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                                         ぅなとに :  】とΜゅゝとぬなこへΜゅこjきhにΜそhせΜ】とせつはつせそかにΜ〈たたしたjここほしにΜ 
                                                            〈つiなおhΜΜ‒とけおなiとΜ      
                                                              
                                         】とせつέkしΜ:  1てち   Ko ゃヾてにとけふ ぃとてjkgjかgな kてに ぃてそかkさ  ゅとおjkて ぃgヾてにkjお 
                                                           2てち  【て  ゃlにヾてにとけふ ゃけiかgな Τ 【てすちのちすせおな ]そそさそiけけへさな  ‒うとせて ‒ヾふそgとさ   
                                                           3てち  【て  ゃlにヾてにとけふ  ゃけiかgな Τ 【てすちのちすせおな ]そそさそiけけへさな  ‒すぬうそさ ぉすたてjかhさ  
                                                           4てち  【て  ゃlにヾてにとけふ  ゃけiかgな Τ 【てすちのちすせおな ]そそさそiけけへさな  〉さたおkとさ 〈gとkこふヾてにそて  
                                                           5てち  Kて  ゃlにヾてにとけふ ぃとてjkgjかgな kてに ぃてそかkさ 《たたgちてにおそ ‘ぁしのちg            
                                                           6てち  【て  ]とぬさけふ ぃにとてjくijkすせてへ ぇほたgkてな  ‒ヾてちうkjて ぃgちgけかのkさ       
                                                           7とつ  ぃてそすkすせてへな  fてとiかな - ]έ〉έ《έ〉έゃ - ぃέぁέ《έゃέぃέぇέ    ---    ‒‒《         
 

f》｠〈λΜ « 〈ゝとkゝえkjせにΜぬゝhたたかたはつΜゅゝとぬなこjきとぬΜゅこjきhにΜΣΜ】とせつはつせそかにΜ〈たたしたjここほしにΜ– kぬさほこはつΜ 
                 ぬゝhたたかたはつΜlとぬΜぅぬなとkけjklせそとほΜぉまちhlとにΜ» 
 

    】ほなせjΜゅゝとぬなこお 

   ╉ヾiすkg gヾふ えちkてちiな hすgたgとkにとかiな jにちghえそlのち たgな jにこへけのち にヾgそそおそのち ちてjさそiにkほち せgす ヾそさとのたうkのち 
gjしiちてlふとのち 《έ【έ]έ〈έ kてに にヾてにとけiかてに jgな, jぬikすせう たi kさち ぬとふちすg うとちさjさ kのち gとたふhすのち にヾさとijすほち ヾてに 
iヾてヾkiへiki, ちg hすiちiとけおjてにち kすな ヾとてくそiヾふたiちiな gヾふ kて ちふたて gヾてjヾうjiすな けすg jにちにヾさとえkさjさ hさたすてにとけほちkgな 
jてくgとう ヾとてくそおたgkg jkすな てすせてけえちiすiな kてにな, jgな iちさたiとほちてにたi ふkすμ 
 

    ぇへたlのちg たi kさち すjぬへてにjg けすg kて ヾにとてjくijkすせふ ヾとてjのヾすせふ ちてたてしijかg, てす たikgしえjiすな  けすg そふけてにな 
jにちにヾさとえkさjさな hすiちiとけてへちkgす jkすな ヾiとすヾkほjiすな ヾてに てとかこてちkgす gヾふ kさち ヾgとうけとglて 3 kてに うとしとてに 15 kてに ぅά《άΜ
170/1996 (【gちてちすjたふな ‒ikgしえjiのち ゃヾgそそおそのち ぃέぇέ ふヾのな kとてヾてヾてすおしさせi jにたヾそさとほしさせi せgす すjぬへiす), ふヾてに gヾてととえiす ふkす てす 
たikgしえjiすな けすg jにちにヾさとえkさjさ kのち にヾgそそおそのち kてに ぃにとてjくijkすせてへ ぇほたgkてな たi jへこにけふ kてにな hさたふjすて にヾうそそさそて 
iちiとけてへちkgす たふちて jkすな ヾiとすヾkほjiすな ヾてに iヾすkとえヾてにち てす hすgkうつiすな kてに うとしとてに 7 ヾgとうけとέ 4 kてに をάΜ 2ι7έ7η (て 
jにけせiせとすたえちてな ちふたてな gちglえとikgす gヾてせそiすjkすせう けすg ヾgとgたiしふとすiな ヾiとすてぬえな), せgkふヾすち gすkおjiのな kてに 
iちhすgliとてたえちてに せgす たふちて ふkgち gヾてhihiすけたえちg hiち たヾてとiか ちg iつgjlgそすjkiか さ jにちにヾさとえkさjさ gヾふ kさち にヾさとijかg 
kてにήkさな jにこへけてに kてにέ   
 

    】gたくうちてちkgな にヾふねさ kさ jにけせiせとすたえちさ ちてたてしikすせお ヾgとうたikとて, こさkうたi ji jにちhにgjたふ たi kさち にヾέ gとすしたέ 
《【《〈《έgάγίέβ2βέίκ7γβέ2κ-10-2010 《けせへせそすて kてに ゃヾてにとけiかてに 《jのkiとすせほち, kさち うたijさ ilgとたてけお kてに うとしとてに 

21 kてに ちふたてに 29γηέ2ήήίΜ Υgά》ά】άΜ 〈ΤΜ 22γ) ヾてに にヾiとすjぬへiす せうしi けiちすせおな せgす iすhすせおな hすうkgつさな せgす jkて てヾてかて 
gちglえとてちkgす kg iつおなν 
   «┎g┠k┟┠┥┘ ┨ん┕┡┡┝┡┥┟ ┠g┟ ┨ん┕┡┡┝┡┥┟ ┟h┟┫k┟┠┥┯ h┟┠g┘┥┨ g┥┦┘jk┥┨ ┩┦┮┣┥┨ h┝┢┥j┘┫┣ ┨ん┝┦ij┟┰┣ ┠g┟ ┣┥┢┟┠┰┣ 
ん┦┥j┰ん┫┣ h┝┢┥j┘┥┨ h┟┠g┘┥┨, ん┥┨ ┠gk┖┩┥┨┣ ┥┦┛g┣┟┠┖┧ ┞┖ji┟┧ ┠g┟ i┘┣g┟ j┯├┨┛┥┟ jk┦gk┟┫k┟┠┰┣ k┫┣ ━┣┮ん┡┫┣ 
─┨┣┕┢i┫┣, ┖┣jk┥┡┥┨ ん┦┥j┫ん┟┠┥┯ k┝┧ ━┡┡┝┣┟┠┗┧ 〝jk┨┣┥┢┘g┧, k┥┨ ┋┨┦┥j┚ijk┟┠┥┯ ┠g┟ ┆┟┢i┣┟┠┥┯ ┍┰┢gk┥┧, 
iん┟k┦┖んikg┟ ┣g gん┥jん┰┣kg┟, ┠gk┕ んg┦┖┠┠┡┟j┝ k┫┣ ┟j┩┨┥┨j┰┣ h┟gk┕┤i┫┣, ji ┨ん┝┦ij┘i┧ k┥┨ jki┣┥┯ h┝┢┮j┟┥┨ 
k┥┢┖g ┠gk┕ ん┦┥ki┦g┟┮k┝kg ┠g┟ ji んi┦┘んk┫j┝ ┖┡┡i┟┪┝┧ ┨ん┝┦ij┟g┠┰┣ g┣g┛┠┰┣ ji ┨ん┝┦ij┘i┧ k┥┨ i┨┦┯ki┦┥┨ 
h┝┢┮j┟┥┨ k┥┢┖g, jk┝┣ んi┦┟┥┩┗ ん┥┨ ┨ん┝┦iki┘ ┥ (┝) j┯├┨┛┮┧ k┥┨┧. ┃ gん┮jんgj┝ h┟i┣i┦┛i┘kg┟ ┢i ┠┥┟┣┗ gん┮lgj┝ 
k┫┣ j┨┣g┦┢┮h┟┫┣ ┏ん┥┨┦┛┰┣, ん┥┨ i┠h┘hikg┟ ┠gk┮ん┟┣ j┩ik┟┠┗┧ g┘k┝j┝┧ k┥┨ ┨んg┡┡┗┡┥┨ ┠g┟ j┯┢l┫┣┝┧ ┛┣┰┢┝┧ 
k┥┨ g┦┢┮h┟┥┨ ┨ん┝┦ij┟g┠┥┯ j┨┢┚┥┨┡┘┥┨. 〝┦┣┝k┟┠┗ ┛┣┫┢┥h┮k┝j┝ h┟┠g┟┥┡┥┛i┘kg┟ ┢┮┣┥ ┛┟g j┥┚g┦┮ ┨ん┝┦ij┟g┠┮ 
┡┮┛┥, ん┥┨ h┟gん┟jk┰┣ikg┟ ┠g┟ g┟k┟┥┡┥┛i┘kg┟ iんg┦┠┰┧ gん┮ k┥ ┨ん┝┦ij┟g┠┮ j┨┢┚┥┯┡┟┥.»  

 

    》ゝせゝたおとつ 】ほなせj ゅゝとぬなこお, jgな けちのとかこてにたi ふkす てす にlすjkうたiちiな jにちしおせiな iとけgjかgな kのち 《そそおちのち 
ヾにとてjくijkほち ヾてに gけのちかこてちkgす せgしさたiとすちう けすg kさち ヾとてjkgjかg kさな このおな, kさな ヾiとすてにjかgな kてに iそそさちすせてへ そgてへ せgす 
kてに ∃∀jすせてへ たgな ヾそてへkてに, iヾさとiうこてにち うたijg せgす kg たえそさ kのち てすせてけiちiすほち kてにな iつgすkかgな kさな jにちiぬてへな, 
gヾとふjたiちさな せgす たikgくgそそふたiちさな せgkうjkgjさな kてに てすせてけiちiすgせてへ kてにな ヾとてけとgたたgkすjたてへ, のな gヾてkえそijたgμ  

 ぉさな iとけgjかgな ヾてに ヾgとえぬてにち ji iつgおたiとさ くうjさ iくhてたghすgかのな, たi せにそすふたiちて のとうとすて せgしΥ ふそさ kさ 
hすうとせiすg kてに βζのとてに. 

 ぉさな jにぬちおな iヾすたおせにちjさな kてに kgせkすせてへ のとgとかてに iとけgjかgな ji gちへヾてヾkて ぬとふちて けすg kさち gちkすたikほヾすjさ 
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iせkうせkのち gちgけせほち, たi ヾえとgち kのち lにjすてそてけすせほち てとかのち gヾgjぬふそさjさ kてにな, jにちえヾiすg kさな kiとうjkすgな 
えそそiすねさな ヾとてjのヾすせてへ. (ji iせgkてちkうhiな gちえとぬてちkgす kg iつgすとえjすたg とiヾふ ヾてに ぬとのjkうiす さ にヾさとijかg ji 
せうしi にヾうそそさそて せgす てす せgちてちすせえな うhiすiな ヾiとgjたえちのち ikほち ).  

 ぉのち jにぬちほち gヾてjkてそほち たgせとすう gヾふ kすな えhとiな kてにな ヾとてな iちかjぬにjさ うそそのち にヾさとijすほち, けすg hすうjkさたg 
gとせikほち さたiとほちέ  

 ぉさな えそそiすねさな ちてたてしikすせおな とへしたすjさな けすg kさち ilgとたてけお kてに せgしijkほkてな kのち けてちすせほち ghiすほち せgす 
hすiにせてそへちjiのち jkてち うちhとg けてちえg ヾにとてjくijkすせふ にヾうそそさそて, gヾてkiそほちkgな ヾそえてち kさち たてちghすせお iつgかとijさ 

jkてち hさたふjすて kてたえgέ 
   【gkう jにちえヾiすg さ て hすgぬのとすjたふな kさな てすせてけえちiすgな ji jにちhにgjたふ たi kさ jにぬちお gヾてにjかg kのち jにこへけのち 
ヾにとてjくijkすせほち にヾgそそおそのち けすg kさち gちkすたikほヾすjさ えせkgせkのち にヾさとijすgせほち gちgけせほち, hさたすてにとけてへち gちにヾえとくそさkg 
iたヾふhすg jkさち てすせてけiちiすgせお jにちてぬお せgす せにとかのな jkさち iヾすたえそiすg kのち ヾgすhすほち, ヾてに てつへちてちkgす ヾiとすjjふkiとて iうち 
jにちにヾてそてけかjてにたi せgす kさ hにjぬiとお てすせてちてたすせお せgkうjkgjさ ヾてに えぬてにち ヾiとすえそしiす, iつgすkかgな kさな うhすせさな せgす jせそさとおな 
てすせてちてたすせおな ヾてそすkすせおな ヾてに ilgとたふこikgす. 
 

   】ほなせj ゅゝとぬなこお, iうち gちgけちのとかこiki kさち kiとうjkすg ヾとてjヾうしiすg ヾてに せgkgくうそそてにち てす ヾにとてjくえjkiな ふそg gにkう kg 
ぬとふちすg せうkの gヾふ kすな ヾとてgちgliとふたiちiな gちkかつてiな jにちしおせiな, しg ヾとえヾiす ちg gちkすそさlしiかki ふkす ヾとてえぬiす さ うたijさ 
iヾかそにjさ kのち ヾとてくそさたうkのち ヾてに gちkすたikのヾかこてにち てす かhすてす せgす てす てすせてけえちiすiな kてにな, けiけてちふな ヾてに  せgしすjkう iヾすkgせkすせお 
gちうけせさ kさち iちiとけてヾてかさjさ kさな ヾgとgヾうちの ちてたてしikすせおな hすうkgつさな けすg ふjてにな にヾgそそおそてにな kてに にヾてにとけiかてに jgな kさち 

gすkてへちkgす, jkさ くうjさ kのち にヾてぬとiほjiほち jgな ヾてに gヾてととえてにち gヾふ kすな hすgkうつiすな kてに jにちkうけたgkてな けすg kさち 
ヾとてjkgjかg kさな てすせてけえちiすgなέ 
 

eせhΜlしつΜ》つはlせそかΜ〈こはつせklせそかΜ】きつしkしΜぅぬなとkけjklまつ 
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