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対人ストレスマネジメントとしてのヒューマンリレーションスキル
筑波大学体育系准教授 橋本佐由理

概要
クライエントをとりまく環境の一部である人間関係を、SAT 気質コーチング法を用いて調整し、環境認知の改善
を図り、対人関係のストレスマネジメントを行う。
１．
目的
職場、家庭、学校などのあらゆる生活の場の人間関係の悩みやストレスを「何とかしたい」という動機がある場合に、人間関係の改
善や対人ストレスの軽減を目的として用いる。

２．
効果
人間関係とは互いの心の欲求を充足する関係であり、互いに認め愛し合えると愉しく幸せな感情反応が生まれるが、その反対になる
と不満や憎しみが生まれるという原則にもとづいて人間関係を尺度化したものが人間関係尺度である（図１）。この尺度では、互いの
期待が充足したとき、図１に示すように「顔を合わせられる（＋１）」「話していて愉しい（＋２）」「一緒にいたい（＋３）」と関係が
良くなる。他方、期待が充足し合えないと「会うと顔を背けたくなる（－１）
」
「話すと不快になる（－２）
」
「いなくなってほしい（－
３）
」と、人間関係が不良になる。
そこで、気質チェックリスト（資料）で相手の DNA 気質を調べ、気質別期待リスト（資料）を活用し、相手の DNA 気質に合った
合理的な期待ができるようになることで、無理のないつきあい方を知ることができる。さらに、自分の DNA 気質を理解し、とくに人
間関係を維持する上で必要なセルフケア行動（巻末資料）を実施することによって、ストレスを軽減する効果がある。
また、現実の相手の行動が変わらなくても、その行動への認知が変わる可能性が高まり、人間関係の改善を図ることができる。例え
ば、粘着気質の「おしつけがましい」
「お節介」等のネガティブに見られがちな面を、
「愛情深さの顕れ」や「面倒見の良さ」というポ
ジティブな意味でも見ることができるようになることで、相手に優しくなれたり、大目に見たり、赦せたりするということである。こ
れらによって、人間関係における異質性を受け入れる基盤をつくることにもつながると考えられる。

３．
活用法
人間関係のストレス問題がある場合に、気質コーチング法の中でカウンセリングに先立って行うと良い。「人は相手そのものをとら
えることができず、全て自分の小宇宙の中でとらえている」ことや、「気質概念を知ることで、対象者への予知期待を修正する」とい
う方法の原理を理解し学習することによって、日常の中でも、必要時にクライエント自身がヒューマンリレーションスキル・シート（資
料）を用いて一人で行うことができるようになる。

キーワード
人間関係、気質コーチング、人間関係尺度、気質別期待リスト
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ＳＡＴヒューマン・リレーションスキル・シート

ｃ宗像恒次

１．あなたとしては、関係を改善したいが、マイナスの感情を持つ苦手な相手を思い出してください。
その人は下記の人間関係尺度で、マイナス何点（あるいはプラスがあれば何点）ですか？
またその方とのストレス度は％表示で、今何％でしょうか？
マイナス

点（プラスもあれば

点）

ストレス度

％

２．自分自身の気質チェックに加えて、その人を思い出して、遺伝的気質チェックリストをして ださい。
（４・５点の場合○で囲む）
自分：循環

点・粘着

点・自閉

点・執着

点・不安

点・新奇

点

相手：循環

点・粘着

点・自閉

点・執着

点・不安

点・新奇

点

３．では、その方の気質に寄り添うと、何を期待してよいが、何をしてはならないでしょうか？
気質別期待リストの中から
■「期待して良いこと」から選ぶ

■「期待してはならないこと」から選ぶ

４．その人に接するとき、自分が自分にしなくてはならないことはなんですか？
( セルフケア行動自信度、６０％以下の中から）
■「自分が自分にしなくてはならないこと」 を選ぶ

５．さきほどの苦手の人との人間関係は、今何点になりましたか？
点

ストレス度

％

（０点や＋１点以上になると、成功しています。不成功だと、上記の対策の追加をお願いします）
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人間関係尺度

いなくなってほしい  話すと不快  挨拶をしたくない  顔を合わせられる  話すと楽しい  一緒にいたい

－３   －２   －１   ０   ＋１   ＋２   ＋３

期待はずれ

期待充足

[ガイドライン]
１．本シートは、職場や家庭や学校などのあらゆる生活の場の人間関係の改善に効果的なものです。
ストレスの一番の原因は、一般に人間関係ストレスです。その意味で、ストレスマネジメントにも役に立ちます。
２．人間関係ストレスは、
「相手実物」というより、ストレスを持つ本人の「小宇宙の中での相手像」と不具合が出てきています。
その不具合は、SAT 気質コーチングの知識を使うことで改善されます。
３．人間関係尺度が、マイナスから０あるいはプラスになれば成功です。一般的には、０あるいは＋１や＋２になります。
そのことで人間関係ストレスも低下します。
４．０点や＋１点以上になると、成功していますが、不成功だと、気質コーチング表やセルフケア自信度表をみて、
表の欄に対策追加をするよう伝えてください。
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ਮਠᘍѣỊẆẐɦˮỉờỉầửࠀẲЈẲ
ềᚑủỦẑẐɥˮỉἓὅἣὅἊὊỉოɺỆ
ᚑủỦẑẐӝửӳỪẶềỿἋẴỦẑễỄầᚇ
ݑẰủềẟỦẇẮỉਮਠᘍѣầ̾˳᧓ỉ
ἅἱἝἷἃὊἉἹὅửό๖ỆẴỦẇờẼỨỮẆ
ẮủỊỼἋӷٟỉᘍѣỂẝụẆਮਠᘍѣ
ầ ྵܱỉܱщᘍ̅ίἃὅỽὸửถỤẲềẟ
ỦẮểầਦઇẰủềẟỦẇ

•

ἓὅἣὅἊὊỉỼἋỊᵏᵖৗẫỤẟỆễỦể፭
ủỉɶỂ࣯ᡮỆщửفẲềẨộẴẇ፭ủỉ
ἼὊἒὊầ٭ỪỦểẆợẪ܇ൈẲầឪẮụộẴẇ
ૼẲẟἼὊἒὊầଔẪᐯЎỉ܇ửἳἋỆင
ộẶợạểẴỦỉỂẴẇ

˂ᎍᚸ̖ưࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƕЎඣƢǔ
žإᣛ̔܍Ʒᢡˡ܇ſƕƋǓᲦ˂ᎍƔǒ

♫ຊ

ʩႎỂଢỦẟẇᇤʗ࣎Ịࢍẟ
ἓὅἣὅἊὊኒ
ầẆ᧭ʗẴỦẮểửڤộẵύʴể
ỉԧửٻЏỆẴỦẇỺἽἀὊ
Ệๆủềѣႎẇấɭᠴửᚕạẇ
௩᠂ỂẝỦẇऴ༏ႎẻầẆᙾỜ
ତẟẇኽௐỼὊἻỶỂဃẨỦẇ
ԗụẦỤᛐỜỤủỦဃẨ૾ửẴỦẇ

•

ࣅൢឋᲧ˂ᎍإᣛ̔܍Ʒᢡˡ܇

إᣛǛƑǑƏƱƢǔ
ᘍѣƕѣೞƮƚǒǕǔᲨ

Š

ȎȫǢȉȬȊȪȳ᧙ᡲƷᢡˡ܇ƕƋǓᲦ
ճǔǹȔȸȉᲦѣ˺ƳƲ
ሂᎹƷѣƖƕᡮƘᲦѣႎưƋǔᲨ

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᚠ⎔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟ᐢ䛧䛜䜚䜔䛺䛾䛷䚸Ꮩ⊂䛺≧ែ䛜㛗䛟⥆䛟䛸ᚰ
䛾⑂ປ䛜䛯䜎䜛䚹ᚰ䛾Ᏻᐃ䛾䛯䜑䛻䚸Ẽ䛾ྜ䛖
ே䛸ヰ䛩㛫䜢ẖ᪥༑ศ䛻ᣢ䛴䚹
䐠⪅䛸䛩䛠䛻ᡴ䛱ゎ䛡䛶Ẽ㍍䛻ゝⴥ䜢䛛䜟䛩
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿Ⰻ䛔䛾䛰䛜䚸⮬ศ䛜୍᪉ⓗ
䛻䛧䜓䜉䜚䛩䛞䛯䜚䚸┦ᡭ䜢യ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛒䜛
䛾䛷ὀព䛩䜛䚹
䐡ே䛛䜙ഫ៏䛻䜏䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ே
䛻ឤㅰ䛧䚸ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䜢ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
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B ぶศ⫙䝍䜲䝥

ʴൢឋ

䠄⢓╔Ẽ㉁䠖䝩䞊䝮䝧䞊䝇ᆺ䠅
⩏⌮ሀ䛟䚸㢗䜒䛧䛟䚸ឡ῝䛔

ቬბൢឋᲧܣᜱإᣛƷᢡˡ܇

Š

Ṳቬბൢឋ ࣎ỉᓳẼბẨ
ầẝỦẇѣẳễẟẇදॖщầਤዓẇ
ሂửᡫẸạểẴỦẇϺࠚ᩿Ểᗡᡫ
ỊМẦễẟẆ࣬ᎋμ˳ầỡẾẪụ
ỂẆቬụࢍẟầẆ༪ႆẴỦểẨầ
ẝỦẇɭᛅẨẦẆἮἋểẴỦ
ẦẆẝỦẟỊࣙᛗẇẲ˄ẬἑỶἩẆ
ग़ऴࢍẲẇऴỆҽẟẇ
ԗụửग़ẴỦဃẨ૾ửẴỦẇ

ἆἼἻኒ

•

ૣٳử֮یẴỦᨥỆỊẆɲỂᏟử
ẺẺẨἛἻἲỉợạễ᪦ửᇌềỦἛἻἱὅ
ἂểԠịủỦᘍѣửẲẺụẆᓳẼềẟ
Ủử৵ẾềᙸẶẺụẴỦầẆẮủờ
ớẲỨʗẟửᢤẬỦẺỜỆᘍễạᘍѣ
ẻểᎋảỤủềẟỦẇ

•

፭ǕǛܣǔƜƱưȉȸȑȟȳǛƑǔ
žܣᜱإᣛƷᢡˡ܇ſƕᎋƑǒǕᲦ
˂ᎍǛܣƬƨǓᲦɭᛅƢǔᘍѣƕ
ѣೞƮƚǒǕǔᲨ

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
⢓╔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟䛧䜓䜉䜚䛒䛘䜛䜘䛖䛺䝶䝁䛾㛵ಀ䜘䜚䜒䚸♩䜢㔜
䜣䛨䜛䝍䝔㛵ಀ䛾䜋䛖䛜䚸ᚰ䛾Ᏻᐃ䜢ᚓ䜙䜜䜛䛾䛷䚸
ୖྖ䛸㒊ୗ䚸ඛ㍮䛸ᚋ㍮䚸ᖌᘵ㛵ಀ䛺䛹䛾ᙺ䛜᫂
☜䛺ே㛫㛵ಀ䜢䜒䛴䛸Ⰻ䛔䚹
䐠➽䛜㏻䜙䛺䛔䛸䛣䜝䜔䚸䜢䛩ே䛻䛿䚸୍ᛂ⮬
ศ䛾ពぢ䛿䛔䛔䚸䛣䛰䜟䜙䛺䛔䚸䛛䛛䜟䜙䛺䛔䜘䛖䛻
䛩䜛䚹Ᏻᐃ䜔⛛ᗎ䛻ᇳ╔䛧䛩䛞䛺䛔䚹

ᣐͪẲẺᩀểỊɟဃửσỆẲẆܼଈ
ửग़ẴỦ፼ࣱờẝỦợạỂẝỦẇộẺẆ
ἆἼἻỉᐃầᐔủềẟỦỉỊẆౡཋ
ịẦụỔềẟỦẺỜẆᆰൢầใẾề
ẟỦẦỤỂẝỦẇ

C 䝬䜲䝨䞊䝇䝍䜲䝥

ᓳƪბƖƕƋǔɶưᲦǨȍȫǮȃǷȥưƋǔᲨ
Š

ἆἼἻᘍѣܖίቬბൢឋᘍѣὸ ܣᜱщ
ႆᙸˌஹẆЅ୧ễѣཋỂẝỦểᛚ
ᚐẰủềẨẺầẆᡈ࠰ỆễẾềᄂᆮ
ầᡶỚẆܱỊ᩼ࠝỆภԧỂጞኬễ
ࣱឋửਤẾềấụẆᅕኺࣱỉɦၚỆ
ẦẦụởẴẟẮểầଢỤẦỆễẾềẨ
Ẻẇ

᧙ᡲƢǔᢡˡ܇ƕ᧙ɨƠƯƍǔƷưᲦ

Ᏺㆤຊ

Ӌᎋ૰

•

ǻȭȈȋȳƱȎȫǢȉȬȊȪȳƷɲ૾ƴ

䐡⮬ศ䛷Ỵ䜑䛯䛂䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛃䛸䛔䛖䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜝䛖
䛸䛩䜛䛒䜎䜚䛻ど㔝䛜⊃䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛷䚸䛣䛰䜟䜚
䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛

ʴൢឋ

䠄⮬㛢Ẽ㉁䠖㠃㛗䠅
䝬䜲䝽䞊䝹䝗䜢స䜚䚸୍ே㐟䜃

ᐯൢឋᲧᐯࠁإᣛƷᢡˡ܇

Š

Ṳᐯൢឋ ᩺ẦẇᘙऴỊᝅẦ
༢⊂ຊ
Ệ҄٭ẲễẟẇٻẨễӒࣖỊẲễẟẇ
ỼἻỸὊἑὅኒ
ấɭᠴửẟảễẟẇἰỶἬὊἋẇ˴ʙ
Ệờஜ᪦Ể᧙ỪỦẇཎễᎋảởᩎ
ൢầẝỦẇᐯࠁɭမửਤẾềẟỦẇ
ạẸửếẬễẟẆʴửẻộẶễẟẆọể
ỉᛅửᎥẟềẟỦẇ˂ᎍỉࢨ᪪ử
ӖẬởẴẟẇ
ᐯЎỉឱẴỦဃẨ૾ửẴỦẇ

ᦒ᩺ཋឋǮȣȐƱƷኽӳƕᩊƳᢡˡ᧙܇ɨ
ƕƋǔƷưᲦɟࡇᐻڠƢǔƱᦒ᩺ƠƮǒƍ
ƨǊݣʴዬࢌǛᢤƚǔᲨ

Š

ᐯࠁឱưƖǔƱᲦࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƕ
ЎඣƢǔžᐯࠁإᣛƷᢡˡ܇ſƕƋǔƷưᲦ
ȞǤȯȸȫȉƷɶưƷ॓ƠǈǛᙸЈƦƏƱ
ƢǔᘍѣƕѣೞƮƚǒǕǔᲨ
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Ӌᎋ૰

ỼἻὅỸὊἑὅᘍѣܖίᐯൢឋᘍѣὸҥщ
ṲỼἋỊ܇ᏋềỆӋьẴỦẮểỊ
ễẪẆ܇ਤẼỉἳἋỊỼἋửᢤ
ẬỦͼӼầẝụộẴẇ
ỼἋỆợỦ܇ൈẲỉ̊Ịإԓ
ẰủềẟộẶỮẇ
ṲᵕബỂἅἛἴầᇌẴỦЭࢸỆ
ᚃỊႆऴẲẆഏỉ܇ửЈင
ẴỦẺỜẆႆऴӏỎЈငỉ᧓
ᨠỊᵔ῍ᵕ࠰ểᩙᧈỉɶỂ
ỊờẾểờᧈẪễẾềẟộẴẇ
ṲἤἚểᡈጂễٻʴྈỉɟ
ᆔỂẝỦầẆҞҥࣱẆܦμ
ễɥဃᎍ
ṲᙸٳẦỤỊἳἋỉႆऴԗầ
ỪẦỤễẟ
ṲႆऴԗỆ᧙̞ễẪẆẟếỂờ
ʩރầӧᏡỂẝỦ
ṲἾỶἩίἳἋỉӷॖỉễẟẆỼἋ
ỆợỦࢍСႎễʩރὸầӧᏡ
ỂẝụẆྦྷẲẪễẟ

䠱䡊䡂䡈䠽䡊䡃䡁䡀 䠩䠽䡈䡁

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
⮬㛢Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟ᇶᮏⓗ䛻䛿⮬ศ䛷⮬ศ䜢‶㊊䛥䛫䜛䛜䚸ே䛾ᙳ㡪䜢ཷ
䛡䜔䛩䛔䛾䛷䚸ே䛻㏆䛵䛝䛩䛞䛺䛔䛣䛸䛜ษ䚹ᚰ䛾Ᏻ
ᐃ䛸⊂⮬ᛶ䜢ಖ䛴䛯䜑䛻䚸ᑐே㊥㞳䜢䜻䞊䝥䛧䚸ᚲ䛪ẖ
᪥୍ே䛷䛔䜛㛫䜢䛴䛟䜛䛣䛸䚹
䐠➇தⓗ䛺䛻䛿ྥ䛛䛺䛔䚹䝇䝫䞁䝃䞊䜔ᅜᐙಖㆤ
䛾ୗ䛻䚸䛿㊃ⓗ䛻ទ䛧䜣䛷⏕䛝䜛䛸Ⰻ䛔䚹
䐡Ⓨゝ䜢㐲៖䛧䛶䛧䜎䛖䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛾䛷䚸䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸
䜔ၥ䛻ᛮ䛖䛣䛸䛜䛒䛳䛯䜙䚸䛸䜚䛒䛘䛪ᛂ䛩䜛䛣䛸䚹㢗
䜎䜜䛶᎘䛺䛣䛸䛿䚸䛂䛛䜙䛰䛜ᣄྰᛂ䜢♧䛧䛶䛔䛶䚸䛷䛝
䜎䛫䜣䛃䛸ఱ䛛䛾䛫䛔䛻䛧䛶᩿䜛䚹ᛮ䛔䛿⾲䛻ฟ䛥䛺䛔䛸
ఏ䜟䜙䛺䛔䚹᩿䜜䛺䛔䛸⮬ᕫ≛≅䜔ያ㞔䛾䜘䛖䛺ே⏕䛻
䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹

䛭䜜䛮䜜䛾䝇䝖䝺䝇Ẽ㉁䛾≉ᚩ
䛸ᚲせ䛺䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

D 䜻䝑䝏䝸䝍䜲䝥

ἋἚἾἋൢឋ

䠄ᇳ╔Ẽ㉁䠅
⮬ศ䛻䜒ே䛻䜒ཝ䛧䛔
䛜䜣䜀䜚ᒇ

Ṳؓბൢឋ ဃჇ᩿Ⴘễ᫊ở७
ࡇửᅆẴẇ༏ɶࣱẆ࣋ࡁࣱẆᝧ˓
ज़Ẇ፯Ѧज़ẆᛗܱẆܦμɼ፯ỉͼ
ӼửᅆẴẇࢍẟẮẻỪụửᅆẴẇᛐỜ
ỤủẺẟൢਤẼầࢍẟẇԗụỉࢳ
ỆชấạểẴỦẇᙲ൭൦แầ᭗Ẫ
ឱỂẨễẟẇ
ࢍẟഒ൭ửਤẼễầỤဃẨỦẇ

Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

䠝䠍䠌䝗䞊䝟䝭䞁⣔⚄⤒ᅇ㊰
҄ܖཋឋ

ȉȸȑȟȳ

˺ѣᅕኺ
ȉȸȑȟȳ
˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

ᢅݲ

ȷᲫᲪᅕኺƷᅕኺ
৮Əƭ
ఋƸᐃͨᘮᔟƴƋǓŴ
щज़
ᙻɦᢿŴఒ˳Ŵ
ɶᨠͨࡈఋŴЭ᪽Э
ൢщ
ƴ࠼ƕǔ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй
࠳ᅦज़
ஊॖ፯ज़
ឱज़

ƦƏཞ७
ेڨ
࠶ᙾཞ७

䝠䝖䛜⏕䛝䛶䚸㑇ఏᏊ䜢ᏊᏞ䛻ఏ䛘䜛䛾䛻ᚲせ
䛺⾜ື䠄㣗䚸䝉䝑䜽䝇䚸ឡ䚸㢪ᮃ䛺䛹䠅䛿䚸䝗䞊
䝟䝭䞁⚄⤒ᅇ㊰䜢ᙧᡂ䛩䜛䚹
୰⬻䛾⭡ഃ⿕㔝䠄䠲䠰䠝䠅䛛䜙୰㝸ഃᗙ᰾䚸๓
㢌ⴥ䜈䛾䠝䠍䠌䝗䞊䝟䝭䞁⣔⚄⤒ᅇ㊰䚹

ṲἛὊἣἱὅử᭗ỜỦỉỊẆ
ἋỿὅἉἕἩኒ
ᘍѣኒ
ࣱᘍໝኒ
ग़ᘍໝኒ
ᐻڠᕤཋኒίᙾẶẟдễỄὸ
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䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᇳ╔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ

㻱 ᚰ㓄ᛶ䝍䜲䝥

䐟↔䜙䛪䛻䚸䜖䛳䛟䜚䛸䛧䛯ே⏕⤒㦂䠄䝇䝻䞊䜻䝱䝸䜰䠅䜢䜑䛦䛩䚹
ఱ䛜ṇ䛧䛔䛛䛷⾜ື䛩䜛䛾䛿䛺䛟䚸ఱ䛜ទ䛧䛔䛛䛻䜒䛸䛵䛔䛶⏕
䛝䜛䚹
䐠䛂䠏䠌䠂䛷䛝䜜䜀䜘䛧䛃䛸䛔䛖ᚰ䛾ኌ䜢䜒䛱䚸䛔䛴䜒ゝ䛔⪺䛛䛫䚸
⮬ศ䛻䜒ே䛻䜒䠍䠌䠌䠂䜢ồ䜑䛺䛔䚹
䐡⏕┿㠃┠䛥䛿䚸㊃䛺䛹䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䛰䛡䛻㝈ᐃ䛧䚸䛭䛾䛿䚸
⣽䛛䛔䛣䛸䛻䛸䜙䜟䜜䛪䚸䛚䛚䛦䛳䜁䛻⏕䛝䜛䚹䛂䜎䛒䛔䛔䛛䛃䛸䛔
䛖ᚰ䛾ኌ䜢ཱྀ䛻ฟ䛧䛶 ఱᗘ䜒ฟ䛩䚹
䐢⮬ศ䛸ྠ䛨ᛮ䛔䜢┦ᡭ䛻ᮇᚅ䛧䛺䛔䚹ே䛻ྠ䛨ពぢ䜢ồ䜑䜛䛣
䛸䜢䜔䜑䜛䚹
䐣䛻䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䛿⪃䛘䛪䚸䜂䜙䜑䛝䜢ษ䛻䛧䚸䛸䜚䛒䛘
䛪⾜ື䛧䛶䜏䜛䚹
䐤ே䛻䜘䛳䛶䛿Ⓨゝ䜢䛭䛾䜎䜎ཷ䛡䛸䜙䛪䚸䜚ᘬ䛔䛶⪺䛟

䝢䝸䝢䝸䚸䝗䜻䝗䜻䚸䛸䛶䜒⧄⣽

ᖾ䛫ឤ䜢స䜛⚄⤒ఏ㐩≀㉁䛾䝉䝻䝖䝙䞁䛜

ऴѣƷ҄ܖӒࣖᲢँܪഏ Უ
˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

䠄ᏳẼ㉁䠅
ࢍᡐႎɧܤửếẪỦൢឋỉᢡˡ܇

Ṳɧܤൢឋ Ꮱ᩿ẆἓἕἁẆაήẨế
ẟễỄầᙸỤủỦẇࣨầụẇѣੵẲởẴẟẇ
ἣἝἕἁỆễỦểẮỨầẝỦẇबᚇႎẆᢅࡇ
ỉ࣎ᣐࣱẆᅕኺឋẇࡽẾᡂỚ࣬కẇ࣬ẟ
ᡂỚởेڨửਤẼởẴẟẇ ࣎ᣐࣱẻẦ
ỤẮẸẆˁʙẨẾẼụểẮễẴẇᧈỉἼἋἁ
ἰἊἳὅἚỆᧈẬềẟỦẇ
έỉᙸᡫẲửờẾềဃẨỦẇ

Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

ἍἿἚἝὅử᭗ỜỦỉỊẆ

៏ᛶⓗ䛻Ḟஈ䛩䜛

҄ܖཋឋ

ἋἚἾἋൢឋ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй

ᢅݲ

ȷᅕኺఋƸᏯ࠴ ৮Əƭ
ǻȭȈȋ ǻȭȈȋ ƷጐዴఋƴƋǓŴ
ȳ˺ѣᅕ ᙻɦᢿŴఒ щज़
ȳ
˳Ŵዴཞ˳ŴЭ
ኺ
᪽ЭƴƷƼƯ
ƍǔ

ग़ऴज़
ᐯ̮ज़
࠳ٶज़
ஊॖ፯
ज़

μᏡज़
࠶ᙾ
ƦƏཞ
७

ṲἋỿὅἉἕἩኒίᏹὉឱኵỚẆ᪼யẆἰἕἇὊἊễỄὸ
ṲἼἌἲᢃѣኒίᅇਖὉᅌᅜᘍໝẆἒὅἋẆὁἽẆԠ
ԈඥễỄὸẆ
Ṳᕤཋ̅ဇኒί৴ạếдᾢᾢᾡᾘύᾜᾓᾜᾐễỄὸ
ṲἼἌἲ᪦ಏኒίὁἽẆἰὊἓύജễỄὸ
ṲႸᡙ൭ኒίˁʙẆἄὊἲẆἋἯὊẆఇ٥ᝰẆᝰ
ẟཋẆἣἓὅἅễỄὸ

ឤ⚄⤒⥭ᙇ
ऴѣƷ҄ܖӒࣖᲢँܪഏ Უ
҄ܖཋឋ

˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

ʩज़ᅕኺʼנ
ȎȫǢȉ ȎȫǢȉ ȋȥȸȭȳŵ
ȬȊȪȳ ȬȊȪȳ ȷᅕኺఋƸ᩷૮
ఋƴƋǓᅕኺዴ
˺ѣᅕኺ ዜƸᙻɦᢿŴ
ఒ˳ŴᙻŴ
ૼႝឋƴ࠼ƘƷ
ƼŴᏨ᭒Ʒʩज़
ᅕኺኒƴƭƳƕ
ǔ

ᢅݲ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй

ƶǉƚ
Ꮾщज़
Əƭཞ
७

щज़ ऀǕ
ዬࢌ
ࣦǓ

䞊䝜䝹䜰䝗䝺䝘䝸䞁䛾㧗ศἪ䛜
䛴䛟䜚䛰䛩㌟య䝃䜲䞁䞊
⮬ᚊ⚄⤒䠄ឤ⚄⤒䛸ឤ⚄⤒䠅䛾
䜰䞁䝞䝷䞁䝇䛜≧䜢䛴䛟䜛
ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛸䛧䛶䛾㌟య䝃䜲䞁
㧗⾑ᅽ䚸⫶⅖䞉⭠⅖䚸䜲䝪䚸㨶䛾┠䚸⫪䛣䜚䚸䝏䝑䜽䚸⭜③䚸
᳝㛫ᯈ䝦䝹䝙䜰䚸㛵⠇䜔㦵䛾ኚᙧ䚸᫆⑂ປ䚸྿ฟ≀䚸䜺䞁
䜾䝸䜸䞁䚸㧗⾑⢾䚸㢌③䚸෭䛘䚸౽⛎䚸䚸ཱྀῬ䚸ṑᵴ⮋₃䚸
╀䚸㢡㛵⠇䚸㢖⬦䚸ᩚ⬦䚸㧗ᒀ㓟⾑䚸Ꮚᐑෆ⭷䚸
᭶⤒ᅔ㞴䚸༸⟶⅖䚸༸ᕢᄞ⭘䚸ዷ䚸⮬↛ὶ⏘䚸⩦័
ᛶὶ⏘䛺䛹
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Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

ἠἽỴἛἾἜἼὅửɦậỦỆỊẆ
Ṳᕤཋ̅ဇኒί৴ɧܤдẆỴἽἅὊἽễỄὸ
ṲἋἿὊᢃѣኒίԠԈඥẆἺỾẆൢыẆλෘẆ
ấẲỞỔụẆሂࢁዼඥẆሊễỄὸ

ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛾ႴⒷ⾜ື≧
ᛌឤࢆࠊࠊࣝࢥ࣮ࣝࠊࢽࢥࢳ
ࣥࠊฎ᪉࣭㠀ฎ᪉⸆ࠊ㣗⾜ືࠊࢤ࣮࣒ࠊ
ࢲ࢚ࢵࢺࠊ㉃ࡅࠊ㐠ືࠊඹ౫Ꮡࠊ
ᜊឡࠊࢭࢵࢡࢫ࡞࡛ࡢ௦ൾࡍࡿႴⒷ
⾜ື
ࢻ࣮ࣃ࣑ࣥศἪࠊࣀࣝࢻࣞࢼࣜ
ࣥ⃰ᗘ㐣࣭ῶᑡࠊ࢜ࣆ࢜ࢻศἪ࡞⬻ෆ
Ꮫ≀㉁౫Ꮡࢆࡘࡃࡿ

䝜䝹䜰䝗䝺䝘䝸䞁㧗ศἪᆺ
ዲ୰⌫ቑከ䛜䛴䛟䜛㓟䝇䝖䝺䝇

ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛸䛧䛶䛾⢭⚄䝃䜲䞁
⢭⚄≧

䕔䜃䜙䜣ᛶ⫶⅖䚸⫶₽⒆䚸༑ᣦ⭠₽⒆䚸
䜽䝻䞊䞁䚸₽⒆ᛶ⭠⅖䚸䛜䜣䠄ᝏᛶ⭘⒆䠅䚸
ື⬦◳䚸Ꮚᐑ➽⭘䚸ዷፎ୰ẘ䚸ዷፎ
⭈䛺䛹

⏕༴ᶵ

㘽
⎔
ቃ

Ẽ䛜䛛䜚
ᚰ㓄䚸↔䜚䚸
ᜍᛧ
↓ຊឤ

ឤ⚄⤒⯆ዧᢚไ

• 㐣㣗䠄㣗䚸ྤ䚸ୗ⑩䠅

ឤ⚄⤒ᑕ

• 䝸䝇䝖䜹䝑䝖䚸㢌䜢ቨ䛻䜆

䝀䞊䝖䝁䞁䝖䝻䞊䝹䠄③䜏
䜘䜚ᙉ䛔่⃭䜢స䜛䠅䚸⬻
ෆ䝰䝹䝠䝛ศἪ

䛴䛡䜛䚸ᢤẟ
• ᜍᛧ䚸䝟䝙䝑䜽Ⓨస
䠄༢䠅 ᑠື≀䚸㧗ᡤ䚸㡢
䠄♫䠅㉥㠃䚸ྚ㡢䚸␗ᛶ䚸
⮬ᕫ⮯䚸ど⥺䚸㓶ㇺ

ᜍᛧᑐ㇟䛾ᅇ㑊⾜ື䛻
䜘䛳䛶⮬ᕫไᚚឤ䜢㧗
䜑䜛䠄⨨䛝䛘ᛂ䠅

䠄✵㛫䠅㟁㌴䚸䜶䝺䝧䞊䝍䞊䚸
㣕⾜ᶵ
䞉 ᙉ㏕⚄⤒
Ὑᡭ䚸ᙉ㏕ほᛕ

⾜ື䛻䜘䛳䛶⮬ᕫไ
ᚚឤ䜢㧗䜑䜛

䞉 ᚰẼ

≧䝁䞁䝖䝻䞊䝹⾜ື䛻
䜘䜚⮬ᕫไᚚឤ䜢㧗䜑䜛

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᏳẼ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟䝬䜲䝘䝇䛾ឤ䛜㉳䛣䛳䛯䜙䚸ᛮ䛔㎸䜏䜔ዶ䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸ᛮ
䛔䚸䛭䛾䝬䜲䝘䝇䛾ឤ䜢ព㆑ⓗ䛻⬥䛻⨨䛝䚸䛧䜀䜙䛟ᵝᏊ䜢䜏䜛䚹
䠄䛘䜀䚸㻝䞄᭶䛟䜙䛔䠅┦ᡭ䛾ゝⴥ䛾䜢ㄞ䜒䛖䛸䛧䛯䜚䚸ឤ䛻䜎
䛛䛫䛶⾜ື䜢䛩䜛䛾䛿䜔䜑䜛䚹
䐠ᛮ䛔㎸䜏䜔ዶ䜢䜘䛡䜛䚹
䐡ㄡ䛛䛻⮬ศ䛾Ẽᣢ䛱䜢⪺䛔䛶䜒䜙䛖䚹䝬䜲䝘䝇ឤ䛜㉳䛣䛳䛯䜙䚸
ហ⑵䜢➨㻟⪅䛻⪺䛔䛶䜒䜙䛖䚹
䐢ᚰ䜢✜䜔䛛䛻䛧䛯䜚䚸䜖䛳䛯䜚䛩䜛䜘䛖䚸ព㆑ⓗ䛻ᕤኵ䛩䜛䚹
䐣ᴟ➃䛺䝇䝖䝺䝇⎔ቃ䛛䜙㞳䜜䜛䚹
䐤ಙ㢗䛾䛷䛝䜛ே䛸䛝ྜ䛖䚹
䐥⮬ศ䛾ឤ䛨᪉䜔⪃䛘᪉䜢䛂⚾䛿䛣䛖ᛮ䛖䚸䛣䛖ឤ䛨䜛䛃䛸䛂⚾⾲⌧䛃
䛷ఏ䛘䜛䚹
䐦࿘䜚䛾ᙉ䛔ᛂ䛻䛩䛠ᛂ䛧䛺䛔䚹

ǯȸȫȀǦȳƷˁ૾Ǜ៲ƴƭƚǔ
͌ ᧙̞ᎍˌٳƴख़ၠǔ
͌ ᡵ᧓ƴࡇƸᐯƴƢǔೞ˟ǛƭƘǔ
͌ ॓ƠǈƷƨǊƷ᧓ƴǋƭ
͌ ԠԈඥŴൢыŴȀȳǹƳƲȪǺȠᢃѣǛƢǔ
͌ ѣཋǛƏŴౡཋǛᏋƯǔ
ŠੵǔƗƷƳƍ᧙̞ƷʴǛᙸЈƢ
ăˊǘǓƴ࣎ƕᓳƪბƘˊྸ᫊ᘙᝋǛਤƭ
ᲢǹȈȬǹࡇǛᲫᲪᲟЭࢸƴưƖǔǋƷᲣ
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F ⾜ືὴ䝍䜲䝥

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ἋἚἾἋൢឋ

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
᪂ወẼ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ

䠄᪂ወẼ㉁䠅
䛔䛝䛺䜚⾜ື䛩䜛⾜ືὴ

䐟ᛮ䛔䛴䛔䛯䛣䛸䜢䛩䛠䛻ᐇ⾜䛧䛺䛔䚹䛭䜜䛜↓
ㅛ䛺⾜ື䛷䛿䛺䛔䛛䛹䛖䛛䜢Ⅼ᳨䛧䛶䜏䜛䚹

Ṳૼڈൢឋ ᐻԛỉẝỦẮểởૼڈễờ
ỉီឋễờỉỆႸử᠗ởẦẶỦẇϔᨖܼẇ
ЭӼẨỂẝỦầẆᘔѣႎẆᏮႎẆૌએ
ႎẆჺൢỂẝỦểờᚕảỦẇුᝲͼӼẇڤ
࣎ڈଘႮẇ࣬ẟếẨỂज़ᙾႎỆᘍѣẴ
ỦỉỂẆүೞỆᨋỦẮểờẝỦẇૼẲẟẮể
ửܖỮỂẟỦểẨỆ࣎ầܭܤẴỦẇ
ʻửẺỉẲỚễầỤဃẨỦẇ

䐠⾜ື䛩䜛๓䛻ே䛾ពぢ䜢⪺䛔䛶䜏䜛䛣䛸䚹䛭
䛾㝿䛻䚸ྠ䛨Ẽ㉁䛾ே䛻⪺䛔䛯䛾䛷䛿ⅆ䛻Ἔ䜢
ὀ䛠䜘䛖䛺䜒䛾䛻䛺䜛䛾䛷ὀព䛩䜛䚹

Ӌᎋ૰
ؓბൢឋᲧإᣛɧμƷᢡˡ܇
Š

Š

Š

Ӌᎋ૰
ɧܤൢឋᲧܹׅᢤƷᢡˡ܇

ࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƷӖܾ˳ᲢᲾᲬᲬᲣƱƷ
ኽƼƭƖƕᩊƳžإᣛɧμƷᢡˡ܇ſƕƋǔƷưᲦ
ឱǛࢽǔƨǊᙲ൭൦แǛ᭗ƘᲦ᭗ƘƢǔ
ͼӼƕƋǔᲨ

Š

ᐯ̮ཋឋǻȭȈȋȳƷॸࣱႎɧឱǛǋƨǒƢᢡˡ܇
᧙ɨƕƋǔƷưᲦƍƭǋɧܤưᲦᅕኺឋưƋǔᲨ
ƦǕƩƚƴݩஹǁƷܹǛʖჷƠᲦƦǕǛᢤƚǑƏƱ
ƢǔžܹׅᢤƷᢡˡ܇ſƕƋǔᲨ

ࣅൢឋƸ˂ƔǒᛐǊǒǕǔƜƱ
ᐯൢឋƸᐯࠁឱƢǔƜƱ
ቬბൢឋƸ˂ǛɭᛅƢǔƜƱǁƷᙲ൭൦แƕ
ࠝƴࢍǊǒǕǔᲨ

Š

žǇƋƍƍƔſƱƍƏ࣎Ʒ٣ưᲦƦƷᙲ൭ʨᡶǛ
ƱǊǔ࣏ᙲƕƋǔᲨ

Š

ᧈȪǹǯȞȍǤǸȡȳȈƴᧈƚƯƍǔƕᲦႺЭƷ
ȪǹǯƴƸ࣬ƍᡂǈǍेڨǍȑȋȃǯƕ᭗ơǍƢƍᲨ
ᆤǍƔƳᐯЎǛࠝƴዜਤƢǔƜƱƕٻЏưƋǔᲨ

Ӌᎋ૰

ൢឋǛᙸЎƚǑƏ

ૼڈൢឋᲧૼࣱڈᡙ൭Ʒᢡˡ܇

Š

ȉȸȑȟȳ&&4ǍǻȭȈȋȳƷӖܾ˳ƱኽƼƭƖƮ
ǒƍᢡˡ᧙܇ɨƕƋǔƷưᲦࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳǛࢽ
ǔƨǊƴᲦૼڈƳƜƱƴႸǛ᠗ƔƤᐻڠƢǔ
žૼࣱڈᡙӏƷᢡˡ܇ſƕƋǓᲦऴ༏ႎƳ൭࣎ƕ
ٻƖƳǨȍȫǮȸǛဃǈЈƢᲨ

Š

ᐯ̮ཋឋǻȭȈȋȳƷɧឱƔǒᲦۯफХນƔǒƷ
ѣႎׅᢤƕƋǓᲦᘔѣႎᲦᏮႎᲦૌએႎᲦჺൢƳ
ͼӼƕƋǔŵ

ɺᲢƨǇƝᲣ
Ʒᭌŵӝᚌƕ
ɥƕƬƯƍƯŴ
ǑƘƠǌǂǔŵ

țȸȠșȸǹƷ
ᭌŵ˳ƕᑣƍŵ

᩿ᧈƷᭌŵ
ƳưᏅŵ
˳ኬƍŵ
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ࣱൢឋỉᢡˡ܇Ịɟဃ٭ỪỤễẟẇ

䝠䝳䞊䝬䞁䞉䝸䝺䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹

Ⴛử٭ảợạểẴỦẦỤẆ
᧙̞ầफẪễỦẇ
Ⴛử٭ảỦẮểỊỂẨễẟẇ
ᐯЎỉᛐჷầ٭ỪỦểႻểỉ᧙̞ầ
٭ỪỦẇ

ே㛫㛵ಀᑻᗘ

ⱞᡭ䛺┦ᡭ䛾Ẽ㉁䛿䠛

ᮇᚅ䝝䝈䝺
ே
᱁
Ẽ
㉁

䠇䠏

ໜ

ɧܤൢឋ

ໜ

ૼڈൢឋ

ໜ

吐
吟
呃
吐
Ẽ
㉁

䠉䠏

ᮇᚅ㊊
ὺᾂ

ὺᾁ

ὺᾀ



ὼᾀ

ὼᾁ

ὼᾂ

ƍƳƘ
ƳᵻƯ
ഒƠƍ

ؓბൢឋ

䠉䠎

ᛅƢƱ
ɧࣛƴ
Ƴǔ

ໜ

䠉䠍

˟ƏƱ᫊
ǛᏑƚƨ
ƘƳǔ

ᐯൢឋ

䠌

Ʋƪǒ
ưǋƳ
ƍ

ໜ

䠇䠍

᫊Ǜᙸ
ǔƱƏ
ǕƠƍ

ቬბൢឋ

ᛅƢƱ
ಏƠƍ

ໜ

ƣᵻƱ
ɟደƴ
ƍƨƍ

ࣅൢឋ

䠇䠎

ŪൢឋƸŴᢡˡ܇ƴǑƬƯൿǊǒǕƯŴ҄٭ƢǔƜƱƸƳƍ
ƷưŴൢឋǛྸᚐƠŴƦǕƴӳƏࢳȪǹȈǛ˺ǓŴӳǘƳ
ƍࢳȪǹȈƸਾƯǔƱŴᐯѣႎƴʴ᧓᧙̞ƸܭܤƢǔŵ
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