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1. 》【ぉ〈eあe』 

 

1.1. 〈を〈‒』っ』 ｠》‒》ゃ』ぉ 

 

｠j lしつ ぬπ’ hなせすちへつ 105/2010 hπへmhkし lしに 》.》 lとぬ 〈つhπlぬてせhそとほ ぉぬつiおkちとぬ 《ぬlせそかに 〈すかつhに 
(〈ぉ《〈) kぬつえmすしそj kほちけhkし ちjlhてほ lとぬ 〈つhπlぬてせhそとほ ぉぬつiおkちとぬ 《ぬlせそかに 〈すかつhに そhせ lとぬ 》すつせそとほ & 

】hπとiせklなせhそとほ ぅhつjπせklしちきとぬ 〈すしつまつ ちj lしつ とπときh hつhlおすしそj し jそπへつしkし lしに ちjたおlしに 
«》πせねjせなしkせhそか ぃなこえつはkし lはつ 《かちはつ lとぬ 〈つhπlぬてせhそとほ ぉぬつiおkちとぬ 《ぬlせそかに 〈すかつhに こせh lしつ 
ぅとたせlせそか ぅなとklhkきh そhせ lしつ 〈つlせちjlまπせkし gぬkせそまつ そhせ ぅjなせけhたたとつlせそまつ 】せつiほつはつ». 』 ちjたおlし hぬlか 

ねなしちhlとiとljきlhせ hπへ lとつ 〈つhπlぬてせhそへ ぉほつijkちと 《ぬlせそかに 〈すかつhに (〈ぉ《〈). 』 jそπへつしkし lしに ちjたおlしに 
πjなせたhちけえつjせ lおkkjなjせに (4) mえkjせに: 

• 〈’ gえkし:  《なえkjせに ｠jきはkしに ぅたしちちぬなせそとほ 】せつiほつとぬ 

• 〉’ gえkし: 《なえkjせに ｠jきはkしに ぉjせkちせそまつ ejはiぬつhちせそまつ 】せつiほつはつ 
• e’ gえkし: 》πせねjせなしkせhそえ ぉねおiせh ╊そlhそlはつ 〈つhこそまつ 
• 《’ gえkし: 《なえkjせに 》つしちおなはkしに 】とせつとほ 

 

ゃと πhなへつ ljほねとに hmとなえ lしつ ╉ gえkし そhせ lせに 《なえkjせに ｠jきはkしに ぅたしちちぬなせそとほ 】せつiほつとぬ. 

 

1.2. ぉ】ぃぅぃぉ – ぉゃぃょぃ【 
 

ぉそとπへに lしに πhなとほkhに ちjたおlしに jきつhせ し けjたlきはkし lしに jπせねjせなしkせhそかに となこえつはkしに lはつ iかちはつ lとぬ 

〈つhπlぬてせhそとほ ぉぬつiおkちとぬ 《ぬlせそかに 〈すかつhに こせh lしつ ぅとたせlせそか ぅなとklhkきh そhせ lしつ hつlせちjlまπせkし 

mぬkせそまつ そhせ πjなせけhたたとつlせそまつ そせつiほつはつ. 』 ちjたおlし こきつjlhせ klと πたhきkせと lはつ hπhせlかkjはつ こせh 

hつlせちjlまπせkし lはつ mぬkせそまつ そせつiほつはつ πとぬ πなとそほπlとぬつ hπへ lと ぬmせklえちjつと つとちとすjlせそへ πたhきkせと lへkと 

kj jすつせそへ (を.3013/2002) へkと そhせ kj 》ぬなはπhひそへ jπきπjiと.  

【iせhきljなh ij klと πたhきkせと lしに とiしこきhに 2007/60 lしに 》ぬなはπhひそとほ 】とせつとけとぬたきとぬ そhせ ぉぬちけとぬたきとぬ とせ 
ねまなjに ちおたし すh πなおπjせ ちおねなせ lと lおたとに lとぬ 2011 つh iせjつjなこかkとぬつ πなとそhlhなそlせそか hてせとたへこしkし 

πたしちちぬなせそかに iせhそせつiほつjぬkしに, jつま ちおねなせ lと lおたとに lとぬ 2013 つh そhlhなlきkとぬつ πたかなjせに ねえなljに 
πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに & iせhそせつiほつjぬkしに. 

ぉlへねとせ lしに ちjたおlしに jきつhせ: 

• し hつえたぬkし lはつ ちとなmとたとこせそまつ, そたせちhlとたとこせそまつ, こjはたとこせそまつ そhせ こjはljねつせそまつ ijiとちおつはつ lしに 
πjなせとねかに kj kねおkし ちj lと mhせつへちjつと lはつ πたしちちぬなまつ 

• し πjなせこなhmか lはつ たjそhつまつ hπとななとかに 
• し そhlhこなhmか そhせ し hてせとたへこしkし lとぬ πたしちちぬなせそとほ πなとけたかちhlとに lしに πjなせとねかに そhせ し 

πなとそhlhなそlせそか hてせとたへこしkし lしに πたしちちぬなせそかに iせhそせつiほつjぬkしに 
• し jそlきちしkし lとぬ πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ そhせ し となせとすおlしkし πjなせとねまつ 
• し πhなhこはこか ねhなlまつ lなはlへlしlhに そhせ jπせそせつiぬつへlしlhに 
• し hつえπlぬてし πなとlえkjはつ そhせ iなえkjはつ hつlせちjlまπせkしに lとぬ πたしちちぬなせそとほ πなとけたかちhlとに 
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1.3. ぃぇ【ぉ｠ぃ【 
 

eせh lせに hつえこそjに lしに πhなとほkhに ちjたおlしに ijねへちhklj lとぬに πhなhそえlは となせkちとほに: 

• はに «】きつiぬつとに» (Hazard) つとjきlhせ し kぬつとたせそか πせすhつへlしlh jそiかたはkしに jつへに そhlhklなとmせそとほ 

こjことつへlとに 
• はに «ゃなはlへlしlh» (Vulnerability) つとjきlhせ と けhすちへに  jπせijそlせそへlしlhに か jぬhたはkせちへlしlhに か 

hたたせまに lと πへkと jぬえたはlと jきつhせ おつh kほklしちh lとぬ mぬkせそとほ か hつすなはπとこjつとほに πjなせけえたたとつlとに kj 
おつhつ そきつiぬつと 

• はに «》πせそせつiぬつへlしlh» (Risk) そきつiぬつとに πたしちちほなhに»: と kぬつiぬhkちへに lしに πせすhつへlしlhに つh たえけjせ 
ねまなh πたしちちほなh そhせ lはつ iぬつしlせそまつ hなつしlせそまつ kぬつjπjせまつ こせh lしつ hつすなまπせつし ぬこjきh, lと 

πjなせけえたたとつ, lしつ πとたせlせklせそか そたしなとつとちせえ そhせ lせに とせそとつとちせそおに iなhklしなせへlしljに, πとぬ kぬつiおとつlhせ 
ち’ hぬlか lしつ πたしちちほなh. 

• ぅたしちちほなh: し πなとkはなせつか そえたぬのし hπへ つjなへ jiえmとぬに lと とπときと, ぬπへ mぬkせとたとこせそおに kぬつすかそjに, 
ijつ そhたほπljlhせ hπへ つjなへ. 〈ぬlへ πjなせたhちけえつjせ πたしちちほなjに hπへ πとlえちせh, となjせつとほに ねjきちhななとぬに, 
jmかちjなh なjほちhlh lしに ｠jkとこjきとぬ そhせ πたしちちほなjに hπへ lし すえたhkkh kj πhなえそlせjに πjなせとねおに, 
iほつhlhせ ij つh jてhせなjき πたしちちほなjに hπへ kぬklかちhlh hπとねおljぬkしに 

 

1.4. ゃぃ ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃ ぅぇぃ〉‒』｠〈 ぉゃぃを 》‒‒』を【】ぃ ょあぇぃ 

 

ぃせ πたしちちほなjに すjはなとほつlhせ hπへ lとぬに πたおとつ kぬねつとほに そhせ そhlhklなjπlせそとほに lほπとぬに mぬkせそまつ 
そhlhklなとmまつ kj πhこそへkちせと jπきπjiと. 』 おそすjkし lしに hつすなまπせつしに さはかに そhせ πjなせとぬkきhに kj そきつiぬつと, し 

そhlhklなとmか おなこはつ ぬπとiとちかに, こjはなこせそまつ そhせ そlしつとlなとmせそまつ jこそhlhklえkjはつ, し おつlとつし iせえけなはkし 

jihmまつ そhせ し ちへたぬつkし ぬihlせそまつ ちhさまつ jきつhせ ちjなせそおに hπへ lせに πせと kしちhつlせそおに jπせπlまkjせに lとぬに. 

】hlえ lとぬに Downton そhせ Pielke (2001) そhせ lとぬに Golian et al (2010) とせ πたしちちほなjに jπしなjえさとぬつ lと 

ちjこhたほljなと hなせすちへ hつすなまπはつ そhせ jπせmおなとぬつ lせに πjなせkkへljなjに さしちせおに hπへ へたjに lせに mぬkせそおに 
そhlhklなとmおに kj jlかkせh けえkし. 】hlえ lとつ Pilon (2004) lh πたしちちぬなせそえ mhせつへちjつh πなとそhたとほつ lと おつh 

lなきlと lはつ jそlせちまちjつはつ さしちせまつ hπへ mぬkせそおに そhlhklなとmおに πhこそとkちきはに. 

ぉほちmはつh ちj hkmhたせklせそとほに となこhつせkちとほに πhこそとkちきとぬ jちけおたjせhに へπはに し Munich Re (2002) とせ 
πたしちちほなjに そhlhこなえmとぬつ kしちhつlせそえ πとkとklえ hつえちjkh klh えたたh jきiし そhlhklなとmまつ lへkと kj 
hπへたぬlと hなせすちへ kぬちけえつlはつ, へkと そhせ kj へlせ hmとなえ lせに とせそとつとちせそおに hπまたjせjに. ぉぬこそjそなせちおつh とせ 
πたしちちほなjに hつlせklとせねとほつ klと 26% lとぬ hなせすちとほ lはつ ちjこえたしに そたきちhそhに そhlhklなとmせそまつ こjことつへlはつ 
ちjlhてほ 1950-2002, klと 8% lはつ すhつえlはつ そhせ klと 27% lとぬ とせそとつとちせそとほ そへklとぬに πとぬ πなとそhたとほつlhせ 
hπへ mぬkせそおに そhlhklなとmおに klしつ きiせh πjなきとiと (Munich Re 2002). 

ゃh ljたjぬlhきh ねなへつせh し iせhねjきなせkし lとぬ πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ jklせえさjせ kj πなとkjここきkjせに へπはに し 

πなへこつはkし πたしちちぬなまつ (flood forecasting), し おこそhせなし πなとjせiとπときしkし, と kねjiせhkちへに lはつ ねなかkjはつ こしに 
そhせ し hπとlほπはkし lしに jπせそせつiぬつへlしlhに kj ねえなljに. ぅhなえたたしたh lh iとちせそえ そhせ ちしねhつせそえ ちおlなh 

(mなえこちhlh, そhつえたせh そhせ えたたh) おねとぬつ πjなせけたしすjき hπへ kそjπlせそせkちへ たへこは lはつ とせそとつとちせそまつ そhせ 
πjなせけhたたとつlせそまつ lとぬに ちjせとつjそlしちえlはつ (Golian et al 2010). 

ぃせ πたしちちほなjに jきつhせ ちせh hπへ lせに πせと kしちhつlせそおに そhlしことなきjに mぬkせそまつ そhlhklなとmまつ そhせ klとつ 》たたしつせそへ 

ねまなと, lへkと hπへ とせそとつとちせそかに πたjぬなえに へkと そhせ hπへ πたjぬなえに そへklとぬに kj hつすなまπせつjに さはおに.  
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ぉほちmはつh ちj lせに をせそとたh]iとぬ そhせ ょhlさしねなきklとぬ (1995) lh すほちhlh klとつ 》たたしつせそへ ねまなと ちjlhてほ 1887-

1994 hつかたすhつ klh 216. 》そlへに hπへ lせに hつすなまπせつjに さはおに とせ πたしちちほなjに おねとぬつ kしちhつlせそおに jπせπlまkjせに 
kj πjなせとぬkきjに (とせそきjに, そhlhklかちhlh, けせとちしねhつきjに), klしつ こjはなこきh, klしつ そlしつとlなとmきh, klせに ぬπとiとちおに 
(ljねつせそえ おなこh, とiせそへ iきそlぬと) そhせ klh iきそlぬh そとせつかに はmjたjきhに. ぉしちhつlせそえ jきつhせ jπきkしに lh jπhそへたとぬすh 

klとつ lとちおh lとぬ πjなせけえたたとつlとに hつ そhせ lと jほなとに lはつ jπせπlまkjはつ ijつ おねjせ iせjなjぬつしすjき jπhなそまに. ｠せh 

hπへ lせに ljねつせそおに せiせhせljなへlしljに lとぬ 》たたしつせそとほ ねまなとぬ jきつhせ し kしちhつlせそか おたたjせのし jつへなこhつはつ ijiとちおつはつ 
そぬなきはに kj へlせ hmとなえ klしつ kぬklしちhlせそか そhlhこなhmか lはつ hπとななとまつ lはつ ぬihlとなjぬちえlはつ. 

】hlえ lとつ Stathis (2004) lしつ πjなきとiと 1980-2002 114 hπへ lせに 150 πたしちちほなjに おたhけhつ ねまなh kj 
jmかちjなh ねjせちhななせそえ なjほちhlh πとぬ iせおなねとつlhせ hπへ とせそせklせそおに πjなせとねおに, jつま lh ぬπへたとせπh こjことつへlh 

kぬつおけしkhつ kj πせと jそljlhちおつh ぬiなとこなhmせそえ iきそlぬh, へπはに と ぉπjなねjせへに, と ╊けなとに か と ぅしつjせへに.  

ぉlと πhなhそえlは kねかちh (》せそ. 1) iきつjlhせ し iせhそほちhつkし lはつ πたしちちぬなせそまつ kぬちけえつlはつ lしに πjなせへiとぬ 

1980-2008 hつ そhせ ちおねなせ klせこちかに ijつ ぬπえなねjせ jつせhきとに そhlえたとことに πたしちちぬなまつ klとつ 》たたしつせそへ ねまなと 

(Stathis 2004, ｠hlえそとぬ 2009). 

 

 

》せそ. 1 〈なせすちへに πたしちちぬなまつ hつえ おlとに こせh lしつ πjなきとiと 1980-2002 klしつ 》たたえih (ぉlえすしに 2004, ちπたj こなhちちか, 

｠hlえそとぬ 2009 - そへそそせつし こなhちちか. 

 

ぉj へlせ hmとなえ lしつ jπとねせそへlしlh, し ちjこhたほljなし kぬねつへlしlh jちmえつせkしに πたしちちぬなせそまつ kぬちけえつlはつ klとつ 
》たたしつせそへ ねまなと πhなとぬkせえさjlhせ lと ちかつh をとおちけなせと (》せそ. 2). 
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》せそ. 2 》lかkせh そhlhつとちか lしに kぬねつへlしlhに lはつ πたしちちぬなまつ klしつ 》たたえih こせh lしつ πjなきとiと 1980-2002 (ぉlえすしに 2004 

- ちπたj kjせなえ), そhせ こせh lしつ πjなきとi 1987-2008 (｠hlえそとぬ 2009 - そへそそせつし kjせなえ). 

 

 

ぃ ‒おそそhに (2000) jπせkしちhきつjせ lしつ hほてしkし, そhlえ lし iせえなそjせh lはつ ljたjぬlhきはつ ijそhjlせまつ, lはつ 
πたしちちぬなまつ klh へなせh とせそせklせそまつ πjなせとねまつ. 】ほなせh hきlせh lしに lえkしに hぬlかに jきつhせ そhlえ lとつ ‒おそそh (2000) 

そhせ lとつ Stathis (2004) と πjなせとなせkちへに lしに そときlしに lはつ なjちえlはつ, と mなhこちへに lはつ そとせlまつ, し ちjきはkし lはつ 
ihkせそまつ jそlえkjはつ たへこはつ lはつ πぬなそhこせまつ そhせ し ちjきはkし lしに そhljきkiぬkしに jつlへに lとぬ hklせそとほ 

πjなせけえたたとつlとに. ぃ ぉlえすしに (2004) ぬπとklしなきさjせ へlせ ぬπえなねjせ kしちhつlせそか kぬちけとたか lとぬ hつすなまπせつとぬ 

πhなえことつlh klしつ jそiかたはkし πたしちちぬなまつ hたたえ そhせ klh hπとljたおkちhlh lとぬに. 
』 iせhすjkせちへlしlh jつへなこhつはつ klとせねjきはつ こせh lせに πたしちちぬなせそおに hπとななとおに jきつhせ kねjlせそえ πjなせとなせkちおつし 

klとつ 》たたしつせそへ ねまなと hたたえ そhせ こjつせそえ klとつ 》ぬなはπhひそへ つへlと (Gaume et al 2009). eせh lと たへこと hぬlへ 

ねなしkせちとπとせとほつlhせ ぬiなhぬたせそおに そhせ ぬiなとたとこせそおに ちおすとiとせ こせh lとつ ぬπとたとこせkちへ lはつ ぬiなとたとこせそまつ 
πhなhちおlなはつ. 

ぉぬつjそlせちまつlhに, たとせπへつ, lh hつはlおなは kj kぬつiぬhkちへ ちj lと πたとほkせと せklとなせそへ πたしちちぬなまつ lしに πjなせとねかに 
ちjたおlしに (πhなとぬkせえさjlhせ klと 】jm. 3.1) πなとそほπljせ jπせlhそlせそか hつえこそし こせh jそlきちしkし lとぬ πたしちちぬなせそとほ 

そせつiほつとぬ そhせ hつえπlぬてし iなえkjはつ こせh lし ちjきはkし lとぬ そhせ lと ちjlなせhkちへ lはつ jπせπlまkjはつ. 

2. ぅ》ぇ【ぃょ』 ｠》‒》ゃ』ぉ 

 

』 《ぬlせそか 〈すかつh hπとljたjき ちせh ねはなとlhてせそか jつへlしlh lとぬ πとたjとiとちせそとほ kぬこそなとlかちhlとに lしに 
πなはljほとぬkhに. ぅjなせたhちけえつjせ 10 iかちとぬに (〈こ. 〉hなけえなhに, 〈こ. 〈つhなこほなはつ, 〈せこえたjは, 『jmぬなきとぬ, 【たきとぬ, 

】hちhljなとほ, 】となぬihたたとほ, ぅjなせkljなきとぬ, ぅjlなとほπとたしに, ょhひihなきとぬ) とせ とπときとせ hπとljたとほつ lとつ 〈ぉ《〈 (》せそ. 

3) と とπときとに jきつhせ hつhπlぬてせhそへに kほつijkちとに iせhiしちとlせそかに kぬつjなこhkきhに ちj kそとπへ lしつ jつきkねぬkし lはつ 
なぬすちまつ hつえπlぬてしに lしに πjなせとねかに. 』 πjなせとねか そhlhたhちけえつjせ おそlhkし 70km2 jそ lはつ とπときはつ πjなきπとぬ lと 

54% hつlせklとせねjき kj πjなせとねおに πとぬ jちπきπlとぬつ klと jこそjそなせちおつと ぉねおiせと ぅへたしに, jつま lと ぬπへたとせπと 46% kj 
jそlえkjせに jそlへに lとぬ ぉねjiきとぬ ぅへたjはに.  
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》せそ. 3 ょえなlしに lしに πjなせとねかに  ちjたおlしに ちj lh へなせh lはつ iかちはつ lとぬ 〈ぉ《〈. 

 

ぉj こjつせそおに こなhちちおに lと とせそせklせそへ kほつとたと ねhなhそlしなきさjlhせ hπへ ちせそlおに ねなかkjせに こしに, ぬのしたか とせそせklせそか 

πぬそつへlしlh, kねjlせそか おたたjせのし jたjほすjなはつ ねまなはつ, jπせけhなぬちおつし とiせそか そぬそたとmとなきh そhせ hlちとkmhせなせそか 

なほπhつkし ぃ kぬつとたせそへに πたしすぬkちへに lしに πjなせとねかに hつおなねjlhせ kj 700.000 kほちmはつh ちj lとつ 〈ぉ《〈 (2008). 

ぉj そえすj πjなきπlはkし し ぬのしたか kぬこそおつlなはkし そhlときそはつ hたたえ そhせ とせ ねなかkjせに こしに, そhすせklとほつ lしつ 
lなはlへlしlh lしに πjなせとねかに πとたほ ぬのしたか そhせ lと iせhそほけjぬちh kj πjなきπlはkし ちせhに mぬkせそかに そhlhklなとmかに 
πとたほ kしちhつlせそへ. ぅhなhそえlは (》せそ. 4-13), πhなとぬkせえさとつlhせ とせ iかちとせ kj hつlせπhなhけとたか ちj lとつ hklせそへ 

lとぬに せklへ. 
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》せそ. 4 《かちとに 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 
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》せそ. 5 《かちとに 〈こきhに 〉hなけえなhに, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 

 



 

14 
 

 
 
 

 
》せそ. 6 《かちとに 〈せこえたjは, へなせh そhせ hklせそへに せklへに. 
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》せそ. 7 《かちとに 【たきとぬ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 
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》せそ. 8 《かちとに 】hちhljなとほ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに. 
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》せそ. 9 《かちとに 】となぬihたたとほ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに. 
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》せそ. 10 《かちとに ぅjなせkljなきとぬ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 
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》せそ. 11 《かちとに ぅjlなとほπとたしに, へなせh そhせ hklせそへに せklへに. 
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》せそ. 12 . 《かちとに ょhひihなきとぬ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 
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》せそ. 13 《かちとに 『jmぬなきとぬ, へなせh そhせ hklせそへに せklへに 
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2.1 ゅ《ぇぃeぇ〈g【】ぃ 《【】ゃゅぃ 

 

』 πjなせとねか ちjたおlしに hπとljたjき lちかちh lしに ぬiなとたとこせそかに たjそえつしに lとぬ 】しmせkとほ, そhたほπlとつlhに そぬなきはに lと 

iぬlせそへ lちかちh lしに そときlしに lとぬ. ぉぬこそjそなせちおつh hπとljたjき lちかちh lはつ ぬπとたjそhつまつ lとぬ ぅjなせkljなきとぬ そhせ lとぬ 

ょhひihなきとぬ, jつ ちおなjせ lと つへlせと lちかちh lしに ぬπとたjそえつしに lしに 】しmせkせえに そhせ lと iぬlせそへ lしに ぬπとたjそえつしに lしに 
〈すかつhに (〈つlはつきとぬ 2000). ぅhなhそえlは, iきつとつlhせ lh けhkせそえ こjはちとなmとたとこせそえ ねhなhそlしなせklせそえ lはつ 
ぬπとたjそhつまつ, jつlへに lはつ とπときはつ hつhπlほkkjlhせ と とせそせklせそへに せklへに lはつ 〈ぉ《〈, そhすまに そhせ lh そぬなせへljなh 

なおちhlh lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに (ぅせつ. 1). 

』 ぬπとたjそえつし 】しmせkせえに, jきつhせ し ちjこhたほljなし kj おそlhkし ぬπとたjそえつし ちj jちけhiへつ 142,59 km2. ぉj へlせ 
hmとなえ lしつ lhてせつへちしkし lはつ そたえiはつ lしに, iせhななおjlhせ hπへ 307 そたえiとぬに 1しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 
210,5 km, 84 そたえiとぬに 2しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 102,5 km, 16 そたえiとぬに 3しに lえてしに ちかそとぬに 50,5 km, 

4 そたえiとぬに 4しに lえてしに ちj kぬつとたせそへ ちかそとに 17 km そhせ 1 そたえiと 5しに lえてしに ちかそとぬに 12 km. ぉぬつとたせそえ し 

ぬπとたjそえつし おねjせ 412 そたえiとぬに πとぬ おねとぬつ kぬつとたせそへ ちかそとに 392,5 km. 』 ぬiなとこなhmせそか πぬそつへlしlh lしに 
ぬπとたjそえつしに jきつhせ 2,75 km/km2 そhせ し ぬiなとこなhmせそか lしに kぬねつへlしlh jきつhせ 2,89 そた./km2, lと ij 
ぬiなとこなhmせそへ lしに iきそlぬと jきつhせ ijつiなせlせそとほ lほπとぬ. 

ぉlしつ ぬπとたjそえつし lとぬ ぅjなせkljなきとぬ hつhπlほkkjlhせ ちjこえたと lちかちh lとぬ とせそせklせそとほ せklとほ lはつ 〈ぉ《〈. 》きつhせ し 

ijほljなし kj おそlhkし ぬπとたjそえつし ちj jちけhiへつ 88,86 km2. ゃと iきそlぬと lしに hπhなlきさjlhせ hπへ 271 そたえiとぬに 1しに 

lえてしに ちj kぬつとたせそへ ちかそとに 146 km, 80 そたえiとぬに 2しに lえてしに ちj kぬつとたせそへ ちかそとに 65 km, 12 そたえiとぬに 3しに 

lえてしに ちj kぬつとたせそへ ちかそとに 40 km, 4 そたえiとぬに 4しに lえてしに ちj kぬつとたせそへ ちかそとに 8 km, 2 そたえiとぬに 5しに lえてしに 
kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 6 km そhせ 1 そたえiと 6しに lえてしに ちかそとぬに 7,5 km. ぃ kぬつとたせそへに hなせすちへに そたえiはつ jきつhせ 370 

そhせ lと ちかそとに lとぬに jきつhせ 272,5 km. 』 ぬiなとこなhmせそか πぬそつへlしlh lしに ぬπとたjそえつしに jきつhせ 3,06 km/km2 そhせ し 

ぬiなとこなhmせそか lしに kぬねつへlしlh jきつhせ 4,16 そた./km2, jつま そせ jiま と lほπとに lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ jきつhせ 
ijつiなせlせそへに. 』 ぬπとたjそえつし lとぬ ょhひihなきとぬ おねjせ jちけhiへつ 25,1 km2. ゃと iきそlぬと lしに πjなせたhちけえつjせ 61 

そたえiとぬに 1しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 45,5 km, 16 そたえiとぬに 2しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 18,5 km, 6 

そたえiとぬに 3しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 16 km そhせ 2 そたえiとぬに 4しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 4 km. ぃ 

kぬつとたせそへに hなせすちへに そたえiはつ jきつhせ 85 そhせ lと ちかそとに lとぬに jきつhせ 84 km. 』 ぬiなとこなhmせそか πぬそつへlしlh lしに 
ぬπとたjそえつしに jきつhせ 3,34 km/km2 そhせ し ぬiなとこなhmせそか lしに kぬねつへlしlh jきつhせ 3,34 そた./km2. ゃと ぬiなとこなhmせそへ 

iきそlぬと jきつhせ ijつiなせlせそとほ lほπとぬ. 

ゃおたとに, し ぬπとたjそえつし lはつ 〈すしつまつ そhlhたhちけえつjせ おそlhkし 25 km2. ゃと ぬiなとこなhmせそへ lしに iきそlぬと 

hπとljたjきlhせ hπへ 63 そたえiとぬに 1しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 36 km, 17 そたえiとぬに 2しに lえてしに kぬつとたせそとほ 

ちかそとぬに 21 km, 5 そたえiとぬに 3しに lえてしに kぬつとたせそとほ ちかそとぬに 6,5 km, 1 そたえiと 4しに lえてしに ちj ちかそとに 5 km そhせ 1 

そたえiと 7しに lえてしに πとぬ lと ちかそとに lとぬ jきつhせ 6 km. 〈ぬlへに と そたえiとに 7しに lえてしに jきつhせ そhせ と ちjこhたほljなしに 
lえてしに そたえiとに πとぬ ぬπえなねjせ kj とたへそたしなし lしつ たjそえつし hπとななとかに lとぬ ‒jそhつとπjiきとぬ そhせ hつlせklとせねjき klとつ 
】しmせkへ πとlhちへ. ぉぬつとたせそえ し ぬπとたjそえつし おねjせ 87 そたえiとぬに πとぬ lと ちかそとに lとぬに jきつhせ 74,5 km. 』 

ぬiなとこなhmせそか πぬそつへlしlh jきつhせ 2,98 km/km2, し ぬiなとこなhmせそか kぬねつへlしlh jきつhせ 3,48 そた./km2, jつま lと 

ぬiなとこなhmせそへ iきそlぬと jきつhせ ijつiなせlせそとほ lほπとぬ. 
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｠jこえたと lちかちh lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ lしに πjなせとねかに πとぬ そhたほπlとぬつ lh 〈ぉ《〈 おねjせ ぬπとkljき 
kしちhつlせそおに hたたとせまkjせに. ｠j jてhきなjkし lとつ 】しmせkへ πとlhちへ, πとぬ klと ちjこhたほljなと lちかちh lとぬ おねjせ ぬπとkljき 
kしちhつlせそおに ljねつせそおに jπjちけえkjせに, jきつhせ iぬつhlへつ jつlへに lとぬ とせそせklせそとほ せklとほ つh iせhねはなせklとほつ 4 けhkせそおに 
そhlしことなきjに なjちえlはつ (》せそ. 14): 

• 】たjせklえ iせjぬすjlしちおつh なおちhlh 

• ｠πhさはちおつh か ぬπとiせhklhkせとたとこしちおつh なおちhlh 

• 〈つとせそlえ ちし iせjぬすjlしちおつh なおちhlh 

• 〈つとせそlえ iせjぬすjlしちおつh なおちhlh 

 

 
》せそ. 14 ょえなlしに  そえたぬのしに ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ 《ぬlせそかに 〈すかつhに 

 

ぉlと けとなjせとhつhlとたせそへ lちかちh lはつ 〈ぉ《〈, iせhlしなjきlhせ lと ちjこhたほljなと lちかちh hつとせねlまつ そhせ ちし 

iせjぬすjlしちおつはつ なjちえlはつ lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに, はに lちかちh lしに ぬπとたjそえつしに lとぬ ぅjなせkljなきとぬ. ぅなへそjせlhせ 
こせh lと ぬiなとこなhmせそへ kほklしちh 》kねhlせえに, πとぬ hπとljたjき lしつ πなとに つへlと πなとおそlhkし lとぬ なおちhlとに 
ぅせそなとiえmつし (か 》ぬπしなきiはつ). ゃと なおちh hぬlへ kj へたと lと ちかそとに lとぬ, hπへ lと iぬlせそへ へなせと lとぬ 《かちとぬ 

『jmぬなきとぬ, おはに そhせ lと kせiしなとiなとちせそへ klhすちへ 】hちhljなとほ, jきつhせ そたjせklへ そhせ iせjぬすjlしちおつと, kj hつlきすjkし 

ちj lと なおちh klh hつhlとたせそえ へなせh lとぬ 《かちとぬ 『jmぬなきとぬ, へπとぬ hπへ lしつ πjなせとねか lはつ 〈こきはつ 
ゃjkkhなえそとつlh, ちおねなせ そhせ lし kぬちけとたか lとぬ ちj lと な. 》ぬπしなきiはつ, jきつhせ hつとせそlへ そhせ ちし iせjぬすjlしちおつと. 〈π' 

jそjき ちおねなせ そhせ lとぬに 〈こ. 〈つhなこほなとぬに, jきつhせ hつとせそlへ そhせ ちし iせjぬすjlしちおつと, jつま jてhきなjkし hπとljたとほつ たきこh 

そたjせklえ iせjぬすjlしちおつh lちかちhlh, たきこと πなせつ lし kぬちけとたか lとぬ ちj lと なおちh 〈たmjせとほ. ゃと なおちh 〈たmjせとほ, 

iせhlなおねjせ lと ちjこhたほljなと lちかちh lしに ぅjlなとほπとたしに そhせ lはつ を. ‒せとkきはつ そhせ jきつhせ k' へたと lと ちかそとに lとぬ 
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そたjせklへ そhせ iせjぬすjlしちおつと. 』 kぬちけとたか lはつ iほと hぬlまつ なjちえlはつ こきつjlhせ klせに ゃなjきに eおmぬなjに, へπとぬ そhせ 
jつまつとつlhせ ちj lとつ そほなせと そたえiと lとぬ 】しmせkとほ πとlhちとほ. 

╊つh hそへちh kしちhつlせそへ kほklしちh なjちえlはつ klしつ iぬlせそか 〈すかつh, hπとljたjき lと ょhせihなへななjちh そhせ lと なおちh 

をおklとぬ, πとぬ hπとljたとほつ lちかちhlh lしに ぬπとたjそえつしに lとぬ ょhひihなきとぬ. ゃと ょhひihなへななjちh, klと ちjこhたほljなと 

lちかちh lとぬ jきつhせ そたjせklへ iせjぬすjlしちおつと, hたたえ hπとljたjきlhせ そhせ hπへ ちきh kjせなえ hπへ ちせそなへljなh 

ぬπとiせhklhkせとたとこしちおつh ちπhさはちおつh hたたえ そhせ mぬkせそえ なおちhlh, jそhlおなはすjつ lしに そときlしに lとぬ. ぉlと iぬlせそへ 

lちかちh lと ょhひihなへななjちh hそとたとぬすjき kj ちjこえたと けhすちへ lしつ jすつせそか とiへ 〈すしつまつ 】となきつすとぬ, 

πhなhちおつとつlhに klと ちjこhたほljなへ lとぬ lちかちh hつとせそlへ, hたたえ iせjぬすjlしちおつと, jつま hつhlとたせそへljなh, jつlへに lとぬ 

《えkとぬに ょhひihなきとぬ そhせ ちおねなせ kねjiへつ lと 〈せこえたjは iせhlしなjきlhせ そたjせklへ iせjぬすjlしちおつと, hそとたとぬすまつlhに kj 
ちjこえたと けhすちへ lしつ たjはmへなと 】hけえたhに. 】hlえつlし, ちおkは jつへに kぬklかちhlとに hπへ πとたほ ちせそなとほに そたえiとぬに, 
jきlj hつとせそlとほに, jきlj ちπhさはちおつとぬに か そhせ そたjせklとほに iせjぬすjlしちおつとぬに, jつまつjlhせ ちj lしつ そほなせh そときlし lとぬ 

】しmせkとほ. 

ぉlと つへlせと lちかちh lはつ 〈ぉ《〈, はに lちかちh lしに ぬπとたjそえつしに lとぬ ょhひihなきとぬ, hつhπlほkkjlhせ lと なおちh をおklとに, 
つへlせh lとぬ 〈せこえたjは, hつhlとたせそえ lしに 〈こ. 〉hなけえなhに そhせ lとぬ 】となぬihたたとほ. ぉlと ちjこhたほljなと lちかちh lとぬ 

jきつhせ そたjせklへ そhせ iせjぬすjlしちおつと, ちj jてhきなjkし ちせそなとほに lとちjきに hつえつlし, iぬlせそえ lしに 〈こ. 〉hなけえなhに, へπとぬ 

ねhなhそlしなきさjlhせ hπへ πとたたえ ちせそなえ ちπhさはちおつh なおちhlh. 

 
ぅきつhそhに 1. ぉしちhつlせそえ なおちhlh 《ぬlせそかに 〈すかつhに 

ǻȒȝȠȢ ǵȞȠȝĮ ȇȑȝĮĲȠȢ 

ȇȑȝĮ ǺǿȅȋȇȍȂ ǻȒȝȠȢ ǹȖ. ǺĮȡȕȐȡĮȢ 
ȇȑȝĮ ǻȠȣıȝȐȞȘ 

ǻȒȝȠȢ ǹȖ. ǹȞĮȡȖȪȡȦȞ ȇȑȝĮ ȀĮȞĮʌȚĲıİȡȓ 
ȋĮȧįĮȡȩȡİȝĮ 

ȇȑȝĮ ǼįȑııȘȢ 
ȇȑȝĮ ȀĮĲıĮȡȠȪ 

ȇȑȝĮ ȂȓȞȦȠȢ 
ǻȒȝȠȢ ǹȚȖȐȜİȦ 

ȇȑȝĮ ȃȑıĲȠȣ 

ȇȑȝĮ ǼıȤĮĲȚȐȢ ǻȒȝȠȢ ǽİĳȣȡȓȠȣ 
ȇȑȝĮ ǼȣʌȚȡȒįȦȞ 
ȇȑȝĮ ǼıȤĮĲȚȐȢ 
ȇȑȝĮ ǹȜĳİȚȠȪ ǻȒȝȠȢ ǿȜȓȠȣ 

ȇȑȝĮ ȂȚȤİȜȒ 

ȇȑȝĮ ǼıȤĮĲȚȐȢ ǻȒȝȠȢ ȀĮȝĮĲİȡȠȪ ȇȑȝĮ ǼȣʌȘȡȓįȦȞ 
ǻȒȝȠȢ ȀȠȡȣįĮȜȜȠȪ ȇȑȝĮ ǻİȡȕİȞĮțȓȦȞ - ǹș. ǻȚȐțȠȣ 

ȋĮȧįĮȡȩȡİȝĮ 

ȇȑȝĮ ȠįȠȪ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 
ȇȑȝĮ ȉıĮȜĮȕȠȪĲĮ 

ǻȒȝȠȢ ȆİȡȚıĲİȡȓȠȣ 

ȇȑȝĮ ĭȚȖĮȜİȓĮȢ 

ǻȒȝȠȢ ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘȢ ȇȑȝĮ īȚȫȡȖȚȗĮ 

ȇȑȝĮ ǺĮșȪ 

ǻȒȝȠȢ ȋĮȧįĮȡȓȠȣ ȋĮȧįĮȡȩȡİȝĮ 
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2.2. ｠ぃぇgぃ‒ぃe【〈 

 

ぉlしつ πjなせとねか lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ, lちかちh lしに とπときhに そhlhたhちけえつとぬつ lh 〈ぉ《〈, ちπとなとほつ つh 

iせhそなせすjき し jπきπjiし さまつし lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ そせ し しちせとなjせつか さまつし lとぬ 〈せこえたjは そhせ lとぬ 

ぅとせそきたとぬ. ぃせ iほと hぬlとき となjせつとき へこそとせ iせhねはなきさとつlhせ mぬkせそとこjはこなhmせそえ hπへ おつh kljつへ iきhぬたと, と 

とπときとに jつまつjせ lと たjそhつとπおiせと lしに 〈すかつhに, ちj lとつ そへたπと lしに 》たjぬkきつhに. ゃh ちjこhたほljなh ぬのへちjlなh 

jつlとπきさとつlhせ そhlえ ちかそとに lとぬ 〈せこえたjは そhせ lとぬ ぅとせそきたとぬ, jつま lh ちせそなへljなh, そhlえ ちかそとに lしに 
πhなえそlせhに さまつしに klしつ πjなせとねか lとぬ ぉそhなhちhこそえ そhせ そhlえ ちかそとに lしに そときlしに lとぬ 】しmせkとほ πとlhちとほ. 

ぉ’ へlせ hmとなえ lh 〈ぉ《〈, とせ 《かちとせ 〈こきhに 〉hなけえなhに, 〈せこえたjは, ぅjなせkljなきとぬ, ′たせとつ, 〈こ. 〈つhなこほなはつ  そhせ 
『jmぬなきとぬ, ちπとなとほつ つh すjはなしすとほつ はに «πjiせつとき» 《かちとせ, kj hつlきすjkし ちj lとつ 】となぬihたたへ, ょhひihなきとぬ, 

ぅjlなとぬπへたjはに そhせ 】hちhljなとほ, ちjこえたh lちかちhlh lはつ とπときはつ πjなせたhちけえつとぬつ lせに hつhlとたせそおに ぬπまなjせjに 
lはつ iぬlせそまつ となjせつまつ へこそはつ lとぬ たjそhつとπjiきとぬ (》せそ. 15). 

ぅhなhそえlは, こせh そえすj 《かちと, πhなとぬkせえさとつlhせ hつhたぬlせそえ lとπとこなhmせそえ klとせねjきh, πとぬ πjなせたhちけえつとぬつ 
lとつ ゃとπとこなhmせそへ ょえなlし ちj lと mぬkせそへ ぬiなとこなhmせそへ lとぬ iきそlぬと そhせ lと っしmせhそへ ｠とつlおたと 〈つhこたほmとぬ, 

ちj lしつ そhlhつとちか lとぬ とせそせklせそとほ せklとほ (》せそ.16-25). 

 
》せそ. 15 っしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ lしに iぬlせそかに 〈すかつhに ちj lh へなせh lはつ iかちはつ lとぬ 〈ぉ《〈. 
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》せそ. 16 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 〈こきまつ 〈つhなこほなはつ. 
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》せそ. 17 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに. 
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》せそ. 18 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 〈せこえたjは. 
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》せそ. 19 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 【たきとぬ 
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》せそ. 20 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 】hちhljなとほ 
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》せそ. 21 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 】となぬihたたとほ. 
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》せそ. 22 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ. 
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》せそ. 23 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ ぅjlなとほπとたしに 
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》せそ. 24 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ ょhひihなきとぬ 



 

35 
 

 

》せそ. 25 ゃとπとこなhmせそへに ねえなlしに そhせ のしmせhそへ ちとつlおたと hつhこたほmとぬ iかちとぬ 『jmぬなきとぬ. 
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ゃh っしmせhそえ ｠とつlおたh 〈つhこたほmとぬ πhなおねとぬつ lし iぬつhlへlしlh つh ちhすしちhlせそとπとせかkとぬつ lし こjはちjlなきh lしに 
jπせmえつjせhに lとぬ jiえmとぬに hπへ lしつ えπとのし lとぬ hつhこたほmとぬ そhせ kぬちけえたたとぬつ klしつ πhなhこはこか πとたほ 

たjπlとちjなまつ そhせ ちjこえたしに hそなきけjせhに すjちhlせそまつ ねhなlまつ, へπはに とせ ねえなljに そたきkjはつ. 』 iしちせとぬなこきh jつへに 
ねえなlし そたきkjはつ こきつjlhせ ちおkh hπへ たとこせkちせそえ πとぬ iせhすおlとぬつ iぬつhlへlしljに jπjてjなこhkきhに jせそへつhに そhせ 
hπとljたjき πとたほ kしちhつlせそか jなこhkきh こせh lし ちとなmとたとこせそか lhてせつへちしkし ちせhに πjなせとねかに. ╊lkせ, こせh lしつ 
πjなせとねか lとぬ 〈ぉ《〈, hπへ lと っしmせhそへ ｠とつlおたと 〈つhこたほmとぬ, πなとおそぬのj と ねえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ 
(》せそ. 26). 

 
》せそ. 26 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ iぬlせそかに 〈すかつhに ちj lh へなせh lはつ iかちはつ lとぬ 〈ぉ《〈. 

 

｠jたjlまつlhに lせに ちとなmとたとこせそおに そたきkjせに lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ, ちj hπhたへ ねなまちh iせhそなきつとつlhせ とせ 
jπきπjijに πjなせとねおに lとぬ, jつま ちj πせと おつlとつと とせ πjなせとねおに hぬてしちおつはつ そたきkjはつ. ぉlとつ こjつせそへljなと ねえなlし, 

hたたえ そhせ klとぬに hつlきklとせねとぬに ねえなljに こせh そえすj 《かちと, iせhねはなきklしそhつ おてせ (6) けhkせそおに lえてjせに. 』 πなまlし 

(<5°), πjなせたhちけえつjせ lせに πjなせとねおに ちせそなまつ そたきkjはつ, lと ちjこhたほljなと lちかちh lはつ とπときはつ jきつhせ そhたぬちちおつと 

hπへ lとつ とせそせklせそへ せklへ. 』 ijほljなし (5°-10°) そhせ lなきlし (10° -15°), lせに ちjlhけhlせそおに πjなせとねおに, とせ とπときjに 
jつlとπきさとつlhせ klせに ぬπまなjせjに lはつ となjせつまつ へこそはつ. ぉlせに πjなせとねおに hぬlおに, と hklせそへに せklへに おねjせ ちせそなへljなし 

πぬそつへlしlh, ちj jてhきなjkし lとつ «iきhぬたと» lとぬ ょhひihなきとぬ そhせ lしつ πjなせとねか hつhlとたせそえ lとぬ をhぬklえすちとぬ, 

πとぬ hπとぬkせえさjせ jつljたまに. ぃせ ぬπへたとせπjに lなjせに そhlしことなきjに (15°-20°, 20°-30°, >30°), πjなせたhちけえつとぬつ 
πjなせとねおに hぬてしちおつはつ そたきkjはつ, し πたjせとのしmきh lはつ とπときはつ jつlとπきさjlhせ そhlえ ちかそとに lとぬ 〈せこえたjは そhせ lとぬ 

ぅとせそきたとぬ.. ぅhなhそえlは, πhなとぬkせえさjlhせ hつhたぬlせそえ こせh そえすj 《かちと, し そhlhつとちか lはつ jπせちおなとぬに 
ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ kj ねえなlし そhせ ちj lし ちとなmか せklとこなえちちhlとに (》せそ. 27-36). 
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》せそ. 27 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ 
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》せそ. 28 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに. 
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》せそ. 29 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈せこえたjは. 

 



 

40 
 

 

 

》せそ. 30 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 【たきとぬ 
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》せそ. 31 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 】hちhljなとほ 
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》せそ. 32 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 】となぬihたたとほ. 
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》せそ. 33 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ. 
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》せそ. 34 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ぅjlなとぬπへたjはに. 
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》せそ. 35 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ょhいihなきとぬ. 
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》せそ. 36 ょえなlしに ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhせ せklへこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 『jmぬなきとぬ. 
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』 jπjてjなこhkきh lはつ っ｠〈 πなとkmおなjせ hそへちh ちきh iぬつhlへlしlh, πとぬ jきつhせ と ぬπとたとこせkちへに lとぬ 

πなとkhつhlとたせkちとほ lはつ πなhつまつ πとぬ ijつ hπとljたとほつ jπきπjijに πjなせとねおに. ｠jlえ lしつ iせえそなせkし lはつ 
πjなせとねまつ πとぬ ijつ jきつhせ jπきπjijに, jきつhせ iぬつhlへ つh πhなhねすとほつ iせhこなえちちhlh そhlhつとちかに lとぬ 

πなとkhつhlとたせkちとほ lはつ そたきkjはつ, lh とπときh kj hなそjlおに πjなせπlまkjせに iきつとぬつ hπとljたおkちhlh, πとぬ 

とπlせそとπとせとほつ lしつ jπせmhつjせhそか そhlえklhkし ちせhに πjなせとねかに. ぉlしつ とぬkきh, とちhiとπとせとほつ lせに とちへななとπjに 
そたきkjせに そhせ ijきねつとぬつ lせに jπせそなhlとほkjに iせjぬすほつkjせに lはつ πなhつまつ. ╊lkせ, こせh lしつ πjなせとねか lはつ 〈ぉ《〈, hπへ 

lと っしmせhそへ ｠とつlおたと 〈つhこたほmとぬ, πなとおそぬのj と ねえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ (》せそ. 37). 

 
》せそ. 37 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ lしに πjなせとねかに ちjたおlしに. 

 

｠jたjlまつlhに lとつ ねえなlし πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ, こきつjlhせ mhつjなへ, へlせ klと 

ちjこhたほljなと «πjiせつへ» lちかちh lとぬ たjそhつとπjiきとぬ, そぬなせhなねとほつ とせ つとlせとhつhlとたせそおに – hつhlとたせそおに そたきkjせに, 
πとぬ klh そhlえつlし ちjlhπきπlとぬつ kj つへlせjに. ぃせ πjなせとねおに ちj lせに つとlせとhつhlとたせそおに そhせ hつhlとたせそおに そたきkjせに 
lhぬlきさとつlhせ ちj πjなせとねおに «hπとそとちせiかに», jつま とせ hつlきklとせねjに つへlせjに, そとつlえ klしつ そほなせh そときlし lとぬ 

】しmせkとほ, ちj πjなせとねおに «hπへすjkしに». ｠えたせklh し πなまlし とちえih lhぬlきさjlhせ ちj lしつ そhlhつとちか lはつ 
つjとこjつまつ せさしちえlはつ そhせ lはつ ぅたjせklとそhせつせそまつ なせπせiきはつ lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ, jつま とせ ijほljなjに ちj 
lせに hたたとぬけせhそおに hπとすおkjせに lとぬ 】しmせkとほ. ぉ’ へlせ hmとなえ lとつ πなとkhつhlとたせkちへ lはつ πなhつまつ, ちjこえたし 

iせhmとなとπときしkし πhなhlしなjきlhせ klしつ πjなせとねか lとぬ iきhぬたとぬ ょhひihなきとぬ, , へπとぬ lと けへなjせと lちかちh lとぬ 

hつlせπなとkはπjほjlhせ ねhなhそlしなせklせそえ hπへ つへlせjに こjつせそえ そたきkjせに, jつま lと つへlせと, hπへ けへなjせjに.  eせh lしつ 
そhたほljなし hつえたぬkし そhせ jπjてjなこhkきh lとぬ πなとkhつhlとたせkちとほ lはつ ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ, 
πhなとぬkせえさjlhせ hつhたぬlせそえ こせh そえすj 《かちと, ねえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせhこなえちちhlh 

そhlhつとちかに lとぬ πなとkhつhlとたせkちとほ lとぬに (》せそ. 38-47). 
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》せそ. 38 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ. 
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》せそ. 39 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに. 
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》せそ. 40 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 〈せこえたjは. 
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》せそ. 41 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 【たきとぬ. 
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》せそ. 42 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 】hちhljなとほ. 
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》せそ. 43 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 】となぬihたたとほ. 
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》せそ. 44 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ. 
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》せそ. 45 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ぅjlなとほπとたしに. 
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》せそ. 46 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ ょhひihなきとぬ. 
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》せそ. 47 ょえなlしに πなとkhつhlとたせkちとほ πなhつまつ そhせ iせえこなhちちh そhlhつとちかに iかちとぬ 『jmぬなきとぬ. 
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2.3. e》あ‒ぃe【〈 

 

2.3.1. 〈たπせそとき kねしちhlせkちとき 
 

ぃせ hたπせそとき kねしちhlせkちとき iとちとほつ lと kほつとたと lはつ となjせつまつ へこそはつ lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ (〈せこえたjは, 

ぅとせそきたと ¨なとに), jつま ちおkh klと きiせと lと たjそhつとπおiせと kねしちhlきさとぬつ lと こjはたとこせそへ ぬπへけhすなと πえつは klと 

とπときと おねとぬつ hπとljすjき とせ ちjlhたπせそとき kねしちhlせkちとき. 

｠j けえkし たせすとklなはちhlとこなhmせそえ そhせ ljそlとつせそえ そなせlかなせh とせ hたπせそとき kねしちhlせkちとき ちπとなとほつ つh 

iせhそなせすとほつ kj 2 そほなせjに こjはljそlとつせそおに jつへlしljに: h) ゃしつ kねjlせそえ hぬlへねすとつし jつへlしlh lしに 
ゅπとπjたhことつせそかに そhせ け) lしつ hたたへねすとつし jつへlしlh lはつ 〈すしつまつ. 

 
》せそ. 48 〈πたとπとせしちおつとに こjはたとこせそへに ねえなlしに lしに πjなせとねかに lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに. 

 

ぉj へlせ hmとなえ lしつ ぬiなとこjはたとこきh lしに πjなせとねかに kしちhつlせそへ なへたと iせhiなhちhlきさjせ と そhなklせそへに 
ぬiなとmとなおhに lとぬ へなとぬに 〈せこえたjは, と とπときとに hつhπlほkkjlhせ kj ゃなせhiせそと-【とぬなhkせそとほに hつすなhそせそとほに 
kねしちhlせkちとほに lしに jつへlしlhに 〈つhlとたせそかに 》たたえihに. 
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』 jつへlしlh lしに ゅπとπjたhことつせそかに hπとljたjき lしつ kねjlせそえ hぬlへねすとつし jつへlしlh lしに πjなせとねかに ちjたおlしに そhせ 
iせhねはなきさjlhせ hπへ lしつ hたたへねすとつし lはつ 〈すしつまつ, ちj ちせh jπhmか πとぬ jきつhせ となhlか そhlえ ちかそとに lしに iぬlせそかに 
πhなぬmかに lとぬ たjそhつとπおiせとぬ. 《とちjき lとぬに となjせつとほに へこそとぬに lとぬ 〈せこえたjは そhせ lとぬ ぅとせそきたとぬ ¨なとぬに. 
ぉぬつきklhlhせ hπへ おつh しmhせkljせとひさしちhlとこjつおに kほちπたjこちh, klし けえkし, hつはπhたhせとさはひそかに そhlはlなせhiせそかに 
したせそきhに そhせ hπへ つしなせlせそとほに hkけjklへたせすとぬに hつはlなせhiせそかに – せとぬなhkせそかに したせそきhに. 』 kねおkし lはつ iほと 

けhkせそまつ たせすとたとこせそまつ kぬklしちえlはつ jきつhせ kj へたjに lせに πjなせπlまkjせに ljそlとつせそか, ちj lしつ hつすなhそせそか 

πたhlmへなちh, jきlj つh けなきkそjlhせ ljそlとつせそえ hπとそとたたしちおつし jπき lとぬ ぬπとそjきちjつとぬ kぬちπたおこちhlとに, jきlj ちj lと 

しmhせkljせとひさしちhlとこjつおに kほklしちh つh jmせππjほjlhせ jπき hぬlかに. 

』 jつへlしlh 〈すしつまつ jきつhせ し hつまljなし, ljそlとつせそえ, jつへlしlh lしに πjなせとねかに ちjたおlしに そhせ kぬつせklえ おつh 

そえたぬちちh ちj iせhiとねせそおに たjπせまkjせに hつえちjkh kj hつはそなしlせiせそとほに つしなしlせそとほに hkけjklへたせすとぬに, 
hつlきklとせねしに したせそきhに πjたhこせそとほに ちj そたhklせそえ, hなこせたとのhちちせlせそえ せさかちhlh そhせ とmせへたせすとぬに. ぃせ jちmhつきkjせに 
lしに jつへlしlhに lはつ 〈すしつまつ kねしちhlきさとぬつ jπせちかそし さまつし, lしつ とπときh hπとljたとほつ とせ たへmとせ そhせ πなへけとぬつとせ 
lはつ となjせつまつ ちhさまつ lとぬ そぬなきはに 〈せこえたjは そhせ lとぬ ぅとせそきたとぬ ¨なとぬに. 

〈πへ たせすとたとこせそか そhせ πjlなとこなhmせそか えπとのし ちπとなとほつ つh iせhそなせすとほつ ちおkh klしつ 》つへlしlh lはつ 〈すしつまつ 
iほと けhkせそえ たせすとたとこせそえ kぬklかちhlh, lh とπときh πhなとぬkせえさとぬつ けhkせそおに たせすとmhkせそおに iせhmとなおに そhせ 
iせhmとなjlせそとほに ねhなhそlかなjに ljそlとつせそかに πhなhちへなmはkしに (Papanikolaou et al. 2007). 》て えたたとぬ lh iほと 

hぬlえ たせすとたとこせそえ kほつとたh πとぬ hπとljたとほつ iほと jπせちおなとぬに «ljそlとつせそおに jつへlしljに» ゃと πなまlと, kぬつきklhlhせ 
hπへ たjぬそとほに kぬちπhこjきに hつhそなぬklhたたはちおつとぬに はに jπき lと πたjきklとつ hkけjklへたせすとぬに, とせ とπときとせ 
jちmhつきさとつlhせ えklなはlとせ kj ぬmhたまiし そhせ こjつせそえ つしなしlせそか mえkし. 〈πへ lしつ えたたし, lと ijほljなと kほklしちh 

lしに jつへlしlhに, hつlせklとせねjき k’おつh kほつすjlと πjlなとたとこせそへ kほつとたと - ちjきこちh (melange) πjlなはちえlはつ, πとぬ 

hπとljたjきlhせ hπへ πjなせkkとlおなとぬに lとぬ jつへに たせすとたとこせそとほに lほπとぬに, jきつhせ ij こつはklへ hπへ πhたhせへljなh ちj 
lしつ とつとちhkきh «kねせklへたせすとせ lはつ 〈すしつまつ» (｠hなきつとに et al. 1971). ぉlと ちせそlへ hぬlへ πjlなとたとこせそへ kほklしちh 

πjなせたhちけえつとつlhせ そたhklせそえ せさかちhlh, へπはに のhちちきljに, えなこせたとせ, のhちちとほねjに ちえなこjに そhせ こなhとぬけえそjに, 
πしたきljに, そhすまに jπきkしに そhせ πたhそまijせに πjたhこせそとき hkけjklへたせすとせ jつきとlj ちj πぬなせlせそおに jつiせhklなまkjせに そhせ 
えたたとlj ちj そとつiほたとぬに πぬなせlせとたきすはつ. 

 

2.3.2. ｠jlhたπせそとき kねしちhlせkちとき 
 

ぃせ ちjlhたπせそとき kねしちhlせkちとき そhたほπlとぬつ hkほちmはつh lとぬに ぬπとそjきちjつとぬに hたπせそとほに klと ちjこhたほljなと lちかちh 

lしに jπきπjiしに πjなせとねかに lとぬ iぬlせそとほ たjそhつとπおiせとぬ, iせhそなきつとつlhせ ij, kj kねしちhlせkちとほに lとぬ をjとこjつとほに 
そhせ kj ゃjlhなlとこjつか せさかちhlh. ぃせ ljlhなlとこjつjきに kねしちhlせkちとき そhたほπlとぬつ hkほちmはつh lとぬに ぬπとそjきちjつとぬに 
kねしちhlせkちとほに klと ちjこhたほljなと lちかちh lしに πjなせとねかに, jきlj πなへそjせlhせ こせh hたπせそとほに, jきlj こせh 

kねしちhlせkちとほに lとぬ をjとこjつとほに. 《せhそなきつとつlhせ kj, hたたとほけせh, πたjぬなせそえ そとなかちhlh そhせ ぅたjせklとそhせつせそえ (?) 

なせπきiせh. 

ぉj へlせ hmとなえ lせに hたたとぬけせhそおに hπとすおkjせに lせに πjなせとねかに ちjたおlしに, πなへそjせlhせ そぬなきはに こせh lせに πなとkねまkjせに 
lとぬ 】しmせkとほ πとlhちとほ そhせ lはつ けとなjせとiぬlせそまつ πhなhπとlえちはつ lとぬ. 〈πとljたとほつlhせ hπへ hなこきたとぬに, せたほjに 
そhせ ねhたhなえ そなとそhたとπhこか, ちj kぬねつおに πたjぬなせそおに ちjlhけえkjせに, こjことつへに πとぬ hつlせそhlとπlなきさjせ lと 

jぬちjlえけたしlと そhすjklまに hπへすjkかに lとぬに (jπとねせhそおに ちjlhけとたおに そときlしに, ぬπjなねjきたせkし πとlhちまつ, πjなきとiとせ 
てしなhkきhに, そ.h.). ゃh へなせえ lとぬに ちj lとぬに ぬπとそjきちjつとぬに kねしちhlせkちとほに jきつhせ せiせhきljなh hkhmか, lへkと たへこと 

lしに mほkしに lはつ hπとすおkjはつ へkと そhせ lしに jつlとつへlhlしに hつすなまπせつしに iなhklしなせへlしlhに, し とπときh おねjせ 
そhlhklかkjせ とぬkせhklせそえ hiほつhlし とπとせhiかπとlj jπせlへπせh jπせmhつjせhそか ちjたおlし. 
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》きlj hkほちmはつh, jきlj kj πたjぬなせそか ちjlえけhkし ちj lせに hたたとぬけせhそおに hπとすおkjせに lしに πjなせとねかに ちjたおlしに 
hつhπlほkkとつlhせ lh πたjぬなせそえ そとなかちhlh そhせ lh なせπきiせh. ぃせ kねしちhlせkちとき hぬlとき ねhなlとこなhmとほつlhせ 
jそljlhちおつとせ klと hつhlとたせそへ lちかちh lはつ となjせつまつ へこそはつ lとぬ 〈せこえたjは そhせ lとぬ ぅとせそきたとぬ, klとつ jπきπjiと 

iきhぬたと ちjlhてほ lとぬに, そhすまに そhせ そhlえ ちかそとに lしに πhなえそlせhに さまつしに lとぬ ¨なちとぬ ぉそhなhちhこそえ そhせ lとぬ 

そへたπとぬ lしに 》たjぬkきつhに. ぉj へlせ hmとなえ lh πたjぬなせそえ そとなかちhlh, kぬつせklとほつ ねhたhなおに hπとすおkjせに 
hπとljたとほちjつjに hπへ こはつせまijせに そたえkljに (たhlほπjに πとせそきたはつ ちjこjすまつ) そhせ たjπlとちjなおkljなと ぬたせそへ (えちちとせ, 
せたほに). 〈πhつlとほつ そぬなきはに klせに jてへiとぬに なjちえlはつ そhせ ねjせちえななはつ hπへ lとぬに となjせつとほに へこそとぬに そhせ 
hπとljたとほつ lと πなとひへつ hπへすjkしに πたしちちぬなせそまつ そぬなきはに πhなとねまつ. 

ぉj へlせ hmとなえ lh ぅたjせklとそhせつせそえ (?) なせπきiせh, hπとljたとほつ lせに hπとすおkjせに πとぬ hつhπlほkkとつlhせ πjなきπとぬ 

こなhちちせそえ そhlえ ちかそとに そたせlほはつ そhせ kぬつきklhつlhせ hπへ πたjぬなせそえ そとなかちhlh (s.s.) そhせ kぬつjつはちおつとぬに 
そまつとぬに そとなしちえlはつ ちj lし ちとなmか bajada. 》つきとlj kしちhlとiとlとほつ lし iせおたjぬkし なしこちえlはつ そhせ なしてせこjつまつ 
さはつまつ そhせ klせに πjなせkkへljなjに lはつ πjなせπlまkjはつ, そhたほπlとぬつ なかこちhlh そhせ なしてせこjつjきに さまつjに 
πjなせすはなせhそとほ lほπとぬ. ぉlしつ πjなせとねか ちjたおlしに hつhπlほkkとつlhせ jそljlhちおつh hつhlとたせそえ lとぬ 〈せこえたjは そhせ 
ぅとせそきたとぬ klせに πjなせとねおに ちせそなまつ ちとなmとたとこせそまつ そたきkjはつ そhたほπlとつlhに hkほちmはつh hたπせそとほに 
kねしちhlせkちとほに そhせ をjとこjつか. 』 たせすとたとこせそか lとぬに kほklhkし πとせそきたjせ, へπはに jきつhせ hつhちjつへちjつと, hつえたとこh 

ちj lと πおlなはちh lなとmとiとkきhに, jつま そhせ し kぬつjそlせそへlしlえ lとぬに jきつhせ せiせhきljなh ちjlhけhたたへちjつし. ぉj こjつせそおに 
πえつlはに こなhちちおに πなへそjせlhせ こせh しちせ-kぬつjそlせそえ πjlなまちhlh hπとljたとほちjつh hπへ えちちとぬに, せたほjに そhせ 
そなとそhたとたhlほπjに, hたたえ hつhちおつとつlhせ そhせ となきさとつljに か mhそとき ちj ちせそなか kぬつjそlせそへlしlh. 

ゃh をjとこjつか klしつ πjなせとねか ちjたおlしに ちπとなとほつ つh iせhそなせすとほつ kj iほと けhkせそおに そhlしことなきjに, hつえたとこh ちj lし 

mえkし hπへすjkかに lとぬに: h) ぉlせに すhたえkkせjに hπとすおkjせに, とせ とπときjに jそlへに hπへ lせに hちせこまに すhたえkkせjに, 
πjなせたhちけえつとぬつ lせに πhなえそlせjに そhせ πhなえたせjに mえkjせに そhせ jつlとπきさjlhせ klと つへlせと lちかちh lしに πjなせとねかに 
ちjたおlしに そhせ け) klと しπjせなはlせそへ とせそとkほklしちh lとぬ をjとこjつとほに lと とπときと jつlとπきさjlhせ klと けへなjせと そhせ 
そjつlなせそへ lちかちh. 

ぉj へlせ hmとなえ lとぬに すhたえkkせとぬに kねしちhlせkちとほに lしに πjなせとねかに ちjたおlしに, jつlとπきさとつlhせ kj πとたほ ちせそなおに 
jちmhつきkjせに, klとつ へなちと ぉそhなhちhこそえ, そhたほπlとつlhに hたπせそとほに kねしちhlせkちとほに. ぅなへそjせlhせ こせh ちhなこhひそとほに 
hkけjklへたせすとぬに そhせ のhちちきljに すhたえkkせhに か πhなえそlせhに mえkしに.  

ゃと しπjせなはlせそへ kほklしちh lしに πjなせとねかに ちjたおlしに hつhπlほkkjlhせ jそljlhちおつと klと そjつlなせそへ そhせ けへなjせと 

lちかちh lしに πjなせとねかに ちjたおlしに, jつま kしちhつlせそえ πなとけたかちhlh πなとおそぬのhつ そhlえ lし ねhなlとこなえmしkか lとぬ, 

たへこは lしに おつlとつしに とせそせklせそかに iへちしkしに. ゃと しπjせなはlせそへ kほklしちh ちπとなjき つh iせhそなせすjき kj iほと けhkせそおに 
hそとたとぬすきjに (｠πえkし 2004): h) ぉlと ぅたjせとそhせつせそへ しπjせなはlせそへ kほklしちh そhせ け) klと hつはちjせとそhせつせそへ 

しπjせなはlせそへ kほklしちh. 

ぉj へlせ hmとなえ lとぬに πたjせとそhせつせそとほに kねしちhlせkちとほに, hπとljたとほつlhせ hπへ えちちとぬに, そなとそhたとπhこか そhせ 
hなこきたとぬに ちj かπせjに そたきkjせに, ╊ねとぬつ hπとljすjき hkほちmはつh klとぬに hつはちjせとそhせつせそとほに kねしちhlせkちとほに そhせ lと 

πえねとに lとぬに jきつhせ そえπとせjに jそhlとつlえijに ちおlなh, hπとljたまつlhに おつh «そえたぬちちh» lと とπときと とちとこjつとπときしkj 
そhせ jてとちえたぬつj lと πhたhせとhつえこたぬmと πとぬ jきねj iせhちとなmはすjき klとぬに ぬπとそjきちjつとぬに kねしちhlせkちとほに. 
〈つhπlほkkとつlhせ jそljlhちおつとせ klしつ πjなせとねか 】hちhljなとほ – 『jmぬなきとぬ. 

〈つhたぬlせそおに πjなせこなhmおに そhせ ねえなljに こせh lしつ そhlhつとちか lはつ しπjせなはlせそまつ kねしちhlせkちまつ lしに πjなせとねかに 
ちjたおlしに iきつとつlhせ hπへ lとつ Freyberg (1951). ぅなへそjせlhせ こせh kねしちhlせkちとほに πとぬ πなとkiきiとぬつ πjなせけえたたとつ 
たせちつhきと か jmかちjなh たせちつhきと, jつま ちせそなおに jちmhつきkjせに hつはちjせとそhせつせそまつ しπjせなはlせそまつ kねしちhlせkちまつ 
hつlせklとせねとほつ kj ねjなkhきと πjなせけえたたとつ hπへすjkしに. 》ちmhつきさとつlhせ そぬなきはに klと そjつlなせそへ そhせ けへなjせと lちかちh 

lしに πjなせとねかに ちjたおlしに. ぉぬこそjそなせちおつh, klせに πjなせとねおに lしに 〈つすとほπとたしに, lはつ ╉kπなはつ ょはちえlはつ, klh をおh 

‒せへkせh そhせ klとぬに 〈こきとぬに 〈つhなこほなとぬに. 
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ぃせ たせちつhきjに mえkjせに hπとljたとほつlhせ hπへ ちhなこhひそとほに hkけjklへたせすとぬに, のhちちとほねjに ちえなこjに そhせ ちえなこjに, 
ちおkh klせに とπときjに kぬつhつlまつlhせ たせこつせlせそえ そとせlえkちhlh, jつま とせ ねjなkhきjに mえkjせに hπとljたとほつlhせ hπへ 

jなぬすなおに hなこきたとぬに そhせ そなとそhたとπhこか. 』 そほなせh jちmえつせkし lはつ hつはちjせとそhせつせそまつ ねjなkhきはつ kねしちhlせkちまつ 
jきつhせ klとつ ぅほなこと 〉hkせたきkkしに 〈ちhたきhに. ぅなへそjせlhせ こせh jなぬすなおに hなこきたとぬに そhせ のhちちきljに πとぬ πjなせそたjきとぬつ 
πたとほkせh πhつきih kπとつiぬたはlまつ. 
 

2.4. ゅ《ぇぃe》あ‒ぃe【〈 

 

』 ぬiなとたせすとたとこせそか lhてせつへちしkし lはつ こjはたとこせそまつ kねしちhlせkちまつ hπとkそとπjき klし iせえそなせkし lはつ 
ぬiなとπjなhlまつ, しちせπjなhlまつ そhせ ぬiなとkljこhつまつ kねしちhlせkちまつ そhせ klしつ そhlhkそjぬか lとぬ ぬiなとたせすとたとこせそとほ 

ねえなlし lしに πjなせとねかに おなjぬつhに. eせh lしつ lhてせつへちしkし hぬlか ぬせとすjlかすしそj し πなへlhkし lしに 《せjすつとほに ╊つはkしに 
ゅiなとこjはたへこはつ そhせ lしに UNESCO (Struckmeier & Margat, 1995). 

ぉほちmはつh ちj lしつ πなへlhkし hぬlか, lと kほつとたと lはつ こjはたとこせそまつ kねしちhlせkちまつ iほつhlhせ つh そhlhlhねすjき kj 
おてせ iせhmとなjlせそおに ぬiなとこjはたとこせそおに jつへlしljに, とせ とπときjに iせhそなきつとつlhせ kj lなjせに そほなせjに そhlしことなきjに, jそ lはつ 
とπときはつ し そえすj ちきh ぬπとiせhせなjきlhせ kj iほと ぬπとjつへlしljに (》せそ. 49). 

 

 

》せそ. 49 ゃhてせつへちしkし こjはたとこせそまつ kねしちhlせkちまつ kj ぬiなとたせすとたとこせそおに jつへlしljに (Struckmeier & Margat, 1995). 

 

》πせkしちhきつjlhせ へlせ し lhてせつへちしkし lはつ kぬklしちえlはつ こきつjlhせ そhすhなえ πjなせこなhmせそえ, hてせとたとこまつlhに 
πhなhlしなかkjせに ぬπhきすなとぬ そhせ けせけたせとこなhmせそえ ijiとちおつh (klなはちhlとこなhmせそおに klかたjに, ijiとちおつh 
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hつlたかkjはつ πhたhせとlおなはつ jπとねまつ そ.h.). ｠j けえkし lと πhなhπえつは πなへlぬπと lhてせつへちしkしに, とせ こjはたとこせそとき 
kねしちhlせkちとき πとぬ hπhつlとほつ klしつ πjなせとねか おなjぬつhに そhlhlえねすしそhつ kj そhlしことなきjに ぬiなとこjはたとこせそまつ 
jつとlかlはつ そhせ そhlhkそjぬえkすしそj と ぬiなとたせすとたとこせそへに ねえなlしに lしに πjなせとねかに. 

 

】hlしことなきh 1. ぅとなまiし (ちし kぬつjそlせそえ) πjlなまちhlh 

ゅπとそhlしことなきh 1h. 》そljlhちおつとせ そhせ ちj ぬのしたか hπへiとkし ぬiなとmへなとせ 

ぉlしつ ぬπとそhlしことなきh hぬlか そhlhlえkkとつlhせ そぬなきはに lh ぅたjせklとそhせつせそえ (?) なせπきiせh. 】hlhたhちけえつとぬつ 
ちjこえたと lちかちh klしつ πjなせとねか ちjたおlしに, そぬなきはに へたし lし さまつし iぬlせそえ lとぬ 】しmせkとほ πとlhちとほ, hπへ lしつ 
ぅjlなとほπとたし, おはに lし をきそhせh.  

』 たせすとたとこせそか lとぬに kほklhkし πとせそきたjせ, へπはに jきつhせ hつhちjつへちjつと, hつえたとこh ちj lと πおlなはちh lなとmとiとkきhに. 
』 kぬつjそlせそへlしlえ lとぬに jπきkしに jきつhせ せiせhきljなh ちjlhけhたたへちjつし, πhなとぬkせえさとつlhに πとたほ ちjこえたjに iせhmとなおに 
そhせ はに πなとに lしつ そhlhそへなぬmし そhせ はに πなとに lしつ となせさへつlせh. ぉj こjつせそおに πえつlはに こなhちちおに πなへそjせlhせ こせh 

しちせ-kぬつjそlせそえ πjlなまちhlh, hたたえ hつhちおつとつlhせ そhせ となきさとつljに か mhそとき ちj ちせそなか kぬつjそlせそへlしlh, jつま lと 

πえねとに lとぬに ちπとなjき つh mlえつjせ そhせ lせに たきこjに ijそえijに ちおlなh. ょhなhそlしなきさとつlhせ, はklへkと hπへ ちjこhたほljなと 

πえねとに klしつ hてとつせそか πjなせとねか なとかに lとぬ πとlhちとほ, lと とπときと ちjせまつjlhせ klhiせhそえ jそhlおなはすjつ hぬlとほ, そhせ 
へkと hπとちhそなぬつへちhklj hπへ lしつ そとなぬmか lとぬ なせπせiきとぬ. ゃh πjなせkkへljなh hπへ hぬlえ mせたとてjつとほつ 
jこそぬけはlせkちおつjに kほこねなとつjに そhせ πhたせおに そときljに なjちえlはつ. 

ゅπとそhlしことなきh 1け. ゃとπせそとき か ちせそなとほ πえねとぬに ぬiなとmへなとせ ちj ぬのしたか hπへiとkし か jそljlhちおつとせ hたたえ 

ちおlなせhに hπへiとkしに ぬiなとmへなとせ. 

ぉlしつ ぬπとそhlしことなきh hぬlか jつlえkkとつlhせ lh hたたとほけせh, lh πたjぬなせそえ そとなかちhlh, そhすまに そhせ lh をjとこjつか, 

jきlj すhたえkkせhに, jきlj ねjなkhきhに πなとおたjぬkしに. ぃせ kねしちhlせkちとき hぬlとき そhlhたhちけえつとぬつ lと ちjこhたほljなと 

lちかちh lしに πjiせつかに さまつしに. 

ぉj へlせ hmとなえ lせに hたたとぬけせhそおに hπとすおkjせに lとぬ 】しmせkとほ πとlhちとほ そhせ lはつ ちjこえたしに lえてしに なjちえlはつ lしに 
ぅえなつしすhに πとぬ jつまつとつlhせ ち' hぬlへつ, hπとljたとほつ せさかちhlh πとぬ πhなとぬkせえさとぬつ おつlとつし そhせ kぬねつか 

iせhmとなとπときしkし lへkと klし たせすとたとこせそか lとぬに kほklhkし, へkと そhせ klし kぬつjそlせそへlしlえ lとぬに, ちj 
hたたjπえたたしたjに πたjぬなせそおに ちjlhけえkjせに そhせ hπとkmしつまkjせに lはつ ちjたまつ πとぬ lせに hπとljたとほつ. 《jiとちおつしに 
ちえたせklh そhせ lしに mほkしに lとぬ そhせ hつえたとこh ちj lせに jそえklとlj すおkjせに hπへすjkしに lはつ πhたhせとなjぬちえlはつ (hたたえ 

そhせ lはつ kほこねなとつはつ), πとぬ jきつhせ ぬπjほすぬつh こせh lしつ ちjlhmとなえ そhせ hπへすjkし lとぬ ぬたせそとほ, ぬπえなねjせ おつlとつし 

iせhmとなとπときしkし そhせ klしつ そとそそとちjlなせそか lとぬ iせhけえすちせkし. ╊lkせ, kj すおkjせに πとぬ hつlせklとせねとほつ kj 
πhたhせとそときljに (か kほこねなとつjに そときljに なjぬちえlはつ), kj すおkjせに へπとぬ lと ちjlhmとなせそへ ちおkと (iした. lと つjなへ) jきねj 
ぬのしたか ちjlhmとなせそか せそhつへlしlh, そぬなせhなねjき lと hiなとちjなおに ぬたせそへ そhせ とせ ちせそなとほ πえねとぬに ぬiなとmへなとせ ちj 
ぬのしたか hπへiとkし. ぉj えたたjに すおkjせに, へπとぬ ぬπかなねj kねjlせそか «しなjちきh» (πね. ちhそなせえ hπへ そときljに, ちせそなえ 

hπとちとつはちおつh おたし, そたπ), hπとlきすjlと たjπlとちjなおに ぬたせそへ (えなこせたとに, せたほに, jつきとlj ちj たjπlおに jつklなまkjせに 
たせこつせlせそとほ か lぬなmまiとぬに ぬたせそとほ), ちjせまつとつlhに iなhちhlせそえ lとつ jつjなこへ ぬiなとこjはたとこせそへ lとぬに なへたと. 》πきkしに, 
iせえmとなh πたしちちぬなせそえ mhせつへちjつh とiしことほつ kj iせえけなはkし そhせ jπhつhちjlhmとなえ lとぬ ぬたせそとほ そhせ hπへすjkか 

lとぬ klh そhlえつlし, kj jぬつとひそおに こせh hぬlか すおkjせに, か hそへちし, kj iしちせとぬなこきh つおはつ そとせlまつ, πとぬ klし kぬつおねjせh 

πたしなまつとつlhせ ちj hたたとぬけせhそへ ぬたせそへ, そhlえ lし iせえなそjせh lとぬ きiせとぬ mhせつとちおつとぬ (kπhつせへljなh) か kj 
ちjlhこjつおkljなし πたしちちほなh (kぬねつへljなh). ぉlとぬに hたたとぬけせhそとほに kねしちhlせkちとほに ijつ hπとそたjきjlhせ し 

hつえπlぬてし (そぬなきはに jπとねせhそまつ) ちせそなかに おそlhkしに jπせmhつjせhそまつ ぬiなとmへなはつ となせさへつlはつ jつlへに lはつ 
hたたとぬけきはつ, へπとぬ し たせすとたとこせそか そhせ そとそそとちjlなせそし kほklhkし lと jπせlなおπjせ. 
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ぉj へlせ hmとなえ lh πたjぬなせそえ そとなかちhlh, hπとljたとほつ ねhたhなおに hπとすおkjせに hπへ こはつせまijせに そたえkljに (たhlほπjに 
πとせそきたはつ ちjこjすまつ) そhせ たjπlとちjなおkljなと ぬたせそへ (えちちとせ, せたほに). 〈πhつlとほつ そぬなきはに klせに jてへiとぬに なjちえlはつ 
そhせ ねjせちえななはつ hπへ lとぬに となjせつとほに へこそとぬに そhせ hπとljたとほつ lと πなとひへつ hπへすjkしに πたしちちぬなせそまつ そぬなきはに 
πhなとねまつ. ‒へこは lしに πjなせとiせそへlしlhに klしつ lなとmとiとkきh lとぬに πhなとぬkせえさとぬつ klなはちえlはkし, ちj 
hたたjπえたたしたjに jつhたたhこおに たjπlとちjなまつ そhせ hiなとちjなまつ klなはちえlはつ, iしちせとぬなこまつlhに ぬπへ πきjkし そhせ ちj 
iせhななとおに ぬiなとmへなとぬに となきさとつljに. ゃと πえねとに lとぬに jきつhせ πjなせとなせkちおつと そhせ kπえつせh てjπjなつえ lh 5-10 

ちおlなh. 

ゃと すhたえkkせと kほklしちh lとぬ をjとこjつとほに hπとそhたほπljlhせ klと つへlせと lちかちh lしに πjなせとねかに ちjたおlしに, ちj 
ぬπとたjせちちhlせそおに jπせmhつjせhそおに jちmhつきkjせに klとつ ¨なちと ぉそhなhちhこそえ そhせ klしつ πjなせとねか lとぬ 〈せこえたjは, jつま 

hつhちおつjlhせ kj πとたほ πjなせkkへljなjに すおkjせに, klと つへlせと lちかちh, そえlは hπへ lとぬに ゃjlhなlとこjつjきに 
kねしちhlせkちとほに. ぅなへそjせlhせ こせh ちhなこhひそとほに そぬなきはに hkけjklへたせすとぬに, ちせそなとほ こjつせそえ πえねとぬに, πとぬ kj 
jつhたたえkkとつlhせ ちj ちえなこjに そhせ のhちちきljに, πなとそhたまつlhに hたたjπえたたしたとぬに ぬπへ πきjkし そhせ ちj iせhななとおに 
となきさとつljに ちせそなとほ πえねとぬに そhせ kj πとたたおに πjなせπlまkjせに ちj hつhちjつへちjつし そhたか hπへiとkし. 

ゃと しπjせなはlせそへ kほklしちh lとぬ をjとこjつとほに, iせhねはなきさjlhせ kj iほと けhkせそとほに となきさとつljに. ぉlとぬに 
ぅたjせとそhせつせそとほに そhせ hつはちjせとそhせつせそとほに kねしちhlせkちとほに. ぃせ πなまlとせ jつlとπきさとつlhせ klと けへなjせと そぬなきはに 
lちかちh lしに πjなせとねかに (】hちhljなへ - 『jmほなせ) そhせ hつlせπなとkはπjほとつlhせ そぬなきはに hπへ hkけjklとちhなこhひそとほに 
kねしちhlせkちとほに. ぅなへそjせlhせ こせh ちせh hなそjlえ kぬつjそlせそか hそとたとぬすきh klなはちえlはつ ちj そhたえ iせhちとなmはちおつとぬに 
となきさとつljに, し とπときh kぬつかすはに hπとljたjきlhせ hπへ たjぬそおに そhせ kぬちπhこjきに hkけjklへちhなこjに πとぬ 

πhなとぬkせえさとぬつ かπせjに hつhlとたせそおに そたきkjせに, kj こjつせそおに こなhちちおに πなとに lh hつhlとたせそえ. ぉlしつ hそとたとぬすきh lはつ 
kねしちhlせkちまつ kぬちちjlおねとぬつ たjぬそおに そhせ そきlなせつjに ちえなこjに, ちhなこhひそとき hkけjklへたせすとせ, hたたえ そhせ ねhたhなえ 

πとたほちjせそlh そなとそhたとπhこか そhせ のhちちきljに. ╊lkせ hつhちおつjlhせ つh iせhちとなmまつとつlhせ lとπせそとき ぬπへ πきjkし そhせ ちj 
iせhななとおに ぬiなとmへなとせ となきさとつljに ぬのしたかに kねjlせそえ hπへiとkしに. 

ゃと hつはちjせとそhせつせそへ kほklしちh πjなせたhちけえつjせ しπjせなはlせそとほに kねしちhlせkちとほに, とせ とπときとせ hπとlおすしそhつ kj 
πjなせけえたたとつ ねjなkhきと, たせちつhきと か jmかちjなh たせちつhきと. ぃせ たせちつhきjに mえkjせに kぬつきklhつlhせ hπへ ちhなこhひそとほに 
hkけjklへたせすとぬに, のhちちとほねjに ちえなこjに そhせ ちえなこjに, hπとljたまつlhに klしつ とぬkきh おつhつ kほklしちh iせhmとなjlせそまつ 
たせすとたとこせまつ, jつlへに lとぬ とπときとぬ, iほつhlhせ つh hつhπlぬねすとほつ ぬπへ πきjkし そhせ ちj iせhななとおに ぬiなとmへなとせ 
となきさとつljに. 〈πへ lしつ えたたし, とせ ねjなkhきjに mえkjせに hπとljたとほつlhせ jつhたたhこおに jなぬすなまつ hなこきたはつ そhせ 
そなとそhたとπhこまつ. 〈ぬlか し jつhたたhこか, πなとそhたjき ちj lし kjせなえ lしに jつhたたhこか iせhπjなhlまつ そhせ kねjlせそえ 

hiせhπおなhlはつ klなはちえlはつ, とπへlj そhせ ぬπへ πきjkし ぬiなとmとなきjに.  

ぉj πとたたおに πjなせπlまkjせに とせ となきさとつljに lはつ そなとそhたとπhこまつ てjπjなつとほつ lh 30 ちおlなh, jぬつとまつlhに lしつ 
hつえπlぬてし ぬiなとmへなはつ となせさへつlはつ ちj ぬのしたか hπへiとkし. 〉おけhせh, とせ kねしちhlせkちとき hぬlとき jきつhせ hなそjlえ 

πhなhちとなmはちおつとせ, ちj なかこちhlh つh lh jπしなjえさとぬつ. 〈ぬlへ ちπとなjき jきlj つh ちjせまkjせ lとつ jつjなこへ 

ぬiなとこjはたとこせそへ なへたと そえπとせはつ となせさへつlはつ, そhすまに hπとそへπljlhせ し kぬつおねjせえ lとぬに, へちはに, kj えたたjに 
πjなせπlまkjせに, jきつhせ iぬつhlへつ つh lとつ hぬてかkjせ, そhすまに ちπとなjき つh mおなjせ kj πたjぬなせそか jπhmか iほと 

iせhmとなjlせそえ klなまちhlh そなとそhたとπhこまつ πとぬ ぬiなとmとなとほつ. 

 

】hlしことなきh 2. ぉぬつjそlせそえ πjlなまちhlh ちj ijぬljなとこjつか ぬiなとπjなhlへlしlh 

ゅπとそhlしことなきh 2h. 》そljlhちおつとせ そhせ ちj ぬのしたか hπへiとkし ぬiなとmへなとせ 

ぅjなせたhちけえつjせ lとぬに hkけjklへたせすとぬに, iとたとちきljに そhせ iとたとちせlせそとほに hkけjklへたせすとぬに lしに ゅπとπjたhことつせそかに, 
そhすまに そhせ lとぬに hつはそなしlせiせそとほに hkけjklへたせすとぬに lしに jつへlしlhに lはつ 〈すしつまつ, とせ とπときとせ iとちとほつ lし 

たとmとkjせなえ hつhlとたせそえ lとぬ 〈せこえたjは そhせ ぅとせそきたとぬ. 』 kねおkし lはつ iとたとちせlまつ そhせ lはつ iとたとちせlせそまつ 
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hkけjklとたきすはつ lしに ゅπとπjたhことつせそかに, ちj lとぬに つしなせlせそとほに hつはそなしlせiせそとほに hkけjklへたせすとぬに jきつhせ 
ljそlとつせそか, ちj hπとlおたjkちh lh iほと そhなklせそえ kぬklかちhlh つh おなねとつlhせ kj jπhmか. 

〈つかそとぬつ klしつ そhlしことなきh lはつ ちhそなとπjなhlまつ kねしちhlせkちまつ そhせ ねhなhそlしなきさとつlhせ hπへ ぬのしたへ 

ijぬljなとこjつおに πとなまijに, lと とπときと おねjせ kねしちhlせkljき そhlえ ちかそとに lはつ けhkせそまつ hkぬつjねjせまつ, へπはに 
なかこちhlh, iせhそたえkjせに そhせ jπせmえつjせjに klなまkしに. ゃと ぬのしたへ ijぬljなとこjつおに lとぬに πとなまijに, とmjきたjlhせ そhlえ 

そほなせと たへこと klしつ ちjこえたし πjなせjそlせそへlしlえ lとぬに kj hつすなhそせそへ hkけおklせと, lと とπときと iせhたほjlhせ hπへ lと 

jたhmなえ へてせつと つjなへ lしに けなとねかに そhせ iせjぬなほつjせ lせに hkぬつおねjせおに lとぬ. ぃ なぬすちへに lしに iせえたぬkしに ij, jきつhせ 
kぬつえなlしkし lとぬ πとkとほ lとぬ ぬπへこjせとぬ つjなとほ πとぬ そせつjきlhせ iせhちおkとぬ lとぬ kぬklかちhlとに hkぬつjねjせまつ そhせ 
lとぬ けhすちとほ そとなjkちとほ lとぬ kj hつすなhそせそへ hkけおklせと そhせ hつすなhそせそへ ちhこつかkせと. 

ぉlと そhなklせそへ kほklしちh lとぬ ぅとせそきたとぬ そhせ たせこへljなと lとぬ 〈せこえたjは hつhπlほkkjlhせ おつhに ぬのしたかに 
iぬつhちせそへlしlhに そhせ hπへiとkしに そhなklせそへに ぬiなとmへなとに となきさとつlhに, と とπときとに jそmとなlきさjlhせ klし すえたhkkh, 

ちおkは πhなえそlせはつ そhせ ぬπとすhたえkkせはつ πしこまつ. ゃと けえすとに lしに そhなklせそとπときしkしに hつhちおつjlhせ そhせ kj 
hなつしlせそえ hπへたぬlh ぬのへちjlなh. 

 

】hlしことなきh 3. ぉぬつjそlせそえ そhせ πとなまiし πjlなまちhlh ちj πjなせとなせkちおつし か ちし kぬこそおつlなはkし 

ぬπへこjせはつ ぬiえlはつ – えつjぬ πなhそlせそかに kしちhkきhに. 

ゅπとそhlしことなきh 3h. ゃとπせそかに kしちhkきhに ぬπへこjせh つjなえ そぬなきはに kj さまつjに iせえななしてしに そhせ hπとkえすなはkしに 
kぬつjそlせそまつ πjlなはちえlはつ. 

』 そhlしことなきh hぬlか πjなせたhちけえつjせ lと kほつすjlと πjlなとたとこせそへ kほklしちh lはつ "kねせklとたきすはつ 〈すしつまつ" そhせ lと 

しmhせkljせとひさしちhlとこjつおに kほちπたjこちh lしに ゅπとπjたhことつせそかに jつへlしlhに.  

ゃと kほklしちh lはつ "kねせklとたきすはつ 〈すしつまつ", πjなせたhちけえつjせ そたhklせそえ せさかちhlh, へπはに のhちちきljに, えなこせたとせ, 
のhちちとほねjに ちえなこjに そhせ こなhとぬけえそjに, kねせklとπとせしちおつとせ πしたきljに, そhすまに jπきkしに そhせ πたhそまijせに πjたhこせそとき 
hkけjklへたせすとせ πとぬ kねしちhlきさとぬつ hてせへたとこjに jちmhつきkjせに そhせ kぬねつえ πjなせおねとぬつ jつiせhklなまkjせに πぬなせlせそおに 
(せえkπせijに) そhせ そとつiほたとぬに πぬなせlへたせすはつ. 》つきとlj jつlへに lとぬ kぬklかちhlとに πhなhlしなとほつlhせ そhせ ちせそなとほ 

πえねとぬに おつlとつh iせhlちしちおつh πjlなまちhlh とmせとたせすせそとほ kぬちπたおこちhlとに. 

』 jπせそなえlしkし lはつ そたhklせそまつ こjつせそえ πjlなはちえlはつ jきつhせ そhせ lと けhkせそへ klとせねjきと へπとぬ そhlhlえkkjせ lとつ 
kねしちhlせkちへ klしつ そhlしことなきh 3. あklへkと し πhなとぬkきh となせさへつlはつ のhちちせlまつ そhせ πたhそはiまつ πjたhこせそまつ 
hkけjklとたきすはつ, hぬてえつjせ lとつ jつjなこへ ぬiなとこjはたとこせそへ なへたと lとぬ kねしちhlせkちとほ lとπせそえ. 

ゃと しmhせkljせとひさしちhlとこjつおに kほちπたjこちh lしに ゅπとπjたhことつせそかに hπとljたjきlhせ そぬなきはに hπへ πしたきljに, そhlえ 

lへπとぬに のhちちきljに, jつま klしつ πjなせとねか kj jたえねせkljに すおkjせに πhなhlしなかすしそhつ ねhたhさせhそえ そなとそhたとπhこか. ぉj 
πとたたおに πjなせπlまkjせに jつlへに lとぬ kぬちπたおこちhlとに jちmhつきさとつlhせ とたせkすへたせすとせ そhせ ljそlとつせそおに kmかつjに 
πjなちせそまつ hkけjklとたきすはつ, jつま klh hつまljなh lちかちhlh lとぬ kねしちhlせkちとほ しmhせklきljに そhせ しmhせkljせhそえ 

πjlなまちhlh. ゃと kほちπたjこちh, こjつせそえ, hπとljたjき おつhつ kねjlせそえ hiせhπおなhlと kねしちhlせkちへ jてjlhさへちjつと kj 
kねおkし ちj lとぬに hkけjklへたせすとぬに, ちj lとぬに とπときとぬに けなきkそjlhせ klせに πjなせkkへljなjに lはつ πjなせπlまkjはつ kj 
jπhmか. あklへkと, とせ のhちちせlせそおに jつklなまkjせに そhせ とせ となきさとつljに hkけjklとたきすはつ, lとπせそえ, iほつhlhせ つh 

iしちせとぬなこかkとぬつ kぬつすかそjに そhlえたたしたjに こせh lしつ hつえπlぬてし ちせそなまつ ぬiなとmへなはつ となせさへつlはつ そhせ jπとねせhそまつ 
hつhけたほkjはつ. 
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3. ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃぉ 】【を《ゅをぃぉ 

 

3.1. ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃ 【ぉゃぃぇ【】ぃ 

 

ゃせに ljたjぬlhきjに ijそhjlきjに klしつ πjなせとねか lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに そhlhこなえmjlhせ おつhに kしちhつlせそへに hなせすちへに 
πたしちちぬなせそまつ こjことつへlはつ. ぉj となせkちおつjに πjなせπlまkjせに lh kぬちけえつlh hぬlえ kぬつiおとつlhせ ちj kぬこそjそなせちおつh 

lちかちhlh lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ jつま kj えたたjに ちj hklとねきjに lとぬ iせそlほとぬ とちけなきはつ か そhせ kぬつiぬhkちへ 

lはつ iほと. ゃh kぬちけえつlh hぬlえ おねとぬつ lせに πjなせkkへljなjに mとなおに ねhなhそlしなせklせそえ hklせそまつ πたしちちぬなまつ jつま 

kj となせkちおつjに πjなせπlまkjせに πhなとぬkせえさとつlhせ ねhなhそlしなせklせそえ てhmつせそまつ πたしちちぬなまつ (flash floods).  

ぉしちhつlせそへ なへたと klと πたしちちぬなせそへ そhすjklまに lしに πjなせとねかに おねjせ iせhiなhちhlきkjせ jπきkしに し とせそせklせそか πきjkし 

そhせ と mlはねへに kねjiせhkちへに ねなかkjはつ こしに lh とπときh とiしことほつ klしつ こjせlつきhkし そhlhkそjぬまつ ちj lと 

ぬiなとこなhmせそへ iきそlぬと. ゃと こjことつへに hぬlへ hぬてえつjせ kしちhつlせそえ lしつ lなはlへlしlh lはつ πへたjはつ. ぉj となせkちおつjに 
πjなせπlまkjせに jπしなjえさjlhせ hなつしlせそえ hそへちh そhせ し きiせh し πせすhつへlしlh jそiかたはkしに πたしちちぬなまつ そhすまに 
ちjせまつjlhせ kしちhつlせそえ し πhなとねjljぬlせそへlしlh lはつ なjちえlはつ. 

【iせhきljなし kしちhkきh おねjせ し iなhちhlせそか ちjきはkし lしに iぬつhlへlしlhに そhljきkiぬkしに たへこは lしに hつえπlぬてしに 
hklせそとほ せklとほ kj ちjこえたと lちかちh lしに おそlhkしに lはつ ぬiなとたとこせそまつ たjそhつまつ こjことつへに lと とπときと jつせkねほjせ lしつ 
πとkへlしlh hπとななとかに jつま πhなえたたしたh ちjせまつjせ lと ねなへつと hπとklなえここせkしに, ちj hπとlおたjkちh lしつ kしちhつlせそか 

hほてしkし lはつ hπとななとまつ hせねちかに. 

ゃhぬlへねなとつh, jきつhせ こつはklへ へlせ lせに ljたjぬlhきjに ijそhjlきjに し πjなせとねか lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに おねjせ 
hklせそとπとせしすjき ちj lhねjきに なぬすちとほに, mhせつへちjつと lと とπときと おねjせ kぬつとijぬljき hπへ kしちhつlせそか hほてしkし lしに 
とせそとつとちせそかに hてきhに lしに πjなせとねかに そhせ lしに kしちhkきhに lはつ ぬπとiとちまつ jつ そせつiほつは. 

╊lkせ hπへ lせに hなねおに lとぬ hせまつh, hたたえ そぬなきはに lせに ljたjぬlhきjに ijそhjlきjに πhなとぬkせえさとつlhせ πたしちちぬなせそえ 

こjことつへlh klしつ πjなせとねか ちj kしちhつlせそおに jπせπlまkjせに そhせ すほちhlh (ぅきつ. 2 & 3). 

ぃせ jつ たへこは πたしちちほなjに πなとそえたjkhつ hてせとkしちjきはlと hなせすちへ すぬちえlはつ そhせ kしちhつlせそおに とせそとつとちせそおに 
jπせπlまkjせに, そhすまに そhlhklなえmしそhつ jπせねjせなかkjせに, けせとljねつきjに, とせそきjに, そlしつとlなとmせそおに ちとつえijに, 
hこなとlせそおに jそlえkjせに, とねかちhlh, ぬπとiとちおに そhせ iせhmへなはつ えたたはつ jせiまつ πjなせとぬkきjに. 》πせπなへkすjlh, 

hπとlおたjkhつ おつh hπへ lh jちπへiせh klしつ とちhたか hつえπlぬてし lしに πjなせとねかに そhせ とiかこしkhつ kj となせkちおつjに 
πjなせπlまkjせに kj jそljlhちおつh mhせつへちjつh ちへたぬつkしに, そhすまに iせjぬそへたぬつhつ lしつ そぬそたとmとなきh たぬちえlはつ, 
けhなおはつ ちjlえたたはつ そhせ えたたはつ ちとたぬkちhlせそまつ とぬkせまつ ちおkは lはつ πたしちちぬなせそまつ ぬiえlはつ. ゃおたとに, えたたh, 

πjなせとなせkちおつしに おそlhkしに πたしちちぬなせそえ mhせつへちjつh へπはに hぬlへ lとぬ 1949 そhせ lとぬ 2005 hつおkljせたhつ lしつ 
そぬそたとmとなきh kj lちかちh lとぬ とiせそとほ iせそlほとぬ. 
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ぅきつhそhに 2. ぉしちhつlせそへljなh πたしちちぬなせそえ kぬちけえつlh πとぬ おπたしてhつ lし 《ぬlせそか 〈すかつh そhせ とせ jπせπlまkjせに lとぬに. 

』ちjなとちしつきh 

ぅたしちちほなhに 
ぉほつとのし jπせπlまkjはつ 

26-10-1930 

】hlhklなえmしそhつ とせそきjに, πつきこしそhつ とせそへkせlh さまh, そhlhklなえmしそhつ そlしつとlなとmせそおに 
ちとつえijに. 》πせπなへkすjlh hπとlおすしそhつ へこそとせ mjなlまつ ぬたせそまつ kj ちjこえたと ちおなとに lとぬ 

ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ lちかちhlh lとぬ とπときとぬ そhlhklなえmしそhつ. ぅたしちちほなせkhつ とせ 
kぬつとせそきjに lはつ ぉjπとたきはつ そhせ lとぬ 】とたはつとほ. 

6-11-1961 】hlおななjぬkhつ 400 とせそきjに, おちjせつhつ えkljこjに πjなせkkへljなjに hπへ 500 とせそとこおつjせjに. 
ぅたしちちほなせkhつ πjなきπとぬ 4000 とせそきjに kぬつとたせそえ kj へたし lしつ 〈llせそか. 

【hつ. - 1972     

2-11-1977 

ぅhなhkほなすしそhつ ijそえijに とねかちhlh そhせ πたしちちほなせkhつ jそhlとつlえijに ぬπへこjせh そhせ 
kπきlせh. (ぉlと 〈せこえたjは とせ ねjきちhななとせ ぬπjなねjきたせkhつ kj 3 kしちjきh πhなhkほなとつlhに 
となせkちおつh とねかちhlh. ぅたしちちほなせkhつ とせそきjに klしつ πjなせとねか lとぬ 《hmつきとぬ. 】hlhklなえmしそj 
lちかちh lとぬ とiせそとほ iせそlほとぬ klとぬに とせそせkちとほに 〈こ. をせそへたhとぬ そhせ ぅhたhlせhつかに. ぃせ 
ぬπとたとこせkちおつjに さしちせおに hつかたすhつ πjなきπとぬ lh 150 jそ. 《なhねちおに. ゃと 〈せこえたjは 

そしなほねlしそj kj そhlえklhkし jそlえそlとぬ hつえこそしに. ぉj となせkちおつとぬに iかちとぬに そhlhklなえmしそj 
ちおねなせ そhせ lと 15% lしに とiとπとせきhに 

28-10-1978 ぅたしちちほなせkhつ hなそjlえ ぬπへこjせh そhせ とせそきjに 

7-10-1980 
ぅたしちちほなせkhつ 13 そhlhklかちhlh, 18 とせそきjに. ぃせ kぬつとたせそおに さしちせおに hつかたすhつ klh 1.25 

jそ. iなhねちおに 

27-10-1980 
ぅたしちちほなせkhつ ぬπへこjせh そhせ となせkちおつh そhlhklかちhlh そhすまに そhせ lちかちhlh lとぬ とiせそとほ 

iせそlほとぬ. 

27-10-1986 
ぅたしちちほなせkhつ πとたたえ そhlhklかちhlh そhせ とせそjきjに そhせ kしちjせますしそhつ そhすせさかkjせに そhlえ 

ちかそとに lとぬ とiせそとほ iせそlほとぬ  

12-11-1987 ぅたしちちほなせkhつ kπきlせh (そぬなきはに ぬπへこjせh) そhせ lちかちhlh lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ 

25-2-1988 ぅたしちちほなせkhつ とせそきjに そhせ そhlhklかちhlh. ╊こせつhつ そhすせさかkjせに.  

9-12-1989 
ぅたしちちほなせkhつ とせそきjに, hπとすかそjに そhせ ぬπへこjせh. ぅなとそたかすしそhつ さしちせおに klh iきそlぬh ぃゃ》 

そhせ 《》』. ╊こせつhつ そhすせさかkjせに. 

21-11-1994 ぅhなhkほなすしそhつ hぬlとそきつしlh, そhlhklなえmしそhつ lちかちhlh lとぬ とiせそとほ iせそlほとぬ 

27-1-1996 》πせπlまkjせに πjなせとなせkちおつjに klと とiせそへ iきそlぬと そhせ kj となせkちおつh ぬπへこjせh 

8-7-2002 

ぅたしちちほなせkhつ πとたたえ せkへこjせh そhせ ぬπへこjせh とせそせまつ そhせ jπせねjせなかkjはつ そぬなきはに 
jそhlおなはすjつ lとぬ 】しmせkとほ. ｠jこえたh lちかちhlh lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ 

そhlおklしkhつ hπなとkπおたhklh か おπhすhつ さしちせおに. 
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ぅきつhそhに 3. ぅたしちちぬなせそえ こjことつへlh klし 《ぬlせそか 〈すかつh, とせ すおkjせに πとぬ jπたかこしkhつ そhせ lh すほちhlh πとぬ πなとそえたjkhつ. 

』ちjなとちしつきh 

ぅたしちちほなhに 
fおkjせに ぇおちh fほちhlh 

26-10-1930 ぉjπへたせh 】しmせkへに 2 

6-11-1961 
｠πとぬなつえさせ, ′たせとつ, 〈こ. ghつとほなせとに, 

｠ぬそとつせえlせそh 
ぇおちh gたおけhに 40 

【hつ. - 1972 《ぬlせそか 〈すかつh 
 

0 

2-11-1977 
ぅjなせklおなせ (そぬなきはに), ′たせとつ, 〈つすとほπとたし, 

ぅjlなとほπとたし 

ぇおちh gたおけhに, ぇおちh 

eせまなこせさh, ぇおちh 

〉hすほ 

25 

28-10-1978 〈こ. 〈つえなこぬなとせ ぇおちh 】hつhπせlkjなき 
0 

7-10-1980 
′たせとつ, ぅjlなとほπとたし, 〈こ. 〈つえなこぬなとせ, 

ぅjなせklおなせ, 〈つすとほπとたし 

ぇおちh eせまなこせさh, 

ぇおちh gたおけhに, ぇおちh 

〉hすほ 

0 

27-10-1980 ′たせとつ, 】hちhljなへ 
ぇおちh gたおけhに, ぇおちh 

》ぬπせなきiはつ 
0 

27-10-1986 ′たせとつ, ぅjなせklおなせ ぇおちh gたおけhに,  0 

12-11-1987 ぅjlなとほπとたし, ぅjなせklおなせ, ╉つは ‒せへkせh 

ぇおちh eせまなこせさh, 

ぇおちh とiとほ 

ぃたぬちπせとつせそまつ  
0 

25-2-1988 ぅjlなとほπとたし, ぅjなせklおなせ, ′たせとつ, ｠πとぬなつえさせ 
ぇおちh gたおけhに, ぇおちh 

eせまなこせさh, ぇおちh 

〉hすほ, ょhせihなへなjちh 

0 

9-12-1989 ╉こ. 〈つえなこぬなとせ ぇおちh 】hつhπせlkjなき 0 

21-11-1994 〈こ. 〈つえなこぬなとせ, 〈せこえたjは 

】しmせkへに, 
ぅとiとつきmlしに, 
ょhせihなへなjちh 

91 

27-1-1996 
《ぬlせそか 〈すかつh  

0 

8-7-2002 〈せこえたjは, 】となぬihたたへに 】しmせkへに 0 

 

 

〈πへ lしつ ちjたおlし lとぬ せklとなせそとほ πなとそほπljせ へlせ し jぬなほljなし πjなせとねか lとぬ たjそhつとπjiきとぬ πたかlljlhせ πとたほ 

kぬねつえ hπへ πたしちちぬなせそえ kぬちけえつlh ちj kしちhつlせそへ hなせすちへ すぬちえlはつ そhせ とせそとつとちせそまつ そhせ そとせつはつせそまつ 
jπせπlまkjはつ. 
 

ぉlしつ πjなせとねか lしに 《ぬlせそかに 〈すかつhに lh ljたjぬlhきh 80 ねなへつせh (1930-2010) kぬつおけしkhつ 14 kしちhつlせそえ 

こjことつへlh iしたhiか πjなきπとぬ 1 hつえ 6 おlし そhlえ ちおkと へなと. 》きつhせ けおけhせh πせすhつへ lせに πなまljに ijそhjlきjに (’30 

– ’50) とせ πとたほ πjなせとなせkちおつしに おそlhkしに πたしちちほなjに つh ちしつ おねとぬつ そhlhこなhmjき, hつ そhせ kj こjつせそおに こなhちちおに 
lと せklとなせそへ hなねjきと こせh lしつ πjなせとねか lとぬ たjそhつとπjiきとぬ jきつhせ kねjlせそえ πたかなjに. 
 

》きつhせ jπきkしに kしちhつlせそへ へlせ πhなhlしなjきlhせ ちせh hほてしkし klし kぬねつへlしlh lはつ こjことつへlはつ πとぬ πたかllとぬつ 
lしつ πjなせとねか し とπときh hπとiきijlhせ klしつ そhlhそへなぬmし hほてしkし lとぬ πたしすぬkちとほ, lしに おそlhkしに lとぬ hklせそとほ 

πjなせけえたたとつlとに そhせ lはつ ぬπとiとちまつ (hほてしkし lなはlへlしlhに) hたたえ そhせ kl ちjきはkし lしに iせhlとちかに πとたたまつ 
なjちえlはつ たへこは そhlhπhlかkjはつ か ちπhさはちえlはつ. 
 

                                                            
1 ゃh すほちhlh hつhmおなとつlhせ klと kほつとたと lはつ πjなせとねまつ πとぬ jπたかこしkhつ そhせ へねせ ちへつと klしつ 《ぬlせそか 〈すかつh. 
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ぉlとつ πhなhそえlは ねえなlし (》せそ. 50) πhなとぬkせえさjlhせ し ねはなせそか そhlhつとちか となせkちおつはつ πたしちちぬなせそまつ 
kぬちけえつlはつ ちj kねjlせそか hそなきけjせh, へπとぬ lh klとせねjきh lと jπおlなjπhつ. 』 hつhπhなえklhkし lはつ こjことつへlはつ 
hぬlまつ jきつhせ kしちhつlせそか こせh lしつ πなとそhlhなそlせそか jそlきちしkし lはつ πjなせとねまつ πとぬ そせつiぬつjほとぬつ, lしつ 
hてせとたへこしkし lはつ なjちえlはつ そhせ lしつ hつえijせてし lはつ πなとljなhせとlかlはつ kj へlせ hmとなえ lせに iなえkjせに πなへたしのしに. 
 

 
》せそ. 50 ょえなlしに πたしちちぬなせそまつ kぬちけえつlはつ lとぬ πhなjたすへつlとに klし iぬlせそか 〈すかつh. 

 

3.2. 〉ぇぃょぃ｠》ゃぇ【】〈 《》《ぃ｠》を〈 

 

』 jそiかたはkし πたしちちぬなまつ jてhなlえlhせ hπへ ちせh kjせなえ hπへ πhなえことつljに πとぬ kねjlきさとつlhせ ちj lh せiせhきljなh 

ねhなhそlしなせklせそえ lはつ ぬiなとたとこせそまつ たjそhつまつ, lせに ちjljはなとたとこせそおに πhなhちおlなとぬに, lh ねhなhそlしなせklせそえ lはつ 
そhlhせこきiはつ, lし こjはたとこきh そhせ lせに hつすなはπとこjつjきに πhなjちけえkjせに. ぃなせkちおつh hπへ hぬlえ lh ねhなhそlしなせklせそえ 

jきつhせ kねjlせそえ klhlせそえ (π.ね. lとπとこなhmきh, kねかちh ぬiなとたとこせそかに たjそえつしに) jつま えたたh iせhmとなとπとせとほつlhせ ちj 
lと ねなへつと (π.ね. けhすちへに そとなjkちとほ jiえmとぬに, おつlhkし けなとねへπlはkしに そ.h.). 

╊つhに hπへ lとぬに πせと kしちhつlせそとほに iぬつhちせそとほに πhなえことつljに klしつ jそiかたはkし πたしちちぬなまつ jきつhせ し おつlhkし 

lしに けなとねへπlはkしに (Amadio et al. 2003; Georgakakos 2006; Norbiato et al. 2008; Golian et al 2010). ぃせ 
Martin-Vide et al. (1999) ぬπとklしなきさとぬつ へlせ とせ そhlhせこきijに ぬのしたかに おつlhkしに ちせそなかに iせえなそjせhに そhlhせこきijに 
ljきつとぬつ つh iしちせとぬなことほつ πとたほ ちjこhたほljなとぬに へこそとぬに hπとななとかに hπへ へlせ とせ そhlhせこきijに ちjこえたしに 
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iせえなそjせhに か とせ そhlhせこきijに ちjこえたとぬ kぬつとたせそとほ ほのとぬに けなとねかに. ｠j hぬlへ lとつ lなへπと おijせてhつ lし kしちhkきh 

lとぬ ちjこおすとぬに lしに おつlhkしに lしに けなとねへπlはkしに klと mhせつへちjつと lはつ πたしちちぬなまつ.  

ぉlと πたhきkせと lしに πhなとほkhに ちjたおlしに jなjぬつかすしそj lと πせすhつとlせそへ そhすjklまに lはつ けなとねとπlまkjはつ lしに 
πjなせとねかに ちjたおlしに. eせh lと kそとπへ hぬlへ kぬたたおねすしそhつ ちjljはなとたとこせそえ ijiとちおつh hπへ lと ちjljはなとたとこせそへ 

klhすちへ lしに 》すつせそかに ｠jljはなとたとこせそかに ゅπしなjkきhに (》｠ゅ) klと iかちと をおhに gせたhiおたmjせhに. ゃh ijiとちおつh 

hぬlえ jそljきつとつlhせ hπへ lと 1960 おはに lと 1986 そhせ hつhたほすしそhつ klhlせklせそえ ちj lし ちおすとiと Gumbel (》せそ. 

51). ｠とたとつへlせ たへこは lしに πjなせとなせkちおつしに iせhすjkせちへlしlhに lはつ klとせねjきはつ (そぬなきはに lとぬ ちせそなとほ ねなとつせそとほ 

jほなとぬに lしに ねなとつとkjせなえに) し πなとkおここせkし hぬlか jつiおねjlhせ つh πjなせおねjせ ちせそなへ klhlせklせそへ たえすとに, ちπとなjき つh 

πhなおねjせ hkmhたおに そなせlかなせと こせh lと πせすhつとlせそへ そhすjklまに lはつ けなとねとπlまkjはつ. 

 

 

》せそ. 51 ぉlhlせklせそか hつえたぬkし けなとねとπlまkjはつ そhlえ Gumbel. 

 

〈πへ lしつ jπjてjなこhkきh πなとおそぬのj lと ほのとに けなとねへπlはkしに jせそとkせljlなhまなとぬ ちj πjなきとiと jπhつhmとなえに lh 

10, lh 20, lh 50 そhせ lh 100 おlし (ぅせつ. 4). 

 

 

ず；｀ü゛üゞ 4. づ／。 éヾ‾‐＿ヽ〃＼ゝ。ゞ ゝ0 ゝ‐　ゝ。 ´0 〃：ゞ ü｀〃；ゝ〃‾：‐0ゞ ヽ0ヾ：＿~‾仝ゞ 0ヽü｀üー‾ヾàゞ. 

ぅjなきとiとに jπhつhmとなえに ‶のとに けなとねへπlはkしに 
10 62.8 mm 

20 85.0 mm 

50 126.7 mm 

100 171.4 mm 
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ぉlし kぬつおねjせh lh klとせねjきh hぬlえ kぬこそなきすしそhつ ちj こつはklおに そhlhせこきijに, ちj iせhすおkせちh けなとねとちjlなせそえ 

ijiとちおつh, πとぬ おねとぬつ πなとそhたおkjせ kしちhつlせそえ πたしちちぬなせそえ mhせつへちjつh (ぅせつ. 5)  はklj つh iせhπせklはすjき lと 

πせすhつとlせそへ lとぬに そhすjklまに そhせ つh こきつjせ ちせh πなとそhlhなそlせそか jそlきちしkし lしに おつlhkしに そhせ lとぬ ほのとぬに lはつ 
けなとねとπlまkjはつ πとぬ πなとそhたとほつ πたしちちほなjに klしつ πjなせとねか. 

 

 

ぅきつhそhに 5. ‶のとに ぬjlとほ (kほつとたと そhlhせこきihに) hつえ πたしちちぬなせそへ kぬちけえつ そhせ と klhすちへに そhlhこなhmかに 

ぅたしちちほなh ‶のとに ぬjlとほ ぉlhすちへに 

175,1 mm 《jそおたjせh (》｠ゅ) 
6-11-1961 

115.6mm gせたhiおたmjせh (》｠ゅ) 

【hつ.-1972 108,1mm gせたhiおたmjせh (》｠ゅ) 

80 mm gせたhiおたmjせh (》｠ゅ) 
2-11-1977 

163 mm 〈kljなとkそとπjきと 〈すしつまつ 
21-11-1994 129,5 mm gせたhiおたmjせh (》｠ゅ) 

27-1-1996 - - 

8-7-2002 91mm 〈kljなとkそとπjきと 〈すしつまつ 

 

 

〈πへ lし kほこそなせkし πなとおそぬのhつ とせ πjなきとiとせ jπhつhmとなえに lはつ そhlhせこきiはつ hぬlまつ へπはに πhなとぬkせえさとつlhせ 
klとつ πhなhそえlは πきつhそh (ぅせつ. 6). ‒へこは lしに おたたjせのしに hつhたぬlせそまつ klとせねjきはつ そhせ lはつ ちjこえたはつ 
iせhmとなまつ klせに そhlhこなhmおに ちjlhてほ lはつ klhすちまつ lしに をおhに gせたhiおたmjせhに, lしに 《jそおたjせhに そhせ lとぬ 

〈kljなとkそとπjきとぬ, ねなしkせちとπとせかすしそhつ ijiとちおつh そhせ hπへ lとぬに lなjせに klhすちとほに. 

 

ぅきつhそhに 6. ぅjなきとiとに jπhつhmとなえに lはつ そhlhせこきiはつ πとぬ πなとそえたjkhつ lh πたしちちぬなせそえ kぬちけえつlh lしに πjなせとねかに 

】hlhせこきih ‶のとに ぬjlとほ  ぅjなきとiとに jπhつhmとなえに 

115.6mm  40 おlし  
6-11-1961  

175.1mm 105 おlし  

【hつ-1972 108,1mm 35 おlし 

80 mm  17 おlし  
2-11-1977 

163 mm 90 おlし 

21-11-1994 129,5 mm 53 おlし 

8-7-2002 91mm 23 おlし 

 

 

】hlえ lとぬに Koutsoyiannis そhせ Baloutsos (2000) し πせすhつへlしlh つh  jちmhつせkljき し ちおこせklし けなとねへπlはkし 

iせえなそjせhに 24 はなまつ ちおkh kj おつh おlとに klしつ πjなせとねか jきつhせ ちjこhたほljなし lと ちかつh 《jそおちけなせと mlえつとつlhに 
lと 23% jつま hそとたとぬすjき と をとおちけなせとに ちj πjなきπとぬ 21% ちj lなきlと lとつ ぃそlまけなせと (ぅせすhつへlしlh = 18%). 

』 ちせそなへljなし πせすhつへlしlh jちmえつせkしに lしに ちおこせklしに jlかkせhに けなとねへπlはkしに 24まなとぬ πhなとぬkせえさjlhせ lと 

ちかつh 〈πなきたせと (4%) (ぅせつ. 7). 』 πたしなとmとなきh jきつhせ そなきkせちし こせh lしつ となこえつはkし πとたせlせそかに πなとklhkきhに 
そぬなきはに klとつ lとちおh lしに jπせねjせなしkせhそかに jlとせちへlしlhに. 
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ぅきつhそhに 7. ぅせすhつへlしlh jそiかたはkしに ちおこせklしに jlかkせhに けなとねへπlはkしに klと たjそhつとπおiせと. ぃせ lなjせに πせすhつへljなとせ ちかつjに 
(Koutsoyiannis & Baloutsos 2000). 

ぅjなきとiとに ╊lとぬに 
ぅせすhつへlしlh jそiかたはkしに ちおこせklしに jlかkせhに 

けなとねへπlはkしに 
《jそおちけなせとに 23% 

をとおちけなせとに 21% 

ぃそlまけなせとに 18% 

 

〈そとたとほすはに jたおこねすしそhつ とせ ちおこせkljに jつlえkjせに lはつ そhlhせこきiはつ kj kねおkし ちj lせに そhちπほたjに kぬねつへlしlhに – 

ねなへつとぬ – おつlhkしに. ぉlせに πhなhそえlは jせそへつjに (》せそ. 52-55 )πhなとぬkせえさjlhせ し すおkし lとぬに そhせ jπとちおつはに lと 

πせすhつとlせそへ lとぬに そhすjklまに, kj kねおkし ちj lせに そhちπほたjに.  

 

 

》せそ. 52 ぃせ ちおこせkljに jつlえkjせに lしに そhlhせこきihに lとぬ 1994 kj hつlせπhなhけとたか ちj lせに へちけなせjに そhちπほたjに lしに πjなせとねかに. 

 



 

72 
 

 

》せそ. 53 ぃせ ちおこせkljに jつlえkjせに lしに そhlhせこきihに lとぬ 1961 kj hつlせπhなhけとたか ちj lせに へちけなせjに そhちπほたjに lしに πjなせとねかに. 

 

 

》せそ. 54 ｠おこせkljに jつlえkjせに lしに そhlhせこきihに lとぬ 1977 へπはに そhlhこなえmしそhつ klしつ ぅたhljきh 】とlさせえ そhせ klし をおh 

gせたhiおたmjせh kj hつlせπhなhけとたか ちj lせに へちけなせjに そhちπほたjに lしに πjなせとねかに. 
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》せそ. 55 ゃちかちh lはつ ちおこせklはつ jつlえkjはつ lしに そhlhせこきihに lとぬ 2002 kj kねおkし ちj lせに へちけなせjに そhちπほたjに lしに πjなせとねかに. 

 

〈πへ lし kぬkねおlせkし lはつ そhlhせこきiはつ ちj lせに そhちπほたjに kぬねつへlしlhに – おつlhkしに – iせえなそjせhに こきつjlhせ 
hつlせたしπlへ lと こjことつへに へlせ とせ そhlhせこきijに πとぬ  おπたしてhつ lしつ πjなせとねか そhせ πなとそえたjkhつ πたしちちほなjに 
πhなとぬkきhさhつ hそなhきh ねhなhそlしなせklせそえ (klhlせklせそえ). ぉj へlせ hmとなえ lと πせすhつとlせそへ lとぬに そhすjklまに 
mhきつjlhせ πはに lとπとすjlとほつlhせ そとつlえ か そhせ πhなhπえつは hπへ lしつ そhちπほたし lはつ 50 jlまつ. 》きつhせ へちはに 
kしちhつlせそへ へlせ lしつ ljたjぬlhきh πjつlしそとつlhjlきh (1960-2010) πhなhlしなかすしそhつ lとぬたえねせklとつ 4 lおlとせjに 
そhlhせこきijに, こjことつへに πとぬ ijきねつjせ へlせ し lとπせそおに hなねおに そhせ し πとたせljきh すh πなおπjせ つh jきつhせ kj hぬてしちおつと 

jπきπjiと jlとせちへlしlhに.  

 

3.2.1. ¨なせh けなとねへπlはkしに (Rainfall Thresholds) klしつ πなへそたしkし πたしちちぬなせそまつ mhせつとちおつはつ 

 

』 kしちhkきh lしに おつlhkしに lしに けなとねへπlはkしに klしつ jそiかたはkし πたしちちぬなまつ とiかこしkj jなjぬつしlおに 
πhこそとkちきはに つh そhlhこなえのとぬつ lせに ちjljはなとたとこせそおに kぬつすかそjに そhlえ lし iせえなそjせh そhlhせこきiはつ ちj kそとπへ つh 

jつlとπきkとぬつ πせすhつえ ちとlきけh klし iせhそほちhつkし lはつ jつlえkjはつ kj そhlhせこきijに πとぬ πなとそhたとほつ πたしちちほなjに. 

』 ちjすとiとたとこきh hぬlか とiかこしkj kj そhすせおなはkし となきはつ-そhlはmたせまつ (thresholds) おつlhkしに けなとねへπlはkしに 
πおなh hπへ lh とπときh すjはなjきlhせ hぬてしちおつし し πせすhつへlしlh πなへそたしkしに πたしちちぬなせそまつ mhせつとちおつはつ. 』 

iせhiせそhkきh hぬlか jきつhせ iせhmとなjlせそか こせh そえすj ぬiなとたとこせそか たjそえつし そhすまに lh mhせつへちjつh jてhなlまつlhせ hπへ 

ちせh kjせなえ πhなえことつljに klhlせそとほに か iぬつhちせそとほに.  

ゃと πたjとつおそlしちh lしに πなとkおここせkしに hぬlかに jきつhせ lと こjことつへに へlせ ちπとなjき そhつjきに πhなhそとたとぬすまつlhに lせに 
πなとこつまkjせに lはつ けなとねとπlまkjはつ か hそへちh そhたほljなh πhなhそとたとぬすまつlhに kj πなhこちhlせそへ ねなへつと lしつ 
jておたせてし ちせhに そhlhせこきihに (ちおkは けなとねとちおlなはつ) つh jそlせちかkjせ πへkと πせすhつか jきつhせ し iしちせとぬなこきh 

πたしちちぬなせそまつ mhせつとちおつはつ. ｠j hぬlへ lとつ lなへπと hそへちh そhせ ちし jてjせiせそjぬちおつとせ jπせklかちとつjに すh jきつhせ 
iぬつhlへつ つh そhすとなきkとぬつ jπきπjih jlとせちへlしlhに klとつ jそえklとlj iかちと. 
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eせh lせに hつえこそjに lせに ちjたおlしに hぬlかに そhせ たへこは lしに おたたjせのしに hそなきけjせhに lはつ iせhすおkせちはつ ちjljはなとたとこせそまつ 
klとせねjきはつ すh ねなしkせちとπとせしすとほつ lh へなせh πとぬ けなおすしそhつ klしつ πjなせとねか lしに 〈つhlとたせそかに 〈llせそかに (Diakakis 

ぬπへ iしちとkきjぬkし). ゃh へなせh hぬlえ jきつhせ πなとkhなちとkちおつh kj iせえmとなjに iせえなそjせjに けなとねへπlはkしに (ぅせつ. 8). 

 

ぅきつhそhに 8. ¨なせh けなとねへπlはkしに kj kねおkし ちj lと πなとljせつへちjつと そhすjklまに jlとせちへlしlhに lはつ ぬπしなjkせまつ πとたせlせそかに 
πなとklhkきhに 

‶のとに けなとねへπlはkしに (mm) 

《せえなそjせh 

】hつとつせそか jlとせちへlしlh 〈ぬてしちおつし 》lとせちへlしlh 
【iせhきljなh hぬてしちおつし 

jlとせちへlしlh 

10 たjπlえ < 4.5 mm 4.5 – 6.7 mm > 6.7 mm 

30 たjπlえ < 11 mm 11 – 18 mm > 18 mm 

1 まなh < 14 mm 14 – 23.2 mm > 23.2 mm 

2 まなjに < 17.4 mm 17.4 - 32.7 mm > 32.7 mm 

3 まなjに < 19.9 mm 19.9 – 40 mm > 40 mm 

6 まなjに < 24.7 24.7 – 56.5 mm > 56.5 mm 

12 まなjに < 30.8 30.8 – 79.8 mm > 79.8 mm 

24 まなjに < 38.3 38.3 – 112.7 mm > 112.7 mm 

 

ぉほちmはつh ちj lとつ ぅきつhそh 8 へlhつ lと ほのとに lしに けなとねへπlはkしに けなきkそjlhせ klしつ πなえkせつし klかたし lへlj と 

ちしねhつせkちへに すh πなおπjせ つh けなきkそjlhせ kj そhつとつせそか jlとせちへlしlh. ¨lhつ πなとそほπljせ そhlhせこきih lしに とπときhに 
lと ほのとに けなとねかに mlえつjせ lせに lせちおに klしつ πとなlとそhたき klかたし lへlj すh πなおπjせ つh ぬπえなねjせ hぬてしちおつし 

jlとせちへlしlh, jつま へlhつ とせ lせちおに mlえつとぬつ hぬlおに klしつ そへそそせつし klかたし lへlj すh πなおπjせ つh すjはなjきlhせ πとたほ 

πせすhつか し jそiかたはkし πたしちちほなhに. 

eせh πhなえijせこちh hつ し ちおlなしkし けなとねかに へπはに πhなとぬkせえさjlhせ kj おつh けなとねへちjlなと jそjきつし lし klせこちか jきつhせ 
15mm ちおkh kj 30 たjπlえ (πとなlとそhたき klかたし) lへlj し jlとせちへlしlh すh πなおπjせ つh jきつhせ hぬてしちおつし. ぃちときはに 
hつ し けなとねか ちjlなしすjき klh 25mm kj ちきh まなh lへlj すh πなおπjせ し そhlえklhkし jlとせちへlしlhに つh jきつhせ 
せiせhきljなh hぬてしちおつし, そhすまに jきつhせ πとたほ πせすhつへ つh jそiしたはすjき πたしちちほなh. 

〈つ ねなしkせちとπとせかkとぬちj lh πhなhijきこちhlh lはつ こつはklまつ そhlhせこきiはつ πとぬ πなとそえたjkhつ πたしちちほなjに klしつ 
πjなせとねか lへlj πなとそほπlとぬつ πとkえ けなとねへπlはkしに πとぬ すh おπなjπj kほちmはつh ちj lh へなせh πとぬ 

hつhmおなすしそhつ πhなhπえつは つh kしちhlとiとlかkとぬつ hぬてしちおつし jlとせちへlしlh (ぅせつ. 9). 
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ぅきつhそhに 9. ｠おこせkljに jつlえkjせに けなとねへπlはkしに lはつ 4 そhlhせこきiはつ πとぬ hつhたほすしそhつ そhせ πなとそえたjkhつ πたしちちぬなせそえ 

mhせつへちjつh klしつ πjなせとねか. 》きつhせ jちmhつおに へlせ kj へたjに lせに πjなせπlまkjせに と ちしねhつせkちへに πとたせlせそかに πなとklhkきhに すh 

おπなjπj つh かlhつ kj そhlえklhkし «【iせhきljなh hぬてしちおつしに jlとせちへlしlhに». 

】hlhせこきijに 
《せえなそjせh 

1961 1977 1994 2002 

10 たjπlえ - - 17,4 - 

30 たjπlえ - - 36 - 

1 まなh - 62 69 55 

2 まなjに 169 110 80 92 

3 まなjに 170  144 90 97 

6 まなjに 172 156 120 - 

12 まなjに 173 168 132 - 

24 まなjに 175,2 168 144 - 

 

ゃと ほのとに けなとねかに ちπとなjき つh πhなhそとたとぬすしすjき kj πなhこちhlせそへ ねなへつと ちおkは jつへに ちjljはなとたとこせそとほ 

klhすちとほ (ちj けなとねへちjlなと) と とπときとに ちjlhiきijせ lしたjちjlなせそえ lしに ちjlなかkjせに lとぬ. eせh lと kそとπへ hぬlへ すh 

πなおπjせ jきlj つh jこそhlhklhすjき lとぬたえねせklとつ おつhに klhすちへに klしつ πjなせとねか ちjたおlしに jきlj ちπとなとほつ 
πなとkはなせつえ つh ねなしkせちとπとせしすとほつ klhすちとき jπきkしちはつ mとなおはつ, へπはに し 》｠ゅ, lと ゅぅ》ょあ《》, lと 

〈kljなとkそとπjきと 〈すしつまつ, とせ とπときとせ jきつhせ かiし kj たjせlとぬなこきh. ｠えたせklh こせh πたしなおkljなし πなとkおここせkし 

ちπとなとほつ つh ねなしkせちとπとせしすとほつ klhすちとき とせ とπときとせ kかちjなh πhなおねとぬつ lせに πたしなとmとなきjに lとぬに iせhiせそlぬhそえ 

(π.ね. klしつ せklとkjたきih: http://users.ntua.gr/jorgalan/Attika-online.html). 

》πきkしに, ちj jπせmほたhてし, ちπとなとほつ つh ねなしkせちとπとせしすとほつ とせ πなとこつまkjせに hπへ mとなjきに へπはに し 》｠ゅ そhせ lと 

〈kljなとkそとπjきと. 

 

3.3. ｠》fぃ《ぃ‒ぃe【〈 ゅぅぃ‒ぃe【ぉ｠ぃゅ ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃゅ 】【を《ゅをぃゅ 

 

』 ちjすとiとたとこきh ちj lしつ とπときh ぬπとたとこきklしそj し ねはなせそか そhlhつとちか lしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ おねjせに はに 
けえkし lし kほつすjkし ちとつhiせhきはつ ぬiなとこなhmしちえlはつ ちj lし ねなかkし lしに ちjすへiとぬ lとぬ Clark (1945) そhせ lしつ 
jmhなちとこか lしに ちjすへiとぬ ねなへつとぬ jちけhiとほ (time area) kj πjなせけえたたとつ ejはこなhmせそまつ ぉぬklしちえlはつ 
ぅたしなとmとなせまつ (GIS). 

｠j hぬlへ lとつ lなへπと jπせlぬこねえつjlhせ し πなとkとちときはkし lしに hつlきiなhkしに lはつ ぬiなとたとこせそまつ ぬπとたjそhつまつ kj 
そhlhせこきih ぬのしたかに なhこihせとlしlhに そhせ hつhijせそつほとつlhせ とせ πjなせとねおに へπとぬ lと ぬiなとこなhmせそへ iきそlぬと おねjせ lしつ 
lえkし つh iしちせとぬなこかkjせ  ちjこえたとぬに へこそとぬに hπとななとかに. 

〈つhたぬlせそへljなh, とせ πhなえことつljに klとぬに とπときとぬに けhkきさjlhせ し jmhなちとこか jきつhせ lh ちとなmとたとこせそえ klとせねjきh 

lはつ たjそhつまつ hπとななとかに, lと kねかちh lとぬに, とせ ねなかkjせに こしに, そhせ とせ kぬつljたjklおに lなせけかに klし なとし lとぬ つjなとほ 

(manning coefficient) ちjこおすし lh とπときh jせkえことつlhせ kj πjなせけえたたとつ GIS kj ちとなmか そhつえけとぬ (raster). 

ぉlし kぬつおねjせh πhなえことつlhせ そえつhけとせ そhljほすぬつkしに そhせ kぬこそおつlなはkしに なとかに ちおkは lとぬ のしmせhそとほ 

ちとつlおたとぬ hつhこたほmとぬ.  》そljたまつlhに πなえてjせに ちjlhてほ lはつ そhつえけはつ hぬlまつ そhせ lはつ ちjこjすまつ そえすj 
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ぬiなとたとこせそかに ぬπと-たjそえつしに πhなえこjlhせ おつhに そえつhけとに lhねぬlかlはつ そhせ hπとklえkjはつ と とπときとに とiしこjき klしつ 
そhlhkそjぬか  πなとkとちとせはちおつはつ ちとつhiせhきはつ ぬiなとこなhmしちえlはつ. 』 kほこそなせkし lはつ πhなとねまつ hせねちかに lはつ 
ぬiなとこなhmしちえlはつ hぬlまつ そhせ し ねはなせそか πhなjちけとたか lはつ lせちまつ lとぬに kj πjなせけえたたとつ GIS とiしことほつ klし 

iしちせとぬなこきh lとぬ ねえなlし πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ (flood hazard). 

』 hつえたぬkし lはつ けしちえlはつ lしに ちjすとiとたとこきhに こせh lとつ ぬπとたとこせkちへ lしに そせつiほつとぬ (flood hazard) そhせ し 

jmhなちとこか lしに kj たjそえつjに hπとななとかに klとつ 》たたしつせそへ ねまなと πjなせこなえmjlhせ hつhたぬlせそえ hπへ lとつ Diakakis 

(2010) そhせ πhなとぬkせえさjlhせ πhなhそえlは (》せそ. 56). 

ぅhなへたh hぬlえ jきつhせ jてhせなjlせそえ kしちhつlせそへ へlせ とせ kぬつすかそjに jπせそせつiぬつへlしlhに そhせ そせつiほつとぬ そhせ jせiせそへljなh 

し おそlhkし そhせ とせ すおkjせに ちπとなとほつ つh iせhmとなとπとせしすとほつ iなhちhlせそえ kj おつh hklせそへ πjなせけえたたとつ たへこは lはつ 
こなかことなはつ そhせ kしちhつlせそまつ hたたhこまつ πとぬ ちπとなjき つh πhなとぬkせhklとほつ klと ぬiなとたとこせそへ そhせ ぬiなhぬたせそへ 

そhすjklまに ちせhに たjそえつしに.  

╊つh lおlとせと jつijねへちjつと jきつhせ し hせmつきiせh (か hπなとこなhちちえlせklし) ちjきはkし lしに πhなとねjljぬlせそへlしlhに jつへに 
なおちhlとに へπはに おこせつj klしつ πjなきπlはkし lしに πたしちちほなhに lとぬ 1961 ちj lと なおちh lしに gたおけhに か へπはに おこせつj 
klしつ πたしちちほなh lとぬ 2002 ちj lとつ 】しmせkへ. ｠きh えたたし πjなきπlはkし jきつhせ し hほてしkし lしに lなはlへlしlhに たへこは 

hつえπlぬてしに か hたたhこかに ねなかkjはつ こしに ちおkh klと hklせそへ πjなせけえたたとつ, へπはに こせh πhなえijせこちh し iしちせとぬなこきh 

ちせhに つおhに そhlとせそきhに, し ちjlhそきつしkし ちせhに そなきkせちしに ぬπしなjkきhに か し kぬこそおつlなはkし πたしすぬkちとほ jつlへに lはつ 
さはつまつ hぬてしちおつしに jπせそせつiぬつへlしlhに.  

ぉぬちπjなhkちhlせそえ, たとせπへつ, し iせhiせそhkきh ぬπとたとこせkちとほ lとぬ πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ すh πなおπjせ つh 

jπhつhたhちけえつjlhせ lとぬたえねせklとつ hつえ そえπとせh ねなへつせh ちj kそとπへ lしつ jπせそhせなとπときしkし. ぅhなえたたしたh  lh 

なおちhlh すh πなおπjせ つh jたおこねとつlhせ hつえ lhそlえ ねなとつせそえ iせhklかちhlh まklj つh jきつhせ kきことぬなと へlせ けなきkそとつlhせ 
klしつ そhたほljなし iぬつhlか そhlえklhkし そhすまに とせ kぬつすかそjに そせつiほつとぬ jきつhせ πせすhつへ つh hたたえてとぬつ えなiしつ 
たへこは ちせhに jmかちjなしに hたたhこかに klと ぬiなhぬたせそへ そhすjklまに lとぬに. 
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》せそ. 56 ぉほつlとちし πjなせこなhmか けしちえlはつ ちjすとiとたとこきhに (Diakakis 2010). 
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4. 】〈ゃ〈をぃ｠』 ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃゅ 】【を《ゅをぃゅ 

 

4.1.  ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃぉ 】【を《ゅをぃぉ (FLOOD HAZARD) 

 

｠j lし ちjすとiとたとこきh πとぬ πjなせこなえmしそj πhなhπえつは, πなとkとちとせますしそj し ねはなせそか そhlhつとちか lしに 
πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ klしつ πjなせとねか ちjたおlしに. ぉlし kぬつおねjせh とせ lせちおに lしに そhlしことなせとπとせかすしそhつ kj 
そたえkjせに (ぅとたほ ょhちしたか, ょhちしたか, ｠おkし, ゅのしたか, ぅとたほ ゅのしたか). ぅhなhそえlは (》せそ. 57-68) hπjせそとつきさjlhせ と 

そきつiぬつとに klと kほつとたと lしに πjなせとねかに hたたえ そhせ klとぬに jπせちおなとぬに iかちとぬに. 
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》せそ. 57 ょえなlしに πなとkとちときはkしに lしに hπとななとかに hせねちかに ちとつhiせhきとぬ ぬiなとこなhmかちhlとに klしつ jぬなほljなし πjなせとねか lとぬ 

iぬlせそとほ たjそhつとπjiきとぬ. 
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》せそ. 58 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ (flood hazard) klしつ jぬなほljなし πjなせとねか. ぉlせに πjなせとねおに jつlへに lはつ となきはつ lとぬ 

〈ぉ《〈 πとぬ ijつ ぬπえなねjせ ねなはちhlせkちへに, と そきつiぬつとに すjはなjきlhせ hちjたしlおとに. 
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》せそ. 59 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ. 
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》せそ. 60 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに 
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》せそ. 61 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 〈せこえたjは 
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》せそ. 62 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 【たきとぬ 
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》せそ. 63 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 】hちhljなとほ 
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》せそ. 64 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 】となぬihたたとほ 
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》せそ. 65 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ 
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》せそ. 66 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ ぅjlなとほπとたしに 
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》せそ. 67 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ ょhひihなきとぬ 
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》せそ. 68 ょえなlしに πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ lとぬ iかちとぬ 『jmぬなきとぬ 
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ぅhなhそえlは πhなとぬkせえさjlhせ し iせhそほちhつkし lとぬ そせつiほつとぬ そhlえ ちかそとに lはつ πせと kしちhつlせそまつ 
なjちえlはつ (》せそ. 69 &70) そhせ おつh jπとπlせそへ lなせkiせえklhlと ちとつlおたと lしに πjなせとねかに. 
 

 
》せそ. 69 ゅのとちjlなせそえ jπせちかそし πなとmきた ちj lし iせhそほちhつkし lとぬ そせつiほつとぬ lはつ そぬなせへljなはつ なjちえlはつ lしに πjなせとねかに. 

 



 

92 
 

 
》せそ. 70 ゅのとちjlなせそへ jπきちしそjに πなとmきた ちj lし iせhそほちhつkし lとぬ そせつiほつとぬ こせh おつh hπへ lh そぬなきとljなh なおちhlh lしに 
πjなせとねかに. 
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》せそ. 71 ゃなせkiせえklhlと ちとつlおたと lしに πjなせとねかに lしに 〈llせそか klと とπときと πhなとぬkせえさjlhせ し そhlhつとちか lしに hπとななとかに 
hせねちかに そhせ lとぬ πたしちちぬなせそへ そせつiほつとぬ klしつ πjなせとねか ちjたおlしに. ぉlと ijてき そえlは ちおなとに mhきつjlhせ と となjせつへに へこそとに lとぬ 

ゅちしllとほ. 
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4.2. ゃぇあゃぃゃ』ゃ〈 (VULNERABILITY) 

 

』 hつえこそし jそlきちしkしに lしに lなはlへlしlhに そhせ そせつiほつとぬ ちせhに πjなせとねかに へkとつ hmとなえ iせえmとなh mhせつへちjつh, 

jmhなちへklしそj hなねせそえ こせh lしつ jそlきちしkし lしに jπせそせつiぬつへlしlhに - そせつiほつとぬ なほπhつkしに lとぬ ぬπへこjせとぬ つjなとほ 

そhせ ちjlおπjせlh jてhπたますしそj kj えたたjに iせjなこhkきjに ちj おちmhkし lせに mぬkせそおに そhlhklなとmおに (kjせkちとほに, 
πたしちちほなjに, iせえけなはkし jihmまつ  そlた.). 』 けhkせそか hなねか klしつ とπときh klしなきさjlhせ し jそlきちしkし lしに 
lなはlへlしlhに, jきつhせ し lhてせつへちしkし lはつ ちとつhiせhきはつ lちしちえlはつ lしに そえすj mとなえ ぬπへ ちjたおlし πjなせとねかに kj 
そhlしことなきjに lなはlへlしlhに はに πなとに lしつ jてjlhさへちjつし πhなえちjlなと (πとたほ ぬのしたか, ぬのしたか, ちおlなせh, ねhちしたか). 

』 lhてせつへちしkし hぬlか こきつjlhせ たhちけえつとつlhに ぬπへのし lとぬに πhなえことつljに πとぬ iせhちとなmまつとぬつ そhせ 
jπしなjえさとぬつ lしつ iせjなこhkきh πとぬ hπとlせちえlhせ そhせ iきiとつlhに kねjlせそとほに kぬつljたjklおに けhなほlしlhに kj 
hぬlとほに.  

ぉj とせそせklせそへ πjなせけえたたとつ, し jてjlhさへちjつし πhなえちjlなとに, hπへ lしつ とπときh πなとそほπljせ そhせ し そhlしことなきh 

lなはlへlしlhに jきつhせ iほkそとたと つh jそlせちしすjき. ぉlしつ πなとそjせちおつし πjなきπlはkし, hπとmhkきklしそj し ねhなlとこなえmしkし 

そhせ hπとlほπはkし lはつ ねなかkjはつ こしに, πとぬ kねjlきさとつlhせ ちj hつすなまπせつjに iなhklしなせへlしljに, そhすhなえ そhせ ちへつと 

jつlへに lとぬ とせそせklせそとほ πjなせけえたたとつlとに. 』 ねhなlとこなえmしkし hぬlまつ おこせつj, hなねせそえ, こせh そえすj 《かちと, jつま klし 

kぬつおねjせh とちhiとπとせかすしそj こせh へたとぬに lとぬ 《かちとぬに, こせh とちとせとこおつjせh lはつ hπとljたjkちえlはつ. 〈π' hぬlか, 

πなとおそぬのhつ 19 けhkせそおに そhlしことなきjに ねなかkjはつ こしに, πとぬ hπとljたとほつ, kj へlせ hmとなえ lしつ lなはlへlしlh, lh 

ちとつhiせhきh lちかちhlh, hπへ lh とπときh πなとおなねとつlhせ とせ lおkkjなjせに けhkせそおに そhlしことなきjに lなはlへlしlhに (ぅせつ. 

10). ぅhなhそえlは こせh そえすj iかちと πhなとぬkせえさjlhせ し そhlhつとちか lしに ゃなはlへlしlhに lはつ 19 けhkせそまつ 
そhlしことなせまつ ねなかkjはつ こしに (》せそ. 72-81). 
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ぅきつhそhに 10. 】hlしことなせとπときしkし lしに πjなせとねかに kj kねおkし ちj lしつ lなはlへlしlh. 

ょなかkし eしに 】hlしことなきh ゃなはlへlしlhに 

ゃなえπjさjに ｠おlなせh 

｠とつおに/ 》そそたしkきjに そたπ. ゅのしたか 

〈つとせねlとき ねまなとせ/ ぅたhlきjに/ ぅなえkせつと/ ╉たkし/ fおhlなと ぅおlなhに/ 
ぅhせiせそおに ねhなおに ょhちしたか 

】おつlなh をjへlしlhに ｠おlなせh 

《》】ぃ (《》』/ ぃゃ》/ 》ゅ《〈ぅ), 》mとなきjに, ぃ〈》《 ゅのしたか 

》そπhきijぬkし (《しちとlせそえ ぉねとたjきh/ eぬちつえkせh/ ‒ほそjせh/ 

》そπhせijぬlせそえ 【iなほちhlh/ ぅhせiせそとき klhすちとき/ ぉねとたおに) ぅとたほ ぬのしたか 

をjそなとlhmjきh ょhちしたか 

ゃhねぬiなとちjきh ゅのしたか 

eかπjih/ 〈すたしlせそおに 》こそhlhklえkjせに/ 〈すたしlせそえ 】おつlなh/ 

】とたぬちけしlかなせh/ ょまなとせ 〈すたとπhせijきhに ょhちしたか 

ょまなとせ ぉlえすちjぬkしに ょhちしたか 

をとkとそとちjきh/ 《しちとlせそえ 【hlなjきh ぅとたほ ぬのしたか 

ゅπとぬなこjきh ぅとたほ ぬのしたか 

【】〈 ゅのしたか 

gぬたhそおに ｠おlなせh 

ぉlなhlへπjih ｠おlなせh 

】とせつはmjたjきに ょまなとせ ょhちしたか 

】せつしちhlとこなえmとせ/ 《しちとlせそとき 】せつしちhlとこなえmとせ/ 》そすjkせhそえ 

】おつlなh/ 《しちとlせそえ fおhlなh 
｠おlなせh 

〈klぬつとちせそえ ゃちかちhlh ゅのしたか 

‒とせπへに とせそせklせそへに せklへに ｠おlなせh 
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》せそ. 72 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ. 
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》せそ. 73 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに 
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》せそ. 74 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 〈せこえたjは. 
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》せそ. 75 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 【たきとぬ 
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》せそ. 76 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 】hちhljなとほ 
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》せそ. 77 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 】となぬihたたとほ 
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》せそ. 78 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ 
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》せそ. 79 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ ぅjlなとほπとたしに 
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》せそ. 80 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ ょhひihなきとぬ 
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》せそ. 81 ょえなlしに lなはlへlしlhに iかちとぬ 『jmぬなきとぬ 
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4.3. ぅ‒』｠ゅぇ【】』 》ぅ【】【を《ゅをぃゃ』ゃ〈 (FLOOD RISK) 

 

ぃ πたしちちぬなせそへに そきつiぬつとに hπとlぬπますしそj klしつ πjなせとねか ちjたおlしに はに kぬつiぬhkちへに lしに ぅたしちちぬなせそとほ 

そせつiほつとぬ (flood hazard) そhせ lしに ゃなはlへlしlhに kほちmはつh ちj lしつ jてきkはkし 

 

Risk = Hazard × Vulnerability 

 

ぅhなhそえlは πhなhlきすjつlhせ と ねえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに (flood risk) lとぬ kぬつへたとぬ lしに 
πjなせとねかに ちjたおlしに (》せそ. 82) そhせ lはつ jπせちおなとぬに iかちはつ (》せそ. 83-92) まklj つh πhなとぬkせhklとほつ ちj 
たjπlとちおなjせh とせ πjなせとねおに ぬのしたとほ そせつiほつとぬ. 

 

 
》せそ. 82 ょえなlしに jπせそせつiぬつへlしlhに lしに πjなせとねかに ちjたおlしに 
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》せそ. 83 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 〈こきはつ 〈つhなこほなはつ. 
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》せそ. 84 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 〈こきhに 〉hなけえなhに 
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》せそ. 85 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 〈せこえたjは. 
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》せそ. 86 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 【たきとぬ 



 

111 
 

 
 

 
》せそ. 87 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 】hちhljなとほ 
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》せそ. 88 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 】となぬihたたとほ 
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》せそ. 89 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ ぅjなせkljなきとぬ 
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》せそ. 90 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ ぅjlなとほπとたしに 
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》せそ. 91 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ ょhひihなきとぬ 
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》せそ. 92 ょえなlしに πたしちちぬなせそかに jπせそせつiぬつへlしlhに iかちとぬ 『jmぬなきとぬ 
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5. 《ぇ〈ぉ》【ぉ ｠》【あぉ』ぉ ぅ‒』｠｠ゅぇ【】ぃゅ 】【を《ゅをぃゅ 

 

〈πへ lし kぬこそjそなせちおつし ちjたおlし, lしつ iせjなjほつしkし lとぬ せklとなせそとほ, lはつ ちjljはなとたとこせそまつ ijiとちおつはつ, lしつ 
jそπへつしkし lはつ ねhなlまつ そせつiほつとぬ hたたえ そhせ hπへ lし iせjすつか jちπjせなきh πなとそほπlとぬつ ちせh kjせなえ hπへ iなえkjせに 
iせhmとなjlせそとほ そへklとぬに, iせhmとなjlせそかに mせたとkとmきhに, iせhmとなjlせそまつ πjなせけhたたとつlせそまつ そhせ そとせつはつせそまつ 
jπせπlまkjはつ そhせ mぬkせそえ iせhmとなjlせそかに iぬkそとたきhに jそπへつしkしに. 

ぃせ iなえkjせに ちπとなとほつ つh そhlしことなせとπとせしすとほつ kj そhlhkそjぬhklせそとほ か iとちせそとほ (structural) そhせ ちし 

そhlhkそjぬhklせそとほ (non-structural) ねhなhそlかなh hたたえ そhせ kj iなえkjせに jつlへに か jそlへに lとぬ hklせそとほ せklとほ.  

 

5.1. 《ぇ〈ぉ》【ぉ ｠』 】〈ゃ〈ぉ】》ゅ〈ぉゃ【】ぃゅ/《ぃ｠【】ぃゅ ょ〈ぇ〈】ゃ』ぇ〈 (NON STRUCTURAL MEASURES) 

 

5.1.1. 《なえkjせに jつしちjなはlせそとほ ねhなhそlかなh 

 

〈πへ lh ちし iとちせそえ ちおlなh, ちせh そhlしことなきh iなえkjはつ すh πなおπjせ つh klとねjほkjせ klしつ jつしちおなはkし lはつ 
πとたせlまつ lしに πjなせとねかに, そhすまに し iせhiせそhkきh lしに πとたせlせそかに πなとklhkきhに そhせ し ちjきはkし lとぬ そせつiほつとぬ そえすj 
mぬkせそかに そhlhklなとmかに てjそせつえjせ hπへ lし ちせそなへljなし そとせつはつせそか とちえih iしたhiか lと えlとちと そhせ lしつ 
とせそとこおつjせh. 

eせh lしつ jつしちおなはkし lはつ πとたせlまつ すh πなおπjせ つh jそπとつしすとほつ とせ jてかに iなえkjせに: 

1. 〈つえなlしkし jつしちjなはlせそまつ πせつhそきiはつ klせに lとπせそおに iしちへkせjに そhせ iしちとlせそおに ぬπしなjkきjに (π.ね. 

せhlなjきh, 】》ぅ, iしちhなねjきh), klh kねとたjきh そhせ klh ちおなし へπとぬ kぬこそjつlなまつjlhせ πたしすぬkちへに (π.ね. 

πたhljきjに). ぃせ πせつhそきijに hぬlおに すh πなおπjせ つh πjなせおねとぬつ ねえなljに そせつiほつとぬ, つh jつしちjなまつとぬつ こせh 

lし mほkし そhせ lと jきiとに lとぬ そせつiほつとぬ そhせ つh πhなおねとぬつ πたしなとmとなきjに こせh lしつ πjなきπlはkし おそlhそlしに 
hつえこそしに.  

2. 〈つえなlしkし πせつhそきiはつ kj πjなせとねおに へπとぬ πなとそほπljせ ぬのしたへに πたしちちぬなせそへに そきつiぬつとに, ちj 
jつしちおなはkし こせh lし mほkし そhせ lと jきiとに lとぬ そせつiほつとぬ, そhたおに πなhそlせそおに πとぬ すh πなおπjせ つh 

hそとたとすとほつ とせ πとたきljに, とiしこきjに こせh lしつ πjなきπlはkし おそlhそlしに hつえこそしに そhせ jπhmおに ちj lとπせそとほに 
ぬπjぬすほつとぬに こせh lしつ πとたせlせそか πなとklhkきh. 

3. 《しちせとぬなこきh おつlぬπとぬ ぬたせそとほ こせh jつしちおなはkし lはつ πとたせlまつ. ゃと ぬたせそへ hぬlへ すh πなおπjせ つh πjなせおねjせ 
ねえなlし そせつiほつとぬ lしに πjなせとねかに, とiしこきjに こせh lしつ πjなきπlはkし おそlhそlしに hつえこそしに, πjなせこなhmか lとぬ 

jきiとぬに そhせ lしに mほkしに lとぬ そせつiほつとぬ そhせ すh πなおπjせ つh ちとせなえさjlhせ kj πjなせとねおに ぬのしたとほ そせつiほつとぬ 

そhせ つh jきつhせ iせhすおkせちと kj lとπせそおに iしちへkせjに ぬπしなjkきjに そhせ hつhなlしちおつと klと iせhiきそlぬと. 

4. 《しちせとぬなこきh せklとlへπとぬ (はに lちかちh lしに jπきkしちしに せklとkjたきihに lとぬ 〈ぉ《〈 そhせ lはつ iかちはつ) と 

とπときとに すh πjなせおねjせ lせに hつはlおなは πたしなとmとなきjに (ねえなljに, とiしこきjに そたπ) 

 

ぃせ iなえkjせに jつしちおなはkしに すh πなおπjせ つh おねとぬつ lとぬに jてかに klへねとぬに: 
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• 〈なねせそえ つh jつしちjなはすとほつ へkと lと iぬつhlへつ πjなせkkへljなとせ πとたきljに こせh lしつ ほπhなてし lとぬ 

πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ 

• をh πhなおねjlhせ jつしちおなはkし klとつ そえすj πとたきlし こせh lし さまつし そせつiほつとぬ πとぬ けなきkそjlhせ し こjせlとつせえ 

lとぬ か し πjなせとぬkきh lとぬ hたたえ そhせ とせ ねまなとせ klとぬに とπときとぬに πjなつえ ちおなとに lとぬ ねなへつとぬ lとぬ 

• をh πhなおねjlhせ jつしちおなはkし klh kねとたjきh (klとぬに jそπhせijぬlせそとほに そhせ klとぬに ちhすしlおに) こせh lと 

さかlしちh lとぬ πたしちちぬなせそとほ そせつiほつとぬ, lし kしちhkきh lとぬ そhせ lと πへkと そせつiぬつjほjせ lと kねとたjきと か し 

とせそきh lとぬに 

 

5.1.2. 《なえkjせに kぬつlかなしkしに ぬπとiとちまつ そhせ iせそlほはつ 

 

｠せh えたたし そhlしことなきh iなえkjはつ すh πなおπjせ つh jきつhせ とせ iなえkjせに kぬつlかなしkしに lはつ kぬつすしそまつ とちhたかに 
hπとklなえここせkしに そhlえ ちかそとに lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ. ¨πはに おねjせ かiし kしちjせはすjき πせすhつおに hたたhこおに 
klしつ とちhたか hπとklなえここせkし lはつ ぬiなとたとこせそまつ たjそhつまつ, へπはに jきつhせ し πなとkはなせつか ちjきはkし lしに iせhlとちかに 
jつへに なおちhlとに hたたえさとぬつ iなhちhlせそえ lせに kぬつすかそjに そせつiほつとぬ. ゃおlとせjに iなえkjせに kぬつlかなしkしに jきつhせ とせ jてかに: 

1. 】hすhなせkちへに なjちえlはつ ちj jlかkせh せjなえなねしkし lはつ πなとljなhせとlかlはつ けえkjせ lはつ ねhなlまつ そせつiほつとぬ 

hたたえ そhせ πせすhつまつ jlかkせはつ hたたhこまつ. ぅhなえたたしたh すh πなおπjせ つh こきつとつlhせ lhそlせそとき おたjこねとせ まklj つh 

そhlhこなえmjlhせ lぬねへつ hつえこそし そhすhなせkちとほ kぬこそjそなせちおつはつ lちしちえlはつ lはつ なjちえlはつ. 

2. ぉぬつlかなしkし lはつ πなhつまつ lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ lh とπときh kj πとたたおに すおkjせに そhlhななおとぬつ 
ちjせまつとつlhに lしつ iせhlとちか lはつ なjちえlはつ. ╉ちjkし hつhそhlhkそjぬか lはつ iせjぬすjlしちおつはつ そhせ ちし πなhつまつ 
πとぬ おねとぬつ そhlhななjほkjせ へπはに こせh πhなえijせこちh klと なおちh lしに 》kねhlせえに klと ′たせとつ そhせ klと 

】hちhljなへ そhせ klとつ 】しmせkへ klh へなせh lとぬ iかちとぬ 〈こ. 〈つhなこほなはつ. 

3. ゃhそlせそへに おたjこねとに そhせ そhすhなせkちへに lはつ mなjhlきはつ. 

4. ぉほつlhてし ちjたjlまつ iせそlほとぬ とちけなきはつ ぬiえlはつ klせに πjなせとねおに πとぬ kljなとほつlhせ ちjたおlしに そhせ ぬπとiとちまつ. 

5. ╊つlhてし なjちえlはつ klと jつせhきと iきそlぬと jたjほすjなはつ ねまなはつ πなhkきつとぬ. 

 

5.1.3. 《なえkjせに けjたlきはkしに lしに jπせねjせなしkせhそかに jlとせちへlしlhに 
 

1. 《しちせとぬなこきh となこえつとぬ/そたせちhそきとぬ lと とπときと すh πなおπjせ つh hπとljたjきlhせ hπへ lとぬに ぬπjほすぬつとぬに 
πとたせlせそかに πなとklhkきhに lはつ iかちはつ そhせ lとぬ 〈ぉ《〈. ゃhそlせそおに kぬkそおのjせに ぬπjほすぬつはつ πとたせlせそかに 
πなとklhkきhに iかちはつ そhせ 〈ぉ《〈 こせh lとつ kぬつlとつせkちへ lはつ iなえkjはつ ちjlhてほ lはつ iかちはつ そhせ ぬπしなjkせまつ 
へπはに し πぬなとkけjklせそか, し ejつせそか eなhちちhljきh ぅとたせlせそかに ぅなとklhkきhに そhせ えたたjに. 

2. 》πhつhπなとkiせとなせkちへに lはつ hなちとiせとlかlはつ ちj けえkし lと つおと iせとせそしlせそへ そhすjklまに (】hたたせそなえlしに). 

3. 》こそhlえklhkし てjねはなせklとほ kぬklかちhlとに jπせそとせつはつきhに ちjlhてほ lはつ ぬπjほすぬつはつ πとたせlせそかに 
πなとklhkきhに こせh たjせlとぬなこきh そhlえ lし iせえなそjせh jそlえそlはつ hつhこそまつ. 

4. 》lかkせh そhlhこなhmか lはつ となこえつはつ そhせ lはつ ちおkはつ πとぬ kぬちちjlおねとぬつ klせに iなえkjせに πとたせlせそかに 
πなとklhkきhに そhせ klせに jπせねjせなかkjせに おそlhそlしに hつえこそしに. ｠j lなへπと まklj つh ぬπえなねjせ  iせhすおkせちと へねせ 
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ちへつと klとぬに ぬπjぬすほつとぬに へたはつ lはつ iかちはつ そhせ lとぬ 〈ぉ《〈 hたたえ そhせ lしに ejつせそかに eなhちちhljきhに 
ぅとたせlせそかに ぅなとklhkきhに. 

5. ぉぬつjねかに jπせそhせなとπときしkし lはつ のしmせhそまつ ijiとちおつはつ kj πjなせけえたたとつ GIS そぬなきはに lしに そhlえklhkしに 
lはつ なjちえlはつ, lはつ iなえkjはつ そhせ lはつ hつlせπたしちちぬなせそまつ おなこはつ πとぬ jそljたとほつlhせ. 《しちせとぬなこきh 

のしmせhそかに けえkしに ijiとちおつはつ. 』 けえkし πなおπjせ つh πjなせおねjせ へたとぬに lとぬに hこはことほに とちけなきはつ そhせ lh 

なおちhlh そhせ πなおπjせ つh ぬπえなねとぬつ iせhすおkせちjに klとぬに iかちとぬに そhせ lとつ 〈ぉ《〈 とせ ちjたおlしに ちj lし 

iせhklhkせとたへこしkし lはつ なjちえlはつ. ぅhなえたたしたh πなおπjせ つh となせとすjlしすとほつ へたh lh lちかちhlh lとぬ 

mぬkせそとほ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ. 

6. 《せhlかなしkし hなねjきとぬ πたしちちぬなせそまつ そhlhklなとmまつ そhせ hつhたぬlせそか そhlhこなhmか klとせねjきはつ lとぬ 

πたしちちぬなせそとほ せklとなせそとほ ちj πたしなとmとなきjに こせh lと ほのとに, lしつ おそlhkし lはつ ぬiえlはつ そhせ lとぬ そへklとぬに 
lはつ jπせπlまkjはつ. 

7. ぉljたおねはkし lとぬ 〈ぉ《〈 ちj おちのぬねと iぬつhちせそへ ちj jせiきそjぬkし klと すおちh lしに iせhねjきなせkしに そhせ lしに ちjたおlしに 
mぬkせそまつ そhlhklなとmまつ ちj kそとπへ lと kぬつlとつせkちへ lはつ ぬπしなjkせまつ lはつ iかちはつ そhせ hπまljなと klへねと 

lしに jつとπときしkし lはつ hなちとiせとlかlはつ そhせ lとぬ kねjiせhkちとほ hつlせπたしちちぬなせそかに πなとklhkきhに. 

8. ぅたかなしに そhlhこなhmか lとぬ ijぬljなjほとつlとに iせそlほとぬ へちけなせはつ ぬiえlはつ そhせ へたはつ lはつ mなjhlきはつ, へπとぬ 

hぬlへ ijつ おねjせ こきつjせ. 》πせそhせなとπときしkし lはつ ぬπとたときπはつ. ｠おなせちつh こせh lぬねへつ hkぬつおねjせjに hこはこまつ. 

9. ｠おなせちつh そhlえ lし iせえなそjせh そhlhせこきiはつ こせh πjなせとねおに ちj πなとけたかちhlh そhせ そhlhこなhmか lとぬに. 

10. ぅhなhそとたとほすしkし lはつ ちjljはなとたとこせそまつ πなとこつまkjはつ mとなおはつ ちおkは iせhiせそlほとぬ. ぉぬこそおつlなはkし lしに 
πたしなとmとなきhに πとたたhπたまつ mとなおはつ kj πjなきπlはkし πとぬ hつhちおつjlhせ そhlhせこきih. 

11. 》こそhlえklhkし lとぬたえねせklとつ jつへに ちjljはなとたとこせそとほ klhすちとほ klh hつえつlし lはつ たjそhつまつ こせh 

πhなhそとたとほすしkし lはつ けなとねとちjlなせそまつ ちjこjすまつ. ぉhつ ijほljなと けかちh klし kぬこそjそなせちおつし iなえkし すh 

ちπとなとほkj つh jこそhlhklhすjき おつh kほklしちh lしたjちjlなきhに まklj とせ klhすちとき hぬlとき つh ちπとなとほつ つh 

ちjlhiきiとぬつ πたしなとmとなきjに ちおkは lとぬ iせhiせそlほとぬ kj へたとぬに lとぬに ぬπとたとこせklおに lはつ iしちとlせそまつ そhせ 
iしちとkきはつ ぬπしなjkせまつ. ゃと けかちh hぬlへ jきつhせ kしちhつlせそへ こせh lしつ jπせねjせなしkせhそか jlとせちへlしlh そhすまに すh 

ちπとなjき そhつjきに つh jそlせちえ lしつ おつlhkし lしに けなとねかに kj πなhこちhlせそへ ねなへつと そhせ つh lし kぬこそなきつjせ ちj lh 

へなせh lh とπときh jきつhせ πせすhつへ つh πなとそhたおkとぬつ πたしちちほなjに. 』 iせhiせそhkきh hぬlか ちj lh ねなへつせh ちπとなjき 
つh けjたlせはすjき ちおkh hπへ lしつ そhlhこなhmか lはつ lとπせそまつ klhすちまつ. 

 

5.2. 《ぇ〈ぉ》【ぉ 】〈ゃ〈ぉ】》ゅ〈ぉゃ【】ぃゅ / 《ぃ｠【】ぃゅ ょ〈ぇ〈】ゃ』ぇ〈 (STRUCTURAL MEASURES) 

 

5.2.1. 《なえkjせに けjたlきはkしに lしに πhなとねjljぬlせそへlしlhに そhせ ちjきはkしに hiせhπおなhlはつ jπせmhつjせまつ 

 

1. 《せえつとせてし なjちえlはつ ちj πなとljなhせへlしlh klせに すおkjせに へπとぬ とせ iせhlとちおに そhlえ ちかそとに lちしちえlはつ lとぬ 

iせそlほとぬ ちjせまつjlhせ.  

2. 〈πhたたとlなせまkjせに か そhljihmきkjせに hぬすhせなおlはつ こせh つh iとすjき ねまなとに klh なおちhlh まklj つh 

jてhkmhたせkすjき し とちhたか たjせlとぬなこきh lとぬに. 

3. ぉlしつ πjなせとねか lとぬ 】hちhljなとほ そhせ lとぬ 【たきとぬ そhlえ ちかそとに lとぬ なおちhlとに lしに 》kねhlせえに おねとぬつ 
そhlhkそjぬhkすjき こおmぬなjに とせ とπときjに kねjiへつ klと kほつとたへ lとぬに jきつhせ ぬπとiせhklhkせとたとこしちおつjに. ぉj 
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πjなきπlはkし hπとななとかに ちj πjなきとiと jπhつhmとなえに hそへちh そhせ ちせそなへljなしに hぬlかに lはつ 50 jlまつ klh 

kしちjきh hぬlえ lと なおちh すh ぬπjなねjせたきkjせ. ぉlせに すおkjせに hぬlおに すh πなおπjせ つh こきつとつlhせ lhそlせそとき おたjこねとせ, 
そhすhなせkちとき そhせ すh πなおπjせ つh jてjlhkすjき lと jつijねへちjつと hほてしkしに lしに iせhlとちかに ちj jπhつhkねjiきhkし 

lはつ こjmぬなまつ. ぅなとljなhせへlしlh すh πなおπjせ つh iとすjき klし こおmぬなh lしに たjはmへなとぬ  gぬたかに klし 

iせhklhほなはkし ちj lしつ とiへ 】hなぬlhきつしに. (》せそ. 93) ぉlと kしちjきと hぬlへ し iせhklえkjせに lとぬ hこはことほ そえlは 

hπへ lと iなへちと jきつhせ jてhせなjlせそえ πjなせとなせkちおつjに そhせ し ぬπjなねjきたせkし klし すおkし hぬlか そhlえ lし iせえなそjせh 

けなとねへπlはkしに すjはなjきlhせ πとたほ πせすhつか. ぃせ ij kぬつすかそjに そせつiほつとぬ πとぬ iせhちとなmまつとつlhせ 
jつlえkkとつlhせ klしつ そhlしことなきh «ぅとたほ ぬのしたへに». 

4. 〉jたlきはkし そhせ jπおそlhkし lとぬ ぬπえなねとつlとに iせそlほとぬ とちけなきはつ. 〈ほてしkし lとぬ hなせすちとほ そhせ lしに 
せそhつへlしlhに hπhこはこかに lはつ mなjhlきはつ. ゃhそlせそとき おたjこねとせ そhせ kぬつlかなしkし lとぬ iせそlほとぬ. ｠jきはkし lはつ 
kljなjまつ hπとけたかlはつ klせに jπせmえつjせjに lはつ とiまつ. 

5. ぉlhiせhそか ちjきはkし lはつ hiせhπおなhlはつ jπせmhつjせまつ ちj hつlせそhlえklhkか lとぬに ちj ぬたせそえ πjなhlえ (π.ね. 

πjなhlとほに そぬけへたせすとぬに, πjなhlへ lkせちおつlと そ.h) (けたおπj 】jm. 6) 

6. ょなかkし hjせmへなはつ kぬklしちえlはつ hπとねおljぬkしに へちけなせはつ ぬiえlはつ (SUDS) ちおkは lはつ とπときはつ lh 

へちけなせh すh hπとすしそjほとつlhせ πなとkはなきつh kj lえmなとぬに そhせ すh そhljせkiほとぬつ klhiせhそえ klと ぬπおihmとに 
(けたおπj 】jm. 6). 

 

 

》せそ. 93 ょhなhそlしなせklせそえ ちせそなか iせhlとちか そhlえ ちかそとに lとぬ なおちhlとに lしに 》kねhlせえに klし iせhklhほなはkし 】hなぬlhきつしに そhせ 
gぬたかに. 
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5.2.2. 《なえkjせに hつhkねjlせそとほ ねhなhそlかなh klh hつえつlし lはつ ぬiなとたとこせそまつ たjそhつまつ 

 

1. 《しちせとぬなこきh hつhkねjlせそまつ mなhこちえlはつ そhlえ ちかそとに 1しに か 2しに lえてしに そたえiはつ klh hつhlとたせそえ πなhつか 

lとぬ ぅとせそきたとぬ へなとぬに, ちj kそとπへ  

a. lし kぬこそなえlしkし へちけなせはつ 

b. lとつ πjなせとなせkちへ lしに iせえけなはkしに そhせ lしに jつhπへすjkしに mjなlまつ ぬたせそまつ, kぬちπjなせたhちけhつとちおつとぬ 

そhせ lとぬ そせつiほつとぬ たhkπとななとまつ 

c. lとつ jちπたとぬlせkちへ lとぬ ぬiなとmへなとぬ 

d. lしつ hほてしkし lとぬ ねなへつとぬ kぬななとかに lはつ ぬiえlはつ そhせ jたえllはkし lしに πhなとねかに hせねちかに (えちけたぬつkし 

lしに ちとなmかに lとぬ ぬiなとこなhmかちhlとに) 

2. 》そπへつしkし おなこはつ ぬihlとijてhちjつまつ こせh lしつ kぬこそおつlなはkし lはつ ぬiえlはつ klh hつhlとたせそえ πなhつか lとぬ 

ぅとせそきたとぬ そとつlえ klh へなせh lしに とせそせklせそかに さまつしに. 

5.2.3. 《なえkjせに kj すおkjせに πとぬ πhなとぬkせえさとぬつ πなとけたかちhlh klしつ hπとklなえここせkし 

 

ぉねjlせそえ ちj lしつ とiへ 〈こきhに ゃなせえiとに klと 《かちと ぅjlなとほπとたしに, そほなせh hせlきh lはつ πなとけたしちえlはつ hπとljたjき lと 

こjことつへに へlせ と iなへちとに おねjせ そhlhkそjぬhkljき klし すおkし πとぬ klしつ πなhこちhlせそへlしlh けなせkそへlhつ おつhに そたえiとに 
lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ. ゃと こjことつへに hぬlへ とiしこjき lh へちけなせh つh iせとねjljほとつlhせ hそなせけまに iきπたh か そhせ 
jπき lとぬ とiせそとほ iせそlほとぬ.  ぉlしつ πjなきπlはkし hぬlか し そhたほljなし たほkし すh かlhつ つh そhlhkそjぬhkすjき おつhに 
hこはこへに πhなえたたしたh klしつ とiへ 〈こきhに ゃなせえiとに πとぬ すh jつまつjlhせ ちj lし kぬつおねjせh lしに  

ぉlせに πjなせとねおに lはつ iかちはつ 【たきとぬ そhせ ぅjなせkljなきとぬ そhせ kぬこそjそなせちおつh: 

1. klしつ πjなせとねか ちjlhてほ lはつ とiまつ fしけまつ, 】はつklhつlせつとぬπへたjはに, ょきとぬ そhせ 〈つiなおh ぅhπhつiなおとぬ 

ぬπえなねとぬつ iぬkねおなjせjに klしつ とちhたか hπとklなえここせkし lはつ ぬiえlはつ たへこは πとたほ ちせそなまつ そたきkjはつ πとぬ 

jちmhつきさjせ し lとπとこなhmきh. eせh lと たへこと hぬlへ klしつ πjなせとねか すh πなおπjせ  jつせkねぬすjき lと iきそlぬと 

hπとklなえここせkしに lはつ とちけなきはつ ちj lせに πhなhそえlは iなえkjせに: 

a. 》つきkねぬkし lとぬ iせそlほとぬ hπhこはこかに lはつ とちけなきはつ ぬiえlはつ ちj πjなせkkへljなh そhせ ちjこhたほljなh 

mなjえlせh 

b. ゃhそlせそとき おたjこねとせ そhせ そhすhなせkちとき lはつ mなjhlきはつ. 

c. ぉlhiせhそか hつlせそhlえklhkし lはつ πjさとiなとちきはつ そhせ lはつ πたhそへklなはlはつ lちしちえlはつ klせに πたhljきjに 
そhせ klとぬに jたjほすjなとぬに ねまなとぬに ちj πjなhlえ ぬたせそえ (πhなとぬkせえさとつlhせ klと そjmえたhせと 6). 

2. klしつ πjなせとねか πとぬ iせhklhぬなまつとつlhせ とせ とiとき 〈こきとぬ をせそとたえとぬ, 》たhせまつ そhせ 【iとちjつおはに ちj lしつ とiへ 

】hちhljなとほ (πなとおそlhkし fしけまつ) jてhせlきhに lはつ ちせそなまつ そたきkjはつ そhせ lとぬ ちπhさまちhlとに lとぬ ちせそなとほ 

なおちhlとに πとぬ けなせkそへlhつ jそjき hπへ lし ijそhjlきh lとぬ 70 すh πなおπjせ つh jつせkねぬすjき lと kほklしちh 

hπとklなえここせkしに ちj lせに πhなhそえlは iなえkjせに 

a. 》つきkねぬkし lとぬ iせそlほとぬ hπhこはこかに lはつ とちけなきはつ ぬiえlはつ ちj πjなせkkへljなh そhせ ちjこhたほljなh 

mなjえlせh そぬなきはに そhlえ ちかそとに lしに とiとほ 》たhせまつ 

b. ゃhそlせそとき おたjこねとせ そhせ そhすhなせkちとき lはつ mなjhlきはつ. 
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c. ぉlhiせhそか hつlせそhlえklhkし lはつ πjさとiなとちきはつ そhせ lはつ πたhそへklなはlはつ lちしちえlはつ klせに πたhljきjに 
そhせ klとぬに jたjほすjなとぬに ねまなとぬに ちj πjなhlえ ぬたせそえ (πhなとぬkせえさとつlhせ klと そjmえたhせと 6). fh πなおπjせ 
jπきkしに つh jてjlhkすjき lと jつijねへちjつと そhlえ ちかそとに lしに とiとほ fしけまつ つh kねしちhlせkすjき iせえさはちh ちj 
mぬlせそか そえたぬのし ちj けえkし lと ねまちh そhせ lh πjさとiなへちせh jそhlおなはすjつ lしに とiとほ つh 

hつlせそhlhklhすとほつ ちj πjなhlえ ぬたせそえ ちj klへねと lし ちjなせそか ちjきはkし lしに hπとななとかに 

d. ぉしちhつlせそへljなし πhなおちけhkし こせh lと hつはlおなは πなへけたしちh hπとljたjき し jつきkねぬkし lとぬ kぬklかちhlとに 
とちけなきはつ klと lおたとに lしに とiとほ 》たhせまつ, klh hつえつlし, klせに すおkjせに へπとぬ iせhklhぬなまつjlhせ ちj lせに 
とiとほに 】jなhkへけとぬ, ぅhつとなえちhlとに, をhなそきkkとぬ そhせ 】なとπきhに へπとぬ すh πなおπjせ つh 

そhlhkそjぬhkすとほつ つおh mなjえlせh ちj ちjこhたほljなし iぬつhlへlしlh hπhこはこかに lはつ ぬiえlはつ, ちj klへねと 

つh πhなhたhちけえつとぬつ ちおなとに lはつ とちけなきはつ πとぬ hπとklなhここきさとつlhせ hπへ lと ぅとせそきたと そhlえ ちかそとに 
lしに とiとほ 】jなhkへけとぬ. 

ぉlしつ すおkし へπとぬ iせhklhぬなまつjlhせ し たjはmへなとに 〈すしつまつ ちj lしつ とiへ ぉmhそきはつ (hそなせけまに iきπたh klとつ 
そへちけと lしに たjはmへなとぬ 〈すしつまつ ちj lし たjはmへなと 】しmせkとほ) kぬこそjつlなまつとつlhせ つjなえ lh とπときh hπとななおとぬつ 
そhlえ ちかそとに lしに とiとほ ぉmhそきはつ そhせ そせつとほつlhせ πなとに lとつ 】しmせkへ. ぉlと kしちjきと hぬlへ ぬπえなねjせ かiし 

jそljlhちおつと iきそlぬと mなjhlきはつ lh とπときh へちはに そhlえ lし iせえなそjせh kしちhつlせそまつ けなとねとπlまkjはつ ijつ 
hπえことぬつ lh へちけなせh jπせlぬねまに.  

』 そhlえklhkし klし すおkし hぬlか ちπとなjき つh けjたlせはすjき kしちhつlせそえ ちj lし ねなかkし 〈jせmへなはつ ぉぬklしちえlはつ 
〈πとklなえここせkしに (SUDS) lh とπときh ちπとなとほつ つh lとπとすjlしすとほつ ちj lし ちとなmか そとせたはちえlはつ kj jたjほすjなとぬに 
ねまなとぬに lしに とiとほ ぉmhそきはつ そとつlえ klしつ iせhklhほなはkか lしに ちj lしつ たjはmへなと 〈すしつまつ. ゃh kぬklかちhlh 

hぬlえ jきつhせ hπたえ そhせ mlしつえ klしつ そhlhkそjぬか そhせ ちπとなとほつ つh けとしすかkとぬつ klしつ hπとすかそjぬkし つjなとほ (こせh 

つh ちしつ たせちつえさjせ そhlえ ちかそとに lしに とiとほ) そhせ lしつ klhiせhそか iせとねおljぬkか lとぬ jきlj klと ぬπおihmとに jきlj klと 

iきそlぬと hπとねおljぬkしに. ╊つh hπへ lh すjlせそえ lしに たほkしに hぬlかに jきつhせ lと こjことつへに へlせ ちおkは lはつ mぬlまつ 
hπとななとmまつlhせ πとたたえ hπへ lh ちとたぬkちhlせそえ klとせねjきh lはつ ぬiえlはつ. 

〈πhなhきlしlし πなとふπへすjkし こせh lしつ kはklか たjせlとぬなこきh lとぬ おなことぬ jきつhせ つh ちπとなjき つh πhなhたえけjせ lh つjなえ 

πとぬ そせつとほつlhせ jπき lしに とiとほ ぉmhそきはつ そhせ そhlhたかことぬつ そとつlえ klしつ iせhklhほなはkか lしに ちj lしつ 〈すしつまつ. 』 

そえたぬのし lとぬ そとせたまちhlとに すh πなおπjせ つh こきつjせ ちj lと ぬたせそへ πとぬ ねなしkせちとπとせjきlhせ そhせ klとぬに こほなは 

jたjほすjなとぬに ねまなとぬに, jつま すh πなおπjせ つh けなきkそjlhせ ねhちしたへljなh hπへ lと とiせそへ iきそlぬと まklj つh ちπとなjき つh 

iおねjlhせ lh へちけなせh. ぃ kねjiせhkちへに lとぬ πhなとぬkせえさjlhせ klと そjmえたhせと 6. 

ぉねjlせそえ ちj lと iかちと 】となぬihたたとほ πhなとぬkせえさとつlhせ となせkちおつh ちせそなとπなとけたかちhlh klh へなせh lとぬ  

とせそせklせそとほ せklとほ ちj そほなせh hせlきh lと おつlとつと hつえこたぬmと lはつ πなhつまつ klh hつえつlし, lh とπときh 

hπとklなhここきさとぬつ jπせmhつjせhそえ ちjこえたと lちかちh lしに けなとねへπlはkしに. ぉlh kしちjきh hぬlえ すh πなおπjせ つh 

jてjlhkすjき lと jつijねへちjつと つh そhlhkそjぬhkすとほつ ちせそなえ hつhkねjlせそえ mなえこちhlh kj そたえiとぬに πなまlしに lえてしに 
klh hつえつlし lはつ たjそhつまつ. 

ぉlと iかちと 〈せこえたjは klしつ πjなせとねか ちjlhてほ 【jなえに とiとほ そhせ lはつ ゃ》【 〈すかつhに そhせ kぬこそjそなせちおつh klせに とiとほに 
》iおkkしに そhせ 】となぬlkえに iしちせとぬなことほつlhせ ちせそなとπなとけたかちhlh たへこは lしに hkぬつおねjせhに πとぬ ぬπえなねjせ klと 

mぬkせそへ ぬiなとこなhmせそへ iきそlぬと そhせ こjつせそえ klせに mぬkせそおに そhせ ljねつしlおに とiとほに hπとklなえここせkしに. ゅπへ 

mぬkせとたとこせそおに kぬつすかそjに lh ほihlh hπとklなhここきさとつlhせ そhlえ lし iせjほすぬつkし lしに とiとほに 》iおkkしに πなとに lh 

つへlせh そhせ hつhlとたせそえ そせつとほちjつh πなとに lしつ 【jなえ とiへ. ぉlしつ πなhこちhlせそへlしlh へちはに とせ mぬkせそおに とiとき 
hπとklなえここせkしに おねとぬつ そとπjき たへこは lしに jπおそlhkしに lとぬ hklせそとほ せklとほ. eせh lし けjたlきはkし lとぬ 

kぬこそjそなせちおつとぬ πなとけたかちhlとに πなとljきつとつlhせ とせ πhなhそえlは iなえkjせに: 

• fh πなおπjせ つh jつせkねぬすjき lと kほklしちh hπとねおljぬkしに とちけなきはつ iなえkし πとぬ ijつ すh mおなjせ へちはに 
とたとそたしなはlせそか たほkし.  
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• fh πなおπjせ つh iせとなすはすとほつ とせ そたきkjせに lとぬ ぬiなとこなhmせそとほ iせそlほとぬ とせ とπときjに jきつhせ そhlhkそjぬhkちおつjに 
おlkせ まklj つh ljきつとぬつ つh kぬこそjつlなまつとぬつ lと つjなへ klしつ πjなせとねか そhせ iしちせとぬなこjきlhせ πなへけたしちh kj 
となせkちおつjに とせそきjに. 》てえたたとぬ すh πなおπjせ つh hてせとπとせしすjき と jたjほすjなとに ねまなとに πとぬ ぬπえなねjせ けへなjせh lしに 
とiとほに 》iおkkしに  と とπときとに おねjせ lし iぬつhlへlしlh つh ijねljき ちおなとに lはつ ぬiえlはつ hつ iせhちとなmはすとほつ 
kはklえ とせ そたきkjせに そhせ とせ ljねつしlおに とiとき hπとklなえここせkしに 

• 』 けおたlせklし たほkし すh かlhつ つh iとすjき ねまなとに klと つjなへ つh そせつしすjき そhlえ lし iせえなそjせh ちせhに ちjこえたしに 
そhlhせこきihに ちj hmhきなjkし lちかちhlとに lとぬ hklせそとほ せklとほ, こjことつへに πとぬ ijつ ちπとなjき つh iせjそπjなhせはすjき 
ちj lしつ πhなとほkh ねなかkし こしに. 

 

ぉlと iかちと ぅjなせkljなきとぬ そhせ kぬこそjそなせちおつh klしつ jぬなほljなし πjなせとねか lしに iせhklhほなはkしに lしに とiとほ 】hけえたhに 
ちj lし ‒jはmへなと 〈すしつまつ ちjせまつjlhせ し iせhlとちか lとぬ ょhひihなとなおちhlとに ちj hπとlおたjkちh klし すおkし hぬlか そhせ 
hつえつlし つh hぬてえつjlhせ と πたしちちぬなせそへに そきつiぬつとに. ぉlしつ πjなせとねか すh πなおπjせ つh jてjlhkすjき し iぬつhlへlしlh 

iせjほなぬつkしに lしに そときlしに jつま すh πなおπjせ iせjぬすjlしすjき lと lちかちh lしに そときlしに klh hつえつlし hぬlとほ lとぬ 

kしちjきとぬ. ｠hそなとπなへすjkちh すh πなおπjせ つh ぬせとすjlしすjき ちせh πとたせlせそか hπとちえそなぬつkしに lはつ とせそjせまつ πとぬ 

こjせlつせえさとぬつ ちj lと なおちh そhすまに iしちせとぬなことほつ kぬつすかそjに ぬのしたとほ そせつiほつとぬ. ‒へこは lしに とせそせklせそかに 
hつえπlぬてしに klしつ すおkし hぬlか, ijつ ぬπえなねjせ iぬつhlへlしlh つh iとすjき ちせh ちへつせちし たほkし そhすまに し すおkし πとぬ 

そhlhたhちけえつとぬつ とせ こほなは とせそきjに hぬてえつjせ ちj けjけhせへlしlh lとつ そきつiぬつと kj ぬのしたえ jπきπjih. ｠j lしつ 
ぬπえなねとぬkh そhlえklhkし とせ iなえkjせに πとぬ すh こきつとぬつ ちπとなjき つh jきつhせ ちへつと けjたlせはlせそおに. 

ぉlと ぅjなせklおなせ klしつ πjなせとねか lとぬ ｠πとぬなつhさきとぬ klしつ iせhklhほなはkし lはつ とiまつ 】ほπなとぬ そhせ 《せとつぬkきとぬ 

ぉとたはちとほ kぬこそjつlなまつとつlhせ へちけなせh ちjlえ hπへ けなとねへπlはkし. ぉlしつ πjなせとねか すh πなおπjせ つh jつせkねぬすjき lと 

iきそlぬと とちけなきはつ そhせ つh hぬてしすとほつ lh mなjえlせh そhせ とせ iせhlとちおに lとぬに. 

ゃおたとに klとぬに 〈こきとぬに 〈つhなこほなとぬに, klし たjはmへなと 《しちとそなhlきhに πhなhlしなjきlhせ πなへけたしちh hπへ lh へちけなせh 

πとぬ kぬこそjつlなまつとつlhせ klと iなへちと そhせ そせつとほつlhせ πなとに lしつ そjつlなせそか πたhljきh lとぬ iかちとぬ そhせ lしつ とiへ 

｠πきちπせさh (》せそ. 94). ぉlし kぬこそjそなせちおつし πjなきπlはkし すh πなおπjせ つh iしちせとぬなこしすとほつ mなjえlせh そhせ iきそlぬh 

hπhこはこかに lはつ とちけなきはつ lh とπときh すh ちπとなとほつ つh iせとねjljほとぬつ lh ほihlh klとぬに jたjほすjなとぬに ねまなとぬに 
πとぬ けなきkそとつlhせ klし iぬlせそか πたjぬなえ lしに たjはmへなとぬ. fh πなおπjせ と iなへちとに つh hπとそlかkjせ そたきkjせに πとぬ つh 

iせとねjljほとぬつ lと つjなへ πなとに πたjぬなせそおに ぬiなとななとおに とせ とπときjに すh πなおπjせ つh iせhちとなmはすとほつ おlkせ はklj つh 

おねとぬつ ちjこhたほljなし πhなとねjljぬlせそへlしlh. ゃh ij πjさとiなへちせh そhせ jたjほすjなとせ ねまなとせ すh πなおπjせ つh 

hπとそlかkとぬつ ぬiなとπjなhlえ ぬたせそえ まklj つh ちし kぬちけえたとぬつ klしつ hπとななとか πjなhせlおなは. 
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》せそ. 94 ょhなhそlしなせklせそか jせそへつh hπへ lし ‒jはmへなと iしちとそなhlきhに klと ほのとに lとぬ πえなそとぬ 〈. ゃなきlkし. ghきつjlhせ lと 

mlはねへ kほklしちh hπとklなえここせkしに jそhlおなはすjつ lとぬ iなへちとぬ. 

 

6. ぉょ》《【〈ぉ｠ぃぉ ぅぇぃゃ》【をぃ｠》をあを 《ぇ〈ぉ》あを 

 

ぉlと そjmえたhせと hぬlへ πjなせこなえmとつlhせ  となせkちおつjに hπへ lせに πなとljせつへちjつjに iなえkjせに そhlhkそjぬhklせそとほ 

ねhなhそlかなh. 

ぉねjlせそえ ちj lしつ πjなきπlはkし lしに ちjきはkしに lはつ hiせhπおなhlはつ jπせmhつjせまつ すh πなおπjせ klh πjさとiなへちせh, 

lとぬに πjさとiなへちとぬに そhせ lh πたhそへklなはlh lちかちhlh lはつ πたhljせまつ つh ぬせとすjlしすとほつ ljねつせそおに πとぬ 

ねなしkせちとπとせとほつlhせ かiし kj πとたたおに ねまなjに lとぬ jてはljなせそとほ そhせ πjなせたhちけえつとぬつ kねおiせh へπはに hぬlへ lはつ 
πhなhそえlは jせそへつはつ (》せそ. 95 & 96). 
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》せそ. 95 ejつせそへ kねおiせと πjさとiなとちきとぬ こせh ちjこせklとπときしkし πjなhlまつ jπせmhつjせまつ. 

 

 
 

》せそ. 96 ぉねjiきhkし iせhiなへちとぬ kj πたhljきh jせiせそえ こせh lし ちjこせklとπときしkし lはつ πjなhlまつ jπせmhつjせまつ. 

 

ぅhなえたたしたh し きiせh mせたとkとmきh すh πなおπjせ つh ぬせとすjlしすjき lへkと kj ぬmせklえちjつjに へkと そhせ kj ちjたたとつlせそおに 
そhlhkそjぬおに parking. ぉlせに πhなhそえlは jせそへつjに πhなとぬkせえさjlhせ ちせh hπたとπとせしちおつし kねjiきhkし lおlとせはつ 
ねまなはつ (》せそ. 97 & 98). 
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》せそ. 97 〈πたとπとせしちおつし kねjiきhkし ねまなとぬ parking ちj klへねと lし ちjきはkし lはつ hiせhπおなhlはつ jπせmhつjせまつ. 

 

 

 

》せそ. 98 〈πたとπとせしちおつし kねjiきhkし lちかちhlとに lとぬ iなへちとぬ (1 - ねまなとに klえすちjぬkしに) そhせ lちかちhlとに lとぬ 

πjさとiなとちきとぬ(2) ちj kそとπへ lし ちjきはkし lはつ hiせhπおなhlはつ jπせmhつjせまつ. 

 

ぉねjlせそえ ちj lしつ hつえπlぬてし そhせ ねなかkし 〈jせmへなはつ ぉぬklしちえlはつ 〈πとklなえここせkしに (SUDS) klしつ πhなhそえlは 

jせそへつh (》せそ. 99) πhなとぬkせえさとつlhせ ちjなせそとき jつijせそlせそとき lなへπとせ kねjiきhkしに. 
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》せそ. 99 〈πたとπとせしちおつし kねjiきhkし jつへに hjせmへなとぬ kぬklかちhlとに hπとklなえここせkしに (SUDS). 

 

ぉj となこhつはちおつとぬに ねまなとぬに klえすちjぬkしに すh πなおπjせ lh 〈jせmへなh ぉぬklしちえlh 〈πとklなえここせkしに (SUDS) つh 

ねなしkせちとπとせしすとほつ  πせと jそljlhちおつh まklj つh iおねとつlhせ lh へちけなせh ほihlh hπへ lせに jπせmえつjせjに hぬlおに πなせつ 
πjなえkとぬつ jきlj klしつ hπとねおljぬkし jきlj klと ぬπおihmとに. eせh πhなえijせこちh lおlとせh kぬklかちhlh すh 

ちπとなとほkhつ つh ねなしkせちとπとせしすとほつ kj jそljlhちおつとぬに ねまなとぬに klえすちjぬkしに へπはに klと πえなそと 〈. ゃなきlkしに 
(klと ′たせとつ) か klと 》そすjkせhそへ 】おつlなと ぅjなせkljなきとぬ. ぉlhiせhそえ へたとせ とせ hつlきklとせねとせ ねまなとせ klえすちjぬkしに 
(hちhてとklえkせh そたπ) すh πなおπjせ つh iせhちとなmはすとほつ おlkせ まklj つh kぬこそなhlとほつ lh へちけなせh klしつ πしこか. 

ぅhなhそえlは (》せそ 100) hπjせそとつきさjlhせ  おつh πhなえijせこちh kねjiきhkしに こせh lと πえなそと 〈. ゃなきlkしに 
(eそhlkへπとぬたとに et al 2010). 

 

》せそ. 100 〈πたとπとせしちおつと πhなえijせこちh kねjiきhkしに ねまなとぬ klえすちjぬkしに こせh lと πえなそと 〈. ゃなきlkしに (eそhlkへπとぬたとに et al 

2010). ぉlと hなせkljなへ lちかちh iせhそなきつjlhせ lと そときたはちh klと とπときと iせとねjljほとつlhせ lh へちけなせh. 
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╊つh πhなへちとせと kほklしちh すh πなおπjせ つh ねなしkせちとπとせしすjき そhせ klしつ πjなきπlはkし lしに とiとほ ぉmhそきはつ そとつlえ 

klとつ そへちけと lしに たjはmへなとぬ 〈すしつまつ ちj lし たjはmへなとぬ 】しmせkとほ. ｠せh jつijせそlせそか kねjiきhkし klし すおkし hぬlか 

πhなとぬkせえさjlhせ πhなhそえlは ((》せそ. 101). 

 

 

》せそ. 101 ぅなとljせつへちjつし πhなおちけhkし そhlえ ちかそとに lしに とiとほ ぉmhそきはつ 

 

ぉlしつ πjなきπlはkし lしに とiとほ 〈こきhに ゃなせえiとに, し とπときh ちπとなjき つh hπとljたおkjせ πなへlぬπと こせh へたjに lせに 
そhlhkそjぬおに πとぬ ちπとなとほつ つh こきつとぬつ jそlへに hklせそとほ せklとほ klh hつえつlし lはつ ぬiなとたとこせそまつ たjそhつまつ klh 

πなhつか lとぬ ぅとせそきたとぬ, すh πなおπjせ つh iしちせとぬなこしすjき  おつhに hこはこへに そhlえ πなとlきちしkし hつとせそlへに と とπときとに すh 

hπえこjせ lh ほihlh hπへ lと iなへちと そhせ lhぬlへねなとつh すh iせhすおljせ ちせh kjせなえ hπへ ちせそなえ mなえこちhlh lh とπときh 

すh そhすぬkljなとほつ lし なとか lとぬ つjなとほ πなとに lh そhlえつlし. ╊つhに jつijせそlせそへに kねjiせhkちへに πhなとぬkせえさjlhせ 
klしつ πhなhそえlは jせそへつh (》せそ. 102). 
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》せそ. 102 ぅなとljせつへちjつし πhなおちけhkし そhlえ ちかそとに lしに とiとほ 〈こきhに ゃなせえiとに 

 



 

130 
 

 

7. 〉【〉‒【ぃeぇ〈g【〈 

 

AMADIO, P., MANCINI, M., MENDUNI, G., RABUFFETTI, D., RAVAZZANI, G. (2003) A real-time 

flood forecasting system based on rainfall thresholds working on the Arno Watershed: definition and 

reliability analysis. In: Proceedings of the 5th EGS Plinius Conference held at Ajaccio, Corsica, France 

DOWNTON, MW., PIELKE, RAJR. (2001) Discretion without accountability: politics, flood damage, and 

climate. Nat Hazards Rev 2(4):157–166 

FREYBERG, B. (1951) Das Neogen - Gebiet Nordwestlich Athen. Ann. Geol. Pays Hellen., 3, p65-86, 

〈すかつh. 

GEORGAKAKOS, K. P. (2006) Analytical results for operational flash flood guidance. J Hydrol 317:81–

103 

GOLIAN, S., SAGHAFIAN, B., MAKNOON, R. (2010) Derivation of Probabilistic Thresholds of Spatially 

Distributed Rainfall for Flood Forecasting. Water Resour Manage, doi: 10.1007/s11269-010-9619-7 

KOBER, L. (1929) Beitrage zur Geologie von Attika. Sitz. Akad. Wiss. Mat-Nat. kl. 1938, p.199-326. 

KOUTSOYIANNIS, D., BALOUTSOS, G. (2000) Analysis of a long record of annual maximum rainfall in 

Athens, Greece, and design rainfall inferences, Natural Hazards, 22 (1), 29–48,  

KTENAS, C. (1907) Sur l’age des terrains calcaires des environs d’Athènes. C. R. Ac. Sciences, 144:697-

699, Paris. 

MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I. (2000) The Athens earthquake September 7, 1999: Neotectonic 

regime of the affected area. Ann. Geol. Pays Hell., T. XXXVIII/B p. 165-174,Athens. 

MARTIN-VIDE, J.P., NINEROLA, D., BATEMAN, A., NAVARRO, A., VELASCO, E. (1999) Runoff and 

sediment transport in a torrential ephemeral stream of the Mediterranean coast. Journal of Hydrology 

225: 118–129. 

MUNICH, RE. (2002) Topics, an annual review of natural catastrophes. Munich Reinsurance Company 

Publications, Munich 

NORBIATO, D., BORGA, M., ESPOSTI, S.D., GAUME, E., ANQUETIN, S. (2008) Flash flood warning 

based on rainfall thresholds and soil moisture conditions: an assessment for gauged and ungauged 

basins. J Hydrology 362:274–290 

PILON, P.J. (2004) Guidelines for reducing flood losses. United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction (UN/ISDR), Palais des Nations, Ch 1211 Geneva, Switzerland 

STATHIS, D. (2004) Extreme rainfall-events and flood-genesis in Greece, In: 7PGC/HGS: 1-8,Oct 2004. 

STRUCHMEIER, W., MARGAT, J. (1995) Hydrogeological Maps. A guide and a Standard Legend. 

International Association of Hydrogeologists, Volume 17 Verlag p.p. 177. 



 

131 
 

〈をゃあを【ぃゅ, 〉. (2000) ぃせ ejはπjなせけhたたとつlせそおに kぬつすかそjに lとぬ ‒jそhつとπjiきとぬ lはつ 〈すしつまつ, ちj ねなかkし 

ejはこなhmせそまつ ぉぬklしちえlはつ ぅたしなとmとなせまつ. ejはπとつせそへ ぅhつjπせklかちせと 〈すしつまつ, ゃとちおhに ejはたとこせそまつ 
》πせklしちまつ そhせ 〈lちとkmhせなせそとほ ぅjなせけえたたとつlとに, 》なこhklかなせと ぃなぬそlとたとこきhに – ejはたとこきhに, 《せi. 

《せhlなせけか. 〈すかつh. 

e〈いゃ〈を〈】』ぉ, ぅ. (1982) ejはたとこせそへに ねえなlしに lしに 》たたえihに, gほたたと «〈f』を〈【 – ぅ》【ぇ〈【》ゅぉ», 】たきちhそh 

1:50.000. 》そiへkjせに 【.e.｠.》. 

e〈‒〈をぃぅぃゅ‒ぃぉ, 〈. (1988) ぃ kjせkちせそへに そきつiぬつとに klし ちjきさとつh そhせ jたえkkとつh 〈llせそか. ぅなhそlせそえ 

〈そhiしちきhに 〈すしつまつ, 63〈, kjた.378-387. 

e】〈ゃぉぃぅぃゅ‒ぃぉ, ぅ., 《【〈】〈】』ぉ, ｠., ゃぉ〈をゃ》ぉ, ‒. (2010) 〈つhiせhちへなmはkし πえなそとぬ 〈. ゃなきlkしに. 
ゃとπきと, ぅjなせけえたたとつ そhせ 〈なねせljそlとつせそか: ぉねjiせえさとつlhに こせh lと πえなそと πjなせけhたたとつlせそかに 
jぬhせkすしlとπときしkしに 〈. ゃなきlkしに, ′たせとつ 〈llせそかに. 〈なねせljそlとつせそへに iせhこはつせkちへに せijまつ: Landscape, 

Environment & Architecture European Union National Institutes of Culture (EUNIC): Athens, Greece. 

eぃゅ‒【あゃ』ぉ ‒. (2002) ejはたとこせそか 《とちか lとぬ ぅとせそきたとぬ ¨なとぬに – ょhなlとこなえmしkし kj そたきちhそh 1:5.000. 

ゃとちおhに 《ぬつhちせそかに ゃjそlとつせそかに そhせ 》mhなちとkちおつしに ejはたとこきhに, 》すつせそへ & 】hπとiせklなせhそへ 

ぅhつjπせklかちせと 〈すしつまつ, 《せπたはち. 》なこhkきh. 〈すかつh 

《ぃゅを〈ぉ, 〈., e〈】』ぉ, 〈. (1977) 《せhそほちhつkせに klえすちしに ほihlとに lはつ πせjさとちjlなせそまつ こjはlなかkjはつ 
πjなせとねかに ｠》ゃぇぃ 〈すしつまつ (《jそおちけなせとに 1974 –《jそおちけなせとに 1976). 》そiへkjせに 【.e.｠.》., ゅiなとたとこせそhき そhせ 
ゅiなとこjはたとこせそhき ╊なjぬつhせ, 22. 

《ぃゅを〈ぉ, 〈. (1968) 》πき lはつ ぬiなとこjはたとこせそまつ kぬつすしそまつ lしに πjなせとねかに lはつ mなjえlはつほiなjぬkしに lとぬ 

《かちとぬ 〈ねhなつまつ. ╊そすjkし 【.e.》.ゅ. 

《ぃゅを〈ぉ, 〈. , 】〈‒‒》ぇe』ぉ, e. , ｠ぃぇg』ぉ, 〈., ゃ〈ぉ【ぃぉ, を., e〈】』ぉ, 〈. (1976) ゅiなとこjはたとこせそか 

おなjぬつh jつlへに lはつ πたhせkきはつ lしに ちjたおlしに lとぬ ｠しlなとπとたせlせそとほ ぉせiしなとiなへちとぬ 〈すしつまつ (｠》ゃぇぃ). 

》そiへkjせに 【.e.｠.》., ゅiなとたとこせそhき そhせ ゅiなとこjはたとこせそhき ╊なjぬつhせ, 19, kjた.1-22. 

‒》】】〈ぉ, 》. (2000) gぬkせそおに そhせ ゃjねつとたとこせそおに 】hlhklなとmおに. 〉' ╊そiとkし. Access Pre-Press, 〈すかつh. 

‒》】】〈ぉ, 》. (1990) ぅなへこなhちちh hつlせkjせkちせそかに πなとklhkきhに iかちとぬ ╉つは ‒せとkきはつ (ejはたとこせそか– 

をjとljそlとつせそか ╊なjぬつh). ゃとちおhに 《ぬつhちせそかに ゃjそlとつせそかに そhせ 》mhなちとkちおつしに ejはたとこきhに, 》すつせそへ & 

】hπとiせklなせhそへ ぅhつjπせklかちせと 〈すしつまつ, 154k. 

‒》】】〈ぉ, 》., ‒ぃ『【ぃぉ, ぉ., 《〈を〈｠ぃぉ, e. (2000) ejはたとこせそか – をjとljそlとつせそか ちjたおlし iかちとぬ╉つは 

‒せとkきはつ klh πたhきkせh jそπへつしkしに lしに ｠せそなとさはつせそかに ｠jたおlしに. ゃとちおhに 《ぬつhちせそかに ゃjそlとつせそかに そhせ 
》mhなちとkちおつしに ejはたとこきhに, 》すつせそへ & 】hπとiせklなせhそへ ぅhつjπせklかちせと 〈すしつまつ, 91k. 

‒》】】〈ぉ, 》., ‒ぃ『【ぃぉ, ぉ., 《〈を〈｠ぃぉ, e. (2001) ejはたとこせそか そhせ をjとljそlとつせそか iとちか lしに πjなせとねかに 
ちjlhてほ lはつ となおはつ 〈せこえたjは そhせ ぅえなつしすhに (〈llせそか, 》たたえih) そhせ し kしちhkきh lとぬに klとつ hつlせkjせkちせそへ 

kねjiせhkちへ. 《.》.e.》., ょょょ【V/1, k. 19-27. 

｠〈ぇ【をぃぉ e., 】〈ゃぉ【】〈ゃぉぃぉ , e., ｠【ぇ】ぃゅ-ぅ》ぇ【ぅぃぅぃゅ‒ぃゅ, ぇ. (1973) ゃと kほklしちh lはつ 
kねせklへたせすはつ 〈すしつまつ. – 【【. ぉlなはちhlとこなhmきh そhせ ゃjそlとつせそか. Ann. Geol. Pays Hell., XXIV, kjた.439-

444. 



 

132 
 

｠〈ぇ【をぃぉ e., 】〈ゃぉ【】〈ゃぉぃぉ , e., e》あぇe【〈《ぃゅ-《【】〈【ぃゅ‒【〈, 》. & ｠【ぇ】ぃゅ, ぇ. (1971) ゃと kほklしちh 

lはつ kねせklへたせすはつ 〈すしつまつ. – 【. ぉlなはちhlとこなhmきh そhせ ゃjそlとつせそか. Ann. Geol. Pays Hell., XXIII, 

kjた.183-216. 

｠〈ぇ【をぃぉ, e. (1937) 』 ljそlとつせそか すおkせに lとぬ kぬklかちhlとに lはつ kねせklへたせすはつ lはつ 〈すしつまつ jせに lしつ 
iぬlせそかつ さまつしつ hぬlとほ. ぅなhそl. 〈そhi. 〈すしつまつ, 12, 16-21. 

｠〈ぇ【ぃ‒〈】ぃぉ, 』. & f》ぃょ〈ぇ』ぉ, 《. (2001) ｠jlhlとπきkjせに lはつ hそlとこなhちちまつ lとぬ ぉhなはつせそとほ そhlえ 

lh ljたjぬlhきh 18.000 ねなへつせh そhせ し 】ぬねなjきh πhたhせとたきちつし. 《.》.e.》. ょょょ【V/1, k. 405-413. 

｠〈ゃ〈】ぃゅ, 》. (2009) 】hlhこなhmか そhせ hπとlほπはkし kj こjはこなhmせそえ kぬklかちhlh πたしなとmとなせまつ 
(G.I.S.)lはつ ぬπhなねへつlはつ klとせねjきはつ lはつ kjせkちまつ, πたしちちぬなまつ そhせ πぬなそhこせまつ klとつ 》たたhiせそへ ねまなと 

そhlえ lし iせえなそjせh lとぬ 20とぬ hせまつh. 《せhlなせけか 》せiきそjぬkしに, 》すつせそへ そhせ 】hπとiせklなせhそへ ぅhつjπせklかちせと 

〈すしつまつ - ぉねとたか fjlせそまつ 》πせklしちまつ - ゃちかちh ejはたとこきhに そhせ ejはπjなせけえたたとつlとに 

｠ぅ〈ぉ』, 》. (2004) ぅhたhせとこjはこなhmせそか jておたせてし lとぬ たjそhつとπおiせとぬ 〈すしつまつ hπへ lと 〈つ. ｠jせへそhせつと おはに 
kかちjなh, ゃとちおhに 《ぬつhちせそかに ゃjそlとつせそかに そhせ 》mhなちとkちおつしに ejはたとこきhに, 》すつせそへ & 】hπとiせklなせhそへ 

ぅhつjπせklかちせと 〈すしつまつ,｠jlhπlぬね. 《せhlなせけか 》せi. 

を【】ぃ‒〈い《ぃゅ, ｠., ょ〈ゃ『』ょぇ【ぉゃぃゅ, 》. (1995) 】hlhこなhmか そhせ hπとlきちしkし lはつ そhlhklなとmまつ hπへ 

πたしちちほなjに klしつ 》たたえih そhせ lしつ 】ほπなと. 《せπたはちhlせそか 》なこhkきh, ゃとちおhに ゅihlせそまつ ぅへなはつ, 
ゅiなhぬたせそまつ そhせ fhたhkkきはつ ╊なこはつ, 》すつせそへ ｠jlkへけせと ぅとたぬljねつjきと. 

ぅ〈ぅ〈を【】ぃ‒〈ぃゅ, 《. (1986) ejはたとこきh lしに 》たたえihに. 》そiへkjせに 》πlえたとmとに, 240kjた. 

ぅ〈ぅ〈を【】ぃ‒〈ぃゅ, 《., ‒》】】〈ぉ, 》., 《〈を〈｠ぃぉ, e., ‒ぃ『【ぃぉ, ぉ. (1999) ejはたとこせそおに –ゃjそlとつせそおに – 

ejはちとなmとたとこせそおに kぬつすかそjに lしに πjなせとねかに 《ぬlせそかに 〈llせそかに πとぬ jπたかこし hπへ lと kjせkちへ lしに 7-9-

1999. 》つしちjな. 《jたl. 》ぬなはπ. 】おつlな. ぅなへた. 】hせ ぅなへこつ. ぉjせkち., 3, 30-34. 

ぅ〈ぅ〈を【】ぃ‒〈ぃゅ, 《., ‒ぃ『【ぃぉ, ぉ., ぉぃゅ】』ぉ, 】 & ぉ】ぃゅぇゃぉぃぉ, 》. (2004) 』 こjはたとこせそか iとちか lとぬ 

hたたへねすとつとぬ kぬklかちhlとに lはつ «ぉねせklへたせすはつ 〈すしつまつ», 》そljlhちおつし πjなきたしのし, ぅなhそlせそえ 10とぬ 

ぉぬつjiなきとぬ 》.e.》., fjkkhたとつきそし 2004. 

ぅ〈ぇ〈ぉ】》ゅ〈い《』ぉ, 』., ょあぇ【〈をぃぅぃゅ‒ぃゅ, ぅ. (1978) ｠せh lとちか hπ’ lと けとぬつへ 〈せこえたjは. ぃ 〈すしつhひそへに 
kねせklへたせすとに, とせ たへmとせ lしに 〈すかつhに. 《jたl. 》たたしつ. ejはた. 》lhせなきhに, ょ【【【/2, kjた.116- 136. 

ゃ〈ゃ〈ぇ』ぉ, 〈. (1967) ぅhなhlしなかkjせに jπき lしに iとちかに lしに πjなせとねかに ぉそhなhちhこそえ – へなとぬに 〈せこえたjは – 

ぅjせなhせまに – 〈すしつまつ (〈llせそか). 《.》.e.》. l.VII/1, kjた.52-88. 

ょ〈ぇ〈‒〈｠ぅ〈】』ぉ, ぉ. (1952) ぉぬちけとたか klし こつまkし lとぬ をjとこjつとほに lしに 〈llせそかに. Ann. Geol.Pays Hell. 1, 

kjた.1-156. 

ょぇ【ぉゃぃ《ぃゅ‒ぃゅ, e. (1961) ゃh ゃなしちhlとmへなh lとぬ fhたえkkせとぬ をjとこjつとほに lしに 〈llせそかに. ejはたとこせそおに そhせ 
ejはmぬkせそおに ｠jたおljに, VII (1), 【.e.｠.》., 〈すかつh. 

 

 


	EXOFILLO
	ESOFILLO
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
	ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
	ΑΘΗΝΑ  2010


	asda3

