.<̌࠷ࠚ࠶ࡍࡦષภ̍߇⇇৻㘧ⴕ
ߢ㔰ࡩᶆߦ㘧᧪㧘ᣣࡠࠨࡦ࡞ࠬߦะߌ⊒ޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕  ㅛା⋭⥶ⓨዪࠃࠅᴺᄢቇߦࠕࡉࡠဳᯏࡘ࠾ޔ
ࡐ࡞↲ᑼဳ߇ᷰߐࠇࠆޕฦࠅߤࠃ߭ޟࠍޘภߺߖࠊ߆ޟޔޠภߣޠฬޕ
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ᐕ㧔ᤘᐕ㧕    ᣧⒷ↰ᄢቇޔᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇޔᴦᄢቇ┙ޔᢎᄢቇ᧲ޔ੩
ᄢቇޔ㑐᧲ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળ⸳┙ޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ ᴺᄢቇᯏߦࠃࠆޔೋ㘧ⴕ┙      ޕᎹ㘧ⴕ႐
ᾢᎹᢎቭޔ೨↰ጤᄦޔળຬ✵⠌↢ዣ㋶⋓☿ޔቁߩฬޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ ᴺᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળᛲ㔺ળ┙ޕᎹ㘧ⴕ႐ᦺᣣᣂ⡞ᩰ⚊ᐶ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⺀↢ ᦺᣣᣂ⡞␠␠ળㇱ⸥⠪⍹የᏒᄥ㇢

ޟⓨ㧍ή㒢ߩᐢ߇ࠅߣޔᶦߒߥ߈ᷓߐࠍએߡޔ
߹ߚޔߩಠࠁࠆ㜞ૐޔᐢ⁜ߩᏅࠍߒߡޔ᳗ਭ㕒߆ߦ⌁ࠆᄢⓨ㧍
ߎࠇߎߘ⧯ੱߩᙏᙔߢߥߌࠇ߫ߥࠄߧޠ
㧔 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⚿ᚑߩᤨߦੱ⧯ޔᛩߍ߆ߌࠄࠇߚᯠᢥߩ৻▵㧕


㧔㧞㧕ቇ㒮ߩᄢቇᩰ㗴ߣࡩේ⒖ォቢੌޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣᄢቇ⸳┙߇⸵น㧔ᣣࠍഃ┙⸥ᔨᣣߣቯ㧕
ޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕ᣣችᏒࡩේቢੌޕ
ᐕ㧔ᤘᐕ㧕928ᣣ ഃ┙40ᐕ⸥ᔨᑼⴕޕ
 







                    
                             






ችർญ                  ഃ ┙    ᐕ ⸥ ᔨ ᑼ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

ӁᜫɋɁܓᠨ ź ᩜᛴޙಇՓ ߧ˽ۿᴥగஓᐨᇋᜤᐐᴦ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

 㑐᧲ߩᄢቇኾ㐷ቇᩞߦ߅ߌࠆ⥶ⓨ⎇ⓥળഃ┙߿ᦺᣣ
ᣂ⡞␠ߦࠃࠆቇ↢⥶ⓨㅪ⋖Ḱᆔຬળ⸳⟎ߩേ߈ߚ߹ޔ
੩ㇺᏢ࿖ᄢቇᎿቇㇱߦ߅ߌࠆ⥶ⓨ⎇ⓥળ⸳┙ߩേ߈ߩߥ
߆ޔ㑐ቇ㒮りߢࠆᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞␠␠ળㇱ⥶ⓨᜂᒰ
⸥⠪ޔᣂችኼᄤਣ᳁߇ਛᔃߣߥࠅ㑐ߦ߅ߌࠆቇ↢⥶ⓨ
      ㅪ⋖⸳┙ߦޔ੩ㇺᄢቇޔ㑐ቇ㒮╬ߩᄢቇኾ㐷ቇᩞࠍ
߹ࠊࠅޔᚑ┙ߦᅁ ޔߩദജࠍ㊀ߨߚޕ

ᣂችኼᄤਣ
㑐ቇ㒮ᢥኾ␠ ᄢᱜ  ᐕතᦺޕᣣᣂ⡞␠␠␠ޕળㇱ⥶ⓨᜂᒰ⸥⠪ޕ
ᦺᣣᣂ⡞␠╙㧞ᰴ᰷Ꮊᵷ㆜㘧ⴕߩ㓙ߦߪ․ᵷຬߣߥࠆޕᓟޔዦፒᎿળ⼏
ᚲߦኾോℂߣߒߡ⒖ࠆ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣㅤޕ
㧔౮⌀ߪᤘ㧣ᐕᦺᣣᣂ⡞␠ຬ৻ⷩឝタ߆ࠄ㧕

ឬȢȀȳƳȷȷᑋᆰᄂᆮஈЈྵ ܝᨈƴǋ᙭ƍ̇ǔᑋᆰˊƷඬ

 ᄢᦺᣢႎߩᅤߊㄭૼቑ↢㑆ߦࠗ࠻ࡊࡦᾲ⋓ࠎߦߎࠅ㑸᧲ߦߞߡߪᣢߦޔ
ᴺޔᣧᘮਃᄢቑ߇⧎ߊߒޘᭉㇱߩ⊔ᦩᑼࠍᡃߍ✵ߩߘޘ⌕ޔ⠌ߦദߡዬࠆ߇ޔ
ᦨㄭቑ㒮ߩవヘߩᄢᦺᣂች⸥⠪߇ቑ㒮ࠍ⸰ߨ⒳ޘᅁᢷᣓߩ൏ࠍขࠄࠇ⇧ዪߩᗧะ߽
ᄢ㜚⸵นߔࠆᮨ᮪ߢࠆ߇ߒ߽ޔᚑ┙ߔࠇ߫ޟ㑸ቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥᦩ߰ߣޠฬⒶߣߥ
ࠅࠆૼޔ྾⪇ᦩ⊔ߊߒޘᑼࠍ㐿ߊߴߊ⌕ޘḰࠍㅴߒߡࠋࠆ߁⸒ߪ⊛⋡ޕㄥ߽ߥ
ߊࠬࡐ࠷ߣߒߡߩࠗ࠻ࡊࡦ⎇ⓥ߮⥶ⓨᕁᗐߩ᥉ߦࠆ߇ޔ࿁ࠢࡉຬ
㓸ߔࠆߦ⇧ߞߡߪኪ✵⠌ߔࠆ⠪ੑޔਃචฬ߮ℂ⺰ᣇ㕙⎇ⓥߩ⠪ᄙᢞޔੑᣇ㕙
ߦਗ਼ߞߡ㓸ߔࠆ߇ޔ൩⺰೨⠪ߩ߶߁ߪஜోߥࠆり㜚ࠍ߃ߚࠆ߽ߩߚࠆ߇ᔅⷐߣ
ߐࠇߡࠋࠆޕ
 ႐ᚲߪᄢ㒋ߩၔ᧲✵႐߆ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߢᄢᦺߩᴡౝਛፉౌ㘧ⴕ჻ߩᜰዉߦࠃߞ
ߡࠕࡉࡠᯏࠍ↪߰ߣߥߞߡࠋࠆߣ߁ߢࠆޕ⠰߽ᱝ⯪ߦ․⸥ߒߡ߅߆ߨ߫ߥ
ࠄߧߪ⽷⊛ߦ㕖Ᏹߦ⦟ઙߦ⟎߆ࠇߡࠋࠆߎߣߢ⯪ߩޔቑ↢ߦߣߞߡߪ৻
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
㌛ߩ⽶ᜂߥߊޔஇࠅߦߞߡㅢ⾌ߩߎߣߢࠄ߁ߣߩߢࠆޕᲤ࿁ಽ߆චಽ
ߊࠄߠࠒᢎ߳ࠄࠇ྾ච࿁ߊࠄߢ㘧ⴕ႐ߩⓨࠍ৻ੱ೨ߦ㘧߮ᓧࠆߦ⥋ࠄߒࠆߣ
ଥቭߪᗧㄟࠎߢዬࠆ᮪ߢࠆ↳ޕㄟߺߪߥࠆߴߊᣧߊޙಾߦߥࠄߧౝߦჇ↰ำ߆
ਛᎹำㄥߦ↳ߒࠄࠇߚߣߩߢࠆ߇ޔኪ✵⠌ߩᏗᦸ⠪ߪੱߩ⸵น߇ᔅⷐ
ߢࠆ↱ߢࠆߡߊ߆ޕㄭ߈ዂૼߦ߅ߡߪቑ㒮ߩⓨࠍቑ㒮↢߇ᠲࠆ㘧ⴕᯏ߇㘧߱
ߢࠄ߁ޕᴺᄢቑߦᣈߡᣢߦੑ╬㘧ⴕ჻ߩ⁁ࠍขߞߡࠋࠆߩ߽ࠆߣ߰ޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⊒ળᑼ



⥶ⓨ⎇ⓥᦩ ⊔ᦩᑼ㐿߆ ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞␠ᩰ⚊ᐶߢ
⑼ቑߩᕆㅦߥㅴᱠߪᣣࠍㅊ߰ߡ⇇ࠍ❗ዊߒߟࠒࠆޕᣣᧄߦᦨೋ㏽ߩᢝ⸳ߐࠇ
ߚᴦᐕ߆ࠄ⚂ඨ♿ߦᷤࠆ㒽ㅢߩ⁁ߪᣢߦᤨઍㆧࠇߩᓽߐ߳ߪࠇ
ߡࠋࠆޕ㒽ㅢߪಠߡ゠ޔ〝ࠍⷐߣߒޔᶏㅢߪᷓ᳓ࠍⷐߔࠆ⥶ޕⓨㅢߩ
ߺⴕ߈ࠄߑࠆᚲߩᄢ⫥⩨ߚࠆᄢⓨ㧔ߚߊ߁㧕ࠍߒߡࠋࠆߪᓟߩㅢ⇇ߩ₺
ᐳߦහߔࠆ߽ߩߣᣆ⸒ߒߡὼࠆߴ߈ߢࠆߣᕁ߰ޕޔ㒽ࠝࡓࡇ࠷ࠢᄢᦩߦወߒ
ߡ⥶ⓨࠝࡓࡇ࠷ࠢߣߒߡࠬࡐ࠷㘧ⴕߩኪ߽㆙߈ዂૼߢߪࠆ߹ޕ
 ㅢ⇇ߩ⁁ᘒ߆ࠄផߒߡޔᣣߩㆇャ⇇ߩాߪߣߟߡ߽⥶ⓨ⇇ߦࠆߣ
ߪߨ߫ߥࠄߥޕᣧߊ߽⯪ߦ⌕⌒ߖࠆㅛା⋭ߪ⾌↪ߣⷙᮨߦᣈߡᐩቑ↢ߩദജ
ߒᚑߒᓧߴ߈߽ߩߢߥࠍ⠨ᘦߒߡኅ⊛ᓟេߦࠃࠅቑ↢ߦࠬࡐ࠷ߣߒߡߩ⥶ⓨ
ⴚߩᥓ⼂ࠍߌޔએߡ๋⥶ⓨ⇇ߩ⊔ዷࠍ⸘ࠄࠎߣߔࠆ⋡⊛ࠍએߡㅛା⋭⇧ዪᦺޔᣣ
ᣂ⡞␠╬ߩេഥߩ⸵ߦᗡޘ㑸ߦᣈߡ߽੩ㇺᄢቑޔቑ㒮߇ઁᩞߦవࠎߓߡ⥶ⓨ⎇ⓥᦩ
ࠍ⚵❱ߔࠆߦ⥋ߟߚ⿰ߩߘޕᗧߣߔࠆᚲߪ⯪ㄥ߽ࠕࡑ࠴࡙ࠕߣߒߡߩߘࠇߢ৻⥸
᳃߇⥶ⓨᤨઍߩዂૼߦᣈߡઁߦㆧࠇߑࠆ᮪ߦߔࠆߎߣ߇⥶ⓨቑ⎇ⓥߩਥ⌒⋡⊛ߩሽ
ߔࠆᚲએߢࠆߪ߰߹ߢ߽ߥ߇ޔᑧߡߪᣣᧄቑ↢⥶ⓨㆬᚻᰨ┹ᛛᄢᦩޔ
㓙ቑ↢⥶ⓨᰨ┹ᛛᄢᦩࠍ㐿ߔࠆ⋡⊛ߢోߊ⋿ߥቑ↢ߩࠬࡐ࠷ߣߒߡⴕߪࠇࠆߩ
ߢࠆ߇⿰ߩߘޔᗧߩࠆᚲ৻⥸ੱࠍߒߡ⥶ⓨᥓ⼂ࠍ᥉ߔࠆ⋡⊛ߩὑߦኅ⊛ᓟ
េࠍߥߔ߽ߩߢࠆ߆ࠄᦩߩߘޔຬߪ൩⺰තᬺ↢ߦ߽ᦩߩ⥄↱߇⥜߃ࠄࠇߡࠋࠆޕ
⋡ਅ⡧⋖ᦩ㐳ߦߪᣁ⇇ߩᰨᆭ⠪߇ផᚬߖࠄࠇࠆㆇ߮ߦߥߟߡዬࠅޔ⡧⋖↪㘧ⴕᯏߪ
ㅛା⋭߆ࠄਅ㒝ߐࠇࠆᦨᣂᑼߩ߽ߩߢࠆߣߩߢࠆޕ࿃ߦߘߩ⇧⠪ߣߒߡߩછ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
ߦࠆᨱޘ᳁ߪ
ޟቑㇱߚࠅߩㅢ⺰߽ᄢߦ⥶ⓨ⇇ߦߘߩⷰ㤭ࠍะߌࠆߴ߈ߢߔޕᣢߦ⥶ⓨャ
ㅍ߇⋧⇧ߩᚑഞࠍ⚊ߡࠋࠆᤨઍߢߔ߆ࠄߨޕߩ ᔨߢߔ߆⥶ߪࠇߘޔⓨᏱ⼂
ߩోὼߥੱߩ߰ߢߔࠃޕ⪭ߒߚ߆ࠄߟߡ㗴ߢߪࠅ߹ߖࠎࠃޕᣣᧄ
ߩ⥶ⓨ⇇ࠍᄢߒߡࠆߣਃߟߦಽࠇࠆߣ߰߇ૼ߹ߔߪ৻ޕァ⥶ⓨޔੑߪ
ㆇャ⥶ⓨޔਃߪࠬࡐ࠷⥶ⓨߢߦ৻╙ޔዞߡߪ↳ߔ߹ߢ߽ߥߊޔ౨㒾㘧ⴕߩ㘃ߢ
ࠄࠁࠆ৻⥸㘧ⴕᏱޔᏱⷙࠍήⷞߒߡߩ⥶ⓨߢ߽ߢࠇߎߛ߹ޔ߆ߧߜ⪭߽ߢࠇߎޔ
⪭ߜߧ߆ߣ߰ᑼߢޔ⪭ߔࠆࠍወ⽎ߦߒߡࠋࠆ㘧ⴕߢࠆ߇╙ޔੑߩ⥶ⓨャㅍ
ߦᣈߌࠆ႐วߪ༞ߦ㘧ⴕߔࠆߣ߁ߎߣࠍߡߒߣ⊛⋡ޔャㅍߦࠃࠆ㒢ࠍฃߌࠆߩ
ߢߔ߇ߩߎޔ㤭ߢߪ߹ߛ৻࿁߽ࠍߎߒߚߪᣣᧄߢߪࠅ߹ߖࠎᦺߦ․ޕᣣ
ᣂ⡞␠ߩᣏቴ㘧ⴕᯏߥߤߪޔᵻ㑆ਣ߿ޔ⒎ῳਣߢᄥᐔᵗࠍ⥶ᶏߔࠆࠃࠅ߽ోߥ߽
ߩߢߔޕቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥᦩ߽ߎߣኅ⊛ᓟេ߿ᦺᣣᣂ⡞␠ߩ․ᱶߥᓟេ߽ࠆߛ߆
ࠄቑ㒮⇧ዪ⠪߽ᄢߦⓍᭂ⊛ߥౕ㜚ᣇᴺࠍขߞߡ߽ࠄᐲޕߚߟ⺆ߣޠ
ߘࠇߦዞߡߪߐ߈ߦ⚕ߢߖࠆᅤߊቑ㒮ቑ↢⥶ⓨ⎇ⓥᦩߢߪᗡޘฦᣇ㕙ߣߩ
᛬ⴣߩ⚿ᨐᣨᣣߥࠄߕߒߡᦩ⊔ߩߘޔᑼࠍᡃⴕߔࠆߦߥߟߡࠋࠆ߇ޔ႐ᚲߪᄙಽ
ᦺᣣᣂ⡞␠ၔ᧲✵႐ᩰ⚊ᐶߦᣈߡᡃⴕߔࠆ⽖ቯߢޔᕟࠄߊචਛ⏕ቯߔࠆࠄߒ
ᮨ᮪ߢࠆޕ

⊔ᦩᑼߩ⇧ᣣߦߪ⥶ⓨ⎇ⓥᦩߩᦩຬࠍቑ↢↪ᯏߦଢߒߡቑ㒮ⓨࠍ㘧⠍ߒ
ᦺᣣᣂ⡞␠ߩዊဳ␠ᣛߣቑ㒮ᣛࠍⓨ߆ࠄ⪭ਅߒቑ㒮ੑජߩቑ↢ߩⴊࠍ߿߇ߦ
߽ḝ߆ߔߦߥࠆߢࠈ߁ߣᨱ⇧⠪ߪ⺆ߟߡࠋࠆޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?


― 36 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

Ӂ 
   ᣣ ޟ㑸ቇ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળ⊒ޠળޕ

ᩞᦺᣣᣂ⡞␠ᣂችኼᄤਣ᳁ߩᲣᩞᒰዪ߳ߩ⺑ᓧ߇ലࠍᄼߒᦺޔᣣᣂ⡞␠ߩో㕙⊛
េഥߩ߽ߣߦޔ㕖ߥ߇ࠄቇ↢ࠢࡉᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡ #8+#6+10 %.7$㧔⥶ⓨ⎇ⓥ
ળ㧕߇ഃ┙ߐࠇ⊒ߩߘޔળᑼ߇ޔᄢ㒋ၔ᧲✵႐ᦺޔᣣᣂ⡞␠ᩰ⚊ᐶߦߡߐࠇߚޕ













 ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ   㑸ቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળ⊒ળᑼ 


ᅕᅐƷᆰƴঔগƤǔᒉƖᯓʴࢻܝҗӸ ૻမƷഉیᎍǛזǉưܝဃᆰမᡶЈǛᅔƢ
㑐ቇ↢⥶ⓨ⎇ⓥળߩ࠻࠶ࡊࠍಾߞߡቇ㒮ቇ↢⥶ⓨ⎇ⓥᦩߪࠆੑᣣᄢ㒋ᦺᣣ
ᣂ⡞␠ၔ᧲✵႐ᩰ⚊ᐶߦᣈߡ⋓ᦩ⵰ߦ㐿ޕᣁ⇇ߩᰨᆭ⥶ᧁޘⓨዪ㐳ޔᄢᦺ⥶ⓨ
ㇱ㐳ጊ᳁⸰ޔᱏ㘧ⴕߢ৻べ⇇ߩాߣߥߞߚᴡౝ㘧ⴕ჻╬ࠍㄫ߳ߡቑ↢ⓨ⇇߳ߩ
ㅴࠍߪࠇߚޕቑ㒮߆ࠄߪࡌ࠷㒮㐳ᧁᦦޔ㒮㐳ޔ㦶ፒቑㇱ㐳ࠜ࠙࠭࠶࠙ޔ
ࠬᢥቑㇱ㐳ޔᚑᎹᢎቭ╬Ꮸޕᣣߩᱝߩᯏᦩࠍᜬߜᓧߚߎߣߦዞߡ㒮㐳㒮㐳╬
ߩᓟߩᜰዉ⠪⥶ᧁޘⓨዪ㐳ޔᴡౝ㘧ⴕ჻╬ߦወߒᄢᦺߩ⛘ᄢߥࠆᓟេߦወߔࠆ
╵ㄒࠅߒᓟߦ⸥ᔨᓇࠍߥߒޔᢎޔቑ↢ࠍਃᯏߦಽߒߡ⇧ᣣߩᦩࠍ߿߇ߦ
߽⾟ߪߒߚޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳ 㧝  ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
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㧔Ბ㧕⥶ⓨ⎇ⓥᦩ⊔ᦩᑼ⥶ⓨ⎇ⓥᦩ⊔ᦩߩ༑߮ߦ㈮߁㒮㐳ޔ㒮㐳ޔᢥቑㇱ㐳ޔ
ቑㇱ㐳ࠍਸ਼ߒߡቑ㒮ⓨߦ㘧ૼߒ⪭ࠍ࠵ࠗ࠶ࡔޔਅߔࠆ⋥೨ ޕᣂ㊁㘧ⴕ჻ᠲ❑ ޕ
㧔ਛᲑ㧕⊔ᦩᑼᡃⴕ⇧ᣣ࠼࡞࠾ࠛࠦࡌ࠶࠻ᯏ೨ߢߩ⸥ᔨ౮⌀㧔ਛᄩࡌ࠷㒮㐳ޔ㓞ߪ
⥶ᧁޘⓨዪ㐳ߩߘޔ㓞ߪጊ⥶ⓨㇱ㐳㧕
  ޕ㧔ਅᲑ㧕ᴡౝ㘧ⴕ჻ࠍ࿐ࠎߢޕ
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ǇƩᙸƵɭမǛݰƢǔૻမƷݟεඕϋᘍٟƷਮਠưႈஈࡸࠧƘ

ቑ↢ᦩ㐳Ⴧ↰ำቯೞචੑᤨඨޔ㑸ቑ㒮ቑ↢⥶ⓨ⎇ⓥᦩߩ⊔ᦩߦ⥋ࠆႎ๔ࠍᚑߒޔ
ᰴߢਛᎹㆇേㇱ㐳ޔᓟߩᦩຬ⋧ߩᒝ߈ᔃߣౕ㜚⊛ᦩߩ⚵❱ᣇᴺࠍㅀߴߒᓟޔ
ߡޔⓨߩാ჻ߣߒߡⓨ⇇ࠍㅢߓߡޔ㓙ⷫༀߩ㊀ᄢ⠪ߣߒߡᣣᧄߦᣈࠆ╙৻࿁
ߩ⸰ᱏ㘧ⴕࠍߒߡ৻ޔべ⇇ߩాߣߥࠇࠆᴡౝ㘧ⴕ჻ߩ◲༞ߥᓟߩ⎇ⓥᣇᴺߣᜰ
ዉ⠪ߣߒߡߩᜦࠍㅀߴߒᓟోޔᣣᧄቑ↢⥶ⓨ⎇ⓥᦩ㐳ᧁޘ᳁ߩᜦࠅޔᰴߢ
ᓟቑ㒮ߦ⥶ⓨ⎇ⓥᦩࠍ⸳⟎ߔࠆߦ⇧ࠅ㕖Ᏹߥࠆ‶†⊛ᓟេࠍᗂߒߺߥߊߒߡਅߐߟ
ߚᄢᦺ⥶ⓨㇱ㐳ጊ᳁ߩᜦࠅߒᓟޔቑ㒮ࠍઍߒߡࡌ࠷㒮㐳ޔኅߦ㑸ߔࠆ
㗴ߢࠆ߆ࠄలಽቑᩞߣߒߡ߽⽿છࠍᜬߟߡⓍᭂ⊛ߦቑ↢ߩ⎇ⓥᔃߦᓟេߔࠆ⠨߳
ߢࠋࠆ߆ࠄᦩຬቑ↢߽ቑ㒮ߩᗧߩࠆᚲࠍలಽ㈨ࠎߢᜰዉ⠪ߦወߒޔᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞
␠ߦወߒߡฦ⥄ߩ⥄㊀ߣ⽿છࠍቢ߁ߢ߈ࠆࠃ߁ߦᏗᦸߔࠆߣᵹᥰߥᣣᧄ⺆ߢ╵ㄑࠍㅀ
ߴᧁᦦޔ㒮㐳߽⇛หᗧ⟵ߩ╵ㄑࠍᚑߒߡᦨᓟߦჇ↰ቑ↢ᦩ㐳ޔቑ↢ࠍઍߒߡޔᔅ
ߕቑ㒮ߩฬ⼘ߩߦ⽿છࠍએߡߎߩ⎇ⓥߦߚࠆ⠨߳ߢࠆߣ⺆ࠍ⚿ࠎߢᜉᚻ⵰ߦᗧ
⟵ᷓᱝߩ⊔ᦩᑼࠍ⚳ࠅ⾠ૼޔᜰዉ⠪ࠍࠎߢ࠼࡞࠾ࠛࠦࡌ࠶࠻╙ޔ⟵ാ⯳೨
ߢ⸥ᔨᓇࠍᚑߔޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?

ೋઍ %.#$ (.#)

                          
⥶ⓨ⎇ⓥᦩ⊔ᦩᑼ⇧ᣣቑ㒮ⓨ߆ࠄ  
⪭ਅߐࠇߚޟᄤࠃࠅ⡪ߔࠐ࠴࠶ࡔߩޠ
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ᩏǛ២ƭƯܝᨈɥᆰǁ ఄଊŴٻஔᅈଊǓƭǟᓳɦƤǔȡȄǻȸ Ȃ
㒮㐳ࠍᆎᦦᧁ㒮㐳ࠬࠜ࠙࠭࠶࠙ޔᢥቑㇱ㐳ޔ㦶ፒቑㇱ㐳ߩ࠼࡞࠾ࠛ
ࠦࡌ࠶࠻ᯏߪඦᓟੑᤨ㖸ാ߹ߒߊቑ㒮ⓨߦ㘧ૼߒૼࠅਃ࿁ߩૐⓨ㘧ⴕࠍ⹜ߺⓨ߆
ࠄߩଢࠅ⺀↢ߩ࠻ࠬࠠޔ㗃ޟᄤࠃࠅ⡪ࠅޠߩ╬ޘᅤߊ㦶⒁⊛ߥ᮪ᑼߢߥߊᭂ
ߡㄭઍᑼߥᣇᴺߢᄢᦺ␠ᣛߣቑ㒮ߩᣂᣛߦ⥶ⓨ⎇ⓥᦩߩᱏᢥޘሼࠍࠇߚ⎇ⓥᦩᣛ
ࠍઃߌߡⓨ߆ࠄߩࡔ࠷࠵ࠍᦠ㙚೨⦼↢ߦ⪭ਅߒ߿߇ߦ߽⇧ᣣߩ⊔ᦩᑼߩᗧ
⟵ࠍᷓ߆ࠄߒߚޕ

ޟᄤࠃࠅ⡪ߔޠㄭઍ⊛ߥ⒁ࡔ࠷࠵ࠍ⪭ਅޟή┆ߩᄢⓨ߆ࠄޠ

ᄢⓨ㧍 ή㒢ߩᑝ߇ࠅ㧍ᨐߡߒߥ߈ᷓߐ㧍᳗㆙ߦஉᄢߥࠆ⧯ੱߩ⍓㧍
ߎ߁ߟߚᗵߓ߇ᰴ߆ࠄᰴ߳ߣᶋ߆ࠎߢૼ߹ߔޕ
ⓨߩᓕޕߣஉᄢߥࠆᬺߢߪࠅ߹ߖࠎ߆ޕ
ૼࠆߴ߈ᤨઍߪᱜߦᄢⓨ߳ߩᵴേ⥰⥑ߢࠅ߹ߔޕ
ὼߒᱝߩℂᗐߣᵴべߪ๋╬⧯ੱߩᜬߟ․ᰨߢߖ߁ޕ
ቑ㒮ోቑ↢⻉ำ
৻ᐲߪᔅߕᱝߩஉᄢߥࠆᄢⓨߩ⢷ߦᛴ߆ࠇߚੱ㑆⊛உᗵࠍ߭⛎߳ޕ
ᤘᐕੑᣣ ඦᓟੑᤨඨ㧕
                     ⥶ⓨ⎇ⓥᦩ

ᣁߒߡ࠼࡞࠾ࠛࠦࡌ࠷࠻ᯏߩቑ㒮㘧ૼਛ৻ᣇၔ᧲✵ᡠߦᣈߡߪ╙⟵ാ⯳ߦߡ
྾ੱߠߟੑ࿁ߦಽਸ਼ߒޔචੑޔਃಽߠߟᄢ㒋ⓨࠍ㘧߮⋓ߦቑ↢ߩ⢷ࠍ㜞㡆ࠄߖࠦޔ
ࡌ࠶࠻ᯏߩ㘧ૼࠍᜬߟߡ⋓ࠎߥࠆᧄᣣߩ⊔ᦩᑼࠍోߊ⚳ߟߚޕ
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नƴλǔʈᎍ ٻᆰᡶЈҮᝋᚡ
ೋ㘧ⴕߩᗵᗐ   ࡌ࠷㒮㐳

ੑᣣ๋ޔ㑸ቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥᦩ⊔ᦩ⇧ᣣޕ㕒߆ߥࠆቑ㒮ߩⓨߦᤨߥࠄߧ㖸⸰
ࠇޔᣂ㊁㘧ⴕ჻ᠲ❑࠷ࡌޔ㒮㐳ᧁᦦޔ㒮㐳ޔ㦶ፒౌࠬࠜ࠙࠭࠶࠙ޔㇱ㐳ᓮห
࠼࡞࠾ࠛᯏߪඦᓟਃᤨാᆫࠍቑ㒮ߩߦߪߒߚ࠷ࡌޕ㒮㐳ࠃࠅ⇧ᣣᓮᗵᗐࠍ
ᛚߪࠇ߫ޔ
ޟవߠ㔌㒽ߔࠆᤨߦ⥄േゞ߿ᴁゞߩ᭽ߥേ័߇ߥߊޔᆎߡࠅ߹ߒߚ⑳ߦ
ߪ㘧ⴕᯏߪ㕖Ᏹߦࠞࡓࡈࠝ࠲ࡉ࡞ߥ‛ߢࠆߣශ⽎ઃߌࠄࠇ߹ߒߚߡߒߘޕᯏ߆
ࠄߩ⌑ߪޔ߽ߢޕߚߒ߹ࠅߊߒ⟤ߦ߁ߣࠎ߶ޔᶰᎹߩⓨߦૼ߹ߒߚᤨޔᕆߦᯏ
㜚߇േ័ߒߚߩߢߘߩ⍍㑆ᯏ߆ࠄࡏࡓ㧔$QOD㧕ߢ߽ᛩਅߒߚߩߢߪߥ߆ߣᗵߓ߹
ߒߚޕᰴߩ⍍㑆ߘࠇߪᎹ߿⼱ߩⓨߦᣈߌࠆᵹߩ⼠ൻߦଐࠆ߽ߩߢࠆߣ߰ߎߣ
߇⸃ࠅ߹ߒߚࠄ߆ࠇߘޕቑ㒮ߩⓨߦෳࠅ߹ߒߚᤨޔᵹ⍹ߦᑝᄢߥၞߦᑪߡࠄࠇߡ
ࠋࠆቑ㒮ౕ߽ߩࠃ߁ߦዊߐߊ⟤ߒߊࡤࠌ߹ߒߚޕᓟ߽࠴ࡖࡦࠬ߇ࠇ߫ㅏߐߕ
ࠅᐲߣᕁ߹ߔޕᣣቑ㒮߇ቑ↢ߩᜬߟ⥶ⓨ⎇ⓥᦩࠍઁߦ₸వߒߡࠆߩૼ
߹ߒߚߪ㕖Ᏹߦ༑߫ߒߢࠅ߹ߔᦨޕᓟߦᤨޔઍߦ⋧ᙥߒᱝᦩࠍᚑ㐳ߐߖࠆ
ߣ߰ߦኻߒߡᚒ৻ޘหߪ㊀ᄢߥ⽿છࠍᗵߕࠆߩߢࠅ߹ߔޕหᤨߦᓮߪ൩⺰
ೋ߆ࠄᱝᦩࠍᓮ⢒ߡਅߐߞߚᦺᣣᣂ⡞␠ߦኻߒߡᷓߊᗵ⻢ߔࠆᰴ╙ߢࠅ߹ߔޕ
ޠ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?

࠼࡞࠾ࠛ㧙ࠦࡌ࠶࠻
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⥶ⓨᗵᗐ⸥     ᦦᧁ㒮㐳

వ㆐ߡߩቑ㒮ⓨ㘧ૼߩᓮᗵᗐߪߣ⡞ߌ߫✜ߩ⤯ⷺߦޟಾߞߡೋߡߩߞߚ㘧ⴕ
ᯏߩߣߡኾ㐷⊛ߥ⥶ⓨᥓ⼂߽ߥߊᒝߡ↳ߖ߫ޔᗢᔟߩ৻⸒ߦ⋘߹ߔߨࡌߪ⑳ޔ
࠷ߐࠎߣฝߩᏨߦ࠙࠷࠭ߐࠎߣ㦶ፒߐࠎߪᏀߩᏨߦਯ߽㜚㊀ߩࡃࡦࠬࠍ⠨߳
シߠ߆߭ߦㆊ߹ߖࠎߢߒߚߣޠߤࠇߌޕᓸ╉ߐࠆޕ
ޟ㔌㒽ߪᤨߒߚߩ߿ࠄಽࠄߕ
⍮ࠄߧ㑆ߦᣢߦ⑳╬྾ੱߪⓨߩੱߣߥߞߡ৻〝ቑ㒮߳ߣ㘧ࠎߢዬ߹ߒߚࠍ⓹ޕ㐿ߌߡ
ᄢ㒋㇠ᄖࠍਅࠈߒ߹ߒߚ߇⯪߇⯪߿ࠄߩ⇧߇ߐߞ߬ࠅಽࠄߕߩޔౝߦᱞ
ᐶᎹ߳ૼߡೋߡੳᎹㄭ㇠ߩ᮪ሶ߇ಽ߆ࠅ߹ߒߚৼޕᐲߩᣣߪዋߒ㔵߇߆ࠒߞߚ᮪
ߢߪߞ߈ࠅߒ߹ߖࠎߢߒߚ߇㔵ߩਛ߆ࠄࠌߚቑ㒮ߩാᆫ߽৻⦟ᗵߓ߇ߒ߹ߒ
ߚߢߔߨߡ߇߿ޕᚒ߇ኅߣⷵߒ߈ⓨߢߔ߫߿ߊࡂࡦࠤ࠴ࠍขࠅߒߡᝄࠆ㑆߽ࠄ
߫ߎߘޔᯏߪᣢߦᄢᣓ࿁ࠍߒߡᄢⓨࠍ⠍ߌࠆ㣐ߩᅤߊᖘߣޘⓨࠍᢞ࿁ᢔᱠߒߡޔ
ߜ ߧ ߩ ߁ߺ

ޠ
ᐲߪ⨆ᷮᶏ̪ࠍฝᚻߦ⌑ߟࠒᄢ㒋߳ᱩࠅ߹ߒߚޕ
ޟ㘧ⴕߒߡࠆ㑆ߩᓮᜬߪޠ
ߨߔߢ߁ߐޟਇߥᗵߓߪᲫ㗡ࠅ߹ߖࠎߨޕด৻ߟߩ➩㤭ߪࡊࡠࡍߩ㖸߇㜞ߊ
ߡ߇ߒ㔍ߢߔ̖̖ࠅᔃߪ㜞⚖⥄േゞߦߩߞߚࠃࠅ߽߹ߛᮔߢߔ⋧ޕᚻ߇ⓨ
ߢߔ߆ࠄޔᄦ߆ࠄޔⓨ߆ࠄߚᒻߩફߪ৻ኸߒߚᯏߩ߈ߢ߽㙍⒟㆑ߞߡࠌ
߹ߔࠃޕߒࠈਃචಽ⿷ࠄߕߩ㘧ⴕߥ߽ࠎߢߒߚ߆ࠄࠁߞߊࠅߣ㘧ⴕಽߪࠌ߹ߖ
ࠎߢߒߚޕᱩࠆㅜߩ৻߇⪦ޘ႐วߦߪᯏߪ⪭ޔ㝬ߪᄤޔᄦ߽྾ੱ߇หᤨߩㅪߦ
ߥߞߡߣߞߚ᮪ߥⷐࠄߧ᧣ᘷ߇ৼᐲࠞࡦࡑߦߪߐ߹ࠇߚᝌ⺆ฏߩ᮪ߦ㗡ߩ৻ⷺࠍ
߆ߔૼߟߡ߆ߔࠅ߹ߒߚߨߩ⇧ᧄߣޠ⢁ߩਛߩࠍߪ߈ߐࠇࠆޕ
ߩߘޟᘷ߭ߐ߳ߥߌࠇ߫㘧ⴕᯏ߽ℂᗐ⊛ߢߔߌߤޔෂ㓥ᕈࠍᗵߓࠆ߽ߩ⒟ᗢᔟߥߩ
ߢߔ߆ࠄߨ৻߁߽ߔߢ߁ߤޕᐲߞߡᐲ᭽ߥߪᓮᐳ߹ߖࠎ߆ޠ
߃߃ޟᯏᦩߐ߃ࠇ߫ࡕ࠶࠻ࡕ࠶࠻ߟߡᐲߢߔ᧲ߡߖޕ੩ㄥߣޠખߩޘ
ᓮరߢޔᗵᗐࠍᔟࠃߊ⺆ࠄࠇߚޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
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ㆇ⺑ᄺࠍߒߡ  㦶ፒㇱ㐳

 ૼቴᙥធߦᔔᲕߐࠇߡࠋࠆ㦶ፒㇱ㐳ߪ⸥⠪ࠍㄫ߃ࠄࠇߡೋᄐߩᣣᏅߒߪ
῏῏ߣᾖࠅޔቶᄖߩߪߩᄖ߈ߟᤨޕ᛬デᔟߥᐸߩࠨ࠙ࡦ࠼ࠍ⡊ߦߒߥ߇ࠄ
ߪㆇャ⇇ߩాࠬࡇ࠼ߩᰨൻ㘧ⴕᯏߦ⒖ࠆߕߑ߆ߔޕᅤߢߒߚޔᕟࠈߒߊߪᕁ
ߪࠇ߹ߖࠎߢߒߚߢߖ߁߆ߩ⾰ߩಾࠅߒߦޔᰴߩᅤߊ⺆ࠄࠇߚޕ
 ߘ߁ߢߔߨޟ㘧ⴕᯏߦࠄߥ߆⽖ߊోߪޠᗐᄖߩߎߣߛߞߚߩߢ৻ኸ㛳߈߹ߒߚ
ߨߣ߰ࠃࠅవߕᄙዋߩਇࠍᗵߓߚࠊߌߢߔޕὼߒߘࠇߪ༞ߦੱߩ⥄ಽࠃࠅߪቑ
ᩞߩߩ৻ㇱߣߒߡ⠨߳ߚᤨߦᶋ߆߮߇ߞߚኪᗵߢߔޕὼߒ⑳ߪᄢ㜚ߣ߁߽
ߩߪᄈߩ㗴ߢޔᄈߐ߃ࠇ߫ߤࠎߥෂ㓥ߥ႐วߢ߽ᄢਂᄦߛߒޔᄈߩߥ⠪
ߪߥࠎߢ߽ߥᚲߢࠍ⪭ߣߔ߽ߩߢߔ߆ࠄߨࠅ߹ߟޕᱝ⯪ߢߪᄢߦㆇ⺑ࠍᜬ
ߦࠎߛࠊߌߢߔޕᛎߡᗡޘࠆߣߥࠆߣޘᣂߒᔃ㈩߇㗡ࠍᠽߍߚߪࠇߘޕり㜚
ߩࠦࡦ࠺࡚ࠪࡦߢߔޕᢞᣣૼ߭ߤߊ∋ࠇߡࠋߚߩߢߔ߇ᱶߦߘߩᣣߪ߭ߤߊߡ㗡∩ߪ
ߔࠆߒ㥏േߪ㜞ߒߒߚߩߢᔃりߩਇᆎᧃࠍߒߢ߆ߒߪߒ߹߆ߣᔃ㈩ߒߚߩߢߔޕ
ࠄߥవ߆ࠄ⦁㈮߭ߩ᮪ߥᜬߜ߇ߒߡࠋߚߩߢߔޕ
ߌࠇߤ߽ࡌ࠷ޔ
ᦦᧁౌ㒮㐳ޔ
࠙࠶࠭ㇱ㐳߽ࠆߣ߰ߩߢᦝᒁㄟߣ߰ߩ߽ᗧ߇ߥߒ߹ޔᄢߦᣣᧄ
㝬ࠍ⛉ߒߡ✕ⶆ৻⇟ᦨᓟߩ⤯ࠍ߆ߚߡߟߚߩߢߔࠄ߆ߔߢޕቑ㒮ߩⓨࠍᑫࠆ
ᤨߩᗢᔟ߽ߐࠅߥ߇ࠄੑචಽ㑆ߩ㘧឴ߪนᚑࠅ㐳᮪ߦᗵߓࠄࠇߚޕὼߒߦ߽ⷺߦ
߽⑳ߦขߟߡߪ㕙⊕⋉ߥ⠰߽ᣂߒ⛫㛲ߢߒߚޕ‛ࠍᐔ㕙⊛ߦࠆߩߦ㚔ࠄߐ
ࠇߚ⑳߇┙㜚⊛ߦⷹኤ߇ૼߚߩߪ⏕߆ߦ㦴ߢߒߚޕⓨࠃࠅࠆߩޘ‛ޘ㜚᮪
ߪ⽖ᗐએ㆑߽߰ߩߛߨࠄ߆ࠇߘޕ㕙⊛ߦߡߩ⟤ᔅߕߒ߽⟤ߥࠄߕߣ߰ޕ
৻ಾ߇➙߹ߞߡ⺞ߩขࠇߡ߃ߚߎߣߢߔߩߣ‛ߣ‛ޕ㑸ଥ߽ߪߥࠇߡࠆߣో㜚
ߣߒߡ߹ߣ߹ߞߡ߃ࠆ߽ߩߢߔޕో߽ࠅࠃޘ㜚ࠅ߹ߟޔᱝߩߦଐߞߡੱ↢␠ޔ
ᦩࠍⷹߕࠆᣂߒᥧ␜ࠍฃߌߚ᮪ߥ߇ߒ߹ߔޕౣ߮ࠆ߆ߤ߁߆ߪࠡࡕࡦߢߔߨޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
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๊Ӧᩒܿ

ೋઍળ㐳㧔ㇱ㐳㧕ᦥᧁ㌁ᰴ㇢
㒮㐳ߪ⥄ࠄ⥶ⓨ⎇ⓥળߩೋઍળ㐳ߣߥࠅ⊝ࠍ
ࠃߊỗബߒޔળ⼏Ꮸ╬ߩቇ↢ߩ㕙ୟࠍࠃߊࠄࠇ
ߚޕળ߇ߘߩᵴേࠍભᱛߔࠆᤘ  ᐕ߹ߢޔቇ㒮ࠍ
ㅌ⡯ᓟ߽ળ㐳ߣߒߡቇ↢ߚߜߩ㕙ୟࠍߺࠄࠇߚޕ
㧔 ᐕ ᘮᔕ  ᐕ    ᣣ↢ ޕᐕ    ᣣ
ㅤ㧕
   ᣣ  㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ⊒⿷
 ߦ⸳┙ߐࠇߡߚ੩ㇺᏢ࿖ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળ
ߣ⑳ቇߩ㑐ቇ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળ߇ㅪଥߒߡ㑐ቇ↢⥶
ⓨㅪ⋖ࠍ⚿ᚑߒߚޕ੩ㇺᄢቇ߇ೋᐕᐲߩᒰ⇟ᩞߣߥ
ߞߚޕ
ᦦᧁ㌁ᰴ㇢ߪℂࠍോޔ㒽ァᵷ㆜ᩞ᧻የ㐳ᰴ
㇢ ᳁߇㑐ቇ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળ㘈ߣߥߞߡࠆޕ



᧻የ㐳ᰴ㇢㧦㒽ァᵷ㆜ᩞޕᒰᤨዋ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ਛߦߥࠆޕㇱຬ㆐ߪ㘧ⴕ⸠✵ߢ
ᢎ✵㒰ߩ㓙߅ޔߦߥࠆߪੱᧄߏޕ㘧ߴߥޕ




   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⊒ળᛲ㔺ᑼޟⓨߩળޠ
┙         ޕᎹ㘧ⴕ႐


ᖠߺߪᯏ᧚ߣળຬ⏕

٨ળຬ⏕
 ࠢࡉߩഃ⸳ޔㇱຬ㓸ߩ⊒ߪޔ㗀⪺ߒߊޔᄢⓨߦᙏࠇࠆ⧯ੱ߿৻ޔㇱߪᅢᄸ
ᔃඨಽߩㇱᏗᦸ⠪߇Ვߒߚޔ߃ߪߣޕ㘧ⴕᯏߘߩ߽ߩߦኻߔࠆోᗵା㗬ᗵ߇
⭯ߊޔળߒߚߊߡ߽ޔῳఱኅᣖ߆ࠄߩᒝὓߥኻߩὑߦᕁᱛ߹ߞߚੱ߽ޘᄙᢙ
ߞߚޕ
ታޔᒰᤨቇ㒮㐳ߢߞߚࡌ࠷ඳ჻ߩᅏߐࠎߪ⊒ޔળᑼߩᤨ㒮㐳߇ᦺޔᣣߩᴡౝ
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৻ᒾ  ╬㘧ⴕ჻ߩᠲ❑ߔࠆᣏቴᯏߢ㘧߫ࠇߚߩࠍᓟ߆ࠄ⡞߈⍮ࠅ⥶ޔⓨ⎇ⓥળߦ㔗ࠍ
⪭ߣߐࠇޔᵅߡޟᓟ⛘ኻߦ㘧ⴕᯏߦߪਸ਼ߖߥߢߊࠇߞ߽ߣߎߚߖߐ⚂⏕ߣޠ
ߚޕ
ቇㅪߦឭߔࠆ⚂ᦠߦߪޔῳఱߪ⼔⠪ߩᛚ⻌ශ߇ᔅⷐߢߞߚ✵̌ޕ⠌ਛޔ
ਁ৻ᅤߥࠆੱߩ߇↢ߓߡ߽ޔቇㅪߪ৻ಾߘߩߩ⽿છࠍ⽶ࠊߥ̍ߣߞ
ߚߩߢޔῳఱߪਛߩߘޘᛚ⻌ශࠍߐߥ߆ߞߚߩߢࠆޕ


٨ᯏ᧚ߩ⏕ 㑐ቇ㒮ว↰ᄥ㇢ઁ  ฬ߇੩ 
㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⚿ᚑߣߣ߽ߦหቇ↢ᆔຬ㑐ቇ㒮ว↰ᄥ㇢ઁ  ฬ߇੩ޔᣣ
ᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ળ㐳⥶ޔⓨዪ╬߳⚿ᚑߩᜦࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔ㑐᧲ߣೋߩቇ↢ᆔຬ
ળࠍ㐿߈ޔᖱႎߩ឵ޔ㑐߳ߩᯏ᧚㈩ߩⷐ⺧ߥߤࠍⴕ  ࡠࡉࠕޔᯏߩ㑐߳ߩ
㈩⟎߇߹ߞߚᦨޕೋߩ  ᯏߪ㒽ᯏޔᰴߩ  ᯏߪ᳓ᯏߢޔㅛା⋭ᛄਅߍߩ⧷࿖
ਛฎࠕࡉࡠᯏޕ



ታ⠌⸠✵ߩ㐿ᆎ

ᵴേ㐿ᆎߦ߅ߡ⋥ធߩታ⠌ᜰዉߪᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱߩ㕙⥶ߪ〈⋙ޕߚߞⴕ߇ޘⓨዪ
ᄢ㒋㘧ⴕ႐㐳ᧁޘศ⥶ⓨቭޔᐼോߪᦺᣣᣂ⡞ᐼോㇱ㐳㊁↰㊀᳁ޕ
ᒰೋᢎቭߪޔᴡౝ৻ᒾ  ╬㘧ⴕ჻㧔ᄢᱜ  ᐕޔᣣᧄᦨೋߩ⸰᰷㘧ⴕߦᚑഞ㧕
ޔᣂ㊁
⊖ਃ㇢ޔਛፉᔘ⧷  ╬㘧ⴕ჻ޕㄭ⮮ㅢ  ╬㘧ⴕ჻ᯏ㑐჻ߢߞߚޕ

⸠✵႐ᚲ㧦ᄢ㒋ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ޕ
✵⠌႐ᚲߪޔᄢ㒋ḧߦᵈߋᧁᵤᎹᴡญ㧔ᄢᱜ⦁↸㧕ߩዊߐߥ㘧ⴕ႐ᧁޟᵤᎹ
㘧ⴕ႐ޕࠆߢޠᄢ㒋ߩධ┵ޔᏒౝਛᔃㇱ߆ࠄᏒ㔚㧔࠴ࡦ࠴ࡦ㔚ゞ㧕 ᄢ㒋㚞೨㨪
㢬↸㧕ߣᷰߒ⥱ࠍ↪ߒߡ⚂  ᤨ㑆ߪޔᄢ㒋ḧߦ㕙ߒޔർߣධߪᎹߏߪߦ᧲ޔ
ߊㄭធߒߡਛጊ㍑ߩᾍ⓭߇┙ߞߡߡޔ㤥ᾍࠍߪߡࠆਁ  ⚂ޕဝߢ߈ࠊ
ߡ⁜ޕṖ〝ߣߞߡ߽ߦ⥩ⵝ߽ߒߡߥޔනߦᐢ႐ߣߒ߆߃ߥࠃ߁ߥ
߽ߩߢࠆ߽ߢࠇߘޕᣣᧄ⥶ⓨߩޠࠞ࠶ࠜࡈޟᣏቴᯏ߇⊒⌕ߒߡߚޕ

   ᣣ ጟᢥਃ㇢ߩ⑽  ࠆࠃߦ࠳ࠗࠣޔṖⓨߦᚑഞ   ޕᣣ⥶ⓨዪࠃࠅᣣ
ᧄߢೋߡߩޟᯏ㜚⠴⥶⸽ᦠࠍޠਅઃߐࠇࠆޕ

― 45 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

ᯏߩ⚵┙ታ⠌

   ᣣ㨪   ᣣ ᯏߩ⚵┙ታ⠌ޕ
 ᐕ ᤘ  ᐕ  ޔቇᩞ߇ᥤਛભᥜߦࠆߣޔ੩ㇺᄢቇޔ㑐ቇ㒮ߩቇ↢߇ᄢ
㒋ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߦ㓸⚿ޔᣣᧄ⥶ⓨߩᩰ⚊ᐶߩਛߢ㑐᧲߆ࠄ㒽ㅍߐࠇߚ㘧ⴕᯏߩ⚵ߺ┙
ߡࠍᆎߚޕᜰዉߪᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱߩㄭ⮮ㅢ  ╬㘧ⴕ჻ᯏ㑐჻߇ਛᔃߢߞߚޕ


࿘ͬނɾɮʝɶɮށʊ᯦ᜓʎᒃʪ¡ ¡
ʇຝʍᱜʱከʲɿᕑለኴಎݶಜᒂ

 ഃ⸳ᣣዏᷜߌࠇߤ߽ޔవ┵⊛ࠬࡐ࠷ߢࠆߎߣࠍ⥄⽶ߔࠆ߇ߦᾲߣᗧߣߦᣈߡઁߦൎ
ࠆߣ߽ഠࠄߧ๋⥶ⓨ⎇ⓥᦩߪἻᥤߩὓߒ߈߽㗐⌕ߔࠆᥜ߽ߥߊޔ੩ᄢ⥶ⓨ⎇ⓥᦩߣߦࠗࡦ࠲࠽
࡚ࠪ࠽࡞ࠛࡗࡐ࠻ᧁᵤᎹᄢ㒋㘧ⴕ႐ߦᣈߡ⥶ᧁޘⓨቭ⋙〈ޔᄢ㒋ᦺᣣ⥶ⓨㇱຬޔᴡౝޔᣂ
㊁ޔਛፉߩฦᠲ❑჻ޔጊᧄޔㄭ⮮ޔ㊁ฦᯏ㑸჻ ߩઁޔᜰዉߩਅߦࠆ৾චᣣࠃࠅ
ᣣ߹ߢᦺߪᤨࠃࠅᄕߪᤨ߹ߢ㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ᚲዻࠕࡉࡠޚ྾ - ᒻဳ᳓㘧ⴕᯏ ߩ⚵
┙ኪ⠌ࠍⴕߟߚ⊖ࡦࡠޕੑච㚍ജ⊒േᯏߩಽ⸃ޔ߮⚵┙ᬺࠍ╙৻ᦼߣߒޔᯏ㜚ߩ⚵┙ࠍ╙
ੑᦼߣߔࠆㆊ⒟ࠍ⛫ࠆߎߣੑᣨޔᣣߩ⹜㛎㘧ⴕߦ⥋ߟߡ⊖ࡄࡦ࠻ߩᣂ⥝ࠬࡐ࠷ߩᔟ
ߦోᦩຬߪ㒻㈮ߒߚ=      ޕ㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ 

  ᣣ?








ᧁᵤᎹᩰ⚊ᐶߢ㘧ⴕᯏ⸃㜚ߦᾲਛߔࠆ⥶ⓨ⎇ⓥᦩຬ╬


ᄢᄢᵤጊ᳁ߩ⸥タߦߪႦޔㄭ⮮ޔ᳗↰ޔ㊁ޔ㜞ᴛฦᯏ㑐჻ߣࠆ㧔ᄢ㒋Ꮢ┙ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱഃㇱ  
ᐕ⸥ᔨᢥ㓸 ޔᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕 ޔR㧕
   ޕ

᳓ᯏߪ - ߢߥߊ . ߢࠆޕ
㧔౮⌀ߩ ,$&#$ ߪ᳓ᯏ㧕
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ㅪᣣᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߢ⚵┙ᬺߦࠃࠅ㧥ቢᚑ 


  ࠕࡉࡠ㧔#841㧕 ဳ ,$%')


ࠗࠡࠬޕታߦ◲නߥᧁߩੑੱਸ਼ࠅⶄ⪲ᯏߢޔਅหኸᴺߩ㐳ᣇᒻ⠢ࠍޔ⒟ࠃ

 ⷺޔ⒟ࠃਅ⠢㑆㓒ޔ⒟ࠃ㘩㆑ߢ㈩ޕ᳓ᐔየ⠢ߪ߿ߪࠅ㐳ᣇᒻߢޔᲧセ
 ⊛㐳⢵㜚ޕ⢵㜚߇㐳ߊޔ㕙Ⓧ߇లಽߣࠇߚߚ߆ု⋥ቯ᧼ߥߒߩᣇะ⥽ߪᏉᒻޕ





ਅᚻߥ✵⠌↢߇⓭ߞㄟߺߔ߉ߡォୟߒ߇ࡍࡠࡊޔ᛬ࠇࠆߩࠍ㒐ߋߚߚߺࠠࠬޔ
ߦ㐳⣉ߩߘࠅ߇⌕ߌࠄࠇߡߚޕਔゞベࠍ⚿วߔࠆゞゲߪߘࠅߣ⚿วߖߕߦ↱⥄ޔ

ਅߔࠆޔߒߛߚޕゞゲਔ┵ߢਔゞベౝὐߣޔ೨ᓟߩ 8 ሼᒻ⣉ᩇᐩὐߣࠍ᳓ᐔ⪉ᒻߦᒛ
✢ߢ⚿߮ޔਔゞベ߇೨ᓟߦㆆ߫ߥࠃ߁ߦߒߡࠆޕ⣉ਛᄩߦࠧࡓ⚌↪ߩ✭ⴣⵝ⟎߇

⌕ߡࠆ ޠࡦࡠ࡞ޟߪࡦࠫࡦࠛޕ㚍ജ ޔߩ╴߇ᤊဳߦขઃߌࠄࠇޔਛ
 ᄩߦ㧔ᒰᤨᄤ⁑ߩ㥦ߣ⒓ߒߡߚ㧕ဳߩࠞࡃߦ⧌߇ࠅߦࠇߘޔ㧠ᨎ⠀ᩮߩᧁ

 ߩࡊࡠࡍ߇ߟߊޕ࿁ォߪࠛࡦࠫࡦ⥄㜚߇࿁ࠆ࿁ォᑼࠛࡦࠫࡦ৻ޕᄸᅱߥᗵߓߩ߽ߩ
 ߢࠆ࠙ࠧޔࠅࠊ⚳߇ߡ┙ߺ⚵߽ߢࠇߘޕ㖸ࠍߍߡޔ࿁ࠅᆎߚᤨߪోޔຬ᱑ჿࠍ
 ߍᜉᚻߒߡ༑ࠎߛޕᯏ㜚ߪᧁᏓᒛࠅ㧔ᧁߩ㛽ߦᧁ✎ߩᏓߩᄖ⊹ࠍᒛࠅޔ㒐᳓Ⴃⵝߒ
 ߚ߽ߩ㧕ߢⷐᚲߪࡇࠕࡁ✢ߣ࠲ࡦࡃ࠶ࠢ࡞ߢᒝߒߚ࠴ࡖ࠴ߥ߽ߩߛߞߚ߇ߢࠇߘޔ



߽ᄢⓨߦ㘧߮߇ࠅߩੱ⧯ޔᄞߣᏗᦸࠍ߆ߥ߃ࠆߦߪචಽߢߞߚ߽ߊߓߺޕฬߠߌ
ߡޠࠅߤߎ߿ߺޟ
ޕ
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ࠕࡉࡠ㧡㧜㧠-,$#8$


























ࠕࡉࡠ - ဳਃ㕙࿑

ో 11.0㨙ోޔ㐳 8.8m,✚㊀㊂ 849kgᦨޔ㜞ㅦᐲ 139km㧛h㒢ᐲ 4200m
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LE RHONE ROTARY ENGINE

 ࠕࡉࡠᯏߦߪࡁࡓࡠࡦᑼߩࠛࡦࠫࡦ߇ઃߡࠆޕⓨ಄ᤊဳ᳇╴ߩࠛࡦࠫࡦ
ߢߪ࠻ࡈࡖࠪࠢࡦࠢޔᯏߦ࿕ቯߒߩߘޔᑫࠅࠍࡊࡠࡍࠪࡖࡈ࠻ߣ৻ߦߥߞߚ
᳇╴߇ᑫࠆ᭴ㅧߢߩ␠ࠣࡦࡠ࠻ࠬࡓࠕ⧷ޔೞශ߇ࠄࠇߚ߇ޔᓟߦߪᣣᧄ⍹Ꮉፉ
⏴ߩೞශ߇ࠄࠇߚޕㇱຠߪ㍌ㅧߐࠇߕ✚ߡ㍑ᝊ߆ࠄࠅߒ⭯ޔ⡺シ㊂ߦࠄࠇߡ
ߡޔ᭴ㅧ߇◲ޔනߢ㓚ߩዋߥޔᝄേ߽ዋߥᚻࠇߩኈᤃߥࠛࡦࠫࡦߢߞߚޕ
ดΆᢱᶖ⾌ߩᄙߩࠍ㒰ߡޔ㚍ജߩഀߦ㊀㊂߇シߊޔജߩᒝੱߪ⢋ߦᜂߢ৻ੱ
ߢᯏ߆ࠄ⌕⣕ૼߚߣ⡞߈߹ߔᦨޕ㜞  ࿁ォ߹ߢߖߚ߇ᤨߪ ޔ࿁
ォޔᎼ⥶  ࿁ォߢㆇォߒߡߚޕ᳇ൻེߪ╴ᒻߢ㐳࠾࠼࡞ࡃ࡞ࡉߣⲔᑯ߇ࠆ
ߛߌߩઁߩߘޔ߽ࡃࡦࡖ࠴࠻ࡠࡈ߽࠻ࡠࡈޔഥᯏ᭴ߪήߊಽ⸃⚵┙ߪኈᤃߢ
ߞߚޕẢṖᴤߪࡅࡑࠪᴤߩᄖࠊߕឃ᳇ߪ⧐ߒ㚅߇ߒߚޕὼߒᯏ߇ࠃߊᳪࠇߚ
ߩߢ✵ޔ⠌߇⚳ࠆߣ⊝ߪⳞߩ᭽ߦᯏߦߚ߆ࠅ߽ࡦࠫࡦࠛޔᯏ߽㒰ߒࠞࡇࠞࡇޔ
ߦ⏴߈ߍߚޕ
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ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐㧔ᄢ㒋㘧ⴕ႐㧕㧦ᄢᱜ  ᐕ㨪ᤘ  ᐕ


  ࠊ߇࿖ߢߪߓߡ㘧ⴕᯏ߇㘧ࠎߛߎࠈߦߪࠎࠈߜ߽ޔ㘧ⴕ႐ߣ߁ࠃ߁ߥ߽ߩߪߥߊޔ
㒽ァߩ✵႐┹ޔ㚍႐ޔᶏጯߩ⍾ᵿ╬߇ࠊࠇߡߚ߇߽ߦࠅߥࠅ߇߹ޔቯᦼ⥶ⓨ߇ߪߓ
ࠄࠇࠆߣߣ߽ߦࠃ߁߿ߊၮ߽ߒߊߪ㘧ⴕ႐ࠄߒ߽ߩ߇ࠊࠇࠆߦ⥋ߞߚޕ
 ᄢᱜ  ᐕ  ᐕ  ޔᣣᧄ⥶ⓨャㅍ⎇ⓥᚲ߇ᄢ㒋㧙ᓼፉ㑆ߦࠊ߇࿖ᦨೋߩቯᦼ⥶ⓨ
〝ࠍ㐿ߚߣ߈ߪ᳓ᯏ㧔ᮮᑚᑼ߮દ⮮ᑼ㧕ࠍ↪ߒޔ႓ߩᄢᵿࠍၮߣߒޔ⠉ᐕ  ޔ
᧲ቯᦼ⥶ⓨળ߇ਛፉᑼ  ဳ㒽ᯏࠍ↪ߒߡ᧲੩㧙ᵿ᧻㧙ᄢ㒋㑆ࠍ㐿⸳ߒߚߣ߈ߪᄢ㒋
ߩၔ᧲✵႐ࠍߚ߹ޔหᐕ  ޔᎹᷡⴡ߇㐿⸳ߒߚᣣᧄ⥶ⓨᩣᑼળ␠㧔ߩᣂ
Ꮏᬺߩ೨りߢࠆᎹᯏ᪾Ꮏᬺ߇Უ㧕߇᳓ᯏ㧔ᮮᑚᑼ㧕ࠍ↪ߒߡᄢ㒋㧙ዊ⼺ፉ㧙
ᐭ㑆ࠍ㐿ߚߣ߈ߪᄢ㒋ᧁᵤᎹዥߦၮࠍ⸳
ߌߚޕ
 ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߪޔᄢ㒋Ꮢౝࠍᵹࠇߡᄢ㒋ḧߦᵈ
ߋᧁᵤᎹᴡญߣᧁᵤᎹㆇᴡߦߪߐ߹ࠇߚፉߩࠃ߁
ߥၒ┙㧔ᄢᱜ⦁↸㧕ߩඨಽߦᢝߌࠄࠇ
ߡߚᧁޕᵤᎹዥߩᎹߪ  ࡔ࠻࡞એ߽
ࠅޔᄢ㒋᷼ߩ㒐ᵄႇߩౝߦࠆᴡญߢޔᄢဳ⽻
‛⦁ߩ߇ߞߚ߇ߩߘߛᧂޔᓔ᧪߽ዋߥߊޔ
ઃㄭߦߪ⮮᳗↰ㅧ⦁ᚲ߇ߞߚ߇ߘࠇએᄖߦᄢ߈
ߥᑪ‛߽ߥߊޔኻጯߪศߢᒰᤨߪ৻ᦸߒߡߥ
ࠎߩᑪ‛߽㓚ኂ‛߽ߥᵄ㕒߆ߥᩰᅢߩ᳓ၮ
ߢߞߚޕᣣᧄ⥶ⓨᩣᑼળ␠ߪߎߩࠍኾ↪㘧ⴕ
႐ߣߒߡ㐿⸳ߒߚ߇ޔᒰೋߪ  ߩᩰ⚊ᐶߣോ
ᚲ߮᳓ᯏࠍ᳓㕙ߦߍਅߍߔࠆ㊀ᯏ߇ߞߚ⒟ᐲߩዊⷙᮨߩ߽ߩߢߞߚޕ








㐿⸳ᒰᤨߩᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐


― 50 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
ᄢᱜ  ᐕ  ᐕ  ߦߪ᳃㑆⥶ⓨᴺ߇ቯߐࠇޔᄢᱜ  ᐕ  ᐕ  ߦߪޔ㒽ァ
⋭ᚲ▤ߩ⥶ⓨዪ߇ㅛା⋭ߦ⒖▤ߐࠇ߇ࠊޔ࿖ߩ⥶ⓨⴕ߽ࠃ߁߿ߊߘߩ✜ߦߟ߈ߩ✢〝ޔ
น߿ᅑബ㊄ߩઃߣߣ߽ߦ㘧ⴕ႐ߩᢛࠍߪ߆ࠆߎߣߣߥߞߚ߇᧲ޔ੩ߪ┙Ꮉߩ㒽ァ㘧
ⴕ႐߇ࠊࠇߡߚߩߢߕ߹ޔᄢ㒋ߩᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߩᒛᢛࠍߪ߆ࠆߎߣߣߥࠅޔᄢᱜ
 ᐕ  ᐕ ߏࠈ߆ࠄ㓞ធߔࠆ㒽ァᚲ⚂  ᐔᣇࡔ࠻࡞㧔⚂  ဝ㧕߮
ᄢ㒋Ꮢ᷼ḧㇱᚲߩ⚂  ᐔᣇࡔ࠻࡞㧔⚂  ਁဝ㧕ࠍ୫ࠅฃߌ᳓㒽ਔ↪㘧ⴕ႐ߣߔ
ࠆ⸘↹߇ߚߡࠄࠇߚޕ
 ߎߩߎࠈ߆ࠄ߇ࠊޔ࿖⥶ⓨャㅍᬺߩ᧪ࠍ⠨߃ߦࠄߐޔᄢ߈ߥ⊒ዷߩߚޔᄢ⾗ᧄߦ
ࠃࠆᄢဳ⥶ⓨャㅍળ␠ߣߒߡޔᤘ  ᐕ  ޔ࿖╷ળ␠ޟᣣᧄ⥶ⓨャㅍᩣᑼળ␠⸳߇ޠ
┙ߐࠇޔ⠉ᐕ  ߏࠈߦߪ৻ᔕၮᧄ⊛⸳ߢࠆ㘧ⴕ႐⥶ޔⓨᮡ⼂✢ޔ߮ή✢ㅢାㅪ
⛊ߥߤߩᒻࠍᢛ߃   ޔᣣࠃࠅ᧲੩㧙
ᄢ㒋ޔᄢ㒋㧙ጟ㑆ߦᲤㅳ  ᓔᓳޔ
ጟ৻੩ၔޔ੩ၔ㧙ᄢㅪ㑆ߦᲤㅳ  ᓔᓳߩ
ቯᦼ⥶ⓨࠍߪߓߚ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫ߆
ࠄ᧲ߕ߹ޔ੩ޔᄢ㒋ޔጟߩ  ࠞᚲߦ⥶
ⓨᴺߦࠃࠆ↪㘧ⴕ႐ࠍ㐿⸳ߔࠆߎ
ߣߣߥࠅ᧲ߕ߃ࠅߣޔ੩ߪ┙Ꮉޔጟ
ߪᄥಷᵞߩਔ㒽ァ㘧ⴕ႐ߩ৻ㇱࠍ୫↪
ߒߡ↪㘧ⴕ႐ߣߒޔᄢ㒋ߦߟߡߪ
ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐߇ᱜᑼߦޟᄢ㒋㘧ⴕ႐↪ߡߒߣޠ㘧ⴕ႐ߦᜰቯߐࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
 ᤘ  ᐕ  ᒰᤨߩᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߪ᳓㒽ਔ↪㘧ⴕ႐ߣߒߡᒛߐࠇߡߚߣߪ߃৻ޔ
ᔕᢛߐࠇߚߛߌߢ⥩ⵝṖ〝߽ߥߊޔ㘧ⴕ႐ߩᧃ┵ߦߪᣣᧄ⥶ⓨャㅍᩣᑼળ␠ߩ㒽ᯏ
↪ᩰ⚊ᐶ  ߣߩߘޔർߦ⥶ⓨዪߩ㘧ⴕ႐ോᚲߥߤ߇ᑪ⸳ߐࠇߡߚ߇ߩߘޔᓟᤘ
㨪 ᐕߦߪ⥩ⵝṖ〝߽ߢ߈↪ޔ߽ߐࠄߦᄢ㒋Ꮢߩᚲࠍ୫ࠅᦨ⚳⊛ߦߪ⚂  ਁᐔ
ᣇࡔ࠻࡞㧔⚂  ਁဝ㧕એߣ
ߥࠅ߇ࠊޔ࿖ᦨೋߩ᳃㑆⥶ⓨኾ↪
ߩ↪㘧ⴕ႐㧙ޟᄢ㒋㘧ⴕ႐ޠ
ߣߒߡ↪ߐࠇࠆߦ⥋ߞߚߒߘޕ
ߡߎߩߎࠈߦߪ႓ᄢᵿࠍၮߣ
ߒߚᣣᧄ⥶ⓨャㅍ⎇ⓥᚲߪߩߘޔ
ᧄㇱߣ᳓㘧ⴕቇᩞޔᢛᎿ႐ࠍ
㒰ߡߩߘޔቯᦼ⥶ⓨャㅍㇱ㐷ߪ
ߎߩᄢ㒋㘧ⴕ႐ߦ⒖ߞߚޕ

 ߘߩߎࠈߩ↪ᯏ⒳ߪࠕࡔࠞߩන⊒ޔ㜞⠢ᧁޔ㛽⚵ޔᏓᒛ㧔৻ㇱ㊄ዻ㧕ߩࡈࠝ࠷
ࠞࠬࡄ࡙࠾ࡃࠨ࡞ᯏ߿ࡈࠝ࠷ࠞ(㧛㧹ᯏ߇⊒⌕ߒޔਸ਼ຬ  ੱਸ਼ቴ  
ਸ਼ࠅߢޔᒰᤨߣߒߡߪᦨఝ⑲ᣏቴᯏߣࠊࠇߡߚޕ












ᤘ  ᐕߏࠈߩᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߣࡈࠜ࠶࡙ࠞ࠾ࡃࠨ࡞ᯏޔᚻ೨ߪࡆ࠴ࠢࡈ࠻ᯏ


ᄢ㒋㘧ⴕ႐ߣߥߞߡ߆ࠄ߽ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߩฬߩ߹߹ߢⷫߒ߹ࠇޔᤘ  ᐕߩᄢ㒋╙ 
㘧ⴕ႐㧔ᄢ㒋ⓨ᷼㧕⸳⟎ߦߘߩᓎഀࠍ⚳߃ࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
    㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⊒ળᛲ㔺ޕℚℛḓߢ᳓㘧ⴕળޕ
   ᣣ ศේᷡᴦࠬࠞࡦ࡙ޔ㧭㧙 ဳᯏߢࡌ࡞ࡦ㨪┙Ꮉ㑆 MO ࠍ  ᣣ
㑆  ᤨ㑆  ಽߢ㘧߱ޕ
   ᣣ ᧲ༀ᳁᧲ޟ੩ภࠬ࡞ࡦࠨࡠߢޠ㨪࠾ࡘ࡛ࠢࡦ࠼ࡦࡠޔ㨪ࡕࠬࠢ
ࡢ㨪┙Ꮉ㑆 MO ࠍ  ᣣ㑆ߢޕ
   ᣣ ㅛା⋭߳ߩᯏ᧚ߩឭଏ㗿=㨪 ᣣ?ޕ


ɍ᯦ᜓʱᡱɥᕑለኴಎ¡

ᱝ྾ޔ੩ㇺᄢቑޔᄖ⺆߮ᧄቑ㒮ߦࠃࠅߡ⸳┙ߐࠇߚ㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ߢߪ
ࠆᣣࠃࠅਃᣣ㑆ޔฦᩞ৻ฬߩઍ⠪ࠍ᧲੩ߦᵷ㆜ߒޔㅛା⇧ዪߦఽ₹ᛛⴚ⺖
㐳ࠍ⸰߭ߡᯏ᧚ߩឭଏࠍ㗿ߟߚ߇ޔ
࿁㚂የࠃߊੑᯏߩࠕࡉࡠᯏࠍਅ㒝ߐࠇࠆ
ߦߥߞߚ㧖ޔߢࠇߎޕ㑸⡧⋖ߢߪ೨ߩੑᯏߣߦ྾ᯏࠍᓧޔቑ㒮ߦ߽ߩਛ৻
ᯏ߇ਅ㒝ߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?


  㧖⠢ߦቇ㒮ߩࡑࠢࠍ㞲߿߆ߦ↹ߡᄢⓨࠍ㓶㘧ߒߚߣࠆޕ

   ᣣᣂߒ߈Უᩞߦጊ↰⠹▄᳁⸰ޔᣣᧄ⺆ߩᩞࠍࠆߣ⚂᧤ޕ
   ᣣ ࡩේ⒖ォᓟ╙㧝࿁⸥ᔨ⑂ᄢㆇേળⴕޕ
    㑐ቇㅪೋߩኾዻᢎቭᒄਛᱜߣ㒽⃰᳓⃰ߩ⺀↢ޕ
ᒄਛᱜ  ╬㘧ⴕ჻ࠍቇㅪኾዻᢎቭߣߒߡㄫ߃ޔ㒽⃰ߣ᳓⃰ߩ✬ᚑ߇⺀↢
ߒߚޔࠅ߹ߟޕ㒽⃰ߪᴡౝޔᣂ㊁ޔਛፉޔㄭ⮮ᢎቭ߇੩ㇺᄢቇޔᄢ㒋ᄖ⺆ᄢቇޔ
┙㙚ᄢቇߩ  ᩞࠍᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߣᄢ㒋ၔ᧲✵႐ߢޔ
㑐ᄢቇޔ
㑐ቇ㒮ᄢቇޔ
᳓⃰ߪᒄਛᢎቭ߇ᄢ㒋⑼ᄢቇޔᚭ㜞╬Ꮏᬺቇᩞߩ  ᩞࠍ㒋㑆㚅Ἱ᷼ߢ
㘧ⴕ⸠✵ߒߚޕ
  ᄢ㒋⑼ᄢቇ㧔ޔᄢ㒋Ꮢ┙ᄢቇ㧕⥶ⓨ⎇ⓥળഃ┙ޕ
   ᣣ ࠗࠡࠬߩᅚᵹ㘧ⴕኅ $TWEG ᄦੱ߇න⁛㘧ⴕߢᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ࠍ⸰ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
 ╙  ࿁㑐ቇ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળᔓᐕળޕ
















   ᣣ ቇ㒮ߩᄢቇᩰ᩺ㅢㆊߖߕ߫ౣ߮ቇ㒮ߦߪᏫࠄߧߣቇ↢ߩ⺈ᗧࠍ⺬ߣߒ
ࡌ࠷㒮㐳ᷰ☨ߐࠆ㧔ඦᓟ  ᤨᚭ᷼⥶㧕
ޕ

ɀᏀ༔٨ᯌ¡
ㆇ༡ߩ㔍ߪ⚻ޔᷣ㗴ߢߞߚޕቇ↢ࠢࡉᵴേߣߪ߃ޔቇ↢ળߢߪᧂ
ߢࠄ߬ߞ߽ߪ⾌⚻ޔߊߥߪ▚੍ޔቇ↢ߩ⥄Ꮖ⽶ᜂߣነઃߦࠃߞߡ߹߆ߥࠊࠇߚ߁ߘޕ
◲නߥ⾌↪ߢߪߥ╫ᦺޔᣣᣂ⡞ߢᱴߤో㗵ߣߞߡࠃᜬߞߡߊࠇࠆߣߪ߃ޔ
ቇ↢৻ੱᣣ㗵ࠟ࠰ࡦઍߣߒߡᝳߒߚޕ
ᒰᤨߩߪߩߤࠇߦ⋧ᒰߔࠆ߆㧫
ߣߦ߆ߊ㔚ゞ⾓ߪߣߒߡ  ㌛ࠇ߫ቲႦ߳ⴕ߈᷷ᴰߦߞߡޔࠍⷰߡߩ⨥߅ޔ
৻ߟ߽㘶ߚᤨઍߢࠆ߆ࠄޔฦ⥄ߦߪ⋧ᒰߥ㊀⩄ߛߞߚߣᕁࠊࠇࠆޕ

٤ ᧲੩̆ᄢ㒋㑆ߩ㘧ⴕㆇ⾓  ޕ
٤ ᧲੩̆ᄢ㒋 ․ᕆን჻ߢ  ᤨ㑆  ಽޕ
٤ ศේ㘧ⴕ჻ߩ࡙ࡦࠞシ㘧ⴕᯏߦࠃࠆᄥᐔᵗᮮᢿ㘧ⴕ⸘↹ࠍࠇߎޕࠆࠇߐ⊒ޔᯏߦో࿖ߢᮨဳ
㘧ⴕᯏࠅ߇⊒⊛ੱ᳇ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

టಐᄑ๊Ӧఙܿɑɞ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ ⥶ⓨ⎇ⓥᦩߩ౻ᦼ✵⠌
 㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ᆔຬᦩ߇ࠆචੑੑච྾ᣣᄢᦺ␠ߢ㐿߆ࠇߚޕ⥶ᧁޘⓨ
ቭޔᴡౝ㘧ⴕ჻ޔਛፉ㘧ⴕ჻ޔ㊁↰᳁╬Ꮸߒቑ↢ߢߪ㑸ᄢቑޔ੩ㇺᄢቑޔ
ᄢޔ㑸ቑ㒮ߩฦઍ߇ነࠅද⼏ߒߚ⚿ᨐߩޔੑච৾ᣣࠃࠅਃචᣣㄥߣᱜ྾
ᣣࠃࠅᣣㄥߘࠇߙࠇᲤᣣඦ೨ᤨࠃࠅኪ✵⠌ޔඦᓟߪ⥶ⓨᴺޔ⽎᷹ⷹ╬ߩ
⻠⟵ࠅޔቑ㒮߆ࠄߪฬୖޔጊਅޔᧁ⨹ޔว↰₹ޔߩฬ߇ෳടߔࠆ╫ߊ߆ޔ
ߡᗡᧄޘᩰ⊛ᵴേᦼߦࠆߎߣࠒߥࠅᰴᐕᐲߩ⇧⇟ᩞߪቑ㒮ߦߥߞߡࠋࠆޕ
      =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
  㑐ᄢቇޔᆢ〝㜞╬ቇᩞਔ⥶ⓨ⎇ⓥળഃ┙ޕ

    ޣතᬺᧁ⨹ޤ㊀⟵ޔჇ↰㙃ਃޔጊਅⷰޔਛᎹᔘస ޕ








       ⨹ᧁ㊀⟵      Ⴧ↰㙃ਃ      ጊਅ ⷰ








ቇ㒮ࠬࠞࠗࡆࡘ         ࡃࠬ〝             ੳᎹ

   ᚭ㜞╬Ꮏᬺቇᩞ⥶ⓨ⎇ⓥળ ᳓⃰ ┙ޔ㙚ᄢቇ⥶ⓨㇱ 㒽⃰ ഃ┙ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ㧢ᐕ㧕

ɭမɟԗᑋᆰᇤ༱ᚡ

    ૼܷ ټݤɺ


   ᣣ
 ᣂች᳁ߩㅍᦩ    ᢥ⑼ห⓹ᦩߣ⥶ⓨ⎇ⓥᦩਥ
ᦺᣣᣂ⡞ߩ⇇৻⥶ⓨ┹ߦᄢᦺࠃࠅㆬ߫ࠇߡㄭߊ᥍ࠇߩჾㅜߦࠆห␠⥶ⓨ
⸥⠪ޕవヘᣂችᄈᄤਣ᳁ߩㅍᦩ߇ࠆචᣣᢥ⑼ห⓹ᦩ߮⥶ⓨ⎇ⓥᦩਥߩ߽
ߣߦᄢ㒋⟤ᵤỚߦᣈߡᡃⴕߐࠇߚޕᱝߩᣣޔ㓸ࠆ⠪ਃච㙍ฬޕᄢ⍹ᢎมᦩߩ߽ߣ
ߦޔጯᵄᢎᏨ⠪ࠍઍߒߡㅍߩㄉࠍ⿅ࠇ߫ޔᣂች᳁⚦ޟᔃߩᵈᗧߣᦨᄢߩദ
ജࠍએߡ⻉ำߩᦼᓙߦߘ̖߰ޠᣦᜦࠅ৻߫ࠇ⚳ޔหޔ᳁ࠍਛᔃߦᱚㅍࠍ⋘ߒ
ᤨඨ⋓ᦩ⵰ߦ㐽ᦩߒߚޔ߶ߥޕห᳁ߩ⊒ᣣߪᧂߛ⏕ቯߒߡዬߥ߇ᧄޔਃචᣣ
߆ᚗߪૼᣣߩࠇ߆ࠒࠐㆬ߫ࠇࠆߦߥࠄ߁ޕห᳁ߪᄢᱜචੑᐕߩᢥ⑼තᬺ↢
ߢᄢᦺ␠એૼߘߩᵴべߪ⪺ߒߊޔᤘਃᐕߩᷡධ⼠ߦߪ␠ߩ․ᵷຬߣߥࠅห
ߦᒛޔߊࠆ྾ᐕߦߪᣣᧄ⸰㘧ⴕࠍⴕߒᐕߩᤐߦߪߩޠࡊ࠷࠻ࠬࡦࡁޟ
ㆬᚻߣߒߡᅗ㑵ߡ➖ޔᄐ㊄㐙ߩតᯰߩᷰ⽕ߒ⓭ߩ⑺ߦ߿߫߉ߟ߿ޔᅤߟߚ㔵
␠⭅േઙߦߪ․ᵷߖࠄࠇߡᒩਣߩਛߦႎߚࠄߒߚ♖ജ⊛ߥ⸥⠪ߢޔၔፒᄢ
㔡ߩᤨߪᄢ㒋ࠍᧂߦ⊔ߒ㔡ἴߩ႐ߦ⋿వ߈ߦ৻⇟ߩฬߩࠅࠍߍޔඦᓟ
৻ᤨߦߪᏫ㒋ߒߡߎࠇࠍㅦႎߒߚࠬࡇ࠼⸥⠪ߢࠆޕ
 =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?

㧣  ᣣ
 ᄸߦᝂ᛬ߒߚᣂች᳁ߪᱩࠆ 㧙ᱫ⊛ߩᔟᡃߦᔃりߩ∋൏↟ߒ㧙
ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞␠ਥޟ⇇৻⥶ⓨ┹῭ߦޠ᥍ࠇߩ᧲ᑫࠅㆬᚻߣߒߡㆬ߫ࠇߚᚒࠄ
߇వヘᣂችᄈᄤਣ㧔㧕᳁ߪࠆᣣඦᓟ৻ᤨੑචಽᄢ㒋ਛਯፉߩᄢᦺᧄ␠ࠍࠬ
࠲࠻ߒޔ㌁⠢ߦ㌁⠢ࠍਸ਼ࠅߟߋ౨㓥⊛ߥࠬࡇ࠼ߩᣏࠍ᧲߳᧲߳ߣ➖ߌߡਃචᣣ
㙍ޔㆀߦߎߩᱫ⊛ჾㅜࠍቢᚑߒߡߢߚߊࠆ৾ච৻ᣣඦᓟ  ᤨ  ಽ₵␠ᧄޔ㑸
೨ߩࠧ࡞ߦߞߚߩߎޕ⇇⊛⥝ᅗߩ᷵ࠍᝬ߈ߎߒߚޟ⇇ᣧᑫࠅ┹῭ߪޠᢥሼ
ㅢࠅߩᕷߟߋᥜ߽ߥ∔㘑⊛ߥⓨߩᣏߢߞߚࠓߌߦޔኧࠍขࠆߣߪฬߩߺㅪᣣޔਇ
⌁ਇભߩᒝⴕߢട߁ࠆߦ⽝ᄌኸᤨ߽ቯ߹ࠅߥᄢ㒽ߩᄤߣߘߩỗേ⊛ߥ⥶ⓨࠦࠬ
߹ߟߐ

ߪ߇ߔߐޔᒝஜߩ᳁ࠍ߽✎ߩᅤߊ∋ࠄߒ ޔ ߳ਇᐘᦓߩࡗࡌࠪޔ㊁ߢᯏߩਇ
ᤨ⌕ߦߡᏀ⢷ㇱࠍᛂᠡޔࠍᕁ߽߰ޔห᳁ߩೋᔒߣߒߡࠋߚ ޟᣣ㑆⇇৻ㅳߩޠჾ
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ㅜ⎕ࠇߚ߇ᚲⷐᤨ㑆  ᣣ  ᤨ㑆  ಽߩ⾆㊀ߥ⸥㍳ࠍ໑৻ߩ↥ߦᏫᦺߒߚᦨޕㄭߢ
ߪߎߩᛂᠡ்߆ࠄ૬⊒ߒߚ⡻⤑ߩ∛ゎࠍ߅ߒߡ߶ߥޔේⓂ߿ᱚㄫᦩ⻠ޔṶᦩߦᔔᲕߐ
ࠇߡࠋࠆ߇ห᳁ߩኅᐸߪࠃߒሶ㧔㧕ᄦੱߣߩ㑆ߦᄈ㇢ ߟ ߣᄈ⟤ ৻ߟ ߜ߾ࠎߩ
ੑੱ߇ࠅޔ᳁߇ߎߩᱫ⊛ჾㅜߦࠆ㑆ޔᄦੱߪᲤᦺᣧᦺߦ߈ߡ㥲ᚓᴍᶎߘߩ
ᚑഞࠍࠆߣ߰ᶡߋ߹ߒౝഥߩജ߇ߞߚߣ߰ޕ㗄ߩ  ᢥߪߎߩᔔോߣ∛ᘒ
ߩਛߦ․ߦᚒᣂ⡞ㇱߦነߖࠄࠇߚᣂችᄈᄤਣ᳁ߩᚻ⸥ߢࠆޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ? 



⇇ࠍᑫࠅߡ᧲ᑫࠅㆬᚻ      ᣂችኼᄤਣᚻ⸥


 ⪦ᱦ̆⪦ᱦ㧙ోᣣᧄߩੱߩޘᱚߩ⡪ߦޔ⡪េߦޔỗൢߩ㔎ࠍ߮ߡᣣᧄࠍ㘧
߮ߒߚ⑳ޔᷰߔ߆߉ࠅᶏߣⓨߩ༞⺞ߥᐞᣣ߆߇➖ߡᓟޔẋߊᧄᩰ⊛ߥⓨߩ
┹῭ߩࠬ࠲࠻ࠗࡦ̆̆ࡧࠗࠢ࠻ࠕߦ⌕ߛޕ
ࠄ߆ࠇߎࠕࠨޟ㘧߱ߙ㧍ߩᦺޠ
ⓨࠍ⎕ߟߡቯᦼ⥶ⓨᯏߩࠛࡦࠫࡦ߇໗ࠆޕᯏߩዊߐߥ⓹߆ࠄᄖࠍࠆߣ߽߁ᶏ
㕙ߪ㆔߆ߩਅߛޕ㔎ޔ㔎ޔ㔎ޔᔃߥߒߩ㔎߇߭ߚᛂߜߦᯏߩዊ⓹ࠍߚࠒߊޕᕁ߳
߫⑳ߩᣏߪᦨೋ߆ࠄᄤߦᕺ߹ࠇߡࠋߥ߆ߞߚߦᦝޕ⠉ᣣࠪࠕ࠻࡞߆ࠄࡧࠕࡀ
㘧ⴕᦩ␠ߩቯᦼᣏቴᯏ㧔ࡎࡔ࠷࠻ᑼ⊖ੑච㚍ജޔ༞⪲ᤨޔㅦ⊖චັ㧕ߦ
ߓߚޕ㘧߱㘧߱ޔᄕᤋߦ߆ࠓ߿ߊࡆ࡙࠶࠻ߩ࠼ࡦ࠙ࠨޔ㘑శ߇⌒ਅߦ⌑
ࠄࠇߚߥߒ⟤ޟ㧍ߪ⑳ޠᄥᐔᵗߢᐞᣣ߆ᶏߦᴉᄕ㓁ࠍߚޕᵄߦᤋ߃ࠆ㊄ᵄ
ࠍߚ߇ߛޕⓨ߆ࠄߚߎߩ㓶ᄢߥ⪭㓁ߪߪߓߡߛޔᱶߦ⑳ߪ⇇৻ߩᣏ
ߦࠆߩߎߩ⑳ޔᣏࠍ⡪េߒߡߊࠇߡࠋࠆᄙߊߩห⢩߇ߏࠈߪߤࠎߥߦߒߡࠋ
ࠆߛࠄ߁ߥ࡞࠲ࡦࡔ࠴ࡦߥࠎߎޔ⍁ᗐ߇߰ߣ⑳ߩ㗡ࠍឍߡߟߚ৻ੱޕ⽶
ߕህ߭ߥ⑳ߪ᩺ᄖߎࠎߥᒙඨ㕙߇ࠆߩߛߪ⑳ޔᯏߩ⓹⎣ሶߦ㗻ࠍߡࠒߟ
߹ߢ߽ߟ߹ߢ߽ߎߩ⟤ߒᄕᤋ߃ߦߟߡࠋߚߩࠫࡦࠝޔ㓁శ߇㗠ߦᨴ߹
ࠆ߹ߢ̖̖ߛ߇࠼ࠤࠬࠞࠄ߆ࠇߎޔጊ⣂ࠍ߃ߩࠠ࠷ࡠޔᎡࠍ⠍⎕ߔࠆߩ߇
㔍ਛߩ㔍ߛߟߚޕฬߛࠒࠆࠞࠬࠤ࠼ߩ㜞⣂ࠍᄛ㑆㘧ⴕߢ⓭⎕ߔࠆߩߛޕ㔎ޔ
㘑ޔᯏ㜚ߪᢥሼㅢࠅᧁߩ⪲ߩࠃ߁ߥേ័ޕච☨⒟ߞߚߣᕁ߰ߣ⊖☨⒟߽࠼ࠞ
ࡦߣ⪭ߜㄟߩߎߣߟ߿ޕ㔍ᚲࠍ⠍⎕ߒߚߣᕁ߰ߣ߹ߚߎࠎߤߪࡠ࠷ࠠߛޕᤓ
ᄛૼߩߎߩ㔍⥶ߢ㘩߇ߣࠇߧ⛘ޕ㘩ߛޟୋߪᱫࠎߢ߽ࡠ࠷ࠠ߃ࠆߙ‛ޠಌ
⓭㘑ߣࠛࠕࡐࠤ࠶࠻ߩ⠡ᑲਛߢ⑳ߪᐞᐲ߆ߎߩ⸒⪲ࠍႊ߃ಾࠇߧ⧰∩ߣߣ߽ߦ
ᱤߢ༟ߒߚߩࠄࠇߎޔ߇ߛޕ㔍ᚲ߽ߎߩᓟߦߟߚ⛘ᦸ⊛ਇᤨ⌕ߦセ߱ࠇ߫
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ߢ߽ߥ߆ߟߚߩߛޕᄢᵗ߆ࠄࡠࡦ࠼ࡦࠍ⛫ߡࡕࠬࠢࡢߦ⌕ߚߩ߇ੑච৾ᣣޔ
⠉ඦ೨ਃᤨߩᜀᥙࠃࠃࠬ࠻ࡋࡆߦߣḩりߩാࠍߎߡ✕ᒛߒߚ㜚ࠍᯏ
ߦߖߚ⑳ߦߥࠎࠒޔᗌߥਇᤨ⌕ߩᖤㆇ߇ᓙߟߡࠋࠃ߁ߣߪ㧍 ᣂ⥝ࠨࡧ
ࠖࠛ࠻ߩⓨߪ‛ಌ㔵৻ߩߎޔ㕙ߦߚߜߎߚỚ㔵ߩਛߢᯏߪᐞᐲ߆ᣓ࿁ߒૐ
ߘߒߡᦨᓟߦ࠼ࠪࡦߣ⪦ભߒߚਇᤨ⌕ߛޕ
ㅅߒߚޕ
⊔ᓟ߆ߦ  ᤨ㑆  ಽߛޕ
ߐߔ߇ߒߚ⑳ߪᯏ߆ࠄࠆߥࠅ߹ߠㅢᯏ㑸ࠍ᳞ߚޕ
ߦࡢࠢࠬࡕޟᒁ߈ߔ
ࠎߛߡߒߘޕ߆․ߩ⥶ⓨଢߢࠦࠬࠍ⠍⎕ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߧޠಽ⑽ࠍ῭߰ᣧ
ᑫࠅ┹ߦߎߩਇᤨ⌕ߪ⑳ޔᔅᱫߦߥߞߡ⏛⍹ࠍߚࠃࠅߦࠓߚޔධ߳ᱠߚޕධ
ᣇ߳ߐ߳ㅴ߫㐅✢〝ߦ߱ߟ߆ࠆߣᕁߞߚ߆ࠄߛޕㆇ߱⿷߇⤒߹ߢߕ߱ߕ߱ߣ
ᵆߩਛߦߪ߹ࠅㄟޕ᳓ߛޔᵆ㧫ࠒ࠷ࡦ࠼ߛߣߟߙޔ⢛╭ࠍ಄ߚ߽ߩ߇
ߟߚޕ㚝⋡ߛޕᷰߔ㒢ࠅߚࠅߪ৻㕙ᱫߩᦓ㊁ߛ߁߽ߣࠆࠍ⸘ᤨޕᱜඦߔ
߉߽ࠬࠤ࠷ࠬޕᝥߡߚ߽࠲ࠗࡊࠗ࠲ޕᝥߡߚߡߒߘޕ߆ߦࡕࠬࠢࡢߢ
ᑝ↰ᄢ߆ࠄ⿅ࠄࠇߚីࠅ㘵ߣว↉ߦߟߚ߅ḡࠍᛴߡ㒝ㄭߩ㒶ߦㄡࠅߟ
ߚ⑳ߪ⛘ᦸߩ㜚ࠍ⨲ේߦᛩߍߡᄢⓨࠍઔߛޕᱷᔨߛޕߛᦸ⛘ޕ᛬ⷺߩਇ⌁ਇ
ભߩദജ߽ߔߴߡ᳓ᵃߦૼߒߚߩߛޕᶡ߇ᱛߤ߽ߥߊᵹࠇߚޕᵅߡ߽ᵅ
ߡ߽ᵅ߈߈ࠇߧߡߒߘޕẋߊᄛߦߞߡ߆ࠄࡕࠬࠢࡢ
ߩⴝߦㄡࠅߟߚ⑳ߪ∋ߣᦸ⛘ޔ൏ߣਇᤨ⌕ߩ㓙ߩ⢷
ㇱߩᛂᠡ்ߢోߊ↢ߌࠆዱߩᆫߢߟߚࠄ߆ࠇߘޕᓟ
ߩࠦࠬߩߎ߁߽ߪࠇߘޔりᔃߣ߽ߦ⥌⊛ߥᛂ᠄ࠍ
⫥ߟߚ⑳ߦߪ㙍ࠅߦ߽ᗌߥ߽ߩߛߟߚޕ⎕ࠇߚ࠽ࡐ
ࠝࡦߩᔃࠍᛴߡᄢ㒋ߦᱩࠆ̖̖ᔃߩߤߎ߆ߢߎࠇ
ࠍ⽿┙ߡࠆ߿߁ߥᜬߜߦ㚓ߖࠄࠇߥ߇ࠄᄢ㒋ߦᱩ
ߟߚߩߦ␠ߩੱࠍߪߓ⥟ޔ⍮ੱߪ᷷ᔃߢᚻ
ࠍߩߴߡᱚㄫߒߡߊࠇߚ⪦ޕᱦࠍᶎ߮ߖߡߊࠇߚޕᗵ
ỗߒᤃ⑳ߪߎߩᱚߦ߅╵߃ߔࠆ೨ߦ߹ߢḷࠇࠆ
ᶡࠍߤ߁ߔࠆߎߣ߽ૼߥ߆ߟߚޕᱶߦᔃ߆ࠄߥࠆỗ
ൢࠍ⥝߃ߡਅߔߟߚቑ㒮㑸ଥߩ⻉ఱߦߪⴲᔃ߆ࠄᗵ⻢
ߒߡࠋࠆߡߚࠄޕࠆࠋߡࠇ∋ߪ⑳߇ߛޕ㕙ធߩ
ᣣࠍ߹ߟߡ⑳ߩߎߩ⻢ᗧࠍᛲἉߐߖߡᚬߊߎߣߦߒߡ
̖̖ޕ
㧔৾චᣣ⸥㧕
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
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қɔȹɁն߂

࿑ᜡɁஓȁ


   ᣣ 㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖╙  ࿁วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?ޕᣣᏒ
 ᧄᩰ⊛✵⠌ߩߚޔṑ⾐⋵ᣣᏒ㘧ⴕ╙ਃㅪ㓌ߢ㒽⃰ߣ᳓⃰ߩวห✵⠌วኋ߇
ⴕࠊࠇߚޕవ⊒㓌ߪᛛⴚ᳓Ḱ߇න⁛⋥೨ߩ⠪ߢޔ㑐ቇ㒮ฬୖਃ㇢ޔว↰ᄥ㇢ࠍߪ
ߓߣߔࠆᢙฬߦㆊ߉ߥ߆ߞߚ߇ᧄޔ㓌ߦవⴕߒߡ    ᣣࠃࠅන⁛⋡ᜰߒߡ✵⠌ࠍ
㐿ᆎߒߚޕ
 ᧄ㓌ߪ  ᣣޔ
㐳߮ߚ᪢㔎ⓨࠍᔃ㈩ߒߥ߇ࠄ᧲ᶏ✢ㄭᳯᐈ㚞ߢᣣᏒ㋕ߦਸ਼
ࠅ߆߃ޔゞ⓹ߦᾍ⨲⇗ߩᵄࠍ⌑ߥ߇ࠄਁ ޔဝߩᄢ㘧ⴕ႐ߢߩ✵⠌ࠍᔃᓙߜߦߒߡ
༡㐷ࠍߊߋߞߚޕෳടᯏߪࠕࡉࡠ  ᯏޕ
㧔᳓ᯏ߽㒽ᯏߦ឵ⵝߒߡ↪㧕 
㘧ⴕᤨ㑆ߪޔᣣᦐᣣએᄖߪァ㓌ߩ✵⠌ࠍ㇎㝷ߒߥࠃ߁ ᦺޔ㨪 ᤨ߹ߢߣඦᓟ 
ᤨ㨪ᣣᴚ߹ߢߢߞߚޕ
 วኋਛߩቇ↢ߪߣߊߦਅ჻ቭᓙㆄߢࠅޔᄛ  ᤨ߹ߢ㓸࿅ᄖ߇⸵ߐࠇߚޕቇ↢એ
ᄖߪ༡ᄖߩᣣᏒ߿ߚޟᣏ㙚ߦޠṛߒޔᲤᣣޔᣏ㙚㧙㘧ⴕ႐ߩ㑆ࠍᓔᓳߒޔ㓌ౝ
ߢߪᩞᓙㆄߛߞߚ✵ޕ⠌ߪᛛⴚߩ᳓Ḱߦࠃࠅೋ⚖⃰ޔਛ⚖⃰ޔ⚖⃰ߩ  ⃰ߦಽ߆
ࠇޔᢎቭߣߩหਸ਼㘧ⴕࠍⴕߞߚ✵ޕ⠌↢ߩઍߪࡇࠬ࠻ㄭߊߢⴕࠍࡍࡠࡊޔૐㅦ
࿁ォߒߥ߇ࠄߩઍߢࠆޕ
ᧄ㓌⌕ߩ⠉ᣣߪᦺᣣᣂ⡞ߩ⸥⠪ᢙฬ߇ቇ↢ߩ㓌ౝ↢ᵴޔ
㘧ⴕ႐ߢߩ✵⠌㘑᥊╬ࠍข᧚ߦ᧪ߚޕ⠉ᣣߩᣂ⡞ߦߪߩ࠻࠶ࡌޟࠃࠅਇᤨ⌕ߩ㠽ੱޠ
ߣ߁ߒߢޔᣇ ߦ⸥߇ߩࠅޔ㓌ౝ↢ᵴߩೋᣣߚߜ⪭ࠄ߆࠻࠶ࡌ⁜ޔㅪਛ
ߩߎߣࠍߣࠅߍߚ߽ߩߢߣߞߤ߇ߥࠎߺޔᄢ╉ߒߡߎߩ⸥ߦߞߚ߽ߩߢ
ࠆޕ
 ෳടᩞߪޔ੩ㇺᄢቇޔ㑐ቇ㒮ޔᄢ㒋ᄖ⺆ޔ㑐ᄢቇޔᚭ㜞Ꮏޔᄢᄢ↪ޕᯏ
ߪ #841 ޕᯏ߇ࡌ࠹ࡦㅪ⋖ຬߩᠲ❑ߢᧁᵤᎹ߆ࠄⓨャߐࠇߚ⊝ޕᄢᒛࠅ߈ࠅߢޔ⁴
✵⠌ߦߞߚޕ㘧ⴕ✵⠌ߪፋὓࠍᭂߚޕḰᚢᤨߩ߽ߣࠢࡃࡦ࠼ޔ㧔㊀᠄ᯏߩ
ߎߣ㧕߇㘧߱ߥ߆ࠍᄢᱜೋᦼߩ
#841 ߇㘧߱ߩߢࠆޕ
=ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㧧
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨߩ  ᐕޔR?


㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖
 ╙㧝࿁วኋ✵⠌㘑᥊      
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Ԩ  ᭣ ᚐ

ᴪ᪢ˢͅɥȢջπɁᑼᴪ

ջπ˧


   ᣣ 㑐ቇㅪೋߩන⁛㘧ⴕޕ
ඨߩวኋ✵⠌ߩലᨐ߇ታࠅޔ㑐ቇ㒮ߩฬୖਃ㇢ߪ  ᤨ㑆߶ߤߢන⁛㘧ⴕߦ
ࠎߛޕ


㑸ቑ↢ᦨೋߩ༞₡㘧ⴕߦᚑഞ  ฬୖำߩᱶൟ
ቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥᦩߢߪࠆ৾චਃᣣࠃࠅੑචᣣ߹ߢ㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ട
⋖ฦᩞߣᣣᏒ㘧ⴕ╙ਃ⡧㓌ߦᣈߡวኋޔ⁴✵⠌ࠍߥߒߡዬߚ߇ޔੑච྾ᣣ
ඦ೨චᤨޔ⑼྾ᐕฬୖਃ㇢ำޔਛፉᔘ⧷ᢎቭߩ࠹ࠬ࠻ߩᓟࠍ߁ߌߡࡉࠕޔ
ࡠ✵⠌ᯏ㧔,$#8$㧕ߦࠃߞߡ೨ᓟੑ࿁⚂ੑචಽ㑆ߦᷤߟߡ႐ౝ༞⁛㘧ⴕࠍߥ

ߒޔ㞲߆ߥ㔌⌕㒽ޔᖘࠆߚޘᣓ࿁ߦఝ⑲ߥࠆᛛ㊂ࠍ␜ߒߡ⪦ਂߩࠍฯߚޕ
 ᱜߦหำߩ༞₡㘧ⴕߪ㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ᦨೋߩ߽ߩߢ߇๋ޔቑ㒮⥶ⓨᦩߩ
ࠅߣߔࠆߦ⿷ࠆߣߎࠈߢࠆޕ㘧ⴕኅߪ⻞ޔ㆖ߒߥ߇ࠄ߽ߦߎ߿߆ߦ⺆ࠆޕ

 ༞₡㘧ⴕߥࠎߡ⋥ߩߘޔ೨߹ߢ⠨߳ߚߎߣߔࠄߥ߆ߞߚߩߢߔޕਛፉవ↢
߇ࠒ߹ࠆࠇߪ⸒ߣޠࠈߡߟ߿ޟඨ߫ᄞਛߢᠲ❑ࠍីࠅ߹ߒߚࡦࠫࡦࠛޕ
ߩ⺞ሶ߇ᖡ߿߁ߦᕁ߭߹ߒߚ߇ᵹ߇ࠃ߆ߟߚߩߢ㘧ⴕਛߪഀวߦ⪭ߜ⌕
ߡૼ߹ߒߚ⌕ޕߒߡ߈ߣߚߒߣߟ߶ޔᓟ߆ࠄᓟ߆ࠄሜߒߐ߇ߎߺߍߡ
ૼࠆߩࠍᱛࠆߎߣ߇ૼ߹ߖࠎߢߒߚޕ
 =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?



   ᣣ ⠀↰㘧ⴕ႐㐿⸳ ޕ
   ᣣ ⸰᰷㘧ⴕޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ     ㅪ⋖ᯏ⍹Ꮉፉ 4ޟ㕍ᐕᣣᧄภ ޠ
ઍᴺᄢቇߩᾢᎹ⦟ᄥ㇢ᢎቭߣᩙ
ቇ↢ᠲ❑჻┙ޕᎹ㨪ࠪࡌࠕ㨪ࡠࡑ⌕ޕ
 ᣣ㑆ޕMOޕศ↰⨃ᄢㄫ߃ޕ


   ᣣ ḩᎺᄌഺ⊒  
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
    










   ᣣ ቇ㒮ㆇേળޕ
࠷ࡌޟ㒮㐳ߩᜦߦᆎ߹ࠅޔ㘧ⴕᯏߪੂࠇ㘧߱ޕࠆߣޠ

   ᣣ ⧷࿖㊄ᧄᱛߢᩣᑼຠ⋧႐⪭᧲ޔ੩ᄢ㒋╬ᩣᑼᏒ႐┙ળᱛޕ
    ᄢ㒋ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળഃ┙ޔㅪ⋖ട
  ᷓጊ㧔੩ㇺᄢቇ㧕
ޔว↰㧔㑐ቇ㒮ᄢቇ㧕
ޔ㜞ᯅ㧔ᄢ㒋⑼ᄢቇ㧕
ޔᵤጊ㧔ᄢ
㒋⑼ᄢቇ㧕
ޔਛᎹ㧔㑐ᄢቇ㧕߇න⁛ߦᚑഞߒߚޕ














Ꮐࠃࠅ┄↰ޔਛᎹޔᵤጊޔฬୖޔว↰ޔᷓጊޔ
ޔᒄਛᢎቭ
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 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕


 

ޣතᬺ ޤว↰ᄥ㇢ޔฬୖਃ㇢ޕ









ฬୖਃ㇢      Ꮐ߆ࠄ ฬୖ₹ޔޔ̆ޔᒄਛᢎቭޔว↰̆ޔ
















   ᣣ ᶏᄌ

   ᣣ ḩᎺ࿖ߩᑪ࿖ࠍት⸒ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕

ޙ۾ಐȻ̙ᇼᩒᜫᴬޙႆᓎሳᣵᄴୈҤɋ
   ᣣ ޟᄢቇࠅࠃߦޠ㑐ቇ㒮ᄢቇߩ⸳┙นޕ



߅ࠒᓙᦸ⨡ߦᐕߙᄢቑᩰㆀߦนߐࠆ
ቑ㒮ౝᄖߦ༑⦡ḷࠇ߿ᩕశߩᤐ߭ࠄߊ

߅ࠒ㧍ᓙᦸߎࠒߦᨐߒߡᐕߙ㧍ᚒࠄߩᷢᦸߩ⊛ߚࠅߒᄢቑߪㆀߦߎࠒߦኪߒߚޕ
ᩰߩੑሼࠍߋߟߡⴊߩߦߓߺࠆ᮪ߥ⧰㑵߇ߤࠇ⒟߁ߜߟࠓߚߛߟߚࠄ߁߆㧫
ߎࠒߦᝄߟߡࠆᤨߚࠓᗵᘣή㊂ߩ྾ሼ߇ᱷࠆߩߺߢࠆߣ╉ޕᶡߩ㍲ߔࠆߣ߈
⯪ߦノ߆ߒࠊࠇࠄ߇㑸ቑ㒮ᄢቑߩᧂૼ߇ᅢ߹ߒߊᓸ╉ࠎߢࠋࠆ߹ࠎࠄߦߐ߹ᤨޕ
ࠎߩᤐࠍㄫ߃ߡᣂ↢ߩ╙৻ᱠࠍ߰ߺߔࠊࠇࠄ߇ᄢቑߩ೨ㅜߎߘ㦸ߐࠇߚࠆ߽ߩߢߪ
ࠆ߹߆ޕ
        =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?



㧠  ᣣ ᄢቇ੍⑼ࠍ㐿⸳ޕ
 ᄢቇᴺᢥቇㇱ߳ߩㅴቇࠦࠬ㧔↲㘃㧕ߣ⚻ቇㇱ߳ߩㅴቇࠦࠬ㧔ਸ㘃㧕߆ࠄ
ߥࠆ  ᐕߩ੍⑼㐿⸳ޕೋઍቇ㐳ߦࡌ࠷㒮㐳߇⑼੍ޔ㐳ߦ㜞╬ᬺቇㇱߩ⩵ᳰ
৾㇢ᢎ㧔ᢙቇᜂᒰ㧕߇ዞછޕᄢቇ߇㐿⸳ߐࠇߚᓟ߽㜞╬ᬺቇㇱߣኾ㐷ㇱ㧔
ቇㇱߣᢥቇㇱ㧕ߪߘߩ߹߹ሽ⛯ߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
  ᴺᄢቇりዣ㋚ࡦ࠰ࡓ࡞ࠨޔᯏߢḩᣣᧄァޔห⢩ᘨන⁛㘧ⴕޕ

   ᣣ  ઙޕ
  ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᡰㇱߣߥࠆޕ
㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ઍ  ฬ㧔㑐ቇᄢว↰ޔ㑐ᄢਛᎹ㧕੩᧲ޕวหᆔຬળ
ࠍ㐿ޕ㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩฬ⒓ࠍᑄߒޔ㑐᧲ᡰㇱߣ㑐ᡰㇱߩᡰㇱߦߥࠆޕ
   ᣣ ቇ↢ߦࠃࠆ⸰ḩ㘧ⴕޕ
ᣂḩᎺ࿖⾐ߣḩห⢩ᘨߩߚઍ✵ᧁޘ႐ࠍቇㅪᯏ⊒(ޕ+#6#5 ဳ
ᯏߦᣧⒷ↰ᄢቇᎹᣂᄥ ᓔ ޔਃᅢ⎇ศ ᓳ ޕ⍹Ꮉፉ 4 ဳᯏߦᴦᄢቇጊౝਃ
㧔ᓔ㧕
ޔᳰේᒄ㧔ᓳ㧕
ޕหਸ਼⮮ᱜᢎቭޕ
=   ᣣᣂ੩⌕   ޔᣣห⊒   ޔᣣ⠀↰⌕?
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 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕

ᩜᛴқɁ˧ኄ᭣ᚐۢ

ջπ˧ᴥᩜ ۾ޙÏÂᴦ


㧣  ᣣ ╙  ࿁วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?               ޕᣣᏒ
㑐ቇ㒮ᄢቇฬୖਃ㇢ޔ㑐ᄢቇਛᎹ༑ਭㅧߩ㧞ฬ߇ਃ╬㘧ⴕᯏᠲ❑჻ߦว
ᩰޔ㑐ೋߩቇ↢ᠲ❑჻ߣߥࠆޕ
 ḩᎺᄌߐਛߩ  ᐕߩߎߣޕ
೨ᐕࠃࠅ෩ߒߊޔ
ߩࠎ߈ߥᘒᐲߪᒰὼᡷࠄࠇߚޕ
ァ߆ࠄߩ㓌ౝ㘧ⴕࠍฃߌࠇࠆ᧦ઙ߽ࠪࡆࠕߦߥߞߡ߈ߚޕ㓌ౝߩᯏኒᜬޔ
༡㐷ߩޔ㓌ౝㅢⴕᘒᐲޔౝോߦ߅ߌࠆ⻉േ߇೨࿁ࠃࠅ෩㊀ࠍᭂߚޕቇ↢
߽ᘒࠍੌᛚߒߡߚߩߢߦ․ޔァ߆ࠄᵈᗧߐࠇࠆߎߣ߽ߥߊ   ޔᣣ߆ࠄ 
ㅳ㑆ޔή✵⠌ࠍ⚳ੌߒߚޕ



Ἳᾲ߽ߩ߆ߪ 㠽ੱޟቑ㒮ࡏࠗ ޠวኋߦᛛࠍ✵ࠆ

⥶ⓨ⎇ⓥᦩߢߪࠆ৾ᑮ৻ᣣࠃࠅᑮ৾ᣣߦ⥋ࠆ৻ㅳ㑆ޔᣣᏒ㘧ⴕ╙ਃ⡧㓌ߦ㑸ቑ↢⡧
⋖ฦᩞߣߦวኋࠍⴕߞߚޔቑ㒮ࠃࠅߪᧄᐕᐲතᬺߩ㑸ቑ↢㓐৻ߩฬࡄࠗࡠ࠶࠻ฬୖำࠍ
ߪߓᩞ↢┻ፉำએਅฬ߇ෳടߒߚޕ⡧⋖ኾዻߩᒄਛᱜ᳁ᄢᦺߩᴡౝ৻ᒾ᳁ߩᜰዉ
ߦࠃࠅ⡧⋖ᚲߩࠕࡉࡠ  ᯏࠍ✵⠌ᯏߣߒᦺ྾ᤨඨᐥޔᤨࠃࠅ৾ᤨㄥᣧᦺ✵⠌ޔᱜඦ߹
ߢᯏߩᚻࠇޔඦᓟਃᤨࠃࠅᤨ߹ߢ✵⠌ᤨޔዞኢߣ߰ⷙᓞᱜߒ༡↢ᵴࠍⴕߞߡ
ኾࠄ⣨ࠍߺ߇߈ᛛࠍ✵ߞߚޕ
ዏޔฬୖำߪᤓᄐૼᢞච࿁ߦ߱༞₡㘧ⴕߦߘߩᚻ⣨ߦᢎቭ߽㛳߈ㄭߊหำߩਃ╬㘧ⴕ჻ߣ
ߒߡߩ⹜㛎߽ⴕߪࠆࠒߣߩߢߦࠒߎ߫ࠇߥ߁ߐޔ㑸⡧⋖ᦨೋߩ᭢ࠆਃ╬㘧ⴕ჻߇ቑ㒮
ߩ⥶⎇߆ࠄ↢ࠇࠆࠊߌߢ߽ߡߒߣ⎇⥶ޔᄢ߈ߥฬ⼘ߢࠆޕ
⥶⎇ߢߪೋᣨౣ߮ᧁޔᵤᎹ㘧ⴕ႐ߢㅪᣣ⁴✵⠌ࠍߥߔ╫ޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?






 ⥶ⓨ⎇ⓥળ⸥┨㧔㌁㧕
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 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕

ޙޙ۾ಐᜤॡᇞ

   ᣣ ᄢቇᩰ⸥ᔨ⑂ޕ


ࡩේⓨࠍ⥰߁⥶ⓨ⎇ⓥળߩ⾐㘧ⴕ
























   ᣣ㔵ࡩፄࠣࠗ࠳⎇ⓥળ⊒⿷               ޕ㔵ࡩፄ
⮮ේດᐔඳ჻ߩឭ໒ߢ⊒⿷ޕᱜߦੱ㑆߇ೋߡⓨࠍ㘧߱ߎߣ߇ߢ߈ߡ߆ࠄታߦ
 ᐕᓟߢࠅ߇ࠇߎޔᣣᧄࠣࠗ࠳ߩ⊒ߢߞߚޕળຬߪ߅߅ߨㇺળߩᄢ
ቇ↢ߢޔ㜞㓷ߥ⚐ࠬࡐ࠷ߣߒߡ⊒ዷߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ

― 65 ―

 ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕

ථǓլǨȍȍǺ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත ว↰ᄥ㇢ 
㨇 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ╩㨉
ޠࡍࠢޟ
ޠ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޟដߌჿߢࠆޕ
ߣޠ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޟตࠎߢޔ೨ߦ߹ࠊߞߡߦࡍࡠࡊޔᚻࠍ߆ߌߡᑫߔޕᠲ❑Ꮸߢหߓ
ࠃ߁ߦߣޠ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޟต߮ߥ߇ࠄޔᏀᚻߢࠬࡠ࠶࠻࡞ࡃࠍᒁ߈ޔฝᚻߢ⊒㔚ᯏ
ࠍࠟࠟ߹ࠊߔ⺞ޕሶ߇ࠃߣ߁߹ߊࠁߊ߇ߏޔᯏህ߇ᖡߣਛ߿ޕߥࠄ߆߆ޘ
ߞߣ߆߆ࠆߣ྾ᨎ⠀ᩮߩࡊࡠࡍ߇࿁ࠅߛߔ  ࡦࡠ࡞ޕ㚍ജ㧘ᤊဳ ޔߩࠪ
ࡦ࠳⥄߇㖸ࠍ┙ߡߡ߹ࠊࠆޕ㘧ⴕࠬ࠲ࡦࡃࠗ㧻㧷㧚ᯏߪࠕࡉࡠ 㧷ဳޔ
ᮨဳ㘧ⴕᯏὼߣߒߡࠆޕਔ⿷వࠍࡃߦ߆ߌޔᠲ❑ࠍ⌀ߞ⋥ߋߦߎߒࠫࡦࠛޔ
ࡦో㐿ޔᯏߪᓢߡߒߘޔߦޘ߇ߟߡޔ߆ࠄᶋߊ㉓㉑ߩߎޕߪ 㨙㨪
O ߩⓨ߆ࠄਅࠈߔ᥊ⷰߣߦᔓࠇࠄࠇߥޕὼ߽⥄ಽߩᗧᔒߢ㘧ࠎߢࠆߩ
ߛ߆ࠄߎߚ߃ࠄࠇߥߩߎޕ༑߮ࠍࠊߚߛߌߢ߽ࠃߣߒߡ⥶ⓨ⎇ⓥળߦળ
ߒߚߩߢࠆޕ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߇᧪ߡৼᐲ  ᐕࠍㄫ߃ࠄࠇߚޕ
ߘࠇߣหߓߊߒߡ㑐ቇ㒮⥶
ⓨㇱ߽㦂  ᚽࠍᢙ߃ࠆߦ⥋ߞߚޕහߜ߹ߕ㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࠍ⚿ᚑߒޔቇㅪߦട⋖ߒ
ߚߩ߇੩ᄢߣ๋߇㑐ቇߢࠅޔᐞᐲ߆፣უߩ┆ߦ㒱ࠅߥ߇ࠄ߽ߊࠃޔᝊ࿁ޔᣣߦ
⥋ߞߚቇㅪߩᱧผ৻ߩߘޔⅣߣߒߡޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱߩᱧผ߽ࠆߩߘޕഃ┙ߩᒰೋߪ
ߒߡᤃߥ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚᦺޕᣣᣂ⡞␠ߩో㕙⊛េഥ߇ߞߚ߽ߩߩޔ㘧ⴕᯏߘߩ
߽ߩߦኻߔࠆోᗵା㗬ᗵ߇⭯ߊޔળߒߚߊߡ߽ޔῳఱኅᣖ߆ࠄߩᒝὓߥኻߩὑ
ߦᕁᱛ߹ߞߚੱ߽ޘᄙᢙߞߚޕታᒰᤨቇ㒮㐳ߢߞߚࡌ࠷ඳ჻ߩᅏߐࠎߪޔ
⊒ળᑼߩᤨ㒮㐳߇ᦺޔᣣߩᴡౝ㘧ⴕ჻ߩᠲ❑ߔࠆᣏቴᯏߢ㘧߫ࠇߚߩࠍᓟ߆ࠄ⡞߈⍮
ࠅߦޘ๋ޔ㔗ࠍ⪭ߣߐࠇޔᵅߡޟᓟ⛘ኻߦ㘧ⴕᯏߦߪਸ਼ߖߥߢߊࠇߐ⚂⏕ߣޠ
ߖࠄࠇߚߎߣ߽ߞߚߦࠇߘޕᒁ߈Ყߴᧁᦥޔ㒮㐳ߪ⥄ࠄ⥶ⓨ⎇ⓥળߩળ㐳ߣߥࠅ
๋ߊࠃࠍޘỗബߒߡਅߐߞߚޕ
ᰴߩ㔍ߪ⚻ᷣ㗴ߢࠆޕቇ↢ࠢࡉᵴേߣߪ߃ޔቇ↢ળߢߪᧂߢ߽▚੍ޔ
ߥ߹߹ోޔㇱ⥄೨ߢߞߚ◲߁ߘޕනߥ⾌↪ߢߪߥ╫ᦺޔᣣᣂ⡞ߢᱴߤోㇱߣ
ߞߡࠃⵍߞߡߊࠇࠆߣߪ߃ޔቇ↢৻ੱᣣ㗵  ࠟ࠰ࡦઍߣߒߡᝳߒߚޔᒰ
ᤨߩ  ߪߩߤࠇߦ⋧ᒰߔࠆ߆㧫ߣߦ߆ߊ㔚ゞ⾓ߪߣߒߡ  ㌛ࠇ߫ቲႦ߳
ⴕ߈᷷ᴰߦߞߡޔࠍߡ߽᧰৻ߩ⨥߅ޔ㘶ߚ߽ߩߛߞߚ߆ࠄޔฦ⥄ߦߪ⋧ᒰ
ߥ㊀⩄ߛߞߚߣᕁ߁ޕ
✵⠌ߪᦐޔᣣᦐߢᄢ㒋ᧁᵤᎹዥߩዊߐߥ㘧ⴕ႐߳࠴ࡦ࠴ࡦ㔚ゞߣᷰߒ⥱ࠍ↪ߒ
ߡਸ਼ࠅㄟߺޔᯏ᧚߇ዋߥ߆ࠄ৻ੱ৻࿁ 㨪 ಽߩ✵⠌ߢ৻ᣣࠍ⚳߃ࠆޕ㘧ⴕᯏߪၔ᧲
✵႐ߩᦺᣣߩᩰ⚊ᐶߦࠇߡࠆߩߢᓔᓳⓨャߔࠆߦࠇߘޕਸ਼ߖߡ߽ࠄ߁ߩ߇ࠃ
ࠅߩᭉߒߺߛߞߚޕ
߆ߥ✵⠌ߛߞߚ߇߽ߢࠇߘޔഃ┙ᓟ৻ᐕඨߩᤘ  ᐕ  ޔੑੱߩቇ↢߇න⁛
㘧ⴕࠍ⸵ߐࠇߚ߽ߤࠇߌޕ⠉ᐕ  ߦߪතᬺߒޔ㧻㧮ࠅࠍߖߨ߫ߥࠄߥߊߥߞߡߒ
߹ߞߚޕ
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䎃
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

  
ޣතᬺ┻ ޤፉᣂਃޕ

┻ፉᣂਃ

ㇱຬឥ㧦Ꮐ߆ࠄ ₹⑲㓶┻ޔፉᣂਃ═ޔᱞ↵ޔว↰ᄥ㇢ޔㄞ ⾫ㅧޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ╙  ࿁วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?                ޕฦോࡩේ

ጘ㒂⋵ฦോේ㘧ⴕ╙৻ㅪ㓌ߢߩ༡ౝวኋ ޕฬෳടޕᣣᏒߣ㆑ࠄߋ࠴ࡦ ޔ
ߩ⍴ዊ╣ߩේ㊁ߩࠃ߁ߥ㘧ⴕ႐ޕᕡ㘑㧔㘑㧕ߦኻߒߡޔ㔌㒽ߔࠆޕ㜞ᐲ  ࡔ
࠻࡞ߋࠄߢ㐳⦟Ꮉߩᴡේߩⓨߦ㆐ߒޔ
᳇ᵹߢ߰ࠅ឴ߍࠄࠇߚ߽ߩߛߞߚޕ
ߎߩߎࠈ߆ࠄቇ↢⥶ⓨߩ㊀ⷐᕈ߇ࠄࠇޔ㒽ᶏァߩ⥶ⓨ㑐ଥ⠪ߩቇㅪቇ⠪߇߰߃
ߡ߈ߚޕ

















  ᣣᧄೋߩ࠰ࠕࡦࠣ⸥㍳ޕ
  ࠼ࠗ࠷╙  ࿁ࠣࠗ࠳ᄢળޕ
    ṛⓨ⸥㍳㧦 ᤨ㑆  ಽޕ




ࡇࠬ࠻ߢߩᓙᯏ㘑᥊
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ಇඟ ሳɁᐋ

ဝ̢ൡɁ᭣఼ɥնَȾᜤॡᇞȺᄉ᚜


   ᣣ ᩞޟⓨߩ⠢ޠ
㧔ർේ⊕⑺⹖ ห⓹ߩጊ↰⠹▄ᦛ㧕ቯޕ














ᣂᩞ⊔
ᓙᦸᐞᐕߙᚒ╬ߩᩞ↢ࠆ㧍ࠐ⧯߈ߪജߙ̢⡪㜞ࠄ߆ߦጊ↰᳁ᗵỗߩᜰើ

ቑ㒮ࠬࡇ࠷࠻ᓳ⥝ߩต߮ߣߦޔ
ߩࠄ๋ޟᩞޠ
ߦⴊ߈⧯ߩࠄ๋ޟΆࠁࠆ߽ߩߦޠ
ወߔࠆੑජቑ↢ߩᏗᦸߩ⡪ߪᄙᐕቑ㒮ߩౝᄖߦ㗿ߟߡዬߚ߇ޔㆀߦᣣޔቑ↢ᦩޔቑ
↢ޔጊ↰ޔർේౌ᳁ࠍ⚿߱ޔᱝߩ⛘ᅱߥࠆ࠻ࠝߩദജߦࠃߟߡߦࠒߎޔノߒ߈ᚑᨐ
ࠍ⚿߱ߎߣࠒߥߟߚޕᣂ⑺㧍↢߈ߣߒ↢ߌࠆ߽ߩΌᶭߩ㔺ߦᕷߠ߈ੱޔẋߊቝቮߩ↢
ߦᴚߖࠎߣߒߡᣂ♖㦶㜚ᓧߦ⢷ࠍ߰ࠆࠊߖߟࠒࠆᤨޔ㝬ࠍ߽ߡ㕌ᤐߣℂᗐߣ⋿
ℂࠍޔ⡪㜞ࠄ߆ߦ㓶ตߴࠆ⹖ࠍᓧߒߎߣߪᱝ߽ߥ߈ᐘߢࠆޕ
ቑ㒮ᣂ↢㧍ߎߘ߳ޔࡩේߪ㗀ߊੑජቑ↢ߩᗵỗߦ᰼ߒߡ㧍ノߊ⥄↱⡛߈↲ߎޔ
ࠇߎߘቑ㒮ߩࠪࡦࡏ࡞̆̆ᝄࠅ߆ߑߖᣂߩᄢᣛߪㅴ /#56'4;(145'48+%' ߭
ߟࠒ␠ᦩࠍ㝬ࠍੱ‛ࠍ⠨߃ࠃ߁ߩࡓ࠭ޔਛߦ㝬ࠍߘ߁㧍ోቑ㒮㑸ଥ⠪߇ജࠍ
วߖߡᷡࠍ߰ߣ߈ޔ㑸ቑ㒮ᄢቑలኪ߳ߩⴕㅴ߇㐿ᆎߐࠇࠆߢࠄ߁ޕ
        =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ? 


ޟቇ㒮ߪ⑳ߩฎ㉿ߣޠጊ↰⠹▄᳁⻢␞ࠍㄉㅌߐࠇࠆ 
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ⸥ᔨ⑂ ₹⑲㓶ߩቇ㒮㘧᧪ࠍว࿑ߦᣂᩞޟⓨߩ⠢ޕ⥸৻ޠ

ࠛࡔ࡞࠼ߩⓨߦ
ࠢࡓ⦡ߦࡃ࡞ࡦ߇ᶋ߆߮
㌁⦡ߩ㘧ⴕᯏߪ
༑߮ߩ⧎᧤ࠍᛩਅߔࠆ
㆐ߩࠞ࡞࠾ࡃ࡞
⸥ᔨ⑂㧍
༑߮ߪޔߪߐ⧯ޔജߪ
⚳ᣣࡩේߦ⧎Ἣࠍᛂߜߍ
ᩞ⥢߽߽࠼ࡦ࠙ࠣޔ߽↢⦼ޔ
ᭉߒ⧎ߣൻߔ
㆐ߩࠞ࡞࠾ࡃ࡞
⸥ᔨ⑂㧍


ߌ߰ᓙᦸߩ⸥ᔨ⑂   ࡩේߦዷߊᗵỗߩ⽕⪇ 


ᣂᩞว໒ߦ⧯ੱߩᗧ឴ࠆ  ⓨ߆ࠄߩ㦸 ₹ำ㘧ૼߔ

 ච৾ᣣඦᓟ৻ᤨޔᷡẴߩ㕌ⓨߦタߟߡቑ㒮ߩ↢ࠆ⧯߈ࡤࠕࡑࡦ₹ำ
ߩᠲ❑ߔࠆ㘧ⴕᯏ߇ቑ㒮ߩⓨߦ㘧ૼߒߣࠇߘޔหᤨߦዊỈࠕ࠽࠙ࡦࠨߩ⚫
ߦࠃࠅ㧶㧻㧷㧳ㅍዪߩࡑࠗࠢࠍㅢߓߡࠣࠢࡉߦଐࠆᩞޟⓨߩ⠢ޠ
ߩ⊔߇ⴕߥߪࠇࠆޕਯߪᦩ႐ฦᚲߦߦ⸳⟎ߐࠇߚᡌ⡪ེࠍㅢߓߡోᦩ႐ߦ⧯
߈ᗵỗࠍொ߳ࠆߢࠄ߁ޕዏߎࠇߪቑ㒮ࠝࠤࠬ࠻ᄼߦࠃߟߡߥߐࠇࠆ߽
ߩߢࠆޕ
 ߩ㑆ቑ㒮ⓨࠍᣓ࿁ߒߡ㦸ࠍ߹߈ᢔࠄߒߟࠒࠆ₹ᯏࠃࠅ⦡ࡆޔ
ࡔࠫ߇ᛩਅߐࠇࠆߎߣߦߥߟߡࠆޕ
 ዏޔᐕߩ࠵ࠝㅍߪᧄᐕ߽ቑ㒮వヘߦߒߡฬࠕ࠽ߩዊỈ᳁㧮㧷ߩᛛ
ⴚຬߩᅢᗵ⊛⡪េࠍᓧߡቑ↢ᦩ㧉ቑ⠌ቶߦ․⸳ߐࠇߚ㧶㧻㧷㧳ㅍዪߩࡑࠗ
ࠢࠍㅢߓኪᴫㅍᣂ⡞ㇱ✬⻍ߩ࠾࡙ࠬޔ႐ౝᢛℂࠍઁޔⓍᭂ⊛ߦ৻⥸ૼ
ᦩ⠪ߦ๔ߍࠎߣߒߡࠋࠆޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ  ⸥ᔨ⑂․ภ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ 㑐ቇᄢ⥶ⓨ⎇ⓥળ⥶ⓨዷ=㨪 ᣣ?            ޕቇ㧉













ߎࠇߪή㒢ߦ߭ࠈ߇ࠆᄢⓨߦߘߩᄤࠍ᳞ߡ㘧べߒ➖ߌࠆ⧯߈㠽ੱߩࠅ
ߢࠆᾲᗧߩ㓸Ⓧߢࠆቑ㒮⥶⎇ߢߪ㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ߩᡰᜬߩਅߦߘߩ⚫
ࠍߨߡᓐ╬⧯߈ࡤࠕࡔࡦߩᵴべᝄࠅࠍዷⷩߦଏߒߡࠋࠆቑ↢⡧⋖ߩ
ኮ⋿ᢞ⪲⥶ⓨኮ⋿⥶ⓨ⛔⸘ઁᬺ㘧ⴕᯏߩ⁁╬߇ߘߩຠߩਥ
ߥࠆ߽ߩߢᤨ⇣Ᏹߥࠆ⥶ⓨᾲߦ㡆ߒߡᄙᄢߩᗵ㌏ࠍౝᄖߦ༐ߔࠆߛࠄ
߁ߣᦼᓙߐࠇߡࠋࠆ

=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳  ⸥ᔨ⑂․ภ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?



  ༞₡㘧ⴕߩਃำޕ
ࠬࡐ࠷ߣߒߡߪ൩⺰ޔ㕖Ᏹᤨߩᣣᧄߦወߒᄢߦᗧ⟵ࠍ߽ߟ⥶ⓨ⎇ⓥᦩߢߪޔ
వߦ྾₹ำ߇ਃ╬㘧ⴕ჻ߩ⁁ࠍขߟߡᄢߦࠍฯߚ߇ޔᐲਅ⸥ߩਃำ
߇ߘߩᛛⴚߩఝ⑲ࠍࠄࠇ༞₡㘧ⴕࠍ⸵ߐࠇߚ
  ␠ᦩ⑼ਃᐕ ᳗ ⷐำ
  ⑼ ੑᐕ ═ᱞ↵ำ
  ⑼ ੑᐕ ㄞ⾫ㅧำ
 =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧟
ޣතᬺ₹ ޤ⑲㓶ޕ

₹⑲㓶
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ȽɞЭȻտ˨ɥᄻȪȹ

  㑐ቇ㒮ᄢቇቇㇱഃ⸳㧦ᴺᢥቇㇱߣ⚻ቇㇱࠍ㐿⸳ޕ
   ਛᎹ༑ਭㅧ᳁㧔㑐ᄢ㧻㧮㧕ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦዞ⡯ޕ㑐᧲ᡰㇱߦ㈩ዻޕ
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦᶏᵗㇱᣂ⸳ޕ









ᶏᵗㇱ✵⠌ᯏ

 ⋫ᵤ㘧ⴕ႐ቢᚑޕ
  ࠼ࠗ࠷╙  ࿁ࠣࠗ࠳ᄢળߦߡ〒㔌⸥㍳MOޕ

ቶᚭบ㘑㑐ࠍⷅ߁           ޕ


  㑐ᣇ㘑᳓ኂߩߚ⸥ᔨ⑂ਛᱛޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ± وпّޙႆᓎሳᤣਖ਼൏͢۾

᚛ቸණ႒


   ᣣ╙  ࿁ో࿖ቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢળޕ⠀↰࿖㓙㘧ⴕ႐
ෳ  ട㧦 ᄢቇ ޕฬޕෳടᯏ㧦 ᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦᳗ ⷐ㧔 ᐕ㧕
═ޔᱞ↵㧔 ᐕ㧕
ޔㄞ⾫ㅧ㧔 ᐕ㧕
ޔ㊄ሶ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔ

ਛ᧪↰㓉ੑ㧔 ᐕ㧕
ޔฬୖਃ㇢㧔㧻㧮㧕
₹ޔ⑲㓶㧔㧻㧮㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦═ᱞ↵ 㑐ቇᄢ  ᐕ ࠍ㑐࠴ࡓ ᧲ኻ᛫ਃⷺߦఝൎޕ




 ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢળ㐿⸘↹ߩႎࠍޔᣣᏒߢวኋਛߦ⡞߈ޔᡰㇱຬ߿߇
ߦ߽ᗧ᳇߇߇ߞߚޕ
ߚ߹ߚ߹㑐ᣇࠍⷅߞߚቶᚭบ㘑ߪޔ
㑐ᡰㇱߦᄢᛂ᠄ࠍਈ߃ޔ
ᄢળ↪ߣߒߡಽ⸃ᪿ൮ߒ⽻ޔゞャㅍߩߚ᷼↸㚞ߦᜬߜߎࠎߢߚࠕࡉࡠ  ⏷ߪޔቢో
ߦ⎕უߐࠇߚᧁޕᵤᎹߩᣣᧄ⥶ⓨߦᩰ⚊ߒߚ߽ߩߪޔᶐ᳓ࠆߪᶋㆆ‛ߦߚߞߡ៊
უߪߊࠄ߫ߒޔᚻ߇ߟߌࠄࠇߥ⁁ᘒߛߞߚޕᄢળߪ    ᣣߦᑧᦼߐࠇߚޕ
ᚢ  ❣㧦㑐᧲࠴ࡓ߇ᮡ⼂ኤ㘧ⴕޔ㒢⌕㒽ޔ㓚⊒ߢఝൎޕ
㑐࠴ࡓߪએਅߩ  ⑼⋡ߢఝൎߒߚޕ
 ሼ㘧ⴕ߅ࠃ߮㜞ᐲ⋡᷹㧦 
ਭ㊁ᱜ㓶㧔ᄢᄢ㧕
ޕ
⋥✢᳓ᐔ㘧ⴕ߅ࠃ߮ᮨᡆᒢᛩਅ
   ⨹Ꮉዋᗧ㧔㑐ᄢ㧕
ޕ
᧲ኻ᛫ਃⷺ㘧ⴕ㧦
㑐࠴ࡓ㧦═ᱞ↵㧔㑐ቇᄢ㧕
᧲ᱜඳ㧔㑐ᄢ㧕
ਭ㊁ᱜ㓶㧔ᄢᄢ㧕

― 75 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕



ᦺᣣᣂ⡞␠ਥ   ోᣣᧄቑ↢⥶ⓨㆬᚻᰨᄢᦩߦቑ㒮ࠃࠅ㠽ੱ႐

 ᦨㄭ㗐ߦ⊒㆐ߒߡૼߚޟቑ↢⥶ⓨߪޠẋߊߦࠄࠇࠆߦ⥋ࠅޔ࿁ᦺᣣᣂ⡞
␠ߪ⸰ᱏ㘧ⴕߩචᐕ⸥ᔨߣߒߡᦺޟᣣ⥶ⓨべㅴㆇേࠆૼߦߟ৻ߩޠච৻ਃᣣ᧲
੩⠀↰㘧ⴕ႐ߦᣈߡోᣣᧄቑ↢⥶ⓨㆬᚻᰨᄢᦩࠍ⪇ߊߒޘᡃⴕߖࠄࠆࠒߦߥߞ
ߚޕ
ᤘᐕቑ↢⥶ⓨ߇⸳┙ߐࠇࠆ߿ޔ੩ᄢߣߦ⋿వߦട⋖ޕએ᧪ޔ㑸ᡰㇱߩ⸳
⟎ᆔຬᦩࠍࠅ㑸⻉㜞ኾᄢቑߦต߮߆ߌࠆߥߤㆊߦᢞߩޘഞ❣ࠍᜬߟᚒ߇ቑ㒮
⥶ⓨ⎇ⓥᦩߪᱝߩᡃߦ㓙ߒߡᩞ↢ࠃࠅฬޔ㧻㧮ࠃࠅੑฬ႐ㆬᚻߣߒߡㆬᵷ
㆜ߔࠆߣߥߟߚޕቑ㒮ߩ႐ㆬᚻߪ

᳗㧔ᢥ྾㧕ޔㄞޔ㊄ሶ㧔⛫ੑ㧕═ޔ㧔ਃ㧕ޔਛૼ↰㧔ੑ㧕
㧻㧮ߪ ₹ޔฬୖੑ᳁

ዏหᄢᦩߦߪᐥᰴޔ↰᧻ޔᨋޔᄢⷺߩฦᄢ⤿ࠃࠅ⥶ޟⓨᣣᧄᑪ⸳ߩᄢℂᗐߦΆࠁࠆ
ᭂߡᗧ⟵ᷓߒ߽ࠃ߶ߒ̖̖ߩߣޠỗൢߩㄉࠍฃߌޔᄢఝൎ⋄ޔఝൎ⋫ߩነ⿅ࠅޔ
ᦺᣣᣂ⡞␠ߦߡ߽࠻ࡠࡈࠗࠍ⿅ߟߡߘߩఝൎࠍᓆߔࠆޕ

┹ᛛ⒳⋡ߪ 
৻

㧤ሼ㘧ⴕޔ㜞ᐲ⋡᷹㧔ੑ㧕ᮡ⼂ኤ㧔ਃ㧕᧲ወ᛫ਃⷺ㘧ⴕ 

྾ 㒢⌕㒽㧔㧕⋥✢᳓ᐔ㘧ⴕޔᮨᡆᒩᛩਅ  ⊔േᯏ㓚⊔
╬ߢ↪ᯏߪࠕࡉࡠᑼޚ྾㧷ဳࠝࡦࠕޔᑼੑဳޔ⍹Ꮉፉᑼ㧾ਃဳߢ
႐ᩞߪ
        㧔㑸㧕㑸ቑޔ੩ᄢޔᄢᄢޔ㑸ᄢ┙ޔ㙚
        㧔㑸᧲㧕᧲ᄢޔᣧᄢޔᘮᄢޔᄢޔᴺ
ߢࠆ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?



  ╙  ࿁ㆬᚻᮭߢᅢᚑ❣ࠍߍߚቇㅪ㑐ᡰㇱ߳ࡄ߆ࠄ  ࡈࡦߩ㊄ޕ
రᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐㐳ᧁޘศ㚢⥶ⓨቭ߆ࠄᷰߐࠇࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ڌూᎃчکȾሉᢆ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

     㒽ァ⥶ⓨᧄㇱޔቇㅪߦ㈩ዻᩞᵷ㆜ࠍቯޕ
     㡅⠢ળ㧔ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળ㧕⚿ᚑޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢᢥቇㇱޔ㜞ㇱޔᣥᐲߩᦨ⚳ᐕᐲ↢තᬺޕ
     㧔㜞ㇱࠍᑄߒޔ㑐ቇ㒮㜞╬ᬺቇᩞ⸳┙ޕ
㧕

ޣතᬺ═ޤᱞ↵ޔ᳗ⷐޕ











═ᱞ↵


  ㊄ሶ⦟ᄦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ╬ᠲ❑჻ขᓧޕ
  ᦦᧁ㒮㐳ㅌછޕ
ᢎ⡯ࠍ㔌ࠇࠆ߇ℂߣߒߡޔ㑐ቇ⥶⎇ળ㐳ߣߒߡޔቇ㒮ߦ⽸₂ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ഃ┙㦺ߦᱩࠇ ቑᩞડᬺൻߪᄢወ ㅌ⡯ߔࠆᦦᧁߐࠎߣ⺆ࠆ
 ᤐߩᣣߑߒᥦ߆ߥᚗࠆᣣޔ೨㒮㐳ᦦᧁవ↢ߩ∛ᐥࠍ⸰ࠇߚ⸥⠪ߪవ↢ߩࠬ࠶ࠞర᳇
ࠍขࠅᚯߒߚ߅㗻ࠍߡᔃߒߚޕ
ࠅߑࠊߑࠊ߿ޟ㔍߁߽ޕߛࠎࠒࠅ߆ߞߔ߁߽ޕ
ࠎ߹ࠅᥦ߆ߩߢࡐ࠴ߢᣣะ߷ߞߎࠍߒߡࠋߚᚲߛޕ㘩ᘳ߽ㄭ㗃ߪᄢ⼠ㅴࠎߢߛࠎߛ
ࠎࠃߊߥߞߡⴕߊߩ߇⥄ಽߦ߽ࠃߊࠊ߆ࠆ᮪ߛࠃߣޠઔߒ߾ࠆవ↢ߩ߅㗻ߦߪⴊ⦡߽߇
ߞߡߤ߁߿ࠄ∛೨ࠃࠅߪ߅⢈ࠅߦߥߞߚ߿߁ߥ߇ߔࠆޕ
 వ↢ߪ߽߁ 10 ᣣ⒟߽೨߆ࠄᐥࠍ㔌ࠇߡ৻ੱᱠ߈߇ૼࠆ᮪ߦߥࠅޔᥦ߆ᣣߦߪᐸࠍ
ߘࠓࠈᱠ߈ߥߐࠆߘ߁ߢࠆޕ
ߦ⿷ߛᧂޟචಽജ߇ήߩߢߨޔ૬ߒ߽߁㓏Ბߩࠅਅࠅ߽ᰣᐓߐ߳ᜬߡ߫ᮔߦߢ߈ࠆࠃޠ
ߣਛ߅ޘᓧᗧߘ߁ߢࠆޕධะ߈ߩᣣᒰߚࠅߩ⦟ㇱደߦߪਃߟ྾ߟߩ߈ࠇߥ㋬ᬀ߃ޔ
ߘߩ⨲⧎߇⟎߆ࠇࠆࠟࠬᚭߒߦߐߒㄟ㓁ߩశߪㇱደ৻㕙ߦࠆޕ
ޟᐲ߅ㄉߦߥࠆߦߟߡ߆ᗵᗐࠍ⾰ߥߌߟߒ߱ߣޠߦ৻⑳ߪࠇߎޟੱߣ
ߒߡ⠨߳ߡࠋࠆߎߣߥࠎߛ߇ߣޠ೨⟎߈ߐࠇߡߪ⑳ޟቑᩞߩડᬺൻߒߡⴕߊߩࠍᭂᐲߦឃ
ᢺߒ߹ߔޕቑᩞ߇ᓤߦ⤘ᄢߥቑ჻ࠍᠩߔࠆߩࠍࠅߣߒߚࠅޔ༞ߥࠆ⍮⼂ߩߌ႐ᚲߣൻ
ߒߚᤨޔᣢߦߘߩቑᩞߩଔ୯ߪߥߊߥߞߡߒ߹߰ߣᕁ߰ߨޕ㑸ቑ㒮ߪᣢߦቑㇱ߽᧪ޔ
㜞╬ㇱ߽㜞╬ᬺቑᩞߦนߖࠄࠃ߁ߣߒߡࠋࠆࠎߛ߆ࠄᦨޔᣧቑ㒮ߪᄖ⊛ߦߪቢᚑߐࠇ
ߚߪࠄ߆ࠇߎޕౝ⊛ߩలታߦะ߆ߞߡㆳㅴߔߴ߈ߛߣᕁ߰ޕቑᩞޔᢎޔቑ↢ߩਃߟߩࡈ㨻
ࠢ࠲߇Ḅὼ৻㜚ߣߥߞߡ㑸ቑ㒮ߣ߰৻ߟߩߚߦࠦࡦ࠻ࡆ㩟࡚̆ࠪࡦߒߡߎߘ㑸
ቑ㒮ߩ㑸ቑ㒮ߚࠆߣߎࠈ߇ࠅޔ㑸ቑ㒮ߪㄥߘߩ⋡⊛ߩὑߦദജߒߡ߈ߚߩߢ
ࠆޕ
 ⑳ߪౣ߮➅ߒߡ⸒߰߇㑸ቑ㒮ߪ߳ቑ↢ߪዋߥߊߣ߽ࠃߪ⑳ޕቑ㒮ߪᏱߦഃ┙⇧
ೋߩ♖ࠍએߡᄖ⊛ࠃࠅౝ⊛߳ޔᄖᒻࠃࠅ♖߳ߩలኪߦᔃࠍะߌࠆࠍ㗿ߞߡ߅ࠅޔ
Ᏹߦߘ߁ࠇ߆ߒߣߞߡࠋ߹ߔޕ
ޠ
 వ↢ߩቑᩞࠍᕁ߰ᾲᖱߪ∛ᐥߦߞߡ߽ᏱߦὓߣޘΆ߃ߡࠋࠆޕ
∛ޟ᳇ਛ⧎ࠍ㗂ߚࠅ߭⥰߅ޘ⦡ޔฃߌߡᗵ⻢ߒߡࠋ߹ߔ⊝߽ࠇߋࠇߊ߆߁ߤޕ᮪ߦቱ
ߒߊ߅ொ߳ਅߐޠ
ߣᅤߦ߽ሜߒߘ߁ߦ⺆ࠄࠇߚޕ㙍ࠅߦ㐳ߊ߅㇎㝷ߒߡߪߣᕁ߭వ↢ߩ߅ቛࠍㄉߒߚᤨߦ
ߪᣢߦᤐߩᣣߪߡࠋߚޕ
 =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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ၔ᧲✵႐

 ᄢ㒋ၔߩ᧲ߪ߹ޔߩች࿅ߣࠃ߫ࠇࠆᏒⴝቛߩߚࠅߪߡߟ߆ޔၔ᧲✵
႐ߢߞߚ߇ߪߎߎޔᣧߊ߆ࠄ㘧ⴕ႐߇ࠊࠅߦ↪ߐࠇߚ႐ᚲߢ߽ߞߚ ޕᐕ㧔
ᴦ  ᐕ㧕   ᣣߦߪᦺޔᣣᣂ⡞␠ਥߢࡦࠗ࠙࠼࡞ࡏߩࠞࡔࠕޔ㘧ⴕ࿅߇᧪
㒋ࠬ࠴ࠞޔᑼⶄ⪲ᯏߩ㘧ⴕࠍᛲ㔺ߒޔ⠉  ߦߪ↰ᣂㅧߣ߁㘧ⴕᯏਸ਼ࠅߩࡄࠗ
ࠝ࠾ࠕ߇⥄ಽߢ⸳⸘ޔߒߚ⚐࿖↥ᯏߩೋ㘧ⴕߦᚑഞߒߡࠆޕએᓟޔᲤᐕߩࠃ߁
ߦ⹜㛎㘧ⴕ߿┹ᛛ㘧ⴕ߇߅ߎߥࠊࠇߚޕ




 㘧ⴕ႐ߣߒߡ↪ߐࠇߚߩߪ  ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕   ᣣߢᦺޔᣣᣂ⡞␠߇᧲
ቯᦼ⥶ⓨળࠍ⸳┙ޔᄢ㒋߆ࠄᵿ᧻ࠍ⚻ߡ᧲੩ߦߚࠆㇷଢቯᦼャㅍߩ⥶〝ࠍ㐿⸳ߒߚ
ߩ߇ߪߓ߹ࠅߢࠆ↪ޕᯏߪਛፉᑼ  ဳ㒽ᯏߢߞߚޕၔ᧲✵႐ߦߪޔᒰೋ࠹
ࡦ࠻ᒛࠅߩ◲නߥᩰ⚊ᐶߛߌߢߞߚ߇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦߪ  ဝ㧔 ট㧕
ߩ㋕㛽ㅧࠅߩᩰ⚊ᐶ߿ോᚲ߽ߟߊࠄࠇߚޔߚ߹ޕหᐕߦߪบ߹ߢ⥶ⓨ〝߇િ߮ޔ
ㇷଢߛߌߢߥߊ‛ߩⓨャ߽ߪߓࠄࠇߚ߶ߤߢࠆޕ
 ᧲ቯᦼ⥶ⓨળߪ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦ⸃ᢔߔࠆ߇ᦺޔᣣᣂ⡞␠߇␠ౝߦቯᦼ⥶ⓨ
ળࠍ㐿⸳ߒߡޔᄢ㒋߆ࠄർ㒽ฦ߿ޔਛ࿖ᄢ㒽߳ߩ⥶〝㐿ᜏߥߤߦᵴべߒߡߚޕ
ߒ߆ߒޔᄢ㒋࿖㓙ⓨ᷼ߩ೨り
ߢࠆᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐߇ᵤߦ
ቢᚑߔࠆߣޔห␠ߪᲤᣣᣂ⡞␠ߣ
ߣ߽ߦᩰ⚊ᐶࠍ⒖ߒޔၔ᧲✵႐
ߪ㘧ⴕ႐ߣߒߡߩᓎഀࠍ⚳߃ߚߩ
ߢࠆߦߜߩޕၔ᧲✵႐ߪᄢ㒋
⎔Ꮏᑚߣߥࠅ⚳ᚢࠍㄫ߃ߚޕ
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   ᣣ ᣣᧄᏔ㘧ⴕㅪ⋖⊒⿷ޕ
㧔Ფᣣᣂ⡞㧕
   ᣣ ᣣᧄೋߩ⥄േゞ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶⋫ޕᵤ㘧ⴕ႐
     ቇㅪ㑐ᡰㇱ㘧ⴕዷ␜ળޕ
ࠕࡦࠝ߇✵⠌ᯏߦടࠊࠆޕ
   ᣣ ᣣᧄೋߩࠣࠗ࠳㘧ⴕᯏᦜ⥶⋫ޕᵤ㘧ⴕ႐

   ᣣ ᄐቄ     ᣣᏒ
ㄞ⾫ㅧੑ╬㘧ⴕ჻ࡄࠬޔ㊀⁴ᄦ༞⁛㘧ⴕ
⧯߈㕍ᤐߩⴊầࠍᗲᯏߦਸ਼ߖߡޔᄐⓨ৻᧰ߦ㛧ߌߚޕ
㑸ቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ߩᄐቄⴕߪᣣᏒ㘧ⴕ႐╙ਃ⡧㓌ߦ
ᣈߡട⋖ᩞ  ᩞ  ฬෳടߩਅߦ    ᣣࠃࠅ  ᣣ߹ߢⴕߥߪࠇߚޕ
ቑ㒮⥶ⓨ⎇ⓥᦩߢߪㇱຬ  ฬߩᄙᢞ߇ᢿὼઁᩞࠍಒߢෳടޕᱝߩ㑆ァ㓌ᑼኋ༡ߩਅ
ߦ✵⠌ߦ♖ㅴߒߚ߇ ޔᣣߩ႐ౝ⹜㛎㧔ࠕࡉࡠᑼ - ဳᯏ↪㧕߮  ᣣߩ㊁ᄖ㘧ⴕ
㧔⍹Ꮉፉᑼ 4 ဳᯏ↪㧕ߔߥࠊߜᣣᏒ̆ฬฎደዊᐈࡩේ㑆  ☮ᓔᓳ㘧ⴕߦࠃࠆ⹜
㛎ߦടߪࠅޔਃ╬㘧ⴕ჻ߢࠆㄞ⾫ㅧ᳁߇ࡄࠬߒੑ╬㘧ⴕ჻ߦㅴޔቑ㒮ߩߚߦ
⪦ਂߩࠍฯ߈㊀⁴ᄦำ߇ೋ༞₡㘧ⴕߦᚑഞߔࠆ╬ᄢߦലᨐࠍ⥞ߍߚޕ
ቑ㒮ߦߪੑ╬㘧ⴕ჻৻ੱޔਃ╬㘧ⴕ჻ੑੱߢࠆޕ
ੑ╬㘧ⴕ჻ߦߥߞߚㄞำߦߩᗵᗐࠍ⡞ߊߣ⻞⼑ߥᘒߢ߿ޟߦࠅ߹ߖࠎࠃޕ㘧
ⴕᯏߢ㘧߱ߎߣߪᕟࠈߒߣ⸒߰ࠃࠅᗢᔟߥᔃᜬߢߔࡀߦ߁ߣࠎ߶ޔ⁴✵⠌ߦᄐࠍㆊߏ
ߒߚࠊߌߢߔޕᐲߪᄢᦺਥߩ┹ᛛᄢᦩࠍ⋡ᜰߒߡቑ㒮ߩߚߦ㗎ᒛࠆߟ߽ࠅߢࠋ߹
ߔ߆ࠄߡዬߡਅߐߣޠജᒝߊ⺆ߞߡߊࠇߚޕ






㑐ቇᄢ⥶ⓨ⎇ⓥળ
ળຬ㓸ว


㧔 ᓇ㧕
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ɺʳɮʊ˂ᄉᠴ

 ₈ᰣߩᅤߊ⥶ⓨ⎇ⓥᦩᣂ⸳ߩࠣࠗ࠳ㇱߪᦺޔᣣᑼੑဳࠣࠗ࠳ࠍ↪ߔࠆ↱
ߢ␠ਃߩን᳗ำ߇ᠷ⇧ߔࠆߣߩߎߣޕ


ޟ㑸ቇ⥶ⓨ⎇ⓥળߦࠣࠗ࠳ㇱ⊒⿷
ࠣࠗ࠳Ⴧ⸳߽ᤨᦼߩ㗴ߣᚑࠅߩ⸳⻉ޔḰ߽ቢੌߒߚޕ₈ㇱຬ㓸ਛޠޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ภ   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?

ᄐ     ቇㅪೋߩࠣࠗ࠳✵⠌ޕ
↢↰㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔ㧔┙㙚ᄢ㧕
ޔጯ㧔㑐ᄢ㧕ߩ  ฬ߇⥄േゞᦜ⥶ࠍⴕ߁ޕ


㧨㔵ࡩፄṖⓨ႐㧪
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ᄐ 㘧ⴕߩᙘੑߟ
ૼ ႊɤᢹ

ɻඬٽᢹǛᡙƾƯ
 ᚗࠆᄐߣߒߡࠍ߆߁৻ޔᤓᐕߛߟߚ߆ߩߘޔ೨ߩᄐߛߟߚ߆ߘࠇߪߤ߁ߢ߽ࠒޕ
↲ሶߩో㊁ᄢᦩߩ⊕ᾲߒߡࠆᤨߢߞߚߎߣߪߪߞ߈ࠅᙘ߃ߡࠆࡦ࠲ࠬޕ
࠼ߢ✕ᒛߒߡⷰᚢߒߡߚᤨߦⓨਛ౮⋿߇ࠅߚ߆ࠄૼߡߊࠇߣ߮ߒ߇߆ࠒߞ
ߡૼߚޕ
 ࠣࡆࡗ ߦ߁㔕ߩፄߩኮ⋿߇ࠅߚ߆ࠄੑᯏߢ㘧ࠎߢ㔕ߩፄࠍࡃ࠶ࠢߦߒߡ
㘧ⴕᯏࠍ৻ᯏࠇߡߞߡߊࠇߣ߰ᵈᢥߛޕ
ࠣ࠙ࡦ࠼߆ࠄࠆߣΆ߃ࠆ᮪ߥࠞࡦࠞࡦᾖࠅߢ㔕ߩ߆ߌࠄ߽߃ߥ߽ߢࠇߘޕ
ᣣߞߡ߽ࠄߪߧߣ㑆ߦวߪߧߣ߰ߟ߽ߩᣂ⡞␠ࠄߒᕈᕆߥᵈᢥߛ߆ߦߣޕ
ߊᩰ⚊ᐶߦᏫߞߚ⊕ޕᾲߩ㊁ᚩߦᔃࠍᱷߒߡޕ
㘧ⴕ႐ߩ⋿ਛߦ┙ߞߡࠣ࡞࠶ߣ৻߹ࠊࠅᄤࠍઔߢߚ߇ኮ⋿ߦߥࠆ᮪ߥ㔕ߪ߃
ߥޔ
ߚࠓਤᵄߩߚࠅߦ㔕߇ࠆࠄߒޕ
㚍㣮߇ߒޘޘਤᵄ߹ߢⴕߟߡࠆ߆ߣޔ
߽߁৻ᯏߩ㘧ⴕᯏߣᛂߜวߪߖࠍߒߡޔ
߿ߌࠆ᮪ߥ㘧ⴕ႐ߩ⍾ࠍߌߟߡ㘧߮߇ߞߚޕ
੩ㇺߩⓨߢੑජ☨ߚߒߣࡗࡦࡅޔೋ⑺ߩ㘑ߛޕ
 ߩᣇߦᄢ߈ߥ㔕႙߇ੑߟޔᄢ߇Ẵߺ߈ߞߚ㜞ⓨߦߘ߮߃ߡࠆޕ
 ߎࠇ߇ᚲ⻐ਤᵄᄥ㇢ߛޕ㑸᧲ߢဈ᧲ᄥ㇢ߣ߭ޔᎺߢᒾᄥ㇢ߣ߰ᅛߛߥࠇߎޕ
ࠄ߽ߩߦߥࠆޕᓟߩኮ⋿⃰ࠍᝄࠅ߆߳ߟߡ࠾ࡗߣߒߚޕ
⡪ߩߣࠓ߆ߥ㘧ⴕᯏߩߢߪᱝߩ࠾ࡗ߿࠾ࠦ߇ญߢ߰⒟ㅢߓࠆ߽ߩߢޔᱝ
ߩᤨ߽ૼߚല߇ߞߚߙߣ߰༑߮ߩߢߞߚߩߛޕ
 ⋧ᚻߩ㘧ⴕᯏߪ㔕ߩፄ߆ࠄፄ߳㘧߮ᷰߟߡࠆࠍࠇߎߪࠄߜߎޕㅊ߭߆ߌߡࠒ᭴
ࠍߨࠄ߁ޕ㔕ߩ߁ߜߦߪ߅ߘࠈߒ᷵Ꮞߊജࠍߚࠒ߳ߡࠆ߇ߣࠢࡇߪઁߩߘޔ
߽ߒߥ㕒ߌߐߣߛ߈ߔ߇↵ߥࠎߎࠄߥ↵ޔᕁߞߚޕ㔕ߩፄ߆ࠄፄ߳ߩ⼱ᷰࠅޔᄐߩ
ㆆ߮ߣߒߡߪߎࠎߥ⽕ᔟߥㆆ߮ߪߥߢࠄ߁ޕ
 ᪢㔎߇ߪࠇߡ㓁ߑߒ߇ᕆߦᒝߊߥߞߡੱ߇ޘᄐߩጊࠍᚆ߰ࠆߎࠈߦߥࠆߣ߳ߣߚޔ
߫ᷙว߁㔚ゞߩਛߥߤߢ㜞ⓨߦߘ߮߳ߚ⋿⊕ߥਤᵄᄥ㇢ߩ㗂ߩΌᶭߣߒߚᗵߓࠍᙘ߭
ߔޕ
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ᚿʴƱ༵Ʊ
 ߽߁৾ᐕߦ߽ߥࠆᦺޕᣣᣂ⡞ߢ⥶ⓨᕁᗐትொߣᄐߩ⼛‛ߩߚߦᢥ჻߿ᦠኅࠍ㘧ⴕ
ᯏߦߒߚߎߣ߇ࠆߩ⑳ޕฃᜬߪᄥಷᵞ߆ࠄᄢ㒋߹ߢޔർේ⊕⑺᳁ߣᕲቁ྾㇢᳁
ߢߞߚޕർේ᳁ߪ߆࠳ࡉ࠳ࡉߩࠍ⌕ߡࠍࠄࠇߚޕᕲ᳁ߪߘߩ⚦りߦ⛚⚢ߩ
ࠍ⌕ߡࠍࠄࠇߚߩࠍࠃߊ߅߷߳ߡࠆޕർේ᳁߇⧯߈ࠢࠬ࠻ࠍࠆ᮪ߥߣ⹏ߐࠇߚ
ߘߩ⸒⪲߇ࡇ࠶࠲ߣૼࠆ᮪ߥ࠲ࠗࡊߩੱߛߟߚޕ
 ᄢ㒋߳㘧߱೨ᣣޔർේ᳁ߩㇹᩉᎹ߳㘧߱ߎߣߦߥߞߚޕၔဇߩၳߦ⬒ߩ⪲߇ᶋ
ߡߒߘ߁ߥⴝߛߟߚޕᗵߓ߿ߔੱߪ৻ኅ㔌ᢔߒߚㇹߩ↸ߩⓨߢᣇߩੱ㆐ߦ
ࡂࡦࠞ࠴ࠍᝄࠅߥ߇ࠄᵅߡࠋߚޕᄥಷᵞߦᱩߞߡߤ߁ߢߒߚߣ⡞ߚࠄࠒࠃ߆ߟ
ߚߣߘࠇߛߌߛߞߚޕ
 ᱝᐲߪ⑳ߩῳ߇ᓙߞߡࠋߚߩߢῳ߿ઁⷫᣖߩ߽ߩࠍ ੱ ޔߒߡㇹߦ㘧ࠎߛޕ
⑳߇㘧ⴕᯏߦߩࠅߛߒߡ㧢㧣ᐕޕ
৻ᐲῳࠍߩߟߌߡ߿ࠄ߁ߣᕁߞߡࠋߚߩߦᯏᦩ߇ߥ
߆ߞߚޕᠲ❑ᏨߣቴᏨߩ࠼ࠕࠍឃߒߡῳࠍߩߙߊߣḩ⿷ߘ߁ߦਅ⇇ࠍਅࠈߒߡࠋ
ࠆ⥄ޔࠆ߃߇ޕಽߩኅ߇߃ࠆޔవ߆ࠄߩჄ߽ࠁࠆޔ߆ࠄᚻࠍᛂߜᝄ
ࠆੱ㆐߽ߘࠇߣኤߒߡࠋࠆࠄߒߡ߇߿ޕ㘧ⴕ႐ߩ⨲߈ࠇߩਛߦ㒠ࠅߚߞߚῳߦߤ
߁ߢߒߚߣ⡞ߚࠄࠒࠃ߆ߞߚޕߚߟߛߌߛࠇߘߣޕᣣߎߩੑᐲߩ㘧ⴕߦ⑳ߪߔ
ߞ߆ࠅ߁ࠇߒߊߥߟߚޕ
 ߊࠆᣣߪർේޔᕲ᳁ࠍߩߖߡᄢ㒋߹ߢ㘧ࠎߛ߇⑳ߩㇹ㉿ߩ↸ߩߪ㛶㔎ߦⷒߪ
ࠇߡ߃ߥ߆ߟߚ߆ࠊࠅߩߘޔ㔎᐀ߦᤋߞߚశベߩਛᔃߦ㘧ⴕᯏߩᓇࠍߟߡㅴߩ
ߢหߩੱߣᦠኅߪቴᏨߢߪߨ߇ߞߡ༑ࠎߢࠋߚߥࠎߎޕ᥊‛߹ߢߞߡᱝ㘧ⴕ
ߪᄢᚑഞߦ⚳ࠊߟߚޕ
 ᄢ㒋ߩኋߢ┵ὼߣထߞߚർේ᳁߆ࠄޔㇹࠍߚᆎᧃߣᱝ㘧ⴕࠍᯏᦩߦೋߡㇹ㉿
ߦᱩߟߚࠍᶡߥ߇ࠄߦ⡞߆ߐࠇߡᯏߢࡂࡦࠞ࠴ࠍᝄࠅߥ߇ࠄᵅ߆ࠇߚ᳇ᜬ߇ࠊ߆
ߟߚޕ
 ߘߒߡᦨᓟߦੱޟ㑆ߪ⋿ኪߢߔࠃߣޠߪࠇߚߘߩ⸒⪲ߣߒᥤ߆ߟߚߘߩᄛࠍᧂ
ߛߦᔓࠇߥޕ

=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?


=ෳ⠨?ߎߩᐕ   ᣂ㊁㘧ⴕ჻ࠍࡔࡦࡃߣߔࠆᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱຬߚߜߦࠃࠅޔᎹፒ
% ㅢାᯏߢධ੩߹ߢ MO ࠍ  ᤨ㑆  ಽߢ㘧߮ޔᒰᤨߩ⸥㍳ࠍ᮸┙ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ɺʳɮʊ˂သ



ʜʵʒ఼ஓ 

ᾲ᳇ᵹߦࠃࠆᕆᣓ࿁ᴺ

   ᣣ ࠣࠗ࠳₺࠙ࠜ࡞ࡈࡅ࡞࠻৻ⴕ᧪ᣣ=   ᣣᚭࠃࠅᏫ࿖?ޕ
ࠥ࠶ࡇࡦࠥࡦ  ဳޠࡈ࡞ࠜ࠙ޟ
  ߩޠࠕࡕ࠾ࡒޟဳ ޔᯏ⒳ᜬߜㄟޕ
   ᣣ ࡅ࡞࠻᳁Ṗ⠍ᛛᴺߦߟߡ⻠Ṷޕ㘧ⴕ㙚
ౝኈߪޔṖⓨߣṖ⠍ߩ㆑ޔṖ⠍㘧ⴕߩේℂ⊒ߩߢ࠷ࠗ࠼ޔ㆐ޔ᳁ߩ⏕┙ߒߚ
ᾲ᳇ᵹߦࠃࠆᕆᣓ࿁ᴺޔᣣᧄߩ᧪߳ߩᦼᓙ  ޕᣣᚲᴛߢ㐿㘧ⴕ ޕ
 ࡅ࡞࠻᳁㒽ァߩ⥶ⓨᩞߦኻߒṖ⠍ᛛᴺߦߟߡ⻠Ṷޕ











߹ߚ࠻࡞ࡅޔ᳁ߪ㒽ァߩァੱ㆐߳ߩવ߇⚳ߞߚᓟ   ޔᣣ㨪 ᣣ߹ߢ⋫ᵤ㘧
ⴕ႐ߢ᳃㑆ੱ㆐߳ߩࠣࠗ࠳㘧ⴕ⻠⠌ળ㧔ᣣᧄᏔ㘧ⴕㅪ⋖ਥ㧕ࠍⴕ߁ߚ 
  ᣣ⠀↰߆ࠄࠥ࠶ࡇࡦࠥࡦΣဳߦਸ਼ࠅ㘧ⴕᯏߦᦜ߆ࠇߡᄢ㒋ߦะߞߚޕㅜਛฬฎደ
ߦ৻ᴱߒ⠉ᣣ⋫ᵤⓨߦ㘧᧪ߒޔ㔌⣕⚛ޕ᥍ࠄߒᅱᛛࠍᛲ㔺ࠍⴐⷰޔ㝯ᖺߒߡ⌕㒽
ߦ⥋ࠆޕ







⋫ᵤ㘧ⴕ႐ ࠥ࠶ࡇࡦࠥࡦ  ဳߣᦜ⥶ᯏࠢࡓ  ဳシ㘧ⴕᯏ㧔 ੱਸ਼ࠅ ޔ㚍ജ㧕 
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ² وпّޙႆᓎሳᤣਖ਼൏͢۾
ᣄ ᠊ ᣲˁᦂފᓦ܁ˁ˹Ίႎ ̝
܁ˁ᚛ቸණ႒ˁ෫̢ ᛵˁဝ̢ᇸ᪽

   ᣣ ╙  ࿁ో࿖ቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢળ⋫  ޕᵤ㘧ⴕ႐
ෳട㧦㑐᧲  ᩞޕ㑐  ᩞ ޕฬ⥸৻ޕቇ⠪  ਁੱޕ









ⓨߩⷓ⠪ ቑ㒮ᯏᵴべ ㊄ሶำੑ⒳⋡ߦఝൎᣈቑ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢᦩ
ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞␠ਥ╙ੑ࿁ోቑ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢᦩߪࠆචᑮᣣ↢㚤ጊ㣽
ߩ⋫ᵤ㒽ァ㘧ⴕ႐ߦߡ㑸᧲㑸ฦᩞࠃࠅ⧯߈㠽ੱ྾චฬߣฬߩ㧻㧮ㆬᚻࠍ
ട߳ߡⴕߐࠇߚޕቇ㒮ࠃࠅߪ㧻㧮ㆬᚻ═ޔ᳗₹ޔߩ⻉᳁ߣቑ↢ㆬᚻㄞޔ㊄
ሶޔਛૼ↰ޔ㊀ߩ྾ำ߇႐ߒߚߩޕᵴべ⋡ⷡߒߊㄞำߪ㊁ᄖ㘧ⴕߦᅗ
㑵̆̆ァߦノߊఝൎࠍ߽ߚࠄߒߚޕ
ੱ┹ᛛ྾⒳⋡ߩౝਃ⒳߹ߢቑ㒮߇ⷓᮭࠍីߟߚ߇㧻㧮═ำߪᶏ⋧ ޔ㊄ሶำ
ߪᢥ⋧⋄ߣ㒽⋧ ࠍߘࠇߙࠇ₪ᓧߒߚ⇧߅ߥޕᣣߩ⸥㍳ߪᰴߩㅢࠅޕ
  ሼ㘧ⴕ
 㧝╬ ㊄ሶ⦟ᄦ㧔㧕㧟╬ ਛૼ↰㓉ੑ㧔㧕 ╬ ㊀⁴ᄦ㧔㧕
 ᮨᡆᒩᛩਅ
 㧝╬ ═ᱞ↵㧔㧕㧢╬ ᳗ⷐ㧔㧕㧤╬ ₹⑲㓶㧔㧕
 㒢⌕㒽  ╬ ਛૼ↰㓉ੑ㧔㧕
 㜞ᐲ⋡᷹᳓ᐔ⋥✢㘧ⴕ
  ╬ ㊄ሶ⦟ᄦ㧔㧕 ╬ ㊀⁴ᄦ㧔㧕
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㑐ቇᄢ႐⑼⋡㧦ో㧢⒳⋡ਛ ޔ⒳⋡ޕ
ᚢ  ❣㧦 ⒳⋡ߦ㑐ቇᄢㇱຬ㧻㧮߇ఝൎޔᱷࠆ㧝⒳⋡ߦ⾨ޕ
㧔႐ߒߥ߆ߞߚ⊒ޟേᯏ㓚⊒ߩޠ⒳⋡ߪᚭ㜞Ꮏ࠴ࡓ߇ఝൎޕ
㧕


ޟ㑸᧲ㆬᚻࠍㄫ߃ߡ ᦨᓟߩ⁴✵⠌ޠ











                ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞
                  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ


ߩߎޟჾⷹ㧍ޠ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
=ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?














=ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞  ᐕ ᤘ  ᐕ    ᣣ?
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ޟ๐ࠇߚࠅᗵགྷߒߚࠅ
ੱ㆐ߩᔃ㈩ࠍ৻なߒߡޔఝൎߩ㊄ሶำ ޠ

=ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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ޙႆᓎሳɁّ᩻ቼ̝ȻȪȹɁᝓឧɁஞ૯

 ޟቇ↢ࠬࡐ࠷ߩߡߒߣޠቇ↢⥶ⓨᵴേߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩᶏᄌࠍᄾᯏ
ߣߔࠆ࿖ኅᔨߩᣵ឴ߣߣ߽ߦߒߛߦ࿖㒐╙ੑ㒯ߣߒߡߩ⼂߇㜞߹ࠆޕ

 㘧ⴕᯏᠲ❑ᜰዉߩߚቇᩞ╬ߦ㒽ァᩞᵷ㆜ߦߟߡߩ഼Ꮣޕ
  㒽ァᠲ❑↢ᐲߩ഼Ꮣޕ
ᓎᠲ❑ᩞ߇ቇㅪᠲ❑ㇱቇ↢ࠍ⋥ធᜰዉ㐿ᆎޕ
ߎߩᐲߦࠃࠅᠲ❑ࠍ✵⠌ߒߚቇ↢ߪᵷ㆜ᩞߩቯߢᠲ❑↢ࠍᔒ㗿
ߔࠆߎߣ߇᧪ޔᚲቯߩᩰᬌᩏߦวᩰߔࠇ߫㓌߆㧝ࡩᐕߩ⸠✵ᓟ⥶ޔ
ⓨዋዄߦછቭߐࠇࠆߣ߁⎕ᩰߩᕲౖߦᶎߔࠆߎߣ߇᧪ࠆࠃ߁ߦߥࠆޕ
  㒋㒐ⓨṶ⠌ߦޔ
ޔ
⍹Ꮉፉ 4 ဳߦߡਛ᧪↰㓉ੑ㧔㑐ቇᄢ㧕
ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦߦߡਭ㊁ᱜᄦ㧔ᄢᄢ㧕߇
ቇㅪ㑐ᡰㇱࠃࠅⓨⷅᯏߣߒߡෳടޕψ
   ᦺᣣᣂ⡞␠ࠫࡖࠗࡠࠬࠦࡊ⾼ޕω







   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦࠣࠗ࠳ㇱ⺀↢  ޕ
     ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱࠣࠗ࠳ㇱ⺀↢ޕ
     ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱࠣࠗ࠳ㇱೋวኋ⋫     ޕᵤ㘧ⴕ႐
   ᣣ  ⼱ᯏ㑐჻߇㑐ᩮᯏ㑐჻ߩᓟછߣߒߡᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦዞછޕ

ᒰᤨ↪ᯏ㧦
ࠕࡉࡠ - ဳ  ᯏ  ࠕࡦࠝ *& ဳ  ᯏ  ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦ # ဳ ᯏ
⍹Ꮉፉ 4 ဳ ᯏ ̖ߎࠇ߇ၔ᧲✵႐ߦᏱ㚢ߐࠇᧁޔᵤᎹߣߩㅪ⛊↪ߦࠊ
ࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 

ᴾ ᑋᆰᢿǁƷׅ





ᯏ᧚ߩャㅍ╬⒳ߩޘ㒢߇ࠈ߁߇ߩߘޔ
ὐޔᚒߪޘᄢ㒋ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߦⴕߌ߫✵⠌

ƦƠƯ࣬ƍЈƷૠŷ

߇᧪ߚߩߛ߆ࠄᚗࠆ㕙ߢߪᕺ߹ࠇߡߚ
ߣ⸒߃ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ૬ߒ✵ޔ⠌ੱຬߦ



Ყߴߡᯏᢙ߇ዋߥߊ ޔᣣ  ࿁ߩ㔌⌕㒽߇

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත ᳗ ⷐ
= ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕㧝╩?

ὐᬌߦ߽ᾲ߇ߎ߽ߞߡߚޕὼߒ೨ᣣߣ߽



ߥࠇ߫వߕᄤߩ᳇ߦߥࠆߎߣ߃ߣߚޕ㒠

᧪ࠇ߫✵ߦߌߛࠇߘߢޘ⠌ߦ߽ޔᢛ

 ޟቇ↢⥶ⓨߩ  ᐕ߇ޠᤓ⑺⑳ߩߦዯ

ࠅߘ߁ߥᦅᄤߢ߽㒋ᕆ߆ࠄᏒ㔚ߦਸ਼ࠅ឵߃ޔ

ߌࠄࠇߚߦ߇ߔߐޕඨ♿ߩᱧผࠍ‛⺆ࠆ

ᷰߒ⥱ߢᕁᷓᣥ↰㘧ⴕᯏ⎇ⓥᚲᩰ

ߦ⋧ᔕߒߥ᧪ᩕ߃ߢࠆޕ
㗁ࠍ

⚊ᐶߦ㓸วߒߡ㘑ะ㘑ㅦࠍ᳇ߦߒਰࠄ㐿ᆎ

ߊࠆ߁ߜవߕᗵߓߚߩߪߩ⑳ޔᕁߦ㑐

ࠍᓙߞߚ߽ߩߛޕߒࠈࠕࡉࡠ߿ࠕࡦࠝ

ଥߔࠆ⸥߿౮⌀߇ߐࠇࠆߩߪޔᒰὼ

ߩ㘑ߦᜰะߐࠇࠆ₸ߩᄢ߈ߪᜰዉߔࠆ

ߩߥ߇ࠄᱴߤ߇ഃ⸳ᒰೋߩਛߢࠆޕ
ᐕ

ᢎቭᣇߦ߽✵⠌ߔࠆᚒ⇟৻߽ߡߞߣߦޘ

ࠍߣߞߚ߽ߩߛߣᕁ߁ߣߦㅪ⋖ߩべㅴ߱

㗴ߦߥࠆὐߢߞߚ߆ࠄߛࠄ߆ߛޕή㚝

ࠅߦᗵᔃߐߖࠄࠇߚޔ

⿷ࠍ߽〯ౣਃߩߎߣߢޔ
ᰴߩᣣᦐᣣ

 ߰ߣᲣᩞࠍᝄࠅࠅቇ㒮ߩ৻ቇ↢ߣߒߡ

߇ࠆ߆ࠄߣᦺᣣࡆ࡞ߩਅߢࠦࡅࠍ೨

ޔㇱߩ৻ຬߣߒߡ߇ᦨ߽ශ⽎ߦᱷߞߡ

ߦߒߡㇱຬߣߩ⺆ࠄࠍࠊߔߩ߇ㅢߢ

ࠆ߆ࠍ⠨߃ࠆᤨ  ߪߦߎߘޔᐕ㑆ߩኰ↢

ߞߚޕ

ᵴᦺޔᄕ✛ߩ⦼↢ࠍ〯ࠎߢㅢߞߚ⊕ߩᩞ

 ߤߩㇱߢ߽ቇ↢↢ᵴߩਛߢวኋߩ㛎ߪ

⥢ߡߒߘޔ࿑ᦠ㙚ߩ⓹߆ࠄߍߚᄢⓨߣ

᧪ߩੱ↢↢ᵴ߿ੱߣߩ߰ࠇߦᄢ߈ߥ

⸒߁ߦߥࠈ߁ޕ
ߘߩᄢⓨࠍᝪ߃ࠆᤨ ޔᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩߛߣᕁ߁᭽ߦߥߞߚߩߪޔ
ߘߎߦ᧪ߔࠆᄙߊߩవヘ߿ੱߩਛ߆ࠄ

⑳߽ᓟߦߥߞߡ․ߦᗵߓࠄࠇߚߩ৻ߟߢ

ᓟ⸥ߔࠆ  ฬߩੱޔਛቇㇱߩ᧲ᱜඳ

ࠆޕฦᩞߩࠗࡃ࡞ᗧ⼂߽ߥߊ৻ߟߩ

ำߣᓟヘਛ᧪↰㓉ੑߩਔੱ߇ᄢ߈ߊᶋ߆ࠎ

⋡ᮡߦะߞߡജࠍวࠊߖޔ᳇ߩ

ߢ᧪ࠆޕ

ౝߦ✵⠌ߦബࠎߛ߽ߩߛޕᓙᦸߩਃ╬㘧ⴕ

 ⑳ߩ⥶ⓨㇱㇱߩേᯏߪหࠢࠬߛߞߚ

ᯏᠲ❑჻⹜㛎ߪᣣᏒ㘧ⴕ╙ਃㅪ㓌ߢߩว

᧲ำߣߩળ߆ࠄߢޔᓐߪᓟߦ㑐ᄢߦ

ኋߩ⚳ᦼߦታᣉߐࠇ✕ޔᒛ⵰ߦቇㅪฦᩞ߆

ォᩞߒߚ߇ࠇߘߪ⑳ޔㄥ⥶ⓨㇱߩሽߥߤ

ࠄ⚂ ฬ߇ోຬ⸵⁁ࠍᚻߦߔࠆߎߣ߇

ోὼ⍮ࠄߥ߆ߞߚޕߢ߽⑳ߪޟㇱޠ

᧪ߚޕೋ㘧ⴕ߆ࠄන⁛ߘߒߡ㘧ⴕ჻ߣߒ

ߒߚߦᗵỗߣ⥝ᅗࠍⷡ߃ޔᣂቇᦼߣ߽ߥ

ߡߩ╙৻ᱠࠍ〯ߺߔㄥߪㅪ⋖߆ࠄߩ⒳ޘ

ࠇ߫ᄢⓨࠍ㘧߱ᯏᓇࠍ࡛ࠢࡦߢឬ߈ޔ
ቇ

ߩදജߦ․ޔᒄਛᢎቭߣญᯏ㑐჻ߩਗޘ

↢㘩ၴߦឝ␜ߒߡᣂㇱຬߩㇱࠍᔃᓙߜߒ

ߥࠄߧߏᜰዉߩ⾦ߣ߽ߞߡᔓࠇࠄࠇߧ

ߚᒰᤨࠍᕁߔߩߪᤄ߽߽ᄌࠊࠅߪ

ੱޕࠆߢޘ

තᬺᓟ߽ᒰᤨ⸳┙ߐࠇߚ㡅⠢ળߦࠅޔ

ߥߢࠈ߁ޕ

ᦺᣣߩਛፉ㘧ⴕ჻ߩߏᜰዉ߽㗂ߡޔਥߣ

 ߩࠣࠗ࠳✵⠌ߦߪవߕ㘧ⴕ႐߿
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ߒߡ⍹Ꮉፉ 4 ဳߢᓎ⚵ߦߓߞߡ✵⠌

৻ࠍ₪ᓧߔࠆߎߣ߇᧪ߚޕὼߒߎߩ㗃

ࠍ⛯ߌߚ߈ߴࠆ᧪ߪߦߟ৻ޕᓎߦ㓙ߒߡ

߆ࠄࠆ⒳ߩ⧦┙ߜ߇↢ߓߚߪࠇߘޕᱠ

᧪ࠆߥࠄ߫ੑ╬㘧ⴕ჻ߩ⸵ࠍᓧߚߢ

ㇱ㓌ߢߩหߛߞߚ੍ᓎᩞ߇ᰴߦޘถ

⥶ⓨ⑼ߦࠆᏗᦸ߇ߞߚޕὼߒ⹜㛎ࠃ

㓸ࠍฃߌᆎߚߩߢࠆޕ൩⺰⑳ߦߪᤨ

ࠅ߽㓌߇వߣߥࠅޔ
ᤘ  ᐕ  ᔃߥࠄ

ߢ߽ถ㓸ߦᔕߕࠆⷡᖗߪ᧪ߡߪߚ߇ޔ

ߕ߽ᐢፉߩᱠㇱ㓌ߦࠄߑࠆࠍᓧߥ߆ߞ

ߣ߆ᠲ❑ߢ⑳ߥࠅߩ߅ᓎߦߚߜߚߣߩ

ߚߡߒߘޕ㓌ߩ৻ࡩᓟߦߎߩ৻ᣂߩ

㗿ᦸ߇ߞߚ߆ࠄߢࠆߡߒߘޕ⒳⺞ޘᩏ
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⋫ᵤ㘧ⴕ႐
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㒽ァਸᑼ৻ဳኤᯏ ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦ # 

࠲࠺ޛ㧪
ో㧦㨙
ో㐳㧦㨙
ో㜞㧦㨙
⥄㊀㧦MI
ో㊀㊂㧦MI
ࠛࡦࠫࡦ㧦ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦ < ᶧ಄ᤊဳ  ᳇╴
JR
ᦨ㜞ㅦᐲ㧦MOJ
⥶⛯ᤨ㑆㧦㧣ᤨ㑆㧔ᦨᄢ㧕
ᱞⵝ㧦OO ᯏ㌂ ࿕ቯ㨮ᣓ࿁㧕
ᒢ㧦MI
ਸ਼ຬ㧦 ฬ


 ╙৻ᰴ⇇ᄢᚢߦ߅ߌࠆࡈࡦࠬߩઍ⊛ኤᯏ㨮ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦ # ߩᕈ⢻ߦࡎㄟࠎߛ㒽ァ߇ޔ
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕㨪 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕ߦ߆ߌߡ  ᯏߡߠߟޔ㒽ァ⥶ⓨ⛎ᑚᚲᴛᡰㇱ߅ޔ
ࠃ߮ ᧲੩⎔ᎿᑚࢃޔᎹፒㅧ⦁ᚲ㘧ⴕᯏㇱ㧔ߩߜߩᎹፒ⥶ⓨᯏᎿᬺࢃߩ೨り㧕ߦߡޔว⸘  ᯏ
ࠍࠗࡦࠬ↢↥ߒޔวࠊߖߡ  ᯏࠍ߃ࠆ⺞㆐ᢙࠍ⸥㍳ߒߚޔᄢᱜᦼߩ㒽ァᯏࠍઍߔࠆவ
ᯏޕ
 ᧄᯏߩᚑഞߩḮߪޔା㗬ᕈߩ㜞ࠨ࡞ࡓ࠰ࡦᶧ಄ᤊဳ ᳇╴ JR ࠛࡦࠫࡦߣޔၷታߥᯏ⸳⸘
ߦࠅߣߐߔ߿ߩߘޔቯߩࠃߐߪή㘃ߛߞߚޕ
 ᓟ⛮ᯏᑼኤᯏ߇ዞᓎߒߡ߆ࠄ߽ޔ㐳ߊᓎߦߣߤ߹ࠅ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩḩᎺᄌޔ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
⠉  ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕ߩᶏᄌߦ㓙ߒߡ߽৻ޔㇱߩᯏ߇ኤߩ߶߆ޔ᠄ޔㅪ⛊ޔシ‛⾗ャㅍ
ߥߤߦᵴべߒߚᧄߦ߆ޕᯏ߇ㇱ㓌ߦᗲߐࠇߡߚ߆߇ࠊ߆ࠆޕ㒽ァࠍ߅ᓎᓮߦߥߞߚᯏߩ
߁ߜߩࠅߥ߆ޔᢙ߇᳃㑆ߦᛄਅߍࠄࠇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߏࠈ߹ߢ㘧ࠎߢߚޕ


⍹Ꮉፉ㧾㧟ࠪࠬ৻ဳ

ᴺᄢቇޟ㕍ᐕᣣᧄภޠ
㧔⍹Ꮉፉ R-3 ภᯏ㧕



⍹Ꮉፉ㘧ⴕᯏᚲ ޕᐕ ᤘ  ᐕ ቢᚑޕ㒽ァߢߩ✵⠌ᯏ↪ߦ  ᯏࠄࠇߚ߇ਇណ↪ޕ

  ᐕ ᤘ  ᐕ ޔᴺᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળߩቇ↢ᩙ⋓ቁᠲ❑჻㧘ᾢᎹ⦟ᄥ㇢ᢎ
ቭߩਸ਼ߢ㧘⸰᰷㘧ⴕߦᚑഞߒߚ࿖↥シ㘧ⴕᯏޕᯏߪᶏ㒐⟵ળ߆ࠄነ⿅ߐࠇߚ
╙  ⟵ാภߢ㧚
หᐕ    ᣣ⠀↰ࠍ⊒㧘
ࠪࡌࠕ⚻↱ߢࡕࠬࠢࡢޔ
ࡌ࡞ࡦޔ
ࡉࡘ࠶࡞ࡦ࠼ࡦࡠޔ㧘ࡄ㧘ࡑ࡞࡙ࠗࠆߚߦࡑࡠޔ㧝ਁ MO ࠍ 
ᣣޔታ㘧ⴕᤨ㑆  ᤨ㑆  ಽߢޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨߩㅴᱠߣ࿖↥シ㘧ⴕᯏߩఝ⑲ߐࠍ
⇇ߦ␜ߒߚޕJR㧘ో 㨙㧘ో㐳 㨙㧘✚㊀㊂ MI㧘ᦨ㜞ㅦᐲ MO
㧛㨔㧘ਸ਼ຬ ฬޕ
=⇇ߩ⠢㧙ౠ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣޔR㧙?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㒽ァਸᑼ৻ဳ✵⠌ᯏ ࠕࡦࠝ *& ဳ 

 㧨࠺࠲㧪
ో㧦㨙
ో㐳㧦㨙
ో㜞㧦㨙
⥄㊀㧦MI
ో㊀㊂㧦MI
ࠛࡦࠫࡦ㧦࡞ࡠࡦⓨ಄࿁ォᑼᤊဳ  ᳇╴
JR
ᦨ㜞ㅦᐲ㧦MOJ
⥶⛯〒㔌㧦MO  ᤨ㑆 
ਸ਼ຬ㧦 ฬ


 ࡈࡦࠬ⥶ⓨ㓌߇↪ߒޔ㜞ታ❣ࠍᱷߒߡߚࠕࡦࠝ␠ߩ *&' ✵⠌ᯏߦᵈ⋡ߒߚ㒽ァ߇㨮
 ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕ߦ߹ߕ  ᯏࠍャߒߡ⹜↪㨮ᅢ⹏ࠍඳߒߚߚ⠉  ᐕߦߐࠄߦ  ᯏࠍㅊടャ
ߒ↲ޔᑼ৻ဳߦઍࠊࠆೋᱠ✵⠌ᯏߣߒߡᑼណ↪ߒߚ߽ߩޕ
 ା㗬ᕈߩ㜞ࠛࡦࠫࡦߣߢࠬࠢ࠶࠼࠰ࠝޔၷታߥ⸳⸘ߩᯏߣ߇⋧଼ߞߡቯᕈޔታ↪ᕈߦఝ
ࠇޔೋ✵ߦߪ߁ߞߡߟߌߩᯏߛߞߚޕޔਅߣ߽߹ߞߚߊห৻ߩਥ⠢ߪ឵ᕈ߇ࠆޕ
  ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕એ㒠ߪޔਃ⪉ౝΆᯏㅧࢃ߮ࠃ߅ޔ㒽ァ⎔Ꮏᑚ߇ࠗࡦࠬ↢↥ࠍⴕޔ
ᤘ  ᐕ߹ߢߦ⸘  ᯏࠍߟߊߞߚޕ
  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
┙ޔᎹ  ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ߇ዞᓎߔࠆߦ߅ࠃࠎߢᧄߊ߿߁ࠃޔᯏߪ߅ᓎᓮߣ
ߥߞߚ߇ޔታ↪ᦼ㑆ߪ  ᐕ㑆ߩ㐳߈ߦࠊߚߞߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

㒽ァ↲ᑼ྾ဳᚢ㑵ᯏ㧔࠾ࡘࡐ࡞ %N㧕

ࠛࡦࠫࡦ㧦ࠗࠬࡄࡁࠬࠗࠩᶧ಄ 8 ဳ  ᳇╴
JR
ో㐳㧦㨙
ో㧦㨙
⥄㊀㧦MI
ో㊀㊂㧦MI
ᦨ㜞ㅦᐲ㧦MO㧛J
⥶⛯ᤨ㑆㧦 ᤨ㑆
㒢ᐲ㧦㨙
ᱞⵝ㧦ᯏ㚂ߦ࿕ቯ OO ᯏ㑐㌂  ᝈ
ਸ਼ຬ㧦 ฬ
 ╙৻ᰴ⇇ᄢᚢ⋥ᓟߦߩࠨ࠼ࡇࠬޔ᭴ㅧࠍߣࠅࠇߡ࠾ࡘࡐ࡞␠߇ቢᚑߒߚᒰᤨ
ߩவᚢ㑵ᯏߩ৻ߟߩࠬࡦࡈޕᑼᚢ㑵ᯏߣߥߞߚ࠾ࡘࡐ࡞ %N ࠍޔ㒽ァ߇  ᐕ㧔ᄢᱜ
 ᐕ㧕ᧃߦ  ᯏャߒߡ⹜↪㨮ᅢ⹏ࠍඳߒߚߩࠍ߁ߌߡ  ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕߹ߢߦ⸘  ᯏࠍㅊ
ടャߒޔᑼ৻ဳ㧔ࠬࡄ࠶࠼ 㧕ߦઍࠆᰴᦼᚢ㑵ᯏߣߒߡ↲ޔᑼ྾ဳߩฬ⒓ߢᱜᑼណ↪↲ޕᑼ৻
ဳ㨮ਃဳߦઍࠊߞߡਥജᚢ㑵ᯏߣߥߞߚޕ
 ᧄᯏߩ․ᓽߪޔ⢵ࠍᧁߩࡕࡁࠦ࠶ࠢ᭴ㅧߦߒߚὐߢޔᕈ⢻߽ᠲ❑ᕈ߽ࠃߊߦߊߣޔㅦᐲޔ
ജ߇ᛮ⟲ߛߞߚޕ
  ᐕ㧔ᄢᱜ  ᐕ㧕ߦߪਛፉ㘧ⴕᯏࢃ߇ࠗࡦࠬ↢↥ᮭࠍ⾈ขࠅ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
߹ߢߦ  ᯏߟߊߞߚ߶߆㨮㒽ァ⎔Ꮏᑚߢ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕߹ߢߦ  ᯏࠍߟߊࠅޔว⸘⺞
㆐ᢙߪ  ᯏߦ㆐ߒߚޕ
 ߜߥߺߦޔ⢵ߩࡕࡁࠦ࠶ࠢ᭴ㅧߪߦࠦ࠷ࠍⷐߒޔ࿖↥ᯏߪߤ߁ߒߡ߽㊀㊂߇㊀ߊߥߞߡャ
ᯏࠃࠅᕈ⢻߇⪭ߜߚߚ࠶ࡠࠗࡄޔ㩎ߪߺߥャᯏߦਸ਼ࠅߚ߇ߞߚߣࠊࠇࠆޕ
 ᑼᚢ㑵ᯏ߇࿁ࠆ߹ߢޔ㒽ァߩਥജᚢ㑵ᯏߣߒߡᵴべߒߚޕḩᎺᄌޔᶏᄌߢߪ㧘ᄖᵷ
㆜ㇱ㓌ߦᄙᢙෳടߒߩߘޔᓟ᳃㑆ߦᛄਅߍࠄࠇߚ߽ߩ߇ᄙߊ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߎࠈ߹ߢᢎ᧚ߣ
ߒߡࠊࠇߚޕቇㅪߢߪޔਥߦᢎቭ߇↪ߒޔቇ↢߇ਸ਼ࠇࠆᯏߢߪߥ߆ߞߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᅀแ᭣ᚐکȾሉᢆ
ቼ ± وпஓటɺʳɮʊ˂͢۾
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

    ᳗ⷐ᳁ߪ߆ࠄߕ߽ᐢፉᱠㇱ㓌ߦ㓌ޕ
   ᣣ ઙ⊒↢ޕ
 
ޣතᬺޤን᳗㐳ㅧޕ
   㑐ᡰㇱߦኾછᜰዉᩞ㈩ዻޕ
   ᣣ ᐭ ࿖ภࠍᄢᣣᧄᏢ࿖ߦ⛔৻ޕ
    ㊄ሶ⦟ᄦޔਛૼ↰㓉ੑ߇ੑ╬㘧ⴕ჻ޔ㊀⁴ᄦ߇ਃ╬㘧ⴕ჻ߣߥࠆޕ


⥶ⓨ ⓨߩࠕࠢࡠࡃ࠷࠻
⚬⏉ߩⓨߩਅޔᗆߺߩశߣᣂ㞲ߥᄢࠍๆߟߡᚒ╬߇⥶ⓨㇱຬߪᵴべߒߡዬ
ࠆߘߎࠇߎޕᣂᤨઍߩవ┵ࠍⴕߊߦ࡞ࠬޔንࠎߛ⧯ੱߩࠬࡐ࠷ߢࠆޕ
వᣣᧁޔᵤᎹ㘧ⴕ႐ߢ⥶ⓨቭߦଐࠅߡޔቑ⑼ޔኪ⹜㛎߇ⴕߪࠇޔᚒቑ㒮߆
ࠄߪ㊄ሶ⦟ᄦำޔਛૼ↰㓉ੑำ߇ੑ╬㘧ⴕ჻ߦ᭢ㅴߒޔ㊀⁴ᄦำ߇ਃ╬㘧ⴕ
჻ߣߥߟߚޕవヘߩㄞੑ╬㘧ⴕ჻ᜰዉߩਅߦฦㇱຬߪീቑߩ㙍ᥜߦ⥶ⓨႎߩ
ᔨߦΆ߃ߡᛛ⢻ୃᬺߦᾲਛߒߡዬࠆޕ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?


   ᣣ ࠬࡍࠗࡦౝੂޕ
ᄐ วኋ           ޕฦോࡩේ
 ᦺ  ᤨᐥߢ߹ᤨ ޕ㘧ⴕ✵⠌ޕએᓟߪァ㓌↪ߩ
ඦᓟ  ᤨ߹ߢࠟ࠰ࡦㆇ߮╬ߩᚻવޕඦᓟ  ᤨ߆ࠄ
ᥧߊߥࠆ߹ߢ✵⠌ޕਃᣣߦ৻ᐲߢᄛਛߩ㕖Ᏹ㓸
ࠅޕ
   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄࠣࠗ࠳ᄢળޕ㔵ࡩፄ㜞ේ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

⋫ᵤ㘧ⴕ႐  ᱜᑼฬ ᄢ㒋㒽ァ㘧ⴕ႐   

㊄Ⲣᕟᘓࠍ⚻ߡ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ḩᎺᄌ߇ഺ⊒ߒࡩ ޔᓟߦߪḩᎺ࿖
߇ᑪ⸳ߐࠇߚޔߡߒߘޕ
⥶ߪࠄ߆ࠇߎޟⓨᯏᤨઍ⥶ޔߢߣߎ߁ߣޠⓨ↥ᬺ߿ൻቇ
Ꮏᬺ߇ᕆㅦߦ⊒ዷߒߚޕᤘ㧣ᐕߦߪ ޔઙ߇߅ߎࠅޔ㑐᧲ߢೋߩ㒐ⓨṶ⠌
߇ⴕࠊࠇޔ
ޟ㕖Ᏹᤨ߇ޠว⸒⪲ߣߥࠆޕᤘ  ᐕߦߪ࿖㓙ㅪ⋖߇ޟḩᎺᄌࠍޠᣣ
ᧄߩଚ⇛ߣណߒߚࠍฃߌޔᣣᧄ࿖ߪ࿖㓙ㅪ⋖ࠍ⣕ㅌߔࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߥᤨᦼޔᠲ❑჻ߣ㘧ⴕ႐߇ਇ⿷ߒߡߚޕᒰᤨޔ࿖☴ᄢⴐౄߩ✚ⵙ╣
Ꮉ⦟৻᳁ߪ  ᐕ㧔ᤘ㧣ᐕ㧕   ᣣߦ࿖☴⟵ാ㘧ⴕ㓌ࠍ⚵❱ߒޔ㕖Ᏹᤨߦߪ
ᚢ㑵ߦෳടߒ߽ߢߟޔ᳃㑆߆ࠄ㘧ⴕᯏਸ਼ࠅࠍァߦᓎ┙ߚߖࠆ߇᧪ࠆࠃ߁ߦޔ
ήᢱߢᠲ❑჻ᯏ㑐჻ߩ㙃ᚑᬺࠍⴕߞߚޕᄢ㒋ߩⓨࠍ⼔ࠆߚޔ㘧ⴕ㓌ߩኾዻ
✵⠌㘧ⴕ႐ᑪ⸳ߩ⸘↹ࠍ┙ߡߚޕޔਃޔਃ⪉ߘߩઁฦᣇ㕙ߩነઃ  ਁ 
ࠍ߽ߞߡޔᴡౝᐔ㊁ߩ⋫ᵤߩߦ㘧ⴕ႐߇ᑪ⸳ߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚ⋫ޕᵤࠍ
ㆬࠎߛℂ↱ߪޔᄢ㒋ߩᾍ㔵ߦᓇ㗀ߐࠇߕ᳇⽎᧦ઙ߇⦟߇ߍࠄࠇߡࠆޕ
⸳⟎⸘↹߆ࠄ⾈ߍߩᲑ㓏ߢߪޟ࿖☴⟵ാ㘧ⴕ㓌㘧ⴕ႐ ޔߣޠᐕ㧔ᤘ
  ᐕ㧕   ᣣߩ㎾⑂߮Ꮏਛߪޟᄢ㒋㒐ⓨ㘧ⴕ႐ߣޠ߫ࠇߚޕ
ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ⌕Ꮏ ޔቢᚑޕหޔ
╣Ꮉ᳁ߩឭ⸒ߦࠃࠅޔ㒽ァߦ₂⚊ߐࠇߡ
ޟᄢ㒋㒽ァ㘧ⴕ႐ߣޠᡷ⒓ߐࠇߚࠊ߆ޕ
ࠅߦ▤ޔℂߪޟ࿖☴ߦޠછߐࠇࠆࠃ߁ߦ
ߒߚޕ

㋕㛽ߩᩰ⚊ᐶ  ✵✵ޕ⠌ᯏߪ㒽ァᛄਅ
ߩਛฎⶄ⪲ࡊࡠࡍᯏࠕࡉࡠᑼࡦࠕޔ
ࠝᑼ╬  ᯏޕ㓌ຬߪ㘧ⴕᯏᅢ߈߫߆ࠅߩ
 ฬޕᄤ᳇ߩ⦟ᣣࠍㆬࠎߢ㘧߮ޔァ㓌
ߩࠃ߁ߥ෩ߒߐߪߥߊޔቇᩞߩࠃ߁ߥ᳇
ᭉߥ㔓࿐᳇ߢߞߚޕ
=ᄢ㒋Ფᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣߦ㒽ァ߳ߩฃ⚊ᑼ߇⋓ᄢߦⴕࠊࠇޔᑼߩᓟߦߪ㘵ᴧ
㘧ⴕ჻ߦࠃࠆᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞␠ߩࠝ࠻ࠫࡖࠗࡠᯏߦࠃࠆ⾐㘧ⴕ߿㊁㘧ⴕቇᩞ
ߩ  ᑼᚢ㑵ᯏ  ᯏ㧔㕍ᧁਛዄޔ↰⧣⨲ޔਔᦡ㐳㧕ߦࠃࠆㅊ᠄ᮨᡆᚢ㑵✬ޔ㓌㘧
ⴕޔ㕍ᧁਛዄߦࠃࠆන⁛㜞╬㘧ⴕ߇ᛲ㔺ߐࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
⚿ዪ⚳ޔᚢ߹ߢޔਥߦ㒐ⓨ⸠✵ޔᓕ჻ߩㅍㄫޔ㒽ᶏァᯏߩΆᢱ⛎↢ޔ㚤
ጊࠍၮߣߒߚṖⓨ⸠✵ߦᵴ↪ߐࠇޟޔᄢ㒋㒽ァ㘧ⴕ႐⋫ޟޔߪࠅࠃ߁ߣޠᵤ㘧
ⴕ႐ߡߒߣޠߒ╬ߢⷫߒ߹ࠇߚޕ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߇⸠✵ߩ႐ᚲࠍᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐߆ࠄޔ
৻ᣤޔၔ᧲✵႐ߦ⒖ߒޔ⠉  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦߎߩߦ⒖ߞߡ߈ߚޕ㘧ⴕ
႐ߣߪฬ߫߆ࠅߢోޔㇱ߇⨲ߞ߬ࠄߢ↢ޔ㚤ጊࠍ߃ߡ⋫ޔᵤࠍᷰߒߡ߽ߤޔ
ߎ߇㘧ⴕ႐߆ࠊߌ߇ઃ߆ߕޔ㔎ᄤߩᣣ߿㔐ߩᣣߦߪޔ႐ᄖ߳ߩਇᤨ⌕߽ߞߚޕ
߹ߚޔ⋚߇エᒙߢޔ㊀㘧ⴕᯏߪ⊒⌕ߩ㓙ߦߦߊㄟߎߣ߇ߒ߫ߒ߫ߢ
ߞߚޕṖ〝ߩㅜਛߦᣂᐣ㨪ደᢝࠍߟߥߋ〝߇ࠅޔ㘧ⴕᯏ߇㘧߱ᤨߪੱޔ
ߩㅢⴕࠍᱛߚࠅᤨޔㅦ MO ࠆ߆ߥ߆ߩࠬࡇ࠼ߢṖ〝ࠍ㘧߮┙ߟ߇ޔ
ߘߩ〝ߦ㔚ᩇ߿㔚✢߇ࠅޔ㔚✢ߩࠍㅢㆊߔࠆ߆ޔਅࠍㅢㆊߔࠆ߆ߒߥ߇ࠄ
㘧ࠎߢߚޕ

⋫ᵤߪޔᄢ㒋ᐭਛᴡౝ⋫ᵤᄢሼᧄᐣᣂᐣ㧔㡨ᳰༀᏀⴡ㐷ቬߩ㐿⊒ߒߚ
ᣂ↰ߢߪߥߊޔએ೨߆ࠄߩ᳓↰ߩߞߚߣߎࠈߢࠆޕ㧕ᴡౝᐔ㊁ߩߩߤ߆ߥ↰
Ꮺߢߪޔᓼᐻᯅ☨ߪ᧲ޔ㧔࿖  ภ✢ޔᄢ㒋ᄖⅣ⁁✢ߚࠅ߹ߢ㧕ߦᐢ
߇ࠆߢߒߚޕㅢᯏ㑐ߪޔർߦ࿖㋕

↸✢㧔 ,4 ቇㇺᏒ✢㧕㡨ᳰᣂ↰㚞߆ࠄ

ᱠߊ߆ޔධߦᄢ㒋㔚᳇゠㋕㧔ᄢ゠ߣࠃ߫ࠇߚޕㄭ⇰ᣣᧄ㋕㧕⧯ᳯጤ↰㚞
߆ࠄ⩵᳓ࡃࠬޟ㘧ⴕ႐೨ߢޠਅゞߔࠆ߆ޔᄢ゠ࡃࠬߩᏓᣉ⇐႐߆ࠄਸ਼ߞߡ⪉ޔ
ደ᧲⇐႐ਅゞޔᓤᱠ ޕ↸ ޔ

  㘧ⴕ႐ߩ㕙Ⓧߪ⚂ 㨙㧞ޔ㐳ߐ 㨙 㨙ޕ

ศ↰┻ᴦᢎቭ߇ޔᤘ  ᐕ  ࿖☴㘧ⴕ㓌ࠍㅌ⡯ߒᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱߦ␠ޕ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᢎቭߣߒߡ⚳ᚢ߹ߢ㧔 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕߆ࠄ  ᐕ㧔ᤘ
 ᐕ㧕߹ߢߪฬฎደൕോ㧕ቇ↢ߩᜰዉߦᒰߚࠄࠇߚޕ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᐲߦ߅ߌࠆ࿖☴⟵ാ㘧ⴕ㓌ߩᚲᯏߪ ޔᑼ⦘᠄ᯏ 
ᯏ ޕᑼ㒽✵⠌ᯏ  ᯏޕਃ⪉ 4 ဳࡦ࠰ࡓ࡞ࠨޔᑼࡠࡉࠕޔᑼࠝࡦࠕޔᑼޔ
࠾ࡘࡐ࡞ᑼ╬ߩ⸘  ᯏޕ

 ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩᠲ❑⃰ߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣߦ⋫ᵤߢߩᦨᓟ
ߩ㘧ⴕࠍⴕ   ޔᣣߦᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߦߘߩ⸠✵႐ᚲࠍ⒖ߔޕṖⓨ⃰ߪ⋫ᵤ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߦߡ⸠✵ࠍ⛯ߌޔ⠉  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߩ↢㚤ጊṖⓨ႐ቢᚑߦࠃࠅࠇߎޔ
ࠄ  ࡩᚲㅪଥߢߩޔ㊄ᣣ߅ࠃ߮⑂ᣣ⸠✵ߣޔวኋ⸠✵ߣ߇ⴕࠊࠇߚ ޕᐕ
㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦߪ⋫ᵤ✵႐߽㐿႐ߒߡࠆޕ











ศ↰┻ᴦ᳁ᚲ⬿                 
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

































    ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ᄢ㒋Ꮢᚲ⬿      ศ↰┻ᴦ᳁ᚲ⬿
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⧣৾㇢᳁㧔㑐ᄢ㧻㧮㧕ឭଏ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᜪ᭣ᚐ


˹Ίႎ̝ˁ܁

   ᣣ ᄢᦺਥ ᣂ੩⸰㘧ⴕߦቑ㒮ࠃࠅੑാ჻෴ട ਛૼ↰ޔ㊀ౌำ ޕ
ṩᎺ㘧ⴕදᦩߩ⧎ࠍ↢⺀߈ߒޘᯏߦޔᣣᧄቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ߩẓೝߚࠆ⧯ੱߪޔᣂ⥝
㇌ߩᄢⓨ㦸ߔߴߊᦺޔᣣᣂ⡞ਥߩ߽ߣߦޔੑᯏߩቑ↢ᯏߪੑචᣣᦺࠍᦼߒߡ㓶ㅜ
⠀↰㘧ⴕ႐ࠍ⊔ߔࠆ߇ᧄޔቑ㒮ࠃࠅਛૼ↰㓉ੑ㧔ੑ╬㘧ⴕ჻㧕㊀⁴ᄦ㧔ਃ╬㘧ⴕ
჻㧕ߩੑำ߇㑸᧲ߩ↰ਛ㧔ᘮᙥ㧕㧔ᴺ㧕ߩౌำߣߦ෴ടߔࠆߎߣࠒߣߥߟߚ ⓨ
〝ߪቯᦼ⥶ⓨࠦࠬ㧔᧲੩㧙ᄢ㒋㧙ᄥಷᵞ㧙੩ၔ㧙ᣂ੩㧕ߦࠃࠅੑࠍ☮ޚޚ⠍⎕ߔ
ࠆᦨޕㄭ㗐ߦᛛⴚㅴᱠߖࠆቑ↢㠽ੱߩ㐳〒㔌⥶ⓨᴺ⸠✵ߣߒߡ↪ߢߩ߽ߩ⊛ᦼ↹ޔ
ߩቑ↢ᯏߪ┙Ꮉ㘧ⴕᯏᩣᑼᦩ␠ߩㅧߦࠃࠆ↥シ㘧ⴕᯏ㧾ဳߢࠆޕ
ห৻ⴕߪṩ
Ꮊฦࠍ㘧ⴕߒߡᓟᓔ〝ߣหࠦࠬࠍᱩૼߔࠆ╫ޕ
       =㑸ቑ㒮ᣂ⡞ ╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?












ḩᎺ㘧ⴕදળ⊒ળᑼ
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▗ᜥⳎ⒅⛅ڇȡ˛χᨀƸ᎓⦔ۺǺ⁞Ǟ
 ቑ↢ᣣḩ⥶ⓨߩࠍᨐߒߚਛૼ↰ޔ㊀ߩౌำߦⓨ߆ࠄߚᣣḩߩශ⽎ࠍ⡞ߡߺߚޕ
ਛૼ↰ำ ޟᚒߪޘ߆ᄢ߈ߥߢ߽ߥߒㆀߍߚ᮪ߦᕁߪࠇ߹ߔ߇ޔ㆐ߪ߽ߘࠎߥ⠨߳ߪዋߒ
߽ߥߊ᥉ㅢߩࠍߒߚߛߌߢߔࠃߣޠญࠍಾࠅߪߓߩ  ߔߢ߁ߘޔਛ㗃ߢߒߚ߆ṩᎺ㧔ᣂ੩⸰㧕
㘧ⴕࠍ߿ߟߡߥ߆ߣᄢᦺߩᣇ߆ࠄ⸒ߪࠇߡ㊀ำߣⴕߎ߁ߣ߰ߎߣߦߥߟߚߩߢߔࠄ߆ࠇߘޕ
⁴✵⠌ࠍߒߡᗡ   ޘᣣߩᦺ᧲੩⊒ࠅࠃࠇߘޔ㗅⺞ߦ᧲੩̆㕒ጟ㨮ฬฎደ㧙ᄢ㒋ߩࠦࠬࠍㅢߞ
ߡ  ᣣߪᗡޘ╬ߣߒߡߪೋߡߩࠦࠬࠍἑᚭౝᶏߩ⟤ߒ㘑శࠍਅߦߥ߇ࠄጟߦ⌕߈ߘޔ
ࠇࠃࠅߘߩᣣߩਛߦ੩ၔߦ⌕߈߹ߒߚᦺߩߎޕ㞲ᶏፌߪ㕖Ᏹߥ㔍ᚲߛߣవヘ㆐ߦ⢿߆ߐࠇߡࠋ߹ߒߚ
߇ߩߎޔᣣߪᕺ߹ࠇߚᄤߢᴒࡁፉޔኻ㚍ߥߤ߇ᮮߦ߃Ṫ⦁߇ᶋ߆߱ߩ߽㕙⊕ߊޔᴁ⦁߇ᵄ㑆ߦߚ
ࠁߚ߰ߡዬࠆߩࠍࠆߣߪ߇ࠁߊߐ߳ߥࠅ߹ߒߚ⬬ޕጊߩ㘧ⴕ႐ࠍߟߌࠆߩߪೋߪࠊ߆ࠅ߹ߖࠎ
ߢߒߚ߇⬬ޔጊḧߪ⿒⑱ߍߛߣ߰వⷹࠍ߽ߞߡࠋߚߩߢߘࠇࠍㄡߞߡⴕߞߡ⬬ጊߩ㘧ⴕ႐߇߃
ߚᤨߪ߶ߞߣߒ߹ߒߚࠃޕ੩ၔ߹ߢߩⓨ߆ࠄߡߩශ⽎ߪᦺ㞲ߦߪ⑱ጊ߇ᄙߎߣࠒኅደߩ⽺⾭ߥߎ
ߣ໊⿒ߒ߆ߒޔㄆሶߩደᩮ৻᧰ߦᐓߒߡࠆߩߦߪᄸ⇣ߦᗵߓ߹ߒߚߣࠇߘޕ࿎ߞߚߎߣߪᦺ㞲ߩᴡ
ߪᏱߦ᳓ߒߡ࿑ㅢࠅߦᵹࠇߡߥߩߢ⋡᷹ࠍ߿߹ࠄߥ߆ߣ߭߿߭߿ߒ߹ߒߚ⬬ߩߎޕጊߣ
੩ၔ㑆ߩⓨߩ㔍ᚲ⑺㘑Ꭸ߽㗅⺞ߦ⛫ㆊߩߎޕ㘧ⴕߢࠛࡦ࠵ࡦ߇㓚ߒߡᣧㅦ᧲੩ࠃࠅ⠉ᣣߩᣏቴᯏߢ
ขࠅነߖߡ߽ࠄߞߡ  ᤨ߹ߢ߆߆ߞߡ⚵┙ୃℂࠍߒߡᷓᄛߦ⊔േᯏ߇േߡ๓ࠇߚᤨߩሜߒߐߪᔓ
ࠇᓧ߹ߖࠎ ޕᣣߪ੩ၔࠍ⊒ߒ㧙ᐔფ㧙ᣂ⟵ᵮ㧙ᄺᄤ߳ߣ㘧߮߹ߒߚޕᣂ⟵ᵮޔᄺᄤ㑆ߩ㘧ⴕߢឃ
᳇ࡄࠗࡊ߇ߎߪࠇޔႺ߃ߩጊጪᏪߩߚ㜞ᐲࠍਅߍࠆߎߣ߽᧪ߕߎߩᤨߪߩࡘࠫࡄࠠࠛޟ
ᗵ߇߭ߒ߭ߒߣߖ߹ࠅ߹ߒߚࠃߣޠ㊀ำࠍߡ╉߰ޕ
 ᧄḺḓߚࠅ߆ࠄࠛࡦ࠵ࡦߩ⺞ሶ߽ߥ߶ࠅᙏࠇߩṩᎺࠅࠍߒ߹ߒߚߩߎޕᄺᄤߢߩශ⽎ߪ⥶ⓨᎿ
ᑚ߿㘧ⴕ႐ߚࠅߩ㐅ߩᩋߦᒝജߥ㔚ᵹ߇ᵹߐࠇߡࠋࠆߩ߇ṩᎺ⦡ࠄߒߊᗵߓࠄࠇ߹ߒߚ ޕᣣߪ
ࠃࠃᄺᄤࠃࠅᣂ੩߳ะ߭ޔᱚㄫߩਛߦ㒠ࠅ┙ߞߚᤨߪ㐳ߊᐳߞߡዬߚᐳᏨߩ∩ߐ߇ᕁ߭ߐࠇࠆ
⒟⢋ߩ㊀⩄߇߅ࠅ߹ߒߚޕᣂ੩ߩⴝ߇ߔ߫ࠄߒ⊔ዷࠍߥߒߡࠋࠆߩߦߪ߆べㅴᣣᧄߩⷐߣߞߚ
߽ߩ߇ṡߺߒߡዬࠅޔ㕖Ᏹߦᅢᗵ߇߽ߡ߹ߒߚࠅࠃࠇߘޕᱩㅜߦ⥋ࠆᯏߪᄢㅪߦะ߭ߢߎߘޔᣣ㔺
ߩฎᚢߥߤߦᗵỗࠍᣂߚߦߒޔㅜਛጊ⡼ߦႴწߩߣߥߤ߇ᱷߞߡࠆߩ߽ශ⽎ߦᱷߞߡዬ߹ߔޕᄢ
ㅪߢ  ᐕߩ㑸᧲Ꮊၫ⾐㘧ⴕߥߤࠍⴕ߭㧙ᣂ⟵ᵮ㧙⬬ጊ̆ᄢ㒋ߣᓳ〝ࠍߘߢ㧣ᣣߦṛࠅߥ
ߊᄢ㒋ߦࠧ࡞ࠗࡦߒ߹ߒߚޕᗵᗐߪߣ߰ߣ㕖Ᏹߦᔔߒߩߢߣࠃߊߌߚ㗻ࠍノ߆ߖߥ߇ࠄᄢ߈
ߥ㘧ⴕ↪ౕࠍࠇߚࡃ࠶ࠢࠍᚻߦ㚟ߌߡⴕߞߚޕ

  =㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?

   ᣣ ㅛା⋭ᣂ㘧ⴕ႐ߩᢝࠍᐶ⋵Ꮉㄝᵤߦቯޕ
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ቼ ³ وпஓటޙႆᓎሳᤣਖ਼൏
ᣄ ᠊ᣲˁᦂފᓦ܁ˁ˹఼ႎ̝
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭ             ޕ⠀↰㘧ⴕ႐
  㑐ቇㆬᚻ㧦ㄞ ⾫ㅧ㧔 ᐕ㧕
ޔ㊄ሶ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔਛ᧪↰㓉ੑ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦㑐ቇᄢ  ㆬᚻߦ㘵ᴧ㇢㧔ᄢ㒋ᄢ㧕ߩടࠊߞߚ㑐࠴ࡓ᧲ኻ᛫
ߦఝൎޕ











   ᣣ 㑐ቇ㒮⸥ᔨ⑂ ޕ

⪇㤀ߥࠆዷⷩᦩ ⦡ߣࠅߤࠅߩ⿰ะࠍಝࠄߒ ⥶⎇ߪࠣࠗ࠳ຠޕ
ٖ⥶ⓨዷ ਛૼ↰ޔ㊀ੑำߩ⸰ṩ㘧ⴕߦᗧ㜞⥶ⓨㇱߢߪᧄᐕᐲ⥄േゞㇱߣหߦߡዷⷩ
ᦩࠍ㐿ߊ߇ᧄᐕߪᄢᣣᧄ⥶ⓨャㅍ⎇ⓥᚲࠃࠅߩޠࡊޟຠ߇ࠅߦᦝޔቑ↢⥶ⓨ⡧⋖ࠃࠅࠣ
ࠗ࠳࠳ࡦࠦޟᯏߩޠຠ߇ࠅዷⷩᦩࠍᗧ⟵ઃߌࠆ߇ޔዏᄖ㧔߶߆㧕ߦฦ⒳㘧ⴕᯏ
ᮨဳޔኮ⋿߇╬⸘⛔ޔຠߐࠇࠆ╫ߢࠆޕ

=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?








  ⥶ⓨ⟵ാ㓌✬ᚑޕ
   ᣣ ᣣ⁛㒐දቯ⺞ශ࡞ࠛࠪ࠼ࡊ         ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐  

บ㘑߇↢ࠎߛⓨ᷼

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߏࠈޔ
ޟᄢ㒋ฬ‛ߦ߹ߚ৻ߟ  ╙ޔ㘧ⴕ႐߇ࠆߩߦ╙  ߇ߥ
ޕߚߒ߹ࠇࠊߣޠ
 ߎࠇߪߞߚޕ߁ࠂߒߢߩߚߞߛߣߎ߁߁ߤޔ
 ߎߎᄢ㒋ߢߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߏࠈޔᐭ⾗ᧄߦࠃࠆ࿖╷ળ␠ޟᣣᧄ⥶ⓨャㅍ
ᩣᑼળ␠ᧁ߇ޠᵤᎹዥߩ㘧ⴕ႐ࠍၮߦߒߡ᧲੩㧙ᄢ㒋㧙ጟࠍࡈࠜ࠷ࠞࠬࡄ
࡙࠾ࡃࠨ࡞ߣ߁ᯏ⒳ࠍߟ߆ߞߚቯᦼㆇ⥶ࠍ߅ߎߥᧁޔᵤᎹዥ߇ᢥሼㅢࠅᄢ㒋
ࠍઍߔࠆ㘧ⴕ႐ߢߒߚޕ
 ߣߎࠈ߇ߩߎޔ㘧ⴕ႐߽ߛࠎߛࠎ߹ࠊࠅߦᎿ႐߇ߚߜߥࠄ߮ޔᨋߩࠃ߁ߥᾍ⓭ߣߘ
ࠇ߆ࠄߪ߈ߢࠆᾍߦࠃࠅޔ㘧ⴕ႐ߣߒߡᓎߦߚߚߥߊߥߞߡ᧪ߡ߹ߒߚޕ
 ߎߩߚޔᄢ㒋Ꮢߪ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߏࠈ߆ࠄࠆࠊ߆ߦࠇߎޔ㘧ⴕ႐ߣߒߡᏒౝ
ศධ᷼ߩၒ┙㧔ᄢᎹዥ㧕ࠍߦߍޟࠍࠇߎޔᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߣޠฬߠ
ߌ߹ߒߚޕ
 ߣߎࠈ߇ᄢᄌߥߎߣ߇߅߈߹ߒߚ  ߪࠇߘޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ੩㒋ࠍⷅߞ
ߚቶᚭบ㘑ߢޔᄢ㒋Ꮢోၞ߇ߜ߾ߊߜ߾ߦ߿ࠄࠇߚߚޔᏒߪ߽߁ⵍኂߩᓳ⥝ߦ
ㅊࠊࠇߞ߬ߥߒߢޔ㘧ⴕ႐ߩᑪ⸳ߤߎࠈߢߪߥ߆ߞߚߩߢߔߚߨ߆ߺߦࠆޕㅛା⋭
㧔ߩㆇャ⋭㧕ߪޔ㘧ⴕ႐ߩᑪ⸳ࠍᏒ߆ࠄಾࠅߪߥߒߡ⥄ಽߢ⺞ᩏࠍߔߔޔᐶ
⋵Ꮉㄝᵤߩㄘࠍᣂ㘧ⴕ႐ߩᢝߣ߈ߡޟࠍࠇߎޔᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߣޠฬ
ߒ߹ߒߚ  ߽߆ߚ߈ߣޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ᧲ޔ੩ߢߪ 㨯 ઙ߇߅߈ߡඨᐕ
ᓟߩߎߣߢߔޕฬ೨ߛߌߩޟᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߡ߇߿ޔߪޠᏒߩ⸘↹ߢޔၒ┙৻Ꮺࠍ
ᄢᎿᬺᏪߦᄢ߈ߊᄌ߃ߐߔ৻ᣇޔ
  ╙ޟ㘧ⴕ႐ߣޘ⌕ߪޠᢛ߇ߔߔࠄࠇߩߘޔᢝ
ߦዊ㒋↰ޔਛ᧲ޔਔ᪀ᵤߩ྾ㇱ⪭ߦߪߐ߹ࠇߚ⚂  ਁᐔᣇࡔ࠻࡞ࠍߡߚߩ
ߢߔޕ
ߟ߹ࠅߩ߹߇ࠇߎޔⓨ᷼ߩේᒻࠍߥߔ߽ߩߢߔޕ

 ᄢ㒋ߩ㘧ⴕ႐ߦ╙  ߇ࠆߩߦ╙  ߇ߥߣࠊࠇߚߩߪ߽ࠆࠃߦ✲⚻߁߁ߎޔ
ߩߛߞߚߩߢߒࠂ߁ޕ


― 111 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 

ᣥᄢቇᦨೋߩතᬺ↢߇ࠆޕ

ޣතᬺޤ㊄ሶ⦟ᄦޔㄞ ⾫ㅧޕ

㊄ሶ⦟ᄦ                         ㄞ ⾫ㅧ


     ᦺᣣᣂ⡞␠ޟ㘑ภޠ
㧔㘵ᴧᱜ㘧ⴕ჻ޔႦ⾫Ὼᯏ㑐჻㧕
┙Ꮉ㨪ࡠࡦ࠼ࡦ㑆 MO ࠍ  ᤨ㑆  ಽ  ⑽ߢ㘧ⴕޕ
    ᄢᣣᧄ㕍ᐕ⥶ⓨ࿅⊒ળޕ
㧔Ფᣣᣂ⡞㧕         ᴦች
   ᣣ ࡋࡦࠤᅚผ᧪㒮ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄᏔ㘧ⴕ┹ᛛળ㐿⋫         ޕᵤ㘧ⴕ႐
=㧔ᤘ 㧕ᐕߩ╙  ࿁߹ߢ⛯ߊ?
   ᣣ  ᡰ㇊ᄌഺ⊒
ᄐ     ቇㅪ㑐ᡰㇱṖⓨ⃰วኋ              ޕ㔵ࡩፄ㜞ේ
   ᣣ ੩ㇺᐶ⍹㑆ߦ⋥ޔㅢ㔚ゞࠆޕ
   ᣣ ᡰ㇊ᄌਅߩᤨዪߦ㐓ߺ⸥ޔᔨ⑂ਛᱛޕ




― 112 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ि ᢁ

˹఼ႎ̝


ᡰ㇊ᄌߩഺ⊒ߦᒰߚࠅޔㅴࠎߢᓥァߩ↳ߒࠍߒߚቇ↢㠽ੱ߇ታߦ  ฬߦ߽
ߞߚߩߎޕਛ߆ࠄ㋈ᧁᅢᒾ㧔᧲੩ᄢ㧕
ޔ㊄ືᄦޔᑝἑᷡᄥ㇢㧔ᣧⒷ↰ᄢ㧕
ޔᾢ⼱ᱜ
ਃ㧔ᴦᄢ㧕ߣߦ㑐ቇ⥶ⓨ⎇ⓥળߩਛ᧪↰㓉ੑ߇ㆬ߫ࠇߦࡩ  ࠄ߆ ޔᷰࠅ㊀
ⷐߥᓟᣇㅪ⛊ߩછߦᒰߞߚޕ

















ቑ↢⥶ⓨ⇇ߩ⧎ᒻ ാべ╙৻✢߳ ⛫ߩਛૼ↰ำᓬァ

ቑ↢⥶ⓨ⇇ߩ⧎ᒻߢࠆਛૼ↰㓉ੑำ㧔⛫ੑᐕ㧕ߪߡࠃࠅᡰ㇊⼠ߩഺ⊔ߣߦ
ᓬァᔒ㗿ࠍ↳ߡዬߚ߇ޔㆊᣣޔቑ↢ߩ⥶ⓨੑ╬჻ࠃࠅㆬ߫ࠇߡᗡߦ✢৻╙ޘേߔ
ࠆߎߣߦߥࠅࠆචਃᣣඦᓟචᤨੱᄙᢞߦㅍࠄࠇߡㅜߦߟߚޕ⊔೨ߦᦺᣣ
ࡆ࡞ߩ㑸㘧ⴕࠢࡉߩᱚㅍኃߦᣈߡำߪᰴߩᅤ߈ᗧࠍ␜ߒߚޕ
ޟᢞࠆᠲ❑჻ߩਛ߆ࠄㆬ߫ࠇߡᡰ⋲ᘳߩ৻⠢ߣߥߞߡᓬァૼߚߎߣࠍᄢ⼠ฬ⼘
ߦᕁߞߡዬࠅ߹ߔޕᓕߊ߆ࠄߪ৻ᱫႎࠍ⋘ߔⷵᖗߪ⺕ߦ߽ഠࠄߧߟ߽ࠅߢߔޕ㑸
ቑ㒮ߩఱᒉߦ߽ࠃࠈߒߊொ߳ߡਅߐޕߣޠ
=㑸ቑ㒮ᣂ⡞╙  ⯳   ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼᴱوпஓటޙႆᓎሳᤣਖ਼൏

܁ˁ෫̢ᛵ¨ᵌᴿ©


  ╙㧠࿁ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭ⋫             ޕᵤ㘧ⴕ႐
㑐ቇㆬᚻ㧦㊀⁴ᄦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ᳗ⷐ㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕
 ޕ
ᚢ  ❣㧦ㅢା╴ษ┹ᛛ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㊀⁴ᄦߣ┻ౝᷡ৻㧔หᔒ␠ᄢ㧕ߩ
ᚢ  ❣㧦ㅢା╴ษ┹ᛛ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㑐࠴ࡓఝൎޕ
ᚢ  ❣㧦㧻㧮⚵ᮨᡆᒢᛩਅ┹ᛛ㨯㨯㨯᳗ⷐ ఝൎޕ












   ᣣ ችਛߦᄢᧄ༡߇⸳⟎ߐࠇࠆޕ
   ᣣ ᣣᧄァޔධ੩භ㗔ޕ


⸰ޟ⌕ߦ߽㘧ⴕᯏᮨ᭽ޠ
ᤨዪߪࠃࠃ✕ᒛߒߩߘޔ⋧ࠍᤋߒߡᅚᕈߩ⸰⌕߿Ꮺߥߤߦ߽ੱᔃࠍ㥏⥰ߔ
ࠆࠃ߁ߥァ⺞ߩ߽ߩ߇⊓႐ߒߚޕ
 ⸰ޟ⌕ߪ⵿ᮨ᭽߇⮣㊄▗ߩ㊀⇥ߚࠆጊጪࠍឬ߈ߩߘޔጊߩߦ㌁ߨߕߺ⦡ߩోޟ
ᣣᧄ⯳ߩဳޠ㘧ⴕᯏ߇ߐߞߘ߁ߣ㓶㘧ߒߡࠆ߽ߩޠ
㧔୯Ბߪጊ➂ࠅߩ❗✰ߢ  㧕
ޕ
߹ߚޔ
ޟᏪߪ㒐ᇚੱᦩᄢ㒋ᨱಽᦩߩ⊔᩺ߢ㒽ᶏァࠍ⽎ᓽߒߚᤊߣ㍬ࠍߒࠄ⿒ޔ
ᣩᣣࠍࠝࡉߩ⪲ߢߣࠅ߹ߚ㒐ᇚੱᦩߩࡑࠢࠍឬ߈ߒߚ߽ߩޕァ⦘ᣛߩࠃ߁
ߦ߽߃߫ࠇߔ↪⌕ߢࠈߘޔᤋ߃ࠆ↢ޕߪੱ⛚ߢ୯Ბߪ    ㌛ޠ
ޕᅚᕈߩ⌕‛߹
ߢޟ⠢⾥ߩޠ⋧ࠍᤋߒߡߚߩߢࠆޕ
=ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᤘ  ᐕߏࠈߩ⋫ᵤ㘧ⴕ႐ߦߡ
              㣐 ㋶ឭଏ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ± وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢۾
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ  ᚢᄢߢ࿖᳃ߩജะߩߚෘ↢⋭⸳⟎ޕ
     ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ޔਛጊ㍑ߦりᄁࠅޕ
   ᣣ  ᤐᦼ․✵⠌ޕ
ޣතᬺ ޤ㣐 ㋶ޕ













ᣣᧄቇ↢ㅪ⋖ㅍ౮⌀ ⋫ᵤ㘧ⴕ႐  ฝࠃࠅ㣐㋶ޔ㑐ቇ  ฬ ਛᄩ ਛፉᔘᄦ


   ᣣ ࿖ኅ✚േຬᴺᏓޕ
   ᣣ  ᓢᎺᚢᆎ߹ࠆޕ
   ᣣ  ᢥㇱ⋭ߩㅢ㆐ߦࠃࠅൕഭേຬᆎ߹ࠆޕ
   ᣣ የ㘧ⴕ႐ߢޟ㒋㘧ⴕቇᩞޠ㐿ᩞᑼޕ
ㅛା⋭☨ሶ⥶ⓨᯏਸ਼ຬ㙃ᚑᚲޕ
㒋ಽᩞ㐿⸳ޕ
 ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળޕ
                 㔵ࡩፄ㜞ේ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ╙㧝࿁วหห⓹ળޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ µ وпஓటޙႆᓎሳᤣਖ਼൏


܁

  ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭ             ޕ⠀↰㘧ⴕ႐
㑐ቇㆬᚻ㧦ㅢା╴ษߍ┹ᛛ  ㊀⁴ᄦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦㊀⁴ᄦ=የ↰ᐘ㓶㧔หᔒ␠ᄢ㧕ߣ⚵ߺ?ᤓᐕߦ⛯߈ఝൎޕ











                   

                     


ᆎേゞ                  ᑼ  ဳߣ  ᑼ  ဳ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᤘ  ᐕ  ⋫ᵤ㘧ⴕ႐           㣐 ㋶ឭଏ

ޟ㘑ภޠ

ࠨࡓ࡞࠰ࡦ     ࠝ࠻ࠫࡖࠗࡠ ೨Ꮸ㧦ጊ㇢ ᓟᏨ㧦㣐 ㋶

    ⍹Ꮉፉ Ŕ3 
ࠪࠬ৻ဳ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ
  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ࠍ  ࠠޔೋ✵㧛ਛ✵↪ߦߔࠆߣ߁᭴ᗐ߇ᝂ᛬ߒߚߩ
ࠍ߁ߌߡޔᤘ  ᐕޔ㒽ァߪᡷߡ┙Ꮉ㘧ⴕᯏߦ JR ⚖ࠛࡦࠫࡦࠍタߔࠆೋ
╬✵⠌ᯏߩ⹜ࠍߓᧄޔᯏ߇⺀↢ߒߚ ޕภᯏߪࠞ  ߆ߕࠊޔ㑆ߩᬺߡࠐ
หᐕ  ߦቢᚑߒߢ࠻ࠬ࠹ޔᅢᚑ❣ࠍ␜ߒߚߎߣ߆ࠄ  ߦߜߛߚޔᑼ  ဳ✵⠌ᯏ
ߣߒߡᑼណ↪߈ࠇߚޕᯏ᭴ㅧߩၮᧄߪࠠ  ߣ߶ߣࠎߤหߓߛ߇㨮⥄㊀ߪඨಽߦ
ㄭ MI ߩシ㊂ߦߍߡࠆὐ߇ᄢ߈ߥ㆑ޕ
߽ߣ߽ߣ✵⠌ᯏߪᠲ❑߇࿎㔍ߢߪߌߥߒ㧘߿ߐߒߔ߉ߡ߽࿎ࠆߒ㧘⸳⸘ߪ
ߕ߆ߒߩߛ߇ᧄޔᯏߪ߿ߐߒߔ߉ࠆ߶߁ߩౖဳߢޔァߪ߆ߥࠅߩᢙࠍ᳃㑆ߦ
ᛄਅߍޔቇ↢⥶ⓨߢᗲ↪ߐࠇߚޕ
↢↥ߪ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕߹ߢⴕࠊࠇ㨮┙Ꮉߢว⸘  ᯏߟߊߞߚ߶߆㨮᧲੩
㘧ⴕᯏᚲߢ߽৻ቯᢙ߇ߟߊࠄࠇߚޕᄥᐔᵗᚢᓟඨߦߪޔታ↪ᯏߩᕈ⢻ะ
ߦߣ߽ߥ߇  ࠠޔೋ✵ߣߒߡᛒࠊࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅᧄޔᯏߪ↪ᷣߺߦߥߞߚޕ
=ෳᾖ㧦⇇ߩ⠢㧙ౠ ޔᐕ    ᣣޔR?



 ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ
 㒽ァߩ✵⠌ᯏߪ㐳㑆ࠕࡦࠝߩߤߥࡦ࠰ࡓ࡞ࠨޔᄖ࿖ߦභࠄࠇߡߚ߇ޔ
ߎࠇࠄߦߣߞߡ߆ࠊࠆޕೋᱠ✵ޔਛ✵↪㧔ࠛࡦࠫࡦࠍ឵ⵝߔࠆ㧕ߩᯏߣߒߡޔ
 ᐕ㧔ᤘ㧥ᐕ㧕 ޔ㒽ァ߆ࠄ⍹Ꮉፉߦ⹜ᜰ␜ߐࠇߚߩ߇ᧄᯏޕ
  ภᯏߪޔᣧߊ߽หᐕ  ߦቢᚑߒޔ⠉ᐕ㧝ߦೋ㘧ⴕߒߚ߇⚿ޔዪߪೋᱠ✵
㧛ਛ✵↪ߪήℂߣࠊ߆ࠅ㨮ࡂ  ↲  㚍ജࠛࡦࠫࡦࠍタߔࠆਛ㑆✵⠌ᯏߣߒ
ߡᑼណ↪ߐࠇߚޔ᧚ᧁޕ㊄ዻᷙᚑ㛽⚵ߺߦ⠀Ꮣᒛࠅᄖ⊹ߩ᭴ㅧࠍ߽ߟ࠰ࠝޔ
࠼࠶ࠢࠬߥⶄ⪲ᯏߢޔቯᕈޔᠲ❑ᕈ߽ࠃߊߒ↳ߪߕ߹ޔಽߩߥ✵⠌ᯏߛߞߚޕ
↢↥ߪ㨮ߘߩᓟታߦ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕߹ߢߩ㐳ᦼߦࠊߚߞߡⴕࠊࠇ㨮┙Ꮉ㘧ⴕ
ᯏࢃ㧙 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦ⍹Ꮉፉ㘧ⴕᯏᚲࠍᡷ⒓㧙ߢ  ᯏ㨮ᣣᧄ
࿖㓙⥶ⓨߢ  ᯏ  ⸘ޔᯏߦ߽㆐ߒߚޔ↲ߪߦဳ↥↢ޕਸဳ߇ࠅޔ᳃㑆ߩ
⥶ⓨਸ਼ຬ㙃ᚑᚲߥߤߢ߽ᄙߊࠊࠇᄙᢙߩࡄࠗࡠ࠶࠻ࠍ⢒ߡߚޕᄥᐔᵗᚢᧃᦼ
ߦߪ․ᯏߣߒߡ߽ࠊࠇߡࠆޕ
=ෳᾖ㧦⇇ߩ⠢㧙ౠ ޔᐕ    ᣣޔR?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ㧔ࠠ㧕

ో㧦O
ో㐳㧦O
ో㜞㧦O
ਥ⠢㕙Ⓧ㧦㨙㧞
⥄㊀㧦MI
ో㊀㊂㧦MI
ࠛࡦࠫࡦ㧦ࡂ㨺 
ᣣ┙ᑼ  㚍ജⓨ಄ᤊဳ  ᳇╴ 
NJR㧝
ᦨ㜞ㅦᐲ㧦㨗O㧛J
⥶⛯〒㔌 ᤨ㑆 㧦MO  ᤨ㑆 
ਸ਼ຬ㧦 ฬޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ㧔ࠠ㧙㧥㧕

ో㧦㨙
ో㐳㧦㨙
ో㜞㧦㨙
ਥ⠢㕙Ⓧ㧦㨙㧞
⥄㊀㧦MI
ో㊀㊂㧦MI 
ࠛࡦࠫࡦ㧦ࡂ㧙 ↲
㧔ᣣ┙ᑼ  㚍ജⓨ಄ᤊဳ㧥᳇╴㧕
JR㧝
ᦨ㜞ㅦᐲ㧦MO㧛J 
⥶⛯ᤨ㑆㧦 ᤨ㑆
ਸ਼ຬ㧦 ฬ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

۾᩸ቼ ² ᭣ᚐکᩒک

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

    ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐⸃ᢔᑼޕ
   ᣣ ᄢ㒋╙ੑ㘧ⴕ႐㐿႐ᑼޕ

ೋߡ⌕ߩᣏቴᯏ










      㘧ⴕ႐ᧄㇱോᚲᄢᣣᧄ⥶ⓨߩᓙวቶᑪ‛

  ㇺߩᣂⓨ᷼ᐫ㐿߈ ᧁᵤᎹࠃߐࠄ߫߅ޔᒁߒ
  ߅⋡ᓧߩᵤ╙ੑ㓙㘧ⴕ႐
  =ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞ 㧔ᤘ 㧕ᐕ    ᣣઃ?
  ᄢ㒋╙ੑ㘧ⴕ႐ ᥍ࠇߩฬਸ਼ࠅߋ 
᳃㑆ᯏߩ⾐ࡍࠫࠚࡦ࠻ߣ㒽ァᯏߩⓨਛᚢߦⷹⴐᴣߊ
=ᄢ㒋Ფᣣᣂ⡞ 㧔ᤘ 㧕ᐕ    ᣣઃ?

߅ࠒήᢜⓨァߩㅥߒߐ ྾චਁੱߒ߮ࠇࠆᗵỗ ᄢ㒋╙ੑ㘧ⴕ႐ߩ⋓ⷹ
ోޟᣣᧄภߩߤߥޠ₂⚊ฬᑼ ᧄ␠ਥ⥶ޟⓨ✚ജዷޠ
=ᄢ㒋ᦺᣣᣂ⡞ 㧔ᤘ 㧕ᐕ    ᣣઃ?


   ᣣ ਛ㊁ᓼⴡ㧔⟤ᵤỚࠣࠗ࠳ᚲ㧕
↢          ޕ㚤ጊ
ࠣࠗ࠳ߢ₪ᓧ 㨙ᤨ ޔ㑆  ಽޕ
የ㘧ⴕ႐ޔ
ޟᄢᱜ㘧ⴕ႐ߣޠᡷ⒓ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 

ޣතᬺޤ㊀⁴ᄦޔਛ᧪↰㓉ੑ↰↢ޔ⠹⬿ޕ










㊀⁴ᄦ         ਛ᧪↰㓉ੑ         ↢↰⠹⬿


















          ㊀⁴ᄦޔਛ᧪↰㓉ੑਔవヘߩතᬺࠍㅍࠆ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
    㧻㧮᳗ⷐ᳁ ᾢ⼱㘧ⴕቇᩞ╙  ᦼ↢ߣߒߡᩞޕ
㧔ߎࠇࠍ⚻ߡᚢ㑵ᯏਸ਼ࠅߦ㧕
   ᣣ ᄢᣣᧄ⥶ⓨࢃᴺ⊒Ꮣ㧔   ᣣታᣉ㧕
ޕ
   ᣣ ☨Ⓝ㈩⛎⛔ᴺᏓޕ
   ᣣ ቇㅪ᧲ᶏᡰㇱᣂ⸳ޕ
   ᣣ ࡁࡕࡦࡂࡦઙߎࠆޕ
  ᣣ ࿖᳃ᓽ↪Ꮣޕ

   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળᦺ          ޕ㔵㜞ේ

   ᣣ ࡦࡐ࠶࠾ޟภޠ⇇৻㘧ⴕታᣉ=㨪   ᣣ?ޕ
࠾࠶ࡐࡦภߪᯏ㐳ਛየ⚐ޔᠲ❑჻ศ↰㊀㓶ޔᯏ㑐჻ਅᎹ৻ޔᛛⴚ჻
ષᒄޔㅢା჻⮮ା⽵ߩޔ㧡᳁߇ᠲ❑ㆇ⥶ߦᒰߚࠅޔᲤᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱ㐳ᄢ
ේᱞᄦ߇หਸ਼ߒޔ⠀↰ࠍ⊒ߢ↱⚻ࠞࠬࠕޔർ☨ߦࠅࠄ߆ࠬ࡞ࡦࠕࠬࡠޔ
☨ᄢ㒽ࠍᮮᢿ⸰࡛ࠢࡘ࠾ޔޔධਅߒߡਛ☨ධ☨ߩฦࠍᱧ⸰ࠬࡁࠛࡉޔ
ࠕࠗࠬ߆ࠄධᄢᵗࠍᮮᢿߒߡࡠࡑ⌕ࠄ߆ࠇߘޔධᣇࠦࠬࠍ⚻ߡ   
ᣣߦ⠀↰ߦᚯߞߚⴕోޕ⒟ MO㘧ⴕᤨ㑆  ᤨ㑆ޔᚲⷐᣣᢙ  ᣣޕ

   ᣣ  ጊᧄචਛޔㅪว⦘㓌ม㐳ቭߦዞછޕ
   ᣣ  ․ᱶᴺੱᄢᣣᧄ⥶ⓨࢃ⸳┙ޕ






╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળ        ࡦࡐ࠶࠾ޟภޠ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ  ╙  ᰴ⇇ᄢᚢഺ⊒  ࠼ࠗ࠷ァ߇ࡐࡦ࠼ߦଚޕ
   ᣣ  ࠗࠡࠬࡈࡦࠬኻ࠼ࠗ࠷ትᚢᏓ๔ޕ
   ᣣ ᩞ✛ޟỚ߈↲ጊޠቯޕ
    ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨㆬᚻᮭᄢળ     ޕᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐
ෳ  ട㧦 ᩞ  ฬޕ







         



















ᄢ㒋⋫ᵤ㘧ⴕ႐ 㑐ᡰㇱතᬺ㘧ⴕ ⸥ᔨ౮⌀
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐㧔દਤ㘧ⴕ႐㧕


  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߩᣣᧄ⥶ⓨャㅍᩣᑼળ␠⊒⿷ᓟޔㅛା⋭ߪ⋥ߜߦ᳃㑆㘧ⴕ႐ߩ
ᑪ⸳ߦ⌕ᚻߒ᧲ޔ੩㘧ⴕ႐ߣߒߡߪ⠀↰↸ߩᶏጯၒ┙⚂  ਁ  ᐔᣇࡔ࠻࡞㧔⚂ 
ਁဝ㧕ࠍߎࠇߦߡ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕Ꮏޔห  ᐕ  ߦ┫ഞߒߚߩߢᣣᧄ⥶ⓨャㅍ
ᩣᑼળ␠ߪߘߩᧄࠍ┙Ꮉ߆ࠄ⠀↰߳ߣ⒖ߒߚޕጟߦߟߡߪጟ⋵☺ደ⊕ߩ㓵ߩ
Ꮍߦ↪ࠍቯ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦߪ  ਁ  ᐔᣇࡔ࠻࡞㧔⚂  ਁ  ဝ㧕
ߩ㘧ⴕ႐߇ቢᚑߒߚߩߘޕᓟޔฦߦ㘧ⴕ႐߇ᰴߣޘ㐿⸳ߐࠇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߦߪ↪㘧ⴕ႐ߪ  ࠞᚲޔ㕖↪㘧ⴕ႐ߪ  ࠞᚲࠍᢙ߃ࠆߦ⥋ߞߚޕ
 ߘߩߎࠈޔᄢ㒋㘧ⴕ႐ㄝߦߪᎿ႐ޔᬺ႐߇⛯ߣޘᑪ⸳ߐࠇޔߩᄢዊ⦁⥾߽ᄙߊ
ߥࠅߚ߹ޔᾍ㔵ߦࠃࠆ⊒⌕ߩਇଢ߇⸷߃ࠄࠇߦࠄߐޔᢝߩ⁜ዊߣ㘧ⴕᯏߩㅴᱠޔᄢဳൻ
߽ߞߡ  ╙ޔ㘧ⴕ႐ߩᑪ⸳߇ต߫ࠇࠆ⁁ᘒߣߥߞߡߚߦࠇߎޕኻߒᄢ㒋ᐭߪᧁޔᵤ
ᎹධᣇߩᄢᎹዥߩၒ┙੍ቯࠍޔᐶ⋵ߪᱞᐶ㡆የߩ㡆የ┹㚍႐〔ࠍߦ
ߍ  ╙ޔ㘧ⴕ႐ߩ⟎ߪኈᤃߦ߈߹ࠄߥ߆ߞߚޕ㡆የ┹㚍႐ߪ  ᐕ㧔ᴦ  ᐕ㧕 
ߦⴕߥࠊࠇߚ☨ੱࡑࠬߩ㘧ⴕṶᛛࠍߪߓޔᏢ࿖㘧ⴕදળਥߩ㘧ⴕᄢળ߿ᢙߩޘᱧผ
⊛㘧ⴕ߇ⴕߥࠊࠇߚࠊ߇࿖᳃㑆⥶ⓨߩ⨲ಽߌߣ߽߁ߴ߈ߣߎࠈߢߞߚޕ
 ߣߎࠈ߇ᄢ㒋Ꮢߪᤘ  ᐕޔᄢ㒋Ꮢ߇ᄢᎹዥߩศධ᷼↸ߦ⸘↹ਛߩၒ┙ࠍᄢ㒋
㘧ⴕ႐ߦߔࠆߣߩㅛା⋭ߩౝ⻌ࠍᓧߡ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߆ࠄၒ┙Ꮏࠍ㐿ᆎߒޔ
ߐࠄߦߘߩਇࠍ߁ߚߦߦ੍㘧ⴕ႐ࠍ߽ࠊߖߡḰߔࠆߎߣߣߒߚߩߘޕ႐ᚲ
ߪᄢᎹዥർጯߦ⟎ߒޔవᶏ㕙⚂  ਁ  ᐔᣇࡔ࠻࡞ࠍၒ┙ߡޔᎿ⾌  ਁ
ߪᣢᚑၒ┙ߩᄁළߣ᷼ḧᬺߩ৻ㇱࠍలߡޔၒ┙ቢᚑߩᥙߦߪධ᷼↸  ৼ⋡ߣ
⒓ߒᧁޔᵤᎹዥߩ㘧ⴕ႐ࠍߎߩ႐ᚲߦ⒖ߘ߁ߣߔࠆ߽ߩߢߞߚ  ߇ࠈߎߣޕᐕ㧔ᤘ
  ᐕ㧕   ᣣ੩㒋ᣇࠍⷅߞߚቶᚭบ㘑ߪᄢ㒋Ꮢߦߓࠎᄢߥⵍኂࠍਈ߃ޔᄢ㒋Ꮢߩ
⽷ߪߘߩᓳᣥߦㅊࠊࠇߚߚޔㅛା⋭ߪ੍㘧ⴕ႐ߩᑪ⸳ࠍᄢ㒋Ꮢ߆ࠄಾࠅ㔌ߒߡ⋥ធ
ߚࠆߎߣߣߒޔ㨪 ߩߦߟߡ߭ߘ߆ߦⓨਛᓇޔ〯ᩏࠍߔߔ ޔᐕ
㧔ᤘ  ᐕ㧕 ޔᐶ⋵Ꮉㄝᵤߦᣂ㘧ⴕ႐ߩᢝࠍቯߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ߘߩᢝߪዊ㒋↰ޔਛ᧲ޔਔ᪀ᵤߩ  ㇱ⪭ߦߪߐ߹ࠇߚ⚂  ਁ  ᐔᣇࡔ࠻࡞
㧔 ਁ  ဝ㧕ߩ⠹ߢߩߘޔᄢㇱಽߪዊ㘵↰ޔਛਔㇱ⪭ߦዻߒ ਁ  ߦ߆ߕࠊޔ
ᐔᣇࡔ࠻࡞㧔 ਁ  ဝ㧕߇ᄢ㒋ᐭᳰ↰↸ሼർኅߦዻߒߡߚ┙ޕㅌ߈ࠍⷐߒߚߩ
ߪዊ㒋↰ߩㄘኅ  ᚭߣࡃ࠶ࠢᑪߡߩኅ  ᚭߛߌߢߞߚ↪ޕ⾈ޔᢛޔᑪ▽ߘߩઁ
ߞߐߩᎿߪㅛା⋭ߩᆔ⸤Ꮏߣߒߡᐶ⋵߇߁ߌ߽ߟߎߣߣߥࠅ ޔᐕ㧔ᤘ
 ᐕ㧕 ߦᆔ⸤ᄾ⚂ߩ⺞ශ߇ⴕߥࠊࠇߚޕ

ഃ⸳ᒰᤨߩᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߩ⟎                  Ფᣣᣂ⡞␠ឭଏ
 ߔߢߦߎߩߎࠈߦߪጟ㧙บർ㑆ߩ㐳〒㔌ᣏቴャㅍ㧔ߩߜ᧲੩㧙บർ㑆ߦᑧ㐳㧕߿ޔᄢ
㒋㧙᧻ᳯ㑆ޔᄢ㒋㧙㜞⍮㑆ߩࡠࠞ࡞✢ߩㆇ⥶߽ߪߓ߹ߞߚߩߢޔㅛା⋭ߪᣂ㘧ⴕ႐ߩ
↪ࠍᕆ߉ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦቢᚑߔࠆࠃ߁ߓߚ↪ޕ⾈ߪᄢߒߚᛶ᛫߽߁
ߌߥ߆ߞߚޕᄢᱜᧃᦼએ᧪ዊࠍᎿ႐߿ቛߦォᄁߔࠆߎߣ߇ਥ㑆ߦᵹⴕߒߡ߅ࠅޔ
ߎߣߦᵤߪ᳓߇ᖡߊߖ߿ޔߢ߽ߞߚߚਥߚߜߪ㘧ⴕ႐ߩ⸳⟎ߦࠃߞߡㄝ
߇Ꮏ႐Ꮺൻߔࠆߎߣࠍᦼᓙߒߚߛߚޕਛߩ᳃⚂  ੱ߇੍ቯᄌᦝ߽ߒߊߪ․
ఘ⽷ޔេഥࠍ⋵⍮ߦ㒸ᖱߒߚߎߣ߇ߞߚ߇ޔⁿฬᎹᡷୃߦߣ߽ߥ߁ᴡᎹᢝࠍᦧ
߃ߣߒߡឭଏߔࠆߎߣߢ⸃ߒߚߚ߹ޕ㘧ⴕ႐ߩᱜ㐷߇ᄢ㒋ߦ੍ቯߐࠇߡદਤߦߪ⢛
ࠍะߌߡߚߩߢޔદਤ↸ળ߇㒸ᖱߒߚ߇ߪࠇߎޔήⷞߐࠇߚޕ
  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣޔ㘧ⴕ႐੍ቯߩᱜ㐷ㄭߊߦ⟎ߔࠆዊ㒋↰ߦ߅ߡ
Ꮏᑼ߇ⴕߥࠊࠇߚ✚ޕᎿ⾌  ਁߢޔߥࠄߒޔṖ〝ߘߩઁઃዻᑪ‛ቢᚑߣหᤨߦޔ
ᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߩᣉ⸳৻ಾࠍߎߩ╙  㘧ⴕ႐ߦ⒖ߔ੍ቯߢߞߚޕ߇エᒙߥޔ㜞ૐᏅ
߽ߪߥߪߛߒߊޔᢛᎿߪ੍ቯㅢࠅㅴⴕߖߕ ޔߦࠄߐޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ
ߩᄢ㘑᳓ኂߢੱᚻਇ⿷ߣߥࠅޔഭോ⠪ߩ⾓㊄߽㜞㛛ߒޔᎿߪㆃࠇߚޕ
 ઁᣇޔᣣ⪇ᄌߩㅴዷߦߟࠇߡਛ࿖ᄢ㒽ߣߩᓔ᧪߇߰߃ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦ
ߪ᧲੩㧙ᣂ੩㑆ߩⓨ〝߇㐿߆ࠇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦߪ᧲੩৻ධ੩㑆ߩⓨ〝߇㐿
߆ࠇࠆߎߣߦߥߞߡߚߩߢޔァㇱߪᎿߩଦㅴࠍⷐ᳞ߒ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩᄐભ
ߺߦߪቇᩞ↢ᓤߩൕഭേຬߣߒߡદਤਛቇᩞޔ㒋ᬺޔႦญߩਛᄖᬺࠍߪߓᄢ㒋ᐭ
ਅߩᄙᢙߩਛቇᩞ߆ࠄ↢ᓤ߇߆ࠅߐࠇޔᢛᬺߦߚࠅ⥸৻ޔᏒ᳃ߩൕഭᄺ߽ߞ
ߚ߇ߒ߆ߒޔᎿߪ੍ቯࠃࠅ߽  ᐕએ߽߅ߊࠇߡ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦ߶߷⚳ੌ
ߒߚޕ
 ᣂ㘧ⴕ႐ߩⷙᮨߪߩࠈߎߩߘޔਥ↪ᯏߢߪߞߚ߇߽ߪ߿ᣥᑼߢࡠࠞ࡞ኾ↪ߣߥࠅߟ
ߟߞߚࠬࡄ࡙࠾ࡃࠨ࡞න⊒ᯏ  ੱਸ਼ࠅ⒟ᐲࠍኻ⽎ߣߒߚ߽ߩߢޔṖ〝ߪධർߦ
ࠆ  ࡔ࠻࡞ޔ  ࡔ࠻࡞ߩ߽ߩߣ  ߦࠇߎޔᐲߩⷺᐲߢࠊߞߡ᧲ർ߆ࠄධ
ߦࠆ  ࡔ࠻࡞ޔ  ࡔ࠻࡞ߩ  ᧄ߇ߩޠࠗޟሼဳࠍߟߊࠅ◲ߩ࠻࡞ࠔࡈࠬࠕޔ
ᤃ⥩ⵝࠍᣉߒߡߚޔ߈⛯߇ࡦࡠࡊࠛߦࠇߎޕṖ〝ࠍਛᔃߦ  㓏ᑪߡ㧔 ㇱ  㓏㧕ᧁㅧ
ߩ㘧ⴕ႐ᧄㇱോᚲޔᣣᧄ⥶ⓨャㅍᩣᑼળ␠ߩോᚲ߇ࠅޔᩰ⚊ᐶ  ⌕ޔ㒽ᾖἮޔ
⟎␜Ἦޔ႐Ἦޔ㘑ะᮡ␜Ἦߥߤᾖ⸳߽ᢛޔೋઍ㘧ⴕ႐㐳ߦߪ᧻የ㕒⏴߇⌕છ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߒߚޕ
߹ߚ㘧ⴕᯏࠍ⺃ዉߔࠆߚߩࠫࠝࡆࠦࡦࠬ࠹㧙࡚ࠪࡦࠍ⸳ߌࠆߚޔᎹᏒਭઍ
ߩ㜞บ⚂  ਁ  ᐔᣇࡔ࠻࡞ߩ↪ࠍ⾈ߒߚޕ
 ߎߩ╙  㘧ⴕ႐ߩ㐿႐ᑼߦవߛߜ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣߦߪᧁᵤᎹ㘧ⴕ႐ߩ
⸃ᢔᑼ߇ⴕߥࠊࠇޔᚲຬߪ⋥ߜߦᣂ㘧ⴕ႐ߦ⒖ࠅޔᒰᣣߩඦᓟ  ᤨ  ಽ⚳ᦨޔଢߢࠆ
ጟ⊒ߩࡈࠝ࠷ࠞࠬࡄ࡙࠾ࡃࠨ࡞ᯏ߇ᣂ㘧ⴕ႐߳ߩ  ⇟ᯏߣߒߡ⌕㒽ߒߚߟޕ
ߢ    ᣣ⋓ᄢߥᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐㐿႐ᑼ߇ⴕߥࠊࠇߚߦߢߔࠈߎߩߘޕᣣ⪇ᄌߪ㊀
ᄢߥᲑ㓏ߦㅴࠎߢߚߩߢޔ᳃㑆㘧ⴕᯏ߿ࠣࠗ࠳ߦࠃࠆⓨਛࡍࠫࠚࡦ࠻ߩ߶߆ߦޔ
㒽ァᯏߦࠃࠆታᚢߐߥ߇ࠄߩᮨᡆⓨਛᚢ߽ⴕߥࠊࠇߡⷰⴐߩ㑐ᔃࠍᅓߞߚ߇ߩߎߪࠇߘޔ
㘧ⴕ႐ߩ᧪ࠍᥧ␜ߔࠆ߆ߩࠃ߁ߢߞߚޕ
 ߆ߊߒߡᧁޔᵤᎹዥߩᄢ㒋㘧ⴕ႐ߪߘߩᓟߩ⥶ⓨᯏߩ⊒㆐ߣߣ߽ߦ߹ߞߚߊ↪ଔ୯ࠍ
ᄬߦࠇߎޔߚ߹ޔઍࠊࠆߴ߈ᄢᎹዥߩ╙  㘧ⴕ႐ߪධ᷼↸ၒ┙Ꮏߩᧂቢᚑߦࠃߞߡ
┙ߜᶖ߃ߣߥࠅޔᵤߩ╙  㘧ⴕ႐߇ታߩᄢ㒋㘧ⴕ႐ߣߥߞߡߞߚޕ

ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߩᒛ
  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ޔᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߪᄢ߈ߥᦼᓙࠍ߽ߞߡ㐿႐ߐࠇߚ߇⥶ޔ
ⓨ⇇ߩᕆỗߥ⊒㆐ߦߩߎࠄ߆ߓߪޔᣂ㘧ⴕ႐ߪᤨઍㆃࠇߣߥߞߡߚߎޔߡߞ߇ߚߒޕ
ߩ㘧ⴕ႐ߪᣂߒ࿖㓙㘧ⴕ႐ߣߒߡߩᓎഀࠍߪߚߒ߃ߕޔታ㓙ߦߪࡠࠞ࡞ᯏߩ㔌⌕㒽ߦ
↪ߐࠇࠆߩߺߢߞߚޕᣣḩޔᣣ⪇ߩ࿖㓙ᕆⴕଢߦ↪ߔࠆᄢဳ㜞ㅦߩਛፉᑼ #6 ဳᯏ
㧔⊒ోޔ㊄ዻ  ੱਸ਼ࠅ㧕
& ࠬࠣ࠳ޔ% ဳᯏ㧔⊒ోޔ㊄ዻ  ੱਸ਼ࠅ㧕
ࠠ࠶ࡠޔ
࠼ 9+) ဳᯏ㧔⊒ోޔ㊄ዻ  ੱਸ਼ࠅ㧕ߥߤߪߕࠇ߽ᄢ㒋ࠍ⚛ㅢࠅߒߡ᧲੩㧙ጟ
㑆ࠍ⋥ⴕߒߡߚޕᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߪߘ߁ߒߚ㘧ⴕᯏߩ㔌⌕㒽ߦᔅⷐߥ⸳ࠍᰳߡߚ
ߚߢࠆ᧲ޕ੩ߩ⠀↰߿ጟߩ㓵ߩᎽ㘧ⴕ႐ߪᣢߦߘߩߚߩᒛᢛ߇ⴕߥࠊࠇߡ
ߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߢߞߚߚޔᄢ㒋⽷⇇߆ࠄޔᵤߩ╙  㘧ⴕ႐ߣߪߦᤨዪߦኻᔕߔ
ࠆࠃ߁ߥᣂߒᄢ࿖㓙㘧ⴕ႐ߩᑪ⸳ㆇേ߇ߎߞߡ߈ߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣޔ
ᄢ㒋Ꮏળ⼏ᚲߦ߅ߡᣂ࿖㓙㘧ⴕ႐ᑪ⸳ߩߚߩክ⼏ળ߇㐿߆ࠇޔᐭ⍮ޔᏒ㐳ޔᐭᏒ
ળ⼏㐳ޔᎿળ⼏ᚲળ㗡ޔਛㇱ㒐ⴡมቭޔㅛା⋭⥶ⓨዪ㐳╬  ੱ߇㓸߹ߞߡޟᄢ㒋
ᄢ㘧ⴕ႐ᑪ⸳ଦㅴ᳇ᄢળ߇ޠⴕߐࠇߚߩߎޕክ⼏ળߦ߅ߡޔᣂߒߊᑪ⸳ߔߴ߈࿖㓙
㘧ⴕ႐ߪㇺᔃߦㄭߊ↪ޔߪ  ߳ࠢ࠲࡞㧔⚂  ਁဝ㧕એࠍⷐߔࠆߎߣޔᑪ⸳⾌ߪ
 ਁએޔฬ⒓ߪޟᄢ㒋ਛᄩ㘧ⴕ႐ޔࠇࠄ߈߇ߣߎࠆߔߣޠᑪ⸳ଦㅴታⴕᆔຬ߇ㆬ
߫ࠇߚޕታⴕᆔຬߪ੩ߒ㑐ଥฦᄢ⤿ߦ㒸ᖱߒޔᑪ⸳⾌੍ቯ㗵  ਁߩ߁ߜ  ਁ
ߪᄢ㒋ᐭޔᄢ㒋Ꮢߢ⽶ᜂߔࠆ߇ޔᱷࠅߩ  ਁࠍ࿖ᐶ߆ࠄഥߔࠆࠃ߁ᒝߊⷐᦸߒߚޕ
ޟᄢ㒋ᄢ㘧ⴕ႐ߩޠߣߒߡߪ ߩ ޔ߇ᶋ߆߮߇ߞߚ߇⚿ޔዪᐭߪᄢ㒋╙ 
㘧ⴕ႐ࠍᒛߔࠆᣇ㊎ࠍ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩ⑺ߦߪߘߩታᣉ⸘↹߇ߢ߈߇ߞ
ߚޕ
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 ߎࠇߦࠃࠆߣᵤߩ╙  㘧ⴕ႐ࠍ᧲
ߣධߦᒛߒޔᢝ⚂  ߳ࠢ࠲࡞
㧔⚂  ᣇဝ㧕
ߩ࡞࠻ࡔ ޔṖ〝
 ᧄࠍߔࠆ࿖ౝᦨᄢߩ᳃㑆㘧ⴕ႐ߣ
ߒߡ  ࠞᐕ✚⛔ᬺߢ✚੍▚  ਁ
ਁ  ߜ߁ߩߘޔࠍ࿖ᐶഥޔ
ਁߪర⽶ᜂߣ߁ߎߣߢߞߚޕ
⠉  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦߪᐶ⋵ޔ
ᚭᏒ߮㒋㑆ߩ᳃㑆ജ⠪߽ട
ࠊߞߡㆇേ߇ᒝൻߐࠇޔర⽶ᜂ㊄߽
ਔᐭ⋵ޔᏒߢಽᜂߔࠆߎߣߣߥࠅޔᣂ
㘧ⴕ႐ߩฬ⒓߽ᐶߩᗧะࠍߊࠎߢޟ㒋࿖㓙㘧ⴕ႐ߣޠ⒓ߔࠆߎߣߣߥߞߚޕ
 ߣߎࠈ߇ޔᐭߪᣣ⪇ᄌߩᄢߦߣ߽ߥ߁ㇺᏒ㒐ⓨߩᔅⷐ߆ࠄߩߎޔᣂ㘧ⴕ႐ࠍァ᳃
ਔ↪ߩ㘧ⴕ႐ߦߒࠃ߁ߣ⸘↹ߒ✚ޔᎿ⾌߽ 㧑Ⴧߩ  ਁߣߒߚߦࠇߎޕኻߒరߩ
ᄢ㒋ᐭߣᐶ⋵ߪኻߒ⚐߽ߢ߹ߊޔ᳃㑆㘧ⴕ႐ߣߔࠆߎߣࠍਥᒛߒޔㇺᏒ㒐ⓨߩߚ
ߦߪޔァ↪㘧ⴕ႐ࠍਔᐭ⋵᳃ߩදജߦࠃߞߡߦᑪ⸳ߔࠆߎߣࠍ⸘↹ߒߚ ߡߊ߆ޕ
ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ㒋࿖㓙㘧ⴕ႐ߦᒛߩߚߩ㎾⑂߇ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߢⴕߥ
ࠊࠇߚޕ
 ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߩᒛᎿߪᄢ㒋ᐭᧁㇱ߇ᜂᒰߒ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᧃቢᚑࠍ⋡
ᜰߒߡᎿߪᕆ߇ࠇߚߚߩߎޕᵤߪߐࠄߦ  ࡋࠢ࠲࡞㧔⚂  ਁဝ㧕ߩࠍᄬ
ޔዊ㒋↰ߣ᧲᪀ᵤߩධㇱ⪭߇࿑ߩ߆ࠄᶖ߃ߞߚޕ
 Ꮏඨ߫ߩ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߇ࠊޔ࿖ߪᄥᐔᵗᚢߦ⓭ߒߚߦߢߔޕァߩ
ߦࠃࠅ᳃㑆⥶ⓨ߽ァャㅍߦߚࠆߴߊ੍ቯߐࠇߡ߅ࠅޔ㐿ᚢ೨ߩᤘ  ᐕ  ߦߪ
ᄢ㒋㧙ንጊޔᄢ㒋㧙᧻ᳯޔᄢ㒋㧙㜞⍮ߩ  ࡠࠞ࡞✢ߪߔߴߡᑄᱛߐࠇߪߦ ޔᄢᣣᧄ
⥶ⓨᩣᑼળ␠ߪ㒽ァ․⸳ャㅍ㘧ⴕ㓌ࠍ✬ᚑߒߡ㐿ᚢ⋥೨ߩァャㅍߦᓥߒߡߚޕ㘧ⴕ
႐߽߹ߞߚߊァ↪㘧ⴕ႐ߦᄌࠊࠅߡߟ߆ޔరߩੱߪޘァߣߩ૬↪ࠍᜎุߒߦ․ޔᄢᱜ
ߦ㒐ⓨ㘧ⴕ႐ࠍߟߊࠅޔᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߪߊ߹ߢ⚐᳃㑆ߩ࿖㓙㘧ⴕ႐ߦߒࠃ߁ߣദജߒ
ߡ߈ߚᄞߪߪ߆ߥߊᶖ߃ߞߚޕァ↪ߦォൻߐࠇࠆߣ㘧ⴕ႐ߪޟァᯏኒߩޠෘࡌ࡞ߦ
ߟߟ߹ࠇߩޘੱޔㄭߠ߈߇ߚ߽ߩߣߥߞߡߒ߹ߞߚޔߡߞ߇ߚߒޕᒛᎿቢੌᒰᤨߩ
⚦ߪࠊ߆ࠄߥ߇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩ⚳ᚢᤨߩ✚㕙Ⓧߪ⚂  ਁᐔᣇࡔ࠻࡞㧔
ਁ  ဝ㧕ߢࠅޔߩᄢ㒋ⓨ᷼ߩේᒻߪߎߩᤨᦼߦߟߊࠄࠇߚߣ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 ᐕ ᤘ  ᐕ  ☨ޔァޟદਤ㘧ⴕ႐ࠍޠㆇャ⋭ߦㆶޔㆇャ⋭ߪޟᄢ㒋ⓨ᷼ޠ
ߣᡷ⒓ ޕᐕ ᤘ  ᐕ  ޔᄢ㒋ⓨ᷼ߪ╙  ⒳ⓨ᷼ߦᜰቯߐࠇޟᄢ㒋࿖㓙ⓨ᷼ޠ
ߣᡷ⒓ ޕᐕ ᤘ  ᐕ  ޔ$ Ṗ〝㧔O㧕ଏ↪㐿ᆎ ޕᐕ ᐔᚑ  ᐕ 
ޔ
ᄢ㒋࿖㓙ⓨ᷼ࠍ㑐࿖㓙ⓨ᷼㐿᷼ᓟ߽ሽ⛯ߔࠆߎߣࠍቯޕ
 ᐕ ᐔᚑ ᐕ  ޔ
࿖㓙✢ᑄᱛ㧔㑐࿖㓙ⓨ᷼㐿᷼㧕ޕ
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ӯ̡ࠞ

ᴾ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߎߩᐕߪ⊞♿  ᐕߣ߁ߎߣߢᄙߊߩ⾐ⴕ߇ⴕࠊࠇߚޕ
    ศᎹ♖৻᳁߇ṛⓨ  ᤨ㑆ޔ㜞ᐲ 㨙ߩᣣᧄ⸥㍳㆐ᚑ↢   ޕ㚤ጊ
   ᣣ ᢥㇱ⋭ޔᄢቇߢ߽ァᢎ✵ࠍᔅ㗇ߣߔࠆޕ
    ᢥㇱ⋭ޟቇᩞṖⓨ⸠✵ᢎ⒟ޕⴕ⊒ࠍޠ
    ♿ర  ᐕ࿖৻ᄺ㘧ⴕޕጊ㇢߇㓌ຬߣߒߡ㘧ⴕޕ
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㑐᧲ޔ㑐ᡰㇱ  ฬ ޔᑼ  ဳਛ⚖✵⠌ᯏ  ᯏߦಽਸ਼ޕࠅߩ╙  ⃰㧔㑐᧲㧕
ߣ᧲࿁ࠅߩ╙  ⃰㧔㑐㧕ߦಽࠇߡ MO 㘧ⴕޕጊ㇢ߪ╙  ⃰  ⇟ᯏߦߡෳ
ടޕᔨߥ࠴ࠚ࠶ࠢ✵ޔ⠌ߩᓟޔᜰዉᯏ &* ᑼࡊࠬࡕࠬߣߦቇ↢ᯏ  ᯏߢ᧲੩㘧ⴕ႐
บ㘧ⴕ႐㕍㘧ⴕ႐ࠍ⚻ߡޔᣂẟ߆ࠄንጊߦߐߒ߆߆ߞߚߣ߈ޔหⴕߩᐢἑ㧔ห
ᄢ’㊁દⴡ᳁ᕆ∛ߩߚઍਸ਼ߩ㑐᧲ቇ↢㧕
ጊᯏߪΆᢱਥ࠲ࡦࠢߣഥ࠲ࡦࠢ
ಾ឵ࠦ࠶ࠢ㓚ߩߚ⌕᳓ޕ㒽ᯏߦ᜔߽ࠄߕߥ⌕᳓ޕ
=ෳᾖ㧦⊕⍹⇐⬿৻ޟ㔍ߞߡ߹ߚ৻㔍ޠቇㅪ  ᐕޔR?

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

Ẓᴾ ᾠᴾ ᴾ ᎊᴾ ᴾ ᧑ᴾ ᴾ ᛅᴾ ẓᴾ
㧽   ↢
㨯㨯㨯㨯㨯㨯ߎߩ᧲߹ࠊࠅ⚵ߩਛߦ㧘ࠛ߿ࠎߎߣ㑐ቇߩጊ㇢ำߣ㧘ᷡߜ߾ࠎߎߣᣧⒷ↰ߩᐢἑᷡᄥ㇢
ำ߇㧘Ꮐ⠢ߩ  ⇟ᯏߣߒߡߞߣߞߚߜ߀ࠊߌߓ߾ޕ
㨯㨯㨯㨯㨯㨯ቇ↢ߚߜߩ㘧ⴕᯏߦߪㅍฃାᯏߥࠎߙ߽ߜࠈࠎߟߣࠅ߿ߖࠎޕᔀ㗡ᔀየߩᢥ⥶ᴺ৻ὐ߫ࠅ
ߣ߁ࠊߌߢߩޕ
ߐߡ ᣣߪᦺ ᤨ㕍ࠍ㔌㒽㧘
ߟ߉ߥࠆᣂẟߦะߎ߁ߚޕ
ߓ߾߇ߎߩᣣߪᔟޘ᥍ߛߞߚࠎߓ߾߇㧘
߽ߩߔߏቄ▵㘑ߢߩ㧘ߘࠇߎߘථ㘑߇  ࡁ࠶࠻ࠍߎ߃㧘᧲߹ࠊࠅ⚵ߪ  ࡁ࠶࠻ߜ߆ะ
㘑ߢ㘧߱ߎߣߦߥߞߡߒ߽߁ߚࠎߓ߾ߡ߁ߏߜߣဳ  ߪဳ  ߩ ޕ⢵ߦ߽࠲ࡦࠢ߇ࠆ߆ࠄ߹ߛ
߹ߒߜ߀߽ࠎߓ߾ߞߚ߇㧘ߘࠇߢ߽⠢࠲ࡦ㧘⢵࠲ࡦวࠊߖߡ⥶⛯ജߪ  ࠠࡠߒ߆ࠅ߿ߖࠎࠎߎޕ
ߥߎߣߢᣣᧄᶏࠍධਅߒߡඦ೨  ᤨߦ㈬↰ᴒߦߐߒ߆߆ࠆߎࠈߦ߾ޔ㧟ᯏߣ߽⢵࠲ࡦࠢߛߌߢ
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㘧ࠎߢ߅ࠆࠅߐ߹ߦߥߞߡߒ߽߁ߡޔΆᢱߪ߽߁ᔃ⚦߆߉ࠅߣ߁ߎߣߦߥࠄߐࠇߡߒ߽߁ߚࠎ
ߓ߾ޕ
 ߘߒߡᣂẟᴒ  ࡑࠗ࡞ߢᏀ߳ᄌ㊎ߒߡޔ㒽ጯߑߒߡ㘧߱߁ߜ⇟  ߜߚࠎ߿ࠛ߁ߣ߁ߣޔᯏߩ
ࠛࡦࠫࡦ߇ޕߚ߁߽ߒߡߞ߹ߣ࠲࠶ࡄޔቢోߥࠟࠬᰳߓ߾ࠃޕ
 ߚ߽ߒࠔࡢޟ㧍ߎࠄ߆ࠎ㧍ޔߢࠎ߀ߜޠ೨Ꮸߩᷡߜ߾ࠎ߇ᔅᱫߦᆎേ⊒㔚ᯏࠍ߹ࠊߒޔᓟᏨߩ
ࠚ߿ࠎ߇ࠢ࠰᳨߆ߡࡂࡦ࠼ࡐࡦࡊࠍߒᒁ߈ߒߚࠎߓ߾߇ޔߦ߽ߥࠅߪߖࠎޔߢ߃߹ࠅߚޕ
⢄ᔃߩΆᢱ߇߽߁߭ߣߞߚࠄߒ߽ߩ߁ߥߞߡߒ߽߁ߣࠆࠎߓ߾߽ߩߥޕ
 㜞ᐲߪ  ࡔ࠻࡞ߓ߾ߞߚ߇ޔ
ߘࠎߥࠊߌߢ  ⇟ᯏߪޔ
⌒ߩ೨ߦᶏጯߩᣂẟ㘧ⴕ႐ࠍߥ߇ࠄޔ
ᶏߦਇᤨ⌕ߣ߁ߎߣߦߥߞߡߒ߽߁ߚ⇟ ޕᯏ߇㜞ᐲࠍਅߍߡࠁߊߩࠍߥ߇ࠄ߽  ߩ߆߶ޔᯏ
߽ߤ߁ߒߡ߿ࠅࠃ߁߽ࠅ߿ߖࠎߟߦ߁ࠃߓߥࠎ߅ޕΆᢱಾࠇߦߥࠆ߆ࠊ߆ࠄࠎ⁁ᴫߓ߾ߞߚ߽ߩ
ߥޕ᩺ߩߓࠂ߁⇟ ޔᯏߪ㘧ⴕ႐ߦធߒߡṖਛߦࠛࡦࠫࡦ߇ࡊࠬࡦ⇟ ޕᯏߦߚߞߡߪޔ
ࠣࠗ࠼ࡄࠬߦࠆߣหᤨߦࠛࡦࠫࡦ߇ߣ߹ߞߡߩࠦࠗࡅޔṖⓨ⌕㒽ߣ߁ߎߣߦߥߞߚ ޕᯏߣ
߽ߘߩ߹߹ߘߩ႐ߢࠛࡦࠦߜ߀ࠊߌࠃޕ
  ⇟ᯏߪᏒㇱࠍ߿߿ർߦߕࠇߚṪߩᴒว ⌕ߦ࡞ࠗࡑ ޔ᳓ߒߚޕᵄߦ⣉ࠍߐࠄࠊࠇߡߓߪޔ
ࠁߞߊࠅߣߐ߆ߛߜߡߠߟޔቢోߦ⣻ࠍઔะߌߦ߭ߞߊࠅߞߡߒ߽߁ߚࠟࠤࠊߐ߽ߣੱ ޕ
ߪߩ߁ߡߩߍࠈ߯ߞߌޔᐳᏨ߆ࠄ߽ߋࠅߡޔઔะߌߩਅ⠢ߩਅ㕙ߦߪ߇ߞߚ߽ࠎߓ߾ޕ
 ߎߩ  ᯏߩߣࠍㅊ߁ߣߞߚߩ߇ޔ㌁⦡ߩࡊࠬࡕࠬන⪲ߦਸ਼ߞߚ⊕⍹⇐ਃᢎቭߓ߾ߞߚ⇟ ޕᯏ߇
ਇᤨ⌕᳓ߔࠆߩࠍ߆ߌࠆߣޔૐⓨߦ߅ࠅߡ⌀ࠍᣓ࿁߆ߒߡ߇ੱ ޔ⠢ߦߪ߇ࠅޔᚻࠍ߰ߞ
ߡࠤࠟߩߥߩࠍว࿑ߔࠆߩࠍߣߤߌߡ߆ࠄߜ┙ޔߞߚޕ
 ߘߎߢᶏߩ  ੱߓ߾ޕᯏߪ߹߽ߥߊᴉࠎߢߒ߽߁ߚ߇ޔᐢἑߩᷡߜ߾ࠎߪෘᚻߩ㔚ᾲ㘧ⴕߩ
߹߹ᵒߋߎߣߦߥߞߚࠎߓ߾߇ߩࠎ߿ࠛߪߩߚߞߓߊߒޔጊำߩᣇߓ߾ߞߚޕ
⠢ߩߦࠆ㑆ߦޔ
ᒰᤨᅚቇ↢ߛߞߚߩᅏߐࠎߩߡߒߣࡦࠕࠖࡈޔᐕߩࠢࠬࡑࠬߦࡊࡦ࠻ߐࠇߚ߫߆ࠅߩޔ
⿒ߩඨ㐳ߩ㘧ⴕ㕦ࠍߡߨߦߧߋߣ߽ߦ߆ޔᗂߒߘ߁ߦࠠ࠴ࡦߣߥࠄߴޔᶡߥ߇ࠄߦวߒߡ߆
ࠄޔߣᕁ߁ߡ߆㘧ⴕࠍߧ߉ߔߡ߹߹ߩߘޔᶏਛߦ〡߮ㄟࠎߛ߽ࠎߓ߾ޕᣧᤐߩർߩᶏߢߎࠎߥߎ
ߣߢߪੱޔ߇߁ࠈ߆ߥ߾ߓࠎ߽ߚߞ߹ߚޔ㑆㕖Ᏹߩߣ߈ߦߪ߃ߡߒߡࡃࠞࠍߔࠆ߽ࠎߓ߾ߩ߁ޕ᳓ߦ
ࠆߣ߈ߪࡂ࠳ࠞߦߥࠆ߽ࠎߓ߾ߣޔ࿕ቯⷰᔨߦߎࠅ߆ߚ߹ߞߡ߅ߞߚ߽ߩࠄߒߩ߁ޕ
 ⚿ᨐߪߡ߈ࠎߢޔ᳓߇ߟߚߣᕁ߁ߚߩ߽ߒ߫ࠄߊߩ㑆ߩࠎ߿ࠛߦ߈ߓޔᗧ⼂ߪ߽߁ࠈ߁ߣ
ߥࠅߡߒߘޔ᳇ࠍ߁ߒߩ߁ߡࡂ࠳ࠞߢᶋ߆߱ߎߣߦߥߞߡߒ߽߁ߚޕ᳇ࠍ߁ߒߥ߁⋥೨ߦߩ⌒ޔ೨ࠍ
ߩᓐᅚߩߊࠇߚ⿒⊹ߩ㘧ⴕ㕦߇ߣߥߚߞ߽ޔߡࠍߩߊࠁߡࠇߥߪߡ߁ࠃߛߚࠞࡊࠞࡊޔ
ᕁ߁ߚߍߥࠄ߆ᦺߪࠄߜߎޔߢࠈߎߣ ޕᴒߩṪߦߣߞߚㄭߩṪߩṪᏧߤ߽ߓ߾ޕᏫࠅ߆ߌߚ
ߎࠈߦ㗡ࠍ  ᯏߩࠝࡦࠫ⦡ߩ㘧ⴕᯏ߇ߔ߉ߚߣᕁ߁ߣ  ߩߜ߁ߩߘޔᯏ߇ዋߒߪߥࠇߚߣߎࠈߦ
ࡏ࠴ࡖࡦޔߣࠆߔߊࠄ߫ߒߡߠߟޕᐲߪ㌁⦡ߩ㘧ⴕᯏ߇  ᯏޔૐ߁㒠ࠅߡ߈ߡࠣ࡞ࠣ࡞߹ࠊࠅޔ
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⥄ಽߚߜߦ߽⠢ࠍ߰ߞߡߒ߈ࠅߦว࿑ߒࠃࠆߓߣߎ߁߁ߤߚߞࠄߎ ޕߚߞߥߊߥߡߒߘޕ
߾ࠈ߁ߣޔ㓲߆㓸߹ߞߡߩ⹏ቯߣߥߞߚ߇ߩߚ߆߅߅ޔᗧߪ  ߩߓߪޔᯏߩ᾽⦡ߩߪޔ㔺ࠬࠤ
ߩ㘧ⴕᯏߓ߾ࠈ߁ߣ߁ߎߣߦߥߞߚߚ᧪ࠄ߆ߣޕ㌁⦡ߩ߇ᣣᧄߩ㘧ⴕᯏߢޔᣣᧄߩ㘧ⴕᯏ߇㔺ࠬ
ࠤߩ㘧ⴕᯏࠍ ޔᯏ߁ߜ⪭ߣߒߚߩߦߜ߇ߥ̖̖ߜ߀ߎߣߦⴐ⼏৻ߒߚ߽ࠎߓ߾ ޕ㔺ࠬࠤߩ
㘧ⴕᯏߥࠄޔਸ਼ߞߣߞߚᅛࠍ⯰ߦߖߥ߆ࠎߜ߁ߎߣߦߥߞߚ㨫ߘߎߢ৻หᰊࠍߘࠈ߃ߡࠨ࠶ࠛޔ
ࠛ࠶ࠨߣ⪭ߜߚ㘧ⴕᯏߩᣇߦṷ߉ߪߓߚࠎߓ߾ࠃޕ
 ߣߎࠈ߇ṷߢࠆ߁ߜߦޔ߇߆⺕ޔ
 ޟ㔺ࠬࠤߥࠄ࡞࠻ࠬࡍޔᜬߞߣࠆߓ߾ࠈ߁ޕ㘧ౕ߮ߦߪ߆ߥࠊࠎߙޠ
ߣߒߚ߽ࠎߓ߾৻ޕหߘߎߢ߅ߓ᳇ߠߡㅏߍ⣶ߦߥߞߚ߇ߚ߹ޔߩࠊߌ⍮ࠅ㗻ߩᅛ߇ޔ
 ޔ߽ߢ࡞࠻ࠬࡍޔ߿ޟ᳓ߦߒߞߚࠄല߆ࠎߓ߾ࠈޕߡࠎߪߕߓ߾ޠ
ߣ߁ߚ߽ࠎߓ߾߆ࠄࠄߥࠇߘޔ߆߁ߘ߆߁ߘޔᔺߊߥߣ߁ߎߣߦߥߞߡ৻ޔห߹ߚర᳇ߒߡ
ࠛ࠷ࠨࠛ࠷ࠨߣṷ߉ነߞߚࠎߓ߾ޕ
ߐࠔߘߎߢߓ߾ޕ᳇ࠗ߁ߒߩ߁ߡࡊࠞࡊࠞᶋ߆ࠎߤߞߚጊำߩᣇߪߟߎޔᱫࠎߤࠆߜ߀ߎߣߢޔ
ࡉߢ߽ߟࠅߍࠆⷐ㗔ߢṪ⦁ߦ߭߈ߍߡ߽ࠈ߁ߡޔ⢵ߩ㑆ߦࠅߐࠇߚࠎߓ߾߇ޔἴ㔍ߓ߾ߞ
ߚߩߪ⌕ߡᵒߤߞߚᐢἑำߩᣇߓ߾ޕ
ࡠࡗߩߎޟ㧍ޠ
ߡࠎߢޔῪ╀߿ᚻ㊱ߢᒁ߈ߕࠅߍࠄࠇࠆߣޔ߇ߛ߆ࠊ߆ࠄࠎߜ߀ߩߦ৻ߦࠊߦ߿ޔหነߞߡߚ
߆ߞߡߥߋࠆߣߞ߽ޕߚߞ߾ߓࡦ࠙࠳߽ࠄߜߎߦ߹߁ߣ࠶ࠕޕ߈ߚߛࠈߊ߰ߩࠆߌߠࠎ߰ޔࠆߌޔ
߽ߎࠇߪᐢἑำߩߏ㕙⋧߽ޔዋߥ߆ࠄߕࡢ࡞߆ߟߚߣᕁ߃ࠆࠎߓ߾߇ߞߘ࠼ࠗࡠࠧࡦࡕߪࠎ߿ࠛޔ
ߊࠅߩਣ㗻ߩ࠾ࠠࡆ㕙ߩ┬㗻ߓ߾ߞߚ߇ޔᷡߜ߾ࠎߩᣇߪߤ߁ߺߡ߽ᣣᧄੱ߫ߥࠇߘߎࠇߘޔ㔺ࠬࠤ
ࠃࠅ߽߽ߟߣ㔺ࠬࠤࠄߒߏ㕙⋧ߓ߾ߞߚ߆ࠄߩޔߢߌࠊߥࠎߎޔ߹ޕṪ⦁߇߿ߞߡ߈ߡ߿ࠇഥ߆ߞ
ߚߣᕁ߈߿ߦࠎߚߣޔᷡߜ߾ࠎ߽ࡁࠨࠇߡߒ߽߁ߚࠎߓ߾ࠃޕ
  ੱ߇ᵿߦࡑࠣࡠߺߚߦࠅߐࠇߡ㑆߽ߥߊޔㅢႎࠍ߁ߌߚ⼊ኤߩᣤ㇊ߩ߅⌕߈ߣߥࠅޔᖱ
߇ࠊ߆ߞߡࠄߚߡ߽߁৻ᐲᄢߐࠊ߉ߣߥߞߚߩޕක㒮ߦ߆ߟ߉ߎࠎߢࠞߩߌߚߞࠅߦߎߘޔ
ࡦࡈ࡞ࠍޔวࠊߖߡ  ᧄ߆߁ߞߚߣ߈߽ߣੱ  ߊ߿߁ࠃޔᕷࠍ߰߈ߒߚߣ߁ߎߣߓ߾ޕᱷᔨ
ߥ߇ࠄࠛ߿ࠎߩ߆ࠄ  ⇟ߦᄢߥ⿒㕦ߪޔᓐߩᶡߥ߇ࠄߩ㗬ߺߢᶏߊ߹ߥߊតߐࠇߚ߇ߣޔ
߁ߣ߁ߟ߆ࠄߕߓ߹ߓ߾ߞߚߍߥޕ
 ߤ߁ߓ߾ߩ㧫߶ࠎߣߦߥࠆ߹߇ޕ߾ߓߚߞߦߣࠎ߶ߩߣࠎ߶ޔฎ߈⦟߈ᤨઍߩ৻ࠛࡇ࠰
࠼ߣߢ߽߅߁߆ߩޕ
ጊำߪ᧻ਅ㔚᳇ኾോޔ
ᐢἑำߪ⿒ဈߢࠬ࠻ࡦࠍ⚻༡ߒߣࠄࠇࠆޕ
㨯㨯㨯㨯㨯㨯

=ౝ⮮৻㇢㧧ᵡ㘑ޔ㧔㧕
ޔR৻ࠅࠃޔㇱᛮ☴?

― 134 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᅶửяẲềẪủẺࠖỉᛅᴾ
ᤘ  ᐕත ጊ㇢
= ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕╩?

 ♿రੑජ⊖ᐕᣣᧄ৻ᄺ㘧ⴕߢߩ⃰ ޔੑ⇟ᯏߪ⨹ࠇ⁅߁ᣣᧄᶏߦਇᤨ⌕ߒߚޕ
ߩᤨࠍ⑳ޔᢇഥߒߡߊࠇߚߩᕲੱ⮮ኑᰴ㇢ߐࠎߩߢࠆޕ
 ᄤ㐳▵ߢṪࠍભߺᤤ߆ࠄખ㑆ߣ㈬ࠍ㘶ࠎߢߚޕ㓁ߪ㠽ᶏጊߦ߈ޔᶏߪ৻㕙⊕ᵄ
߇┙ߞߡߚޔ߈ߣߥࠎߘޕᣂẟ⋵㥘ࡩ㑐ߦᄢઙ߇ߞߚߩߢࠆޕ
ޟᯍ⦡ߩਃᯏߪ
࠰⡥ߢޔㅊߞߡ᧪ߚߩߪᣇߛޕ
ޔ߆ߣޠ
ޟᶏߦ߅ߜߚᅛߪࡇࠬ࠻࡞ᜬߞߣࠅ߿ߖࠎ߆ޠ
╬ޘᵿㄝߪᄢ㛍߉ߛߞߚߒࠃޕᢜࠍࠄ߃ࠃ߁㧍ฬߩ⧯⠪ߪዊደ߆ࠄ⦁ࠍߒᴒ߳
 ߦṷߛޕᓟ৻ᕷߣ⸒߁ߣߎࠈߢޔ⣻ࠍߖߡߚᯏ߇ᄢ߈ߊᏀߦ߈⠢ߩ
ߦߚੱᓇ߽ᵄߦ๘߹ࠇߡᄬߞߚޕᄞਛߢᚻ㊱ࠍᝄࠅ࿁ߔ߁ߜㆇࠃߊ㘧ⴕߦ߭ߞ
߆߆ߞߚޕ
 ߎޟᅛ࠰⡥ߓ߾ߥޔᣣᧄੱߛޕ
ߣޠᄦޘ༐߈ߥ߇ࠄ⦁ߦᒁ឴ߍᑯᄤߐࠎߦᕆߛޕ
ߘߩ㑆ੱᎿๆࠍ߿ࠅ↢᳇ࠍขࠅᚯߒߚ߇␠ޔോᚲ߳ᜂ߉ㄟ㓙ᄢߢំߐ߱ࠅㆊ߉
ኈ߇ᕆᄌߒߚޕක⠪߽ᘓߡਢࠞࡦࡈ࡞ࠍᧄ߽߁ߜ⛯ߌߚੱⴐޕⅣⷞߩਛ⑳ߪⶆ৻
ᧄߩਣߦߥࠅ಄ጊำߩᮮߦኢߚੱ৻↵ޕᅚਃੱߒߡ᷷ߚޕᄛ߽⡓ߌߡੱ㆐
ߩჿេ߽㕒߹ࠅߩᦼᧃޔ᳓ߣ৻ญ㘶߹ߖߚ࠙ࠗࠬࠠ߇ߩߤߩᅏߢᓸ߆ߥ㖸ࠍ┙ߡߚ
⍍㑆ޔ
ޟዊଢߒߚ㧍ߣޠర᳇ߥჿࠍ⡞ߚޕ㐳ᤨ㑆ߦ⥋ࠆᱫ㑵ߣᗵỗߦㄟߺߍࠆᶡ
ࠍ߃ࠆߩ߇♖৻᧰ߛߞߚޕ
 ߪ┵᛬ࠅ߹ߔ߇ੱޔ㆐ߩ₂り⊛⢩ࠍ߁ߌߡߚ㗃⑳ߪᕟߒ⿒㝩㕍㝩߇
ᄢ┙ߜਗ߱࿁ᑈࠍߤࠎߤࠎᱠ߈ޔᅏᱜ㕙ߩ㑠㝷ᄢ₺ߩ೨ߢߎࠇߎࠇὼߡߦޘෳࠅ߹
ߒߚߒ↳ߣޕߍߡߚৼޕᐲ࠙ࠗࠬࠠ߇ലߚ㗃ޔ
߅ߢߣߎߥࠎߘޟ೨ߩ᧪ࠆߣߎ
ߓ߾ߥߣࠨ࠶ࠨޕᏫ߳ࠇ㧍৻ߣޠ༒ߐࠇẋߊₐߩญ߆ࠄߎߩߦⴕ߈߆߃ߞߚ
ᰴ╙ߢࠆޕ
 ⠉ᣣ⑺↰߆ࠄᒁ឴ߍ⦁߇᧪ߡߪ߹ߚᄢ㛍߉ߦߥߞߚޕർ࿖ߩ⟤ᅚ㆐ߪ㤥㗡Ꮠࠍߔ
ߞ߸ࠅⵍࠅ⋡₹ࠍノ߆ߖߡἺߒࠍߒߡߚޕᤤㆊ߉⓭ޔㄟࠎߛߚࠅ߆ࠄਃ⊖☨ർ
ߩᶏ㕙ߦᱷ㜈ࠍߖᆎߚޕవߠޔ⎕ࠇߚ㒽჻ࡑࠢߩု⋥የ⠢ߦߟࡱߡߒ߳ޔ᛬
ࠇߚ⣉ࠍ߱ࠄਅߍߚ⢵ߣᧁߡߒߘޔᏓಾࠇߩࠬࠢ࠶ࡊหὼߩਔ⠢߇ᦅᄤߩਛⓨߦ
ษࠅ឴ߍࠄࠇߚޕᤓᣣㄥᣣᧄߩⓨࠍ㘧߮࿁ߞߚ㓶ᆫߣߪಠߘᗐ᧪ߧຟࠇߥ߽ߩߛ
ߞߚޕ
 ࠇ߆ࠄ྾චᐕߪ⑳ޔᣣ߽ర᳇ߦ↢߈ߡࠆޕነⓂߩ߅㒶ߢᙬߒ㕍ᤐᤨઍࠍᕁ
ߒߡ⺈ߦᗵή㊂ߢࠆޕ
ޟ㕍ᤐߣߪᔃߩ⧯ߐߢࠆޕ
ޠ
ࠃߒ㧍ᣣ߽ర᳇ߢ㗎ᒛࠈ߁ޕ
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ޟᶏߩ⧎᧤ޠጊ㇢᳁․㓸ภ
 1984.1.1. 㥘ᐕࠍ⸥ᔨߒߡޔጊᒻ⋵↰Ꮉ᷷ᶏ↸ᄢሼ㥘ࡩ
㑐࿖㋕㧔 JR㧕⠀ᧄ✢㥘ࡩ㑐㚞߇⸥ᔨ႐ࠍ⊒ⴕߒߚߘޕ
ߩᵈᢥߩਛߦޔ
ޔߢ߁ࠃ߆߆ߓ߆ߒޟ㥘ࡩ㑐ߢഥߌࠄࠇ߹ߒߚޕ
ᒰᤨ߅ߦߥࠅ߹ߒߚᣇߏߩޘᶖᕷࠍ⍮ࠅߚޕ
߁ߣޠᚻ⚕
߇ߞߚޕጊ㇢߆ࠄߢࠆޔߦᦼࠍࠇߎޕᒰᤨߩߎߣ߇
రߩᣇߦޘวࠊߐࠇޔ㚞⊒ⴕߩޟᶏߩ⧎᧤ࠆߥޠೀⴕ‛ߩ
╙ 11 ภ㧔1984 ᐕ 5 㧕ߦ․㓸ߣߒߡឝタߐࠇߚޕ

㨯㨯㨯ࠆߥࠎߎޟᣣޔධ㘑ߩᒝᣣߢߒߚޕධ㘑ߪ⋧ᒰᒝ㘑ߢ
ߞߡ߽ޔᣣ㘑ߢࠇ߫ޔᄕᣇߦߥࠆߣ߅ߛ߿߆ߦߥࠆߩߢ
ߔޕඦᓟᤨ㗃ߛߞߚߢߒࠂ߁ޕੑᯏ㧔ᓟㅀߒ߹ߔޕᚗߪੑᯏ
એ྾ᯏߣ߁ੱ߽߹ߔ㧕ർߩᣇะ߆ࠄߊࠄߘ߅ޔජ☨એਅߩૐⓨ㧔ච፲৻ޘ᳁⺣㧕ࠍ㘧ࠎߢ
᧪ߚ㘧ⴕᯏޔ
ࠟࡀ࠺ࡁ࡞࠴⪭ޔ࠽ࠗࠪࠞࠝࠕޔࠕޟ㧫ޠ㨯㨯㨯㨯㨯㨯
㕖Ᏹߦ᧦ઙ߇⦟߆ߞߚߎߣ
㧝 ਃච⑽ᣧߊߡ߽ޔㆃߊߡ߽ޔᄢᄌߛߞߚޕ㥘ࡩ㑐ߪઁߩၞࠃࠅ⊖☨ߪㄭὐߦߞߚޕ
㧞 ࠗࡢࠪṪߩᤨᦼߣධ㘑ߩᒝ߆ߞߚߎߣ߇ᐘߒߚޕ
㧟 ầᵹ߇ᣧ߆ߞߚὑߦᴉਅߦᤨ㑆߇߆߆ߞߚޕ
㧠 ࡄࠪࡘ࠙࠻߇ᶋ឴ߩᓎࠍഥߌߚޕ
㧡 ᢇഥ߇ᣧߊ⋴⼔߇ᣧߊᅚߩᗲᖱ߇᳖ߩࠃ߁ߥੱߦⴊࠍࠃߺ߇߃ࠄߖߚޕ
㨯㨯㨯㨯㨯㨯
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ቼ ³ ޙوႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢۾

༖ႎጀ̝ˁࡺᓦ᪽


  ᣣ  㒽ァޔⓨァߩలߦᧄᩰ⊛ߦਸ਼ࠅߔޕ
     ᢥㇱ⋭ࠍ࠳ࠗࠣޔਛ╬ቇᩞߩḰᱜ⺖ߦᜰቯޕ
   ᣣ ቇㅪ᧲ർᡰㇱ⊒⿷ޕ

㔵ࡩፄࠣࠗ࠳⸠✵














   ᣣ  ╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળ=㨪 ᣣ?        㔵ࡩፄ㜞ේ
ෳടᩞ㧦 ᩞ  ฬ
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ   ࠧࡓ⚝Ṗⓨ㧔ࠞࡦ࠳㧕
     ╙  ㇱ㧔#㧕࠙ࠗࡦ࠴Ṗⓨ  ᐲᣓ࿁㧔࠰ࠕ㧕
     ╙  ㇱ㧔$㧕࠙ࠗࡦ࠴Ṗⓨ  ᐲᣓ࿁㧔ࠞࡦ࠳㧕
╙  ㇱ   㘧ⴕᯏᦜ⥶Ṗⓨ㧔࠰ࠕ㧕
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ  ᳯᎹ⦟㓶⏷ޔㇱ㧔੍⑼  ᐕ㧕
ޕ
╙  ㇱ㧔$㧕Ỉ↰♖ੑ  ᐕ

ޕ

ᚢ  ❣㧦ᳯᎹ⦟㓶 ╙  ㇱ  ޕỈ↰♖ੑ ╙  ㇱ㧔$㧕  ޕ
   ᣣ ᣣᧄァޔർㇱශ߳ㅴ㚢ޕ
   ᣣ ᣣ⁛દਃ࿖ห⋖ޕ
   ᣣ ⥶ޟⓨᣣޠቯ  ╙=ޕ࿁એ㒠ߪ    ᣣ?
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⧣৾㇢᳁㧔㑐ᄢ 1$㧕ឭଏ
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ᄢᣣᧄ㘧ⴕදળ⊒⿷

   ᣣ ᄢᣣᧄ㘧ⴕදળ⊒⿷㧦Ꮲ࿖㘧ⴕදળޔᄢᣣᧄ㕍ᐕ⥶ⓨ࿅ޔ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ޔᄢᣣᧄ㘧ⴕዋᐕ࿅╬ࠍ৻ߟߦ⛔วޕ
  ⥶ⓨ႐ߣṖⓨ႐ቢᚑ↢               ޕ㚤ጊ㗂
    ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢⥶ⓨᄢળ             ޕ⠀↰㘧ⴕ႐
 ෳ  ട㧦 ฬ ޕᩞޕ
      ↪ᯏ㧦 ᯏ           ޕ
   ᣣ ࿖㒐࿖ኅᑪ⸳ࠍਥ⌒ߦᄢ⠢⾥ળ⚿ᚑޕ
   ᣣ 㒋㒐ⓨ㘧ⴕ႐㧔የ㘧ⴕ႐㧕㎾⑂ޕ
   ᣣ ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐╙  ᦼᒛᢛ㐿ᆎޕ
    ╙  ࿁ᴦች⢒ᄢળߦೋߡ
Ṗⓨ⸠✵ടࠊࠆޕቇㅪ⚖ᯏ⸠✵ߦෳടޕ










   ᣣ ⥶ޟⓨᦺᣣޠഃೀޕ
   ᣣ ࠣࠗ࠳ṛⓨ⸥㍳      ޕጊญ⋵㒐ᐭᏒ㇠ᄖᄢᐔጊ㧔㨙㧕

ၳᎹൟ᳁㧔 ᱦ  ᤨ㑆  ಽޔᐔ᧻ᤨༀ㧔 ᱦ㧕 ᤨ㑆  ಽޕ
   ᣣ ࡌ࠷೨㒮㐳Ꮻ࿖ޕ
ࡌ࠷೨㒮㐳ࠍߪߓᄖ࿖ੱትᢎᏧ߇ోຬᏫ࿖

ߎߩᐕ᧲ޔ੩ߢ㐿੍ቯߩࠝࡦࡇ࠶ࠢߦࠣࠗ࠳ࠍᱜᑼ⒳⋡ߦᜰቯߐࠇߚޕ
ᯏ⒳ߪޕ৻⛔ߣޠࠗࡑࠕࡇࡦࠝޟᣣᧄߦ 1 ᯏャޔ5 ᯏ࿖↥ޕ
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↢㚤⥶ⓨ႐㧛㘧ⴕ㙚

↢㚤⥶ⓨ႐⺑



↢㚤ጊ 
ᶏᛮ 
㨙



↢㚤⥶ⓨ႐ߪޟ㘑  ߇ޠᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕᰷ㅪ⛊㘧ⴕߦᚑഞߒߚஉᬺࠍ
᳗ਭߦ⸥ᔨߔࠆߣߦ᳃㑆⧯㣐ߩ㎊㍰Ლၴߚࠄߒߴߊᦺᣣᣂ⡞␠ਥ໒ߩ߽ߣߦ
ޟ㑐ᕆ᧲ߦ߮ࠄߥ ޠฬຠᧄ⥩ળ㧔 ᧄ⥩㧕ߩදജߦࠃࠅ♿ర  ᐕߩ૫߈
ᱦߥࠆ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣᢝࠍߎߩߦቯߡᎿޔหᐕ    ᣣ
┫Ꮏߒߚ߽ߩߢࠆޕ
✚Ꮏ⾌  ਁ
ߎߩ႐ߪ Ԙ㘑⸥ᔨ㙚ޔԙ㘑ኰޔԚ⥶ⓨ᾽บ
ߩਃߟ߆ࠄᚑ┙ߞߡࠆోޕㇱᄖᑐߦߪㅅᓀࠍᣉߒߡࠆޕ


Ԙ 㘑⸥ᔨ㙚㧦ᧁㅧޔイ㜞 㨙ޔᑪဝ ޔဝ㨮ᐔደᑪ
ᧄ㙚ߩ৻ㇱߦ᰷ㅪ⛊ߩ㘑ภࠍ㒸ޕ
㧔ߥ߶ർᱜ㕙ߦߪᥦἹࠍ⸳ߌߩߘޔㇱო㕙ߦ⥶ⓨᣣᧄࠍ⽎ᓽߔࠆო↹ࠍឝߍߘ
ߩᾖ⸳ࠍᣉߔ੍ቯޕ
㧕
 㑐ᕆⴕ㋕ᩣᑼળ␠ޕߩㄭ⇰ᣣᧄ㋕ᩣᑼળ␠ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ԙ 㘑ኰ㧦ᧁㅧޔイ㜞 㨙 ᑪဝ ޔဝ ޔᑧဝ  ဝ ޔੑ㓏ᑪޕ
৻㓏ߪޔኋ⥢  ဝޔਅੑᲑ⇥ᢝࡌ࠶࠼ੱ ޔኈޕ
  㘩ၴ  ဝੱ ޔኈ  ᚱ  ဝ  ᶎቶ⣕ቶ  ဝ ޔ㐳Ꮊ㘑ํ  
ዊቶ  ဝ ޔᐥ⇥ᢝ  ଢᚲ  ဝ   ‛⟎ޔᑈਅ㓏Ბቶ  ဝ 
ੑ㓏ߪ ␠ቶ  ဝੱ ޔኈ  ࿑ᦠቶ  ဝ  ᢎᏧቶ  ဝ
  ᐢ㑆  ဝ  ⎇ⓥቶ㧔 ቶ㧕 ဝ   ‛⟎ޔᑈਅ㓏Ბቶ
એߩᅤߊ৻㓏ߪ⥶ⓨᣣᧄߩᧂ᧪ࠍ⢋ߦᜂ߁㕍ዋᐕߩ㎊㍰ኋ⥢ቶߣߒߡߩฦ⒳ߩ
ㇱደࠍ⛱ว↪ߒޔੑ㓏ߪᢎᏧኋᴱቶߩᄖߦ⎇ⓥቶߦ߅ߡߪ⥶ⓨ⍮⼂ޔᛛⴚߩะ
ߦ⾗ߒ␠ޔቶޔᐢ㑆ߦ߅ߡߪ⋧ߩⷫ⌬Ⲣࠍ⸘ࠆߥߤߩ⒳ߩޘ㓸ᦩ႐ߣߒ
ߡ߽↪ߔࠆߎߣ߇᧪ࠆޕ
ߎߩ㘑ኰߣ㘑⸥ᔨ㙚ߣߢᎿ⾌㧥ਁ㧡ජߢࠆޕ
Ԛ ⥶ⓨ᾽บ 
 ৻㓏ࠃࠅ㓏ߦ⥋ࠆ
   イ㜞 㨙
   ᑪဝ  ဝ 
ᑧဝ  ဝ 
  ᑪ‛ߩ㜞ߐ 㨙
  ᣛ╀ㄥ 㨙
  ᾽บޔశᯏ᾽ㄥ 㨙
 ৻㓏ߦߪ ᄢ₵㑐ޔോቶޔ
ࡎ࡞⾠⾆ޔቶޔ㓏Ბቶ
 ੑ㓏߆ࠄ㓏 㓏Ბቶ  
㓏ߦᄢዷᦸቶ  
৾㓏ߦᄢ㔺บ߮㓏Ბቶ  
㓏ߦ ᾽บశᯏቶ㧔㋕㛽⎣ሶᒛ㧕
એߩᅤߊ㋕╭ࠦࡦࠢ࠻ㅧࠅߩᵹ✢ဳߩᑪ‛ߦߒߡ↢㚤ጊߦ৻ᄢஉⷰࠍ๒
ߒᧄ㇌⥶ⓨ᾽บਛዮᜰߩᄢ᾽บߣߥߞߚޕ
ߎߩ⥶ⓨ᾽บߩᎿ⾌ߪ  ਁ  ජߢࠆޕ


↢㚤⥶ⓨ႐ߩߒߩਥߥࠆ߽ߩ
㧝㧚 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ߆ࠄ    ᣣ߹ߢ⥶ⓨᣣᧄᄢዷⷰ╙  ળ႐㧔╙
 ળ႐ߪ߿ᳰㆆ㧕ߣߒߡ⥶ⓨᕁᗐߩ᥉ࠍߪ߆ࠆޕ
㧞㧚ᧄᐕ    ޔਔᣣ⥶ⓨੱ㎊㍰ળ߇㐿߆ࠇ⥶ޔⓨੱୃ✵ᯏ㑐ߣߒߡ㊀ⷞߐࠇࠆߦ
⥋ࠆޕ
㧟㧚ᧄ␠ߪࠃࠃᧄ႐ߩᯏ᭴ࠍᢛޔౝㇱ⸳ߩቢᚑߣߦࠃࠃ⥶ⓨႎ࿖
ߦㆳㅴߔࠆⷡᖗߢᓮᐳ߹ߔޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ّ᩻ᓎሳᇼ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ ᄢᣣᧄ⥶ⓨޔᮮᵿ㧙ࠨࠗࡄࡦ㧙ࡄࠝ✢ㆇⴕ㐿ᆎޕ
   ᣣ ቇ㒮ቇ↢ળ⸃ᢔޔႎ࿖࿅⚿ᚑޕ
⥶ⓨ⎇ⓥળߪ࿖㒐ㇱ⥶ⓨ⑼㧔㘧ⴕ⃰Ṗⓨ⃰㧕ߣߥࠆޕ
   ᣣ ࿖ኅ✚േຬᴺᡷᱜޕᐭߩᮭ㒢߇ᄢߦᄢޕ

ޣතᬺޤỈ↰♖ੑޕ












               㑐ᡰㇱතᬺㅍળ       
   ᣣ ዊቇᩞࠍ࿖᳃ቇᩞߣᡷ⒓ޕ
   ᣣ ᣣ࠰ਛ┙᧦⚂⺞ߢࡢࠢࠬࡕޔශޕ
     ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐╙  ᦼᒛᢛ㐿ᆎޕ
    ↢㚤ጊṖⓨ႐ቢᚑ⸥ᔨṖⓨ⸠✵ᄢળ↢ޕ㚤ጊṖⓨ႐
    ᣣᧄᦨೋߩࡕ࠲ࠣࠗ࠳ޕ
   ᣣ ᄢቇߩቇㇱߦ߽ァᢎ✵ᜂᒰߩᓎᩞࠍ㈩ዻ      ޕ
   ᣣቇ㒮ႎ࿖㓌⚵❱ᚑࠅ⚿ޔᚑᑼ㧔ᢥㇱ⋭ߩ⸠ࠍធฃ㧕
ޕ
   ᣣቇ㒮ୃᬺᐕ㒢⍴❗තᬺ➅ភ⟎⊒         ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ቼ

¸ ޙوႆᓎሳ͢۾

ߧ܁ˁշ̢៹᪽



   ᣣ ᄢቇୃᬺᐕ㒢ࠍ⥃ᤨ⍴❗㧔 ࡩ㧕
ޕ
ోቇ↢  ࠍᓙߚߕߦ㧝ᐕㅴ⚖ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ቇ↢⥶ⓨᄢળ                ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦
㒢⌕㒽㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦߡ႐㘧ⴕ㧔Ꮐᣓ࿁㧕ᓟޔ႐ౝߦឬ
߈ߚࠆ㨙㐳ߐ㨙ߩ㒢ౝߦ⌕㒽ߒᱛߔࠆ߽ߩߣߔࠆ
ᕆᣓ࿁ⲷᣓ㒠ਅ㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦߡᕆᣓ࿁㧔ᢳᐲ㧕Ꮐฝฦ࿁ⴕ
㜞ᐲ㨙ㄥⲷᣓ㒠ਅࠍⴕߚࠆᓟ✭ޔ࿁ォߣߥߒ㒢ౝߦ⌕
㒽ߔࠆ߽ߩߣߔ
㧤ሼ㘧ⴕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦᣈߡ㧤ሼᒻ㧔ᢳ⚂ᐲ㧕ࠍ࿁
ㅪ⛯ឬ߈⚳ࠊߞߡᜰቯౝߦ⌕㒽ߔࠆ߽ߩߣߔ
․ᱶ㘧ⴕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦߡቮࠅㅪ⛯࿁ޔォᏀฝ
ฦ࿁⋥ုޔᣓ࿁ฦ࿁ⴕ߁߽ߩߣߔ
✬㓌㘧ⴕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 ᯏ৻ᢧ㔌㒽ߒ㜞ᐲ㨙ߦߡળ႐ⓨㅢㆊᓟޔ
ᜰቯⓨߦߡᣓ࿁ߒ✬㓌⌕㒽ߔࠆ߽ߩߣߔ
․ᱶ㘧ⴕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦߡቮࠅㅪ⛯࿁ޔ
ု⋥ᣓ࿁Ꮐฝޔ
ᕆᮮォᏀฝฦ࿁✭ޔᮮォ࿁㧔Ꮐฝછᗧ㧕ޔᕆォ࿁㧔Ꮐฝછᗧ㧕
ⴕ߁߽ߩߣߔ
ㅢା╴ᛩਅ㊒㨯㨯㨯㨯 㜞ᐲ㨙ߦߡㅢା╴ࠍ⋥ᓘ㨙ߩౝߦᛩਅ
ߒ႐ᣓ࿁ᓟޔ႐ౝߦ⸳⟎ߒߡࠆ㜞ߐ㨙ߩᧄߩ┻╀㑆ߦ⚌ࠍ
એߞߡษࠆߒߡࠆㅢା╴ࠍ㊒ߍࠆ߽ߩߣߔ
⊒േᯏᎿⴚ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯ᑼ⊒േᯏ↪ޔಽ⸃⚵┙ߩઁߩᎿⴚࠍߥߐ
ߒ
㜞⚖Ṗⓨᯏ✬㓌ᦜ⥶
✬㓌⟲㘧ⴕ 

ෳ  ട㧦 ᩞޔᑧ  ฬ
㑐ቇㆬᚻ㧦㊀ኼᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔศ⾐㓶㧔੍⑼  ᐕ㧕

ቇㅪߣߒߡߩᚢ೨ᦨᓟߩᄢળޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ  ᓮ೨ળ⼏ߢ☨ߩ߳⯗ޔ⧷ޔ㐿ᚢࠍ⼏ޕ
   ᣣ  ᄥᐔᵗᚢഺ⊒
   ᣣ ኻ☨⧷ᚢޔᣣਛᚢࠍวࠊߖߡᄢ᧲ᚢߣฬޕ
    ⥶ޟⓨ⊒ᆎਯޠઍ✵ᧁޘ႐ߦ⥶ⓨ⸥ᔨ⎼ቢᚑޕ
   ᣣ ቇ㒮තᬺ➅ភ⟎ߦࠃࠆᦨೋߩතᬺᑼޕ
ޣතᬺޤጊ㇢ޔਛ㗅ᄦޔᒄ㇢ޕ









ጊ㇢           ਛ㗅ᄦ           ᒄ㇢   


㊀ኼᄦቇㅪᆔຬ㐳ߦߥࠆޕ









ᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߢߩ✵⠌㘑᥊



― 147 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 






























⧣৾㇢᳁㧔㑐ᄢ 1$㧕ឭଏ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ  ㅪว࿖  ࠞ࿖ޔᣣ⁛ߣߩหᚢᒝⴕࠍት⸒ޕ
     ቇ↢ࠣࠗ࠳ߩṛⓨ⸥㍳↢             ޕ㚤ጊṖⓨ႐
ᣧᄢ ೨↰⒤  ᤨ㑆  ಽ㧔ࠕࠞࠪࡗᏎ㔕  ဳ࠰ࠕ㧕
ޕ
ᣧᄢ ਛᎹᔀ↵  ᤨ㑆㧔ߚ߆  ဳ࠰ࠕ㧕
ޕ
   ᣣ ᣣᧄァࠪࡦࠟࡐ࡞භ㗔⧷ޕァή᧦ઙ㒠ફޕ
   ᣣ ⠢⾥ᴦද⼏ળᚑ┙ޕ
᳃㑆ቯᦼ⥶ⓨߪోߊㅜ⛘߃ޔᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐ߪァ↪㘧ⴕ႐ߣߥࠆޕ
 
ޣතᬺޤ㊀ኼᄦ↰ޔㄝਭᄦޕ

             ㊀ኼᄦ

        ㊀ኼᄦ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ȨɜɃޙᣵ¯۾ஓట᭣ᚐԦ͢Ⱦо

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࠍޟᄢᣣᧄቇ↢⥶ⓨ㓌ߣޠᡷฬޕ
ᄢᣣᧄ㘧ⴕදળߦ✬ᦺࠅࠃߦࠇߎޕᣣᣂ⡞␠ߪቇ↢⥶ⓨ߆ࠄో㕙⊛ߦ᠗ㅌޔᵴ
േߪߥߊߥࠆޕ㑐ቇ⥶ⓨ⎇ⓥળߪᵴേࠍ⛯ߌࠆޕ
















㑐㘧ⴕ⸠✵ᚲᠲ❑⃰ోຬ㓸ว
╙  Ꮐ߆ࠄ  ੱ⋡ ㊄ሶਛዄ  ੱ⋡ ㊀ኼᄦ
ᦨᓟฝ߆ࠄ  ੱ⋡ ᱜ↰ㅧ  ੱ⋡ ଐ⮮ବ৻㇢



   ᣣ Ṗⓨᯏⷙೣᡷᱜޕᯏ⒳㧦╙  ޔޔ⒳ߣ․⒳ޔ
   ᣣ Ṗⓨᯏⷙೣ ⥶ⓨ⁁㧦․⚖⚖ ޔޔޔṖⓨ჻
   ᣣ Ṗⓨᯏⷙೣ ⥶ⓨ⁁㧦․⚖⚖ ޔޔޔṖⓨᢎ჻   
   ᣣ  ☨ァᯏ 㧮  ᯏᧄޔೋⓨⷅޕᎹፒߥߤࠍ᠄ޕ
   ᣣ ᣣᧄࠚ࠙࠼࠶ࡒޔᶏᚢᢌㅌޕ
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㧔ᤘ  ᐕ㧕
วኋ ฬฎደᧄࡩේ㘧ⴕ႐









 วኋ ᠲ❑⃰









    Ṗⓨ⃰㧔೨Ꮐ߆ࠄ  ੱ⋡ ศᎹ  ੱ⋡ ⏷ㇱ  ੱ⋡ߩᓟ ዊ⇗㧕

 ╙㧠࿁ో࿖ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળ          㔵ࡩፄṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦ೋ⚖ᯏ ᳰߩߊࠆߺᜰቯ⌕㒽
ਛ⚖ᯏ ᳰߩߊࠆߺᜰቯ⌕㒽
ਛ⚖ᯏ  ᐲᣓ࿁ᜰቯ⌕㒽⥄േゞᏎข
㜞⚖ᯏ㧔 ㇱ㧕Ṗⓨᜰቯ⌕㒽㘧ⴕᯏᦜ⥶
㜞⚖ᯏ㧔 ㇱ㧕ṖⓨᏀฝ  ᐲᣓ࿁ฦ  ࿁ᜰቯ⌕㒽㘧ⴕᯏᦜ⥶
ෳ  ട㧦  ᩞ ޔฬ
㑐ቇㆬᚻ㧦ೋ⚖ᯏ ᳰߩߊࠆߺᜰቯ⌕㒽       ⏷ㇱ 㧔 ᐕ㧕
ਛ⚖ᯏ ᳰߩߊࠆߺᜰቯ⌕㒽       ዊ⇗ᱜ㓶㧔 ᐕ㧕
ਛ⚖ᯏ   ᐲᣓ࿁ᜰቯ⌕㒽⥄േゞᏎข ศᎹ↱┨㧔 ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕


⧣৾㇢᳁㧔㑐ᄢ㧻㧮㧕ឭଏ
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㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᜪ᭣ᚐ

շ̢៹႒


 㧝ᣣ㨪  ḩᎺ࿖ᑪ࿖  ᐕࠍߒߡ⸰ḩ㘧ⴕޕ
ᄢᣣᧄቇ↢⥶ⓨ㓌ᯏ  ᯏ㧔 ᑼ  ဳ✵⠌ᯏ㧕⠀↰㨪ᣂ੩



ᄢᣣᧄ㘧ⴕදᦩਥ
ቑ↢⸰ṩᎺ㘧ⴕᯏ㘧߱ ศำઍߦㆬᛮߐࠇࠆ










ੑචᣣ╙ਃ࿁ߩ⥶ⓨᣣࠍ߆߳ޔᶏߦ㒽ߦᗡߩߘޘήᢜ߱ࠅࠍㆮᙝߥߊ⊔
ើ⥶ޔⓨᣣᧄߩᆭฬࠍో⇇ߦ㚓ߖߡࠋࠆᚒ߇⥶ⓨㇱ㓌ߩḳ㘶ਃ⊛ᵴべࠍᏱ
ߦߖߟߌࠄࠇߡࠋࠆ๋ߪޘ੦᳃㑆⥶ⓨߦߞߡ߽ᐕߣߣ߽ߦߘߩᬺ❣ࠍⓍࠎ
ߢࠋࠆߎߣࠍᔓࠇߡߪߥࠄߥޕ
ᱶߦቑ⓹ߦߟߡቑᬺߩ߆ߚߪࠄߥᤨ㑆ࠍᗂߒࠎߢ᳹ߣޘ࿎㔍ߥ⥶ⓨᛛ
ⴚߩ₪ᓧߦദജߒߡࠋࠆቑ↢㠽ੱߩㅴᱠߪ߹ߚ⪺ߒ߽ߩ߇ࠆޕᣁߊߩᅤ߈
ᤨߦ⇧ࠅᤨᕸ߽ṩᎺᑪචᐕࠍ߆߳ߚߩߢޔᄢᣣᧄ㘧ⴕදᦩߪṩᎺᑪ
චᐕ⾐ቑ↢⸰㘧ⴕࠍ⸘↹ޔᱝࠇ߇ኪᣉߦߚࠅోޔቑ↢ࠃࠅቑ↢㠽
ੱࠍㆬߒߡޔ⠀↰㘧ⴕ႐ࠍච৻ᣣ⊔྾ᣣߩᣣ⒟ࠍ⛫ߡޔᣂ੩߳ߣ⸰ޔḩ
㘧ⴕࠍⴕ߰ߎߣߦቯߒߚࠅࠃߦࠇߎޕㆬ߫ࠇߚቑ↢㠽ੱߦࠃߞߡᠲ❑ߐࠇࠆ
㘧ⴕᯏߪ  ᯏߢౝ  ᯏߪ㑸ቑ㒮ޔหᔒ␠ᄢቑޔ㑸ᄢቑ┙ޔ㙚ᄢቑߩቑ↢
㆐ߦᠲ❑ߐࠇߡޔ᥍ࠇߩჾㅜߦߟߊߎߣߦߥߞߡࠆᧄޕቑ㒮߆ࠄ․ߦ㒐ㇱ
⥶ⓨ⑼㘧ⴕ⃰ᐙ㐳ศำ㧔⛫ቑㇱੑᐕ㧕߇දᦩࠃࠅㆬᛮߐࠇ    ᣣᦺ
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㧔ᤘ  ᐕ㧕
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⚵ ⚵ ⚵ ⚵
ጊਅ
Ꮉ


ฎ৾ޔᎹޔᏒᎹޔศᎹ
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⺖⋡
ᐥ
ᣣᦺὐ
ᦺ㘩
⸠✵㐿ᆎ
⸠✵ਛᱛ
⸠✵㐿ᆎ

ᤨೞ







⺖⋡
⸠✵⚳ੌ
ེ᧚ὐᬌᚻ
ᄕ㘩
ᶎ
ᣣᄕὐ
ᶖ᾽

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕







         ൕഭᄺ                 ℚℛḓᣏⴕ
     
   ᣣ ኾ㐷ㇱቇㇱ߇㐽㎮ޔᣣᧄㇱቇᩞߦ⛔วߐࠇࠆޕ

㧔ᤘ 㧕ᐕᐲ
  ࿖㒐ㇱ⥶ⓨ⑼ ⑼㐳 ᚑᎹඳ  ᐙ㐳 ศ⾐↵
  㘧ⴕ⃰ ⃰㐳 ᚑᎹඳ  ᐙ㐳 ଐ⮮ବ৻㇢  ਥോ ᄤ⁑৻㇢
  Ṗⓨ⃰ ⃰㐳 ᚑᎹඳ  ᐙ㐳 ศᎹ↱┨   ਥോ ᄤ⁑৻㇢

   ᣣ ጊᧄචㅪว⦘㓌ᜰ㐳ቭޔᚢᱫޕ
    ᄢᣣᧄ㘧ⴕදળ⺞Ꮣ㘧ⴕ⸠✵ᚲޔᄤ⯥㘧ⴕ⸠✵ᚲ㐿ᚲޕ
    ⠀↰㘧ⴕ⸠✵ᚲ⺞ޔᏓ㘧ⴕ⸠✵ᚲߢวหᚲᑼޕ
   ᣣ ႎ࿖࿅ᡷ⚵ᄢ✁ቯޕ
㎊㍰ޔ࿖㒐ㇱߪ⛔วߐࠇޔ㍰ㇱᣂ⸳ޕ
ቬᢎ⑼ߪෘ↢ㇱߦ✬ߐࠇࠆޕ
   ᣣ ൕഭേຬޕ
    ቇ↢㘧ⴕ㓌  ᯏ✬㓌ߢ⠀↰ࠍ
⊒ᧄޔ   MOޕ

     ․วኋ ޕᄢ㒋╙  㘧ⴕ႐
   ᣣࠗ࠲ࠕή᧦ઙ㒠ફޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ㍰ㇱ⥶ⓨ⑼ᯏ㑐ㇱ⸃ᢔޕ
   ᣣ ᪉Ꮏ႐ୃ✵႐ޔ㐿႐ᑼޕ

   ᣣ ଐ⮮ବ৻㇢ 㑐ቇᄢ㍰ㇱ⥶ⓨ⑼  ․ᠲ❑⠌჻ቭ╙  ᦼ߳ޕ
ዊ᧻⦟㓶 㑐ቇᄢ㍰ㇱ⥶ⓨ⑼  ᶏァ㧔੍ቇ↢  ᦼ㧕߳ᔒ㗿ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ޙाҋ

   ᣣ ቇᓽ㓸ᑧᦼᱛߩᴺޕ
   ᣣ ᓽ₈੍ࠍᱛޔൕഭേຬᐕ㑆 㧛 ታᣉޕ
   ᣣ 㒯ቇᓤߩჽⴕળޕ


















ᓟ㧦㊀㧔㑐ቇ㧕
ޔᷰㄝ㧔᧲ᄢ㧕
ޔଐ⮮㧔㑐ቇ㧕         ᧻ 㚅
೨㧦⧣㧔㑐ᄢ㧕
ޔዊቶ㧔ᴺᄢ㧕 㧔บߦߡ㧕

    㧔⧣৾㇢᳁ឭଏ㧕
   ᣣ ቇ┬ߩ✼⇹㐿ࠍଦㅴޕ
    ቇᓽ㓸ᑧᦼᱛߩᴺޕቇ㒮ߩᓽㆡ㦂એߩቇ↢ߩᄢㇱಽ߇ถ㓸ޕ
㑐ቇᄢ㍰ㇱ⥶ⓨ⑼ᱜ↰ㅧ᧻ޔ㚅  ޕ
ᱜᑼߥතᬺߪ⠉ᐕߣߐࠇߡࠆޕ
  
ޣතᬺ›ޤႦᓆޔፉᧄᒎᄥ㇢ޔศᎹ↱┨ޕ
㧔තᬺ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕


ᴾ ᴾ ᫆ᴾ



 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත ፉᧄᒎᄥ㇢
= ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ╩?

ߣ߰ᚲߩวኋߢޔೋ⚖ᯏ㧔ࡊࠗࡑ㧕߆ࠄޔᆎߡ
ਛ⚖ᯏ㧔ࠦࡦ࠳㧕ߩᠲ❑ࠍីࠄߐࠇߚࠍ߅߷߃



ߡዬࠅ߹ߔ⚂ޕ㧞ㅳ㑆ߢోޔຬ߇㔵ࠤፄ߳㧺㧳㧷㧾ਥ

 ⑳ߪᤘ  ᐕ  ߦޔጊᬺቇᩞࠍතᬺߒߡޔ㑐

ߩోᣣᧄቇ↢Ṗⓨᄢળߩὑߦដߌ߹ߒߚ߇ߪ⑳ޔෳടߖ

ቇ㒮㜞╬ᬺቇᩞߦቇߚߒ߹ߒߚޕᤨઍ߆ࠄࠣ

ߕߦ৻ੱߛߌ㜞ߣ߆ᵻ㑆᷷ᴰࠍᱠ߈ᑫߞߚࠍ⸥ᙘ

ࠗ࠳ㇱߦ☋ࠍ⟎߈⚳ᦨޔቇᐕߢߪޔਥࠍോޔ㑐

ߒߡዬ߹ߔޕ

ቇ㒮ߦߞߡ߆ࠄ߽ᒁ߈ߟߠߡޔṖⓨㇱߦᚲዻߒߡዬࠅ
߹ߒߚޕ
㧔ర࿖㒐ㇱ⥶ⓨ⑼ߣߞߡዬࠅ߹ߒߚޕ
㧕

ߘࠇ߇ᚢ೨ߩᦨᓟߩࠣࠗ࠳ᄢળߢࠅ߹ߒߚߦޕ
ߒߡ߅߽߳߫ᱷᔨߥࠍߒߚߣᕁ߹ߔޕ

 రޘᠲ❑⃰ߦࠆߟ߽ࠅߢ⥶ⓨㇱࠍ⸰ࠇߚߩߢࠅ߹

 ੑᐕ⋡ߩᤐભߺߦߪ⋫ᵤߩᤐߩએᄖߦߪ↢㚤ㅪጊߩ

ߔ߇ޔหቇᐕߢዊ᧻ำ㧔ᶏァ੍ቇ↢  ᦼ㧕╬߇ዬߚߚ

ࠣࠗ࠳ߩṛⓨ⸥㍳ࠅߩᔒ㢬ߐࠎߩߒ߆߅߷߃ߡ

ߦޔศᎹవヘ߆ࠄߘߐߣޠ߆ߧߡߞ߿ࠍ࠳ࠗࠣޟ

ዬࠅ߹ߖࠎߩޕ㗃ඨፉりߩੱߢᔒ㢬ߐࠎߩ⸥㍳ࠍ⎕ࠆ

㧔ห
ࠊࠇޔ
ᱛߥߊࠣࠗ࠳ㇱߦㇱߒߚߩߢࠅ߹ߔޕ

ࠎߛߣࠅߪޔಾߞߡዬߚੱߩࠍ  ᤨ㑆߽ߤ߁ߒߡㄆᛴ

ቇᐕߦߪࠣࠗ࠳ㇱࠍ߿ߞߡߚੱ㑆ߪࠅ߹ߖࠎޕ
㧕

ߔࠆੱߛࠈ߁ޕዊଢ߇ḳߞߡᣇ߇ߥߩߦ⦟ߊㄆᛴ᧪

 ర᧪㑐ቇ㒮ߣ߰ቇᩞߪޔᚢ೨ߪ㜞╬ᬺቇᩞߣቇㇱ

ࠆ߽ߩߛߣ⠨߃ߚ߽ߩߢߔޕ

ߣ߇ࠅࠇߙࠇߘޔߩቇᩞߢࠅ߹ߒߚޕ໑ㆇേㇱ߇ኻ

 ߩ㗃ߪΆᢱਇ⿷㧔ᓥߞߡᦜ⥶ᯏ߽ᄖߢߪߥ߆ߞߚ㧕

ᄖ⹜วࠍ߿ࠆᤨߦߩߺࠝ࡞㑐ߣ߰ฬߩ߽ߣߦ㑐

ߣቇ↢ߩᓽᑧᦼᱛߣߩ㧞ߟߩ㗴ߢቇ↢↢ᵴࠍំࠅ

ቇ㒮ߩฬ೨ࠍߞߚᰴ╙ߢࠅ߹ߔߪࠇߘޕᤘ  ᐕߢ

േ߆ߒߡዬࠅ߹ߒߚޕ

ߞߚߣᕁ߹ߔ߇ޔᣂቇ߇ߒ߆ࠇߡޔήߊߥࠅ߹ߒߚ

 㒽ァߩ․ᠲᐙߣ߭ᶏァߩ੍ቇ↢ߣ߭ᠲ❑჻ቭਇ


߇ޔౝㇱߢߩኻ┙ߪ⋧ᒰߩ߽ߩߢߞߚ᭽ߥ᳇߇⥌ߒ߹ߔޕ

⿷ߦᓔ↢ߒߡዬࠅ߹ߒߚߪ⑳ޕᶏァߦࠅ߹ߒߚ߇ޔᓽ

 ߘߩ㗃ޔṖⓨ⃰ߦዬߚߩߪ೨ㅀߩศᎹవヘߣޔኾ㐷ㇱߦ

ᬌᩏߩᤨߦ㒽ァߩ㘧ⴕᩞߦߥࠆ᭽ߦߣᒝᒁߦ⺃ࠊࠇ߹

ዬߚ↰ㄝዊ⇗ߩੑੱߦ⑳ࠍട߃ߚ  ੱߢࠅ߹ߒߚޕ
㧔ㇱ

ߒߚߩߘޕ㗃ᠲ❑⃰ߦዬߟߚ⚻ቇㇱߩ⏷ㄝవヘ߇Ṗⓨ⃰

ቶߪਅⴝߩੑ㓏ߦࠅ߹ߒߚޕ
㧕

ߦ㗻ࠍߔ᭽ߦߥߞߚߣᕁ߹ߔޕᓐ߇ᶏァ  ᦼ੍ቇ

 㧺㧳㧷㧾㧔ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㧕ߩฬߩਅߦޔቭ┙ᩞߣߒ

↢ߢ㓌ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
㧔ᱜ↰వヘ߽㒽ァߩ․ᠲ❑

ߡߪޔ㒋ᄢޔᄢ㜞ޔᚭᄢޔᄢ㒋ᄢޔᄢ㒋ᄖ⺆ޔᄢ㒋

⠌჻ቭߢߞߚߣᕁ߹ߔ㧕

Ꮏ┙⑳ޔᩞߣߒߡ㑐ቇ㒮ޔ㑐ᄢቇޔหᔒ␠┙ޔ㙚ޔ

 ߘߩㅜਛߩߢߔ߇ޔ㑐ቇߢߪ㜞ߣቇㇱߩวหṶ⠌߇

ᄤℂᄖ⺆ޔᄢ㒋ᱤ⑼කኾߥߤ߇ߞߚߣᕁ߹ߔޕ

ⴕߥߪࠇ߹ߒߚޕᚲ⻐ቇᓤേຬ⸥ᔨߩᄢṶ⠌ߢࠅ߹ߒߚޕ

 ⑳ߪችർญߦࠎߢዬࠅ߹ߒߚߩߢߥ⊛⥸৻ޔቇᩞ߳

⑳㆐Ṗⓨㇱోຬߣᠲ❑⃰ోຬ߇દਤߦ㓸߹ߞߡ㧔ోㇱߢว

ߩㅢቇߦߪଢߢߒߚ߇ޔṖⓨ⸠✵ߦㅢ߰ߩ߇ᄢᄌߢߒߚޕ

⸘  ੱߢߞߚߣᕁ߹ߔ㧕หਸ਼㘧ⴕਰࠄદਤࠍ㘧߮

వߕ㒋ᕆߦਸ਼ߞߡᄢ㒋ߦߡࠄ߆ࠇߘޔၔ᧲✢ ↸✢ߦ

┙ߞߡߩᣇ㑐ቇ㒮ޔᰴߢᚭᅚቇ㒮ߣᰴߦޘቇᩞߩ

ਸ਼ࠅᰴߢޔ㡨ᳰᣂ↰߆ࠄ⚂  ಽ⒟ᓤᱠߢ߿ߞߣ㘧ⴕ႐

ࠍ㘧߱ߩߪ⦟߽ߩߢߒߚޕୋ߽ᠲ❑⃰ߦߥߞߡ⟎ߌ߫

ߦߟߊߩߢߔ⸳ޕߣߞߡ߽◲ޔනߥോᚲ߇㧝ߣઃ

ࠃ߆ߞߚߣ᳇ߠߊߩ߇ㆃ߆ߞߚߣᕁ߹ߒߚޕ

ዻ⸳߇ዋޕޘᩰ⚊ᐶߣ⒓ߔࠆ  ߆ߘߎࠄߩ߽ߩߢ

 ߘߩቇ↢↢ᵴ߽  ࡨᐕඨߢᛂߜಾࠄࠇޔᄢ┻ᶏ࿅߆ࠄ

ߞߚߣᕁߦᱷߞߡዬ߹ߔޕ

ਃ㊀⥶ⓨ㓌ߢᶏァ੍↢ᓤߣߥߞߡߩߘޔᓟᚢ்ࠍ⽶߭㨮

 ర࿖☴⟵ാ㓌ߩ㘧ⴕ႐㧔╣Ꮉ⦟৻᳁㧕ߢߞߚ߽ߩࠍޔ

ᐭᶏァ∛㒮ߢォൕᏗᦸవࠍ⺞ߴࠄࠇߚ᛬ࠅߦߪߩ৻

㒽ァ߇ធߒߚ߽ߩߢߞߡ✵ߩ⪲ⶄޔ⠌ᯏ߇ᢙᯏߒ߆ߥ

⇟ߦች⥶ⓨ㓌ߣ╵߳ߚ߽ߩߢߒߚޕᏗᦸ߇ฟ߳ࠄࠇߧౝ

߆ߞߚߣᕁ߹ߔޕᱷࠅߪቇ↢↪ߩࠣࠗ࠳߇  ᯏ߆ 

ߦᚢ߇⚳ࠅߦߥࠅߪ⑳ޔᄢ㒋ᄢߦߞߡ⠢߳ߩ↢ᵴߦ

ᯏߒ߆⟎ߡߥ߆ߞߚ᭽ߦᕁ߹ߔޕፉޔᎹߩ  ੱߩ

✼㆙ߩߦߟߊߦߥࠅ߹ߒߚޕ

ᢎቭ߇ዬࠄࠇߚ᭽ߥ᳇߇⥌ߒ߹ߔޕ

㧔ߘߩ㗃ᤘ  ᐕ  ߦቇ㒮੍⑼߇ᶏァߦធߐࠇޔ

 ৻ᐕߩᄐભߺߦߪޔጘ㒂㒽ァ㘧ⴕቇᩞߩᧄࡩේಽᢎ႐

ች⥶ⓨ㓌ߦߥߞߡዬࠅ߹ߒߚޕ
㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕


ᴾ ᴾ ᫆ᴾ



 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත ศᎹ↱┨
= ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣᄛ╩?


ߦᔅࠄߕࠕࠢࠪ࠺ࡦ࠻߇߈߇࠻࠲ࠬޔ᧪ߕࠕ࠰ޔ
ߪᄢⓨߦ㘧߮┙ߜ߹ߖࠎߡߒߘޕᄞߪߐ߹ߔޕᕁ߁ߦ
߿ߞߣߩߎߣ࠰ࠕਸ਼᧪ࠆߣᕁߞߡߚߩߦਛㅜ

 ᤘ  ᐕ  ߦᄢቇ੍⑼ߦቇ⥶ߦ ޕⓨㇱ㧔ࠣ

ඨ┵ߢᢿᔨߖߑࠆࠍᓧߥ߆ߞߚᕉᔨ߇߽ᄞߩਛߦߡ

ࠗ࠳ㇱ㧕ߦㇱߒޔᤘ  ᐕ    ᣣߦቇᓤ㒯ߢ㒽

᧪ࠆߩ߆ߣᕁߞߚࠅߒߡ߹ߔߢߣߎߚߒ߁ߘޕዋޘᖎ

ァߦ༡ߔࠆ߹ߢߩࠊߕ߆  ᐕߩ⥶ⓨㇱ↢ᵴߦߔ߉߹

߇ᱷࠆߣߞߚࠊߌߢߔ߇ޔቇ↢ᤨઍߦࠣࠗ࠳ࠍ߿ߞ

ߖࠎߢߒߚ߇ߩ⑳ޔ㕍ᤐߪ⥶ⓨㇱߩ↢ᵴߥߒߢߪ⺆ࠆߎߣ

ߚߎߣߦᖎߪࠅ߹ߖࠎޕ

ߪ᧪߹ߖࠎޕᦐߩඦᓟߡߒߘޔᣣᦐᣣߪ⋫ᵤ㘧ⴕ႐ㅢ

 ᤨઍߪᄌࠅቇ↢᳇⾰߽ᚒᤨߩޘઍߣߪ߆ߥࠅᄌߞߚߣ

ޔᤐભߺޔᄐભߺߪᄢඨวኋߦ⾌߿ߒߚᣣ߽ߢ߆ߥޕޘ

ᕁ߹ߔ߇ᓎߩ⻉ำ߇ࡱߚޔනߦṖⓨᛛⴚࠍߩߺ⠌ᓧߔ

ᄐߩ㔵㩃ፄߢߩวኋߡߒߘޕᄢળߪᔓࠇᓧߧᕁߣߒߡ

ࠆߩߢߪߥߊࠍ࠳ࠗࠣޔㅢߓߡ⦟߈ᖱࠍၭ⥄ࠄߩ

߽ᔃߩᅏᷓߊᱷߞߡ߹ߔ↢ߥࠎߘߡߒߘޕᵴࠍㅢߒߡ

ੱᩰࠍ㜞ࠆ⾗ߣߐࠇࠆߎߣࠍᦸߺ߹ߔޕ

ᓧࠄࠇߚੱ㆐ޔ㑐ᄢ㧻㧮⧣৾㇢వヘޔർᎹᷡൎำ᧻ޔ

 ⑳ߪޔජ⪲⋵ߪᚱ✚ඨፉߩ߹ࠎߥ߆ߩጊ㑆ㇱߦࠎ

↰ᱜ⦟ำޔหᔒ␠㧻㧮ߩᏒᎹᢥ↵ำޔጟᧄᷡำߡߒߘޔห

ߢ߅ࠅޔਛዊડᬺߩ৻ᓎຬߣߒߡ㊄ߩ߿ࠅߣࠅߦ⧰ᔃߒߡ

ᦼߩ›Ⴆࠁߚ߆ำ╬⻉ߩޘఱߣߪ߽᛬ࠅߦ߰ࠇଢࠅߩ

߹ߔޕᲣᩞ⥶ⓨㇱߩᓎߩ⻉ำ߇߈ࠃߩ⑳ޔߢ߽ࠆ

឵ࠍߟߠߌߡ߹ߔޕవ⥸ቇㅪ  ᐕผ߇⑳ߩᚻ⸵ߦዯ

ᱜ↰ㇱ㐳ߩਅ⥌৻ߔ߹ߔ߹ޔ࿅⚿ߒߡ⊒ዷߒߡࠁ߆ࠇࠆߎ

߈߹ߒߚ߇ߘߩߥ߆ߦߥߟ߆ߒవヘห⻉ఱߩᚻ⸥ࠍ

ߣࠍߪࠆ߆ߦߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߒᗵᘣ߽߭ߣߒ߅ߢߔߪߦ߆ߥߩߘޕ㊀ኼᄦవヘߩ

 ᦨᓟߦᰴᄢᚢߢᄢⓨߦᢔߞߚଐ⮮ବ৻㇢ำ㧘ᄤ⁑৻

߇ࠊޟ㕍ᤐߦᖎߥߒ߁ߣޠᚻ⸥߇ࠅߥߟ߆ߒߊ

㇢వヘ⻉ߩઁߩߘޔఱߩߏࠍߞߡ╩ࠍ߅߈߹ߔޕ

⥌ߒ߹ߒߚߩࠄ߇ߥߣߎߥߟ߆߁ޕᒰᤨࠠࠗ࠻ࠬޟ㛍



߉ޔࠅ߇ޠ㚂⻎⠪ᩰ㧔㧫㧕ߪ㊀వヘߢߞߚߣ߁
ታࠍ⑳ߪ࿁ᆎߡ⍮ߞߚᆎᧃߢߔޕ᥉ㅢߩᒰᤨ㘧ⴕᯏ
ㇱߩㅪਛߪߺߥᠲ❑↢ߣߒߡ㘧ⴕ㓌ߦ㓌ߒߚߩߦޔ
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昭和７年卒





身心を鍛えるには､ 武道がある｡ 山に登りたければ､ 山がある｡ 泳ごうと思えば､ 川あ
り､ 海あり､ プールまでつくられている｡ その他あらゆるスポーツは､ まさに百花りょう
乱である｡ だが､ 大空にとびたいと熱望する若人たちにとっては､ 必ずしもその自由は許
されていない｡ 軍用は別として､ 新聞社の原稿輸送か､ 宣伝用か､ 少数の貨客を運ぶ航空
会社にのみ､ 航空機が利用され､ その乗員か､ 養成される一部特定のものだけがとぶこと
ができた｡
こうした時期に､ 純然たるスポーツとしての飛行を目的として､ 関東関西に､ 大学､ 専
門学校の学生を中心として､ 航空思想のかん養技術習得の練習が始められるようになった｡
日本学生航空連盟の誕生である｡
関西でも､ 昭和５年３月には京大工学部に､ ６月には関学に航空研究会が誕生した｡ こ
の両者で関西学生航空連盟が結成され､ 関東と合流して日本学生航空連盟になるのである｡
ことに､ 関西では､ その際､ 関学出身の､ 当時､ 朝日の社会部航空担当記者､ 新宮寿天丸
氏が母校当局に働きかけ､ 成立に奔走､ 懸命の努力を重ねられたことは見逃せない｡
ようやくにして説得効を奉し､ 非公認ながら学生クラブ活動の一環として AVIATION
CLUB が関学に生まれた｡ 予算はなく､ 経費はもっぱら学生の自己負担と寄付によって
まかなわれたが､ クラブの創設､ 部員募集の発表は､ 反響著しく､ 大空に憧れる若人や､
一部は好奇心半分の入部希望者が殺到した｡
直接の実習指導は朝日新聞航空部の面々が担当し､ 監督には航空局大阪飛行場長佐々木
利吉航空官が当たった｡ 庶務的な事項は朝日新聞庶務部長野田安重氏､ 引続いて久琢磨氏
が面倒をみた｡ 全く何から何まで朝日新聞社のまる抱えであった｡
つぎに､ 飛行練習に入るのだが､ まず飛行機を確保せねばならぬ｡ 昭和５年７月､ 学校
が暑中休暇に入ると､ 京大､ 関学の学生が大阪木津川尻にある飛行場に集結､ 日本航空の
格納庫の中で､ 関東から陸送された飛行機の組み立てを始めた｡ 指導は朝日航空部機関士
の近藤通氏がその中心であった｡
飛行機はアブロ504型､ 実に簡単な木製のもので､ エンジンは ｢ル・ローン｣ 116馬力､
９個の気筒が星型に取り付けられ､ 中央に (当時天狗の鼻と称していた) 円型のカバーに
しん棒があり､ それに４枚羽根の木製のプロペラがつく｡ 回転はエンジン自体が回る一見
奇妙な感じのものである｡ それでも組み立てが終わり､ ゴウ音をあげて､ 回り始めた時は､
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全員歓声を挙げ拍手して喜んだ｡ 機体は木製布張りのチャチなものだったが､ それでも大
空に飛び上がり､ 若人の夢と希望をかなえるには十分であった｡ いみじくも名づけて ｢都
どり｣｡
飛行実習に入った｡ 第１着手は教官操縦による同乗の体験飛行である｡ 教官は朝日の河
内一彦､ 新野百三郎､ 中島忠英の各氏､ そうそうたるメンバーである｡ しばらく後に弘中
正利､ 近藤通の両氏が専任で指導に当たった｡
体験飛行が一巡して､ 同年８月下旬から､ 教官同乗による操縦練習が始まった｡ しかし､
前述のように､ 世間一般では､ まだ飛行機の安全性に対する認識は十分でない｡ 航空研究
会に入会したというだけでも､ 父兄の猛烈な反対があった｡ その反対に負けて､ 入会を取
り消し､ 脱退するものが続出した｡
だからでもないが､ 操縦練習は極めて慎重だった｡ 一瞬の油断も許されない｡ しかも計
器類は関係なく､ 全く ｢勘｣ 一筋によるのである｡ ちなみに､ 飛行機に装備された計器と
いえば､ 右翼の支柱に固着された速度計､ 操縦席の前面に取り付けられた回転計だけ､ 油
圧､ 油温計もなければ､ 傾斜計等はもちろんなく､ 高度計も必要ないから取りはずされて
いた｡
事故に対しては非常に注意深かった｡ 万一､ 大きな事故を起こせば学生航空存続にも影
響を及ぼすのは日を見るより明らかである｡ 教官も真剣そのものである｡ ｢操縦桿は強く
握ってはいけない｡ お嬢さんの手を握るように､ 優しく､ 柔かく｣ ｢機首は常に下げ気味
にせよ｣ ｢飛行機を傾けるな｣ ｢顔に当たる風の具合によって､ 滑っているかどうかが分か
るはず｣ 等々､ 微に入り､ 細をうがつ指導だった｡ 同乗飛行中､ 前の座席 (練習機は前後
複座) から伝声管を通じて､ 種々の注意について､ どなり飛ばされたり､ 長いムチでふり
向きざま後部座席の学生の頭をドヤされる風景もしばしば見られた｡
練習場は専ら木津川の飛行場である｡ 大阪の西南端､ 市内中心部から市内電車と渡船を
利用して約１時間､ 西は大阪湾に面し､ 北と南側は川､ 東にはごく近接して中山製鋼の煙
突が立っていて､ 黒い煙をはいている｡ 約６万坪できわめて狭い｡ 滑走路といっても別に
舗装もしてない､ 単に広場としかいえないようなものである｡ それでも日本航空の ｢フォッ
カー｣ 旅客機が発着していた｡
やがて京大､ 関学に加えて､ 大阪外語､ 大商大､ 関西大学､ つづいて立命館と､ 練習に
参加した｡
飛行場は狭い､ 練習機は少ない､ しかし人員は増える｡ 学業があるから練習は土､ 日､
祝祭日に限られる｡ しかも市内から飛行場に来るには相当時間がかかる､ というわけで正
味の練習時間は短い｡ １人当たり､ １回４､ ５分に制限されて大体､ １日に多くても２回
離着陸するだけで精一杯といった調子｡ それでも全員熱心に練習に励んだ｡
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６年７月と､ 翌年２月の２回､ 八日市の飛行第３連隊の営内に合宿､ 練習もしたが､ 特
筆したいのは､ 参加学生に偏狭な対校意識は全然なく､ 渾然一体となって､ 和気あいあい
として練習に励んだ｡ 関西学連の特色ではなかっただろうか｡
短時間の練習も積み重ねられ､ ６年12月､ 京大の深山杲 (スポーツ医学の博士)､ 関学
の名倉三郎､ 合田福太郎､ 関大の中川喜久造､ 大商大の高橋勝蔵､ 津山秀雄の６名が初め
て単独で飛ぶことを許された｡ 関西学連で最初のケースである｡ ７年３月には練習半ばで
卒業しなければならなくなり､ そのを主体に鳳翼会が結成され､ 現役学生に混じって
飛んだ人もあった｡
順調にここまでは推移した学連ではあったが､ その後､ 初めて崩壊の危機に見舞われた｡
６年９月､ 奉天郊外柳条溝に起こった小さな事件が満州事変へと拡大発展､ 朝日新聞が本
来の業務に繁忙さを増し､ 航空部の活動も非常事態を呈するにいたり､ 学連の面倒を見る
のに困難をもたらすようになったためである｡ しかし､ この累卵の危機に直面し､ 多くの
困難を排除し､ 学生航空連盟を支えたのが､ 弘中､ 近藤の両教官であり､ 中川喜久造はじ
め熱烈なメンバーたちであった｡
学連50周年誌より
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昭和７年から12年までの５年間､ 関西学院大学航空部員として学連で操縦練習を受け
た｡ その間には沢山の思い出があるが､ なかでも昨日のことのように思い出されることが
ある｡ 木津川の加茂の川原に不時着した時のことである｡ 最初の最も恐ろしかった経験で
ある｡
10年５月に３等操縦士の免状をとった私は､ 翌11年４月に２等操縦士の免状を取るべく､
当時の木津川飛行場を離陸して滋賀県の八日市飛行場 (旧飛行第３連隊) へ向った｡ その
時飛行機はサルムソン式２２型だった｡ 往路は無事に八日市飛行場に着陸した｡ 飛行場
には中川さん (現全日空ビル) が面倒をみるために､ 八日市飛行場駐在員としておられた｡
どんよりと曇った空模様であった｡ 中川さんの指示で帰路に着いた時は､ 雲高は400メー
トルぐらいだったので､ 大丈夫だった｡ そのうち草津の上空あたりでポツポツと雨が降り
出してきた｡ ちょうど､ 大津と京都の山の谷間があいていたので大阪方面に行けるだろう
と思い､ 大津〜京都の国道に沿って京都へ出た｡ これからは淀川に沿って大阪湾に出て､
海岸ぞいに帰ればよい｡ 南下､ 途中､ ふと見下ろすと､ 川幅が細くなっていた｡ ｢しまっ
た｣ と思ったときは､ 淀川と木津川とをいつの間にか間違えて､ うっかり木津川をさかの
ぼっていたのだった｡
折しも雨は降りしきり､ 視界は極度に悪く､ 高度は200メートル､ まわりの山々は700メー
トルぐらいあるので､ 油断できない｡ ちょっと油断すると､ 目の前に山が迫り､ 何度かも
うこれで終わりか､ と思った｡ もう一度木津川を下って淀川に出ようと思ったが､ 雨雲が
一面にたれこめ､ もどることも､ 進むこともできない状態になってしまっていた｡ 冷や汗
が肌着をぬらし､ 不安は増すばかり｡ 生駒山の東側ということは大体､ 見当ついたが､ 正
確な位置はわからない｡ 一瞬､ 国鉄の駅が視野に入った｡ 駅名を見ようとしたが､ 当時の
私の技量では無理だった｡ ２文字の駅名とだけはわかったが､ せまい盆地の中をぐるぐる
回っているので､ その余裕もない｡ 八日市を出発する際､ 燃料の補給をしなかった｡ 残り
の燃料が心配になった｡ 不時着を決心した｡ その場所を探した｡
ちょうど木津川が大きく曲っているところに長さ200メートルぐらいの三角洲があった｡
三角洲には､ 川原の石がごろごろしている｡ 飛行機をこわし､ 自分もケガをするだろう｡
悪くすれば､ 生命にもかかわるだろう､ と悲壮な覚悟をきめた｡ １回目のトライは､ 目測
が高すぎてやり直し､ ２回目もやはり高すぎて､ その三角洲をオーバーしそうだった｡ こ
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うなるとくそ度胸が出てくる｡
３回目､ 飛行機は無事､ 三角洲の端に接地した｡ 機体は川原の石に当たり､ ガタガタと
揺れ､ 今にもひっくり返りそうになりながら150メートルほど進んだが､ なかなか止まら
ない｡ 三角洲をオーバーランして川の流れに突っ込んでしまいそうだった｡ が､ その寸前､
まことに幸運にも､ ｢ガタン｣ と音がして､ 飛行機は止まった｡ ｢やれやれ助かった｣｡ 私
は足やら顔やらをつねって見た｡ どこもケガをしていなかった｡ すぐ降りて機の点検をし
た｡ どこも異状はなかった｡
堤防の方から降りてくる多くの人たちの姿が目に映った｡ 先きほどからの私の飛行機の
着陸をじっと見て､ 無事に着陸したのを見とどけ､ 手を振りながらかけつけてくれたのだっ
た｡ 私は飛行機の側から離れられないので翼の下に入って雨をしのいだあと､ 朝日新聞社
に ｢無事､ 加茂の川原に不時着した｣ と連絡を依頼した｡ しばらくして関学航空部の辻さ
んが飛んできてくれ､ 飛行機はそのままにして帰宅するようにいわれた｡
翌日､ 木津川の飛行場へ行ったところ､ 飛行機はすでにもどっていた｡ 弘中教官が操縦
してもどられた､ ときいた｡ こんなことでは２等の試験は落ちた､ と覚悟していた｡ が､
試験官から ｢飛行機をこわさずに不時着した｡ 飛行機は教官によってではあるが､ 無事に
もどってきたので､ 合格とする｣ といわれた｡ うれしさは､ いいようもなかったが､ それ
にしても後日､ 友人から聞いた話は､ こうだった｡ ｢あの日､ 君の飛行機がもどらないの
で､ 弘中教官は飛行場に立って､ 雨にぬれながら腕をくんでいつまでも京都の方角の空を
見上げておられたよ｣ と｡ 私は胸があつくなった｡ 訓練にはひと一倍きびしい教官だった
が､ 心やさしい人であった､ と涙した｡ その教官も今はもう亡くなられた｡
学連50周年誌より
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昭和13年卒



関学航空部に入部し､ 学連に加入させていただいたのは､ ちょうど昭和10年の入学と同
時でした｡ その年､ 関学で入部したのは､ 私１人｡ 先輩に衣笠､ 太田､ 金子､ 中来田､ 森
重の諸兄がおられましたが､ 毎年１人ぐらいしか入部してこないということでした｡ 他の
部にくらべると､ 非常に少ないと思われましたが､ これは飛行機を操縦するという特殊な
スポーツであったためでしょう｡

入部当初は大阪城東練兵場に格納庫があり､ 冬の寒い日に手にヒビを切らせてピストン
の擦り合わせや組み立てを手伝ったものです｡ その後､ 木津川尻の工場群に囲まれた飛行
場に移り､ ここで訓練をしました｡ 周囲は工場の煙突で殺風景な環境の中にありましたが､
上空からは､ 川口と海と陸で進入目標がつけ易かったようです｡ この飛行場に通うのに､
途中､ 渡し舟に乗らねばならなかったことを今思うと､ 飛行機と渡し舟という非常に対照
的な組み合せに､ 昔ののんびりした時代がしのばれます｡
その後は生駒山の麓にあった盾津飛行場が主な練習場となり､ 終戦時まで続いたことと
思います (15年初めから20年末まで外地で軍隊生活)｡ 使用機は､ アブロ､ アンリオ､ サ
ルムソン､ 石川島３型などでした｡ 盾津飛行場では練習中によく事故が起きました｡ 初
単独の君が第４旋回を終わり､ 着陸態勢に入って50メートルくらいのところで少し突っ
込み過ぎたな､ と思っていると､ 機首を立て直し､ 次に姿勢をもどした時､ 地上に激突し
ました｡ ２メートルくらいの長さのプロペラは､ 中心部だけ残して折損しましたが､ その
ほかは傷なし｡ もちろん､ 君も無事でほっと胸をなでおろしたものでした｡
練習が終わると､ 機体の手入れと掃除｡ 空カンに粉石鹸を水にまぜて､ たきぎを燃やし
てぬるま湯にし､ 翼の下に付着した油や汚れを取ったものでした｡ ある時､ このたきぎが
燃えにくかったので､ 君が少し火のついたたきぎに３､ ４メートル離れたところから､
カンに残ったガソリンをふりかけたところ､ 糸のように重なった液体が火に届いたと思う
瞬間､ 手許まで火が走り､ 両手に火傷を負うという事件がありました｡ ガソリンの引火力
の強さと恐しさを知らされました｡
やがてグライダーの練習もはじめられるようになりました｡ ある日､ 君が地上滑走の
練習の際､ 突風が吹き､ 一瞬のうちに７､ ８メートル空中に舞い上がり､ 機上から ｢どな
いしたらええねん｣ と､ 叫んでいるうち､ 失速､ 墜落､ 機体は傾いたまま翼端から接地し
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ました｡ その衝撃で君は､ 座席から地上に投げ出されて意識不明､ 一同驚きあわてて始
動車 (ぺラ回し) に乗せて飛行場を横断する凸凹道を､ 病院へと急いだところ､ 途中､ 車
の振動で気がついた君､ 目をパチクリ､ というひと幕もありました｡
しかし､ グライダーで思い出すのは､ なんといっても､ 霧峰の合宿練習です｡ 夏でも
朝夕ははだ寒く､ 宿舎にはコタツが用意され､ 練習中は走っても､ 汗をかかないくらいの
適温でした｡ 紫外線が強く､ 高山植物の色が鮮やかであったのも印象に残っています｡ あ
る日の練習で接地しそうになった時､ 風にあおられ､ スロープの谷間を両翼端が地はだに
ふれそうになりながらも蛇行して行くうち突然､ 細長いクルミ盆地が眼下30メートルくら
いのところにひろがり､ 前方はまた山｡ 着陸するのに盆地に沿って右旋回しようとしまし
たが､ 風圧が強く､ 片手ではかなわないので､ 両手を使ってやっと旋回､ 着陸することが
でき､ スリルを満喫したのでした｡ この飛行はわずか､ 数分だったのに､ 機体を元の位置
にもどすのに牛を使って40分以上もかかったのには驚かされました｡ 今日では､ 機体をど
うして運搬しているのか知りたいものです｡
霧峰合宿でも､ 変わった事故がありました｡ 雨が降って来たので練習を中止し､ 急い
で帰ろうとし､ 宿舎入口の数メートルまで近づいた時､ 突然､ 雷鳴､ 宿舎に落雷してハリ
が裂けました｡ 入口にあった雨だれを受けるバケツに､ 径20センチぐらいの火柱が立つの
がはっきりと見えました｡ 室内で夕食の支度に鉄の釜の中を金属のシャクシでかき回して
いた宿の主人も感電し､ 腕から足に電気が通り､ その場に転倒､ 手足をみみずばれにした
まま､ ぼう然としておられるのを見て､ 雷の恐しさを知りました｡
合宿中に覚えた霧峰小唄の一節に
暮れかかる

山は紫白樺林

北にゃアルプス

南は富士よ

ここは天下の霧峰
というのがあり､ 周囲の景観をよくいい表わしていました｡ しばしば愛唱したものです｡
戦後､ 学生航空連盟にお世話になった息子に聞いてみましたが､ 知らない､ ということで
した｡ あの歌は､ その後どうなったのやら､ もう､ 誰にも歌われなくなってしまったので
しょうか｡
学連50周年誌より
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〜盾津飛行場追想〜

昭和16年卒

全世界で航空機の研究と発展を加速させる契機となった第一次大戦の後､ 我が国の学生
間でも空への憧れが高まっていた｡ そして昭和５年３月には､ 大学にも航空研究会が姿を
現すに至るほどの沸騰ぶりであった｡ まず､ 関東では法政大学､ 関西では関西学院大学が
航空研究会を設立すると､ 全国30余校がそれに続いた｡ こういった学生の動きに呼応し､
逓信省航空局では陸軍の協力を得て昭和５年４月29日､ 各校の航空研究会を組織単位とし
て ｢日本学生航空連盟｣ を朝日新聞社内に結成した｡ 学生の活動を指導育成することで､
広く国民に航空思想を普及し国防に資するのが目的であった｡

当初､ その関西支部の飛行訓練は木津川尻飛行場で行われたが､ 交通の便が悪かったの
で､ やがて森ノ宮練兵場を経て生駒山麓の ｢盾津陸軍飛行場｣ へと移った｡ これは満州事
変勃発を受けて､ 防空と操縦士養成を掲げ民間人によって建設された７万坪もの飛行場だ
が､ 昭和９年に民間から軍に献納されていた｡ その翌年にはドイツからグライダー学校の
ヒルト氏が来場し､ 空に憧れる若者を魅了する数々の妙技を披露してくれた｡ さらに､ 東
京と大阪で隔年開催の全日本学生航空選手権大会会場ともなった｡ それ以前の新庄盾津の
地は､ 江戸末期に水田に開墾された静かな農村であったが､ 盾津飛行場建設によって､ 草
相撲の盛んな田園地帯から一躍､ 国民を空へと誘う夢の舞台となったのである｡
では､ 当時そんな盾津での研究新入生の一日を紹介しよう｡ 飛行訓練は週末の午後と日
曜祭日であったが､ その日は四条畷線の鴻池新田駅から､ 重いボストンバッグを担いで田
舎道を歩くこと２㎞､ 漸く三棟の格納庫に到着だ｡ 直ぐに飛行服 (助教官以外は上下煙突
作業衣) に着替えて格納庫の大扉を開門｡ 飛行機を待機ゾーンに整列し最後に黒板と長
椅子をピストに運べば準備完了となる｡ 教官殿と先輩方到着でいよいよ訓練開始だ初級
クラスは同乗飛行からだ｡ 前席の教官からの罵声が伝声管を伝わり､ 懸命に操縦するが僅
か５分程の場周飛行で疲労困憊となる｡ しかし大空で先輩の演ずる８字飛行､ 螺旋降下､
制限地着陸､ 更に大先輩の宙返り､ 背面飛行等々アクロバットに胸躍らせたものだ｡
太陽が六甲山に傾く頃､ ｢フレッシュマン集合｣ の号令を受けて今度は機体の大掃除
開始だ｡ 石油缶で洗剤を沸かし､ こびり着いた潤滑油を翼の下に腹這いになって拭い落と
すのは至難の技だが､ やっとのことで先輩の点検に合格したら格納庫に納めることができ
る｡ 漸く日没頃に解散となり盾津の長い一日が終わる｡ 帰路は ｢積載重量テスト中｣ など
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と称して､ オンボロオープンカーに全員が乗り込み､ 村の駐在さんも定員超過を黙認する
中､ 駅へと向かう｡ そして駅に着くと三々五々京阪神の歓楽街へと散開するのであった｡

さて､ 昭和13年春に飛行訓練が伊丹大阪第二飛行場へ移った後は､ 防空訓練や学生軍事
演習に使われていた盾津飛行場だが､ 終戦間近に木製艦爆機 ｢明星｣ ３機が三沢基地へ離
陸したのを最後に､ 静かにその栄光の幕を閉じた｡ また､ 第二次大戦後､ 新庄盾津一帯は
農地に復元されていたが､ 大阪万博を機に再び開発されることとなった｡ 今では､ 飛行場
跡地はトラックターミナルヘ､ 懐かしい格納庫跡は盾津中学校へと生まれ変わっており､
その正門脇の記念碑には ｢盾津飛行場跡地｣ の銘板がひっそりと輝いている｡

※当時の使用機
名

称

仕

様

等

馬

力

アンリオ

乙式一型ル・ローン

石川島−３型

シーラス一型

115

乙式一型偵察機

サルムソン水冷星型

230

甲式四型戦闘機

80

450

但し､ 上記は昭和13年秋には赤橙色の下記の２機と総入れ替えとなっている｡
名

称

仕 様 等

馬

力

九五式三型

初

練

用

150

九五式一型

中

練

用

350
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昭和17年卒

昭和13年４月､ 関西学院大学の予科に入った｡ 即座に航空部入りした｡ これは当時､ 私
の兄､ 猛夫が関西学院大学の３回生で､ 関西学連の助教として同じ関学の中来田(兄)さん
らと華々しく活躍していたのに影響を受けたためである｡ それから17年９月､ 繰り上げ卒
業で大学を去るまで､ ４年半にわたり､ 飛びつづけた｡
その間の想い出の中で､ 今もってどうしても私の脳裏に焼きついて離れないのが､ 最後
の年に起きた学連史上前代未聞ともいうべき ｢スト騒ぎ｣ である｡ 今日ならストなど物珍
らしくもないが､ 戦時中でもあり､ 飛行機の訓練に明け暮れている純真な学生達の集まり
の中で起きたものだけに､ 周囲はさぞかし驚いたことと思われる｡ 40年も昔の古いことだ
けに､ 珍事のひとつであった｡
16年12月､ 第２次大戦の勃発とともに１年先輩たちは各大学を繰り上げ卒業して学連を
出ていった｡ そのあとを受けて私が選ばれて学連の委員長を務めることとなった｡ 思いも
かけなかっただけに､ その責任の重さと光栄に身の引きしまる思いだったことを､ 今もよ
く覚えている｡ 戦局は急速に進み､ 戦時色は時々刻々とその色彩を濃くしていった｡ 訓練
を行っていた伊丹の飛行場 (現大阪空港) にも､ 加古川第13戦隊の97戦１個中隊が展開し､
一朝有事にそなえて待機していた｡
こうした情勢の急激なうつりかわりの中でも､ 関西の学連の内部や学生たちの雰囲気は､
それ以前とほとんど変わりなかった｡ 学連運営は､ 所属の各大学､ 高校､ 専門学校から委
員を出して委員会をつくり､ 教官方と相談しながら自治的に行われていたのである｡ 17年
になると､ 岐阜の陸軍飛行学校から配属将校が土､ 日､ 祭日の訓練日に必ず飛行機をとば
してやってくるようになった｡ しかし､ われわれ学生は､ いぜんとして髪を自由にのばし､
大学の配属将校の丸刈り命令にも言を左右にして応じなかった｡ 別に意地になって反抗し
ていたというのではないが､ 今思えば､ 何か以前からの学連気質というか､ 自由でのんび
りした伝統的気風がそうさせたのかも知れない｡ 飛行機の訓練にうちこんでいるのも､ た
だ飛行機がすき､ 空がすきという一途な気持ちから｡ 制服に憧れてのことではないという
意識が心の底に根強くあったためかも知れない｡ こうした背景の中で事件は起きたのであ
る｡
17年の何月であったか､ 記憶がさだかでない｡ そのころ首席教官は白石さんになってい
た｡ われわれは軍から近々､ 関西支部へ95式１型練習機が何機か払い下げられることを聞
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いて知っていた｡ 戦時体制下では長距離の航法等はほとんど不可能に近かった｡ それだけ
に機の払い下げがあった場合は､ 必ずわれわれ関西の学生に輸送の機会を与えてもらえる
よう､ 強く教官にお願いしていた｡ そうしてもらえる､ と思い込んでいたのである｡
ところが､ 何としたことであろう｡ ある日､ 突如として東の空に95式１型練習機の編隊
が姿を現わした｡ ５機か６機か忘れたが､ ゆう然と上空に接近するや､ 編隊をとき､ する
すると場周コースに入り､ 着陸した｡ 最初は乗員養成所あたりの連中が来たものと思って､
のんびり眺めていたが､ よく見ると､ 何と関東の学生連中ではないか｡ 白のマフラーか何
かを首にまき､ かっこよく機から下りてきたのだ｡ この連中は､ われわれの運ぶべき機材
を頼みもせぬのに､ おせっかいにも､ 運んできたのだ､ そしてわれわれの気持もわからず､
こちらにむかって友好的な微笑みすら浮かべ､ 手を振っているではないか｡ 頭に血が逆流
したとしても､ 無理からぬことであろう｡ 関東の連中の気持ちだってわからぬではない｡
お互い折あらば､ 少しでも遠出をし､ 腕を磨き､ 経験を積みたいのである｡ だからこそ教
官によくよくお願いしておいたのに､ くやしくてたまらなかった｡
各校の委員一同が格納庫の片隅に集まった｡ 対策の協議である｡ このまま､ すごすご泣
き寝入りするのは､ 男でない｡ 何とかこの残念な気持を現す方法はないものか｡ それと､
今後２度と関東の連中に空輸を横取りされないためにも､ 何とか意思表示しておくことが
必要である｡ 同志社の大西､ 丸川､ 白地の諸君と京大の中来田(弟)君が､ その席にいたこ
とだけは､ はっきり覚えているが､ 他にだれがいたかよく記憶がない｡ そこでの主な意見
は､ われわれの気待ちをはっきり現すため､ ２､ ３日間､ 練習を休もう､ ということだっ
た｡ 強硬論は私をはじめ大西､ 丸川､ 白地君らで､ 穏健慎重派の代表が中来田(弟)君だっ
た｡ 中来田は涙を流してわれわれの無謀をいさめたが､ 強硬派が全体を押しきった｡ そし
て全員､ これに従うことになった｡ さっそく､ 翌日､ 伊丹飛行場の入口に各学校の古手が
頑張り､ 練習に来る自校の若手を有無をいわさず､ 追い返してしまった｡ さあ､ 事は重大
である｡ 配属将校殿はこれを知って激怒した｡ この戦時下に何ということをするのか､ 非
国民だ､ 今後､ 軍隊に入っても絶対昇進できないよう幹部候補生の資格は剥奪するといき
まいた｡ こちらにしてみれば､ 操縦候補生など問題外である｡ ゆきがかり上仕方ない､ ど
うにでもなれ､ というふてくされた気持も一部にあった｡ 甘いというのか､ 世間知らずと
いうか｡ その時も本気になって心配してくれたのが､ 育ての親､ 中島教官をはじめとする
朝日の航空部の人たちであった｡
配属将校の間に割って入り､ とりなしてくれた｡ 忘れもせぬ朝日会館の上のアラスカと
いう上等のレストランに配属将校と教官連､ 学生の主だった者たちを全部集め､ ご馳走し
た上､ 話を煮つめ､ 双方に納得させ､ ついに和解が成立した｡ 和解等といえば配属将校殿
はまたまた逆上されたかも知れぬが､ とにかく中島さんのおかげでまるく納まったのであ
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る｡
張本人の私は､ 自分から操縦候補生を辞退し､ 加古川の中部96部隊へ現役兵として入隊
した｡ 大西､ 丸川､ 中来田君らは岐阜飛行学校へ操縦候補生として入校｡ 浜松の重爆に転
じ､ みんな今次大戦で戦死されたと聞いている｡ 私は加古川第２航空教育隊から甲種幹部
候補生として水戸陸軍飛行学校 (航空通信) などを転々､ 終戦を迎えたが､ いま生きてい
ることへの岐路があのスト騒ぎであったと思えば､ 運命のいたずら､ 奇跡としかいいよう
がない｡
かえりみれば若気の至りであったとしても､ あのストは､ 決して今日的なストではない｡
一見､ わがままに見えるが､ 当時の学生たちに何物も与えられることのない不満､ 自由を
もとめる精神が自然にああした行動に自らをかりたてたのではなかろうか｡ 私どもの青春
は､ 学生航空連盟とともにあったし､ 私の本当の恩師は学校においてよりも､ 飛行機を愛
し学生を愛し生涯を空に生きた ｢忠やん｣ (朝日新聞操縦士

中島氏) であった､ といま

も思っている｡ 若き日の学連の生活は､ よい師､ よい先輩､ よい同僚､ よい後輩に恵まれ､
飛行機ひと筋に生きた充実した日々であった｡ その後の私の人生の大きな支えとなった｡
学連50周年誌より

わが青春に悔いなしである｡
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関西大学航空部OB









私は､ 1939(昭和14)年４月関西大学に入学｡ 航空部員となり､ 学連 (飛行機の) 操縦部
とともに､ 訓練に人数を要する (グライダーの) 滑空部へも所属を申し出た｡
操縦部の訓練は､ 陸軍の 盾津飛行場 で行われた｡ フレッシュマンとして入部前に２・
３度見学に行かせていただたいが､ その際

アンリオ

による慣熟飛行を白石主任教官が

操縦で１度体験させて下さった｡ 生涯初めての飛行である｡ 入部後は九五式三型機で飛行
訓練を開始した｡
滑空部の訓練は､

大阪城東練兵場

(現在JR大阪城公園駅−森ノ宮駅間の生駒山側の

地下鉄車庫一帯にあった) でプライマリー ｢グリコ号｣ による滑空練習であった｡ 有名な
｢神風号｣ の飯沼正明飛行士､ 塚越賢爾機関士や小侯飛行士が時々朝日新聞社の格納庫に
顔を見せられた｡
入部するや､ 既に卒業されていた合田福太郎､ 衣笠武男､ 永井要､ 金子良夫先輩､ さら
には､ 満州国飛行協会創立祝賀飛行をされた中来田隆二､ 森重猛夫両先輩の噂を聞かされ､
これら関学の諸先輩のことを知った｡ 祝賀飛行に使われた石川島Ｒ35型機は当時まだ盾津
の格納庫にあり､ 毎日のように出し入れを手伝わされた口である｡

1940(昭和15)年春､ 我々が加古川飛行場での軍隊合宿の時､ 既に陸軍の操縦候補生２期
生として軍務に服し､ 陸軍中尉であった金子良夫先輩が飛行戦隊員として､ 加古川で勤務
されており､ 片方､ 直接に学連の先輩として､ 学連同期の ｢福ちゃん｣ こと吉井賀男君と
共に全員が親身のお世話になったことが思い出される｡

1941(昭和16)年度関学卒の本出泰三､ 澤田精二､ 勢山五郎､ 土弘利郎先輩とは (その後
学連は大坂第二(伊丹)飛行場と両方使うようになるのだが)､ 盾津飛行場までのお付き合
いであった｡
・今も温厚な本出先輩には､ 関西の学連ＯＢ会のほか､ 時々関東の学連ＯＢ会でもお目
にかかる｡
・我々後輩が今も呼ぶ ｢トンチャン｣ の綽名も平気で聞き入れ､ 後輩を可愛がってくれ
た澤田先輩｡
・80歳になった爺さんの小生を今も

オイ！苗公
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と呼んでくれる元気な勢山先輩｡

・そして不思議にも､ ３年後輩の我々と特操１期の仙台飛行学校に入校して同期生にな
り驚かされた土弘先輩｡

終世忘れ得ない､ 学連では１年先輩で､ 特操同期生……森重壽夫先輩｡

学連後輩であり､ 軍隊は同期､ 仙台､ 比島､ 下志津と､ 一緒に軍歴の道を歩みながら､
最後は所属が異なり､ 最後に逢えなかった､ 温和にして信念があり､ 惜しみて余りある快
男児､ 依藤俊一郎君｡

そして学連の後輩になるが､ 昭和19年卒の滑空部の ｢ヨッちゃん｣ こと吉川由章君｡ 彼
は学連滑空部の三羽烏､ 市川 (同大)､ 北川 (関大)､ 吉川 (関学) と言われ､ 私が操縦部､
滑空部､ 両方の学生助教の時協力してくれた｡ 綽名が示す通り一番優しい滑空部の助教で
あった｡

この戦中組には､ 犬塚

彰君､ 磯部

明君､ 正田啓造先生､ 西崎健次郎君､ 須野

恵君

等がいる｡ 62年間に及ぶ (物故者を含めた) 有難い関学の翼友たちとの交わりと､ それが
関関戦として､ 若い世代にご縁が続くことは一生忘れ得ぬ賜物である｡
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元日本学生航空連盟教官


私は昭和15年 (1940) に同志社大学予科に入学と同時に航空部に入部､ その年の夏に霧
峰のプライマリーの合宿訓練で初めて地上を離れて空中に飛び出した｡ 飛び出すといえ
ば大袈裟に聞こえるが､ それは地上を離れること僅か1.5程度のことであったのだが､
初めての私にとっては､ 天と地がひっくり返るほどの大事件であった｡ これが大空との結
びつきの始まりで､ 以来60年､ 大空とのお付き合いは還暦を迎えることとなった｡
その年の秋の９月１日､ 私は伊丹飛行場 (今の大阪国際空港) で飛行機の操縦訓練を受
けることになった｡ これがそもそも学連との本格的な結びつきであり､ 関西学院航空部と
のお付き合いの始まりでもあった｡

最初に私が教えを受けた助教サンは同志社先輩の須川サンであったが､ 昭和16年１月18
日､ その年初飛行の日から私は関学の勢山五郎サンの班に編入された｡
このとき私と同時に勢山サンの班に編入されてきた仲間には前田利正 (神戸商大)､ 篠
原上次 (大阪商大) 等がいた｡ その頃の私の飛行時間は５時間15分で飛行回数は38回目と
飛行記録にある｡ やっとフラフラしながらもどうにか飛べるようになり､ 明けても暮れて
も場周飛行で前席の助教サンにドナラレテいた頃の話である｡
勢山サンは今もご健在で､ 昨年の学連会でもお元気な顔を見せておられたし､ 私に
も
オイ鐵五郎元気にしとるか
と昔と少しも変わらぬ親しみを込めた声を掛けてくださった｡
60年の歳月は一瞬にして飛び散り､ 学生服に茶色の飛行長靴をはいた勢山サンが､ ワン
パク連のわれわれを引き連れ､ 梅田新道近くの喫茶店に繰り込んで青春を謳歌し､ コーヒー
の冷めるのも忘れて飛行理論に口角泡を飛ばした頃のことが鮮やかに蘇ってきた｡

もうひとかた､ 当時の学生委員長をしておられた関学の森重寿夫サンも忘れられない方
のお一人である｡
だいぶ昔のことで多少正確さは欠けるかもしれないが､ 或る先輩に聞いた話によると､
何時ものように伊丹の飛行場に飛行訓練のために出かけた私達は飛行場の入り口にピケを
張った上級生に
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今日は飛行訓練を中止するから家に帰れ
と追い返されたことがある｡ せっかく楽しみに飛行場に着いたのに､ 理由もいわずに一方
的に

帰れ

はないだろうとブツブツ不平を言いながらも先輩の言うことに反対も出来

ず､ 渋々引き上げた｡ あとで事情を聞くと､ 当時学連の関西支部 (阪神飛行訓練所と言っ
ていた) に新しい95式中練が割当てられたのであるが､ その機体を東京の羽田から関東の
学生の手で伊丹まで空輸してきたのである｡
これまでこの機体の空輸については､ 関西に割り当てられた機体であるのなら関西の学
生の手で羽田から伊丹へ空輸させて貰うように何度も関西の教官に交渉していたのに､ 現
実は関東の学生が空輸してしまったわけである｡ これにはさすがに温厚な森重委員長も学
連の反省を求めるためには訓練をボイコットしてでも､ やむをえないと言う強い行動に出
られたわけである｡
当時の社会状勢はすでに軍国主義が強く､ とてもそのようなことが出来る状況ではない
ようにも思えた｡ しかし学生の中には､ 大学生のスポーツとしての飛行訓練に対しては特
別の思い入れがあり､ 学生の自治を強く主張する気風があって､ 上からの押さえ込むよう
な体制に対しては強く反発の姿勢を主張して止まなかった｡
森重委員長は､ 普段は

殿サン

と皆の信望を集め､ その鷹揚な態度からはとても考え

られない行動であった｡ その行動の良し悪しは別として､ 主張すべき点は強く主張してや
まなかった森重サンは私には忘れられない印象深い方の一人である｡

時は過ぎ､ 日本の空から航空機の姿が消えた｡ そして
この空は

我が空ならぬ

秋の空

とパイロットを嘆かせた暗黒の歳月が続いた｡
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今を去る58年前､ 関学航空部に機関部が生まれた事をご存じの方は少ないだろう｡ 当時
は第二次世界大戦中で､ わが国では大東亜戦争と称していた｡
当時は旧教育制度で､ 小学校６年・中学校５年・大学予科２年・大学３年計16年であっ
た｡ 然し学生も早く､ 兵士として､ 又は初級将校として戦争に役立てる必要から､ 文科系
学生の在学中の兵役免除を解除された｡ 当時は国民皆兵で男子満20才になると兵役の義務
があり､ 身体検査を受けて乙種合格以上は軍隊に入隊､ ２年間の兵役の義務があったので
ある｡ アメリカでさえも志願兵制度を改め､ 徴兵制度にしたのだ｡ その後わが国では､ 卒
業も半年繰り上げて９月卒業となった｡
但し理科系の学生は学業を終えるまでは兵役を免除された｡ 戦争には科学技術が必要で
あった｡ 戦争は随分科学技術を進歩させた｡ 第一次世界大戦では航空機の発達をうながせ､
第二次大戦では､ あらゆる科学技術のみならず､ 原爆やコンピューターの誕生をみた｡

さて､ 大東亜戦争中のわが関学航空部は､ 現在の伊丹空港が陸軍の飛行場であったのだ
が､ そこで陸軍の実際の練習機を借りて練習していた｡
そんな昭和17年 (1942) 11月､ 我々は関学高等商業学校２年の嘉納隆衛・楠本幸一・関
学大予科２年の犬塚ゆたか(彰) の３人が集って航空部の中に機関部を作った｡
実は嘉納隆衛は航空部に入りたかったが学生航空連盟全員の身体検査があって視力の点
で不合格となった｡
ここで関学高等商業学校というのは､ 当時関学大の商経学部より有名で､ 入学試験も難
しかったのである｡
それでも嘉納はあきらめず､ 何とか方法はないものかと考え､ エンジン整備の機関部を
上記の３人で作った｡ そして伊丹飛行場の格納庫に毎日曜日ごとに通うことになった｡ 立
命館大学の人もいた｡
当時は中学から大学まで授業の中に学校教練という科目があり､ 毎週軍事訓練を受けた｡
中学を卒業しても上級学校でも必修科目であった｡ 然し伊丹飛行場に通うことで､ 中学以
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外は教練免除になるので機関部を作ったのだ｡
昭和17年当時､ 陸軍から九五式中間練習機が関西学生航空連盟に貸与された｡ 我々機関
部の者は最初は中古の練習機 (多分サルムソンか) を土屋教官の指導のもとに､ 分解・カー
ボン落し・組立・張線 (ネジがもどらぬよう針金でネジの頭をつなぐ)・タイミング調整
(圧縮・点火・爆発の時間調整) して､ 地上運転してみて成功｡ 次に実際に搭載したら好
成績､ 航空部主将､ 森重寿夫先輩の好意によって､ 嘉納が同乗して神戸女学院と聖心女子
学院を表敬訪問飛行の後､ 関学上空で約20分､ 特殊飛行をした｡
その後18年 (1943) ９月13日に嘉納が13期海軍飛行予備学生に入隊のため解散した｡
嘉納隆衛は､ 土浦海軍航空隊に於いて海軍士官としての基礎教育４月の後､ 筑波海軍
航空隊で九三式中間練習機の訓練を重ね､ 19年 (1944) ５月より宮崎海軍航空隊と松島海
軍航空隊に於ける九六式陸上攻撃機の訓練を終えて９月戦地に着任｡ 第13航空艦隊司令部
付士官搭乗員として､ フィリピン､ セレベス､ ボルネオ､ ジャワ島､ スマトラ､ マレー半
島､ ベトナム海南島等々を九六陸攻で連日飛び続けるうちにジョホール基地で終戦を迎え
た｡ 22年９月復員後､ 松山５年､ 東京10年､ 京都・甲子園30年と無我夢中の50年を経て､
やっと神戸にたどり着いたところです｡
関学航空部のなつかしい想出の中でも忘れられない森重寿夫先輩のことや､ 共に海軍を
志し､ 終戦直前台湾沖で陸軍船団護衛の為､ 九六陸攻で飛行中戦死した､ 天句圭一郎兄の
ことが残念でならない

犬塚ゆたか(彰) は､ 昭和18年12月10日海軍桶浦海兵団に召集され､ 二等水兵として教
育され､ 選抜試験の後､ 19年２月１日海軍予備学生に任命された｡ 千葉県館山の洲ノ崎海
軍航空隊兵器整備部隊の写真隊に所属し､ 写真レンズ及び現像の基礎理論から航空地図の
制作を勉強し､ 19年12月同隊の写真隊の分隊士として予科練習生の教育に当たり､ 20年
(1945) ６月射爆隊に転じた｡ 守勢に立つと､ 攻撃兵器である写真の必要がなくなったの
である｡
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この小文は､ 学連同期で戦争の時一緒だった塩島清一君を意識して書いたものです｡ 塩
島君は立教大学在学中､ 昭和18年12月１日､ 陸軍に徴集され､ すぐに下志津飛行学校に配
属され､ 20年３月末まで千葉県銚子に居り､ ４月上旬､ 沖縄特攻で散っていった人です｡
聖公会に属するクリスチャンで､ 私と同じように弱虫で､ 飛行機は不器用､ 取り柄は飛行
機が好きというだけの男でした｡

戦争が終ったとき､ 私は､ 阿賀野川のほとり､ 今の新潟空港に居た…｡
私は､ いわゆる学徒出陣で､ 旧制大学２年在学中に徴兵され､ 加古川での二等兵生活二
週間の後､ 千葉県四海道を出発点として､ 予備役操縦将校の途を歩んでいった｡ そのとき､
｢学連｣ の仲間は二つに分けられ､ 一つは大型グライダー (完全武装兵25名又は小型自動
車も積める) の滑空部隊と､ もう一つは対潜警戒の為の航空母艦に乗る操縦部隊であった｡
私には､ 後者の航空母艦乗務のための訓練が待っていた｡ 利根川の河口の銚子飛行場で
の制限地着陸であった｡ 幅4.5の範囲に定点着陸し､ 100を正常に直進すると言うもの
であった｡ 仲間は20人で､ 東大・早・慶・立・明・同・立(命)・関(学)・関(大)・大市大・
岐(農) であった｡ ８月の速成訓練で全員無事少尉任官という事になったのだが､ 母艦
竣工と同時に始まった着艦実地訓練には14人が参加を許されたにとどまった｡ 私は､ 辛う
じて14人の中に入り得たが､ 戦友の間に生まれた競争の影は､ 後に生まれた特攻命令とも
関連して､ 若干の傷を残した｡

やがて､ 陸軍初の航空母艦が九州五島沖で轟沈され､ 建設中のもう一隻の航空母艦も建
造中止になり､ その頃､ 教官要員として銚子に残っていた私は､ 元気で優秀な少年飛行兵
を迎えて複雑な気持ちを味わっていた｡ 彼等は､ 飛行時間は35時間位であったが､ 一応特
殊飛行もこなし､ 柔軟な技術を持った16〜17歳の立派な飛行兵であった｡
私は､ 乗るべき母艦もないのに着艦訓練をしてどうするのだろうと思った｡ しかし飛行
兵には､ すべての飛行機の基本は制限地に安全に着陸することにあるのだから､ 将来どん
な機種に乗ろうと必ず役に立つと言い聞かせた｡ 後に初めての機種に乗っても驚かず､ 夜
間飛行になっても驚かない彼等を頼もしく思った｡
昭和19年秋になると､ 29が関東地方に出没するようになり､ 伊豆方面から侵入して爆
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撃した後､ 銚子上空で集結してサイパンに帰る彼等をしばしば見受けた｡ 焦燥と不安のう
ち､ マッカーサーの比島奪回作戦が熾烈になると､ わが陸軍航空部は､ 航空作戦の拙劣さ
を､ 特攻攻撃で補うという奇想天外な暴挙を敢えてしたのである｡

私の居た銚子では､ 陸軍航空隊のエリート中のエリートである航空士官学校出身者を以っ
て先ず特攻の第一号とした｡ 隊長は大尉 (54期)､ 副隊長は中尉 (56期)､ 隊員は少尉 (57
期) 13名､ ほかに少尉候補生出身の少尉と曹長が１名ずつという顔ぶれで､ 隊長と少尉候
補生出身の２名を除けば､ 私より未熟な人の集団であった｡ 普通300時間も乗ればたいて
いのことは出来るが､ 戦争で使えるようになるにはその倍は乗らなければと言われていた
が､ 57期の少尉は､ 300時間も乗っていなかったと思う｡
比島へは､ 銚子からもう一隊が出て終ったが､ 比島敗戦と共に沖縄血戦に備えて航空隊
は騒然となった｡ と号作戦､ と号要員という言葉が乱れ飛ぶようになった｡ ｢と｣ は､ 特
攻の ｢と｣ である｡ 訓練は急降下爆撃が主体で､ それもやがて跳飛攻撃へと移っていった｡
利根川の河口の灯台に向けて水面すれすれに飛んでいく超低空爆撃の訓練である｡
銚子にも､ それら ｢と｣ 要員が姿を見せるようになり､ 一種異様な雰囲気に包まれてい
た｡ われわれ学連の仲間のうち４名に命令が下されたのもその頃であった｡ 特攻が身近の
ものになると何故か孤独を好むようになった｡ 思わぬ時に涙が出るのを隠すためである｡
淡い恋心を抱いた阪急電車の女学院生をしきりに思い出したのもその頃である｡

やがて､ ３月20日広島に転進､ 習志野にあった飛行機に乗って浜松に向うと､ 右手に見
える東京は一面の焼け野原で文字通り息を呑んだ｡ 死にたくないと感じたのはどういう意
味だったのか今では分からない｡
広島に着いてすぐ､ 米軍の沖縄上陸作戦が始まり､ 銚子に残った塩島君に､ 真っ先に命
令が下り､ ４月３日彼は散華した｡ また､ 学連時代の私の教官､ 岡部三郎氏も銚子に来て
居り､ ２週間後に突入した｡ 岡部氏の仲間は､ みな乗員養成所出身で､ 若くして操縦の奥
義を体得したような方であった｡ 階級は ｢伍長｣ であったが､ 直協 (地上直接協力偵察機)
という特攻機の中で最も遅い飛行機を用いて､ 超低空爆撃を成功させた最初の部隊と言わ
れている｡
５月下旬､ 威儀を正した隊長に呼ばれ､ 行ってみると､ 少年飛行兵13名を連れて ｢正田
隊｣ を編成せよ､ と言う｡ 副隊長は現田 (現姓 西､ 関大､ 平成11年病没)､ 飛行兵の名前
を読み上げて後､ 飛行兵は適宜変えてもよいと言った｡ 二人とも異口同音に､ ｢異存あり
ません｣ と言ったが､ 異存のないのは飛行兵の人選であって､ 特攻命令にはこみあげてく
る怒りを感じた｡ その日の夜､ 現田は､ ｢俺達は麻雀をやらなかったからなあ｣ と言った｡
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麻雀の好きな隊長は､ 露骨に嫌な顔をする二人が､ ｢目の上のたんこぶ｣ のような存在だっ
たかもしれない｡
死を覚悟するには二人とも若すぎた｡ 夜の町をさまよい歩くのが日課になってしまった｡
ある日､ 通信隊の少尉が､ 司令部から ｢待て｣ と言ってきていると報せてくれた｡ よく
聞いてみると､ 隊長は ｢二人が特攻を志願している｣ という形式で､ 特攻隊を編成させよ
うとしたのである｡
６月になると､ 沖縄戦の敗色がきわめて濃くなり､ 航空隊は本土上陸作戦に対処せよと
言われた｡ そして新潟に転進､ 最も嫌だった隊長が更迭､ 晴れやかな気持ちで特攻を覚悟
した｡

７月末日､ 手薄になった ｢直協｣ 受領のため､ 友広 (同志社) と私が飛行兵３名を連れ
て､ 埼玉県熊谷に赴いた｡ その日､ 熊谷は､ 大空襲の後で混乱を極めていた｡ 相談の上､
私ひとりが東京の第一航空軍司令部に行き､ 飛行機受領がどうなっているか聞いてくるこ
とになった｡ 熊谷から上越線で上野に行き､ 上野から山の手線に乗って吉祥寺に向った｡
弾痕がある電車の中は静かで､ 新聞を読んでいる人は無く､ 岩波文庫や文庫本を読みふけっ
ている人が多く､ 中には世界文学全集を読んでいる人も居た｡ 学生に話しかけてみると早
稲田の理工科の学生だそうで､ 人懐かしく､ いろんなことを話してくれた｡
みんな覚悟が出来ているという感じであった｡
第一航空軍に着くと､ そこは成城学園の学舎であった｡ 応対してくれたのは､ 参謀肩章
をつけた少佐で､ 簡単に手続きをしてくれ､ 山形県真室川に行けば受領できることになっ
た｡ 少佐は椅子を与えてくれ､ お茶と握り飯を馳走してくれた｡
殺伐とした戦争末期の東京で､ 人間らしさを失わないよう努力している人を見て､ 心が
和んでくるのを覚え､ 再び列車に乗った｡ 夜遅く新潟に帰り､ 朝一番の列車で､５人で山
形県真室川に行った｡ 飛行機を持って帰ったのは８月３日の午後であった｡
戦争が終った時､ 私の体重は47㎏であった｡
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同志社大学航空部


昭和18年頃 (1943) 伊丹飛行場で私と一緒に飛行訓練を受けていた関学の航空部員の中
には私より先輩の勢山さん､ 吉井さんのほかに､ 磯部､ 安田､ 依藤､ 小松､ 正田､ 辻内､
吉村､ 瀬尾､ 亀山君等の諸君がいたが､ 松井､ 須野､ 西崎君等の３人トリオは私に特に強
い印象が残っている｡
丁度油の乗り切った技量の３人はその頃助教をしていた私の班に居たこともあるし､ 私
と一緒に助教をしていた関大の一山さんや同志社の門田君の班にも居て新入生の世話をし
ながら､ なにくれとなく私達の手助けをしてくれていた｡ 特に飛行訓練を受ける学生が増
えて伊丹飛行場だけでは訓練が十分に行なえなくなり､ 一部の学生を分教所的に盾津飛行
場に移して訓練をしたとき､ 助手のようなかたちで私達と行動を共にしたので思い出が多
い｡ 平穏なそんな時代も､ 戦争と言う避けて通れない大きな波に巻込まれ､ 私達も学業半
ばで昭和18年12月､ 兵役の門をくぐった｡ 松井君は私が滑空飛行第一戦隊に入隊したとき
同じ部隊に入隊してきて､

何だお前もか

と学生服とオサラバして別れて間もない

のに､ 大げさに手を取り合って再会を喜び合った仲である｡
松井君は神戸元町の

瓦せんべい

屋さんの老舗､

亀井堂

の息子さんで､ 一寸外人

ポイ顔立ちと､ さすがに良家のご子息らしいオットリとした性格は､ いつも私達に何事に
つけても

エエトコのボンボンは違うナー

といわしめていた｡

何人かのご兄弟の末ッ子()らしく本当に生まれたマンマの素直な性格は誰にも好かれ､
下級生からも大いに信望を集めていた｡
私達の滑空飛行第一戦隊という部隊は､ 大型グライダーを重爆撃機で曳航して､ 敵陣に
強硬着陸する特殊部隊で日本では当時グライダー部隊は私達のいたこの部隊だけであつた｡
昭和18年12月19日､ 日本各地から参集した日本学生航空連盟出身の

学生鳥人

達100

名は茨城県筑波山の麓にあった西筑波飛行場に展開した滑空飛行第一戦隊に見習士官とし
て入隊したのである｡
私と松井君は共に第一中隊に配属され､ 私は一区隊､ 彼は二区隊とたまたま区隊は分か
れたが､ 平生の起居､ 訓練などは全て同じ過程で､ 時折､ 昼の休みなどには互いに学徒兵
らしく､ 学生時代､ 特に伊丹､ 盾津飛行場で訓練した思い出話に花を咲かせることも珍し
いことではなかった｡
軍隊における飛行訓練も進み､ 修業式も終わり､ 昭和19年の暮れ近くには滑空戦隊はフィ
リピンへの進出を命じられ､ 松井君達は広島の宇品から昭和18年９月に進水したばかりの
航空母艦

雲龍

に搭乗､ 一路東支那海をフィリピンに向けて出発した｡
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雲龍
の

は護衛駆逐艦

時雨

樅

檜

に守られながら､ 空挺部隊の主力と特攻兵器

桜花 ､ および途中大連からは関東軍の将兵数千人を乗せ､ 荒天の東支那海を米軍潜

水艦の攻撃を警戒しながら一路南下を続けたが､ 12月19日東支那海の北緯28度19分､ 東経
123度40分付近 (名瀬の西､ 約652㎞付近) で米軍潜水濫
受け､ 搭載していた

桜花

レッドフィッシュ

号の雷撃を

が誘爆､ 殆ど一瞬にして轟沈し､ 残念ながら同艦に搭乗して

いた松井君等は艦と運命を共にしたのである｡
時に昭和19年12月19日午後５時のことで､ くしくも私達が西筑波に見習い士官として入
隊した日から丁度１年目に当たる日であつた｡
その日から50年生を長らえた私は生き残りの当時の仲間数名に呼び掛け､ 松井君等が
無念の涙を呑んだ東支那海に近い沖縄に飛び､ 現地で同君等の50回忌の法要を務めさせて
頂いたのである｡
その際､ お世話頂いたのが､ 当時沖縄万座ビーチホテルの社長をしておられた関学航空
部安田晃次氏で､ 同氏は学生時代､ 私と一緒に高松､ 徳島間の野外曳航飛行をなしと
げるのに苦労を共にした翔友であり､ これも何かの因縁であつた｡
私はその際沖縄で小さなビンに採取した東支那海の海水を松井君の実家にお届けし､ 同
君の50回忌の法要に仏壇に捧げ､ なにか胸の思いを遂げた思いがしたのである｡
関学の航空部史には掲載されないのかも知れないが､ 昭和18年頃､ 同じ日本学生航空連
盟､ その頃は大日本学生航空隊と称したが､ われわれが属した伊丹を主力とする陸上機の
阪神飛行訓練所とは別に､ 滋賀県大津を基地にした水上機の訓練を行っていた天虎飛行訓
練所というのがあった｡
ここに所属していた熊野､ 福田､ 有元の三君も私のいた滑空飛行第一戦隊に入隊してき
た｡ 私の実家が西宮北口で関学のある上原とごく近くであり､ 宝塚の話など話題に共通
点も多く､ 長く私と親しくして頂いた｡
残念ながら三君も前記の松井君と同様､ フィリピン進出の途中､ 東支那海で航空母艦
雲龍

と運命を共にした｡

松井､ 福田両君のご遺族とは今もお付き合いを頂き､ 12月19日の命日の日には､ 神戸の
護国神社にお参りをしたあと､ お宅にお邪魔したりして両君を偲ぶことも今の私には楽し
みの一つである｡
若くして無念の涙を呑んで亡くなられた関西学院出身の学生航空関係者の諸兄に､ 心か
らの敬意をここに表します｡
(参考書類)
昭和19年発行､ 大日本学生航空隊名簿 (旧日本学生航空連盟名簿)
平成10年発行､ 音無き翼 (滑空飛行第１戦隊､ いなご会発行)
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ޕ
  ̌#5QPIHQT-YCPUGK̍ቢᚑޕ
   ࠞ࠽࠳ᄥᐔᵗ⥶ⓨᣣᧄਸ਼ࠅࠇ᧲ޔ੩✢༡ᬺ㐿ᆎޕ
   ᣣ ਛ⪇ੱ᳃࿖ᑪ࿖ޕ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ㆬߦࠃࠆೋߩ㒮㐳⺀↢ޕ
  㑐ቇ㒮ᄢቇቇⷙ⒟ቯߐࠇᦨೋߩቇਈᑼࠍ㐿ޕ
  㑐ቇ㒮ᄢቇᣂᄢቇࠃࠅᦨೋߩතᬺ↢  ฬޕ
ޣතᬺ ޤㄞౝஜޕ
   ᣣ ᦺ㞲േੂഺ⊒ޕ
   ᣣ)*3ޔᣣᧄߩ࿖ౝ⥶ⓨㆇㅍᬺߦ㑐ߔࠆⷡᦠ㧔5%#2+0 㧕ࠍવ㆐
ᣣᧄਸ਼ࠅࠇ  ⥶ⓨળ␠ਛ  ␠ߦ⸵นߔࠆޕ
   ᣣ)*3ޔ,&#%㧔,CRCP&QOGUVKE#KTNKPG%QORCP[㧕⸳┙ࠍ⸵นޕ
   ᣣ ࠼࠶ࠫޔᣣᧄ⚻ᷣቯ╷㧔࠼࠶ࠫࠗࡦ㧕ჿޕ
 ․㔛᥊᳇ߎࠆޕ
   ᣣ࿖ౝ⥶ⓨㆇㅍᬺᏓ㧔⥶ⓨᴺߪᑄᱛ㧕
ޕ
   ᣣ⥶ⓨᐡޔㆇャ⋭ᄖዪߦ⒖▤⥶ޔⓨᐡߣᡷ⒓ޕ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ)*3ޔᣣᧄ⾗ᧄߦࠃࠆ࿖ౝ⥶ⓨᬺ⸵นߩⷡᦠࠍઃޕ
   ᣣ ╙  ࿁ࠕࠫࠕ┹ᛛᄢળ㐿ޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇቇㇱࠍ㐿⸳㧔ᢥᴺ⚻ߩ  ቇㇱߣߥࠆ㧕
ޕ
   ᣣᣣᧄ㐿⊒㌁ⴕ⸳┙㨇   ᣣ㐿ᬺ㨉
ޕ
   ᣣ ࠬࠞࡦࠫ࠽ࡆࠕ⥶ⓨޔධ࿁ࠅ᧲੩✢༡ᬺ㐿ᆎޕ
   ᣣ ᄖ࿖ੱߩ࿖㓙⥶ⓨㆇㅍᬺߦ㑐ߔࠆᏓޕ
   ᣣ ᚢᓟೋߩ੩ቇㅪᙣⷫળ㐿߆ࠇࠆ᧲       ޕ੩↰↸㘧ⴕ㙚
   ᣣᣣᧄ⥶ⓨࢃ⸳┙ޕ
   ᣣ ᣏᐲ*)ޔ3 ߩ⸵น߆ࠄᣣᧄߩ⥄ਥ⊒ⴕߦ⒖ⴕޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ኻᣣ⻠ળ⼏ߢࠦࠬࠪࡦࡈࡦࠨޔ㐿㨇㨪   ᣣ㨉
ޕ
ࠨࡦࡈࡦࠪࠬࠦ⻠ળ⼏ߢ㧘ߣ߽߆ߊᣣᧄ⁛┙ߩฬࠍᓧߚࠈߎߩߘޕ㧘∋
ᑷߒߚ࿖᳃ߩജߠߊࠅߦ㧘
ࠆ␠ળߠߊࠅߦฦ⒳ߩࠬࡐ࠷߇⋓ࠎߦߥࠅ㧘
ࠬࡐ࠷⥶ⓨߩౣ⊒߽ㄭߊߥࠆޕ

   ᣣ  ᣣ☨ో㓚᧦⚂✦⚿㨇 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ⊒ല㨉
ޕ

   ᣣࡁࠬ࠙ࠚࠬ࠻⥶ⓨᆔ⸤ߦࠃࠅᚢᓟೋߩ࿖ౝ᳃㑆⥶ⓨ༡ᬺ㐿ᆎޔ
ࡑ࠴ࡦ ߊ߽ޟᤊภޠዞ⥶ޕ
   ᣣ ቇㅪ╙  ࿁ᙣⷫળߩળว᧲         ޕ੩⨆႐↸ߩ⍹ળ㙚
੩ OB ⚂ 100 ੱ߇Ꮸޕ

⼏㍳ᛮ☴㧔ฦߩേะ㧕
㧻㧮ߪߊ߹ߢ߽ᦨ㜞ߩቇℂࠍ߽ߟታ〣ߩ⎇ⓥᯏ㑐ߢ㧘ࠬࡐ࠷↢ߺߩⷫߣߒߡ
ߩ࿅ߢࠆߴ߈ߛߩޕቇ↢ߦ㧘ᤄߎ߁߁߽ߩ߇ߞߚߣ߁ߎߣࠍ⍮ࠄߖ㧘
ฦᩞ߇⥄ਥ⊛ߦ⎇ⓥળࠍ⊒⿷ߒ㧘ቇ↢ߩߟߊࠆ⥶ⓨ߳ߩߣ㧘㧻㧮߇ឬߊℂᗐߣ
ߩⓨ⊕ߦ㧘৻ᧄߩ✢ࠍᒁߊᓎഀ߇㧘㧻㧮ߦ⺖ߖࠄࠇߚᕆോޕ
 ᴫߦߟߡ㧘੩ㇺߩ┙㙚ߪ㧘ౝ⮮৻㇢ᢎ㧔੩ㇺᄢ㧻㧮㧕ࠍਛᔃߦ㧘⚂ 
ੱ߇ౣ⊒ࠍᏗᦸߒߡࠆ⋡ߩ▚੍ޕㅜ߇ߟ߈㧘ℂᎿ⑼ߪᎿ႐ࠍᜬߜ㧘Ꮏౕ߽ዋߒ
ߪߞߡ㧘࡚ࠪ࠶ࠢࠦ࠼߽ฎ߇㧘߃ࠆޕࠣ࡞࠽࠙㧔ਛ⚖ࠣࠗ࠳㧕ߩ
ߦ⌕ᚻ㧘߿ߞߣ⠀Ꮣࠍ⾈ߞߚޕ㑐ᄢ㧘㑐ቇ㧘㦖ᄢ㧘┙㙚㧘หᔒ␠ߩ㧻㧮 ޔ
 ੱߦ㓸߹ߞߡ߽ࠄ㧘⁁ߦೣߒߚో࿖৻ᧄߩᣇ㊎ࠍߚߡߚ㧙㧔ฎᎹ⸥㧕
=߆߽?

ߎࠇࠄߩળว߆ࠄ㧘㑐᧲㧘㑐ߩ 1$ ߪ㧘ฦᩞᐙᷤᆔຬࠍㆬߒߡ㧘ᕆㅦߦ
ㅪ⋖ౣᑪ߳ߩ᳇ㆇ߇ౕൻߒߡߞߚޕ

   ᣣᣣᧄ⥶ⓨޔᱜⷙ࠳ࠗࡗߦࠃࠆㆇ⥶㐿ᆎޕ
㧔᧲੩㧙ᧅᏻ᧲ޔ੩㧙ᄢ㒋᧲ޔ੩㧙ᄢ㒋㧙ጟ㧕
   ᣣ ᳃㑆⥶ⓨᣣᧄਸ਼ࠅࠇ᧲ޔ੩✢༡ᬺ㐿ᆎޕ

   ᣣ 㑐㧺㧳㧷㧾⚿ᚑḰੱળ 㐿߆ࠇࠆޕ

― 203 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ޙႆᓎሳѓᩒɋ

㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ 㖧࿖᧘ޔᛚ᥅ࠗࡦት⸒ޕ

   ᣣ㑐᧲ቇㅪ⊒⿷Ḱᐙળߦ’㊁દⴡ᳁㧔หᔒ␠㧻㧮㧕Ꮸ  ޕ㘧ⴕ㙚
ቇ↢ࠍ߃ߡߘߩᓟߩ⚻ㆊႎ๔ળ߇㐿߆ࠇߚޕ
ᐙળႎ๔ߩ⼏㍳ᛮ☴߆ࠄ৻
┙ ̖̖ޟ㙚ߪ⥶ⓨࠢࡉࠍ⚿ᚑߒߚޕ
ߘߩ߶߆േ߈߽ᵴ⊒ߦߥߞߡ߈ߚߩߢ㧘
ᣧᕆߦᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ⚿ᚑࠍಾᦸߔࠆޕ
 ̆̆એߩࠃ߁ߥႎ๔߇ࠅ㧘㑐ߪㅪ⋖⚿ᚑߩോࠍౕ⊛ߦᕆ߉㧘㑐᧲ߪ
⥶ⓨᐡߣߩㅪ⛊ࠍኒធߦߒߡ㧘 ߦߪᄙᢙᩞ߇ද⺞ߒߡㅪ⋖ߩഃ⸳ࠍ߃ࠆࠃ
߁ߦ㧘ߥ߅৻ጀߩദജࠍ↳ߒวࠊߖߡᢔળߒߚޕ
ޠ

   ᣣ㑐㧺㧳㧷㧾⚿ᚑḰᆔຬળ⊒ળᑼ  ޕᄢ㒋ᶰደᯅ⟤ᵤỚਅ㘩ၴ
ᄦߩޘቇ↢ઍᆔຬޔ
㧔ᣥቇㅪਗ߮ߦ㘧ⴕ⸠✵ᚲりߩᚢᏫࠅߩ㧕㧻㧮ᦺޔᣣᣂ
⡞␠ߩ⥶ⓨㇱ㑐ଥ⠪ࠍਛᔃߦ  ᩞ㧔㑐ቇ㒮ᄢቇޔ㑐ᄢቇޔ੩ㇺᄢቇ┙ޔ㙚
ᄢቇޔหᔒ␠ᄢቇޔᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇޔṑ⾐ᄢቇޔ㦖⼱ᄢቇޔㄭ⇰ᄢቇޔᚭᄢቇ㧕
 ฬ߇Ꮸޕᐙޔቇᩞᆔຬ߇ㆬߐࠇࠄࠇߎޔᐙળߣቇᩞᆔຬળߦࠃࠅޔ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߩ⚿ᚑߥࠄ߮ߦ㧻㧮ળᒝൻߦදജߔࠆߎߣߣߥࠆޕ

   ᣣ ╙  ࿁ᆔຬળ㧔ᓟ  ╙ޔ࿁ᆔຬળ߹ߢ㐿߆ࠇࠆ㧕
 ޕ
   ᣣ ེ⥶ޔⓨ⏷↥↢ߩ⦈⦘ޔᱛ⸃㒰ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᐙળᦺ                  ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
ᐙቇᩞᆔຬቇ↢ઍ߇Ꮸޕ㑐ቇ߆ࠄߪ㊀㧔⁴㧕ߣᴛ↰߇ਥᏨߒߚޕ㑐᧲
㑐ߩડ↹ᖱႎߩ឵╬ޔቇㅪߩ⊒⿷ߦห৻ᱠ⺞ߢㅴࠍቯߔࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

Ȉᩜᛴޙޙ۾ᓎሳᆅሱ͢ȉѓᄉᠴ

 㧝ᣣ ⥶ޟⓨ⎇ⓥળޠౣ⊒⿷
ㇱ㐳 ᱜ↰ㅧޕ
೨ᐕ’ޔ㊁દⴡ᳁㧔หᔒ␠㧻㧮㧕ࠃࠅޔᱜ↰ㅧߦ㔚߇ߞߚᦺޕᣣᣂ⡞␠
ߢߪ⥶ⓨㇱౣ㐿ߩḰ߇ߥߐࠇߡ߅ࠅߦࠇߎޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߽ౣ⊒⿷ߐߖࠃ
߁ߣߩߢࠆޔߢߎߘޕ㑐ቇ㒮ᄢቇߦ߽⥶ⓨㇱࠍౣ㐿ߐߖޔᱜ↰ㅧ߇㕙ୟࠍ
ߡߪߤ߁߆ߣ߁ߎߣߢߞߚޕᱜ↰ㅧߪቇㅪߢߩหᦼߢࠅᚢߢ߽ࠆᄢ㒋Ꮢ
ᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮 ◉ේᰴ᳁ࠃࠅޔታᒉ◉ේ㇢᳁߇㑐ቇቇㇱߦ☋ਛߣ⡞߈ޔᓐߦ
ჿࠍ߆ߌߚޕหり㜞ᩞߩੱߢߞߚਗ਼ℂ৻⋭㧔 ᐕ㧕ߣጊᧄᒄ㧔 ᐕ㧕ߩੑੱࠍ
⚫ߒߩߎޔਃੱ߇㓸߹ࠅࠄ߆ ޔᣂੱ൘⺃ࠍᆎߚޔߡߒߘ ޕ೨ਛᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔ
㜞ጯ⼾㧔 ᐕ㧕
↰ޔਛᢅᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔብᔒ㧔 ᐕ㧕
◉ޔ᳗⣑㧔 ᐕ㧕
ޔ↰ᤩᰴ
㧔 ᐕ㧕߇ㇱߒ✚ޔຬ  ฬߢߩࠬ࠲࠻ߢߞߚޕᓟ↰ޔਛඳ㧔 ᐕ㧕ߣᩉᧄ⒳↵
㧔 ᐕ㧕߇ടࠊߞߚޕ

㘧ⴕᯏޔ㧻㧮ᢎቭޔㇱቶߦᦝޔㇱ⾌߽ߥ߆ߞߚ߇ోޔㇱຬߩ┙ߜࠆ㕍㔕ߩᔒࠍ᧤
ߨޔ㑐ቇ⥶ⓨߪ⥶ޟⓨࠢࡉߡߒߣޠౣ㐿ታ⾰⊛ᆎേࠍᆎߚߩߢࠆޕㇱળߪⓨ
ߚᢎቶ߿ቇᩞறߩ↰ਛᢅᄦቛߩᐳᢝߢⴕࠊࠇߚޕ












   ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᒰᤨߩቇ㒮㧔ਗ਼ℂޔ↰ਔ᳁㕍ᧁ⥶ⓨᯏ߆ࠄᓇ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣᦺᣣᣂ⡞␠ߪർ♖৻㇢᳁ࠍㇱ㐳ߦ⥶ⓨㇱࠍᣂ⸳ޕ
ᣧㅦ㧘㑐ߩ㧻㧮ળ߇ઍߣߥߞߡ㧘ห␠⥶ⓨㇱᰴ㐳ਛፉᔘ⧷᳁ࠍㅢߒߡ㧘ᱜᑼ
ߦᦺᣣᣂ⡞␠߳ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ౣᑪߩදജࠍ㗿ߚޕ
 ߣᱷࠆߩߪ㧘ㅪ⋖ߩ⚵❱᩺ࠅߢࠆޕห␠⥶ⓨㇱߩ⍹↰ᢥ㓶᳁㧔หᔒ␠㧻
㧮㧕߇ਛፉᰴ㐳ߩ ⣨ߣߥߞߡ㧘ㅪ⋖ߩ⚵❱᩺㧘੍▚᩺ࠍ✵ࠅ㧘㧻㧮ળߦߪ߆ࠅ
ߥ߇ࠄ㧘⊒ળᑼߑߒߡോࠍㅴߡߞߚޕ
    ᢥቇㇱቇ⑼ࠍ⁛┙ߐߖቇㇱࠍ㐿⸳ޕ
  ᣣᣣᧄ⥶ⓨߊ߽ޟᤊภޠદ⼺ᄢፉਃේጊߦⴣ⓭ޔਸ਼⠪  ੱోຬᱫޕ
= ᣣᐭ⥶ޔⓨᯏ⺞ᩏળ⸳⟎?ޕ
   ᣣ㑐᧲㧻㧮ઍ߇ᄢ㒋ࠍ⸰ߨߡ⚵❱㧘ᬺ⸘↹㧘ⷙ⚂㧘⊒ળᑼᣣᤨߥߤߦ
ߟ߈ᦨ⚳⊛ߥᛂߜวࠊߖࠍⴕ߁ޕ
   ᣣ㕍ᧁ⥶ⓨ⸳┙ޕ
   ᣣᦺᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ߢᦺᣣᣂ⡞␠㧔ᱞਭ㧘ㄭ⮮ਔ⥶ⓨㇱຬ㧕
ޔቇᩞ࿅߆ࠄ
ᧁᢎ㧘ቇ↢ઍᆔຬ  ੱ߇Ꮸߒߡㅪ⋖⚿ᚑḰળࠍ㐿ߚޕ
   ᣣኻᣣᐔ᧦⚂ޕᣣ☨ో㓚᧦⚂ฦ⊒ല*)ޕ3 ᑄᱛޕᄖ⽻▤ℂᮭ߇ᣣᧄ
ᐭߦㆶߐࠇࠆ㧔ࠨࡦࡈࡦࠪࠬࠦᐔ᧦⚂㧕
ޕ
 ᐭޔᣣ⥶ᦺᣣᲤᣣ↥⚻  ␠ߦ⥶ⓨᯏਸ਼ຬ㙃ᚑഥ㊄ޕ
   ᣣⴊߩࡔ࠺㧔╙  ࿁ࡔ࠺㧕
ޕ
  ࠺ࡕ㓌  ੱ߇⊞ዬ೨ᐢ႐ߢ⼊ቭ㓌  ੱߣⴣ⓭ੱ ޕᲕੱ ޔᬌޕ
 ᧲ᱜඳ㧔ᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱຬޔቇㅪ㧻㧮㧕☨࿖ߢᣣᧄੱᦨೋߩ㘧ⴕ⸠✵ޕ
   ᣣ╙  ࿁ᐙળᦺ                 ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
ቇㅪ⚵❱᩺ౝቯ⊒ޕળᑼࠍ    ᣣ᧲หᤨ⊒ળߣቯޕ
Ꮸ㧦ᅏ㊁ޔየ↰ޔ⍹↰’ޔ㊁ દ ޔᧁޔౝ⮮’ޔ㊁㧔㐅㧕
ޕ
   ᣣ㧻㧮ᆔຬળߢ⚵❱᩺ࠍౝቯᦺ           ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ ╙  ࿁⚿ᚑḰળᆔຬળᦺ            ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
ᦺᣣᣂ⡞␠ߩਛፉ⥶ⓨㇱᰴ㐳㧘ㅺડ↹ㇱᰴ㐳㧘⍹↰⥶ⓨㇱຬޔቇㅪട⋖੍ቯ
 ᩞޔ㧻㧮ᐙޔฦᩞᆔຬ㧔㑐ቇ㒮ᄢቇ┙ޔ㙚ᄢቇ㧘หᔒ␠ᄢቇ㧘㑐ᄢቇ㧘
ṑ⾐ᄢቇ㧘㦖⼱ᄢቇ㧘ㄭ⇰ᄢቇ㧘ᚭᄢቇ㧕ߥߤ⚂  ฬᏨޕਛፉᔘ⧷᳁߆ࠄ㧘
ㅪ⋖ߦኻߔࠆᣇ㊎⺑ࠍߨߚߐߟ߇ࠅ㧘ᰴߦ⚻ㆊႎ๔ޔฦᩞ⎇ⓥળ
ᖱႎ๔ޔᚢᓟߩቇㅪߩ⊒ળߦ㑐ߔࠆ⻉㗄㧔ቇㅪ᭴ᚑ᩺ߥߤ㧕߇⼏⺰ߐࠇ⚳ᦨޔ
ᛂߜวࠊߖࠍ⚳ࠊߞߚޕ
   ᣣㄭ⇰ᄢቇ⥶ⓨㇱ⊒ળᑼ✚ޕ  ฬޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ޙᣵᩜᛴୈқ͍ޙႆ݃׆ᩋ

Ұ˹֪܁

   ᣣቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⊒ળᑼ ޕ㑐ቇᄢ⥶ޟⓨ⎇ⓥળޠട⋖ޕ
೨ਛᄦ㧔㑐ቇᄢ 4 ᐕ㧕߇ᚢᓟೋߩ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬ㐳ߦዞછޕ

ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠⻠ၴ  

 㑐ᡰㇱߦߪޔਛፉᔘ⧷㧔⥶ⓨㇱᰴ㐳㧕
ޔ⍹↰ᢥ㓶ߩਔฬ߇߅ࠄࠇߚᦺޕᣣ⥶ⓨㇱߣ
࠼ࠕ⛯߈ߩዊߐߥㇱደ߇ቇㅪߩോᚲޕቇㅪߪޔ㑐᧲ޔ㑐ᡰㇱߣߥࠅޔട⋖ᩞ 25
ᩞޕ
 㑐ቇᄢߢߪޔㄞᎹ ᶈ㧔4 ᐕ㧕߇ਥࠍോ↰ޔਛᢅᄦ㧔3 ᐕ㧕߇ቇㅪᆔຬࠍോࠆޕ

 ㅪ⋖ߪ⊒⿷ߒߚ߽ߩߩ⊒ޔᵈߒߡߚࠣࠗ࠳㧔㔵ࡩፄᑼߪ
ߣ K 14㧕ߩ⚊߇ㆃࠇߚޕᯏ߇ዯߊ߹ߢࠈࠈߥᵴേ߇ડ
↹ߐࠇߚޕᰴߩ㧞ߟ߇ታᣉߐࠇߚ㧧
Ԙ 6  25 ᣣ ቇㅪ㑐ᡰㇱೋߩቇ↢หਸ਼㘧ⴕޕ
ᦺᣣᣂ⡞␠ᯏ⧯ޟ㘑ޔߩߢޠቇ↢หਸ਼ߦࠃࠆ⸰㘧ⴕޕ
ԙ 6  28 ᣣ ᄢ㒋ᄢቇᎿቇㇱߦᣈߌࠆ㘑ᵢታ㛎ቇޕ
㧔ฝ౮⌀㧦ජ↰ᢎߩ⻠⟵㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
6

ᢎቭ㙃ᚑߩߚߩീᒝળޕ

  ⥶ⓨᎿቇࠍᢎࠊࠆ⻉᳁

   ᣣࠞࡦ࠲ࠬ⥶ⓨ᧲ޔ੩✢༡ᬺ㐿ᆎ㧔&% ↪㧕
ޕ
 ㄭ⇰ᄢቇ⥶ⓨㇱ߇න⁛วኋ₹ޕ᳓Ṗⓨ႐
   ᣣ⠀↰㘧ⴕ႐ࠞࡔࠕޔァ߆ࠄㆶ᧲ޔ੩࿖㓙ⓨ᷼ߣᡷ⒓ޕ
   ᣣᣣ᧲⥶ⓨࢃ⸳┙ޕ
   ᣣ⥶ⓨᴺᏓᣉⴕޕ
㧔࿖ౝ⥶ⓨㆇㅍᬺ⥶ޔⓨᯏߩ࿖╬ߦ㑐ߔࠆᑄᱛ㧕
   ᣣ⥶ⓨᯏㅧᴺઃޕ
= ᐕ    ᣣ ⥶ⓨᯏㅧᬺᴺߣᡷ⒓   ޔᣣᣉⴕ?
   ᣣ╙  ࿁ࠝࡦࡇ࠶ࠢᄢળ㐿ࠠࡦࠪ࡞ࡋޕ
ᣣᧄ  ᐕ߱ࠅߦෳടޕ
   ᣣ᧲੩࿖㓙ⓨ᷼ㅢାዪ㐿ዪ㧔#4+0% ߩᣉ⸳ࠍ⾈㧕
ޕ
   ᣣ⥶ⓨᐡ⥶ޔⓨዪߦᡷ⚵ޕ
⥶ⓨክ⼏ળ⸳⟎ޕ
   ᣣᣣ☨⥶ⓨදቯ⺞ශ㨇 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ⊒ല㨉
ޕ
   ᣣ㑐᧲ᡰㇱ╙㧝࿁วኋ             ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

қն߂
   ᣣᄐቄࠣࠗ࠳วኋ✵⠌=㨪   ᣣ?ޕ
₹᳓Ṗⓨ႐
ෳ  ട㧦 ฬ 㧗 ⋙〈ᜰዉ⠪㧔ᦺᣣ ฬ 㧻㧮 ฬ㧕
ޕ
㑐ቇ෴ട㧦೨ਛᄦ  ᐕ ↰ޔਛᢅᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔ㜞ጯ⼾㧔 ᐕ㧕╬ޕ
↪ᯏ㧦ࡊࠗࡑ㧔㔵ࡩፄᑼߪߣ - ဳ㧕 ᯏࠦࡊޔ㧖  ᯏޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒⥶࿁ᢙ  ࿁ޕ

ᤤ㑆ߦߪ៨᳁  ᐲㄭߊ߹ߢߥࠆἻᄤਅ⍾ޔߩ₹᳓Ṗⓨ႐ߢ  ╙ޔ࿁วኋ߇ⴕࠊ
ࠇߚ↪ޕᯏߪᦺᣣᣂ⡞␠߇᧲੩ว᧼ൻᎿᩣᑼળ␠⥶ⓨㇱߦ⊒ᵈߒߚ㧥ᯏߩ߁ߜ㑐
ᡰㇱߦ㈩⟎ߐࠇߚ  ᯏߢࠆߩߎޕᐕߦߐࠇߚ߫߆ࠅߢޔየ㘧ⴕ႐ߩㄘදୖ
ᐶߦ⟎߆ࠇߡߚޕวኋߦߪޔవ⊒㓌߇ߎࠇࠄࠍ࠻࠶ࠢߩ⩄บߦⓍߺㄟߺޔᯏ⋙
ⷞ߇ߟߡޔἻᄤਅޔᄹ⦟Ꮢࠍ⚻ߡ₹᳓߹ߢャㅍߐࠇߚޕෳട⠪ߪ㧻㧮ᢎቭߣᚢ೨㧻
㧮ޔᓳቇ↢ޔᚢᓟቇߩቇ↢ߢޔ㘧ⴕ⚻㛎⠪ߪ # ⃰㧔 ᚽࠍ߃ߚࠝ࠶ࠨࡦ߽ࠆޔ
ァ㓌⺞ߩ㔓࿐᳇ߩࠆᄙዋᕟࠈߒᗵ߽ߞߚߣ߆㧕
⚻ᧂޔ㛎⠪ߪ $ޔ% ߩ㧞⃰ߦಽ߆
ࠇߡ✵⠌ࠍⴕߞߚޕ














㧖

ࡊࠦ㧦ࡊࠗࡑߩࡏ࠺ࠖߦ࠽࡞ࠍߟߌߚ߽ߩߩߣ࠳ࡦࠦߣࡑࠗࡊޕวᚑ⺆ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
















╙  ࿁วኋ ₹᳓Ṗⓨ႐㧔’㊁㐅㇢᳁↰ޔਛᢅᄦឭଏ㧕


ᯏߪޔᚻㄭߊߩⶄᢙߩㄘኅߩୖᐶߦ⸃ߒߡߒ߹ࠊࠇࠍࠄࠇߎޔᦺޔᴡේߦㆇ
߮ޔ┙⚵ޔᢎቭ߇࠹ࠬ࠻㘧ⴕࠍⴕߞߚޕ㔌㒽ߔࠆ߿ਔᚻࠍ⠢ߩࠃ߁ߦᮮߦિ߫ߒࡃ
ࡦࠬࠍߚᢎቭ߽ߡޔቇ↢ߦߪߘࠇ߇߆ߞߎࠃߊ߃ߚࠃ߁ߛޕ
 ₹᳓ߩᴡේߪޔ⋚߇ᷓ⍾ߥߩߢዋߩޘᄬㅦ
߿ᕆ㒠ਅࠍ߿ߞߡ߽⍾ࠍ㗡߆ࠄ߆߱ࠆߋࠄߢᯏ
ߦ⇣Ᏹߪߥߊߩߘޔὐ᳇߇ᭉߢࠆߒ߆ߒޕᯏ
ㆇ៝⚝ޔᒁ߈ߢߪ⿷ࠍߣࠄࠇࠆߒޔᄤ᳇ߩ⦟
ᣣߪ⍾ߩᾖࠅ߆߃ߒߪ߽ߩߔߏߊ߷⍾߃߁ߩߘޔ
ߎࠅ߇߽߁߽߁ߣߚߞߡ₹ߪߢߐ࠼ࡦࠪޔ᳓߇ᦨ
㜞ߛࠈ߁ߟ৻߁߽ޕ࿎ࠆߎߣߪ㘑ะ߇ᄢᄌ߆ࠊࠅ
߿ߔߩߢዋߥᣣߢ߽ ޔ
 ࿁ߪ⒖േߖߨ߫ߥࠄ
ߥߎߣߢࠆޕ
↰ਛᢅᄦ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

㔵ࡩፄᑼߪߣ㧷㧙 ဳ㧔ࡊࠗࡑ㧕





















ᐳᏨᢙ 㧝ᦨ⦟ṖⓨᲧ 
ో    O Ṗⓨㅦᐲ   MOJ
ో   㐳 O ᴉਅㅦᐲOUGE
ో   㜞 OᦨዊᴉਅᤨㅦᐲMOJ
ਥ ⠢ 㕙 ⓍO ᴉਅㅦᐲOUGE
❑ ᮮ Ყ 㧦ᄬㅦㅦᐲMOJ
⥄   ㊀ MI
ో  ㊀ ㊂ 㨪MI

㧔ޔ㔵ࡩፄߦࠆࠣࠗ࠳߰ࠇߩ㙚ߦ ,# ߇ዷ␜ߐࠇߡࠆ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
₹᳓Ṗⓨ႐

 ੩ㇺᐭ✄༑ᚻ↸₹᳓ᧁޕᵤᎹߪߎߩ
ධጊၔઃㄭߢᄢ߈ߥᴡේࠍߥߒߡࠆߎޕ
ߩઃㄭߩጊߪޘૐߊਐ⁁ࠍߥߒޔᎹߦ〙ࠆ
㨙߽ߩᧁㅧࠅߩᯅߪᤨઍ‛ߦ⋧ᔕࠊߒ
ߩ߆ޘᤨޔࠇࠊⴕ߇ࡦ࡚ࠪࠤࡠߊࠃޔ
ࠣࠗ࠳߇ߘߩਛߦᶋ߆߮߇ߞߚ߽
ߞߚߢࠆ߃߆ߣߓߟߟޕฬࠍ⍮ࠄࠇㄭߊ
ߦߪዊ㊁ዊ↸ߩჄ߇ࠆޕ

ᚢ೨ࠃࠅṖⓨ႐ߣߒߡ↪ࠄࠇޔᚢਛ
ߦߪޔᄢᣣᧄ㘧ⴕදળߩ⸠✵ᚲߣߒߡޔ
ߩᴰࡩਐਛቇ߇ኋ⥢ߢޔᴡේㄭߊߩߩ
႐ᚲߦᩰ⚊ᐶ߇ߞߚ✵ߩ⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޕ
⠌ߦߪࠅㆡߐߕޔቇㅪ߇  ᐕ㧔ᤘ 
ᐕ㧕ߦ㜞᧻㘧ⴕ႐ߦ✵⠌ၮࠍ⒖ォߔࠆޕ
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― 213 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
⋙〈ਗᜰዉ⠪㧦

ᚢᓟೋ࿁₹᳓วኋ⾗ᢱ

⥶ⓨᑥᄢ㒋⥶ⓨോᚲ㐳 ᴡ↱↵

’㊁㐅㇢᳁㧔หᄢ 1$㧕ឭଏ

ห        ⥶ോ⺖㐳 ⥱ᧁᙗ
ᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱ ᰴ 㐳 ਛፉᔘ⧷



ห       ⥶ⓨㇱຬ ⍹↰ᢥ㓶

⸘  ↹

หᔒ␠ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળ 1$  ’㊁દⴡ



ᴦᄢቇ    ᧁ  ޖ  ޖආ

Ԙ✵⠌⸘↹

┙㙚ᄢቇ    ޖ  ޖᅏ㊁৻ᰴ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ 

⋡⊛㧦 ᄐቄભᥜࠍ↪ߒߡṖⓨᛛⴚߩ✵⠌ࠍⴕ߭

หᔒ␠ᄢቇ  ޖ  ޖየ↰ᐘ㓶
㑐ᄢቇ    ޖ  ޖጊ ᓆ

ߟࠒ⛱ว⊛ߥ⥶ⓨߦ㑐ߔࠆቇ⑼ࠍ⠌ᓧߒޔ૬ߖ

หᔒ␠ᄢቇ  ’ޖ  ޖ㊁㏽㇢

ߡ⢒ߩ࡚ࠢࠛࠪࡦߣߦቇ↢⋧ߩⷫ

੩ㇺᄢቇ   ޖ  ޖደలℂᄦ

⌬ࠍ⸘ࠆߚ

    ޖ  ޖ    ޖౝ⮮৻㇢
ᢛᜂᒰ⠪㧦

ᦼ㑆㧦 ⥄ᤘ  ᐕ    ᣣ
⥋ᤘ  ᐕ    ᣣ

ᄢ㒋ᐭ┙ᏓᣉᎿᬺ㜞╬ቇᨎ ዊ㊁ጟ⟵ᕶ

႐ᚲ㧦  ੩ㇺᐭਅᚻ↸₹᳓

┙㙚ᄢቇ⻠Ꮷ੩ᄢ 1$   ౝ⮮৻㇢

ෳടᩞਗੱຬ㧦

ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖หᔒ␠ 1$   ’㊁દⴡ

ṑ⾐ᄢޔ੩ㇺᄢޔหᔒ␠ᄢ┙ޔᄢޔ㦖⼱ᄢޔᄢ㒋

  ᴦᄢ 1$   ᧁ ආ

ᄢޔ㑐ᄢޔ㑐ቇᄢޔㄭ⇰ᄢޔᶉㅦᄢޔᄢᎿᄢޔ

↪ᯏ⒳ᯏᢙ

ᚭᄢ

ࡊࠗࡑ㧙     ᯏ

ቇ↢⚂  ฬ

 ห   ࠽࡞ઃ   ᯏ

ᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱຬ    㧝ฬ

㧔࠙ࠗࡦ࠴↪⥄േゞ   บ㧕

ઁ

ઁߦ

ක≮ᜂᒰ⠪㧦

 ࡊࠗࡑ     ᯏ ┙ᄢᚲ

  ᚭᅚሶ⮎⑼ᄢቇᢎ

 ࠦࡦ࠳    ᯏ ㄭ⇰ᄢ

੩ᄢ 1$කඳ    ᷓጊ ᧳
ઁ 㧝ฬ

 ࠰ࠕ       ᯏ ᦺᣣ৻ภᯏ


٤ઁߦߦߡකᏧߦ․ߦଐ㗬ޔᢇᕆ↪ක⮎ຠ㘃ߪ

 ⠨㧦

ᦺᣣᣂ⡞␠ߡḰߔࠆ߽ߩߣߔࠆ

٤⹜㛎Ṗⓨ⇧ᣣඦ೨  ᤨㄥߦᓎຬਗቇ↢వ⊔

ᯏ⹜㛎Ṗⓨઁ㧦
 ᣣ ᤨ    ᣣ ඦอ
 ⹜㛎ቭ 
⥶ⓨᑥᄢ㒋⥶ⓨോᚲ㐳ᴡ ↱↵

⠪㧔 ฬ㧕ߪᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠ߦ㓸ว
ߦะ߽߰ߩߣߔࠆ
٤Ṗⓨ✵⠌ߦ↪ߩ⻉⾗᧚ઁᦺᣣᣂ⡞␠ߦᣈ
ߡḰ    ᣣඦ೨ਛߦߦㆇ៝

    ห   ㆇャᛛቭ═᧻ᅢᄥ㇢

٤৻⥸ቇ↢ෳട⠪ߪᄢ㒋ޔ੩ㇺᄦޘ

    ห   ㆇャᛛቭ⑺ጊ   

੩ㇺ㛴೨ߦ㓸ว  ᤨ  ಽ੩ㇺ㛴⊔࿖㏽ᄹ

  ⹜㛎Ṗⓨ⠪

⦟✢↪ߦߡߦ㓸วߩᄦޘฦ⃰✬

 ⥶ⓨᑥᄢ㒋⥶ⓨോᚲ ⥱ᧁᙗ

ᚑࠍⴕ߰ޕ
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✵⠌⺖⋡ޔቇ⑼੍ቯ㧦


㨮 ⃰

 ⃰
ࡊࠗࡑ



ቇ⑼

 ⃰
ࡊࠦࠦࡦ࠳

⹜㛎㘧ⴕ⻉ޔḰ





ขᛒᴺ

ขᛒᴺ



ቯ✵⠌

ቯ✵⠌



Ṗ

Ṗ



ԘṖⓨᯏ࠾㑐ࠬ࡞⺰



ࠫࡖࡦࡊ

ࠫࡖࡦࡊ

O㧙O

O㧙O



ԙṖⓨℂ⺰

ŎO

Ԛᠲ❑ᴺ

 ᐲㄥࡁᣓ࿁

ԛ᳇⽎ቇ

࠙ࠗࡦ࠴⋥Ṗⓨ

Ԝ⥶ⓨᴺⷙ



O㧙O






 ᣣ⚂  ᤨ㑆
╙  ⃰ࡂ  ᣣ࡛✬ᚑ





ԝ⥶ⓨකቇ













ԙ࠳ࠗ࠳ޟᄐቄวኋߩෳ⠨ޠ

ᄢ㒋ޔ੩ㇺౌᄦޘቇ↢࠳ߩᜰ␜ߦ



ᓥߞߡ੩ㇺ㛴ߢวᵹޔ࿖㏽ᄹ⦟✢ߦߡ₹᳓㛴߳
ᚢᓟೋߡᓙᦸߩ࠳ࠗ࠳วኋ✵⠌ࠍ੩ㇺᐭ

ะ߹ߔޕ
㧔ㆇ⾓ߪ࿅ഀᒁ㧕
㧕

ਅ₹᳓ߦᣈߡ㐿ߔࠆߦߥࠅ߹ߒߚޕ

੩ㇺ⊒  ᤨ  ಽ ₹᳓⌕  ᤨ  ಽ

࿖㏽ᄹ⦟✢੩ㇺߣᄹ⦟ߩਛ㑆₹ޟ᳓ߩޠዊ㛴ࠍ



㒠ࠅߡ⚂ N ৼࠍ↸⥢↰ޔᮮಾߟߡႇ㒐ߩߦࠆ

㧞ޔኋ⥢╬ߦዞߡ

ߣᏀฝ⋡ߩߣࠓߊ㒢ࠅ⊕⍾৻ᦸߩᄢᧁᵤᎹේߦ

 ٤ኋ⥢ߪ✵⠌႐ࠃࠅႇ㒐ࠍ߳ߛߡߚᚻ↸ߩৼ

߹ߔ₹߫߳⸒ߣ࠳ࠗࠣޕ᳓ޔᓥ᧪ࠃࠅ㑐ߦ

ᐲ⌀ਛ㨬የᔘ㨭ᣏ㙚ߢߔޕ

ᣈߌࠆṖⓨ✵⠌႐ߣߒߡᣧߊࠃࠅⷫߒ߹ࠇߚߩ߇

 ٤ⴡ↢ߦ㑐ߒߡߪ↸ߩஜᚲߣㅪ⛊ޔ㘩ઁ

ߎߩ⊕⍾ߩᄢᴡේߢߔޕㅢߩଢ߽⦟ߊᚒࠍޘฃ

ߦలಽᵈᗧߒߡዬ߹ߔ߇ዏฦੱߩⴡ↢ߦዞߡ

ߌࠇߡߊࠇࠆዊߐਰࠄ߽ਛቇᩞ߽ࠆᚻߩ

ߪ․ߦ⥄㊀ߒߡߊߛߐޕ

↸ߪో↸ࠍߍߡวኋߦଢቱࠍ⸘ߟߡ๓ࠇࠆߘ߁

٤ක≮⃰ߪߦ✬ᚑޔኋ⥢ߢ߽✵⠌႐ߢ߽లಽ

ߢߔޕ࿐ߦߪฬᚲฎ〔߽ࠅᄕᣇߩᢔᱠߦシ

ߩᵈᗧࠍߒߡᓙᯏߒ߹ߔޕ

᳇ᜬߜߢߨߡߺࠆߩ߽㧙ヨߢߒࠂ߁ߒᧁᵤߩᷡ

㧟ޔ៤Ꮺຠߦዞߡ

ᵹߩ߶ߣࠅߦᄕߩࠠࡖࡦࡊࡈࠕࠗࡗ߽ቇ↢ᤨઍ

 ٤✵⠌ਛߩⵝߪฎ࠭ࡏࡦߦ⊕ߩ㐳ⴿࠪࡖ࠷ޔ

ߩᕁߣߥࠆߢߖ߁ޕ

ᄥ㓁ߩ⋥߇ᒝߩߢࠅ⭯߽ߩࠃࠅዋߒෘ



ߩ߽ߩߢߥࠆߴߊ⊕߽ߩ߇ਅߣ߽ߦ⦟ߢߖ

㧝ޔ㓸วઁߦዞߡ

߁ޕᏲሶߪቇ↢ᆔຬળߢ⊕ߩࡇࠤᏲߦ⛔৻⋡ޔਅ

ᄢ㒋  ᣣඦ೨  ᤨ ᄢ㒋㛴ญ㓸ว
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ࠄ߿߹ߒߘ߁ߦవヘߩᅱᛛࠍߍߡߪࠛ࠶࠴ࠦߣ࠴࠶ࠝޔ

Fig B042

ࡦ࠳ࠍㆇ߱ޕᐢṖ〝ࠍⴕ߈ߟᚯࠅߟ  ᢙ࿁ޕᲤᣣ㧡㉿ߪ

࡞ࡊ

ᱠߊߦ࠳߽ࠗࠣߐߒ⧰ߩߘޕਸ਼ߞߡਔ⣉ࠍ߰ࠎ߹߃ߣ࠶ࠣޔᠲ
❑ࠍីࠆߣࡄ࠶ߣᶖ߃ߡߒ߹߁ޕ
ࠅߪ⚝ޟวߖޠ
ޟḰࠃߒ⚃ ̖ޠ
⊕ߩᄢᣛߩว࿑߇ขࠅ߆ࠊߐࠇߡޟ⊒ޠᣣᧄߦ㧞บߒ߆ߥߣ
߁࠙ࠗࡦ࠴ࠞ㧔㍑⚝Ꮞขࠅ⥄േゞ㧕߇ 㨙㔌ࠇߚߣߎࠈߢࠡ
ࡗࠍࠇࠆߣߣ࡞ࠬ࡞ࠬޔߡߞߪߣࡦࡇ߇⚝ޔṖࠅߔޕ㨙ޔ
㨙ࡈࡢߣࠍ㔌ࠇߡᯏߪೋᄐߩߘࠃ㘑ߦਸ਼ࠆࠍ⚝ޕ㔌⣕ߒ
ߡ㕒߆ߦᣓ࿁̖⌕㒽ߊ߹߁ޕᠲ❑ߢ߈ߚޕ
٤̖ࠞࠫߩߣࠅࠃ߁ࠍᗵᓧߔࠆߚߦߟߕੱ  ߦޠ߫ߟޟหਸ਼ߒ
ߡᘠᾫ㘧ⴕࠍߒߚߩ߽ߎࠎߤߩⓠߩ  ߟߦࡓࠜࡈ࠾࡙⊕ޕ㘧
ⴕᏲᆫߢᠲ❑Ꮸߦ߅ߐ߹ߞߚߣߎࠈߪၴߦߞߚ߽ߩߛ߇ޟ㘧ⴕᯏ
ߪೋߡ߇⚵ޠᄙߊߡౝᔃߪ࠼ࠠ࠼ࠠޕᄞਛߢ㔌㒽ߒޔㅍࠆߛ
ߜࠍࡂࡂߐߖߚ߇ޔደፉ߿ጊࠍਅࠈߒޔౝᶏߩ᳓㕙߇⋡
ߦߞߡߊࠆߎࠈߦߪ߅ߜߟߚ߆ޔหਸ਼ߩࡄࠗࡠ࠶࠻ߩេߌ߽୫ࠅߕߦ⌕㒽ߒߡࡎ࠶ߣ৻ᕷޕ
٤̖ᚢᓟ↢ࠇᄌߞߚㅪ⋖ߪ߹ࠊߒㆊࠍᝥߡ ޔᐕߩᤄߦᚯࠅޔᡷߡ⥶ޟⓨࠬࡐ࠷࿅ޠ
ࠍት⸒ߒߚޕട⋖࿅߽ਔᡰㇱวߖߡ  ᢙᩞޔᢙ⊖ੱߦߔ߉ߥߩߎ߽ߢࠇߘޕᤐߦߪળຬߚߜ
߇ࡐࠬ࠲ࠍߟߊࠅῳఱࠍ⺑ߡޔ㑐ߛߌߢ⚂  ੱߩᣂੱ߇ടࠊߞߡ⸘  ੱߩખ㑆ߦߥߞ
ߚߦ߆ߥߩߘޕᅚᕈ㠽ੱࠍ⋡ߑߔ  ੱߩᅚሶቇ↢㧔หᔒ␠ᄢᢥቇㇱ㧕߽ࠆޕวኋߩᄛߪ㧎ᄞ㧎
‛⺆ߢ߰ߌࠆ ޕᐲߣ⨹ࡢࠪߦߥࠄߧߦ߁ࠃߩ࠻ࡂޕࠆߊޔᐔߥⓨࠍ㘧߮ߚߣޔหߓᦸߺ
ߦߺࠎߥ⢷べࠄߖߡࠆࠄߒޕ
 =ᦺᣣᣂ⡞ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣᄕೀ 
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼᴮوᩜᛴୈɺʳɮʊ˂ቧ੫͢۾

̣ျˢᅁˁާႎாඒ


   ᣣᄐቄ․วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?             ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐ 
   ᣣᚢᓟೋߩ  ᡰㇱวหวኋ✵⠌=㨪 ᣣ?       ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ╙㧝࿁ోᣣᧄṖⓨ┹ᛛᄢળ=㨪 ޔᣣ?₹    ޕᎹߩ⺒ᄁ㘧ⴕ႐
ෳ  ട㧦 ฬ㧔ቇㅪࠃࠅ  ฬ߇ੱ⾗ᩰߢෳട㧕
㑐ቇㆬᚻ㧦ਗ਼ℂ৻⋭  ᐕ ޔ↰ᤩᰴ  ᐕ 
╙㧞࿁⥶ⓨᣣߦวࠊߖߡ㐿⥄ޕേゞ⋥ធᦜ⥶ߦࠃߞߡ⊒⥶ߐࠇߒߣ࠻ࠬࡃࠍⴼ⍾ޔⓍ
ߺㄟࠎߛᄢဳࠫࡊ߇ᦜ⥶ゞߣߒߡ↪ࠄࠇߚޕ


  ᣣ╙  ࿁㑐ᡰㇱࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળޕψ
㜞᧻㘧ⴕ႐
↪ᯏ㧦ࠦࡦ࠳  ᯏޔ
     ࠰ࠕ 㧔㣔㧣ဳ㧕 ᯏޔ
ࡄࠗࡄ  ᯏޕ
ෳ  ട㧦⚖  ㆬᚻޔਛ⚖ ㆬᚻ
㑐ቇㆬᚻ㧦⚖ ਗ਼ℂ৻⋭  ᐕ ޔ↰ᤩᰴ  ᐕ ޕ
ᚢ  ❣㧦⚖ ↰ᤩᰴ  ޔਗ਼ℂ৻⋭  ޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒⥶࿁ᢙ  ࿁ޕ

↰ᤩᰴޔਗ਼ℂ৻⋭


ޟᤐޔᄐߦ⑺ޔቯᦼวኋ✵⠌߇ࠅޔ౻ߪ߅ભߺߢ࠴ࡦ̖ࠗ࠙ޕࠆߣደፉ߆ࠄἑ
ᚭౝᶏߩፉ߇ޘᷰߖࠆߘ߁ߛޕᩰ⚊ᐶ߇ߥߩߢޔㄭߊߩോᚲߩୖᐶߦಽ
⸃ᩰ⚊ߔࠆޕኋ⥢ߪኹࠍ୫ࠅߡޔኋᴱ⾌߇  ᣣ   ̖ޕ࠙ࠗࡦ࠴⃰  ฬޔ
Ḱ࠙ࠗࡦ࠴⃰  ฬޕᄢ㒋ߦ㕍ᐕࠣࠗ࠳ࠢࡉ߇ࠆ߇ታ⾰⊛ߦ✵⠌ߒߡ
ࠆߩߪޔቇㅪߩߺߣ߁ߛޕ㑐ቇㅪߩ  ⇟㕙⊕ߣߎࠈߪޔቇㅪวኋᦼ㑆ਛߦޔ
ቇㅪߩ⸥ᔨ౮⌀↪ߣߒߡࡈࠗ࡞ࡓࠍ⾉ਈߒ⾈ߢߣޔߍߡߊࠇࠆߣ߁ߣߎࠈߢ
ࠈ߁✵߇ߛޕ⠌ߦᔔߒߊߡߥ߆ߥ߆வ౮⌀ߪࠇߥߘ߁ߛ߇ޠ ̖ޕ
=ᣇะ⥽ ޔ
㧔㧕?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ஓటˢ֚᭣ᚐ ··°° ɷʷ

ࠞట ःˁ̣ျˢᅁˁާႎாඒ


   ᣣో࿖ஜᐽఝ⦟ᩞ⸰ᣣᧄ৻㘧ⴕෳടޕ
ฦᡰㇱ߆ࠄ  ฬߩቇ↢㧔ౝ  ฬߪᅚሶቇ↢㧕߇ࡄࠗࡄࠞࡉޠ߫ߟޟ
ޟዊ
㡀  ߩޠᯏߦಽਸ਼ߒోޔ࿖  ᩞࠍ⸰ޕ㑐ቇᄢ߆ࠄߪጊᧄᒄ㧔 ᐕ㧕
㧔ฬฎደ
㧙㊁̆ᄢ㒋㧕
ޔਗ਼ℂ৻⋭㧔 ᐕ㧕
㧔ᄢ㒋㧙੩ㇺ㧙ጟጊ㧕
ޔ↰ᤩᰴ㧔 ᐕ㧕
㧔㠽ข
㧙ᄢ㒋㧕߇ෳടޕ

ਗ਼ℂำߦ⧎᧤ࠍ⿅ࠆ⿒ၔᕺߐࠎ








ਗ਼ℂำߦ⺑ࠍ⡞ߊਛ㊁િำ



ࠃ߁ߎߘ㧍ᣣᧄ৻ᯏ     ੱᢥሼߢᄢ᱑ㄫᰴࠫ࠶ࡔߣޘᛩਅ

 ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ޔዊቇ↢ᦺᣣᦺޔᣣᣂ⡞ਥޔஜᐽఝ⦟ዊቇᩞ⸰ᣣᧄ৻ߩ
ޠ߫ߟޟ
ޟዊ㡀ޠਔᯏߪޔੑᣣ㔎ᄤࠍߟߡ㘧᧪⋵ޕਅߩஜᐽఝ⦟ᩞࠍ⸰ߒߡ㜞
᧻߳ะߞߚޕ
 ߎߩᣣጟጊⓨ᷼㧔ጟጊᏒᵤፉ㧕ߢߪޔጟጊᏒߢஜᐽఝ⦟ᩞߦㆬ߫ࠇߚ㣮↰ዊቇᩞ
ᐕ↢⚂ਃචੱ߇㜞ፒޔኅ╣ޔߩਃᢎຬߦᒁ₸ߐࠇߡዊᣛࠍ߽ߞߡᓙߜ᭴߃ࠆ
߁ߜߦޔਔᯏߪጟጊᏒⓨߦᆫࠍࠊߒޔᄢ߈ߊᣓ࿁ߒߡ⋵ޔᐡߦޠࠫ࠶ࡔޟ
ࠍᛩਅޔዊᣛࠍᛂߜᝄߞߡߩ᱑ߩჿߦㄫ߃ࠄࠇߡޔඦ೨ච৻ᤨਃචಽ㕒߆ߦ⌕
㒽ߒߚޕ
ޟዊ㡀ޠᯏ߆ࠄ㒠ࠅ┙ߞߚቇ↢㠽ੱਗ਼ℂ৻⋭㧔㧕㧩㑐ቇਃ࿁↢㧩߳㣮↰ዊቇᩞ
ᐕ↢⿒ၔᕺߐࠎ㧔㧕߇⧎᧤ࠍ⿅๒ߡ⛯ޔหᩞᐕ↢ਛ㊁િำ㧔㧕߇ࠗࡦ࠲
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ࡆࡘߒߡޟ㘧ⴕᯏߩᤨㅦߪޠ
ޔ
⾰ߣߤߥޠ߆ߔ߹ࠇࠁޟߪ߁ࠂ߈ޟㅊ㘑ߢᣧ߆ߞ
ߚߢߔߒ߆ߒޕἑᚭౝᶏⓨࠍ㆙࿁ࠅߒߡ㘧ࠎߢ᧪ߚߩߢޔᄢ㒋߆ࠄ⚂ੑᤨ㑆߆߆
ࠅ߹ߒߚߣޠਗ਼ℂำ߆ࠄࠍ߈ߚߩߜ㘧ⴕᯏߦߟߡ⺑ࠍ߁ߌߚޕ
=ᦺᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ޔጟጊ ?


  ᣣㆇャ⋭⥶ⓨᄢቇᩞ㐿ᩞ㧔ችፒᏒ㧕
ޕ
   ᣣ⑺ቄวኋ✵⠌=㨪   ᣣ?             ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
ᠲ⥽ᗵᓧߩߚߦᦺᣣᣂ⡞␠ᯏࡄࠗࡄࠞࡉࠍ↪ޕ
=ෳ⠨⾗ᢱ㧦↰ᤩᰴ㧧
ޠ࠳ࠗࠣߣ‐ޟ
ޔᣇะ⥽ ?  ޔ
   ᣣᣂࠢࡉ⪭ᚑޕ
  ᣣᣣ⥶ޔ࿖ౝ✢ᯏ㐳ࠍᣣᧄੱᯏ㐳ߦಾࠅ឵߃㐿ᆎޕ
   ᣣ․วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?              ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ߣ⥄ኅ↪⁁ขᓧ⠪ߦᜰዉ⠪ߣߒߡߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ߚߦⴕࠊࠇߚޕ
ᠲ⥽ᗵᓧߩߚߦᦺᣣᣂ⡞␠ᯏࡄࠗࡄࠞࡉࠍ↪ޕ
   ᣣ╙  ࿁ᜰዉ⠪⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?           ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
ᜰዉ⠪㧔㧻㧮ᢎቭ㧕ߦᬺ↪ᠲ❑჻ߩ⾗ᩰࠍขᓧߐߖࠆߚߦⴕࠊࠇߚޕ㘧
ⴕᯏᦜ⥶ߢㅊ㓐ṛⓨޔ㒢⌕㒽ⷐ㗔ߩ✵⠌߇ⴕࠊࠇߚޕ
   ᣣ⥄ኅ↪Ṗⓨ჻ቇ⑼⹜㛎ోຬวᩰޕ
㑐ቇᄢ߆ࠄߪႮႦᐘ㓶㧔 ᐕ㧕߇ฃ㛎ޕ
⹜㛎⑼⋡㧦ਛ⚖㧔Ṗⓨᯏขᛒᴺ⥶ޔⓨᴺⷙ㧕
⚖㧔Ṗⓨᯏขᛒᴺ⥶ޔⓨᴺⷙ⥶ޔⓨᎿቇޔ᳇⽎ቇ㧕
วᩰὐߪߦ  ὐએޕ
㧔   ᣣ㧕ߦ
   ᣣ⥶ⓨክ⼏ળ⻁ޔ╙  ภޟ᳃㑆⥶ⓨᬺߩᝄ⥝ᣇ╷ޠ
╵↳ޕ
   ᣣጊਛൎ᳁㧔ᣧⒷ↰ᄢቇ㧕ᚢᓟೋߩቇ↢㘧ⴕᯏᦜ⥶ታᣉޕ
 ᦨೋߩቇㅪ  ᡰㇱวหᆔຬળᦺ         ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
ޟᣇะ⥽ࠍޠቇㅪోߩᯏ㑐⚕ߣߔࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

㧔ᣥ㧕㜞᧻㘧ⴕ႐

 㧔ᣥ㧕㜞᧻㘧ⴕ႐ߪޔ㜞᧻Ꮢߩਛᔃㇱࠃࠅධ߳⚂ MO ߩㄘߣᣂ⥝ቛ߇ὐߔࠆ⼝
ጘᐔ㊁ߩ৻㓈ߦ╙ੑ⒳㘧ⴕ႐㧔✚㕙Ⓧ 㨙 ᮡ㜞 O㧕ߣߒߡ⸳⟎ߐࠇߡߚޕ
 ἑᚭౝ․ߩ㔵ߩ⊒↢╬ߦࠃࠅ㔌⌕㒽ߦᔅⷐߥ᳇⽎᧦ઙએਅߩ⁁ᘒߦߥࠆߎߣ߇ߒ
߫ߒ߫ࠅߦ․ޔ᪢㔎ᦼߦ߆ߌߡࠆߔ↢⊒ޔỚ㔵ߪ  ᣣ߆ࠄ  ᣣߦࠊߚߞߡ㘧ⴕ႐ࠍⷒ
ޔዽޘᓙᯏࠍߥߊߐࠇࠆ߇ࠆޕ
㘧ⴕ႐ߩ⸳⟎ߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦᣥ㒽ァ߇⚂ JC ߩㄘ߮ቛߥߤࠍ⾈
ߒޔ㜞᧻㘧ⴕ႐ߣߒߡᑪ⸳ߒߚߎߣߦ┵ࠍ⊒ߒߡࠆޕ㘧ⴕ႐ߪ৻ㇱቢᚑߒ↪ߐࠇ
ߡߚ߇ోߩቢᚑࠍߺߥ߹߹⚳ᚢߣߥࠅㅪวァߦធߐࠇߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ߦ㜞᧻⥶ⓨᮡ⼂ᚲ߇⸳⟎ߐࠇߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦធ߇⸃㒰ߐࠇޔᣣᧄߦ
ㆶߐࠇߚ߇᳃߆ࠄߪో㕙⸃ߩⷐᦸ߇ᒝ߆ߞߚ ޔᦼᤨߩߎޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߇₹᳓߆ࠄߎߩߦ✵⠌ߩὐࠍ⒖ߒߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦ㘧
ⴕ႐↪ࠍᦨዋ㒢ߦߔࠆߎߣߢ᳃ߣߩวᗧߦ㆐ߒޔ᳃㑆㘧ⴕ႐ߣߒߡሽ⛯ߐࠇࠆߎߣ
ߦߥࠆޕหᐕ  ߦߪᒰᤨߩᭂ᧲⥶ⓨ߇  ฬਸ਼ࠅߩ࠺ࡂࡆࡦ࠼࠳ࡉဳᯏߢᄢ㒋㨪㜞
᧻㑆ߦೋߡਇቯᦼ〝✢߇㐿⸳ߐࠇߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦⓨ᷼ᢛᴺߦၮߠ߈ᧄ
ᩰ⊛ߥᢛ߇ⴕߥࠊࠇߚޕหᐕ  ߦߪἑᚭౝ⥶ⓨ㧔 ᐕ  ߦ␠ฬࠍ྾࿖⥶ⓨߦᡷ
⒓㧕߇⸳┙ߐࠇ࠽ࠬޔᯏࠍએߡਇቯᦼ⥶ⓨㆇㅍᬺࠍ㐿ᆎߒߚ ޕᐕ  ߦ⸥ᄢ㒋
㨪㜞᧻〝✢ߪቯᦼ〝✢ߣߒߡนߐࠇߚ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦᭂ᧲⥶ⓨߪᣣᧄ
ࡋࠦࡊ࠲ߣว૬ߒએᓟోᣣⓨߣߥࠆޕหᐕ    ᣣߦଏ↪㐿ᆎߣߥߞߚߩߘޕᓟ⥶
ⓨャㅍ㔛ⷐߩჇᄢߦኻᔕߒቯᦼ〝✢ߩలޔჇଢ߇ⴕߥࠊࠇߩࠄࠇߎޔోᕈࠍ⏕ߔ
ࠆߚߦޔၮᧄᣉ⸳ޔઃᏪᣉ⸳ߩᣂ⸳ޔᡷ⦟ޔᶖ㒐ᣉ⸳ߩჇ⸳╬߇ⴕࠊࠇߚࠃߦࠇߎޕ
ࠅޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ✵⠌ߪ࿎㔍ߣߥࠅޔየ㘧ⴕ႐߳ߣ⒖ࠆߎߣߣߥࠆ ޕᐕ  
ߦޔ㜞᧻⥶ⓨᮡ⼂ᚲߪᑄᱛߣߥࠅ㜞᧻ⓨ᷼ോᚲ߇ߘߩᬺോࠍᒁ߈⛮ߛޕ
 ዞ⥶ᯏ⒳ߪޔᭂ᧲⥶ⓨ߇ࡂࡦ࠼ࡍࠫࡑ࠰ࡦ㧔ਸ਼ቴ  ฬ㧕
ోޔᣣⓨ߇࠳ࡉᯏ߆
ࠄ࠳ࠣࠬ&%㧔 ฬ㧕
(ࠞ࠶ࠝࡈޔ㧔 ฬ㧕ࠍ⚻ߡ ;5㧔 ฬ㧕߳ߣᄌㆫߒޔ
᧲࿖ౝ⥶ⓨ߽ࠦࡦࡌࠕ%8㧔 ฬ㧕߆ࠄ ;5 ߦᄌߞߡࠆޕ
㧖㧕ߘߩᓟ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦ #54 ߇⸳⟎ߐࠇߩߘޔ⠉ᐕ߆ࠄ࠳ߦࠃࠆ▤ᬺോࠍ㐿ᆎ  ߦᦝޔᐕ㧔ᤘ
 ᐕ㧕ߦߪ 814㧛&/' ߇ㆇ↪㐿ᆎߔࠆߥߤ⥶ⓨᬺോ߽లታߐࠇߚޔ߇ߛޕ㚅Ꮉ⋵ߪޔ྾࿖ฦ⋵ߩࠫࠚ࠶࠻ൻ߇ㅴ
ਛߢߣࠅᱷߐࠇޔⓨ᷼ߩᒛ߇࿎㔍ߢߞߚߚޔ㐳ᐕߦਗ਼ࠆᮨ⚝ߩ⚿ᨐᣂⓨ᷼ࠍ㚅Ꮉ⋵㚅ධ↸㧔㜞᧻ਛᔃㇱࠃࠅ
ධ⚂ MO㧕ߦᑪ⸳ߔࠆߎߣߣߥࠅ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ᣂ㜞᧻ⓨ᷼ߩ⸳⟎๔␜߇ߥߐࠇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 
Ꮏᑼ߇ⴕࠊࠇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᤐߦᣂⓨ᷼ߩଏ↪߇㐿ᆎߐࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

๊ᡮȬɞᩜޙᓎሳ׆
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߎߩᐕߩᤐޔ㜞᧻㘧ⴕ႐ߪ᳃㑆㘧ⴕ႐ߣߒߡሽ⛯߇ቯޕ
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱᣂᓎຬߦਗ਼ℂ৻⋭ 㑐ቇᄢ  ᐕ ߇ᆔຬ㐳ޔ
↰ᤩᰴ 㑐ቇᄢ  ᐕ ߇ᆔຬ㐳ߦዞછޕ
㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱߪቇㅪᆔຬߦႮႦᐘ㓶㧔 ᐕ㧕ࠍㆬޕ
   ᣣ౻ᦼวኋ=㨪 ᣣ?                 ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
  㜞᧻㘧ⴕ႐ߢߩೋߡߩ౻ᦼวኋ⑺ޕวኋߢߩᛛⴚᜬࠍ⋡⊛ߣߒࡑࠗࡊޔ
ߢߩၮ␆ቢᚑࠍⴕߞߚޕ
ෳ  ട㧦 ฬ 㧗 ⋙〈ᜰዉ⠪㧔ᦺᣣ  ฬ㧕ޕ
↪ᯏ㧦ࡊࠗࡑ ޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒⥶࿁ᢙ  ࿁ޕ
 ⍴ᦼᄢቇᑄᱛࠍ੍ቯߒᚲዻᢎ⡯ຬࠍ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ᐲࠃࠅᄢቇߦ
ォዻޔቇ↢㓸ࠍ  ᐕᐲࠃࠅᱛߔࠆߎߣࠍቯޕ
   ᣣ ᤐቄวኋ✵⠌=㨪 ᣣ?                ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
ෳ  ട㧦 ฬ 㧗 ⋙〈ᜰዉ⠪㧔ᦺᣣ  ฬޔ㧻㧮  ฬޔᄖ  ฬ㧕
↪ᯏ㧦ࡊࠗࡑ  ᯏޔ
ࡊࠦ          ᯏޔ
ࠦࡦ࠳㧔శ  ဳ㧕  ᯏޔ
࠰ࠕ 㧔㣔㧣ဳ㧕  ᯏޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒⥶࿁ᢙ  ࿁
✚ววኋߦࠃߞߡ⥄ޔኅ↪⁁ขᓧ⠪ߩ࠰ࠕ✵⠌ߣᤓᐕ  ⥄ኅ↪Ṗⓨ჻
ቇ⑼⹜㛎วᩰ⠪ߩታ⹜㛎ޕᄤ᳇ਇ⦟㧙ᤐ㔎㧙ߢߞߚޕ
 ᣣ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࠣࠗ࠳ᜰዉ⠪⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?ޕ
ᬺ↪ᠲ❑჻ታ⹜㛎ޕ
 ᣣ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᜰዉ⠪⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?    ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
 ᣣᬺ↪⹜㛎㧔ታ㧕                ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
’㊁દⴡ㧔หᔒ␠ᄢ㧻㧮㧕
’ޔ㊁㏽㇢㧔หᔒ␠ᄢ㧻㧮㧕
ᧁޔආ㧔ᴦᄢ㧻
㧮㧕⚿ޔၔ᳗ᰴ㇢㧔ᴺᄢ㧻㧮㧕ߩ  ฬวᩰޕ

ޣතᬺ◉ ޤ᳗⣑ޔብᔒޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖᧲ᶏᡰㇱ㧻㧮ળ⊒⿷ޕ
  ᣣᧄ⥶ⓨදળ߇Ṗⓨ࿅ߦṖⓨᯏᅑബഥ㊄ᐲࠍᆎࠆޕ
ೋ⚖ᯏ  ᯏ  ਁޔਛ⚖ᯏ㧝ᯏ  ਁޕ
ᓟߩޟᣂภ⾗⾼ޠ㊄ߩ  ㇱߦ߽ߥߞߚޕ
 ᣣᤐቄ․วኋ✵⠌=㨪   ᣣ?            ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐

ෳ⠨㧦
ߩࡃࡅޟჿ߽⡊ߩߘ߫㨯㨯㨯ᦺ=ޠᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ?ޕ

    㔵ࡩፄࠣࠗ࠳⎇ⓥળౣᑪޕ
    ᭂ᧲⥶ⓨ߇ᄢ㒋㧙㜞᧻㑆ߦਇቯᦼ〝✢㐿⸳ޕ
 ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਃᡰㇱᜰዉ㑐ଥ⠪․✵⠌ળ=㨪 ᣣ?  ޕቝㇺች 
㑐ᡰㇱ߆ࠄߪ⍹↰ᢥ㓶᳁’ޔ㊁દⴡᢎቭෳടߩߎޕ㑆ߦ⹜⚖ᯏߩ⹜㛎
߅ࠃ߮Ყセ࠹ࠬ࠻߇ⴕࠊࠇߚޕ
 ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖᧲ᶏᡰㇱ⊒ળᑼ            ޕฦോේ
࠰ࠕ㣔  ဳ߇࠺ࠖࠬࡊߐࠇߚޕ
㧔ߎߩߚޔ㣔  ဳ࠰ࠕߪ㜞᧻㧙
ᄢ㒋㧙ฦോේ߳ߣⓨャߐࠇߚޕ㧕
 ᣣ㑐ቇ㒮ජಿࠠࡖࡦࡊࠨࠗ࠻㐿⸳ޕ












㔵ࡩፄᑼߪߣ - ဳࡊࠗࡑ✵⠌㘑᥊
 ᣈ㧦㜞᧻㘧ⴕ႐ 㧔༑ᄙ⦟ᄦឭଏ㧕
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৻ᐕ⋡ߩ㜞᧻㘧ⴕ႐

 ᄢ㒋ࠃࠅߩ⦁ᣏߦޔౝᶏߩή㒢ߩ⟤ߒߐߣᄙᓀߐߦᗵᔃߒߥ߇ࠄᤨ ޔ㑆ߢ㜞᧻ߦ⌕ߊޕ྾࿖
ߩ₵㑐ߣⷰశߢ❥ᩕߔࠆ↸ࠍߣߦߒߡࡃࠬߢ  ಽޔ㘧ⴕ႐ࠄߒߊߥಣߦ᧪ࠆޕวኋߩᚻᒁ߈
ߦଐࠆߣޟࠅߦߪᅚߩફߒߚ᭽ߥ߿ࠊࠄ߆✛ߩጊߩߘޔࠅ߇ޘᤄ㔡ߢፄ߇უߞߡ྾
ፄߣߥߞߚጊޔᄤਅߦฬࠍᚑߔ⑲ፄ⼝ጘን჻߇ߘߩߦ⟎ߒޔർߦߪደፉߩฎᚢ႐ࠍ⌑
ࠆ㘑శᒻߣ߽ߦ⛘ᅢߩ႐ᚲߢߔޕ㘧ⴕ႐ߪᚢᓟࠅ↪ߐࠇߡዬࠄߕ‐㚍ߩ’ߣߥࠅޔᕸ
߽’႐ߩࠃ߁ߥᗵߓ߇ߒ߹ߔ⻉ߒ⧯ޕำߩᛛ㊂߇㆐ߒ࠙㨼ࡦ࠴ᦜ⥶ߢ㜞ᐲ⊖☨߽ߩṖⓨࠍ⹜ߺࠆ
ߥࠄ߫ޔᵄ㕒߆ߥἑᚭౝߩᶏࠍ⌑✛ߩਅ⇇ࠍਅࠈߒߡ㘧߱߇᧪߹ߔޕࠆߣޠޕ
  ߩṖ〝ࠍᜬߟ⍱ᒻߩ㘧ⴕ႐ߪ⦼↢߿ࡦࠥ߇↢߃ߡࠣࠗ࠳ߦߪᦨㆡߢࠆޕ
 ߘߩᤄޔァ࿖⪇߿߆ߥࠅߒ㗃ߪޔߩ  ߽ߩᐢߐ߇ߞߚߣࠊࠇ⏕߆ޟ㓳ޠᚢ㓌߇㖸
ࠍ߆ߒߡߚߣ⡞ߡࠆ߇ޔᚢᓟߩㄘ⸃ߦࠃࠅߘߩ㕙ᓇ߽ߥߊࡠࠪࡓޔᣛㆇേߪ߽⛯
ߌࠄࠇߡࠆ᭽ߛޕ㑐ᡰㇱ߇ᱝಣߦࡎࡓࠣ࠙ࡦ࠼ࠍ⒖ߒߚߩߪ  ᐕᤐߊߒޔ߃߫ 
  ᣣࠃࠅߩ․วኋ߆ࠄߢࠆޕ⒖ォᒰᤨߪᐢ߳ߩ㐿ᗵߣࡦࠥߣ✛ࠍ‐ߣࠇߘޔ
߃ߚ⟤ߒߐߣᣂ㞲ߦḩ⿷ߒ߈ߞߡߚ߇ޔᤐߢᢙ߃  ࿁߽ߩวኋߦߥࠆߣᖠߺ߇ήࠊߌߢ
߽ߥߊߦ  ╙ޔᩰ⚊ᐶ߇ήߢࠆޕᄢဳߩ࠰ࠕࠃࠅࡊࠗࡑߦߚࠆ߹ߢోㇱಽ⸃ߒߡ
⁜ୖᐶߦታߦᏁߺߦ⚵ߺวࠊߖߡࠇߡ߅ࠅޔ㗅ᐨࠍ㑆㆑߃ࠆߣ㚝⋡ߣ߁߆ࠄߥࠎߎߒ⧯ޔ
┹ᛛ߇ࠇ߫ቇㅪ৻ߢࠈ߁ߣ⥄ᘟߔࠆ⠪߽ࠆޕᯏߩᶖ⠻ࠍ⠨߃ߡ߽ᤚ㕖ᔅⷐߥࠊߌߢᑪ⸳
ߩჿ߽ࠆ߇ߩޠ߅ޟၞࠍߡߥޕᰴߦឃ᳓߇ήߢṖ〝ᄖߩዊ✛߇ᵆ↰ߣൻߒࡊ
ࠗࡑ⃰ߪߟ߽ⵍኂࠍฃߌߡࠆߦᦝޕᶏ㘑߇ᄙዋߣ߽ᮮ㘑ߣߥߞߡ็߈࠴ࡦࠗ࠙ޔೋᔃ⠪
ߪṖⓨࠍวࠊߖߣߥࠆ߇ࠆᦨޕㄭ․ߦ߆ߩㅪ⛊⦁⚡ޟ㔕ਣޠᴉᴚߦ࿃ࠅޔ㧷⥶ⓨળ␠߇ᄢ
㒋㑆ߦ⊒ᯏࠍ  ᣣੑᓔᓳ㘧߫ߖࠆὑ⿒ߩߘޔሼ⚻༡ࠍ᳇ߩᲥ߇ࠅߥ߇ࠄޔඦ೨ඦᓟߣৼᐲ✵⠌
ߦ⺞ሶߠߚ㗃ߩ  ᤨ㑆ࠍ⊒⌕ߦ㘩ࠊࠇࠆߩࠍᙍࠅࠍ߃ߡᱷᔨ߇ߞߡࠆߢࠆ߇ޔᚲ
ሽߖߨ߫ߥࠄߥࠃ߁ߛޕวኋᚲߪㄭߊߩ߅ኹߢኋᴱ⾌ߩߣ㘩㊂ߩ⼾ንߥߪቇㅪ㓐৻
ߢࠈ߁ޕญߩᖡㅪਛߪޟᣏ㙚ᱜᄢኹ࡞࠹ࡎޟ߆ߣޠᱜᄢኹ߆ߣޠࠎߢࠆ߇ޔ㏹ߩ㖸ߦߟ
ࠇዬߔࠆߩ߽੦㘑ᖱࠆ↢ᵴߢࠈ߁ߦ߆ޕᖠߺߪᄙߊߡ߽ᣢߦᱝಣࠃࠅ⥄ኅ↪ᠲ❑჻߇ 
ฬᎽ┙ߜޔᢎቭߩᅢᜰዉߦߪߋߊ߹ࠇᄢኅᣖ߇ࠬࡐ࠷ࠍᭉߒߺߥ߇ࠄ᧪ࠍᄞߡ⌕ታߥ৻ᱠ
ࠍㅴߡࠆޕ
 㜞᧻ߩߔߋᴒวߦ᩶ᄥ㇢߇㝩ㅌᴦࠍߒߚߣࠊࠇࠆ㝩߇ፉ㧔ᅚᧁፉ㧕߇ࠅޔᤄߪࡄࠗ
࠻㧔ᶏ⾚㧕߇ᱝಣࠍᩮߓࠈߦ〡ߒߡߚᤨઍ߽ߞߚ߇ⷰߪޔశߩ৻ߟߦᢙ߃ࠄࠇࡄࠗࡠ
࠶࠻ߩ⦟߈⋡ᮡߦߥߞߡࠆޕ
                   =ᣇะ⥽ ? ޔ
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㧨 ᐕ㗃ߩ㜞᧻㘧ⴕ႐✵⠌㘑᥊㧪


㜞᧻㘧ⴕ႐ോᚲ࠲ࡢߣ 
ቇㅪ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ゞࡄ࠶ࠞ࠼  ᐕဳψ
                 



ࡊࠦ               㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳ࠰ࠕ


 









ᒰᤨޔㅢᏱߩᯏㆇ៝ߢߪߩࠅߘޔਅߦบゞࠍࠇߡਸ਼⠪߇࠹࡞ㇱಽࠍ⢋ߦᜂ߉ޔ⠢┵ᜬ
⠪ޔบゞ㧔߽߭ઃ㧕ᜬߜࠖ࠺ࡏޔߒߣ 㨪 ੱߢᯏࠍᓟࠈะ߈ߦߒߚޔߪࠕ࠰ޕਸ਼⠪
߇᳓ᐔየ⠢ࠍᜬߜޔ⠢┵ᜬ⠪ࠖ࠺ࡏޔߒߣᦨૐ  ੱߢᷣࠎߛޕ
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ɰɮʽʋȺɁ᭣ᚐൡᓎൌଵᎃ

 ᣣ㑐᧲ޔᶏวหวኋ✵⠌=㨪 ᣣ? ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
↰ᤩᰴߪഥᢎߣߒߡࡊࠗࡑߩขᛒ╬ߩၮᧄᬺߦߟߡ᧲ᶏᡰㇱ
ቇ↢ߦᜰዉࠍⴕߞߚޕ












 ᢥㇱ⋭ࠣࠗ࠳ᠲ❑⎇ⓥળ㐿⮮ ޕᴛ㘧ⴕ႐
   ᣣ ╙  ࿁ᜰዉ⠪⎇ୃળ=㨪 ᣣ?           ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
   ᣣᄐቄวኋ✵⠌=㨪 ᣣ?  ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐ 
⥄ኅ↪㧔ਛ⚖㧕ታ㧔ႮႦᐘ㓶㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ઁ  ฬోຬวᩰ㧕ޕ
࠙ࠗࡦ࠴ߢߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶ᮨᡆ✵⠌㧔↰ޔਗ਼ℂޔർየߩ  ฬୃੌ㧕ޕ
࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ߢ 㨙ߋࠄࠍ㘧ⴕߒ⛯ߌߩ࠴ࡦࠗ࠙ޔᚻ೨ߢ㔌⣕ߐߋߔޔ
߹ᣇะࠍᄌ߃ߡ⌕㒽ߣߞߚᣇᴺߦࠃࠆࠄ߆⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޔ㘧ⴕᯏᦜ⥶߳ߩ⒖
ⴕߩߚߩ✵⠌ޕ
   ᣣᐢፉߢ╙  ࿁ේ᳓ᱛ⇇ᄢળ㐿ޕ
 ᣣᄐቄ․วኋ=㨪 ᣣ? ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐ 
᧲ᶏᡰㇱ  ⃰ෳടޕ
 ᣣ᧲੩ㅢାᎿᬺ㧔࠰࠾㧕࠻ࡦࠫࠬ࠲ࠫࠝ⊒ᄁޕ
 ᣣ⥄ኅ↪ᠲ❑჻ታ⹜㛎ޕ
 ᣣ ᡰㇱวหวኋ                ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
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ቼ µ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾
̣ျˢᅁˁާႎாඒˁࠞటःˁࢶڷں᪽

 ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪   ᣣ?ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ ࠰ࠕᯏߦࠃࠆṛⓨޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ࠦࡦ࠳ᯏߦࠃࠆṛⓨޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ࠦࡦ࠳ᯏߦࠃࠆᏀฝ qᣓ࿁ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
෴  ട㧦 ᩞ  ㆬᚻ㧔 ᩞ  ฬߩਛ߆ࠄㆬ߫ࠇߚ㧕ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ↰ᤩᰴ㧔 ᐕ㧕ޔ
ਗ਼ℂ৻⋭㧔 ᐕ㧕ޕ
╙  ㇱ ጊᧄ ᒄ㧔 ᐕ㧕ޕ
╙  ㇱ ႮႦᐘ㓶㧔 ᐕ㧕ޕ
ᚢ  ❣㧦ቇᩞᓧὐ ╙  ޕ
  ੱ ↰ᤩᰴ ⾨ޔ
ਗ਼ℂ৻⋭ ޔ
ጊᧄ ᒄ ⾨ޕ
 ႮႦᐘ㓶ఝൎ ޕ

  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕એᓟਛᢿߐࠇߡߚቇ↢
ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળߪฬ⒓ࠍోޟᣣᧄቇ↢ࠣࠗ
࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળߣޠᡷࠄࠇ  ᐕ߱ࠅߦᓳ
ᵴޕᖡᄤߩߚ  ᣣᑧᦼߐࠇ    ᣣ߹ߢߣߥߞ
ߚޕቇㅪౣ⊒⿷߆ࠄ  ᐕߦߒߡ┙ᵷߥᛛⴚࠍ␜ߒޔ
ήᄢળࠍ⚳ੌޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧨╙  ᣣ⋡㧪  ߹ߕዊᚻ⺞ߴ㘧ⴕ ̆ ⋵ઍߩੑㆬᚻ
=㔵ࡩፄ⊒? ╙࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ╙৻ᣣ㧔 ᣣ㧕ߪ࠰ࠕᯏޔ
ࠦࡦ࠳ᯏߦࠃࠆṛⓨ┹ᛛޔᜰቯ⌕㒽ߥߤߩ┹ᛛࠍⴕߞߚ߇ޔඦᓟ  ᤨޔ㔵ߩߚ
┹ᛛߪਛᱛߐࠇߚޕᄢળߪ  ᣣ߹ߢ  ᣣ㑆⛯ߌࠄࠇࠆޕ
㑐ቇ㒮ᄢቇ㧠ᐕ↢ਗ਼ℂ৻⋭ำ㧔㧕㧩ᚭᏒ᧲ἥ㧩ߪ৻╙ޔㇱ⚖ᯏߦࠃࠆṛⓨޔ
ᜰቯ⌕㒽ޔหᄢቇ㧠ᐕጊᧄᒄำ㧔㧕㧩ᚭᏒ᧲ἥ㧩ߪ╙ޔੑㇱਛ⚖ᯏߦࠃࠆṖ
ⓨޔᜰቯ⌕㒽ߦ႐ߒߚޕ
ਗ਼ℂำߪࠣࠗ࠳㑐ਃ⠀ࠟࠬߩ৻ੱߢޔਸ਼ߞߚ࿁ᢙߪೋ⚖ޔਛ⚖ޔ⚖ᯏวߖߡ
 ࿁ߩ⸥㍳ߩᜬਥޕ㘧ⴕᯏᦜ⥶߽྾࿖㜞᧻Ꮢᨋ㘧ⴕ႐ߢ㧠࿁㘧߮ޔᢥሼㅢࠅߩࠣࠗ
࠳↵  ╙ޕᣣߩᦨ⚳ߦ㘧߮ޔධ㧠㨙ߩ㘑ߩਛߢ⚖ᯏࠍᏁߺߦਸ਼ࠅߎߥߒࠇ߈ޔ
ߦᄢⓨߦベࠍឬߚ߇ޔ᳇⽎ߦᘠࠇߕ⌕ޔ㒽೨ߩㅴߩಾ឵߃߇ㆃࠇ⌕ޔ㒽ߦ߿߿㔍ὐ
߇ߞߚ  ╙ޕᣣߪෳ⠨⸥㍳ߩߚṛⓨᤨ㑆ߩ⸥㍳ᦝᣂߪߨࠄࠊߕޔዊᚻ⺞ߴ㘧ⴕࠍ⛯
ߌߚޕጊᧄำߪޔᤓᐕหᚲߢ㘧ࠎߛߎߣ߇ߞߚ߇┹ߩߡߓߪޔᛛળߢ࿕ߊߥߞߡᜰ
ቯౝ⌕㒽ߦࠊߕ߆ߦߪߕࠇߚޕ
ጊᧄำߩ ᄢળ೨ᄛኢᐥߩਛߢᤓᐕߩᒻޔ᳇⽎⁁ᴫߥߤࠍᕁߒߢࠅ߽ߟߩߘޔ
㘧ࠎߛ߇⁅ߞߚᦺ=        ޕᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣᚭ

?


ᖡ᳇ᵹߦ㒖߹ࠆ
=㔵ࡩፄ⊒?ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਥߩ╙࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળߪ 
ᣣᦺ  ᤨඨ߆ࠄ㐳㊁⋵⺪⸰Ꮢ㔵ࡩፄ㜞ේߢ㐿᐀ߐࠇߚ ޕᐕ߱ࠅߦᓳᵴߒߚᐲߩᄢળ
ߪᚢᓟߪߓߡ㐿߆ࠇߚᄢળߢෳടㆬᚻߪᣧᄢޔᘮᄢߥߤ  ᄢቇߩቇ↢  ੱࠇߕޔ
߽หㅪ⋖㑐᧲ޔ㑐ޔㇱ᧲ޔᶏᡰㇱߦട⋖ߒߡࠆో࿖  ᄢቇߩ  ੱࠍ߃ࠆቇ
↢ߩਛ߆ࠄㆬ߫ࠇߚࡌ࠹ࡦㆬᚻߢࠆޕ
㐿ળᑼߦߪ᧪⾠ޔరઍߥߤ  ੱ߇Ꮸޔᄢળળ㐳ጊᦺᣣᣂ⡞␠ળ㐳ઍℂ═
ᧄ␠ข✦ᓎޔᄢળᆔຬ㐳ደ᧲ᄢᢎࠄ߇ߐߟޔክ್㐳⮮ᄢᢎ߆ࠄ┹ᛛߩ
ᵈᗧ߇ߞߡᴺᄢቇ  ᐕ↢Ⓑㄝືำ㧔㧕߇ㆬᚻ৻หࠍઍߒߡࠪࡦࡑ࠷ࡐࠬޟ
࠶ࡊࠍ⊒ើޔᱜޘၴߣޘ㑵߹ߔߣޠర᳇ࠃߊትᑼࠍ⚳ߞߚޕ
┹ᛛߪᱜඦ߆ࠄᆎ߹ߞߚ߇ޔඦᓟ  ᤨߏࠈ߆ࠄળ႐৻Ꮺߦ㔵߇┙ߜㄟࠆߣ߁ᖡᄤ
ߩߚ߿ߥߊㅜਛߢᛂಾߞߚߩߎޕᣣ㘧ࠎߛߩߪ╙৻ㇱ ࠰ࠕ ╙ੑㇱ ࠦࡦ
࠳ ߣ߽ฦ  ੱߕߟޔੑㇱߩቇㅪ㑐᧲ᡰㇱᣧᄢ  ᐕ↢㋈ᧁᒄᰴำ㧔㧕߇  ಽ  ⑽
ߩṛⓨ⸥㍳ࠍߒߚ߶߆ߪᐔဋ  ಽ೨ᓟߩᚑ❣ߛߞߚޕᄤ᳇߇ࠃߊߥࠇ߫ ޔᣣᦺ  ᤨ
߆ࠄ┹ᛛ߇ౣ㐿ߐࠇࠆ੍ቯޕ
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㧨╙㧞ᣣ⋡㧪 㔵ߢ┹ᛛߪਛᱛ
 ળ႐৻Ꮺ߇ᦺࠃࠅᷓ㔵ߩߚ┹ᛛࠍਛᱛᤨ  ᦺޕඨ߆ࠄደንᰴ㇢᧲ᄢᢎޔ⮮
ඳᄢᢎ߇ኋ⥢ߢㆬᚻ㆐ߦޟฦ࿖ߩࠣࠗ࠳ᖱޕߚߒࠍߡߟߦޠ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧨╙  ᣣ⋡㧪 ߥ߆ߞߚᅢ⸥㍳
=㔵ࡩፄ⊒?㨯㨯㨯 ᣣඦ೨  ᤨ  ಽ߆ࠄ┹ᛛࠍౣ㐿ޕ
╙  ㇱ  ੱ ╙  ㇱ  ੱ ╙  ㇱ ੱ ߩ⸘  ੱ߇Ṗⓨޔඦᓟ  ᤨ╙  ᣣ⋡
ߩ┹ᛛࠍ⚳ߞߚߩߎޕᣣߩṛⓨᦨ㜞⸥㍳ߪ╙ੑㇱߩ㑐᧲ᡰㇱ᧲ർቇ㒮ᄢቇ  ᐕ↢⍹Ꮉ
ᷡ৻ำ㧔㧕ߩ  ಽ  ⑽ߢߪઁޔᐔဋ  ಽඨߋࠄߢᅢ⸥㍳ߪߥ߆ߞߚ┹ޕᛛᣣ
⒟ࠍ㧝ᣣᑧ߫ߔߎߣߣߥࠆޕ

                     
㧨╙  ᣣ⋡㧪
ᦨ⚳ᣣߩ৻ᣣߪඦ೨  ᤨ┹ᛛࠍౣ㐿৻╙ޔㇱ߇  ੱ╙ޔੑㇱ߇  ੱ⸘  ੱ߇Ṗ
ⓨߒߚߩߎޕᣣߩ᳇᷷  ᐲޔർ᧲ߩ㘑㧞㨙ᦅࠅޔ㔕ߩ㜞ߐߪ 㨙೨ᓟߢࠖ࠺ࡦࠦޔ
࡚ࠪࡦᖡߊᐔဋṛⓨᤨ㑆ߪ  ಽඨߋࠄߛߞߚޕ
 ᒁ⛯߈ޔඦᓟ  ᤨ߆ࠄ㐽ળᑼ߇ⴕࠊࠇߚޕ
ᄢળળ㐳ઍℂർᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱ㐳߆ࠄ
╙  ㇱఝൎ⠪ Ⓑㄝື㧔ᴺᄢ  ᐕ㧕ߦఝൎ࠻ࡠࡈࠖߣࡊࠞޕ
╙  ㇱఝൎ⠪ ㋈ᧁᒄᴦ㧔ᣧⒷ↰ᄢ  ᐕ㧕ߦఝൎ⋫ޕ
╙  ㇱఝൎ⠪ ႮႦᐘ㓶㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ߦఝൎ⋫ޕ
߇ߘࠇߙࠇਈߐࠇߚޕᄢળᆔຬ㐳ደ᧲ᄢᢎߩᜦޔክ್㐳⮮Ꮊᄢᢎߩ⻠
⹏ߥߤ߇ߞߡᄢળߩ᐀ࠍ㐽ߓߚޕ








ᵅ߈╉ߩ㑐ਃ⠀ὖ          ఝൎ࠻ࡠࡈࠖ⋫


㧥 ႮႦᐘ㓶㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ቇㅪ㑐ᡰㇱળ⸘ᆔຬዞછޕ
㧥ᣣ ࠕࡔࠞァ┙Ꮉၮߢᒛߩߚߩᒝ᷹㊂㐿ᆎޔㄘ᳃ᡰេߩഭ⚵ቇ
↢ߣ⼊ቭ㓌ⴣ⓭㧔⍾Ꮉ㑵㐿ᆎ㧕ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ² وᩜᛴୈቧ੫͢Ⱥໞሳ ´² ґ

ާႎாඒ


㧥ᣣ ╙  ࿁㑐ᡰㇱ┹ᛛળ               ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
┹ ᛛ ⺖ ⋡㧦 ᐲᜰቯޕ
ෳ  ട㧦 ฬ 㧗 ⋙〈ᜰዉ⠪㧔ᦺᣣ  ฬ㧕ޕ
↪ᯏ㧦ࠦࡦ࠳  ᯏ  ࠕ࠰ޔᯏ  ࡄࠗࡄޔᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦↰ᤩᰴ㧔 ᐕ㧕ޔਗ਼ℂ৻⋭㧔 ᐕ㧕ޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒⥶࿁ᢙ   ࿁ޕ
ᚢ  ❣㧦↰ᤩᰴ  ޕ

⥶ⓨ⸥ᔨᣣⴕߣߒߡⴕࠊࠇߚᧄޕᄢળߦ߅ߡޔ↰ᤩᰴ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ߪ
㣔㧣ဳ࠰ࠕߢޔṛⓨ  ಽ  ⑽ߩ⸥㍳ࠍ᮸┙ߒߚޕᒰᣣߪᦺ߆ࠄᔟ᥍ߦᕺ߹
ࠇޔ㘧ⴕ႐ߦߪ⚂  ਁੱߦㄭⷰⴐ߇㓸߹ࠅ⋓ᴫࠍᭂߚޕ
 㑐ᡰㇱߪ⥶ⓨዪᓟេߩਅߦᐕߩᄢળࠍㅴߚߩߢࠆ߇ᦨޔᓟߦ࠺ࡕࡦࠬ
࠻࡚ࠪࡦߣߒߡ  ฬߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶߇ⴕࠊࠇߚޕ
  ⇟ਸ਼ߩ↰ᤩᰴ߇࠰ࠕࡦࠣࠍᆎߚߣߥࠆ߿ޔᱷߐࠇߚ  ฬ㧔㧩ਗ਼ℂ৻
⋭㧕ߪᤨ㑆⊛ߦ㧔࠳ࡉ㘧᧪ߩ㑐ଥ㧕߇ߥߊߥࠅ⸥ޔ㍳ߩ↢ࠇࠆߩࠍ㗿߁᳇
ᜬߣ⥄ಽߩਸ਼߇ᣧߊߥࠆ᭽ߦ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߩᶖᄬࠍ㗿߁᳇ᜬߣ߇ߏߞߜ߾ߦߥߞ
ߡ⪭⌕߆ߧߣ߁৻㚤߇ߞߚࠅߒߚ߇⚿ޔዪߎߩ᭽ߥᅢᚑ❣ࠍߒߚߦోຬ
ήߦᦜ⥶ࠍ⚳߃ߚޕ

ᣣ ⑺ቄ㑐᧲ᶏวห
วኋ✵⠌=㨪 ᣣ?ޕ
     㜞᧻㘧ⴕ႐
   ⸥ᔨ⑂ⷓᬺ᱑ޕ




ᓟ㧦ᵻ↰ޔႮႦ ̆ޔ̆ޔ
೨㧦̆ޔਗ਼ℂޔ↰
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

᭣ᚐൡᓎᜡᎃ

̣ျˢᅁˁާႎாඒ


    㒋㘧ⴕ႐㧔 የ㘧ⴕ႐㧕ࠍ⥶ⓨዪ▤ℂਅߦ߅߈ޔ᳃㑆⥶ⓨ߇
↪ߣ⥶ⓨዪ߇ฦᣇ㕙ߦญ╵ߢવ㆐ޕ
    ਃ↰ᑼΣဳ㧝ภⶄᐳ࠰ࠕޟᎹޠภቢᚑ㧔ࡈ࠶ࡊណ↪㧕ޕ
ᘮᔕ⟵Ⴖᄢቇ ߪࡇࡁࡖࠠޕ㨙㨙ෘߩࡊࠢࠪࠣࠬࠍᚑဳߒࡈ
ࡓ߇ήޕᓟᏨ߇೨Ꮸࠃࠅ߽৻Ბ㜞ߊ೨Ꮸห᭽ߩⷞ⇇ࠍ⏕ߪ࠭ޕ㧝
ᧄᑼߩ㊀ᔃᦜ⥶ࠍណ↪ߒ೨ᓟᏨߩਛ㑆ߦขࠅઃߌޕ
ᣣ วห↱⥄ޔ᳃ਥౄ⚿ᚑޕ
ᣣ ╙  ᰴ㡀ጊౝ㑑ᚑ┙ޕ

ᣣ ౻ቄวኋ✵⠌=㨪   ᣣ?             ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐

㐳〒㔌㘧ⴕᯏᦜ⥶Ḱ✵⠌ޕ↰ᤩᰴ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔർየ⋥ᢘ㧔หᔒ␠ᄢ 
ᐕ㧕
ޔਗ਼ℂ৻⋭ 㑐ቇᄢ  ᐕ ߪ✵⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޔ⠌ߣߣ߽ߦޔ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦߡ㍙߽
ߺߩళ╬ߩ✵⠌ࠍⴕ߁ޕ

 ⶄߘߎߢޟᐳᯏ߇᥉ߒߡ߹ߔ߇ޔᚒᤨߩޘઍߢߪ  ᯏ߽ߥߊޔ㜞ᐲߥᛛ
ⴚߩ⠌ᓧߦߪޔ㐳ᤨ㑆ߣദജ߇ᔅⷐߢߒߚߩ߈ߣߚߞߦ࡞ࡉߦ․ޕᗵⷡࠍ
⍮ࠆߚߦࡄࠗࡄߢ✵⠌ߒ߹ߒߚ߇ޔᯏߩቯᕈ߇⦟ㆊ߉ߡޔᚒߩޘᛛ㊂ߢ
ߪࠠࡕࡒߦࠄߕ࿎ߞߚߎߣ߽ࠅ߹ߒߚޠޕ
=ਗ਼ℂ৻⋭㧧㑐ቇ⥶ⓨㇱߩᚢᓟߩߟࠇߠࠇ㧧ᵴേႎ๔ ޔR ࠃࠅᛮ☴?

ᧃ  ⥄ኅ↪ਛ⚖ቇ⺖⹜㛎ߦᵻ↰ᖈ৻㇢㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
⋓ޔጊᷡ㊀㧔㑐ቇᄢ 
ᐕ㧕วᩰޕ
   ࿖↥࠲ࠗࡗࠍⵝ⌕ߒߚᣣ⥶ &%ޟޔ㜞ජⓄޠ⠀↰ߢ⹜㛎㘧ⴕޕ

ᣣ ቇㅪ╙  ࿁ᡰㇱวหᆔຬળᦺ          ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
ᣣ ⚻ᷣ⥄┙  ࡩᐕ⸘↹㑑⼏ቯޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧨㘧ⴕᯏᦜ⥶⸠✵㧪

















ἑᚭߩᶏޔደፉߩ⌑













ዊጊߪࠄࠇߡߪή     ↰ᤩᰴߣ’㊁㏽㇢ᢎቭ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ஓటқɁޙႆɺʳɮʊ˂ᩋᠾᫌᓎ᭣ᚐ ᴥोࡀᴪᯚై ±°°ᵨᵪᴦ
ާႎாඒᴪԈࠆᄽୢᴪ̣ျˢᅁ
㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ ᤐቄวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
                   㜞᧻㘧ⴕ႐
   ᣣ ߘ ) ဳⶄᐳ࠰ࠕቢᚑޕ
 ᣣೋߩቇ↢ࠣࠗ࠳㐳〒㔌ᦜ⥶ᚑࠆޕᓼፉ̆㜞᧻㑆⚂ 㨗㨙ޕ

  ᣣޔᣣᧄߢೋߩቇ↢ࠣࠗ࠳㐳〒
㔌ᦜ⥶߇㑐ᡰㇱᦜ⥶⃰㧔↰ޔർየޔਗ਼ℂ㧕
ߦࠃࠅޔᓼፉ̆㜞᧻㑆 ⚂  ࠠࡠ ߢⴕࠊࠇ
ήᚑഞߒߚޕ
 ᱝߩᣣߩඦ೨  ᤨ  ಽޔ
వߕ㜞᧻ࠃࠅ⹜㛎
ᦜ⥶ߩߚ’㊁㐅㇢ᢎቭᠲ❑ߩ㣔㧣ဳ࠰ࠕ
ߪޠࡔࡃ࠷ޟࡄࠗࡄޔ
㧔ᠲ❑჻’ޔ
㊁દⴡหਸ਼㧕ߦᦜ߆ࠇߡ㔌㒽ޔ౮⌀ข᧚ߦ
ࡏ࠽ࡦࠩޟᄤ㘑ᦺޕߚ⛯ߦࠇߎ߇ޠ㔵ߦ߆
ߔደፉࠍᓟߦㅴ〝ࠍᶏጯᴪߦ᧲߳ߣࠅޔ
ᤨㅦ  ☮ߢᦜ⥶ޔ
 ᤨ  ಽᓼፉ㘧ⴕ႐⌕㒽ޔ
᳇ᵹ᧦ઙߩ⦟ࠍ⏕߆ߚᓟ  ᤨ ޔಽ
↰ำ 㑐ቇᄢ ਸ਼ߒߡ㔌㒽ޔᶏⷞ⇇߇⦟ߊ
ߥߩߢ⼝ጘጊ⣂ࠍ߃ᶏጯᴪߦㅴ  ᤨ ޔಽ㜞᧻⌕ޔ᛬ࠅߒ  ᤨ  ಽർ
የำ㧔หᔒ␠ᄢ㧕߇ޔደፉጊࠍਅߦޔᏀߦࠝࡉߩዊ⼺ፉࠍਅࠈߔౝᶏߩ࠼
ࡓࠦࠬࠍ㘧߮  ᤨ ޔಽᓼፉ⌕  ᤨ  ߡ⛯ޔಽਗ਼ℂำ 㑐ቇᄢ ߇㘧߮߇
ࠅޔ㜞ᐲ  ࡈࠖ̆࠻ߢጊࠍ߃ޔḝߊⓍ㔕ߩࠍ㘧߮ߥ߇ࠄ  ᤨ  ಽή㜞᧻
ߦ⌕㒽ߊࠃޔ㐳〒㔌ᦜ⥶ࠍᚑߒㆀߍߚޕ
 ࿁ߩᦜ⥶ߪ೨⸥ਃำ߇ޔቇㅪౣ⊒⿷ߣหᤨߦ✵⠌ࠍߪߓ ޔᐕ㑆ታߦ  ᢙ࿁ߩ
วኋ  ⚂ޔ࿁ߩṖⓨࠍ㊀ߨޔ
ࠅࠃࡑࠗࡊޟ㘧ⴕᯏᦜ⥶߹ߢߩޠㆊ⒟ࠍ⚻ߚࡕ࠺
࡞ࠤࠬߣߒߡ߽ᵈ⋡ߐࠇޔᓟヘ߳ᒝೝỗࠍਈ߃ߚ=   ޕᣇะ⥽ ?  ޔ
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=㜞᧻⊒? ᚢᓟᣣᧄೋߡቇ↢ߩࠣࠗ࠳㐳〒㔌㘧ⴕ߇  ᣣᦺޔ㜞᧻㧙ᓼፉ㑆㧔⚂
 ࠠࡠ㧕ߩⓨߢⴕࠊࠇߚޔᦺߩߎޕ㔵ࡩፄᑼ ̌㣔  ဳ̍࠰ࠕߪඦ೨  ᤨ  ಽ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱᚲዻߩ↰ᤩᰴำ㧔㑐ቇᄢ㧕߇ᠲ❑␠ᧄޔᯏ ̌ߟ߫̍
ߩᦜ⥶ߢᓼፉ㘧ⴕ႐ࠍ㔌㒽ߒߚߕ߁ޕầߩ㡆㐷ᶏጽࠍ৻߹ߚ߉ࠍࠬࠦޔᶏߩ᧲㌁ᐳ
ߦߣࠅޔᤐ߇ߔߺߩౝᶏࠍਅߒߥ߇ࠄޔᶏጯ✢ᴪߦᄢⓨࠍᤨㅦ⚂  ࠠࡠߢẂᱠޔ
ደፉⓨ߆ࠄォㅴޔห  ᤨ  ಽ㜞᧻㘧ⴕ႐ߦή⌕㒽ߒߚޕᐲߩ㐳〒㔌ᦜ⥶ߪޔ
ᤓ⑺⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔ਛ⚖Ṗⓨ㧕ߩ⁁ࠍߣߞߚ㑐ᡰㇱቇ↢ߩ߁ߜ↰ำߩ߶߆ਗ਼ℂ
৻⋭㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔർየ⋥ᢘ㧔หᔒ␠ᄢ㧕ߩਃำߛ߇✚ޔߍߩ㜞ᐲ㘧ⴕߣ㐳〒㔌ᦜ⥶
ࠍ߆ߨߡታᣉߒߚ߽ߩߢቇ↢ߩࠣࠗ࠳㐳〒㔌ᦜ⥶ߪᣣᧄߢೋߡߩ߽ߩޕ
=ᦺᣣᣂ⡞?
⊒೨ޔ
㣔㧣ဳߩ೨ߦ⪭ਅࠍߟߌߚਗ਼ℂ৻⋭ᦜ⥶ᯏߣߩㅢ↪✢㔚ᯏࠍߟߌߚ↰ᤩᰴ
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ᧈុᩉᑋǛኳƑƯ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත

    ↰ᤩᰴ

 ᐲߩ㐳〒㔌ᦜ⥶ߪቇ↢ߦࠃࠆᦨೋߩ⹜ߺߢࠆߩߢታᣉߦߟߡߪᘕ㊀ߦᬌ⸛ߐࠇ
ߚޕవߕࠦࠬߩㆬቯߦߪᦨೋޔ㜞᧻̆ᄢ㒋㑆ࠍ⸘↹ߒߚ߇ೋᔃ⠪ߦߪήℂߢޔోᕈࠍ
ߡᓼፉࠦࠬ߇ㆬ߫ࠇߚޕᓼፉ̆㜞᧻⋥✢〒㔌ߪ  ࠠࡠߢࠆ߇ޔㅜਛߦ⼝ጘጊ⣂
㧔⚂ 㨙㧕߇ᮮߚࠊߞߡࠆߩߢޔ᳇ᵹ㕒Ⓩߥᶏࠍㄤ࿁ߒߡ⚂  ࠠࡠࠍ㘧߱ߦߒ
ߚޕᱝߩ߽ࠦࠬߒߡోߥ߽ߩߢߥߊㅜਛߩᶏጯ✢ߪ⛘ოࠍߥߒߡࠆಣ߇ᄙߊޔ
ోߥ⌕㒽႐ߪᒰߚࠄߕਇᤨ⌕ߪߕ߹ޔᶏߣ⠨߃ࠄࠇߚ߇㘧ⴕ႐ߩ⟎⊛᧦ઙ߆ࠄㆬ߫
ࠇߚߩ৻ਁߡߞ߇ߚߒޕ႐ว߽⠨ᘦߒߡߘߩḰ߽ߥߐࠇߚ  ╙ޔ ╙ޕ᩺ߣߒߡ₹ፉޔ
ਅᵤ߽ࠦࠬ⎇ⓥߐࠇߚ߇߽ࠇߕޔᄤᰴ╙ߢోߦ㘧ⴕ᧪ࠆ᧦ઙ߇ᢛ߁߹ߢᣣᑧ
ߴߔࠆߟ߽ࠅߢޔⴕࠍ    ᣣߣߒߚޕ
 ᒰᣣߪ㘑ᒙߊർ᧲ 㨙ߢޔ᷷ᥦ೨✢߇ㄭߠ߈ጀ㔕߇ᐢ߇ࠅᆎߡߡ㔵߽߆߆ࠅⷞޔ
⇇ߪࠃߊߥ߆ߞߚ੍ߢߎߘޕቯࠦࠬࠍᄌ߃ߡ㔌㒽ᓟ⋥ߋ⋵Ⴚߩᄢ㒋ጼ㧔㨙㧕ࠍ߃ޔ
ᶏጯᴪߦ㘧ࠎߛޕ㜞ᐲ  ࡈࠖ̆࠻ޔጊ߃ߩᤨߣޔጀ㔕ߩߢዋߒ߇߱ࠄࠇߚ߇㕒
Ⓩߥᦜ⥶ᣣߢߞߚޟࠩࡦ࠽ࡏޕᄤ㘑߇ޠ㘧᧪ߒߡᦜ⥶ߩ౮⌀ข᧚ࠍߒߡߚ⦡⊕ޕ
ߩࡌ࡞ࠍㅘ߆ߒߡ߃ࠆਅ⇇ߪ߹ߛ⌁ߞߡ߅ࠅޔᶏߦ߽⊕⦁৻㓲߇⥶〔ࠍᱷߒߡ
ࠆߛߌߢ㆙ߊߪ㔰ࠎߢ߃ߕޔᏀᚻߦᢙᣣ೨ߩ㔐ߢ⊕ߊశࠆጊㅪጊ߇⋡ߦࠆ⓭ޕὼᓟ
ᣇࠃࠅޟᄤ㘑߇ޠ㞲߿߆ߦᣓ࿁ߒߥ߇ࠄᚒߩޘ೨ᣇࠍᮮಾߞߡߊߥ⇣․ߩޕ㨂የ⠢ޔ
⌀⚃ߦᤋ߃ࠆ⟤ߒߐߪᔓࠇᓧߥᖱ᥊ߢࠆޕ
ᒰᣣ㜞᧻ߪ᳇᷷  ᐲߢഀวᥦ߆ᣣߢߞߚ߇⥶ᦜޔਛ಄ߚߐߦࠃࠆߒ߮ࠇߢᚻ⿷
ߩᗵⷡ߇㊰ߊߥߞߡߚ․ߪⵝޕߥ↪ᗧߪߒߥ߆ߞߚ߇ޔਅ⌕ࠍ㊀ߨࠫࡖࡦࡄᆫߢ
Ძߩ㕦ਅ⊹ޔᚻⴼߦᲫߩ㗡Ꮠߩߦ㘧ⴕᏲࠍߞߚߦ߆߶ޕᙬἹࠍ↪ᗧߒߚ߇↪ߥ߆ߞ
ߚޕ㒐ኙߦߪࡦࡆࡖࠠ߭ߗޔᑼߩᐳᏨߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆⵝޕߪ․ߥ߽ߩߪߥߊེ⸘ޔ
ߣⷙೣㅢࠅߦ⪭ਅࠍ↪ᗧߒߚ߇ࠬࠦޔߦࠄߐޕᶏߢࠆߩߢਁ৻ߩ႐วߦߣᢇ⢵
ࠍߟߌߚࠍ⚌ޔߢߩ߽ߩဳࠠ࠶࡚࠴ࡓࠧߪࠇߎޕᒁߊߣ․ᱶ⮎ຠߢ⤘ࠄߒ߆ߌߩ☨
࿖ຠߢߞߚޕ
․╩ߔߴ߈ߪ⥶ᦜߣ࠳ࠗࠣޔᯏߣߩ㑆ߦ㔚ࠍⵝ⟎ߒߚߢࠆߪࠇߎޕએ೨ࠃࠅ
⠨߃ࠄࠇߡߚᣇᴺߢޔ࿁↪ߒߚߩߪᣣ㗃࠙ࠗࡦ࠴ゞߣࡇࠬ࠻㑆ࠍㅪ⛊ߒߡࠆ✢

― 252 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㔚ߢޔ㔚ᯏ㧔 8㧕ࠍᦜ⥶ᯏߦⓍߺ✢ᧄ ޔ㧔 ᧄߪᦜ⥶⚝↪㧕ࠍ
ᦜ⥶⚝ߦࡉ࠶ࠢ࠹ࡊߢ⚿߮ߟߌߚޕ㔌⣕ེߣߩធ⛯߽✢ࠍߦ⚿ࠎߛ◲නߥ߽ߩ
ߣߒߚޕ㔚ߩᗵᐲߪ㕖Ᏹߦ⦟ߊৼޔᐲᓟᏨߩੱ߇ߒߡࠆࠃ߁ߥᗵߓ߽ߒߚߩੱޕჿ
߇⡞ߎ߃ߡ᧪ࠆߪቅ⁛ߣ✕ᒛࠍࠄߍࠆᔃℂ↪ࠍߒߡߊࠇߤ߶ࠇߎޔᔃߩ㗬ࠅߦߥߞ
ߚ߽ߩߪήߊ㧔ߎࠇ߹ߢߪᚻᣛߦࠃࠆାภߛߞߚ㧕 ☨߽㔌ࠇߚᦜ⥶ᯏ߽⋥ߋㄭߊߦᕁ
ࠊࠇⶄᐳߩ߈߽ߒߡߊࠇߚ ޕ㘧ⴕ೨ߩᢎቭᵈᗧߪޔ
৻ߩ⥶ᦜޔၮᧄ෩㧔․ߦ㔌㒽ᤨᤨ⥶ᦜޔ㧕
ੑޔᜰ␜ࠆㄥ⛘ޔኻߦ㔌⣕ߒߡߪߌߥޕ
ਃ⌕ޔ㒽ᤨߩ㜞ᐲ⋡᷹ߩ⺋Ꮕߦᵈᗧޕ
྾ߩ৻ਁޔ႐ว⪭ޔਅࠍ↪ߔࠆߥޕਇᤨ⌕ߒߚࠄ↢ߩోߥࠍ㘧ⴕᯏߦ⍮ࠄ
ߖࠆޕ
ᶏߩ႐ว߽ోࡃࡦ࠼ࠍ✭ߕፉߩ㘑ߣ߆ޔṪ⦁ߩㄭߊ߳⌕᳓ߩޕ
ߩߘޔᓟߩㅪ⛊ᣇᴺޕ
╬ߢߞߚޕ
ᦜ⥶ߩᦨೋߩ߁ߜߪㅊ㓐ߦ৻↢ ߢࠆ߇ޔᶏߦߡ߿߿ߣߊ⌕⪭ޔᢎቭࠃࠅޟ᳇
ಽߪᅤߢߔ߆ߣޠ㔚߇߆߆ࠅߢ߹ޔᒁ߈ߒ߹ߞߚ㗻߇࠾ࡦࡑߣߒߡࠄߋߩ߇⸃
ߞߡ᳇ᜬ߇ߔߞߣᭉߦߥࠆߩࠅߚޕ᥊⦡ࠍ࡚ࠠࡠߣࡠ࡚ࠠޔᑫߒߡࠆߣ⥶ᦜޔᯏ߇
ߋߞߣਅߦ߃ߡޟ㚝⋡ߓ߾ߥ߆ߎࠎߥ㕒߆ߥᤨߦ㊒ࠅߍߡߪߣޠᢎቭߩჿ৻ޔኸᴤ
ᢿߔࠆߣߎࠇߢోߊᖤߒߊߥࠆ ޕಽ߽ᦜ⥶ߐࠇࠆߣᚻ⿷ߦ߿߿∋ࠇ߇ᗵߗࠄࠇ߇ࠇߘޔ
ᠲ❑ߦ߽ࠊࠇࠆࠄߒ⚻↪ߦᤨߥࠎߎޕ㛎ߪή߇ߣ⦟ߪࠇ߇ޠࡉ࠲ޟᕁ߁ߎޕ
ࠇߢ߽ࡐࠤ࠶࠻ߦߪ࠴࡚ࠦ࠻߿ࠟࡓࠍࠇߡ᧪ߚ߇ߘࠇᚲߢߪήߪ⥶ᦜޕߢ
ߡࠆੱ߇ᕁ߁⒟ᭉߥ߽ߩߢߪήߊޔᭉߒߺߪޔ㔌⣕ᓟߩṖ⠍ߦࠆߩߛޕ㒐ኙߩߦ
⪭ਅߣᢇ⢵ࠍߟߌޔోࡃࡦ࠼ࠍ✦ࠆߣᐳᏨ߇⁜ߊߡりേ߈ߣࠇߕਁߪߢࠇߎޔ
৻ߩ႐ว⚛ᣧߊ㘧ߖࠆߩ߆߽⇼ࠊߒ┆ዮߛޕ㔌⣕ὐߦ᧪ࠆߣޔ᥉Ბߥࠄޔ
߁߽ޟ
㔌⣕߆ߣޠᕁ߁ߩߛ߇ޔᐲߪޟ㔌⣕ࠃࠈߒߩޠჿ߇ᓙ㆙ߒ߆ߞߚޕ㜞ᐲ  ☨ߟ߽
ࠃࠅ㜞㜞ᐲߛ߇⇇ⷞޔᖡߊṛⓨ߽ߓࠄࠇߡߚߩߢᣧߦ㒠ਅߒߚ߇࠳ࠗࠣޕᱛ
߹ࠅ⠢߇ࠟ࠲ࡦߣߊߣޔ
৻߁߽ޟߣޠߚ⌕ࠇ߿ࠇ߿ޟᐲ㘧ߞߡߚߩߣޠ᳇ᜬ߇
㍲ߒߡࠆౝߦ㆐ߩ㗻߇߃ߚޕ
=ᣇะ⥽ ?  ޔ
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ߘ ) ဳⶄᐳ࠰ࠕ

















ᐳᏨᢙ 
ో    O
ో   㐳 O
ਥ ⠢ 㕙 ⓍO
❑ ᮮ Ყ   
⥄   ㊀   MI
ో  ㊀ ㊂   MI
නᐳᤨ㧦ᦨ⦟ṖⓨᲧ  
Ṗ ⓨ ㅦ ᐲ    MOJ    
ᴉ ਅ ㅦ ᐲOUGEᒰᤨߣߒߡߪߔ߿ޔ㜞ᕈ⢻ᯏޕ

ᦨዊᴉਅᤨㅦᐲMOJ    ⸳⸘㧦⮮ඳᎺᄢᢎޕᐔ㕙േᑼ
ᴉ ਅ ㅦ ᐲOUGE  ࠬࡐࠗⵝ೨ㇱ⢵㍑▤⠀Ꮣᒛࠅޔ

࠙ࠗࡦ࠴⥄േゞᦜ⥶ㅦᐲ MOJ એਅᓟㇱ⢵ᧁᨒ⚵ᑼߢਅ㕙ߪว᧼ޔ
㘧ⴕᯏᦜ⥶ㅦᐲ MOJ એਅ㕙ߪ⠀Ꮣᒛࠅ᭴ㅧߢࠆޕ
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ޙᣵጙҤް

 ᣣ⠀↰ߩ߶߆  ⓨ᷼ߩ⥶ⓨ▤Ⴁޔᚢᓟߪߓߡࠕࡔࠞァࠃࠅㆶޕ
㧔᧻ፉޔદਤޔዊ᧻㧕

ޣතᬺޤਗ਼ℂ৻⋭ޔጊᧄᒄޔᩉᧄ⒳ᄦޕ

ᤐ    ⥄ኅ↪ਛ⚖ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ㧕ታ⹜㛎ޕ
     ᵻ↰ᖈ৻㇢㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
 ᣣ ⓨ᷼ᢛᴺᏓᣉⴕ㧔╙  ޔޔ⒳ⓨ᷼ࠍቯࠆ㧕
ޕ
 ᣣ ⺞Ꮣ㘧ⴕ႐㐿႐ޕ
 ᣣ࿖㓙⥶ⓨਥᮭޔᣣᧄߦㆶޕ
   ᣣ ᣣᧄ⊓ጊ㓌࡞ࠬ࠽ࡑޔೋ⊓㗂ޕ
 ᣣ ⑼ቇᛛⴚᐡ⊒⿷ޕ
    㜞᧻㘧ⴕ႐ߩᡷⵝޕ
੍ቯߐࠇߡߚታ⹜㛎߇⿷႐ࠍᄬ߁ޕᭂ᧲⥶ⓨߣᣣࡍ⥶ⓨߣߩว૬ߦࠃࠅ
ᓟߤߩࠃ߁ߦߥࠆߩ߆㧫㧔ᒰᤨߪ  ᣣ  ଢᓔᓳਸ਼ࠇߢߞߚ㧕

 ޟᐕ㑆ⷫߒߊ㚔ᨴࠎߢ᧪ߚᙬߒߩ⦼↢߇ήᱷߦ߽߇ߐࠇߡⴕߊߩࠍࠆ⣻
┙ߚߒߐߪᧄᒰߦᶡߩࠆᕁߢߔߦ⃰࠴ࡦࠗ࠙ޕᩰߒޔೋߡ⦼↢ߩṖ〝ࠍ
Ṗࠆߩᔟㆡߥ㝯ജ߽಄ࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ߩߦᤄߣߥߞߡⴕߊߩߢߔޕ
ޠ
=ᣇะ⥽ ?  ޔ
   ᣣ 㕍ᧁ⥶ⓨޔᣣᧄㆆⷩ⥶ⓨߣᡷ⒓ޕ
 ᣣ ╙  ࿁  ᡰㇱวหᆔຬળᦺ             ޕᣣᣂ⡞ጟ✚ዪ
ቇㅪⷙ⚂߇ቯߐࠇࠆޕ↰ᤩᰴޔႮႦᐘ㓶㧔㑐ቇ㧠ᐕ㧕ߣ߽ߦ㑐ᡰㇱᱜᆔ
ຬ㐳ߣߒߡᏨޕ
 ᣣ ട⮮⑲ᰴ㇢ᢎ߇╙㧤ઍ㒮㐳ߦᒰㆬޕ
ޕ
 ᣣᣣᧄޔ+%#1 ℂ࿖ߦᒰㆬ㧔+%#1 ᧄㇱߦോᚲ㐿⸳㧕
 ᣣ ╙  ࿁⇇Ṗⓨ┹ᛛᄢળߦዊ↰ാ႐ޕ㊄ % ┨₪ᓧޕ
⸥㍳ߪ〒ޔ㔌 -Oޔ㜞ᐲ 㨙ޔ࿁ㅦᐲ -OJޕ
 ᣣ ╙  ᰴ⚻ᷣ⊕ᦠࠍ㑑⼏ႎ๔ޕ
߿ߪ߽ޟᚢᓟߢߪߥޠ
ޕ
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ቼ ¶ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏ާ ͢۾ႎாඒˁࢶڷں᪽ˁ๏ႎঠˢ

 ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ=㨪 ᣣ?   ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ ࠰ࠕᯏߦࠃࠆṛⓨᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ࠞࡦ࠳ᯏߦࠃࠆᜰቯ⌕㒽ޕ
ෳ  ട㧦╙  ㇱ  ฬ ౝ㑐ᡰㇱࠃࠅ  ฬޔ
╙  ㇱ  ฬ ౝ㑐ᡰㇱࠃࠅ  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ↰ᤩᰴ㧔 ᐕ㧕
ޔႮႦᐘ㓶㧔 ᐕ㧕
ޕ
╙  ㇱ ᵻ↰ᖈ৻㇢㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦ႮႦᐘ㓶  ޕ

ᓆࠍฃߌࠆႮႦᐘ㓶





ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਥߩᚢᓟ╙  ࿁ోޟᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળޔߪޠ
ᤓᐕߩᖡᄤࠍ⠨ᘦߒޔ
ᦼᣣࠍዋߒᣧ    ᣣ߆ࠄ  ᣣ߹ߢ㔵ࡩፄߦߡⴕࠊࠇߚޕ
ೋᣣߪ㔎ߩߚᵹࠇߚ߇  ᣣ⋡ ޔᣣ⋡ߪᅢᄤߦᕺ߹ࠇߚޕ࿁ߪ  ㇱߦ߅ߡߪ
ఝൎࠍቯߕ ޔฬࠍఝ⑲⠪ߣߒߡ  ߚ߹ޔㇱߢߪ  ᒰ⠪ήߒߣߒߡ  ߹ߢࠍ
⾨ߣߒߚޕ
 ᄢળߪ  ᣣᐕ೨  ᤨ  ಽޔᄢળળ㐳ᜦޔᢎቭࠃࠅߩ┹ᛛߦ㑐ߔࠆᵈᗧ߇ࠅޔ
ㆬᚻઍ 㑐ቇ㒮ᄢ ↰ำߩትߦࠃࠅ┹ᤨ ޔᛛ߇㐿ᆎߐࠇߚޕᒰᣣߪ  ㇱޔ
 ㇱߩฦㆬᚻ߇  ࿁ߕߟਸ਼ࠍ⚳߃ߚ߇ ޔㇱߢߪ᳇ᵹ߇⦟ߊߥ߆ߞߚὑ߆ޔṛⓨߦ߅
ߌࠆᅢ⸥㍳ߪ↢ࠇߥ߆ߞߚ ޕᣣ߽ᒁ⛯߈ᅢᄤߢߞߚ߇ޔೋᣣ߇㔎ߢߞߚߚޔ
ਃᣣ㑆ⴕ߁੍ቯߢߞߚᄢળࠍޔળᦼߪᑧ㐳ߖߕ ޔᣣ㑆ߢ⚳ࠆߦߥߞߚὑޔ೨ᣣ
 ᣣߩฦㆬᚻߩ⸥㍳ࠍߘߩ߹߹੍ㆬ⸥㍳ߣߒ ޔ߹ߢߩ  ㆬᚻߦࠃࠅ┹ᛛ߇ⴕࠊ
ࠇߚ  ߡߒߘޕㇱߢߪఝൎቇ⠌㒮ᄢቇᱞᧃำ ޔ㑐ቇ㒮ᄢቇႮႦำ߹ߚ  ㇱߢߪ
ᴺᄢቇ㊄၂ำޔᘮᄢ᩿ࡩ⼱ำޔᣧᄢᷰㄝำ߇ఝ⑲⠪ߣߒߡᓆߐࠇޔඦᓟ  ᤨή
ᄢળࠍୃੌߒߚ=                      ޕᣇะ⥽ ?  ޔ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ߎߩᐕߩᤐߦ㜞᧻ޔᓼፉ㑆 
জߩ㊁ᄖᦜ⥶㘧ⴕࠍ⚳߃ߚ↰ᤩ
ᰴߪޔᄢળ߽ߘߩࠍ㚟ߞߡ
ఝൎߩ╙৻ߦᢙ߃ࠄࠇߚ߇ޔ
ᱷᔨߥ߇ࠄ⌕㒽ߩ㓙ߦᯏߩ৻ㇱ
ࠍ⎕៊ߒߡᄬᩰޔήᔨߩᶡࠍߩࠎ
ߛޕ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄหߩႮႦᐘ㓶ߪ
ቅァᅗ㑵ߒߡ╙㧝ㇱߩ㧞ߦ㘩
ߎߺޔ㑐ߢ໑৻ߩ⾨⠪ߣߒ ᓟᏀࠃࠅᵻ↰ޔႮႦޔᱜ↰ㇱ㐳ޔ↰’ޔ㊁㧔㏽㧕ᢎቭ
ߡᄢߦ㑐ቇߩฬࠍ㜞ߚ        ޕ೨ ༑ᄙޔ㧙㧔㔀⸥⠪㧕


   ᣣᐙㇱઍ㧦ਥ ᵻ↰ᖈ৻㇢㧔 ᐕ㧕ਥോ ༑ᄙ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕ዞછޕ
ㇱຬ✚ળߢᯏ⾼⸘↹㧔ࡊࠗࡑ㧕ቯޕ㧻㧮ߩᣇߦޘ߈߆ߌࠆޕ
㑐ቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળ⚿ᚑߩὑߩฬ★ߠߊࠅߦ⌕ᚻޕ
 ᣣᣣ࠰࿖࿁ᓳޔㅢ⥶ᶏ⼏ቯᦠ⺞ශ㨇ᣣ⊒ല㨉
ޕ






⸥ᔨ⑂ⷓޔᬺ᱑
೨߆ࠄ༑ᄙޔᵻ↰⋓ޔጊޔ
ർ↰ޔ⼱᧻ޔᐸ↰ޔᨰේޔ
═⿒ޔየޔጊᧄޔષޔ
ᢪ⮮ޔ


  ᣣ╙  ᰴධᭂၞ᷹ⷰ㓌ャㅍߩߚޟቬ⼱ࠍޠධᭂߦᵷ㆜ޕ
ᣣ᧲ᶏᧄ✢ో✢㔚ൻޕ
ᣣ࿖ㅪ✚ળޔᣣᧄߩട⋖ࠍนޕ
ᣣ࠰ㅪ߆ࠄߩᦨᓟߩᏫ࿖⠪  ੱࠍਸ਼ߖߚޟヨਣޠ
⥰ޔ㢬ߦ᷼ޕ
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ᵅ²²ᴿɁ͍


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕㨪 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕




ⶄᐳ✵⠌ᯏߩᤨઍ߳
 ᚢᓟ✵࠳ࠗࠣޔ⠌߇ᆎߞߚ߇ᚢ೨ห᭽ߦ✵⠌ߪනᐳߦࠃࠆ✵⠌ߢ
ߞߚޕᢎቭߪߦߡᜰዉࠍⴕߞߡߚޕ㑐ቇ㒮ᄢቇߪޔቇㅪ㑐ᡰ
ㇱߢೋߡ⥄ᩞߢⶄᐳ✵⠌ᯏࠍᜬߜⶄޔᐳߦࠃࠆ⸠✵ߡߒߘޔන⁛วኋߣ
߁㕟⊛உᬺࠍߥߒߚߩߢࠆޕ
 ߎࠇߦࠃࠅޔᄙߊߩㇱຬߚߜ߇ᣧᦼߦᛛ㊂ࠍߍࠆߣ߁ᕲᕺࠍฃߌߚ
ߩߢࠆޕᣂ㍈ᯏ *$ ߪޔᚒᩞߦ߰ߐࠊߒߊޟᣂภߣޠฬߐࠇޔᣂ
ߩਅߦ⊝߇㓸߹ࠅߩߘޔฬߦ߰ߐࠊߒノߌࠆㇱຬߚߜࠍ㕍ⓨߦ⺃ߞ
ߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᩜޙᓎሳᵌᴿ͢ᜫ

қ͍͢ᩋ նႎᇩ܀


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ╙㧝࿁㑐ቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮✚ળ㐿ޕ
ೋઍળ㐳ߦว↰ᄥ㇢᳁ዞછޕ
ᯏ⾼ࠍቯޕ
ᯏ⾼⾗㊄ߣߒߡ৻ญ  ߩነઃ㓸ࠍቯޕㇱຬߦࠃࠆ㊄ᵴേߩ㧻
㧮⸰ࠍ㐿ᆎߒߚޔߚߩߘޕએਅߩ㗄߇ᬌ⸛ද⼏ߐࠇߚޕ
㧝㧕ᯏ㧕⸠✵ᣇᴺ㧕⛽ᜬ▤ℂ㧕⾼⾗㊄ߩ⺞㆐⛽ᜬ⾌ߩㄟߺޕ

  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ฦᡰㇱᣂᓎຬዞછޕᵻ↰ᖈ৻㇢㧔 ᐕ㧕߇㑐ᡰㇱᆔ
ຬ㐳ߦޔ༑ᄙ⦟ᄦ㧔㧞ᐕ㧕߇ળ⸘ߦㆬ߫ࠇࠆޕ
   ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖  ᡰㇱวหᆔຬળ߅ࠃ߮╙  ࿁ቇ↢ਛᄩᆔຬળޕ
ᦺᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ߦ߅ߡޔฦᡰㇱ㐳ޔᢎቭޔታⴕᆔຬ㐳ޔᆔຬ㐳ޔᯏ㑐⚕✬
㓸ᆔຬ߇Ꮸޕᵻ↰ᖈ৻㇢㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇㑐ᡰㇱᆔຬ㐳ߣߒߡᏨޕ
 ᯏ⾼ߩὑޔ
⢒ળࡏ࠺ࠖࠍᜂߦቇ㒮⽷ോㇱࠃࠅ  ਁ୫ࠇቯޕ
㧔 ᐕဋ╬ᷣ㧕

ޣතᬺޤ↰ᤩᰴޔႮႦᐘ㓶ޕ

 หᔒ␠ᄢቇޔᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇ߇ᴡᎹᢝߦ✵⠌႐ᚲࠍ߽ߞߡߚޕ㑐ቇ߽ㄭߊ
ߦ✵⠌႐ᚲ߇ߥ߽ߩ߆ߣᦺޔᣣᣂ⡞␠ࠬ࠽ᯏߦࠃࠆᱞᐶᎹᵹࠃࠅਅᵹ߹ߢ
ߩⓨਛត⚝ߔࠆ✵ޕ⠌↪ㆡߪߟ߆ࠄߕ⾼ޔᯏ⒳ߩౣᬌ⸛߇ߥߐࠇࠆޕ
 የ㘧ⴕ႐ߢߩ㑐ቇ⥶ⓨㇱߦࠃࠆන⁛✵⠌ߩౝ⻌㧔シ㘧ⴕᯏߣߒߡߩ㔌⌕
㒽ᢱࠍᛄ߁㧕
ޕ
㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળߣߩද⼏ߦࠃࠅ⾼ޔᯏࠍⶄᐳࠦࡦ࠳⪤ේᑼ *$
ဳߦᄌᦝޕ
ቇ㒮ࠃࠅߩ୫㊄  ਁㅊടޔቇ㒮ࠃࠅ  ਁߩ⾼ഥቯޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ⥄േゞ⋥ធᦜ⥶ߩ⎇ⓥⷞኤޕ
 ⮮ᴛ㘧ⴕ႐
⥄േゞ⋥ធᦜ⥶ߦࠃࠆ⸠✵ᣇᴺߦߟߡ
⍮ࠆߚޔၳᎹൟᛛᏧߩ⚫ߢ⮮ᴛ㘧ⴕ႐
ߢ✵⠌ߒߡߚ␠ળੱࠢࡉࠍ㑐ቇ↢㧠ฬ
߇⸰ޔᜰዉࠍฃߌߚߩߘޕႎ๔ࠍ߽ߣߦ
’㊁㏽㇢ᢎቭ߇Ꮏᄦࠍߐࠇߚޕ
Ꮐࠃࠅ ̆ ᧖ޔጊޔષ᧻ޔᐔሶ ޔ༑ᄙޔᵻ↰㧔 ߪ␠ળੱࠢࡉ㧕χ

   ᣣਛፉᔘ⧷ᢎቭߏㅤޕ
 ⥄ኅ↪ਛ⚖ታ⹜㛎ޕ
༑ᄙ⦟ᄦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
 ᦜ⥶↪⥄േゞߩᚻޕ
ࠠࡖ࠺࠶ࠢ  ᐕᑼਸ਼↪ゞࠍ  ਁߢ
⾼ޕ
⎇ⓥⷞኤߩ⚿ᨐ⥶ᦜޔゞߦߪ⥄㊀㧝࠻ࡦ
ߩ⥄േゞ߇ᔅⷐߣߩߎߣޕ
ਥߣߒߡࠕࡔࠞߩਛฎ⥄േゞ߇↪ߐࠇߡߚޕ
ᣣ㚢⇐ァ჻߇Ꮻ࿖ߩᤨߦߎߩࠃ߁ߥ⥄േゞࠍߊᄁߞߡߚޕ㘧ⴕ႐ౝߪ
ߢήὑޔ
⊓㍳ߩᔅⷐߪߥߊޔ
Ꮢⴝߩⴕߪ  ᣣ㑆ߩ࠽ࡦࡃߢࠃ߆ߞߚޕ
 ᜰዉᢎቭߩ⏕’ޕ㊁㐅㇢᳁㧔หᔒ␠ᄢත㧕ࠍᜰዉᢎቭߣߒߡᣣᧄቇ↢
⥶ⓨㅪ⋖ࠃࠅᱜᑼߦࠄࠇࠆޕ










㑐ቇ㧔ᱜᄢኹߦߡ㧕          ᩰ⚊ᐶࠃࠅⓨ᷼ߦᯏࠍㆇ߱ㅜਛ
     ⿒የ  ᐕ ޔጊᧄ  ᐕ   ⼱᧻ޔᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ · وпّޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾
๏ႎঠˢˁ۹ᓦ܁

   ᣣ╙  ࿁ో࿖ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ      ޕየ㘧ⴕ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ ࠰ࠕᯏߦࠃࠆ㘧ⴕᯏᦜ⥶ṛⓨޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ࠰ࠕᯏߦࠃࠆ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶㧿ሼᣓ࿁ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ࠦࡦ࠳ᯏߦࠃࠆ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶㧿ሼᣓ࿁ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱᵻ↰ᖈ৻㇢㧔 ᐕ㧕╙  ㇱ ༑ᄙ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦ᵻ↰ᖈ৻㇢  ޕ
ਛፉ᧰⸳┙㧔   ᣣߦߊߥࠄࠇߚਛፉᔘ⧷ᢎቭߩᧂੱࠃࠅᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ
⋖ߦነ⿅ߐࠇߚ㧕
ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕



























㥲⮮㧔 ᐕ㧕
⼱᧻ޔ㧔 ᐕ㧕
ޔ༑ᄙ㧔 ᐕ㧕
ޔ
ᵻ↰㧔 ᐕ㧕
ޔᐸ↰㧔 ᐕ㧕
ޔᱜ↰ㇱ㐳
↰㧔1$㧕
ޔਗ਼ℂ㧔1$㧕
ޔᱜ↰ㇱ㐳ߩ㐳ᅚ㧔 ᱦ㧕



0Q ᵻ↰ᖈ৻㇢ 0Q ༑ᄙ⦟ᄦ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐙㇱઍ ਥ ༑ᄙ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕ਥോ ᧖ጊ⦟ᒾ㧔 ᐕ㧕ዞછޕ
 㑐ฦᩞߦవ㚟ߌޔ
ⶄᐳࠦࡦ࠳⾼
㧔,# ⪤ේᑼ *㧙$ ဳ㧕
ޕ

ᯏ㊀᷹ቯ㧔⮮ᴛ㘧ⴕ႐ߢߩ⠴ⓨᬌᩏ᷹ቯ㧕ψ 



 ࠰ㅪೋߩੱᎿⴡᤊᛂߜߍޕ


   ᣣᣂᯏየ㘧ⴕ႐ߦ⌕ޕ








ᯏ߇የ㘧ⴕ႐ߦ⌕                  ೋ⚵┙
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

Ȉఌհȉሳࣻ

㑐ೋߩⶄᐳ✵⠌ᯏ 


   ᣣ ޟᣂภޠㅴⓨᑼ                  ޕየ㘧ⴕ႐
ඦ೨  ᤨㆊ߉ోຬ㓸วޕᤤ߹ߢ⚵┙⺞ޔᢛߦ⾌߿ߔ᧲ޕ੩⪤ේᧁᎿᚲ㧔ᩣ㧕ࠃ
ࠅၳᎹᛛᏧࠍㄫ߃ߡޔየ㘧ⴕ႐ߢߩೋ㘧ⴕޕᯏขࠅᛒਇᘠࠇߩߚߩ㓚
એᄖߪਁ㗅⺞ߦㆇ߱ޕᱜ↰ㇱ㐳ޔ㊀㧔⁴㧕
ޔ↰ޔਗ਼ℂޔႮႦ╬ߩ㧻㧮߇Ꮸޕ





የߢߩೋ㘧ⴕ    
ೋ⥄േゞ⋥ធᦜ⥶   



⻉ర߮ᕈ⢻ߩ⺑









                   







ၳᎹൟ᳁߆ࠄ⥄േゞ⋥ធᦜ⥶ߩ⺑ࠍ⡞ߊ     ᣧㅦޟᣂภޠᠲ❑Ꮸࠍ߈ㄟ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

Ȉఌհȉ֤ջࣻ

   ᣣޟᣂภޠฬᑼ                  የ㘧ⴕ႐
ᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱᰴ㐳ዊᨋ᳁߇㘧᧪ޔዊᨋᰴ㐳ߦㄉࠍᚬ߈ޔ᳁߇㘧᧪ߐࠇߚ㘧ⴕ
ᯏߦቇ㒮㐳߇หਸ਼ޔㄝߩⓨࠍ㘧ⴕߒߚޕฬᑼߩᓟޔᚭୖᚲ㐳ࠍೋޔ㨪
ੱߩᓙ⠪ߩࠣࠗ࠳⹜ਸ਼߇ⴕࠊࠇߚޕ






ᯏߩޟᣂߩޠᢥሼ
ߦ⊕ࠞࡃࠍ߆ߌߡ
ᑼࠍᆎޔฬᑼᓟޔ
ࠞࡃࠍขߞߡޔ
ޟᣂޠ
ߩᢥሼࠍࠊߒߚޕ













ᓟᏀ߆ࠄ 
ု᳓㧔 ᐕ㧕
ޔᢪ⮮  ᐕ ޔጊᧄ㧔 ᐕ㧕
ޔᐸ↰㧔 ᐕ㧕
⿒ޔየ㧔 ᐕ㧕
⼱᧻ޔ㧔 ᐕ㧕
ޔ༑ᄙ㧔 ᐕ㧕
೨Ꮐ߆ࠄ ષ㧔 ᐕ㧕
ޔᮭ⮮㧔 ᐕ㧕
ޔᵻ↰㧔 ᐕ㧕
᧖ޔጊ㧔 ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 ⪤ේᑼ *$ ဳ




















ᐳᏨᢙ              ⥄  ㊀ MI
ో   O          ో㊀㊂ MI
ో  㐳 O          

ਥ⠢ᢿ㕙 )Q      ਥ⠢㕙Ⓧ O
❑ᮮᲧ  ⠢㕙⩄㊀ MIO

ᦨ ⦟ Ṗ ⓨ Ყ 

ᦨ⦟Ṗⓨㅦᐲ MOJ 
ᦨዊᴉਅㅦᐲ OUGE

ᦨዊᴉਅᤨṖⓨㅦᐲ MOJ

― 269 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ǃᄽ ሰ ۥǄ ◤᧯ᢼ◭

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත  

༑ᄙ⦟ᄦ

 ᤘ  ᐕ  ߪ⑳ޔ㑐ቇቇߣหᤨߦ⥶ⓨㇱߦㇱߒ߹ߒߚޕ
ߘߩ㗃ߩࠣࠗ࠳ߩ✵⠌ߪ㜞᧻㘧ⴕ႐ߢⴕࠊࠇߡߚᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰ
ㇱਥߩᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ട⋖ᩞߩวหวኋߦෳടߔࠆߎߣߢߒߚ✵ޕ⠌ᣇᴺߪࡊ
ࠗࡑߩࡄ࠴ࡦࠦ⊒⥶✵ࠆࠃߦ⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ߪࠕ࠰ޔ࠳ࡦࠦޔ⠌߇ਛᔃ
ߢߒߚޕᒰᤨ㜞᧻ߢߪਗ਼ℂ৻⋭ޔ↰ᤩᰴߩਔవヘߣหᔒ␠ᄢߩർየ⋥ᢘߐࠎ߇ᣣᧄ
ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߩਃ⠀ὖߣߒߡᵴべߒߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚޕ
              
 ᤘ  ᐕ  ߦߥࠆߣޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱߢߪㇱຬᢙᷫዋߩ㑐ଥ߽ࠅ ޔ࿁↢ߩᵻ↰᪽
৻㇢ߐࠎ߇ਥߦ ޔ࿁↢ߩ⑳߇ਥോࠍᒁ߈ฃߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚߒ߆ߒޕᔃᒝ
ߎߣߦߪ ޔ࿁↢ߦᢪ⮮⿒ޔየޔጊᧄޔષޔᐸ↰ำߥߤ㧡 ޔฬ߇ប߃ߡ߹ߒߚߩ
ߢ⻉ߩࠄࠇߎߪ⑳ޔำߦ⥶ⓨㇱߩᦝߥࠆ⊒ዷࠍᦼᓙߒߡ߅ࠅ߹ߒߚࠆߥߦࠈߎߩߎޕ
ߣޔฦᩞߢߪᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਥߩวኋߛߌߢߪḩ⿷ߢ߈ߕࠍ࠳ࠗࠣޔᣂߚߦ
⾼ߒߡ⁛⥄ߦㇱᵴേࠍᆎࠆേ߈߇ᵴ⊒ߦߥߞߡ߈߹ߒߚޕ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ᡰㇱߢߪ․ߦฦᩞ⁛⥄ߩᵴേ߇ᵴ⊒ߢ⪤ޔේᑼ * ဳࠦ
ࡦ࠳ߥߤࠍ⾼ߒߡᵴേࠍߒߡ߅ࠅ߹ߒߚߦࠇߎޕኻߒߡ㑐ᡰㇱߢߪหᔒ␠ᄢ
߇㔵ࡩፄᑼ㧷 ဳࡊࠗࡑࠍ⾼ޔᄢ㒋Ꮏᄢ߇หဳᯏࠍቇ↢ߩᚻߢਛߣߩ
ᖱႎ߽ᵹࠇߡ߈߹ߒߚޕ㑐ቇ߽⽶ߌߡߪ߅ࠄࠇ߹ߖࠎ᧪ߪߦ⑳ޕᐕߪਥߩ㊀⽿ࠍᜂ
߁ᐕߢ߽ࠅᤨޔ㑆⊛ߦߪ  ᐕ㑆߽߇ࠅޔノ߆ߒᚢ❣ߪᦸߥߊߡ߽⑳ߥࠅ
ߦઁᩞߦൎࠆᚑᨐࠍᱷߒߚߣᔃߦ⒁ߚᾲᕁ߇ࠅ߹ߒߚޕ

ᣧㅦޔᱜ↰ㇱ㐳߿ㇱຬߚߜߦ࿑ࠅࠍߣߎࠆߔ⾼ࠍࡑࠗࡊޔᒰ㕙ߩ⋡ᮡߦߔ
ࠆߎߣߦ߹ߒߚ⋡ޕᮡߪቯ߹ࠅ߹ߒߚ߇⾗ޔ㊄✵ޔ⠌႐ޔᩰ⚊ᐶޔᢎቭࠍߤ߁ߔ
ࠆ߆ޔ㗴ߪጊⓍߒߡ߹ߔޕ
ᒰᤨޔ⢒ળߩࡏ࠺ࠖߪᐕ㑆⚂  ਁߢࠍࠄࠇߘޔวኋෳട⠪ߦഥ㊄ߣߒߡ
ᡰߒߡ߹ߒߚ߇ޔ
ߘࠇࠄߩഥ㊄ࠍࠞ࠶࠻㧍ߎࠇߢᐕ㑆  ਁ߇⏕᧪ࠆߎߣ
ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ᰴߦ㗬ࠅߦߔࠆߩߪ㧻㧮ߩᣇޔ߇ߔߢޘᒰᤨߪ߹ߛ㧻㧮ળߤߎࠈ߆ฬ★ߔࠄ߽ࠅ
߹ߖࠎߢߒߚߩߢޔᱜ↰ㇱ㐳߆ࠄᢙฬߩᣇߩᚲ߿ฬ೨ࠍ߅ુߒߡޔᵆ✽ᑼߦᚑ
ߒߚࠟ ࠅߩฬ★ࠍߘࠇࠄߩ㧻㧮ߩᣇ߅ߦޘㅍࠅߒߚ߹ࠄ߆ߎߘޔᣂߒ㧻㧮ߩ
ᣇࠍޘជࠅߎߒ ࠟߚ߹ޔࠅߩฬ★ࠍᕆㆰࠅߍߡ㈩Ꮣߔࠆߣ߁ߎߣࠍੑ
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ᐲਃᐲ➅ࠅߒߣߞ߿ޔฬ★ࠄߒฬ★߇ᒻࠍᢛ߃ߡ߈߹ߒߚޕ
ว↰ᄥ㇢ߐࠎޔጊ㇢ߐࠎ⏷ޔㇱߐࠎ㆐߅ޔߦߥߞߚ⻉వヘߩฬ೨ߪ
ࠇ߆ࠄ྾චޔᐕㆊ߉ߚ߽ᔓࠇࠆߎߣߪ᧪߹ߖࠎ⏷ߦ․ޕㇱߐࠎߪޔᒰᤨޔ
ᄢ㒋㚞᭴ౝߢዊ㠽ደߐࠎࠍ⚻༡ߒߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚ߇ޔ㧻㧮ߩᣇߣޘㅪ⛊߇ขࠇ߿ߔ
ߩߢᲤᣣߩࠃ߁ߦ߅ુߒߚ߽ߩߢߒߚޕ
 ᗡޘᯏߪᾫߒޔ
⏷ㇱߐࠎߩ߅ߢᤘ  ᐕ  ᄢ㒋㚞᭴ౝߩࠬ࠹࡚ࠪࡦࡄ
ߢ㧻㧮ળ⚿ᚑߩ╙  ࿁✚ળ߇㐿߆ࠇ߹ߒߚޕ
⚂  ᢙฬߩᣇ߇ޘ㓸߹ࠄࠇߚߣ⸥ᙘߒ
ߡ߅ࠅ߹ߔޕೋઍળ㐳ߦว↰ᄥ㇢ߐࠎ߇ዞછߐࠇޔᏱછᐙળߩࡔࡦࡃߩᣇ߽ޘ
߈߹ࠅ✚ޔળߩ⼏᩺ߣߒߡᯏ⾼߽ᛚߐࠇ ޔญ  ߩነઃ㊄㓸߽ቯߐ
ࠇ߹ߒߚޕ൩⺰ಽഀᛄ߽㧻㧷ߣ߁ߎߣߢߔ߇ޔᒰᤨᄢቇතߩೋછ⛎ߪ৻ਁએਅ
ߢࠅޔ- ဳࡊࠗࡑࠍ⾼ߒߚหᔒ␠ᄢቇ߇㧻㧮ߦ߅㗿ߒߚነઃ㊄ߪ  ญ
߇  ߢߞߚߎߣࠍ⠨߃วࠊߖ߹ߔߣ  ߩߎޔߣ߁ነઃ㊄ߪ⎕ᩰߩ㊄㗵
ߢࠅ߹ߒߚޕ
ᕁߛߒߡ߽  ᱦߩ⧯ㅧ߇ߜ߾ߥ߅㗿ࠍߒߚ߽ߩߣᕟ❗ߔࠆᰴ
╙ߢߔޕ
㧻㧮✚ળߩቯࠍฃߌߡㇱຬߚߜߦߘࠇߙࠇᜂᒰߩ㧻㧮ߩᣇࠍቯޔነઃ㊄ଐ㗬ߩ
ㆇേࠍᆎ߹ߒߚޕಽഀᛄߩᣇߦߪᲤ⸰ߔࠆࠃ߁ߦߥࠅࠈࠆࠊߟ߹ߦࠇߎޔ
ࠈߩࠛࡇ࠰࠼߽↢߹ࠇ߹ߒߚ߇ޔ
⚦߆ߎߣߪߦߒߡᦨ⚳⊛ߦߪ  ᢙਁߋࠄ
ߩߏេഥߏදജࠍߚߛߚࠃ߁ߦⷡ߃ߡ߅ࠅ߹ߔᧄޕᒰߦ㔍ߎߣߢߒߚޕ
㧔ࠣ
ࠗ࠳⾼⾗㊄ߥߤߩߚߦޔㇱຬ߇ࠕ࡞ࡃࠗ࠻ࠍߒߚߣߩࠍࠃߊ⡞߈߹ߔ߇ޔ
⑳ߩቇਛߦߪߘߩ⸥ᙘߪࠅ߹ߖࠎޕ
㧕  
 ᒰᤨߩࡊࠗࡑߩଔᩰߪ  ਁ೨ᓟߢߞߚߣᕁ߹ߔ߇ޔ
ᦜ⥶↪ࠧࡓ⚝߿⻉
⚻⾌ࠍ⠨߃ࠆߣነઃ㊄ߛߌߢߪᒰὼਇ⿷ߢޔᱜ↰ㇱ㐳ߦ⋧⺣ߒߡቇ㒮⽷ോㇱ߆ࠄ⢒
ળࡏ࠺ࠖࠍᷣ㊄ߦᒁ߈ᒰߡਁ ޔߩ୫ࠅࠇ߇ቯߒ߹ߒߚޕ
㧔Ფᐕ  ਁ
ᷣ ޔᐕᛄޔήሶ㧕

ߎࠇߢᯏ⾼ߩ⾗㊄ߩᚻᒰߡߪ৻ᔕߢ߈߹ߒߚ߇㗴ߪ߹ߛ߹ߛጊⓍߒߡ߹
ߔޕ
╙৻ߪᢎቭߩ㗴ߢߒߚޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩᢎቭߢᒰᤨ߆ࠄ߽ችർญߦ߅
߹ߩ’㊁㏽㇢ߐࠎ㧔หᔒ␠ᄢත㧕ߦ߅㗿ߦ߇ࠅޔౝ⻌ࠍขࠅઃߌޔએᓟ⦟߈
⋧⺣ᓎߣߒߡᐲ߽⥄ቛߦ߅ુߒߚ߽ߩߢߒߚޕ࿁ߩ⸥ᔨߩၫ╩ߦߚߞߡ߽
ࠈࠈߣࠕ࠼ࡃࠗࠬ߿⾗ᢱߩឭଏࠍฃߌ߹ߒߚ ޕ
 ᰴߦ✵⠌႐ࠍಣߦ᳞ࠆ߆ߣ߁㗴߇ᄢ߈ߊ⑳㆐ߩ೨ߦ┙ߜߪߛ߆ࠅ߹ߒߚޕ
หᔒ␠ᄢቇߪ⥶ⓨౣ㐿ᓟޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߩ✵⠌႐ߢࠆᧁᵤᎹᴡේࠍ
↪ߒߡߚࠃ߁ߢߔߒޔᄢ㒋ᎿᄢߪᶰᎹ߇ࠅ߹ߒߚޕችߦࠆ㑐ቇ߆ࠄߪߘߩ
ߤߜࠄ߽〒㔌߇ࠅߔ߉߹ߒߚߩߢޔขࠅ߃ߕઁࠍតߔߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ߘߩߎࠈޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߢߪᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱߩߏᅢᗧߢᣂㇱຬ
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㓸ߩ৻ഥߦᤐߩቇᑼߣ⑺ߩ⸥ᔨ⑂ߩ  ࿁⥶ޔⓨㇱߩㇱຬࠍหਸ਼ߐߖߡየ㘧ⴕ႐߆
ࠄ㘧ⴕᯏߦࠃࠆ⸰㘧ⴕࠍߒߡߊࠇ߹ߒߚޔࠅ߹ߟޕㇱຬ㓸ߩ࠴ࠪᢔᏓ࠶ࡔޔ
ࠫᛩਅߥߤߥ߆ߥ߆ߩදജߢߒߚޕ
ᤘ  ᐕ  ߩቇᑼᒰᣣߪ⑳߇ᦺᣣᣂ⡞␠ᯏߦหਸ਼ߒߡ࠴ࠪߩᢔᏓࠍⴕߞߚ
ᓟޔᱞᐶᎹᵹ߆ࠄਅᵹߩᴡญઃㄭ߹ߢ㘧ⴕߒߡ߽ࠄ✵ޔ⠌႐ߦㆡߒߚ႐ᚲ߇ߥ
߆ߣߊ߹ߥߊᝡߒ߹ߒߚ߇ޔ
ߟߦࡊࠗࡑߩ✵⠌ߦㆡߒߚᴡᎹᢝߪߟ߆ࠄߕޔ
✵⠌႐ᝡߒߪᥧ␂ߦਸ਼ࠅߍߡߒ߹߹ߒߚޕ
 ᒰᤨޔ੩㒋㑆ߢࠣࠗ࠳ࠍ㘧߫ߒߡߚߩߪޔᲤᣣᣂ⡞␠ߩᓟេߢ␠ળੱࠢ
ࡉ߇የ㘧ⴕ႐ߢ࠰ࠕࠍ㘧߫ߒߡ߅ࠅޔ౻ߩ෩ኙᦼߦ↢㚤ጊ⣂ߩᢳ㕙㘑ࠍ
↪ߒߡᣂ⸥㍳ࠍߞߚߣᣂ⡞⸥ߢߚ⒟ᐲߢߒߚޕ

߆⦟߈ᕁ᩺ߪߥ߽ߩ߆ߣޔᲤᣣᣂ⡞␠ߩ⥶ⓨㇱࠍ⸰ߒߡ␠ޔળੱࠢࡉߩ⁁
ᴫࠍ߁߆߇ޔየ㘧ⴕ႐߽߳✵⠌ࠍቇߦⴕ߈߹ߒߚޕᄕ㑧ㄼࠆߎࠈ✵ޔ⠌ߩ⚳ࠊ
ࠅߛߞߚߣᕁ߹ߔ߇✵ޔ⠌⚳ੌᓟߩᩰ⚊ᐶ߳ߩᯏㆇ៝ߩᚻ㑆ࠍ⋭ߊߚߛߞߚߩ
ߢߒࠂ߁߆ޔṖ〝ߣ⺃ዉ〝ࠍ㘧߮߃ߡ⋥ធᩰ⚊ᐶ೨ߩࠛࡊࡠࡦߦ⌕㒽ߒߚߎߣߪ
߹ߛߦᔓࠇࠆߎߣߩߢ߈ߥశ᥊ߢࠄߥޔ⠨߃ࠄࠇߥߎߣߢߔ߇ޔฎ߈⦟߈ᤨ
ઍߩ᧪ߢߔޕ
 የ㘧ⴕ႐ߪṖ〝߇  ᧄࠅޔ
㘑ะ߈ߦࠃࠅಽߌߡߚࠃ߁ߢߔ߇ޔ
⥄ⴡ㓌ޔ
ᣂ⡞␠ޔ᳃㑆ߩዊဳᯏ߇㘧߱⒟ᐲߢߒߚߩߢߪ⑳ޔየ㘧ⴕ႐ߢࠣࠗ࠳ߩ✵⠌ߪ
᧪ߥ߽ߩ߆ࠍ⋧⺣ߔࠆߚߦየ㘧ⴕ႐ോᚲࠍ⸰ߨޔ㘧ⴕ႐㐳ߩᚭୖ㎾㓶ߐࠎ
ߦ߅ળߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕએᓟߩߎޔᣇߦߪࠈࠈߩ㕙ߢߏេഥߏදജࠍฃ
ߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ᐲޔ㑐ቇߢࡊࠗࡑࠍ⾼ߔࠆߎߣߦߥߞߚ߇✵ޔ⠌႐߇ߟ߆ࠄߕ࿎ߞߡ
ࠆߎߣࠍ↳ߒߍࠆߣޔቇ↢ߩ⥶ⓨㇱᵴേߦᄢᄌߏℂ⸃ࠍ␜ߐࠇߩࡑࠗࡊޔ
✵⠌ߪ㚝⋡ߛ߇߫ࠄߥ࠳ࡦࠦޔシ㘧ⴕᯏߣߒߡ㔌⌕㒽ᢱࠍᡰᛄ߃߫㧔㧝࿁ 
ߛߞߚߣ⸥ᙘߒߡࠆ㧕✵⠌ߪน⢻ߣߩౝ⻌ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚߦߐ߹ޕₐ
ߦߣߪߎߩߎߣߢޔ
㝩ߩ㚂ߢ߽ขߞߚࠃ߁ߥ༑߮ߢߒߚޕ
߹ߚᓟᣣ⺣ߦߥࠅ߹ߔ߇ޔ
ᦜ⥶↪⥄േゞߪോᚲゞᐶߦޔᯏߪಽ⸃ߒߡᩰ⚊ᐶߩ㓈ߦ߅ߌ߫ήᢱߦߒߡᚬߌ߹
ߒߚ߇ߛޕታ㓙ߦߪ㔌⌕㒽㊂ࠍᡰᛄߞߚ⸥ᙘߪࠅ߹ߖࠎޕቇ↢ߛ߆ࠄߣోߡᄢ⋡ߦ
ߡߊߛߐߞߚߩߛߣᕁ߹ߔޕ

 ߘߩࠃ߁ߥየ㘧ⴕ႐㐳ߩℂ⸃ࠆኻᔕࠍ߰߹߃ߪߜߚ⑳ޔᣂߚߥ⁁ᴫߩ߽ߣߢޔ
ᡷߡᯏ⒳ㆬቯߩߚߩળวࠍᜬߟᔅⷐߦㄼࠄࠇ߹ߒߚޕᱜ↰ㇱ㐳߿㧻㧮ߩᣇ߽ߣޘ
⋧⺣ߩ⚿ᨐޔ㑐᧲ߢߪߔߢߦ࠰ࠕࠍ⾼ߒᆎߡࠆߣ߈ߦࡑࠗࡊᦝޔ
ߩᬌ⸛ߢ߽ࠆ߹ޔዋߥߊߣ߽ࠦࡦ࠳⒟ᐲߩᯏ߇ᔅⷐߢࠈ߁ߣ߁⚿⺰
ߦ㆐ߒ⚿ߩߘޔᨐࠍ㧻㧮ᐙળߦႎ๔ߒᦝߦද⼏ߩߔ߃⾼ޔᯏߪ⪤ේᑼ *$ ဳ
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ࠦࡦ࠳ߣߒ߹ߒߚ⥶ᦜߡߒߘޕᣇᴺ߽⥄േゞᦜ⥶ߦᄌᦝߔࠆߎߣߦ߹ࠅ߹ߒ
ߚޕ
㧔ᒰᤨޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߢߪ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ߢṖⓨ✵⠌ࠍߒߡߡ⥄ޔേ
ゞᦜ⥶ߩ⚻㛎ߪߥߊ⚿ߦߚߩߘޔᨐ⊛ߦߪ’㊁ᢎቭߩ㗡ࠍᖠ߹ߖࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒ
ߚޕ
㧕
 ⾼੍ቯߩᯏ⒳߇ᄌᦝߦߥߞߚߎߣߦ⾗㊄⸘↹ߩᄌᦝ߽ߥߊߐࠇߚߩߘޔ
ߦ↢ߓࠆ⾗㊄ߩਇ⿷ࠍ߁ߚߦᱜ↰ㇱ㐳ߪౣᐲቇ㒮ߩ⽷ോㇱߦ߈߆ߌޔᣂߚߥ
୫㊄  ਁߣޔ
㑐ߢೋߡߩᯏࠍ⾼ߔࠆߎߣߦኻߒߡ  ਁߩ⸘  ਁߩ
ഥ㊄ࠍฃߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚߢࠇߎޕᗡ⾗ޘ㊄ߩḰߪቢੌߒޔᰴᦼਥോ੍ቯߩ
᧖ጊ⦟ᒾำߣ↢߹ࠇߡೋߡߩ․ᕆߟ߫㧔ᚲⷐᤨ㑆᧲ޔ੩㧙ᄢ㒋㑆㧤ᤨ㑆㧕ߦਸ਼ࠅޔ
⪤ේᧁᎿᩣᑼળ␠ࠍ⸰ޔၳᎹᛛᏧࠍ⋧ᚻߦᒰᣣߣ⠉ᣣߩੑᣣ㑆ߦࠊߚࠅᄢ㒋ੱ߅
ᓧᗧߩ୯ᒁ߈ᷤࠍ➅ࠅᐢߍࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ
⚿ዪ⮮ߦ  ߦߣઁߩߘ⚝⥶ᦜޔᴛ㘧ⴕ႐ᷰߒߢᵈᢥࠍߒ߹ߒߚ߇ޔᯏߩㆇ
ㅍᣇᴺߪ߹ߛࠆ߹ߢߦߪߚࠄߕޔኋ㗴ߣߒߡᏫ㒋ߒ߹ߒߚޕ

 ᤘ  ᐕ  ߦ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭᄢળ߇ೋߡየ㘧ⴕ႐ߢ㐿
ߐࠇ߹ߒߚ߇ޔᄢળ╙ੑㇱߦᵻ↰᪽৻㇢ߐࠎ╙ޔਃㇱߦ༑ᄙ⦟ᄦ߇႐ߒޔᵻ↰ߐࠎ
߇╙ਃߦ⾨ߒ߹ߒߚޕ
 ో࿖ᄢળ߽⚳ࠊࠅ⥶ߪߦ ޔⓨㇱߩᓎຬઍ߇ⴕࠊࠇޔਥߦ༑ᄙ⦟ᄦޔਥോߦ
᧖ጊ⦟ᒾำ߇߹ࠅߦ ޔㄼߞߚᯏߩ⚊ᦼ߹ߢߩ㑆ߦᣂߒ✵⠌ᣇᴺ߇ᬌ⸛ߐࠇޔ
⑳ߪㇱຬᢙฬߣߣ߽ߦ⮮ᴛ㘧ⴕ႐ߦⴕ߈⥄ޔേゞߦࠃࠆ⋥ធᦜ⥶ߩ✵⠌ᣇᴺߥߤࠍ
ቇޔᜰዉࠍฃߌ߹ߒߚޕ
 ߦࠆߣᕆߦᔔߒߊߥࠅޔᱜ↰ㇱ㐳ߣ’㊁ᢎቭߪየ㘧ⴕ႐ߦᚭୖ႐㐳ࠍ⸰ߨޔ
ᱜᑼߦ✵⠌⸵นࠍฃߌ߹ߒߚޕ
৻ᣇ⪤ޔේᧁᎿᩣᑼળ␠߆ࠄߪ  ߩਛᣨߦߪ੍ቯㅢࠅቢᚑߔࠆߣ߁ሜߒㅪ
⛊߇ࠅޔᚒࠍޘ᱑༑ߐߖ߹ߒߚߛߚޕኋ㗴ߣߒߡᱷߐࠇߡߚᯏㆇ៝ߩ㗴ߪޔ
ጊ㇢ߐࠎ㧔᧻ਅ㔚ེߦൕോ㧕ߩ߅ߢޔᄢ㒋߆ࠄ᧲੩ߦຠࠍャㅍߒߚᏫࠅゞ
㧔㧤V ゞ㧕ࠍ↪ߐߖߡ߽ࠄ߁ߎߣߦߥࠅߩߎޔઙߪን჻ㆇャߦ߅㗿ߔࠆߎߣߦߥ
ࠅ߹ߒߚ߆⏕ޕㆇ⾓ߪ  ޔㆇォᚻߣഥᚻߩᔃߠߌߣߒߡ  ߪਇᕁ⼏ߣⷡ
߃ߡ߹ߔޕ

 ̌ᗡޘᯏߩᒁ߈ขࠅߛ㧍̍ߣ⑳ߪᔃࠍᒢ߹ߖߡ    ᣣߩᄛⴕゞߢ੩ޕ
ᣣߩ⮮ᴛ㘧ⴕ႐ߢߩ⠴ⓨᬌᩏߦ┙ળߦࠗࡈ࠻ࠬ࠹ޔหਸ਼⮮ߚ⌑߈ߣߩߘޔᴛߩ
⟤ߒ㕍ᶏߩ⦡ߪ߹ߛߦ⋡ߦ߈ઃߡ߹ߔ  ߽ߣߞ߽ޕ࿁⋡ߦߪ㨂⚝ߩ ᣇ
߇㔌⣕ߢ߈ߕࠍࡗࠗࡢߩ࡞࠻ࡔ ޔᒁ߈ߕߞߚ߹߹㘧ⴕߔࠆߣ߁ࡂࡊ࠾ࡦࠣ
߽⚻㛎ߒ߹ߒߚ߇ޔήߦᬌᩏߪቢੌߒޔᄕᣇㄫ߃ߦ᧪ߚ࠻࠶ࠢߦⓍߺㄟߺ߽⑳ޔ
ߘࠇߦหਸ਼ߒߡ৻〝ᄢ㒋߳࿖  ภ✢ࠍࡅ࠲ࠅߦࠅ߹ߒߚޕㅜਛᴧᵤޔ੩ㇺߦ৻
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ᴱ  ߣߞ߿ޔᣣߩᦺޔㇱຬߚߜߩᜉᚻߦㄫ߃ࠄࠇߡήየ㘧ⴕ႐ߦ⌕ߒ߹ߒߚޕ

ᯏߩ⌕ࠍᓙߜଌ߮ߡߚㇱຬߚߜߪޔߕࠇߊ߽⋡ߪߦ߆ࠎߥ⑳ߚࠇ∋ޔᣧㅦޔ
ᯏߩ⚵ߺ┙ߡߦ߆߆ࠅ߹ߒߚߡߒߘޕㆀߦᓙᦸߩᯏ߇ᄢ㒋ߩߦߘߩ㓶ᆫࠍߒ
ߚߩߢߔ㧍㑐ߦೋߡઁᩞߦవ㚟ߌߡⶄᐳࠦࡦ࠳ࠍᜬߞߚ༑߮ߢߪ⑳ޔਛ
ߩ∋ࠇ߽৻ᐲߦ็ߞ㘧ࠎߛᕁ߇ߚߒ߹ߒߚޕ
ᦜ⥶ゞߪ㑐ቇ⥄േゞㇱຬߩᚲߒߡߚࠠࡖ࠺ࠖ࠶ࠢ  ᐕဳਸ਼↪ゞ㧔8 ᳇╴
EE ࠛࡦࠫࡦ㧕ࠍ  ਁߢ⾼ߒ߹ߒߚ߇⥄ޔേゞߪ⃟ߒߊή⸵ߢㆇォߔࠆ
⠪߇ࠇ߹ߒߚߩߢޔㆇォߔࠆߩߪ⸵ᚲᜬ⠪ߦ㒢ቯߒ߽⑳ޔᕆㆰ⥄േゞᢎ⠌႐ߦᣣ
ෳߒߡ  ᤨ㑆ߩታㆇォ✵⠌ߩߔ߃ࠍ⸵ޔขᓧߒ߹ߒߚޕᒰᤨߩᄖゞߩ✵⠌⾌↪߇
 ᤨ㑆  ߢߞߚߩߢࠄ߆ⷫޔᄢಽࠦࡏߐࠇߚ߽ߩߢߒߚޕ
ߘࠎߥߎࠎߥߢ⑳ߪߘߩᓟ✵ߩ࠳ࠗࠣޔ⠌ࠃࠅ߽⥶ᦜߦ߽߅ޔゞߩㆇォᚻߦߥ
ࠆߣ߁⊹⡺ߥ⚿ᨐߦߥࠅ߹ߒߚޕ

 ߪ೨ᓟߒ߹ߔ߇ޔᯏ⥶ᦜޔゞ✵ޔ⠌႐ߣឥߞߚᲑ㓏ߢ߽߹ߛᢎቭ㗴ߪߥࠎߣ
ߥߊࡕࡗࡕࡗߒߚ߽ߩ߇ࠅ߹ߒߚ⽿ߩߘޕછߩ৻┵ߪ⑳ߦࠅ߹ߒߚޕ
ᯏߩ⾼ߦ㑐ߒߡ⑳ߪᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ㚂⣖ㇱߦߪ৻ಾ⋧⺣ߒ߹ߖࠎߢߒߚޕ
߆ࠄ⠨߃ࠆߣ⧯᳇ߩ⥋ࠅߣᕁ߹ߔ߇ޔᒰᤨߩࠅߥ⑳ߪ⑳ޔᗧ߽ߞߡߩⴕേߢ
ߒߚޕᱜ↰ㇱ㐳߿⻉వヘߣ⋧⺣ߩ߁߃₹ߤ߁ࠂߜޔ᳓ߢᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖วኋߩᜰዉ
ߩߚߦዬࠄࠇߚᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱߩዊᨋᰴ㐳ߣ’㊁દⴡᢎቭࠍ⸰ߨޔᱜᑼߦ㑐ቇ
ߣߒߡ’㊁㏽㇢᳁ࠍᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߆ࠄᢎቭߣߒߡᵷ㆜ߒߡ⾃߁ࠃ߁ߦⷐ⺧ࠍߒ
ߡੌᛚࠍᓧࠆߎߣ߇᧪߹ߒߚޕ
ᗡߢࠇߎޘᢎቭ㗴߽⸃ߒߚߒࠠ࠶ࠬޔ᳇ಽߢᚒ߇ޘᓙᦸߒߚ⪤ේᑼ *$ ဳ
ࠦࡦ࠳ߩㅴⓨߩᣣࠍㄫ߃ࠆߎߣ߇᧪ࠆߎߣߦߥߞߚߩߢߔޕ
 ⧰ഭߦ⧰ഭࠍ㊀ߨߣߞ߿ޔᣂᯏߩㅴⓨᑼࠍㄫ߃ߚᤘ  ᐕ    ᣣߩᗵỗߪޔ
ࠇ߆ࠄ  ᢙᐕ⚻ߞߚ߽⑳ߩᔃߩਛߦߪࡂ࠶ࠠߣೞߺㄟ߹ࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ޟᓙߜߦᓙߞߚߎߩᣣ㧍ᣣߪᄢ㒋ߩየ㘧ⴕ႐㧮Ṗ〝ߦߪ✕ᒛߒߚⓨ᳇߇
ṫߞߡࠆޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߩฦᄢቇߦవ㚟ߌߡࠊ߇⥶ⓨㇱ߇ᣂߚߦ
⾼ߒߚ⪤ේᑼ *$ ဳࠦࡦ࠳㧔ᣂ㧕ߩㅴⓨߩᣣߢࠆޕ
ޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱߦߪ߹ߛⶄᐳߩࠦࡦ࠳ߪߥߊޔනᐳߩ
శ  ဳࠦࡦ࠳ߦ㗬ߞߡߚߩߢⶄߩߎޔᐳᯏߩߪᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖
㑐ᡰㇱߩฦᄢቇߦᣂᯏߩ⾼ߣන⁛⸠✵㐿ᆎ߳ߩᄢ߈ߥೝỗࠍਈ߃ߚߦ㆑
ߥޕ
㑐᧲ᡰㇱߢߪᣧߊ߆ࠄ⥄േゞߦࠃࠆ⋥ធᦜ⥶߇ⴕࠊࠇߡߚ߇ޔ㑐ߢߪ࠙ࠗ
ࡦ࠴ߦࠃࠆᦜ⥶⸠✵߇ਥᵹߢߞߚޕ
㘧ⴕ႐ߦߪᯏ⾼ߦᄢ߈ߥදജࠍߚߛߚᱜ↰ㇱ㐳߿ਗ਼ℂޔ↰㧻㧮ߩ߶
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߆⻉వヘ߿ᓎߩోㇱຬߚߜޔࠎࠈߜ߽ޔᢎቭߩ’㊁㏽㇢ߐࠎ߽ᾲᔃߦߎߩᯏ
ߩ⠪ߢࠆၳᎹ᳁ߩ⺑ߦ⡞߈ߞߡࠆࠃࠃޕೋߡߩ⸥ᔨߔߴ߈
✵⠌ߩ㐿ᆎߢࠆޔߕ߹ޕၳᎹ᳁߇৻ੱߢ೨Ꮸߦਸ਼ࠅߎߺ⥶ᦜޔゞߦᒁ߆ࠇߡ᳇
ᜬߜࠃߊ㔌㒽㧍ਛߦਔᚻࠍ㔌ߒߡߦዬࠆࠊࠇࠊࠇߦ߃ࠆࠃ߁ߦᯏߩ
ᄖߦᚻࠍߒߡࡉࡉޔᝄࠅߥ߇ࠄᯏߩቯߩ⦟ߐࠍࠕࡇ࡞߇ࠃࠇߎޔ
ߒߦᕈ⢻ߩ⦟ߐࠍࠊࠇࠊࠇߦߖߟߌࠆޕ
̌ಌߥ㧍̍
ࡇࠬ࠻߆ࠄ᱑ჿ߇߇ࠆޕ㐳㑆ޔᯏ⾼ߩߚߦ⧰ഭߒߚᕁ߇৻ᐲߦ็߈
㘧߮ޔ༑߮ߩჿ߇⊒ߔࠆޕᢎቭ㗴ߢᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߣ⠨߃ᣇߦⴕ߈㆑߇
ߞߡޔන⁛✵⠌ታᣉߦߪᄢᄌߥ⧰ഭ߇ߞߚ߇ޔᱜ↰ㇱ㐳ߩᩮ᳇ᒝᷤߩ⚿
ᨐߣߞ߿ޔන⁛✵⠌㐿ᆎߦߎ߉ߟߌ⧰ߩߢ߹ޔഭ߇ཐߩࠃ߁ߦ߆߈ᶖߐࠇߡ
ߞߚߩ⏉⚬ޕⓨߦࠁߞߊࠅߣᒐࠍឬߡή⌕㒽ߒߚᯏࠍ࿐ߺోޔຬ߇
̌⦟߆ߞߚ㧍⦟߆ߞߚ㧍̍
ߣᚻࠍขࠅวߞߡ༑߮ࠍ⊒ߐߖߚߩߢࠆޕ
ޠ

 ߆ߊߒߡߘߩᣣࠍႺߦޔએᓟ㑐ቇ⥶ⓨㇱߩભᣣߏߣߩ✵⠌߇የ㘧ⴕ႐ߢⴕࠊࠇࠆ
ࠃ߁ߦߥߞߚߩߢࠅ߹ߔߩߘޕᓟޔᢙ࿁ߩ✵⠌ࠍ⚳߃ޔᚒ߽ޘᯏߩขᛒߦᘠࠇߚ
   ᣣߦߪޔᚭୖ㘧ⴕ႐㐳ޔቇ㒮㑐ଥ⠪␠ޔળੱࠣࠗ࠳ࠢࡉޔ㧻㧮⻉ఱޔᱜ
↰ㇱ㐳ࠍߪߓㇱຬߚߜߩߩਛޔᯏߪޟᣂߣޠฬߐࠇޔᒁ߈⛯߈Ꮸߩ㑐
ଥ⠪ࠍਸ਼ߖߚ⹜ਸ਼ળ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ
 ᒏߩޟᣂޠ㧍ߣΌ߿߆ߥᯏฬߢࠈ߁㧍
㔍↥ߩᧃޔየ㘧ⴕ႐ߩⓨࠍ⥰߁ޟᣂࠇߘߪޠએ㒠⧰ߩߢ߹ޔഭࠍ็߈㘧߫
ߔࠃ߁ߦᵴ⊒ߥᵴേࠍ⛯ߌޔ㑐ቇߩන⁛วኋߪ൩⺰ߩߎߣޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩวኋ
ߦ߽⾉ߒߐࠇޔᄙߊߩఝ⑲ߥࠣࠗ࠳ࡑࡦࠍ⢒ߡޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱߩฬჿࠍో࿖ߦノ
߆ߖࠆේേജߣߥࠆߣߣ߽ߦޔየ㘧ⴕ႐߽ቇ↢ࠣࠗ࠳ߩࡔ࠶ࠞߣߒߡ⊒ዷߒߡ
ߞߚߩߢࠅ߹ߔޕ
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ᩜᛴୈқɁᛓ࣋ᎃൡȾɛɞԨᎃ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 ᣣర㑐ቇ㒮⥶ⓨ⎇ⓥળળ㐳ᦦᧁ㌁ᰴ㇢వ↢ߏㅤޕ
    ฦᡰㇱᣂᓎຬዞછޕ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᓎຬߣߒߡޔષᩕᴦ㧔㑐ቇᄢ
 ᐕ㧕߇ળ⸘ޔ㥲⮮ᘮᢥ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇ᐼോߦㆬ߫ࠇࠆޕ
 ᣣ㑐ቇ㒮ዊችቁᢎ߇╙  ઍ㒮㐳ߦㆬߐࠇࠆޕ
ޣතᬺޤᵻ↰ᖈ৻㇢⋓ޔጊᷡ㊀ޕ
 ᣣ╙  ࿁ቇ↢ਛᄩᆔຬળᦺ          ޕᣣᣂ⡞ฬฎደᧄ␠
೨࿁ߦട߃ޔㅪ⋖⹏⼏ᆔຬ߇Ꮸ⁁ޕႎ๔ ᡰㇱวหวኋࠣࠗ࠳ㆬ
ᚻᮭࠣࠗ࠳ࡦ࠲⸳⟎ផㅴ✵⠌ᣇᴺߩᯏ᪾ൻⶄᐳᯏ⾼ቇㅪቯ
ߥߤ߇⼏⺰ߐࠇߚޕ
 ᣣ㑐ቇᄢන⁛✵⠌=㨪 ᣣ?             ޕየ㘧ⴕ႐
ᣂ↢ߩ㛎Ṗⓨࠍ૬ߖߡ *$ ߢⶄᐳන⁛✵⠌ࠍⴕᚑᨐࠍࠆޕᣣᧄቇ↢
⥶ⓨㅪ⋖߇ⶄᐳᯏߦࠃࠆᢎ⢒ߪ  ᐕᓟ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦᆎ߹ࠆޕ
ޟᢎቭหਸ਼ޠ
ޟᓟᏨᜰዉޕߚࠇ߹↢߇⪲⸒ߩޠ














ᓟᏀࠃࠅ㧧ᐸ↰᧖ޔጊޔᮭ⮮’ޔ⼱᧻ޔ㊁ᢎቭޔ༑ᄙ
೨Ꮐࠃࠅ㧧ጊᧄޔષޔ㥲⮮ုޔ᳓⿒ޔየ
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㧨✵⠌ߩⷐ㧪

Ṗ〝✵⠌႐ᚲ










ᦜ⥶⚝
㐳ߐ 㨙⋡ޔᮡ㜞ᐲ 㨪㨙ޕᒰᤨߩ⚝ߪᯏߩ 㨙ߪ☨ァ㘧ⴕᯏߩ࠲ࠥ
࠶࠻ᦜ⥶⚝ߢ⥄ޔേゞߩ 㨙ߪࡇࠕࡁ✢ߩ૬↪ߢߞߚޕ㨪 ᐕᓟߩ⾈឵߃ߩ
ᤨߦ᥉ㅢߩ㍑✢ߦߥߞߚߪߦ✢ࡁࠕࡇߩߎޕᖠ߹ߐࠇߚޕ

⥄േゞ⋥ធᦜ⥶ߩᣇᴺ
 ⥄േゞߦߪㆇォᚻߣᓟᣇ⋙ⷞߩ  ฬਸ਼ゞߢࡖࠡࡠޕേ߈ᆎߦ࠼ࡦࠞޔಾ
ࠅ߆߃ߡᓟޔᯏ߇ 㨪㨙ᶋߒߚᓟోߡࠇߦࡊ࠶࠻ޔㅦ  ࡑࠗ࡞ⴕޕṖ
〝┵ᚻ೨ 㨪㨙ߢᷫㅦޕᯏߢߘࠇߣᗵߓߡ⚝㔌⣕⥄ߡߒ⏕ࠍࠇߘޕേゞ
ߩࡢࠗࡗࠍ㔌ߔ㧔⚝ߩ⏴⠻㒐ᱛઁ㧕
✢ࡁࠕࡇߩ⚝⥶ᦜޕㇱಽ߇ⲷᣓ⁁ߦ߆ࠄࠎߢ
ࠆߩߢߩੱ ޔޔㇱຬߢ⚝ࠍ⸃߈⥶ᦜࠍ┵ߩ⚝ޔゞߦߟߥ߉ޔ⊒ὐ߹ߢᒁ߈
ᚯߒߚޕ
 㔌㒽ᤨߢ߹߹ߛࠎࠄ߆߇✢ࡁࠕࡇޔ⊒ߔࠆߣ⚝ࠆࠃߦࠢࡦࠠߊࠃޔಾࠇ߇߈ޔ
ߦߟߥ߇ࠆᕟࠇ߇ߞߚߩߘޕὑߦᤨ࠻࠲ࠬޔᓢⴕߒߥ߇ࠄ㧠㨪㧡ੱߩㇱຬ
߇ഥߒߡ⚝ߩ⛊ߺࠍ⸃ߚޕ
 㔌⣕㜞ᐲߪ⥄ޔേゞߩ㚍ജߪචಽߛ߇ࠇࠆ〒㔌߇⍴ߩߢޔ㨙ߩ⚝ߢ 
㨙㨪㨙߶ߤ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߩ╙  ࿁⠴ⓨᬌᩏᒰᣣߦߪޔ# Ṗ〝ࠍ
ޔ㨙ߩ⚝㧔ቇㅪߩ࠙ࠗࡦ࠴ߢ↪ߒߚࠝࡈ࡞㧕ߢ㜞ᐲ 㨙ߩ⸥㍳ࠅޕ

ㅢାᣇᴺ
Ԙ ⥄േゞߣᯏ㧔ࡇࠬ࠻㧕
㧧⚃⊕ߩᚻᣛ
ԙ ࡇࠬ࠻ߣ▤Ⴁ㧧✢㔚
 ቇㅪߩ✵⠌ߢߪᣥ㒽ァߩ㊁ᚢ↪៤Ꮺ㔚㧔✢㧕ࠍ↪ߒߡߚ߇ޔᚒ↪⾌ߪޘ
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ߩ㑐ଥߢᚻߦࠄߥޕᣣᧄᯅߩ㔚ེᐫࠍߐ߇ߒߡޔᤘೋᦼߩࡂࡦ࠼࡞㔚ᑼ㔚
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ߩᢝ⸳ޔ᠗߇ቇ↢ߩ㊀ോ▤ޕႡߩࠕࠬ✢ߪႡߩࠃࠅߚࠄߒߚ߹߹ߢߞ
ߚᤨ߈⦟ޕઍߢߔޕ

ᯏౝߩ㔚ᯏ
 ᯏߦߪ㘑㒐߇ߥߊޔᓟᏨߩᢎቭߪ㘑ߦᒰࠅߒߢߦ⡞ߎ߃ࠆ⒟ߩᄢჿߢ೨
Ꮸߩቇ↢ߦᜰ␜ߒߡߚߪߢࠇߘޕ᳇ߩᲥߣޔᣣᧄᯅߢ⾼ߩή✢ᯏ↪ฃାᯏߣ㔚
ߩㅍᯏㇱಽࠍ↪ߒޔᡷㅧߦᚑഞߒߚ’ޕ㊁㏽㇢ᢎቭߦ༑߫ࠇࠆޕ

ᣣᦐᣣන⁛ߩ✵⠌ࠍየ㘧ⴕ႐ߢ㑐ቇන⁛ߦߡⴕ߁ޕቇㅪߩวኋߢߪ  ࿁↢ߪࡊ
ࠗࡑߩ✵⠌ߛ߇ޔ㑐ቇන⁛ߩ✵⠌ߢߪࠦࡦ࠳ߦࠃࠆ⥄േゞᦜ⥶ࠍⴕ߁ޕ㑐
ߩઁᩞߦᲧセޔᛛⴚߪᕆޕ

ᦜ⥶ゞߪߦ↱⥄ޔਸ਼ࠇࠆゞ߇⃟ߒߊ⧯㧻㧮ߩ✵⠌ߦ↪ߐࠇޔ߇ߞߚὑޔ
⸵ᚲᜬ⠪ߩߺߦㆇォߪ㒢ቯߐࠇߚ߽ߢࠇߘޕߪ⛯߈⏴⋚࠴࠶ࠢޔ⠻ޔᄌㅦࠡ
ࡖ⎕៊ߦࠃࠅࠞࡦ࠼ࠡࡖߢߒ߆ⴕߢ߈ߕߪࡦ࠰ࠟޔ㨗OͰⴕߣߥࠅޔ
ᐕߢ࠲ࠗࡗޕ㧻㧮ᐙળߢᴤࠍ⛉ࠄࠇߥ߇ࠄ  บ⋡ࠍ⾈ߞߡ㗂ߊߎߣߦߥࠆ ޕบ
⋡ߪਁ ޔࡘࠠࡑߩࠬࠗࠢޔޕ
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  ߎߩ㑆ߦᦼ ޔಽߌߡ✵⠌ࠍታᣉߒߚޕ
ࡊࠗࡑ⃰ߩวኋ=㨪   ᣣ?₹           ޕ᳓Ṗⓨ႐
  㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳቢᚑޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ᡰㇱߦ㈩⟎ޕ
   ᣣᤐቄวኋ✵⠌╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
࠙ࠗࡦ࠴⃰ߩวኋ⥄ޕኅ↪ਛ⚖ߩታ⹜㛎ޕ
᧖ጊ⦟ᒾ㧔 ᐕ㧕วᩰޕ
 㑐ቇᄢන⁛✵⠌                 ޕየ㘧ⴕ႐
 ᣣ╙  ࿁⇇ㆬᚻᮭ=㨪ᣣ?࠼ࡦࡐ              ޕ
  ዊ↰ാ᳁෴ടޕ
 ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ᧲ޔᶏᡰㇱวหᄐᦼวኋ✵⠌=㨪ᣣ? ޕ
 ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ቇㅪ㑐ᡰㇱᣂ↢᱑ㄫળ    ޕᄢ㒋ᦺᣣ⻠ၴ
  ᤋ↹ᣂᣥㇱຬߩᐳ⺣ળ╬ࠍⴕߞߚޕ
 ᣣ⥄ኅ↪ਛ⚖ታ⹜㛎=㨪   ᣣ?ޕ
⿒የༀ⦟㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ષᩕᴦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㥲⮮ᘮᢥ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
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╙  ㇱ ࠰ࠕᯏߦࠃࠆ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶㧿ሼᣓ࿁ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
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႐ㆬᚻ㧦㑐ᡰㇱ  ฬ㧔ౝޔ㑐ቇ  ฬ㧕
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ༑ᄙ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧕
ޕ
╙  ㇱ ᧖ጊ⦟ᒾ㧔 ᐕ㧕
⿒ޔየༀ⦟㧔 ᐕ㧕
ޔષᩕᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔ
㥲⮮ᘮᢥ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦╙  ㇱ⿒የༀ⦟  ޕ














ዊୖᦥᩮ㘧ⴕ႐

↪ᯏ⥶ᯏ࠙ࠗࡦ࠴㧦
㔵ࡩፄᑼ㣔㧣ဳ࠰ࠕ   ᯏ    㔵ࡩፄᑼߣ߮  ဳࠞࡦ࠳ ᯏ
㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳ࠰ࠕ  ᯏ   
 ߘ ) ⶄ ᐳ ࠰ ࠕ     ᯏ   ᦜ⥶ᯏ ࡄࠗࡄࠬࡄࠞࡉ ᯏ
᧲㘧ᑼ /# ဳࠞࡦ࠳   ᯏ  ࠙ࠗࡦ࠴ ᦺᣣᑼ࠙ࠗࡦ࠴  บ
⪤ේᑼ * ဳⶄᐳࠞࡦ࠳   ᯏ

࠙ࠗࡦ࠴㧔ㇱᡰㇱ㧕 บ
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ᣣߦ੍ቯߐࠇߡߚ㐿ળᑼߪޔᄤਇ⦟ߩὑޔᣣߦᜬߐࠇߚޕ
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ࠄࠇߚޕᰴߢችᧄክ್㐳ࠃࠅฦ⒳⋡ߦߟߡክ್ߩ⻉ᵈᗧ߇ⴕࠊࠇޔㇱᡰㇱᆔຬ㐳ޔ
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ߋ┹ᛛળߦ⒖ߞߚ ޕㇱ ޔㇱߩㆬᚻߦࠃࠅߦ⊒⌕ߒߡߔߔࠄࠇߚޕඦᓟ  ᤨಽ
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ᓟ  ᤨಽᄢળ╙  ᣣ⋡ࠍ⚳ߞߚޕᄤߪᦅᄤޕ
 ᣣ᥍ᄤߩ߁ߜඦ೨  ᤨࠃࠅᤓᣣߦᒁ⛯߈ⴕࠊࠇߚޕ
ᒰᣣඦᓟ  ᤨಽ㗃ࠃࠅ㘧߮┙ߞߚ╙  ㇱෳടߩ↰ㆬᚻ㧔ਛᄩᄢ㧕ߪ  ᤨ㑆  ಽ⑽
 ߩᚢᓟߦᣈߌࠆᄢળᣂ⸥㍳ࠍ᮸┙ߒߚޕ
ᄢળߪඦᓟ  ᤨಽᱷᥤߩ߁ߜߦήోㆬᚻਸ਼ࠍ⚳ࠅ  ᤨ㐽ળᑼߦ⒖ߞߚޕᓆޔᄢ
ળᆔຬ㐳ᜦޔክ್㐳⻠⹏ޔ࿖ᣛޔቇㅪᣛߩ㒠⚊ࠍⴕⴡ⥄ޔ㓌ߩ็ᄼߔࠆⰯߩశߩ߁ߜ
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    ᐙㇱઍ㧦ਥ ⿒የༀ⦟㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ጊᧄཅ৻㧔 ᐕ㧕ዞછޕ
   㑐ᡰㇱ⥶ⓨㇱຬ㑆ߢ࠰࠶࠼ࡕ࠺࡞ᾲޕ
ᣣᧄ⥶ⓨදળޟࠅࠃ࠷ࠗ࠼ޔ5EJGKDG$GTIHCNMGޠャޕ
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ᐳᏨᢙ            ⥄  ㊀ MI
ో   O       タ㊀㊂ MI
ో  㐳 O       ో㊀㊂ MI
ో  㜞 O       ⠢㕙⩄㊀ MIO
ਥ⠢ᢿ㕙 )Q 㧑     ᦨዊᴉਅㅦᐲ OUGE
ᒏ  㐳 O       ᦨ⦟ṖⓨᲧ 
ਥ⠢㕙Ⓧ Oᦨ⦟Ṗⓨㅦᐲ MOJ
ᐔဋᒏ㐳 O⌕㒽ㅦᐲMOJ
❑ᮮᲧ  
⥄േゞᦜ⥶ MOJ ㄥ㘧ⴕᯏᦜ⥶ MOJ ㄥ

ᦛᛛ ቮࠅߩߢ߹ )ޔቮࠅޔᄬㅦォ߹ߢน⢻ޕ
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ⴕᯏᦜ⥶ߦ߅ߡߐ߃ࠍᄢ߈ߊߔࠆᔅⷐޔߚ߹ޔജ߇ࠆߩߦኻߒޔߐ߃߇ዋߥ
ߊߡࠃޕᐳᏨ߇ᐢߊࠁߞߚࠅߒߡࠆ߇ེ⸘ޕ೨ᣇߦ㔌ࠇޔᤃߪࡇࡁࡖࠠޕ
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⸠✵ㇱ㐳✚ോㇱㇱ㐳㧦’㊁દⴡ 㑐ᡰㇱ⡯ຬ  ’㊁㏽㇢
㑐ᡰㇱབྷ⸤㧔㕖Ᏹൕ㧕
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㑐᧲ޔ㑐ޔㇱ᧲ޔᶏߩ  ᡰㇱߦಽࠇޔട⋖  ᄢቇޔෳടੱຬߪ  ੱޕ


㧨⸥ᔨᑼౖ߮ਛᄩ⎇ⓥᚲ㐿ᚲᑼ㧪㧔ඦᓟ㧝ᤨ㨪㧕
᧪⾠⚂  ฬޔቇ↢⚂  ฬ㧔ਛᄩ⎇ⓥ
ᚲෳട⠪߅ࠃ߮㑐ᡰㇱቇ↢㧕
߇ෳߒߚޕ

 ߹ߕᦺᣣᣂ⡞␠ጊળ㐳ߩᜦ߇ߞߚ
ߣޔᄢ㒋ޔ੩ㇺޔᐶߩฦᐭ⋵⍮ޔᄢ
㒋⥶ⓨോᚲᚲ㐳ߥߤߩㄉ߇ߟ߉ߟ
߉ߦㅀߴࠄࠇޔቇ↢ઍߣߒߡ㑐ᡰㇱᆔ
ຬർญᱜᏆำ㧔┙㙚ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧕ߩജᒝ
ት߇ߞߡᑼౖࠍ㐽ߓߚ          ޕየోᣣⓨᩰ⚊ᐶ
 ᑼౖߩᓟ㑐᧲ᡰㇱᱞਭᰴᢎቭ߅ࠃ߮ㇱᡰㇱᒄਛᱜᢎቭߦࠃࠆᮨ▸ṖⓨṶ
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ᐳᏨᢙ     タ㊂  MI   ᦨ⦟ṖⓨᲧ   
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ో 㜞 O     ⶄ  MIO       MOJ   MOJ 
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ਥ⠢㕙Ⓧ O
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╙  ᣣ⋡    ᣣ
 บ㘑ߩᓇ㗀ࠍ߁ߌߡᄤߪ⦟ߊߥޕบ㘑೨
ߩᖡࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪࡦ߇੍ᗵߐࠇߚߩߢᤨޔ㑆
ࠍലߦߟ߆߁ߚߦ㐿ળᑼߩ೨߆ࠄ┹ᛛ
㐿ᆎߣ߁ᄌೣ⊛ߥᄢળߦߥߞߚ  ╙ޕㇱ 
ੱ  ╙ޔㇱ  ੱ߇㘧߮ޔቯೞ┹ޔᛛࠍ৻ᤨਛᱛߒߡ㐿ળᑼࠍⴕ߁ ޕㆬᚻߩ᳇ᜬ߇
ߛࠄߌࠆߩߣᤨޔ㑆ߩࡠࠬࠍ⠨߃ߡෳട᧪⾠ߩㄉ߽⍴߆ߊᢙੱߦߣߤߚࠅޔฦ
ᣇ㕙߆ࠄነߖࠄࠇߚỗബ߿ㄉ߽ᄙߊࠍ⋭⇛ߒߚ↰⋉ޕᄢળળ㐳ߩᜦޔᢥㇱᄢ
⤿ޔㆇャᄢ⤿ޔየᏒ㐳ߩฦㄉ߇ࠅޔᤓᐕᐲߩ╙  ㇱㆬᚻᮭᜬ⠪ߩਃᶆᱜሶ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 
ߐࠎ㧔೨ቇ⠌㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧕߆ࠄఝൎ᧰ㆶޔ㑐᧲ᡰㇱᆔຬ㐳⮮᥍⟤ำߩㆬᚻት
߇ߞߡ࿖ᣛޔቇㅪᣛឝ឴┹ޕᛛౣ㐿ޕ
╙  ㇱߪ  ੱ߇㘧ࠎߢඦ೨ਛߩ┹ᛛߪ৻ᤨਛᱛߣߥࠅޔඦᓟߪᢎቭߩ᳇ᵹ⺞ᩏ㘧ⴕ
ߣ࠹ࡆਛ⛮ߩߚߩᮨ▸Ṗⓨ߇ⴕߥࠊࠇߚߛ
ߌߦߣߤ߹ߞߚ  ╙ߚ߹ޕㇱ߽ᖡ᳇ᵹߩ
ߚޔߒ↪ࠍߺߩࠕ࠰ဳ ) ߘޔᓟ
Ꮸߦᢎቭࠍᯏណὐ⠪ߣߒߡߩߖࠆߎߣ߇
ࠄࠇޔṛⓨᤨ㑆߽  ಽએṛⓨ߇ណὐ
ኻ⽎ߣ⊒ߐࠇߚࡆ࠹      ޕਛ⛮ψ
  ᄢᡷㅧߐࠇߡᣂⵝߥߞߚޟ㣔  ဳߪࠕ࠰ޠᢎቭߩᮨ▸Ṗⓨߛߌߦ↪ߐࠇߚ
ߛߌߛߞߚޕ
 ඦᓟ߆ࠄ╙  ㇱߪ┹ᛛࠍౣ㐿ߒߚ߇  ╙ޔㇱߪ  ᤨߔ߉ߦߥߞߡ㘑ߩ㑆ࠍߧߞߡ
 ੱ߇㘧ࠎߛߛߌߢ┹ᛛߪਛᱛߐࠇߚ  ╙ߚ߹ޕㇱ߽ߎߩᣣߪṖⓨ  ಽએߩ⠪ߪ
ߥߊ  ฬ߇㘧ࠎߛߛߌߢ⚳ࠅߦߥߞߚޕ
╙  ᣣ⋡     ᣣ
บ㘑ߩ㒽߇ߟߚ߃ࠄࠇ৻ޔᣣਛ㔎߇߰ߞߚ
ࠅ߿ࠎߛࠅߢ┹ᛛਛᱛ߇ᜰ␜ߐࠇߚޕᐕ೨ਛޔ
Ꮊᄢߩ⮮ᢎ߆ࠄ࠼ࠗ࠷ߣᣣᧄߩࠣࠗ࠳
⇇ߦߟߡߩࠈࠈߥ߇ࠅోޔຬ⥝
߱߆ߊ⡞ߡߚޕඦᓟߪ  ᤨ߹ߢߩ⥄↱
ᤨ㑆߇ߚ߃ࠄࠇฦㆬᚻߪߘࠇߙࠇߦᥜߟ߱
ߒߦⴝ߳ߢ߆ߌߡߞߚ              ޕ⮮ᢎߩ
ᢎቭߪ㘧ⴕ႐ߢᢎቭળ⼏ࠍⴕߥߞߚޕ
╙  ᣣ⋡     ᣣ
  ᐕ೨ਛߦߣ߈ߤ߈ዊ㔎߇㒠ߞߚ߇ޔ㘑߽
߅ߐ߹ࠅ⭯ᣣ߇ߐߒ߹ߕߪ⦟ᅢޔඦ೨ਛߦᱷ
ࠅోຬߩਸ਼߇⚳ࠅ ޔㇱ ޔㇱߩ  ฬߩ
ᓆᑼ߇ߞߚ߇  ╙ޔㇱߩ  ಽએߩṛⓨࠍ
ⴕߥߞߚ⠪ߪߥߊޔṛⓨ⺖⋡ߪ㒰ᄖߐࠇߚ ޕ㐽ળᑼ
ඦᓟ  ᤨ߆ࠄ㐽ળᑼ߇ⴕߥࠊࠇߡߠߟߦࠇߎޔᩰ⚊ᐶߢ⋭ળ߇㐿߆ࠇޔห  ᤨ
⸃ᢔߒߚ             ޕ
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ᩜᛴୈʡʳɮʨʴ˂ն߂ ޙᣵն߂Ȟɜޙႆଡ଼ޮᎃȾሉᚐ
   ᣣᬺᢱ୯ߍ㗴ߦ㑐ߔࠆ⡬ળޕ
   ᣣਛ㊁ൎ⟵᳁ߏㅤޕ
   ᣣᐭޔ࿖᳃ᚲᓧჇ⸘↹ࠍቯ㧔㜞ᐲᚑ㐳╷㧕
ޕ

 ߎࠇ߹ߢ㑐ߢߪቇㅪวኋએᄖߩࡊࠗࡑ✵⠌ߢ߽ቇㅪ߆ࠄᢎቭ߇ᵷ㆜ߐࠇߡ
ⴕߥࠊࠇޔቇ↢߇ᢎ߃ࠆߎߣߪ⸵ߐࠇߥ߆ߞߚ߇ޔቇㅪߩᣇ㊎ォ឵ߦࠃࠅࡊࠗࡑ
✵⠌ߪቇㅪวኋ߆ࠄߪߠߐࠇߚߚޔቇ↢߇ᢎቭࠍ߿ߞߡ߽ࠃߎߣߣߥࠆޕ
✵⠌ߪ㧔㑐ᡰㇱోㇱߢ߆㧕ࡊࠗࡑ ᯏࠍਛᔃߦ  ࠣ࡞㧙ࡊࠍߞߡⴕࠊࠇ
ߚޕ
╙  ࠣ࡞ࡊ̖ߎߩᐕߩ  ޔ㑐ᄢቇ߇ቇㅪ߆ࠄ୫↪ߒߚᯏࠍਛᔃߦޔ㑐ቇ
㒮ᄢቇޔ㑐ᄢቇޔᚭᄢቇޔᚭᅚሶ⍴ᦼᄢቇ߇㑐ᄢቇᮮߩጊࠍಾࠅ㐿ߚ
ቛᑪ⸳੍ቯߢⴕߥߞߚޕ႐ᚲ߇ߖ߹ߊ  ࡔ࠻࡞⋥✢ߢ߽ߒࠃ߁߽ߩߥࠄጊ
ߦ㘩ߟߊ߆ޔḴߦ㘩ߟ߆ࠇࠆ߆ੑߟߦ৻ߟߩ࠼ࡦ࠙ࠣߦߌ߹߅ޕਛ߶ߤߦ
ᄢ߈ߥ᧮߇ߞߡ✵⠌ߩ㇎㝷ࠍߒߡࠆޕ㘑ะޔ㕙ߪ⦟ᣇߢߞߚޕ
╙  ࠣ࡞ࡊ̖ᄢ㒋Ꮏᄢࠍਛᔃߣߒߚᄢ㒋ᄢޔᄢ㒋ᐭ┙ᄢߢᄢ㒋Ꮏᄢߩᩰ⚊ᐶ߆ࠄ
㧝ࠠࡠ߽ߪߥࠇߚᶰᎹߩᎹේߢ✵⠌ޕ
╙  ࠣ࡞ࡊ̖หᔒ␠ᄢቇߩᯏࠍਛᔃߦ┙㙚ᄢቇޔ㦖⼱ᄢቇޔ੩ㇺᄢቇߩ㧟ᩞ
߇੩ㇺᐭਅ₹ޔ᳓Ṗⓨ႐㧔ᧁᵤᎹߩᎹේ㧕ߢ✵⠌ޕ
=ᣇะ⥽ ޔ
ޟ㑐ᡰㇱߛࠃࠅ?⚂ⷐޠ

 ᐕᒰᤨߩᣣᧄߢ↪ߐࠇߡߚࠣࠗ࠳ߩ⚫߇ޟᣇะ⥽  ╙ޠภ  ߦ⸥タ
ߐࠇߡࠆޕᯏဳฬߛߌࠍ⚫ߔࠆߣ㧧
ࠞࡦ࠳㧦ⶄᐳ ⪤ේᑼ *$ޔ5- ᑼ &%ޔ㔵ࡩፄᑼ߿߹ߤࠅ # ဳޔ
᧲㘧ᑼ &# ဳ㧔߶ߣࠎߤ࠹ࠬ࠻㘧ⴕߢ⚳ࠊࠆ㧕
ޔ,9+ ဳዊቇ㙚ภޔ
ࠝ࠙

1  ᑼ  ဳޕ

නᐳ 㔵ࡩፄᑼߣ߮  ဳޔశ  ဳޕ
࠰ࠕ㧦ⶄᐳ  *$᧲ޔᄢᑼ .5$ ဳޔဳ ) ߘޔਃ↰ᑼ  ဳޔ
නᐳ  㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳޔ㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳ᧲ޔ㘧ᑼ 5# ဳޔ
᧲ᄢᑼ .$5 ဳ⪤ޔේᑼ * ဳޕ
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ᄢቇଢࠅ

 ᚒޘ㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱߪ*ޔ$ ဳ߅ࠃ߮ᦜ⥶ゞࠍᚲߒޔቇㅪ㑐ᡰㇱޔਛᄩ
⎇ⓥᚲߣหߓߊየ㘧ⴕ႐ࠍᧄߣߒߡޔวኋ߿ㅳᧃ✵⠌ࠍⴕߥޔㇱຬߩᛛ㊂ะ
ߩߚᄢߦᒛಾߞߡࠆޕየߪᣣᧄߢ߽ᢙߩ⊒⌕࿁ᢙߩᄙ㘧ⴕ႐ߢࠅޔ
✵⠌ਛ߽ߒ߫ߒ߫⥄ⴡ㓌ᯏߩ࠲࠶࠴ࠕࡦ࠼ࠧ╬߇ᆎࠄࠇ✵ޔ⠌ਛᢿࠍߥߊߐ
ࠇߦࠄߕߚޔⓨࠍ⌑ࠆߛߌߢ߆ߥ߆ߥޔ⢻₸߇߇ࠄߥߩ߇㗡∩ߩ⒳ߢࠆޕ
߹ߚቇㅪ✵ߩࡉࠢ࠳ࠗࠣޔ⠌ߢᚒޘ㑐ቇ⥶ⓨㇱߦഀᒰߡࠄࠇࠆᣣ߇ߔߊߥߊޔ
ᕁ߁ࠃ߁ߦ✵⠌߇᧪ߥ⁁ᘒߢࠆޕ
ߒ߆ߒޔ
ᐕߦߪࠅ  ߩߪߓߦ  ᣣ㑆ޔ
ߐࠄߦ  ਛᣨߦߪ  ᣣ㑆ߩวኋࠍઁߩߘޔㅳᧃ✵⠌ࠍᢙ࿁ߣޔഀᒰߡࠄࠇߚߔߊߥ
ᣣᢙࠍലߦޔਇలಽߥ߇ࠄ⢻₸ࠍߍࠆࠃ߁ദജߒޔᛛ㊂ะࠍ⋡ᜰߒߡ
ࠆߚ߹ޕᄐભߺߦߪࠆ    ᣣ߆ࠄ  ᣣ߹ߢหߓߊየߦ߅ߡวኋࠍⴕߞߚߎޕ
ࠇࠄන⁛วኋߩ߶߆ࡊࠗࡑߩวኋޔㅳᧃ✵⠌ࠍ㑐ᄢ⥶ⓨㇱߣઁߩߘޔวหߢ
ⴕߥߞߡࠆޕ
 㑐ቇ⥶ⓨㇱߪᯏࠍᚲߒߡ߆ࠄ߹ߛᣣ߇ᵻߊ✵ߢ߹ࠇߎޔ⠌ᣇᴺࡓࠬઁߩߘޔ
࠭ߦⴕ߆ߥὐ߇ߞߚ߇ ޔᐕ⋡ߦߪࠅ✵ޔ⠌߽゠ߦਸ਼ࠅޔᓟߩ⊒ዷߩㅜ
ߦࠆޕ
=ᣇะ⥽ ?  ޔ
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ɺʳɮʊ˂ྒɁᯚɑɝ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣቇㅪṖⓨ⎇ⓥળ ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ           ޕየ㘧ⴕ႐
 =㧝ᦼ㧦   ᣣ㨪   ᣣᦼ ޔ㧦   ᣣ㨪   ᣣ?
㌁ % ┨ᤨ㑆ޔ㜞ᐲߩ㆐ᚑ⠪  ฬᤨޔ㑆ߩ㆐ᚑ⠪  ฬࠍߒߚޕ












 ᣣ
   ᣣ
   ᣣ
   ᣣ
   ᣣ
   ᣣ

  ᳁  ฬ
’㊁㏽㇢
㧔㑐ᡰㇱᢎቭ㧕
ᵄᱜᒄ
㧔ᣣᧄᄢቇ↢㧕
ᒄਛᱜ
㧔ㇱᡰㇱᢎቭ㧕
ᧁ ආ
㧔㑐ᡰㇱᢎቭ㧕
ർየ⋥ᢘ
㧔᧲ᶏᡰㇱᢎቭ㧕

ṛⓨᤨ㑆

₪ᓧ㜞ᐲ
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 ᤨ㑆  ಽ

㨙

$GTIHCNMG

 ᤨ㑆  ಽ

㨙

ߘ ) ဳ

 ᤨ㑆  ಽ

㨙
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 ᤨ㑆  ಽ

㨙

$GTIHCNMG

 ᤨ㑆  ಽ

㨙
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ቇㅪߢߪ⇇ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭ
ᄢળߩ႐⾗ᩰߢࠆ㌁ % ⾨₪ᓧ
ࠍ⋡⊛ߦ  ࡩᐕ⸘↹ࠍ┙ߡߩߘޔ
╙  ᐕᐲ╙  ᦼ⸘↹ߣߒߡ㌁┨⺖
⋡ߩṛⓨᤨ㑆㧔 ᤨ㑆એ㧕ߣ㜞
ᐲ₪ᓧ㧔₪ᓧ㜞ᐲ  ࡔ࠻࡞
એ㧕ߩ⸥㍳ળࠍየ㘧ⴕ႐ߣ↢
㚤ጊޔା⾆ጊ㒝ㄭߢⴕߥߞߚޕ
ޔ
 ෳട⠪ߪේ↰㧔㑐᧲㧕
ᧁޔ㧔㑐㧕
’ޔ㊁㧔㏽㧕 㑐 ߇㧝ᦼޔᒄਛ㧔ㇱ㧕
ർየ㧔᧲ᶏ㧕߇  ᦼߩ  ᢎቭߣޔዊ㊁ޔᵄޔ⮮ޔች㧔㑐᧲㧕߇  ᦼޔἑޔޘ
ᐢ↰㧔ㇱ㧕߇  ᦼߩ  ฬߩቇ↢ߣ߇ෳടߒߚޕ
↪ᯏߪޔ㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳṖⓨᯏ  ᯏ㧔ቇㅪ㧕
ဳ ) ߘޔṖⓨᯏ  ᯏ㧔ቇㅪ㧕
ޔ
⪤ේᑼ *$ ဳṖⓨᯏ  ᯏ㧔ቇㅪ㧕
ޔ$GTIHCNMG Ṗⓨᯏ  ᯏ㧔⥶ⓨදળ㧕
ࡄࠗࡄޔ
ࠬࡄࠞࡉシ㘧ⴕᯏ  ᯏ㧔ᦺᣣᣂ⡞㧕
ઁߩߘޕㅪ⛊↪⥄േゞߥߤ㒝ዻຠ৻ᑼ
ߢߞߚޕ
 ࿁ቇ↢ߢߚߛ৻ੱᤨ㑆⸥㍳ࠍߞߚᵄำߪޔṛⓨᤨ㑆  ᤨ㑆  ಽߢޔᣣ
ᴚߩߚ⌕㒽ߒߚ߇ߛ߹ޔ㘑ࠍߟ߆߹߃ߡߡలಽᚢ೨ߩ⸥㍳㧔ቇㅪߢߪᤘ
  ᐕߩ౻ޔ႐ᚲ߽หߓ↢㚤ጊߣା⾆ጊߩቄ▵㘑ࠍ↪ߒߡޔੑੱߩቇ↢㠽ੱ߇
 ᤨ㑆  ಽߥࠄ߮ߦ  ᤨ㑆ߩṛⓨ⸥㍳ࠍߞߡࠆ㧕ࠍ⎕ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߎߣࠍ
߁߆߇߃ࠆޕ
ޟᣇะ⥽  ߆ࠄⷐ⚂ޠ










Bergfalke
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ᛓ࣋ʇɬʳ˂ᎃɁɂȫɑɝ Ȉఌհȉ
   ᣣਭ⇐☨Ꮢᣣ⪇ࠧࡓ㧔ᩣ㧕ࠃࠅ⪤ේᑼ *$ ဳ߇ቇㅪߦነ⿅ߐࠇࠆޕ
⿅๒ᑼ߇የ㘧ⴕ႐ౝߩቇㅪਛᄩ
⎇ⓥᚲᩰ⚊ᐶ೨ߩࠛࡊࡠࡦߢⴕࠊࠇ
ޟᤊภߣޠฬߐࠇߚߩߘޕᓟޔ
⸥ᔨኃ߇ࠅޔಣᅚṖⓨ߇ᛲ㔺ߐ
ࠇߚޕᤊภߩᯏߪ⦡ࠗ࠳ࠗ࠳ޔ
ߣ㤛⦡ߩ  ⦡ߦࠈߤࠄࠇߡߚޕ
ਛᄩ⎇ⓥᚲߦ㈩ዻޕਛ⎇߇  ᣣ߆ࠄ
㐿߆ࠇߡߚቇㅪṖⓨ⸥㍳ળߦᣧㅦ
↪ߐࠇߚޕ

   ᣣṖⓨㅪวߩ⸥㍳ળ=㨪 ᣣ?ޕ
  ⮮ᴛ㘧ⴕ႐
㌁ % ┨⺖⋡ߩ〒㔌ޔ㜞ᐲ⸥㍳⠪  ฬ〒ޔ㔌⸥㍳⠪  ฬޔ㜞ᐲ⸥㍳⠪  ฬޕ

ޣතᬺޤᮭ⮮ᐽඳုޔ᳓ᶈޕ

    ੱ㘃ೋߩੱቝቮ㘧ⴕ㧙ࠟࠟࡦᄢ㧔
ޟߪ㕍߆ߞߚޠ
㧕
  ቇㅪ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળળ⸘ߦᧁᵤ⼱ᢥ๋㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔᣇะ⥽ᆔຬ
ߦጟᧄቃ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇ㆬ߫ࠇࠆޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇℂቇㇱ㐿⸳ޕ
 ᣨ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞␠߇᧲੩㧙ᄢ㒋㑆ߩ
ࠣࠗ࠳ߦࠃࠆή⌕㒽㘧ⴕࠍ⸘↹ߔࠆޕ
    㑐ቇᄢන⁛วኋޕየ㘧ⴕ႐
೨Ꮸ㧦ਛᎹ৻ᒾᓟᏨ㧦’㊁ ㏽ ᢎቭ ቯψ

   ᣣ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળޕ
   ᣣ ╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳ೋ⚖⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?ޕ
    㔵ࡩፄṖⓨ႐     
ᄐߩ㔵ࡩፄߦ߅ߌࠆೋ⚖⻠⠌ળߦ  ฬ߇ෳടߒ ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔ# ┨ࠍ₪ᓧ
ߒߚޕᤐ߆ࠄቇ↢ഥᢎߦࠃߞߡฦࠣ࡞ࡊߢታᣉߐࠇߡߚೋ⚖ᯏ✵⠌ߩ⚿ᨐޔ
ᣂੱߣ߃ߤ߽  ࿁એߩਸ਼⠪߇ߑࠄߦ߅ࠅޔ
ਛ⚖ᯏ⃰߳ߩᩰ⠪ቯߦߪޔ
߹ߞߚߊ࠼ࡦࠣߩ⢛Ყߴߢᢎቭ߽ᒙߞߚߣ߁ޕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯
=ᣇะ⥽ ?  ޔ
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пّ͢۾ᩜᛴˁూୈ̙ᤣ
ᴪࢹɁпّ͢۾ҋکᴪ
ธ̐ˁజแែ୫ˁӏᗵதˁࠥట ޕˁᗵႎᬲշ

   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ㑐᧲ᶏᡰㇱ੍ㆬޕየ㘧ⴕ႐
┹ᛛ⺖⋡㧦╙  ㇱ 㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ㧤ሼ㘧ⴕޔṛⓨޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙  ㇱ ⥄േゞᦜ⥶ߦࠃࠆ႐㘧ⴕߩᓟޔᜰቯ⌕㒽ޕ
 ╙  ㇱ╙  ㇱߣ߽ߦⶄᐳᯏߢޔᓟᏨߦᢎቭ߇หਸ਼ߒޔណὐߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ᴡ㊁ື㧔 ᐕ㧕
ᧁޔᵤ⼱ᢥ๋㧔 ᐕ㧕
ޕ
╙  ㇱ ട⮮♿㧔 ᐕ㧕
ޔጟᧄቃ㧔 ᐕ㧕
↰⮮ޔ㗅ศ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦╙  ㇱ ᴡ㊁ື  ᧁޔᵤ⼱ᢥ๋ ޕ
╙  ㇱ ട⮮♿  ↰⮮ޔ㗅ศ ޔጟᧄቃ   ޕ







ఝൎ⋄ࠍฃߌࠆᴡ㊁ື


੍ㆬߦవ┙ߜᒝൻวኋ߇㧣ᣣ߆ࠄᆎࠄࠇߚߩߎޕวኋߦߪ *$ޔ
ޟᤊภࠍޠ
߁੍ቯߢߞߚ߇ޔ㑐᧲ᡰㇱߢ↪ᓟޔየ߳ߩⓨャㅜߢߩ߿ᄤਇ⦟ߩߚ
✵⠌ߦߪ㑆ߦวࠊߕޕߚߒ↪ࠍဳ ) ߘޔ㑐᧲ᶏᡰㇱߢ߽╙  ㇱߦߪ㣔  ဳࠍ
↪ߔࠆ੍ቯߢߞߚߩ߇ޔਛ⚖ᯏ⃰ߩวኋᦼ㑆ߩᄌᦝߢޔ㣔  ဳߦࠃࠆ✵⠌߇৻ᐲ
߽ߢ߈ߕޕ
 ᡰㇱᄢળᒰᣣߪᤨޔ㑆ߩ㑐ଥߢ  ᤨ߆ࠄ  ㇱߩ┹ᛛࠍߪߓᤨ ޔඨߢ৻ߚࠎᛂߜ
ಾࠅࠄ߆ᤨ ޔ㐿ળᑼࠍⴕߥߞߚ߇ޟߚࠇߐ⥶ᦜߦࡄࠗࡄߦᤨߩߘߤ߁ࠂߜޔᤊ
ภ↢߇ޠ㚤ጊⓨߦᆫࠍࠊߒᢎቭ߿╙  ㇱ႐ㆬᚻࠍࡎ࠶࠻ߐߖߚޕ
ޟᤊภ⌕ߩޠ
㒽ࠍᓙߞߡ  ㇱ႐ߩ  ฬ ޔㇱߩ  ฬ߇ోຬᢛߒߩ⾠᧪ޔㄉߩᓟޔㆬᚻઍߩ
ትޔᢎቭߩ┹ᛛߩᵈᗧߥߤ߇ߞߡ㐿ળᑼࠍ⚳ߞߚޕ
 ⛯ߡ  ㇱߪ *$ޔ
 ㇱߪߘ ) ߢ┹ᛛࠍ⛯ⴕߒߚޕ
ᒰᣣߪޔ
ᮮ㘑᳇ߢߞߚ߇ޔ
ᄤߦߋ߹ࠇޔᔕេ࿅ߩᚻࠍ୫ࠅ┹ᛛߪ㗅⺞ߦㅴࠄࠇޔඦ೨ਛߦඨᢙએߩ⠪߇
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┹ᛛࠍ⚳ߞߚ┹ߪߢ߹ᤨ ޕᛛਛᱛޔ႐ㆬᚻ߽ޔᄙᢙߩ᧪⾠߿ฦᩞߩㇱ㐳ޔᔕេቇ
↢ߦ߹ߓߞߡࠣࠗ࠳ߩ⠢߿࠹ࡦ࠻ߩਅߢߢࠆ߹ޔዊቇᩞߩㆇേળࠍᕁߐߖࠆ
ࠃ߁ߥޔᭉߒ㔓࿐᳇ߩౝߦᤤ㘩ࠍ⚳ߞߚޕౣ߮┹ᛛࠍᆎߚ߇੍ޔቯࠃࠅ߽ߕߞߣ
ᣧߊ  ᤨඨߏࠈߦో┹ᛛࠍ⚳ࠊࠅࠄ߆߉ߔᤨ ޔ㐽ળᑼࠍⴕߞߚޕ㐽ળᑼߪޔᚑ❣⊒
⾨ޔ⠪߳ߩࠞ࠶ࡊ⸥ޔᔨຠߩਈߩᓟޔ㑐ᡰㇱ㐳ߩ㐽ળߩ⸒⪲ߢᄢળࠍ⚳ߞߚޕ
࿁ߩᄢળߢߪోޔຬߩᛛ㊂߇ߤࠎߣ߶ޔหߓߢޔᢎቭ߽ఝഠࠍߦߊࠃ߁ߢ
ߞߚޕ㑐᧲ޔᶏᡰㇱߢߪߩߎޔᓟోޔ࿖ᄢળߩ೨ߦ╙  ㇱ႐⠪ߩߚ㣔  ဳߦࠃ
ࠆวኋࠍⴕߥ߁੍ቯߢࠆ=              ޕᣇะ⥽ ?  ޔ

  ቇㅪߪࠬ࠽  ࠍࠕࠨࡅࡆ࡞ߩᅢᗧߦࠃߞߡ⾼ޕ
ቇㅪ߇シ㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵ࠍⴕߥ߁ߚߩ✵⠌ᯏߣߒߡ⥶ᦜ࠳ࠗࠣߚ߹ޔᯏ↪
ߣߒߡ↪ޕ

   ᣣ╙  ቶᚭบ㘑ޔ㑐ࠍⷅ߁ޕ








ਛ⎇ᩰ⚊ᐶᄢⵍኂ
 ߐࠆ    ᣣޔ
ᣣᧄోࠍⷅߞߚ
╙  ቶᚭบ㘑ߩߚߦޔቇㅪ㑐ᡰ
ㇱ߅ࠃ߮ਛᄩ⎇ⓥᚲߪޔᄢ߈ߥⵍኂ
ࠍߎ߁ߞߚߩߘޕ⠉ᣣ㒽ὐߢ
ࠆ⧃ደޔችઃㄭߪⵍߤࠎߣ߶ޔ
ኂ߇ߥ߆ߞߚߩߢޔߦᄌߞߚߎߣ
߽ߥߛࠈ߁ߣᕁߥ߇ࠄየ㘧ⴕ႐߳ⴕߞߡࠆߣޔ㘧ⴕ႐ㄝߩⵍኂߪᗐએ
ߦᄢ߈߆ߞߚޕ㘧ⴕ႐ߦ৻ᱠࠆ߿⏕߆ߦߞߚߪߕߩ᳃㑆⥶ⓨળ␠ߩ⚵┙ᑼോᚲ
߇ߔߞ߆ࠅᆫࠍᶖߒߡࠆߒᦺޔᣣᣂ⡞␠߅ࠃ߮ߘߩઁฦ␠ോᚲ߽ోუߣߞߡ߽
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ࠃ⁁ᘒߢ߽ࡢ࠲࡞ࡠ࠻ࡦࠦޔฦ⒳ߩ⸳߇ߎࠊࠇޔ㔚ߩߚᬺോߪ߹ߞߚ
ߊߪߚߖߥߣߩߎߣߢߞߚޕ
 ᳃㑆ᯏ↪ߩᩰ⚊ᐶ߽ߣߎࠈߤߎࠈᄢ߈ߥⓣ߇㐿߈ޔ
ߘߩਛߢߪᦺޔᣣߩࡋࠦࡊ࠲߇ࡠ࠲ࠍਅߦߒߡ߭ߞߊࠅ߆߃ࠅᄢ⎕ߒߡࠆ
ߩ߇߃ߚޕቇㅪߩᩰ⚊ᐶߪ㘑ํ႐߽ᵞ㕙ᚲ߽㘩ၴ߽ಣ߆߳็߈㘧ࠎߢߒ߹ޔᱷ
ߞߡࠆߩߪᩰ⚊ᐶߩ㛽⚵ߺߛߌߢࠆޕᓟᆎᧃࠍᚻવߦ߈ߚቇ↢㆐߇ᢔੂߒߚ࠻
࠲ࡦ᧼߿᧚ᧁࠍㆇ߮ߒࠅߥߊߥ߇࠻࠶ࡀࡦࡏޔᄤ߇࠺ࠦࡏࠦߦߥߞߚᦜ⥶⥄േゞ
ࠍߒߒߡߚⵍߩ࠳ࠗࠣޕኂߪ⚵ߺ┙ߡߚ߹߹߅ߡߞߚߘ㧳ဳ࠰ࠕ
߇ޔ㘩ၴߩߞߚㄝߢ߫ࠄ߫ࠄߦߥߞߡᄢ⎕ߒઁߩߘޔᚺߩਅᢝ߈ߦߥߞߚ߽ߩ߿
㘧ࠎߢ᧪ߚ߽ߩ߇ᒰߞߚߚߥߤߢޔᢙᯏ߇ዊ⎕ߒߡߚ ޕᯏߪ⋥ߜߦ㧯㧭㧮ߩ
ᩰ⚊ᐶߦ⒖ォߒ⋡ޔਅ㔵ࡩፄࠣࠗ࠳ᚲߩᚻߢୃℂਛߛ߇ ޔਛᣨߦߪ࠰ࠕ
 ᯏޔਅᣨߦߪਛ⚖ᯏ  ᯏ߇ቢోߥరߩᆫߦߥࠆޕ
  =ᣇะ⥽ ޔ
㧔㧕?


   ᣣ੍ቯߩ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળਛᱛޕ
   ᣣߦ㑐ᣇࠍⷅߞߚ  ╙ޟቶᚭบ㘑ޔࠅࠃߦޠየ㘧ⴕ႐ߩኋ⥢ᯏ᧚
ᣉ⸳߇ᄢⵍኂࠍߎ߁ࠅޔ㐿ਇ⢻ߣߥߞߚޕ

   ᣣ㑐᧲ᶏᡰㇱ ⑺ቄวหวኋ=㨪 ᣣᦼ ޔ᭴ᚑ?ޕ
ਛ⚖ᯏ⃰ߩวኋޕᰴߩ౻ᦼߦ  ฬߋࠄߩቇ↢߇ෳടޕᄤߩౕว߇ᖡߊޔඦ
೨ਛߪ +(4 ⁁ᘒߢޔᣇߥߊ㜞ᐲ 㨙ߩ⋥✢Ṗⓨߢ⢻₸ࠍߍࠃ߁ߣߒߚߣޕ
ߊߦ╙  ᦼߪ㔎ᄤ߇ᄙߊޔ࿁ᢙ⺞ᢛߩߚᢎቭ߽ࠪࡦ࠼ࠗߩㅪ⊒ߢᶡߋ߹ߒദ
ജߛߞߚޕ
   ᣣ㑐ᡰㇱ౻ቄวหวኋ=㨪 ᣣ  ᦼ᭴ᚑ?ޕ
ߎߩวኋߢߪ⋧ᒰ߰ࠅ⪭ߐࠇࠆߣ߆ߢߥߺޔᚒߎߘߪ↢߈ߩ߮ࠎߣᄢࡂࠠߢ
ߞߚޕ
࠳ࠗࠣߣࠎߛࠎߛޟቇ↢߇߰߃ߡ߈ߚߩߢᢎቭߩὐ߽߆ࠄߊߥࠅᣂ
ੱㅪਛ߇߆ࠊߘ߁ߛࠆ߾ߒߞ߅ߣޠ⚖↢߽ߚߣ߆ޕ
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т
тࠆ
ࠆɺ
ɺʳ
ʳɮ
ɮʊ
ʊ˂
˂ն
ն߂
߂ᷰㄝᐘ↢ឭଏ





― 302 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᯚ
ᯚై
ైᒲ
ᒲ
ႊ
ႊ
᎒
᎒ۢ
ۢе
е
ն
ն߂
߂


ᄢୖޔᷰㄝޔ㎯㊁ޔጊޔዊ↰ޔ᳓⼱ޔႦᧄ 

ᧁᢎቭޔᄢୖޔㄖ㚍ޔᵤጊޔᷰㄝޔዊ↰

ᦜ⥶ゞ࠺࠰࠻
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

                     ᣣᧄᄢቇ㧯㨅㧳㧺㧱㨀㘧᧪

                 ㅴਛߩࠬ࠽ 150 (㑐ቇᄢ ਛ㊁㧔㓷㧕ᠲ❑)
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ=㨪 㧝ᣣ?ޕ
           የ㘧ⴕ႐
ᴡ㊁ື㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇෴ടޕ














ᓟฝ߆ࠄ  ੱ⋡
ᴡ㊁ື


 ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᦺޔᣣᣂ⡞␠ޔᣣᧄ⥶ⓨදળߩ⇇ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭ႐⾗
ᩰ₪ᓧṖⓨ⎇ⓥળߩ╙  ᐕᐲ╙  ᦼߩ⸥㍳ળޕ
㐿ળᑼ߇  ᣣᐕᓟ  ᤨ  ಽޔห㘧ⴕ႐ౝߩቇㅪਛᄩ⎇ⓥᚲ೨ߩࠛࡊࡠࡦߢ㐿߆ࠇ
ߚޕ
ᒰᣣෳട⠪ߪ᧪⾠ߪߓṖⓨ⸥㍳ળෳടߩᢎቭ  ฬޔቇ↢  ฬߩ߶߆ߦᢎቭ  ฬޔ
หᤨߦ㐿߆ࠇߚਛ⎇෴ടቇ↢  ฬޔᚻવቇ↢  ฬ߇㓸ࠅޔቇㅪߩ☨ጊኾോℂߩ㐿ળ
ߩㄉ⥶ޔⓨදળޔየ⥶ⓨോᚲ㐳ࠄߩߐߟ߇ߞߡޔᑼࠍ⚳ߞߚޕ
⥶ⓨදળߩ $GTIHCNMG ߣቇㅪߩ *$ ߇↪ߐࠇ⥶ᦜޔᯏߦߪࡄࠗࡄߣቇㅪߩᣂ
㍈ᯏࠬ࠽  ߇ࠊࠇߚޕቇ↢෴ട⠪ߪ *$ ߢ⸥㍳ߦᚢޕ㑐ቇ߆ࠄ෴ടߩᴡ㊁
ືߪ  ᤨ㑆ᒝṛⓨߒߚᤨὐߢࠬ࠻ࡓߩߚޔήᔨߦ߽Ꮻㆶߒߚޕ
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⪤ේᑼ *㧙% ࠰ࠕⶄᐳ✵⠌ᯏ᥉߳












ో    㐳     O⥄   ㊀     MI
㜞ߐ㧔ਥ⠢㕙ㄥ㧕Oో㊀㊂㧔ᮡḰ㧕MI
⠢    Ꮠ     O⠢㕙⩄㊀㧔ᮡḰ㧕MIO
⠢ᒏ㐳 ⠢ᩮㇱO
⠢ℰㇱ O
ਥ⠢㕙ⓍO
❑ ᮮ Ყ  
  ⷺ  q 
⠢ขઃㇱ       q

Ṗⓨㅦᐲ ṖⓨᲧ ᴉਅㅦᐲ
MOJ      OUGE 
ᦨ⦟ṖⓨᲧᤨ    㧚 
ᦨዊᴉਅㅦᐲᤨ      
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ
 ߎߩᯏߪ࠹࡞ࡒ࠶ࠢࠍ↪ߒߚ࠰ࠕࡦࠣࠍߨࠄߞߡ⸳⸘ߐࠇߡࠆߩߢޔ⠢㕙
⩄㊀ࠍዊߐߊߒߡᴉਅࠍߢ߈ࠆߛߌ߅ߐ߃ߡࠆߚ .㧛& ߪ߿߿‶†ߦߥߞߡࠆޕ

  ภᯏߪ⮮ᴛߢߩ⥄േゞᦜ⥶ߢṛⓨ  ಽޔ
㜞ᐲ 㨪 ࡔ࠻࡞ߩ⸥㍳ࠍᢙ࿁ߒޔ
 ภᯏ߽หߓߊ⮮ᴛߢߩ⹜㛎㘧ⴕߢ  ಽߩṛⓨࠍߔࠆߥߤߘߩታജࠍ⊒ើߒߡࠆޕ

 ᧄᯏߪ* ဳࠪ࠭ߩᦨᣂဳߢޔ
ߎࠇ߹ߢߩ*$ ဳߦ߅ߌࠆṖⓨᕈ⢻ޔ
ᠲ❑ᕈޔ
ቯᕈࠍߞߘ߁ะߒߩߘޔ᭴ㅧⵝ⦗ޔߍޔขᛒ╬ࠍߐࠄߦᡷ⦟ߒߡࠆޕ
 Ṗⓨᯏߩᦨ߽㊀ⷐߥࠛࡔࡦ࠻ߢࠆਥ⠢)ޔߪဳޘQVV㧔OQFKH[㧕ߣㆬቯߒߚޕ
ߎߩ⠢ဳߪ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕߹ߢߩᦨ㜞ᕈ⢻ᯏߣࠃ߫ࠇߚࡢࠗࠛߦߚ߹ޔߢ
߽ߐ߆ࠎߦ↪ߐࠇߡࠆࠝࡦࡇࠕࡑࠗᦨޔㄭߢߪ೨࿁ߩࡐࡦ࠼ߢⴕߥࠊࠇ
ߚ⇇ㆬᚻᮭᄢળߦࠬ࠲ࡦ࠳࠼ࠢࠬߢఝൎߒߚࡐࡦ࠼ߩࡓࡂࠬ࠲ࡦ࠳
࠼ߦ߽↪ߐࠇߡࠆޕ
 ᦨㄭߩ㜞ᕈ⢻ᯏߪ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔጀᵹ⠢ࠍណ↪ߒߡࠆ߇ᧄޔᯏߩࠃ߁ߦၮ␆✵
⠌߅ࠃ߮Ṗ⠍✵⠌ߦߪޔૐㅦ↪ߩ )QVV ߩࠃ߁ߥࠞࡦࡃߩ㜞⠢ဳߣጀᵹ⠢ߣߩ
ਛ㑆⊛ሽߢࠆ )QVV ߇ᦨ߽ㆡߒߚ⠢ဳߢࠆޕ㘧ⴕᯏᦜ⥶ਛߪ㘑ਛᔃߩ⒖േ
߇ዋߚޔㅊᓥߪ㕖Ᏹߦᭉߦⴕߥ߃ࠆߚ߹ޕᢳ㕙Ṗ⠍ᤨߩᒝ㘑ߦ߽ㆡᒰߥㅦᐲߢߘ
ࠇ߶ߤᴉਅㅦᐲߪᄢߣߥࠄߥޕᾲ᳇ᵹਛߩᣓ࿁ߪޔᄬㅦߦㄭ߉ࠅ߉ࠅߩㅦᐲߢᣓ
࿁ߔࠆᔅⷐ߇ߥߊޔචಽోߥㅦᐲߢߢ߽ᴉਅߪᄢ߈ߊߥࠄߥޕ
 ࠙ࠗࡦ࠴⥄ޔേゞᦜ⥶ߩ႐วޔㅦᐲߪ 㨪-O ߢޔ₸ 㨙UGE߶ߤߢ
ࠆޕ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߪࡠޔ࠙࠻ࠗࡂޔ㧙࠻࠙ߩࠇߢ߽ࠃߩ࠙࠻ࡠޕ႐วߪࠗࡂޔ
ߩ႐วࠃࠅᡰ߃㊂߇߿߿ᄙߊߥࠆ߇⺞߬৻ࠍࡉ࠲ޔᢛߔࠇ߫ᚻ߫ߥߒ㘧ⴕ߽น⢻ߢ
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ߎࠆ߇ޔਇቯߥേំࠍߎߔߎߣߪߥޕ
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᭣ᚐൡ᎒ᜡᎃᩒܿ

 ☨࿖߇ࡌ࠻࠽ࡓᚢ㑵ߦ෴ടޕ
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╙  ࿁วኋ⸠✵ࠬ࠲࠻=   ᣣ㨪   ᣣ? ↪ᯏ㧦ࠬ࠽ 












ฬᡰㇱߢࠣࡦ࠼ࠬࠢ࡞ࠍⴕߥߞߚᓟޔ೨ᓟ  ᦼߦࠊߌߡోޔຬ߇የ㘧ⴕ႐
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 ᣣ߆ࠄ  ᣣ߹ߢฦ  ᣣ㑆ߕߟߩวኋߢߞߚޕ㑆ߩ⣉శࠍᶎ߮ߡࠬ࠲࠻ߒߚߚ
ߦޔฬᣇ㕙߆ࠄߩ⸰߇ࠅޔᚑഞ⵰ߦየวኋࠍ⚳ߞߚޕ
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ᶏᡰㇱޟዊ㡀ޠ
ޔㇱᡰㇱ࡞ࡆࡅࠨࠕޟ
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ⴕߥࠊࠇߚ⮮ޕᰴ㐳ߐߟᓟޔฦᡰㇱᢎቭߩ⚫߇ߞߚޕᄕ㘩ᓟޔᓟᦼ
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    ᣣ ጤᷗᢎቭߣ↰☿ߐࠎ㧔ᦺᣣ⥶ⓨㇱຬ㧕߆ࠄᯏㆇ៝ߩᵈᗧߣࠣࡦ࠼
ࠪࠣ࠽࡞ߦ㑐ߒߡ⺑߇ߞߚᓟᦺޔᣣോᚲ೨ߦ㓸วߒޔඦ೨  ᤨޔᓟᦼ⸠
✵㐿ᆎߣߥߞߚޕฦᡰㇱᯏߪ೨ᦼߣห᭽ߢࠆޕ
    ᣣ ጊ↰ᢛ⺖㐳߇᧪ࠄࠇޔᓟᦼߩᢛ৻⥸ࠍᜂᒰߒߚޕ
   ᣣ✵⠌ߪඦ೨ਛߢ⚳ࠅඦᓟ߆ࠄኋ⥢㘩ၴߢጊ↰ᢎቭߩࠛࡦࠫࡦ♽⛔ߦߟ
ߡߩ⻠⟵߇ߞߚޕ
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৻ห࠹ࡊࠦ࠳ࠍ࿐ࠎߢ #6% ߩീᒝࠍߒߚޕ
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㧨࠰ࠕⶄᐳ✵⠌ߣ㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵㧪

 ̖̖ᚢᓟ⥶ⓨᵴേ߇ౣ㐿ߐࠇޔቇㅪ߇ౣ⊒⿷ߒޔቇㅪߦട⋖ߒߚฦᩞߩ⥶ⓨㇱߪ߇ߤࠎߣ߶ޔ⢒
ㇱߦዻߒߚ߽ߩߢߞߚࠍ࠳ࠗࠣ ޕⓨߩࠬࡐ࠷ߣߒߡ৻ޔጀᵴ⊒ߦߔࠆߚߦߪߩߢ߹ޔ
ࠣࠗ࠺ࠖࡦࠣਛᔃߩ✵⠌߆ࠄ࠰ࠕࡦࠣߩᲑ㓏߹ߢࡌ࡞ࠍะߐߖࠆᔅⷐ߇ࠆޔࠎࠈߜ߽ޕᢙ
ᐕ೨ᣣᧄ⥶ⓨදળ߇ޟ$GTIHCNMGࠍޠャߒߏߛߩࠣࡦࠕ࠰ޔ߽Ყセ⊛ኈᤃߦࠊ߃ࠆࠃ߁
ߦߥࠅޔᣣᧄߩ࠰ࠕᯏ߽ᐕᲤߦ㜞ᕈ⢻ᯏ߇↢߹ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚޕቇㅪߢ߽৻ߊߏޔㇱߩቇ
↢ߪޔṖ⠍⎇ⓥળߢߚ߹ޔวኋߦ߅ߡߘࠇߙࠇ㈩ዻߩ⚖ᯏߢࠍࠣࡦࠕ࠰ޔᭉߒࠎߢࠆ߆ߒޕ
ߒੱ  ߪࠇߎޔએ߽߆߆߃ࠆቇㅪੱᢙߩ᳖ጊߩ৻ⷺߦߔ߉ߥޕ
 ߽ߞߣᄙߊߩ⠪߇ࠍࠣࠗࠣߡߒߣ࠷ࡐࠬޔᭉߒߚߦߪߣߞߡ߽ਛ⚖ᯏࠍ㧝ޔ㧞ᐕߢ
ቢోߦࡑࠬ࠲ߒ ޔޔᐕߦ߅ߡ⚖ᯏߩ✵⠌ߦㅴ߹ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔߒ߆ߒޕઍߢߪޔਛ
ᄩ⎇ⓥᚲߩ㐷ᚭߪ⁜ߊޔᄙߊߩਛ⎇ᶉੱࠍߒߡࠆߩߎޕ㗴ࠍᛂ㐿ߔࠆߚߦߪ৻ೞ߽ᣧߊฦᡰ
ㇱߦⶄᐳ࠰ࠕࠍ㈩ዻޔฦᡰㇱߢ߽⚖✵⠌ࠍ㐿ᆎߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߁ޕ
 ࿁ߩ㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵ߪޔቇㅪߩޠ ࠽ࠬޟ
ᦺޔᣣᣂ⡞␠ߩޠ ࠽ࠬޟ
ޔ
ࡄࠬࡄࠗࡄޟ
ࠞࡉߩ࠳ࠗࠣߚߩߎޕࠆߡࠇࠊߥⴕߡߞࠍޠ㘧ⴕᯏᦜ⥶ࠍᵴ⊒ൻߔࠇ߫ࠃࠊߒߩࠅߥ߆ޔ
ߖ߇ਔ⠪㑆ߦ߽ߚࠄߐࠇࠆ⚿ᨐߦߥࠆߛࠈ߁ޕ
 㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵ߣࠣࠗ࠳⸠✵ߩਔ┙ߦ⒳ߩޘ㗴߇ࠆߣᕁ߁ޕ㘧ⴕᯏߪࠣࠗ࠳ߦᲧߴᲧ
セߦߥࠄߥ߶ߤߩ⾌↪߇߆߆ࠅ࠳ࠗࠣޔ߇ߖࠃࠊߒߩߎޔߦ߆߆ࠄߧࠃ߁චಽ⠨߃ࠄࠇߡ
ࠆߣᕁ߁߇ߩ߹߇࠳ࠗࠣޔᲑ㓏߆ࠄߐࠄߦㅴᱠߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߈ޔ㘧ⴕᯏߣࠣࠗ࠳
⸠✵ߩਔ┙ߦߟߡࠇࠊࠇࠊޔട⋖ቇ↢߽⌀ߦ⠨߃ޔᣇߣ߽චੑಽߩᚑᨐࠍߍࠆࠃ߁ᦨༀࠍዧ
ߐߨ߫ߥࠄߥޕ
            =ᣇะ⥽ ?  ޔ
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  㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ጟᧄቃ㧔 ᐕ㧕
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ᚢ  ❣㧦ጟᧄቃ ╙  ㇱ ޕ
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ࡄ㓚ߦࠃࠅਛ⎇วኋ߇ᄢߦᄌᦝߐࠇߚߚ⚂৻ࡨ߅ߊࠇߡ    ᣣየ㘧
ⴕ႐ߢ㐿߆ࠇߚ ޕ
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 ᤨߦ㐿ળᑼߩߚਛᢿ☨ޔጊኾോℂޔ᪉↰㑐ᄢ⥶ⓨㇱ㐳ࠄߩߐߟߩߣޔ
ဈ㊁᧲ᶏᡰㇱᆔຬ㐳ߩㆬᚻት߇ߞߡ  ᤨ  ಽ߰ߚߚ߮┹ᛛ߇㐿ᆎߐࠇߚޕ
 ╙  ㇱߪ *$ ߢ㘧ⴕᯏᦜ⥶㜞ᐲ 㨙ߢ㔌⣕ߒߚ߇ ޔಽએߩṛⓨࠍߒߚㆬᚻ
ߪߥߊޔၮᧄᠲߣᜰቯߩߺߢណὐߐࠇߚ  ╙ޕㇱߪޟ㣔㧣ߢޠ႐㘧ⴕߛߞߚ߇ޔ
ߎߩᣣߪߓߡޟ㣔㧣ߢޠ႐ࠍ㘧߱⠪߽ᄙߊ႐ㆬᚻࠍ࠼ࠡࡑࠡߐߖߚޕ

   ᣣ࿖↥ਛဳャㅍᯏ ;5 ဳ㧝ภᯏ ,# ೋ㘧ⴕᚑഞ  ޕዊ’㘧ⴕ႐
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ߎߩᯏߪ〒㔌㘧ⴕࠍ⋡⊛ߣߒߚᯏߢࠆߢ߹ဳ ޕណ↪ߐࠇߡߚࡈ࠶ࡊ߇ᕁㅢ
ࠅߩ⚿ᨐࠍ␜ߐߥߩߢޔΥဳߢߪߣࠅߩߙ߆ࠇ߇ࠠࡉࡉࠗ࠳ޔขઃߌࠄࠇߚ߹ޕ
ߢߩᣣᧄߩᯏߢߪߤߜࠄ߆ߣ⸒߁ߣ .㧛& ߪࠆ⒟ᐲ‶†ߦߒߡ߽ޔ
ዊߐߥ࠹࡞ࡒ࠶ࠢࠍߟ
߆ࠎߢߩṖ⠍ࠍ⋡⊛ߣߒߡߚߩߢޔ
ޟ/+6#㧙Υဳߩߘߪޠᗧߢ߽⥝ߩࠆᯏߢࠆޕ

వߦߟߊࠄࠇߚޠဳ ޟ
ޔ
ߦࠄߐࠅࠃޠဳ ޟᕈ⢻ߩะࠍ⸘ࠆߚߦ⸳⸘ߐࠇߚᯏߢࠆ߇ޔ
ᕈ⢻ࠕ࠶ࡊߩߨࠄߪޔਥߦฦㇱߩᛶ᛫ࠍዋߥߊߐߖࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ
 ਥ⠢ࠬࡄࡦࠍჇߔߎߣߦࠃࠅࠕࠬࡌࠢ࠻ࠪࠝࠍჇᄢ㧔⺃ዉᛶ᛫ߩᷫዋ㧕ߒޔ
ߐ⌕ⵝߢ߹ޠဳ ޟ
ࠇߡߚࡈ࠶ࡊߪޔਥߦ⌕㒽ᤨߦ↪ߐࠇߡߚ߇ޔᒰὼߩ⚿ᨐߣߒߡ࠳ࠗࡉࡉࠠ߶ߤߩലᨐ
ߪᓧࠄࠇߕ⚿ޔዪޟΥဳࠍࡊ࠶ࡈߪޠᑄᱛߒ࠳ࠗࠣߩ⥸৻ޔㅢࠅ࠳ࠗࡉࡉࠠ߇⌕ߌࠄࠇߚޕ
⢵ߪߦဳⷺ  ࠄ߆ⷺ  ߩޠဳ ޟᄌ߃ޔ࠼࠶ࠠࠬޔየ࠰ࠆ߈ߢߪ╬࠻࡞ࡏޔ㒢ࠅᢛဳߐࠇߚޕ
 ゞベߪࠅࠃޠဳ ޟዊߐߊߥߞߚ߇࠻ࡈࡖࠪޔㇱಽ߹ߢᄖㇱߦߡ߅ࠅ឵ߦଢߥࠃ߁ߦ⸳⸘ߐࠇ
ߡࠆޔઁߩߘ ޕየ⠢ࠍࠕࡄߐߖߡޔᄖ⊛ߥࠬ࠲ࠗ࡞ߦ߽᳇ࠍ㈩ߞߚߚߥ߆ߥ߆ࠬࡑ࠻ߥ
ᄖဳߦߥߞߚޕ
 ޟ/+6#㧙Υဳ․ߩ⇟  ߩޠ㐳ߪߣߞߡ߽ࠫࠚ࠶࠻ᯏࠍᕁࠊߖࠆ᳇ᵃဳ㘑㒐ߢߪࠇߎޔᾲࠍട߃ⓨ
᳇ࠍࠇߡ߰ߊࠄ߹ߔᣇᴺߛ߇ߩߎޔᴦౕࠍߔࠆߩߦ․ߦ⧰ᔃࠍᛄ৻ޔ࿁ߢ੍ᗐㅢࠅߩ⟤ߒ✢
߇ߢߚߣߩߎߣߢޕߚߞߢ߈ߢࠆߔࠇ߷ࠇ߶ޔ
 ⥄㊀ߪߩޠဳ ޟ႐ว -I ߢߞߚ߇ޔ
ޟΥဳߣޠဳ ޟ߽ޠห㊀㊂ߦߍࠆ੍ቯߛߞߚߣߎࠈ࠳ޔ
ࠗࡉࡉࠠⵝ⌕ߥߤߢ㊀㊂Ⴧടࠍ߈ߚߒޔ-I ߦߥߞߚߚߩߎޕႣⵝߦ㊀㊂ࠍ߆ߌࠄࠇߕޔ
ߍߦ߽߁৻ᱠߩᗵ߇ߔࠆߩߪᱷᔨߢߞߚޕ㊀ᔃ⟎ߪ੍ቯㅢࠅਥ⠢೨✼߆ࠄ 㧑ߩὐߢࠆ߇ޔ
シ㊂ߩੱ߇නᐳߢਸ਼ࠆ႐วߪ࠻࡙ࠪࡄޔ⒟ᐲߩࡃࠬ࠻ࠍਸ਼ߖࠆᔅⷐ߇ࠆߪࡓ࡙ࡏ࡞࠹ޕ
 ߢࠇߘޔ⒟ዊߐߣߪ߃ߥ߇✵⠌↪࠰ࠕߣߒߡߪޔㅦᐲࠍᲕߒߚ႐วߩࠬࡇ࠼࠶
࠻߇߿߿ߕ߆ߒߊߥࠆߚ߽߁ዋߒ᳓ᐔየ⠢㕙ⓍࠍჇߒߚᣇ߇⦟߆߽ߒࠇߥࡌࠛޔࡦࡠ࡞ࠛޕ
࠲ߩࡑࠬࡃࡦࠬߪᦨ⚳⊛ోߩߚߟߌࠄࠇߚޕ
 ု⋥የ⠢㕙Ⓧߪߣޠဳ ޟหߓߛ߇ޟΥဳߪߢޠ⢵೨ㇱ㕙Ⓧ߇Ⴧߒߚߚ߿߿ዊߐࠃ߁ߦᗵߓࠄ
ࠇࠆ߇ޔᠲ❑ᕈߦߪᲑᓇ㗀ߥߣߩߎߣߢࠆޕ
⸳⸘․ߦ⧰ᔃߒߚὐߪ㧚ᓥ᧪߆ࠄޟਃ↰ᑼ․ߩޠ㐳ߢߞߚో㜞߇ૐߦ߽߆߆ࠊࠄߔޔ
ޟΥဳޠ
ߢߪᠲ❑Ꮸ࿁ࠅࠍ߆ߥࠅᐢߊߒߚὐߢࠆޕታ 5M[NCTMޔ$GTIHCNMG ߣߥࠄߴߡߺߡ߽ታߦૐߊޔ
߆ߦ߽㜞ᕈ⢻ᯏߦߺ߃ࠆ⚿ߩࠗࡈ࠻ࠬ࠹ޕᨐߦߟߡߒ࠺࠲ߪ߹ߛ್ߒߡߥ߇ޔ
ᕈ⢻ߣߒߡߪޔ$GTIHCNMG ࠢࠬ߆߿߿߽ࠅࠃࠇߘޔਅ࿁ࠆ⒟ᐲߢߪߥ߆ߣߩߎߣߢࠆޕ
 ৻⸒ߢ߁ߥࠄ߫ޟ/+6#㧙Υဳߪޠᣣᧄߢ߹ߢߦࠄࠇߚᦨ㜞ᕈ⢻࠰ࠕߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ


=ᣇะ⥽ ?  ޔ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

ቼ ±² وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾

ࠥట

ޕ


   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ    ޕየ㘧ⴕ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱߪ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆޟᤊภߩޠṛⓨ߮ᜰቯ⌕㒽ޕ
ߥ߅㔌⣕㜞ᐲߪ 㨙ޕ
╙  ㇱߪ⥄േゞᦜ⥶ߦࠃࠆޟ㣔   ߩޠᐲᣓ࿁߮ᜰቯ⌕㒽ޕ
႐ㆬᚻ㧦╙  ㇱ  ㆬᚻ  ╙ޔㇱ  ㆬᚻ ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ጟᧄቃ㧔 ᐕ㧕ޕ












╙  ㇱ႐ㆬᚻ
࠶ࠤࡦ  ⇟ ጟᧄቃㆬᚻ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ 

 ቇㅪਥߩ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળߪᢥㇱ⋭ޔㆇャ⋭ᦺޔᣣ
ᣂ⡞␠ߘߩઁߩᓟេߩ߽ߣߦ   ޔᣣ⑺ޔ᥍ࠇߩᄢ㒋ޔየ㘧ⴕ႐ߢ㐿߆ࠇߚޕ
ᐕߩ╙  ࿁ᧄᄢળߪ╙  ቶᚭบ㘑ߩߚਛᱛߐࠇޔ
ᡰㇱ੍ㆬߛߌߦߣߤ߹ߞߚ߇ޔ
ߎߩᣣߪ೨ᣣߣ߁ߞߡᄌߞߚ੍ޕᗐએߩᅢᄤ᳇ߦᕺ߹ࠇޔᄢળᆎ߹ߞߡએ᧪ߣ
߁ᦨ㜞ߩࠦࡦ࠺࡚ࠪࡦⷩⷰ⥸৻ޕ⠪ᄙᢙߩࠆਛߢޔㆬᚻޔ㑐ଥ⠪ߘࠇߙࠇర᳇
ߞ߬ࠆࠇ߰ߐ⧯ޔᘒᐲߢᄢળߪ੍ቯㅢࠅ⌕ߣޘㅴⴕߒޔή⚳ੌޕ
 ᄢળᣣߩ೨ᣣޔᤤ߁ߔᥧ㔕ࠅⓨߩ߽ߣߦ  ᣣ㑆ߦࠊߚࠆ  ฬߩㆬᚻߩᒝൻวኋ
ࠍ⚳ੌᤨ৻ޕඨㆊㆬᚻోຬ߇ߎߩߚ߮ᡷୃߥߞߚᩰ⚊ᐶ೨ߦ㓸วޕᄢળߩḰߦߣ
ࠅ߆߆ߞߚోޕຬ᳇ߣߒߚ㔓࿐᳇ߩਛߦ߽ޔฦੱ⠉ᣣߩ㑵ᔒࠍ⢷ߦ⒁ޔ
ߘࠇߙࠇಽᜂߐࠇߚᢛߦ♖ࠍߒߚߩߘޕ㑆ᢎቭࠍೋޔᄢળ㑐ଥ⠪߇⛯ߣޘ
⌕ߒޔᤨḰࠍቢੌߒߚޕᄕ㘩ᓟ╙  ㇱ ޔㇱߣ߽ਸ਼㗅߇ㆬߦࠃߞߡ
ࠄࠇޔណὐၮḰ߇⊒ߐࠇߚޕᄛ  ᤨޔᩰ⚊ᐶ  㓏ߩㇱደߢᒄਛᢎቭߦࠃࠆᄢળߩ
⺑߇ࠅ߽ߢߎߘޔㆬᚻߩߜࠂߞߣߒߚ⾰ߦޔฦߩޘ㑵ᔒ߇ᗵߓࠄࠇߚޕ
 ඦ೨  ᤨ ޔภᯏޟ㣔 ࠆࠃߦޠᒄਛᢎቭߩ࠹ࠬ࠻ࡈࠗ࠻ߦ⛯ߡ┹ᛛ߇㐿
ᆎߐࠇ ޔㇱ  ㇱߩฦㆬᚻ߇ޔਸ਼ႎ๔߽߽ߤ߆ߒߊ✕ᒛߒߚ㕙ᜬߜߢᯏߦਸ਼ࠅ
ㄟߺߦᰴߣޘ㘧߮┙ߞߡߞߚޕ㔕৻ߟߥߊ᥍ࠇ߇ࠅޔ㘑ജ  ⒟ᐲߩࠣࠗ
࠳ᣣߢߞߚ߇ᦼޔᓙߐࠇߚ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߪඦ೨ਛߪోὼߥߊᱜඦ㗃ߦߥߞߡ߿
ߞߣᒙ߽ߩ߇⊒↢ ޔㇱߩ⧐ጊޔᐢጊㆬᚻ߇ߘࠇߙࠇ  ಽ⒟ᐲߩṛⓨࠍߒߚߩߦ
ߣߤ߹ߞߚ┹ࠎߚߞᤨ ޕᛛߪਛᢿߐࠇޔ㐿ળᑼ߇ਥṖ〝ߩਛᄩᧄޔㇱ೨ߢ㐿
߆ࠇޔ࿖ᣛޔቇㅪᣛឝ឴ߩߩߜ⼾↰⋉ޔᒾᄢળળ㐳ޔደንᰴ㇢ᄢળᆔຬ㐳ߩ
ᜦޔᢥㇱᄢ⤿ޔㆇャᄢ⤿㧔ฦઍℂ㧕ߩㄉୖ ޔᐘᄦክ್ᆔຬ㐳ߩ┹ᛛ⺑ޔㆬᚻ
ઍฬཅ⌀ቁฎำ㧔ᴺᄢ㧕߇ജᒝߊㆬᚻትࠍⴕߞߚޔߢߟޕ㘩ߩ㑆ޔᣂߚ
ߦቢᚑߒߚ /+6#㧙Υဳ࠰ࠕߦࠃࠆᱞਭᰴᢎቭߩᮨ▸ᦛᛛ㘧ⴕߚ߹ޔ㘧ⴕᯏ
⸠✵ቇ↢ߩޟዊ㡀ޠ
ߜߐޟ㘑ޠ
࡞ࡆࡅࠨࠕޟภ  ߩޠᯏߦࠃࠆߺߏߣߥ✬㓌㘧ⴕ
߇ᛲ㔺ߐࠇᄢળߦࠈߤࠅࠍߘ߃ߚޕ㧝ᤨඨౣ߮┹ᛛߪౣ㐿ߐࠇޔㆬᚻߪฦᡰㇱࠃ
ࠅ↢߃ᛮ߈ߩ⁴⠪ߙࠈᱜޘၴߣޘᣣᧄ৻ࠍ┹ߞߚ┹ߊߥࠅ߅ߎߤߣޔᤨ ޕ
ᛛߪ⚳ੌߒޔ㐽ળᑼߣߥߞߚޕᚑ❣⊒ޔᓆޔክ್⻠⹏ޔᄢળᆔຬ㐳ߩᜦޔ࿖
ᣛޔቇㅪᣛߩ㒠ਅߢ╙  ࿁ᄢળࠍ⚳߃ࠅࠃᤨ ޔᩰ⚊ᐶߦ߅ߡㆬᚻޔ㑐ଥ⠪ࠍ߹
ߓ߃ߡ⋭ળࡊ࡚ࠪࡦ߇ⴕߥࠊࠇޔඦᓟ  ᤨᢔળߒߚޕ

  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߆ࠄ㖧࿖ߩቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦਛ⚖Ṗⓨᯏޟ㔵ࡩፄᑼߣ
߮  ဳ ޠᯏࠍ⿅๒ޕ
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 ᐕ ᤘ  ᐕ

ໞሳ µ ᩖᤎ

ธ̐ᴥᩜ۾ޙᵌᴿᴦ


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
  ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ               ޕየ㘧ⴕ႐
’㊁㐅㇢ᢎቭ߇ቇㅪೋߩ㌁⾨₪ᓧ ↪ᯏ /+6#㧙Υဳ ޕ
  ╙  ࿁⇇ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭᄢળࡦ࠴ࡦ࡞ࠕ         ޕ
ᣣᧄ߆ࠄዊ↰ാߣቇㅪ㧻㧮ፉᓆෳടޕ
   ᣣᴡ㊁ື㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕ṛⓨ⸥㍳  ᤨ㑆  ಽ㧔㧦㨪㧦㧕
ޕ
የ㘧ⴕ႐
↪ᯏߪᣣᧄ⥶ⓨදળߩ $GTIHCNMGޕ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦߡ㜞ᐲ 㨙ߢ㔌⣕ޕᒰᣣ
ߪ㘑߇ᒙߊ㧔 ࡁ࠶࠻એਅ㧕
↢ޔߡߞ߇ߚߒޔ㚤ㅪጊߩᢳ㕙㘑߽ᒙߊᦨ㜞㜞
ᐲ 㨙ᒝߣ߁⧰ߒ⁁ᴫߢߞߚߩߎޔ߇ߛޕᄤߪ  ᤨࠍߔ߉ߡ߆ࠄࠕ
ࡌࡦ࠻ࠍ⊒↢ߐߖߚࠍࠇߎޕ↪ߒޔ₪ᓧ㜞ᐲࡊࠬࡑࠗ࠽ࠬࡠߣ߁㘧ⴕ
ࠍ߶߷㧝ᤨ㑆ඨߩ㑆ⴕ߁ߎߣ߇᧪ߚޕ

  㑐ቇ㒮ਛᄩ⻠ၴᡷ▽⪭ᚑޕ
 ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱතᬺ↢ㅍળޕ
   ᣣ ቇㅪℂળ㐿߆ࠇࠆ ޕᄢ㒋㔚᳇ㅢାᄢቇ⥶ⓨㇱട⋖߇ᛚߐࠇࠆޕ

ޣතᬺޤᄢᶆ⪯ᒾޔጟᧄቃޔട⮮♿ޔᎹဈཅ↵ޔㄭ⮮ବ৻↰⮮ޔ㗅ศޔ
ᷰㄝᐘ↢ޕ

   ᣣᧄ⥶ⓨ⇇ߩ⨲ಽߌᓼᎹᅢᢅ᳁ㅤޕ
  ࠰࠾㧔ᩣ㧕߆ࠄ⸠✵ᯏࠬ࠽ % ဳシ㘧ⴕᯏߩነ⿅ޕ
 ቇㅪ㧘㘧ⴕᯏ⃰  ᦼ↢㐿⻠ᑼ             ޕየ㘧ⴕ႐
  ᆄᴧṖⓨ⸠✵ᚲߩᩮᎹᴡᎹᢝߩ↪⸵น߇߅ࠅࠆޕ
   ᣣ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ     ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
       Ṗⓨ႐ߩᢛ㐿⊒ޔਛ⎇ޔᄢળߥߤߩࡌ࡞ࠕ࠶ࡊ߇⼏㗴ߦޕ
   ᣣ 㘧ⴕᯏ⃰⥄ኅ↪ᠲ❑჻ታ⹜㛎 ޕਛ㊁㓷ม㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࠍ  ฬ
วᩰޕ
 㧝ᣣ ᧁආᢎቭޔቇㅪ㑐ᡰㇱߦ㧔བྷ⸤߆ࠄ㧕⡯ຬណ↪ߐࠇࠆޕ
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 ᐕ ᤘ  ᐕ

ޙᣵऻқ᭣ᚐൡᒲႊ᎒ۢ


˹᪾ձ

   ቇㅪޔᚢᓟೋߩ⥄ኅ↪㘧ⴕᯏᠲ❑჻ޕਛ㊁㓷ม㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࠄ  ฬޕ
 
   ᣣ  ╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳ೋ⚖ᯏ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ? ᦼ㑆ޕ
 㔵ࡩፄṖⓨ႐ 
   ᣣ  㑐ቇ㒮ᓟេળ㧔ᢎ⢒ᝄ⥝ળ㧕⊒⿷ޕ
   ᣣ  ⒖േਛ⎇ ╙  ᦼ =㨪 ᣣ? ᢎቭ㧦ᒄਛޔᱞਭ   ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
   ᣣ  ⒖േਛ⎇ ╙  ᦼ =㨪 ᣣ? ᢎቭ㧦ᒄਛޔᱞਭ   ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
   ᣣ

╙ 13 ࿁ోᣣᧄࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ㑐᧲ᶏᡰㇱ੍ㆬ ޕየ㘧ⴕ႐

႐ㆬᚻ㧦㑐ᡰㇱ  ㆬᚻ᧲ޔᶏᡰㇱ  ㆬᚻߩ⸘  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ㄖ㚍ൎ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦ㄖ㚍ൎ ╙  ㇱ   ޕ
 ᡰㇱߦ߅ߌࠆᐕ৻࿁ߩ┹ᛛળߢࠆߣߣ߽ߦ੍ߩߎޔㆬߪߘߩ߹߹ో࿖ᄢળߩࠆ
ർᶏߩⓨߦ⛯ߊߣߞߡޔෳടߒߚㆬᚻߩᗧ᳇ߏߺ߽⥄ὼ㜞߹ࠅߘߩࡈࠔࠗ࠻ߪߔ
ߴߡߩ㕙ߦᤋߐࠇోޔຬߦᄐⓨ㜞ߊ⥰߇ࠆߣߣ߽ߦߦߣߎ߹ޔߥ੍ㆬ
ㆇ༡ߣߥߞߡࠊࠇߚޕ

 ᣣᧄᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળߩ㘧ⴕᯏᣣᄢᑼ 0 ဳࠬࡀࠣࠪޟภޠ
㧘ᣣᧄ৻
㘧ⴕޕ
     ᢎቭߩᱞਭᰴ㧘ේ↰ⷡ৻㇢㧘⥶ⓨ㑐ଥഞഭ⠪ߣߒߡᄢ⤿ᓆޕ
   ᣣ  ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭᄢળᧅ ޕᏻ㘧ⴕ႐㧔ਐ⃨㧕

   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇኰἫἴޕ
   ᣣ ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ ޕ
    㑐᧲ቇ㒮ᄢߩදജߢ㣔ขᑼ 5*㧙 ೋ㘧ⴕޕ
⠢Ꮠ O㧘㊀㊂ MI ߩᄢဳⶄᐳࠣࠗ࠳ޕ
    ቇㅪ㘧ⴕᯏ⃰╙  ᦼ↢㐿⻠ޕ
   ᣣ ࠤࡀ࠺ࠖ☨ᄢ⛔㗔ᥧᲕߐࠇࠆ
    ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ                 ޕየ㘧ⴕ႐ 
ᒄਛᱜᢎቭߣ⩲ᴧቁਯ ᘮᄢ ㌁ % ⾨₪ᓧޕ
   ᣣ㑐ቇ㒮ᄢቇቇ⾌㗴ߢᢥ␠ᴺቇㇱᬺࠬ࠻⚻ޕቇㇱᬺㄉㅌޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇℂቇㇱᬺㄉㅌޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ࿑ᦠ㙚ᣂ㙚⪭ᚑᑼޕ
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тࠆ᭣ᚐکȞɜɁଚՍᴬյಇᒲ˿ᜡᎃɁ͍ɋ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣂᯏⓨャਛߩᄢ㒋ᄢࠣࠗ࠳㧔*% ဳ㧕ਇᤨ⌕㧘ਸ਼ຬήޕ
   ᆄᴧߢ✵⠌ਛߩ㔵ࡩፄᑼ㣔  ဳ㧘,# ⪭㧘↰ጟᒄำ㧔ᘮᄢ㧕ᱫޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ࠬࡐ࠷ࡦ࠲⪭ᚑޕ
   ᣣ  ንጊ㧛㠽ขⓨ᷼㐿⊒วኋޕ

ޣතᬺ↰ޤਃޔㄖ㚍ൎޔᢪ⮮ᕶ৻ޔጊᶈ৻㇢ޔႦᧄືᄦޕ

    ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⸠✵ࠍᡷޔቇᩞߩ⥄ਥ⸠✵ߦ㊀ὐ߇⟎߆ࠇࠆޕ

   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇኰ⒖ォౣᑪޕ
  㑐ቇ㒮ᄢቇ╙  㙚ቢᚑޕ
  ฬች㧙ዦፒ㑆㐿ㅢޕ









ኰ㧔ฝ㓞ߩዊደߩ৻ቶ߇⥶ⓨㇱㇱቶ㧕


㧨ቇㅪ㑐ᡰㇱଢࠅ㧪

ᡰㇱ⸠✵߇ޔᣂᐕᐲ߆ࠄቇᩞන⁛วኋ⸠✵ਥߦಾࠅᦧ߃ࠄࠇࠆߩߦኻߒߡޔ㑐ߩട
⋖ᩞߪᯏߩ⾼߿࠙ࠗࡦ࠴ߩ࠻ޔᣂㅧ߿ࠄ㚍ജࠍߍߡࠆޕᯏߩᣇߢߪޔ
㑐ᄢቇ߇⚖ᯏ /76#Υဳࠍ⾼ߒޔቇ↢ߩᚻߢ᧲੩㧙ᄢ㒋㑆ࠍ࠻㒽ㅍߒޔቇ
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ᩞߢߩฬ߽⚳ࠅޔ
ޟජ㉿৻ภߣޠฬߠߌࠄࠇߚޕᒰᣣߪޔᤊ㊁ᰴ㐳߽Ꮸߐࠇޔⓨߦ
ߪᦺᣣᣂ⡞␠ߩࡋࠦࡊ࠲߽ࠬࠞࠗࠢ⾐ߦ㘧᧪ޔቇㅪ߆ࠄߩࡔ࠶ࠫߣ⧎᧤
ࠍᛩਅޕᄢ㒋ᄢቇޔ੩ㇺᄢቇ߽ฦ*ޘ㧯ࠍ⾼ߒߡߌ߆ߦ  ࠄ߆ ޔᄢ㒋ߦ⌕ߔ
ࠆߎߣߦߥߞߡࠆޔߦࠄߐޕᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇ߽ᘮᙥᄢቇ߆ࠄ * ਛ⚖ᯏࠍ⾼ߒޔየ
ቇㅪᩰ⚊ᐶߢࠝࡃࡎ࡞߽⚳ࠅᣂᐕᐲ߆ࠄߩ⸠✵ߦ߃ߡߘࠇߙࠇḩࠍᜬߒߡᓙᯏ
ਛߢࠆߪ࠴ࡦࠖ࠙ޕ੩ㇺᄢቇޔ㑐ᄢቇޔ㑐ቇ㒮ᄢቇ߇ߪ࠻ޔหᔒ␠ᄢቇޔ
ᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇޔ㑐ᄢቇ߇ฦޘቢᚑߒ৻ޔᄢᯏേㇱ㓌ࠍᒻᚑߔࠆߦ⥋ߞߚޕ
 ߎࠇࠄ࠙ࠖࡦ࠴ߩ࠻ޔߦᒰߞߡߪޔ㑐᧲ᡰㇱߩฦቇᩞ߆ࠄᥦ߆ᛛⴚេഥ
ߩߞߚߎߣࠍᄢᄌࠅ߇ߚߊᕁߞߡࠆޕ᧪ޔਇ᧪ߪߣߒߡޔቇ↢ߩᚻߢ⧰ᔃᗌ
ᙛࠅߒߚߣ߁ߣߎࠈߦᄢ߈ߥᗧ⟵ࠍߒߚޕ
 ᤓᐕ߹ߢߪ⚖ᯏߣ߃߫ޔหᔒ␠ᄢቇߩ৻ᯏߛߌޔਛ⚖ᯏߪ┙㙚ᄢቇߣ㑐ቇ㒮ᄢ
ቇߩ  ᯏߣ߁߅ኙ⁁ᴫߢߞߚߩߦᲧߴߡޔᐕᐲ߆ࠄߪ⚖ᯏߪ  ᯏޔਛ⚖ᯏߪ 
ᯏߣ৻ᐕߦߒߡ৻べჇߒޔട߃ߡ࠻ߩ࠴ࡦࠖ࠙ޔᣂㅧߣ߁ᗧ᰼⊛ߥᯏ᧚ߩ
లߪ⥄ࠇࠊࠇࠊޔり߽⋡ࠍߺߪࠆ߽ߩ߇ࠅޔ߽߿ࠇ߫߿ࠇࠆ߽ߩߛߣ߁ᄢ߈ߥ⥄
ାࠍ߽ߞߚޕ
 ߘࠇߙࠇ߇ࠕ࡞ࡃࠗ࠻ߩ᳨ߩ⚿᥏ߢࠅޔᧄ  ࠬࡆޔዊ㛽  ኸߦ⥋ࠆ߹ߢߎߣߏߣߊࠊ
ࠇࠊࠇߩദജߩൻりߛߣᕁ߃߫߇ߐߒ߅ߣޔᕁࠊߕḝߡߊࠆߦࠇߘޕਸ਼ߞߡ㘧߱༑߮
ߪޔ‛ߦ߽߆߃߇ߚ߽ߩ߇ࠆߦ㆑ߥޕ
 ቇㅪߩᯏࠍ୫ࠅߡ㘧߱༑߮ߣߪߩ߁ࠇߒߐ⥄ޔା߇ౝࠍ߆ߌ࿁ࠅޔᄢ߈ߊ߰ߊࠄ
ࠎߢᄢⓨ߳ߪ߫ߚߡߊߩࠍࡅࠪࡅࠪߣᗵߓߥߢߪࠄࠇߥޕ
 ߆ߊߡ߿ޔᯏߩ㕙ߢߪ᧲ᶏᡰㇱߩฬฎደᄢቇߩ * ਛ⚖ᯏࠍട߃ࠆߣޔ⚖ޔਛ
⚖ᯏߪฦ  ᯏߠߟ߇ឥߔࠆߦߥࠅޔฦᩞ߇߅ߦᯏࠍⲢㅢߒ߃߫⚖ਛ⚖ࠍ
⚵วߖߚ  ࡍࠕ߇⺀↢ߔࠆߣߥࠅޔㄥએߦࠃࠅวℂ⊛ߦࠃࠅᗧ᰼⊛ߥ⸠✵߇ߢ߈
ࠆ߽ߩߣᦼᓙߒߡࠆޕ
 ߹ߚޔᱷᔨߥ߇ࠄ߹ߛᯏࠍ߽ߟߦ⥋ߞߡߥቇᩞ߽ޔቇㅪ߆ࠄᯏࠍ୫↪ߒߡ
ቇౝߦዷ␜╬ࠍⴕޔᣂㇱຬ㓸ߦജࠦࡉࠍࠇޔㇱߩలᒝൻߣᰴߩ㘧べߦ߃ߡദ
ജਛߢࠆޕ
 ᯏߩ⾼ޔᯏ᧚ߩᣂㅧߪߩߟ৻ޔᒻߣߒߡࠊࠇࠆ㑐ଥߢޔቇ↢ߩᗧ᳇ㄟߺ߽⥄ࠄ㆑
ߞߡߊࠆ߇৻ᔕߎࠇࠄߩ⋡⊛ࠍ㆐ߒߚᓟߦ߽㗴߇ࠆࠃ߁ߛޕ
 ᯏ᧚ߩ⛽ᜬߪ߃ߧ߽ߩߣߩᚢߢࠅޔㄥએߩദജࠍᛄࠊߥߌࠇ߫ޔㇱߩᵴേߪ
ਅ㒠✢ࠍߚߤࠆߦ㆑ߥޕ
 ᣂㅧᯏࠍ⋡ߩ೨ߦߒߚߎߩ༑߮ࠍߐࠄߦᄢ߈ߊ㘧べߐߖࠆߚߦࠊࠇࠊࠇߪࠃࠅ৻べ
ദജߒߡ߈ߚޕ㨇ᣇะ⥽   ޔ㨉
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ᩜᛴޙ ޙ۾Ã³±¶ ټɰɮʽʋ

 ᓥ᧪ޔየޔ㜞᧻ߣ⥩ⵝṖ〝ߦᕺ߹ࠇߡ⸠✵ࠍ⛯
ߌߡ᧪ߚᚒ߇ㇱ߽ޔየ㘧ⴕ႐ߩ㘧ⴕᯏ⊒⌕ᢙߩჇട
ߣ㜞᧻㘧ⴕ႐ߩᡷୃᎿߣߦࠃࠅ✵⸠ޔ႐ᚲࠍ㠽ขⓨ
᷼ߦ᳞ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߊߥࠅޔᣧᕆߦ࠙ࠗࡦ࠴߇ᔅ
ⷐߣߥߞߚߡߡߞ߹ߟ߇࡞ࡘࠫࠤࠬߊ߆ߦߣޕ
ᦼ㑆ߪቇᐕᧃ⹜㛎ࠍਛߦߪߐࠎߛ  ࡩඨߒ߆ߥߊޔ
੍▚߽  ਁએਅߣࠄࠇߡߒ߹ߞߚߪ࠴ࡦࠗ࠙ߩߎޕ೨߆ࠄޔߊߒ߆߽⍴ᦼ
㑆ߢቢᚑߐߖࠆߣ߁߹ࠆߢࠗࡦࠬ࠲ࡦ࠻ࡔࡦߩ᭽ߥࠍ․ᓽઃߌࠄࠇߡߒ߹ߞߚޕ

 એਅߎߩࠗࡦࠬ࠲ࡦ࠻࠙ࠗࡦ࠴ߩ⇛ࠍ⚫ߒߡߺࠃ߁ޕ
 ᭴ㅧߪ㑐ᄢቇޔᘮᔕᄢቇޔᴺᄢቇߩฦ⥶ⓨㇱࠃࠅឭଏߒߡ㗂ߚ⾗ᢱࠍෳ⠨ߣߒߡ
᭴ㅧߩ◲නߥ❑ဳߣߒ⥄ޔᑼߪ੍▚ߩ㑐ଥᢿᔨߒ‧ᒁᑼߣߒߚ㧔ߒ߆ߒ㐳〒㔌⒖േࠍ
ⴕ߁㑐ଥ✭ⴣⵝ⟎ࠍขઃߌߚߩߢ MO㧛J એ‧ᒁน⢻ߢࠆޕ
㧕
ᣇ㊎ߣߒߡߪ᧪ࠆߛߌ⥄േゞㇱຠࠍ↪ߔࠆߎߣߣߒޔㇱຠߪోߡ᧪ߩ‛ࠍ
ടᎿᵹ↪ߔࠆߣߒߚޕၮ␆ߣߥߞߚߩߪࡐࡦࠦ࠷ደࠃࠅ㊄  ਁߢ⾼ߒߚ  ᐕဳ
$WKEM ߢࠆ㧚ߥߦಽߦ߽ޔᚒ߇ᩞߦߪᎿቇㇱ߇ߥߊޔࠬ࠲࠶ࡈ߽ቇㇱ␠ޔળቇㇱ
╬ߩᎿቇ⍮⼂ߩ߆ߌࠄ߽ᜬߜวߖߡߥㅪਛ߫߆ࠅߥߩߢޔ࿑㕙ࠄߒ࿑㕙߽ߥߊޔ
$WKEM ࠍ⸃ߒߥ߇ࠄߩ⇟ᧄߌߟߞ߱ޔߣߥ߽ߢ߁ߎޔߥ߽ߢޔᬺࠍⴕߞߚޕ
ࠛࡦࠫࡦߪ⺞ሶ⦟ᅢߩߚᚻࠍട߃ߕߪࡦ࡚ࠪ࠶ࡒޔ೨ㅴ  Ბߩౝࠦࡦ࠼ࠍ⚝ߩᒛࠅว
ߖ↪ߦ࠼ࡦࠦޔߣߦ↪⥶ᦜࠍࡊ࠶࠻ޔ߮࠻࠶ࡊߩߺࠍ↪ߒߪࡈ࠺ޔᏅേᯏ᭴ࠍṁធ
ߒߡߒ߹ࡈࡖࠪࡍࡠࡊޔඵߪ⋭⇛ߒߚ㧚ߎߩ⚿ᨐޔേജߪࠛࡦࠫࡦψࡒ࠶࡚ࠪࡦψ࡙
࠾ࡃࠨ࡞࡚ࠫࠗࡦ࠻ψ࠺ࡈߣવࠊࠅࠪࡖࠪߩ✚ㇱࠍಾࠅߟࠆߎߣ߇᧪ߡࠗ࠙ޔ
ࡦ࠴ߩో㐳߇⍴❗ߐࠇߡ㕖Ᏹߦࠦࡦࡄࠢ࠻ߦߥߞߚߩ࡞ࠗࡎߪࡓ࠼ޔਔߦ㋕᧼ࠍṁធ
ߒߚ߽ߩߢᄖᓘߪ OO ߢ OO ߩ⚝߇ 㨙߹߈ขࠅน⢻ߢࠆ㧚ࡊߪ߇ࡦࠗࡔޔ
ᄖᓘ OOޔḴޔᷓߐߦ OO ߩΧḴ߇ࡉࠨޔᓘ OO ߢḴߪࡔࠗࡦߣหኸᴺߢࠆޕ
ࡊߩ೨ㇱߦߪ❑ߦ  ᧄߩࠟࠗ࠼ࡠࠍ↪ߒߡࠆߪࠇߎޕ⡺ෘ OOޔᄖᓘ OO
ߩࡄࠗࡊߦࡌࠕࡦࠣࠍߪㄟࠎߛ߽ߩߢߎࠇࠍ೨ᓟߦ⧯ᐓߕࠄߖߡขઃߌߚࠆߔ߁ߎޕ
ߦࠃࠅޔᱜ㕙ߩࡠ㑆㓗ߪ⚝ߩᄥߐ⒟ᐲߢࠆ߇ታ㓙ߦߪߤࠎߥ⚿߮⋡߽චಽߦㅢ
ࠆ㑆㓒߇ขࠇࠆߦߥࠆᦨޕೋߪߎߩࡊㇱࠍ㚂ᝄࠅᑼߣߒߡߚ߇࠼ߣࡊޔ
ࡓߣߩ㑆㓗߇⚂ OO ࠅޔታ㓙㗴ߣߒߡ㚂ᝄࠅᯏ᭴ߪᔅⷐߢߥ߇್ߒߚߩ
ߢᦨޔㄭߎࠇࠍ࿕ቯߣߒߚޕ
 ㄥ⚂  ࿁⒟ߩᦜ⥶ࠍⴕߞߡ߈ߚ߇ߩߘޔ㑆ߦ᳇ߩߟߚὐߪ‧ޔᒁᑼߩὑࡇࠬ࠻
ᄌᦝߦᤨ㑆߇߆߆ࠆ߮߹ࠅࠦࡦࡄࠢ࠻ߦ߹ߣ߹ࠅߔ߉ߚὑޔ㧴 ߩᦜ⥶ߦߪ࠙ࠗࡦ
࠴⥄߇シߔ߉ࠆߢࠇߘޔએᄖߦߪᄢߒߚᰳὐ߽ߥߊߡߒߦ࠴ࡦࠗ࠙࠻ࡦ࠲ࠬࡦࠗޔ
ߪᲧセ⊛⦟ߊ᧪ߡࠆߣᕁߞߡࠆޕએߦߍߚੑߟߩᰳὐߪࠢ࠶࠻ࠍ࠴ࡦࠗ࠙ޔ
ߦⓍߺㄟࠎߢ⥄ᑼߦߔࠆߦࠃࠅ⸃ߐࠇࠆ㗴ߢߞߡޔ㑆߽ߥߊ੍▚ߩ₪ᓧߦࠃߞ
ߡ⸃ߐࠇᄢߦᵴべߒߡߊࠇࠆߢࠈ߁ޕ
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㧨㧨ᣂᄤߩ㐿ᜏ㧪㧪㧙ንጊⓨ᷼㠽ขⓨ᷼ጟጊⓨ᷼㧙

    㑐ቇᄢวኋ                      ޕ㢖㊁㘧ⴕ႐
⚂  ࡨߩ㑆ฦᩞ߇ߘࠇߙࠇߏߊ⍴ᦼ㑆ߢߪߞߚ߇ޔวኋ⸠✵ࠍߒߚޕ

















Ⴧ㊁శᒄ⟵ޔᄦޔᄢጤᵏ⧷
⾐ᚑା



   ᣣ  ንጊߣ㠽ขߢቇㅪ߇วኋ㐿ᆎޕ

 ᡰㇱ߇߹ߢᧄߣߒߡ↪ߒߡߚየޔ㜞᧻ਔ㘧ⴕ႐߇ޔṖ〝ࠍୃℂߩߚ
㐽㎮ߐࠇߢߎߘޕߚߞߥߊߥ߈ߢ߇✵⸠ߩ࠳ࠗࠣޔవߦหᔒ␠ᄢቇ߇↪ߩవ
㖊ࠍߟߌߡߊࠇߚᐶ⋵㢖㊁㘧ⴕ႐ߢวኋ߽ߡߣߪߢࠇߎޔߒ߆ߒޕචಽߥ⸠✵ߪߢ
߈ߥߩߢࠆࠁࠊޔᣂᄤߩ㐿ᜏࠍߑߒߡޔንጊޔ㠽ขߩਔⓨ᷼ߩ㐿⊒ߦߩࠅ
ߒߚޕንጊޔ㠽ขวኋ߇ᤨࠍหߓߊߒߡታߒߚޕ
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㩷 㩷 㢖㊁㘧ⴕ႐㩷 㩷
  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ޔᣥᣣᧄᶏァߪࡄࠗࡠ࠶࠻ࠍᄢ㊂㙃ᚑߔࠆߚోޔ࿖ߦ✵⠌㘧ⴕ႐ࠍᑪ⸳ޕ
ᐶ⋵ౝߢߪᣥടߩ㢖㊁บ߇ᑪ⸳႐ᚲߦㆬ߫ࠇߚޕᱜᑼฬ⒓ߪޟᆢ〝ᶏァ⥶ⓨ㓌ታ↪ᯏ
✵⠌⥶ⓨ㓌⋵ޕޠౝ໑৻ߩᶏァ㘧ⴕ႐ߢ ޔᐕ  ߦ⓭⽾Ꮏߢቢᚑߒߚ✚ޕ㕙Ⓧ߇⚂ 
ਁᐔᣇࡔ࠻࡞ࠅߩᧄ ޔṖ〝ࠍᜬߞߡߚޕ㓞ធߦߪᎹ⥶ⓨᯏ㧔ᣂᎿᬺ㧕
ߩᎿ႐߇ᑪߡࠄࠇޔᚢ㑵ᯏ⚡ޟ㔚⚡ޟޠ㔚ᡷޕߚߡ┙ߺ⚵ࠍޠṖ〝ߪ✵⠌㘧ⴕߩ߶߆ߎޔ
ߎߢቢᚑߒߚᚢ㑵ᯏߩ⹜㛎㘧ⴕߦ߽ࠊࠇߚޕ
ታ↪ᯏߦࠃࠆᦨ⚳㘧ⴕ⸠✵ၮߢߞߚ߇ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ․ޔ㓌ᔒ㗿ߩ
㓸߇ⴕࠊࠇ  ฬ߇ᔒ㗿ߒㆬᛮߐࠇߚ⸠✵↢ߪ․⸠✵↢ߣߥߞߚޕหᐕ    ᣣޔㅪว⥶ⓨ㓌
ߩᚲዻߣߥࠅޔ㘑․᠄㓌⊕㣕㓌㒯ᑼᧄޔߚ߹ޔᚢߦ߃ߡ㘑․᠄㓌ߩታᣉㇱ
㓌╳ᵄᶏァ⥶ⓨ㓌ޔᚢ㑵  㘧ⴕ㓌ߩᚢ㑵ᯏ⚡㔚  ᢙᯏ߇ㅴ㚢ߒߚ✬ߢ߷ࠎߣ⿒ߣࠆߦ ޕ
ᚑߔࠆ⥶ⓨ㓌╙  ጟፒ⥶ⓨ㓌ᆢ〝ᵷ㆜㓌߇ㅴ㚢ޕዪᚢ㑵ᯏ⚡ޟ㔚ᡷ⹜ߩޠ㛎㘧ⴕߥߤ߽ⴕࠊࠇ
ߚ߇ޔ㐿႐ᓟࠊߕ߆  ᐕ  ࠞߢ⚳ᚢࠍㄫ߃ߚ   ޕᣣᦨᓟߩ㘧ⴕ߇⸵ߐࠇนേᯏ߇ᄢ㒋㧚ᆢ
〝ࠍ࿁ࠅ㢖㊁ⓨߢ⚊㘧ⴕࠍⴕޔᣣߩਣ㘧ⴕ㓌ߩᆫߪߘߩᣣ߆ࠄᶖ߃ߚޕᒰᤨߩ߹߹ߩṖ
〝߿ㄝߦ߽㑐ㅪᣉ⸳߇ᱷߞߡࠆߩߪో࿖⊛ߦ߽⃟ߒޕ
㘧ⴕ႐〔ߩṖ〝ߪਥṖ〝ࠍᱷߔߩߺߣߥࠅ⥄ⴡ㓌߇▤ℂ⥶ޔⓨ㓌〔ߪᚭᄢቇㄘቇㇱ
ߦ┙⚵ޔᎿ႐ߪㄘቛᎿ႐ߣߥߞߡࠆޕ
 ᐕ    ᣣടࠬࠞࠗࡄࠢࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞߇߽ࠃ߅ߐࠇߚ ޕᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
㨬ᐔᔨߩ⎼㨭߇ᑪ┙ߐࠇߡࠆޕ

㩷


㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷
㩷
㩷
㩷
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ንጊⓨ᷼
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣንጊⓨ᷼߇ୖ၂ߦ㐿႐ߔࠆ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕  
ᣣㅢᎹᴡᎹᢝߦንጊⓨ᷼㐿᷼ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ንጊᣂⓨ᷼㐿᷼㧔ࠫࠚ࠶࠻ᯏዞ⥶㧕ޕ
ንጊᏒਛᔃㇱߩධ⚂  ࠠࡠࡔ࠻࡞ߦ⟎ߔࠆޕ
߹ߚޔ
ᣣᧄߢ໑৻ᴡᎹᢝߦࠄࠇߚⓨ᷼ߢޔ
ႇ㒐ࠍ߹ߚߢᑪ⸳ߐࠇߚࡏ࠺ࠖࡦࠣࡉ࠶ࠫߩ㐳ߐߪᣣᧄ৻ߢࠆޕㅢᎹߩᴡᎹᢝ
ߣ߁┙ࠁ߃ޔṖ〝ධർ┵ߦࠆᯅߩߚߦṖ〝ߩᑧ㐳߿⸘ེ⌕㒽ⵝ⟎ߩቢో⸳⟎
߇࿎㔍ߢࠅޔ౻႐ߩᄢ㔐߿ᤐవߩỚ㔵ߦࠃࠆᰳ⥶߇ᄙ⊒ߒߚࠅޔᢝߩ߇ήߊṖ〝
ߩਔ┵߹ߢ⺃ዉ〝߇ࠇߥ߆ࠄޔ
⊒⌕ଢᢙࠍჇ߿ߖߥߥߤߩ㗴߽ࠆ ߎߩὑᐔⴕ⺃
ዉ〝߇ߥߊޔ㔌㒽ᯏߪṖ〝ᧃ┵ߢ 7 ࠲ࡦߒߡ߆ࠄ㔌㒽ߒߡߊ ޕ


ޟንጊⓨ᷼ߪߏᛚ⍮ߩㅢࠅޔ
ㅢᎹߩਛᵮߦ⥩ⵝߐࠇߚ㨙ߩṖ〝߇㨪 ߦะ߆ߞߡߞߡࠆޕ
ߘߩ᧲ᚻߩᄖߦߪߒࠂ߁ߒ߾ߥⓨ᷼ࡆ࡞ߩንጊ⋵༡ߩⓨ᷼ߢࠆ  ޕ
ᱷᔨߥߎߣߦޔ౻ቄߪⓍ㔐ߩߚߦࠢࡠ࠭ߐࠇࠆ߶߆ࠈߎߣߩޔᩰ⚊ᐶ߇ߥߩߢޔ࿁ߪᜬߞߡⴕߞ
ߚᪿ൮▫ߦࠪ࠻ࠍដߌߡߩ࠳ࠗࠣࠍࠇߘޔᩰ⚊ᐶઍࠅߣߒߡ↪ߖߑࠆࠍᓧߥ߆ߞߚ৻ߒ߆ߒޕᣣߦࠊ
ߕ߆ ޔޔ࿁ߩቯᦼଢ߇㘧ࠎߢߊࠆ߶߆ߪ߁ߣࠇߎޔ㘧ⴕ߽ߥߊ߹ߐߦࠝ߇ᤐޔᒰዪߩᷓℂ⸃ߣ
⋧߹ߞߡޔ㕖Ᏹߦߋ߹ࠇߚⅣႺߢ✵⠌ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
 วኋ╙  ᣣ⋡ߪޔർ㒽〝ߦߪ⃟ࠄߒࠣࠗ࠳߆㘧߱ߣߞߡᦺᣣᣂ⡞␠ߪ߽ߜࠈࠎޔ
ઁߩᣂ⡞ޔ
ࠫࠝޔ
࠹ࡆ߇ߤߞߣข᧚ߦ߅ߎߒߦߥߞߚߩߎޕᔕធߦߪቇ↢߽ᚻࠍߍߡ․ޔߦႎଥࠍߞߡᔕធߔࠆߣ
߁ᆎᧃߦߐ߹ޕᣇߩᄢ⤿ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ߽߆ߊ߿ߣᕁࠊߖࠆ㘑᥊ࠍዷ㐿ߒߚޕ
 ߅߹ߌߦࠫࠝߩ࠺࡚ࠖࠬࠢࠫ࠶ࠠ৻ߦߪߐ߹ࠇߚታᴫㅍߪ㘧ࠎߢࠆࠣࠗ࠳ߣࠬ࠲ࠫࠝߩᅚᕈࠕ
࠽࠙ࡦࠨߣ߇߿ࠅߣࠅߔࠆߣ߁ಝࠅࠃ߁ߦޔർየᢎቭ߽ᄢࡂ࠶ࠬ࡞ޔቇ↢߽ߎߩࡑࠬࠦࡒ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߦߪ
ᄢߦ߅ࠄࠇߚߣ߆ޕ
⠉ᣣߩንጊ ߪ࠻࠶ࡊ⸥ߢᛮ߈  Ბ౮⌀ࠅߩᄢ⊛ޘႎߦߔߞ߆ࠅቇ↢߽ᄢ༑߮ޔንጊߩⴝࠍ৻ኸ߆
ߒߚࠫࡖࡦࡃߢᱠߎ߁߽ߩߥࠄޔ
ޕ߆ߔߢੱߩ࠳ࠗࠣޟ
ߣޠჿࠍ߆ߌࠄࠇࠆߣ߁ߒࠇ߁ޔཐߩࠃ߁ߥ
ޕ
 ߐߡ⸠✵ߪߎࠇࠄߩᣇߩޘᅢᗧߦᔕ߃ࠆ߆ߩᅤߊ⥋ᭂ㗅⺞ߦㅴߺฬᄢߩჇ↰ำߪฬᄢߩ *ޟદ็ޠภࠍ
ᠲ❑ߒߡߩ࠻ࠗࡈ ޔ㜞ⓨࠍ㘧߮ᤨ ޔ㑆ඨߦࠊߚߞߡ࠰ࠕࡦࠣߣߪߢࠆ߆ࠍᛲ㔺ߒޔቇߒߡ
ߚᄙᢙߩੱߦޘᷓᗵ㌏ࠍਈ߃࠳ࠗࠣޔ24 ߦ৻ᓎ߆ߞߚޕ
᳇⽎᧦ઙߪ߹ߛలಽߦ⺞ᩏߒ߈ࠇߥ߆ߞߚ߇┙ޔጊ⮎ޔᏧߩጊ็ߡ߃ࠍޘㄟධ㘑ߣޔർߩ಄ߚᣣᧄᶏ
ߩᶏ㘑߆ᷙᵹߔࠆᤨߩࠇࠊࠇࠊޔ㘩ᜰࠍേ߆ߔ㕙⊕᳇⽎᧦ઙ߇↢ࠇࠆߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ
߹ߚޔᄢ߈ߊࠕ࡞ࡊࠬߩጊߊ็ߡ߃ࠍޘ㘑ߦߪ࠭ࡦ߫ߒ߫ߒޔ㔕߇ߺࠄࠇߊ߹߁ޔ㐳ᵄࠍߟ߆߫ߣߡ
ߟ߽ߥ⽎߇ߺࠄࠇࠆߩߢߪߥ߆ߣࠄ߆ޔᭉߒߺߦߘࠎߥߎߣࠍᄞߺߡࠆޔ߽ߡߒߦࠇߕ ޕ࿁
ߪ  ㅳ㑆ߩਛ⚖ᯏ⸠✵ߛߌߢ⚳ߞߚ߇ޔᰴ࿁ߪߐࠄߦࠊࠇࠊࠇ߽ࠍᢛ߃ߡᧄࠆࠃߦࠕ࠰ޔᩰ⊛ߥ⸠✵
ࠍታߒޔንጊⓨ᷼ࠍᦨᄢ㒢↪ߒߚߡߒߘޔർ㒽〝ᣂᄤ㐿⊒ࠍߩߙࠎߢࠆޕ
 ⚳ࠅߦ࿁ߩንጊวኋታߦߟߡᒰዪߩℂ⸃ࠆᅢᗧߦኻߒߡᔃ߆ࠄ߅␞ࠍ↳ߒߍߚߣޔߚ߹ޕ
ߊߦቇ↢ኋ⥢ߦ⥄ቛࠍ㐿ߒߡଢቱࠍ⸘ߞߡਅߐߞߚᣇᧁ᳁ߦኻߒߡ߽⚕ޔ㕙ࠍ୫ࠅߡෘߊᗵ⻢ߩᗧࠍࠊߒ
ߚ ޕ
=ᣇะ⥽  ޔ㧕?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㠽ขⓨ᷼

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦ㠽ขᏒ༡㠽
ขⓨ᷼߇㐿⸳ߐࠇࠆ ޕᐕ㧔ᤘ 
ᐕ㧕ߦ⋵༡㠽ขⓨ᷼߇㐿᷼ߔࠆ ޕᐕ
㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦࠫࠚ࠶࠻ൻߐࠇࠆޕ
ᐕ ᐔᚑ  ᐕ 㠽ขⓨ᷼ߩṖ〝߇
O ߣߥࠅޔ࿖㓙࠴ࡖ࠲ଢ߇ዞ⥶
ߔࠆޕ




 ޟንጊⓨ᷼߇ንጊ⋵༡ߥࠄߎߎޔ㠽ขⓨ᷼ߪ㠽ขᏒ߇▤ℂߒߡࠆⷰߩߎߎޕశ⺖ߩଥ㐳ߐࠎ
߇ߚ߹ޔᩮߞ߆ࠄߩࠣࠗ࠳ࡑࡦߣߞߡޔⓨ᷼ߩ↪ߦߟߡߪ㕖Ᏹߦᅢᗧ⊛ߢߞߡ߆ޔ
ߟⓍᭂ⊛ߦࠈࠈߣଢቱࠍ⸘ߞߡਅߐߞߚ⺞ߩߎߎߚߩߎޕᩏߦദജߒߡߊࠇߚ㑐ቇ㒮ᄢ
ቇ↢߽ᄢᄌᔃᒝ߆ߞߚ↱ޕ
 㠽ขᏒ߆ࠄࡃࠬߢ⚂  ಽ⍾ߥ߆ࠄߛߥޔਐߦߪߐ߹ࠇߚ㠽ขⓨ᷼ߪ⦼↢ᒛࠅߩォṖ〝߇
㨙ߦࠊߚߞߡᶏጯ✢ߦᐔⴕߦቯߞߡࠆޕᣇะߪ 㨪 ߢࠆޕ
ᄢߦ߅ߡޔධ᧲ߩ㘑߇ᄙߚ߽ߡߒ߁ߤޔṖ〝ߦኻߒߡᮮ㘑ߦߥࠆߎߣߣޔᯏࠍㆇ
߱ߩߦᄢ㒋߆ࠄߛߣਛ࿖ጊ⣂ࠍ߃ߥߌࠇ߫ߣ߁ਇଢߐߪࠆ߇ࠈߎߣߩޔᄢ㒋ㄭㄝߢ࠙ࠗ
ࡦ࠴ߩ↪ߢ߈ࠆߩߪߎߎߋࠄߒ߆ߥߩߣޔ㘧ⴕᯏ߇ోὼߣߞߡࠃ⒟㘧ࠎߢߎߥߣ
߁ὐߢޔ㠽ขߪ㝯ജߩࠆⓨ᷼ߢࠆޕ
 㑐ቇߩ *ޟᣂޠภߦਸ਼ߞߡޔ㑐ቇᣂㅧߩ࠙ࠗࡦ࠴ߦᒁ߆ࠇߡ㘧߮ࠆߣޔጊ㒶ߩฬ᥊⊕ޟ
ᶏጯ⌒߇ޠਅߦᐢ߇ࠆޕጊ㒶ߣ߃߫߆ᥧ߽ߩࠍᗵߓࠆ߇ߊోߪߎߎޔᄤߥߩ߆ޔ㕌
ᶏߦ⊕⍾ਐߦࠇߘޔὐߔࠆᬀᨋߩ✛ߦࠢ࠶ࡃࠍࠇߘޔ㘧߱ޟᣂ⦡ߦ⺈ߣࡏࠗࠕߩޠ
ᓀ߇⟤ߒޕ
ᕁࠊߕ᥊⦡ߦߣࠇߡᠲ❑ࠍᔓࠇߘ߁ߦߥࠅޔᢎቭߦ࠼࠽ࠄࠇࠆߩ߽߁ࠇߒᖤ㡆ߢࠆޕ㔌
㒽ߩᤨߩᮮ㘑ߪ৻ኸ࿎ࠅ߽ߩߛ߇ޔᶏጯ✢ߦㅪߥࠆᐢ⍾ߚߒߣޘਐߪࠆߔ↢⊒ߦߎߘޔᐢ▸࿐ߩ
࠹࡞ࡒ࠶ࠢ߿ᢳ㕙㘑ߣߦޔᄢߦࠊࠇࠊࠇߩࡃࠝࡔ㧙࠲ࠍࡆࠢߟ߆ߖࠆޕ
㐳ߊ⛯ߣޘᶏጯ✢ޔಣߦߢ߽㒠ࠅࠄࠇࠆ⍾ਐޔဋ৻ൻߐࠇߚᶏ㘑ޔᐢ▸࿐ߩ࠹࡞ࡒ࠷ࠢߘޔ
ࠇߣวᚑߐࠇߚᐔⓞߥᢳ㕙㘑⚿ߦ߆ࠍࠄࠇߎޔวߒ↪ߔࠆ߆ߪ⎇ߩߟ৻ߩࠇࠊࠇࠊޔⓥ
⺖㗴ߣߒߡ᧪ขࠅߍߡ߈ߚޕ
 ⸠✵⁁ᴫߪንጊ߶ߤᵷᚻߢߪߥ߆ߞߚ߇߽ߢࠇߘޔ㠽ขߩᦺᣣߩᡰዪ㐳ን↰ߐࠎߪޔએ೨㜞᧻
ߦ߅ࠄࠇߚᣇߢቇㅪߦߒ㑐ଥ߽ࠅޔ㠽ข ߦߪᲑᛒޔ౮⌀ࠅߢᄢ߈ߊ̢ቇ↢㠽ੱ̢
ߣߒߡ⚫ߐࠇߚ 㧖R ෳᾖ㧕
ޕቇ↢߽ᄢ༑߮ߢᣧㅦ⥄ಽߩᆫߩߩߞߚᣂ⡞ࠍ⾈ߦࠆߥ
ߤߢߊࠄ߫ߒޔᄢ㛍߉ߒߚޕ
 ኋ⥢ߪⓨ᷼߆ࠄ৻ኸ㆙߇⾐ޔ㔺㧔ࠞࡠ㧕ᶏጯߦࠆᷰㄝᣏ㙚ߩߦߥߞߚޕᄐߪᶏ᳓ᶎߩ
ቴߢࠊࠇࠊࠇߩࠆߪߥ߆߽ߒࠇߥ߇ޔ࿁ߪ߅ቴ߽ዋߊޔㇱደ߽ࠁߞߊࠅࠊߖߡ߽
ࠄߦߌ߹߅ޔጊ㒶ฬ‛߇ޠ࠾ࠟ⪲᧻ޟᲤᣣ㘩ථߦࠅޔᄢߦࠊࠇࠊࠇߩᣏᖱࠍᘨߡߊࠇߚޕ
ᥦ߆ጊ㒶ߩੱ㆐ߩ᳇ᜬߣߦߩ⏷ߥ߆ࠃߊ߰ޔ㚅ࠅ߽ᔓࠇࠄࠇߥ=    ޕᣇะ⥽  ޔ㧕?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕















㧢㑐ቇᄢ╙  ࿁㠽ขวኋ             㠽ขⓨ᷼







   ᧁආᢎቭߣ⾐ᚑା       ⌀⏴㧔 ᐕ㧕ޔਛ㧔 ᐕ㧕ޔᧄ㧔 ᐕ㧕ޔᄢ㧔 ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᩜᛴˁూୈ̙ᤣ

˹ࡺˢण

    ጊࡇࠢ࠾࠶ࠢ       
╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳ೋ⚖ᯏ⻠⠌ળ          ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐






χ㔵ࡩፄṖⓨ႐ೋ⚖ᯏ⻠⠌ળ
φጊࡇࠢ࠾࠶ࠢ ㇱຬߣፉᧄవヘߩ⦁⥾


  ᧲੩ᶏἫἴ߆ࠄᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߦࠬ࠽ & ဳシ㘧ⴕᯏነ⿅ߐࠇࠆޕ
  ╙  ࿁ోᣣᧄࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ㑐᧲ᶏᡰㇱ੍ㆬ  ޕየ㘧ⴕ႐
㑐ቇㆬᚻ㧦 ㇱ ਛᎹ৻ᒾ㧔 ᐕ㧕  ㇱ ᳓⼱ජ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦 ㇱ ਛᎹ৻ᒾ ఝൎ  ㇱ ᳓⼱ජ ޕ










χᱜ↰ㇱ㐳ޔ᳓⼱ޔਛᎹޔ㧙ޔ↰㧔㧻㧮㧕   
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ±´ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏ࡺ˹ ͢۾ˢणˁ෩ែԛ߱

   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?    ޕዊୖⓨ᷼
┹ᛛ⒳⋡㧦 ╙  ㇱ 㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ⚖Ṗⓨᯏߩṛⓨޔᜰቯ⌕㒽ޕ
╙㧞ㇱ ⥄േゞᦜ⥶ߦࠃࠆ⚖ᯏߩ㧿ሼᣓ࿁ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
ᅚሶㇱ ࠝࡊࡦ⥄ޔേゞᦜ⥶ߦࠃࠆ⚖ᯏߩ qᣓ࿁ޔᜰቯ
⌕㒽ޕ
ෳ  ട㧦  ฬޕ
↪ᯏ㧦 ╙㧝ㇱ /+6#㧙Υဳ ╙  ㇱ ⪤ේᑼ *$ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ ਛᎹ৻ᒾ㧔 ᐕ㧕
ޔ
╙  ㇱ ᳓⼱ජ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦 ਛᎹ৻ᒾ  ╙  ㇱ  ޕ
᳓⼱ජ  ╙  ㇱ  ޕ







᳓⼱ජ ฃ⾨ࠞ࠶ࡊ









ਛᎹ৻ᒾޔᚑἑᤘᒾޔᴡ㊁ື㧔1$㧕
ޔ᳓⼱ජޔᵤ↰⍮ା


   ᣣ᧲ᶏᣂᐙ✢㐿ᬺޕ
   ᣣࠕࠫࠕߢೋߡ╙  ࿁ࠝࡦࡇ࠶ࠢ᧲੩ᄢળ㐿ߊ=㨪 ᣣ?ޕ
     〝㐿ㅢޕ
     ⮮ౝ㑑ᚑ┙ޔౄ⚿ᚑޕ
    ታ⹜㛎ᒝൻวኋ                 ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐
    ⥄ኅ↪ਛ⚖ታ⹜㛎                ޕ㜞᧻㘧ⴕ႐

  ࠙ࠗࡦ࠴⊒⥶ߢᣧⒷ↰ᄢᄢᄦ㧘ೋߡߩ㌁┨ࠍ₪ᓧޕᆄᴧࠍ⊒ㅴ㧘Ꮉญ߹ߢ MOޕ
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᭣ᚐဳቼᴮఙႆԤഈᜤॡஓటˢ֚᭣ᚐ

˹᪾ձ


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ╙  ࿁Ṗⓨ⸥㍳ળ ޕ



   የ㘧ⴕ႐

    ☨࿖ޔർ㐿ᆎޕ
   ᣣ ቇㅪ⥃ᤨਛᄩቇ↢ᆔຬળ߇ฦᡰㇱߏߣߦⴕࠊࠇࠆޕ㑐ᡰㇱߪ  ᣣޕ
ฦᩞߩ⥄ਥ✵⠌ߩะߦ㑐ࠊࠆᣂᐕᐲᬺ⸘↹ߦߟߡ⼏⺰ߐࠇߚޕ
   ᣣ ቇㅪᯏ✬㓌ߢᣣᧄ৻ߩჽޕ
ਛ㊁㓷ม㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࠍ  ฬ߇ቇㅪഃ┙  ᐕߣ㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵⃰╙ 
ᦼතᬺ⸥ᔨߦቇㅪᯏ  ᯏߢᣣᧄ৻㘧ⴕ㧘MO=㨪   ᣣ?ޕ
ਛ㊁㓷มߪ᧲࿁ࠅ  ⇟ᯏߦਸ਼ޕ
















  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߪᦺᣣᣂ⡞␠ߣߢޔㅪ⋖ഃ┙  ᐕߣޟ㘧ⴕᯏᠲ❑⸠✵⃰
╙৻ᦼ↢ߩޠතᬺࠍ⸥ᔨߒޔቇㅪᯏ  ᯏߦࠃࠆᣣᧄ৻㘧ⴕࠍⴕ߁   ޕᣣ᧲੩࿖
㓙ⓨ᷼ࠍ⊒ᧄޔᎺޔ྾࿖ޔᎺޔർᶏߩో࿖  ㇺᏒ㘧ⴕ႐ࠍ⸰⥶ోޔ⒟ 
জࠍ㘧ⴕ   ޔᣣోᯏή᧲੩ߦࠧ࡞ࠗࡦߒߚޕ
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 ቇ↢ᣣᧄ৻㘧ⴕ࿅ߦߪᢥㇱޔㆇャਔᄢ⤿߆ࠄోነ᷼ߩ⋵⍮ޔᏒ㐳ߡߦޔ
ᣇ⥶ⓨᢥൻߩ⊒ዷ⥶ޔⓨᛛⴚᢎ⢒ߣ⥶ⓨࠬࡐ࠷ߩᝄ⥝ࠍ߁ߚߞߚࡔ࠶ࠫ߇⸤ߐ
ࠇޔ⊒ߦవߛߜቇ↢ઍߪਔ⋭ࠍ⸰ޔ
ޟర᳇ߢ⊒ߒ߹ߔޔߒߟߐߣޠㆇャ⋭
ᩔౝ⥶ⓨዪ㐳ޔᢥㇱ⋭೨↰⢒ዪ㐳߆ࠄߘࠇߙࠇਔᄢ⤿ߩࡔ࠶ࠫࠍᷰߐࠇߚ᧲ޕ
੩ㇺ⍮߆ࠄߪᰴߩ⌕㒽ฬฎደᏒ㐳ተߩࡊࡦ࠻ߣߒߡㇺ⧎ޔ᪉㧔ᨴศ
㊁㧕ߩ⧣ᧁ߇⸤ߐࠇߚޕ

 㘧ⴕࠦࠬࠍ᧲࿁ࠅޔ࿁ࠅߦੑಽߒⵣޔᣣᧄ᧲ޔർޔർᶏߩᄤଘࠍ੍ᗐߒ࿁
ࠅ߆ࠄ㘧ⴕߔࠆߎߣߦߒޔ⊒ߩ೨ᣣ߹ߢߦߪෳടᯏޔ࿁ࠅਸ਼ຬ߇᧲੩ߦ㓸⚿⊒
Ḱࠍቢੌߒᅢᄤࠍߞߚޕ
  ෳടᯏߪቇㅪ  ภ㧔ࠕࠨࡅࡆ࡞ภ㧕ቇㅪ  ภ㧔࠰࠾ภ㧕ቇㅪ  ภ㧔࠻࡚ࠠ
ࡑࡦภ㧕ߦ࿁ࠅߪᦺޟ㘑ޠ
᧲ޔ࿁ࠅߪޟᤐ㘑ᦺߩޠᣣᣂ⡞␠ᯏ߇หⴕߒߚޕ

ٖ ᧲࿁ࠅ
 ᧲࿁ࠅਸ਼ຬ⇟ ޔᯏศ↰ޔ㜞ች⇟ ޔᯏਛ㊁㓷ม㧔㑐ቇ㒮ᄢ㧕
ޔ᳓ญ⇟ ޔᯏᄢᯅ
ߣቯߒߡߚ߇ޔ㜞ችำ߇೨ᣣᕆᕈ⋤⣺Ἳߢ㒮ޔ᳓ญำ߽ᖱߢᱷᔨߥ߇ࠄෳട
᧪ߥߊߥࠅޔਸ਼ຬߩ✬ᚑࠍᄌ߃࿁ࠅࠍ⚳ߞߚޔ㐳Ṛਔำ߇ߐࠄߦ᧲࿁ࠅߦෳ
ടߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ
   ᣣ  ࿁ࠅ⃰የ㘧ⴕ႐⌕᱑ㄫળ᧲ޕਔ⃰ߩᒁ⛮߉ߦ߅ߡޔࠅ
⃰ઍ㐳Ṛ⚔৻ ┙㙚ᄢ ߩჿេߦᔕ߃᧲ޔ࿁ࠅ⃰ઍਛ㊁㓷ม߇ޔ
ޟ㔍߁ޔᚒ᧲߽ޘ࿁ࠅߩ㘧ⴕࠍోߦ⚳ࠊࠆࠃ߁߇ࠎ߫ࠅ߹ߔޕ
ޠ
ߣᒁ⛮߉ߩႎ๔ࠍࠊߒߚᓟߦࡦࡏߩ⊕⚐ޔ㘼ࠄࠇߚ㘧ⴕᯏߩࡑࠬ࠲ࠠࠍᚻᷰ
ߒޔਔ⃰ߩᒁ⛮߉ࠍ⚳ࠊߞߚޕ
   ᣣ  ჽⴕળ  ࿁ࠅߩㅪᣣᅢᄤ߽߆ࠄߊߕࠇᆎߡ   ޔᣣߪᦺ߆
ࠄ㔎ᮨ᭽ᤨ ޕඨ߆ࠄ᧲࿁ࠅ⃰ߩჽⴕળ߇ⴕࠊࠇߚޕᄢ㒋ᐭ⍮ޔᄢ㒋Ꮢ㐳ޔየᏒ
㐳ࠍߪߓᄙᢙߩ᧪⾠ࠍㄫ߃⋓ᄢߢߞߚޕ
ᑼߩ⚳ࠆߎࠈ߆ࠄ߷ߟ߷ߟ㔎߇㒠ࠅᆎޔ
⊒ࠍ  ᣣߦᑧᦼߒߚ߇ ޔᣣ߽ᄤਇ⦟ߐࠄߦ  ᣣߦᑧᦼߒ᧲߽ߊ߿ߪޔ࿁ࠅߪ⿷
߱ߺߣߥࠅࠆ߿ߪޔᔃࠍ߅ߐ߃ޔᄤ᳇࿑ߣⓨࠍߥ߇ߥ߇ࠄ㧞ᣣ㑆ࠍⓨ⾌ߒߚޕ
   ᣣ
የ ⋧ᄌࠄߕᕁࠊߒߊߥᄤ᳇ߢߞߚ߇⊒ࠍᗧ  ᤨ ޔಽࠬ࠲࠻ߒ
ߡޔዊ᧻ߦะߞߚ߇ℚℛḓർጯ߆ࠄᰴ╙ߦ㔕߇ૐߊߚࠇߎ⺃ޔዉᯏޟᤐ㘑ޠ
ߩᜰߢየߦᒁߒߚޕ
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Ꮐ߆ࠄޔศ↰ޔޔਛ㊁ޔ㐳Ṛޔᄢᯅ


የ ᧲࿁ࠅ㘧ⴕߦߪᦺޟ㘑ߦޠઍߞߡ
ޟᤐ㘑߇ޠหⴕޕᐔ㊁ޔᚭፒޔᐔ
የᢎቭߩ߶߆ߦ✬㓌ᯏߦᷓᢎቭ
߽ടࠊࠅޔᖡᄤߦኻߒਁోߩᘒ
ࠍ࿕ߡߚޕᄤ࿁ᓳࠍᓙߜ
 ᤨඨౣ߮⊒ޔ
ዊ᧻ 㔎㔕ߩਅ⌕ߩ  ╙ޔ㒽ዊ᧻㘧ⴕ
႐ߦ  ᤨ  ಽ⌕ޕዊ᧻Ꮢ㐳߆ࠄ
ንጊ⋵⍮ߦޟቛੱᒻࠄ⿅߇ޠ
ࠇޔ㊁ญዊ᧻ၮมߩ⊒ჿߢᚑഞࠍࠆࡃࡦࠩࠗࠍਃ໒ߒߡᑼࠍ⚳ࠅޔ
ⓨߢ✬㓌ࠍ⚵ࠎߢ⠢ࠍ߰ࠅߥ߇ࠄንጊ߳ะߞߚޕ
ಓ⚿ࠍ᳇ߦߒߥ߇ࠄ ᤨ ಽንጊ⌕ޕ
ንጊ ㅜਛᤨ᛬ࠅࠬࡁࠪࡖࡢߦ⥰ࠊࠇޔ
ߎߎߪ  ⇟ᯏᠲ❑ߩศ↰ำߩㇹ㉿ߢࠆޕንጊᏒ㤥ፒㇷଢዪ㐳ߩ߅߫ߐࠎࠍߪ
ߓరߩੱ㆐߇⌕ࠍᓙߜࠊ߮ߡߚޕᰴ╙ߦᄤᖡൻߒᣂẟⴕ߈ߪᢿᔨޕ
ንጊ৻ᴱࠍቯޔศ↰ำߪᕁ߇ߌߥߊઁߩ  ੱߣታኅߦᴱ߹ࠆߎߣߦߥߞߚޕ

   ᣣ
ንጊ ዊ㔎ᮨ᭽ߩንጊⓨ᷼ࠍ⊒ޔ

㐳㊁ ੍ቯࠦࠬࠍᄌᦝ㐳㊁ߦోᯏ✕ᕆ⌕㒽ޕᄤߩ࿁ᓳࠍᓙߞߚ߇ᅢォߖߕޔᔟ᥍
ߩ㐳㊁㘧ⴕ႐ߦ  ᣣ㑆ኽߓㄟࠄࠇޔༀశኹෳࠅߥߤߒߚޕ
   ᣣ
ᣂẟ ߟߦᣂẟ⌕ߪ੍ቯࠍ৻ㅳ㑆߽߅ߊࠇ  ᣣ  ᤨ  ಽߣߥߞߚޕ
ᣧᦺߦ߽߆߆ࠊ
ࠄߕ⋵⥶ⓨදળຬ߶߆ᄙᢙߩㄫ߃ࠍฃߌߚޕ
ᄤߪᰴ╙ߦ࿁ᓳߒߚ߇ጊᒻ㘧ⴕ႐ߪᮮ㘑  ࡁ࠶࠻ߩᒝ㘑ోޔᯏⓨߦ⌕ߒ
ߚ߇⌕ޔ㒽ਇ⢻ ޔᶡࠍߩࠎߢᣂẟ߳ᒁߒߣߥࠆޕ⍮ߪߓᄢ᱑ㄫ㒯ࠍ߇
ߞ߆ࠅߐߖߚޕᄤ᳇߇ᅢߊߥࠇ߫㘑߇ᒝోߊ߹߹ߥࠄߧߎߣߢࠆޕ
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   ᦺᣣᣂ⡞࠺ࠬࠢߪ᧲ർޔർᶏฦᡰㇱߦ㗡ߩਅߍߞ߬ߥߒߩᲤᣣ߇⛯ߚ⚳ޕ
ᣣ㘑߇߅ߐ߹ࠄߕޔጊᒻߦߪ᳇ߩᲥߥߎߣߢߞߚޕ
⑺↰ ੍ቯࠍᄌᦝߦ↰⑺ޔ೨ㅴࠍቯ  ᤨ ޔಽ⌕㒽ߩࠬࠦߩߎޕㅜਛ߆ࠄ  ภ
ᯏ࠻࡚ࠠࡑࡦภߩ⺞ሶ߇ᖡߊߥࠅ⑺↰৻ᴱޕ
   ᣣ
⑺↰ ᣧᦺ᧲੩߆ࠄ᧲ޟ㘑ᯏࠅࠃߦޠㇱຠޔᔕេࠍߔߎߣߦቯࠄ߆ᤨ ޕὐᬌᢛ
⹜ޔ㛎㘧ⴕ߇ඦ೨ਛ⛯ߚޕ
㕍 㘧ⴕ႐ߪㅪᣣߩⓍ㔐ߢਇ⢻ߣߥߞߚߚವ㙚ᧅޔᏻߩࠦࠬࠍߣࠅർᶏࠅ
ࠍቯ  ᤨ ޕಽ⑺↰ࠍ⊒ޔਭߒ߱ࠅߩᔟ᥍ߦᱷ㔐ߩጊ߇߆ߊߒ߱߹߇ޘ
߿߈ޔᯏߢߣࠆᤤᑯᒰߪߣߊߦ߁߹ޕኙߐߦߘߥ߃ߡ⌕߱ߊࠇߒߚߦޔ
ᢇ⢵ࠍߟߌߚᆫߪߜࠂߞߣߒߚ߽ߩߛߞߚޕ
ᧅᏻ ߎߩᣣᧅᏻߪ᥍ࠇޔή㘑ߩᅢ᧦ઙ✬ߥࠇ߈ޔ㓌ߢᧅᏻⓨࠍ    ᤨ ޔ
 ಽਐ⃨㘧ⴕ႐ߦ⌕㒽ޕንጊᦺᣣᣂ⡞ർᶏᡰ␠㐳ࠍߪߓੱ ޔߩ᱑ㄫ
ࠍฃߌޔᝄࠅߘߢᆫߩ߅ሥߐࠎ߆ࠄ⧎᧤ࠍߚߛߊޕᖡ᧦ઙߩ㘧ⴕߛߞߚ߇ޔ
ߟ߆ࠇ߽ߖߕޔ᛬ߒὐߩᧅᏻߩኋ⥢ߦߟߚޕ
ᐕߦߥ߅ߘർᶏߩᤐޔᄤ᳇࿑
ߩߦߪᄢ߈ߥૐ᳇߇ߤߞ߆ߣ⣶ࠍ
ߔ߃ޔേ߈ߘ߁ߦ߽ߥ ޕᣣ㑆ߊ߉
ߠߌߦߐࠇޔ㘧ⴕߦߪࡀࠍߍߥቇ
↢߽ߐߔ߇ߦ߇ߞߊࠅ᧪ߚࠬࠡࡦࠫޕ
ࠞࡦߥߤࠍ㘩ߴߡᄢߦᒛࠅಾߞߚ߽
ߩߩ੍ޔቯᑧ㐳ߢ߰ߣߎࠈౕว߇಄߃
ߡ߈ߚࠃ߁ߛޕ
   ᣣ
ᧅᏻ ᓙᦸߩ⊒ޕᣧ߈ߛ৻ޕ᳇ߦบ߹ߢߩ߫ߘ߁ߣ߁ߎߣߢ  ᤨ  ಽࠬ࠲
࠻ޕ㕍߇ଐὼ߃ߥߩߢವ㙚ߢ⛎ᴤߔࠆޕ
㕍  ᤨ㕍ⓨࠍ✬㓌ߢ⥰ޔ
ޟᤐ㘑ࠄ߆ޠ㕍⋵ޔᏒ㐳ߡߩࡔ࠶ࠫࠍᛩ
ਅߔࠆޕ
⧎Ꮞ  ᤨ  ಽ⧎Ꮞ㘧ⴕ႐ߦ⌕㒽ߊ߿߁ࠃޔർᶏࠍߧߌߔߎߣ߇᧪ߚ⧎ޕᏎ
Ꮢ㐳߆ࠄบᏒ㐳ߦߪࡔ࠶ࠫߣㇹੱᒻޟ㣮〭ࠅᤨ ޔࠇߐ⸤߇ޠ㑆ભߺ
บ  ᤨบ㘧ⴕ႐ߦߟߚޕ㑐᧲ߩቇ↢ߦߣߞߡߪบ㘧ⴕ႐ߪࡎ㧙ࡓࠣࡦ࠼
ߩࠃ߁ߥ߽ߩޔ᱑ㄫߩੱߥߺߩਛߦวኋᚲߩ߅߫ߐࠎߩߥߟ߆ߒ㗻߽߃ࠆޕ
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 ࠃࠃᣣᧄ৻ᦨ⚳ࠦࠬޕᔃߪᣧߊ߽᧲੩߳ߣ㘧ࠎߛ߇ߚ߹ߚ߹ޔ㔎ߦ
ߚߚࠄࠇᓙᯏޕ
   ᣣ
บ  ᤨ  ಽ⊒ߩ₺⬿ޔጊ߃ߢߐ߈ߦ┙ነࠇߥ
߆ߞߚጊᒻ߳ߣะ߆ߞߚ߇‛ޔಌᒝ㘑ߣᖡ᳇
ᵹߦᖠ߹ߐࠇޔบ߳ᒁߒߚޕ
ߐࠄߦ  ᤨ  ಽ⊒ޔ
ጊᒻ ᄢ߈ߊർࠍ࿁ߞߡ  ᤨ  ಽጊᒻ⌕ߔߦ߈ߐޕ
ߞ߸߆ߒߚߣ߁ߩߦ߽߆߆ࠊࠄߕߚ߹ࠇߎޔ
⋓ᄢߥ᱑ㄫߦᗵỗߒߚޕ
ቝㇺች ⊕ᴡߩⓨㅢㆊߏࠈ߆ࠄᦺᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ߣޟᤐ㘑ߩޠା߇ᆎ߹ࠅᦨޔᓟ
ߩነ⥶ቝㇺችߦ⌕ߊޕ⍮߆ࠄߩᄢ⼱⍹⚦Ꮏ߇᧲੩ㇺ⍮ߡߦ⸤ߐࠇޔ
ࠃࠃ᧲੩ߩࠧ࡞߇ߖ߹ߞߡ᧪ߚ  ᤨ ޕಽቝㇺች⊒ޕ⊒ߩᣣߦ߽߹ߌ
ߥᔟ᥍ߩ㑐᧲ᐔ㊁߆ࠄ✬ޔ㓌ߪ㜞ᐲ  ࡈࠖ࠻ߢㇺౝⓨ߳ᦺޕᣣᣂ⡞
␠ߩⓨࠍㅢㆊߩࡢ࠲ޔᅢᗧߢ᧲੩࿖㓙ⓨ᷼ⓨࠍ  ޕ
᧲੩ ᄙᢙㄫ߃ߚቇ↢ޔ㑐ଥ⠪ߩ⋓ࠎߥᜉᚻࠍ߮ߥ߇ࠄ  ᤨ  ಽోᯏή⌕㒽ޕ
ਛ㊁㓷ม߇ޔ
ోޟ࿖  ㇺᏒࠍ⸰ߛߚޔᏫ⌕ߒ߹ߒߚߣޠర᳇ߦႎ๔☨ޕጊ
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ᐕ߽ᄢߦ⢷ࠍᒛߞߡⓨߦߺߟߠ
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㧔ૉߒޔᚻᒻߩ㊄ᣣᱠ
㧕ᱷ㗵  ਁߪ 㧕ߣหᤨߦฃᷰᣣ▚  ᣣ⚂᧤ᚻᒻޕ
 ㌛  ූ ⾈ਥ⽶ᜂ㧕ߥ߅↪ୃޔᯏ᧚ߪᬌ⸛ਛߢߔޕ
ࡏࠪࠕࡦ⻉ర߮ᕈ⢻ 
ᣂᯏ⾼⾗㊄⚻ㆊႎ๔ᦠ 㧔ᤘ  ᐕ    ᣣ 㧕
⋡ᮡ㗵  ਁ㧔ᯏઍ㊄߮㒽ㅍઍޔ⠴ⓨᬌᩏ⾌↪㧕
 ቇᩞࠃࠅេഥ㊄  ਁ ቇᩞࠃࠅ⾉ઃ㊄  ਁ㧔 ᐕ㑆ߢᷣ㧕
 ᓎࠕ࡞ࡃࠗ࠻  ਁ
 㧻㧮ነઃ㊄    ਁ
ว⸘  ਁ㧔ᓽᷣߺ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   

 ⾐ᚑା㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ቇㅪ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬ㐳ߦㆬޕ
 ᧃ㑐ቇ㒮ᄢቇ 5<&㧙DKU$QEKCPN& ⊒ᵈޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ            ޕᣣᣂ⡞ฬฎደᧄ␠
⾐ᚑା㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㑐ᡰㇱᆔຬ㐳ߣߒߡᏨޕ

ᦨᓟᏀ߆ࠄ  ੱ⋡ ⾐ᚑା


    ᣣᧄᄢℂᎿቇㇱߩੱജ㘧ⴕᯏ㘧߱⺞       ޕᏓ㘧ⴕ႐
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱᤘ  ᐕᐲතᬺ↢ㅍળᦺ ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
තᬺ↢  ฬޕ
   ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᤘ  ᐕᐲℂળᦺ     ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
ޣතㇱ⠪ޤᵤ↰⍮ାޔኹᱞᔒޔዊጊ⺈ޔጊᧄ⣢᧻ޔ⡡৻㇢ޕ
   ਛ࿖ᢥൻᄢ㕟ޕ
   ࡐ࠻ࠕࠗࡦ࠼⌕Ꮏޕ
   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᆄᴧ⸠✵ᚲኋ⥢ቢᚑ㧔 ᣣ⪭ᚑᑼ㧕
ޕ
   ᐳ⺣ળޕ
ޟᒛࠅ߈ࠆ⧯ࡅ࠽ 㧙㘧ⴕᯏ⃰  ᦼ↢㧙=ޠᣇะ⥽ ޔ
㧔㧕㧔㧕? 
ጊᧄᦸ᧲ᄦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࠍ㧣ቇ↢ ޔᢎቭ⥶ޔⓨ⸥⠪ޕ
   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖╙㧝࿁㘧ⴕᯏᦜ⥶⻠⠌ળ㧔ో  ᦼ㧕
   ޕየ㘧ⴕ႐
෴ട⠪㧦 ฬޔᚑᨐ㧦✚㘧ⴕ࿁ᢙ  ࿁ޕ
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ጟጊⓨ᷼㧔ߩጟධ㘧ⴕ႐㧕
ᣣᧄ৻ߩࠠࡆ࿅ሶߩᄁჿߦㄫ߃ࠄࠇߡጟጊ㚞ࠍ㒠ࠅ  ߢࠬࡃޔಽఽޕፉḧߣࠕࡌᳰߦߛ߈ᛴ߃ࠄࠇࠆࠃ߁
ߥ߆ߞߎ߁ߩጟጊⓨ᷼ߦߟߊޕ
 ߎߎߪንጊⓨ᷼ߣหߓߊ⋵༡ߩⓨ᷼ߢޔਥߩ ጟࠨࡦ߇⋡ࠍ߭߆ࠄߖߡ߅ࠄࠇࠆߛߌߞߡޔⓨ᷼ߣߒߡ
ߪ┙ᵷߥ߽ߩߦ․ޔⓨ᷼ࡆ࡞ߪ  ᣣ  ࿁⒟ߩ㘧ⴕଢߦߪ߽ߞߚߥ߶ߤࡃࡦߣߒߚ߽ߩߢޔ಄ᥦᚱቢޔ
ዬᔃߩࠃߎߣߪ৻ኸઁߦߘߩᲧࠍߥޕ
 ઍ㊄ੑචࠍᡰᛄߞߡⓨ᷼ࡆ࡞ߩደߦ߇ࠆߣޔ⠀↰߿ዊ’ࠍዊߓࠎ߹ࠅߐߖߚࠃ߁ߥ⥶ⓨ㑐ଥෳ⠨ߩ
ຠ߇ޘዷ␜ߐࠇߡࠆޕ
 ઃㄭߩ᥊⦡߇৻ᦸߩਅߦ߅ߐࠄࠇࠆᦨߦߪ߆ߞߡᦺᣣᣂ⡞␠⥶ⓨ㒯ߩᦨవ┵ࠍ㘧ࠎߢߚࠛࠕࡠࠦࡑ
ࡦ࠳̢ೋ㘑̢ ภᯏ߇ߪޔ
ߎߎ߳ቇߦ᧪ࠆᄙߩዊቇ↢ߥߤߩࠃ߈ㆆ߮⋧ᚻߣߒߡ⠢ࠍભߡࠆޕ
㐳ߊ㘧߮⛯ߌߚᤄࠍᕁߒߥ߇ࠄߪቇ↢ߩ㘧߱ࠣࠗ࠳ࠍߟߊߒߺߥ߇ࠄߞߡࠆࠃ߁ߦᕁ߃
ࠆޕ
 Ṗ〝ߪධ 㨙ߢޔะ߈ߦ㔌㒽ߒߡ╙  ᣓ࿁ὐઃㄭߦߪᦨㄭ㕖Ᏹߦࠃ࠹࡞ࡒ࠶ࠢ߇⊒↢ߔࠆޕ
ৼᐲߘߩ߹߹ࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣߒߡࠆߣ⥄ὼߣ㘑ਅ߳ᵹߐࠇߡ╙  ᣓ࿁ὐߦㄭઃߡߊߣ߁ኸᴺߛޕ

⋡ߩਅߦߪ̢ࡏ̢ߩ㙃ᱺߢฬ㜞ࠕࡌᳰ߇ዊᵄࠍ┙ߡߡノ߈߆ࠆߪޔධߦߪఽፉḧࠍ߳ߛߡߡἑᚭౝᶏߩ
ፉޕࠆࠇࠄ⌑߇ޘᄤ᳇߇ࠃߣ྾࿖ߩጊޕࠆ߃ߦߎߘߟ߽ޘᤐߐ߈ࠞࠬࡒߦ߆ߔࠎߛፉߩޘ㑆ࠍ⊕Ꮤ߇
ࠁߞߊࠅߞߡࠆ᥊⦡ߪ߆ߦ߽ᤐߩ᳓ߧࠆߣߞߚᗵߓߢߡߒߣࠅߣߞ߁ߟޔᄖߩ᥊⦡ߦߣࠇߡߒ
߹߁ޕ
 ੩ㇺᄢቇ߇ᤓᄐೋߡߎߎߦ╙৻ᱠࠍශߒߚߣ߈ߪᥤ⋓ࠅߢߞߚ߇ߦࠇߘޔᲧߴࠆߣᤐߩጟጊߪ⺈ߦᔃ
ࠃߪࠅࠊ߹ޕᐓᜏߛߌߞߡഀᢛℂߪ㕖Ᏹߦ⟤ߒޕ
 ⓨ㔚⁁ᴫ߇ࠃߣ㜞᧻ߢ㘧ࠎߢࠆખ㑆ߩࠣࠗ࠳ߣା᧪ࠆߎߣ߇ߞߡᕁࠊߧᖱႎ឵߇߿ࠇࠆޕ

 ߟవᣣߩ    ᣣߦᄢ㒋Ꮏᄢߩ㔍ᵄำ߇  ᤨ㑆  ಽ   ߚ߹ޔ㧝ᣣߦߪ੩ㇺᄢቇߩᎹ㊁ำ߇㧠ᤨ㑆 
ಽ߽㘧߮ 㨙߽߆ߌߞߚߣ৻ޕᤄ೨ߥࠄ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߢਃᤨ㑆߽㘧ࠎߛࠄᄢ㛍߉ߒߚߣᕁ߁߇ߪߢޔ㧠
ᤨ㑆㘧ࠎߢ߽ᄢߒߡ࠾ࡘࠬߦߥࠄߥߊߥߞߚߎߣߪࠃࠈߎࠎߢߩ߆ᖤߒࠎߢࠃߩ߆ߛ߹ޔᱜ⏕ߥ࠺
࠲ߪᢛℂ᧪ߡߥ߇ޔ㘑߇߿߿ᒝᣣߦߪ․ߦ⁁ᴫ߇ࠃࠃ߁ߛޕ
 Ꮉ㊁ำߩߣ߈߽  ᤨ㗃߆ࠄ⊒ߒߡߘߩ߹߹  ᤨ㗃߹ߢ㘧߮⛯ߌߚߩߛ߆ࠄਅߢᓙߞߡࠆᅛ╬ߪߚ߹ࠄ
ߥ ޕಽߢ߽㐳ߊ㘧ࠎߢ߶ߒ㕙ޔᣧߊ㒠ࠅߡ᧪ߥߣ⥄ಽ߇㘧ߴߥ߽ߩߛ߆ࠄ࠼ߡߞߥߦߘߊߌ߿ޔ
࠽࠶ߡߺߚࠅޔᤤ㘩ࠍవ߈ߦ㘩ߞߡߺߚࠅᄢ㛍߉ߢߞߚޕㆀߦߘߩᣣߪߘࠇߛߌߢ⚳ߞߚߣ߁߆ࠄਅߦዬ
ߚᅛ╬ߩ㗻ߪߏᗐߚߛߍࠃ߁ޕ
 ߠࠇߎߩႎߪᰴภߦߢ߽ߒߚߣ⠨߃ߡࠆޕ㊄↲ጊޔᔶႦጊ߇ⓨ᷼߆ࠄ⚂ -/ ⒟ߩᚲߦධർߦࠅޔ
㘑ߩߣ߈ߪ⛘ᅢߩ㘑Ꮺࠍߞߡࠆࠄߒޕ
 ✵⠌߇⚳ࠅᣣ߇ࠇߡኋ⥢ߦᏫࠆߔ߇ࠄޔฬ߽⍮ࠄߧ᳓㠽߇⿷㖸ߦ㛳ߡ㘧߮┙ߞߡޔḓ㕙ߦᤋߞߚᓇ
ࠍੂߒߚࠅߔࠆߣ৻ޔኸኅߩߎߣ߇ᕁߐࠇߚࠅߒߡࠝࡦ࠴ߦߥࠆߩ߽ᄕ᥊ߩߥߖࠆࠊߑ߆ޕ
 ጟጊߩੱߪ᳇ߪ߿ߐߒߊߡജᜬߩ᩶ᄥ㇢ࠨࡦߩᧃࠛࠗߛߌߞߡ⊝ⷫಾߛߌࠊࠅߣޕኋ⥢ߢߪቊߩࠃ߁ߥቇ
↢ࠍⷫりߦߥߞߡ߅ਅߐࠆޕᥤᄐߦߪᚭ᳓ߦࠃߊ಄߃ߚⅶߩߏ㚓ߥߤቇ↢ߩᭉߒߺߩ㧝ߟߦߥߞ
ߡࠆޕ
 ጟጊߪߩߣߎࠈᩰ⚊ᐶߩߥߎߣߣޔኋ⥢߇߿߿㆙ߩ߇㔍ὐߦߥߞߡࠆ߇ޔየޔ㜞᧻߇㘧ⴕᯏߩ㔌
⊒⌕߇ᄙߊ✵ߩ࠳ࠗࠣࠎߛࠎߛޔ⠌߽ᕁ߁ߦ߹߆ߖߧᣣޔ㑐ߩ㊀ⷐߥὐߩ৻ߟߦߥࠅߟߟࠆޕ

㨇ᣇะ⥽ ޔ
㧔㧕
㨉
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ᇩ̢ሳຨȺɁᜡᎃᩒܿ

   ᣣ ⓨ᷼㐿ᚲޕ
 ߢࠣࠗ࠳߇㘧ߴࠆߣߥࠆߣንጊ߳ⴕߊߎߣࠍᕁ߃߫ࠣࡦߣㄭߊߥࠆ․ޕ
ߦㅢ⾌ߩ୯ߍߩߞߚᣣߎߩ㗃ߢߪߎࠇߛߌߢ๋߽ߩޘ㘩ᜰࠍࡇࠢߟ߆ߖࠆߦ
චಽߛޕ
 ධਥ߽㐿ᚲᑼߦߪ߳㘧ࠎߢ⺞ᩏߒߡਅߐߞߚޕ
ޟ⊒ㅴⴕߩޠภߪਅߞ
ߚߕ߹ޕ㑐ᄢቇ߇ৼᐲୃℂߩ⚳ߞߚ /+6#㧙Υဳࠍᜬߞߡാべ߳ะߌߡ⊒ߒߚޕ

 ߆ࠄർ߳࿖㋕ߩ㚞ߢ  ߟ⋡ޔᤐᳯ↸ߩർޔᐢ⌀ߩࡏࡦ࠲ߚߒߣޘਛߦࠦ࠷ࡦ
ߣߒߡ㜞⚖࠲ࡒ࠽࡞ࡆ࡞߇ࠊࠇࠆ ޕ㓏ᑪߛ߇ਛ┙ޘᵷߥ߽ߩߢ߽ࡢ࠲ޔቢᚑ
ߐࠇߡࠆߦߌ߹߅ޕደߦߪࡅ7*$ ߩࡋࠦࡊ࠲߇⟎߆ࠇߡࠆࠅࠊ߹ޕ
ߩ↰㘑᥊ߣߪ߆ߌߪߥࠇߚㄭઍ⊛ߥᑪ‛ߦ৻ኸߣ߹ߤ߁ߛޕ
 ߎߎߩⓨ᷼ࡆ࡞ߦߪ⚿ᇕᑼ႐߇ࠆߩ߽․㐳ߩ৻ߟ⚿ ߢߎߎޕᇕߒߡࠣࠗ࠳
ߢࡂࡀࡓࡦ߽ᄞߢߪߥޕ
 Ṗ〝ߪࠠ࠶࠴ධർߦ 㨙ޕᱴࠎߤ㘑߇ᱜኻߒߡࠆߩߢᄤ᳇ߩ⦟ᤨߦ
/+6# ߢ㘧߮ࠆߣߪࠆ߆߆ߥߚߦᄤਅߩ⛘᥊᧲ဌ߇ᦸ߹ࠇࠆ⦟ޕὐߪ᥊⦡߫߆ࠅ
ߓ߾ߥޕ㘧ⴕ႐ߩ߹ࠊࠅߪోߊ㓚ኂ‛߇ߥߥ߁ࠃߩ⋡ߩ⋚⎴ޕ〝߿㋕߇ࠃ
ഥ⋡ᮡߦߥߞߡޔ㘧߱ߩߦᄢᄌㇺว߇ࠃޕ
 Ṗ〝ߩ⦟ߐ߽ߐࠆߎߣߥ߇ࠄ࡚ࠪ࡞࠳ߩ⦼↢ߪ߹ࠆߢࠧ࡞ࡈ႐ࠍᕁࠊߖ࠲࠼ޔ
㕦ߢᱠߊߩ߇᳇߇ᒁߌࠆߛޕ
 ኋ⥢ߪᤐᳯ↸ߩ᳃㙚ࠍࠊߒߡ߽ࠄߞߡࠆ߇৻߇ࠇߎޔኸ〒㔌߇㆙ߊޔ㔍ߣ
߃߫㔍ὐߛޕ
 㘩ߪⓨ᷼㘩ၴ߇ᄢࠨࡆࠬߢ࠽ࠗࡈߣࡈࠜࠢߩ㘩ࠍߐߖߡ߽ࠄߞߡࠆߘޕ
ߩઍࠅࡀࠢ࠲ࠗߣ߹ߢߪ߆ߥߊߣ߽ޔᬺߪࠝࡈࡒ࠶࠻ߒ߹ߔߡߒࠍ߃ᦧ⌕ޕ
ߡ㘩ၴߦߔࠊߞߡࠆખ㑆ࠍࠆߣ㆑߃ࠆߢࠆޕ
 ࿁ߪ࠹ࠬ࠻ࠤࠬߣߒߡ  ᣣ㑆ߢ⸠✵ࠍᛂಾߞߚ߇ਛᎹᢎቭ߽ߎߎߥࠄᔃߒߡ
⸠✵߇᧪ࠆߣᄢ࠾ࠦ࠾ࠦߢߞߚޕ
 ർ㒽ߪ᷷ᴰߩᄙᚲޕวኋߩᏫࠅߦ৻ኸήℂߔࠇ᷷߫ᴰ᳇ಽ߽ࠊ߃ࠆߣ߁ߩ߽
ᢎቭߦߪ㝯ജߩ৻ߟࠄߒߣߪቇ↢ߩჿᓟߩᵴ↪߇ᦼᓙߐࠇߡࠆޕ
㨇ᣇะ⥽ ޔ
㧔㧕㧔㧕
㨉

   ᣣ ╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳㔵ࡩፄ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ   ޔᣣࠍ㒰ߊ㨉
ޕ
ో  ᦼ ฦ  ᣣ㑆ޕ㑐ቇᄢ߆ࠄߪ╙  ᦼ㧔  㨪 ᣣ㧕ߦ  ฬ෴ടޕ

    ⓨ᷼ߢೋ⸠✵㐿ᆎޕ
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   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ㑐᧲ᶏᡰㇱ੍ㆬޕ
╙  ╙  ᰴ੍ㆬ=㨪   ᣣ?              ޕንጊⓨ᷼
   㑐෴ട⠪   ╙㧝ᰴ੍ㆬ㧦 ㇱ  ㆬᚻ   ㇱ  ㆬᚻ
╙㧞ᰴ੍ㆬ㧦 ㇱ  ㆬᚻ   ㇱ  ㆬᚻ
   ᣣ 㑐ᡰㇱᄢળ                    ޕየ㘧ⴕ႐
ߎߩᐕ߆ࠄ㑐ߣ᧲ᶏࠍߘࠇߙࠇ⁛┙ߐߖߚᒻߢᣇᄢળ߇ⴕࠊࠇࠆޕ
ൎᚢ෴ട⠪          ㇱ  ㆬᚻ   ㇱ  ㆬᚻ
ㆬᚻᮭᄢળ႐⠪ ㇱ  ㆬᚻ   ㇱ  ㆬᚻ
 㧔ᅚሶㇱ  ฬ㧕    
   ᣣ ╙㧝࿁ቇㅪ㑐ᡰㇱㇱ㐳ળ㐿߆ࠇࠆޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ㨇㨪 ᣣ㨉
  ޕዊୖ㘧ⴕ႐ 
       ㇱ ޔㇱޔᅚሶㇱޕ
 㑐ቇ㒮ᄢቇߩ $QEKCP ߇ࡐࡦ࠼߆ࠄ⩄ޕᶏ〝ᣣᧄ߳ะ߆߁ޕ
  ޟᣇะ⥽ࡉࠢ࠳ࠗࠣߩࠬࠡࠗޔ࠷ࠗ࠼ޔࠞࡔࠕޔߡ߅ߦ ޠ
ߩ⸰⸥߇タࠆޕ
    ⷓᬺ឵ޕ














ጊᧄᦸ᧲ᄦ   ᢧ⮮ᄥ♿㓶   ㄞᎹᱜብ  
ᄢ⑲᮸  ᄢጤᵏ⧷   㑃⥋⺈   ⇔ጊᷕผ   ⟵ᄦ   ᧖ᧄ   ᅏ↰ብ  
Ⴧ㊁శᒄ   ⾐ᚑା  ⮮ᳯ⧷Პ   ጊ↰ノ⒤   㓴  ਛ৻ᔘ  
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ّ᪨໙ሳᜤቛᴯᇼᄻᤎ
ᴾ

ᗵᔐැˁ៹α

   ᣣ㨪 ᣣ
 ᤘ  ᐕߩ    ᣣޔ
ጟጊⓨ᷼ߢ⸠✵ਛߩ㑐ቇ㒮
ᄢ⮮ᳯ⧷Პำߪ⥄ޔേゞᦜ⥶ߢ⊒ޔ㜞ᐲ O ߢ㔌⣕ޔ
ߘߩᓟጟጊ᷼ⓨߢⓍ㔕ߩ㘑ࠍ↪ߒߡ₪ᓧ㜞ᐲ
O ߩ㜞ᐲ⑼⋡ࠍขᓧޔ
 ᣣᓟߩ  ᣣߦߪߐࠄߦᔶႦ
ጊߣ㊄↲ጊߩ೨㕙ߦ⊒↢ߔࠆᢳ㕙㘑ࠍߟ߆ࠎߢޔ
ṛⓨᤨ㑆ࠍࠢࡗߒߚߣ⸒߁ᦶႎ߇㘧߮ㄟࠎߢ߈ߚޕ
ߎࠇߪጟጊⓨ᷼ߦㅴߒߚᒰೋ߆ࠄᢎቭߩ㑆ߢኒ߆ߦ
⠨߃ࠄࠇߡߚߎߣߢࠆ߇ⴕ⹜ࠈࠈޔ㍲⺋ߩᧃޔ
ጊ↰ᱜൎᢎቭ߇Ṗ〝ߦᱜኻߒߚ㘑 㨪O ߩ႐วޔ
⥄േゞᦜ⥶ߩᦜ⥶⚝ࠍ O ߦᑧ
߫ߒߡ㔌⣕㜞ᐲ߇ O ขࠇࠇ߫ޔ
චಽࠍ߽ߟߡᔶႦጊߩ㘑ౝߦߪࠇࠆ
㘧ⴕᣇᑼࠍ⊒ߩߘޔᓟቇㅪߩᧁᢎቭ߽ߦ㘧߮߆⚦ޔ㘧ⴕᣇᑼࠍࠄࠇޔ
ߘࠇߦᓥ㘧ⴕߔࠆ㒢ࠅᔃߒߡṛⓨޔ₪ᓧ㜞ᐲߩ⒳⋡ߦᚢߔࠆߎߣ߇᧪ࠆࠃ߁
ߦߥߞߚޕ
㧔⚦ߪቇㅪᣇะ⥽  ภ ޔภෳᾖ㧕

      ᳁ฬ    ᐕ  ᣣ   ṛⓨᤨ㑆 ₪ᓧ㜞ᐲ   ᯏ⒳
      ⮮ᳯ⧷Პ  ᐕ    ᣣ    O⪤ේᑼ *%
    ⮮ᳯ⧷Პ  ᐕ    ᣣ㧗      ⪤ේᑼ *%
      ⾐ᚑା  ᐕ    ᣣ㧗       ⪤ේᑼ *%
      ⾐ᚑା  ᐕ    ᣣ    O⪤ේᑼ *%
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ਃ↰ᑼ 3 ဳᡷ㧝










ᄖኸ  ో       O  ㊀㊂⥄㊀ MI
㧔ᄖ⠢ Oޔਛᄩ⠢ O㧕 ᦨᄢタ㊂ MI
ో㐳  O  ో  ㊀ ㊂ MI
ో㜞㧔የㇱਅߍ㧕 O ᦨᄢ⠢㕙⩄㊀ MI㧛O

㕙Ⓧ  ਥ⠢    ࠛ࡞ࡠࡦ    ᳓ᐔየ⠢  
㧔O㧕ࠛߴᄕ ု⋥የ⠢ ࠳  

ਥ⠢ࠕࠬࡍࠢ࠻Ყ 
 ⠢ᒏ㐳㧔ઃᩮ㧕O 㘧  ⴕ  ᕈ  ⢻
   㧔⠢┵㧕OᦨᄢṖⓨᲧ 㧔9㧩MI㧕 ̖MO㧛J
  ⷺਛᄩ⠢qᦨዊᴉਅㅦᐲ㧔9㧩MI㧕 O㧛5GE
̖MO㧛J
ᄖ ⠢ q̡   ᄬㅦㅦᐲ  㧔9㧩MI㧕MO㧛J
ゞベ✭ⴣනゞベᑼࡉࠠઃ ㆊᱛㅦᐲ       MO㧛J
࠲ࠗࡗࠨࠗ࠭ OOǾ  㘧ⴕᯏᦜ⥶ㅦᐲ      MO㧛J
⠢ဳ 0#%# 㧙      ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ㅦᐲ     MO㧛J
㒢⩄㊀         㧗)㨪㧙)
㊀ᔃ⟎            㔕ਛ㘧ⴕุ        ޔ
ᦨᄢ㘧ⴕ㊀㊂ MI ᤨᦛᛛ㘧ⴕ         ุ
㊀ᔃ⟎⸵ኈ▸࿐ 㨪㧑/ # %߈ࠅ߽ߺ  
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕㨪 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕




ⶄᐳ࠰ࠕߩᤨઍ߳

 ቇㅪ㑐ᡰㇱߢೋߡⶄᐳᯏࠍᜬߞߚߩߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ߦ *$ ࠍ⾼ߒߚ㑐ቇ㒮ᄢቇߢࠆޕ
 એ᧪ 10 ᐕޔ㑐ᡰㇱฦᩞߩᚲᯏ߽ߔߢߦ 10 ᯏㄭߊߥߞߡߚޕ
ߘߒߡᤨޔઍߪ࠰ࠕߩᤨઍޕㇱຬ㑆ߢ߽࠰ࠕᯏዉߩⷐᦸ߇
Ⴧߒߡ߈ߚޔߡߒߘޕᣂᯏߩ⾼ߩἫઃߌߣߥߞߚߩ߇⥶ޔⓨㇱኻ
᛫㑐㑐ᚢߢࠆޕ1964 ᐕޔ㑐ᄢቇߪⶄᐳ࠰ࠕޟMITA㧙Υဳޠ
ࠍ⾼ߩߘޕኻ᛫ᯏߣߒߡޔ㜞⚖ⶄᐳ࠰ࠕޟ$QEKCP߇ޠㆬ߫ࠇߚ
߇ޔߦ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޔᯏቢᚑߦߣⴊߩࠆᕁࠍߒߚᯏߢߞߚޕ
ߘߩฬߦ߰ߐࠊߒ⟤ߒߊᵹࠇࠆࠃ߁ߥᯏᓇߪ㕍ⓨߦޟ㧷㧳㧭㧯ߩޠ
⪇߿߆ߐࠍ⽎ᓽߒߡߚޕ
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㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣᣧⒷ↰ᄢፉ↰ീ㧘દ⼺ᄢፉߢ₪ᓧ㜞ᐲ O ߩᣣᧄቇ↢ᣂ⸥㍳ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱㅍળޕ
㑐ᡰㇱᕡߩㅍળߪ    ᣣᦺޔᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠ߢ㐿߆ࠇߚޕ
 ߹ߢߩㅍળߣ㆑ߞߡޔᐕߪᄢߦ㘶ߺߟ߆ޔᄢߦ༟ߞߡ߽ࠄߞߡޔੑᰴળߥߤ
ᔅⷐߥߦߒࠃ߁ߣ߁ᐙߩᔃߠ߆ߢޔࠦޔ࡞ࡆߪߦޔߦ⋓⽕ߊߥߦߟޔ
ࠨࡦ࠼ࠗ࠶࠴ޔߢ߹ߺ߹ߟ߅ߩ࡞ࡆߦߌ߹߅ޔᚲߖ߹ߒߣਗߴࠄࠇޔᏨߒߚතᬺ↢ࠍ
߮ߞߊࠅߐߖߚޕ
 ળ႐ߦߪޔᄢ߈ㅪ⋖ᣛߣᦺᣣᣂ⡞␠ᣛࠍਛᄩߦޔᏀฝߦߪฦᩞߩㇱᣛ߇ឝߍࠄࠇޔ
߿߇߁߃ߦ߽ㅍળߩ᳇ಽࠍ⋓ߍߚޕ
 ධਥ’ޔ㊁㧔દ㧕⸠✵ㇱ㐳’ޔᧁޔ㊁㧔㏽㧕ᢎቭ߽Ꮸߐࠇᧄ᧖ޔᆔຬ㐳ߩシ
ᅱߥมળߢޔળߪㅴࠄࠇߚޕ
 ᦨೋߦ┙ߞߚධਥߩޟળ߁ߪࠇߩߪߓߣ߿ࠄ  ᐕ೨ߦᣂੱߣߒߡㅪ⋖ߦෳടߐ
ࠇߚ⻉ำ߽ޔᣧ߿තᬺ↢ߣߒߡ␠ળߦㅍࠅߔߎߣߪ༑߮ߣᖤߒߺߩ㊀ߥߞߚⶄޔ㔀ߥ᳇
ᜬߢࠆޕ
߁ߣޠㅍߩ⸒⪲ߦޔතᬺ↢ࠍઍߒߡ⾐೨ᆔຬ㐳߽ޔ
␠ޟળੱߣߒߡ߽ޔ
ㅪ⋖ߢ㙃ࠊࠇߚࡈࠔࠗ࠻ߢ㗎ᒛࠆޕ
ߣޠജᒝ⸒⪲ߢᔕ߃᧰ࠍߍߚޕ
 ㅍࠆ⠪ޔㅍࠄࠇࠆ⠪ ޔᢙฬ߇Ꮸߒߚળ႐߳ߪޔㅜਛ߆ࠄ㘧߮ࠅߩ㧻㧮߽ടࠊߞߡ
߹ߔ߹ߔヨߪ㜞߹ࠅ ޔᐕ㑆ߩ⧰ഭࠍ⺆ࠆ⠪ޔᭉߒ߆ߞߚᕁߦ߰ߌࠆ⠪ޔᓟヘࠍബ߹
ߔ⠪ޔ߇߽ࠇߕޔᰴߩቇㅪࠍߦߥ߁⠪߳ߩᕁ߿ࠅࠍߎߡߩ⺆ࠄߢࠅޔතᬺߔࠆ
⠪ߣࠍࠇߎޔㅍࠆ⠪ߣߩᔃߩ߰ࠇߪ߹ߔ߹ߔᷓ߹ࠅޔળߩ᳇ಽߪ߹ߔ߹ߔ㜞߹ߞߚޕ

 ߣࠅࠊߌޔᓟヘ߇వヘߦ⿅ࠆࠞࡕࡔߩ⸥ᔨຠࠍᚻᷰߔᤨߪߦ߆ߓޔᚻߣᚻ߇߰ࠇวߞߡޔ
ᕁࠊߕߦᣣ߳ߩ⊒ዷࠍวߞߚޕ
 ␠ળੱ৻ᐕߦᎽ┙ߞߡߊ⊝ߐࠎ߅ߙ߁ߤޔర᳇ߢ

=ᣇะ⥽ ޔ㨜?

   ᣣ ⇔ጊᷕผ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕₪ᓧ㜞ᐲ 㨙࿖㓙㌁⾨⑼⋡㆐ᚑ ޕጟጊⓨ᷼
    ↪ᯏ㧦⪤ේᑼ *%㧔,#㧕
ޕ
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ᚒ߇ㇱߩ วኋ߳  ߤ㧙ߙ 㧍㧍
 ฦᄢቇߩߺߥߐࠎߦ․ޔᅚሶቇ↢ߩߺߥߐࠎ߇ᓙߜߦᓙߞߚᚒ߇㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ
⥶ⓨㇱߩㇱቶߛࠃࠅࠍᣇะ⥽ࠍㅢߒߡ߅ㅍࠅߒ߹ߒࠂ߁ޕ
 㑐ቇߪߺߥߐࠎ߽ߏᛚ⍮ߩࠃ߁ߦޔᄢ㒋߆ࠄ㒋ᕆ㔚ゞߢਃචಽߩߣߎࠈ↲ޔㅪጊߩ
߁ߜߩ↲ጊߩਛ⣻ߦߞߡታߦߔ߫ࠄߒ᥊⦡ߣⅣႺࠍߞߡ߅ࠅ߹ߔ↲ߦ․ޕጊߪࡇ
ࠢ࠾࠶ࠢࠦࠬߦߥߞߡ߅ࠅߩߘޔጊ㗂߆ࠄߩ⌑ᦸߩߎߣߪ↳ߔ߹ߢ߽ࠅ߹ߖ
ࠎ ޕ
ㇱቶߪ৻ᐕ⒟೨ߦߪᅚሶቇ↢ߩᄙߊࠆ '55 ߩ㓞ߦߞߡޔᄢᄌᭉߒߊ⥄ޔὼߣㇱຬ
߽ࠃߊߢߡ߈߹ߒߚ߇ޔᖱߦࠃࠅᨵㇱߩߘ߫ߦ⒖ォߒ߹ߒߚޕ
ᆎߪࠟ࠶ࠢߒߡ߹ߒߚ߇ޕߕࠄߦߐޔㇱቶߩ㓞ࠅߦᑿㇱߩᅚሶᦝቶ߇
᧪߹ߒߚߥࠎߺޕᔃ߁߈߁߈߽ߟޔⓨࠍ㘧ࠎߢࠆࠃ߁ߥ᳇ᜬߣߞࠂߜޕຠ߇⪭ߜߚ
ࠃ߁ߥߩߢࠍ߽ߣߦ߽ߤߘ߁ޕ
 ߩߪᐼോ㑐ଥߩᦠ㘃ߢߞ߬ߣߥߞߡࠆޕოߦߪㇱຬߩㅪ⛊↪ߣߒߡߩੑߟ
ߩ㤥᧼߇ដߞߡࠆߩߎޕ㤥᧼߇ㇱຬߩⴕേࠍ᧤❈ߔࠆߎߣߣߥࠆߦઁޕవヘ㆐߆ࠄ⿅
ࠄࠇߚࡍ࠽ࡦ࠻ޔวኋ੍ቯޔቇㅪ߆ࠄ⾃ߞߡߊࠆ↪⚕ߪߦઁߩߘޔ╬࠳ࡦࠞޔᏱߦ
ㇱຬࠍ⧰ߒߡࠆṛ⚊㊄߿ㇱ⾌ߩᡰᛄ⁁ᴫࠍ␜ߔ߿ࡏࠪࠕࡦࠍ⾈ߞߚㇱຬ߇
ᣣᄛ $ ㆐ࠍ㚓ߌ࿁ߞߡ㓸ߚ㧻㧮ነઃ㊄ᓽ߇ߪࠄࠇߡࠆߣߞࠂߜޕㇱቶࠍߺߚ
ߛߌߢߪㇱߥߩ߆ಽࠄߥ߇ߩߦࠆవヘࠃࠅ⿅ࠄࠇߚฎޟ⇇ߩ⥶ⓨᯏߣޠ
߆⥶ޟⓨᖱႎ⥶ߦ߆ߕࠊ߇ޠⓨㇱߛߥߣᕁࠊߖࠆޕᲤᣣᤤߦߥࠆߣㇱຬ߇ోㇱ㓸ߞߡ
ࠍ⧎ߦࠣࡦࡌ࠳ߣޠࡗࠟࡗࠟࡗࠟࡗࠟޟດ߆ߖ߹ߔޕ㜞⚖ߥࠣࠗ࠳ߦ㑐ߔࠆߥ
ߤ߆ࠄ߆ߥࠅ⪭ߜࠆ߹ߢ⦡ޕޘㇱળߪᲤㅳᦐᣣߪࠣࡦ࠾࠻ޔ᳓㊄ᦐᣣߣ
ߥߞߡ߹ߔ߇ߥ߿ࡇ࠶࡚࠴ߥࠎߺޔߣࠆߥߣࠣࡦ࠾࠻ࠅߪ߿ޔ㗻ࠍߒ߹ߔޕ
ߢ߽౻ߥߤߪߩࠣࡦ࠾࠻ޔᓟ߈ߚޔἫࠍ࿐ߺޔᴉߺⴕߊᄕ㓁ࠍߺߟߥ߇ࠄࡒࠕޔ
࠳ߒߡ⾈ߞߚࠍޠߑࠎߗޟ㘩ߴࠆߩߪᦨ㜞ߢߔߚ߹ߪߑࠎߗߩߛߚߦ․ޕᩰ࠙ࡑ
ࠗ࠺ࠬ߆ߣ࡞ࡏ࠻ࡈ࠰ߪߦᤨߚ߹ޕエᑼ㊁ࠍ⢒ળߦዻߔࠆઁߩㇱߣ߿ࠅࡄࡦࠦޔ
↪ߩࡆ࡞ࠍ߆ߖߢ߹ߔࠍߌ⽶ߦߛ߹ޕ⍮ࠄߕߩㅪᚢㅪൎߢߔޕ
 ߢ߽ߪࡏࠪࠕࡦߩઙߢޔࠅߚߒࠍࠣࡦ࠾࠻ޔ㔀⺣ࠍߒߚࠅߔࠆᥜ߇ࠅ߹ߖࠎޕ
የ㘧ⴕ႐߳ⴕߊߚㇱቶ߳߿ቇᩞ߳ߢߡ߈ߡࠆࠃ߁ߥᗵߓߐ߃ߒ߹ߔޕ
 ߐߡᚒ⥶ⓨㇱߩੱᢙߪ৻ᐕฬޔੑᐕ৾ฬޔਃᐕฬߢ᭴ᚑߐࠇోຬ߇ฦߩޘଥࠍᜂ
ᒰߒߡ߅ࠅ߹ߔੱޕᢙߪዋߥ߇㕖Ᏹߦኅᣖ⊛ߥࠢࡉߢߔޕᤤߦߢ߽ߥࠆߣਅ⚖↢߇
ޠࡦࠕ࠷࠶ࠧޟ
ߣޠࡦࠕ࠷࠶ࠧޟ⚖↢ࠍߓࠆߩߢޔ⚖↢ߪㅏߍߚࠅ⸒ࠊߌࠍ
ߔࠆߩߦ৻⧰ഭ̖߁߁ߎ߹ ޕ㘑ߦᚒ⥶ⓨㇱߪߥߏ߿߆ߦޔᭉߒߊᲤᣣㆊߏߒߡ
߹ߔ৻ޔࠎߐ⊝ ޕᐲ㑐ቇߩวኋߦෳടߒߡߺߥߐߒ߮߈ޕ㕙߽ࠆ߇ߒߩߚޔ
ࠃ㨪ࠎޕ
ㇱቶߛࠃࠅ=ᣇะ⥽ ޔ㨜?ࠃࠅ
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ቼ ± وᩜᩜߦɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

ᩜᛴޙޙ۾٢υᄑӫҟ


   ᣣ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
     ጟጊⓨ᷼

㐿ળᑼ


 ㅪ⋖ߣጟጊᏒߩᓟេࠍᓧߡࠄ߁ߛ߹ޔኙ    ᣣ߆ࠄ  ᣣ߹ߢጟጊⓨ᷼ߢ㐿
ߐࠇߚޕ
 ┹ᛛߪ   ╙  ㇱߪ႐ㆬᚻ  ฬߢޔṛⓨߣ㜞ᐲ₪ᓧޔ
       ╙  ㇱߪหߓߊㆬᚻ  ฬߢߎߩᣇߪၮᧄᠲࠍ㊀ὐ
ߦࠇߙࠇߘޔᾲᚢࠍዷ㐿ߒߚޕ
 ᧄ᧪ߥࠄᤓᐕߩ  ߦ㑐ᄢቇߩජ㉿⑂ߣหᤨߦⴕߐࠇࠆߪߕߢߞߚ߇ޔ
㑐
ቇ㒮ᄢቇ߇ࡐࡦ࠼߆ࠄ̌$QEKCP̍ࠍ⾼ߔࠆߎߣߦߥߞߚߩߢᧄޔᐕߩ  ߦᜬ
ߜߐࠇߚ߽ߩߢࠆߚߩߎޕਔᩞߣ߽⣨ߦࠃࠅࠍ߆ߌߩߎߦ․ޔᄢળߩߚߦ✵
⠌ߦദᄢળߢߪᣇߣ߽චಽ⥄ାࠍ߽ߞߡࠎߛޕ
 㐿ળᑼᒰᣣߪ ᱷᔨߥ߇ࠄ㔎ߢߞߚߚ㘧ⴕ႐ࡆ࡞ߩળ⼏ቶߢ᪉↰ᄢળᆔຬ㐳ޔ
ධ㘈╬ߩᏨߩ߽ߣߦ⋓ᄢߦⴕߥࠊࠇᧁޔክ್ᆔຬߩ⸠␜ޔਔᩞߩࠛ࡞឵
ߥߤᄢળࠄߒ㔓࿐᳇ߪ߿߇߁߃ߦ߽㜞߹ࠅޔㆬᚻߩᗧ᳇ߪᄢߦߞߚ߆ߒ ޕ
ߒਔᩞㆬᚻࠅ߹ߓߞߡ⸥ᔨ౮⌀ࠍߣࠆ㗃߆ࠄߪޔᄢߦਔᩞߩᅢࠍᥦޔᣣ߆
ࠄߩ┹ᛛߪߣߒߡ⚳ᆎߥߏ߿߆ߥⓨ᳇ߢળ႐ߪḩߐࠇߚޕ
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╙  ᣣ⋡ߩ┹ᛛ߆ࠄߪޔᯏߩㇺวߢ㑐ᄢቇߪ⥄ᩞߩ /+6#㧙Υဳࠍޔ㑐ቇ㒮ᄢ
ቇߪ⪤ේᑼ *% ဳࠍߘࠇߙࠇኾ↪ᯏߣߒߡ┹ᛛߔࠆߎߣߦߥࠅߪߢ↹⸘ޔਔᩞߢห
ᯏ⒳ߢᛛࠍ┹߁ߎߣࠍ⠨߃ߡߚߛߌߦߘߩ⠨߃߇፣ࠇߚߎߣߪᱷᔨߥߎߣߢߞߚޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄߎߩᣣ╙  ⇟⋡ߦ㘧߮ߞߚ㑐ቇ㒮ᄢቇߩ⮮ᳯำߪୖޔᢝᏒᣇ㕙߆ࠄ
ᣩᎹߩᣇߦᵹࠇߡߊࠆ࠹࡞ࡒ࠶ࠢࠍᏁߺߦߣࠄ߃ߡ  ಽߣ 㨙₪ᓧߩᅢ⸥㍳ࠍ
ߒߩ߇ߔߐߪߦࠇߎޔ㑐ᄢቇ߽㥦ࠍߊߓ߆ࠇߚ৻ޕ࿁ߩߦవߩࡎࡓࡦ
ࠍߞߚ㑐ቇ㒮ᄢቇߪߩߘޔᓟ߽ߒ߫ߒ߫࠴ࡖࡦࠬߦᕺ߹ࠇ⚳ޔᆎ㑐ᄢቇࠍୟ
ߒߚޕ
 㑐ᄢቇߪᄢፉำ߇╙  ࿁⋡ޔᖡᚢ⧰㑵ߩߔ߃ṛⓨࠍ  ಽޔ₪ᓧ 㨙ࠍߒޔ㑐
ᄢቇߦߞߡ৻ੱ᳇ࠍߪߚ߇ޔ
ㆀߦಷ᛬ࠇ⍫ዧ߈ߡ㑐ቇ㒮ᄢቇߩァ㐷ߦਅߞߚޕ

 ߒ߆ߒ╙  ㇱߢߪ㑐ᄢቇߪ  ᐕ↢߇ᄢᵴべߒߡ  ╙ޔߦ㑐ቇ㒮ߩਃේำߦฬ
ࠍߥߐߒߚ߇࿅ᚢߣߒߡߪ㑐ቇ㒮ᄢቇࠍߨߓ߰ߖ  ㇱߦઍߞߡಫࠍߍߚޕ
 ࿁ߩኻ᛫ᚢߢߪޔਔᩞߣ߽ᐔ⚛ߩജ㊂ࠍචಽ⊒ើߒߡ┙ᵷߥ⸥㍳ߦࠃߞߡൎ⽶ࠍ
ߒߚߎߣߪ⺈ߦᓟ߇ࠃߊޔᄢળㆇ༡ߩߚߦฦᣇ㕙ࠍ㚟ߌ࿁ߞߚㆇ༡ᆔຬߩഭࠍ
ᘨߒߡࠅࠆ߽ߩߢߞߚޕ
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ਔᩞㆬᚻ߅ࠃ߮ᚢ❣
╙  ㇱ ࿅ఝൎ 㑐ቇ㒮ᄢቇ
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㧖㧖㧖 ߚࠅ⡞ߚࠅ㑐㑐ᚢ 㧖㧖㧖


ᔃℂᚢ
 ࠬࡐ࠷ߦᚢߪߟ߈߽ߩߘߎ߫ࠇࠇߘޔ㕙⊕ߢ߹߇ࠈߎߣޕ㑐㑐ଥߢⴕ
ߥࠊࠇߚኻᩞᚢߪޔᱷᔨߥ߇ࠄᚢࠍߋࠄߒߡߤ߁ߩߣ߁߶ߤ࠴ࡖࡦࠬߦᕺ߹ࠇ
ߕޔ㘧߮ߞߡ߽߶ߣࠎߤ߇໑㒠ࠅߡߊࠆߛߌߢࠕ߽߽ࠬߥߓߌߥ߽ߩߢ
ߞߚޕ
 ߣߎࠈ߇࿁ߩ㑐㑐ᚢߪ᳇⽎᧦ઙ߽ࠃߊޔ㑐ቇᄢߩ⮮ᳯำߪ⹜ว㐿ᆎ⋥ᓟߩ╙㧝⊒
ߢ㕖Ᏹߥᅢ⸥㍳ࠍߒޔ㑐ᄢ߇ߎࠇߦ⌀ߞะ߆ࠄᚢߔࠆߣ߁⁁ᴫߦߥࠅ⹜ޔวߪ
ోߊ⊕ᾲߩ᭽⋧ࠍ๒ߒߚޕ
 Ṗ〝ࠍߪߐࠎߢ⋧ኻߒߚࡇࠬ࠻߆ࠄߩ߿ߓ߽ᤨߦߥߊỗߒߊޔᚢ⊛ߥή✢ߩ
ࡗ࠻߽߅ߩߕߣᾲࠍᏪ߮ࠆߡޔ⠪ߦ߽ᄢᄌ㕙⊕߆ߞߚޕ
 ቢోߦ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߦਸ਼ߞߡᔟ⠍ߔࠆ⮮ᳯำ߆ࠄࡇࠬ࠻߳ႎ๔ߔࠆ⁁ᴫߪ࡞࠹ߩߎޔ
ࡒ࠶ࠢߦߤ߁ߒߡ߽ߣࠅߟߌߥ㑐ᄢ࠴ࡓࠍಾᱤᛗ⣨ߐߖࠆߩߦචಽߢߞߚޕ
 ޟ໑ޔ ࠬࡊޔ㗅⺞ߦࠍ⛯ߌߡ߹ߔޕ
ޠ
 ߥߤߣࡇࠬ࠻ߦႎ๔߇ࠆߚ߮ߦߘࠇࠍறฃߒߡࠆ㑐ᄢߪߤ߁ߒߡ߽ߖߞߡ
ߊࠆ⥄ޕὼࡍࠬ߇ੂߐࠇࠆߣ߁⚿ᨐߦߥࠅ⮮ߔ߹ߔ߹ޔᳯำߩᚢߦਸ਼ߖࠄࠇߡ
ߒ߹ߞߚߢߣޕ⠨߃ࠆߣߤ߶ࠇߘ߽߁ߤޔ㗅⺞ߦߪߒߡߥ߆ߞߚࠄߒߊࠎ߹ޔ
߹ߣ⮮ᳯਃ✢ߦਸ਼ߖࠄࠇߚޕ

*% ߣ /N6#
 ࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߣࠝࡊࡦኻ᛫┹ᛛߩߪߓ߹ࠆ߹ߢߩวห⸠✵ߩߣ߈ߪ৻ᔕਔᩞߣ߽
┹ᛛߪหᯏ⒳ߢ߿ࠆߎߣߦߥߞߡߚ߇ޔᯏߩㇺวߢޔ㑐ᄢߪ /+6#ޔ㑐ቇᄢߪ *%
ߣߥߞߚߩࠬࠢࡦࡊࠝߣ࠼࠳ࡦ࠲߽ࠬߊߒߊޔߚߩߎޕኻ᛫ߣ߁⥝ᷓ
ᒻߣߥߞߚޕ
 ࠬ࠲ࡦ࠳࠼߆ࠝࡊࡦ߆ߩ㗴ߪߎࠇ߹ߢߦ߽ᯏળࠆߚ߮ߦ⼏⺰ߐࠇߡ߈ߚߣ
ߎࠈߢࠆ߇⁁ߩ߈ߣߩߘߪࠇߎޔᴫ߿⑼⋡ߦࠃߞߡ৻ߦ⸒ಾࠇߥޕ೨࿁ߩ
⇇ㆬᚻᮭᄢળߢ߽ࡐࡦ࠼ߪਔ⒳⋡ߦࠬ࠲ࡦ࠳࠼ᯏࠍߒߡࠃ⚿ᨐࠍᓧߡࠆޕ

 ࿁ߩ㑐㑐ᚢ߽⚿ޔᨐ⊛ߦߪ *% ߇ /+6# ࠍ߃ߡൎߣ߁ᒻߢ⚳ߞߚߎߩߎޕ
ߣߪߘߩᤨߩ᳇⽎᧦ઙߦࠃࠆᯏ⒳ㆬቯߦ৻ߟߩ␜ໂࠍਈ߃ߚ߽ߩߣߒߡᵈ⋡ߒߚޕ
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   ᣣ ቇㅪᦜ⥶ᯏ  ᯏ⪭ᧅ  ޕ,# ,#
ࡄࠗࡄᑼ 2# ဳ㧔,#㧕ߪ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߦㅧߐࠇㆇャ
⋭⥶ⓨᄢቇᩞߢ↪ߐࠇߡߚ߽ߩޕએᓟ  ᐕ߹ߢⓨ᷼ࠍਛᔃߦࠣࠗ
࠳ᦜ⥶ߦᵴべޕቇ↢ߦߣߞߡߪޔᓟᏨߦਸ਼ߖߡߚߛߊߩ߇ᄢ߈ߥᭉߒߺߢ
ߞߚޕ
ޣතᬺޤጊ↰ノ⒤ޔਛ᧦৻ᔘ⮮ޔᳯ⧷Პ⾐ޔᚑାޔᄢ⑲᮸ޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ̌$QEKCP̍ṛⓨᬌᩏ            ޕየ㘧ⴕ႐
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   ᣣ ⓨ᷼วኋᚲኋ⥢⪭ᚑ ޕ










  የߢ⸠✵㘧ⴕਛߩ /+6#㧙Υဳࠣࠗ࠳ᄢᎹߦਇᤨ⌕ޔਸ਼ຬήޕ
 㑐᧲ቇ㒮ᄢߩ㣔ขᑼ㧔5*㧕ቢᚑޕ
  ╙  ࿁ቇ↢ࠣࠗ࠳⻠⠌ળ             ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
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̌$QEKCP̍ฬᑼ

   ᣣᄐቄ㑐ቇ㘧ⴕᯏᦜ⥶วኋ=㨪 ᣣ?ޕ
         የ㘧ⴕ႐
   ᣣ ̌$QEKCP̍ฬᑼ⹜ޕਸ਼ળ            ޕየ㘧ⴕ႐























   ᣣ 㠽ขⓨ᷼߇⋵▤ℂߩ╙  ⒳㘧ⴕ႐ߣߥࠅޔଏ↪㐿ᆎޕ
    ጊ㓁ᣂᐙ✢ߢᣣᧄᦨ㐳ߩ↲ጊ࠻ࡦࡀ࡞⌕Ꮏޕ
   ᣣ ᴡ㊁ື㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕㑐ቇᄢೋߩᬺ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ㧕ขᓧޕ
 㑐ቇᄢวኋ                     ޕጟጊⓨ᷼
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ቼ ±· وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏ ͢۾ᇼᄻȟ໙᐀ቧ੫Ⱦ
   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕᆄᴧṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦
 ㆬᚻᮭ┹ᛛ⒳⋡㧔࿖↥ᯏߩߺ㧕
ో⒳⋡┹ᛛ
ᜰቯਃⷺࠦࠬㅦᐲ┹ᛛޕ
ᜰቯ⋡⊛ᓔᓳㅦᐲ┹ᛛޕ
ᜰቯᣇะᓔᓳ〒㔌ޔㅦᐲ┹ᛛޕ
 ࠝࡊࡦ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷΣ 㧝ޔ/+6#㧙Υဳ 㧞⪤ޔේᑼ *$# ဳ 㧝⪤ޔ
ේᑼ *$Τဳ 㧝⪤ޔේᑼ *$ ဳ 㧝⪤ޔේᑼ *% ဳ 㧟⪤ޔේᑼ *%
Τဳ 㧡ޔ5NKPIUD[ ᑼ 5M[NCTM 㧝ޔ.55 㧝
ෳ  ട㧦 ᄢቇ  ฬ   ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦  ㆬᚻᮭ┹ᛛ⒳⋡ో⒳⋡┹ᛛ ᧄᵏਯ  ᐕ ޕ
ᜰቯ⋡⊛ᓔᓳㅦᐲ┹ᛛ  ᢪ⮮ᄥ♿㓶㧔 ᐕ㧕
ޕ
✚วఝൎ⠪ߥߒޕ⒳⋡㆐ᚑ⠪  ฬޕ

ో࿖ᄢળผೋߩ㑐᧲ᐔ㊁ߢߩ┹ᛛળߩߎޕᄢળ߆ࠄߩߢ߹ࠇߎޔ႐ਥߩ┹ᛛ
߆ࠄ႐ᄖ㘧ⴕߢߩ┹ᛛߦ߆ࠊࠆޕෳടᣇᴺ߽⥄ޔኅ↪ᠲ❑჻⚖⠪߹ߚߪߎࠇ
ߣห╬એߩᛛ㊂ࠍߔࠆቇ  ᐕએਅߣ߁ޔᡰㇱ੍ㆬߢߪߥߊ⾗ᩰߦࠃࠆᣇᴺ
߇ߣࠄࠇߚޕ
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   ᣣ ᢥൻ⑂ߦߡᐫߣ̌$QEKCP̍ߩዷ␜ޕ
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̌$QEKCP̍Ʒ࣬ƍЈ
            
              ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත

 ᧄ ᵏ ਯ

 ⑳߇ቇᒰᤨ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߪ⥶ⓨㇱߦߪࠞࡦ࠳㧔ᣂ 㧕ߩᯏ⒳ߒ߆ߥߊޔ
࠰ࠕ߇ᦸ߹ࠇࠆᤨઍߢߒߚޕ
 ߘࠎߥ᛬ޔ㑐ቇߦ߽࠰ࠕࠍ⾼ߒࠃ߁ߣ⸒߁᳇ㆇߦߥࠅޔవヘᣇߩߏദജߢᤘ
 ᐕߦߪᄢቇߣߩᷤߢេഥ߽ᓧࠄࠇࠆߣߥࠅޔᯏ⒳ㆬቯߦߥࠅ߹ߒߚ߇ߩ✵⸠ޔ
᧪ࠆⶄᐳᯏߣߒߡߪ࿖ౝߢߪ㑐ᄢቇ߇ /+6# ᑼ࠰ࠕࠍ⾼ߒߡࠆὑޔቇㅪߩ
ᧁᢎቭߩኻ߽ࠅ߹ߒߚ߇ޔᱜ↰వ↢ޔ↰వヘߩදജߦࠃࠅᄖ࿖ߢߒ߆߽ଔᩰ㕙
ߢ߽ߥࡐࡦ࠼ߩ̌$QEKCP̍ߦ⪭ߜ⌕߈߹ߒߚޕ
 ᒰᤨߩว↰㧻㧮ળ㐳ߩળ␠㧔㒋ᕆᤐᣣ㊁㧕ߦኹవヘޔᵤጊవヘ⮮ޔᳯਥޔጊ
↰ਥോߣᐲ߆⿷ࠍㆇ߮ ޔᐕ  ߩ㧻㧮✚ળߢᛚ߽ᓧߡߩ࠼ࡦࡐޔャઍℂ
ᐫᚑᣰ‛↥㧔ᩣ㧕ߦ  ᐕ㧝ᧃ⊒ᵈߔࠆㆇ߮ߣߥࠅ߹ߒߚޕ
  ᐕ  ߦߪขࠅว߃ߕ  ਁ߇Ḱߢ߈߹ߒߚޕ
㨇ᄢቇ߆ࠄ  ਁ㧔 ਁߪ⾉
ઃ㧕
ޔ㧻㧮ነઃ㊄  ਁޔᓎࡃࠗ࠻ߢ  ਁ㨉
ޕᯏ߇  ਁߢߞߚὑ⋡ޔᮡ㗵 
ߎߩ㑆ޔ
ਁߣߒߡᱷࠅߩ  ਁࠍ㧻㧮ነઃ㊄ߣᓎߩࡃࠗ࠻ߢ㓸ࠆߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ว↰㧻㧮ળ㐳ߩߏദജߦࠃࠅ㧻㧮ነઃ㊄ࠍ㧔ᒰᤨޔᄢතߩೋછ⛎߇㧟ਁ೨ᓟߩᤨߢ
ᄢᄌߛߞߚߣᕁ߹ߔ߇㧕㧝ੱߚࠅ  ਁ㨪 ਁ㗂߈ߦ⥄ቛ߿ળ␠ߦ⸰ߒߚࠍᙬ
߆ߒߊᕁߐࠇ߹ߔޕ
 ߹ߚޔᓎ⚵߽  ᐕᄐߦߪࡍࡊࠪࠦߩ៝ㅍຬߣߒߡᄢ㒋Ꮢౝࠍ㚟ߌᎼࠅޔ
ᐕᄐߪᦺᣣᣂ⡞ߩ⺞ᩏຬߣߒߡ⸰ߩࡃࠗ࠻ࠍߒߡ⾗㊄ࠍ⾂߹ߒߚޕ
 ⮮ᳯవヘ߆ࠄᒁ߈⛮ߛߩߪ⦟߆ߞߚߩߢߔ߇ޔ$QEKCP ߇ᣣᧄߦ⌕ߡ㛳߈߹ߒߚޕ
㛽⚵ߒ߆ߥߊᧂޔቢᚑຠߛߞߚߩߢߔ᧲ޕ੩ߩャరߩᚑᣰ‛↥㧔ᩣ㧕ߦ↰వヘߣ
ᅏ↰ਥോߣߢᷤߦⴕߞߚࠅߒ߹ߒߚ߇⋧ޔᚻ߇ᒰᤨ↥࿖ኅߢߞߚߚ߇ߜࠄޔ
߆ߕᒁ߈ขࠄߑࠆࠍᓧ߹ߖࠎߢߒߚޕ
  ቇㅪ㧔ਔ’㊁᳁ᧁޔ᳁ޔർየ᳁㧕ߣ⋧⺣ߩޔየߩᩰ⚊ᐶߦㆇ߮ᢛ჻ߩንᴛ
ߐࠎߦߍߡ⾃߁ࠃ߁ଐ㗬ߒ߹ߒߚߩ⚂▵↪⾌ޕὑޔᚻવⷐຬߣߒߡᲤᣣ 㨪 ฬ
የ㘧ⴕ႐ߩᩰ⚊ᐶㅢ߇ᆎ߹ࠅ߹ߒߚޕ㧔߆߹߷ߎኋ⥢ߢᐲኢᴱࠅߒߚ߆㧕ߢ
ߪࠃ߈ᕁߢߔ߇ߪᤨߩߎޔᓎߩੱߦߪᄢᄌߥ⧰ഭߛߞߚࠍⷡ߃ߡ߹ߔޕ
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ߍߦബㇱຬߚߜ

 ᐕߦਥࠍᢧ⮮ߐࠎߦ⼑ࠅ ޔᐕ  තᬺߒ߹ߒߚ߇ߦ  ߩߘޔ㠽ขⓨ᷼ߢ
̌$QEKCP̍߇⪭ߒߚߣߩ⍮ࠄߖ߇ࠅ߹ߒߚޕ㠽ขᣂ⡞ߦߪ߆ߥࠅᄢ߈ߊႎߓࠄ
ࠇ߹ߒߚ߇ᐘ᧻ᨋߣ⍾ߢߞߚὑޔ㊀்ߣシ்ߢᷣࠎߛߣߩߢߔޕ
̌$QEKCP̍
㧔ᣂΤ㧕ภ߇⧰ഭߒߚഀߦߪᕺ߹ࠇߥ߆ߞߚ⍴ኼߢߞߚ߇ᕁߣߒ
ߡᱷߞߡ߹ߔޕ

 ̌$QEKCP̍⾼ߩὑޔᄙ㗵ߩេഥࠍߒߡ㗂ߚᄢቇ㑐ଥ⠪ߩ⊝᭽߿ᄙߊߩነઃ㊄
ࠍදജߚߛߚ㧻㧮ߩᣇ̌ߚ߹ޔޘ$QEKCP̍⾼ߦ៤ࠊߞߚ㧿㨪 ᐕතߩవヘ
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ᣣᧄ⥶ⓨදળ ජ⪲⋵᧲⪾㘼㑐ኋṖⓨ႐㐿⊒ޕ
    ᄢቇ㐳ߦዊኹᱞ྾㇢ᢎ߇ዞછޕ
    ↰ඳ 㑐ቇᄢ  ᐕ ቇㅪ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᆔຬ㐳ߦㆬߐࠇࠆޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?                 ޕ㢖㊁㘧ⴕ႐
 ᣣߦ*ޔ$ޟᤊภޠ
㧔,#㧕ᄢ⎕ޕᬀᚭ⟵㧔 ᐕ㧕ߩࠞࡦ࠼࠰ࡠߦ
߅ߡㅴᤨޔᮮ㘑⓭㘑ߦߡ႐ᄖߦ⪭ޕᠲ❑⠪ߪήޕ
   ᣣ 㜞ᐲᣣᧄᣂ⸥㍳ࠬࠣࡦࡊࠬ࠼ࡠࠦ ޕ㧔࠹ࠠࠨࠬޔ75#㧕

ਃቛ⪲᥍ᒾ㧔┙ᢎᄢቇ㧻㧮㧕HV ޕ
    ࡄࠗࡄ2# ቇㅪ  ภ㧔ዊ㡀㧕ᦜ⥶↪ߦᦺᣣᣂ⡞⥶ⓨㇱ߆ࠄቇㅪߦ⒖☋ޕ

    ࠊ߇࿖ᦨೋߩੱᎿⴡᤊޕ↢⺀ޠߺߔ߅߅ޟ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱㅍળᦺޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠ળ⼏ቶ
   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળޕ㑐ቇᄢ↰ඳᏨᦺޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠

                      ೨Ꮐࠃࠅ㧟ੱ⋡ ↰ඳ
    ᄢ㒋↥ᬺᄢቇቇㅪߦട⋖ޕ
ޣතᬺᧄ᧖ޤޔศ↰༑ᒾ═ޔୃੑޔᴰ⼱ື㓶ޔᯅᧄ㕒ఽޔർ㊁ޔጊᧄޔ
Ⓑ↰ᱜᴦޕ
   ᣣ ᄢ㒋Ꮢᄢᶰࠟࠬ⊒ޕ
   ᣣ ᣣᧄṖⓨදળߪޔೋઍળ㐳 ਭን㆐ᄦߩഞ❣ࠍ᳗ߊવ߃ࠆߚਭን⸥
ᔨṖⓨࠬࡐ࠷⾨ቯޕ
   ᆄᴧ╙  Ṗⓨ႐㐿⸳ޕ
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໙ሳکᩒᄉͽഈॲʞʍʋ

 㑐᧲ᶏ✚േຬ


 Ṗⓨ႐㐿⊒ߪޔㅪ⋖ߩᬺ⸘↹ߩ߁ߜߢ߽ᦨ߽㊀ⷐߥ߽ߩߩ৻ߟߣߒߡㅴࠄࠇߡ
߈ߚޕ
 ታޔ㑐᧲ᡰㇱߢ߽ߔߢߦᆄᴧṖⓨ႐߇ᚻ⁜ߦߥߞߚޕ㑐᧲ޔᶏᡰㇱߩⴕߥߞߡ
ࠆ㘧ⴕ႐ߢߩ⸠✵߽⦡ߥޘᖱߢᲑ⥄ ޕߚ߈ߡߞߥߊߒ߆ߟޘಽ㆐ߛߌߩ
Ṗⓨ႐߇߶ߒ ߣญߢ⸒ߞߡߡ߽ߣࠆߥߣ࠹ࠨޔખޘ⣶߇߇ࠄߥߣ߁ߩ
߇ታᖱߢߞߚ߇ޔᡰㇱߢߪᐕߎߘൎ⽶ߩᐕߣߒߡߩߢ߹ޔṖⓨ႐㐿⊒ዊᆔຬળ
ࠍᦝߦ৻Ბߣᒝൻߒߡޔ
ㅪ⋖ߩⓍᭂᆫߣหᱠ⺞ߢ⋡ߑ߹ߒᚑᨐࠍߍߟߟࠆޕ

 ᧲ᶏᡰㇱߩ႐วޔᄢ၂Ꮢߩධ᧲ޔベਯౝ↸ߩࠍᵹࠇࠆឳᎹ㧔߮Ꮉ㧕ߩᴡᎹ
ᢝߦ⊕⠀ߩ⍫ࠍߚߡޔㅪ⋖ޔቇ↢߇৻ਣߣߥߞߡฦᣇ㕙ߩℂ⸃ߣදജࠍᓧࠆߚߦ┙
ߜ߇ߞߚޕ
 ߹ߕᵤᎹኾോℂ߇⋥ធਛㇱᣇᑪ⸳ዪ㐳ߦળߞߡࠊ߇࿖ߩࠣࠗ࠳⇇⊒ዷࠍߪ
߫㓖〝߇Ṗⓨ႐ߩਇ⿷ߦࠆߎߣࠍ⸷߃ޔ
ߎߩ㐿⊒ߦℂ⸃ࠆදജࠍ᳞ߚߣߎࠈޔ
ੌ⸃ࠍᓧࠆㅢߒ߇┙ߜߦߎߎޔឳᎹߩᴡᎹᢝߦ࠳ࠗ࠳⸠✵႐㐿⊒ߩോ⊛
ᬺ߇ᕆࡇ࠶࠴ߢ㐿ᆎߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕ
 ឳᎹ╙ੑᎿോᚲ߮ᧁᦥᎹᵹᎿോᚲߢ߽ో㕙⊛ߦᅢᗧࠍ߽ߞߡㄫ߃ࠄ
ࠇߚޕ
 ৻ᣇޔరベਯౝ↸ߩჇ↰↸㐳㧔ߚ߹ߚ߹ᆄᴧߣหᆓ㧕ࠍߪߓ⼏↸ޔળ⼏㐳߽ో
㕙⊛ߦදജࠍᗂߒ߹ߥᘒᐲࠍ␜ߐࠇߚޕ
 ߐࠄߦᄢ၂⼊ኤ⟑߽ቇ↢ࠬࡐ࠷ᝄ⥝ߩ߆ࠄᄢߦỗബߔࠆ┙႐ࠍ␜ߐࠇࠆߥ
ߤޔ྾ᣇ⚿᭴ߠߊߢᚒࠍޘᄢߦሜ߫ߖߡߊࠇߚޕ
 ᑪ⸳ዪ߳ߩᦠ㘃ߩឭ߽⚳ߞߡޔቇ↢৻หߪ⸵น߇߅ࠅᰴ╙ోޔജᛩߢṖⓨ႐㐿
⊒ߦขࠅ⚵ⷡᖗࠍ࿕ߡࠆߣߒߘ߅߿ޔߡߟߦࡦࠗ࠻࠲ࠬޕᬺ㐿ᆎߩ
ภ⎔ࠍᓙߞߡࠆޕ
 ৻ᣇ㑐ᡰㇱߢ߽᧲ᶏᡰㇱߣหߓߊᣂᆔຬ㐳↰ำ߇ޔṖⓨ႐㐿⊒ࠍᐕߩ╙৻⋡
ᮡߦ߆߆ߍ↰ޔᆔຬ㐳߇ࠠࡖ࠶ࡊߣߥߞߡᬺࠍㅴࠆࠍᢛ߃ߚޕฦቇᩞ߇
ಽᜂߒߡㄭ⇰৻ߩᴡᎹࠍࠪࡒߟ߱ߒߦ⺞ᩏߔࠆߎߣߦߒߚޕ
 ടฎᎹ㧔ᄢ㒋Ꮏᄢ㧕♿ࡁᎹ㧔㑐ቇ㒮ᄢ㧕㊁ᎺᎹ㧔┙㙚ᄢ㧕ᦅᎹ㧔ᄢ㒋↥ᬺ
ᄢ㧕ਃ↰ᣇ㕙㧔ᚭᄢ㧕ጊ㧔㦖⼱ᄢ㧕ᗲ⍮Ꮉ㧔ᄢ㒋ᐭ┙ᄢ㧕ᧁᵤᎹ㧔หᔒ␠ᄢ㧕ᨎ
ᣇ㧔ᄢ㒋㔚᳇ㅢାᄢ㧕ජ⒳ᎹޔឳᎹ㧔ᄢ㒋Ꮏᄢޔ੩ᄢ㧕ߣ৻ᔕ߷ߒߣߎࠈߪో
ߡࡕ㧔✂⟜㧕ߒߡ⺞ᩏߦ㘧߮ߒߚޕ
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̢ߎࠎߥᐢᄢⓨߦ߇࠳ࠗࠣޔ㘧ߴࠆ႐ᚲ߇ߥߥࠎߡ̢ߚߞߎߚߒ߁ߤޔ
 ߥߤߣࡏࡗࠠߥ߇ࠄ߽⊝ߪ৻↢ ߦ⚂৻ࡩߢ⺞ᩏࠍ⚳ߞߚޕႎ๔߇⛯ߣޘ㘧߮
ㄟࠎߢ᧪ࠆޕਛߢ߽ᄢ㒋ᄢቇ߇ᜂᒰߒߚടฎᎹߪޔ↰ᆔຬ㐳ߩ⸒ࠍ୫ࠅࠆߣ ̢
߹ࠅ⦟ߔ߉ߡਇᕁ⼏ߥߊࠄ̢ߛߣ߁ႎ๔ߛޕ
 ᣧㅦᢎቭ߇ቇ↢ࠍㅪࠇߡ⺞ᩏߦⴕߊ⛘̢ޕኻߌࠆް߆ࠄߩ㔚ㅪ⛊߇የ
⸠✵ᚲߦ㘧߮ㄟޕ
 ଧὼ⸠✵ᚲߪᵴ᳇ߠߊޕ
 ᰴߦᛂߟᚻߪޔߩᴡᎹᢝߦઁߩ࿅߇භ↪⸵นࠍߣߞߡߥ߆ᣧㅦ⺞ᩏߒߡ
ᑪ⸳ᒰዪߦභ↪ߩ↳⺧ߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ
 ᚻߪߕ߇ᰴߦޘᢛ߃ࠄࠇޔᢎቭ߽ߔߋᬺߦᒰߚࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߚޕ
 ടฎᎹߩࠍ▤ℂߒߡࠆᎿോᚲߪዊ㊁Ꮢߦࠆޕㅪ⋖ߩᬺౝኈ߿ࠄࠣޔ
ࠗ࠳⇇ߦṖⓨ႐߇ߥߊߡ࿎ߞߡࠆታᖱߥߤࠍ⺑ߒߡޔᴡᎹᢝߩභ↪ࠍ↳ߚ
ߣߎࠈޔᎿോᚲߩᣇߢ߽ޔቇ↢ࠬࡐ࠷ߦߦ࠷ࡐࠬ࠳ࠗࠣߦߊߣޔኻߒߡ
㕖Ᏹߥᅢᗧࠍ␜ߐࠇޔᣧㅦᦠ㘃ߩឭߦߟߡ߽ࠈࠈᜰዉߐࠇߚࠅ࿑߿ᷝઃ࿑
㕙ߥߤ߽ᔃࠃߊ⾉ߒߡߚߛ߈ᦠޔ㘃ߩᚑߦߪߩࠄߜߎߡߞ߃߆ޔᣇ߇ᕟ❗ߔࠆᆎ
ᧃߢࠆޕ
 ⚖ോᚲߩㄭ⇰ᑪߢߪޔᴡᎹᢝࠍࠣࠗ࠳ߩ⸠✵႐ߣߒߡ⸃ߔࠆߎߣߪೋ
ߡߛߣ߁ޕ
 ࠈࠈᚻ⛯߈ߦ㗴ߪࠆߎߣߣᕁ߁߇ߡోޔ೨ะ߈ߩᆫߢಣℂߐࠇࠆߎߣ
ࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
 ฦᣇ㕙ߩߏදജࠍᓧߡ৻ޔᣣ߽ᣧߊᚒߩޘṖⓨ႐ߩቢᚑࠍߣߞߡࠆޕ
㨇ᣇะ⥽ ޔR㨉

   ᣧⒷ↰ᄢ࠳ࠗࠣ࠲ࡕޔ4(㧡㧔,#㧕ࠍ࠼ࠗ࠷ࠃࠅ⾼ޕ
   ᣣ ᢥㇱ⋭ᜰዉ⠪⻠⠌ળޕ
   ᣣ⥶ⓨりᬌᩏ⸽ᐲ㐿ᆎޕ
⥶ޟⓨ⁁⥶ޟ߇ޠⓨりᬌᩏ⸽ᦠ⥶ޕࠆߥߦޠⓨりᬌᩏක߇ቯߐࠇోޔ
࿖ߢ  ߩ⥶ⓨりᬌᩏᜰቯᯏ㑐㧔ᜰቯ∛㒮㧕߇ᜰቯߐࠇߚޕ㑐ߢߪޔ࿖┙੩
ㇺ∛㒮ߣᄢ㒋ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ߩ  ߟޕ
   ᣣหᔒ␠ᄢቇጊ↰㆐↵ำᱫ              ޕⓨ᷼
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   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ ೋߩᜰዉຬ⎇ୃળ=㨪 ᣣ?ޕ
     ᆄᴧṖⓨ႐
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ታࠍߪ߆ࠆߣߣ߽ߦ⛘Ṍߦਁోࠍᦼߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ㐿ᆎߐࠇߚޕ
 㑐ቇ߆ࠄߪᧄ᧖ޔ߇෴ടޕ
↪ᯏ㧦㘧ⴕᯏ ࡄࠗࡄ2#ޕ
Ṗⓨᯏ ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔 ᯏ ,#㨪㧕
ޔ
55㧔㧝ᯏ㧕
&ޔCTV㧔 ᯏ㧕
ޔ
࠙ࠗࡦ࠴㧔 บ㧕
⪭ޔਅޔή✢ᯏ㧔 ᑼ㧕
ታᛛ㧦࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ᜰዉᴺޔᄬㅦߣߘߩ࿁ᓳ㧔ࡁࡑ࡞߅ࠃ߮࠲࠾ࡦࠣࠬ࠻
࡞㧕
ޔ㍙ឪߺߣߘߩ࿁ᓳޕ
㛎㧦ቮࠅޔォޕ࠻ࠗࠛࠫޔ
⻠⟵㧦#$% ┨࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻࡞࠻ࠬޔ㧔ࡁࡑ࡞ࡉࠗ࠳ޔࠣࡦ࠾࠲ޔ㐿㧕
ޔ㍙
ឪߺ⺑ߩ࠻ࠗࠛࠫޔޔ࠴ࡠࡊࠕ࠼࠶ࡋࡃࠝޕォޔቮࠅޔ
㍙ឪߺߩ࿁ᓳᤨߩㅦᐲⷙߦߟߡ̖ߥߤޕ
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⑺㧦ᓎຬᡷㆬ㧔ᐙㇱઍ㧕
ㇱ㐳 ᱜ↰ㅧု 〈⋙    ޕ᳓ᶈ ࠴ࠦ    ޕᴡ㊁ືޕ
ਥ ↰ਛ৻એ㧔 ᐕ㧕
 ޕਥോ ⮳⻞৻㇢㧔 ᐕ㧕
ޕ
ቇㅪ ೨↰ ੧㧔 ᐕ㧕
 ޕᐼോ ዊ⚐৻㧔 ᐕ㧕
ޕ
ቇㅪᢎቭߦ⍹ᷰ㧔ਛᄩᄢ㧻㧮㧕
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ᄢળผೋߩ〒㔌⒳⋡ណ↪ޕ᳇⽎᧦ઙ߆ࠄޔ㐿ᤨᦼࠍᐕᧃ߆ࠄ  ߦᄌᦝޕ

ޣතᬺޤጤ⼱㓷ᤘޔᬀᚭ⟵ޔዊ᧻᳗ᐘޔኹ↰ᴦ⊛ޔ႐ᤐ᮸ޔਃේᙗੑޔ

દ⮮᥍ᄦޔ㜞የ⑲⇗ޔጊశ⟵⨃᧻┙ޔ㓶↰ޔඳޔự↰ඳᄦޕ
㩷
   ╙  ࿁ᴒ✽ᄢቇ㧘ᧄᄢቇวหࠣࠗ࠳⸠✵ᄢળᧄ  ޕㇱ㘧ⴕ႐
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ӏաࡺ໙ሳکᩒᜫ

   ᣣടฎᎹṖⓨ႐ࠝࡊࡦ              ޕടฎᎹṖⓨ႐

రߩℂ⸃ߣදജߦᷓᢘᗧߣᗵ⻢
 ᔟ᥍ߦᕺ߹ࠇߚ    ᣣޔᓙᦸߩടฎᎹṖⓨ႐㐿߈ߪᐶ⋵ടฎᎹᏒޔㄭ⇰ᣇᑪ
⸳ዪޔరߥߤߩઍߣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ㑐ଥ⠪߇Ꮸߒߡ෩☽ߦⴕߥࠊࠇߚޕ
 ᤨ  ಽ৻⼱ᐶ⋵⍮ࠍਸ਼ߖߚ
ࠫࠚ࠶࠻ࡋࠦࡊ࠲߇Ṗⓨ႐ߦಣᅚ
⌕㒽ߒߡળ႐ߩ㔓࿐᳇ࠍ৻ጀ⋓ࠅߍޔ
ඦᓟ  ᤨ߆ࠄᑼߪᒻㅢࠅߦࠃߞߡ
ㅴࠄࠇߚޕ㑐ᡰㇱ᧲ޔᶏᡰㇱቇ↢
ᆔຬ㐳ࠄ߇ઍߒߡ₹ਠࠍ೨ߦߐߐ
ߍߚߣޔᷰㄝኾോℂ߇ޟᓙᦸߩࠣ
ࠗ࠳ኾ↪Ṗⓨ႐߇㑐ߢೋߡቢᚑߔࠆߎߣߣߥߞߚ߇ޔᣣ߹ߢߩቇ↢⻉
ำߩᾲᗧߣദജߦߪᔃ߆ࠄᢘᗧࠍߒߚޕᓟߪࠃࠅࠃ߈Ṗⓨ႐ߣߔࠆߚࠊࠇࠊ
ࠇ߽৻Ბߣദߚޕ
⼱৻ޔߣߚߒߟߐߣޠ⍮߆ࠄޟᐶ⋵ߪᓥ᧪߆ࠄฦ⒳
ߩࠬࡐ࠷ߦജࠍࠇߡ߈ߚ߇࠳ࠗࠣߩߎ߇ࠇߘޕࠆ߇ߩ߽ߚߞ߆ߥࠅ⿷ߟ৻ޔ
ߩ✵⠌႐ߢࠆޔ㕍ዋᐕࠬࡐ࠷ᝄ⥝ߩ┙႐߆ࠄ߽ߏหᘮߦߚ߃ߥޕ
ߣޠㄉࠍߩ
ߴߚޕᒁ⛯߈రઍ߇ㄉߦ┙ߜᦨޔᓟߦੇ᧰ߒߡᑼࠍ㐽ߓߚޕ
 ᒰᣣߪ㔕৻ߟߥ㕍ⓨߩ߽ߣṖ〝⊒⌕ὐߩਇᢛࠍᚻ⋥ߒߔࠆቇ↢ߩᆫ߇ᦺ߆
ࠄࠄࠇޔਇ㚔ࠇߥᚻߟ߈ߦࠬࠦ࠶ࡊࠍᝄޔ⍾ࠍㆇ߮ࠍࡠߩࡓ࠼ޔᒁ߈
ᑫߔߥߏ߿߆ߥⓨ᳇߇ળ႐৻᧰ߦᵹࠇߡߚޕ
 ඦᓟ  ᤨᧁᢎቭߩਸ਼ߔࠆ *%߇ജᒝߊ㘧߮ࠅṖⓨ႐ⓨࠍ৻ߒߡ⌕㒽ߔ
ࠆߣࠣࠗ࠳ࡔ࠶ࠞߩ⺀↢ࠍ߁ᜉᚻ߇ߞߖߦߞߚޕ
㧔⸥ޔ౮⌀㧦⍹↰ോዪ㐳㧕=ᣇะ⥽ ޔR?
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  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩᤐ 㑐ᡰㇱߩቇ↢ోຬ߇৻ਣߣߥߞߡ⺞ᩏߒߚ㑐ోၞ
ߩṖⓨ႐ߩਛ߆ࠄߡߒߣᦸߦ․ޔᵈ⋡ߐࠇߡߚടฎᎹߪߩߘޔᓟ⚂  ࡩ
ߦਗ਼ࠆᷤߩ⚿ᨐ   ޔᣣߦභ↪⸵น߽ᓧࠄࠇޔᚒࠍޘᄢߦാ᳇ߠߌߡߊࠇߚޕ

 ߘߩᓟޔ㐿⊒⸘↹߽ᕆㅦߦㅴߺޔᢛߦ㑐ߔࠆ⚻⾌ߩነ㊄߽ࠬࡓ࠭ߦㅴߺޔᄐભ
ߺߩࠕ࡞ࡃࠗ࠻ᢱࠍ⚿㓸ߒߚߣߎࠈޔ
⋡ᮡߩ  ਁ߽シߊ⓭⎕ߔࠆߣ߁ᐘవࠃߐߢ
ࠆޕ൩⺰ߎࠇߛߌߢోߡ⸃ߒߚߣߪᕁߞߡߥ╙ߦᦝޕੑᒢ╙ޔਃᒢߩ↪ᗧࠍ
ㅴࠆⷡᖗߪ࿕ߡࠆޕ
 ߪ  ߩో࿖ᄢળᦼ㑆ਛ߽ࡉ࡞࠼ࠩ߇ㅪᣣ߁ߥࠅࠍ┙ߡߡᬺࠍ⛯ߌޔ
ᧃߦߪᄢߩṖ〝ߩᒻࠍࠄࠇࠆ߹ߢߦㅴࠎߢߚޕ
 ߎࠇ߆ࠄ⚦߆ᬺߦᚒ߇ޘᚻߦⴊ⼺ࠍߞߡࠬࠦ࠶
ࡊࠍᝄࠆࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣߪᕁ߁߇ߩ⋡ޔ೨ߦࠊ
ࠇߚᐔမߥṖ〝߆ࠄ৻⇟ᯏ߇㘧߮┙ߟߩࠍࠆߣ߈ޔ
⢷ߩߟ߹ࠆᕁߢ৻᧰ߛࠈ߁ޕ

 ߒ߆ߒߎߎ߹ߢߚߤࠅߟߊ߹ߢߩጊဈߪ⋧ᒰߥ߽ߩߛߞߚޕ࿁߆ㅜਛߢ߅ᚻߍ
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ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣᔃ㈩ߒߚ߇ߩߘޔㇺᐲ߁߹ߊ⸃╷߇ߐࠇߤߚߣߞ߿ޔ
ࠅߟߚߣ߽߁ᗵ߇ᷓߦ․ޕභ↪⸵น߇߅ࠅߚߣޔභ↪ᢱߩὐߢᄢ߈ߊᥧ␂ߦ
ਸ਼ࠅߍߚߣ߈ߪߤ߁ߥࠆߎߣ߆ߣࠞ࠲࠭ࠍߩࠎߛ߽ߩߛߞߚ߇ᐶ⋵ᒰዪߩ․ߩ
ᥦ߆ߏℂ⸃߇ᓧࠄࠇߡ⸃ߊ߹߁ޔߒߚߣ߈ߪᢥሼㅢࠅࡎ࠶ߣߒߚ߽ߩߛޕ
 ߿ᚒߩޘᔃߪΆ߃ߞߡࠆߩߎޕἫࠍᶖߐߥࠃ߁ߦദജࠍߟߠߌࠃ߁ޕ
 ᓟ߹ߔ߹ߔరߩℂ⸃ࠍᷓߩޘ⦡ޔ㗴ὐࠍ⸃ߒߡ৻ᣣ߽ᣧߊߎߩṖⓨ႐ࠍ
ᧄᩰ⊛ߥࠃࠅ⦟߽ߩߦߒߚޕฦᣇ㕙ߩᥦ߆ߏදജࠍ㗿߁ᰴ╙ߢࠆޕ
=ᣇะ⥽ ޔR?

ടฎᎹṖⓨ႐ߩᢛ߇㗴ߦߥߞߚޕቇ↢㆐ߩᚻᬺߦࠃࠆᢛ߽⠨߃ࠄࠇߚ߇ޔ
ᬺ⠪㧔ࡉ࡞࠼ࠩ㧕ߦࠃࠆᢛߩ⾌↪ߩⓍ߽ࠅ߇⚂  ਁߣ߁ߎߣߢޔ㑐ᡰ
ㇱቇ↢ᆔຬળߦ߅ߡߪࠍ↪⾌ߡߒࠍ࠻ࠗࡃ࡞ࠕߢ⊝ޔߒวߞߚᣇ߇⦟╷ߢࠈ߁
ߣ߁ߎߣߦ߹ߞߚޕᢛߪޔᚒ߇ޘᕁߞߡߚࠃࠅ߽⚛᥍ࠄߒߊᐔမߦ߇ߞ
ߚ߽ߢ߹߹ߩߘޕ㘧߫ߖࠆߩߢߪߥ߆ߣ౬⺣ࠍ⸒߁߶ߤߢߞߚޕቇ↢㆐ߪޔ⍹ࠍ
ขࠅ㒰ߚࠅߚߞߣࠅߚࠇࠍ⍾ޔᬺࠍߘߩᓟ߽⛯ߌߚޕ

 㑐ᡰㇱߢߪ✵⠌႐߇ⓨ᷼ߩߺߣߥߞߡߚޕⓨ᷼ߢߪ⥄േゞᦜ⥶ߣ㘧ⴕ
ᯏᦜ⥶ߩ✵⠌߇ⴕࠊࠇߚޕฦᩞวኋߪ᧲ᶏᡰㇱߣ㑐ᡰㇱߣߩหߢߞߚޕᓙᦸߩ
✵⠌႐߇ߒ߆߽ᣣᏫࠅ߇น⢻ߥടฎᎹᴡᎹᢝߦ⺀↢ޔߒߛߚޕᰳὐߪޔ㐿ᆎᒰೋ߽
ߞߡޔ
49 ߇ 㨙ᒝߣ⍴ߎߣޔ
ᴡᎹᢝ߆ࠄߚ㘧ⴕ߇ᱴߤ⸵ߐࠇߡߥ߆ߞߚߎߣޔ
Ṗ〝ർߦߪᯅ߇ࠅߚ߹ޔኻጯ߇ᦛ߇ߞߡᎹ߇⁜ߊߥࠅ  ╙ޔ ╙ޔᣓ࿁ߪᜬ
⛯ߢㅴߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚޕṖ〝┵߿ߪᲑ߇ࠅ⥶ޔⓨᲣ⦘ߐߥ߇ࠄߢ
ߞߚޕߚߞ߆ߥࠇߐ⸵ߪ࠻࡚ࠪޕ
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 ⧯ߒ߅ᕆ߉߿ߞߚࠅ߇ࠬࡃࡦࡎޔߚߣߎ߿

ߔߣޔᏀߦޔᆢ㧔ߒࠎ߈㧕ࡃࠬߩᓙวᚲ߇߅

߁ߣ߈߿ߞߚࠄ  ߁߽ޔᐲ㚞߹ߢᒁߐߪߞߚ

߹ߔޕ

ࠄ߇ࠪࠢ࠲߽ߢ߷ࠎߥޔᓙߞߡ߅ࠅ߹ߌ߿ߘޕ

 ⭯ᥧᓙวᚲߦߪޔዋߒ߮ߞߎߦߥߞߚሶ߇

ߤޔᢱ㊄ߪޔᄢ  ߆߆ࠅ߹ߔࠃߞߡߦޔ

ήㅧߦ⟎ߡ߅߹ߔߒߣࡇޘᤨޔ߁㔀㖸ߩ

ࠥ࡞ࡅࡦߩ߅ᣇߪࠎߪޔ⍫ᒛࠅዋޘᓙߚߪߞߚ߆
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ߡࡃࠬߩᣇ߇ࠅߢ߅߹ߔޕ

᩺ౝࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔߌߤ㑐⁛․ߩᒝߥ߹ࠅ߇

 ടฎᎹ߽ߏᄙ⡞ߦ߽ࠇߕߩⴝޔਛߪ⥄േゞߩᷦ

߅߹ߔߐ߆ߦ߅ߚߞߥߦߒߎ߅ࠄ߆ߘࠃޔᣇߪ

ṛߢ৻ᣇㅢⴕ߇ᄙߊߣ߭ࠍⴝߣߞ࡞߽ࠣࠬࡃޔ

ࠎߪ߽߆ࠎࠄ߆ࠊ߁ࠃޔ⍮ࠇ߹߳ࠎޔ߆ߐ߿ߘޕ

ᑫࠅߒߡടฎᎹߩᚻߩߦ߹ߔޕ㗃߿ߣᴡ
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ߊࠅ㧕
ޔㇺᨴ㧔ߟߙ㧕ߣ߁ᚲࠍㅢࠅ߹ߔ߇ߎޔ
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ࠃࠅ O ߆ࠄ O ߽㜞ߎߣߪޔනᐳᯏߢࠆ߆ࠄߣ߁ℂ↱ߛߌߢߥߊ࠴ࡦࠗ࠙ޔ
ᦜ⥶ߦℂᗐ⊛ߦ⸳⸘ߐࠇߡࠆߎߣࠍ␜ߔ߽ߩߢࠈ߁ޕ
 ╙  ߦߪ㕒Ⓩᤨߦ߅ߌࠆṛⓨᤨ㑆ߩ㐳ߎߣߢࠆޕ
 ߎࠇ߇ㅒߦਃ↰ߣߩ⊒⥶ߩ࠺ࡔ࠶࠻ߦߥࠈ߁ߣߪᚒ੍߇߽⺕ߩޘᗐߒߥ߆ߞ
ߚޔࠄߥߗߥޕ-$ ࠍవߦ⊒⥶ߒߦ࠻ࠬࡇ߇⚝ޔ⌕ߒߡߦߋߔޔਃ↰ࠍ⊒⥶ߔࠆߣޔ
หᤨㅴߦߥߞߡߒ߹߁߆ࠄߢޔᚒߪޘᐲޘ-$ ߇㜞ᐲ O ⒟ߦਅࠆߩࠍᓙߞߡਃ↰
ࠍ⊒ߐߖߚޕࠍ↪ޔ㐿ᆎߒߡ߆ࠄߪਃ↰ࠍ  ᯏߢ↪ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣ
߽ᐲߪࠇߘޕߚߞޘਃ↰ߢߪᒰὼṖ⠍ਇน⢻ߣᕁࠊࠇޔታṖ⠍᧪ߥ᳇⽎᧦ઙ
ߩਛߢ߽ -$ ߪᭉޘ㘧ࠎߢߒ߹߁߆ࠄߢࠆޕ
-$ ߩታ㓙ߩ㘧ⴕࠍㅢߒߡߩṖ⠍
ᕈߪޔవߕᕈ⢻߇ߩ࠲࠺ޔ୯ㅢࠅ㑆㆑ߥߊߡࠆߎߣ߆ࠄ⸽᧪ࠆޕᄬㅦޘ
ᐲ߇ MO㧛J㧔࠺࠲ߪ MO㧛J ߢ⸘ེ⺋Ꮕߢࠈ߁㧕ߢࠆߎߣߪޔᣓ࿁ඨᓘࠍ੍
ᗐએߦዊߐߊߔࠆߎߣ߇᧪ޔ㕒Ⓩᤨߩᦨዊᴉਅ߇㧙O㧛U㧔࠺࠲ߢߪ㧙O
㧛U ߢߎࠇ߽⺋Ꮕߢࠈ߁㧕ߩ୯ߣޔ.㧛& ߩ୯ߪޔᰴߩ࠹࡞ࡒ࠶ࠢ߹ߢߩᄬ㜞ࠍዋ
ߥߊߒߟ߆ޔᢙಽ㑆㓒ߢ⊒↢ߔࠆ࠹࡞ࡒ࠶ࠢࠍᰴ߆ࠄᰴ߳ߣᛠីߔࠆߎߣߩ᧪ࠆน
⢻ᕈࠍᜬߚߖߡߊࠇࠆޕ
 ࠨࡏ࠲ࡉߩࡔࠞ࠾࠭ࡓߪࠢ࠶ࡒ࡞࠹ޔᣓ࿁ਛߩㅦᐲᄌൻࠍዊߐߊߔࠆߎߣ߇
᧪ࠆߣߦޔ
ࡄࠗࡠ࠶࠻ߦ∋ഭࠍᗵߓߐߖߥߩߢޔ
ߘߩ㓸ਛᐲࠍჇߔߎߣ߇᧪ࠆޕ
 ᄬㅦޘᐲߩૐߐߪࠢ࠶ࡒ࡞࠹ޔᣓ࿁ਛߩ㘧ⴕㅦᐲၞࠍᄢ߈ߊߔࠆߎߣߦᓎ┙ߜޔਇ
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ᔟߥࡄࡈࠚ࠶࠹ࠖࡦࠣߣή㚝ߥᴉਅߩჇᄢࠍߊߎߣߥߊࠊߐ߰ߦࠢ࠶ࡒ࡞࠹ߩߘޔ
ߒછᗧߩࡃࡦࠢࠍቯߔࠆߎߣ߇᧪ࠆߣࠇߘޕหᤨߦ࡞ࡖࠪࡍࠬߩࡦࡠ࡞ࠛޔ
ࠠࡀࡑ࠹ࠖ࠶߽ࠢࠬࡇࡦߩਇࠍዋߥߊߔࠆߩߦലߢࠅ⚻ޔ㛎ߩዋߥ⠪ߢ߽ޔ
ᔃߒߡਸ਼ࠇࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ߘߩޔ
ߎߩᯏߩᧄߢࠆߣߎࠈߩ⠢㕙⩄㊀߇ૐߊޔ
߆ߟシߣ߁ࡔ࠶࠻ߪߩ࠻ࡈޔਛߢߩ࠲ࡔࠝࡃޔଔ୯ࠍήലߦߔࠆ⒟ࡄޔ
ࠗࡠ࠶࠻ߦᢅᗵߦᔕߒߡ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߩࡦ࠲ߩࠅ႐ᚲࠍ⏕߆ߐߖߡߊࠇࠆޕ
 㘑ߦᵹߐࠇߥ߇ࠄ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߢߒߚ -$ ߪࡇࠬ࠻ⓨߦ㛳ߊ⒟ߩ㜞ᐲߩࠍ
ᜬߞߡᏫߞߡߊࠆߩߢޔᔅߕᰴߩ࠹࡞ࡒ࠶ࠢࠍᛠ߃ࠆߎߣ߇᧪ࠆࠅߊࠍࠇߘޕߒ
ߡࠆ߁ߜ -$ ߪᢙᤨ㑆ߩ㘧ⴕࠍⴕ߁ߩߢࠆޕᭂ┵ߦ߃߫ޔ-$ ߪ࠹࡞ࡒ࠶ࠢߩ
⊒↢ߒߡࠆᤨ㑆߇㘧ⴕᤨ㑆ߢࠆߣ߃ࠆޕ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄ ߦ߆⏕ޔ-$ ߪ -C' ߿ &CTVઁߩߘޔ㜞ᕈ⢻ᯏߦᲧߴࠆߣࡦ࠹ࡌޔ
ࡄࠗࡠ࠶࠻ߦߣߞߡߪ⥝ࠍߘߘࠆߎߣߩߥૐㅦᯏߢ߽ࠆ߆߽ߒࠇߥࡈࡢࡈޕ
ࡢߣⓨਛࠍṫߩ࠻ࠗࠨ࠳ࠗࠣޔㄝࠍߟ߹ߢ߽㘧ࠎߢࠆᯏߢࠆߩߛ
߆ࠄ߇⑳ޔ߇ߛޕ⠨߃ࠆߦ  ߩߎޔᐕઍߩೋᦼߦࠄࠇߚૐㅦᯏߎߘߩޔᣣᧄߩ
ⓨߦᦨ߽߰ߐࠊߒᯏߢߪߥߛࠈ߁߆ޕၮߩㄝߢ࠙ࡠ࠙ࡠߣ  ᤨ㑆㘧ⴕߔࠆ
ߎߣ߇᧪ߩ MOޔMO ߩ〒㔌㘧ⴕߦߟߥ߇ࠆߩߢࠆߒޔ⍴ᤨ㑆ߦ⢻₸ࠃߊ
ߔࠆߎߣ߇ࠃࠅ㆙ߊ߳㘧߱ߎߣߩ೨ឭߢࠈ߁ࠅࠃࠍࠬࡦࡖ࠴ߩߘޔߡߒߘޕᄙߊߩ
⠪߇ᜬߚߨ߫ߥࠄߥߣ߁ὐߢ߽ޕᒰὼߤߩ࿖ߢ߽ⴕߥࠊࠇߡ᧪ߚߢࠈ߁ߩߎޔ
Ბ㓏ࠍ⚻ߕߒߡޔታ⾰⊛ߥࡊࠬ࠴࠶ࠢࠣࠗ࠳ߩᤨઍߪᣣᧄߦߪ᧪ߥߩߢߪ
ߥ߆ࠈ߁߆ࠅࠃޕᄙߊߩࠣࠗ࠳ࡄࠗࡠ࠶࠻߇ࡈࡢࡈࡢ㘧ࠎߢࠆ߁ߜߦ㐳〒㔌
㘧ⴕ߇ⴕߥࠊࠇࠆᤨ߇⥄ὼߦ᧪ࠆߢࠈ߁ޕ
٤ 㑐ቇ㒮ᄢቇ߽ޔ$QEKCP ߦઍࠆ߽ߩߣߒߡߩࠄ߆ߡߨ߆ޔᏗᦸㅢࠅࠄ߆࠷ࠗ࠼ޔ
-$㧔,#㧕ࠍャߦߢߔޔየߩቇㅪᩰ⚊ᐶߢߩᢛ߽⚳ࠅްޔᣂΥްߣߒߡ
ㇱຬߩᦼᓙࠍ৻りߦ㓸ߡࠆޕ
 㑐ᡰㇱߢ৻⇟ೋߦⶄᐳᯏࠍ⾼ߒޔᏱߦᡰㇱߩవ㗡ࠍಾߞߡᵴേߒߡߚ㑐
ቇ㒮ᄢቇ߽ᤨ৻ޔṛ᳇ߢߞߚ߇ ߩߎޔ-$ ⾼ࠍᯏળߦޔౣ߮㑐ߩ╙৻ੱ⠪
ߣߒߡߩജࠍ⊒ើߒߡ߽ࠄߚ߽ߩߢࠆޕ᳗ᱧผߣવ⛔ࠍࠆ㑐ቇߛߌߦޔ
ߎߩްᣂΥްߪ㘑ࠍᓧߚ⠢ߘߩ߹߹ߦᄢߦᄢⓨࠍ㚟ߌߋࠆߎߣߢࠈ߁ߣޕ
߁ჿ߇㜞ޕ
=ᣇะ⥽ ޔR?
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5EJNGKEJGT ᑼ㧷㧤㧮



















-GPPIT· G&CVGP
5RCPPYGKVGO(N½IGNUVTGEMWPI
(N½IGNHN¥EJGOs4WORHN¥PIGO
(N½IGNRTQHKN)·
.GGTOCUUGOKV/KPFGUVCWUT½UVWPIECMI
OCZ#DHNWIOCUUGMI
(N¥EJGPDGNCUVWPIMIOs
<WNCFWPI%QEMRKVXQTPOCZMI
*·EJUVIGUEJYKPFKIMGKVMOJ
DGT\KGJIGUEJYKPFKIMGKVDGKMIMOJ
IGTKPIUVGU5KPMGP DGKECMOJ OU
DGUVGU)NGKVGP DGKMIWPFMOJ 
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ᵈᴵᴿҢᅔ

   ᣣ㑐ቇ㒮ᄢቇ-$ የ㘧ⴕ႐⌕ᦺ       ޕᣣᣂ⡞ᩰ⚊ᐶ೨













                 㧔㧕⚵ߺ߇ߞߚ㧷㧤㧮 ၳᎹ᳁ߣዊཅਯ

                 㧔Ꮐ㧕የ⌕ ᪿ൮ࠍ⸃ߊ೨ ೨↰੧

                 ᪿ൮⸃߈ᆎ㧔ฝਅ㧕


                㧔ਅ㧕ᷰㄝ⟵ᤩ
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ଯԧ  ࠰᧙ܖǦǤȳȁᙌ˺Ʒ࣬ƍЈᛅ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත
ዊ  ⚐ ৻

 ᤘ  ᐕ㗃ߪ㠽ขⓨ᷼ߦ߅ߡ⥄േゞᦜ⥶߇ⴕࠊࠇߡߚᦨᓟߩᤨઍߛߞߚޕ
ߘߩᓟߪޔ
ⓨ᷼↪߇ߢ߈ߥߊߥࠅޔṖⓨ႐ᝡߒߩ⚿ᨐޔടฎᎹߩᴡᎹᢝ߇㑐ߩ⸠✵ၮߦߥࠅޔ
࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ߢߩ⸠✵߇ᆎ߹ߞߚޕ
 Ꮏቇㇱ߇ࠆᄢቇߢߪᦜ⥶↪࠙ࠗࡦ࠴ࠍ⥄ߒߡ⸠✵ߦ↪ߒߡߚ߇ޔ㑐ቇߢߪ
߇㑆ߦวࠊߕߛ߹ߪ࠴ࡦࠗ࠙ޔᚲߒߡߥ߆ߞߚઁߪߊࠄ߫ߒޕᩞ߆ࠄ୫↪ߒߡ⸠✵ࠍ
ⴕߞߡߚ߇ߣޘ⦡ޔਇଢߥߎߣ߽ߞߚߩߢ⥄ߔࠆߎߣߦߒߚޕ
 ઁᩞߩ࠙ࠗࡦ࠴ࠍቇߐߖߡ߽ࠄߞߚࠅޔ
ޡᣇะ⥽ޡ߿ޢ5QCTKPI⸥ߩޢߥߤࠍෳ⠨ߦ
ߒߡේ᩺ᚑߦขࠅដ߆ߞߚ  ߩ࡞ࠖ࠺ߪࡦࠫࡦࠛޕ᳇╴એߩ߽ߩࠍ↪ߒޔ㓚
⊒↢▎ᚲࠍᷫࠄߒߡޔേࠍ⏕ታߦߔࠆߚേജવ㆐♽⛔ߪ᧪ࠆߛߌ◲නߥ᭴ㅧࠍ⋡ᜰ
ߒߚޕ
 ߪࠛࡦࠫࡦߩㆬቯ߆ࠄᆎߚޕ
ਥോ೨↰੧ߩῳߩࠆᐶਃ⪉߰ߘ߁ߢ࠻࠶ࠢ
ߦタߐࠇߡߚਛฎߩ⦟࠺ࠖ࡞ࠛࡦࠫࡦ߇ߟ߆ߞߚߦࠇߘޕㆡวߒߚ㚟േ♽⛔
߿Άᢱ࠲ࡦࠢࠍޔᐶ⋵⣁Ꮢߩർㇱߦࠆᐶਃ⪉߰ߘ߁ߩਛฎㇱຠᬺ⠪߹ߢᒁ߈ขࠅ
ߦⴕߞߚ࠴ࡦࠗ࠙ޕタ↪ゞਔߦߪਛဳ࠻࠶ࠢࠍㆬቯߒߚߛߚޕหὼߩ୯Ბߢಽߌߡਅ
ߐߞߚᐶਃ⪉߰ߘ߁ߦᗵ⻢ߚߒ߹ߔ⥶ࠍࠄࠇߘޕⓨㇱ㧻㧮ߦ⚫ߒߡߚߛߚ᧲ᄢ
㒋Ꮢߩᯏ᪾Ꮏ႐߳៝ߒߚޕ
 ᦨೋߦోߡࠍタߖࠆࡈࡓࠍ⚵┙ߡࡦࠫࡦࠛߦࠇߘޔ᨞บࠍṁធߒࠍࠢࡦ࠲ޔขࠅઃ
ߌߡߞߚޕᰴߦࠛࡦࠫࡦࠍタߒߡߦࠇߘޔวࠊߖߡᄌㅦᯏࠍタߖࠆบࠍขࠅઃߌߚޕ
ߘߒߡ࠻࠶ࠢᓟベߩᏅേⵝ⟎ߩゞゲㇱಽࠍขࠅઃߌߡ⇐࠻࡞ࡏ߇࡞ࠗࡎޔ᧪ࠆࠃ
߁ߦゞゲฃߌߣߒߡ࿕ቯߒߚߩ࡞ࠗࡎߩߘޕਔߦߪࡒ ޔ㌃᧼ࠍ⋚⁁ߦಾࠅᛮ
ߡᦜ⥶ࡢࠗࡗࠍᏎ߈ขࠆߚߩࡈࡦࠫࠍṁធߒߡᏎ߈ขࠅ࠼ࡓߣߒߚޕ
 ᐳᏨࠍ࠙ࠗࡦ࠴㧔ࠛࡦࠫࡦ㧕ߩᠲ㧔ᄌㅦ㧕߇⋥ធߦⴕ߃ࠆ⟎ߦ⟎߈࠶ࠞࡗࠗࡢޔ
࠲ߣㅍࠅࡠߪᏎ߈ขࠅ࠼ࡓߩᑧ㐳ߦขࠅઃߌߚޕ
࠙ࠗࡦ࠴ߩ⹜ㆇォߪศᎹṖⓨ႐ߢታᣉߒޔวኋ೨ᣣߦṖ〝ߢᒁߞᒛࠄࠇߚዊဳ⥄
േゞߪ⍴ᤨ㑆ߢචಽߥㅦᐲ߹ߢ㆐ߒߚޕೋᦜ⥶ߪวኋೋᣣߦⴕࠅߥ߆ޔ㊀ਃ↰ᑼ  ဳ
ᡷࠍ⚂  ࡔ࠻࡞߹ߢ৻᳇ߦᒁ߈ߍߡߩߘޔ⢻ജࠍታ⸽ߒߚޕ
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     ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળㅪว㧔ᦜ⥶⚝߇᳃ኅߦ⪭ਅ㧕
ޕ
ടฎᎹṖⓨ႐⸠✵ਛᱛ䇯㩷

ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖࠷ࡐࠬ࠳ࠗࠣޟᢎቶⷐ㗔ߦޠၮߠ߈࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦߩ⾗ᩰ߇⊓㍳
ߦߥࠆޕ
㧔⥄േゞ⸵ᚲߣṖⓨ⸥┨ $ ┨ޔߪห╬એߣᛛ⢻ክᩏᆔຬ߇ߚ⠪㧕
ޕ

   ᣣޟቇ↢⥶ⓨޠ64㨪 ࠣࠗ࠳࠻ࠗᦠ㘃นޕ
  


㑐ቇᄢߪޔ-$ ,# ߩ㒽ㅍߦߎߩቇㅪ 64 ߿㑐ᄢ⥶ⓨㇱߩ࠻࠶ࠢࠍ୫↪ߔ
ࠆߎߣߣߥࠆޕ
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ࢹɁʘࡺ໙ሳک

㧔㧝㧕㑐ᡰㇱ=ᣇะ⥽ ޔR? 
ᯏ⾼ߩᵴേߣߪߦޔṖⓨ႐㐿⊒㑐ଥߢ߽ᒁ⛯߈ᵴ⊒ߥᵴേ߇⛯ߌࠄࠇߡࠆޕᤓ
ᐕ㧔 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧕 ࠝࡊࡦߒߚടฎᎹṖⓨ႐ߪ㐿ᚲએ᧪߆ࠇߎࠇ㧝ᐕޔޔ
ንጊࠍᄬߞߚᚒߥߩ߃߇ߌ߆ߪߡߞߣߦޘṖⓨ႐ߣߒߡᄢߦᵴേߒߡߊࠇߚ߇ࠈޔ
ࠈᄙߊߩ㗴ࠍᛴ߃ߡ߅ࠅޔᵴ↪㕙ߢߪߥ߆ߥ߆ߕ߆ߒ㕙߇ᄙߢߎߘޕടฎᎹ৻
ࠤᚲߦḩ⿷ߖߕᦝߦࠃࠅ⦟Ṗⓨ႐ࠍ㐿⊒ߔࠆߚࠅᑫߞߚ⚿ᨐޔጊ⋵ߩ♿ࡁᎹߦ
ߎߎߙߣᕁ߁႐ᚲࠍߟߌޔᣧㅦᢎቭߦ߽ߏ⿷ഭ㗿ߞߡ⺞ޔᩏࠍⴕߥߞߡࠆޕ
 ᩮᎹ߶ߤߢߪߥߦߒߡ߽ࡁ♿ޔᎹߣ߃߫㑐ߢߪ৻ޔੑࠍ┹߁ࠬࠤ࡞ߩᄢ߈ߥ
Ꮉߛߌߦޔะ߁ጯࠍࠆ⥄േゞ߽⼺ߟ߱߶ߤߦ߃ߡࠆ ޕ᰼ࠍ߃߫߈ࠅߪߥ߇ޔ
߶߆ߩ᧦ઙ߽⠨߃ߡࠄߥߣߎࠆ߈ߢޔടฎᎹߦᰴߋੑ⇟⋡ߩṖⓨ႐ߣߒߡࠍߎߎޔᚻߦ
ࠇߚ߽ߩߢࠆޕ

Ṗⓨ႐⺞ᩏႎ๔߇ߥߐࠇޔએਅߩ  ߟߩળวߢክ⼏ߐࠇߚޕ
=⚦ߪᣇะ⥽ ޔR? 
㧔㧕 ᐕ  ޔᄢ㒋ߢ㐿ߐࠇߚቇㅪળ⼏ߢᦨޔㄭߩടฎᎹߩ⁁ᴫߣߣ߽ߦࡁ♿ޟᎹޠ
ߦߟߡ߽⚦ߥႎ๔߇ࠅޔฦ㕙߆ࠄᘕ㊀ߦᬌ⸛ߐࠇߚ߇ޔടฎᎹߪᓥ᧪ߤ߅ࠅ⏕ߔ
ࠆ߇ࡁ♿ޔᎹߩ㐿⊒ߦߟߡ߽Ⓧᭂ⊛ߦߔߔࠆߣ߁ᣇ㊎߇߹ߞߚޕ
㧔㧕 ᐕ    ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળ          ޕᆄᴧ↸ᓎ႐
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ᩜ ޙ-$ ᄊک

  ቼ  وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾

ႎ˹ˢ͏


   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
ᆄᴧṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦  ⋡⊛〒㔌ㅦᐲ┹ᛛޔ
㧔㧕ਃⷺࠦࠬ〒㔌ㅦᐲ┹ᛛޕ
႐ㆬᚻ㧦  ฬ㧔  ᄢቇ㧕
ޕ/+6#㧙Υဳޔਃ↰ᑼ  ဳᡷ ޔシ㘧ⴕᯏᑼ 55
ဳޔ5EJNGKEJGT ᑼ -C%4-'#5--$ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦↰ਛ৻એ㧔 ᐕ㧕-$ ߢ႐ޕ














 㑐ᡰㇱ߆ࠄߪ㑐ቇᄢޔ㑐ᄢޔᄢ㒋ᄢߩ  ᩞ߇႐ޕᱷᔨߥ߇ࠄੑ⒳⋡ߩ߁
ߜ৻ޔ⒳⋡ߪ㆐ᚑߒߚߒߚ߽ߩߩ৻ߩઁޔ⒳⋡ߩ〒㔌ߢਇᤨ⌕ߒߚߚߔ⾨ޔ
ࠆߎߣߪ᧪ߕޕᣣᧄᄢߩ -$ ߪ  ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⥶ޔⓨᓥ⠪㙃ᚑᣉ⸳ߩᜰቯޕ
ߎߩ⚿ᨐታ⹜㛎ߩోㇱ߇㒰ߐࠇࠆ㧩⥄ኅ↪㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕
ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩᜰቯ㙃ᚑᣉ⸳↳⺧ߦߣ߽ߥ߁ዪߩᣉ⸳ክᩏޕ
   ᣣ ᤘ  ᐕᐲ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᜰዉຬ⎇ୃળ=㨪 ᣣ?ޕᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᛛ⢻ክᩏຬߩክᩏ߇ⴕࠊࠇࠆޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ ⥄ኅ↪ᠲ❑჻Ṗⓨᯏ⚖ߦߟߡޔᜰቯ⥶ⓨᓥ⠪㙃
ᚑᣉ⸳ߣߒߡนߐࠇࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᵈᴵᴿ֤ջࣻ

   ടฎᎹṖⓨ႐↪ਛᱛޕ
ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળㅪวߩ⸠✵ਛ߇⚝⥶ᦜޔᚻࠍ߃ޔ᳃ኅߦ⪭ਅߒߚὑޕ
ޣතᬺ৻⻞⮳ޤ㇢ޕ
   ᣣᐙㇱઍ㧦ਥോ ᷰㄝ⟵ᤩ㧔 ᐕ㧕ޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇᣂ㍈ᯏ -$ ߩฬᑼޕ
ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᮮߦߡޔዊኹቇ㐳ޔቇㅪർየ⋥ᢘ᳁ࠍߪߓ㧻㧮⻉᳁Ꮸߩ߽ߣޔ
ޟᣂΥߣޠฬޕ
     ╙  ࿁ᴒ✽ᄢቇᧄޔᄢቇวหࠣࠗ࠳⸠✵ᄢળ ޕᴒ✽ᧄㇱ㘧ⴕ႐
 ടฎᎹṖⓨ႐ౣ㐿ޕ
   ᴒ✽ᓳᏫޕ
   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕടฎᎹṖⓨ႐
↪ᯏ㧦*%ޕ
ᢎ  ቭ㧦⧐⾐⧐ᢎቭ㧔ᄢ㒋ᐭ┙ᄢ㧕
ޔ೨↰੧ഥᢎ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
ߎߩᓟߒ߫ࠄߊߒߡടฎᎹṖⓨ႐ߩ↪ߪήߊߥࠅޔጟጊ⋵ศᎹ߳⒖ߞߚޕ
 ⧷ⓨァቇᩞቇ↢ߩੱജᯏ 㨙㘧ࠎߢ⇇⸥㍳ޕ
 ਃ╬ᢛ჻  ฬวᩰ= ᣣ㨪 ᣣ ޔᣣ㨪 ᣣ?    ޕᆄᴧᢛᎿ႐
   ᣣ ᢎ⢒⸽ߩቇ⑼߮ታ⹜㛎߇ⴕࠊࠇߚ=㨪 ᣣ?ޕ
   ᆄᴧ⸠✵ᚲ
 ቇㅪೋߡߩᬺ↪ࡄࠗࡠ࠶࠻ߩቇ⑼߮ታ⹜㛎ࠍฃߌోޔຬఝ⑲ߥᚑ❣ߢ
วᩰߒߚޕ
   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ? ޕⓨ᷼
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# 㔚ㅢᄢޔ,# ᚭᄢ㧕
ޕ
ᢎ  ቭ㧦ᧁආᢎቭޕ
     ᄢ㒋↥ᄢࠣࠗ࠳⪭          ޕ㊁↰Ꮢߩࠧ࡞ࡈ႐
ጊญศᒾำᱫ㧘ᴡፉජᢥำ㊀் ޕ
    ⊤㓶ำ㧘ᩮᎹߦ⪭ᱫ            ޕᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
              ศᎹ㇁ਭṖⓨ႐
ޕ
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# 㔚ㅢᄢ㧕
ᢎ  ቭ㧦ᧁආᢎቭ⧐⾐⧐ޔᢎቭ㧔ᄢ㒋ᐭ┙ᄢ㧕
㧧↰ਛ৻એഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔ
᧲ື㇢ഥᢎ㧔ᄢ㒋ᄢ㧻㧮㧕
ޔ೨↰੧ഥᢎ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
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ቼ ²² وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏˹͢۾ඨ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

    ࡌ࠻࠽ࡓᐔޕ
   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
              ศᎹ㇁ਭṖⓨ႐

↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# 㔚ㅢᄢޔ,# ᚭᄢ㧕ޔ-$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕ޕ
ᢎ  ቭ㧦ᧁආᢎቭޔ೨↰੧ഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޕ






























       ⮳⻞৻㇢
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              ਃ↰ᑼ  ဳᡷ  ,#










ႎ๔ޟᯏὐᬌ⇣Ᏹߥߒޟ           ޠ⊒↪ᗧޠ

   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળޕᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ┹ᛛਛޔⓨਛធ⸅ߢ㑐ᄢቇ᧻ᐙᄦำᱫ㧘ᄢળਛᱛޕ
᧻ᐙᄦำߪ㑐ቇᄢടฎᎹวኋߦߡ  ࿁㑐ᄢ࠙ࠖࡦ࠴ࠍ୫↪ߒߚ㓙࠙ࠖࡦ࠴ࡑ
ࡦߣߒߡวኋߦෳടߒߚ߈⦟ޕߩᱫߦㇱຬ㆐ߪ㜞᧻ߢߩ⫋ߦෳߒߚޕ

 એᓟ  ᐕ㑆৻ޔၴߦળߒߚో࿖ᄢળߪਛᱛߣߥࠅ┹ޔวߩή⢒ળ⥶ⓨ
ㇱߣ߁ሽᗧ⟵ߩ⸃ࠄߧᤨᦼ߳ߣ⓭ߒߡߊߎߣߦߥࠆޕ
ߎࠇߪᣣᧄቇ↢⥶ⓨ
ㅪ⋖  ᡰㇱਛ໑৻ኾ↪Ṗⓨ႐ߩቯ߹ࠄߥ㑐ߩᚒޔߪߡߞߣߦޘએᓟޔᵴേ
ߩ႐ࠍ㆙ᣇߦޔ
߹ߚޔ
⋡ᮡࠍ㘧ⴕ⸥㍳╬ߦ⸤ߐߑࠆࠍᓧߥᤨઍߩᆎ߹ࠅߣߥߞߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળ ศᎹṖⓨ႐ߦߟߡክ⼏ߐࠇࠆޕ
㧨ศᎹṖⓨ႐㧪  ንጊߪࡃࠪࠬߩ㗴߇ࠆߩߢ㘧ⴕᯏᦜ⥶એᄖߪήℂޕ
㑐ᡰㇱ㧦ศᎹṖⓨ႐ߪጟጊṖⓨදળ߆ࠄ୫↪ਛߩ߽ߩߢࠆߥ߁ࠃߩߤޕᘒߢ୫
↪᧪ߥߊߥࠆ߆ࠊ߆ࠄߥޕ৻ࠤᚲߢߪ⸠✵ࠍᶖൻߢ߈ߥޕടฎᎹߢߩᄬᢌࠍ
↢߆ߒᄙዋ⾌↪ࠍ߆ߌߡ߽ᕡਭ⊛ߥ߽ߩࠍࠅߚޕ㐿⊒߇ౕൻߒߚࠄ⾌↪ߩេഥ
ࠍᦸࠆ߆ޕ
ോዪ㧦ㄟߺߩ⚂᧤ߪߢ߈ߥޕ᧪ᐕߩ੍▚ߪ෩ߒ⽷ߢ߽ࠆߩߢήℂޕ
Ṛਥ㧦ਛ࿖ᮮᢿ〝ߣߩ㑐ଥߢ⾈භ߇ⴕߥࠊࠇߡߘߩࠍ࿅ߦነ⿅ߒߡ߽
⦟ߣ⸒߁ੱ߇ࠆޕ㘧㛗ߦ߽ࠅߘ߁ߥߩߢᝡߒߡࠆޕศᎹߦߟߡ߽᧪
ࠆߛߌദജߒߡࠆޕ
ᧁᢎቭ㧦ጟጊߣᐶߩ⋵Ⴚߩ’⨲ߢ  ਁဝએࠆ߇ጊߢߪߥࠄߒߦޕ
ߢ߽ⴕߞߡߤࠎߥౕว߆ߡ᧪ࠆޕ
ോዪ㧦ศᎹߢߪరߩੱ߇ℂ⸃ࠍ␜ߒߡਅߐߞߡࠆߩߢᦼᓙߦ╵߃ߡో╬ߦദ
ജߒߡᚬ߈ߚޕ
‐⓹ߩႮ↰ߦߟߡߪߤ߁ߥߞߡࠆߩ߆ޕ
㑐ᡰㇱ㧦Ⴎ↰ߩ⍫ୖࠍߤ߆ߐߥߣήℂޕ
ോዪ㧦⍫ୖߩߥᚲߢ߽චಽߥᐢߐࠍ߽ߞߚᚲ߇ࠆߩߢߒࠂ߁ޕศᎹߦ߽
߇ࠅߘ߁ߥߩߢᝡߔޕ
㑐ᡰㇱ㧦Ⴎ↰ߪోߡࠍ⾈ߍߡ߽ࠄߚߣߩߢቇ↢ߦߪήℂߢࠆޕศᎹ
ߩઁߩὐ߽’⨲ߩ᭽ߥ߽ߩߦߥߞߡࠆࠍ࠻ࡘࠪࡄޕศᎹߢߪ㧔ᚻ߿᳃
ኅ߳ߩ⚝ߩ⪭ਅࠍㆱߌࠆߚ㧕Ꮉߦ⪭ߔ᭽ߦߒߡࠆޕ⢻₸ߦ㑐ଥߥߊ㑐᧲߽ࠨࠗࠢ
ࡦࠣࠦࠬߦኻߒߡߪోኻ╷ࠍߎ߁ߓࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߁ ޟ=ޕᐕᐲቇㅪ
ᬺႎ๔ޠ
ޔᣇะ⥽ ޔR?
٤ศᎹ㇁ਭṖⓨ႐↪ߩᔃᓧߣᵈᗧ =ᣇะ⥽ ޔR?ޕ

 
ޣතᬺ ޤፉᧄஜᰴޕ

   ᣣ ቇㅪℂળᦺ                  ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
  ╙ޟ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળߪቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭ┹ᛛ
ߘߩ߽ߩࠍౣᬌ⸛ߒޔోᕈߩ⏕߇ⴕࠊࠇߥ㒢ࠅ㐿ࠍ⇐ߔࠆޕ
ޠ
 ጟጊ⋵ࠬࡐ࠷⥶ⓨදળߩᅢᗧߢศᎹᴡᎹᢝߩ㐿⊒ߦᚑᨐࠍߍ㑐ߩ
Ṗⓨ႐ߣߒߡടฎᎹߦઍࠊࠅరࠢࡉߣߦᄢߦᵴ↪ߦദߚޕ
     ቇㅪ㧘⥶ⓨᓥ⠪㙃ᚑᣉ⸳ᬺ↪㧔Ṗⓨᯏ㧕ߩนޕ
   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕศᎹ㇁ਭṖⓨ႐
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# 㔚ㅢᄢ㧕
ޔ-$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޕ
ᢎ  ቭ㧦ᧁආᢎቭ↰ޔਛ৻એഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔ೨↰੧ഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ዊཅਯ㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ฎᳯ৻ᵏ㧔 ᐕ㧕
ޕ
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ᲀᐋ͢ᴥஓటޙႆᓎሳᣵᄴᩜᛴୈ ÏÂ ͢ᴦቼᴮوਢᜆ͢

   ᣣ㑐ቇᄢวኋ㧔᧲੩ℂ⑼ᄢวኋߦෳട㧕=㨪 ᣣ?ޕ㑐ኋṖⓨ႐
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# ජ⪲Ꮏᄢ㧕
ޔ-$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޕ
ᢎ  ቭ㧦ዊᵿᢎቭޔ㋈ᧁᢎቭޔᒛᦧାᄦᢎቭ㧔ℂ⑼ᄢ㧻㧮㧕
ޔ೨↰੧ഥᢎ㧔㑐
ቇᄢ㧕
ޕ

   ᣣ ╙㧝࿁㢈⠢ળ㧔ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળ㧕ᙣⷫળ ޕ
ᄢ㒋᪢↰↰ା⸤ࡆ࡞㧥㓏ࡆࠕࡎ࡞ޠࡦࡋࡦࡘࡒޟ
෴ട  ฬޕᚢ೨ߩ㧻㧮ߦਥ߇߅߆ࠇߚޕᱜ↰ㅧ߇มળߩਅߦળߩㅴⴕ߇
ᆎ߹ࠅޔว↰ᄥ㇢㧔㑐ቇᄢ㧻㧮ળળ㐳㧕ߩ⊒ჿߢਁᱦว໒ߩౝߦ᐀ࠍ㐽ߓߚޕ












   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪   ᣣ?ޕ
ศᎹ㇁ਭṖⓨ႐
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,#㧕
ޔ
-$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޕ
ޔ
ᢎ  ቭ㧦᧲ື㇢ᢎቭ㧔ᄢ㒋ᄢ㧻㧮㧕
ዊᎹᙗ৻ᢎቭ㧔ᄢᎿᄢ㧻㧮㧕
ޔ
↰ਛ৻એഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔ
೨↰੧ഥᢎ㧔㑐ቇᄢ㧕
ޕ
ዊᎹᙗ৻ᢎቭ೨↰੧ഥᢎ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

    㒋࿖✢↲ሶ㧙ἥᑄ✢ޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐᧲㧻㧮ᙣⷫળᧁᧄ                  ޕ
ޣතᬺޤᷰㄝ⑲ผޔᷰㄝ⟵ᤩޕ
  ੩ㇺᅚሶᄢቇ⥶ⓨㇱቇㅪട⋖ ޕ
 ᐙㇱઍ㧦ਥ ർᧄᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ↰ਛᢘੑ㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ർየ⋥ᢘᢎቭᧁᦥᎹ⸠✵ᚲᚲ㐳ዞછޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋޕ
   ᣣ㧔⥶ⓨ⸥ᔨᣣ㧕╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣ⺣ળ ޕ
  ඦᓟ  ᤨ ว↰ᄥ㇢㧔㑐ቇᄢ㧻㧮ળ㐳㧕ߩᜦߦᆎ߹ࠆޕ










   ᣣ ᧲ᶏᡰㇱ㧻㧮ળޕ
   ᣣ ਛᢎቭㅪ⋖ࠅ↰ޔᢎቭㅌ⡯ޕ
     ↰ਛⷺᩕ㚂⋧ޔ㊄ᮭ㗴ߢ✚ㄉ⡯ޕ
   ᣣ  ᧲ᶏᡰㇱᧁᦦᎹ⸠✵ᚲ㐿ᚲᑼޕ
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ᩜޙқɁ۶ᤕलˁқɁޙႆᦿ᠈ᤎ
ቼ ± ˧وኄᓎሳ϶ۢᴥ໙ᴦផ͢

ߴؕ̅


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦߩ⸽ᦠ߇᧪ࠆޕ
   ᣣ  㑐᧲㧻㧮ળ⊒⿷ޕ↰ᤩᰴ㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕ߪᐙߦㆬߐࠇࠆޕ
  ޣතᬺޤ೨↰੧ޔዊ⚐৻ޔ᎑ᒎ↢ޔฎᳯ৻ᵏ⥓ޔᒾޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ศ⋭ਃ㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ᧻ጟା๋㧔 ᐕ㧕
ޕ
    㑐ቇೋߩᶏᄖ㆙ᓕࠫࡒ࡞ࠛ  ޕ㧔ࠕࡔࠞࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕ㧕

 㑐ቇೋߡߩᶏᄖ㆙ᓕޕℂቇㇱ㒮↢ߩ೨↰੧ߩ⸘↹ߦᓎㇱຬዊཅਯ㧔㑐
ቇᄢ  ᐕ㧕
᧻ޔጟା๋㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ೨↰⟵ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔጊፒ༑ඳ㧔㑐ቇ
ᄢ  ᐕ㧕ߩ  ฬ߇ടࠊࠅ  ⚂ޔㅳ㑆ߩṛޕዊཅਯ߇࿖㓙㌁⾨₪ᓧޔ೨↰੧ޔ
೨↰⟵ਯ᧻ޔጟା๋ޔጊፒ༑ඳ߇₪ᓧ㜞ᐲޔ೨↰੧ޔጊፒ༑ඳ߇㌁⾨⑼⋡㆐ᚑޕ















Ꮐࠃࠅ ዊཅਯޔ6GF᧻ޔጟା๋ޔ೨↰⟵ਯޔ೨↰ ੧
                      ጊፒ༑ඳ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕






















   ᣣ╙  ࿁㔵ࡩፄࠣࠗ࠳⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?   ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁ਃ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗ㧕⻠⠌ળޕฃ㛎⠪㧞ฬోຬวᩰޕ
㧔 ᣣ㨪 ᣣ ᄢ㒋ⓨ᷼ ޔᣣ㨪 ᣣ የ⸠✵ᚲ㧕
 ᦺᣣᣂ⡞␠ᄢ㒋⥶ⓨㇱ߮ၳᎹൟ᳁ߩදജߦࠃࠅ ޔᣣ㑆ޔਥߦየ⸠✵ᚲߢⴕࠊ
ࠇߚޕቇ⑼วᩰ⠪ߣᰴ࿁ฃ㛎⠪ߩ  ⃰ߦࠇࠆޕቇ⑼วᩰ⠪ߪ ޔᣣ㑆ߩየߢߩ⸠
✵ߩઁߦ ޔᣣ㑆ߩᄢ㒋ⓨ᷼ᦺᣣᣂ⡞␠ᩰ⚊ᐶߢ․⸠✵ࠍฃߌࠆޕฃ⻠⠪  ฬޔฃ
㛎⠪  ฬ  ↢✵⸠ઁߩߘޔฬ=ޕෳᾖ㧦ᣇะ⥽ ޔR?
   ᣣ ╙  ࿁ᣂੱᚢ=㨪 ᣣ?ޕ
               ᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ࠣࠗ࠳⪭                 ޕᆄᴧṖⓨ႐
㕍ጊቇ㒮ᄢቇޕ㧝ੱᱫੱ ޔ㊀∝ޕ
㧔   ᣣోᕈࠍ⏕ߩ✵⸠ޔౣ㐿㧕
ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ  ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળࠬ࠙ࡂࡗࡆࡅࠨࠕ ޕ
㐿ળߩㄉߦ⛯߈ޔ㊄ሶ⦟ᄦੱઍߩ㐿ળߩᜦޕ












 㑐ቇ㒮ᄢቇ㧻㧮 
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕත㧕 ㊄ሶ ⦟ᄦ
 ᤓᐕߩ    ᣣోޔᣣⓨߩᩰ⚊ᐶߢ᧪ᐕߩౣળࠍ
⚂ߒߡࠇߡ߆ࠄࡩ  ߽ߊ߿ߪޔᐕࠆߩ ޔᣣޔ
ᣣቇㅪߩ’㊁᳁ࠃࠅ  ᣣߦ㧻㧮ળࠍ㐿ߔࠆߣߩㅪ⛊
ࠍฃߌߚޕㅜ┵ߦ╙৻࿁╙ޔੑ࿁ߩߎߣ߇⌒ߩ೨ߦᶋ
ࠎߢ᧪ࠆޕ൩⺰Ꮸߔࠆ  ߡߒߘޕᣣߩ᧪ࠆߩࠍᓙߜ
ߦᓙߞߚ  ߣߞ߿ޕᣣࠍㄫ߃ߚޕඦอ  ᤨࠃࠅߣ߁
ߎߣߢࠆ߇ᦺ߆ࠄߘࠊߘࠊޕᐕߪ⺕߇᧪ࠆߩߛࠈ߁߆ߥࠇߎࠇߤߥޔᗐߒߡ
ᤨߩߚߟߩࠍᓙߞߡࠆޕᣣߪᧄᒰߦᤨ㑆ߩߚߟߩ߇ㆃߥߣᗵߓࠆޕᱜඦߔ߉
߽߁ߓߞߣߒߡࠄࠇߥߊߥࠅ৻ޔኸᣧ߇ⴕߞߡ᧪ࠆߣኅࠍࠆޕ
 ળ႐ߩࠕࠨࡅࡆࡗࡂ࠙ࠬߦߪቯೞߦ  ಽએ߽ᣧߊߟߚޕฃઃߦߡฬ೨ࠍ๔ߍޔ
ࠣࠗ࠳ࠍᗧඅൻߒߚߣࡦࡇࠗ࠲ࠢࡀߥ࠻ࡑࠬޔቇㅪᯏ㑐ޟᣇะ⥽ࠍޠฃߌߣ
ࠅޔᚲ᳁ฬりᩞൕോవࠍႎ๔ߒߡળ႐ߦࠆޕ
 ળ႐ߦߪవߦ᧪ߚㅪਛ߇ᄦߦࡊ࡞ࠣߩޘࠇ⺣╉ߒߡࠆޕᄦޘᤄߩࠍઃ
ߌߣ߿߿ޔᜦࠍߒߡࠆޕળ႐ߪߥߏ߿߆ߥ㔓࿐᳇ߦߟߟ߹ࠇ⍮ࠄߥ⧯
ㅪਛ߽ᤄ߆ࠄ⍮ߞߡߚࠃ߁ߢࠆޕหߓߊᄢⓨࠍ㘧߮࿁ߞߚቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩખ㑆ߢ
ࠆᤨޕઍߩ㓒ߚࠅߪߞߡ߽߆ᔃߦㅢ߁߽ߩ߇ࠆޕὼߒ⧯ੱ߫߆ࠅߢ㚔ᨴߩ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㗻߇ᒰࠄߥޔ╫ߩߘ߽ࠇߘޕᤘ  ᐕ߆ࠄᤘ  ᐕㄥߩ  ᐕ㑆ቇޔතᬺߒߡ߆
ࠄ  ᐕޔ⍮ࠄߥ⧯ੱߩᄙߩߪᒰࠅ߹߃ޕ㑐ቇᄢ㧻㧮ߩᱜ↰ߐࠎࠃࠅฎᣇߪ
ߘߎߦ߅ࠄࠇ߹ߔࠃߣᢎ߃ࠄࠇߣࠆߊࠃߊࠃޔหߓᤨઍߩਭ㊁ߐࠎ㧔ᄢᄢ㧻㧮㧕
ว↰ᵤጊਔవヘ㧔వヘߣ߁ࠃࠅ߽㐳⠧ߣߞߚ߶߁߇ࠃߣᕁ߁㧕ߘࠇߦᧁవ
ヘ߇ዬࠄࠇߚޕᕁࠊߕ߆ߌነߞߡីᚻࠍ߆ࠊߔޕ
 ߿߇ߡቯೞޔดࠃࠅ㐿ળߚߒ߹ߔߣߩჿߦߒ߫ࠄߊળ႐ߪ㕒߆ߦߥࠆޕ㐿ળߩ
ㄉߦ⛯߈ዊ↢ߦੱઍߢ㐿ળߩᜦࠍߖࠃߣߩߎߣޔว↰ߐࠎޔᵤጊߐࠎߩవヘ
ࠍߐߒ߅ߡዊ↢ߢߪ⩄߇㊀ߣᕁߞߚ߇ޔᐕߪ㊄ሶߐࠎߛߣ⸒ࠊࠇߟ߆߹ߒߊ
߽ޟᤓᐕ߹ߚ᧪ᐕ߽ర᳇ߢળ߹ߒࠂ߁ߣߞߡࠇߚߘߩᣣࠍㄫ߃߹ߒߚߒߘޕ
ߡర᳇ߦખ㑆ߣ৻ၴߦળߔࠆߎߣ߇᧪߹ߒߚᧄޕᒰߦ߁ࠇߒߊᕁ߹ߔޕᚒ╬ቇㅪ
ߪฦᩞߩ⥶ⓨㇱࠍᮮߩߟߥ߇ࠅߣߒޔవヘᓟヘࠍ❑ߩߟߥ߇ࠅߣߒߡၷߊ߅߇⚿
߫ࠇߡ߽ߢ߹ߟߟޔቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩߚ߆ߩᓎߦߚߜߚߣᕁ߹ߔޕ
߁ߣޠ
ᗧߩᜦࠍߔࠆޕ
 ⛯ߡᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㐳᪉↰᳁ᦺޔᣣᣂ⡞␠⥶ⓨㇱᰴ㐳ᷡ᳓⑺ᵤ᳁ࠃ
ࠅᔃߚߚ߹ࠆㄉࠍ㗂ᚬߒߚ  ߦ․ࠄ߆ࠇߘޕᚽߩ㜞㦂ߦ᜔߽ࠊࠄߕߑࠊߑࠊޔ
Ꮸߒߡߚߛߚਭ㊁ߐࠎߩᜦ߇ߞߚޕ
ਭ㊁ߐࠎߪޔ
ዊ↢߇߹ߛቇ↢ߢߞߚ㗃ޔ
ᦺᣣߩ⥶ⓨㇱᰴ㐳ߣߒߡቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩߚ⦡ޘዧߒߡߚߛߚޕᒰᤨߩਭ㊁ߐࠎ
ࠍᕁߒฎㅪਛ߽߹ߎߣߦᗵᘣή㊂⠧ߡ⋉ߊߒ߹ߊߚߥࠎ⋓ޘర᳇ߢᔃᒝ
ㄉߢߞߚޕ
 ᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳ㄞᐘᴦ᳁ߩ㖸㗡ߢੇ᧰ኃ߇ᆎ߹ߞߚࠆ߃ࠍੱ ޕෳ
ട⠪ߪ⠧߽⧯߈߽ᄢⓨߩߦ⧎ࠍດ߆ߖߚޕ
․ߦ߁ࠇߒ߆ߞߚߩߪᚢᓟ  ᐕ߱ࠅߦ
ߋࠅળ߃ߚ᳗᳁㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕ߣߪᤨዧ߈ࠆߣ߽ߒࠇߥޕ⠧ੱ㆐㧔ߎࠇߪ
ᄬ␞㧕ߪޔೋᦼߩ㘧ⴕᯏߩ߿ߘߩ✵⠌ߩߦ㈮ߞߡࠆੱ⧯ߡߒߘޕ㆐ߩࠍ⡞
߈ޔㅴᱠߒߚߩ㘧ⴕᯏ߿ࠣࠗ࠳ߩߦ⥝ࠍߘߘࠄࠇޔળ႐ߩ߹ࠊࠅߩฦ
ᄢቇ⥶ⓨㇱߩᣛࠍߡޔቇ↢ᤨઍࠍᕁߒᧄޔᣣߩߚࠊߑࠊߑᜬෳߐࠇߚ౮⌀ߦ
⥄ಽߩ⧯߈ᆫࠍߒޔ߇ߪߕޕ
 ߘߩ߁ߜฦቇᩞߩᩞਗ߮ߦ⥶ޔⓨㇱޘࠍᄦޘᛲ㔺ߔࠆޕࠕࠨࡅࡆࡗࡂ࠙ࠬࠃ
ࠅᄢ߈ߥ࡚ࠫ࠶ࠠߦߣߺߥߺߥޔḩߚߐࠇߚࡆ㧙࡞ࠍ⊝ߢ࿁ߒ㘶ߺࠍߔࠆޕ
 ᧄᒰߦᤨᨐߡࠆߎߣ߽ߥᭉߒળวߢߞߚ߇੍ޔቯߩᤨೞ߽ㆊ߉ߚߩߢ᧻ጟ
ብੑ᳁㧔┙⥪ᄢ㧻㧮㧕ߩ㐽ળߩᜦޕඦอ  ᤨඨ᧪ޔᐕߩౣળࠍ⚂ߒߡᭉߒળว
ࠍ㐽ߓߚޕ
                         =ᣇะ⥽ ޔR?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

    ౮⌀ߢࠆޟᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖  ᐕߩࠁߺޠශቢੌޕ
ችᴦᒾ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ቇㅪ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᆔຬ㐳ߦㆬߐࠇࠆޕ
    ࡠ࠶ࠠ࠼ઙޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ         ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ળ⼏ቶ


೨ฝ߆ࠄ  ੱ⋡ ችᴦᒾ


㑐ᡰㇱߩ⁁㧦ጟጊޔศᎹࠍ↪ߡᐕ  ࿁ߩวኋޕⓨ᷼ߢߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶ࠍⴕ
ޔਇలಽߥ߇ࠄ߽ޔන⁛วኋࠍⴕߞߡࠆޕᢎቭ߽ੱᢙਇ⿷ߢṖ〝߽ศᎹߛߌ
ߢߪਇ⿷ߒߡࠆޕᣂṖⓨ႐㐿⊒ᆔຬળࠍ⸳ߌޔᣂṖⓨ႐ࠍតߒߡࠆޕ
㘧ⴕᯏᦜ⥶㧝⊒  ߆ࠄ  ߦߥࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ± وᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

ᤱ̄໙ሳک


   ᣣ ╙  ࿁㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?  ޕศᎹ㇁ਭṖⓨ႐
   

ฝਅ౮⌀  ࠶࠻࡞ߩࠦࠍ㘶ੱఝൎ᧖ጊำ
ߣᥦ߆ߊࠆㆬᚻߚߜٌ

ㆇ༡ᆔຬ㐳㧦ችᴦᒾ 㑐ቇᄢ㧠ᐕ 
ᯏ   㧦#5-㧔┙㙚ᄢቇ㧕
ޔਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔ᄢ㒋㔚᳇ㅢାᄢቇ㧕
ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ችᴦᒾ 㧠ᐕ ޔጊፒ༑ඳ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ   ❣㧦
ੱ   ᧖ጊ⨃ⴕ㧔┙㙚ᄢ  ᐕ㧕 ࿅   ┙㙚ᄢ 
     ᧼㊁ᱜ᥍㧔ᄢ㒋㔚ㅢᄢ  ᐕ㧕     ᄢ㒋Ꮏᬺᄢ 
      ਛጊ㣮ਯ㧔┙㙚ᄢ  ᐕ㧕  ᄢ㒋㔚ㅢᄢ 

 㑐ᡰㇱߢߪ᳗㑆┹ᛛળߣ߁߽ߩ߇ⴕߥࠊࠇߕߥࠄߥ߫ߨߡ┙ࠄ߆৻߽↹⸘ޔ
ߊߡޔታ㓙ޔᆔຬળࠍ㐿ߡ߽ߥ߆ߥ߆߹ߣ߹ࠄߥ߆ߞߚࠍߡߴߔޔߢߎߘޕછߖߡ
߽ࠄߞߡޔ⒳⾗ߩޘᢱࠍෳ⠨ߦߒߡߩ┹ᛛⷙቯࠍࠅᧁߪߦ⊛⚳ᦨޔᢎቭߣᛂߜ
วࠊߖࠍߒߡ┹ޔᛛౝኈޔᣣ⒟╬ࠍቯߒߚޕෳട⠪⾗ᩰߪ  ࿁↢߆ࠄ  ࿁↢߹ߢޔ
หਸ਼㘧ⴕߦࠃࠆၮᧄᠲࠍណὐߔࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߚޕ
ೋᣣ 4 ࠍᔟ⺞ߦ㘧߫ߒߚᓟߪ ޔᣣ⋡ ޔᣣ⋡ߣ߽㔎ߦߚߚࠄࠇ⚿ޔዪೋᣣ⋡ 4
ߩᚑ❣ߛߌߢ㗅߇߹ߞߚޕ
ర߆ࠄᢙᄙߊߩࠞ࠶ࡊ৻ޔࠇࠄ⿅ࠍࠖࡈࡠ࠻ޔᲑߣ⋓ࠅ߇ࠅࠍߖߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

շ̢ࡺ໙ሳ̜ک

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐
  ╙  ࿁ਃ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗ㧕ฃ㛎⻠⠌ળޕ
 ᣣ㑆ޔฃ⻠⠪  ฬޔฃ㛎⠪  ฬ  ↢✵⸠ઁߩߘޔฬ=ޕᣇะ⥽ ޔR?
   ᣣ ᢛ჻ታ⹜㛎=㨪 ᣣ? ޕฬోຬวᩰޕየ⸠✵ᚲ
ᄢ㒋⥶ⓨዪዊ㊁⹜㛎ቭޕ
   ർᎺ㘧ⴕ႐ߢࠣࠗ࠳⸠✵ౣ㐿         ޕർᎺ㘧ⴕ႐
  ห㘧ⴕ႐ߢߩ⸠✵ߪ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕એ᧪ޕ
  ╙  ࿁㑐᧲ቇ↢ࠣࠗ࠳⸥㍳ળޕ
ޣතᬺޤർᧄᙗᴦޔዊཅਯ↰ޔਛ৻એ⨲ޔ႐ᐙᄦޕ
   ᣣ ᚭᄢቇวኋਛޕศᎹṖⓨ႐
’ጟୃำᱫ㧘
ਛጊඳำ㊀்ޕ





    ’㊁દⴡᢎቭ㧘ਭን⾨ࠍฃ⾨ޕ
ޔਥോ ㊄⥝㧔 ᐕ㧕
ޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ጊፒ༑ඳ㧔 ᐕ㧕
    ᧄ྾ᄢ㡆㐷᨞ᯅ⌕Ꮏޕ
   ᣣ ᒄਛᢎቭᒁㅌޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣂੱᚢ=㨪 ᣣ?ޕ
               ᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ’㊁દⴡቇㅪ⺞ᩏ⎇ⓥㇱ㐳ㅌ⡯ޕ
   ᣣ  ࿖㓙⥶ⓨቝቮ࡚ࠪ=㨪 ᣣ?⥶    ޕⓨ⥄ⴡ㓌㑆ၮ
     ╙ 4 ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
٤ޟቇㅪߦᕁ߁ ᣣߩቇㅪࠍ⠨߃ࠆޠ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬ㐳 ችᴦᒾ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
     ޕ
=ᣇะ⥽ ޔR?
٤ᣇะ⥽ޟᅚሶㇱຬోຬ㓸วߢޠዊ═ේ↱⟤㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔቝ㊁⟤㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
⚫ߐࠇࠆ=                    ޕᣇะ⥽ ޔR?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᢞо໙ሳൡɁۄӏϿտɑȬɑȬᯚɑɞ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

㧝  ᣣ ੱജ㘧ⴕᯏࠢ࠻ࠬޟᡷޠ⇇ᣂ⸥㍳᮸┙ ޕ㨙  ಽ  ⑽ 
ᚢ  ᐕ߱ࠅߩᔟޕᣣᧄᄢቇ
ℂᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼⥶ⓨኾୃࠦ
ࠬቇ↢තᬺ⎇ⓥޕ
ᤘ  ᐕ߆ࠄᧁ⑲ᢎᜰዉޕ

ߎߩߣ߈ᧁ᳁ߪߔߢߦฬᢎ
ߦߥࠄࠇߡߚޕ
ජ⪲⋵ᴧධ↸ᶏ⥄ⴡ㓌ਅ✚ၮ
ޕࠅᦅ⭯ޕ
   ᣣ ㅦᐲᣣᧄ⸥㍳ MOJࠤࠗࡢ ࠕ࠻ࠬࠝ    ޕ
ᅏᐔశ㧔ᣣᄢ 1$㧕ㅦᐲᣣᧄ⸥㍳ MO㧛J ߣ MO ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼㆐ᚑޕ
↪ᯏ㧦 #59ޕ
   ᣣᧄੱ (#+ ࿖㓙Ṗⓨ⸥┨⑼⋡ࠬ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼┨ᚑࠆ࠼ࡠࠦޕᎺ
Ꮏቇ㒮ᢎቭ㜞ᩉൎᤘࠄ  ੱ₪ᓧ㧘
   ᣣ ࠣࠗ࠳ࠬࡐ࠷ᚻᏭቢᚑޕ

   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ          ޕᣣᣂ⡞ฬฎደᧄ␠

 㑐ᡰㇱ⁁ႎ๔㧦ศᎹṖⓨ႐߇એ᧪↪ਇน⢻ߢ᧲ޔᶏᡰㇱߦㅅᖺࠍ
߆ߌߥ߇ࠄᦦᧁޔᎹߢ⸠✵ࠍⴕߥߞߡࠆ߽ࠇߎޕᣧᕆߦ㑐ߩṖⓨ႐ߩ⏕ࠍ
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ⁁ᘒߢࠆޕ

ޟศᎹṖⓨ႐ߚߞߣࠇߎޔߪޠᛂ㐿╷߽ߥߊᒰಽ߃ߘ߁߽ߥޕ
ޟᣂṖⓨ႐ߩ㐿⊒ߦޠ㑐ߒߡߪදജߔࠆߩߢࠍቇ↢ߢߚߞߡ߶ߒ߇⾗ޔ
㊄㕙ߢߪ߹ࠅᦼᓙߒߥߢ߶ߒޕ
ᦥᧁޟᎹߩኋ⥢㧘ᢛᣉ⸳ߩలഥߡߟߦޠ㧦ኋ⥢ࠍᑪߡઍ߃ࠆࠃ߁ߥᄢ߈ߥ
ߪ੍▚⊛ߦ߽᧪ߥ߇ޔᥳቯ⊛ߥදജߪߔࠆޕ
ోޟ࿖ᄢળߡߟߦޠ㧦߹ߕޔోᕈߩ⏕߇ᔅⷐߢࠅߛ߹ޔ㐿ߢ߈ࠆ⁁ᘒߢ
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ߪߥޕ
㗴ὐߣߒߡߪޔ
⽷㕙߅ࠃ߮ฦᡰㇱ㑆ߩᛛ㊂ᩰᏅߥߤ߇ߍࠄࠇࠆޕ
ߩᲑ㓏ߢߪޔᡰㇱᄢળ߅ࠃ߮ฦᡰㇱ㑆ߩวหวኋߥߤߢో࿖ᄢળߩ⿷႐ࠍ߆
ߚߡߊߴ߈ߢࠆޕ
ޟวหวኋ⸠✵ߡߟߦޠ㧦ฦᡰㇱ㑆ߩวหวኋ⸠✵ࠍᐕߩᄐߦᆄᴧߢ㐿ߊߣ
߁ߦߪ⾥ᚑߔࠆޕฦᡰㇱߩᵹࠍਥߥ⋡⊛ߣߒޔᓟߪ㐿ࠍ㑐᧲ߩᆄᴧ㧘
᧲ᶏߩᧁᦥᎹ㧘ㇱߩਭߣ߁ࠃ߁ߦฦᡰㇱᜬߜ߹ࠊࠅߢޔᐕ㑆ߩቇㅪⴕ
ߩਛߦߣࠅࠇߡߊޕ
ޟᢎቭߩਇ⿷ߣ㙃ᚑߡߟߦޠ㧦 ᢎቭߩਇ⿷ߪޔචಽ⼂ߒߡࠆੱޔߒ߆ߒޕ
ㆬ߅ࠃ߮⚻⾌ߩ㗴ߥߤ߽ࠅౕޔ⊛ߦჇຬߩ੍ቯߪߥޕቇ↢ߩਛߢᢎቭ
ߩ㙃ᚑࠍߒߡ߶ߒޕޔቇㅪᢎቭߩㆡᒰߥ⠪߇ࠆߥࠄߟߢ߽ណ↪ߔ
ࠆߟ߽ࠅߢࠆޕ

ޟᣣᧄߩṖⓨࠬࡐ࠷ߩ᧪ߡߟߦޠ㧦␠ળ⊛ߦࠣࠗ࠳ߩ߽ ߆ߒ⒟
ߢߪߥߩߪ⸒߁߹ߢ߽ߥޕ⒳ߩޘ⚂ߩਛߢޔቇㅪߩߪޟၮ␆ᢎ⢒ޕࠆߢޠ
ߩࡋ࠷ࡐࠬޔᐲߩࠍᦨዊ㒢ߦ߅ߐ߃ࠆߎߣߢࠆޕቇㅪߩᣇ㊎ߣߒߡߪޔ
⚵❱߽ᄢ߈ߊߥࠅࠄࠁࠆ᧦ઙ߽ᄌࠅߩޔࠍ⠨߃⋥ߔᤨᦼߦ᧪ߡࠆࠃ߁ߦᕁ
ࠊࠇࠆޕ
ޟቇ⑼⹜㛎ߩౝኈߣ⁁ߩਇ৻⥌ߡߟߦޠ㧦 ౕ⊛ߦߎࠇߣ߁ታ߇ࠇ߫
ᷤߔࠆ᧪ޕᐕᐲߩᣧᤨᦼߦޟቇ⑼⹜㛎㗴㓸ࠍޠࠆ੍ቯߢࠆޕ
ߩ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠴ࡦࠗ࠙ޟᚑ㧔ㅢࡑ࠾ࡘࠕ࡞㧕
ޠ
㧦࠙ࠗࡦ࠴߇ᄙ⒳ᄙ᭽ߢޔㅢὐ߇
ߤߩ⒟ᐲߖࠆߩ߆ࠊ߆ࠄߥ߇ޔᬌ⸛ߒᚑߩᣇะ߽߳ߞߡⴕߊޕ
ോዪ߆ࠄߩⷐᦸ㧦 㘧ⴕᯏᦜ⥶ᢱࠍ৻࿁  ߆ࠄ  ߦߒߚ㧔೨ᐕᐲታ
⾌   ޕࠆߡߞ߆߆ޔߦߪᓟߩⓍߺ┙ߡࠍޕ
ި
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ʹᗵצᢚ


   ᣣ  ╙  ࿁㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ  ޕᎹṖⓨ႐
↪ᯏ㧦#5- ,#ਃ↰ᑼ  ဳᡷ  ,#
෴  ട㧦 ᩞ

หᔒ␠ޔ㑐ቇޔ㑐ᄢޔ㒋ᄢޔ੩ᄢޔᐭᄢޔ⼱┥ޔ㔚ㅢᄢޔᄢᎿᄢޔ੩ㇺᅚሶᄢ 

㑐ቇㆬᚻ㧦 ㇱ ጊፒ༑ඳ㧔 ᐕ㧕
ޔ㊄⥝㧔 ᐕ㧕
ޕ
 ㇱ ⮮ノ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦 ㇱ࿅   ޔㇱ࿅  ޔੱ ⮮ノ  ޕ











㔐ߩਛߩ #5-=ᣇะ⥽ ޔR?


  ㇱ  ࿁↢ ߣ  ㇱ㧔 ࿁↢㧕ߣߦಽ߆ࠇߦࠇߙࠇߘޔੱޔ࿅ߩ࠲ࠗ࠻࡞
߇߅߆ࠇߚޕ
  ㇱߩᣇ㧔  㨪   ᣣ㧕ߪᄤߦᕺ߹ࠇޔ㗅⺞ߦ┹ᛛ߇ㅴⴕߒޔធᚢࠍ➅ࠅᐢ
ߍߚ⚿ޕᨐޔੱޔ࿅ߣ߽㔚ㅢᄢ߇ఝൎࠍߐࠄߞߚޕ

㧔 ㇱ㧕
ੱ   ἑᚭ 㧔㔚ㅢᄢ  ᐕ㧕  ࿅   㔚ㅢᄢ  
     ⮮ノ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕       หᔒ␠ᄢ  
     ↰ญ 㧔หᔒ␠ᄢ ᐕ㧕  㑐ቇᄢ  
     ᧻ᶆ Ꮑ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕  ᄢᎿᄢ  
     ዊᩉ㧔ᄢᎿᄢ  ᐕ㧕  㑐ᄢ  
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  ㇱ   㨪 ᣣ ߪ ޔㇱߩᄤߩ⦟ߐߦ߁ߞߡᄌߞߡޔ㓸วᣣ߆ࠄ  ᣣ㑆ㅪ⛯ߩ
㔎㧛㔐㧛㘑㧛ᓙᯏߦߟߋᓙᯏ ޕᣣ⋡ߦߪㆬᚻߚߜߩ㑆ߢߪ┹ᛛળਛᱛߣ߁ࡓ࠼
߇ṫߞߡ߹ߒߚ߇ ޔᣣ⋡ߦ߿ߞߣᄤ᳇߇⦟ߊߥࠅޔㆬᚻߚߜߪ᳓ࠍᓧߚ㝼ߩߏߣ
ߊᒛࠅಾߞߡ┹ᛛߦෳടߒߚ⚿ޕᨐޔੱޔ࿅ߣ߽ᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇ߇ఝൎߒߚޕ

 ㇱ ੱ ఝൎ ㄞၛቁ⟵㧔ᄢᎿᄢ  ᐕ㧕  ࿅ ఝൎᄢᎿᄢ  
        ᧻ᧄᱜり㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕        ᐭ┙ᄢ  
        ᮘ㓶ม㧔ᐭ┙ᄢ  ᐕ㧕        㑐ቇᄢ  
        ⨹ ஜ㧔ᄢᎿᄢ  ᐕ㧕       㑐ᄢ  
        ਭ↰ඳਯ㧔㔚ㅢᄢ  ᐕ㧕       㔚ㅢᄢ  

╙  ࿁ߩ⾗ᢱࠍၮߦߒߡ৻ᱠ೨ㅴߒߚ┹ᛛળߦߔࠆࠃ߁ߦദߚߦ৻╙ޕᤓᐕߪ 
࿁↢߆ࠄ  ࿁↢߹ߢߩㇱຬߩౝޔฦᩞછᗧߦ  ฬߩㆬᚻࠍ႐ߐߖߚߚߩߎޕቇᐕ
ߩ㆑߁ฦㆬᚻ㑆ߩᛛ㊂ߩᏅ߇ᱧὼߣߒߡߡ┹ޔᛛߩ⥝߇ඨᷫߒߡߒ߹ߞߚࠇߎޕ
ࠍ⸃ᶖߔࠆߚߦ࿁ߪޔክᩏኻ⽎ࠍ  ޔ࿁↢ߦߒߚᣂੱᚢࠍ  ㇱߣ⒓ߒ ޔㇱࠍ ޔ
 ࿁↢ኻ⽎ߣߒߚߡ߃ޕᣂੱᚢߣ⒓ߔࠆ  ㇱࠍ⸳⟎ߒߚߩߪ ޔޔ࿁↢ߦ߽┹ᛛળ
ߦෳടߔࠆߣ߁ᒛࠅࠍᜬߚߖߚ߆ߞߚ߆ࠄߛ  ߚߩߘޕㇱࠍ  ᣣ㑆 ޔㇱࠍ 
ᣣ㑆  ⸘ޔᣣ㑆ߩᲧセ⊛ᦼ㑆ߩ㐳┹ᛛળߣߥߞߚޕ




тజ ԍଡ଼ᑎᜡᎃᩋȧᣯՍ




   ᣣ ᧁආᢎ⢒⸠✵ㇱ㐳ߏㅤޕ
 ඦᓟ  ᤨ  ಽޔᕆᕈᔃਇోߩߚޔ੩ㇺᏒߩ╙৻ᣣ
⿒∛㒮ߢㅤߐࠇߚ ޕᚽޕ
 ๔ᑼߪ  ᣣඦ೨  ᤨ߆ࠄ੩ㇺᏒ᧲ጊ⊕Ꮉㅢਃ
᧦ਅࠆ᪢ች↸  ߩ⥄ቛߢⴕࠊࠇޔ
༚ਥߪ㐳↵ᱜᏇ᳁ޕ

  ᐕߦࠊߚࠅࠊ߇࿖ࠣࠗ࠳ߩ⊒ዷߦߟߊߒޔ
ቇ↢⥶ⓨࠬࡐ࠷ߩ⢒ᚑߦߟߣߚޕ
=ᦺᣣᣂ⡞ࠃࠅ?
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ቼ ± وᩜᛴޙޙ۾ˁూ̱ျᇼߦޙ۾ɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

   ᣣ╙  ࿁㑐ቇ㒮ᄢቇ᧲੩ℂ⑼ᄢቇኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
ජ⪲⋵㑐ኋ↸㧔⽷㧕ᣣᧄ⥶ⓨදળ᧲੩Ṗⓨࡦ࠲ 㑐ኋṖⓨ႐

  ᧲੩ℂ⑼ᄢቇ⥶ⓨㇱߣߪ ޔᐕ߆ࠄࠣࠗ࠳ࠬࡐ࠷ᵴേߦᣈߡޔㇱຬ
ߩ឵วኋ߮วหวኋߥߤࠍㅢߒߡߦⷫኒߥදജ㑐ଥࠍߜวߞߡ᧪ߚޕਔᩞ
ߦޔᵴേታ❣ޔㇱຬߩᠲ❑ᛛⴚ࠷ࡐࠬޔᵴേ⢻ജ߽ᐕޘలታ
ߒะߒߟߟࠆ⁁ᘒߢߞߚߚޔᲤᐕ  ࿁ޔ
ޟ㑐ቇ㒮ᄢ
ቇ᧲੩ℂ⑼ᄢቇኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળࠍޠߔߎߣߣߥߞߚޕ
ਔᩞ⋧ᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡޔᣣ㗃ߩᵴേᚑᨐࠍ⊒ߔࠆ႐ࠍᜬ
ߜޔߦᬌ⸛ߒ৻ࠅࠃߟ߆ޔጀਔᩞߩⷫࠍኒߦߒޔቇ↢ࠣ
ࠗ࠳ࠬࡐ࠷ߩ⊒ዷߦነਈߔࠆࠍߑߒߚޕ
ෳട⠪㧦 ⚂  ฬޕ
ෳടᯏ㧦-$  ᯏޔਃ↰ᑼ  ဳᡷ   ᯏޕ
┹ᛛ⒳⋡㧦 ㇱ ṛⓨᤨ㑆ޔ₪ᓧ㜞ᐲޔ႐㘧ⴕޔ㒢⌕㒽㧔-$㧕
ޕ
      ㇱ ክ್ຬหਸ਼ߢ႐㘧ⴕߢߩၮᧄᠲ❑ᛛⴚ 㧔ਃ↰ᑼ  ဳᡷΣ㧕
ޕ
 ᵈ㧦Ṗⓨ႐ߩਛᔃࠃࠅඨ⚻  জએౝޔ㜞ᐲ 㨙એਅߩⓨၞߦߡታᣉޕ
┹ᛛ⚿ᨐ㧦 ࿅  ✚วఝൎ ᧲੩ℂ⑼ᄢቇ  ὐ
       ㇱఝൎ ᧲੩ℂ⑼ᄢቇ ὐ
        ㇱఝൎ 㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐ
ੱ 
㧝ㇱ ᦨఝ⑲ㆬᚻ⾨ ᏒᎹඳ৻㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕      ὐ
  ⋡⊛ᓔᓳ⾨  ᏒᎹඳ৻㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕   জ ὐ
     ᰴ ὐ   ጊፒ༑ඳ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕   জ   ὐ
   ṛⓨᤨ㑆⾨   ᏒᎹඳ৻㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕㧗   ὐ
     ᰴ ὐ   ೨↰⟵ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㧗    ὐ
   ₪ᓧ㜞ᐲ⾨   ᏒᎹඳ৻㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕㨙    ὐ
     ᰴ ὐ   ೨↰⟵ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㨙    ὐ
㧞ㇱ ᦨఝ⑲ㆬᚻ⾨  㜞ᧁ⺈㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕  ὐ
   ఝ⑲ㆬᚻ⾨   ᏒᎹ ඳ㧔ℂ⑼ᄢ  ᐕ㧕  ὐ
     ᰴ ὐ   ⮮ノ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
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┹ޟᛛળߦࠃߖߡ᧲                ޠ੩ℂ⑼ᄢቇᢎ ᯌ㜞㊀⟵
 ࠣࠗ࠳ߩᱧผߪ㘧ⴕᯏࠃࠅ߽ฎߊޔ 556 ࠆߪቝቮࡠࠤ࠶࠻ߥߤߎߩඨ♿ߩ㑆⥶ⓨᯏ
ߪߑ߹ߒㅴᱠࠍㆀߍ⑳㆐ߩᣣᏱ↢ᵴߦ߹ߢߞߡ߈ߡࠆਛߢޔേജࠍᜬߚߥࠣࠗ࠳ߪଐ
ὼߣߒߡߒߡߒߣ࠷ࡐࠬޔ⇇ฦ࿖ߢ⋓ࠎߦⴕߥࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߔ⑼ޕቇᛛⴚߩㅴᱠߣߦᦨㄭ
ߢߪᵹജቇ⊛ߦ߽ᵞ✵ߐࠇߚ㜞ᕈ⢻ߩࡊࠬ࠹ࠖ࠶ࠢߩᯏ߽ࠊࠇޔ㘧ⴕ〒㔌  জએޔ
㜞ᐲ 㨙એߩ⸥㍳߇ߐࠇޔㄥ⑳㆐߇⼂ߒߡߚࠣࠗ࠳ߩᔨࠍ߃ߚ߽ߩߦߥࠅ
ߟߟࠅ߹ߔߩߘޕ᭽ߥ⇇⊛ߥะߩਛߢᚒ߇࿖ߩቇ↢ࠣࠗ࠳⇇߽ᣂߒᯏࠍዉߒᐕ⋓ޘ
ࠎߦߥࠅࡌ࡞ߩ㜞߽ߩߦߥࠅߟߟࠆߣ߃߹ߒࠂ߁ޕⓨࠍ㘧߱ߎߣߪੱ㘃㐳ᐕߩᄞߢࠅߘޔ
ࠇߦߪᄢᄌߥദജߣ෩ߒߐ߇ⷐ᳞ߐࠇ߹ߔߢੱ৻ߪ࠳ࠗࠣޕ㘧߱ߎߣߪਇน⢻ߢޔᄢߩੱߩޘ
දജߣኒߥ࠴ࡓࡢࠢ߇ᔅⷐߢߔ৻ߡߒߘޕᐲ㘧߮ࠇ߫ߤߩࠃ߁ߥዊߐߥࡒ߽ࠬ⸵ߐࠇߕ⥄ޔᏆ
ߩ⢻ജోߡࠍᄢ⥄ὼߦ߱ߟߌ⥄ὼߣߩ߆߆ࠊࠅࠍ߽ߟਛߦ⥄ὼߩஉᄢߐࠍ⍮ࠅߘߒߡ༑߮ࠍᓧ
ࠆߎߣ߇᧪߹ߔޕᣣ㗃ߩวኋ↢ᵴࠍㅢߒߡ࠴ࡓࡢࠢߩ㊀ⷐߐࠍ⍮ࠅりᔃࠍ㎊߃ੱ㑆⊛ߦᚑ㐳ߒ
ߡߊ႐߇ߘߎߦࠅ߹ߔޕᓥߞߡቇ↢ࠣࠗ࠳ࠬࡐ࠷ߪᄢቇᢎ⢒ߩ⋡ᜰߔ߽ߩߩ৻ߟߣߒߡ
ߘߎߦሽߒᄢቇ⺖ᄖᵴേߦᦨ߽ㆡߒߚ߽ߩߩ৻ߟߣߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇᧪߹ߔޕ
㑐ቇ㒮ᄢቇߣ᧲੩ℂ⑼ᄢቇߣߪߦ᧲ߣޔ㔌ࠇߡߥ߇ࠄ߽ߦߎࠇㄥදജߒว৻ߩߘޔⅣߣ
ߒߡᲤᐕޟ㑐ቇ㒮ᄢቇ᧲੩ℂ⑼ᄢቇኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ߅߅ޔߪߩߚߞߥߦ߮ߎߪߟ߽ࠍޠ
ߦᗧ⟵ߩࠆߎߣߣ⠨߃߹ߔߩߎޕᯏળࠍ↪ߒߡᣣ㗃ߩᵴേߩᚑᨐࠍ⊒ߒวᓟߩᵴേߦ↢߆
ߒߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔߒ߆ߒޕవߦㅀߴߚ᭽ߦⓨࠍ㘧߱ߎߣࠍߒߡᤃߦ⠨߃ߡߪߥࠄߕޔ
ߤߩ᭽ߦዊߐߥࡒࠬߢߞߡ߽ᦨޟᓟߦޠㅢߕࠆߎߣࠍᏱߦ㗡ߦ߅߈ޔήᗧߥ┹ࠍߖߕޔో╙
৻ߦߘߒߡਔᩞߣ߽♖৻᧰ᚢ⦟ޔᚑᨐࠍߍࠄࠇࠆߎߣࠍᦼᓙ⥌ߒ߹ߔ= ޕᣇะ⥽ ޔR?


   ᣣቇㅪਥᤐቄᢛ⻠⠌ળޕ
㧔 ᣣ㨪 ᣣ ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ᧡ߢቇ⑼⻠⠌ޔ
 ᣣ㨪 ᣣ የ⸠✵ᚲߢታᛛߩวኋ⻠⠌ޔ
 ᣣ ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ߩታ⹜㛎
 ⻠⠌ળߪޔቇㅪߩ  ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗ㧕ߩᜰቯ㙃ᚑᣉ⸳นߩ⿷ដࠅߣߥࠆ߽
ߩߢࠅޔ
㧔㧕ቇ⑼⹜㛎วᩰ⠪ߩታ⹜㛎ߩḰ  ቇ⑼⹜㛎⠪ߩ⍮⼂ᛛ⢻ߩะ
ޔ
㧔㧕ᜰዉ⠪ߩ⢻ജߩჇㅴࠍ࿑ࠆߚߩ߽ߩߢࠆޕ
⻠Ꮷ㧦ጤᷨ ᒄ㧔ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠⥶ⓨㇱ㧕
ޔ
ਛశብ㧔ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ㇱᡰㇱᢎቭ㧕
⹜㛎ቭ㧦የ㘧ⴕ႐ ᄢ㒋⥶ⓨዪዊ㊁⹜㛎ቭ 
ᢎቭ⎇ୃ  ฬޕฃ㛎⠪  ฬ㧔ోຬวᩰ㧕
ޕታᛛฃ⻠⠪  ฬޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ቇ⑼ฃ⻠⠪ ጊᧄ⦟ᒾޔႇ ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࠍ  ฬޕ
   ᣣቇㅪ㑐ᡰㇱ⹏⼏ຬળޕ
ޣතᬺ↰ޤਛᢘੑޔᳰൎᏆ᧻ޔጟା๋ޔችᴦᒾޔ೨↰⟵ਯޔ
ᐔቁ૫ޔ⺈ ⷺޔศ⋭ਃޔᐢἑᐘᐔޔᶏ㊁ 㕏ޕ













   ᣣ ർየ⋥ᢘᢎ⢒⸠✵ㇱ㐳ޔየ⸠✵ᚲ㐳ߣߥࠆޕ
  ጤᷨᒄ ᦺᣣᣂ⡞␠✚ോㇱㇱ㐳ޔᄢ㒋ᧄ␠⥶ⓨㇱབྷ⸤㧔ᢛり㧕ߣߥࠆޕ
ޔਥോ 㚅ᷡᔒ㧔 ᐕ㧕
ޕ
 ᐙㇱઍ㧦ਥ ⮮ノ㧔 ᐕ㧕
   ᣣ ᧻↰ᱜ⦟㧔㑐ᄢቇ⥶ⓨㇱ 1$⋙〈㧕ቇㅪབྷ⸤ᢎቭߣߥࠆޕ
   ᣣ ጊ㐳⼘ᦺᣣᣂ⡞␠ਥߏㅤޕ
   ᣣ ੱജ㘧ⴕᯏ⸥㍳ᦝᣂ࠲ࡈࡖࠪ ࠕ࠾࡞ࠜࡈࠞ ࠞࡔࠕޕ㘧ⴕ႐
࡞࠼ࡦࠦ ࡞ࠩࡔࠦޟภޠ
ࡦࠕࡦࠕࠗࡉޕ㧔㧕
ޕ ࡐ࡞ࡑࠢ
࠺ࠖޕ㨗㨙ߩ㧤ߩሼ㘧ⴕߦᚑഞ⾨ޕ㊄  ਁ  ࠼࡞₪ᓧ ޕಽᒝߢ㘧ⴕޕ
 ℚℛḓ㠽ੱࠦࡦ࠹ࠬ࠻ߩߪߒࠅޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળࡦࡋࡦࡘࡒࡘ࠾ ޕ
   ᣣ ㇱᡰㇱᄢ㊁ᎹṖⓨ႐㐿ᚲᑼޕ
    㑐ቇ㒮ㅢାࠢࡦ࠻ഃೀޕ
ቇㅪ㑐᧲㧻㧮ળࠞࠣࠗ࠳ࠞࡦ࠳⊒ᄁޕ
$NCPKM.ޔ.ޔ#UVKT ᧲ᶏᡰㇱߦߪࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

Blanik L-13 LET 












%NCUUKHKGFCU7PENCUUKHKGF    %QWPVT[1H1TKIKP%\GEJ4GRWDNKE
&GUKIPGT -CTGN&NQWJ[     0QQH5GCVU  
5RGEKHKECVKQPU 5RCP 㨙 #TGC 㨙㧞 'ORV[9GKIJV MI  
2C[NQCF  MI    )TQUU9GKIJV  MI   
9KPI.QCF  MIUSO
#URGEVTCVKQ  
#KTHQKN 0#%#  #TQQVVKR
5VTWEVWTG  CNNOGVCNGZEGRVHCDTKEEQXGTGFEQPVTQNUWTHCEGU
2GTHQTOCPEG .&/CZ MRJMVORJ
/KP5KPM OUHRUMV

%QOOGPV
#NVJQWIJQWVQHRTQFWEVKQPHQTCPWODGTQH[GCTUVJG$NCPKMTGOCKPUQPGQHVJGOQUV
CEVKXGVYQRNCEGVTCKPKPICPFENWDCKTETCHVVJTQWIJQWVVJGYQTNF#PCNNOGVCNHNWUJ
TKXGVGFUCKNRNCPGYKVJHCDTKEEQXGTGFEQPVTQNUWTHCEGUVJG$NCPKMKUUVTGUUGFHQT
CGTQDCVKEUCPFJCUJGNFOCP[VYQRNCEGTGEQTFU+VKUGSWKRRGFYKVJ&(5V[RGCKTDTCMGU
CPF(QYNGTV[RGHNCRU6JGOCKPYJGGNJCUCPQNGQUVTWVUJQEMCDUQTDGTCPFKU
RCTVKCNN[TGVTCEVCDNG6JGJQTK\QPVCNVCKNUWTHCEGUHQNFWRRCTCNNGNVQVJGHKPHQT
VTCPURQTVCVKQPCPFUVQTCIG#6%
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ³ وᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢ ࠞࡆԩˁࠞటᓦणˁ̅צ ڤ
ȈԨ᭣ᚐȾɛɞቧ੫͢ȉȟး

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ       ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠╙  ળ⼏ቶ
   ╙  ࿁㑐᧲ቇ↢ࠣࠗ࠳⸥㍳ળ           ޕᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ਃ╬ᢛ჻⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ޕ
 የ⸠✵ᚲ
   ᣣ ᣣᧄೋᅚሶਃ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗ㧕⺀↢↰▘  ޕᕶሶ㧔㒋ᄢ㧕
   ᣣ  ╙  ࿁㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
     ᧁᦥᎹṖⓨ႐

ᚢ  ❣㧦  ㇱ㧔࿅㧕     㧔ੱ㧕
   ᄢ㒋㔚᳇ㅢାᄢቇ   ᧼㊁ᱜ᥍㧔㔚ㅢᄢ  ᐕ㧕
   㑐ቇ㒮ᄢቇ     ጊፒ༑ඳ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
   㑐ᄢቇ       ᧻ᶆ Ꮑ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
  ㇱ㧔࿅㧕     㧔ੱ㧕
   㑐ቇ㒮ᄢቇ     ጊᧄ⦟ᒾ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
   㑐ᄢቇ       ᄤ⠀ൎ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
   หᔒ␠ᄢቇ      ႇ ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㑐ᡰㇱߣߒߡߩ৻ߟߩ⋡ᮡߢߞߚޟන⁛㘧ⴕߦࠃࠆ┹ᛛળ߇ޠታߐࠇߚޕ㑐
ᡰㇱฦቇᩞߩᗧ߇৻⥌ޔਥળ⼏߇ᐲ߆ᜬߚࠇޔቇ↢ߩ┙႐ޔㆬᚻߩ┙႐ޔㆇ
༡ߔࠆ┙႐߆ࠄޔ
ߤ߁ߔࠇ߫ࠃ߆ߣ߁ߦߟߡࠈࠈߒวࠊࠇޔ
ർየᢎቭޔ
᧻↰ᢎቭ߇ቇ↢㆐ߩ߿ࠆ᳇ࠍߡߣߞߡߊߛߐࠅޔදജ⊛ߦ⋧⺣ߦߩࠄࠇߚ⚿ߩߘޕ
ᨐޔㆬᚻ߽චಽߦᛛ㊂ߩࠆ⠪߇႐ߒ ޔㇱߩ႐ㆬᚻߩ߁ߜ߇ߤࠎߣ߶ޔන⁛㘧
ⴕߢ┹ᛛࠍⴕ߁߇ߢ߈ߚߪࠇߎޕ㑐ᡰㇱߣߒߡޔᄢ߈ߥ೨ㅴߢߞߚߣߞߡ߽
ㆊ⸒ߢߪߥޕ
 ᦝߦޔ㜞ᐲߦ㑐ߒ┹ޔᛛળߩ㐿ߢࠆᧁᦥᎹṖⓨ႐ߪฬฎደⓨ᷼ߦㄭធߒߡ
ࠆߣ߁ᖱ߆ࠄㅢᏱߩ⸠✵ߢߪ㜞ᐲ HV ࠍᦨ㜞㜞ᐲߒߡ⸠✵ࠍⴕߥߞߡߚ߇ޔ
ർየᢎቭߩߏዧജߦࠃࠅ┹ᛛ㘧ⴕߦ㑐ߔࠆ㒢ࠅ㜞ᐲ HV ߹ߢ⸵น߇߅ࠅޔㆬᚻ৻
หޔ᰼᳞ਇḩߦᖨߦߕߖߣޘᷣࠎߛޕ
᳇ᵹߪߥߢࠈ߁߁ߣޔᄢ߆ߚߩᦼᓙࠍⵣಾࠅ % ┨ᤨ ޔ㑆ࠍ߃ࠆ㘧ⴕ
߽ࠅࠅ⋓ࠅߥ߆ޔߞߚ┹ᛛળߦߥߞߚޕ

   ᣣ 㑐ᡰㇱ⹏⼏ᆔຬળ⥶ޔⓨㇱ㐳ળᦺ   ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ ╙  ࿁㑐ቇ㒮ᄢቇ᧲੩ℂ⑼ᄢቇኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
㑐ኋṖⓨ႐
ᚢ  ❣㧦   ᧲੩ℂ⑼ᄢቇ  ޕ 㑐ቇ㒮ᄢቇޕ


ޣතᬺޤጊፒ༑ඳޔศ↰ᕶㅧޔ㊄⥝ޔᐔᨋᕡశޔะᘕ৻㇢ޕ

   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⥶ⓨᓥ⠪㙃ᚑᣉ⸳ߩᜰቯޕ
 ⥶ޟⓨᓥ⠪㙃ᚑᣉ⸳ ޔߪޠᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕⥶ⓨᴺߩ৻ㇱᡷᱜߦࠃࠅข
ࠇࠄࠇߚᐲߢⴕ᧪ᧄޔߩ◲⚛ൻߣᛛ⢻⸽ᐲߩㄭઍൻ߇ߨࠄޕቇㅪߪ
ߘߩࡔ࠶࠻ࠍ⠨߃࠷ࡐࠬߩ࠳ࠗࠣޔᕈߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߥ೨ឭߢᜰ
ቯࠍฃߌߡߚ߇ޔ࿖ߩⷐ᳞߇෩ߒߊߥߞߡ߈ߚߚ⛽⁁ޔᜬߦਇ᧚ᢱ߇㊀
ߥߞߡ߈ߚ࠷ࡐࠬޕᕈࠍ㊀ⷞߔࠇ߫ฃࠇߩߕ߆ߒὐ߽ࠅߦ⥋ࠆޕ
ᓟޔቇ⑼ߩฃ㛎↳⺧ߦᒰߞߡߪୃੌㄟ⸽ᦠߦઍߞߡ৻ቯߩ㘧ⴕ⚻ᱧߩ⸽
߇ᔅⷐޔታ⹜㛎ߪ࿖ߩ⹜㛎ቭߦฃߌࠆߎߣߦߥࠆޕ

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ℂળᦺ       ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ࠕࠬࠞ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ 㑐᧲ᶏᢎቭⷐຬ⻠⠌ળޕ#UVKT ⎇ୃળ      ⓨ᷼
↪ᯏ㧦ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,#㧕
ޔ$NCPKM㧔,#㧕
ޔ#UVKT㧔,#㧕
ޕ
 ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ᶏਔᡰㇱߢߪޔᣂㇱຬߩวኋೋෳട೨ߦࡦࠣޔ
࠼ࠬࠢ࡞ࠍ㐿߈ޔቇㅪߩᱧผޔṖⓨℂ⺰ޔṖⓨᯏขᛒߩၮᧄߩ✵⸠ޔⷐ
ߣోᢎ⢒߇ⴕߥࠊࠇߚ  ࠇߙࠇߘޕฬએߩෳട⠪ࠍᓧߡޔṖⓨ⸠✵ߪṖ
ߦ㐿ᆎߒߚޕ
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ㇱᡰㇱ㧻㧮ળ⊒⿷ޕ
ᣂ᧲੩࿖㓙ⓨ᷼㧔ᚑ↰ⓨ᷼㧕㐿᷼ޕ
   㑐ቇ㒮ᄢቇᣥቇ↢ળ㙚ోޕ
 ᣥቇ↢㘩ၴߦߪޔቇ㒮ߣߣ߽ߦේ↰ߩ߆ࠄ⒖ߞߡ߈ߚቇ↢㘩ၴޠࠠࡦ࠻ޟ
ޟਃᣣ㘩ၴޠ
᧲ޟ੩ᐻ߇ޠᬺ㘩㧔ᬺ⠪㘩ၴ㧕ߣߒߡቇ↢ߦⷫߒ߹ࠇߡߚ⥶ޕⓨ
ㇱ߽ࠃߊ↪ߒߚޕ
ߪޠࠠࡦ࠻ޟᣥᄢቇᧄㇱ೨ߦޔ
᧲ޟ੩ᐻߪޠᬺߩ㌛ḡޟ
ࡩේ᷷ᴰߩޠ㓞ߦᐫࠍ⒖ߒౣࠬ࠲࠻ߒߚޕ
    ᣣᧄ㘧ⴕᯏ㧘ࠬࠗࠬߩࡇ࠲ࠬ␠ߣ $ ဳࠣࠗ࠳ᛛⴚេഥᄾ⚂ޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ႇ ਯ  ᐕ ޔਥോ ጊᧄ⦟ᒾ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁✚ว⎇ୃળ=㨪 ᣣ?ޕ
ਭṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁㔵ࡩፄᣂੱⷫ⌬วኋ=㨪 ᣣ?ޕ
㔵ࡩፄṖⓨ႐
  ⥄ኅ↪⹜㛎ޕ
㑐ᡰㇱߢߪ⥄ኅ↪ߩฃ㛎⠪  ฬߦኻߒߡޔวᩰ⠪  ฬ㧔 ⺖⋡ߩߺਇวᩰ 
ฬ㧕ߣ߁㛳⇣⊛ߥᚑᨐࠍߍߚ⹜ޕ㛎ߦᾖḰࠍวࠊߖߡޔ㧘㧘 ฦߦࠬ࠹
࠶ࡊࡃࠗࠬ࠹࠶ࡊߢ⻠⠌ળ߇ⴕࠊࠇ⚳ᦨޔ࿁ߦߪฃ㛎⠪ߩᮨᡆ⹜㛎߹ߢ߇ⴕ
ࠊࠇߚޕᅢᚑ❣ߪޔቇᬺߩᥜࠍߧߞߡ⻠⠌ળߦ㜞Ꮸ₸ࠍ␜ߒޔ㉃ᥤߦ⽶ߌ
ߕ⎇㐭ߒߚദജߩᚑᨐߦઁߥࠄߥޕ
    ⥶ⓨળ㙚ቢᎿޕ
 ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖
㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળ ޕ
࠾ࡘࡒࡘࡦࡋࡦ
   ᣣ ᒄਛᱜᢎቭߏㅤޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᆔຬ㐳ߦጊᧄ⦟ᒾ
㧔㑐ቇ  ࿁↢㧕
ޕ

  ࡊࠬ࠹ࠖ࠶ࠢⶄᐳᯏ 69+0#UVKT6TCKPGT ࠍ᧲੩ℂ⑼ᄢ߇ዉޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਛᄩቇ↢ᆔຬળޕ











㑐ᡰㇱ⁁ႎ๔ࠃࠅ㧦ࡌࠬࠍᧁᦥᎹṖⓨ႐ߦ߅ߡޔᯏޔኋ⥢ࠚ࠙ࡦޔ
ࠗߥߤ᧲ᶏᡰㇱߣදജߒวߞߡ⊒ᢙࠍᑧ߫ߒߡࠆޕቇ↢ᵴേߣߒߡ  ࿁ࠠࡖ
ࡊ࠹ࡦળ⼏ࠍ⸳ߌޔᵹࠍ⸘ࠅޔṖⓨ႐ߩ㐿⊒⺞ޔᩏࠍⴕߥߞߡࠆޕᢎ⸽
ߦ㑐ߒߡߪ᧲ᶏߣߩวหวኋࠍⴕߥ߽ࠦࠬ㗅⺞ߢࠆޕ

   ⥶ⓨ▤ቭߩᅚᕈ߳ߩ㐷ᚭ㐿ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ⹏⼏ຬ⥶ⓨㇱ㐳ળ⼏ ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
㑐ᡰㇱߪޔߣ߆ᣧᕆߦኾ↪Ṗⓨ႐㐿⊒ߩ⿷ដࠅࠍߟߌߚޕ

ޣතᬺޤ㚅ᷡᔒޔ⮮ノ⮮ޔᱜޕ

   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ળ㐳ߦᷰㄝ⺈Პᦺᣣᣂ⡞␠㐳㧘ዞછޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ℂળᦺޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ࠕࠬࠞ
   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ ᡰㇱวหวኋޕ
ᧁᦥᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ᶏᡰㇱ㧻㧮⎇ୃળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ³ وᩜᩜɺʳɮʊ˂ቧ੫͢۾

ᩜᩜɺʳɮʊ˂ቧ੫๊े͢۾


   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળᦥᧁ           ޕᎹṖⓨ႐

㑐ቇ㒮ᄢቇ ⥶ⓨㇱ ┹ᛛㆇ༡ᆔຬ㐳 ႇ ਯ

 ╙  ࿁┹ᛛળࠃࠅ  ᐕ߹ࠅߩࡉࡦࠢ߇ࠅޔ㧻㧮ޔᓎ߆ࠄ߽ᣧߊ╙  ࿁┹ᛛ
ળߩታࠍߣ߁ჿ߇ࠅ߹ߒߚ߇߇ࠇߘޔᐕߦߞߡᕆߦታൻߒߡޔᄢᕆ߉ߢ
┹ᛛⷙቯᚑߩߪߎ߮ߣߥࠅ߹ߒߚޕ
 ߎߩℂ↱ߣߒߡޔ㑐ᄢቇޔ㑐ቇ㒮ᄢቇਔᩞߩ⢒ળߩ㑆ߢⴕߥࠊࠇࠆ✚ว㑐㑐
ᚢ߇  ߦࠅ⥶ޔⓨㇱ߽ߎߩ㑐㑐ᚢߩ৻Ⅳߣߒߡ  ਛߦኻ᛫ᚢࠍ㐿ߔࠆߎߣ߇
ቯߒߡᕆߦౕൻߒߚߣ߽߃߹ߔޕ
 ߒ߆ߒޔ
Ḱਇ⿷ߩὐ߿ਔᩞߩ⚦߆ⷙቯߦኻߔࠆᛂวߖ߇ਇචಽߥߣߎࠈ߇ࠅޔ
ㆇ༡ߩࠬࡓ࠭ߐࠍᰳߊ㕙߽ࠅ߹ߒߚ߇ޔᐕᐲߪޔਛᢿߐࠇߡߚ㑐㑐ᚢࠍౣ㐿
ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣ߁ߎߣߢߣߚߞߥߣߌ߆ߞ߈ޔߩߟߣ߭ޔ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ᓟߪޔᲤᐕߎߩ┹ᛛળࠍ੍ߊࠁߡߌ⛯ޔቯߢޔᐕ⊒ޘዷߐߖߡࠁߊߟ߽ࠅߢߔޕ
 ߐߡ┹ᛛߩౝኈߢߔ߇ ޔㇱ ޔㇱߦಽ߆ࠇ ޔㇱ߇Ṗⓨᤨ㑆 ޔㇱ߇ၮᧄᠲࠍ┹
߁ߣ߁߽ߩߢߒߚ߇ ޔㇱߢߪṛⓨࠄߒṛⓨ߇ߥߊ┹ޔᛛ  ᣣ⋡ߩ  ᣣߪᮮ㘑߇
ᒝߊ⚿ޔዪ  ᣣߩ 4 ߩߺߢណὐߣ߁⚿ᨐߣߥࠅ߹߭ߣߟਇᧄᗧߥ߽ߩߣߥࠅ߹
ߒߚ ޕㇱߪၮᧄᠲߢᢎቭหਸ਼ߢⴕߥ߹ߒߚ߇┹ޔᛛߣ߁ߎߣߢߟ߽ߩวኋ
ߥ߆ߥ߆ᗧ⟵ߢࠅ߹ߒߚޕ

એߦㆬᚻߚߜߪ⌀ߦࡈࠗ࠻ߦߩߙࠎߢߚ᭽ߢޔ

ᚢ  ❣㧦
㧔࿅㧕   㑐ᄢቇ    㑐ቇ㒮ᄢቇ
㧔ੱ㧕  ㇱ               ㇱ
  ႇ ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕    ḡᎹൎม㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
 ਃᧁᷡผ 㑐ᄢ  ᐕ㧕  ☿㊁ධၸ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
 ਃᧁᷡผ 㑐ᄢ  ᐕ㧕   ㋈ᧁᱜੱ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
=ᣇะ⥽ ޔRࠃࠅᛮ☴?

㧔⠨㧕⸘▚ࡒࠬߦࠃࠅ࿅ߣੱߩᓧὐߩ㗅߇ㅒߣߥߞߚޕ

― 427 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ±  ͳ ̄ وᜤ ᧸ ͢ ᴬ ూ  ˁ ᩜ ᛴ  ޙႆ ᤣ  ɺʳɮʊ˂ ቧ ੫ ͢

   ╙  ࿁ਭ⸥㍳ળ  ޕਭṖⓨ႐
   ᣣ  㘧ⴕᯏᦜ⥶  ࿁⓭⎕ߢർየ⋥ᢘᢎቭߪ㧔⽷㧕ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ળ
㐳߆ࠄᓆߐࠇߚޕ
   ᣣ ᴡᎹᡷୃᎿߢ㐽㎮ਛߛߞߚ╙  ᆄᴧṖⓨ႐ౣ㐿ޕ
   ᣣ ੱജ㘧ⴕᯏߢ࠼ࡃᶏጽ
ᮮᢿޕ
☨࿖ੱࡉࠗࠕࡦࠕࡦޕ
 ᐙㇱઍ㧦
ਥ ਛർผ㇢㧔 ᐕ㧕
ޔ
ਥോ 㒋ᧄ৻㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁✚ว⎇ୃળ
=㨪   ᣣ?              ޕਭṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁㔵ࡩፄᣂੱⷫ⌬วኋ
=㨪 ᣣ?    ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
ᦨ⚳ᣣޔᨱ 68 ⇟⚵ߩᓇߢޔ
ਸ਼ߔࠆߎߣߦߥߞߚᅚఝ ┻ਅ᥊ሶ


   ╙  ࿁Ꮊ⢒ᄢળ㧔ࠗࡦࠞ㧕
     ޕਭṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁㧔᧲ᶏ㧕㑐ቇ↢ ㆬᛮ ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ? ޕⓨ᷼
ෳ  ട㧦 ᩞ  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦 ㇱ ਛർผ㇢㧔 ᐕ㧕  ㇱ ᙗ৻㧔 ᐕ㧕
ޕ
ೋߡߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ┹ᛛળޕਸ਼ᯏߪᛛ㊂ޕ
᧲੩ᄢߣ㕍ጊᄢߩߩߚㅜਛਛᱛޕ
↪ᯏ㧦5VCPFCTF.KDGNNGޔ#UVKTޔ-C'ޔ-C%4ޔ#5-ޔ.ޕ
┹ᛛ⒳⋡㧦✚วޔṛⓨᤨ㑆ޔ₪ᓧ㜞ᐲޕࡦࡊࠝޔ
 ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળࡦࡋࡦࡘࡒࡘ࠾ ޕ
   ⶄᐳࠣࠗ࠳ߦࠃࠆᣣᧄṖⓨᣂ⸥㍳☨  ޕ࿖ࡉ࠶ࠢࡈࠜࠬ࠻
ᘮᔕᄢߩᨋ㓉ม㧘᧻ᧄື߇㧘㆐㜞ᐲ HV㧘₪ᓧ㜞ᐲ HVޕ
   ᣣ ቇ↢㊄⾨ࡄࠗࡠ࠶࠻⺀↢ࡦࠗࡑࡠ࠽ࠕ࠻ࠬࠝ ޕ
㖴Ⴆ⑲ᄦ㧔┙ᢎᄢ  ᐕ㧕
ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

Ӂ µ° ֚ࢳᴬஓటޙႆᓎሳᣵᄴ µ° ֚ࢳ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᏒᎹඳ৻㧔᧲੩ℂ⑼ᄢ㧻㧮㧕᳁ ޔ⒳⋡ߩᣣᧄṖⓨ⸥㍳ࠍ㆐ᚑޕ
㧔 ⒳⋡⸥㍳ߪᣣᧄೋ㧕ࠝࠬ࠻ࠕ࠽ࡠࡑࠗࡦ

MO ᓔᓳࠦࠬㅦᐲߢ MO㧛Jޔ
MO ᓔᓳࠦࠬㅦᐲߢ O㧛Jޔ
MO ਃⷺࠦࠬㅦᐲߢ MO㧛Jޔ
MO ᓔᓳ〒㔌ߢ MOޕ

   ቇㅪᣂဳࠣࠗ࠳⸠✵↪ή✢ᯏ㐿⊒ޕψ
   ᣣ╙  ࿁㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭ
=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐


ω ႐ㆬᚻ㧦 ᄢቇ  ฬ


ޣතᬺޤႇਯޔጊᧄ⦟ᒾޔቝ㊁⟤ޕ


― 429 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

˧ႎಐጞ࣌ީᴬቼ ± و϶ն߂

 㑐ቇ⥶ⓨㇱኾ↪ᩰ⚊ᐶቢᚑޕ
㐳ᐕߩᔨ㗿ߢߞߚᩰ⚊ᐶ߇ߟߦቢᚑߒߚޔߪࠇߎޕ㑐ቇഃ┙  ᐕࠍ⸥ᔨߒ
ߡቇᩞߦਃ↰ߦߞߚㄘኅࠍᡷㅧߒߡߚߛߚ߽ߩߢࠆޕਛߪޔᯏ߇ಽ⸃ߒ
ߚ⁁ᘒߥࠄ  ᯏߪ߆ࠆߊࠅⶄޔ߽ߢ߹߹ߛࠎ⚵ޔᐳᯏ߇㧝ᯏలಽࠅ߹ߔޕ
 ᐔᏱߪ▤ℂߩߚߦ 㨪 ࿁ߪᣣࠍ↪ߒߡᵷ㆜ߐࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળᦥᧁ         ޕᎹṖⓨ႐
ᚢ  ❣㧦 ࿅   㑐ᄢቇ   㑐ቇ㒮ᄢቇ















   ᣣ㘧ࡇ࠲ࠬᑼ $ Ṗⓨᯏߩဳᑼ⸽ᦠࠍᣣᧄ㘧ⴕᯏ -- ขᓧޕ
     㑐ቇᄢᣂੱวኋᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
   㑐᧲ᡰㇱᢎ⢒⸽⻠⠌ળޕቇㅪೋߩᅚᕈᢎቭ⺀↢㧘ဈ↰ᷕሶ㧔┙ᢎ 1$㧕
ޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ  ᙗ৻㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ⼱ጊᜏ↢㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᢛวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
               ਃ↰ᩰ⚊ᐶ
   ࠻࠾ࡦࠣࡦ࠲㧔╙  ࿁วห⸠✵㧕
      ޕᆄᴧṖⓨ႐

      㑐ቇᄢวኋᦥᧁ                   ޕᎹṖⓨ႐

 







$NCPKM.ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔৾ୈℂሶឭଏ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖  ᐕ⸥ᔨᑼౖ㑐ᡰㇱ㧔╙  ࿁㧻㧮ળᙣⷫળ㧕
ޕ















 ᣣඦᓟ  ᤨඨ߆ࠄᄢ㒋ⓨ᷼ߩోᣣⓨᩰ⚊ᐶߢⴕࠊࠇޔ㑐ᄢቇޔ㑐ቇ㒮ᄢቇޔห
ᔒ␠ᄢቇޔ੩ㇺᄢቇޔᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇߥߤߩቇ↢ޔ㧻㧮⚂  ੱ߇㓸߹ߞߚޕ
 ᑼߪળ㐳ઍℂߩ┻৻㇢ㅪ⋖⋙㧔ᦺᣣᣂ⡞⋙ᩏᓎ㧕߇ޟᄥᐔᵗᚢ߿⛯ߦࠇߘޔ
ߊ⥶ⓨⓨ⊕ᦼ㑆ߥߤᄙߊߩ࿎㔍ࠍਸ਼ࠅ߃ߚ  ᐕߛߞߚޔߟߐߣޠᄢ㒋ⓨ᷼
ㇱ㐳ባୖᏱᚑ᳁߇ㄉࠍߩߴߚޔߢߟޕ㐳ᐕቇㅪߩ⊒ዷߦዧߒߚ⋙ޔਛᎹ༑ਭㅧ
᳁ޔరᢎቭ’㊁દⴡ᳁ࠍᓆޔ㑐ᡰㇱ㐳᪉↰᳁ޔరᢎቭศ↰┻ᴦ᳁ޔหਛፉ
ᔘ⧷᳁ޔหᧁආ᳁ߦᗵ⻢⁁߇⿅ࠄࠇߚޔߚ߹ޕ㧻㧮ߩ㐳ᐕߩදജߦᗵ⻢ࠍߎߡޔ
ᦨ㐳⠧ߩว↰ᄥ㇢᳁㧔㑐ቇ㒮ᄢ㧻㧮㧕ߦ㑐ᄢቇߩ᧻Ꮉਭ⟤ሶߐࠎ߆ࠄḩ႐ᜉᚻ
ߩ߁ߜߦ⧎᧤߇⿅ࠄࠇߚޕ
 ᑼᓟߩ⾐ࡄ࠹ࠖߢߪޔ㧻㧮ߩౣળࠍ༑߮ว߁㘑᥊߇㓐ᚲߦߺࠄࠇޔ㕍ᤐߩᕁ
ߦ߰ߌࠄࠇߚޔߚ߹ޕᓎߪ㧻㧮ߣ⢋ࠍ⚵ࠎߢޔᩞޔᔕេߩ࡞ࠛޔ឵
ߦ㕍ᤐߩᾲ᳇ࠍ⊒ᢔߒߚޕ
 ળ႐ਅߩᩰ⚊ᐶߦߪߩࡃࠗࠔࡈࠬࠣޔ⚖Ṗⓨᯏࠣࠬࡈࡘࠥ࡞ᑼ
5VCPFCTF.KDGNNG ဳ㧔㑐ᄢቇᚲ㧕߿ᚢ೨ᵷ߅ࠃ߮ᚢᓟߩౣ㐿ᒰᤨߩ㧻㧮߇⸠✵ߦ
ߞߚ㔵ࡩፃᑼߪߣ - ဳ㧔ᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇᚲ㧦ᤘ  ᐕ㗃ߦᄢᎿᄢߩቇ↢㆐߇
㧕ߩᣂᣥߩࠣࠗ࠳߇ዷ␜ߐࠇޔ㧻㧮ߪࠅ߆ߞߔޔᄌࠊߞߚᦨᣂ㍈ᯏߦ⋡ࠍߺߪ
ߞߡߚޕ

   ᣣ╙  ࿁ᢛวኋ=㨪 ᣣ?              ޕਃ↰ᩰ⚊ᐶ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

5EJNGKEJGT ᑼ#5-

)GPGTCN&GVCKNU
/CPWHCEVWTGT5EJNGKEJGT
%NCUUKHKGFCU7PENCUUKHKGF 
%QWPVT[1H1TKIKP)GTOCP[
&GUKIPGT4WFQNH-CKUGT
0QQH5GCVU  
2GTHQTOCPEG
.&/CZ
MRJMVORJ 
/KP5KPMOU  
5RGEKHKECVKQPU
5RCP O  
#TGCUSO
'ORV[9GKIJV MI
2C[NQCF MI
)TQUU9GKIJ MI
9KPI.QCF  MIUSO
#URGEVTCVKQ 
#KTHQKN
9QTVOCPP(:5
CPF(:̄

5VTWEVWTGHKDGTINCUUCPFHQCOYKPIHKDGTINCUUJQPG[EQODUCPFYKEJHWUGNCIGCPFVCKN

%QOOGPVHKDGTINCUUCPFHQCOYKPIHKDGTINCUUJQPG[EQODUCPFYKEJHWUGNCIGCPFVCKN
5EJNGKEJGT 㩜 UGPVT[VQVJGEQORQUKVGVYQUGCVUCKNRNCPGOCTMGVVJG#5-HKTUV
HNGYKPCPFKUCRRTQXGFHQTCPWODGTQHCGTQDCVKEOCPGWXGTU5EJGORR*KTVJV[RG
CKTDTCMGU WRRGTUWTHCEGQPN[ CKNGTQPUCPFGNGXCVQTUCTGQRGTCVGFD[RWUJTQFUKP
DCNNDGCTKPIVJGTWFFGTKUECDNGQRGTCVGF9KPIUCVVCEJYKVJCVQPIWGCPFHQTM
EQPPGEVKQPCPFVYQRKPU6JGHKZGFOCKPYJGGNKUCHVQHVJGEGPVGTQHITCXKV[YKVJ
CPQUGYJGGNCVCKNYJGGNKUCXCKNCDNGCUCPQRVKQPKPUVGCFQHCUMKF#HNKIJVVGUV
GXCNWCVKQPD[&KEM,QJPUQPFGOQPUVTCVGFCDGUV.&QHDWVVJKUEQWNFNKMGN[
DGKPETGCUGFD[KPUVCNNCVKQPQHYKPITQQVCPFQVJGTUGCNU6JG7PKVGF5VCVGU#KT
(QTEG#ECFGO[QRGTCVGU#5-̉UCUVJG6)6JG4Q[CN#KT(QTEGRWTEJCUGF MPQYP
CUVJG8CPIWCTF6/M 
HQTKVU#KT%CFGVVTCKPKPIRTQITCO#6%
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ޙᣵӁ µ° ֚ࢳᜤॡ пஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢۾

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ഃ┙  ᐕ⸥ᔨቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળޔ㑐᧲᧲ޔᶏޔ㑐ޔㇱᄢળ
㧔⇛⒓  ᐕ⸥ᔨోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળ㧕
ฦᡰㇱߢߩಽᢔ┹ᛛળߣ߁ᒻᑼߢ㐿ߐࠇߚޕ
ෳട⾗ᩰ㧦ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ട⋖ᄢቇ⥶ⓨㇱຬޔ㧻㧮ߢ⥶ⓨ⁁㧔⥄ኅ↪ᠲ❑჻
Ṗⓨᯏ⚖㧕ࠍᚲᜬߔࠆ߽ߩߦࠇߎޔߪߚ߹ޔḰߕࠆᛛ㊂ࠍߔࠆ߽ߩߢޔᄢ
ળⷙቯߦቯࠆ⾗ᩰክᩏߦวᩰߒߚ߽ߩޕ

   ᣣ㑐᧲ᄢળ=㨪 ᣣ?                 ޕᆄᴧṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ 㧕⋡⊛ㅦᐲ┹ᛛ 㧕࿁ࠦࠬㅦᐲ┹ᛛޕ
╙  ㇱ ṛⓨᤨ㑆㒢⌕㒽┹ᛛޕ
ࠝࡊࡦ┹ᛛޕ
ෳ  ട㧦 ᄢቇ  ฬޕ
↪ᯏ㧦ᄖ࿖㜞ᕈ⢻ᯏ  ᯏޕ
   ᣣ ᧲ᶏᄢળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ                 ޕᎹṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ ࿁ࠦࠬㅦᐲ┹ᛛ  ╙ޔㇱ ṛⓨᤨ㑆㒢⌕㒽┹ᛛޕ
ෳ  ട㧦 ᄢቇ ޔฬޕ
   ᣣ 㑐ᄢળ=㨪 ᣣ?                 ޕⓨ᷼
┹ᛛ⒳⋡㧦╙  ㇱ ࿁ࠦࠬㅦᐲ┹ᛛޔ
 ╙  ㇱ ṛⓨᤨ㑆ޔ㒢⌕㒽┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-ޔ-$ޔ#UVKT ߥߤ⸘  ᯏޕ
ෳ  ട㧦 ᄢቇ ޔฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦╙  ㇱ  ᙗ৻㧔 ᐕ㧕
ޕ
╙  ㇱ ᧻የ ஜᧁޔፒ⦟㓉ޔቝᩮፒ ᓆ㧔ߦ  ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ㇱᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
ਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦ṛⓨᤨ㑆ޔ㒢⌕㒽┹ᛛ ࠝࡊࡦ┹ᛛ㧔⋡⊛ߣ࿁ߩ⛱ว㧕
ޕ
↪ᯏ㧦ਃ↰ޔ#5-ޔ-$ޕ
ෳ  ട㧦 ᄢቇ ޔฬޕ

ޣතᬺޤਛർผ㇢ޔ㒋ᧄ৻↰ޔ⼾⇗ޔፉ⑲ᄥޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
㧨㑐ᄢળ㧪


























ਛ⇗㒋 ↰



ർ ᧄ ፉ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⹏⼏ᆔຬળᦺ     ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ℂળᦺ      ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠

 ᐕᐲᬺ⸘↹ᐨᢥ =ᣇะ⥽ ޔR?
 ⚻ᷣᖱߪᐕߣߣ߽ߦ෩ߒߊߥࠅޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࠍߣࠅ߹ߊⅣႺߪ੍ޔᢿࠍ
⸵ߐߥᷓೞߥᤨᦼࠍㄫ߃ߚޕ
 ߎߩߥ߆ߢ⚵❱ࠍ⛽ᜬߒߡߊߚߦߪ⋧ޔߦㅪᏪᗧ⼂ࠍ㜞ޔᓥ᧪ߩࠅᣇ
ࠍᩮᧄ⊛ߦ⋥ߔߣߣ߽ߦߩ⾌⚻ޔᔀᐩ⊛▵ᷫߦദߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
  ᐕᐲᬺߩ㊀ὐ⋡ᮡߪޔᓥ᧪߆ࠄⴕࠊࠇߡߚ⥄ਥ⸠✵ߩࠅᣇࠍ⋥ߒߘޔ
ߩวℂ⊛ㆇ↪ߦ㊀ὐࠍ߅߈ߚޔ߫߃ޕ㜞㛛ߔࠆ৻ᣇߩ㜞ᕈ⢻ᯏߩ⏕ߥߤߦߟ
ߡߪޔട⋖ᩞ⋧㑆ߢද⼏ߒޔᗧޔᖱႎ឵ߥߤ߇ߢ߈ࠆᯏળ߿႐ߠߊࠅߦദ
ޔ߫ࠇ߈ߢޔᯏ᧚ߩห⾼ߣ↪▤ℂߩᣇะߠߌࠍᜰዉߒߚߡߞࠃߦࠇߘޕ
ᓎቇ↢ߚߜߩ⚻ᷣ⊛⽶ᜂࠍシᷫߢ߈ࠇ߫ߩ✵⸠ޔ㊂ࠍჇߔߎߣ߽ᦼᓙߢ߈ޔᜰዉ
ຬߩ㙃ᚑߦ߽Ⓧᭂ⊛ߦขࠅ⚵ࠆޕ
 ߜߥߺߦ⥄ޔਥ⸠✵ߪޔࠆᤘ  ᐕޔㅪ⋖ߩၮᧄᣇ㊎ߣߒߡᛂߜߐࠇߚޕ
ߘࠇ߹ߢᯏޔᯏ᧚ߪᦺᣣᣂ⡞␠ߦࠃࠆਣ߇߆߃ߩ⸠✵ߛߞߚ߇⚻ޔᷣᚑ㐳ߩᵹࠇ
ߦኻᔕߒߡߩߘޔᆫࠍᡷޔฦᩞޔฦ࠴ࡓ߇⥄ࠄߩᯏࠍߒ⥄ޔਥ⊛ߥ⸠✵
ߢᛛ㊂ߩะߦദࠆߣ߁ߩߜ┙ᧄ  ߫ࠊޔᆫࠍ⋡ᜰߒߚ߽ߩߛߞߚޕએ᧪ 
ᐕߩߎޔᣇᑼߪ߶߷ో⥸⊛ߦቯ⌕ߒޔቇ↢ߚߜߩ⌒ߪ੍ߢ߹߹ޔᗐ߽ߐࠇߥ߆
ߞߚ㜞ᕈ⢻ߩᄖ࿖ᣂᯏ⒳ߦ㓸ਛߦߣߎޔ㑐᧲ߢߪ┹ߞߡߎࠇࠄ㜞ଔߥᯏࠍ⁛⥄
ߦ⾼ߔࠆࠃ߁ߦߥࠅߩߘޔ߅ߥ߹ޔะ߇⛯ߡࠆޕ
ߒ߆ߒߩߎޔ㑆⋧ޔߣࠢ࠶࡚ࠪ࡞ࠗࠝ࡞࠼ࡦ࠰ࠢ࠾ޔᰴߢᄢᵄߦ⥰ࠊࠇߚ
ᣣᧄ⚻ᷣߪߦ߆ࠊߦޔૐᚑ㐳ߩࠍߚߤࠅޔᒰὼߩ⚿ᨐߣߒߡޔቇ↢ߚߜߩߦ߽ޔ
⦡Ớߊᓇࠍ⪭ߣߒߩ⾌⚻ޔߢ߽ㄼޔ㜞ᐲ㒢ޔⓨၞ㒢ߥߤߩ⚂߽⛊ࠎߢޔ
⸠✵߽ᕁ߁ߦ߹߆ߖߥᖱߣߥߞߚޕ
 ߐ߹ߑ߹ߩ㔍߇ⴕߊᚻߦ┙ߜߪߛ߆ߞߡࠆ߇⥄ߕ߹ޔਥ⸠✵♽ࠍ✚⊛ߦ
⋥ߒޔᔅⷐߦᔕߓߡߘߩ⚵ߺ឵߃ޔߒߥޔวℂ⊛ߥౣ㓸࿅ൻߩᣇ╷߇ᮨ⚝ߐࠇ
ࠆࠁ߃ࠎߢࠆޕ

=㑐ᡰㇱ?  Ṗⓨ႐߇ߥߚᦥᧁޔᎹޔޔ㑐ኋߣᶉࠍ⛯ߌࠆ㑐ᡰㇱߩ
⁁ߪޔᭂߡᷓೞߢࠆ㧚ޔṑ⾐⋵ℚℛḓ⇎ߩ㊁ᎺᎹᴡญઃㄭߢᡷୃᎿ߇
ㅴࠄࠇ ޔᐕߦቢੌߩ੍ቯߣߐࠇߡࠆ߇ߩߘޔㄝߦㆡ߇ࠆ߆߁ߤޔ
߆⺞ᩏߒޔㄭ⇰ᑪ⸳ዪߦ߽㒸ᖱߔࠆߥߤ⺞ޔᩏߩ✂ࠍߍߡࠁߊޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ᣂੱ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ᦺ             ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળᦥᧁޕᎹṖⓨ႐

ᚢ  ❣㧦 ࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ   ޕ 㑐ᄢቇޕ
















   ᣣ ᣂੱ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ? ޕᄢ㒋Ꮏᬺᄢቇ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ᧁፒ⦟㓉㧔 ᐕ㧕
ޔ
     ᐙㇱઍ㧦ਥോ ቝᩮፒ ᓆ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᢛวኋ=㨪 ᣣ?  ޕਃ↰ᩰ⚊ᐶ
  ᧻↰ᱜ⦟ᢎቭㅌછޕ
  ↰ญᢎቭᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⡯ຬߦណ↪ޕ

ᢎ⢒⸽ฃ㛎⻠⠌ળ      ޕⓨ᷼
⥄ኅ↪ᠲ❑჻ฃ㛎⻠⠌ળᦥᧁ  ޕᎹṖⓨ႐

      㑐ᡰㇱਃᢛ⻠⠌ળޕቇ⑼  ࿁ ታᛛ  ࿁ޕ
․ᱶή✢ᛛ჻㧔ਸ㧕⻠⠌ળޕ
⸠✵ⓨၞޔ㜞ᐲᄢࠍ⸘ࠆߚߦ⥶ⓨᯏ↪ή✢ᯏ 8*(
ࠍⵝߔࠆࠃ߁ቇㅪ߆ࠄߩ߮߆ߌ߇ߞߚ߇㜞ଔ㧔⚂
 ਁ㧛บ㧕ߥߚޔᣧⒷ↰ᄢቇߩ  ᯏߛߌߦߣߤ߹ߞ
ߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

शఖɁ˧ኄᓎሳ϶ۢႆ

ޥಏࡆ

प

ቼ ± وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?    ޕⓨ᷼

   ᣣ ਃ↰ᩰ⚊ᐶᩇୃቢੌޕ
  ᄢ㒋የ㘧ⴕ႐ᢛ⸘↹ߩታᣉߦޔห㘧ⴕ႐ౝߩᩰ⚊ᐶ߮ോᚲ
߇᠗ߐࠇࠆޕ
 㑐ቇᄢ੩ᅚᄢวหวኋᦥᧁ              ޕᎹṖⓨ႐
















   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ
㧻㧮ળᙣⷫળࡦࡋࡦࡘࡒࡘ࠾   ޕ
  ቝᩮፒᓆ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ਃ╬⥶ⓨᢛ჻
ߦวᩰޕ㑐ቇᄢᔨ㗿ߩᢛ჻߇⺀↢ߒߚޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᢛวኋ=㨪 ᣣ?ޕਃ↰ᩰ⚊ᐶ

 ᧃ

ጤᷨ ᒄᢎቭㅌ⡯ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ 㑐ቇᄢᧁᦥᎹวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
             ᧁᦥᎹṖⓨ႐
 ෳടੱຬ  ฬ㧔ౝઁᄢቇ  ฬ㧕
 ↪ᯏ㧦$NCPKM㧔,# ጘ㒂ᄢ㧕
ޔ-$㧔,# 㑐ቇ㧕
ޔ
       #59,# ฬฎደᄢᚲ㧕
ޕ
 ਥߥ⸥㍳㧦% ┨㧔 ಽ㧕
㧦᧻የஜ㧔 ᐕ㧕
⼱ޔጊᜏ↢㧔 ᐕ㧕
ᧁޔፒ⦟㓉㧔 ᐕ㧕
ޔ
ቝᩮፒᓆ㧔 ᐕ㧕
㧧ೋ -$㧦↰⮍㧔 ᐕ㧕
ޔ$NCPKM ߩ࠰ࡠᄙᢙ⊒  ࠅߚੱ৻ޔ
㨪 ⊒ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ   ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠ળ⼏ቶ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬ㐳 ᧁፒ⦟㓉㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
㑐ᡰㇱߩṖⓨ႐㐿⊒ߦജࠍᵈߢⴕߊޕߪℚℛḓධ᧲㊁ᵮᎹᴡญઃㄭޕ
ⴕᜰዉຬߩਅߦߐࠄߦቇ↢ᜰዉຬߣ߁  ࡦࠢߩᑄᱛޕ
   ᣣ ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળ      ޕᆄᴧṖⓨ႐
 㑐ቇ႐⠪ߥߒ ޕᐕ߱ࠅߦో࿖৻ၴ৻ޔળ႐ߦឥߞߡߩᄢળޕᚒޘ㑐ߦ
ߣߞߡߪޔ㑐᧲ߩࡌ࡞ߣߩᏅߦᄙߊࠍቇࠎߛᄢળߢ߽ߞߚޔࠅ߹ߟޕ㑐᧲
߇Ṗ⠍ߩೋᱠ߹ߢߩ✵⠌߇ߥߐࠇߡࠆߩߦኻߒޔ㑐ߪ࠲࠶ࡃޔ〡߮㧔㘧
߱ߢߪߥ㧕ߩ✵⠌ߢ⚳ߞߡߒ߹ߞߡࠆᏅߢࠆߣߩߎߣޕᱜᑼߥోᣣᧄቇ↢
ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળߣߒߡߪᢙ߃ࠄࠇߥ߆ߞߚޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
                 㑐ኋṖⓨ႐
 ↪ᯏ㧦-$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޔਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# ᚭᄢ㧕
         69+0#UVKT6TCKPGT㧔,# ᧲੩ℂ⑼ᄢ㧕
 ਥߥ⸥㍳㧦㌃⾨㧔 ᤨ㑆㧕
㧦৾ୈℂሶ㧔 ᐕ㧕
㧧 ㌃⾨㧔 ᤨ㑆㧕
㧦ቝᩮፒᓆ㧔 ᐕ㧕

% ┨㧔 ಽ㧕
㧦ᴡፉᐘ㓶㧔 ᐕ㧕
ޔ㐳⼱ሶ㧔 ᐕ㧕
㧧ೋ -$㧦㐳⼱ሶ㧔 ᐕ㧕
ೋ࠰ࡠ㧦ਭ↰ ⡡㧔 ᐕ㧕
ޔᳰ↰ᐘሶ㧔 ᐕ㧕
ޕ
 ✚⊒ᢙ㧦࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶  ⊒ޔ㘧ⴕᯏᦜ⥶  ⊒ޔว⸘  ⊒ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ² ͍ᵌᴿ͢͢ᩋ

ᦂފᓦ܁


   ᣣ ᧲ᶏ㑐⸥㍳ળ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ  ޕᎹṖⓨ႐ 
ᧁᦥᎹṖⓨ႐ߩⓨၞ߮㜞ᐲߩᒛࠍ⋡⊛ߣߒߡ᧲ޔᶏ㑐߆ࠄ  ᩞ߇෴ടޕ
 ᤨ㑆ޔ㌃⾨ޔ% ⾨߇ࠆޕ

ޣතᬺޤᙗ৻৾ޔୈℂሶޔᳯഞ᧻ޔየஜ⊕ޔ⍹ሶ⼱ޔጊᜏ↢ޔች↰ౖޕ

೨Ꮐࠃࠅ  
⼱ጊᜏ↢
ᳯഞ
ች↰ౖ
᧻የஜ
ᙗ৻
ᯏᐳᏨ 
ᱜ↰ㇱ㐳
ᓟᏀࠃࠅ
৾ୈℂሶ

⊕⍹ሶ


   ᣣ  ╙  ઍ㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળળ㐳ߦ㊄ሶ⦟ᄦ㧔 ᐕ㧔ᤘ
 ᐕ㧕ත㧕ዞછޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪   ᣣ?ޕ
ᧁᦥᎹṖⓨ႐
 ┹ᛛౝኈ㧦ṛⓨޔ₪ᓧޔ㒢⌕㒽ߩΣㇱߩߺߢᲧᣇᑼߢᓧὐ⸘▚ޕ
 ↪ᯏ㧦㑐ቇᄢ㧦-$㧔,#㧕
㧔㑐ቇᄢ㧕$NCPKM.㧔,#㧕
㧔㔚ㅢᄢ㧕
㑐ᄢ.KDGNNG ,#㧕
㧔㑐ᄢ㧕$NCPKM.㧔,#㧕
㧔ጘ㒂ᄢ㧕

 ෳടㆬᚻ㧦 ฬޕ
 ᚢ  ❣㧦࿅㧦㧝㑐ቇᄢ ὐ ޔ㑐ᄢ ὐ  ޕ
ੱ㧦㧝 ቝᩮፒᓆ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ὐޔ
  ศ⮮ᱜ⟵㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐޔ
  ᧁፒ⦟㓉㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐޔ
  ↢㚤 㓷㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ὐޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᄢෳടߢ߈ࠆ┹ᛛળߦ㗴ὐᡷༀ
ᧁፒ ⦟㓉

 ⑳߇⥶ޔⓨㇱߦㇱߒߡએ᧪ᦥᧁޔᎹṖⓨ႐ߦ߅ߡ   ޔᣣ߆ࠄ    ᣣߦ  ࿁⋡ߩ㑐
㑐ቯᦼᚢࠍㄫ߃ࠆߎߣߦߥߞߚ✚ޔߪࠇߎޕว㑐㑐ᚢߩ৻Ⅳߣߒߡߢߪࠆ߇ޔߪ⑳ޔᐕᐲ
ㆇ༡ᆔຬ㐳ߣߒߡޔᲤᐕหߓࠃ߁ߥ㗴ὐࠍᛴ߃ߡࠆ㑐㑐ᚢࠍߤߩࠃ߁ߦߒߚࠄ߁߹ߊㆇ
༡ߒߡߊߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍㆇ༡ᆔຬ㐳ߩ㧔㑐ᄢ㧕᳁ߣߒวߩ⚿ᨐޟޔᲤ
ᐕห᭽ߩߎߣࠍ➅ࠅߒߡࠆޔᚒߩޘᐕઍߢ㕟ᣂࠍ⸘ࠈ߁ޕࠆߢߩߚߞߥߦߣߎ߁⸒ߣޠ
ᤓᐕߩ┹ᛛౝኈߪ ޔㇱߪਃⷺ࿁ޔṛⓨⷐ㗔 ޔㇱߪⓨਛᔕ↪ᠲߣ߁߽ߩߢ ޔㇱߪ
᳇ᵹ߇ߥߊਇᚑ┙ ޔㇱߩᓧὐߩߺߢណὐࠍߒߚߩߢࠆߦࠇߘޕߒߡᐕߪ  ㇱߩߺߩṛ
ⓨޔ₪ᓧ┹ᛛߛߌߣߒߚޔߢߎߘޕᤓᐕ᧪ߩ㗴ὐߣߒߡޔ
N㧚┹ᛛળߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔᣂੱᢎ⢒วኋࠍߨޔวኋੱᢙ߇ᭂߡᄙ߆ߞߚߎߣޕ
㧚 ㅳ㑆ߣ߁㐳ᦼ㑆ߛߞߚߚߦඨ߫߃߇ࠇ∋ޔᆎߡߚߎߣޕ
㧚ᄤ߇ᐕߩࠃ߁ߦਇ㗅ߢߞߚߎߣޕ
㧚 ޔㇱ┹ᛛߦ߅ߡߪ┹ޔᛛߩㅴⴕᷙੂࠍߊ⚿ᨐߣߥߞߡߒ߹ߞߚߎߣޕ
㧚 ㇱ┹ᛛߦ߅ߡߪⶄޔᐳᯏ߇  ᩞߣ߽ᯏ⒳߇ߘࠈߞߡߥ߆ߞߚߎߣޕ
㧚㊄㌛⊛ߥ㕙ߦ߹ࠅߦ߽⽶ᜂ߇ᄙ߆ߞߚߎߣޕ
㧚㑐㑐หᔒᘠࠇว⊛ߦߥߞߡߒ߹ߞߚߎߣޕ
ߣߞߚࠃ߁ߥ  ߟߩ㗴ὐ߇ߍࠄࠇߚߩߢࠆޔߢߎߘޕᡷ㕟᩺ߣߒߡ╙  ᩺ࠍឭ␜ߔࠆ
ߥࠄ߫ޔᣂੱࠍ㑐㑐ᚢߦㅪࠇߡⴕ߆ߥߎߣߦߒߚߩߎޕߪㆬᚻࠍߨ߃ߚ  ࿁↢߇ᣂੱ
ࠍࠆ⚿ᨐߣߥߞߡߒ߹┹ޔᛛߩㆇ༡ߩ㕙ߢ߽  ࿁↢ߦਈ߃ࠆ⽶ᜂ߇ᄙߔ߉ࠆߣ߁⚿ᨐ
ߦߥߞߡߚ߆ࠄߢࠆ  ╙ޕ᩺ߣߒߡ ޔㅳ㑆ߪ㐳ᦼ㑆ߥߩߢ✵ޔ⠌ᦼ㑆ࠍ  ᣣ㑆ߣߒ┹ޔ
ᛛࠍ  ᣣ㑆ߣߔࠆ  ᣣ㑆ߩ㑐㑐ᚢߦቯ  ╙ޕ᩺ߣߒߡᲤᐕߩߎߩᤨ▵ߦߥࠆߣᄤਇ㗅ߩ
ߚ 4㧛9 ߇᳓ᴚߔࠆน⢻ᕈ߇ᒝߣ߁ߎߣߢ೨ߦߕࠄߒߡᄌᦝߒߚߩߢࠆ  ╙ޕ᩺߆ࠄ
╙  ᩺߹ߢ㑐ㅪߒߡࠆߩߢ߹ߣߡ⸒߁ߣวኋ⾌ࠍߊߒࠃ߁ߣ߁ὐ߆ࠄฦᩞ㧔㑐ቇ -$ޔ
㑐ᄢ .KDGNNG㧕ߩᯏߢ┹ᛛߒࠃ߁ߣߒߚߩߢࠆߩߎޕࠍ⸒߁ߣ㑐᧲ߩᣇߪޔ
ޟᒰὼߩߢ
ߪߥ߆߇ߥࠇߒ߽߆ࠆ߾ߒߞ߅ߣޠ㑐᧲ᡰㇱߦ߅ߡߪ ࠙ࠗࡦ࠴ⶄޔᐳࠍ୫↪ߔࠆߣ
߁ߦࠃߞߡวኋ߆ᚑࠅ┙ߞߡࠆߩߢޔනᐳߛߌߢߪޔߢߩߥ߈ߢ߽࠻ࠗࡈࠢ࠶ࠚ࠴ޔ
ⶄᐳࠍ୫ࠅߡ┹ᛛࠍⴕߥߞߚࠊߌߢࠆߢߎߘޕ㗴ߦߥࠆߩߪⶄޔᐳߦ߅ߡߪᕈ⢻ࠍ⠨߃
ࠆߣห⒳ߩᯏߢߥߊߡߪኻ╬ߢߪߥߊߥࠆߣ߁ὐߢࠆߒ߽ޕਃ↰ߣ #5- ߛߞߚ႐วޔ
ᕈ⢻ߦᱧὼߣߒߚᏅ߇↢ߓࠆߚߤߜࠄࠍㆬᛯߔࠆ߆ߣ߁㗴߇↢ߓࠆࠍߣߎߥ߁ࠃߩߘޕ
⸃ߔࠆߚߦห⒳ߩᯏ߇ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆߩߢࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᧁᦦᎹṖⓨ႐ߦ߅ߡߪ ޔᐕਛวኋࠍⴕߥߞߡߡฦᄢቇ㑆ߢᯏ╬ࠍ୫↪ߔࠆߣ߁ࠪ
ࠬ࠹ࡓࠍขߞߡࠆޕቇ↢ᆔຬળߢߪวኋߛߌߢߪߥߊޔᯏߩ୫↪ߦ㑐ߒߡߩ㈩⟎ߩ⺞ᢛ߽
ᄢಾߦߥߞߡߊࠆߩߢࠆޕᤓᐕᐲߪⶄᐳ  ᯏ㧔ਃ↰ޔ#5-㧕නᐳ  ᯏ㧔#56+4ޔ.KDGNNGޔ
-$ޔ-C%4㧕ࠍᜬߞߡ┹ᛛࠍⴕߥߞߚࠊߌߢߪࠆ߇ ߎߩ  ᯏࠍ㑐㑐ߢᣇ⥄↱ߦ↪ߢ߈
ࠆߣߞߚᒻࠍขߞߚ ࠅ߹ߟޕනᐳߦ߅ߪ⥄ޔಽߩᛛ㊂ߦߞߚᯏࠍㆬᛯߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆߩߢࠆޔߪߢࠇߘޔߒ߆ߒޕ㑐㑐ᚢߪోߊᤓᐕߣห᭽ߢᘠࠇวߦߥߞߡߒ߹ޔ㊄㌛
⊛ߦ߽⽶ᜂ߇߆߆ࠅή㚝߇ᄙߊߥࠆޕ
ߘߎߢޔวℂ⊛߆ߟᗧ⟵ߥ┹ᛛળࠍߔࠆߦߪޔᘠࠇวࠍ㒐ߋߚߦฦଥࠍ  ಽߒޔฦߢ
ᯏߦ㑐ߔࠆ⽿છࠍᜬߞߡ୫↪ߔࠆߣ߁ߎߣߦߒߚߩߢࠆⶄࠅ߹ߟޕᐳࠍ  ᯏ㧔.㧙㧕
ߣනᐳ  ᯏ㧔-$ࡌޔ㧕ߢ߿ࠈ߁ߣ߁⚿ᨐߦ㆐ߒߚޕᐘߦߒߡ߇⑳ޔቇㅪᆔຬ㐳ࠍߒ
ߡࠆ㑐ଥߢޔㅢߩⶄᐳᯏࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߢࠆߡߒߘޕ㑐㑐ᚢߦ⥃ࠎߛࠊߌߢ
ࠆ߇ ޔㇱ┹ᛛߩߺߢ┹ᛛળ߇ᨐߒߡᚑࠅ┙ߟ߆ਇߢߞߚ৻ޔߪࠇߘޕ⒳ߩ߆ߌߢ߽
ߞߚߩߢࠆ⚿ߩߘޕᨐࠆ⒟ᐲߩᚑᨐࠍޔ㑐ቇߦൎߩᅚ߇ᓸ╉ࠎߛߚ߹ޔߒ߆ߒޕ
ߒߡ߽ߊߟ߆ߩ㗴ὐ߇Ⴧ߃ߚޕ
٤วኋੱᢙ߆ᣂੱࠍ㒰ߚߚߦዋߥ߆ߞߚߎߣޕ
ߘࠇߦട߃ߡቇᩞ߇ᆎ߹ߞߚ߫߆ࠅߛߞߚߩߢวኋੱᢙ߇ᵹേ⊛ߢߞߚߎߣޕ
٤ㆇ༡ߦࡒࠬ߇ߚߎߣޕ
ߣ߁⻉⒳ߩ㗴߇ߡ߈ߚߩߢࠆ ޔࠅߪ߿ޕㇱࠍߥߊߒߡߒ߹ߞߚߣ߁ߎߣߪޔޔ
ᐕ↢ߢ┹ᛛળߦෳടߡ߈ߥ߆ߞߚ⠪߽ߚߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ࠆߣੱߩߡోࠅߪ߿ޔ㆐߇┹ᛛળ
ߦ෴ട᧪ࠆࠃ߁ߥㆇ༡ࠍߒߥߊߡߪߌߥߣ∩ᗵߒߚߩߢࠆߩߘޕὐࠍ⠨߃ࠆߣࡌࠬ࠻
ߩ┹ᛛળߪߢ߈ߥ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁ߃ࠆߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕ㗴ὐࠍ⸃ߒߡߞߡ᧪ᐕᐲߩ㑐
㑐ᚢࠍࠃࠅ৻ጀߩᒻߦㄭߠߌߡߞߡ߽ࠄߚ߽ߩߢࠆޕ
=ᣇะ⥽ ޔR?


   ᣣ 㑐㑐วหᣂੱวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
              ⓨ᷼
    ᣂ↢᱑ㄫࠦࡦࡄ           ޕᓢ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

๊Ӧ֖ڨᄉҔ

   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥᴡፉᐘ㓶㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ᥓၮᄦ㧔 ᐕ㧕
ޔ
㧻㧮ଥ ↰⮍㧔 ᐕ㧕
ޔળ⸘ ᳰ↰ᐘሶ㧔 ᐕ㧕
ޔቇㅪ ᄢᳯผᤩ㧔 ᐕ㧕
ޕ

   ᣣ ޟᵴേႎ๔ޠೀⴕ㐿ᆎޕ

ᐨ
 ߩᵴേ⁁ᴫߩⷐ
 ߩࠢࠣᵴേ⁁ᴫ


ᐙㇱઍ



ᣣᏱᵴേߦߟߡ



⸳ᯏ᧚ߥߤߦߟߡ



ᚲᯏ -$ ߩ⁁ᴫ



⸥㍳⾗ᩰߥߤߦߟߡ

 ળ⸘ႎ๔
 ╙  ࿁㑐㑐ᚢ
 㑐ቇ⥶ⓨㇱ  ᐕ⸥ᔨߦߟߡ
 ᓎ⚫
 ᐕතᬺߐࠇߚ㧻㧮ߩᣇߩޘᚲዞ⡯వ


ޔߡߐޟᚒ߇⥶ⓨㇱ߽ᤓᐕࠍ߽ߜ߹ߒߡഃㇱએ᧪  ᐕࠍㄫ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߣ߽߭ࠇߎޔ
߃ߦ㧻㧮ߩ⊝᭽ߩߏዧജߩ⾦‛ߣᗵ⻢ߚߒߡ߅ࠅ߹ߔᰴ╙ߢߔߡߒߘޕᓎ৻หߩߎޔ
᭽ߥ㧻㧮ߩ⊝᭽ߩߏദജߦႎࠆߴߊޔᣣޘᵴേߦബࠎߢ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᤓߩ⁁ᴫࠍ㘈ߺ߹ߔߣޔᱷᔨߥ߇ࠄᓎߩᵴേ⁁ᴫࠍߏႎ๔↳ߒߍ
ࠆ႐߇ዋߥߊޔઁޔᄢቇߦࠄࠇ߹ߔࠃ߁ߥ㧻㧮ㅢା⊛ߥᵴേႎ๔ᦠࠍޔ㧻㧮ߩ⊝᭽ߦ
߅㈩ࠅ↳ߒߍࠆߎߣ߇ࠅ߹ߖࠎߢߒߚޔߚߩߎޕᚑᨐࠆᵴേ߿┹ޔᛛળߥߤߦ߅
ߌࠆᅢᚑ❣߇ࠅ߹ߒߡ߽ߩߡߴߔޔ㧻㧮ߩᣇߦ⍮ߞߡߚߛߊߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎߢߒߚޕ

߹ߚޔᲧセ⊛ᦨㄭතᬺߐࠇߚ㧻㧮ߩᣇޔߪߦޘߩᵴേౝኈߥߤߦߟ߈߹ߒߡߪߏޔ
ℂ⸃ߒߡߚߛߡࠆ߽ߩߣሽߓ߹ߔ߇৻ޔᣇࠅࠃࠇߘޔ೨ߩઍߩᣇޔߪߦޘᵴേᒻᘒ
߽ᄌࠊࠅޔ㛳߆ࠇࠆ㕙߽ᄙߣߩ߽ࠆޘሽߓ߹ߔࠍ⁁ߚߒ߁ߎޕᓎ৻ห⠨߃ࠆߦߚ
ࠅ߹ߒߡࠅߪ߿ޔᣣߩޘᵴേ⁁ᴫࠍᣂ᱑ࠦࡦࡄޔㅊߒࠦࡦࡄߣߞߚ㒢ࠄࠇߚ႐ߛߌ
ߢߪߥߊޔ㧻㧮ㅢାߣ߁ᐢᐢႎᵴേߦࠃࠅߏႎ๔↳ߒߍࠆߩ߇ᱜᒰߣ⠨߃ߦߎߎޔ
ᵴേႎ๔ߣߒߡ㧻㧮ㅢା⊒ೀࠍᕁ┙ߞߚᰴ╙ߢࠅ߹ߔޕ
ޠ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ᵴേ⁁ᴫߩⷐ㧦ਥߥᵴേߪޔ
ᐕߦ 㨪 ࿁ߩᧁᦥᎹᴡᎹᢝ㧔ጘ㒂⋵ᶏᵤ↸㧕ߦ߅ߡⴕࠊࠇࠆ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ߦࠃ
ࠆวኋ㧔 ㅳ㑆㧕
ޔ
ᐕߦ 㨪 ࿁ⓨ᷼ߦ߅ߡⴕࠊࠇࠆ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆวኋ㧔 ᣣ㑆㧕
ޔ
ᐕߦ  ࿁ߩ㑐ኋṖⓨ႐㧔ජ⪲⋵⪾㘼㑐ኋ↸㧕ߢⴕࠊࠆ࠙ࠗࡦ࠴㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦ
ࠃࠆวኋ㧔 ᣣ⒟ᐲ㧕
ߢࠆޕ
 ߹ߚޔޔቇ↢ળ㙚ᑪߡᦧ߃ߩߚߦޔㇱቶ߇ర㕒ୃኰߩ㧝㓏ർߦ⒖ォߚ
ߒ߹ߒߚߡߒߘޕᣣᏱߩᵴേߣߚߒ߹ߒߡߪᦐޔᣣߩᤤߦࡒ࠹ࠖࡦࠣᦐޔᣣ
ߣᧁᦐᣣߩ⺖ᓟߦ࠻࠾ࡦࠣߡߒߘޔ㊄ᦐᣣߦߪቇ⺖ߣ߁ᵴേࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

Ⴃⵝߩߚߩࠦࡦࡊ࠶ࠨ߽⾼ޕᯏ᧚ߩ㕙ߢ߽ઁᩞߦ߭ߌࠍߣࠄߥ߽ߩߣߥ
ࠅߟߟࠅ߹ߔޕ


   ᣣ ╙  ࿁ᢛวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
       ਃ↰ᩰ⚊ᐶ
    㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળࡈ࠶ࠪࡘࡑࡦࠠࡖࡦࡊޕ
   ᣣ ฬฎደᄢቇਥ⥄ኅ↪ታ⹜㛎วኋ=㨪   ᣣ?ޕ
ᴡፉᐘ㓶㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪ࠗࡦࠬขᓧޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄ⻠⠌ળ                   ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
 ࿁↢ኻ⽎  ᄢቇ  ฬ⪤ޕේᑼ *% ↪ޕ
    ⥄ኅ↪ਃᢛቇ⑼⹜㛎 㐳⼱ሶ㧔 ᐕ㧕⥄ኅ↪ቇ⑼วᩰޕ
   ᣣ วኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ                   ޕᎹṖⓨ႐
න⁛วኋޔᣂੱߩᧁᦥᎹೋวኋߩ੍ቯ߇⥄ޔኅ↪วኋߦ߽ߥࠆޕ
㧔   ᣣ߆
ࠄ    ᣣߩ⥄ኅ↪วኋ߇บ㘑ߣ߁ߎߣ߽ࠅฃ㛎⠪߽ඨಽߒ߆ฃ㛎ߢ߈ߕޔ
ౣᐲᧄวኋߢⴕࠊࠇߚ㧕
㊁↰᥄৻㇢㧔㑐ቇᢎോㇱ⹜⺖㧧ㇱ㐳㧕
㧕߇    ᣣ㨪 ᣣߩ  ᣣ㑆✵⠌↢ߣߒߡ෴ടޕ
㧻㧮⸰㧦⥓㧔 ᐕත㧕
ޔർᧄ㧔 ᐕත㧕
ޔዊ㧔 ᐕත㧕
⨲ޔ႐㧔 ᐕත㧕
⇗ޔ㧔 ᐕත㧕
ޕ

↪ᯏ㧦5EJNGKEJGT ᑼ -$  ,#㧔㑐ቇᄢ㧕
ޔ
)TQD ᑼ #UVKT)%577,#㧔ᗲ⍮Ꮏᄢ㧕
ޔ
5EJNGKEJGT ᑼ #5-,#㧔หᔒ␠ᄢ㧕
ޔ
࠶࠼࠽࠼࠾ࡐ࠻࠾࠶ࠢࠢࡁࡆ࠴ࠚᑼ ,#㧔ฬၔᄢ㧕
ޕ
ᚑ  ᨐ㧦ᧁፒ⦟㓉㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
↢ޔ㚤㓷㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪⸵ขᓧޕ
✚⊒ᢙ ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶  ⊒ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ቝᩮፒᓆ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪ࠗࡦࠬขᓧޕ
   ᣣ ਃ↰ᩰ⚊ᐶደᩮߩ৻ㇱขᦧޕ
   ᣣ 㑐ᡰㇱ⥶ⓨㇱ㐳ળኾ㐷ᛛⴚ┹ᛛળวหળ⼏ ޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
㑐ቇᄢ႐ㆬᚻ㧦ቝᩮፒᓆ㧔 ᐕ㧕
ޔᴡፉᐘ㓶㧔 ᐕ㧕
↢ޔ㚤㓷㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⑂=㨪   ᣣ?ޕ
ᮨᡆᐫޠ࠽ࡄࠞࡄࠦޟᐫ  ╙ޕ㙚ਅޕ
   ᣣޟᵴേႎ๔ޠ8QN ⊒ೀ ਃ↰ᩰ⚊ᐶ․㓸 ψ 
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ᶏᡰㇱޟቇ↢⾗㊄
▤ℂㆇ༡ᆔຬળޕ⿷⊒ޠ
ࡄࠗࡄᦝᣂ㗴ߦ㧘ቇ↢ᆔຬળߩߚቇ↢⾗㊄
ߩᵴ↪ᣇ㊎ߦߟߡߩߘޔㆡุࠍ⼏⺰ߔࠆᔅⷐ߇⼂ߐ
ࠇߚߚޕ
   ᣣ 㑐ቇ੩ᅚวหวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
  ↪ᯏ㧦5EJNGKEJGT ᑼ -$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޔ
5EJNGKEJGT ᑼ #5-㧔,#ᄢ㒋Ꮏᄢ ޔ
ਃ↰ᑼ  ဳᡷΣ㧔,#ᚭᄢ㧕
ޔ
)TQD ᑼ #UVKT ,#ฬฎደᄢ ޕ
ᚑ  ᨐ㧦✚⊒ᢙ  ⊒ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળ      ޕᓢ
⚂  ฬ߇Ꮸޕ
   ᣣ ╙  ࿁⢒ળ࠳ࠬࠠࡖࡦࡊ=㨪 ᣣ?ޕ
   ᣣ ⠴ⓨᬌᩏߩߚߩᢛวኋ=㨪   ᣣ?ޕ
        ਃ↰ᩰ⚊ᐶ
ਃ↰ᩰ⚊ᐶߦ㔚⸳⟎ޕ






   ਃ↰ᩰ⚊ᐶᢛ          ਃ↰ᩰ⚊ᐶߢߩࡃࡌࠠࡘ࠙
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

пஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾ѓᩒ

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪㧞㧟ᣣ?ᦥᧁ              ޕᎹṖⓨ႐
↪ᯏ㧦5EJNGKEJGT ᑼ #5-㧔,# หᔒ␠ᄢ㧕
ޔ
ਃ↰ᑼ  ဳᡷ 㧔,# ฬฎደᄢ㧕
ޔ
5EJNGKEJGT ᑼ -$㧔,# 㑐ቇᄢ㧕
ޔ
)TQD ᑼ #UVKT㧔,# ᗲᎿᄢ㧕
ޕ
ਥߥ⸥㍳㧦% ┨㧦↢㚤 㓷㧔 ᐕ㧕
ޕ
✚⊒ᢙ㧦࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶  ⊒ޕ
-$㧔,#㧕⠴ⓨᬌᩏวᩰޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ ޕᣣᣂ⡞ㇱᧄ␠
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕᆄᴧṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦
㧔㧕⋡⊛ㅦᐲ┹ᛛޔ
㧔㧕࿁ࠦࠬㅦᐲ┹ᛛޕ
෴  ട㧦 ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ㑐ቇᄢ႐⠪ߥߒޕ
 ᐕ೨ߩਸ਼ࠅ߃㑐ᄢ࠴ࡓ߇࿅ఝൎߣᦨ㐳〒㔌․⾨ߩᩕశޕ
ᓆ㧦ੱޔ࿅․ޔ⾨㧔ᦨ㜞ㅦᐲᦨޔ㐳〒㔌㧕
ޕ
   ᣣ  ⥄ኅ↪ਃᢛᢎ⸽ቇ⑼⹜㛎ᦺ      ޕᣣᣂ⡞␠የോᚲ
ᄢᳯผᤩ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪ቇ⑼วᩰ ޕ
↢㚤 㓷㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ↰⮍㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ਃᢛቇ⑼วᩰޕ
ᴡፉᐘ㓶㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ᢎ⸽ቇ⑼วᩰޕ
   තᬺ↢ㅊߒࠦࡦࡄ               ޕᓢ
   ᦺᣣᣂ⡞␠የോᚲ߇ขࠅუߐࠇࠆޕ
ਃᢛ⻠⠌ળየ߆ࠄᧁᦥᎹ߳⒖ࠆޕ
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ᩜ߂ն߂˹ඨ

   㑐ቇᄢ㑐ኋวኋਛᱛߣߥࠆޕ

 ࠆߦ⸘↹ߒߡ߹ߒߚ᧲੩Ṗⓨࡦ࠲㧔㑐ኋṖⓨ႐㧕ߢߩวኋߪޔᢙߩޘℂ↱
ߦࠃࠅޔᱷᔨߥ߇ࠄਛᱛߖߑࠆࠍ߃ߥߊߥࠅ߹ߒߚޕએਅ⚻ߩߘޔㆊߥࠄ߮ߦਛᱛℂ↱╬
ࠍႎ๔ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
߹ߕᦨޔೋߦ㑐ኋṖⓨ႐ߦߟߡዋߒ⺑ࠍߒߚߣᕁ߹ߔޕ㑐ኋṖⓨ႐ߪජ⪲⋵㑐
ኋ↸ߦࠅޔ49ߪᳯᚭᎹߩᴡᎹᢝߢ⚂OߩṖ〝Ꮺ߇ᧄߣࠇࠆᐢߐߢࠅ߹ߔޕ᳇
⽎᧦ઙ߽߆ߥࠅࠃߊᦥᧁޔᎹߢߪ߹ࠅߢ߈ߥṖⓨ߇ഀวࠃߊߢ߈߹ߔߩߎޕᐢ49
ߣ᳇⽎᧦ઙߩ⦟ߐ߽ᄢ߈ߥ․ᓽߢߪࠅ߹ߔ߇ޔ㑐ኋṖⓨ႐ߩ߽߁৻ߟߩᄢ߈ߥ․ᓽߪޔ
ߎߎ߇ో࿖ߢ໑৻ߩߩṖⓨ႐ߢࠆߣ߁ߎߣߢߔߩߎޕᴡᎹᢝߪޔᑪ⸳⋭߆ࠄᣣᧄ
⥶ⓨදળ߇୫ࠅฃߌޔߦߎߎޔฦᄢቇ⥶ⓨㇱ␠ળੱࠢࡉߥߤ߆ࠄߥࠆ㑐ኋ▤ℂᆔຬળ
߇⸳┙ߐࠇ▤ℂㆇ༡ࠍⴕߥߞߡ߹ߔޔߚߩߘޕ㑐ኋ⁛⥄ߩ▤ℂ߇ᢝ߆ࠇߡࠆ
ࠊߌߢߪࠅ߹ߔ߇᧲ޔᶏ㑐ߩ⸠✵ᒻᘒߣߪᲧߴࠃ߁߽ߥߊࠄวℂ⊛߆ߟ⥄↱ߥᣇ
ᴺ߇ߣࠄࠇߡࠆߎߣ߽ᵈ⋡ߦ୯ߔࠆߎߣߢࠅ߹ߔޕᚒ߇ㇱ߽ߎߩߔ߫ࠄߒ᳇⽎᧦ઙ
ߘߒߡ㑐᧲ߩวℂ⊛ㆇ༡ᣇᴺߦធߒߡޔᐢߊ⍮⼂ߣᛛ㊂ะߩߚߦ㐳ᐕߦࠊߚࠅ᧲ޔ੩
ℂ⑼ᄢቇߩᔕេߩ߽ߣޔวኋࠍ⛯ߌߡ߈߹ߒߚᧄޔߡߒߘޕᐕᐲ߽ᤓᐕߣห᭽ߦ᧲੩ℂ⑼
ᄢቇߩߏᅢᗧߦḩߜߚഥ⸒ߦഥߌࠄࠇޔวኋࠍ⸘↹ߚߒߡ߅ࠅ߹ߒߚᧄޕᐕߦߪⶄ
ᐳᯏߩᚻ㈩ ฬฎደᄢቇߩਃ↰ᑼᡷࠍ୫ࠅࠆߎߣ ߽᧪ߡ߹ߒߚޕᢎቭߩᣇߩޘଐ㗬
߽ߥࠎߣ߆᧪ߚ߹ޔวኋߩᣣ⒟߽ߡ ᣣ߆ࠄᣣ߹ߢ ↳⺧ࠍߒࠆޔ⒟
ᐲㅢߒ߇┙ߞߡ߈ߡ߹ߒߚޕ
ߣߎࠈ߇ߩ࠳ࠗࠣࠅߦޔ߇⋧ᰴߢࠅޔวኋߩታⴕ߇࿎㔍ߥ߽ߩߣߥ
ߞߡ߈߹ߒߚᦨޕೋߩߪߩޔᆎߦቲ⃨⧎Ṗⓨ႐ ᴦᄢቇኾ↪ޔ㑐ኋߩߔߋർ
ߦࠅ߹ߔ ߢᴦᄢቇߩනᐳᯏ#5-߇ޔਛߦࡔࠗࡦࡇࡦ߇⣕⪭ߒਔ⠢߇ᣇߦ〡
ࠅ⚂Oߩ㜞ߐ߆ࠄ⪭ޔႡਸ਼⠪߇ᱫߒߚߣ߁߽ߩߢߔߩߎޕߪ⋥ធ⊛ߦ㑐ኋ
ߩઙߦߟߡߪᓇ㗀ࠍਈ߃ߚ߽ߩߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ߥߊࠃޔ㔓࿐᳇ࠍࠅߛߒߚߎߣߪ
ታߢߔߩޔߪ⋡⇟ޕਅᣨߦޔᆄᴧṖⓨ႐ߢㇺ┙Ꮏ⑼⍴ᄢߩ#5-߇⌕ޔ᳓ߒߚ
ߢߔߩߎޕ႐วߪᐘߥߎߣߦߪࡄࠗࡠ࠶࠻ߦ⽶்ߪߥ߆ߞߚߘ߁ߢߔᦨޕᓟߩߎޛ
ࠇ߇ᄢ߈ߥේ࿃ߣߥߞߚߩߢߔ߇ߪޜ#5-߇⌕᳓ߒߚߔߋᓟޔ㑐ኋߢࠅ߹ߒߚޕ
┙ᢎᄢቇߩ+5৻ ࠴ࠚࠦࠬࡠࡃࠠࠕනᐳᯏ ߇Oߢࠨࡑ࡞ᣓ࿁ਛߦࠠࡕࡒߦ
ࠅޔ࿁ᓳߒߚ߇㕙ઃㄭߛߞߚߚߘߩ߹߹ㄘ߳⪭ߒߚߣ߁ߢߔ࠻࠶ࡠࠗࡄޕ
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ߪߩᓟߒ߫ࠄߊߒߡߊߥࠄࠇ߹ߒߚޔᤨߩߎޕ㑐ኋߢߩวኋ߇᧪ߥߊߥࠆߩߢߪ
ߥ߆ߣ⥄⑳ޔりᗵߓߡ߹ߒߚߩߎޕߩߣޔ㑐ኋṖⓨ႐ߪ㐽㎮ߐࠇࠆߎߣߣߥࠅޔ
ߩ▤ℂᆔຬળߢߪߟޔౣ㐿ߐࠇࠆ߆ࠊ߆ࠄߥ⁁ᘒߢޔวኋࠍ↳⺧ߒߡࠆߣߎࠈ
ߪߘߩ߹߹ᓙᯏߒߡߡߊࠇߣߩߎߣߢߒߚޔߕ߹ޕ㗴ߣߥߞߚߩߪޔㆇャ⋭ߣరߩ
ᣇߩߘޔߒ߆ߒޕߚߒ߹ߺߔߦߕ߽ߤ߶ࠇߘߪߟߩߎޔ߽ߢޕߔߢޘᓟߦᑪ⸳⋭ߣᣣ
ᧄ⥶ⓨදળౝߩጀㇱߩᣇߣߩ▤ℂ⠪ฬ⟵ߦߟߡߩᗧߩ㘩㆑ߩߚߦޔౣ㐿߹ߢ
ᤨ㑆߇߆߆ࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ㧔ᣣߋࠄ߆ࠄ㧕ߐࠄߦޔౣ㐿ߦߚࠅ෩ߒ᧦
ઙ߇ઃടߐࠇ߹ߒߚ᧦ߩߎޕઙߪߦߊߣޔᢎቭߦኻߒߡ෩ߒ߽ߩߢࠅ߹ߒߚޔߢߎߘޕ
㑆㗴ߣߥߞߚߩߪࠊࠇࠊࠇ߇ଐ㗬ߒߡ߹ߒߚᢎቭߢࠅ߹ߔޕ㧞ォ㧟ォߒߡߚߩ߇ߐ
ࠄߦ㔍ߒߊߥࠅࠆߌߛߚߡ᧪ޔᣇ߇ߥ߆ߥ߆ߟ߆ࠄߥߣ߁ᘒߦ⪭ߜࠅޔ㕖Ᏹ
ߦ⧰ߒ߽ߩߣߥࠅ߹ߒߚޔߦࠄߐޕቇㅪ߇ߎߩ৻ㅪߩߦኻߒߡ߆ߥࠅ෩ߒᘒᐲࠍ
ขࠅޔ㑐᧲ᡰㇱߢߪߒ߫ࠄߊ㑐ኋߢߩวኋࠍวߖࠆߣ߁ߣ㧔ታ㓙ߦౣ㐿ߒߚߩߪ
ߩਛᣨ㧕ޔ㑐ᡰㇱߢ߽න⁛㘧ⴕࠍߒ߫ࠄߊ߭߆߃ࠆ߇ቯߐࠇ߹ߒߚޕ
એߩ᭽ߥᢎቭߩ㗴ߩࠄ߆ࠇߎޔߡߒߘޔቇㅪߣߩ㑐ଥࠍ⠨߃ߚߢޔᚒߪޘวኋࠍ
⋡೨ߦߒߥ߇ࠄ߽࿁ߪᢿᔨߖߑࠆࠍ߃߹ߖࠎߢߒߚߩߎޔߡߒߘޕ᭽ߥᖱߩߚޔ
ᓟ㑐ኋṖⓨ႐ߦ㑐ߔࠆ㒢ࠅߢߪߩߎޔṖⓨ႐ߩㆇ༡ᣇᴺࠍᾫ⍮ߒߚޔᢎቭᱧߩ㐳ᢎቭࠍ
⏕ߔࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߢࠅޔ㑐ኋߢߩวኋߪ⛘ᦸ⊛ߢࠆߣ⸒߃߹ߔޔߚߩߘޕ
ߘߩઍᦧߣߒߡၯ₹⋵ߦࠆᆄᴧṖⓨ႐ߢߩวኋ߇ޔᬌ⸛ߐࠇߡࠆߣߎࠈߢࠅ
߹ߔࠄߥߗߥޕᆄᴧߩ႐วޔቇㅪߩṖⓨ႐ߢࠆߚޔ⸥ߩ᭽ߥ෩ߒᢎቭߩ㒢ࠍฃ
ߌࠆߎߣ߇߹ࠅߥߚߢࠅ߹ߔޔ߽ߡߒ߹⸒ߪߣޕ㐳ᐕޔᘠࠇⷫߒࠎߢ߈ߚ㑐ኋ
Ṗⓨ႐߿߅ߦߥߞߚ᧲੩ℂ⑼ᄢߩᣇߡߒߘޘ㑐ଥ⠪ߩ⊝᭽ߣߎࠇߢ✼߇ಾࠇߡߒ߹
߁ߎߣߪ㕖Ᏹߦߐ߮ߒߊޔᱷᔨߢߥࠅ߹ߖࠎ৻ߩߎޔߒ߆ߒޕㅪߩࠍᄾᯏߦࠣࠗ࠳
ࠬࡐ࠷ߦኻߔࠆోᕈߘߒߡ㆙ᓕวኋߦ㑐ߔࠆ⸘↹ᕈߥߤߦߟ߈৻߁߽ޔᐲ⋥ߔ
ᤨᦼ߇߿ߞߡ߈ߚߣ⸒߃ࠆߣᕁ߹ߔޕ
ߎࠇ߆ࠄߩ㊀ⷐߥ⺖㗴ߩ৻ߟߢࠅ߹ߔޕ
=ᵴേႎ๔ 8QN ࠃࠅᛮ☴?

ޣතᬺᧁޤፒ⦟㓉ޔቝᩮፒᓆޔᨋ⧐㇢ޕ
    ਃᢛ⻠⠌ળᦥᧁ                     ޕᎹ⸠✵ᚲ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ℂળޕ
ᄢ㒋Ꮢ┙ᄢቇട⋖㧛੩ㇺᄢቇ⣕ㅌޕ
   ᣣ ࠊ߇࿖ೋߩቇ↢ࡄࠗࡠ࠶࠻೨↰ጤᄦ᳁㧔 ᚽ㧕ߏㅤޕ
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ቼᴴوᩜᩜߦɺʳɮʊ˂ቧ੫͢
ᇩ̢ሳຨȾሉɝ᭣ᚐൡᓎȾɛɞቧ੫ɋᡮ

   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
┹ᛛ⒳⋡㧦ㇱਃⷺ࿁ㅦᐲޕ
ㇱၮᧄ߮ⓨਛᔕ↪ᠲߩᠲ❑ᛛⴚޕ
ᚢ  ❣㧦࿅㧔ㇱ┹ᛛߩߺߢቯ㧕
 㑐ᄢቇὐ   㑐ቇ㒮ᄢቇ ὐ
ੱ ㇱ

ㇱ

 ᳗ศ⑲ᤩ 㑐ᄢᐕ    㐳⼱ሶ 㑐ቇᄢᐕ 
 ጤ੨ 㑐ᄢᐕ 

 ⮮Ꮉ⌀ᒄ 㑐ᄢᐕ 

 ↢㚤㓷 㑐ቇᄢᐕ 

 ᄢᳯผᤩ 㑐ቇᄢᐕ


ળ႐ࠍᧁᦥᎹṖⓨ႐߆ࠄⓨ᷼ߦ⒖ߒ┹ᧄޔᛛળߪߓ߹ߞߡએ᧪ߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦ
ࠃࠆ┹ᛛળߣߥߞߚޕળ႐⒖ォߩℂ↱ߦߪޔ
Ԙ

ᲤᐕᧁᦥᎹߢⴕߥࠊࠇߡߚ㑐㑐ᚢߢߪ᳇⽎᧦ઙߩᖡߐ߇ේ࿃ߣߥࠅ┹ޔᛛ
ળࠄߒᚑ❣ߪਇน⢻ߢߞߚޕ㧔ߎߩᤨᦼᦥᧁޔᎹߢߪᲤᐕߩ᭽ߦ49߇᳓
ᴚߒߡ┹ޔᛛળߤߎࠈߢߪߥ߆ߞߚޕ㧕

ԙ

ో࿖⊛ߦ┹ᛛળߪ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ߽ߩߦ⒖ⴕߒߟߟߞߚޕ

ߣ߁ὐ߇ߞߚޕ
ߎߩ᭽ߥὐࠍ⠨ᘦߒߟߟޔ
ߘߒߡㇱຬߩᛛ㊂ߥߤࠍᬌ⸛ߒߚ⚿ᨐޔ
ᐕᐲࠃࠅ߳ળ႐ࠍ⒖ߔߎߣ߇ቯߐࠇߚߦ⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޔߒ߆ߒޕᲧߴߡ㘧ⴕ
ᯏᦜ⥶ߩᛛ㊂ਇ⿷ߪุቯߢ߈ߕޔᄢ߈ߥ㓚ኂߦߥߞߚޕ
ᣣ⒟ߦߟߡߪઁޔᄢቇߣߩ㑐ଥ߽ࠅޔᣂੱวኋࠍߨߡⴕߥࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ߊߥࠅޔ೨ඨᣣߪᒝൻ⸠✵ߣᣂੱวኋޔᓟඨᣣߪ┹ᛛޔૉߒㇱ┹ᛛߦ߅ߡߪ᳇⽎
᧦ઙࠍ⠨߃ߡޔᣣ⋡߆ࠄ㐿ᆎߔࠆߣ߁ᄌೣ⊛ߥᣣ⒟ࠍߣࠄߑࠆࠍᓧߥߊߥߞߚޕ
ߎߩ᭽ߦ᭽ߥޘ㗴ࠍ߆߆߃ߥ߇ࠄ߽㐿ᆎߐࠇߚ┹ᛛળߢߪߞߚ߇ޔᣣ⋡ޔᣣ
⋡ޔᣣ⋡ߦࡊࠬ߇⊒↢ߒߡㇱ┹ᛛࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ߚ߽ߩߩ⸥ޔ㍳ߣߒߡᱷߞߚ
߽ߩߪᣣ⋡ߛߌߣߥߞߚߩߎޕᣣߪᤨޔಽ߆ࠄㇱ┹ᛛࠍ㐿ᆎߒࡊࠬߩߥߊߥ
ࠆᤨ೨߹ߢߦ࿁ߩ┹ᛛࡈࠗ࠻߇ⴕߥࠊࠇߚޔߡߒߘޕ࿁ࠍࠦࡦࡊ࠻ߒߚߩ
߇ࡈࠗ࠻╙ޔᣓ࿁ࡐࠗࡦ࠻ࠍࠢࠕߒߚߩ߇ࡈࠗ࠻ߢ⚿ዪߎߩࡈࠗ࠻ߢ
㗅߇ቯߒޔ࿅ߩൎᢌ߽ቯߒߡߒ߹ߞߚ ޕ㑐ᄢ߇ޔ㑐ቇ߇ ߹ߚޔ
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ㇱ┹ᛛߪޔ#5-)ޔ69+0Τࠇߙࠇߘޔ࿁ޔว⸘࿁ߩࡈࠗ࠻ߢ㗅ቯ߇ߥ
ߐࠇߚޕ
⋭ߔߴ߈ὐߣߒߡޔ㧕┹ᛛળߩḰਇ⿷ޔ㧕ㇱຬߩᛛ㊂ਇ⿷߇ߍࠄࠇࠆޕ
㧕ߦߟߡߪ┹ޔᛛⷙቯ߮⚦ೣߦਇߥὐ߇ࠅߦ․ޔㇱ┹ᛛߦ߅ߡߪ㑐ቇ߇
-$ޔ㑐ᄢ߇-C%4ߡߒߘޔ#5-ߪਔᩞߢ↪ߒߡߚߚޔ#5-ߩ↪ᮭߣ⊒⥶
ᮭߦ㑐ߒߡ┹ᛛਛߦ㗴߇↢ߓߚߎߣߚ߹ޔᯏ᧚ޔ㐿ળᑼޔ㐽ળᑼߩḰਇ⿷╬ޕޘ
㧕ߎࠇ߇߽ߞߣ߽㊀ⷐߥὐߢޔਅ⚖↢ߪ߽ߜࠈࠎߩߎߣ⚖↢߽৻ㇱߩ⠪ࠍ㒰ߡߪ
㘧ⴕᯏᦜ⥶ߩ࿁ᢙ߇ዋߥߊߩߎޔ᭽ߥ⁁ᘒߢ┹ᛛળࠍⴕ߁ߎߣߦߪήℂ߇ߞߚߒޕ
߆ߒోޔຬߩ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߩ࿁ᢙ߇Ⴧ߃ࠆߩࠍᓙߞߡߚߩߢߪᧁ߽ߡߞߚߢ߹ߟޔ
ᦥᎹ߆ࠄ⣕ළߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ࠊ߆ࠄߥߊߚ߹ޔㆬᚻߣߒߡ႐ߔࠇ߫ᔅߕᛛ㊂߇િ߮
ࠆߣ⠨߃ߡ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ┹ᛛળ߇ⴕߥࠊࠇߚޔߒ߆ߒޕㇱ┹ᛛߦ߅ߡߪᣓ࿁ὐ
౮⌀ᓇᣇᴺޔㇱߦ߅ߡߪᦜ⥶ޔ႐್ᢿߥߤ߇ᭂߡ߹ߕߊߦ․ޔ౮⌀ᓇߦ߅
ߡߪޔᓧὐߒߚࡈࠗ࠻ߩ߁ߜߦ߽ߣ߹ޔᣓ࿁ὐ߇౮ߞߡߚߩߪࠊߕ߆ߦࡈ
ࠗ࠻ߛߌߣ߁ᗌᙛߚࠆ߽ߩߢߞߚޕ
ߘߒߡߚߒ߁ߎޔḰਇ⿷ޔᛛ㊂ਇ⿷ߣ߁㑆㗴ὐߦߟߡߪޔⓨ᷼ߢߎࠇ߆
ࠄ⛯ߌࠄࠇߡߊ㑐㑐ᚢߣ߁ᣂߚߥ⋡ᮡߦะ߆ߞߡޔචಽߥᬌ⸛ޔദജߦࠃࠅࠃޔ
ࠅలታߒߚ߽ߩߦߒߡߊࠇࠆߎߣ߇ᓟヘ㆐ߦᦼᓙߐࠇߚޕ
=ᵴേႎ๔ 8QN ࠃࠅᛮ☴?
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ਃේᙗੑޔ㊄⥝ޕ
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±² ࢳɉɝɁпّ͢۾ҋک
ቼ ²´ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾

ธࡀࢶ᪽ˁႆᮤ ᪾
۾խாˁ٠ែӫ̳


   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ? ޕᆄᴧṖⓨ႐
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࠻㧔㨙㧕ߩߚޔᄢળߢߪਛᱛߐࠇߚ                     ޕ

෴ടᯏ㧦 ᯏ㧔ోㇱᄖ࿖ᯏ㧕
ޕ෴  ട㧦 ᄢቇ ࠴ࡓ ㆬᚻ ޕ
㑐ቇ࠴ࡓ㧦ᴡፉᐘ㓶↢ޔ㚤 㓷㧔 ᐕ㧕
ޔᄢᳯผᤩޔ⼱ൎ੫㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᯏߪ -$㧔,#㧕
ޕ
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ᳰ↰ᐘሶޔ㐳⼱ሶޕ



ᓟᏀࠃࠅ
ᴡፉᐘ㓶ޔ↰⮍ 
ਭ↰⡡ޔᳰ↰ᐘሶ
㐳⼱ሶ
೨Ꮐࠃࠅ
ᥓၮᄦ↢ޔ㚤㓷


   ᣣᐙㇱઍ㧦ਥ ↰ญḮᄥ㇢ޔਥോ ㊄ਯ ޕ
   ᣣ ࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ     ޕᎹṖⓨ႐
 ᧁᦥᎹṖⓨ႐߆ࠄᦥᧁޟᎹ࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦวኋ      ޠ㑐ቇ㒮ᄢ ㊁ବ
 ̖̖ߪࠇߘ ޕೋᣣߩࡒ࠹ࠖࡦࠣߩᤨߦߎࠅ߹ߒߚޕ6 ᢎቭޟᰴߩวኋߦ࠙ࠗ
ࡦ࠴ࡑࡦ߇⺕߽ߥࠄߒ߇⊝ߩਛߢⴕߌࠆੱߪߥ߆ޠ
ޕ
ቯ࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦߩੱ
ߪోߊᚻࠍߍߥޕ
ࠄ߆ࠇߎߪߢޟขࠈ߁ߣᕁ߁ੱߪޠ
ޕ৻ੱߛߌߢߒߚޕᰴߩᣣ
߽ߘߩᰴߩᣣ߽ࠝ࡞߇ࠅ⸘  ᤨ㑆ඨ⹜⥶ᦜޔ㛎߽ࠅ߹ߒߚߥࠎߺߚߛޕ
߇৻ᐲߪᦜ⥶ࠍᄬᢌߒߡ߹ߒߚ ;ޕำߪࠡࠕࠍࡃ࠶ࠢߦࠇߡᦜ⥶ߒࠃ߁ߣߔࠆߒ
㧔ᓐߩ  Ბᒁ߈ߪฬߢߔ㧕
ޔ1 ำߪᄛߦߥࠆߣ࠙ࠗࡦ࠴ࡑࡦߩ߆ࠄߛࠎߛࠎ⣕✢ߒ
ߡߔߋߩߦ߽ߞߡ߈ߚ߇ࠆ⥶ᦜߢࠈߎߣ ޕਛߩᖱࠍߡࠇ߫߅߽ߒࠈ
ߊߞߡޕ0+6 ߩ - ߐࠎߪᯏߩߣߦญࠍᄢ߈ߊߌߡߊߩߢਛߦ߆
ࠇߚߊߥࠆߤߥߤߥޕᭉߒߎߣ߽ߚߊߐࠎࠅ߹ߒߚޕ߆ήℂ߿ࠅቯࠍߚߛ
ߚࠃ߁ߢ߹ߛ߹ߛᧂᾫߥὐ߇ࠅ߹ߔ߇᧲ޔᶏ㑐ߩᣇᦥᧁޔޘᎹߢߪᤨ⋡߅ޘ
ߦ߆߆ࠆߣᕁ߹ߔߩߢߘߩᤨߪࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ= ޕᣇะ⥽ ޔR?

   ᣣ ᣂੱ൘⺃=㨪 ᣣ㨉
ޕᯏዷ␜ޕ
   ᣣ ਛ㊁㓷ม㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕ࠍ㘧ⴕᯏᠲ❑⃰㧻㧮߇ነઃޕ
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   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?  ޕⓨ᷼
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  ෴ടㆬᚻ㧦㑐ቇᄢ  ᐕ  ฬ   ᐕ  ฬ   ᐕ ฬ
       㑐ᄢ  ᐕ ߥߒ   ᐕ  ฬ   ᐕ ฬ
  ᚢ  ❣㧦
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߽ߐߚߢޟਛߊࠄߥࠅ࿅ఝൎޠ


ዋߥ߆ߞߚߩߪᓟߩ⺖㗴ߣߔߴ߈ߣߎࠈߢ
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ޔᜰቯ⌕㒽ߣ߁┹ᛛౝኈߢߒߚޕᤓᐕ

ߚߣ⸒߃߹ߔޕ㑐ᄢޔ㑐ቇᄢߣ߽ࡌࠬ࠻ߥ

ߩਃⷺ࿁ㅦᐲ┹ᛛߦᲧߴࠆߣߊోޔഠࠅ

⁁ᘒߢỗ⓭ߒߡߎߘߩ⌀ޔ㑐㑐ᚢߢࠆߣା

ߒߡߒ߹߁ౝኈߥߩߢߔ߇ߩ⁁ޔ㑐㑐ࠍ

ߓ߹ߔߩߢޔ㑐ᄢߦߪ৻ጀߩᅗࠍᦼᓙߒ

ࠆ㒢ࠅᧄޔᐕߪߎࠇ߇♖৻᧰ߢࠆߣ߁⚿

ߚߣᕁ߹ߔޔߚ߹ޕ㑐ቇᄢߦߣߞߡ߽ㇱ

⺰ߦ㆐ߒߚߩߢߔޕ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߦࠃࠆ࠰ࡠ⚻

ຬᢙߪߘࠈߞߡߡ߽ᛛ㊂ߦ⇼╓߇ߟߊࠃ

㛎⠪ߪ  ฬ⚻ࡠ࠰ߩߢ⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޔ㛎⠪ߪ

߁ߢߪൎߞߚߣ⸒ߞߡ߽ᚻߒߢ༑߱ߎߣߪ

 ฬߣ߁ኙ⁁ߚߒߣޘᴫߢߪ㜞ᐲߥౝኈߩ

ߢ߈߹ߖࠎޕᓟ߽ⓨ᷼ߢ㑐㑐ᚢ߇⛮⛯

┹ᛛࠍⴕߥ߁ߩߪήℂߢࠆߣ್ᢿߒߚߩߢ

ߐࠇߡⴕߊߩߥࠄ߫ޔ㘧ⴕᯏᦜ⥶ߢߩ⊒ᢙࠍ

ߔޕ

߽ߞߣჇ߿ߒޔᛛ㊂ࠕ࠶ࡊࠍ࿑ߞߡ߽ࠄߚ

 ߐߡޔታ㓙ߩ┹ᛛߪߤ߁ߢߞߚ߆ߣ⸒

ߣᕁ߹ߔޕ

߹ߔߣޔㆬᚻߩ߁ߜ  ࿁↢߇ᄙᢙࠍභߡ

 ᦨᓟߦ⑳ߦߥࠅ߹ߔ߇߇࠻ࠗࡈޔ㔀ߦ

ߚߩߢᲧセ⊛߹ߣ߹ࠅߩࠆࡈࠗ࠻߇ᄙ߆

ߥߞߡߒ߹⥄ޔኅ↪ࠗࡦࠨߣߒߡߪ

ߞߚߣᕁ߹ߔޕ
㧔ㆬᚻߩౝ⸶ߪ ޔ࿁↢ 㑐

ᕯߕߴ߈⚿ᨐߣߥߞߡߒ߹ߞߚߩߪᱷᔨߩ৻

ቇᄢ  ฬ ޔ࿁↢ 㑐ᄢ  ฬޔ㑐ቇᄢ  ฬޔ

⸒ߢߔࠍࠬࡦࠗޔᤨ৻ޕߒࠃ߁߆ߥ

 ࿁↢ 㑐ᄢ  ฬޔ㑐ቇᄢ  ฬ㧕․ߦ㑐ቇ

ߣ߽ᕁ߹ߒߚ߇⧰ߊ߆ߞߖޔഭߒߡᚻߦ

ߩ  ࿁↢ߪᤓᐕߩ  ㇱ┹ᛛߩࡈࠗ࠻ߣᲧߴ

ࠇߚޟߩቲ‛ࠍޠᚻߔ᳇ߦߪߥࠇ߹ߖࠎ

ࠆߣ߆ߥࠅ⣨߇߇ߞߚࠃ߁ߢޔᔃߒߡ

ߢߒߚࠍࠬࡦ߽ࠗࠄ߆ࠇߎޕ⢷ߦߒߩ߫

ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޔߛߚޕ㘑ࠍ⠨߃ߡߩ⺖

ߖޔ㘧߮⛯ߌߚߣᕁ߹ߔ᧪ޔߡߒߘޕᐕ

⋡ߩ⚵ߺ┙ߡᣇߦ⧯ᐓ㗴߇ࠅޔᱜ⏕ߦ

ߩᣇะ⥽ߦߪޔ㑐ቇᄢߩᓟヘߦࠃࠆޡలታߒ

qࠞ࠶࠻ߢ႐ߦࠆࡈࠗඵ߇ᭂߡ

ߚ┹ᛛౝኈߢ㑐ቇఝൎ㧍⸥ߚߞߣޢ߇タ



ࠆߎߣࠍᔨߒߡࡍࡦࠍ⟎߈߹ߔޕ

వߦㅀߴ߹ߒߚࠃ߁ߦޔ㑐㑐ߩㆬᚻጀߦߪ
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ޔ-$㧔,#㧕
ޕෳടᄢቇ㧦 ᩞޕ
⸠✵↢㧦㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬ㧔߁ߜޔන⁛㘧ⴕ⚻㛎⠪
 ฬ㧔⥄ኅ↪ᠲ❑჻⾗ᩰ⠪  ฬࠍ㧕
㧕
ޕ㑐ቇᄢෳട⠪㧦⼱ൎ੫㧔 ᐕ㧕
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ޟ࿑ߦ⸥ภߟߌὐࠍ⸥㍳
   㜞ᐲࠕ࠶ࡊ߽⦟ᚑ❣↢ޠ
 ቇㅪㇱᡰㇱᢎቭ ਛ  శ ብ
 ߺߥ⧎ߦ㈮߁ᤨ߽ޔᱷ㔐ᕜߒጊߦࠅ̆
 ޟဌ߆ߟࠆ⼝ߩޠჿ߭߮ߊᄢಽ⋵ਭ㜞ේߦޔᐕ߽ቇㅪฦᡰㇱ߆ࠄቇ↢ߚߜ߇㓸߹ߞߚޕਭ
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↪ߒߡࠆඨᓘ  জޔ㜞ᐲ HV㧔৻ㇱ HV㧕એਅߩⓨၞࠍᄢળᦼ㑆ਛߦ㒢ߞߡޔ㜞ᐲࠍ
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ߪᄢળߩ㐿⋡⊛ߢࠆ㊁ᄖ㔌⊒⌕߅ࠃ߮ጊጪṖ⠍ᛛⴚߩ⠌ᓧߩߺߥࠄߕޔ࿖㓙Ṗⓨ⸥┨㧔(#+ ㌁┨㧕
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↢㆐ߦਈ߃ߡߊࠇߚޕ
 ᦼ㑆ਛߩᄤߪ੍ႎࠃࠅ߽ᅢᄤߦᕺ߹ࠇ ޔᣣ㧔ߎߩᣣޔධᎺ߽᪢㔎ࠅߒߚ㧕ࠍ㒰ߡ㗅⺞
ߦ㘧ⴕߔࠆߎߣ߇᧪ߚᦨޕ㜞ߩṖ⠍᧦ઙߦᕺ߹ࠇߚߩߪ㘧ⴕ  ᣣ⋡   ޔᣣߛߞߚޕᄢળߩ
ߚߦ⸃ߒߡタߚ㜞ᐲ  ࡈࠖ࠻߹ߢߩⓨၞࠍޔ#5- ߩ  ᯏ߇ሽಽߦᔟ⠍ߒߚޕ
 ࿁ߪ㘑ߩ⊒↢⁁ᴫ⺞ᩏߩߚߦޔ㘧ⴕⓨၞ㧔Ṗⓨ႐߆ࠄඨᓘ 0/㧩⚂  জߩౝ㧕ࠍ᧲ޔ
ධർߘࠇߙࠇ  জᲤߩ✢ߢࡑࠬ⋡ߦಾߞߚߩ᧲ޕߦ 㨪ޔධർߩߦ #㧔ࠕ࡞ࡈࠔ㧕㨪4㧔ࡠ
ࡔࠝ㧕ߣઃߒߡฦ↹ࠍ⸥ภൻޔߦࠄߐޔฦ↹ࠍ  ಽഀ㧔O ྾ᣇߩ↹ߦ⚦ಽഀ㧕ߒߡ 㨪 ߩ
⇟ภࠍઃߌߚޔ߫߃ߣߚޕਭ↸ߩ⟎ߪ . ߢ࿑ߦ␜ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
#5- ,# 㑐ቇ㒮ᄢ  ᐕ↢ޔ⼱ำ೨ᏨႡਸ਼㧕߇  ᤨ  ಽ⊒⥶ޔO ߢᦜ⥶⚝㔌⣕ߩߩ
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㧔 ᤨ  ಽ㧕
ޕ
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ࠕߔࠆߣ߁ߦߐ߹ޔጊጪṖ⠍ᄢળߩฬߦ߰ߐࠊߒࡈࠗ࠻ߢߞߚߣ⸒߃߹ߔޕ㨙ߢ㔌⣕
ߒ 49 ⓨߢࡊࠬࠍߟ߆ߺ O ߹ߢߒޔᓢߦޘਭጊߩᣇߦነߖߡ߈߹ߒߚޕ㜞ේ⨿ޔ
⨲㐿⊒ࡦ࠲ઃㄭߢߪޔ㨙ㄭߊߦߥߞߡ߹ߒߚ߽߅ߥޔߡߒߘޕਭጊ㗂ߦነߖࠆߣޔ
㨪 ߣ߁ᒝࡊࠬߦᒰߚࠅ৻ߦ 㨙߹ߢޔਭጊ㗄ࠍࠢࠕߒ߹ߒߚޕ㆙⿷ߩዊ
ቇ↢߇ᚻࠍᝄߞߡߊࠇߡޔᭉߒߐᩰߢߒߚޕਃୀጊߦࡋ࠺ࠗࡦࠣߔࠆߣ⎫ޔ㤛ߩ࠾ࠝࠗ߇ࠦࠢࡇ࠶
࠻ౝ߹ߢଚߒޔਇ᳇ߥᗵߓ߇ߒ߹ߒߚޕᄬ㜞 㨙߹ߢߢᄢ⦁߽ࠢࠕޕਃᗲࠬ࠻ࡂ࠙ࠬࠍ
ࠢࠕߒߚߎࠈߪ  ᤨ㑆ࠍ߃ߡ߹ߒߚߢࡦࡇࠬޔߣ࡞ࠗࡄࠬޔߪߣޕ㜞ᐲಣℂޕਛᥰብ

ᢎቭ߽߁ߤޔᓮ⧰ഭ᭽ߢߒߚ=ޕᣇะ⥽ ޔR ࠃࠅ৻ㇱᛮ☴? 
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᩜޙᴯ̷ᄻɁଡ଼ޮႆ
ޙႆ͢ᮁީ Ⱦሉᢆ

ˤθျފ


   ᣣ ᣂੱ᱑ㄫࠦࡦࡄ                      ޕᓢ
   ᣣ ↰⮍㧔㑐ቇᄢ 1$㧕ਃ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕วᩰޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢࡈ࠶ࠪࡘࡑࡦࠠࡖࡦࡊޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢᄐวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ              ޕᎹṖⓨ႐
  ᣇะ⥽  ߢޔਛߋߺ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔጊ↰ᕶሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⚫ޕ

   ᣣ ㊁ବ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕วᩰޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕਥߦ  ᐕ↢ኻ⽎ޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
  ৾ୈℂሶ㧔㑐ቇᄢ㧻㧳㧕ᢎ⢒⸽㧔Ṗⓨᯏ㧕วᩰୖ᧼    ޕṖⓨ႐
   ᣣ 㑐ೋߩᅚᕈቇ↢ᢎቭ⑺↰ᐽઍ㧔ᄢ㒋ᄢ  ᐕ㧕⺀↢ޕ
   ᣣ ᧲ᶏ㑐ਔᡰㇱᜰዉຬᛛⴚ⎇ୃળ=㨪 ᣣ?ޕⓨ᷼
ࡈࠗ࠻ࠍㅢߓߡᜰዉຬߩࡌ࡞ࠕ࠶ࡊࠍߪ߆ࠈ߁ߣ߁⋡⊛ߢߩ⎇ୃળޕᕆỗ
ߥṖⓨᆫߩᄌൻࠍᓧߔࠆ⁓߆ࠄޔቮࠅޔ㍙ឪߺߥߤߩᦛᛛ㘧ⴕ߇ขࠅ
ࠇࠄࠇߚޕ









  㑐ቇ㒮ᄢቇᣂቇ↢ળ㙚ቢᚑޕ
ᣂㇱቶߦ⒖ォޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ⑺วኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
ᚑ  ᨐ㧦 ⚖↢ోຬන⁛㘧ⴕޕ
㧖 ㊁ବ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 % ┨₪ᓧ㧔-$㧕
ᣈጘ㒂ᄢวኋޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ´ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

۾խா


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕⓨ᷼
෴ ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻޕ
↪ᯏ㧦-C'ޔ-$ޔ#UVKT)%5 ߥߤ  ᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦⼱ൎ੫㧔 ᐕ㧕
ޔᄢᳯผᤩ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ ❣㧦࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇޕ
ੱ   ᄢᳯผᤩ㧔㑐ቇᄢ㧕 ὐޕ


ఝൎߩᴡ㇁⧷᮸









   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળᐙળޕ
ᣂᯏ⾼ߦߟߡද⼏ޕ
   ᣣ ᵴേႎ๔ 8QN ⊒ⴕ㧔㨪㧕
      ޕ
ᣂᯏ⾼⸘↹㧙ᦨ⚳᩺㧙ᓎߪ )TQDᑼ #UVKT)%NWDΥD ߦቯ

   ᣣ 㑐ቇ㒮ቇ⑂=㨪 ᣣ?ޕ
ᮨᡆᐫޠࠢ࠶ࠪࡦ࠲ޟᐫ    ޕ࿑ᦠ㙚ർ╙  㙚ਅߩ
㧔ࡐ࠶ࡊࠦࡦޔࡓࠢࠬࠗࠕޔⓣࠇࠥࡓߥߤ㧕
ޕ
   ᣣ ⷓᬺ឵
 ਛᣨ ᢛวኋ㧔-$㧕
              ޕਃ↰ᩰ⚊ᐶ
     ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

జఇࡺᜡᎃ߂ᓃީ

   ᣣ ᧁᦥᎹ⸠✵ᚲᣂኋ⥢ቢᎿᑼޕ
 ᐕ᧪Ꮧᦸߒߡߚᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ೋߩ
ᧄᩰ⊛ኋ⥢ᣉ⸳߮ᢛ႐ቢᚑߔޕ

ޟ༑߱ቇ↢ߚߜࠅࠃޠ
ᦥᧁޟᎹㄭઍൻߦࡃࡦࠩࠗޠ
㑐ቇ㒮ᄢቇ  ㊁ବ
 ᣂኋ⥢߇ቢᚑߒߡ߿ߞߣᧁᦥᎹ߽ㄭઍൻߐࠇ߹ߒߚࠇࠊࠇࠊޕ㑐ߩੱ㑆߽ߎࠇߢ
߿ߞߣߎߎߢߩวኋߦߥߓߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕㄭઍ⊛ߥࠬࡐ࠷ߦߪ߿ߪࠅㄭઍ⊛ߥ
⸳߇ᔅⷐߛࠈ߁ߣᕁ߹ߔᦥᧁߢࠇߎޕᎹߦ߅ߌࠆߺࠎߥߩ↢ᵴ߽ࡂࠗࡦࠬߥ߽
ߩߦߥࠆߢߒࠂ߁ߢ߹ߡߴߔߪߣߎߩࠄࠇߎޕ㧻㧮ߩᣇ߿ޘቇㅪ㑐ଥߩᣇޔޘฦᄢ
ቇߩදജߩ⚿㓸ߢߔ=   ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅࠎߐ⊝ޕᣇะ⥽ ޔR?
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ÁóôéòƍᵟɁ͍


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕㨪 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕



(42 ᯏߩᤨઍ߳

 ㍑▤⠀ᏓᒛࠅߩᣂΥ -$ ߽⠧ൻߒ┹ޔᛛᯏߛߌߢߥߊ✵⠌ᯏ
ߢߐ߃ (42 ᯏߩᤨઍߦ⒖ࠅᄌࠊߞߡߚ┹ޕᛛߢൎߡࠆᯏޕㇱຬ߇
⋡ᜰߖࠆᯏޕቇ↢߇ㆬࠎߛߩߪޔ
)ޟTQD ᑼ #UVKT)%NWDΥDߢޠ
ߞߚߩߎޕᣂ㍈ᯏߪޔ㑐ቇᄢߩᰴߩᤨઍࠍᜂ߁ᄢᚢജߣߒߡࠣޔ
ࠗ࠳ᯏߩ⋡ⷡߒ⊒ዷߦහߒߚㆬᛯߢߞߚޔޔߡߒߘޕㇱຬߚ
ߜߩᄞߪᄢ߈ߊ⤘ࠄߺޔ⇇ߦ⋡ࠍะߌᧄޔᒰߩࠣࠗ࠳ߢ㘧߱ᭉ
ߒߺޕࠆߡߞ⺃ߣ߳ޠࠣࡦࠕ࠰ޟવ⛔ߦᓥޔ
ޟᣂΦߣޠฬ
ߐࠇߚޕ♿ࠍ߃ࠅࠃޔ㜞ߊࠅࠃޔ㆙ߊࠅࠃޔㅦߊޔ㕍㔕ߩᔒࠍਸ਼
ߖޔߦߣ߽ߩࠅߣ↱⥄ޔᄢⓨࠍ⥰߁ޟᣂߦ߽ߣߣޠᚒ㑐ቇ㒮⥶
ⓨㇱ߽శࠍᶎ߮ߡᦝߦべㅴߔࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

 (42 ൡŽ)TQD ࣻ#UVKT)%NWDƍDž֤ջࣻȈఌƎ˰հȉ


 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ    ᣂᯏ̌)TQD ᑼ #UVKT)%NWDΥD̍ฬᑼ    ޕਛᄩ⦼↢
ޟᣂΦߣޠฬޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

)TQD ᑼ#UVKT)%NWDΥD
















)GPGTCN&GVCKNU
/CPWHCEVWTGT)TQD#UVKT%NCUUKHKGFCU7PENCUUKHKGF%QWPVT[1H1TKIKP
)GTOCP[
&GUKIPGT$WTMJCTV)TQD0QQH5GCVU
2GTHQTOCPEG.&/CZ㧔MOJ㧕/KP5KPMOU㧔MOJ㧕
5RGEKHKECVKQPU
5RCPO.GPIVJO  JKIJVO #TGCO 2C[NQCFMI
)TQUU9GKIJVMI
#URGEVTCVKQ#KTHQKN'RRNGT'5VTWEVWTGHKDGTINCUU
 'ORV[9GKIJVMI     )TQUU9GKIJVMI
 9KPI.QCFMIO     80' MOJ   8#MOJ

 )N1%NWDΥD ߪ)ޔTQD#UVKTΥࠪ࠭ߩࡁ࠭ࡋࡆဳߢࡃࠗࠔࡈࠬࠣ࡞ࠝޔ
ߢߔߩߎޔߚ߹ޕᯏߪࡊࠬ࠴࠶ࠢᯏߩ㜞ᕈ⢻ߦട߃ߡᠲ❑ᕈ߇⦟ߊޔᚒ↢✵⸠ޘ
ߦߪߩߌߟߡߞ߁ޔᯏߣ߃߹ߔޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

=⾼⚻ㆊ?

ᐕ  ᣂᯏ⾼⸘↹ =ᵴേႎ๔8QN?=ᧄRឝタ?
㧔ᤘ 㧕ᐕ    ᣣ  ᣂᯏ⾼⸘↹ =ᵴേႎ๔ 8QNޔR?
٤ ߐࠆ    ᣣߦ 1$ ߩᢧ⮮᳁ߩോᚲߦ߅߈߹ߒߡޔ㧻㧮ᐙળ߇㐿߆ࠇ߹
ߒߚޕ
ળ㐳ߩጊᧄᒄ᳁ࠍߪߓޔ
߅ᔔߒਛᄙߩ㧻㧮ߩᣇߦޘᏨߒߡ㗂߈߹ߒߡޔ
ᓎ৻หᷓߊᗵ⻢ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߎޕળߦ߅ߡߪᣂᯏߩ㧻㧮េഥ㗵ࠍਛᔃߣߒߡ
߇ㅴࠄࠇ⚿ߩߘޔᨐ ޔ㧚㧻㧮ળߣߒߡޔ࿁ߩᣂᯏ⾼ߦ㑐ߒߡ  ਁߩ
េഥ㧔ᓎߩᏗᦸߣߒߡߪ  ᐕ  ߹ߢߦ㧕ࠍߔࠆ ޕ㧚ᯏߩᦨ⚳⊛ߥㆬቯߪޔ
ㇱ㐳ޔㇱ㐳߽࠴ࠦޔ〈⋙ޔߚᓎߩᗧࠍዅ㊀ߒޔ㧻㧮ળߪߘࠇࠄߦㆬቯࠍ
৻છߔࠆߩ╬ޔᛚࠍߚߛ߈߹ߒߚߡߞࠃߦߣߎߩߎޕᣂᯏ⾼⸘↹ߩਅḰߪ
ࠆ⒟ᐲᢛߞߚߣ⸒߃߹ߔߩߢޔᓎߣߒ߹ߒߡߪᓟቇᩞߣߩᧄᩰ⊛ߥᷤߦ
ࠅ ޔᐕ  ⊒ᵈ⋡ࠍ⚊ ޔᮡߣߒߡദജߒࠃ߁ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޔ㧻㧮ߩ
ᣇ߽ޘතᓮදജਅߐ߹ߔ᭽߅㗿ߚߒ߹ߔ ޕਥ ↰ญḮᄥ㇢ 




ž#UVKT)%NWDïD ʈᚡſ
⼱ൎ੫
 ⑳߇̌ᣂ̍ߦೋߡਸ਼ߒߚߩߪ   ޔᣣߢߒߚޕએ೨ߦਸ਼ߞߚߎߣߩࠆ
#UVKT%5 ߣᲧߴߡޔฦ⥽ߩ߈߈ߩࠪࡖࡊߐ㧔․ߦ࠳㧕߇ශ⽎ߦᱷࠅ߹ߒߚࠦޕ
ࠢࡇ࠶࠻߽ᐢߊޔᲧセ⊛߈ߚᆫߢਸ਼ߢ߈ޔਥ⠢ߩ  ᐲߩⷺߩὑ߆ᣓ࿁ᤨߩ
ቯᐲ߽㜞ߊᗵߓ߹ߒߚߩࠣࡦࠖ࠹ࡠࡈߛߚޕ㓙ߩિ߮߇ઁߩࡊࠬ࠴࠶ࠢᯏߣᲧ
ߴߡᒝߎߣߦᵈᗧࠍᛄ߁ߴ߈߆߽⍮ࠇ߹ߖࠎߩߎޔ߅ߥޕᯏߪࡁ࠭ࡋࡆߢ
ࠆߚޔ-$ ߆ࠄߩ⒖ⴕ߽ࠬࡓ࠭ߦⴕ߃ࠆߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕദജᰴ╙ߢోޔ
࿖ⷓ߽లಽ⁓߃ࠆᯏߢࠆߣᕁ߹ߔߩߢޔᓟヘ⻉ำߩ㗎ᒛࠅߦᦼᓙߒߚ߽ߩ
ߢߔޕ
 =ᵴേႎ๔ 8QNޔR?

― 469 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ૼೞ˳ទλƷμᚡ
         ਥോ ㊄ਯ

 㑐ቇ⥶ⓨㇱ߽ᯏࠍ  ᯏᚲߔࠆߎߣߣߥࠅ߹ߒߚߣߥߌߟߒ߱ࠅߥ߈ޔ
ᦠ߈ߒߢ↳ߒ⸶ࠅ߹ߖࠎ߇ߥ߹ߑ߹ߐޔᣇ㕙ߩߏេഥࠍᓧߡߢ߹ߐߍ߆߅ޔᔨ㗿
ߩᣂᯏࠍ⾼ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ߽╬ེ⸘ߩࡦ࡚ࠪࡊࠝߪޕቢోⵝߒޔᣂᯏ
ޟᣂߪޠర᳇ߦ㘧ࠎߢ߹ߔޕ
 ೨࿁߅ޔዯߌߒߚᵴേႎ๔ߢߪޔᯏߩㆬቯࠍߒߡ)ޔTQD#UVKT)%NWDΥ㨎ߦ
ቯߒߚߣ߁Ბ㓏ߢߒߚ߇ޔ࿁ߢߪ߽߁⾼ߒߚߣ߁ߎߣߢ߅ߡߒࠅߊߞ߮ޔ
ࠄࠇࠆ㧻㧮ߩᣇ߽߅ࠅ߆ߣሽߓ߹ߔߩߢߩޔᯏࠍ⾈߁ߦ⥋ࠆ߹ߢߩ⚻ㆊࠍዋߒ
ߏ⚫ߚߒ߹ߔޕ
 ೨ภߩᵴേႎ๔߇ߐࠇߚ⋥ᓟ ࡞ࠥޔขᒁవ ߆ࠄ㔚߇ࠅޔ
ޟᚒߒ⾼߇ޘ
ࠃ߁ߣᕁߞߡࠆᯏߣห⒳ߩ߽ߩߢޔᒁ߈ขࠅᚻ߇ߥߊቮߦᶋߡࠆ⁁ᘒߩࠊ
߫ᣂฎᯏ߇ࠅਁ⊖ࠄߥࠇߘޔ⒟ᐲ୯ᒁ߈ߒ߹ߔࠃ߇߹߁ߦࠎࠂ߭ߣޠᜬߜ߇
ߞߚߩߢߔ⾗ޔ߇ߔߢߩߚߞߪߢ⦟ߦ߆⏕ߒ߆ߒޕ㊄Ḱ㕙߿ฃߌࠇᘒ㨮
ቇᩞߣߩᷤ╬ࠍ⠨ᘦߒ߹ߔߣߣߡ߽ήℂߛߣ߁ߎߣߢޔᓎߪ৻ᤨᢿᔨߒߡ
ߚߩߢߔࠍߣߎߩߎ߇ࠈߎߣޕ㧻㧮ߩᣇߦߏ⋧⺣ߒ߹ߒߚߣߎࠈߩߘޟᯏࠍ⾼
ߔࠆᣇะߢࠍㅴߚࠄࠎߓ߾ߥߢߔ߆ߏ߁ߣޠᗧࠍߚߛ߈ޔᱜ↰వ↢
߽ߔ߇ߩޔࠄ߆ߛࠬࡦࡖ࠴ߩߊ߆ߞߖޟᚻߪߥࠎߓ߾ߥߢߔ߆ߏ߁ߣޠᗧޕ
߹ߚ㨮৻⇟ߩ㓚ოߣߥߞߡߚቇ↢⺖ߩេഥ㊄  ਁ ߽ޟᐕౝߦ↪ᗧߢ߈ߘ߁ߢ
ߔࠎߣࠎߣߪߣޠᜉሶߢㅴߺߪߒ߅ߩߎޔታࠍᏪ߮ߡ)ޔ1 ࠨࠗࡦߣߥߞ
ߚࠊߌߢߔߦࠇߎޔࠎࠈߜ߽ޕኻߔࠆᗧ߽ߊߟ߆ߪࠅ߹ߒߚ߇ᦨޔᓟߪ⊝ߩ
⚊ᓧߩ߽ߣࠍㅴߒߣ⪭ߪߦ߹߁ߚ߹ޔⓣ߇ߟ߈߽ߩߣ߁ߎߣߢޔታ㓙ߦߘ
ߩᯏߩਅ⺞ߴࠍߒޔᰳ㒱߇ߥ߆࠴ࠚ࠶ࠢߔࠆߚޔਃᢛ㧻㧮ߩ↰ ⮍᳁ 
ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත ߦߪࠊߑࠊߑ㑐ኋ ජ⪲ ߹ߢߏ⿷ഭ㗿߹ߒߚޕᯏߩ࠴ࠚ࠶ࠢ
ߩ⚿ᨐߪ㗴ߥߒ⾗ޔ㊄㕙ߪߥࠎߣ߆ߥࠆߛࠈ߁ߣ߁ߎߣߢߔ߹⾈ߦ࡞ࠥޔ
ߣญ⚂᧤ࠍߒߚߩ߇  ᧃߢߒߚޕ
 ߐߡ߇ࠄ߆ࠇߘޔᄢᄌߢߒߚޕᒰᤨ  ࿁↢ߛߞߚᚒੱޔߪޘᢙߪ  ੱߣᄙߊޔ
ࠍ߆ߥࠅಽᜂߢ߈ߚߩߢߔ߇ࡨ  ߽ߢࠇߘޔࠅߢᯏࠍ⾼ߒࠃ߁ߣ߁ߩߢߔ
߆ࠄᦠޔ㘃㕙ޔቇ↢⺖ߣߩᷤ╬߆ߥࠅᔔߒߊޔᲤᣣ߇ᚢߩࠃ߁ߢߒߚߚ߹ޕฦଥ
ߣߩㅪ⛊ࠍߪ߆ࠆߚޔᐙㇱࡒ࠹㨼ࡦࠣߥࠆ߽ߩࠍㅳ৻࿁㨮ᔔߒᤨߦߪᲤᣣⴕ߹
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
ߒߚߪ⑳ޕਥോߣ߁┙႐ޔᓮ㗿ᦠࠍቇ↢⺖ߡߦᄙᢙᦠ߈߹ߒߚ߇ޔ-$ ࠍ⾼
ߒߚᤨߩ⾼⸥㍳߇߆ߥࠅ⚦ߦ㨮ᒰᤨߩਥ㨮ਥോߩᣇߚߜߩᚻߦࠃߞߡ⾗ޔᢱߣ
ߒߡᱷߒߡ㗂ߡߚߩߢޔᄢᄌෳ⠨ߦߥࠅ߹ߒߚࠎࠈߜ߽ޕ࿁ߩߎߩ %NWDΥD ߩ
⾼⸥㍳߽ᓟヘߩߚߦᓎ┙ߟࠃ߁ᚑߒ߹ߒߚࠅߪ߿ޔߣޕᔔߒ߆ߞߚߩߪળ⸘
㑐ଥߢߒࠂ߁ߩࠎߛ߰ޕળ⸘ߣߪᛒߢࠅߦߌ߹߅ޔᄙ㗵ߩ㊄㗵߇േߊߩߢ߆ߥ
ࠅ᳇ࠍߞߚߣᕁ߁ߩߢߔ߇ߩߎޔᣇ㕙ߪߔߴߡਛߋߺ ᢥ  ߦ߹߆ߖߡ߅ࠅ⑳ޔ
ߪᓐᅚߩജ㊂ࠍାߓߡ߹ߒߚߩߢᲧセ⊛ᔃߒߡ߹ߒߚޕ
 ߚߛ✕ߚߞ߁ߎޔㄼᗵ߿ᯏࠍ⾈߁ߎߣߩᄢᄌߐߣ߁߽ߩ߇߹ߛਅ⚖↢ߚߜߦ
ߪࡇࡦߣߎߥߣߞߚᗵߓߢߩࠎ߮ࠅߒߡࠆߩ߇㨮ᚒޘᐙㇱߩ⋡߆ࠄࠇ߫ዋޘ
ᱤ߇ࠁߊᗵߓࠄࠇߚߎߣ߽ࠅ߹ߒߚ߇ߣ߁ࠈߛࠆ᧪߇߈ߣࠆ߆ࠊࠇߕޔ⠨߃߹ߒ
ߚޕᣂᯏߩㆇ߽៝ᬺ⠪ࠍࠊߕ⥄ޔಽߚߜߢ㒽ㅍߒߚߩ߽ߚߞ߁ߎޔᗧࠍ
ߡᔒ᳇ࠍ㜞ࠆߣ߁ߩ߇ᄢ߈ߥℂ↱ߩ৻ߟߢߒߚޕ
 ⾼ߒߡ߆ࠄ߽ᄙᔔߥᲤᣣߪ⛯߈߹ߒߚޕᯏߐ߃ᚻߦࠇࠇ߫ߣߪߎߞߜߩ߽
ߩߣ߁⠨߃ߪ↞ߊޔ⢵ฃߌ߿⠢ฃߌߩᚑߩེ⸘ޔขࠅઃߌ⾗ޔ㊄㓸ޔᯏࠪ
࠻ߩᚑ㨮ฬᑼߩḰࠍቇᩞᢝ୫↪ߢᓮ㗿ߦ࿁ࠅޔቇㅪ߳ߩ↳⺧╬ޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱ
ຬߪᣣᄛࠅߦ᧲ޔ࿁ߞߚߩߢߒߚߪߤߥ࠻ࠪߦ․ޕวኋߦ㑆ߦߘ߁ߦߥ
ߣ߁ߎߣߢ ޔᐕ↵ሶㇱຬ  ฬ߶ߤߢࡒࠪࡦㇱ㓌ࠍ⚿ᚑߒޔਃ↰ߢᤤᄛⴕߩ❔
ᬺ߽ߒ߹ߒߚޕ
 ߆ᧄ᧪ߩ⿰ᣦ߆ࠄߘࠇߡ⧰ഭߓߺߚ߽ߩߦߥߞߡߒ߹ߞߡ↳ߒ⸶ࠅ߹ߖࠎޕ
ዏߩߎޔᣂᯏߩଔᩰ߅ࠃ߮ᦨ⚳⊛ߥળ⸘ౝኈߪળ⸘ႎ๔ࠍߏࠄࠎਅߐߚ߹ޕ
ߪࠥ࡞߳ߩᡰᛄ߽ో㗵⚳ࠊࠅߩ↪⾌ߚߞ߆߆ߦ⾼ߪߣޔ㗔ᦠࠍ㓸ߡቇ
↢⺖ߦឭߔࠆߩߺߣߞߚ⁁ᴫߢ߿ߞߣ৻Ბ⪭ߣߞߚߣߎࠈߢߒࠂ߁߆ޕ
 ߕࠇߦߖࠃߩ⊝ߦ߁ࠃߩߎޔജࠍߒว⧰ޔഭߒߡ⾼ߒߚᯏߢߔ߆ࠄᧃޔ
᳗ߊ㨮ᄢಾߦߞߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅߚ߹ޔᄙᄢߥࠆߏេഥࠍߚߛߚ 1$ ߩᣇ
ߦኻߔࠆᦨᄢߩᓮ␞ߪ㨮ߎߩᯏߢఝ⑲ߥᚑ❣ࠍ߅ߐࠆߎߣߣᓎ৻หℂ⸃ߒߡ߅
ࠅޔᓟዏ৻ጀ♖ޔㅴദജߦബᚲሽߢࠅ߹ߔޕ
= ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕   ᣣ⸥?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ਃᢛวኋޕ
㧔㑐ቇਥޔᣂኋ⥢ቢᚑᓟೋ㧕        ᧁᦥᎹ⸠✵ᚲ
   ᣣ ᧲ᶏ㑐 1$ ⎇ୃળᦥᧁ                ޕᎹ⸠✵ᚲ
 ᯏߦߪ㑐ቇ㒮ᄢቇߦᣂߒߊ
ዉߐࠇߚ#UVKT)%NWDΥ㨎ࠍਛ
ᔃߦ #59ޔ#UVKT)%5 ߇↪ߐࠇ
ߚޕ
=ෳᾖ㧦ᣇะ⥽ ޔR?

ᦥᧁ̖̖ޟᎹኋ⥢߇ᣂߒߊߥߞߡ
߆ࠄ߹ߛ৻ᐲ߽⸰ࠇߚߎߣ߇ߥ
߆ߞߚߩߢߩߤޔ᭽ߦᄌࠊߞߚ
ߩ߆ߣ߁⥝ߣޔ㑐ቇ߇⾼ߒߚ #UVKT)%NWDΥ㨎ࠍࠆߩ߇ᭉߒߺߢߒߚޕ
 ᣣߩᄛᧁᦦᎹߦ⌕ߡߺߡ߹ޔ㛳߈߹ߒߚߊ߹߁ޕᑪߡߚ߽ߩߢߚߜߩᕁ
ߩߒߺߟߚ㧔ࡀ࠭ࡒ߽ߚߊߐࠎߺߟߡߚ㧕ᤄߩኋ⥢߽ߘߩ߹߹ߦޔᣂᣥੑߟ
ߩᑪ‛߇⢋ࠍਗߴࠆ᭽ߦᑪߞߡ߹ߒߚߢࠆ߹ޕᣏ㙚ߩᄢᐢ㑆ߩ᭽ߥ↵ሶ⸠✵↢ㇱደ
ߦߒ߆ߟߥޔ㗻߱ࠇࠍߟߌߩߘޔᄛߪ⸠✵↢ᤨઍࠍᕁߒߥ߇ࠄᏓ࿅ࠍਗߴߡ
ભߺ߹ߒߚޕ
 ߐߡ  ᣣ⋡߅⦟ޔᄤ᳇ߢߒߚޕㅅࠊߕ #UVKT)%NWDΥ㨎ߩᚲ߳ⴕߞߡߺࠎߥ
ߢ߆ࠊࠆ߇ࠊࠆ⸥ᔨᓇޕᤄ) ߩߜ߁ޔ69+0Τࠍ㑐ኋ߹ߢฃߌขࠅߦⴕߞߚޕ
ߩᣂ㞲ߥᗵỗ߇ᕁߐࠇ߹ߒߚ ޕౝⵝ߽ᄖ߽ⷰ )69+0Τߦ⦟ߊૃߡ߹ߔޕ
߿ߞ߬ࠅᣂߒᯏߣ߁߽ߩߪ⦟߽ߩߢߔ ߊߘߞߐޕ#UVKT)%NWDΥ㨎
ਸ਼ࠍࠢࠛࠬ࠻ ޔಽߩࡈࠗ࠻ࠍᭉߒ߹ߖߡ߽ࠄ߹ߒߚࠬࡦࡃޔ߽߈߈ߩ⥽ޕ
߽࠽ࠗࠬࡈࠖࡦ߽ࠣߡߞߣޕਸ਼ࠅᤃᯏߢߒߚ=ޠ̖̖ޕᣇะ⥽ ޔ
R?

   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ        ޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ੱ㧔ᄖੱߪᅚሶ  ੱ㧕
ޕ
ᢎ  ቭ㧦↰ญᢎቭޔጊ↰㧔ᱜൎ㧕ᢎቭ㧔ᗲቇᄢ㧻㧮㧕
ޔ㊁િᢎቭ㧔ጘ㒂
ᄢ㧻㧮㧕
ޔᴡ㇁⧷᮸ᢎቭ㧔ฬᎿᄢ㧻㧮㧕
ޕ
↪ᯏ㧦ⶄᐳᯏ  ᯏ #5-㧔,#หᔒ␠ᄢቇ㧕
ޕ
ޕ
නᐳᯏ  ᯏ -$㧔,#㧕
ޔ#UVKT)%NWDΥD㧔,#㧕
   ᣣ 㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮 ㊀ኼᄦవヘ㧔 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත㧕ߏㅤޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ²µ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾
ʹΥˁ٠ែӫ̳ˁ۾խா
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
 ᆄᴧṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ߆ࠄ  ࠴ࡓ  ㆬᚻ  ᯏޕ
┹ᛛ⒳⋡㧦࿁ࠦࠬㅦᐲ┹ᛛ㧔࠙ࠖࡦ࠴ᦜ⥶ߦࠃࠆ㧕
ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦㊁ବ㧔 ᐕ㧕
ޔ⼱ൎ੫㧔 ᐕ㧕
ޔᄢᳯผᤩ㧔 ᐕ㧕
ޕ
↪ᯏ㧦#UVKT)%NWDΥ㨎㧔,#㧕
ޕ


Ꮐࠃࠅ
㊁ବ
⼱ൎ੫
ᄢᳯผᤩ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᩜᩜߦɺʳɮʊ˂ቧ੫͢ᩒϸఙ ³ ఌɋ

   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?      ޕⓨ᷼
෴ട㧦㑐ᄢ  ࠴ࡓ 㑐ቇᄢ  ࠴ࡓޕ
㧖㧝࠴ࡓߪ㧞ੱޕ
↪ᯏ㧦)69+0Τ㧔,#㧕
ޔ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#㧕
ޕ
┹ᛛౝኈ㧦ᢎቭหਸ਼ࠍਛᔃߣߒ  ߩ⸳․ޔজߢߩ
ਃⷺ࿁ㅦᐲ┹ᛛ࠻࠲ࠬޕ㧒ࡈࠖ࠾࠶ࠪࡘ
ࠗࡦߪࠛࡊࡠࡦⓨ ߪ࠻࠲ࠬޕ㨙એࠧޔ
࡞ߪ 㨙એ⥶ᦜޕᯏ߆ࠄߩ㔌⣕ߪ 㨙ޕ
↪ᯏߩㆬᛯߪฦ࠴ࡓߩㆬᛯޕ㐿ળᑼߩ৻႐㕙

ᚢ  ❣㧦
࿅㧔㑐ቇߪ㧠࠴ࡓߩว⸘ᓧὐࠍ  ߢഀߞߚ߽ߩ㧕
  㑐ᄢቇ  ὐ    㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐ
࠴ࡓ   㑐ᄢ ฬടጊᧄ࠴ࡓ  ὐ
࠴ࡓ   㑐ቇᄢ ㊄ศ↰࠴ࡓ  ὐ
ੱ   ጊᧄศፄ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐ  
ੱ   ศ↰⨃᳗㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ  
ੱ   ฬടᒄખ㧔㑐ᄢ㧕    ὐ
ੱ   ㊁ବ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ὐ
ੱ   ㊄ਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ὐ
ੱ   ਛߋߺ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ὐ
    
৾ୈℂሶߩೋᢎቭࡈࠗ࠻㧔೨Ꮸ㊄㧕߇ታޕᣂᯏߦᲣᩞᢎቭߣ⊝ޔᄢ༑߮ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ 㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ 1$ ✚ળ ޕጟᧄ‖ޟਤޠ
    ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠψ
ޣතᬺޤᄢᳯผᤩޔᥓၮᄦޕ
   ᣣ ᣂੱ൘⺃=㨪 ᣣ?    ޕ࿑ᦠ㙚
ᯏዷ␜ #UVKT)%NWDΥ㨎㧔,#㧕
ޕ


ᓟᏀࠃࠅޔ㊀ጟᰴ
㊄ਯ
ᚭ↰૫ብ

೨Ꮐࠃࠅ╣ޔㇱℂ
ศ↰⨃᳗
ਛߋߺ


   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ㇱᡰㇱ㧻㧮ᜰዉຬ⎇ୃળޕ
      ਭṖⓨ႐
 ᣣㅪ⛯ޟṛⓨᤨ㑆㧡ᤨ㑆ޠ
ޟ₪ᓧ㜞ᐲ Oߩޠ㌁⾨⺖⋡㘧ⴕ㆐ᚑޕ
ᕄትᒾ㧔ർᎺᄢ㧻㧮㧕
ޔේᢘ৻㧔Ꮏᄢ㧻㧮㧕
ޔਛశብ ቇㅪᢎቭ㧕ߩ  ฬޕ
৾ୈℂሶ㧔㑐ቇᄢ㧻㧮ᢎቭ㧕⎇ୃળߦ෴ട=ޕෳᾖ㧦ᐳ⺣ળޔᣇะ⥽ R?
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᡷㆬޕ
ศ↰⨃᳗㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ࡄࠗࡄᆔຬߦㆬߐࠇࠆޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍⎇ୃߣ㘧ⴕ⸠✵=㨪   ᣣ?    ޕਭṖⓨ႐
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#㧕
ޔ-$㧔,#㧕
ޕෳടᄢቇ㧦 ᩞޕ
⸠✵↢㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
ᢎቭ㧦ਛశብ↰ޔญᢎቭޕ
㑐ቇᄢෳട⠪㧦㊄ਯ㧔 ᐕ㧕
ޔ㊁ବ㧔 ᐕ㧕
ޕ
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ศ↰⨃᳗㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ㊀ጟᰴ㧔 ᐕ㧕
ޕ
  㑐ቇᄢᣂੱวኋ ᚭᄢቇߣวหวኋᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
  㑐ቇᄢᣂੱ᱑ㄫࠦࡦࡄޕ
  ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇߣวหวኋᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
ᣂੱ߇ᄙߊੱ৻ޔᒰߚࠅߩਸ਼࿁ᢙ߇િ߮ߕޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ µ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

շႎᔗ෫

  ⥄ኅ↪ฃ㛎วኋޕᢎቭ㧦ർየ⋥ᢘᢎቭޕ
   ᣣ ⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ታ⹜㛎ޕ

ศ↰⨃᳗㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩ㡀ࡑࠢߩഃ⠪⊕ጊ
Ḯਃ㇢᳁㧔㑐᧲ቇ㒮ฬᢎ㧕ߏㅤޕ
   ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
   ᣣ 㑐ቇᄢ┙㙚ᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
                   ᧁᦥᎹṖⓨ႐
#5- ᯏ -C%4 ┙㙚ᄢ ⷞޔ⒟ᓙᯏ⨲ޔಿᓙᯏ
ߢ⊒⥶࿁ᢙ߇િ߮ߕޕ

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
ోࠍㅢߒߡᄤߪᕁࠊߒߊߥߊޔฦㆬᚻߣ߽ᕁ߁ሽಽࡈࠗ࠻߇ߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
ᦨ⚳ᣣ߿ߞߣᅢᄤ᳇ߦᕺ߹ࠇᦨࠍࠬࡦࡖ࠴ߩߎޔᄢ㒢ߦ↢߆ߒߚㆬᚻ߇ߺߏߣᩕ
ࠍൎߜߣߞߚޕ
ෳ  ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦㊁ବ㧔 ᐕ㧕
ޔศ↰⨃᳗㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ ޕ ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ ޕᄢ㒋ᄢቇޕ
 
ੱ   ศ↰⨃᳗ 㑐ቇ㒮ᄢቇ  ᐕ  ὐ  জJޕ


   ጟ↰ᵏਃޔᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ  ᐕ  ὐ  MOJޕ
   㒋↰ൎ ᄢ㒋ᄢቇ  ᐕ    ὐޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

žǋƏȘȜƳȕȩǤȈƸưƖƳƍſ
  㑐ቇ㒮ᄢ ศ↰⨃᳗

 ޟ-$ޔḰࠃߒޕ
੍ࠄߥߛߚߪߦ⑳ᤨߩߘޠᗵ

ߥ⏕ା߇ߞߚ߽ߣࠎߥޔ߃ߪߣޕᔃ⚦ߊޔ

߇ߞߚ ޔߪࠇߘޕᣣ೨ߩᧁᦥᎹߢ⚝ޔಾࠇ߇

ࠆࠃ߁ߥ᳇ᜬߜߢㅴࠎߛ⓭ߣࠆߔޕὼᯏߩᆫ

߅߈ࠆ೨ߦᗵߓߚࠦࠢࡇ࠶࠻ౝߩ㆑ᗵߦ߽ૃߚ

߇ᄌൻߒߚߩ․⁛ߩޕᗵⷡߛߢ߹ࠇߎ߽߆ߒޕ

߽ߩߢߞߚ  ࠄ߆ࠇߘޕಽᓟޔ࿁ߒߡౣ߮
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ࡊࠬࠍߟ߆ߣޔጊᧄᯏ߽หߓὐߢࡦ࠲

ࠍ༛ߒߚޕᐕߪߘߩ㔐ㄗࠍᨐߚߔߩߢߪߥߊޔ

ࡦࠣޕጊᧄᯏߦᓧὐߐࠇߚࠄㅒォߐࠇࠆᕟࠇ߇

㑐ᄢߦ㑐ቇᄢߣߩജߩᏅࠍᕁ⍮ࠄߖߡ߿ࠆߟ

ࠆޕਔ⠪ᔅᱫߩⓨਛᚢߩᧃޔศ↰ᯏᰴ╙ߦ㜞ᐲࠍ

߽ࠅߢޔ㑐㑐ᚢߦ⥃ࠎߛߩߢߞߚޕ

ߍߢࠈߎߣߚߞߥߦ࡞࠻ࡔ ޔ㗡߁ߜޕ↰

  ᣣ  㐿ળᑼߦᒁ߈⛯ߡ✵ߕ߹ޔ⠌ࡈࠗ

ᣓ࿁ὐߦะ߆߁ޕએਅศ↰ߩᚻ⸥ޕ

࠻ޕ㑐ᄢᴡᵤ߇Ṗⓨߔࠇ߫ޔ㑐ቇᄢ⒳ሶፉ߽⽶

 ޟᓟࠈࠍߺࠆߣጊᧄᯏߪૐߣߎࠈߢ߽߇ߡ

ߌߓߣṖⓨޔਔ⠪ߪᣓ࿁ὐࠢࠕઁߩߘޔ㑐ቇᄢ

ߚޕ↰ࠢࠕߩߣޔጊᧄᯏ႐ߩή✢߇ߪ

᧻የޔศ↰߽ࠢࠕߒߚޕ

ࠆޕਣጟߦะ߆߁߇ޔⓨ᳇ߪోߊ㕒ⓏޕO ࠍ

  ᣣ  ┹ᛛೋᣣߦ㑐ᄢᴡᵤߪ߈ߥࠅࠬ࠲

߈ߞߚߩߢߦࠗࠚ࠙ࡦޔነߖߦ࡞ࠧޔะ߆߁ޕ

࠻ߒߚߋߔޔߒ߆ߒޕ㒠ࠅߡߒ߹ޔ㑐ቇᄢᦼ

ߎߩ㑆ޔ㑐ᄢᴡᵤ߇⊒ߔࠆ߇ߔߋߦ㒠ࠅߘ߁

ᓙߩࡎࡊߚߜ߽⛯ߡ⌕㒽ߪࠬޕ㑐ቇᄢศ

ߛ⌕ࠄ߆ߥࠍࠇߘޕ㒽ߡ⛯ޔᴡᵤᯏ⌕㒽ߎޕ

↰ޔ㑐ᄢጊᧄਔᩞਥࠍᱷߔߩߺߣߥߞߚޕඦ

ߩᣣ㑐ቇᄢ  ኻ㑐ᄢ ޕ
ޠ

ᓟ  ᤨ  ಽޔศ↰㧔-$㧕ࠬ࠲࠻  ⚂ޔಽᓟߦ

  ᣣ  㔎ߩߚᓙᯏޕ

ጊᧄ㧔#5-㧕߽ࠬ࠲࠻ߔࠆ  ⚂ޕಽᓟޔศ↰

  ᣣ  ᣣߪ㐽ળᑼߩߺⴕߥ߁ߩߢᣣߢ┹

࿁ߒߡࠧ࡞ޕศ↰ᯏ⌕㒽ߩߣޔጊᧄᯏࠧ

ᛛߪ⚳ੌޔ㐿ᄢߪᦨᓟߩᦸߺࠍ߆ߌࠆ߇᧦ઙᖡߊޔ

࡞ߔࠆ߽ࡀࠟ࠹ࠖࡉߢߎߎޕጊᧄᯏਇᱫ㠽ߩࠃ߁

ฦㆬᚻࡃ࠶࠲ࠍ➅ࠅߒޔᤤㆊ߉ߟߦ┹ᛛࠍਛ

ߦ㜞ᐲࠍ࿁ᓳޔౣ߮ࠧ࡞ޔ1- ߣߥࠆߩߎޕᣣߩ

ᱛ✵ޔ⠌ࡈࠗ࠻ߣߔࠆޕ

ᓧὐ㑐ቇᄢ  ኻ㑐ᄢ ޕ

  ᣣ   ᤨࠃࠅ㐽ળᑼ ޕኻ ޕ㑐

  ᣣ  ᦺ߆ࠄ᧦ઙᖡߊඦ೨ਛߪ✵⠌ࡈࠗ࠻ޕ

ቇᄢఝൎޕߚߞߢࠕࠦࠬ࡞ࡉ࠳ޕ

ඦᓟ┹ᛛ㐿ᆎޔ㑐ᄢᴡᵤ߹ߚߒߡ߽ࠬ࠲࠻ߔ

 ߎࠇߦߡ㑐㑐ᚢᚢ⸥ࠍ⚳ࠊࠅ߹ߔ᧪ޕᐕ߽⛘ኻ

ࠆ߇⌕ߦߋߔޔ㒽᧦ޕઙߪᰴ╙ߦᖡߊߥࠆ߇┹ޔ

㑐ቇᄢ߇ൎߟߎߣࠍାߓߡࡍࡦࠍ߅߈ߚߣᕁ

ᛛᤨ㑆ࠍᑧ㐳ߒޔศ↰㧔-$ ⊒ߡ⛯ޕጊᧄ

߹ߔޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ᩜޙޙႆଡ଼ޮႆ

շႎᔗ෫


ޣතᬺ↰ ޤญḮᄥ㇢ޔ㊄ਯ╣ޔㇱℂޔᚭ↰૫ብޔਛߋߺޔ⼱ൎ੫㨮
ޕ

  ޟᵴേႎ๔ 8QN 㨪 ޕⴕ⊒ޠ
-$ ,# ߪ⾼ᓟ  ᐕߩ⚻ㆊߦࠃࠆ⠧ൻ߇ᜰ៰
ߐࠇߡߚޔߣߞ߿ޕቇㅪߩਅߢᓎቇ↢ߩᚻߦࠃߞߡ
ࠝࡃࡎ࡞ߔࠆߦቯޕ
㧔ᣂᯏ⾼ߦࠃࠆᄢቇ߆
ࠄߩ୫㊄ᷣ߇ࠅߦઁޔᣇᴺ߇ή߆ߞߚޕ
㧕

   ᣣ -$ ߩࠝࡃࡎ࡞㐿ᆎޕ
߹ߕߪޔᯏ⠀Ꮣ߇ߒ   ޕᣣ⹜㛎㘧ⴕߢቢੌߔࠆ߹ߢޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱຬࠍਛ
ᔃߣߒߡઁᄢቇ⥶ⓨㇱຬߩදജࠍฃߌޔᗲᎿᄢ㧻㧮የ㑐ᔒ᳁ࠍߪߓߣߔࠆਃ
╬⥶ⓨᢛ჻ߩᜰዉߩ߽ߣߦ߅ߡ⧰ޔഭ⧰ᔃޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍⎇ୃߣ㘧ⴕ⸠✵=㨪   ᣣ?ਭጊṖⓨ႐
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#㧕
ޔ-$㧔,#㧕
ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞ↢✵⸠ޕ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇᄢෳട⠪㧦ศ↰⨃᳗㧔 ᐕ㧕
ޔ㊀ጟᰴ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢᣂੱวኋ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ            ޕᎹṖⓨ႐
 ᯏߦࠃࠆ⊒⥶ታ ޕየ㑐ᢎቭޕ
#5- ,#  ⊒ޔ#5- ,#  ⊒ޔ-C%4 ,#  ⊒ޕ
   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥ Ⴧ↰૫ᄢ㧔 ᐕ㧕 ਥോ ᧻የ㆐㧔 ᐕ㧕
 ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᡷㆬޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ   ޔᣣ㨪 ᣣ?    ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ -$ ,# ߩ⹜㛎㘧ⴕ࡞ࡎࡃࠝߢࠇߎޕήቢੌޕ
   ᣣ ศ↰⨃᳗㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ᢎ⢒⸽㧔Ṗⓨᯏ㧕วᩰޕ
   ᣣ 㑐㑐วหวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
                 ⓨ᷼
)69+0Τ ,#  ⊒ޔ#5- ,#  ⊒ޔ-$ ,#  ⊒ޕ
   ᣣ ᧻የ㆐㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ⒳ሶፉ㓉ാ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗ
ⓨᯏ⚖㧕วᩰޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ┙㙚ᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
↪ᯏߣᚑᨐ㧦#5- ,#  ⊒#5- ,#  ⊒-C%4 ,#  ⊒
#UVKT)%NWDΥD ,#  ⊒ޕᄢୖቇ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ೋනᐳᯏ㧔-C%4㧕
ޕ
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ూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫ܿ͢ɑɞ

   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ                   ޕⓨ᷼
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?     ޕⓨ᷼
෴  ട㧦 ᩞ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ศ↰⨃᳗㧔 ᐕ㧕
ޔ㊀ጟᰴ㧔 ᐕ㧕
ޔ⒳ሶፉ㓉ാ㧔 ᐕ㧕
ޔ
᧻የ㆐㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ 㑐ᄢ㑐ቇᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ          ޕᎹṖⓨ႐


↪ᯏߣᚑᨐ㧦#5- ,#  ⊒ޔ#5- ,#  ⊒ޔ
-C%4 ,#  ⊒ޔ#UVKT)%NWDΥD ,#  ⊒   ޕ

   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
 ᄢ㒋ోᣣⓨࡎ࠹࡞ࠪࠚ࠻ࡦ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ= ᣣ?ᦥᧁ  ޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ฬޕ
 ᐕ⒟೨߆ࠄ㑐ᡰㇱᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳ળߥߤߢᏗᦸߐࠇߡߚߩ߇߿ߞߣḰ߇ᢛ
ታߒߚ߽ߩޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ೋߡߩ⹜ߺߢࠆᦺޕᣣᣂ⡞ࠍߪߓర
࠹ࡆዪ߇ㅪᣣขࠅߍߚߚᦼޔ㑆ਛ⚂  ੱߩ‛ቴ߇⸰ࠇߚޔ ߦ․ޕ
 ᣣߩㅪભߦߪ  ੱߩኅᣖㅪࠇ߇⸰ࠇߚޕੱఝൎ⠪ߦరᶏᵤ↸߆ࠄᶏᵤ
↸᧰߇ߐࠇޔᓙ㘧ⴕ╬ߩᵹ߇ߥߐࠇߚޕ
㧖 ᣣߩ㑐㧻㧮ળߦ߅ߡޔ㑐᧲ᶏᡰㇱᣂੱᚢߦ㑐㧻㧮᧰⿅๒ߐࠇߚޕ

  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޠ
⊒ⴕޕψ
   ᣣ᧲ᶏޔ㑐ޔㇱਃᡰㇱวหวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
       ᆄᴧṖⓨ႐
ో࿖ᄢળߦะߌޔᆄᴧߦߥࠇޔ㑐᧲ߩㆬᚻߣⷺߦ┹
߃ࠆࠃ߁ߦߔࠆὑߩวኋޕ
   ᣣਃᢛวኋ= ᣣ?ᦥᧁ     ޕᎹ⸠✵ᚲ
 ਛᣨ ᯏᢛ㧔-$㧕
    ޕਃ↰ᩰ⚊ᐶ

ߘߩઁ㧦ⓨ᷼ߩᒛ⸘↹߇ᜬߜ߇ࠆޕ
ᧁᦥᎹ⸠✵ᚲᣥኋ⥢߇ᢎቶ㘩ၴߦᡷ▽ޕ
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ᩜᩜߦɺʳɮʊ˂ቧ੫͢қɁ˪
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ㑐ቇᄢ౻ቄวኋ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ            ޕᎹṖⓨ႐
#5- ,#  ⊒ޔ-$ ,#  ⊒㨮#UVKT)%NWDΥD ,#  ⊒ޔ
#UVKT)%5 ,#  ⊒ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
 ᆄᴧṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻ ޕ
↪ᯏ㧦 ᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ศ↰⨃᳗㧔 ᐕ㧕
㧔ᄢ㒋Ꮏᄢߣߩวห࠴ࡓ㧕
ޕ
#UVKT)%NWDΥD㧔,#㧕
ޕ
࿅ఝൎ࠴ࡓߦᦺᣣᣂ⡞␠᧰߇߽߁ߌࠄࠇࠆޕ












   ᣣ  ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ
=㨪 ᣣ?    ޕⓨ᷼
ᒁ߈ಽߌ㧔ೋߩ┹ᛛਇᚑ┙㧕
ޕ
  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޠ
⊒ⴕޕ
ޣතᬺޤ㊁ବޔศ↰⨃᳗ޔ㊀ጟᰴޔᩊ↰ବ᮸ޕ
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ޟผೋߩ┹ᛛਇᚑ┙  ᖎߒߐࠍ᧪ᐕߩൎߦޠ
    
㑐ቇᄢ  ᐕ Ⴧ↰૫ᄢ

ᕡߩ㑐㑐ᚢ߇    ᣣࠃࠅ  ᣣ߹ߢߩ㑆ޔⓨ᷼ߢ㐿߆ࠇߚޕㆊߩᚢ❣ߪ
 ൎ  ᢌߢࠅ  ╙ޔ࿁ߩᄢળߢߪߗ߭ߣ߽  ൎ  ᢌߣൎߜߔߴߊㆬᚻ৻ห ࠢ
࡞߽ߡ⊝Ά߃ߡߚޕ
ߒ߆ߒࠍߚ߰ޔ㐿ߌߡߺࠆߣ⚿ޔᨐߪ┹ᛛਇᚑ┙ߩᒁ߈ಽߌߣ߁㑐㑐ᚢผೋ
ߡߩ⚿ᨐߦ⚳ߞߡߒ߹ߞߚޕታ㓙ߦ┹ᛛࡈࠗ࠻ࠍⴕߞߚߩߪోᣣ߶߷᥍ࠇߡߚߦ
߽߆߆ࠊࠄߕ  ߩߚߞߚޔᣣ  ߩߘޕᣣ㑆߽⚳ᆎⷙᮨߩዊߐࠨࡑ࡞߇⊒↢ߒߡߪ
ᓢߦޘᶖ߃ߡߊㅪ⛯ߢࠅޔਃⷺࠍ࿁ߔࠆߎߣߪ߅ࠈ߆ߐࠕࠢ࠻ࡦࠗࡐࡦࡢޔ
߃߽ᚒߩޘജߢߪήℂߣ߁߽ߩߢߞߚޕᣣ߇ߚߟߦߟࠇޔㆬᚻߩࠗࠗߪᣵߓ
ࠆ߫߆ࠅߢࠅߩ࠻ࠬࡇࡉࠨߣ⑳ࠆߢ࠻ࠬࡇޔ㑐ᄢᴡᵤߪߚߛߚߛ┹ᛛ߇ᚑ┙ߒ
ߡߊࠇࠆߎߣߩߺࠍ㗿ߞߡߚޕ
 ߛ߇  ੱߩ㗿߽ߥߒߊ߽ߡߒߚ߹ޔ㐽ળᑼᒰᣣᦺ߆ࠄ㔎ߦࠩࠚ࠙ޕㅢ߁߽ޟ
ᣣߪήℂᤨߩߎޕ⸒৻ߩޠὐߢ╙  ࿁㑐㑐ᚢߩ┹ᛛਇᚑ┙ߢᒁ߈ಽߌ߇ቯߒߚޕ
࿁ߪೋᣣ߆ࠄᢎቭߦḰਇ⿷ࠍᜰ៰ߐࠇޔ㑐ᄢߩ -C%4 ߇ೋᣣߦ⌕ߒߥߥߤ
ਇ߇ᄙߊ⥄⑳ޔり߽ᒰೋߩ㑐ᄢ߳ߩኻ᛫ᔃࠃࠅࠈߒޔ㑐㑐ᚢ߇ήߦᷣࠎߢߐ
߃ߊࠇࠇ߫ߣ߁ㅏߍߩ᭴߃߇ᄙಽߦߞߚߎߣߪุߥޕ
 ߒ߆ߒޔᒁ߈ಽߌߣߪߥࠎߣ߽ᒻኈߒ㔍ⓨ⯯ߐࠍᗵߓࠆ߽ߩߢޔᰴ࿁ߩ╙  ࿁ᄢ
ળߢߪ⻉ⷙቯࠍᦝߦᡷༀߒޔᔅߕ⌕ߩߟߊࠃ߁ߥⷙቯߦߖߨ߫ߥࠄߧߣ∩ᗵߒߚޕ
߹ߚ߇ߣߎࠆߔࠍࠇߎޔᱷߐࠇߚ⑳ߩછോߛߣᕁߞߡࠆޕᏫ〝ߪ⑳ޔᷓ⨲ߩࡃࠬ
ߢㆬᚻ߿ࠢ࡞ߣីᚻࠍߒߚޕᒁ߈ಽߌߚߣ߁ᖎߒߐ߿ࠢ࡞ߩߺࠎߥߦ↳ߒ⸶ߥ
ߣ߁᳇ᜬߜ߆ࠄޔᕁࠊߕᶡ߇߰ࠇߘ߁ߦߥߞߚޕ
 ߘߩࠪࡦߪߦߐ߹ޔ㕍ᤐ࠼ࡑߩ৻႐㕙ߣߞߚᗵߓ߇ߞߚ߇ߪߣߎߥࠎߘޔ
ߤ߁ߢ߽ࠃ߆ߞߚోޕຬ߇ᖎߒߐࠍ⏕ߒߞߚ⍍㑆ߢߞߚ᧪ޕᐕߪ߈ߞߣൎߞߡ
ߊࠇࠆߣାߓߡ⑳ߪᚭᣇ㕙ߩㅪਛߣࠇߚ=         ޕᣇะ⥽ ?ޔ


   ᣣ╙  ࿁ᣣᧄṖⓨㆬᚻᮭ=㨪 ᣣ?           ޕ㑐ኋṖⓨ႐
   ᣣ ࿖ౝೋ  জ㆐ᚑޕਅ↰ ⌀㧔ᣣᧄᄢ 1$㧕
ޕ
㑐ኋ㧙ᐔᯅ㧙ቲ⃨⧎ᯅ㧙ᴡౝ 5#㧙㑐ኋޕ
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ቼ ³ ͍ᵌᴿ͢͢ᩋ
ɽ˂ʋ

ࠞట ः
ˤθျފˁշႎᔗ෫


   ᣣ 㑐ቇᄢᣂੱวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
             ᧁᦥᎹṖⓨ႐
↪ᯏ㧦#5- ,# 㨮#5- ,# ޔ-C%4 ,# 㨮
#UVKT)%NWDΥD ,# ޕ


ᳺǳȸȁƔǒƷࣾ૨              ৾ୈℂሶ
⑳߇  ᐕߩ⑺ߦᢎ⢒⸽ࠍขᓧߒߡޔᣧ߽ߩߢ  ߁߽ޔᐕ⋡ߦߥࠅ߹ߔߘߒ߆ߒޕ
ߩᓟޔൕോᩞ߇ᄌࠊߞߚࠅߒߡޔᕁ߁ࠃ߁ߦ㘧ߴߥᤨᦼ߇⛯߈ޔ㑐ቇᄢߩวኋߪޔ
 ࿁ᦥᧁޔᎹ  ࿁߶ߤߒ߆ᓟᏨࠍ߿ߞߡ߅ࠄߕޔᄢᄌ↳ߒ⸶ߥߊᕁߞߡ߹ߔ⑳ߥࠎߘޕ
߇ߎߩᐲޔᄢవヘߩ᧖ᧄߐࠎߡߒߘޔᓎߢޔᢎ⸽ࠍขߞߚࠛ࠻ࡄࠗࡠ࠶࠻ศ↰ำߣ
ߣ߽ߦࠦ࠴ߦዞછߔࠆߦߥࠅᕯߕ߆ߒ߫߆ࠅߢߔޕ
ߣߎࠈߢ߆⏕ޔ㧞ᐕ೨ߩ㧻㧮ㅢାߩේⓂߦߪ↢⑳ࠈߘࠈߘޟᵴߩᣇ߽⠨߃ߥߊߡߪޠ
ߣᦠߡߥ߇ࠄᧂߛߦࠣࠗ࠳߇ᕜੱߩ⑳ߢߔ߇ޔᲣᩞߩࠬࡄ㧫ࠪ࠶ࡊ #UVKT
)%NWDΥD ߦ߽ਸ਼ࠆߎߣ߇᧪ޔᐘߖ⠪ߛߣᕁߞߡ߹ߔޔߛߚޕᢎቭߣߒߡߩ߽߁৻
ߟߩᄞߛߞߚ㧻㧮ߩᣇߣⓨߢ࠺࠻ߔࠆߎߣߪߚߞߚߛᧂޔੑੱߩᣇߣߒ߆ታߒߡ߹
ߖࠎޕᲣᩞߩวኋߦⴕߞߡ㧻㧮߇⥄ಽ৻ੱߣ߁ቅ⁛ᗵߪ⠴߃㔍߽ߩߢߔᦨޕㄭߩᓎ
ቇ↢㧔ߎ߁߁ᦠ߈ᣇࠍߔࠆߩ߽⑳߇ᱦࠍขߞߚ⸽ߢߔ߇㧕ߩᯏ᧚ߪឥߞߡࠆ߇ࡔޔ
ࡦ࠲࡞ߥ߆߇ᰳߌߡࠆะ㧔ቇ↢ߐࠎߏࠎߥߐ㧕
㧕ߪ⑳㆐㧻㧮߇྾ᐕ㑆ߢࡊ࠶࠷
ࡦߣ߁ߦ߽ේ࿃߇ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁߞߡ߹ߔ ޕ߆ෘ߆߹ߒߎߣ߫߆ࠅᦠ
߈߹ߒߚ߇㧻㧮ߞߡߩᓎߢߔ⧯ߦ․ޕ㧔ߣᕁߞߡࠆ㧕㧻㧮ߩᣇޔวኋߦ᧪ߡਅߐ
ޕ
ߎߩᐕᐲߩળ⸘ႎ๔ࠍࠆߣޔ೨ᐕᐲ➅㊄⚂  ਁߦኻߒޔᰴᐕᐲ➅㊄⚂  ਁ
ߣߥߞߡ߅ࠅ #UVKT)%NWDΥD ߩ⾼ߦࠃࠆᄢቇ߆ࠄߩ୫㊄ᷣ߇ᄢ߈ߊᓇ㗀ߒߡ
ࠆ߇ಽ߆ࠅ߹ߔޕ


   ᣣ  ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?      ਭጊṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#㧕
ޔ-$㧔,#㧕
ޔ#5-D ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇᄢෳട⠪ߥߒޕ
ೋᄐ  ᣂᯏ᧚ゞޟਃ⪉࠺ࠞޕ⾼ޠ
   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥ  ᢥᒾ  ޔਥോ ችା⾆ޕ
― 487 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᆔຬᡷㆬޕ
᧻↰⪲ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ᯏᆔຬߦㆬ߫ࠇࠆޕ
   ᣣ ਃᢛวኋ=㨪 ᣣ?⃰ ޕ㐳㧦᧻↰⪲ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ᦥᧁ ޕᎹ⸠✵ᚲ
 ᓟඨ 㑐ቇᄢวኋ                  ޕⓨ᷼
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ޔᤐᳯ↸ߩޟᤐᳯ߹ߟࠅߦޠද⾥  ޕⓨ᷼
ਥળ႐ߩ↸ᓎ႐ⓨߢ↰ญᢎቭߦࠃࠆᦛᛛ㘧ⴕޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍⻠⠌ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍⻠⠌ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
        㔵ࡩፄṖⓨ႐
ᣣᧄ  ᡰㇱ߆ࠄ  ੱෳടޕ
ᜰዉ㧦⍹ᷰ↰ޔญਔᢎቭ ޕ
ᢥᒾ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕෴ടޕ
   ᣣ ో࿖⎇ୃ=㨪 ᣣ?                ޕⓨ᷼
⧯የḰ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ᎑↰⧷↵㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕෴ടޕ
   ᣣ ⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ታ⹜㛎ޕ
 ᢥᒾ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ  ޕᎹṖⓨ႐
↪ᯏ㧦#5- ,# ޔ#5- ,# 
-C%4 ,# ޔ#UVKT)%NWDΥD ,# ޕ
ᚑ  ᨐ㧦ਃᐕ↢ߩ߁ߜో߷߶ޔຬ߇ᔨ㗿ߩೋ࠰ࡠޕ
   ᣣ ㇱ㑐ᡰㇱቇ↢ߦࠃࠆࡕ࠲ࠣࠗ
࠳ߩἑᚭౝᶏ❑ᢿޕർᎺ㘧ⴕ႐߆ࠄየ㘧
ⴕ႐߹ߢߩ 㨗㨙ޕᯏߪጟᄢቇߩޟ㘧㠽ޠ
ޕ
  ኾ㐷ᛛⴚද⼏ળ  ޕ㘧ⴕ႐
ർየᢎቭߦࠃࠆᦛᛛޕ
㧔ฝ౮⌀㧧↸ೋᄦ⸥⠪ᓇႎዷ⾨㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?     ޕⓨ᷼
෴  ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻ⾨ޕ⠪  ฬߩߺޕ
㐽ળᑼߦߪᱜ↰ㅧㇱ㐳߇Ꮸߐࠇߚޕ
 

ޟᵴേႎ๔ 8QN 㨪 ⊒ޠೀޕ

   ᣣ 㑐ቇᄢ੩ᅚᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ⥶ⓨ᳇⽎ᬺോߢ↪ߐࠇࠆ᳇ߩන߇̌ࡒࡃ
࡞㧔OD㧕
̍߆ࠄ̌ࡋࠬ࠻ࡄࠬࠞ࡞㧔J2C㧕
̍ߦᦧࠆޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ² وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫͢ జరࠕႆˁᑨαᄽ

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ੱ↪  ޕᯏ㧦#5-  ᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᧁዷ↢  ᐕ ޔ⣁㊁ା⋥㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ❣㧦࿅  ޕੱ ᧁዷ↢㧔 ᐕ㧕 ޕ
ᄢળߩᮨ᭽ߪᦺᣣᣂ⡞ޔጘ㒂ᣣᣣᣂ⡞ޔਛㇱ⺒ᄁᣂ⡞ޔฬฎደ࠹ࡆޔ%$% ࠹
ࡆߥߤߢᄢ߈ߊขࠅߍࠄࠇᦼޔ㑆ਛߦṖⓨ႐ߦ⸰ࠇߚᏒ᳃ߩᢙߪ  ੱޕ










ฝ┵߇ᧁዷ↢

   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળ ޕᄢ㒋ోᣣⓨࡎ࠹࡞
 ෴ട  ฬ ᒰ⇟ᩞ㧦㑐ᄢቇ㧻㧮ળޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਃᡰㇱวหวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
ᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ਃᢛวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
  ᧻↰⪲ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ਃ╬⥶ⓨᢛ჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕วᩰޕ
   ᣣ ’㊁દⴡ᳁ߏㅤޕ
㧔ᤘ 㧕ᐕหᔒ␠ᄢቇ⥶ⓨ⎇ⓥળഃ⸳ߩ৻ຬޕ
⋫ᵤ㘧ⴕ႐ᤨઍࠍቇㅪ⸠✵↢ߣߒߡㆊߏߒ  ╙ޔ࿁ቇ↢⥶ⓨㆬ
ᚻᮭᄢળߢఝൎߔࠆߥߤᵴべޕᄢቇතᬺᓟߪޔ㒽ァᠲ❑↢
ߣߒߡޔጘ㒂㒽ァ㘧ⴕቇᩞතᬺޕ㒽ァ⥶ⓨᧄㇱઃߣߥࠅᢎ⢒ޔ
ャㅍߦᓥޕᚢᓟ ޔᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ߩᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖
ᓳᵴߩਛᔃࡔࡦࡃߣߒߡᵴべ ޕᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߆ࠄ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߹ߢᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⸠✵ㇱ㐳ߘޕ
ߩᓟޔડ↹ോ㐳⺞ޔᩏ⎇ⓥㇱ㐳ޔየ⸠✵ᚲ㐳ࠍᱧછߒߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

   ᣣ㑐ቇᄢ౻วኋ=㨪   ᣣ? ޕ,#,#,#ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ? ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦#UVKT ࠴ࡓ㧦⒳ሶፉ㓉ാ㧔 ᐕ㧕
᧻ޔየ㆐㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ↪ᯏ㧦)TQD#UVKT)%NWDΥD㧔,#㧕
ޕ
ߎߩ╙  ᣣ⋡ߛߌߩᚑ❣ߢߪޔੱߢߪ᧻የ㆐߇ᓧὐ  ὐߢ  ޔ࿅ߢߪ  ὐߢ 
ߢߞߚޕ

ᄤߦᕺ߹ࠇޕੱ  ੱ‛ޔ
   ᣣ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
       ⓨ᷼
┹ᛛਇᚑ┙ߦࠃࠅᒁ߈ಽߌޕ
࿁ߪ᧪ߥ߆ߞߚ߇ޔṛⓨᤨ㑆ߢᓆ
ߐࠇߚߩߪᰴߩߺߥߐࠎޕ
  ᬀᧁ⋥ผ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
ޔ
  ⼱ࠨ࠴ࠦ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
ޔ
  ⧯↰ኡኈ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ
  ᧻↰⪲ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
 ะ߆ߞߡᏀ߆ࠄޔ⼱ޔ↰⧯ޔᬀᧁ↰᧻ޔ












ޣතᬺޤჇ↰૫ᄢޔᄢୖቇޔ⒳ሶፉ㓉ാ᧻ޔየ㆐ޔਛᧇ⟤ޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕

ቼ ¶ ࠬࠞͳ̄و໙᐀͢۾

ᔌࠆ ໄ


   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
           ਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ$NCPKM. ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦⧯የḰ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦⧯የḰ  ޕ

 ೋෳടߒߚ㒐ⴡᄢቇߩᬮ৻ㆬᚻ
㧔 ᐕ↢㧕߇ఝൎࠄ߆ߒߣߎޔ᧪ߚ
ਭ↸㐳᧰ࠍ₪ᓧߒߚޕ
 ߎߩᄢળߪᤓᐕ߆ࠄ┹ᛛળᣇᑼߣߥ
ߞߚߚቇ↢ߩ㑐ᔃߪ㜞ߊޔరㇱ
ᡰㇱߩ  ੱࠍ࠻࠶ࡊߦ㑐ᡰㇱ  ੱ
ٖ᧲ᶏᡰㇱ  ੱٖ㑐᧲ᡰㇱ  ੱߩ⸘ 
ੱ߇ෳടߒࠆߔ↪ޔᯏ߽ᤓᐕࠃࠅ
 ᯏჇ߿ߒߡ  ᯏࠍ㘧߫ߒߚޕ
 㐿ળᑼߪ  ᣣඦ೨  ᤨ߆ࠄᩰ⚊ᐶ೨ߩᐢ႐ߢࠅޔ
↰ፉਃᵤ㓶ቇㅪኾോℂ߇
ࠝޟ
ࡦࡇ࠶ࠢߩᱜᑼ⒳⋡ߦߥࠆࠃ߁⢒ߡߚ㧚ฦߢ㎊߃ߚᛛࠍචಽ⊒ើߒߡ߶ߒޠ
ߣߐߟߒߚޕධ⮮┥ᄦਭ↸㐳ߪߩߎޟࠍ߰ࠆߐߣߦ ޔ♿߳ะߌߡߪ߫
ߚߡਅߐߣޠബ߹ߒߚޕㆬᚻትߪർᎺᄢቇߩዊᨋᒾㆬᚻ㧔 ᐕ㧕߇ߒߚޕ
᧪⾠Ꮸߦߪㆬᚻࠄ߇ߦߥࠆ࿖᳃ኋ⥢ޟਭ㜞ේ⨿ߩޠᐙㇱߩ߶߆ᦺᣣᣂ⡞ㇱᧄ
␠ߩਯ৻ᄦㅢାㇱ㐳↰⼾ޔஜᄢಽᡰዪ㐳ޔᚭାਯ↰┻ޔㅢାዪ㐳ޔᰊ↰ᱞᒾ
⥶ⓨㇱᰴ㐳ࠄߩᆫ߇ࠄࠇޔห␠ࡋࠦࡊ࠲߽࠻ࠗࡈ⾐ࠆࠃߦޠࠅߤߜߐޟ
ߞߚࠄ߆ߒߣߎޕᣂ⸳ߐࠇߚਭ↸㐳᧰߽ᛲ㔺ߐࠇߚޕ
 ᄢળߪ⍹ᷰޔਛశብ↰ޔญᢎቭߩหਸ਼ߢṛⓨᤨ㑆ޔ₪ᓧ㜞ᐲޔᜰቯὐ
⌕㒽ߩᱜ⏕ߐࠍ┹߁ᣇᑼߢⴕࠊࠇ┹ޔᛛᆔຬ
ߣߒߡ㑐᧲߆ࠄቇㅪߩ㐳⠧ߢ⹏⼏ຬࠍോࠆ
ᱞਭᰴ᳁㧔㧕߇ర᳇ߦෳടߐࠇ⧯ޔ⠪ߚ
ߜࠍᗵേߐߖߚޕᄤߪೋᣣ߇ᒝ㘑ߢㅜਛ㔎
ߣߥߞߚ߇⚳ᦨޔᣣߪᅢᄤߢṛⓨ߇  ಽࠍ
߃ࠆㆬᚻ߽ߡޔߩࠍ↢߆ߒߚㇱ
ߪఝൎ᧰ߎߘ⼑ߞߚ߽ߩߩᄢᵴべߛߞߚޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕
 ┹ᛛᦨ⚳ᣣߩ  ᣣᄛߦߪᕡߩ߈⡺ࡄ࠹ࠖࠗ߇ࠅޔ
ࡆ࡞ߢߔߞ߆ࠅ᧪
߇ߞߚㆬᚻߚߜߪㆃߊ߹ߢ᳇ࠍߍߡߚ=         ޕᣇะ⥽ ޔR?

 

ޟᵴേႎ๔ 8QNޕⴕ⊒ޠ

   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥᧁዷ↢ޔᧄㇹޔਥോ⧯የ Ḱ㧔ోຬ  ᐕ㧕
ޕ

  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᡷㆬޕ
㑐ቇᄢࠃࠅ᎑↰⧷↵㧔 ᐕ㧕߇ᆔຬ㐳ᧁޔዷ↢㧔 ᐕ㧕
ᧄޔㇹ㧔 ᐕ㧕߇ᦜ
⥶ᯏᆔຬߦޔㆬߐࠇࠆޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
       ⓨ᷼
↪ᯏ㧦#5- ,# )69+0Τ ,# -$ ,# ޕ
⋵ᤐᳯᏒਥߩᤐᳯ⑂ࠅߦද⾥ޕ
   ᣣ ㆇャ⋭⥶ⓨዪ߇ⓨߩࠬࡐ࠷ߩ⢒ᚑࠍ␜ߔࠆޕ
ㆇャ⺖ߦ⥶ޟⓨࠬࡐ࠷ᜂᒰቭࠍޠ㈩⟎ߒߩⴕޔోⷙၮḰࠍ⋥ߔޕᄢဳ
ᯏห᭽ߩㆊߥⷙߩ✭ᣇะ߳ㅴޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙㧝ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
    㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?    ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
᧲ᶏ㑐ㇱਛᔃޕ⥶ᦜ࠴ࡦࠗ࠙ޕ#5-ጊጪṖ⠍ߩၮ␆⸠✵ޕ
   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?   ޕⓨ᷼
෴ട⠪  ฬ↪ޕᯏ㧦#5-  ᯏޔ-$-C.KDGNNGޕ
㍙ឪߺޔᄬㅦォޔቮࠅߥߤߩᦛᛛࠍ㛎ޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ⑺วኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ   ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ㇱ㧻㧮ળ  ᐕ⸥ᔨⴕ     ޕਭṖⓨ႐
ޟਭ㜞ේߣࠣࠗ࠳ߩᄕߴޠ
Ԙࡈࠖ࡞ࡓ㐿ԙ‛⠪ㅊᖬᑼԚࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦԛ㛎㘧ⴕԜᙣⷫળ
߇ⴕࠊࠇߚޕᎺᄢቇᎿቇㇱߢߟ߆ߞߚᚢ೨ᤘ  ᐕߩਭጊߦ߅ߌࠆࠣࠗ
࠳ᣣᧄ⸥㍳᮸┙ߩ OO ࡈࠖ࡞ࡓ߇⚫ߐࠇߚޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢᗲ⍮ᄢቇᗲ⍮Ꮏᬺᄢቇวหวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?    ޕⓨ᷼
෴ട  ᄢቇ  ㆬᚻ㧔ౝᅚሶ  ੱ㧕
ޕ
     ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
   ᣣ ⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ታ⹜㛎ޕ
⧯የḰ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ᧄޔㇹ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕วᩰޕ
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ቼ ³ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫͢

ࡥႎᔐ႒


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐
෴ടㆬᚻ㧦᧲ᶏ㑐ߩ  ᩞߩ  ޔᐕ↢  ੱ㧔ౝᅚሶ  ੱ㧕
ޕ
↪ᯏ㧦#5-  ᯏޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦᎑↰⧷↵㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅    ޕੱ ᎑↰⧷↵㧔 ᐕ㧕  ޕ



ᣂੱᚢ⾨⠪
ᚑ❣㗅ߦ  
Ꮐ߆ࠄ    ޔ
᧻↰㧔หᔒ␠ᄢ㧕
⏷⼱㧔ධጊᄢ㧕 
㗇↰㧔ᄢᐭᄢ㧕
  ᩊ㧔ฬฎደᄢ㧕
᎑↰㧔㑐ቇᄢ㧕 
ਛ㊁㧔┙㙚ᄢ㧕

















ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળળ႐ߦߡ࡞ࡠ࠴ޟภޠ
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5EJGORR*KTVJ ᑼ&KUEWUD


















ဳᑼ ࠪࠚࡦࡊࡅ࡞࠻ᑼ࠺ࠖࠬࠞࠬ D ဳਥⷐኸᐲ
ㅧળ␠ ࠪࠚࡦࡊࡅ࡞࠻⥶ⓨᯏᚲో  O
ᕈ ⢻ో 㐳  O
 ᦨ⦟ṖⓨᲧ  㧔MO㧛J㧕  ❑ᮮᲧ 
 ᦨዊᴉਅㅦᐲ O㧛UGE㧔MO㧛J㧕 ⠢㕙ⓍO
ኻ᳇ㅦᐲ㒢⇇ ⢵  O
 ㆊᱛㅦᐲ MOJ⢵㜞  O
 ⸳⸘ㆇേㅦᐲ MOJ㊀ ㊂
 ᖡ᳇ᵹㅦᐲ  MOJ ⥄ ㊀  MI
 ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ㅦᐲ MOJ ᦨᄢ㊀㊂ MI
 㘧ⴕᯏᦜ⥶ㅦᐲ MOJ⠢㕙⩄㊀  MI

 ᄬㅦㅦᐲ     MOJ᳓ࡃࠬ࠻✚ኈ㊂  ࠶࠻࡞
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Ыհ ࢲ 

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕

   ᣣᤘᄤ⊞፣ᓮޕరภޟᐔᚑޕࠆߥߣޠ

  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬળᡷㆬޕ
᎑↰⧷↵㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇ᆔຬ㐳ߦޔ᳗ቢᴦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇ᦜ⥶ᯏᆔຬߦ
ㆬߐࠇࠆޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
 ᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?      ޕⓨ᷼
㑐ቇᄢൎޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ ᜰቯ㙃ᚑౣࠬ࠲࠻ޕ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ޔㆇャᄢ⤿ࠃࠅ⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ߩᜰቯ㙃ᚑᣉ⸳ߩ
น߇ਅࠅࠆޔߪࠇߎޕᤓᐕ    ᣣ߆ࠄߩ⥶ⓨᴺⷙߩ✭ⴕޔᡷ㕟ߦߣ߽ߥ߁ᮭ
㒢ߩ᳃㑆⒖⼑⥶ޔⓨዪ⹜㛎ቭߩੱᚻਇ⿷ߥߤߦࠃࠅޔോᚻ⛯߈߇◲⚛ൻߐࠇࠇߎޔ
ߦޔᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߇એ೨ߩࠃ߁ߥ㗴ߪߥߣߒޔᒁ߈ฃߌߚ߽ߩޕ

▤ℂ⠪㧦 ↰ፉਃᵤ㓶ኾോℂ  ޕਥᏨቇ⑼ᢎቭ㧦 ේ↰ⷡ৻㇢ޕ
ਥᏨታᢎቭ㧦 ᱞਭᰴ  ޕ
ᛛ⢻ክᩏຬ㧔ቇ⑼ታᛛᢎቭോ㧕
㧦
ർየ⋥ᢘޔ⍹ᷰޔਛశብ↰ޔญ ޔਛᥰብޕ
ቇ⑼ᢎቭ㧦ጤᷨᒄޕ
ᢎቭ㧔᧲ᶏ㑐ᡰㇱߩߺឝタ㧕
㧦ጊ↰ᱜൎޔጊ↰ਭޔᵿ ବᄦޔ㊁િޔ
ᧁޘᱜม↰ޔਛ ᐢޔർ ḩޔ
 ᧻ᧄᱜり᧻ޔㅴ  ޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇᄢቇ⻠⟵ޔ
# ภ㙚ޔ$ ภ㙚ޔ% ภ㙚⪭ޔᚑᑼޕ

ޣතᬺޤ೨↰૫ሶޔේ↰ඳ⟤ޔ
ዊ↰ᢛ৻⪲↰᧻ޔሶޔ
ᢥᒾޕ
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ඩႎצᣲᓎሳᩋӢᣝᴬቼ ² ͍ᩋȾюႎᇸ
   ᣣ ౝ↰⑲ᴺቇㇱᢎ㧔ቬᢎਥ㧕߇╙  ઍ⥶ⓨㇱㇱ㐳ߦዞછޕ
ᱜ↰ㅧ೨ㇱ㐳ߪ✚⋙〈ߦዞછޕ


žܖᡲ ଥǋʻǋ ᑣƖʴٶƘſ

 㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ
 ✚⋙〈  ᱜ↰ㅧ

 㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳ࠍߎߩᐔᚑరᐕ 
ࠍ߽ߞߡㅌ߈ޔౝ↰⑲ᢎ㧔ᴺቇㇱ㧕
ߦࡃ࠻ࡦ࠲࠶࠴ߒߚޕᚢᓟߩቇ㒮⥶ⓨㇱᓳ
ᵴߦ߈ޔᤘ  ᐕߦㇱ㐳ࠍᒁ߈ฃߌߡ
߆ࠄ  ᐕߩ㐳ᦼߦࠊߚߞߚ߇ߣࠇߎޔ
߁ᬺ❣ࠍᱷߖߥ߆ߞߚ߅ࠊ߮ߦޔᓟߪ✚
⋙〈ޔቇㅪ⹏⼏ຬߣߒߡᓸജࠍዧߊߒߚ
ߣᗧߒߡࠆޕㇱ㐳ㅌછࠍᯏߦޔቇㅪߩ
ᱧผߩ৻┵ࠍ⑳ੱߩᕁߢ✄ࠄߖߡ
ߚߛ߈ޔᓟヘ⻉ำߦ߇ߒ߆ߩ߽ߩࠍ᳹
ߺߣߞߡߚߛߌࠇ߫ᐘߢߔޕ
 ৻↢ࠍቇㅪߦዧߊߐࠇߡ߾ߒߊ߆߽ޔ
ߊߣߒߡࠆᱞਭᰴߐࠎ߿ේ↰ⷡ৻㇢
ߐࠎߚ߹ޔߊߥࠄࠇߚ’㊁દⴡߐࠎ߿
ᧁආߐࠎޔᎺߢ  ᱦ߹ߢᢎቭࠍߐࠇ
ߚᒄਛᱜߐࠎߥߤߩੱ↢ߦᲧߴࠆߣ⑳ޔ
ߥߤߪ็ߌ߫㘧߱ࠃ߁ߥ߽ߩߢࠆ߇ޔቇ
ㅪߦࠃߞߡ⑳ߪ⥄ಽߩੱ↢߇ഃࠄࠇ⥄ޔಽ
ߥࠅߩ⇇ⷰ߇ᒻᚑߐࠇߚߎߣࠍᗵ⻢ߒ
ߡࠆޕ
 ᤘ  ᐕޔቇㅪߦߞߡ㘧ⴕᯏߦਸ਼ࠆ
ࠃ߁ߦߥߞߚ߇ߩߘޔ㗃ޔᣣ☨ߪ߹ߛᚢߞ
ߡߥ߆ߞߚ⸅৻ߒ߆ߒޕහ⊒ޔ㘑㔕ᕆࠍ
๔ߋߣ߁ᤨઍߢߞߚߩߢޔቇ↢ᤨઍߦ
㘧ⴕᯏߦਸ਼ߞߡࠇ߫ޔᔅߕァ㓌ߢ߽㘧ⴕ
ᯏߦਸ਼ࠄߐࠇߡᱫߧߎߣߦߥࠆߛࠈ߁ߣޔ









ᕁߞߡߚޔߒ߆ߒޕㇱߩవヘߪ߹ߊޔ
ߢ⥶ⓨߪࠬࡐ࠷ߢࠆߣᒝ⺞ߒޔァ㓌ߢ
ᠲ❑↢ߦߥࠆ߆ߩੱᧄߪ߆ߥࠄߥޔ
⥄↱ᗧᔒߢࠆޕߚߞ⸒ߣޔ
 ᄙዋァ࿖ਥ⟵ࠍ⢐ቯߔࠆࠃ߁ߥะߦ
ߞߚ⑳ߪޔ߆Ქ᳇ࠍᛮ߆ࠇߚᕁߢ
ߞߚߩߘޕ㗃ߩቇㅪߪߛ߹ޔቇ↢ࠬࡐ࠷
ߣ߁ቅ႗ࠍߞߡߚߩߢࠆޕ
 ᤘ  ᐕߦߪޔቇㅪߪᦺᣣᣂ⡞␠ߩᚻ
ࠍ㔌ࠇޔቇ↢⥶ⓨ㓌ߣ߁ฬ⒓ߦߥࠅޔ㒽
ァ߆ࠄ㈩ዻᩞ߇᧪ߚ߇ޔቇ↢ߩ⥄ᴦߪ߶
ߣࠎߤᄌࠊࠄߥ߆ߞߚޕ㑐ߦߪ᧻ᧄዋ
ߣ߁ᱧᚢߩᚢ㑵ᯏਸ਼ࠅ߇㊁߆ࠄ᧪ߚ
߇ޔޘᤨޔ㗻ࠍߖࠆ⒟ᐲߢߞߚޕ㑐᧲
ߪቇㅪ㧜㧮߇㈩ዻᩞߣߥࠅޔᄢᄌੱ᳇߇
ߞߚߘ߁ߢࠆߪ✵⸠ޕቇ↢ᆔຬ㐳߇⛔
₸ߒޔᢎቭߪቇ↢ഥᢎߦ․ᱶ㘧ⴕࠍᢎ߃ࠆ
ߎߣ߇ਥߚࠆછോߢߩ✵⸠ޔㆇ༡ߪቇ↢߇
ਥߢ߿ࠆߎߣߦᄌࠊࠅߪߥ߆ߞߚޕቇ↢
ߩ⥄ᴦߪߣห᭽ዅ㊀ߐࠇߡߚߩߢ
ࠆޕ
 ᥉ㅢ  ߪࠬࡦࠗޔᐕ⋡ߢขࠅ ޔᐕ
⋡ߪቇ↢ഥᢎߣߒߡᓟヘࠍᢎ߃ޔหᤨߦ․
ᱶ㘧ⴕࠍⷡ߃ ޔᐕ⋡ߪᐙㇱߣߒߡᢎቭߩ

― 496 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕
ᓙㆄߢ⸠✵ࠍㆇ༡ߒߚ  ߪ࠳ࠗࠣޕᐕ
ߩᤨߦⷡ߃ߡ⁁ࠍขࠆੱ߇ᄙ߆ߞߚޕ
 ⑳ߪޔᤘ  ᐕ  ޔᠲ❑჻⁁ࠍ
ઃߐࠇޔഥᢎߦߥࠇࠆߣ༑ࠎߛㅜ┵ޔᓽ
ᑧᦼᱛߩ߇ਅࠅ   ޔᣣߦ㓌ߦ
ขࠄࠇࠆߎߣߦߥߞߚߩߘޕᐕ    ᣣ
㓌ߢ․ᠲ❑⠌჻ቭ߇㓸ߐࠇޔቇㅪ
ߩખ㑆߽ᄙᢙᔕߒߚޕቇඨ߫ߢᔕߓߚੱ
߽ߚߪߜߚ⑳ߚߞ߆ߥ߆ⴕޕੑ╬ߢ
ࠆߎߣߦߥߞߚޕ
 ⑳ߪ  ߆ࠄഥᢎߦߥࠅߩ ޔ㓌߹
ߢ㘧ⴕᯏẃߌߦߥߞߡࠄߒߚߩߎޕ㑆ޔ
 ᤨ㑆⒟ਸ਼ߞߚൊቯߦߥࠆߦ⑳ޕᢎ߃ࠄࠇ
ࠆቇ↢߇᳇ߩᲥߛߣᕁߞߚߎߣ߽ࠆ߇ޔ
⑳ߪᛛⴚࠍᢎ߃ࠆߩߪਅᚻߛ߇ޔ㘧ⴕᯏߦ
ਸ਼ࠆᔃ⚵ߺߛߌߪᢎ߃ࠄࠇࠆߣᕁߞߡ
ߚޕᓟߦァ㓌ߢዋᐕ㘧ⴕࠍᢎ߃ߚ߇ޔ
߽⑳ߩ⃰ߦߚ  ੱߩ㘧ⴕߣߪⷫߒߊઃ
߈วߞߡࠆޕ
 㘧ⴕᯏ߿ࠣࠗ࠳ߦਸ਼ߞߡሜߒ߆ߞ
ߚߎߣߣ⸒߃߫ޔන⁛㘧ⴕߦߚᤨߣޔ
⁁ࠍᚻߦߒߚᤨߢࠈ߁ ޕታ⹜㛎ߢޔ
Ⲭࡩᳰߩ㘧ⴕ႐߆ࠄㅩဈጊࠍ߃ߡᣣ
Ꮢߦ⌕㒽ߒޔᏫࠅߪℚℛḓࠍ⌑ޔᶰᎹߩ
ᵹߩ⟤ߒߐߦᗀࠇߚᤨߩᗵỗߪᧂߛ
ߦᔓࠇࠄࠇߥޕ
ޔ↢৻ޟ㘧ⴕᯏࠍ㔌ࠇߥ
ߙޔߪ⁁ޕࠆߢᤨߩߘߪߩߚߞߣޠ
ߘߩᤨߩᗵേࠍ߹ߛߦવ߃ߡߊࠇࠆޕ
⁁ߪ⑳ߩᦨᓟߩ⍍㑆߹ߢ৻✜ߦߡߊࠇ
ࠆߪߕߢࠆޕ
 ৻⇟ㄆ߆ߞߚߎߣߪޔ㘧ⴕㆡᕈࠍ⇼ࠊࠇ
ࠆࠃ߁ߥਇᵈᗧߥࡒࠬࠍ‽ߒߚߎߣߢ
ࠆޕቇ↢ᤨઍߦ  ࿁ޔァ㓌ߢ  ࿁ࠆޕೋ
න⁛㘧ⴕߢޔ
⌕㒽ߢ  ᐲォ࿁ߒߡߒ߹ޔ
ᢎቭ㧔㑐ᄢቇ↢㧕߇ޟୋߩ⽿છߛߣޠᴉ
ࠎߢࠆߩࠍߡࠄ߿ߥ⸶ߒ↳ޔᖱߌߥ
߿ࠄߢᶡ߇ߚߎߣࠍⷡ߃ߡࠆޕ
 ァ㓌ߢߪޔᱠੑ╬ࠍਃㅳ㑆ߒߡᠲ❑
⠌჻ቭߦߥߞߚޕජ⪲⋵ߩਅᔒᵤ㘧ⴕቇ
ᩞߦ  ฬ߇㓸߹ߞߚ߇ోޔㇱቇㅪߩり

ߢߞߚޕ㑐߆ࠄߪหᔒ␠  ੱ┙ޔ㙚
ᄢ  ੱޔ㑐ᄢ  ੱޔ㑐ቇᄢ  ੱޔᄢ㒋Ꮢ
ᄢ  ੱޔጘ㒂㜞ㄘ  ੱߢߞߚޔ⊝ޕᤓᣣ
߹ߢ㗻ࠍߟ߈ળࠊߖߡߚㅪਛߢࠆޕ㑐
᧲߆ࠄߪ┙ᢎᄢ  ੱޔᘮᔕᄢ  ੱ᧲ޔ੩ᄢ
 ੱޔᣧⒷ↰  ੱޔᴦ  ੱߢߞߚߎޕ
ࠇࠄߩખ㑆ߣߪޔ㒽ァߩ⥶ⓨᲣ⦘ߦਸ਼ࠆߣ
߁㕖Ᏹߦ࡙࠾ࠢߥァ㓌↢ᵴࠍㅍࠅߥޔ
ߋࠄࠇߚߎߣ߽ߥߊޔቇㅪߩวኋ↢ᵴ߇ߘ
ߩ߹߹⛯ߚߣ߁ᗵߓߢߞߚޕᚢᱫ㧔
ฬ㧕߿ᚢ∛ᱫ㧔 ฬ㧕߇ήߌࠇ߫߶ࠇߎޔ
ߤᕺ߹ࠇߚァ㓌ߪߥ߆ߞߚޕ
 㘧ⴕᯏ߿ࠣࠗ࠳ߪޔጊ⊓ࠅߣหߓߢޔ
ቅ⁛ߦ⠴߃ᓧࠆੱߩ㓸߹ࠅߢࠆޔߒ߆ߒޕ
ߘࠇߙࠇߩࠍߘࠇߙࠇ߇ಽᜂߒߡ
߆ߥߌࠇ߽߫᧪ߥޕේὐߪੱߢ
ࠆ߇߅ޔ߇߅ࠍା↪ߒߡ⥄ޔಽߩ
ࠍᨐߚߒߡߡೋߡ߇᧪ࠆޕ
⥄ಽൎᚻߥੱ߿Ꮖਥ⟵ߩੱߪ࠶ࡠࠗࡄޔ
࠻ߦߪਇะ߈ߢࠆޕ㐷↰ᅢ↢᳁㧔หᔒ␠
ᄢ㧕ߪ㒽ァߢᄢဳࠣࠗ࠳ࠍᠲ❑ߒߚੱ
ߩ৻ੱߢࠆ߇ޔᵗߢᢜߣㆣㆄߒࠄ⥄ޔ
ᦜ⥶⚝ࠍಾߞߡᦜ⥶ᯏࠍഥߌߚᖤߩਥ
ੱߢࠆޕቇㅪߦߪߎࠎߥੱ߇ߚߊߐࠎ
ߚߒޕ߁ࠈߢߣߎࠆ߽ޔ
=ᣇะ⥽ ޔRޔቇㅪ࠾ࡘࠬࠃࠅ?










― 497 ―

 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕
٤㑐ቇ㒮ℂ㐳ߦട⮮⺈ਯޔ
╙  ઍ㒮㐳ߦች↰ḩ㓶ᢎޔ
ቇ㐳ߦᜏᱺ৻㓶ᢎዞછޕ

٤ᶖ⾌⒢ዉߐࠇࠆޕ

   ᣣ ᜰዉຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?               ޕⓨ᷼
   ᣣ ᱜ↰ㅧవ↢߳ߩ⋓ᄢߥᗵ⻢ࡄ࠹ࠖ㐿ޕᄢ㒋ోᣣⓨࡎ࠹࡞










žദဋ᧙ٻܖᑋᆰᢿᧈџᡚ Ⴎٻƴज़ᜓȑȸȆǣȸſ
㑐ቇᄢ  ᐕ ᧁዷ↢  
 ቇㅪߩ⹏⼏ຬߢ㑐ቇ㒮ᄢ⥶ⓨㇱ㐳ߩᱜ↰ㅧవ↢߇   ޔᐕ㑆ߦࠊߚߞ
ߚ⥶ⓨㇱ㐳ࠍㅌ߆ࠇޔหᄢߩౝ↰⑲ᴺቇㇱᢎេߦࡃ࠻ࡦ࠲࠶࠴ߐࠇߚ߆ߒޕ
ߒߡߒߣ〈⋙✚߽ࠄ߆ࠇߎޔ㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱߪߦࠄߐޔ㑐ᡰㇱߩᵴേߦജࠍዧ
ߊߒߚߣޔᒛࠅഞߞߡ߅ࠄࠇࠆޕ
 ᱜ↰వ↢ߪᤘ  ᐕߦ㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ㧔ᒰᤨߪ⥶ޟⓨ⎇ⓥળޠ
㧕ߢᵴべޔᚢᓟ
ߩ  ᐕߦᓳᵴߒߡએ᧪⥶ޔⓨㇱ㐳ࠍോߡߎࠄࠇߚޕ
ޟή߆ࠄ⊒ߒߚޠᚢᓟ
ߩቇㅪߩ⊒ዷߦ߽ߐ߹ߑ߹ߦነਈߐࠇߚ   ޕᣣߦߪޔᄢ㒋ർߩోᣣⓨ
ࡎ࠹࡞ߦ㧻㧮ޔᓎ⚂  ੱ߇㓸߹ࠅ⋓ޔᄢߥᗵ⻢ࡄ࠹ࠖ߇ߐࠇޔᄙᐕߩ
ഭࠍߨ߉ࠄ߁ߣߦޔᓟߩߏᜰዉ߽߅㗿ߒߚ=    ޕᣇะ⥽ ޔR?

   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?         ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ$NCPKM. ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ෳട⠪ߥߒޕ
   ᣣ ᧲ᶏ㑐ᡰㇱฃ㛎วኋ              ޕⓨ᷼
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᜰቯ㙃ᚑนᓟೋߡߩ᧲ᶏ㑐ᡰㇱߢߩ⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗ
ⓨᯏ⚖㧕ታ⹜㛎㧔ቇㅪߣߒߡߪ  ᦼ⋡㧕
 ޕᣣฃ㛎⠪  ฬోຬวᩰޕᒝൻ
⸠✵ߦߪઁߦ㧔㑐᧲ޔᶏ߆ࠄ㧕 ฬ߇ෳടޕ
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕

ᓎൡȈޙᣵ · հȉ

  ޟᵴേႎ๔ 8QNޕⴕ⊒ޠ
ᐙㇱઍ ਥ ᳗ቢᴦޕਥോ ਭᵏਯޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ᄢળ╙㧝ᦼ=㨪 ᣣ?        ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ᄢળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?        ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
᎑↰⧷↵㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔጊ↰᥏ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ෳടޕ
   ᣣ ቇㅪᣂᦜ⥶ᯏߩฬᑼ                 ޕⓨ᷼

ᓙᦸߩᣂᦜ⥶ᯏ6CMG1HH 㧙㑐ᡰㇱⓨ᷼ߦߡฬᑼ㧙ޟቇㅪ  ภߣޠฬ
ോዪᰴ㐳 ᎑ਛዏ৻    
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖᧲ᶏ㑐ᡰㇱߢߪ    ᣣޔ⋵ဈᤐᳯ↸ߩⓨ᷼
ౝߦ߅ߡޔẴߺಾߞߚ㕍ⓨߩਅߢᣂᦜ⥶ᯏߩฬᑼࠍⴕߥޔ㝩㗡㎽ਃኾോℂ߇
ޟቇㅪ  ภߣޠฬઃߌߚޕ
 ᣂᦜ⥶ᯏߪࡄࠗࡄࠬࡄࠞࡉޔ2# ဳᯏߢޔ㜞⠢⠀Ꮣᒛࠅᯏߣߒߡቢ
ᚑߐࠇߚ᭴ㅧࠍᜬߜޔ㓚߽ዋߥߊޔታ↪ᕈ߽㜞ߊᦨߪߦ⥶ᦜ࠳ࠗࠣޔㆡߢࠆޕ
⾌↪ߪ⚂  ਁߢ᧲ޔᶏ㑐ਔᡰㇱߩቇ↢ߚߜ߇  ᐕ೨߆ࠄⓍߺ┙ߡߚ⾗㊄
㧔 ਁ㧕ߣቇㅪߩഥ㧔 ਁ㧕ߢ⾼ߒߚޕ

 ฬᑼౖߦߪ⋵ޔరߩᤐᳯ↸ޔᄢ㒋⥶ⓨዪޔฦᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳వ↢ޔ㧻㧮ࠄ㑐
ଥ⠪⚂  ฬ߇Ꮸߒߚޕᑼౖߦవ┙ߜ᧲ޔᶏ㑐ᡰㇱߩ᫃ෳ߇ޟⓨߦߎ߇ࠇ
ࠆ⧯⠪ߩᄞࠍታߔࠆߚᓟ߽ദജߒߚߣޠ㐿ળߩߐߟࠍߒߚޕ
 ߪᏒ↸␠ߩች↰⑧ቱߦࠃࠅၫࠅⴕߥࠊࠇޔᏨ⠪ߪ₹ਠࠍᝤߍᯏߩ
ోࠍߞߚ=                     ޕᣇะ⥽ ޔR?
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕
   ᣣ ో࿖ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?         ޕⓨ᷼
෴  ട㧦 ᄢቇ  ฬޕ


 㑐ቇᄢวኋޕ
   ᣣ #2+ ߇ャߒߚ࠻ࠬ࠻࠙ࠗࡦ࠴⹜ਸ਼ળ=㨪 ᣣ?  ޕᆄᴧṖⓨ႐
୯Ბ  ਁએߣߩߎߣޕω࠻ࠬ࠻߅ߓߐࠎߣ⍹ᷰᢎቭ

 ᧁዷ↢ 㑐ቇᄢ  ᐕ ߇࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼〒㔌㧔㨗㨙࠲ࠬࠢ㧕㆐ᚑޕ
  ⸥┨ߪ↳⺧ߖߕޕ

   ᣣ 㑐ቇᄢᗲ⍮ᄢ
ᗲ⍮Ꮏᄢวหวኋ
=㨪 ᣣ?ޕ
    ᧁᦥᎹṖⓨ႐
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 ᐕ㧔ᤘ  ᐕᐔᚑరᐕ㧕

ቼ ¹ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ᤣਖ਼൏

జరࠕႆ

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭ=㨪   ᣣ?  ޕⓨ᷼
෴ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻޕ
ᚢ  ❣㧦࿅   ޕੱ ᧁዷ↢㧔 ᐕ㧕 ޕ
                   












   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળో ޕᣣⓨࡎ࠹࡞
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻޕ









  ޟᵴേႎ๔ 8QNޕⴕ⊒ ޠ
  㑐ቇᄢ౻วኋᦥᧁ    ޕᎹṖⓨ႐
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

   ᣣ㑐ቇᄢ౻วኋ=㨪   ᣣ?ޕ
            ᧁᦥᎹṖⓨ႐
   ᣣ ਭᐽਯ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ਃ╬ᢛ჻㧔Ṗⓨᯏ㧕วᩰޕ
   ᣣ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?     ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᧁዷ↢㧔 ᐕ㧕
⧯ޔየ Ḱ㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ᚢ  ❣㧦࿅   ޕੱ ᧁዷ↢  ޕ


   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
            ⓨ᷼
↪ᯏ㧦)69+0Τ㧔,#㧕
ޔ#5-㧔,#㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦
࿅   㑐ᄢቇ ޕ 㑐ቇ㒮ᄢቇޕ
ੱ   ↰ࡁᓆ৻㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐޕ
 ႇ ᘕ๋㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐޕ
  દ⮮ᄥ৻㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐޕ
₪ᓧ㜞ᐲ⾨ ᳗ቢᴦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 1Oޕ
ṛⓨᤨ㑆⾨ ᳗ቢᴦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ಽޕ

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱޟᣂතᬺ↢ࠍㅍࠆળޠ
    ޕ㒰

ޣතᬺޤችિ⾆ᧁޔዷ↢⧯ޔየḰޔ⣁㊁ା⋥ޔၳᶈ৻ޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ஓᓎሳޙႆ̬ํܿɑɞ

   ᣣ ኾ㐷ᛛⴚද⼏ળ=㨪 ᣣ?          ޕⓨ᷼
   ᣣ 㑐ᡰㇱᣂੱ )5㧔)TQWPF5EJQQN㧕೨ᦼ=㨪 ᣣ?ᦺ ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ 㑐ᡰㇱᣂੱ )5 ᓟᦼ=㨪 ᣣ?ᦺ        ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߩᱧผ⥶ޔⓨᴺޔ᳇⽎࠷ࡐࠬޔᚻᏭߩᚻᒁޔขࠅᛒ✵⸠ޔ
♽ߦߟߡߘࠇߙࠇ  ಽߩ⻠⟵߇ߥߐࠇߚޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?         ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ㩖㩨㩡㩐㨹㩂 . ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ጊ↰᥏ሶ㧔 ᐕ㧕
ޕᚢ  ❣㧦ጊ↰᥏ሶ  ޕ
 ਅᣨ 㑐ቇᄢᣂੱวኋᦥᧁ                ޕᎹṖⓨ႐
     ᐙㇱઍ㧦ਥ ਛືޔਥോ દ⮮ੳᔒޕ
   ᣣ 㑐ᡰㇱ㐳 ᰞ↰᳁㧔㑐ᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳ޔᴺቇㇱᢎ㧕ߏㅤޕ
ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ᴺੱൻߩ㓙ߩਛᔃੱ‛ߢࠅޔߚ߹ޔ㑐㑐ኻ᛫ᚢߩ⊒⠪ߢ߽
ߞߚޕㇱ㐳ߢߞߚ೨↰੧㧔㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮㧕߇ᒁ⛮߉⥶ޔⓨㇱ㐳ߣߥࠆޕ
 ਅᣨ วኋ                      ޕⓨ᷼
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖  ᐕ⸥ᔨࡆ࠺ࠝޟ㘑ߩ߇⡞߃ࠆ⊒ޠᄁޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
      㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴ട ᧲ᶏ㑐ㇱᡰㇱቇ↢  ฬޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ
      㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴ട 㑐᧲ᡰㇱቇ↢  ฬޕ
   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?ޕ
   ⓨ᷼
෴ട ᧪ߩᜰዉ⠪㆐  ᄢቇ  ੱޕ
   ᣣ ቇㅪഃ┙  ᐕ⸥ᔨᬺ
ޟᣣ⁛⥶ⓨቇ↢ᵹޠ
߇ⴕࠊࠇࠆ=㨪 ᣣ?ޕ

࠼ࠗ࠴ࠚࠛࠕࡠࠢࡉ㧔&CG%㧕߆ࠄળ㐳ޔ
ോዪ㐳ߣߣ߽ߦ⚻࠳ࠗࠣޔ㛎⼾߆ߥᅚ
ሶቇ↢ ฬ+&# ࡈࠣᅚᕈᆔຬ㐳ޔ
߇⸰ᣣޔ
㑐᧲ߣㇱߢࡈࠗ࠻߮⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ
=ෳᾖ㧦ᣇะ⥽ ޔRޔR?

― 503 ―

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
㑐ቇㆬᚻ㧦᎑↰⧷↵㧔 ᐕ㧕
ޔ᳗ቢᴦ㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ᚢ  ❣㧦࿅  ޕ

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖  ᐕ㑐ᡰㇱ⸥ᔨᑼౖޕᄢ㒋࿖㓙ⓨ᷼
ᡰㇱߩ೨りޔ㑐ቇ↢⥶ⓨㅪ⋖⊒⿷㧔ᤘ  ᐕ  㧕߆ࠄ  ᐕߦߥࠆޕ
෴ട⠪⚂  ੱޕ
㧔╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળ㧕
 ᓆᑼߢߪޔℂޔ㑐ᡰㇱ㐳ࠍ᳗ᐕോࠄࠇߚ᪉↰㑐ᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳ߦᓆ
⁁ߣࠛࡦ࠲࡞⋫߇⿅ࠄࠇޔ㝩㗡ኾോℂࠃࠅᄦੱߩ᪉↰ᦺᳯߐࠎߦᚻᷰߐࠇߚޕ
⛯ߡޔ
೨ᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳
ࠄ  ੱߩഞഭ⠪ߣޔ
⸠✵
ᚲߢࠆⓨ᷼ߩ
రᤐᳯ↸ߦᗵ⻢⁁ࠍ⿅
๒ޕᱜ↰ㅧ೨㑐ቇᄢ⥶
ⓨㇱ㐳߇ฃ⾨⠪ࠍઍ
ߒߡ⻢ㄉࠍㅀߴߚޕ


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
 ࿁ߪㆊᦨ㜞ߩ႐⠪ᢙߣޔᲤᐕࠅ⛯ߌߡࠁߊࡌ࡞ߩਛߢᚢࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ
߁෩ߒ⁁ᴫߩᦨਛߩࠬࠛޔߣࠎߥޕߔߢࠎߚߞ߹ߒߡ߈߇࠻ࡦ࠺ࠪࠢࠕޔำ߇ᣂੱ
ᚢߩ৻ㅳ㑆೨ߩᢎ⸽วኋߢ߭ߑࠍᒝᛂߒࠃߦੱᧄޕߔߢߩߚߞ߹ߒߡߞߥߊߥࠄ߇ᦛ߇⿷ ޔ
ࠆߣޔ㔎ߩਛޔᢎቭ᭽߳ߩ߅ዯߌ‛ࠍ߅ࠅߒࠃ߁ߣߒߡߒࡊࡦࡖࠫޔㅢࠅߧߌࠃ߁ߣߒߚࡑ
ࡦࡎ࡞ߦๆㄟ߹ࠇߡޔ⢷߹ߢ⪭ߜߡߒ߹ߞߚߣ߁ߎߣߛߞߚߩߢߔߢߎߘޕ㑐ቇ࠴ࡓ
ߪޔદ⮮ำ߇ࡇࡦ࠴ࡅ࠶࠲ߣߒߡߣߎ⑳ߡߒߘޔᐔේᗲ߽႐ߔࠆߎߣߣߥࠅ߹ߒߚޕ
 ߒ߆ߒ႐ߦߪޔᕁࠊߕ㛳ߡߒ߹߁ᒝ⽕㆐ߩ㗻ޔ㗻ޔ㗻㧍སߩᢎ⸽↢߇߉ߞߒࠅ㓸߹
ߞߡߚߩߢߔߥ߁ࠃߩߘޕਛߢޔఝൎߔࠆน⢻ᕈߪࠆ࠴ࡓߣ⸒ࠊࠇߡߚ㑐ቇ߽ᅗ㑵ߒ
ߚߩߢߔ߇⚿ޔᨐߪੱޔ࿅ޔ  એౝߦ⾨ߔࠆߎߣߪߢ߈ߕޔოߩෘߐࠍᗵߓߡ
ߒ߹߹ߒߚߒ߆ߒޕᓟߪޔ
ޔࠅߪ߿ޟ⢻ࠆ㣔ߪޔῪࠍ㓝ߒߡߚࠎߛࠃ߹ߒߡߖࠊ⸒ߣޠ
߁ᒝ⽕ߦߥߞߡߊޔߣߛࠎߥࠄߥ߫ߨ߆ߡߞߥޔ߿ޔᱤࠍߊߒ߫ࠅޔᶡࠍ߆ߊߒߡޔ
ᧁᦥᎹࠍߞߡߞߚߩߢࠅ߹ߔ=            ޕᵴേႎ๔ 8QNޔR?

  㑐ቇᄢวኋޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ³± وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

   ᣣ ,# -$ ⠴ᬌวᩰޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળળ㐳ጊᧄᒄ᳁ߏㅤޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ౻วኋ=㨪   ᣣ?ᦥᧁ             ޕᎹṖⓨ႐ 
↪ᯏ㧦#5- ᯏ-$ޔ#UVKT)%NWDΥDޕ


ᚑ  ᨐ㧦᎑↰⧷↵#UVKT)%NWDΥD ߢ ಽṛⓨޕ

   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਛᄩቇ↢ᆔຬળᦺ       ޕᣣᣂ⡞ㇱᧄ␠
   ᣣ ቇㅪ㑐ᡰㇱ᱑ㅍળ                   ޕᓢ
෴ടතᬺ↢ޔᩞ↢วߖߡ  ੱએߩᄢࠦࡦࡄޕർየ⋥ᢘᢎቭ↰ญ ᢎቭޔ
ਛᥰశᢎቭ㧔ࡄࠗࡄⓨャߢ᧪ࠄࠇߡߚ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ? ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦᳗ቢᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔ᎑↰⧷↵㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅  ޕੱ ᎑↰⧷↵  ޕ
 ᣣ߆ࠄ  ᣣߪᒝ㘑ߩߚ⍾፲ߢ㘧ⴕߢ߈ߕޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ´ ͍ᵌᴿ͢͢ᩋ

᳦ᗵਈ୫


 

╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ          ޕⓨ᷼

ᚢ  ❣㧦࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐޔ
  㑐ᄢቇ    ὐޕ
ੱ  ᵅ ᳗ቢᴦ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
          ᎑↰⧷↵㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
          ↰ࡁᓆ৻㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕  ὐ 
  ↰ቬቁ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
 ޔ ༀት㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ

  દ⮮ੳᔒ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޔ
ጊ↰᥏ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
₪ᓧ㜞ᐲ⾨ ᳗ቢᴦ 㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 㨙ޕ
ṛⓨᤨ㑆⾨ ᎑↰⧷↵ 㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ಽޕ
   ᣣ ᐔᚑ  ᐕᐲቇㅪ㑐ᡰㇱ⹏⼏ຬળ⥶ⓨㇱ㐳ળޕ
ޣතᬺᧄޤㇹޔ᎑↰⧷↵ޔᱜ⧐ޔ⍹Ꮉኼޔฎ⾐ජ㚅ሶޔਭᐽਯޕ
   ᣣ  ╙  ઍ㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળળ㐳ߦ㥲⮮ᘮᢥ㧔 ᐕත㧕߇ዞછޕ
   ᣣ ᐔᚑ  ᐕᐲᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ℂળᦺ     ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠
   ᣣ ቇㅪ㑐ᡰㇱᣂੱቇ⑼⻠⠌ળΣᦼ=㨪 ᣣ?ᦺ ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠ળ⼏ቶ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
           ਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ㩖㩨㩡㩐㨹㩂 . ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ༀት㧔 ᐕ㧕  ┻ޔౝኼผ㧔 ᐕ㧕  ޕ
    ᐙㇱઍ㧦ਥ દ⮮ੳᔒ  ਥോ ᐔේ ᗲޕ
   ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
 ޕⴕ⊒ޠ
   ᣣ ╙  ࿁⇇Ṗⓨㆬᚻᮭޕ7XCNFG

࠹ࠠࠨࠬ 75#

෴  ട㧦 ࡩ࿖ ޕᯏ㧔ౝᣣᧄ  ᯏ㧕
ޕ
   ᣣ㑐ቇᄢጘ㒂ᄢวหวኋ=㨪 ᣣ? ޕⓨ᷼
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴ട㧦᧲ᶏ㨯㑐ਛᔃߦ  ฬޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

қɁᵌᴿʟʳɮʒ͢

   ᣣ ╙  ࿁ᣣ⁛ቇ↢ᵹ=㨪   ᣣ?ޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?  ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ          ޕᎹṖⓨ႐

ž᧙ ٻܖ1$ ӳܿß  ࠰ࡇ  உ༿à
ſ        ᐔේ ᗲ
 ߆ߨߡࠃࠅསߦߪ⡞ߡߚ߇߁ߣ߁ߣޔታⴕߐࠇߚޕ㧻㧮ߩ⊝ޘ᭽߇ޔ߽ࠇߘޔ
ᓎᤨઍߪ߆ߥࠅߩᒝ⽕ߢࠄࠇߚᣇߡߞࠈߘޔ߇ޘวኋߦ⸰ߨߡߎࠄࠇࠆߣ߁
ߩߢࠆߩߘޔߪ⑳ߚߞߢ࠻ࠬࡇޕ೨ᣣߪ߽ߣࠃࠅޔวኋḰߩᲑ㓏߆ࠄ߅ޔㄫ
߃ߔࠆࠍᢛ߃ࠆߴߊޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱㇱຬߪ߽ߣࠃࠅޔᄖੱ෴ടߩઁᄢቇߩㇱຬߩ
ੱޔ߽ߦޘᔃߩḰࠍߒߡ߅ߊࠃ߁ߦ߰ࠇ߹ࠊߞߚߩߘޕᒰᣣޔ㧻㧮ߩᣇࠍޘೋ
ߡ⋡ߦߒߚᓟヘߚߜઁޔᄢቇߩㇱຬߩੱޔߪޘญޔߦޘ
ߥ߆ߢޟ㨪ޕ
ޠ
߾ࠅߘޟ
ㄼജࠆࠊޕ
ޔߩᤨߩߎޕߚߡߞ⸒ޔߣޠవヘᣇߩ⊒ߔࠆࠝ߇ߤߩߊࠄ
ߩ߽ߩߢߞߚ߆ߎߩ⸒⪲ߢࠊ߆ߞߡߚߛߌࠆߛࠈ߁ߩߎޕ႐ߦዬวࠊߖߥ߆ߞ
ߚᣇޕ߽ߦޘ
 ᤤભߺ߇ޔ߇ߛߌࠊߚߞߥߣࡓࠗ࠲࠻ࠗࡈߩࠎߐ⊝ޔᢎቭߪศ↰⨃᳗ᢎቭ࠙ޔ
ࠗࡦ࠴ߪ㧻㧮ߢࠄߞߒ߾ࠆ߇ᓎߩ᳗ቢᴦߐࠎ߇ߒߡߊߛߐࠅ߇ߡోޔ㑐ቇ㧻
㧮ߦࠃࠆࡈࠗ࠻ߣߥߞߚޕవヘᣇߪਭ߅߈ߒ⟤ߡߒߘޔߦ࠻ࠗࡈߩޘㅪࠇߩ
ᣇߣߞ߈ޔ߽ߦޘᭉߒࠎߢߚߛߌߚߣᕁ߁ޕ
 තᬺߐࠇߡ߽ᚒࠍޘ᳇ߦ߆ߌߡߊߛߐࠆవヘᣇߦߎߩ႐ࠍ୫ࠅߡ߅␞ࠍ⸒߹ޔ
ߚߏߩࠎߐߊߚޔេഥࠍߊߛߐߞߚߎߣߦᗵ⻢ߒ߹ߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޕ
ߒߚޔߡߒߘޕᓟ߽ࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔ㧍
    =ᵴേႎ๔ 8QNޔ㨜?

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
ᓆᑼ㧔 ᣣ㧕ߦߪᦺᣣᣂ⡞␠ਥጊ⟤ሶߐࠎ᧪႐ޕᄢળ߆ࠄነ⿅ߚ
ߛߚޟጊᣛ␠ࠍޠਥ߇࿅ఝൎߩหᔒ␠ᄢቇ⥶ⓨㇱߦᚻᷰߒߐࠇߚޕ
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ᇩ̢ᜡᎃީ

   ᣣ ᣂ⸠✵ᚲቢᚑޕ



ҋᣂ⸠✵ᚲߩࠄ߹ߒҌ
ᑪ▽᭴ㅧ シ㊂ᒻ㍑ࡊࡂࡉ  㓏ᑪߡޕ
ᢝ   ⋵ߩᅢᗧߢ  ᐔᣇࡔ࠻࡞
ࠍ୫↪ޕ
ᑧߴ㕙Ⓧ  ᐔᣇሶࡔ࠻࡞ޕ
ᣉ  ⸳  㓏 ᐢ㑆㧔 ⇥ᢝ߈ޔ⟵⻠ޕ
ኋᴱޔ౻ቄߩࠣࠗ࠳⚊ߥߤ㧕
↵ޔሶ
ᶎቶޔᅚሶᶎቶޔ᳓ᵞ࠻ࠗޔἺ႐ޔ
ᵞ㕙ᚲ⛎ޔḡེߥߤ㧔ᐢ㑆ߦࠢࠍ
ࠇࠆ⸘↹ࠅ㧕
ޕ
 㓏 ᅚሶប߃ቶޔᢎቭᓙᯏቶޔᔕធോቶ㧔ߕࠇ߽ᐢߐ⚂  ⇥ಽࠢޕ
ઃ㧕
ޔࠗ࠻ޔᵹߒޕ
ᚲ  ޥ⋵ဈᤐᳯ↸ᳯ⇐ਛޕ
Ꮏ⾌  ਁ㧔ᧄߩߺޕᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ߣ㑐᧲ᶏਔᡰㇱቇ↢ᆔຬ
ળ߇ඨ㗵ߕߟ⽶ᜂ㧕
ޕ
↪⁁ᴫ ᐔᚑ  ᐕߩᑧߴวኋ  ᣣޔ
ቇ↢ᢙᑧࡌ  ੱޔ
㘧ⴕ࿁ᢙ  ࿁ޕ
 ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
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ቼ ¶ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫͢

ႎխ


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᩞ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᣂ↰㓉ผ㧔 ᐕ㧕
ޔศᱞ⽕ೣ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ ޕ
ੱ ᣂ↰㓉ผ    ὐޕ


žிෙ᧙ᙱૼʴưИΟѨƠǇƠƨſ
      ᐕ ᣂ↰㓉ผ

  ᐕ    ᣣᤤㆊ߉  ╙ޔ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ㐽ળᑼ߇ⴕ
ࠊࠇߚޕ
ޟੱߩㇱޔఝൎޔᣂ↰㓉ผ ޔὐ̖̖ޕሜߒࠃ߁ߥޔᕯߕ߆ߒࠃ߁
ߥߩߎޔ⍍㑆ߦఝൎࠞ࠶ࡊࠍᚻਛߦ⚊ߚߩߢࠆޕታࠍ߁ߣޔ㐿ળᑼߩᤨ߆ࠄޔ
ઁߩࠞ࠶ࡊࠃࠅ߽ᄢ߈ߊࠟࠬߢߢ߈ߚߘߩ⟤ߒࠞ࠶ࡊ߇ᤚ㕖᰼ߒߣޔᕁߞߡ
ߚߩߢ༑߮ߪ৻ߢߞߚߩߘޕ࿅ఝൎ߽㗂߈৻ޔ⍍ߩߎޔ㐽ળᑼߪ⥄ಽߩὑߦ
ࠆߩߢߪߥ߆ߣ㍲ⷡߒߡߒ߹߁⒟ߢߞߚޕ
 ᣂੱᚢߩᆎ߹ࠆ  ㅳ㑆೨߆ࠄᧁᦥᎹߦߎ߽ࠅ┹ޔᛛߩ  ⊒⋡߆ࠄࡌࠬ࠻ߩࠦࡦ࠺ࠗ
࡚ࠪࡦߢ⥃ࠆࠃ߁ߦ⺞ᢛߦബࠎߛߪߦߢ߹ᤨߩߘޕᣢߦᢙ⊒࠰ࡠߦ߽ߒߡ㗂ߡ
ߪߚ߇ޔఝൎߣ⹏್ߩㅪਛߩਛߦߪᣢߦࠛࠗ࠻ߦਸ਼ߞߡࠆ⠪߿ޔኻ᛫ᚢߢఝ
ൎߒߡࠆ⠪߽ߚߩߢ⥄ޔಽߦ᧪ࠆߎߣߪࠅࠃੱޔᣧߊᗵⷡࠍขࠅᚯߒߡ߅ߊߎ
ߣߒ߆ߥߣ⠨߃ߚ߆ࠄߢߞߚޕ
 ߘ߁ߎ߁ߒߡࠆ߁ߜߦ  ⊒⋡ߩ⊒⥶߇࿁ߞߡ߈ߚ⻉ޕవヘᣇߩࠕ࠼ࡃࠗࠬߦࠃࠅ
ࡁࡑ࡞ࠬ࠻࡞ߣᕆᣓ࿁ࠍߔࠆߎߣߦߡߚߩߢޔ㔌⣕ᓟ⺖⋡ߦߞߚߕ߹ޕ
ߪࡁࡑ࡞ࠬ࠻࡞ޕ
ޟਅᣇࠢࠕޔㅦᐲࠍᛮߡ߈߹ߔޕ
̖̖ޠᒰߚࠅ೨ߛ߇ᓟᏨ
߆ࠄߪߩᔕ߽ߥޕዋߒቅ⁛ᗵࠍᗵߓߚ߇࠰ࡠߣหߓߣᕁ߃߫ߣ⠨߃ߡએ㒠
ߩࡈࠗ࠻ߪߎߥߒߚߡ⛯ޕᕆᣓ࿁ޕ⠨߃ࠇ߫ࠇߩߤߎ߇ᕆᣓ࿁ߛߞߚߩߛࠈ
㧔ᓟߩ✵⠌ࡈࠗ࠻ߢ↰ญᢎቭߦ  ᐲߏᜰ
߁ߣ⠨߃ߡߒ߹߁⒟ߩ߅☻ᧃߥ߽ߩߛߞߚޕ
ዉ㗂߈┹ޔᛛ߇⚳ੌߔࠆ㗃ߦߪ⥄ಽߢߪࠆ⒟ᐲ⚊ᓧߩߊ߽ߩߦߥߞߚ߇ޕ
㧕⛯ߡ
႐ㅴޕᒝᒁߦᜰቯߦࠇߚ㧔એ㒠ߪ߈ߜࠎߣࠇߚߟ߽ࠅߢࠆ㧕
ߩߎޕᣣߪ߶
߷㕒Ⓩߢߞߚߩߢᄢㇱಽߩ⠪߇ᜰቯ⌕㒽ߦߪᚑഞߒߡߚ߁߽ޕዋߒ㘑߇็ߊߣ
߆ߥߣᕁߞߚޕ
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 4 ߇⚳ੌߒޔᕡߦࠃߞߡบᚲߢߗࠎߑࠍߞߡࠆߣޔ
㧔Ფᣣߎ߁ߞߚ߽ߩ
ࠍ⊝ߢ⾗ߒߡߞߡߚ㧕ጊ↰ቬቁ߇ᢎቭㇱደ߆ࠄᖱႎࠍ⋑ࠎߢ߈ߚࠄߒߊޔߣ
⥄ಽ߇  ߛߣ߁৻ࠄ߆ᤨߩߎޕ᳇ߦఝൎଘߩ╩㗡ߦߥߞߡߒ߹ߞߚߩߢࠆޕ
✕ᒛߒߚޕᱜᑼߥ⊒߽ߘߩᓟߦࠅޕߚߞߢ߁ߘࠅߪ߿ޔ
ޟㅜਛ⚻ㆊߢ  ߛߣࡊ
࠶ࠪࡖ߆ߌࠄࠇࠆߙࠇߘߢߩߚߡࠇࠊ⸒ߣޠએ㒠ߪ  ⊒  ⊒ࠍ⌕ታߦ㘧߷߁ߣ
ᕁߞߚޕㆇ߆ታജ߆ᜰቯߦߪ 4 ਛ  ⊒ࠇߚޕർየᢎቭ߿↰ญᢎቭߦਸ਼ߞߡ㗂ߚ
ᤨߦߪߐߔ߇ߦ✕ᒛߒߚ߇ޔᄢ߈ߊ፣ࠇࠆߎߣߥߊ┹ᛛߪ⚳ੌߒߚޕ
㧔ർየᢎቭߩߣ߈
ߦߪ 4㧛9 ࠛࡦ࠼ߩࡉ࠶ࠪࠚߦ⓭ߞㄟ߆ߣᕁߞߚ߇̖㧕
 ߎࠎߥ㘑ߦߒߡ⑳ߩᣂੱᚢߪ⚳ੌߒߚޕᰴ࿁߽ᦨޔૐߢ߽⾨㧔ੱޔ࿅㧕
᧪ࠆࠃ߁ߦᓟヘߩᜰዉߦߚࠆߣߦ᧲߽ࠄ⥄ޔᶏ㑐ᄢળోޔ࿖ᄢળߦะߌߡࠃ
ࠅ৻ጀߩദജࠍߒߡߊᗧߢࠅ߹ߔޕᣂੱᚢߩఝൎ⠪ߪ᧲ᶏ㑐ߢఝൎߔࠆߣ
߁ࠫࡦࠢࠬࠍᚑዞߔࠆߚߦ߽̖̖ޕ
=ᵴേႎ๔ 8QNޔR?
  㑐ቇᄢวኋޕ





↲ሶࡏ࡞ⷰᚢ


 દ⮮ੳᔒༀት
ጊ↰᥏ሶᐔේ ᗲ


ᓟᏀࠃࠅޔༀት
⍹Ꮉኼ᎑↰⧷↵
ᱜ⧐᳗ቢᴦ
ฎ⾐ජ㚅ሶ⌀㊁ዷᚑ

ᐔᷕሶ̆
೨Ꮐࠃࠅޔદ⮮ੳᔒ
ጊ↰᥏ሶᐔේᗲ
ጊਅ᥊ᄥᴛ↰ᜏ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

     㑐ቇᄢ౻วኋᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ દ⮮ੳᔒ㧔㑐ቇᄢ㧟ᐕ㧕⥄ኅ↪ᠲ❑჻㧔Ṗⓨᯏ⚖㧕ᜰቯ㙃ᚑ╙ 
ᦼୃੌޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ㑐ቇ႐ߥࠄߕޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕⓨ᷼






ᚢ  ❣㧦
࿅    㑐ቇ㒮ᄢቇ   ὐ㧔 ൎ  ᢌ  ಽ㧕
ޕ

       㑐ᄢቇ      ὐ
ੱ  દ⮮ੳᔒ 㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ὐ
       ↰ࡁᓆ৻ 㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕ὐ
  ጊ↰᥏ሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
  ↰ቬቁ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
  ༀት㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
  દ⮮ᄥ৻㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕
ޔศବ⧷㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕
ޕ
₪ᓧ㜞ᐲ⾨ દ⮮ੳᔒ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  㨙   ޕ
ṛⓨᤨ㑆⾨દ⮮ੳᔒ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  ಽޕ

ޣතᬺޤਛືޔ᳗ቢᴦޔቲᎹᕶ┨ޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

Ԉࠆᄽୢଡ଼ޮްࢳᣝᐳ

   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
         ਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛޕ
 ԙṛⓨᤨ㑆㧔ᦨᄢ  ಽ߹ߢ㧕
ޔᜰቯ⌕㒽ޕ
ᣂߚߦ⸥㍳ߦ࠴ࡖࡦࠫߔࠆޟጊጪṖ⠍⸥㍳ળޠ
߇૬⸳ߐࠇߚޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ$NCPKM. ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᩕ৻㧔 ᐕ㧕
ޔጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ޕ

  ᐙㇱઍ㧦ਥ ศᱞ⽕ೣޔਥോ ጊ↰ቬቁޕ
  ᣂ↰㓉ผ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇ቇㅪ㑐ᡰㇱቇ↢ᆔຬ㐳ߦㆬߐࠇࠆޕ
  㑐ቇᄢᣂੱวኋޕ
  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ

   ᣣ ർየ⋥ᢘᢎቭ߇ᢎ⢒⸠✵ㇱ㐳ࠍㅌ
߈ᓟછߦ⍹ᷰᢎቭ߇ዞછޕ
   ᣣ ർየ⋥ᢘᢎቭቯᐕㅌ⡯ㅍળޕ

   ᣣ ർየ⋥ᢘᢎቭ߇ᧁᦥᎹ⸠✵ᚲ㐳ࠍ
ㅌߊ↰ ޕญᢎቭ߇ᧁᦥᎹ⸠✵ᚲ㐳ޔ
⸠✵ᚲ㐳ߣߥࠆޕ

  㑐ቇᄢᄢวหวኋ߇ࡄࠗࡄߩߦࠃࠅਛᱛޕᰴᐕ  ߩ㑐㑐
ᚢߢวኋߩ⚻㛎ߩήߐ߇⋡┙ߟߎߣߦߥࠆޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?   ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?   ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?        ޕⓨ᷼
෴ട㧦ฦᄢቇ߆ࠄផ⮈ߐࠇߚ  ฬޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ             ޕᎹṖⓨ႐
   ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ޟᣣ⁛ቇ↢ᵹޠ
ޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

žᨥ҄ˊƷǰȩǤȀȸǛޒஓƢǔſ

  ೨ቇㅪ⸠✵ㇱ㐳 ർየ⋥ᢘ

 ᧲࠼ࠗ࠷㔚శ⍹Ἣߩ⛔৻࠰ޔㅪ↥ౄߩߥߛࠇࠍ߁ߞߡߩ፣უࠕޔ
ࠫࠕฦ⻉ࡉࠕޔ࿖ߩ⚗ߣߥ߆ߥ߆ߦㅴ߹ߧᐔߩᣇ╷߳ߩ᠀⚝ޕ
ᣣᧄߢ߽ 2-1 ᴺ᩺߇นߐࠇ ߩߎޔ㨪 ᐕ߹ߋࠆߒߊ⒖ࠅᄌࠊࠆ࿖㓙
ᖱߩਛ̖̖ޕ
 ࠊ߇ኅ߽ޔᤓᐕߪർᶏ߆ࠄᎺޔᐢፉ᧲ޔ੩ޔ㊄ᴛߚ߹ޔర߆ࠄ
ߣޔᢙ⍮ࠇߧੱߣߩᵹ߇ߞߚޕᄐߪߟߦ࠼ࠗ࠷߆ࠄ᧪ቴ߇ࠅޔ
࿖㓙ൻࠍりࠍ߽ߞߡ㛎ߒߚᰴ╙̖̖ޕ
 ࠣࠗ࠳⇇߽  ♿ߦߪ⇇ߦะߌߡ⠢ࠍߍࠆᤨᦼߦߐߒ߆߆
ߞߡࠆޕ
 ቇ↢⻉ำ߽ࠣߢ╬ࠞࡔࠕޔࠬࠡࠗޔ࠷ࠗ࠼ޔࠕ࠻ࠬࠝޔ
ࠗ࠺ࠖࡦࠣߒߚࠅޔᵹࠍᷓࠆߥߤⷞޔ㊁ࠍᐢߍߟߟࠆޕ
 ⑳ߪ✵⸠ޔㇱ㐳⡯ਛߦᧁᦥᎹޔᆄᴧޔߣਃ⸠✵ᚲߩኋ⥢ᑪ⸳ߦ
ߚߕߐࠊࠅߩࠇߙࠇߘޔᨩߣߘߩ⸠✵ᚲኋ⥢ࠍ↪ߔࠆቇ↢⻉ำ
ߦᦨ⦟ߣᕁࠊࠇࠆᣇ㊎ߢߩߙࠎߛߣ⥄⽶ߒߡࠆޕ
 ߹ߚߩߘޔㆇ↪ߣฦ⸠✵ᚲߢߩᵴേߦߟߡߪޔฦᄢቇනߦ⥄ਥㆇ
༡⥄ޔਥ▤ℂߒޔ⢻₸⦟ߊㆇ↪ߐࠇޔᛛⴚߩะߦߟߥ߇ߞߡࠆߣᕁ
߁ޕ
 ᓟߩࠣࠗ࠳⇇ߪޔᶏᄖߩṖⓨᖱႎࠍขࠅㄟߺޔᠲ⥽ᛛⴚޔᯏ
ᢛࠍߚᵹ߇㊀ⷐߥࡐࠗࡦ࠻ߦߥࠆߣ੍ᗐߐࠇࠆޕ
 ቇㅪߢߪޔᐕ߽࠼ࠗ࠷߆ࠄ  ੱߩቇ↢ࠍㄫ߃ޔ㑐᧲ޔ㑐᧲ᶏ
ߩᢎቭޔቇ↢⻉ำߣߩᵹࠍߪ߆ࠆޕ
 ߘߩᤨޔࠊࠇࠆߩߪޔᢎቭቇ↢ߩᛛⴚޔ⍮⼂⺆ޔቇജ߽ߐࠆߎߣ
ߥ߇ࠄੱߩ⌀ޔ㑆⊛㝯ജߣṖⓨ߳ߩᖱᾲߢࠆޕ
 ⸠✵ㇱ㐳ࠍㄉߔࠆߦߚࠅ┙ޔᵷߦᵴべߒߡࠆ㧻㧮⻉ำ߇᷷߆ബ
߹ߒߩળࠍߒߡਅߐߞߚ⚕ߩߎޕ㕙ࠍ୫ࠅߡᔃ߆ࠄᗵ⻢ߩ⸒⪲ࠍᝤߍ
ߚޕ
 ᓟߪᛛⴚ㕙ߛߌߢߥߊޔᢎ⢒ߔࠆߎߣࠍޔᢎ⢒ߔࠆޟߜࠊߥߔޕᢎ
⢒⠪ࠍᢎ⢒ߔࠆޠ
ޟᢎ⢒ᛛⴚࠍᢎ⢒ߔࠆ┙ޠ႐ߢቇㅪࠍࠅߚޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ±² وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢

̾ᛴױ


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
㑐ቇㆬᚻ㧦ༀት㧔 ᐕ㧕
ޔદ⮮ੳᔒ㧔 ᐕ㧕
ޔᣂ↰㓉ผ㧔3 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅   ޕ
ੱ ༀት  ޕ
ੱ⾨⠪㆐
Ꮐࠃࠅ  ㉿↰㓷ᒾ㧔㑐ᄢ㧕 
  ᚑ↰⑲᮸㧔ᗲᎿᄢ㧕
ਅᏀࠃࠅ 
  ༀት㧔㑐ቇᄢ㧕 
  ਃᅢൎ㧔┙㙚ᄢ㧕 
  ᧻↰ ᷕ㧔ᄢ㒋ᄢ㧕

ߎߩᚢ❣ߦ߽߆߆ࠊࠄߕߩߎޔᐕ߆ࠄⴕߥ
ࠊࠇࠆߣߥߞߚోޟ࿖ᄢળㆬ⠨ળ߁ߣޠฦᩞ⋙〈ߩߒߩ߉ࠍࠆᚢ႐ߢᗂߒ
ߊ߽  ὐᏅߢో࿖ᄢળࠍㅏߔߎߣߣߥࠆޕ
   ᣣ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
㑐ቇㆬᚻ㧦ᩕ৻㧔 ᐕ㧕
ޔጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ᚢ❣㧦࿅  ޔ
ੱᩕ৻  ޔጊਅ᥊ᄥ  ޕ
 ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
   ᣣ ᣇะ⥽✬㓸ᆔຬᐳ⺣ળޕ
 㑐ᡰㇱᣇะ⥽ᆔຬߩጊ↰ቬቁ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕߇․ෳടޕ







ฝ┵߇ጊ↰ቬቁ

  㑐ቇᄢวኋޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ᩜᩜ˧ᣵᛸ

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

   ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ቇ↢ਛᄩᆔຬળޕ
   ᣣ 㑐ᡰㇱߦ߽ޟᣇะ⥽ޠᆔຬળ⚿ᚑᦺ      ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
㑐ᡰㇱޟᣇะ⥽ޠᆔຬߦ㑐ቇ㒮ᄢቇᴛ↰ᜏ߇ߥࠆޕ
ޟᣇะ⥽✬ޠ㓸ᆔຬߩ㑐ቇᄢߩጊ↰ቬቁࠍਛᔃߦ᧲ޔ੩ߢ⡞ߒߡ߈ߚޟᣇ
ะ⥽✬ޠ㓸ߩታ㓙ߥߤߩ⺑ળ߇㐿߆ࠇޔᏨߒߚ  ੱߩ㑆ߢޔᵴ⊒ߥߒว
߇ⴕࠊࠇߚޕ
ޔߢ߹ޟ㑐᧲ᡰㇱߦߖߞ߈ࠅߛߞߚ⁁ᴫࠍޔዋߒߢ߽ᄌ߃ߚޠ
ߥࠢ࠾࡙ߥ߁ࠃࠆࠇ߹⺒ߦߥࠎߺޟડ↹ࠍ㑐߆ࠄឭଏߒߡߎ߁߁ߣޠჿ
߇ᄢࠍභޔ㑐ᡰㇱߢ߽ฦᩞ  ฬߕߟᆔຬࠍߒޔ
ޟᣇะ⥽✬ޠ㓸ᆔຬળࠍቯ
ᦼ⊛ߦ㐿ߒߡߊߎߣߦߥߞߚޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ? ޕᆄᴧṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?     ޕⓨ᷼
ᚢ  ❣㧦
 ࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐ ޕ 㑐ᄢቇ  ὐޕ
ੱ ᣂ↰㓉ผ㧔 ᐕ㧕  ޔጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕  ޔ
ᩕ৻㧔 ᐕ㧕  ޔᴛ↰ᜏ㧔 ᐕ㧕  ޕ
   







     




ޣතᬺޤદ⮮ੳᔒޔᐔේᗲޔༀትޔศବ⑲ޔጊ↰᥏ሶޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼᴰ͍ᓎሳᩋ
ʓɮʎ์ᤗ

෫ႎप˧
ႎխ


   ᣣ  ╙㧟ઍ㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱㇱ㐳ߦᢥቇㇱഥᢎ᳗↰ᓆਃవ↢ዞછޕ

ᐙㇱઍ㧦ਥ ጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ޔਥോ ᴛ↰ᜏ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ᜰዉຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?                 ޕⓨ᷼
   ᣣ ᣂੱ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ᦺ             ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?          ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙޟጊጪṖ⠍⸥㍳ળޠ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦᩵ ᶭሶ㧔 ᐕ㧕 㧔 ὐ㧕
ޔદ⮮✍⟤㧔 ᐕ㧕 ޔ
Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕   ޕ
   ᣣ ᣂੱ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ޕ
              ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧚㧔㨪㧕
  ޕⴕ⊒ޠ
   ᣣ 㑐ቇᣂੱวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ              ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᣣ⁛⥶ⓨቇ↢ᵹߩቇㅪᢎቭޔቇ↢࠼ࠗ࠷߳⊒㧔   ᣣᏫ࿖㧕
ޕ
ᣣᧄ߆ࠄߩ⸰⁛ߦޔጊᧄ 㧔ᣧⒷ↰ᄢቇ㧕
ޔᣂ↰㓉ผ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ߩ  ቇ↢
ߣਛశብቇㅪᢎቭ߇ㆬ߫ࠇߚޕ-./㧔ࠝࡦ࠳⥶ⓨ㧕ߩදജߦࠃࠆ߽ߩߢࠗޔ
࠳ࡈࠣߩࠨࡑࡒ࠹ࠖࡦࠣߦ෴ടߒ⋧ޔℂ⸃ࠍᷓߚޕ
㧔ᣇะ⥽ ޔR ߦႎ๔ឝタޕᣂ↰㓉ผ㧦
ޟ+&#(.+') ᖱႎ๔ޠ
ޕ
㧕
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ?         ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
ೋߡߩ⹜ߺߣߒߡ࠳ࡦࠞޔ29㧙&
ࠟࡄ & ဳߢࠆࠃߦ⚝ࡓࠧޔṖࠍߒߚޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ
=㨪   ᣣ?ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ  ฬ㧔╙  ᦼᦼ  ╙ޔวߖߡ㧕
            ޕ
29㧙&

   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?             ޕⓨ᷼
 㨪  㑐ቇᄢࠕࡔࠞ㆙ᓕ࠽࠱ࠕ        ޕᎺࠛࠬ࠻Ṗⓨ႐
෴ട㧦ጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ޔᩕ৻㧔 ᐕ㧕
ޔᴛ↰ᜏ㧔 ᐕ㧕
ޔᣂ↰㓉ผ㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ᣣᧄೋᅚᕈߩࠣࠗ࠳ࠕࠢࡠࡃ࠶࠻࠴ࡓޟ4'&(1:ޕ↢⺀ޠ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ǢȡȪǫưȩǤǻȳǹӕࢽ
       㑐ቇᄢ  ᐕ

ᩕ৻


  ߦೋߡቇ⑼࠹ࠬ࠻ࠍฃߌߚߩߢߔ߇วᩰߒ߹ߖࠎߢߒߚޕ
 ᐕ↢ߢో࿖ᄢળߦ
ࠆߦߪߩ ޔቇ⑼ߦวᩰߒ⚻ޔᱧࠍߘࠈ߃ߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޔᤨߥࠎߘޕ㑐ቇ
߆ࠄ߽ᶏᄖߦ⚻㛎ࠍⓍߺߦߎ߁߇߁ߣޔ߹ߒߚޕߣߒߡࠝࠬ࠻
ࠕ߇ࠞࡔࠕޔ࠷ࠗ࠼ޔ߇ࠅ߹ߒߚޕᣣᧄߩᄐભߺߦⴕߊߣ߁ߎߣߦߥࠆߣࠝޔ
ࠬ࠻ࠕߪ౻᧦ࠅ߹ޕઙߪ⦟ߊߥߛࠈ߁ߣᕁ߹ࠅߥߣࠞࡔࠕ߆࠷ࠗ࠼ޔ
ߒߚᦨޕೋߪࠗࡦࠬࠍขࠈ߁ߣᕁߞߡ߽ߥ߆ߞߚߩߢߔ߇ࠄߥࠞࡔࠕޔน⢻
ߣ⡞߈ ޔᐕ↢߆ࠄో࿖ᄢળߦߚߎߣ߽ߞߡࠍ߈ⴕࠞࡔࠕޔ߹ߒߚࠕޕ
࠱࠽Ꮊࠛࠬ࠻ߦߒߚߩߪᎺᄢቇߩᣇ߇ࠍࠬࡦࠗߢߎߎޔߡߟ߆ޔขߞߡ
᧪ࠄࠇߚߎߣߩ࠻࠶ࡃࡠࠢࠕޔఝ⑲ߥᢎቭ߇߅ࠄࠇߣࠆ߈ߢ߽࠻ࡦࠞࠬࡠࠢޔ
߁ߎߣ߆ࠄߢߔޕ
߹ࠆߣᣧㅦࠬࡦࠗޔขᓧߦߟߡ⺞ߴ߹ߒߚޕ
߹ߕᎺᄢቇߩᣇߣㅪ⛊ࠍขࠅᦼ↪⾌ޔ㑆ࠍ⡞߈߹ߒߚਁ  ߪ↪⾌ޕᦼޔ㑆
ߪ  ࡨޔቇ⑼࠹ࠬ࠻ߪ   ߜ߁ޔ㧑ߢวᩰࠬࠢ࠶࠾ࠚࡈޕ㘧ⴕ႐ㄭߊߩ (## ߢ
ฃߌࠄࠇࠆᤨߢ࠻ࠬ࠹ߩߡߞࠍ࠲ࡘࡇࡦࠦޕ㑆ߪ  ᤨ㑆  ಽ⚿ޕᨐߪߘߩ႐ߢ
ߔߋࠊ߆ࠆߣߩߎߣߢߒߚ
 ࡈࠗ࠻࠹ࠬ࠻ࠍฃߌࠆߚߩ⚻ᱧߪ࠰ࡠ  ⊒ᤨࡠ࠰ޕ㑆ߢ  ᤨ㑆ޕᣣᧄߩ࠰ࡠ⚻
ᱧ߽ࠎߢ⦟ߣߩߎߣߢߒߚޕቇ⑼ߣ⚻ᱧ߇ߘࠈ߁ߣ⹜ޔ㛎ቭߣㅪ⛊ࠍขࠅߟޔ
࠹ࠬ࠻ࠍฃߌࠆ߆ㅪ⛊ࠍߔࠆ⹜ޕ㛎ቭߩࠬࠤࠫࡘ࡞߇ⓨߡࠇ߫ߟߢ߽ 1-߹ޕ
ߕ )4170& ࠴ࠚ࠶ࠢࠍฃߌ( ߫ࠇߌ⦟ޔ.+)*6 ࠴ࠚ࠶ࠢ  ⊒⚿ޕᨐ߇ࠃߌࠇ߫ߢߚߊ
วᩰߢߔޕ
 ߎߩᖱႎࠍ࿃ߦᣣᧄߢ᧪ࠆߎߣࠍ⠨߃ޔቇᢱߦ㑐ߔࠆീᒝࠍߒߡߊߎߣߦߒ߹
ߒߚޕ㑐ቇᄢ㧻㧮ߩᢧ⮮ᘮᢥߐࠎࠍㅢߓߡޔ㑐ᄢᢎቭߩ᧻ᶆᏁߐࠎࠍ⚫ߒߡߚ
ߛ߈ޔቇ⑼ߦ㑐ߔࠆߎߣߦߟߡ⡞߈߹ߒߚߦ࠳ࠗࠣޕ㑐ߔࠆ㗴ߪ⚂ 㨪
 ޕᛯ㗴߫߆ࠅߢޔ㗴⥄りߪᄌࠊࠆߎߣ߇ߥߩߢޔਣᥧ⸥ߔࠇ߫⛘ኻḩὐߣ
߁ߎߣߢߒߚߩߘޕ㗴㓸ࠍᰴߩᣣ߆ࠄ  ᣣ㑆 ᦺޔ㧦㨪ᄕᣇ 㧦 ߹ߢੱ৻ޔ
ߢ߿ߞߡߡ߽ല₸߇ᖡߩߢ᧻ޔᶆߐࠎ߇㕙ୟࠍߡਅߐ߹ߒߚޕ
  ਁߪޔቇ↢ߦߪ߈ߟ߽ߩ߇ࠅ⚻ޔᷣቇㇱߣ߁ߎߣࠍ↢߆ߒ ࡞࠼ ޔ
ߩᤨ  ਁಽ࠼࡞ߦᦧ߃ߡ⥶ޔࠞ࠲ࡦޔⓨࠍ߆ߦߊᚻߦࠇࠆ߆ࠍ⺞ߴ
ߚࡋࠞࡔࠕޔะ߆߹ߒߚޕ
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 ࠛࠬ࠻ߦ⌕ߊߣޔ㒐ⴡᄢቇߩੱ߇  ੱ߹ߒߚࠍࠬࡦ߽ࠗࠇߕޕขࠅߦ
߈ߡߡޔ
 ੱ߇  ᐕ↢ߢ  ੱ߇  ᐕ↢ߣ߁ࡔࡦࡃޕ
 ੱߣ߽  ㅳ㑆ߢขࠆ⸘↹ߢޔ
⑳ࠍߡ  ੱ ߪ࠻ࠗࡈޔ㧦㨪㧦 ߹ߢޔᲤᣣ ߚߛޔ㧦㨪㧦 ߏ
ࠈ߈ߡീᒝࠍߒޔᤤ㘧ࠎߢᥜ߇ࠇ߫ീᒝޔᄛ 㧦 ߏࠈ߆ࠄ ᤨ ޔ㑆߹ߚീᒝ
ߣ߁ᣣߡߒߘޕߚߒߢޘ㒐ⴡᄢߩ  ੱ߇ቇᢱࠍฃߌߦⴕ߈  ੱวᩰੱ ޔਇวᩰߣ
߁⚿ᨐߢߒߚ  ߪ࠻ࠬ࠹ޕ࿁⪭ߜࠆߣᰴߪ  ࡨవߣ߁ߎߣߢޔᚒ  ߪߦޘ࿁ߒ
߆࠴ࡖࡦࠬߪࠅ߹ߖࠎޕᗧᄖߦ෩ߒߣᕁߦࠄߐޔീᒝࠍߒߡ  ᣣᓟ⑳ߪ࠹ࠬ࠻
ࠍฃߌߦⴕ߈߹ߒߚ⚿ޕᨐߪ 㧑ߢวᩰޕ㒐ⴡᄢߩੱ㆐߽วᩰߒ  ᣣᓟߦࡈࠗ࠻࠹
ࠬ࠻ࠍฃߌࠆߣ߁ࠊߚߛߒߐߢߒߚޕ
 ࡈࠗ࠻࠹ࠬ࠻ࠍฃߌࠆḰߣߒߡࠛࠬ࠻ߩᢎቭߦ )4170&5%*11. ࠍ  ᣣ㑆ޔ
ੱߢฃ⻠ߒ ޔᣣᓟߦ㒐ⴡᄢߩੱ㆐ߪ࠹ࠬ࠻ࠍㄫ߃߹ߒߚ⛘ޕᅢߩෳ⠨⾗ᢱߣᕁޔ
ߘߩᣣߪ㘧߫ߕޔਣ৻ᣣߤ߁߁ᒻߢ⹜㛎߇ⴕࠊࠇࠆߩ߆ߡ߹ߒߚ߽ߣੱ ޕ
วᩰޔ
⑳߽⾗ᢱ߇ߘࠈ߹ߒߚޕ
㒐ⴡᄢߩੱ㆐ߪวᩰߒߚᰴߩᣣߦߪᏫߞߡߒ߹ޔ
ࡑࡦ࠷ࡑࡦߢ )4170&
ᱷࠆߪ⥄ಽ  ੱߣ߁ߎߣߢਁోߩḰࠍߔࠆߚޔ
߽߁  ᣣޔ
5%*11. ࠍߒޔ
ࡈࠗ࠻߽ቢోߦㄭߠߌࠆߚޔ
߹ࠆ  ᣣหਸ਼ߢ࠴ࠚ࠶ࠢߒߡߚߛ߈ޔ
⹜㛎ߦ⥃ߺ߹ߒߚޕ
 ߹ߕ )4170&%*'%- ⚂  ᤨ㑆  ಽޔ  㗄⋡߽ߩ࠴ࠚ࠶ࠢࠍฃߌ߹ߒߚࠇࠄ߃╵ޕ
ߥ߆ߞߚߩߪ  ߢวᩰߚࠇࠊ⸒ޔ߽࠻ࠗࡈޕㅢࠅߦ  ⊒⊒ ޕᜰቯࠍ /+55 ߒ߹
ߒߚ߇ࠅߣࠎߜ߈߇⋡⊒ ޔήวᩰߒ߹ߒߚ
 ߘߩᣣ⊒ⴕߐࠇߚߩߪ࠹ࡦࡐߢ߇ࠬࡦࠗޔዯߊߦߪ  ࡨᓟߦߥࠆߣߩ
ߎߣߢߒߚ(ޕ## ߦޟᣣᧄߢߡߒߣࠨࡦࠗޔᣧߊ㘧߮ߚߩߢߣߞ߽ޔᣧߊ⊒
ⴕߒߡ߽ࠄ߃ߥ߆ߣޠ⡞ߚߩߢߔ߇ޔ
ߪࠇߘޟήℂߢࡐࡦ࠹ߪߢࠞࡔࠕޕ
߽ࠗࡦࠬᛒߥߩߢޔᣣᧄߢᦠ឵߃߇ߢ߈ࠆߩߢߪޕߚߒ߹ࠇࠊ⸒ߣޠᣣᧄߦᏫ
ߞߡᰴߩᣣޔᄢ㒋⥶ⓨዪߦⴕ߈߹ߒߚ߽ࡐࡦ࠹ޕฃઃߪߒߡߊࠇ߹ߔ߇ࡔࠕޔ
ࠞߩࠗࡦࠬ߇᧪ߥ㒢ࠅᣣᧄߩࠗࡦࠬ⊒ⴕߩߚߩᬺߦߪ⒖ࠇߥߣߩ
ߎߣߢߒߚޕ
 ࠕࡔࠞߩࠗࡦࠬߪ  ਛᣨߦ⌕ ޕೋฏޔᄢ㒋⥶ⓨዪߦᦠ߈ᦧ߃ࠍ↳⺧
ߒ߹ߒߚޕᚻ⛯߈ߪᗧᄖߦ◲නߢޔㅢᏱߩ↳⺧ᦠ㘃ߦࠕࡔࠞࠗࡦࠬߩࠦࡇࠍ
ᷝઃߒߡឭߔࠆߛߌߢߒߚޕ
 ዪߩߢߪ 㨪 ࠞ߆߆ࠆߛࠈ߁ߣߩߎߣޕޔᣣᧄߩࠗࡦࠬ⊒ⴕࠍᔃᓙߜ
ߒߡ߹ߔޕ
                      =ᣇะ⥽ ޔR?
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ቼ ¸ وూˁᩜᛴ̷ቧ੫͢

ۄႎਜผ


   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㨯㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?    ޕⓨ᷼
ో࿖ᄢળ႐ᮭขࠇߕޕ
     ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
㑐ቇㆬᚻ㧦Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔદ⮮✍⟤㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅  ޕ
 ੱ Ⴧ↰ᙗᴦ  ޕ


ߩࡄ࠶ޟ㖸߇⡞ߎ߃ࠆ           ޠ
㑐ቇ㒮ᄢቇ  Ⴧ↰ᙗᴦ

 ⑳ߦߣߞߡ ޔ࿁⋡ߩ⹜วߣߥࠆᣂੱᚢޕหᔒ
␠ߪ⚻ᱧ߇⼾ንޔฬᄢߪࠝࠫᏫࠅޔ㒋ᄢߪߔ
ߢߦ-$ ߦਸ਼ߞߡࠆޔ
ᐭᄢ߽-$ ߦਸ਼ߞߡࠆޕ
ࠅࠍࠇ߫⥄ޔಽࠃࠅ߽৻ಌ⣨߇ߘࠈߞߡ
ࠆࠃ߁ߦ߃ߚޔ߫߃ߣߪ⑳ޕవวኋߢ߿ߞߣ
ߚ࠰ࡠ  ⊒ޕࠄ߿ߣߎࠆߥ߁ߤޔߡߐޕ
 ೋᣣ߆ࠄ㔎ߢኋ⥢ᄖᓙᯏޕᯏ᧚ゞ⥄ޔኅ↪ゞޔ
⚂  บ߇ㅪߥߞߡࡏ࠙ࡦࠣ႐߳ะߞߚޕవ㗡ࠍ
ߞߡߚฬၔ㧻㑐ߪޔᓟ⛯߇᧪ߥߩࠍ⍮ࠅߟ
ߟ߽ޕߚߞߞ⓭߹߹ߩߘޔ
㧔㗅ߪᓐߒ߆⍮ࠄߥ
㧕
〝ޕ㗡ߦㅅߞߚᚒⴐޔߪޘ⍮ࠍ㓸߆ߣࠎߥޔ
⋡⊛߳ߚߤࠅ⌕ߚߣࡗࡗޕᔃߒߡᤨ⸘
ࠍࠆߣߦߢߔޔᏫࠆᤨ㑆⋥೨ޕ㧻㑐ߪߊࠊߧ㗻ߢࠥࡓߦᾲਛߒߡߚߩߘޕᄛޔ
ᓐߪ╙  ߩ‶†⠪ߣߥߞߚߩߢߞߚޕ
  ᣣ⋡߽㔎ޔޘኋ⥢ᄖᓙᯏޔᣣߪㄭߊߩࡏ࠙ࡦࠣ႐߳ࡐࡦࠞߡߒߘޕ㧔◲ᤃ
㒾㙃ᚲ㧕ߢ∋ࠇࠍߣߞߚᓟߪࡦࠦࡒࠔࡈޔᄢળ᥅৻ޕਛޠࡦࠤ࠙ࡘ࡚࠙ࠪޟ
ࡂޟ
࠼࠙ࠤࡦ߁ߣޠჿ߇㡆ࠅ㗀ߡߚޕᛂୟޔጘᄢߩᓟደ㧍
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  ᣣ⋡┹ޔᛛ߇߿ߞߣᆎ߹ߞߚޕᜰቯ⺖⋡ߪࡦ࠺ࠖࡦࠣࠬ࠻࡞ੱߩߤࠎߣ߶ޕ
߇ೋ㛎ߩ⺖⋡ߛߌߦ೨ߩ᥅ߥࠎߺޔὶߞߡߚ㧫ඦ೨ߩኋᒰߢߞߚ⑳ߪޔή✢߆
ࠄ⡞ߎ߃ࠆ㔌⣕㜞ᐲߣޔ
࠴ࠚ࠶ࠢࡐࠗࡦ࠻ߩჿߦ⡊ࠍߌޔ
ࡈࠗ࠻ࡊࡦࠍ┙ߡߚޕ
ߣߎࠈ߇ޔඦᓟ߆ࠄߪᒝ㘑ᓙᯏߩߚ┹ᛛߪਛᢿ↢⺀ޕᣣߛߞߚᄢᎿ㧺ߪ 4㧛9 ߢޔ
ߺࠎߥߩ㙄㘩ߣߥߞߚޕ
ޟୋ߇߿ࠄߨ߫ޠ
ߣޔᕁࡊ࠶ࠪࡖ
  ᣣ⋡ޔหߩદ⮮߇ᄬᢌߒߡߚߛߌߦޔ
ࠍᭉߒߺߟߟޔᯏߦਸ਼ࠅㄟࠎߛޕⓨߢߪ࠰ࡠߩߟ߽ࠅߢߡߒࠬࠢ࠶ޔ㘧ࠎߛޕ
߹ࠅߦ߽ࠬࡓ࠭ߦߞߚߩߢޔ㕙⊕ߊߥ߆ߞߚߩߘޕᄛߒߣ߁ߎߟߦࠅ⌁߇⊝ޔ
ߚᤨޔᨱ㧭ᄢߩ㧴↰ቇ↢ߩ็ߊࠅߥ߈ߣޠࡃ࠶ࡄ࠶ࡄࡃࡃޟ㕖Ᏹ㓸࠶ࡄ
ߣߦޔᚒ⁚ߪޘ⁸᳃ᣖ߳ߣᄌりߒߚߩߢߞߚޕ
  ᣣ⋡  ߪ⑳ޔ࿁ߩࡈࠗ࠻ࠍߎߥߒߚࠅߪ߿ޔߣࠆࠍ࠻ࠗࡈߩੱߩઁޕశߞ
ߡߚߩ߇ޔᨱ㧭ᄢߩ  ੱ⚵ߢࠈ߁߇ߥࠎߺޕή㔍ߥ㘧ⴕࠍߖࠆਛߢޔᓐࠄߪ߿
ߞߡߊࠇߚޕ㧱↰ቇ↢ߪޔㅴਛޔᚒߦޘ㜞ߥߣᕁࠊߖߟߟޔᜰቯߦะߞߡု⋥
࠳ࠗࡉࠍ߆߹ߒޔᜰቯߦࠇߚࠅޔ4㧛9 ⓨߢߋࠆߋࠆ࿁ࠅ߹߹ߩߘޔㅴߔ
ࠆߥߤޔ႐ࠍోߊήⷞޔᣂߒ㘧ⴕᣇᴺࠍᢎ߃ߡߊࠇߚޕ㧭ᭉቇ↢ߪ⋥ုޔޔ
ࡈࠜࡢ࠼ࠬ࠶ࡊ߿Ⱜⴕㅴޔߤߥ⌕⪭ޔᭉߒ߹ߖߡߊࠇߚޔ᥅ߩߎޕ4 ߹ߢߩਛ
㑆⊒߇ࠅޕߚߡߞߥߦࡊ࠶࠻ߪ⑳ޔᶖἮᓟޔ㊁ᕈൻߒߚᓐࠄߩ₪‛ߣߥߞߚޕ
 ᦨ⚳ᣣ⚿ޔዪ 4 ߢ߁ߎߣߣߥߞߚ┹ᛛળߩఝൎߪޔหᔒ␠ߩ↰ਛߦᅓࠊࠇߡߒ߹
ߞߚޕ㕖Ᏹߦᖎߒ߆ߞߚߩߎޕᖎߒߐߣޔᓐߦኻߔࠆ⾨⾥ߩ᳇ᜬߜࠍㄟߡࠣߪ⑳ޔ
ࠬࠟࡦࠍᚻߦ࠶ࡄࠍᓙߞߚޕ
ޠࡃ࠶ࡄ࠶ࡄࡃࡃޟ
↰ߦߖߞޕਛߦ⟲߇ߞ
ߚ  ߦߢߟޕߩ㨀↰߽ㅪⴕߐࠇߡ⋓ޔᄢߦࠍฃߌߚߩߢߞߚ⚛ޕ᥍ࠄߒ
࠴ࡓࡢࠢߢࠆ⸃ޕᢔᓟోޔຬ߈⡺ደ߳⋥ⴕߥ߆߿ߐߐޕኃળߩᓟߣߞࠂߜޔ
ߛߌ㈮ߞߚᚒߦߟޔߦޘࠇߩᤨ߇᧪ߚޕࠅ㔍ᕁߢฦ⥄ޔゞߦਸ਼ࠅㄟࠎߛޕ
ޟᰴ࿁ߪหᔒ␠ߦߪ⽶ߌߥߣޠᔃߦ߽⑳ޔᏫ〝ߦߟߚޕ
ߌ߷ޔߙ߁߹ߡޟ㨪ޠ
ߣߩߡߚ߃ⷡޔ㑐ᑯࠍㅪ⊒ߒߡߚᨱ㧭ᄢߩ㧴↰ቇ↢ߪߩߘޔᓟߤ߁ߥߞߚߩߢ
ࠈ߁߆ޕᚒߪߦޘ⍮ࠆ↱߽ߥޕ
=ᣇะ⥽ ޔR?
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ᩜᩜᩜ ´ ޙᣵᛸᤎ

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭ=㨪 ᣣ?  ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ㑐ቇ႐ߖߕޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?      ޕⓨ᷼
ᚢ  ❣㧦
࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐ 
  㑐ᄢቇ  ὐ
ㅢ▚  ൎ  ᢌ
ੱ  ᣂ↰㓉ผ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ὐ
 ᄙ⾐ඳਯ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐ
 ጊਅ᥊ᄥ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
 ጊ↰ቬቁ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ
 ቶᴦિ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ὐ
 ᴛ↰ᜏ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 ὐ













ޣතᬺޤᐔᷕሶޔᣂ↰㓉ผ⌀ޔ㊁ዷᚑ↢ޔ㚝⌀ޔጊ↰ቬቁޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ³ ͍ᄶᅚ

᳦ᗵਈ୫


   ᣣ  ᐙㇱઍ㧦ਥ Ⴧ↰ᙗᴦ  ਥോ ᩵ ᶭሶޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળⷫ⌬ળޕᴒ✽ᣏⴕ  ᴱ  ᣣޕ෴ട㧦 ฬޕ
㑐ቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ߩ↰␠㐳㧔ᴒ✽ਁᐳࡆ࠴㧕ߣᴡ㊁㧔ోᣣⓨ㧕ߩߏഥജߦࠃࠅታޕ
 ᣣ㧦ᄢ㒋ⓨ᷼ࠃࠅ㇊ⷓⓨ߳᷼ޕ⌕ᓟ⾉ޔಾࡃࠬߢਁᐳࡆ࠴ࡎ࠹࡞⌕ᦨޕ㓏
ࠝࠪࡖࡦࡆࡘߩㇱደޕᄕᣇࠃࠅࡦࠝࡒޔΤภ㧔 ੱߩࠅ࡛࠶࠻㧕ߢࠨ
ࡦ࠶࠻ࠢ࡞࠭ߡߦ࡞࠹ࡎޕᄕ㘩ળޔੑᰴળ߳ޕ
 ᣣ ࠧ࡞ࡈ⚵ߣⷰశ⚵ߦࠇޔᄛߦ᥅㙅ળޕ
 ᣣ ࠧ࡞ࡈ⚵ߣ⥄↱⚵ߦࠇޔ㇊ⷓⓨ᷼ߢวᵹޕᄢ㒋ⓨ߳᷼ήᏫ᷼ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?     ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙޟጊጪṖ⠍⸥㍳ળޠ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ-$ ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦↰ਛ㤗↱ሶ㧔 ᐕ㧕 ὐ✜ޔᣇᢧሶ㧔 ᐕ㧕 ὐޕ
  ᚢ  ❣㧦✜ᣇᢧሶ ⾨ߥࠄߕޕ㧖↰ਛ㤗↱ሶ ㅜਛᕋᚒߩߚ࠲ࠗࠕޕ
  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
ߎߩᵴേႎ๔ߦᣈߡޔ㑐ቇ⥶ⓨㇱߩ⚵❱ജᒝൻߩᔅⷐ߆ࠄޔᓎߣ㧻㧮㧻㧳
ߣߩ㑐ଥࠍᷓࠆߎߣ߇⼂ߐࠇߡࠆߣߣߎߩߘޕ㧻㧮หᔒߩᖱႎ឵ߩ႐ߣߒ
ߡޟᵴേႎ๔ࠍޠᵴ↪ߒߚߣߩ㧻㧮ળߩᗧะ߽ߞߡ߆ޔ㧻㧮ߩ⸥߇  ߟ㧦ਃ
ේᙗੑ㧔 ᐕත㧕
㧧
ޟೋวኋߩᕁޠ
ޔᵤ↰⍮ା㧔 ᐕත㧕
㧧
ޟ㧻㧮ળⷫ⌬ᴒ✽
ᣏⴕޠ
ޔਗ਼ℂ৻⋭㧔 ᐕත㧕
㧧
ޟ㑐ቇ⥶ⓨㇱߩᚢᓟߩߟࠇߠࠇޔߣޠ㧻㧮ળ㐳ߢ⋙
〈ߩ㥲⮮ᘮᢥ᳁߆ࠄߪᛩⓂߩ߅㗿߇ឝタߐࠇߚޕ
     ╙  ઍ⋙〈ߦ㥲⮮ᘮᢥ㧔㑐ቇᄢᤘ  ᐕත㧕ዞછޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ㔚ㅢᄢᣂੱวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ       ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળ✚ળ  ޕᄢ㒋᪢↰ᣂ㒋ᕆࡎ࠹࡞ޟᤊߩ㑆ޠ

   ᣣ 㑐ቇᄢጘᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?       ޕⓨ᷼
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ=㨪 ᣣ?           ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
㑐ቇ෴ട⠪㧦ዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
ޔ᥊ጊᢕผ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪   ᣣ?           ޕⓨ᷼
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ               ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᓮၴ╭ࡄ࠼ߦࡊࠗࡑ⊓႐ޕ
⥃ᶏㇺᏒ⎇ⓥળ߇̌㘧ⴕᯏ㊁㇢㧍ᄢ㓸ว㧍̍ߣ㗴ߒߡ෴ടޕ
̈ ᐕߩ㑐ᣂⓨ᷼㐿
᷼ߩ೨᥊᳇ࠍᾜߞߡ߶ߒߣ߁ⷐ⺧ߦᔕߓߚ߽ߩޕᚢ೨ߦߪṖⓨᯏࠍㅧࠅ⸥ޔ㍳
ࠍᱷߒߚ̌/+<701̍߇ࡊࠗࡑߢ෴ടޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ±´ وూeᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢
ࠞ˩܀ˁర˨ಂˢˁดႎ̐

   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㨯㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
㑐ቇㆬᚻ㧦ጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ޔᩕ৻㧔 ᐕ㧕
ޔᴛ↰ᜏ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅   ὐޕ
     ੱ ጊਅ᥊ᄥ    ὐޔᩕ৻    ὐޔ
ᴛ↰ᜏ    ὐޕ


ޟ㑐ቇ -$ ߇ノߚᣣ             ޠᴛ↰ᜏ㧔ᐔᚑ  ᐕත㧕
 ޟᐕߩ᧲ᶏ㑐ߪㅦᐲ┹ᛛߦߥࠆޕ
ޔߣޠጊਅ߇⸒ߞߚߩࠍⷡ߃ߡࠆޕ
ᕁ߃߫ ޕߥࠇߒ߽߆ߚߞߛ߁ߘޔ⾨ߒߚߩ߇ାߓࠄࠇߥߘޔߊ߆ߦߣޕ
ߩᤨߪ  ੱߣ߽ᔅᱫߛߞߚࠬࠛߦ․ޕጊਅޕ
 Ფᣣ࿁߇ߣ߮ߛߒ⾨ߪࡓ࠴ߚߒࠍࠬࡒޔౝ߆ࠄ⣕⪭ߒߡߊߩ߇ࠊ߆ࠆޕ
ߘࠇߙࠇߩ࠴ࡓߦ߽․ᓽ߇ࠆ߇ޔᚒߩߘߪޘਛߢ߽ޕߚߞߢ߽ߟޔ
  ᣣ⋡ ޔᣣ⋡⏕ޕታߦጊਅޔ߇࿁ߒߚߩ߇ᄢ߈߆ߞߚޕߪߟ߽ߔ
ߏ┹ߩઁޕᛛᯏ߇߶ߣࠎߤනᐳߩਛߢⶄޔᐳߩ #5- ߢᳰญ߹ߢⴕ߈ޔ࿁ߒ
ߡߒ߹߿߇ߞߚޕጊਅ߽⏕ታߣߪ⸒߃ߥ߆ߞߚ߇⧰ޔഭߒߟߟ߽  วኋߢࠪޔ
ࡉࠪࡉਸ਼ߞߚ #5- ߢ࿁ߒߡߚߚߞ߆ߥߛ߹߇ࠬࡦࠗޔߣ߁ߣߪ⑳ޕ
ߩߢⵣޔᣇߦᔀߒߡߚ߇߇ࠢ࠶ࠚ࠴ޔㅢߞߡ᰼߽ߢߡ߈ߚޕᄢળߪߊ߆ߦߣޔන
ᐳ߇⿷ࠅߥ߶ߤࠣ࠶࠼ࠦࡦ࠺࡚ࠗࠪࡦ㧍ਛߦߪޔߡߊߥߡߞ߆ࠊޔૐߊߥࠆࡗ࠷
߽ߚ߇̖ޔࠄ߆ߛޕ#5- ࠍᓙߞߡߚࠄޔᅢ᧦ઙߪ⚳ࠊߞߡߒ߹߁ޕ㑐ቇ -$
ߪ⿷ߪߥ߇߫ࠇߌߥ߆ⴕޔὐߪߣࠇߥޔ߽ߟޕวኋߢ㔀ߦᛒࠊࠇࠆ -$ ߇ߎ
ࠎߥᤨߛߌੱ᳇⠪ߦߥࠆߩߪࠪࡖࠢߛ߇ޔㅊ㓐߽⡊߇ࠠࡦߣߥߞߡ∩ߒߪ⿷ޔ
ߥߒޔᣓ࿁ߪੂߒߡߦߊߒߥࠎߺޔᄢᄌߛߞߚߣᕁ߁߇ߢ⋥⚛ޔ㧘ᣓ࿁
ඨᓘ߇ዊߐߊߡޔ߇ࠅ߇ -$ ߦ߮ߞߊࠅߒߡߚߩߢߪ㧫ߣߦ߆ߊߒޔ
߹ߢᦠߌ߹ߖࠎ߇ߩޔᄢળߪᔓࠇࠄࠇߥߚߦߎߘޔߚ߹ޕㅪਛߣ㘧ߴߚ
ࠄߣᕁ߁߫߆ࠅߢߔᦨޕᓟߦᓧὐߢ߈ߡࠃ߆ߞߚޕ㑐ቇࠬࡐ࠷ߦタߞߚߩߢޔ
ߡਅߐޕ
 ᓟヘ߳ޕᚒ߇ޘൎߡߚߩߪޔ㑐㑐ᚢߢ  ᐕ߆ࠄㆬᚻߢᓧὐߒߡߡޔ࿁⚻㛎߇
ߞߚ߆ࠄߛޕߢ㘧ߴޕ
㧔߃ࠄߘ߁ᧄ߽ߢޕᒰ㧕
=ᵴേႎ๔ 81.ޔR?
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕


юႎᇸҰᩋȧᣯՍ

   ᣣ ⊕ᎹṖⓨ႐㐿ᚲᑼޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ㔚ㅢᄢ⥄ኅ↪วኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ     ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㨯㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ ޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦✜ᣇᢧሶ㧔 ᐕ㧕
ޔ᥊ጊᢕผ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦ੱ ✜ᣇᢧሶ  ޔ᥊ጊᢕผ  ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળ ޕ㑐࿖㓙ⓨ᷼
▤ቶࠍࡢ࠲࡞ࡠ࠻ࡦࠦޔቇޕ
  ᩵ᶭሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㌁⾨㆐ᚑࠤࠗࡢࠕ࠻ࠬࠝ   ޕ
   ᣣ -$ ṛⓨᬌᩏᢛޕ
ਃᢛ㧦ጊ↰ቬቁ㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕  -$ ᯏଥ㧦ਛፉ⋥ੱഥ㧦⼱ญ㧗ㇱຬ


ޟ-$ ⠴ᬌߦᕁ߁                  ޠਛፉ⋥ੱ
 ᱦߩ⠧ߢ ޔᐕ㑆㘑㔎ߦߐࠄߐࠇߩࡠࡏࡠࡏߦߐ߹ޔߊߒࠄ߷ߔߺޔᆫߢ 
ᐕ߱ࠅߦᏫߞߡ߈ߚޕḰߩᓟ ޔᣣ߆ࠄᢛᬺ߇ᆎ߹ࠆ̖ޕᲤᐕࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬ
ࠍⴕߞߡࠆߣߪ⸒߃ࠅߥ߆ޔ⠧ൻߒߡࠆߩࠬࡑ̖ࠬࠢޕᣣߦޔᐕ߽߹ߚ
ߒ↵ห჻ ޔ࿁↢ߩ㨅↰ޔ㨅Ꮉޔ㧴㆐ߣ᳇ޔ㑆ߩᐘߖߥ߭ߣߣ߈
ࠍߐߌࠆ߇ߏߣߊㄝႺߩߢᭉߒᢛߩ  ᣣࠍㆊߏߒߚ̖ޕᣂߚߥᬺ▎ᚲߩ
ߧߖᦼ੍ޕᘒߣߥࠆߪ -$ ⠴ᬌߩ߅⚂᧤ޕ᩺ߩቯᐕ߽ߎߞߚ ̖ޕᣣߛߞ
ߚߣᕁ߁̖ޕᭂኙߣ߁⸒⪲߇߰ߐࠊߒਃ↰ጊਛߩ⌀ᄛਛޔ⠀Ꮣࠍᒛࠅ⚳߃ߚ㗃
ߦߪᦺᣣ߇㗻ࠍ߆ߖߡߚ߽ߡߒߚ߹ޔߒ߆ߒ̖ޕᐕߩ⠴ᬌᢛߪᐕࠍߒߚޕ
Ფᐕᕡߩᔓᐕળ߇ߣࠊࠊ̖ޔ㍿ࠍ࿐ࠎߢ㈬ࠍ㈨ߺࠊߒࠆ〭ߦ߁ࠃߚߞ⁅ޔ
ᄢࡄ࠹ࠖߣߥߞߚߪ⸒߁߹ߢ߽ߥ̖ޕ

   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળ
ࠧ࡞ࡈᄢળ߮ᔓᐕળޕජಿࠞࡦ࠻

   ᣣ 㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱ
ౝ↰⑲೨ㇱ㐳ߏㅤޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

᩸ᇘᡅ۾ད

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
    জਃⷺ㆐ᚑޕධࠕࡈࠞ ࡋࡦ࠼࠶ࠢࡈࡃ࠳ࡓ㘧ⴕ႐
ᧄೣᢥ㧔ฬฎደᄢ㧻㧮㧕
ޕ
   ᣣ -$ ṛⓨᬌᩏᢛ㧔⛯㧕 ᦨ⚳ߍߩႣⵝߣ⚵┙ޕ
   ᣣ 㒋ᄢ㔡ἴੱ  ޕᱫޕ
 ቇㅪ㑐ᡰㇱ㐳㧔ᄢ㒋ᄢቇ⥶ⓨㇱ㐳㧕ਛየవ↢ߏㅤޕ


ᵴേႎ๔ 8QN ޟ㧻㧮ળᵴേႎ๔ ޠ㧻㧮ળᐙ㐳 ᵤ↰⍮ା㧔ᤘ  ᐕත㧕

 ࠆ    ᣣޔඦ೨  ᤨ  ಽߦ߈ߚ㒋ᄢ㔡ἴޔᱫ⠪ජੱࠍ߃ࠆᧂᦥ
ߩᄢᗌߣߥࠅ߹ߒߚߦࡆ࠹ޕᰴߦޘႎߐࠇࠆⵍἴ⁁ᴫࠍ೨ߦ⥄ὼߩ㛳⇣ജ
ߦ⇊ᔺߩᔨߣήജᗵߦᛂߜᜆ߇ࠇߚᕁߢߒߚޕᄙߊߩ‶†⠪ࠍߒޔኅደߪ߽ߜ
ࠈࠎో߽ࡦࠗࡈࠗޔუޔඨუߥߤߩᄢᷙੂࠍ᧪ߚߒ㒋㑆ߦߞߡޔ㧻㧮ోຬޔ
ᓎ⻉ำ߽ߘߩᄖߢߪࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕ
 ㄖ㚍ൎవヘ㧔ᤘ  ᐕත㧕ߩῳำޔ⢒ળ㧻㧮ળฬળ㐳ㄖ㚍㦖↵ᄢవヘߩߏ
ㅤޔਗ਼ℂ৻⋭వヘ㧔ᤘ  ᐕත㧕ߩߏ⥄ቛ߮ળ␠ߩోუޔਃේᙗੑำ㧔ᤘ
 ᐕත㧕ߩ⥄ቛߩోუޔᱜ↰ㅧ✚⋙〈᧖ޔጊ⦟ᒾవヘޔᢧ⮮ᘮᢥ⋙〈ޔᴡ㊁ື
㧻㧮ળળ㐳ޔዊጊ ⺈ำ㧔ᤘ  ᐕත㧕
ޔદ⮮᥍ᄦำޔ߅ฬ೨ࠍߍߥ߆ߞߚᄙ
ߊߩᣇࠇߙࠇߘޔ߇ޘᄢ߈ߥⵍኂߦㆣࠊࠇ߹ߒߚߩࠄࠇߎޕᣇߪߦޘᔃ߆ࠄຟᖬߩ
ᗧࠍߔࠆߣߣ߽ߦⵍޔἴߐࠇߚ⊝᭽ߦኻߒ߹ߒߡ߽ᔃ߆ࠄ߅⥰↳ߒߍ߹ߔޕ
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ቼ ³µ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ᤣਖ਼൏͢۾

    㔡ἴߦࠃࠅ㑐ቇᄢวኋਛᱛޕ
   ᣣ દ⮮✍⟤㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕ᶏᄖ㆙ᓕ=㨪 ᣣ?ࡀࡌࠕ࠻ࠬࠝ ޕ
     -$ ,# ⠴ⓨᬌᩏวᩰޕ
㧔หᔒ␠ᄢวኋߦߡ㧕
   ᣣ ቇㅪᢛᢎቭ ጤᷗᒄ᳁ߏㅤޕ
ω̌⥄ਥㆇⴕ⥄ޔਥᢛ̍ࠍℂᔨߦߒߡ߅ࠄࠇߚޕ








   ᣣ ᆄᴧ⸠✵ᚲޟᩰ⚊ᐶᯏᢛ႐߮⎇ୃቶޠᛲ㔺ޕχ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳ㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
 ᆄᴧṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
ޔᩕ৻  ᐕ ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ጊਅ᥊ᄥ㧔 ᐕ㧕
ޔᴛ↰ᜏ㧔 ᐕ㧕
ᚢ  ❣㧦࿅   ޕ
ੱ ᴛ↰ᜏ  ޕጊਅ᥊ᄥ  ޕᩕ৻  ޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕















┹ᛛᣇᴺ
࿁ߩㅦߐ┹߁ޕ㘧ⴕࠦࠬߪ  ⒳㘃ޕ
 ┹ᛛߪᜰቯߐࠇߚ࿁ࠦࠬࠍ㘧ⴕߒޔ࿁ᢙߩᄙዋߣᚲⷐᤨ㑆ߩ㐳⍴ߦ
ࠃࠅఝഠࠍ߁㧚ࠦࠬߪ  জ ޔজ ޔজ ޔজߩ  ࠦࠬ߇ࠆޕᒰ
ᣣߩ᳇⽎⁁ᴫߦࠃࠅ┹ޔᛛ㐿ᆎ  ಽ೨߹ߢߦޔࠬࠦޔ࿁ᢙޔ࿁ᣇะ߇
ቯߐࠇࠆߒߛߚޕ࿁ᢙߪ  ࿁એౝߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧚
 ┹ᛛⓨၞߪޔO એ O એਅޕᜰቯࠦࠬࠍ࿁ߒߚߎߣࠍ⸽ߔ
ࠆߚࠍ࠻ࡦࠗࡐߩߟ ޔⓨ߆ࠄ౮⌀ᓇߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
 ⊒⥶㧔㔌㒽㧕ᣇᴺߪ㘧ⴕᯏࠍ߁㘧ⴕᯏᦜ⥶⥄ޔേゞࠍ߁⥄േゞᦜ⥶ߥ
ߤ߇ࠆ߇ޔᄢળߪᄢဳࠛࡦࠫࡦࠍ↪ߒߡࡢࠗࡗࠍᏎ߈ߍޔᯏࠍ㜞ᐲ
⚂ 㨙߹ߢᒁ߈ߍࠆ࠙ࠗࡦ࠴ᦜ⥶ࠍߣࠆޕⓨߦ߇ߞߚᓟߪࡑࠨޔ
࡞ߣ߫ࠇࠆ᳇ᵹࠍߟ߆߹߃ޔ㜞ᐲࠍߍߡߊੱ  ߪࡓ࠴ ޕએ 
ੱએౝ㧚 ᄢቇ߆ࠄߪ  ࠴ࡓ߹ߢ̖ޕੱᚑ❣ߪฦㆬᚻߩ┹ᛛᣣߏߣߩᦨ
㜞ᓧὐߩว⸘ߢޔ࿅ߪฦ࠴ࡓߩੱ✚วᓧὐߢ┹߁ޕ
=ᦺᣣᣂ⡞  ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕?
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

╙  ઍ㧻㧮ળળ㐳                ᴡ㊁ື

   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ? ޕⓨ᷼
  ↪ᯏ㧦#5--$ޔ#UVKT)%NWDΥDޕ
 㧖-$ ߪ↪ᗧߐࠇߚ߇↪ߐࠇߕޕ
ᚢ❣㧦
࿅   㑐ᄢቇ  ޕ 㑐ቇ㒮ᄢቇޕ
ੱ ᩕ৻㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕   ਛፉ⋥ੱ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  
દ⮮✍⟤㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕   ᴛ↰ᜏ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕 
᩵ ᶭሶ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕  
₪ᓧ㜞ᐲ⾨㧦ਛፉ⋥ੱ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕㨙 ޕ
ṛⓨᤨ㑆⾨㧦ᄙ⾐ඳਯ㧔㑐ᄢ  ᐕ㧕 ಽޕ












㧔㚂ㇺਅ㋕ߦᰴࡠ࠹ޘ㧕
   ᣣ ࠝ࠙ࡓ⌀ℂᢎࠨࡦઙޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢතㇱ⠪ㅊߒࠦࡦࡄᦥߎࠎ߇ ޕᩮፒᐫ
㊄Ⲣᯏ㑐ߩ⎕ߚࠎ⋧ᰴߋޕ
ޣතᬺޤᴛ↰ᜏޔᩕ৻ޔศᱞ⽕ೣޔጊਅ᥊ᄥޕ
   ᣣ  ╙  ઍ㑐ቇ㒮ᄢቇ⢒ળ⥶ⓨㇱ㧻㧮ળળ㐳ߦᴡ㊁ື㧔 ᐕ㧔ᤘ
 ᐕ㧕ත㧕ዞછޕ
ᐙㇱઍ㧦ਥോ ↰ਛ㤗↱ሶޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
  㑐ቇᄢᣂੱ൘⺃ޕᯏዷ␜ޕቇ㙚೨ࡊࠩ
   ᣣ ᜰዉຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ? ޕⓨ᷼
   ᣣ ᣂੱㇱຬ⻠⠌ળޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙޟጊጪṖ⠍⸥㍳ળޠ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ#5- ,# ޔ-$ ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕   ὐޔ
⼱↰⺈㧔 ᐕ㧕   ὐޔ
ᨋ⌀ⷙሶ㧔 ᐕ㧕   ὐޕ
   ᣣ ᣂੱㇱຬ⻠⠌ળޕ
  ࿖ౝ〒㔌ᣂ⸥㍳ ޕজ ṚᎹṖⓨ႐
  ޟ%4'5%'0681.㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
ޟᵴേႎ๔ޟࠍޠ%4'5%'06ߦޠᡷฬޕ
   ᣣ㑐ቇᄢฬၔᄢวหᣂੱวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ       ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ㑐ቇᄢᣂㇱຬ᱑ㄫࠦࡦࡄߎࠎ߇  ޕኼม᪢↰ᐫ
   ᣣᴡ㇁⧷᮸㧔ฬฎደᎿᬺᄢቇ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත㧕߇ቇㅪᢎቭߦណ↪
ߐࠇࠆ᧲ޕᶏᡰㇱᜂᒰޕ

   ᣣ㑐ቇᄢ⢒ળ㧻㧮ᭉㇱ✚ળ        ޕᣂ㒋ᕆࡎ࠹࡞ޟᤊߩ㑆ޠ
   ᣣ 㑐ቇᄢጘ㒂ᄢวหวኋ=㨪 ᣣ?ޕⓨ᷼
  #UVKT)%NWDΥDߩ⠴ⓨᬌᩏᢛ㐿ᆎޕ
  㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱᶏᄖ㆙ᓕ࠻ࠬࠛ ࠽࠱ࠕ         ޕ
෴ടㇱຬ㧦ਛፉ⋥ੱ㧔 ᐕ㧕
ޔ᥊ጊᢕผ㧔 ᐕ㧕
ޕᚑ  ᨐ㧦⥄ኅ↪ᠲ❑⸵ขᓧޕ

  ⼱↰⺈ 㑐ቇᄢ  ᐕ  ⊒࠰ࡠޕ
ർᶏṚᎹࠣࠗ࠳ࠢࡉ㧔5#6#㧕ߢ  ㅳ㑆ޔ49 ࡏࠗߩࠕ࡞ࡃࠗ࠻ޕ
   ᣣ ᜰዉຬ⻠⠌ળ     ޕⓨ᷼
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪 ᣣ? ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁ᣣ⁛ᵹ=㨪   ᣣ?ޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ╙  ᦼ=㨪   ᣣ?  ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
  #UVKT)%NWDΥD⠴ⓨᬌᩏวᩰޕ
   ᣣ ᜰዉຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?      ޕⓨ᷼
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ±µ وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫͢
ቼ ±° وూˁᩜᛴޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫͢
ᅊފˁࠞୡխ

   ᣣ ⓨߩᣣ                     ޕᄢ㒋࿖㓙ⓨ᷼
ࠛࠕࡐ࠻ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߦ㑐ቇᄢࠣࠗ࠳ዷ␜ޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ          ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᐙㇱઍޕਥ ዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ⓨ᷼
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔદ⮮✍⟤㧔 ᐕ㧕
ޔਛፉ⋥ੱ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅  ޕ
ੱ Ⴧ↰ᙗᴦ  ޕ






㑐ቇ㒮ᄢቇ࠴ࡓ㧦Ꮐ߆ࠄ ਛፉ⋥ੱޔદ⮮✍⟤ޔჇ↰ᙗᴦ

   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ㑐ቇᄢᒰ⇟ᩞޕ
  㑐ቇᄢ㔚ㅢᄢวหวኋޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᩞ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᨋ⌀ⷙሶ㧔 ᐕ㧕
ޔ
᥊ጊᢕผ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦
࿅  ޕੱ ᨋ⌀ⷙሶ ޕψ
  ో࿖ᄢળᒝൻวኋޕᆄᴧṖⓨ႐
㑐ቇᄢ෴ട⠪㧦Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔ
ޔદ⮮✍⟤㧔 ᐕ㧕
ޔዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ਛፉ⋥ੱ㧔 ᐕ㧕
  ޟ%4'5%'068QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ޕ
               ᧁᦥᎹṖⓨ႐
 ᚑᨐ㧦ዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕 ೋ༞ᐳᯏ -$㧔 ⊒⋡㧕
ޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐᧲ޔᶏᡰㇱߩᣂⶄᐳ✵⠌ᯏ #5- ฬᑼޕ
ᦺᣣᣂ⡞ฬฎደᧄ␠೨
ޟ2CNQOCΤߣޠฬ✚ޕ㗵  㧔⥄ォゞᝄ⥝ળࠃࠅ  ޔ㑐
᧲ޔᶏᡰㇱቇ↢ᆔຬળ߆ࠄ  㧕
ޕᏨ⠪ޔ㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱ᳗↰ㇱ㐳ޔ㑐
ᄢ⥶ⓨㇱ೨↰ㇱ㐳ࠍ⚂  ฬޕ



     㑐ቇᄢ⥶ⓨㇱᶏᄖ㆙ᓕࠗࡠࠟࡦࠠ       ޕ㧔ࠝࠬ࠻ࠕ㧕
෴ടㇱຬ㧦Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔਛፉ⋥ੱ㧔 ᐕ㧕
ޔዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
⺈↰⼱ޔ㧔 ᐕ㧕
ޔ
ᨋ⌀ⷙሶ㧔 ᐕ㧕
ޕ







రᣂ⡞ߦ⚫ߐࠇߚ㑐ቇᄢࠢ࡞

   ᣣᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ਛᄩቇ↢ᆔຬળ=㨪 ᣣ?ޕ
    ᦺᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠

― 531 ―

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ³¶ وпஓటޙႆɺʳɮʊ˂ቧ੫ᤣਖ਼൏͢۾

   ᣣ ᣇะ⥽  ภ⊒ⴕޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱතᬺ↢ㅍળ   ޕ
ᨱ -) ᄢቇߩવ⛔ࠆ⧓߇ᛲ㔺ߐࠇߚߣߩߎߣޕ

   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?  ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻ㧔߁ߜᅚᕈㆬᚻ  ੱ㧕
ޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦Ⴧ↰ᙗᴦ㧔 ᐕ㧕
ޔદ⮮✍⟤㧔 ᐕ㧕
ޔਛፉ⋥ੱ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅  ޕ
   













ෳ⠨ ੱ   㘵↰㚌 ᣧⒷ↰ᄢ  ߪᅚሶߩఝൎ⠪ߣߒߡ  ੱ⋡ޕ
ోᣣᧄⓨャᩣᑼળ␠ߣ࠽ࡠࡑࠗࡦṚᴛାਃ᳁ߩߏදജߢఝൎ⠪㘵↰㚌 ᣧⒷ↰ᄢ
ߣቇㅪ⡯ຬᷰㄝᱜ⟤ߩ  ฬ    ᣣ㨪 ᣣ߹ߢࠝࠬ࠻ࠕ࠽ࡠࡑࠗࡦ߳ᵷ㆜ߐࠇߚޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕ
       ⓨ᷼
ᚢ  ❣㧦
࿅   㑐ቇ㒮ᄢቇ  ὐ ޕ 㑐ᄢቇ   ὐޕ
ੱ Ⴧ↰ᙗᴦ  ޔદ⮮✍⟤  ޔਛፉ⋥ੱ  ޔ᥊ጊᢕผ  ޕ













   ᣣ 㑐㑐⥶ⓨㇱ㧻㧮ળߣ㧻㧮㛎㘧ⴕ=㨪 ᣣ?        ޕⓨ᷼
 㑐㑐ᚢ  ࿁⋡ࠍ⸥ᔨߒߡวหߢⴕࠊࠇߚ ޕᣣߪޔ㑐㑐ᚢ㐽ળᑼߩᓟߩࠣ
ࠗ࠳㛎㘧ⴕ߇ᒝ㘑ߢਛᱛߣߥࠅޔਃ࿖᷼ߩޟਃ࿖ደޠᣏ㙚ߦᣧߦ࠴ࠚ࠶ࠢ
ࠗࡦ↸ޕ༡᷷ᴰࡦ࠲ߢᶏࠍ⌑ߥ߇ࠄ৻ᕷߩߘޕᄛޔᙣⷫળ߇⋓ᄢߦߐࠇ
ߚޕ⠉ᣣ ޔᣣߪᅢᄤߦᕺ߹ࠇޔ⊝ޔ㑐ᄢਛᎹ⟵⧷⋙〈ߩ߅ߦࠃࠅ㛎㘧ⴕ
ࠍᭉߒࠎߛ↪ޕᯏߪ #5-㧔,#㧕ߣ #5-㧔,#㧕ߩ  ᯏޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
ޣතᬺޤჇ↰ᙗᴦޔਛፉ⋥ੱޔ᩵ ᶭሶޔદ⮮✍⟤ޕ










   ᣣ  ᐙㇱઍ㧦ਥോ ⼱↰ ⺈ޕ
   㑐ቇᄢᣂੱ൘⺃ޕ
  -$ ࠝࡃࡎ࡞ߩߚᄢᩮṖⓨ႐߹ߢ㒽ㅍޕ
   ᣣ ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖೨ᦼℂળᦺ     ޕᣣᣂ⡞᧲੩ᧄ␠ᓎຬળ⼏ቶ
   ᣣ ᄢ㒋ᅚሶᄢቇ⥶ⓨㇱቇㅪߦട⋖ޕ

  ർᶏṚᎹ㆙ᓕޕ
㑐ቇᄢ෴ട⠪㧦 ዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
⼱↰ ⺈㧔 ᐕ㧕
ᨋ⌀ⷙሶ㧔 ᐕ㧕
   ᣣ ⸠✵ᚲߦ⎇ୃᚲ߇ቢᚑ ψ
   টਁ  ↪⾌ޕ
   ᣣ ቇㅪ᧲ᶏ㑐ᡰㇱᜰዉຬ⻠⠌ળ
㧒ኾ㐷ᛛⴚද⼏ળ      ޕⓨ᷼
   ᣣ ᣂㇱຬቇ⑼⻠⠌ળᦺ          ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ? ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙ⸥㍳Ṗ⠍┹ᛛ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ#5- ,# ޔ-$ ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᢪ⮮ᕺታ㧔 ᐕ㧕 ὐᧄ᧻ޔ⚻㧔 ᐕ㧕 ὐޔ
⋉↰㓁ሶ㧔 ᐕ㧕 ὐޕ
ᄤߦᕺ߹ࠇ⚛᥍ࠄߒ┹ᛛળߣߥࠆޕ
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
   ᣣ ᣂㇱຬቇ⑼⻠⠌ળᦺ ޕᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ ቇㅪ㑐ᡰㇱ⥶ⓨㇱ㐳ળޕ



           ᦺᣣᣂ⡞␠ޠࡉࠢ߷ߟ߁ޟ
ਥߦᣂㇱຬߩᷫዋߣ൘⺃ߩ㔍ߒߐߦߟߡ⼏⺰߇
㓸ਛߒߚޕ㑐ቇᄢ߆ࠄߪޔ᳗↰ᓆਃㇱ㐳ߣ㊁↰᥄৻
㇢ㇱ㐳߇Ꮸޕ
  㑐ቇᄢฬၔᄢวหᣂੱวኋޕ
ᧁᦥᎹṖⓨ႐
   ᣣ 
ޟᵴേႎ๔ 8QN
㧔㨪㧕
ޠ
⊒ⴕޕ
ฬ⒓߇ %4'5%'06 ߆ࠄᵴേႎ๔ߦᚯࠆޕ
   ᣣ ╙  ࿁ࠝࡦࡇ࠶ࠢ࠲ࡦ࠻ࠕ   ޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢᚭᄢጘ㒂ᄢวหวኋ=㨪   ᣣ?   ޕⓨ᷼
   ᣣ ቇㅪᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?         ޕⓨ᷼
෴ട㧦ቇ↢  ฬޕ
  #UVKT)%NWDΥD ⠴ⓨᬌᩏᢛ㐿ᆎޕ
ޔΥ㨎ଥ㧦ᢪ⮮ᕺታޕ
ਃᢛ㧦ጊ↰ቬቁ㧔㑐ቇᄢ㧻㧮㧕
㧕
  㑐ᄢ㑐ቇᄢᄢᐭᄢวหวኋ           ޕṚᎹṖⓨ႐
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ=㨪 ᣣ?ޕ
          㔵ࡩፄṖⓨ႐
Ფᐕ ޔᐕ↢ࠍਛᔃߦጊጪṖ⠍ߩၮ␆ࠍቇ߱⻠⠌ળߢߞߚ߇ߩߎޔᐕߪࠇߘޔ
ߛߌߦߣߤ߹ࠄߔᰴᦼ࠳㙃ᚑࠍ⋡⊛ߣߒޔ
ో࿖߆ࠄ  ฬߩᰴᦼ࠳
߇㓸⚿ߒߚᦼ  ߦ߁ࠃߩߢ߹ޔߚ߹ޕ㑆ߦಽߌߕߦᦼ ޔ㑆ߢ㐿ߐࠇߚޕ
  ᳃ਥౄ⚿ౄޕ
  ᧁᦥᎹṖⓨ႐ࠇᎿ㧔ᑪ⸳⋭㧕
ߩߚ  ࡩ㑆ߩ⸠✵ભᱛ ޕౣ㐿ޕ
ߎߩߚޔ㑐ቇᄢวኋਛᱛޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣ⁛ቇ↢ᵹޕ
੩ㇺ᩺ౝ
ฝ߆ࠄ  ੱ⋡
           ᤊ 㓶ੳ㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧕


=ᣇะ⥽ ޔ㨜?
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 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕
   ᣣ ޟⓨࠬࠞࠗ᷼ࡈࠚࠬ࠲ ޠ
ࠣࠗ࠳ߩᦛᛛ㘧ⴕ㧔↰ญ ᢎቭ㧕
ޕ
ߩߎޟᣣߪరߩዊቇ↢߿ఽࠄ⚂  ੱࠍᓙߒߡߩࠗࡌࡦ࠻ߢߔޕ
ᦺ߆ࠄ
㔎߇㒠ߞߡ߹ߒߚ߇ޔ
ࠗࡌࡦ࠻ߪඦᓟߩ੍ቯޔ
੍ႎࠍାߓߡߩಾࠅ⊒ゞߢߔޕ
ࡈࠗ࠻߇ㄭߠߡ߽㔎ߪ߿߹ߕ⋥ޔ೨߹ߢ᭽ሶࠍߺߡ߹ߒߚޕㆇ⦟ߊ㔎ߪ
߇ࠅ೨࿁ߣหߓౝኈߢᦛᛛ㘧ⴕߒ߹ߒߚ⌕ޕ㒽ᓟߦมળ⠪ߦ߫ࠇߡሶଏ㆐ߩߣ
ߎࠈߦⴕߊߣޔᄢߦ࿐߹ࠇߡីᚻߗߦว࠲ࠬޟ᳇ಽࠍޠࠊ߹ߒߚޕ
ߚߊߐࠎߩሶଏ㆐ߦࠣࠗ࠳ࠍ 24 ߢ߈ޔ
߭ࠂߞߣߒߚࠄዋߒߋࠄߪᄞࠍਈ߃
ࠄࠇߚ߆߽⍮ࠇߥߣᕁ߁ߣᄢᄌሜߒ৻ᣣߢߒߚޕ
ޠ

   ᣣ㑐ቇᄢวኋ=㨪 ᣣ?ᦥᧁ              ޕᎹṖⓨ႐
  #UVKT)%NWDΥD⠴ⓨᬌᩏวᩰޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᨋ⌀ⷙሶޔዊᨋ⾆ᄢޔ⺈↰⼱ޔ᥊ጊᢕผ㧔ోຬ  ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅    ὐ ޕ
ੱ ⼱↰⺈   ὐޕ
ࠕࡦ࠶࠻ࠝࠬ࠻ࠕ⥶ⓨળ␠ߣ㑐ࡢࠗࠤળߩߏදജߢఝൎ⠪ߣ⋙
〈ࠍ    ᣣ㨪   ᣣ߹ߢࡢࠗࠤߦᵷ㆜ޕ
   ᣣ ਛᎹ༑ਭㅧ᳁㧔ቇㅪ㑐ᡰㇱ㧻㧮ળળ㐳㧒㑐ᄢ⥶ⓨㇱ㧻㧮㧕ߏㅤޕ

   ᧁᦥᎹṖⓨ႐ർㇱಽߩࠍ 㨙߆ࠄ 㨙ߦᒛߥࠆޕ
ߎࠇߦࠃࠅޔ㔌㒽Ꮺߣ⌕㒽Ꮺ߇ቢోಽ㔌ߐࠇߚޕᎿߪ ߣ ޔ㨪 ߩ 
࿁ߦಽߌߡⴕࠊࠇߚޕ
   ᣣ 㑐ቇ㒮ቇ⑂=㨪 ᣣ?ޕ
ᮨᡆᐫޠࠎߩ߾ߓࠆޟ
㧔ߚߎ߿߈ࠎߖߎߚޔ㧕ᐫޕ
   ᣣ 㑐ቇᄢ㔚ㅢᄢ⥄ኅ↪วኋᦥᧁ             ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦᧻ᧄ⚻㧔 ᐕ㧕
ޔᢪ⮮ᕺታ  ᐕ ޕ
  ਛሶ㧔ᣧⒷ↰ᄢቇ㧻㧳㧕
ޟേജṖⓨᯏනᐳᅚሶ⥄↱〒㔌ߢޠ
⇇⸥㍳ ޕজ᮸┙↪ޕᯏ㧦࠾ࡦࡃࠬ &/ޕ
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²± ˰ഫᴪȈޙᣵʝʂʱʽ ²°±°ȉ

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

žܖᡲƷ  ɭኔǛᎋƑǔۀՃ˟ſإԓ
Ü࠼ƍᙻƴᇌƪŴ
ƋǒǏǔఌǛ˯ƘƠƯŴ
ˊƷඬƴੵǔƕƵܖᡲǛоᡯƠǑƏÜ

  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
  㑐ቇᄢวኋᦥᧁ    ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ቇㅪᜰዉຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
 ᣣ 㑐ቇᄢวኋ=㨪   ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ቇㅪ㑐ᡰㇱතᬺ↢ㅍᑼ    ޕᓢ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ
=㨪 ᣣ?ޕᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻޕ
   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?   ޕⓨ᷼
ᚢ  ❣㧦࿅   㑐ᄢቇ   ޕ 㑐ቇ㒮ᄢቇ  ޕ
ੱ   ዊᨋ⾆ᄢ
  㑐ቇ⥶ⓨㇱᶏᄖ㆙ᓕࡦࠗࡑࡠ࠽ࠕ࠻ࠬࠝ      ޕ
෴ട⠪㧦ේ↰㓉ᵗ  ᐕ ޔኹ↰ᥰ  ᐕ ޕ
ޣතᬺ↰ޤਛ㤗↱ሶ✜ޔᣇᢧሶޕ
   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥ ᧻ᧄ⚻㧔 ᐕ㧕ޔ
   ᣣ ᐙㇱઍ㧦ਥോ ᢪ⮮ᕺታ㧔 ᐕ㧕ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?      ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙၮᧄṖ⠍┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#,#㧕
ޔ#5-D㧔,# ޔ29 ,## ޔ
-$ ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦㑐ᐽੳޔᄖጊੑޔኹ↰ᥰޔේ↰㓉ᵗ㧔ోຬ  ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦ේ↰㓉ᵗ㧔 ᐕ㧕 ၮᧄṖ⠍┹ᛛ   ޕ

― 537 ―

 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

ቼ ±² وూˁᩜᛴɺʳɮʊ˂̷ቧ੫͢ ՁႎูˁߥႎՓ

   ᣣ ർየ⋥ᢘ᳁ቇㅪᢎቭࠍߏㅌછޕ
    㚅᷼ਛ࿖ߦළޕ
   ᣣ ᧁᦥᎹᴡᎹᷡᦥᧁ                  ޕᎹṖⓨ႐
   ᣣ ᜰዉ⠪ⷐຬ⻠⠌ળ=㨪 ᣣ?ޕ
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ=㨪 ᣣ?ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴   ട㧦 ฬޕ
㑐ቇ෴ട⠪㧦ኹ↰ᥰ㧔 ᐕ㧕
ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ࡢ࡞࠼ࠢࠬࠣࠗ࠳⇇ㆬᚻᮭ㐿=㨪 ᣣ?ޕ
  ࠻࡞ࠦ ࠛࠠࠪࡘࡅ࡞ ࠗ
ᣣᧄ߆ࠄ  ࠴ࡓ෴ടޕ
   ᣣ ╙  ࿁ᣣ⁛ࠣࠗ࠳ቇ↢ᵹ=㨪 ᣣ?ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ޠࡓࠥࠕࠛ࠼࡞ࡢޟ㐿ࠦ࡞࠻  ޕ
┹ᛛߪࠢࠗࡑޔ࠳ࠗࠣࠣࡦࡂޔ࠳ࠗࠣࡄޔ࠻ࡘࠪࡄޔࡦ࡞ࡃޔ
ࡠࠗ࠻ޔࠬࠕࠛࠫࡦࠣࡦࡠޔࠢࠖ࠹ࡃࡠࠕࠛޔࠕࠛޔᮨ
ဳ㘧ⴕᯏߩߤߥ࠳ࠗࠣߡߒߘޔ⒟⋡ߢ࠻࡞ࠦ࿖ౝߩ  ߟߩળ႐ߦಽ߆ࠇߡⴕ
ࠊࠇߚޕਛሶ㧔ᣧⒷ↰ᄢቇ㧻㧮㧕ᦛᛛㇱ㐷ߦ႐ޕ
  ޟᵴേႎ๔ 8QN㧔㨪㧕
ޕⴕ⊒ޠ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ޕⓨ᷼
෴ ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻ  ࠴ࡓޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ᨋ⌀ⷙሶ㧔 ᐕ㧕
ޔዊᨋ⾆ᄢ㧔 ᐕ㧕
⺈↰⼱ޔ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅    ὐޕੱ ⼱↰⺈    ὐޕ
 ᣣ⋡߹ߢߪᄤ߇⦟ߔ߉ߡ᳇ᵹߪ↢߹ࠇߕޔ࿁  ੱߢߞߚ߇⚳ᦨޔᣣ
ߪ┹ᛛᣣߣߥߞߚޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛળ=㨪 ᣣ?ᦥᧁޕᎹṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ㆬᚻ㧔 ᐕ㧕
ޔ੩ㇺᄢቇ․෴ടޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ේ↰㓉ᵗ㧔 ᐕ㧕
ޔኹ↰ᥰ㧔 ᐕ㧕
ޕ
ᚢ  ❣㧦࿅    ὐ ޕ
ੱ ේ↰㓉ᵗ    ὐޔኹ↰ᥰ    ὐ ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ቇㅪ  ♿᭴ᗐ  ᡰㇱળว        ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠
   ᣣ 㔵ࡩፄߦࠇ߰࠳ࠗࠣޟ㙚ޠቢᚑޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
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² ȷᄻɁّ᪨໙ሳᜤቛʊɮʮʬʽʓပी

ˤθျފᴥᵌᴿᴦ


 ᐕ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕

㊄Ⲣࡆ࠶ࠣࡃࡦ᐀㐿ߌޔ

   ᣣ ═ᱞ↵᳁㧔㑐ቇᄢ  ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕ත㧕ߏㅤޕ
   ᣣ ᧄᄙ⺈ਯ᳁㧔㑐᧲ቇ㒮ᄢ㧻㧮㧕ࠃࠅ 29 ᯏ  ᯏ߇ቇㅪߦ⾉ਈޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛㆬᚻᮭᄢળ=㨪 ᣣ?ޕ
 ᆄᴧṖⓨ႐
෴  ട㧦 ᄢቇ  ࠴ࡓ  ㆬᚻᦛޕᛛ⇇ㆬᚻᮭ⠪ࠗࠫࡑࠢᏨޕ

   ᣣ ╙  ࿁㑐㑐ኻ᛫ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?        ޕⓨ᷼
  ᚢ  ❣㧦ఝൎ 㑐ᄢቇ
ޣතᬺޔ⺈↰⼱ޤዊᨋ⾆ᄢޔᨋ⌀ⷙሶޕ
   ᣣ৾ୈℂሶ㑐ቇᄢࠦ࠴ ₪ᓧ㜞ᐲ 㨙㆐ᚑࡎ࠲ࡦ࠺ࡦࡒ ޕ㘧ⴕ႐
   ᣣ  ᐙㇱઍ㧦ਥ ኹ↰ᥰ  ਥോ ේ↰㓉ᵗޕ
   ᣣ ᱜ↰ㅧ 㑐ቇ㒮⥶ⓨㇱ✚⋙〈㧕ቇㅪ⋙ߦዞછޕ
   ᣣ ࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊળ⼏ኾ㐷ᛛⴚද⼏ળ ޕ
   ᣣ ╙  ࿁ਭጊጪṖ⠍ᄢળ=㨪 ᣣ?         ޕਭṖⓨ႐
┹ᛛ⒳⋡㧦Ԙ㒢ᤨ㑆ౝ₪ᓧ㜞ᐲ┹ᛛ ޕԙ⸥㍳Ṗ⠍┹ᛛޕ
↪ᯏ㧦#5-㧔,#,#㧕
ޔ#5-D ,# ޔ29 ,##,#$ ޔ
-$ ,# ޕ
ෳടᄢቇ㧦 ᩞޕㆬᚻ㑐᧲ ᧲ޔᶏ ޔ㑐 ޔㇱ  ฬߩ⸘  ฬޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ⴡ⮮㆝ᱠ㧔 ᐕ㧕   ὐޔᓟ⮮ሶ㧔 ᐕ㧕   ὐޕ







0Q ⴡ⮮㆝ᱠ㧔 ᐕ㧕
ޔ0Q ᓟ⮮ሶ㧔 ᐕ㧕
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ˤθျފ

ّ᪨໙ሳቛጽධ


 ᤨ㑆ṛⓨ 

0Q ᐕ    ᣣ         
ࡇ࠲ࠬ $ ᤨ㑆  ಽ
ጊญ⋵㒐ᐭ㘧ⴕ႐

₪ᓧ 㨙   0Q ᐕ    ᣣ         
-$
ᄢಽ⋵ਭṖⓨ႐
MO 〒㔌    0Q ᐕ    ᣣ         
&)MO       
࠽ࡠࡑࠗࡦ㘧ⴕ႐
㧔ࠝࠬ࠻ࠕ࠾ࡘࠨ࠙ࠬ࠙ࠚ࡞࠭㧕
㌁⾨0Q ᐕ    ᣣઃޕ
MO 〒㔌0Q ᐕ    ᣣ         ࡢࠗࠤ㘧ⴕ႐
&KUEWUDMO     ࠝࠬ࠻ࠕࠨ࠙ࠬ࠙ࠚ࡞࠭Ꮊ 
₪ᓧ O   0Q ᐕ    ᣣ        ࡒࡦ࠺ࡦ࠲ࡎ㘧ⴕ႐
.5
㊄⾨0Q ᐕ    ᣣઃޕ
MO ⋡⊛0Q ᐕ    ᣣ   ࡢࠗࠤ㘧ⴕ႐      
&KUEWUDMO
₪ᓧ O0Q ᐕ    ᣣࡒࡦ࠺ࡦ࠲ࡎ㘧ⴕ႐
.5O ₪ᓧ
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пஓటޙႆɺʳɮʊ˂̷ቧ੫ܿ͢۾ɑɞ

  㑐ቇᄢጘ㒂ᄢᄢวหวኋ            ޕⓨ᷼
   ᣣ 㔵ࡩፄጊጪṖ⠍ળ=㨪 ᣣ?           ޕ㔵ࡩፄṖⓨ႐
෴ട㧦 ᄢቇ ޕฬߩ  ᐕ↢ߣቇ↢ᆔຬળ߆ࠄ  ฬޕ
㧖 ᣣᄕᣇߦᙣⷫળ߇㐿߆ࠇߚޕ
  ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࡎࡓࡍࠫ㐿⸳ޕ
  ੩ㇺᄢቇࠣࠗ࠳ㇱ߇ቇㅪᓳᏫޕ
 ᐕ㧔ᤘ  ᐕ㧕 ߦᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖ࠍ㔌ࠇߚ੩ᄢࠣࠗ࠳ㇱ߇ 
ᐕ߱ࠅߦቇㅪߦᓳᏫޕ
  㑐ቇᄢวኋᦥᧁ                   ޕᎹṖⓨ႐
บ㘑ߩᓇ㗀ߩߚ✚᠗ޕ
   ᣣ ╙  ࿁᧲ᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛળ=㨪 ᣣ?    ޕⓨ᷼
  ෳ  ട㧦 ᩞ  ฬ  ࠴ࡓޕ
  㑐ቇㆬᚻ㧦᧻ᧄ⚻㧔 ᐕ㧕
ޕ
  ᚢ  ❣㧦࿅  ⋧ᒰ  ὐޕ
࿅⾨  ߹ߢߩ࠴ࡓߣޔหᔒ␠ᄢ㑐ቇᄢᷙᚑ࠴ࡓ㧔↰ਛਗ਼㧔หᔒ␠ᄢ㧕
߇ੱḰఝൎࠍߥߒޔ࿅  ⋧ᒰߩᚑ❣ࡓ࠴ ޕਛߦหߓᄢቇߩㆬᚻ߇  ฬ
એߥߣޔ࿅ᚑ❣߇ߟ߆ߥޕ
㧕߇ోᣣᧄㆬᚻᮭᄢળߩ႐ᮭࠍᓧࠆޕ
  㑐ቇᄢวኋᦥᧁ                    ޕᎹṖⓨ႐
#UVKT)%NWDΥD⠴ᬌวᩰޕ
     ╙  ࿁ᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖㑐ᡰㇱ㧻㧮ળᙣⷫળޕ
   ᣣ ╙  ࿁ోᣣᧄቇ↢ࠣࠗ࠳ᣂੱ┹ᛛᄢળᦥᧁ      ޕᎹṖⓨ႐
ᤓᐕ߹ߢᣣᧄቇ↢⥶ⓨㅪ⋖߇ਥߔࠆ᧲ޟᶏ㑐ቇ↢ࠣࠗ࠳┹ᛛᄢળߢޠ
ߞߚ߇ᦺޔᣣᣂ⡞␠߇ਥߦടࠊࠅޔᣂߚߦో࿖ᄢળߣߒߡࠬ࠲࠻ߒߚޕ
෴  ട㧦 ᄢቇ ޔࡓ࠴ ޔㆬᚻޕ
㑐ቇㆬᚻ㧦ⴡ⮮㆝ᱠ㧔 ᐕ㧕
 ↰ޔፏ㧔 ᐕ㧕
ޕ
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ቼ ¶ ͍ᵌᴿ͢ᩋ ᢿᮗ ӫᴬޙᣵୈᤆ؆݃͢׆ᄉᠴ
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元日本学生航空連盟教官





昭和27年航空再開の日を迎え､ 新生日本学生航空連盟も再び不死鳥として大空に羽ばた
く日を迎えたのである｡
学連復活､ 関西支部の第１回合宿は京都府玉水の木津川の河川敷で開かれた｡ 参加した
学生の中には､ 学業半ばで兵役に馳せ参じた予科練出身の兵 (つわもの) 達に交じり､ 前
中和夫､ 高岸豊､ 田中敏夫等の諸君がいた｡ 関西学院航空部再発足の姿である｡ その後､
関学航空部もご多分に洩れず､ 部員の増減もあり､ 部の活動にも山あり､ 谷ありの経過を
辿ったが､ 幸いにも私は関学航空部の何回かの隆盛期に関与させて頂いたのは､ 幸せであっ
た｡

その一｡
安田､ 亘理両君は同志社大の北尾君と共に高松〜徳島間100㎞の航空再開後､ 学生とし
て初めての長距離飛行機曳航に成功し､ 新聞紙上にも大きく写真入りで報道され､ 世間の
注目を集めたが､ 私はそのときの教官として高松､ 徳島間を何回か往復しながら彼等と苦
労を共にした｡ 彼等の飛行中､ ズット曳航機の小さな窓から顔を突き出して後方監視を続
け､ その疲れのために曳航が終わったあとで首が回らなくなった思い出も今は楽しい思い
出である｡

その二｡
体一つで飛行場に行きさえすれば､ 指導教官は待機していてくれる､ 宿舎はある､ グラ
イダーは準備されている､ そんな結構な訓練体系も次第に学生諸君の要望に応じ切れなく
なり､ 加盟校が次第に自分の学校で機体を持ち､ 自主訓練を望む方向に体制が動き出した｡
関西でその動きの先頭を切って複座中級機の購入に踏切ったのが､ 関学の喜多君達の時
代である｡ もちろん喜多君一人の努力ではなくて､ それまでの数多くの仲間達の力の結集
が

新月

購入という形で花開いた訳であるが､ 私は当時の正田航空部長から関学の自主

訓練の教官を依頼されるとともに､ 初代監督就任も要請されたのである｡
私と正田先生とは､ 学生時代翔友として共に伊丹飛行場の空を飛んだ仲間であり､ 一も
二もなくお引き受けして八尾飛行場での週末自主訓練に臨んだ｡
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なにぶん関西では初めての自主訓練のことであるから訓練を始める前から事毎に難しい
問題にブチ当たった｡
関学一校で自主訓練のために八尾飛行場使用に関して飛行場長との調整｡
自主訓練を行うことに対する学連との根本的な意見の調整｡
学連から指導教官の派遣を受ける問題の解決｡
現役部員と会との機体運営に関する考え方の調整およびの訓練に関する経費負
担の調整｡
関学の機体を学連または他校に貸し出す際の経費の問題｡ 等々｡ 問題は枚挙にいとまが
なかった｡ しかし､ 正田先生と喜多君ら学生諸君のたゆまぬ努力が一つ一つそれらの問題
を解決して､ 八尾飛行場での自主訓練は一応順調な発展をみせながら自校だけの訓練の出
来る喜びを噛みしめて快調に繰り広げられていった｡

かくして昭和32年11月３日

新月

引き取りを兼ねた訓練開始を皮切りに昭和34年６月

13日､ 八木教官に爾後を委ねるまで私の
参考までに或る日の

新月

新月

とのつきあいは続いたのである｡

訓練記録を振り返って見よう｡

昭和33年６月15日(日)
自動車のクラッチが滑り午後は走れなくなり中止｡ あと二人乗れれば､ 全員乗れ
たのに残念無念
新人も大分慣れて､ 気流が良ければ､ 直線は｡
本日の参加者
：浅田
現役：喜多

杉山

斎藤(慶)

佐伯

赤尾

山本

垂水

権藤

酒井

木津谷

河野
杉山単独す

私は今､ 訓練記録を読み返しながら､

新月

JA0144の絵を書いた灰皿に金色で浮かび上がる
いるところである｡
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命名式当日参列者に記念に配られた
1957KGAC

の文字を懐かしく眺めて


関西学院大学
名誉教授

昭和42年 (1967) ７月28日｡ 朝８時に齋藤慶文君が伊丹のわが家に迎えに来てくれ､
八尾飛行場に向かった｡
関学航空部がポーランドから新しいグライダーを購入し､ その命名式､ 処女飛行を行う
日である｡ 私は体育会の役員として招かれた｡
10時少し前と思うが､ 飛行場に着くと､ その一隅にグライダーが鎮座していた｡ その大
きな機体は紅白の見事なカバーで覆われている｡
やがて部長の正田先生､ 代表､ 学生代表の方々と一緒に学院代表の私が横に並び､
｢イチ､ ニィ､ サン｣ とテープを引っ張ると､ 紅白のダンダラ模様ははらりと下に落ちて､
紺と白の学院カラーでスマートに着飾った機体が姿を現した｡ 間髪を入れずに参会者一同
の万雷の拍手が飛行場の隅ずみにまで響き渡っていた｡
そのあと､ このグライダーを ｢新月Ⅱ世号｣ と命名する式が行われたはずだが､ 誰が命
名したのかその肝心なところは忘却の彼方に消え去っている｡
しかし私にとって､ そのつぎの思い出は鮮烈であった｡ 処女飛行が始まり､ 私が一番最
初に乗せてもらったのである｡ ｢グライダーというのはこんなにも大きいのか｣ というの
が率直な感想であった｡
二人乗りの前席に私が座った｡ 後席の操縦者は同志社で､ 関西学連の教官をしてお
られる方と聞いた｡ グライダーは前の飛行機とワイヤーで繋がれ､ 暫く地上を滑走したあ
と､ やがて大空目ざして飛翔した｡
何しろ生まれて初めての体験である｡ アッと言う間にかなりの高度に達して､ 地上の大
阪の町並みを見下ろしているのだが､ この間､ 全然不安というものを感ずることなく､ 空
を飛ぶ爽快味に打たれたことを覚えている｡
10分位の滞空であったろうか｡ 途中で教官が ｢宙返りをしてみましょう｡ 心配する事は
ありませんよ｣ と言われ､ その異様な感触を味わったことを思い出す｡
無事帰還｡ ヤレヤレ｡ いい体験をさせて頂きました｡ 有り難うございますと教官に､ ま
た航空部の皆さんに心からのお礼を申し上げた｡
私のあと､ 何人かの､ 現役の諸君が大空に飛び､ 天候に恵まれた処女飛行の祝典で
あった｡ あと､ 飛行場一隅の食堂で祝賀会があり､ 皆さんで久し振りの団欒を重ねた｡
諸行事を終わって大阪に帰る｡ 同行は正田先生と､ ともに昭和35年卒の齋藤慶文､ 山本
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嘉一の計４名であり､ 私の行きつけの梅田の小料理屋 ｢若葉｣ にご案内した｡ 正田先生と
私は神戸二中 (現兵庫高校) ―関西学院の直接の先輩後輩であり､ 西宮北口の居酒屋でよ
く飲みかわした仲である｡ 齋藤君は関学高等部のころ､ 柔道部にいて､ その顧問であった
寺田元美先生の愛弟子である｡ 先生の弟分である私との交わりも長い｡ 山本君はご家族､
ご兄弟ぐるみのこれまた身近な仲｡ 杯を重ねるうちに話は大いにはずんだ｡
皆さん､ さすがに立派な航空部のである｡ 空への限りない憧憬をいつまでも持ち続
けているんだなぁとつくづく感じさせられた一夜であった｡
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昭和29年卒





歴史としては､ 昭和５年に日本学生航空連盟が創立され､ ついで関西学生航空連盟が発
足して以来､ 関学航空部は連綿として､ 共に雄としてあゆんで来たのです｡ しかし太平洋
戦争後一時中断しましたが､ 学連諸氏のご尽力により､ 昭和27年 (1952) に復活､ 再
建したのであります｡

このことは､ ひとえに航空部諸氏の物心両面にわたる理解と応援があったことと､
商学部教授であった正田先生のご努力のたまものであります｡ 先生がその当時､ ご専門で
あった統計学の講義の折りに､ ｢関学には､ 航空部というグライダーや飛行機に乗る空の
スポーツが戦前からあったのですが､ 今度復活することになりましたので､ 興味のある学
生は参集してほしい｡｣ と言われました｡ 私も空へのあこがれと､ 大空を翔たく希望にあ
ふれていたものですから､ すぐに参加しようと思い出席したのであります｡
復活当初は体育会の ｢部｣ ではなく､ クラブ形式でスタートしたものでありますが､ 早
く部に昇格しなければと思い､ 昭和27年の体育会本部での審議会に出席し､ 熱弁をふるっ
て一発でを取ったのでした｡ また､ 朝日新聞社航空部で行われる学連の会議には､ 各
大学から代表が集まり､ 合同練習開催に向かって､ 侃侃諤諤の議論が行われました｡ 私も
役員として学連の運営に携わり､ 各種の難問を解決したものでした｡

そして戦後初のグライダー合宿が､ 学連主催､ 朝日新聞社後援により､ 昭和27年８月京
都府木津川玉水滑空場で開催されたのであります｡ 当時は､ ソアラーもありましたが､ プ
ライマリーやセコンダリーが主で､ いわゆる通称パチンコというやつで､ ゴム製の索を15
人前後の学生が､ 字形に引くものでありました｡ ｢準備よーし｣ ｢出発｣ 等と言ってテー
ルのロープを杭から離すと､ 機体が滑り出し､ 加速がついた瞬間浮き上がるものでありま
す｡ 初めのころは機体のバランスを保って､ 直線のみで出来るだけ飛行距離を延ばす練習
でありました｡ その次に左右の旋回の練習と､ 今で思えば基本の基本をしていたようなも
のでした｡ 朝の機体組立､ 夕方の解体､ 川原の砂地の上でのゴム索引き､ フライト後の機
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体の出発地点までの搬送作業等々､ 辛い訓練が毎日続いたものでしたが､ 一日に数回まわっ
てくる搭乗が､ それらの苦労を一掃し忘れさせてくれました｡

関学では以前､ 毎年11月３日に学院記念祭が行われていましたが､ 昭和28年のおりには､
朝日新聞社航空部のセスナ機に同乗させてもらって､ 図書館前広場で繰り広げられた体育
会の覇業交歓に空から表敬訪問をして､ 低空飛行から学連の祝賀メッセージを投下したこ
ともありました｡ また､ 卒業後､ 高松空港や福井空港に後輩の合宿練習の陣中見舞いに行っ
て､ ソアラーに乗せてもらったりしたことなど､ いつまでも忘れることの出来ない楽しい
思い出があります｡

当時の学連の教官としては､ 牧野鐵五郎氏､ 牧野伊兵衛氏､ 内藤一郎氏､ 八木匡氏等
(間違い､ 失念があればご容赦の程) がおられ､ 懇切､ 厳格な指導をされたものでした｡
また､ 当時合宿に参加していた大学は､ 関学､ 関大､ 同大､ 立大､ 京大､ 神大､ 大阪工
大､ 龍大等でありました｡ そして練習は､ 各大学から参集した学生が､ それぞれ分散して
３班程に編成されて行ったのでした｡ 従って学校意識があまりなく､ 一つ釜の飯を食う仲
間であり､ 一体となって和気あいあいに練習をしたものであります｡
関学の部員としては､ 私の前後に､ 前中和夫､ 辻川浩､ 高岸豊､ 西村宏志､ 田中博､ 篠
永脩､ 亘理一省､ 柳本親佑､ 山本弘､ 安田晃次､ 塩塚幸雄等の諸君が居りました｡

終りに､ 航空部創立70周年を迎え､ 諸氏が残された､ 多くの記録と歴史の偉大な功
績をたたえ､ これからも後輩の方々に､ この伝統を受け継ぎ､ 守り､ より発展させて､ 航
空部の興隆に寄与してもらいたいと念願する次第です｡
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卒業して44年経った今でも ｢離脱｣ という言葉にいろいろな想いが詰まっています｡ 現
在の訓練では曳航機から離れる場合にどのような復誦をしているのか知りませんが､ 私達
の頃は曳航機から離脱の指示を受けると必ず ｢離脱｣ と復誦して離れていきました｡
レリーズを引いた後の開放感､ 充実感､ 緊張感などに包まれながら曳航中の余速を利用
して機首を上げ気味に左旋回したことが､ 44年経った今でも昨日のように思い出します｡
戦後､ 日本人が空を飛ぶことを許されてまもなく､ 日本学生航空連盟も再発足しました
が､ 当時､ １年生だった篠原五郎君 (明大､ 篠原氏の実弟)､ 山本弘君 (元航空部
会長､ 平成３年物故) と私の３人が､ 正田先生の勧めで ｢航空クラブ｣ を再開し､ 図書
館前の芝生で部員を募集したところ､ 一番に参加してくれたのが安田晃次君でした｡
昭和27年８月に行われた学連関西支部の第１回の合宿には私は参加できませんでしたが､
２回目から玉水の合同合宿に参加､ 以来､ 卒業まで学校よりは合宿の出席日数が多いので
はと思うほど､ グライダーに魅せられていました｡
今の方には理解できないかもしれませんが､ 各大学が合同で訓練を受けており､ 学年別
に班､ 班､ 班と分けていたので､ 同窓よりも他の大学の連中との交流がいまでも続
いています｡
当時の訓練は機材がプライマリー､ セコンダリーのみで､ パチンコ (ゴム索による牽引)
とウインチ曳航が中心でした｡ おそらく指導要綱もしっかりしたものは無く､ 試行錯誤で
行われていたのではないでしょうか｡ とにかく

事故を起こさない

がモットーでした｡

従って基礎訓練が延々と続き､ ２年間はパチンコからウインチ曳航による蛇行操作そして
360度旋回と進みましたが､ あまりの遅さに業を煮やして学連の機関紙 ｢方向舵｣ に複座
機の導入と訓練の効率化を投稿したところ､ 関東の武久教官に

関西の犬はよく吠える

といなされ頭に来たことも今では楽しい思い出の一つです｡
昭和29年５月に関東に続いて班12名全員が自家用操縦士 (中級滑空機) に合格し､ 私
のライセンスナンバーは№87でした｡ 同年10月に日本一周全国健康優良校訪問飛行が計画
され､ ライセンス取得者が中継して各地を祝賀飛行し, 私は大阪〜岡山を担当､ 武久教官
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操縦機に同乗し､ 途中編隊飛行などを教えていただきながら無事岡山に着陸しました｡
当時の私達の目標は飛行機曳航でした｡ 昭和30年12月の合宿で飛行機曳航を体感するた
めの訓練として､ ウィンチ曳航で地上１をキープする､ いま思い出してもぞっとするよ
うな練習をしていました｡ 合宿途中に大阪支部で開かれた４支部合同委員会に関西支部委
員長として出席しましたが､ 会議中も気が気でなく焦っていました｡ 終了後安田君 (関学)
が初曳航に成功したとの情報が入り､ その足で関西汽船に飛び乗ったことを憶えています｡
翌日の夕凪時に待望の曳航が許可になり､ スタートしましたが､ ただひたすら曳航機の
車輪 (当時はレベルより少し高めの位置) を睨みながらついていきました｡ 離脱後に見た
夕焼けに染まる屋島が今でも瞼に浮かんできます｡
４年間本当に長い道程でしたが､ その集大成として企画された高松〜徳島間の学生によ
る長距離曳航に参加できたことは､ 教官の皆様や班の仲間たちの励ましと応援があった
ればこそと､ 今改めてお礼を申し上げたい気持です｡
それは昭和31年３月14日に行われました｡ 朝９時45分､ 朝日新聞航空部の井上氏操縦に
よる ｢つばめ｣ 号 (後方監視

牧野鐵五郎教官) に曳かれて､ 鷹７型ソアラーに安田君

(関学) が搭乗､ 高松に向けて出発しました｡ 天候は良好でしたが風が強く､ 途中心配しま
したが､ 10時30分､ 無事到着の連絡がありました｡ 引き続き10時55分､ 北尾君 (同志社)
が逆コースを飛び､ 11時50分に徳島到着､ 12時３分､ アンカーとして私が徳島を出発しま
した｡ 初春とはいえ､ まだ寒く飛行服の上にショートコートを着込み､ 落下傘を背負い､ ポ
ケットにチョコレートをしのばせて搭乗しました｡ 途中予想したよりも風が強く､ 讃岐山脈
を越すときは､ はるか上に曳航機があると思うと､ 次の瞬間には足の下に見えるような状況
でした｡ 一時はどうなることかと心配しましたが､ 牧野(鐵)教官の励ましとアドバイスで何
とか切り抜け､ 屋島が見えたときには身体が一度にほぐれたように感じたのを覚えています｡
当時の曳航索は120のワイヤーロープで､ 通信はロープに電話線を絡ませ有線で行い
ましたが､ 山越えのパニック状態の時に教官の沈着な声が聞こえることがどれほど有難かっ
たか言葉に表せられません｡ ｢離脱せよ｣ の指示で

離脱

の復誦と同時に索をはずしま

したが､ 着陸後､ 牧野教官に ｢礼もいわずに切ったのはお前だけだ｣ と叱られたのも今は
昔､ とても懐かしい思い出です｡
昭和31年は今のように不況で､ 就職も一流企業には受験できないような状況でした｡ たま
たまコネがあり､ ロート製薬の入社試験を受け､ そのまま合宿に入りました｡ 途中､ 電報で
｢一次合格､ すぐ帰れ｣ と連絡があったものの､ 合宿の最後に高松―徳島間曳航をやるという
ので､ ハムレットの心境で悩みましたが､ 戦後初の長距離曳航の魅力の前には､ 就職難のこ
となどすっ飛んでしまい､ 帰ってから親父にこっぴどく叱られましたが､ あの時試験を受けて
長距離曳航を断念していたら一生後悔しているかも知れません｡ まさに運命の分れ道でした｡
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私にとって48年前の今日 (昭和27.11.25) は､ 京都山城の玉水木津川の河原で､ プライ
マリー機 (霧峰−14 JA0023) に初めて乗った日であった｡ 滑空記録には課目―直線
地上滑走､ 注意事項―良｡ 左に傾き体で修正傾向あり､ 指導者―岸上正次 (関大15年)､
内藤一郎 (京大19年) とあり､ 昭和27年は遥か遠い昔になりにけりの感がある｡
うろ覚えだが

来れ若人 大空へ 航空クラブ

ポスターに惹かれて入部｡ あま

り身体を使わずに楽しめて､ 然も他人がやっていないスポーツが気に入って (単純)､ こ
れだと思ったに違いない (中学､ 高校で基礎が出来ているのには敵わない)｡
学連50年､ 60年史を開きながら思い出すのは､ 最初の合宿 (第１回目は経済的ゆとりな
しと一度行ったら旧軍隊式で辞めさせて貰えないのではないかと云った不安､ 躊躇で不参
加)｡ 宿舎 ｢八百忠｣ 旅館｡ 早朝起床､ 組立､ 機体運搬､ 無心にゴム索曳航､ 数秒の緊張
と滞空感覚の悦｡ 昼間はこうした規則ある基礎訓練の繰り返しに疲れ､ 夜は復員学徒兵の
諸先輩から軍隊・戦争の実相など聞かされたけれども､ 戦前､ 戦後派の違和感もなく､ 学
業を離れて学連仲間同志の出会い触れ合いは連帯感あっていいなあーと感じた｡

再開直後の学連は､ 機材､ 練習場､ 教官など不足､ 不充分だらけの中で､ 一定数の技量
を有する学生部員をなんとか早く養成しなければと云う気持もあったからでしょうか､ 合
宿に次ぐ合宿練習だった様な記憶が残っている｡ 記録では､ 昭和27〜31年の５年間で初
年度２回―14日､ 次年度６回―36日､ 以降17回―68日､ ８回―44日､ ８回―47日と､ 定期
訓練の外に週末､ 特別を加えて受験対策が強化された｡
初歩訓練方法はパチンコ式 (玩具―物を遠くへ飛ばすゴムひも付きの飛道具) で､ 機首
のフックにゴム索をつけ､ ２本に分かれた綱を左右前方へ字型に開き､ 人力で引っ張っ
て適度な伸張度になったら､ テールロープを放すと瞬間にグライダーは発進する｡ 高度10
以下､ 距離２〜300

位｡ １グループ17名程度 (搭乗者､ 翼端保持､ テールロープ､ ゴム

索引き､ ７〜８名×２本) で行われ､ 飛べる回数は人数順で機体運搬などに時間を要し､
１日３〜４回位が普通であった｡ 足元は素通しで､ 砂地が見えるので､ 最初のうちは滑走
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し出すと恐くて､ まわりの景色など見えず浮かぶと何米も飛び上ったかと感じあわてて操
縦桿を動かして注意を受けたりする｡ 炎天下､ 一日数10回ゴム索引き､ 大汗の力闘と僅か
数秒だが一瞬の滑空気分に大満足する味わいを覚えると､ もうたまらなく飛びたく ｢麻薬｣
のようにグライダーに誘い込まれていく｡ 私の記録帖で､ 基礎練習はソアラー初乗りまで
161回の中プライマリーのパチンコは72回 (46％)､ プラセコ・セコンダリーのウインチ86
回 (54％) で､ ４〜５合宿１年半位はパチンコで操縦感覚､ 空中操作を体得させられた｡
最近の高性能複座機でいきなりウインチで高度２〜300へ上昇する方法は合理的 (費用
対効果) かも知れませんが､ プライマリーは､ 空を飛ぶことの基礎教育・技術訓練を理解
した者が､ 先づ他人やチームの為に汗をかく奉仕をしっかりして､ 自分も喜びとする精神
を養うには､ 程好いスポーツです｡ これは関学のMastery For Serviceとどこか相通ずる
ものがあると思っている｡
戦後初の ｢滑空機｣ 自家用操縦士24名合格 (昭和29年関東12､ 関西12)
朝日はじめ学連担当 石田さん､ 牧野 (伊) さん他多くの先輩､ 関係諸氏には大変ご苦
労をお掛けしました｡ わがまま言って動きの鈍い学生達を相手に気持が分かるまでは､ や
り難かったことでしょう｡ 私の滑空記録 (プライマリーからヒコーキ曳航まで) は､ 41合
宿､ 203日265回搭乗｡ 今にして思うに､ 教官の方々が､ よくも家庭サービスを犠牲にして
後輩達の為に玉水､ 高松､ 霧峰に出張､ 単なる技術指導だけでなく規律ある訓練と合宿
生活を通して人間教育をして頂いたお陰と感謝しております｡ 学生も一歩間違えば死につ
ながる ｢安全｣ 意識が強かったが､ 個性ある１人１人にやる気を出させ､ きちんと評価､
サンロク (360度)､ ヒコーキ曳航までもっていくのは､ 優れたリーダーシップの成果であっ
たと思う｡ こうした朝日学連教官の真剣な姿､ 意気込みとフライトの楽しさ､ 免許取得に
班のメンバーは落伍せず皆よく頑張って来た｡ 当時班は､ 全日本学生グライダースポー
ツの級プレイヤーであっただろう｡ でもこれだけの合宿費を稼ぐアルバイトは正直言っ
て大変だった｡

高松飛行場は私達のホームベース､ 母基地で､ 自家用操縦士実地試験受験地となった｡
合格 (昭和29.７―中級､ 昭和31.８―上級)｡
四国の玄関 高松への船旅は旅情豊か｡ 郊外にある飛行場は牧場かと思う雰囲気で､ 定
期便 (旧極東航空) の到着時間には牛追いが始まる｡ 東に向って離陸上昇すると右にお椀
を伏せたに似る由良山､ 前に五剣山を見て離脱 (300)､ 左旋回で屋島､ 瀬戸内の海､ 高
松の街々を遠望しながら弱いテルミックを感じた｡ 緩旋回､ 20分､ 30分経過｡ 下を見てい
ると亘理､ 直敬､ ヤンチ (故山本弘君) 達が早く降りて来いと催促の旗振りか｡ 初の滞空
43分フライト､ 第２回学連関西支部競技会 第２位入賞 (昭和30.９.25)｡ 後年､ あの時恨
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まれても､ もう少し粘れば面白かったのにと､ ちょっぴり心残りの思いがある｡
宿舎

正大寺

の和尚さんはじめご家族の皆さんの純朴さ､ ホスピタリティはすばらし

かった｡ 洋の東西で､ ホテルの始まりは､ 教会､ 寺院､ 神社仏閣からと習ったが､ 四国に
は金毘羅宮参詣､ 弘法大師ゆかりの霊場巡礼など､ 日常的に行われる宗教行事の下地があっ
たからか､ 家庭的な温かい楽しい合宿だった｡ 休日はあまり遠出はしなかったが､ 屋島に
登り､ 夕陽のすばらしさに感動､ 玉藻城､ 栗林公園に遊び､ 繁華街に在る教官のお気に入
りママが居る喫茶店 ｢銀｣ も懐しい｡

戦後初の学生グライダー長距離曳航 徳島〜高松飛行100キロ (昭和31.３.14) は教えら
れた通りにしていたら飛び終っていた感じで､ 亘理君は当時の状況を詳細に記録している
が (50年史)､ いろいろ探したが滑空手帖に時間以外のメモも残っていない｡ 最初が失敗
したら､ 後に迷惑をかけるので､ それだけは避けないといけない気持でいた様に思うが､
思い出す手がかり､ 写真も手元に無く残念なことだ｡ パイパー操縦士 井上さん､ 曳航監
視 牧野 (鐡) さんの慎重な曳航に導かれ､ 春霞の瀬戸内海上空を飛んでいる写真が､ 翌
日の朝日新聞紙面や朝日写真ニュースで全国にされたことなどを思い出し､ 44年振り
に改めて朝日・学連教官､ 班の皆さん方に感謝の意を表します｡
亘理 (関学)､ 北尾 (同志社)､ 安田 (関学) の３人はいつも一緒で､ 良き仲間､ ライバ
ル､ 学友､ グライダースポーツプレイヤー､ ３強でした｡ 北尾君はプロパイロットになり､
後輩の指導曳航一万回､ 日本一の記録､ 表彰に輝いた｡ 亘理君は神戸震災で受難されたが､
自営業を見事に復興､ 強い精神力には敬服してしまう｡ 若し当時､ グライダースポーツの
ハード面 (機体､ 滑空場など) に国際級のものがあったなら､ この３人の人生はきっと違っ
ていたと思う｡ 国際競技大会の舞台もあったかも知れないと考えたり､ 人生惜しいチャン
スを逸したかもと､ 年金受給者は碌でもないことを考えたりする｡ 実際､ 昭和15年 (1940)
第15回オリンピック東京大会競技種目にグライダーが正式に指定されたが戦争の影響で大
会中止となった｡
全国大会優勝杯を関西に持ち帰れず､ 大変悔しい思いをした｡ 特に第６回 (昭和31霧
峰) は､ 離脱後の２〜３回の高度処理旋回もうまくゆき､ 進入コース良し､ 接地寸前の横
風修正と判断したが､ 一瞬遅れたか､ やや横滑りで接地､ 機体ナセル支柱破損で失格｡ 勝
てる試合だったのに､ 油断か第５回一部三位 (昭和30)｡
入部して合宿に参加している中に､ 学連の組織､ 活動目的､ 体育会運動部の組織､
戦前からの学連

との係わりなどが具体的に分って来た｡ 衝動的入部だったので､ 只､

飛んでるのが一番楽しかった｡ 

でも戦前の先輩は ｢飛行機｣ が主流で､ グライダーに
― 558 ―

ついてはエンジンが無いので､ プライマリーやセコンダリーでは殆ど興味を示して貰えな
かった様な気がしていた｡ 先輩・後輩の繋がりで寄付を無心に参上､ 若かりし日の話を聞
いて､ ご芳志を有難く頂いて来た｡ 今から思うと､ 中堅サラリーマン､ よくぞお金を出し
て貰えたものだ｡ 昭和32年10月､ 萩原式−22型セコンダリー ｢新月｣ 号購入､ 自主訓
練単独合宿への準備体制を整えた｡ 朝日､ 学連教官､ 学校､ 先輩､ 部員の協力・努力で念
願達成｡
もっとも昭和30年代後半より潮流が変りはじめ､ 各学校の機体で自主訓練､ 複座機の普
及､ 対抗戦など現代風学生気質 (効率､ 快楽､ 記録) が色濃く出て､ それまでの学校枠の
ない学連らしさが失われていったと言える｡

昭和32年春､ 朝日の牧野伊兵衛さん (同志社16年)､ 鳥飼航空部次長さんのご配慮
で､ 中川喜久造さん (関大９年) の日本ヘリコプター輸送㈱に入社した｡ 当時の民間
航空は再開間もない頃で､ まだ体制は未整備｡ 日本航空 (半官半民) は国内幹線､ 日ペリ
航空､ 極東航空 (民営) は大阪で東西に分けてローカル線に就航､ どちらも日減り航空､
極道航空といわれる程の赤字会社で､ 昭和32年12月合併､ ｢全日空｣ となる｡
昭和56年､ 全日空が沖縄観光発展促進の支援策として､ 国際級海浜リゾート基地 ｢沖縄
万座ビーチホテル｣ 建設を計画以来､ 17年間経営に携わり､ 現在は､ 地元名護市に在る名
桜大学 (観光学科) にて､ これまでの経験・実学を基に学際的な観光学､ ホテル経営につ
いて若者と語り､ 21世紀の沖縄・人材創りに使命感を持って努力しております｡ 沖縄でも
復帰前年 (昭和46.４)､ 本土大学とグライダー合宿訓練大会を実施した経緯があります｡
昭和29年霧峰での､ 関東､ 関西合同練習から東西交流が始まり､ 相互親交が深まった｡
社会人となり東京勤務中は関東会設立にも参加､ 同期の仲間とはもう45年近く
で一緒にグライダースポーツを楽しんだ経験という価値

学連

を共有出来たことは生涯の幸せ

と満足している｡ 関学キャンパスで見た一枚の部員募集ポスターが､ 将来の就職､ 人生航
路の進路になろうとは本当に不思議なことだと思う｡ その原点には､ 航空部長として統率
して来られた正田啓造先生 (関学21年) が居られ､ 柔和な眼差し､ その存在感は言葉
では言い尽くせない懐かしさを感じ､ 私には忘れられない先輩です｡

関西学院大学航空部創部70周年の歴史を顧みて､ 戦前､ 戦中は世界列強史の流れに翻弄
された時代であったが､ 私達の期は､ 戦後航空再開時の基地づくりをすることに役割があっ
た｡ 開学112年､ 航空部70周年を迎えるに当り､ 21世紀の後輩達にはもっと国際的舞台で
活躍して､ オリンピックを含めた国際競技大会で飛翔してくれることを望みます｡ 我々の
世代は21世紀へのプライマリーであった｡
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正大寺のこと
私の４年間はずっと高松空港の合宿で宿舎は正大寺でした｡ 合宿中に必ず一回はうどん
だけの食事があったのです｡ が､ 手打ちうどんが最高のもてなしとも知らず､ 和尚さんが
米をケチる為に代用食のうどんを出しているのだと誤解をして陰口をしたものでした｡
合宿費補助のこと
当時は合宿に参加すると3,000円の補助が頂けたのです｡ 当時の3,000円はかなりな金額
だったと記憶しております｡ 他の大学の連中から羨ましがられました｡
新月号のこと
私が主将になった頃から､ 大学単独で機体持つ事がひとつの流れになりつつあり､ 部員
数も増えた事でもあり (斉藤､ 赤尾､ 山本､ 庭田､ 佐伯他数人入部) 独自に機体を持って
練習をしたいと意見がまとまり､ 機体を購入することにしました｡ このことは主として主
務であった喜多君の努力の賜であります｡ 萩原木工㈱との交渉､ 購入資金､ 教官の選定､
すべて彼がやってくれました｡
丸い虹のこと
昭和32年８月､ 日本学生航空連盟主催第７回全日本学生グライダー競技選手権大会 (於：
八尾飛行場) に出場し､ これが現役最後のフライトになる２回目のフライトの時､ 今でも
鮮やかに思い出せますが丸い虹を見たのです｡ 競技種目は360度場周飛行で１回目のフラ
イトで指定点着陸に失敗しており､ ２回目のフライトは競技というよりは現役最後の想い
出になるように精一杯楽しんでみようと思って操縦桿を握りました｡ 精一杯高度を取り第
一旋回､ 第二旋回を終り滑走路と平行に第三旋回に向う途中ピストを見ていると､ ちょう
どピストを囲むように丸い虹が見えたのです｡ 無心に虹を眺めているうちに第三旋回地点
に来ており､ 第三､ 第四と旋回を済ました時滑走路と正対しており､ スポイラーを開いて
高度を下げ字板の真上に着陸出来ました｡ 後で講評を聞くと､ このときのフライトは10
0点満点だったとの事でした｡ おかげさまで第３位に入賞できました｡ 私の４年間の航空
部での最高の想い出です｡
― 560 ―





― 星空に涙した日 ―
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昭和33年８月のあの夜､ 私は学連関西支部高松合宿所宿舎 ｢正大寺｣ の境内に置かれた
縁台の上で､ 大の字に寝転び､ 涙を流しながら満天の星空を見上げていました｡ 傍らには
牧野鐡五郎教官が座りお互いに無言でした｡ そして､ その日の昼間の出来事が40数年を経
た今も､ つい昨日の出来事のように思い出されてくるのです｡
昭和32年の第７回全日本学生グライダー競技選手権大会 (於

八尾飛行場)､ いわゆる

全国大会の第３部に出場した私は､ 翌33年の８月末に開催される予定の第８回全国大会
(於

小倉飛行場) では､ 第1部の ｢飛行機曳航による滞空､ 指定地着陸｣ に出場を目指し

て激しい練習を開始したのです｡ 当時の練習は高松飛行場で行われる年間５〜６回の学連
主催の合宿に参加することが中心でした｡
松岡宏二君 (立命大)､ 岩ケ谷精一君 (同志社大)､ それに私の３人はソアラー班に昇格｡
先輩の安田､ 亘理 (関学) 北尾 (同志社) さんたちの関西支部三羽烏にあやかり､ 関西支
部３人組と自称したものでした｡ ウィンチ曳航によるソアラーの直線滑空､ 30度旋回､ 蛇
航､ 360度旋回､ 字旋回､ 飛行機曳航と進む予定でした｡ ところが問題が起ったのです｡
それは蛇航訓練で微妙な操縦桿操作に注文が入り一合
宿以上を費やしました｡ ３人は予定より遅れながら運
命の日を迎えました｡
字旋回科目を終り､ いよいよ全国大会第１部の飛
行機曳航に挑みました｡ 一番手は松岡君です｡ 高松飛
行場を朝日新聞社パイパースーパーカブ機に曳航され
て離陸したソアラー (鷹７型JA2011) は屋島の方角
に向かい､ 高松市街の上空で高度を取り､ 500前後
の高さで飛行場に戻ってくる予定でした｡ 飛行場では
牧野鐵五郎教官､ 岩ケ谷君と私が固唾を飲んで見守っ
ています｡ 高松市上空のソアラーが曳航機の高さと並
んだとき､ 荒海の小船のように大きく左右に揺れ出し
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幻に消えた飛行姿

たのです｡ 曳航機の後流に巻き込まれたのです｡ 当時の練習ではソアラーは曳航機より10
ぐらい高い位置で追随します｡ この高度感覚が難しかったのです｡ どのくらいの時間が
経過したのでしょうか､ ソアラーは後流から脱出､ 無事飛行場に着陸しました｡
松岡君はもとより､ 教官はじめわれわれ練習生は､ 安堵の胸を撫で下ろしましたが､ 当
日の飛行機曳航の訓練は中止｡ その後､ 飛行機後席で曳航監視をしておられた牧野伊兵衛
訓練部長を中心に会議が行われました｡
夜に入って､ 牧野 (鐵) 教官が学生宿舎に来られ､ 飛行機曳航は中止､ ３人は全国大会
第２部 ｢ウィンチ曳航によるソアラー字旋回､ 指定地着陸｣ に出場と告げられたのです｡
｢俺ならあんなミスはしないのに､ なぜなぜだ｣
私は物も言わずに部屋を飛び出し､ 境内にある縁台の上に身を投げ出し､ 頬を流れる大
粒の涙を拭おうともせず､ ただ呆然と満天に輝く夜の星空を見上げて居りました｡
思い起こせば入学以来３年余､ 学業よりもグライダー生活に打ち込み､ 初めての学連５
月合宿を皮きりに､ パチンコ班､ ウィンチ班､ ソアラー班と関西支部のトップグループに
身を置き一路邁進｡ 前年秋には関学の方々や学院当局にお願いして､ 関西で初めて複
座セコンダリーを購入､ 八尾飛行場において関西支部の各校にさきがけて自動車曳航によ
る単独練習開始と全てが順調に進み､ 最終目標は全国大会で､ 第１部 ｢飛行機曳航による
ソアラーの滞空､ 指定地着陸｣ 種目に出場することであったのに｡ 想いは走馬灯のように
流れ､ 憤懣やるかたなき思いが込み上げ､ 星空を見上げる両の眼に無念の涙があふれてい
たのでした｡ 幾たびか思い出すごとに､ 胸に熱き思いが込み上げて来る青春の日の楽しく
も儚き想いの一夜でした｡
翌日は､ ３人がそれぞれパイパースーパーカブ機の後席で操縦桿を握り､ 慰めの慰安飛
行を楽しみました｡ 落ち込んでいる暇もなく練習は続き､ 松岡､ 岩ケ谷と私の３人は関西
支部の代表として､ ８月末に小倉飛行場で開かれた第８回全日本学生グライダー競技選手
権大会に良きライバルとして仲良く出場したのでした｡


出身は ｢関学航空部片山ゼミです｣ と何度口にしたことか｡ 昭和32年６月､ 経済学部 ｢尾上ゼ
ミ｣ 尾上助教授が ｢９月より海外留学します｡ ゼミの授業は他の助教授が兼任しますからよろし
く｡｣ ｢それはないでしょう｡｣ とゼミ生緊急集合｡ 代表団を選出 (高畑､ 浅井､ 上田､ 喜多ほか)､
専任教官を決めて欲しいと学部長に陳情｡ ゼミは教授､ 助教授の専任｡ われわれの選んだ白羽の
的は片山謙二先生｡ 当時は学外講師として ｢国際貿易｣ 担当中｡ 運動の結果､ ９月より ｢片山ゼ
ミ｣ 誕生｡ 数ヶ月足らずで教授に昇格された｡ コンパに続く二次会と体育系学生好みは有名｡ 数
年足らずで人気ゼミのトップに躍り出た｡
｢新月｣ 誕生の経過報告をした際､ ｢喜多､ 航空部部員の片山ゼミ入門はフリーパスにするぞ｣
とお墨付きを頂いたのです｡ その後､ 何人の後輩が続いたことでしょうか｡ 卒業後､ 二度も就職
先のお世話を頂き､ 学院裏の自宅にお伺いした時､ ｢この頃はベサメムーチョだ｣ と笑われた｡
入門条件がつき始めたのでした｡ ここまで読んで笑う人は同志ですね｡
あれから幾星霜､ 震災後の避難先住所を知らされ､ お見舞いに福島のサクランボを送りました｡
｢こんなに美味しいサクランボは生まれて初めてだ｡ 一粒食べると一日長生きすると毎日食べて
います｡｣ とおハガキを戴きましたが､ これが先生の絶筆になりました｡
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関西学生航空連盟加盟校に先駆け､ 関学航空部が単独で機体を持ち､ 練習が出来た経過
については､ 詳しく喜多君が書いているとおりです｡ 我が航空部は戦後いち早く同好会と
して再復活し､ 我々より２〜３年前の先輩が体育会の一つの部として認めてくれるよう
(大学より予算が出る) 尽力され､ 伝統ある関学航空部として再復活しましたが､ 当時よ
りご指導をしていただいている正田先生の絶大なる指導力の賜と感謝いたしております｡

機体購入を企画した当時 (昭和31年) 関西学連に加盟している大学は､ 関関同立を始め
大阪工大等で､ 練習は朝日新聞社が主催してくれる合宿練習が主でした｡ 合宿場に入れば
各大学間にはまったくライバル意識はなく､ 合宿解散時に校歌などを歌い､ 各大学別を知
る様な事でしたから､ 独自で機体を持ち､ 他校にぬけがけでやろうとなんか思った事も有
りませんでした｡ しかしパチンコからセコンダリーの直線飛行そして360度ソアラーと進
んで行きますと､ 各々病がこうじ､ 好き者が集まると自然発生的に

飛びたい

という事

になり､ それなら我々が一番先にやったれと言う事だと思います｡ 私の記憶では､ 佐伯君
(35年卒) の自宅に赤尾､ 斉藤君等が集まりわいわいやっている時 ｢関学も機体を持とう
ではないか｣ という話になり､ 安田先輩に電話したところ ｢持ったらええやないか｣ との
返事がありました｡ 当時より安田先輩は関学連中の中では､ 操縦技術､ 人格等絶大な信頼
がありました｡

｢そんならやろか｣ となった様に記憶しています｡ なにせ資金の見込みもなし､ 経験も
無く､ 関東学連から詳しい情報も無い時でした｡ その時の標語は ｢たたけよさらば開かれ
ん｣ でした｡ その時の経験は私のその後の社会生活で常にはげみになっています｡ 第二次
大戦が終わり､ 戦争よりやっと生きて帰られ､ 生活もやっと地についた諸先輩に､ 当時に
しては莫大な寄付をお願いした訳です｡ 各自割り当てをして､ 帰宅される頃を見計らって
お願いにあがるのですが､ うまく酒など呑まされ､ ていよく帰されました｡ 先輩も辛かっ
たとしみじみ今になって思います｡
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その頃多人数部員を抱えている部はダンスパーティなど主催して資金を集めていました
が､ 我々は小人数でそれも出来ず､ 大学当局へ何度も請願書を出していました｡ 何とか資
金も集まり (後輩に借金は残しましたが) 萩原式−22型複座セコンダリーを購入出来
たのですが､ 曳航用自動車､ 曳航索､ 電話その他練習用材料が必要です｡ あちこち中古品
を買いに歩きました｡ 若さと向こう見ずで強引にやって来たのと､ 日頃お世話になってい
る学連首脳部の方々には相談せず､ 他校をびっくりさせてやろうと言う事で或る程度秘密
にしていた為､ 牧野伊兵衛さんに ｢おまえら相談に来たらどうや｣ とお叱りを受けました｡
そんな中､ 牧野鐵五郎教官 (同志杜) が快く教官をお引き受け下さり､ なお薄謝でお
願い出来た事は有り難いことでした｡

それ以降､ 関学航空部は従来にましてますます発展し､ 今日の隆盛につながったことは､
学連をはじめ朝日新聞社､ 諸先輩､ の方々のお陰と心より感謝しております｡
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昭和10年生まれで正に第二次大戦が始まった翌年に小学１年生に入学しました｡ 当時大
阪の浪速区にて生活をしていましたが戦争が激しくなり､ 家族と共に河内長野に個人疎開
をして､ 昭和20年８月15日に終戦を迎えました｡ 河内長野の一つ前の駅に現在の千代田国
立病院がありますが､ 戦前戦中は陸軍の幼年学校で将来の陸軍幹部候補生を育成する学校
でした｡ その学校の大きな校庭に､ 秋に一般公開の幼年学校の体育会の時だけ､ 見学を許
され入れることが大きな楽しみでした｡ 入って見ると銃剣を持った兵隊に敬礼をされて､
戦車､ 大砲､ 機関銃や､ その中にまじってグライダーがあったのです｡ 子供にとってはこ
んな弱々しい布のようなもので戦えるのか､ どこに機関銃をつけ､ どのくらい飛べるのか､
不思議な存在で聞くことも出来ないで当時不思議な飛行機でしか無かったのです｡
ところが戦後､ 小学６年生の時そのグライダーが我が長野小学校に払い下げとして､ 河
内地方で一番大きな校庭の我が小学校に来たのです｡ 戦後､ 義務教育が６・３制度に移行
の前は小学校に尋常高等小学校が２年制度としてあったので､ 今で言う中学２年までの制
度です｡ その生徒が組み立て､ 実際に飛ばしたのです｡ 今で言う正にプライマリー型のグ
ライダーです｡ いくら大きな校庭でも飛ばしたというよりひきずったという表現で浮き上
がる事も無く､ 運動場の倉庫にしまわれたままその後の消息は分かりません｡ いまから思
えば､ まるでライト兄弟の初飛行でも見る様な全生徒と親たちの好奇心にあふれた眼差し
と､ がっかりした気分が今も昨日の様に思い出します｡
それから10年後､ 自分が関西学院の航空部に入部して､ 高松飛行場で同じプライマリー
型のグライダーにまたがって､ 安田先輩､ 牧野教官の指導のもとで４年間過ごし､ その仲
間たちと今もって航空部の関係にたずさわって居ることは自分自身不思議なグライダーと
の縁だとふと思う今日このごろです｡
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地上５のウィンチによる直線追随飛行訓練が､ 昭和34年春から八尾飛行場のランで
始まったのが中央研究所の発足でした｡

関西から､ 関学の赤尾・佐伯両君と私の３名､ 立命から３名､ 九州支部から４名､ 関東
支部から10数名が集められ､ パイパーカブによる飛行機曳航滞空を目指して始まりました｡
使用機は鷹七､ 鷹八｡ 九州大学作成の阿蘇｡ 鷹七は木製ベニヤ｡ 一部布張りの一応ソア
ラーで､ 鷹八はこれのキャノピー付き､ 阿蘇Ｇは複座のソアラーで鋼管羽布張りの機体で
した｡

10回近く前述の地上５のウィンチ曳航の後､ 忘れられない初飛行機曳航を教官に告げ
られました｡ 八尾の夕刻､ 100のワイヤでパイパーと繋がれ､ 有線のヘッドホンが曳航
機後席の教官との命綱でした｡ 離陸滑走中にコネクターが外れ､ 後は気楽な一人旅となっ
たのですが､ 出発時刻が少し遅く､ 離陸後に夕やみの迫る世界へとどんどん入っていきま
した｡ パイパーの影を追いながら離脱高度へ｡ 離脱後は大阪湾の海面が太陽のかすかな残
光に光り､ 地上で味わえない幻想的な視界に感動でした｡ 下を見ると飛行場のランウェイ
に車を並べ､ ヘッドライトで着陸帯を照らしてくれていて､ その光の中で教官が旗を振り
｢早く降りろ｣ との指示｡ 今思い出しても胸が熱くなる楽しい思い出です｡
初滞空は大会前､ 阿蘇で八尾の雲の吸い上げに入り､ 約１時間程｡ 後が待っているの
で涙を飲んで着陸｡

35年２月には記録会と云う事で､ 寒い合宿所の格納庫の２階で寝泊まりし､ 生駒の斜面
上昇風の中で手足の感覚がなくなっても､ グライダーは飛ぶのだと教えられ滞空を続け､
着陸後コックピットから麻痺した身体をやっと支えて

脱出したぞ〜

と云う気分も､ 忘

れ難い楽しい思い出です｡

その後中央研究所としては､ 10年近く継続したと聞いていますが､ 一期生としての思い
出を記しました｡
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私は航空部へ入った事で､ どれ程自分の人生が楽しく豊かになったかと思うと皆さんに
は本当に感謝で一杯です｡ 航空部で出会った教官の皆様､ 先輩の皆様達､ そして他校を含
む同期生たち､ 監督時代に出会った若い仲間達､ それぞれに語り尽くせない思い出ばかり
です｡
特に我が関学が購入した−22の訓練に懸命に応援をして下さった八木教官や､ 我々
出来の悪い連中をあきれながらもいまだに付き合って下さっている牧野教官 (鐵ちゃん)､
そして兄貴分のような (それも可成り恐い) 北尾教官等々､ 教官の皆さんには感謝を尽く
せません｡
初めて高松の合宿に他校の皆さんと行ったとき､ パチンコでのプライマリーの訓練で地
面から浮き上がるかどうか位でしたが､ 本当に楽しく､ 今考えると飛びもしなかったのに
何故だったのだろうと思う程です｡ それからは合宿には欠かさず行き､ 飛行場で真っ黒に
なって練習するのが止められなくなりました｡ でもそれはグライダーに乗るのが楽しいと
云うことも勿論ですが､ やはり友人達と同じ目標に向かって激しく切磋琢磨しながら一生
懸命やる楽しさでもありました｡
初めて飛行機曳航でソロに出たときの感激も何時までも忘れられない思い出で､ 今も八
尾の飛行場へ行くと鮮やかにその時の事が思い出されます｡ あの養鶏場の臭い空気のなか
で良く毎日居たなあと考えても不思議です｡ でもその頃の同期生達とは今も機会を見ては
一緒に旅行に行くなど学生時代そのままの気分で付き合ってもらっています｡
卒業してからは２年間監督をやらせて貰いました｡ 私の先も､ 又その後も関学航空部で
は機体を壊した監督はいらっしゃらないと思いますが､ なんと私は２年間の監督在任中に､
３機も壊してしまいました｡
最初はボーシャンで鳥取の飛行場で失速して大破し又その後−23を鶉野で着陸に失敗
して大破し､ 最後に阪大からお借りしていた−23を陸送中に小破してしまいました｡
でもこの間の学生の皆さん達との付き合いは濃く､ いまだに友人として付き合って居ます｡
そして生涯の良き先輩として私の人生の色々な場面で公私共にお世話になっている斉藤
さんと出会えたのも航空部のお陰です｡ このような皆さん達との付き合いは私にとっては
人生のなかでの宝だと思います｡ 心から皆さんには有り難うと申し上げたいと共に､ 皆さ
ん長生きして何時までも一緒に遊びましょう｡
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河


野

哲

也

１. 昭和33年､ 航空部に入部した我々新人に最初

回､ 全国25の第２種空港中､第６位の実績をも

に与えられた役割は､ 八尾空港 (当時は八尾飛

つ唯一定期便の就航していない空港である｡

行場) で管制塔とピストの間に電話線を敷設す
ることであった｡

２. 八尾空港には陸上自衛隊の駐屯地があり､ こ

フライト開始までに敷設し､ 終了後に撤収す
るのである｡ 無線機など高価で手が届かなかっ
た頃である｡

の施設を利用させてもらい､ 合宿訓練を行った
ことがある｡
２段ベッドに毛布､ シーツがついた部屋が用

当時の八尾空港は､ 畑の中に飛行場が居候し

意され､ 食事は幹部食堂である｡

ているというイメージであった｡ 周囲が水田や

ある晩､ 食事をしていると一人の士官が我々

畑に囲まれているだけでなく､ 交差する・

のところへ来て ｢池内先生はお元気ですか｣ と

滑走路と誘導路が形づくる三角形の飛行場内敷

声をかけてきた｡

地も､ 一面畑として利用されていた｡ 耕運機と
飛行機が同じ誘導路を走っていたのである｡

その人は関学経済学部の卒業生だった｡ 当日
は当直で､ 司令代行として泊る日だというので

管制塔とピストの間は4〜500メートル､ ドラ

司令室を訪ねた｡

ムに巻かれた電話線は耕地を避けて敷設し､ 撤

｢大学を卒業した年は大変な不況で､ 民間会

収の時は再びドラムに巻き取る作業は時間と手

社に就職口がなく､ 幹部候補生として自衛隊に

間のかかる仕事である｡

入隊した｡ 陸上自衛隊ではあったが飛行機が好

管制塔での役割は､ ピストとの連絡にあたる
ことであるが､ 頻繁に連絡することもなく管制
の仕事も十分に観察することができた｡

きだったのでパイロットの道を選んだ｡｣ との
こと｡
名前は川西三郎さん｡ 後に.私とは思いもか

ある日､ 牛を連れた農夫が滑走路を横切って
いる場面に出くわしたことがある｡ 管制官は管
制塔に設置された大音量の拡声器で注意する｡

けないかかわりがあったので､ そのことを記し
ておきたい｡
昭和37年､ 全日空に入社した私と同じ新入社

｢牛を連れた人､ 滑走路から出て下さい｣｡ とこ

員の中に川西さんが居たのである｡ 当時航空業

ろが馬(牛)耳東風､ 牛歩は変わらない｡ さらに

界はパイロット不足で自衛隊からの転職者が次々

悪いことに､ 最短距離をめざして､ 斜めに歩き

と入社していた｡

出した｡ おりしも一機､ 飛行機が最終進入に入

その後､ 折りにふれ交流があったが､ 昭和46

ろうとしている｡ このままではゴーアラウンド

年の初夏の頃､ 伊丹空港で出合った川西さんが

を指示しなければならない｡ さらに拡声器の音

｢こんど宝塚の丘に家を建てた｡ 夜景が素晴ら

量を上げて ｢そこの牛と人､ すぐ外に出なさい｣｡

しい所だから一度遊びに来ないか｣ と言うので

今度は聞こえたのか､ 急ぎ足で滑走路から出て

｢そのうちお邪魔します｡｣ と答え､ そのまま別

進入機は何事もなく着陸した｡

れた｡

現在の八尾空港は年間の着陸回数およそ29,000
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忘れもしないその年の７月30日､ 川西機長の

    
藤

田

順

吉

操縦する全日空68便が千歳から羽田へ向う途中､

航空部創部70周年､ おめでとうございます｡

雫石上空で訓練中の自衛隊機と接触 ｢アネーブ

現役の皆さん､ 諸氏､ 殊に今日までご指導

ルコントロール｣ の交信を最後に岩手県の山中

下さいました正田先生に心より感謝申しあげます｡
70周年という日を､ 私が健康で迎えられますこ

に墜落した｡
乗員乗客162名全員死亡という痛恨の出来事

とにこの上もない喜びを感じております｡ 61歳を

である｡ この時の副操縦士辻和彦君も関学の同

迎えた私としましては､ 今日が元気に過ごせる事

窓生であった｡

をうれしく思いますし､ ましてや私の大切な青春

この事故をきっかけに日本の管制のあり方が
見直され､ 今日の体制へとつながっていくので

の４年間であった航空部の70周年を皆様と共に迎
えられることは､ 望外の喜びであります｡
こうしてペンをとっておりますと､ 航空部の部

ある｡
航空の安全が多くの人々の尊い犠牲の上に成

室の景色､ 八尾空港､ 高松空港､ パチンコの練習
をした関大グランド､ その他限りなく､ 八木匡､

り立っていることを忘れてはならない｡

北尾直敬､ 牧野鐵五郎の三教官､ 牧野伊兵衛訓練
３. 昭和36年９月11日､ 八尾空港で第11回全日本

部長､ 又同窓諸氏のお姿をなつかしく思い出しま

学生グライダー競技選手権大会の関西・東海支

す｡ 本当に純粋な４年間であったと改めて思うの

部予選が行われた｡

であります｡ またそのような想い出と共に､卒業

関学航空部は第１部競技で私と木津谷君が１

後今日までの私の生活の中で､ グライダーから学

位､ ２位となり10月に八尾で開催される全国大

んだことが私の判断基準になっていることがいく

会に出場することとなった｡ このため９月中旬

つかあるように思えてなりません｡
サラリーマン生活を終え､ 新しい仕事にチャレ

には関東､ 九州から競技に使用する機体が集めら
れ､ 組み立てた状態で格納庫に収納されていた｡

ンジしようとしている今､ グライダーが教えてく

ところが９月16日､ 後に第二室戸台風と名づ

れた事を改めて噛みしめているところであります｡

けられた台風18号が大阪を直撃し格納庫が倒壊､

初めて−23に乗った時感じたことでありま

格納されていた競技用の機体が全壊し､ その年

す｡ 現役の方から見られれば､ −23なんて､

の全国大会は中止のやむなきに至ったのである｡

まずご存知ない､ 知っている人が居たとしても､

この時､ 関学の所有機である萩原式−22

現在では低性能で話にもならない機体でありましょ

機はこの格納庫に分解収納されていた｡ 格納庫

う｡ が私にはまさしく ｢へェー､ これがソアラー

は老朽化し雨漏りをしていたが､ −22型機

か｣ という一種のカルチャーショックを受けた記

は､ しっかりとビニールをかぶせ梱包してあっ

憶があります｡ 何しろ初級機と中級機しか知らな

たのが幸いし､ 被害は少なく､ 航空部最初の所

かった私には､ 感激の一瞬でありました｡ 初フラ

有機は命を永らえることになったのである｡

イトの時､ 感激しながら､ 自然にコースは中級機

(昭和37年卒)

と同じコースを取ろうとしました｡ 体がコースを
憶えていたのでしょう｡ 無意識の行動でした｡ 後
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渡

辺

幸

生

席の八木教官から ｢藤田､ まだまだ､ もっと直線

福井空港に於ける関大との合同会に参加し

を伸ばせ｣ とご注意を受け､ ハッと気がつきまし

て､ 懐かしい正田先生や先輩後輩の方々との再会

た｡ しかし八尾空港からどんどん離れて行きます｡

に加え､ 久し振りの体験飛行は時計の針を大きく

不安が高まりました｡ ｢帰れるのかなー｣｡ 搭乗前

過去へ戻してくれました｡ 折しも辰馬会会長

に教えてもらった滑空比のことなど頭にありませ

から執筆依頼を受けましたので､ 当時のアルバム

ん｡ 右旋回したい､ 八木教官の ｢マダマダ｣ とい

を眺めながら､ 愉快な青春時代の一コマを……

うお声､ ふらふらとした飛行であったことを覚え

当時関西では自前の機体を所有しているのは我

ております｡ その夜､ 機体毎の滑空比の違いを十

が関学のみ｡ よって他校が学連主体のクラス (腕

分理解しなければならない事を自分に何度も言い

前) 別の合同合宿であったのに比べ､ 我が校のみ

聞かせていました｡ その後のグライダー生活でこ

４年生から１年生まで一緒の単独合宿ができまし

の事がどの程度身についたか､ はなはだ怪しいの

た｡ しかも他校では中級クラスに昇格するまでは

ではありますが､ サラリーマンになってからは､

パチンコ専門であったが､ 我が校では入部するな

よくこの事を思い出しました｡

り萩原式−22型セコンダリーで大空での散歩

会社､ 社会のなかで自分の位置はどこにあるの

が体験出来ました｡ 諸氏の結束が固いのは､

か､ 自分の果たすべき責任範囲はどこまでか､ つ

この様な恵まれた環境を部員が共有出来た点では

まり自分の高度はいくらなのかということであり

ないかと､ 改めて良き伝統に感謝しています｡

ます｡ 責任範囲に合った高度を取らなくては､ 責

この様な環境下で当時のおもしろおかしい話題

任を果たせません｡ 私の現在までの日々は､ この

を２つ思い出しました｡ 現在と違って女子部員は

自分の高度と責任の範囲のバランスを取るという

(残念ながら) まれでしたので､ いきおい男子専

ことに終始して来たように思います｡ こう申しま

科となり､ 品位は必然的に低くなる点はお許しを…｡

すと､ 随分偉そうに､ 生意気に聞こえましょうが､

その１

排気ガス問題

｢排気ガス｣ と言っても自動車ではありませ

自分の行動基準の重要な一つであったと考えてお

ん｡ 人間の､ 健康な人ほど活発な

ります｡

です｡ しかも現在の様な

私は今､ 新しいスタートラインにたって､ より

奨励

一層自分の高度を上げたいと考えて居ります｡
た

どうぞ現役の皆様も､ 貴重な人生のひと時､ せっ

規制

例

のヤツ

ではなく逆の

です｡ 中にはそれをマッチで

燃やし

御仁も居ましたね｡ こんな秘話を小生の結

かく縁あってグライダーに乗られるのですから､

婚披露宴で同期の加藤昌紀君が暴露したのもつ

何かを得られて人生の糧にされるようお祈りいた

い先日の様な気がします｡
その２

します｡
益々関学航空部が発展されることをお祈り申し

ベサメムーチョ

経済学部所属の部員の多くが体育会で人気抜
群の片山ゼミヘ籍を置きましたが､ その片山ゼ

上げます｡
(昭和38年卒)

ミのコンパは､ ｢航空部員の ベサメムーチョ
ショウ｣ 抜きには語れません｡
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(昭和38年卒)


塚

本

哲


夫


中

一
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卒業して35年を過ぎたが､ 記念誌投稿のため久

自分の責任において ｢何でもしてやろう｣ と言
う思いで､ 航空部へは大学２年生の時に入りまし

川

しぶりに航空日誌を見る｡

た｡ 空への憧れはありましたが､ 決して熱心な部

私は昭和36年４月26日に入部したが､ 初搭乗は

員ではなく､ 他の方々に随分ご迷惑をおかけした

その４日後､ 何もわからぬまま４月30日､ 機種は

ように思います｡ 練習中での一つの体験が私の人

霧峰式はと−14型 (通称パチンコ) であった｡

生にも役立っているように思いますので記します｡

場所は関大校庭､ 科目は地上滑走｡ ちなみに滑走

それは当時の八尾空港で自動車曳航によるセコ

時間は３秒､ あっと言う間の出来事であった｡

ンダリーの練習の時でした｡ 限度まで上昇し ｢離

それから38年､ 昨年見学に行った妻沼滑空場で

脱｣ の声と共にワイヤーを切り離して､ 水平飛行

の全国大会はすべて外国製のソアラーであり､ そ

に入った時の事｡ はるか前方に空港への進入体制

の変遷ぶりに驚かされた｡

をとった小型飛行機を見つけた時の事でした｡ 危

昭和38年当時､ 我々の練習基地は主に八尾飛行

険を避けるため操縦桿を強く握り締め､ 上昇気流

場であったが民間機の発着が多く､ その合間を縫っ

を必死で求めて方向舵を踏んでいたのです｡ うし

てグライダーを飛ばすため､ 非常に効率が悪かっ

ろから突然 (あれは八木教官だったと思いますが)

た｡ また､ 他の大学や学連の中研との練習も重な

｢手も足もはなせ｣ と怒鳴られました｡ こわごわ

り､ スケジュールを取るのにも苦労したものであ

そのようにすると､ 機体は安定し､ 小型飛行機の

る｡ そのため比較的飛行機の発着の少ない､ 高松

方が我々を避けて､ 空港に着陸して行きました｡

空港や岡山空港にも遠征していた｡ 姫路市の北東

只､ これだけの事です｡ 卒業後の会社人生36年､
結婚人生28年の間に色んな曲面がありました｡ か

にあった鶉野飛行場も練習場のひとつであったが､
とにかく練習場確保には苦労したものである｡

たくなな信念で操縦桿を握り締め､ 方向舵を強く

このような状況の中､ 当時副将であった水谷千

押していた事もあるでしょう｡ そんな時どこから

尋が航空年鑑で飛行場を探していたら､ 鳥取に飛

ともなく ｢手足の力を抜けー｡｣ と言う声が聞こ

行場の跡地を発見した｡ 地図で見ると､ なるほど

えてきます｡ そこで力を抜いてあるがままの自分

それらしきものがあった｡ そこで､ ここが使えな

に返り､ 物事を明らかにする意味での諦めで､ 道

いものか､ ともかく調査に出かけることにした｡

が開いた経験もあります｡ 有り難うございました｡

昭和38年の暮れも迫るころ､ この調査には航空

(昭和39年卒)

部のトラックで鳥取まで行ったが､ 帰りはもう少
しで峠を越えるというところで雪になり､ スリッ
プで動けなくなった｡
チェーンの持ち合わせが無かったので､ 急遽ロー
プをチェーン代わりにタイヤに巻き付けたりもし
たが役に立たず､ 夜もふけてきたので､ たまたま
山道の側にあった物置小屋に入り､ 焚き火をしな
がら夜明けを待った｡
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翌朝､ 雪のため峠を越えることができないので､

ウインチに幾分か詳しかったため設計することに

再び昨日泊まった旅館に引き返したが有り金です

なった｡
曳航索のガイドのローラー部分は特注したが､

べてカニを買ったため旅館で電車賃を借りたのも

ボディ部分は中古の53年型ビュイックを解体して

懐かしい思い出である｡
この飛行場は鳥取市が管理していることを突き

使用した｡ ミッションとデフを直結して片方の後

止め､ とりあえず鳥取市役所を訪れ､ 観光課の課

輪を固定し､ もう片方に車輪の替わりにドラムを

長さんに会うことができ､ 使用の許可を得ること

取り付けるという方式をとった｡ 当時､ 私のおや

ができた｡

じが勤めていた鉄工所にビュイックを持ち込み解

この課長さんの名前は忘れましたが､ 非常に好

体と組み立てを行った｡ 我々もウインチのステッ
プや手すりを慣れない手つきで溶接機を持って取

意的で､ 旅館の紹介までしていただいた｡
旅館は千代川の河口にあり､ カニを水揚げする

り付けたものである｡ 何はともあれ中野式ビュイッ

賀露港に近い渡部旅館であった｡ のちに合宿の宿

ク型ウインチは完成した｡ 一応ドラムは動くとい

舎にも使わせていただいたところである｡ 夕食に

うテストは行ったものの､ 実際にグライダーを引っ

は宴会などで余ったカニが山ほど出て､ 今考える

張ったわけでもなく､ ぶっつけ本番で合宿に望ん

と贅沢な合宿であった｡ 課長さんは､ 我々が練習

だ｡

しているときはいつも見学にこられていた (多分

最初の鳥取での合宿は昭和39年３月25日〜４月

乗せてほしかったのだと思われる) が､ 一度も乗

３日､ 教官は八木教官であった｡ 教官もはじめて

せてあげなかったのが今になって悔やまれる｡

の飛行場の上､ ものになるかどうかわからないウ

次に気象状況である｡ これも紹介された湖山池

インチでさぞかし不安であったのではないかと思

近くの鳥取気象台へ行き､ 年間の気象情報を手に

われる｡ しかしながら､ 最初のフライトでウイン

入れた｡ ここは日本海に面しており､ 風が強く､

チはその機能を発揮し､ 新月号は鳥取の空を飛ん

特に冬場は北風のため滑走路は東西に向いている

だのである｡ このときの感激は昨日のように思い

のでグライダー向きではなさそうな状況であった

出される｡ これ以降､ 他の学校もここで練習をし

が､ 春先以降なら風も落ち着き､ 何とか使えそう

ていたようであるが､ 現在はりっぱな鳥取空港に

であった｡

変身している｡
これが鳥取飛行場開拓の顛末記であり､ 今思え

この飛行場は戦時中特攻隊の訓練基地であった
らしいが､ その後ほとんど整備されておらず､ 東

ば航空部時代のよき思い出である｡

西1,000､ 幅200の空き地は草地であり自動車
曳航はできず､ ウインチ曳航でなければならない
ため､ 急遽ウインチを作成することになった｡
さて､ 関西では自動車曳航が一般的でウインチ
は無く､ 実物も見たことが無かったが､ 学連の飛
行機班に入り､ 東京で合宿が多かった中野雅司が
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(昭和40年卒)


有

賀

成

信

高校卒業まで合宿なんて経験のなかった私には､

あった遮断機｡ 遮断機から地下道へと変化したこ

体育会それも航空部合宿なんておおよそ想像の枠

と｡ 正大寺本堂での寝起き｡ 風呂｡ トイレでなく

を遥かに超えた事態であった｡ そして､ それは昭

敢えて便所｡ 便所内にあった張り紙 ｢進入角に対

和38年６月頃に始まり､ ４年間続く事となった｡

する注意書き｣｡ 三度三度の食事をした食堂のお
ばちゃんの顔｡ 起床後空港までの駆け足｡ 訓練の
無い日の外出先であったライオン通りの餃子屋｡

｢八尾の学連格納庫｣
八尾は作家の今

東光氏の小説でしか知らない

場所｡ 八尾空港前でバスを降り､ 歩く事約７〜８

夏の夜はバカでかい蚊がでるので､ 蚊帳を吊った
記憶等々｡

分で漸く着いた｡ そこは､ 八尾空港敷地の最も西
｢鳥取は渡部旅館｣

端にあった｡

鳥取は賀露漁港の渡部旅館｡ まさに目の前は漁

雨が続くと格納庫前は水深20〜30㎝となり､ 蛙

港｡ 合宿は常に３月だった記憶がある｡

の水泳場所となった｡
合宿中には宿舎当番があり､ 言わば宿舎のお留

場所柄 ｢かに｣ が結構食事に出てきたのには驚

守番である｡ 彼が､ 晴れ間を利用して布団を天日

きだった｡ 昼の食事は､ 旅館作成の弁当だけが

干しをする｡ うっかりして取り込む時間が遅れる

｢バス｣ に乗って来る｡ それを当番がバス停に取

と､ 夜寝る時にはとてもじゃないが寝れたもので

りに行くという長閑なものであった｡ 弁当のおか

はない……｡ 消燈前のお遊びがあった｡ それは､

ずに ｢バイ貝｣ があり､ これは美味かった｡ それ

格納庫の斜めの梁にあたかも蝉の如く飛びつき両

以来 ｢バイ貝｣ は好物である｡ 飛行訓練場所は戦

手両足で梁を挟み､ そのまま我慢がどれほどでき

時中の特攻隊訓練基地跡地で滑走路は芝生であっ

るか競争するものだった｡ 我慢できずに落下する

た｡ ゴム索発航の訓練もあった場所でした｡ 雨が

姿は結構滑稽であった｡ 主に先輩諸氏がやってい

降るとすぐに水溜まりが出来て､ 故八木教官がス

たかと思う｡ 又､ 二階の先輩諸氏による一階の我々

コップ片手に水抜きをされていた｡
空中からの景色は ｢白兎海岸｣ ｢湖山池｣ が眼

に対するストームもあった｡
滑走路の27の表示位置から見た秋の夕日を今で

前に拡がり､ それはそれは風光明媚でした｡
ここでの思い出で､ 離脱後あまりにも向かい風

もはっきり覚えている｡ 大阪湾に沈む大きな夕日

が強く前進しない為､ くるりと向きを変え､ その

には荘厳さがあった｡

ままピスト方向へ進入着陸した事があった｡ その
時に偏流というものを体験し､ ハッキリと意識し

｢高松は正大寺｣
高松についてはかなり多くの人にとって思い出

た｡

が多い所とおもいます｡ 飛行訓練場所は定期便の
離発着するレッキとした飛行場 (現在の飛行場と

｢鶉野は公民館｣
鶉野は加西市北西部｡ 練習場は戦前の軍飛行場

は違う) でしたネ｡
私は次の事が鮮烈にうかんできます｡ 飛行場に

跡で爆破跡の残る滑走路であった｡ ここは､ 現新
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明和工業が戦前に川西航空機といわれた頃に ｢紫

うロケーションで､ まさしく水に囲まれた場所で

電｣ の試験飛行をしていた所であるとも聞いた｡

した｡ この地で藤江君と私が各々獲得高度1,000

当地での記憶で格別な事は殆どない｡ 強いて言

メートルを｡ 更に､ 私が､ ５時間滞空を達成した｡

えば､ 風呂帰りの車が用水路にはまり､ 皆で助け

あらためて､ 時の教官であった山田教官のご指

に行った事と､ 空中からの景色で農業用溜池の多

導に､ 感謝と御礼を申し上げます｡

い事に驚いた事ぐらいかな｡
このように､ 色々な所で合宿をしました｡ 練習
課目は直線・旋回・場周と進み､ 初ソロに出て､

｢富山は？？？邸｣
当地では何グループかに分かれて個人邸にお世
話になった｡ 大きな農家であった記憶がある｡ 又､

上空で ｢雄叫びをあげ｣ ,着陸を何とか ｢ドン着｣
でこなす｡ これでやっと一人前になったつもり｡

台風接近の報により田に積んであった稲を皆で納
屋に運んだ事も記憶している｡ 飛行訓練場所は高
松と同様､ 定期便の離発着するレッキとした飛行

どうですか？これを読まれて貴方はどんな事を
思い出されました？

場であり,神通川の河川敷にあった｡ ここまで書

私はここまで書いて来て､ ｢白い雲｣ ｢青い空｣

いて来てある事を思い出した｡ それは訓練中に便

｢いろんな風｣ ｢温度｣ ｢いろんな人の声｣ ｢共に合

意を催した為､ エイヤッで ｢野糞｣ を始めて経験

宿した人｣ ｢霧ヶ峰のパチンコ｣ ｢飛行機曳航訓練｣

したことであった｡ 股間を渉る風の心地よさと､

｢宙返り・キリモミ・レージエイトの操作｣ 等々

水面を行く ｢ぶつ｣ の様をまざまざと思い出した｡

が一度に浮かんできました｡ この後は､ 貴方の思

勿論の事水洗でした｡

い出を貴方の心の中で綴ってください｡
(昭和42年卒)

｢岡山は？？？寺｣
またまた､ お寺が登場する｡ 記憶では､ それほ
ど古いというイメージのないお寺でした｡ ここは､
私にとって思い出深い所なれど､ やはりこれと言っ
た記憶が少ない｡
本堂にある火鉢の中の､ 煙草の吸殻がやたらと
多かった事と､ 何故か ｢コンサイス｣ が､ しかも､
ページが半分以下になった状態 (ようするに､ ち
ぎられている｡) で､ すぐ側に転がっていた事を
そして､ 訓練中止になると､ 近くの焼肉屋へ皆で
教官といった事を思い出す｡
ここも､ レッキとした定期便の離発着する飛行
場であったが､ 北側に阿部池､ 南側に児島湖と言
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私が昭和39年に入部した頃は､ 地方の空港で合

高三で取得した普通自動車免許の御蔭で一回生

宿して練習しており､ 高松空港､ 鳥取空港､ 岡山

で早々と自動車係を拝命｡ 以後辛く悲しく楽しく

空港､ 富山空港､ 福井空港で鳥取だけがウインチ

嬉しいクラブ生活を送らせて戴きました｡ 初合宿

曳航であった｡ また八尾空港は中研で飛行機曳航

は兵庫県鶉野｡ 陸送の際､ ランドクルーザーに乗

をしていましたが､ 地方の空港も当時とは大部分

せてもらい感激

変わってしまった｡ 八木教官､ 北尾教官､ 山田教

昭和41年､ 夏合宿では高松へ陸送｡ 岡山県宇野

官等にお世話になりました｡ セコンダリーを主体

市から四国香川県高松市へ､ 宇高連絡船 (フェリー)

にソアラーと､ 今よりゆっくりしたスピードで飛

に乗せてもらい､ またまた感激瀬戸内海の静か

んでいた事が思い出されます｡

な波と青い月｡

２年の時､ 関西大会で２年先輩の中川さんが優

昭和42年､ 八尾空港陸送｡ 国道43号線尼崎付近｡

勝され､ 私が２部で５位に入賞しましたが､ 翌年

ガタンという大きな音と共に軽いショックで停止｡

から大会規定が変わって妻沼での全国大会になっ

何事かと後を振り返るとガリガリガイガーと言う

てしまいました｡ その為､ 関関戦が始まったので

風な音を出しながら､ 牽引していたはずのトレー

す｡

ラーが追いかけて来た｡ アワワワァードーン｡

第１回は関学が勝った記憶があります｡ ２回は

３回生斎藤太紀雄氏､ 同杉本守氏､ あっけに取ら
れるも逃げる余裕無し｡ 牽引車のフックに引っ掛

就職の為出場出来なくて残念でした｡
岡山での合宿で､ 滞空時間を獲得しに小山湖を
横断して山の斜面にとりついていた｡ 風が無くな

けるトレーラー先端のリングの溶接部分が剥落し
て脱落したのだ｡ 怖かった｡

り帰るのに全日空の定期便を待たせて着水しそう

昭和42年､ 岡山合宿陸送｡ 国道43号線神戸市内

になりながらぎりぎりセーフで戻り､ 管制官に謝

夜10時か11時頃｡ 何が何だか解らないまま､ 牽引

りに行った事など懐かしく思い出されます｡

車停止｡ 後を振り返るともうもうと白い煙が立ち

(昭和43年卒)

込めて､ 何事が起こったのか解らない｡ ゴムの焼
ける匂いが立ち込めた｡ トレーラーの車輪のナッ
トが脱落し､ タイヤが外れてしまい､ トレーラー
の車輪止めの所で回転し､ 鉄パイプと擦れ､ その
摩擦熱で白煙が発生｡ それにしても､ こんな深夜､
ガソリンスタンドや修理工場は何処も開いておら
ず､ 万事窮す｡ やむなく自己調達｡ 原っぱに捨て
られていた (と勝手に決めつけ) ダットサンブルー
バードのタイヤを､ 夜の闇に隠れ､ まず１本｡ ト
レーラーの車輪に取り付けてみた｡ サイズピッタ
シ｡ 斎藤太紀雄氏､ 立ちションスタイルで見張り
役｡ 杉本守氏と私で４箇所から１個ずつと思って
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みたが､ 対角線上に２個ずつ外して､ 装着｡ 再出

(西宮) へ午後11時過ぎには着くやろ｣ ｢アノー､

発｡ 目出度し目出度し｡

レポート提出が…｣ ｢それからなぁ八尾空港に府

【曳航車】

大のトレーラーが置いてあるから…｣ ｢レポート

真っ赤なフォードオープンカー｡ 神戸で騒音防

が…｣ その時は思いました｡ 上級生は鬼だ｡ 私は

止条例違反で捕まる｡ トレーラーと同様に引っ張っ

約660㎞走破｡ 可哀相に浜田君は不眠不休で約800

て行く事で警察と話がつく｡ 京大の曳航車を借り

㎞走破｡ 岐阜大の皆様､ その節は御世話になり､

る｡ これは､ 真っ黒なキャディラックか兎にも

有難う御座いました｡

角にも助手席のウィンドウガラスはベニヤ板｡ 床

【ボーシャン】

も無く､ 走行中は地面が後ろに飛んで行くのが見

昭和43年６月鳥取合宿､ ｢準備良し｣ ｢出発｣ ｢…｣

える｡ 岡山合宿の帰り､ 大型トラックの渋滞に巻

カクン｡ ｢索切れ｣ 後方監視の笠井君が叫ぶ｡ マ

き込まれ､ 前に進まない｡ スピード狂の泉谷君､

ニュアル通り曳航索を引きずったまま､ 滑走路横

やわら右側車線へ｡ 次から次へとトラックを追い

のショルダーの端まで曳航車を避難させる｡ ｢アッ

越して行くも前方よりトラックが｡ ｢御願い｡ 左

墜落する｡｣ 振り返ると尾翼の一部が見えた様な

に戻ってくれー｣ ｢アァーもうアカン｣ と思っ

気がしたが､ 松林の木々で何も見えない｡ 兎に角

た時､ 向こうもこっちもストップ｡ お見合い｡ こ

大変なことになったぞと心に ｢落ち着け｡ 落ち着

れも無茶苦茶怖かった｡

け｡｣ 現場に駆けつけて見ると皆必死で駆けつけ

【小休止】

てきた｡ 後席は白目を剥いて失神状態｡ 前席は顔

昭和42年岡山夏合宿｡ 昼の休憩｡ 隊列行進で一

が血だらけの上､ 内出血でバスケットボールの如

路宿舎へ｡ 前方より紺色の作業服で統一され､ 規

くパンパンに腫上がって判別が付かない｡ 管制室

律正しく歩行してくる集団｡ ｢アァー岡山刑務所

に救急車を要請してもらったが､ 墜落現場の松林

の軽量刑の屋外作業の連中や｣ 向こうは20人位

から運び出す事が出来ない｡ そこで､ 一年坊主の

でこっちをジロジロ｡ こちらも20人くらいだった

ツナギに松の木を通して､ 担架を作り､ 肌着も脱

けれど､ 向こうを正視出来ず､ 俯き行進｡ そうこ

がして､ 傷口に当てる｡ 80㎞／で鳥取市内を突っ

うするうち連中の中からクスクス笑いが起こり､

走るも､ こんなに遅く感じるとは｡ 二度と味わい

段々声を上げて笑い出した｡ そりゃ､ カーキ色の

たくない､ 情けない気持ち｡ ボーシャン約200発

ツナギはドロドロ｡ 顔は一皮も二皮も剥けて斑模

の寿命でした｡

様｡ しかし何でコイツラに笑われなアカンのやろ

【月星号】
昭和44年11月末､ 霧ヶ峰へ−23月星号を引

【関関戦】
｢ちょっと岐阜まで行ってくれ｣ ｢エェー何で

き取りに｡ 車山のヴィーナスラインは最後の紅葉｡

ですか｣ ｢アァ関大がなあ､ グライダー２機用

赤と黄色｡ 濃と淡｡ 緩やかなカーブを曲がる度彩

意してきてんねん｣ ｢アノー､ レポート提出の為

なす錦｡ 空は真青｡ 日本晴れ｡ 最高の陸送でした｡

に帰って来てるんですけど…｣ ｢浜田がなあ､ も

霧ヶ峰山頂の霧鐘の横にトレーラーを止め､ しば

う直ぐこっち (岡山空港) を出発するから部室

し景色に見とれる｡ 夕日に照らされるトレーラー
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岩

谷

雅

昭

の黄色い幌の関学航空部の力強い文字が黒々と輝

｢お−い岩谷遅かったな｡ いまから直ぐ後席に

いている｡ ４年間の陸送は数々あれどたいしたト

乗れ｡｣ 遅れて合流した合宿で杉本教官の開口一

ラブルもなく､ 嫁をもらいに行った気分｡ ３回生

番の言葉｡ ｢えーそんなの無理ですよ｡｣ ｢何言う

伊藤君が小走りで近づいてきて､ ｢ちょっと…｣

とんねん｡ 西田も浜田も昨日から後席でしっかり

指差す方から若い綺麗な女性とその母親と思われ

やってるんやで｡ お前もはよ後席やらんかい｡｣

る二人連れが歩いてくる｡ ｢関学の４回生です｡

到着した途端､ 後席に取り敢えず乗り込み後席チェッ

卒業記念に霧ヶ峰に旅行に来ました｡ うちの大学

クを受ける｡ 形通り高度100メートルで索を切ら

にも航空部なんて素敵なクラブがあったのですね｣

れ､ 緊急着陸の練習を済ませる｡ 最初から ｢この

黄昏時に話が弾み､ その後､ 大恋愛に発展……｡

辺で切られるだろうな｣ と予測しているから冷静

これは嘘｡

に対処出来るが､ 果たして練習生を前席に乗せ､

【関関記録会】

突然高度70〜80メートルで索が切れたら､ 冷静に

昭和45年３月末､ 福井合宿｡ 本来なら関関戦に

なれるだろうかと不安一杯で後席搭乗が始まった｡

なるはずのものが､ 技量的に揃わず､ 合同合宿記

後席搭乗を始めるとあっと言う間に300回､ 400回

録会となる｡ 確か数名の章と数名の初ソロが出

と搭乗回数が重ねられていく｡

たと思う｡ 最終日､ 翌日は卒業式｡ 早く帰らなけ

｢車と同じでグライダーも慣れて来たら簡単な

ればと思ったけれど｡ 今でも､ その時の自分が理

もんや｡ まして搭乗回数が比較的多い練習生が前

解出来ない｡ 陸送は後輩に任せて､ どうして

席の時は､ 今まで余り見られなかった地上の景色

で帰って来なかったのか卒業式当日､ 昼過ぎ西

を眺められて､ こりゃ楽しいわ｣ と慣れきってし

宮に到着｡ 案の定､ 卒業式は終わっていた｡ 体育

まった頃の鶉野飛行場での出来事｡ 横風の強い日

会の集合写真に写っているのはジャンパーに長靴｡

にベテランの練習生を前席に乗せて､ 全てを任せ

生協食堂のおばちゃんに ｢アァー､ あんたやっぱ

きってなんとなく､ ボンヤリと後席に乗っていた｡

り落第か｣ 主将吉田君は中退して日航へ｡ 主務

前席から ｢左旋回します｣ の声に ｢あぁ｣ と答え

寺田君､ ロサンゼルスで日米の掛け橋｡ 稲田君兵

て長閑な下の景色を眺めていた｡ ｢なんか見慣れ

庫県庁｡ 泉谷君｡ 笠井君航空大学校教官｡ 北野

ん景色やな｣ と思ってハッと気が付いた｡ 丁度旋

君関西ペイント｡ 皆､ 元気にしてるかい｡

回途中で滑走路を背にしていたが､ 振り返ると遥

(昭和45年卒)

か後方に滑走路が浮かび上がって見えている｡
｢えらいこっちや｡ こらあかん｡｣ と慌てて前席に
｢手を放せ｡｣ と叫んで急旋回で滑走路に機首を向
けた｡ 横風の強い日にバンクの浅いダラダラ旋回
をしていたので､ 風に流され滑走路から大きく離
れている｡ ｢こんな日にウッカリしていたら､ こ
んな事になるのは常識なのに｡｣ と後悔しながら
機内で足でも漕ぎたい気持ちで滑走路に向かった｡
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植


戸

和

義

ピストからはトランシーバーで ｢風に流されてい

昭和42年社会学部に入学し､ ４月に同級生の高

るぞ｡ 早く戻れ｡｣ とがなり立ててくる｡ 前席も

尾君に誘われ､ 航空部の活動内容も解らぬまま入

不安げに ｢滑走路迄戻れますかね｣ と聞いてくる｡

部し､ 活動期間３年を過ごし､ 無事卒業致しました｡

内心は ｢そんな事解るか｣ と思いつつ､ 口では

最初の合宿は岡山空港でした｡ 合宿は夜が明け

｢大丈夫や｣ と言いながら､ なぜか浮かび上って

ぬ内から､ 日暮れまであり､ 楽しさよりもしんど

見える遠い滑走路を恨めしく睨み､ 自分の心臓の

さだけが残り､ 毎日毎日､ 早く合宿が終わればと

バックンバックンと言う音を感じていた｡ やっと

祈る日々でした｡
その後､ 鳥取空港､ 福井空港､ 富山空港､ 関東

の思いで滑走路に真横から切り込んで着陸した｡
｢いやー､ ちょっと任せすぎましたわ｡｣ と誤魔化

の妻沼滑空場 (青山学院の９割が女性部員で､ 嬉

しはしたが､ 注意力散漫な自分には教官は向いて

しい合宿でした｡ 但し男性部員１名)､ 鶉野の旧

いないなと実感した｡

飛行場跡と渡り歩いた合宿を経験させて頂きまし
た｡ 同期生９名､ 後に西田君が加わり10名の結束

その後､ 私には､ もっと向いていないと自覚さ

の固い､ 泥沼に足を突っ込んだような､ 抜けるに

せられた決定的な欠陥が有る事に気が付いた｡ 10

抜けられない間柄となり､ 今となれば､ 本当に楽

数年後､ へっぴり腰で屋上から下を覗いていると

しい時期を過ごしました｡

妻が指摘した｡ ｢前から思っていたんだけど､ ひょっ

実働３年の間でグライダー事故を２回も起こし

として高所恐怖症と違うのよくそんなので空を

たのは私達だけです｡ その内の１度は私が起こし､

飛んでたのね｡｣

今でもその時の状況を忘れる事はありません｡
場所は鶉野飛行場｡ 時は冬の寒い日でした｡ 私

以来､ 自分で操縦して空を飛ばない事にしてい

にとって２回目のソロ飛行で､ 第３ポイントで飛

る｡
(昭和46年卒)

行場を確認し､ 風が凄く強く感じて､ そのまま旋
回進入しようと思い､ 偏流をとろうと操縦桿を左
へ倒したが､ あっと言う間に流され､ 気が付くと
着陸すべき飛行場が遥か遠くに見え､ 次に電柱と
電線が見えたのが最後で､ 後は誰に起されたのか
定かでなく､ 養鶏場の片隅に着陸していました｡
(後日､ 口の悪い仲間は亀 小生のニックネーム
が首をすくめて､ 甲羅の中に入り込んだお陰で､
怪我もせず､ 着陸したと皮肉られました｡)
その後､ グライダーに乗るのが怖いと思いまし
たが､ 怖さも日々和らげられ､ 教官同乗で搭乗さ
せて頂きました｡ この時以降単独飛行はありませ
んでした｡
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的

場

春

樹

活動の歴史や又人間の記憶には､ 余り語りたく

の服で廃油等で真黒になって自動車を解体し､ 或

ない思い出も有ります｡ 我々の世代にとってそれ

る家の屋根裏の部屋で疲れをいやし､ 時には酒を

は､ 事故の思い出です｡ しかし､ それを語らなけ

飲みながら､ 関学航空部の未来の姿でも想像しな

ればならないのかもしれません｡ 日時等の詳かな

がら､ 話に花を咲かせていたのです｡ 解体業の職

事は､ 省きましょう｡

を選んだのは､ 一に､ 休みが一週間の長さに渡っ

とにかく錐揉みによる墜落事故が､ おきたので

て自由に取れるからです｡ つまり､ その休みとは

負傷という悲しく､ そ

航空部の合宿です｡ この２人の努力以外にも全員

して強烈な一日でした｡ 各部員の心にしみついた

の協力､ 諸先輩の御援助があったからこそ､ あの

あの光景は､ 忘れられないものとなりました｡ し

時の部の一大危機を克服できたのですが､ やはり

かし､ そんな記憶も十数年の歳月の流れの中で風

この両先輩の解体屋勤めが､ なければ､ その後の

化していきましたが､ 逆に､ 朧げの中から鮮烈に

活動に大きく影響が出たでしょう｡ 例えば､ 多数

浮かんでくる一連の記憶があります｡

助教が誕生した事等があります｡

した｡ 前席

重傷

後席

事故の後､ 部は謹慎処分として合宿活動を一年

此処まで書いて今感じている事は､ 表現力の貧

停止､ その為部員の技能の向上はおろか低下とい

しさです｡ もっとこの両氏の姿を描きたいのです

う憂うべき状態となり､ 自前の教官､ 助教の育成

が､ これ以上の力を持っておりません｡ 只一つ言

はもう当り前の方法では絶望的でありました｡ 一

える事は､ 就職という人生に於いて大きな事を拒

年間の活動停止が終りを告げた時､ 私は３年生､

否して､ 部の再建に心血を注ぎ､ 見事やり遂げた､

この年の合宿数は10合宿を超え､ 通算すると､ ５

あの生き様を近くで見れたという事は､ 私にとっ

日に１日は航空部の合宿があった訳です｡ 事故の

て大きな事でした｡ この時代の種々のエピソード

後､ 退部する者が無かったのも驚くべき事でした

は､ まだまだありますが､ それらは又､ 他の人々

が､ その後のかなりハードな部活動を全員が支え

によって語られることでしょう｡
最後に､ あの時代の部の皆様に､ 良い思い出を

たという事も誇りに思っていい事だったでしょう｡
私共の学年は３年生になっても一年の停止の為､

どうも有難う｡

技能的には２年であり､ 頼みとする杉本助教等の
学年は卒業の年であり､ そのままでは､ 自前の教
官による単独合宿等は､ 向う何年間は望めなかっ
たのです｡ そして､ 我々の学年は４年になり､ 橋
本先輩等の学年は卒業をしてゆくのですが､ 実は､
杉本氏､ 橋本氏は就職せず､ 自動車解体屋でアル
バイトを続け､ 関学航空部の再建の為､ 血のにじ
む様な日々を送られたのです｡ 今では両氏とも一
人はパイロット､ 一人は家具関係の経営と立派に
やっておられるので想像し難い事ですが､ つなぎ
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高

尾

政

秀

立

マー達の

狭き門

プサウンズ ､

大阪万博 ､

雄

月Ⅱ世号､ 防風林の砂地へ墜落した｡
｢早く木を切れ!!｣ 最初に意識を取り戻したと

と言われ､ 一方､ 社会的には

大学紛争 ､ 全共闘 ､ ミニスカート ､ グルー

茂

昭和43年 (1968年) ６月22日､ 鳥取空港にて新

私達が大学生活を送った昭和42〜46年はまさに
日本経済の高度成長時代であり､ 戦後ベビーブー

松

き､ 聞こえたのは北野先輩の声｡

業者食堂のカツ丼

｢前の車何しとんねん!!｣ 二度目に気づいた時

又､ 航空部で行った

夜中のダイエーの蛍光灯拭

は救急車の中で､ その声は橋本先輩の声｡ 横にい

き ､

のアルバイト等々､ 今思え

た吉田先輩のさけび声｡

仁川の競馬場

ば懐かしい文言を思い出します｡

そして､ 自分の身に何が起きたのか解ったのは､

航空部生活で私にとっての大きな出来事と言え
ば､ 不名誉な ｢鳥取空港でのボーシャン墜落事故｣

手術前に目を開けた時｡ 山本先輩から ｢キリモミ
で墜落した｣ と聞かされた時だった｡

と嬉しい ｢初ソロ飛行｣ です｡ 前者では高性能機

今でもその声は忘れていない｡

体ボーシャンをつぶしてしまいましたが､ 幸い搭

この事故は小生にとって､ 後の学生生活､ そし

乗者の杉本先輩､ 同期の立松君共々大事に至らず､

て社会人となり年を重ねて来た現在まで､ 大きな

全員が胸を撫で下ろしました｡

プラスとなりましたが､ 決してマイナスにはなり

この大事故の後も､ 我々同期10名は誰一人の退

ませんでした｡ それは親友と呼べる我が航空部同

部者もなく､ 無事卒業迄続ける事が出来ました事

期の結集力や良い先輩を持てた事等です｡

を､ 誇りに思っています｡ 後者は､ 約60発目位の

事故当時の新聞のコピーを同封します｡

福井空港合宿の時であり､ 不安､ 勇気､ 緊張の中

年が過ぎるのは早いもので､ 小生の次女 (平成

での初体験を今でも覚えています｡

９年社会学部卒業) が2000年９月15日にランバス

こわい先輩､ 個性豊かな同期の面々､ 素晴ら
しい後輩達と共に送れた４年間を懐かしく思うと

礼拝堂で挙式しました｡ 我が関西学院の時計台は､
いつ見ても良いものでした｡

共に､ 70周年を迎えた関西学院大学体育会航空部
が､ 益々輝かしい未来に向かってはばたく事を祈
念致します｡
(昭和46年卒)
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濱

田

博


夫

西


田

利

博

小さい頃から飛行機が好きで､ プラモデルをよ

昭和42年入学の我々にとって忘れられないもの

く作っていました｡ 関西学院大学に入学し､ 直ぐ

の一つが学園紛争です｡ 昭和42年９月に明らかに

に航空部へ入部｡ とうとう時期が来たのです｡ 自

なった学費値上げに対する反対運動から始まった

分で空を飛べる時が｡

全共闘と学校との対立は､ 全国的広がりもあって

初飛行は確か霧ヶ峰合宿でプライマリー｡ こん

結局３年あまり続くことになります｡ 我々航空部

なのがグライダーかと思う飛行でした｡ でもグ

の部員の中でも当初はいろいろな意見があり､ 全

ライダーで空へ上がっている｡ こんな素晴らしい

共闘と出会えばしょっちゅう喧嘩するものもあり､

体験が出来て､ とても良かった｡

全共闘寄りの部員もいて長い間合宿もせずにいま

23  ､ 23  ､ 三田､ BOCIAN これだけの機

した｡ その間にはグライダー運搬用のトレーラーが

体に乗ったはずです｡ 初ソロは福井空港｡ やった｡

全共闘に持っていかれてバリケードに使われ､ 橋本

初めて自分一人の力で飛ぶ｡ この初ソロ､ 一体ど

さんが決死の覚悟で取り返しにいくということもあ

のように飛んだのか､ 今となっては､ 覚えていま

りました｡ 大袈裟なようですが､ 後に連合赤軍が

せんが､ とにかく無事着陸しました｡

仲間まで殺すようになりますが､ この当時でもゲバ

その後は助教として､ 鶉野での索切れ､ 鳥取で
のピッケ等､ もうこれまでかと思った事も有りま

棒で殴りかかるのは当たり前という雰囲気がありま
した｡

したが､ その度に幸運に恵まれ､ 着陸出来ました｡

紛争が長期化し学校にいっても封鎖されて授業

今もその時の経験が仕事でも生かされていると思

がないという中で､ 一部の部員の中から合宿をし

います｡ 又､ 結婚も､ 家を建てた時も､ 航空部の

ようという話が持ち上がりました｡ 部員全員に相

関係ですし､ 現在仕事の上でも航空部の人達との

談しましたが､ このような時期に合宿をするなど不

係わりは絶えません｡ 気軽に話が出来､ 何年も会

謹慎であるという意見も出てまとまりません｡ そこ

わなくても､ 会えば､ 昨日別れたかのようになる｡

で杉本教官に相談したところ､ 希望者だけでやろ

10人の同期､ 70年の歴史の中での先輩方や後輩達

うということになり準備にかかりました｡ 飛行場は

に恵まれた関係を､ これからも大切に続けて行き

当時よく使っていた鳥取空港､ 福井空港､ 富山空

たいと思います｡

港は急なことで使えず､ 鶉野飛行場という自衛隊
(昭和46年卒)

の臨時飛行場を使うことになりました｡ ここは滑
走路を農道が２本横切っており､ 道路監視が何人
も必要な不便な空港ですがしかたがありません｡ グ
ライダーは −23 を使い､ 曳航車は関大のクラ
イスラーを借りることになりました｡ 器材の準備も
終わりいよいよ合宿ですが､ 肝心の参加人数が思っ
たより少なく本当にこれで飛ばせるのかと心配にな
りましたが決行です｡
当日私は一人で関大の曳航車を借り､ 鶉野飛行
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小

松

永

幸

私が航空部に入ったのは入学して同じクラスで

場にむかいました｡ が運悪く途中でエンストです｡
あっちこっち電話をかけまくって､ 何とかエンジン

席が偶々隣り合った的場君の誘いがあったからで

がかかり飛行場までたどり着きました｡ もう全員が

す｡ 講義が始まって２日目位だったと思います｡

そろっていましたがその人数の少なさに唖然としま

｢今週末から合宿が始まる｡ 新人優先｣ との話で

した｡ 今まで何度も合宿をしてきましたがこんなに

入ってみようかなと思い､ 部室に行ったのが４年

人数の少ないのははじめてです｡ ほんとうにパラパ

間の部生活の始まりでした｡

ラとしか人がいません｡ しかし全員が整列して練習

初合宿は旧岡山空港で､ 現在の空港とは違い､

開始です｡ 杉本教官の注意もおわり､ 各人が持ち

浜に近いところでした｡ 宿舎へ帰って､ 風呂は教

場に散っていきました｡ 出発用意の号令がかかり

官､ 上級生が入り､ 下級生は近くの銭湯に入りに

翼端があがってまたまたびっくり､ 滑走路にはピス

行きました｡ 帰り道のお好み焼屋で食べるヤキソ

トの班長１人と翼端持ちの２人しかいません｡ し

バ等が非常に美味しく感じられました｡ 岡山空港

かしともかく合宿１発目は無事出発し無事着陸し

には１日２便位の定期便があり､ その発着の間は

ました｡ それからは人数が少ないだけ一人一人の

訓練出来ず待機になっていたのですが､ 疲れてい

自覚が高く､ １人で２人分のしごとをこなし､ 気

たのか､ その間はほっとした感じだったのを覚え

が張っている分疲れもいつもより感じなかったよう

ています｡

に思います｡ 人が少ないため１人あたりの回数が

合宿が終わって使用機体の−23の破損が若

多いというメリットもありました｡ ともかくこのよ

干あったので､ 八尾空港内学連格納庫で修理の手

うにして無事合宿を終わることができました｡

伝いに八尾空港通い等､ 今となっては､ 本当に懐

今にして思えば道路監視に４人も必要な空港で､

かしい思い出です｡

わずか９人ほどでよく合宿できたものだと思います｡
学園紛争という閉塞した状況にあって空を飛びたい
という思いが強かった青春時代の忘れられない思い
出です｡ その後は杉本教官のおかげで合宿をやりま
くり､ ボーシャン墜落以来他校に後れを取っていた
飛行回数も増えていきました｡ ただ残念なのは４年
の航空免許実技試験が中止になったことです｡ 杉本
さんが教官になってからの関学航空部の伸び方を肌
で感じ､ 教育証明が取れれば誰かが大学に残って教
えることも考えていただけに非常に残念でした｡
今は助教の制度もなくなり教育証明を取るのは大
変だと聞いていますが､ 現役の諸君にはぜひ頑張っ
て学生教官をつくっていただきたいと思います｡
(昭和46年卒)
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畠

山

光

義
｢無事だったので｣ と言って帰ってもらった｡

【初ソロ編】
初ソロは鶉野飛行場にて−23ででました｡

【悲しい出来事編】

教官が無線で ｢回れ｣ (第４施回) ｢よーし入

私は汚い下宿に名大の航空部員を泊めたことが

る入る｣ (ショートしないでランウェイに着陸で

あります｡ 一人は岐阜県関市の出身で､ もう一人

きると言う意味) と言ってくれた｡ 最後はダイブ

は東京世田谷の出身でした｡ 私が卒業して１年ぐ

ブレーキを使って着陸したのだから高度は余裕が

らい経った頃､ 仲の良かった２人はグライダーを

あったのですよ教官｡ 心配しないで下さい｡ 同級

陸送中に東名高速道路で事故にあい亡くなってし

生の中で初ソロに出たのは私が最後だったがうれ

まったということでした｡ ２人が仲良くグライダー

しかったです｡ 教官御世話になりました｡

に同乗して飛んでいる姿を想像してお別れにした

【恐い上級生編】

いと思います｡

クラブ生活にもだいぶ慣れてきた１年生の秋の
合宿で､ 後期試験のため１日遅れて上級生がやっ
てきた｡ 上級生９人が横一列に並んでこちらに歩
いてくるではありませんか｡ まるでテレビで刑事
ドラマを見ているようで､ 別に悪いことはしてい
なかったのですが迫力がありました｡
【墜落編】
私は墜落するグライダーを２度も見てしまった
のです｡ １度目は鳥取空港でボーシャンがスピン
して松林に墜落するのを｡ その時私はピスト付近
に居た｡ 墜落したグライダーに向かって全員が走っ
ていった｡ 松林の中は昼間でも薄暗い｡ グライダー
にたどり着くと後輩の島本君が教官を ｢しっか
りしてください｣ と後ろから抱きかかえて引っ張
り出していた｡ 前席に居た君は砂に埋もれるよ
うな格好で気絶していた｡
２度目に見たのは鶉野飛行場で､ 私が初ソロに
出た日､ 低い高度で建物の屋根の向こう側にグラ
イダーが消えてしまった｡ 私は慌てて近くの家で
電話を借りて救急車を呼んだ｡ グライダーの側へ
行ってみると､ 君が ｢何ともあらへん｣ と言い
ながら元気に立ち上がったのでほっとした｡ なぜ
か救急車と警察が一緒に来たので救急車の人には
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田

中

一

以
自分では大会前から50㎞距離競技を楽しみにし

私が４回生の時代で思い出すのはやはりK８B

ていました｡ 関西では距離を飛べる場所は無かっ

の事になるでしょう｡
単座グライダーの所有という長年のわが部の念

たので､ 離陸した滑走路に着陸しなくても良いと

願がかなった年でした｡ 購入に際しては特に１年

は何と楽しい事かと心待ちにしていたのです｡ 競

先輩の方たちが中心になり資料集め､ 機体選定､

技当日､ 天気は良く､ 後はサーマルの具合と離陸

購入費用の調達等大変な労力を払われていました｡

順次第かなと思いながら待っていました｡

また､ の皆様方からも多大な助言をいただき

１回目のフライトではサーマルを見つけられず

ました｡ 申し訳ない事に自分はその３回生の時に

通常の周回で帰ってきたのですが､ 最終進入コー

何をしていたのか……思い出さないのです｡ きっ

ス上でサーマルにあたり思わず旋回をし､ 何分か

と何もして無かったのでしょう｡ 資金稼ぎのバイ

奮闘していたのですがピストから進入機があるか

トは数多くした記憶だけは今もありますが､ 労働

らコースから出るように (当たり前ヤロ…) 指

力として少しでも役に立てたのかも知れません｡

示があり着陸することになりました｡
２回目のフライトを待っている間にサーマルを

当時の資料を震災の時に全て無くしてしまい､
誠に記憶が曖昧なのですが､ K８Bが日本に届い

捉えて何機か高度をとりだしたのでチャンス到来

たのは１月前後だったように思います｡ 八尾空港

と離陸｡ 離脱後はタイミング良く強いサーマルを

にて梱包をほどきましたが､ それ以前に Ka６を

捉えることができ高度が稼げたので､ 利根川沿い

見ていたので実物を目の前にすると金魚のような

のコースは止め関宿への最短距離の方向へ次のサー

機体だなというのが第一印象でした｡ 複座機から

マルを期待しながら機首を向けました｡ 途中２回

競技用ソアラーへの練習機というような位置づけ

ほど高度を回復し､ ウーン快調と景色を眺めなが

の機体なのでそれなりに愛嬌があり親しみが湧い

ら飛んでいたのですが､ 30㎞付近からサーマルが

たのを思い出します｡

見あたらず高度を失いだし､ このまま最短距離で
サーマルを探すか利根川に近づきながら探すかぎ

その年の２月に全国大会があり､ その時に耐空

りぎりの高度になり､ 利根川の方向へ機首を向け

検査を受けたように思います｡ 私は幸運なことに

ました｡ サーマルが見つからず関宿の手前の着陸

全国大会にK８Bで出場することが出来ました｡

場に着陸しようと決めたのですが､ 残念ながらそ

全国大会の場で初飛行というぶっつけ本番での出

こにも戻れそうもなくなり､ 不時着場所として河

場でしたが､ 初めて飛んだときには動きが軽い機

川沿いの田んぼに目標を定めました｡ ただ､ 田ん

体だなと感じました｡ それまでに単座機で飛んだ

ぼ自体面積が小さく長さもなかったので､ ピンポ

事はなかったですし､ −23での飛行が殆どだっ

イントの接地をしなければだったのでどこ

たので､ そりゃー､ 違うのが当然ですね｡

まで着陸スピードを落とせるか､ どのポイントで

その大会での成績ですが､ 最初の三角周回コー

失速さすかの勝負でした｡ 普段はどれだけ滑らか

ス競技は周回をクリアーし､ まあまあイイ感じで

に着地をするかをイメージしていたのですが､ は

一応満足して終わりました｡

じめてドッスンのイメージを描きながらポイント

― 584 ―


藪謙一郎
北本憲治
古江一泰





渡辺義晃 前田 亨
小森嘉之 臼井明彦
(代表 前田 亨筆)

をねらう事になったのです｡ 田んぼの手前で失速
1969年 (昭和44年) ６月末の昼休みに梅雨の中

さすつもりでスピードを殺していったのですが､
自分で思ったポイントより手前で失速状態に入っ

を入部のため､ 航空部の部室に向かった｡ 啓明寮

てしまい一瞬あせりました｡ 却ってそれが良かっ

の横に ｢新月Ⅰ世｣ (H−22B)*が､ 枠だけの箱の

たようで田んぼ内に無事落下し､ 土のせいもあり

中に収められていた｡ その横を通り､ 部室に着く｡

接地から５ほどで止まったのです｡ 機体には何

それはあばら家であった｡ 部室の前で､ ｢新月Ⅱ

の損傷もなく､ 私も何事もなく着地できてやれや

世｣ (ボーシャンID) の残骸で焚き火をする部員

れでした｡

の姿があった｡ 当時部員は､ 10人少々の４回生と

K８Bにとっては日本到着､ 初飛行､ そしてま
もなく不時着も経験するという不本意な出だしだっ

田中､ 藪の両３回生､ そして､ 同期となる両渡辺､
小村､ 大久保の１回生の面々であった｡

たかも知れませんが｡ また､ 後輩達もこんなとこ

その年の新人合宿は鳥取空港での最後の合宿と

ろへ迎えに来るとは思ってもいなかったでしょう｡

なったものであったが､ すでに終わっていた｡ こ

私もサポートに来てくれていた後輩たちには関宿

れより一年半以上の間､ 関西支部で滑空練習が出

に迎えに来てもらうつもりだったのですが､ 残念

来るのは､ 福井空港のみとなる｡

な結果でした｡ わざわざお越しいただいた正田先
この夏､ 関学曳航車 (プリムス

生はじめ､ 私一人の大会参加の為に､ 何人もの後

Furry) を福

輩達がサポートに来てくれていたのに成績が残せ

井空港での他大学 (関西支部・東海支部) の合宿

ず誠に申し訳無いことでした｡

に貸し出すことになり､ それを利用して､ 他大学

今から思い返しても航空部時代の先輩方､ 後輩

の合宿にもぐりこんだものである｡ 前期試験がま

達との出会いは何物にも代え難い財産だと思って

だ９月後半にあったので､ ７月初めから阪急電鉄

います｡

｢阪神国道駅｣ 近くの製氷会社で皆がバイトした｡

一回生の夏に鳥取空港で関学のグライダーが墜

そして､ この夏､ ５合宿に加わった｡

落したという新聞記事を読み､ はじめて航空部の
存在を知り､ 部室を訪ね入部以来､ クラブ運営に

福井空港での滑空練習の一日は日の出とともに

関しては主務をしていた藪君に切り盛りをしても

行われる ｢機体のチェックフライト｣ から始まる｡

らっていたし､ 先輩には色々面倒を掛け､ 後輩に

夏場の起床は朝の５時から５時半の間であった｡

も助けてもらい､ 私は好き勝手させてもらったよ
うに思っています｡

(準備が悪いと４時半の起床という日もあったが､
その前日は午後７時半宿舎前で解散､ 午後８時半

この誌面を借りて改めて正田先生､ 諸先輩方､
後輩達､ 皆様にお礼申し上げます｡

消灯というもの凄さ｡) 500メートルほどのピアノ
線で曳航車とグライダーをつなぎ､ 凧揚げの要領

(昭和47年卒)

でグライダーを高度300メートル少々まで曳きあ
げた｡ 練習用複座滑空機としては､ ｢H−23C｣ が
主流で､ 自転車振興会の援助で学連が購入した
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時､ 福井空港以外の練習場所がなかった我々にとっ

｢三田Ⅲ改｣ が普及し始めていた｡
９時からは北尾教官がパイパーを操縦してお出

ては､ 関西支部だけで使用できる唯一の練習場で

ましになり､ 飛行機曳航訓練に切り替わった｡ 夕

あった｡ だが河川敷であるため､ 自動車曳航から

方は再び自動車曳航の練習に戻り､ 日の入りまで

ウィンチ曳航への移行が必要となり､ アスファル

練習が続いた｡ 昼食は空港ビルのレストランで取

トの滑走路から土の滑走路､ ピアノ線からワイヤー

れたが､ 訓練中､ 水を飲むのは飛行前のみ許可さ

索にかわり､ 滑走路と索の点検の仕方も距離も大

れた｡ 暑い滑走路に一日機体押しと索点検に走り

きく変わった｡ 索修理も､ 当初は銅パイプは費用

回っていたので､ これはかなり辛いものがあった｡

がかさむので針金で行っていた｡

この年の11月､ 西田､ 畠山両先輩と全国大会の

機体購入にあわせて､ ウィンチ作りを計画｡ 兵

下見をかね､ 妻沼滑空場での青山学院の合宿 (塩

庫三菱ふそうからディーゼルエンジンと台車を寄

谷､ 秋月教官) に参加した｡ 小学校の校舎を用い

付していただき､ 大阪の町工場で完成させた｡

た宿舎は､ 福井のたこ部屋とは比べものにならな

｢関学ウィンチ２号｣ である｡ 翌１月 (1971年)

いくらい良く見えた｡ 原田教官がいろいろ皆を指

に ｢K８B｣ が八尾に到着した｡ ３月､ 全国大会

図しておられたのが思い出されます｡ この頃から､

にこの機体で田中一以先輩が出場された｡ その後､

第２妻沼滑空場が開発され始めておりました｡

命名式を銀座通りと社会学部との間､ 現図書館西
で行った｡ 勿論､ ｢新月Ⅲ世｣ と命名された｡

翌年､ 全国大会の後､ ｢K８B｣ の活躍が話題と
なり､ 新機体購入の第一候補として､ 同機が浮上

新機体購入の喜びの一方､ 苦難が始まった｡ 進

した｡ 同年８月に同機購入の契約がなされたもの

入灯の設置に伴う福井での自動車曳航訓練の廃止｡

の､ ９月に新幹部交代があったため､ その後の購

トレーラーの規制｡ ＯＢ会の事故に伴う加古川滑

入準備から機体導入まですべてをまかされること

空場の閉鎖｡ 飛ぶところを求めての放浪が始まっ

になった｡ 航空局への申請､ 輸入業者とのやり取

た｡ 霧ヶ峰での単独合宿｡ このとき､ 小松飛行場

り､ 学連への申請､ 大学学生課との相談や陳情､

で双発機の訓練時期であった杉本先輩が霧ヶ峰上

援助金の願い｡ 特に､ 学生課におられた諸谷氏には

空に飛んで来てくださりダッチロール｡ 皆で思いっ

親身に相談にのって頂きました事を今も感謝いたし

きり手を振って御礼をしたものです｡ 妻沼では､

ております｡ 同回生たちも､ この年に入部した小森､

第２妻沼滑空場が開発されていたので､ 我々も

臼井､ 草場､ 古江らと共に､ ＯＢへの寄付のお願

｢K８B｣ を持っていくことを条件に､ 東京理科大

い､ 御中元時期の大丸の配送センターでのバイト､

の協力を得て､ 単独合宿を行うことができた｡ 更

製氷会社でのバイトに精を出していました｡

に､ 関宿での単独合宿を行った｡ 陸送メンバーは
本当にご苦労様｡

滑走路開発が最重要課題であった関西支部では､

関西支部では､ 岡山県吉井川の滑空場開発に踏

加古川滑空場を開発､ 使用することとなった｡ 当

み切り､ 滑走路整備にかり出された｡ 転々とした
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友と過ごしたあの空の日々
吉

井

省

三

関学航空部70年の歴史の中で､ 昭和48年から52

後､ やっとホームグラウンドを得ることができた

年まで我ら52卒業組が過ごした４年間は､ 本来の

思いでした｡

航空部の活動という意味では表現は悪いのですが
1972年３月の全国大会で事故が起こり､ 以後､

暗黒の４年間であったのかも知れません｡ とにか

我々の代では､ 試合というものが一切行われなかっ

く毎回合宿を行うことが最大の目的であり､ 教官

た｡ にもかかわらず､ 北本､ 宮らの新入部員が入

の手配､ 機体の保険料や合宿費の工面､ 機体・機

り､ クラブは賑やかに全学年が揃いました｡

材の調達チェック等､ とにかく毎回準備に必死で
あった事が思い出されます｡ その意味では技量を

話がこれで終わらないのがこの年代の凄さでしょ

磨き競技に備えるといった本来の目的にはほど遠

うか｡ 西田､ 的場両先輩らが当時カリフォルニア

い次元でした｡ 全国大会や関関戦を目指すという

におられた寺田先輩の案内で､ モハビ砂漠にある

目的もなく､ ただひたすらに合宿に明け暮れた日々

エルミラージ滑空センターを訪れた話を聞いた｡

でした｡

また､ 小森君がイギリスの滑空学校を訪れた話を

しかしそんな中での８人の同期との航空部生活

聞き､ 翌1974年､ 修士の学生であった私は､ エル

における交流は､ 25年を経た今でもとても貴重で

ミラージ滑空センターでこの夏の一ヶ月間を飛ん

大切な想い出であり､ その思いは皆同じではない

で過ごすことにしました｡ この話に現役の部員た

かと思っています｡

ち４人も ｢参加する｣ こととなり､ 航空部始まっ

ここで輝ける？52年組のメンバーを紹介します

て以来の ｢海外遠征｣ が実現した｡ そして､ 小森

と､ 学連委員長と副将を兼務した理論派の宮､ と

君の国際金賞現役達成をはじめ､ 多くの成果をあ

にかく飛ぶことが大好きな飛び屋の海野､ 皆んな

げることが出来ました｡

のまとめ役生粋のＫＧボーイ松岡､ 飛ぶ事よりも
ウィンチ曳航に命を懸けた広瀬､ いつも飄々とし

ついにはアメリカにまで放浪した滑空生活｡ 多

た個性派前田､ 冷静な現実主義平井 (初ソロ一番

くの変革のあった時代｡ 共に付き合ってくれた仲

手は彼でした)､ 一番最後に入部した寡黙な角､

間たち､ 見守ってくれた仲間たちに感謝いたしま

そして技量もないのに何故か主将になった私吉井､

す｡ また､ 輸入には苦労させられたものの､ 滞空

のとても個性的な８人です｡
私たちの記念すべき新人合宿は昭和48年６月10

を楽しませてくれ､ 飛ぶことの喜びを知る足がか
りをくれた ｢K８B｣ という機体に感謝します｡

〜12日､ 岡山県の吉井川で行われました｡ その時

これも､ 多くの先輩や大学関係者､ 学連関係者の

点では上記のメンバーの内６人 (宮､ 海野､ 広瀬､

お陰です｡

平井､ 前田､ 吉井) が参加､ 感激の初飛行を体験
するのですが､ 炎天下毎日日の出から日の入りま

＊｢新月Ⅰ世｣ は､ 後に､ エンジン付水上グライ

でただひたすら機体を押していた事､ そして水に

ダーを作りたいという方 (小豆島在住) に引き

飢えた喉の渇きばかりが思い出されます｡ 初飛行

取られた｡

の感激をあまり覚えていないというのも不思議で
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合宿の日々が思い出されてなんとも言えない懐か

すが私自身の一番の印象です｡
とは言え曲がりなりにも大空を飛んだ経験はや

しさがこみ上げてきました｡ もう二度と戻らない

はり素晴らしく気持ちの良いものでした｡ 正直に

からこそ､ いつまでも大事にしていきたい､ そん

言って合宿自体は非常に辛く厳しく､ 以後も毎回

な想い出が持てたことを感謝しています｡

合宿の日程が近づくと憂鬱 (私だけかも知れませ

社会人となって25年､ 同期も皆それぞれ様々な

んが) でしたが､ 空を飛ぶことの魅力はやはり格

世界で精一杯頑張っています｡ なかなか現役のお

別のものがあり､ 皆んなも同じ気持ち？なのか結

手伝いや手助けが出来ない状況で申し訳なく思い

局全員辞めることなく４年間を航空部にて過ごし

ますが､ 今後も関学航空部の益々の発展を祈念す

ました｡

るとともに､ ＯＢとして少しでも後輩達の手助け

48年はその後７月に千葉県関宿での東京理科大
との合同合宿､ 10月､ 12月に吉井川にて単独合宿

が出来ることがあればお役に立ちたいと思ってい
ます｡

を行い､ 翌49年は新年１月６日から吉井川にて合
宿をスタート､ ５月吉井川､ ８月関宿､ 11月吉井
川と続き､ この11月の吉井川合宿にて平井､ 吉井
が初ソロを経験しました｡
翌50年も１月６日から吉井川にて合宿をスター
トし､ ３月に幹部交代により我らの年代がいよい
よ関学航空部の運営を引き継ぐこととなりました｡
幹部となって初めての合宿は５月に吉井川で実
施｡ その後８月に福井空港にて初めての飛行機曳
航を経験｡ 宙返りも初体験しました｡ この８月は
福井の後､ １週間後に吉井川に移って引き続き合
宿という強行軍も行い､ 10月にも再び吉井川にて
と､ 年間５回の合宿を実施しています｡
この間､ 先輩後輩も含め有志５人がアメリカ遠
征 (約１ヶ月間の長期遠征でした) を行い､ 国内
留守組と２班に分かれて合宿を行ったりと色々な
ことがありましたが､ とにかく大きな事故もなく､
細々とした事故やドジは多々ありましたが､ 全員
無事に４年間を全うする事ができました｡
当時の記録は私のフライトログから飛行日時を
確認し書いているのですが､ 今回卒業以来初めて
フライトログを探し出し開いて見ますと､ 当時の
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(昭和52年卒)





― ウインチマンの天国と地獄 ―
香
【第１章

月

清



― 陸送ドキュメント ―

志

堤

啓

之

上級生になってからは､ 合宿が近づいても､ 今

地獄編】

私は昭和50年４月に入部し､ すぐに機材係になっ

までと違って ｢早く飛びたい､ けど､ しんどいな

た｡ その年の秋の人事移動でウインチ係となった｡

あ｣ という不安感はなくなった｡ ｢はよ､ 授業さ

それ以降の合宿では､ ２年先輩の氏らが､ 夏は

ぼって飛びたいなあ､ けど､ また､ ふとるんとちゃ

台車の陰で昼寝､ 冬はたき火を囲んで談笑してい

うやろか｣ という不安()が感じられるようになっ

るのを横目で見ながら､ 夏は滝のように流れる汗

てくる｡ 上級生になると朝のランウェイまでの５

を拭う暇もなく､ 冬は冷たい寒風で千切れそうに

キロのランニング､ 機体押しもなくなり､ ランウェ

なる耳を､ 廃油にまみれた冷え切った手で押さえ

イ往復は車｡ ランウェイでは搭乗までウインチ､

ながら黙々と作業をしていたのだった｡ それはま

というようになり､ 飯ばっかりくってほとんど動

るで地獄の光景だった｡

かないからである｡

【第２章

機体の陸送ひとつとってみても､ 上級生となる

天国編】

やがて１年が過ぎ､ 氏らの時代は終わり､ １
年先輩の氏､ 同僚の君と私の時代となった｡

と大したもんだ｡ 全然エバって､ 堂々､ 悠然とし
ている｡ そのドキュメント―
○月×日

この時の来るのをどんな思いで待ったことか｡ 冬

今日は合宿集合日の前日である｡

はたき火にヤカンを掛け､ 熱いコーヒーを飲み

PM１00

(眠気飛ばしの為)｡ 夏は水の飲み放題 (機械の熱

搬用のトラック) を取りに､ クラブのブルに仲

と緊張の為に特に喉が渇くのだ)｡ １年を通じて

間をいっぱい乗せて行く｡ なぜ多くの人間を乗せ

台車の中にはお菓子があった｡ ピストから遠く離

て行くのかというと､ このボクサーには苦い経験

れたその場所はランウェイの片すみの天国だった｡

がある｡ ２回生のころ､ 関大駅前でボクサーが踏

【第３章

切に入ったところ､ 前がつまったので止まると､

班長の一言】

私が３年のある夏季合宿のことだった｡ ある日

授業をさぼって､ ボクサー (機体運

急に ｢チンコンチンコン｣ と遮断機がしまり出し

我々３人は宿舎から１個のスイカを持って行き､

たのである｡ この時ボクサーの助手席にワシが乗っ

川の中に冷やしておいた｡ 訓練が終わり､ ウイン

ていて､ とっさの判断で下車､ おりてくる遮断機

チの片付けも終え､ いよいよスイカを食べようと

を持ち上げ､ 何とか無事にボクサーをバックさせ

思い､ 取りに行ったのだが､ なんと冷やした場所

ることができた｡ このころからバカ力といわれは

がわからなくなったのだ｡ それで３人があたりを

じめた｡ また､ ある時､ ワシ１人でボクサーを関

捜していると､ 班長をしていた君にその１件が

大から関学まで陸送していたところ､ エンジンオ

バレてしまった｡ その時君はき然とした態度で

イルのパイプがやぶれ､ オイルが全部出てしまっ

言った｡

オレにもくれ

と｡

た｡ エンジンは焼きつかずにすんだが､ エンコし
(昭和54年卒)

て､ その後､ 学校にいるクラブのメンバーに電話
をしたり､ 修理屋を呼んだり､ てんてこまいして､
なんと５時間も動けなかった｡
国道171号線から関学までの道は非常に狭く､
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そのうえバスがしょっちゅう走っているので､ ブ

この時後輩におごると､ 癖になるので決しておご

ルから斥候を出して対向のバスが来ないかどう

らない｡

か､ 確認するということで人手がいるのである｡
PM４30

関学に帰ってさっそく機体の積み

込みが始まる｡ これがまた大変である｡ 道が狭く､

AM８45

出発｡ ますます元気になる｡

AM1000

養老サービスエリアに到着｡

AM1020

養老出発､ もう木曾川滑空場は目

そのうえ､ 車がたくさん駐車していてボクサーが

と鼻の先｡ 大垣インターチェンジをおりて長良川

入ることはできない｡ で､ グライダーのおいてあ

を渡ると､ そろそろ南の空にグライダーがいない

るトレーラーから200メートル近く離れた坂道の

か､ とキョロキョロしだす｡ もちろん道路も見て

頂上にしかボクサーをとめることができない｡ そ

いる｡
AM1100

こまで機体をエッチラオッチラ運ばなければなら

木曾川宿舎に到着｡ ここからラン

ないからである｡ それにボクサーは､ わが関学の

ウェイまで４キロほど｡ ひどいでこぼこ道なので

K８Bを積み込むために改造されているわけでは

20分ほどかかる｡ ランウェイに着くと､ 他校の後

ない｡ どうしてもロープだらけになってしまう｡

輩の ｢チワース!!｣ という声と､ いつもの顔が迎

積み込み所要時間は１時間から１時間半｡

えてくれる｡

PM６00

ミーティング｡ そろそろ合宿の雰

このようにして上級生にとっては楽しい合宿が

囲気が漂いはじめる｡ 一部のアホを除いて､ 皆気

始まる｡ 現役の皆さん､ 早く､ 隠居前のエバレル

分がひきしまってきたようである｡

上級生になって､ この楽しみを味わえるようになっ

PM７00〜翌日AM６00

機体監視と駐車

てください｡

違反摘発監視のため､ ２人ずつ３時間おきぐらい
に交代の不寝番｡ ボクサーは学校の外に駐車して
あるので､ 夜中にへんなおっちゃんがきたりする
と､ 俄然､ 緊張することもある｡
AM６00

機体監視や近くの下宿で仮眠をし

ていた陸送のメンバーがねむい目をこすりながら
よろよろと集まってくる｡
AM６  30

まず国道171号線に出るまでバス

とすれちがわないようにブルを斥候に出し､ そ
の後出発｡ もちろんボクサーの運転手はワシであ
る｡
AM７20

吹田インターチェンジから名神入

り｡ 朝早く出たので渋滞にもぶつからず､ キャン
ディーズのテープを聞きながら元気よく運転｡
AM８00 大津サービスエリアに到着､ 朝食｡
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(昭和55年卒)


― 三田格納庫建設 ―
谷

山

拓

生

創部70周年おめでとうございます｡ その栄光の

当時の保有機 ｢新月Ⅲ世｣ は学生会館脇の老朽

歴史に昭和57年卒部員が如何に関わったかを述べ

化したトレーラーに収納されていた｡ 新格納庫建

ます｡

設に向けた学生課への働きかけは､ 大学の施設新

はじめに､ 自らは執筆しないが登場させないと

て訪れた建設予定地には､ 赤茶色に錆びた鉄骨む

うるさい同期を紹介します｡
将森

主

憲一｡ 理学部生らしく合理的且つ沈

き出しの荒廃した牛小屋が建っていた｡ 予算の関

着､ 冷静｡ その気質を活かし日航のフラ

係で素材はそっくりそのまま活用され､ 僅かな日

イトエンジニアからパイロットに｡

数で格納庫は完成｡ 引き渡しの時学生課の方が

将松尾

副

事業計画と重なり､ 実現する運びとなる｡ はじめ

健｡ 右翼系で動物的に行動する｡

｢後は君達にまかせる｣ と言い置き去って行った｡
そこには錆びた鉄骨そのままの新格納庫と､ 唖

ウインチマンを誇りとしその伝承にも尽

然とする私達が残された｡ それまではチームワー

力｡
将入江

副

功｡ 陰の部員｡ 部活動より家業の

クや責任感等とは無縁だった個性的集団が､ ｢次

不動産業に専念｡ バイトの斡旋で貢献す

の世代のために｣ という使命感で結束し､ その日

るも内容が危険で後輩を死に直面させた

から錆び落としと塗装作業の三田通いが始まった｡

ことも｡

全部員の努力で完成させた格納庫は家出男女が住

計宮田典明｡ 情け容赦無い部費の取り立て

会

み着く程快適なものになった｡
卒業後18年､ 多くの友人はできたが､ 同じ木曽

で鬼の異名も｡ 飯の代わりに酒を飲む酒

川の冷飯と泥のような味噌汁を食った仲間達には

豪｡
紅一点七俵理子｡ 素質の無さを努力で克服し見

今も何か特別な感情がある｡ 楽しい思い出を作っ

事教証を取り､ 中学教師の傍ら後輩の指

てくれた航空部が後世に渡り繁栄し続けることを

導に尽力｡ 大空が恋人は今も不変｡

心からお祈り致します｡

紅二点中野玲子｡ 初フライトから最後まで遊覧
飛行に徹したつわもの｡ 往年のマドンナ
も今や一児の母｡
最後にこの６名の個性的集団のまとめ役が主務
を務めた私です｡
さて我が学年が残した実績を報告します｡ 最初
に戦績ですがこれがどうにも思い出せない｡ 結局
主たる競技会には参加出来なかったのでは関関
戦での勝利が唯一とは寂し過ぎる｡ 我々の業績と
言えばやはり三田格納庫を完成させたことを取り
上げたい｡
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(昭和57年卒)


七

俵

理

子

青い空､ というよりは､ 青い空を切るように飛

姉妹共通の夢は､ 何年先になるかわからないけ

ぶ銀色の飛行機は､ 私にとっては永遠の憧れでし

ど､ ２人とも自家用をとって､ ２人で同じグライ

た｡ 幼少のころから､ 板付から飛んでくる飛行機

ダーに乗って遊ぶことと､ 両親をグライダーに乗

を縁側で終日ながめては､ 自分もいつの日か､ あ

せることなのです｡

(航空部・女子責任者)
(昭和57年卒)

れを操縦してみたい､ と考えたものです｡
そういうわけで､ 高校の時から､ 大学に入った
ら航空部に入ろう､ と妹と話していました｡ しか
し､ 苦節１年､ いざ入学してみると､ 身体があま
り丈夫でなかった私は､ 航空部が体育会であり､
グライダースポーツがかなりハードなものである
と知って､ 入部を躊躇したのでした｡
一方､ 妹の方は､ 中学時代にバスケットなどを
していて体力十分で､ 第１志望の大学に合格でき
たこともあって､ さっさと入部してしまい､ 私を
あせらせたのでした｡ そして､ ５月病で帰省した
私に､ 航空部に入れ､ と勧めたのでした｡ それで
軟弱な自分とおさらばするラストチャンスだと考
えた私は､ かなりの決意を持って入部したのでし
た｡ しかし､ 新人合宿で初めて飛んでからは､ 私
は純白のグライダーのとりこになってしまい､ 絶
対に辞めるものかと､ 自主トレなどもして体力を
向上させ､ 下手な鉄砲もナントカで積極的に合宿
に参加しました｡ そんな私が､ 帰省して妹と話す
ことは､ グライダーか､ 合宿のことばかり｡ 失速
や索切れのことを大声で話していると､ そばで聞
いている両親は ｢そんな危険なクラブ､ 辞めなさ
い｣ なんていうのです｡
妹は､ 何度か関学の合宿に入ってきましたが､
私は妹より少しばかり発数が多く (常に２倍の発
数を保つことを､ 目標としているのですが) 妹に
対してライバル意識を燃やし､ 恨み()を込めて､
指導するものですから､ 妹のヤツは､ ランウェイ
ですねて､ 宿舎ではけんかばかりしてました｡
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学連50年誌より (筆者在学中の文筆)


木



良

隆

1980年７月航空部に入部して以来１年３  月

注意するように｣ と前もっていっていたのである｡

(２年生) になろうとしている｡ 私はこの夏一大

しかし､ 私にとっては全く予期せぬ出来事だった｡

決心をして挑もうとしていることがある｡

65発を乗っていても一度も索切れを経験したこと

それは７月11日から始まる木曽川の阪大合宿か

がなかったからである｡

ら８月10日の関学合宿が終わる約１月間木曽川

搭乗後教官は ｢５連チャンの最初の一発は気合

に籠もるつもりである｡ 今､ その長い合宿を前に

を入れるためにやった｣ とおっしゃっていた｡ そ

して不安と期待が入り混じっている｡ 体力面､ 精

の一発目で索切れの要領を得て､ いよいよ第一段

神面は大丈夫だろうかと…｡ 周りの人たちは無

階のファーストソロをめざしたのであるが､ その

謀な計画だという｡ 途中で体力がもたないとか､

道は意外と遠かった｡ 阪大合宿では前の合宿 (２

木曽川で１月も籠もったら精神錯乱状態になる

月前) の勘を取り戻すようなものであまり成果

とか､ いろいろなことを言われた｡ しかし､ どう

はなかった｡
次の２連チャン目の立命合宿では､ 満足の行く

せ合宿をしなくちゃいけないのだから､ 学生時代
にしかできないことをしようと思ったのである｡

ようなフライトができるようになったのである｡

そこで５月頃からこの計画のためバイトで金をた

しかし､ 75発目で､ またもやダミー｡ これもまた

め､ (当時１合宿３万円前後) それを全て注ぎ込

失敗した｡ ｢ダミーだけは一発で決めろ｣ と先輩

み､ トレーニングをして体力をつけてきた｡

から言われていたにもかかわらずファーストソロ

しかし､ 単に１月間木曽川に籠もるのでは意

は私の前から消えてしまった｡ その頃はただもう

味がなく､ ファーストソロから単座まで一気に進

｢ソロに出たい｣ という一念しかなかった｡ それ

もうと思っている｡ 現在､ 総発数65発､ ファース

は次の３連チャン目の岐大合宿に持ち越されるこ

トソロも難しいのに単座なんか果たして乗ること

ととなってしまった｡

ができるだろうか不安がよぎる｡

時は7月25日､ 後席は田口教官である｡ 岐大合

私は基本的にはあまり飛ぶことが好きではない｡

宿の最初の一発で ｢まあまあまとまっている｡ そ

飛ぶ前のあの緊張感となんとも言えぬ圧迫感があ

ろそろ索切れのことを考えておけ｡｣ とのこと｡

るからだ｡ なぜ航空部に入部したかと言うと､ 苦

そこで､ 次のフライトはダミーがくることはほゞ

労して入った大学なのだからなにか学生時代にし

間違いないと確信した｡ 思ったとおりダミー｡ 81

かできないこと､ 普通の人がやらない､ 変わった

発目だった｡ その時は視程が悪く川上ピストで､

ことをしたいという思いと空への憧れがあったか

指定地幅も狭かったせいもあって ｢明日､ ソロチェッ

らである｡

クをする｣ とのこと｡ とうとう明日だ｡ 胸が高鳴

阪大合宿の初日は雨だった｡ 翌日は晴れ､ いよ

る｡ 翌日､ ソロチェックも緊張の中で無難に通り､

いよ私の搭乗である｡ ５連チャン合宿の最初の一

いよいよ､ ファーストソロ､ ここまで来るのは遠

発｡ ところがいきなりダミーを喰らった｡ そのダ

かった｡ 岐大合宿の初日は雨だったので､ 学科で

ミーも予想できるもので､ 松浦教官はピストに

｢ソロの条件｣ というのをやって ｢果たして無事

｢索点まで後何発｣ ウインチマンに ｢索切れに

にこのランウェイにもどって来れるのだろうか｣｡
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実は私が索を引っ張っていくのを忘れ､ ウインチ

まだ自分のフライトに自信がない｡
そして､ ７月26日７時53分出発､ ASK13に搭
乗して颯爽と舞い上がった｡ 教官が後ろにいると

横でずっと待機していたのである｡
エピソード２
初ウインチのブレーキングで､ 連続５回も赤を

いないとの差が歴然と感じられた｡ ｢なんて､ 軽
いんだ｡ とうとうやった｡ 単独飛行に出たぞ｣

出し､ ウインチマンである関大の粟野さんに ｢へ

しかし､ 今､ あの時を回想してみると､ 初めての

たくそ｣ とこっぴどく怒鳴られた｡

慣熟飛行に比べると感動が薄かったように思う｡

エピソード３

次の名大合宿で４連チャン目に入った｡ この名

最後の関学合宿を終える頃､ 松浦教官が ｢もう

大合宿では絶対に単座に乗ってやるぞと言う気持

１週間合宿したら一気にアステアに乗れるぞ｣ と､

ちで望んだ｡ その望みはかなえられた｡

しかし１月も木曽川にいると嫌気が差して､ そ

８月１日10時24分ASK13に乗ってサードソロ
に出た｡ このサードソロが１−26のチェックでも

の言葉に耳を覆い､ 一日でも早く普通の生活に戻
りたいという一心で木曽川を後にしたのである｡

あった｡ 続いて１−26に搭乗｡ 実にファーストソ
こうして７月11日から８月10日まで約１月間

ロから初単座まで４発目にしてたどり着いた｡
初めての単座､ それはすばらしいものであった｡

の長い長い合宿が終わった｡ 実に無謀な計画だっ

すべてのものからの解放感､ 大空が自分のものに

た｡ 途中で唇が切れ､ 膿が出たり､ 阪大合宿の終

なった満足感｡ しかし､ 後が悪い｡ スティックを

わり頃に５連チャン合宿を阻むようにログブック

引き起こしすぎてドンチャク｡ グライダーから降

が紛失した｡
総発数ちょうど100発､ ５連チャン35発､ 当初

りた瞬間､ 惨めさと恥ずかしさと満足感とが入り

の目的であるK８Bにも乗れたのである｡ 振り返

乱れていた｡
あと残すところは１週間､ 関学のメンバーをみ

るとK８Bに乗ったことも１−26に乗ったことも､

たときは懐かしさと嬉しさがこみ上げてきた｡ し

初ソロに出たこともすべて夢のような気がする｡

かしこの関学合宿ではいろんなことがあった｡ い

遅ればせながらご指導ご協力を頂いた諸先輩方や

ままでは外人部隊でたいした責任もなく､ 自分の

他大学の方々に厚く御礼申し上げます｡

フライトのみに精進していればよかったのである
が､ 自分の大学ではそうはいかない｡

今回執筆機会を与えていただきありがとうござ
います｡

初リトカー､ 初ブレーキング (ウインチ) と初
物が多い｡ そして､ 前代未聞の下手を打ったのも
この合宿であった｡
エピソード１
私がリトカーをやっていたときのことである｡
いくら待ってもピストからの白旗は揚がらない｡
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(昭和58年卒)






安


田

薫

今を去ること20年前､ 私は航空部に入部した｡

となった私には妙に心地よさを感じるものである｡

当時の航空部は､ たぶん今もそうだと思うが､ 体

なぜなら､ 自分たちが成し遂げようとして成し得

育会でありながら､ 体育会の枠にとらわれないク

なかったことあるいは､ 諸先輩や､ 自分たちが成

ラブであった｡ そういえば､ 三田の格納庫での泊

し遂げたことを何らかの形で後輩たちに伝え､ 後

まり込みの整備合宿などが､ ますます航空部を他

輩たちも彼らの学生時代に何かを残してもらいた

の体育会系クラブとは違ったものにしていったの

いと願う気持ちがそこにあるからである｡ たぶん､

かもしれない｡ 三田での整備は毎日､ 泊まり込み

単純にグライダーの飛行技術を習得し､ 飛ぶとい

の宴会みたいなもので､ 宴会の合間に機体の整備

うことだけならばどこかの民間の飛行クラブとか

をしていたような気がする｡ 事実､ そのころ下宿

でもいいのだろうが､ 大学の航空部には飛ぶこと

生であった同期の久保田くんなんかは､ 自炊で安

以外にも､ この ｢時代｣ 感覚があったことが私に

くて旨いものが腹一杯に食べられるので一時期､

は大きな魅力だったと思える｡

喜んで三田に行っていたものである｡ なお､ この
三田の格納庫もその一つであるが､ 我々の時代に
は次のような課題と取り組みがあった｡


新機体購入
アステアの購入 (昭和59年) (1984年)



飛行教官､ 整備士の養成
七俵さん (昭和57年卒
宇根崎さん (昭和58年卒

飛行教官)



整備士)

整備拠点としての格納庫の獲得
三田格納庫 (昭和55年完成)



関関戦の福井空港への変更
昭和58年より実施



と現役とのつながりの強化
活動報告の開始 (昭和57年)
ただ､ 注意していただきたいのは､ これらは､

｢我々の時代｣ の課題ということであって､ 決し
て我々､ 昭和59年卒業生だけが取り組んだもので
はない｡ 事実､ 機体購入も格納庫獲得も我々の代
が成し遂げたというわけではない｡
しかし､ この ｢時代｣ 感覚がとして社会人
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(昭和59年卒)



 
河

島

幸

雄

航空部の４年間を振り返ると､ 合宿､ 三田での

それまで関関戦は､ 木曽川で行われていたが､ 周

整備合宿､ 陸送等いろいろ思い出はあるが､ この

回速度競技を行うには､ 気象条件等あまり条件は

機会に､ 10数年ぶりにログブックを開いてみるこ

良くなかった｡ 同立戦は昭和54年から福井空港で

とにした｡

行われており､ 関学・関大のレベルアップ､ また､

１ページ目､ 関学新人合宿である｡ 昭和55年５

全国大会のことを考えても､ どうしても､ 周回速

月５日９時10分､ ASK13 (JA2108) 慣熟飛行で､

度競技の経験を積む必要があった｡ そこで､ 会場

私のログブックは始まっている｡ 飛行時間はだい

を福井空港に移すことになったのであるが､ この

たい５分ぐらいと聞いていたが､ 着陸は９時33分､

準備がなかなか大変だった｡ まず競技会規則､ 競

飛行時間23分｡ 滞空してしまったのである｡ 先輩

技規定の作成｡ 関西・東海競技会､ 同立戦の規定

から､ ｢俺は､ ２年間､ 木曽川では一回も滞空し

を参考に関大と打合せ､ 何度も修正を繰り返した

てないぞ｡ ｣と言われ､ 先輩に申し訳ないような

ように記憶している｡ また､ スタート､ ゴールの

気がしたように記憶している｡ ところが､ ５月７

高度測定｡ 写真撮影のためのカメラの固定｡ すべ

日､ 飛行時間22分｡ ５月10日､ 飛行時間22分｡ ６

て初めてのことだった｡ さらに､ 私がピストをさ

日間で飛行回数８回のうち､ なんと３回も滞空し

せて頂いたのだが､ 私はウインチマンでそれまで

てしまったのである｡

ピストの経験がなかったのである｡ そういうこと

11ページ目､ 昭和56年８月22日､ 初ソロである｡
このときの機体はASK13 (JA2108)､ 初フライ

で､ いろいろな方の協力で何とか競技会に漕ぎ着
けたのだが､ 集合日の前日にハプニング｡
その１､ K８Bを陸送するのに関大のトラック

トと同じ機体だった｡ (３月６日に木曽川で､ 50
分滞空しているが､ このときもJA2108だった)

を借りることになっていたが､ 関大へ行くと､ ト

JA2108とは､ 相性が良かったのだろうか｡ 大工

ラックのキーがない｡ 君 (関大主将) の自宅に

大に感謝｡

忘れてきたとのこと｡ 奈良の彼の自宅までキーを

15ページ目､ 昭和56年11月19日､ 初 K８B (J

取りに行き､ 関学に戻ったのは､ 予定よりはるか
に遅く日が暮れようとしていた｡ また､ それまで

A2136)｡
19ページ目､ 昭和57年３月23日､ 章｡ 機体は

は､ K８Bをトラックに積むときに､ 胴体はロー
プで固定していたのであるが､ その時初めて､ 鉄

K８B (JA2136)｡
25ページ目､ 昭和57年８月２日､ 自家用試験｡
機体は､ −13 (JA2219)｡

の胴体受けを作り､ ボルトで固定することになっ
ていた｡ そこで､ 機体を積み込み､ ボルトの位置
を決め､ ドリルで床に穴を開けるところからスター

ログブックを見ながら書いていくときりがない

トした (この余分な作業があったので､ 日没まで

ので､ この辺りで､ 思い出深い第７回関関戦に移

に積み込みを終了する予定だったのだが…)｡ 積

りたいと思う｡

み込みが終了してトラックを移動した後､ ハプニ

第７回関関戦は総合関関戦の前哨戦を兼ね､ 昭

ング｡

和58年５月16日〜５月23日､ 福井空港で行われた｡
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その２､ 機材車が壊れた｡ 急きょ､ 神大の機材

車を借りようということになり､ 連絡を取ったが､

きなかったが､ ASK13のソロ､ K８Bとまずまず

主将の了解がないと貸せない､ 主将は木曽川の合

だった｡ 久住は､ 飛ばなくても､ もう一度行って

宿に参加中とのこと｡ その時すでに木曽川の消灯

みたい滑空場である｡

時間は過ぎていた｡ とりあえず､ 神大には､ 明日

その後､ 幹部交代も終わり､ 10月に関西・東海

６時に木曽川に電話をして主将の了解を取るから､

競技会､ 12月に妻沼トレセンと､ 他大学の同期と

借りるという前提で準備をしてくれるよう連絡｡

ワイワイ騒いだり､ 同乗で飛んだり､ 楽しい合宿

翌日､ 神大の機材車に機材を積み替え､ 福井に向

をさせていただいた｡

かった (神大に感謝)｡
そして､ いよいよ全国大会であるが､ ３月４日
いよいよ競技会であるが､ Ⅰ部は単独飛行によ

〜３月13日まで妻沼滑空場で行われた｡ 関学から

る三角周回速度競技､ Ⅱ部は審判員同乗による基

は､ 生駒君と３年､ 土谷君・大江君の選手４人と

本操作競技｡ 実は競技会の内容､ 結果はほとんど

クルーとして､ ２年の中さんが参加したと思う｡

覚えていないのだが､ 当時の資料を見ると､ Ⅰ部

この時期､ 周りの大学４年生は､ 卒業旅行に出か

では､ 気象条件がよく周回できたのは一日だけで､

けていた頃である｡ まあ､ 旅行よりも良い思い出

関学・生駒君､ 関大・永吉君・岩井君がそれぞれ

はできたと思うが……｡ ログブックを見ると､

得点｡ 私も旋回点へは到達したのであるが､ 写真

３月５日チェックフライト､ 飛行時間32分､ 獲

撮影に失敗 (撮影しようと思って旋回したが､ こ

得高度330｡ チェックフライトで高度を獲得し

の角度ではコースの外側から見た旋回点が写らな

ても仕方ないのに｡
３月７日競技フライト､ 離脱高度490､ 飛行

いと思って､ シャッターを切らなかった)､ もう
一旋回すると最低高度をきってしまうと思い､ あ

時間５分､ バリオ

−５｡

３月８日競技フライト､ 離脱高度520､ 飛行

きらめてランウエィに機首を向けたのである｡ こ
の経験が後の全国大会で役に立ったかもしれな

時間４分､ バリオ

い｡ 結果は､ 団体､ 個人ともに関大の優勝で終わっ

選んで飛んでいるよう

−３〜−４｡ まるで､ 沈下を

たが､ また､ いろいろ課題は残したと思うが､ 初

３月９日競技フライト､ 離脱高度430､ 最高

めての福井での関関戦が､ 何とか無事に終わって

高度1300､ 飛行時間１時間58分､ 太田・館林周

よかったと思う｡

回コンプリート｡ このフライトは今でも良く覚え
ているが､ 離脱後すぐにサーマルにあたり旋回｡

そして関関戦が終わった４日後､ 私は久住にい

高度は稼いでいるが､ 風が強く､ どんどんピスト

た｡ 久住で初めて行われた山岳滑翔大会に参加さ

側のランウェイエンドに流される｡ スタートを切

せて頂いたのだが､ とにかく景色がすばらしく､

り､ 太田にヘディングするが､ 向い風のため進ま

温泉があり､ 食事も豪華､ さらに係の割り当ても

ない (やっぱりK８Bは向い風に弱い)｡ ウインチ

なく､ 関関戦で慣れないピストをやり､ 疲れてい

側のランウェイエンドから少し太田よりの辺りで

た私には天国のようだった｡ フライトも滞空はで

高度800｡ (旋回点での最低高度は800である｡)
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そこで､ もう一度､ 上昇気流をつかみ､ 高度を獲

｢ウインチ､ エンスト｣ の声､ ｢関学K８B､ 離脱

得するが､ やはり流されている｡ 太田へヘディン

高度250｡ 今のフライト､ キャンセルします｡｣

グするが､ さっきと同じで進まない｡ 行けば､ 途

とピストに伝え着陸｡ 13時57分｡ すぐに機体を出

中でサーマルにあたるだろうと思うが､ 昨日､ 名

発点にセット｡ だが､ また強風のためスタンバイ｡

城・ブラニックが太田､ 愛工アステアが館林に不

風が収まるのを待っている間に競技終了｡ 1984年

時着したのが頭から離れない｡ また同じような所

３月13日13時57分､ 学生時代のフライトは終わっ

でサーマルにあたり､ 高度を獲得､ いつまでもこ

た｡

んなことをしていても仕方がない｡ 途中でサーマ
ルがあることを信じ､ 太田へ向かう｡ やはり､ 所々

70周年記念誌の原稿ということで､ 久しぶりに､

でプラス｡ 何とか太田クリア｡ 館林にヘディング

航空部時代の写真や､ 方向舵にも目を通してみる

したところでプラス｡ 少し高度を稼ごうと旋回し

と､ いろいろなことが思い出され､ だらだらと書

ていると､ 下にグライダーが入ってくる (たしか

いてしまいました｡ ただ､ あの４年間､ 航空部､

立命Ka６だったように思うが)｡ グライダーを上

グライダーを通して本当にいろいろなことを経験

から､ こんなに近くに見たのは､ 初めてで､ うれ

し､ また多くの仲間ができ､ 今思っても､ 私にとっ

しいような､ 怖いような複雑な気持ちだったよう

てすばらしい４年間であったと思います｡ もうか

に思う｡ すぐに館林に到達 (K８Bは追い風には

なり､ 空からは離れていますが､ また､ 機会があ

強い)｡ 写真撮影であるが､ 少しバンクが浅かっ

れば飛べれば良いなと思っています｡

たので､ 旋回点が写っているか不安になり､ もう
一旋回して､ 一瞬､ フォワードスリップにいれて
撮りなおした｡ ゴールに機首を向け､ 高度計を見
ると800を切っていた｡ 余計なことをしたかな
と思っていると､ ピストから｢関学K８B高度は｣
と無線｡ ｢高度800｣と答えたが､ そのときは700
ぐらいだったと思う｡ このままだとゴールの高度
をクリアできるか微妙だと思っていると､ あたっ
た､ プラスである｡ 慎重にセンタリング､ 800
を超えたところでゴールに向かう｡ １時間58分も
かかってしまったが､ 何とか得点することができ
た｡
３月13日競技フライト､ ｢関学K８B､ 準備よし｣､
ピスト｢関学K８B､ スタンバイ｣｡ 風速が10を
超えているのである｡ 13時55分､ 一瞬風が弱くなっ
たときに出発｡ 上昇中に速度が抜ける｡ 無線で
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― 草喰む牛達とハムよん定食 ―
土

谷

勝

亮

関学航空部70年の歴史の中でおそらく一度だけ

果てて､ 結局１発もソロに出られず落胆したこと

であろう妻沼合宿の企画／実行に同期の大江君と

を今でもまざまざと思い出します｡ そのような中

共に携わった者としてほろ苦い思い出を記すこと

で多数の関東在住の皆様に激励に来ていただ

にします｡

いたことが非常に嬉しくまた励みにもなりました｡
私も卒業して10数年経ちましたが､ 現役諸君や

何故妻沼で合宿を行ったか､ ということですが､

の皆様と今まで以上にコミュニケーションを

これにははっきりとした理由がありました｡
８月の関学木曽川合宿が､ 妻沼における東工大

とっていければと思っております｡

墜落事故のため集合日に撤収のやむなきに至り､
部員の発数が思うように伸びなかったからです｡
大変だったのは合宿準備で､ 我々木曽川に慣れ
ている人間は､ 滑空場へ行けばウインチがあり､
リトリブカーがあるものと思っています｡
ところが妻沼は違います｡ 共有で使用できるも
のはほとんどなく､ 細かいところでは吹き流しま
で用意していったと記憶しています｡ 結局､ 複座
機は学習院大学からブラニック (JA2210) を借
用し､ ウインチは法政大学から借用しました｡
何とか合宿人員の確保 (神戸大学の皆さんが多
数参加してくれました)､ 教官依頼を終え､ 迷走
の末妻沼の地にたどり着いたのが昭和58年12月14
日だったと思います｡
妻沼には第１と第２の２本の／があり､ 千
葉工業大学と前半後半で交代して使用しました｡
第２／の近くでは放牧された牛が草を喰ん
でおり､ その情景だけを見るとのどかな感じがす
るのですが､ 12月の妻沼の強風ときたら尋常では
ありませんでした｡ 風が吹くたびに砂塵が舞いあ
がるといった具合でまともに目を開けていられな
いほどでした｡ 学習院ブラニックは毎日車輪のパ
ンクを起こすし､ 法政ウインチの自動送り装置は
故障するし､ 夕食は通称ハムよん定食 (文字どお
りハムが４枚) やウィンナーシックス (文字どお
りウィンナーが６本) とか出てくるし､ 日々疲れ

― 599 ―

(59年度卒)


佐

野

俊

明

昭和60年の秋､ 私は福井空港で教育証明の試験

非常に悪いことをした｡ (私の作った教証のレジ

を受けていた｡ 当時､ 大学４年であり､ 合格する

メ等が受験に役立ったらしく､ ちょっとは合格に

には最後のチャンスだった｡ レイジーエイト等の

貢献したかなと思っている｡)

課題は自分なりに満足できる内容で､ チェックポ

最後になりましたが､ 大学生活は､ 他の人以上

イントを通過した｡ 天候は曇りで前線が近くに来

に貴重な体験ができた思い出深い４年間だったし､

ていた｡ 高度を高めにしていたが､ 第３旋回手前

正田先生には､ 航空部員として､ ゼミ生として､

で上昇気流に入ったので､ 若干遅めに回ろうと思っ

大変お世話になり､ 非常に感謝しています｡

たのが運の尽きだった｡ 旋回中に急激な沈下に入
り､ 直接ランウェイを目指したが届きそうもない｡
速度をつけて､ フェンス手前でピッケをかけ､ よ
うやくゼブラゾーンあたりに着陸した｡ ずっと４
年間乗り続けてきて､ 一番怖い体験だった｡
私と次の受験者は､ 天候不順のため翌日再試験
となったのだが､ なぜか翌日の試験はなく､ 不合
格となった｡ 頭が真っ白になり､ すべてがいやに
なった｡
自分なりのスケジュールとしては､ 教証合格し
て､ 12月に妻沼トレセンに行って､ ３月に全国大
会と思っていたのだが､ 急遽､ すべてやめてオー
ストラリア (ナロマイン) に行くことにした｡
まだオーストラリアには日本人は少なく､ 私に
とっては別世界だった｡ 特にホーネットによる滑
空はソアリングと呼ぶにふさわしいような､ 自由
で長時間の楽しいものだった｡ 朝､ 近くでサンド
イッチとジュースを買い､ それを膝に乗せて５､
６時間フライトをするなんて､ とても木曽川や福
井では考えられないことで､ なんか自分が一回り
大きくなったような気がした｡
今思えば､ あの不合格は非常に悔しいことだっ
たけれども､ そのおかげで海外にも行けたし､ 今
の会社にも入ったので､ ｢災い転じて福となった｣
かもしれない｡ でも私が全国大会をキャンセルし
たために１人で出場することになった吉田君には
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吉


田

茂

永

私は今から約15年前､ すなわち４回生の夏に操

で見ているだけでこいつは何につまずいているの
か､ 何を言ってやれば立ち直るのか､ といったよ

縦教育証明､ いわゆる教証をとりました｡
当時わが関学航空部で教育証明を取得するのは

うなことが不思議にみえてくるのです｡ それは今

めずらしいことで､ そこまでグライダーに没頭す

まで私がつまずいてきた道であり､ 今まで教えて

るのはよほどのバカか変わり者であるという風評

きた人たちが立ち直ってきた道程そのものなので

もありました｡ ただし私の場合は先輩から言われ

す｡ いちばんうれしいのは､ ｢吉田さん､ なんと

るままになんとなく教証に登録し､ なんとなく合

なくわかりました｣ とか､ ｢乗って頂いて変わり

宿を重ね､ なんとなく学科に合格し､ なんとなく

ました｣ といったような学生たちの言葉と笑顔で

試験を受け､ これまたなんとなく合格してしまっ

す｡
もちろん､ そういったような成功例ばかりでは

たという極めて不謹慎な教官でありました｡
こういうことを書くと､ 吉田はまたうぬぼれて

ありません｡ 中にはどうやって指導したら良いの

いる､ どうせ自慢話だろうといわれてしまいそう

かわからないことや､ 私が乗ったためにかえって

なのですが､ 15年も経った今､ 諸先輩方､ または

ぐちゃぐちゃになってしまう人もままあります｡

社会に出ている後輩たちを前にして､ グライダー

しかし､ そんなときこそ勉強なのです｡ 生涯､ 現

の自慢話をしてもしようがない訳で､ 私のまった

役なのですから｡ 今後とも､ 生涯現役でグライダー､

くの正直な告白であるのです｡ それが証拠に､ 教

飛びつづけます｡ あとは､ できれば今までやった

証をとったあとのフライトの内容は悲惨なもので

ことのない海外フライトや野外飛行にもチャレン

した｡ 期待されながら東海・関西､ 全国大会､ と

ジしてみたい､ と少しだけ思っている今日この頃

競技会をかさねても入賞もできない (当時これら

です｡

の大会に出場するのには今のように入賞実績を重
ねなくても良く､ たとえば自家用や教証をもって
いれば出場できた) という状態でした｡ 私は当時､
グライダーが下手になってしまったのかと思いま
したが､ なんのことはない､ まだまだレベルが低
かっただけのことでした｡
そうしてそのレベルは……15年経った今でも………
あまり変わっていません……｡ 滑空記章も海外で
のフライト経験もなく､ なにが楽しくてグライダー
やってんの､ とその筋の人から言われると正直な
にも答えられません｡ ただひとつ､ ひとつだけ変
わったのは､ 教官としての教えることについての
情熱と､ それにかかわる少しばかりのテクニック
だけです｡ 10年以上も教官をやっていると､ 後ろ

― 601 ―

(昭和62年卒)




西

文


彦


永

入部当初は､ 女子部員の数が男子部員より多く､


井

完

治

地上編
陸送､ 整備､ 諸先輩方に強要されつつその内自

華やかな雰囲気もありましたが､ 結局最後まで残っ

分も後輩に強要していた恒例の儀式等々思い出は

た女子部員はつわもの二人のみでありました｡
豪傑ぞろいの先輩方と､ やんちゃぞろいの後輩

尽きません｡ 個人的には陸送でトラックをがんが

たちにはさまれ､ ややおとなしめの代物ではあり

ん走らせていた事を懐かしく思いつつ､ よくやっ

ましたが､ 地味なりに楽しく有意義な航空部生活

ていたと思います｡

をおくらせていただきました｡

上空編

実際にわれわれの手でオーバーホール作業を実

初ソロから全国大会出場 (結果は全然でしたが)

施したK８B (JA2136) や､ 真新しい憧れのⅢb

などなどありますが､ 一番悔しかったのは３年

(JA2319) への搭乗を夢見て､ 合宿生活に明け暮

(幹部時代) の関関戦でのまさかの敗退です｡ 今

れた日々が懐かしく思いおこされます｡

から思えば相手は２年生チームで ｢まさか負けな

はじめて行ったときは､ これが関学の所有物か

いだろう｣ みたいに思っていて慢心していたんで

と目を疑った三田格納庫､ 寝食をする場所が同じ

しょう｡ それに対して相手は基本にごくごく忠実

で､ 床に落ちた生卵がその隙間から地面に消えて

でそこに差が出たのでしょう｡ その代わり次の年

いった福井宿舎､ そして最も思い出深い木曽川合

には４年生で出た関関戦は勝つ事が出来ただけで

宿所と､ 懐かしい記憶ではあるものの､ もう一度

なく､ ４年生のみならず２年生がどんどん周回す

時を戻してあの頃と同じ体験をさせてあげるとい

る姿を見てうれしかった事を記憶してます｡
全国大会については大会に行ってみて初めて

われれば恐らくお断りをしてしまいそうな､ そん

｢グライダーの試合って本当はこんななんだ｣ (と

なやや複雑な若い日の思い出であります｡
それは､ 航空部生活が学生生活の大半を占めて
おり､ いいかえるなら学生生活そのものが航空部

言うほど活躍してませんが) 認識させられる結果
に終わったと言うのが正直な感想です｡
や諸先生方にも言われていた事ではありま

生活であった証で､ 若き日に完全燃焼できた結果

すが､ あれはやはり３年生で出るくらいのつもり

であるとおもいます｡
創部70周年を迎えた､ この伝統ある関学航空部

で行かないと上位入賞は難しいと思いました｡

に､ ４年間というページを残せたことは､ 何事に

残念ながら今ではすっかり ｢飛ぶ｣ 事と関係な

もかえがたい誇りであります｡ そして､ 競技会で

い世界で生きてますが､ 今でもたまに空を見上げ

は何ら戦績は残せなかったわれわれではあります

ると ｢学生のころはあの空が近かった｣ と思う今

が､ 関学航空部の､ また､ 大学・地域の枠を越え

日この頃です｡ (って言うといかにもいつも滞空

た仲間たちとの出会いが､ 何事にもかえがたい財

していたようですが､ 別にそういうわけでもない)

産でもあります｡

また機会があればぜひ合宿に行かせていただきた

創部70周年おめでとうございます｡ 今後のます

いと思いますのでよろしくお願いします｡
(平成４年卒)

ますの発展を心より祈念いたしております｡
(平成元年卒)
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伊藤仁志

平原

愛

私達は今から12年前､ ちょうど､ 昭和から平成

そう思う５人のメンバーと多くの先輩､ 後輩､ そ
して同期の仲間達と過ごしたあの時代｡ 今思うと

に元号が代わった年に入学しました｡
将来パイロットになることを目指し､ 迷うこと

実に充実した４年間であった様に思います｡

なく入部を選んだ今西善宣 (自動車係)､ その今

今回70周年を迎えた関学航空部の歴史の中のほ

西とたまたま語学の席で隣になり､ その後の４年

んの１ページですが､ 私達が飾れた事を非常に嬉

間を航空部に捧げる事になった伊藤仁志 (機体係

しく思います｡ これからも後輩達には､ 自分達の

K８B)､ 静かで強い意思を待ち最初から存在感の

１ページをずっと積上げていって欲しいと思いま

あった山田晶子 (会計係)､ ハンググライダー同

す｡

好会に入ろうとしていたところ､ 運命の導きなの
か､ 航空部の新人勧誘に出会った平原愛 (機体係
Ⅲb )､ そして､ ２年時に入部し､ メンズパワー
を増強してくれた吉村俊秀 (機材係)､ 以上５人
がそのメンバーです｡
私達の残した戦績それ自体は､ 特に目立つもの
は正直ありません｡ ですが､ 今思い出されるのは､
常に我こそ抜きん出ようと参加した外人合宿､ ま
た､ 久住､ 霧ヶ峰などの特別な合宿に､ 文字通り
取り合う様に参加していたことです｡ そしてその
際に､ 良きに付け､ 悪しきに付けの名前を広
めた事に追随を許しません｡
思えば､ 普通の大学生活をする事に背を向け､
ひたすらバイトと合宿に明け暮れた日々｡
訳の分からないまま終わった初飛行から､ 課目
UP､ ドキドキの初ソロ､ 初K８B､ 初Ⅲb ､ 関関
戦での勝利､ 海外フライト､ そして選考会での敗
北｡ Flight Logに記載されたこれら数100発､ 数
10時間の飛行ばかりではなく､ 真夏の福井空港に
立ち昇る陽炎､ 極寒の木曽川／を吹き抜ける
風の音､ 羽島給食の弁当の味､ 三田格納庫のシン
ナーとカビのにおい等､ それら一つ一つが懐かし
く思い出されます｡
ただひたすら､ 空を見上げ､ 空を飛ぶことに情
熱を燃やし続けたあの時代｡ ただ 空を飛びたい
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増田憲治
桂 涼子

中島直人
伊藤綾美

関学航空部創部70周年おめでとうございます｡

ことだと痛感しました｡
グライダーが競技である以上､ 毎年､ 東海・関

私達が卒業してから､ ５年が経ちました｡ 今､
改めて学生時代のことを思うと､ それぞれの道を

西競技会､ 関関戦や全国大会など大きな競技会を

歩んでいる同期の連中と､ それを支えてくれた先

はじめ､ 久住山岳滑翔など各地方大会が行われて

輩や後輩たちのことが懐かしく思い出されます｡

いました｡ 体育会として ｢関学勝利｣ に執着でき

過去についての回想は､ 確かに楽しく懐かしい

たのも楽しい思い出です｡ また競技会では様々な

ものではあります｡ お節介かもしれませんが､ そ

大学との交流も深めることができました｡ 競技に

れが今の現役生達の良き知恵袋的な役目を果し､

なれば､ Ⅲb で出場しなければ話になりません｡

今後の関学航空部の発展にお役に立てばと思って

私達は､ なにはともあれ､ まずⅢb に乗れる技量

いるのは､ 同期全員の願いだと思っています｡

を身につけることに燃え､ ライセンス取得に燃え､
そして競技に出場して他大学に勝つことに燃えま

部活を中心にした大学生活は､ 本当にあっとい

した｡ ３回生の時の関関戦での関学勝利｡ ４回生

う間に過ぎ去ってしまいました｡ 入部した我々が

の時､ 全国大会の予選である東海・関西競技会を

最初に目にしたものは､ 何やら賑やかな２回生の

突破し､ 全国大会出場達成などは感動そのもの｡

先輩達に､ 個性溢れる３回生達､ そしてめったに

｢絶対､ 勝ってやる｣ という気持ち､ 合宿運営に

姿を現さない４回生の先輩達の存在でした｡

しても､ 自分達が関学生である以上､ 他大学の手

体育会的な匂いの少し残ったクラブ活動が始ま

本となるような運営を心がけること､ そんな気持

り､ ずるずるとグライダーの魅力に入り込んでい

ちを正直にぶつけることが出来た快感を､ 同期の

くことになった私達は､ その後､ 様々な出来事に

連中や先輩､ 後輩達と分かち合えたことは忘れる

遭遇することになるのでした｡

ことができません｡

入学した頃は､ 機体展示で見たⅢb の美しさに

第２部の活動も忘れられません｡ 整備の打ち上

惹かれ､ いつかはこいつに乗ってやろうと心に決め

げを兼ねた三田格納庫での焼肉や鍋パーティー｡

たものでした｡ 練習で使う鋼管羽布張りのASK13

鮭を一匹丸焼きにしたチャンチャン焼き改め ｢関

には驚きました｡ ｢ほんまに飛ぶんかいな､ 飛ん

学焼き｣ は美味かった｡ 他大学の学生も多数参加

でいる最中に破れるのとちゃうか｣ と…｡ 部所

し､ 男女入り乱れ夜通し騒ぎまくっていたのは､

有の車があることにも驚きましたが､ お金の無い

世間から隔離された三田格納庫なればこそでしょ

学生らしく､ ボロボロのワンボックスで､ 合宿や

う｡ 一つ上の山下さん､ 村上さん､ 沢田さん､ 三

整備の時には､ 入れるガソリン代にも苦労をして

兄弟の息の合ったプレーに､ 宗孝兄さんのダンシ

いたことを覚えています｡ 中には西宮の一般道を

ングベイビー､ そして飲めや踊れやで､朝まで続

走行中にドライブシャフトが剥がれ落ちた車もあ

いたダンス大会と､ まさに学生ならではのワイル

りました｡ その話を聞いた時はさすがに唖然とし

ドなエンターティメントの頂点を極めたひと時で

ましたが､ 木曽川の凸凹土手道を何回も往復する

した｡ 梅田の居酒屋で騒ぎすぎて締め出しを喰ら

ことは優秀な日本車とはいえ､ 過酷で耐えがたい

いそうになったこともありましたっけ
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星

仁

｢あれ､ 珍しいやん｣ そんな誰かの呟きに､

我々が３回生の時には､ 大変な出来事もありま
した｡ 阪神大震災です｡ たくさんの先輩や後輩達

雄

皆が小さく苦笑した｡

も被害に遭われたことでしょう｡ 当時､ 伊藤綾美

遠く離れた格納庫へ向かうため､ 機材車に乗り

も西宮に下宿しており､ 彼女も被害に遭った内の

込んだのは私を含めて４人｡ 同期全員であると同

一人｡ 幸いにも彼女は当日､ オーストラリアに高

時に､ 同期４人だけの出発だった｡ 時は大学生活

飛びしており､ 無事どころか歴史的大災害をよそ

最後の年｡ 私が覚えている限り､ 同期全員が同期

に悠々と海外フライトを楽しんでいたのでした｡

のみの空間を作ったのはそれが最初で最後だった

そんな時､ 私 (増田) と中島は､ 今にも天井が崩

と思う｡

れそうな彼女のぼろアパートから､ 必要な家財を

初めて後輩を持ったとき､ 初めて東海・関西の

彼女の母親立会いのもと運び出していたのでした｡

出場メンバーを決めたとき､ そしてまた一部の幹

ほんとに崩れそうな部屋の奥から､ ｢もっと家財

部交代を前倒しして部の舵取りを担いだしたとき､

を運び出して｣ と言う伊藤母の指示に､ 度胸が

ことあるごとに我々は団結力のなさを露呈してい

ありそうでない我々は､ かなりビビっていたので

た｡
主将を務めた小林は､ 部をひっぱっていくには

した｡ ｢こんなことで死にたくねー｣
４回生の最後には､ 卒業旅行を兼ね中島と私､
二つ下の小林､ 谷田､ 林とオーストラリアに行け

４人の中で最適であったが､ やや突っ走るところ
がありしばしばひんしゅくの嵐を買う｡

たこ と も 良 い 思 い出 に な り ま し た ｡ 行 っ た 所

主務を勤めた谷田は､ 伝統の継続を重んじ一時

(KINGAROY  キンガロイ) がド田舎で､ 現地

は教証を目指したこともある航空部界の保守本流｡

の新聞の取材を受け､ 翌日の朝刊にデカデカと我々

しかし､ しばしばタテマエに執着する ｢むっつり｣

の写真が掲載されたこともありました｡ たぶん変

さが､ これまたさかんにひんしゅくの嵐を買う｡
紅一点で会計を勤めた林は､ グライダーの技量

な日本人がやって来たと騒いでいたのでしょう｡
最後は､ 全国大会出場｡ 順位は見られたもので

は新人戦での優勝実績が語るように､ 東海・関西

はありませんでしたが､ 我々の幕引きには最高の

の中でもトップクラスであったが､ ｢個｣ を大事

舞台でした｡

にし過ぎ部室に長期間現れないことも｡

ほんとに沢山の良い思い出をくれた航空部とそ

そして､ 私は色弱のため練許がとれず､ なかば

れを支えてくれた皆さんへ､ 改めて感謝を申し上

シニカルに部を見つめぶらぶらと好き勝手にして

げます｡ 今､ 私達は､ それぞれの道を歩んでいま

いた｡ 副将なる肩書きも､ どこへやら｡

す｡ また､ みんな元気に会える日を期待しつつ…

それぞれの個性と部に対する関わり方考え方が

(平成８年卒)

衝突し､ 激しい摩擦の上に踊った私たちは､ いつ
もバラバラだった｡
しかし､ そんな我々が今でも密に連絡を取り合っ
ているのは何故だろうか｡ 年越しは他大学の仲間
も含め､ 毎年のように共に時を過ごしている｡ そ
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齋

藤

恵

実

れぞれの幸も不幸も､ すぐに耳に入る｡ なにが自

私とアステアの出会いは１回生の時でした｡ ま

分たちを､ これほどに力強くつなげているのだろ

だ､ その頃は他の単座機は見たことがなく､ なん

うか｡

てきれいな形をしているのだろうって思いました｡

それはやはりグライダーだと私は思う｡ グライ

いつか私もこれに乗るのかなぁと漠然と思いまし

ダーに対する愛情こそが､ 私たちをつないでいる

た｡ そんな私がアステア係になったのでした｡ 夏

のだ｡ 現役時代､ 確かに我々はバラバラだった｡

は先輩に三田の山奥に連れられ､ ひたすら整備｡

しかし､ それは全く異なる属性をもった異質の塵

今までに見たことのないようなものばかりでした｡

としてではなく､ ある一つの同じ属性を持った破

いつか私が乗る時のためにと座席シートも作りま

片としてのバラバラだったのだ｡

した｡
２回生になり､ 私がメインでアステアをみるこ

(平成11年卒)

とになりました｡ 初めてアステアを組み立てた時
はほんとに飛ぶのかと思いましたが､ 私はアステ
アを組み立てたりばらしたりするあの緊張感がた
まらなく好きになっていました｡ 航空部２度目の
夏に､ 今まで､ あまり大きなことは起こらず､ 順
調だったアステアとの関係が少し変わったのでし
た｡ 耐検を通すため､ ひたすら整備の毎日｡ その
中で今でも忘れないプーリーの破損｡ 破損さえし
なければそんな部品の存在なんて知らずに過ごし
ていたでしょう｡ 小さなネジ一つでも同じ大きさ
のものを探す大変さ｡ どんな小さな部品でも飛ぶ
ために必要なのだと感じました｡ 一見､ 優雅に空
を舞っているグライダーの影にはこういった小さ
な部品たちが支えているのです｡ 耐検当日､ 福井
空港で曳航されているアステアの後ろ姿を見た時､
うれしさがこみ上げてきました (この後､ 恐怖の
書類検査が待っていた)｡ ますます､ アステアに
乗りたいという思いが湧いてきました｡ ただ､ そ
の気持ちと反比例するかのように､ 私の技量は追
い付いていませんでした｡
ソロに出たのが３回生の秋でした｡ いつかアス
テアにも乗ろうと思いました｡ そして４回生の夏､
ハワイに飛びに行きました｡ そこでも飛ぶのに苦
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労しました｡ でも､ そこで複座ソロで初めて滞空
したのです｡ 自分の目で空港の見える範囲での滞
空でしたが､ 感動しました｡ 自然の力を借りて飛
ぶことの偉大さに改めて感動しました｡ そこで気
付きました｡ 大会に出ることもいい機体に乗るこ
とも経歴を増やすことも大切だけど､ 何か忘れて
いたのではないかと｡
結局､ 夢は夢のまま終わってしまいました｡ 悔
いは残っていないとは言い切れません｡ でも､ ア
ステアにとっても私に乗ってもらわなくて良かっ
たのじゃないかなぁと正直思います｡ ただ､ アス
テアが私にとって何度も航空部を辞めようと思っ
た時に何かひっかかる存在でした｡
私が航空部を４年間続けてこられたのは､ アス
テアの存在だけではなく､ 先輩､ 後輩のおかげな
のです｡ 特に私たちの学年は私と松本君しかいな
く､ 先輩なのにとことん使わせてもらい､ 後輩な
のになぜか責任の重さは同じであったり､ とさん
ざんな学年でした｡ でも､ 最後に航空部を辞めよ
うと思った時に､ このつながりも消えてしまうん
だと考えたら､ 私は引っ張られました｡ 耐検で苦
労したこともソロに出られなくて悩んだ時もうれ
しかった時も全部､ 私１人ではなく､ 先輩や後輩
や松本君がそしてアステアが支えてくれたのです｡
卒業して２年が経つ今､ その存在と航空部での経
験に感謝します｡ 本当にありがとうございました｡
そしてこれからもどうぞよろしく!!
(平成11年卒)
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新

月
会

会

１

名

則

称

本会は､ 関西学院大学体育会航空部新月会と称する｡
２

目

的

本会は会員相互の融和と親睦を図るとともに母校及び航空部の発展に寄与することを
目的とする｡
３

事務所
本会の事務所を航空部新月会会長のもとに置く｡

４

事

業

本会はその目的達成のために次の事業を行う｡

５

１

会員相互の融和､ 親睦に関する事業｡

２

航空部の指導､ 後援に関する事業｡

３

航空部発展のための意見具申｡

４

その他目的達成に必要な事業｡

会

員

本会の会員は次の区分とする｡

６

７

１

正 会 員

母校体育会航空部出身者

２

特別会員

幹事会が推薦し総会で承認した者に会長が委嘱する｡

役

員

１

名誉会長

１名

７

企画幹事

１名

２

会

１名

８

幹

事

各学年代表若干名

３

副 会 長

若干名

９

監

事

２名

４

幹 事 長

１名

10

顧

問

若干名

５

副幹事長

若干名

11

監

督

１名

６

会計幹事

１名

12

コ ー チ

長

若干名

役員の任務は次の通りとする｡
１

会長は本会を代表しその業務を統括する｡

２

副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する｡

３

幹事長は本会の業務を掌理し会の運営にあたると共に､ 関西学生航空連盟及び
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K.G.A.A.との連携を諮る｡

８

４

副幹事長は幹事長を補佐し会務の運営にあたる｡

５

常任幹事および幹事は幹事長を補佐し会務の執行にあたる｡

６

監事は会計監査を行い総会に報告する｡

役員の選出は次の通りに行う｡
１

会長及び副会長､ 幹事長､ 副幹事長､ 監事は総会で本会員中より選任する｡

２

幹事は各学年ＯＢより､ 推薦された者とする｡
その他必要に応じ本会員中より会長が推薦することができる｡

９

役員の任期
役員の任期は２ケ年とし､ 留任をさまたげない｡ ただし持別の事情が生じたときはこ
の限りではない｡

10

会

議

本会に次の会議を置く｡
１

総

会

年１回会長がこれを招集する｡ 臨時総会は会長が必要に応じてこれを招
集し議案を承認決定する｡

11

12

２

役員会

役員会は会長が必要に応じてこれを招集し議案を承認決定する｡

３

幹事会

幹事会は幹事長が必要に応じてこれを招集する｡

会

計

１

本会に必要な帳簿を備え事業の運営及び財産の状況を明らかにするものとする｡

２

本会の会員は総会で決議した年会費を負担する｡

３

その他特別会費､ 助成金､ 寄付金を受けることができる｡

４

本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月31日に終わるものとする｡

５

会計報告は総会において行う｡

付

則

本会則を改正する場合は総会に諮るものとする｡

昭和55年５月１日

制

定

平成11年７月18日

改

正

平成13年１月13日

改

正

平成16年６月５日

改

正
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関西学院大学体育会航空部新月会

役

員
平成19年６月23日

名誉会長：正田啓造
会

長：辰馬

勝

副 会 長：松谷守章､ 三原憲二､ 西田利博
幹 事 長：濱田博夫
副幹事長：大和秀樹､ 衛藤遥歩
会計幹事：大和秀樹
企画幹事：的場春樹
監

事：渡辺幸生､ 水谷千尋

顧

問：亘理一省､ 安田晃次､ 齋藤慶文､ 垂水

浩､ 河野哲也

総 監 督：齋藤慶文
監

督：西田利博

常任幹事：昭和44年

幹

杉本

守､ 昭和45年

橋本静児､ 昭和46年

寺田利冶､

昭和59年

河島幸雄､ 昭和62年

吉田茂永

事：昭和43年

森本泰之､ 昭和46年

岩谷雅昭､ 昭和49年

前田

昭和50年

臼井明彦､ 昭和52年

宮

冶彦､ 昭和53年

平林恒光､

昭和56年

中北史郎､ 昭和57年

七俵理子､ 昭和57年

谷山拓生､

平成６年

新田隆史､ 平成６年

山田宗孝､ 平成８年

増田憲治､

平成10年

星

松本明経､ 平成12年

原田隆洋､

平成14年

山本

山本直毅､ 平成16年

重政憲作､

平成17年

木下優子

雄仁､ 平成11年
卓､ 平成15年

コ ー チ：七俵理子､ 吉田茂永､ 新田隆史
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関西学院大学体育会航空部
副部長

グライダーがどのようなものか､ 一般にはあまりよく知られていない｡ そこで ｢風に乗っ
て飛ぶそうですね､ エンジンがないのに恐ろしくありませんか｣ とよく人に聞かれる｡ そ
こで私は ｢エンジンがなくても飛べるように初めから出来ているので､ 普通の飛行機より
も安全ですよ｣ と､ いつも答えている｡

私はいま副部長をさせていただいているが､ 航空部のではない (そのため学生時代
に航空部を知らなかったことを大いに悔やんでいる)｡ 私が航空部と関わりあいをもつよ
うになったのは､ 今から18年前の1982年４月のことだった｡ そのきっかけは､ 正田部長
(当時) からの一度グライダーに乗ってみませんかとのお誘いであった｡
飛行機好きの私は喜んですぐ出席の返事をしたが､ 私もグライダーのことはよく知らな
かったのである｡ 正田部長に私を紹介してくれた同僚の久保田氏 (現在広報室次長) と２
人で､ ４月28日､ 私は初めて木曽川滑空場を訪れた｡
学生の乗った真っ白な機体が､ ランウェイをするすると動きだしたかと思うと､ 見る間
に細い１本のワイヤーに引っ張られて急角度で瞬く間に高く青空の中に吸い込まれていっ
た｡ その光景を初めて見たときの強烈な印象を今でも鮮明に覚えている｡ そしてグライダー
に搭乗させていただいた｡ 後席は田口教官であった｡ 急激な上昇の加速が続いたあとの索
を離脱して空中に浮かんだ瞬間の浮遊感､ はるか下面に小さく見えたランウェイ､ これが
グライダーなのかと言葉に表せない感動を経験した｡

大学に戻って､ 正田部長から副部長になってもらえないかと依頼があった｡ 経験者でな
い自分には荷が重すぎると辞退を考えたが､ 木曽川での体験が忘れられず､ グライダーと
関わってみたいという思いがあって､ 責任の重大さも省みずにそれを引き受けてしまった｡
その年の夏休みの９月に､ グライダーのことや訓練の実際を知るため１年生のつもりで､
木曽川合宿に学生と一緒に参加した｡ 古い農家をそのまま利用した狭い宿舎に学生と寝食
をともにして､ 数日間､ 暑い中で機体押しや索点など一緒に地上訓練を経験した｡ 学生に
― 613 ―

は迷惑であったろうと思うが､ おかげで､ 安全を守るためにはどのような方策がとられて
いるのか､ さらに､ グライダーが飛ぶためにはピスト､ 旗持ち､ ウインチ､ リトリブ､ 道
路監視など､ 多くの部員のチームワークが必要なことなどを初めて理解することができた｡
また､ 訓練は炎天のもと１日中重たい機体を押して走るなどハードで非常に体力を要する
ことが分かって､ 航空部がなぜ体育会に所属しているのか妙なところで納得した｡

実はこの頃､ 正田部長は私がライセンスを取って学生の指導にあたることを強く期待し
ておられたようであった｡ 私も若かったので一時はその気にはなったのであるが､ 仕事の
こともあって結局断念し正田部長の期待に応えることができなかった｡ 正田部長にはあら
ためてここでお詫びを申しあげたい｡
正田部長にはよく合宿や大会の視察に一緒に同行させていただいて､ グライダーについ
て多くのことをお教えいただいた｡ その後､ 正田部長は1990年３月に定年退官されて総監
督に就任されて､ その後任には内田法学部教授が就任された｡
内田部長は法学部の宗教主事をしておられたクリスチャンである｡ その内田先生に正田
部長があとを託された理由の１つは､ 内田先生が戦時中に陸軍特別操縦見習士官 (第三期)
として宇都宮で飛行訓練を受けられた際にグライダーの経験をお持ちであったからである｡
内田部長の在任中にも､ 部の運営上のいろいろな問題が発生した｡ その時､ 内田部長はい
つも正田総監督や私を交えて､ クリスチャンらしく穏やかにまず学生の話をよく聞いたう
えで､ 素早く厳格な態度で問題の解決にあたっておられたのを思い出す｡ その内田部長も
1993年３月に定年退官され､ 残念ながら1994年の12月に急逝された｡

内田部長の後任である現在の部長の永田教授は､ 福井空港に近い武生市の出身で､ 文学
部で演劇論を担当されている｡ 内田部長が後任に永田部長を選ばれたのは､ 同教授が学生
の課外活動のことをよく理解されていることと､ 何よりその人柄の暖かみにあったのでは
ないだろうか｡ 永田部長には､ これからも学生の気持ちに立った視点を生かして部の運営､
活性化のため努力していただきたいと願っている｡

さて､ 私が航空部と関わりあいをもつようになって既に20年近くがたったが､ その間､
社会の変化とともに学生の生活や考え方も大きく変わり､ 航空部の学生の気質もずいぶん
変わってきたように思われる｡
学生の気質の移り変わりをもっとも象徴しているのは部員数の減少である｡ その原因は､
運動部のもつ集団的イメージが束縛を嫌う現在の学生に敬遠されるようになったのが主な
理由のようである｡ これは本学航空部のみならず体育会全体の問題でもあり､ ｢学連｣ が
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いま抱える全国的な悩みでもある｡
入部者について見ても､ 最近は ｢部｣ としての活動より個人の目的を優先する傾向が見
受けられる｡ しかし､ グライダーは多くの部員の一致した協力がなければ絶対に飛べない
のである｡ 航空部における集団 (チームワーク) の重要性を学生はよく理解してほしい｡
集団としての力の結集が､ 結果的に一人一人の個人の技量向上と目標達成につながってい
くのである｡ また､ 安全性における規律と緊張感の重要性についても再認識してほしい｡
上級生と下級生の垣根が低くなって和気あいあいとした雰囲気は好ましいものであるが､
訓練においては上級生と下級生は指導する者とされる者の関係である｡ そこには適度な規
律と緊張感が常に必要なのである｡

いま活動経費の問題も航空部の抱える大きな課題である｡ 一度入部した学生が経済的理
由でやむなく退部することも多く､ これが部員減少となってさらに学生１人あたりの経費
負担が増大するという悪循環をきたしている｡ その様な事情もあって､ 最近は日本より手
軽で安い経費で飛べる海外で練習をして､ 免許を得る学生も増えてきた｡ 安全性の面に問
題がなければ､ こうした海外での練習を積極的に取り入れてゆくことには賛成であるが､
このことが部員の個人主義化を一層助長していく懸念もある｡ こうしたなかで練習経費を
いかに軽減するか｡ これについては機体の所有問題､ 運搬費､ 合宿費､ 教官経費､ 保険費
用などあらゆる面からの検討が必要であるので､ ぜひ ｢学連｣ が中心となって積極的に改
革に取り組んでいただくことを望みたい｡ また､ 競技会出場にあたっても多額の経費が必
要となり､ 大学からの参加補助があるが､ それでも経費が不足するため大会への出場が危
ぶまれる恐れもでてきている｡ そこで先輩諸氏には恐縮であるが､ 後輩の育成や大会出場
のために､ １人が少しずつでよいので継続的な資金協力をしていただければと､ ここであ
らためてお願いをしたい｡

学生時代にしか経験できないことがあるとすれば､ それは大変貴重なことであるが､ そ
れを社会人になっても続けられるのであれば､ もっと素晴らしいことではないかと思う｡
私は卒業生が社会人となってもグライダーを一生の趣味として楽しんでいただくことが出
来ればと願っている｡ そのためには､ 滑空場の問題､ 指導者の問題､ 機材や経費の問題な
ど検討しなければならない多くの課題があるが､ いま､ 斎藤監督が中心となって､ モーター
グライダーを購入してそのようなことが実現できないかどうかなど考えていただいている｡
また､ 学連の方でも､ 航空部・のために飛行クラブのようなものを関西にも作る
計画が具体化しつつある｡ この機会にぜひ多くの卒業生の方々がランウェイに戻ってこら
れることを希望しています｡
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関西学院大学体育会航空部
監

督



正田総監督の補佐として､ 現役の諸君と接するようになって７年程になりますが､ その
間全国大会の出場もあり､ 関関戦､ 東海・関西競技会等､ その都度かかわって見ての感想､
現状､ 希望に付いて記してみたいと思います｡
学生グライダー人について言えば､ 年々減少の傾向で､ 母体の日本学生航空連盟として
も対策に知恵をしぼっているのですが､ 何にしても費用が多分にかかると云うネックは学
生グライダーの最大の悩みでしょう｡
訓練環境としても､ 関西・東海と､ 関東､ 九州それぞれの有利不利があり関西の水準は
他に比べて低いと云わざるを得ないのが現状であり､ 学生グライダーに取り組む姿勢もそ
の内容の濃さに違いが現れていて関西は一部校を除いて､ 仲良しクラブ化している現状です｡
我が関西学院大学航空部に付いての問題点となると､ 使用機材が全国大会での性能に満
たないこと､ 教官､ コーチの絶対数の不足等がまず上げられると思います｡
現在各校では､ 例えばオーストラリア遠征での技倆向上､ 経験度の向上､ そしてより多
い搭乗回数の追求等と努力を積み重ねているようです｡ が強い学校は反映してか現役
も強くなるといった兆候が全国の様子として見られます｡ 私事ですが卒業後も飛ぶことを
忘れられずモーターグライダーのクラブの発足に参加し､ その後軽飛行機の免許を取り､
以来八尾でセスナを飛ばしています｡ が､ その当時の仲間は誰も空を飛んでいないという
現実は少し寂しいのですが｡ みんな仲間で飛んだ楽しさは忘れられないと思います｡
私の提案として､ 現役が卒業後も引き続いて空の世界から離れずに次代現役と一緒に､
又､ だけでも飛ぶ状況を作って行けたらと思うのです｡ そこから教育証明の取得
者も出せるでしょうし､ 金銭物質面と､ 精神面の両面で現役のバックアップも出来るので
はないかと考えます｡
例えば､ 慶応の三田フライングクラブ､ 阪大が行っている飛行会等､ 関学も新月ソ
アリングクラブとか､ 何かチームを立ち上げる事が出来ないものかと思っています｡ 等々､
皆様は如何にお考えでしょうか｡ 何とか現役を強くし､ 折角知った空の魅力､ あの素晴ら
しい世界を､ も飛び楽しむことが私の永遠の夢なのですが……｡
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昭和57年卒



母校関西学院大学体育会航空部の創部70周年､ しかも21世紀最初という記念すべき年に､
伝統ある航空部のコーチとして飛び続けている自分は幸せな人間だとつくづく思いながら
・福井大木曽川合宿へ向かう新幹線車中でこの原稿を打っています｡
さて私がグライダーを始めて早20年以上が過ぎたわけですが､ 飛び続けるためになった
はずの中学教師という職が現在多忙を極め､ ましてや四十路にかかるとどの職業でも一緒
でしょうが ｢〜主任｣ という肩書きのもと１日200円の手当で深夜まで働かされており､
さらに部活指導で盆・正月以外は休日なしという有様で今回の合宿参加も夏休み以来約
４月ぶりです｡ それでも昭和59年の教育証明取得以来､ 年５回程度の母校主催の木曽川・
福井の合宿には２〜３回 (何分福岡県に住んでおりますので､ 土曜日午後移動､ 日・月の
２日間参加というパターンがほとんどですが) は参加しておりますので､ たぶん100人以
上の母校学生の指導をしてきたものと自負しております｡
これも私が学生の頃､ は ｢単座機しか持たず教官もいないで…｣ と事あるごとに言
われ続けたことが原体験になっていると言えるでしょうか｡ また､ グライダーは生涯スポー
ツであることを学生に伝えることが自分の役割だと考えていることも飛び続けている要因
でしょう｡ さらに教証取得後に自己研修のつもりで始めた海外遠征もオーストラリア､ ア
メリカ､ そして中国と３国になり､ グライダーを通じて海外に多くの知人ができました｡
しかし､ その思いを引き継ぐはずの ｢教官｣ は､ 私の後は吉田君､ 新田君の２人しかお
りません｡ これは関関同立の中では最低の数でしょう｡ 幸いに毎年一定数の新入部員があ
ることと､ 学連に属していることで何とか部としての活動ができていますが､ 体育会とし
て強い航空部となるためには､ 全国大会入賞を目標にホームベースでしっかりとした基礎・
基本を身に付けること､ そして合宿には必ずの教官がいる体制をつくっていくこ
とが急務であると痛感しております｡ 諸氏のご支援と若いが飛び続けることを期
待しております｡
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一現役部員の目から
衛

藤

遥

歩

一口に70年と申しますが､ まだ20数年しか生き

からである｡ 結果､ 体育会の厳しさは影を潜めて

ていない私にとって､ その期間は想像を絶する長

いるが､ 良くも悪くもこれが現在の部員の気質で

さであり､ 同時に重みを感じるものであります｡

ある｡

とはいえ70年の内､ 自らが関ったのはほんの３年

とはいえ､ このような現役部員が好き勝手に活

半あまり､ 一体何を書けばいいのやら…迷った

動できるのも､ ・の方々のご支援あって

末に現在最上級生であることを利して､ 最近の航

のことです｡ それに感謝すると共に､ 10年後の80

空部とその部員について簡単にまとめてみようと

周年の時には､ 自らが支援する側になっているこ

思います｡

とを誓いつつ､ この文章を終えたいと思います｡
(４回生)

先ず現在 (2000年10月) の概況から｡
部員数18人､ 内女性５人｡ 所有機２機､ 内１機
は飛行不可｡ 所有車１台｡ 所有機材１セット｡ 学
連への借金､ 多額､ といったところである｡ この
うち､ 部員数と借金の額は関西でも有数の規模で
ある｡
また､ 入部してくる者は､ 飛ぶ事に何らかの憧
れや興味を持つ者が９割､ 騙される者が１割であ
る｡
さらに､ 合宿は年６回 (含関関戦)｡ 年間の発
数はここ３年300発から400発程度 (天候による)､
これを部員数で割ると一人あたりは年間20発前後｡
この発数では上達も難しく､ 最近の３年間､ 国内
でライセンスを取得した者はいない (海外で取得
した者７名)｡ その為なのかどうか､ 全国大会に
はこの３年で一度しか出場していない｡
さて以上に述べた中で､ 現在の部員の気質を最
も表しているのが､ 海外でライセンスを取得する
者の多さである｡ 海外ライセンスと聞くと､ 何と
なくお金でライセンスを買うイメージから､ 良く
ない印象を持たれるようだが､ 我が航空部に限っ
て言えば部の活性化や部員の実力の向上に､ 明ら
かに貢献しているものと断言できる｡ なぜなら､
部員の誰しもが楽しく空を飛びたいと願っている
が､ 彼等ほどその願いを実現している者もいない
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斉

藤

勇

  
治

山

本

卓

初めて空を飛んでみた時､ 地平線まで見える事

旅行・車・スキューバダイビング…現在の大学
生はレジャーと呼ばれるものを多く持っており､

に対する感動や､ それを飛んでいると実感したよ

グライダーはその若者の数多くあるレジャーの一

うな感覚…｡ どれも最近のフライトには全く感じ

つに過ぎない｡ 空を飛んでみたければパラグライ

られない｡ 余裕がない｡ たまに目の前の景色から

ダー､ ハングライダーなどを旅行ついでにすれば

目を離してフッと空を満喫したと思ったら､ もう

いいわけで (一日約5000円〜9000円)､ わざわざ

グライダーの動きがおかしい｡ 速度抜けしていた

多くの規則のある体育会の航空部に入って空を飛

り､ 増速あるいはフラついていたりしていて､ も

ぶ必要なんてないのである｡

ういっぱいいっぱいだ｡ クルマを運転している時

これがここ数年の航空部員減少の一つの原因で

はすごい余裕を持って運転出来るのに､ グライダー

はないかと思う｡ また､ グライダーというスポーツ

になると何故か上手い事いかない｡ ただ単に地上

は自動車と同じ様なもので､ 自由に操縦できるよ

で走っているのと同じように､ それが空で操縦す

うになればすごく楽しいものになるのだが､ それま

る事に変わっただけやんと考えても､ 上空に出る

では難しさが先行してなかなか楽しみを見出せない｡

と急に視界が狭くなってしまう｡
余裕を持って飛べる様になった時､ 初めてグラ

我々の代の航空部員の多くがソロフライトの前に

イダーに乗った時と同じように､ 空の楽しさを知

辞めていったのもこのためではないかと思う｡
そこで ｢空を飛ぶ｣ 以外にも航空部に居たくなる
ものを作る必要があると感じ､ クラブ内での良き人

る事が出来ると思う｡ 早くそうなったらいいのに
なと思う今日この頃である｡

間関係作りに注力した｡ 上下関係にそれほど厳しく
なく､ 自由に物が言える ｢良い意味で｣ サークル的
な仲間関係にしようとした｡ それから１年以上たち､
現在の関学航空部は我々の代よりもさらに上下関
係がなく､ 和気あいあいとしているように感じる｡
だが､ それゆえに最近の我々は ｢本業｣ である
グライダーに乗り ｢空を飛ぶ事｣ をあまり重視し
なくなっているように感じる｡ 試合でより良い成
績を残すという目的で日々練習をつんでいる､ と
いうよりは海外でライセンスをとるために木曽川
で練習をつんでいる様に感じる｡
我々若者は航空部のことだけでなく､ 何に対し
ても短絡的な行動をとってしまう事がある｡ そん
な我々に対して呆れることなく､ 関学航空部を長
期的な目で見て助言をしていただいているの
方々に大変感謝している｡

(４回生)
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(４回生)


松

本

篤

アリゾナ州のエストレラでライセンスを取りま
した｡ 日本では合宿に恵まれず､ たった50発から

た時は冷や汗ものでしたが､ 冷静に対処でき､ 無
事に帰れたことはとても自信がつきました｡

のスタートでしたが､ 毎日必死でフライトに望み､

学科はさっぱりのままでここにやってきたもの

18日目にしてライセンスを獲得しました｡ 夢がやっ

の､ テレビもなく､ フライト以外に何もすること

と現実になって､ １月たった今でもその頃の日

がないのでとても集中できました｡ しかし航空工

記を読み直すと感無量です｡

学は中央大の波多江君と早稲田の小野君の助け無

ここ数年､ 先輩方はハワイでライセンスを取ら
れるのですが､ １年の頃からアステアの方向舵に

しには今回のライセンスは有り得なかったでしょ
う｡

張られたエストレラ滑空場のステッカーに興味を

エストレラでの経験は学連の合宿ではとても出

持った私は､ ３年になったらここに行くぞと決め

来ないものばかりで､ コンペやアクロバットをす

ていました｡

るために滑空場に来る人々といろんな話をするこ

いつも行きの飛行機はとても嬉しさ爆発状態な
のですが､ 今回はいつもと違って緊張しっぱなし

とでグライダーの世界って本当に広いなあと思い
ました｡

でした｡ ブラジル経由だったので､ まずイグアス

私はグライダーの世界のドアを開ける鍵をやっ

の滝を見学して､ ピッツバーグに飛び､ 高校時代

と手に入れることができました｡ この世界はとて

に交換留学したときのホストシスターの結婚式に

つもなく広い世界です｡ 趣味の旅行と兼ねて､ 世

参列し､ 出発から１週間後にフェニックス郊外に

界中の空を飛ぶのが､ 今の私の夢です｡
(３回生)

あるエストレラへと向いました｡
さすがに緊張もほぐれてフライトに専念するぞ
と思いきや､ バンクハウスという寝泊まりする小
屋は木曽川宿舎以下のレベルで､ 初めの１週間は
フライトよりも新しい環境に馴れていくのに精一
杯でした｡ ようやく砂漠での生活にも慣れ､ 日本
から来て､ 昨年ここでライセンスを取った学生や
自衛隊の五十嵐さんが来て､ エストレラの教官以
外に自分のフライトを見てくれるので､ メキメキ
上達していきました｡
さすがに砂漠のど真ん中だけあって､ 木曽川で
は有り得ないような事が沢山ありました｡ フライ
トにおいては､ 砂嵐に挟まれたり､ とんでもない
下降気流に入ったり､ 戦闘機がローパスしていっ
たりと散々な目にあったりもしました｡ なかでも
ソロの曳航中に200フィートでロープブレークし
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石

田



安紀子

坂

根

由

章

飛ぶことはすごいと思う｡ 吸い込まれそうな空

僕が航空部に入って１年ちょっとたとうとして

の中で､ 飛行機が浮いているというのは､ やはり

いる｡ 今合宿では機体係をやっているのだが学ぶ

すごいことだ｡ 旅客機とは違い､ エンジンを使わ

事だらけでいつも先輩方や同期の仲間に助けても

ずに浮力で飛ぶグライダーは綺麗であると思う｡

らってばかりである｡ とはいっても最近では要領

私はナウシカやラピュタを作った宮崎駿の世界の

を大まかながら得てきたし､ 合宿全体の流れを把

延長線上にいて､ 空にあこがれる｡

握した上での行動が取れるようになってきたよう

そして着陸とともに現実にもどる｡ 訓練はとて

に思う｡ 機体係の仕事は大変なことが多いがとて

も厳しい｡ １日中､ ランウェイで過ごし､ 体力を

もやりがいがあり楽しい｡ 何よりも１つ１つの仕

使い果たして帰って来ても､ 木曽川の合宿ではゆ

事に達成感があるしもし大きな問題が起こったと

とりを持つことが難しい｡ そして心も体も癒され

き､ それを解決した時の充実感は格別である｡ フ

ぬまま６時に起床である｡ そして疲れきって10時

ライト面では最近すっかりスランプである｡ 離陸

に消灯である｡ 私もたくましくなった｡

着陸のみならず上空でも全然うまくいかない｡ ボ

そんな状況の中で航空部を続けている理由が２

クはグライダーの才能がないのだろうか今ボク

つある｡ １つは漠然と飛ぶのが好きであるからだ｡

は自動車の教習所に通っているのだが自分の運転

１時間30分の滞空を忘れることができない｡ 雲底

のヘタクソさにうんざりする毎日である｡ 多分､

を飛び､ 地上に雲の影が映っているのに感動した｡

操縦する事にむいていないのだろう｡ でもこの前

まだ一人で上手に旋回も出来ないが､ 今度は自分

初めて滞空した｡ 高度1060まであがったのだが､

でサーマルを利用して滞空したい｡ あともう１つ

景色の綺麗さは言葉では表せないものがあった｡

は航空部にはいい人が多いからである｡ 個性的な
人が多いし､ 心の広い人が多いのでうれしい｡ 航
空部を続けることで､ 何か大きなものを掴めたら
と思っている｡
(２回生)
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(２回生)

    
重

政



憲

作


田

代

季実子

私が航空部に入った理由は､ ただ空を飛びたい

航空部に入部するのにはいささか迷いがあった｡
何しろ ｢金がかかる｣｡ 合宿に１回行くだけで



という願望を叶えたかったからです｡

５万円｡ 年間で諸費を含めると40万近くになるで

航空部の存在を知ったのは入学式の日でした｡

はないか｡ アルバイトの収入の大半は航空部行き

関学に来るまで７歳の頃から合唱をやっていた私

になってしまう｡ こんなクラブ他にはなかなかな

は､ 大学に入っても歌を続けるのだと意気込んで

いのではないか｡ しかし､ それでも航空部には私

いました｡ しかし､ 一方で､ せっかく大学に入っ

を魅了するものがあった｡ それは ｢空を飛べる｣

たのだからという気持ちもありました｡ 小学校の

ということだ｡ 実際フライトしてみると ｢これで

卒業アルバムに書いた夢は ｢空を飛ぶ｣｡ オリエ

５万｣ と思えるほどだった｡

ンテーションで話もろくに聞かずに見ていたチラ

私と同じく ｢空を飛ぶのがすき｣ な航空部の人

シの中に見つけた ｢航空部｣ の文字が､ 脳に何か

たちは､ 他校を含めても何故か良い人ばかりだ｡

を訴えました｡ ところが､ 私はグライダーがどん

とても優しいし､ 愉快な人ばかりである｡ 一人暮

なものであるのかを全く知りませんでした｡ 機体

らしの私にとって航空部の人たちは家族みたいな

展示の際に話を聴き､ グライダーにエンジンがな

もので､ 兄弟がたくさんできたみたいだ｡ 部室に

いことが一番の驚きだったと思います｡ ｢ウイン

いるとき､ 合宿での共同生活､ いずれにしてもと

チというものが索を曳いて機体を飛ばす｣ 光景の

ても居心地がいい空間だ｡ ほんとにこのクラブに

想像など､ 何度しても思い浮かびませんでした｡
そんな私ではありましたが､ 先輩方や教官方､

入って良かったと思える｡
私はこの関西学院大学に在学している限り体育

他大学航空部の方々の足を引っ張りながらも支え

会航空部に所属したいと思う｡ そして70年間引き

ていただき､ １年生の前半の合宿を無事に訓練す

継がれてきた伝統を守っていこうと思う｡

ることができました｡ 合宿では体力面でも精神面

(１回生)

でも辛い事がありますが､ 空を飛ぶことがうれし
くてうれしくて｡ 早く上達したい､ 上達できるよ
うに１回１回のフライトを大切にしていこうと思
います｡ 今､ 航空部に入って､ 後悔はひとかけら
もありません｡
(１回生)
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＜第一部

記念礼拝＞
12時〜12時30分

前

会

場：ランバスチャペル

司

会：関西学院大学教授

大日向

奏

楽：前航空部部長令夫人

内田

奏

讃 美 歌

312

物故者への黙祷
祈

祷

聖

書

奨

励

祈

祷

頌

栄

後

奏

詩篇19・1 〜 5

541
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幻 様
道子 様

＜第二部

記念式典・懇親会＞
12時40分〜
会

場：レセプションホール (風の間)

司

会：三原

憲二

― 記念式典 ―
開式挨拶

航空部

永 田 彰 三

部長

航空部ＯＢ会

辰 馬

会長

来賓祝辞

関西学院

来賓祝辞

日本学生航空連盟

来賓祝辞

Ｋ.Ｇ.Ａ.Ａ.

来賓紹介

司 会 者

祝電披露

司 会 者

閉式挨拶

航空部ＯＢ会

院長
関西支部長

会長

山 内 一 郎

様

坂 口 一 彦

様

木 村 正 春

様

松 谷 守 章

副会長

―懇 親 会―

勝

演奏：エレクトーン

内藤雪子・フルート

開宴挨拶

航空部ＯＢ会

名誉会長

正 田 啓 造

乾

杯

関西学院大学

学長

今 田

会

食

スピーチ

関西学院大学体育会
日本学生航空連盟

参事

同志社大学航空部ＯＢ会

幹事

関西大学航空部ＯＢ会
関西学院大学航空部

会長

様

道 也

様

平 賀 正 弘

様

牧野 鐡五郎

様

川 口 敏 寿

様

勢 山 五 郎

ＯＢ

日本学生航空連盟木曽川訓練所
関西大学航空部

寛

畑

会長

副所長

総監督

田 口

昇

様

中 川 義 英

様

活動報告

映像・解説 ｢航空部70年の活動｣

前 田

閉会挨拶

航空部ＯＢ会 前会長

河 野 哲 也

校歌斉唱

｢空

閉

司 会 者

会

の

翼｣
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大塚優紀子

亨

(右上) 今田

寛

学長

(右中) 山内

一郎

院長

(右下) 畑

直也

体育会会長

(左下) 木村

正春

K.G.A.A.会長
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日

時：平成13年４月28日 (土)

場

所：関西学院会館

司

会：濱田

風の間

博夫

１. 開会の挨拶

辰馬

勝

２. 70周年記念品贈呈

勢山五郎

３. 平成12年度活動報告

三原憲二

平成12年度会計報告

伊藤晴夫

平成12年度会計監査報告

渡辺幸生

正田啓造

４. 平成13年度活動計画
１) 航空部OB会会則の件

辰馬

勝

２) 新役員承認の件

辰馬

勝

３) 創部70周年記念誌発行の件

喜多良夫

４) 懇親ゴルフ開催の件

松谷守章

５) OB会費

伊藤晴夫

銀行引き落としの件

５. 次期機体について

斉藤慶文

６. 現役学生紹介並びに報告

主将

７. 閉

前田

亨

主務

会

集合写真

水谷千尋
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河島幸雄
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戦

前

OB

氏

名

新
荒
増
山
中

宮
木
田
下
川

寿天丸
重 義
養 三
観
忠 克

物故者

文専･社

大12

物故者

高商

昭６

物故者

高商

昭６

物故者

高商

昭６

物故者

高商

昭６

合
名
竹
玉
衣

田
倉
島
井
笠

福太郎
三 郎
新 三
秀 雄
武 男

物故者

文専･社

昭７

物故者

高商

昭７

物故者

高商

昭８

物故者

高商

昭９

物故者

高商三

昭10

永
富
金
辻
鷲

井
永
子

要
造
夫
造
鉱

2710094 松戸市上矢切238

長
良
賢

井

郵便番号

現

住

所

電話番号

学部・卒業年度

0473627300 文専･社四 昭10

物故者

文専･社三 昭11

物故者

商経･経

昭12

物故者
5620025 箕面市粟生外院41416

商経･商

昭12

0727292978 文専･英

昭13

森 重
生 田
中来田
澤 田
土 弘

猛
耕
隆
精
利

夫
蔵
二
二
郎

物故者

商経･商

昭14

物故者

法文･法

昭14

物故者

商経･経

昭14

物故者

商経･商３ 昭16

4180035 富士宮市星山23763

0544230523 高商12

勢
中
江
田
森

山
村
川
辺
重

五
順
良
久
寿

郎
夫
雄
夫
夫

6310006 奈良市西登ケ丘1136

0742457397 商経･商12 昭16

小
天
佐
松
本

畠
句
藤
井
出

正 雄
圭一郎
俊一郎
香
泰 造

吉
島
吉
犬
正

井
本
川
塚
田

賀 男
弥太郎
由 章
彭
啓 造

物故者

昭16

高商12

昭16

商経商

昭16

物故者

文専･社

昭17

物故者

商経･商

昭17

物故者

文専･英

昭18

物故者

商経･商

昭18

物故者

高商

昭18

高商

昭18

物故者
5600884 豊中市岡町北281

0663513350 商経･商

昭18

商経･経

昭18

物故者

政経

昭19

物故者

法文･法

昭19

物故者

法文･法

昭19

6620875 西宮市五月ケ丘410

商経･経９ 昭21
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氏

名

磯
西
小
須
瀬

部
崎
松
野
尾

明
健次郎
良 雄
恵
利 治

物故者

商経･経

昭21

物故者

0798744312 法文･法

昭21

前
吉
辻

田
村
内

剛之助
利 文
健

戦

後
和

郵便番号

学部・卒業年度

物故者

経済

昭23

退会

経済

昭23

1410021 東京都品川区上大崎45265610

経済

昭23

物故者

経済旧

昭25

OB

中
永
本
理
本

安
塩
浅
盛
喜

田
塚
田
山
多

晃 次
幸 雄
悌一郎
清 重
良 夫

9041102 石川市東山243

杉
松
佐
庭
浜

山
谷
伯
田
田

良
守
栄

山
赤
齋
垂
権

本
尾
藤
水
藤

嘉
善
慶
康

電話番号

商経･経９ 昭22

田
篠
柳
亘
山

義

所

法文･法３ 昭22

中
川
岸
中
村

親
一

住

物故者

前
辻
高
田
西

敏
宏

現

夫
浩
豊
夫
志

5840034 大阪府富田林市清水町33904

0721243625 経済

昭28

6308033 奈良県奈良市五条237

0742468332 経済

昭28

短商

昭29

0798513712 商学

昭29

商学

昭29

博
脩
佑
省
弘

6620978 西宮市産所町312

0798351692 商学

昭29

6650874 宝塚市中筋2110

0797885876 法学法

昭30

5670012 茨木市東太田41594

0726382323 文学日

昭31

6580083 神戸市東灘区魚崎中町2142

0784524789 商学

昭31

経済

昭31

6620892 西宮市上ケ原二番町261
物故者

物故者

0989657755 法学法

昭32

法学政

昭32

5780747 三重県名張市梅が丘北2番町67番地

0595636100 法学法

昭33

5630022 池田市旭丘2711

0727621395 経済

昭33

9608054 福島市三河北町159

0245344886 経済

昭34

彦
章
治
稔
之

6590012 芦屋市朝日ケ丘町131

0797222016 商学

昭34

5918023 堺市北区中百舌鳥町68336

0722522957 商学

昭34

6610035 尼崎市武庫之荘72712

0664314405 法学政

昭35

5620044 箕面市半町4925

0727230201 法学法

昭35

法学法

昭35

一
良
文
浩
博

5650875 吹田市青山台3364

0668723189 法学法

昭35

6650005 宝塚市武庫山2丁目3番33号

0797732508 院修商

昭45

6620011 西宮市甲陽園目神山町20
17

0798742075 商学

昭35

5590033 大阪市住之江区南港中4722919

物故者

法学法

8390863 久留米市国分町1135

0942215563 商学
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昭36
昭36

氏

名

郵便番号

現

住

所

電話番号

学部・卒業年度

田 中
木津谷
河 野
蓑 田
大 浦

早智子
文 吾
哲 也
成 康
葆 彦

6620892 西宮市上ケ原二番町261

0798513712 社会

昭37

5600046 豊中市千里園11153

0668553012 経済

昭37

6610012 尼崎市南塚口町1丁目1715

0664283560 商学

昭37

1810004 三鷹市新川6238

0422464818 商学

昭37

5900114 大阪府堺市南区槇塚台1117

0722925323 法学

昭38

川
加
藤
渡
岡

坂
藤
田
辺
本

嘉
昌
順
幸

6310004 奈良市登美ケ丘6109

0742431510 文学教

昭38

近
村
辰
齋
勢

藤
田
馬
藤
山

俊
昌

塚
木
飛
中
中

男
紀
吉
生
孟

経済

昭38

6650024 宝塚市逆瀬台13
B508

0797729331 経済

昭38

6650875 宝塚市中筋山手2141

0797886850 経済

昭38

6620073 西宮市松風町630507

0798712659 商学

昭38

一
三
勝
恭 一
浩一郎

5620026 箕面市外院21315

0727294552 商学

昭38

5600026 豊中市玉井町31111

0668412193 文学独

昭39

6620017 西宮市甲陽園西山町1461

0798730469 社会

昭39

6580032 神戸市東灘区向洋町中3丁目18 RICイーストコート721005

0788545521 法学政

昭39

6148365 八幡市男山金振1410

0759826912 経済

昭39

本
原
澤
川
野

哲 夫
萬樹生
新
一 彦
重 洋

6510051 神戸市中央区神仙寺通1210

0782427370 商学

昭39

社会

昭40

6590051 芦屋市呉川町39

0797384691 社会

昭40

社会

昭40

社会

昭40

水
従
田
鎗
成

谷
野
中
野
願

千
輝
良
照
昭

6308044 奈良市六条西31115

0742478299 社会

昭40

6510056 神戸市中央区熊内町353

0782312915 社会

昭40

5630038 池田市荘園1613

0727626038 経済

昭40

6550041 神戸市垂水区神陵台233501

0787834524 経済

昭40

5900531 泉南市岡田5321

0724835877 商学

昭40

中
寺
小
津
松

野
井
山
田
井

雅
武

2400113 三浦郡葉山町長柄1642312

0468756295 商学

昭40

5950072 泉大津市松之浜町1171

0725224737 法学法

昭41

5630022 池田市旭丘21420

0727632283 経済

昭41

5600003 豊中市東豊中町2723514

0668490770 商学

昭41

6711142 姫路市大津区北天満町415410

0792364635 商学

昭41

山
山
中
藤
有

本
田
條
江
賀

5560016 大阪市浪速区元町1719

0666317745 商学

昭41

輝
一
英
成

腎
稔
忠
毅
信

5810061 八尾市春日町4526

0729926070 社会

昭42

6390254 奈良県香芝市関屋北716
20

0745763975 経済

昭42

6496306 和歌山市上黒谷3092

0734623401 経済

昭42

6580063 神戸市東灘区住吉山手2丁目224411

0788115868 商学

昭42

大
大
畝
辻
奥

和
岩
山
川
田

秀
泰
淳
正
昌

樹
英
史
宏
宏

5520003 大阪市港区磯路31826

0665710278 商学

昭42

5610801 大阪府豊中市曽根西町21314

0668520679 法学

昭43

5670845 茨木市平田114

0726320833 社会

昭43

6500046 神戸市中央区港島中町326 エバーグリーン31302

0783022310 社会

昭43

6360202 磯城郡川西町結崎189

0745440780 法学政

昭43

尋
明
一
生
彦

司
志
誠
知 信
聡一郎

物故者

4080012 山梨県北杜市高根町箕輪9794
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氏

名

郵便番号

現

住

所

電話番号

森
中
閏
西
斉

本
島
井
村
藤

泰 之
昭 彦
至 誠
義 夫
太紀雄

5670044 茨木市穂積台3番702号

0726216802 経済

昭43

6660142 川西市清和台東3241

0727992024 文学独

昭44

6330202 宇陀郡榛原町山辺31265

0745820885 法学法

昭44

法学政

昭44

6770001 西脇市大木町509

0795224726 経済

昭44

増
山
吉
笠
山

野
本
田
井
本

光 弘
望東夫
喜 彦
修 二
明

6660125 川西市新田31221

0727924388 商学

昭44

6660006 川西市萩原台西2188

0727585527 商学

昭44

経済

昭45

9892451 岩沼市土ヶ崎2416

0223242389 社会

昭45

6510058 神戸市中央区葺合町字蝉山17 熊内台セントポリア307号

0782512600 法学政

昭45

稲
北
橋
泉
杉

田
野
本
谷
本

正
裕
静
哲

治
也
児
雄
守

6730034 明石市林3110

0789222739 経済

昭45

2360021 横浜市金沢区泥亀128
A1401

0457820034 経済

昭45

6420001 海南市船尾70446

0734824105 経済

昭45

商学

昭45

6660116 川西市水明台1339

0727930718 商学

昭45

岩
植
小
寺
的

谷
戸
松
田
場

雅
和
永
利
春

昭
義
幸
治
樹

5450031 大阪市阿倍野区橋本町326

0666535567 社会

昭46

6700074 姫路市御立西11122

0792981362 社会

昭46

6310045 奈良市千代ヶ丘244

0742470717 法学政

昭46

5970002 貝塚市新町93

0724220130 法学政

昭46

6310062 奈良市帝塚山64104

0742430469 法学政

昭46

三
伊
高
西
畠

原
藤
尾
田
山

憲
晴
政
利
光

二
夫
秀
博
義

6638113 西宮市甲子園口21720

0798674344 法学政

昭46

6638231 西宮市津門西口町414

0798262502 経済

昭46

6712216 姫路市飾西467

0792661012 経済

昭46

5350022 大阪市旭区新森6619

0669554188 経済

昭46

7191131 総社市中央2203

0866921655 経済

昭46

立
濱
島
藪
渡

松
田
本

4540946 名古屋市中川区一色新町22021

0523010166 商学

昭46

5900114 堺市槇塚台3321

0722918188 商学

昭46

5900111 大阪府堺市三原台4313

0722929043 経済

昭48

6620083 西宮市苦楽園一番町1062

0798716508 院修商

昭49

辺

茂 雄
博 夫
健 次
謙一郎
秀 史

2701158 千葉県我孫子市船戸1113502

0471840193 商学

昭49

渡
小
福
古
臼

辺
村
嶋
江
井

義
純
弥
一
明

晃
一
生
泰
彦

5450021 大阪市阿倍野区阪南町1623

0665414467 商学

昭49

6692461 篠山市小枕637

0795940501 経済

昭50

6040814 品川区旗の台5114205

0337866422 経済

昭50

5938302 堺市西区北条町11618

0722784595 経済

昭50

6550002 神戸市垂水区小束山2810

0787962190 理学物

昭50

前
北
小
田
草

田
本
森
中
場

6580065 神戸市東灘区御影山手5208

0788562287

憲
嘉
一
幹

亨
治
之
以
夫

5840073 富田林市寺池台32512

0721288229 社会

昭51

5600002 豊中市緑丘1105

0668588439 社会

昭51

6580027 神戸市東灘区青木663

0784115967 法学法

昭51

1580083 東京都世田谷区奥沢223
25

0357291819 理学物

昭51

物故者
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学部・卒業年度

氏

名

郵便番号

廣
松
宮
吉
池

瀬
岡

海
前
田
平
角

野
田
中
井

平
向
山
吉
金

林
井
崎
田
森

恒 光
慎一郎
喜 博
恭 造
政 興

藤
香
佐
宇
山

井
月
藤
野
本

清
啓
裕
良

北

啓
史

本
島

有
秀

石
俵
田
江
山

玲
理
典

堤
中
畠
阪
田
白
七
宮
入
谷

井
上

松 尾
森
木 崎
林
宇根崎
宇根崎
久保田
前 川
生 駒
河 島

現

住

所

電話番号

学部・卒業年度

幸
信
治
省
勝

平
吾
彦
三
巳

6550038 神戸市垂水区星陵台5712

0787837124 法学法

昭52

1920353 東京都八王子市鹿島72 B204

0423884040 法学政

昭52

1760005 練馬区旭丘1612 眞鍋様方

0705186118 法学政

昭52

2300074 横浜市鶴見区北寺尾411
2

0455730433 法学法

昭52

義
敬
孝

靖
之
二
佳
誠

拓
憲
良
芳
裕
幸
幸

9188104 福井市板垣22902205

経済

昭52

2630001 千葉市稲毛区長沼原町31712901

0432845833 経済

昭52

6590013 芦屋市岩園町145

0797225765 経済

昭52

5938303 堺市上野芝向ヶ丘町

0722522793 商学

昭52

商学

昭52

3291231 塩谷郡高根沢町宝石台234

0286755516 理学物

昭52

5800021 松原市高見の里4515

0723363441 経済

昭53

3370053 さいたま市見沼区大和田町24203

0527029382 経済

昭53

6580063 神戸市東灘区住吉山手91760

0788465488 経済

昭53

経済

昭53

商学

昭53

6694272 兵庫県氷上郡春日町東中1291

0795752667 経済

昭54

6360022 北葛城郡王寺町明神467

0745739830 商学

昭54

6600806 尼崎市金楽寺町2374

0664016662 文学美

昭55

7028044 岡山市福島3185

0862632594 社会

昭55

之
郎
豊
一
太

6580066 神戸市東灘区渦森台3丁目173

0788419090 商学

昭55

6550871 神戸市垂水区松風台211308

0787529585 社会

昭56

2480007 鎌倉市大町1227

0467248132 社会

昭56

5096105 瑞浪市明賀台410

0572670613 法学法

昭56

5350001 大阪市旭区太子橋159

069531519

昭56

子
子
明
功
生

1410031 東京都品川区豊町3312
201

0334948892 文学美

昭57

文学教

昭57

正
志
輝
美
彦

物故者

商学

3310812 埼玉県さいたま市北区宮原町1871705

0486545109 経済

昭57

6620826 西宮市門戸岡田町114

0798530816 商学

昭57

5600013 豊中市上野東2120

0668573890 商学

昭57

健
一
隆
郎
彰

2160011 神奈川県川崎市宮前区大蔵2丁目261302

0118362226 商学

昭57

2160033 川崎市宮前区宮崎6341

0448531580 理学物

昭57

9220851 加賀市大聖寺錦城ヶ丘41
5

0761722515 社会

昭58

2310867 横浜市中区打越30 パークハイム横浜山手1005

0787512460 経済

昭58

2250014 横浜市青葉区荏田西112
35703

0459783495 社会

昭58

子
聡
子
雅
雄

2250014 横浜市青葉区荏田西112
35703

0459783495

昭59

6728057 姫路市飾磨区恵美酒3681106

0792347455 社会

昭59

5610812 豊中市北条町21017 前田様方

0663362679 社会

昭59

5830872 羽曳野市はびきの51715

0729532670 法学法

昭59

6750061 加古川市加古川町大野38151

0794256257 法学法

昭59
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氏

名

安
大
越
有
金

田
江
智
馬
森

薫
史 晃
基 夫
めぐみ
和 之

3591142 埼玉県所沢市上新井9973

0429289421 法学法

昭59

5670862 茨木市美沢町5
F203

0726353515 社会

昭60

6650015 宝塚市光が丘1152

0797732522 理学物

昭60

3700867 高崎市乗附町81018

0273271681 文学日

昭61

6691544 三田市武庫ヶ丘52 F1202

0794282883 経済

昭61

土
戸
笹
田
柴

谷
田
部
口
田

勝
佳

亮
宏
理
源太郎
俊 樹

6350831 北葛城郡広陵町馬見北6527 ハイツアネックスF101

0745557122 経済

昭61

6691133 西宮市東山台3343

0797623608 経済

昭61

2470022 横浜市栄区庄戸226

0458928763 商学

昭61

6600062 尼崎市浜田町335

0664192764 商学

昭61

重 岡
吉 田
佐 野
大 倉
種子島

友
茂
俊

5970033 貝塚市半田1200

隆

次
永
明
学
勇

中
増
松
谷
原

村
田
尾
本
田

朱
佳
達
佳
博

美
大
也
子
美

小福田
松 田
西
堀
脇 野

整
葉
文
浩
信

一
子
彦
一
直

木
若
宮
石
久

村
尾
井
神
保

展

生
準
伸 貴
千香子
康 之

嶋
土
本
石
中

田
地
郷
川
西

英
正

男
芳
剛
寿
哉

2260013 横浜市緑区寺山町71372 井上様方

永
宝
牧
松
吉

井
川
原
木
村

完
恭
晶

治
章
子
愛
秀

和
哲

俊

郵便番号

現

住

所

電話番号

学部・卒業年度

文学史

昭62

経済

昭62

9398083 富山市西中野本町515801

0797816641 経済

昭62

5590014 大阪市住之江区北島3817

0666815822 商学

昭62

3620022 上尾市瓦葺12499

0487236312 文学英

昭63

6650807 宝塚市長尾台1211

0727572106 社会

昭63

5016312 羽島市上中町一色11553

0583928492 社会

昭63

7330822 広島市西区庚午中342203

0462601248 法学政

昭63

1120001 東京都文京区白山5465011

0789916560 商学

昭63

5760021 交野市妙見坂6133

0720920827 社会

平１

社会

平１

法学法

平１

0775884749 法学政

平１

5202353 滋賀県野洲郡野洲町久野部1224

6550004 神戸市垂水区学が丘52519404

経済

平１

法学

平２

0787813629 法学政

平２

5730084 枚方市香里ヶ丘761

0720541924 商学

平２

5590025 大阪市住之江区平林南21201408

0798524001 商学

平２

5640062 吹田市垂水町一丁目5946

0663388638 理学物

平２

5940041 和泉市いぶき野436 アスティオ和泉中央1201

0725557587 文学美

平３

1940212 町田市小山町19686

0427978683 社会

平３

9300036 富山市清水町113603
4400885 愛知県豊橋市中柴町74902
6540141 神戸市須磨区竜が台17202

法学政

平３

0356843895 法学法

平３

法学政

平３

0787932694 商学

平３

法学政

平４

6580082 神戸市東灘区魚崎北町4511(実家)

0784511670 法学法

平４

6580063 神戸市東灘区住吉山手838101

0788417535 経済

平４

文学日

平５

1340088 堺市大野芝町961305

0722363142 社会

平５

6510056 神戸市中央区熊内町834

0782211556 法学法

平５
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氏

名

伊
今
生
新
山

藤
西
駄
田
田

仁
善

平
真
沢
村
吉

郵便番号

現

住

所

電話番号

学部・卒業年度

5691046 高槻市塚原62018

0726933909 商学

平５

6028164 京都市上京区千本通出水下ル403

0758111061 商学

平５

7200072 広島県福山市吉津町1230

0849232702 文学

平６

隆
宗

志
宣
真
史
孝

5600021 豊中市本町5丁目210602

0668572359 理学物

平６

6320073 天理市田町68

0423835819 理学物

平６

井
野
田
上
武

淳
展
拓
栄
豪

子
成
也
一
則

6512273 神戸市西区糀台22220

0789919420 商学

平６

経済

平６

山
伊
桂
増
中

下
藤
田
島

景
綾
涼
憲
直

太
美
子
治
人

緒
田
谷
小
森

方
中
田
林
井

星
松
寺
原
原

本
田
田
田

外
関
倉
斉
田

山

伊
衛
山
松
森

藤
藤
本
本

根
松
坂
山
石

来
川
根
本
堂

橋
藤
村

経済

平７

0798737228 経済

平７

2510026 藤沢市鵠沼東22803

社会

平７

6660034 兵庫県川西市寺畑1127
405

商学

平７

6110002 宇治市木幡熊小路1952

0774325020 経済

平８

6650006 宝塚市紅葉ガ丘520

0797811352 商学

平８

5960046 岸和田市藤井町3733105

0724372154 社会

平８

2270062 横浜市青葉区青葉台228
1 B101

0726252214 商学

平８

斉 子
麻由子
誠
貴 大
真規子

6650021 宝塚市中州132609

0797730619 社会

平９

1540004 東京都世田谷区太子堂473 アルス三軒茶屋701

0795423246 社会

平９

雄
明
友
隆
恵

仁
経
暢
洋
美

6310041 奈良市学園大和町67061 ロレスティア学園前502

裕
康
茂
勇

6620081 西宮市苦楽園三番町1011

5630103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台3123

平10

6512242 神戸市西区井吹台東町3219204

0789921626 法学法

平10

9230835 石川県小松市吉竹町か29番地 オルゴールハイム106

0761226305 経済

平10

経済

平11

5998271 堺市深井北町154496632

0722706910 文学史

平11

6580083 神戸市東灘区魚崎中町4522105

0729776833

平12

6310035 奈良市学園中454010125

0745769036

平12

6310035 奈良市学園中454010125

0745769036

平12

二
仁
樹
治
崇

4450876 愛知県西尾市住崎町飛八1番地1

0563572915

平12
平12

6390261 奈良県香芝市尼寺3丁目39613

0745557759

平12

6750068 加古川市加古川町中津1555

0473593158

平13

5590005 大阪市住之江区西住之江132905

0666758485

平13

6700965 姫路市東延末179 並木ビル

0792732003

平13

5670046 茨木市南春日丘336

0726255082

平13

6500022 神戸市中央区元町通6410

0783713257

平14

6610022 尼崎市尾浜町1321712

0664277228

平14

得

帆
歩
卓
篤
益

6691403 三田市川原546

0795690485

平14

公
卓
由
直
麻

平
也
章
毅
紀

6580051 神戸市東灘区住吉本町3447 A1302

0787940391

平14

2060021 東京都多摩市連光寺121326

0423605765

平14

4680073 名古屋市天白区塩釜口二丁目15111 ミレニアム5C

0727663090

平15

志
遥

6751112 兵庫県加古郡稲美町六分一304
5340024 大阪市都島区東野田町1314
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平15
0663518157

平15

氏

名

郵便番号

現

住

所

電話番号

荒
重
桶
田
木

巻
政
嶋
代
下

由
憲

佳
作
満
季実子
優 子

8310016 福岡県大川市酒見16

0944863840

5980021 大阪府泉佐野市日根野59721 コンフォールfumi506

0798534244

尾
隅
風
貴
朝

川

佐
中

学部・卒業年度
平15

6620813 西宮市上甲東園3225

0798515117 総政

平16

5500012 大阪市西区立売堀6丁目2
3206

0559227084 文学

平16

5100241 三重県鈴鹿市白子駅前525 ウエストバレー202号

09038250135 理学

平17

6638011 西宮市樋ノ口町11333

0798646383

平17

6930003 明石市鳥羽4861

09012486815

平18

岡
田
山

勇 太
杏 那
由美子
健太郎
正 博

5280014 甲賀市水口町鹿深115

09096984073

平18

4630012 名古屋市守山区茶臼前922 中電小幡喜多山寮308

平19

崎
井

健太郎
雄 太

5620024 箕面市粟生新家5938

平19

5731113 枚方市楠葉面取町13410
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09083839831

平20
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歴代役員名簿
歴代航空部会長／部長
(航空研究会会長)
第1代

曽木銀次郎 (故人)

昭和 5 年〜昭和20年
神学部教授・副院長

(航空部部長)
第1代

正田啓造

昭和27年〜昭和63年
商学部教授

第2代

内田政秀 (故人)

昭和63年〜平成 5 年
法学部教授・宗教主事

第3代

永田彰三

平成 5 年〜現在
文学部教授

関西学院大学体育会航空部新月会 (旧ＯＢ会) 歴代会長
第1代

合田福太郎 (昭和 7 年卒) (故人) 昭和32年〜昭和57年

第2代

金子良夫 (昭和12年卒) (故人) 昭和57年〜昭和62年

第3代

山本

第4代

齋藤慶文 (昭和35年卒)

平成 3 年〜平成 7 年

第5代

河野哲也 (昭和37年卒)

平成 7 年〜平成11年

第6代

辰馬

平成11年〜現在

弘 (昭和31年卒) (故人) 昭和62年〜平成 3 年

勝 (昭和39年卒)

関西学院大学体育会航空部歴代監督
第1代

垂水

浩 (昭和36年卒)

昭和44年 6 月〜昭和46年 6 月

第2代

有賀成信 (昭和42年卒)

昭和46年 6 月〜平成 6 年 6 月

第3代

齋藤慶文 (昭和35年卒)

平成 6 年 6 月〜平成15年 6 月

第4代

吉田茂永 (昭和62年卒)

平成15年 6 月〜平成18年12月

第5代

西田利博 (昭和46年卒)

平成18年12月〜現在
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歴代主将及び主務名簿
卒業年度

主

将

主

務

1953

昭和28

辻川

浩

田中

敏夫

1977

52

吉井

省三

松岡

信吾

1954

29

田中

敏夫

西村

宏志

1978

53

山崎

喜博

金森

政興

1955

30

亘理

一省

山本

弘

1979

54

佐藤

啓輝

香月

清志

1956

31

亘理

一省

山本

弘

1980

55

堤

啓之

山本

良彦

1957

32

安田

晃次

塩塚

幸雄

1981

56

中北

史郎

阪本

有一

1958

33

浅田悌一郎

喜多

良夫

1982

57

森

憲一

谷山

拓生

1959

34

喜多

良夫

杉山

良彦

1983

58

木崎

良隆

宇根崎

1960

35

赤尾

善良

山本

嘉一

1984

59

河島

幸雄

越智

基夫

1961

36

権藤

康博

垂水

浩

1985

60

土谷

勝亮

大江

史晃

1962

37

河野

哲也

蓑田

成康

1986

61

田口源太郎

金森

和之

1963

38

岡本

孟

藤田

順吉

1987

62

吉田

茂永

重岡

友次

1964

39

辰馬

勝

村田

昌三

1988

63

増田

佳大

松尾

達也

1965

40

中川

一彦

鎗野

照生

1989

平成 1

西

文彦

宮井

伸貴

1966

41

津田

知信

寺井

武志

1990

2

木村

展生

若尾

準

1967

42

藤江

英毅

山田

輝稔

1991

3

永井

完治

久保

康之

1968

43

森本

泰之

奥田

昌宏

1992

4

中西

哲哉

伊藤

仁志

1969

44

斎藤太紀雄

増野

光弘

1993

5

伊藤

仁志

平原

愛

1970

45

吉田

喜彦

寺田

利治

1994

6

吉武

豪則

山田

宗孝

1971

46

岩谷

雅昭

的場

春樹

1995

7

山下

景太

沢田

拓也

1972

47

田中

一以

藪

謙一郎

1996

8

増田

憲治

桂

涼子

1973

48

渡辺

秀史

前田

1997

9
小林

貴大

亨

田中麻由子

1974

49

渡辺

秀史

渡辺

義晃

1998

10

1975

50

小森

嘉之

古江

一泰

1999

11

松本

1976

51

北本

憲治

田中

敬二

2000

12

寺田
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彰

谷田

誠

明経

斉藤

恵実

友暢

原田

隆洋

国際滑空記章
平成20年12月現在

銀賞科目
獲得高度1000ｍ：

耐空時間 5 時間：

飛 行 距 離 50km：

藤江英毅

有賀成信

畝山淳史

前田

亨

小森嘉之

前田義之

松岡信吾

宮

海野

靖

山崎善之

桂

涼子

七俵理子

有賀成信

藤江英毅

前田

山崎善之

桂

七俵理子

前田

小森嘉之

宮

小森嘉之

宮

亨

涼子

治彦

亨

小森嘉之

海野

靖

治彦

海野

靖

桂

涼子

治彦

海野

靖

桂

涼子

七俵理子
銀

賞

前田

亨

七俵理子
金

賞

七俵理子

ダイヤモンド賞科目
飛行距離300km：

七俵理子

(目的地)
獲得高度5000ｍ：

七俵理子

教 育 証 明
杉本

守､ 七俵理子､ 吉田茂永､ 新田隆史

事業用操縦士 (滑空機)
河野哲也
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戦

績

全日本学生航空選手権大会
回

数

開催年 開催場所

競 技 種 目

戦

績

第1回

1934年

羽田

東西対抗三角飛行リレー
出場種目不明

優勝

衣笠 武男
永井
要
辻
賢造
金子 良夫
中来田隆二
玉井 秀雄
名倉 三郎

(関西チーム)

第2回

1935年

盾津

東西対抗野外リレー
高度目測水平直線飛行

優勝
優勝
2等
5等
優勝
3等
4等
優勝
6等
8等

辻
賢造
金子 良夫
森重 猛夫
中來田隆二
金子 良夫
中來田隆二
森重 猛夫
衣笠 武男
永井
要
玉井 秀雄

(関西チーム)

(関西チーム)

制限地着陸
8 字飛行

爆弾投下

第3回

1936年

羽田

東西対抗リレー

優勝

辻
賢造
金子 良夫
中来田隆二

第4回

1937年

盾津

通信筒吊上
OB模擬爆弾投下

優勝
優勝

森重
永井

猛夫
要

第5回

1938年

羽田

通信筒吊上

優勝

森重

猛夫

(赤組チーム)

第6回

1939年

伊丹

第7回

1940年

羽田

第8回

1941年

伊丹

森重
吉井
森重
吉井

寿夫
賀雄
寿夫
賀雄

学連による戦前
最後の大会

特殊飛行
8 字飛行
編隊飛行

注) ｢伊丹｣ は ｢大阪第 2 飛行場｣
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全日本学生グライダー競技大会／全日本学生グライダー競技選手権大会
回

数

開催年

開催場所

競

技

種

目

第1回

1938年

霧ヶ峰滑空場

第2回

1939年

朝霧高原

第3回

1940年

霧ヶ峰滑空場

第1部
第 2 部 (B)

第4回

1942年

霧ヶ峰滑空場

中級機 池のくるみ指定地着陸

戦

3位
4位

中級機 360度旋回指定地着陸自動車巻取
高級機(2部)滑空及指定地着陸飛行機曳航

第5回

第6回

1955年

1956年

霧ヶ峰滑空場

霧ヶ峰滑空場

績

江川
澤田
磯部

良雄
精二
明

磯部
小畠
吉川

明
正雄
由章

第2部
第3部

優勝
3位
4位
3位
優勝

関西学院大学
安田 晃次
亘理 一省
山本
弘
塩塚 幸雄

第1部

2位

塩塚 幸雄
安田 晃次
浅田悌一郎

3位

浅田悌一郎
喜多 良夫

総合成績
第1部

第2部
第7回

1957年

八尾飛行場

第2部
第3部

第8回

1958年

小倉飛行場

第2部
第3部

優勝

喜多
赤尾
杉山
齋藤
佐伯

良夫
善良
良彦
慶文
栄治

齋藤
佐伯
赤尾

慶文
栄治
善良

垂水
権藤

浩
康博

岡本

孟

第9回

1959年

八尾飛行場

第1部
第2部

第10回

1960年

八尾飛行場

第1部

第11回

1961年

第12回

1962年

八尾飛行場

第13回

1963年

札幌飛行場

第14回

1964年

小倉飛行場

第15回

1965年

名古屋空港

関学出場選手なし

第16回

1966年

小倉飛行場

関学出場選手なし

第17回

1967年

妻沼滑空場

3位

中止 (室戸台風による被害甚大なため)
第1部

関学出場選手なし
第1部
第2部

全競技科目
指定目的地往復速度競技
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5位
3位

中川
水谷

一彦
千尋

森本 泰之
斉藤太紀雄

回

数

開催年

開催場所

競 技 種 目

第18回

1968年

妻沼滑空場

17位

杉本

守

第19回

1969年

妻沼滑空場

21位

北野

裕也

第20回

1971年

妻沼滑空場

西田
濱田

利博
博夫

第21回

1972年

妻沼滑空場

田中

一以

第22回

1973年

妻沼滑空場

第23回

1983年

妻沼滑空場

第24回

1984年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

第25回

1985年

妻沼滑空場

第26回

1986年

第27回

1987年

第28回

1988年

第29回

1989年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

第30回

1990年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

第31回

1991年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

第32回

1992年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第33回

1993年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第34回

1994年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第35回

1995年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

団体18位

第36回

1996年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

団体14位

第37回

1997年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第38回

1998年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第39回

1999年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

第40回

2000年

妻沼滑空場

周回コース速度競技

事故のため途中中止

団

体

個

人

関学出場選手なし
関学出場選手なし
団体19位

24位

河島
生駒
大江
土谷

幸雄
雅
史晃
勝亮

周回コース速度競技

佐野
土谷
大江

俊明
勝亮
史晃

妻沼滑空場

周回コース速度競技

吉田

茂永

妻沼滑空場

周回コース速度競技

吉田

茂永

種子島隆勇
松尾 達也
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関学出場選手なし
団体13位

23位

木村
若尾

展生
準

20位

嶋田
永井

英男
完治

29位
30位
41位

沢田
山下
村上

拓也
景太
栄一

増田
伊藤
中島

憲治
綾美
直人

松本
関学出場選手なし

明経

50周年記念

支部別に行われた関西大会

1981年

福井空港

1部
2部

森
憲一
松尾
健
木崎 良隆
宇根崎 彰

東海・関西学生選抜グライダー競技会
回

数

開催年

開催場所

競 技 種 目

団

体

個

人

第1回

1981年

福井空港

周回コース速度競技

第2回

1982年

福井空港

周回コース速度競技

宇根崎 彰
生駒
雅
河島 幸雄

第3回

1983年

福井空港

周回コース速度競技

生駒
河島

雅
幸雄

第4回

1984年

福井空港

周回コース速度競技

団体 3 位

大江
土谷

史晃
勝亮

第5回

1985年

福井空港

周回コース速度競技

団体優勝

佐野
吉田

俊明
茂永

関学出場選手なし

3位

優勝
第6回

1986年

福井空港

周回コース速度競技

吉田 茂永
重岡 友次
種子島隆勇
松尾 達也

第7回

1987年

福井空港

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第8回

1988年

福井空港

周回コース速度競技

関学出場選手なし

第9回

1989年

福井空港

第10回

1990年

福井空港

第11回

1991年

福井空港

第12回

1992年

福井空港

周回コース速度競技

第13回

1993年

福井空港

周回コース速度競技

第14回

1994年

福井空港

周回コース速度競技

団体 3 位
周回コース速度競技

3位

団体 6 位

木村

展生

嶋田
永井

英男
完治

関学出場選手なし
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団体 3 位

2位

今西
伊藤
新田

善宣
仁志
隆史

関学出場選手なし
団体 3 位

9位
10位
23位

山下
村上
沢田

景太
栄一
拓也

回

数

開催年

開催場所

競 技 種 目

団

体

個

第15回

1995年

福井空港

周回コース速度競技

団体 5 位

7位

増田
伊藤
中島

第16回

1996年

福井空港

周回コース速度競技

団体 8 位

10位

谷田
誠
林 真規子
景山 敦史
小林 貴大

第17回

1997年

福井空港

周回コース速度競技

団体 9 位

11位

谷田
誠
林 真規子
小林 貴大

第18回

1998年

福井空港

第19回

1999年

福井空港

第20回

2000年

福井空港

団体3位相当

人

松本

憲治
綾美
直人

明経

関学出場選手なし
団体10位

8位

衛藤

遥歩

日本学生航空連盟関西支部グライダー競技大会
回

数

開催年

開催場所

競

技

種

目

戦

績

第1回

1954年

高松飛行場

2位
3位

安田
亘理

晃次
一省

第2回

1955年

高松飛行場

2位
3位

安田
亘理

晃次
一省

関西学生グライダー競技会
回

数

開催年

開催場所

第1回

1976年

吉井川滑空場

第2回

1977年

木曽川滑空場

競 技 種 目

団

体

個

人
宮
山崎

治彦
喜博
喜博
政興
啓輝

1部

団体 3 位

2部

団体 3 位

2位

山崎
金森
佐藤

団体 2 位
団体優勝

2位
優勝
3位

山崎
山本
堤

喜博
良彦
啓之

中北
森

史郎
憲一

第3回

1978年

木曽川滑空場

1部
2部

第4回

1979年

福井空港

1部
2部

第5回

1980年

木曽川滑空場
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東海・関西学生グライダー新人競技会
回

数

開催年

開催場所

競 技 種 目

団

体

個

人

第1回

1986年

木曽川滑空場

第2回

1987年

木曽川滑空場

団体 3 位

5位

木村 展生
脇野 信直

第3回

1988年

木曽川滑空場

団体 3 位

7位

嶋田

第4回

1989年

木曽川滑空場

第5回

1990年

木曽川滑空場

第6回

1991年

木曽川滑空場

第7回

1992年

木曽川滑空場

第8回

1993年

木曽川滑空場

第9回

1994年

第10回

関学出場選手なし

英男

関学出場選手なし
伊藤
平原
団体優勝

仁志
愛

優勝

新田 隆史
吉武 豪則

7位
13位

村上
山下

団体 3 位

2位

増田 憲治
伊藤 綾美

木曽川滑空場

団体 3 位

13位
30位

緒方
景山

1995年

木曽川滑空場

団体 2 位

優勝

林 真規子
景山 敦史

第11回

1996年

木曽川滑空場

第12回

1997年

木曽川滑空場

団体 3 位

栄一
景太

斉子
敦史

松本
斎藤

明経
恵実

4位

原田

隆洋

14位

寺田

友暢

全日本学生グライダー新人競技大会
回

数

開催年

開催場所

競 技 種 目

第1回

1998年

木曽川滑空場

衛藤
田村

遥歩
崇

第2回

1999年

木曽川滑空場

松川
根来

卓也
公平

第3回

2000年

木曽川滑空場

山本
石堂

直毅
麻記

― 646 ―

団

体

個

人

関関対抗グライダー競技大会
回

数

開催年

競技場所

第1回

1967年

岡

山

空

港

関西学院大学

第2回

1968年

岡

山

空

港

関

西

大

学

第3回

1979年

木曽川滑空場

関

西

大

学

第4回

1980年

木曽川滑空場

関

西

大

学

第5回

1981年

木曽川滑空場

関西学院大学

第6回

1982年

木曽川滑空場

関西学院大学

第7回

1983年

福

井

空

港

関

第8回

1984年

福

井

空

港

関西学院大学

第9回

1985年

福

井

空

港

関

第10回

1986年

福

井

空

港

関西学院大学

第11回

1987年

福

井

空

港

競 技 不 成 立

第12回

1988年

福

井

空

港

競 技 不 成 立

第13回

1989年

福

井

空

港

関西学院大学

第14回

1990年

福

井

空

港

関

第15回

1991年

福

井

空

港

関西学院大学

第16回

1992年

福

井

空

港

関西学院大学

第17回

1993年

福

井

空

港

関西学院大学

第18回

1994年

福

井

空

港

関西学院大学

第19回

1995年

福

井

空

港

関

第20回

1996年

福

井

空

港

関西学院大学

第21回

1997年

福

井

空

港

関

西

大

学

第22回

1998年

福

井

空

港

関

西

大

学

西

大

学

1999年
第23回

2000年

優 勝 校

中
福

井

空

港

西
西

西

西

大
大

学

大

学

大

学

学

止
関

関西学院大学・東京理科大学対抗グライダー競技会
回

数

開催年

競技場所

Ⅰ部優勝

Ⅱ部優勝

第1回

1977年

関宿滑空場

東京理科大学

関西学院大学

第2回

1978年

関宿滑空場

東京理科大学
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久住記録会・久住山岳滑翔大会
回

数

開催年

開催場所

競

技

種

目

戦

第1回

1983年

久住滑空場

山岳滑翔技術と研修

河嶋
土谷

幸雄
勝亮

第2回

1984年

久住滑空場

山岳滑翔技術と研修

土谷

勝亮

第3回

1985年

久住滑空場

山岳滑翔研修と飛行訓練

金森
佐野

和之
俊明

第4回

1986年

久住滑空場

山岳滑翔研修と飛行訓練

吉田
重岡

茂永
友次

第5回

1987年

久住滑空場

制限時間内獲得高度競技

関学参加者なし

第6回

1988年

久住滑空場

制限時間内獲得高度競技

第7回

1989年

久住滑空場

制限時間内獲得高度競技

関学参加者なし

第8回

1990年

久住滑空場

制限時間内獲得高度競技

山田

晶子

第9回

1991年

久住滑空場

制限時間内獲得高度競技

今西
竹内

善宣
寿史

第10回

1992年

久住滑空場

①
②

村上
山下

栄一
景太

第11回

1993年

久住滑空場

① 制限時間内獲得高度競技
② 山岳滑翔記録会

桂
伊藤
増田

涼子
綾美
憲治

第12回

1994年

久住滑空場

① 制限時間内獲得高度競技
② 山岳滑翔記録会

緒方 斉子
田中麻由子

第13回

1995年

久住滑空場

① 制限時間内獲得高度競技
② 山岳滑翔記録会

小林 貴大
谷田
誠
林 真規子

第14回

1996年

久住滑空場

① 基本滑翔競技
② 記録滑翔競技

斎藤
松本
益田

恵実
明経
陽子

第15回

1997年

久住滑空場

① 基本滑翔競技
② 記録滑翔競技

原田
関
寺田
外山

隆洋
康仁
友暢
裕二

第16回

1998年

久住滑空場

① 基本滑翔競技
② 記録滑翔競技

衛藤
後藤

遥歩
裕子

第17回

1999年

久住滑空場

① 基本滑翔競技
② 記録滑翔競技

松川
森

卓也
得益

第18回

2000年

久住滑空場

① 基本滑翔競技
② 記録滑翔競技

関学参加者なし

4位

制限時間内獲得高度競技
山岳滑翔記録会
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7位

3位

績

若尾

準
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中


野

雅

司

関学航空部の皆さん､ 航空部の皆さん今日

が空中では安定感のある飛行機でした｡ 今では尾

は創部70周年おめでとうございます｡ 昭和40年

輪式の飛行機の経験者は非常に少なくなりました

商学部卒業の中野です｡ 私は､ 戦後再開された学

が､ その特性上地上滑走には神経を使いました｡

連飛行機班の１期生として軽飛行機の操縦訓練を

その上ラダーペダルとブレーキペダルが別々で､

受けた者の１人です｡ 飛行機操縦訓練は１期から

つま先でラダー､ 踵でブレーキを踏むという操作

４期までしか続きませんでしたし､ その総数もわ

が必要なため八尾空港の RWY13／31や RWY27

ずかであり学連の中でもご存知ない方が殆ど

までの長い Taxi では離陸までに汗びっしょりに

ではないかと思います｡

なってしまった記憶があります｡ その後学連へ寄
付されたセスナ150の機数が増え､ スーパー・カ

戦後の学連における飛行機操縦訓練は昭和37年

ブからセスナ150､ 事業用課程では朝日新聞社の

に再開されました｡ 民間航空のパイロット不足を

ビーチクラフト・ボナンザを使用しました｡ ３年

少しでもカバーしようとの理念の元に将来プロパ

間で約250時間飛行し卒業前に無事単発事業用ラ

イロットを目指す者を対象として当時の大学２年

イセンスをとることができました｡

生の中から選抜が行なわれました｡ 関西支部では

戦後の飛行機班は１期から４期までで終了しま

10数名の応募者があったと思います｡ パイパー・

した｡ 民間パイロットの不足をカバーするという

スーパーカブを使用しての適性試験と身体検査の

目的が民間航空各社の自社養成制度の充実により

結果､ １期生は関東支部５名､ 関西・東海支部４

その存在意義を失ったこと､ またその訓練が一種

名､ 西部支部３名の12名でスタートしました｡ 卒

の職業訓練であり､ 学生航空連盟のスポーツ航空

業までの３年間で単発事業用操縦士免許を取得す

とは異質のものであったことが終了の理由ではな

る為合宿形式の訓練で､ 年間80日位合宿した記憶

かったかと思います｡

があります｡ 当初訓練に使用された飛行機は､ 朝

いずれにしても飛行機が私の青春でした｡ グラ

日新聞社のパイパー・スーパーカブ (関西､ 東海

イダーの合宿も合わせると年間100日以上合宿し

支部)､ セスナ180 (関東支部)､ 学連に寄付され

ていたことになり､ 八尾の龍華食堂の弁当が栄養

たセスナ150 (西部支部) でフライト教官は朝日

源でした｡ 今から考えると学業と操縦訓練の両方

新聞社航空部のパイロット､ 座学は主として整備

を良くこなせたものだと思います｡

の方々に担当していただきました｡

卒業後は全日空に入社しプロの道を歩き始めま

当時の朝日新聞社には戦前の逓信省乗員養成所

した｡ 昨年４月に日本貨物航空に転籍し､ 定年ま

出身のベテランパイロットが多く､ 主としてその

で後２年少々ですがまだ現役でジャンボの貨物機

方々に教育を受けました｡ スーパー・カブは今で

を飛ばしております｡ 飛ぶことが仕事となってし

もアラスカではバリバリの現役でブッシュフライ

まってからは趣味はクレー射撃と狩猟に移ってし

トに使われていますが､ 鋼管羽布張り135HP尾輪

まいました｡ リタイアーしたらパラグライダーで

式のタンデム複座機で人工水平儀もなく､ スピー

第二の青春でも始めようかと考えております｡

ドも南海電車の急行には負けてしまう程度でした
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(昭和40年卒)


笠

井


修

二

杉

本

守

思えば物心ついた時から空を飛びたい気持ちが

今日は全日空12便で成田からシカゴに向け､ 北

強かったようだ｡ 大学へ行くならグライダー部の

太平洋上空を高度35000フィート､ マッハ0.84の

あるところと決めて関学に入学したものの､ 現実

速度で､ 200名余りのお客様にご搭乗頂き､ 最新

は少々厳しく ｢合宿費等｣ 躊躇していましたが夏

鋭機のボーイング777の機長として､ 飛行してい

休みが終わった時､ 意を決して入部､ 自分なりの

ます｡ 青春時代の憧れだった大空の真っ只中にい

ペースで合宿に参加し単独飛行の経験も積み､ い

ます｡ このハイテク機は､ 操縦性能､ 装備も超一

ざという時あの事故が起こってしまいました｡ 事

流です｡ 目的地シカゴ・オヘア空港迄６時間余り､

故後はほとんど乗る機会もなく卒業しましたが､

もう少しするとアラスカのマッキンレー山が見え

その後縁あって運輸省航空大学校で飛行教官をやっ

て来ます｡ 全て順調に飛行しており､ 間もなく高

ておりました｡ この間､ 教えた学生は200人以上

度37000フィートへ上昇する計画です｡

いると思いますが､ ほぼ全員がエアーラインで活

私と空との関わりは､ 昭和40年の学連飛行機班

躍しております｡ 現在 JALとJBX 副操縦士をし

１期生による､ 日本一周飛行が朝日新聞に掲載さ

ている女性も教え子の一人です｡ 航空大学校在籍

れているのを見て航空部への入部を決めたのが始

中に暇をみつけてはアメリカ､ オーストラリア方

まりでした｡

面へグライダーを乗りに行って楽しんでおりました｡

合宿には､ 万障繰り合わせて､ よく参加しまし

航空大の時､ 他大学の航空部出身者の学生は結

た｡ 学生生活を謳歌しましたが､ よき先輩､ 後輩

構いるのに､ 関学航空部出身は皆無で寂しいかぎ

と友人に巡り会えた事は私の誇りです｡ でも､ 合

りでした｡ もっとも理学部､ 経済学部出身者は何

宿での夏の滑走路の照り返しによる40度以上の暑

名かいましたので､ 他の航空部出身者同様よく声

さ､ 冬の吹きつける木枯らしの骨身に沁みる寒さ

をかけて励ましておりました｡ 今年から独立行政

は今でも忘れられない事柄です｡ とは言うものの

法人に移行しますが､ しばらくの間は現状のまま

本当は自動車係だったので合宿中は､ エアコンを

だと思いますのでプロを目指す方､ 受験してみた

フルに効かした５万円程のポンコツ・アメ車の曳

らいかがでしょう｡

航車の中でしたので､ 皆の羨ましい視線を感じな

さて私事になりますが昨年４月に東京に転勤に

がら随分楽をした様でした｡ その分合宿後の陸送

なり､ この年齢から種 (輸送機) の訓練生にな

は､ 同乗車の寝息を聞きながら､ 疲れと睡魔との

りました｡ 年取ってからの訓練は目も見えなくなっ

戦いで牽引許可も無しで､ 全長10以上のトレー

て大変ですが､ 老骨にむち打って頑張っています｡

ラーをリヤカーだと偽りながら､ よくもやりまし

羽田に勤務しておりますので近くにお越しの方ご

た｡ 陸送中､ タイヤが外れたり､ フックが折れた

連絡を｡

りした事もありました｡ きっと恐れを知らない若

最後に関学航空部の益々のご発展をお祈りいた

さで出来たことの様に思われます｡
新月Ⅱ世 (ボーシャン) とは､ 機体購入の

します｡
(国土交通省航空局運用課

飛行検査官)
(昭和45年卒)

の寄付集めに始まり､ 鳥取空港での墜落事故の当
事者として終焉まで関わりました｡
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ポーランドから遅れ遅れでやっと届いた機体は､

ております｡ 体は起きていても頭が完全に目覚め

梱包をあけてみると部員の熱い期待をみごとに裏

ていない状況下でのアクシデントであり､ 反省点

切り､ 最終塗装がされてなく､ 耐空検査迄､ 半年

として以降は安全飛行の教訓としています｡ この

以上の無駄な時間とマンパワーが要求されました｡

事故により､ 八木教官､ 正田部長先生､ 垂水監督

合宿で使ってみると､ 当時の機体に比べてスパ

をはじめ学連､ 学校､ ならびに各位に多大な

ンが広いため､ エルロンがやたら重く､ 柔らかい

ご迷惑をお掛けしたにも関わらず､ 約半年後に教

舵が使えず､ ポーランド人との腕力の差を痛感さ

育証明を取得出来たのは､ 皆様方のご支援の賜物

せられて､ 困惑しました｡

だったと､ 深く感謝しております｡
弁当忘れても笠忘

この後の一年余りの期間は自由に希望通りに合

と言われるくらい降水確率が95％以上と

宿が出来る､ 短い黄金期が存在したのです｡ 本当

いう状況を覚悟した上での合宿でしたが､ 予想に

に有難うございました｡ 一日の発航回数が60回以

反しこの年 (昭和43年) は､ 連日好天に恵まれ､

上で､ 後席からトイレ以外は一歩も下ろしてもら

事故当日 (６月22日) も絶好の飛行日和でした｡

えず､ 渇きと日焼けとお尻の痛さに耐えた日々､

１時過ぎ､ 同時期にアクロバット訓練を実施して

初春の合宿では､ 風も良く､ 80回を超えた事もあ

いた全日空機の撤収飛行のため待機が指示され､

りました｡ でも､ この頃には半数以上は互乗で飛

出発機のマイナートラブルのため長時間の待機と

べたので､ 随分楽になっていましたが､ 後輩と飛

なり､ 眠りに落ちてしまいました｡

ぶ上級生は先輩の沽券に関わることになるため､

６月の鳥取は､ 地元では､
れるな

やっと､ 練

という声に起こされて急いで外部

かなり嫌がっていたようでした｡ (この作戦はヒッ

点検を行い､ 後席に座りました｡ いつも通りに出

ト策でしたね) ただし､ 上級生同乗飛行は､ ・

発｡ 上昇中70前後で索切れが発生し､ 前席に機

以降禁止しました (理由は両氏からお聞きくだ

首下げを指示しながら､ 自機の位置確認をしよう

さい｡ 書けません)｡

習再開します

と機外を見るが､ 未だ完全に目覚めていない様な

氏も教えることだけは非常に巧かったね｡ 失

状態であったのか､ バンクと反対側を必死に見て

礼､ 失礼､ 彼にはほかにも陸送とバリケード代わ

いたように思われます｡ 自分でも機首を十分に押

りに使われそうになったトレーラーを､ 全学連の

さえたつもりでしたが､ 結果的には不足しており､

一派から一人で取り戻すという情熱があったこと

失速してスピンに入り半旋転して､ 滑走路脇の植

も事実です｡

林地に45度の角度で墜落しました｡ 幸運にも機体

皆､ 競いあって腕を上げたよな｡ 最高だったと

がモノコックであった事､ 地面が砂丘であり４〜

今も自負しています｡ ただひとつ残念だったのは､

５の高さの松の木があったことなどが重なり､

あれだけの人材がいたのに､ 次の教官を作れなかっ

機体は全壊しましたが､ 命に関わる大惨事に成ら

たこと｡ これは今もって悔いが残っています｡

ずに済んだ事は幸いでした｡ 立松氏には､ 後席の

初ソロは､ 空に関わった者として､ 最初の栄光

責任が果たせず､ 筆舌に尽くしがたいほどの恐怖

のメモリーとしてそれぞれの胸の中に大切に保存

と苦痛を与えたことを､ 誠に誠に申し訳なく思っ

されていると思います｡ 逆に､ 初ソロをたまたま
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森

憲

一

昭和56年５月､ 我々４回生は間も無く幹部交代

許可する立場にあった者として､ もっとも強く印
象に残っているのは､ 氏の黄昏フライトです｡

の日を迎えようとしていた｡ 卒業論文の為の研究

合宿当初から・フライトを繰り返し､ 

開始を遅らせていた私にとって､ それは同時に部

サインを出せたのは､ 最終日前日の夕刻でした｡

活動引退の日でもあった｡ 漠然と就職についても

明朝のフライトも考えましたが､ 本人の気持ちと

考えはじめてはいた｡ 世は Computer 化に向かい､

周りの雰囲気から黄昏フライトを強行しました｡

理学部生は BASIC 言語を操り始め､ 多くの学生

フライト後の彼の笑顔と安堵感は今も鮮明に思い

がプログラマーの道を模索していた｡ そんなある

出せます｡

日､ 部室に居た一年後輩の氏に ｢パイロットに

私はたまたま､ 平成５年10月から２年間､ 全日

は､ どうやったらなれるんやろ｣ と聞いてみた｡

空熊本基礎訓練所の応用訓練にスタッフとして参

すると彼は ｢森さん､ 何いっているんですか

加できました｡ 以前中野先輩も部署は異なります

空大学校に行かないとなれないんですよ｡｣

航

が居られた所です｡ 私の訓練の際には中野

そう､ 当時の航空部員と言えば空を自由に飛ん

先輩に担当をお願いしたところ､ 引き受けて頂け

でみたいと言う憧ればかりで､ 航空についての知

ませんでした｡ 知人や後輩に対する教育訓練の難

識を持つ者は稀であった｡ 戦闘機について､矢鱈

しさを熟知されてのことだった様に思われます｡

詳しい奴は居たが……｡ そんな中､ 彼は珍しく航

熊本在勤中､ 飛行適正について感じた事は､ 適

空に造詣が深かったのである (ソーヤ)｡ そして

性検査に合格した人の中でも確かに２％弱は適性

次の彼の一言が私の進路を決めてしまったのかも

能力に長けた人がいて､ 97％は普通の人であり､

しれない｡

残り１％がもっとも努力を要する人であるように
思われます｡ でも､ 皆､ プロに成るべく努力し､

｢パイロットは無理ですけどフライトエンジニ
ア (

航空機関士) ならなれますよ｡｣

適性能力をカバーして訓練過程を修了していくの

私 ｢何や､ その

です｡ 空を志す若者の逞しい姿は､ 自身の経験か

氏 ｢操縦はしないんですけど､ 操縦室に入っ

らプロもアマも空への情熱は変わらないモノがあ

｣

て､ システムの操作をするんです｡｣

ると確信しました｡

私 ｢空､ 飛べるの

｣

氏 ｢当ったり前ですよ

アマにはプロには絶対無い､ 自由で無限の可能
性を秘めた大空が有る筈です｡ 何かを求めて､ 青
春をぶつけてみませんか｡

というのは

｣

理学部在籍航空部員の私にとって

は打って

つけの仕事と思われた｡ 内容は全く理解していな

私もあと数年でプロから退きますが､ それ以降

かったが｡ 翌朝50㏄のバイクで伊丹空港に辿り着

も空とかかわっていくつもりでいます｡ どうぞ､

いた私は､ 日本航空のオフィスで今年度の

よろしくお願いします｡

募集が間も無く締め切られる事を聞かされていた｡
(昭和45年卒)

の

その日､ 証明写真を撮り､ 生まれて初めての履歴
書を書き､ 応募用紙を投函したのは言うまでもな
い｡ 幾つかの試験を終え８月に合格通知が届いた｡
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新


田

隆

史

未だ就職の決まっていない他の下宿生が祝杯を上

私が航空の世界を目指すきっかけとなったのは

げてくれたのを今でも嬉しく思い出す｡ 思ったら

中学校の修学旅行で初めて飛行機に乗った時でし

即行動｡ 若さだけが取り柄だったのである｡

た｡ 窓の外に広がる空からの景色は素晴らしく､

時は流れ､世は技術の進歩と共に経済性を追求

将来こんな所で働けたらと思うようになりました｡

するようになりました｡ 航空界においても大型旅

そんな思いを胸に高等部で野球に没頭していた

客機の乗組員数がを含む３名からパイロット

頃でした｡ 中央芝生で航空部の看板を目にし､ 早

２名へと変りつつあります｡ そんな中､ から

く空を飛びたいという一心で航空部の部室の戸を

の職種移行訓練を終え､ 現在はパイロットとして

たたいたのです｡ その後すぐに空の素晴らしさを

乗務しています｡ 大学入学時､ たまたま選んだク

知り､ それこそ学業そっちのけで (でも､ 友人

ラブが航空部だったのが､ 事の始まりだった訳で

の助けもあり理学部を４年で卒業しました) 今度

す｡

は空の世界に没頭していったのは言うまでもあり
(昭和56年卒)

ません｡ 大学を問わず､ 仲間にも恵まれ､ 楽しい
日々が続きました｡ 今でもその交友は暖めていま
す｡
この素晴らしい空の世界を多くの人々に知って
欲しい｡ 又､ 自分自身もずっと空に浮かんでいた
い｡ そんな思いで学生時代の後半は教育証明を取
得するのに最大限の努力をしました｡ めでたく､
学生の間に教育証明を取得できましたが､ の
方々の支えによるところが大であったことは言う
までもなく､ 理学部との両立は友人の支え無しに
は難しかったと思います｡ 本当に感謝しています｡
教官としての日々は楽しく､ 多くの人々に空を
紹介したいという夢の少しをかなえる事が出来ま
した｡ もっと多くの人々を空に招待したい､ ずっ
と飛び続けたい｡ そんな思いがだんだんと大きく
なり､ 中学生からの夢であった旅客機のパイロッ
トの世界に幸運にも合格できたのは３回生の冬で
した｡
訓練期間は長く､ 熊本やアメリカでの訓練､ そ
れに (これが一番辛かったのですが)､ ３年にも
及ぶ羽田空港での地上勤務を経て卒業後６年の後､
やっと今ボーイング767の副操縦士をしています｡
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グライダー同様天気が相手なので人間の無力さ

締まる思いです｡

を実感させられることも多いですが､ 天気の良い

夢をもち続け､ 日々努力することが出来る現役

日には眼下に浮かぶ雲を眺め､ ああ､ この世界に

諸君に是非航空の世界を続けて､ ライフワークに

入って良かったなあ､ 後ろの乗客の皆さんにも空

して欲しいと思います｡

の良いところを見せられて良かったなあと思いな
がら飛行を続けています｡
名古屋空港周辺を飛行すると､ 木曽川滑空場の
近くを飛行します｡ 高度が低い時は､ 係留してあ
るグライダーが小さく見えます｡ 見る角度こそ違
え､ 見上げる空は同じ｡ 今飛行しているこの空域
の下にはグライダーの空域が広がり､ そこから自
分の航空人生が始まったのだと思うと感慨深いも
のがあります｡
少し操縦の話をしますと､ グライダーも旅客機
もそんなに変わらないような気がします｡ 結局､
大きいだけで舵は一緒｡ ただ､ エンジンとナビゲー
ションの為の便利な装置と乗客を乗せる為の装置
がついているだけです｡ 旅客機には出来ない私の
好きだったことにアクロバット飛行があります｡
学生の頃､ アメリカに習いに行き､ 宙返り､ 背面
等々グライダーの別の側面が見られて楽しかった
思い出があります｡ 楽しかったと同時に､ 自分の
腕への自信と､ 飛行機は結構何をしても壊れない
ものだという機体への信頼感が生まれ､ その後の
飛行人生にも影響を与えたと思います｡ 私はクロ
スカントリー競技があまり好きではなかったので､
この方が向いていたのでしょう｡
どんな世界でもそうでしょうが､ 航空の世界に
は終わりなき努力､ 訓練の日々が続いています｡
定年を間近に控えた大先輩の方々でも日々勉強さ
れている姿をよく目にします｡ そのような方々と
私のような新人が２人で一緒に仕事が出来るのも
この世界の特徴ではないかと思います｡ 身の引き
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(平成６年卒)


４月

新人勧誘活動 (お花見､ 体験搭乗会など)

５月

久住山岳滑翔会 (久住高原､ ２年生が主体)

６月

新人合宿 (木曽川滑空場)

７月

福井合宿 (福井空港)

８月

耐空検査整備 (三田格納庫)
焼肉パーティー (三田格納庫)
霧ヶ峰山岳滑翔会

９月

木曽川合宿 (木曽川滑空場)

10月

東海・関西グライダー競技会 (2001年度より大野滑空場に変更)

11月

木曽川合宿 (木曽川滑空場)
新人戦 (木曽川滑空場)

12月

鍋パーティー (三田格納庫)
トレーニングキャンプ (妻沼滑空場)

＊全国大会出場決定した場合

クラブアルバイト (クロネコヤマト兵庫ベースにて仕分作業)
１月

木曽川合宿 (木曽川滑空場)

２月

関関戦準備

３月

関関対抗グライダー競技会 (福井空港)
全国大会 (妻沼滑空場)

そのほか､ 三等整備士講習会 (２等整備士に変更予定) が隔月で行われておりま
す｡

以上のようなスケジュールになっておりますが､ 我が部は台風・大雨・強風など
天候に恵まれない合宿が近年続いており､ 自合宿だけでは免状の取得が困難なため､
国外でライセンスを取得する部員が多くなってきており､ 夏期休暇や春期休暇の期
間中にアメリカ本土もしくはハワイで取得しております｡
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本誌の発行は平成13年に航空部創部70周年を迎えるにあたり､ 平成12年に編集委員会を
設けて作業を開始しました｡ 以来７年を費やし､ やっと皆様にお届けすることができるこ
ととなりました｡
創部以来始めての部史発行事業のため､ 編集方針決定まで紆余曲折があり､ 又70年間の
資料収集及び裏づけに困難を極めました｡
思い出の記事執筆依頼､ 編集作業に伴う混乱等々難問山積でしたが､ 多くの皆様のご支
援､ ご協力により発行することが出来ましたことを心より感謝申し上げます｡
戦前の貴重な記事や写真を始めとして､ 関西学院大学航空部の歴史だけではなく､ 各時
代における航空界の出来事､ 特に学生航空連盟の運営のもとに練習・訓練・競技会が行わ
れており､ その関連の記事も数多く掲載させていただきました｡ あらためてその移り変わ
りにも感慨深いものがあります｡
掲載内容面において､ 特に古い新聞よりの抽出については判読が困難な個所もあり最大
級の努力を致しましたが､ 若干不完全な内容になっております｡ また､ 寄稿内容及び抜粋
文章については飽くまで原文のままを前提としました｡ 更に､ 文章全体については数度の
校正を行いましたが､ 不完全な個所もあるかと存じますが､ ご容赦をお願い申し上げます｡
発刊にあたりまして､ ご協力頂きました関西学院院史資料室､ 日本学生航空連盟､ 大阪
空港ビルディング､ 吉田竹治・牧野鐵五郎の両元学連教官､ 航空協会､ 航空部新月会､ 編
集委員会の皆様に厚く御礼申し上げます｡
また､ 本誌はWordにて原稿を作成し､ それをそのまま印刷いたしました｡ 印刷をして
いただきました､ ㈲吾妻印刷並びに広告をお寄せ頂きました各位に深謝申し上げます｡
本誌の幅広い資料内容が､ 航空部現役学生の教材となり､ 今後の航空部発展に寄与する
ことを願っています｡

以
創部70周年記念誌
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長きを経て､ 発行に至りました｡ 関係各位の慈愛に深く感謝いたします｡
平成12年６月に70周年記念事業の一つとして記念誌の発行が決まり､ 同11月に辰馬会長､ 喜多良
夫先輩達と編集会議を持ち､ 単なる ｢想い出集｣ ではなく､ 部史も掲載することとなりました｡ こ
れはH−22B ｢新月号｣ 購入に多大な援助をくださった諸先輩へ恩返ししたいという喜多先輩の気
持からでした｡ ｢想い出｣ の手書き原稿のワープロ打ちを託されていた私が歴史編を記述すること
になりました｡
部史のことは聞かされたこともなく､ 資料一つないゼロからの開始でした｡ 平成13年１月にワー
プロ入力がほぼ終わり､ 歴史に取りかかりました｡ 先輩方の偉業を知った折､ 同志社大学体育会航
空部翔友会会長 小野 哲先生の原稿が届き､ 唖然としました｡
｢あれもこれも､ 浅からぬエニシの､ 明暗を記載しようとする､ 70年部史はまことに貴重な壮挙
である｡ … 波乱に満ちたといえばそうともいえる､ 紆余曲析の多雑な経過のそれぞれの時節の発
端において､ 関学の航空部は枢機を担ったのであるからさらにまた戦後生れの航空人がすべての如
きこのごろであるから戦前の学生航空の発端の物語でもある関学の記念史は21世紀の学生スポーツ
の ｢空の巻｣ に得難い資料を提供するであろう｡｣
この記念誌発行の意義として､ ｢学院の精神｣､ ｢先輩への感謝｣､ ｢後輩への伝承｣ の３つが大き
くのしかかった瞬間でありました｡
二回の夏を関学での資料集めに費やした｡ その後､ その他の必要な資料の入手､ 整理に回った｡
更に別の仕事がある｡ 印刷をお願いする喜多先輩からの要請である｡ それは､ そのまま組版へ回せ
る仕上がった状態での原稿の完成である｡ Wordを用いて､ すべての入力､ 編集､ 校正をしなけれ
ばならないことであった｡ 当時のOSはWindows98で､ CPUの能力､ メモリーとHDDの容量も少な
く､ すぐにストックした｡ 多量のページをWordで見た目よく仕上げるのは難しい｡ HDDの破損に
よる原稿やデータの消失も度々ありました｡ 今のPC能力が当時あればどれほど時間を節約できたこ
とかと思います｡
当初､ 印刷組版の関係で､ テキスト原稿､ 掲載写真のデーターと仕上がり状態を描いた物の３つ
を作成して行きました｡ 印刷機械の進歩で､ 完成状態のWord原稿がPDFに変換されて印刷するよ
うになり､ その作成が必要となりました｡ これには､ 有賀成信先輩が助力してくださいました｡
校正には､ 牧野鐡五郎氏 (同志社大学OB､ 元日本学生航空連盟教官) と喜多先輩の数度におよ
ぶ協力を頂きました｡
内容､ 敬称､ 名称には注意を払ったつもりですが､ 誤りや適さない語を用いたりしていましたな
らばお許しくださいますように｡ 名前､ 肩書き等の記載は平成13年当時のものを原則としました｡
関西学院大学体育会航空部OB会の名称は改名されたため､ 現行の ｢新月会｣ としました｡ また､
新月会の会則､ 役員､ 名簿は現行のもの､ 歴代監督は現在までのものになっています｡
最後に､ 関西学院大学広報課､ 院史資料室､ 日本学生航空連盟各支部､ 吉田竹治氏 (元日本学生
航空連盟教官)､ 苗村七郎氏 (関西大学OB)､ 牧野鐡五郎氏､ 吉川禎一氏 (同志社大学OB) の方々
には資料の提供を頂き誠に有り難うございました｡
(前田 亨 記)







平成20年12月吉日

編

集

70周年記念誌編集委員会

発

行

関西学院大学体育会航空部新月会

印

刷

有限会社 吾妻印刷
福島県福島市西中央 4 丁目25
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1 . 関西学院新聞｡
2 . 関学スポーツ｡
3 . 関西学院の100年

1889-1989；創立10周年記念事業委員会記念出版専門委員会編､

1989 (昭和64年／平成元年)｡
4 . 日本学生航空の50年､ 財団法人

日本学生航空連盟､ 1980 (昭和55年)｡

5 . 方向舵；日本学生航空連盟｡
6 . 写真で見る日本学生航空連盟45年の歩み1930-1975；日本学生航空連盟､ 1975 (昭和
50年)｡
7 . 関西学院体育会航空部活動報告 ｢新月｣｡
8 . 関西大学航空部50周年記念誌

翼；関西大学航空記念事業委員会､ 1981 (昭和56年)｡

9 . 翔友；翔友会編､ 同志社体育会航空部｡
10. 大阪市立大学航空部創立60周年記念文集 (創部六十周年記念文集) ；大阪市立大学航
空部部創立60周年記念文集委員会､ 1995 (平成7年)｡
11. 翔

大阪国際空港50周年史；大阪国際空港50周年記念事業実行委員会､ 1990 (平成２

年)｡
12. 滑空日本歴史寫眞輯；渡辺一英著､ 航空時代社､ 1943 (昭和18年)｡
13. 日本昭和航空史

日本のグライダー1930-1945；川上裕之著､ モデルアート社､ 1998

(平成10年)｡
14. 日本グライダー史；佐藤

博著､ 木村晴夫編､ 海鳥社､ 1999 (平成11年)

15. 航空秘話復刻シリーズ (３) 生きている航空日本史外伝 (上) 日本の航空ルネサンス；
酣燈社､ 2000 (平成12年)｡
16. かたりべ

たてつの飛行場；大田

理著､ 2000 (平成12年)｡

17. Early Flying Machines 1799-1909；Charles Gibbs-Smith, Book Club Associates,
1976 (昭和51年)｡
18. 日本航空機総集､ 日本航空宇宙工業会監修､ 野沢

正編著､ 出版協同社1982改訂新版

19. すばらしき飛行機時代；平木國男著､ アトラス出版､ 2000 (平成12年)｡
20. 世界の航空

別冊

航空70年史1；朝日新聞社､ 1970 (昭和45年) .

21. 図解 世界の軍用機史６ 日本陸軍軍用機集；野原 茂編著､ グリーンアロー出版社､
1997 (平成９年)｡
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堺

支 店
〒5900006 堺市堺区錦綾町２丁３番19号 TEL(072)2388041㈹ FAX(072)2279037

大阪支店
〒5430012 大阪市天王寺区空堀町13番15号 TEL(06)67614334㈹ FAX(06)67614351
貝塚支店
〒5970073 貝塚市脇浜１丁目２番20号 TEL(072)4312241㈹ FAX(072)4332895
鋼材事業部
〒5900906 堺市堺区三宝町３丁160番地 TEL(072)2294455㈹ FAX(072)2270763
長野支店
〒5860003 河内長野市楠町東1218番地 TEL(0721)531351㈹ FAX(0721)531357
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代表取締役



(46年経卒)

本社・工場 〒6712246 兵庫県姫路市打越111
TEL(0792)66−1011㈹ FAX(0792)67−1449
営業所／東京・名古屋
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代表取締役社長

辰

馬

勝

兵庫県西宮市甲陽園西山町14−61
TEL＆FAX   
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(41年経済学部卒)

〒−
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