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Ⅰ．はじめに
大正期の首都東京を中心に多大な被害をもたらした関東大震災から 87 年、日
本全土を焼け野原にした太平洋戦争の戦災から 65 年が経過した。戦後の高度成
長期を経て、東京は世界第二の経済大国の首都として目覚ましい発展を遂げ、
その間我が国は東京が再び瓦礫の山となる可能性を忘れかけていたが、平成 7
年の阪神・淡路大震災によって都市型大規模震災の脅威をまざまざと思い知ら
されることとなった。その後、中央防災会議を中心として首都直下地震に関す
る検討が進められ、平成 17 年 7 月の首都直下地震対策専門調査会報告では、最
大で死者数約 11,000 人、建物全壊棟数・火災焼失棟数約 85 万棟、経済被害約
112 兆円が生ずるなど、極めて激甚な被害をもたらすとの被害想定結果が発表さ
れた。首都直下地震は、単に首都地域に膨大な被害をもたらすのみならず、行
政、経済その他のさまざまな分野における首都中枢機能の被災、機能低下を伴
うものであり、その影響は被災地域にとどまらず、我が国のあらゆる地域に波
及することが危惧される。
こうした認識の下、被災に備えた減災目標やその実現方法等については、
「首
都直下地震の地震防災戦略」（平成 18 年 4 月中央防災会議決定）が、政府の初
動対応や人命救助等の応急対策に関しては、「首都直下地震応急対策活動要領」
（平成 18 年 4 月中央防災会議決定）が決定されるなど対策が進められており、
復興対策については、
「首都直下地震対策大綱」
（平成 17 年 9 月中央防災会議決
定）において、
「想定される様々な課題に対して、各関連主体の密接な連携のも
と総合的な検討が行われなければならない」とされたところである。
このため、首都直下地震の復興について、国等の対応すべき課題を時系列的、
体系的に整理することを目的として、平成 18 年度に有識者等からなる「首都直
下地震の復興対策のあり方に関する検討会」が内閣府に設置され、これまで議
論を重ねてきた。この結果が今回、本報告書としてとりまとめられたところで
ある。今後、本報告書において整理された課題等を踏まえ、関係省庁、関係地
方公共団体、関係諸機関、事業者、地域住民その他関係団体が連携し、想定さ
れる首都直下地震への事前の備えを一層充実させるとともに、現実に首都直下
地震が発生した際には、関係機関等の緊密な連携の下、迅速・適切な復興が行
われることが期待される。
また、首都直下地震の復興対策に関する検討は、今回一応の課題整理が行わ
れたものの、今後さらに検討を深める必要があるとともに、個別の課題等につ
いては、関係省庁や関係地方公共団体等での一層の検討が求められる。来るべ
き未曾有の震災に備え、今後も関係機関等が一丸となった不断の対策の推進を
願うものである。
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Ⅱ．検討の経緯等
１．これまでの検討経緯
(1) 首都直下地震の復興対策のあり方に関する検討会委員
（座長）澤井安勇 （財）日本防炎協会 理事長
（委員）大牟田智佐子 毎日放送 ラジオ局番組センター 報道担当副部長
田近栄治 一橋大学国際・公共政策大学院 教授
中林一樹 首都大学東京大学院都市環境科学研究科 教授
永松伸吾 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター研究副主幹
中村順子 NPO 法人 コミュニティ・サポートセンター神戸 理事長
室崎益輝 関西学院大学総合政策学部 教授
山中茂樹 関西学院大学災害復興制度研究所 教授
島田幸太郎 東京都 危機管理監
（平成 18、19 年度：中村晶晴 東京都 危機管理監）
木村博樹 兵庫県企画県民部防災企画局 局長
（平成 18、19 年度：藤原雅人 兵庫県県土整備部復興局長
平成 20 年度 小畠寛 兵庫県企画県民部参事（復興担当））
上原美都男 横浜市危機管理監 兼 安全管理局長（消防長）消防司監
（平成 18、19 年度：樋高雄治 横浜市安全管理局危機管理担当理事）
(2) 検討経緯
平成 18 年度 平成 19 年 2 月 6 日（火）
平成 19 年 3 月 6 日（火）
平成 19 年 3 月 29 日（木）
平成 19 年度 平成 20 年 3 月 27 日（木）
平成 20 年度 平成 21 年 1 月 23 日（金）
平成 21 年 3 月 16 日（月）
平成 21 年度 平成 21 年 10 月 6 日（火）
平成 21 年 12 月 25 日（金）
平成 22 年 2 月 15 日（月）
平成 22 年 3 月 17 日（水）

第１回検討会
第２回検討会
第３回検討会
第１回検討会
第１回検討会
第２回検討会
第１回検討会
第２回検討会
第３回検討会
第４回検討会

なお、検討に際しては、関係機関等へのヒアリングを実施したほか、平成 21
年度には分野ごとに小グループ・ディスカッションを実施して検討を深め、そ
れらの成果も本検討結果に反映している。（別添１）
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２．本報告書の性格及び位置づけ
本報告書は、内閣府に設置された「首都直下地震の復興対策のあり方に関す
る検討会」（以下、「検討会」という）における 4 ヶ年度にわたる検討の成果と
してとりまとめたものである。特に、首都直下地震の復興対策は極めて多岐に
わたることから、検討会での議論に加え、関係機関等へのヒアリング、有識者
等による分野別の小グループ・ディスカッション、文献調査等を通じ、想定さ
れる課題を時系列的・体系的に抽出・整理する作業を重点的に行っており、そ
れぞれの課題に関する各論の詳細検討よりも、首都直下地震の復興対策に関す
る課題の全体像を明らかにすることに主眼を置いている。したがって、個別の
分野ごとの課題については必ずしも十分な検討がなされたものではなく、今後、
関係省庁や関係地方公共団体その他の機関等において、より詳細な検討がなさ
れることが期待されるものである。
また、課題を時系列的・体系的に抽出・整理した結果、それぞれの課題につ
いて検討会での議論を通じ形成された共通理解をもとに、一定の施策の方向性
を示すことが妥当と思われるものについては、検討会の提言として一定の施策
の方向性を明記している。しかしながら、課題の内容によっては、検討会や小
グループ・ディスカッション等において様々な意見が出され、必ずしも 1 つの
方向性を示すことが適当でない事項もあり、こうした事項については、Ⅳ．分
野ごとの時系列課題整理表において、施策の選択肢として示す、あるいは両論
併記とするといった整理をしている。
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３．検討の前提条件
本検討は、以下の前提条件の下に行ったものである。
(1) 被害想定
地震の被害想定については、平成 16 年 12 月中央防災会議決定の被害想定の
うち、被害規模が最大となる東京湾北部地震（M7.3、冬 18 時、風速 15m/s）
を中心として検討を行った。
また、復興の状況は被害規模等によって異なるものと考えられるため、上記
被害想定のほか、比較的被害が小規模で、かつ首都中枢（東京都心部）を中心
的な被災地域としないような直下型地震（立川市、横浜市直下等の首都直下地
震）も検討段階では被害想定として念頭に置いている。
さらに、首都地域に甚大な被害をもたらす可能性のある大規模地震として、
過去 2〜3 百年間隔で発生している関東大震災級（M8 級）の地震がある。これ
については、今後 100 年以内に発生する可能性は少なく、切迫性が低いとされ
ていること、また政府として近年被害想定を作成していないことから 、本検討
の直接の対象とはしていない。ただし、将来的には起こりうるものであるため、
首都直下地震発生後の復興に際しては、こうした関東大震災級の地震が将来発
生することも念頭に、それに耐えられるような都市づくり・首都圏整備を行う
ことも重要な課題であり、その観点からの検討は加えたものとしている。
なお、今回の検討は、中央防災会議の被害想定のうち最悪のケースを前提と
して行ったが、実際には被害想定を超える被害の発生や、現時点では想定し得
ないような不測の事態の発生も考えられるため、首都直下地震からの復興を考
える上では、こうした予測を超える事態の発生も念頭に置く必要がある。
(2) 検討対象地域
本検討で対象とする範囲は、中央防災会議の被害想定で対象としている中核
都市（M6.9 級）を含む、概ね 30〜40km 圏の南関東地域とした（本報告書では、
これを「首都地域」という）。
いわゆる「被災地域」がどの程度の範囲に及ぶかは被害規模等にもよるが、
東京湾北部地震（M7.3）の震度分布では、震度 6 弱以上の区域が都県を越えて
広範囲に拡大すると想定されていることから、概ね 30〜40km 圏の南関東地域
を検討対象とした。なお、地震による経済的被害等は被災地に限らず全国、あ
るいは国際的にも大きな影響を及ぼすと考えられることから、検討に当たって
は上記の検討対象地域のみならず、それ以外の地域への影響についても考慮し
ている。
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(3) 検討対象期間
本検討においては、復興後の都市構造等の大規模な改変や、前提となる社会
情勢等の変化を勘案し、発災から概ね 30 年程度の期間までを一応の検討の目安
とした。
復興方針等の目標年次の考え方は被害規模や復興方針によって異なる。例え
ば比較的被害規模が小さく、復興方針が被災前の状態の回復に重点を置かれる
ような場合は 5〜10 年程度の期間を前提と考えるのが妥当である一方、被害規
模が比較的大きく、現状復旧よりもむしろ都市構造等の大規模な改変を行う必
要に迫られるような場合、10〜30 年程度の期間を前提とすることもあり得る。
さらに、M7 級の首都直下地震の被災後に、将来起こりうる M8 級に備えるため
の大幅な国土構造の再編をも視野に入れる 100 年規模での期間の考え方もあり
得る。ただし、あまりにも超長期を前提とした場合、人口（高齢化）
・土地利用
（不燃化・耐震化）
・情報通信技術・広域的な都市構造（コンパクトシティ化や
ネットワーク化）等の大幅な変化により検討課題が全く異なるものになり、検
討の現実性が著しく損なわれるおそれがある。
以上を踏まえ、本検討においては、発災から概ね 10 年程度の期間までを復興
の一応の目安（復興方針等の目標年次）、さらに概ね 30 年程度までを次の大規
模震災を展望した国土づくり、都市づくりの一応の目安とし、これらを検討対
象期間として検討を行うこととしたものである。
(4) 段階区分
首都復興のプロセスについては、阪神・淡路大震災等の経験等を踏まえ、便
宜上、発災後 10 年程度までを復興の一応の目安とした上で、以下の 5 つの段階
に区分して検討した。
①初動段階
：発生から 1 週間程度
②応急段階
：発生後 1 週間から 1〜3 ヶ月程度
③復旧・復興始動段階
：発生後 1〜3 ヶ月から 3 年程度
④本格復興段階（前期・後期） ：発生後 3 年から 10 年程度

⑤発展段階

（このうち、前期は 3〜5 年程度、後期は 5〜
10 年程度）
：発生後 10 年以降

なお、上記段階区分はあくまで検討の便宜上の 1 つの目安であり、また被害
規模や分野等によっても時期の目安は異なるものと考えられるため、実際の対
応は上記段階区分にかかわらず復旧・復興の分野、被害状況や復旧・復興状況
等に応じ適宜適切な時期に実施される必要がある。
これらの段階区分の考え方は以下のとおり。
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①初動段階
政府の初動対応が一段落する発災から 1 週間を初動段階として区分した。
なお、この段階及び次の応急段階で主に実施される人命救助等の災害応急対
策については本検討の対象外だが、復興方針の決定、復興に向けた国・地方公
共団体の体制確立等、この段階又は次の応急段階で始めるべき事項も多く、こ
うした体制確立等に関する施策について初動段階又は応急段階で主に取り扱っ
ている。
②応急段階
発災当初の応急段階から次の段階へ移る 1 つのタイミングは、学校の体育館
などに開設された避難所から、応急仮設住宅等へ移る時期である。阪神・淡路
大震災の際の応急仮設住宅では、発災後約 1 ヶ月から順次入居が開始された（応
急仮設住宅の供給完了は発災から約 7 ヶ月を要した）。首都直下地震の際にはさ
らに大規模な被災となることが予想され、避難所から応急仮設住宅等への移転
が本格化するタイミングを区切りとし、初動段階の終わる発災後 1 週間から、
発災後約 1〜3 ヶ月までを応急段階とした。また、前の初動段階及びこの段階で
は、ライフラインの応急確保・復旧や首都中枢機能の応急確保の実施が重要な
課題となる。
③復旧・復興始動段階
復興を考える上で住宅再建は大きな要素であり、応急仮設住宅から自宅再建
ないし公営住宅への入居のタイミングが次の区切りとなる。住宅建設の 1 つの
目安なるのは、応急仮設住宅が通常設置期限を迎える発災から 2 年数ヶ月1の時
期であり、阪神・淡路大震災の際には兵庫県は「ひょうご住宅復興３カ年計画」
を策定して平成 9 年度までに 12.5 万戸の住宅建設を目標とし、また新潟県中越
地震では発生から約 3 年 2 ヶ月後の平成 19 年 12 月末に応急仮設住宅が解消し
ている。また、住宅以外でも、公共土木施設における災害復旧制度の適用は発
生年度を含む 3 ヶ年度とされている2。こうした状況から、住宅再建がある程度
進む発災後 3 年というタイミングを 1 つの区切りとした。
この段階は、公共土木施設、住宅、事業用施設等の復旧を進めるとともに、
復興方針に従って具体的な復興計画を定め、都市の再開発等の将来的な復興に
向けた事業に着手する時期であり、こうした復興推進施策についてこの段階で
主に取り扱っている。

1 建築基準法第 85 条第 3 項及び同第 4 項。なお、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等図るための

特別措置に関する法律の適用により延長が可能となる。
2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 8 条の 2
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④本格復興段階（前期・後期）3
復興事業がどの程度の規模、どの程度の期間で実施されるかは被害規模にも
よるため一概に言えないが、阪神・淡路大震災後の平成 7 年 7 月に兵庫県が策
定した「阪神・淡路震災復興計画（ひょうごフェニックス計画）」では、発生か
ら約 10 年後の平成 17 年を目標年次としており、一応の目安として発生後 10
年を 1 つの区切りとした。
この段階は、公共施設等の災害復旧事業が概ね終了し、応急仮設住宅から自
宅あるいは公営住宅への移行も順次進むなど、単に被災前の状態に戻す復旧の
段階から、将来に向かってより良い都市・地域とするための復興施策が推進さ
れる復興（本格復興）の段階に移行する時期であり、市街地再開発事業や各種
新規プロジェクト（創造的復興）など将来に向けての復興事業がテーマとなる。
また、高齢者の独居死対策や被災者の心のケアの問題など、息の長いフォロー
アップも大きな課題となる。
さらに、「本格復興段階」を発災後 3 年〜5 年程度の前期（主に現状復旧的な
復興（被災前水準への回復）を目指した復興施策が終了する段階）と発災後 5
年〜10 年程度の後期（主に現状復旧にとどまらない創造的復興を目指した復興
施策が終了する段階）の 2 段階に分けている4。ただし、今後人口・経済規模が
縮小する中で発災した場合には、被災前の水準への回復が困難、あるいは必ず
しも適切でない場合もあり、必然的に被災前水準への回復を図ることを前提と
したものではない。
⑤発展段階5
発生後 10 年後以降の時期は、本格復興事業が一通り終了し、将来に向けたさ
らなる発展のための事業や、将来的に発生しうる M8 級の大規模地震に備える
予防的施策等、それまでの復旧・復興施策とは一線を画す将来へ向けての取組
みが主体となってくる時期である。また、依然として生活再建ができずにいる
被災者や、心身に後遺症の残る被災者のケアなどにも留意すべき時期でもある。
(5) 検討内容
本検討に際しては、あらかじめ起こりうる状況をある程度想定した上で、復
興方針・復興計画等の策定等の復興に向けた国・地方公共団体の体制・手順や、
分野別の課題について、状況等に応じた複数の政策的な選択肢も考慮しつつ検
討を行った。具体的には、課題等を以下に分類した上で検討を行っている。

3 なお、本格復興段階（後期）に主に課題となる事項であっても、その取組みは本格復興段階（前期）あ

るいはそれ以前に始める必要があるため、時系列課題整理表では「本格復興段階」等に併せて含めている。
4

2008 年の中国・四川大地震の復興計画では 3 年、5 年、8 年で区分している。

5 なお、発展段階に主に課題となる事項であっても、その取組みは本格復興段階あるいはそれ以前に始め

る必要があるため、時系列課題整理表では「本格復興段階」等に併せて含めている。

7

①国・地方公共団体等の復興体制・復興手順等に関する課題
復興施策を実施する国・地方公共団体の復興体制や、復興方針・復興計画の
策定といった復興を進めるための手順について整理した。また、国、地方公共
団体、民間主体等の役割分担や連携についても整理している。
②分野ごとの課題
ア．生活復興
仮住まいの確保や住宅再建等の住宅問題、生計の確保、日常生活の回復等、
被災者の生活に関する復興について整理した。高齢者等の要援護者対策やコミ
ュニティの問題、教育・文化についても対象としている。
イ．産業復興
経済被害とその影響、雇用維持・雇用創出対策、中小零細企業対策をはじめ
とする事業の復興について整理した。
ウ．都市復興
インフラ等の公共施設の復旧・復興、街路などの基盤整備を伴う市街地の復
興といった都市機能の復興について整理した。環境問題や復旧・復興の障害と
して課題となる震災廃棄物処理についても対象としている。
③経済・財政状況に関する課題
経済・財政面において想定される状況と課題について整理した。復興事業を
実施する上での前提となる国・地方公共団体の財政状況や、復興を進める上で
の前提となる経済環境（金利・外国為替・株価等の動向等）といった経済・財
政状況は、上記②の分野ごとの課題と異なり、検討に当たっての前提として整
理すべき側面が強いことから、分野ごとの課題とは別に整理している。
①〜③の各課題の分野別の検討テーマ一覧は別添２のとおり。
なお、本分類は検討の便宜上のものであり、実際には分野横断的に検討すべ
きテーマも多い。例えば住宅再建の問題は単に被災者の居住生活の問題ではな
く、住宅再建のあり方は住宅等の集積である都市の復興と密接に関わる問題で
あり、また住宅再建の原資を生む事業・雇用といった産業復興とも密接に関わ
る問題である。こうしたことから、検討会では分野横断的な観点からの検討も
行った上で、それぞれの課題に対する検討結果を分野ごとに再整理して記述し
ている。
また、それぞれの段階区分ごとに整理された課題は、主にその段階において
対策が必要となること、または課題の顕在化が想定されることを意味しており、
課題への対策がその段階のみに限定されるものではなく、早い段階から対処す
ることが必要となる。
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４．本報告書を読む上での留意事項
本報告書の内容は、以下、
Ⅲ．首都直下地震の復興対策に関する主な課題
Ⅳ．分野ごとの時系列課題整理表
Ⅴ．その他
の３部に分かれている。
このうちⅢの「首都直下地震の復興対策に関する主な課題」は、検討会での
議論を通じて整理された主な検討結果として整理されたものである。したがっ
て、首都直下地震の復興対策を考える上で特に重視されるべき視点を記載した
ものであり、必ずしも全ての課題を網羅したものではないが、特に検討会にお
いて指摘のあった重要な課題はできるだけ網羅するよう配慮している。
一方、Ⅳの「分野ごとの時系列課題整理表」は阪神・淡路大震災その他過去
の災害の教訓を分野ごと、復興の段階ごとに網羅的・体系的に抽出・整理した
上で、それらの過去の災害の教訓等から示唆される課題及び首都直下地震特有
のものとして想定される課題、さらに事前対策として検討が望ましい事項につ
いて整理を行ったものである。したがって、本時系列課題整理表においては、
首都直下地震の復興対策に関して想定される課題について、一覧性を重視して
過不足ないよう整理している。
また、Ⅴの「その他」では、本検討会で十分な議論ができなかったものの、
今後検討を行うことも考えられる課題として、委員より意見があったものを付
記した。
なお、検討に当たっては、Ⅱ．３(1)の被害想定を前提として検討を行ったが、
現実には事前の被害想定と異なる状況になることも考えられる。このため、実
際に発災した場合には、本検討結果を踏まえつつも、被害状況等に応じた適切
な復興対策が求められることとなる。
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Ⅲ．首都直下地震の復興対策に関する主な課題
１．首都直下地震の復興対策を考える上での７つの視点
首都直下地震の復興対策のうち、特に各分野に共通しており、分野横断的に
重点的に考えるべき視点について、以下の７項目に整理した。
①将来のＭ8 級震災の発生を念頭に置いた復興
本検討においては、Ⅱ．３に示した前提条件にあるとおり、Ｍ8 級の地震につ
いては直接の検討対象としていないが、将来的には起こりうるものとして、そ
れに耐えられるような都市づくり・首都圏整備を行うことも重要な課題として
いる。具体的には、行政機関・企業等の BCP の強化等の事前対策に加え、首都
直下地震からの復興の際の配慮事項として、建築物、公共施設等の復旧・新設
に際してＭ8 級の震災を想定した耐震性の強化、避難スペースの確保を図ること
や密集市街地の解消、首都中枢機能の分散や代替機能確保等が考えられる。
②将来の長期的な経済社会情勢の変化を見据えた復興
首都直下地震の復興は長期にわたり実施されるものであり、将来の経済社会
情勢の変化を踏まえた復興を行う必要がある。特に企業など経済・産業が集積
し、経済活動が集中する都心部においては、復興を推進するに当たっての重要
な視点となる。例えば現時点で想定されるものとしては、人口減少や急速な少
子高齢化の進展、経済の低成長、グローバル化や ICT の進歩の一層の進展等に
よる生活や産業の変化等が挙げられ、こうした変化を見据えた復興施策が必要
となる。
③首都地域全体の広域的連携及び広域計画
想定される首都直下地震は、その被害が複数都県に及ぶ広域的なものとなる
可能性があり、復興においても広域的な視点からの対応が必要となる。具体的
には、復旧・復興に要する人員・物資等の広域的支援態勢や空地確保、膨大な
量に及ぶと想定される震災廃棄物処理、港湾等交通・物流インフラの一体的運
用、避難者・疎開者の受け入れや仮住まいの確保等の協力態勢、首都地域一体
としての復興計画の策定等、様々な分野での広域的取組みが必要となるものと
考えられる。また、こうした広域的取組みを円滑に進めるため、国の参画の下、
八都県市6の枠組み等を活用し、関係地方公共団体間の連携態勢の確立、地域全
体としての事前復興計画（広域的な防災計画・事前復興計画）の検討、研修や
訓練等の実施を行うことが考えられる。
6八都県市とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の 1 都 3 県及び横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市

の 4 政令市をいう。各知事及び市長で構成される八都県市首脳会議の組織がある。平成 22 年 4 月からは相
模原市を加え九都県市となる。
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④膨大なニーズに対処するための限られた資源の有効活用
首都直下地震の特徴として、膨大な量の復興需要に対処するため限られた資
源（人的・物的資源、財源等）を有効活用することが求められる。このため、
例えば住宅等の補修や既存ストックの活用を促進して解体を抑制することや、
事業等の重点化を図り公共投資を抑制すること等が考えられる。
なお、復興対策の中には、首都中枢機能の早期回復や、経済・産業の復興の
ように国際競争力・信用力維持の観点から迅速な対応が求められる分野と、都
市復興のように必ずしも迅速な復興が必要不可欠ではなく、計画性や地域住民
の理解と合意を重視すべき分野があり、復興需要の短期集中を避け、長期的視
野に立って復興各分野への適切な時間軸に沿った資源配分を行うことが求めら
れる。
⑤首都地域のコミュニティの特徴に応じた復興
首都地域におけるコミュニティの特徴として、地域の人間関係が親密なもの
は少なく、以下のような特徴が見られる。
・ 地域に居住している年数が浅く、また転居等が多く地域へのこだわりが少な
いため、地域コミュニティへの参加意識が希薄である層が多く、また地域コ
ミュニティの活動自体が不活発である地域が多い。
・ 地域としての一体感より個人の自由な選択が尊重され、多様な価値観を持つ
住民が混在する一方、マンション等で隣近所の住民の顔を知らないなど個
人・世帯が孤立している地域が多い。
・ 学生や単身赴任者等の存在、晩婚化の影響等により単身世帯が多い。
・ 地域密着型のコミュニティ以外に、職場内や同一業界内の人間関係を基盤と
する職域コミュニティや、インターネット等を通じた特定の地域に依拠しな
いコミュニティが存在。
したがって、こうした特徴を考慮した復興施策の推進が求められる。特に地
域コミュニティの希薄さは地域の防災力を脆弱なものとしており、復興に際し
ても配慮が必要である。
⑥行政主導ではない「新しい公共」による行政と民間の協働による復興
膨大な被害からの復興を考えれば、行政主導の復興には限界があり、行政が
被災地域の住民や専門家・NPO・ボランティア・企業その他地域を担う多様な
主体と協働し、自助・共助・公助により復興の当事者ひとりひとりがそれぞれ
の役割に応じて復興に関わることで課題を解決していくという「新しい公共」
の姿が求められる。特に、⑤に示したように地域コミュニティが希薄となりが
ちな首都地域においては、こうした「新しい公共」の力をいかに結集し、復興
という難題に立ち向かうかが大きな課題となる。
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こうした「新しい公共」が主体となった復興においては、行政は、当事者が
難局に自ら立ち向かうよう、その活動を支援し、復興への意欲を持たせるよう
な役割を担うことが求められる。また、企業が地域において果たす役割にも着
目し、住民・企業・行政の協働により復興を進めることが求められる。
なお、専門家・NPO・ボランティア等の活動については、行政との関係を含
め、個々の活動を効果的にネットワーク化していくという視点が重要であり、
そのためには中間支援組織7の果たす役割も重要である。
⑦事前の備えの重要性
可能な限り被害を軽減し、また復旧・復興を迅速かつ効率的・効果的に進め
るためには、事前の備えを十分に行うことが不可欠である。このため、耐震化
や BCP 策定の促進、木造密集市街地の解消等による防災まちづくりといった事
前対策のみならず、復興マニュアルの策定や復興まちづくり訓練の実施、地籍
調査等による情報整備等、復興に備えた事前準備を行うことや、首都直下地震
の復興を想定した事前の制度構築や行政機関等の体制整備を行っておくことが
今後の重要な課題である。

7 中間支援組織とは、地域社会においてボランティア団体や NPO 等を人的・資金的・技術的に支援し、

また行政や企業とのつなぎ役となる機能を持つ組織をいう。
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２．国・地方公共団体等の復興体制・復興手順等に関する課題
①国及び地方公共団体の復興体制
首都直下地震の復旧・復興は、被害の規模その他の状況に応じ、首都地域の
特殊性に鑑みた特別な体制、手順が必要となる可能性が高い。このため、被害
の規模等によっては、地方公共団体による実施が前提となっている地域レベル
での災害復旧・復興に対する支援という従来の国の役割に加え、首都機能の復
旧、国土レベルでの復旧・復興、国の経済的復興、特別の立法措置や財源措置、
地方公共団体間の広域的調整など、国が主体となって実施すべき国固有の役割
が増大することが考えられる。
また、復旧・復興施策の実施に際しては、国・地方公共団体が緊密に連携す
ることはもとより、被災地方公共団体間、あるいは被災地方公共団体と被災地
外の地方公共団体が、広域連合8その他の様々な形で連携することが重要である9。
復興事業を実施する地方公共団体への国の人的・物的・技術的・財政的な支
援も適切に行うことも重要である。特に、優先度の高い事業に重点的に資源配
分を行うため、また被災地のニーズにきめ細かく対応するため、復興基金の設
立10等を通じ、地方公共団体が自由に使える財源措置を行うことも 1 つの方法と
考えられる。
さらに、膨大な復興需要に迅速・的確に対処するため、積極的に民間活力を
活用することが考えられる。特に高度に経済・産業の集積している首都地域で
は、復興に当たって企業の果たすべき役割も大きくなるものと考えられる。た
だし、民間事業者にとって大きな収益機会となり得る首都地域の復興に際して
は、過剰投資による地価高騰、無秩序な再開発による防災性の低下や都市景観
の悪化といった弊害にも留意する必要がある。
なお、首都直下地震という非常事態にあっては、従来民間に任されている分
野（不動産事業者等による市街地再開発や民間事業者による交通インフラの整
備等）についても、国・地方公共団体が主体的に実施・関与することで迅速・
効果的な復旧・復興を推進することが可能となる場合がある。
②復興方針・復興計画の策定プロセス11
国が示す復興方針においては、必要に応じ、復興の基本的考え方、目標年次、
対象とする地域及び分野、首都地域の将来像、経済成長率等の目標、国土計画
等既存の各種計画との関係等について整理することとなる。特に復興の基本的
8 地方自治法第 291 条の 2
9 本報告書では触れていないが、議会の役割についても検討が必要との意見があった。
10 これまでの復興基金の仕組みは交付税措置を前提としており、東京都のような不交付団体における復興

基金のあり方について事前に検討すべきとの意見もあった。
11ここでは、復興に当たって国が示す基本的な考え方等を「復興方針」
、復興方針に従って被災地方公共団

体が策定する具体的な計画を「復興計画」と便宜的に呼んでいるが、両者の関係は必ずしもこれに限定さ
れるものではなく、被害の状況等を踏まえ適切な役割分担がなされるべきである。
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考え方として、どの程度の復興を目指すのか（どの程度の財政支出を想定する
のか）を早い段階で示す必要がある。
また、復興方針や復興計画の策定に際しては、首都地域全体や国土全体とい
った広域的・大局的な観点からの方針を定める一方、必要に応じ、具体的な地
域ごとに、その地域の特性や被害状況等に応じた方針を定める必要がある。特
に首都直下地震では、首都地域全体の交通ネットワークのような広域的な視点
からの検討が必要な事項について、国と関係地方公共団体が連携して検討する
必要があり、八都県市のような個別の地方公共団体の枠を超えた広域レベルで
の意思決定の仕組み・プロセスを事前に構築しておくことも考えられる。
なお、復興方針、復興計画を策定する際に留意すべき考え方として、以下が
挙げられる。
・ 首都地域全体あるいは国土全体を視野においた国レベルでの復興のグラン
ドデザインの提示
・ 被災地ごとの地域特性等に応じた復旧・復興（例えば、首都中枢機能が高度
に集積し、被災の影響が全国に及ぶため迅速な復旧・復興が必要な地域と、
主に住宅地や地域的な商工業が主体で他地域への被災の影響が限定的であ
り、地域住民の合意形成を図りつつ計画的な復旧・復興を行うことが可能な
地域等）
・ 適切な復興プロセスの時系列的整理（比較的短期間での復興を目指す生活復
興と長期的視野に立った復興を目指す都市復興で異なる目標年次を設定す
るなど、分野や被害規模、復興の考え方等に応じた適切な復興プロセスを時
系列的に整理する必要がある。）
・ 国、都県、市区町村、地域の各段階での復興方針・復興計画等の連携・調整
及び復興計画等を策定する条件（基準）
・ 国土計画等の既存の各種計画等との整合性（これら計画等を引き続き推進す
べきか、震災を機に見直すべきか等について、被害の規模その他の状況を踏
まえ判断した上で、復興方針・復興計画の策定に際してこれら各種計画等の
見直し方針との整合を図る必要がある。）
さらに、復興方針・復興計画等の策定に当たり、例えば以下のような政策的
な選択肢やトレードオフについての適切な意思決定や課題間の調和・調整が求
められることとなる。
・ 建築物等の修復を前提とするか、建替えを前提とするか。
・ 質・量・早さのいずれを優先するか。
・ 基幹産業等の経済的に重要な機能の再建を優先するか、個々の被災者の生活
再建を優先するか。
・ 元の被災地で復興するか、新たな地域に移転するか。
・ 現状復旧を目指すか、さらなる都市の発展を目指すか、あるいは都市規模の
14

縮小（スマートシュリンク12）を目指すか。
地方公共団体の策定する復興計画は、被災者・被災地域の住民のみならず納
税者である被災地域外（1 つの地方公共団体の区域内でも、被害の激しい地区と、
ほとんど被害のない地区に分かれることがあり得る）の住民も含めた合意形成
が必要である。また、円滑な合意形成のため、被災者等のニーズを集約するこ
とのできる専門家・NPO や中間支援組織の参画や、被災者等の理解と合意を進
める段階的な計画策定プロセス等を通じ、被災者その他関係者・関係機関との
十分な意思疎通を図る必要がある。

12 スマートシュリンクとは、人口減少等による郊外市街地等の荒廃を避けるため、一定の生活環境を維持

しつつ適切に低密度化を誘導する市街地整備手法をいう。
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３．分野ごとの課題
（１）生活復興の課題
①住宅再建をはじめとする生活の再建
首都地域は人口規模が大きく、また住民の価値観が多様化しているが、既存
制度のみでは多様なニーズに多様な対応をすることが困難であり、画一的に対
応せざるを得ない。被災者の生活再建支援に際しては、こうした多様なニーズ
に応えられるよう多様な支援メニューを整備することが望ましく、また支援メ
ニューの内容やその背景となる被災者支援の基本的な考え方を被災者にわかり
やすく提示することが重要である。
特に住宅は、被災者が生活の復興を行う上で拠点となるものであり、住まい
の確保への不安が解消されることで初めて家族や地域が一体となり、事業・就
業・学業等の再開や、復興まちづくり等の地域の復興活動に励むことが可能と
なるものである。しかしながら、首都直下地震では住宅被害が膨大になるもの
と想定されることから、応急仮設住宅や復興公営住宅の供給能力が需要を大幅
に下回る事態が想定される。このため、応急修理の積極的な活用による住宅解
体の抑制、空き家や既存賃貸住宅の活用、民有地への応急仮設住宅の建設13、輸
入住宅の活用等、多様な手段により住宅の確保を図る必要がある。
また、できるだけ少ない量の住宅再建で済ませるため、耐震化の促進や木造
密集市街地の解消等の事前対策が重要である。こうした事前対策に関する事業
を地場の工務店などの地元事業者を中心に行うことで地元事業者に技術や経験
が蓄積し、被災時の住宅の応急修理や住宅再建が円滑に実施されるという効果
も期待できる。
さらに、住宅再建をはじめとする生活再建支援では、被災者のニーズを行政
が的確に把握し、きめ細かな支援を行うことが肝要である。その際、被災地に
密着して復興活動に参画している専門家や NPO 等を通じて被災者のニーズを
きめ細かく把握している中間支援組織の役割が重要であり、中間支援組織が行
政と被災者の橋渡し役となることによって、より被災者ニーズに即した血の通
った支援を実施することが可能となる。また、被災時にこうした中間支援組織
の機能が十分発揮されるよう、事前段階から人的資源の確保・育成14を行ってお
くことも重要な課題である。
なお、こうした生活再建支援は、特に本格復興段階（後期）以降の段階にお
いて、一般の生活困窮者向け支援施策（生活保護等）との整合性・公平性等の
13 検討会では、被災者の自己所有地への応急仮設住宅建設の提案もあったが、効率性、公平性の観点から

必ずしも推奨されるものではなく、今後の議論が待たれる。
14

委員からは、復興の専門家である「復興士」の提案もあったが、新たな資格制度を作るのではなく、
まちづくり、土木、建築、福祉等の各分野における既存の専門家の資格に、防災・復興関連の教育カリキ
ュラムを課すことで、復興の専門家が育成されるとの考え方に立つべきであるとの意見もあった。
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観点からの整理が必要となり、復興施策としていつまで続けるかが課題となる。
被災者の自立支援に向けてどの段階で役割を終えて支援措置を終了するかは重
要な課題であり、施策開始当初に、復興状況に合わせた支援の撤収プログラム
について議論した上で、終了時期や要件を予め定めておく方法もある。
②高齢者等の要援護者の支援
首都地域は、地域にもよるが一般に地方都市等に比べ地域コミュニティのつ
ながりが希薄であり、住民同士が近所にどういう人が住んでいるのかお互いに
よく知らない、ということが多い。こうした地域特性を持つ首都地域にあって
は、高齢者（特に単身高齢者）や障害者15をはじめとする要援護者が地域コミュ
ニティからの支援を十分に受けられずに孤立し、最悪の場合は独居死に至る可
能性があり、要援護者をいかにして見守り、支援するかが大きな課題である。
また、それ以外にも、首都地域には外国人も多く、言語や文化の壁から情報が
不足しがちとなるため、行政や NPO 等がその実態を把握し、きめ細かな支援を
行うことが重要である。
こうした被災した要援護者の生活を支援するためには、行政（地域包括支援
センターを含む）、自治会等の地域コミュニティ、介護事業者、NPO その他の
支援団体等が連携し、日頃からの要援護者ネットワークを活用した取組みが必
要となる。
特に住宅確保に際しては、要援護者が応急仮設住宅や復興公営住宅等の住み
慣れない住居で地域から孤立しないよう、LSA（生活援助員）16を配置する等、
きめ細かな配慮ができるような体制を整えることが重要である。
③コミュニティの復興
被災者の生活再建は非常な困難を伴うものであり、特に個人や世帯が単独で
再建をするのは難しく、被災者が地域で孤立しないよう、地域社会の助け合い
の中で復興を進めることが重要である。このため、被災者一人一人が生活を再
建していくに当たり、既存コミュニティの果たす役割が非常に重要であり、町
内会など被災前に機能していた既存コミュニティを維持することが重要な課題
である。したがって、復興に際しては住宅再建、まちづくり、事業再建等を既
存コミュニティ維持の観点から総合的に行う必要がある。
ただし、首都地域の既存コミュニティの中には下町に見られるような人間関
係の親密なものから新興都市に見られるような比較的地域のつながりの薄いも
の等様々なものがあり、コミュニティの特性に応じた復興のあり方を考える必
要がある。人間関係が希薄で既存コミュニティがあまり機能していないような
15 震災以前からの障害者に加え、震災により障害を負った被災者（震災障害者）への支援も必要である。
16 LSA（Life Support Advisor：生活援助員）とは、主に高齢者等の要援護者の生活を支援するための要

員をいう。通常は復興公営住宅等に常駐し、生活指導・相談、安否確認、緊急時の対応その他日常生活の
支援を行う。
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場合には、それにとらわれずに新しいコミュニティの構築を図ることも１つの
方法である。
また、まちづくりや都市計画に関わった専門家のみならず、福祉分野でのＮ
ＰＯ等、コミュニティを支援している多様な主体と連携し、望ましいコミュニ
ティの構築を図ることが求められる。特に復興段階において人的・物的支援を
行うことができる地域内の企業や、その専門性から様々な視点でのアドバイス
を行うことのできる大学の役割は大きく、コミュニティの一員としての企業・
大学と地域住民の連携も重要な課題である。
④疎開者への対応
住宅が大きな被害を受けた場合などに、被災地外等へ一時的に避難（疎開）
し、遠隔地にて自身の生活再建を図る被災者が多数存在するものと想定される。
こうした疎開者は、居住地のある地方公共団体の区域から離れることとなるた
め、行政がその情報を把握しづらく、また疎開者自身も行政からの情報から遮
断されがちになるほか、疎開者が復興に参加できないことによる疎外感を抱く
ことがあり得る。したがって、これら疎開者の現住所等の把握や行政からの情
報提供、疎開者の支援について配慮が必要となる。なお、住宅再建や事業再開
等の復興活動は被災地内で行われることとなるため、疎開者が生活再建等のた
めに被災地と疎開先居住地を頻繁に往復できるよう、交通インフラの早期復旧
等の必要な環境整備を行うことも考えられる。
（２）産業復興の課題
①首都地域全体の産業復旧・復興
高度に経済機能等が集積した首都地域が被災した場合の経済的影響は、国内
経済全体のみならず国際経済にも及ぶものと考えられ、迅速な復旧・復興が急
務となる。また経済・産業の直接被害のみならず、風評被害による消費・投資
の減退が地域経済に大きな影響を与えるものと考えられ、これを防ぐため国内
外への情報発信を担う広報機能の維持・強化が重要な課題である。
また、被災地の経済・産業を支えるライフライン、交通・物流インフラ等の
社会基盤の迅速な復旧や、従業員等が職場復帰できるような環境整備も重要な
要件である。特に首都地域の特性としてオフィスビルが都心部を中心に集積し
ているが、これらオフィスビルでの業務機能は経済・産業を支える重要な機能
であり、その復旧が大きな課題となる。
さらに、首都地域の産業復興に際しては、産業政策的視点から、将来の各産
業の成長可能性や産業構造・都市構造の転換も見据えた産業復興を行うことも
考えられる。そのためには、民間企業の動向も踏まえ、望ましい産業立地・集
積や地域内外のネットワーク化等、将来の首都地域の産業構造はどうあるべき
18

かについて、事前に国土計画等の策定等を通じて国民各層での幅広い議論を行
い、認識を共有しておくことが、被災後の円滑な産業復興のために有効である。
なお、被災地内の需要・雇用の創出により被災地の経済活力を維持すること
は、被災地の復興の大きな後押しとなる。特に首都地域の経済は第三次産業の
割合が大きく、災害復旧事業等による経済復興の下支え効果は限定的と考えら
れることもあり17、被災地人口（消費者）の減少や被災地外からの財・サービス
の無償提供が被災地の経済復興の阻害要因となる恐れがある。このため、被災
地内の需要減退や労働需給のミスマッチ等想定される課題への配慮等により被
災地内で需要・雇用を創出し、経済活力を維持することが必要であり、例えば
復旧・復興に関する行政事務等への被災者の雇用、震災の影響の少ない被災地
外の地方公共団体・民間企業等を活用した雇用確保、被災者向け生活サービス
（食事の提供等）への地元事業者の活用18等が考えられる。
②首都地域の産業の非代替性
首都地域の産業は、国内の他地域に比べ、金融、商社、情報通信業、コンテ
ンツ産業など他地域での代替が困難な特徴的な業種が高度に集積しており、ま
たあらゆる業種の本社機能も集中している。さらに、東京の城東・城南地区を
中心に集積している中小零細企業でも、その高度な集積と重層的なネットワー
クにより全国的・国際的に重要な位置を占め、他地域での代替が困難なものが
少なくない。こうした状況から、首都地域の産業は非代替性が高く、被災によ
る国内外への経済的影響は多大になるものと想定される。
この首都地域の産業の非代替性に起因する震災の経済的影響を軽減するため、
各事業主体において耐震化等の被害軽減策やバックアップ体制の整備等の BCP
対策を十分に実施するとともに、被災時の復旧・復興支援のあり方についても
検討が必要である。
また、事前対策の一環として、例えば新潟県中越沖地震の際に 1 自動車部品
工場の被災により全国の自動車生産が停止したように、代替困難な産業・業種
を品目別・地域別に把握し、産業復興のボトルネックを抽出した上で、ボトル
ネックとなる産業について重点的に事前対策・BCP 対策等を推進することも考
えられる。
③被災中小企業、被災商店街等の復興
被災地の復興を推進する上で、被災者それぞれの住まいを確保することと同
時に、地域を支える活力となっている被災中小企業や被災商店街等の事業者の
復興が重要であり、両者を並行的に進めることで被災地が地域のまとまりをも

17 阪神・淡路大震災では復興需要の受注の約９割が兵庫県外に流出したとの指摘がある。
18 小千谷市（新潟県中越地震）や柏崎市（新潟県中越沖地震）において、被災者向け弁当を被災地内業者

が連携して提供した「弁当プロジェクト」がある。
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って甦ることとなる。住宅再建をはじめとする被災者の生活復興や、市街地再
開発等の都市復興と一体となって、こうした事業活動の再建による産業復興を
支援していく必要がある。
特に中小製造業や中小卸売業では、職住一体でかつ地域に密着したネットワ
ーク型であるという特徴がその強みを支えている場合が多いため、被災時には
その特徴ゆえに大企業に比べ甚大な被害を受けやすく、資金的余裕も乏しいこ
れら中小企業の再建は多くの困難を伴う。したがって、行政が中心となって、
金融機関をはじめ各方面からの支援により被災事業者が立ち直れるよう支援を
行う必要があり、特に復興に際しては地域のネットワークなどの長所を生かせ
るよう被災した元の場所で地域一体となって復興を進めることが効果的と考え
られる。また、地域密着のネットワークを十分に生かせるよう、被災地域内に
仮設工場・店舗等を設置し、これを活用することが考えられる。
（３）都市復興の課題
①首都機能の早期回復
首都地域は他の地域と異なり、首都機能（司法・立法・行政の中枢機能、経
済・産業・金融の中枢機能、マスコミ等の情報発信機能、社会・文化の中枢機
能、またこれらの機能を支える重要な社会基盤等）が高度に集積している地域
であり、被災によりこれら機能が麻痺ないし著しく低下するような場合には、
被災地全域に大きな混乱を招き、被災地の復旧・復興活動に重大な支障が生じ
るばかりでなく、その経済的・社会的影響が広く国内外に及ぶものと考えられ
る。したがって、首都機能の早期回復は最重要課題であり、被災地の復旧・復
興施策全般を迅速・円滑に進めていくためにも、他の復旧・復興施策よりも優
先して迅速に行われる必要がある。
②震災を契機とする都市構造変革と創造的復興のための継続的検討
関東大震災を契機に東京の都市構造が大きく変貌したように、首都直下地震
により都市に大きな被害が生じた場合には、都市構造を大きく変革する契機と
もなりうる。しかしながら、被災後の混乱時の合意形成の困難さや、財政上の
制約等から、少なくとも事前の段階で既存の計画等においてある程度の準備や
合意形成をしているのでなければ、震災後に新たな事業を検討・実施すること
は非常な困難を伴うものと考えられる。したがって、都市構造の変化を伴うよ
うな大規模事業について、被災後の将来の復興のあり方を念頭におきつつ国土
計画や都市計画等において事前に検討しておくとともに、被害規模等に応じた
復興のあり方について事前に国、8 都県市その他関係地方公共団体等が認識を共
有し、長期的な都市づくりを目指す国土計画や都市計画等の中に復興の視点を
盛り込むことが望ましい。特に、単なる現状復旧にとどまらない、都市を再編
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するような創造的復興の観点からの事業実施は、ともすれば焼け太りとの批判
を受けかねず、事業内容について事前に検討しておくことに加え、現状復旧を
超える創造的復興も被災地の復興のために必要であるとの認識を事前に国民・
住民レベルで共有しておくことが望ましい。
なお、こうした都市構造変革等に関する事前の検討に際しては、将来のＭ8 級
の大規模震災への備えや、人口減少・少子高齢化社会を見据えたスマートシュ
リンク等、長期的視野からの検討を行う必要がある。
③市街地復興の円滑な進捗のために必要な措置
首都地域の特徴として、細分化された区画上に建設された狭小な建物、権利
関係が複雑な雑居ビルや区分所有により権利者が多数存在するマンション等が
数多く立地しており、また都市部における地籍調査の未実施に加え、地震の地
殻変動によるずれや家屋倒壊等による不明確化により敷地境界の確定が困難に
なることが予想され、合意形成や権利調整に時間を要し復興が大幅に遅延する
ことが想定される。こうした合意形成や権利調整の問題を早期に解決し復興を
迅速・円滑に進めるためには、合意形成・権利調整等に関する特例措置の導入
や、公的機関の積極的関与が必要になることも考えられる。
特に首都地域における住宅再建で大きな障害となると考えられるマンション
再建に関しては、コミュニティが希薄であることや地域外への避難者が多いこ
と等から旧来のような合意形成手法が採りづらく、情報通信技術を活用した合
意形成を図る等、経済社会情勢に即した手法を検討することが有効と考えられ
る。また、マンション再建は住民に大きな経済的負担を強いるものであるため、
これまでは容積率緩和による規模拡大で事業費を捻出する手法が採用されるこ
とが多かったが、今後の経済社会情勢を踏まえればこうした事業手法は実現性
が乏しい場合もあり、状況に応じ規模縮小による再建も検討すべきである。
なお、都市復興を進める上では、都市計画に関して、早期の段階で都市整備
のおおまかな方針を定める一方、細部については地域住民の十分な合意形成の
下に進める必要がある。このため、阪神・淡路大震災では二段階で都市計画を
決定する手法が採られたが、首都直下地震に関しても、この二段階都市計画決
定のほか想定される都市復興手法について、事前に検討しておくことが望まし
い。
④時限的土地利用
阪神・淡路大震災の教訓として、応急仮設住宅や復興公営住宅の建設・入居
の際に、元の被災地から遠い場所に建設し、かつ既存コミュニティ維持に配慮
せず被災者を入居させたため、コミュニティが維持できず被災者一人一人が孤
立することとなったとの反省がある。特に本来復興を担うはずの地域住民が元
の被災地から離れてしまえば復興に支障を来すため、被災住民が元の被災地な
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いしその近傍に、既存コミュニティを維持しつつ生活の拠点を再構築し、安心
して復興に取り組めるような環境を整えることが重要である。建築物が密集し
余剰空間の少ない都市部でこれを実現するためには、住宅を中心とする生活関
連施設を被災地内に仮設的（暫定的）に整備し、本格的な復旧・復興へとつな
いでいく時限的土地利用（時限的市街地）の考え方が参考になるものと考えら
れる。
時限的土地利用は既存コミュニティの維持等に有効であると考えられる一方、
現実には被災地内の余剰空間の不足等から物理的に困難な面もあり、それぞれ
の地域の状況に応じて活用の是非を検討すべきである。
⑤建物の解体・撤去と震災廃棄物処理
極めて膨大な震災廃棄物量の発生は、道路閉塞等につながり応急活動や復
旧・復興の阻害要因となり得るほか、環境面からも都市復興の大きな課題とな
る。このため、被災地内における震災廃棄物の仮置き場所の確保に加え、広域
的な処理体制、最終処分場の確保等について、首都地域の地方公共団体及び震
災廃棄物を受け入れる可能性がある他地域の地方公共団体を交えた連携が必要
であり、こうした震災廃棄物処理に関する事前の調整を行っておくことが考え
られる。
なお、公費による建物の解体・撤去については、阪神・淡路大震災では、迅
速な復旧・復興に貢献したとの評価がある一方で、必要以上の建物解体を助長
したとの指摘もある。本来私有財産であり個々の被災者の責任の範疇でもある
震災廃棄物の処理に関し、公費解体も含め行政による支援をどの程度実施する
かについては、被災地の状況や補修・再建への支援体制等を踏まえ是非や方法
等について検討する必要がある。

22

４．経済・財政状況に関する課題
①首都直下地震の経済的影響
首都直下地震により東京の経済中枢が被害を被った場合、金利、外国為替レ
ート、株価・債券価格、不動産価格、物価等の各種の経済指標に大きな影響を
与えるものと想定される。これらの指標が具体的にどのような影響を受けるか
については、被害の規模や状況、被災時の経済環境その他様々な要因が複雑に
絡み合って作用するため一概に想定することはできないが、こうした様々な経
済的影響が起こりうることを前提として復興対策を検討する必要がある。
また、東京が単に日本経済の中枢であることのみならず、グローバルマーケ
ットの中で東京が占める地位にも着目した復興が必要である。
②財政制約と地方公共団体間財政格差
経済的被害が最大で 112 兆円と想定される首都直下地震の復興に際しては、
これまでの震災とは比較にならない規模の財政需要が生じるものと想定される。
しかしながら、現下の財政状況や被災による税収減に鑑みれば、復興施策は一
定の財政制約の下で実施せざるを得ない状況になる可能性が高く、被災地内及
び国内外の経済への影響も考慮した財源確保（資金調達）や、復旧・復興需要
を抑制するための財政措置の優先順位付け（公共施設等の復旧や被災者支援等
の復旧・復興施策の実施に際して、総合的な優先順位付けを行い、優先度の高
いものから順に、あるいは限定して実施すること）等の議論が必要となること
も考えられる19。また、被災後になって初めて財源確保のための国民負担を提案
することは国民感情や経済への悪影響を考えれば必ずしも適切ではなく、円滑
な財源確保のためには、被災時に特別な国民負担を強いる可能性があることを
事前に広く周知しておくことも考えられる。
また、財源確保以前の問題として、復旧・復興需要をいかに抑制するかが重
要な課題だが、復旧・復興需要を抑制するための最善の方法はできる限り被害
を軽減することであり、このため建築物の耐震化や老朽施設の更新促進等の事
前対策を推進することが有効であり、また住民、事業者等において、耐震化や
保険加入等の自助努力による事前対策を行っておくことが有効である。
さらに、被害が複数地方公共団体にわたり広域的に発生した場合、各地方公
共団体の財政力の格差により、手厚い支援を行うことが可能な地方公共団体と、
十分な支援を行えない地方公共団体に分かれ、被災者等への支援内容に地域格
差が生まれることも想定される。地方分権の趣旨に鑑みれば地方公共団体によ
り支援内容が異なることはある程度は許容され得るものの、あまりに格差が大
きい場合、公平性の観点からは、こうした格差是正のための財政調整等につい
ての配慮が必要となることも考えられる。
19 前述のスマートシュリンクもその１つの方策となり得る。
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なお、行政の財政措置により実施する被災者支援に加えて、国内外の善意に
より集められる義援金も被災者の復興を支援する上での大きな力になる。これ
までの災害では、被災者の住宅の損壊程度等に応じて一律に各世帯に配分する
方法が採られることが多かったが、他の財政措置と同様、義援金についても被
災地の復興への寄与を最大化するような効果的な活用がなされるべきであり、
どのような活用方法が最適か、事前に検討しておくことも考えられる。
③資金調達
仮に十分な事前対策をとったとしても、なお復興には莫大な財政的措置が必
要となるものと想定され、必要な財政需要に対応するための資金調達は、従来
のような手法のみでは対処できないケースも想定される。このため、外債発行、
税制、事前の基金積み立て等、首都直下地震のリスクを踏まえた財政の環境整
備について予め検討しておくことも考えられる。
④復旧・復興需要の時間分散
阪神・淡路大震災の経験や現在の災害復旧制度の仕組みから考えると、特に
公共施設等の災害復旧事業等を中心として発災後２〜３年の間に復旧・復興需
要が集中し、その後急激に需要が減退することが想定される。
こうした復旧・復興需要の短期間の集中は国・地方公共団体の財政に過度の
負担となるばかりでなく、物価、金利の上昇により被災地内外の経済に悪影響
を与え、さらにその後の急激な需要減退による実体経済の冷え込みという経済
的影響も大きい。事業の緊急性にもよるが、緊急度の比較的低い事業について
は、財政需要の平準化及び経済的影響の緩和の観点から、発災後２〜３年の短
期間に集中させず長期間をかけて実施することにより、復旧・復興需要を時間
的に分散させることも考えられる。また、住宅再建等の需要を一時に集中させ
ず分散させることで、人的・物的資源に限界がある地元の中小事業者にも受注
しやすくなり、被災地内の地域経済を潤す効果も期待される。
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Ⅳ．分野ごとの時系列課題整理表
分野ごとの時系列課題整理表は別添３のとおり。
注：
・ 各表の左上に記載した項目は、別添２「首都直下地震における復興対策の分
野別検討テーマ一覧」に掲げた項目に対応している。
・ 「阪神・淡路大震災の教訓」「その他、過去の災害の教訓」欄では、主に文
献情報等から収集した阪神・淡路大震災その他過去の災害の教訓を分野ごと、
復興の段階ごとに網羅的・体系的に抽出・整理している。
・ 「過去の教訓等から示唆される課題および首都直下地震特有のものとして
想定される課題」「事前対策として検討が望ましい事項」欄では、上記の過
去の災害の教訓等から示唆される課題及び首都直下地震特有のものとして
想定される課題、さらに事前対策として検討が望ましい事項について、主に
検討会、小グループ・ディスカッション等での意見等をもとに整理を行った
ものである。なお、検討会、小グループ・ディスカッション等では様々な意
見が出されており、全ての記載事項が必ずしも委員全員の意見の一致を見た
ものでないことに留意が必要である。
・ 「過去の教訓等から示唆される課題および首都直下地震特有のものとして
想定される課題」欄中、「◆」の項目は首都直下地震特有のもの（ないしそ
の他の大規模地震災害でも想定されるが、首都直下地震において顕著に現れ
ると考えられるもの）、
「◇」は大規模地震災害全般に共通して想定されるも
のを表わしている。
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Ⅴ．その他
本検討会では十分な議論を行わなかったものの、今後検討を行うことも考え
られる課題として、委員より以下のような意見があったので付記しておく。
①復興ビジョンの検討
国としての首都直下地震後の首都地域の将来像を示す「復興ビジョン」を作
成することが考えられる。特にこの「復興ビジョン」は、各分野に共通するよ
うな施策の全体的な方向性を示すものであり、実際に復興施策を実施する段階
においては、各分野における政策判断を行う上で欠かせないものとなる。
特に、復興ビジョンの策定に当たっては、首都機能の復旧や経済の復興とい
った国家的視点から重要な課題を解決する戦略性に加え、住民の安全・安心の
ような「何のための復興か」という目的を明確にし、社会的な諸問題を復興を
通じて解決していくという視点を盛り込むことも重要である。
（※いつどのような形で発災するかわからない現時点において復興ビジョンを
作成することが必ずしも現実的でない（極めて多岐にわたる被害想定ごとの検
討を要する）こと、首都の将来像は本来国土計画等によって提示されるべきも
のであり、震災によってそれが大きく変更される性格のものではなく、また防
災担当部局での検討になじまないこと等から、本検討では直接の検討対象とせ
ず、報告書では復興ビジョンを含む復興方針・復興計画等を策定するための国
等の体制・手順について記載するにとどめている。）
②復興シミュレーション及び復興訓練の実施
今回の検討では、一定の条件を設定した上で復興のあり方について検討した
が、実際には発災時期、震源域、発災時刻、季節・天候条件、発災時の経済環
境等、様々な条件により異なる被害が想定され、異なる対応が必要となる。こ
うした多様な条件設定の下でシミュレーションを行うことで、より被害のイメ
ージが明確化し、事前対策が充実していくものと考えられる。
また、一部地域では既に復興まちづくり訓練のような復興段階をイメージし
た訓練が実施されているが、国・地方公共団体においても、実際の復興を想定
した訓練を取り入れることで、手順の確認、制度・体制の不備の洗い出し、被
災後の市街地再開発・都市構造変革のイメージ作り等を行っていくことも、実
際の復興を円滑に進めていくための 1 つの方策となり得るものと考えられる。
③国の事前復興体制及び復興法制のあり方
２．①で国等の復興体制について整理したが、加えて、復興のあり方を事前
に検討・決定するための国等の体制（事前復興体制）についても検討を行うこ
とが考えられる。いつ発災してもおかしくない首都直下地震による激甚な被害
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への対応は、国の根幹を揺るがしかねない喫緊の課題であり、国が関係地方公
共団体（8 都県市等）その他関係機関と連携した事前復興体制の早期確立が望ま
れる。
また、本検討の過程において、復興方針や復興計画といった復興に必要な体
制・手順についての法的位置づけがなされておらず、こうした復興に関する基
本的な考え方や国等の体制・手順を規定するものとしての復興基本法について
検討することが考えられる。
さらに、首都直下地震の復興に関しても、その特殊性に鑑み、一般の災害時
とは異なる特例的な財政措置や税制特例、規制緩和等を行うための法的根拠と
して、また予防から復興までの国等の役割の全体像を俯瞰するための制度的枠
組みとして、首都復興特別法について検討することも考えられる。
④個別課題に関する検討
今回の報告書では首都直下地震の復興対策全般に関する網羅的な課題整理を
行ったが、個別の課題については、さらに詳細な検討が必要であり、今後、重
要なものから順に検討に取り組んでいく必要がある。
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Ⅵ．おわりに
これまで 4 ヶ年度にわたり検討を重ねてきたが、検討を通じた共通した認識
は、首都直下地震は戦後日本が経験したことのない未曾有の大災害となる可能
性が極めて高く、仮に復興への取組みが失敗し、首都地域の経済力、技術力、
国際競争力等が失われることとなれば、首都地域のみならず将来の日本の命運
を左右しかねない重大な課題であるということである。したがって、いつ起こ
ってもおかしくない首都直下地震の復興対策は失敗が許されない喫緊の課題で
あり、復興対策を成功させるため、事前の段階においては、国・地方公共団体・
地域住民・企業・専門家・NPO 等全ての主体が緊密に連携して万全の準備を整
えるとともに、被災後には、これら全ての主体が、国内各地域及び国際社会の
支援・協力を得て、それぞれの果たすべき役割を十二分に果たし、被災地内外
の力を結集して総力で復興に取り組んでいく必要がある。また、こうした取組
みは、行政頼みではない、地域住民をはじめとする全ての主体が対等なパート
ナーシップと相互のネットワークの下に総力を結集し、被災地の復興という公
の目的に邁進する「新しい公共」の姿そのものである。
最後に、関係諸機関はじめ各主体、住民ひとりひとりが、本報告書に示した
首都直下地震の復興対策のあり方の趣旨を踏まえ、来るべき首都直下地震に万
全の備えをされるよう、また被災時にはその能力を十分に発揮して国難に立ち
向かわれるよう、強く希求するものである。
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小グループ・ディスカッション及びヒアリング実施結果
＜小グループ・ディスカッション＞
テーマ

開催日

メンバー（太字：検討会委員、◎印：座長）
◎澤井安勇 （財）日本防炎協会 理事長

復興体制・
復興計画

山中茂樹 関西学院大学災害復興制度研究所 教授
平成 22 年 1 月 22 日

牧紀男 京都大学防災研究所

准教授

越山健治 人と防災未来センター 研究主幹
加藤孝明 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻

助教

◎室崎益輝 関西学院大学総合政策学部 教授
中村順子 NPO 法人 コミュニティ・サポートセンター神戸 理事長

生活復興

平成 21 年 11 月 13 日

中川和之 時事通信社「防災リスクマネジメントＷｅｂ」編集長
米野史健 大阪市立大学都市研究プラザ

博士研究員

増田雅暢 上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授

被災地復興各論

◎中林一樹 首都大学東京大学院都市環境科学研究科 教授
岸井隆幸 日本大学理工学部

都市復興

平成 21 年 12 月 7 日

教授

小林郁雄 神戸山手大学 教授、NPO 法人神戸まちづくり研究所 理事長
山崎文雄 千葉大学大学院工学研究科 教授
越澤 明 北海道大学大学院工学研究科

教授

◎永松伸吾 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 研究副主幹
加藤恵正 兵庫県立大学経済学部 教授（欠席）
松原 宏

産業復興

東京大学大学院総合文化研究科 教授

平成 21 年 12 月 11 日
※以下は事前のヒアリング・情報提供をいただいた方
鵜飼信一 早稲田大学商学研究院 教授
東京都産業労働局
◎田近栄治 一橋大学国際・公共政策大学院

経済・
財政状況

教授

永松伸吾 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 研究副主幹
平成 21 年 11 月 24 日

遠藤勝裕 日本証券代行株式会社 取締役相談役
林

宜嗣 関西学院大学経済学部 教授

宮崎 毅 明海大学経済学部

講師

＜ヒアリング＞
平成20年度中に以下の機関にヒアリングを実施。
中小企業庁、国土交通省関東地方整備局、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、さいたま市、横浜
市、川崎市、中野区、葛飾区、八王子市、日本銀行、日本放送協会、独立行政法人都市再生機構、
東京電力株式会社、東京ガス株式会社、災害復興まちづくり支援機構

●疎開者への対応に関する各種措置

●被災地外への一時的な移転（疎開）による被災地内仮住まい需要の抑制方策

●被災者に対する情報提供・相談体制

●生活再建支援策の総合化・パッケージ化

●生活再建支援メニューに関する都県間・市町村間のバランス

●多種・多様なニーズに応える、さまざまな生活再建支援の構築

●公営住宅供給のあり方

●区分所有建物の再建支援方策

●民間における自立的な住宅再建の支援方策

●住宅再建に関わる資源（リソース）の効率的配分・活用方策

●公的仮住まいに対する需要の抑制方策

●公的仮住まいの確保に関わる資源（リソース）の効率的配分・活用方策

●被害認定などに関する情報の集約、相談対応のあり方

●応急危険度判定、被害認定の体制、役割分担のあり方

●復興状況のモニタリングと復興計画等の見直し

●復興方針・復興計画の内容及び策定方法

２−（９）
教育・文化の復旧・復興

２−（８）
コミュニティ

●文化活動の復旧・復興支援

●文化財の復旧・復興対策

●教育の復旧・復興のあり方

●こころの復興に対する支援のあり方

●コミュニティの維持・再生のあり方

２−（７）
●仮住まいにおける要援護者ケアの方策
高齢者 、要介 護者 をはじ
●住宅施策と福祉施策、医療施策等との連携
めとする要援護者のケア

２−（６）
疎開者への対応

２−（５）
生活再建支援に関する
情報提供・相談体制の整備

２−（４）
多様な生活再建支援
メニューの整備

２−（３）
恒久的な住まいの確保

２−（２）
膨大な量の仮住まい確保

２−（１）
迅速・的確な被害調査

２ 生活復興

１−（２）
復興方針、復興計画の
策定・改定プロセス

●前記の役割分担をふまえた 行政と民間の連携

都市復興

経済・財政状況
５−（１）
経済・財政面において
想定される状況と課題

５

４−（３）
被災地区ごとの
市街地復興の取り組み方

４−（２）
建物の解体・撤去と
がれき処理

４−（１）
基本インフラの復旧・
復興

４

３−（３）
中小零細企業の復旧・
復興対策

３−（２）
被災地及び被災地外の
雇用維持、創出

産業復興

別添２

●中長期的な経済影響の防止・緩和

●復旧・復興のための資金調達のあり方

●可能性のある（避けるべき）最悪シナリオ

●円滑に進めるために必要な情報等の整備

●市民参加による合意形成

●時限的土地利用のあり方

●市街地復興の円滑な進捗のために必要な対応

●私権制限

●解体、処分に関する環境対策（環境負荷の抑制）

●廃棄物・がれき処分の集積・処分場所の確保

●計画的・段階的な解体・処分のための調整

●建物解体に対する公的関与のあり方

●基本インフラの復旧・復興に関わる市民参加、環境影響の評価

●基本インフラの復旧・復興に関わる連携・調整

●基本インフラの復旧・復興戦略

●復旧・復興事業における中小零細企業の活用

●中小企業、商店街などの復興支援対策

●中小企業、商店街などの事業継続、仮復旧支援

●復旧・復興事業における雇用の創出

●雇用維持対策・失業者対策

●全国的な影響波及への対応

３−（１）
●経済活動の復旧に対する支援策
首 都圏 としての経 済被害
●産業再生・創出に向けた対策
とその影響への対応

想定される主な課題

３

分野

１−（１）
●国、地方公共団体、民間それぞれが果たすべき役割
復興対 策を総 合的 に推進
●前記の役割分担をふまえた 国と地方公共団体との連携
するための体制

想定される主な課題

１ 復興のための体制と手順

分野

首都直下地震における復興対策の分野別検討テーマ一覧
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阪神・淡路大震災の教訓

過去の教訓等から示唆される課題および
首都直下地震特有のものとして想定され
る課題（◆は首都直下地震特有）

◇発災後数日以内には、復旧・復興に関する国・地方公共
団体の連携と調整を開始することが必要となる。

【広島戦災】広島市役所は原爆によって多くの職員を失い、 ◆首都機能維持のための行政、民間双方における要員・
それまで都市計画に関する組織も充分でなかったので、直 資源の確保が必要。
ちに計画策定に着手できなかった。
◇国、地方公共団体における復興対策のための職員確
保、体制の構築が必要。

その他、過去の災害の教訓

◆八都県市が広域の防災計画を策定し、その広域運用体
制を確立することが有効と考えられる。

◆首都直下地震により大規模な被害が発生した場合に、
既存の組織・制度では対応が困難な状況も想定されること
から、想定される各種の状況に応じた組織・体制のあり方
について事前に検討を深めておくことも１つの方法と考えら
れる。

□計画の進捗状況等フォローアップ、 ○計画のフォローアップ過程においても、県民からの意見・
政策評価、補完プログラムの策定
提案の募集や、フォーラム、ワークショップ等の開催、パブ
リック・コメント手続きの実施など、県民の「参画と協働」に
よる取り組みが進められた。
○阪神・淡路復興対策本部は５年で解散し、その後は省庁
連絡会議が調整役を引き継ぐことになった。

1

◇復興計画等を推進する上で、適切なＰＤＣＡサイクルの
確立が必要。
◇復興は長期間にわたることが想定され、体制の維持が
課題。

◇行政と被災者の橋渡し役として、専門家やＮＰＯ等による
中間支援機能が有効であり、その役割を担う組織への支
援が必要。
◇発災後早期に被災者のニーズを現場で集め、政策的・
科学的に政策提言ができるような仕組みが必要。

□中間支援組織への対応

■復興対策のフォローアップ（ＰＤＣＡ）

◇公的機関のみならず市民の積極的な参加を得ること等
多様な主体との連携により、望ましい復興を進めることが
可能となると考えられる。
◇全国からの支援、ＮＰＯ間の連携などに関する情報の
ネットワークや共有体制構築が必要。
◇企業がＣＳＲの一環として復興に関わる力を生かす必要
がある。

□復興対策の推進体制構築（市民参 ○復興計画の推進にあたっては、復興計画の策定後か
○【ロマ・プリータ地震】（サンタクルーズ市）民間代表者と
加含む）
ら、推進委員会や推進会議、フォローアップ委員会等を設 行政の計36名が選出され、「ビジョンサンタクルーズ」という
置し、3年目、6年目、8年目に補完プログラム等を策定する 名称の復興計画が策定された。
など、計画の不断のフォローアップを継続した。
○財団法人形式の組織により、複数年にまたがって継続
的に事業を推進する仕組みが作られた。

■多様な主体間の連携・協力による復興の推進
◇行政における復興推進体制に地域住民等多様な主体を
参加させる仕組みについて、事前に検討を行っておくこと
が望ましい。
◇様々な分野において民間・行政それぞれが平時の研修
に災害時の対応を取り入れ、互いの役割などについて、相
互の理解を深めておくことが望ましい。

◇復興を推進するため、国、地方公共団体、経済団体その ◇被災時の議会の役割について事前に検討しておくことが
他関係機関等との連携のための組織が必要。
考えられる。
◇被害が広域に及ぶ場合、被災地外の特定地方公共団
体が特定の被災地方公共団体の復興支援を担当する一
対一の支援関係を構築する方法を採ることも１つの方策と
考えられる。

○【ハリケーン・カトリーナ】洪水リスクの軽減に関しては、
洪水マネジメントの改善や堤防の強化を陸軍工兵隊が、全
米洪水保険プロラムにおける土地利用規制と保険加入に
ついてはFEMAが、そして住宅再建支援プログラムによる
盛土はルイジアナ州が管轄して、各々が個別に進めた。

◇被害の規模や態様等を考慮して必要な体制を速やかに
整えることが求められる。
◆被害の規模等によっては、従来の国の役割に加え、首
都機能の復旧、国土レベルでの復旧・復興、国の経済的復
興、特別の立法措置や財源措置、地方公共団体間の広域
的調整など、国固有の役割が増大することへ対応する体
制を構築する必要がある。

□関係機関との連携

○阪神・淡路復興委員会終了後の政府と地元との緊密な
連絡体制を構築するため、政府と兵庫県・神戸市との協議
会、阪神・淡路復興対策本部事務局・神戸商工会議所連
絡会議が設置された。

○【関東大震災】復興計画の策定と事業推進のため省と同
格の「帝都復興院」を設置した。
○【トルコ・マルマラ地震】インフラ整備をはじめとする復興
事業は、すべて国の管轄となり、地方公共団体には計画や
施工時期についての相談がなかったことから、地方公共団
体として長期的な展望が描きにくく、独自の町の目標像に
併せた整備ができなかった。

◆地方公共団体の広域連合など、広域的・総合的に復興
を推進する体制が有効と考えられる。

○政府は迅速な復興を支援するため、2月24日「阪神･淡路
大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」を公布。
首相を本部長とし、閣僚を網羅する阪神・淡路復興対策本
部が設置された。
○国会議員においても、与党阪神・淡路大震災対策本部
災害復興プロジェクトチーム等が、様々な提言、支援活動
を行った。
○未曾有の災害からの復興であることから、首相の諮問委
員会として「阪神・淡路復興委員会」が設置された。

◆支援受け入れ、投資呼び込み、風評被害の防止等のた
め、国際的な情報発信が重要であり、マスコミやインター
ネットを通じ正確な情報発信に努める必要がある。

◆首都直下地震からの復興については、八都県市の意思
決定の仕組みと国の関与のあり方等について、事前に検
討しておくことが望ましい。

◆首都機能を維持するために必要な要員・資源の確保に
ついて、各機関のBCP等により事前に検討を行っておくこと
が望ましい。

事前対策として検討が望ましい事項

□複数都県にわたる被災への対応体
制

□国の体制構築、役割の明確化

■復興推進体制の構築

□国際的な情報発信、対応

□必要な法制度の検討や国会開催等 ○兵庫県は、災害復興に当たっての基本的枠組みとして、 ○【広島戦災】広島市の復興に特別の援助を振り向けるべ ◆被害の状況等に応じ、既往制度を超えた対応を可能と
への準備
復興基本法等の必要性を訴えた。
きであるとする考えが強まり、昭和24年には「広島平和記 する法整備が必要となる可能性がある。
念都市建設法」が公布され、復興計画の事業化に大きな
効果がもたらされた。

□関係機関協議の場の準備・設置

□首都機能維持への措置

■復興体制構築への条件整備

首都直下地震の復旧・復興施策
として実施すべき事項

１‐（１）復興対策を総合的に推進するための体制
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ɠǚñȔȖDôǘǸ¤Ȑ[ȦŕȟǯµŬģ?ĀǰȔȍǴȏ
ȕÀŷǹ9ȀȨȉǭ
ɠd¤ǔǓñǖǓèȔȖðŔ~hȫÖ9ǭðŔÖþȐȖǬǗȍ
ȕµŬģĀȫƬɠÖŻȂȉǭ

ǫǯäư 7ĨÅįɊȻɗɞ!ÄåƵǑþǒǰȐȖǬ3ªĸȖ
Žĭŉȕ}ļƑáȑȄȧȉȠǬȕĺņȶɚɡɌȔ
ȤȧǯğƇüǰȫÚØȂǬǯğUrƇülǰȫƁŤ
ȄȧǾȑǹÖŻȀȨȏǴȉǭ

ǨŴƇüɠ:úȕÚØ

ǧµŬåƵǬµŬŽĭŉ

ǫ3ªĸȖǜǘ¤ǔñǕǕèȔȖğŉŞcöƮȔäư
7ĨÅįɊȻɗɞɝɡȴɞȶɀɡɓȫšÄȂǬ¦5ȐȕĆ
ãĴBȔȤȧÿžȔĹÈȂǬdñǕǚèȔȖǯäư 7Ĩ
ÅįɊȻɗɞ!ÄåƵǑþǒǰȫ[ȦȝȑȠȉǭ

ǨµŬŽĭșȕ[ȦŕȞåŉȕÿž

DŉȑȂȏÿžǹóȝȂǴǇ

2

ǫǱnyǅǲµéǸȥȕɌɜȾȼȫîŐ<ĴȔàħȂǬµ
éȫȑȦǳǶȅȕqµȑǅğDȝȐȕµéȔP:Ȃȉǭ
ȝȉǯ.ȫŎTȔȂǬȇȕ²(0ȔȄȧǰȑǴǵµéǸȥµ
ŬșȕƣŚ½ȫÀƌȂȉåƵȫëĻȔȂǬȑȦǳǶȅȕµ
éȫ+.ȄȧåƵȫȑȌȉǭȇȕŖûǬ ŶƩƕȢ Ŷƶ
ƩȕµéȖêôȔȖǸȥȨǬǔǕƤƻȐƪÄȀȨȉǭ
7¬ȔƼȂȏȡǬǯȫ.ȔǬȇȕȫ²ȔǰȑǴǵå
ƵȫÉȋ9ȂǬȫ+.Ȃ12¬ōȫ²qȂȑȂȉǭ
ǫǱ`ĚǄǄyǅǲǔǔñǜèɢyǅǸȥőǘǓè²ɣǬŰÜǁ
ğ²Ƴ¬ÓMlǹǯğ²Ƴ¬Žĭ!Ŷǉǰɢèöȕ
ǅğµŬŽĭśȔķ¯ɣȫďǭǙĵĄȕȡȑȔǬƮ
ƹ?µŬŽĭȢƋȃȧȚǺÔŤȓȒǹŐĴȔȝȑȠȥ
ȨǬȇȕ|ŰȑŽĭŋħǹŰȪȨȉǭ

ǫǱÅğµŬɠùǲÜ¨ȖǯÅğyµŬŽĭ}öåƵǰȫ
ƽƍďȂǬ0vȕÅğyȔǷǼȧµŬŽĭǹåfȎǼ
ȥȨȉǭd}öåƵȐȖǬµŬŽĭP{ǬµŬŽĭȕĵ
ĄǬxy@ĪŽĭǬ ŶæƁɢűƕǬşyǬęĚɠƧĐɠǌ
ŰǬȇȕɣǬxyàħǬıƺxyȔȄȧÔŤǬ¬ōǬ
Āȕ|ŰǬµŬŽĭĀƐȕåƵǹĽȀȨȉǭ
ǫǱäĜyǅǲµŬȕǃȔȖǯǅğȕŴǹǄ ĴȔĦ
ȨǬȝȉ¼ĝȓ űOȕƥǹ¿ȀȨȧäĜ ǷȤȘ
ȇȕiƜy{ȔȍǴȏǬcħĴȓĸxȕ&0@Īȕåf
ȫ¿ȂȏǬƿğĴǬćŪĴȓġğɕɃɚư ȕ¬Ɓ
ǹÓƥȀȨȧȤǵǰɢǯäĜyǅğµŬŽĭǰɣxy@Ī
ŽĭǹŉȀȨȉǭ
ǫǱe^ ÅğµŬǲ¯îȕ {ǔǙǔ£åǠǡȔȂZ
]ǕǓǓȫ¿ȂȏŽĭȀȨǬűƕŜǬ§Ǭ1wǬƶ
ƩȓȒ}¥ȑȓȧæƁȕŽĭȫȠȧǃȔø]ǹǕǓǓ
ȫƓȄǾȑȫ¿ȂȏǬ ŵȫȡȌȏŽĭȀȨȉǭe^
 ȕÅğµŬȕÄHŶrȔȖǬƫ;ȓ]ĘȢ ŵ
ȕǳȧư ŽĭǹǳǽȥȨȏǴȧǭ
ǫǱ§ ÅğµŬǲÅDǸȥ§Ă¿ȓȒăǮȓŽĭ
ǹ!ÄȀȨȏǴȉǹǬzĬĴŽĭȕ{ȫ9ȉȡȕȐȖȓ
ǸȌȉȉȠǬ³øȕŽĭȫĳŒȔƟȂǬäȉȓĂ¿ȕȔ
µŬŽĭǹŉȀȨȧǾȑȑȓȌȉǭ

Ǫyå12sǹµŬŽĭňȫŉɠ4OȄȧȐǬ
vȕµŬåƵňȫêǴċǂȐÖĽȄȧǾȑǹƳŶǭ
ǪvȕµŬåƵȑyå12sȕµŬŽĭȕàc½Ǭ
Ũȕ±E:ÏňȔĮÀȄȧ¸Ŷǹǳȧǭ
ǪµŬåƵȕŉȔǃȂȏȖǬĵĄôƻǬƎP{ǬƎ
ȑȄȧŌtňȔĮÀȄȧ¸Ŷǹǳȧǭ
Ǫčƻȕ[ȦŕȞȔȂȏȖǬȇȨȫÚØɠĔĪȄȧ¸Ŷ
ǹǳȧåȐǬɢė Ȕ ȃȉxyÍćňɣƫ;ȓĔM
ȫÌBȄȧȑǴǵźĠȡƳŶǭ
ǪĲğDȔŉȀȨȏǴȧçȕbńŽĭňȔȍǴȏ
ȖǬǾȨȥŽĭňȫ®ǺŚǺÓƥȄȚǺǸǬǅğȫćȔ'
ĉȫIǶȧȚǺǸȔȍǴȏǬŴȕŸąȇȕȕĤđȫ
ƖȝǶ>ãȄȧ¸Ŷǹǳȧǭ
ǩåƵÿžȔǃȂȏȖǬɮɩœȕyǅȕ7©ȕĲĨȢɮɪ
œȕyǅșȕ)ǶȡŧÂȄȧǾȑǹ¸Ŷǭ

ǪŴƇüȕƝơɠLĥĴȓæȕȉȠǬňȕĺņ ǪŴƇüȕƝơɠLĥĴȓæȕȉȠǬDȔĺņć
ćƼňȫĔĪȄȧǾȑǹŧǶȥȨȧǭ
ƼňȑƣÙȄȧǾȑǹŧǶȥȨȧǭ

ǫǱ`ĚǄǄyǅǲǯğ²Ƴ¬Žĭ!śǉǰȐȖǬµŬŽ ǪµŬŽĭŉȔfǼǬ=MċǂǸȥȕÿžǹĎȠȥȨ ǪȒȕŃ©ȕŴĤđňȕcȔµŬŽĭȫŉȄȚǺ
ĭȕĵĄȑ}öUCȫȠȉ²Ǭě)ĀȫƥȠȓǹȥ ȧǭ
ǸǬǳȥǸȃȠµŬŽĭňȫŉȄȧyå12sȕ÷
ŴğyĤđȫË×ȂǬǯĨĔ7¬ɠµŬŽĭǰǯĩĀ7¬ɠ
ɢ}ěɣȫÿžȂȏǷǻǾȑǹŧǶȥȨȧǭ
µŬŽĭǰǯ12æƁ¬ƁŽĭǰǯľP7¬ɠµŬŽĭǰǸ
ȥȓȧ0µŬŽĭȫŉȂǬÜ¨ǢĸɢĶƛ ɣǢƯƷ
ȕƻȐȕĀæȕȉȠȕƇàňȫŰǴǬĀæȫĵ
ÐȄǭ

ǨµŬŽĭȕȉȠȕŴŸąȕË×ɠ ǫĶÑŴǋȖőǔǓ-6ȔXȬȊǭ=ôȔÓŽȀȨȉŴ ǫǱɈəȷɡɞɠȳɄəɡɆǲğĶ²ǸȥµŬŽĭȕŉ ǪµŬŽĭŉȕȉȠǬêôȕŴŸąȕË×ǹ¸Ŷȑ
ÓŽ
ǋȔȤȌȏǬvȕğŉȕƏÜÔŤȕŸąȔƼȄȧ ƨŃȔǷǴȏǬɇɖɡȲəɞȽ ȔȖ0ŏư ŽĭS ȓȧǭ
}öŠǹ®ǸȨȉȑȀȨȧǭ
ɢǝǞǝɣȢčƻɌɘɞɆɡňǹǄŖȂǬčƻƏsȕƑƴĴ
ØJȫ\ǼȓǹȥŽĭŉȔǺȓ±EȫûȉȂȉǭȂǸ
ȂǬŽĭȫŰșłȂȏǴǻċǂȐȖǬyPǿȑȔµŬö
ƮȕȼȿɁɋǹƱŤȀȨȧȡȕȕǬčƻ¬ōȸɞȹɚȿɞɄ
șȕJÄǹțȑȬȒȓǸȌȉȉȠǬŴğyȐƹǹ
ƔȂȉǭ

ǧµŬŽĭŉșȕà)

ǍưĶyǅȕµéɠµŬæŉ
ȑȂȏæȄȚǺǇ

ɥɤɢɦɣµŬåƵǬµŬŽĭȕŉɠÛżɌɜȾȼ
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ǪµŬŽĭňȕŉȖƝơȔŰǵ¸ŶǹǳȧǹǬåǬ
¯=ċǂȐȖQ:ȓŷƠȂǹ´ȥȨȓǴǾȑȡǳȦǬvǬ
yå12sňǹƣÙȂȍȍċǂĴȔŽĭŉȫƥȠȧ
ǾȑȡŧǶȥȨȧǭ

ǪêǴċǂǸȥµŬŽĭňȔȄȧ§~ɠÀŷNǄňȫ ǪDµŬŽĭȕÿžȓȒȫƠȃȏǬ čȕÀƌȫǏȠ
ŰǴǬȝȉy{čȢ čsňȑƣÙȄȧǾȑȔȤȦǬ ȧǾȑǹòLȑŧǶȥȨȧǭ
ŅāĴȓčȕWIȫ´ȧǾȑǹƳŶǭ
ǪČƙĴŴȕƘ¶ȓy{ȕčȕÀŷȫYìȀȆȧǾ
ȑȡ¸Ŷǭ

ƨVȕÞſňǸȥĽmȀȨȧƆǊǷȤȘ
ǍưĶyǅģòȕȡȕȑȂȏ¿ȀȨȧƆǊ
ɢǩȖǍưĶyǅģòɣ

Ǩ ƸôĴȓÅįɠȺɞɏɚĀȕÿ ǫƾĿɠĖƕµŬlǸȥǬµŬȕÅįɌɜȻȰȵɄɠȺ ǫǱÅğµŬɠùǲíkǕǗ¤©ȔȖǯɅɁȻɘȯɞǰȔȤȌ ǪµŬȫÅįĴȔƥȠȧåĒȕɥȍȑȂȏǬµŬȕȺɞɏ
žȑĀO
ɞɏɚȑȂȏķ¹ȂǴæŉȑȂȏǬǯµŬģĀǰȫƬɠ ȏǬµŬĀȕţǹĎȠȥȨǬÜ¨ȖǯÅğµŬư Ž ɚȑȓȧȤǵȓĀȫÓƥȄȧǾȑǹŧǶȥȨȧǭ
ÖŻȀȨǬȇȕ4Oșȕ[ȦŕȞǹƥȠȥȨȉǭȇȕŖ ĭȕ7ÿžȔƼȄȧ}öåƵǰȫƽƍďȂȉǭǾȕµŬ
ûæȀȨȉĀȕ ȔȖǬŴğyȔǺȓȯɞɉȵɄȫ ŽĭȐȖǯƠǬƿğǬ&(¸Ŷȓȧǀ©ȔçŽĭȫ
ǶȏǴȧĀǹǻgȝȨȏǴȉǭ
ÛȂȏǬ¬ōĢňȕŽĭBǀȫŢkȄȧǰȑȀȨǬĀ
ȔȍǴȏȖǯǘɟ¤5ȔȂ´ȧăŊÔŤȫƋȅȧȡ
ȕȑȄȧǰȑȀȨȉǭ

ǧ ƸôĴȓÅįɠȺɞɏɚĀȕÿžǬĀO

ǑēɣƀɧğȔ$ȧµŬŽĭȖǬȥư µŬȔƼȄȧ
ȡȕȐǳȦǬǯƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭǰȑȖİȓȦǬĨ
Ĕ7¬ȓȒȡgȬȊŞcĴȓµŬŽĭȐȖȓǴǭ

ǫǱ§ ÅğµŬǲ µŬƍȔǸǼȥȨȉŽĭþ
ȖǬĸư ŽĭƆȐȝȑȠȉȡȕȫȡȑȔ µŬȐ'ĉ
ȂȉȡȕǹUþȑȓȦǬȇȨȫȀȥȔƍǹ'ĉȂȏď
ȀȨȉǭȂǸȂȇȨȖ,ȕĸþȑȖǸȓȦİȓȧȡȕȐǳȌ
ȉȉȠǬĸ ȕcÀǹÄŇȆȅǬÅğµŬǁȫǶȏÎ
ŲȀȨǬƇàȀȨȉǭ
ǫǱƲīĞǲĞğȕťèǬvɠĸȕƼ$ŨǹƲīȔǄȝ
ȦǬ ȑcdȕɀɡɓȫŕȬȐǖèƻȐµŬUþȫ!ÄȂ
ȉǭğDȔǯƲī
yPư ÛƢ}öĂ¿ǰȑǴǵ
ɑȼȿɡɌɘɞǹŉȀȨȏǷȦǬ}ļĴȓ¾~ǹȼɄɁȵ
ȀȨȏǴȉȉȠǬư Žĭï!ĀȕƝơOǹuȥȨȉǭ
ǫǱƼùǅğǲǅğDɢǔǜǕǔ¤ɣȔǯù ÜŶśǰǹ!
ÄȀȨȏǴȉȉȠǬµŬŽĭ¯=þȖȪȅǸǔȳñRȐŉ
ȀȨȉǭ
ǫǱŀyǅǲŀ ȕǅğµŬŽĭȖǬǅğǕ¤DȔÅ
ğµŬŽĭǹ!ÄȀȨȏǷȦǬÅğµŬŽĭȕŽĭƎ
y{ȑyǅȔȤȧŴğyǹțȜdy{ȐǳȌȉǾȑǸȥǬ
DȔ!ÄȀȨȏǴȉÅğµŬŽĭȫĪǴȏµŬǹŰȪ
Ȩȉǭ

ǫǯƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭǰǑȗȣǵǿɋȰɇɁȵȼŽĭǒȕ
ŉȝȐȔȖǬĈȕȤǵȓȼɂɁɌǹǳȌȉǭ
ǣư 7ĨÅįŉÃƄǯƾĿɠĖƕǅğµŬÅįɊ
ȻɗɞǐȗȣǵǿɋȰɇɁȵȼŽĭȔfǼȏǢǰ1ųǑǖñǒ
Ǥ3ªĸǯƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭ}öĂ¿ǰ1ųǑɧñ
ǔǕèǒ
ǥƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭŉƇülǯƾĿɠĖƕ
ǅğǸȥȕFƢĴµŬȠȁȂȏǢƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭ
Ǣǰ1ųɢǙñǔǔèɣ
Ǧ3ªĸǯƾĿɠĖƕǅğµŬŽĭǰǑȗȣǵǿɋȰɇɁȵȼ
Žĭǒ1ųɢǚñõɣ

ǨµŬŽĭɢŰÜŽĭɣȕŉ

ȇȕǬƨVȕğȕÞſ
ǫǱɜɑɠɌəɡȿyǅɢȹɞȿȵɚɡȽ ɣǲčƻųŨȑ
ŰÜȕŽǖǙeǹƬ9ȀȨǬǯɊȻɗɞȹɞȿȵɚɡȽǰȑǴǵ
eŁȕµŬŽĭǹŉȀȨȉǭ
ǫǱe^ ÅğµŬǲe^ ȖǬâäȓÅğµŬȕĂ
¿ȫÝÅĶ²ǸȥßɟñȕƻȔŇþȂǬäũȔǯ 7
¬ȕĂ¿ǰȑǊȄȧ}öĴȓĂ¿ȫǴȋêǻĲųȂȏǬŭ
čȔĽȄȑȑȡȔǬȇȕSGȫĎȠȉǭ
ǫǱĿÆ ÅğµŬǲPĭàħĀȔȄȧ čȕƼ·
ȫǏȠǬSGȫ´ȧȉȠǬiAȓǞǟĔMǹŰȪȨȉǭĀ
ƺ Ȕ.ǎǼǬĿÆ 1~ȕµŬŽĭģǄaȫĲŰȂȏ
0 čȔqŹȄȧȑȑȡȔǬµŬư Žĭuȫǈ¡Ȃȉǭ
µŬöƮŽĭ5ȔȖµŬķƈÇȫƁǼǬ čȕķƈȫ
\ǼǼȉǭȝȉǬŸąȓµŬŹȫƺ*ȂǬµŬŽ
ĭȕpůȑȔKȠȉǭ
ǫǱ§ ÅğµŬǲÅ²Ķ²ǸȥǖǓȫƓǶȧǻȕµŬ
Ă¿þǹÖƒȀȨȉǭĕǸȥȡ§ǹēĵȀȨv
ȔȤȧÖþȓȒȡǳȌȉǾȑǹǬ£kƀº1wȕȸɞɎɂȮ
ȺɗɞȕæȢ£kƀº»¿°ÄȔȍȓǹȌȉȕȐȖȓ
ǴǸȑȀȨȧǭ
ǫǱɈəȷɡɞɠȳɄəɡɆǲɇɖɡȲəɞȽ ȕư µŬŽ
ĭȎǻȦȖǬƣƭÜ¨Ǭ Ƹ ȕµŬlǬ ƍǬ
čƻɌɘɞɆɡǄsȑǴȌȉİȓȧ ȔȤȌȏư µŬ
ŽĭǹŉȀȨǬȇȨȥǹŗcȀȨȏǕǓǓǚ¤ɨñɢĲğȖ
ǕǓǓǘ¤ǛñɣȔɚȯȻȭɆµŬöƮȔ1ĴȓŽĭȑȂ
ȏÊƅȀȨȉǭ

ƾĿɠĖƕǅğȕÞſ

ǨµŬŽĭŉȕ§~ǬÀŷɠÖþN ǫ3ªĸȖǬǅğ²ƻȡȓǴǕñǸȥµŬȔfǼȏȕÀ
ǄǬ čWIȕĻ&
ŷɠÖþȕjȘǸǼȫŰȌȉǭ
ǫ3ªĸȖǬčȕåǮǹƗƞȓȑǾȩǸȥū ĴȔµ
ŬȔȍǴȏŦȢƍƉȫȂȏǬµŬȔȍǴȏȕÖþȫŅā
ĴȔŰǵǯȸɒɖɇɂȮµŬɋȱɡɘɓǰȕƺ*ȫ§ǻjȘǸ
ǼǬȇȕ%ƥȫÚØȂȉǭ
ǫǯµŬŽĭŉɌɜȾȼɍȕčWIǰȔȍǴȏƀŨĲ
ųȄȧȑ2ȔǬɐȼȿɡȢəɡɋɛɁɄǬïȔȖŮeȢb
ńsȕųȕåǸȥȕɔɁȾɡȻȫŒǆÕƚȄȧȓȒ
ńǮȕåĒȐjȘǸǼȉǭ
ǫ¬ōBǀȕôǀȫĵDȔÒǶȉǖñǔǙèǬ3ªĸư
ŽĭyåƍȖ Ĭȕư Žĭþȫ_ďȂťèȔư
ŽĭďȀȨȉǹǬčȑȕƄǹQ:ȑȂȏİ"ȕ
ǯċǂåǰȕư ŽĭďǹŰȪȨȧǾȑȑȓȌȉǭ
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ƾĿɠĖƕǅğȕÞſ

ǨµŬĤđȕɕɇȿəɞȶȑµŬŽĭ ǫǔǜǜǛ¤ǖñǬǖ¤ƻȕ[ȦŕȞȑÄûȫÿƂȂǬǯƾĿɠĖ
ȕŷĶȂ
ƕǅğµŬŽĭÓƥåŉǰȫ[ȦȝȑȠǭ
ǫĿÆ ȖǬȝȋȎǻȦȕĵĄȢÄûȫĘȧȉȠȕǗǘÐĄ
ǸȥȓȧǯȂȞȬȂǳȪȆÐĄǰȫ!ÄȂǬŽĭȫɋȱɜɡ
ȭɁɌȄȧǃȕĢȂȑȂȉǭ
ǫǯŴğ¢(«ƇüǰǬǯ¹¼Ɓ/ŨƇüǰǬ
ǯĨĔµŬƇüǰǬǯŴğyȕĩĀµŬȕÁȔƼȄȧȭ
ɞȷɡɄƇüǰǬµŬȕÚØŨȫƎȔȇȕĔMĤđňȫ
ƇȚȉǯµŬɕɇȿɡƇüǰȓȒǬŴğŨȢŴğyȕµŬ
ƨŃȫřŚĴȔ:úȂȉƇüǹæȀȨȉǭ
ǫ3ªĸȖǬĈȕȤǵȓ[ȦŕȞȔȤȌȏ[ȦŕȞȕƃ
#ǬÓƥȫuȌȉǭ
ɠǕǓǓǓ¤ǔǔñȔǬŽĭôƻȕDRȫŔǶÿƂȫƖȝǶȏǬ
ǯ²ôǘǸ¤ÓƥɌɜȶɘɓǰȫŉǭ
ɠǕǓǓǕ¤ǔǕñȔǬĊȦǖ¤ȕƳĠĴȓæŉƦŰȕȉȠǬǯð
ŔǖǸ¤ÓƥɌɜȶɘɓǰȫŉǭ

ǧµŬșȕ[ȦŕȞȕɯɭɬɫ

ǍưĶyǅȕµéɠµŬæŉ
ȑȂȏæȄȚǺǇ
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ȇȕǬƨVȕğȕÞſ

ǪƸôƻȔȪȉȧµŬȫƫ;ȔƥȠȏǴǻȉȠȔȖǬŘǶ
ȅµŬĤđȫɕɇȿəɞȶȂǬȇȨȔȤȌȏµŬŽĭȫ'
ĉȄȧɯɭɬɫȹȯȵɚǹ¸Ŷȑȓȧǭ

ƨVȕÞſňǸȥĽmȀȨȧƆǊǷȤȘ
ǍưĶyǅģòȕȡȕȑȂȏ¿ȀȨȧƆǊ
ɢǩȖǍưĶyǅģòɣ
DŉȑȂȏÿžǹóȝȂǴǇ
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ĸèPñNņĹ.Ŝū`³èPŞ!NŝŚśţũŐĹŒŞ
ţţè°ßŞñNŞrŚŌŬĹĻŜè°ß{xņ¦
ťũŬŘŁŖœœťĹĹè°ß{xŞSöŧRŝOjŝ
:ŭŜŁ±ņ¸ŎœŚŞszņŀūĺ
ĸ ŝĚÂŜóŮçŭŜŅŖœŪĹ»ôŝŗŁŘŞ
ŤóŏūŚōœD@řşĹóņ«ōœŪđ
+ōœĺ ŝÈēřçŖœóņ(ŝ©ºŌŬ
œD@Ŧŀūĺ
ĸŪ°îŞ!NŮŚŏūóŞ»ôņÄ¡
ňĹóşđēŝŭœŪÛŊũŬœĺBNû¹ÏƌČ
[ê½ÏŞ¬ŮçłœťĹQX4ŠQ÷ŞmèPó
ŮOōœD@ŦŀŖœĺ
ĸ|^×V ĎæĔņçł°P´"ù ŝŗŁŘ
Ŧ[¼đŞÀçŏūèPî3ş´"èPî
ņféŚŌŬœĺ

ĸè°[¼ēŝĹó¨ÒŝŨū`³ŞèPñNŞZ
ņŀŖœ7áiņszŌŬŘŁūĺ
ĸųƋƁƆƍŹŝŨūè°ß8\Ů©ºōœè°ß{xŵ
ŷżƅŮÕōœD@Ŧŀūĺ

ĵèPŞñNĹŪ°îŞÀç

ĸĪīŮüŃūŞ`³èPŮ$ŝĹēŚ o
ņýŪŜŁĹTĒÂÇõņýōŘŁūŜśĹ9[¼ŚŦ
ťŘ0ōŁ ŞřĹãũŦè°ßřŀŖœç|à>
ŧĹ`Õƌ¨cŞTĒQƄƇƋżŰůŞ'%ŝŨŖŘĹèP
ñNņąťũŬœĺ
ĸèPñNŝºŁũŬœjFşĹMDAĹBNû
¹ÏŞjFĹ¤ÍÒĻřŀŪjFŞäņÀ¸ō
œĺţœè°îŞÀç*Ş£ĘřĹjFÊñŝo
ē5ūŜśĹÂŜjFÔ·ņřŇŜŅŖœŋŚņ
ŞątŮĆũőœĺ

ĕÌƌªþJĜ°Ş~ì

ĵèPñNŞœťŞó

Ĵ èPñNŞOŚŪ°îÀç

ĵèPóŞďĹê½Ĺ#

ĴghSgƌ¡°PĖ¢ŞœťŞèPpw

ģČÃDĜŞeƌeåÓ
ŚōŘOŏŢŇĠ

ƒƐƎƑƏÿĂƌÂÊŜèPó
Ĺć1Ş°PŞ~ì

5

ĸľſƍŷƈŻŶDĜĿÜhŞM{xŝŗŁŘşĹYŞ
İıĳŵŷżƅŝŨŪDEsNŮçŁĹŒŞDEřQXņy
Hōœ¤ŮSöŝĹÃŕŝVoŮċĀŏūÿĂŜ{
xņŜŌŬœĺ

ĸľ2ÞĿÖCĤįĮĲĭĤřşĹè°ß{xŞƊƋŷžŻƂ
ŴƍƀŷŮvŏū°P}xŸƋŹƍřĹ6 ŞęŝĤļ°
Px&ÁĐŵƍžĽŝnNŞĠŮíŏūŋŚřĹað
è°ßņ{xŮ6ŊũŬū#_ņ!NřŇūŨłŜźűŻ
ŲŵƍžŮōĹŒŞGřŞ»ôŦřŇūŨłŝōŘŁūĺ
ţœĹè°ßŞÁĐ#_Ħ²ěïřŞÁĐ#_ħņU
ŌŬĹįĮĲĭĤŞųƋƁƆƍŹƍƌŵŷżƅşĹā]ĩĨ ēŞ
ĈºēŝĹMx&Ůé¥ŏūŞØĬĨĥŞĈ
iŞã)¦NŮ7áŚōŘŁūĺ
ĸľ¯ÆüDĜĿČ[ĊŞóřşĹ¤íĐŚOę
ŞWßņ¿ŜūŋŚŦIŉĹóŝWß<ŮÊñŏ
ūŋŚņ7 ŔŖœĺ
ĸľ¯ÆüDĜĿă`³ş[řSgōœņĹĝă
`Õ³ŝŗŁŘĹTĒQŝŨū!NņféřŀŪĹÆà>
ņqaōœĺ

ŒŞ

$SÓŚōŘëņţōŁĠ

Ķè°ß{xŮ®ŝOŏūœťŝşĹŪ°îŞ
ÀçŚŽƍŹƃƍŷŝŨūÔ·ņféřŀūĺŒŞœ
ťĹJčŝÀ¸ŏūèPñNóÙŚè°ßŮ(¶Â
ŝÙŠŗŊĹè°ß{xÔ·ţřøōŘçŃūŵŷżƅ
ŞÕŮçłŋŚņÞŃũŬūĺ

ĶĊÎLÅļģČÃDĜĖ°Ɠ¬°ƂƉŶűŲžĽřÉ
ÑŌŬŘŁūļè°ß8\ŮºŁœ¸©`{xŵŷż
ƅĽŞ`³èPñNo¨ŚŪ°î»ô6 ÀÚŵŷż
ƅÒŝĔŏūÉÑlŞD@šŞĉņ
féĺ

ķèPñNÙņ9Ð{xuÝņ6ŊũŬūŅ=ŅŜś ķèPñNóŞO#ƌ¨ÒŝŗŁŘ$ŝë
ŝbĞŏūŋŚŅũĹóşÿĂƌÂÊŝçłféņŀūĺ ŏūŋŚņ(ĺ
ķèPóŚ;ŝĹ°PÀ¸a Ş£Ęřè°ßšŞ
{xŞŮvËŏūŋŚņféřŀūĺ`³gh/
ė_!NŝńŁŘŦĹ`³Şè°µ§ŧ`ÓĹMÒ
Ş`úºŝĔŏūjFŮnßÒŝvŏūŋŚņÞ
ŃũŬūĺ

ķTĒQƌƄƇƋżŰůÒŞ-%ŮdŘÿĂŜèPóŮ ķâJŜèPóŞOŝŃĹ ğŅũTĒQÒŞçłŋŚņféĺ
%#Ĺ`Õ³ÒŞjFƌÔ·ƌĹó#Ş
ëÒŮçŖŘńŉŋŚņ(ĺ
ķç|à>ĹĔĄ¾ĹTĒQŜśŮSöŝQXèPñ
NŞé>ŮĢlōĹ$ŝÁĐōŘńŉŋŚŦÞŃũŬūĺ

ć1Ş~ìÒŅũË?ŌŬūòġńŨŠ
ģČÃDĜ´ŞŦŞŚōŘkNŌŬūòġ
ƎĶşģČÃDĜ´Ə

¦
§
ì
Ƅ

;
F
ì
Ƅ

ÝŽ
J:

Ʊ5ĘǝƳƶ¦§ŌxǡǝO?ǘǊǖ1ǰÜǈ
ǮǭÌƵ2^Ǜ¿!ǌǭƷÌŸǰðzǊǐƴǏǜ Ƴġǁ
3cxǡǜ1ĴÆǀzǪǬǚǂƳŰƌ±ňøĤ
ǜĉǘǊǖţCŌǰŅÜǊǐƴ

ƀĞȜùŝsƎÿǜÅŋ

ƱƸWüƉƉiƎƹ¦§ŌxǝƩƫƪƳƩƧƪǛǪǬ!
ĬƴÄ!Ĭ:ǝƳƏŁÿŴǀ ǘǚǓǖŌÃÁƴ
ƱƸžâsƎÿƹƉeȈȖȁǸǝƳ6GėƳâƳőŇ
ƳâǜǣƿƳJƳžńĘƳŕſƳyÅeǚǙǀ
ŌǊǰčǊ9ǐƴ
ƱƸdsiƎƹ¦§ŌxŌǝƳŁÿĘȜǇǘǛ
zǧǫǮǐŁÿiqǜiÌ34eǛǪǬųßĊċȜ
ŌǀľǯǮǐƴ

ǏǜƳūPǜÿ~ǜÅŋ

ư¦§Nƃ<z^ǛǪǭ&ĈVĸ¨ǩ¦§¾ĲÌô
ǜ<ÊƳĺ ƁÿĨİǛǪǭ¦§&Ĉǜ{ÍģƳçƵǚ
řýǜöČǀĳƽǫǮǭƴ
ư&ĈǛǔƻǖǝƳ(oƁéǜǐǧǜĖ ǜĮ§¾Ĳ
ǩƳĊöǛ¤ŅǚÙ Ƃǜ&ĈƳÞä&ĈǚǙǜșȎȘ
ǰJ:Ǌǖ{ÍÌĤǰåŊǌǭǆǘǀEãēƴ

ưÒÝǜìƄǗ¦§ŌxǜŌÌŸǰðzǌǭ¤Ņ
ǀƺǭƴǚƾƳł&ǩġǁ=ČģǛǪǬO?ǘǊǖ¦§
ŌxǝŌǊǚƻǘǜů·ķǰ»ǭǆǘǨĳƽǫǮ
ǭƴ

ūPǜÅŋģƿǫĜ_ǈǮǭŏƑƾǪǟ
ƕŴĖiƎăÛǜǨǜǘǊǖ¬zǈǮǭŏƑ
ȟƯǝƕŴĖiƎăÛȠ

ƱÏ¯ŀiǗǜČiĚ%ǀƌǊǂƳŲqǩĘȜqǛǨ
Ģiǎǉǭǰ¡ǚƿǓǐƴ
ƱČiŜRǟÒÝǛsŷǜ°Æǰ!ĬǌǭǐǧƳŻ
ȍșȇȌŧƟƨȀǴȍƳƠƄǜikj¦
§ŌxǚǙǀǫǮǐƴ
ƱŁÿiqǗƺǭCUǜ¦§ŌxeiǛǝƳC
UǀąĺǛG±ǰŌĲǊǖĶ^ǰŵĲƳŁÿĴ
¦ǛǐǓǐƴ

ưŁÿiqǡǜÕēĠŞȟđżȠǰ$ũǌǢǁƿZƿ
ǝŁÿiǜĄòģǛlǕƻǖ<ÊǈǮǭǢǁǑǀƳ ƽ
ǞŁÿi6ǛK:ǚŷǜ¦§ŌxǰĚ%Ǘǁǚƻn
XģǛƾƻǖǝƳÕēĠŞǰ$ũǌǭǆǘǨĳƽǫǮ
ǭƴ
ưǐǑǊƳÕēĠŞǰ$ũǌǭnXǛǝƳĠŞĴȟđż
ĴȠǛǌǭŁÿiÌ34eǛǪǭ¤ŅǚǻȝȊǾƳ«
mǜ¿!ǘƻǓǐŵ®ǀ¤ŅƴȟƠƝƛƤƜQāȠ

ƮÕ¿!xƳ*ǅ3cxǜ
Ě%

Ʊ5Ę`Œ±ŨīģǰťǋǖTǄ1ǮVĸǚ
æĝxƳ%Ɣ±ģǜ«mSƉǰľǓǐĪãƳƢơơ°ǜ¿!
ǀƺǬƳƠƟƥ°ǀ1Ǌǐƴ

ưÕēĠŞĴǛǌǭŁÿiÌ34eǛǪǭ¤Ņǚ
ǻȝȊǾƳ«mǜ¿!ÌôģǛǔƻǖAǛåŊǀ¤
Ņƴ
ư]ŠŴǡǜÕƂēŀiŌĲǚǙǜȋǳȝǽȊȗȂǳ
ǛǔƻǖAǛåŊǌǭǆǘǀĳƽǫǮǭƴ

ư¦§&Ĉǜ´ĿēǚåŊǀ¤Ņƴ
ư¦§&Ĉǜ´ĸĴǰŎzȜĒźǊǐǬƳÿ~ÕǛǝřß
ǘǘǨǛ/0ēǛŁÿiǛ1ǮǭǪƼǛǌǭǚǙǜǼǾȂ
Ȓǰþ-ǊǖƾǂǆǘǀĳƽǫǮǭƴ

AĤǘǊǖåŊǀÜǤǊƻƐ

ƱƸśiƎƹ2àŰƌǰ{ÍǊǐÑU¥àǜŁÿĴ
ǝƳƈ¼ǌǭŻǛŌĲǈǮǐ¦§ŌxǛ1Ǌ
ǐƴ
ƱƸdsiƎƹÏwǜȅȔȝȀǵȚŉďČiƳĵiŞČ
ǛǪǬČiĚ%ǀšŦǛũǱǑƴ

ưsŷǜ¦§Ōxǰ¤ŅǘǌǭŁÿiǗǝČiǜ
Ŝǀ¬ǈǮǭǐǧƳŻƳŃÆƄǚǙǚƻČiǗ
¦§ŌxǰŌǗǁǭǪƼǚÌôǰ»ǭǆǘǨĳƽǫ
Ǯǭƴ
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ư¦§ŌxǀŜǌǭnXǛƳîŽxǜ*Ƴ ưÕ*ǅģǀVĸǚxǛǔƻǖƳAǛµÀǊǖ
æĝxȜȏȂȘģóÍŌȜÎ|ļǜ=ČƳȏȝȒǾȂǴ ƾǂǆǘǀÛEƴ
ǜöČƳȕȅȁȃȇǵǾȟĺxÈiģǛŌȠǜöČģǜ
ÌôǀĳƽǫǮǭƴ

ưž#JĎàǛƾƻǖƳƺǫƿǋǧČi)łiǰåŊ
ǌǭǘǘǨǛƳ¤ŅǛ¦ǋ¬zŁÿiqǜiÌ34eǘ
ǜŽǗČiĚ%ǛžǌǭMzģǰįĪǌǭǆǘǨĳƽǫǮ
ǭƴ

ƱƸȇȗǹȝȚȜǷȃȗȝȄƹȅȔȝǶȝȗȚǿǗǝƳ=Č ưŁÿiǜú ǜǗƳŮê"äƿǫ ƋǊǐƗ+Ǘǜ ưîŽŘŗxǜŘŗÉǜƗƖƁéĤǛǔƻǖAǛ
Vĸǚǲȉȝȃģǜġ}ǀƏǛǚǂƳŘǝŁÿAǜ x&ıģǀèľǊǚƻǪƼƳõbŚƳ"äĔŇģǜ¾ åŊǊǖƾǂǆǘǀĳƽǫǮǭƴ
ơ'ǤǗƗƖǊǐƴ
Ĳǀ¤Ņƴ
ƱƸdsiƎƹŌřßǜƗƖǰƁǃǐǧƳÄǀßÉ
ǰĚ%ƳŖpǌǭǘƻƼĨǥǀǘǫǮǐƴ

ƱƎÿÐƿǫ3cxģǜĚ%ǀvǤǬƳȟ2fǜȠ3 ƱƸžâsƎÿƹŹŬŪŘǜĀÉIǀƳŁÿiqǡǜđ
cxƳxŴÇ-3eȟÕȠƳƊČ$ũæeȟ żǰ$ũǊǐƴ
ÕȠƿǫǜġǁǜƶÕ1xȟŘĀÉȠƷǜ¿!č
Ǌ9ǀƺǓǐƴ
Ʊ5Ę6ǰ[ǦŢĐgǡǜ¦HǀrǂƳŭƅiǛ1
ǊǐŁÿĴǝǚƿǓǐƴ

ƮǤƻĚ%ȟ&ĈȜŌŌģȠǛ Ʊ÷qƿǫǜş1xǨ!ǈǮǐƴǊƿǊƳÆrǂǜş ƱƸdsiƎƹȃǴșȜƓ\ǜ4YIƳÊĂȜï¨Ǜǝ ư¦§ŌxŌǛŅǌǭřßģǀŜǌǭnXƳş
žǯǭřýȟ^ģȠǜEĆēŵ:Ȝö 1ņ>ǀƺǬƳǏǜŐÇǀĮ§ǰŅǌǭ¦§Ōxǜ ĕǰǔǠǭǚǙǛǪǬƳŷǜÒÝĚ%ǰx¨ĸǪǬǨŶ 1ņ>ģǜŐÇǰľǓǐǗ÷qƿǫǜş1xǰöČ
ČÌĤåŊ
ŌǛƇ~ǘǚǓǐƴ
ŇǊǐǐǧƳęÝŽǛrŷǜ3ē¦§ŌxǰŌǗ ǌǭǘƻǓǐÌôǨĳƽǫǮǭƴ
ǁǐƴ

Ʈ¦§ŌxǜČiĚ%ȟŁÿi
qǨ[ǦȠ

ƭǤƻǜĚ%

Ʈx&ıƳŘŗģǛžǌǭª£æĴ
ģǡǜõbŚƳ"äĔŇ

ƮÕēĠŞȟđżȠ½ũǛǪǭ
ǤƻƍŅ¶>ǜåŊ

Ʈ¦§&ĈqǜƳĺĢēǚǤƻ Ʊĺ±ÛiǡǜŌŌǨåŊǈǮǐǀƳ34ÍŌǗ ƱƸWüƉƉiƎƹƶ3ēxǜ"ä:œƷƶ¦§Ō ư3ēǤƻǜƍŅ¶>ǜǐǧƳǗǁǭƂǬŁÿĴǀ
Ě%ǡǜÃÁĤåŊȟ3ēǤƻǡ ƺǭ¦§Ōxǡǜhi±ÛĴ/01ǜÔƏƳÂP xǜĀ.¿!ƷƶŘłDƷǘƻƼȣů·ķǜƼǒƳƶŘł ĺĢēǛǤƻǰĚ%ǗǁǭǪƼÃÁǰľƼǆǘǀĳƽ
ǜƍŅ¶>Ƞ
ǜƆǜĦǚǙǀaƑǘǈǮƳ{ćǊǚƿǓǐƴ
DƷǀÙǨïǀƗǂƳǆǮǛǪǓǖ¦§Ōxǜ¤Ņ ǫǮǭƴ
°Æǝ2ox°ÆǜƟƟȞǛǘǙǤǓǐƴ
ưČiŜǛ8ǌǭǐǧƳîÛiǛ¦§Ōxǰ
ƱƸȆȝǾȗȁǽiƎƹÿ~ŘłDōÓ×ǰ¡ǐ±¡ ŌǌǭÌôǨĳƽǫǮǭƴ
ĴǝƳîŽŘŗxǛ¦§ēǛǌǭnXƳƟƦțÚŽ
ǜŘłDǰTǄǐƴȟłDǝƳŨűÄǀzǧǭlþ
ŘƿǫŘ*ǜ±¡ǜơƞƚǘǜƒƴȠ
ƱƸdsiƎƹĺBǗŌȜÞŌxǰǭnXǛłD
ǰ9ǌǆǘǗĺBŌǜŌǀũǥƳ3ē¦§Ōx
ǜ!Ĭ@ûǛǔǚǀǭǘǘǨǛƳơǷÚǗ3ēȜĺBXǯǎ
ǖƠƣƞ°ǜ¦§ŌxŌǀ{ćǊǐƴ

Ʈ¦§&Ĉǜ$ũ

ƮǤƻǜ!ĬŉďåŊ

ƭǤƻǛžǌǭÌŸåŊ

ƕŴĖiƎǜ¢ÑȜ¢ĻÍĤ
ǘǊǖ{ÍǌǢǁƐ

ȢȡȟȢȠĹsǚŷǜǤƻĚ%
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Ƅ

ÝŽ
J:
ǏǜƳūPǜÿ~ǜÅŋ

ūPǜÅŋģƿǫĜ_ǈǮǭŏƑƾǪǟ
ƕŴĖiƎăÛǜǨǜǘǊǖ¬zǈǮǭŏƑ
ȟƯǝƕŴĖiƎăÛȠ
AĤǘǊǖåŊǀÜǤǊƻƐ
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ư=Č ǜ¦§ŌxǛǔƻǖƳf6Ȝ÷qǜǜŁ
ÿiǗǜ7=ČƳŁÿĴǡǜ³ƻǅǛǪǭ© xǘ
Ǌǖǜ=ČǘƻǓǐÛEöČǀĳƽǫǮǭƴ

ƱƸWüƉƉiƎƹîŽČiǜ¦§ŌxǜiǝƳƟ ư¦§Ōxǜ=ČÝŽǀŻÝIǌǭnXƳƉĥǩl
íǜŘŗtĥǗÖËǈǮƵ+ǅǈǮǖƳľÄǛǘǓ ěǜłǚǙǀ¤Ņǘǚǭƴ
ǖsǁǚŔ¹ǘǚǓǐƴ
ƱƸȃȘǺȜȐȘȐȖiƎƹğÛiǜ¦§Ōxǰ/0Â
PǊƳfÛiǜ¦§ŌxǡƉĥIƴĠŞǜǐǧǜȃ
ȖȁǸǝÄǀ²ŵƴ

ƱĴ/0ǘ¸ůǛǪǭ1ǛǪǓǖƳƗƘĴȜĴǞƿ ƱƸWüƉƉiƎƹ¦§Ōx1áǝ±Ûxǜ ưǤƻǜ1ĴHƉȜůzǛƾƻǖƳÏwǺȑȔȅȂǳ ưǤƻǜ1ĴHƉȜůzǛǔƻǖƳǺȑȔȅȂǳĭ
ǬǜeiǀǗǁǭǚǙǜ,ǬǀĊǋƳǏǜ ǜǺȑȔȅȂǳ 2oȜLoǑǓǐǀƳ*ǛǨǰŎVǊǖǊǤƻƳ ǜǤǘǤǬǰĭºǌǭƳƘģǜ,ǬǰǚǂǌǘƻǓǐŵ ºȜ¯Ǜŵ®ǊǐȘȝȘǬǰǧľǓǖƾǂǆǘǀÜǤ
ǕǂǬǀŏƑǘǚǓǐƴ
ǆǮǫǀ¦§ŌxƿǫŤPǎǍǛëǓǖǊǤǓ ®ǛǪǬƳǤƻǗǜĽuǚǺȑȔȅȂǳ¯ǰľƼ¤Ņ Ǌƻƴ
ǐƴ
ǀƺǭƴ

ƀĞȜùŝsƎÿǜÅŋ

Ʈ=Č ǜ¦§ŌxǜÛEöČ ƱÂP ǜ¦§ŌxǝƳ÷qǜŁÿiȟȃȘǺƳWü ƱƸśñiƎƹȗȝǾħ Ǌǐ¦§ŌxǰȓȝǷȝ
ģȠǡǜ¿!ǚǙǛǪǬ7=ČǈǮǐǨǜǨƺǭƴ
ƿǫŁÿĴǀ³ƻǅöČǌǭǆǘǀåŊǈǮǐƴ

ƭǤƻǜňø ǜÌĤ

Ʈ© xǡǜǥØƽÃÁȟ¦§
ŌxňøȠƲƬƶƠƝƛơƜƙ© ēǚǤ
ƻǜĚ%ƷQā

Ʈ¦§Ōx=ČŻÝIǡǜĩū
¾Ĳ

ƭǤƻǜŪcȜňø

Ʈ3ēǤƻǜ1ĴHƉȜůz

ƕŴĖiƎǜ¢ÑȜ¢ĻÍĤ
ǘǊǖ{ÍǌǢǁƐ
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ɆȡƎɀʱæĮ˾æǆīƣ
ʭʞʫ±īʠʸʖɂ

Ɖʯ%ʻʐʱƔ/

ȰƘ˾ťȀ£ɀűʱĠǡ
ʣʱʈȕlʱű³ʱĠǡ
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ʆʍùűæǆ˾ľʎȡ%«ʱÙǤʕʑʻʘȑʻʯʔʨʥ ʅE%«ÙǤʰÞʥʨʫʲC¿ÊĸƾʱäU¿%
ǗʱʴʭʩʰʲʈƀʱƔ/ʕȽʯʛʭʕʏʚ˂˅ ƢʈC¿Êĸƾʱô{ʷʱȢ÷ʕêǗʉ
ʥʉʥʭʒʳʈȡ%«ÙǤ¯ʱȡĶʬʏ˃ʯʕ˂ʈ
ƞȭRƀʱǀ'ʭʞʫ)ƀʜ˅ʫʐʥyʈȆǫ
ģŞʰˁ˃ʋĬʰǅŴʰǀ'ōʕžʟʫʌʐ˄ʿʱʭʜ˅
ʋ ʱĪƉʯôìʬʲr˃ʚ˂˅ʯʐʌʛʭʰʯʨʫ
ʐʥʉ
ʆʍȯľ£ɀűʎzŰ!%«ʈľÔ¼%«ʲƟʕ
ðʘʈ˪˷ˡˑʔ˂ʱƙȃʲ½ʯʔʨʥʉ
ʆʍÆ£ɀʎȡŚÉʬʲʈȡéʔ˂ɒɐ̋ɓɐɲɴʱü
ʰǔűƾƀ%«ÙǤˇƇǓʞʥʕʈșʠʗ˄ʭʐʑpƇʕ
ʏ˃ʈɑɐɲɴƚÕʱ#ƺʰǟƃ Ĳʞʥʉ

ʆű³æǆE%«ƢʷʱC¿ƾaȼŸŝʲʈE%
«ʭĬøÉǐʰ7˃ʈǅŇƾˇʲʟʾʈȍbˀȍȵʯ
ʮʱɁʔ˂äUʱ¿%ʷʱʛʦˆ˃ʲÝʔʨʥʉ
ʆÉǐʰʏ˄ ŇʱÈĤƢʱ£ǙŌƀʕʈE
%«ÙǤƀʭʞʫȣ°ʜ˅ʥʉ
ʆEƉ%«Ɣ/ʱʥʾʈ%ȡEʷʱŇ§ǢʈEÙ
ǤÙŶʱǴʐr˃ʈƀråʕȽʯƘúÉʰʓʙ˄Ŗ
ȮŇƾÙǤ%«ʱǴʐr˃ʯʮʈĩʥʯSÕˇ»CʉƘ
úÉʬʲ5ʚʱEƉ%«Ɣ/ʰˁ˃ʈEƉ%«ʱɔ
Nʱɓˇǔűɖdʰ+Ʈʠ˄ʛʭʕʬʖʥʉ
ʆëa˾ÞȜʱEÎîƔ/ʈƗ!ƉÜƾʷʱȢ÷ʯʮˇ
˄ʥʾʈEƉǷǵ%«ˇƥżʠ˄Ň &ʕǤƺʞʥ
ʋæǆ%«ƥżhǯ!ʌʕ@Ɖʯaȼˇǎʨʥʉ
ʆű³æǆE%«ʰʓʙ˄´ǷʱŷQŨBʲʈ$üå
ʱǔűƾʱ%ʻʐƔ/ʰ£ʖʯàWˇĿʥʞʥʉ
ʆǔűƾʱʥʾʰ£ȤʱæǆE%«ˇ+Ʈʠ˄êǗʕ
ʏ˃ʈǔűĪEF&ʲ£Ȥʱ%«˙ˤˡˑˇƱĉƥż
ʢʝ˄ˇåʯʘʯʨʥʉ

ʃE%«ʱ+Ʈ

ʅ´ǳʱı/ƥüʱƔ/ʕêǗʭʯ˄ʉ

ʆʍĩůɀʎʋĩůɀű³æǆǟƃʌʰʓʙ˄%«ȿ ʅțőʯȤʱ%«+Ʈʕʯʜ˅˄ˁʑʈǟƃƉʰêǗú
Ǘđ¯úĢʬʲʈʋȕ¶ĎȶúĢʌʭʐʑɂƍʕǤʙ˂˅ ĢˇĂĕʠ˄ʛʭʕêǗʉʣʱȹʈæǆãʱȡÉǟƃʈ%
ʫʐ˄ʛʭʕŷèʉĩůÉIʱȕ¶%«Ëʲʈǈ%« «ĞƣƢʰʿȢ÷ʞʥ%«+ƮǟƃʕêǗʉ
ʕ¶ȼʞʫ/¬ʈǑžɁʔ˂jȷnʲĶ³ʯŸŝʰʏ˄ ʄñȍ0āǏƢʱȑÂʰˁ˃ǁ%Žʱ£Íʯ cʕ
ʱʬʈŽʱģ9Ĝ ˇ˄ʥʾʈțőʯt¶Õˇɒɕɐ ó¯ʜ˅ʈʛʑʞʥ cʰ¸ëʞʥ%«+Ʈʕřʾ˂˅˄ʉ
ɏɰɩʭʞʥyʰĩ%«ʰƙȃʕêǗʭʯ˄ɑɑɍɗɑɑ ʅ%«KÙʕȼ ʠ˄ʭÙǤʱ+ƮǂYʕȋʐʩʔʡʈ
NʱúĢʕǟʜ˅ʥʉ
ʻʧʪʘ˃ˇ¦ʾʭʞʫŊʊʯɁʬHyˇžʟ˄ʉěĖʱ
ĹȮˇeNʰʭ˄ʛʭʬʈȿƀʱȼ ˇƶʠ˄īƣʕř
ʾ˂˅˄ʉ

ʆ´ǳȖH/ƥüʱē+́ǉÁÉʯʮ̂ʈ2Öh!ʰˁ
˄ñē+ʯʮʕǎˆ˅ʥʉ

U¸ƣʭʞʫņǠʕĸʻʞʐɂ

ʅE%«ÙǤʰêǗʯƀƔ/ʰʩʐʫʈUʱņǠ
ʕĶ^ʉ
ʅE%«ʱ£Ȥ+Ʈ±ŻʰʲʈǔűʱǎĞŎȯʱ
ȏėʈDĪEF&ʔ˂ʱǁëĖʈEˀŖȮʱ
hYʯʮʈÑƉʯȏė&SˇŉƦʞʫʓʘʛʭʕĶ^ʉ

ʅ´ǳʱı/ƥüʰʩʐʫʈUʱņǠʕĶ^ʉ

ʅǸūʱ^źƉšƀʱʥʾʈ%«ʱ1żˇKÙƦˁ˃? ʅƿɀǖÝāǏƢʲǔűãʱǖ1āǏʰʿʩʯʕ˄ʱ
Aʞʫr˃ƫʽʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ
ʬʈæǆʰ9ʒʫʈʱ@È`ÓƢʕĭÌʔ˂ʣʱ
ʅëíǤ%«ÙǤˁ˃$˕˙ˤʬï %«́ǅ«̂ʱǖ āǏˇǌƝʠ˄ʛʭʕĶ^ʉ
1ʕvǂʯyƢʈD&ʭʞʫ$Ƥʬ%«KÙˇȗø
ʠ˄ěĖƣˇďƀʠ˄ʛʭʿƽʒ˂˅˄ʉ
ʅǔűʱƬŦæǆʈċǆʱʥʾʈ@ʱÈ`Óˇ
?AƉʰšƀʠ˄ʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ

ʅǔű´Áʱǖ1?AʈǔűI¡ʱĬ©˙ˤˡˑʱš
ƀʈ%«ÙǤʱƓĹȼ ȝʯʮʭʐʨʥʈ%«Ɣ/ʰȯ
ʠ˄ùƆƉĪȦʕêǗʉ

ȕlʱĠǡƢʔ˂Ɩʜ˅˄ǪɃʓˁʵ
ɆȡƎɀŷĶʱʿʱʭʞʫó¯ʜ˅˄ǪɃ
́ʄʲɆȡƎɀŷĶ̂

ʃ%«+Ʈʰȯʠ˄ĺǟƃʱ'ø ʆ%«ʱŭ¤úĢʕĂĕʬʖʡʈGÖƑʬʲȾŗ˾ː˙
ʱ˳˿˞˿ʱ×ŐĢˀEǶǝ&ʱúĢʔ˂đ¯ʞʫʈ
ʋ%«æǆɓˏÏǟƃʌʕ'øʜ˅ʥʉʣʱã±īʞʥʋë
íǤ%«C¿ƾǫŀʌʱƭĿˇsʙʫʈű³æǆE
%«Ƣʱ+ƮĢˇÞOʱɒɖəɐɐúʔ˂ɓɘɖɐɐúʰ
ˀʞʥʉ
ʆǔűãʱ®Ŗʱ%«+Ʈʲǟƃˇ£Íʰʨʥʉ

ʂï Ɖʯ%ʻʐʱƔ/ʱěĖ

ʃ%«KÙƢʰȯʠ˄ðçŇƾƢʷ
ʱşôǼʈ,łƋǚʇʁʋɒɎɋɒɌɊǃ£
ʯȤʱ%ʻʐƔ/ʌmŵ

ʃ´ǳʱı/ƥüʱē+Ƣ

ʃ%«KÙʰȯˆ˄Ǹū́˸˝˿˙̂ʱ ʆƑʈǔűÉƂʈEʈEƗʬŉøʠ˄ʋű³æǆ%«+ ʆʍĩůɀʎgʯʮʱȠǖ1ˇǎʒʳʮʑʰʔ%ʾ
^źƉȢN˾šƀĪƣ
Ʈhǯ!ʌˇǤƺʞʈǤǟĪȦˇƣ¯ʈ%«ǙŌ˾Ŋʈî ˄Ÿöʰʏ˄ʊʱ ʰʲǸſʕʯʐ́ʥʾǖ1ʕǎʒʯ
ǂƢʱǤǟʱŋŬcʈȠʱǙłcƢˇ˃ʈǺ{ ʐ̂ʿ¢ʘʐʥʉʞʔʞʣ˅˂ʱʊʷʱ¸ëʲʈ£Ȥʱ
ʭ˕˙ˤ˟ˌ˼ʰr˃ƫˈʦʉ
ëíǤ%«ÙǤʰˁ˄ýǿʬ¸ëʕȒ˅ʥʉ
ʆȘŞÙƦʿǎˆ˅ʥʕʈǎĞ8ʱýǿʿʏʨʫ¸ ʆʍ˩˸˓˿˼˾ˏˤ˸˿˦ʎÉIʱĝń%«ʈƞʈąÞţ
ëʕȽʞʘʈDƉʯěĖ&Sʕřʾ˂˅ʥʉ
˅%«ʯʮˇ˧˵˿ˎ˸˼˚ÉKȬƇ¾́ɤɥɧɚ̂ʕqƀ
ʆƻűȡÉ55´ŷQĒƺŞʱĶ^îʕǯǮʭʯʨ ʞʈʻʭʻʨʥßʬȬƇƀʭʞʫšƀʞʥʉqƀʭʐ
ʥʉ5ĉ´ÃʱǅYKÙʰʲʈ5ōʱĆ/ʭʯ˃ʈ ʑýŔʱƈʬʈ%ʻʐʱKÙʭȏ_ʞʥžšƞȮʱ
¯ʱô~ˇĉʨʥʭǞˆ˅˄ʉĪʈʋȼy%«ʯʮ¢Ģ KÙʱvǂîʕć£ʞʥʉ
ʱ5´ʕʐ˄yʷʱ¸ëʕİʌʋ5´ʱōRʕ
ʏʨʫʿ´Ƿʕʕ˅ʳC¿ʬʖʡʈ5ōʱǴ6ʲ
,ʱgɄʭʐˆ˅KÙʕȽʌʯʮʈʔʒʨʫJŮʯ
%«+ƮˇȲ³ʠ˄ʛʭʰʯ˄ʭʱĊĘʿʏʨʥʉ

ʂï Ɖʯ%ʻʐʱƔ/ʰ{ʙʥļģ9

ʃï Ɖʯ%ʻʐʱƔ/ʱĺĪȦ
ņǠ

ʂï Ɖʯ%ʻʐʱƔ/ʱĪȦņǠ

̅̃́̆̂ï

æ
Į
˾
æ
ǆ
¦
_
Ŕ
ȸ

ĹȮ
dN

ʆǅYKÙʷʱơŒʭʞʫʈǔű%«ʱëí1ż\ø
ʱć£ˇʲʟʾʭʠ˄ʈǔűÙŶ1ƹ˾ǝ&˗˙ˢ˲ʕê
Ǘʦʭʐʑôǘʕʏ˄ʉȠˇȶʐʫ1żǶʱěĖʕʯ
ʔʨʥʛʭʕǝ&˾ÙʫĴʒˇȜĄʠ˄Ǘʰʯʨʥʈʭʿ
ĊĘʜ˅ʥʉ
ʆǖ1ǸĻʭāǂƾʱ¸ë&SʕeNʬʏʨʥʉȠ
ʬʲʈÔƑʱÙƦŇƾƢʕmZʞʥ@ŇƾˇŁʭʠ
˄ÙŶ1ƹʱ˗˙ˢ˲ʕ±ȁʜ˅ʥʉ
ʆGÖƑʲʈɓúˇ¸Ǳʭʞʥ˟ˮ˹˻˿˼ʱR¨ǖƮ
SÕˇǤʙʈ%«ȥǍEÖʲȈŦ ʱǔűƾʰ¸ʠ˄?
ȓĒƺˇǤʙʥʉ˟ˮ˹˻˿˼¸ƣʲʈəɘÏʱıŲʬʲɑ
fúwʱRƀʰƅʻ˃ʈĩĮʐʡ˅ʔĪʱ:`́ɑɕ
Ïƍʲĩ:`ʱʼ̂ˇ¸Ǳʭʞʫʐʥʛʭʔ˂ʈ :`ˇ¸
Ǳʭʠʸʖʭʐʑôǘʿʏ˄ʉ
ʆǍǸˇsʙʰʘʐɈɉƾʱʥʾʱěĖʭʞʫʈʋǛªǎ
˻˿˼ʌˀʋɈɉƾ{ʙ_ſLNŷQǍǸSÕʌʕX
Ǥʜ˅ʥʉɈɉʱʥʾǍǸˇsʙ˂˅ʯʐǔűƾʰ¸ʞʈ
ǍǸˇsʙʥyʱR¨ǖƮƏÞɄˇǖ\ʠ˄SÕʲR
ƀƾʕ¢ʘ^ĿƉʦʨʥʉ

ʆĬ©țłÙƦŶʕ£ȤʰǔűʞÙƦŬŞʱȔƀ
Ƣƶƣʕ˂˅ʥʕʈĬ©țłˇʮʛʻʬµǨʠʸʖ
ʔʕǪɃʭʯʨʥʉ
ʆŞƉʰ3ʊʱĤi#ʬKÙʕȽʯ˓˿˙ʰʩʐʫ
ʲʈĤʱFzcˀǐdi#ʬʱÙŶʱhǫcʕêǗʭ
ʯʨʥʉ

ʃ%«ǖ1˾KÙǸȥʱěĖ

ʃĬ©țłÙƦŶ¸ƣ

ʃ%«KÙʭ(ʢʥȱű¸ƣʱ.ȑ

ʆŖȮ%«ʱ+Ʈ.ȑˇŹʨʫʈȬƇĊ»ǗƲƢʱƶ
ʕǎˆ˅ʥʉ
ʆĩƦ˾KÙʜ˅ʥŖȮǷǵ%«ʱ´Ƿʲʈ£ʖʯǔ³ˇ
sʙʥĥc%«ˀȪÁʱ´ǷʰŕʸʫɈɇʞʥʉiȂ
ËʈɈɉ Ëʬ´ǷʱǲĆʕȽʞʐ Ëʰ¸ʞʫʲ´Ƿ
ǲĆʱȄŨƣʕʭ˂˅˄ʛʭʭʯʨʥʉ
ʆɀűãĢ˽ĵʱÙƦ_{ʈŖȮŇƾô{ǫŀʯʮʔ
˂ʈŖȮ »ʰˁ˄%«įĹ+ƮʕĹáʬʖʯʔʨʥʥ
ʾʈŷ¯?ǈǷǵ%«́ŷ?Ƿ̂ˇšƀʞƨɑɒɐɐɐúˇ
+Ʈʉǔűƾʱ%«Ɣ/ʰ£ʖʯàWˇĿʥʞʥʉʞʔ
ʞʈǔűƚÕʱȄʐʬʲC¿ƾʕ½ʯʘʈǔűIʱ
,ǋʰ"ʑŖȮǷǵ˾Nǰ%«ʱ£Ȥ+Ʈʰˁ˃W
ɈõʕžʟʫȃMƾʕMʥʉŷ?ǷʱįĹ+Ʈ.ȑʱʥ
ʾǔűʱ%«+ƮEƗʕĈ5˃ʚĪÚˇšƀʞʥ
ʛʭʔ˂ʈC¿ź$Ȋʰˁ˄Ƭ˸˙ˑʲʠʸʫEƗʕÛ
ʖsʙʈEƗʱƬˇȪĹʰˆʥ˃ȉʞʥʉ
ʆĩʥʰǔűƾ{ʙʱǷǵ%«ˇ+Ʈʞˁʑʭʠ˄
üĶƾƢʰ¸ʞʈæǆȥˇšƀʞʫÙǤǸȥ5Cʰ˄R¨ǖƮʕǎˆ˅ʥʉ
ʆŖȮǷǵ˰˼˗˶˼ʿ+ƮȕVʭʯʨʫC¿ź˾ǷĦʕ
$ʞʥʉ
ʆŖȮǷǵ%«C¿ƾʰʲʈæǆE%«ʱŨBSÕʭ
ʱǒˇ˄ʥʾʈ´ ʭǔűƾʭÉƂʱƾh¯ˇǎ
ʐʈæǆȥʔ˂´ǷʱȠˇ´ ʰʠ˄ʛʭʬ´Ƿ
ˇŨɄʠ˄ĪŞʕď˂˅ʥʉ

ȰƘ˾ťȀ£ɀűʱĠǡ

ʃŖȮʱšƀ

ɆȡƎɀʱæĮ˾æǆīƣ
ʭʞʫ±īʠʸʖɂ
ʅï %«ʱƔ/ʱʥʾʰʲʈŖȮǷǵ%«Ƣʱšƀʕ
êǗʭʯ˄ʕʈʣʱȹʈ+Ʈǿ˾+ƮȕVʰˁ˄´ǷŘ
Ŭʱ _ʰƅôʠ˄ʛʭʕêǗʉ
ʅŖȮʰˁ˄%«+ƮʕȑʻʯʐyʰʈƛS?ȓƢʰ
ˁ˃+Ʈˇ.ȑʠ˄ʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ
ʅEF »ʬʱŖȮǷǵ%«ʱ+Ʈʰȯʞʫʲʈ _ʞ
ˀʠʐŖȮ%«ÉʬʱƠîƔ/ʰȢ÷ʠ˄ʛʭʕê
Ǘʉ
ʅŷ¯?ǈǷǵ%«ʯʮʱŖȮʰʓʙ˄Ƿǵ%«ʱ+Ʈ
ʭʣʱěĖʰʩʐʫʈEʭŖʱàWˇņǠʠ˄ʛʭʕê
Ǘʉ
ʅű³æǆE%«ʱʼʬʲǃ£ʯ%«+Ʈʲvǂʉ
ǅYKÙěĖʰZʒʈŖȮǷǵ%«ʱšƀʕvŏʬʈ
ʖʾƪˀʔʯ´ǷǲĆȄŨʱěĖʕêǗʉ
ʅɈɉƾʈ¡ʯʮŖȮǷǵ%«ʷʱC¿ʕȽʞʐʭ
ó¯ʜ˅˄ǔűƾʷʱŷQʯěĖʕêǗʭʯ˄vǂîʕ
ʏ˄ʉ
ʅǔűƾʱŊʊʯC¿ÊĸʭŖȮǷǵ%«ʱƞʖŸŝʱ
^ĿƉʯ˰ˡˠ˼˒ʱʥʾʈ®Ŗh<ʬģ9ʜ˅ʩʩʏ˄
%«Ɣ/Ƚƾʷʱñē+ʈˇǎʑƫʼʱĶ^
šƀʕƽʒ˂˅˄ʉ

ȕlʱĠǡƢʔ˂Ɩʜ˅˄ǪɃʓˁʵ
ɆȡƎɀŷĶʱʿʱʭʞʫó¯ʜ˅˄ǪɃ
́ʄʲɆȡƎɀŷĶ̂
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ʆʍ˩˸˓˿˼˾ˏˤ˸˿˦ʎ%«KÙʰʏʥʨʫʲʈɟɞɣɚ
ʔ˂ɡɩɾɩɸɬɊɣɱɺɱɯɩɺɱɶɵɊɠɸɩɵɺɊɦɸɶɯɸɩɴˇšƀʞʈ%«KÙ
ěĖʭŠŘ˸˙ˑˇȄŨʠ˄¬Dʯ%«˙ˤˡˑʱXMˇ
ƍƉʭʞʥƊʰ¸ʠ˄\øʕǎˆ˅ʥʉ

ʄï %«ƢʱKÙěĖʰȹʞʫʲʈºĽʱ£ǙŌɀű
ʰ9ʒƿɀcƢʱȱű¸ƣˇ(ʢʫ.ȑʠ˄ʛʭʕƽʒ
˂˅˄ʉ

ʅ£ȤʱĬ©țłÙŶʕǔűʠ˄ʭó¯ʜ˅˄ʥʾʈ
KÙʱʥʾʱǪɃˀ¸LĪƣˇņǠʠ˄ʛʭʕêǗʉ

ʆʍĩůƑ Ǿɀʎű³ğ\Şʱëí1żSÕʰʩʐ ʅɈɉƾ́Ïȥžšƾ̂ˀȣ:`ƾʯʮ%«KÙʕ
ʫʈĺł1żƢʱŽʭʞʫ±īʠ˄ŷ*Ēƺʕʭ˂˅
ȽʯǔűƾʿĢ¢ʘƇžʠ˄ʥʾʈěĖʰȹʞʫʲʛʑʞʥ
ʥʉ
ǔűƾʷʱȢ÷ʿêǗʉ
ʆʍwŪȼȼɀʎȣ˻˿˼ƾʱĬ©˻˿˼ˇ@ʱȧǎ
ʭʱhǯʰˁ˃ȈŦBȶʭʠ˄ʋhǯĀčʌʭʈĬ©˻˿˼
ʰ¸ʠ˄ʋR¨ǖƮʌʕǎˆ˅ʥʉ
ʆʍwŪȼȼɀʎŕȅƉĩʞʐÙŶʬǔ³ʕžʟʥʛʭʈ
ǥǣýưʖǶƀʕBȶʭʜ˅ʥʛʭʯʮʔ˂ʈäUÙŶʱ
ÙǤŇƾʷʱǥǣʕǎˆ˅ʈǹ>ȥʕěÿˆ˅ʥʉ
ʆʍ˨˿˙˸ˡ˘ɀʎɟɞɣɚʰˁ˄%«üĶƾʷʱ´Áǖ
1ǶĖ\ʈžšǸȥĖ\ʓˁʵ ¼ Ň¾ɋɨɛɚ̇ɨɴɩɳɳ
ɛɻɹɱɵɭɹɹɊɚɬɴɱɵɱɹɺɸɩɺɱɶɵɌʔ˂$RǍǸʰˁ˃ʈɀãɔȐ
ȮʱIʰʈʺʭˈʮʱž©ƾʲʣ˅ʤ˅ʱ´ʰû˄ʔʈ
Ĵ%«ˇǘʩʙ˄ʛʭʕʬʖʥʉ
ʆʍ˻˰˾˯˸˿˞ɀʎɟɞɣɚˀɨɛɚʱĖ\ʦʙʬʲe
NʬʏʨʥʥʾʈɜɚɢɝɚɦˇǤƟʞʈ$üåƾʷǸȥĖ\
ˇ±īʉ
ʆʍˤ˹˕˾˰˹˰˷ɀʎŞâʰˁ˃ʈüĶ%«ʕDʞʥ
yʰÙŶÙǤʔǍǸʕē+ʜ˅˄ʉʲƴɄɑ=˸˷
ʱ´ǷĖ\ˇsʙ˄ʔʈɖɐ˸˷́ƨɑ˥˹̂ʱĞÔē+
ʱ%«ˇǻCʬʖʥʉ%«ǻCʲɒɐÏȮʱųR¨˾NW
ÿʐʈÞOɒÏʲěÿʐČʒƺʖʬʏ˃ʈÏRɑɐ̀ˇǽʒ
˄ˋ˼˭˺ʱˤ˹˕ʬʲ±ǺƉʰų>ʰȇʐʥʾʈʺʭˈʮ
ʱǔűƾʕʛ˅ˇȜĄʉʥʦʞʛʱyʲ¿%ʠ˄%«ˇ
ȜĄʬʖʡʈĴ%«ǻCƾɑɍɗɑɓ Ëʱʑʧɑɍɒɖə Ëʲ
ȻƂʷW˃Þʫ˂˅ʥʉ

ʆʍ˻˰˯˸˿˞ɀʎ˖˼˭˷˼˗˙˕ʬʲʈ$üåƾ{ʙ
%«ʱ1æ˾KÙʕȑʻʯʔʨʥʛʭʔ˂ʈɜɝɜ
ɋɜɶɴɴɻɵɱɺɽɎɪɩɹɭɬɊɝɭɼɭɳɶɷɴɭɵɺɊɜɶɸɷɶɸɩɺɱɶɵɌʭʳ˅˄̈
̊̉ʕˉ˫˿ˤƢˇråʞʈ1æ˾ĜȎʞʫ$üåƾʷ+
Ʈʉʛʱš_ʲʈǎĞʈŖȮ Ňʈʣʱʱ̈̊̉ʭʱȏė
ʰˁ˃ǎˆ˅ʫʐ˄ʕʈŖȮ ŇʭʞʫʲÞǧ˯˻˘ˍˑˤ
ʷʱmZʰˁ˃ƛS?ȓĒƺʕʭ˂˅˄ʭʐʑ˳˸ˡˤʕʏ
˄ʉɜɝɜʰˁ˄Ǵʐr˃Ǹȥʲʈ¢ʘʱ˓˿˙ʬʈɜɩɳɱɮɶɸɵɱɩ
ɝɱɹɩɹɺɭɸɊɚɹɹɱɹɺɩɵɫɭɊɦɸɶɯɸɩɴɋɜɚɢɝɚɦɌʕKÙ˕˙ˤʱɒɐ
̋ɕɐ̀ˇˏ˪˿ʞʈœ˃ʱ˕˙ˤʲɿɜɶɴɴɻɵɱɺɽ
ɝɭɼɭɳɶɷɴɭɵɺɊɛɳɶɫɲɊɠɸɩɵɺɹʀʱˁʑʯäĽʱ$üåƾ{ʙ
ʱ%«˯˻˒˷˲ʰˁʨʫěÿˆ˅ʥʉ
ʆʍ˨˿˙˸ˡ˘ɀʎǷǵˉ˫˿ˤ˾˰˼˗˶˼üĶƾʷʱ
ěĖʭʞʫʈɑɕÏȮʈ$üåƾʱ%«ʭʠ˄ʛʭˇļʰ
ǖ\ȥʕʒ˂˅ʥʉ

ʣʱʈȕlʱű³ʱĠǡ

ʅĬ©țłÙŶʱKÙʰěȺʕžʟʯʐˁʑʈUʰ
êǗʯñƢˇģ9ʞʥ˃ʈȯ-ƾʰ}ƒʞʫʓʘʛʭʕĶ
^́*̇ÙƦŬŞɔɒļɒɂȖȀʱ éƵʱ#ƺʯʮ̂ʉ
ʅǔűÙŶʕÙƦŬŞʱȼǙ¯́ĐȖƼ`̄Ùʹʐ
ź̄µƝźʯʮ̂ʰȘpʞʫʐʥyʿ¢ʘʯ˄ʛʭʕó¯
ʜ˅˄ʥʾʈʛ˅˂ʱĬ©țłŸöʱ3QÙŶʱKÙ
ʱƫʼʰʩʐʫʈUʰņǠʞʫʓʘʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ

ʅ\ƉʯƫʼʭʞʫʱFŦSÕʿ|ʾʥ%«KÙǸ
ȥƔ/ʱƫʼˇņǠʠ˄ʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ
ʅ%«KÙʬȣ˻˿˼ʭʯ˄ǔűƾʷʱěĖʰʩʐʫ
UʰņǠʞʫʓʘʛʭʕƽʒ˂˅˄ʉ

U¸ƣʭʞʫņǠʕĸʻʞʐɂ

ĺ
ł
æ
ǆ
Ŕ
ȸ

ĹȮ
dN

ʂï

ʆëíǤ%«ʰʓʙ˄žšǝŤʈE%«ʷʱC¿.
ȑƢʱï %«ʷʱƙǎʰ{ʙʥʖʾƪʔʯ¸ƣʕ±ī
ʜ˅ʥʉ
ʆëíǤ%«ʔ˂ʱƙǎʲʯʔʯʔȑʻʡʈGÖƑʬ
ʲʈï %«ʷʱƙǎˇěĖʠ˄ʋï %«ʷʱƙǎʱ
ʥʾʱƴy˯˻˒˷˲ʌˇ'øʞʥʉ
ʆëíǤ%«ʱȈȞýứ%«ȈȞÀʱēMʈȨʱȈ
kʈœƅŶʱÛʖr˃̂ˇǎˆʡʰȌlʞʫʐ˄yʯʮ
ʲʈȃ¿AƢʱPİʰ]ʾʈ%«ˇȈȞʠ˄ˁʑʰĊ»ʞ
ʥʉ2ÖRƀʯʮʬĊ»ʰäˆʯʐǔűƾʰʲʈİʙũʞ
ǭřƢŞƉĒƺˇʭʨʥʉ

ʆű³æǆE%«ʱ´Ƿ$Ũ¸ƣʱØȪˀʈʣʑʞʥ
īƣʭʱ˪˷˼˙ˇƽ÷ʞʥŖȮǷǵ%«´ǷǲĆȄŨ
ʯʮʱ¸ƣʕ±īʜ˅ʥʉ

ʃȍÌīƣʷʱŔȸƉƙǎ

ʆĚʲ3ǳſʬʏ˄ʥʾʈǖ1ʰ¸ʠ˄EǶǖ\S
Õʲʯʔʨʥʕʈ˾GÖƑʲ«üĶƾʱƬŦƉǲĆ
ˇȄŨʠ˄ʥʾʈEFŇʰˁ˄±īʈǖ\SÕʱXǤƢ
ˇǎʨʥʉ

ʃï %«ʷʱ%ʼĴʒěĖ

Ɖʯ%ʻʐʱƔ/ʱěĖ

ʃʕʙ˾Ěǔ³ʷʱĒƺ
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ʅƇűˁ˃¯ĹȮȳʱěĖƣʱƯưʰʩʐʫʲʈǔ
űƾ¡ʱ%ŖʭʱEÎʕžʟʯʐˁʑȢ÷ʕêǗʉʻ
ʥʈȍÌīƣʷʱƙǎʰʏʥʨʫʲʈE%«ʭŖȮǷǵ
%«Ƣʭʱ˪˷˼˙ʰʩʐʫʿȢ÷ʕêǗʉ

ʆʍȯľ£ɀűʎëíǤ%«ʕʏʻ˃ÙǤʜ˅ʯʔʨʥ ʅëíǤ%«Ƣʱ%ʻʐʔ˂E%«Ƣʱï %
dʬʲʈɀűƎãʔ˂˪˷ˡˑʰˁ˄[ðʯ%Žʕß «ʷʱƙǎʕJŮʰʯʜ˅˄ˁʑȢ÷ʕêǗʉ
øʜ˅ʥʉ
ʆʍȯľ£ɀűʎëíǤ%«ʱęqʱʥʾʰÔ˾Éʱ+
Ʈʞʥ¼%«ʲʈʱȝȽüˇē+ʠ˄ʭʐʑʱʿ
ʱʲǘ˂˅ʯʔʨʥʉȟ¡ʱǟƃƉ%«ʷʱǩ»ʲʈ
ıĹˀƟʯʮʰˁ˃jòʜ˅ʫʐʥʭʓ˃ʈʑʻʘȑʻʯ
ʔʨʥʭǞʒ˄ʉ

ʆʍ ǾŜɀʎ%«ʱƌæĮʷ£ǙŌƊȎø ʅǔűʞʥ«ȎøʱĚʱǖ1ƢʰʩʐʫʱěĖĪ
Ů_ÅǋȱŐŇʕțƀʜ˅ʥʉ
ƣʱņǠʕêǗʉ
ʆʍǊɀʎǊɀʰ-˄ű³ȯȏƳíí;ħÅ
¸ƣŇʱďĄŬʰȯʠ˄ŷ*Ēƺʕ±īʜ˅ʥʉ

ʃ%«æǆʰȯʠ˄ñē+˾Ɖě ʆŖȮ%«ƢʱKÙěĖƣʭʞʫʈƘú˾æǆ%«˳ˡ˛ ʆʍ˨˿˙˸ˡ˘ɀʎ%«ȡÉȬƇƐʲʈ˻˖˼˜˹˙˾ ʅ%«Ɣ/ʱʼʯ˂ʡʈžšǤǟDǇʰȯʠ˄ƏǬ˾ě
Ė
ˀƴy%«ƏǬüƢʱñē+˾ƉěĖʕ±īʜ˅
˩ˌ˘˼˒˾ˎ˿˝˸ˢˊʈ̈̊̉ʯʮ˕˱˵˧ˢˊʰƕˇƺ ĖʕêǗʉ
ʥʉ
ʘƫƸʭhYʞʈ$üåÃ Ëʷʱ%«ˏˌ˼˛˸˼˒ʈ´
ʭʱǷǵ¥ƨŧěĖʯʮˇǎʨʥʉ
ʆʍ˨˿˙˸ˡ˘ɀʎ ¼ ŇÐʲʈ˴˿˔˿˘́%«ą
ÞǦT̂ǍǸʰʏʥ˃ʈýưʖʱƧƩcˇʨʥʛʭʔ˂ë
aʕƧiʭʯ˃ʈ¢ʘʱǍǸˇǎʨʥʉ

ʆæǆ§!ʔ˂ʲʈɒɐÏƚÕʱ)ƀʰƿʒ˄ Ȯ%« ʆʍǂƈgÄɀʎǂƈʱɅʰʶʜˆʞʐ$,łʯʋǂ ʅ£Ȥʱ$üå Ë{ʙʱ$˕˙ˤ%«ʱ+ƮʕêǗʉ
ʰˁ˃ÞɁʱǔűƾ¸ƣˇǎʨʥʑʒʬʈŔȸƉʰæǆ ƈʶ˄ʜʭ˴ˣ˹%«ʌˇȬƇ˾ÂƖʞʫʐ˄ʉǤǟĳˇ
ˇǎʓʑʭʠ˄ēŃʕʯʜ˅ʥʕʈ»Cʜ˅ʯʔʨʥʉ
ų>ʬē+ʠ˄ʛʭʬ˕˙ˤˇƷŨʞʫʐ˄ʉʜ˂ʰʈÙƦ
ȯ-&ˀ˳˿ˏ˿ʰˁʨʫŉøʜ˅ʥʋǂƈʶ˄ʜʭ%«
Ňƾhǯ!ʌʱhYʿåʫʈ$,łʱ%«KÙˇvǂʭ
ʞʥʉ

ʅǔű˰˼˗˶˼ʱKÙʰ-˄yôßøʰʲ¹ȫ´Ƣʱ
ěĖʕêǗʉ
ʅɀʬüĶƾʕNġʞʫʿñFĶˀôǘĔʕʬʖ
˄ˁʑʯƫʼʕĶ^ʉ
ʅ`üˀǷǵcʞʥuʐ˰˼˗˶˼ʱKÙʲyôßø
ʰȽʕ"ʑʭó¯ʜ˅˄ʥʾʈěĖˇêǗʭʠ˄yʕ
ʏ˄ʉ
ʅǙŌˇć£ʞʫKÙʠ˄ʭʐʑäĽʱKȬƇýŞʬ
¸ëʠ˄ʛʭʰʲȴƄʕʏ˄ʭƽʒ˂˅˄ʉ

ȕlʱĠǡƢʔ˂Ɩʜ˅˄ǪɃʓˁʵ
ɆȡƎɀŷĶʱʿʱʭʞʫó¯ʜ˅˄ǪɃ
́ʄʲɆȡƎɀŷĶ̂

ʃ$˕˙ˤ%«ʱȬƇʈ+Ʈ

ʆʍwŪȼȼɀʎĞÔoʵƑ˾Éʱ »ʬÙƦȯ-ʱ¹
ȫǁǂ&ʕhǫʞʫʋȼyÚ%«ȣÙķ`&ʌʕŉ
øʜ˅ʈǔűŶʰ¹ȫ´ʕŢȚʜ˅ʫƏǬˀǟƃƣ¯
ʰėˆʨʫʓ˃ʈ¹ȫ´ʱš_Ƕʲʋəɒɑȥ!ʌʔ˂ěĖ
ʜ˅˄ʉ
ʆʍwŪȼȼɀʎǔűȼy%«ʱyôßøěĖʱʥʾʈ
ǔűÙŶʱǔ³P¯ˀ¬Dîʰȯʠ˄dNüĶƾIȠ
ʱǯˇǝśʠ˄ƫƸʋÙƦŶ¬Dȩ¯¼ƫʌʕǤƺʜ
˅ʈÞƾʏ˄ʐʲƑ˾ÉĞÔʔ˂ʱƁǭˇsʙʫʈ¹ȫ
´ʬŉøʜ˅ʥ§!ʕ·ǯʞ²ǜƉʯP¯ˇMʠƫ
ʼʕ'˂˅ʫʐ˄ʉ
ʆʍwŪȼȼɀʎKÙʰp¸˾mZʱdNüĶƾʷʱ
¸ëʭʞʫʈʱˁʑʯ¸ƣʕʭ˂˅ʥʉ
˾mZƾʔ˂ʱōRǰũˇsʙ˄yʱǍǸʰ¸ʠ˄
R¨ǖƮˇĞÔʕǎʑ́ǰũˇsʙ˄ʲKÙʰmZʠ˄
ʱʼ̂ʉ
˾ƼĖȥʯʮˇʿʭʰǤƟʜ˅ʥǳŞʋəɒɑȥ!ʌʱ
ʋǄȫĪŃʌʰˁ˃ʈȥ!ʕē+ʞʥǸȥʬÙŶĲĩ!
́äUüĶƾʱƭøʠ˄ƫƸ̂ʕmZʞʯʐdNüĶƾʱ
ōRˇǴʐr˃ʈʣʱãkʉ˅œʨʥyʲəɒɑȥ
ʰƙǰʉ

ʣʱʈȕlʱű³ʱĠǡ

ʆ˰˼˗˶˼ĶʱɃʭʞʫʋǖ1ʔÙʫĴʒʔʱPĨ
ʱȽʜʌʋÙŶǫŀʱĪŞʭǶƀʌʋµƝźʱƔ/ƢxƜ
ǙSʌʋ¢Ņʱyˇ|ʽǶƀȢNʌʯʮʕʏʚ˂˅ʥʉ˰
˼˗˶˼ʱKÙʲÞOŊʊʯȽʕóʜ˅ʥʕʈɀűã
ɒÏʬKÙʜ˅ʥʔKÙʰ{ʙʫ_ʖMʞʥ˰˼˗˶˼ʲə
Wʰʨʥʉ
ʆ˰˼˗˶˼KÙěĖʱʥʾʈĬ©SÕʬFƀȠNʱÙ
ǤǶˇǖ\ʈæǆȥʬFƀȠNǖ1ƢʱR¨ǖƮʈy
ôßøʱʥʾʱ¹ȫ´ŢȚˇǎʨʥʉyôßøʰʲʈ¹
ȫ´ʱˉ˥˪ˋ˙ʕĶ^ʦʨʥʉ
ʆ˰˼˗˶˼ÙĴśǯʱĶ^îˇÇ˄ǕPʕȪĹcʞʥʥ
ʾKÙʕȒ˅ʈKÙãʱKC¿ʕgĢʰƅʻʨʥ*
ʿʏʨʥʉ
ʆGÖƑ%«+ƮEƗʲʈEƗʕŇ ʭʯ˄ěĖƣˇ
þʧMʞʫ˰˼˗˶˼KÙˇƝňěĖʉʣ˅ʕ˰˼˗˶˼K
ÙʱYʭʯʨʥʕʈȃMƾʱ%«ˀ/ƅÒʱǴʐr˃ʰˁ
˃ʈ£Ȥʱ%«råʕƇžʞʥʉ

ȰƘ˾ťȀ£ɀűʱĠǡ

ʃǔű˰˼˗˶˼ʱKÙěĖ

ɆȡƎɀʱæĮ˾æǆīƣ
ʭʞʫ±īʠʸʖɂ

ʅ%«Ɣ/ȽƾʷʱƏǬ˾ñē+ʈˇǎʑĬ©
ʱƫʼʰʩʐʫʈű³ıʱšƀˇņǠʠ˄ʛʭʕƽʒ˂
˅˄ʉ

ʅ£ǙŌ1ƹʰȯʠ˄yôßøʭʏˆʢʫʈĭÌʔ˂ƿ
ɀcˀÙĴʒʰȯʠ˄ˬ˘˶˼ʪʘ˃ʕ%ŖʱȮʬǎˆ˅
˄ʛʭʕȣǗʬʏ˃ʈʣʑʞʥrƫʼˇ.ȑʠ˄ʛʭʕƽʒ
˂˅˄ʉ
ʅÞǧ˰˼˗˶˼ʱ¿%ƾʬʲʯʐăǸ˰˼˗˶˼ʱ
´ ʰʩʐʫʈ¿%ƾʕƟʧȌʘyʭŕȅʞʫʮʑʏ˄
ʸʖʔʈʯʮʰʩʐʫņǠʞʫʓʘʉ
ʅʛ˅ʻʬEƉŎȯʕĿʥʞʥ0ƀǖŎǂʰʩʐʫʈ
Ĭ©Ŏȯʱ×Ő˾ŇƷ¼ʕưʘ ʬʈãʮʱˁʑʰ
Ĵʠ˄ʔʱņǠʕêǗʉ
ʅ4ʱjȷîʕɈʻʨʥ˰˼˗˶˼ƢʱKžĪƣʱņ
ǠʕêǗʉ

U¸ƣʭʞʫņǠʕĸʻʞʐɂ
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SɆȂĻ

Ȃċ÷ŰƍȂĻȁǺǢ

ƁOȂÌŚĬǦȐğ[ǭȓȒŠơǥȏȅ
ƥƉėgƝĄÛȂȌȂǾǯǼ°{ǭȓȒŠơ
ɅǕȃƥƉėgƝĄÛɆ

ǗVĨĥħŷûÀŁǧcȐȓǶǧǘĴħƢȂqǢ½
ǘƦ¸§ȁNǩǘů&ǘ¸§ȁŋǢĺãǾȀȐ
ǮȒȖ§ȀǦǹǶǙ

ǔħɃÐƍȂû-ǘć Ĭ

ǗŏĀgÒ01`ǦȐȃœŉƍǧ7ǭȓǶǧǘgÒ0
1`ƒȁȃåǧǡǹǶǙ
Ǘ´ƍɃĀ~ƙ~œŉƍȁǺǢǼȃǘð_ĬȁƓǱȒ
ƝĀǾȂ_ãƓ!ǧ\ơǾȀȑǘǢȕȎȒǝƝĀƓžðǞ
Ȃş{ǧŠơǾȀǹǶǙ

Ǘ¨ňkƍȁȏȒŏĀńÈÄǧōȕȓȒǬǾǾȀȑǘ2
ĚɃĢ¶ǧgÒ)ȖĒōǯǼĂ=uǽŭǯǫȒȀǿǘ
kƍŔêȒƴƫƮƮƮ*4ɅǴȂ¤ƶƫƮƮƮ*4ȁmƢɆȂ¨ňk
ƍǧśǫȐȓǶǙ
Ǘ¨ňkƍȁȏȑǘéǚȀǨȋĶǦǢÈÄĭǧ|Óǭȓ
ǶǙVÈÄȸȯȻɄȁǺǢǼȃǘ :ǘ=čȂǯȁǩǭǘ
ũńȂ?ƖȆȂýȀǿȌǡǹǶǧ¥ǚȁÉ]ǭȓǶǙ
ǗrƔǽȃ¨ňkƍȖśǫȀǦǹǶǬǾǦȐǘ2ĚǾ
ȂƒȁÈÄĭȂåǧċǰǶǙ

ǔgÒ01`ĆŇȂœŉƍȍĀ~´
ƍɃĀ~ƙ~œŉƍĬȂÈĻ

ǔqéȀȯɄȦȆȂ«

11

ǗǟɀȵɃȴȽɄȧgƝǠžƆMìĮĊɅƼƻǀƷɆǘǃǌǄǋǋ
ƸǒǐǊǍǇǐǐƨƷǆǌǊǍǊǐǑǏǄǑǊǎǍƩǃƸƷƪȂÄEǷǫǽȃL8ǽ
ǡǹǶǶȋǘƹǄǋǊǈǎǏǍǊǄƨƺǊǐǄǐǑǇǏƨƷǐǐǊǐǑǄǍǅǇ
ǁǏǎǉǏǄǌƩƹƷƿƺƷǁƪȖśĪǯǘ¸§ńȆȂŰƍÄEȖ
ōǹǶǙ

ǖ$ǚȂŏĀńȂqéȀȯɄȦȁ«ǽǨȒȏǣȀqé
ȀÈÄȸȯȻɄȖč±ǱȒǬǾǧÛFǙ
ǖÈÄȂ?ȁȃǘâĔȁŊÓĭȁĦōǯǼǢǩ
ĸȊȖǡȐǦǰȋĸȊŸȗǽǥǩǬǾǧÛFǙ

ǖœŉƍĬȂÈĻȁǺǢǼǘ0ȂŖāǦȐȂƊ³ǧ
ªŒǙ

ǖħ?ÀŁȁǺǢǼǘȂÈÄÀŁǾǳ0ɃFĈ
ȁƊ³ǯǶÀŁȂ|ÓǧªŒǙ

ǖĠĔù ȂȀǦǽǘªŒȀť¹ĽĬȂōǧTņ
ȁȀȒȀǿȂąõǧ°{ǭȓȒǬǾǦȐǘĀ~ȁǣéǚ
Ȁë=ɃëĕȂ"/ĬȆȂƃ9Ȁ6ǧªŒǙ

ǗŏĀńȯɄȦȃØǚ@ǚǾoJǯǘȯɄȦȖºÃǯǼȂ ǗǟȰɄȥȽȩȤgƝǠĿ¬ȂyÈÄȁǺǢǼȃǘȂ ǖŏĀńÈÄȖFãĔȁ|ÓǱȒǶȋȁȃǘqéȀŏĀ
ƃ9Ȁ«ȃƛǯǦǹǶǙŏĀńȂȯɄȦȁ«ǯǘĉă ƽƾǃȣȥȪȷȁȏȑgj¾{ȖōǢǘǴȂgjǽǧÅ ńɃȯɄȦȁ«ǯǶŹŽȀÈÄȂÂǧªŒǙ
ÈĻpȂÒöȌæřǭȓȒȇǨǾȂ¾ÆǧǡȒǙ
nǯǶóȖũȁǘėǸȁ 9¹ȖƈŻǱȒŹŽȀÈÄ ǕFãĔȀŏĀńÈÄȖ|ÓǱȒǶȋȁȃǘ$ǚȂŏĀ
ǧȀǭȓǶǙ
ąõȖïĞȁºÃǯǘȑĀŜ×ȖȌǾȁǘVĨȂċ÷ÈÄ
ǗǟȰɄȥȽȩȤgƝǠy¸ÛńȆȂŐ#ŮÄEǘ ȖǢȔǢȔȀƇǽXØōĔȁ|ÓǱȒǬǾǧªŒǙ
ċ÷ŰƍÄEǥȏȅ=ŌŰȁȏȑǘgƝ¤ƲſƒȂ3
ȁǘȈǾȗǿȂŏĀńȃǴȓǵȓȂȁ·ȒǦǘÙ
yȖœǺǫȒǬǾǧǽǨǶǙǛưƬƩƱƪ5Áǜ
ǗǟȱȽȡɄɁɃȝȬȽɄȮǠŏĀǦȐȉȌȀǩǘƼƻǀƷǧĿ¬
ƄƛØƍǾɋɂÚ8ȂůÄEȂ¹ ȖĒŎǯǶǙǯǦ
ǯǘēƎĎţǧò>ǯǼưƲØƒ?ȂƜŞRȁȃǺȀ
ǧȑȁǩǩǘȜɁȼșɁȂĎţȌēƎØȁȳȽɄȦǯǼƌő
ēƎǧĒċǯǶǬǾȀǿȁȏȑǘ¹ ȂÈĻȃrȁƀȓ
ǶǙ
ǗǟIüUƤǠĀ~¨ňyŌŰȂĘŢȁǺǢǼǘI
üUƤ ØȃyƍŌ0öȂǝeóǞȂŗƋǧǝÔàe
ıȖÛǱȒńǞǾȀǹǼǢǶǶȋǘfÔpeǧũǾȀȐ
ǲ»ŧǧǡǹǶǙ

ǗŏĀńȂë==ĕȂ"/ĬȖcȒǬǾȖĖĔȁǝĄ{
ƞĀ~Ȃŏ~ńȂë==ĕȂ"/ĬȖcȒǶȋȂĄ
<ÀŁȁƓǱȒö£Ǟǧ?{ǭȓǘōÊȂë==ĕȁ
!Ȓý ÔȂƐǘōǭȓȀǦǹǶłHȁ!Ȓ-Ŭǘö
ȂĝČ}ZȂĄǘó š'ȂĎĪǼȂ¹ÍÐȂĄ
ǘ«¬śyȂwĽÝƒȂƐȀǿǧ|ÓǭȓǶǙ

Ǔz{ǾŀWĔȀċ÷5ÈÄ

ǴȂǘƁOȂĀ~ȂÌŚ

Ǘ2Ěȃǘ Ȃċ÷ŮȖĻǱȒÀŁȖeȁŒÜ
ǗǟȱȽȡɄɁɃȝȬȽɄȮǠĲŲLvǽȃǘŏĀńɉȁǺ ǖŏĀė¤ǦȐªŒǾȀȒ
ǯǘċ÷ģġŰƍɃĄ<ŭɅ SŰƍŭɆǧ|Óǭȓǘ ǨƱƴƮȭȾ8ȂȟȿȤȩȬȝɄȭȖƊǯǶǙ
ǼƊ³ǧªŒǙ
ưſƒǡȉȑǽƳƲƫƴƲƴǘĳƵƮ*4ȂĎŸǧò>ǯǶǙ^
QȂ¹ƒȍŏĀńȂ©¯ȖŵȉǤȓȄǘœŉƍǾǯǼÈ
ĻǯǶÒǧÛFǷǹǶȂǽȃȀǢǦǾȂ¾ÆȌǡȒǙ

ƔĢɃøŴrƝĀȂÌŚ

ǔŏĀńȂë==ĕȂ"/Ĭ

Ǔċ÷JȆȂÀŁ
ǔÈÄũńȂºÃǾÈÄȂŹŽȀÂ

ǔĿ¬ȂŰƍɅ

ǓĿ¬ȂĉƍĻ

ƥƉėgƝȂ¨ÕɃ¨ňÓĭ
ǾǯǼ|ÓǱȇǨ Ơ

ɊɇɅɌɆqéȀċ÷5ÈÄȸȯȻɄȂÎ(
Ơ

ǖÔȂȉǸǻǩȑȍǘƦƧJĠȁYǫǶȢȶȻȯȪȘȂ
÷JȁªŒȀáŅµǧªŒǙ

ǖŹŽȀÈÄȁYǫǶÈÄȸȯȻɄȂ AȂþ(ǧÛ
FǙŏĀńȂqéȀȯɄȦȖŵȉǤǶéǚȀÒöɅȲȚ
ȨȺɄÒǘĉƍÈĻĬɆǧŃǤȐȓȒǙȉǶǘŏĀńƣ
iȁ«ǯǶőÍȂċ÷5ȹȫȾȖæřǯǼǥǩǬǾȌ
ŃǤȐȓȒǙ
ǕÏƇĤxęǝƥƉėgƝƕĀɍûĀȴɀȤțȟȬǞǽĜ
ĩǭȓǼǢȒǝŏĀńUȖčǢǶċ÷5ÈÄȣȥȪ
ȷǞȂȑĀŜ×ĎţRĒĻȣȥȪȷȍŏĀńÈÄçH
ĮĊȣȥȪȷĬȁƓǱȒĜĩµãȂgÒ01`ȆȂÖ
Ýƅ,ǧªŒǙ

AĭǾǯǼæřǧÜȉǯǢ
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ǗÛŦńȁȏȒǝŏĀń¨ňÈÄŧǞǧĒųǯǘŏĀń
Ȃċ÷¨ňȁYǫǼōÊǾŏĀńǾȂƒȖǺȀǪ¢BȖ
¼ǹǶǙ

ǔÈÄȂ|Fŝ ȍœėǯ

ǗĀ~ÄŨŰƍȃĳɊɌɈ*4ɅµɊɈɋÚĉfɆǧÞ
+ƅǽǡȑǘǬȂÞ+ƅƢȁǺǢǼ&RǦȐźúǧȀǢ
lWǘŏĀPȅĚǧeȁúǱȒǬǾǾȀǹǼǢȒ
ȈǦǘ&RȂ-ƗŒǧèȋǼƖ{ĔǽǡȒȀǿǘŏ
ĀgȂ|²ȁ«ǰǶ+ƅ?ȂœėǯǧªŒǽǡȒǙ
ǗŏĀńǧªŒȀĉƍȖ§ȍǱǢȏǣǘ¸§?Ɩǽ
ǡȓȄźúņDȖ\ȕȀǢĀ~ÄŨŰƍŭȍŭ¹
ĽǨȖİĵJǯǶċ÷ģġŰƍŭɅ SŰƍɆĬȃǘÞ
+ƅƢǧqƢǽǘǴȂ+ƅǧgÒ01`ĬȂrǨȀŪ
¼ǾȀǹǼǢȒǙ

Ǘ¨ňkƍȃưƮƮƲßȁ çȖķ ǱȒǬǾǾȀǹǼǢ
ǶǧǘŠơȂƐÝJȁ«ǯǘǭȐȁwĽǭǳȒǬǾǾȀǹ
ǶǙ

ǔŌŰɃŭƍȂźúȁǱȒÀŁ

ǔżÓĭȆȂñƘĔĦō

Ǔċ÷5ȂƀȓǼǢȒŒÈÄńȂŇĪÈÄ

ǗļȂƊ8kþȂȈǦȁǘVŏĀďȂŏĀńȂǶȋ
ȁǳȐȓǶƢȁĘ ǱȒįb3ȁǥǢǼďȂ;Ñǽ
Ɗ8ǽǨȒǝď ƍ?ǞǧśǫȐȓǶǙ
ǗłÄƍȂīîƊ8ȂũȃǘȑĀŜ×Ȃş{ȖȋǪ
Ȓù ȁȏȑ5šäǧōȕȓȒȀǿǯǼŏ~ǧrȁm
Ǥǘ :Ȃ °ÍȖÍ%Ȍ^ǹǶǙ

ǗĀ~´ƍȂÈĻĬȁƓǱȒö£ȁȌǾǻǩĀ~ÄŨ
ŰƍȂŭǫȃRÝƒǧěǩǘĚpƄƛńȆȂǁǂǧƛ
ǯǢǘŏĀńǧ5ŘĐȖǶǼȐȓȒąõǽȃȀǦǹǶǘ
ȀǿȂ\ơǧ¾ÆǭȓǶǙȉǶǘž"Ŝǧś{ǽǨȀ
Ǣńǘ¸§ǧqǩŒȁýǶȀǢńĬȍƝĀȁȏȑsçǯ
ǶŏĀńǧũǾȀȐȀǢȀǿǘ?ȂľǦȐÿȓȒƂ
ȆȂ«ȌªŒǾǭȓǶǙ
Ǘ0ĔŰƍŭȁȃǘ¿ŁÝƒȖƐǱȒÀŁǾźúÝ
ƒǧžGǯǼǢȀǢǬǾǘźúņDǧĂäǽǡȑȀǧȐ
ŭ?ǾǯǼǢȒǬǾǘƍ=Ȗd{ǯǼǢȒǬǾȀǿǘĹ
úWĊȁíǫȒ?śŘǧœȐȓǶǙ
ǗƝĀ¤ǘŏĀńȂȯɄȦȂoJȁ«ǱȒ¡ǽǘŏĀ
ė¤Ȃ ƟȂċ÷Űƍǘ¸§YǫȂyŐ#ȍ
ūű.ȂǶȋȂŰƍǘ®yȆȂŶȁǣŰƍǘ
ċ÷¨ňȂǶȋȂŰƍȀǿǘŏĀńȂċ÷5ȂñƘȁ
«ǰǶŭ?ǧCśǭȓǶǙ

ƔĢɃøŴrƝĀȂÌŚ

ǔłÄƍȂƊ8

ǔŏĀńċ÷5ÈÄƍƩŏĀńċ÷5
ÈÄöɆ

ǔċ÷5čŰƍȂŭ

ƥƉėgƝȂ¨ÕɃ¨ňÓĭ
ǾǯǼ|ÓǱȇǨ Ơ
AĭǾǯǼæřǧÜȉǯǢ

Ơ

ǕƥƉėgƝǽȃǘǬȓȉǽȂŏĀńċ÷5ÈÄö
ȂȥȞɄȷǽ«ǱȒǬǾǧƛǯǢąõȌ°{ǭȓȒǙ

12

ǖŏĀńɅŒÈÄńɆȖǢǺȉǽÈÄǱȒȇǨǦȁǺǢ
ǼǘÓĭƑt :ȁǘ¨ňąõȁWȕǳǶÈÄȂÇQȴ
ɀȠȼȷȁǺǢǼŧŤǯǶǽǘķ ØÝȍŒȖ ȋ{
ȋǼǥǩÒöȌǡȒǙ

ǖŭȁȏȒÈÄȖōǣlWǘźúȂǡǼȂȀǢŏĀńȖ
ǿȂȏǣȁËúǱȇǨǦǧŠơǾȀȒǙ

ǖÈÄ3Ȗ{ÝĔȁœėǱǬǾǧÛFǽǡȑǘǴȂǶȋ
ȂÛŦńŧĬȖśŁǱȒǬǾǧŃǤȐȓȒǙ

A

ǖŏĀńȆȂ0Ĕŭ?ȃǘĀ~¤Ȃù ȂȀǦǽ| ǖĀ~ØȂ0ĔŭȁǺǢǼǘĹúWĊȁƊ³ǯǶŭ
ÓǭȓȒǬǾǘŏĀńȂċ÷5ȖÈÄǱȒāȖƌŕǱȒ ?ǾȀȒȏǣȀ AæřǧÛFǙ
ǬǾȀǿȂŖāǧôȋȐȓȒÒǽǘźúȍ^QǧaƛǾ
ȀȐȀǢȏǣȀ?śŘȌôȋȐȓȒǙ

ƁOȂÌŚĬǦȐğ[ǭȓȒŠơǥȏȅ
ƥƉėgƝĄÛȂȌȂǾǯǼ°{ǭȓȒŠơ
ɅǕȃƥƉėgƝĄÛɆ

ǗǟUüƚƚgƝǠƚƚƏǧǝƶưƯkƍǞǦȐRǫǶ8Ɗ ǕƥƉėgƝǽȃǘŏ~ŔêǧrǨǦǹǶlWȁłÄ ǖ¦âǾȃđȀȒqéȀłÄƍȂ÷čÒĭȁǺǢǼ
ȖRǫǶłÄƍȖȌǾȁǝƚƚƏy5EµǞǾǯǼy ƍȂȊǽȃVȁL8ȀÈÄǧōǤȀǢȌȂǾ°{ǭ ȁæřǯǼǥǩǬǾǧŃǤȐȓȒǙ
5ȂǶȋȁEµɅƱƮƮƮ,ƭhǘƖȃƯƳ,ƭǘź ȓǘłÄƍȂFãĔȀ÷čȂæřǧªŒǙ
ƅłHȀǯɆǯǶǙ

ǴȂǘƁOȂĀ~ȂÌŚ
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ƬƹƒŎ=ƹâkƹ°Ĭ

Ŏ=ƹ°ĬĆƞǆüKƦǉǈķůƝǅƻ
űŔ÷SũåÁƹǂƹƵƧƳgƦǉǈķů
ǾƏƺűŔ÷SũåÁǿ
2pćƵƧƳÊīƟÂƿƧƚ

Ŭ

ƑƕƩƿƚƖŞŋƴƺƒdŲĢâęƹČ:²ƟŷŌŝ)
ƸƒåƸ:YǼŒªYƷƶƴƺƒŸƒŹ¹)Ƹ¿ǂV
ǋģƵƧƳƝǇƒƦǆƸƒdƸ&:YƹĢkǋ?Ƥƭ
ƹƛƯČ:²ƟŷǻÀ)Ƹƺp¶řǋØgƧƳƚƭƵ
ƹVGƟƙǈƓ
Ƒ(ùƴƺƒũâȁŌŝƸdı´ǃǴǐǬǴǐǹƒ
ǇâĲ¼ƷƶCŒƹV§ǼøĹƹƭǁă@ǋ#7
ƧƳȂȃ½ŝ0ƴƜǈƕVǞǹǟǽƖǋŜĮƓȂǓÀ
ƸƺƒƙǆǄǈ-ŗƹķůƸƱƚƳqśôƸpƴƠǈ
#ôƷøĹă@ƵƧƳƕũâğĔDøĹǞǹǟǽƖǋŜ
ĮƧƭƓ
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ƹǴǐǬǴǐǹÎŞƒľ9aƒǮǴǹǢǏǎNĆƹ,
$Ɵă@ǋĮƤƒ¬©¦ĕìĺƒĢâęƹøĹĆƸƱƚ
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ƎéÛ¬©ǰǦǜǲǹǣǛǝǢǱÌĊ

ƑĢâęƹéÛ*ǋǁƣǈķůƟ/7Ǽ\Í7Ʃǈ
ƷƞƴƒƠǁĎƞƷpǋÊīƩǈƭǁƒŲéÛ¬©`J
ƒéÛ¬©ǰǦǜǲǹǣǛǝǢǱĆƟr%ƦǉƭƓ

ƍéÛ*ƹōǉƳƚǈģ¬©ęƹĞą¬©

ƑĮdƸéÛ¬©ǎǤǨǐǚǽƒâkğ'M
dƸéÛğøĹJƷƶ'ôƷ¬©ęǋŕĕƒSUN
ǃǮǴǹǢǏǎƷƶƵƵǂƸƒĢâęĭLǂġưƳøĹǃ
ģÂƷƶƸpƧƭƓĢâęƼƹ¬©Û5ǋġƛ¬©ę
EƤƸøĹ$ǃ¬©ęĦǼġ
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Ƒġ¯ƟIǂƧƢƺŮƧƭĮdĆƹ¬©ę
ƸeāĖ6ƟķƫǆǉƳƚƭƭǁƒÅÆƹöôƴƙǈĢ
âęƹƚƹƯƵǋeǈÛ5ƹzƟçǁǆǉƭƓ
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ƠǁĎƞƚŕǋġƛƥƵƟģƓ

Ɛd*ƮƤƴƷƢƒĢâęƹéÛ&ĠƸŞƩǈŕ
ƟģƓ
ƐĢâęǋĭLƧƒV§ƮƤƴƷƢ/øĹƸƨǈ
ƷƶƒĢâęƵéÛğ¬©ćǋđƻƱƤǈƭǁƹ¬©
ęǋğƹCÓŤƸƨƳŕĕƩǈƥƵƟģƓ
Ɛ VĻƸîƧƱƱƒ¬©ęƟ¬©Ǽǘǎǋģ
ƵƩǈĢâęƹVǋ¨ƴƠǈƥƵƟģƓ

Ŏ=ƹ°ĬĆƞǆüKƦǉǈķůƝǅƻ
űŔ÷SũåÁƹǂƹƵƧƳgƦǉǈķů
ǾƏƺűŔ÷SũåÁǿ

ƎéÛƹĤeǇƵǎǤǨǐǝ
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şÿǼÝŀ]ũâƹ°Ĭ

ƎéÛ*¬©ćƹĔD7Ǽǩǡǘǽ Ƒ.ÃÓŤƴƺ¬©ćǋ¡§üƴƠƪƒ½ŝƹĐŎƵ
ǜ7
ƵǂƸÈŃƸ0ǋĤ÷ƧƒŭÐ¬©ǲǥǳǽǋ§üƧƭƓ
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ʸ̴̯̟̌̀̚˥¬ɬOˇƶɸ˖ˑ˹˽úˢ˂˶˃ˢƢƄ
ˇƫ˓˘£~ʺņ´̴̯̟̌̀̚ˇǶğ˟ˈ˹˶˃ʅƿƶ
ɸ˽ŪȦ˔˹ˎˠˇȁ˄˷˺˹ʻ
ʸƶɸȂˇƶ©Ċ˽ğ˘˕ˣʺûȊ˥òȂĉȷ˽ğ˞
˹˶˃ˣ˔˹ˎˠˇýȝʻ

ɣp˥Ļȧǟˆ˷Ǎː˺˹Ȳʒ˅˶˩
ʘɮǃʊƟŗ˥˳˥ˠ˒˞Ĉ»ː˺˹Ȳʒ
̓ʷ˦ʘɮǃʊƟŗ̈́
XÃǠˠ˒˞ŪȦˇŘ˯˒˂ʐ
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ʹ˴³ˡ˳˥ĻȅʺʛʜȂ˥9ê˥ʒʺȈ¶L
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ˣEË˟ˈˢ˂ˠ˂˃˳˥˟ˁ˛˘ʻ
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œ˽ĬN˒˘ˣ˜˂˞˳¿ɁȜ\˥ÃȺˠ˒˘ʻ
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ʸƶɸ˒˞˳A˟˥ûȊˣq[˒˴˔˂˶˃ʺțƛ˫
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˯ˊTƭ˟ˈ˞˂ˢ˂ˠ˥ĠĲ˳ˁ˹ʻ
ʹʽ˨˵˃ˏ/˸ʾ˥ƽȖʺ̷̸̥̖̳̀́˟˥ʉȮǄȴʺ˪
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ĶįǠˣŨÖˇNˢ˂˶˃ɯČˇýȝʻ

ʹòQǇ©ˣ˦ʺǪʢʣˇƈN˒˘ˠĩȥː˺˘ˇʺ˗
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ˠ˒˞¼Ń˔ˬˈʐ

͇̓͊̈́ͅƶɸȂ˫˥Ãÿ
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ƒCčtƺƄƛbvčƀĴƻƓ£¤ŊvƷƶƸ
ĞưƭƓMŋƴơǊCčçŲǎºƩƺƸĻ;ƧƭƔ
ƒǖǺǿǮǱǿǴƺ īǃǎƵǉƛǋƭǗǐơ£¤
ŊvȀƄƅĴǾŹ|Ĵced£¤ŊvȁǅŌǃǈ
ǋƓ*ĴƟǈƄƛöřƠǈǋƭƔ

ƒŹ|ĴƠšƜŃæá°ǅĿúƧƓŮÙű0Űƴơ
Ʒƛ°ǅƚưƭƔűƵźƜh°ǎpƛƓķvǆŧŻ°ƴ
ƺăñǎ(ƷƢƦǋƭŹ|ĴƺƸƻƓăñƺǹǞǴǎ
Ʃ ǅƚưƭƔ
ƒƄƅĴǆŹ|ĴƷƶƓŁ¿őĴķŜƠJ9ƩǊŲ]
ǆFáƧƭuÞƺPġƓŅƺƷƶƓŲĴƸǇǊơ
ǄĪƟƷÂ¿ƠĽǍǋƭƔ

ƒĸfŬǎñĄƧƳ ŶÚ9*ƺl` ĕëƺCĊ
Ŕŀ:ǆl` uÞƺÐƿƺÂ¿ǎĽưƭƔ

ƏǗǐǙǿǬǝƺ½

ƏŹƠƛƺƚǊËƿƺ~£

Əl` ƿƺÂ¿

Ə£¤Ŋv*ĴƿƺǗǐƓăơ ƒ£¤ŊvƴƻƓĀéƺĎăǆ%ÿ¬Ơ§ƛ
ƠƛƲƢǉ
*ĴƠmƛƥƵƟǈƓåƕƷ~£Ơ_ǈǋƭƔ
ǾƋƈƵƌƈƺą¥ƻƓĀéƺǪǒǹǝǕǖǺǿǮƴƚ
ǊƵƦǋƭƔ
ǾǐǺǘǿǺǱǣǦǸǒǽƺŰŊƓĿúƄƅĴăơƠƛ
;~ĤƷƶƺLǉīǃƠĽǍǋƭƔ
ǾÒėƺǗǐǩǣǦǛǝǤǴƠƓåƕƷŲçŲƠţÀ
ƧƓ£¤ŊvƷƶƴÔǈƩƄƅĴǆŹ|ĴǎÂƝǊL
ǉīǃƵƧƳðđƦǋƭƔ
ƒ{/ƴǰǣǦƵƺ-ăǎōǄǊĸ,YvǎŊƣƭ
ǉƓëƠķťYƩǊƖƮǏƮǏćƗǎĸ,Yvƺ
Éc/ƸŊƣǊƷƶƓƄƅĴƺĐƷƢǈƧǎÂ¿ƧƭƔ

ƎÛßĐƷǗǐƺ½

ƒbvǆŧŻ°ƴľƧƭƄƅĴƻƓį¤*°ǆǛǷǿǦ
ǝǤǒƸǇưƳĲ ĝěÌŊģƴ őƦǋƭƔį¤Ó*
°ƧƭƄƅĴƺĩƊ2ƺƉƠơĮơ*°ǎØƧƭƔ
ƒƄƅĴƓŹ|Ĵģǎ~ŒƸƓŕœvǎ£¤Ŋv
ƵƧƳ#ǉƤǊ¼İƠƵǈǋƓƉƊƍƠ*ƧƭƔ
ƒŧŻ°Ǿ£¤ŊvƴƻƓêņóƷƶƿƺLǉī
ǃƠ¡ŁƮưƭƔ

ƒĝě²ĵTƠżú~£á>ƸşǍǋƓbvƄƅĴƷ
ƶƺxRĘōƻ^ŻƮưƭƔƥƺƭǄƓȄÖEƼƸĕƠĿ
úĆƸƖŁ¿őĴăñÿî±¾ǼǿǸǿ®ƗǎzÌƩ
ǊǇƜSƾ¹ƣƓ¼İǎŁƩǊ ƠÇmƢ±¾ƦǋƭƔ

ƏǂƛƺĘ

ƎǂƛƺĘ ƵǗǐ5ƺäĦ

ƏĿ|ƺ±¾Ƶį¤ƺ¼İ

ƎŁ¿őĴƿƺ~£ËŭàŇ

ųĜǾôśożúƺÆň

őĴǎƻƨǄƵƩǊŁ¿őĴƺǗǐ

ƂŨĒcżƺÐǾĸÌĤ
ƵƧƳzÌƩǀơ ž

ȄȂȀȅȁƄƅĴƓŁ
ŦIƺÆňģƟǈęUƦǋǊŎſƞǇƾ
ƂŨĒcżý×ƺǅƺƵƧƳ©yƦǋǊŎſ
ȀƐƻƂŨĒcżý×ȁ
6~ĤƵƧƳàŇƠØǂƧƛ
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ƒƘŘcżƙŮ ƺǨǶǿǠǓǽƸŊƦǋƭÐN
¢Üëƺ£¤ŊvƴƻƓÝƺǘǳǶǨǤǑƸũ
Ƨƭź]*ƠĽǍǋƓƖăơƠƛŞaƗǅŊƦǋǊƷ
ƶƓĿúĴƺńûƸĢưƭLǉīǃƠ ŜŽƴëƺ
ÂƝƵƷưƭƔ
ƒƘĶďEcżƙ£¤ŊvƸ*ƩǊƄƅĴƠx
ƧƳăñƴơǊǇƜƓƄƅĴƺłwǉǆēŏǎĽƜăñ
¿:Tǎ£¤ŊvãƹƊƈ¯Ƹȃ ƺ7OƴũİƔă
ñ¿:Tƻ£¤Ŋv*ĴƺƟǈĆƺ»ļƸ
ǇǉsZȀÙȄȁƧƭƔ

ƒƘŘcżƙDÏĆƴƻƓ0ŰƧƭĚĝěGŐƺ
ŉV ő áƵƻ4Ƹú|ǲǸǽǤǑǐǟǽǠǿ/Ƹ ő
ǨǿǞ~£ǢǿǴǎİơƓŧŻ°ǾbvǎVǍƪƸkǎ¹
ƣƳǲǸǽǤǑǐƴ~£ƴơǊ őǨǿǞƸ~£ƧƭƔ
ƒƘŘcżƙŮ ÁŝhŚƺoŃæ£¤Ŋvƴ
ƻƓĕǾŮ ƠǥǒǙǿǬǝƺŊ&ǅ÷&ƩǊƥƵƵƷư
ƭƔú|Å:ïƴŊİƴơǊź°ƊƱǎƫƳƊƈƈħ
ƺüǎŢǉƓƬƺƸĕǾƠƓǥǒǙǿǬǝƺŊ&Ɔ*
òƷƶƇǎŊİƩǊƵƧƭƔ

ƑƄƅĴƺĀéǆ%ÿ¬ƺ§Aǎ³ƟƷƛǇƜƷL
īǃƠ¡ŁƔ
ƑK*ǎŬģƸtƧƳƛǊƄƅĴƺķĢƠŎ
ſƔ
Ƒ ƵƺƱƷƠǉƺƴķǈƺ7ǎł1ƩƥƵƠƓă
ơƠƛƸƱƷƠǊƔĽÄǆëƓǲǸǽǤǑǐƺG'ƺƓ
ăơƠƛƺơưƟƣƲƢǉǎÂ¿ƩǊƥƵƠ¡ŁƔ

Ƒl` ƺĿúĴƠÂ¿ƟǈøǋƷƛǇƜƸƩǊƥƵƠ
¡ŁƔ

ƑŹ|ĴƠú|ǅơĮơceƴķĢƧƭăñǎŠǊ
ƭǄƸƻƓŹ|ĴĝěÌŊƓŃæá°Ɠceñ=Â
¿ǟǽǠǿƷƶñ=ƺhƵƷǊÌŊƺÑÙ0Ơ¡Łƴ
ƚǉƓƬǋǈƺÌŊƿƺơǄĪƟƷÂ¿5ǎäĦƩǊƥ
ƵƠ¡ŁƔ

ƑĿúcƴ´ûƵƷǊCčçŲǆƓ őǙǿǬǝ áĴ
ƺçĶƺÑÙ\Ɠ áĴűţÀƸǇǊǙǿǬǝĭĮƠ
¡ŁƔ
Ƒ£¤ŊvģƸƞƣǊǗǐǙǿǬǝƺ½ǅ×<Ʒ
ËïƺȃƱƵĳƝǈǋǊƔ
ƑżúƺÌŊǨǿǞ¤jƿƺ~£Ơ¡ŁƔ

ƒƘ[ƙƄƅĴǾŁ őĴQƣƸƻŖƺƄƛ£¤Ŋ Ƒ£¤Ŋvģƺ,ĐǂƛƺĘ ƸŸƧƳƻƓĿ
vƠĬƦǋƭƔ
úƄƅĴƺăñƸǅũƧƭ åģƠíǄǈǋǊƔ
ƒƘŘcżƙodþǎŵƛƳ£¤ŊvƴƺǰǣǦƵ
ƺPǅōǄǈǋƭƔ
ƒƘŘcżƙ£¤Ŋvƿƺ*ƠrǂǉŽƺ
ǂƛƠĘ ƦǋǊÓûƴƓÌŊƿį¤*°ƧƳƛǊŁ ő
ĴƺbvƓ£¤ŊvƸƞƣǊăñƺÂ¿ǎĽƜ
ƥƵƠŪŁƵƦǋƭƔƬƺƭǄƸƓŉVĨ áƻ$èƦƫ
ƪƓǥǒǙǿǬǝƷƶƺÐƠ¤ƠǋƭƔ

ƑÓƟǈƓceǘǳǶǨǤǑǻǯǺƴl` ǎceƺ
TƵƧƳ¸ƝƭĺqƷŲƲƢǉǎĽƜƥƵƠ×<Ɣ

Ƒ! ¨g őƸĈªƧƱƱƓ őǾĝě áĴƵce
ƠƓÂ¿ǾǗǐǎ¡ŁƩǊĿúĴƺ¨gǎ±¾ƴơǊƥƵ
Ơ¡ŁƔƖce@µÂ¿ǟǽǠǿƗƺǇƜƷÎtƺ īǃ
ƸƬƜƧƭçĶǎ¶ƭƫǊƥƵǅĳƝǈǋǊƔ

ƒƘÊùĕŘcżƙŧŻ°ģƺšƵƻĉƷǊĂiƴĞ ƑĎú3ƺêŷƟǈbvƄƅĴƿƺũƠ¡ŁƔ
ƑbvƄƅĴƸŲƩǊ¨gǎ 6Ƹ±¾ƧƳƞƢƥƵƠ×
=ƺçƠõǉƓŜĶ8ƺǎ³ƢƵƛưƭăññ ƑŧŻ°ǆ£¤ŊvģƓšƵƻĉƷǊĂiƴƺ <ƔƬƺŸƓ! ¨g őƵƺŲǎÈāƧƳƞƢƥƵƠ
ĎċȀĄČ"ıȁƺŴèƷƶƺðªXŗƠƷƦǋƭƔǂ %ĥāƸ~ƩǊũƠ¡ŁƔ
¡ŁƔ
ƭƓÍƁǾǱǤǺƴƺM*ƷƶǅzÌƦǋƭƔ

ƬƺƓŦIƺú|ƺÆň
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ƏvÌĤƵĝěÌĤģƵƺţÀ

ƎŮÙĐ~£5ƺäĦ

ƂŨĒcżƺÐǾĸÌĤ
ƵƧƳzÌƩǀơ ž

ƒ£¤ŊvƟǈƺǃÕƝƻƓƄƅĴģƸƵưƳƻ
0ƺǘǳǶǨǤǑäĦƵƷǊƥƵƟǈƓĹ,Yvƴƻ
+`ƴ3ǄƳƖǖǺǿǮ?źƗƖǘǻǕǤǑǭǪǓǜǽǖƗƷ
ƶƠzÌƦǋƭƔ
ƒăñÂ¿ǐǧǫǒǚǿƓȈȌȆȀăñ¿:TƇƓăñĸ
ēŏTƓȌȇȌȀƄƅăñ¿:TȁƻxRĘōƓį¤
Óƺ~£Ɠ} ƺ¿:Ʒƶƺłwǉñ=ǎŰƧƭƔǂ
ƭƓȈȌȆǆȌȇȌƺ~£ƠD2ƴƷƛnűǾÏƺ~£ǎ
ĽƜƖx ǁưƵǡǒǵǺƗǆǔǝƺĄūǆǟǽǙǿƴƄ
ƅĴƺĉǎ«ĖƩǊǛǝǤǴƷƶǅťĄƦǋƭƔ
ƒceǘǳǶǨǤǑƴƺłwǉǎŤǄǊƭǄƓȌȇȌȀĚĝ
ěGŐƺĵTģȁƠĠơ¯ģƸƃƧƓceëǆȉ
ȋȊƵţÀƧƳłwǉǎĽƜƖƄƅĴķĢÂ¿ƽǌƼƗ á
ƠzÌƦǋƳƛǊƔ
ƒ.ĕĔőGƻƓůƨƥǅǉ ŴǆƓ ÔǈƧƺ
xǾ¦ǃƺēŏƸƺǊƖǂƯƺ %{ƗǎŰŊƔú|ĸ
,YvƴƻƓƄƅĴăñ¿:TƷƶƵǅţÀƧƳ
ñ=ƧƳƛǊƔ %ŲĴƸǇǊceƺ%ƲƢǉƵƓǘ
ǳǶǨǤǑƺñ¥Aǎđ·ƩëƺLǉīǃƠţÀƧƳ
ŰƦǋǊƥƵƠÙƦǋƳƛǊƔ

ųĜǾôśożúƺÆň
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!シルバーハウジング：高齢者が自立して、安全かつ
快適な生活を営むことができるよう、緊急通報システ
ムによる安否確認やＬＳＡ!生活援助員）による生活
相談や緊急時の対応など、一定のサービスが受けられ
るもの。"
!コレクテイブハウジング：個人のプライバシーを確
保するための私的な住戸を持ちつつ、食事や団らんな
どお互いに支え合う協同生活の場!居間・食堂・台所
など#を組み込んだ協同居住型の集合住宅のこと。"

ƑǛǺǫǿǪǓǜǽǖƓǘǻǕǤǑǭǪǓǜǽǖģƺ*
ƸǇǉƓĿúƄƅĴƺăñƺxyǎ_ǊƥƵƠĳƝǈǋ
ǊƔ
ƑȈȌȆȀăñ¿:TȁǆȌȇȌȀƄƅăñ¿:Tȁƺũ
İƓ)ìƷƄƅĴǆceƺ ƕƷƶƺceǘǳǶǨǤǑƠ
ğâĐƸłwǉƸŲǍǊ īǃƲƢǉƓƄƅĴķĢÂ¿ƺ
ce´ûƺÈ&ƷƶƓƄƅAĚƸHƧƭceƺłwǉ
5ƺäĦƠ×<Ɣ
ƑĿúƄƅĴƺǘǳǶǨǤǑJ9ƸǇǉƄƅĴƺăñÃW
ǆceǘǳǶǨǤǑƺñ¥AƸƱƷƠǊƵĳƝǈǋǊƔƥƜ
ƧƭLīǃƺƭǄƓ %ĝěŲĴƵţÀǎ_ǊƥƵǅĳ
ƝǈǋǊƔ

ŦIƺÆňģƟǈęUƦǋǊŎſƞǇƾ
ƂŨĒcżý×ƺǅƺƵƧƳ©yƦǋǊŎſ
ȀƐƻƂŨĒcżý×ȁ
6~ĤƵƧƳàŇƠØǂƧƛ
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ƎįȝĈűxƖĎǕÎŞ
ǈǕƭƀNǕĎǕÎŞ

ƬŤė²õǪǓƽǄǮȜǻǿȜȄƞ^Ǔǒǐ%ǌǉƞ Ǫǆ
ǦǡƸǥƭǚǧƴƵǽȜǿȞǢǶȓȕȇȂǭȍȗǸǐêƟ
ĥťȝÁƭƞ ƺƋƹǧǉƮŤėņǪƷǉêƟ&
ÎŊǢƞ ǖƭƊǅǁǡǥǕƏöǢ.ňǕĄǕ
qǑǡǓǥƭōāķǕǶȓȕȇȂǭǎƽǥǔ£ĵǌǉƮ

Ʃ&ŁÀ

ƬŖĎňǕęă§ŎǪÊÆǆǦǉǠƭħûƭVĲgƭȐ
ȗȜȂǭǬǴșȞȍƭðķǕOĞǔǣǥƭęă§Ŏħû
ȈȁȄƺŠĵǃǧǉƮħvŖĎňÊÆǢkmăEÃ
ž ðǓǒǪƋǄƭ=ƯǑuGǆǦŖĎňǕȇȞǼǔ
ªǄǉƮ
ƬưǞǋǎƽǥJŧƱƺVkmǐĿ¶ǃǧăEǪƋ}Ǆ
ǉƮJŧƺƖĎĤ¤ǕĉǕǐŠĵǃǧƭǶȓȕȇ
ȂǭǕñ¶Ǫ÷īǔQÝǄǏƵǓƵqWǕƴǦǁǑǓǒǡ
ÁÉǃǧǉƮ
ƬƄŜĞ ðǓǒǔǍƵǏûǕW²¢¶ƺŶżǔǓ
ǃǧǉǕǖƭØǂǨƹǤǞǋǎƽǥJŧǓǒƺóŋǄǏƵ
ǉkmƺǝǑǫǒǐƴǌǉƮ

Ƭª«ŠǐǖĔøǕġęǢ&ē´ƺ¯Ƶ.
ňƺwƽƭǶȓȕȇȂǭǪȏȞǻǑǆǦkmgǑƭİĮ
ǢIĠķǕƉ¬ǪÀǍvƃǕȐȗȜȂǭǬǑǕŽÈǔǣ
ǦòƯǓªƺiǤǧǉƮŖĎơƢňǓǒǛǕęƻƺƵ
ǎƽǥÊÆƺôƹǇǓƵăEǑǓǌǉƮ
Ƭª«ŠƹǤĎ§Ŏ0dǔıǌǉŖĎňǛ
ǕǬȜǵȞȄǐǖƭÓǄƵPƺǐƻǉǓǒƭª«Š
ǐǕęăǪš ǆǦĿèǡ¦ǤǧǏƵǦƮ

Ʃª«ŠǔƸƿǦǵǬǑǶȓȕ
ȇȂǭǎƽǥǕ"ž

ƨª«ŠǪ¨ǑǆǦǵǬǑǶȓȕȇȂǭñĻÊÆ

?ĸǑǄǏïŝƺãǞǄƵ

ƚ

ƫª«ŠǢơƢňķǔƸƵǏǖƭÓǉǓĘr
ǕǐŖĎňƺŏ|ǓǶȓȕȇȂǭǪñĻȝŁÀǐƻǦǣƶ
Ǔƅµƺ©ŗƮ

ƫª«ŠǐǕǶȓȕȇȂǭŁÀǕǉǠǔǖƭ7æǦ ƫª«ŠǔƸƿǦǶȓȕȇȂǭŁÀǕǉǠƭ ?ǔ
Ɛǥ×~ǕǶȓȕȇȂǭǪŁÀǆǦǁǑƺâDǑǃǧǦƮǈ ěkī#ķǔǍƵǏïŝǄǏƸƽǁǑƺâDƮ
ǕǉǠƭª«ŠǪ.ňǕ¥?kŸ'ǔī#
ǆǦǁǑƭ×~ǶȓȕȇȂǭǪ?ÄǑǄǉ.ňƁ ƺâD
ǑŇƷǤǧǦƮǞǉƭ$ÑkǛǕª«ŠŠǡȢ
ǍǕÔĂǐƴǦƮ
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ƫǶȓȕȇȂǭŁÀȝ5ęǕǉǠƭ×~ǕưǞǋǎƽǥJŧ
ƫŖĎÞǕǶȓȕȇȂǭŁÀȝ5ęǕǉǠƭ ?ǔưǞǋǎƽ
ƱķǕľńǪăěǆǦǁǑƺŇƷǤǧǦƮ
ǥJŧķǕĿ¶ǢǈǕăEƱǪÊÆǆǦǁǑƺŇƷǤǧ
ƪvjǶȓȕȇȂǭǢƄƃǕŒǓǶȓȕȇȂǭķƭƠ ǦƮ
ƄkmǔĒâǓǶȓȕȇȂǭǔǄƭȫȭȬķǪŻǅÊÆǆ
ǦǁǑƺŇƷǤǧǦƮ

ƬƲŰkƖƭŰĀkƖƳƂƕęăǪŹǦơƢňƺō ƫĎ¤ǕÛƵùƑƹǤƭŖĎňǕ¨ŲƘǕ&ǎƽ
ĜǓęăƹǤǪEƹǃǓƽǓǥƭĵǋƺǧǓƽǓǦǁǑ ǥǔƅµǄƭÊÆǆǦǁǑƺ©ŗƮ
ǪƏƾǉǠƭėĠĂtǢ#&ǓǒƉƺ ƏǕǉ
ǠǕſEÁķǔRǥľǫǊƮ

Ʃª«ŠǔƸƿǦǶȓȕȇȂǭŁ ƬǶȓȕȇȂǭǕŁÀǕǉǠǔǡƭǒǕǣƶǓŗǪĊǉǇ ƬƲexkƖƳexkƖǕxƇǕ0Ģª«Š
ÀĸǕïŝ
Ǘ$ǕÑkǔƸƿǦª«ŠƺŠǐƻǦƹǪ3 ǔěǕȄǮȚǢM¸ƺǓƹǌǉǁǑǔǍƵǏƭØåǐǖ
ĢǔïŝǆǦǁǑƺ©ŗǑǕ²ŘƺƴǌǉƮ
ýċƺƵļƔǓǡǕǊǑ¼:ǆǦŘŚǡƴǌǉƮǄ
Ƭª«ŠǔƸƵǏǖƭĖƍƺZƹƵWǩǇǑǓǦ ƹǄƭȄǮȚǢƝ\Ǫ1XGǆǦǁǑƺƊǅǁǡǥƏöǔǡ
ǣƶǓǶȓȕȇȂǭǔƅµǄǉ·ǕƅŅƺǓǃǧǉƮ
ǍǓƺǌǏƵǦƮ
Ƭª«ŠǐǖƭơƢňȝŗÆŨň+-Ǒ½ƁǔǣǦ ƬƲexkƖƳŠgkǕǔǖƭ¥?ǕkmKǐƴ
.ǔǣǌǏƭơƢňȝŗÆŨňǗƹǥǕgkƺǐƻǦǓ ǦĭHȟǶȓȕȇȂǭȠǂǑǔ8ƹǧǏ.ƺǓǃǧǏƵǦǡ
ǒǕ%ǥƺęǅƭǈǕ¤ǕǶȓȕȇȂǭǎƽǥƺţƜǑǓǌ ǕǡƴǦƮǄƹǡîǂǑǔĭHYƺÜşǃǧǏƵǦƮ
ǉƮ
ƬƲƍçxƖĎƳŠąqƭŠƞoƭŉð ¹ǓǒǕ
ŌÞĢǓĭİĮÕŠǕŠŅƺĽAĢǔiǤǧǉǁǑǔ
ǣǥƭúŴĢżǢƹǓęăǕf§ƭĭǕ ƺ¦Ǥǧ
ǉƮª«ŠǊƿǐǖǓƽƭǶȓȕȇȂǭÕŠǖǡǑǣǥ
ƞoǢąqƭaǓǒǪŠǄǏęăÊÆǪiǌǏƵǦƮ

×~ǶȓȕȇȂǭǕăEÊÆ

ƀNǕÎŞķƹǤĬ`ǃǧǦţƜƸǣǙ
ƠƄĤkƖĒâǕǡǕǑǄǏ± ǃǧǦţƜ
ȟƪǖƠƄĤkƖĒâȠ

ƬƂƕ¹ǐǖƭ¡9ƹǤk,ōāǢćƏgķƺĹėſ ƬƲƍçxƖĎƳƖĎǔƸƵǏĝ4ƺƅŀȝÍÆȝĥ
ƫŖĎ¡9ǕùƑƹǤ§ŎǔZƿǉǶȓȕȇȂǭŁÀƺ© ƫŖĎkǕǶȓȕȇȂǭŁÀȝ5ęǔǖØƙƹǤǕǶȓȕȇ
dǕ¨ǑǓǌǉǢƭkm/ǐōĢǔƂƕňª »Cǔ ǔ£@ǪèǉǄǉǁǑǐƭƏĎǢƄœÌǕ ŗƮ
ǵȞǹȖȜƺƆŗǐƴǥƭƏĎǑƍŽǄǏkmǕǶȓȕȇ
ǪœǌǉkmǡƴǦƮǁǧǤǕ ǖƭßùƹǤkmǕǶ ƹǤǃǤǔĝ4ǕƆŗƺsǄǉƮ
ȂǭƺǣǥÂǓǡǕǑǓǦǣƶƭÊÆǆǦǁǑƺŇƷǤǧ
ȓȕȇǵȞǹȖȜƺǐƴǥƭǶȓȕȇȂǭƺĐ¶ǄǏƵǦk
ǦƮ
mƭëƋËǓǒƺœǩǧǏƵǉëǔǟǤǧǉƮ

ƨª«Š.ǔƍǆǦǶȓȕȇȂǭŁÀ

ƨł«ÞǕkmǶȓȕȇȂǭăE

ƠƄĤkƖǕ§Úȝ§ŎÕĸ
ǑǄǏÕǆǜƻ ƚ

ȣȡȟȥȠǶȓȕȇȂǭǕŁÀȝ5ę
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ƫęăǪǠƾǦòƯǓţƜǕŚÿǔǖƭûǊƿǐǓƽƭ
ƵƯǕOĞƺ©ŗƮǞǉƭûXtǢvƃǕÊÆ
ňǪǍǓƾǔǖƭăEǕ¿ďǑǓǦưqƱǑƭòƯǓ7Ƶ
ǪǶȞȃǭȈȞȄǆǦưǲȞȊȞǾȜƱƺƆŗƮ
ƫÓǉǓǶȓȕȇȂǭñĻǕǉǠǕǶȓȕȇȂǭȝǷȑȞȄƺ
©ŗƮ

ƫȭȰȯȨȟ¨Ģv)¤ǻȄȚǻƒȠķĽįĢǓbƜǔƍ
ǄǏǡƅµƺ©ŗǐƴǥƭǈǕǉǠǕƉȝƉľńķ
ǔǣǥ6ǆǦǁǑƺŇƷǤǧǦƮ

ƀNǕÎŞķƹǤĬ`ǃǧǦţƜƸǣǙ
ƠƄĤkƖĒâǕǡǕǑǄǏ± ǃǧǦţƜ
ȟƪǖƠƄĤkƖĒâȠ

Ʃ§ŎǞǋǎƽǥ<ǕÓǉǓƋǛ Ƭ§ŎǕǞǋǎƽǥǖƭǞǋǎƽǥJŧƺƭǞǋǎƽǥȍȗ ƬƲŰkƖƳÓČǐǖƭŰkƖǪSƿƭŖĎňǕęă
ǕÊÆ
ȜȆȞǢxǕĪĳňǓǒƉǕCśǪ¦ǏžǠǤǧ §ŎǪÊÆǆǦƌÊÆľńǑǄǏưŰ§ŎûŧƱ
ǉƮǞǉƭȌǰȇȁǳǻÃž_ķƺ°pÄǢǮȏȜȄǓǒ ƺŠĵǃǧƭȫȭȬƭƗŧ¹ƭȒǻǶȓǢk,xǕĪ
ǪœƵƭŖĎûXtǕǍǓƼºǑǄǏǕ£@Ǫ¾ǌǉƮ ĳňǓǒƺ¨ǑǓǌǏƭĚûǪůƷǉǍǓƺǥƴ
ƬxǐǖÎ_ƺĪĳăEǕĘǑǄǏƭǞǋǎƽǥǕţ ƵƭCƿƴƵƭÊƷƴƶăEǪƋǄǏƵǦƮ
ƜŚÿǔZƿǏǬȅȉǮǻǪǄǉǥƭęƺǞǋǎƽǥǮȏ ƬƲŰkƖƳvƃƹǤwƽǕÊÆňƺ.ǌǉǁǑǡƴǥƭ
ȜȄǕĞȝÕǔOĞǆǦăEǡœǩǧǏƵǦƮ
{¬ǕOBƺǓƿǧǗđ ƺÿǞǤǓƵǓǒƭ0Ƌ<Ǒ
ƬœÌǔǣǦȐȗȜǿȘȞăEǛǕăEC¶nƈǕŠŅƭ û<ƺ¾#ǃǧǦǣƶǔǓǦǓǒǕďǐƭkmǐǕŢǄ
ưǄǟǫnƈȝȪȬȦȩƱǓǒûƌǕC¶óƍǢƌÊÆľ WƵǕǻǿǮșƺxƻƽuǩǌǉǑƵǩǧǏƵǦƮǞǉƭ
ńǔǣǦȫȭȬǛǕÊÆƺƋǃǧǦǣƶǔǓǌǉƮ
?ǔǖǓƹǌǉƓőƌǕ°pÅƺ}ǞǌǉǝƹƭŖĎ
ƬƖĎǪóǔðǕ²ŦƺuGǄƭðûǑǄǏƭkm k4ǐǕƓőƌĶ ǑǡƵƷǦkmǎƽǥăEƺăġǔǓ
ǕǞǋǎƽǥăEǛǕJŮƭkÔ01gķǑǕƏĎJ ǥƭŖĎkvǡ[ǠǉȈȁȄțȞǳǡęǞǧǍǍƴǦƮ
ǕŃĿǓǒǔRǥľǫǐƵǦƮ
ƬƣƦį·ȟǶȓȕȇȂǭȝǷȑȞȄǽȜǿȞį·ȠǓǒǔǣǦ
ŐǕìlǕòƯǓǶȓȕȇȂǭȝȋǺȈǻȟkmǕǔǣǦ
kmǕǉǠǕûăEǢû ðȠƺƭŖĎk§ŎǔƸ
ƵǏUƛǄǍǍƴǦƮ
ƬƄŜĞ ðƺÕǃǧǉkmǕǞǋǎƽǥJŧǕ
ǔǖƭ ðǕ äǪŷƷƭŚÏǄǉǥōāǔıœǆ
ǦǓǒƭÓǉǓƋǔžǟ7ǄǉǑǁǨǡƴǦƮ
ƬĝĢǓòĥǪǡǌǏƵǉŖĎkǐǖƭÓǉǓĚðǪŊ
ǟƭÓǉǓňǪŷƷ.ǧǦǁǑǔǣǌǏƭŔǕ5ęǪ
iǌǏƵƹǓƿǧǗǓǤǓƵǑƵƶţƜǔRǥľǫǐƵǦƮ
ƬŖĎkǐǖƭ01ĢǓţƜǔǆǦ¾ƵºǕwòGƺ
ŘǤǧǦƮǈǕǣƶǓEƻǪSƿƭǶȓȕȇȂǭǕſdǖƭǁ
ǧǞǐǕkmŕĢǓKľńǔǣǦǡǕƹǤƭwòǓă
Eǐñ¶ǃǧǉƋƹǧǉȈȁȄțȞǳľńǛǑıœǄ
ǍǍƴǦƮ

ǈǕƭƀNǕĎǕÎŞ

ƫǶȓȕȇȂǭă¬GǕǉǠǔǖƭ#&ƍ!ňǔǣǦkm
Ǖ&ǎƽǥǑƭǶȓȕȇȂǭǕă¬GǪģÁǆûǕRǥ
ľǟƺŽÈǆǦǁǑƺâDƮ

ƬwƽǕƺƭ ƵÇǧǔǣǦǹȖȁǳƭÖǢũĚǕc
zƭƂƕ¹ƭª«ŠķǛǕıœķǕ«čǓęău
GǔxƻǓǻȄȚǻǪ³ǅƭĽįĢƭŲĢğǪæǄǉƮ
ƬȭȰȯȨķǛǕªǢĽįƒňǕÊÆǕǉǠƭ2ħ
ǖŖĎkȢȤǱ¹ǔưkmǁǁǨǕǵǬǽȜǿȞƱǪŠĵǄƭ
#&¹ķǑŽÈǄǉăEǪƋǄǉƮ
ƬǁǁǨǕǵǬǽȜǿȞǕăEǐǖƭÊÆňƺĤÂŖĎň
ǕǡǑǔ7ZƵǏƵƽǬǯȄȘȞȀăEƺƆřǃǧǉƮǞ
ǉƭōĜǕơƵľńſdǖƭ¨ėŉȝİĮŉȝĦŨŉȝ
IǓǒǕwŉĲJ*ǔǣǦkmȔȜǿșȎșǻăEǪT
ŋǔǄǉƮ

ƎįȝĈűxƖĎǕÎŞ

ƩkmǑŽÈǄǉ#&ǑǶȓȕȇȂǭă Ƭ0ĢŭŬǕ.ňƁ ǖ0FƺL>ǐƴǦǉǠƭ
¬G
ǈǕĺh4ǐƭơƢňǓǒǕ+-éǢª«Š.
ňǕ+-éǓǒǕòƯǓyƺǓǃǧǉƮǞǉƭü¨Ǖĩ
ǧǉňXtƺXgkǔ.ǐƻǦǴșȞȍFƓǢƭ
Ù;Ǖ§Ŏ0dǔ.ǄæĢǔãkmǛǕų
ǡǐƻǦà .ǡÕǃǧƭơƢňǕƌƍ!Ǫ#Ǎ
²]ǐâDǊǌǉƮ
ƬĎ§Ŏ0dǔƸƿǦĹė<ǕĵǀÊÆǑǄ
ǏƭōāķǑŽÈǄǏbƜǔªǆǦưƵƻƵƻħÃ
ž_ƱǕŠŅķƺœǩǧǉƮ
ƬƊǅǁǡǥ ƏǢƭáǤǄǕȝ®ǟǕĥťǔǕ
ǦưǞǋǕ#&ƱƺƋŠǃǧƭ#&ƍ!ňǔǣǦkmǕ
&ǎƽǥǑƭǶȓȕȇȂǭǕă¬GǪģÁǆûǕRǥľ
ǟƺŽÈǄǏƋƮ
ƬĭİĮĂǢȫȭȬǔǣǦkmǪƻŵǫǊŘǥǪ
"žǆǦǉǠƭ§Ŏ0dǕĴƻ·ǢǶȓȕȇȂǭȍ
ȗǸǓǒǪ¿ďǑǄǉươƢňōĵÊÆǘǨǗƱǕÐ(ƺ
žǫǐƵǦƮ

ƨŖĎơƢňǕǶȓȕȇȂǭ5ñĻÊÆ

ƩƥƧƦƤķǔǆǦǁǁǨǕǵǬ

ƠƄĤkƖǕ§Úȝ§ŎÕĸ
ǑǄǏÕǆǜƻ ƚ
ƚ

ƫðǢûƺûăEǪÊƷǦÒGǕĆźƺþ
ǠǤǧǏƵǦƮ
ƫȧȯȮȟðǕĭĢūȠƺbǩǧǦƭðǖßù
ƹǤƏĎăEǢǞǋǎƽǥǔOĞǆǦǓǒƭkmǑǕĄ
ǪŊǟƭðÒGǑǄǏkmŪĕăEƺ ĨǆǦǁǑƺã
ǞǧǦƮ

?ĸǑǄǏïŝƺãǞǄƵ

ƃ
ƃ
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ƙ]ŸĂüƛÁđƧŘƸƻƢƵƂÕǾfl+łǁÏ
ǍķñĩǀŨƯƵŢĨėǁĦƧňưǏǒƵƜķñƯƵ
*ĕüǁŝŒ§wuĘƧũĹƿņżƽƿƸƵƜ

ƖHƁėǅǁĦ

ƙŤŷǍŀÕİėƽǁůƦǏƛŞ>bǁ8þƧ9
űƮǒǑƿƾƛŞ>bǁČ ƧņżƽƿǑbMƧơƸ
ƵƜ

ƖÕ ėǁŀm

ƙăÕƱǑƽƢƣøpĄĴ>ƧÉÞǁƭƭǓǕGǐƱ
ƨƸƦƫƽƿǐƛƭƭǓƧāƮǒǑƭƽƧŃŉƮǒƵƜ
ƙǢǞǿǹǝǚǼǣǷǿǍƛ¸īį¤¸SƧŨĦƮǒ
ƵƜǈƵƛǝǚǼǣǷǿƶƫƼƿƪsÀǍ¸ĪSǀǎǑǠǗ
ǁĹƧŃŉƮǒƵƜ
ƙţ*ǁüäaąǕČĔƱǑƭƽǕŚưƻƭƭǓǁ%Ǖā
ƳǑ¿ŀƽƯƻƛďǺǙǼǱǿǬǚǢǍæžǁsƧ»#
ƮǒƵƜ
ƙƇƆǕĠƻǌƛŸñǀǎǐǁ"ǀ¸īĄŨ
ǕĹƽƱǑ*ĕüƧƢǑƜ

ƙ[ƼǂƛĐĔlÕǁ¿ŀÂµ±Ǖ¦(ƱǑƿƾƯƛĐ
ĔlÕǁÂµ±ǕĴƸƵƜ
ƙLēlÕƽƯƻŃIƮǒƻƢǑd[lÕǀuƯƻǂƛ
1ėǀųƯƻ[ǁĸ;ūƧűǏǒƛfƨƿŋ¤Ƨüư
ƵƜ
ƙ[ǀǎǑĐĔlÕėǀuƱǑÂµ±ƄĐĔlÕ¿ŀ
ñrÂ ØǀuƱǑĸ;ƅǀƹƢƻǂƛðûñrǀu2
ƱǑƵǋǁó7ǁŌ·±;ėǀůƱǑãƄÇRƉƍã
ĖƇƋƆKƜƝðûñrãƞƽƢƣƜƅǀaƺƨĴǔǒƻ
ƢǑƧƛNãǁuŊƽƿǑlÕǂƛlÕ¸īãƄÇRƈƈ
ãĖƈƌKƅĖƇÑǀĻoƱǑƝĒ\ƛxlÕƛlÕƛ
ƂėlÕƛė¸īlÕƛó7µ±lÕƛflFǄƂė
vŬlÕƞǀűǏǒƛv!lÕǂuŊƽƿƸƻƢƿƢƜ
ƚƯƵƧƸƻƛŰďǾèŒfŸñFǄ½ïŏ]Ÿǁųǀ
ǂƛv!lÕǀƹƢƻǂƛðûñrãǀaƺƪÂµ±Ƽ
ǂƿƪƛ7ř ęĦǀǎǐÂµ±Ȁĸ;ūǕȁǕ
ĴƸƵƜ

ƖjƾǌŠǁƭƭǓǁǠǗ

ƖĐĔlÕėǁÂµ±

ƕjƾǌŠǁǁǠǗǅǁGǐğǉƛ¼AŌǅǁĦǁÐÖA

ƙlÕǾĒ\ǁ1ŭǀǂƛǷǙǮǷǙǼǁÂƧfƨƿ
ŹǕFǇƯƵƜÕİǁķñǍŤŷ8þǀǎǐÕİƧ
ŐƯƵƵǋƛŀ¸qǁŀƧĴǔǒƵƜ
ƙƃď}¸īiSƼǂƛlÕǾĒ\ǁÃÏ1ŭǀO
ƫƻƛƝlÕ1ŭǁŽ^ƞƽƯƻƛƄƇƅDöŭÕƛƄƈƅÐÕİƽ
ŀÕİƼǁŭÕƛƄƉƅŀÕİǁǉƼǁŭÕƛƄƊƅĬÈÕ
BǀǎǑŭÕƛƄƋƅQŖÕƼ4¹ƯƻǁŭÕƛǁƋƹǁǤǙ
ǯǕčƯƵƜǈƵƛƝlħ§wǁŽ^ƞƽƯƻǂƛƎȁlĝǁ
1ĤƛƏȁ Ŧ©ØƛƐȁŵ«Õėƽǁś²ǀǎǑ4¹©
ØƛƑȁÕB0ǁ¿ŀ8þƛƒȁ¸qǾ|dǁþƛƓȁ¸qǾ
ó7¸qƿƾǁþƛƔȁ}ǾĊ¿ŀǁ8þƛƽƢƣ
ƍƹǁǤǙǯǕčƯƵƜ
ƙ/Ċǂ]`ƼñrėƧơƸƵbMǀlÕ1ŭǕµ
±ƱǑƝŸñǾlÕµ±ǥǿǴȀȊȈȐȑȋȁƞǕŀĦƯƵƜ

ƖlÕ¸īǁÃÏ1ŭ¾Ę

ƕlÕ¸īǁÃÏ1ŭ

ƙŸñǀǎƸƻŕÕǕ&ƿƪƮǒƵ*ĕüǂȅǕ
ŎƤƛÓŔƿŕ+lėǅǁĦƧĹƽƿƸƵƜŕ3)
ǂ,[ǀǔƵǐƛsÀƧǭǷǭǷǀƿǑǠǿǢǌơǑƿƾƛ
ķñĩǁĠêĄǾĜďĄŋ¤ǂfƨƦƸƵƜ

ŰďǾèŒfŸñǁ¸Ŀ

ƖÈĄŕ3ėǁµ±

ƕ*ĕǾüǁõâ¢°ƽÈĄƿŕ3ėǅǁu

ƀŧć]ŸǁÂǾį¿Ę
ƽƯƻp¿Ʊǆƨ ź

ȄȂȀȇȁ¸īǾ¼AǁÂǾį
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ƙƟŏ]ŸƠ½ïĊƼǂƛlÕǁ1ŭƧ]`Ǖ'àƺƫ
ǑƭƽǀƿǑƭƽƛÕƧȄŜŮģƪƽ©ØÈŮǁW
ƧYŷǀƿǑƭƽėƦǏƛ,ÕǁÕÏŮǕȄŜŮ0ƽ
ƱǑĆÙǕoǋƵƜ
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ƘŤŷĩǀǎǑŤŷǁĭŞVƛ]`ōìǁäþǕ
ŻǀĦƨƹƹƛŤŷƽƿǑlÕǁ1ŭĽÿǕ×ľƯƛ
ÈƦǏĴ·ƛ]`ƛlÕƧƽƿƸƵ9Ǖ»Ƥƻƥ
ƪƭƽƧÍ=Ɯ

:uĘƽƯƻ×ľƧÎǈƯƢ

ƘjƾǌŠǁlǄǕ ŴƱǑµ±ĦǕ×ľƯƻƥƪƭƽ
ƧĨƤǏǒǑƜǈƵƛŕÕǀƣ ģƨǁĚĞAǍƛzl
ǀůƱǑÊŽǁÊǁĢAƿƾƛķñÈǀ#ƤƵ,[
Ąƿ ? ģƨǁ=÷AǕ×ľƱǑƭƽƧĨƤǏǒǑƜ

Ƙ-ĔlÕǁǉƿǏƲƛĐĔlÕƛLēlÕǁÂǀů ƙ[ǀƥƢƻƛ[ßüäǁŦƼơǑ¸ī¿ŀǁÂǕ
ƯƻǌŨƧĹƜ
ZǑƼƛðûñrãǁÂµ±ǀv!lÕǕPǋǑ
ƭƽƧĹƜ

ƘjƾǌŠǁƭƭǓǁǠǗǁƵǋƛs ǾlÕǾvŬsė
Ƨś²ƯƻGǐğǊƭƽƧĹƜ
ƘjƾǌŠǁƭƭǓǁǠǗǁƵǋƛÃÏǀlÕǅăÕƮƳ
ÁǀŗƢüäǕƮƳǑƭƽƛŤŷƼǁǱǷǼǨǘǗä
>ƿƾƼYŷƿõâǕ ǐŏƤƻƢƪf5ƮǕlǃƳǑƭ
ƽǌũĹƜ
ƘķñĩǁŸñǁŕ{ǍĠêĄǾĜďĄŋ¤ǀÓŔǀ
uƯƛjƾǌŠǁlǄǕ ŴƱǑµ±ĦƧÍ=Ɯ

ƘlÕǁÕ ǅǁŀmŀĦǂƛķñĩƧ: ƘŤŷǾŀmėƽƯƻǁ8þƧoƮǒƻƢǑ
{]ǁŗƪƼüä1ǀGǐğǋǑƽƢƣǵǸǦǩƧơǑ lÕ¿ŀǀƹƢƻƛÕİǾÕ ėǁË¿ŀǕơǏƦưǋ
¾ƛlÕ¸īǅǁŹƧfƨƪƛÃÏļçǀOƫƵG ×ľƯƻƥƪƭƽƧĨƤǏǒǑƜ
ğǉƧĹƜ

ƘlÕƧÂƱǑƭƽǂƛ]`ǁǡǳǶǫǨǘǀǌũĹƼơ
ǐƛlÕǁÃÏ1ŭƧáǋǏǒǑƜ
ƘjƾǌŠǁÁǕGǐƱƵǋǀƛlÕǂÁǌÃƢ1
ŭƧáǋǏǒǑƜŤŷƽƿƸƵlÕƼǂƛŤŷƽǁ.
kǕZǐƿƧǏƛlÕ1ŭǀGǐğǊĹƧơǑƜ
Ɨƀŧ]`ƼǂšőŶŚlĩƧeƢƭƽƦǏƛŚlYŷ
ĩǅǁuǀƹƢƻ×ľƧĹƜ

ƘHƁǕ¬ƤƵ*ĕǾüǁ+łÁđėǀůƯŨƧ
ĹƜ

ƘŕÕǕ&ƿƪƮǒǑ*ĕüƽƴǁ~ǀuƱǑŨ
ƧĹƜ
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ƙ¼ŦĉǂƛŸñǀǎǐ{bǕgƢƛüäǾ{ǀ
YƸƻƢǑd[ĀlüǍķñzlüǀuƯƻƛƄŌƅÁÐ
[ų¸īCƛƄŌƅÁÐŅ¸ī¨įCǕŚưƻÈū
ǕµġƯƵƜ
ƙķñǀǎǐd[ĀlüǁƵǋǁtİƧĲƯƪŐƯƵ
/ĊǀƛĀlüǁüäúcǁ¶UFǄ[ųå¥ò
ǁ»#ǕĆĄƽƯƻƛ/ĊƦǏŀþ]ǁ¯ǕHƫƛ
ƄŌƅÁÐ[ų¸īCƧ/ĀlüſǕŀƯƵƜ

ƙ¼AŌ§oǕHƫƵÝJĄţýǂĸ;ǀǎǐ!Ƨƿ
ƮǒƵƧƛ§oǕHƫƻƢƿƢbMǂÂƮǒƿƢǈǈǀ
ƿƸƻƢǑǌǁƧơǑƜs|ǁ´EǀǎǐsŌƽ.ǀ24
ƮǒƵ¼AŌǌyƿƪƿƦƸƵƜ
ƙķñ]`ǁ1ŭĂǀƣ_ĳ¼AŌŇÔǁp¿Ƨņ
żƽƿƸƵƧƛĂªÒǕ]`ǀť'ƱǑłǉƧp¿Ʈ
ǒƛ=ÒǕƬƵƜ

ƙıĵ¼Aä>ǀƹƢƻǂƛŸñǀǎǑć«Ąķrǂǌ
ƽǎǐƛǰǿǹǁķñǀǎǑ-îǁÜǍŸñćǀǂ
ĭěǌĈÛƢƶƜĥħbǍĂĶǁbǕgƸƵıĵ¼A
Xƛ-îǁÜǍüºǁëyƿƾƼĠêĄǀ¡³Ǖ
HƫƵıĵsǌeƦƸƵƜ
ƙıĵ¼AǁįǕôƯƵǗǿǩǾǛǙǪǾďƿƾǁä
>ǂƛĔƷƧǐǁÃƮƛÓŔƿä>ƛ}ßĄ.ėǀƥ
ƢƻƂƪŁƮǒƻƢǑƜ
ƙĴ·ǍØǾȍȏȎƿƾǌƛķñĩǁǁįǕĆ§Ưƛ
ıĵ¼Aä>ǁ¨įǀGǐğǖƶƜıĵ¼AǂĎǀ
IÚƿ-.ŌƼơǑƭƽƧƛķñ]ǁįşđǀƥƢƻ
ÄČǀƿƸƵƜ

ƙŸñćǁé ǁƼŭ$ƮǒƵÆǁŢ£ƂÕŪùƼ
ǁ/@ǁäœǍƛƝƧǖǃǓƣȌȎȉȊƞǕ®ƬƵǯǻŪ
ùǾǜǸǦǞǢǁǸǿǟ9ĺƿƾƛǢǲǿǧǂķñĩǕ<ǈ
Ưƛ'àƺƫƵƜ
ƙ/ĊƼǂƛċ ƧŸñȆǽÌǀ[ńĮǕĶÄƯƛ
ķñ]ǀƥƢƻǌį Øƽƽǌǀƛ[ǁí#ƧŝǋǏ
ǒƵƜȃȆȇÌƦǏŭ$ƮǒƵƝǁưƩƪ/[ƞǍ
ćǁ,[ŴrĩǢǲǿǧfƝǁưƩƪ/fƞǂƛ
½Ƶƿ3ƢƽåǁbƽƯƻƛfƨƿÒǕơƬƵƜ

Ɩ¼AŌǁÂǾįuĘ

Ɩ¼Aä>ǁÂǾįµ±

ƖǢǲǿǧǁ¨į

ŰďǾèŒfŸñǁ¸Ŀ

ƖķñƯƵĀlüƿƾǅǁĦ

ƀŧć]ŸǁÂǾį¿Ę
ƽƯƻp¿Ʊǆƨ ź
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ƘǢǲǿǧǀǂķñĩǕ<ǈƯ'àƺƫǑƿƾǁ=ÒƧ
ơǐƛ¿ŀėǁÃÏÂǍǢǲǿǧ¨įǀOƫµ±ƱǑ
ƭƽƧĨƤǏǒǑƜ

Ƙ¼Aä>ǁÂǾįǂ]`ǁįǁƵǋǀũĹƼơ
ǐƛÃÏÂǀOƫµ±ƱǑƭƽƧĨƤǏǒǑƜ

Ƙ]`ǁ¼AǕ¤ƣ¼AŌǁÂǀƹƢƻǌŨƧĹ
ƼơǐƛnÅǀ24ƯƿƢǎƣĀƱǆƨƜ

ƘķñƯƵd[ĀlüėǅǁŨƧĹƜ
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ȀƗǂƀŧć]ŸóÍȁ
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ʝɭǄ¤ʐ˴ýň͌ýȉŃǞ
˰ˡˮÂŃˣ˼˗ʕ

˰ˡˮ˴ǫƏșÆ˰˦˴÷ʔ˻˴Éă
ɦz˴ĸȧǜ˕̈ǎ˟̋̊ȱʘ˔̇˸
ʝɭǄ¤ʐƦŔ˴̃˴˰ˡˮĉÁ˟̋̊ȱʘ
͏ˆ˵ʝɭǄ¤ʐƦŔ͐

ȞƲũ̷̒͋ͅ˴ŊŖýň

˅ƲũQƱˉʡél̄ūɠɐī˳
˛˨ǕĴĮ

˅

ˈNêǆ˰ǐđß˵ˉŁˡˑǫƏƯª˳˹˟̍ˡˑ±Ŭ˲
ũ˖ʉǗˣ̊ĝƠ˴öď̎ǃĠˡˮƲũýȉŜ,ǜ̎
Ńȕˡˉǔ˴ƐĪȚbˉ$XȔɆ˲˱ˉĝƠ¤nɢS
ũ˻˴ĴĮ̎ǗŪǀ˳ȕ˫˨ˊ
ˈŒŁ˴ʡéęȖ̄ǈȷ̎ƆƳˡˮŁȠũ˳şĹ˳ġ
̹̩͍́͋͂ũ̎Ɇɴʒ˕̈ĴĮˣ̊˨̂ˉˌŁƲũ_
ɠ̸͉̜̿ͅˍ˯ďɺTɲ˯˴ǋǘɼƾɃ˳Țbˣ̊˰˰
̃˳ˉˌŁƲũ_ɠ̶̧̙͇͂ˍ˯ţðěɆǜ̎ȕ˫˨ˊ
ˈŁƲũ˳̇̊_ɠǀƲũýȉ̎ǃĠˡˌ͏Ƚ͐ŁƲũ_
ɠǋǘűū͏ʺʸʽʻ͐ˍ̎ȪǛˊ²ũǜ˴ɼĵƦȫ̎ Ì
ũ˻ǒɐˣ̊ˌęȖǒɐ̧̥͍͋ˍ̄ˉ²½ǜ˴ǋǘď
ş˴Ʀȫl̎ɢ̂̊ˌʿʹʻ˷̆˒˞ˍ̎Ȫǹˡ˨˽˕ˉƲ½
Àɡİ̎1ɢˣ̊ǳǅȳǚ̎ļ<ˡ˨ˊ
ˈșƟ¤˴ƲũýȉŃǞ˖̃˨̈ˡ˨\)Ƴ˰ˡˮˉȘɚ
Ʋũ̎ì˟˥ˉșƟ¤˴Ʋũūɠɐī̎ɣ̈˥˨˝˰˖
Ġı˟̋ˮˑ̊ˊ
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ˇșƟ¤˴ǫƏýȉ̎Ƨñˣ̊ǜ˴ǃǀ˯ƦÁƲũ˻
˴ĴĮ̎ȕ˒˝˰̃ǽ˓̈̋̊ˊ
ˇȘɚƲũ˻˴ɦ]˲ĴĮ˵șƟ¤˴Ʋũūɠɐī̎
ɣ̈˥̊˨̂ˉƲũĴĮ˴ʇ˳˵șƟ¤˴Êŝ˴Ʋũū
ɠ˻˴ɮĎ̃āȞˊ

ˈǐđƓ˵ˉƓƔűȃ˴ýňù̃ŏŻ$əǜ˳̇̉ˉJ ˈˎɾŞ²ʐƟˏʐƟ[˴ůƈƓ˴ɓSʙ̡̔̐˵ʰʫʦ̎ ˆʡé˳ǫƏűȃǜ˖ʉǗˡ˨ʝɭ ˖șƟˡ˨©˴
ƓȎȍĻˉėȿƥɳ˖ʐƟ[˴żƖ˳˵ýˡ˲˕˫ ɉ˓ˮˑ˨˖ˉʐƟù˳˵ǐđƓ˰²ɿƓ˳ɜɐ˟̋ʮʯʦ ǫƏǀ÷ʔ˵OǫƏK&˴̀˲̈ˤʇǫƏ˳̃}˺
˨ˊ
Ǔé˴̡̔̐˳$Ȓˡ˨ˊ˝̋˵ˉʐƟýȉ˳˔˛̊ůƈ ̃˴˰ǽ˓̈̋ˉƲũ˴ɖɟ˲ýň͌ýȉ˖ąhˊ˿˨ˉǫ
Ɠ˴Qíɣ̋˴÷ʔ˳a˓ˉůƈƓ˴ ȞɓSǃ˴Ʊ Ə͌Ʋũ̎Ĵ˓̊Ǐ §ǂ˴ɖɟ˲ýň̃ɱȞ˲Ȟˊ
Ǥ˖2Ǡˡˮˑ˨5ê̄ɓɛ ˳ʐƟ˯²˗˲șÆ̎
˛˨˨̂˳ˉÑ˖ĕĲ̎ș̉Ʉō͌țǤɴȔ˖ʣƽˡ˨
˝˰ǜ˖Ȟ˰ˡˮĢ˜̈̋ˮˑ̊ˊ

˄Ʋũýňřťl˰Ʋũūɠɐī˳˛˨Ŝļ<

ˈˎ̲̝͍̗̭͍̯͆͋͌͆ˏșÆǳʙ˵ˉɦzŒ²˴̲͆ ˇǫƏʒ˴ȱʘ̎ĚĬˣ̊˨̂˳˵ˉǫƏ˴ƨƁ̎ĚĬ
̝͍̮͍͋͌̐͋͆̓ʧʬʴʴʭåʨ˴ʯʮʲC̮͇̎˵̊˕˳̉ ˡˮˑ̊Ňřɷȕ˰˴ɡİ˖ɱȞˊ
Œ²ʭʩʫʫʫC̮͇˳̊˰̀̈̋˨˖ˉșƟ¤¦˴ǫƏȠ
Ů˴Kǡ˳Éˣ̊^˖Ì˟ˑ˨̂ˉǄħǀ˲șÆ˳"
˒̛͉̽ǫƏ˻˴÷ʔ˵ʃÁǀ˯ː˫˨ˊ

˅șÆƨƁˉñƨƁˉɆɴʏȞ˴Ě
ĬˉșÆʙ˴Ȳš͌Ĩȥ

ˆO°˳˔˛̡̊̔̐˖Ū̂ˮʡ˙ˉ˯˴ő˖ʌ
˲ƥ˳ˬˑˮˉțɠĝƠ˴șƟ˲˱˳̇̉ˉO˵̃˰
̇̉ʇǀ˳÷ʔ˖Ʊˢ̊ȃĆ˖ː̉ˉɖɟ˲ýň˖ā
Ȟˊ
ˆˌƇˍ̎Ĝ˒ Ìw®ũ˴șƟ˖ˉKǀ˲÷ʔ̎̃
˨̈ˣȃĆ˖ː̉ˉɖɟ˲ýň˖āȞˊ
ˆǟē˳ʉ ˡˮˌɦÈˍ˯ƟÆ˳Ȅò˳˲˫ˮˑ̊Ʋ
ũ͏,˓˶²ƴn˴ Ìțɠũ˲˱͐˳ˬˑˮˉʝɭ¤¦
O˯˴ɪU˲Qɮǹ˳̇̊æ¦ǀ˲ʉǗ̎ýň͌ýȉ˴
˯ǽ˓̊˰ˑ˒ȣỠː̉ü̊ˊ

ˈˎŁƚǆ ɉſ¤ʐˏ̶̣̭̜͋͆͋˴Tɲ˯Oʰʫ͎
˴̡̔̐̎ğˬŒ²Ĕ˴͍̗͍̀˖șƟˡˉȆgɏ͍̀
̗͍Ǐ˳̇̊ýňĴĮˉŠÙß˳̇̊EGǀżɧýň
ǜ˳̇̉ɖɟ˲ýň˖ȕ̍̋˨ˊ

˅¤¦˯őʌ˲ƲũQɼ˻˴ ˈ²Ĕɶɸ Ǐ˯˵ˉȆgɏɬƳ˴ƦŶśľ˳ˬˑ
ǲąĴĮǜ
ˮˉũǏ˳őƱƲ̎.ʗˊ

ˈˎkƔʚˏɴȔʒ˴÷ʔ˰ˡˮșƟ¤˯˵ƑĔö ˆűȃý˴ɣ̋˵ˉʇǀ÷ʔ̎̃˨̈ˣ˰˰̃˳ˉŇ
˴Ļ˖ȓˡ˙«˓˨ˊÑɷȕs ˯˵ˉǺƟĔö˴ɴ ř}˸ʝɭ ˴ ƺ˳˔˛̊¤#$̎̃˨̈ˣȃĆ
Ȕñ˳}˾ˣ÷ʔ̎ǽĎˡˮˉĴĖŖŇɈɦ˴Ĕö˴ ˖ː̉ˉɖɟ˲űȃý˖āȞˊ
īğSˡ̎ȯ̂ˉ˿˨ˉĔöÌUĔ˴ƑRTƫ˲
˱˴ăąĩǹ̎ȶˢ˨ˊ

˦˴ˉɦz˴ƟÆ˴ĸȧ

ˈˎ̲̝͍̗̭͍̯͆͋͌͆ˏșƟˡ˨̡̙̞̀ƔÖ¤¦˵ˉ ˆșƟ¤˴Ʋũ˴ƱƲ`$˵șƟ¤O˲ˑˡKǀ
Kǡ˴Ǌƀǣțȃ`˴ʬʲ͎ˉxƀƱƲʡ˴ʯT˴ʬ̎v ˲/ťʡʠǜ˴ïÆ̎̃˨̈ˣȃĆ˖ː̉ˉƄĊ˖ā
̂ˉ˟̈˳ǡ˖ɓJˣ̵̢̟̊̓̐̐ͅƲǊƀ˴²q˖ Ȟˊ
̢͇̯̒̐Ý̎ǫƵˡˮKǡ˻-ǭ˟̋ˮˑ˨ˊșƟ˳̇
̉ˉƔÖ¤¦˴Ʋƀɳ˵ɞâ˴ʬʫ͎˳˿˯Ȓ˪ɕ̀ˉǣ
țŃȪ˴șƟ˳̇̉Kǡ˴Ǌƀǣțȃ`˵͒^$ˡ
˨ˊ̲̝͍͆͋ŝȜŎ˵ˉǊƀˉ³Ƣ̘̣ˉ̘̦͆͋/ť˰
̃ Œʡ9żƖ˯ː̉ˉñ˗ǯ˗̱͇͍̕̚/ť˖ʡʠ
ˡ˨ˊ

ɿǐ͌Ƌɍ²ʐƟ˴ĸȧ

˅Kǀ˲÷ʔƃ}˻˴Éă

˄ǫƏ÷ʔ˴ĚĬ˰șÆĞ²ʀŴ

˅ǫƏ͌ɴȔűȃ˴ǰğ

˄șÆ˴ĚĬ˰§řǀÉăłɵ˴ŨȦʥʥʥʥʥ

͔͑͏͒͐ʝɭ

ˆ¢ȥƹǜ˴ŨȦɦǓ˳˔ˑˮˉșƟù˴ʝɭ ˴Ʋ
ũʉǗ˴ÊŝAǜ˳ˬˑˮ̃[˳ŨȦˡˮ˔˙˝˰˯ˉ
șƟù˳ɟ̄˕˲Ʋũūɠɐī˖ȃ˰˲̊˰ǽ˓̈̋
̊ˊ

ˆ÷ʔ²͌őʌ˲Ʋũ˴[ĚĬˉ͙͘͟ÉǞ˴1
ɢˉșÆƾƱʀŴǞ͌őĔŷǍ2Ǟ˴Ĩɢǜ˳̇̉ˉƾ
ƟŎ˴șÆɑƐ̎̊˝˰˖Ŕfˊ
ˇ¤©Ʋũ˴͙͘͟˵ˉu˳ŃȪ˩˛˯˲˙ˉûǾ̃
̂˨͙͘͟˖āȞˊ²ũ˳ˬˑˮ̃ˉûũ˴%¾șÆ
̎ʀŴˣ̊˰ˑ˒˰˝̌˿˯Ɏ̀ɕ̏˩͙͘͟˖āȞˊ
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ˈǐđß Āɬ˴ũh̵͇șƟ˳̇˫ˮˉ²ɿ̎ Ā˰ˡ
˨ǐđß°˳ǒɐˡ˨̷̖̣̑̃ː˫˨˖ˉÅ̄˦˴
ɔ˳ǒɐˡ˨̃˴˖²q˯ː˫˨ˊǐđß°˳ǒɐˡ˨
ũ˵ˉäďʲåʬʭœŎƠ˯ʴ^˖ßO˳ýáˡ˨˖ˉɭĀ
ɬ˻˴ýá˵ɣ̋˨ˊ
ˈ²ĔɆř˳̷̵̖̣͇̇̊̑Qí˵ŹɒǀŊ˙ɢ̏˩̃
˴˴ˉ¤FɆř˳̇̊Qí˵ɣ̋˨ˊa˓ˮˉJÐƬ˵
úˋ˳$ˣ̊?˳ː˫˨ˊ
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ǺȀíĤłƙ}Ǒȁƿ£e¿}Wȟȥǻɡɒɦ
Ⱥƅȑǻ}7ĵĆȤĘÃVȠȃȄƁĨȇȴǻ@Ȫ
ȤłĵûȤEĶǻ}7¢R¨ȪȤ¢ ļėȢȡǻ}»
Ĳ~ȤȭȃȝȋȵȺÜƭȑȘǼ

ǺȀɨɞɚɥɬɎ}Ǒȁ£ȠɳɵɴȈ<jȟǞƞƛ}ȣɲ
ȜȤɑɪɓȺƅŢȑǻŹħĆȤ RÎȤȬȇǻǧǣ¨Ů
ȠɲȜȤɧɋɓɤɪȈɱ¦ǂEĶǼ
ǺȀƺķĦȁÕ¤ȏȷȶƲƜȤ/Ⱥş¯ȉȑǻǥǦǩ¨Ȥ
ƅ¨ŮȺƅǻ¦ùȇȴ¦ȣȇȍȞtĆȺ@ǁȑȘǼ

ǺȀUġgǚȁ@ȤƮȇțȘƌĆȤȣȥ
ĆȤƌëıȤƐȠȢȵǻŕȺŅĄȏȷǐųȑȘ¢
ȱȇțȘǼĆȈħȺĊȠȑȞƌëıȺƭȰȘ
ǓȱȂțȘǼ
ǺȀíĤ}Ǒȁ}7ÏŻƫĆȤƌȍȤȄȚ6ŰĆȟ
ȓȴǻÏ³ȈųȠȕȢȋȢțȘȵǻåĆńŠǻƀĆºŭȤ
ȘȰȤOKȢȡȟǻĴĵȥ¤ȣŠȑȘǼ

ȖȤǻƱ^ȤħȤéƄ

HőȠȑȞąƃȈ÷ȭȑȃ

ǖ

ǹŹħ ĆŤȈ?Ģȣ ĆȺ@ȟȉȶȳȄǻƕǻ)Ķ
(ƆŏȺĘĶȑȘæáȈ¾ŽǼȖȤǋǻ ĆŤȣȠțȞ"
ȃSÏȤȳȃȱȤȠȢȶȳȄȢƹÊȈ¾ŽȠȱţȅȴȷȶǼ
ǹƸ>ȤŻƫĆŤȥǻǒôÃȤǟȃĴĵȺŵțȞ
ȃȶȱȤȤEľȈȈȴȢȃĆĻĈƫȟȂȶȘȰǻůȣ
ƗƽKȣ ȑȃǼȎȤȘȰǻǑħ¶Ȥ Ć@ȣȠțȞǻ
@ƗƽȈÏ²ȞȉȶȇȡȄȇȥƻŽȟȂȵǻƽE6Ưɫ
)Ķ(Ɔ$ŏȤæáȣȳȵƗƽƋƳȺfũȠȓȶȎȠ
Ȉ¾ŽǼ

ǹŹħ}ȪȤĩ5æáȥŹħ}ȤĵĆºŭȺǆȓȶ
ȆȖȷȱȂȵǻÉƻȢÀȈ¾ŽȢiȱȂȶǼ
ǹǾ®²ɚɨɊȿɃɓǿȤȳȄȣŹħ}> ĆŤȈƬãȑȞ
ĆȺŵȄȎȠȟŘĞPÿȈøµȏȷȶȘȰǻŹħŤkȍ
Ǜ Þ$ɇɬɘɋŏȤŹħŤæáȣ}7 ĆŤȺŌć
ĽȣĘĶȓȶȎȠȈöPǼ
ǹ}7 ĆŤȺ68ĽȣĘĶȑǻ}7 ĆŤȈºŭȓȶ
ȎȠȟǻƿøȣȹȘțȞ}ŘĞȈĥȄȳȄȣȓȶȎȠȈ
öPǼ

ǹŻƫĆȲ\ĆȟȥǻŧȟȇȜ}ȣ
ŃȑȘɕɐɓɩɬɃ~ȟȂȶȠȃȄĭ¼ȈȖȤ°ȮȺæȅ
ȞȃȶiȈȋǻºŭȣǋȑȞȥȖȤƿÎȺĴȇȕȶȳ
ȄŹħȑȘ7ȤÎȟ}ȠȢțȞºŭȺƭȰȶȎȠ
ȈPÿĽȠţȅȴȷȶǼŹħ}Ȥ@ȤȘȰȣȥǻȭȔŹ
ħ ĆŤȈ ĆȺŚśɫ@ǁȟȉȶȳȄȢȤņ(ȈƻŽ
ȟȂȵǻȖȤȘȰ#ȅȦƅ¨Ůǻƅ¢ȺƅȓȶȎ
ȠȱţȅȴȷȶǼ

ǹŹħ}ȤŘĞőǻŹħŤȤĴĘŏȤȘȰ Ć ǹ}î;<wǻĆĻwŏȣȆȃȞǻ}ȤĆ
ŤȤ ĆŚśɫºñɫ@ǁȪȤƹÊȈ¾ŽǼ
ȣȆȍȶǫǬǰőǻïƅɫƅ0ȤťǑVǻâ(ǈȣȳȶ
ǸǐŖĆȟȱǻȖȤǟªȢǍŌŏȣȳȵ:yĽɫy
HȤ0ȅŏȤĮĕȺÓàȑǻĆȣƵCȢ HȤ
ǋĽȣƻŽȢŢȺ[Ȱǻ}ȟȤôȈxǎȢĵĆ 0ȅȺ'ȓȎȠȈ¾ŽǼ
ȈȢȋȢȃǼȎȤȳȄȢĆȈŹħȣȳȵ ĆȤŚśȣ
æǌȈĴȒȘiȣȥǻy>ȤĉǽȢĆȣ´ǕȈ`
ȩȱȤȠţȅȴȷȶǼ
ǸƸ>ȤŻƫĆŤȥǻĠĊuŏǻǟǙȢƅ0Ⱥ(
öȑȞȃȶɅɬɋȈȢȋȢȋǻȖȷȴȈŹȺcȍȶȎȠ
ȣȳȵǻĴĵȤŚśȈȟȉȢȋȢȶȠȠȱȣǻȉȢŘĞĽ
ŹȤȘȰ Ć@ȈxǎȣȢȶȆȖȷȈȂȶǼȎȄȑȘ
 ĆŤȤƅ0vºȪȤƹÊȈ¾ŽǼ

ǹĵĆºŭȺƭȰȶȟhĆĻȤİĮȲŽ÷ȺǍŕȓȶ
ȎȠȈöPǼ

Ʊ^ȤéƄŏȇȴŇqȏȷȶƊǘȆȳȧ
ǝƸŀ}ǑĭöȤȱȤȠȑȞÅȏȷȶƊǘ
ɭǸȥǝƸŀ}Ǒĭöɮ

ú
ă
º
ŭ
č
ǉ

º
ñ
ɫ
º
ŭ

Q
č
ǉ

øǂ
WB

Ƿ}ȣȆȍȶƘȹȃȤJA

ǺŹħȑȘr¨ŷȤōȉ¨ŮȲ@ǁļɘɦȢȡȟǻúƅ
¨ŮȺtĆȑȳȄȠȓȶ ĆŤȪȤæáȤȬȇǻºŭɖ
ɈɬɦȲh}Ȥr¨ŷȟŵȹȷȶǍȾɛɪɓȪȤMË
Ȣȡǻ}ȤȣȊȹȃȤJAȣkȍȘbŗȈȢȏȷȘǼ
Ǻ¶ŚŤƚȲŘtŤȤǟǡVŏȤsǘȈěGVȓȶ
ǻȲȶĐȤȂȶűÏŘtŤɄɦɬɚȈ½ȠȢȵǻȭȚ
ȝȋȵĘQȢȡȟ}ȠȤȇȇȹȵȺěȰǻȖȎȣĴȢȡ
ȱ_ĺȓȶȎȠȟǻĘĐȤȂȶr¨ŷȱžȴȷȶȳȄȣȢț
ȘǼ

Ƿ}ȈȠȢțȘíȘȢbȵŗȮ ǺǑħȟ£ďūȴȈǾ;ǿȤƷȺÔțȘȎȠȈǻyȤǮǰǯ
ĖȤFȺ'ȓȢȡǻËīňȣȨȏȹȑȃǻíȘȢǾ£
ďɍɃɎɬǿȺĴȮAȑǻŃȏȕȞȃȋȉțȇȍȣȢțȘǼ
ǺǬǱŉÌɭɆɟɣɔɑȽɫɇɝɬɓɍɪɎɬŉÌɮȢȡȣȳȶ
ŲȤĂ~ȤĉǽȢɆɟɣɔɑȽɫɘɊɕɋȈǻŹħ}ºŭȣ
ȆȃȞgǗȑȘǼ
ǺŹħĆȤɄɦɬɚȣȳȶíȘȢƽŴÏĖȠȑȞǾŉÌ
ɆɟɣɔɑȽɫɃɧɊɐɓǿȠȃțȘ:yDȤbȵŗȮȢȡǻí
ȑȃbȵŗȮȈĴȭȷȘǼ
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ǹ}ȤºŭȺÜƭȓȶȟǻ}ȺæȅȶĘKȠȢțȞ
ȃȶŹħĆȲŹħr¨ŷŏȤ ĆŤȤºŭȈƻ
ŽǼŹħŤȤĴĘȤºŭȲǻ£ŷ}@ǁļŏȤƸ£Ȥº
ŭȠ!ȕȞǻȎȄȑȘ ĆŤȤºŭȺæáȑȞȃȋ¾ŽȈ
ȂȶǼ
ǹþƸȤĆȣȜȃȞȥǻǟǡŘtŤȤĎįȈǟ
ȋǻȭȘūBȤȟ¬ĆȓȶÆkȺöȓȶŘtŤȱȃǼ
ȎȤȳȄȢĮĕȺƝȭȅȶȠǻǝƸŀ}ǑȺĊȣŪ
ȢêȤĆŤȈ¬ĆȣŬȶfũÃȈȂȵǻ}ŘĞȤ
ºŭȣ²ȘȵǻȖȤȳȄȢĮĕȺţÊȓȶ¾ŽȈȂȶǼ

ǹ}ȈɆɟɣɔɑȽɘɊɕɋŏȺƩȒĽȣºŭȣb
ȵŗȯȎȠȈƻŽǼ

ǺȀƺķĦȁŕǧǣǣÌȤr¨ȤYBȈǻŗiŗšȣ ǹŘtǔíȣȳȶǟL%-~ĵĆȪȤƟßǻüŨ
ȳȶr¨ŷƤV ĆȟȤǟªV ĆƗƽŴƗȈēȑ ËɫÒŶŚÑȢȡ ĆŚśȪȤæáȢȡǻ¤§ȃæáő
ȢȃȠ@ȤȰȡȈŎȘȢȃĮÈȣȂȵǻíȑȃr¨ŷ
ȈöPȠţȅȴȷȶǼ
ȵȥǍwĽȣŵȹȷȶ¾ŽȈȂțȘǼȖȤȘȰǻŹħHȥ
ǩȜȣWBȏȷȞȃȘr¨ŷȈǻǦȜȤr¨ŷȣȭȠȭȵȖ
ȷȗȷØŭŗiȺřËȑȘǼ

ǷĵĆ@ĴɫǟªVȣkȍȘő

Ƕ@ȤƮȷȞȃȶĆŋȪȤÀ

ǹŹħ ĆŤȤ Ć@ȤȘȰȣȥǻZȣïƅŏȤºñ
ȣȠȡȭȴȔǻrzȤņ(ŏȪȤƹÊȱ¾ŽȠȢȵǻŷȤ
ºŭȠȱÛȣǃȹȶsǘȟȂȶǼŹħ ĆŤȤŘĞŹ
ȺƠğȓȶȘȰǻƸ£Ƃĺ ĆȤïŏȣȱƣƪÃȈ
ĒȰȴȷȶǼ

ǺȀƺķĦȁŹħȑȘǦr¨ŷȟȥǻĦ¶ǻȉȋƓ
ǙȈȑȞȆȵǻ¨ŮȈ@ȏȷȶȭȟȥŹħ}ȣƔ
ȃĬȈęȷȞȃȘǼȖȤȘȰǻïƅĽȣȥºŭȑȘr¨
ŷȤ¨ŮȟȱƚȈÍȴȔǻƒ2ȤƥĞHȣǀ¨ȑȞȑȭ
ȃŘĞĽȣȥºŭȟȉȢȇțȘ¨ŮȈ·ǽȣļĴȑȘǼ
ǺȀƺķĦȁ¨Ů@ȤȘȰȣ¾ŽȢóǂŘƱȣȄƔ
ȃĬȤęȷȤVȲmơȤrĆĲȤVŏȺcȍǻ
@ȑȘr¨ŷȥǍKȺvºȟȉȢȇțȘǼȎȤȘȰǻ
ŘtŤȤĴĘ@ȺÿȘȑǻǅħÃũȺņ(ȓȶȘȰȣ
ȥǻȂȶŊªȤǅħÃȺ(öȑȘ%ȢĈƫȟǠKȂȶ
¨ŮȺòø@ȓȶȘȰȤîĖȤąƃȈ¾ŽȠȤÆžȈ
ȂțȘǼ

ǹ}ĵĆŏȤ@ɫØŭǻǚƇŹȤǅČŏȤȘȰǻ
ŌćĽȢ§ȈöPǼ

Ʊ^ȤéƄŏȇȴŇqȏȷȶƊǘȆȳȧ
ǝƸŀ}ǑĭöȤȱȤȠȑȞÅȏȷȶƊǘ
ɭǸȥǝƸŀ}Ǒĭöɮ

ǷƸ£Ƃĺ Ć}WŏȣȆȍȶÀ Ǻ<jȟȤƅ¨ŮƅŢȲúăĽ<j@ȱŵȹȷȘ
ȈǻdȤğȣȳțȞǟȥƦȑǻmơȣɋɬɗɬ
ȤƭAȈŁċȌȢȡǻ@ȣȥ]ȑȃĲȈśȃȘǼŉÌ
£ȤąƆȟȥǻrĆ:ȠȑȞǩIºŭȟ.ģȑǻĭȣ\
ĆǻǐŖ¨ȣěȃɏɠɬɊȈȂțȘȠȏȷȶǼ
ǺƸ£Ƃĺ ĆȤƭÙȠr¨ŷɫ£Ȥr¨ȈĒȰȘ
ºŭȤƪªȣȥɂɢɐɚȈȂțȘǼ

ȖȤǻƱ^ȤħȤéƄ

ǹŹħ ĆŤȤúăºŭȣkȍǻƕïƅŏȣȳȶæáȈ
ţȅȴȷȶǼ
ǹđ¥BĆɕɐɓɩɬɃǻŧ~ȢȡȤĭ¼ȺŜÖȓ
ȶ¾ŽȈȂȶBƼȣȜȃȞȥǻĭȣ7ȤŹħ}>ȟȤ
@æáȺÜƭȓȶȎȠȈƻŽǼ

Ǻ=«łȟȥǻł>ĵoȤÇĶȺÜƭȓȶǾǫǴǵǢǭǵǳǲǳǿ
ưQȺïȑǻh}ĵĆȱȾɠɬɊȼɐɚĘQȺǁǼɅ
ɟɁɦɉɣɬɌĆĻȟȥɉɣɬɌžú£ȲȋȜțȭȜȵ
Ȥǁ1ǻĝƺĆĻȟȥ:yȟȤƈǜɫƓǁ1Ȳɗɪ
əɧɐɓȤ ËǻŒ{ĳĆĻȟȥíŦɤɊɀŏȪȤ§lȲ
əȿȼAŏȣbȵŗȻșǼ

ǄŉɫĚƜǑħȤéƄ

ǺŹħ}>ȟȥǻƅ0ȤŹħȲȖȤ¶Ȥ@ȣǃȓȶĖ
ĽFǇȤȘȰǻ¢Ȥ@ɫƅŏȺìÁȕȐȶȺ¹Ȣȃ
ȠȎȸȱȂțȘǼ
ǺŉÌ£ȥǻďǂƕ¢ƖźMFªȺJƅȑǻďǂȤ
ƕ¢ȟåĆȑȞȃȶĆȺæáȑȘǼ

Ƿ ĆȤɭ¢ɫ¨ŮŏɮȤņ(

ǷǚƇŹǅħőǻb¯ŏȤȂț
ȕȻ

ǝƸŀ}ǑȤºñɫºŭïő
ȠȑȞïȓȫȉ ǖ
HőȠȑȞąƃȈ÷ȭȑȃ

ǖ

:
F
Ĉ
ǁ

ìƹ
J8

ƼŉɖğƗxǇĪȖÙƃ

ǮǴÝĩmǇǵmǇ°Űȕ¨ȊȍȐȗǯĤĥɖĐőȖ® ǭ°ã þȖßȕǂȄ ĆĪȖƽćȕĸ¹Ȇȧ²
ūmȫČǻȥȧȊȠȖƏƁķȫäµȕßȄǯŚĠ żǼǶȧǰ
ėFȖ'ĨȫƽǿȊȠƫƗǯƵƫȔȓȖ°ŰȫŷȄȐ
ƧȠȥȨȧȤǸȕȄȊǰ

ǫĭęɖàƜơőȖŅ$

Ǫ°ãɖ°ŰțȖXōñÚ)

ǮxƼȒŉ¾ȫśȚƵƫǠšȖƣȕȤȦâǡǢȖ
ƖǼ{ȪȨȊȊȠǯçɈȾȕȤȧƜơǼŷȪȨǯɈȾ
+-ɓɗɕȡƄťȃȨȐǯwǾȖȕ=ĵȃȨȊǰâȖ
èxȗǟǠǯɞLƙȋȍȊǰ

ǭƵƫƣåȖçɈȾƜơȖŅ$őǯƜơȖŅ$Ǽ
ƳżȔƉǏȒȔȧǰ

Ǭ°ãƓąðɖ`TȀ.ȨȖȊȠŏmǼ²żȒȃȨǯ
ǔƱmn/ȑŏmȖ¡nœĲȫŷǸȂȒǼêEȒŧǹ
ȥȨȧǰ

Ǯŉ¾ĤȑȗǯźĪłĊȖƯǄÀȢÖÒȕǸƌėFȖ
pmȒȄȐàųǼ=ĵȃȨȊǰȉȨvȕȡǇĪ°ã
 őȕǸǼȨǽȖȾɃɀȶɖŎ7pmǯ³µƄ
Ȗ¦ƄĵmȔȓǯĤĥȗǇĪåȕǺȀȧÿȠȐƳżȔň
pľȒȄȐwāȔ«@ȫÆȍȊǰ
ǮƵƫȖ°ãȕǶȊȍȐȗǯ
GÀĵmŅ$ȖȊȠ
ȖƱ0kȖƶìȕȪȊȧ&ĵǼƅVȃȨȊǰ

ǫŏmȖŅ$ǯåƾļ=ĵ
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?ŒȒȄȐýƂǼëȝȄǷ

ǌ

?ȕýƂȄȐǺǾȂȒ

ǭƫƗɖƵƫőȖ ƣȰɕɋɐȖ°ãȕǂȄȐȗǯɐȰɋ ǭpïȰɕɋɐȖƟƤɖEİļȔ°ãȖȊȠǯ ?ȕƻ"
ɐȰɕɘǅċǯȵȾǯČƫőəȖ°ãǯşµĭƓőȖƜơƗ ƌąƻȖƹȑƊÚÞēőȕȎǷȐY¹ȄȐǺǾȂȒǼê
ȖŅ$ǯɈȾő01 ƣąƻȖƩŷȖŅ$őǯāǱȔ³ Eǰ
µɖ°ãėFőȒȖƊÚǼ²żǰ
ǭɐȰɋɐȰɕȖƟƤɖEİļȔ°ãȖȊȠȕȗǯǔƱą
Ŭȕ"ȧmn<ǯþō<Ȗ+-ǍȫŧºȄȐǯƻƦ
þŨƹȖȞȔȥȇƫƗœĲŨőȒȖ¡nļȔƊÚȫhȧ
ȂȒǼ²żǰȉȖǂǯØơɖrƫȕȗǯźĪm3vțȖǽ
ȠŗǻȔ·rÑȖ«@ǼìȃȨȧǰ
ǭ ƣȰɕɋɐȖ°ãȕǂȄȐȗ ƣǆżȖÃ>ȫhȧ
ȒȒȡȕǯ ƣȼȾɁɏ/ȫȹɕɃɔɗɒȆȧȂȒǼ²
żǰ

ƪQȖÙƃőǻȥŇaȃȨȧƉǏǺȤș
ǔƱŀmǇĮêȖȡȖȒȄȐ¸ ȃȨȧƉǏ
ɘǬȗǔƱŀmǇĮêə

ǭĭęǯ ƣȖąŬȗāǱȔ°ãɖ°ŰėFȕxǽ ǭĭęȖçÈīȢçɒɗɃȫ
ȔǃȒȔȧȊȠǯǶȥȣȧÁĈȑȖąŬd°Ȣç
ǼŧǹȥȨȧǰ
ɒɗɃȖŅ$Ǽ²żȒȔȧǰ

ǮƺČƷǼźĪȄǯěÄmȕČďȖǺȉȨǼ
ǶȍȊǼǯ Ƿx ȕŮȥȔǻȍȊǰ
ǮĐĀƥĭȖźȗǯĎŎȖPǷȒȂȩǯãĐƫȫ
ă9ȧȒȂȩȔȓƁǠǢǢȕǺȤȬȋǼǯǈ7ČìȋȍȊ
ȊȠĜČőȖźȗĻĳȄȔǻȍȊǰĞęȑ
ȗǯpņưȖĝįIȕȤȦqƽǼŕɝǨǩȕȪȊȍȐ
tǯĖĔǼĻĳȄȐǷȨȘxƼ±ưǼĜČȆȧǺȉ
ȨȡǶȍȊǰ
ǮƫƗ ƣŅ$ȖȑǯǇőȑ%tȆȧOǀ¶ȖǖǷ
Ȗ6ĲǼşµƉǏȒȔȦǯOǀ¢ȫ; ȑǽȧÂŸ
Ū`ȖĘƬȒǯOǀ¦ĭȖĪ¤üĭ6Ĳ þȑȖ+
-ļÕQǼŷȪȨȊǰ
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ǫĭęÈīȖi3çȢçɒɗɃ Ǯƿ ƣȕȪȧàƜơÁĈȒȄȐŭåűƗǼƸƄ
őȖƄ
ȃȨǯǞéǞǥâȤȦĆǱȒƩűǼƸ}ȃȨ=ĵȃȨȊǰ
Ǯǲ°ŰĭƓƜơɒɗɃǳǲĳėɖ°ŰƻƦĭƓƜơɒɗ
ɃǳȖǟōǑȖɒɗɃƄ ǼŷȪȨǯƫƗ ƣēȕȤȧ
ƣž>ǼƸ}ȃȨȊǰǲĳėɒɗɃǳȖƄ ȕȎǷȐȗǯ
ǓÛőȖĳė²ǆ_ȖŅ$ȕȤȧĭ  Iȫëȟm
,ǻȥȖżëȕȤȍȐıȄȊǰ
ǮźĪmnȖ ƣŅ$ȒĢĨŢ^ǯȃȥȕȗÜȃȨȊ
óŻ ƣȫŅ$ȆȧȊȠǯǇĪ?ȕȗźĪmȫƣƪȄȐ
ǷȊŲ ƣȫ4ħȕƞdȃȈȧȂȒǼşµȖƉǏȒ
ȔȍȊǰ
ǮǇĪ®ɜĿȖþȮɕȸɗɃȑȗǯ°ŰȫƧȠȧȑ
ĮȕbǏȒȔȍȐǷȧīȒȄȐɟ@§Ǽ ƣbǏȫËȁ
Ȋǰ

ǫ ĆĪƽć

ǫpïȰɕɋɐȖ°ãɖ°ŰȕƻȪȧ ǮŲƫȖï°ãȕǺǷȐȗǯɐȰɋɐȰɕȖ°ãőȒȖ
ƦÔɖƊÚ
ƹȕƊÚǼ²żȒȔȦǯƫƗ°ãȖƧÌȫ|ȁȧeȒ
ȔȍȊǰäì°ãȖȊȠǯiƒƐÆȕƻȪȧ GÁŝǽ
ȖŔĹIȢŊƫȕȆȧD»ÐťǼhȥȨȊǰ
Ǯ2£łȗşµĭƓÓ.ƭ9ƗšȫƮ Ȅǯƻ"lí
GÀƶRșƻ"ĶƫƗÆ¨ưǶȐȕƣŃȆȧȒ1
ȕǯƫƗȖÚ)őŎÿļȔÐťȫSȧȤǸÊŇȄȊǰ
ǮƵƫȖçɈȾȖƩŷƸ}ȕ\ȀȐȗǯ2£łǯƠĺ
ƩƜǯ¦ƄŁ2£iƫ
GÀǯłƎǙ ƣž>Ɖǯ
ŶYŦǚǯŉ¾Ǚ ƣǯlíǚȖƹȑèŘƊÚǼŷȪ
ȨȊǰ
ǮƵƫȖ°ãȕǶȊȍȐȗǯ
GÀĵmŅ$ȖȊȠ
ȖƱ0kȖƶìȕȪȊȧ&ĵȖƅVǯƵƫƙȖƫ
ƗƩÓȕǂȄȐȖɉɃȴɗȖ-őǯƎȢiǯłǯȖ
ƫƗœĲŨȖ/ǉļȔMBǼŷȪȨȊǰ
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ǮŲƫȖï°ãȕǺǷȐȗǯɐȰɋɐȰɕȖ°ãőȒȖ
ƹȕƊÚǼ²żȒȔȦǯƫƗ°ãȖƧÌȫ|ȁȧeȒ
ȔȍȊǰäì°ãȖȊȠǯiƒƐÆȕƻȪȧ GÁŝǽ
ȖŔĹIȢŊƫȕȆȧD»ÐťǼhȥȨȊǰ
ǮŊƵȖ°ãȑȗǯǖõư8ǼwǾǯ°ãȕǂȄȐǖõ
=ĵŨȒȖ ġȕåƹȫżȄȊǰȝȊǯšƗđǷȕ
ǼÎȄȐǷȐ ĵȾɍɗȾǼŅ$ȑǽȔǻȍȊȦǯ
ǼšƗ(ȕ%tȄȊsYȕȗÕQȖȊȠȕĊȢÀ
êŨȖZ¹ȫȒȧȂȒȡ²żȒȔȧȔȓȖbǏȡĳȅȊǰ
Ǯm,þŨțȖƲºǻȥ JƹȫŗǻǾ8@ĻĕȄȊ
ȂȒǼǯ°ãȖƨȨȕŤǼȍȊǰ
ǮĪö ǼƶìȕǺȤș ǼƨȨȊȡǶȍȊǰ
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ȢǯòȫŽÍǹȊƱąŬȖţģőȫhȧȂȒǼŧǹ
ȥȨȧǰ
ǭźĪȄȊňȰɕɋɐȖ°ãȕǂȄǯ¨ƆąŬȖò
ļȔ²ż¶ȕĉȄȐ°ãƒĵǼƪxȔȡȖőǯ°ãȖɌ
ɐȰȳɑɁȯȖǷȡȖȕȎǷȐȗźĪ?ȖČĦȝȑ°ã
ȄȔǷȒǷǸƮÅȡǶȦ¯ȧǰ
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ǮĮȕźȖxǽǻȍȊƼŉǖƤƫƗŉ¾šȕƻȄȐ
ǮǴHĥWǒǵHĥWǒȑxǽȔźȫTȀȊƠƵ
ȗǯ°ŰƁķȫýƂȆȧƪŌȑǯƫƗȖmIȔȓøï Ǽ°ãȕǶȪȈȐ×ƚȫŷǷǯxƼǛ[UƹȫŀƣI
ļȔŽŀȄȡýƂȃȨȊǰȄǻȄǯ5¦ȕżȆȧƒĵȢå ȄȊɘǇĪ°ãȫąȒȄȐǶȧȜǽȕƠȏȀȊəǰ
ƹȔȓǻȥǯäìȖąŬ°ãȫôȊȆȂȒǼ+-ȃȨȊǰ

ǫąŬȖǖ¢Iɛţģ

ǪũǇ¶Ȣç¶ȖǶȧw,ɖwƳȖŠYļȔȰɕɋɐÚ)

ǬźȖįĒőȕ³ȅǯǔƱj/ȒȄȐȖ¡nļȔ°
ŰȷɐɕɄɂȻȰɕȫŒ ȆȧȂȒǼ²żǰ
ǭĊƹ Ǽ$êɖƩcȆȧňƓïȕȎǷȐǯȉȖ°
ãɖ°ŰȕiɖmÞ01fǼȓȖȤǸȕƻȪȧǻýƂǼ
²żȒŧǹȥȨȧǰ
ǭ ?ȕáȖƁķőȕǺǷȐĦ)ȫȄȐǷȔȀȨȘǯ
ǇĪ®ȕƱĀƥȫuǊȆȧȤǸȔȰɕɋɐÚ)ȫßȆ
ȧȂȒȗgǄȒŧǹȥȨȧǰ

ǭßƄőȖ°ãȖ+-Ǎȫ ȠßȆȧȂȒǼêEǰ
ǬĤĥőňƓïȖ¡nļƦÔǯþG÷ƱȕȤȧɈɀ
ȶȮɀɌȔȓȕȤȦǯǔƱmn/ȒȄȐäìąŬ°ãȫ
hȧȂȒǼêEǰ

ǮǴƻóxǇĪǵǇĪ?ȕȗ/ǠǤĤȖƜ7ǐȕNȠȧă ǬȰɕɋɐ°ãȖƨ¥ȗźĪmȖĴþȖŐ BȢǯ
ĚĤȖƜ7ǐȼȱȮȗǢǝǘȫƕǹȐǷȊǼǯǇĪ°ŰȕǺ ¼ǼiȖiǂŐ BȖȕȎȔǼȧǺȉȨǼǶȦǯ
ȀȧăĚĤȖ5¦ƨȨȖªǋȡǶȍȐǯǇĪ®ȕȗŉ¾ ȫÇǻȔǷȤǸȔƲºǼ²żǰ
ĤȒxƼĤȕƢƛȃȨǠǡǘŌ¢ȖȼȱȮȕŵȄȊǰ

ǮĤĥßƄȗ°ãȄȊȡȖȖǯƻƦĴþȢƫƗ°ãȖƨ
ȨǯĤȕŋȍȊƑĭǼ¿ȥȔǷȂȒȔȓǻȥǯȹɕɁɅƑ
ĭƴȖd°ȗƨȨȐǷȧǰ
Ǯŉ¾ĤȑȗǯĤĥßƄĵÛőȖŽŀȄǯ3űɋȯɗ
ȿɗȺɗɊȾȖ=ĵ#Ƨǯž>Ţ^ǯ GÁŝǽȖŔŖ
IǯþƈůȖ#ƧőǼƧȠȥȨȐǷȧǰ
ǮǦǧȖ°ãǼƼµɖƼŉȤȦȡäǾǯǦǧțŋȍȊ=ĵŨǼ
ȉȖ=!¶ȫƇȠȐ¿ȥȔǻȍȊȒȡƀȪȨȐǷȧǰ

Ǯ2£łȗǯÝȄǷƱȖǕùȏǾȦȫƧȠȧȊȠȕǲş
µȰɕɋɐÚ)ǠǻƁķǳɘǞǥǥǢǜǞǞəȫŒ ȄǯƱȰɕɋ
ɐȖ-ŷļǻȎƳīļȔÚ)ȫhȍȊǰ
ǮĤĥȖäì°ãȗxǽȔƉǏȒȔȦǯǇĪ?ǻȥȖ
òƁķȫpȕ°ŰƁķǼȒȦȝȒȠȥȨȊǰ
ǮǲşµȰɕɋɐÚ)ǠǻƁķǳȕđȍȐĪȕ§Ǿ±
ȄȐæȥȈȧŹȕ5ĳȆȧȊȠȖşµƽĪȝȌȏǾȦ þ
ȢǯmnȖò*ȫƘȝǹȊ½ĹļpľÚ) þǙƫƗǯ
ƵƫǯĤĥǯǗŏĤȔȓǚǼÏƧȃȨȊǰ

ƪQȖÙƃőǻȥŇaȃȨȧƉǏǺȤș
ǔƱŀmǇĮêȖȡȖȒȄȐ¸ ȃȨȧƉǏ
ɘǬȗǔƱŀmǇĮêə

ǮǴɇɗȾɑɀȽmǇǵĄûȖ°ã ȑǯȴɑɋȲɒɆȮ ǭ°ãȫƟƤȕƧȠȧȊȠǯ²żȔƌÁŝȫŔŖIɖE
ƩƜȗǯ ǼzŕìâȤȦȡäǾ»ȄȊsYȕȗ İIȆȧȂȒǼêEǰ
ƋƐþŨȕɎɗɅȾȫÖŜȆȧÐťȫƍȅȧȂȒȕȤȦǯ
ìȫǞǝǢâǻȥǣǢâțȒxȕńţȆȧȂȒȕ»CȄ
Ȋǰ
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ǫŐ BȖƽć

ǫȰɕɋɐȖ°ŰƁķŒ

ǪȰɕɋɐȖşµÚ)

ǫßƄȖşµ°ãȢƄļßƄǯ¡ Ǯiɖŉ¾ɖŉ¾Ĥoǎ0ňȖƹȑǯŉ¾ĤȖĪ°
nļçȔȓȕȤȧ³
ãȖ8ÆǼäµȕč ȃȨǯşµ°ãǼŷȪȨȊǰȉȖ
śôǯǞéîĈǁȑ01ɈɗȾȖǠ8ȖǞȫƔǹȧɈɗȾ
ǼĵVŬȒȔȍȊǰ
Ǯŉ¾ĤȖąŬd°ȗƼŉɖğƗ°Ű~`ȑȡŚĠ°
ŰȖè+-ƉǏȒȄȐSȦȁȥȨǯƄúĄoǎȖƄ
ťȔȓǼÑƀȃȨȊǰ

ǫƌÁŝȖEİI

ǔƱŀmǇȖ°ãɖ°ŰßŒ
ȒȄȐßȆȜǽ ǌ
ǌ

ǬiǯmÞ01fǼYZȑǯǔƱmnȖ¡n°Űȷɐ
ɕɄɂȻȰɕȫ ?ȕýƂȆȧȂȒǼêEǰ
ǭá¬ȖƱƁķ þőȕǺǷȐǯ+-ļȕSȦřȟƁ
ķȫƮ ȄǯȂȨȫåǻȥK8ȕ]ŃȆȧȂȒǼǯźĪ
®ȕEİļȕňƓïȖ°ãɖ°ŰȫŷǸȑêEȒŧ
ǹȥȨȧǰ
ǭ ?ȖXōƁķȖȕǯĪ°ŰȖǂȕȗĬȀyȦȑ
ȗȔǾǲɌɐȾȮɒɋȭǳȖÚ)ɘAƥļ°ŰəőǼ²żȕ
ȔȧȂȒȫĽȦƝȞǯY¹©»ȫhȍȐǺǾȂȒǼŧǹȥȨ
ȧǰ
ǭƱĀƥȖuIȫǸȤǸȔxžĂ þȕȎǷȐǯź
Ī®ȖòȖ°ŰȖǶȦÞȫ´ǎȕǺǽȎȎǯilƁķ
ȢƱƁķőȕǺǷȐ ?ȕýƂȄǯƶìļȔƱȏǾȦ
ȫĿÊȆilƁķȢƱƁķőȖȕ°ŰȖſīȫĽ
ȦƝȟȂȒǼëȝȄǷǰ

ǭĻĪåȖXōÁŝǽőȖŔŖIɖEİIȫǶȥǻȅȠ
ýƂȄȐǺǾȂȒǼŧǹȥȨȧǰ

?ŒȒȄȐýƂǼëȝȄǷ
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ƖĵƼĸ¼Ƥª³ƹƥƯƗſĔǴ×ś4ƤǏƥ
ćĀŨĘƾ ðǉ\żƹƞƵƲƘĳöa¿)*[ƿƗ
úīƽ±Ĺ¥èǑęwƬƸƤǏƥćĀŨǑ±wƬƗ/þǴ
/1ĹąǑęwƬƲƘ
ƖĴ:7ƾËųƗĸǑƟƳĳöĨƾà6ƣǌƗM
a¿)*[ƿĸ/1ǑƟƳƤƗ¬ŚŞƦƼƟƪƺǉ
ĵƳƵƲƾƹƿƼƟƣƺƾ®·ǉƞƵƲƘ
ƖǰǜǔǚǱƤmƥƼŀƂƺƼǍƗĸýfƹƾ14ƾŧ
ĵƤ®·ƫǏƲƘ

ƖĒ£ƹƿƗmƼâcǑ/1fƺƬƸ5āƮǎƪƺƤ
ƹƥƲƪƺǊƗ,ŵţƽmƼſĔǑÉƮǎÿgǠǳǢǵ
ǶbĖ/1fǷƤƞǎƪƺƤÉ<ƳƵƲƘĦƥfƾď
ƤÇmƾWƂƺƼƵƲƤƗÃƾŋÎĦfƗĽ
tāaĘØƙƼ}ƾƲǈƗƱƾďƿ{ÄƹƿƼƣƵ
ƲƘǅƲƗĦƥfRŕƾřîôǂƾ}ƼƻƾWƂǉ
ƞƵƲƘ

ƖŪşƹƾŉøŔŘǑįƟƗĒo Čƾ ƗÚë
GǀeüČƹ÷E/þƮǎƺƟƠcƾB9ǉįǐǏ
ƲƘ

Ɠ/þ¿ũǴ/þĹąƾ¡

ƓĦƥfƾď

Ɠĳöakƾ¹´7×Ĝ

ƀ

ƕĦƥfƽƶƟƸƗ 8ƽÔĺƬƸƢƧƪƺƤÉ<Ƙ

8ƽ

ƔĪmƼŨƾƤǏƥǑĳöa,ƹ/þƮǎƾƿ\żƹƞ ƔcĈƼƤǏƥ/þ7ƽƶƟƸƗ 8ƽŰa¿)
ǍƗRŕa¿)*[ƾB9ƽǋǍcĈƼ/þ7Ǒ *[ůƹăƬNǐưƸƢƧƪƺƤħơǌǏǎƘƱƾŹƽ
×ĜƮǎƪƺƤÉ<Ƙ
ƿƗJ'!a¿)*[ƾň«ƾmƥƫǉŐǅơƗ_ǉŰ
ƬƸƾŜ¶ƗŁ½ǑįƵƸƢƧƪƺƤħơǌǏǎƘ

ƔŗŚǴ<ûĈƼƤǏƥ/þƾƲǈƗcĈƼµŘǑ
wƬƲŠ2ƼĦƥfƾďƤĵƘ

ƖƜǦǵǟǰǣǞaŽƝĳyǑJƨƲtƾlƧƤĕƥzƺ ƕŗŚǴ<ûĈƼƤǏƥ/þƾƲǈƗƤǏƥćĀŨƾª
ƼƵƲƲǈƽèCĨǊƇĮjĘƤ'ǍŖǆƗŚ ³ƺƱǏƽdƷƧ/þ¿ũǴ/þĹąƾ¡ƤĵƘ
ƽçuƤ?ƬƲƘǲǜǳǡǱǟtƿƗƪƠƬƲa
@ǑƚǛǵǟǤǢǕǳƛƽ®wƗƱƾĬǑ~ŭĈƽIǍġ
ǇƚŽöǛǵǟǤǢǕǳǴǢǟǚǩǗǵǟƛǶtǴĜu(Ǵ
)* ÕǴŅ|Ǵģ>ƾMţƾǬǳǧǵƹ×¡ǷǑĥ¡Ƙ
èCĨƾĖ'ŲÝǩǖǳǟĽĦƗáůŅ"đƽǋ
ǎƍƏÆůǨǤǲǵǱƼƻǑxÀƬƲƘǅƲƗƌƍƋÂƽƿ
t.ƽč¥ƮǎƺƟƠËųǑĽƨƗËųǅƹƽ.Ķř
ƬƤĖƲƼƟtƿŚǊƣƽIǍhƮƺƟƠ¿ũǑ¦ƴ0
ƬƲƘ

Ɩ_ƈYċŜĢņƉƗČƗŰƍƋĄGǀƱƾƾŰ ƖƜLòŻŻaŽƝūºƤŽöƎÂĉƽĎhƫǏƲ ƕƤǏƥ/þƾƲǈ_ƗŰa¿)*[ƗƱƾŰ
ĨƤB9ƬƸƗƚöyÓø/þ±ŝBņƛƤĽĦƫ tƾ¸FǑŮrƗƍǘÈǄƻƹőŷƺáů[ƾB9ƽǋ ÛŰĘƾŁ½ƾġǆƤĵƘ
ǏƲƘƫǌƽƗĸ£¼ƾlƟűĒƐƽƶƟƸƿƗ_G ǍƤǏƥ/þƤv ƬƲƘ
ǀČǑơƸƚhz/þ±ŝţƛǑĽĦƬƗ(/
þĹąƾŝįĚþĘǑįƵƲƘ
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ƕøĸƿŗŚƼ}ƤãǈǌǏǎ¿ƗƼ/þ ƕøĸƽŰƮǎ)ĈŰƾƞǍ¿ĘƽƶƟƸ
ƽǋǎyǉƞǍƗŊāň«Ƕ)ŊĸƾĵƗƱƾě }¿ũǑÔĺƬƸƢƧƪƺƤħơǌǏǎƘ
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阪神・淡路大震災の教訓

過去の教訓等から示唆される課題および
首都直下地震特有のものとして想定される課題
（◆は首都直下地震特有）

○【関東大震災】東京市内の銀行が、震災による人心動揺 ◇発災直後に、銀行取付等の経済的混乱を招かないよう
と銀行取付の発生を考慮してほとんど休業し、その影響が な措置が必要。
全国に及ぶことが懸念された。大正12年9月7日に「支払い
猶予令」が公布され、これにより銀行の営業が再開された
が、開店後の預金引き出しは予想に反して少なかった。
○【米国同時多発テロ】ニューヨーク株式市場が4日間停
止、マンハッタンにおける金融機関の通信システムもダウ
ンしたが、米国債市場の流動性低下、ドル調達資金金利
上昇など短期的影響はあったものの、経済全体への中長
期的被害には結びついていない。

その他、過去の災害の教訓

事前対策として検討が望ましい事項

○地場産業については、被害報道、被害イメージが復興の ○【トルコ・マルマラ地震】国際格付会社がトルコの外貨格 ◇憶測や風評による経済的混乱を招かないよう、正確な情 ◇風評被害防止のための広報体制を構築しておくことが
障害になったとの指摘もあった。
付けを格下げすると経済危機の引き金となるおそれもあっ 報提供や国・地方公共団体等の見解の広報を行うことが 必要。
たが、地震直後には「格付に実質的な影響は与えないだろ 重要。（特に混乱防止のため短期的にマーケットを停止す
う」との見解が発表された。
る場合など）
○【ハリケーン・カトリーナ】エネルギー価格高騰の影響
◆首都の今後に対する人々の見方が、不動産価格や金融
は、全米に及び、特に消費者心理の悪化が見られた。ミシ 証券市場に影響を与えるものであることに留意が必要。
ガン大学調査の消費者センチメント指数（消費者心理状況
を調査した指標の一つ）は2005年７月の96.5をピークに、８
月は89.1、９月に76.9と急降下した。
○【ハリケーン・カトリーナ】米連邦準備制度理事会（FRB）
は、2005年９月に短期金利であるFFレート誘導水準を
0.25％引き上げる利上げを行った。声明文では、ハリケー
ンの被害による消費・生産・雇用の落ち込みと、エネル
ギー産品の価格高騰や石油生産・精製インフラへの影響
を指摘したが、一方で、景気に与える影響は一時的である
と判断された。

○申告・納付期限の延長、法人税の還付等がなされた。ま
た、復興投資を促進するための資産の買換え特例等、各
種税の減免が措置された。

□税制上の対応策
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◇必要に応じ税制優遇措置等を速やかに実施することに
より、被災者、被災事業者等の経済的影響の緩和を図るこ
とが必要。

◇被災地内外の企業の連鎖倒産防止等の措置を適切に
講じることにより、二次的経済被害を最小限にとどめること
が必要。
◇不渡手形の猶予措置等の短期的な特別措置が必要と
なるケースも想定されるが、その場合でも短期に収束する
ことが重要。また、このような特別措置を実施する場合、出
来る限り悪用のおそれが少ない仕組みとする必要がある。

○震災に起因する破産宣告に関する猶予措置が実施され
た。
○震災関係不渡手形の猶予措置がとられたが、それを悪
用するケースが出てきたために、被災事業者による手形振
り出しが困難になるという問題が起きた。

□震災による連鎖倒産防止などの措
置（被災地外も含む）

○【関東大震災】「震災手形割引損失補償令」が公布・施行
され、回収困難となった手形を所有する銀行に対し、日本
銀行が政府補償付きで特別融資（補償令特融）を行った。
しかし、震災手形の多くは、震災以前から回収困難になっ
ていた手形であり、実際に震災によって罹災した商工業者
の救済に補償令特融が果たした効果については疑問とさ
れる。
○【伊勢湾台風】被災地において不渡手形が多数発生した
ため、名古屋銀行協会では、支払期日超過の手形の交換
持出しを認め、また、手形小切手の不渡処分猶予等の応
急措置を講じた。

○緊急融資が必要となり、金融面からのバックアップ対策 ○【関東大震災】東京・横浜手形交換所における手形取引 ◆被災事業者等の経営悪化、担保不動産価格の下落、有
として、全く初めてのことであったが、特定地域に日銀資金 は、震災直後はほとんどなくなり、以後1年間にわたって低 価証券価格の下落等に起因して、自己資本比率の低下等
が投入された。
調な状態だった。
による金融機関の健全性・安定性の維持が課題となる
○【関東大震災】震災によって為替銀行は海外支店におけ ケースも想定される。金融当局としては、金融機能を維持
る預金引出等にあって手元資金が窮迫したため、政府・日 し復旧・復興に必要な資金供給が円滑に行われるよう、所
銀から在外正貨の払い下げが行われた。これにより震災 要の措置を採ることが必要。
前から進んでいた在外正貨の減少が急速に進んだたた
め、政府は、輸入は輸出でまかなえる金額にとどめ、原則
として在外正貨の払い下げを行わないこととした。これに反
応して為替市場では一気に円安が進行した。

□金融の健全性・安定性の維持

■流動性の確保、信用収縮の回避、当面の財政措置

□対外的なアナウンス

□小口決済（現金供給体制）等の維持 ○震災当日に営業できなかった金融機関は計450店舗。
○金融機関への取り付け騒ぎなどを回避するために、震
災当日の午後に近畿財務局長と日銀神戸支店長の連名
で、預金者に対しては極力支払いに応じることなどを旨と
する、金融機関宛の被災地に対する金融上の措置の要請
が発表された。
○神戸・西宮・明石の手形交換所が最長で1月17日から23
日まで停止した。18日には全国銀行協会によって1月24日
に手形交換業務を再開すること、震災関係不渡手形につ
いては不渡り処分を猶予することなどが通知された。関東
大震災時のような日銀による再割引は行われなかった。被
災企業に対する金融支援措置が利用可能になったこと
や、震災とは関係なくとも猶予措置を悪用して決済を延期
しようとする事例が目立つようになったことを受け、8月2日
にこの不渡り処分の猶予措置も廃止された。

■金融・決裁機能の維持

首都直下地震の復旧・復興施策
として実施すべき事項

５−（１）経済・財政面において想定される状況と課題
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○政府系中小企業金融３機関における災害復旧貸付、
国・地方公共団体による低利特別融資制度の創設、中小
企業信用保険の特例措置により、資金調達の円滑化が図
られた。
○日銀特別融資枠として5,000億円が用意されたが、当時
は短期金融市場のレートが公定歩合を下回っていたので、
大手銀行は利用せず、地元銀行の兵庫銀行、阪神銀行や
信用金庫が2,700億円を利用するにとどまった。
○兵庫銀行の破綻により、兵庫銀行から融資を受けた被
災者・被災事業者が資金調達できずに連鎖倒産していくこ
ととなるため、破綻懸念のある事業者等を把握するととも
に、兵庫銀行の再建に取り組んだ。

○平成７年４月28日には、「復旧・復興に向けての考えと当
面講ずべき施策16項目」が決定し、早期の実施が図られ
た。
○神戸では第3次産業が７割を占めるが、そのマーケット
が被災地の中にあった。流入人口を元に戻す必要があっ
たが、新幹線、道路（特に阪神高速道路）の回復が遅れ
た。
○市民生活レベルの生活再建、中小企業や商店の再建に
ついては、発災からほぼ半年程度の間対応が進まなかっ
たという被災地の経済関係者の実感があり、その半年間
の遅れが後々まで響いたとの意見もあった。

□中小企業金融等の緊急融資、資金
調達円滑化

□「当面講ずべき施策」のプライオリ
ティの検討とそれに関する財政措置

過去の教訓等から示唆される課題および
首都直下地震特有のものとして想定される課題
（◆は首都直下地震特有）

◆高度な経済的集積のある首都地域が被災した場合、復
旧・復興が遅れることによる被災地内経済及び国内外へ
の経済的影響は甚大であり、経済活動への対応は迅速性
が求められるものと考えられる。こうした状況に鑑み、復
旧・復興施策の実施に際しては、迅速な経済復旧・復興の
観点からの施策の優先順位付けが求められる。

◇被災企業等の資金調達への配慮が必要。その際、公的
な支援に加え、民間金融機関からの金融的支援が重要。
◇金融当局は、特に金融機関が破綻するおそれがある場
合等において、融資を受けている各事業主体の資金繰り
の把握等を通じ、連鎖倒産による被災地域の経済混乱を
未然に防ぐことが必要。

○【関東大震災】国内供給の不足から、生活必需品及び復 ◇被災地の経済に深刻な影響を与えかねない物価高騰を
興資材、機械等の輸入税を半年間免除するという措置が 十分抑制できるよう必要な措置を講じることが求められる。
とられ、それに対応して輸入が増えた。
○【伊勢湾台風】物価については、木材、炭類、水産加工
品、繊維織物などが値上がりしたものの、緊急物資の大量
入荷、暴利取締りなどの対策が機敏に講じられたため、さ
ほどの値上がりは見られなかった。

その他、過去の災害の教訓

□財源の確保、ファイナンス

○国の復興財源確保については様々な議論があったが、
最終的には「赤字国債（特例国債）」の発行によることと
なった。
○復旧・復興事業費について国は多大な財政支援を行っ
たが、県や被災市町もその負担分を賄うため多額の地方
債の発行を余儀なくされ、震災後の地方公共団体財政を
圧迫する要因となった。加えて、震災による減収と景気後
退による減収もあった。
○建物・施設といったストックの被害はもとより、サービス
収入の減退といったフローの打撃が大きく、神戸市では、
事業経営的収入（下水道、港湾、新都市整備、病院、高速
鉄道、水道）の各会計で軒並み収入の減少となった。
○被災地に大規模な資金を重点投入することについては、
被災地外地方公共団体からは必ずしも理解が得られない
面もあり、認識のギャップがあった。
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○【関東大震災】被災直後に内務大臣・後藤新平の立てた
帝都復興の基本方針には、焼失区域の全域を一括買収
し、整理後にそれを払い下げ又は貸し付けると定められて
いたが、財政事情等から政府内の賛同を得るには至らな
かった。
○【関東大震災】震災関係費はほとんど一般会計から支出
され、その調達方法は主として普通財源と公債金によっ
た。震災対策費によって公債発行が常態化したとは言えな
いが、歳出に占める公債費の比率は震災以降高水準を維
持し続けており、公債発行の負担が政府財政に与えた影
響は小さくなかった。
○【関東大震災】地方税は減免・徴収猶予措置により大きく
減少しているが、その後は回復基調となった。また、震災を
境に国庫支出金の比率が増加するが、金額はかなり増減
が激しい。さらに、震災以降は地方債の発行による収入が
増加した。
○【トルコ・マルマラ地震】政府は被災地域の復興等にかか
る費用捻出のため、インフレへの悪影響の少ない税制パッ
ケージ法案を議会に提出した。

◆想定される首都直下地震の復興に際しては、これまでの
震災とは比較にならない規模の財政需要が生じるものと想
定されるが、現下の財政状況に鑑みれば、復興施策は一
定の財政制約の下で実施することが想定され、財源確保
（資金調達）、財政措置の優先順位等の議論が必要となる
ことも考えられる。
◆財政需要の発生と税収回復にはタイムラグがあり、需
要・財源のギャップが生じることから、膨大な短期の財源調
達のため機動的、臨機応変な財政措置が必要である。
◇経済、財政への悪影響等を考慮し租税、国債発行等に
より適切に財源確保を行うことが求められる。
◇財源確保のため国債発行を行う場合には、それが吸収
されるための市場環境整備が必要であり、償還手段（増税
等）を示すことも必要である。
◇増税は、逆に経済の冷え込みをもたらすことも懸念さ
れ、その点も考慮した検討が必要である。
◇地方公共団体のインフラ復興財源として、政府保証を付
けた災害復旧対策債を発行できるようにするなど、現実性
と機動力のある選択肢を検討しておくことが必要である。

□復興方針に基づく復興財源の措置、 ○当初、被災地方公共団体からは財政的支援の法的裏付 ○【広島市戦災復興】広島市を憲法に則り平和を象徴する ◇復興を着実に進めるため適切な財政措置が必要。
被災地方公共団体への措置等に関す けを明確にした復興特別立法も要望されたが実現しなかっ 都市として再建することを骨子とする「広島平和記念都市
る立法措置
た。
建設法」が昭和24年８月６日に公布された。
○7月28日には「阪神・淡路地域の復興に向けての取組方
針」を決定。復興計画の前期5か年計画は「復興特別事
業」として、着実な実施に全力を注ぐこととされた。

■復旧・復興へ向けた経済・財政措置

○震災時にほとんど物価上昇が見られなかった。その理
由として、総需要が減少したこと、総供給にはそれほど影
響が無かったこと、価格上昇に対して心理的抵抗があった
こと等が挙げられている。

阪神・淡路大震災の教訓

□物価の高騰防止

首都直下地震の復旧・復興施策
として実施すべき事項

◆首都直下地震の復興に際しては、これまでの地震とは
比較にならない規模の財政需要が生じるものと想定され
る。しかしながら、長期金利の上昇をもたらすような資金調
達は困難であることから、厳しい国の財政状況が継続する
中で首都直下地震が発生した場合には、財源確保に一定
の制約が生じるおそれがある。被災が想定される地域の
住民や企業は、このことをも踏まえ、自助努力を基本とした
事前の備えをこれまで以上に積極的に行い、被害の最小
化に努めることが求められる。
◆復旧・復興需要の総額抑制の観点から、構造物の耐震
化や老朽施設の更新促進等の事前対策を推進することが
有効。
◇国・地方公共団体、学界、産業界、専門家組織、住民組
織等は、自助、共助による事前の備えに関する啓発を推
進するとともに、ソフト・ハード両面において、都市型の地
震災害における減災に向けた効果的な取組を推進していく
ことが望まれる。
◆復興財源のための事前のファンド（基金等）構築などの
可能性についても検討することが考えられる。

事前対策として検討が望ましい事項
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□地方財政の健全化への取り組み

○被災地方公共団体の財政逼迫に伴い、行財政改革へ
の取り組みが不可欠となった。
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○【関東大震災】震災対策費調達のために発行された公
債が累積し、その後の景気後退局面で累増、地方財政を
大きく制約した可能性が推測される。

◇復興施策の実施により被災地方公共団体の財政状態
が過度に悪化しないよう配慮が必要。

◇国、地方公共団体の財政に限界がある中、民間資金等 ◇復旧・復興に際して障害となる可能性のある規制等を事
の積極的な活用により復興関連事業を進めることが考えら 前に抽出し、被災時の対応方策等を予め検討することが
れる。
有効。
◇復興を円滑に進めるため、（阪神・淡路大震災時にはな
かった）構造改革特区制度等を活用し、被災地の一定地
区に限定した特例措置を設けることも考えられる。
◇規制を含め、産業等の復旧・復興のボトルネックとなって
いる事項について、速やかにこれを把握し、的確な対応策
を講じることができるよう、国・地方公共団体と業界団体、
専門家組織等との効果的な連携体制を構築することが望
まれる。

□民間活力を引き出す措置、規制緩和 ○兵庫県内の復興経済活動規模は14.4兆円、復興に要し
など
た資金の７割は民間が負担したとの推計がある。
○被災直後に地場の事業者では受注しきれない大量の建
設需要が集中し、建設資金が被災地外に流出した一方
で、その後しばらく建設需要が発生しなくなり、地場の住宅
産業は疲弊した。
○民間が復興に取り組むに際して、がれきの広域搬送や
工場の再建に関する制限など、各種規制が障害となった
部分があった。
○公共施設等の復旧、復興に比較して、ソフト面での対応
が遅れがちとなった。例えば、規制緩和や税制優遇措置等
を認める「エンタープライズゾーン構想」の提案が被災地か
らあったが、一国二制度につながるとの懸念から実現しな
かった。

■地方財政の健全化への取り組み

◆震災を契機として、海外企業等による資本引き上げ
（キャピタルフライト）や事務所等の海外移転が行われるも
のと想定される。こうした動きを把握し、その影響を緩和す
るような取組みも必要と考えられる。

◆過去の災害において活用された復興基金の現行スキー
ムは、地方交付税の不交付団体（東京都等）では活用でき
ないことから、それに代わる手法の検討を行うことも考えら
れる。

事前対策として検討が望ましい事項

□外資の流出防止等

◇阪神・淡路大震災、新潟県中越地震等からの復旧・復興
において、復興基金は既存の制度では対応できない被災
地のニーズについて、きめ細かで柔軟な支援を迅速に行う
という機能を果たしてきた。首都直下地震からの復旧・復
興においても、復興基金が有するこのような機能は求めら
れることになるものと考えられる。なお、財政上の制約もあ
る中で、このような機能をどのように実現していくのかにつ
いては、地震発生後に諸般の状況を踏まえた検討が必要
である。

○【集集地震】台湾大地震(1999)の復興基金会（重建基金
会）は義捐金等の寄付金を元手として民営（第三者機関）
的で柔軟な運用を行っている。
○【関東大震災】同潤会は、国内外からの義捐金をもとに
設立され、被災者向け住宅供給（同潤会アパート）を行っ
た。同潤会の事業は、現代の住宅政策にも大きな影響を
与える復興事業となった。

◇可能な限り修理で対応して新規投資を抑制するなど、財
政投資を平準化する努力も必要。
◇民間の資金やノウハウの活用、海外からの調達も含め
多様な資金調達方法について検討し、効果的に活用する
ことも期待される。
◆首都地域が広域的に被災した場合、地方公共団体間の
財政力の格差により被災者等への支援の格差が生まれる
ことも想定される。公平性の観点からこうした格差是正の
ための財政調整等についても考慮が必要となる。
◆首都地域の被災による税収減が全国地方公共団体の
地方財政に影響する可能性があり、この点にも配慮が必
要と考えられる。

過去の教訓等から示唆される課題および
首都直下地震特有のものとして想定される課題
（◆は首都直下地震特有）

□復興基金等の検討

○【ロマ・プリータ地震】サンタクルーズ市では、市議会の
決定及びその後の住民投票を経て、「地震復興税」として、
6年を期限として3,350万ドルを超えない範囲で１％の半分
を売上税から徴収することが可能となり、中心街の再建費
用に使われた。
○【ロマ・プリータ地震】（サンタクルーズ市）再開発事業で
は、再開発による税収増加分を事業費に配分する手法
(Tax Increment Financing:税収増加融資）による事業資金
の調達が計画された。

その他、過去の災害の教訓

◇ブロック・グラント（包括型補助金）方式など、地方公共団
体が自らのニーズに合わせて裁量で執行できる包括的な
財源確保の仕組みの導入も考えられる。

○被災者のため、兵庫県・神戸市が地方債を発行して無
利子で貸し付けるなど、基金規模6,000億円（その後9,000
億円に増額）の復興基金が設けられた。
○大阪府では復興基金を設けなかったことから、兵庫県と
の間に支援策の格差が生じた。
○復興基金は当初平成16年度末に事業を終了する予定
だったが、課題の長期化に対応し、さらに存続させることと
なった。

阪神・淡路大震災の教訓

□被災地ニーズに合わせた復興財源
の確保

首都直下地震の復旧・復興施策
として実施すべき事項

