鹿児島大学大学院 理工学研究科
地域コトづくりセンター

平成２７年度

事業実施報告書

【事業名】
『地域コトづくりセンターの設置 －南九州地区の
産業のイノベーション創出機能の強化－』

平成２８年３月３１日
鹿児島大学大学院

理工学研究科

地域コトづくりセンター

平成２７年度
【事業名】

地域コトづくりセンター事業実施報告

『地域コトづくりセンターの設置 －南九州地区の産業の
イノベーション創出機能の強化－』

＜目次＞

ページ

【センター長より、ごあいさつ】
１．【事業概要等】

・・・・・・・・１
・・・・・・・・２

２．【センターの組織と目的・役割】
２．１【センターの人員構成とセンター看板上掲式】
２．２【センターの理念・目的と機能・役割】

・・・・・・・・４
・・・・・・・・５

３．【研究部門の取組実績】
３．１【平成２６年度のセンター課題について】

・・・・・・・・８

３．１．１

非公開での報告会による事後評価の対象課題

・・・・・・・・８

３．１．２

報告会の進め方と事後評価の基準および評価方法

・・・・・・・・９

３．１．３

報告会（事後評価）後のフォロー面談の実施と
その後の展開

・・・・・・・１４

３．２【平成２７年度のセンター課題について】

・・・・・・・１８

３．２．１

課題公募の説明会の実施と補足対応

・・・・・・・１８

３．２．２

小規模な共同研究開発の予備研究の課題
選考と採択結果およびマッチング・プロセス

・・・・・・・２２

３．２．３

ＲＡとのマッチング結果

・・・・・・・２６

３．２．４

技術職員とのマッチング結果

・・・・・・・２７

３．２．５

大規模な共同研究開発の事前研究の課題
選考と採択結果

・・・・・・・２７

３．２．６

大規模な共同研究開発の課題推進会議と
課題終了後の見通し

・・・・・・・２９

３．３

【学外との繋がり形成とセンターからの情報発信・産学官の交流】

・・・・・・・３１

３．３．１

センターの主旨説明で出向いた訪問先実績

・・・・・・・３１

３．３．２

広島大学

・・・・・・・３３

３．３．３

第１回地域コトづくりセンターシンポジウムの開催

産学・地域連携センター山根教授との意見交換

・・・・・・・３５

３．３．４ 「シラス技術研究会（仮称）」発足の準備会議の開催

・・・・・・・４３

３．３．５

その他、勉強会／研究会立ち上げの企画構想の状況

・・・・・・・４５

３．３．６

他の研究会等との共催、後援など

・・・・・・・４５

４．【開発部門・教育部門の取組実績】
４．１

ホームページ改訂と業務フローについて

・・・・・・・４８

４．２

機能創成室の活動について

・・・・・・・５１

４．２．１

昨年度導入した３Ｄプリンタの実績

・・・・・・・５１

４．２．２

今年度導入した細穴放電加工機について

・・・・・・・５３

４．３

その他、地域貢献・社会貢献の活動

５．【センター運営会議

＜その他

議事次第・概要】

各資料＞

【本報告についてのお問い合わせ先】
国立大学法人
鹿児島大学大学院 理工学研究科
地域コトづくりセンター管理室
ＴＥＬ ０９９－２８５－８２７１
または
理工学研究科・工学系 総務課
ＴＥＬ ０９９－２８５－８２１５
＜ホームページ＞
http://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/top

・・・・・・・５５

・・・・・・・５６

・・・・・・・７０

【センター長より、ごあいさつ】
鹿児島大学大学院理工学研究科に地域コトづくりセンターが開設されて、２年が経過しようとしてい
ます。この間に、昨年の本報告書でも記しました『 南九州にある企業や団体等が地域にとって意義のあ
る“大きな事業や行動を起こし”、それによって生まれる価値創造を地域に還元できるようなシステムを
自らが率先して創り上げていこうとしている際に、その活動を積極的に支援する』という本センターの
目的がどの程度まで達成できたのかと問われると、未だ道半ばというのが、偽らざる気持ちです。
目に見える成果を一日でも早く出すことを求められる昨今の社会の中では、地道に物ごとを作り上げ
て行こうとする気持ちが置き去りにされている、という思いが少なからずあります。その様な思いの中
で、この２年間、本センターの運営に携わり、学内のシーズと学外のニーズとのマッチングを考える
機会が増えるほど、センターの役割が、「シーズとニーズのお見合いを成立させて結婚までにこぎつけ
させるだけのものではなく、その先に両者が良い家庭（チーム）を築き、生まれてくる子供たち（成果）
がすくすくと育っていく様にするための助言をきちんと行い，そして見守る」ということにあることを、
あらためて実感し、一方で、本センターが、未だ、これを達成するための道の途中にあることを、思い
知らされております。
その様な中、平成 27 年度には、本センターが主催する最初の企画として、『鹿児島の資材シラスの
建設材料としての有効活用に関するシンポジウム』を開催したところ、国、県等の公共企業団体、
および民間企業の職員等、160 人を超える方々に参加を戴きました。また、このシンポジウムでは、
これまで厄介者とされてきた火山噴出物シラスの有効利用に関する公開パネルディスカッションも実施
し，多方面から多くのご意見を戴きました。この成果は、シラスが南九州の重要な資源であることを
あらためて明確にし、今後のシラス活用促進の一助となると期待できるものでした。
また、センター内の 5 つの研究分野においてもそれぞれ、新たな研究開発を模索する取り組みが開始
され、テーマを絞り込んで今後の共同研究・開発を模索するための産学によるグループディスカッショ
ンも、幾つか開催されるに至りました。本センターでは、このような取り組みに対して、産学官連携の
コーディネータとしての役割だけではなく、競争的外部資金等に関する情報提供やその申請の支援など、
可能な限りサポートできる体制を取って行こうと考え、その具体的な提案も行いました。
なお，地域コトづくりセンターの活動の中には、これまで述べてきた南九州を中心とした地域の産・学・
官の協働による『コトづくり』のためのコーディネータとして地域産業の活性化に寄与する役割の他に、
地域のイノベーションを起こすための若い人材の育成の観点からの取り組みや、本学教職員による地域
企業やその中の技術者に対する個別支援や指導も、今後の取り組みの中で考えて行きたいと思っており
ます。

国立大学法人
鹿児島大学大学院 理工学研究科
地域コトづくりセンター
センター長 武若 耕司
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１．【事業概要等】
平成２７年度における本事業の概要は以下の通りである。各実施概要に関係する資料については、
本報告書中に掲載するか、末尾に提示してある。
ただし、本報告作成が当該年度途中によるものであるため、例えば、センター課題は実施期間が今年
度末までのため、未だ実施途上であることと、営業秘密上で配慮すべき対応があるため、本報告には
間に合わないことをご容赦願いたい。従って、今年度のセンター課題の終了報告概要については、別途、
次年度に課題終了報告概要集としてまとめて発行するか、または、次年度の事業実施報告書に開示可能
な概要を掲載するか、別途報告内容を公開する機会を設けるか、のいずれかで対応を検討する。
＜事業名＞
『地域コトづくりセンターの設置 －南九州地区の産業のイノベーション創出機能の強化－』
＜事業等概要＞
理工学研究科が特色・強みとする分野において、南九州地区の企業における新製品開発や製品の機能
の飛躍的な向上につながる共同研究を行い、また自然科学を深く理解し、イノベーションの創出に貢献
できる研究開発技術者を育成する。
＜取組内容＞
本センターは、共同研究を立案・実施する研究部門、研究開発の試作加工を担う開発部門、共同研究
支援を担う管理室から構成され、地域企業との共同研究開発を推進する体制としている。また、研究部
門の 5 分野は、現在設置計画中の理工学研究科博士後期課程のイノベーション創出人材育成コース群の
各コースと対応する。平成２７年度は、各研究分野の教員グループと地域との共同研究に繋がり、大型
外部競争的資金を獲得する契機ともなる 10 件程度の課題を公募し、実践する。さらにその一部の研究は、
博士後期課程学生に RA として従事させてインターンシップ事業の前段とするとともに、技術職員にも
企業課題の目利き・橋渡し人材となるべく従事させる。さらに、５研究分野の強み・特色を生かした地
域企業等との新事業形成のための事業化グループ形成を働きかけ、地域イノベーション創出の母胎とな
る複数の研究会を立ち上げ、研究組織と実施体制の基礎を固める。
＜平成２７年度実施状況概要＞
（１）前任者の転出により空席であった天文宇宙分野の分野長が定まった。加えて開発部門、教育
部門からそれぞれ副部門長の技術職員２名が管理室スタッフを兼任することとなり、人員の
一部再編がなされた。パンフレットも再編に合わせて作製し直した。
（２）平成２６年度に実施したセンター課題［大型の外部競争的資金獲得と共同研究を目指すための
「大規模」課題の２課題、地域企業等との個別の共同研究を視野に研究責任者が博士後期過程
の学生であるＲＡ（リサーチ・アシスタント）とともに行う「小規模」課題の５課題、技術職
員自身の課題５課題］の事後評価のため、非公開の報告会をプレゼン形式で実施した。
「小規模」
課題は課題に従事したＲＡまたは技術職員が、
「大規模」課題は、代表研究責任者が報告を行い、
質疑応答を経てから研究科長およびセンター長と４名の分野長が採点と評価を実施した。同結
果については、総評とともに各研究責任者または技術職員の課題はその本人と課題の指導教員
に通知した。
（３） 事後評価後のフォロー面談をセンター管理室の特任教員が実施し、課題終了後の展開について、
代表研究者に対して再確認をした。事後の展開の見通しに関しては、報告会の場でもセンター
長が代表して各研究責任者等に直接、確認の質問を行って大まかな回答を得ているが、個別の
フォロー面談を通じて詳細なコメントを得ており、その結果、
「小規模」課題は、地域企業との
共同研究開発への発展の可能性については、課題申請段階ですでに共同研究の枠組みとなって
いるもの以外では、具体的な議論に移せないものが大部分であった。また、外部競争的資金へ
の申請並びに知財化についても断念するとするものから、今後検討とするもの、科研費や財団
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が公募する研究助成へ申請中など、各々、現況を踏まえての回答であった。なお、「大規模」
課題の２課題については、大型の外部競争的資金への申請が目論見通りなされるよう、競争的
資金の情報収集と主旨・背景内容を分析し、その情報提供を行い、また申請も働きかけ、結果、
２課題とも申請するに至った。
（４）平成２７年度のセンター課題については、公募説明会を２日間（３回）に分けて実施し、公募
を行った。
「小規模」課題では１８課題、「大規模」課題では１０課題の申請があり、これらの
中から所定の選考基準による選考を行い、
「小規模」課題を１０課題、
「大規模」課題を２課題、
それぞれ採択した。なお、課題実施期間は、平成２７年度末まで（平成２８年３月末まで）と
なっているため、課題の終了報告書の作成ならびに事後評価（報告会）については、次年度と
なる。
（５）今年度の「小規模」課題の１０課題について、博士後期課程の学生のインターンシップ事業の
前段とするため、同学生を対象にＲＡ候補を募集し、
「小規模」課題の１０課題の中から、各自
の学位論文研究とは異なる分野の課題を選ばせて、各ＲＡ候補と課題申請者の教員とのマッチ
ング・プロセスを実施した。同プロセスを経てマッチングが成立した６課題が実施（尚、途中
で１課題は、やむを得ない事情によりＲＡが辞職したため当該課題は中止となり、最終的には
５課題）となった。続いて残りの４課題に対する技術職員とのマッチングにおいては、３課題
がマッチングに成立して実施に至っている。従って、今年度の「小規模」課題は、計８課題が
実施となった。
（６）今年度の「大規模」課題の２課題について、各課題ともに実施期間において２回の課題推進
会議を開催し、課題進捗上の問題点を参画者各位が認識共有するとともに、同問題点解決の
ための協議を実施、目標達成に努めている。今年度末（平成２８年３月末）までが実施期間
となっているため、未だ実施途上ではあるが、現段階で、２課題とも装置試作とその改善や
デモの実施が行われ、知財部門による特許審査を経て特許出願準備中の段階にある。さらに、
課題のひとつは勉強会（研究会）の母胎となる展開が協議中であり、もうひとつは大手企業
（鹿児島に営業拠点あり）との共同研究が協議中であるなど、いずれの課題も事後を見据えた
進展を見せている。
（７）「地域創生・安全工学分野」から、第１回地域コトづくりセンター・シンポジウム（『鹿児島
の資材シラスの建設材料としての有効活用に関するシンポジウム』）を開催し、産業界・団体、
自治体・関係機関等から多数（約１７０名）の参加があった。さらに、同日、『「シラス技術
研究会」発足の準備会議』も開催し、自治体、主な企業・産業界団体の代表者出席の下、研究
会の発足に向けて合意形成と産学官の「ワイガヤ方式」による「場」を形成することが確認
された。これは、次年度以降、引き続き協議され、具体的な活動に展開される予定である。
（８）地域コトづくりセンター の看板上掲式を行い、年度内にセンター長と管理室スタッフの事務所
が旧中央実験工場の建屋に集約される運びとなった。また、旧中央実験工場のホームページを
開発部門と教育部門のホームページとしてリニューアルし、センターのホームページとリンク
させる改編を行い、両部門の業務フローを再整理してホームページに掲載した。
（９）開発部門（機能創成室）に、細穴放電加工機を新たに設備導入した。
（10）平成２６年度（昨年度）の事業実施報告書を作成し、関係先に配布した。
（11）センターの主旨説明、協力依頼のため自治体・関係機関／企業等を積極的に訪問し、また、
イベント等にも参加して関係者との意見交換・交流を積極的に行った。
以上が平成２７年度の事業実施概要である。
この事業実施をもとに、さらに平成２８年度に向けてセンターとしての活動を高めていく予定である。
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２．【センターの組織と目的・役割】
２．１【センターの人員の再編とセンター看板上掲式】
昨年度のセンター設置準備においては、理工学研究科の強み・特色を有する次の５分野、
①地域創生・安全工学
④先進物質材料開発

②環境・エネルギー ③医療・福祉工学
⑤天文宇宙

において、学内外との共同研究等で実績のある５名の教員ならびに理工学研究科長、本事業で新たに
採用した特任教員１名の計７名がこれにあたっていたが、今年度４月１日付を以て正式なセンター
として発足するに際して、一部、人員の再編がなされた。
昨年度末、天文宇宙分野の分野長であった西尾教授が本学より他大学へ転出となったため、後任が
定まるまで一時期、空席となっていた同分野長として新たに、物理・宇宙専攻の半田利弘教授が就任
することとなった。また、開発部門、教育部門からそれぞれ副部門長の技術職員２名に管理室スタッ
フを兼任するように配置し、技術部の業務の調整関係から、技術部を総括している愛甲総括技術長に
もオブザーバーとして加わってもらうようにした。
また、開発部門、教育部門が正式に従来の旧中央実験工場に取って替わることとなり、同建屋にて
地域コトづくりセンターの看板上掲式（写真撮影）が９月４日（金）に執り行われた。
その様子はセンターのホームページに写真掲載してあるので、ここでは再掲しないが、最新版パンフ
レットに掲載してある、新たなセンターの組織・人員構成を図 2.1 に記す。

図 2-1．平成２７年度

地域コトづくりセンターの組織・人員構成（資料 No.H27-１）
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２．２【センターの理念・目的と機能・役割】
昨年度（平成２６年度）にセンター設置準備室において繰り返し議論された、センター設置の理念・
目的、機能・役割について、その議論の経緯と内容は、昨年度（平成２６年度）の事業実施報告書に
詳細に記載してあるので、ここでは割愛するが、今年度４月１日より正式にセンターがスタートして
から初年度の報告であることから、改めてセンター設置の理念・目的、ならびに機能・役割について
以下に記述しておく。
すなわち、国や地域、大学を取り巻く厳しい環境、特に地域の大学に求められる「モノ・コト」を
十分に理解し（図 2.2、図 2.3 参照）
、今後の鹿児島大学理工学研究科が地域に対してあるべき姿につ
いて議論を深めていった結果、
①理工学研究科がイノベーティブなプロセス（破壊と創造の循環、知的生産要素を新たな
組み合わせで結合させる：
「知の新結合」
）を、自然に、かつ恒常的に自律形成できる
システムを有し、その上で、
「地域」の研究機関としての姿をより明確に示すことがまず
必要であるということ。
②そのためには、将来を洞察・予見し、その一方で、地域の社会的課題、地域企業ニーズ、
地域から国内外へ波及できる課題等を的確に捉え、新たなプロジェクトの形成に向けて
常日頃から動き出せるように、またそれらを担える人材を少しでも多く輩出できるように
取り組む必要があること。
と考えるに至ったわけである。
（図 2.4、図 2.5 参照。
）

図 2.2 なぜコトづくりセンターか？

図 2.3 イノベーション創出の機会損出

-5-

図 2-4．地域コトづくりセンターで企図するイノベーション創出を高めるための取り組み方・座標軸を提示

図 2.5 地域コトづくりセンターの役割についての機能展開図
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「地域コトづくりセンター」では、その果たすべき役割を＜理念＞および＜目的＞として表し、
自ら学内外に発信することで、当センターとしての地域への関与を明確に示すこととした。以下に、
その理念と目的を記しておく。
（当センターホームページ：http:// kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/ にも掲載。
）
ここに掲げていることを「あるべき姿」として置き、現状と比較をすると、そのギャップがまさに
課題（問題）として表出化してくるわけだが、そのギャップを埋めるべく、センター自体も改善しつ
つ実践していくということになる。

＜理念＞
○「地域コトづくりセンター」は本学理工学研究科の強みを活かして、地域（特に南九州地域）に
新たな価値創造が築けるよう、地域とともに将来のビジョンを描き、具体的な課題を想定し実践し
ていくセンターを目指します。
○

常に地域にとって何が必要で、地域にある大学のセンターとしてどうあるべきか、何を以て貢献
できるかを考え、多用な「知」と議論し、「現場」「現物」「現実」を知り、互いの「知」の新たな
結合や変化を促し、またそれが、自然の姿としてあり、恒常的かつ自立的な活動の中から、明日と
明後日の世界に必要とされる“コトづくり”のため、その母胎となるセンターを目指します。

○

すなわち、「現実」を踏まえて、持てる研究や科学技術の「知」を通して見える世界観の提示と
その達成、地域イノベーションの創出に寄与するために、実践するプロジェクトを創成していく
センターを目指します。

○ これらの取組やプロジェクトを通じて、地域社会や地域産業界に地域イノベーションの創出と
地域に必要とされるイノベーティブな人材の育成・輩出を目指します。

＜目的＞
○

理工学研究科の強み・特色あるとされる次の５つの分野
①地域創生・安全工学
②環境・エネルギー ③医療・福祉工学
④先進物質材料開発
⑤天文宇宙
の強化とその効果的な学内外へのプレゼンスを発揮せしめることおよび、その強化を通じて、博士
後期課程のイノベーション人材育成にも資すること。

○ 地域（特に南九州地域）との関わりの中で、地域活性化や地域産業界の競争力向上に資するため、
地域ニーズに基づく課題解決や新たな提案型の課題形成（戦略的な領域形成、拠点形成）によって
もたらされる新たな経済的価値や社会的価値、すなわちイノベーションを創出する一翼を担うこと。
○ それら価値創出が継続して産み出されるための「しくみ」として、本学理工学研究科の５つの
分野の教員グループと、それに対峙して研究開発成果の出口となる「事業化」までを担っていただ
く、地域企業や関係機関等によって構成される「事業化グループ」（※）を形成すること。
この両グループによる開かれた産学官の関係を以て自立的でオープンな地域イノベーション創出の
母胎と成すこと。
※「事業化グループ」とは
「教員グループ」に対峙して研究開発成果の出口となる「事業化（ビジネス）」までを担っていただく地域
企業・関係団体・諸機関等によるグループ。この両グループによる開かれた産学官の関係から、オープンな
場での活発な議論を通じて、今日抱える課題のほか、将来の事業化に向けての新規なアイデアの誘発やその
実現のための

体制つくりと研究開発を実践していく。グループ化することによるメリットである、複数

の研究者、企業等が結集して取り組むべき課題の提案と実施も期待できる。例えば経済的波及性のみならず
社会的波及性のある課題の提案と実施に向けて一緒に取り組めるなど。
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なお、正式にセンターが発足したとは言え、未だ成熟しておらず、体制や意識共有の面では不備も
あるが、掲げた理念・目的に向けて、その機能と役割の一部でも達成すべく、悩みつつも実践に努め
ている。

３．【研究部門の取組実績】
３．１【平成２６年度のセンター課題について】
３．１．１ 非公開での報告会による事後評価の対象課題
昨年度（平成２６年度）に採択・実施した、各センター課題について、今年度は最終報告書の作成
提出を求めるとともに、非公開での報告会（プレゼン形式）による事後評価を実施した。
以下に、まず、昨年度のセンター課題の一覧を提示し、続いて報告会の進め方、事後評価の基準・評
価方法について記述する。なお、各課題の最終報告の開示向け概要は、昨年度の事業実施報告書に開
示可能な内容で既に掲載してあるので、ここでは割愛する。また、以後、
「大規模な共同研究開発に関
する事前研究」は、
「大規模」課題、
「小規模な共同研究開発に関する予備研究」は、
「小規模」課題と
略して称することがある。
表 3.1 平成２６年度実施課題

「大規模な共同研究開発に関する事前研究」の報告会の課題（資料 No.H27-2-1）

平成２６年度実施課題 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」 報告会の課題リストと日時
課題ＩＤ

課題申請者名
（代表研究者）

課題名

所属・役職

報告会日時
発表～質疑応答～評価まで

Ｂ０５

生体反応と認知機能との関連性に着目した早期認知診断法および装置
塗木 淳夫
の研究・開発

情報生体システム工学専 平成２７年７月８日
９：２０（準備）
攻
９：３０～１０：００（発表・質疑）
准教授
１０：００～１０：１５（評価）

Ｂ０８

木質バイオマスボイラー燃焼灰の有効活用とその事業化のための諸問
山口 明伸
題の検討

海洋土木工学専攻
教授

平成２７年７月８日
１０：２０（準備）
１０：３０～１１：００（発表・質疑）
１１：００～１１：１５（評価）
【上記２課題を通しての総評】
１１：１５～１１：２５

表 3.2 平成２６年度実施課題

「小規模な共同研究開発に関する予備研究」
（ＲＡとともに行う課題）の報告会の課題

（資料 No.H27-2-2）
平成２６年度実施課題
課題ＩＤ

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜ＲＡとともに行う課題＞ 報告会の課題リストと日時

課題名

課題申請者名
（研究責任者）
所属・役職

Ａ０１

生命化学専攻
家畜ワクチンの開発を志向したT7ファージを用いた
教授
免疫誘導能の評価
伊東 祐二

Ａ０２

グラム陽性菌ブレビバシルス・ブレビスにおける
VHH抗体の生産性の検討

生命化学専攻
教授
伊東 祐二

Ａ０３

内視鏡を用いた3次元計測による医療支援システ
ムの研究開発

Ａ０５

生体鉱物由来カルシウム廃棄物を用いた水素発
生触媒の開発

Ａ０７

機械工学専攻
先進耐熱鋼の水素拡散係数に及ぼすクリープ損傷
教授
の影響
駒崎 慎一

センターＲＡ名

ＲＡの所属（採用時）

報告会日時
発表～質疑応答～評価まで

システム情報科学
KHAN MD KAMRUL HASAN 専攻
Ｄ１

平成２７年７月８日
１３：１０～１３：２５（準備・発表・質疑）
１３：２５～１３：３０（評価）

システム情報科学
専攻
Ｄ１

平成２７年７月８日
１３：３５～１３：５０（準備・発表・質疑）
１３：５０～１３：５５（評価）

情報生体システム工
学専攻
小池 賢太郎
教授
川崎 洋

物質生産科学専攻
Ｄ２

平成２７年７月８日
１４：００～１４：１５（準備・発表・質疑）
１４：１５～１４：２０（評価）

化学生命・化学工学
専攻
松下 侑輝
准教授
中里 勉

システム情報科学
専攻
Ｄ１

平成２７年７月８日
１４：２５～１４：４０（準備・発表・質疑）
１４：４０～１４：４５（評価）

物質生産科学専攻
Ｄ２

平成２７年７月８日
１４：５０～１５：０５（準備・発表・質疑）
１５：０５～１５：１０（評価）

RAFIQUE MD ABDUR

山下 勇人

【上記５課題を通しての総評】
１５：１０～１５：２０
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表 3.3 平成２６年度実施課題

「小規模な共同研究開発に関する予備研究」
（技術職員の課題）の報告会の課題

（資料 No.H27-2-3）
平成２６年度実施課題
Ｎｏ．

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜技術職員の課題＞ 報告会の課題リストと日時

課題名

技術職員名

指導教員名

指導教員の所属・役職

報告会日時
発表～質疑応答～評価まで

1

ブルーライトによる眼精疲労の検証を目的
松元 明子
として多原色光源表示装置の改良

辻村誠一

情報生体システム工学
専攻
准教授

平成２７年７月８日
１５：３５～１５：５０（準備・発表・質疑）
１５：５０～１５：５５（評価）

2

鹿児島市内に降下する桜島火山灰の粒径
谷口 遥菜
分布と共存雨水中のフッ化物イオン分析

大木 章

化学生命・化学工学専攻
教授

平成２７年７月８日
１６：００～１６：１５（準備・発表・質疑）
１６：１５～１６：２０（評価）

3

パーム油バイオディーゼルの低温流動性
改善

伏見 和代

木下英二

機械工学専攻
教授

平成２７年７月８日
１６：２５～１６：４０（準備・発表・質疑）
１６：４０～１６：４５（評価）

4

砂浜海岸における浸透流による濾過機能
の検証実験

種田 哲也

柿沼太郎

海洋土木工学専攻
准教授

平成２７年７月８日
１６：５０～１７：０５（準備・発表・質疑）
１７：０５～１７：１０（評価）

5

津波実験における損傷パターンの違いが
津波伝播傾向に及ぼす影響

井崎 丈

澤田樹一郎

建築学専攻
准教授

平成２７年７月８日
１７：１５～１７：３０（準備・発表・質疑）
１７：３０～１７：３５（評価）
【上記５課題を通しての総評】
１７：３５～１７：４５

以上の１２課題が報告会による事後評価の対象課題である。各表の末尾欄に記載の日時スケジュールは
報告会での各プレゼンの割り当てである。報告会当日はそのスケジュールに則して、順次、各課題のプレ
ゼン報告が実施され、質疑応答を経て、事後評価がなされた。

３．１．２ 報告会の進め方と事後評価の基準および評価方法
ここで、報告会の進め方と事後評価の基準および評価方法について順次、記述する。報告会は非公
開とし、評価員は、センター研究部門の５分野のうち、転出にて空席となっていた天文宇宙分野の
分野長を除く、残り４分野の分野長と、センター長および研究科長の計６名で評価にあたった。
（前出、
センター組織と人員を示した図 2.1 を参照のこと。
）

Photo.3.1 報告会でのプレゼンの様子

Photo.3.2 評価シートへ評価の記入と総評中の様子
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（１）
【報告会の進め方】
以下、報告会の進め方を課題タイプ別に記したものである。同内容は、当事者にセンター長名で事前
に文書にて通知を行っている。
＜「大規模な共同研究開発に関する事前研究」の課題＞・・・・２課題
日時：平成２７年７月８日（水）

９：３０（１課題目開始）～

場所：○プレゼン会場：工学部共通棟

３０５講義室

○発表者等控室：工学部共通棟

３０４ゼミ室

＜進め方＞
○非公開で行います。
○発表前に控室で待機。時間が参りましたら、会場へご案内。
○発表者は、代表研究者。必要に応じて共同研究参画者。
○プレゼン（２０分間）
、質疑応答（１０分間）
。
質疑応答終了後、発表者（代表研究者および関係者）は退場。
〇発表者退場後、評価（１５分間：評価員による評価シート記入）
○全体を通しての総評（１０分間）
＜出席者＞
○代表研究者（発表者）の他、共同研究参画者（可能であれば
参画企業等からも）が出席のこと。

＜「小規模な共同研究開発に関する予備研究」＞
（センターＲＡとともに行う予備研究）
日時：平成２７年７月８日（水）

・・・・５課題

１３：１０（１課題目開始）～

場所：○プレゼン会場：工学部共通棟

３０５講義室

○発表者等控室：工学部共通棟

３０４ゼミ室

＜進め方＞
○非公開で行います。
○発表前に控室で待機。時間が参りましたら、会場へご案内。
○発表者は、ＲＡ。
○プレゼン（８分間）
、質疑応答（４分間）
。
研究責任者にも伺うことあり。
質疑応答終了後、発表者（ＲＡ，研究責任者の教員）は退場。
〇発表者退場後、評価（５分間：評価員による評価シート記入）
○全体を通しての総評（１０分間）
＜出席者＞
○ＲＡ（発表者）と研究責任者（課題申請者）が出席のこと。
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＜「小規模な共同研究開発に関する予備研究」＞
（技術職員による課題）

・・・・５課題

日時：平成２７年７月８日（水）

１５：３５（１課題目開始）～

場所：○プレゼン会場：工学部共通棟

３０５講義室

○発表者等控室：工学部共通棟

３０４ゼミ室

＜進め方＞
○非公開で行います。
○発表前に控室で待機。時間が参りましたら、会場へご案内。
○発表者は、技術職員。
○プレゼン（８分間）
、質疑応答（４分間）
。
指導教員にも伺うことあり。
質疑応答終了後、発表者（技術職員、指導教員）は退場。
〇発表者退場後、評価（５分間：評価員による評価シート記入）
○全体を通しての総評（１０分間）
＜出席者＞
○技術職員（発表者）と課題の指導教員が出席のこと。

（２）
【事後評価の基準と評価方法】
報告会における終了課題の事後評価は、課題タイプ別に用意した「報告会 評価シート」
（本報告
末尾に掲載の資料 No.H27-3-1～No.H27-3-３を参照）を用いて実施しているが、対象課題の研究に
関わっている評価員は、当該課題の評価には加わっていないことを申し添えて置く。
評価の際は、次の点を考慮して実施した。すなわち、まず本課題の公募要領（資料 No.H27-10-1
を参照）に記載してある以下の公募の主旨・狙い
○地域企業等との共同研究開発への展開
○知財化
○外部競争的資金の獲得（科研費以外に）
○研究シーズ集への掲載

に向けた課題実施がなされていたかどうかを前提として勘案し、さらに課題タイプ別に次のように
評点を付した。
①課題申請書と課題終了報告書（いずれも営業秘密のため、本報告では非開示）ならびに、
課題終了報告書様式の末尾にある今後の展開のアンケート（資料 No.H27-5 を参照）に
おける回答事項を参照して、
②報告会でのプレゼンおよび質疑応答の内容と、課題実施の主旨・目的、終了後の展開から
課題タイプ別に設定した次に示す具体的な評点項目に対して、各評価員がその項目ごとに
１～5 点で評点を付した。以下に、その課題タイプ別に設定した具体的な評点項目と評点
の判断基準を示しておく。
なお、評点の判断基準は、前出「報告会 評価シート」
（本報告末尾に掲載の資料 No.H273-1～No.H27-3-3）にも記載あるので、そちらを参照のこと。
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◎＜「大規模」課題の場合、以下の４項目について（１～５点）＞
（ａ）目標達成度
５・・・全て達成している

４・・・概ね達成している

２・・・改善の努力が必要

１・・・大幅な改善が必要

３・・・半分は達成している

（ｂ）今後の展開について（見通しが得られているか、次の計画等が準備なされているか）
５・・・見通しが得られ、すでに次の準備をしている
４・・・ほぼ見通しが得られている
３・・・見通しの提示が不十分であるため、改善に向けて助言が必要
２・・・今後の展開についてかなり指導が必要な状況
１・・・今後の展開についての提示も検討も全くない（今後フォローは不要）

（ｃ）大型の外部競争的資金獲得の可能性（１～５点）
５・・・かなり期待できる

４・・・期待できる

３・・・ある程度期待できる

２・・・スキームの一部見直しが必要

１・・・大幅な見直しが必要

（ｄ）地域企業等との大型の共同研究開発課題としての発展の可能性（１～５点）
５・・・かなり期待できる

４・・・期待できる

３・・・ある程度期待できる

２・・・スキームの一部見直しが必要

１・・・大幅な見直しが必要

◎＜「小規模」課題（ＲＡとともに行う課題）の場合、以下の４項目について（１～５点）＞
（ａ）目標達成度
（ｂ）今後の展開について（見通しが得られているか、次の計画等が準備なされているか）
※（ａ）と（ｂ）の評点基準は前出に同じなので割愛

（ｃ）RA の課題に対する理解度（課題に適切に従事できたか）
５・・・よく理解して従事している

４・・・概ね理解して従事している

３・・・ある程度理解している

２・・・理解が不足している

１・・・課題への従事には無理があった

（ｄ）RA による課題の今後に対する提言があるか（新たな課題設定や、問題解決への提言など）
５・・・研究に活かす本質的な提言をしている

４・・一定の具体的提言がある

３・・・問題点は認識しているが提言に具体性を欠く

２・・・感想的な見解のみ

１・・・何らの提言も見解もない

◎＜「小規模」課題（技術職員の課題）の場合、以下の４項目について（１～５点）＞
（ａ）目標達成度
（ｂ）今後の展開について（見通しが得られているか、次の計画等が準備なされているか）
（ｃ）技術職員の課題に対する理解度（課題に適切に従事できたか）
（ｄ）職員による課題の今後に対する提言があるか（新たな課題設定や、問題解決への提言など）
※評点基準は前出に同じなので割愛
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③さらに、評価員ごとに上記課題タイプ別の評点項目（ａ）～（ｄ）の合計から平均点を
算出して、平均点の最も優れているものから（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ）の順で４段階に付する
ようにした。また、総評の際に評価員のコメントがある場合にはそれも併せて記述して
もらっている。
※ ランク分け基準 S：４．5 点以上、
A：４点以上～４．5 点未満、
B：３点以上～４点未満、 C：３点未満
④評価結果の通知は、各評価員の上記（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ）の４段階評価を全て並べて研究
責任者および技術職員（指導教員には職員から伝えるように）にセンター長名の文書に
て通知してある。また、評価員のコメントがある場合には、それも併せて伝えてある。
※

各評価員の評価結果には当然ながら差がある。それらをひとつに統合して結果を
提示するのではなく、また、実際それは難しいため、各評価員の４段階評価を全て
提示することにより、良い評価から厳しい評価まで、バラツキのある結果として
それぞれ受け止めていただくことにした。
（本報告末尾に掲載の資料 No.H27-4-1～No.H27-4-３に通知文面のひな形がある。）

以上、今回の報告会における実施課題の事後評価の基準と評価方法である。なお、評価結果につい
ても、当事者以外には非開示としているため、本報告でも評価結果の記載は割愛するが、どのような
評価となっているかを推し量る一助として、次に示す評価員による総合的なコメントから推察を願い
たい。
（３）
【事後評価における主な評価コメントと総評】
前述したように、評価結果は当事者以外には非開示としているため、「大規模」課題については、
営業秘密上、研究内容の詳細についての部分は質疑応答コメントから除いて、その代りに各評価員が
各課題に対して総合的にコメントしたものを以下に列挙しておく。また、「小規模」課題については、
すべてを通しての総評的コメントを挙げておく。
＜「大規模」課題（２課題）に対する各評価員からの総合的なコメント（順不同）＞
○今後の見通しを十分に判断できなかった。従って「期待できる」との判断にはならなかった。
ただし、本研究について、ぜひ、外部資金獲得ならびに共同研究を実現させていただきたい。
○今後、社会要請の高まる技術と考えられる。課題は多いと思うが、さらなる発展とブレークスルー
に期待。
○着眼点も研究推進力もすばらしいと思う。実現できることを期待する。
○６か月という短い期間しかなかったことは理解できるが、方向性がやや拡散している感がある。
○本研究課題に企業がどう関わっていくかが見えにくい。学と産の役割分担を明確にした方が大型
プロジェクト採択に必要であると思う。本研究課題のどの部分を特許として出願するかは早急に
知財部門ならびにセンター管理室の特任教員に相談した方がよいと考える。
（⇒対応済み。）
○協力関係の構築はある程度できているが、学内学外の関係者を広げ、強化して欲しい。
○利用の見通しは得られたが、コストパフォーマンスを含めて、より明確なスキームを示す必要がある。
○地域課題として重要な研究であることがわかった。今後の発展に期待する。
○今後の方針立案には、コスト面を含めた議論が必要と思われる。
○技術シーズはすばらしいと思われる。共同研究先企業との研究展開に従って、技術シーズのアプリ
ケーションは今後の課題であるかと思う。
○一つのものを開発するためには、関連する分野の専門家を積極的にプロジェクトに引き込む必要が
あると思う。
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＜「小規模」課題のすべてを通しての総評的コメント（順不同）＞
○今回をきっかけにして、共同研究に関して研究が始まってものになることを期待。
○（「小規模」課題は、
）外部競争的資金、知財、共同研究等々、ＲＡ（学生）では、どこまでやるか、
あるいはやれるか、難しい。
○次回からは、ＲＡがどうだったか？

ＲＡのチャレンジ（自身の学位論文研究分野とは異なる課題

を選択させているので）を評価するようにしてはどうか？

感想も（報告に）書かせるなど。

○（「小規模」課題で、
）ＲＡが異なる研究分野に積極的に取組み、ほぼ目標を達成し、今回のモデル
ケースとなってくれた課題もある。
○ある程度の成果が得られているが、個別のテーマとして完結に至っていない課題、今後の展開、
実用化の課題について検討が必要な課題もあった。
○大きなテーマの一部であるために、完結性はなかったが（今回の課題の）目標は達成できていた。
○ＲＡが、
（課題の）内容の理解が十分とは言えない課題もあった。
○（技術職員の課題を「小規模」課題に充てることは、急なことだったので）職員への指導教員の
指導は大変だったと思うが、
（短い実施期間で）よくやった。課題実施レベルも想定より高かった。
○（課題の実施期間が）限られて時間の制約があったためか、データ取得があともう一歩という感じ
の課題もあった。
○当初の目標は達成できているが、まだ共同研究につながる段階には至っていない課題もあった。
○方法だけでなく、機器開発にまで発展すれば、
（地域企業との）共同研究の可能性も出てくる課題
もあった。
○目標はほぼ達成できているので、用途によっては実用化も充分検討できる課題もあった。

等々が評価員より述べられた。これらのコメントは、当該課題の研究責任者、技術職員に評価結果と
併せて伝えてあるので、今後、参考にして事後の展開を期待するところであるが、その後押し（メン
ター的支援）
・外部競争的資金の情報分析とその情報提供・適切な助言とその後の状況確認の意味を
持つ、報告会（事後評価）後のフォロー面談を実施している。次にその取組と面談状況について記述
する。

３．１．３ 報告会（事後評価）後のフォロー面談の実施とその後の展開
課題終了報告書末の今後の展開のアンケート（資料 No.H27-5 課題終了報告書様式末尾のアンケー
ト様式：全課題タイプ共通）に当センター等と相談したいと回答いただいた中で、先の報告会にて、
知財化や外部競争的資金のことを検討したい、または検討中と回答した研究責任者・
（技術職員の課題
は、職員と指導教員）にのみ、面談の通知をセンター長名で発し、面談対象とした。
（資料 No.H27-７-1～No.H27-７-3 に面談対象とした課題一覧。）
これとは反対に、報告会の場でセンター長からの直接質問による知財化の可能性、外部競争的資金
への申請検討を断念するとその場で回答のあった課題については、上記アンケートに当センターと
今後を相談したい旨のチェックがあっても今回は一旦、対象外とさせていただいている。
（但し、その場合でも、別の機会に相談対応する予定である。）
加えて、課題終了報告書の今後の展開アンケートにて、次への展開を相談する段階にない（そのよ
うな状況にない）と回答のあった研究責任者と技術職員の課題は、そもそも今回の事後評価後のフォ
ロー面談の対象とはしていない。
（資料 No.H27-8-1～No.H27-8-2 に面談対象としなかった課題一覧。
）
ゆえに採択・実施した課題件数と、フォロー面談の件数は同じではなく、
「小規模」課題では、ＲＡ
とともに行う課題は、全５課題中、面談対象は３課題（但し、１課題は再三の面談通知に対しても
一切回答がなく、面談が実施できていないため、実数は２課題）、技術職員の課題は、全５課題中、
面談対象は４課題、となっている。また、
「大規模」課題は全２課題とも面談を実施している。
このフォロー面談は、
「本質的な」狙いと「結果としての」目的を兼ねているものである。すなわち、
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課題終了報告書や報告会でのプレゼンと質疑応答というオフィシャル、かつ時間に限りがある機会を
通してでは、本当の相互理解にまで行き届かない（本音が出てこない）ことは、これまでの課題形成
と育成におけるコーディネート活動の多くの知見が物語っている。よく言われる Person to person,
face to face というのは属人的であり、一見、非効率的ではあるけれども、一旦、相手の中に入り込め
れば、次は共通認識を持って（知識や価値の共有）コミュニケーションが図れ、その後においては、
スムーズな意思疎通と意識共有が得られやすくなる有効なメソッドであるからである。
従って換言すれば、「本質的な」狙いとは、センター課題の実施者（研究者／教員、技術職員）に
対して、本課題の公募主旨と当センターの取組みをどう捉えて理解されているか否か、別の見解を
持っているか否か、を見極めることである。一方で、その「結果としての」目的とは、前出の報告会
での評価内容となっている事項、地域企業との共同研究への展開を促すこと、外部競争的資金の獲得、
知財化のこと（知財部門へ相談を促すこと含めて）等々を、課題に関わった研究者（教員）や技術職
員（指導教員）に具体的にアクションに起こしてもらう点にある。
併せて面談の際は、外部競争的資金の情報および動向分析を提供し、昨今の産学連携の競争的資金
の厳しい状況（グラントタイプの公募が限られ、マッチングファンド形式か、または、戦略的なテー
マ設定がなされて、その範疇からの課題公募となっているなど）もセンター管理室の特任教員より伝
えてある。地域の中小企業と共同研究開発では、選択肢が少なくなって厳しい状況にある。
（資料 No.H27-6：センター課題実施者向け／フォロー面談時の外部競争的資金の提供情報一覧）
以下、そのフォロー面談対象とした課題と面談の概要、その後の展開状況などを記した一覧ならび
にフォロー面談対象としなかった課題の一覧をそれぞれ各課題タイプ別に掲げておく（表 3.4～表 3.
８）
（資料 No.H27-７-1～No.H27-７-3、No.H27-8-1～No.H27-8-2）
。
フォロー面談対象とした課題については、その一覧表中にフォロー面談概要とその後の状況／研究
責任者コメントの欄を設け、本センター課題の公募に対する理解やスタンス、課題の背景、関連事情、
その後の展開状況を記述してある。それぞれに状況や理解が異なることがわかるであろう。なお、
一覧表中にある面談日時以外でも電話・メール等により、逐次情報提供や状況を伺い、その後の展開
を働きかけてきたことも付け加えておく。
表 3.4 平成２６年度実施課題

「大規模な共同研究開発に関する事前研究」

（報告会後フォロー面談対応とその後の状況）
（資料 No.H27-7-1）
平成２６年度 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」課題のフォロー面談対応とその後の状況（報告会終了後のフォロー面談対応ほか）
課題ＩＤ

Ｂ０５

課題名

課題申請者名
（代表研究者）
所属・役職

生体反応と認知機能との関連性に着 情報生体システム工学
目した早期認知診断法および装置の 准教授
研究・開発
塗木 淳夫

面談日程

平成２７年１０月５日
１４：００～１５：００

フォロー面談概要とその後の状況

○【大型の外部競争的資金への申請】
・センター管理室より競争的資金の情報および動向を提供。
・平成２８年度ＡＭＥＤ（国立研究開発法人 日本医療研究開発機構）
の公募事業「脳科学研究戦略推進プログラム」に申請済み。
（１月２２日）。社会連携課研究支援係が機関事務。
医学部の衛藤誠二先生を研究分担者として、（臨床と基礎研究の
連携強化による精神・神経疾患の克服）のカテゴリで申請。
平成２８～３２年の５年間で３億１千万円での課題申請。
○【知財化について】
・産学官連携推進センター知財部門長の高橋教授に相談対応を依頼。
・センター管理室からは、イノベーション・ジャパン２０１５（大学見本市）
での関連する他大学等の研究展示情報を提供。
○【地域企業等との共同研究について】
・センター管理室の特任教員とともに共同研究の企業の探索・開拓を
今後検討。

Ｂ０８

木質バイオマスボイラー燃焼灰の有 海洋土木工学
効活用とその事業化のための諸問 教授
題の検討
山口 明伸

平成２７年９月３０日
１１：００～１２：００

○【大型の外部競争的資金への申請】
・平成２８年度 文科省 科研費基盤Ｂ 平成２８～３２年の５年間で
１，７１０万円の計画で申請済み(審査中）。
・平成２８年度 環境省 環境研究総合推進費（研究事業 一般研究
テーマ重点課題：３Ｒを推進する技術と社会システムの構築）に
平成２８～３０年の３年間で１，９７０万円の計画で申請済み。
→※環境省の結果は不採択
○【知財化について】
・当初は県（工業技術センター）との共同出願の予定であったが、
本学単独で出願へ変更。
○【地域企業等との共同研究について】
・すでに本課題の申請段階で、研究スキーム・体制が、地域企業等との
共同研究開発の枠組みとなっている。
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表 3.5 平成２６年度実施課題

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」＜ＲＡとともに行う課題＞

（報告会後フォロー面談実施対象とした課題と面談概要／研究責任者コメント）
（資料 No.H27-7-2）
平成２６年度

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」＜ＲＡとともに行う課題＞報告会後フォロー面談実施対象課題と面談概要
課題申請者名
（研究責任者）
所属・役職

課題名

課題ＩＤ

面談日程

フォロー面談概要／研究責任者コメント
○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
・現段階で新たな共同研究は当面ない。
○【知財化の可能性について】
・現段階で知財化は当面ない。
○【外部競争的資金への申請の可能性】
・新たな競争的資金申請はない。
↓以下、理由。
・創薬研究は資金も膨大、期間も要する。現在進めて
いる文科省・ＪＳＴ（→ＡＭＥＤ移管）の革新的バイオ
医薬品創出基盤技術開発事業 「ヒトIgG特異的修飾
技術による多様な機能性抗体医薬の創出」において
今回の課題成果を活かすので、現段階では知財、
新たな競争的資金、新たな共同研究は当面ない。
・創薬に関わる先端計測・分析機器での研究開発も
現段階ではやりたくても人手がなくてやれない状況。

Ａ０２

グラム陽性菌ブレビバシルス・ブレビスにおける
VHH抗体の生産性の検討

生命化学
教授
伊東 祐二

平成２７年９月１７日
１１：００ ～１１：５０

Ａ０３

内視鏡を用いた3次元計測による医療支援
システムの研究開発

情報生体
システム工学
教授
川崎 洋

３回に亘ってお伺い文
※応答なしで面談に至っていない。
を通知するが、応答なし。

Ａ０５

生体鉱物由来カルシウム廃棄物を用いた
水素発生触媒の開発

化学生命・
化学工学
准教授
中里 勉

平成２７年９月１６日
１５：４０ ～１６：５０

○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
・新たな成果が出れば検討。
○【知財化の可能性について】
・以前に今回の研究内容を示唆する発表や財団
助成の報告書で触れているため、出願は断念する。
（→知財部門への相談をセンター管理室より助言）。
そこで、申請中の財団の助成金による研究で、
新たな成果が出れば知財化を検討することにした。
○【外部競争的資金への申請の可能性】
・触媒活性の研究成果から財団の助成金（２００万円：
岩谷直治記念財団）を申請中。
（→センター管理室から環境省、ＪＳＴの競争的資金
の情報を提供。）

表 3.6 平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」＜ＲＡとともに行う課題＞
（報告会後フォロー面談実施対象としなかった課題）
（資料 No.H27-8-1）
平成２６年度 「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜ＲＡとともに行う課題＞ 報告会後フォロー面談の対象としなかった課題
課題ＩＤ

課題申請者名
（研究責任者）
所属・役職

課題名

フォロー面談対象外とした事由

Ａ０１

家畜ワクチンの開発を志向したT7ファージを用い
た免疫誘導能の評価

生命化学
教授
伊東 祐二

研究責任者より、報告会にて、センター長からの確認に対して、課題
申請時に想定した成果とならず、次の競争的資金、共同研究、知財と
もに断念とコメントあり。

Ａ０７

先進耐熱鋼の水素拡散係数に及ぼすクリープ損
傷の影響

機械工学
教授
駒崎 慎一

研究責任者より、課題終了報告書のアンケートおよび報告会における
センター長からの確認に対して、現段階では、未だ、次の競争的資
金、共同研究、知財の申請段階にないとコメントあり。

表 3.7 平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」＜技術職員の課題＞
（報告会後フォロー面談実施対象としなかった課題）
（資料 No.H27-8-2）
平成２６年度
Ｎｏ．

5

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜技術職員の課題＞報告会後フォロー面談の対象とならなかった課題
課題名

津波実験における損傷パターンの違いが津波伝
播傾向に及ぼす影響

技術職員名

指導教員の所属・役職
指導教員名

建築学
准教授
澤田樹一郎

井崎 丈
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フォロー面談対象外の事由
報告会におけるセンター長からの確認に対して、現段
階では、次の競争的資金、知財の申請は断念するとの
コメントあり。
（※但し、別の機会でセンター特任教員より、支援の相
談対応。＝＞指導教員の研究室の研究成果公開と産
学のワイガヤ懇談会を実施する企画を支援。）

表 3.8 平成２６年度実施課題

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」＜技術職員の課題＞

（報告会後フォロー面談実施対象とした課題と面談概要／指導教員コメント）
（資料 No.H27-7-3）
平成２６年度
Ｎｏ．

「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」報告会後フォロー面談実施対象とした課題と面談概要 ＜技術職員の課題＞
課題名

技術職員名

指導教員の所属・役職
指導教員名

面談日程

フォロー面談概要／指導教員のコメント
○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
・本課題は純粋に生理的な新たな知見を見出すための
課題であったことと、
・現在、指導教員が本課題に関連している、ＥＵの助成
で英国の研究者との共同研究の枠組みが動いている
とのこと。

1

ブルーライトによる眼精疲労の検証
を目的として多原色光源表示装置 松元 明子
の改良

○【知財化の可能性について】
・英国の研究者との共同研究の枠組みから包括的な

情報生体システム工学 平成２７年９月２５日 特許が出されると、それに抵触する恐れがあり、不可。
１０：３０～１１：３０
准教授
○【外部競争的資金への申請の可能性】
辻村誠一
・センター管理室より、競争的資金の情報（ＳＣＯＰＥ，
ＡＭＥＤ，ＪＳＴ、経産省医工連携事業）を提供。また、
その動向についても補足提供。
・指導教員からは、資金より、大学研究から生まれる
ニーズ（独自の装置開発等）を受けてくれる、やる気
のある企業（装置開発してくれる）、人手を望むとの
こと。
⇒本課題ではなく、平成２７年度に申請したセンター
課題ならば、地域との共同も可能とのこと。

○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
・本課題で得られた知見を基に、今年度はさらなる追加
実験を行っているとのこと。従って、企業との共同研究
開発では、その目途がつくまでは保留とのこと。
○【知財化の可能性について】
・本年度の追加検討で新規な知見が得られた時点
（科研費による研究 成果次第）で早期に特許出願
などを検討とのこと。

2

鹿児島市内に降下する桜島火山灰
の粒径分布と共存雨水中のフッ化 谷口 遥菜
物イオン分析

化学生命・化学工学
准教授
中島常憲

平成２７年１１月６日
○【外部競争的資金への申請の可能性】
１３：３０ ～１４：３０ ・センター管理室より、JSTのＭＰプログラムや
国土技術研究センター研究開発助成の情報を提供。
・次年度に向けて外部資金への申請を検討している。
平成28年度科研費において、技術職員は、奨励研究
に申請予定。
・指導教員である中島准教授とともに、科研費基盤研究C
に申請済み。
・また、次年度以降は、JSTのマッチングプランナープログ
ラムや国土技術研究センター研究開発助成のほか、
財団が運営する研究基金に中島准教授とともに申請を
検討。
○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
・本課題では、純粋に技術的に可能かどうかの検証が目的
であった。また、過去に地域コンソーシアムで共同研究
開発を実施済みである。

3

パーム油バイオディーゼルの低温
流動性改善

伏見 和代

平成２７年９月２５日 ○【知財化の可能性について】
１３：００ ～１４：００ ・知財化については、基本的な技術は公知であるため

機械工学
教授
木下英二

困難との判断。
○【外部競争的資金への申請の可能性】
・地域コンソーシアムの共同研究開発で顕在化した
問題点のハードルが高いこと。 ゆえに現状でそれを
解決できる目途が立たないと申請は難しい。

4

砂浜海岸における浸透流による濾
過機能の検証実験

種田 哲也

海洋土木工学
准教授
柿沼太郎
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○【地域企業等との共同研究開発の可能性】
○【知財化の可能性について】
○【外部競争的資金への申請の可能性】
・いずれも今回の課題公募の主旨を承知していなかった。
・競争的資金については、今年度は締切に間に合わない
平成２７年10月29日 ので見送り、次年度必ず適切なものに申請するとのこ
と。
１０：００ ～１２：３０
（環境省、国土技術研究センター、ＪＳＴの競争的資金の
情報提供）
※本課題とは別に、平成２７年度「小規模」課題で不採択の
課題では、「地域活性化」のシナリオを描ける。
地域と楽しくワイガヤの研究会を発足をしたい意向。
「コトづくり」をしたい由。
⇒理工の研究を絡めてならばありと管理室より説明。

３．２【平成２７年度のセンター課題について】
３．２．１ 課題公募の説明会の実施と補足対応
今年度のセンター課題公募にあたっては、公募の主旨・狙い、特に「小規模」課題におけるＲＡと
のマッチングで、当該ＲＡの候補学生が研究している学位論文研究分野とは異なる課題を選択させる
ことと、今年度からは、技術職員とのマッチングも新たに設けたこと、「大規模」課題、「小規模」課
題のそれぞれに、終了後の評価とその後の展開で課されていることがあること（報告書を書いてそれ
で終了というわけではないこと）を周知徹底するために、公募説明会を２日間で３回実施した。
説明会の開催案内とともに平成２７年度向けに改訂した各課題の公募要領（資料 No.H27-10-1、
No.H27-11-1）
、課題申請書様式（資料 No.H27-10-2、No.H27-11-2）
、
「課題公募に関する想定 Q&A
シート」
（資料 No.H27-9-3）を平成２６年度の３月２６日に事前に全理工教員に配信しておいた。
課題公募の主旨・狙い、研究費（３０万円）の予算額などは昨年度と同じであるが、昨年度を振り
返って、予算の振替に関することのほか、ＲＡの課題選択要件、教員グループの構成、課題分野の選
定、２年続けての継続課題での申請などの課題申請に関する要件、また、報告会による事後評価と課
題終了後にコミットしてもらう事後展開の要件、課題進捗管理の対応（進捗会議の開催やセンター管
理室の特任教員による進捗状況確認や助言についての明示）など、公募要領の改訂／周知徹底をした
ポイントがいくつかある。これらについて詳細は、
「課題公募に関する想定 Q&A シート」とともに各
課題タイプ別に「公募要領の主な改訂／周知徹底ポイント」として、本報告書末の＜各資料＞に添付
しておくのでそちらを参照いただきたい。
（資料 No.H27-9-1～No.H27-9-3）
。
また、説明会で用いたプレゼン資料（資料 No.H27-9-4）についても本報告書末の＜各資料＞に添付
しておくが、同資料中より抜粋した課題タイプ説明用のスライド（図 3.1）ならびに説明会の場におい
て好評で引き合いのあった、課題申請の補足説明用の「課題申請書作成のポイント」、「課題申請書作
成の考え方と作成アプローチ」の各資料（資料 No.H27-9-5～No.H27-9-6）はここでも提示しておく。
以下、公募説明会の日時と出席者の一覧、ならびに上記資料の提示である。
（１）
【公募説明会】
【第１回 平成２７年度 地域コトづくりセンター 課題公募説明会】
○日時：平成２７年４月２日（木）午後１時３０分～
○場所：工学部共通棟 ３０１号室
所属
氏名（受付記名順）
理学部 生命化学
教授
伊東 祐二
1
理学部 物理宇宙
准教授
三井 好古
2
【第２回 平成２７年度 地域コトづくりセンター 課題公募説明会】
○日時：平成２７年４月３日（金）午前１０時００分～
○場所：工学部共通棟 ３０１号室
所属
氏名（受付記名順）
工学部 化学生命・化学工学
教授
橋本 雅仁
1
工学部 化学生命・化学工学
准教授
中島 常憲
2
工学部 海洋土木工学
助教
山本 健太郎
3
工学部 海洋土木工学
准教授
酒匂 一成
4
工学部 化学生命・化学工学
助教
橋口 周平
5
理学部 地球環境科学
准教授
小林 励司
6
工学部 海洋土木工学
准教授
三隅 浩二
7
工学部 化学生命・化学工学
准教授
中里 勉
8
工学部 建築学
教授
木方 十根
9
理学部
物理・宇宙
准教授
伊藤 昌和
10
産学官連携推進センター
コーディネータ
永吉 弘己
11
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12
13
14

産学官連携推進センター
理学部 物理・宇宙
工学部 建築学

コーディネータ
教授
教授

平原 彰子
小山 佳一
塩屋 晋一

【第３回 平成２７年度 地域コトづくりセンター 課題公募説明会】
○日時：平成２７年４月３日（金）午後１時３０分～
○場所：工学部共通棟 ３０１号室
所属
氏名（受付記名順）
工学部 化学生命・化学工学
准教授
武井 孝行
1
工学部
電気電子工学
教授
福島 誠冶
2
理学部 生命化学
助教
鬼束 聡明
3
工学部 化学生命・化学工学
准教授
金子 芳郎
4
工学部 電気電子工学
助教
平山 斉
5
工学部 機械工学
准教授
洪 定杓
6
工学部 情報生体システム工学
准教授
塗木 淳夫
7
工学部 機械工学
准教授
中村 祐三
8

（２）
【公募説明会のプレゼン資料より抜粋、課題タイプ別の説明】

図 3.1 公募説明会のプレゼン資料中より抜粋した課題タイプ説明用（資料 No.H27-9-4）
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（３）
【公募説明会での出席者からの質問と意見】
ここで、公募説明会（説明会後を含む）での出席者からの主な質問と意見を以下に挙げておく。
○５分野の選択の仕方で、医薬品関係は、素材としては先進物質分野であり、出口（事業化）の点では
医療・福祉分野であるのだが、どちらで選択すべきか？（選考の査読で有利・不利があるか？）
○上記に関連して、医薬系の査読、選考評価ができる教員（理工の選考員に）がいるのか？
○２年連続での継続課題はダメだが、課題内容が異なればよいのか？どの程度異なれば良いか？
○「大規模」課題にも出して、
「小規模」課題にも個別に分散して申請できるか？
○複数課題の申請は可能か？

「大規模」課題と「小規模」課題の両方に申請できるか？

○研究費の振替はできるか？（理工の教員以外のメンバーがいる場合）
○出張の費用、アルバイト（学生）の費用、市場調査等の費用は支出可能か？
○地域コトづくりセンターとＣＯＣとの違い／産学官連携推進センターとの関係／窓口はどこか？
○ＲＡを雇用するのは、学位論文研究の内容と異なれば、課題申請者が博士論文研究で指導している
学生でもよいか？
○限られた短い期間で、専門性の異なる学生をＲＡとしてマッチングさせても指導は困難で、地域企業
との共同研究からの課題であった場合、企業に（進捗面やデータの信頼性で）迷惑が及ぶ恐れがある。
○地域企業との共同研究は、切実な企業が抱える課題の解決なので、無責任なことはできない。
○（異分野のＲＡが）高度な計測機器を使いこなせるようになるまでにはかなり時間がかかる。
課題の実施期間がその教育と習熟で費やされて、課題実施までに至らない。

等々の質問や意見が出された。
大部分は前出の
「課題公募に関する想定 Q&A シート」
（資料 No.H27-9-3）
に記載済みの事項なので、それを以て回答している。一方で、当センターの取組や他のセンターとの
違い、殊にＲＡの雇用と課題とのマッチングに関する部分は、本質的な指摘である。昨年度の事業
実施報告書にも記載しているので詳細は割愛するが、センター設置準備室の会議でも、繰り返し議論
されてきた事項でもあって、従ってセンターの方針として決められたことであるとして回答している。
（４）
【説明会で引き合いのあった補足説明資料と個別の補足対応】

図 3.2 公募説明会で使用・配布した課題申請書作成のポイントを示した資料（資料 No.H27-9-5）
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図 3.3 説明会後の課題申請書作成のブラッシュアップ個別対応で使用した資料（資料 No.H27-9-6）

前出の補足説明資料の内、前者の「課題申請書作成のポイント」
（図 3.2）については、出席者から
の配布の要望が高かったので、説明会後にメールにて一斉配布したほか、センター管理室の特任教員
に直接に課題申請の相談のあった教員に対しては、特任教員は課題採択には関与しない立場であるの
で、申請支援の一環として個別相談対応を行った際に後者の「課題申請書作成の考え方と作成アプロ
ーチ」
（図 3.3）を提示してブラッシュアップ対応に充ててある。これらは、他の外部競争的資金申請
でも参考になるとして対応した教員には評価を頂いているものである。
因みに補足ではあるが、課題公募の時点と、課題選考結果の通知後の時点で課題申請に関する２名
の相談があり、上記補足説明資料をツールとして、特任教員により対応（コーチング）を実施した。
その内、１名は、当初の課題申請書と比して格段に読みやすく（見やすく）なり、また課題背景ニー
ズとシーズ適用による目標達成までのシナリオ（計画）が明確となって、課題選考時には選考員より、
申請書の出来栄えについて高い評価を頂いている。結果、センター課題に採択されている。また、
もう１名は、センター課題には次点であったため、その後の相談依頼があったものである。これにつ
いても、課題公募というファンディングを当センターが実施した以上、ファンディング機関として
持つべき社会的投資への責任という観点から実施しなければならないフォローの一環として支援対応
を行っている。今回は、同課題内容でＪＳＴのマッチングプランナープログラムへの申請機会を利用
しての対応をした。これもその結果、採択に至っている。これが所謂、課題形成とそのための支援
（メンター＆コーチング）のコーディネート活動ということである。
この活動のベースとしてあるマネジメント体系は、技術経営ならびに知識経営の考え方による（知
識変換／価値変換プロセス）にある。その理論的・体系的根拠と、前節の事後評価後のフォロー面談
のところでも述べた、face to face の「人」と「人」の細やかな現場対応の真実の実態、これら両者を
兼ね備えて知らなければ、研究費のファンディングやコーディネート活動のマネジメントは語れない。
産学連携の構造的問題や現場への理解も遠くなる。アカデミアの大学で産学連携に係る者が、率先し
てこれらを『論』
（過去の取組事例／事情経緯／成否も含めて）として謙虚に聞くべきことである。

-21-

３．２．２ 小規模な共同研究開発の予備研究の課題の選考と採択結果
およびマッチングプロセス
今年度の課題申請実績は、１８件の課題申請があり、その内、当初予定通り１０件の課題を採択、
さらにその内、９件の課題でＲＡならびに技術職員とのマッチングが成立した。但し、ＲＡの一人が
やむを得ない事情でリタイアしたために、１課題が実施中止となり、最終的には、計８件の課題が
実施となっている。
これら８件の課題の内、３件が技術職員とのマッチング課題として、本報告書を作成している今現
在（３月）も課題実施中である（実施期間は３月末まで）。
以下、今年度の課題選考の説明と、マッチング・プロセスの説明を順次記述する。
（１）
【
「小規模」課題の課題選考】
「小規模」課題の課題選考について説明する。選考員と選考基準、選考のプロセスについては、
別途、説明表（資料 No.H27-12-1）と「小規模」課題の選考用に用意した課題選考評価シート様式
（資料 No.H27-12-２）も参照いただきたい。
１）選考会議日時：平成２７年４月２８日（水）１７：３０～１９：１５
※この日は、
「小規模」課題のみ選考。
２）選考員の構成：センター長、研究部門の５分野の分野長４名（天文宇宙は欠員）
、
研究科長の計６名
※選考員が選考対象の課題に関与している（参画している）場合
当該課題の選考からは外れる。
３）
「小規模」課題の課題申請書は課題申請者名がわからないよう匿名化を施し、
課題選考評価シートと一緒に「取扱い注意」で選考員の教員に事前配布。
（４月２４日に学内便で配布。選考員ごとに通し番号付与。
）
４）公募要領の趣旨と狙いに沿った提案かどうかを前提として踏まえて、公募要領
に記載してある以下の項目、
①新規性、または課題解決の必要性、
②独自性
③波及性／競争力／イノベーション創出の可能性
④４か月間程度で目途のつくマイルストーンの設定
の各選考基準を総合的に勘案して、総合点を、１点～３点で評価（１点刻み）
。
なお、上記評点にあたって、選考基準の４項目で、
・特に優れている項目については“○”を
・反対に不十分と思われる項目については“×”を、
・特に何も言及することがなければ、何もなし（○も×もなし）
を附すこととする。
５）選考会議日までに上記評点を選考評価シートに記入。
課題申請書と評価シート（結果）を選考会議当日に持ち寄っていただき、集計。
集計後は選考に関する資料は全て回収。
６）選考結果を案として、研究科運営会議に上程し、案が承認されたら、採択通知を発行。

以上が、「小規模」課題の課題選考プロセスと選考基準である。図 3.4 は、「小規模」課題の課題
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選考評価シート様式（資料 No.H27-12-2）である。評点の入った個別の評価シートは開示できない
ので、ここでは様式のみ提示する。実際には、選考員に渡す際は、課題名、課題ＩＤ，課題分野を
記入したものを渡している。なお、採択された１０件の課題名と課題申請者名は、公募要領では、
この後のマッチングが成立した課題に対してのみ開示するとしていたので、採択１０課題について
は、ここでは割愛するが、次節で後述するマッチング成立課題一覧（表 3.9 資料 No.H27-14-1）
を参照されたい。
平成２７年度 小規模な共同研究開発に関する予備研究
＜小規模：課題選考評価シート（様式ひな形）＞
※１）各選考基準項目①～④について、特に優れている項目には〇、不十分と思われる項目には×、特に言及がなければ○×をつける必要なし。
※２）総合点の欄に、選考基準の①～④を総合的に勘案して、１点～３点で評価
選考基準 ①新規性 ②独自性 ③波及性／競争力／イノベーション創出可能性 ④課題実施期間内の４ヶ月間程度で目途つくマイルストーンの設定
課題ＩＤ
H27A01

課題名

課題分野

基準① 基準② 基準③ 基準④
総合点
○×
○×
○×
○×

採択にあたっての付帯意見

※評価シートの様式ひな形

H27A02
・
・

・
・

H27A18

図 3.4 「小規模」課題の課題選考評価シートの様式（資料 No.H27-12-2）

（２）
【
「小規模」課題のマッチング・プロセス】
昨年度同様、「小規模」課題は、博士後期課程の学生をＲＡ（厳密にはＲＡ候補）として雇用し、
自身の博士論文研究分野とは異なる課題にチャレンジさせるため、採択課題とのマッチングを行わせ
るのであるが、今年度からは、ＲＡとのマッチングが不成立となった課題には、さらに技術職員との
マッチングに移行してもらうよう制度改訂した。これは、できるだけマッチング不成立による採択取
り消しとなる課題が生じないようにするためである。マッチングを実施するにあたっては、これも昨
年度同様、ＲＡが本学非常勤職員の身分となることから、営業秘密管理ガイドラインに則して、営業
上の守秘義務や発明等の知財に関する規定および取扱い、産学連携における利益相反について周知し
ておく必要があるため、本学の産学官連携推進センターの知財部門（知財部門長 高橋省吾教授）に
よる協力を得て、マッチング・プロセス説明会にて説明を実施（平成２７年６月２５日）している。
なお説明会では、ＲＡ候補の学生に留学生が５名含まれていたことから、英語版の資料による説明
対応を行っている。
その説明会の次第（資料 No.H27-13-1）
、マッチング・プロセス説明用のプレゼン資料の日本語版と
英語版および補足説明資料（資料 No.H27-13-2～No.H27-13-4）
、知座部門長による知財活動等に関す
る説明用プレゼン資料の日本語版と英語版（資料 No.H27-13-5、No.H27-13-6）を本報告書末の<各資
料＞に添付しておく。
以下は、今年度のマッチング・プロセスを説明するフロー図（図 3.5）と説明会の様子を写した
写真（Photo.3.3～3.5）である。
①マッチング説明会にＲＡ候補全員を集める。
（欠席者には後日、個別に）そこで、全課題の開示を
受ける時点で作成・署名する守秘義務誓約書（誓約書様式Ａ）を当センターを通して、本学学長宛
提出。
（６月２５日に実施）
。

本学の営業秘密管理ガイドラインに則して実施。

②センター課題として採択された課題一覧（課題名と概要と教員名）をＲＡ候補が見て、実施したい
課題の第１希望、第２希望の２課題を挙げる。
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③当センターで、課題ごとに面談希望のＲＡ候補者の情報を課題申請者の教員に通知。

④課題申請者の教員とＲＡ候補が個別に面談し、相互に納得した場合に課題実施となる。
第１希望、第２希望のそれぞれのＲＡ候補と個別に面談。面談のアポイントメントや連絡はＲＡ
候補自身が行う。課題申請者の教員には、その後の面談などの日程調整をお願いすることになる。
※１）ＲＡ候補がアポを取って交渉することも、教育の一環として位置付け。
※２）教員とＲＡ候補の双方の日程の都合で、第２希望面談が先になされ、その後の第１希望面談
の結果次第で、先の第２希望のマッチング成立がＲＡ候補本人からキャンセルされることも
あり。
※３）第１希望の面談が先になされ、マッチング成立となった場合、第２希望の面談そのものが
ＲＡ候補本人からキャンセルされることもあり。ＲＡ候補の学生の意志を尊重しての対応。

⑤ＲＡ候補の受入については、教員の判断による。本人の資質、やる気、本課題公募の主旨等を勘案
して総合的に判断。ＲＡ候補に対する受入可否の回答は、面談の場で行うか、あるいは、同課題を
希望する他のＲＡ候補の面談終了後まで待って行うかは、これも教員の判断による。
ただし、７月２９日のマッチング結果最終報告までには全部の回答が出揃うように、日程を勘案し
てＲＡ候補へ回答のこと。特に、第１希望者の面談にあたっては、受入不可の場合、そのＲＡ候補
が直ちに第２希望課題の面談に入れるように配慮をお願い。

⑥マッチング成立後に個別課題実施の誓約書を作成・署名、提出。
※(1)課題が企業等との学外と共同研究等で関わりがある場合、誓約書様式Ｂ①
(2)学外との関係はなく、独立した課題の場合、教員の判断で誓約書様式Ｂ②
をＲＡと教員間で作成・署名後、当センターを通して本学学長宛に提出。
本学の営業秘密管理ガイドラインに則して実施。
※(3)なお、マッチングできなかったＲＡ候補は、採用見送りとなる。
（※課題開始は、９月１日より、終了は、１２月３１日まで。終了報告書は次年度４月末まで。
）
ここまでＲＡ候補のマッチング・プロセス

ここから技術職員のマッチング・プロセス
⑦ＲＡとのマッチング不成立だった課題の課題申請者の教員に技術職員とのマッチングへ移行する旨
をセンター長名で通知。

⑧ＲＡ候補とのマッチング不成立課題一覧（課題名と概要と教員名）を技術職員に開示、
実施したい課題の第１希望、第２希望の２課題を挙げてもらう。
（※総括技術長にセンター長より主旨説明と希望のとりまとめを依頼：８月３１日までに回答。
）

⑨当センターで、課題ごとに面談希望の技術部職員の情報を課題申請者の教員に通知。

⑩課題申請者の教員と各技術部職員が面談し、相互に納得した場合に課題実施。
第１希望、第２希望のそれぞれ個別に面談を行う。アポイントメントや連絡は当事者間で行う。
課題申請者の教員の方には、その後の面談などの日程調整をお願い。
（※面談期間は９月３日～１１日。
）
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⑪技術職員の受入については、課題公募の主旨等を勘案して教員の総合的な判断による。
技術職員に対する受入可否の回答は、面談の場で行うか、あるいは、同課題を希望する他の技術職員
の面談終了後まで待って行うかは、教員の判断。９月３日～１１日の期間に面談完了してマッチング
全結果が出揃うように、日程を勘案して同職員へ回答のこと。
※＜重要＞
ＲＡと異なり、技術職員に課題に従事してもらう場合の諸学内手続き（技術職員への臨時の業務
依頼の手続き）については、学内規定に従って実施のこと。当該手続きが完了したら、その旨、
当センター事務局まで連絡。

⑫マッチング成立後に個別課題実施の誓約書を作成・署名、提出。
※(1)課題が企業等との学外と共同研究等で関わりがある場合、誓約書様式Ｂ①
(2)学外との関係はなく、独立した課題の場合、教員の判断で誓約書様式Ｂ②
を技術職員と教員間で作成・署名後、当センターを通して本学学長宛に提出。
本学の営業秘密管理ガイドラインに則して実施。
（課題開始は、１０月１日より、課題終了は、翌年３月末、終了報告書作成は同４月末。
）

⑬マッチング・プロセスにて、ＲＡ候補および技術職員とのマッチングがいずれも不成立となり、課題
実施が見込めない場合は、次のような措置となる。
１）当該課題は、採択取り消し。
２）当該センターＲＡ候補は、採用を見送り。
３）技術職員も業務依頼はない。
図 3.5 「小規模」課題のマッチング・プロセスのフロー

Photo.3.3

Photo.3.4
（写真左上から）知財部門長

高橋教授による本学の

知的財産活動、営業秘密管理、利益相反についての説明
の様子

Photo.3.5 （写真左）
：ＲＡ候補（学生）が開示された
課題概要を見て面談希望する課題を選択して
いる様子
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３．２．３ ＲＡとのマッチング結果
前出図 2.10 の流れと日程に従って実施された、ＲＡ候補とのマッチング結果を以下の一覧表（表
3.9 資料 No.H27-14-1）に示す。先に述べたように、採択課題１０件中、６件（６名）とのマッチ
ングが成立した。但し、実施期間途中で、課題ＩＤ：H27A01 については同表中に記載あるように
ＲＡがやむを得ない事情により９月末で同職を辞職したため、当該課題については、その時点で
実施を中止する措置（研究費の執行もそれまでに執行済みの分のみが認められ、残りは会計へ返納）
がとられており、従って、実施課題の実数は５件となっている。
フロー図にある通り、マッチングが成立した課題では、当該ＲＡと当該課題申請者の教員との間
で個別の秘密保持誓約書を作成・署名してもらうことになっている。当該課題の背景、すなわち、
共同研究等からの課題か、独立した課題か、によって誓約書の様式が異なり、マッチング説明会の
全課題概要開示の段階と、マッチング後の個別課題の状況、事情に応じて使い分けてもらっている。
様式は昨年度と同様でセンター管理室より準備したもの（資料 No.H27-15-1～No.H27-15-3）を用
いている。なお、留学生向けには、課題名、課題概要の英訳版と、誓約書についても昨年度同様に
英文様式を準備して対応している。
表 3.9 「小規模」課題：ＲＡとのマッチングが成立した課題一覧（No.H27-14-1）
小規模な共同研究開発に関する予備的研究 ＲＡとともに行う課題
＜個別センター課題とセンターＲＡ候補のマッチング結果一覧＞
課題ＩＤ

課題名
所属

H27A01

課題ＩＤ

宇宙機搭載用ソフトウェア無線機器の予備研
究

RA候補名前

システム
松下 侑輝
情報科学
（１０月３１日付でＲＡ辞職）
専攻 D2

課題名
所属

H27A03

鹿児島“地場”産業活性化を目指した菌類成長 システム
KHAN MD KAMRUL HASAN
過程の“磁場”効果の探索
情報科学

専攻 D2
課題ＩＤ

RA候補名前
（カムルール）

課題名
所属

H27A04

健康維持に有用な機能性物質を含んだ発酵食 システム
RAFIQUE MD ABDUR（ラフィー
品の開発
情報科学

専攻 D2
課題ＩＤ

RA候補名前

ク）

課題名
所属

Ｈ27Ａ10

南九州地域での未利用資源やリサイクル材の 物質生産
ADLINE NGOZI NWODO（アド
利活用による藻場基盤材の開発
科学専攻

ライン）

Ｄ1
課題ＩＤ

RA候補名前

課題名
所属

H27A15

課題ＩＤ

視覚特性を考慮した美術工芸品のディジタル
アーカイブ表示システムの研究開発

物質生産
科学専攻 郭 世栄
Ｄ2

RA候補名前

災害や非常時等における離島への無線電力伝 生命環境
送システムの研究開発にかかる予備調査
科学専攻 小牧 裕幸

Ｄ１
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電気電子工学
教授 福島 誠冶
研究責任者
物理・宇宙
教授 小山 佳一
研究責任者
化学生命・化学工学
教授 橋本 雅仁
研究責任者
海洋土木工学
助教 山本 健太郎
研究責任者
情報生体システム工学
助教 三鴨 道弘

課題名
所属

H27A18

RA候補名前

研究責任者

研究責任者
電気電子工学
助教 吉田 賢史

３．２．４ 技術職員とのマッチング結果
ＲＡ候補とのマッチングに漏れた課題に対して、今年度からは、技術職員にもマッチングを実施
した。技術職員のスキル向上の機会とマッチング不成立による採択取り消し課題が生じるのを抑え
るためである。同主旨の説明と希望者のとりまとめについては、技術部職員の業務状況等を掌握し
ている技術部の総括技術長（当センターのオブザーバー：前出図、センター人員構成参照）を通じ
て実施した。その結果、ＲＡ候補とのマッチング漏れの課題４件に対して、３件（３名）が手を
挙げて、マッチング面談の後、マッチングが成立した。残念ながら１課題のみがＲＡとも技術職員
ともマッチングに至らなかった。同課題の課題申請者の教員名と課題名については、マッチングが
成立した課題のみ、その課題名と課題申請者名を開示するとの公募規定であったので、上記課題に
ついては本報告では営業秘密のため割愛するが、フォロー面談の申し入れに対して、メールにて
回答をもらっており、すでに大手企業との共同研究がなされていて、また、財団の研究助成にも
申請しているとの説明があったことから、今回の結果を受けてのセンター管理室による事後フォロ
ーは当面必要ないと判断し、これまで行っていない。なお、改めて当該課題の教員には、一旦は
採択された課題ではあるが、公募規定により、採択取り消しの通知文をセンター長名で発行してい
る。以下、技術職員とマッチング成立した課題一覧（表 3.10 資料 No.H27-14-2）である。前出の
表 3.9（ＲＡ辞職の課題を除いて）と併せて８課題となる。
技術職員にも本学営業秘密管理ガイドラインに従って課題に従事してもらうため、ＲＡと同様に
マッチングした課題の背景・事情、すなわち、共同研究による課題か、独立した課題か、によって
守秘義務誓約書（資料 No.H27-15-4～No.H27-15-5）を作成・署名してもらっている。課題終了は
平成２８年３月末までであるため、本報告書作成時点の現在も実施中である。課題終了の報告書の
提出は、平成２８年４月末までにとなっている。
表 3.10 「小規模」課題：技術職員とのマッチングが成立した課題一覧（No.H27-14-2）
小規模な共同研究開発に関する予備的研究 技術職員とともに行う課題
＜個別センター課題と技術職員とのマッチング結果一覧＞
課題ＩＤ

H27A08

課題ＩＤ

H27A13

課題ＩＤ

H27A17

課題名

技術職員名

超音波モータを用いた高精度位置決めステージの開発

谷口 康太郎

課題名

研究責任者
機械工学
准教授
西村 悠樹
研究責任者

火山灰中のフッ素分析における簡易前処理法の開発

谷口 遥菜

課題名

化学生命・化学工学
准教授
中島 常憲
研究責任者

ADCPと画像流量解析手法を用いた洪水流観測法の改良

中村 達哉

海洋土木工学
教授
安達 貴浩

３．２．５ 大規模な共同研究開発の事前研究の課題の選考と採択結果
今年度の「大規模」課題についても、昨年度同様、公募の主旨・狙い、研究費（２００万円）に
ついては、同じであるが、昨年度が公募制度の設計も公募も年度途中からであったために、課題
実施期間が１０月１日～翌年度３月末までの６か月間しか確保できなかったため、課題実施期間が
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短いとの意見が寄せられていた。そこで今年度公募に向けて、前年度の２月の段階から制度の一部
改訂（前出、主な改訂ポイント：資料 No.H27-9-2）と公募スケジュール（３月末に公募説明会実施、
公募期間を４月１日～２２日まで：当初は２０日までであったが、申請件数が少なかったため、
２２日までに延期した）の計画立案を行い、課題審査、通知等のスケジュールをできるだけ短縮化・
前倒しして、課題開始が７月１日となるよう、また９か月間の課題実施期間を確保できるよう準備
を急いだ。その結果、今年度の課題申請は、延期した締切り間際に急増して、１８件の課題申請が
あった。昨年度が１０件であったから、理工教員の関心の高さと研究費確保の必要性が伺える。
その中から審査の結果、２課題を採択、１課題を次点とした。以下、「大規模」課題の課題選考の
説明と選考基準である。
（１）
【
「大規模」課題の課題選考】
「大規模」課題の課題選考について説明する。選考員と選考基準、選考のプロセスについては、
別途、説明表（資料 No.H27-12-1）と「大規模」課題用に用意した課題選考評価シート様式（資料
No.H27-12-３）も参照いただきたい。
１）選考会議日時：平成２７年５月８日（金）９：００～１２：００
※この日は、
「大規模」課題のみ選考。
２）選考員の構成：センター長、研究部門の５分野の分野長４名（天文宇宙は欠員）
、
研究科長の計６名
※選考員が選考対象の課題に関与している（参画している）場合
当該課題の選考からは外れる。
３）
「大規模」課題の課題申請書は課題申請者名がわからないよう匿名化を施し、
課題の課題選考評価シートと一緒に「取扱い注意」で選考員の教員に事前配布。
（４月２４日に学内便で配布。選考員ごとに通し番号付与。
）
４）公募要領の趣旨と狙いに沿った提案かどうかを前提として踏まえて、公募要領に記載
してある以下の項目、
①新規性
②独自性
③波及性／競争力／イノベーション創出の可能性
④課題解決の必要性（社会的ニーズや社会的課題の背景等）
⑤９ヶ月間程度で目途つくマイルストーンの設定
の各選考基準について、１点～５点で評価（１点刻み）
。
３）５月１日までに評価し、課題選考評価シートを学内便で、センター管理室まで返送。
課題申請書も併せて返送。

※あるいは、直接、回収。

４）センター管理室で各選考基準の全選考員の評点を積算し、さらにその積算した選考基準
の５項目の評点を合計して総合点とする。同総合点から当該課題を評価した選考員の人数
で割って平均点を算出し、その平均点で仮の順位を決める。
５）上記評価結果をもとに全選考員で審議の上、採択課題案を決定する。
得点順位、公募の主旨、５分野のバランス（採択課題の分野が偏らないように）を考慮。
・研究実績、
・研究体制、
・研究フェーズを考慮して学内の課題公募の段階より、
外部の（大型の）競争的資金獲得へ向かえる課題かどうかをも審議して採択案決定。
選考資料（課題申請書と課題選考評価シート）は選考会議終了後にその場で回収。
６）選考結果を研究科運営会議に上程し、案が承認されたら、採択通知を発行。
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以上が、「大規模」課題の課題選考プロセスと選考基準である。図 3.6 は、「大規模」課題の課題
選考評価シート様式（資料 No.H27-12-3）である。評点の入った個別の評価シートは開示できないの
で、ここでは様式のみ提示する。実際には、選考員に渡す際は、課題名、課題ＩＤ、課題分野を記入
したものを渡している。
平成２７年度 大規模な共同研究開発に関する予備研究
＜大規模：課題選考評価シート（様式ひな形）＞
※１）各選考基準項目①～⑤について、１点～５点で評価
選考基準 ①新規性 ②独自性 ③波及性／競争力／イノベーション創出可能性 ④課題解決の必要性（社会的ニーズや社会的課題の背景等）
⑤課題実施期間の９ヶ月間程度で目途つくマイルストーンの設定
課題ＩＤ
H27B01

課題名

課題分野

基準① 基準② 基準③ 基準④ 基準⑤
評点
評点
評点
評点
評点

合計点

採択にあたっての付帯意見

※評価シートの様式ひな形

H27B02
・
・
・
・
H27B10

図 3.6 「大規模」課題の課題選考評価シートの様式（資料 No.H27-12-3）

また、以下の表 3.11（資料 No.H27-16）に「大規模」課題の採択実施課題（２課題）を示す。同表
中にあるように、本課題公募の主旨に則って、いずれも理工教員が複数名参画している研究体制とな
っており、各員が自身の研究技術シーズを持ち寄り、研究を分担して進める、ターゲット・ドリブン
型の課題形成となっている。地域コトづくりセンターが目指す、理工学研究科の教員の組織力を発揮
せしめる取組である。
表 3.11 平成２７年度

「大規模」課題の採択実施課題（No.H27-16）

＜平成２７年度 「大規模」課題：採択実施課題（２課題）＞
課題ＩＤ

課題名

課題分野

音響解析と動画像解析を応用する高速・
地域創生・安全工学
H27B02 高精度・低コスト型の外壁打診システム
分野
の開発

代表研究者名
所属・役職
建築学専攻
教授
塩屋 晋一

化学生命・化学工学
未利用卵白資源の転用による鹿児島発 先進物質材料開発分 専攻
H27B09
の新規乾燥卵白粉末の開発
野
准教授
中里 勉

研究グループの専門分野構成と人数
建築学から２名（代表研究者含む）
情報生体システム工学から２名
機械工学から１名
◎［計５名による専門分野横断の構成］

化学生命・化学工学の８名
（農学系から１名）
◎［計９名による専門分野横断の構成］

３．２．６ 大規模な共同研究開発の課題推進会議と課題終了後の見通し
「大規模」課題については、課題実施期間中の３か月～４か月に１回程度のペースで、研究グルー
プ各位に集まってもらって、代表研究者のとりまとめによる課題推進会議の開催をお願いしている。
センター管理室の特任教員もこれに出席し、終了後の事後展開を見据えた目利きと助言を行っている。
昨年度は、年度途中での公募準備と選考結果確定までの日程の都合により課題開始の日程が押され
たため、結果、課題実施期間が短くなったことから、現場視察や課題進捗状況確認の「中間ヒリング」
は、その設定が日程的に厳しいとの判断で中止し、その代りに中間報告概要の提出だけとしていた。
しかしながら、それではプロジェクトマネージャーとして課題に深く関わることができずに、結果、
事後フォローにて苦慮した経緯があった。今年度はこれを反省し、前述の課題推進会議の開催を要件

-29-

として公募要領に規定しておいた。今年度の２課題ともに、センター管理室の特任教員も出席の下、
課題推進会議を 2 回開催しており、研究グループ内での進捗上の課題認識の共有とその対応について
議論がなされている。さらに、代表研究者が課題進捗と研究分担者を掌握し、計画の見直し、研究の
方向性の是非、研究費の執行状況、リソースの配分などでマネジメントがなされている状況をセンタ
ー管理室の特任教員が確認してきている。その他、必要に応じて特任教員より、課題に関連する情報
提供や課題進捗に対する助言を行ってきている。
以下は、その課題ごとの状況と今後の見通しを大まかに記述したものである。詳細な内容、また、
推進会議の議事内容は営業秘密のため、ここでは開示できないのでご容赦願いたい。
まず、表 3.12（資料 No.H27-17-1）は、課題ＩＤ：H27B02（建築学の塩屋晋一教授が代表研究者）
の課題における課題推進会議の状況である。未だシステム化の途上だが、試作装置による学内建屋を
利用した評価実験デモが実施され、早い段階から本学の知財部門の特許審査も通過しており、今後の
事業化に向けての発展が大きく期待される課題である。課題推進のマネジメントでは、代表研究者の
塩屋教授が各研究分担者の課題遂行を会議やメールで確認しながら進めている。センター管理室から
は、展示会の競合技術や外部競争的資金の情報を提供するなどの支援をしている。代表研究者の意向
で既に企業にも働きかけ、デモ見学や第２回課題推進会議にも参加してもらっており、共同研究開発
についての協議も視野にある課題である。
表 3.12 平成２７年度

「大規模」課題（課題ＩＤ：H27B02）の課題推進会議の状況（No.H27-17-1）

平成２７年度 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」 の課題推進会議の実施状況
課題ＩＤ

課題名

課題申請者名
（代表研究者）

音響解析と動画像解析を応用する高
Ｈ２７Ｂ０２ 速・高精度・低コスト型の外壁打診シス 塩屋 晋一
テムの開発

所属・役職

推進会議日程

会議／進捗状況

第１回課題推進会議
平成２７年９月１６日
１１：００～１２：１０

○建築棟の外壁で評価実験実施のこと。
○推進会議当日に知財部門による特許審査
会にて特許性が審議。（後日、審査に通過し
て出願準備となる）。
○代表研究者より、精度・確度はある程度で
も、ともかく初号機試作して実験デモをするこ
とを第一義とする。そのための分担と課題の
確認。
○センター課題公募の主旨と競争的資金へ
の申請、知財化、地域企業等との共同研究
開発への展開を参加者各位に念押し。
⇒センター管理室より、競争的資金の厳しい
状況を説明：１０００万円クラスのグラントはな
い。インフラ整備メンテに関するものは「ＳＩＰ」
など、すでに戦略的な枠組みが動いている。
２００万円～数百万クラスを拾い上げて、参
画者で分担して件数で稼ぐという方針が出さ
れる。総額で１０００万を越えるようにする。
○その他、各分担に従って実験評価を積み
上げて置く。

第２回課題推進会議
平成２８年３月１７日
１４：３０～１８：００

○代表研究者から大手企業（鹿児島に営業
拠点あり）より、共同研究開発へ関心ありと
のこと。
○会議当日、同企業（複数）向けに実験デモ
を実施。企業の目線で改良点など意見交
換。共同研究開発の可能性を協議。
○研究成果の報告と今後の展開について議
論。(システム化に向けた取組を進める。）
○外部競争的資金獲得についての戦略を協
議。⇒管理室より、企業との共同研究を視野
に、公募中のＪＳＴのＡ－ＳＴＥＰ シーズ育成
タイプを情報提供。
○ＰＲ戦略。⇒管理室より昨年度の展示会で
のインフラ整備関係の展示情報、内閣府のプ
ロジェクト成果展示なども情報提供。

建築学専攻 教授

続いて、表 3.13（資料 No.H27-17-2）は、課題ＩＤ：H27B0９（化学生命・化学工学の中里勉准教
授が代表研究者）の課題における課題推進会議の状況である。実験装置の仕様見直しによる製作費の
コスト削減と製作、装置稼働実験が実施され、素材サンプルの試作もなされている。本学の知財部門
の特許審査も通過して、国内出願の準備中であり、企業の取り込み（企業ニーズの確認、市場ターゲ

-30-

ットの設定）がうまく運べば、これも今後の事業化に向けての発展が期待される課題である。
また、課題推進のマネジメントでは、センター管理室と本学理工学研究科所属のコーディネータが、
適宜、状況をヒアリングしながら代表研究者に助言等を行って進めてきている。加えて、センター管
理室の特任教員より、装置の標準技術（特許庁）情報、対象素材の市場流通で業界団体の統計など
課題遂行に関係する情報を提供してきている。
表 3.13 平成２７年度

「大規模」課題（課題ＩＤ：H27B09）の課題推進会議の状況（No.H27-17-2）

平成２７年度 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」 の課題推進会議の実施状況
課題ＩＤ

課題名

課題申請者名
（代表研究者）

所属・役職

推進会議日程

第１回課題推進会議
平成２７年９月２９日
１０：３０～１２：００

未利用卵白資源の転用による
Ｈ２７Ｂ０９ 鹿児島発の新規乾燥卵白粉末の
開発

中里 勉

化学生命・
化学工学専攻
准教授

会議／進捗状況
○推進会議開催までに、９月４日、７日の２回に亘って、
研究責任者との状況確認の面談。
○課題の進行の遅れ、推進会議の開催準備、装置試作
発注で見積もりと設計仕様の再調整をフォロー。
⇒装置設計見直しと外注業者との折衝で助言と協力。
コストダウン実現。
⇒センター管理室で調べた当該装置の特許庁標準技
術の情報、メイラード反応学会（国際会議開催）など情報
提供。
○推進会議にて、装置試作の状況、共同研究者の役割
分担と現段階でできる事前評価について議論し、相互に
やるべきこと確認。
○研究計画も遅れを取り戻すため見直しとなる。

○試作実験装置（初号機）の稼働とサンプル作製。
○知財審査会にて説明、国内出願で承認。
○課題実施の計画・マイルストーン設定の見直しのこと。
（評価事項の絞り込み実施。）
実験装置の稼働状況を参画者皆で見学し、問題点を議
論する段取り。その他、各評価で研究分担者へ依頼。
第２回課題推進会議
○市場性、企業ニーズの背景について
平成２８年２月１９日
⇒管理室より、関係機関の統計資料から、輸入など流通
８：５０～１０：３０
量データについて情報提供。
（※３月１８日に、メン
⇒企業にニーズ背景を聞く必要（市場ターゲットをどこに
バーによる装置見学
おくか？）の意見出される。
会を実施してその場で
⇒そのために研究会・勉強会で企業に声掛けして集まっ
も議論）
てもらうことを検討。
○先進物質材料開発分野から「食品加工」との関連性で
研究会の検討開始。研究分担者に意見を伺う。
⇒すでに重点戦略で、農学部の地域連携ネットワークプ
ロジェクトが動いている。その中で、理工で活動する意味
が問われる。（継続して協議。）

３．３ 【学外との繋がり形成とセンターからの情報発信・産学官の交流】
３．３．１ センターの主旨説明で出向いた訪問先実績
正式なセンター開設となったことから、センターの設置主旨や活動の狙い、組織構成、産学官で
ワイガヤの場（研究部門の５分野での研究会）を設ける考えなど、様々な機会を捉えて積極的に説明
を行ってきた。その際、まずは地域企業が所属している各種団体や地域企業とのネットワークを有す
る公的支援機関を訪問、あるいはネットワークを形成している集まり／会議の場などに出向いて、
地域への足掛かりとした。併せて、自治体では鹿児島県の産業立地課をセンター長とともに訪問して
説明を行っている。これら訪問先のリスト表 3.14（資料 No.H27-23-1）を提示しておくので参照いた
だきたい。
なお、個別企業の訪問による開拓については、この後のこととして、インターンシップ事業を担当
する佐藤 CD とともに、今年度第 4 四半期頃から、研究開発を志向する地域企業をともに訪問を開始
しているところである。
（本報告書を作成中の３月の時点で実績は未だ１社だが、次年度に向けて随時、
増やしていくことになる。
）
これを契機に、産業立地課の職員のご配慮から、同職員を通じて県が関与している地域企業等が
集まる機会での説明をしてはどうか、との提案を頂けるようになった。その中で、特筆すべきことは、
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かごしま産業支援センターが運営窓口を担っている、「二水会」（資料 No.H27-23-2）にて、当初の
プログラムにはないところに説明の機会を急遽割り込ませていただいた。センター長がプレゼン
（プレゼン資料 No.H27-23-3）を行い、センター管理室の特任教員とともに交流会まで参加し、鹿児
島県の商工労働水産部長を始め、経産省九州経済産業局の地域経済部長、公益財団かごしま産業支援
センターの理事長、地域産業界の団体である、公益財団法人鹿児島県工業倶楽部の会長、さらに
「二水会」ではキーパーソンである、九州ニュービジネス協議会の理事長および理事のほか、複数の
参加企業との意見交換の機会を得た。「二水会」の全体の参加者は関係機関、企業も含めて１１０名
程と伺っている中で、交流会は１時間ほどの限られた時間内であったが、それでも意見交換や情報
交換ができた人数は１５名に上った。
その際、
『鹿児島大学は、いったいどうなっているのか？（地域産業界に対して）何をしているのか？』
、
『
（大学は）大学の中から外へ出て来ない。
（外からは）まだ敷居は高い。』
、
『大学への期待は（ご自身
の経験上）薄い。事業化が見える（金の匂いがするもの）研究でなければダメ。
』という大学に対する
厳しい意見も述べられており、一方で、『今回、ようやく地域（企業）に歩み寄って来た。』、『大学が
踏み込んで企業支援をしに来た（恐らく、センター課題で大学が研究費を負担することを指しての
ことだと思われる。
）
』
、
『ワイガヤの場は良い、期待できる。
』との評価の言葉も頂いている。
このように、地域との信頼関係を構築するという一種の営業活動は、辞を低くして、人の気持ちの
機微に作用させるという地道な行為のことであるとともに、その基盤には産学官連携に関するマネジ
メントの構造的理解と、知識経営（知識変換、価値創造と連鎖共有のプロセス）や技術経営の実践知
があってのことであり、地域貢献や産学連携による地域活性化に大学が資すると謳うのであれば、
その基盤の上に、player たる教員自身（研究支援の職員も）が外に出向き、その姿勢を、誠意を以て
示すべきことである。さらに言えば、その産学官の現場の状況を、身を以て体感／共感することを
通じて、産学官のコーディネート業務がいかなるものであるか、そこに従事する者を大学としてどの
ように支援するべきか、知って評価すべきことである。他大学で地域に評価の高い、またそのことで
全国的に著名な大学も現としてある。他大学で出来ていることが、なぜ本学では出来ていなかった
のか、そのことも理解しておくべきであると付け加えておく。この度の各機関、団体、企業等への訪
問による取組が、地域（企業）と地域コトづくりセンターおよび本学との信頼構築の第一歩となって、
大学関係者（殊に役員や役職者）
、個々の教員が意識共有の下、継続して努めてくれることを望むもの
である。
教員も職員も、現在の大学では（教育、研究以外で）やることが多くて時間がない、予算も厳しい
（研究費の配分も少なく、また特に人件費は厳しい）と必ず言われる。また、外部競争的資金に至っ
ては、ユニバーサルなシーズオリエンテッドのリニアモデル型のものは極めて少なくなり、課題の
戦略的なカテゴリで絞られ、採択されても、その研究課題が実施されたた後の展開で事業化に向けた
コミットが求められるようになっている。なぜそうなっているのか、なぜそうなってしまったのか、
これまでを見直すことも必要だと思われる。

Photo.3.6 「二水会」でセンターの説明をする武若センター長
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表 3.14 センターの説明のため訪問先等のリスト（資料 No.H27-23-1）
平成２７年度 地域コトづくりセンターの説明で訪問先等のリスト
Ｎｏ．

1

訪問先 機関・企業・団体名

鹿児島県商工労働水産部

お相手

訪問日時・状況

産業立地課
産業支援対策監 悦田克己
参事 西元研了
主幹兼係長 中村純仁

９月１５日にセンター長、佐藤CDと訪
問

８月１１日に佐藤CDとともに訪問

2

公益財団法人
かごしま産業支援センター
産学連携課

産学連携課
課長 田中健吾
係長 久保 敦

3

鹿児島県工業技術センター

所長 中村俊一
副所長 新村孝義
企画支援部長 瀬戸口眞治

4

株式会社 鹿児島ＴＬＯ

代表取締役
吹留 博実

平成２８年１月１９日に佐藤CDと訪問

5

公益社団法人
鹿児島県工業倶楽部

事務局長
米山高兆

８月２５日に佐藤CDと訪問
会員企業からニーズ、課題の提示も
打診。

6

鹿児島県中小企業団体中央会

総務企画課長
福山賢志

８月２５日に佐藤CDと訪問
会員企業からニーズ、課題の提示を
打診。

7

鹿児島県知財総合支援窓口

窓口担当
濱石和人

８月２５日に佐藤CDと訪問

8

かごしま材料学研究会

9

10

ベンチャープラザ鹿児島「二水会」

産業支援コーディネータ等連絡会議

９月１０に佐藤CD、永吉CDとともに
訪問

９月１７日に佐藤CDと参加、会員企
業向け説明。

(公財)かごしま産業支援センター
産業振興課

１１月11日第６５回ベンチャープラザ
鹿児島「二水会」にて参加会員企業
と関係者に向けにセンター長がプレ
ゼン。

県内の産業支援機関、県工業技術
センター、金融機関、鹿児島ＴＬＯ， １１月２４日の会合で説明。佐藤ＣＤ
鹿児島頭脳センター、本学産学官連 からはインターンシップ事業について
携推進センター、ＣＯＣセンターなど も説明。
のコーディネータ等のネットワーク

３．３．２ 広島大学 産学・地域連携センター（山根教授）との意見交換
本学工学部の FD 講演会が９月３０日に開催されるにあたって、講師として来学される広島大学
大学院工学研究院特任教授の山根八洲男氏と、講演会の翌日に地域コトづくりセンターのセンター長、
各分野長との意見交換を行うこととなった。山根教授が産学官連携のセンター長や工学部長も務めら
れたこと、企業との共同研究等について豊富なご経験をお持ちとのことから、本学の近藤研究科長に
よる投げ掛けによって実現したものである。
山根教授からは、広島大学における産学官連携活動の紹介と題して、
○大学内の地域・産学連携、国際連携、知財管理、新産業創出、医工連携拠点、等々の
関連する部局を再編統合した「社会・産学連携推進機構」の体制のこと、
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○同機構の中の「産学・地域連携センター」において、産学官金の連携コンソーシアム
（広島大学フェニックス協議会：法人年会費５万円）が立ち上がっていて、
「地域企業
に密着し、人材育成から市場までのあらゆるフェーズを支援」することを謳って様々
な活動を行っていること、
○特に、同活動では、若手人材向けイノベーション研修や、研究資金援助、大学の未公開
特許情報の提供（JST の新技術説明会に類似と思われる）
、企業の課題解決に専門スタッ
フが協力していること
○協議会の会員企業との研究会が活動していること
○広島に進出している大手企業との包括的研究協力協定を結んでいること
などをご説明いただいた。本学からは、武若センター長より、地域コトづくりセンターの設置主旨や
狙い、背景、理工の強み５分野によるワイガヤの研究会を企図していることなどを紹介した。
当センターの教員からは、広島大学の取組の中で、学内の体制が「社会・産学連携推進機構」とし
て再編統合された経緯や、地域大手企業との包括研究協定のことに関心が寄せられた。
以下、意見交換会の日時と場所、出席者、意見交換の様子（Photo.3.7）である。
【日時】平成２７年１０月１日（木）9：00～10：30
【場所】工学部共通棟 203
【出席者】広島大学大学院
鹿児島大学

工学院研究院

理工学研究科長

特任教授

山根八洲男教授

近藤英二教授、

地域コトづくりセンター長

武若耕司教授、

センター研究部門：内山博之教授、半田利弘教授、山口明伸教授
センター開発部門：上谷俊平教授、萩原孝一（技術職員）
センター教育部門：熊澤典良准教授、奈良大作（技術職員）
センター管理室

：大重稿二特任教授、

インターンシップ事業：佐藤哲朗コーディネータ（特任専門員）
＜意見交換会のコンテンツ＞
１）名刺交換
２）近藤研究科長よりあいさつ
３）武若センターよりプレゼンテーション“地域コトづくりセンターについて”
４）山根先生より“広島大学の産学官連携活動の紹介”
５）意見交換

Photo.3.7 山根教授（向かって左側）との研究科長、地域コトづくりセンター長ほかセンターの各部門長、各分野長、
スタッフ等との意見交換会の様子
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３．３．３ 第１回地域コトづくりセンターシンポジウムの開催
繰り返しになるが、当センターの目的に、
「ワイガヤ方式」による産学官の研究会／勉強会の活動が
あり、その活動を通じての学内外への情報発信・成果発信、あるいは地域（企業）に対する一種の
マーケティングという位置付けで、センター主催のシンポジムやセミナー等を企画開催することが
織り込まれている。
但し、今年度はセンターがスタートしたばかりであって、その活動母胎となるオリジナルな研究会
／勉強会は未だ一部で構想企画が協議されている段階であるので、残念ながら該当する情報発信・
成果発信の材料はない状況にある。そのことについては本報告の後で述べることとして、少なくとも
今年度のシンポジウム開催については、実績ベースで妥当なテーマを置く必要があった。そこで、
センター長の武若教授と研究部門のひとつ、
「地域創生・安全工学分野」の分野長である山口教授らが
中心となって従前より産学官で取り組まれてきている「シラス・コンクリート」
「シラス素材の建設資
材としての有効活用」等に関する研究開発と、その地域での実証事例・実績をテーマとして取り上げ
ることとし、改めてその活動を地域コトづくりセンターの「地域創生・安全工学分野」の活動として
置き直すこととした。ついては、これまで協力して取り組んできた、鹿児島県とその関係機関、業界
団体／企業に呼びかけ、本件を説明し、第１回地域コトづくりセンターシンポジウムとして開催する
運びとなった。シンポジウムの構成は、プログラムからわかるように、終日とし、行政、各業界団体
の代表（来賓）によるあいさつと、特別講演を１件、基調講演を２件、その他、行政、関係機関、企
業からの講演を７件、最後に各講演者をパネラーとしたパネルディスカッションとしている。これら
の様子は、全て動画として DVD に保存してある。現在（本報告書作成時）
、センターのホームページ
にこの動画をアップすべく検討しているが、技術的なハードルがあって実施には至っていない（解決
の目途が残念ながらたっていない）。その代り、写真は本報告書と併せて地域コトづくりセンターの
ホームページにても閲覧できるように掲載している。なお、上記ＤＶＤの取扱いについては後述する。
今回開催のもうひとつの狙いは、これをモデルとして参考にしてもらい、研究部門の各分野におい
て、前述の「ワイガヤ方式」による産学官の研究会／勉強会を立ち上げ、そこでの活動状況や成果を
学外へ発信できるまでステージを上げて、シンポジウム等へ結び付けてもらうところにある。これを
今後に期するとともに、センターとしては、そのための予算的措置も考慮しておかねばならない。次
年度に向けての要検討事項である。
以下、シンポジウム開催の準備／段取りと成果について記述する。

（１）＜シンポジウム開催の準備＞：シンポジウムの開催案内とプログラム
シンポジウム開催にあたって、開催の主旨、来賓、関係業界団体、特別講演、基調講演を含む講演
と講師選定、講演内容の検討、講師派遣依頼と事務手続き等々では、センター長および管理室で準備
を進めた。シンポジウムの開催案内とプログラム作成と講演者の選定、講演者向けに講演概要集の原
稿作成要領、シンポジウム配布プレゼン原稿の例のそれぞれを武若センター長が作成、講師の所属関
係先への連絡、案内、会場手配、名簿の作成管理、文書作成・事務諸手続きを管理室にて進めた。
シンポジウムの開催案内とプログラム（資料 No.H27-18-1）、開催を知らせるチラシ（ポスター）
（資
料 No.H27-18-2）
、シンポジウム参加申込書（資料 No.H27-18-3）
、講演概要集の原稿作成要領（資料
No.H27-18-7）
、シンポジウム配布プレゼン原稿の例は、管理室で準備して配布している。内容につい
てはこれら資料を参照されたい。
なお、開催案内ならびに参加申込書の配布と開催周知については、本学の広報を通じての各メディ
ア／報道機関、前出のシンポジウムプログラムにある各業界団体の窓口、鹿児島県および関係機関、
前出の表 3.1４に記載の訪問先／コーディネータ連絡会議等の連絡ネットワークの集まりに向けての
メール配信、殊にかごしま産業支援センターの産業振興課を通じての地域（企業）向けのメールマガ
ジンでの開催案内配信など、様々な伝手によって行った。そのおかげを以て、事前申し込みの合計が
１０５名（企業４３社、関係機関１６部局）に上った。但し、実績数はこれを上回り、詳細は後述す
るが、合計１６１名（学生を含めると１７０名）となっている。
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（２）＜シンポジウム開催の準備＞：パネルディスカッション事前打ち合わせ会議
開催前の準備として、パネルディスカッションにおける議論の方向性を事前に検討すべく、休日で
はあったが、パネラー予定者の都合がつく、１月２３日（土）午前１１時３０分～午後２時半に事前
に参集していただき、センター長より、各位の意見を伺って方向性のとりまとめと当日の進め方の
確認がなされている。同事前打ち合わせ会議の議事次第と出席者については、＜各資料＞（資料
No.H27-18-5）にもあるので、そちらを参照されたい。Photo.3.8 は、その事前打ち合わせ会議の当日の
様子である。
【日時】平成２８年１月２３日（土）11：30～14：30
【場所】海洋土木工学棟

５F 会議室

【出席者】
（順不同：敬称略）
鹿児島県工業技術センターシラス研究開発室長

袖山

鹿児島県土木部技術管理室技術指導係長

茅島浩一郎

鹿児島県コンクリート製品協同組合技術委員長

河野道文

日研高圧平和キドウ(株)管理部

馬庭秀士

部長

研一

鹿児島菱光コンクリート(株）品質管理課長

桑水流靖彦

(有）瀬戸口瓦工場

瀬戸口

和徳

瀬戸口

貴義

同社

代表取締役

企画・広報担当

【欠席者】
鹿児島市建設局 建設管理部公園緑化課 課長

池田

高千穂シラス（株）代表取締役社長

新留昌泰

格

【議事次第】
１）パネルディスカッションの主旨について確認
２）パネルディスカッションでの最終目標について
３）パネルディスカッションの進め方について

Photo.3.8 パネラー予定者と武若センター長によるパネルディスカッション事前打ち合わせ会議の様子
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（３）＜シンポジウム開催の成果＞：シンポジウムの参加人数の実績と所属内訳
シンポジウム当日（１月２９日）は、雨天であったが、先に述べたように、事前申し込み者数から
想定していた人数よりも参加者は大幅に上回り、当日会場での申し込み者が５１名にも上って、結果、
１６１名（学生含めると１７０名）の参加をいただいた。以下、所属別に整理した、事前ならびに
当日申込み者の人数実績一覧表である（表 3.15-1～4）
（資料 No.H27-18-4）
。
表 3.15-1 シンポジウム参加者人数リスト（来賓・講師等）
（資料 No.H27-18-4）

【来賓・講師・研究会準備会議】シンポジウム参加人数と所属内訳
企業

４社

６名

自治体・関係機関・団体 ７機関

１０名

大学・高専 １大学

１名（当日欠席）

その他
参加者人数

１名

計

（ａ）１７名

表 3.15-2 シンポジウム参加者人数リスト（事前申込み：学外から）
（資料 No.H27-18-4）

【事前申し込み（学外から）】シンポジウム参加人数と所属内訳
＜事前申し込み数＞
企業
自治体・関係機関・団体

＜実際の参加数＞

４３社

６７名

３９社

５９名

１６機関（部局）

３８名

１６機関（部局）

２９名

大学・高専

－－－

－－－

その他

－－－

－－－

人数計

１０５名

（ｂ）８８名

表 3.15-3 シンポジウム参加者人数リスト（事前申込み：学内から）
（資料 No.H27-18-4）

【事前申し込み（学内から）】シンポジウム参加人数と所属内訳
＜事前申し込み数＞

＜実際の参加数＞

部局数

5

5

人数計

７名

（ｃ）５名

表 3.15-3 シンポジウム参加者実績人数リスト（当日申込みと総数）
（資料 No.H27-18-4）
【当日の申し込み（学内＆学外）】シンポジウム参加人数と所属内訳

企業

２１社

自治体・関係機関・団体 ２機関
大学・高専 ３校
その他

3名
１１名
2名

当日参加人数計

※全参加人数

３５名

（ｄ）５１名

（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ）＝161

※全参加企業数＝３９（事前申込）＋２（来賓講師）＋１５（当日）＝５４社
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（４）＜シンポジウム開催の成果＞：シンポジウムの模様／交流会
先に述べたように、シンポジウムの参加者人数は、事前申し込みの人数が１００名を越え、かつそ
の内、実際に参加した方の人数が８８名と８０％以上の参加実績率であり、そこに加えて当日の参加
者が５１名と、この種のイベントでの過去の経験から想定した当日申込みの割合をはるかに越えて
多かったことから、今回のシンポジウムに対する地域（企業）関心の度合いが高かったことを示して
いる。シンポジムの模様は、DVD に全て録画されて保存されているが、これもすでに述べたように、
センターのホームページにアップするのに（アップする適切なソフトと動画の容量、すなわちサーバ
ーへの負担などの問題で）ハードルがあって、現在方法を検討中である。Youtube 経由で公開という
ことも選択肢として考えているが、ホームページとサーバー管理の専任者がセンターには元々いない
ため、対応に苦慮している。今後、検討が進んで問題点が解決されれば、公開する考えでいる。なお、
オリジナルな DVD は保管しているため、DVD メディアベースでコピーすることは可能なので、申し
出があれば必要な方にオリジナルを貸出して、ご本人の責任においてコピーしてもらう（作業、コピ
ーのためのソフトの準備もご本人による）ことも検討中である（センターのホームページで貸出を
アナウンスするなど）
。
その代りここでは、以下に当日の模様（講演の様子、パネルディスカッションの様子、交流会の
様子）を写した写真を一部掲載しておく。なお、当日参加者からは、特にパネルディスカッションで
は、地域での『コトづくり』に関する機運の盛り上がりや期待の高まりがあって、良いシンポジウム
だったと伺っている。また、シンポジウム後の交流会でも出席者が互いに意見交換を活発に行い、
締めのあいさつでは、鹿児島県生コンクリート工業組合の江夏理事長より、イノベーションによって
新事業を起こし、新市場を興すことの重要性が述べられ、賛同を得ていた。

Photo.3.9 当日会場周辺（稲森会館

Photo.3.10 当日の受付の様子（稲森会館

入口）

Photo.3.11 シンポジウム会場内、横断幕

Photo.3.12 シンポジウム会場内の様子
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入口）

Photo.3.13 理工学研究科長（近藤教授）のあいさつ

Photo.3.14 地域コトづくりセンター長（武若教授）の
あいさつ

Photo.3.15 ご来賓の皆様（向かって右より、県土木部長
鹿児島県コンクリート製品協同組合事務局長
鹿児島県生コンクリート工業組合理事長

久保田様、鹿児島県建設業協会会長

川畑様、

野口様、国交省鹿児島港湾空港整備事務所長

河合様、

江夏様）

Photo.3.16 小林哲夫名誉教授による特別講演

Photo.3.17 武若センター長による基調講演
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Photo.3.18 県土木部技術管理室技術指導係

茅島様の講演

Photo.3.19 鹿児島県コンクリート製品協同組合技術委員長
河野様の講演

Photo.3.20 日研高圧平和キドウ(株)管理部長

馬庭様の講演

Photo.3.21 鹿児島県工業技術センター
シラス研究開発室長

Photo.3.22 鹿児島市建設局公園緑化課長

Photo.3.23

池田様の講演
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(株)高千穂

社長室長

袖山様の講演

荒井様の講演

Photo.3.24

(有)瀬戸口瓦工場

企画・広報

瀬戸口様の講演

Photo.3.25 パネルディスカッション（武若センター長）

Photo.3.26 パネルディスカッション（袖山様）

Photo.3.27 パネルディスカッション（茅島様）

Photo.3.28 パネルディスカッション（河野様）

Photo.3.29 パネルディスカッション（馬庭様）
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Photo.3.30 パネルディスカッション（桑水流様）

Photo.3.31 パネルディスカッション（荒井様）

Photo.3.32 パネルディスカッション（瀬戸口様）

Photo.3.33 パネルディスカッション
（司会 海洋土木

Photo.3.34

Photo.3.35

交流会での意見交換の様子
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来場者とのやりとり

山口教授）

交流会での意見交換の様子

３．３．４ 「シラス技術研究会（仮称）
」発足の準備会議の開催
前節で記述した「第１回地域コトづくりセンターシンポジウム」では、その同日に、本件シンポ
ジウムと表裏一体の関係を成し、かつまた、センターの活動母胎となる産学官のワイガヤ方式による
研究会／勉強会の発足を企図して、「シラス技術研究会（仮称）」の準備会議を開催している。同日の
昼食時間帯（１時間弱）を利用して、昼食会議の形式で開催した。そのように同日開催としたのは、
参画メンバーが、本シンポジウムにおける業界団体の来賓（またはその代理）、関係機関、講演してい
ただいた企業の講演者とセンターの「地域創生・安全工学分野」の本分野に関係する教員によるもの
であり、今回のシンポジウムで一堂に参集いただく機会を有効に活用したかったためである。限られ
た時間内での議論であったが、集中して活発な議論が産学から出され、特に産業界側からは、
○「早く（立ち上げて）大学と共同してやりたい。
」
○「
（シラス・コンクリートは、従来のコンクリートと比較して）コスト競争力が未だないので、
普及には低コスト化が急務であり、そのための新たなアイデアを出す必要がある。」
○「（業界として）自分達の事業に還ってくる（収益向上に繋がる）ことであれば、（共同研究や
研究会など）で（産業界側に）一定の費用負担が生じるのは当然なこと。
」
○「製品価値を価格に付加価値として適切に反映（上乗せ）させること、そのための（シラス資材
としての）新製品開発。
」
○「個別企業として共同研究したい課題はある。大学側で受け入れられる余裕があるかが問題。」
などの意見や要望が出された。一方、大学側からは
○「全体として共通の話題でワイガヤの（サロン的）議論をしつつ、プロジェクトとして
テーマ設定し、課題解決へ向かう。
」
○「個別的な課題が生じた場合は、個別に共同研究の締結もある。
」
○「複数の教員、異分野の研究者が加わることで、新たな発想のイノベーション創出が期待できる。
」
等々の見解が示された。なお、今回は、時間が限られていたので、議事次第として挙げられていた
事項（方向性への合意や会長、幹事などの決定）は結論に達せられなかったが、近くまた参集して
議論することでは合意された。以後、研究会発足に向けて準備が進むことと思われる。以下、準備会
議の日時と場所、出席者、議事次第と会議の様子の写真（Photo.3.36～Photo.3.38）である。
【日時】平成２８年１月２９日（金）12：35～13：30
（「鹿児島の資材シラスの建設材料としての有効活用に関するシンポジウム」
の昼食時間を利用して開催）
【場所】

稲盛会館

中会議室

【出席者】２１名（順不同：敬称略）
一般社団法人

鹿児島県建設業協会

鹿児島県生コンクリート工業組合

専務理事

理事長

鹿児島県コンクリート製品協同組合

安藤 司
江夏

洋

事務局長

野口俊樹

鹿児島県工業技術センターシラス研究開発室長

袖山研一

鹿児島県土木部技術管理室技術指導係長

茅島浩一郎

鹿児島県コンクリート製品協同組合技術委員長

河野道文

日研高圧平和キドウ(株)管理部

馬庭秀士

（株）高千穂
同社

部長

社長室長

荒井隆是

Ｒ＆Ｄセンター 部長

近藤千恵子

鹿児島菱光コンクリート(株）品質管理課長

桑水流靖彦

(有）瀬戸口瓦工場

瀬戸口和徳

同社

代表取締役

企画・広報担当

瀬戸口貴義

鹿児島大学大学院理工学研究科長

近藤英二

同

武若耕司

地域コトづくりセンター長

同センター

研究部門長

二宮秀與
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同センター
同

地域創生・安全工学分野長

地域創生・安全工学分野の教員グループ

山口明良
審良善和

同センター

開発部門長

上谷俊平

同センター

教育部門長

熊澤典良

同センター管理室
理工学研究科

プロジェクトマネージャー

大重稿二

特任専門員（コーディネーター） 佐藤哲朗

※東京大学大学院工学系研究科建築学

野口貴文教授も出席予定ではあったが、

当日、悪天候のため交通機関の事情で来鹿できなかったので欠席。
【議事次第】
（１）地域コトづくりセンターの研究会としての主旨と活動方針の確認。
（２）会長、副会長、幹事を選出（あるいは次回までに候補を絞る）
。
（３）次回の準備会議にてさらに詳細を詰めるため、その開催時期のことなど。
※会議の審議時間が短いため、議事内容は限定してある。
今回の準備会議では、少なくとも研究会を発足する方向
で出席者皆様の合意形成がいただける所まで確認する。

Photo.3.36 「シラス技術研究会（仮称）
」発足準備会議にて
名刺交換の様子

Photo.3.38 会議の様子
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Photo.3.37 会議の様子

３．３．５ その他、勉強会／研究会立ち上げの企画構想の状況
今年度は、センターの活動母胎としての産学官でのワイガヤ方式による研究会ないし勉強会を立ち
上げるべく企図していたが、残念ながら現時点で正式に発足に至ったものはない。現時点で協議中の
ものとしては、「地域創生・安全工学分野」から、前出の「シラス技術研究会（仮称）」が発足ために
準備協議中であるほか、前出表 3.3 に記載の、平成２７年度センター課題の「大規模」課題にて、
中里勉准教授が代表研究者を務める課題から、当センターの「先進物質材料開発分野」より、「食品
加工」や「機能性」との関連性を視野に構想中の段階にあるものだけである。
「環境・エネルギー分野」においては、同分野長の二宮教授とセンター管理室の特任教員とで打ち
合わせを行っている。そこでは、「住環境」＋「暮らし（高齢者）」＋「エネルギーマネジメント」、
「農作物・花卉の管理」＋「圃場でのエネルギー供給、マネジメント」
、あるいは、二宮教授が取りま
とめた、平成２７年度の学長裁量経費申請で複数の理工教員が関わる「化学物質の動態・環境モニタ
リング」に関するテーマ（不採択であったため、教員グループの研究会活動に至らず）等々がキーワ
ードとして挙げられてはいるが、より具体的な構想には至っていない。
「医療・福祉工学分野」では、分野長が今年度から変わったことと、センターの活動と産学官に
よる研究会／勉強会のイメージを描けていなかったとの見解が分野長から示され、同分野の教員によ
る、学会の関連分野の研究会との共催による研究発表会に留まっている。
「天文宇宙分野」でも、今年度途中からの分野長として就任であったため、これもどのような活動
を描いていけばよいかをもっと検討する時間が必要との分野長からの発言もあって保留となっている。
いずれも次年度以降、継続して企画構想の検討と立ち上げに向けての行動が必要となる。

３．３．６ 他の研究会等との共催、後援など
当センターの研究会は前述のように未だ協議中ないし構想中なものだけであるが、すでに活動して
いる研究会や、学会の研究会との共催、当センターの「地域創生・安全工学分野」に所属する教員の
自発的な研究成果の発表と産学のワイガヤ懇談会（※この会については、今後当センターの「地域創
生・安全工学分野」の勉強会／研究会となるよう教員に働きかけていく）について、当センターの
後援、あるいは共催という形で今教員の活動を今年度は支援してきた。以下にその内訳と概要を示し
ておく。なお、センターとしては、下記、
『ＭＥとバイオサイバネティックス研究会』を除く、各機会
を借りて、センターの主旨・目的や研究会によるワイガヤから新たなプロジェクトを産み出して地域
産業の活性化へ、という一連の説明とパンフレットを配布させいただき、併せて交流会や懇談会で
企業や業界団体の方々と人脈形成の機会としている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○『電子通信情報学会：ＭＥとバイオサイバネティックス研究会』と
『地域コトづくりセンター 医療・福祉工学分野』との共催（資料 No.H27-24-1）
【日時】平成２８年１月２１日（木）9:00～17:40
【場所】鹿児島大学

稲盛会館

【概況】参加人数：５５名（他機関３５名，鹿児島大学２０名）内、
地域コトづくりセンター医療・福祉工学分野教員の研究グループから４件の発表。
発表演題と各教員名は、プログラム（資料 No.H27-24-1）を参照のこと。
＜医療・福祉工学分野長からの本件に関するコメント＞
「医療・福祉工学分野の教員に今回の研究会への参加を呼びかけたが、今回の ME 関連の
研究会では４グループの参加にとどまり、発表内容も必ずしも産学連携を指向する内容
とはなっていなかった。また、ME 関連の産学連携のニーズは地域には、ほとんど皆無で
ある。地域や国内の企業との実質的な連携を指向するのであれば、現在の ME、神経科学
関連に偏った医療・福祉工学分野の教員メンバー構成と代表教員を刷新し、すでに実績の
ある生化学や分子生物学関連の研究内容にシフトするべきと考える。
」とコメントされている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-45-

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○『かごしま材料学研究会 第５回講習会（金属の腐食と防蝕の基礎）
』を後援
（資料 No.H27-24-2）
【日時】平成２８年３月１４日（月）13:00～17:00
【場所】鹿児島大学

工学部講義棟１１１号教室

【概況】参加人数：５３名（内、企業１７社、大学・高専・関係機関８機関）
本学理工学研究科の中村准教授と鹿児島県工業技術センターの岩本氏が中心となって
地域企業向けに技術講習や情報提供や意見交換を行っている。講習会の具体的な内容は、
開催案内（資料 No.H27-24-2）を参照のこと。
特任専門員の佐藤ＣＤが出席して、インターンシップ事業で企業開拓の簡単な説明と
地域コトづくりセンターのパンフレットを配布。因みに、９月１７日の第４回講習会
（於：鹿児島県工業技術センター）にもセンター管理室特任教員（大重）と特任専門員
（佐藤）が参加し、コトづくりセンターの説明、パンフレット配布を行っている。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○『平成２７年度 第１回 鹿児島大学建築防災・材料施工研究成果公開企画と
産学ワイガヤ懇談会』と共催（資料 No.H27-24-3）
【日時】平成２８年３月１５日（火）13:00～18:00
【場所】鹿児島大学

工学部共通棟３０２号

【概況】参加人数：２７名（内、企業５社５名、業界組織２団体６名、本学理工教員３名、技術職員２名、学生）
本学理工学研究科

建築学の澤田准教授を中心にその他２名の教員と学生による研究成果

（学会で既発表のもの）を地域企業（建築関係）
・業界団体の方々にわかりやすくプレゼン
して、産学にてワイガヤ方式での意見交換を行うものであった。業界関係団体に本企画の案内
を送付して関心のある方に参加を呼びかけ、産業界からのニーズ等とプレゼン内容に対する
意見を伺って、今後の研究の展開と産学連携を期する機会とし、そこから共同研究への展開も
期待する。
※「地域創生・安全工学分野」教員であることと、産学双方向で意見交換をするという
主旨から、センターとして支援することとなった。開催案内の作成、参加受付、当日の
ワイガヤ懇談で教員との間を取り持ち、産学共同で検討する話題の方向性の助言などを
その場で行うなどの支援を行っている。今後、この活動を地域コトづくりセンターの
研究会／勉強会となるよう働きかけを行う予定。以下、同会の様子（Photo.3.39～3.44）
。

Photo.3.39 冒頭での山口教授（地域創生・安全工学分野長）
によるあいさつ
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Photo.3.40 澤田准教授による研究成果プレゼン

Photo.3.41 黒川准教授による研究成果プレゼン

Photo.3.42 横須賀助教による研究成果プレゼン

Photo.3.43 休憩時の出席者同士での懇談

Photo.3.44 センター管理室（左手前２人）による
コーディネート活動。企業と教員に相互に連携の働きかけ。
右側が企業の方、左側３人の内、奥側が澤田准教授。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

４．【開発部門・教育部門の取組実績】
旧中央実験工場が、その建屋を含めて、地域コトづくりセンターの開発部門と教育部門として再編
されるにあたり、今年度の運営会議にても議事として挙げられたのだが、業務フローを再整理して、
開発部門と教育部門の取組みとして改めて明示すべきことと、それを踏まえて、今後の活動で新たな
取組の提案などに結び付けていけるよう、検討のことが今年度に議論されている。また、昨年度の
３Ｄプリンタ２台）の設備導入に引き続き、今年度も細穴放電加工機の設備導入が計画され、２月末
に導入されたところである。これは、昨年度の事業実施報告書にもあるように、開発部門（機能創成
室）において、地域企業との共同研究開発では、『製品に近いところまでを担えるようにする、また
その点を強みとする』という強いコミットメントによるものである。加えて、それら設備の維持管理
や操作スキル向上に必要な諸経費、地域コトづくりセンターが予算運営面で自立していかねばならな
いことも議論されており、開発試作を請け負う体制、少しでも資金を確保するための収益／料金体系、
学内の会計上の問題（料金根拠、会計上の新たな規則、オーバーヘッド等々）では結論を得ていない。
一旦、地域企業との共同開発で請け負った場合の品質の保証、納期の保証の問題など、様々に検討し、
決定しておくべきことが沢山ある。どこまでやるのか、やれるのか、断念するのか、まだまだ引き続
き議論が必要なようである。
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４．１ ホームページ改訂と業務フローについて
（１）ホームページ改訂
平成 27 年 4 月より大学院理工学研究科 中央実験工場から地域コトづくりセンター 開発部門・教育
部門に再編されたことにより、これまで運用していた中央実験工場のホームページを改訂することと
なった。平成２７年度１２月よりリニューアルしたホームページを公開している．大学院理工学研究
科技術部の情報系技術職員の支援を受け、修正の容易さや保守管理の運用も考慮しながら，分かりや
すく閲覧しやすいホームページを目指して作成した。図 4.1（資料 No.H27-20-1）に、改訂したペー
ジトップを示しておく。元々、中央実験工場は独立したホームページを持っていたことと、昨年度の
段階では地域コトづくりセンターは設置準備室として研究部門のみのホームページであったので、
コトづくりセンターのトップページ（http://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/top/）から開発部門・
教育部門のページへリンクを貼って対応している。
内容の詳細については，下記アドレスからも直接閲覧することができる。
＜地域コトづくりセンター 開発部門・教育部門ホームページ＞
（http://cms.eng.kagoshima-u.ac.jp/）

図 4.1 開発部門・教育部門のトップページ
今後は、既存の設備や新規に導入した設備の紹介，製作した加工品の参考例として写真を公開する
など内容の充実を図り，開発部門・教育部門の業務内容や取り組みを学内外に発信していきたい．
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（２）業務フローについて
開発部門・教育部門では、技術部から 5 名の技術職員が旧中央実験工場担当として配置され、主に
研究で使用する装置部品の製作依頼業務、機械工作実習の指導を行う教育支援、工場利用者へ機械の
操作や加工方法を指導する技術相談など、これまでにも同工場の運営業務を行っている。今回の地域
コトづくりセンターとしての再編に際しても、上記業務内容は引き続き行われる。
以下に。各業務内容を簡単に説明する。
○＜製作依頼業務＞
研究等で使用する装置部品や試験片の製作を行っている。学部からの依頼が大半を占めているが、
理学部や農学部など他学部からの依頼も対応している。製作依頼の業務フローを以下に示す。

製作作業依頼書・図面を依頼者が作成
図面の確認，納期打ち合わせ
先任専門技術職員に提出

先任専門技術職員が工場担当技術職員へ作業を割り振る
各担当が製作
製作完了後，先任専門技術職員に製品を渡し，作業工数（時間）を報告

先任専門技術職員から依頼者へ連絡し，完了報告書と製品を渡す
図 4.2 製作依頼業務のフロー図

製作依頼業務では、作業工数（時間）に応じて委託作業料を徴収している。中央実験工場の予算
削減に伴い設備や工具の維持管理のため平成 17 年度より工学部外からの委託業務の有料化、平成 18
年度からは、工学部内からの委託作業についても有料となっている．登録料及び委託作業料を以下に
示す。
１）登録料（授業）
工学部学生
工学部以外からの学生

：
：

無料
1 名につき 1000 円／年間

２）登録料（授業以外）
工学部の教職員・学生
工学部外の教職員・学生

：
：

無料
1 名につき 3000 円／年間

３）委託作業料（放電加工）
工学部の教職員・学生
工学部以外の教職員・学生

：
：

500 円／時間とし，30 分単位で切り上げ
1000 円／時間とし，30 分単位で切り上げ
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４）委託作業料（放電加工以外）
工学部の教職員・学生
：
工学部外の教職員・学生
：

200 円／時間とし，30 分単位で切り上げ
600 円／時間とし，30 分単位で切り上げ

５）その他
工場の備品（工具等）の貸し出しについては課金しない．
材料等は提供しないので，各自持参する．
特殊な加工に使う工具等については，各自で持参する．
登録料及び委託作業料については自己収入での振替となっている。振替の時期は，四半期ごとに集計
して、依頼者へ連絡している。
なお、業務依頼、センター利用に関する文書様式は地域コトづくりセンターの名称と同センター長
に対する申請として書面を改めている。本報告末の<各資料＞に各様式を掲載しておくので参照された
い［地域コトづくりセンター利用申請書様式（資料 No.H27-20-2）］、
［地域コトづくりセンター利用料
（資料 No.H27-20-3）
］
、
［製作依頼書様式（資料 No.H27-20-4）
］
。

○＜教育支援業務＞
これまで講義の教育支援として担当してきた科目は、
主に機械工学科 2 年生「機械工作実習 A&B」、
理学部 物理科学科「物理計測実験」での機械工作実習を行っている。その他としては、年 1 回 5 月
上旬頃に教育学部の講義の一環で、工場見学を行い、加工機械や機械加工の説明を行っている。
○＜機械工学科「機械工作実習 A&B」＞
2 年生対象、前後期 火曜日 3・4 限目、100 名程度。
○＜理学部「物理計測実験」＞
2 年生対象、後期 10 月下旬～12 月上旬（全 4 回） 木曜日 3・4 限目、50 名程度。

○＜工場利用者への技術相談＞
研究で使用する装置部品を自ら製作するために来場する利用者（学生・教職員）に対して、加工
機械の操作方法や加工方法などの指導や相談を行っている。他の業務との兼ね合いもあるため、5 名
のスタッフで当番を決め対応している。初めて工場を利用する学生や教職員は、年度初め 4 月中旬に
行われる利用説明会に出席してもらい、その後、安全講習を受講して利用することができる。以下に、
工場利用に関する受付フローを示す。

工場利用説明会（毎年度４月上旬）

安全講習の受講（説明会後、随時受付）

先任専門技術職員へ利用申請書の提出
利用登録完了
機械使用の許可を職員にもらい，記録簿に開始時間を記入
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職員の指導に従い製作作業

作業終了後，清掃・工具の返却

記録簿に終了時間を記入し，職員に報告
図 4.3 工場利用者の技術相談対応のフロー図

工場の利用時間は、平日 8:30～17:15（昼休憩時間は職員不在のため利用不可）となっており、利用
時間外に使用するためには、時間外利用申請書を提出することとなっている。

○＜工場運営業務＞
運営業務として、予算執行や管理，加工機械などの設備の保守管理、備品や消耗品の管理、環境
整備など運営する上で必要な業務全般を行っている。
○＜その他（技術部運営業務）＞
5 名のスタッフは各自、技術部 WG や出前授業、技術研究会での報告など、年間を通して技術部の
運営にも携わっている。

４．２ 機能創成室の活動について
４．２．１ 昨年度導入した３Ｄプリンタの実績
繰り返しになるが、前述したように、開発部門（機能創成室）への設備導入は、地域企業との共同
研究開発で製品に近いところまでを担えるようにする、またその点を強みとする、とコミットしてい
ることによるものである。そこで昨年度、新たに導入した３Ｄプリンタの稼働（利用）実績について
以下に報告する。
３Ｄプリンタを導入した背景ニーズについては、昨年度の事業実施報告書に詳しく述べてあるので
詳細は割愛するが、３次元 CAD を利用した設計が一般的になるなかで，その設計データから直接形状
を創成できるのが３Ｄプリンタであり、設計どおりのものが簡単に造形できることが大きな利点で
あるところから導入したものである。その導入効果を最大限発揮できるよう、簡便な操作で高精細な
造形が可能な以下の機種を昨年度、選定・導入している。
○キーエンス社 AGILISTA-3100
造形方式
インクジェット方式
（光硬化性樹脂をノズルから塗布して，UV ランプにより硬化・積層する手法）
造形サイズ 297×210×200mm（A4 サイズ×200mm）
解像度
635×400dpi
Z 解像度
高分解能 15μm 標準 20μm
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外形寸法
W944×D700×H1360mm
重量
188kg
入力データファイル形式 STL
同プリンタの利用実績については、本年度の利用実績を表 4.1 に、造形の事例についてを図 4.4～
図 4.7 に示す。今年度は、前述したように運用方針（料金体系と根拠、センターとしての開発請負と
収益・会計上の規則など）が定まっていなかったため、利用については無償にて対応した。次年度、
開発部門（機能創成室）として早急に取り決めしなければならない事項である。
なお、利用者からは、コンピュータ上で作成した３次元形状が、ほぼ手間がいらず、スピーディに
造形できることから、評価は上々であった。

表 4.1 昨年度導入した３Ｄプリンタの稼働（利用）実績一覧
AGILISTA 造形作業一覧
番
造形内容

造形日

造形時間

依頼元所属

号
1

k_frame_right NM

2015/09/25

2 時間 14 分

機械工学

2

vibration_cover_d12 HR

2015/11/06

1 時間 40 分

機械工学

3

ARM_TAP_1_taniguchi HR

2015/11/16

15 時間 23 分

機械工学

4

（情報公開制限のため、割愛）

5

HeartGears1-2 HR

2015/12/22

14 時間 34 分

地域コトづくりセンター

6

Fujikawa_tesuri4 and jyo yubi

2015/12/23

3 時間 48 分

機械工学

7

Fujikawa_tesuri1 HR

2015/12/25

4 時間 19 分

機械工学

8

RST_004_b

2015/12/28

11 時間 09 分

地域コトづくりセンター

9

test0121_yoko NM

2015/12/28

0 時間 38 分

地域コトづくりセンター

10

jyo_yubi_2 NM

2016/02/01

1 時間 34 分

機械工学

11

cover2 HR

2016/02/04

1 時間 53 分

機械工学

12

Fujikawa_tesuri4 HR

2016/02/10

1 時間 13 分

機械工学

2015/12/1
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図 4.4 造形処理の過程（３次元ＣＡＤ）

図 4.5 実習用展示サンプル

図 4.6 センサー部品

図 4.7 センサーカバー

４．２．２ 今年度導入した細穴放電加工機について
本センターにおいては、従来、穴開け加工はドリルによる切削加工のみで対応してきた。昨今の
研究の多様化や高度化に伴い、高硬度材への穴開けや小径穴加工の問合せも増加してきていたが、
ドリルでは加工不能で断る事例が多々あり、そのような要求へ対応した加工機が求められていた。
ところで、刃物を使った物理的な切削とは違う仕組みの、非接触の放電エネルギーを利用した加工
法である放電加工が実用化されて久しい。この加工法は今日の製造現場で、難削材の加工や高精度の
部品加工に広く用いられており、それを穴開けに応用したものも普及している。今回この放電により
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穴開けを行う細穴放電加工機を導入することで、前述の加工要求に対応することとした。
この設備の導入により、これまでドリルでは加工できなかった小径かつ深穴や高硬度材への穴開け
が可能となり、これを活用することで、研究支援の高度化に繋がることが期待できる。以下に、導入
した「細穴放電加工機」の仕様・諸元（資料 No.H27-21）
、特徴について記述する。
【細穴放電加工機の仕様／諸元】
○＜名称並びに型名＞
細穴放電加工機 RH3525（菱電工機エンジニアリング株式会社製）
○＜機械本体仕様・諸元＞

○＜設備外観＞

Photo.4.1 細穴放電加工機の外観
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○＜細穴放電加工機の特徴＞
①曲面や斜めの面に対しても、非接触で加工が行われるため食いつきが容易である。
②アスペクト比（深さ/穴径）がドリルの 10 程度に比べて,電極径にもよるが、300 位まで可能。
③電極先端の消耗はあるが、折れたりの破損の心配がない。
④ドリル加工では不可避なバリが、放電加工では発生しない。
○＜加工実績＞
平成２８年２月２９日に搬入並びに設置のため、今年度の利用実績はない。

４．３ その他、地域貢献・社会貢献の活動
教育部門と開発部門が主催する活動は、今年度の実績はないが、会場提供という形では以下の公開
講座がある。
○公開講座「ものづくりにチャレンジ」
【日時】 平成 27 年 8 月 7 日
【主催】 日本機械学会九州支部
【内容】 ものづくり体験（地域の子供たちが参加）
比較的低温で融解する金属による鋳造体験。小さなアクセサリーなどを作製。

Photo.4.2 公開講座の様子

Photo.4.3 公開講座の様子（鋳型）

Photo.4.4 公開講座の様子

Photo.4.5 公開講座の様子（鋳造サンプル）
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５．【センター運営会議等

議事次第・概要】

以降に、本事業に関わるセンター運営会議等の会議における議事次第および議事概要を掲載する。
今年度は、センター運営会議は２回の開催実績となっている。開催回数がこのままでは少なく見える
が、研究部門のメンバーを中心に集まって協議した機会として、本報告にて前述した、平成２６年度
センター課題の報告会（事後評価）において１回の招集と、平成２７年度センター課題の選考会議に
ても別途２回の招集を行っている。また、昨年度からこれまで、研究部門中心の会議であったことか
ら、開発部門・教育部門のメンバーとの情報共有／目的・課題共有のため、第１回のセンター運営会
議の前に開発部門・教育部門およびセンター長、センター管理室だけによる事前会議を開催している。
さらに、第２回のセンター運営会議は、メンバーのスケジュールの都合により続けて２日間に分けて
実施していることから、それらの場で関連する協議がなされることを踏まえると、実質的には年間６
～７回の会議を実施していることに相当する。加えて、急ぎの事案や周知事案、課題報告書の様式な
どで意見を伺う事案などの場合には、センター管理室よりセンター長名でメールを配信し、メンバー
から回答や意見をもらうことで会議を補完してきている。メンバー各員の日程調整、会議への負担を
考慮するとセンター運営会議は２回の開催が限度であったように思う。
以下、すでに本報告で記述済みの平成２６年度センター課題の報告会（事後評価会議）および平成
２７年度センター課題の選考会議を除く、センター運営会議等の開催日時と出席者、議事次第・議事
概要である。

平成 2７年度

第１回

地域コトづくりセンター運営会議の事前会議（開発部門／教育部門との会議）

＜日時＞：平成２７年８月５日（水）１３：００～１５：００
＜場所＞：

工学部共通棟

２０３

、
＜出席者＞： 武若センター長、上谷俊平教授、熊澤典良准教授、萩原孝一（技術職員）、奈良大作（技術職員）
大重特任教授（管理室）
、階元（管理室

事務補助）

＜主な議題と議事概要＞
1.【事前会議の主旨について】
・旧中央実験工場が地域コトづくりセンターの開発部門、教育部門として組織に組入れられているが、
旧中央実験工場に関する情報がセンター長、センター管理室で把握できていない。
センターのマネジメントの観点から課題の共有、意識の共有を行う必要がある。
研究部門と管理室のこれまでと、開発部門、教育部門のこれまでとこれからを人員の配置の確認とともに
報告及び審議できるように進めていくことを各位が確認する。
2.【開発部門と教育部門の活動内容について】
①管理室に開発部門と教育部門の副部門長である（萩原氏、奈良氏）に実務担当で兼務にて管理室に入って
もらうことを提案し、確認した。

センター管理室実務会議にも参加して頂くことになる。

→（※管理室の特任教員は任期が平成２８年３月までであるので、その後のことも考慮してのこと）
②開発部門と教育部門の活動内容について
ａ）まず、旧中央実験工場での業務を整理（見える形に）して、問題点とともにセンター全体で認識を
共有できるようにする。
（予算・経費の現状、学内の試作受注の流れと原価、予算振替の問題、導入設備の稼働率向上、
職員のスキル向上、
・・etc.）
ｂ）今後の両部門の活動について、上記現状を踏まえて、センターとしての新たな構想・提案などを
両部門の会議等で検討いただく。
ｃ）研究部門との連携を企図する提案（例えば、課題共同研究先企業の試作実施、学外からの試作受注、
地域企業担当者へ機器操作教育、等々）を実施し、実務に起こす。
↓
上記ａ）については、９月中にとりまとめてもらい、その他は、今後の課題として進める。
などが提案されその場で検討された。
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平成 2７年度

第１回

地域コトづくりセンター運営会議

＜日時＞：平成２６年８月７日（金）１７：００～１９：００
＜場所＞：工学部共通棟

２０３

＜出席者＞：武若センター長、二宮秀與教授、吉田昌弘教授、内山博之教授、上谷俊平教授、熊澤典良准教授
近藤研究科長、愛甲総括技術長、萩原孝一（技術職員）
、奈良大作（技術職員）
、
佐藤哲朗特任専門員、大重特任教授（管理室）
、総務 白坂課長、会計
階元（管理室

横枕係長、

事務補助）

＜主な議題と議事概要＞
１．
【センター運営における各種会議構成とメンバーについて】
管理室より、センター組織・機能イメージ提示があって、
①教育部門会議、開発部門会議、研究部門会議（さらに、５分野の各会議）の設置について、提示資料
を基に各部門設置のこと、研究部門については、すでに前年度の設置準備室会議の延長で実施してきて
いる旨などの説明がなされた。
②センター管理室実務会議の設置について
※センター長、特任教員、事務補助の３名で、現在、すでに週１回で実施中のことが管理より説明が
なされた。教育部門、開発部門の副部門長に管理室スタッフとして実務会議に参加し、今後は、
センターの実務に従事してもらうことが提案され、了承された。
なお、今回出席できなかった当該メンバー（開発部門と教育部門の副部門長の 萩原氏と奈良氏）
には、開発部門長・教育部門長と同副部門長の両名、センター長、管理室による８月５日の事前
会議にて本会議の議事内容について説明と了承を得ていることを報告した。
（技術部 萩原氏と奈良氏には、センター管理室スタッフを兼任して頂くことで了承済み。
）
③８月より就任した佐藤コーディネータの紹介と佐藤ＣＤから担当業務（博士課程学生のインター
ンシップ事業の説明、地域コトづくりセンターの企業開拓のことなど）のことが説明なされた。
④センター運営会議のメンバーには、
○研究科長と愛甲総括技術長には、今後、オブザーバーとして出席依頼する。
○佐藤特任専門員には、インターンシップ事業の企業開拓と企業課題（ニーズ）の収集との関連で
必要に応じて出席依頼する、こととなった。
○（研究科長より）５月に天文宇宙分野には半田先生に分野長にとお願いして、ご本人から了解いた
だいており、武若センター長には連絡済とのことであったが、センター長よりこれまで管理室に
伝えられてなかったことが判明した。
↓
後日、センター管理室（特任教員）から半田先生へ説明に伺うこととなった。
※管理室より、情報・資料等を半田先生へ送付、これまでの経緯などを補足説明の対応をとる
ことになった。
２．
【開発部門と教育部門の活動内容と管理実務について】
※８月５日に教育部門、開発部門とセンター長、センター管理室による事前会議を実施した。
その５日の事前会議を含めて今回、以下が了承された。
①繰り返しになるが、前記のとおり、技術部 萩原氏と奈良氏には、センター管理室スタッフを兼任して
もらうことで了承。
②教育部門・開発部門については旧実験工場で今まで行っていた業務・事業をベースに実験実習、製作
依頼などにも対応していくことが確認された。萩原さんと奈良さんには開発部門・教育部門の実務と
その管理のため、センター管理室で実務を兼務してもらうこととなった。
また、そのため、週１回のセンター長との実務定例ミーティングにも今後出席してもらうことを確認
した。
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③部門会議について、研究部門は、昨年度のセンター設置準備のための会議と併せて議論してきていたが、
開発部門、教育部門も各部門での現状の取組の整理・今後の運営の在り方、取り組むべきことなどで
それぞれ検討をお願いすることとなった。
↓
※まずは、現状の業務と問題点などを俯瞰して再整理し、実務に落とし込む作業を９月中に
実施すること、その上で、センター設置の理念・目的に則して取り組むべき事業についての
提案・策定を行う旨、了承された。
④研究部門では、さらに各分野（５分野の）でも研究会の立ち上げなど検討していただくことにした。
３．
【平成２６年度

センター（設置準備室：当時）事業実施報告書について】

①表紙装丁のもの１００部を用意できた。
（部数に限りがあるので会議時は机上回覧とした。
）
会議メンバー各員には、ｐｄｆファイルをＣＤにコピーしたものを配布した。
②学内外への配布先（配布先リストは別紙）
※国会図書館へは５部送付済み（送付義務規定ありのため）のことを報告して了承された。
③センター長とともに関係機関、団体、主要企業への協力参画依頼で訪問時に持参用１０数部
は必要と報告し、了承された。
４．
【平成２７年度のセンター予算について】
まず、近藤研究科長より地域コトづくりセンターを立ち上げた経緯と予算背景の説明があった。
（説明内容は割愛する。
）そこで、以下が課題として挙げられた。
①事業計画

区分：イノベーション創出（産業のイノベーション機能の強化）ということで２年間の

立ち上げ費用のみは確保しているが来年度はどうするか？いかに自前で運営していくかが今後の課題
になる。
②（研究科長より）
（見通しは不明だが）事業費くらいは来年度も確保したいとの発言があった。
③白坂総務課長より平成２７年度の追加配分があった経緯の説明がなされた。
→前年度の残があったのでその分の１５７万円分が繰り越されて増額になった。
その分が先日ようやく配分があったとの説明がなされた。
先に策定して提出した平成２７年度の予算計画・個別事業等の概要にはこの追加予算分を設備費に
入れているが他の費目で使用することがあっても構わないので、予算計画を作り直しはしなくても
よいとの説明があった。
④管理室より、開発部門・教育部門（旧中央実験工場）からの要求で、本年度は微細穴放電加工機の購入
計画が出されている。見積もり額で約３１７万円が提示されていること、別途、設置費が１１万円とな
る予定であること説明があった。
（いずれも本年度、予算に計上している。
）
→微細穴放電加工機購入費用捻出のために出張費など予算を削ったので追加予算分の一部は、その際
に削った費用に充てることとした。
⑤さらに、メンバーから、昨年度は３Ｄプリンター（２台）を購入できたが未だ使用できていない状況の
こと、また、設備導入では、その後、職員が操作に習熟するにも材料費等が必要となるため、その費用
が賄えないと遊休設備となってしまう事情も明かされた。
↓
※開発部門では、共同研究課題で地域企業の開発試作等を請け負うと謳っているので、その費用を以て
維持費や習熟訓練の費用にあててはとの意見が出されたが、その価格設定をどうするかなど、会計上
の問題点については、後の「センター運営のための資金確保・収益について」のところで議論された。
５．
【
「小規模」課題の RA 候補とのマッチング・プロセスの結果について】
管理室より、配布資料が提示され、以下、
①採択課題１０課題、ＲＡ候補者６名（当初７名、１名辞退かつ指導教員による推薦取り消し）
②マッチング面談結果、６名とも第一希望ないし第二希望課題にマッチング成立した。
→７月３０日に総務へＲＡリスト提出。雇用手続きに入る。
③採択課題の残り４課題は、技術職員とのマッチング・プロセスへ移行する。
（８月中下旬～９月上旬予定。
）

との報告が管理室よりなされた。
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④さらに管理室より、本年度分の「大規模」課題は、予算配分がなされていること、７月１日から課題
開始されている旨の説明があった。
↓
＜予算執行状況について＞
○センターの課題公募として、
「大規模」課題が２件×２００万円が７月に予算が担当者へ配分されている。
○「小規模」課題は予算上１０課題だが、ＲＡとの課題は、マッチング結果が６件（１課題３０万円×
６件）は９月１日開始で準備中、残り４件は技術職員とのマッチングに移行する。
○技術部の職員とのマッチングが終わり次第、マッチング成立した課題に対して予算配分の予定である
ことが報告された。
＜今年度の技術職員とのマッチングに関して補足とメンバーからの意見＞
○今回の技術職員とのマッチングは、せっかくの採択課題が取り消しとなるのを回避して、かつ、技術
職員にもこの課題従事を通じてスキルアップを期待し、さらに共同研究開発や企業ニーズの観点では、
学内の先生と企業とのブリッジ人材（翻訳できる人）になって欲しいとの狙いもある。
○技術職員には臨時の業務依頼を研究責任者の教員より手続きしてもらう。
○マッチング希望者を募るに当たって、技術部（愛甲総括技術長あて）にセンター長名の依頼の文書を
管理室より送付することとする。
○秘密保持誓約（営業秘密管理ガイドライン）のこと、今回の主旨のことを愛甲総括技術長より技術職員
に周知してもらい、希望者をとりまとめてもらうことが了承された。
（現時点では、課題開始は１０月位から来年３月末まで研究期間を設けている。
）
○技術職員のインセンティブはどうなるのか。ＲＡほどはできないが何か考えないといけないのではとの
意見も出されたが、今回、結論は出ていない。
○ＲＡの雇用予算は１０名分確保していたが４名分雇用費が浮くので外の予算に使えるようにできるか？
技術職員に対して何かモチベーションをあげるものを考えたほうがよいとの意見も出された。
（研究成果発表や論文共著などの他に何か、今後、検討事項とすることとなった。
）
６．
【学内外の組織・機関との連携について】
①学内他のセンターとの連絡会議等の設置について
・産学官連携推進センター、
・ＣＯＣセンター
・その他
→今回の会議では、他のセンターとの繋がりはどうするのか、他のセンターとの違いや他のセンターの
活動主旨などよくわからないとの意見がメンバーから出された。
ＣＯＣは島嶼・自治体・地域社会課題が対象であり、コトづくりは産業界が対象の違いがあるなど見解
が（研究科長より）示されたが、今後どうするかについては、今回は特に具体的な意見がでなかった。
なお、現場（コーディネータ）レベルでは互いに連絡・協力の関係は構築している旨、報告があった。
②地域・自治体との連絡会議等の設置について
例えば、県の企画部、商工観光労働部産業立地課、鹿児島県工業技術センター、
かごしま産業支援センター、鹿児島県工業倶楽部、鹿児島市などが挙げられた。
管理室より、適切な相手先について各員の意見と窓口の情報についてメンバーに求めたが、具体的な連絡
会議設置の議論はなされなかった。
⇒ただし、管理室より、特任教員とセンター長にて、適宜、協力依頼の訪問先は検討していて、
９月～１０月にかけて訪問する予定であることは説明された。
７．
【研究会の立ち上げと研究会の運営について】
①管理室より、各研究分野にて、研究会の立ち上げと年度内の会合の実施が必要と指摘がなされた。
※参考として他大学での研究会会則の例を資料として配布して、組織化、研究会の幹事の決定、
研究会の企画運営と会合実施のことを管理室へ報告など説明がなされた。
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②シンポジウム開催について
本年度中、１つは開催することとなった。ただし、研究会の発足もこれからであり、また開催するに
は実績内容がない点をどうするか議論された。
⇒センター長の提案により、センターの内容をもっと外に発信するべきだとの考えから、今回シンポ
ジウムを開催するとしたことに至ったこと、地域創生・安全工学分野でとりあえず年度内に開催
予定のこと、内容は、
「しらすコンクリート」
「しらす拠点形成」で案を構想している旨説明があり、
了承された。加えて、その背景とする研究会の発足とともに開催する考えが説明された。
↓
開催時期は、１１月か１２月中に予定するとしたが、変更の可能性もまだあり得るとした。
管理室からは、その前に業務タスクのブレークダウンが必要と意見が出された。
研究会発足の段取り、関係機関、主要企業、団体等への説明、参画依頼、シンポジウムの企画と
講師等の依頼手配、開催周知、会場手配、スタッフ配置段取り、等々、準備に多くを要する点を
どうするかについて意見が出されたが、シンポジウム開催の経験のあるセンター長より自身に
まかせて欲しいとの発言があった。
８．
【各部門、各分野からの主な意見や提案】
（１）環境・エネルギー部門（二宮先生）
○今年度のように予算が来年度も得られるのであれば早めにグループとして集まって活動しなければ
ならない。
○本センターとＣＯＣと本大学の強みとの区別が分からない。
↓
（研究科長）
研究科の強みとしているが、当然、ＣＯＣと重複する部分がでてくると思う。
本大学は個々の先生が別々で活動している状況で、それでは強みを発揮できないので、理工では
グループで活動しているという形で強みを作るのもひとつの活動だと思っている。
研究費くらいは来年も予算を出せるのではと思っているが、見通しは不透明との見解が示された。
（センター長）
ＣＯＣからもテーマが重複しているものも多い。ＣＯＣは（状況を見ると）教員が個人としてテーマ
（研究課題）を出しているようである。一方、本センターはグループとして（分野として）出している
ところでは違いがあるのではとの見解が示された。
⇒５分野のとりまとめの先生方には、定期的に各分野で集まって頂き、活動して欲しいとの発言も
なされた。
（管理室

プロジェクトマネージャー）

分野ごとで集まる際に部屋の予約や案内作成などセンター管理室に相談頂きたい。
会則や幹事役は分野ごとで決めて運営して欲しいとの見解が示された。
（佐藤ＣＤ）
（中小企業中央会の例を出して）中央会は組合をまとめて地域を活性化しようとしている。周りは強く
サポートしているが新規事業を立ち上げる外部とのパイプがない。鹿児島大学では地域にも貢献できる
テーマをみつけるチャンスがある。せっかくなので積極的に企業訪問したほうがいい。中央会は業界団
体としての情報を集めやすいのではとの意見が出された。
（管理室

プロジェクトマネージャー）

センター長との企業訪問の前に佐藤ＣＤで企業訪問を予定している。中小企業中央会も訪問する。
その他、工業倶楽部なども訪問するとの予定が話された。
（２）医療・福祉工学分野（内山先生）
○学長裁量経費を医療工学ということで申請した。医歯学総合研究科と理工学研究科とで申請をしたが
１点足らずでＢ判定で通らなかった。工学部だけで医療福祉と名乗ってもどうしても力が弱い。
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霧島（大学病院

霧島リハビリテーションセンター）や医・歯学部の研究者と組まないと弱い。

（競争的資金獲得も難しい）との意見が出された。
○研究会の発足について、既存の学会の研究会など開催したらダメか、との質問も出された。
（管理室

プロジェクトマネージャー）

（上記質問に関して）
○確かに医療・福祉分野の競争的資金の申請では、医系がニーズまたはシーズとしての入口および臨床
（市場）としての出口が描いていて、工系の技術を評価する枠組みで提案しないと、必ずその点を問わ
れるので、コトづくりの研究会に医・歯学の研究者にゲストとして参加していただくのは良いと思う
が、その研究会で理工の教員の方が少ないというのでは、理工のコトづくりセンターとしては困る。
○その点で学会の研究会など、学外の他の研究会に完全に乗っかる形はよくない。
○もし開催するのだったら分野ごとに研究会の本年度の予算２５万円を計上しているので、有効に活用
して欲しい、との見解が示された。
（研究科長）
○学長裁量経費は、申請時と採用時とで方針がだいぶ変わってしまったので、この学長裁量経費をとる
のが難しかった。テーマの内容が可能性だけだと難しい（実績が必要）との所感が述べられた。
（３）地域創生・安全工学分野（武若先生）
○（シンポジウムに関する記述）の欄で内容記載しているのでここでは割愛。
（４）先進物質開発分野（吉田昌弘先生）
○中里先生の「大規模」課題に関する研究が採択されこれを外部資金に繋げていきたい。
○個人的に鹿児島の企業との研究で２百万円くらいの外部資金が確保でき研究会を開く予定なので
その活動をセンターの実績としたい。
○大型（の競争的外部資金）では中小企業向けの事業として、３千万円のマッチングファンドに申請
しようと思ったのだが企業の体力がなく断念した経緯が（ご自身に）ある。
との見解が示された。
↓
○管理室より、課題推進会議の時にプロジェクトマネージャーが外部資金の情報を周知する予定で
あること、その企業にプロジェクトマネージャーがセンター長と挨拶にいくことも考えていること
などが示された。
９．
【秘密保持誓約書に関する組織名称の継続：センター規則への附則について】
①平成２６年度は「地域コトづくりセンター設置準備室」の名称で、秘密保持制約書を取り交わしている
ので、その拘束力の継続性を担保するためには、センター設置に伴い、センター設置準備室によるもの
は、センターに引き継がれるなどの明記が必要かどうか、附則として文言を追加するのが難しい場合、
附則で対応するのではなく、議事録でこの会議でこのように決定したと記載することでよいか、
について管理室より議事提起がなされた。
⇒準備室の業務は引き続きセンターで行うということを議事録に記載し、後で遡及できたらいいとの
事でこの会議の参加者全員で了承された。
＜総務の見解＞
・センター設置準備室の規則に平成２７年４月にセンターを設置するとあるので、組織としての継続性
はそこで担保されているとの見解が示された。
＜知財部門の見解＞
・知財部門には、管理室から予め相談してあり、その見解が示された。
⇒規則への附則が困難であれば、今回のセンター運営会議の議題として上げて、議事禄にセンターと
して準備室のことはセンターに引き継ぐことを記載して置くとする考え方もある。
（本見解は管理室の特任教員が事前に相談して助言を頂いたもので本会議における出席があった
わけではない。予め助言をもらっているとして記述した）
。

-61-

10．
【
「小規模」課題の技術職員とのマッチング・プロセスについて】
管理室より、資料の提示があり、審議がなされ、以下のように了承された。
①センター長より技術部（愛甲総括技術長）へ課題名、課題概要、研究責任者名と所属の情報を提供して、
愛甲総括技術長を通じて職員を募ることとする。
②技術職員へ上記課題情報を開示にあたっては、職員の包括的な守秘義務があることを踏まえ、秘密保持
誓約書様式Ａの署名・提出は求めない。その代り、愛甲総括技術長より職員へ「取扱い注意」のことを
喚起してもらうこととする。
↓
＜管理室から知財部門との事前相談による以下の見解＞
センターの課題が企業等との共同研究ないし NDA が締結されている場合で、営業秘密管理ガイドラインに
示されている秘密保持レベルとの関係で、共同研究のメンバーが限定されている場合とで整合がどうなる
かについては、知財部門の見解としては、センターが誓約書（実質２重の誓約をすることになるが）を課し
ても問題ないが、営業秘密管理ガイドラインにある秘密保持区分について注意喚起ということで課すという
ことではどうかとの見解であった。 ただし、個別課題の背景事情（共同研究契約上の事情、参画メンバー
を限定するなど）を考慮するならば、個別課題の実施時には誓約書を課す方が、課さないよりは良いとの
見解であった。そのことを受けて、
↓
③マッチングが成立した個別課題に従事する際は、当該課題の個別事情（共同研究の契約事情など）
が想定されるので、個別課題実施向けの誓約書様式Ｂ①またはＢ②は署名提出してもらうととした。
④研究責任者には、技術職員を募る際に上記課題情報を開示する旨をセンター長名で念のため確認する。
個別課題の背景事情で「支障がある」
、
「支障はない」を研究責任者に回答してもらうこととし、もし、
支障がある場合は、公募要領に記載してある開示要件を根拠として、課題概要は開示しないが、課題名
と研究責任者名と所属のみ開示する旨、通知することとした。
＜「小規模」課題についてメンバーの議論＞
①（佐藤ＣＤより）
「小規模」課題は出口があるのか。
（出口として、例えば装置など）スペックがはっきり
していれば価値があるが、出口をどこにするのかで地域の企業にもどう説明していくかが重要となる。
地域の企業の集積度研究開発志向レベルなど、共同研究に持ち込む相手が少ないのが実情、との見解が
示された。
②（上記に対して）
、企業とネタ作り（共同研究開発）をして欲しいというのがこの研究課題公募の狙いで
あることが示された。
③（管理室より）競争的資金もグラント形式でなく、マッチング・ファンドが多くなって、地域中小企業
には厳しい状況も考慮しなければならないとのことが伝えられた。
→コトづくりセンターで業界団体等から業界としてのニーズや課題を投げかけてもらうようにすれば、
大学としても扱いやすい。ターゲット・ドリブン型の課題として、拠点形成までに持っていければ
という考えがある、という見解が示された。
11．
【センター運営のための資金確保・収益について】
本会議の段階では、次年度の予算の目途は立っていないため、次年度をどうするかについて議論がなされ
た。特に、予算確保の環境が厳しい状況では、自律・自立運営が基本となること、そのために自己収入を
どのように確保するか、について併せて議論がなされた。
＜管理室より、たたき案として、以下、
（ａ）～（ｅ）を提示。＞
（ａ）センターへの寄付が可能か？（個別企業または業界団体から）
→センターとしての口座が作れるのか、会計経理はどこで管理するのか？
→何を以て寄付に応えるか？（見える形で。
）
（ｂ）開発部門の試作開発請負は可能か？
→民間の請負ができるのか？（教員を通してやれるか？）
→金額の設定はどうするか？
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○根拠となる原価計算や収益の目論見（試算表）を出せるか？
→開発を請け負う所謂営業活動はどのようにするか？
○契約の規定（受注の手続き）はどのようにするか？
→納期・品質に違約した場合の補償を求められた場合、どうするか？
（ｃ）大型の競争的資金の獲得とその間接経費のオーバーヘッドを要求できるか？
→不確定要素があり、収益の戦略的基盤には据えられないことを考慮しなければ
ならない。
（必ず採択されるわけではない。複数の課題の申請による、採択率からの
期待値金額で総合的にマネジメントするしかない。
）
→「大規模」課題も大型資金獲得に至るまで課題育成が必要であることも考慮しなければ
ならない。ゆえに、まだ時間を要するため、中・長期の視点でマネジメントしなければ
ならない。
（ｄ）ネットで一般から寄付を募るか／寄付とともに研究して欲しい課題も併せて募るか。
→クラウド・ファンディングはどうか？
→個別研究に対してなら可能かもしれないが、金額の規模が小さい可能性あり。
また、競争優位性と工業的占有権に関わるものと、一般に公にできるものと
では背景が異なる。
→課題を募る場合は、一般の知的好奇心のみによるものと、難病克服のような
極めて切実な課題と両極端に振られる可能性がある。
※課題公募ではすべての課題解決が（大学で）できるわけではない。
→公募課題の受入ができないことに対する説明責任も生じる。
↓
因みに、高専は全国高専ネットワークの中で課題解決すると謳っている。
また、昨年の会議で情報提供した「シュタインバイス財団」の技術移転センターの仕組みは、
世界中にある同センター間で補完しあうようにしている。
（ｅ）ものつくり関連の先端技術研究講座を開講して、受講料やコンサル料を得るのは可能か？
地域の団体・協議会の軒を借りて、大学講座とするなどはありえるか？
↓
※大学の持てるもの（強み）とは、先端的技術研究シーズとその研究環境しかない。
→地域の支援機関でやっていることと競合する可能性はないか？
→それこそ「何を開講するか」＝「何が求められているか」を描き出す必要があるが、
一方でそのためのセンターであり、研究会なのであるから、どちらが先か矛盾する。
研究会に魅力を見出して参加してもらうための何ができる？準備にも時間が必要。
→そもそも開講する余裕や時間はあるか？
＜他地域での例を管理室より提示：ここでは割愛＞
＜以下、資金についてのメンバーによる主な議論＞
①３D プリンタをはじめ、設備操作に習熟するための材料費等のこともあり、維持費が必要。
そのため少しでもセンター運営の費用を確保するための収益を考慮する必要があるとのメンバー
の意見から、開発部門で共同研究課題の開発を担うと謳っているので、学外から、どのようにして
費用（料金）を徴収するのか開発部門と教育部門で検討して 制度設計をしてもらうこととなった。
②各研究部門で実績を積んでその中から、コトづくりの課題から申請された外部競争的資金に採択
された場合、コトづくりセンターへのインセンティブとして本センターの予算にまわしてもらう
事は可能か？（採択されたらの話で、確率的には厳しい、不安点さがある。
）
また、教員も２００万の競争的資金の申請でも躊躇されるのが現状で、１０００万円程度の資金
についてグラントとして適切なものがあるか（JST の A-STEP のステージⅠがどのような公募
内容になるか）不透明との説明が管理室よりあった。
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※上記に関して、センターへの寄付や、間接費の配分、開発請負など自己資金確保について、
横枕会計係長より、以下補足説明があった。
↓
○他のセンター等の設備利用など価格設定を参考に、価格設定の根拠を明確に示せて、費用徴収の
合理性があれば、学外からの請負も可能とのこと。
ただし、基本的にどれくらい経費かかるなど料金を設定する算出根拠を示すものを提出する必要が
ある。料金体系をきちんと示す事が必要との説明がなされた。
○センターで寄付をもらう時はセンターで口座を作らなければならないこと。
研究助成金のため本センターでその資金を使うための口座を作成する必要があるということ。
○外部競争的資金の間接経費の一部をコトづくりのために還元してもらうには、全学的な申し合わせ
ができたら可能。間接経費の５０％は本部で、残り５０％が学部に入るので申し合わせを学部長
などにして、
「コトづくり」のために使いたいとお願いする事もできるかもしれないとの意見も
出された。
○他の学内施設利用の状況などから、会計係より価格設定の事例や費用徴収の手続きの在り方など、
学外から費用を徴収する場合の事例、手続き、料金の算定方式について情報提供してもらうこと、
その際、引き続き助言してもらうことで了承された。
↓
③管理室より、横枕係長へ上記について会計上の情報を提供してもらうよう要望し了解された。
④外部からの開発請負、業務請負の制度設計は開発・教育部門で今後の検討事項となった。
⑤センター長より、各研究部門で実績を積んで資金などを確保していただくことも今後検討して欲しい
との発言があった。
⑥教育部門長の熊澤先生より旧中央実験工場の予算運営について下記、質問および意見が出された。
・予算の執行に関しては昨年度まで工場長（＝研究科長）で行っていた。
・予算化に関して指示する所がないので今年度から本センターの運営会議で行うことになるのか？
・工学部からきている予算やコトづくり経由でくる予算などどう処理していったらいいか？
・研究科からも（予算が）きている。工場も最低限これだけないと運用できないということ（予算額）
があるのでそのような話もしなければならない。きちんと整理しないと現場のほうも不安だと思う。
↓
⑦管理室より、
・センター長ならびに管理室、それから昨年度のセンター設置準備室会議においては、旧中央実験工場
および開発部門・教育部門のことは、これまでの工場の運営のことも含めて掌握していないし、何も
わかっていない状況に置かれていた。従って、センターの理念や目的、産学官連携と地域の関係、
研究部門ならびに課題公募の制度設計やその実務、課題実施と評価にのみ携わってきていたのであっ
て、旧中央実験工場すなわち開発部門・教育部門とのことは、ようやく８月５日の事前会議にて議論
がなされ、一部認識が共有された段階であり、これから具体的な議論を深めるスタートラインに立っ
たところであるとの説明がなされた。
・ゆえに、今後、熊澤先生の予算管理等に関する質問のことも含めて、本運営会議および各部門会議、
並びに実務レベルでも、各部門の情報共有・課題共有を進めることと、まずは、開発部門・教育部門
（旧中央実験工場）の現状の業務と問題点などを俯瞰して再整理し、実務に落とし込む作業を９月中
に実施すること、その上で、開発部門・教育部門にもセンター設置の理念・目的に則して取り組むべ
き事業についての提案・策定を行うように進めて欲しいとする意見が出され了承された。
＜終わり＞
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平成 2７年度

第２回

地域コトづくりセンター運営会議（2 回に分けて実施）

＜日時＞：平成２７年１１月１３日（金）９：３０～１２：００
平成２７年１１月１７日（金）１３：００～１４：１５
＜場所＞：（１３日）工学部共通棟
（１７日）工学部共通棟

３０５講義室
２０３号

＜出席者＞：（１３日）武若センター長、二宮秀與教授、吉田昌弘教授、半田利弘教授、
萩原孝一（技術職員）
、奈良大作（技術職員）
、
総務

白坂課長、会計

横枕係長

（１７日）近藤研究科長、山口明良教授、内山博之教授、上谷俊平教授、会計

横枕係長

＜主な議題と議事概要＞
注）第 2 回の運営会議は、出席者の都合により、日程を２回に分けて開催している。
（センター長より
の指示に基づく。
）

本議事要旨は、その両日の会議の要旨をまとめたものである。

１．
【平成 27 年度のセンター課題の状況について】
配布資料を下に、管理室より以下、報告と質問に対する説明がなされた。
◎「大規模」課題について
①塩屋教授が代表研究者の課題（ＩＤ：Ｈ２７Ｂ０２）について
・９月１６日に知財部門の特許審査会にて審査（オブザーバーとして特任教員出席）されたこと。
・同日、第１回の課題推進会議が開かれたこと。プロジェクトマネージャーとして特任教員出席、産学
連携部門から中武准教授も出席。
（９月１６日に議事録受理。）
※その後、会議および議事録にてコミットされていたこと（装置仕様書の提出など）とは異なる状況が
認められたので、その状況確認ため、別途、18 日に塩屋先生と対応を協議するため面談予定のことも
併せて報告がなされた。
②中里准教授が代表研究者の課題（ＩＤ：Ｈ２７Ｂ０９）
・９月４日および７日に、管理室（特任教員）より佐藤ＣＤとともに進捗に関する指導助言のため、
打ち合わせを実施。
・装置試作で設計仕様見直しによる見積もり見直しの交渉を業者に行い、適切なコストダウンを達成。
・９月２９日に第１回の推進会議が開かれたこと。
（プロジェクトマネージャーとして特任教員大重、
佐藤 CD も出席。
）
・同会議にて、課題推進のマネジメントについても大重と佐藤 CD で指導・助言し、共同研究者の役割
分担と現段階でできる事を再度確認。
→研究計画の遅れを取り戻すための機会となった。
ことなどが報告され了承された。
◎「小規模」課題について
①RA とのマッチング成立課題は６課題であったこと。マッチングが成立しなかった課題のは１課題であり、
当該教員への事後フォローを企図したが、日程の都合つかないとの理由からメールにて次の展開の回答
をいただいている。
②6 課題の内、RA がやむを得ない事情により辞職した課題が生じたこと。
（※課題の研究責任者からの連絡
とＲＡ辞職までの経緯および管理室の対応について、配布資料を基に時系列に説明。
）
→実施中の課題は、結果、５課題となる。
との報告がなされた。
③研究部門長の二宮教授より、本件課題のマッチング・プロセスについて確認の質問があり、管理室より
当事者間のマッチング面談を経て互いに合意の下で成立したものであること、その面談自体にはセンター
管理室は直接関与していないことなど回答。
↓
二宮教授より「そうであれば、本センター側に責任はない、との認識でよいと思う」との見解が示され、
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他のメンバーからも意義は出なかった。
なお、管理室より追加情報として、学位論文研究の指導教員が当該 RA に面談フォローし、辞任の意志が
確認されてのことであったことも報告された。
④上記の小規模２課題の未執行分の予算は３D プリンタや他の設備の資材費として使用する事で 11 月 13 日
の会議（1 回目の会議）で会議出席者全員から承認を得られたが、１７日の会議（２回目の会議）では
研究科長からこの件に関しては、検討したいので保留にと指示があった。
⑤本年度の RA とのマッチング課題「小規模」５課題の中間ヒアリングの実施に替わる中間概要の提出依頼
について（今回は他の議題の審議に時間がかかり、管理室の判断でこの件に関しては審議を割愛した。
）
２．
【平成２６年度のセンター課題の終了後フォロー状況について】
配布資料を下に、管理室より以下の報告と説明がなされた。
※なお、本フォロー面談は、課題終了報告書および報告会（事後評価会）での確認において、知財化、外部
競争的資金への申請などで検討中との意思表示のあった課題のみをフォローしているとの経緯も報告なさ
れた。
◎平成２６年度実施の「大規模」課題について
①山口教授が研究代表者の課題について
外部競争的資金への申請では、科研費の他、センター特任教員より情報提供された環境省の研究助成資金
にも申請済みで、特許も県（工業技術センター）との調整により、本学での単独出願となるとのこと。
②塗木准教授が代表研究者の課題について
一緒に研究できる対象の理工の教員がいないこと。過去にいたが、他大学へ転出のことの事情が明らかと
なる。そのため今後は、センター管理室と相談しつつ、競争的資金申請は検討したいとのこと。
③当該面談時に競争的資金の厳しい状況を個別に説明がなされていること。その中で適切と思われるものを
管理室より選んで情報提供していることも配布資料の情報リストを基に報告がなされた。同情報について
は、平成２７年３月に、平成２６年度のセンター課題申請者（採択・不採択関係なく）にすでにメールで
情報提供済であることも併せて報告がなされた。
◎平成２６年度実施の「小規模」課題について
①管理室より、配布資料を基に、フォロー面談の状況が報告された。その際、研究科長から「小規模」課題
に関する終了後の展開の要件に関しての確認の質問が出された。
②管理室より、公募要領の承認、報告書、報告会での評価方法の確認などの各段階で、課題実施後の要件に
ついては、昨年度の設置準備室の会議等でフローチャート等を用いて説明済みであること、
共同研究への展開検討、知財化の検討、研究シーズ集への掲載検討などと併せて、外部競争的資金への
申請検討についても記載があり、運営会議でも了承され、報告会プレゼンでもセンター長より確認事項と
して質問していること、加えて、
「小規模」課題については、競争的資金については可能性を検討という
ことで面談時にも「大規模」課題よりは厳密に適用していない、研究責任者の判断による。
とのことを以て回答がなされた。
③なお、全体的にこの終了後フォロー対応は研究責任者からは好評だったことが付け加えられた。
④競争的資金の現状を分析してあり、フォロー面談時に以下の説明を行っていること。
＜競争的資金状況分析について＞
○数百万円～１０００万円クラスでグラント形式のもの、かつ課題設定の領域等に縛りのない公募が
極めて少ない。
○戦略的なテーマ分野がトップダウンで配分機関より示されていて、その中での公募という形が多い。
○それまでに公募で実施されてきた多数の課題の中で、その進展状況、加えて社会的ニーズや産業界
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ニーズとの調査などから、選択と集中がなされている。すでに実績のある課題の枠組みや戦略的取組を
行ってきたところに配分されるというシナリオが明らかに読める。
○研究シーズを探索、掘り起こす段階ではなくて、芽は既に出ていて波及性や競争力が強い期待のある
課題を育てて社会実装する段階がファンディングで意識されている。
という状況をフォロー面談で説明していることを報告し、適切な競争的資金を課題ごとに選択し、申請
へ向かうよう誘導し、動機づけしながら課題育成をしていくことは難しく、会議メンバーにもその状況へ
の理解を促した。
３．
【地域自治体、関連支援機関、企業団体との連携協力について】
①関係先への訪問とセンターの説明、意見お伺い、連携協力の依頼について、管理室より、訪問実績表を
基に報告がなされた。その際、訪問先で以下の意見があったことも報告された。
○訪問先で、
「学内でのコトづくりセンターの立ち位置どのようになるのか？
（産学官連携推進センター、COC センターとの違いは何かなど）
」聞かれる。
○本センターのことが分かりにくいと意見がある。
↓
②これに対しては研究会を早く立ち上げ、その活動を通し、具体的な課題形成の説明ができるようにする
必要があるとの見解が管理室より示された。
③管理室より産業立地課をセンター長とともに訪問のことともに、県の産業立地課からの提案について、
以下が報告された。
○産業立地課（悦田産業支援監）より、地域コトづくりセンターの説明会の場を設定、県のルートで地域
の企業・団体に呼びかけるとの提案があったこと。
○例年では年度初めに集まる機会があるので、その機会を提案されたこと。ただし、今年度はその機会が
すでにないので、
「第６５回ベンチャープラザ鹿児島『二水会』
」の場で、５分程度の説明実施の機会が
得られ、説明を実施したこと。
↓
※交流会の名刺交換にて、大学が踏み込んで（自前の研究予算を充てて地域企業と共同研究で支援のこと、
研究会のワイガヤへの期待など）の本件取組を評価される意見多い。本センターのプレゼンも好評だった
ことなどが報告された。
④産業支援コーディネータ等連絡会議での説明およびセンターとしての会員登録について、管理室スタッフ
の技術職員にも外との繋ぎ役（企業と教員の翻訳役）
、ブリッジ人材の役割を期待、開発部門への直接の
相談なども考慮してのことであったが、とりあえず、特任教員と佐藤専門職員の２名で登録となった。
↓
※本件の技術職員の登録主旨について、研究科長から質問があった。
管理室より、技術職員も専門的スキル向上と併せて、開発部門・教育部門の業務展開の
ために、開発フェーズに関する技術相談を受けることを前提に、学外企業等と教員との
間の橋渡し・繋ぎの役目、コンサル／目利きのスキル向上のため、学外の集まりの場に
参加してもらうことは意義があると回答。
↓
研究科長より、学外の生の声を聴くことは重要で技術職員にも参考になるはずとの見解が述べられる。
↓
⑤研究科長よりさらに、本件主旨について、改めて愛甲総括、2 名の技術長、武若センター長、研究科長
を交えて議論する場を設けるよう指示があった。別途、センター長と管理室とで検討することとした。
４．
【年度計画に対する第１四半期、第２四半期の進捗報告について】
①管理室より配布資料に基づき、年度計画に対する第１四半期、第２四半期の進捗報告をセンター長と管理
室の特任教員により作成提出したこと。
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②その中で、外部資金獲得、研究支援に関しての貢献として、課題申請支援で本学実績に貢献のこと、
※コトづくりセンターの課題で次点の教員からの相談対応からＪＳＴの競争的資金で１件（本学は全体で
４件）の採択となって採択率向上へ貢献したこと。
ＪＳＴのマッチングプランナーから本学の産学官連携推進センターを通じて説明があったことなど、
管理室より報告がなされた。
→補足して、管理室より、本センターの教員への個別のフォロー、課題形成から育成まで、濃密な対応が
必要で、それには時間と手間ノウハウが必要だと認識して欲しいということ。また対応を受けた教員から
は好評だったことなども併せて報告がなされた。
５．
【研究部門からの報告と審議について】
（１）研究会／勉強会の発足の準備状況について各分野長からの報告
＜医療・福祉工学分野＞
①医療・福祉工学分野長の内山教授と、１０月１日、２日で摺合せ協議実施。
電子通信情報学会の ME とバイオサイバネティクス研究会の発表が来年１月２１日に開催されるに際し
その機会に医療・福祉工学分野の教員として発表を行う予定との報告がなされた。
そこでは、本センターの医療・福祉工学分野教員グループから４件演題を出す予定のことが報告された。
↓
②共同研究等に向けて、研究科長から医歯学研究科の教員と繋がりがあるのだったら、医師がニーズを
持っているのでそれを具体化してはどうかとアドバイスあった。
↓
③管理室からは、先に情報提供した競争的資金の中の医工連携事業では、
「ものつくり企業」
、
「販売・市場
開拓企業」
、
「医療機関」
、
「大学研究者」
、
「医療機器関連の目利き」の枠組みで申請しないと採択されな
いという状況も説明があった。
↓
④審議では枠組みの形成では、本学の霧島リハビリテーションの医師らも研究会に加わってもらうことは
問題ないとの見解も示された。
↓
⑤内山先生より、医療福祉分野の教員グループに加わっていない機械工学の余先生と熊澤先生もメンバー
として加わってもらう主旨の発言があり、内山先生よりお二人へご連絡のメールをお送りしてもらうこ
ととし、管理室ではリストに加える作業をすることとなった。
↓
※但し、今年度内に研究会としての正式な発足と会合活動は難しいとの見解が内山先生より示された。
＜先進材料素材開発分野＞
①先進材料素材開発分野長の吉田先生より、今年度の中里先生が代表研究者となっている「大規模」課題
の内容を広げて「紛体処理研究会（案）
」で発足準備のことが報告なされた。同課題ではすでに第１回の
推進会議実施しているが、これをそのまま第１回の同研究会と位置づけするとのこととの説明があった。
＜地域創生・安全工学分野＞
①武若センター長より、２つの研究会のこと（１７日は山口先生より説明）で説明があった。
ひとつは、シンポジウムと関連する「しらす技術研究会」建設材関連で発足企画。
２つめは、地域共同研究センターの産学官研究部会で発足し、鹿児島ＴＬＯが所管している既存の
「コンクリート診断技術研究会」をコトづくりセンターへ移管して同研究会とするなどの考えが
示された。
↓
②※（会計係長より）学外の任意団体を学内へ移管し、学内の研究会とすることになるが、その「資金
管理」を学外にしたままでは、学内のルールでは不可との指摘がなされた。
会計係長より持ち帰って検討するとの見解（１３日の会議で）が示された。
なお、１７日の会議でも、同様の問題があることがやはり指摘され、山口先生に対して、会計係長から
の指摘に対する対応案の立案を管理室より依頼した。
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＜環境・エネルギー分野＞
①平成２７年度の学長裁量経費枠を取りに行く際に提案した研究課題で、採択されたら研究会として活動
する目論見であったが、不採択であったため、現時点では取組実態はないまた、予算的裏付けがないと
メンバーも載ってこないし、活動できない旨、示された。
（２）シンポジウム開催の準備状況について武若センター長・山口先生より報告
①来年１月末に開催で準備するとの説明があり、配布のプログラムは未だ途上とのこと、また、講師や
発表内容、協賛いただく関係機関、関係者、企業等とは検討・交渉中のことが報告された。
→管理室は本件では実務に関わっていないのと、開催準備で実務経験がないので、武若センター長から
任せて欲しい旨、意志表明があったためであり、お任せすることで了解いただいた。
（なお、開催案内や、講師依頼・謝金等、関係機関への後援依頼などは管理室で担うこととした。
）
５．
【開発部門および教育部門からの報告と審議】
開発部門・教育部門の（萩原氏、奈良氏）より、以下の説明があった。
（１）放電穴加工機の設備購入に関する状況について
①同じ製品の２社相見積りは業界として不可能なため、異なるスペックの他社製品を挙げて、それとの
比較見積もりで準備し、整い次第、会計へ発注とのこと。年度内に納品は可能との報告がなされた。
②管理室より、納期等の確認、設置工事などについて確認の質問がなされて、今年度中に納品との回答
であった。
（２）ホームページの作成（旧中央実験工場のページを改訂）について
①作成された実際のホームページを会議出席者で確認。工場設備や業務依頼文書など、学外公開、学内
公開、など仕分けを要確認との意見が出されたが、基本了承され、既存の地域コトづくりセンターの
ホームページからリンク設定がなされることになった。
（３）両部門（旧中央実験工場）のこれまでの業務の洗い出し・精査
①今後の業務について、特に加工・試作の開発受注体制と業務設計、業務依頼手続きの流れなどについて
作成されたホームページ上で、既存の業務フローの提示があった。
センター長、技術部および職員、総括技術長、開発部門との構造に基づく業務依頼と業務配分の流れが
提示された。
↓
②管理室より、学外への説明資料等のために、業務の流れ、構造について一枚ものポンチ絵の作成の依頼
がなされた。
（４）技術部職員とセンター長との意見交換の機会設定について
①管理室の特任教員より、１１月６日に愛甲総括技術長へメールで主旨説明。センター長とも電話で会談
済みのことが報告された。
↓
②武若センター長より、当面はセンター長が職員の朝礼時に出向いて話をすることとした。
→当面は管理室にて、特段の意見交換の機会を段取りする必要なしとなった（１３日の会議）
。
↓
③※上記のように１３日の会議では一旦決まったが、１７日の会議で研究科長から、研究科長、
センター長、総括技術長、技術長２名、開発部門長、教育部門長とで会議の場を設けたほうがいい
との指摘がなされ、その旨管理室よりセンター長（１７日は欠席のため）へ報告し、センター長
の意向を伺って対応することとした。
＜終わり＞
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＜各資料＞
次ページ以降に、本事業による各資料を掲載する。なお、本文中でも掲載した資料も含まれる。
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＜平成２７年度 地域コトづくりセンターの事業実施報告書の資料対応表＞
事業名
１．【事業概要等】に記載の実施項目
（１）地域コトづくりセンターの人員再編。

（２）平成２６年度実施のセンター課題の非公開
の報告会（事後評価）を実施。

（３）事後評価後のフォロー面談の実施およびそ
の後の展開。

（４）平成２７年度のセンター課題公募と選考実
施。

（５）地域企業等との個別の共同研究を視野に
研究責任者がＲＡ、または技術職員とともに行う
「小規模な共同研究開発の予備研究」でマッチ
ングを実施。計８課題が実施となる。

（６）大型の外部資金の獲得および複数の教員
と地域企業との共同研究を目指すための「大規
模な共同研究開発の事前研究」を２課題実施。

地域コトづくりセンターの設置 －南九州地区の産業のイノベーション創出機能の強化－
資料Ｎｏ．
No.H27-1

資料名／資料内訳
・地域コトづくりセンターパンフレット

No.H27-2-1
No.H27-2-2
No.H27-2-3

・平成２６年度実施課題 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」 報告会の課題リストと日時
・平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜ＲＡとともに行う課題＞ 報告会の課題リストと日時
・平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備的研究」 ＜技術職員の課題＞ 報告会の課題リストと日時

No.H27-3-1
No.H27-3-2
No.H27-3-3

・平成２６年度実施課題 「大規模な共同研究開発に関する事前研究」の報告会 評価シート
・平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備研究」（ＲＡとともに行う課題）の報告会 評価シート
・平成２６年度実施課題 「小規模な共同研究開発に関する予備研究」（技術職員の課題）の報告会 評価シート

No.H27-4-1
No.H27-4-2
No.H27-4-3

・平成２６年度実施課題 「大規模」課題の報告会 事後評価結果の通知文（ひな形）
・平成２６年度実施課題 「小規模」課題の報告会 事後評価結果の通知文（ＲＡとの課題向けひな形）
・平成２６年度実施課題 「小規模」課題の報告会 事後評価結果の通知文（技術職員の課題向けひな形）

No.H27-5

・課題終了報告書様式末尾のアンケート様式：全課題タイプ共通

No.H27-6

・センター課題実施者向け／フォロー面談時の外部競争的資金の提供情報一覧

考

No.H27-7-1
No.H27-7-2
No.H27-7-3

・平成２６年度実施課題 「大規模」課題（報告会後フォロー面談対応とその後の状況）
・平成２６年度実施課題 「小規模」課題＜ＲＡとともに行う課題＞（報告会後フォロー面談実施対象課題と面談概要）
・平成２６年度実施課題 「小規模」課題＜技術職員の課題＞（報告会後フォロー面談実施対象課題と面談概要）

報告会終了後に実施した事
後展開確認と競争的資金情
報提供のためのフォロー面
談対象

No.H27-8-1
No.H27-8-2

・平成２６年度実施課題 「小規模」課題 ＜ＲＡとともに行う課題で報告会後フォロー面談の対象と しなかった課題＞
・平成２６年度実施課題 「小規模」課題 ＜技術職員の課題で 報告会後フォロー面談の対象としなかった課題＞

フォロー面談対象としなかっ
た課題

No.H27-9-1
No.H27-9-2
No.H27-9-3
No.H27-9-4
No.H27-9-5
No.H27-9-6

・平成２７年度課題公募「小規模」課題の公募要領の主な改訂ポイント一覧
・平成２７年度課題公募「大規模」課題の公募要領の主な改訂ポイント一覧
・平成２７年度改訂：課題公募に関する想定Q&AシートRev.6.1
・公募説明会での説明プレゼン資料
・地域コトづくりセンター課題申請書作成のポイント
・地域コトづくりセンター課題申請書作成の考え方と作成アプローチ

公募要領の改訂と課題申請
のための補足対応資料

No.H27-10-1
No.H27-10-2
No.H27-10-3
No.H27-10-4
No.H27-10-5
No.H27-10-6
No.H27-10-7

・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度

「小規模な共同研究開発の予備研究」の課題公募要領
「小規模」課題申請書（様式Ａ）
「小規模」課題：終了報告書様式Ａ（ＲＡとの課題用）（和文様式）
「小規模」課題：終了報告書様式Ａ（ＲＡとの課題用）（英文様式）
「小規模」課題：終了報告書様式Ａ（技術職員との課題用）
「小規模」課題：概要等開示向け様式Ａ１（ＲＡとの課題用）
「小規模」課題：概要等開示向け様式Ａ２（技術職員との課題用）

No.H27-11-1
No.H27-11-2
No.H27-11-3
No.H27-11-4

・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度

「大規模な共同研究開発の事前研究」の課題公募要領
「大規模」課題申請書（様式Ｂ）
「大規模」課題：終了報告書様式Ｂ
「大規模」課題：概要等開示向け様式Ｂ１

No.H27-12-1
No.H27-12-2
No.H27-12-3

・平成２７年度 センター課題の課題選考プロセス説明表
・平成２７年度 「小規模」課題 課題選考評価シート様式
・平成２７年度 「大規模」課題 課題選考評価シート様式

No.H27-13-1
No.H27-13-2
No.H27-13-3
No.H27-13-4
No.H27-13-5
No.H27-13-6

・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度
・平成２７年度

No.H27-14-1
No.H27-14-2

・平成２７年度 RAとのマッチング成立課題一覧
・平成２７年度 技術職員とのマッチング成立課題一覧

No.H27-15-1
No.H27-15-2
No.H27-15-3
No.H27-15-4
No.H27-15-5

・ＲＡ向け秘密保持誓約書様式：マッチング・プロセスでの課題概要開示用（和文／英訳版）
・ＲＡ向け守秘義務誓約書様式：企業等との共同研究のある個別センター課題用（和文／英訳版）
・ＲＡ向け守秘義務誓約書様式：共同研究等ではない独立した個別センター課題用（和文／英訳版）
・技術職員向け守秘義務誓約書様式：企業等との共同研究のある個別センター課題用
・技術職員向け守秘義務誓約書様式：共同研究等ではない独立した個別センター課題用

No.H27-16

マッチング・プロセス説明会の次第
マッチング・プロセス説明会向けプレゼン資料（日本語版）
マッチング・プロセス説明会向けプレゼン資料（英語版）
マッチング・プロセス説明会 補足資料
知財活動 ＲＡ講義用（日本語版）
知財活動 ＲＡ講義用（英語版）

・平成２７年度 「大規模」課題の採択実施課題（２課題）

No.H27-17-1
No.H27-17-2

・平成２７年度 「大規模」課題（Ｈ２７Ｂ０２）の課題推進会議と進捗状況
・平成２７年度 「大規模」課題（Ｈ２７Ｂ０９）の課題推進会議と進捗状況

No.H27-18-1
No.H27-18-2
No.H27-18-3
No.H27-18-4
No.H27-18-5
No.H27-18-6
No.H27-18-7

・シンポジウム開催案内＆プログラム
・シンポジウムのチラシ（ポスター）
・シンポジウム参加申込書
・シンポジウム参加者人数リスト
・パネルディスカッション事前打ち合わせ会議の議事次第と出席パネラー
・シンポジウム講演概要集の表紙装丁
・シンポジウム講演概要集用の原稿の作成要領

No.H26-19-1
No.H26-19-2
No.H26-19-3

・『シラス技術研究会（仮称）発足準備会議』の開催のご案内とご出席依頼
・『シラス技術研究会（仮称）』発足準備会議の議事次第
・地域コトづくりセンターの研究会の位置付を説明する図

（８）地域コトづくりセンター のホームページを改
編。旧中央実験工場のホームページを開発部
門と教育部門のホームページとしてリニューア
ル。両部門の業務フローを再整理して掲載。

No.H27-20-1
No.H27-20-2
No.H27-20-3
No.H27-20-4

・開発部門と教育部門のホームページのトップ
・地域コトづくりセンター利用申請書様式
・地域コトづくりセンター利用料
・製作依頼書様式

（９）開発部門（機能創成室）に、細穴放電加工
機を新たに設備導入。

No.H27-21

・細穴放電加工機の仕様・諸元

（10）平成２６年度（昨年度）の事業実施報告書
を作成し、関係先に配布。

No.H27-22

・平成２６年度センター（設置準備室）事業実施報告書の主な配布先リスト

（11）センターの主旨説明、協力依頼のため自
治体・関係機関／企業等を積極的に訪問。関
係者との意見交換・交流を積極的に行った。

No.H27-23-1
No.H27-23-2
No.H27-23-3

・センター説明のための訪問先等リスト
・第６５回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」の資料
・「二水会」におけるセンター長によるプレゼン資料

（その他）センターが共催ないし後援した研究会
等

No.H27-24-1
No.H27-24-2
No.H27-24-3

・『電子通信情報学会：ＭＥとバイオサイバネティックス研究会』と『地域コトづくりセンター医療・福祉工学分野』との共催
・『かごしま材料学研究会 第５回講習会』で後援
・『平成２７年度 第１回 鹿児島大学建築防災・材料施工研究成果公開企画と産学ワイガヤ懇談会のプログラム』と共催

（７）「地域創生・安全工学分野」から、第１回地
域コトづくりセンター・シンポジウム（『鹿児島の
資材シラスの建設材料としての有効活用に関す
るシンポジウム』）を開催と『「シラス技術研究
会」発足の準備会議』も開催。

備

本文中は、パンフレットから
組織人員の構成を抜粋
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※ＲＡ採用候補の学生に向
けてマッチング・プロセスの
説明と産学官連携推進セン
ターの知財部門より特許、営
業秘密、利益相反について
説明に用いた資料

営業秘密管理ガイドラインに
則って、今回のマッチング企
画に整合する様に独自に書
式制定
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㝧ගⓎ㟁䝅䝇䝔䝮䛾㧗ຠ⋡䚸ᘓ≀䛾䝊䝻䜶䝛䝹䜼䞊䚸㯮₻䜢⏝䛧䛯Ỉ୰ᾋ㐟ᘧ
ᾏὶⓎ㟁䛺䛹༡ᕞᆅᇦ䛾ᣢ䛴䝫䝔䞁䝅䝱䝹䛻╔┠䛧䛯◊✲䜢ᑐ㇟䛸䛧䜎䛩䚹ᆅᇦ
ᴗ䠈ᆅ᪉⾜ᨻᅋయ䠈䛺䜙䜃䛻Ꮫ䞉㧗ᑓ➼䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸ᆅᇦ䛻╀䜛䝅䞊䝈䜢᥀䜚㉳䛣䛧䚸
ලయⓗ䛺ᢏ⾡䛻⧅䛢䜛䛯䜑䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛔䜎䛩䚹

ᐑ ⚽⯅ Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉䠄ᕤᏛ⣔䠅ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ ᩍᤵ

⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝

ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝䛷䛿䠈ே䛜Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛷άື䛧䜔䛩䛔ᆅᇦ䛺䜙䜃䛻⏕ά✵㛫
䛾㐀䠈⮬↛⎔ቃ䛾ᣢ⥆ྍ⬟䛺⥔ᣢ䞉ಖ䠈䛺䜙䜃䛻⮬↛⅏ᐖ䛾⬣ጾ䛾ᢚṆ䜢ල⌧
䛩䜛䛯䜑䛾ᴗ䛾ฟ䛸㠉᪂ⓗ䛺ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢ᐇ⌧䛥䛫䜛䛯䜑䛾◊✲䝅䞊䝈䛾ฟ
䜢┠ᣦ䛧䜎䛩䠊ලయⓗ䛻䛿䠈ᆅ㟈䠈ὠἼ䛒䜛䛔䛿ᆅ䜚➼䛾⮬↛⅏ᐖ䛻ᑐ䛩䜛㜵⅏䞉ῶ
⅏䛾ほⅬ䛛䜙䛾ྛ✀ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䠈䝷䜲䝣䝷䜲䞁ᙉ㠌䛾䛯䜑䛾ලయⓗ䛺⤌䜏䛾ᥦ
䛸䛣䜜䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡䛾㐀䠈䛺䜙䜃䛻䠈ᆅᇦ䛾ᮍ⏝㈨※䛒䜛䛔䛿ᗫᲠ≀➼
䛾᭷ຠά⏝䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ➼䛻䛴䛔䛶䠈ᆅᇦᴗ䠈ᆅ᪉⾜ᨻᅋయ䠈䛺䜙䜃䛻Ꮫ䞉
㧗ᑓ➼䛜୍య䛸䛺䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛯䜑䛾⤌⧊䛵䛟䜚䛸䠈䛭䛾୰䛷⏕䜎䜜䜛䝅䞊䝈䜢ලయⓗ
䛺ᢏ⾡䜈⧅䛢䜛䛯䜑䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛔䜎䛩䚹

ᒣཱྀ ᫂ఙ Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉䠄ᕤᏛ⣔䠅ᾏὒᅵᮌᕤᏛᑓᨷ

ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝
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ীশभງஂ
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ᐃᐊ

ᕤసᐇ⩦ᐊ

⢭ᐦ

‽ഛᐊ

ົ⿵ຓ
㝵ඖ䜂䛸䜏

タ䚷䚷ഛ
䠏ḟඖ䠟䠝䠠䠋䠟䠝䠩䝅䝇䝔䝮
䠏䠠䝥䝸䞁䝍䚸䠏ḟඖィ ჾ
సᴗྎ䚸䝪䞊䝹┙䚸ಖ⟶Ჴ

䚷䚷タ

ኳᩥᏱᐂศ㔝
ศ㔝㛗䚷≀⌮䞉Ᏹᐂᑓᨷ䚷ᩍᤵ
༙⏣䚷ᘯ

ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝
ศ㔝㛗㻌Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛᑓᨷ
ᩍᤵ䚷ྜྷ⏣㻌ᫀᘯ䚷䠄වົ䠅

་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝
䜸䝤䝄䞊䝞䞊
ศ㔝㛗㻌ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛᑓᨷ䚷 ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗
㏆⸨ⱥ
ᩍᤵ䚷ෆᒣ㻌༤அ
ᢏ⾡㒊䚷⥲ᣓᢏ⾡㛗
ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝
ឡ⏥㢗
ศ㔝㛗䚷ᾏὒᅵᮌᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ
ᒣཱྀ㻌᫂ఙ

⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝
ศ㔝㛗䚷ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ䚷ᩍᤵ
ᐑ㻌⚽⯅䚷䠄වົ䠅

㒊㛛㛗
Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛᑓᨷ䚷
ᩍᤵ䚷ྜྷ⏣㻌ᫀᘯ

䈜⟶⌮ᐊ䛾䛺ᴗົ
䝉䞁䝍䞊䛾㐠Ⴀ
ᆅᇦඹྠ◊✲䛾䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖
ᆺ䛾➇தⓗእ㒊㈨㔠⋓ᚓ䛾ᨭ➼
ᚋᮇㄢ⛬ඛ㐍⛉Ꮫᢏ⾡䝁䞊䝇䛾ᨭ➼

タྡ
䠟䠝䠠䠋䠟䠝䠩ᐊ
ᶵ⬟ᡂᐊ
ᕤసᐊ

ᕤసᐊ

ᶵ⬟ᡂᐊ

䠟䠝䠠䠋䠟䠝䠩ᐊ

㒊㛛㛗
ᢏ⾡㒊
ⴗཎ㻌Ꮥ୍

⟶⌮ᐊ䝇䝍䝑䝣
ⴗཎ㻌Ꮥ୍䠄වົ䠅
ዉⰋ㻌స䠄වົ䠅

⟶⌮ᐊ

㒊㛛㛗
ᢏ⾡㒊
ዉⰋ㻌స

◊✲㒊㛛

≉௵ᩍᤵ
䠄䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䢋䢄䡬䡸䢚䡨䡬䠅
㔜䚷✏

㛤Ⓨ㒊㛛

㐠Ⴀ㆟

㒊㛛㛗
㒊㛛㛗
㒊㛛㛗
ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ䚷ᩍᤵ
⇃⃝㻌Ⰻ
ୖ㇂㻌ಇᖹ
ᐑ㻌⚽⯅

ᩍ⫱㒊㛛

䝉䞁䝍䞊㛗䚷ᾏὒᅵᮌᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ䚷Ṋⱝ䚷⪔ྖ

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⤌⧊ᅗ
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資料No.H27-2-1
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘᐇㄢ㢟䚷䛂つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛃䚷ሗ࿌䛾ㄢ㢟䝸䝇䝖䛸᪥

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄௦⾲◊✲⪅䠅

ㄢ㢟ྡ

⏕యᛂ䛸ㄆ▱ᶵ⬟䛸䛾㛵㐃ᛶ䛻╔┠䛧䛯᪩ᮇㄆ▱デ᩿ἲ䛚䜘
䠞䠌䠑
䜃⨨䛾◊✲䞉㛤Ⓨ

䠞䠌䠔

ሬᮌ㻌῟ኵ

ᮌ㉁䝞䜲䜸䝬䝇䝪䜲䝷䞊⇞↝⅊䛾᭷ຠά⏝䛸䛭䛾ᴗ䛾䛯䜑䛾
ᒣཱྀ㻌᫂ఙ
ㅖၥ㢟䛾᳨ウ

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

ሗ࿌᪥
䚷Ⓨ⾲䡚㉁ᛂ⟅䡚ホ౯䜎䛷

ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䠕䠖䠎䠌䠄‽ഛ䠅
ᑓᨷ
䠕䠖䠏䠌䡚䠍䠌䠖䠌䠌䠄Ⓨ⾲䞉㉁䠅
ᩍᤵ
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠌䠖䠍䠑䠄ホ౯䠅

ᾏὒᅵᮌᕤᏛᑓᨷ
ᩍᤵ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䠍䠌䠖䠎䠌䠄‽ഛ䠅
䠍䠌䠖䠏䠌䡚䠍䠍䠖䠌䠌䠄Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䠍䠍䠖䠌䠌䡚䠍䠍䠖䠍䠑䠄ホ౯䠅
䚷䛆ୖグ䠎ㄢ㢟䜢㏻䛧䛶䛾⥲ホ䛇
䚷䚷䠍䠍䠖䠍䠑䡚䠍䠍䠖䠎䠑
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䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘᐇㄢ㢟䚷㻌䛂ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䛃䚷䠘䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ㄢ㢟䠚䚷ሗ࿌䛾ㄢ㢟䝸䝇䝖䛸᪥

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄◊✲㈐௵⪅䠅
ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

䝉䞁䝍䞊䠮䠝ྡ

䠮䠝䛾ᡤᒓ䠄᥇⏝䠅

ሗ࿌᪥
Ⓨ⾲䡚㉁ᛂ⟅䡚ホ౯䜎䛷

㻷㻴㻭㻺㻌㻹㻰㻌㻷㻭㻹㻾㼁㻸㻌㻴㻭㻿㻭㻺

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䝅䝇䝔䝮ሗ⛉Ꮫᑓᨷ
䚷䠍䠏䠖䠍䠌䡚䠍䠏䠖䠎䠑䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䠠䠍
䚷䠍䠏䠖䠎䠑䡚䠍䠏䠖䠏䠌䠄ホ౯䠅

㻾㻭㻲㻵㻽㼁㻱㻌㻹㻰㻌㻭㻮㻰㼁㻾

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䝅䝇䝔䝮ሗ⛉Ꮫᑓᨷ
䚷䠍䠏䠖䠏䠑䡚䠍䠏䠖䠑䠌䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䠠䠍
䚷䠍䠏䠖䠑䠌䡚䠍䠏䠖䠑䠑䠄ホ౯䠅

䠝䠌䠍

⏕Ꮫᑓᨷ
ᐙ␆䝽䜽䝏䞁䛾㛤Ⓨ䜢ᚿྥ䛧䛯㼀㻣䝣䜯䞊䝆䜢⏝䛔䛯
ᩍᤵ
චㄏᑟ⬟䛾ホ౯
ఀᮾ䚷♸

䠝䠌䠎

䜾䝷䝮㝧ᛶ⳦䝤䝺䝡䝞䝅䝹䝇䞉䝤䝺䝡䝇䛻䛚䛡䜛
㼂㻴㻴ᢠయ䛾⏕⏘ᛶ䛾᳨ウ

⏕Ꮫᑓᨷ
ᩍᤵ
ఀᮾ䚷♸

䠝䠌䠏

ෆど㙾䜢⏝䛔䛯㻟ḟඖィ 䛻䜘䜛་⒪ᨭ䝅䝇䝔
䝮䛾◊✲㛤Ⓨ

ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤ
Ꮫᑓᨷ
ᑠụ䚷㈼ኴ㑻
ᩍᤵ
ᕝᓮ䚷ὒ

≀㉁⏕⏘⛉Ꮫᑓᨷ
䠠䠎

䠝䠌䠑

⏕య㖔≀⏤᮶䜹䝹䝅䜴䝮ᗫᲠ≀䜢⏝䛔䛯Ỉ⣲Ⓨ
⏕ゐ፹䛾㛤Ⓨ

Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛ
ᑓᨷ
ᯇୗ䚷ౡ㍤
ᩍᤵ
୰㔛䚷ຮ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䝅䝇䝔䝮ሗ⛉Ꮫᑓᨷ
䚷䠍䠐䠖䠎䠑䡚䠍䠐䠖䠐䠌䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
㻌䠠䠍
䚷䠍䠐䠖䠐䠌䡚䠍䠐䠖䠐䠑䠄ホ౯䠅

䠝䠌䠓

ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ
ඛ㐍⪏⇕㗰䛾Ỉ⣲ᣑᩓಀᩘ䛻ཬ䜌䛩䜽䝸䞊䝥ᦆയ
ᩍᤵ
䛾ᙳ㡪
㥖ᓮ䚷ៅ୍

ᒣୗ䚷ຬே

≀㉁⏕⏘⛉Ꮫᑓᨷ
㻌䠠䠎

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䚷䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠐䠖䠍䠑䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䚷䠍䠐䠖䠍䠑䡚䠍䠐䠖䠎䠌䠄ホ౯䠅

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䚷䠍䠐䠖䠑䠌䡚䠍䠑䠖䠌䠑䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䚷䠍䠑䠖䠌䠑䡚䠍䠑䠖䠍䠌䠄ホ౯䠅
䚷䛆ୖグ䠑ㄢ㢟䜢㏻䛧䛶䛾⥲ホ䛇
䚷䚷䠍䠑䠖䠍䠌䡚䠍䠑䠖䠎䠌
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䚷䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘᐇㄢ㢟䚷䚷䛂ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䛃䚷䠘ᢏ⾡⫋ဨ䛾ㄢ㢟䠚䚷ሗ࿌䛾ㄢ㢟䝸䝇䝖䛸᪥

䚷䚷䠪䡋䠊

ㄢ㢟ྡ

ᢏ⾡⫋ဨྡ

ᣦᑟᩍဨྡ

ᣦᑟᩍဨ䛾ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

ሗ࿌᪥
Ⓨ⾲䡚㉁ᛂ⟅䡚ホ౯䜎䛷

㻝

䝤䝹䞊䝷䜲䝖䛻䜘䜛║⢭⑂ປ䛾᳨ド䜢┠ⓗ
ᯇඖ䚷᫂Ꮚ
䛸䛧䛶ከཎⰍග※⾲♧⨨䛾ᨵⰋ

㎷ᮧㄔ୍

ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ
ᑓᨷ
ᩍᤵ

㻞

㮵ඣᓥᕷෆ䛻㝆ୗ䛩䜛ᱜᓥⅆᒣ⅊䛾⢏ᚄ
㇂ཱྀ䚷㐶⳯
ศᕸ䛸ඹᏑ㞵Ỉ୰䛾䝣䝑≀䜲䜸䞁ศᯒ

ᮌ䚷❶

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛᑓᨷ
䚷䠍䠒䠖䠌䠌䡚䠍䠒䠖䠍䠑䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
ᩍᤵ
䚷䠍䠒䠖䠍䠑䡚䠍䠒䠖䠎䠌䠄ホ౯䠅

㻟

䝟䞊䝮Ἔ䝞䜲䜸䝕䜱䞊䝊䝹䛾ప
ᨵၿ

అぢ䚷௦

ᮌୗⱥ

ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ
ᩍᤵ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䚷䠍䠒䠖䠎䠑䡚䠍䠒䠖䠐䠌䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䚷䠍䠒䠖䠐䠌䡚䠍䠒䠖䠐䠑䠄ホ౯䠅

㻠

◁ᾏᓊ䛻䛚䛡䜛ᾐ㏱ὶ䛻䜘䜛ℐ㐣ᶵ⬟
䛾᳨ドᐇ㦂

✀⏣䚷ဴஓ

ᰠኴ㑻

ᾏὒᅵᮌᕤᏛᑓᨷ
ᩍᤵ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䚷䠍䠒䠖䠑䠌䡚䠍䠓䠖䠌䠑䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
䚷䠍䠓䠖䠌䠑䡚䠍䠓䠖䠍䠌䠄ホ౯䠅

㻡

ὠἼᐇ㦂䛻䛚䛡䜛ᦆയ䝟䝍䞊䞁䛾㐪䛔䛜
ὠἼఏഴྥ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪

ᓮ䚷

⃝⏣ᶞ୍㑻

ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ
ᩍᤵ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠔᪥
䚷䠍䠓䠖䠍䠑䡚䠍䠓䠖䠏䠌䠄‽ഛ䞉Ⓨ⾲䞉㉁䠅
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☜ㄆ㡯䠄ሗ࿌ᙜ᪥䚸◊✲㈐௵⪅䛻☜ㄆ䠅

ᡤᒓ䚷⫋

ホ౯⪅␒ྕ

㻝

㻿㻘㻭㻘㻮㻘㻯ホ౯

ホⅬᖹᆒ

ホⅬྜィ
䠄㼍㻕㻗䠄㼎䠅㻗䠄㼏䠅㻗䠄㼐䠅

䚷䚷䚷䠑䞉䞉䞉◊✲䛻ά䛛䛩ᮏ㉁ⓗ䛺ᥦゝ䜢䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠐䞉䞉䞉୍ᐃ䛾ලయⓗᥦゝ䛜䛒䜛
䚷䚷䚷䠏䞉䞉䞉ၥ㢟Ⅼ䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜ᥦゝ䛻ලయᛶ䜢Ḟ䛟䚷䚷䚷䚷䠎䞉䞉䞉ឤⓗ䛺ぢゎ䛾䜏
䚷䚷䚷䠍䞉䞉䞉ఱ䜙䛾ᥦゝ䜒ぢゎ䜒䛺䛔

䠄䠐䠅䠘⫋ဨ䛻䜘䜛ㄢ㢟䛾ᚋ䛻ᑐ䛩䜛ᥦゝ䛜䛒䜛䛛䠄᪂䛯䛺ㄢ㢟タᐃ䜔䚸ၥ㢟ゎỴ䜈䛾ᥦゝ䛺䛹䠅䠚

䚷䚷䚷䠑䞉䞉䞉䜘䛟⌮ゎ䛧䛶ᚑ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䚷䠐䞉䞉䞉ᴫ䛽⌮ゎ䛧䛶ᚑ䛧䛶䛔䜛
䚷䚷䚷䠏䞉䞉䞉䛒䜛⛬ᗘ⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠎䞉䞉䞉⌮ゎ䛜㊊䛧䛶䛔䜛
䚷䚷䚷䠍䞉䞉䞉ㄢ㢟䜈䛾ᚑ䛻䛿↓⌮䛜䛒䛳䛯

䠄䠏䠅䠘ᢏ⾡⫋ဨ䛾ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎᗘ䠄ㄢ㢟䛻㐺ษ䛻ᚑ䛷䛝䛯䛛䠅䠚

䚷䚷䚷䠑䞉䞉䞉ぢ㏻䛧䛜ᚓ䜙䜜䚸䛩䛷䛻ḟ䛾‽ഛ䜢䛧䛶䛔䜛
䚷䚷䚷䠐䞉䞉䞉䜋䜌ぢ㏻䛧䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛
䚷䚷䚷䠏䞉䞉䞉ぢ㏻䛧䛾ᥦ♧䛜༑ศ䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᨵၿ䛻ྥ䛡䛶ຓゝ䛜ᚲせ
䚷䚷䚷䠎䞉䞉䞉ᚋ䛾ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䛛䛺䜚ᣦᑟ䛜ᚲせ䛺≧ἣ
䚷䚷䚷䠍䞉䞉䞉ᚋ䛾ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䛾ᥦ♧䜒᳨ウ䜒䛟䛺䛔䠄ᚋ䝣䜷䝻䞊䛿せ䠅

䠄䠎䠅䠘ᚋ䛾ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䠄ぢ㏻䛧䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚸ᆅᇦ䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼䛻ྥ䛡䛯
䚷䚷䚷䚷ḟ䛾ィ⏬➼䛜‽ഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䠅䠚䈜☜ㄆ㡯䛾䐟䚸䐠䚸䐡䛾䝏䜵䝑䜽䜒⪃៖䛧䛶ホ౯䚹

䈜䠑䠅⥲ྜⓗ䛺ホ౯䝁䝯䞁䝖䜢グධ䚹
䚷䚷䛣䛾ྛဨ䛾䝁䝯䞁䝖䛸䝷䞁䜽䛡⤖ᯝ䜢◊✲㈐௵⪅䛻ఏ䛘䜎䛩䚹
䚷䚷ホ౯ᖹᆒⅬ䛤䛸䛻㻿㻘㻭㻘㻮㻘㻯䛷䝷䞁䜽ศ䛡
䚷䠄㻿䠖䠐䠊㻡Ⅼ௨ୖ䚸䚷㻭䠖䠐Ⅼ௨ୖ䡚䠐䠊㻡Ⅼᮍ‶䚸䚷㻮䠖䠏Ⅼ௨ୖ䡚䠐Ⅼᮍ‶䚸
⥲ྜホ౯ 䚷䚷㻯䠖䠏Ⅼᮍ‶䠅
䝁䝯䞁䝖

ᢏ
⾡
⫋
ဨ
䛻
ᑐ
䛩
䜛
ホ
౯

ㄢ
㢟
䛻
ᑐ
䛩
䜛
ホ
౯

䠄䠍䠅䠘┠ᶆ㐩ᡂᗘ䠚
䚷䚷䠑䞉䞉䞉䛶㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䠐䞉䞉䞉ᴫ䛽㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䠏䞉䞉䞉༙ศ䛿㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䚷䚷䠎䞉䞉䞉ᨵၿ䛾ດຊ䛜ᚲせ䚷䠍䞉䞉䞉ᖜ䛺ᨵၿ䛜ᚲせ

䚷䚷䈜䠐䠅ホ౯㡯┠䠄䠍䠅䛸䠄䠎䠅䛜ㄢ㢟ᐇ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䚸
䚷䚷䚷䚷䚷ホ౯㡯┠䠄䠏䠅䛸䠄䠐䠅䛜ㄢ㢟䛻ᚑ䛧䛯ᢏ⾡⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛷䛩䚹

䚷䚷䈜䠏䠅ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛚䜘䜃ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䜢ཧ↷䛧䛶䚸ᙜ᪥䛾䝥䝺䝊䞁䛸
䚷䚷䚷䚷䚷㉁ᛂ⟅䛛䜙ホ౯䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ซ䛻ᚑ䛳䛶ホⅬグධ䛾䛣䛸䚹

ホ౯㡯䠄ሗ࿌䛷䛾䝥䝺䝊䞁ෆᐜ䠅

䚷䚷䐡⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾◊✲䝅䞊䝈㞟䜈䛾ᥖ㍕䠄㛤♧ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷䠅
䚷䚷䚷䕕ᥖ㍕‽ഛ୰䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䕕≉チฟ㢪ᚋ䛻ᥖ㍕ணᐃ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䕕ᥖ㍕䛿䛧䛺䛔䠄䛷䛝䛺䛔䠅

䚷䚷䐠▱㈈䛾‽ഛ
䚷䚷䚷䕕ฟ㢪‽ഛ୰䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷㻌䚷䕕▱㈈䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ୰䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䕕▱㈈䛿᩿ᛕ

㻔㼐㻕

䠄䠿䠅

㻔㼎㻕

㻔㼍㻕

䚷䚷䐟እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛾᳨ウ
䚷䚷䚷䕕⏦ㄳ῭䜏䜎䛯䛿⏦ㄳ‽ഛ୰䠄ලయⓗ䛺ྡ⛠䠖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅䚷䚷䚷䕕⏦ㄳ᳨ウ୰䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䕕⏦ㄳ䛿᩿ᛕ

䈜䠎䠅ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛾᭱⤊䝨䞊䝆䛻䛒䜛䜰䞁䜿䞊䝖䠄ู⣬䠅䛾グ㍕㡯䜒ཧ↷䛾䛣䛸䚹

䈜䠍䠅බເせ㡿䛚䜘䜃᥇ᢥ㏻▱䛻グ㍕䛧䛶䛒䛳䛯௨ୗ䛾ㄢ㢟⤊ᚋ䛾ᑐᛂ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䜎䛪☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄䝉䞁䝍䞊㛗䛜௦⾲䛧䛶☜ㄆ䛾㉁ၥ䜢䠅䚹䕕䛻䘠䜢䚹

ᢏ⾡⫋ဨྡ

ᣦᑟᩍဨྡ

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟㻵㻰

ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷䛂ᑠつᶍ䛃ㄢ㢟䚷ሗ࿌䚷ホ౯䝅䞊䝖䠄ᢏ⾡⫋ဨ䛾ㄢ㢟䠅
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 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
  ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ṋⱝ ⪔ྖ

ホ౯ဨ㸰

ホ౯ဨ㸱

ホ౯ဨ㸲

ホ౯ဨ㸳

ホ౯ဨ㸴

  ௨ୖࠋ

㸱㸧ྛホ౯ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ㸦ྛホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㌿グࠋ㸧
  ͤ࡞࠾ࠊᚲࡎࡋࡶホ౯ဨဨࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡂࡾࡲࡏࢇࠋ

ホ౯ဨ㸯

㸰㸧ྛホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧

ճホ౯ဨࡈホⅬࡢ᭱ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡽ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧ࡢ㡰࡛㸲ẁ㝵ࡍࠋ

ղ௨ୗࡢホ౯㡯┠ࢆⓎ⾲㉁ᛂ⟅ࡽྛホ౯ဨࡀࡑࢀࡒࢀ㡯┠ࡈ㸯㹼5 Ⅼ࡛ホ౯ࠋ
㸦㹟㸧┠ᶆ㐩ᡂᗘ
㸦㹠㸧ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚㸦ぢ㏻ࡋࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊḟࡢィ⏬➼ࡀ‽ഛ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
㸦㹡㸧ᆺࡢእ㒊➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓࡢྍ⬟ᛶ
㸦㹢㸧ᆅᇦᴗ➼ࡢᆺࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡋ࡚ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶ

㸯㸧ホ౯ෆᐜ᪉ἲ
ձሗ࿌ᙜ᪥࠾ᑜࡡࡋࡲࡋࡓḟࡢ㸱ࡘࡢ☜ㄆ㡯
ۑእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
▱ۑ㈈ࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
⏘ۑᏛᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕‽ഛࡘ࠸࡚
ᑐࡍࡿᅇ⟅࡞ࡽࡧㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࠊㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩ࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡋࠊ

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢྛホ౯ဨ౫ࡾࡲࡍᚋホ౯⤖ᯝࢆ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ྠホ౯⤖ᯝࢆࡈཧ⪃ࡉࢀ࡚ࠊᮏㄢ㢟ࡢබເ᪨࣭≺࠸ἢ࠺ࡼ࠺ࠊᚋࡢㄢ㢟ࡢ┠ᶆ㐩ᡂࠊ
ᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࠊ▱㈈ࠊእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⋓ᚓࠊ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕➼ࠎࠊ
ྥࡅࡓ᥎㐍ࢆ㔜ࡡ࡚࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ௨ୗࠊホ౯ෆᐜ᪉ἲࠊྛホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ࡛ࡍࠋ

ࠕつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲ࠖ
ㄢ㢟㹇㹂㸸㹀ۑۑ
ㄢ㢟ྡ 㸸ࠕࠖۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑ

㈗Ẋ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ┈ࠎࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
᪥㡭ࡼࡾࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀ⤌ࡳࡈ༠ຊ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊ㐣᪥㸦㸵᭶㸶᪥㸧ᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓሗ࿌࡚Ⓨ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㈗Ẋࡢㄢ㢟ࠊ

ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㸦タ⨨‽ഛᐊ㸧ࡼࡿබເㄢ㢟ࡢ
ㄢ㢟⤊ሗ࿌࠾ࡅࡿᚋホ౯⤖ᯝࡘࡁࡲࡋ࡚㸦㏻▱㸧

ᩍᤵ ۑۑۑۑẊ

ۑۑ۔ᑓᨷ 

⌮ᕤᏛ◊✲⛉

ྕ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸵᭶ۑۑ᪥

 㮵⌮ᕤ⥲⥲➨
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㈗Ẋ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ┈ࠎࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
᪥㡭ࡼࡾࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀ⤌ࡳࡈ༠ຊ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊ㐣᪥㸦㸵᭶㸶᪥㸧ᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓሗ࿌࡚Ⓨ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㈗Ẋࡢㄢ㢟ࠊ
ࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖ
ㄢ㢟ྡ 㸸ࠕࠖۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑ

㈗Ẋ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ┈ࠎࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
᪥㡭ࡼࡾࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀ⤌ࡳࡈ༠ຊ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊ㐣᪥㸦㸵᭶㸶᪥㸧ᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓሗ࿌࡚Ⓨ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㈗Ẋࡢㄢ㢟ࠊ

ࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖ
ㄢ㢟㹇㹂㸸㸿ۑۑ
ㄢ㢟ྡ 㸸ࠕࠖۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑ

ホ౯ဨ㸰

ホ౯ဨ㸱

ホ౯ဨ㸲

ホ౯ဨ㸳

ホ౯ဨ㸴

㸱㸧ྛホ౯ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ㸦ྛホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㌿グࠋ㸧
  ͤ࡞࠾ࠊᚲࡎࡋࡶホ౯ဨဨࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡂࡾࡲࡏࢇࠋ
  ௨ୖࠋ

ホ౯ဨ㸯

㸰㸧ྛホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧

ճホ౯ဨࡈホⅬࡢ᭱ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡽ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧ࡢ㡰࡛㸲ẁ㝵ࡍࠋ

ղ௨ୗࡢホ౯㡯┠ࢆⓎ⾲㉁ᛂ⟅ࡽྛホ౯ဨࡀࡑࢀࡒࢀ㡯┠ࡈ㸯㹼5 Ⅼ࡛ホ౯ࠋ
㸦㹟㸧┠ᶆ㐩ᡂᗘ
㸦㹠㸧ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚㸦ぢ㏻ࡋࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊḟࡢィ⏬➼ࡀ‽ഛ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
㸦㹡㸧RA ࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿ⌮ゎᗘ㸦ㄢ㢟㐺ษᚑ࡛ࡁࡓ㸧
㸦㹢㸧RA ࡼࡿㄢ㢟ࡢᚋᑐࡍࡿᥦゝࡀ࠶ࡿ㸦᪂ࡓ࡞ㄢ㢟タᐃࡸࠊၥ㢟ゎỴࡢᥦゝ࡞㸧

㸯㸧ホ౯ෆᐜ᪉ἲ
ձሗ࿌ᙜ᪥࠾ᑜࡡࡋࡲࡋࡓḟࡢ㸱ࡘࡢ☜ㄆ㡯
ۑእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
▱ۑ㈈ࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
⏘ۑᏛᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕‽ഛࡘ࠸࡚
ᑐࡍࡿᅇ⟅࡞ࡽࡧㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࠊㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩ࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡋࠊ

ホ౯ဨ㸰

ホ౯ဨ㸱

ホ౯ဨ㸲

ホ౯ဨ㸳

ホ౯ဨ㸴

  ௨ୖࠋ

㸱㸧ྛホ౯ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ㸦ྛホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㌿グࠋ㸧
  ͤ࡞࠾ࠊᚲࡎࡋࡶホ౯ဨဨࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡂࡾࡲࡏࢇࠋ

ホ౯ဨ㸯

㸰㸧ྛホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧

ճホ౯ဨࡈホⅬࡢ᭱ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡽ㸦㹑㸪㸿㸪㹀㸪㹁㸧ࡢ㡰࡛㸲ẁ㝵ࡍࠋ

ղ௨ୗࡢホ౯㡯┠ࢆⓎ⾲㉁ᛂ⟅ࡽྛホ౯ဨࡀࡑࢀࡒࢀ㡯┠ࡈ㸯㹼5 Ⅼ࡛ホ౯ࠋ
㸦㹟㸧┠ᶆ㐩ᡂᗘ
㸦㹠㸧ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚㸦ぢ㏻ࡋࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊḟࡢィ⏬➼ࡀ‽ഛ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
㸦㹡㸧ᢏ⾡⫋ဨࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿ⌮ゎᗘ㸦ㄢ㢟㐺ษᚑ࡛ࡁࡓ㸧
㸦㹢㸧⫋ဨࡼࡿㄢ㢟ࡢᚋᑐࡍࡿᥦゝࡀ࠶ࡿ㸦᪂ࡓ࡞ㄢ㢟タᐃࡸࠊၥ㢟ゎỴࡢᥦゝ࡞㸧

㸯㸧ホ౯ෆᐜ᪉ἲ
ձሗ࿌ᙜ᪥࠾ᑜࡡࡋࡲࡋࡓḟࡢ㸱ࡘࡢ☜ㄆ㡯
ۑእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
▱ۑ㈈ࡢ‽ഛ≧ἣࡘ࠸࡚
⏘ۑᏛᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕‽ഛࡘ࠸࡚
ᑐࡍࡿᅇ⟅࡞ࡽࡧㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࠊㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩ࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡋࠊ

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢྛホ౯ဨ౫ࡾࡲࡍྛᚋホ౯⤖ᯝࢆ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ྠホ౯⤖ᯝࢆࡈཧ⪃ࡉࢀ࡚ࠊᮏㄢ㢟ࡢබເ᪨࣭≺࠸ἢ࠺ࡼ࠺ࠊᚋࡢㄢ㢟ࡢ┠ᶆ㐩ᡂࠊ
ᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࠊ▱㈈ࠊእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⋓ᚓࠊ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕➼ࠎࠊ
ྥࡅࡓ᥎㐍ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢホ౯⤖ᯝࡣࠊ࠾ᡭᩘࢆ࠾ࡅࡋࡲࡍࡀࠊ㈗Ẋࡢㄢ㢟ࡢᣦᑟᩍဨࡶ㈗Ẋࡼࡾ࠾ఏ࠼
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㸦タ⨨‽ഛᐊ㸧ࡼࡿබເㄢ㢟ࡢ
ㄢ㢟⤊ሗ࿌࠾ࡅࡿᚋホ౯⤖ᯝࡘࡁࡲࡋ࡚㸦㏻▱㸧

ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㸦タ⨨‽ഛᐊ㸧ࡼࡿබເㄢ㢟ࡢ
ㄢ㢟⤊ሗ࿌࠾ࡅࡿᚋホ౯⤖ᯝࡘࡁࡲࡋ࡚㸦㏻▱㸧

 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
  ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ṋⱝ ⪔ྖ

 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢྛホ౯ဨ౫ࡾࡲࡍᚋホ౯⤖ᯝࢆ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ྠホ౯⤖ᯝࢆࡈཧ⪃ࡉࢀ࡚ࠊᮏㄢ㢟ࡢබເ᪨࣭≺࠸ἢ࠺ࡼ࠺ࠊᚋࡢㄢ㢟ࡢ┠ᶆ㐩ᡂࠊ
ᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࠊ▱㈈ࠊእ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢ⋓ᚓࠊ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕➼ࠎࠊ
ྥࡅࡓ᥎㐍ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢホ౯⤖ᯝࡣࠊ࠾ᡭᩘࢆ࠾ࡅࡋࡲࡍࡀࠊ㈗Ẋࡢㄢ㢟ᚑࡋࡓ㹐㸿ࡶ㈗Ẋࡼࡾ
࠾ఏ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ௨ୗࠊホ౯ෆᐜ᪉ἲࠊྛホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ࡛ࡍࠋ

ྕ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸵᭶ۑۑ᪥

 㮵⌮ᕤ⥲⥲➨
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  ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ṋⱝ ⪔ྖ

ᢏ⾡⫋ဨ
ۑۑۑۑẊ

ᩍᤵ ۑۑۑۑẊ

⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊

ۑۑ۔ᑓᨷ 

⌮ᕤᏛ◊✲⛉

ྕ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸵᭶ۑۑ᪥

 㮵⌮ᕤ⥲⥲➨
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䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌㻌㻌㻌㻌

䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌

㻌

䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌

㻌

䜢䛘䛶䚸㻌

㻌 㻌 㻌 䠄ᅗ䛧䛶䛔䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄ᛕ㢌䛻䛒䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛩䜛䛴䜒䜚䛷䛒䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛷䛝䜛≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 䛜䚸䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄⛉◊㈝௨እ䚸⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝇䜻䞊䝮䛾䜒䛾䠅䛻㻌

㻌 㻌 䐣⌧ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛛䛖ẁ㝵䛻䛿䛺䛔㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌

㻌

㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䜢ᅗ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅

㻌 㻌 䐢䛩䛷䛻䚸ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲యไ䚸䛛䛴ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠄⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䠅䝇䜻䞊䝮䛷እ㒊➇தⓗ㻌

㻌

㻌

⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌

ᚋ䛾ᒎ㛤䠄እ㒊➇தⓗ㈨㔠䛺䛹䠅䛿ᶍ⣴୰䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃㻌

㻌 㻌 䐡䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䛔䛧ᴗ➼䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ヰ䛜ᣢ䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ణ䛧䚸ලయⓗ䛺㻌

㻌

㻌 䠄┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ᨭᶵ㛵ྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌

㻌

䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌

䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䜢┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛥䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍㻌

㻌 㻌 䐠䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ⮬య➼䛾ᨭᶵ㛵䛻ᒓ䛩䜛ᆅᇦ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䠋䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ⓗᙺ䛾ே➼㻌

㻌

㻌

䛧䛯䛔䛾䛷䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌

㻌 㻌 䐟ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䜢䚸ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻ά䛛䛩䛯䜑䚸䛩䜉䛛䜙䛟ᚋ䛾䛣䛸䜢᳨ウ㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌

ᚋ᪥䚸䛤㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䚸䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛚䜘䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䛛䜙㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᚲ䛪グධ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹グධ䛜䛺䛔ሙྜ䛿ሗ࿌᭩䛸䛧䛶ཷ⌮䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸䛤ὀពୗ䛥䛔䚹㻌

㻌 㻌 䈜ὀ䠖㻌 ௦⾲◊✲㈐௵⪅䛻䛚䛔䛶䚸ᚲ䛪௨ୗ䛾䐟䡚䐣䛻䛴䛔䛶䝏䜵䝑䜽䠄䕕䜢䕔䜈ኚ᭦䠅䜢ධ䜜䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

䠒䠊ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䛾ᒎ㛤䠋⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼䜈䛾⧅䛞䛻䛴䛔䛶㻌
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⎔ቃ⥲ྜ◊✲᥎㐍㈝䚷䠄◊✲ᴗ䠖⿵ຓ㔠䠅
බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠌᭶䠍᪥䡚䠍䠍᭶䠑᪥

➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே
⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䠄䠦䠯䠰䠅

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே
㻠 ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
䠄䠝䠩䠡䠠䠅

㻟

ᴫ䚷せ

䠄ᴗ䛜ከᩘ䛻ர䜛䚸ᴫせ㈨ᩱ䛰䛡䛷䜒䠎䠌䠌䝨䞊䝆䚸ู㏵䠳䠡䠞
ཧ↷䚹䠅

䐟䠍ㄢ㢟䠍䠓䠌䚸ᐇᮇ㛫䠍ᖺ㛫䚹䠄⏘㐃䝉䞁䝍䞊䛜❆ཱྀ䠅䚹
䚷ᴗ䝙䞊䝈䛜᫂☜䛷䛒䜛䛣䛸䚹䛷䛝䜜䜀䛩䛷䛻ඹྠ䛾ᯟ⤌䜏䛒
䜛䜒䛾䚹䝙䝑䝏䛷䜒ᴗ䛻ྥ䛡䛶ඹྠ◊✲䛻⤖䜃䛴䛟䜒䛾䚹
䚷ᖺᗘ䠍ᅇ┠බເ䛿⤊䠄ᮏᏛ䛿䚸䠐௳᥇ᢥᐇ⦼䚹᥇ᢥ⋡๓ᅇ
䜘䜚ྥୖ䛸䛾䛣䛸䠅䊻䠎ᅇ┠䛾බເ䛿䚸䠩䠬䛜ぢᴟ䜑䛶⏦ㄳᨭ䛩
䜛䜒䛾䛜බເ୰䚹
䐠ୖグ䐟䜈᥈⣴䝍䜲䝥䛿⛣⾜䚸䛭䛾䛯䜑䚸䜾䝷䞁䝖䛿䝣䜵䞊䝈䊠
䛾䜏䚹䛭䜜௨㝆䛾䝣䜵䞊䝈䛿䛶䚸䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝣䜯䞁䝗ᙧᘧ䛛䚸⼥
㈨ᙧᘧ䠄▱㈈䜢ᢸಖ䛻䠅䚹
䊻䝣䜵䞊䝈䊠䛿䚸ᡓ␎ⓗ䛺䝔䞊䝬䛜䝖䝑䝥䝎䜴䞁䛷タᐃ䛥䜜䚸䛭䛾
䝔䞊䝬ศ㔝ᯟෆ䛷䛾⏦ㄳ䛾䜏ྍ⬟䚹䠦䠯䠰䛜㑅䜣䛰䠬䠫䛾ୗ䛷ᐇ
䚹䜖䛘䛻ㄢ㢟ศ㔝䛿⤠䜚㎸䜎䜜䜛䚹
䚷䖂⏘ᴗ䝙䞊䝈ᑐᛂ䠖⏘ᴗ⏺ඹ㏻䛾ᇶ┙ⓗ◊✲㛤Ⓨ䚷䠖䠎䡚䠑ᖺ
㛫䚸䡚䠎䠑䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟
䚷䖂ᡓ␎䝔䞊䝬㔜せ䠖䠦䠯䠰ᡓ␎㐀ᴗ䛾ᡂᯝ䜢ᇶ䛻䝔䞊䝬タ
ᐃ䚷䚷䠖᭱㛗䠒ᖺ㛫䚸䡚䠑䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟
䐡ᡃ䛜ᅜᑗ᮶䛾㻌㐀ⓗ䞉⊂ⓗ䛺◊✲㛤Ⓨ䜢ᨭ䛘䜛ᇶ┙䛾ᙉ
䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸㠉᪂ⓗ䛺ඛ➃ィ ศᯒ䛾㻌せ⣲ᢏ⾡䜔䚷ᶵჾཬ䜃
䛭䛾࿘㎶䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䝥䝻䜾䝷䝮䚹
䠘せ⣲ᢏ⾡䝍䜲䝥䠚᭱ඛ➃◊✲ᇶ┙㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ィ ศᯒᶵ
ჾ䛾ᛶ⬟䜢㣕㌍ⓗ䛻ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䚹᪂つᛶ䞉⊂ᛶ䛾䛒
䜛せ⣲ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䚷䠖䠏ᖺ䠐䛛᭶䚸䠎䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟
䠘ඛ➃ᶵჾ㛤Ⓨ䝍䜲䝥䠚䝥䝻䝖䝍䜲䝥䛾㛤Ⓨ䛛䜙⌧ሙ䛷䛾ᐇ⏝
䜎㻌䛷䜢ᐇ䚷䠖䠑ᖺ䠐䛛᭶䚸䠑䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟

䠍䠅ᛂ⏝◊✲ㄢ㢟
䚷䐟㻌Ᏻ䛻Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛫䜛ᅜᅵ䛾ᐇ⌧䛻ᐤ䚹
䚷䐠㻌ே䞉䜒䛾䞉ሗ䛜ຠ⋡ⓗ䛻㏻䛔䛒䛘䜛ᅜᅵ䛾ᐇ⌧䛻ᐤ䚹
䚷䐡㻌ᚰ㇏䛛䛻ᬽ䜙䛫䜛ᛌ㐺䛷⨾䛧䛔ᅜᅵ䛾ᐇ⌧䛻ᐤ䚹
䠎䠅㔜Ⅼ◊✲ㄢ㢟
䚷䐢㻌Ỉ⅏ᐖ䝸䝇䜽ศᯒ䛻㛵䛩䜛◊✲䚸
䚷䐣㻌Ἑᕝሐ㜵䛾ಙ㢗ᛶホ౯䛻㛵䛩䜛◊✲䚸
䚷䐤㻌㐨㊰✵㛫䛾᭷ຠά⏝୪䜃䛻㐨㊰䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᭱㐺䛻ྥ
䛡䛯ᨻ⟇❧䛻ᐤ䛩䜛◊✲䚸
䚷䐥㻌ேཱྀῶᑡ♫䛻䛚䛡䜛ᣢ⥆ྍ⬟䛺㒔ᕷ䞉ᆅᇦ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩
䜛◊✲䚸
䚷䐦㻌ᚋ䛾䛒䜛䜉䛝ᘓタ⏕⏘䝅䝇䝔䝮䛻㛵䛩䜛◊✲䚸
䚷䐧㻌♫㈨ᮏ䛾ᡓ␎ⓗ䛺⥔ᣢ⟶⌮䛻㛵䛩䜛◊✲
䠏䠅ຓᡂ㢠䞉ຓᡂᮇ㛫
䠄䠍䠅ຓᡂ㢠䛿㻌㻝㻌௳䛻䛴䛝ཎ๎䛸䛧䛶༢ᖺᗘ㻌㻞㻜㻜㻌௨ෆ䠄⛯㎸䠅
䠄䠎䠅ྠ୍䛾◊✲䝔䞊䝬䛻ᑐ䛩䜛◊✲㛤Ⓨຓᡂ䛿㻌㻞㻌䞄ᖺ䜢㝈ᗘ䚹㻞
䞄ᖺ⥅⥆䛩䜛◊✲䛸䛧㻌䛶ᛂເ䛧䚸᥇ᢥ䛥䜜䛯ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ẖ
ᖺ⏦ㄳᡭ⥆䜢⾜䛔䚸ᙜヱᖺ䛻䛚䛡䜛ᑂᰝ䜢ཷ䛡䜛ᚲせ䛒䜚䚹

䞉┠㻌ⓗ䠖ఫᏯ䞉♫㈨ᮏᩚഛ䛻ಀ䜟䜛ඛ㐍ⓗ䛺◊✲䞉ᢏ⾡㛤Ⓨ䛻
ᑐ䛧䛶ຓᡂ䜢⾜䛔䚸㻌䜘䜚Ⰻ䛔ᅜᅵ䛾⏝䞉ᩚഛཪ䛿ಖ䛻ᐤ
䛩䜛䛣䛸䚹
䞉◊✲㛤Ⓨຓᡂ䛾ᑐ㇟䠖ఫᏯ䞉♫㈨ᮏᩚഛ䛻ಀ䜟䜛ඛ㐍ⓗ䛺◊
✲ᢏ⾡㛤Ⓨ䚹

䈜ヲ⣽䛿䠱䠮䠨䠖
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㼚㼢㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼛㼘㼕㼏㼥㻛㼗㼑㼚㼗㼥㼡㻛㼟㼡㼕㼟㼔㼕㼚㻛㼓㼍㼕㼥㼛㼡㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘

䕿⎔ቃ┬䛾➇தⓗ㈨㔠䛿䚸ጤク㈝䛿⢭⟬ᡶ䛔䛷䚸◊✲⪅ಶே䛻
䚷ຓᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸⎔ቃ┬䛸Ꮫ䛸䛾ጤクዎ⣙䚹
䕿◊✲㡿ᇦ䛸㔜Ⅼㄢ㢟䐟䡚䐭䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䕿◊✲㡿ᇦ䛿䠑䛴䠄䠑㒊䠅䚷䈜බເせ㡿䠎䡚䠏䝨䞊䝆⾲䠍䚸⾲䠎䚹
䕿⿵ຓ㔠䠄䜾䝷䞁䝖䠅䛾◊✲ᴗ䛿䚸බເ༊ศ䛜䠎䛴䛷䚸ⱝᡭ
䚷⫱ᡂᆺ䛸୍⯡◊✲䝔䞊䝬䛷䚸ⱝᡭ䛸䛿᮶ᖺ㻠᭶䠍᪥䛷䠐䠌ṓ௨ୗ
䚷䛾䜒䛾
䕿୍⯡◊✲䝔䞊䝬䛷䜒䚸ศ㔝䛜㔜Ⅼㄢ㢟䐧䡚䐩䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛻
䚷タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䊻䚷䈜බເせ㡿䠏䠎䡚䠏䠏䝨䞊䝆䚷⾲䠔䚸⾲䠕䠊
䖂୍⯡◊✲䝔䞊䝬䠖⿵ຓ⋡䠍䠌䠋䠍䠌䚸䚷◊✲㈝䚷䠐䠌ⓒ௨ෆ䚸
䚷ᮇ㛫䚷䠏ᖺ௨ෆ䚹
䕿ู䛻ᡓ␎ⓗ◊✲㛤Ⓨ㡿ᇦ䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䚷䠄䛣䛣䛷䛿ឡ䠅

䠘௨ୗ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䛷䛺䜒䛾䠚
䖂ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠐᭶䛻䝇䝍䞊䝖䛧䛯䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾ᶵ㛵
⌧ᅾ䚸䠦䠯䠰䠈⤒⏘┬䚸ཌປ┬䛾་⒪㛵ಀ䛾➇தⓗ㈨㔠ไ 䞉ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䠝䠩䠡䠠䠄ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே䚷᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵ
ᵓ䠅
ᗘ䜢ྡᐤ䛫
䚷䠄⮫ᗋ䛸ᇶ♏◊✲䛾㐃ᦠᙉ䛻䜘䜛⢭⚄䞉⚄⤒ᝈ䛾ඞ᭹䠅
䠄⛣⟶䠅䛧䛶䛾බເ䛷⊂⮬䛾䜒䛾䛿䛺䛔䚹
䚷㻌䛾䜹䝔䝂䝸䚹䚷䚷ᖹᡂ䠎䠔䡚䠏䠎ᖺ䛾䠑ᖺ㛫䛷䠏൨䚹
䚷䕿Ⓨ㐩㞀ᐖ䞉⪁ไᚚ㻌䚸⢭⚄䞉⤒ᝈ䛾ᅉ㻌䛾ゎ᫂䚸
ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䛂⬻⛉Ꮫ◊✲ᡓ␎᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃
䚷䚷䚷ண㜵䞉⒪䛾㛤Ⓨ㻌䚸ኻ䜟䜜䛯㌟యᶵ⬟䛾ᅇ䞉⿵
බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶䠎䠑᪥䡚ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍᭶䠎䠑᪥
䚷䚷䚷䜢ྍ䛸䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸་⒪䞉⚟♴䛾ྥୖ䚹㻌グ᠈䞉Ꮫ⩦
䚷䚷䚷䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜔⬻ឤཷᛶᮇ䠄⮫⏺䠅ゎ᫂➼䚹
䚷䚷䚷䛂♫䛻㈉⊩䛩䜛⬻⛉Ꮫ㻌䚸♫䜈ᛂ⏝ぢᤣ䛘䛯
䚷䚷䚷⬻⛉Ꮫ◊✲䚹ᡓ␎ⓗ䛻ᡂᯝ㻌䜢♫䛻㑏ඖ䛩䜛䛣䛸
䚷䚷䚷䜢┠ᣦ䛩䚹

䐟䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝷䞁䝘䞊䚷䝥䝻䜾䝷䝮
䚷➨䠍ᅇබເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠑᭶䠎䠌᪥䡚䠓᭶䠍䠐
᪥䚸
䐠◊✲ᡂᯝ᭱㐺ᒎ㛤ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮
䚷䚷䠝䠉䠯䠰䠡䠬䚷䝣䜵䞊䝈䊠
䚷බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䡚䠍䠌᭶䠍䠐᪥
䐡ඛ➃ィ ศᯒᢏ⾡䞉ᶵჾ㛤Ⓨ䝥䝻䜾䝷䝮
䚷බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠑᭶䠎䠕᪥䡚䠓᭶䠎᪥

ᅜᅵᢏ⾡◊✲䝉䞁䝍䞊䚷◊✲㛤Ⓨຓᡂ
㻞 䠄ᘓタ⮧䛾ㅎၥᶵ㛵䛂ᘓ
බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠔᭶䠏᪥䡚䠍䠌᭶䠏䠌᪥
タᢏ⾡㛤Ⓨ㆟䛃䛾ᘓ㆟䜢
ཷ䛡䚸Ẹ㛫ᣐฟ㔠䛻䜘䜛ᇶ
㔠䜢ᇶ䛻㐠Ⴀ䠅

୍⯡㈈ᅋἲே
ᅜᅵᢏ⾡◊✲䝉䞁䝍䞊

㻝 ⎔ቃ┬

㓄ศᶵ㛵

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䛾➇தⓗ㈨㔠䛾ᥦ౪ሗ୍ぴ䠄䠍䠋䠎䠅䠄䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟ᐇ⪅ྥ䛡䠅

資料No.H27-6

-80-

⤒⏘┬䚸ཌປ┬䚸ᩥ⛉┬
䠄䊻ᡤ⟶䜢䠝䠩䠡䠠䠅

㻤 ⤒⏘┬

㻣 ㎰ᯘỈ⏘┬

㻢 ⥲ົ┬

㻡

㓄ศᶵ㛵

ᴫ䚷せ

䖂ᆅᇦ䠥䠟䠰⯆ᆺ◊✲䠖䠥䠟䠰䛾ά⏝䛻䜘䛳䛶ᆅᇦ㈉⊩䜔ᆅᇦ♫
䚷䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸ᆅᇦ䛻ᐦ╔䛧䛯㻌Ꮫ䜔䚸ᆅᇦ䛾୰ᑠ䞉୰ሀ
䚷ᴗ➼䛜ᥦ䚹ᆅᇦ䛾ㄢ㢟ゎỴ䛾ྍ⬟ᛶ䚸䞉ᙜヱᆅᇦᅛ᭷䛾♫
䚷ⓗ䞉⤒῭ⓗㄢ㢟䛻ᑐ䛧䚸㻵㻯㼀䛾㠃䛛䜙ゎỴ䛷䛝䜛ㄢ㢟䛷䛒䜛䛛䚹
䚷䞉㻌◊✲ᡂᯝ䜢ά⏝䛧䛶ᆅሙ⏘ᴗ䛾⯆䚸᪂つᴗ䛾ฟ䚸ᆅᇦఫẸ
䚷䛾㻌⏕άྥୖ➼䚸ᆅᇦ♫䞉⤒῭άື䛾άᛶ䛻ᐤ䛷䛝䜛ㄢ㢟䚹
䚷䝣䜵䞊䝈䊠䠖䠍ᖺ㛫䚸䠏䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟䚸
䚷䝣䜵䞊䝈䊡䠖᭱㛗䠎ᖺ㛫䚸䠍䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟

䚷䚷Ꮫ➼䛸୰ᑠᴗ䛸䛾ඹྠ䞉ጤクዎ⣙䜔䝷䜲䝉䞁䝇㢠䜢ቑຍ䛥䛫䜛
䛯䜑䛾యไᩚഛ䜢ᨭ
䚷䕿䝅䞊䝈Ⓨ᥀䞉ά⏝ᴗ䚸⿵ຓୖ㝈䚷䠍䠌䠌䠌䚷䠖⿵ຓ⋡䚷ᐃ㢠䠅
䚷䕿䝅䞊䝈ά⏝◊✲㛤Ⓨ䚷䚷⿵ຓୖ㝈䚷䠎䠌䠌䠌䚷䠖⿵ຓ⋡䚷䠎䠋䠏䠅

ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘᡓ␎ⓗᇶ┙ᢏ⾡㧗ᗘ䞉㐃ᦠᨭᴗ
䠄䝃䝫䜲䞁ᴗ䠅
䛆䝅䞊䝈Ⓨ᥀䞉ά⏝䛇

䛆◊✲㛤Ⓨ䞉䝃䞊䝡䝇䝰䝕䝹㛤Ⓨ➼䛇
䚷䕿୍⯡ᆺ䚷䚷ึᖺᗘ⿵ຓୖ㝈䚷䠐䠑䠌䠌䚸䠎ᖺ┠䛿ึᖺᗘ䛾䠎䠋䠏䚸
䠏ᖺ┠䛿䠍䠋䠎䜢ୖ㝈䛻⿵ຓ䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷▱㈈䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䜢ಁ㐍
䚷䚷䐟Ꮫ䚸බタヨ➼䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨ➼䜢ᨭ
䚷䚷䚷䠄Ꮫ➼䜈䛾⿵ຓୖ㝈䚷䠍䠑䠌䠌䚷䠖⿵ຓ⋡䚷ᐃ㢠䠅

◊✲ᐇᮇ㛫䠄ணᐃ䠅䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠎ᖺᗘ䚹䚷ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䛾
ጤク◊✲⤒㈝㝈ᗘ㢠䚷䠍䠎䠌䠈䠌䠌䠌༓䚹

䠘䛺䜒䛾䛾䜏௨ୗ䠚
䖂᪤Ꮡ䛾䝁䝩䞊䝖◊✲䛾䝕䞊䝍䛻䜘䜚ᶵ⬟ᛶ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶
䛔䜛ᆅᇦ䛾㎰ᯘỈ⏘≀ཪ䛿㣗ရ䛻䛴䛔䛶ྍ⬟䛺㝈䜚ከ䛟䛾ရ┠䠄䠏㒔
㐨ᗓ┴䛻䛚䜘䜆䠏ရ┠௨ୖ䠅
䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸䛭䜜䜙䛾ᦤྲྀ䛜ᗣ䛾⥔ᣢཪ䛿ቑ㐍䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛾⛬
ᗘ䜢ヲ䛧䛟ゎᯒ䚹ᶵ⬟ᛶ䜢᭷䛩䜛↛ᛶ䛜㧗䛔䜒䛾䛻䛴䛔䛶䚸ᶵ⬟ᛶ⾲
ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘጤク䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲
ᆅᇦ䛾㎰ᯘỈ⏘≀䞉㣗ရ䛾ᶵ⬟ᛶⓎ᥀䛾䛯䜑䛾ᢏ ♧䛻ᚲせ䛺స⏝ᶵᗎ䛾ゎ᫂䛚䜘䜃䝠䝖ධヨ㦂➼䚸⛉Ꮫⓗ䜶䝡䝕䞁䝇
䜢⋓ᚓ䚹ᶵ⬟ᛶᡂศ䜢㧗䜑䜛᱂ᇵ䞉ຍᕤᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸ᶵ⬟ᛶᡂศ䜢⥔
⾡㛤Ⓨ
ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍᪥䠄᭶䠅䡚ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠎᪥䠄ⅆ䠅䠍 ᣢ䞉ྥୖ䛥䛫䜛ㄪ⌮ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ➼䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᶵ⬟ᛶ⾲♧䜢ά⏝䛧
䛯ྲྀ⤌䜏䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛾㛵ಀ⪅䛸䛾㐃ᦠయไ䜢ᵓ⠏䛧䚸ᾘ㈝ᣑ䛻ྥ
䠓䠖䠌䠌
䛡䛯ᡓ␎䜢⟇ᐃ䚹

ᡓ␎ⓗሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ᴗ䠄㻿㻯㻻㻼㻱䠅
බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠏᭶䠍䠏᪥䡚䠐᭶䠍䠏᪥

䖂ⱝᡭ䠥䠟䠰◊✲⪅⫱ᡂᆺ䠖㻵㻯㼀ศ㔝䛾◊✲⪅䛸䛧䛶ḟୡ௦䜢ᢸ䛖ⱝᡭ
䚷ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜔୰ᑠᴗ䛾᪂䛺ᢏ㻌⾡䜢Ⓨ᥀䛩䜛䛯䜑䛻䚸
䚷ⱝᡭ◊✲⪅ཪ䛿୰ᑠᴗ䛾◊✲⪅䠄ಶேཪ䛿䜾䝹䞊䝥䠅䛜ᥦ
䚷䛩䜛◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䚹䝣䜵䞊䝈䊠䠖䠍ᖺ㛫䚸䠏䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟䚸
䚷䝣䜵䞊䝈䊡䠖᭱㛗䠎ᖺ㛫䚸䠍䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟

䠘䛺䜒䛾䛾䜏௨ୗ䠚
䖂㔜Ⅼ㡿ᇦᆺ䠄䠥䠟䠰䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟᆺ䠅䠖ᅜ䛸䛧䛶ᚋྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝
䚷⌧Ⅼ䛾ㄢ㢟䜢ศ㢮ཬ䜃ᩚ⌮䛧䛯䛂◊✲㛤Ⓨᡓ␎䝬䝑䝥䛃㻌䛻䛚䛔䛶䚸
䚷䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ฟ䛩䜛⊂ᛶ䜔᪂つᛶ䛻ᐩ䜐◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛾
䚷ᥦ䛻ᑐ㻌䛧䛶◊✲㛤Ⓨ䜢ጤク䚹䝣䜵䞊䝈䊠䠖䠍ᖺ㛫䚸䠑䠌䠌䠋ᖺ
䚷䞉ㄢ㢟䚸䝣䜵䞊䝈䊡䠖᭱㛗䠎ᖺ㛫䚸䠏䠌䠌䠌䠋ᖺ䞉ㄢ㢟

䖂ᮏබເᴗ䜢ྵ䜑䛯ྛ┬䛾་⒪ศ㔝䛾◊✲㛤Ⓨ㛵㐃ண⟬䛿
䚷䚷᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠄䠝䠩䠡䠠䠅䛻㞟⣙䚹
䚷䊻་⒪⌧ሙ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟䛻ᛂ䛘䜛་⒪ᶵჾ䛻䛴䛔䛶䚸᪥ᮏ䛜䜛
䚷䚷䚷䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䛃䜢ά䛛䛧䛯㛤Ⓨ䚸ᐇ⏝䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
䚷䚷䚷ᡃ䛜ᅜ䛾་⒪ᶵჾ⏘ᴗ䛾άᛶ䛸་⒪䛾㉁䛾ྥୖ䜢ᐇ⌧䚹
䚷䚷䈜ጤクᴗ䠖䠏ᖺ㛫䚹
䐟᪂つཧධ䛾ಁ㐍䠖་⒪ᶵჾ䚷ୖ㝈䠑䠌䠌䠌䚸䚷㠀་⒪ᶵჾ
䚷ୖ㝈䠐䠌䠌䠌
䚷䊻᪤Ꮡ་⒪ᶵჾ䜢ᨵⰋ䛧䚸ᖹᡂ㻌㻟㻜㻌ᖺ㻌㻟㻌᭶䜎䛷䛻ᅜෆᕷሙ䛷
་ᕤ㐃ᦠᴗ᥎㐍ᴗ
䚷䚷ୖᕷྍ⬟䛺ᴗ䚸ㄆドᇶ‽➼䛜䛒䜛་⒪ᶵჾ䜢㛤Ⓨ䞉ᨵⰋ䛧䚸
䠄ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛୰ᑠᴗ䚸 䚷䚷ᖹᡂ㻌㻟㻜㻌ᖺ㻌㻟㻌᭶䜎䛷䛻ᅜෆᕷሙ䛷ୖᕷྍ⬟䛺ᴗ
⮫ᗋホ౯䜔ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛᭷ຠᛶホ౯䜢ᢸ䛖་⒪
䐠⏘ᴗ➇தຊ䛾ྥୖ䠄ᅜෆ䠅䠖་⒪ᶵჾ䚷ୖ㝈䠒䠌䠌䠌䊻㛤Ⓨ䛻
ᶵ㛵䚸〇㐀䜔㈍䜢ぢᤣ䛘䛶┠䛝䛩䜛ᴗ䞉
䚷䚷䛒䛯䛳䛶┦ᑐⓗ䛻䝸䝇䜽䛾㧗䛔⒪⣔་⒪ᶵჾ䜢㛤Ⓨ䞉ᨵⰋ䛧
䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊㈍ಁ㐍ᴗయ䚸⟶⌮ᨭᶵ㛵䚸 䚷䚷ᅜෆᕷሙ䛷ᴗ䛩䜛ᴗ
䐡⏘ᴗ➇தຊ䛾ྥୖ䠄ᾏእ䠅䠖䠔䠌䠌䠌䊻་⒪ᶵჾ䜢㛤Ⓨ䞉ᨵⰋ
ඛ➃ᢏ⾡䜢ᥦ౪䞉ホ౯䛩䜛Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵➼䛾
䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ᵓ⠏䚸㈨㔠䛿⢭⟬☜ᐃᚋ䛾ᨭᡶ䛔䠅 䚷䚷䛧䚸ᅜෆᕷሙ䛻ඛ⾜䛧䛶䚸ᾏእᕷሙ䛷ᴗ䛩䜛ᴗ
䐢࿘㎶ศ㔝㛤ᣅ䛻䜘䜛ᕷሙᣑ䠖་⒪ᶵჾ䚷ୖ㝈䠑䠌䠌䠌䚸
බເᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍᭶䠍䠕᪥䡚䠏᭶䠍䠍᪥
䚷䚷㠀་⒪ᶵჾ䚷ୖ㝈䠐䠌䠌䠌䊻㛤Ⓨ䞉ᨵⰋ䛧䚸ᅜෆᕷሙ䛷
䚷䚷ᴗ䛩䜛ᴗ䚹䞉་ᖌ௨እ䛾┳ㆤᖌ䚸⮫ᗋᕤᏛᢏኈ➼䛾
䚷䚷་⒪ᚑ⪅䛜⏝䛩䜛ᶵჾ䠄㠀་⒪ᶵჾ䜢ྵ䜐䠅䛷䛒䛳䛶䚸
䚷䚷་⒪Ᏻ䛾ྥୖ䛻㈨䛩䜛䜒䛾䚸䞉་ᖌ➼䛾་⒪ᚑ⪅䛜
䚷䚷⏝䛩䜛་⒪ᶵჾ䛷䛒䛳䛶䚸ᅾᏯ་⒪䛾᥎㐍䛻㈨䛩䜛䜒䛾䚸
䚷䚷䞉䛾᭷↓䛻㝈䜙䛪ಶே䛜⏝䛩䜛ᐙᗞྥ䛡་⒪ᶵჾ䛷
䚷䚷䛒䛳䛶䚸䛾ண㜵䜔᪩ᮇⓎぢ䛻㈨䛩䜛䜒䛾

➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䛾➇தⓗ㈨㔠䛾ᥦ౪ሗ୍ぴ䠄䠎䠋䠎䠅䠄䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟ᐇ⪅ྥ䛡䠅

資料No.H27-6

資料N o.H 27‑7‑1
㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷䛂つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛃ㄢ㢟䛾䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᑐᛂ䛸䛭䛾ᚋ䛾≧ἣ䠄ሗ࿌⤊ᚋ䛾䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᑐᛂ䜋䛛䠅

ㄢ㢟䠥䠠

䠞䠌䠑

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄௦⾲◊✲⪅䠅
ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᴫせ䛸䛭䛾ᚋ䛾≧ἣ

㠃ㄯ᪥⛬

䕿䛆ᆺ䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛇
䚷䞉䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜘䜚➇தⓗ㈨㔠䛾ሗ䛚䜘䜃ືྥ䜢ᥦ౪䚹
䚷䞉ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䠝䠩䠡䠠䠄ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே䚷᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠅
䚷䚷䛾බເᴗ䛂⬻⛉Ꮫ◊✲ᡓ␎᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛻⏦ㄳ῭䜏䚹
䚷䚷䠄䠍᭶䠎䠎᪥䠅䚹♫㐃ᦠㄢ◊✲ᨭಀ䛜ᶵ㛵ົ䚹
䚷䚷་Ꮫ㒊䛾⾨⸨ㄔඛ⏕䜢◊✲ศᢸ⪅䛸䛧䛶䚸䠄⮫ᗋ䛸ᇶ♏◊✲䛾
䚷䚷㐃ᦠᙉ䛻䜘䜛⢭⚄䞉⚄⤒ᝈ䛾ඞ᭹䠅䛾䜹䝔䝂䝸䛷⏦ㄳ䚹
⏕యᛂ䛸ㄆ▱ᶵ⬟䛸䛾㛵㐃ᛶ䛻 ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ
ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠌᭶䠑᪥ 䚷䚷ᖹᡂ䠎䠔䡚䠏䠎ᖺ䛾䠑ᖺ㛫䛷䠏൨䠍༓䛷䛾ㄢ㢟⏦ㄳ䚹
╔┠䛧䛯᪩ᮇㄆ▱デ᩿ἲ䛚䜘䜃 ᩍᤵ
䚷
䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠑䠖䠌䠌
⨨䛾◊✲䞉㛤Ⓨ
ሬᮌ㻌῟ኵ
䕿䛆▱㈈䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊▱㈈㒊㛛㛗䛾㧗ᶫᩍᤵ䛻┦ㄯᑐᛂ䜢౫㢗䚹
䚷䞉䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䛛䜙䛿䚸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝆䝱䝟䞁䠎䠌䠍䠑䠄Ꮫぢᮏᕷ䠅
䚷䚷䛷䛾㛵㐃䛩䜛Ꮫ➼䛾◊✲ᒎ♧ሗ䜢ᥦ౪䚹
䕿䛆ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䛾≉௵ᩍဨ䛸䛸䜒䛻ඹྠ◊✲䛾ᴗ䛾᥈⣴䞉㛤ᣅ䜢
䚷䚷ᚋ᳨ウ䚹

䠞䠌䠔

ᮌ㉁䝞䜲䜸䝬䝇䝪䜲䝷䞊⇞↝⅊䛾 ᾏὒᅵᮌᕤᏛ
᭷ຠά⏝䛸䛭䛾ᴗ䛾䛯䜑䛾 ᩍᤵ
ㅖၥ㢟䛾᳨ウ
ᒣཱྀ㻌᫂ఙ

䕿䛆ᆺ䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛇
䚷䞉ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚷ᩥ⛉┬䚷⛉◊㈝ᇶ┙䠞䚷ᖹᡂ䠎䠔䡚䠏䠎ᖺ䛾䠑ᖺ㛫䛷
䚷䚷䠍䠈䠓䠍䠌䛾ィ⏬䛷⏦ㄳ῭䜏㻔ᑂᰝ୰䠅䚹
䚷䞉ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚷⎔ቃ┬䚷⎔ቃ◊✲⥲ྜ᥎㐍㈝䠄◊✲ᴗ䚷୍⯡◊✲
䚷䚷䝔䞊䝬㔜Ⅼㄢ㢟䠖䠏䠮䜢᥎㐍䛩䜛ᢏ⾡䛸♫䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䠅䛻
䚷䚷ᖹᡂ䠎䠔䡚䠏䠌ᖺ䛾䠏ᖺ㛫䛷䠍䠈䠕䠓䠌䛾ィ⏬䛷⏦ㄳ῭䜏䚹
ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠏䠌᪥ 䚷䚷䊻䈜⎔ቃ┬䛾⤖ᯝ䛿᥇ᢥ

䚷䠍䠍䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

䕿䛆▱㈈䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉ᙜึ䛿┴䠄ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊䠅䛸䛾ඹྠฟ㢪䛾ணᐃ䛷䛒䛳䛯䛜䚸
䚷䚷ᮏᏛ༢⊂䛷ฟ㢪䜈ኚ᭦䚹
䕿䛆ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉䛩䛷䛻ᮏㄢ㢟䛾⏦ㄳẁ㝵䛷䚸◊✲䝇䜻䞊䝮䞉యไ䛜䚸ᆅᇦᴗ➼䛸䛾
䚷䚷ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ᯟ⤌䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹

資料N o.H 27‑7‑2

䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷㻌䛂ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䛃䠘䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ㄢ㢟䠚ሗ࿌ᚋ䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᐇᑐ㇟ㄢ㢟䛸㠃ㄯᴫせ
ㄢ㢟䠥䠠

䠝䠌䠎

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄◊✲㈐௵⪅䠅
ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

⏕Ꮫ
䜾䝷䝮㝧ᛶ⳦䝤䝺䝡䝞䝅䝹䝇䞉䝤䝺䝡䝇䛻䛚䛡
ᩍᤵ
䜛㼂㻴㻴ᢠయ䛾⏕⏘ᛶ䛾᳨ウ
ఀᮾ䚷♸

ෆど㙾䜢⏝䛔䛯㻟ḟඖィ 䛻䜘䜛་⒪ᨭ
䠝䠌䠏
䝅䝇䝔䝮䛾◊✲㛤Ⓨ

⏕య㖔≀⏤᮶䜹䝹䝅䜴䝮ᗫᲠ≀䜢⏝䛔䛯
䠝䠌䠑
Ỉ⣲Ⓨ⏕ゐ፹䛾㛤Ⓨ

ሗ⏕య
䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ
ᩍᤵ
ᕝᓮ䚷ὒ

Ꮫ⏕䞉
ᏛᕤᏛ
ᩍᤵ
୰㔛䚷ຮ

㠃ㄯ᪥⛬

䚷䚷䚷䚷䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᴫせ䠋◊✲㈐௵⪅䝁䝯䞁䝖

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠍䠓᪥
䠍䠍䠖䠌䠌䚷䡚䠍䠍䠖䠑䠌

䕿䛆ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ྍ⬟ᛶ䛇
㻌䞉⌧ẁ㝵䛷᪂䛯䛺ඹྠ◊✲䛿ᙜ㠃䛺䛔䚹
䕿䛆▱㈈䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉⌧ẁ㝵䛷▱㈈䛿ᙜ㠃䛺䛔䚹
䕿䛆እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛾ྍ⬟ᛶ䛇
䚷䞉᪂䛯䛺➇தⓗ㈨㔠⏦ㄳ䛿䛺䛔䚹
䚷䚷䚷䊼௨ୗ䚸⌮⏤䚹
䚷䞉⸆◊✲䛿㈨㔠䜒⭾䚸ᮇ㛫䜒せ䛩䜛䚹⌧ᅾ㐍䜑䛶
䚷䚷䛔䜛ᩥ⛉┬䞉䠦䠯䠰䠄䊻䠝䠩䠡䠠⛣⟶䠅䛾㠉᪂ⓗ䝞䜲䜸
䚷䚷་⸆ရฟᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨᴗ䚷䛂䝠䝖㻵㼓㻳≉␗ⓗಟ㣭
䚷䚷ᢏ⾡䛻䜘䜛ከᵝ䛺ᶵ⬟ᛶᢠయ་⸆䛾ฟ䛃䛻䛚䛔䛶
䚷䚷ᅇ䛾ㄢ㢟ᡂᯝ䜢ά䛛䛩䛾䛷䚸⌧ẁ㝵䛷䛿▱㈈䚸
䚷䚷᪂䛯䛺➇தⓗ㈨㔠䚸᪂䛯䛺ඹྠ◊✲䛿ᙜ㠃䛺䛔䚹
䚷䞉⸆䛻㛵䜟䜛ඛ➃ィ 䞉ศᯒᶵჾ䛷䛾◊✲㛤Ⓨ䜒
䚷䚷⌧ẁ㝵䛷䛿䜔䜚䛯䛟䛶䜒ேᡭ䛜䛺䛟䛶䜔䜜䛺䛔≧ἣ䚹

䠏ᅇ䛻ர䛳䛶䛚ఛ䛔ᩥ
䜢㏻▱䛩䜛䛜䚸ᛂ⟅䛺
䛧䚹

䈜ᛂ⟅䛺䛧䛷㠃ㄯ䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔䚹

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠍䠒᪥
䠍䠑䠖䠐䠌䚷䡚䠍䠒䠖䠑䠌

䕿䛆ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ྍ⬟ᛶ䛇
䚷䞉᪂䛯䛺ᡂᯝ䛜ฟ䜜䜀᳨ウ䚹
䕿䛆▱㈈䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䛇
䚷䞉௨๓䛻ᅇ䛾◊✲ෆᐜ䜢♧၀䛩䜛Ⓨ⾲䜔㈈ᅋ
㻌㻌㻌ຓᡂ䛾ሗ࿌᭩䛷ゐ䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ฟ㢪䛿᩿ᛕ䛩䜛䚹
䚷䚷䠄䊻▱㈈㒊㛛䜈䛾┦ㄯ䜢䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜘䜚ຓゝ䠅䚹
䚷䚷䛭䛣䛷䚸⏦ㄳ୰䛾㈈ᅋ䛾ຓᡂ㔠䛻䜘䜛◊✲䛷䚸
㻌㻌㻌㻌᪂䛯䛺ᡂᯝ䛜ฟ䜜䜀▱㈈䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛯䚹
䕿䛆እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛾ྍ⬟ᛶ䛇
䚷䞉ゐ፹άᛶ䛾◊✲ᡂᯝ䛛䜙㈈ᅋ䛾ຓᡂ㔠䠄䠎䠌䠌䠖
䚷䚷ᒾ㇂┤グᛕ㈈ᅋ䠅䜢⏦ㄳ୰䚹
䚷䚷䠄䊻䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䛛䜙⎔ቃ┬䚸䠦䠯䠰䛾➇தⓗ㈨㔠
䚷䚷䚷䚷䛾ሗ䜢ᥦ౪䚹䠅
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資料N o.H 27‑8‑1
䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷䛂ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䛃䚷䠘䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ㄢ㢟䠚㻌ሗ࿌ᚋ䝣䜷䝻䞊㠃ㄯ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛺䛛䛳䛯ㄢ㢟

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄◊✲㈐௵⪅䠅
ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᑐ㇟እ䛸䛧䛯⏤

䠝䠌䠍

⏕Ꮫ
ᐙ␆䝽䜽䝏䞁䛾㛤Ⓨ䜢ᚿྥ䛧䛯㼀㻣䝣䜯䞊䝆䜢⏝
ᩍᤵ
䛔䛯චㄏᑟ⬟䛾ホ౯
ఀᮾ䚷♸

◊✲㈐௵⪅䜘䜚䚸ሗ࿌䛻䛶䚸䝉䞁䝍䞊㛗䛛䜙䛾☜ㄆ䛻ᑐ䛧䛶䚸ㄢ㢟
⏦ㄳ䛻ᐃ䛧䛯ᡂᯝ䛸䛺䜙䛪䚸ḟ䛾➇தⓗ㈨㔠䚸ඹྠ◊✲䚸▱㈈䛸
䜒䛻᩿ᛕ䛸䝁䝯䞁䝖䛒䜚䚹

䠝䠌䠓

ᶵᲔᕤᏛ
ඛ㐍⪏⇕㗰䛾Ỉ⣲ᣑᩓಀᩘ䛻ཬ䜌䛩䜽䝸䞊䝥
ᩍᤵ
ᦆയ䛾ᙳ㡪
㥖ᓮ䚷ៅ୍

◊✲㈐௵⪅䜘䜚䚸ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛚䜘䜃ሗ࿌䛻䛚䛡
䜛䝉䞁䝍䞊㛗䛛䜙䛾☜ㄆ䛻ᑐ䛧䛶䚸⌧ẁ㝵䛷䛿䚸ᮍ䛰䚸ḟ䛾➇தⓗ㈨
㔠䚸ඹྠ◊✲䚸▱㈈䛾⏦ㄳẁ㝵䛻䛺䛔䛸䝁䝯䞁䝖䛒䜚䚹

資料N o.H 27‑8‑2
䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷㻌䛂ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䛃䚷䠘ᢏ⾡⫋ဨ䛾ㄢ㢟䠚ሗ࿌ᚋ䝣䜷䝻䞊㠃ㄯ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛛䛳䛯ㄢ㢟

䚷䚷䠪䡋䠊

㻡

ㄢ㢟ྡ

ᢏ⾡⫋ဨྡ

ὠἼᐇ㦂䛻䛚䛡䜛ᦆയ䝟䝍䞊䞁䛾㐪䛔䛜ὠἼ
ᓮ䚷
ఏഴྥ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪

ᣦᑟᩍဨ䛾ᡤᒓ䞉ᙺ⫋
ᣦᑟᩍဨྡ

ᘓ⠏Ꮫ
ᩍᤵ
⃝⏣ᶞ୍㑻
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䝣䜷䝻䞊㠃ㄯᑐ㇟እ䛾⏤
ሗ࿌䛻䛚䛡䜛䝉䞁䝍䞊㛗䛛䜙䛾☜ㄆ䛻ᑐ䛧䛶䚸⌧ẁ
㝵䛷䛿䚸ḟ䛾➇தⓗ㈨㔠䚸▱㈈䛾⏦ㄳ䛿᩿ᛕ䛩䜛䛸
䛾䝁䝯䞁䝖䛒䜚䚹
䠄䈜ణ䛧䚸ู䛾ᶵ䛷䝉䞁䝍䞊≉௵ᩍဨ䜘䜚䚸ᨭ䛾
┦ㄯᑐᛂ䚹䠙䠚ᣦᑟᩍဨ䛾◊✲ᐊ䛾◊✲ᡂᯝබ㛤䛸
⏘Ꮫ䛾䝽䜲䜺䝲᠓ㄯ䜢ᐇ䛩䜛⏬䜢ᨭ䚹䠅
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資料N o.H 27‑9‑1

࣭࠾ࡼࡑ㸯㸮ㄢ㢟⛬ᗘࡢணᐃ

࣐ࢵࢳࣥࢢ≧ἣ➼ࡼࡗ࡚ࠊ๓ᚋࡍࡿࠋ

➼ࡼࡗ࡚ࠊ๓ᚋࡍࡿࠋ

࡚ࡢὀព㡯
࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡣࠊᏛㄽᩥ◊✲ศ㔝ࡣࡃ␗࡞ࡿ

ࡿࠋ࠘࠸࠺௦⾲◊✲⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡼࡿᙇࡣཷࡅධ
ࢀࡽࢀ࡞࠸ࡇࢆ᫂グࠋ

࣭ㄢ㢟ྡࠊ⏦ㄳ⪅ྡࠊᡤᒓࠊㄢ㢟ෆᐜࡣࡍ࡚㠀බ㛤ࢆ

 ᬯ㯲๓ᥦࡋ࡚࠸ࡓࠋ

ࡇࠋ

㑅⪃ဨࡘ࠸࡚ࡣᙜヱㄢ㢟ࡢࡳ㑅⪃ࡽࡣࡎࢀࡿᥐ⨨ࢆ
ࡿࠋ

ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏦ㄳㄢ㢟ཧ⏬ࡲࡓࡣ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ

࡞ࡘ࠸࡚ὀព㡯ࢆ᫂グࠋ

ͤὀ㸧⏦ㄳ᭩ࡣົᒁࡀ༏ྡฎ⨨ࢆࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ᫂♧

㸦◊✲⪅ྡ㸧ࠊᡤᒓࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ྡ㸭ᢏ⾡⫋ဨྡࢆ
 ࢭࣥࢱ࣮㹆㹎㸪άືሗ࿌グ㍕㸦බ㛤㸧ࡢࡇࠋ

↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋࠊ㑅⪃ࠋ

࣭᥇ᢥࡉࢀࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋㄢ㢟ྡࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅

࣭⥾ษཝᏲࠋ

࣭๓ฟࡢ㸲ࡘࡢ㑅⪃ᇶ‽ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨࣭≺࠸

մ㸲᭶㛫⛬ᗘ࡛┠㏵ࡢࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ

ղ⊂⮬ᛶ

ձ᪂つᛶࠊࡲࡓࡣㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶࠊ      

࣭
㸦ᆅᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛ㸧Ѝ㸦ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛ㸧
㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢศ㔝ࡽ㑅ᢥ㸧

࣭ᕥグྠࡌࠋ

࣭ᕥグྠࡌࠋ

グ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

༠ຊᩍဨࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠘ࡢ

࡚ࠊᚋࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢᙜヱศ㔝ࡢ

ࡉࢀࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿᩍဨࡋ࡚⨨ࡅ⮴ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ

ࠗࡲࡓࠊᮏㄢ㢟ཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨࡣࠊᮏㄢ㢟⏦ㄳ࡛㑅ᢥ

㸺๓ᖺᗘࡣ࡞࠸༠ຊᩍဨࡢࡇ㏣ຍ㸼

࣭
㸦ኳᩥᏱᐂ⛉Ꮫ㸧Ѝ 㸦ኳᩥᏱᐂ㸧ኚ᭦

ኚ᭦

۔๓ᖺᗘࡽࡢศ㔝ྡ⛠ኚ᭦Ⅼ㸸

ࡢࡇࢆ᫂グࠋ

㸳ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘࡢศ㔝㝈ᐃࡋ࡚ㄢ㢟⏦ㄳ

࣭㸳ศ㔝ࡢ」ᩘศ㔝㊬ࡿㄢ㢟タᐃࢆྍࡏࡎࠊ

ࢢ₃ࢀㄢ㢟ࠖࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࡢࡳ㸧

ࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡛ᡂ❧ࡔࡗࡓㄢ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࣐ࢵࢳࣥ

㸦ణࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀඃඛࡉࢀࠊྠ࣐ࢵࢳ

ۑኳᩥᏱᐂ⛉Ꮫศ㔝

ᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛศ㔝  ۑඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝 

⎔ۑቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝  ۑ་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝 ۑᆅ

࣭ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᙉࡳࡉࢀࡿ㸳ศ㔝

ࢀࠊྠᩍဨࡢᣦᑟࡢୗ⨨ࢀࡿࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࠋ

ᒓࡍࡿᏛ㝔⏕࡛ࠊᮏ௳ㄢ㢟බເࡣูබເ᥇⏝ࡉ ࣭ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊ࠊᢏ⾡⫋ဨࠋ

ճἼཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ

࣭ཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࡢົᒁࡢ☜ㄆࡢ

㸭⏘ᴗ⏺ࡢάᛶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿᩍဨࠋ

㸧
࣭ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ࠾ࡼࡧ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 㸦ᕥグຍ࠼࡚ࠊ

ࡿᩍဨࠋ

࡚ࠊᏛ㸭ᆅᇦ♫㸭⏘ᴗ⏺ࡢάᛶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅ ࣙࣥேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ేࡏ࡚ࠊᏛ㸭ᆅᇦ♫

࠸ࡓࡔࡁࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ేࡏ 㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢά⏝᪨ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊࣀ࣮࣋ࢩ

ࢱ࣮ࡢ≺࠸ࠊ࡞ࡽࡧࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ᥇⏝᪨ࡈ⌮ゎ ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ≺࠸ࠊ࡞ࡽࡧࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ᥇⏝᪨

㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵ࡍࡿࡇࠋ㸧

14㸧㑅⪃᪉ἲ

13㸧ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ᇶ‽

࣭
࣐࠙ࢵࢳࣥࢢ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࠚࢆ⿵㊊ࡋ࡚ㄝ᫂ࠋ
࣭⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡼࡿᙜࢭࣥ ࣭⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡼࡿ

ࡑࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡣᐇࡋ࡞࠸ࡇࠋ

࣭⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧࢳ࢙ࢵࢡࠊබເ᪨ࡢᩚྜࢳ࢙ࢵࢡ

ࡽࠊࡑࡢ⩣ᖺෆᐜࢆᨵࡵ࡚⏦ㄳࡍࡿࡢࡣྍࠋ

ࢆࡾ㏉ࡿᮇ㛫ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊㄢ㢟ࢆ⦎ࡾ┤ࡋ࡚

ͤ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚ࡢ⏦ㄳࡣྍࠋᖺᗘࡣ㸯ᖺࡅ࡚ᅇࡢᡂᯝ

ࡇࢆ᫂グࠋ

࣭๓ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳࡣࠊྍࡍࡿ

ㄽᩥ◊✲ㄢ㢟ࡸ◊✲ෆᐜࡣࠊࡑࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ศࡀ␗࡞

 ࡞ࡗࡓࠋ㸦ᙜ↛࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ㸧

࣭ᩍဨ㸯ྡ࠶ࡓࡾࡢㄢ㢟⏦ㄳ௳ᩘつᐃࡀ࡞ࡗࡓࠋ

ࠗᙜヱㄢ㢟ࡣࠊᏛㄽᩥ◊✲ࡢᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿྠᏛ⏕ࡢᏛ

ͤᖺᗘࡽࠊ

࣭ཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࠸ࡓ࠺ࡢ☜ㄆࡢࣉࣟࢭࢫࡀ

ಁࡍࡇࡢྵࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 ྵࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽᣦᑟᩍဨࡼࡿ⮬㌟ࡢㄢ㢟㑅ᢥࢆ  ศ㔝ࡢㄢ㢟ࢆ㑅ࡪࡇ㸦㑅ࡤࡏࡿࡼ࠺ᣦᑟ㸧ࢆ᫂グࠋ

 ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛Ꮫㄽᩥෆᐜࡢ┦㐪Ⅼࡘ࠸࡚ゎ㔘

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᏛㄽᩥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢ㑅ᢥࡢ ࣭⏦ㄳ௳ᩘࡢไ㝈㸦ᩍဨ㸯ྡ㸯௳㸧

資料N o.H 27‑9‑1
12㸧ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝

10㸧ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿᑐ㇟⪅

資料N o.H 27‑9‑1
㸦๓ᖺᗘࡢࢆཧ⪃ࠊᖺᗘࡽ᪂ࡓ௨ୗ᫂グ㸧

≧ἣࡸᚋ㏙ࡍࡿ᥇ᢥㄢ㢟ࢭࣥࢱ࣮RA ೃ⿵㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢ

ࡸᚋ㏙ࡍࡿ᥇ᢥㄢ㢟ࢭࣥࢱ࣮RA ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ≧ἣ

࣭᥇ᢥㄢ㢟ᩘࢭࣥࢱ࣮RA ࡢ᥇⏝ேᩘࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᛂເ≧ἣ ࣭᥇ᢥㄢ㢟ᩘࢭࣥࢱ࣮RA ࡢ᥇⏝ேᩘࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᛂເ

࣭࠾ࡼࡑ㸯㸮ㄢ㢟⛬ᗘࡢணᐃ

ࡲࡓࡣᢏ⾡⫋ဨ㸯ྡ࡛ᐇࠋ

ࡑࡢᣦᑟࡢୗࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸯ྡࠊ

11㸧ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ 㸦๓ᖺᗘࡣࠊὀពႏ㉳➼ࡢグ㏙ࡀࠊศᩓࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸧

㸴㸧᥇ᢥㄢ㢟ணᐃ௳ᩘ

࣭㸯ㄢ㢟ࡘࡁࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅ࠊࡑࡢᣦᑟࡢ ࣭㸯ㄢ㢟ࡘࡁࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅ 1 ྡࠊ

࣭㸯ㄢ㢟ࡘࡁ◊✲⪅㸦ᩍဨ㸧㸯ྡ࡛ࡢ⏦ㄳࡍࡿࠋ

࣭◊✲⪅㸦ᩍဨ㸧㸯ྡࡘࡁ⏦ㄳࡣ㸯௳ࡢࡳࡍࡿࠋ

 ࡢ◊✲ࡢὶ⏝ࡸΰྠࡣཝྍࠋ

 Ꮫእ㸦ᴗ➼㸧ࡢཧ⏬⪅ࡢᨭฟࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸳㸧ㄢ㢟ᐇ

ୗࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸯ྡ࡛ᐇ

㸷㸧ㄢ㢟ࢆබເࡍࡿᑐ㇟⪅

ᢏ⾡⫋ဨࡢᩍဨࡽࡢ⮫ࡢᴗົ౫㢗ࡢᡭ⥆ࡁᚲせࡢࡇ
᫂グࠋ

ࡀ๓ᚋࡍࡿሙྜ࠶ࡾࢆ᫂グࠋ

 ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨࡢᨭฟࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᭰ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

⌧⾜ᴗົ㔞ࡢ≧ἣࡼࡾࠊᐇᮇ㛫ᙜヱ⫋ဨࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ

ࡢࡳ

ͤὀ㸧ᢏ⾡⫋ဨࡢᏛෆつᐃࡼࡿᴗົ౫㢗ᡭ⥆ࡁ⫋ဨࡢ

ࡲ࡛㸦⣙㸴᭶㹼㸵᭶㛫㸧

 ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸷᭶⮳㸯㸮᭶㹼ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸱᭶ᮎ

࣭۔㸺ᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡢሙྜ㸼

 ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸷᭶㸯᪥㹼㸯㸰᭶ᮎࡲ࡛㸦㸲᭶㛫㸧

 㹼ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶ᮎ㸦⤊㸧

 ᢲࡍࡇ࡞ࡾࠊㄢ㢟㛤ጞࡀ㐜ࢀࡿࡇࢆ᫂グࠋ

࣭۔㸺ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࣐ࢵࢳࣥࢢࡋࡓㄢ㢟ࡢሙྜ㸼

࣭ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸯㸰᭶㸯᪥㸦㛤ጞ㸧

㸺࿘▱ᚭᗏ㡯㸼

࠾ࡼࡧࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢᴗົ㛵ࡍࡿࡶࡢ

࣭◊✲⪅㸯ྡ࠶ࡓࡾࡢ⏦ㄳ௳ᩘࡘ࠸࡚つᐃ࡞ࡗࡓࠋ

 ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᴗົ㛵ࡍࡿࡶࡢࡢࡳ

࣭ㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅㸦⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨ㸧࠾ࡼࡧ ࣭ㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅㸦⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨ㸧

ᡭᴗࢆྵࡴ㸧ࠋ

 ࡋ࡚࠸ࡿᴗࠊ⮬యࡀㄏ⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᴗ㸦

㸲㸧ㄢ㢟⏦ㄳ

㸱㸧ᨭฟᑐ㇟

 ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᆅᇦࡢᴗࡀᑐ㇟ࡔࡀࠊᮏ♫ࡀ

 ౯್㐃㙐࡛㛵㐃ࡍࡿᆅᇦࡶྵࡵࡿࠋ
 ᆅᇦእ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ༡ᕞᆅᇦ㐍ฟࡋࠊᣐⅬࢆᙧᡂ

࣭㸦ᕥグ௨ୗࢆ㏣ຍ㸧

࣭ᮏᏛ㛵ಀࡢ⃰࠸ࠊ༡ᕞᆅᇦࢆࡋ࡚ࠊྠᆅᇦ

㸰㸧ᆅᇦࡢᐃ⩏

㸶㸧ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫

ͤ⥾ษཝᏲࡢグ㏙ࠋ⌮⏤ࢆ᫂グࠋᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡶ⾜࠺ணഛ◊✲

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶ⾜࠺ணഛ◊✲

        ᨵゞᚋ㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ㸧

㸯㸧ㄢ㢟ࡢࢱࣉ

ᨵゞ๓㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ㸧

㸦බເ⥾ษ㸧
㸦㸰㸮᪥㛫㸧

࣭ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸲᭶㸰㸮᪥

 ͤ⥾ษཝᏲࡔࡀࠊ⥾ษᚋࡢ⏦ㄳࡶཷࡅࡅᑐᛂࡋࡓࠋ

࣭ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸶᭶㸵᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸶᭶㸰㸷᪥㡭

   ᨵゞ㡯

㸵㸧ㄢ㢟ࡢබເᮇ㛫
㸦බເ⥾ษ㸧
㸦㸰㸱᪥㛫㸧

࠙ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ ࠕᑠつᶍࠖࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟බເせ㡿ࡢ࡞ᨵゞ㸭࿘▱ᚭᗏ࣏ࣥࢺ୍ぴࠚRev.3

                        㸺ᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲㸼
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ࡑࡢᡤᒓࠊᙺ⫋ྡࠊ

࣭㸴᭶ࢆ┠㏵ࠊሗ࿌ࢆᐇࠋ
 ͤᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿ㸳ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿ

࠸࡛࠶ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡸᢏ⾡⫋ဨࡢᆅᇦᴗ

ྍ⬟࡞㝈ࡾ㸧ࠋ

 

グ㏙ࠋ

ᚋබ㛤ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᚲࡎᥖ㍕ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࡢグ㏙ࡶグࠋ

࡞ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡍࡿࠋ

࣮ࡀᡤ⟶ࡍࡿࠕ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡢᥖ㍕࡛ࡣࠊㄢ㢟⤊

ࢣࢪ࣮ࣗࣝ

 ͤὀ㸧࡞࠾ࠊࡇࢀࡣูࠊᮏᏛࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ

ճ◊✲㛤Ⓨࡢᚋࡢぢ㏻ࡋࡸᒎ㛤㸦ᴗ➼ࡢぢゎࡶྵࡴ㸧
մ▱㈈㸦≉チฟ㢪㸧ࡸ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ᳨ウ≧ἣࠊࢫ

グ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

ղ◊✲ィ⏬ࡢᩚྜᛶ㸦ኚ᭦Ⅼࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢ⏤㸧

ࡢὶᶵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
㸧

ࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛㸳ศ㔝ࡢ◊✲➼ࡢཧ⏬࠾ㄏ

ඹྠ◊✲⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࠊඹྠ◊✲⪅ࡶྠᖍ㸦ᴗ➼ࡶ

ձᮏㄢ㢟ᐇࡼࡿᡂᯝ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⅼ

ࡿඹྠ◊✲ࡸᢏ⾡⛣㌿ࢆເࡿ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ

ྠ۔ᖍ⪅    㸸 ௦⾲◊✲⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡣᚲ㡲ࠋ

㸦ࡇࢀࡽࡣࠊᏛࡽࡢሗⓎಙࠊᆅᇦᴗ➼ᑐࡍ

ㅮ₇ࠊຮᙉ࡞ࢆ㐺ᐅ㛤ദࡍࡿሙྜࠋ

ࣥࢮࣞࣉ۔ᐇ⪅㸸 ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨ

ሗ࿌ࣉࣞࢮࣥࠋ

 ᐇࡍࡿ᪨ࠊᖺᗘᮎู㏵㏻▱ࠋ

ᑐࡋ࡚ᡂᯝሗ࿌ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ

ホ౯ጤဨ㸦ㄢ㢟㑅⪃ࡢ㑅⪃ጤဨ㸧ᑐࡋ࡚ࠊᡂᯝࡢ

 Ў

   ղබ㛤ྍ⬟࡞」ᩘࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᆅᇦ

ࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

     ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡢ㝿ࡣࡑࡢࡇ༑ศ

ࡉࢀࡲࡍࠋ

࣮ࡢάືሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࡀ࡞

ͤᐇ㝿ࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡶྑグሗ࿌ࡣ

࣭㹎㹍㸦◊✲⛉㛗㸧ࡽࡢ☜ㄆࡀ࠶ࡿࡔࡅグ㏙ࠋ

⤊ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚

ࡍࡿグ㏙ࠋ

Ⅼࡶゝཬࠋ

௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓࡘ࠸࡚ࡣ⮬ືⓗᙜࢭࣥࢱ

᥇ᢥࡉࢀࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࠊㄢ㢟ྡ

࣭▱㈈ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ࡶᚲࡎ᳨ウࡋࠊሗ࿌᭩ࡑࡢ

࣮࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࢆࡍࡿሙྜࠋణࡋࠊᮏㄢ㢟බເ

 㸧ձᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡋ࡚ࠊሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣍

ࡢグ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

බ㛤ࡋ࡚ࡶⰋ࠸≧ἣᡂࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᡂᯝෆᐜࢆබ

✲⪅ࡽࡢྠពࡀᚓࡽࢀࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢ ᡂᯝࢆ

࣭▱㈈ࡸㄽᩥ➼ࡢᡭ⥆ࡁ࡞ࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊඹྠ◊

᳨ウࡋ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࠋ

࠸࡚

ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ

࣭ሗ࿌ࡢホ౯ဨࡣㄢ㢟㑅⪃ࡢ㑅⪃ဨࡋࡓࠋ

࣭㹎㹍ࢆࢭࣥࢱ࣮㛗ࡋࡓࠋ

 㸦ͤ⤊ᚋࡢᒎ㛤ࢥ࣑ࢵࢺࠊᚋホ౯ࡢሙࠋ
㸧

ࡋ࡚┠ᣦࡍㄢ㢟ฟࢆᮇᚅࠊࡑࡢほⅬ࡛ࡢྍ⬟ᛶࡶ

࣭ᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆฟཱྀ

ࢫࢆ㔜どࡋ࡚㸧࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࠊసᡂࡉࡏࡿࠋ

ᮦᩱࡋ࡚ࠊࡲࡓࡑࢀࢆᥦゝࡋ࡚ࡲࡵୖࡆࡿࣉࣟࢭ

࣭࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔሗ࿌᭩㸦ㄢ㢟ࡢᑗ᮶ࢆุ᩿ࡋ࠺ࡿ

ࡋࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢᣦᑟ࣭ウㄽࡢୗ࡛ᡂࡉࡏࡿࠋ

20㸧ሗ࿌ᚋホ౯࡞ࡽࡧ ࣭グ㏙ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡘ࠸࡚
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21㸧ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤 ࣭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕ࡘ࠸࡚グ㏙ࡢࡳࠋ

 ⨨࠸ࡓࠋ

 ሙྜࡋ࡚ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ᭱⤊⤖ᯝࢆ㸶᭶ୗ᪪㹼㸷᭶

࣭ᢏ⾡⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ࣐ࢵࢳࣥࢢ₃ࢀࠖㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ

 ͤ㹐㸿ࡀ㸷᭶㛤ጞ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠋ

⨨࠸ࡓࠋ

࣭㹐㸿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ᭱⤊⤖ᯝࢆ㸵᭶㸰㸮᪥

࣭㠀බ㛤ࡢᡂᯝሗ࿌ࣉࣞࢮࣥ㸦㸳᭶㹼㸴᭶㸧ࢆ㏣ຍࠋ

࣭ᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᤄධ㸦㸶᭶ୗ㹼㸷᭶ୖ㸧
ࠋ

ࡀᚲせ㏣グࠋ

࣭ᢏ⾡⫋ဨࡶࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸦ೃ⿵㸧ྠᵝࡢᡭ⥆ࡁ

ಟṇࠋ

ධ㞠⏝ᡭ⥆ࡁ㸦㸶᭶㸧
ࠊㄢ㢟㛤ጞ㸦㹐㸿ࡣ㸷᭶㸧࡞

ࡢ࣮࢜ࢯࣛࢬࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂ࡢ᪥ࠊ㹐㸿ཷ

࣭㐍ᤖ☜ㄆࡢ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࢆᤄධࠋ

ࡑࡢὶࢀ

⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼ

࠾ఛ࠸ࡍࡿࡶࡢࠋ≧ἣᛂࡌ࡚ᣦᑟ࣭ຓゝ➼⾜࠺⿵㊊ࠋ

࣭ࣇ࣮ࣟᅗᥦ♧ࠋබເᮇ㛫ࠊㄢ㢟㑅⪃ᮇ㛫ࠊ㑅⪃⤖ᯝ

ࠕᏲ⛎⩏ົㄋ⣙᭩ࠖࡢᥦฟඛࢆᏛ㛗ᐄಟṇࠋ

࣭࣐ࢵࢳࣥࢢࡽࠊㄢ㢟ᐇ࠸ࡓࡿྛẁ㝵ᛂࡌࡓ

㏣ຍࠋ㸦ࣇ࣮ࣟᅗཧ↷㸧
ࠋ

 ࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢㄝ᫂ࢆ

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ

᥎㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽ

࡞ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡢ㐍⾜ࢆࡼࡾⰋࡃ

ሗ࿌ࡢ㛤ദࡘ࠸࡚ࡣูグ㏙ࠋ

ճ◊✲㛤Ⓨࡢᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋࡸㄢ㢟㐙⾜ࡢព㆑ඹ᭷ࡢ≧ἣ

ղ◊✲㛤Ⓨ⌧ሙ࣭ᐇ㦂⨨➼ࡢ⌧ሙどᐹ

ࢆồࡵࡿࠋ
㸧

㸦୰㛫ሗ࿌ࡢᥦ♧㸸㸿㸲∧㸯ᯛ⛬ᗘࡲࡵࡓࡶࡢࡢᥦ♧

ࡢࡇࢆ࿘▱ᚭᗏࡢࡓࡵᗘグ㏙ࠋ

18㸧ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭 ࣭ࣇ࣮ࣟᅗᥦ♧ࠋ

ࣄࣜࣥࢢࠖࢆᐇࠋࡢグ㏙ࢆ㏣ຍࠋ
 ձㄢ㢟㐍ᤖ≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡ

ͤㄢ㢟⤊ᚋࡢᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡢ㛤♧ࡸⓎ⾲ࠊ

㛤♧ࡍࡿࡢ࡛ㄢ㢟⏦ㄳ࠶ࡓࡗ࡚␃ពࡍࡿࡼ࠺ࠋ

 ࢆᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊάືሗ࿌᭩࠾࠸࡚

ᢏ⾡⫋ဨྡ

࣮ࢱࣥࢭۑ㹐㸿ྡᡤᒓࠊᏛᖺࠊࡶࡋࡃࡣ

㏣ຍࠋ

ࡢ≉ู₇⩦࡞ࡼࡾࡶ㋃ࡳ㎸ࢇࡔㄢ㢟ࡢᑐᓖࢆᮇᚅࠋ ࣭ㄢ㢟ᐇᮇ㛫୰ࠊ㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠊ
ࠕㄢ㢟᥎㐍ࡢ୰㛫

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐦࡋ࡚ᐇࠋࡢグ㏙ࢆ

࣭ᢏ⾡⫋ဨࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ဨᩍဨࡢ┦ࡢ

✲◊ۑ㈐௵⪅ྡ㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ㸧

資料N o.H 27‑9‑1

 㸦ణࡋࠊᐇẁ㝵࡛Ꮫ㛗ᥦฟኚ᭦ࡋࡓࠋ㸧

ࠕᏲ⛎⩏ົㄋ⣙᭩ࠖࡢᥦฟඛࢆ◊✲⛉㛗グ㏙ࠋ

࣭࣐ࢵࢳࣥࢢࡽࠊㄢ㢟ᐇ࠸ࡓࡿྛẁ㝵ᛂࡌࡓ

 㸦ࣇ࣮ࣟᅗ㸧ࠋ

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ

ᐇࠋ
࣭㐍ᤖᤖ⟶⌮ࡶࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢᣦᑟࡢୗࠊཎ๎ࠊࢭ
ࣥࢱ࣮㹐㸿ᢸᙜࡉࡏࡿࠋᚑ᮶ࡢ㹐㸿ࡢ㐪࠸ࡣࠊᚑ᮶

ㄢ㢟᥎㐍

ۑㄢ㢟ྡࠊ

࡚ࡣࠊ

ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸

ࠕࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏே㸭ᢏ⾡⫋ဨࠖಟṇࠋ
19㸧⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂ ࣭ሗ࿌᭩ࡣᚲࡎࠕࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏேࠖࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚సᡂ ࣭ᕥグ࡛ࠊ

ࣉࣟࢭࢫ

16㸧ㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ

௵⪅ྡ࡞ࡢ㛤♧

資料N o.H 27‑9‑1
17㸧ㄢ㢟ࡢ㐍ࡵ᪉࣭㐍ᤖ⟶⌮ ࣭ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ◊✲㈐௵⪅ࡢ㈐௵ࡢୗ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡀ 㸦ᕥグຍ࠼࡚㸧

࣭ㄢ㢟㑅⪃ࡼࡾ᥇ᢥ࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭

資料N o.H 27‑9‑1

15㸧᥇ᢥࡢㄢ㢟ྡ◊✲㈐ ࣭≉グ㏙ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡚㠀බ㛤ࡀ๓ᥦࠋ

-85-
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㸵㸧ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫

㸴㸧ㄢ㢟ࡢබເᮇ㛫

㸳㸧᥇ᢥㄢ㢟ணᐃ௳ᩘ

㸲㸧ㄢ㢟⏦ㄳ

㸱㸧ᨭฟᑐ㇟

資料N o.H 27‑9‑2

ᢅ࠸

࠙ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ ࠕつᶍࠖࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟බເせ㡿ࡢ࡞ᨵゞ㸭࿘▱ᚭᗏ࣏ࣥࢺ୍ぴࠚRev.3

ㄢ㢟ࠋ

」ᩘᩍဨࡀᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗඹྠ◊✲ࡍࡿࡼ࠺࡞

ᑐ㇟ศ㔝ࡢㄢ㢟┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡃࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ

ࡑࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘ㝈ᐃࡋ࡚㑅ᐃ࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ

✲ࡢ➃⥴࡞ࡿㄢ㢟ࠋ

ͤ⥾ษཝᏲࡢグ㏙ࠋ⌮⏤ࢆ᫂グࠋᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ

 ͤ⥾ษཝᏲࡔࡀࠊ⥾ษᚋࡢ⏦ㄳࡶཷࡅࡅᑐᛂࡋࡓࠋ

ͤㄢ㢟㛤ጞࢆ㸱᭶᪩ࡵࡓࠋㄢ㢟ᐇᮇ㛫☜ಖࡢࡓࡵࠋ

࣭ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥㸦㛤ጞ㸧㹼ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛ ࣭ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸵᭶㸯᪥㸦㛤ጞ㸧㹼ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸱᭶ᮎ

 ᢲࡍࡇ࡞ࡾࠊㄢ㢟㛤ጞࡀ㐜ࢀࡿࡇࢆ᫂グࠋ

㸦බເ⥾ษ㸧㸦㸰㸮᪥㛫㸧

࣭ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸲᭶㸰㸮᪥

㸦බເ⥾ษ㸧㸦㸰㸱᪥㛫㸧

࣭ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸶᭶㸵᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸶᭶㸰㸷᪥㡭

ணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ͤὀ㸧ㄢ㢟ࡢබເ≧ἣ➼ࡼࡾࠊ๓ᚋࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ͤὀ㸧ㄢ㢟ࡢබເ≧ἣ➼ࡼࡾࠊ๓ᚋࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࣭ᩘㄢ㢟⛬ᗘࡢணᐃ

㸷㸧ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿᑐ㇟⪅

࣭⏦ㄳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ௦⾲◊✲⪅ࢆ୰ᚰࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢ
ྛ◊✲⪅ࡑࡢ◊✲ศᢸ๎ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ

࣭ᕥグྠࡌࠋ

ࡋࡲࡍࠋ

◊✲㒊㛛ࡢᩍဨࢢ࣮ࣝࣉࡋ࡚ཧ⏬ࡉࢀࡿࡶࡢ

⮬ືⓗࠊ㑅ᢥࡋࡓᙜヱศ㔝࠾ࡅࡿᙜࢭࣥࢱ࣮

ͤᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳࡉࢀࡲࡍ

 㸺༠ຊᩍဨࡋ࡚ࡢ㏣ຍグ㏙㸼

ࡢࡳᨭฟࡉࢀࡿࡇࢆグࠋ

ண⟬ࡢᨭฟࡣࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨࡢᴗົᑐࡋ࡚

㸺࿘▱ᚭᗏ㡯㸼

ࡿࠋ

࣭௦⾲◊✲⪅㸯ྡࡘࡁ⏦ㄳࡣ㸯௳ࡢࡳࡍࡿࠋ

࣭ᩘㄢ㢟⛬ᗘࡢணᐃ

࡞ࡗࡓࠋ

࣭௦⾲◊✲⪅㸯ྡ࠶ࡓࡾࡢ⏦ㄳ௳ᩘࡘ࠸࡚᫂グࡣࡋ࡚

ୖグࠊࢢ࣮ࣝࣉᙧᡂࡢせ௳ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㝈

 ࡢ◊✲ࡢὶ⏝ࡸΰྠࡣཝྍࠋ

࣭ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨࡢཧ⏬ࡶྍ⬟ࡔࡀࠊ

 Ꮫእ㸦ᴗ➼㸧ࡢཧ⏬⪅ࡢᨭฟࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 Ꮫ⛉ࠊ◊✲⛉ࡢᩍဨࡢࡾ᭰࠼ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸺࿘▱ᚭᗏ㡯㸼

࠸࡚Ꮫෆつᐃᇶ࡙ࡃ๓ࡢᡭ⥆ࡁᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࠋ

ࡀཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᏲ⛎⩏ົࡸ▱㈈➼ࡘ

࡙ࡃ๓ࡢᡭ⥆ࡁᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࠋ

ࡣྵࡲࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲
⛉௨እࡢᩍဨࡢᨭฟࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

࠾୍ேࡀ⏦ㄳࠋ

ᩍဨࡼࡗ࡚ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ୰ࡢ௦⾲⪅

࠾୍ேࡀ⏦ㄳࠋ

࡞࠾ࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛእࡢ᪉㸦බタヨࡸᴗ➼㸧

௨ୖ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ㸧ࢆᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿ

࣮ࣝࣉᵓᡂ㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ୰ࡢ௦⾲⪅

࠸ࡿሙྜࡣࠊᏲ⛎⩏ົࡸ▱㈈➼ࡘ࠸࡚Ꮫෆつᐃᇶ

࡛Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ཎ๎ࠊ㸳ྡ

ࡋ࡚ࠊศ㔝ᶓ᩿ࡢඹྠ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ཎ๎㸳ྡ௨ୖ࡛ࢢ

᪉ࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢ᪉ࠎࡣᨭฟᑐ㇟⪅

ヱᙜࡍࡿศ㔝ࢆࡦࡘᑐ㇟ศ㔝ࡋ࡚⨨ࡁࠊࡑࡢ୰

ศ㔝㸼࡛♧ࡍせ㸳ศ㔝ࡢ࠺ࡕࡢࡦࡘ௨ୖࢆ୰ᚰ

࣭⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨࢆ᰾ࡋ࡚ࠊୗグࡢ㸺ㄢ㢟ࡢ ࣭㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼࡛♧ࡍせ㸳ศ㔝ࡢ୰ࡽࠊ

࡞࠾ࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛእࡢ᪉㸦ᴗ➼㸧ࡀཧ⏬ࡉࢀ࡚

ࡔࡁࡲࡍࠋ
㸧

ྵࡲࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

資料N o.H 27‑9‑2
㸶㸧ㄢ㢟ࢆබເࡍࡿᑐ㇟⪅

ᡭᴗࢆྵࡴ㸧
ࠋ

 ࡋ࡚࠸ࡿᴗࠊ⮬యࡀㄏ⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᴗ㸦

 ὀ㸧ᮏㄢ㢟⏦ㄳࡢᥦᯟ⤌ࡳᏛእ㸦ᴗ➼ࡸබタヨ㸧ࡢ

ࡲࡍࠋㄢ㢟⤊ᚋࠊᨭฟࡢ୍ぴࢆู㏵ࠊᥦฟࡋ࡚࠸ࡓ

ͤ㸦ᨭฟࡢ⤒⌮⟶⌮ࡣ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠸

ὀ㸧ᮏㄢ㢟⏦ㄳࡢᥦᯟ⤌ࡳᏛእ㸦ᴗ➼ྵࡴ㸧ࡢ᪉ࡀ 

ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢ᪉ࠎࡣᨭฟᑐ㇟⪅ࡣ

ࡍࡿࡶࡢࡢࡳࠋ

㸦ᨭฟࡢ⤒⌮ົࡣࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛᐊ࡚⾜࠸ࡲࡍࠋ㸧

࣭ᮏ◊✲ཧ⏬ࡍࡿᮏᏛᩍဨࡢᴗົ㛵ࡍࡿࡶࡢࡢࡳࠋ

 ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᆅᇦࡢᴗࡀᑐ㇟ࡔࡀࠊᮏ♫ࡀ

 ౯್㐃㙐࡛㛵㐃ࡍࡿᆅᇦࡶྵࡵࡿࠋ

 ᆅᇦእ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ༡ᕞᆅᇦ㐍ฟࡋࠊᣐⅬࢆᙧᡂ

࣭
㸦ᕥグ௨ୗࢆ㏣ຍ㸧

࣭ᮏᏛ㛵ಀࡢ⃰࠸ࠊ༡ᕞᆅᇦࢆࡋ࡚ࠊྠᆅᇦ

㹀ղ

ㄢ㢟ࠋ

ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢሙྜࡣࠊᩍဨ㹐㸿࡛ࠊᚲせุ᩿ࡉࢀࡿ

௨ୖࠊձ㹼մࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࠋ

㛤 Ⓨ ࣉ ࣟ ࢪ ࢙ ࢡ ࢺ ࡢ  ฟ  ⧅ ࡀ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡢ ࠶ ࡿ

ճᏛእᶵ㛵ࠊᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵ಀࡢ࡞࠸ࠊ⊂❧ࡋࡓ

ሙྜྲྀࡾࢃࡋ࡚ࠊᏛ㛗ᐄᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃㄋ⣙᭩ᵝᘧ

Ꮫእᶵ㛵ࠊᴗ➼ࡢཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓඹྠ◊✲

⏝)ࠋ

մᮏㄢ㢟⤊ᚋࠊᆅᇦ㸭♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢ

⩏ົ࣭ᡂᯝ≀࣭⫋ົⓎ᫂➼㛵ࡍࡿㄋ⣙᭩ࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ

(ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵ಀࡢ࠶ࡿಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ

㢟㸧㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࡍࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻࣜࣈࣥᆺ◊

ղ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋࠊಶูㄢ㢟ᐇⅬ࡛సᡂ⨫ྡࡍࡿᏲ⛎

⤖㞟ࡋ࡚⥲ྜຊࢆⓎࡋ࡚ࠊᡤᐃࡢ┠ᶆ㸦ࢽ࣮ࢬㄢ

⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࠋ

ۑᆅᇦ㸭♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢᏛእᶵ㛵ࠊᴗ➼ࡢ

࡞ࡿㄢ㢟ࠋ

㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࡍࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻࣜࣈࣥᆺ◊✲ࡢ➃⥴

⤖㞟ࡋ࡚⥲ྜຊࢆⓎࡋ࡚ࠊᡤᐃࡢ┠ᶆ㸦ࢽ࣮ࢬㄢ㢟㸧

ղᚋ㏙ࡍࡿ㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼ࡢ㸳ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ

ࡢᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹࠖ

ۑᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࠶ࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ

ᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹࠖ

        ᨵゞᚋ㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ㸧
ձࠕᡓ␎ⓗ࡛Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ᨵゞ๓㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ㸧
ࠕۑᡓ␎ⓗ࡞ศ㔝ᶓ᩿ᆺࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ

ᡂ࣭⨫ྡࡼࡿㄋ⣙᭩ࠋ

㸰㸧ᆅᇦࡢᐃ⩏

㸯㸧ㄢ㢟ࡢࢱࣉ

   ᨵゞ㡯

                        㸺つᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲㸼

ཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢฟ ճᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࠶ࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ

࣭ᮏ◊✲ཧ⏬ࡍࡿᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍဨࡢᴗົ㛵

ࡢグ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

ࡲࡍࠋ㸧

㸦ᢏ⾡⫋ဨࡶྠᵝㄋ⣙᭩సᡂ࣭⨫ྡࢆ࠾㢪࠸ࡋ
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㛤♧⏝)ࠋࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ㛗࠶࡚ㄋ⣙ࡍࡿ㹐㸿ೃ⿵స

⨫ྡࡍࡿᏲ⛎⩏ົ➼ࡢㄋ⣙᭩ࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㸿(ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟

ձ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂࠾ࡅࡿㄢ㢟㛤♧ࢆཷࡅࡿⅬ࡛సᡂ

  Ў

⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ࠘๎ࡗ࡚ྲྀᢅ࠸ࢆ࠾㢪࠸ࠋ

࣭ᮏᏛࡢࠗ㮵ඣᓥᏛ࠾ࡅࡿ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠಀࡿႠᴗ⛎ᐦ

࠾㢪࠸ࠋ

៖ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡇࢆ࠾ࡊ࡞ࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺

⣙ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙ࠊ┈┦➼ࡣࠊᡤᐃࡢᡭ⥆ࡁࡸ㓄

㝆㏙ࡲࡍࠊ⫋ົⓎ᫂ࡸࠊᏛእ㛵ಀ⪅ࡢᏲ⛎⩏ົዎ

22㸧Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ㛵ࡍࡿྲྀ ࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶ㠀ᖖࡢ⫋ဨ࠸࠺⨨࡙ࡅ࡞ࡢ࡛ࠊ௨ ࣭ᕥグࠊ

-86-

࣭⏦ㄳ௳ᩘࡢไ㝈㸦ᩍဨ㸯ྡࡘࡁ㸯௳㸧
࣭๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟⏦ㄳࡣྍࠋ

࣭ཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࠸ࡓ࠺ࡢ☜ㄆࡢࣉࣟࢭࢫࡀ

 ࡞ࡗࡓࠋ㸦ᙜ↛࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ㸧

࡚ࡢὀព㡯

ࡉࡽࠊࡑࡢ┠ᶆ࠾࠸࡚ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗἼཬᛶ
♫ⓗ౯್㸭⤒῭ⓗ౯್ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ

ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊḟᖺᗘ᪂ࡓ࡞ෆᐜ࡛⏦ㄳࡍࡿࡢࡣྍࠋ

 ͤࡇࢀࡣᮏㄢ㢟බເࡀࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉ㐍ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡓࡵ

࣭ᩍဨ㸯ྡ࠶ࡓࡾࡢㄢ㢟⏦ㄳ௳ᩘつᐃࡀ࡞ࡗࡓࠋ

࡚ࠊᚋࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢᙜヱศ㔝ࡢ

ࡽ㸧

௵⪅ྡ࡞ࡢ㛤♧

14㸧᥇ᢥࡢㄢ㢟ྡ◊✲㈐ ࣭≉グ㏙ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡚㠀බ㛤ࡀ๓ᥦࠋ

↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡚㑅⪃ࠋ

ࠕㄢ㢟᥎㐍㆟ࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ

ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ఛ࠸㺂≧ἣࡼࡾᣦᑟ࣭ຓゝ

ሗ࿌ࡢ㛤ദࡘ࠸࡚ࡣูグ㏙ࠋ

ͤㄢ㢟⤊ᚋࡢᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡢ㛤♧ࡸⓎ⾲ࠊ

ࡢグ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

ணࡵࡈᢎࡢࡇࠋ

ࡢ㐃⤡ࠊࡾࡲࡵ➼㸧ࡣࠊ௦⾲◊✲⪅ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ

ᗘࠊᨵࡵ࡚㏻▱࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ᥎㐍㆟ࡢ‽ഛ㸦㛵ಀ⪅

࡞࠾ࠊ᪥➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ᐊ㛗ྡ࡛ࠊࡑࡢ㒔

➼ࢆ⾜࠺ࡇࠊࢆ⿵㊊㏣グࠋ

ほⅬࡽ࠾ఛ࠸ࡍࡿࡶࡢࠋ

ࡘ࠸࡚㛤♧ࡢࡇࠋ
 ㄢ㢟⏦ㄳ᭩సᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢࡇࡈ␃ពࡁࠊ

ࢆࡼࡾⰋࡃ᥎㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ

ۑ௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓࠊ⫋

࡞☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠋ

⏦ㄳ࠾ࡼࡧ≉チฟ㢪➼ࡘ࠸࡚

 մḟࡢ➇தⓗ㈨㔠㸦⛉◊㈝௨እࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢࡶࡢ㸧ࡢ

ࡢព㆑ඹ᭷ࡢ≧ἣ࡞☜ㄆ

ྵࡴ㸧ฟᖍࡢୗࠊ◊✲㛤Ⓨࡢᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋࡸㄢ㢟㐙⾜

ճ௦⾲◊✲⪅࠾ࡼࡧඹྠ◊✲ཧ⏬࣓ࣥࣂ࣮㸦ᴗ➼ࡶ

ղ◊✲㛤Ⓨ⌧ሙ࣭ᐇ㦂⨨➼ࡢ⌧ሙどᐹ

 ᥦ♧ࢆồࡵࡿࠋ
㸧

㸦୰㛫ሗ࿌ࡢᥦ♧㸸㸿㸲∧㸯ᯛ⛬ᗘࡲࡵࡓࡶࡢࡢ

 ձㄢ㢟㐍ᤖ≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡ

ࠕ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅ࡛ࡶ࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡢ㐍⾜

࡚ࡣࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨጤࡿࠋ

࣭㐍ᤖ⟶⌮ࡸ㐺ᐅࡢಟṇ࣭ྲྀࡾࡲࡵࠊ᭱⤊ሗ࿌➼ࡘ࠸ ࡇࢆ㏣グࠋ

ศᢸෆᐜ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ

ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧グ㍕ࡢྛ◊✲ศᢸ⪅࠾ࡼࡧࡑࡢ ࣭ㄢ㢟㐙⾜ᮇ㛫୰ࠊ㸱㹼㸲᭶㸯ᅇ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ࠊ

ۑㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟᥎㐍

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞ࡽࡧάືሗ࿌᭩ࠊ

࣭⏦ㄳࡉࢀࡓㄢ㢟ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓሙྜࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ

 ۑ

㑅⪃ࠋ

↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡚

 ۑ๓ฟࠊ㸳ࡘࡢ㑅⪃ᇶ‽ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨࣭≺࠸

ࢀࡿᥐ⨨ࢆࡿࠋ

ࡿᥐ⨨ࢆࡿࠋ

 ۑ๓ฟࠊ㸳ࡘࡢ㑅⪃ᇶ‽ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨࣭≺࠸

࠸ࡿ 㑅⪃ဨࡘ࠸࡚ࡣᙜヱㄢ㢟ࡢࡳ㑅⪃ࡽࡣࡎ

࠸ࡿ 㑅⪃ဨࡘ࠸࡚ࡣᙜヱㄢ㢟ࡢࡳ㑅⪃ࡽࡣࡎࢀ

㸺㑅⪃᪉ἲ㸼

᫂♧ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏦ㄳㄢ㢟ཧ⏬ࡲࡓࡣ㛵ࡋ࡚

᫂♧ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏦ㄳㄢ㢟ཧ⏬ࡲࡓࡣ㛵ࡋ࡚

㸺㑅⪃᪉ἲ㸼

ࡀࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄢ㢟ྡㄢ㢟ෆᐜࡢࡳ࡛㑅⪃㸧
 ͤὀ㸧⏦ㄳ᭩ࡣົᒁࡀ༏ྡฎ⨨ࢆࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ

ࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄢ㢟ྡㄢ㢟ෆᐜࡢࡳ࡛㑅⪃ࠋ㸧

㸦ణࡋࠊࡇࡢ㸳ྡࡣࠊ௦⾲◊✲⪅௨ୗࠊඹྠ◊✲⪅ྡ

  ͤὀ㸧⏦ㄳ᭩ࡣົᒁࡀ༏ྡฎ⨨ࢆࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ

 㸦ణࡋࠊࡇࡢሙྜࠊWG ࡢ㸳ྡࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡࡀ

ࢆ௦⾲ࡍࡿ㑅⪃ဨ㸦㸳ྡ㸧ࡼࡗ࡚ᐇࠋ

 ۑᙜࢭࣥࢱ࣮㛗ᙜࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛ࡢྛ◊✲ศ㔝

ࡼࡗ࡚ᐇࠋ

 ࣮ࢱࣥࢭۑタ⨨‽ഛ WG ࡢᰝࢆྵࡴィ㸳ྡࡢጤဨ
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㸺㑅⪃⪅㸼

㸺㑅⪃⪅㸼

15㸧ㄢ㢟ࡢ㐍ࡵ᪉࣭㐍ᤖ⟶⌮ ࣭ㄢ㢟ࡢᐇࡣࠊᮏㄢ㢟ࢆ⏦ㄳࡋࡓ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊ 㸦ᕥグຍ࠼࡚㸧

յ㸷ࣨ᭶㛫⛬ᗘ࡛┠㏵ࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ

ᬒ➼㸧
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յ༙ᖺ㛫⛬ᗘ࡛┠㏵ࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ

13㸧㑅⪃᪉ἲ

ࡇࠋ࡞ࡘ࠸࡚ὀព㡯ࢆ᫂グࠋ

ᡤᒓࡢࢭࣥࢱ࣮㹆㹎ࠊάືሗ࿌グ㍕㸦බ㛤㸧ࡢ

մศ㔝ᶓ᩿ⓗࡲࡓࡣㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶ㸦♫ⓗࢽ࣮ࢬ➼ մㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶ㸦♫ⓗࢽ࣮ࢬࡸ♫ⓗㄢ㢟ࡢ⫼

࣭᥇ᢥⅬ࡛ࡢㄢ㢟ྡࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦௦⾲◊✲⪅ྡ㸧ࠊ

ճἼཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ

ճἼཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ

ղ⊂⮬ᛶ

ձ᪂つᛶ

グ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

࣭⥾ษཝᏲࠋ

ࠋ

࣭ཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࡢົᒁ☜ㄆࡢࡇ

㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵ࡍࡿࡇࠋ㸧

ࡑࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡣᐇࡋ࡞࠸ࡇࠋ

ղ⊂⮬ᛶ

ࡉࢀࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿᩍဨࡋ࡚⨨ࡅ⮴ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ

ᤄࡆ᭰࠼࡚⏦ㄳࡍࡿ➼ࡶྍࠋ

༠ຊᩍဨࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠘ࡢ

ࠗࡲࡓࠊᮏㄢ㢟ཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨࡣࠊᮏㄢ㢟⏦ㄳ࡛㑅ᢥ

ࡲࡓࠊᐇ㉁ⓗྠࡌ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉయไ࡛ࠊ௦⾲◊✲⪅ࢆ

࣭⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧࢳ࢙ࢵࢡࠊබເ᪨ࡢᩚྜࢳ࢙ࢵࢡ

㸺๓ᖺᗘࡣ࡞࠸༠ຊᩍဨࡢࡇ㏣ຍ㸼

᪂つㄢ㢟㸧ࡶ⏦ㄳྍࠋ

࣭
㸦ኳᩥᏱᐂ⛉Ꮫ㸧Ѝ 㸦ኳᩥᏱᐂ㸧ኚ᭦

ኚ᭦

࣭
㸦ᆅᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛ㸧Ѝ㸦ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛ㸧

ࡽࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟⏦ㄳ㸦ㄢ㢟ෆᐜࡀ๓ᖺᗘㄢ㢟␗࡞ࡿ

࠶ࡗࡓሙྜࠊᙜヱ௦⾲◊✲⪅࠾ࡼࡧࡑࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձ᪂つᛶ

㸦⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡣࠊࡑࡢ㏣ຍࡢḍࢆ⏝ព㸧
ࠋ

㈨㔠⏦ㄳࡸ▱㈈࡞㸧࠾ࡼࡧᚋホ౯⤖ᯝࡀホ࡛

ࢀ௨እ㏣ຍࡍࡿศ㔝ࡀ࠶ࢀࡤࠊ㏣ຍࢆྍࠋ

࣭๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢㄢ㢟⤊ᚋࡢᒎ㛤㸦ࡢ➇தⓗ

࡞࠾ࠊせ㸳ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘ௨ୖࢆ᰾ࡋ࡚ࠊࡑ ۔๓ᖺᗘࡽࡢศ㔝ྡ⛠ኚ᭦Ⅼ㸸

ࡲࡓࠊࡢᩍဨࡽࡢㄢ㢟⏦ㄳࡢᶵࢆタࡅࡿࡓࡵࡢ
  ⌮⏤グ㏙ࠋ

ࢆ࠾㢪࠸ࠋ

ࡢࡧỈⓗ࡞Ꮫෆබເไᗘ⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ

ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ࠾㢪࠸ࠋ

␎ⓗ࡞Ἴཬᛶ♫ⓗ౯್㸭⤒῭ⓗ౯್ࢆࡶࡓࡽࡍ

ࢆ࠾㢪࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ┠ᶆ࠾࠸࡚ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡓ

ᩘᩍဨࡀᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗඹྠ◊✲ࡍࡿࡼ࠺࡞ᥦ

ࢆ᰾ࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢศ㔝㊬ࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ

ᖺᗘࡣࠊࡑࡢㄢ㢟ᐇᡂᯝࢆࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃᮇ㛫

 ᬯ㯲๓ᥦࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㇟ศ㔝ࡢㄢ㢟┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡃࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ」

(4)ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝ࠊ(5)ኳᩥᏱᐂ⛉Ꮫศ㔝

๓ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚⏦ㄳࡣྍࠋ

㸳ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘࡢศ㔝㝈ᐃࡋ࡚ࠊࡑࡢᑐ

(1)⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࠊ(2)་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝ࠊ
(3)ᆅᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛศ㔝

࣭ ᮏ Ꮫ ⌮ ᕤ ⣔ ࡛ ᙉ ࡳ  ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ḟ ࡢ 㸳 ࡘ ࡢ ศ 㔝 ࣭㸳ศ㔝ࡢ」ᩘศ㔝㊬ࡿㄢ㢟タᐃࢆྍࡏࡎࠊ

࣭ㄢ㢟ྡࠊ⏦ㄳ⪅ྡࠊᡤᒓࠊㄢ㢟ෆᐜࡣࡍ࡚㠀බ㛤ࢆ

12㸧ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ᇶ‽
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11㸧ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝

㸦๓ᖺᗘࡢࢆཧ⪃ࠊᖺᗘࡽ᪂ࡓ௨ୗ᫂グ㸧

資料N o.H 27‑9‑2

10㸧ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ 㸦๓ᖺᗘࡣࠊὀពႏ㉳➼ࡢグ㏙ࡀࠊศᩓࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸧
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ࢬண⟬つᶍࡢእ㒊➇தⓗ㈨㔠ᚲࡎ⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ

࠺ࡿ㈨ᩱ࡞ࡿࡇࡸ㸪ᡓ␎ⓗ࡞ᥦゝࡋ࡚ࡲࡵࡿሙ

࡞ࡿࡇ➼ࡶ⪃៖ࡋ࡚㸧ࢆసᡂࠋ

ࡓࡣ⏦ㄳ῭ࡳ࡛᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜࠊ
Ꮫእࡢ㛵ಀ⪅㸦ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸧ࡢ┈┦ࠊ▱㈈ࠊ
⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࠊᨵࡵ࡚☜ㄆࠋ
ᚲせࡀ࠶ࢀࡤࠊู㏵ࠊᨵࡵ࡚Ꮫෆつᐃ๎ࡗࡓᚲせ࡞ᡭ

᥇ᢥࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊㄢ㢟ྡ௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓ
ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ືⓗᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌᭩ࡲࡓ
ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ

 

ࡢグ㏙ࡶグࠋ

ᚋබ㛤ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᚲࡎᥖ㍕ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࣮ࡀᡤ⟶ࡍࡿࠕ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡢᥖ㍕࡛ࡣࠊㄢ㢟⤊

 ͤὀ㸧࡞࠾ࠊࡇࢀࡣูࠊᮏᏛࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ

グ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

ࡢὶᶵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
㸧

࠸࡛࠶ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡸᢏ⾡⫋ဨࡢᆅᇦᴗ

ࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛㸳ศ㔝ࡢ◊✲➼ࡢཧ⏬࠾ㄏ

ࡿඹྠ◊✲ࡸᢏ⾡⛣㌿ࢆເࡿ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ

㸦ࡇࢀࡽࡣࠊᏛࡽࡢሗⓎಙࠊᆅᇦᴗ➼ᑐࡍ

ㅮ₇ࠊຮᙉ࡞ࢆ㐺ᐅ㛤ദࡍࡿሙྜࠋ

ᑐࡋ࡚ᡂᯝሗ࿌ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ

   ղබ㛤ྍ⬟࡞」ᩘࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᆅᇦ

ࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧

㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛᐊ࡛ࡣᡭ⥆ࡁࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ

ྛ㒊㛛ࡈ┦ㄯࡢࡇࠋ

ͤ௨ୖࡢಶูࡢᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢつᐃࡢᡭ⥆ࡁࢆ

⥆ࡁࢆồࡵࡿࠋ

࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡢⓗ➇தⓗእ㒊㈨㔠ไᗘ⏦ㄳ୰ࠊࡲ

࣮࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࢆࡍࡿሙྜࠋణࡋࠊᮏㄢ㢟බເ

     ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡢ㝿ࡣࡑࡢࡇ༑ศ

ዎ⣙㸦㹌㹂㸿㸧➼ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙➼ࢆᡭ⥆ࡁࡋ࡚࠸ࡿࠊ

 㸧ձᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡋ࡚ࠊሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣍

࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡇࢀࡽ㐍⾜ࡋࡼ࠺Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ

ࡢグ㏙ࢆ㏣ຍࠋ

ࡢඹྠ◊✲㛤ⓎࢆฟⓎⅬࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀࡍ࡛㐍⾜ࡋ

㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ࡶྵࡴ㸧ࠊᆅᇦ⮬యࠊබⓗ◊✲ᶵ㛵ࠊ≉ᴗ➼

࠸࡚

ᢅ࠸

✲⪅ࡽࡢྠពࡀᚓࡽࢀࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢ ᡂᯝࢆ
බ㛤ࡋ࡚ࡶⰋ࠸≧ἣᡂࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᡂᯝෆᐜࢆබ

ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ

資料N o.H 27‑9‑2
20㸧Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ㛵ࡍࡿྲྀ ࣭ᙜヱㄢ㢟ࡀࠊ⏦ㄳ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࡑࡢ୰ࡢ࠾୍ேࡔࡅ ࣭ᕥグྠࡌࠋ

࣭▱㈈ࡸㄽᩥ➼ࡢᡭ⥆ࡁ࡞ࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊඹྠ◊

࡞ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆグ㏙ࠋ

ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ

մ▱㈈㸦≉チฟ㢪㸧ࡸ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ᳨ウ≧ἣࠊ

ճ◊✲㛤Ⓨࡢᚋࡢぢ㏻ࡋࡸᒎ㛤㸦ᴗ➼ࡢぢゎࡶྵࡴ㸧

ղ◊✲ィ⏬ࡢᩚྜᛶ㸦ኚ᭦Ⅼࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢ⏤㸧

資料N o.H 27‑9‑2

ࢆᮇᚅࠋ

つᶍࡢእ㒊➇தⓗ㈨㔠ᚲࡎ⏦ㄳ‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ

Ꮫෆእ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ㐺ษ࡞ࣇ࢙࣮ࢬண⟬

յࡲࡓࠊᮏᏛⓎࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢫࢆ

Ⅼࡶゝཬࡍࡿࡼ࠺ࠋ

մ▱㈈ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ࡶᚲࡎ᳨ウࡋࠊሗ࿌᭩ࡑࡢ

ࡑࡢほⅬ࡛ࡢྍ⬟ᛶࡶ᳨ウࡋ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࠋ

ඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺฟࢆ┠ᣦࡍࡇࢆᮇᚅࠋ

ճᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓ ಟṇࠋ

ࢫࢆᏛෆእ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ 㐺ษ࡞ࣇ࢙࣮

ղ㋃ࡳ㎸ࢇࡔሗ࿌᭩㸦ㄢ㢟ࡢᑗ᮶㛵ࡋ࡚ලయⓗ࡞ุ᩿ࡋ

௦⾲◊✲⪅ࡀࡾࡲࡵࠊᡂࠊ௦⾲◊✲⪅ࡼࡾᥦฟࠋ յࡲࡓࠊᮏᏛⓎࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥ

19㸧ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤 ࣭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡢᥖ㍕ࡘ࠸࡚グ㏙ࡢࡳࠋ

ࡘ࠸࡚

ձᮏㄢ㢟ᐇࡼࡿᡂᯝ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⅼ

ཬࡧᴗࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣᴗࡽࡢ௦⾲⪅㸦ᚲ㡲㸧

17㸧⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂ ձሗ࿌᭩ࡣࠊ◊✲ศᢸ⪅ࡽࡢሗ࿌ࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿ 㸦ᕥググ㏙ࡢյ࡚ࠊ

ྠ۔ᖍ⪅    㸸 ඹྠ◊✲⪅㸦ᚲ㡲㸧

࣭㹎㹍ࢆࢭࣥࢱ࣮㛗ࡋࡓࠋ

ࣥࢮࣞࣉ۔ᐇ⪅㸸 ௦⾲◊✲⪅㸦ᚲ㡲㸧

ሗ࿌ࣉࣞࢮࣥࠋ

ホ౯ጤဨ㸦ㄢ㢟㑅⪃ࡢ㑅⪃ጤဨ㸧ᑐࡋ࡚ࠊᡂᯝࡢ

 ͤᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿ㸳ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿ

࣭㸴᭶ࢆ┠㏵ࠊሗ࿌ࢆᐇࠋ

 㸦ͤ⤊ᚋࡢᒎ㛤ࢥ࣑ࢵࢺࠊᚋホ౯ࡢሙࠋ㸧

 ᐇࡍࡿ᪨ࠊᖺᗘᮎู㏵㏻▱ࠋ

࣭㠀බ㛤ࡢᡂᯝሗ࿌ࣉࣞࢮࣥ㸦㸳᭶㹼㸴᭶㸧ࢆ㏣ຍࠋ

 Ў

࣭㹎㹍㸦◊✲⛉㛗㸧ࡽࡢ☜ㄆࡀ࠶ࡿࡔࡅグ㏙ࠋ
ͤᐇ㝿ࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡶྑグሗ࿌ࡣ

࡞ಟṇࠋ

ࡑࡢὶࢀ

⤊ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚

࣭㐍ᤖ☜ㄆࡢㄢ㢟᥎㐍㆟ࠕ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖࢆᤄධࠋ

ࡢ࣮࢜ࢯࣛࢬ㸦㸴᭶ୖ㹼୰᪪㸧ࠊㄢ㢟㛤ጞ㸦㸵᭶㸧

⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼ

資料N o.H 27‑9‑2
18㸧ሗ࿌ᚋホ౯࡞ࡽࡧ ࣭グ㏙ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭ࣇ࣮ࣟᅗᥦ♧ࠋබເᮇ㛫ࠊㄢ㢟㑅⪃ᮇ㛫ࠊ㑅⪃⤖ᯝ

資料N o.H 27‑9‑2

16㸧ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭 ࣭ࣇ࣮ࣟᅗᥦ♧ࠋ
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A3㸬ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ
ձ༡ᕞᆅᇦ㸭ྠᆅᇦࡢᴗ➼ࡢᅛ᭷ࡢㄢ㢟ࠊ
ղ༡ᕞᆅᇦࢆྵࡳࠊࡉࡽᆅᇦࢆ㉺࠼࡚㛵㐃ࡍࡿᗈᇦ㐃ᦠㄢ㢟ࠊ
ճᅜࣞ࣋ࣝࡶࡋࡃࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟ࠊ
➼ࡀࠊ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
   ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ๓ฟ A2㸬࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ౯್㐀ࡢ㐃㙐ࡀ༡ᕞᆅᇦࡶཬࡪ
ࡇࡀ⫢せ࡛ࠊࡇࡢඛࠊࡑࡢㄢ㢟ᡂᯝࡢ➃⥴ࢆࡶࡗ࡚ࠊ༡ᕞᆅᇦࡢᶵ㛵ࡸᴗ
➼ࡢ㐃ᦠࠊࡑࢀࡽࢆ᪂ࡓຍ࠼ࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂ࡞ࡀㄢ㢟
⤊ᚋぢ㎸ࡵࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋࡑࡢ᪨ࢆㄢ㢟⏦ㄳ᭩࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢᆅᇦࡢᶫΏࡋࡢࡓࡵࡶࠊᮏᏛࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡶ
ᖖ᪥㡭ࠊࡈ┦ㄯ࡞ࡉࡿࡇࢆ࠾່ࡵࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏㸲㸬
ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊࢭࣥࢱ࣮RA ࢆ㏵୰࡛᭰࠼ࡓ࠸㸦Ẽ㸽 ྥࡁྥࡁ࣭㈨㉁㸽
㐍ᤖࡀ࡞࠸࣭࣭࣭㸧
ࠋ

A㸰㸬ࡑࢀࡀࠊ༡ᕞᆅᇦࡶඹ㏻ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊㄢ㢟ゎỴࡢἼཬຠᯝࡀ༡ᕞᆅᇦ
   ࡸྠᆅᇦᅾࡢᴗ➼ࡸ༡ᕞᆅᇦάᛶࡶዲᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ
   ࡣ⏦ㄳྍ⬟ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢሙྜࠊ༡ᕞᆅᇦࡢᶵ㛵ࡸᴗ➼ࡢ㐃ᦠࡸ
   ࡑࢀࡽࢆ᪂ࡓຍ࠼ࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂ࡞ࡀㄢ㢟⤊ᚋぢ㎸
ࡵࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋࡑࡢ᪨ࢆㄢ㢟⏦ㄳ᭩࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ᆅᇦࡢᴗ➼ࡢ㐃ᦠࡸࡑࡢࡓࡵࡢㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡈ┦ㄯ࡞ࡉࡿࡇࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍ㸧
ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Q㸱㸬࡛ࡣࠊ༡ᕞᆅᇦᅛ᭷ࡢㄢ㢟࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸽ࡲࡓࠊ༡ᕞᆅᇦࡢᴗࡀ㛵ࢃࡗ࡚
࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸽

A㸯㸬ࡇࡇ࡛ゝ࠺ᆅᇦ㸭♫ࡣࠊᮏᏛ㛵ࢃࡾࡀ⃰࠸ࠊ≉༡ᕞᆅᇦࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ
   ྠᆅᇦ⏦ㄳㄢ㢟࡛Ἴཬ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵㐃㸭ᗈᇦ㐃ᦠࡍࡿᆅᇦࡶྵࢇ࡛ᣦࡋࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Q㸰㸬ㄢ㢟ࡢⓎ➃ࡀ༡ᕞᆅᇦ௨እࡢᶵ㛵ࡸ⮬యࠊᴗ➼ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢ
   ࡽ࡛࠶ࡿሙྜࡣ⏦ㄳ࡛ࡁࡲࡍ㸽

Q㸯㸬ᆅᇦ㸭♫ࡣࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽

  㸿㸲㸬ࡲࡎࠊᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗࠾ࡼࡧண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗
ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏேࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㸦Ẽࠊᐙᗞࡢࠊ  
⤒῭ⓗ࡞㸧ࡀ࠶ࡿሙྜࢆྵࡵࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢㄢ㢟㐙⾜ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓ 



  

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ
ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢㄢ㢟බເࠖ࠾ࡅࡿᐃ㹏㸤㸿ࢩ࣮ࢺ㸦Rev.6.1㸧

資料N o.H 27‑9‑3

ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆᢲࡍࡇ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࠊㄢ㢟㛤ጞࢆ㐜ࡽࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࢆᣍࡁ

  㸿㸷㸬⥾ษ௨ᚋࡣࠊ⌮⏤ࡢዴఱࢆၥࢃࡎࠊබᖹᛶࢆಖࡘࡓࡵ୍ษཷࡅࡅࡲࡏࢇࠋ
⥾ษᚋࡢ⏦ㄳࡣࠊ⏦ㄳᚋࡢㄢ㢟㑅⪃‽ഛࡸ㑅⪃᪥⛬ࠊ㏻▱ᴗົ࡞ࠊࡑࡢᚋࡢ

  㸿㸶㸬ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡋ࡚ࡢᐇࡣぢ㏦ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢᚋࡘ࠸
࡚ࡣࠊᮏㄢ㢟බເࡢ PO ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗
ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏㸷㸬බເ⥾ษࡢ┤ᚋఱࡋ࡚ཷ⌮ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

  㸿㸵㸬ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚ࡢ᥇⏝ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
     ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏㸶㸬
ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊㄢ㢟ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ᭱⤊
ⓗ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡁ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡣ࠺࡞ࡿࡢ㸽

  㸿㸴㸬ㄢ㢟㐙⾜ࡣ୍➃୰᩿ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡣ⮬ศࡢᏛㄽᩥ◊✲ᣦᑟᩍဨࠊࡲࡎ
┦ㄯࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢୖ࡛ᮏㄢ㢟බເࡢ PO ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ 
⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗㐃⤡ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏㸵㸬
ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊㄢ㢟ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ᭱⤊
ⓗ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡣ࠺࡞ࡿࡢ㸽

 
  㸿㸳㸬๓ฟࠊ㸿㸲㸬ྠࡌ࡛ࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏㸴㸬
ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊࠗᩍဨࡢࣃ࣡ࣁ࡛ࣛᅔࡗ࡚࠸ࡿ࠘ࠊࠗ᪨␗࡞ࡾࠊࣝࣂ
ࢺࡸୗㄳࡅࡢࡼ࠺࡞సᴗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠘➼ࡢッ࠼ࡀࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡽ࠶ࡿࠋ

ሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡣ㎡⫋ᒆࢆᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㎡⫋ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ㄢ㢟㐙⾜ࡣ୰Ṇ࡞ࡾࠊ◊✲㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ᨭฟ☜ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ௨እ
ࡣࠊᇳ⾜Ṇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᏛእᶵ㛵ࡸᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡢሙྜࠊᣦᑟᩍဨ
ࡼࡾㄢ㢟୰Ṇ࡞ࡗࡓ᪨ࠊࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄢ㢟බເ࡛ࠊᏛእᶵ㛵ࡸᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࢃࡿ
ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿሙྜࠊᙜ⪅㛫࡛ୖグࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓
ヰࡋྜࡗ࡚࠾࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᚲせᛂࡌ࡚๓ࡢዎ⣙᭩➼࡛ྲྀࡾỴࡵࢆࡋ࡚࠾࠸
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏㸳㸬ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊࢭࣥࢱ࣮RA ࡀᏛᰯ᮶࡞࠸ࠊ᮶ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊᮏேࡀ
ࡸࡵࡓ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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A14㸬㸿13㸬ྠࡌ࡛ࡍࠋྍ⬟࠸࠺ࡇࢆ❧ドࡍࡿࡼ࠺ࡲࡵࡿసᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚
   ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Q15㸬Ꮫእ㛵ಀ⪅ࠊඹྠ◊✲ᴗ➼ࡀ⤡ࡴࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡽࢆⓎ➃ࡍࡿㄢ㢟⏦ㄳ࡞ࡢ
ࡔࡀࠊNDA㸭ඹྠ◊✲ዎ⣙㸭▱㈈ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏ㸭┈┦ࡢ☜ㄆ࡞ࡀᡭ⥆ࡁ
㛫ࡀࡾࠊㄢ㢟ᐇࡲ࡛㛫ྜࢃ࡞࠸ࠋ

㸿13㸬ሗ࿌᭩ࡑࡢ⤒⦋ࡸࢹ࣮ࢱ࡞୍⥴ࡑࡢ᪨ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡋࠊ⥅⥆ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢࡲࡲᐇࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Q14㸬ㄢ㢟ࢆᐇ㏵୰࡛ࠊㄢ㢟ࡀཎ⌮ⓗྍ⬟ࢃࡗࡓࡢ࡛ࠊㄢ㢟ࢆ୰Ṇࡋࡓ࠸ࠋ

  㸿12㸬ࢭࣥࢱ࣮ົᒁ࡛ࡣࠊᑐᛂ࠸ࡓࡋࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊ㹐㸿ࡢᑐᛂࡶྵࡵ࡚
ᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍࡛ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏13㸬ㄢ㢟ࢆᐇ㏵୰࡛ࠊ┠ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗࢃࡀࡇ࡞ۑۑᶆෆᐜࢆኚ᭦ࡋࡓ࠸ࠋ

  㸿11㸬⏦ㄳ᭩ࡢᘬࡁᡠࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊබເ⥾ษࡲ࡛㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤᑐᛂྍ⬟࡛
ࡍࡀࠊබເ⥾ษ┤๓࡛ࡢ⏦ㄳ᭩ᘬࡁᡠࡋࡣࠊ⏦ㄳㄢ㢟ࡢཷ⌮ᑐᛂ࡛ΰ㞧ࡀண
ࡉࢀࡲࡍࡇࠊࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡢேⓗࣜࢯ࣮ࢫࡶ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
⥾ษ┤๓࡛ࡢㄢ㢟⏦ㄳ᭩ᘬࡁᡠࡋࡣᑐᛂࡀ㛫ྜࢃ࡞࠸ᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༑ศ㛫వ⿱ࢆࡶࡗ࡚⏦ㄳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᑠᖜ࡞ኚ᭦ࡣሗ࿌᭩ࡑࡢ᪨グ㍕ࡋ࡚࠾࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹏13㸪㸿13 ࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏12㸬ㄢ㢟ᐇࢆ㎡㏥ࡋࡓ࠸㸦᥇ᢥᚋ㸧
ࠊ

  㸿10㸬᳨ウ୰࡛ࡍࡀࠊᐈほⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊᙜ㠃ࡣࠊ࣓࣮ࣝῧ࡛⏦ㄳ᭩㏦
ࡋࠊࡑࡢ㏦ಙ᪥࡛ࡶࡗ࡚ࢱ࣒ࢫࢱࣥࣉࡋࡲࡍࠋ
ົᒁࡽཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅ᐄ㏦ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀ
ົᒁᐄ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࢆ㛫㐪࠼࡚㏦ࡋࡓሙྜࠊົᒁ࡛ࡣࡑࡢែࢆᢕᥱ࡛
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࡣࠊᚲࡎㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀົᒁ┤᥋
☜ㄆࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏11㸬ㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࢆᘬࡁᡠࡋࡓ࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊㄢ㢟ࢆኚ᭦ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡲࡍࠋ㹐㸿ࡢ㞠⏝᪥⛬ࡢᩚྜࡸࠊㄢ㢟ᐇᮇ㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ⥾ษཝᏲ
ࡈ⌮ゎࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏10㸬ㄢ㢟⏦ㄳ⥾ษࡢࢱ࣒ࢫࢱࣥࣉࡣࠊ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸽

資料N o.H 27‑9‑3

࣭ᙜヱඹྠ◊✲➼࡛ࡣࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡋ࡚◊✲༠ຊࢆᢸᙜࡍࡿ㹐㸿ࡀ࠸ࡿ᪨

  A18㸬
ඹྠ◊✲ዎ⣙➼࡛ࠊྲྀࡾࢃࡍᏛእࡢᶵ㛵ࠊཧ⏬ᴗ➼ࡢዎ⣙ᩥ᭩➼ࡢ᭩㠃࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ RA ࡢྡ๓ࡀཧຍ⪅ࣜࢫࢺࡋ࡚᫂グࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛእࡢᶵ㛵࣭ᴗ➼ࡢㄝ࡛᫂ࡣࠊ

ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q18㸬Ꮫእ㛵ಀ⪅ࠊඹྠ◊✲ᴗ➼ࡀ⤡ࡴࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡽࢆⓎ➃ࡍࡿㄢ㢟⏦ㄳࡢ
ሙྜࠊᢸᙜࡍࡿࢭࣥࢱ࣮RA ࡀỴࡲࡽ࡞࠸ࡑࡢዎ⣙ࡸ⏦ࡋྜࢃࡏࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛ࡣ㸽

     (3)ࡑࡢࠊᏛእᶵ㛵ࡸᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵ಀࡢ࡞࠸㸦ᑡ࡞ࡃࡶዎ⣙➼
ࡼࡾ⌧ᅾᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧⊂❧ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢሙྜࡣࠊࡸࡣࡾࠊᩍဨ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨ࡛ࠊᚋࠊᏛእࡢඹྠ◊✲➼ࡀ⏕ࡎࡿྍ⬟ᛶࢆ
๓⪃៖ࡍࡿព࡛ࠊୖグ(2)ྠᵝࡢෆᐜࢆྲྀࡾࢃࡋ࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᏛ㛗ᐄᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃㄋ⣙᭩㸦ᵝᘧ㹀ղ㸧ࠋ

     (2)ࡑࢀࡽ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋᐇࡍࡿࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡀࠊᏛእࡢ
ᶵ㛵ࡸᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵㐃ࡍࡿㄢ㢟ࡢሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋
ဨᩍဨࡀᏲ⛎⩏ົࡸᡂᯝ≀ࠊ⫋ົⓎ᫂➼ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࢃࡋࠊ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୧⪅ྡ࡛ࡶࡗ࡚Ꮫ㛗࠶࡚ᥦฟࡍࡿㄋ⣙᭩㸦ᵝᘧ㹀ձ㸧ࠋ

(1)࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ࡛᫂ࠊㄢ㢟యࡢ㛤♧ࢆཷࡅࡿ๓ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵㸭ᢏ⾡
⫋ဨࡀ⨫ྡࠊᥦฟࡍࡿᏲ⛎⩏ົ➼㛵ࡍࡿㄋ⣙᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧ࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ㛗࠶࡚ᥦฟࠋ

  A17㸬ࡲࡎࠊᵝᘧࡣࠊẁ㝵ሙྜᛂࡌ࡚ḟࡢ㸱✀㢮࠶ࡾࡲࡍࠋ

A16㸬ࢭࣥࢱ࣮ົᒁ࡛ࡣࠊᑐᛂ࠸ࡓࡋࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗 
࠾ࡼࡧண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q17. ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊㄢ㢟ࢆᢸᙜࡍࡿࢭࣥࢱ࣮RA㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢಶูࡢㄋ⣙᭩ࡢ
ྲྀࡾࢃࡋࡣࠊࢇ࡞ᵝᘧࡢ᭩㢮࡛ࠊ࠸ࡘ⾜࠺ࡢ㸽ࡲࡓࠊࡑࡢᥦฟᐄඛࡣࡇ
࡞ࡿࡢ㸽

A15㸬ࢭࣥࢱ࣮ົᒁ࡛ࡣࠊᑐᛂ࠸ࡓࡋࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗 
࠾ࡼࡧ࡛ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Q16㸬࠶ࡿ࠸ࡣࠊNDA㸭ඹྠ◊✲ዎ⣙㸭▱㈈ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏ㸭┈┦ࡢ☜ㄆ࡞ࢆ
   ᚋᅇࡋࡋ࡚࠸࡚ࠊㄢ㢟ᐇࡲ࡛㛫ྜࢃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
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     ࠕۑᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢሙྜࡣࠊண⟬㢠ࠊㄢ㢟ෆᐜࠊ

  A22㸬
ࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢሙྜࠊ
ࠕつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ
㛵ࡍࡿ๓◊✲ࠖࡢሙྜ࡛ࡣࢫࢱࣥࢫࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ

  A21㸬ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏேࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㸦Ẽࠊᐙᗞࡢࠊ⤒῭ⓗ࡞㸧ࡀ
࠶ࡿሙྜࡣࡸࡴࢆᚓࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ⌮⏤ᑐࡋ࡚ࡣࠊᚋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿
ࡋ࡚ࡢ᥇⏝ࡣぢ㏦ࡽࢀࡲࡍࠋሗ࿌᭩ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱ➼ࢆࠊᙜヱㄢ㢟⏦ㄳ⪅
ࡢᩍဨࡀࡾࡲࡵࡿᙧ࡛సᡂ࠸ࡓࡔࡁࠊᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄢ㢟බເࡢ
㹎㹍ࡢᙜࢭࣥࢱ࣮㛗ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q22㸬ㄢ㢟⤊ᚋࡢ᳨ウ࡛ࠊ▱㈈ࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࠊ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ
⏦ㄳࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ሙྜࠊࡇࢀࡽࢆᒚ⾜ࡋ࡞ࡗࡓࡽ࠺࡞ࡿ㸽


  㸿20㸬ᨾᑐࡍࡿᑐฎࡣᏛෆࡢつᐃᚑࡗ࡚㐺ษࡈᑐᛂࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛᐊ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࡣ୰Ṇࡋࠊண⟬ᇳ⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍ࡢࢭࣥࢱ࣮ 
㛗ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏21㸬
ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡽㄢ㢟⤊ᚋࡢሗ࿌᭩ࡢᥦฟࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸
ሙྜࡣࠊ࠺࡞ࡾࡲࡍ㸽

ͤࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊᮏ◊✲㈝ࢆࡈ⮬㌟ࡢࡢ◊✲ㄢ㢟ὶ⏝ࡋࡓࡾࠊΰྠ
 ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏20㸬◊✲㐙⾜୰ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠊㄢ㢟㐙⾜ࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ

  A19㸬ࡈ⮬㌟ࡢබ㈝ࠊ㏵≉ᐃᐤ㔠࡞ࡽ㊊ศࢆ⿵࠺ࡢࡣࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡢ
ண⟬ࠊ࠼ࡤࠊูㄢ㢟ࡸ㛵㐃ࡍࡿㄢ㢟ู࡛㏵⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࢆࡗ
࡚ᮏㄢ㢟ࡢண⟬㊊ศࢆ⿵࡚ࢇࡍࡿ࡞ࡣࠊྍࡋࡲࡍࠋᙜヱእ㒊㈨㔠ࡢ㏵
つᐃ๎ࡗ࡚ࠊ㈨㔠ࡢ┠ⓗእ⏝࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࣭ࡲࡓࡑࡢ㹐㸿ࡣྠㄢ㢟ࡶ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸㹐㸿ࡋ࡚᥇⏝
ࡉࢀ࡞࠸ࠊྠㄢ㢟ࡶ᥇ᢥࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ᪨
๓┦☜ㄆ࣭ゎ࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡢ⏦ㄳࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᮏㄢ㢟⏦ㄳࡣࠊࡑࡢ⫼ᬒࡋ࡚㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿඹྠ◊✲➼ࡢዎ⣙⮬యࢆ⦡ࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠋඹྠ◊✲➼ࡢዎ⣙ࡣࠊࡑࢀࡣࡑࢀࡋู࡚㏵ࠊ๓ᡭ⥆ࡁࢆ㐍ࡵ࡚
࠾࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ๓ฟ㸿17㸬ࡢ(2)グ㍕ࡢㄋ⣙᭩ࢆసᡂࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q19㸬◊✲㈝ࡢ㊊ศࢆࡢண⟬ࡽ⿵࡚ࢇࡋࡓ࠸ࠋ
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  A26㸬ࡇࢀࡶࠊ◊✲㈝ࡢ㓄ศࡀ≉ᐃㄢ㢟㞟୰ࡍࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊྍࡋࡲࡍࠋ
     㸦୧᪉ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓሙྜࠊ࠸ࡢ◊✲ィ⏬◊✲㈝ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛㸧
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

  A25㸬◊✲㈝ࡢ㓄ศࡀ≉ᐃㄢ㢟㞟୰ࡍࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊྍࡋࡲࡍࠋ
     㸦୧᪉ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓሙྜࠊ࠸ࡢ◊✲ィ⏬◊✲㈝ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛㸧
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q26㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢྛ◊✲⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࣭ࠖㄢ㢟⏦ㄳࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊ
୍᪉࡛ࡑࢀࡽࢆ⤫ྜࡋࡓᙧ࡛ࠊู㏵ࠕつᶍ࡞࣭࣭࣭ࠖࡶㄢ㢟⏦ㄳ࡛ࡁࡲࡍ㸽
㸦᥇ᢥࡢࣜࢫࢡศᩓࡢࡓࡵ㸧

 
  A24㸬ㄢ㢟ࡢෆᐜࡀ␗࡞ࢀࡤྍ⬟࡛ࡍࠋᐇ㉁࢚ࣇ࢛࣮ࢺࡀၥ㢟࡞ࡅࢀࡤྍ⬟࡛ࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  A25㸬࡛ࡣࠊࠕつᶍ࡞࣭࣭ࠖࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ⓗ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭ࠖྠ⏦ㄳ
ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡍ㸽㸦᥇ᢥࡢࣜࢫࢡศᩓࡢࡓࡵ㸧

  㸿23㸬᥇ᢥ㸭᥇ᢥࡢ㏻▱ࡣࠊᩥ᭩ࢆ௨࡚ࠊᮏㄢ㢟බເࡢ㹎㹍࡛ண⟬ᇳ⾜㈐௵⪅ࡢ⌮ᕤ
     Ꮫ◊✲⛉㛗ྡ࡛ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦つᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲ࡢሙྜࡣࠊ
௦⾲◊✲⪅㸧ᐄ㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㑅⪃㐣⛬ࠊ㑅⪃ᑂᰝ⪅ࠊホ౯Ⅼ➼ࠊ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫ㛵ࢃࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢ
࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣ୍ษࠊᛂࡌࡽࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏24㸬
ࠕつᶍ࡞࣭࣭ࠖࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭ࠖ୧᪉ྠ⏦ㄳ࡛ࡁࡲࡍ㸽

     ࠕۑつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲ࠖࡢሙྜࠊண⟬㢠ࠊㄢ㢟ෆᐜࠊ
ሗ࿌᭩ෆᐜࠊᐇ⪅ࡀㄢ㢟⏦ㄳ⪅ᮏே㸦ᩍဨ➼㸧࡛࠶ࡿࡇ࡞ࢆ⥲ྜⓗ
຺ࡋ࡚ࠊḟᅇ௨㝆ࡢᮏㄢ㢟බເࡢ⏦ㄳ㸦᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡛ࡢ⏦ㄳ㸧ࡣࡈ㐲៖
࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊඖࠎࠊࠕつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࡛ࠖࡣࠊ⥅⥆ㄢ㢟ࡢ
⏦ㄳࡶㄆࡵ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏23㸬᥇ᢥ㸭᥇ᢥࡢ㏻▱ࡣࠊ࠺ࡢࡼ࠺࡞ࡉࢀࡿࡢ㸽ࡲࡓࠊ᥇ᢥࡢሙྜࡑࡢ
     ⌮⏤ࡸ㑅⪃࠾ࡅࡿホ౯Ⅼࠊ㑅⪃ᑂᰝ⪅ࢆ㛤♧せồ࡛ࡁࡿ㸽

ሗ࿌᭩ෆᐜࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ௨እࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶᚑࡋ࡚࠸ࡓࡇ➼ࢆ
⥲ྜⓗ຺ࡋ࡚ࠊḟᅇࡢࢳࣕࣞࣥࢪࢆᚲࡎ⾜ࡗ࡚ᡝࡃࡇࢆ࠾㢪࠸
ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ణࡋࠊᙜヱㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡋ࡚ࡢ⏦ㄳࡣ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ
ࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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     ࠶ࡿ࠸ࡣ
     ࣭⨨ࡸィ

ᶵჾ࡞ࡀᚲせ࡞ሙྜࠊᮏᏛࡢᩍဨ㸦◊✲⪅㸧ࡀࠊࡑࡢᨭฟࡉࢀࡿ

    ࣭ᮏᏛࡢᩍဨ㸦◊✲⪅㸧ࡀᴗࡶࠊඹྠ◊✲ࡢ㐙⾜ୖᚲせࡉࢀࡿᡴࡕྜ
ࢃࡏࡸሗ㞟୍࡛⥴ฟᙇࡉࢀࡿሙྜࡢ᪑㈝

ࡃࢃࡅ࡛ࡍࡀࠋ
㸧
   ࡲࡓࠊ

㸿30㸬ጤク㸦ጤク㸧ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࠊᮏᏛࡢᩍဨ㸦◊✲⪅㸧ࡢᴗົ㛵ࡍࡿ
ࡶࡢࡢࡳᨭฟ࡛ࡁࡲࡍࠋ㏵ࡣබ㈝┦ᙜ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ణࡋࠊ࠼ࡤࠊ
     ࣭ඹྠ◊✲ᚲせ࡞㈨ᮦࡸ㒊ရ➼ࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᮏᏛࡢᩍဨ㸦◊✲⪅㸧ࡀᙜヱ◊
✲㈝㸦බ㈝┦ᙜ㸧࡛㉎ධࡋࠊྠᩍဨࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࢀࢆࠊཧ⏬ᴗΏࡋ࡚ࠊ
      ຍᕤࡸタィࡸヨస࡞ࢆᢸ࠺ሙྜ
     㸦ࡶࡕࢁࢇࠊࡑࡢᚋࠊᴗඛ⏕࡛ࠊඹྠ࡛ホ౯ࡸᐇ㦂➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔ



  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏30㸬ࠕつᶍ࡞࣭࣭࣭࡛ࠖࠊඹྠ◊✲ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᴗ◊✲㈝ࡽጤク㸦ጤク㸧
ࢆ࡛ࡁࡲࡍ㸽

  㸿29㸬ᆅᇦ⮬య㸦࠼ࡤࠊ⏘ᴗ⯆㒊㛛㸧
ࠊබⓗᨭᶵ㛵㸦࠼ࡤࠊࡈࡋࡲ⏘ᴗ
     ᨭࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊබタヨ㸦࠼ࡤࠊ㮵ඣᓥᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡸᮏᏛ௨እࡢᏛࠊ
㧗ᑓࠊ㹒㹊㹍ࠊᐁබᗇࡢฟඛᶵ㛵ࠊ⊂❧⾜ᨻἲே➼࡛ࡍࡀࠊ᪥㡭ࡽᆅᇦࡢ⏘Ꮫ
ᐁὶ㸭࣋ࣥࢺάື࡞࡛ࠊࡑࢀࡽᶵ㛵ඹദࡋࠊ῝ࡃ㛵ಀࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿ◊✲ࠊຮᙉࠊබ┈ἲேࠊ㹌㹎㹍ἲே࡞ࡶᗈ⩏ࡢព࡛ྵࡳࡲࡍࠋ

̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏29㸬ᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡣලయⓗࡣࡇࢆᣦࡋࡲࡍ㸽

   ణࡋࠊ◊✲㈝ࡢᨭฟᑐ㇟ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ᭰ࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ᵓᡂ㸧ࢆᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨࡼࡗ࡚ᙧᡂࢆ‶ࡓࡋࡓୖ࡛ࠊㄢ㢟ࡢᑐ㇟
ศ㔝࡛༠ാ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊཧ⏬࡛ࡁࡲࡍࠋ

࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡛Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ཎ๎ࠊ㸳ྡ௨ୖ࡛ࢢ࣮ࣝࣉ

㸿28㸬㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼࡛♧ࡍせ㸳ศ㔝ࡢ୰ࡽࠊᑐ㇟ࡍࡿศ㔝ࢆࡦࡘࡔࡅ 

㸿27㸬࠸ࡎࢀࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏28㸬
ࠕつᶍ࡞࣭࣭ࠖࡢ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ࡛ࠊᮏᏛࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨ
   ࡀཧ⏬ࡋ࡚ࡶࡼ࠸㸽

㹏27㸬◊✲㈝ࡢ⧞㉺ࡣྍ⬟࡛ࡍ㸽ࡲࡓࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨࡢࡾ᭰࠼ࡣྍ⬟㸽
   ᴗࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊᴗࡢ㈝⏝ᨭฟࡣྍ⬟࡛ࡍ㸽
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   ࠸࡚ࠊ⊂❧ࡋࡓᴗᡤ㸦࢜ࣇࢫࡲࡓࡣᕤሙ㸧ࢆᆅᇦᵓ࠼࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ๓ฟࡢ
㹏㸯㸬㸿㸯㸬㹼㹏㸱㸬㸿㸱㸬࠶ࡿ≉༡ᕞᆅᇦࡢᴗࡢ⠊ධࡾࡲࡍ㸽

  㸿33㸬⏦ㄳㄢ㢟ࡢ◊✲┤᥋㛵ࢃࡿ㔜せ࡞ࡇ࡛ࠊ⤖ᯝࢆ┤᥋◊✲࠺ࡇࠊࡘ
ᮏᏛ࡛ᐇ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊᨭฟ࡛ࡁࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏34㸬ᆅᇦᴗࡢ㛵㐃࡛ࠊᮏ♫ࡣᮾிࡔࡀࠊᆅᇦ࡛ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢࣅࢪࢿࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚

̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏33㸬་⸆ရ㛤Ⓨ࡞࡛ື≀ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊື≀ᐇ㦂ࢆᴗᐜࡋ࡚࠸ࡿᴗ
   እὀࡋ࡚ࡶࡼ࠸㸽࣮ࣝࢳࣥᴗົࡋ࡚ぢ✚ࡶࡾࡶฟࡲࡍࠋ

     ࡲࡓࠊࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࣭ࠖࡢㄢ㢟ࡣㄢ㢟㸯௳ࡘࡁᩍဨ㸯ྡ࡛ࡢ⏦ㄳ࡛ࡍࠋ

  㸿32㸬࠸ࡎࢀࡶᩍဨࡦࡾ࠶ࡓࡾ㸯௳ࡲ࡛࡛ࡍࠋ

  㸿31㸬⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊ┤᥋⤒㈝ࡢᨭฟ༊ศࡼࡿᨭฟࡋ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡀࠊ
ࡑࡢᚋࡢ◊✲┤᥋⏝ࡉࢀࡿࣔࣀ࡛࠶ࢀࡤྍ⬟࡛ࡍࡀࠊ◊✲ࡢ๓ᥦࡸ㔜せᛶࡢ
᰿ᣐ➼ࢆ♧ࡍࡓࡵ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠊ㛫᥋⤒㈝ࡢᨭฟ༊ศ࡞ࡾࠊᅇࡢ◊✲㈝
ࡢ⤒㈝࡛ࡣᨭฟ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ㸦ᅇࡢ⤒㈝ࡣ┤᥋⤒㈝ࡢࡳ࡛ࡍࡢ࡛㸧ࠋ
     ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊጤ௵⤒⌮㔠ࡸ⮬ᕫධ㸦ᩍ⫱◊✲ᇶ┙⤒㈝㸧ࡼࡿᨭฟ࡞ࡽࡤྍ⬟
࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆࡈ᳨ウࡃࡔࡉ࠸ࠋ
     ࡞࠾ࠊḟᅇࡽࡣࠊࡇࡢ✀ࡢㄪᰝࡢ㔜せᛶࢆຍࡋࠊ≉➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⏦ㄳ
࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ᰿ᣐ࣭๓ᥦࡋ࡚ࡢሗ࣭ࢹ࣮ࢱ㈨ᩱࠊࡲࡓ◊✲ᡂᯝࡢฟཱྀᡓ␎ࠊ
     ཷࡅ─࡞ࡿᕷሙࠊᴗ⏺➼ࡢሗࡋ࡚㔜せどࡉࢀࠊゝཬࡍࡿࡼ࠺せồࡉࢀ࡚
     ࡁ࡚࠸ࡿࡇ㚷ࡳ࡚ࠊ⤒㈝ࡢᨭฟࢆไᗘⓗ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏32㸬
ࠕつᶍ࡞࣭࣭࣭ࠖࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࣭࡛ࠖࠊࡑࢀࡒࢀࠊྠࡌᩍဨ୍ே㸦ࠕつᶍ
࡞࣭࣭ࠖࡢሙྜࡣྠࡌ௦⾲◊✲⪅୍ே㸧࠶ࡓࡾࠊ⏦ㄳ࡛ࡁࡿㄢ㢟ᩘࡣ࠸ࡃࡘࡲ࡛㸽

◊✲㈝࡛㉎ධ࠸ࡓࡔࡁࠊᴗ㈚ࡋฟࡍ࡞ࡢሙྜ
     㸦ࡑࡢሙྜࡣࠊู㏵ࠊ㈚ࡋฟࡋᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡛ࡍ㸧
     ࡞ࡣࠊࡑࡢෆᐜ࣭ᚲせᛶᛂࡌ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ௨እ࡛ࡣࠊᨭฟ
ࡢሙྜࡈබ㈝ࡋ࡚ᨭฟ࡛ࡁࡿ࠺ࢆಶ᳨ูウ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ
๓ࠊ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㛫ࡀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ணࡵࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏31㸬
ࠕつᶍ࡞࣭࣭࣭࡛ࠖࠊእ㒊ᴗ㸦ඹྠ◊✲ࡣཧ⏬ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࠊ◊✲ࡢ๓ᥦ
࡞ࡿ⤫ィ㈨ᩱࡸᕷሙࢹ࣮ࢱ㸭ᴗ⏺㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࠊ≉ᐃࢹ࣮ࢱࡢ㔞ⓗぢ✚ࡶࡾ
㸦࠼ࡤࠊὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࣔࣀࡽ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆ⟬࣭⟬ᐃࡍࡿ࡞㸧ࡢㄪᰝእὀ࣭
እ㒊ጤクࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸽◊✲ࡢព⩏ࡸ㔜せᛶࠊ◊✲ᡂᯝࡀ♫ࡸᴗ⏺ᫎࡉࢀࡿ
   㝿ࡢἼཬᛶ࣭⤒῭ᛶࢆッồࡍࡿࡢ࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡞㈨ᩱࢹ࣮ࢱ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
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-92 A41㸬ࡲࡎࠊ

     ձㄢ㢟ࡢ㑅⪃⤖ᯝࢆ㛤♧ࡍࡿព࡛ࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊ
ࠕㄢ㢟ྡࠖࠕ◊✲㈐௵

  㸿37㸬 ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶࠊᮏᏛࡢዎ⣙ࡼࡗ࡚㠀ᖖ⫋ဨࡢ❧ሙ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊㄢ㢟

     ᐇᚑࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡼࡿⓎ᫂ࡸ⪃ࡀ⏕ࡌࡓࡽࠊᮏᏛ










A40㸬๓ᖺᗘࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧࢳ࢙ࢵࢡ㸦࣮࣌ࢪᩘไ㝈ࡸࠊᴫせࡢᩥᏐไ㝈ᩘࠊබເࡢ
   ㊃᪨ἢࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࠊࢃࡾࡸࡍ࠸⤮ࡸᅗ⾲ࢹ࣮ࢱ࡞ࡀ࠶ࡿ࡞㸧ࢆ
   ົᒁ࡛ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊබເᮇ㛫୰ಟṇ࠸ࡓࡔ࠸࡚ᗘ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚
   ࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡣࠊࡑࡢᑐᛂࢆ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
   ົᒁࡢேⓗࣜࢯ࣮ࢫ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᖺᗘࡢබເ᪥⛬ࢆᅽ⦰ࡋ࡚ㄢ㢟㛤ጞ
   ࢆ᪩ࡵࡓ࠸ࡓࡵࡢᥐ⨨࡛ࡍࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧഛࡸࠊ⏦ㄳ᭩ࡢὀព᭩ࡁࢆᫎࡋ࡚࠸࡞࠸⏦ㄳࡣ
   ㄢ㢟㑅⪃┈ࢆⵚࡗ࡚ࡶࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
 Q41㸬ㄢ㢟ྡࡢ㛤♧ࡸᡂᯝࡢ㛤♧➼ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡲ࡛㛤♧ࡍࡿࡢ࡛ࡍ㸽
    㛤♧ࡢᣄྰࡣ࡛ࡁࡲࡍ㸽

 A39㸬ົᒁᐄ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࢆ㛫㐪ࡗ࡚㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
    ົᒁഃ࡛ࡣᢕᥱ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᩘ᪥ࡋ࡚ࡶཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࡣ
ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵࡛ࡶࡗ࡚ົᒁࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡶࡋㄗࡗ࡚㏦ࡉࢀ࡚ࡶົᒁࡣ㛵▱ࡋࡲࡏࢇࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
 Q40㸬ㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࡢෆᐜࡸ᭩ࡁ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ๓ぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽
    ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢබເࡢ㝿ࡣࠊ⏦ㄳᚋࡢཷ⌮㏻▱๓ຓゝࡸಟṇ౫㢗ࢆࡶࡽࡗ࡚
    ࠸ࡓࡢ࡛ࠋ

 A38㸬๓ᖺᗘࡣࠊࠕㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝ࠖࡋ࡚ࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᙉࡳࡢ㸳ศ㔝ࢆ᰾ࡋ࡚ࠊ
    ࡢศ㔝㊬ࡿሙྜࠊ」ᩘ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡽࡣࠊ㸳ศ㔝ࡢ
    ෆࠊࡦࡘ㝈ᐃࡋ࡚ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺
ㄢ㢟ࡢᙧᡂࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᑐ㇟ศ㔝ࡢㄢ㢟┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡃࠊ⌮ᕤᏛ
◊✲⛉ࡢᩍဨ࡛Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ㸦Ꮫ㝿ⓗ㸧◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
 Q39㸬ㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓࡢࠊཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡀ᮶࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸽

ࡢつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊ⫋ົⓎ᫂➼ヱᙜࡍࡿ࠺ㄆᐃࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊㄢ㢟ࡀ
ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦ᩍဨ㸧ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼㛵ࢃࡿሙྜࠊᏛෆࡢつᐃᚑ
࠸ࠊᮏᏛࡀ⫋ົⓎ᫂➼ㄆᐃࡋ≉チ➼ࢆཷࡅࡿᶒࢆⓎ᫂⪅ࡼࡾᢎ⥅ࡋࡓᚋࠊᙜ
ヱᴗ➼ᣢࡕศ➼ࡘ࠸࡚༠㆟ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࠊᮏᏛࡢ♫㐃
ᦠㄢ▱㈈ಀ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
 Q38㸬
ࠕㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝ࠖࡢ㑅ᐃࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘศ㔝㊬ࡿࡶࡢࡣࠊ」ᩘ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛ࡍ㸽
   ࡑࢀ㛵㐃ࡋ࡚◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂࡘ࠸࡚␃ពࡍࡁࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸽
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  㸿36㸬ᮏㄢ㢟බເ࡛ゝ࠺ጤク㸦ጤク㸧ࡣࠊᅇࠊ◊✲㈝ࡢᨭฟࢆཷࡅࡿㄢ㢟⏦ㄳ⪅
㸦ᮏᏛࡢᩍဨ㸧ࡀඹྠ◊✲ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᴗ࡞࠸ࡋࡣࠊࡑࢀࡣ␗࡞ࡿᴗࠊ
◊✲㛤Ⓨࡢ୍㒊㸦⏦ㄳㄢ㢟ࡢ୍㒊㸧ࢆ┦ᡭᴗࡢ㔞࡛ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᙜ
ヱᴗ◊✲㈝ࢆᨭฟࡋ࡚ᐇࡋ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜࢆゝ࠸ࡲࡍࠋ
     እὀࡣࠊㄢ㢟ᐇ࠾࠸࡚ࠊᮏᏛ࡛ᐇ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛ࠊࡑࢀࢆᴗᐜࡋ࡚࠸ࡿ
     ᴗ࣭ᴗ⪅ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦ᮏᏛࡢᩍဨ㸧ࡀලయⓗ࡞ᵝࡸ᮲௳࡞ࡢᣦ♧ࢆฟࡋ
࡚ᴗົࡢᐇ≧ἣࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿᙧ࡛ᡂᯝ(≀)ࢆᚓࡿࡇࢆእὀゝ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢሙ
ྜࠊᙜヱᴗ࣭ᴗ⪅ࡽࡣࠊぢ✚ࡶࡾࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚ࠊᡂᯝ(≀)ࢆ᳨࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
      㸧
࣭ື≀ᐇ㦂ࢆᴗࡍࡿᴗࠊ⟶⌮᮲௳ࡸᐇ㦂᮲௳ࢆᣦ♧ࡋ࡚ື≀ᐇ㦂౫㢗ࠋ
࣭ᐇ㦂⏕ᡂ≀㸦㣗ရ⣲ᮦ㸧ࡢᡂศ ᐃศᯒࠊ⾑ᾮศᯒࠊ⎔ቃ≀㉁ࡢศᯒ
࣭⣲ᮦࡢຍᕤࠊ⨨ࢹࣂࢫ➼ࡢタィヨసࠊ࡞
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏37㸬 ࠕᑠつᶍ࡞࣭࣭࡛ࠖࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢⓎ࣭᫂⪃࠾ࡅࡿ❧ሙࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸽ࡲࡓࠊᐇ㝿ࠊⓎ᫂➼ࡀ⏕ࡌࡓࡽࠊ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࡛ࡍ㸽

  
  㸿35㸬๓ฟ㹏34㸬㸿34㸬ྠࡌ࡛ࡍࠋ⮬యࡢᴗ❧ᆅ㸭ㄏ⮴ᨻ⟇ࡢ㐃ᦠ࠸࠺ᡓ␎
ⓗ࡞⨨࡙ࡅࡶど㔝ࠊ⮬యࡢ⏘ᴗᨭ㒊㛛ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡅࡿዎᶵࡍࡿࡇ
ࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏36㸬◊✲㈝ࡢ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࠊጤク㸦ጤク㸧እὀࡢ㐪࠸ࡣఱ࡛ࡍ㸽

  㸿34㸬㹏㸱㸬㸿㸱㸬࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊᅇࡣࠊᆅᇦάᛶࡸᆅᇦ⏘ᴗ⏺ࡢ➇தຊᙉ
⧅ࡀࡿ⤒῭ⓗ౯್ࡸ♫ⓗ౯್ࡢ㐀⧅ࡀࡿᒎ㛤ࡀᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࠊᆅᇦ
Ⓨ࡛ぢ㎸ࡵࢀࡤࠊㄢ㢟ᙧᡂࡋ࡚ㄆࡵࡿ᪉ྥ࡛ࡍࡢ࡛ࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢᴗࡋ
࡚༡ᕞᆅᇦࡢᴗࡢ⠊࠸ࢀ࡚Ⰻ࠸࡛ࡍࠋ
     ࡲࡓࠊ༡ᕞᆅᇦᣐⅬ㸦Ⴀᴗࡸ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࡛ࡣ࡞ࡃࠊ◊✲㛤Ⓨᶵ⬟ࢆ᭷
ࡍࡿᴗ㒊㛛ࠊᕤሙ࡞㸧ࡸ⮬యࡀᴗㄏ⮴ࡋ࡚ྠᵝ࡞ᣐⅬࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡣࠊᆅᇦࡢ㛵ಀࡀ῝࠸ࡇࡽྵࡵ࡚Ⰻ࠸࡛ࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࢀࡘ࠸࡚᫂࡞Ⅼࡣಶูࡈ┦ㄯୗࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
㹏35㸬ᆅᇦᴗࡢᐃ⩏ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊᆅᇦࡢάᛶࡸᆅᇦ⏘ᴗ⏺ࡢάᛶ⧅ࡀࡿࡼ
࠺࠸࠺ࡇࡀ≺࠸࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ♫ᶵ⬟ࡀᆅᇦእ࠶ࡿᴗ࡛ࡶࠊ⮬యࡀᴗ
❧ᆅ࣭ᴗㄏ⮴ᨻ⟇࡛ㄏ⮴ࡋ࡚ࡁࡓᴗࡢᴗᡤ㸦࢜ࣇࢫࡸ〇㐀ᕤሙࠊタィ㒊㛛
ࡸ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࡢ࢜ࣇࢫࡢ୍㒊࡞㸧ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦᴗࡢᐃ⩏ᙜ࡚ࡣࡲࡾࡲ
ࡍ㸽 ㉁ၥࡢ᰿ᣐࡣࠊᆅᇦࡢ㞠⏝ࡸࡢᆅᇦᴗࡢࣅࢪࢿࢫྲྀᘬࠊᆅᇦ⮬య
ࡗ࡚ࡣᴗ⛯ධ࠸࠺⤒῭ⓗ౯್⧅ࡀࡿࢃࡅ࡞ࡢ࡛ࠋ
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ࠕ㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊ࡢᕤᏛ⣔ᢏ⾡⫋ဨࡢᴗົ㛵ࡍࡿ⏦ྜࡏࠖ

  㸿43㸬ཎ๎ࠊᏲ⛎⩏ົㄋ⣙ࡢྲྀࡾࢃࡋࡸࠊ▱㈈㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࡣࠊᮏᏛࡢㅖᏛෆつᐃ
     ‽ࡌ࡚ᐇࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ྠᵝ࡛ࡍࠋ
     ࡓࡔࡋࠊᴗົ౫㢗ࡢᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡛ࡍ㸦⮫ࡢᴗົ౫㢗㸧
ࠋ
ࠕ㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊ᴗົ౫㢗㛵ࡍࡿつ๎ࠖ࠾ࡼࡧ

  A42㸬ᩍဨࢭࣥࢱ࣮RA ೃ⿵⪅ࡢ᪥⛬ࡢ㒔ྜࡶ࠶ࡾࠊ➨㸰ᕼᮃࡢ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡀ
ඛ࡞ࡗ࡚ࠊ㠃ㄯࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡇࡣᙜ⪅㛫࡛㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌮⏤ࡣࠊ➨㸯ᕼᮃࠊ➨㸰ᕼᮃࢆ㡰ḟ࡛⾜࠺ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢᮇ㛫ࡀ
㛗ࡃ࡞ࡾࠊㄢ㢟㛤ጞࢆ㐜ࡽࡏࡿࡇ࡞ࡿࡽ࡛ࡍࠋࢭࣥࢱ࣮RA ࡣࠊ㞠⏝ᡭ⥆ࡁ
㸯ࣨ᭶ࢆせࡍࡿࡇࠊࡢ RA ไᗘࡢ㞠⏝ィ⏬ࡢවࡡྜ࠸ࡀ࠶ࡾࠊ࡛ࡁࡿ
㝈ࡾ᪥⛬ࢆᅽ⦰ࡋࡓ࠸ࡓࡵ࡛ࡍࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏43㸬ᖺᗘࡽࠊ
ࠕᑠつᶍࠖ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡶ࠶ࡿࡢ
     ࡇ࡛ࡍࡀࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ྠᵝ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࡴࡢ࡛ࡍ㸽
ㄢ㢟ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࡣ࠺࡞ࡾࡲࡍ㸽

     ຍ࠼࡚ࠊ
ճᏛࡋ࡚ࡢᙜࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢᆅᇦࡸᆅᇦᴗࡢሗⓎಙࠊᙜࢭࣥࢱ࣮
ࡢ◊✲➼ࡢཧ⏬ࡢ࠾ㄏ࠸ࡸᆅᇦࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࡢࡓࡵࡢሙࡋ࡚⏬ࡍࡿ
◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࡸㅮ₇ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ➼࡛Ⓨ⾲➼ࢆࡋ࡚
 ࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  Q42㸬ࢭࣥࢱ࣮RA ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ㠃ㄯ࡛ࠊ➨㸯ᕼᮃࡢೃ⿵⪅➨㸰ᕼᮃࡢೃ⿵⪅
     ࡀ㘒ࡋ࡚࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ➨㸰ᕼᮃࡢೃ⿵⪅ࡀඛ࡞ࡿሙྜ
     ࡀ࠶ࡾࠊ➨㸰ᕼᮃ⪅ࡢཷධࢆྍࡋ࡚ࡶࠊᮏேࡽ➨㸯ᕼᮃ࡛ཷධࢀࡽࢀࡓࡢ
⌮⏤࡛ᚋ᪥࢟ࣕࣥࢭࣝࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡍࠋ➨㸯ᕼᮃࡀ୍㏻ࡾ⤊ࡋ࡚
ࡽ➨㸰ᕼᮃࡢ㠃ㄯ⛣ࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡏࢇ㸽

    ḟࠊ
     ղㄢ㢟ࡀ⤊ࡋ࡚ࠊ▱㈈ࡸㄽᩥⓎ⾲ࡢᏛෆつᐃ๎ࡗࡓᡭ⥆ࡁࠊඹྠ◊✲ࡢሙྜࠊ
ࡑࡢዎ⣙➼ᇶ࡙ࡃඹྠ◊✲⪅㸦ᴗ➼ྵࡴ㸧ࡢゎࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࠊ
      㛤♧࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸάືሗ࿌᭩ᥖ㍕ࡉࡏ࡚
      ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏᏛࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡀᡤ⟶ࡍࡿ
ࠕ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡶ㛤♧࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛ᥖ㍕ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

⪅ྡࠖ
㸦つᶍࡣࠕ௦⾲◊✲⪅ྡࠖࡢࡳ㸧ࢆᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࠊࡲࡓ
ࡣᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ᥖ㍕ࡋࡲࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏦ㄳࡢ㝿ࡣࡇࢀࢆࡈ⪃៖࠸ࡓࡔ࠸࡚⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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     㠀බ㛤ࡢሗ࿌࡛ࠊᚋホ౯ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ

  㸿46㸬ࡇࢀࡶබເせ㡿グ㍕ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  㸿45㸬බເせ㡿グ㍕ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
     ࠕつᶍࠖࡣࠊࠕ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖࢆවࡡࡓㄢ㢟ࡢ㐍ᤖ☜ㄆ⌧ሙࡢどᐹࠊ㐍ᤖ
     ࢆ㜼ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢ☜ㄆཧ⏬⪅㛫ࡢព㆑ඹ᭷ᑐฎࢆಁࡍࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ࠊ௦⾲◊✲⪅ࢆጞࡵࡍ
ࡿඹྠ◊✲ཧ⏬⪅㆟ࡢሙ࡛࠾ఛ࠸ࡋ࡚ࠊࡈຓゝࡸࡈᣦࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
     ࠕᑠつᶍࠖࡣࠊ◊✲㈐௵⪅࠾ࡼࡧࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࠊᢏ⾡⫋ဨᑐࡋ࡚ྠᵝ࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ
     ࡑࡢ᪥ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ྡ࡛๓ᩥ᭩࡛࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠋ
     ࡑࡢ㝿ࡣࠊඹྠ◊✲⪅࡞ࡢ㐃⤡ࡸ‽ഛ➼ࡘࡁࠊ௦⾲◊✲⪅➼࠾࠸࡚‽ഛ
ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏46㸬ㄢ㢟⤊ᚋሗ࿌ࢆ㛤ࡃ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛ࡍ㸽

࡞࠾ࠊ๓ᖺᗘ᥇ᢥࡔࡗࡓㄢ㢟ࡸ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧࡛᥇ᢥྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡗࡓㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏45㸬
ࠕつᶍ࡛ࠖㄢ㢟᥎㐍㆟ࠊࠕᑠつᶍ࡛ࠖࡣࠕㄢ㢟᥎㐍ࡢ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖ࠶ࡾ
     ࡲࡍࡀࠊලయⓗ࡞ࢆࡸࡿࡢ࡛ࡍ㸽

ࠕᑠつᶍࠖࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚ࡢ⏦ㄳࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᖺᗘࡣ๓ᖺᗘࡢㄢ㢟ࡢᐇᡂᯝࢆࡾ㏉ࡿᮇ㛫ࡋ࡚⨨࠸࡚ㄢ㢟ࢆ⦎ࡾ┤ࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࠊḟᖺᗘ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ෆᐜ࡛⏦ㄳࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣࠊከࡃࡢᩍဨከᵝ࡞ㄢ㢟⏦ㄳࡢᶵࢆタࡅࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ

  㸿44㸬࠸ࡎࢀࡶ๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟⏦ㄳࡣྍࡋࡲࡍࠋ
     ⌮⏤ࡣࠊࠕつᶍࠖࡢㄢ㢟ࡣࠊබເせ㡿ࡶグ㍕ࡋ࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊබເࡢ
㊃᪨ࡽࠊᮏබເࡣḟࡢࢫࢸࢵࣉ㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢࡧỈࡋ࡚ࡢࡶࡢ
࡛ࡍࡢ࡛ࠊእ㒊ࡢ➇தⓗ㈨㔠㸦⛉◊㈝௨እࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࢫ࣮࣒࢟ࡢࡶࡢ㸧ᚲࡎ
㐍ࢇ࡛ୗࡉ࠸ࠋ

๎ࡋ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓᩍဨࡀᡭ⥆ࡁࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ົᒁ࡛ࡣᡭ⥆ࡁࡋࡲࡏࢇࠋ
 ࡲࡓࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋࠊࡑࡢᐇ㉁ⓗ࡞ㄢ㢟ᐇᮇ㛫ࡣࠊᢏ⾡⫋ဨ
ࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ㸦ᙜヱ⫋ဨࡢ⌧⾜ࡢᴗົ㔞㸧ࡼࡾ๓ᚋࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈᢎ▱⨨ࡁୗ
ࡉ࠸ࠋᢏ⾡⫋ဨࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚ㄢ㢟㐙⾜ࠊ㐍ᤖ⟶⌮ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
  㹏44㸬
ࠕつᶍࠖࠕᑠつᶍࠖࡑࢀࡒࢀ⥅⥆ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳࡣྍ⬟࡛ࡍ㸽
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  㸿4㸵㸬
ࠕᑠつᶍࠖㄢ㢟ࡣࠊᩍဨ㸯ྡࡘࡁ㸯௳ࡲ࡛࡛ࠊࡘ㸯ㄢ㢟ࢆ㸯ྡ࡛ࠋ
     ࠕつᶍࠖㄢ㢟ࡣࠊ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨ㸯ྡࡘࡁ㸯௳ࡲ࡛ࠊࡋࡲࡍࠋ
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㻌 㻌 㻌㻌㻌 䈜䝸䝙䜰䝰䝕䝹ᆺ䛛䜙䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝸䝤䞁ᆺ䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈㻌

資料N o.H 27‑9‑4

䠎䛴䛾䜾䝹䞊䝥䛜ྠ䛨ᅵಥ䛷䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䚹
᪥䛾ㄢ㢟䜔ᑗ᮶䛾ㄢ㢟䚸䛂䛒䜚䛯䛔ጼ䛃䜢ㄒ䜚ྜ䛔䚸┠ᶆ䛻ྥ䛡䛶⾜ື䜢㉳䛣䛩䚹
ͤ䝞䝑䜽䜻䝱䝇䝔䜱䞁䜾䛷ලయⓗ䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᐇ㊶䠙䠚ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜈䚹

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᆅᇦ䛾᭷ᚿᴗ䜈ാ䛝䛛䛡䚸ᴗ䜾䝹䞊䝥䜢ᙧᡂ
㻌 䠄ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛾䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛔䛖⨨䛵䛡䛷」ᩘ䛾ᴗ➼䛷ᵓᡂ䠅

䛂⌮ᕤᏛ◊✲⛉䛃䛾ᙉ䜏䠑ศ㔝䛷◊✲㒊㛛䛾ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䜢ᙧᡂ

ͤཎ⏣㻌 ຮⴭ䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛾ㄽ⌮㻌 ☜⋡䛾⤒Ⴀ䛸䛿ఱ䛛䛃䠄୰බ᪂᭩䠅䜘䜚㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

䕿䠘බເㄢ㢟ᩘ䠚㻌
䕿䠘ᑐ㇟⪅䠚㻌 㻌 㻌 㻌
䕿䠘ㄢ㢟䛾ᛶ᱁䠚㻌
䕿䠘ㄢ㢟䛾ศ㔝䠚㻌

ᩘ௳⛬ᗘ䚹㻌 䠍ㄢ㢟䛒䛯䜚䠎䠌䠌⛬ᗘ䠄බ㈝┦ᙜ䠅㻌
ཎ๎䠑ྡ௨ୖ䛾ᮏᏛ⌮ᕤ⣔ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛷ㄢ㢟ᥦ㻌
ᡓ␎ⓗ䛷Ꮫ⾡ⓗᑓ㛛ศ㔝䜢ᶓ᩿䛧䚸Ἴཬᛶ䛾䛒䜛ㄢ㢟㻌
㻌䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌㻌㻌㻌㻌㻌䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝䚸㻌

㻌㻌
㻌 䕿䠘ㄢ㢟䛾䝍䜲䝥䛸䝣䜵䞊䝈䠚㻌
㻌 㻌 䠄ᡓ␎ⓗ䛺Ἴཬᛶ䛾䛒䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᡂ䜢┠ᣦ䛩䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䞉䝇䝍䝕䜱䠅㻌

㻌 䕿䠘බເᮇ㛫䠚㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠐᭶䠍᪥䡚䠐᭶䠎䠌᪥⥾ษ䠄⥾ษཝᏲ䠅㻌
㻌 䕿䠘ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䠚㻌 ู㏵ᵝᘧ䛻䛶⏦ㄳ䠄බເ㛤ጞ᪥䛻බເせ㡿䛸䛸䜒䛻㓄ᕸ䠅㻌
䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉㻌
㻌 䕿㑅⪃ᇶ‽㻛᪉ἲ䛺䛹䠖㻌 බເせ㡿ཧ↷䛾䛣䛸䚹㻌
㻌 䕿ㄢ㢟ᐇᮇ㛫䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䡚ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠏᭶ᮎ㻌
㻌 㻌 䠄ᮇ㛫୰䚸㐍ᤖ☜ㄆ䛸◊✲ཧ⏬⪅䛾ព㆑ඹ᭷䛾䛯䜑䚸୰㛫䝠䜰䝸䞁䜾䛾ሙ䜢タ䛡䜎䛩䚹䠅㻌
㻌 䕿ሗ࿌᭩సᡂ䛒䜚䚹ᚋホ౯䠄ሗ࿌䠅䚸㏣㊧ㄪᰝ䛒䜚䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠄ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨฟ䜔➇தⓗእ㒊㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䛾᭷↓䛺䛹䠅㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿ᆅᇦᡂ䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌㻌㻌䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 䛛䜙䜂䛸䛴㑅ᢥ䛧䚸ྠศ㔝ෆ䛷䛾Ꮫ⾡ⓗᶓ᩿䚹㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌
ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ㄢ㢟බເ䛻䛴䛔䛶㻌
䠄䠍䠅䛄つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛅㻌

資料N o.H 27‑9‑4

䛭䛾䜃Ỉ䛸䛩䜛䠎䛴䛾Ꮫෆㄢ㢟බເ䛾ไᗘ

䛭䛾䛯䜑䛾⤒Ⴀ⎔ቃᨵၿ䛻䛿䚸
➇தⓗእ㒊㈨㔠䜢⋓ᚓ䛩䜛㢖ᗘ䛸⢭ᗘ䛾ྥୖ䛜ᚲせ

ͤཎ⏣㻌 ຮⴭ䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛾ㄽ⌮㻌 ☜⋡䛾⤒Ⴀ䛸䛿ఱ䛛䛃䠄୰බ᪂᭩䠅䜘䜚㻌

䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䠉☜⋡ㄽⓗ⤒Ⴀ䠗䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁☜⋡᭱䠅ͤ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䛾
㢖ᗘ䛸☜ᗘ䜢㧗䜑䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛸ሙ䜢ᙧᡂ

ᆅᇦ䛾ᮇᚅ䛻ᛂ䛘䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䟿

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䛾
㢖ᗘ䛸☜ᗘ䜢㧗䜑䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛸ሙ䜢ᙧᡂ䠄䝁䝖䛵䛟䜚䛾䛡䠅

䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䠉☜⋡ㄽⓗ⤒Ⴀ䠗䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁☜⋡᭱䛾⤌䜏䞉ྲྀ⤌䜏䠅ͤ

ᆅᇦ䠋⏘ᴗ⏺䛸ᆅᇦ䛾Ꮫ䠄Ꮫ㝔ᩍ⫱䜢⧊䜚㎸䜣䛷䠅䛸䛷ྲྀ䜚⤌䜐
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᜏᖖⓗ䞉⮬ᚊᙧᡂ䜢ᨭ䛩䜛䝯䝍䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

ᆅᇦ䠋⏘ᴗ⏺䛸ᆅᇦ䛾Ꮫ䠄Ꮫ㝔ᩍ⫱䜢⧊䜚㎸䜣䛷䠅䛸䛷ྲྀ䜚⤌䜐
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᜏᖖⓗ䞉⮬ᚊᙧᡂ䜢ᨭ䛩䜛䝯䝍䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊

資料N o.H 27‑9‑4

䛄ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛅䛸䛿䠛㻌

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

䛄ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛅䛸䛿䠛㻌

資料N o.H 27‑9‑4

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

䕿䠘බເㄢ㢟ᩘ䠚㻌 㻌 䠍䠌ㄢ㢟⛬ᗘ㻌 㻝ㄢ㢟䛒䛯䜚䠏䠌䠄බ㈝┦ᙜ䠅㻌
䕿䠘බເᑐ㇟⪅䠚㻌 㻌 ᮏᏛ⌮ᕤ⣔ᩍဨ㻌
䕿䠘ㄢ㢟䛾ᐇ⪅䠚㻌 ㄢ㢟⏦ㄳ䛧䛯ᩍဨ䛸䝉䞁䝍䞊᥇⏝䛾䠮䠝䠄䠍䠌ྡ⛬ᗘ䛾ணᐃ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䈜䠮䠝䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䛜䛺䛔ሙྜ䚸ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾㻌
䕿䠘ㄢ㢟䛾ᛶ᱁䠚㻌 㻌 ᆅᇦ䠋ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵㐃䛩䜛ㄢ㢟䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䛿䚸ᮍ╔ᡭ䛾᪂つᵓ䛾ㄢ㢟䛺䛹䛾ྍ⬟ᛶ᥈⣴㻌
䕿䠘ㄢ㢟䛾ศ㔝䠚㻌 䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝䚸㻌

-97-

䠘ᆅᇦ䠋ᴗഃ䠚

㻌
㻌
㻌

㻌
㻌

䠘Ꮫ⏕䛛䜙䛩䜛䛸䠚

䝸䞊䞁䞉䝇䝍䞊䝍䝑䝥᪉ᘧ
Ꮫෆண⟬ᥐ⨨䛷
ணഛⓗ◊✲䜢ᐇ

ⱆ䛜䛒䜜䜀䝥䝻䝆䜵䜽䝖
እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜢⏦ㄳ䜈

䜘䜚䛝䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜈
䛥䜙䛻䛂▱䛃䜢⼥ྜ䞉⤖㞟
䜎䛯䛿䚸䝇䝢䞁䜰䜴䝖䜒

䠘Ꮫഃ䠚
㻌
䞉Ꮫ⏕䛾Ꮫㄽᩥ◊✲䛷ᇵ䛖㻌
㻌 䝇䝨䝅䝣䜱䝑䜽䛺㈨㉁䜢㻌
㻌 䝸䜰䝸䝔䜱䛾䛒䜛䛾♫ⓗ㻌
㻌 ㄢ㢟䠋ᴗ➼䛾ㄢ㢟䜈ྥ䛛㻌
㻌 䜟䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌 䊻ỗ⏝ᛶ䛾䛒䜛ㄢ㢟ᙧᡂ䛸㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 ゎỴ䜈どⅬ䜢ྥ䛛䜟䛫䜛㻌
㻌 㻌 カ⦎䠃⤒㦂䛻䛺䜛䚹㻌
㻌 䊻䠲䠞䠨䛾ኻᩋ䠛䛷ᇵ䛳䛯㻌
㻌 㻌 㻌 ⤒㦂䜢ά䛛䛫䜛䠛㻌
㻌 䊻Ꮫ䛾䛷䛒䜛ᩍ⫱䛾㻌
㻌 㻌 ᇶ㍈䠄Ꮫ㝔ᨵ㠉䠅䛻䜒ἢ䛖㻌
䞉ే䛫䛶䚸Ꮫ䛷ᙉ䜏䛾䛒䜛㻌
㻌 䠑䛴䛾◊✲ศ㔝䜢ᮏ䝇䜻䞊䝮㻌
㻌 䛻䛫䛶⏘Ꮫ㐃ᦠ䜒ᮇ䛫䜛㻌

䞉༤ኈㄽᩥ◊✲௨እ䛾♫ⓗ᥋Ⅼ䜢᭷䛩䜛ㄢ㢟䛻ᦠ䜟䜛䚹
㻌 їど㔝䛜ᗈ䛜䜚䚸ᛮ⪃䛾ᰂ㌾ᛶ䜒䚹႞䜟䛪᎘䛔䛜䛺䛟䛺䜛䚹
㻌 䜎䛯䚸䛚ヨ䛧◊✲ホ౯䜖䛘䛻㈐௵䛿䛒䜛䛜䛭䛖㔜䛯䛟䛺䛔䚹
䞉䝥䝻䝉䝇ྜ⌮ᛶ䛾ᛮ⪃䛸䝘䝺䝑䝆䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᐇ㊶䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
㻌 ฟ䛾☜ᗘ䜢㧗䜑䜛䛸䛔䛖⤒㦂ⓗ㈨⏘䜢᪂䛯䛺㈨㉁䛸䛧䛶ᚓ䜛䚹
㻌 㻌 ї♫ⓗせㄳ䛾ேᮦ䜈ኚㇺ䛩䜛➃⥴䛸䛺䜛ᶵ

䞉ᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䛾✀䛸䛺䜛䛛
㻌 ┠䛝䛾❧䛱⨨䛷䝁䝭䝑䝖
㻌 䠄ぢホ౯䠅
䞉䛚ヨ䛧ẁ㝵䛾ᴗ㈇ᢸ䛿
㻌 ┠䛝➼䛾ேⓗᕤᩘ䛾䜏
㻌 䛷㈇ᢸ䛿ᑡ䛺䛔䚹
䞉◊✲㛤Ⓨ㒊㛛䜢ᣢ䛯䛺䛔
㻌 ᆅᇦ୰ᑠᴗ䛻䛸䛳䛶䛿
㻌 Ꮫ䜢䝸䝋䞊䝇䛸䛧䛶䛘䜛
ї䛭䛾ᚋ䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ䛷䛿
㻌 Ꮫ䜈䛾䝝䞊䝗䝹䛜ప䛟
㻌 䛺䜛䚸䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾䜎䜎
㻌 䝅䞊䝮䝺䝇䛻ᮏ᱁ⓗ䛺
㻌 ᆅᇦ♫㐃ᦠ䠋⏘Ꮫ㐃ᦠ䜈
㻌 䠄᪂䛯䛺䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䠙㈨㔠➼䠅

⛉◊㈝ᇶ┙◊✲

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛛䜙䛾䛡䞉ാ䛝䛛䛡䠖䝯䝍䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖

◊✲㛤Ⓨ䝣䜵䞊䝈

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䞉䝗䝯䜲䞁ᡓ␎ศᯒ

䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䠟
䛘䜀䚸㎰䛾6ḟ䚸
䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇䞉䞉

䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䠞
䛘䜀䚸ῶ⅏㜵⅏䠇䠥䠮䠰
⅏ᐖሗά⏝䠇䠥䠟䠰䞉䞉

䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䠝
䛘䜀䚸⎔ቃ䚸䜶䝛䝹䜼䚸
Ᏻ䞉Ᏻᚰ䚸♫䜲䞁䝣䝷

㻌 ᇶ♏䛛䜙ᛂ⏝ẁ㝵䜎䛷㛵ಀ
㻌 䛩䜛◊✲䝅䞊䝈䜢⤖㞟䛧䛶
㻌 䝙䞊䝈䞉┠ᶆ㐩ᡂ䜈⯦䜢ษ䜛

䝸䞊䞁䞉䝇䝍䞊䝍䝑䝥᪉ᘧ
Ꮫෆண⟬ᥐ⨨䛷
ணഛⓗ◊✲䜢ᐇ

ⱆ䛜䛒䜜䜀䝥䝻䝆䜵䜽䝖
እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜢⏦ㄳ䜈

䜘䜚䛝䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜈
䛥䜙䛻䛂▱䛃䜢⼥ྜ䞉⤖㞟
䜎䛯䛿䚸䝇䝢䞁䜰䜴䝖䜒

㻌
䞉㻌 䝸䜰䝸䝔䜱䛾䛒䜛♫ⓗㄢ㢟㻌
㻌 㻌 䠋ᴗ➼䛾ㄢ㢟䜈ྥ䛛䜟䜛㻌
㻌 㻌 䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌 䊻ỗ⏝ᛶ䛾䛒䜛ㄢ㢟ᙧᡂ䛸㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 ゎỴ䜈どⅬ䜢ྥ䛛䜟䛫䜛㻌
㻌 㻌 カ⦎䠃⤒㦂䛻䛺䜛䚹㻌
㻌 䊻䠲䠞䠨䛾ኻᩋ䠛䛷ᇵ䛳䛯㻌
㻌 㻌 㻌 ⤒㦂䜢ά䛛䛫䜛䠛㻌
㻌 䞉ే䛫䛶䚸Ꮫ䛷ᙉ䜏䛾䛒䜛㻌
㻌 䠑䛴䛾◊✲ศ㔝䜢ᮏ䝇䜻䞊䝮㻌
㻌 䛻䛫䛶⏘Ꮫ㐃ᦠ䜒ᮇ䛫䜛㻌

䠘Ꮫഃ䠚

㻌 䞉ᑓ㛛⫋䝇䜻䝹䛾〈㔝䛜ᗈ䛜䜚䚸ㄢ㢟䛾┠䛝䛜㘫䛘䜙䜜䜛䚹
㻌 䞉ᆅᇦᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛷䛿䚸≉䛻㛤Ⓨ䝣䜵䞊䝈䛷䛾ᐤ䜢ᮇᚅ䚹
䞉ᆅᇦᴗ䝙䞊䝈䛸Ꮫ䠄ᩍဨ䠅䛸䛾㛫䛷䚸⩻ヂᐙ䚸ᶫΏ䛧ᙺ䠄䝤䝸䝑䝆㻌
㻌 㻌 ேᮦ䠅䛸䛧䛶䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䝇䜻䝹䜰䝑䝥䜢ᮇᚅ䚹
㻌 㻌 ї⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ேᮦ㊊䜔䛭䛾䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛾ᶵ
㻌 㻌 㻌 ㊊䜢⮬๓䠄Ꮫ䠅䛷⿵䛘䜛ྍ⬟ᛶ䚹
㻌㻌㻌

䠘ᢏ⾡⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶䛿䠚

䞉ᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䛾✀䛸䛺䜛䛛
㻌 ┠䛝䛾❧䛱⨨䛷䝁䝭䝑䝖
㻌 䠄ぢホ౯䠅
䞉䛚ヨ䛧ẁ㝵䛾ᴗ㈇ᢸ䛿
㻌 ┠䛝➼䛾ேⓗᕤᩘ䛾䜏
㻌 䛷㈇ᢸ䛿ᑡ䛺䛔䚹
䞉◊✲㛤Ⓨ㒊㛛䜢ᣢ䛯䛺䛔
㻌 ᆅᇦ୰ᑠᴗ䛻䛸䛳䛶䛿
㻌 Ꮫ䜢䝸䝋䞊䝇䛸䛧䛶䛘䜛
ї䛭䛾ᚋ䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ䛷䛿
㻌 Ꮫ䜈䛾䝝䞊䝗䝹䛜ప䛟
㻌 䛺䜛䚸䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾䜎䜎
㻌 䝅䞊䝮䝺䝇䛻ᮏ᱁ⓗ䛺
㻌 ᆅᇦ♫㐃ᦠ䠋⏘Ꮫ㐃ᦠ䜈
㻌 䠄᪂䛯䛺䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䠙㈨㔠➼䠅

䠘ᆅᇦ䠋ᴗഃ䠚

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝉䞁䝍䞊䠮䠝䠋䠄ᢏ⾡⫋ဨ䠅䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜢䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉㻌 䝇䜻䞊䝮䛾
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜂䛸䛴䛸䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䜒䛯䜙䛥䜜䜛䜒䛾䛿䠛㻌

資料N o.H 27‑9‑4

呆叻吃吻᪉ᘧ叏同呄呉
叹吸呎吧⤒Ⴀ又
䕿䕿◊✲ὶ
◊✲厮⼥ྜ

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝉䞁䝍䞊䠮䠝䠋䠄ᢏ⾡⫋ဨ䠅䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜢䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉㻌 䝇䜻䞊䝮䛾
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜂䛸䛴䛸䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䜒䛯䜙䛥䜜䜛䜒䛾䛿䠛㻌

厵䜜叟又叏◊✲
ᆅᇦᴗඹྠ◊✲

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

ศ㔝ᶓ᩿ᆺ吇呂呎吮
ᙧᡂ叏➃⥴

እ㒊㈨㔠ሗ䞉⟇ศᯒ
ᆅᇦ䛚䜘䜃
Ꮫ䛾ᡓຊศᯒ 䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟බເ
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ⫱ᡂ
㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䞉䝗䝯䜲䞁ᡓ␎ศᯒ

᪂厹厦Ⓨ
ㄢ㢟ゎỴタᐃ

資料N o.H 27‑9‑4

ᆅᇦ叉叏ὶ
⏘Ꮫᐁὶ
后呎向᥈⣴ᆺ◊✲
ⴌⱆⓗ◊✲

䕿䠘බເᮇ㛫䠚㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠐᭶䠍᪥䡚䠐᭶䠎䠌᪥⥾ษ䠄⥾ษཝᏲ䠅㻌
䕿䠘ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䠚㻌 㻌 ู㏵ᵝᘧ䛻䛶⏦ㄳ䠄බເ㛤ጞ᪥䛻බເせ㡿䛸㓄ᕸ䠅㻌
䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉䠉㻌
㻌 䕿㑅⪃ᇶ‽㻛᪉ἲ䛺䛹㻌 බເせ㡿䜢ཧ↷䛾䛣䛸㻌
㻌 䕿ㄢ㢟ᐇᮇ㛫㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䡚䠍䠎᭶ᮎ䜢ணᐃ㻌
㻌 䕿ሗ࿌᭩సᡂ䛒䜚䚹ᚋホ౯䛒䜚䠄ᆅᇦᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈䛾ᒎ㛤䚸ሗ࿌䛺䛹䠅㻌

♫ⓗㄢ㢟䜎䛯䛿
ᆅᇦᴗ䝙䞊䝈䛾
ᢞ䛢䛡
䠄≉䛻༡ᕞᆅᇦ䠅

㻌 㻌 ⮬↛䛛䛴ᜏᖖⓗ䛻⮬ᚊᙧᡂ䛩䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝅䝇䝔䝮

䝥䝻䝆䜵䜽䝖つᶍ䠄ண⟬つᶍ䠅

ᐇ㦂ᐊ呃吰呂᳨ド
ᇶ♏吞呎吖⋓ᚓ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ㄢ㢟ฟ䛾㝿

資料N o.H 27‑9‑4

◊✲后呎向ཎ⌮☜❧
吢呎向ㄢ㢟ゎỴ┠㏵

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䕿ᆅᇦᡂ䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌㻌㻌䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 䛾୰䛛䜙䜂䛸䛴㑅ᢥ䚹㻌 㻌 㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌 㻌 䈜䠮䠝䠋䠄ᢏ⾡⫋ဨ䠅䛾ேᮦ⫱ᡂ䚸䈜ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈⧅䛢䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩㻌

㻌㻌㻌䕿䠘ㄢ㢟䛾䝍䜲䝥䛸䝣䜵䞊䝈䠚㻌
㻌 㻌 㻌 䝉䞁䝍䞊㻾㻭䠋䠄ᢏ⾡⫋ဨ䠅䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䛻䜘䜛ணഛ◊✲ㄢ㢟㻌

䠄䠎䠅䛄ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛ◊✲䛅㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ㄢ㢟බເ䛻䛴䛔䛶㻌
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ศ㔝ᶓ᩿ᆺ吇呂呎吮
◊✲⪅呍
ᆅᇦᴗ➼

-98-

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ᶵ⬟ᅗ㻌

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

ᴗ⏺ᴗ

ᆅᇦᴗ⏺
ᅋయ

䐟䛛䛤䛧䜎⏘ᴗᨭ䝉䞁䝍䞊
䐠㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊
䐡ᮏᏛ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊

ͤ㐃ᦠ༠ຊ䠄䐟䐠䛿ᚋ౫㢗ணᐃ䠅
㻌

䖂ಶู䝥䝻䝆䜵䜽䝖ฟ䛸䛭䛾ᐇ⾜
䖂」ྜⓗ䞉ᶓ᩿ⓗ䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻌 㻌 䛾ฟ䛸䛭䛾ᐇ⾜
䖂♫ⓗㄢ㢟䚸Ἴཬᛶ䛾䛒䜛
㻌 㻌 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ䛸䛭䛾ᐇ⾜

ͤ䠅ᆅᇦ䠄┴䚸ᆅᇦᴗ䠅䚸Ꮫ䠄⌮ᕤ䠅
㻌 㻌 㐍ฟᡭᴗ䛾୕⪅䛾䛔䜢䛩䜛
㻌 㻌 ⏘䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛺䛹

䖂ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᣐⅬ䚸
㻌 㞟✚
䖂⥅⥆䛧䛯䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛾ᇶ┙

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

ᴗ⏺ᴗ

୰ኸ┬ᗇ䚸እ㒌ᅋయ䚸
ㅖᶵ㛵䛾⟇
䠅䠟䠫䠥ᵓ⠏䚸
㻌 ᆅᇦ⏕䞉䞉䞉

┴ཬ䜃䛭䛾㛵ಀᶵ㛵
䛻䜘䜛䝃䝫䞊䝖䚸௰

ͤ ᑐヰ䚸┦䝥䝺䝊䞁䚸㻌 㻌
㻌 㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ὶ䚸
㻌 㻌 ᴗᡓ␎䛸◊✲㡿ᇦ
㻌 㻌 ᣐⅬᙧᡂ䛾㆟ㄽ䠛

ᆅᇦᅾ䛾
䠮䠃䠠䝸䞊䝕䜱䞁䜾ᴗ
ᇶᖿ⏘ᴗᢸ䛖ᡭᴗ䛺䛹

䐢⏦ㄳ䛩䜛ㄢ㢟䛷㐩ᡂ䛩䜛┠ᶆ䛸ᴗ䠄ᐇ⏝䠅䛾ุ᩿䛸
㻌 䛺䜛 ᭱⤊┠ᶆ䛸䜢ΰྠ䛧䛺䛔䠄ホ౯䛾ᗙᶆ㍈䛾ᥦ♧䛾᪉䠅
ᴗ䛻⮳䜛䜎䛷䛾య䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛾୰䛷
⏦ㄳ䛩䜛ㄢ㢟䛾㐩ᡂⅬ䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁䜢ᥦ♧

䐡䝙䞊䝈䜔ㄢ㢟⫼ᬒ䛾グ㏙䛿㔜せ䛰䛜䚸䛭䜜䜀䛛䜚䛷䛿㽢
㻌 㻌 䛂䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛃䛸䛂䜔䜜䜛䛣䛸䛃䛿␗䛺䜛

䐠ᢏ⾡䝅䞊䝈䛾䛣䛸䜀䛛䜚䜢ᙉㄪ䛧䛶䜒㽢
㻌 㻌 ㄽᩥ䜔Ꮫ⾡Ⓨ⾲䛷䛿䛺䛔䚸⛉◊㈝䛾⏦ㄳ䛷䛿䛺䛔

䐟䛿䛨䜑䛾ᴫせ䛾グ㏙䛜ᥗ䜏䛾䝫䜲䞁䝖
㻌 㻌 ᰝㄞ⪅䛾㛵ᚰ䜢䠄䝨䞊䝆䜢ᤥ䛳䛶ㄞ䜏䛯䛟䛺䜛䠅

㻌 㻌 ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛾➇தⓗ㈨㔠㻌 ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㻌
㻌 㻌 సᡂ䛾䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠍㻌

資料N o.H 27‑9‑4

බタヨ
⏘ᴗᨭᶵ㛵

ᆅᇦᴗ

㢳ᐈᴗ

༠ᐃ䛾䛒䜛
㔠⼥ᶵ㛵㻌

᪤Ꮡ䛾
◊✲

ᆅᇦᴗ

䛹䛾ศ㔝䛻䜒ཧ⏬ྍ⬟䛷ᑐヰ䚸┦䝥䝺䝊䞁䚸
䠄ຮᙉ䚸ពぢ䚸᪂ᴗᥦ䚸➼䚻䠅䚸㻌 㻌 㻌 㻌
䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䛷┠ᣦ䛩ḟ䛾䝅䝘䝸䜸

䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚

㢳ᐈᴗ

⎔ቃ䞉
䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝

䇾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䇿䛾䛄ሙ䛅

་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌

ኳᩥᏱᐂศ㔝

ᆅᇦ⏕䞉
ᏳᕤᏛศ㔝

䠘⌮ᕤ䛾ᙉ䜏䠑ศ㔝䠖ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚

ඛ㐍≀㉁
ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝

㻌

㻌 ᪥䛾䝙䞊䝈䛻䜒ᛂ䛘䛴䛴䚸᫂᪥䚸᫂ᚋ᪥䛾䇾䛧䛤䛸䇿䚸
㻌 ᑗ᮶䛾䇾䛒䜚䛯䛔ጼ䇿䠄ᆅᇦ䛸⮬ศ䠅䚸ᆅᇦⓎ䛾䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛝ᐇ⾜䚹
㻌 䛂䛣䛾ᣦ䛸䜎䜜䛃䛷ᆅᇦ䛾ཧ⏬䞉㈶ྠ䜢䜃㎸䜐䛡䚹

㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠘ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢┠ᣦ䛩⏘Ꮫᐁ䠄㔠䠅㐃ᦠ䛾ᵓᅗ䠚㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

資料N o.H 27‑9‑4

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

䞉ᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䜢ぢᤣ䛘䛯ᡓ␎ⓗ䛺ᴗィ⏬䛷㻌 㻌 㻌
㻌 㢳ᐈᴗ䛾᪂䛯䛺䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁ᵓ⠏䜢ᨭ
䞉⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾
㻌 ᐇド䚸ᐇ⏝䚸ᐇド䝔䞊䝬䜢㏻䛨䛶䛾ඃⰋ䛺
㻌 ⼥㈨ඛ䚸ᢞ㈨ඛ䚹
䞉䝋䞊䝅䝱䝹䞉䜻䝱䝢䝍䝹䛾⏕䛷᪂䛯䛺䝬䞊䜿䝑䝖
㻌 ᡓ␎䜢⠏䛟

䠘㔠⼥ᶵ㛵䛾䝯䝸䝑䝖䠚

⏦ㄳ᭩సᡂ䛾䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠎㻌

㻌㻌㻌

䛂ᅄ᪉Ⰻ䛧䛃䛷
㻌 䇾䝁䝖䛵䛟䜚䇿䛾
㻌 䇾䝁䝖䇿䜢䛴䛟䜛䚹

㻌
㻌

䞉ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛜ᥥ䛡䜛䚹
䞉ᆅᇦάᛶ䚸⏘ᴗ➇தຊᙉ䛾㊊䛛䜚䚹
䞉ᣐⅬ䛻䜘䜛㞟✚ї⪥┠䜢㞟䜑䜛ї䛥䜙䛻㞟✚Ⓨᒎ
䞉ᆅᇦ䜔ᆅᇦᴗ䛻䚸䛣䜜䛛䜙䛾ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᢸ䛖
㻌 ேᮦ䜢䛂Ꮫ䛃䛛䜙⋓ᚓ䛷䛝䜛䚹

䠘ᆅᇦ䠄┴䚸⮬య➼䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚

䐟◊✲䛾┦ᑐⓗ䛺❧䛱⨨䛾☜ㄆ
䠄➇ྜᢏ⾡䚸ᚑ᮶ᢏ⾡䚸⌧≧䛷䛾㐩ᡂᗘ䠅
䐠䠑䠩䠄Man䠈Machine䠈Material䠈Method䠈䠩䡋䡊䡁䡕䠅䛾☜ㄆ
䠄䝸䝋䞊䝇䜢䚸䛹䛣䛻䚸䛹䛖ᢞධ䛩䜛䛛䠅
䐡◊✲ィ⏬䛻ᑐ䛩䜛䝁䝭䝑䝖
䠄ㄡ䛜䚸ఱ䜢䚸㈐௵䜢ᣢ䛳䛶䜔䜛䛛䠅
䐢䝻䞊䝗䝬䝑䝥䚸䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁䚸䝬䞊䜿䝑䝖䠄䝍䞊䝀䝑䝖䠅
䠄⏦ㄳㄢ㢟䛾㛫㍈䛸┠ᶆ䚸ᅇ䛹䛣䜎䛷㐩ᡂ䛩䜛䠛
㻌 ᚑ䛳䛶䚸≺䛔䛿䛹䛣䛷䚸ᴗ䜎䛷䛾㊥㞳䛿䠛䠅

䠘ᰝㄞ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛾ᗙᶆ㍈䛾ᥦ♧䛾᪉䠚
ᢏ⾡⤒ႠⓗほⅬ䛛䜙䚸
ͤᴗ䛻ྥ䛡䛶ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛺䛔䚸䛰䛛䜙䞉䞉
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䞉㡿ᇦᆺ◊✲䚸ᣐⅬᙧᡂ䛾ዎᶵ䛸䛺䜛䚹
䞉⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾
㻌 ⟇ᐃ䛷䝁䝭䝑䝖䛷䛝䜛䚹
䞉䛭䛾ᐇド䚸ᐇ⏝䛸ᆅᇦ♫㈉⊩䚹
㻌 ᐇド䝔䞊䝬䜢㏻䛨䛶䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ⫱ᡂ䜒
㻌 ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
䞉ᆺ䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄୰䞉㛗ᮇ䠅䛾⋓ᚓ≺䛘䜛䚹

䠘Ꮫ䠄⌮ᕤ䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚
䠄ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾䝯䝸䝑䝖䠅

䞉䠮䠃䠠ᆺᴗ䜈ᚿྥ䛩䜛ዎᶵ䛸ሙ䚹
䞉ᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䜢ぢ㏻䛩ዎᶵ䛸ሙ
䞉ᆅᇦ⮬య䛛䜙䛾䝃䝫䞊䝖
䞉◊✲㛤Ⓨ䛾䝁䝇䝖䝎䜴䞁䚸㛫ᅽ⦰䚸䝸䝇䜽పῶ䚹
䞉ᡓ␎ⓗ䛺ᴗィ⏬䛷䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁䜢ᵓ⠏
䞉ᆅ⌮ⓗ㊥㞳䛾㏆䛔䚸Ꮫ䚸㧗ᑓ䛾◊✲䝅䞊䝈䜔
㻌 ◊✲➼䛾ᯟ⤌䜏䜢ά⏝䠄ேᮦ⋓ᚓ䠅ྍ⬟䚹
㻌 㻌 䠄ᴦ䛧䛔䝁䝖䚸ᑗ᮶䛾䛒䜚䛯䛔ጼ䚸ᴦ䛧䛔่⃭䠅

䠘ᆅᇦᴗ➼䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ᶵ⬟ᅗ䞉䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁ᙧᡂ㻌
㻌 䠘ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᥥ䛟䚸⏘Ꮫᐁ䠄㔠䠅㐃ᦠ䛾䛭䜜䛮䜜䛾䝯䝸䝑䝖䠚㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

⏦ㄳ᭩సᡂ䛾䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠏㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

ㄢ㢟ᙧᡂ䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䚸䜎䛯ゎỴ䠋ㄪᰝᥦゝ䜎䛷䛻䜎䛸䜑䜛䝥䝻䝉䝇䜢⤒㦂
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 љ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝥䝻䝉䝇ㄽⓗྜ⌮ᛶ㻌
ᡂᯝ䛾ᚋṇᙜⓗホ౯䛷䛿䛺䛟䚸ྲྀ䜚⤌䜏䛭䛾䜒䛾䛜ḟ䛻ά䛛䛫䜛⤒㦂㈨⏘㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌 ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕䠄䝉䞁䝍䞊䠮䠝䠅䛻䜘䜛ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ணഛⓗ◊✲
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌љ
ͤ䠘䜻䞊䝽䞊䝗䛿ᐇ㊶䠚
㻌 ༤ኈ◊✲ㄢ㢟௨እ䛾♫ⓗㄢ㢟䠄ᆅᇦ♫䞉ᴗ➼䛾ㄢ㢟┠䛝䠅䜔⪅䛸
㻌 ゐ䜜่⃭ཷ䛡䜛㢖ᗘ䜢㧗䜑䚸䛥䜙䛻䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ⫱ᡂ䝁䞊䝇➼䛷Ꮫ䜣䛰
㻌 䛣䛸䜢䛣䛾ᶵ䜢㏻䛨䛶ᐇ㊶䛩䜛䛣䛸䛷
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌љ
㻌 㻌 䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟྍ⬟ᛶ䛾〈㔝䜢ᗈ䛢䜙䜜䠄☜⋡䛾⤒Ⴀ䛸Ⴀᴗணᮦ⟶⌮䛾⪃䛘䠅
㻌 㻌 䞉ㄢ㢟ᙧᡂ䛚䜘䜃ㄢ㢟㐙⾜䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢ᐇ㊶ⓗ䛻Ꮫ䜉䚸
㻌 㻌 䞉ከゅⓗ䛺どⅬ䛛䜙౯್㐃㙐䠄䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁䠅䛾ᥥ䛝᪉䞉⠏䛝᪉䚸
㻌 㻌 䞉䛾㐍䜑᪉䚸䝡䝆䝛䝇䝯䝋䝑䝗䚸⟶⌮䝯䝋䝑䝗䜢Ꮫ䜃䚸
㻌 㻌 䞉♫䠋Ꮫእ䛛䜙䛾ཝ䛧䛔ホ౯䚸⪅䛛䜙䛾ពぢ䛾⫈䛝᪉䜢㌟䜢䜒䛳䛶▱䜚䚸
㻌 㻌 䞉ሗ࿌䛾⣡ᮇ䛸ရ㉁䛾䛥䜢③ឤ䛧䚸

ͤཎ⏣㻌 ຮⴭ䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛾ㄽ⌮㻌 ☜⋡䛾⤒Ⴀ䛸䛿ఱ䛛䛃䜘䜚㻌

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䛾
㢖ᗘ䛸☜ᗘ䜢㧗䜑䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛸ሙ䜢ᙧᡂ
䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䠉☜⋡ㄽⓗ⤒Ⴀ䠗䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁☜⋡᭱䜰䝥䝻䞊䝏䠅ͤ
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ͤ䠏䠊ᮏ⏦ㄳㄢ㢟䛷䛾ᡂᯝ≀䠄䝰䝜䠅䛿ఱ䛛䠛
㻌 㻌 㻌 㻌 ⣲ᮦ䠛䚸⨨䠛䚸䝜䜴䝝䜴䞉䝕䞊䝍䠛䚸䝥䝻䝉䝇䠛
㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䜜䜙䜢ྵ䜐ᗈ⩏䛾䝅䝇䝔䝮䠛

ͤ䠎䠊ᢏ⾡䝅䞊䝈䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䠄䜾䝷䝣䠛䠅䜒᭷ຠ䛻
㻌 㻌 㻌 㻌 䛳䛶䠄➃ⓗ䛺䜒䛾䠅

䠘ᰝㄞ⪅䛾❧ሙ䛛䜙䠚
ͤ䠍䠊䛷䛝䜛䛰䛡ᅗᘧ䛧䛶䚸య䛾ᵓ㐀䛸⏦ㄳㄢ㢟䛷㐩ᡂ
㻌 㻌 㻌 䛩䜛┠ᶆ䛸䛾㛵ಀ䚸◊✲䝇䜻䞊䝮యไ䛸䛾㛵ಀ䛺䛹䛜
㻌 㻌 㻌 㻌 ୍┠䛷ᢕᥱ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䟿䟿
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䛄ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛅䛸䛿䠛㻌

2015/4/1㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

䞉ᆅᇦ䠋ᴗ➼䠋ศ㔝ᶓ᩿䛾◊✲⪅䜾䝹䞊䝥䛷䛾䞉୰䞉ᑠ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚸ྍ⬟ᛶ
㻌 ᥈⣴䛛䜙ᐇド䛺䛹ྛ䝣䜵䞊䝈䛾ඹྠ◊✲䜔ㄢ㢟䛜⏕䜎䜜䛶䛿䚸ᾘ䛘䚸ኚ䚸䜎䛯䛿
㻌 Ⓨᒎ䚸ᣑ䚸䝇䝢䞁䜰䜴䝖䚸䛸䛾⼥ྜ䠄䛂▱䛃䛾᪂⤖ྜ䚸䜰䝯䞊䝞⤒Ⴀ䠅䜢⧞䜚㏉䛧䚸
㻌 ᥋ゐ㢖ᗘ䛸㉁ⓗ⢭ᗘ䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁☜⋡䜢㧗䜑䜛䠙☜⋡䛾⤒Ⴀ䠅䜢㧗䜑䜛ື䛝䚹
㻌 ї䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾౯್㐃㙐ᙧᡂ䜢ㄏᑟ䠋ಁ㐍䠙䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝸䝤䞁ᆺ䛾ㄢ㢟ᙧᡂ䜈䟿
㻌 㻌 ͤศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺◊✲⪅䛾㞟䜎䜚䠄䠑䛴䛾ศ㔝䛷ᙉ䜏䠅

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

䐢⏦ㄳ䛩䜛ㄢ㢟䛷㐩ᡂ䛩䜛┠ᶆ䛸ᴗ䠄ᐇ⏝䠅䛾ุ᩿䛸
㻌 䛺䜛 ᭱⤊┠ᶆ䛸䜢ΰྠ䛧䛺䛔䠄ホ౯䛾ᗙᶆ㍈䛾ᥦ♧䛾᪉䠅
ᴗ䛻⮳䜛䜎䛷䛾య䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛾୰䛷
⏦ㄳ䛩䜛ㄢ㢟䛾㐩ᡂⅬ䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁䜢ᥦ♧

䐡䝙䞊䝈䜔ㄢ㢟⫼ᬒ䛾グ㏙䛿㔜せ䛰䛜䚸䛭䜜䜀䛛䜚䛷䛿㽢
㻌 㻌 䛂䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛃䛸䛂䜔䜜䜛䛣䛸䛃䛿␗䛺䜛

䐠ᢏ⾡䝅䞊䝈䛾䛣䛸䜀䛛䜚䜢ᙉㄪ䛧䛶䜒㽢
㻌 㻌 ㄽᩥ䜔Ꮫ⾡Ⓨ⾲䛷䛿䛺䛔䚸⛉◊㈝䛾⏦ㄳ䛷䛿䛺䛔

䐟䛿䛨䜑䛾ᴫせ䛾グ㏙䛜ᥗ䜏䛾䝫䜲䞁䝖
㻌 㻌 ᰝㄞ⪅䛾㛵ᚰ䜢䠄䝨䞊䝆䜢ᤥ䛳䛶ㄞ䜏䛯䛟䛺䜛䠅

⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛾➇தⓗ㈨㔠㻌 ㄢ㢟⏦ㄳ᭩సᡂ䛾㻌
䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠍㻌
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㻌 䞉䜻䞊䝽䞊䝗䛿䚸䛂㐍ྲྀ䛾⢭⚄䛃䚸
㻌 㻌 їᡓ␎ⓗ䛷ศ㔝ᶓ᩿䛷Ἴཬᛶ䛾䛒䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᡂ䜢┠ᣦ䛧䛶䟿䠄ᆅᇦᣐⅬᙧᡂ䠅
㻌 㻌 ї༤ኈㄢ⛬䛾Ꮫ⏕䛛䜙䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢⯆䛩ேᮦ㍮ฟ䜢䟿䠄➨䠎䚸➨䠏䛾✄┒䛥䜣䠛䠅

䞉ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺ඛ➃ⓗ䠋」ྜⓗㄢ㢟䠋♫ⓗせㄳ䛾䛒䜛ㄢ㢟䠋⏘ᴗ⏺䛾ㄢ㢟䜢
㻌 䇾⾲ฟїᙧᘧ▱䠄ぢ䛘䜛䠅їඹ᭷ї䛂▱䛃䛾┦స⏝䛸䛂▱䛃䛾୵่䛧ї
㻌 㻌 䛂▱䛃䛾ฟ䜈䇿㻌 䜢⮬↛䛛䛴⥅⥆䛧䛶ᐇ㊶䛩䜛䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽ᡂ䛾ሙ
㻌 㻌 䠄䛂▱䛃䛾㐀䝥䝻䝉䝇䠖䝘䝺䝑䝆䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠖䠯䠡䠟䠥䝰䝕䝹䛾ᐇ㊶䠅

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᆅᇦ䠋⏘ᴗ⏺䛸ᆅᇦ䛾Ꮫ䠄Ꮫ㝔ᩍ⫱䜢⧊䜚㎸䜣䛷䠅䛸䛷ྲྀ䜚⤌䜐
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䜶䝁䝅䝇䝔䝮䛾䝯䝍䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊
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⏦ㄳ᭩సᡂ䛾䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠎㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

䐟◊✲䛾┦ᑐⓗ䛺❧䛱⨨䛾☜ㄆ
䠄➇ྜᢏ⾡䚸ᚑ᮶ᢏ⾡䚸⌧≧䛷䛾㐩ᡂᗘ䠅
䐠䠑䠩䠄Man䠈Machine䠈Material䠈Method䠈䠩䡋䡊䡁䡕䠅䛾☜ㄆ
䠄䝸䝋䞊䝇䜢䚸䛹䛣䛻䚸䛹䛖ᢞධ䛩䜛䛛䠅
䐡◊✲ィ⏬䛻ᑐ䛩䜛䝁䝭䝑䝖
䠄ㄡ䛜䚸ఱ䜢䚸㈐௵䜢ᣢ䛳䛶䜔䜛䛛䠅
䐢䝻䞊䝗䝬䝑䝥䚸䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁䚸䝬䞊䜿䝑䝖䠄䝍䞊䝀䝑䝖䠅
䠄⏦ㄳㄢ㢟䛾㛫㍈䛸┠ᶆ䚸ᅇ䛹䛣䜎䛷㐩ᡂ䛩䜛䠛
㻌 ᚑ䛳䛶䚸≺䛔䛿䛹䛣䛷䚸ᴗ䜎䛷䛾㊥㞳䛿䠛䠅

䠘ᰝㄞ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛾ᗙᶆ㍈䛾ᥦ♧䛾᪉䠚
ᢏ⾡⤒ႠⓗほⅬ䛛䜙䚸
ͤᴗ䛻ྥ䛡䛶ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛺䛔䚸䛰䛛䜙䞉䞉
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⏦ㄳ᭩సᡂ䛾䝫䜲䞁䝖㻌 䛭䛾䠏㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

ͤ䠏䠊ᮏ⏦ㄳㄢ㢟䛷䛾ᡂᯝ≀䠄䝰䝜䠅䛿ఱ䛛䠛
㻌 㻌 㻌 㻌 ⣲ᮦ䠛䚸⨨䠛䚸䝜䜴䝝䜴䞉䝕䞊䝍䠛䚸䝥䝻䝉䝇䠛
㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䜜䜙䜢ྵ䜐ᗈ⩏䛾䝅䝇䝔䝮䠛

ͤ䠎䠊ᢏ⾡䝅䞊䝈䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䠄䜾䝷䝣䠛䠅䜒᭷ຠ䛻
㻌 㻌 㻌 㻌 䛳䛶䠄➃ⓗ䛺䜒䛾䠅

䠘ᰝㄞ⪅䛾❧ሙ䛛䜙䠚
ͤ䠍䠊䛷䛝䜛䛰䛡ᅗᘧ䛧䛶䚸య䛾ᵓ㐀䛸⏦ㄳㄢ㢟䛷㐩ᡂ
㻌 㻌 㻌 䛩䜛┠ᶆ䛸䛾㛵ಀ䚸◊✲䝇䜻䞊䝮యไ䛸䛾㛵ಀ䛺䛹䛜
㻌 㻌 㻌 㻌 ୍┠䛷ᢕᥱ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䟿䟿
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㹼බເせ㡿㸦rev.㸱.1㸧㹼

୪䜃䛻䠮䠝䛾ከᵝ䛺⤒㦂ⓗᡂ㛗䜢ᮇᚅ䛧䛶㻌

䈜ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜢ฟཱྀ䛸䛧䛶┠ᣦ䛩ㄢ㢟ฟ

㸦ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡㒊⫋ဨࡶ⾜࠺ணഛ◊✲㸧

ࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ㄢ㢟බເࡘ࠸࡚

ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮

⌮ᕤᏛ◊✲⛉

㮵ඣᓥᏛᏛ㝔

             ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶ 1 ᪥
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࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳
࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳
࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵
࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷

࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 㸵㸬
࠙ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢྲྀᢅ࠸㓄៖ࠚ                 
 㸶㸬
࠙Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠚ                 
 㸷㸬
࠙▱㈈➼㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠚ                    
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 11㸬
࠙⏦ㄳ᭩ᥦฟඛ㸭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸ၥ࠸ྜࢃࡏཷ㛫ࠚ       

࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 10㸬
࠙⌮つᐃ㸭⤒⌮ィつᐃ㸭┈┦つᐃ㸭Ᏺ⛎⩏ົ
࠾ࡼࡧ▱㈈➼ࡢྲྀࡾỴࡵ㸭ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ➼ᑐࡍࡿࡇࠚ     
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
   ͤ㸦ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵ࡍࡿ⌮㠃࣭Ᏻ㠃ࡢ㓄៖㸧              ࣭࣭࣭࣭࣭࣭

࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸴㸬
࠙⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂࠊሗ࿌ࠊㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ 
  㸴㸬㸯࠙⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂࡘ࠸࡚ࠚ              
  㸴㸬㸰࠙ሗ࿌ᚋホ౯࡞ࡽࡧ⤊ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ      
  㸴㸬㸱࠙ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ࠸࡚ࠚ   

࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭

࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣭࣭࣭࣭࣭࣭
           ࣭࣭࣭࣭࣭࣭
           ࣭࣭࣭࣭࣭࣭

       
       

 㸳㸬࠙ㄢ㢟ࡢᐇ࣭㐍ࡵ᪉ࠚ
㸳㸬㸯࠙ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵㸭ᢏ⾡⫋ဨㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࠚ
  㸳㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢ㐍ࡵ᪉࣭㐍ᤖ⟶⌮㐍ᤖࣄࣜࣥࢢࠚ        
  㸳㸬㸱࠙ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠚ
 

㸲㸬
࠙බເㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ㑅⪃ࠊㄢ㢟ࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠚ
㸲㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ᭩ᵝᘧᥦฟ᪉ἲࠚ      
  㸲㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠚ          
㸲㸬㸰㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ᇶ‽ࠚ
㸲㸬㸰㸬㸰࠙㑅⪃ࡢ᪉ἲࠚ            
  㸲㸬㸱࠙ㄢ㢟ྡ◊✲㈐௵⪅ྡ࡞ࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠚ

㸱㸬
࠙බເㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠚ                     
  㸱㸬㸯࠙ᴫせࠚ                           
㸱㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢࢱࣉࠊ᥇ᢥணᐃ௳ᩘ࠾ࡼࡧ◊✲㈝࣭බເᮇ㛫ᐇᮇ㛫ࠚ 
  㸱㸬㸰㸬㸯࣐࠙ࢵࢳࣥࢢ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࠚ              
㸱㸬㸱࠙ㄢ㢟ࡢබເᑐ㇟⪅ㄢ㢟ࡢᐇ⪅࠾ࡼࡧㄢ㢟ᐇࡢᣦᑟ㈐௵⪅ࠚ
  㸱㸬㸲࠙ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀព㡯ࠚ          
㸱㸬㸳࠙බເㄢ㢟ࡢᣓࡾࡘ࠸࡚⿵㊊ࠚ              

㸰㸬
࠙ᮏㄢ㢟බເࡢᐇ㊶ࡼࡿᑗ᮶ⓗ࡞┦ຠᯝࠚ              ࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲

㸯㸬࠙ࡇࡢㄢ㢟බເᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛┠ᣦࡍࡇࢁࡘ࠸࡚ࠚ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰

㸺┠ḟ㸼                              ࣮࣌ࢪ

              㹼බເせ㡿㸦rev.3.1㸧㹼

ࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢㄢ㢟බເࡘ࠸࡚
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 ᮏㄢ㢟බເࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ࡣࠊୖグ㸰ࡘࡢ⏬ࡢෆࡢ๓⪅࠶ࡓ
ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢබເࡢ᪨࣭≺࠸ࢆ௨ୗ♧ࡋࡲࡍࠋ
ᮏබເࡣ㸰ࡘࡢࢫ࣮࣒࢟ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ㸯ࡘࡣࠊ㮵ඣᓥᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㸦௨ୗࠊ
ᮏ◊✲⛉㸧ࡢᩍဨࡢⓙࡉࢇᑐࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ⓙࡉࢇࡀ⌧ᅾᵓ୰ࡢࢹࡸࠊእࡽᢞࡆ
ࡅࡽࢀࡓㄢ㢟ࡢゎỴᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࢹ➼ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ᪂ࡓ࡞どⅬࡽᆅᇦ
ࡢ⮬య࣭බⓗᶵ㛵࣭ᆅᇦᴗ➼ࡢಶู㸦ᑠつᶍ㸧ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢฟ⧅ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࢆணഛⓗ࡞◊✲ࡼࡗ࡚᥈⣴ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ฟ☜⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ

            㸺ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡢᶵ⬟ᒎ㛤ᅗ㸼

 ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡣࠊᚋࡢ㮵ඣᓥᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡀᆅᇦᑐࡋ࡚࠶ࡿࡁ
ጼࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᮏ◊✲⛉ࡀࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦◚ቯ㐀ࡢ 
ᚠ⎔ࠊ▱ⓗ⏕⏘せ⣲ࢆ᪂ࡓ࡞⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⤖ྜࡉࡏࡿ㸸
ࠕ▱ࡢ᪂⤖ྜࠖ㸧ࢆࠊ⮬↛ࠊࡘᜏᖖⓗ
⮬ᚊᙧᡂ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭷ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊࠕᆅᇦࠖࡢ◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢጼࢆࡼࡾ᫂☜♧ࡍ
ࡇࡀࡲࡎᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊᑗ᮶ࢆὝᐹ࣭ணぢࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
ᆅᇦࡢ♫ⓗㄢ㢟ࠊᆅᇦᴗࢽ࣮ࢬࠊᆅᇦࡽᅜෆእἼཬ࡛ࡁࡿㄢ㢟➼ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙧᡂྥࡅ࡚ᖖ᪥㡭ࡽືࡁฟࡏࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࡑࢀࡽࢆᢸ࠼ࡿேᮦࢆᑡࡋ࡛ࡶ
ከࡃ㍮ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࡶ⪃࠼ࡿ⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࣓ࢱ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࢆ 
ᯝࡓࡍࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᚋࡢᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ
ヨ㔠▼ࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ㸰ࡘࡢㄢ㢟බເࢆ⏬ࡋࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ㸯ࡘࡣࠊᆅᇦࡢᏛ㸦ᮏᏛ㸧ࡢ୰࡛ࡢ㠉᪂ⓗ㸦ࣀ࣮࣋ࢸࣈ㸧࡞ㄢ㢟ฟຊࡢ㔊ᡂࠊ
ᑗ᮶࠾ࡅࡿከᵝ࡞➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓຊྥୖࡢࡓࡵࠊࡑࡢヨࡳࡋ࡚ࠊ᪂ࡘ㐀ⓗ࡞
◊✲ㄢ㢟ࡸᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ⧅ࡆࡽࢀࡿㄢ㢟ࢆබເࡋࠊࡉࡽࠊࡑࡢㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࡢ
୰ࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛ⏕ᑐࡍࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂࡢഃ㠃ࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊
ࡢᢏ⾡⫋ဨࡢࡉࡽ࡞ࡿά⏝ࢆేࡏ࡚⧊ࡾ㎸ࢇࡔㄢ㢟බເ࡛ࡍࠋ
 ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊᡓ␎ⓗ࡛Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹ
࡞ࡿㄢ㢟ࡢබເ࡛ࡍࠋ

㸯㸬࠙ࡇࡢㄢ㢟බເᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛┠ᣦࡍࡇࢁࡘ࠸࡚ࠚ
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  㸺ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛┠ᣦࡍࡇࢁ㸼

࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ᆅᇦ♫ࡣࠊᮏᏛࡢ㛵ಀࡢ⃰࠸ࠊ≉༡ᕞᆅᇦࢆ୰ᚰࡋࡓᆅᇦࢆ
ࡋ࡚ᣦࡋࠊᮏ⏦ㄳㄢ㢟࡛ࠕྠᆅᇦ౯್㐃㙐࡛㛵㐃ࡍࡿࡢᆅᇦࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᴫࡡ༡ᕞᆅᇦ
ྵࡲࢀࡿᆅᇦࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᆅᇦࡢᴗࡀᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᮏ♫ࡀᆅᇦእ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ༡ᕞ
ᆅᇦ㐍ฟࡋࠊᣐⅬࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗࠊ⮬యࡀㄏ⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᴗ㸦ᡭᴗྵࡴ㸧࡞
ࡶྵࡵࡲࡍࠋ

ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡀ⮬ᚊⓗᅇࡾࠊ┦స⏝ࡋ࡚ᡂᯝࡀἼཬࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ

ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓᩍဨࡀᏛㄽᩥ◊✲ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚ཷࡅ
ධࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡣࠊࡲࡎࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࢆඃඛࡋ࡚ᐇࡉࢀࡲࡍࠋヲ⣽ࡣᚋ㏙ࡋࡲࡍࠋ

ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊᩍဨࡽฟࡉࢀࡓୖグࡢணഛⓗ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆࠊู㏵ࠊබເࡼࡾ᥇⏝ࡋࠊᚋ㏙ࡍ
ࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡛ᮏබເㄢ㢟࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡁࡓ㹐㸿㸦௨ୗࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿⛠㸧
ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊ࡢᢏ⾡⫋ဨ㸦௨ୗࠊᢏ⾡⫋ဨ㸧ࡶᐇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
≉ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᏛ⏕ࡗ࡚ࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓᩍဨᣦᑟࡢୗࠊ⮬㌟ࡢᏛㄽᩥ◊✲ࡢㄢ㢟
ࡣࡃ␗࡞ࡿศ㔝ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᢏ⾡⫋ဨ
ከᵝ࡞⤒㦂ࢆ㋃ࡲࡏࡿᶵࢆタࡅࡿࡇ࡛ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢฟ☜⋡ࢆ㧗ࡵࠊᑗ᮶ࠊ 
ᙼࡽࡀࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢ〈㔝ࢆᗈࡆࡿᙺࢆᢸ࠺ዎᶵࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ     
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 㸰㸬࠙ᮏㄢ㢟බເࡢᐇ㊶ࡼࡿᑗ᮶ⓗ࡞┦ຠᯝࠚ
   ᮏㄢ㢟බເࡢணഛⓗ◊✲ࢫ࣮࣒࢟ࡢᵓ㐀ࡽࠊୗᅗࡢᵝ࡞┦ຠᯝࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ͤὀ㸧࣭ࢭࣥࢱ࣮RA ࡢே௳㈝ࡣୖグࡣู࡛ࡍࠋ
࣭ᮏㄢ㢟⏦ㄳࡢ᫂♧ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀᫂♧ⓗ࡛ࡶᥦᯟ⤌ࡳࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨࡸ
Ꮫእ㸦ᴗ➼ྵࡴ㸧ࡢ᪉ࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢ᪉ࡣᨭฟᑐ㇟⪅ࡣྵࡲࢀࡲࡏࢇࡢ࡛
ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ᭰ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨᑐࡋ࡚ࡢࡳࡢᨭฟ࡛ࡍࠋ
       ࣭ࡑࡢࠊබ㈝ࡢ㏵つᐃ‽ࡌࡲࡍࠋ

ͤ㸦ᨭฟࡢ⤒⌮⟶⌮ࡣ◊✲㈐௵⪅ࡢᩍဨᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋㄢ㢟⤊ᚋࠊᨭฟࡢ୍ぴࢆ
  ู㏵ࠊᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸧

    ۑᨭฟᑐ㇟㸸ㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅࠾ࡼࡧࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢᴗົ
㛵ࡍࡿࡶࡢࡢࡳ

ͤ㸦Ꮫෆࡢண⟬ⓗᥐ⨨ࠊ㏵ࡣබ㈝┦ᙜ࡛ࡍࡀࠊࡢ◊✲ࡢὶ⏝ࡸΰྠࡣཝྍࠋ㸧

㈝✲◊ۑ㸸㸯ㄢ㢟ᑐࡋ࡚㸱㸮⛬ᗘ

 ۑᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆฟཱྀࡋ࡚┠ᣦࡍㄢ㢟ฟࢆᮇᚅࠋ
ணࡵᆅᇦᴗ➼ࡽヨ⾜ⓗᢞࡆࡅࡽࢀࡓࢽ࣮ࢬㄢ㢟ࡶᑐ㇟ࠋ

 ࣮ࢱࣥࢭࠕۑ㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡶ⾜࠺ணഛ◊✲ࠖ

㸺ᅇබເࡢㄢ㢟ࡢࢱࣉࣇ࢙࣮ࢬ㸼

ࠗۑᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘

   㸺බເㄢ㢟ࡢᣓࡾྡ⛠㸼

㸱㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢࢱࣉࠊ᥇ᢥணᐃ௳ᩘ࠾ࡼࡧ◊✲㈝࣭බເᮇ㛫ᐇᮇ㛫ࠚ

㸱㸬㸯࠙ᴫ せࠚ
๓グ㸯.࠙ࡇࡢㄢ㢟බເᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛┠ᣦࡍࡇࢁࡘ࠸࡚ࠚ࡛♧ࡋࡓ 
ᮏබເࡢ㊃᪨ἢࡗࡓணഛⓗ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᚋ㏙ࡍࡿู㏵᥇⏝ࡋࡓ㹐㸿㸦ࢭࣥࢱ࣮
㹐㸿⛠㸧ᑐࡋ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦◊✲㈐௵⪅㸧ࡢᩍဨᣦᑟࡢୗࠊࡑࡢᩍဨࡶ   
⣙㸲᭶ࡢᮇ㛫㸦ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡀᚑࡍࡿሙྜ㸧࡛ᐇࡉࡏࡿࡢ┦ᛂࡋ࠸ලయⓗㄢ㢟 
㸦ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⛠㸧ࢆබເࡋࡲࡍࠋ
୍᪉ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢㄢ㢟බເࡣูබເࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᚋࠊ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢೃ⿵⪅ᮏබເ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊㄢ㢟
ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓᚋࠊᡤᐃࡢ᥇⏝ᮇ㛫࡛ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚ṇᘧ᥇⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ᙜヱㄢ㢟ࢆ㏻ࡌ࡚⮬㌟ࡢከᵝ࡞⤒㦂ࢆ㋃ࡴሙ࠾ࡼࡧᶵࢆᚓࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡣࠊࡢไᗘ࡛᥇⏝ࡉࢀࡓ㹐㸿ࡀ㔜」ࡋ࡚ᚑࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ
ࡢ࡛ࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ไᗘࡢ㹐㸿ࡢ㞠⏝ィ⏬࣭ᮇ㛫␃ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧
  
࡞࠾ࠊᖺᗘࡽࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࠊᢏ⾡㒊ࡢᢏ⾡⫋ဨࡶ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢᑐ㇟⪅
ຍࢃࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋణࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡔࡗࡓㄢ㢟ࡢ
ࡳࡀࠊᢏ⾡⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣐ࢵࢳࣥࢢ⛣⾜ࡋࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡶ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡔࡗࡓ
ሙྜࡣࠊྠㄢ㢟ࡣࠊㄢ㢟㑅⪃࡛᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ᥇ᢥྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡾࡲࡍࠋணࡵࡈᢎ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᢏ⾡⫋ဨ࣐ࢵࢳࣥࢢࡋࡓㄢ㢟ࡣࠊㄢ㢟㛤ጞᮇ⤊ࡲ࡛ࡢᐇᮇ㛫ࡀ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢࡶࡢࡣ␗࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸺ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫㸼ࢆࡈぴୗࡉ࠸ࠋ

㸱㸬࠙බເㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠚ
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    ㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᏛ⏕ࡢ᪉ࡀඃඛࡉࢀ࡚ࠊඛ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀỴᐃࡍ
ࡿࡢ࡛ࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢ᪉ࡀࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝୖࡣᚋ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡋࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ㞠⏝ᡭ⥆ࡁせࡍࡿᮇ㛫㸦⣙㸯ࣨ᭶㸧ࠊ㹐㸿ࡣつᐃࡼࡾᚑ
࡛ࡁࡿ㛫ᩘไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇࠊຍ࠼࡚ࠊࡢ㹐㸿ไᗘࡢ㞠⏝ᮇ㛫ࡢ㔜」ࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿࡼ
࠺㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫ࢆ㝈ࡽࡊࡿࢆᚓࡲࡏࢇࠋᚑࡗ࡚ࠊㄢ㢟㛤ጞ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢㄢ㢟ࡢ᪉ࡀ㐜ࡃࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢㄢ㢟ࡢ
᪉ࡀඛ࡞ࡗ࡚ࡶࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᢏ⾡⫋ဨࡢㄢ㢟ࡢ᪉ࡀྡ┠ࡢᐇᮇ㛫ࡑࡢࡶࡢࡣ㛗ࡃ࡞ࡾ

   㸺ୖグ⌮⏤㸼
    ๓ฟࡢ㸱㸬㸯࠙ᴫ せࠚ࡚ࡶ㏙ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧
࡛࠶ࡗࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⤒࡚ࡽࡢᐇ࡞ࡾࡲࡍࡇࡽࠊ
ࡑࡢሙྜࡢㄢ㢟ᐇᮇ㛫ࡣࠊู㏵ࠊ␗࡞ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ͤὀ㸧ᢏ⾡⫋ဨࡢᏛෆつᐃࡼࡿᴗົ౫㢗ᡭ⥆ࡁࡣᩍဨࡀ⾜ࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ᙜヱ⫋ဨࡢ⌧⾜ᴗົ㔞ࡢ≧ἣࡼࡾࠊᐇᮇ㛫ᙜヱ⫋ဨࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࡀ
๓ᚋࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

۔㸺ᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡢሙྜ㸼
ۑᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸷᭶⮳㸯㸮᭶㹼ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛㸦⣙㸴᭶㹼㸵᭶㛫㸧ࢆணᐃ

ͤὀ㸧ୖグㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫ࡀࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿᮇ㛫࡛ࡍࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊྠᮇ㔜」ࡋ࡚ࡢไᗘࡢ㹐㸿㞠⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

۔㸺ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࣐ࢵࢳࣥࢢࡋࡓㄢ㢟ࡢሙྜ㸼
ۑᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸷᭶㸯᪥㹼㸯㸰᭶ᮎࡲ࡛㸦㸲᭶㛫㸧ࢆணᐃ

ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࣐ࢵࢳࣥࢢࡋࡓㄢ㢟ࡢሙྜࠊᢏ⾡⫋ဨ
ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡢሙྜࡢࡑࢀࡒࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

   㸺ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫㸼

ͤ⥾ษࡣཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ๓ᖺᗘබເ࡛ࡣࠊࠕኻᛕࡋ࡚࠸ࡓࠖࠊ
ࠕฟᙇ࡛ᅾࡔࡗࡓࠖ
ࡢ⌮⏤࡛⥾ษ᪥ࢆ㐣ࡂ࡚ࡽࠊ⏦ㄳ᭩ࢆ㏦ࡉࢀࡓ᪉ࡀ」ᩘ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⥾ษᚋࡢ⏦ㄳࡣࠊࡑࡢᚋࡢㄢ㢟㑅⪃‽ഛせࡍࡿẁྲྀࡾࡸ㑅⪃㐣⛬ࠊ㑅⪃⤖ᯝࡢᢎㄆ
㏻▱ᴗົ࡞ࡢ᪥⛬ࢆᢲࡍࡇ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࠊㄢ㢟㛤ጞࢆ㐜ࡽࡏࠊㄢ㢟ᐇᮇ㛫ࢆ▷ࡃ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࢆᣍࡁࡲࡍࠋఱ༞ࠊ⥾ษཝᏲࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࠋ

    ۑᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸲᭶㸰㸮᪥㸦බເ⥾ษ㸧

   㸺ㄢ㢟ࡢබເᮇ㛫㸼

ͤὀ㸧࣭㸯ㄢ㢟ࡘࡁࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋࡓ◊✲㈐௵⪅㸦㸯ྡ㸧ࠊࡑࡢᣦᑟࡢୗࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸯ྡࠊ
ࡲࡓࡣᢏ⾡⫋ဨ㸯ྡ࡛ᐇࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋྠ୍ㄢ㢟」ᩘࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࠊ」ᩘࡢ
⫋ဨࡀᑵࡃࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
  ࣭᥇ᢥㄢ㢟ᩘࢭࣥࢱ࣮RA ࡢ᥇⏝ேᩘࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᛂເ≧ἣࡸᚋ㏙ࡍࡿ᥇ᢥㄢ㢟
ࢭࣥࢱ࣮RA ೃ⿵㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ≧ἣ➼ࡼࡗ࡚ࠊ๓ᚋࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ࡑࡼ࠾ۑ㸯㸮ㄢ㢟⛬ᗘࡢணᐃ
  ࡞࠾ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡣ◊✲⪅㸦ᩍဨ㸧㸯ྡࡘࡁ㸯ㄢ㢟ࡢࡳ࡛ࠊࡘ㸯ྡࡢᩍဨ࡛㸯ㄢ㢟ࠋ

㸺᥇ᢥㄢ㢟ணᐃ௳ᩘ㸼
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     ոୖグշࡢሙྜࠊ⏦ㄳࡉࢀࡓㄢ㢟ࡶࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸦ೃ⿵㸧࠾ࡼࡧᢏ⾡⫋ဨࡢ࠸ࡎࢀࡶ
      ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡗࡓࡽࠊㄢ㢟ࡋ࡚᥇ᢥࡣぢ㏦ࡽࢀࡿࠋ
  
ࡇࢀࡽࡢࡇࢆࡈ⌮ゎࡢୖࠊㄢ㢟ࡢᥦ⏦ㄳࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

     շ୍᪉ࠊᢏ⾡⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊྛဨࡢ⌧ᴗࡢᴗົ㔞ࡢවࡡྜ࠸ࡽㄪᩚࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ㄪᩚࡀࡘࡅࡤࠊ⮫ࡢᴗົ౫㢗ࡢᏛෆᡭ⥆ࡁ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ⠊ᅖෆ࡛ᴗົᚑ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸦ೃ⿵㸧ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣูᐃࡵࡽࢀࡿࠋ
ణࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸦ೃ⿵㸧බເㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ࡚ᡂ❧ࡍࢀࡤࠊᢏ⾡⫋ဨ
ࡀᚑࡍࡿㄢ㢟ࡑࡢࡶࡢࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᢏ⾡⫋ဨ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢᶵㄢ㢟ᐇࡢ
ᶵࡣ⮬ືⓗ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ

     ն㹐㸿ࡣࠊࡑࡢ㞠⏝ィ⏬࠾ࡼࡧ㹐㸿㸦㠀ᖖ⫋ဨ㸧ࡋ࡚≉ูᐃࡵࡽࢀࡓົ㛫ᩘࡢ
ไ㝈つᐃ➼ᚊ㏿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊㄢ㢟ᐇᮇ㛫➼ࡶ㸲᭶ᅛᐃࡉࢀࡿࠋ

     յࡉࡽࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࡽࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸦ೃ⿵㸧බເㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ
ᡂ❧࡛࠶ࡗࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡾࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧
ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊࡏࡗࡃᥦ࠸ࡓࡔࡁࠊㄢ㢟㑅⪃࡛᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡀࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧
ࡼࡗ࡚ᐇ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࣜࢫࢡࢆపῶࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᖺᗘࡢ⤒㦂ࡽࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢᡂྰࡣᐇࡋ࡚ࡳ࡞࠸ࢃࡽ࡞࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
㸧

     մᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࡣࠊ๓ᖺᗘ␗࡞ࡾࠊබເ㛤ጞࢆ㸲᭶ࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡢ㹐㸿ࡢ
㞠⏝ィ⏬ࢆ⩣ᖺ㸯᭶㹼㸱᭶࡛タᐃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ㞠⏝ᮇ㛫ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᮏබເㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫ࢆ㸷᭶㹼㸯㸰᭶ᮎࡲ࡛タᐃ࡛ࡁࡓࡀ࠶ࡿࠋ

     ճᐇ㝿ࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢሙྜࡣࠊᚑ᮶ࡢࡢ㹐㸿ไᗘࡢ㞠⏝ィ⏬㸦ண⟬ᇳ⾜ᮇ㛫㸧ࡀࠊᙜヱ
ᖺᗘࡢ㸷᭶㹼⩣ᖺ㸱᭶ࡢᮇ㛫ෆ࡛ྛ⮬ィ⏬ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮㹐㸿
ࡶ⏦ㄳࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊࡑࡢࡢ㹐㸿㞠⏝ᮇ㛫ࢆ㸷᭶㹼㸯㸯᭶ᮎࡲ࡛ࡋ࡚タᐃࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࠊᮏㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫ࡢ㸯㸰᭶㹼⩣ᖺ㸱᭶ࡲ࡛࡛ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚ᚑ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ
      ͤᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡣබເ‽ഛࡀᖺᗘ㏵୰ࡽࡔࡗࡓࡓࡵࠊබເࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡼࡿࠋ

     ղࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢࡢ㹐㸿ไᗘࡶᚑࡋࠊࡉࡽᙜࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶᚑࡋࡓ࠸ሙྜࠊ
๓⪅ࡢ㞠⏝ィ⏬ࢆ❧࡚࡚⏦ㄳࡍࡿ㝿ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ຺
ࡋ࡚❧ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㞠⏝ᮇ㛫ࢆࡎࡽࡋ࡚ࠊ࡞࠾ࡘ㐌ᙜࡓࡾࡢ㛫
ᩘไ㝈ࡶ⪃៖ࡋࡓ㞠⏝ᮇ㛫ࡢ☜ಖࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

     ձᙜࢭࣥࢱ࣮⊂⮬ࡢᮏ௳ㄢ㢟ྥࡅ㹐㸿㸦ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸧ࡢ㞠⏝ᮇ㛫㸦ண⟬ᇳ⾜ᮇ㛫㸧ࠊ
ࡑࡢࡢ㹐㸿ไᗘࡢ㞠⏝ᮇ㛫㸦ண⟬ᇳ⾜ᮇ㛫㸧ࡣࠊ㔜」ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦๓ᖺᗘࡶྠᵝࠋ
㸧

㸱㸬㸰㸬㸯࣐࠙ࢵࢳࣥࢢ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࠚ

   ࡑࡢࠊㄢ㢟ᐇࡢࡓࡵࡢ࣐࠙ࢵࢳࣥࢢ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࠚࡋ࡚௨ୗࢆཧ↷ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ࡲࡍࠋ
ణࡋࠊᢏ⾡⫋ဨࡶ⤊᪥ࣇࣝࢱ࣒࡛ᚑ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᐇ㉁ⓗ࡞ㄢ㢟ᐇᮇ㛫
ࡘ࠸࡚ࡣᢏ⾡⫋ဨࡢ⨨ࢀࡓᴗົ≧ἣ㸦࢚ࣇ࢛࣮ࢺ㸧౫Ꮡࡋࡲࡍࡇࢆࡈᢎ▱⨨ࡁୗࡉ࠸ࠋ
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ࡅධࢀࡽࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈὀពୗࡉ࠸ࠋ

ෆᐜࡣࠊࡑࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ศࡀ␗࡞ࡿࠋ
࠘࠸࠺௦⾲◊✲⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡼࡿᙇࡣཷ

ͤ㸯㸧ᖺᗘࡽࠊ
ࠗᙜヱㄢ㢟ࡣࠊᏛㄽᩥ◊✲ࡢᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿྠᏛ⏕ࡢᏛㄽᩥ◊✲ㄢ㢟ࡸ◊✲

   㹠㸧ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦◊✲㈐௵⪅㸧ࡀᏛㄽᩥ◊✲ࡢᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࢆ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ㠃ㄯ࡛᥇⏝ࡋࠊࡈ⮬㌟ࡢ⏦ㄳㄢ㢟
ᚑࡉࡏࡿࡇࢆᐃࡋ࡚ㄢ㢟⏦ㄳࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊู㏵ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿බເ࡛Ꮫ⏕ࢆࡈ᥎⸀࠸ࡓࡔࡃ㝿ࠊ◊✲㈐௵⪅ࡈ⮬㌟ࡀࠊᏛ
ㄽᩥ◊✲ࡢᣦᑟࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆ᥎⸀ࡉࢀࡿሙྜࠊࡈ⮬㌟ࡢ⏦ㄳㄢ㢟ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭
ࣉࣟࢭࢫ࡛㑅ᢥᕼᮃࡍࡿࡼ࠺࡞ᣦ♧ࡸゝ࠸ྵࡳࢆ࡞ࡉࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   㹟㸧ㄢ㢟⏦ㄳࡣࠊ◊✲㈐௵⪅㸦ᩍဨ㸧㸯ྡࡘࡁ㸯௳ࡢࡳ࡛ࠊࡘ㸯ㄢ㢟ࡘࡁᩍဨ㸯ྡ
࡛ࡢ⏦ㄳ࡞ࡾࡲࡍࠋ

   ㄢ㢟⏦ㄳㄢ㢟ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢࡇࢆ㡰Ᏺ࡞ࡽࡧ␃ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸱㸬㸲࠙ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀព㡯ࠚ

࣮ࢱࣥࢭࠊࡓࡲۑ㹐㸿ㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࠾࠸
࡚ࡶ㐺ษ࡞㠃ㄯᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 㸦࣐ͤࢵࢳࣥࢢㄝ᫂ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᚋ᪥ࡈෆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸧


    ۑ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࢆ㐺ษᣦᑟࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

     ࣭ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊ࠊᢏ⾡⫋ဨ
㸦ణࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀඃඛࡉࢀࠊྠ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡛ᡂ❧ࡔࡗࡓ
ㄢ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࣐ࢵࢳࣥࢢ₃ࢀㄢ㢟ࠖࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࡢࡳ࡛ࠊᢏ⾡⫋
ဨࡣ⮫ࡢᴗົ౫㢗ᡭ⥆ࡁࡀᚲせ㸧
ࠋ
   
  ղ㸺ㄢ㢟ᐇࡢᣦᑟ㈐௵⪅㸼

   ۑㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿᑐ㇟⪅㸸
࣭ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ㸦㸯ㄢ㢟ࠊ㸯ྡࡢᩍဨ㸧࠾ࡼࡧ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᒓࡍࡿ  
Ꮫ㝔⏕࡛ࠊᮏ௳ㄢ㢟බເࡣูබເ᥇⏝ࡉࢀࠊྠᩍဨࡢᣦᑟࡢୗ⨨ࢀࡿࢭࣥࢱ࣮
㹐㸿ࠋ
ࡢ㹐㸿ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ௳㛤ጞ๓ࡑࡢ㹐㸿ࡋ࡚ࡢ㌟ศᴗົ
ࢆ⤊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋͤ㔜」ࡋ࡚ࡢ᥇⏝㸦㞠⏝㸧ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ۑㄢ㢟ࢆබເࡍࡿᑐ㇟⪅㸸
࣭⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨ࡛ࠊᮏㄢ㢟බເࡼࡿᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ≺࠸ࠊ࡞ࡽࡧࢭࣥࢱ࣮ 
㹐㸿ࡢ᥇⏝᪨㸭ᢏ⾡⫋ဨࡢά⏝᪨ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵ
ࡢᩍ⫱ేࡏ࡚ࠊᏛ㸭ᆅᇦ♫㸭⏘ᴗ⏺ࡢάᛶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿᩍဨࠋ

  ձ㸺ㄢ㢟ࡢබເᑐ㇟⪅ㄢ㢟ࡢᐇ⪅㸼

㸱㸬㸱࠙ㄢ㢟ࡢබເᑐ㇟⪅ㄢ㢟ࡢᐇ⪅࠾ࡼࡧㄢ㢟ᐇࡢᣦᑟ㈐௵⪅ࠚ
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௨ୖࡢࡇࡢࡇࢆࡈ⌮ゎࡢୖࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹧㸧᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࠊㄢ㢟ྡࠊ◊✲㈐௵⪅ྡ  
㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ㸧ࡀᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືෆᐜࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊάືሗ࿌᭩࡛㛤♧
ࡉࢀࡲࡍࠋ

⟶⌮ᐊࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡶㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵࠾࠸࡚ᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢻࣞࢫࢆ㛫㐪࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊᚲࡎཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋࠊᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ

ࡑࡢሙྜࠊ⟶⌮ᐊഃ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶᙜヱ࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ࡓࡵ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ 

ͤ㸳㸧๓ᖺᗘࠊ⟶⌮ᐊᐄࡢ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࢆ㛫㐪ࡗ࡚㏦ಙࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

㹦㸧࣓࣮ࣝῧ࡚⟶⌮ᐊㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࢆ㏦ᚋࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦◊✲㈐௵⪅㸧ཷ⌮㏻▱
࣓࣮ࣝࡀ⟶⌮ᐊࡼࡾᒆ࡞࠸ሙྜࠊ⏦ㄳ⪅ࡈᮏேࡼࡾົᒁᚲࡎࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ

ㄢ㢟㛤ጞࢆ᪩ࡵࡿࡓࡵࠊබເ᪥⛬ࢆᅽ⦰ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨࡛ࡍࠋ

࡚ࡢࡇぢ࡞ࡋࠊ⟶⌮ᐊࡣ㛵▱ࡋࡲࡏࢇࠋࡇࢀࡣ⟶⌮ᐊࡢேဨࣜࢯ࣮ࢫ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡇ

ࡁᚑࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊㄢ㢟㑅⪃ୖࠊ┈ࢆⵚࡗ࡚ࡶࠊ࡚ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵࠾࠸

㸦◊✲㈐௵⪅㸧ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡣ⾜࠸ࡲࡏࢇࠋࡶࡋࠊഛࡸὀព᭩

ͤ㸲㸧๓ᖺᗘࡣබເ㊃᪨ࡢᩚྜᛶࡸ⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧࢳ࢙ࢵࢡࢆཷ⌮๓⟶⌮ᐊ࡛⾜࠸ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅

㹥㸧ᮏබເせ㡿⏦ㄳ᭩ᵝᘧ࠶ࡿὀព᭩ࡁ㸦ࣆࣥࢡᩥᏐ㸧๎ࡗ࡚⏦ㄳ᭩ࢆసᡂࡋ࡚
  ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹤㸧බເ⥾ษ᪥ࢆཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥾ษ᪥௨㝆ࡢ⏦ㄳࡣㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋཷ⌮ࡋࡲࡏࢇࠋ

ࡸ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧࡛᥇ᢥྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ࡽ᪂ࡓ࡞⏦ㄳࡣ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚ࡢ⏦ㄳࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ๓ᖺᗘ᥇ᢥࡔࡗࡓㄢ㢟

࠸ࡓࡔࡁࠊࡉࡽࡑࡢ⩣ᖺᗘ᪂ࡓ࡞ෆᐜ࡛⏦ㄳࡉࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸯ᖺ✵ࡅ࡚

ͤ㸱㸧๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡣࡑࡢㄢ㢟ᐇᡂᯝࢆࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃᮇ㛫ࡋ࡚

㹣㸧๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟⏦ㄳࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࢆྍࡋࡲࡍࠋ
  ࡇࢀࡣࠊከࡃࡢᩍဨࡽࡢከᵝ࡞ㄢ㢟⏦ㄳࡢᶵࢆタࡅࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ

ࢿ࣮ࢱ࡞ࡈ┦ㄯࡉࢀࡿࡇࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ

ͤ㸰㸧ࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢ᪉ࠎࡸࠊᮏᏛࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢥ࣮ࢹ

    㹢㸧ᮏ◊✲ᮇ㛫࡛ࡢᡂᯝࡀࠊᆅᇦ㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧࡛ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓㄢ㢟
      ࡞ࡾᚓࡿ࠺ࡘ࠸࡚๓ᚲࡎ⪃ᐹ᳨࣭ウࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹡㸧௦⾲◊✲⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡀᏛㄽᩥ◊✲ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ◊✲ศ㔝ࡢ༤ኈ
ᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࢆࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀᮏㄢ㢟බເࡢ
㊃᪨ࡢࡦࡘ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⏕ከᵝ࡞◊✲ㄢ㢟ゐࢀࠊ⤒㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡛ࡍࠋ

資料N o.H 27‑10‑1

-106-

- 10 -

ࡲࡓࠊᮏㄢ㢟ཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨࡣࠊᮏㄢ㢟⏦ㄳ࡛㑅ᢥࡉࢀࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿᩍဨ
ࡋ࡚⨨ࡅ⮴ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢᙜヱ 
ศ㔝ࡢ༠ຊᩍဨࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ͤὀ㸧๓ᖺᗘࡣࠊ5 ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘࢆ᰾ࡋ࡚」ᩘศ㔝㊬ࡿㄢ㢟タᐃࢆྍ࠸ࡓࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡣࠊ5 ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘࡢศ㔝㝈ᐃࡋ࡚ㄢ㢟⏦ㄳࢆ࠾㢪࠸
   ࡋࡲࡍࠋ
۔๓ᖺᗘࡽࡢศ㔝ྡ⛠ኚ᭦Ⅼ㸸࣭ᆅᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛЍᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛኚ᭦
               ࣭ኳᩥᏱᐂ⛉ᏛЍኳᩥᏱᐂ

ࡽ࡞ࡿ㸳ศ㔝ࠋࡇࢀࡽ㸳ศ㔝ࡣࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᙉࡳࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ
◊✲㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿ㸳ศ㔝࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

    ⎔ۑቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࠊ ۑ་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝ࠊ ۑᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝ࠊ
    ۑඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝ࠊ ۑኳᩥᏱᐂศ㔝ࠊ

  ճ㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼

       ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡸࢹࢨࣥࠊ࠶ࡿ✀ࡢཎ⌮ࡼࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏࡞ࠊㄢ㢟ࡢᡂᯝ
ࡋ࡚ࡢయᵓ㐀ࡣ♧ࡋࡘࡘࠊࡑࡢ୍㒊࡛ࡶ㐩ᡂࡉࢀࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠊ࡞ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ◊✲ィ⏬❧ᚋࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵఱࡀᚲせ࡛࠶ࡿ➼ࡶホ౯ሗ࿌
ࡍࡿࠊ࡞ࠋ
    
    ࡉࡽࠊࡑࡢணഛ◊✲ࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒศ㢮ࡶཧ↷
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

       ࣭᪤Ꮡࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸭ホ౯᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊ⣲ᮦࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣㄢ㢟๎ࡋࡓ
        ⊂⮬࡞ࡶࡢࢆ⏝ពࡋ࡚㐺⏝ࠋࡲࡓࡣࡑࢀࡽࢆ⏝ពࡍࡿࡓࡵࡢヨ⾜ࣉࣟࢭࢫࢆ
㛤Ⓨ㸭タィࡍࡿࠊ࡞ࠋ

       ࣭᪤Ꮡࡢᐇ㦂⨨㸭ホ౯⨨ࢆ⏝ࡍࡿࡀࠊヨ㦂ヨᩱࡸ⣲ᮦࡣㄢ㢟๎ࡋࡓ
        ᪂つ࡞ࡶࡢࢆ‽ഛࡋ࡚ホ౯ࠋ⤖ᯝࢆࢹ࣮ࢱࡋ࡚ᵓ㐀ࡋ࡚ࡲࡵࡿࠊ࡞ࠋ

      㸧
ࠕணഛ◊✲࡛ࠖࡍࡿࡇ㸦࡛ࡁࡿࡇ㸧ࡢࡋ࡚

   ղࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢࠕணഛ◊✲ࠖࡣ㸽࣭࣭࣭࣭
ࢩ࣮ࢬどⅬࡽ࡛ࡶࢽ࣮ࢬどⅬࡽ࡛ࡶࠊⓎ࡛ࣞ࣋ࣝ᪂つࡘᮍ╔ᡭ࡞ㄢ㢟ᑐࡋ
࡚ࡢ◊✲ࡢ➃⥴࡞ࡾ࠺ࡿᐇ㦂ホ౯ࢆྵࢇࡔヨ⾜ࣉࣟࢭࢫࠋ
㸦ゝ࠺ぢホ౯㸧ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ༢࡞ࡿሗ㞟ศᯒࡸඛ⾜◊✲ᢏ⾡ㄪᰝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡛ࡁࢀࡤ㒊ศⓗ
࡛ࡶᐇ㦂ࢆᐇࡋࠊᚋࡢᮏ᱁ⓗ࡞◊✲⛣⾜ࡍࡁࠊ◊✲㈨㔠ປຊ➼ࡢ⤒Ⴀࣜࢯ
࣮ࢫࢆᢞධࡍࡁ࠺ࡢุ᩿ᮦᩱࡢࡦࡘ࡞ࡿሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ᮇ㛫࡛ࡢᡂᯝࡀࠊᆅᇦ㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧࡛ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ
ㄢ㢟࡞ࡾᚓࡿ࠺ࡣࠊ๓ᚲࡎ⪃ᐹ᳨࣭ウࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊணࡵᆅᇦᴗࡽᢞࡆࡅࡽࢀࡓࢽ࣮ࢬㄢ㢟ࡶᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ

   ձࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢࠕᑠつᶍࠖࡣ㸽࣭࣭࣭࣭
      ࠕᑠつᶍࠖࢆࠕᡓ␎ࠖ㸻ࠕつᶍ࣭Ἴཬ࣭㞟✚࣭⤖㞟࣭⼥ྜࠖㄞࡳ᭰࠼࡚ࠊⓎࡢ     
㉳Ⅼ࿘ᅖࡢ㛵ಀᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ౯್㐀ࡢ㐃㙐㸦ࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥᙧᡂ㸧ほⅬࡽࠊ
⌧ẁ㝵࡛ࠊࡑࡢἼཬᛶࡀᚲࡎࡋࡶぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠊ࠸࠺ពࠋ
 ࡲࡓࠊྠࠊ◊✲⪅ಶேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢࡈࡃ㌟㏆࡞㛵ಀᛶࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ 
ẕ⫾ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢពࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡶࡼ࠸ࠋᑠཱྀⓗࠊಶูⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ⨨࡙ࡅࠋ
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࠼ࡤࠊ◊✲ࢩ࣮ࢬⓎ⾲ࠊᴗࡸᆅᇦ⮬య㸦බタヨ࡞ࡢබⓗ◊✲ᶵ㛵㸧࡞
ࡢ⏘Ꮫࡢ◊✲ὶ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡲࡓࡣ㐣ཤ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᅾࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࡑࡢᡂᯝ➼ᇶ࡙ࡃウㄽ➼ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ᪂ࡓ࡞ၥࡸᛂ⏝ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
࡛ࠊᮍࡔᐇ㦂ホ౯➼╔ᡭࡋ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ࠋ
㛵㐃ࡍࡿᴗ➼ࡀ┤᥋ཧຍ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࠊணഛ◊✲ࡢෆᐜࡸ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࢽ࣮ࢬ
ഃࡢどⅬ࡛㢮᥎࡛ࡁࡿㄢ㢟࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢᚋࡢඹྠ◊✲ࡢⓎᒎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᴗࡢ௦ࢃࡾ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ➼ࡼࡿ┠ࡁࡸ㛵࡛ࡶࡼ࠸㸧

         ⾲㸯㸬ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒ㛵ࡍࡿ㸲ࡘࡢ㢮ᆺ
࠼ࡤࠊᩍဨࡀ᪥㡭ࡼࡾࠊ᪂つ࡞Ⓨ㸭࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࢹ㸦⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࡸ
㸿㸫Ϩ
ࢹ࣮ࢱࢆࡲࡔ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸༢Ⓨࣞ࣋ࣝ㸧ࢆᣢࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ
᥈⣴ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡸ௬ㄝࡢ᳨ドࠊணഛⓗ࡞ᐇ㦂⨨ࡢ〇సࡸࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂㸭
ヨ㦂࡞╔ᡭࡍࡿ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙜ㠃ࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢㄢ㢟㸦⛉◊㈝➼ࡼࡿࡶࡢྵࡴ㸧ࡢ୰
ࡽὴ⏕ࡋࡓㄢ㢟࡛ࠊᐇ㦂ホ౯⨨➼ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢹࡢ᳨ドࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
ㄢ㢟࡛ࡶࡼ࠸ࠋ

   ࠸࠺ࡇࡀࡼࡃゝࢃࢀࡲࡍࠋ
    ௨ୗࠊࡇࢀࢆᮏㄢ㢟බເࡢ᪨ྜࢃࡏ࡚ࣞࣥࢪࡋ࡚ࠊ௨ୗࠊᐃᛶⓗ㸲ࡘ㢮ᆺࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⏦ㄳㄢ㢟ࡀࡇࢀࡽࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࠊศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࡣࠊࡇࡢศ㢮ࢆཧ⪃ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆ⤠ࡾ㎸ࢇ࡛ࠊᥦࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

    ୍⯡ࠊࡇࢀࡲ࡛ㄢ㢟ࡀฟࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋㸭⫼ᬒࢆᗄࡘᣲࡆ࡚࠸ࡃࠊ 
   
࣭◊✲⪅⮬㌟ࡢከᵝ⣽ศࡉࢀࡓᑓ㛛ศ㔝ࡽ㸦ࡩᛮ࠸ࡘࡃࠊẼ࡙ࡉࢀࡿ㸧
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡁྜ࠸ࡢ࠶ࡿᆅᇦࡢᴗࡢ㸯ᑐ㸯ࡢ㛵ಀࡽ㸦ࢽ࣮ࢬどⅬ㸧
࣭⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ➼ࡽᴗࡢࢽ࣮ࢬㄢ㢟ࡋ࡚ᢞࡆࡅࡽࢀࡓࡇࡽ
࣭ಶࠎࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡽࡢᑠ㡯┠ㄢ㢟ࡢࢫࣆࣥ࢘ࢺ
࣭ Ꮫ  ࡸ ◊ ✲ ࢩ ࣮ ࢬ Ⓨ ⾲  ࡛ ᥋ ゐ ࡋ ࡚ ࡁ ࡓ ಶ ู ࡢ ᢏ ⾡ ┦ ㄯ  ௳ ࡞   ࡽ

  մ㸺ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒศ㢮㸼

㸺ࡈཧ⪃ࡲ࡛ࠊ⌧ᅾࠊࡼࡃྲྀࡾἋửࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸼
ۑሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒  ≀ۑ㉁⣲ᮦ㸭ᶵ⬟ᮦᩱ ⏘⏕≀⏕ۑ㸭⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒㸭㣗࣭㎰ࡢ㸴ḟ
ۑ་⒪ᢏ⾡㸭ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮࣡ࢩࢫࢺᢏ⾡ ۑ⸆㸭㦂㸦⒪⸆ࠊヨ⸆㸭᳨ᰝ⸆㸧
ۑ㧗ᶵ⬟㟁Ꮚࢹࣂࢫ㸭㧗ᐦᗘᐇᢏ⾡ ۑᶵᲔ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾ㸭⏕⏘ᢏ⾡㸭ࣟ࣎ࢵࢺ㸭㹇㹁㹒㸩㹇㹐㹒
ۑḟୡ௦࢚ࢿࣝࢠ࣮㸭࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜ㸭ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻ ♫ۑᇶ┙㸭♫ࣥࣇࣛ
ۑඛ➃ィ 㸭ほ ᢏ⾡㸭ほ ィ ᶵჾ ۑḟୡ௦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢᢏ⾡
ۑ᳨ᰝᇶ‽㸭ရ㉁ホ౯ᇶ‽㸭ᅜ㝿ホ౯ᇶ‽ ♫ۑࢹࢨࣥ㸭ᬽࡽࡋ㸭Ᏻ࣭Ᏻᚰᢏ⾡
ࢻ࢘ࣛࢡۑ㸭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ㸭ࢹ࣮ࢱ࣐ࢽࣥࢢ㸭ࢹ࣮ࢱᵓ㐀ά⏝㸭㹇㹁㹒࣭㹇㹒㹑㸭
ࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ۑ㜵⅏㸭ῶ⅏㸭ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞♫ᵓ⠏ᢏ⾡ࠊ
➼ࠎࠊࡇࢀࡽࡣࠊᵝࠎ࡞⟇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣃࢯࣥࡢⓎゝ➼࡛ฟ࡚ࡃࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ࡛ࡍࠋ

    ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨๓㏙ࡢ㸺බເࡢᣓࡾࡘ࠸࡚㸼࠾ࡅࡿࠊࠕᑠつᶍࠖࠕணഛ◊✲ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࠊ࡞ࡽࡧࠊୗグࠊㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒศ㢮➼ࡶཧ⪃ࡋ࡚ࠊࡈᥦࢆ
࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟ࠋ

࠼ࡤࠊᆅᇦࡢ⏘Ꮫᐁࡢ◊✲ὶ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾᚓࡓᆅᇦ♫ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊ
ᆅᇦࡢ♫ࢽ࣮ࢬࡶ࠸࠺ࡁㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫ࡢᏑ❧࣭⥅⥆㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡔࡀࠊ
ゎỴ᪉ἲࡀ᫂ࠊࡑࡇᏛ➼ࡢ▱ぢࡸⓎࢆ⤌ࡳධࢀ࡚ゎỴࡢ⣒ཱྀࢆぢࡘࡅฟ
ࡑ࠺ࡍࡿࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࠋἼཬᛶࡢ࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἼཬᛶࡢぢ㎸ࡵࡿㄢ㢟ࠋ
⏘ᴗ࣭ࣅࢪࢿࢫࡋ࡚ࡢつᶍⓗᡓ␎ᛶࡸᕷሙᛶࡣ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᆅᇦࡢἼཬᛶࡸᅜ
ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢࣔࢹࣝࡋ࡚Ⓨಙ࡛ࡁ࡚ࠊࡑࡢὀ┠ឤᚰࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡶ
ࡢࡶྵࡲࢀࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢሙྜࡣࠊࡣಶูⓗ◊✲ࡢẁ㝵࡛࣮࢜࢞ࢼࢬ
⮳ࡗ࡚࡞࠸ࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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⏦ㄳ᭩ࡢグධ㡯┠ࡸグ㏙ࡢ᪉࡞ࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࣆࣥࢡᩥᏐ࡛ὀពࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇࡸグධࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆཧ⪃
సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


  

ͤᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㹕㹃㹀ࢧࢺ㸭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊᵝᘧ࣭せ㡿➼ࡢ
ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡘ࠸࡚ࡣ‽ഛ୰ࡢࡓࡵࠊᐇ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡽࠊู㏵ࠊ
ࡈෆࡋࡲࡍࡀࠊᙜ㠃ࡣ㸪๓グᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡇࢆࡈᢎୗࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢࢵࣉ࣮ࣟࢻᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡣணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

ͤὀ㸧࣓࣮࡛ࣝ⏦ㄳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊᩘ᪥ࡋ࡚ࡶࠊᙜࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊࡼࡾ⏦ㄳ᭩ཷ㏻▱࣓࣮ࣝࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⏦ㄳ᭩ཷ⌮࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࠊᚲࡎ⟶⌮ᐊࡑࡢ᪨ࢆ┤᥋ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ู㏵㓄ᕸࡢㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧ࢆබເせ㡿グ㍕ࡢ᪨๎ࡋ࡚సᡂࡢୖࠊᮏせ㡿ࡢᮎᑿ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᥦฟඛࠊ㟁Ꮚࣇࣝ㸦WORD ᙧᘧ㸧ࢆ࣓࣮ࣝῧࡋ࡚ࠊᮇ㝈ෆࡈᥦ
ฟୗࡉ࠸ࠋ
࡞࠾㸪ࡑࡢ㝿ࡣࠊ㟁Ꮚࣇࣝࡣࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛ࣟࢵࢡࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊู࣓࣮࡛ࣝᙜヱࡢࣃ
ࢫ࣮࣡ࢻࢆࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛᐊࡲ࡛࠾▱ࡽࡏୗࡉ࠸ࠋሗ₃ὤࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡛ࡍࠋ

㸲㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ᭩ᵝᘧᥦฟ᪉ἲࠚ

㸲㸬࠙බເㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ㑅⪃ࠚ

        ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡔࠊ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉᙧᡂࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ẁ㝵ࡢ⏦ㄳࡀ┦ᙜࡍࡿ࠾⪃࠼ୗࡉ࠸ࠋ

࡛බເࡋ࡚࠸ࡿࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹㄢ㢟ㄢ㢟⫼ᬒࡀ㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ

ࠕつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲ࠖ

ࡍ࡞ࢃࡕࠊ

ͤ࡞࠾ࠊ㸿㸫Ϫ࡛ࡢㄢ㢟ฟ㢮ᆺࡣࠊู㏵ྠබເࡋ࡚࠸ࡿᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ௨ୗࡢㄢ㢟බເࡢᣓࡾࠊ

       ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

    
 㸿㸫ϫ

㸿㸫Ϫ

資料N o.H 27‑10‑1







㸺⤖ᯝࡢ㏻▱᪉ἲ㸼
 ࣭㏻▱ᩥࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦◊✲㈐௵⪅㸧ᐄ㏦ࡋࡲࡍࠋ᥇ᢥ㏻▱ࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ
 
 ࣭࡞࠾ࠊ㏻▱ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ㸵᭶㡭ࢆ┠㏵ᩥ᭩࡛㏻▱ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛ࡍࠋ
  ࡲࡓࠊ᥇ᢥ᥇ᢥࡢၥ࠸ྜࢃࡏࠊࡲࡓ᥇ᢥ㏻▱グ㍕ࡢ᥇ᢥ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡢ
࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣ୍ษࠊᛂࡌࡽࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊணࡵࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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   ࡲࡓࠊㄢ㢟⤊ᚋࡶࠊࡑࡢᡂᯝෆᐜࡸᚋホ౯ࠊᚋࡢᒎ㛤࡞ࡘ࠸࡚㛤♧࠸ࡓࡔࡃ
  ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸴㸬㸱࠙ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ࠸࡚ࠚࢆ
  ཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ㄢ㢟㑅⪃ࡼࡾ᥇ᢥ࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓ
  ㄢ㢟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ
࣭ㄢ㢟ྡࠊ
࣭◊✲㈐௵⪅ྡ㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ㸧ࡑࡢᡤᒓࠊᙺ⫋ྡࠊ
࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ྡᡤᒓࠊᏛᖺࠊࡶࡋࡃࡣᢏ⾡⫋ဨྡ
  ࢆᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊάືሗ࿌᭩࠾ࡁࡲࡋ࡚㛤♧࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳ᭩సᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢࡇࡈ␃ពࡁࠊணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬㸱࠙ㄢ㢟ྡ◊✲㈐௵⪅ྡ࡞ࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠚ







 
  㸺㑅⪃᪉ἲ㸼
   ۑ๓ฟࡢ㸲ࡘࡢ㑅⪃ᇶ‽ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨࣭≺࠸↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ
⥲ྜⓗ຺ࡋࠊ㑅⪃࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

     ࡢࡳ࡛㑅⪃ࡋࡲࡍࠋ
㸧

  㸺㑅⪃⪅㸼
   ۑᙜࢭࣥࢱ࣮㛗ᙜࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛ࡢྛ◊✲ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿ㑅⪃ဨ㸦ィ㸳ྡ㸧ࡼࡗ࡚
ᐇࡋࡲࡍࠋ
    㸦ణࡋࠊࡇࡢሙྜࠊࡇࡢ㸳ྡࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡࡀࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄢ㢟ྡㄢ㢟ෆᐜ

    ḟࡢ㸲㡯┠ࡘ࠸࡚㑅⪃࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
  
 㸺㑅⪃ࡢᇶ‽㸼
      ձ᪂つᛶࠊࡲࡓࡣㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶࠊ      
      ղ⊂⮬ᛶ
      ճἼཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ
      մ㸲᭶㛫⛬ᗘ࡛┠㏵ࡢࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ
     
        
㸲㸬㸰㸬㸰࠙㑅⪃ࡢ᪉ἲࠚ

㸲㸬㸰㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ᇶ‽ࠚ

㸲㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠚ

資料N o.H 27‑10‑1
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 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

࣐ͤࢵࢳࣥࢢㄝ᫂ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ୍㒊ࠊኚ᭦ಟṇ➼ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡲࡓࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫͤࡢ࠾ࡼࡑࡢὶࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ࣮࣌ࢪࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
 ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

㸳㸬㸯࠙ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵㸭ᢏ⾡⫋ဨㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࠚ
  
   ඛබເࡋࡓࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࠊᮏㄢ㢟බເࡼࡗ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿ
ࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࡳࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡔࡗࡓㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࡢࡳࠊᢏ⾡⫋ဨࡢ
࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࢆู㏵ࠊᨵࡵ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋ
యࡢὶࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ㏙ࡢࠕ㸳㸬㸱 ࠙ㄢ㢟ࡢබເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ
ὶࢀࠚࠖࡢࣇ࣮ࣟᅗࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸳㸬࠙ㄢ㢟ࡢᐇ࣭㐍ࡵ᪉ࠚ

資料N o.H 27‑10‑1

 

յࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢཷධࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨࡢࡈุ᩿࡛ࠊᮏேࡢ㈨㉁ࠊࡸࡿẼࠊᮏㄢ㢟
බເࡢ᪨➼ࢆ຺ࡋ࡚⥲ྜⓗࡈุ᩿ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ᑐࡍࡿཷධྍྰࡢᅇ⟅ࡣࠊ㠃ㄯࡢሙ࡛⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ྠㄢ㢟ࢆᕼᮃࡍࡿࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ㠃ㄯ⤊ᚋࡲ࡛ᚅࡗ࡚⾜࠺ࡣࠊᩍဨࡢ
ࡈุ᩿࠾ࡲࡏࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㸵᭶㸰㸮᪥ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ⤖ᯝ᭱⤊ሗ࿌ࡲ࡛ࡣ
㒊ࡢᅇ⟅ࡀฟᥞ࠺ࡼ࠺ࠊ᪥⛬ࢆ຺ࡋ࡚㹐㸿ೃ⿵ᅇ⟅ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉ࠊ
➨㸯ᕼᮃ⪅ࡢ㠃ㄯ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊཷධྍࡢሙྜࠊࡑࡢ㹐㸿ೃ⿵ࡀ┤ࡕ➨㸰ᕼᮃ
ㄢ㢟ࡢ㠃ㄯධࢀࡿࡼ࠺ࡈ㓄៖ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᏛ⏕ࡢពᚿࢆᑛ㔜ࡋ࡚ࡢᑐᛂ࡞ࡾࡲࡍࠋணࡵࡈᢎୗࡉ࠸ࠋ

㹐㸿ೃ⿵ᮏேࡽ࢟ࣕࣥࢭࣝࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ͤ㸱㸧➨㸯ᕼᮃࡢ㠃ㄯࡀඛ࡞ࡉࢀࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧࡞ࡗࡓሙྜࠊ➨㸰ᕼᮃࡢ㠃ㄯࡑࡢࡶࡢࡀ

ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

➨㸯ᕼᮃ㠃ㄯࡢ⤖ᯝḟ➨࡛ࠊඛࡢ➨㸰ᕼᮃࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ࡀ㹐㸿ೃ⿵ᮏேࡽ࢟ࣕࣥࢭࣝ

ͤ㸰㸧ᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ᪉ࡢ᪥⛬ࡢ㒔ྜ࡛ࠊ➨㸰ᕼᮃ㠃ㄯࡀඛ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡢ

ͤ㸯㸧ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡀ࣏ࢆྲྀࡗ࡚΅ࡍࡿࡇࡶࠊᩍ⫱ࡢ୍⎔ࡋ࡚⨨ࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

մㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡀಶู㠃ㄯࡋࠊ┦⣡ᚓࡋࡓሙྜㄢ㢟
ᐇ࡞ࡾࡲࡍࠋ➨㸯ᕼᮃࠊ➨㸰ᕼᮃࡢࡑࢀࡒࢀࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ಶู㠃ㄯࢆ
⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡸ㐃⤡ࡣࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵⮬㌟⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸
ࡲࡍࡢ࡛ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢ᪉ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㠃ㄯ࡞ࡢ᪥⛬ㄪᩚࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ
ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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ࡇࡇࡲ࡛ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢࣉࣟࢭࢫ

ն࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋಶูㄢ㢟ᐇࡢㄋ⣙᭩ࢆసᡂ࣭⨫ྡࠊᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
ͤ(1)ㄢ㢟ࡀᴗ➼ࡢᏛእඹྠ◊✲➼࡛㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿሙྜࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ
 (2)Ꮫእࡢ㛵ಀࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧ࡋࡓㄢ㢟ࡢሙྜࠊᩍဨࡢุ᩿࡛ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ
    ࢆࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᩍဨ㛫࡛సᡂ࣭⨫ྡࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏᏛᏛ㛗ᐄ
                       
ᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋᮏᏛࡢႠᴗ⛎ᐦ⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ๎ࡋ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋ
 ͤ࡞࠾ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㹐㸿ೃ⿵ࡣࠊ᥇⏝ぢ㏦ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ



ճᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊㄢ㢟ࡈ㠃ㄯᕼᮃࡢࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵⪅ࡢሗࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ
࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠋ
㸦࠾ࡑࡽࡃ࣓࣮࡛ࣝࡢ࠾▱ࡽࡏ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸧

ղࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟୍ぴ㸦ㄢ㢟ྡᴫせᩍဨྡ㸧ࢆࢭࣥࢱ࣮㹐㸿
ೃ⿵ࡀぢ࡚ࠊᐇࡋࡓ࠸ㄢ㢟ࡢ➨㸯ᕼᮃࠊ➨㸰ᕼᮃࡢ㸰ㄢ㢟ࢆᣲࡆ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

ձ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ဨࢆ㞟ࡵࡲࡍࠋ
㸦Ḟᖍ⪅ࡣᚋ᪥ࠊಶู㸧
ࡑࡇ࡛ࠊㄢ㢟ࡢ㛤♧ࢆཷࡅࡿⅬ࡛సᡂ࣭⨫ྡࡍࡿᏲ⛎⩏ົㄋ⣙᭩㸦ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㸿㸧
ࢆᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᮏᏛᏛ㛗ᐄᥦฟࡋࡲࡍࠋ
㸦㸴᭶ୗ᪪㹼㸵᭶ୖ᪪ࢆணᐃ㸧
ࠋ
 ᮏᏛࡢႠᴗ⛎ᐦ⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ๎ࡋ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋ
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            㸺࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡣࡇࡇࡲ࡛㸼

ս࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵࠾ࡼࡧᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ
࠸ࡎࢀࡶᡂ❧࡞ࡾࠊㄢ㢟ᐇࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
㸯㸧ᙜヱㄢ㢟ࡣࠊ᥇ᢥྲྀࡾᾘࡋࠋ
㸰㸧ᙜヱࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡣࠊ᥇⏝ࢆぢ㏦ࡾࠋ
㸱㸧ᢏ⾡⫋ဨࡶᴗົ౫㢗ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞ࡾࡲࡍࠋணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࢆᢏ⾡⫋ဨᩍဨ㛫࡛సᡂ࣭⨫ྡࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏᏛᏛ㛗ᐄ
ᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋᮏᏛࡢႠᴗ⛎ᐦ⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ๎ࡋ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋ

ͤ(1)ㄢ㢟ࡀᴗ➼ࡢᏛእඹྠ◊✲➼࡛㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿሙྜࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ
 (2)Ꮫእࡢ㛵ಀࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧ࡋࡓㄢ㢟ࡢሙྜࠊᩍဨࡢุ᩿࡛ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ

ռ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋಶูㄢ㢟ᐇࡢㄋ⣙᭩ࢆసᡂ࣭⨫ྡࠊᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

ᙜヱᡭ⥆ࡁࡀࡋࡓࡽࠊࡑࡢ᪨ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡲ࡛࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

౫㢗ࡢᡭ⥆ࡁ࡞ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛෆつᐃᚑࡗ࡚ᐇࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹐㸿␗࡞ࡾࠊᢏ⾡⫋ဨㄢ㢟ᚑࡋ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜࡢㅖᏛෆᡭ⥆ࡁ㸦ᢏ⾡⫋ဨࡢ⮫ࡢᴗົ

 ͤ㸺㔜せ㸼

ջᢏ⾡⫋ဨࡢཷධࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨࡢࡈุ᩿࡛ࠊㄢ㢟බເࡢ᪨➼ࢆ຺ࡋ࡚⥲ྜⓗ
ࡈุ᩿ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᢏ⾡⫋ဨᑐࡍࡿཷධྍྰࡢᅇ⟅ࡣࠊ㠃ㄯࡢሙ࡛⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊྠㄢ㢟ࢆ
ᕼᮃࡍࡿࡢᢏ⾡⫋ဨࡢ㠃ㄯ⤊ᚋࡲ࡛ᚅࡗ࡚⾜࠺ࡣࠊᩍဨࡢࡈุ᩿࠾ࡲࡏࡋࡲ
ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㸶᭶ୗ᪪㹼㸷᭶ୖ᪪ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ⤖ᯝ᭱⤊ሗ࿌ࡲ࡛ࡣ㒊ࡢᅇ⟅ࡀฟᥞ
࠺ࡼ࠺ࠊ᪥⛬ࢆ຺ࡋ࡚ྠ⫋ဨᅇ⟅ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

պㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨྛᢏ⾡㒊⫋ဨࡀ㠃ㄯࡋࠊ┦⣡ᚓࡋࡓሙྜㄢ㢟ᐇ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ➨㸯ᕼᮃࠊ➨㸰ᕼᮃࡢࡑࢀࡒࢀಶู㠃ㄯࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡸ㐃⤡ࡣᙜ⪅㛫࡛⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢ᪉
ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㠃ㄯ࡞ࡢ᪥⛬ㄪᩚࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

չᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊㄢ㢟ࡈ㠃ㄯᕼᮃࡢᢏ⾡㒊⫋ဨࡢሗࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ࠾▱ࡽ
ࡏࡋࡲࡍࠋ
㸦࠾ࡑࡽࡃ࣓࣮࡛ࣝࡢ࠾▱ࡽࡏ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸧

ոࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ㄢ㢟୍ぴ㸦ㄢ㢟ྡᴫせᩍဨྡ㸧ࢆᢏ⾡
⫋ဨぢ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᐇࡋࡓ࠸ㄢ㢟ࡢ➨㸯ᕼᮃࠊ➨㸰ᕼᮃࡢ㸰ㄢ㢟ࢆᣲࡆ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

ࡇࡇࡽࡀᢏ⾡⫋ဨࡢࣉࣟࢭࢫ

資料N o.H 27‑10‑1

࣮ࢱࣥࢭۑ㹐㸿ೃ⿵ᮏேࡀࠊ⮬ศ࡛㑅ࢇࡔㄢ㢟ࡢᥦ⪅ࡢᩍဨࡢୗ⮬ࡽ࣏ࣥࢺ
࣓ࣥࢺࢆࡗ࡚ᕼᮃࢆఏ࠼ࠊ㠃᥋ࢆཷࡅࡿ࠸࠺⮬ࡽࡢάືࡀ㉳Ⅼ࡞ࡿࡇࡢ
ㄆ㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࠋ
㸦⮬ࡽ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍேࢆ⫱ᡂࡍࡿᶵࡍࡿࠋ
㸧

࣮ࢱࣥࢭۑ㹐㸿ࡢ༤ኈㄽᩥ◊✲ࡢ◊✲ศ㔝ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࢆ✚ᴟⓗ㑅ࡤࡏࡿᶵࢆ
ᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿⮬㌟ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࡢ
୍⎔࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡢࣉࣟࢭࢫ㔜どࢆ≉Ⰽࡍࡿࠋ
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㸦㸳㸧᪥㡭ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࡸྲྀࡾࡲࡵࠊ᭱⤊ሗ࿌ࡢసᡂ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢ◊✲
㈐௵⪅ࡢᩍဨ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ణࡋࠊㄢ㢟ᐇᮇ㛫୰ࠊ㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠊ
ࠕㄢ㢟᥎㐍ࡢ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖࢆᐇ࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࠋࡇࡢ┠ⓗࡣࠊ

    㸦㸲㸧㐍ᤖ⟶⌮ࡶࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢᣦᑟࡢୗࠊཎ๎ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᢸᙜࡉࡏ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋᚑ᮶ࡢ㹐㸿ࡢ㐪࠸ࡣࠊᚑ᮶ࡢ≉ู₇⩦࡞ࡼࡾࡶ㋃ࡳ㎸ࢇࡔㄢ㢟ࡢᑐᓖ
ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᢏ⾡⫋ဨࡢㄢ㢟ࡢሙྜࠊ⫋ဨࡢ┦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐦࡋ࡚㐍ᤖ⟶⌮
ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ㸧

㸦㸱㸧ᩍဨࡣㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿྠࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢᣦᑟ⪅࣭ຓゝ⪅࡛ࡶ࠶ࡾࠊホ౯
⪅࠸࠺❧ሙ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡶྠᵝ࡞ࢫࢱࣥࢫ࡛⪃࠼ࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࢆᣦᑟ࠸ࡓࡔࡃ㝿ࡣࠊࡑࡢ⮬ᛶࠊ⮬❧㸭⮬ᚊᛶࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑛ㔜
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ᢏ⾡⫋ဨ࠾࠸࡚ࡣࠊ⫋ᴗேࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞▱㆑ࢫ࢟ࣝࡢᙧᡂ⧅ࡀࡿࡼ࠺ࠋ㸧

    㸦㸯㸧ㄢ㢟ࡢᐇࡣࠊㄢ㢟ࡑࡢᢸᙜࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡀỴᐃḟ➨ࠊㄢ㢟ᥦ⪅ࡢ
ᩍဨࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࢆࡈᣦᑟࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸳㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢ㐍ࡵ᪉࣭㐍ᤖ⟶⌮ㄢ㢟᥎㐍ࠚ

 

ͤࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵⪅ࡣࠊࠕࢥ࣑ࢵࢺࡉࢀࡿࡣఱࡀᚲせ㸽ࠖࠊࠕఱࢆ࠺ࡋࡓ࠸
㸽ࠖࠊࠕ࡞ࡐ⮬ศࡀ࡛ࡁࡿࡢ㸽ࠖࠊࠕ⮬ศࡀ⾜࠺ࡇࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ
㸽ࠖ
ࠊ࡞ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ┦ᡭᕼᮃࢆఏ࠼ࠊ΅ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࠸࠺ࠗ࠘
ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣀ࣮࣋ࢸࣈ㸦㸻⌧≧ࢆኚ࠼
ࡿேࠊ࿘ᅖࢆኚ࠼ࡿேࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢩ࣮ࣗࣥ࣌ࢱ࣮ࡢゝ࠺ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ⓗ㈨㉁㸧
࡞ேᮦ⫱ᡂ࠸࠺ᩍ⫱ࡢ୍⎔ࡶゝ࠼ࡲࡍࠋ

ۑᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡀ࠸⣡ᚓࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡣࠊ୍✀
ࡢዎ⣙ᡂ❧ぢ࡞ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᩍဨࡀ⮬ࡽ⏦ㄳࡋࡓㄢ㢟ᚑ࡛ࡁࡿࢭࣥࢱ
     ࣮㹐㸿ೃ⿵࠺ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡛ࠊㄢ㢟ᐇࡢᣦᑟ㈐௵ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
    

  

   㸺࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࢆᑟධࡍࡿࡡࡽ࠸㸼
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࡞ࢆ࠾ఛ࠸ࡋࠊ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡢ㐍⾜ࢆࡼࡾⰋࡃ᥎㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ  
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽ࠾ఛ࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ఛ࠸ࠊ≧ἣᛂࡌ࡚ᣦᑟ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ᪥➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ᐊ㛗ྡ࡛ࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊᨵࡵ࡚㏻▱࠸ࡓࡋࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊ‽ഛ㸦㛵ಀ⪅ࡢ㐃⤡ࠊࡾࡲࡵ➼㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲㈐௵⪅ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋ
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   ㄢ㢟ࡢබເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࡣࠊḟ࣮࣌ࢪࡢࣇ࣮ࣟᅗࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ

㸳㸬㸱࠙ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠚ

  

ղ◊✲㛤Ⓨ⌧ሙ࣭ᐇ㦂⨨➼ࡢ⌧ሙどᐹ
ճ◊✲㛤Ⓨࡢᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋࡸㄢ㢟㐙⾜ࡢព㆑ඹ᭷ࡢ≧ἣ࡞

㸦୰㛫ሗ࿌ࡢᥦ♧㸸㸿㸲∧㸯ᯛ⛬ᗘࡲࡵࡓࡶࡢࢆࡑࡢሙ࡛ᥦ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
㸧

     ձㄢ㢟㐍ᤖ≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡ
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 ᩘ᪥ࡋ࡚ࡶົᒁࡼࡾࠊཷ⌮㸭
ཷ⌮ࡢ㏻▱࣓࣮ࣝࡀ㏦ࡽࢀ࡚
ࡇ࡞࠸ሙྜࡣࠊົᒁ☜ㄆࡢ
㐃⤡ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ
ࢆ㛫㐪ࡗ࡚㏦ಙࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡾᚓࡲࡍࠋ

ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿බເ㸦ู㏵㸧
ͤ㸦᥇⏝㛤ጞࡣ㸷᭶㸯᪥㹼㸯㸰᭶ᮎ㸧
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       ۔ㄢ㢟㛤ጞ㸷᭶㸯᪥㹼 ㄢ㢟⤊㸯㸰᭶ᮎࡲ࡛ࠋ
  
ͤㄢ㢟ᐇᮇ㛫୰ㄢ㢟㐍ᤖࢳ࢙ࢵࢡࠊ◊✲ᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋ࡞ࡘ࠸࡚ࠊㄢ㢟᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡲࡍ㸦1㹼㸰ᅇ⛬ᗘ㸧ࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ࠊ◊✲㈐௵⪅ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢඹྠ◊✲⪅
㸦ᴗࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࢀࡤᴗྵࡴ㸧➼ࡽఛ࠸ࠊ≧ἣࡼࡾᣦࡸຓゝ࡞ࡶ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ͤࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢಶูㄢ㢟ᐇࡢㄋ⣙᭩ࢆᩍဨ㹐㸿㛫ู࡛㏵ಶูసᡂࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ㛗ᐄᥦฟ㸧
Ꮫእࡢ㛵ಀࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊᑗ᮶ࡢᒎ㛤ഛ࠼࡚ᩍဨࡢุ᩿࡛ㄋ⣙᭩ࢆู㏵సᡂࠋࡇࢀࡶᏛ㛗ᐄᥦฟࠋ
ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡍࡿㄋ⣙᭩ᵝᘧࡣࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊࡽධᡭࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࢀࡽㄋ⣙᭩ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ๓ฟࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢࣇ࣮ࣟᅗࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ

࣭Ꮫእࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼㛵ࢃࡿሙྜࡢᙜ⪅㛫ࡢᡭ⥆ࡁࠋ
ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᡭ⥆ࡁ㸦㹌㹂㸿㸪ඹྠ◊✲ዎ⣙➼㸧

࣐ࢵࢳࣥࢢ⤖ᯝࢆࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊሗ࿌ࠋࢭࣥࢱ࣮RA ࡢ㞠⏝ᡭ⥆ࡁ㛤ጞࠋͤ㸶᭶㸯᪥㹼ࠋ

ͤཷධࢀྍࡢሙྜࠊ➨㸰ᕼᮃࡢㄢ㢟࡛ಶู㠃ㄯࠋ
㹐㸿ཷධࢀㄢ㢟㐙⾜ࡢ㈐௵ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛㹐㸿ೃ⿵ᩍဨᒓࡍࡿࠋ
ͤ᪉ࡢཷධࡀ᭱ᚋࡲ࡛(➨㸰ᕼᮃࡲ࡛)࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡗࡓሙྜࠊ
࣭ᙜヱㄢ㢟ࡣᢏ⾡㒊⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ⛣⾜ࠋ
࣭㹐㸿ೃ⿵ࡣ᥇⏝ぢ㏦ࡾࠋ

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡼࡿㄢ㢟ࢆ⏦ㄳࡋࡓᩍဨಶู㠃ㄯ㸦㹐㸿ཷධࡢྍྰぢᴟࡵ㸧
㸵᭶㸰㸮᪥㡭㸦ணᐃ㸧ࡲ࡛ࠋ

▱㈈࣭Ᏺ⛎⩏ົ➼ࡢ⡆༢࡞ㅮ⩏ࢆྵࡴࠋ➨㸯ᕼᮃ➨㸰ᕼᮃࡢㄢ㢟ࢆ㑅ᢥࡉࡏࡿࠋ
ͤㄢ㢟ࡢ㛤♧ࢆཷࡅࡿࡇᑐࡍࡿ㹐㸿ೃ⿵ࡼࡿㄋ⣙᭩సᡂࠋࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ㛗ᐄᥦฟࠋ

࣭ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵᥇ᢥㄢ㢟ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂㸵᭶ୖ᪪㡭㸦ணᐃ㸧

 㑅⪃⤖ᯝࡢ࣮࢜ࢯࣛࢬ
 㸦㐠Ⴀ㆟࡞㸴᭶ୖ᪪㹼୰᪪㸧

 㸲᭶㸰㸮᪥㸦බເ⥾ษཝᏲ㸧
⏦ㄳ᭩ࡢ༏ྡฎ⌮ཬࡧ
බເㄢ㢟ࡢ㑅⪃㛤ጞ㸲᭶ୗ᪪㹼
㸳᭶୰᪪㸦㑅⪃ࡢ‽ഛྵࡴ㸧

 ◊✲㈐௵⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡀ࣓࣮ࣝ
࡛⏦ㄳ᭩ࢆ㏦ࠋ
㸦㏦ࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛ࣟࢵࢡ㸧
ົᒁࡼࡾࠊཷ⌮㸭ཷ⌮ࡢ
㏻▱࣓࣮ࣝࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅㏦ࠋ

㸦බເෆ࣭ไᗘ๓ㄝ᫂㸲᭶୰ᐇ㸧
 බເ㛤ጞ㸲᭶㸯᪥㹼බເ⥾ษ㸲᭶㸰㸮᪥
ᩍဨ࣓࣮࡛ࣝ㓄ಙ㸦せ㡿ࠊᵝᘧ㸧ணᐃ
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 ͤሗ࿌ࡢᐇ ⩣ᖺ㸴᭶㡭㸦ணᐃ㸧
  PO ࠾ࡼࡧㄢ㢟㑅⪃ጤဨ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࢭࣥ
ࢱ࣮◊✲㒊㛛㸳ศ㔝ࡢホ౯ጤဨ㸦㸳ྡ㸧
ࡢ๓࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨሗ࿌
ࣉࣞࢮࣥࢆᐇࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
ᣦᑟᩍဨࡶᚲࡎྠᖍࠋ
◊✲ィ⏬ࡢᩚྜࠊ⤊ᚋࡢᒎ㛤➼
ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄢ㢟ᚑ
ࡋ࡚ࡢᡤឤࡸᮏࢫ࣮࣒࢟ࡘ࠸࡚ࡢ
ၥ㢟Ⅼࡸᥦ࡞ࡶేࡏ࡚⪺ࡁࡲࡍࠋ
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ͤࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦㹎㹍㸧ࡣ
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᢸ࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟⤊ᚋ㛵ಀ⪅㛫࡛ᚲࡎ᳨ウ
࣭▱㈈ࡢྍ⬟ᛶࠊ
࣭እ㒊➇தⓗ㈨㔠⏦ㄳࡢྍ⬟ᛶ
㸦⛉◊㈝௨እࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢫ࣮࣒࢟ࡢࡶࡢ㸧
࣭ᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢ
ᮏ᱁ⓗ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶ

    ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢㄢ㢟ࠊᢏ⾡⫋ဨࡢㄢ㢟
ࡑࢀࡒࢀㄢ㢟ሗ࿌᭩సᡂ ⩣ᖺ㸲᭶ᮎ㸦ணᐃ㸧

ͤㄢ㢟ᐇᮇ㛫୰ㄢ㢟㐍ᤖࢳ࢙ࢵࢡࠊ◊✲ᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋ࡞ࡘ࠸࡚ࠊㄢ㢟᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡲࡍ㸦1㹼㸰ᅇ⛬ᗘ㸧ࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ࠊ◊✲㈐௵⪅ࠊᢏ⾡⫋ဨࡢඹྠ◊✲⪅㸦ᴗࡀຍࢃࡗ࡚
࠸ࢀࡤᴗྵࡴ㸧➼ࡽఛ࠸ࠊ≧ἣࡼࡾᣦࡸຓゝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

    ࣭ㄢ㢟㛤ጞ 㸷᭶⮳㸯㸮᭶㹼  ㄢ㢟⤊ ⩣ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛ࠋ

ͤಶูㄢ㢟ᐇࡢㄋ⣙᭩ࢆᩍဨᢏ⾡⫋ဨࡢ㛫ู࡛㏵ಶูసᡂࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ㛗ᐄᥦฟ㸧
Ꮫእࡢ㛵ಀࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊᑗ᮶ࡢᒎ㛤ഛ࠼࡚ᩍဨࡢุ᩿࡛ㄋ⣙᭩ࢆู㏵సᡂࠋࡇࢀࡶᏛ㛗ᐄᥦฟࠋ
ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡍࡿㄋ⣙᭩ᵝᘧࡣࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊࡽධᡭࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࢀࡽㄋ⣙᭩ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ๓ฟࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢࣇ࣮ࣟᅗࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ

࣭Ꮫእࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼㛵ࢃࡿሙྜࡢᙜ⪅㛫ࡢᡭ⥆ࡁࠋ
ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᡭ⥆ࡁ㸦㹌㹂㸿㸪ඹྠ◊✲ዎ⣙➼㸧

࣐ࢵࢳࣥࢢ⤖ᯝࢆࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊሗ࿌ࠋᩍဨࡼࡿᢏ⾡⫋ဨࡢ⮫ᴗົ౫㢗ᡭ⥆ࡁ➼㛤ጞࠋ

ͤ᪉ࡢཷධࡀ᭱ᚋࡲ࡛(➨㸰ᕼᮃࡲ࡛)࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡗࡓሙྜࠊᙜヱㄢ㢟ࡣ᥇ᢥྲྀࡾᾘࡋࠋ

࣭ᢏ⾡⫋ဨㄢ㢟ࢆ⏦ㄳࡋࡓᩍဨಶู㠃ㄯ 㸶᭶ୗ᪪㹼㸷᭶ୖ᪪㸦ணᐃ㸧ࡲ࡛ࠋ

➨㸯ᕼᮃ➨㸰ᕼᮃࡢㄢ㢟ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ͤㄢ㢟ࡢ㛤♧ࢆཷࡅࡿࡇᑐࡍࡿㄋ⣙᭩సᡂࠋࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ㛗ᐄᥦฟࠋ

࣭࣐ࢵࢳࣥࢢ₃ࢀㄢ㢟㸭࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ㄢ㢟ᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂㸶᭶ୖ᪪㡭㸦ணᐃ㸧

ձࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡽ㑅ᢥࡉࢀ࡞ࡗࡓㄢ㢟㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ₃ࢀㄢ㢟㸧
      ղࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧࡞ࡗࡓㄢ㢟ࢆࡑࢀࡒࢀ㞟⣙
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㸴㸬㸰࠙ሗ࿌ᚋホ౯࡞ࡽࡧ⤊ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ
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㸧ձᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡋ࡚ࠊሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࢆࡍࡿሙྜࠋ
   ణࡋࠊᮏㄢ㢟බເ᥇ᢥࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊㄢ㢟ྡ௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓࡘ࠸࡚ࡣ
   ⮬ືⓗᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ
   ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡢ㝿ࡣࡑࡢࡇ༑ศࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ▱㈈ࡸㄽᩥ➼ࡢᡭ⥆ࡁ࡞ࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊඹྠ◊✲⪅ࡽࡢྠពࡀᚓࡽࢀࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢ
ᡂᯝࢆබ㛤ࡋ࡚ࡶⰋ࠸≧ἣᡂࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᡂᯝෆᐜࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

 㸴㸬㸱࠙ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ࠸࡚ࠚ

  ࡞ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ձᮏㄢ㢟ᐇࡼࡿᡂᯝ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⅼ
ղ◊✲ィ⏬ࡢᩚྜᛶ㸦ኚ᭦Ⅼࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢ⏤㸧
ճ◊✲㛤Ⓨࡢᚋࡢぢ㏻ࡋࡸᒎ㛤㸦ᴗ➼ࡢぢゎࡶྵࡴ㸧
մ▱㈈㸦≉チฟ㢪㸧ࡸ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ᳨ウ≧ἣࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ

ࣥࢮࣞࣉ۔ᐇ⪅㸸 ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨ
ྠ۔ᖍ⪅    㸸 ௦⾲◊✲⪅㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ࡣᚲ㡲ࠋ
ඹྠ◊✲⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࠊඹྠ◊✲⪅ࡶྠᖍ㸦ᴗ➼ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾ㸧
ࠋ

   ๓ฟࡢࠕㄢ㢟ࡢබເࡽ⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠖࡢࣇ࣮ࣟᅗ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺
  ㄢ㢟⤊ᚋࠊሗ࿌᭩ࢆࡈᥦฟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊ㸴᭶㡭ࢆ┠㏵ࠊሗ࿌ࢆᐇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
  ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿ㸳ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿホ౯ጤဨ㸦ㄢ㢟㑅⪃ࡢ㑅⪃ጤဨ㸧ᑐࡋ
࡚ࠊᡂᯝࡢሗ࿌ࣉࣞࢮࣥࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ



  յ▱㈈ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ࡶᚲࡎ᳨ウࡋࠊሗ࿌᭩ࡑࡢⅬࡶゝཬࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  մᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆฟཱྀࡋ࡚┠ᣦࡍㄢ㢟ฟࢆᮇᚅࡋ࡚
   ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢほⅬ࡛ࡢྍ⬟ᛶࡶ᳨ウࡋ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  ճ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔሗ࿌᭩㸦ㄢ㢟ࡢᑗ᮶ࢆุ᩿ࡋ࠺ࡿᮦᩱࡋ࡚ࠊࡲࡓࡑࢀࢆᥦゝࡋ࡚
ࡲࡵୖࡆࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㔜どࡋ࡚㸧࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࠊసᡂࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  ղሗ࿌᭩ࡣᚲࡎࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏே㸭ᢏ⾡⫋ဨࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚సᡂࡋࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡢ 
ᣦᑟ࣭ウㄽࡢୗ࡛ᡂࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ㄢ㢟⤊ᚋࡣࠊሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋሗ࿌᭩ࡢᵝᘧࡣࠊ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨ 
ࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡼࡾู㏵ࠊ㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 
  ձሗ࿌᭩ᵝᘧࡣࠊ㸿㸲∧㸲࣮࣌ࢪ⛬ᗘࢆᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦እ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢሗ࿌᭩ᵝᘧࢆཧ↷ࡋࡓ⊂⮬ᵝᘧ㸿㸲∧㸲࣮࣌ࢪ⛬ᗘࠋ
㸧

 㸴㸬㸯࠙⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂࡘ࠸࡚ࠚ

㸴㸬࠙⤊ሗ࿌㸸ሗ࿌᭩సᡂࠊሗ࿌ࠊㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ
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  ձ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ᫂࠾ࡅࡿㄢ㢟㛤♧ࢆཷࡅࡿⅬ࡛సᡂ⨫ྡࡍࡿ
Ᏺ⛎⩏ົ➼ࡢㄋ⣙᭩ࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㸿(ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟㛤♧⏝)ࠋ
ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ㛗࠶࡚ㄋ⣙ࡍࡿ㹐㸿ೃ⿵సᡂ࣭⨫ྡࡼࡿ
ㄋ⣙᭩࡛ࡍࠋ
㸦ᢏ⾡⫋ဨࡶྠᵝㄋ⣙᭩సᡂ࣭⨫ྡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ㸧

ࡑࡇ࡛ࠊ๓ฟ㸳㸬㸱࠙ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠚ࡛࿊♧
ࡋࡲࡋࡓࣇ࣮ࣟᅗ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ

ࡲࡓࠊᖺᗘࡽ᪂ࡓᢏ⾡⫋ဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊྠ⫋ဨᑐࡋ࡚ࡶୖグ࢞ࢻ
ࣛࣥࡢ㐺⏝ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ

㸶㸬࠙Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠚ
 
ᮏᏛࡢࠗ㮵ඣᓥᏛ࠾ࡅࡿ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠಀࡿႠᴗ⛎ᐦ⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ࠘๎ࡗ࡚ྲྀᢅ࠸
  ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᙜヱㄢ㢟ࡀࠊ⏦ㄳࡋࡓᩍဨࡼࡿᆅᇦ⮬యࠊබⓗ◊✲ᶵ㛵ࠊ≉ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ
  ࢆฟⓎⅬࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀࡍ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡇࢀࡽ㐍⾜ࡋࡼ࠺Ᏺ⛎⩏ົಖᣢ
ዎ⣙㸦㹌㹂㸿㸧➼ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙➼࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡢⓗ➇தⓗእ㒊㈨㔠ไᗘ⏦ㄳ୰ࠊࡲࡓ
ࡣ⏦ㄳ῭ࡳ࡛᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᑐࡍࡿᏲ⛎⩏ົಖᣢ
ዎ⣙ࡶࠊ୍⯡Ꮫእࡢ❧ሙࡽࡍࢀࡤྠ➼ࡳ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ
  ࡓࡔࡋࠊᮏᏛ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡑࢀࡽᏛእࡢᶵ㛵ࠊཧ⏬ᴗ➼ྲྀࡾࢃࡍዎ⣙ᩥ᭩➼࡛ࡣࠊ
㹐㸿ࡢྡ๓ࡀཧຍ⪅ࣜࢫࢺࡋ࡚᫂グࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ

   ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡶ㠀ᖖࡢ⫋ဨ࠸࠺⨨࡙ࡅ࡞ࡢ࡛ࠊ௨㝆㏙ࡲࡍࠊ⫋ົⓎ᫂ࡸࠊᏛእ㛵
ಀ⪅ࡢᏲ⛎⩏ົዎ⣙ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙ࠊ┈┦➼ࡣࠊᡤᐃࡢᡭ⥆ࡁࡸ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋࡇࡢࡇࢆ࠾ࡊ࡞ࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
  ࡇࢀࡽ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏᏛࡢㅖつᐃࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᚲࡎࡑࢀࡽࢆ㡰Ᏺ࡞ࡉࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

   Ꮫෆつᐃࡢࠕ㹒㸿࣭㹐㸿ົ࣐ࢽࣗࣝࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕ㹒㸿࣭㹐㸿㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸せ㡯ࠖࢆ
ཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊேᮦ⫱ᡂᩍ⫱ࡢ୍⎔࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ୍᪉࡛බເㄢ㢟ࡢᑗ᮶ࡢ㐨➽࣭ྍ⬟
  ᛶ᥈⣴ࡢഃ㠃ࢆุ᩿ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡇࢆุ᩿ࡍࡿᮦᩱࡋ࡚ࡢㄢ㢟ᐇࠊ
ᡂᯝࡢሗ࿌࡛࠶ࡿࡇࢆࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸵㸬࠙ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢྲྀᢅ࠸㓄៖ࠚ

  ͤὀ㸧࡞࠾ࠊࡇࢀࡣูࠊᮏᏛࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡀᡤ⟶ࡍࡿࠕ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡢ
ᥖ㍕࡛ࡣࠊㄢ㢟⤊ᚋබ㛤ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᚲࡎᥖ㍕ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 

    ղබ㛤ྍ⬟࡞」ᩘࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᆅᇦᑐࡋ࡚ᡂᯝሗ࿌ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊㅮ₇ࠊຮᙉ࡞ࢆ㐺ᐅ㛤ദࡍࡿሙྜࠋ
㸦ࡇࢀࡣࠊᏛࡽࡢሗⓎಙࠊᆅᇦᴗ➼ᑐࡍࡿඹྠ◊✲ࡸᢏ⾡⛣㌿ࢆເࡿ
࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛㸳ศ㔝ࡢ◊✲➼ࡢཧ⏬࠾ㄏ࠸࡛࠶ࡾࠊ
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡸᢏ⾡⫋ဨࡢᆅᇦᴗࡢὶᶵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㸧
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10㸬࠙⌮つᐃ㸭⤒⌮ィつᐃ㸭┈┦つᐃ㸭Ᏺ⛎⩏ົ࠾ࡼࡧ▱㈈➼ࡢྲྀࡾỴࡵ㸭
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ➼ᑐࡍࡿࡇࠚ
  
ᮏᏛ࡚ࡍ࡛ྲྀࡾỴࡵࡸ㏻▱ࡢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀つᐃ➼‽ࡌࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽ๎ࡗ࡚ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳࠊᐇࠊሗ࿌᭩సᡂࠊㄽᩥⓎ⾲➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊಶูࡢつᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣឡࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
  

   ࡞ࡢຠᯝࡶᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ

    ճᢏ⾡⫋ဨࡽࡢ▱㈈௳ࡢቑຍ⧅ࡀࡿࠋ

    ձᏛࡢྲྀ⤌ࡋ࡚▱㈈ࡢࡍࡑ㔝ࢆᗈࡆࡿ㸦ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㢖ᗘ☜⋡ࢆୖࡆࡿ㸧
ᡂᯝࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࠋ

    ղࢭࣥࢱ࣮㹐㸿▱㈈ࡢຮᙉࢆࡉࡏࡿࡢࡼ࠸ᐇ㊶ⓗࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᶵ࡞ࡿࠋ

㸷㸬࠙▱㈈➼㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠚ
 
ணഛ◊✲࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ◊✲ࡀ᪂つⓎࡢ᰿ᣐ࡞ࡾᚓࡓሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋
ဨࡀⓎ᫂⪅࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢⓎࢆᢚไⓗไ㝈ࡍࡿࢃࡅࡶ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡉࡽࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡣᶵ㛵ᒓࡍࡿ㠀ᖖ⫋ဨࡢ⨨࡙ࡅ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᮏᏛࡢ▱㈈࣏ࣜࢩ࣮
๎ࡋ࡚ࡑࡢᡭ⥆ࡁࡣᏛෆつᐃ㏻ࡾࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㒊㛛㸭▱㈈㒊
㛛➼㐃ᦠࡋ࡚ᚑ᮶ࡢ⫋ົⓎ᫂ࡢᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ᮏேᑐࡍࡿព㆑࡙ࡅࡢࡓࡵࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢㄝ࡛᫂Ᏺ⛎⩏ົࡸ▱㈈➼
㛵ࡍࡿ⡆༢࡞ㄝ᫂ࢆࠊᢸᙜ㒊ᒁࡢᑓ㛛ᐙ౫㢗ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ

ୖグࠊ㸱✀㢮ࡢᵝᘧࡣࠊᚋ᪥ࠊ㓄ᕸ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ๓ฟճࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜヱㄢ㢟ࡢᚋࡢᒎ㛤ࢆぢᤣ࠼࡚ࡈ᳨ウୗࡉ࠸ࠋ
ᑗ᮶ࠊ▱㈈ࡍࡿࠊㄽᩥᢞ✏ࡍࡿࠊᴗ➼ࡢඹྠ◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ
⊂❧ࡋࡓㄢ㢟࡛ࡶ๓ྲྀࡾࢃࡋ࡚࠾ࡃࡇࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ

ճᏛእᶵ㛵ࠊᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵ಀࡢ࡞࠸ࠊ⊂❧ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢ
ሙྜࡣࠊᩍဨ㹐㸿࡛ࠊᚲせุ᩿ࡉࢀࡿሙྜྲྀࡾࢃࡋ࡚ࠊᏛ㛗ᐄ
ᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ
㸦ᢏ⾡⫋ဨࡶྠᵝㄋ⣙᭩సᡂ࣭⨫ྡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ㸧

ࢆసᡂࠊྲྀࡾࢃࡋࠊಖ⟶ࡍࡿࡇࡋࡲࡍࠋࡑࡢࠊࡇࡇ࡛ࡣ≉ᐃࡵ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ

     ղ࣐ࢵࢳࣥࢢᡂ❧ᚋࠊಶูㄢ㢟ᐇⅬ࡛సᡂ⨫ྡࡍࡿᏲ⛎⩏ົ࣭ᡂᯝ≀࣭
⫋ົⓎ᫂➼㛵ࡍࡿㄋ⣙᭩ࠊㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ(ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲➼㛵ಀࡢ
࠶ࡿಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ⏝)ࠋ
ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢ㛫࡛ࡢᒚ⾜⩏ົෆᐜ☜ㄆࡢࡓࡵಶู
ྲྀࡾࢃࡋࠊᏛ㛗࠶࡚୧⪅ྡ࡛సᡂ࣭⨫ྡࠊᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃㄋ⣙᭩࡛ࡍࠋ
㸦ᢏ⾡⫋ဨࡶྠᵝㄋ⣙᭩సᡂ࣭⨫ྡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ㸧
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ͤಶู┦ㄯᑐᛂ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ㛫ࡢࡾࡾࡢࡓࡵ
 ๓ࡈண⣙ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ୖグࠊ㛫ᖏ௨እ࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅᑐᛂ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊ
 ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢேⓗࣜࢯ࣮ࢫࡶ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤ᥇ᢥ᥇ᢥࡢၥ࠸ྜࢃࡏࠊࡲࡓ᥇ᢥ㏻▱グ㍕
 ࡢ᥇ᢥ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡣᛂࡌࡽࢀࡲࡏࢇ
 ࡢ࡛ࠊணࡵࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏཷ㸸 ཎ๎ࠊ᭶㹼㔠㸯㸮㹼㸯㸴㸦ణࡋࠊ⚃᪥࣭ఇ᪥ࢆ㝖ࡃ㸧

11㸬࠙⏦ㄳ᭩ᥦฟඛ㸭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸ၥ࠸ྜࢃࡏཷ㛫ࠚ
  
  ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ 㸸 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
௦⾲࣓࣮ࣝ㸸kotozukuri@eng.kagoshima-u.ac.jp
㹒㹃㹊㸸ෆ 8271㸦≉௵ᩍᤵ 㔜㸧 8487㸦ົᒁ 㝵ඖ㸧

ۑಶேሗࢆక࠺ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேࡢヨᩱࡢ⏝ࠊ⤌࠼
㹂㹌㸿ᐇ㦂ࠊື≀ᐇ㦂ࠊ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ࠊ≉ᐃ⬇ࢆྲྀࡾᢅ࠺◊✲ࠊࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢ◊✲ࠊ
ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ࠊື≀ᐇ㦂ࠊᏛ◊✲ࠊ⮫ᗋ◊✲ࠊᮏᏛࡢ⌮ጤဨ➼ࡼࡿ
ᢎㄆᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡿ◊✲ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᏛෆࡢ⌮ጤဨࡢᢎㄆ⏦ㄳࠊ୪ࡧ
ྛ✀ἲ௧࣭ᣦ㔪➼ᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆᚲࡎㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀࡽ⌮㠃࣭Ᏻ㠃࠾࠸࡚ၥ㢟ࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ㈐௵⪅࠾࠸࡚ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ᐇẁ㝵࠾࠸࡚ࡶࠊ㹐㸿ࡔࡅ௵ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅࠾࠸࡚☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧
 ௨ୖヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡶࠊࡑࡢ᪨ࢆ⏦ㄳ᭩ࡢࠕ⌮㠃ࡢ☜ㄆࠖࡢグ㍕ࢫ࣮࣌ࢫࡈグධࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ͤ㸦ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵ࡍࡿ⌮㠃࣭Ᏻ㠃ࡢ㓄៖☜ㄆ㸧
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ࢭࣥࢱ࣮ ᡤᒓᑓᨷྡ
㹐㸿㸭
Ặྡ
ᢏ⾡⫋ဨ
ࣇࣜ࢞ࢼ
ࡢሗ
HPDLO

ͤࡇࡢḍࡣグධࡋ࡞࠸࡛




1/4

 ୗࡉ࠸ࠋ

ᣦᑟᩍဨࡢ

㐃⤡ඛ HPDLO

࡛ᥦฟࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ







Ꮫㄽᩥࡢ
ᣦᑟᩍဨྡ

7(/

◊✲㈐௵⪅
ࣇࣜ࢞ࢼ

ᙺ⫋  

࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࢆグධୗࡉ࠸ࠋ

ͤࡇࡢḍࡣグධࡋ࡞࠸࡛✵ḍࡢࡲࡲ







ͤㄢ㢟ࡢ◊✲࣭ᢏ⾡㛵ࡍࡿ

㸦ヱᙜࡍࡿศ㢮ࡽ㑅ࢇ࡛ࠊࡑࡢࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋەࢆۑ
㸧

ۑ㸿㸫ϫ㸸ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿㄢ㢟

ᅜᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢࣔࢹࣝࡋ࡚Ⓨಙࡶྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࠊ
ణࡋࠊࡣಶูⓗ◊✲ࡢẁ㝵࡛࣮࢜࢞ࢼࢬ⮳ࡗ࡚࡞࠸ࡶࡢࠋ
㸧

ۑ㸿㸫Ϫ㸸ᆅᇦࡢ⏘Ꮫᐁࡢ◊✲ὶ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾᚓࡓᆅᇦᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟
     㸦ᆅᇦ♫ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᆅᇦ♫ࢽ࣮ࢬࠊᆅᇦࡢἼཬᛶࡸ

᪂ࡓ࡞ᛂ⏝ⓗⓎ㸧

ۑ㸿㸫ϩ㸸◊✲ࢩ࣮ࢬⓎ⾲ࠊ⏘Ꮫὶࠊ㐣ཤ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᅾࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼ࢆ
㏻ࡌ࡚ᚓࡓㄢ㢟
     㸦ಶูᴗ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᴗࢽ࣮ࢬࠊࡲࡓࡣ◊✲ࢩ࣮ࢬࡢ

ۑ㸿㸫Ϩ㸸᪂つ࡞Ⓨ㸭࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࢹࠊࡲࡓࡣ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢㄢ㢟ࡢ୰
ࡽὴ⏕ࡋࡓㄢ㢟

㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢศ㔝ࡽࡦࡘࡔࡅࢆ㑅ࢇ࡛ࠊࡑࡢࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋەࢆۑ
㸧
ὀ㸧ᮏㄢ㢟⏦ㄳᚋࡣࠊୖグ࡛㑅ᢥࡋࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿᩍဨࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀࠊᚋࠊ
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢᙜヱศ㔝ࡢ༠ຊᩍဨࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊ
㡬ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡇࢆࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⎔ۑቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝  ۑ་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝 ۑᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝
ۑඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝  ۑኳᩥᏱᐂศ㔝










ὀ㸧ㄢ㢟ࡢෆᐜࠊ⫼ᬒࠊయࡀศࡿࡼ࠺ࠊ Ꮠ⛬ᗘ࡛グ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὀ㸧᥇ᢥࡉࢀ࡚ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᡂ❧ࡋࡓㄢ㢟ࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢ㹆㹎ࠊάືሗ࿌᭩ㄢ㢟ྡ࠾ࡼࡧ
◊✲㈐௵⪅ྡࡀ㛤♧ࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ␃ពୗࡉ࠸ࠋ

ᡤᒓ㒊ᒁྡ
ㄢ㢟⏦ㄳ
⪅㸦◊✲ ◊✲㈐௵⪅
㈐௵⪅㸧 Ặྡ
ࡢሗ
HPDLO

◊✲࣭ᢏ⾡ࡢ
  ࣮࣮࢟࣡ࢻ

ͤබເせ㡿ࢆཧ↷ୗࡉ࠸

ㄢ㢟ฟࡢ
⫼ᬒศ㢮

 ㄢ㢟ࡀᑐ㇟
ࡍࡿศ㔝

ㄢ㢟ᴫせ

ㄢ㢟ྡ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘㸦ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿㸭ᢏ⾡⫋ဨࡶ⾜࠺ணഛ◊✲㸧

ࡇࡇࡣ✵ḍࡢࡲࡲ࡛ࠋ
ㄢ㢟㹇㹂

ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢㄢ㢟බເ ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘  ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧5HY
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㸦㸱㸧Ἴཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ





















㸦㸯㸧᪂つᛶࡲࡓࡣㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶ










㸦㸰㸧⊂⮬ᛶ

ὀ㸧ㄢ㢟ࡢෆᐜࠊ⫼ᬒࠊయࠊᐃࡉࢀࡿୡ⏺ほࡀศࡿࡼ࠺ࠊࡇࡇ࡛ࡣ⤮ࡸᅗ⾲ࡶࡗ࡚ࠊᑓ㛛ࡢ␗࡞ࡿ㹐㸿ࡢ   
Ꮫ⏕➼ࡶࢃࡿࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࠕ㸯㸬⏦ㄳㄢ㢟ࡢෆᐜࠖࠕ㸰㸬ㄢ㢟ࡢ┠ᶆࠖࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ    
ᮏ⣬㠃ࢆྵࡴ㸯㡫㹼㸰㡫⛬ᗘࡢ⠊ᅖෆ⣡ࡲࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࣮࣌ࢪᩘࡣබṇ࡞㑅⪃ࡢࡓࡵཝᏲࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ


⏦ㄳㄢ㢟ࡢෆᐜ

㸺ㄢ㢟ࡢෆᐜ┠ᶆ㸼

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘  ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㸿㸧5HY
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㸱






㸳





㸲





㸯
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ͤᮏㄢ㢟⏦ㄳ㛵ࢃࡿㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡀⴭ⪅㸦ඹⴭྵࡴ㸧ࡢㄽᩥⓎ⾲➼ࡀ࠶ࢀࡤࠊ᭱㸳௳ࡲ࡛グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
      ㄽᩥ➼ࡢࢱࢺࣝ
  ⴭ⪅ྡ
   ᥖ㍕ඛ࣭Ꮫ⾡㞧ㄅྡ➼


㸦㸯㸧ㄢ㢟ᐇᮇ㛫ෆ࡛┠㏵ࡢࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ
 ͤ⟠᮲᭩ࡁ࡛ࠊタᐃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡈグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ














㸦㸰㸧ᑗ᮶ⓗᐃࡍࡿ᭱⤊┠ᶆ














㸱㸬⏦ㄳㄢ㢟㛵㐃ࡍࡿㄽᩥⓎ⾲➼

ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸰㡫⛬ᗘࡢ⠊ᅖෆ⣡ࡲࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࣮࣌ࢪᩘࡣබṇ࡞㑅⪃ࡢࡓࡵཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡢ➼ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠕ㸯㸬⏦ㄳㄢ㢟ࡢෆᐜࠖࠕ㸰㸬ㄢ㢟ࡢ┠ᶆࠖࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᮏ⣬㠃ࢆྵࡴ㸯㡫㹼   

᫂ࡽࡉࡏࡓ࠸㸪ࡲࡓ㸪ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡼࡗ࡚ࠊᚋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭱⤊ⓗࡣࡢࡼ࠺࡞◊✲㛤Ⓨࡢᒎ㛤ࡀ࠶ࡿ

ㄢ㢟ࡢ┠ᶆ
 ͤᅇࡢㄢ㢟⏦ㄳ࡛ࡣࠊఱࢆࠊఱࡢࡓࡵࠊ࠺ࡸࡗ࡚⾜࠸ࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊᅇࡣ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆࠊࡇࡲ࡛   
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ヱᙜࡍࡿ㡯ࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࠊ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊୖグࡢ୰࡛ヱᙜࡍࡿ
㡯ࠊㅮࡌࡓᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢḍࡑࡢ᪨ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ۑಶேሗࢆక࠺ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேࡢヨᩱࡢ⏝ࠊ⤌࠼
㹂㹌㸿ᐇ㦂ࠊື≀ᐇ㦂ࠊ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ࠊ≉ᐃ⬇ࢆྲྀࡾᢅ࠺◊✲ࠊࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢ◊✲ࠊ
ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ࠊື≀ᐇ㦂ࠊᏛ◊✲ࠊ⮫ᗋ◊✲ࠊᮏᏛࡢ⌮ጤဨ➼ࡼࡿ
ᢎㄆᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡿ◊✲ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᏛෆࡢ⌮ጤဨࡢᢎㄆ⏦ㄳࠊ୪ࡧ
ྛ✀ἲ௧࣭ᣦ㔪➼ᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁᥐ⨨ࢆᚲࡎㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀࡽ⌮㠃࣭Ᏻ㠃࠾࠸࡚ࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ㈐௵⪅࠾࠸࡚ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ᐇẁ㝵࠾࠸࡚ࡶࠊ㹐㸿ࡸᢏ⾡⫋ဨࡔࡅ௵ࡏࡎࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅⮬㌟ࡀ㐺ษ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧

ͤ㸦ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵ࡍࡿ⌮㠃࣭Ᏻ㠃ࡢ㓄៖☜ㄆ㸧









ͤᮏ⏦ㄳ᭩࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⏺⏝ㄒࠊᑓ㛛⏝ㄒ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⡆༢࡞ゎㄝࢆ
ࢃࡾࡸࡍࡃグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⏦ㄳ⪅ྠࡌᑓ㛛ศ㔝࣭ᴗ⏺ࡣ␗࡞ࡿศ㔝ࡢே
㸦Ꮫ⏕ࠊᢏ⾡⫋ဨ➼㸧ࡀࡇࡢ⏦ㄳ᭩ࢆㄞࡴࡇࢆᐃࡋ࡚ࡈㄝ᫂ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ㄝ᫂



⏝ㄒ

㸦ᑓ㛛⏝ㄒࠊᢏ⾡⏝ㄒࠊ␎ㄒࡢㄝ᫂㸧

4/4

௨ୖࡢヱᙜࡀ࡞࠸ሙྜࡶࠊࡇࡢḍࠕᮏㄢ㢟㐙⾜࠾࠸࡚ヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋࠖグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㻌

Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠖㻌

䛆◊✲䛚䜘䜃ᣦᑟ㈐௵⪅䛇㻌

㻌

Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌

ᡤᒓ䠖㻌

䛆䝉䞁䝍䞊㻾㻭䛇㻌

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠏᭶㻌 㻌 ᪥㻌

㻌

㻌

䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䛅㻌

䛄䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿㻌

䛆ㄢ㢟ྡ䛇㻌

㻌 㼇ㄢ㢟 㻵㻰㻦㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㻌

ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩㻌

䠄䝉䞁䝍䞊᥇⏝䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ணഛ◊✲䠅㻌
ㄢ㢟ྡ䛸ㄢ㢟 㻵㻰 䜢グධ
䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛻䜘䜛බເㄢ㢟㻌

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌

㻌

䛄ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛ◊✲䛅㻌

䠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ 㻭䠚㻌

N o.H 27‑10‑3
ᵝᘧ୰ࡢ㉥ᩥᏐ
ࡼࡿసᡂࡢ࢞
࢞ࢲࣥࢫἢࡗ࡚సᡂࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋሗ
ሗ࿌᭩ࡣࢭࣥࢱ
࣮㹐㸿ࡲࡎసᡂࢆ⤒㦂ࡉࡏ࡚ࠊ◊✲㈐௵⪅㸦ᩍဨ㸧㹐㸿ࡢ᪉࡛ᑐヰࡋ࡚ᡂ
ࡉࡏ࡚ୗࡉ࠸ࠋ᭱⤊ⓗ◊✲㈐௵⪅㸦ᩍဨ㸧ࡀࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࠊ㐺ษᣦᑟࢆࡋ࡚ୗ
ࡉ࠸ࠋ᭱⤊࣮࣌ࢪࡢ⥲ᣓ࠾ࡅࡿᮏㄢ㢟ࡢᚋࡢᒎ㛤➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊᛀࢀࡎ◊✲
㈐௵⪅㸦
㸦ᩍဨ㸧ࡀ㑅ᢥ࣭
࣭グධࡋ
ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ࠋᥦฟࡣ㉥ᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
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㻌

㻌

ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

䝉䞁䝍䞊䠮䠝ྡ䠖㻌
䠄ᡤᒓ䠅㻌

ᅇ䛾◊✲㈝䠖㻌

ㄢ㢟ᐇᮇ㛫䠖㻌

1

㻌
㻌
䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䠄ኚ᭦Ⅼྵ䜐䠅㻌
◊✲㛤Ⓨ䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䛻䛴䛔䛶䚸ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜢ཧ↷䛧䛶䚸㻟㻜㻜䡚㻠㻜㻜 Ꮠ⛬ᗘ䛷⡆₩䛻䜎䛸䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛺䛚䚸ㄢ㢟䜢ᐇ䛧䛯䛣䛸䛷䚸ㄢ㢟⏦ㄳ䜘䜚䚸ኚ᭦Ⅼ䛺䛹䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒㻌
䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
䠏䠊ㄢ㢟䛾ᐇෆᐜ䞉᪉ἲ䛸ᡂᯝ䞉┠ᶆ㐩ᡂᗘ㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛷グ㏙䛧䛯ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䞉᪉ἲ䞉┠ᶆ䜢ཧ↷䛧䛶䚸௨ୗ䛾䠏䠊䠍䛚䜘䜃䠏䠊䠎䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᮏᵝᘧ࡛タᐃࡋࡓ⣬㠃ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠺ࡋ࡚ࡶグ㏙ࡋࡁࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ䠏䠊䠍䛚䜘䜃䠏䠊䠎䛾グ㏙䜢䚸㻌
㸿㸲∧㸯㹼㸰࣮࣌ࢪ⛬ᗘࡲ࡛㏣ຍࡋ࡚ᡝ࠸࡚ࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ
┠ᶆ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾㐩ᡂᗘ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾せᅉ䠄ཎ⌮ⓗ䛺䛣䛸䜒ྵ䜐䠅䛸䚸䛭䛾ᐇ䜢♧䛩䝕䞊䝍➼䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥
䛔䚹䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠏䠊䠍㻌 ᮏㄢ㢟䛾ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ㻌
ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䜢ⓗ☜䛻⾲䛩ᅗ䚸⾲䚸┿䚸⏬ീ➼䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ䛸䛾ኚ᭦Ⅼ䛜䛒䜛ሙྜ䚸䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌

㻌

◊✲㈐௵⪅ྡ䠖㻌
䠄ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠅㻌

䈜䠘㔜せ䠚㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷䛿䛺䛟䚸ᮏㄢ㢟䛾䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䛭䛾䜒䛾䛜䚸㻌
ୗグ䚸䠑ศ㔝䛾୰䛾䛹䛣䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䛛䚸᭱䜒➃ⓗ䛻⾲䛫䜛䜒䛾䜢䠍䛴䛻㻌
㻌
⤠䛳䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 䛺䛚䚸㈗Ẋ䛻䛚䛛䜜䜎䛧䛶䛿䚸ᚋ䚸㑅ᢥ䛥䜜䛯ศ㔝䛾ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛾୍ဨ
ㄢ㢟ᑐ㇟ศ㔝䛾☜ㄆ㻌
䛸䛧䛶⨨䛡䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛟Ꮡ䛨䜎䛩䚹ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䛛䜙䚸ᙜ䝉䞁䝍䞊䛾◊✲
㻌
㒊㛛䛾༠ຊᩍဨ䛸䛧䛶䛤༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌

㻌
䈜䠘ὀព䠚㻌
㻌 㻌 ㄢ㢟ྡ䚸◊✲㈐௵⪅ྡ䛸ᡤᒓ䚸㻾㻭 ྡ䛿㛤♧䛥䜜䜎䛩䚹㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
㼇ㄢ㢟䠥䠠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㻌 㻌
㻌
㻌
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㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠏䠊䠎㻌 ᮏㄢ㢟䛾ᐇᡂᯝ䛸┠ᶆ㐩ᡂᗘ㻌
䜎䛪䚸ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜢ཧ↷䛧䛺䛜䜙䚸┠ᶆ䛾㡯┠䛤䛸䛻ᐇ䠄㐩ᡂ䛧䛯┠ᶆ್䛺䛹䜢䠅䜢⟠᮲᭩䛝䛻グ㏙䛧䛶
ୗ䛥䛔䚹䛭䛾ୖ䛷䚸䛭䜜䜙䛾ᡂᯝ䛛䜙䛯䜛ᡂᯝ䛸䛧䛶≉➹䛧䛯䛔䛣䛸䜢᭱䜒ⓗ☜䛻⾲䛩䝕䞊䝍䞉ᅗ⾲䞉┿䞉
⏬ീ➼䜢⏝䛔䛶䚸⥲ᣓⓗ䛻䚸䛷䛝䜛䛰䛡䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜒䛧䚸┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛶䛔䛺䛟䛶䜒䚸䛭䛾ᐇ䜢♧䛩䝕䞊䝍➼䠄䛟㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛛䚸㏵୰䜎䛷䛺䛾䛛
䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠅䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹䛭䛾㝿䚸ᐃᛶⓗ䛺⾲⌧䛷䛿䛺䛟䚸ලయⓗ䛺ᩘ್䜢♧䛧䛺䛜䜙䚸䛷
䛝䜛䛰䛡ᐃ㔞ⓗ䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᐇẁ㝵䛷ఱ䜙䛛䛾ኚ᭦䜢⏕䛨䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶⌮⏤䜢ྵ䜑䚸䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᡂᯝ䛾㐩ᡂᗘ䛻ᑐ䛩䜛⪃ᐹ䞉ホ౯ศᯒ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛣䛷䛿グ㏙䛫䛪䛻䚸ḟ䛾䛂䠐䠊䠍㻌 㢧ᅾ䛧䛯᪂䛯䛺
ㄢ㢟䛸ᡂᯝ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ホ౯ศᯒ䠅䛃䛾䛸䛣䜝䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䈜䛂䕿䕿䛺䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛾䛷䚸ᮏㄢ㢟䛾㐙⾜䛜ཎ⌮ⓗ䛻ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛃䛺䛹䛾ሙྜ䛷䜒䚸㻌
䛭䛾䛣䛸䜒䜂䛸䛴䛾ᡂᯝ䛸䛧䛶䚸❧ド䛩䜛䝇䝍䞁䝇䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ุ᩿䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䜢㻌
ᚲ䛪ᥦ♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠐䠊ᮏㄢ㢟◊✲䛻䜘䜛᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾⌧ฟ䜔ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ㻌
㻌 㻌 ௨ୗࠊ㸲㸬㸯㸲㸬㸰ࡢグ㏙࡛ᮏ⣬㠃ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠺ࡋ࡚ࡶグ㏙ࡋࡁࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸿㸲∧㸯࣮࣌ࢪ⛬
ᗘࡲ࡛㏣ຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
ͤࡇࡇ࡛ࡢグ㏙ࡘ࠸࡚ࡣࠊグ㏙๓ࠊᮏㄢ㢟䛾◊✲㈐௵⪅䠄ᩍဨ䠅䛻䜘䜛䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛸䛾ᡂᯝ᳨ウ䜢ᚲ䛪
⤒䛶䛛䜙䚸䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛻グ㏙䛥䛫䚸ྠෆᐜ䜢◊✲㈐௵⪅䠄ᩍဨ䠅䛜ᰝ㜀䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䠐䠊䠍㻌 ᡂᯝ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ホ౯ศᯒ䠅䠋᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾⌧ฟ㻌
ᮏㄢ㢟ᐇᡂᯝ䜢⮬ᕫホ౯ศᯒ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹≉䛻䚸ᙜึ䛾◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ䛜㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯㡯┠䛻䛴䛔䛶
䛿䚸䛭䛾せᅉ䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹䜒䛧䚸ㄢ㢟㐙⾜୰䛻᪂䛯䛺ㄢ㢟䠄ᮏㄢ㢟䛻㝶䛩䜛ᐃ䛧䛶䛺䛛䛳䛯ၥ㢟Ⅼ
䜔᪂䛯䛺◊✲ᑐ㇟䛸䛺䜚䛖䜛ูㄢ㢟䛺䛹䠅䛜⏕䛨䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䜒グ㏙䛷䛝䜛⠊ᅖ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䈜⤖ᯝㄽⓗ䛺ᚋṇᙜ䛾どⅬ䛷䛿䛺䛟䚸䛹䛾䜘䛖䛻⪃䛘䛶‽ഛ䛧䚸䛹䛖ྲྀ⤌䜏䚸䛹䛖ດຊ䛧䛶䛝䛯䛛䜙䚸㻌
䛒䜛☜ᗘ䜢௨䛶┠ᶆ㐩ᡂ䛷䛝䛯䚸䛒䜛䛔䛿㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚸䛒䜛䛔䛿᪂䛯䛺ㄢ㢟䛜⌧ฟ䛧䛯䚸䛸䛔䛖㻌
䝥䝻䝉䝇ㄽⓗྜ⌮ᛶ䛾どⅬ䛷ホ౯ศᯒ䛧䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠐䠊䠎㻌 ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ䛸䛭䛾ᒎ㛤䜢ຍ㏿䛩䜛䛯䜑䛾せ௳㻌
๓グ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䜢㋃䜎䛘䛶䚸⌧ẁ㝵䛷䚸ᮏㄢ㢟බເ䛾᪨䛷䛒䜛䚸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ᡂ䛻ྥ䛡䛯┠ⓗ䞉
┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛻䛿䛂ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛶䛔䛺䛔䛛䛃䚸◊✲せ⣲䜔ᢏ⾡せ⣲䛻ᑐ䛩䜛ゝཬ䜔⪃ᐹ䛰䛡䛷䛺
䛟䚸䛘䜀䚸ฟཱྀ䠄ඹྠ◊✲㛤Ⓨඛ䛾⏘ᴗศ㔝䞉ᴗ⏺䚸ᐃ䛩䜛ᕷሙ➼䠅䜢䛹䛣䛻ྥ䛡䜛䛛䚸䜎䛯䚸䛹䛾䜘䛖䛺㻌
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝗䝯䜲䞁䛻ྥ䛡䜛䛛䚸䛺䛹䚸◊✲㛤Ⓨ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛭䛾㝿䚸䛷䛝䜜䜀䚸➇ྜ◊✲䞉➇ྜᢏ⾡䛾䛣䛸䜒ᖜᗈ䛟ከᵝ䛻ᤊ䛘䛶⪃䛘䚸ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛻㞀ቨ䛸䛺䜛䛛䚸䛺䛹
䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠑䠊ᮏㄢ㢟ᡂᯝ䛾ㄽᩥⓎ⾲䠋▱㈈䠄ணᐃ䜢ྵ䜐䠅䛻䛴䛔䛶㻌
ᮏㄢ㢟ᐇ࠾࠸࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆㄽᩥⓎ⾲ࠊ▱㈈ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢணᐃࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡍ࡛‽ഛ୰ࡢࡶࡢࡣⓎ⾲ᢞ✏ணᐃࡢᢞ✏ඛࡸⓎ⾲ඛࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᡂᯝࡋ࡚▱㈈ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᏛࡢ▱㈈࣏ࣜࢩ࣮ᡭ⥆ࡁ๎ࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢ▱㈈㛵㐃ᢸᙜ㒊㛛ࡶ
┦ㄯࡢୖࠊᮏㄢ㢟ᐇࡢ㛵ಀ⪅࣭ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮➼༠㆟ࡋࠊㄽᩥⓎ⾲➼ࡢ๓ࠊ᪩ࡵᡭ⥆ࡁࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
グ㏙ࡢ᪉ࡣࠊ⟠᮲᭩ࡁ࡛ࡶࠊ୍ぴ⾲ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
  䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
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5

㻌 䈜ὀ䠖㻌 䛣䛣䛛䜙䛿䚸䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛷䛿䛺䛟䚸◊✲㈐௵⪅䛻䛚䛔䛶䐟䡚䐣䛻䝏䜵䝑䜽䠄䕕䜢䕔䜈ኚ᭦䠅䜢ධ䜜䛶㻌
ୗ䛥䛔䚹㻌
ᚲ䛪グධ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹グධ䛜䛺䛔ሙྜ䛿ሗ࿌᭩䛸䛧䛶ཷ⌮䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸䛤ὀពୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䚸䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛚䜘䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䛛䜙㻌
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛾䛯䜑䚸ᚋ᪥䚸䛤㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠒䠊⥲ᣓ䠖ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛾ᒎ㛤䠋⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼䜈䛾⧅䛞䛻䛴䛔䛶㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䐟ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䜢䚸ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻ά䛛䛩䛯䜑䚸䛩䜉䛛䜙䛟ᚋ䛾䛣䛸䜢᳨ウ䛧䛯䛔
䛾䛷䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌 䐠䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ⮬య➼䛾ᨭᶵ㛵䛻ᒓ䛩䜛ᆅᇦ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䠋䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ⓗᙺ䛾ே➼㻌
䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䜢┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛥䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍㻌
䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 䠄┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ᨭᶵ㛵ྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐡䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䛔䛧ᴗ➼䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ヰ䛜ᣢ䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ణ䛧䚸ලయⓗ䛺㻌
ᚋ䛾ᒎ㛤䠄እ㒊➇தⓗ㈨㔠䛺䛹䠅䛿ᶍ⣴୰䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐢䛩䛷䛻䚸ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲యไ䚸䛛䛴ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠄⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䠅䝇䜻䞊䝮䛷እ㒊➇தⓗ㻌
㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䜢ᅗ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅
䜢䛘䛶䚸㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ᅗ䛧䛶䛔䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌 㻌 䐣⌧ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛛䛖ẁ㝵䛻䛿䛺䛔㻌
㻌 㻌 㻌 䛜䚸䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄⛉◊㈝௨እ䚸⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝇䜻䞊䝮䛾䜒䛾䠅䛻㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛩䜛䛴䜒䜚䛷䛒䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛷䛝䜛≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䠄ᛕ㢌䛻䛒䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㸿㸦ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡢㄢ㢟⏝㸧
㸦㠀㛤♧⏝㸧
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[INSERT RESEARCH PROJECT NAME]

[Research Project Name]]

[Project ID:㻌 㻌 㻌 ]
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In preparing the report, be sure to follow the preparation guidance in red text in the
report form. First, have the Center RA prepare a report. Then, complete the report
through dialogue between the RA and the research leader (faculty member). Finally,
the research leader (faculty member) should check the report and provide guidance as
appropriate. The research leader (faculty member) should select and record matters
such as the future development of the project in the summary on the final page. Be
sure to delete the red text at the time of submission.
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[Insert Month and Date] to [Insert Month and Date], 20

Important Note
From the five domains listed below, select the one that most clearly
describes the target area of this project without transcribing from the
project application. Change the 䕿 to 䖃. You (faculty member) will be
made a member of the selected faculty group, and we will request your
cooperation as a cooperating faculty member of the domain of the
Center’s research division beginning in fiscal 2015.
䕿Energy and Environmental Engineering
䕿Medical and Welfare Engineering
䕿Regional Value Creation and Safety Engineering
䕿Advanced Materials
䕿Astronomy and Space Science

2. Project Objectives and Outline (Including any Changes)
Provide a simple summary of the research and development objectives and an outline in 300-400
words, referring to the project application. Be sure to record any changes that may have occurred
over the course of project implementation since submission of the project application. Be sure to
delete these instructions (red text) and remove any blank lines.

Research
expenditure:
Project
implementation
period:

Center RA name:
(Affiliation)

Research leader
name:
(Affiliation and
title)

Project
domain
confirmation

Project name:
[Project ID:㻌 㻌 㻌 㻌 ]

1. Project Name and Information about the Researchers, etc.

資料N o.H 27‑10‑4
3. Project Implementation Details, Method and Results, Achievement of Objectives
Complete sections 3.1 and 3.2 below, referring to the project details, method, and objectives
described in the project application.
If you are unable to provide a complete description for sections 3.1 and 3.2 in the space provided on
this form, you may add up to two single-sided sheets of A4 size paper.
Provide a quantitative description of the objectives that were achieved. If you were unable to achieve
the objectives, be sure to write down the reasons (including theoretical reasons) and provide
supporting data or information. Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank
lines.
3.1 Project Implementation Method and Implementation Details
Describe the implementation method and implementation details using figures, tables,
photographs, graphics, and other items that accurately express them.
Be sure to record any changes that may have occurred since submission of the project
application.
Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank lines.
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Note: Provide evaluation and analysis not from a perspective of ex post facto justification in
hindsight, but from a perspective of process-theoretical rationality, describing to what extent you
were able to achieve or unable to achieve the objectives or what new issues appeared because of
how you made preparations, how you went about project implementation, and what efforts you
made.
Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank lines.

4. Appearance of New Issues as a Result of the Project Research and Recommendations for Joint
Research and Development
If you are unable to provide a complete description for sections 4.1 and 4.2 in the space provided on
this form, you may add up to one single-sided sheet of A4 size paper.
Note: After the Center RA examines the results together with the project research leader (faculty
member), the Center RA should write this description, and the project research leader (faculty
member) should examine its content.
4.1 Results of Self-Evaluation and Analysis (Evaluation and Analysis of the
Achievement/Non-achievement of Objectives)/Appearance of New Issues
Conduct a self-evaluation and analysis of the project implementation results. In particular,
describe any initial research and development objectives that could not be achieved and the
reasons for non-achievement. If any new issues appeared during project implementation
(unanticipated problems associated with the project, separate issues that may become new
research subjects), describe them in as much detail as you are able to disclose.

Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank lines.

Note: Describe matters such as “Execution of the project became theoretically impossible
because it became clear that XXX” as project results to substantiate the discussion of results. Be
sure to provide data that supports your conclusions.

3.2 Project Implementation Results and Objectives Achievement
First, provide a bulleted description of the facts (achieved numerical targets, etc.) for each
objective, referring to the project application.
Then, comprehensively explain as clearly as possible particularly noteworthy key results among
the project results using figures, tables, photographs, graphics, and other items that accurately
express them.
Even if you were unable to achieve the objectives, provide a description using supporting data or
information to clarify whether they were completely unachievable or partially achievable. As far
as possible, be sure to provide a quantitative description using specific figures, not qualitative
expressions.
If any changes occurred at the implementation stage, provide a clear description of the changes,
including reasons for them. Do not include here discussion, evaluation, analysis, etc. of the
objectives achieved or not achieved. Instead, describe them in section “4.1 Results of
Self-Evaluation and Analysis (Evaluation and Analysis of the Achievement/Non-achievement of
Objectives)/Appearance of New Issues” below.
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Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank lines.

5. Publication of Papers on Project Results/Exploitation of Intellectual Property (Including Plans)
If you plan to publish a paper of research results or exploit intellectual property obtained in the
project implementation, describe your plans.
For any papers currently being prepared, indicate the journals or academic conferences where you
plan to publish or present the papers.
If there is intellectual property from research results, after consulting with the University
department in charge in accordance with the University’s intellectual property policies and
procedures, discuss the matter with the persons involved in project implementation, stakeholders,
etc. and complete these procedures far in advance of publication or presentation of the paper, etc.
Use a bulleted list or a table to describe any relevant items.

4.2 Suggestions for Joint Research and Development and Prerequisites for Accelerating Its
Pursuit
In light of the above self-evaluation and analysis, at this time what is sufficient and what is
insufficient to achieve the objectives with the aim of creating joint research and development and
fulfilling the purpose of the project solicitation? Not only mention research factors and
technological factors, but also consider the question from the perspective of research and
development management matters such as, for instance, what outlets (industrial fields/industries
of joint research and development partners, anticipated markets, etc.) or what
innovations/domains to aim for.
If possible, also think about competing research and competing technologies from a broad and
diverse perspective and consider matters such as whether they will pose an obstacle to the
project’s future.
Be sure to delete these instructions (red text) and remove any blank lines.
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Note: From this point, the research leader (faculty member), not the Center RA, should check the
boxes (fill in the square (Ō)) in (1) to (5).
䈜ὀ䠖㻌 䛣䛣䛛䜙䛿䚸䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛷䛿䛺䛟䚸◊✲㈐௵⪅䛻䛚䛔䛶䐟䡚䐣䛻䝏䜵䝑䜽䠄䕕䜢䕔䜈ኚ᭦䠅䜢ධ䜜䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ᚲ䛪グධ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹グධ䛜䛺䛔ሙྜ䛿ሗ࿌᭩䛸䛧䛶ཷ⌮䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸䛤ὀពୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䚸䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛚䜘䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䛛䜙㻌
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛾䛯䜑䚸ᚋ᪥䚸䛤㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠒䠊⥲ᣓ䠖ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛾ᒎ㛤䠋⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼䜈䛾⧅䛞䛻䛴䛔䛶㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䐟ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䜢䚸ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻ά䛛䛩䛯䜑䚸䛩䜉䛛䜙䛟ᚋ䛾䛣䛸䜢᳨ウ䛧䛯䛔
䛾䛷䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌 䐠䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ⮬య➼䛾ᨭᶵ㛵䛻ᒓ䛩䜛ᆅᇦ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䠋䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ⓗᙺ䛾ே➼㻌
䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䜢┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛥䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍㻌
䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 䠄┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ᨭᶵ㛵ྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐡䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䛔䛧ᴗ➼䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ヰ䛜ᣢ䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ణ䛧䚸ලయⓗ䛺㻌
ᚋ䛾ᒎ㛤䠄እ㒊➇தⓗ㈨㔠䛺䛹䠅䛿ᶍ⣴୰䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐢䛩䛷䛻䚸ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲యไ䚸䛛䛴ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠄⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䠅䝇䜻䞊䝮䛷እ㒊➇தⓗ㻌
㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䜢ᅗ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅
䜢䛘䛶䚸㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ᅗ䛧䛶䛔䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌 㻌 䐣⌧ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛛䛖ẁ㝵䛻䛿䛺䛔㻌
㻌 㻌 㻌 䛜䚸䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄⛉◊㈝௨እ䚸⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝇䜻䞊䝮䛾䜒䛾䠅䛻㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛩䜛䛴䜒䜚䛷䛒䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛷䛝䜛≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䠄ᛕ㢌䛻䛒䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
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㻌

ㄢ㢟ྡ䜢グධ䛧䛶ୗ䛥
䛔䚹㻌

ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩㻌

䠄ᢏ⾡㒊⫋ဨ䛸䛾ㄢ㢟ᐇ䠅㻌

㻌

Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠖㻌

䛆◊✲㈐௵⪅䠄ᩍဨ䠅䛇㻌

㻌

Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌

ᡤᒓ䠖㻌

䛆ᢏ⾡㒊⫋ဨ䛇㻌

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

㻌

㻌

䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䛅㻌

䛄䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿㻌

䛆ㄢ㢟ྡ䛇㻌

㻌㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛻䜘䜛බເㄢ㢟㻌

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌

㻌

䛄ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛ◊✲䛅㻌

䠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ 㻭䠚㻌

資料N o.H 27‑10‑5
ᵝᘧ୰ࡢ㉥ᩥᏐ
ࡼࡿసᡂࡢ࢞
࢞ࢲࣥࢫἢࡗ࡚సᡂࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋሗ
ሗ࿌᭩ࡣᢏ⾡
⫋ဨ◊✲㈐௵⪅ࡢᩍဨ᪉࡛ࡈ㆟ㄽ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᢏ⾡⫋ဨ࡚సᡂࡋࠊ◊✲㈐
௵⪅ࡀᰝ㜀ࡋ࡚ᡂࡉࡏ࡚ୗࡉ࠸ࠋ᭱⤊࣮࣌ࢪࡢ⥲ᣓ࠾ࡅࡿᮏㄢ㢟ࡢᚋࡢᒎ㛤
➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊᛀࢀࡎ㑅ᢥ࣭グධࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋᥦฟࡣ㉥ᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ୗࡉ
࠸
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䈜䠘ὀព䠚㻌
㻌 㻌 ㄢ㢟ྡ䚸◊✲㈐௵⪅ྡ䛸ᡤᒓ䚸ᢏ⾡⫋ဨྡ䛿㛤♧䛥䜜䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌

㻌

㻌

ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

ᢏ⾡⫋ဨྡ䠖㻌
䠄ᡤᒓ䠅㻌

ᅇ䛾◊✲㈝䠖㻌

ㄢ㢟ᐇᮇ㛫䠖㻌

1

㻌
㻌
䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䠄ኚ᭦Ⅼྵ䜐䠅㻌
◊✲㛤Ⓨ䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䛻䛴䛔䛶䚸ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜢ཧ↷䛧䛶䚸㻟㻜㻜䡚㻠㻜㻜 Ꮠ⛬ᗘ䛷⡆₩䛻䜎䛸䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛺䛚䚸ㄢ㢟䜢ᐇ䛧䛯䛣䛸䛷䚸ㄢ㢟⏦ㄳ䜘䜚䚸ኚ᭦Ⅼ䛺䛹䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒㻌
䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
䠏䠊ㄢ㢟䛾ᐇෆᐜ䞉᪉ἲ䛸ᡂᯝ䞉┠ᶆ㐩ᡂᗘ㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛷グ㏙䛧䛯ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䞉᪉ἲ䞉┠ᶆ䜢ཧ↷䛧䛶䚸௨ୗ䛾䠏䠊䠍䛚䜘䜃䠏䠊䠎䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᮏᵝᘧ࡛タᐃࡋࡓ⣬㠃ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠺ࡋ࡚ࡶグ㏙ࡋࡁࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ䠏䠊䠍䛚䜘䜃䠏䠊䠎䛾グ㏙䜢䚸㻌
㸿㸲∧㸯㹼㸰࣮࣌ࢪ⛬ᗘࡲ࡛㏣ຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
┠ᶆ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾㐩ᡂᗘ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾せᅉ䠄ཎ⌮ⓗ䛺䛣䛸䜒ྵ䜐䠅䛸䚸䛭䛾ᐇ䜢♧䛩䝕䞊䝍➼䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥
䛔䚹䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠏䠊䠍㻌 ᮏㄢ㢟䛾ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ㻌
ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䜢ⓗ☜䛻⾲䛩ᅗ䚸⾲䚸┿䚸⏬ീ➼䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ䛸䛾ኚ᭦Ⅼ䛜䛒䜛ሙྜ䚸䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌

㻌

◊✲㈐௵⪅ᩍဨྡ䠖㻌
䠄ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠅㻌

䈜䠘㔜せ䠚㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷䛿䛺䛟䚸ᮏㄢ㢟䛾䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䛭䛾䜒䛾䛜䚸㻌
ୗグ䚸䠑ศ㔝䛾୰䛾䛹䛣䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䛛䚸᭱䜒➃ⓗ䛻⾲䛫䜛䜒䛾䜢䠍䛴䛻㻌
㻌
⤠䛳䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 䛺䛚䚸㈗Ẋ䛻䛚䛛䜜䜎䛧䛶䛿䚸ᚋ䚸㑅ᢥ䛥䜜䛯ศ㔝䛾ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛾୍ဨ
ㄢ㢟ᑐ㇟ศ㔝䛾☜ㄆ㻌
䛸䛧䛶⨨䛡䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛟Ꮡ䛨䜎䛩䚹ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䛛䜙䚸ᙜ䝉䞁䝍䞊䛾◊
㻌
✲㒊㛛䛾༠ຊᩍဨ䛸䛧䛶䛤༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌

㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
㻌
㻌

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㸿㸦ᢏ⾡㒊⫋ဨࡢㄢ㢟⏝㸧
㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
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ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㸿㸦ᢏ⾡㒊⫋ဨࡢㄢ㢟⏝㸧
㸦㠀㛤♧⏝㸧
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠏䠊䠎㻌 ᮏㄢ㢟䛾ᐇᡂᯝ䛸┠ᶆ㐩ᡂᗘ㻌
䜎䛪䚸ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜢ཧ↷䛧䛺䛜䜙䚸┠ᶆ䛾㡯┠䛤䛸䛻ᐇ䠄㐩ᡂ䛧䛯┠ᶆ್䛺䛹䜢䠅䜢⟠᮲᭩䛝䛻グ㏙䛧䛶
ୗ䛥䛔䚹䛭䛾ୖ䛷䚸䛭䜜䜙䛾ᡂᯝ䛛䜙䛯䜛ᡂᯝ䛸䛧䛶≉➹䛧䛯䛔䛣䛸䜢᭱䜒ⓗ☜䛻⾲䛩䝕䞊䝍䞉ᅗ⾲䞉┿䞉
⏬ീ➼䜢⏝䛔䛶䚸⥲ᣓⓗ䛻䚸䛷䛝䜛䛰䛡䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜒䛧䚸┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛶䛔䛺䛟䛶䜒䚸䛭䛾ᐇ䜢♧䛩䝕䞊䝍➼䠄䛟㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛛䚸㏵୰䜎䛷䛺䛾䛛
䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠅䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹䛭䛾㝿䚸ᐃᛶⓗ䛺⾲⌧䛷䛿䛺䛟䚸ලయⓗ䛺ᩘ್䜢♧䛧䛺䛜䜙䚸䛷
䛝䜛䛰䛡ᐃ㔞ⓗ䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᐇẁ㝵䛷ఱ䜙䛛䛾ኚ᭦䜢⏕䛨䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶⌮⏤䜢ྵ䜑䚸䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᡂᯝ䛾㐩ᡂᗘ䛻ᑐ䛩䜛⪃ᐹ䞉ホ౯ศᯒ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛣䛷䛿グ㏙䛫䛪䛻䚸ḟ䛾䛂䠐䠊䠍㻌 㢧ᅾ䛧䛯᪂䛯䛺
ㄢ㢟䛸ᡂᯝ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ホ౯ศᯒ䠅䛃䛾䛸䛣䜝䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䈜䛂䕿䕿䛺䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛾䛷䚸ᮏㄢ㢟䛾㐙⾜䛜ཎ⌮ⓗ䛻ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛃䛺䛹䛾ሙྜ䛷䜒䚸㻌
䛭䛾䛣䛸䜒䜂䛸䛴䛾ᡂᯝ䛸䛧䛶䚸❧ド䛩䜛䝇䝍䞁䝇䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ุ᩿䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䜢㻌
ᚲ䛪ᥦ♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㸿㸦ᢏ⾡㒊⫋ဨࡢㄢ㢟⏝㸧
㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠐䠊ᮏㄢ㢟◊✲䛻䜘䜛᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾⌧ฟ䜔ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ㻌
㻌 㻌 ௨ୗࠊ㸲㸬㸯㸲㸬㸰ࡢグ㏙࡛ᮏ⣬㠃ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠺ࡋ࡚ࡶグ㏙ࡋࡁࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸿㸲∧㸯࣮࣌ࢪ⛬
ᗘࡲ࡛㏣ຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
ͤࡇࡇ࡛ࡢグ㏙ࡘ࠸࡚ࡣࠊグ㏙๓ࠊᮏㄢ㢟䛾◊✲㈐௵⪅䠄ᩍဨ䠅䛻䜘䜛䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛸䛾ᡂᯝ᳨ウ䜢ᚲ䛪
⤒䛶䛛䜙䚸䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛻グ㏙䛥䛫䚸ྠෆᐜ䜢◊✲㈐௵⪅䠄ᩍဨ䠅䛜ᰝ㜀䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䠐䠊䠍㻌 ᡂᯝ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ホ౯ศᯒ䠅䠋᪂䛯䛺ㄢ㢟䛾⌧ฟ㻌
ᮏㄢ㢟ᐇᡂᯝ䜢⮬ᕫホ౯ศᯒ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹≉䛻䚸ᙜึ䛾◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ䛜㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯㡯┠䛻䛴䛔䛶
䛿䚸䛭䛾せᅉ䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹䜒䛧䚸ㄢ㢟㐙⾜୰䛻᪂䛯䛺ㄢ㢟䠄ᮏㄢ㢟䛻㝶䛩䜛ᐃ䛧䛶䛺䛛䛳䛯ၥ㢟Ⅼ
䜔᪂䛯䛺◊✲ᑐ㇟䛸䛺䜚䛖䜛ูㄢ㢟䛺䛹䠅䛜⏕䛨䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䜒グ㏙䛷䛝䜛⠊ᅖ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䈜⤖ᯝㄽⓗ䛺ᚋṇᙜ䛾どⅬ䛷䛿䛺䛟䚸䛹䛾䜘䛖䛻⪃䛘䛶‽ഛ䛧䚸䛹䛖ྲྀ⤌䜏䚸䛹䛖ດຊ䛧䛶䛝䛯䛛䜙䚸㻌
䛒䜛☜ᗘ䜢௨䛶┠ᶆ㐩ᡂ䛷䛝䛯䚸䛒䜛䛔䛿㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚸䛒䜛䛔䛿᪂䛯䛺ㄢ㢟䛜⌧ฟ䛧䛯䚸䛸䛔䛖㻌
䝥䝻䝉䝇ㄽⓗྜ⌮ᛶ䛾どⅬ䛷ホ౯ศᯒ䛧䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠐䠊䠎㻌 ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ䛸䛭䛾ᒎ㛤䜢ຍ㏿䛩䜛䛯䜑䛾せ௳㻌
๓グ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䜢㋃䜎䛘䛶䚸⌧ẁ㝵䛷䚸ᮏㄢ㢟බເ䛾᪨䛷䛒䜛䚸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ᡂ䛻ྥ䛡䛯┠ⓗ䞉
┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛻䛿䛂ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛶䛔䛺䛔䛛䛃䚸◊✲せ⣲䜔ᢏ⾡せ⣲䛻ᑐ䛩䜛ゝཬ䜔⪃ᐹ䛰䛡䛷䛺
䛟䚸䛘䜀䚸ฟཱྀ䠄ඹྠ◊✲㛤Ⓨඛ䛾⏘ᴗศ㔝䞉ᴗ⏺䚸ᐃ䛩䜛ᕷሙ➼䠅䜢䛹䛣䛻ྥ䛡䜛䛛䚸䜎䛯䚸䛹䛾䜘䛖䛺㻌
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝗䝯䜲䞁䛻ྥ䛡䜛䛛䚸䛺䛹䚸◊✲㛤Ⓨ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛭䛾㝿䚸䛷䛝䜜䜀䚸➇ྜ◊✲䞉➇ྜᢏ⾡䛾䛣䛸䜒ᖜᗈ䛟ከᵝ䛻ᤊ䛘䛶⪃䛘䚸ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛻㞀ቨ䛸䛺䜛䛛䚸䛺䛹
䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㸿㸦ᢏ⾡㒊⫋ဨࡢㄢ㢟⏝㸧
㸦㠀㛤♧⏝㸧
䠑䠊ᮏㄢ㢟ᡂᯝ䛾ㄽᩥⓎ⾲䠋▱㈈䠄ணᐃ䜢ྵ䜐䠅䛻䛴䛔䛶㻌
ᮏㄢ㢟ᐇ࠾࠸࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆㄽᩥⓎ⾲ࠊ▱㈈ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢணᐃࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡍ࡛‽ഛ୰ࡢࡶࡢࡣⓎ⾲ᢞ✏ணᐃࡢᢞ✏ඛࡸⓎ⾲ඛࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᡂᯝࡋ࡚▱㈈ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᏛࡢ▱㈈࣏ࣜࢩ࣮ᡭ⥆ࡁ๎ࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢᢸᙜ㒊㛛ࡶ┦ㄯࡢୖࠊ
ᮏㄢ㢟ᐇࡢ㛵ಀ⪅࣭ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮➼༠㆟ࡋࠊㄽᩥⓎ⾲➼ࡢ๓ࠊ᪩ࡵᡭ⥆ࡁࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
グ㏙ࡢ᪉ࡣࠊ⟠᮲᭩ࡁ࡛ࡶࠊ୍ぴ⾲ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
  䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
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㻌
㻌
ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

㻌
䠮䠝ྡ䞉ᑓᨷ䞉Ꮫᖺ㻌
㻌
ㄢ㢟ᐇᮇ㛫䠖㻌

1

㻌
䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾ᴫせ㻌
䈜ὀ䠅ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜎䛯䛿ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷Ⰻ䛔ሙྜ䛿䚸㌿グ䛧䛶䚸ᴫせ䛸䛧䛶䚸㻌
䠝䠐∧䠍䝨䞊䝆䛛䜙䠎䝨䞊䝆⛬ᗘ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䚸✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧䛷䛝䜛ෆᐜ䞉⾲⌧䛷ᨵ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾ሙྜ䜒䚸ᴫせ䛸䛧䛶䠝䠐∧䠍䝨䞊䝆䛛䜙䠎䝨䞊䝆⛬ᗘ䛸䛺䜛䜘䛖䛻✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶㻌
సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌

ۑ㸿㸫ϫ㸸ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟

ᅜᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢࣔࢹࣝࡋ࡚Ⓨಙࡶྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࠊ
ణࡋࠊࡣಶูⓗ◊✲ࡢẁ㝵࡛࣮࢜࢞ࢼࢬ⮳ࡗ࡚࡞࠸ࡶࡢࠋ
㸧

ۑ㸿㸫Ϫ㸸ᆅᇦࡢ⏘Ꮫᐁࡢ◊✲ὶ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾᚓࡓᆅᇦᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟
     㸦ᆅᇦ♫ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᆅᇦ♫ࢽ࣮ࢬࠊᆅᇦࡢἼཬᛶࡸ

᪂ࡓ࡞ᛂ⏝ⓗⓎ㸧

◊✲㈐௵⪅ྡ㻌
䠄ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䠅䞉ᡤᒓ㻌

ㄢ㢟ฟ䛾⫼ᬒศ㢮㻌

ۑ㸿㸫ϩ㸸◊✲ࢩ࣮ࢬⓎ⾲ࠊ⏘Ꮫὶࠊ㐣ཤ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᅾࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼ࢆ
㏻ࡌ࡚ᚓࡓㄢ㢟
     㸦ಶูᴗ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᴗࢽ࣮ࢬࠊࡲࡓࡣ◊✲ࢩ࣮ࢬࡢ

ۑ㸿㸫Ϩ㸸᪂つ࡞Ⓨ㸭࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࢹࠊࡲࡓࡣ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢㄢ㢟ࡢ
     ୰ࡽὴ⏕ࡋࡓㄢ㢟

䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
බເせ㡿䛻䛿䚸ㄢ㢟ྡ䛿㛤♧䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛒䜛᪨䚸グ㍕䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸㻌
㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧ྍ⬟䛺ㄢ㢟ྡ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷䜘䛔ሙྜ䛿䚸㌿グ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㼇ㄢ㢟䠥䠠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
㻌
ᮏㄢ㢟䛾䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䛭䛾䜒䛾䛜䚸ୗグ䚸䠑ศ㔝䛾୰䛾䛹䛣䜢┠ᣦ䛧䛶䛔
䜛䛛䚸᭱䜒➃ⓗ䛻⾲䛫䜛䜒䛾䜢䠍䛴䛻⤠䛳䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䕿䜢䖃䛻䚹㻌
ㄢ㢟䛾ᑐ㇟ศ㔝㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌
ͤㄢ㢟⏦ㄳ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌 䈜ὀ䠖㻌 䛣䛣䛛䜙䛿䚸ᢏ⾡㒊⫋ဨ䛸ᣦᑟᩍဨ䛸䛷䛤┦ㄯ䛾ୖ䚸䐟䡚䐣䛻䝏䜵䝑䜽䠄䕕䜢䕔䜈ኚ᭦䠅䜢ධ䜜䛶㻌
ୗ䛥䛔䚹㻌
ᚲ䛪グධ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹グධ䛜䛺䛔ሙྜ䛿ሗ࿌᭩䛸䛧䛶ཷ⌮䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸䛤ὀពୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䚸䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛚䜘䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䛛䜙㻌
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛾䛯䜑䚸ᚋ᪥䚸䛤㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠒䠊⥲ᣓ䠖ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛾ᒎ㛤䠋⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼䜈䛾⧅䛞䛻䛴䛔䛶㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䐟ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䜢䚸ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻ά䛛䛩䛯䜑䚸䛩䜉䛛䜙䛟ᚋ䛾䛣䛸䜢᳨ウ䛧䛯䛔
䛾䛷䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌 䐠䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ⮬య➼䛾ᨭᶵ㛵䛻ᒓ䛩䜛ᆅᇦ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䠋䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ⓗᙺ䛾ே➼㻌
䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䜢┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛥䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍㻌
䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 䠄┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ᨭᶵ㛵ྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐡䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䛔䛧ᴗ➼䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ヰ䛜ᣢ䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ణ䛧䚸ලయⓗ䛺㻌
ᚋ䛾ᒎ㛤䠄እ㒊➇தⓗ㈨㔠䛺䛹䠅䛿ᶍ⣴୰䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐢䛩䛷䛻䚸ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲యไ䚸䛛䛴ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠄⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䠅䝇䜻䞊䝮䛷እ㒊➇தⓗ㻌
㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䜢ᅗ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅
䜢䛘䛶䚸㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ᅗ䛧䛶䛔䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌 㻌 䐣⌧ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛛䛖ẁ㝵䛻䛿䛺䛔㻌
㻌 㻌 㻌 䛜䚸䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄⛉◊㈝௨እ䚸⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝇䜻䞊䝮䛾䜒䛾䠅䛻㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛩䜛䛴䜒䜚䛷䛒䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛷䛝䜛≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䠄ᛕ㢌䛻䛒䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌
ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

㻌
◊✲㈐௵⪅ᩍဨྡ㻌
ᡤᒓ㻌
㻌
ㄢ㢟ᐇᮇ㛫䠖㻌

1

㻌
䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾ᴫせ㻌
䈜ὀ䠅ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜎䛯䛿ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷Ⰻ䛔ሙྜ䛿䚸㌿グ䛧䛶䚸ᴫせ䛸䛧䛶䚸㻌
䠝䠐∧䠍䝨䞊䝆䛛䜙䠎䝨䞊䝆⛬ᗘ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䚸✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧䛷䛝䜛ෆᐜ䞉⾲⌧䛷ᨵ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾ሙྜ䜒䚸ᴫせ䛸䛧䛶䠝䠐∧䠍䝨䞊䝆䛛䜙䠎䝨䞊䝆⛬ᗘ䛸䛺䜛䜘䛖䛻✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶㻌
సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌

ۑ㸿㸫ϫ㸸ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟

ᅜᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢࣔࢹࣝࡋ࡚Ⓨಙࡶྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࠊ
ణࡋࠊࡣಶูⓗ◊✲ࡢẁ㝵࡛࣮࢜࢞ࢼࢬ⮳ࡗ࡚࡞࠸ࡶࡢࠋ
㸧

ۑ㸿㸫Ϫ㸸ᆅᇦࡢ⏘Ꮫᐁࡢ◊✲ὶ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾᚓࡓᆅᇦᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟
     㸦ᆅᇦ♫ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᆅᇦ♫ࢽ࣮ࢬࠊᆅᇦࡢἼཬᛶࡸ

᪂ࡓ࡞ᛂ⏝ⓗⓎ㸧

ᢏ⾡⫋ဨྡ㻌

ㄢ㢟ฟ䛾⫼ᬒศ㢮㻌

ۑ㸿㸫ϩ㸸◊✲ࢩ࣮ࢬⓎ⾲ࠊ⏘Ꮫὶࠊ㐣ཤ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᅾࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ➼ࢆ
㏻ࡌ࡚ᚓࡓㄢ㢟
     㸦ಶูᴗ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊᴗࢽ࣮ࢬࠊࡲࡓࡣ◊✲ࢩ࣮ࢬࡢ

ۑ㸿㸫Ϩ㸸᪂つ࡞Ⓨ㸭࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࢹࠊࡲࡓࡣ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢㄢ㢟ࡢ
     ୰ࡽὴ⏕ࡋࡓㄢ㢟

㻌
䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
㻌
බເせ㡿䛻䛿䚸ㄢ㢟ྡ䛿㛤♧䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛒䜛᪨䚸グ㍕䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧ྍ⬟䛺ㄢ㢟ྡ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔㻌
㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷䜘䛔ሙྜ䛿䚸㌿グ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
ᮏㄢ㢟䛾䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䛭䛾䜒䛾䛜䚸ୗグ䚸䠑ศ㔝䛾୰䛾䛹䛣䜢┠ᣦ䛧䛶䛔
㻌
䜛䛛䚸᭱䜒➃ⓗ䛻⾲䛫䜛䜒䛾䜢䠍䛴䛻⤠䛳䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䕿䜢䖃䛻䚹㻌
ㄢ㢟䛾ᑐ㇟ศ㔝㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌
㻌
ͤㄢ㢟⏦ㄳ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠏䠊ᚋ䛾ᒎ㛤㻌
䖂ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠋▱㈈䠋እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䚸䛺䛹䜈䛾ぢ㏻䛧䛺䛹㻌
䈜ὀ䠅⌧ᅾసᡂ㡬䛔䛶䛔䜛ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䜢ᇶ䛻䛧䛶㛤♧䛷䛝䜛⠊ᅖ䚸ෆᐜ䛷⟠᮲᭩䛝䚸䛒䜛䛔䛿㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ⥲ᣓⓗ䛻䠍䝨䞊䝆ෆ䛻⣡䜎䜛⛬ᗘ䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
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䠏䠊ᚋ䛾ᒎ㛤㻌
䖂ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠋▱㈈䠋እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䚸䛺䛹䜈䛾ぢ㏻䛧䛺䛹㻌
䈜ὀ䠅⌧ᅾసᡂ㡬䛔䛶䛔䜛ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䜢ᇶ䛻䛧䛶㛤♧䛷䛝䜛⠊ᅖ䚸ෆᐜ䛷⟠᮲᭩䛝䚸䛒䜛䛔䛿㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ⥲ᣓⓗ䛻䠍䝨䞊䝆ෆ䛻⣡䜎䜛⛬ᗘ䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿணഛ◊✲࠘
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ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮

⌮ᕤᏛ◊✲⛉

㮵ඣᓥᏛᏛ㝔

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥

㹼බເせ㡿㸦ᨵゞ rev.3.1㸧㹼
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ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ㄢ㢟බເࡘ࠸࡚
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㸱㸬㸱࠙ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀព㡯ࠚ
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࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ᆅᇦ㸭♫ࡣࠊᮏᏛࡢ㛵ಀࡢ⃰࠸ࠊ≉༡ᕞᆅᇦࢆ୰ᚰࡋࡓᆅᇦࢆ
ࡋ࡚ᣦࡋࠊᮏ⏦ㄳㄢ㢟࡛ࠕྠᆅᇦ౯್㐃㙐࡛㛵㐃ࡍࡿࡢᆅᇦࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᴫࡡ༡ᕞ
ᆅᇦྵࡲࢀࡿᆅᇦࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᆅᇦࡢᴗࡀᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᮏ♫ࡀᆅᇦእ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ༡
ᕞᆅᇦ㐍ฟࡋࠊᣐⅬࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗࠊ⮬యࡀㄏ⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᴗ㸦ᡭᴗྵࡴ㸧࡞
ࡶྵࡵࡲࡍࠋ

 ♫ࡽ⪅✲◊ۑࡢ୍᪉ྥᆺࡢ◊✲ࠊࡘࡲࡾࠊࢩ࣮ࢬ㉳Ⅼ㸭ࢩ࣮ࢬᣦྥࡢᇶ♏ࠊᛂ⏝ࠊ
ᐇ⏝ࡢ㡰ḟẁ㝵ⓗ◊✲㸦ࣜࢽࣔࢹࣝᆺ㸧ࡽࠊ୧⪅ࡀሗ㸦◊✲ࢩ࣮ࢬࡢሗ
Ⓨಙࠊᆅᇦࢽ࣮ࢬࠊᴗࢽ࣮ࢬࠊ♫ⓗㄢ㢟➼ࡢᢕᥱ㸧ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ┠ᣦࡍ࠶ࡿࡁጼ࣭
᫂☜࡞┠ⓗ࣭┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࠶ࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ⤖㞟ࡋ
࡚⥲ྜຊࢆⓎࡋᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍ◊✲㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻࣜࣈࣥᆺ㸧ࡢ⛣⾜ࢆಁࡍዎᶵ
࡞ࡿࡇࠊ

ۑᚋࠊᡓ␎ⓗ♫ⓗ㸭⤒῭ⓗ࡞౯್㐀ࡢ㐃㙐ࡀ⠏ࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦᴗ
➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢཧ⏬ࡶど㔝ࡢධࢀࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࢆᜏᖖⓗ
ฟ࡛ࡁࡿయไࢆ⠏ࡃࡃࠊࡑࡢ➃⥴࡞ࡾ࠺ࡿㄢ㢟ฟࡢዎᶵ࡞ࡿࡇࠊ

ۑබເㄢ㢟ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦ㸭♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡀ⏕ࡁᘏࡧࡿࡓࡵࡢ♫ⓗ
ၥ㢟ゎỴࡢᮇᚅᛂ࠼ࠊᆅᇦάᛶ࣭⏘ᴗ➇தຊᙉࠊᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟ୪ࡧ
ࡑࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢᙧᡂࡢዎᶵ࡞ࡿࡇࠊ

 ࡢ࢝ࢹ࣑ᑐࡍࡿᏛእ㸭ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮➼ࡽࡢཝࡋ࠸ホ౯ࡢ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
୰࠶ࡗ࡚ࠊᮏබເࡣࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢ〈㔝ࢆᗈࡆࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟ☜⋡㸦㢖ᗘ
⢭ᗘ㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴ࠸࠺⪃࠼❧ࡕࠊࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ㄢ㢟ฟຊࡢ
ᙧᡂከᵝ࡞➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓྥୖ⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞ᅗࠊྲྀ⤌ࡳࢆᨭࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᮏබເࡢ◊✲ᮇᚅࡍࡿⅬࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡣࠊᚋࡢ㮵ඣᓥᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡀᆅᇦᑐࡋ࡚࠶ࡿࡁጼ
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᮏ◊✲⛉ࡀࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦◚ቯ㐀ࡢ 
ᚠ⎔ࠊ▱ⓗ⏕⏘せ⣲ࢆ᪂ࡓ࡞⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⤖ྜࡉࡏࡿ㸸
ࠕ▱ࡢ᪂⤖ྜࠖ㸧ࢆࠊ⮬↛ࠊࡘᜏᖖⓗ
⮬ᚊᙧᡂ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭷ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊࠕᆅᇦࠖࡢ◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢጼࢆࡼࡾ᫂☜♧ࡍ
ࡇࡀࡲࡎᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊᑗ᮶ࢆὝᐹ࣭ணぢࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
ᆅᇦࡢ♫ⓗㄢ㢟ࠊᆅᇦᴗࢽ࣮ࢬࠊᆅᇦࡽᅜෆእἼཬ࡛ࡁࡿㄢ㢟➼ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙧᡂྥࡅ࡚ᖖ᪥㡭ࡽືࡁฟࡏࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࡑࢀࡽࢆᢸ࠼ࡿேᮦࢆᑡࡋ࡛ࡶ
ከࡃ㍮ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࡶ⪃࠼ࡿ⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࣓ࢱ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࢆ 
ᯝࡓࡍࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᚋࡢᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ
ヨ㔠▼ࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ㸰ࡘࡢㄢ㢟බເࢆ⏬ࡋࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ㸯ࡘࡣࠊᆅᇦࡢᏛ㸦ᮏᏛ㸧ࡢ୰࡛ࡢ㠉᪂ⓗ㸦ࣀ࣮࣋ࢸࣈ㸧࡞ㄢ㢟ฟຊࡢ㔊ᡂࠊ
ᑗ᮶࠾ࡅࡿከᵝ࡞➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓຊྥୖࡢࡓࡵࠊࡑࡢヨࡳࡋ࡚ࠊ᪂ࡘ㐀ⓗ࡞
◊✲ㄢ㢟ࡸᆅᇦᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ⧅ࡆࡽࢀࡿㄢ㢟ࢆබເࡋࠊࡉࡽࠊࡑࡢㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࡢ
୰ࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛ⏕ᑐࡍࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂࡢഃ㠃ࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᢏ⾡㒊
ࡢᢏ⾡⫋ဨࡢά⏝ࢆ⧊ࡾ㎸ࢇࡔㄢ㢟බເ࡛ࡍࠋ
 ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊᡓ␎ⓗ࡛Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹ
࡞ࡿㄢ㢟ࡢබເ࡛ࡍࠋ
ᮏㄢ㢟බເࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘ࡣࠊୖグ㸰ࡘࡢ⏬ࡢෆࡢᚋ⪅࠶ࡓ
ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢබເࡢ᪨࣭≺࠸ࢆ௨ୗ♧ࡋࡲࡍࠋ

㸯㸬࠙ࡇࡢㄢ㢟බເᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮࡛┠ᣦࡍࡇࢁࡘ࠸࡚ࠚ
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           㸺ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡢᶵ⬟ᒎ㛤ᅗ㸼
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㸰㸬࠙ᮏㄢ㢟බເࡢᐇ㊶ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲㛤Ⓨᒎ㛤ࣔࢹࣝࡢຠᯝࠚ
 
࠼ࡤࠊୗᅗࡢࡼ࠺◊✲㛤Ⓨࡢ㐍ᒎࣇ࢙࣮ࢬࢆᶓ㍈ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺつᶍࢆ⦪㍈ࡿࠊ
ࡲࡎࡣࠊᆅᇦࡢ◊✲ὶ➼ࢆ㉳Ⅼ㸦㥑ື※㸧ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸Ⓨ࣭ㄢ㢟࠶ࡿ࠸ࡣ┠ᶆࡀ⏕ࡲࢀࠊ
ࡑࡇࡽ୍᪦ࡣࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊึᮇẁ㝵࡛ࡢⓎࡽᇶ♏ᅛࡵ㡰ḟẁ㝵ⓗ࡞◊✲࣭㛤Ⓨ㸦ࣜࢽ
࣭ࣔࢹࣝᆺ◊✲㸧㐍ᒎࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡢᡂᯝ࡛ࡶࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡼࡿ」ᩘࡢ␗࡞ࡿศ㔝ࡢࠕ▱ࠖࢆ⼥ྜ㸦ࠕ▱ࠖࡢ᪂⤖ྜࡶゝ࠸ࡲࡍ㸧ࡉࡏࡿࡼ࠺ാࡁࡅ
ࡿࡶࠊࡼࡾつᶍⓗୖࡢ┠ᶆタᐃࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ࡛Ἴཬᛶࡢ࠶
ࡿ◊✲㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻࣜࣈࣥᆺ◊✲㸧ࡀືࡁฟࡍࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ࠶ࡿศ㔝㸦ᮏᏛ⌮ᕤ⣔࡛ᚋ㏙ࡍࡿᙉࡳࡢ㸳ศ㔝ࡢࡦࡘ㸧࠾ࡅࡿᏛ㝿ⓗ࡞
ᇶ♏࣭ᛂ⏝ࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࠶ࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࡀࠊ᫂☜࡞┠ⓗ࣭┠ᶆ࣭ࢽ࣮ࢬタᐃࡢୗ࡛ࠊ  
ࡑࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓࠕ▱ࠖࡋ࡚⤖㞟ࡋࠊ⥲ྜຊࢆⓎࡋࠊᐇ⏝ࢆᅗࡋࡲࡍࠋ  
ࡑࡇ㛵ಀࡍࡿᶵ㛵ࠊᴗࠊᕷሙࠊእ㒊㈨㔠ࡀ㛵ࢃࡾࠊつᶍࡀᣑࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
࡞࠾㸪ࡇࡢᅗࡣࠊୖグࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ㐍ᒎ࠾࠸࡚ࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢᯝࡓࡍᙺ
ࡘ࠸࡚ࡶᴫᛕⓗ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ◊✲ࢆᮍ᮶ྥࡅ࡚㐍ࡉࡏ
࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᨭࢆ⾜࠺࣓ࢱ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡶࠊࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥฟࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢฟࡢ☜ᗘࢆ㧗ࡵࡿࢭࣥࢱ࣮࡛ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࠊᙜࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ⨨࡙ࡅࢆ♧ࡍ⤮࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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ࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
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 ۑᩘ௳⛬ᗘ
 ͤὀ㸧ㄢ㢟ࡢබເ≧ἣ➼ࡼࡾࠊ๓ᚋࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸺᥇ᢥணᐃ௳ᩘ㸼



   

ͤ㸦ᨭฟࡢ⤒⌮⟶⌮ࡣ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋㄢ㢟⤊ᚋࠊᨭฟࡢ୍ぴࢆ
ู㏵ࠊᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸧

ۑᨭฟᑐ㇟㸸ᮏ◊✲ཧ⏬ࡍࡿᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍဨࡢᴗົ㛵ࡍࡿࡶࡢࡢࡳ㸬

ͤ㸦Ꮫෆࡢண⟬ᥐ⨨ࠊ㏵ࡣබ㈝┦ᙜ࡛ࡍࡀࠊࡢ◊✲➼ࡢὶ⏝ࡸΰྠࡣཝྍࠋ㸧

㈝✲◊ۑ㸸㸯ㄢ㢟ᑐࡋ࡚㸰㸮㸮⛬ᗘࠊ

௨ୖࠊձ㹼մࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࠋ   

մᮏㄢ㢟⤊ᚋࠊᆅᇦ㸭♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢᏛእᶵ㛵ࠊᴗ➼ࡢཧ⏬ࡶど㔝 
ධࢀࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢฟ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࠋ

ղᚋ㏙ࡍࡿ㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼ࡢ㸳ศ㔝࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘ㝈ᐃࡋ࡚㑅ᐃࡋࠊ
ࡑࡢᑐ㇟ศ㔝ࡢㄢ㢟┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ
」ᩘࡢᩍဨࢆ⤖㞟ࡋ࡚◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ࡚ࠊྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟ࠋ

    ճᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࠶ࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ⤖㞟ࡋ࡚⥲ྜຊࢆⓎࡋ࡚ࠊᡤᐃࡢ
┠ᶆ㸦࠶ࡿࡁጼ㸭ゎỴࡍࡁࢽ࣮ࢬㄢ㢟㸧ࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࡍࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻࣜࣈ
ࣥᆺ◊✲ࡢ➃⥴࡞ࡿㄢ㢟ࠋ

ձࠕᡓ␎ⓗ࡛Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭
 ࢫࢱࢹࠖ

    ࠗۑつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘
    
   㸺ᅇࡢබເㄢ㢟ࡢࢱࣉࣇ࢙࣮ࢬ㸼

   㸺බເㄢ㢟ࡢᣓࡾྡ⛠㸼

㸱㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢࢱࣉࣇ࢙࣮ࢬࠊ᥇ᢥணᐃ௳ᩘ࠾ࡼࡧ◊✲㈝࣭බເᮇ㛫ᐇᮇ㛫ࠚ

๓グ㸯.࠙ࡇࡢㄢ㢟බເᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮タ⨨࡛┠ᣦࡍࡇࢁࡘ࠸࡚ࠚ࡛♧ࡋࡓࠊ 
ᮏබເࡢ㊃᪨ἢࡗࡓ๓◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᚋ㸪ᡓ␎ⓗ♫ⓗ㸭⤒῭ⓗ࡞౯್㐀ࡢ㐃㙐ࢆ⠏
ࡁࠊᆅᇦ㸭♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡀ⏕ࡁᘏࡧࡿࡓࡵࠊᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢཧ⏬
ࡶど㔝ࡢධࢀࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ➃⥴࡞ࡾ࠺ࡿㄢ㢟㸦ᡓ␎ⓗ࡞Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹ㸧ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸ලయⓗㄢ㢟ࢆබເࡋࡲࡍࠋ

㸱㸬㸯࠙ᴫ せࠚ

㸱㸬࠙බເㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠚ

資料N o.H 27‑11‑1

-130-

ศᯒᢏ⾡࣭ᶵჾ㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ሗ㏻ಙᢏ⾡ࠊ♫ᇶ┙㸧㸳ࡘࡢ㔜Ⅼศ㔝㸦➨ 4 ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡼࡾ㸧

࣭⏘Ꮫඹྠᐇ⏝㛤Ⓨᴗ㸦ࢢ࣮ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࣛࣇࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࢼࣀ࣭ᮦᩱ

࣭⏘Ꮫඹࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
࣭◊✲ᡂᯝ᭱㐺ᒎ㛤ᴗ ඛ➃ィ

࣭ᆅᇦ⤖㞟ᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ไᗘ⤊㸧
ࠊ ࣭ᆅᇦ༟㉺◊✲⪅ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦᪂つ࡞ࡋ㸧

ཧ⪃㸧㹈㹑㹒ࡼࡿ㐣ཤ㹼⌧ᅾࡲ࡛ࡔࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔࡅ࡛ࡶ௨ୗࠊ



ศᯒሗά⏝㸭㹇㹒㹁ࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࠊ

࣭ᡓ␎ⓗ㐀◊✲᥎㐍ᴗ㸦♫ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ㸧
ࠊ➼ࠋ

㹢㸧᪂つࡘᮍゎ᫂࡞⌧㇟㸭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ๓ẁ㝵➼⨨ࡍࡿ⌧㇟ࡢほᐹ➼ࡸࡑࢀ

࡚ࡢࡇぢ࡞ࡋࠊ⟶⌮ᐊࡣ㛵▱ࡋࡲࡏࢇࠋࡇࢀࡣ⟶⌮ᐊࡢேဨࣜࢯ࣮ࢫ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡇࠊ

-6-

㹤㸧࣓࣮ࣝῧ࡚⟶⌮ᐊㄢ㢟⏦ㄳ᭩ࢆ㏦ᚋࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦௦⾲◊✲⪅㸧ཷ⌮㏻▱ 
࣓࣮ࣝࡀ⟶⌮ᐊࡼࡾᒆ࡞࠸ሙྜࠊ⏦ㄳ⪅ࡈᮏேࡼࡾົᒁᚲࡎࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ

-7-

ᵓ㐀➼ࠊά⏝ࡢྍ⬟ᛶࡢ➃⥴ࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࢹ࣮ࢱຍᕤ࿊♧ࠊ࡞ࠋ

㹤㸧♫ࢩࢫࢸ࣒ᇶ┙ࡢᵓᡂࡸᵓ⠏㛵ࢃࡿ๓ࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊࡛ࡶ㞟ࡋࠊࡑࡢ

㸦࠼ࡤࠊᐜ㔞㧗㏿ฎ⌮ࠊḟୡ௦㸭ḟࠎୡ௦ࡢሗฎ⌮㸧

㹣㸧᪂ࡋ࠸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ㸭ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᡭἲࠊ᪉ἲㄽࠊࣝࢦࣜࢬ࣒

㛵㐃ࡅࡽࢀࡿ㝶ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ

㹡㸧ᮏ᮶ࡢ┠ᶆ࠾ࡅࡿ㒊ศⓗ㐩ᡂ㸦࠼ࡤࠊ≀㉁⣲ᮦ࣭ᮦᩱ➼ࡢ㒊ศⓗ࡞ᶵ⬟Ⓨ⌧㸧

ࡁᚑࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊㄢ㢟㑅⪃ୖࠊ┈ࢆⵚࡗ࡚ࡶࠊ࡚ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵࠾࠸

ㄢ㢟㛤ጞࢆ᪩ࡵࡿࡓࡵࠊබເ᪥⛬ࢆᅽ⦰ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨࡛ࡍࠋ

㹠㸧࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪂ࡓᚲせࡍࡿ⨨ᶵ⬟ࡢணഛⓗヨసᶵ⬟ホ౯ࡢ୍㒊ヨ㦂

ࡢᑠࢸ࣮࣐ࡼࡿᐇ㦂᳨ドࣉࣟࢭࢫࡸヨసホ౯ࣉࣟࢭࢫࠊ

㹟㸧᪤Ꮡࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸホ౯᪉ἲ㸭ホ౯ࢹࣂࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊணഛⓗヨ⾜࡛ࡁࡿ⠊ᅖ

᥎ᐹࡉࢀࡲࡍࠋࡑࢀᨾࠊḟ㐍ࡴࡓࡵࡢዎᶵࠊḟࡢ㈨㔠⋓ᚓࡢࡓࡵッồ࡛ࡁࡿணഛⓗ
ࢹ࣮ࢱࡸணഛⓗヨ㦂⤖ᯝࠊ๓ẁ㝵⌧㇟࡞ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࠊఱࡽࡢぢᴟࡵ࡞ࡿࢹ࣮ࢱ
ࢆᚓࡿࡇ➼ࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊ㝈ࡽࢀࡓண⟬ᮇ㛫ෆ࡛ࠊ࠼ࡤࠊୗグࠊ
㹟㸧㹼㹤㸧➼ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ⨨࡙ࡅࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ཧ⪃࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
࠸ࡎࢀᚲࡎᙜ࡚ࡣࡵࡿᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

 ղࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘ࡢࠕ๓◊✲ࠖࡣ㸽࣭࣭࣭࣭
     
     ᡓ␎ⓗ࡞Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟࡞ࡿࠊࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸゝࡗ࡚ࡶࡑ࠺ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸



࣭ィ

㹇㹁㹒㸩㹇㹒㹐ࠊ㠉᪂ⓗᵓ㐀ᮦᩱ࣭࣭࣭㸧
㸦ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ ◊✲㛤Ⓨィ⏬ࡼࡾ㸧

㜵⅏ῶ⅏㸭ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞♫㸭᭱ඛ➃ほ

 ࣭ㄢ㢟㐩ᡂᆺ⏘Ꮫඹྠ㸭ᡓ␎ᆺࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮㸭࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜࠊ







ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻ࣓ࣥ㸦ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢻ࣓ࣥ㸧ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ♫ⓗㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ
㐩ᡂ┠ᶆࢆᥖࡆࠊࡑࡢୡ⏺ほࢆ࿊♧ࡋࠊᑗ᮶ⓗࠊ」ᩘࡢ◊✲⪅ࠊ⏘ᴗ⏺ࠊ⮬య➼ࢆᕳࡁ
㎸ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁᑐ㇟࠾ࡼࡧᙳ㡪ຊࡢࡁࡉࢆពࡋࡲࡍࠋ

     ⌧ẁ㝵࡛ᡓ␎ⓗᣦྥࢆࡶࡗ࡚つᶍⓗຠᯝࠊ౯್㐀ࡢ㐃㙐ࠊἼཬᛶࡢ㛵ಀᛶࢆᥥ࠸࡚

   ձࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘ࡢࠕつᶍࠖࡣ㸽࣭࣭࣭࣭

㸱㸬㸲࠙බເࡢᣓࡾࡘ࠸࡚⿵㊊ࠚ

௨ୖࡢࡇࡢࡇࢆࡈ⌮ゎࡢୖࠊㄢ㢟⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹥㸧᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣࠊ᥇ᢥࡢⅬ࡛ㄢ㢟ྡࠊ௦⾲◊✲⪅ྡ㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ㸧ࡀᙜࢭࣥࢱ࣮  
  ࡢάືෆᐜࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊάືሗ࿌᭩࡛㛤♧ࡉࢀࡲࡍࠋ

ሙྜࡣ⟶⌮ᐊࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡶㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢ㈐௵࠾࠸࡚ᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢻࣞࢫࢆ㛫㐪࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊᚲࡎཷ⌮㏻▱࣓࣮ࣝࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋࠊᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ 

ࡑࡢሙྜࠊ⟶⌮ᐊഃ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶᙜヱ࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ࡓࡵ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ

ͤ㸱㸧๓ᖺᗘࠊ⟶⌮ᐊᐄࡢ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࢆ㛫㐪ࡗ࡚㏦ಙࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
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㸦௦⾲◊✲⪅㸧ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡣ⾜࠸ࡲࡏࢇࠋࡶࡋࠊഛࡸὀព᭩

ͤ㸰㸧๓ᖺᗘࡣබເ㊃᪨ࡢᩚྜᛶࡸ⏦ㄳ᭩ࡢᙧᘧࢳ࢙ࢵࢡࢆཷ⌮๓⟶⌮ᐊ࡛⾜࠸ࠊㄢ㢟⏦ㄳ⪅

㹣㸧ᮏබເせ㡿⏦ㄳ᭩ᵝᘧ࠶ࡿὀព᭩ࡁ㸦ࣆࣥࢡᩥᏐ㸧๎ࡗ࡚⏦ㄳ᭩ࢆసᡂࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹢㸧බເ⥾ษ᪥ࢆཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥾ษ᪥௨㝆ࡢ⏦ㄳࡣㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋཷ⌮ࡋࡲࡏࢇࠋ

㹡㸧๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢㄢ㢟⤊ᚋࡢᒎ㛤㸦ࡢ➇தⓗ㈨㔠⏦ㄳࡸ▱㈈࡞㸧
࠾ࡼࡧᚋホ౯⤖ᯝࡀホ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊᙜヱ௦⾲◊✲⪅࠾ࡼࡧࡑࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡽࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟⏦ㄳ㸦ㄢ㢟ෆᐜࡀ๓ᖺᗘㄢ㢟␗࡞ࡿ᪂つㄢ㢟㸧ࡣྍࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᐇ㉁ⓗྠࡌ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉయไ࡛ࠊ௦⾲◊✲⪅ࢆᤄࡆ᭰࠼࡚⏦ㄳࡍࡿ➼ࡶྍࠋ

࡞࠾ࠊ๓ᖺᗘ᥇ᢥࡔࡗࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⩣ᖺᗘ᪂ࡓ࡞⏦ㄳࡣ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ㸰ᖺ⥆ࡅ࡚ࡢ⏦ㄳࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡉࡽࡑࡢḟᖺᗘ᪂ࡓ࡞ෆᐜ࡛⏦ㄳࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ͤ㸯㸧๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡣࡑࡢㄢ㢟ᐇᡂᯝࢆࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃᮇ㛫

   㹠㸧๓ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡋ࡚ࡢ⏦ㄳࡘ࠸࡚ࡣྍࡋࡲࡍࠋ
     ࡇࢀࡣᮏㄢ㢟බເࡀࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉ㐍ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢࡧỈⓗ࡞
Ꮫෆබເไᗘ⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡍࠋ

   㹟㸧ㄢ㢟⏦ㄳࡣࠊ௦⾲◊✲⪅㸯ྡࡘࡁ㸯௳ࡢࡳ࡛ࡍࠋ

ㄢ㢟⏦ㄳㄢ㢟ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢࡇࢆ㡰Ᏺ࡞ࡽࡧ␃ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸱㸬㸱࠙ㄢ㢟⏦ㄳ㸭ཷ⌮࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀព㡯ࠚ

    ۑᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸵᭶㸯᪥㸦㛤ጞ㸧㹼ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛

   㸺ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫㸼

࡛⥾ษࢆ㐣ࡂ࡚ࡽࠊ⏦ㄳ᭩ࢆ㏦ࡋ࡚ࡃࡿ᪉ࡀ」ᩘ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⥾ษᚋࡢ⏦ㄳࡣࠊࡑࡢᚋࡢㄢ㢟㑅⪃‽ഛせࡍࡿẁྲྀࡾࡸ㑅⪃㐣⛬ࠊ㑅⪃⤖ᯝࡢᢎㄆ
㏻▱ᴗົ࡞ࡢ᪥⛬ࢆᢲࡍࡇ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࠊㄢ㢟㛤ጞࢆ㐜ࡽࡏࠊㄢ㢟ᐇᮇ㛫ࢆ▷ࡃ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡿࡇࢆᣍࡁࡲࡍࠋఱ༞ࠊࡈ⌮ゎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

     ͤ⥾ษࡣཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ๓ᖺᗘබເ࡛ࡣࠊࠕኻᛕࡋ࡚࠸ࡓࠖࠊࠕฟᙇ࡛ᅾࡔࡗࡓࠖ

    ۑᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㸦බເ㛤ጞ㸧㹼㸲᭶㸰㸮᪥㸦බເ⥾ษ㸧

   㸺ㄢ㢟ࡢබເᮇ㛫㸼

資料N o.H 27‑11‑1

-131-

   

-8-

ͤὀ㸧๓ᖺᗘࡣࠊ5 ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘࢆ᰾ࡋ࡚」ᩘศ㔝㊬ࡿㄢ㢟タᐃࢆᥦ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࡀࠊ๓グࡢ࠾ࡾࠊᖺᗘࡣࠊ5 ศ㔝ࡢ࠸ࡎࢀࡦࡘ㝈ᐃࡋ࡚㑅ᐃ࠸ࡓࡔࡁࠊ
ࡑࡢᑐ㇟ศ㔝ࡢㄢ㢟┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡃࠊ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ」ᩘᩍဨࡀ⤖㞟ࡋ࡚ࠊᏛ⾡ศ㔝
ᶓ᩿ⓗඹྠ◊✲ࡍࡿࡼ࠺࡞ᥦࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
۔๓ᖺᗘࡽࡢศ㔝ྡ⛠ኚ᭦Ⅼ㸸࣭ᆅᇦ⎔ቃ࣭ᏳᕤᏛЍᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛኚ᭦
               ࣭ኳᩥᏱᐂ⛉ᏛЍኳᩥᏱᐂኚ᭦
ࡲࡓࠊᮏㄢ㢟ཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨࡣࠊᮏㄢ㢟⏦ㄳ࡛㑅ᢥࡉࢀࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿ
ᩍဨࡋ࡚⨨ࡅ⮴ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢ
ᙜヱศ㔝ࡢ༠ຊᩍဨࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

࠾ࡅࡿࠊ࠸ࡎࢀࡦࡘࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ┠ᶆ࠾࠸࡚ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗ࡞
Ἴཬᛶ♫ⓗ౯್㸭⤒῭ⓗ౯್ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

(1)⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࠊ(2)་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝ࠊ (3)ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝
(4)ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝ࠊ(5)ኳᩥᏱᐂศ㔝

    ۑᙜ㠃ࡣࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉࡛ᙉࡳࡉࢀ࡚࠸ࡿḟࡢ㸳ࡘࡢศ㔝࡛ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲
㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿศ㔝࡛ࡶ࠶ࡿࠊ

ۑㄢ㢟ࡢᐇ⪅㸸⏦ㄳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ௦⾲◊✲⪅ࢆ୰ᚰࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢྛ◊✲⪅ࡑࡢ
◊✲ศᢸ๎ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
              
   ղ㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼

  ͤ㸰㸬ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᩍဨࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳࡉࢀࡲࡍ⮬ືⓗ㑅ᢥࡋࡓᙜヱศ㔝࠾ࡅࡿᙜࢭࣥࢱ
 
࣮◊✲㒊㛛ࡢᩍဨࢢ࣮ࣝࣉࡋ࡚ཧ⏬ࡉࢀࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ

ͤ㸯㸬ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉௨እࡢᩍဨࡢཧ⏬ࡶྍ⬟࡛ࡍࡀࠊୖグࠊࢢ࣮ࣝࣉᙧᡂࡢせ௳ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜ㝈ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊඛࡢグ㏙ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊண⟬ࡢᨭฟࡣࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉
ࡢᩍဨࡢᴗົᑐࡋ࡚ࡢࡳᨭฟࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

    ۑබເᑐ㇟⪅㸸ୗグࡢ㸺ㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝㸼࡛♧ࡍせ㸳ศ㔝ࡢ୰ࡽࠊᑐ㇟ࡍࡿศ㔝ࢆ
ࡦࡘࡔࡅ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡛Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ 㸦ཎ๎ࠊ
㸳ྡ௨ୖ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ㸧ࢆᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᒓࡍࡿᩍဨࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ୰ࡢ௦⾲⪅࠾୍ேࡀ⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛእࡢ᪉㸦බタヨࡸᴗ➼㸧ࡀཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣࠊᏲ⛎⩏ົࡸ▱㈈➼ࡘ࠸࡚Ꮫෆつᐃᇶ࡙ࡃ๓ࡢᡭ⥆ࡁᑐᛂࢆ࠾
㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

   ձ㸺ㄢ㢟ࡢබເᑐ㇟⪅ㄢ㢟ࡢᐇ⪅㸼

㸱㸬㸳࠙ㄢ㢟ࡢබເᑐ㇟⪅㸭ㄢ㢟ᐇ⪅࠾ࡼࡧㄢ㢟ࡢศ㔝⫼ᬒศ㢮ࠚ

ᑗ᮶ྥࡅ࡚ண⟬つᶍࠊཧ⏬ᶵ㛵ࠊ㛵㐃ศ㔝࠾࠸࡚ᚎࠎᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐍ᒎ
     ࡋ࡚࠸ࡅࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿ࠺ࠊᥦ♧ࡉࢀࡿୡ⏺ほࡀࠊᑗ᮶ⓗண࣭ண ࡢ୰⨨ࡅࡿ
     ࠺ࠊࢤ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍࡇ࡞ࡿࠊ࠸࠺ほⅬ࡛ㄢ㢟ᙧᡂࡋ࡚㡬
ࡁࠊࡑࡢྍ⬟ᛶ᥈⣴ࠕఱࡽࡢᡭࡈࡓ࠼ࠖࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ◊✲࡛ࡍࠋ
ేࡏ࡚ࠊᚋࡢ㈨※ᢞධ㸦ண⟬つᶍࡢࡁ࠸➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓ㸧ࡢุ᩿ᮦᩱ࡞ࡿࡼ࠺࡞
ホ౯ሗ࿌ࢆࡲࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡶᮇᚅࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᆅᇦ㸭
♫㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ᑐࡋ࡚ࣉ࣮ࣟࣔࢺࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢࡧỈ࡞ࡿ๓◊✲
ሗ࿌࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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㹀㸫ϩ
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ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟

ࡍ࡛࠶ࡿඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛ὴ⏕ࡋࡓ
ࢫࣆࣥ࢘ࢺྍ⬟࡞᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚑ᮶ࡢᆅᇦὶࡸ◊✲ὶ㸦Ꮫእࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࠊ✲◊ۑۑ➼㸧࡛ࠊᆅᇦࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㛵ಀ⪅➼㸦ᴗࠊබタヨࠊ⏘ᴗᨭᶵ㛵㸧
ࢆ࠼ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚⏕ࡲࢀࡓ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
     Ў
࠼ࡤࠊ᪤ࠊ༢⊂࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢᩍဨ㸦ᮏᏛࡢ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㸧ࡀᆅᇦࡸ」ᩘᴗࡀཧ⏬
ࡋ࡚࠸ࡿᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍ဨ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ḟࡢࢸ࣮࣐࡞࠸ࡋࡣணࡉࢀࡿヰ㢟
ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺෆ࡛ᢅ࠺ࡇࡀྍ⬟㸦ண⟬ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊ
㐩ᡂ┠ᶆࡢࢥ࣑ࢵࢺ㸧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊㄢ㢟ㄆ㆑ࣞ࣋ࣝࡸᵓ࡛ࣞ࣋ࣝ␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟
ࡢ࠺ࡕࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢእᣢࡕฟࡋ࡚ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ㄢ㢟ᐇࡋ࡚ࡶᙜヱࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢዎ⣙つᐃゐࢀࡎࠊ┈┦ࡢ࡞࠸ࡶࡢࠋ
࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᑠᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧ⏬ࡋ࡚ࡁ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࡣᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ྠࡌࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻ࣓࡛ࣥ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࡃ␗࡞ࡿほⅬ࡛᪂ࡓ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᛮ࠸ࡘࡁࠊࡑࢀࡼࡾࠊ᱆㐪࠸ࡢຠ⋡ࢆⓎ࡛ࡁࡿࠊ⌮ⓗ࡞せ௳ࡀせ࡞ࡿࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊᏳಖ㞀ୖࠊᡓ␎ⓗඃ࡞ࡿ➼ࠊ᱁ẁࡢඃᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪᪂ࡓ࡞ࣉ
࣮ࣟࢳ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕୖࡆࡓ࠸ពྥࢆᣢࡗ࡚࣮࢜࢞ࢼࢬࢆᅗࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊࡇࡢሙྜࡣࠊ┈┦༑ศ␃ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧
ࠋ

㸳ศ㔝ࡢ࠶ࡿศ㔝࡛᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ㸦Ꮫෆࢧࣟࣥ㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚ㄢ㢟ᙧᡂࠋ
             Ў
࠼ࡤࠊᩍဨࡀ」ᩘ㞟ࡲࡾࠊࢧࣟࣥࢆᙧᡂࡋ࡚᪥㡭ࡽࠕ࣡࢞ࣖ᪉ᘧ࡛ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᵓࡀពぢࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ㛵㐃ࡍࡿሗ㞟ࡶᮍ╔ᡭ࡛ࠊⴌⱆⓗ◊✲➼ࡼࡿྍ
⬟ᛶ᥈⣴࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡋࡓ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡣᚲせ࡞ᮦᩱ࣭᰿ᣐࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

          ⾲㸯㸬ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒ㛵ࡍࡿ㸲ࡘࡢ㢮ᆺ

      ᮏබເㄢ㢟⏦ㄳ࠶ࡓࡗ࡚ࠊḟࡢ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡞㢮ᆺࡼࡿศ㢮ࢆタᐃ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
  ࡇࢀࡽࢆཧ⪃ࠊ⏦ㄳㄢ㢟ࡀࡇࢀࡽࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࠊศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛⏦ㄳࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࡣࠊࡇࡢศ㢮ࢆཧ⪃ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆ⤠ࡾ㎸ࢇ࡛ࠊᥦࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ࡞࠾ࠊ㹀㸫Ϩ㹼Ϫヱᙜࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟ࠊ
㸦ࡑࡢࠊ㹀㸫ϫ㸧ࡀ࠶ࢀࡤࡼ࠸࡛ࡍࠋ

  ճ㸺ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒศ㢮㸼



㸺ࡈཧ⪃ࡲ࡛ࠊ⌧ᅾࠊࡼࡃྲྀࡾἋửࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸼
ۑḟୡ௦ሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒  ≀ۑ㉁⣲ᮦ㸭ᶵ⬟ᮦᩱ ⏘⏕≀⏕ۑ㸭⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒㸭㣗࣭㎰ࡢ㸴ḟ
ۑ་⒪ᢏ⾡㸭ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮࣡ࢩࢫࢺᢏ⾡    ۑ⸆㸭㦂㸦⒪⸆ࠊヨ⸆㸭᳨ᰝ⸆㸧
ۑ㧗ᶵ⬟㟁Ꮚࢹࣂࢫ㸭㧗ᐦᗘᐇᢏ⾡ ۑᶵᲔ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾ㸭⏕⏘ᢏ⾡㸭ࣟ࣎ࢵࢺ㸭㹇㹁㹒㸩㹇㹐㹒
ۑḟୡ௦࢚ࢿࣝࢠ࣮㸭࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜ㸭ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻ ♫ۑᇶ┙㸭♫ࣥࣇࣛ
ۑඛ➃ィ 㸭ほ ᢏ⾡㸭ほ ィ ᶵჾ   ۑḟୡ௦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢᢏ⾡
ۑ᳨ᰝᇶ‽㸭ရ㉁ホ౯ᇶ‽㸭ᅜ㝿ホ౯ᇶ‽ ♫ۑࢹࢨࣥ㸭ᬽࡽࡋ㸭Ᏻ࣭Ᏻᚰᢏ⾡
ࢻ࢘ࣛࢡۑ㸭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ㸭ࢹ࣮ࢱ࣐ࢽࣥࢢ㸭ࢹ࣮ࢱᵓ㐀ά⏝㸭㹇㹁㹒࣭㹇㹒㹑㸭
ࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ۑ㜵⅏㸭ῶ⅏㸭ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞♫ᵓ⠏ᢏ⾡ࠊ
➼ࠎࠊࡇࢀࡽࡣࠊᵝࠎ࡞⟇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣃࢯࣥࡢⓎゝ➼࡛ฟ࡚ࡃࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ࡛ࡍࠋ

࡞࠾ࠊୖグ㸳ศ㔝ࡣࠊ➨㸲 ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡼࡾ㔜Ⅼࡉࢀࡓࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ
ࢻ࣓ࣥ㸦ࢢ࣮ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࣛࣇࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࢼࣀ࣭ᮦᩱࠊሗ㏻ಙᢏ
⾡ࠊ♫ᇶ┙㸧ࡢ㸳ࡘࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡶ㛵㐃ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊྠィ⏬ࡶཧ↷ࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡃࠊㄢ㢟ᙧᡂࡢཧ⪃࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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㸺㑅⪃ࡢᇶ‽㸼
 ձ᪂つᛶ
 ղ⊂⮬ᛶ
 ճἼཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ
 մㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶ㸦♫ⓗࢽ࣮ࢬࡸ♫ⓗㄢ㢟ࡢ⫼ᬒ➼㸧
 յ㸷ࣨ᭶㛫⛬ᗘ࡛┠㏵ࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ
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  㸺㑅⪃᪉ἲ㸼
   ۑ๓ฟࠊ㸳ࡘࡢ㑅⪃ᇶ‽ᮏㄢ㢟බເࡢ᪨࣭≺࠸↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ
຺ࡋࠊ㑅⪃࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
  

ࡢࡳ࡛㑅⪃ࡋࡲࡍࠋ㸧

㸺㑅⪃⪅㸼
   ۑᙜࢭࣥࢱ࣮㛗ᙜࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛ࡢྛ◊✲ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿ㑅⪃ဨ㸦㸳ྡ㸧ࡼࡗ࡚
ᐇࡋࡲࡍࠋ
   㸦ణࡋࠊࡇࡢ㸳ྡࡣࠊ௦⾲◊✲⪅௨ୗࠊඹྠ◊✲⪅ྡࡀࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄢ㢟ྡㄢ㢟ෆᐜ

㸲㸬㸰㸬㸰࠙㑅⪃ࡢ᪉ἲࠚ









   ௨ୗࡢ㸳㡯┠ࡘ࠸࡚㑅⪃࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㸲㸬㸰㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ᇶ‽ࠚ

㸲㸬㸰࠙ㄢ㢟ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠚ

⏦ㄳ᭩ࡢグධ㡯┠ࡸグ㏙ࡢ᪉࡞ࡣࠊㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࣆࣥࢡᩥᏐ࡛ὀពࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇࡸグධࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆཧ⪃
సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ͤᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㹕㹃㹀ࢧࢺ㸭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊᵝᘧ࣭せ㡿➼ࡢ
ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡘ࠸࡚ࡣ‽ഛ୰ࡢࡓࡵࠊᐇ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡽࠊู㏵ࠊ
ࡈෆࡋࡲࡍࡀࠊᙜ㠃ࡣ㸪๓グᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡇࢆࡈᢎୗࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢࢵࣉ࣮ࣟࢻᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡣணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
    ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

ͤὀ㸧࣓࣮࡛ࣝ⏦ㄳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊᩘ᪥ࡋ࡚ࡶࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡼࡾ⏦ㄳ᭩ཷ㏻▱࣓࣮ࣝࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⏦ㄳ᭩ཷ⌮࣓࣮ࣝࡀᒆ࡞࠸ሙྜࠊᚲࡎົᒁࡑࡢ᪨ࢆ┤᥋ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

 ู㏵㓄ᕸࡢㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧ࢆබເせ㡿グ㍕ࡢ᪨๎ࡋ࡚సᡂࡢୖࠊᮏせ㡿ࡢᮎᑿ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᥦฟඛ㸦ᙜࢭࣥࢱ࣮ົᒁ㸧ࠊ㟁Ꮚࣇࣝ㸦WORD ᙧᘧ㸧ࢆ࣓࣮ࣝῧ
ࡋ࡚ࠊᮇ㝈ෆࡈᥦฟୗࡉ࠸ࠋ
࡞࠾㸪ࡑࡢ㝿ࡣࠊ㟁Ꮚࣇࣝࡣࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛ࣟࢵࢡࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊู࣓࣮࡛ࣝᙜヱࡢ
ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡲ࡛࠾▱ࡽࡏୗࡉ࠸ࠋሗ₃ὤࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡛ࡍࠋ

㸲㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ᭩ᵝᘧᥦฟ᪉ἲࠚ

㸲㸬࠙බເㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ㑅⪃ࠊㄢ㢟ࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠚ
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㸺⤖ᯝࡢ㏻▱᪉ἲ㸼
 ۑ㏻▱ᩥࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸦௦⾲◊✲⪅㸧࠶࡚㏦ࡋࡲࡍࠋ᥇ᢥ㏻▱ࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ
 ࠊ࠾࡞ۑ㏻▱ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ㸴᭶ᮎ㡭ࢆ┠㏵㏻▱ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛ࡍࠋ
  ࡲࡓࠊ᥇ᢥ᥇ᢥࡢၥ࠸ྜࢃࡏࠊࡲࡓ᥇ᢥ㏻▱グ㍕ࡢ᥇ᢥ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡢ
ၥ࠸ྜࢃࡏࡣ୍ษࠊᛂࡌࡽࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊணࡵࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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   ㄢ㢟ࡢබເࡽ⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࡣࠊḟ࣮࣌ࢪࡢࣇ࣮ࣟᅗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ㄢ㢟⤊ᚋࡣᚲࡎࠊ▱㈈ࡢྍ⬟ᛶࠊᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓ
ඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺฟࡢྍ⬟ᛶࠊ᪂ࡓ࡞➇தⓗእ㒊㈨㔠㸦⛉◊㈝௨እࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ
ࢫ࣮࣒࢟ࡢࡶࡢ㸧ࡢ⏦ㄳࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸳㸬㸰࠙ㄢ㢟බເࡽ◊✲㛤ጞ㸭⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠚ

࡞ࢆ࠾ఛ࠸ࡋࠊ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࠊ
ࠕ୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠖࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ㄢ㢟ࡢ㐍⾜ࢆࡼࡾⰋࡃ᥎㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽ࠾ఛ࠸ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ≉௵ᩍဨࡀ┤᥋ఛ࠸㺂≧ἣࡼࡾᣦࡸຓゝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ᪥➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ᐊ㛗ྡ࡛ࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊᨵࡵ࡚㏻▱࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ
᥎㐍㆟ࡢ‽ഛ㸦㛵ಀ⪅ࡢ㐃⤡ࠊࡾࡲࡵ➼㸧ࡣࠊ௦⾲◊✲⪅ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ղ◊✲㛤Ⓨ⌧ሙ࣭ᐇ㦂⨨➼ࡢ⌧ሙどᐹ
ճ௦⾲◊✲⪅࠾ࡼࡧඹྠ◊✲ཧ⏬࣓ࣥࣂ࣮㸦ᴗ➼ࡶྵࡴ㸧ࡶฟᖍ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ
◊✲㛤Ⓨࡢᒎ㛤ࡢぢ㏻ࡋࡸㄢ㢟㐙⾜ࡢព㆑ඹ᭷ࡢ≧ἣ࡞☜ㄆ
    մḟࡢ➇தⓗ㈨㔠㸦⛉◊㈝௨እࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢࡶࡢ㸧ࡢ⏦ㄳ࠾ࡼࡧ≉チฟ㢪➼ࡘ࠸࡚

  ձㄢ㢟㐍ᤖ≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡ
㸦୰㛫ሗ࿌ࡢᥦ♧㸸㸿㸲∧㸯ᯛ⛬ᗘࡲࡵࡓࡶࡢࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
㸧

ణࡋࠊㄢ㢟㐙⾜ᮇ㛫୰ࠊ㸱㹼㸲᭶㸯ᅇ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ࠊࠕㄢ㢟᥎㐍㆟ࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋࡇࡢ┠ⓗࡣࠊ

 ㄢ㢟ࡢᐇࡣࠊᮏㄢ㢟ࢆ⏦ㄳࡋࡓ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧グ㍕ࡢྛ◊✲
ศᢸ⪅࠾ࡼࡧࡑࡢศᢸෆᐜ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀࠊ᪥㡭ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࡸྲྀࡾࡲ
ࡵࠊ᭱⤊ሗ࿌ࡢసᡂ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢ௦⾲◊✲⪅ࡢᩍဨ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᐇࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

㸳㸬㸯࠙ㄢ㢟ࡢ㐍ࡵ᪉࣭㐍ᤖ⟶⌮ㄢ㢟᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࠚ

㸳㸬࠙ㄢ㢟ࡢᐇࠚ

   ࡲࡓࠊㄢ㢟⤊ᚋࡶࠊࡑࡢᡂᯝෆᐜࡸᚋホ౯ࠊᚋࡢᒎ㛤࡞ࡘ࠸࡚㛤♧࠸ࡓࡔࡃ
   ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸴㸬㸱࠙ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ࠸࡚ࠚࢆ
   ཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

    ⏦ㄳࡉࢀࡓㄢ㢟ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓሙྜࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞ࡽࡧάືሗ࿌᭩
   ࡑࡢㄢ㢟ྡ௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓࠊ⫋ࡘ࠸࡚㛤♧ࡋࡲࡍࠋ
   ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳ᭩సᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢࡇࡈ␃ពࡁࠊணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬㸱࠙ㄢ㢟ྡ௦⾲◊✲⪅ྡࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠚ
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 ͤሗ࿌ࡢᐇ ⩣ᖺ㸴᭶㡭㸦ணᐃ㸧
  PO ࠾ࡼࡧㄢ㢟㑅⪃ጤဨ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮◊✲
㒊㛛㸳ศ㔝ࡢホ౯ጤဨ㸦㸳ྡ㸧ࡢ๓࡛ࠊඹྠ◊✲
⪅ࠊඹྠ◊✲ᴗ➼ࡶྠᖍ࠸ࡓࡔࡁࠊሗ࿌ࣉࣞ
ࢮࣥࢆᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩グ㍕ࡢ┠ᶆࡢᩚྜࠊ⤊ᚋࡢᒎ㛤➼
ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ

 ㄢ㢟ሗ࿌᭩సᡂ ⩣ᖺ㸲᭶ᮎணᐃ  
◊✲ศᢸ⪅ࡢሗ࿌ࡣ௦⾲◊✲⪅ࡀ
 ࡾࡲࡵ࡚ࠊࡦࡘࡢሗ࿌᭩ࠋ

ͤㄢ㢟ᐇᮇ㛫୰ㄢ㢟᥎㐍㆟ࡢ㛤ദࢆ
ồࡵࡲࡍࠋ
㸦3㹼㸲᭶ 1 ᅇ⛬ᗘ㸧
ࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮≉௵ᩍဨࡀฟᖍࡋࠊ≧ἣࢆ
࠾ᑜࡡࡋࠊࡑࡢୖ࡛ᣦࡸຓゝ࡞ࢆ
⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦୰㛫ࣄࣜࣥࢢࠋ
㸧

  ㄢ㢟㛤ጞ 㸵᭶㸯᪥㹼
  ㄢ㢟⤊ ⩣ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛ࠋ

ͤ㸦᥇ᢥㄢ㢟ࡣ᥇ᢥ㏻▱㸧

᥇ᢥㄢ㢟Ỵᐃ࠾ࡼࡧ᥇ᢥ㏻▱㛤ጞ
㸦ㄢ㢟⏦ㄳࡢ௦⾲◊✲⪅㏻▱㸧
㸴᭶ୗ᪪㹼㸴᭶ᮎ㸦ணᐃ㸧

 㑅⪃⤖ᯝࡢ࣮࢜ࢯࣛࢬ
 㸦㐠Ⴀ㆟࡞㸧㸴᭶ୖ᪪㹼୰᪪ࠋ

 බເ⥾ษཝᏲ㸦㸲᭶㸰㸰᪥㸧
⏦ㄳ᭩ࡢ༏ྡฎ⌮ཬࡧ
බເㄢ㢟ࡢ㑅⪃㛤ጞ 4 ᭶ୗ᪪㹼
㸳᭶୰᪪㸦㑅⪃ࡢ‽ഛྵࡴ㸧

 ௦⾲◊✲⪅ࡀ࣓࣮࡛ࣝ⏦ㄳ᭩ࢆ
 ㏦㸦ࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛ࣟࢵࢡ㸧
⏦ㄳ᭩ᙧᘧࡢࢳ࢙ࢵࢡཬࡧ
ཷ⌮㸭ཷ⌮ࡢ㏻▱࣓࣮ࣝࢆ
⟶⌮ᐊࡼࡾ௦⾲◊✲⪅㏦

㸦බເෆ࣭බເㄝ᫂㸲᭶ࡣࡌࡵ㸧
 බເ㛤ጞ㸲᭶㸯᪥㹼බເ⥾ษ㸲᭶㸰㸮᪥
 㸦э㸰㸰᪥ࡲ࡛ᘏᮇ㸧
ᩍဨ࣓࣮࡛ࣝ㓄ಙ㸦せ㡿ࠊᵝᘧ㸧ணᐃ

ͤࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦㹎㹍㸧ࡣ
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᢸ࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟⤊ᚋࠊ㛵ಀ⪅㛫࡛ᚲࡎᐇ
࣭▱㈈ࡢྍ⬟ᛶ࠶ࢀࡤ▱㈈
࣭㐺ษ࡞➇தⓗእ㒊㈨㔠⏦ㄳ㸦⛉◊㈝
௨እࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢫ࣮࣒࢟ࡢࡶࡢ㸧
ࡢ‽ഛ
࣭ᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢ
ཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓᮏ᱁ⓗ࡞ඹྠ
◊✲㛤Ⓨࡢ᳨ウ‽ഛ

㛵ಀࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࡇࡣࢫ࢟ࢵࣉ

ͤ௦⾲◊✲⪅ࡀࠊ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ
࠾࠸࡚㏻ᖖࡢᏛෆᡭ⥆ࡁ࡚㈐௵ࢆ
ᣢࡗ࡚ࡈᑐᛂࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ͤ࡞࠾ࠊ㐣ཤ࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢఱࡽࡢඹྠ
  ◊✲㛤ⓎࡢᒚṔ➃ࢆⓎࡍࡿㄢ㢟➼ࡢ
  ሙྜࠊࡑࡢ┈┦ࡶࡈ␃ពୗࡉ࠸ࠋ

Ꮫእࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࢃࡿ
ሙྜࡢᙜ⪅㛫ࡢᡭ⥆ࡁࢆ୪⾜
ࡋ࡚ᐇࠋ
㸦㹌㹂㸿㸪ඹྠ◊✲ዎ⣙➼㸧

 ᩘ᪥ࡋ࡚ࡶ⟶⌮ᐊࡼࡾࠊཷ⌮㸭
ཷ⌮ࡢ㏻▱࣓࣮ࣝࡀ㏦ࡽࢀ࡚
ࡇ࡞࠸ሙྜࡣࠊົᒁ☜ㄆࡢ
㐃⤡ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ௦⾲◊✲⪅ࡀ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ
ࢆ㛫㐪ࡗ࡚㏦ಙࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡾᚓࡲࡍࠋ
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   ๓グࠊሗ࿌ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡢ㛢ࡌࡓ≧ἣ㸦㠀බ㛤㸧࡛ᐇ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊ▱㈈ࡸㄽᩥ➼ࡢ
ᡭ⥆ࡁࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊඹྠ◊✲⪅ࡽࡢྠពࡀᚓࡽࢀࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝࢆබ㛤ࡋ࡚ࡶⰋ࠸
≧ἣᡂࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᡂᯝෆᐜࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

 㸴㸬㸱࠙ㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚㸭◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࡘ࠸࡚ࠚ

  ࡞ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ձᮏㄢ㢟ᐇࡼࡿᡂᯝ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⅼ
ղ◊✲ィ⏬ࡢᩚྜᛶ㸦ኚ᭦Ⅼࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢ⏤㸧
ճ◊✲㛤Ⓨࡢᚋࡢぢ㏻ࡋࡸᒎ㛤㸦ᴗ➼ࡢぢゎࡶྵࡴ㸧
մ▱㈈㸦≉チฟ㢪㸧ࡸ➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⏦ㄳࡢ᳨ウ≧ἣࠊᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ

ࣥࢮࣞࣉ۔ᐇ⪅㸸 ௦⾲◊✲⪅㸦ᚲ㡲㸧
ྠ۔ᖍ⪅    㸸 ඹྠ◊✲⪅㸦ᚲ㡲㸧
࠾ࡼࡧᴗࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣᴗࡽࡢ௦⾲⪅㸦ᚲ㡲㸧

   ๓ฟࡢࠕㄢ㢟ࡢබເࡽ⤊ᚋࡢᑐᛂࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࠖࡢࣇ࣮ࣟᅗ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺
  ㄢ㢟⤊ᚋࠊሗ࿌᭩ࢆࡈᥦฟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊ㸴᭶㡭ࢆ┠㏵ࠊሗ࿌ࢆᐇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
  ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࢆᵓᡂࡍࡿ㸳ศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿホ౯ጤဨ㸳ྡ㸦ㄢ㢟㑅⪃ࡢ㑅⪃ጤဨ㸧
ᑐࡋ࡚ࠊᡂᯝࡢሗ࿌ࣉࣞࢮࣥࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

 㸴㸬㸰࠙ሗ࿌ᚋホ౯࡞ࡽࡧ⤊ᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ

նࡲࡓࠊᮏᏛⓎࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢫࢆᏛෆእ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ
㐺ษ࡞ࣇ࢙࣮ࢬண⟬つᶍࡢእ㒊➇தⓗ㈨㔠ᚲࡎ⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   յ▱㈈ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ࡶᚲࡎ᳨ウࡋࠊሗ࿌᭩ࡑࡢⅬࡶゝཬࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   մᆅᇦᴗ➼㸦≉༡ᕞᆅᇦ㸧ࡢཧ⏬ࡶど㔝ධࢀࡓඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺฟࢆ
┠ᣦࡍࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢほⅬ࡛ࡢྍ⬟ᛶࡶ᳨ウࡋ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ճ㋃ࡳ㎸ࢇࡔሗ࿌᭩㸦ㄢ㢟ࡢᑗ᮶㛵ࡋ࡚ලయⓗ࡞ุ᩿ࡋ࠺ࡿ㈨ᩱ࡞ࡿࡇࡸ㸪ᡓ␎ⓗ
࡞ᥦゝࡋ࡚ࡲࡵࡿሙ࡞ࡿࡇ➼ࡶ⪃៖ࡋ࡚㸧ࢆసᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ղሗ࿌᭩ࡣࠊ◊✲ศᢸ⪅ࡽࡢሗ࿌ࢆㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿ௦⾲◊✲⪅ࡀࡾࡲࡵࠊᡂ   
ࡉࡏ࡚ࠊ௦⾲◊✲⪅ࡼࡾࡈᥦฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 
   ձሗ࿌᭩ᵝᘧࡣࠊ㸿㸲∧㸴࣮࣌ࢪ⛬ᗘࢆᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦እ㒊➇தⓗ㈨㔠ࡢሗ࿌᭩ᵝᘧࢆཧ↷ࡋࡓ⊂⮬ᵝᘧ㸿㸲∧㸴࣮࣌ࢪ⛬ᗘࡢࡶࡢ㸧
ࠋ

 ㄢ㢟⤊ᚋࡣࠊሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋሗ࿌᭩ࡢᵝᘧࡣࠊㄢ㢟ࡢ௦⾲◊✲⪅ 
㸦ㄢ㢟⏦ㄳ⪅㸧ᙜࢭࣥࢱ࣮ົᒁࡼࡾᚋ᪥㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㸴㸬࠙⤊ሗ࿌࣭ሗ࿌᭩సᡂࠊሗ࿌ࠊㄢ㢟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ㛤ࡘ࠸࡚ࠚ

 㸴㸬㸯࠙⤊ሗ࿌࣭ሗ࿌᭩సᡂࡘ࠸࡚ࠚ
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㸧ձᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡋ࡚ࠊሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࢆࡍࡿሙྜࠋ
   ణࡋࠊᮏㄢ㢟බເ᥇ᢥࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊㄢ㢟ྡ௦⾲◊✲⪅ྡࠊᡤᒓࡘ࠸࡚ࡣ
   ⮬ືⓗᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ᥖ㍕ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ
   ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄢ㢟⏦ㄳࡢ㝿ࡣࡑࡢࡇ༑ศࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ղබ㛤ྍ⬟࡞」ᩘࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᆅᇦᑐࡋ࡚ᡂᯝሗ࿌ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊㅮ₇ࠊຮᙉ࡞ࢆ㐺ᐅ㛤ദࡍࡿሙྜࠋ
㸦ࡇࢀࡣࠊᏛࡽࡢሗⓎಙࠊᆅᇦᴗ➼ᑐࡍࡿඹྠ◊✲ࡸᢏ⾡⛣㌿ࢆເࡿ
࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲㒊㛛㸳ศ㔝ࡢ◊✲➼ࡢཧ⏬࠾ㄏ࠸࡛࠶ࡾࠊ
ྛ◊✲⪅ࡸ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢᆅᇦᴗࡢὶᶵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㸧
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 ͤ㸦ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵ࡍࡿ⌮㠃࣭Ᏻ㠃ࡢ㓄៖☜ㄆ㸧
ۑಶேሗࢆక࠺ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேࡢヨᩱࡢ⏝ࠊ⤌
࠼㹂㹌㸿ᐇ㦂ࠊື≀ᐇ㦂ࠊ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ࠊ≉ᐃ⬇ࢆྲྀࡾᢅ࠺◊✲ࠊࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢ◊✲ࠊ
ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ࠊື≀ᐇ㦂ࠊᏛ◊✲ࠊ⮫ᗋ◊✲ࠊᮏᏛࡢ⌮ጤဨ➼ࡼࡿ
ᢎㄆᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡿ◊✲ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᏛෆࡢ⌮ጤဨࡢᢎㄆ⏦ㄳࠊ୪ࡧ
ྛ✀ἲ௧࣭ᣦ㔪➼ᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆᚲࡎㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ௨ୖヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡶࠊࡑࡢ᪨ࢆ⏦ㄳ᭩ࡢࠕ⌮㠃ࡢ☜ㄆࠖࡢグ㍕ࢫ࣮࣌ࢫࡈグධࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 
 㸶㸬࠙⌮つᐃ㸭⤒⌮ィつᐃ㸭┈┦つᐃ㸭Ᏺ⛎⩏ົ࠾ࡼࡧ▱㈈➼ࡢྲྀࡾỴࡵ㸭
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ➼ᑐࡍࡿࡇࠚ
 
ᮏᏛ࡚ࡍ࡛ྲྀࡾỴࡵࡸ㏻▱ࡢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀つᐃ➼‽ࡌࡲࡍࠋࡑࢀࡽ๎ࡗ࡚
ㄢ㢟ࡢ⏦ㄳࠊᐇࠊሗ࿌᭩సᡂࠊ▱㈈ࠊㄽᩥ㸭ᏛⓎ⾲➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ
ಶูࡢつᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣឡࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

   ͤ௨ୖࡢಶูࡢᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢつᐃࡢᡭ⥆ࡁࢆྛ㒊㛛ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
    㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮ົᒁ࡛ࡣᡭ⥆ࡁࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧

  ᙜヱㄢ㢟ࡀࠊ⏦ㄳ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࡑࡢ୰ࡢ࠾୍ேࡔࡅࡶྵࡴ㸧ࠊᆅᇦ⮬యࠊබⓗ
◊✲ᶵ㛵ࠊ≉ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲㛤ⓎࢆฟⓎⅬࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀࡍ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊࡇࢀࡽ㐍⾜ࡋࡼ࠺Ᏺ⛎⩏ົಖᣢዎ⣙㸦㹌㹂㸿㸧➼ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙➼ࢆᡭ⥆ࡁࡋ࡚
࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡢⓗ➇தⓗእ㒊㈨㔠ไᗘ⏦ㄳ୰ࠊࡲࡓࡣ⏦ㄳ῭ࡳ࡛᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸
ࡿෆᐜ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜࠊᏛእࡢ㛵ಀ⪅㸦ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸧ࡢ┈┦ࠊ▱㈈ࠊ⛎ᐦಖ
ᣢዎ⣙➼ࠊᨵࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᚲせࡀ࠶ࢀࡤࠊู㏵ࠊᨵࡵ࡚Ꮫෆつᐃ๎ࡗࡓᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ࠾ྲྀࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸵㸬࠙Ᏺ⛎⩏ົ࣭▱㈈࣭ඹྠ◊✲ዎ⣙࡞ࠚ

  ͤὀ㸧࡞࠾ࠊࡇࢀࡣูࠊᮏᏛࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡀᡤ⟶ࡍࡿࠕ◊✲ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡢ
ᥖ㍕࡛ࡣࠊㄢ㢟⤊ᚋබ㛤ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᚲࡎᥖ㍕ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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ͤಶู┦ㄯᑐᛂ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ㛫ࡢࡾࡾࡢࡓࡵ
              ๓ࡈண⣙ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
              ୖグࠊ㛫ᖏ௨እ࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅᑐᛂ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊ
              ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢேဨࣜࢯ࣮ࢫࡶ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ఱ༞ࠊࡈ⌮ゎࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
             ͤ᥇ᢥ᥇ᢥࡢၥ࠸ྜࢃࡏࠊࡲࡓ᥇ᢥ㏻▱グ㍕
              ࡢ᥇ᢥ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡣᛂࡌࡽࢀࡲࡏࢇ
              ࡢ࡛ࠊணࡵࡈᐜ㉧ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

  ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏཷ㸸 ཎ๎ࠊ᭶㹼㔠㸯㸮㹼㸯㸴㸦ణࡋࠊ⚃᪥࣭ఇ᪥ࢆ㝖ࡃ㸧

 㸷㸬࠙⏦ㄳ᭩ᥦฟඛ㸭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸ၥ࠸ྜࢃࡏཷ㛫ࠚ
  
  ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ 㸸 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
⫋㈐࣓࣮ࣝ㸸kotozukuri@eng.kagoshima-u.ac.jp
 㹒㹃㹊㸸ෆ 8271㸦≉௵ᩍᤵ 㔜㸧 8487㸦ົ 㝵ඖ㸧
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ᮏᏛࡢ
ㄢ㢟⏦ㄳ
௦⾲◊✲
⪅ྡ







ᡤᒓ㒊ᒁྡ

HPDLO

ͤㄢ㢟ࡢ◊✲࣭ᢏ⾡㛵ࡍࡿ

1/6






7(/

ࣇࣜ࢞ࢼ




ᙺ⫋  

࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࢆグධୗࡉ࠸ࠋ

ۑ㹀㸫ϫ㸸ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿㄢ㢟
㸦ヱᙜࡍࡿศ㢮ࡽ㑅ࢇ࡛ࠊࡑࡢࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋەࢆۑ
㸧

ۑ㹀㸫Ϫ㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑠᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧ⏬ࡋ࡚ࡁ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࡣฟ࡚࠸ࡿࡀࠊྠࡌ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻ࣓࡛ࣥ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࡃ␗࡞ࡿほⅬ࡛ࡢ᪂ࡓ࡞ࣉࣟ
࣮ࢳࡼࡿㄢ㢟ࠋ
㸦ಶูẁ㝵࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡛࣮࢜࢞ࢼࢬࢆᅗࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵㸧
ࠋ

ۑ㹀㸫ϩ㸸ࡍ࡛࠶ࡿඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡽὴ⏕ࡋ࡚ࢫࣆࣥ࢘ࢺྍ⬟࡞᪂ࡓ࡞
ㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚑ᮶ࡢᆅᇦὶࡸ◊✲ὶ㸦Ꮫእࢥ࣑ࣗࢽࢸࠊ✲◊ۑۑ➼㸧
ࠊ
ᆅᇦࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㛵ಀ⪅➼ࢆ࠼ࡓࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࠋ

㸦ୖグ㸳ศ㔝࡛ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆࡦࡘࡔࡅ㑅ࢇ࡛ࠊࡑࡢەࢆۑኚ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸧
ὀ㸧ᮏㄢ㢟ཧ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍဨࡣࠊୖグ࡛㑅ᢥࡋࡓศ㔝ࢆᙉࡳࡍࡿᩍဨࡋ࡚
⨨ࡅࡽࢀࠊᚋࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲㒊㛛ࡢᙜヱศ㔝ࡢ༠ຊᩍဨ
ࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮άືࡈ༠ຊ㡬ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡇࢆࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧
ۑ㹀㸫Ϩ㸸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ㸦Ꮫෆࢧࣟࣥ㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚ㄢ㢟ᙧᡂࠋ
     ᩍဨࡀ」ᩘ㞟ࡲࡾࠊࢧࣟࣥࢆᙧᡂࡋ࡚᪥㡭ࡽࠕ࣡࢞ࣖ᪉ᘧ࡛ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ᵓࡀពぢࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᐇࡣᮍ╔ᡭ࡞ㄢ㢟ࠋ

⎔ۑቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝 ۑ་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝 ۑᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝
ۑඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝 ۑኳᩥᏱᐂศ㔝

㸧ḟୡ௦ࡢ♫࡞ۑۑࢆ⠏ࡃࡣࠊࠊࡣࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࡞ۑۑࡀۑۑᚑ᮶ࡢᘏ㛗⥺ୖࡣ
࡞࠸ࠊ࡞ۑۑほⅬࡽࡢ▱ぢࡑࢀࢆල⌧ࡍࡿ࡞ۑۑᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿほ ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡑ
ࢀࢆᵓᡂࡍࡿࢱ࣮ࢹ࡞ۑۑฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࠊࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡉࡽࡑࡢ
ࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢせ⣲࡛࠶ࡿࡣ࣮ࢧࣥࢭ࡞ۑۑィ ⢭ᗘ࣭ឤᗘࡀۑۑಸ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᇶ┙࡞ࡿḟୡ௦㟁Ꮚࢹࣂࢫᢏ⾡࡛ࢆۑۑ㐩ᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊせồᐃ⩏ഃࡋ࡚ࡢḟୡ௦♫ۑۑᵓ⠏ࡢせ௳ࢆ♧ࡍ◊✲⪅ࠊせ⣲ᢏ⾡
ࡋ࡚ࡢ㟁Ꮚᮦᩱࡢ◊✲⪅ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ⪅ࡀຍࢃࡗ࡚ࠊḟୡ௦ࡢۑ
♫࡞ۑࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢඹྠ◊✲㛤Ⓨࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋࡇࢀࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋࠊⓎᒎࡍࢀࡤࠊ
ۑۑᖺᚋࡣ࣭࣭࣭࣭࣭



ὀ㸧ㄢ㢟ࡢෆᐜࠊ⫼ᬒࠊయࡀศࡿࡼ࠺ࠊ㹼 Ꮠ⛬ᗘ࡛グ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ␗ศ㔝ࡢேࡶࢃࡿࡼ࠺ࠋࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὀ㸧᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㹆㹎ࠊάືሗ࿌᭩ㄢ㢟ྡ࠾ࡼࡧ௦⾲◊✲⪅ྡࡀ㛤♧ࡉࢀ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ␃ពୗࡉ࠸ࠋ

௦⾲◊✲⪅
Ặྡ

◊✲࣭ᢏ⾡ࡢ
  ࣮࣮࢟࣡ࢻ

ͤබເせ㡿ࢆཧ↷ୗࡉ࠸

ㄢ㢟ฟࡢ
⫼ᬒศ㢮

 ㄢ㢟ࡀᑐ㇟
ࡍࡿศ㔝

ㄢ㢟ᴫせ

ㄢ㢟ྡ

㸦ᡓ␎ⓗ࡞Ἴཬᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂࢆ┠ᣦࡍࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸ࣭ࢫࢱࢹㄢ㢟㸧

ࡇࡇࡣ✵ḍࡢࡲࡲ࡛ࠋ
ㄢ㢟㹇㹂

  ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘

ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛᐊࡢㄢ㢟බເ ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧
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㸺ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒෆᐜ࣭┠ᶆ㸼
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ㄢ㢟ࡢ᭱⤊┠ᶆࡸୡ⏺ほࠊ⫼ᬒࡸ⎔ቃࠊ
⏦ㄳ⪅ࡽࡢᙉࡳࢆ♧ࡍࡶࡢ➼ࠎࢆ
┠࡛ぢ࡚ࢃࡿ⤮࡞࡛⾲グ

㸦㸱㸧Ἴཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶ
  

㸦㸰㸧⊂⮬ᛶ

㸦㸯㸧᪂つᛶ୪ࡧㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝࠾ࡅࡿᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶ

ὀ㸧ㄢ㢟ฟࡢ⫼ᬒࠊయᵓ㐀ࡑࡢ୍㒊ࡋ࡚タᐃࡋࡓᅇࡢㄢ㢟ࠊ᪂つ࡞╔║Ⅼࠊ㏫㌿ࡢⓎࠊ┠ᶆ㐩ᡂ
ᚲせ࡞ศ㔝ࠊ▱ぢࠊᢏ⾡ࠊࡑࢀࡀ♫ᐇࡉࢀࡿࡢᚲせ࡞せ௳ࠊᐇ⌧ࡋࡓࡢୡ⏺ほࡢᥦ♧࡞ࢆᛕ㢌
ࠊ௨ୗࡢࠕ㸦㸯㸧᪂つᛶ୪ࡧㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝࠾ࡅࡿᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗㄢ㢟ゎỴࡢᚲせᛶࠖ
ࠊ
ࠕ㸦㸰㸧⊂⮬ᛶࠖ
ࠊ
ࠕ㸦㸱㸧Ἴཬᛶ㸭➇தຊ㸭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢྍ⬟ᛶࠖࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ⤮ࡸᅗ⾲ࢆࡗ࡚ࠊࢃࡾࡸࡍ࠸グ㏙ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ㄢ㢟㐩ᡂࡢࡓࡵఱࢆ࠺ᵓᡂࡋ࡚ࡃࡢࠊࢩࢼࣜ࢜ࡀࢃࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ␗࡞ࡿศ㔝ࡢே
ࡶࢃࡿࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡽ㸦㸯㸧㹼㸦㸱㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ⣬㠃ࢆྵࡴ㸿㸲∧㸰࣮࣌ࢪ⛬ᗘ
ࡢ⠊ᅖෆ⣡ࡲࡿࡼ࠺グ㏙ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ


⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚
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ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࠊۑۑ⢭ᗘࢆۑۑಸୖࡆࡓィ ศᯒᶵჾࢧࣥࢭۑۑ

       ࡢタィ࣭ヨసᛶ⬟ホ౯

ศᢸࢸ࣮࣐Ϫ㸸⌧࡞ۑۑ㇟ࢆほ ィ



ศᢸࢸ࣮࣐ϩ㸸ࡑࡢ‽ࢆۑۑഛࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓࡢۑۑヨస㸭ۑۑࢆۑۑ㸣ࢻ࣮ࣉࡋࡓ౪ヨᮦࢆヨస

ᚓࡽࢀࡿヨ⾜

ศᢸࢸ࣮࣐Ϩ㸸࡞ۑۑࡀۑۑᛶ⬟㸭⌧㇟ࢆ♧ࡍ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ‽ࢆۑۑഛࡋࠊࡀࢱ࣮ࢹ࡞ۑۑ࡚ࡗࢆۑۑ

㸦グ㏙ࡢ㸧

ୗࡉ࠸ࠋᐃ㔞ⓗ࡞┠ᶆ್ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅ♧ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ὀ㸧Ꮫ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍศᢸࢸ࣮࣐࣭㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⧅ࡀࡾࡀࢃࡿࡼ࠺グ㏙ࡋ࡚












㸦㸰㸧ศᢸ㡯┠࣭ศᢸࢸ࣮࣐

┠ᶆࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡞┠ᶆ್ࡢ༙ศࡢۑۑಸ࡞ࡿࡶࡢࢆࡲࡎࡣ┠ᣦࡍࠋ

ճࡉࡽࡑࡢࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢせ⣲࡛࠶ࡿࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࣮ࢧࣥࢭ࡞ۑۑィ ⢭ᗘ࣭ឤᗘ➼ࡢᙜ㠃ࡢ

ղࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿࢱ࣮ࢹ࡞ۑۑฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ᭱ᑠ࣭ࣛ࣎ࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢࢆヨసࡍࡿࠋ

































♧㸧ಶேྡ ͤ♧㸧ᴗྡ➼ࢆ㛤♧࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ
ࢆ㛤♧࡛ࡁ
ࢆڧڧۑۑᴗᐜࡍࡿᴗ㸿♫
࡞࠸ሙྜ
ࡢ۔۔۔ᴗ㒊ࠊ㛤Ⓨ㒊
㠀㛤♧
ࡢᢏ⾡௵





ᡤᒓ㒊ᒁ㺃ᙺ⫋࣭㐃⤡ඛ

ཧຍ⪅Ặྡ
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࣭๓ฟศᢸࢸ࣮࣐ࡢࠊࡋۑۑࢆۑۑ
ࢆࡿ࡞ۑۑᐇࡍࡿ
࣭ࡑࡢࠊࡢۑۑศᢸࢸ࣮࣐ࡶۑۑ
ࡢホ౯࡛༠ຊࡍࡿ







࣭๓ฟศᢸࢸ࣮࣐ࡢࠊࡋۑۑࢆۑۑ
ࢆࡿ࡞ۑۑᐇࡍࡿ
࣭ࡑࡢࠊࡢۑۑศᢸࢸ࣮࣐ࡶۑۑ
ࡢホ౯࡛༠ຊࡍࡿ




◊✲ศᢸ
࢚ࣇ࢛࣮ࢺ
 

௦⾲◊✲⪅࡛◊✲㈐௵⪅
࣭ㄢ㢟యࡢ⤫ᣓ
࣭๓ฟศᢸࢸ࣮࣐ࡢࡋ࡚ࠊۑۑ
 ࢆࢆۑۑࠊࡋۑۑぢᴟࡵࡿ
ศᢸࢸ࣮࣐ࡢᢸᙜ

ᮏㄢ㢟࠾࠸࡚ᢸᙜࡍࡿෆᐜ❧ሙ



㸦ὀ㸧ᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢཎ๎ࠊᩍဨ㸳ྡ௨ୖ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᙧᡂࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
Ꮫእࡢ᪉࣭ᴗ➼ࡢ᪉࡛ྡ⛠➼ࢆ㛤♧࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊͤ♧㸧ࡢࡼ࠺グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
    ◊✲ศᢸ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࡣࠊᮏㄢ㢟࡛ᙺࢆᢸ࠺ẚ⋡ࡢࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࡣ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ
    ࡇࡢ࣮࣌ࢪࡢグධḍ࡛ࡣ㊊ࡢሙྜࠊู㏵ࠊ࣮࣌ࢪࢆ㏣ຍࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ͤୖグ࠾ࡼࡧ⾲୰ࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ


  㸧ձ࡞ۑۑᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿほ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏᵓᡂࡢࢹࢨ࣭ࣥࣅ࣮ࣘࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ
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㸱㸬◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉཧຍ⪅ࣜࢫࢺᢸᙜࡍࡿ◊✲ศᢸᴫせ

ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸯㸧ᮏㄢ㢟࡛ࡢ┠ᶆ㸦ㄢ㢟ᐇᮇ㛫ෆ࡛┠㏵ࡢࡘࡃ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡢタᐃ㸧

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ⣬㠃ࢆྵࡴ㸰࣮࣌ࢪ⛬ᗘࡢ⠊ᅖෆ࡛グ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

௨ୗࡢࠕ㸦㸯㸧ᮏㄢ㢟࡛ࡢ┠ᶆࠖࠊ
ࠕ㸦㸰㸧ศᢸ㡯┠࣭ศᢸࢸ࣮࣐ࠖグ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋࡇࢀࡽ㸦㸯㸧
ࠊ
㸦㸰㸧

ࡲࡓࠊ㑅ᢥࡋࡓㄢ㢟ࡢᑐ㇟ศ㔝࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍศᢸ㡯┠࣭ศᢸࢸ࣮࣐ࡑࡢෆᐜࢆࠊ

ᮏㄢ㢟࡛ࡢ┠ᶆ㸭◊✲ࡢศᢸ㡯┠࣭ศᢸࢸ࣮࣐ࡑࡢෆᐜ
 ὀ㸧ᅇࡢㄢ㢟⏦ㄳ࡛ࡣࠊఱࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋࡑࡢ୍➃࡛ࡶࢃࢀࡤࠊḟࡣ࠺ᡓ␎ⓗᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠊ 

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘ ㄢ㢟⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ㹀㸧5HY

資料N o.H 27‑11‑2

-137-










㸵


㸶


      ㄽᩥ➼ࡢࢱࢺࣝ
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ⴭ⪅ྡ










   ᥖ㍕ඛ࣭Ꮫ⾡㞧ㄅྡ➼











ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢ⾜ࢆワࡵ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸴




㸳



㸲



㸱

㸰

㸯





࡞ㄽᩥ➼ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛ࡍࠋࡑࡢሙྜࠊ௦⾲◊✲⪅ࡢศྜィࡋ࡚᭱㸶௳࡞ࡿࡼ࠺ㄪᩚࡋ࡚

 ࡞࠾ࠊᏛ⾡ศ㔝ᶓ᩿ᆺࡢ㛵ಀᛶࢆ♧ࡍࡓࡵᚲせ࡞ࡽࡤࠊᮏㄢ㢟ࡢ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧຍ⪅ࡢⴭ᭩࡛ࠊ㛵㐃ࡍࡿ

ͤᮏㄢ㢟⏦ㄳ㛵ࢃࡿ௦⾲◊✲⪅ࡀⴭ⪅㸦ඹⴭྵࡴ㸧ࡢㄽᩥⓎ⾲➼ࡀ࠶ࢀࡤࠊ᭱㸳௳ࡲ࡛グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸳㸬⏦ㄳㄢ㢟㛵㐃ࡍࡿ௦⾲◊✲⪅ࡢㄽᩥⓎ⾲➼


   ࡲࡓࠊࡑࢀࡀࠊ⌧ᅾ㐙⾜୰ࡢබࡉࢀ࡚࠸ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ⛠ࡸᴫせࠊ
┠ⓗ࣭┠ᶆࠊ⫼ᬒሗࡘ࠸࡚ࠊᏲ⛎⩏ົࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛グ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
グ㏙ࡢ᪉ࡣ≉ᣦᐃࡋࡲࡏࢇࠋᩥ❶࡛ࡶ୍ぴ⾲࡛♧ࡋ࡚ࡶࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ

Ꮫእࡢ᪉࣭ᴗ➼ࡢྡ⛠࣭ಶேྡ➼ࡢලయྡࢆ㛤♧࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸿Ꮫࠊ㹀Ꮫࠊ㹁♫ࠊ㹂♫ࠊ㹃ᶵ㛵ࠊ
㹄බタヨࠊࡢࡼ࠺࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ

ࡲࡓࠊᮏㄢ㢟ࡀ㐣ཤࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿሙྜࡘ࠸࡚ࡶࠊୖグྠᵝᏲ⛎⩏ົࡸ┈┦ゐࢀ࡞࠸
⠊ᅖ㸦ㄽᩥⓎ⾲➼࡛ࠊ⏦ㄳ⪅ࡽࢆྵࡴࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ⪅ࡼࡾࡍ࡛㛤♧ࡋ࡚࠸ࡿ⠊ᅖ㸧
ࠊ࡛グ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ࡑࡢሙྜࡣࠊᮏㄢ㢟ࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛㸦┠ᶆࠊ᪨ࠊ᪉ἲㄽ࡞㸧␗࡞ࡿࠊࡶグ㏙ࡋ࡚
ୗࡉ࠸ࠋ

ࡲࡓࡑࢀࡀࠊබࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡࡸ➇தⓗእ㒊㈨㔠➼ࡢྡ⛠ࠊ㛤♧ྍ⬟࡞ሗ࿌᭩ࡢ
᭷↓࡞ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ୖグヱᙜࡍࡿࡇࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡇࡣࠕヱᙜ࡞ࡋࠖグ㏙ࡋ࡚࠾࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚋࠊᏛእࡢᶵ㛵ࡸᆅᇦᴗ➼ࡢ⧅ࡂࢆᅗࡋ࡚࠸࡚ࠊ┦ᡭࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡢሙྜ࡛ࠊᮏᏛ
ࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ➼ࡍ࡛┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣࠊࡇࢀࡽ┦ㄯࡋࡓ࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ᪨ࡶࠊᮏḍ
グ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ




ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࣭⤒⦋ࠊࡲࡓᴗ࡛࠶ࢀࡤࠊࡢࡼ࠺࡞ᴗ⏺࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ᴗᐜᴗែࠊᮏㄢ㢟࡛ࡣ
ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡞ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ

㸲㸬ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᏛእࡢᶵ㛵࣭ᴗ➼ࡘ࠸࡚㸭㐣ཤ࡞࠸ࡋ⌧ᅾࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡘ࠸࡚
 㸦ὀ㸧ᮏㄢ㢟࡛ࠊࡍ࡛Ꮫእࡢᶵ㛵ࡸᴗ➼ࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢሗࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
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6/6

௨ୖࡢヱᙜࡀ࡞࠸ሙྜࡶࠊࡇࡢḍࠕᮏㄢ㢟㐙⾜࠾࠸࡚ヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋࠖグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ヱᙜࡍࡿ㡯ࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࠊ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊୖグࡢ୰࡛ヱᙜࡍࡿ
㡯ࠊㅮࡌࡓᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢḍࡑࡢ᪨ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ۑಶேሗࢆక࠺ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேࡢヨᩱࡢ⏝ࠊ⤌࠼
㹂㹌㸿ᐇ㦂ࠊື≀ᐇ㦂ࠊ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ࠊ≉ᐃ⬇ࢆྲྀࡾᢅ࠺◊✲ࠊࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢ◊✲ࠊ
ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ࠊື≀ᐇ㦂ࠊᏛ◊✲ࠊ⮫ᗋ◊✲ࠊᮏᏛࡢ⌮ጤဨ➼ࡼࡿ
ᢎㄆᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡿ◊✲ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᏛෆࡢ⌮ጤဨࡢᢎㄆ⏦ㄳࠊ୪ࡧ
ྛ✀ἲ௧࣭ᣦ㔪➼ᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁᥐ⨨ࢆᚲࡎㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ͤ㸦ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵ࡍࡿ⌮㠃࣭Ᏻ㠃ࡢ㓄៖☜ㄆ㸧









ͤᮏ⏦ㄳ᭩࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⏺⏝ㄒࠊᑓ㛛⏝ㄒ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⡆༢࡞ゎㄝࢆ
ࢃࡾࡸࡍࡃグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⏦ㄳ⪅ྠࡌᑓ㛛ศ㔝࣭ᴗ⏺ࡣ
␗࡞ࡿศ㔝ࡢே㸦Ꮫ⏕㸧ࡀࡇࡢ⏦ㄳ᭩ࢆㄞࡴࡇࢆᐃࡋ࡚ࡈㄝ᫂ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡇࡢὀព᭩ࡁࡢࣆࣥࢡᩥᏐࡣ๐㝖ࡋ࡚グධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ㄝ᫂

㸦ᑓ㛛⏝ㄒࠊᢏ⾡⏝ㄒࠊ␎ㄒࡢㄝ᫂㸧


⏝ㄒ
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ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛻䜘䜛බເㄢ㢟㻌

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌

㻌

ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩㻌

㻌

Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠖㻌

䛆௦⾲◊✲⪅䠄◊✲㈐௵⪅䠅䛇㻌

㻌

㻌 ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

㻌

㻌

䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䛅㻌

䛄䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿䕿㻌

䛆ㄢ㢟ྡ䛇㻌

㻌 㼇ㄢ㢟 㻵㻰㻦㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㻌

ㄢ㢟ྡ䛸ㄢ㢟 㻵㻰 䜢グධ
䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

䠄ᡓ␎ⓗ䛺ศ㔝ᶓ᩿ᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂ䜢┠ᣦ䛩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䞉䝇䝍䝕䜱ㄢ㢟䠅㻌

䛄つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛅㻌

䠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ 㻮䠚㻌
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ᵝᘧ୰ࡢ㉥ᩥᏐࡣ
ࡣሗ࿌᭩సᡂࡢὀព࣭࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡍ
ࡍࠋ
ᥦฟࡣࠊ๐㝖ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᭱⤊࣮࣌ࢪࡢㄢ㢟ࡢᡂᯝࡢᒎ㛤ࠊ
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ⧅ࡂ➼ࡘ࠸࡚ࡶᚲࡎᛀࢀࡎ㑅ᢥ࣭グධࢆ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

ㄢ㢟ᐇᮇ㛫㻌

1

㻌
䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䠄ኚ᭦Ⅼྵ䜐䠅㻌
ᮏㄢ㢟䛾┠ⓗ䛸ᴫせ䛻䛴䛔䛶䚸ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜢ཧ↷䛧䛶䚸㻠㻜㻜䡚㻡㻜㻜 Ꮠ⛬ᗘ䛷⡆₩䛻䜎䛸䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛺䛚䚸ㄢ㢟䜢ᐇ䛧䛯䛣䛸䛷䚸ㄢ㢟⏦ㄳ䜘䜚䚸ኚ᭦Ⅼ䛺䛹䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒㻌
䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌















㻌

ᅇ䛾◊✲㈝㻌

䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
䈜䠘ὀព䠚㻌
㼇ㄢ㢟䠥䠠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㻌 㻌 㻌 ㄢ㢟ྡ䚸◊✲㈐௵⪅ྡ䛸ᡤᒓ䛻䛴䛔䛶䛿㛤♧䛥䜜䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
㻌
௦⾲◊✲⪅ྡ㻌
䠄◊✲㈐௵⪅䠅㻌
㻌
䠄ᡤᒓ䞉ᙺ⫋䠅㻌
㻌
◊✲⪅䜾䝹䞊䝥㻌
㻌 ィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྡ㻌 ෆヂ䠖⌮ᕤᏛ◊✲⛉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྡ㻌 Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྡ㻌
ཧຍ⪅䛾ྜィேᩘ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ◊✲ᶵ㛵㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྡ㻌 㻌 㻌 㻌 ᴗ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྡ㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷䛿䛺䛟䚸ᮏㄢ㢟䛾䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䛭䛾䜒䛾䛜䚸㻌
ୗグ䚸䠑ศ㔝䛾୰䛾䛹䛣䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䛛䚸᭱䜒➃ⓗ䛻⾲䛫䜛䜒䛾䜢䠍䛴䛻㻌
⤠䛳䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌 䛺䛚䚸㈗Ẋ䛚䜘䜃◊✲⪅䜾䝹䞊䝥䛾ᮏᏛ䛾ᩍဨ䛻䛚䛛䜜䜎䛧䛶䛿䚸ᚋ䚸㻌
ㄢ㢟ᑐ㇟ศ㔝䛾☜ㄆ㻌
㑅ᢥ䛥䜜䛯ศ㔝䛾ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛾୍ဨ䛸䛧䛶⨨䛡䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛟Ꮡ䛨
㻌
䜎䛩䚹ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䛛䜙䚸ᙜ䝉䞁䝍䞊䛾◊✲㒊㛛䛾༠ຊᩍဨ䛸䛧䛶䛤༠ຊ䜢䛚
㢪䛔䛧䜎䛩䚹㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿ኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌
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2

䠏䠊◊✲ෆᐜ䞉◊✲ᡂᯝ䞉┠ᶆ㐩ᡂᗘ䠄ኚ᭦Ⅼ䜢ྵ䜐䠅㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛷グ㏙䛧䛯ᮏㄢ㢟䛾◊✲ෆᐜ䛸┠ᶆ䜢ཧ↷䛧䛶䚸௨ୗ䛾䠏䠊䠍䠄䠍䠅䚸䠄䠎䠅䛚䜘䜃䠏䠊䠎䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䛭䜜䜙䜢グ㏙䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸ᮏᵝᘧ䛷タᐃ䛧䛯⣬㠃䛾⠊ᅖෆ䛷䛹䛖䛧䛶䜒グ㏙䛧䛝䜜䛺䛔ሙྜ䛿䚸䠝䠐∧䠍䡚䠎㻌 㻌
䝨䞊䝆⛬ᗘ䜎䛷䛿㏣ຍ䛧䛶䜒䜘䛔䛷䛩䚹㻌
┠ᶆ䛻䛴䛔䛶䛿䛭䛾㐩ᡂᗘ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
ㄢ㢟ᐇ䛻క䛔䚸ఱ䜙䛛䛾ኚ᭦䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛻䛿䚸ኚ᭦Ⅼ䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠏䠊䠍㻌 ᮏㄢ㢟䛾◊✲ᐇෆᐜ䛚䜘䜃◊✲ᡂᯝ㻌
䠄䠍䠅ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ㻌
ᐇ᪉ἲ䛸ᐇෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䜢ⓗ☜䛻⾲䛩ᅗ䚸⾲䚸┿䚸➼䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᐇ᪉ἲ䛸ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸ㄢ㢟⏦ㄳ䜘䜚䜒ఱ䜙䛛䛾ኚ᭦Ⅼ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛻㻌
グ㏙䛧䚸䜎䛯䚸䛭䛾䜘䛖䛻⮳䛳䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䜒グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛻グ㏙䛾䛒䜛ศᢸ䝔䞊䝬䛸䛾㛵ಀ䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌 㻌 㻌 䈜䛂䕿䕿䛺䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛾䛷䚸ᮏㄢ㢟䛾㐙⾜䛜ཎ⌮ⓗ䛻ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛃䛺䛹䛾ሙྜ䛷䜒䚸㻌
䛭䛾䛣䛸䜒䜂䛸䛴䛾ᡂᯝ䛸䛧䛶䚸❧ド䛩䜛䝇䝍䞁䝇䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ุ᩿䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䜢㻌
ᚲ䛪ᥦ♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
3

䠄䠎䠅◊✲ᡂᯝ䞉┠ᶆ㐩ᡂᗘ㻌
ᮏㄢ㢟ᐇ䛻䜘䜚䚸ศᢸ䝔䞊䝬䛾㡯┠䛤䛸䛻䚸䜎䛪䚸ᐇ䠄ᐃ㔞ⓗ䛺ᣦᶆ䚸┠ᶆ್䛺䛹䠅䜢⟠᮲᭩䛝䛻グ㏙䛧
䛶ୗ䛥䛔䚹䛭䛾ୖ䛷䚸䛭䜜䜙䛾ᡂᯝ䛾⥲ᣓ䛸䛧䛶䚸≉➹䛩䜉䛝䛣䛸䜢᭱䜒ⓗ☜䛻⾲䛩䝕䞊䝍䞉ᅗ⾲➼䜢♧䛧䛶䚸
䛷䛝䜛䛰䛡䜟䛛䜚䜔䛩䛟䚸䜎䛸䜑䛾グ㏙䜢ຍ䛘䜛ᙧ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜒䛧䚸┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛶䛔䛺䛟䛶䜒䚸䛭䛾ᐇ䜢♧䛩䝕䞊䝍➼䠄䛟㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛛䚸㏵୰䜎䛷䛺䛾䛛
䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠅䜢⏝䛔䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹䛭䛾㝿䚸ᐃᛶⓗ䛺⾲⌧䛷䛿䛺䛟䚸ලయⓗ䛺ᩘ್䜢♧䛧䛺䛜䜙䚸ᐃ
㔞ⓗ䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᐇẁ㝵䛷ఱ䜙䛛䛾ኚ᭦䜢⏕䛨䛯ሙྜ䚸䛭䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶⌮⏤䜢ྵ䜑䚸䜟䛛䜛䜘䛖䛻グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
ᡂᯝ䛾㐩ᡂᗘ䛻ᑐ䛩䜛ศᯒ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛣䛷䛿グ㏙䛫䛪䛻䚸ḟ䛾䛂䠐䠊䠍㻌 㢧ᅾ䛧䛯᪂䛯䛺ㄢ㢟䛸ᡂ
ᯝ䛾⮬ᕫศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䠅䛃䛾䛸䛣䜝䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠐䠊ᮏㄢ㢟◊✲䛻䜘䜛᪂䛯䛺ㄢ㢟䜔ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈䛾ᥦゝ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛾ྍ⬟ᛶ㻌
ͤ௨ୗࠊ㸲㸬㸯㸲㸬㸰ࢆグ㏙ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮏᵝᘧ࡛タᐃࡋࡓ⣬㠃ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶグ㏙ࡋࡁࢀ
࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸿㸲∧㸯㹼㸰࣮࣌ࢪ⛬ᗘࡲ࡛ࡣ㏣ຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍࠋ
 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䠐䠊䠍㻌 㢧ᅾ䛧䛯᪂䛯䛺ㄢ㢟䛸ᮏㄢ㢟ᡂᯝ䛾⮬ᕫホ౯ศᯒ䠄┠ᶆ㐩ᡂ䠋ᮍ㐩ᡂ䛻䛴䛔䛶ホ౯ศᯒ䠅㻌
ㄢ㢟ᐇ䜢㏻䛨䛶᪂䛯䛻᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯ㄢ㢟䜔タᐃ┠ᶆ䛻䛚䛡䜛ᮏㄢ㢟ᐇᡂᯝ䜢⮬ᕫホ౯ศᯒ䛧䛶ୗ䛥
䛔䚹≉䛻䚸ᙜึ䛾◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ䛜㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯㡯┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄢ㢟⏦ㄳ䛾ィ⏬ẁ㝵䛻❧䛱㏉䜚䚸䛭䛾
䛾ぢ㏻䛧䞉┠ㄽぢ䛾❧䛶᪉䜢ྵ䜑䛯䚸┠ᶆᮍ㐩䛾せᅉ䜢⮬ᕫホ౯ศᯒ䛧䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛧䛯ሙྜ䜒䚸⤖ᯝㄽⓗ䛺ホ౯どⅬ䛷䛿䛺䛟䚸䛹䛾䜘䛖䛻๓䛻ㄪᰝ䛧䚸‽ഛ䛧䛶ྲྀ⤌䜏䚸䜎䛯࿘ᅖ
䜈ാ䛝䛛䛡䚸䛡䛶䛝䛯䛛䜙䚸䛒䜛䛔䛿ດຊ䛧‽ഛ䛧䛶䛝䛯䛛䜙䚸䛸䛔䛖䝥䝻䝉䝇ㄽⓗྜ⌮ᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䜚
㏉䛳䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䈜䛣䜜䛿䚸䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䝥䝻䝉䝇䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛃䜢䚸⮬䜙䛾ㄢ㢟䜢㏻䛨䛶Ⓨぢ䛧䚸ᩚ⌮䛧䚸ㄆ㆑䛧䛶㻌
㡬䛟䛯䜑䛻ᩒ䛘䛶グ㏙䛧䛶㡬䛟䜒䛾䛷䛩䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䠏䠊䠎㻌 ⌧Ⅼ䛻䛚䛡䜛➇ྜᢏ⾡䞉➇ྜ◊✲㛤Ⓨ䠋᪤Ꮡᢏ⾡䛸䛾ẚ㍑㻌
䛂➇ྜᢏ⾡䛿䛺䛔䚸䛣䜜䜎䛷䛻ᮏㄢ㢟䛾䜘䛖䛺ሗ࿌䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䛃䛺䛹䛾䝁䝯䞁䝖䛿ྍ䛸䛧䜎䛩䚹┤᥋ẚ㍑
䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜒ᖜᗈ䛟䚸䛛䛴ከᵝ䛺ほⅬ䛛䜙➇ྜᢏ⾡䜔➇ྜ◊✲㛤Ⓨ䚸᪤Ꮡᢏ⾡䜢ぢฟ䛧䚸䛭䜜䛸ẚ㍑䛧䚸
䛂䝅䞊䝈䛃䛾⊂ᛶ䚸ඃᛶ䜢᫂グ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䈜䛣䛾ᶵ䛻䚸ᮏㄢ㢟䛾ᙉ䜏䞉ᙅ䜏䞉እⓗ⬣ጾ䞉ෆⓗ⬣ጾ䛺䛹䠯䠳䠫䠰ศᯒ䜢ཧ⏬⪅䛾ⓙ䛥䜣䛷⾜䛖䛣䛸䜢㻌
䛚່䜑䛧䜎䛩䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
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䠐䠊䠎㻌 ⥲ᣓ䛸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䠖㻌 ᆅᇦⓎ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛾ྍ⬟ᛶ䜈䛾ゝཬ㻌 㻌 㻌
ᡓ␎ⓗ䛺ศ㔝ᶓ᩿ᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᡂ䠄ᆅᇦᴗ➼䛾ཧ⏬䛾ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠅䛻ྥ䛡䛯
ᥦゝ䛸䛭䜜䜢ຍ㏿䛩䜛䛯䜑䛾せ௳㻌
ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛻䛚䛔䛶䚸ᆅᇦάᛶ䜔ᆅᇦ⏘ᴗ⏺䛾άᛶ䚸ᆅᇦⓎ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛻⧅䛜䜛䛛䛹䛖䛛䚸
䛭䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䚸ᮏㄢ㢟䛾ཧຍ⪅䛷䛤㆟ㄽ䛔䛯䛰䛔䛯䛣䛸䜢䛸䜚䜎䛸䜑䛶グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䛩䛺䜟䛱䚸ᮏㄢ㢟䛾◊✲ᡂᯝ䠄┠ᶆ䛾㐩ᡂ䚸ᮍ㐩䠅䜢㋃䜎䛘䚸ᨵ䜑䛶ᮏㄢ㢟䛜ᐃ䛩䜛ୡ⏺ほ䞉┠ⓗ䞉┠ᶆ䜢
⥲ᣓ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌 ୰䞉㛗ᮇⓗ䠄ᩘᖺᚋ䡚䠍䠌ᩘᖺᚋ䠅䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛻ᆅᇦⓎ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁㻌 ฟ䜔᪂⏘ᴗ䞉
᪂ᴗฟ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䛾䛛䚸ᆅᇦᴗ➼䠄≉䛻༡ᕞᆅᇦ䠅䛾ཧ⏬䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯ඹྠ◊
✲㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ䛿ᮇᚅ䛷䛝䜛䛛䚸䛒䜛䛔䛿䛭䛾ᮇᚅ䛿↓⌮䛺䛾䛛䚸᪉ྥ㌿䛜ᚲせ䛛䛺䛹䚸ᮏㄢ㢟
䛾ཧຍ⪅䛾ⓙ䛥䜣䛷άⓎ䛺䛤㆟ㄽ䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸䛭䛾䛤㆟ㄽ䛾ෆᐜ䛸䛔䛖⨨䛵䛡䛷䚸ᮏㄢ㢟䛾ᑗ᮶䛾㻌 㻌
ぢ㏻䛧䜢グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
䈜䛣䛾䜘䛖䛺䚸䛤㆟ㄽ䜢㏻䛨䛶䛾グ㏙䜢ᩒ䛘䛶䛚㢪䛔䛩䜛䛾䛿䚸䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䝥䝻䝉䝇䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛃䜢䚸㻌
⮬䜙䛾ㄢ㢟䜢㏻䛨䛶Ⓨぢ䛧䚸ᩚ⌮䛧䚸ㄆ㆑䛧䛶㡬䛟䛸䛸䜒䛻䚸ᮏㄢ㢟䛾ཧຍ⪅ဨ䛷ඹ᭷䛧䛶㡬䛟䛯
䜑䛷䛩䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠘௨ୗ䚸䛭䛾䜎䛸䜑᪉䛾䠚㻌
䛘䜀䚸⌧ẁ㝵䛷䚸ᮏㄢ㢟බເ䛾᪨䞉┠ⓗ䛾䛯䜑䚸ᮏㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛻グ㍕䛾┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛻䛿䚸䛂ఱ䛜㊊
䜚䛶䛔䛶䛃䚸䛂ఱ䛜㊊䜚䛶䛔䛺䛔䛛䛃䚸Ꮫ⾡ⓗศ㔝ᶓ᩿ᆺ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸┠ᶆ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛻䚸䛥䜙䛻㏣ຍ䛧䛶㻌 㻌
ཧ⏬䛧䛶ḧ䛧䛔ศ㔝䛾◊✲䛺䛹䚸䛭䛾ᚲせ䛜䛒䜜䜀䚸䛭䜜䛿䛹䜣䛺ศ㔝䛾◊✲䠄◊✲⪅䠅䛷䛒䜛䛛䚸䛥䜙䛻䚸㻌
◊✲せ⣲䜔ᢏ⾡せ⣲䛻ᑐ䛩䜛ゝཬ䜔⪃ᐹ䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛘䜀䚸⤒Ⴀ㈨※䠄䝠䝖䚸䝰䝜䚸㔠䚸ሗ䠅䜢䛹䛣䛻䚸䛹䛖
ᢞධ䛩䜉䛝䛛䚸ฟཱྀ䠄ඹྠ◊✲㛤Ⓨඛ䛾⏘ᴗศ㔝䞉ᴗ⏺䚸ᐃ䛩䜛ᕷሙ䠅䜢䛹䛣䛻ྥ䛡䜛䜉䛝䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺㻌
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝗䝯䜲䞁䠄䝍䞊䝀䝑䝖䞉䝗䝯䜲䞁䠅䜢ᐃ䛧ᒎ㛤䛩䜉䛝䛛䛺䛹䚸ᴗ䜢ᅗ䛧䛯◊✲㛤Ⓨ䛾䝬䝛䝆
䝯䞁䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌 㻌
㻌
ຍ䛘䛶䚸⏘ᴗ⏺䜔ᴗ䛛䜙䛾ㄢ㢟䛾ሙྜ䚸ᅇ䛾◊✲ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䛶䛥䜙䛻ຍ㏿㐍ᒎ䛥䛫䜛䛻䛿䚸㈨※ᢞධ
䛩䜛๓ᥦ䛸䛧䛶䛾せ௳䚸䛩䛺䜟䛱䚸⤒῭ⓗ౯್㐀䞉ᕷሙᛶ䜢䜒ຍ䛧䛶⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
ྠᵝ䛻䚸♫ⓗ䛺ㄢ㢟䛾ሙྜ䛷䜒䚸ᅇ䛾◊✲ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䛶ຍ㏿㐍ᒎ䛥䛫䜛䛻䛿䚸㈨※ᢞධ䛩䜛䛭䛾๓ᥦ
䛸䛧䛶䛾せ௳䚸䛩䛺䜟䛱䚸♫ⓗ౯್㐀䞉♫ᛶ䜢ຍ䛧䛶⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
䛭䛾㝿䚸ඛ䛾䠏䠊䠍䠄䠏䠅䛷グ㏙䛧䛯䚸➇ྜ◊✲䞉➇ྜᢏ⾡䛾䛣䛸䜢㋃䜎䛘䛶䚸ᮏㄢ㢟䛾ᚋ䛾⬣ጾ䛸䛺䜚䛖䜛䛛䛹
䛖䛛䛺䛹䜒⪃៖䛧䛶䜏䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌

㻌

␒ Ⓨ⾲䜎䛯䛿Ⓨ⾲ணᐃ䝍䜲䝖䝹㻌
ྕ㻌
䐟㻌 㻌

㻌

䛾ྡ⛠㻌

Ⓨ⾲᪥䜎䛯䛿㻌
䛭䛾ணᐃ᪥㻌
㻌
㻌

Ⓨ⾲⪅䠄ᡤᒓ䠅㻌

䠘ᏛⓎ⾲䜎䛯䛿◊✲䝅䞊䝈䞉᪂ᢏ⾡Ⓨ⾲䚸䜎䛯䛿⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛾ㅮ₇➼䛷䛾ㅮ₇䠚㻌

ⴭ⪅䠄ᡤᒓ䠅㻌

㞧ㄅྡ䛸ᥖ㍕䛾㡫䞉ᕳ䞉ྕ䞉ᖺ㻌

㻌

Ⓨ᫂⪅䠄ᡤᒓ䠅㻌

7

䠘ᰝㄞ䛝Ꮫ⾡ㄽᩥ䠚㻌

㻌

ฟ㢪ே㻌

6

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌

␒ ㄽᩥ㢟ྡ㻌
ྕ㻌 䠄ᢞ✏ணᐃ䛾䜒䛾䛿௬㢟ྡ䠅㻌
䐟㻌 㻌

䐟㻌

ฟ㢪␒ྕ䠄ฟ㢪᪥䠅䚸㻌
ணᐃ䛾䜒䛾䛿ฟ㢪ண
ᐃ䛸グධ㻌
㻌

䠒䠊ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䛾ᒎ㛤䠋⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼䜈䛾⧅䛞䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 㻌 䈜ὀ䠖㻌 ௦⾲◊✲㈐௵⪅䛻䛚䛔䛶䚸ᚲ䛪௨ୗ䛾䐟䡚䐣䛻䛴䛔䛶䝏䜵䝑䜽䠄䕕䜢䕔䜈ኚ᭦䠅䜢ධ䜜䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᚲ䛪グධ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹グධ䛜䛺䛔ሙྜ䛿ሗ࿌᭩䛸䛧䛶ཷ⌮䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸䛤ὀពୗ䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜎䛯䚸䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛚䜘䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䛛䜙㻌
ᚋ᪥䚸䛤㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䐟ᮏㄢ㢟䛾ෆᐜ䛚䜘䜃ᡂᯝ䜢䚸ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻ά䛛䛩䛯䜑䚸䛩䜉䛛䜙䛟ᚋ䛾䛣䛸䜢᳨ウ㻌
䛧䛯䛔䛾䛷䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌 䐠䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ⮬య➼䛾ᨭᶵ㛵䛻ᒓ䛩䜛ᆅᇦ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䠋䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍ⓗᙺ䛾ே➼㻌
䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䜢┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛥䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍㻌
䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 䠄┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ᨭᶵ㛵ྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐡䛩䛷䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䛔䛧ᴗ➼䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ヰ䛜ᣢ䛱ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ణ䛧䚸ලయⓗ䛺㻌
ᚋ䛾ᒎ㛤䠄እ㒊➇தⓗ㈨㔠䛺䛹䠅䛿ᶍ⣴୰䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅䜢䛘䛶䚸ᚋ䛾䝅䝘䝸䜸䜢㻌
㻌
䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 䐢䛩䛷䛻䚸ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲యไ䚸䛛䛴ලయⓗ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠄⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䠅䝇䜻䞊䝮䛷እ㒊➇தⓗ㻌
㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䜢ᅗ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸ᮏᏛ䛾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊ཬ䜃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㛵ಀ⪅
䜢䛘䛶䚸㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖┦ㄯ䛧䛯䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᨭ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹㻌 㻌 㻌 䕕䠖䛭䛾ẁ㝵䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ᅗ䛧䛶䛔䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌 㻌 䐣⌧ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰ᆅᇦ䛸䛾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻ྥ䛛䛖ẁ㝵䛻䛿䛺䛔㻌
㻌 㻌 㻌 䛜䚸䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄⛉◊㈝௨እ䚸⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䝇䜻䞊䝮䛾䜒䛾䠅䛻㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛩䜛䛴䜒䜚䛷䛒䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕕䠖⏦ㄳ䛷䛝䜛≧ἣ䛻䛿䛺䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䠄ᛕ㢌䛻䛒䜛➇தⓗ㈨㔠䛾ྡ⛠䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
㻌
㻌

䠑䠊ᮏㄢ㢟◊✲ᡂᯝ䠋ㄽᩥⓎ⾲䠋▱㈈䠄ணᐃ䜢ྵ䜐䠅䛻䛴䛔䛶㻌
ᮏㄢ㢟ᐇ䛻䛚䛔䛶䚸◊✲⪅䜾䝹䞊䝥ෆ䛷ᚓ䜙䜜䛯◊✲ᡂᯝ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䈜ᡂᯝ䛸䛧䛶▱ⓗ㈈⏘䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸ᮏᏛ䛾▱㈈䝫䝸䝅䞊䛸ᡭ⥆䛝䛻๎䛳䛶䚸ᮏᏛ䛾▱ⓗ㈈⏘㒊㛛䛸䜒┦ㄯ䛾
ୖ䚸ᮏㄢ㢟ᐇ䛾㛵ಀ⪅䞉䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸༠㆟䛧䚸᪩䜑䛻ᑐฎ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䛣䛾㉥ᩥᏐ䛾ὀព᭩䛝䛿๐㝖䛧䛶䚸⾜䜢ワ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠘ฟ㢪䜎䛯䛿ฟ㢪ணᐃ䛾▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾䝸䝇䝖䠚㻌

␒ ≉チ➼䛾ྡ⛠➼㻌
ྕ㻌 䠄ฟ㢪ணᐃ䛾䜒䛾䛿௬⛠䠅㻌

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠗつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ๓◊✲࠘ሗ࿌᭩ᵝᘧ㹀㸦㠀㛤♧⏝㸧
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ㄢ㢟ᐇᮇ㛫㻌

ㄢ㢟ฟ䛾⫼ᬒศ㢮㻌
㻌

ㄢ㢟䛾ᑐ㇟ศ㔝㻌

1

ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌 䡚㻌 ᖹᡂ㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 ᪥㻌

ۑ㹀㸫ϫ㸸ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊᮏබເࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
    ࡽࢀࡿㄢ㢟

ۑ㹀㸫Ϫ㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑠᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧ⏬ࡋ࡚ࡁ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࡣฟ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ྠࡌࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ࢻ࣓࡛ࣥ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࡃ␗࡞ࡿほⅬ࡛ࡢ
᪂ࡓ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿㄢ㢟ࠋ
㸦ಶูẁ㝵࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡛࣮࢜࢞ࢼࢬࢆᅗࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵㸧
ࠋ

ۑ㹀㸫ϩ㸸ࡍ࡛࠶ࡿඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡑࡇࡽ
ὴ⏕ࡋ࡚ࢫࣆࣥ࢘ࢺྍ⬟࡞᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚑ᮶ࡢᆅᇦὶࡸ◊✲
ὶ㸦Ꮫእࢥ࣑ࣗࢽࢸࠊ✲◊ۑۑ➼㸧
ࠊᆅᇦࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㛵ಀ⪅➼
ࢆ࠼ࡓศ㔝ᶓ᩿ⓗࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࠋ

ۑ㹀㸫Ϩ㸸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ㸦Ꮫෆࢧࣟࣥ㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚ㄢ㢟ᙧᡂࠋ
     ᩍဨࡀ」ᩘ㞟ࡲࡾࠊࢧࣟࣥࢆᙧᡂࡋ࡚᪥㡭ࡽࠕ࣡࢞ࣖ᪉ᘧ࡛ࠖ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᵓࡀពぢࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᐇࡣᮍ╔ᡭ࡞ㄢ㢟ࠋ

ͤㄢ㢟⏦ㄳ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䈜ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛷㑅ᢥ䛧䛯䜒䛾䚸䜂䛸䛴䛰䛡䕿䜢䖃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝㻌 䕿་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌 䕿ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝㻌
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝㻌 䕿Ᏹᐂኳᩥศ㔝㻌 㻌

2

䠎䠊ᮏㄢ㢟䛾ᴫせ㻌
㻌
䈜ὀ䠅ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䜎䛯䛿ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䛛䜙䛾㌿グ䛷Ⰻ䛔ሙྜ䛿䚸㌿グ䛧䛶䚸ᴫせ䛸䛧䛶䚸㻌
䠝䠐∧䠎䝨䞊䝆䛛䜙᭱䠐䝨䞊䝆䜎䛷䛸䛺䜛䜘䛖䛻✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧䛷䛝䜛ෆᐜ䞉⾲⌧䛷ᨵ䜑䛶グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾ሙྜ䜒䚸ᴫせ䛸䛧䛶䠝䠐∧䠎䝨䞊䝆䛛䜙᭱䛷䜒䠐䝨䞊䝆䜎䛷䛸䛺䜛䜘䛖䛻✵ⓑ䝨䞊䝆䜢㏣ຍ䛧䛶㻌
సᡂ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠏䠊ᚋ䛾ᒎ㛤㻌
䖂ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠋▱㈈䠋እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䚸䛺䛹䜈䛾ぢ㏻䛧䛺䛹㻌
䈜ὀ䠅⌧ᅾసᡂ㡬䛔䛶䛔䜛ㄢ㢟⤊ሗ࿌᭩䜢ᇶ䛻䛧䛶㛤♧䛷䛝䜛⠊ᅖ䚸ෆᐜ䛷⟠᮲᭩䛝䚸䛒䜛䛔䛿㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ⥲ᣓⓗ䛻䠝䠐∧䠍䝨䞊䝆ෆ䛻⣡䜎䜛⛬ᗘ䛷グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌㻌
㻌
㻌

㻌
䠍䠊ㄢ㢟䛾ྡ⛠䛚䜘䜃◊✲ᐇ⪅➼䛾ሗ㻌
㻌
䈜䠘㔜せ䠚㻌
㻌
බເせ㡿䛻䛿䚸ㄢ㢟ྡ䛿㛤♧䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛒䜛᪨䚸グ㍕䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸㻌
ㄢ㢟ྡ䠖㻌
ㄢ㢟⏦ㄳ᭩䛛䜙䛾㌿グ䛜ྍ䛾ሙྜ䛿䚸㛤♧ྍ⬟䛺ㄢ㢟ྡ䛷グ㏙䛧䛶ୗ䛥䛔㻌
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【マッチング・プロセス説明会】
平成２７年度地域コトづくりセンターによる
『小規模な共同研究開発の予備研究』
（センターＲＡ／技術職員とともに行う予備研究）
日時：平成２７年６月２５日（木）
場所：工学部共通棟 ２０３
＜次第＞
１．地域コトづくりセンターおよび
マッチング・プロセスについて説明
（質問１０分間）

９：３０～
１０：３０
１０：４０

２．守秘義務、知的財産、利益相反等について説明
（知的財産部門長
高橋教授）
（質問１０分間）

１０：４５～
１１：２０
１１：３０

３．守秘義務誓約書（全課題開示用様式Ａ）の
署名・提出

１１：４０～
１２：００

（お昼休み）
４．センター課題名、概要、申請者教員の開示と
希望するセンター課題の選択・記入票提出
（課題概要と希望記入票の配布）

１３：１０～
１５：００

５．配布資料の回収と連絡事項
（今後の連絡の仕方など）

１５：１０～
１５：４０

※注意事項※
◎本説明会の内容、配布資料のコピー、写真撮影、録音は禁止。
メモは良いが、それも第三者への開示は不可。
◎当日は、誓約書捺印のため、認印のハンコを必ず持参のこと（留学生は署名でよい）
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䛭䛾䜃Ỉ䛸䛩䜛䠎䛴䛾ㄢ㢟බເ䛾ไᗘ䛸ேᮦ⫱ᡂ䜢ව䛽䛯䠮䠝䛾᥇⏝䛸ά⏝

䛭䛾䛯䜑䛾⤒Ⴀ⎔ቃᨵၿ䛻䛿䚸➇தⓗእ㒊㈨㔠䜢⋓ᚓ䛩䜛㢖ᗘ䛸⢭ᗘ䛾ྥୖ

ᆅᇦ䛾ᮇᚅ䛻ᛂ䛘䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䜢䟿

ͤཎ⏣㻌 ຮⴭ䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛾ㄽ⌮㻌 ☜⋡䛾⤒Ⴀ䛸䛿ఱ䛛䛃䠄୰බ᪂᭩䠅䜘䜚㻌

䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䠉☜⋡ㄽⓗ⤒Ⴀ䠗䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁☜⋡᭱䜰䝥䝻䞊䝏䠅ͤ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䠋䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ㍮ฟ䛾
㢖ᗘ䛸☜ᗘ䜢㧗䜑䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛸ሙ䜢ᙧᡂ

ᆅᇦ䠋⏘ᴗ⏺䛸ᆅᇦ䛾Ꮫ䠄Ꮫ㝔ᩍ⫱䜢⧊䜚㎸䜣䛷䠅䛸䛷ྲྀ䜚⤌䜐
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᜏᖖⓗ䞉⮬ᚊᙧᡂ䜢ᨭ䛩䜛䝯䝍䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊
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㔜✏
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䡚䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝻䝉䝇ㄝ᫂䡚

䠄䝉䞁䝍䞊᥇⏝䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ணഛ◊✲䠅

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ
䛄ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛ◊✲䛅
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㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄ᆅᇦᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈䛾ᒎ㛤䚸➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳ䠅㻌

ㄢ㢟ᐇᮇ㛫㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠍᪥䡚ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶ᮎ㻌
㻌㻌㻌㻌䘠ㄢ
ሗ࿌᭩సᡂ䛒䜚䚹㻌 ᚋホ౯䛒䜚㻌
㻌 㻌 䘠ሗ

㻌 㻌 䘠ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜢ฟཱྀ䛸䛧䛶┠ᣦ䛩䛯䜑䛾ㄢ㢟㻌
㻌 㻌 䘠䝉䞁䝍䞊㻾㻭䛾ேᮦ⫱ᡂ䜢⧊䜚㎸䜣䛰ணഛ◊✲䛸䛧䛶䛾ㄢ㢟㻌
㻌 㻌 䘠◊✲㈝䠖䠏䠌䠋௳㻌
㻌 㻌 䘠ㄢ㢟ศ㔝䠖㻌⎔ۑቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝 ۑ་⒪࣭⚟♴ᕤᏛศ㔝
       ۑᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝 ۑඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝
       ۑኳᩥᏱᐂศ㔝㻌 㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 ㄢ㢟ฟ୪䜃䛻䠮䠝䠋ᢏ⾡⫋ဨ䛾ከᵝ䛺⤒㦂ⓗᡂ㛗䜢
㻌 㻌 㻌 ᮇᚅ䛧䛶

㻌 䖂ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜢ฟཱྀ䛸䛧䛶┠ᣦ䛩

㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻌 㻌 䠄䝉䞁䝍䞊᥇⏝䠮䠝䠋ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛸䜒䛻⾜䛖ணഛ◊✲䠅

㻌㻌㻌
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㻌㻌
㻌
䛄䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛅䛸䛿䠛㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ㻌

䛺䛬䚸䝬䝑䝏䞁䜾䠛
㻌 䘠䛺
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䘠䜲
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸䛛䚸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ䛸䛛䚸
㻌 㻌 㻌 䛣䜜䜒䛔䛳䛯䛔ఱ䛾䛣䛸䠛 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛸䛿䠛㻌 䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛸䛿䠛
㻌 䘠䝉

㻌 䘠䛭
䛭䜒䛭䜒䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛸䛿ఱ䠛㻌

㻌 䕿䜎䛪䛿䚸☜ㄆ䛧䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䟿

㻌

㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ㄝ᫂㻌 䜰䜴䝖䝷䜲䞁䠄䛭䛾䠍䠅
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㻌 䠘䜺䜲䝎䞁䝇䠃䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠚






ࢆࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࠕݲᚓࡿࡣఱࡀᚲせ㸽ࠖࠊ
ࠕݲఱࢆ࠺ࡋࡓ࠸㸽ࠖࠊ
⮬ࡐ࡞ࠕݲศ࡞ࡢ㸽ࠖࠊ
⮬ࠕݲศࡀ⾜࠺ࡇࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ㸽ࠖࠊ









ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࠸࠺ࠗ࠘ࢆ⋓ᚓࡍࡿ
  љ
࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂ࠋ
  љ
ࡇࢀࡣࠊࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ேᮦ
㸦㸻⌧≧ࢆኚ࠼ࡿேࠊ࿘ᅖࢆኚ࠼ࡿேࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢩ࣮ࣗࣥ࣌ࢱ࣮ࡢゝ࠺
 ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ⓗ㈨㉁㸧࡞ேᮦ⫱ᡂ࠸࠺ᩍ⫱ࡢ୍⎔ࡶゝ࠼ࡿࠋ㸧

 ࡞ࢆ⮬ࡽ⪃࠼࡚ࠊ┦ᡭ⮬ศࡀྲྀࡾ⤌ࡴ౯್ࢆఏ࠼ࡿ΅ࠋ






ͤࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵⪅ࡣࠊ
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䠘䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝻䝉䝇䜢ᑟධ䛩䜛䛽䜙䛔䠖㻌 ᐇ⾜䛩䜛䠮䠝ೃ⿵䛻䛸䛳䛶䛿䠚
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⮬䜙ື䛔䛶䜔䛳䛶䜒䜙䛖䛸䛔䛖䛣䛸䟿䠄䛭䛾䠎䠅
㻌 䘠⮬
㻌 㻌 㻌 䠄ᩍဨ䛸䛾㠃ㄯ䜰䝫䚸΅䚸⤖ᯝ䛾ሗ࿌䞉㐃⤡䚸ḟ䜈䛾‽ഛ䞉䞉䞉䠅㻌

䛰䛛䜙䚸✚ᴟⓗ䛻␗ศ㔝䛻䝏䝱䝺䞁䝆䟿
㻌 䘠䛰
㻌 㻌 㻌 䠄䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䜢㛤♧䚸ᕼᮃ䛩䜛ㄢ㢟䜢䠎䛴䜎䛷㑅䜣䛷䚸ᡭ䜢ᣲ䛢䛶䟿䠅

㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䜜䜙▱䛾せ⣲䜢ከᵝ䛺⤌䜏ྜ䜟䛫䛷⧅䛔䛷䛔䛟䛸䞉䞉䞉▱䛾┦స⏝䠅

⮬䜙ື䛔䛶䜔䛳䛶䜒䜙䛖䛸䛔䛖䛣䛸䟿䠄䛭䛾䠍䠅
㻌 䘠⮬
㻌 㻌 䠄䜰䞁䝖䝺䝥䝺䝘䞊⢭⚄䚸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ䚸▱䛾᪂⤖ྜ䚹䜢▱䜚䚸࿘ᅖ䜢▱䜚䚸

㻌 㻌 㻌 㻌 䛩䛺䜟䛱䚸⮬䛾┈䛻㛵䜟䜛♫䛸䛾⧅䛜䜚䜢ᣢ䛱䚸㛵䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䚹䠅

㻌 䘠Ⴀ
Ⴀᴗ⛎ᐦ䚸䠪䠠䠝䞉Ᏺ⛎⩏ົ䚸▱㈈䚸┈┦䛸䛔䛖ゝⴥ䛿䛸䛶䜒㔜せ䟿
㻌 㻌 㻌 䠄㓄ᕸ䛥䜜䛯㈨ᩱ䛻䛿䚸㏻䛧␒ྕ䛜䚸䛺䛬䠛㻌 ▱䜚ᚓ䛯䛣䛸䛻䛿⛎ᐦ䛾౯್䛜䚹

㻌
䜎䛪ึ䜑䛻䚸ㄋ⣙᭩䜈䛾⨫ྡ䞉ᥦฟ䜢䟿䠄ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠝㻌 ㄢ㢟㛤♧⏝䠅
㻌 䘠䜎

㻌 㻌 䕿 ⮬ぬ䜢ᣢ䛳䛶⮫䜣䛷䜒䜙䛖䛯䜑䛻

㻌

㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ㄝ᫂㻌 䜰䜴䝖䝷䜲䞁䠄䛭䛾䠎䠅
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䐢ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䛾ᩍဨ䜈䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖䜢ྲྀ䛳䛶䚸ಶู㠃ㄯ䜢ᐇ䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ➨䠍ᕼᮃ䚸➨䠎ᕼᮃ䛾䛭䜜䛮䜜䛾䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛸ಶู䛻㠃ㄯ䜢⾜䛳䛶䜒䜙䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖䜔㐃⤡䛿䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵⮬㌟䛷⾜䛖䛣䛸䚹㻌 㠃ㄯᮇ㛫䠒᭶䠏䠌᪥䡚䠓᭶䠍䠏᪥㻌
㻌 ᩍဨ䛻䛿䚸䛭䛾㠃ㄯ䛾᪥⛬ㄪᩚ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹㻌
㻌 ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䛾ᩍဨ䛸䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛜ಶู䛻㠃ㄯ䛧䚸┦䛻⣡ᚓ䛧䛯ሙྜ䛻ㄢ㢟ᐇ㻌
㻌 䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䐡䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䛷䚸ㄢ㢟䛤䛸䛻㠃ㄯᕼᮃ䛾䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵⪅䛾ሗ䜢ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䛾ᩍဨ䛻
䛚▱䜙䛫䛧䜎䛩䚹䛣䛾Ⅼ䛷㠃ㄯᕼᮃ䛜䛺䛡䜜䜀䚸ᚋ᪥䚸ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜈⛣⾜䚹㻌
䠄䝟䝇䝽䞊䝗䜶䜽䝉䝹䞉䝣䜯䜲䝹䛷䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜘䜚㏦䠅㻌 䠒᭶䠎䠒᪥䜢┠㏵䛻䛚▱䜙䛫䚹㻌
㻌

䐠䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛸䛧䛶᥇ᢥ䛥䜜䛯ㄢ㢟୍ぴ䛸䛭䛾ᴫせ䜢䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛜ぢ䛶䚸ᐇ䛧䛯㻌
㻌 㻌 䛔ㄢ㢟䛾➨䠍ᕼᮃ䚸➨䠎ᕼᮃ䛾䠎ㄢ㢟䜢ᣲ䛢䛶䜒䜙䛔䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜈⏦࿌䚹㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 䠒᭶䠎䠑᪥ᙜ᪥ᐇ䚹㻌 㻌 㻌 䈜㠃ㄯᮇ㛫䛿䠒᭶䠏䠌᪥䡚䠓᭶䠍䠏᪥䚹㻌
㻌

䐟䝬䝑䝏䞁䜾ㄝ᫂䛻䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵ဨ䜢㞟䜑䜎䛩䚹䠄Ḟᖍ⪅䛻䛿ᚋ᪥䚸ಶู䛻䠅㻌
䛭䛣䛷䚸ㄢ㢟䛾㛤♧䜢ཷ䛡䜛Ⅼ䛷సᡂ䞉⨫ྡ䛩䜛Ᏺ⛎⩏ົㄋ⣙᭩䠄ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠝䠅䜢㻌
ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜢㏻䛧䛶䚸㮵ඣᓥᏛ㛗ᐄ䛻ᥦฟ䛧䜎䛩䚹䠒᭶䠎䠑᪥ᙜ᪥䚹㻌

䠘䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝻䝉䝇䛾䝇䝔䝑䝥䠚
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ۑᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵ࡀ࠸⣡ᚓࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ
 ї୍✀ࡢዎ⣙ࣉࣟࢭࢫ⨨࡙ࡅࠋ
 їᩍဨࡀ⮬ࡽ⏦ㄳࡋࡓㄢ㢟ᚑ࡛ࡁࡿࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵࠺ࢆぢᴟࡵࡿ
 їㄢ㢟ᐇࡢᣦᑟ㈐௵ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ

࣮ࢱࣥࢭۑ㹐㸿ೃ⿵ࠊ⮬ࡽࡢάືࡀ㉳Ⅼ࡞ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆ㔊ᡂࠋ
 ї⮬ศ࡛㑅ࢇࡔㄢ㢟ࡢ⏦ㄳ⪅㸦ᩍဨ㸧ࡢୗ⮬ࡽ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆࡿࠋ
 їㄢ㢟ᚑࡍࡿᕼᮃࢆఏ࠼ࠊ㠃᥋ࢆཷࡅࡿࠋ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋḟࡢ⾜ື⛣ࡍࠋ
  㸦⮬ࡽ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍேࢆ⫱ᡂࡍࡿᶵࡍࡿࠋ㸧

࣮ࢱࣥࢭۑ㹐㸿ೃ⿵ࡢ༤ኈㄽᩥ◊✲ࡢㄢ㢟㸭◊✲ศ㔝ࡣ␗࡞ࡿศ㔝࣭ㄢ㢟ࢆ㸟
 ї✚ᴟⓗ㑅ࡤࡏࡿᶵࢆᡂ㸦ͤᣦᑟᩍဨࡀ⏦ㄳࡋࡓㄢ㢟ࡶ㑅࡞࠸㸟㸟㸧
  㸦ከᵝ࡞⤒㦂ࠊ༤ኈㄽᩥ◊✲ࡔࡅࡀ◊✲࡛ࡣ࡞࠸㸟㸧
 їࢭࣥࢱ࣮㹐㸿⮬㌟ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࡢ୍⎔
  㸦▱ⓗ⏕⏘せ⣲ࡢ᪂ࡓ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡀ࡛ࡁࡿேᮦ࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸㸟㸧
 їࡢࣉࣟࢭࢫ㔜どࢆ≉Ⰽࠋ
        љ
۔ㄢ㢟බເࡢ᪨㸸ᐇࡍࡿㄢ㢟ࡀ༡ᕞᆅᇦᆅᇦᴗࡢάᛶࠊඹྠ◊✲㛤Ⓨ 
         ࡞⧅ࡀࡿ㸽 ⮬ࡽࡀ⌧ᐇⓗㄢ㢟㛵ࡍࡿᶵࢆ⤒㦂

䠘䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝻䝉䝇䜢ᑟධ䛩䜛䛽䜙䛔䠖㻌 䛡䜛ഃ䛛䜙䛩䜛䛸䠚
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㻌 䠘䜺䜲䝎䞁䝇䠃䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠚

ㄢ㢟㐙⾜䛾⤖ᯝ䚸▱㈈䛾ฟ䛻ᐤ䛧䛯䠄Ⓨ᫂䞉Ⓨぢ䛻⧅䛜䛳䛯䚸
䘠ㄢ
㻌 䛒䜛⪃䜢䛧䛯䚸䝕䝄䜲䞁䜔ព䜢స䛧䛯䚸䝥䝻䜾䝷䝮䜔䛒䜛᪉ἲ䞉
㻌 ᪉ᘧ䞉䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛧䛯䚸᪂䛧䛔≀㉁䞉⣲ᮦ䜢〇䛧䛯䞉䞉䞉䠅
㻌 㻌 䠄䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛾⏦ㄳᩍဨ䛸┦ㄯ䛾ୖ䚸ᮏᏛ▱㈈ಀ䛷つᐃ䛾ᡭ⥆䛝䜢䛩䜛䠅

㻌 䘠◊✲㈝䛿ᙜヱㄢ㢟䛾◊✲㈐௵⪅䛷ᨭฟ⟶⌮䜢⾜䛖䚹䠄䛻ኚ᭦䠅
㻌 㻌 㻌 䠄ᚲせ䛺䜒䛾䜢㉎ධ䛩䜛ሙྜ䚸◊✲㈐௵⪅䜈㐃⤡䛧䛶㉎ධᡭ⥆䛝䜢䛩䜛䠅㻌

㻌 䘠ㄢ
ㄢ㢟㐙⾜୰䚸䝟䝽䝝䝷➼䛾䝝䝷䝇䝯䞁䝖䜢ཷ䛡䛯
㻌 㻌 䠄⮬ศ䛾Ꮫㄽᩥᣦᑟᩍဨ䛻┦ㄯ䚸䛭䜜䛛䜙⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗䜈㐃⤡䛾䛣䛸䠅㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌 䕿 ㄢ㢟ᐇୖ䛾␃ពⅬ⥆䛝䟿䠄ูῧ䚸ᐃ䠭䠃䠝䝅䞊䝖䜢ཧ↷䛾䛣䛸䠅

㻌

㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ㄝ᫂㻌 䜰䜴䝖䝷䜲䞁䠄䛭䛾䠐䠅
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䐤䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝥䝻䝉䝇䛻䛶䚸ㄢ㢟䛸䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䛜᭱ᚋ䜎䛷㻌
䛖䜎䛟䛔䛛䛪䚸䝬䝑䝏䞁䜾ᡂ❧䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛿䚸ᙜヱ䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛿䚸᥇⏝䜢㻌
ぢ㏦䜚䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛺䛚䚸ᙜヱㄢ㢟䛿䚸ู㏵䚸ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜈⛣⾜䛧䜎䛩䚹㻌

䐣䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛾ཷධ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䛾ᩍဨ䛾ุ᩿䛻䜘䜚䜎䛩䚹㻌
㻌 䖂ᮏே䛾㈨㉁䚸䖂䜔䜛Ẽ䚸䖂ᮏㄢ㢟බເ䛾᪨➼㻌
㻌 䜢຺䛧䛶⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛥䜜䜎䛩䚹㻌
䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛻ᑐ䛩䜛ཷධྍྰ䛾ᅇ⟅䛿䚸㠃ㄯ䛾ሙ䛷⾜䛖䛛䚸䛒䜛䛔䛿䚸ྠㄢ㢟䜢
ᕼᮃ䛩䜛䛾䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛾㠃ㄯ⤊ᚋ䜎䛷ᚅ䛳䛶⾜䛖䛛䜒䚸ᩍဨ䛾ุ᩿䛻䜘䜛䚹㻌
㻌
䛯䛰䛧䚸㻌㻌 䈜䠓᭶䠍䠑᪥䜎䛷䛻䚸ᚲ䛪㒊䛾ᅇ⟅䛜ฟᥞ䛖䜘䛖䛻䟿㻌
㻌
䈜≉䛻䚸➨䠍ᕼᮃ⪅䛾㠃ㄯ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ཷධྍ䛾ሙྜ䚸㻌
㻌 ┤䛱䛻㻌 ➨䠎ᕼᮃ䛾ㄢ㢟䛾㠃ㄯ䛻ධ䜛䜘䛖䛻䚹㻌
㻌
䛺䛚䚸䝬䝑䝏䞁䜾ᡂ❧ᚋ䛻䛿䚸᪂䛯䛻ಶูㄢ㢟ᐇ䛾ㄋ⣙᭩䜢సᡂ䞉⨫ྡ䚸ᥦฟ䛾䛣䛸䚹㻌
㻌
䈜(1)ㄢ㢟䛜ᴗ➼䛸䛾Ꮫእ䛸ඹྠ◊✲➼䛷㛵䜟䜚䛜䛒䜛ሙྜ䊻䛂ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠞䐟䛃㻌
㻌㻌 (2)Ꮫእ䛸䛾㛵ಀ䛿䛺䛟䚸⊂❧䛧䛯ㄢ㢟䛾ሙྜ䚸ᩍဨ䛾ุ᩿䛷䊻䛂ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠞䐠䛃㻌
䜢䝉䞁䝍䞊䠮䠝䛸ᩍဨ㛫䛷సᡂ䞉⨫ྡ䛧䛶䜒䜙䛔䚸ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜢㏻䛧䛶㻌 㻌
㮵ඣᓥᏛ㛗ᐄ䛻ᥦฟ䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛩䚹ᥦฟඛ䛿ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䚹㻌
ᵝᘧ䠞䛿䚸ู㏵䝯䞊䝹䛷ㄢ㢟⏦ㄳ⪅䛾ᩍဨ䛻㏦䛧䜎䛩䚹㻌
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㻌 䠘䜺䜲䝎䞁䝇䠃䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠚

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

ї㻌 䛂ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠞䐟䛃䜎䛯䛿䛂ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠞䐠䛃䜢䚸⏦ㄳㄢ㢟䛾ᩍဨ䛸
㻌 㻌 㻌 㐃┕䛷⨫ྡ䞉సᡂ䛧䚸ᚲ䛪ᮏ䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜢㏻䛨䛶
㻌 㻌 㻌 㮵ඣᓥᏛ㛗䛒䛶䜈ᥦฟ䛾䛣䛸䚹ᥦฟඛ䛿䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䚹
㻌 㻌 㻌 䠞䐟䛸䠞䐠ᵝᘧ䛾㐪䛔䛿ᴗ➼䛸䛾ඹྠ◊✲➼䛾㛵䜟䜚䛾᭷↓䚹䠅
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䠍䠌ᖺ䜒๓㻌 㻌 㻌
䛛䜙႖䛧䛔
䜻䞊䝽䞊䝗

ͤ䛭䛣䜈ྥ䛡䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛺䛔䟿䟿㻌 䛹䛣䛻䚸䛔䛴䚸ఱ䜢䚸䛹䛖ᢞධ䛩䜛䟿
㻌 㻌 䠘⤒Ⴀ䛾䠐せ⣲䠚㻌 䛂䝠䝖䚸䝰䝜䚸䜹䝛䚸ሗ䛃
㻌 㻌 䠘䜒䛾䛴䛟䜚䛾䠑䠩䠚䛂䠩䠽䡊䠈䠩䠽䠿䡄䡅䡊䡁䠈䠩䠽䡐䡁䡎䡅䠽䡈䠈䠩䡋䡊䡁䡕䠈䠩䠽䡎䠿䡇䡁䡐䠄䠩䡋䡐䡅䡒䠽䡐䡅䡋䡊䠅

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⏘Ꮫᐁ䠋ᆅᇦ♫㐃ᦠ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㔠䛜䛺䛡䜜䜀➇தⓗእ㒊㈨㔠䛸ඹྠ◊✲䜢ά⏝䛫䜘䟿
㻌 䘠㔠

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ⫱ᡂ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻌 䘠䛭
䛭䛾䛯䜑䛻᭷Ⅽ䛺ேᮦ䜢㍮ฟ䛫䜘䟿

䕿䕿䛾➇தຊ䠄άᛶ䠅䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛻ດ䜑䜘䠄䝁䝭䝑䝖䛫䜘䠅䟿
㻌 䘠䕿
㻌 㻌 䠄ᆅᇦ䚸♫䚸⏘ᴗ䚸ᅜ䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌

᪥ᮏ䜰䜹䝕䝯䜲䝲䛾ὶ䛷
Ᏻಸ⥲⌮䛜グ⪅ぢ䝇䝢䞊䝏

ᩥ⛉┬䠛⏘ᴗ⏺䠛⣡⛯⪅䠛

㻌 䖂Ꮫ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛸ど⥺䠄䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䠅

䠄䛺䛬䛛䠛䠅
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ㄢ㢟㐙⾜୰䛻䚸䠮䠝䜢㎡䜑䛯䛔䠄ྥ䛔䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸䛖䜎䛟䛔䛛䛺䛔䛾䛷䠅
㻌 䘠ㄢ
㻌 㻌 㻌 䠄䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔௨እ䛿䚸᭱ᚋ䜎䛷㐙䛧䛶䜒䜙䛖䚹⫋ᴗே䛸䛧䛶ᙜ↛䛾㈐௵䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䛿㎡⾲䜢ᥦฟ䚹㻌 ௨ᚋ䚸䠮䠝䛸䛧䛶䛾᥇⏝ᶵ䛿䛺䛔䚹䠅㻌

㻌 㻌 䠄⮬䜙㐍䜣䛷㑅ᢥ䛧䚸㠃ㄯ䛧䛶ᚓ䛯䠮䠝䛾䛂䛃䠙䛂䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䛃䛧䛯௨ୖ䚸
㻌 㻌 㻌 ◊✲㈝䜢ᨭฟ䛧䛯䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛻ᡂᯝሗ࿌䜢⣡ᮇ䜎䛷䛻⾜䛖䛾䛿ᙜ↛䛾㈐௵䚹䠅

ㄢ㢟⤊ᚋ䛿䚸ሗ࿌᭩䜢ᚲ䛪ᮇ㝈䜎䛷䛻సᡂ䛾䛣䛸䟿䠄ᵝᘧ䛿ู㏵䠅
㻌 䘠ㄢ

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
䝬䝑䝏䞁䜾ᡂ❧ᚋ䚸ಶูㄢ㢟䜢ᐇ䛩䜛๓䛻䚸䜎䛯ู㏵䚸ㄋ⣙᭩䜢సᡂ
㻌 䘠䝬
㻌 㻌 ᥦฟ䛾䛣䛸
㻌 㻌 䠄ㄢ㢟䛾ㄢ㢟ྡ䞉ᴫせ㛤♧䛾䛾ㄋ⣙᭩ᵝᘧ䠝䛸䛿ู䛻ಶูㄢ㢟ᐇ⏝䚹

㻌 䕿 ㄢ㢟ᐇୖ䛾␃ពⅬ䟿䠄ูῧ䚸ᐃ䠭䠃䠝䝅䞊䝖䜢ཧ↷䛾䛣䛸䠅

㻌

㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ㄝ᫂㻌 䜰䜴䝖䝷䜲䞁䠄䛭䛾䠏䠅
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䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ
䛻᭱䜒ᰂ㌾䛷䛒䜛
䛿䛪䛾䜰䜹䝕䝭䜰䛷
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ
䛾ᶵᦆኻ䛾ᵓ㐀

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ͤኚ䛘䛺䛡䜜䜀䚸ኚ䜟䜙䛺䛔䟿䟿䛣䜜䜒䜲䝜䝧䞊䝔䜱䝤䛺䜰䝥䝻䞊䝏
㻌 䠄ఱ䛜㊊䜚䛶䚸ఱ䛜㊊䜚䛺䛔䟿㻌 䛹䛣䛻䚸䛔䛴䚸ఱ䜢䚸䛹䛣䛛䜙ᣢ䛳䛶䛝䛶䛹䛖ᢞධ䛩䜛䟿䠅

▷ᮇ㞠⏝䛷䛿䝫䝇䝗䜽䜒䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛻Ᏻ䠛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻌 䘠䝇䝍䝑䝣䜢㞠䛖㔠䜒䛺䛔䚹䠄䛭䜒䛭䜒Ꮫ䛻䛿䠎䠩䛜䛺䛔䠅

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

᪂䝛䝍䛜䛒䛳䛶䜒䚸௵䛫䜙䜜䜛ேᮦ䛺䛧

㻌 䘠ேᡭ䛜䛺䛔䚹䠄䜶䝣䜷䞊䝖䛾ṧ䜒ᑡ䛺䛔䠅

㻌 䘠㛫䛜䛺䛔䚹䠄ᬑẁ䛾ᩍ⫱䚸◊✲௨እ䛾䛣䛸䛷ᡭ୍ᮼ䠅
㻌 㻌 䜖䛳䛟䜚䛸㆟ㄽ䠃ᵓ䛩䜛䜖䛸䜚䛜䛺䛔
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
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䐤㻌 Two kinds of application, and candidates apply to be an RA for the development of
human resource.

䐣㻌 Business environment improvement gain competitive external fund with frequency
and accuracy.

䐢㻌 Regional expectation live up to innovation and innovative human resource.

䐡This center arranges the context to create innovation and innovative human resources
with frequency and accuracy.

䐠㻌 This meta project center supports the independent development of innovation with
regional, industry and regional university.

䐟㻌 What is the Regional Value Creation (Kotozukuri) Center ?

資料No.H27-13-3

By
The Regional Value Creation (Kotozukuri) Center
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
Specially Appointed Professor Oshige Koji
≉௵ᩍᤵ 㔜 ✏

ࠗPreliminary Studies for Small Scale Joint Research and
Development࠘
㸦Preliminary Studies to Be Conducted with Research
Assistants㸧
㸫the Matching࣭Process Information Session 㸫
June 25th,2015

資料No.H27-13-3

About the Center Topic

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䞉Energy and Environmental Engineering
䞉Medical and Welfare Engineering
䞉Regional Environment and Safety Engineering
䞉Advanced Materials
䞉Astronomy and Space Science

9 The Research Period: From September 1st, 2015 to the end of December 2015
9 The researchers will submit the report after finishing the research.

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䖂The research project goals are
䞉This joint research with regional companies will revitalize Southern Kyushu.
䞉The RA can gain various kinds of research experience.
9 The research topic for development of the Southern Kyushu area.
9 The research topic fosters the RA’s research ability.
9 The research budget: ¥300,000/each study
9 The fields of study:

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䠄Fiscal 2015䠅
ࠗPreliminary Studies for Small Scale Joint Research and Development࠘
㸦Preliminary Studies to Be Conducted with Research Assistants㸧
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࣭Why we do the matching process?
࣭What is ͆the Center Topic”? What is “the Center RA”?
࣭What is ͆tthe Regional Value Creation Center”?
࣭What’s “Innovation” and “Innovative Human Resources”?

First, Let’s confirm the following.

<Introduction>

The Matching Process Information Session Outline(No.1)

資料No.H27-13-3
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2

-1507

You should think and do by yourself for valuable negotiation. (The interview with your research
leader)
You (the RA Candidate) negotiate with the Research Leader.(The interview )
Ņ
You (the RA Candidate) get the position (as the Center RA)
Ņ
You (the RA) experience the process
Ņ
The father of Entrepreneurship is Joseph Schumpeter. Writing at the beginning of the early 20th
century, he pointed out that we as human beings are always changing our current situation. This is
innovation.

ͤThe Center Candidate must consider:
9 What do you(RA) need for commitment?
9 What do you (RA) want to achieve?
9 What value do you bring to the research project?
Please conduct negotiations with your research leader keeping these things in mind.

資料No.H27-13-3

5

࣭Work Voluntarily (No1)
㸦Combine “Entrepreneurship”, “Innovation Human Resource”, and “New Knowledge”.
㸫The Knowledge Interaction㸫
࣭Try to open New Fields.
㸦We will disclose the research topics. You can choose the two subjects and get the
interview for the position.㸧
࣭Work Voluntarily (No2)
㸦e.g. Make an appointment with your research leader, negotiate, report the results, and
prepare for the next step…㸧

࣭Please sign and submit the non-disclosure agreement!
-Agreement Form A(for disclosure of all center projects)࣭These words are very important such as “the Secret of Research”,
“NDA”, “Confidentiality Obligation”, “Intellectual Property”, and
“Conflict of Interest” . We put the numbers on this handout because the contents are
important and confidential.

To bring awareness.

The Matching Process Information Session Outline (No.2)
<Guidance and Orientation>

資料No.H27-13-3

㸺The aim of Matching Process>

Ņ

㸺The Procedure>

4.The Center RA shall make an appointment with the Research Leader and take the
interview. You shall have interviews about both your first and second choice. You shall have
individual interviews with each Research Leader. The Center RA should make an
appointment and contact the Research Leader. The Research Leader will arrange the date
for the interview. This research project shall start after the research leader and the Center
RA are in agreement on the details of the research project. ( from )

3.The Kotozukuri Center shall inform the Research Leader of the applicant information.
(The Kotozukuri Center Administrative Room will send the applicant list by e-mail (Excel
file with password). (after the information session.)

2. The Center RA will check the list of research topics and outline. You shall pick your first
and second choice from the list. The RA shall report these choices to the Kotozukuri Center
in the Information session.

1.The Center RA shall attend The Matching Process Information Session.(Absentees can
attend the information session on another day.) The RA shall sign the Agreement Form A and
submit it to the president of Kagoshima University through the Kotozukuri Center in the
Information session.
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۔The main idea of this research application (ㄢ㢟බເࡢ㊃᪨)
ńIt is important that this research will revitalize not only companies in Southern Kyushu
but also the entire region of Southern Kyushu.
ۑThe Center RA shall do following:
ńThe RA shall choose the research topic. He or she will make an appointment with the
research leader for an interview.
ńThe RA shall report the result of interview to the Regional Value Creation Center (=The
Kotozukuri Center).
࣭ The Kotozukuri Center intend to foster self –motivated researchers who can act
independently.
ۑBoth the Center RA and The Research Leader shall confirm the following before starting
their research.
࣭The contract procedures of this research.
࣭The Research Leader confirms that the candidate is capable of undertaking this research.
࣭The Research Leader has the responsibility to clarify the details of the research with the
research assistant.

  

ۑThe Center RA shall select a topic and field of research which is different from your
doctoral thesis research.
To get more experience.
To heighten your awareness of innovation.
To improve your work process.

資料No.H27-13-3
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The Matching Process Information Session Resume(No.4)
<Guidance and Orientation>
࣭You shall consult with your research leader and shall follow the procedure at the
Intellectual Property office when you discover new things through your
research.(designs, program, system, material, etc…as research achievement.)
࣭If you have any trouble(harassment, etc ),please contact your thesis instructor to
begin the process to resolve the problem.
࣭The Accounting section in the Kagoshima University, Graduate School of Science
and Engineering manages the research expenses.( You shall contact the accounting
section when you want to buy research materials.)

資料No.H27-13-3
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6. Please understand that The RA Candidate will not be able to do the research if they have been
rejected in the interview process.

The RA shall sign and submit the Agreement Form B(1) or B(2) to the President of Kagoshima
University through the Kotozukuri Center.
࣭The Agreement Form B(1) for implementation of individual center projects that are joint research
with companies, etc.
࣭The Agreement Form B(2) for implementation of individual center projects that are NOT joint
research, etc.

The Research Leader will decide upon the acceptance or rejection after the interview.
The Center RA must wait until all candidates have been interviewed before receiving information
about acceptance or rejection.
The Research Leader must report the result of interview to all candidates by ۑۑ.

5. The Research Leader shall make the final decision whether the Center RA Candidate will be hired
as a research assistant (RA) or not.
ۑBased on the following:
㺃(RA’s) individual qualities
㺃(RA’s) motivation
㺃Impact of the research

Japanese Prime
Minister Shinzo Abe

10

<The Four elements of management㸼ࠕHuman, Material, Money,
Informationࠖ
<5M of ࣔࣀ࡙ࡃࡾ㸼
ࠕMan, Machine, Material, Money, Market(Motivation)ࠖ

12

Why㸽
Ministry㻌 of Education,
۔The environment of University㸦Stakeholders㸧
Science and Culture?
9 Improve ’ۑۑs competitiveness.
Industry? Tax Payer?
(Region, Society, Industry, Country)
Create Innovation
9 Development of significant human resource!
Innovative Human Resource
Japan Academia
9 Make use of the external funds and joint research!
Press Conference by
  Industry-Academic-Government/ Region Social Cooperation
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࣭the center RA candidate shall submit the agreement.
1. Agreement Form A(for disclosure of all center projects) on today.
2. Agreement Form B(1) or B(2) to the president of Kagoshima University through the
Kotozukuri Center.
㸨the Agreement FormB(1)(for implementation of individual center projects that are
joint research with companies, etc.)
㸨the Agreement FormB(2)(for implementation of independent individual center
projects that are NOT joint research, etc.)
࣭Please submit the research report by deadline.
࣭You can’t back out from this position (RA) for these reasons.
e.g. I am not fit for being a RA.
I’m worried that this research doesn’t seem to work.
 㸦You should continue to work until the research is finished. That is the duty of this
job.㸧(You may hand in your resignation when you have other compelling reasons, but
there is no chance to re-join this project.)

Points of Attention

The Matching Process Information Session Outline (No.3)
<Guidance and Orientation>
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平成２７年度 地域コトづくりセンター
「小規模な共同研究開発の予備研究」の課題との
マッチング・プロセス説明会 補足資料
Supplemental Information, the Point of view what you need.
課題終了後（報告書作成時にも）に必要な視点のこと
Prepare yourselves for making the Report of the Study !

Search and Recognize the Key Words and Key Intelligences in Management of Technology below !
✔イノベーション（Innovation）
✔知の新結合（Neue Kombination of various knowledge）
✔アントレプレナー（enterpreneur）
mentioned by Joseph Alios Schumpeter
（ヨセフ

シュンペーター）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✔知（知識）経営（Knowledge management）
✔ＳＥＣＩモデル（SECI model）
✔知の相互作用（Interaction for the creation of the new Knowledge or Values）
mentioned by prof. Ikujiro Nonaka（野中郁次郎：一ツ橋大学名誉教授）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When you make the report(documents) of the Preliminary Studies，you must review it from the
point of view based on these Key Words and Intelligences so that you can make it valuable.
You need to consider, therefore,
① how to go to the next step.
(ex.; to entry research funding, patent, joint research with companies)
② how to break-through the unsolved-problems,
③ how to apply the various knowledge to solve the problems,
(involving how to manage the linkages of various professionals having difference knowledge)
④ how to get the resources to achieve the innovative creation,
(i.e.; what kinds of furthermore R&D resources※1 do you need?)
⑤ and how to apply the achievements to create the competitive priority values in South Kyusyu
region. (i.e.; what kinds of furthermore management elements※2 do you need?)
You must suggest or commit them in the Reports with the research leaders of your research topics.
※ １ ． R&D resources; human, money, machine(or method), material, market, (motivation);
we say them 5M(6M).
※２．management elements; human, material& products, money, market, information& network
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In the case of PC

Structure of Card Reader

Operating System Software

Circuit design for CPU

For example,

Utility
models

A utility model protection can only be obtained for
certain fields of technology and only for products
but not for processes.

資料No.H27-13-6

㼃㼛㼞㼘㼐㻌㻵㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㻼㼞㼛㼜㼑㼞㼠㼥㻌㻻㼞㼓㼍㼚㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻔㼃㻵㻼㻻㻕㻚

Structure of Keyboard

3

1

呍
呍
呍
呍

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

Trademarks
4

2

¾ IP is protected in law by, for example, patents, utility
model ,industrial designs, copyright and trademarks, which
enable people to earn recognition or financial benefit from
what they invent or create.

¾ Intellectual property (IP) refers to creations of the mind,
such as inventions; literary and artistic works; designs; and
symbols, names and images used in commerce.

What are Intellectual Property Rights ?

資料No.H27-13-6

Technology of Liquid Cristal

For example,

Patents

A patent is an exclusive right granted for an
invention
–a product or process that provides a new way
of doing something, or that offers a new
technical solution to a problem.

資料No.H27-13-6

Shogo Takahashi, Ph.D.
Professor, Patent Attorney
/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůWƌŽƉĞƌƚǇKĨĮĐĞ͕
Kagoshima University Innovation Center

Intellectual Property Activities
in Kagoshima University

資料No.H27-13-6
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Industlial
Designs

-159Music

Computer Programs

Animation

For example,

Copyrights

Copyright is a legal term used to describe the
rights that creators have over their literary and
artistic works. Works covered by copyright range
from books, music, paintings, sculpture and films,
to computer programs, databases,
advertisements, maps and technical drawings.

資料No.H27-13-6

Shape of Touchpad

Shape of PC

For example,

An industrial design constitutes the ornamental or
aesthetic aspect of an article.
dimensional features,
A design may consist of three-d
such as the shape or surface of an article, or of twodimensional features, such as patterns, lines or
color.

呍
呍
呍
呍
7

5

For example,
Brand Mark

Brand Name

6

¾Get sponsored research from outside entities.
э Improvement of the study environment.

¾Get joint study with outside entities.
㻌 эImprovement of the study environment.

8

¾Transfer of technologies to industries.
㻌 э Social contributions as the third mission of university.㻌㻌 㻌 㻌
㻌 э Get licensing fee from licensee.

What are incentives to get Intellectual
Property Rights (IPR) of university?

資料No.H27-13-6

㻌Trademarks

A trademark is a distinctive sign which identifies
certain goods or services as those produced or
provided by a specific person or enterprise.

資料No.H27-13-6
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year

JPO: Japanese Patent Office
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㻭㼜㼜㼘㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌

㻱㼤㼍㼙㼕㼚㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻌
㼛㼒㻌㻵㼚㼢㼑㼚㼠㼕㼛㼚㻌㻌

㻌
㻭㼜㼜㼘㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㼠㼛㻌㻶㻼㻻㻌
㻌

㻾㼑㼟㼡㼘㼠㻌

㻯㼛㼚㼠㼍㼏㼠㻌

㼟㼡㼞㼢㼑㼥㼟㻌㼛㼒㻌
㻌㼜㼞㼕㼛㼞㻌㼍㼞㼠㼟㻌㻌

㻯㼛㼚㼟㼡㼘㼠㼕㼚㼓㻌
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13

 Neutrality and Publicity

Responsibility

University
•Research
•Education
•Social contribution

 Transparency

These are needed

Faculty and Staff

Negative effects
may occur

 External Accountability

Private Interests

•Profit

Corporation

15

“Conflicts of Interests” are situations which may occur wherein conflicts
arise between the interests of the university faculty or staff in their
relationship with a corporation and the responsibility of such member to the
university.
The purpose and role of the university are different from corporations,
as the university conducts research and offers education with the aim of
g g in activities for profit.
searching for truth, while corporations㻌 engage

Management of “Conflicts of Interests”

資料No.H27-13-6

It is important for the university to show the reason for the social
existence and to gain the understanding and support of the society
with practicing social contributions as the third mission of the
university by building effective cycle of intellectual creation with
creating, protecting, managing and utilizing the intellectual
property created at the university positively as the organization.

Intellectual property policy of Kagoshima University㸦abstract)

1.Education
2.Research
3.Social contribution

Social contributions are the third
mission of universities.
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Reasonable remuneration
(Money)

Inventions

Those students are required to submit a confirmation
including Non-Disclosure Agreement to the university.

Students engaging in a research project in the university
must obey the obligation of keeping the "Guidelines for
the Management of Trade Secrets" in the university.

For example,

Kagoshima University shows the "Guidelines for the
Management of Trade Secrets".

Any confidential business information which provides an
enterprise a competitive edge may be considered a trade
secret.

What is trade secret?

Management of Trade Secrets
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University

IPR

The university pays reasonable remuneration to the
researcher etc. who creates intellectual property to be
succeeded by the university in order to arouse the
incentive to the creation and utilization of new
intellectual property.

16

14

Originally, inventions etc. are created by individuals.
However, intellectual property created at the university
are set up essentially to belong to the university and is
promoted to be utilized organizationally.

Conversion of Belongingness of IPR

資料No.H27-13-6
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Please feel free to contact us if you create any Intellectual Property.

The Intellectual Property OfÀce was established in December 23
in order to promote and protect the intellectual property originated
from the University's educational and research activities and to
enhance its strategic use in line with the University's mission to
enable research results to contribute the society.

Intellectual Property OfÀce, Innovation Center

資料No.H27-13-6

17

資料No.H27-13-6

ᵲᶆᵿᶌᶉᴾᶗᶍᶓᴾ

18

資料No.H27-14-1
ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䚷䠮䠝䛸䛸䜒䛻⾜䛖ㄢ㢟
䠘ಶู䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛸䝉䞁䝍䞊䠮䠝ೃ⿵䛾䝬䝑䝏䞁䜾⤖ᯝ୍ぴ䠚
ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ
ᡤᒓ

㻴㻞㻣㻭㻜㻝

ㄢ㢟䠥䠠
㻴㻞㻣㻭㻜㻟
ㄢ㢟䠥䠠

Ᏹᐂᶵᦚ㍕⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰↓⥺ᶵჾ䛾ண
ഛ◊✲

䝅䝇䝔䝮
ᯇୗ䚷ౡ㍤
ሗ⛉Ꮫ
䠄䠍䠌᭶䠏䠍᪥䛷䠮䠝㎡⫋䠅
ᑓᨷ㻌㻰㻞

ㄢ㢟ྡ
༡ᕞᆅᇦ䛷䛾ᮍ⏝㈨※䜔䝸䝃䜲䜽䝹 ≀㉁⏕⏘
㻭㻰㻸㻵㻺㻱㻌㻺㻳㻻㼆㻵㻌㻺㼃㻻㻰㻻䠄䜰䝗
ᮦ䛾ά⏝䛻䜘䜛⸴ሙᇶ┙ᮦ䛾㛤Ⓨ
⛉Ꮫᑓᨷ

ᾏὒᅵᮌᕤᏛ
䚷ຓᩍ䚷ᒣᮏ䚷ኴ㑻

䝷䜲䞁䠅

ㄢ㢟ྡ

◊✲㈐௵⪅

㻾㻭ೃ⿵ྡ๓

どぬ≉ᛶ䜢⪃៖䛧䛯⨾⾡ᕤⱁရ䛾䝕䜱䝆 ≀㉁⏕⏘
䝍䝹䜰䞊䜹䜲䝤⾲♧䝅䝇䝔䝮䛾◊✲㛤Ⓨ ⛉Ꮫᑓᨷ 㒌䚷ୡᰤ

ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ
䚷ຓᩍ䚷୕㬞䚷㐨ᘯ

ㄢ㢟ྡ
ᡤᒓ

㻴㻞㻣㻭㻝㻤

◊✲㈐௵⪅

㻾㻭ೃ⿵ྡ๓

䠠㻞
ㄢ㢟䠥䠠

Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛ
䚷ᩍᤵ䚷ᶫᮏ䚷㞞ோ

䝣䜱䞊䜽䠅

ᡤᒓ
㻴㻞㻣㻭㻝㻡

◊✲㈐௵⪅

㻾㻭ೃ⿵ྡ๓

ᗣ⥔ᣢ䛻᭷⏝䛺ᶵ⬟ᛶ≀㉁䜢ྵ䜣䛰Ⓨ 䝅䝇䝔䝮
㻾㻭㻲㻵㻽㼁㻱㻌㻹㻰㻌㻭㻮㻰㼁㻾䠄䝷
㓝㣗ရ䛾㛤Ⓨ
ሗ⛉Ꮫ

䠠㻝
ㄢ㢟䠥䠠

≀⌮䞉Ᏹᐂ
ᩍᤵ䚷ᑠᒣ㻌ె୍

ㄢ㢟ྡ

ᡤᒓ
䠤㻞㻣䠝㻝㻜

◊✲㈐௵⪅

ᡤᒓ
㻾㻭ೃ⿵ྡ๓
㮵ඣᓥ䇾ᆅሙ䇿⏘ᴗάᛶ䜢┠ᣦ䛧䛯⳦㢮 䝅䝇䝔䝮
㻷㻴㻭㻺㻌㻹㻰㻌㻷㻭㻹㻾㼁㻸㻌㻴㻭㻿㻭㻺
ᡂ㛗㐣⛬䛾䇾☢ሙ䇿ຠᯝ䛾᥈⣴
ሗ⛉Ꮫ
䠄䜹䝮䝹䞊䝹䠅
ᑓᨷ㻌㻰㻞

ᑓᨷ㻌㻰㻞
ㄢ㢟䠥䠠

㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ
䚷ᩍᤵ䚷⚟ᓥ㻌ㄔ෬

ㄢ㢟ྡ

ᡤᒓ
㻴㻞㻣㻭㻜㻠

◊✲㈐௵⪅

㻾㻭ೃ⿵ྡ๓

㻾㻭ೃ⿵ྡ๓

⅏ᐖ䜔㠀ᖖ➼䛻䛚䛡䜛㞳ᓥ䜈䛾↓⥺
⏕⎔ቃ
㟁ຊఏ㏦䝅䝇䝔䝮䛾◊✲㛤Ⓨ䛻䛛䛛䜛ண
⛉Ꮫᑓᨷ ᑠ∾䚷⿱ᖾ
ഛㄪᰝ

◊✲㈐௵⪅
㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ
䚷ຓᩍ䚷ྜྷ⏣䚷㈼ྐ

䠠䠍

資料No.H27-14-2
ᑠつᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ணഛⓗ◊✲䚷ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛸䜒䛻⾜䛖ㄢ㢟
䠘ಶู䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟䛸ᢏ⾡⫋ဨ䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾⤖ᯝ୍ぴ䠚
ㄢ㢟䠥䠠

㻴㻞㻣㻭㻜㻤

ㄢ㢟䠥䠠

㻴㻞㻣㻭㻝㻟

ㄢ㢟䠥䠠

㻴㻞㻣㻭㻝㻣

ㄢ㢟ྡ

ᢏ⾡⫋ဨྡ

㉸㡢Ἴ䝰䞊䝍䜢⏝䛔䛯㧗⢭ᗘ⨨Ỵ䜑䝇䝔䞊䝆䛾㛤
Ⓨ

㇂ཱྀ䚷ᗣኴ㑻

ㄢ㢟ྡ
ⅆᒣ⅊୰䛾䝣䝑⣲ศᯒ䛻䛚䛡䜛⡆᫆๓ฎ⌮ἲ䛾㛤
Ⓨ

ᶵᲔᕤᏛ
ᩍᤵ
すᮧ䚷ᝆᶞ
◊✲㈐௵⪅

㇂ཱྀ䚷㐶⳯

ㄢ㢟ྡ

㻭㻰㻯㻼䛸⏬ീὶ㔞ゎᯒᡭἲ䜢⏝䛔䛯ὥỈὶほ ἲ䛾
ᨵⰋ

◊✲㈐௵⪅

Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛ
ᩍᤵ
୰ᓥ䚷ᖖ᠇
◊✲㈐௵⪅

୰ᮧ䚷㐩ဢ

-163-

ᾏὒᅵᮌᕤᏛ
ᩍᤵ
Ᏻ㐩䚷㈗ᾈ

-164-

ࢀࡒࢀ㸯㏻ࢆಖ⟶ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࣮㹐㸿ࡋ࡚᥇⏝ࡣࡉࢀ࡞࠸ࠋ

ࡗ࡚ࠊᙜヱ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ㠃ㄯ࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡢ⣡ᚓྜពࡀᚓࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤஎࡣࠊࢭࣥࢱ

ᙜ⪅Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊṇᘧࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢩࢫࢱࣥࢺ ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿 ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࠋᚑ

ࠕ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ㠃ㄯࠖ࠸࠺ࠋ ࢆ⤒࡚࠸ࡢ⣡ᚓྜពࡢୗᙜヱࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᐇᢸ

῭ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ᭷ᙧ≀࣭↓ᙧ≀➼ ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ



๓グࡢࡇᢎㅙࡢୖࠊࡍ࡚ࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢ㛤♧ࢆཷࡅࡲࡍࠋ

ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡓࡔࡋࠊࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡀࠊᴗ➼ࢆྵࡴᏛእᶵ㛵➼ࡢඹྠ◊✲➼౫ࡽ࡞࠸ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛

㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨಶูㄢ㢟ᐇ㛵ࢃࡿᏲ⛎⩏ົ➼ࡘ࠸࡚ࡢಶูㄋ⣙᭩ࢆᙜヱᩍဨྲྀࡾࢃࡍࠋ

㸴㸬๓᮲࠾࠸࡚ࠊஎࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ๓ᮏㄋ⣙᭩ࡣูࠊࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ



ࢀබ▱ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡍࡿࠋ

㸳㸬எࡀ➨㸰᮲ཬࡧ➨㸲᮲♧ࡉࢀࡿሗࢆ➨୕⪅₃ࡽࡉ࡞࠸ᮇ㛫ࡣࠊࡑࢀࡽࡢሗࡀྜἲⓗ㛤♧ࡉ



ᴗྡ➼ࠊᴗ➼ࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ཬࡧᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࠊⓎ࣭᫂⪃࣭ព࣭ၟᶆࠊ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ࡢᏛ⾡ⓗ࣭⤒

࣮ࢱࠊᅗ㠃࣭㞟✚ᅇ㊰㓄⨨ᅗࠊႠᴗ⛎ᐦࠊ᪉ᘧ࣭᪉ἲ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࠊඹྠ◊✲ᴗྡཬࡧࡑࡢྲྀᘬඛ

ሗ ⣲ᮦ࣭ヨᩱ࣭✀ⱑ࣭ヨ⸆࣭ᐇ㦂ື≀ࠊᶆᮏࢧࣥࣉࣝࠊヨస≀࣭⫱ᡂရ✀ࠊⴭస≀࣭ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹ

๓᮲ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ㠃ㄯࠊ᪂ࡓ▱ࡾᚓࡓಶูࡢࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟㛵ࡍࡿ㏣ຍࡢ⛎ᐦ

  எࡢ㌟ศኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ ༤ኈㄢ⛬ಟࠊ㏥Ꮫ➼ ࡛ࡶࠊ➨୕⪅₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊ

㸲㸬எࡣࠊ➨㸰᮲࠾࠸࡚㛤♧ࡉࢀࡓࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟㛵ࡍࡿሗࢆ➨୕⪅₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ








 

࠸࡚㛤♧ࡍࡿࠋ

 

ࡢ᪨ࠊ≺࠸ࠊ᥇ᢥೃ⿵࡞ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢㄢ㢟ྡࠊㄢ㢟ࡢᴫせཬࡧㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡࢆㄢ㢟ࡘ

㸱㸬எࡣࠊஎࡢᕼᮃࡍࡿࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨ ௦⾲◊✲⪅ ࡢ㠃ㄯ ௨ୗࠊ





   



᫂グࡋࠊࡇࢀࢆ㑂Ᏺࡍࡿㄋ⣙ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬⏥ࡣࠊஎࡀࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࡃࠊࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆᕼᮃ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྠㄢ㢟බເ



                                             ༳

ࡢ⛎ᐦሗࡘ࠸࡚⏥ࡀ㛤♧ࡍࡿሗࠊᙜヱሗ㛤♧ࢆཷࡅ࡚ࠊஎࡀ㈇࠺Ᏺ⛎㛵ࡍࡿᒚ⾜⩏ົࢆ


                              Ặྡ㸸

ᡤᒓ㸸

㸯㸬ᮏㄋ⣙᭩ࡣࠊ⏥ࡀᐇࡍࡿࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛤Ⓨࡢணഛ◊✲ ࢭࣥࢱ࣮᥇⏝㹐㸿ࡶ⾜࠺ணഛ

◊✲ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲ㄢ㢟බເࡼࡗ࡚᥇ᢥೃ⿵࡞ࡗࡓ◊✲ㄢ㢟 ௨ୗࠊࠕࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࠋ

ㄋ⣙⪅ ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ೃ⿵⪅  

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ  ᭶  ᪥



                        



࡚ᒚ⾜⩏ົࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢㄔᐇ࡞㑂Ᏺࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࣮ࢳ࣭ࢩࢫࢱࣥࢺ ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿 ೃ⿵⪅࡛࠶ࡿ ۑۑۑۑۑۑ௨ୗࠕஎࠖ࠸࠺ࠋ ࡣࠊḟࡢྛ᮲ࡼࡗ

 ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ ௨ୗࠊࠕ⏥ࠖ࠸࠺ࠋ ࡢࣜࢧ



࡞࠾ࠊࡇࡢㄋ⣙ࢆドࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄋ⣙᭩ࢆ㸰㏻సᡂࡋࠊ㮵ඣᓥᏛ 㮵ඣᓥᏛ㛗࠶࡚ ㄋ⣙⪅ࡀࡑ

⛎ᐦಖᣢㄋ⣙᭩

資料No.H27-15-1



ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㸿(ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟㛤♧⏝)



資料No.H27-15-1

ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛ㛗 Ẋ

ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㸿(ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟㛤♧⏝)

-165-

資料No.H27-15-1

companies, etc.

“Preliminary Studies for Small-Scale Joint Research and Development—preliminary studies to be

Recognizor

Print name:
Affiliation:
Date:

formally recruited as a research assistant (Center RA). Accordingly, if mutual agreement and

consent are not obtained in the Matching Process Interview, the Center RA Candidate will not be

know-how; names of companies involved in joint research, names of their business partners, etc.;

data; drawings or integrated circuit layout designs; trade secrets; techniques, methods or

laboratory animals; specimen samples; prototypes or improved varieties; writings, programs, or

Matching Process Interview in the preceding article (materials, samples, seedlings, reagents, or

confidential information concerning the individual Center Project newly learned at the time of the

program, withdrawal from the university, etc.). Furthermore, the same shall apply to additional

information to any third party even if there is a change in his or her status (completion of doctoral

the Center Project in Article 2. In addition, the Center RA Candidate shall not divulge the

4. The Center RA Candidate shall not divulge to any third party the disclosed information concerning

recruited as a Center RA.

Signature:

(The Center RA Candidate)

the Center RA Candidate will be determined as the person in charge of implementing such Center

copy thereof.

(care of the President of Kagoshima University) and the Center RA Candidate shall each retain one

Projects on the basis of mutual agreement and consent. That is, the Center RA Candidate will be

the Center RA Candidate’s desired Center Projects (hereafter “the Matching Process Interview”),

3. After an interview with the faculty member who is the project applicant (the research leader) for

candidates for selection.

names, project outlines, and project applicant names of all Center Projects that have become

RA, the Center Office will disclose the purposes and aims of project solicitation and the project

2. To enable the Center RA Candidate to select Center Projects for which to be recruited as a Center

IN WITNESS WHEREOF, two copies of this agreement have been prepared, and the Center Office

matters.

confidentiality that the Center RA Candidate undertakes, receiving said information disclosure,

and is a written pledge to comply with these obligations.

The Center RA Candidate shall receive disclosure of all Center Projects having agreed to the above

implement (hereafter “Center Projects”) and performance obligations with respect to

conducted with research assistants recruited by the Center Office” that the Center Office will

Center Project does not depend on joint research, etc. with an external organization, including

implementation separately from this agreement, provided, however, that this shall not apply if the

separate agreement concerning confidentiality obligations, etc. pertaining to individual project

exchange beforehand with the faculty member who is the applicant for the Center Project a

6. In implementing the Center Project in the preceding articles, the Center RA Candidate shall

projects that have become candidates for selection in research project public solicitation in

1. This agreement stipulates classified information that the Center Office will disclose about research

compliance with those obligations.

confirms the details of the performance obligations set forth in this agreement and pledges faithful

Engineering, Kagoshima University plans to recruit, (hereafter “the Center RA Candidate”), hereby

information indicated in Article 2 and Article 4 shall be until such time that the information is
lawfully disclosed and made public knowledge.

5. The period during which the Center RA Candidate shall not divulge to any third party the

trademarks; tangible assets or intangible assets having academic or economic value, etc.).

business issues or technological needs of companies, etc.; inventions, devices, designs, or

Agreement Form A (for disclosure of all center projects)

(Kotozukuri) Center Office” (hereafter “the Center Office”) of Graduate School of Science and

資料No.H27-15-1

[Insert candidate name], a research assistant candidate whom the “Regional Value Creation

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

To the President of Kagoshima University:

Agreement Form A (for disclosure of all center projects)
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provide appropriate guidance, etc. toward smooth project execution and goal achievement in
accordance with the purposes and aims set forth in the project solicitation application guidelines
while respecting the independence of the Center RA.

Project, hereby confirm the details set forth below and pledge compliance with their respective

performance obligations.

Center RA shall each retain one copy thereof.

drawings or integrated circuit layout designs; trade secrets; techniques, methods or knowhow;

names of companies involved in the Joint Research, names of their business partners, etc.; business

has become public knowledge through consultation between the University and ABC or information

of conclusion of the Center Project, provided, however, that this shall not apply to information that

Center Project implementation period and an additional period of five years beginning on the date

agreement between the University and ABC or, if no specific period is stipulated, shall be the

divulge information to any third party shall be stipulated in writing in the Joint Research

withdrawal from the university, etc.). In addition, the period during which the Center RA shall not

preceding article even if there is a change in his or her status (completion of doctoral program,

3. The Center RA shall not divulge to any third party the confidential information listed in the

etc.).

tangible assets or intangible assets having academic or economic value as research achievements,

Date:

Affiliation:

Print name:

Signature:

The research leader(the Center Project applicant )

Date:

Print name:
Affiliation:

animals; specimen samples; prototypes or improved varieties; writings, programs, or data;

issues or technological needs of companies, etc.; inventions, devices, designs, or trademarks;

The Center RA
Signature:

implementation of the Center Project (materials, samples, seedlings, reagents, or laboratory

2. The Center RA shall not divulge to any third party confidential information involved in the

Recognizor

(care of the President of Kagoshima University), the faculty member (the research leader), and the

and substantively implement the Center Project together with the faculty member and,

furthermore, is a pledge to mutually comply with these obligations.

IN WITNESS WHEREOF, three copies of this agreement have been prepared, and the University

stipulates the obligations of the faculty member who is the Center Project applicant and the Center

Center Project having agreed to the above matters.

RA recruited by the “Regional Value Creation (Kotozukuri) Center Office” who will be in charge of

agreement, related laws and regulations, or the University’s internal regulations, this agreement

through the University and ABC, and to ensure that there is no violation of the Joint Research

Both the faculty member who is the Center Project applicant and the Center RA shall implement the

who is the Center Project applicant, the faculty member who is the Center Project applicant shall

recruited by the Center Office, a research collaborator and the substantive implementer of the Center

1. The Center Project in the abovementioned publicly solicited project is related to the Joint Research

6. In the implementation of the Center Project by the Center RA together with the faculty member

YEAR (research subject: “XXX”; hereafter “the Joint Research”), the faculty member who is the Center

shall be as provided for in the University’s internal regulations.

5. Ownership of the Center Project deliverables and results presentations such as academic papers

internal regulations.

addition, compensation, etc. for joint inventions, etc. shall be as provided for in the University’s

Project shall belong to the University as provided for in the University’s internal regulations. In

4. Any service inventions or devices made by the Center RA through implementation of the Center

that has lawfully become public knowledge through a third party.

資料No.H27-15-2

Project applicant (the research leader) and the research assistant (hereafter “the Center RA”)

“the University”) and ABC Co., Ltd. (hereafter “ABC”) concluded an agreement on MONTH DAY,

(Kotozukuri) Center Office”, a portion of joint research about which Kagoshima University (hereafter

Kagoshima University Graduate School of Science and Engineering “Regional Value Creation

research project (project name: “YYY”) (hereafter “the Center Project”) publicly solicited by the

In the implementation of the “Preliminary Studies for Small-Scale Joint Research and Development”

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

To the President of Kagoshima University:

資料No.H27-15-2
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ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆྠᩍဨࡶᐇ㉁ⓗᢸᙜᐇࡍࡿࠊࠕᆅᇦࢥ

㸯ᮏㄋ⣙᭩ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿࡓࡾࠊ㛵㐃ἲつཬࡧᮏᏛᏛෆつᐃࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ

ᡤᒓ㸸

ㄋ⣙⪅
ࢭࣥࢱ࣮㹐㸿 





ᖹᡂ㸰㸵ᖺ  ᭶  ᪥







࠶ࡿࠋ

ࢱࣥࢺ ௨ୗࠊࠕࢭࣥࢱ࣮㹐㸿ࠖ࠸࠺ࠋ ࡣࠊୗグෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᒚ⾜⩏ົࡢ㑂Ᏺࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛

㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨ ௦⾲◊✲⪅ ࠊࡑࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᐇ⪅࡛◊✲༠ຊ⪅࡛࠶ࡿࢭࣥࢱ࣮᥇⏝ࡢࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢩࢫ

ࠊࠖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔௨ୗࠊࠕᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࠋ ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ

ㄢ㢟බເࠊࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢ◊✲ㄢ㢟 ㄢ㢟ྡࠕ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ௨ୗࠊࠕᮏᏛࠖ࠸࠺ࠋ ࡢࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠖࡼࡿ



⪅࡛࠶ࡿᩍဨࢭࣥࢱ࣮㹐㸿࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ㸯㏻ࢆಖ⟶ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡞࠾ࠊࡇࡢㄋ⣙ࢆドࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄋ⣙᭩ࢆ㸱㏻సᡂࡋࠊᮏᏛ 㮵ඣᓥᏛ㛗࠶࡚ ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ

⛎ᐦಖᣢㄋ⣙᭩

資料No.H27-15-3



ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ ඹྠ◊✲➼࡛ࡣ࡞࠸⊂❧ࡋࡓಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ⏝ 



資料No.H27-15-3

ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛ㛗 Ẋ

ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ ඹྠ◊✲➼࡛ࡣ࡞࠸⊂❧ࡋࡓಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ⏝ 
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Center Project applicant, the faculty member who is the Center Project applicant shall provide
appropriate guidance, etc. toward smooth project execution and goal achievement in accordance
with the purposes and aims set forth in the project solicitation application guidelines while
respecting the independence of the Center RA.

Kagoshima University Graduate School of Science and Engineering (hereafter “the University”)

“Regional Value Creation (Kotozukuri) Center Office”, the faculty member who is the Center Project

applicant (the research leader) and the research assistant (hereafter “the Center RA”) recruited by the

IN WITNESS WHEREOF, three copies of this agreement have been prepared, and the University
(care of the President of Kagoshima University), the faculty member (the research leader), and the
Center RA shall each retain one copy thereof.

1㸬To ensure that the implementation of the Center Project does not violate related laws and

regulations or the University’s internal regulations, this agreement stipulates the obligations of the

faculty member who is the Center Project applicant and the Center RA recruited by the “Regional

addition, compensation, etc. for joint inventions, etc. shall be as provided for in the University’s

Project shall belong to the University as provided for in the University’s internal regulations. In

4㸬Any service inventions or devices made by the Center RA through the implementation of the Center

through a third party.

faculty member (the research leader) or information that has lawfully become public knowledge

however, that this shall not apply to information that has become public knowledge through the

additional period of five years beginning on the date of conclusion of the Center Project, provided,

divulge information to any third party shall be the Center Project implementation period and an

withdrawal from the university, etc.). In addition, the period during which the Center RA shall not

preceding article, even if there is a change in his or her status (completion of doctoral program,

3㸬The Center RA shall not divulge to any third party the confidential information listed in the

academic or economic value as research achievements, etc.).

etc.; inventions, devices, designs, or trademarks; tangible assets or intangible assets having

Date:

Affiliation:

Print name:

Signature:

The research leader(the Center Project applicant)

Date:

Affiliation:

drawings or integrated circuit layout designs; trade secrets; techniques, methods or know-how;

names of companies involved in joint research; business issues or technological needs of companies,

Print name:

animals; specimen samples; prototypes or improved varieties; writings, programs, or data;

The Center RA
Signature:

implementation of the Center Project (materials, samples, seedlings, reagents, or laboratory

2㸬The Center RA shall not divulge to any third party confidential information involved in the

comply with these obligations.

the Center Project together with the faculty member and, furthermore, is a pledge to mutually
Recognizor

Center Project having agreed to the above matters.

Value Creation (Kotozukuri) Center Office” who will be in charge of and substantively implement

Both the faculty member who is the Center Project applicant and the Center RA shall implement the

confirm the details set forth below and pledge compliance with their respective performance

obligations.

Center Office, the research collaborator and the substantive implementer of the Center Project, hereby

6㸬In the implementation of the Center Project by the Center RA with the faculty member who is the

research project (project name: “YYY”) (hereafter “the Center Project”) publicly solicited by the

shall be as provided for in the University’s internal regulations.

5㸬Ownership of the Center Project deliverables and results presentations such as academic papers

Agreement Form B (2) (for implementation of independent individual center projects that are not joint
research, etc.)
internal regulations.

In the implementation of the “Preliminary Studies for Small-Scale Joint Research and Development”

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

To the President of Kagoshima University:

Agreement Form B (2) (for implementation of independent individual center projects that are not joint
research, etc.)
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ᡤᒓ㸸

ᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨ㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟◊✲༠ຊ⪅㸧 

ㄋ⣙⪅

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ  ᭶  ᪥

⏦ㄳ⪅ ᩍဨ ᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ  ㏻ࢆಖ⟶ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

       Ặྡ㸸

➼ࢆ⾜࠺ࠋ

࣮ㄢ㢟බເࡢබເせ㡿グ㍕ࡢ᪨≺࠸ᇶ࡙ࡃ࡞ㄢ㢟㐙⾜┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓ㐺ษ࡞ᣦᑟ

ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡣࠊᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡢ◊✲༠ຊ⪅ࡋ࡚ࡢయᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊᮏࢭࣥࢱ

㸴ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆࠊᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡀᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡶᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮏ

㸳ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᡂᯝ≀ࡢᖐᒓࡸㄽᩥ➼ࡢᡂᯝⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛෆつᐃࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

ࡼࡿࠋ

ࡿࡇࢁࡼࡾࠊ⏥ᖐᒓࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊྠⓎ᫂➼ᑐࡍࡿሗ㓘➼ࡣᮏᏛࡢᏛෆつᐃࡢᐃࡵࡿࡇࢁ

㸲ᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡀᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇࢆ㏻ࡌ࡚⫋ົⓎ࣭᫂⪃ࡋࡓࡶࡢࡣࠊᮏᏛࡢᏛෆつ⛬ࡢᐃࡵ

▱࡞ࡗࡓࡶࡢࡸࠊ➨୕⪅ࡼࡗ࡚ྜἲⓗබ▱࡞ࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⤊᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸳ᖺ㛫ࢆ┠㏵ᙜヱᮇ㛫ࡍࡿࠋణࡋࠊ⏥எࡢ༠㆟ࡢୗ࡛බ

㠃࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᮇ㛫ෆࡋࠊ≉ࡑࡢᐃࡵࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫୰ຍ࠼࡚ࠊ

࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡀሗࢆ⪅₃ࡽࡉ࡞࠸ᮇ㛫ࡣࠊ⏥எࡢඹྠ◊✲ዎ⣙᭩

㸱ᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡣࠊࡑࡢ㌟ศኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ ␗ືࠊ㏥⫋➼ ࡛ࡶࠊ⛎ᐦሗࢆ➨୕⪅₃ࡽࡋ



㒊⫋ဨࡣࠊ➨୕⪅₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

࣭ၟᶆࠊ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ࡢᏛ⾡ⓗ࣭⤒῭ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ᭷ᙧ≀࣭↓ᙧ≀ࠊ➼ ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛᢏ⾡

⫋ྡ㸸
        

⫱ᡂရ✀ࠊⴭస≀࣭ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹ࣮ࢱࠊᅗ㠃࣭㞟✚ᅇ㊰㓄⨨ᅗࠊႠᴗ⛎ᐦࠊ᪉ᘧ࣭᪉ἲ࣭ࣀ࢘ࣁ

࢘ࠊඹྠ◊✲ᴗྡཬࡧࡑࡢྲྀᘬඛᴗྡ➼ࠊᴗ➼ࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ཬࡧᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࠊⓎ࣭᫂⪃࣭ព

ᡤᒓ㸸

㸰ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇక࠺⛎ᐦሗ ⣲ᮦ࣭ヨᩱ࣭✀ⱑ࣭ヨ⸆࣭ᐇ㦂ື≀ࠊᶆᮏࢧࣥࣉࣝࠊヨస≀࣭





༳  

௦⾲◊✲⪅ ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ 



⾜ࡍࡿ⩏ົࢆ᫂グࡋࠊࡉࡽࡇࢀࢆ࠸㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ



                                             ༳

⪅ࡢᩍဨࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆྠᩍဨࡶᐇ㉁ⓗᢸᙜᐇࡍࡿࠊᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡢ㛫࡛ᒚ

                           Ặྡ㸸





࡞࠾ࠊࡇࡢㄋ⣙ࢆドࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄋ⣙᭩ࢆ㸱㏻సᡂࡋࠊ⏥ 㮵ඣᓥᏛ㛗࠶࡚ ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢ 

ࡾࠊᙜヱඹྠ◊✲ዎ⣙ࠊ㛵㐃ἲつཬࡧᮏᏛᏛෆつᐃࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ

㸬ᮏㄋ⣙᭩ࡣࠊୖグබເㄢ㢟࠾࠸࡚ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡀࠊ⏥எࡼࡿඹྠ◊✲㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶

⾡㒊⫋ဨࠖ࠸࠺ࠋ ࡣࠊୗグෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᒚ⾜⩏ົࡢ㑂Ᏺࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨ ௦⾲◊✲⪅ ࠊࡑࡢ◊✲༠ຊ⪅࡛⏥ᡤᒓࡍࡿᢏ⾡㒊⫋ဨ ௨ୗࠊࠕᮏᏛᢏ

ࠊࠖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔௨ୗࠊࠕᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࠋ ࡋ࡚ᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ

࣮ࠖࡼࡿㄢ㢟බເࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢ◊✲ㄢ㢟 ㄢ㢟ྡࠕ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

௨ୗࠊࠕඹྠ◊✲ࠖ࠸࠺ࠋ ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢඹྠ◊✲ࡢ୍㒊ࢆࠊᮏᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ

ۑ᭶ۑ᪥ዎ⣙ࡋࡓඹྠ◊✲ ◊✲㢟┠ࠕࠊࠖۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑۑ

 ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛ ௨ୗࠕ⏥ࠖ࠸࠺ࠋ ࠊۑۑۑۑۑۑᰴᘧ♫ ௨ୗࠕஎࠖ࠸࠺ࠋ ࡀᖹᡂۑۑᖺ



ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

⛎ᐦಖᣢㄋ⣙᭩

ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨᮏᏛᢏ⾡㒊⫋ဨࡢ୧⪅ࡣࠊ๓グࡢࡇᢎㅙࡢୖࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟



ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲ࡢ࠶ࡿಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ࣭ᢏ⾡㒊⫋ဨ⏝ 

ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛ㛗 Ẋ

ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ձ ᴗ➼ࡢඹྠ◊✲ࡢ࠶ࡿಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ࣭ᢏ⾡㒊⫋ဨ⏝ 
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ᡤᒓ㸸

        
       Ặྡ㸸

ඹྠ◊✲ᴗྡࠊᴗ➼ࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ཬࡧᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࠊⓎ࣭᫂⪃࣭ព࣭ၟᶆࠊ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ࡢᏛ

⾡ⓗ࣭⤒῭ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ᭷ᙧ≀࣭↓ᙧ≀ࠊ➼ ࡘ࠸࡚ࠊᢏ⾡㒊⫋ဨࡣࠊ➨୕⪅₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ







⪅࡛࠶ࡿᩍဨᢏ⾡㒊⫋ဨ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ㸯㏻ࢆಖ⟶ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡞࠾ࠊࡇࡢㄋ⣙ࢆドࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄋ⣙᭩ࢆ㸱㏻సᡂࡋࠊᮏᏛ 㮵ඣᓥᏛ㛗࠶࡚ ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ



ᐇࡋࡲࡍࠋ

ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨᢏ⾡㒊⫋ဨࡢ୧⪅ࡣࠊ ๓グࡢࡇᢎㅙࡢୖࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆ 

≺࠸ᇶ࡙ࡃ࡞ㄢ㢟㐙⾜┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓ㐺ษ࡞ᣦᑟ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡣࠊᢏ⾡㒊⫋ဨࡢయᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊᮏㄢ㢟බເࡢබເせ㡿グ㍕ࡢ᪨

㸴ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆࠊᢏ⾡㒊⫋ဨࡀᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࡶᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮏࢭࣥ

㸳ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᡂᯝ≀ࡢᖐᒓࡸㄽᩥ➼ࡢᡂᯝⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࡣᏛෆつᐃࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

ࢁࡼࡿࠋ

ࡇࢁࡼࡾࠊᮏᏛᖐᒓࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊྠⓎ᫂➼ᑐࡍࡿሗ㓘➼ࡣࠊᮏᏛࡢᏛෆつᐃࡢᐃࡵࡿࡇ

㸲ᢏ⾡㒊⫋ဨࡀᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᐇࢆ㏻ࡌ࡚⫋ົⓎ࣭᫂⪃ࡋࡓࡶࡢࡣࠊᮏᏛࡢᏛෆつ⛬ࡢᐃࡵࡿ



ࡗ࡚බ▱࡞ࡗࡓࡶࡢࡸࠊ➨୕⪅ࡼࡗ࡚ྜἲⓗබ▱࡞ࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ


ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⤊᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸳ᖺ㛫ࢆ┠㏵ᙜヱᮇ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᩍဨ ௦⾲◊✲⪅ ࡼ

ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᢏ⾡㒊⫋ဨࡀሗࢆ⪅₃ࡽࡉ࡞࠸ᮇ㛫ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢᐇᮇ㛫୰ຍ࠼࡚ࠊ

㸱ᢏ⾡㒊⫋ဨࡣࠊࡑࡢ㌟ศኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ ␗ືࠊ㏥⫋➼ ࡛ࡶࠊ⛎ᐦሗࢆ➨୕⪅₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞



༳ 

௦⾲◊✲⪅ ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨ 
⫋ྡ㸸


ᡤᒓ㸸





                                             ༳

⫱ᡂရ✀ࠊⴭస≀࣭ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹ࣮ࢱࠊᅗ㠃࣭㞟✚ᅇ㊰㓄⨨ᅗࠊႠᴗ⛎ᐦࠊ᪉ᘧ࣭᪉ἲ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࠊ

࡞࠸ࠋ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ  ᭶  ᪥

ᢏ⾡㒊⫋ဨ㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࡢ◊✲༠ຊ⪅㸧 

ㄋ⣙⪅

                           Ặྡ㸸



㸰ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇక࠺⛎ᐦሗ ⣲ᮦ࣭ヨᩱ࣭✀ⱑ࣭ヨ⸆࣭ᐇ㦂ື≀ࠊᶆᮏࢧࣥࣉࣝࠊヨస≀࣭ 



⾡㒊⫋ဨࡢ㛫࡛ᒚ⾜ࡍࡿ⩏ົࢆ᫂グࡋࠊࡉࡽࡇࢀࢆ࠸㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ࡢᩍဨࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆྠᩍဨࡶ◊✲༠ຊ⪅ࡋ࡚ᢸᙜᐇࡍࡿᢏ

㸯ᮏㄋ⣙᭩ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿࡓࡾࠊ㛵㐃ἲつཬࡧᮏᏛᏛෆつᐃࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ



࠺ࠋ ࡣࠊୗグෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᒚ⾜⩏ົࡢ㑂Ᏺࢆㄋ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㢟⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿᩍဨ ௦⾲◊✲⪅ ࠊࡑࡢ◊✲༠ຊ⪅࡛ᮏᏛᡤᒓࡍࡿᢏ⾡㒊⫋ဨ ௨ୗࠊࠕᢏ⾡㒊⫋ဨࠖ࠸

ࠊࠖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔௨ୗࠊࠕᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࠋ ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ㄢ

ㄢ㢟බເࠊࠕᑠつᶍ࡞ඹྠ◊✲㛵ࡍࡿணഛ◊✲ࠖࡢ◊✲ㄢ㢟 ㄢ㢟ྡࠕ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ௨ୗࠊࠕᮏᏛࠖ࠸࠺ࠋ ࡢࠕᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠖࡼࡿ



⛎ᐦಖᣢㄋ⣙᭩





ᅜ❧Ꮫἲே㮵ඣᓥᏛ㛗 Ẋ

資料No.H27-15-5
ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ ඹྠ◊✲➼࡛ࡣ࡞࠸⊂❧ࡋࡓಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ࣭ᢏ⾡㒊⫋ဨ⏝ 

資料No.H27-15-5

ㄋ⣙᭩ᵝᘧ㹀ղ ඹྠ◊✲➼࡛ࡣ࡞࠸⊂❧ࡋࡓಶูࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟ᐇ࣭ᢏ⾡㒊⫋ဨ⏝ 

資料No.H27-16

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠘ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䚷䛂つᶍ䛃ㄢ㢟䠖᥇ᢥᐇㄢ㢟䠄䠎ㄢ㢟䠅䠚

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ

௦⾲◊✲⪅ྡ
ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

ㄢ㢟ศ㔝

ᘓ⠏Ꮫ䛛䜙䠎ྡ䠄௦⾲◊✲⪅ྵ䜐䠅
ሗ⏕య䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ䛛䜙䠎ྡ
ᶵᲔᕤᏛ䛛䜙䠍ྡ
䖂䠷ィ䠑ྡ䛻䜘䜛ᑓ㛛ศ㔝ᶓ᩿䛾ᵓ
ᡂ䠹

㡢㡪ゎᯒ䛸ື⏬ീゎᯒ䜢ᛂ⏝䛩䜛㧗
ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ
ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛ
ᩍᤵ
㻴㻞㻣㻮㻜㻞 ㏿䞉㧗⢭ᗘ䞉ప䝁䝇䝖ᆺ䛾እቨᡴデ䝅
ศ㔝
䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
ሷᒇ䚷୍

㻴㻞㻣㻮㻜㻥

ᮍ⏝༸ⓑ㈨※䛾㌿⏝䛻䜘䜛㮵ඣᓥ ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨ
Ⓨ䛾᪂つ⇱༸ⓑ⢊ᮎ䛾㛤Ⓨ
ศ㔝

◊✲䜾䝹䞊䝥䛾ᑓ㛛ศ㔝ᵓᡂ䛸ேᩘ

Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛ
ᑓᨷ
ᩍᤵ
୰㔛䚷ຮ

Ꮫ⏕䞉ᏛᕤᏛ䛾䠔ྡ
䠄㎰Ꮫ⣔䛛䜙䠍ྡ䠅
䖂䠷ィ䠕ྡ䛻䜘䜛ᑓ㛛ศ㔝ᶓ᩿䛾ᵓ
ᡂ䠹

資料No.H27-17-1
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䚷䛂つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛃䚷䛾ㄢ㢟᥎㐍㆟䛾ᐇ≧ἣ

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄௦⾲◊✲⪅䠅

㡢㡪ゎᯒ䛸ື⏬ീゎᯒ䜢ᛂ⏝䛩䜛㧗
䠤䠎䠓䠞䠌䠎 ㏿䞉㧗⢭ᗘ䞉ప䝁䝇䝖ᆺ䛾እቨᡴデ䝅 ሷᒇ䚷୍
䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

᥎㐍㆟᪥⛬

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㆟䠋㐍ᤖ≧ἣ

䕿ᘓ⠏Ჷ䛾እቨ䛷ホ౯ᐇ㦂ᐇ䛾䛣䛸䚹
䕿᥎㐍㆟ᙜ᪥䛻▱㈈㒊㛛䛻䜘䜛≉チᑂ
ᰝ䛻䛶≉チᛶ䛜ᑂ㆟䚹䠄ᚋ᪥䚸ᑂᰝ䛻㏻
㐣䛧䛶ฟ㢪‽ഛ䛸䛺䜛䠅䚹
䕿௦⾲◊✲⪅䜘䜚䚸⢭ᗘ䞉☜ᗘ䛿䛒䜛⛬ᗘ
䛷䜒䚸䛸䜒䛛䛟ึྕᶵヨస䛧䛶ᐇ㦂䝕䝰䜢䛩
䜛䛣䛸䜢➨୍⩏䛸䛩䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛾ศᢸ䛸
ㄢ㢟䛾☜ㄆ䚹
䕿䝉䞁䝍䞊ㄢ㢟බເ䛾᪨䛸➇தⓗ㈨㔠
䜈䛾⏦ㄳ䚸▱㈈䚸ᆅᇦᴗ➼䛸䛾ඹྠ
➨䠍ᅇㄢ㢟᥎㐍㆟
◊✲㛤Ⓨ䜈䛾ᒎ㛤䜢ཧຍ⪅ྛ䛻ᛕᢲ
ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠍䠒᪥
䛧䚹
䚷䠍䠍䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠍䠌
䋻䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䜘䜚䚸➇தⓗ㈨㔠䛾ཝ䛧
䛔≧ἣ䜢ㄝ᫂䠖䠍䠌䠌䠌䜽䝷䝇䛾䜾䝷䞁䝖
䛿䛺䛔䚹䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䝯䞁䝔䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛿
䛂䠯䠥䠬䛃䛺䛹䚸䛩䛷䛻ᡓ␎ⓗ䛺ᯟ⤌䜏䛜ື䛔
䛶䛔䜛䚹䠎䠌䠌䡚ᩘⓒ䜽䝷䝇䜢ᣠ䛔ୖ
䛢䛶䚸ཧ⏬⪅䛷ศᢸ䛧䛶௳ᩘ䛷✌䛠䛸䛔䛖
᪉㔪䛜ฟ䛥䜜䜛䚹⥲㢠䛷䠍䠌䠌䠌䜢㉺䛘䜛
ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ䚷ᩍᤵ
䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䕿䛭䛾䚸ྛศᢸ䛻ᚑ䛳䛶ᐇ㦂ホ౯䜢✚
䜏ୖ䛢䛶⨨䛟䚹
䕿௦⾲◊✲⪅䛛䜙ᡭᴗ䠄㮵ඣᓥ䛻Ⴀ
ᴗᣐⅬ䛒䜚䠅䜘䜚䚸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䜈㛵ᚰ䛒
䜚䛸䛾䛣䛸䚹
䕿㆟ᙜ᪥䚸ྠᴗ䠄」ᩘ䠅ྥ䛡䛻ᐇ㦂䝕
䝰䜢ᐇ䚹ᴗ䛾┠⥺䛷ᨵⰋⅬ䛺䛹ពぢ
䚹ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾ྍ⬟ᛶ䜢༠㆟䚹
䕿◊✲ᡂᯝ䛾ሗ࿌䛸ᚋ䛾ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶
➨䠎ᅇㄢ㢟᥎㐍㆟
㆟ㄽ䚹㻔䝅䝇䝔䝮䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢㐍䜑
ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠏᭶䠍䠓᪥
䜛䚹䠅
䠍䠐䠖䠏䠌䡚䠍䠔䠖䠌䠌
䕿እ㒊➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓ䛻䛴䛔䛶䛾ᡓ␎䜢
༠㆟䚹䋻⟶⌮ᐊ䜘䜚䚸ᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢
ど㔝䛻䚸බເ୰䛾䠦䠯䠰䛾䠝䠉䠯䠰䠡䠬䚷䝅䞊
䝈⫱ᡂ䝍䜲䝥䜢ሗᥦ౪䚹
䕿䠬䠮ᡓ␎䚹䋻⟶⌮ᐊ䜘䜚ᖺᗘ䛾ᒎ♧
䛷䛾䜲䞁䝣䝷ᩚഛ㛵ಀ䛾ᒎ♧ሗ䚸ෆ㛶ᗓ
䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᡂᯝᒎ♧䛺䛹䜒ሗᥦ౪䚹

資料No.H27-17-2
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䚷䛂つᶍ䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛๓◊✲䛃䚷䛾ㄢ㢟᥎㐍㆟䛾ᐇ≧ἣ

ㄢ㢟䠥䠠

ㄢ㢟ྡ

ㄢ㢟⏦ㄳ⪅ྡ
䠄௦⾲◊✲⪅䠅

ᡤᒓ䞉ᙺ⫋

᥎㐍㆟᪥⛬

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㆟䠋㐍ᤖ≧ἣ

䕿᥎㐍㆟㛤ദ䜎䛷䛻䚸䠕᭶䠐᪥䚸䠓᪥䛾䠎ᅇ䛻ர䛳
䛶䚸◊✲㈐௵⪅䛸䛾≧ἣ☜ㄆ䛾㠃ㄯ䚹
䕿ㄢ㢟䛾㐍⾜䛾㐜䜜䚸᥎㐍㆟䛾㛤ദ‽ഛ䚸⨨ヨ
సⓎὀ䛷ぢ✚䜒䜚䛸タィᵝ䛾ㄪᩚ䜢䝣䜷䝻䞊䚹
䚷䋻⨨タィぢ┤䛧䛸እὀᴗ⪅䛸䛾ᢡ⾪䛷ຓゝ䛸༠
➨䠍ᅇㄢ㢟᥎㐍㆟ ຊ䚹䝁䝇䝖䝎䜴䞁ᐇ⌧䚹
ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶䠎䠕᪥ 䚷䋻䝉䞁䝍䞊⟶⌮ᐊ䛷ㄪ䜉䛯ᙜヱ⨨䛾≉チᗇᶆ‽
䚷䠍䠌䠖䠏䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌 ᢏ⾡䛾ሗ䚸䝯䜲䝷䞊䝗ᛂᏛ䠄ᅜ㝿㆟㛤ദ䠅䛺
䛹ሗᥦ౪䚹
䕿᥎㐍㆟䛻䛶䚸⨨ヨస䛾≧ἣ䚸ඹྠ◊✲⪅䛾ᙺ
ศᢸ䛸⌧ẁ㝵䛷䛷䛝䜛๓ホ౯䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䚸
┦䛻䜔䜛䜉䛝䛣䛸☜ㄆ䚹
䕿◊✲ィ⏬䜒㐜䜜䜢ྲྀ䜚ᡠ䛩䛯䜑ぢ┤䛧䛸䛺䜛䚹
ᮍ⏝༸ⓑ㈨※䛾㌿⏝䛻䜘䜛
䠤䠎䠓䠞䠌䠕 㮵ඣᓥⓎ䛾᪂つ⇱༸ⓑ⢊ᮎ䛾 ୰㔛䚷ຮ
㛤Ⓨ

Ꮫ⏕䞉
ᏛᕤᏛᑓᨷ
ᩍᤵ
➨䠎ᅇㄢ㢟᥎㐍㆟
ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍䠕᪥
䠔䠖䠑䠌䡚䠍䠌䠖䠏䠌
䠄䈜䠏᭶䠍䠔᪥䛻䚸䝯䞁
䝞䞊䛻䜘䜛⨨ぢᏛ
䜢ᐇ䛧䛶䛭䛾ሙ
䛷䜒㆟ㄽ䠅

-172-

䕿ヨసᐇ㦂⨨䠄ึྕᶵ䠅䛾✌ാ䛸䝃䞁䝥䝹స〇䚹
䕿▱㈈ᑂᰝ䛻䛶ㄝ᫂䚸ᅜෆฟ㢪䛷ᢎㄆ䚹
䕿ㄢ㢟ᐇ䛾ィ⏬䞉䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁タᐃ䛾ぢ┤䛧䛾䛣
䛸䚹䠄ホ౯㡯䛾⤠䜚㎸䜏ᐇ䚹䠅
䚷ᐇ㦂⨨䛾✌ാ≧ἣ䜢ཧ⏬⪅ⓙ䛷ぢᏛ䛧䚸ၥ㢟Ⅼ
䜢㆟ㄽ䛩䜛ẁྲྀ䜚䚹䛭䛾䚸ྛホ౯䛷◊✲ศᢸ⪅䜈
౫㢗䚹
䕿ᕷሙᛶ䚸ᴗ䝙䞊䝈䛾⫼ᬒ䛻䛴䛔䛶
䋻⟶⌮ᐊ䜘䜚䚸㛵ಀᶵ㛵䛾⤫ィ㈨ᩱ䛛䜙䚸㍺ධ䛺䛹
ὶ㏻㔞䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶ሗᥦ౪䚹
䋻ᴗ䛻䝙䞊䝈⫼ᬒ䜢⪺䛟ᚲせ䠄ᕷሙ䝍䞊䝀䝑䝖䜢䛹䛣
䛻䛚䛟䛛䠛䠅䛾ពぢฟ䛥䜜䜛䚹
䋻䛭䛾䛯䜑䛻◊✲䞉ຮᙉ䛷ᴗ䛻ኌ䛡䛧䛶㞟
䜎䛳䛶䜒䜙䛖䛣䛸䜢᳨ウ䚹
䕿ඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝䛛䜙䛂㣗ရຍᕤ䛃䛸䛾㛵㐃
ᛶ䛷◊✲䛾᳨ウ㛤ጞ䚹◊✲ศᢸ⪅䛻ពぢ䜢ఛ䛖䚹
䋻䛩䛷䛻㔜Ⅼᡓ␎䛷䚸㎰Ꮫ㒊䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛜ື䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛾୰䛷䚸⌮ᕤ䛷άື䛩
䜛ព䛜ၥ䜟䜜䜛䚹䠄⥅⥆䛧䛶༠㆟䚹䠅
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 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ
㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉
ᮏᖺ  ᭶タ⨨ࡉࢀࡓᏛෆ࡛᭱ࡶ᪂ࡋ࠸ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍࠋᮏ
ࢭࣥࢱ࣮タ❧ࡢ᪨ࡣ㸪༡ᕞ࠶ࡿᴗࡸᅋయ➼ࡀᆅᇦ
ࡗ࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿ͆ࡁ࡞ᴗࡸ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋ͇ࠊࡑࢀࡼ
ࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ౯್㐀ࢆᆅᇦ㑏ඖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
⮬ࡽࡀ⋡ඛࡋ࡚ࡾୖࡆ࡚࠸ࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㝿ࠊࡑࡢάື
ࢆ✚ᴟⓗᨭࡍࡿࡇ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪
  ձᆅᇦࡢάᛶࡸᆅᇦ⏘ᴗࡢ➇தຊྥୖ㈨ࡍࡿᴗࡢ㐀Ⓨᒎᐤࡍࡿࡇ
ࠊ
  ղୖグᴗࡢ㐀Ⓨᒎ㛵ࡋ࡚ᆅᇦࡢᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇࡢ࡛ࡁ
ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋࠊࠕᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝ࠖࠊࠕ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࠖࠊࠕ་⒪࣭⚟
♴ᕤᏛศ㔝ࠖࠊࠕඛ㐍≀㉁ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝ࠖࠊࠕኳᩥᏱᐂศ㔝ࠖࡢ  ࡘࡢศ㔝ẖࠊࡑ
ࡢάືࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰ࠊࡇࡢᗘࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࠕᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝ࠖࡽࠊୗグ
ࡢࡼ࠺࡞᪨࡛ࠊ㮵ඣᓥᏛ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓࠕࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࠖ➼ࡢ㮵ඣᓥ≉᭷ࡢ
㈨ᮦࢆᘓ⠏࣭ᅵᮌศ㔝࡛㐺ษࡘ᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛㮵ඣᓥࡢάᛶᐤࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠕ㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝㛵ࡍࡿ◊✲
ࠖࡢタ⨨ࡀࠊᥦࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢάᛶ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉ㈨ࡍࡿᴗᑐࡋ
࡚ࡣࡇࢀࢆ✚ᴟⓗᨭࡋ㸪⌮ᕤᏛ◊✲⛉ྛ◊✲ᐊ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲⪅ಶேࡢࢩ࣮ࢬᆅ
ᇦࡢࢽ࣮ࢬࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨά⏝ᕷሙࡢ㛤ᣅࢆ⾜
࠼ࡿᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂࢆಁࡍࡓࡵࠊࡇࡢᗘࠊᶆグࡢࢸ࣮࣐࡛ࡢᮏࢭࣥࢱ࣮ദ
ࡢ➨  ᅇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡋࡓḟ➨࡛ࡍࠋ
 ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦᐦ╔ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡㛤Ⓨࡑࡢᛂ
⏝㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ῝ࡵࠊࡲࡓࠊᚋࡢᆅᇦάᛶ㈨ࡍࡿᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ✚
ᴟⓗ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㛗    Ṋⱝ⪔ྖ

ƝƋƍƞƭ

ᰦδܖٻܖٻᨈྸܖᄂᆮᅹ ؏עǳȈƮƘǓǻȳǿȸɼ͵

žᰦδƷǷȩǹƷᚨ૰ƱƠ
ƯƷஊјဇƴ᧙ƢǔǷȳȝǸǦȠſ
͵ƷƝకϋ 

ᇹ  ؏ע ׅǳȈƮƘǓǻȳǿ
ǿȸǷȳȝǸǦȠ
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㻌

㻌

㻌

㻌

༡ᕞࡣࠊⓑⰍⅆ○ὶሁ✚≀ࠊ࠸ࢃࡺࡿࢩࣛࢫࡀ㔞ሁ
✚ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㔞ࡣࠊ㮵ඣᓥ┴ෆࡔࡅ࡛ࡶ 650 ൨ m3 ࢆ㉸࠼
ࡿ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡞ࡾ௨๓ࡽࠊࡇࡢࢩ
ࣛࢫࡢ᭷ຠά⏝ࡣࠊ༡ᕞࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ㠉࠾ࡼࡧάᛶࡢ
ࡁ࡞ཎືຊ࡞ࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
≉ࠊᘓタᮦᩱࡢࡼ࠺୍ᗘ㔞ࡢ౪⤥ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ
ࡇࢀࡀᆅඖ࡛౪⤥࡛ࡁࡿྰࡼࡗ࡚ࠊᘓタ㈝ࡢ⦰ῶࡣࡶࡕ
ࢁࢇࡢࡇࠊᆅሙ⏘ᴗࡢάᛶࡶ⧅ࡀࡿᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋࡓ
ࡔࡋࠊࡇࡢᵝ࡞₯ᅾⓗຍ౯್ࡢ࠶ࡿ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓ
ࡵࡣࠊ⏘Ꮫᐁࡀ୍య࡞ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡶྍḞ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣࠊ
ᗈࡃᆅᇦࡢάᛶ࡛ᫎࡁࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࣛࢫࡢά⏝ࡢ㸯ࡘࡋ࡚ࠊ㸯㸷㸶㸲ᖺ㮵ඣᓥᏛ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓࢩࣛ
ࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢࢩࣛࢫࡢ⏝ࡀࠊࢡࣞࣥࢨ࣮ࡸᅬⱁ⏝࡞ࡢ
ẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞ά⏝␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛ࡣࠊࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺ⏝ࡢ⣽㦵ᮦ㸦◁㸧ࡢ௦ࢃࡾከ㔞ࡢࢩࣛࢫࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡋࡶࠊࢩࣛࢫࢆ
⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⪏ஂᛶࡀࡼࡾ㧗ࡲࡿࡇ➼ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶ⏕
ࡲࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡶࠊࢩࣛࢫ◁ࢆΰྜࡋࡓ⥳ࢭ࣓ࣥࢺࣈࣟࢵࢡࡸࢩࣛࢫ
⎰࡞ࡶ㛤Ⓨࡉࢀࠊ⌧ᅾ㸪ྛᡤ࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᵝ࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᭱๓⥺࠸ࡿᅜࠊ┴ࠊᕷ⏫ᮧ➼ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᆅඖࡢྛ✀ᴗࠊ࡞
ࡽࡧ㮵ඣᓥᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋࠊᇶ┙ᩚഛ࠾ࡅࡿࢩࣛࢫࡢ᭷ຠ⏝ࢆ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ
ࠕ㮵ඣᓥࢆ୰ᚰࡋࡓ༡ᕞᆅᇦࡢάᛶᣐⅬᙧᡂࠖࡢᐇ⦼ࢆࡘࡃࡿ
ୖ࡛ᴟࡵ࡚┤᥋ⓗ࡛࠶ࡿࡶࠊࢩࣛࢫࡢ᭷ຠ⏝ࡢ᰾࡞ࡿ㔜せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡶ
࡞ࡾࡲࡍࠋ
௨ୖࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊགྷ⪅ゝࢃࢀ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࢩࣛࢫࡀ༡
ᕞ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᭷ຠ࡞㈨※࣭ᮦᩱ࡛࠶ࡿࡇࢆ┴ෆእᗈࡵࠊࢩࣛࢫࢆ⏝࠸
ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࡑࡢࡢᘓᮦࢆዴఱ♫ᇶ┙ᩚഛ䛻ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࠊ
⏘࣭ᐁ࣭Ꮫࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡽࠊ✚ᴟⓗពぢࢆฟࡋྜ࠸㸪ేࡏ࡚ࠊ⌧ᅾ࡞ࡽࡧᮍ
᮶ࡢࢩࣛࢫά⏝ࡢ࠶ࡿࡁጼࠊࡇࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㮵ඣᓥࢆྵࡴ༡ᕞ
ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ౯್ࡘ࠸࡚ࠊୡ♧ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝㛗   ᒣཱྀ᫂ఙ

ɼଓᛟଢ

ࠕ㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㛤ദࡢࡈෆ
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       㮵ඣᓥ┴ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရ༠ྠ⤌ྜᢏ⾡ጤဨ㛗  Ἑ㔝㐨ᩥ

ㅮ₇ 㸸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺḟ〇ရࡢࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

          㮵ඣᓥ┴ᅵᮌ㒊ᢏ⾡⟶⌮ᐊᢏ⾡ᣦᑟಀ ⱴᓥᾈ୍㑻

ㅮ₇ 㸸㮵ඣᓥ┴ࡢᅵᮌᕤ࠾ࡅࡿࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺά⏝⤂

㸵㸬ㅮ₇㸯㸸
ࠕࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺά⏝ࡢࠖ       㹼



          ๓ฟṊⱝ⪔ྖ 㹼

㸴㸬ᇶㄪㅮ₇㸯ࠕࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㛤Ⓨࡢ⤒⦋ࡑࡢ≉ᚩࠖ 

ఇ᠁㸦㹼㸧

           㮵ඣᓥᏛྡᩍᤵ ᑠᯘဴኵ㹼

㸳㸬≉ูㅮ₇㸸
ࠕࢩࣛࢫࡢᡂࡾ❧ࡕࡑࡢᛶ㉁㸦௬㢟㸧ࠖ

ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝㛗 ᒣཱྀ᫂ఙ 㹼

㸲㸬᪨ㄝ᫂   

 㮵ඣᓥ┴ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရ༠ྠ⤌ྜ       ᯇᓮ⚽㞝 ⌮㛗

 㮵ඣᓥ┴⏕ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᴗ⤌ྜ         Ụኟ ὒ ⌮㛗

 ୍⯡♫ᅋἲே 㮵ඣᓥ┴ᘓタᴗ༠        ᕝ⏿ಇᙪ  㛗

 ᅜᅵ㏻┬ᕞᆅ᪉ᩚഛᒁ㮵ඣᓥ ‴✵ ᩚഛົᡤἙྜᘯὈᡤ 㛗

 㮵ඣᓥ┴ᅵᮌ㒊                 ஂಖ⏣୍ 㒊 㛗

㸱㸬᮶㈱࠶࠸ࡉࡘ                    㹼

㸰㸬⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗ᣵᣜ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㛗㏆⸨ⱥ  㹼

㸯㸬㛤ࡢ㎡   ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㛗Ṋⱝ⪔ྖ  㹼

㸦ྖ㸸ᑂⰋၿ 㮵ඣᓥᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㸧

ᘧḟ➨

᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ  ᭶㸰㸷᪥㸦㔠㸧㸶㸲㸳ศ㹼   
ሙᡤ㸸㮵ඣᓥᏛ✄┒㤋

ǷȳȝǸǦȠȗȭǰȩȠ

ࠕ㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㛤ദࡢࡈෆ
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          㧗༓✑ࢩࣛࢫ㸦ᰴ㸧௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᪂␃ᫀὈ

  ㅮ₇㸸ᘓ⠏⏝ሬࡾቨᮦࡢࢩࣛࢫά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ఇ᠁㸦㹼㸧

㻌







䛂㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝
㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㛤ദࡢࡈෆ

ཧຍ㈝ 㸰㸪㸳㸮㸮

㸺ሙ㸸࢚ࢹࣗ࢝㸦㮵ඣᓥᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㣗ᇽ㸧㸼

࣭ὶ 㸦๓ཧຍ⏦㎸⪅ࡢࡳ㸧㸯㸶㸸㸮㸮㹼 

㸯㸰㸬㛢ࡢ㎡            ๓ฟ  ᒣཱྀ᫂ఙ   㹼



     ࠗᘓタ㈨ᮦࡋ࡚ࡢࢩࣛࢫࡢά⏝ࡑࡢᑗ᮶ᒎᮃ࠘

㸯㸯㸬ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ                㹼



            ᭷㸧℩ᡞཱྀ⎰ᕤሙ ⏬࣭ᗈሗᢸᙜ℩ᡞཱྀ㈗⩏

   ㅮ₇ 㸸ᒇ᰿⎰ࡢᮦᩱࡋ࡚ࡢࢩࣛࢫά⏝ࡘ࠸࡚

 

     㮵ඣᓥᕷᘓタᒁᘓタ⟶⌮㒊බᅬ⥳ㄢㄢ㛗 ụ⏣ ᱁

    ㅮ₇㸸㮵ඣᓥᕷ㟁㌶㐨ᩜ⥳ᴗ㹼ࢩࣛࢫ⥳ᇶ┙ࡢά⏝㹼

㸯㸮㸬ㅮ₇㸰ࠕᘓタ㈨ᮦࡢࢩࣛࢫࡢά⏝ࠖ      㹼

ఇ᠁㸦㹼㸧

                   ᐊ㛗 ⿇ᒣ◊୍ 㹼

    㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࢩࣛࢫ◊✲㛤Ⓨᐊ

㸷㸬ᇶㄪㅮ₇㸱㸸ࠕࢩࣛࢫࡢ㔞ά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᚋࡢㄢ㢟ࠖ



  ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉ᘓ⠏Ꮫᑓᨷᩍᤵ 㔝ཱྀ㈗ᩥ 㹼
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図書館
前門

稲盛
アカデミー

中央
図書館 法文学部

正門

徒歩1分

法文学部前下車 徒歩7分

（鴨池・冷水線）

鹿児島市交通局11番線

バスをご利用の場合：

工学部前下車

市電をご利用の場合：

10:30〜11:15

13:30〜14:00

14:00〜14:30

野口 貴文

袖山 研一

その他産学から１２講演を含む

鹿児島県工業技術センターシラス研究開発室 室長

「シラスの全量活用への取り組みと今後の課題」

■基調講演3

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授

地域コトづくりセンター管理室

URL：http://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp

TEL：099-285-8271,8487 E-mail：koto-info@eng.kagoshima-u.ac.jp

お問い合わせ先

武若 耕司

「建築資材としてのシラス利用の在り方」

■基調講演2

地域コトづくりセンター長

「シラスコンクリート開発の経緯とその特徴」

■基調講演1

9：25〜10：20
「シラスの成り立ちとその性質」
鹿児島大学名誉教授 小林 哲夫

■特別講演

講演内容

参加費無料［定員200名程度］

主催：鹿児島大学地域コトづくりセンター

場所：鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館

お申し込み先は下記のメールでお願いします。

※駐車場はございません。公共の交通機関をご利用いただくか、
周辺のコインパーキングをご利用ください。

大学通り

東門

大学本部

高麗本通り

理学部

工学部

稲盛会館

鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
会場
キミ＆ケサ メモリアルホール

▲シラス地山からのシラスの採取状況

▲基礎にシラスコンクリートを使用し建設した「丸尾の滝橋」

28年 1月 29日（金）

8：45〜17：25（開場 8：15）

日 時： 平成

第1回 地域コトづくりセンター公開シンポジウム

鹿児島の資材シラスの建設材料としての
有効活用に関するシンポジウム

農学部
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▲基礎にシラスコンクリートを使用し建設した「丸尾の滝橋」
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▲シラス地山からのシラスの採取状況
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ۑۑۑᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᅵᮌᕤᏛ⛉   ㅮ₇⪅ ᾏὒ ኴ㑻

ㅮ₇ ۑ2016 ᖺ 1 ᭶ 29 ᪥(㔠㸧ࢩࣛࢫࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾ࡅࡿ
ㅮ₇ᴫせ㞟ࡢᩥཎ✏సᡂࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
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ࡢୗ㸪⾲ࡢ␒ྕ࣭ࢱࢺࣝࡣ⾲ࡢୖグ㍕ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㢮ࡣᮏᩥྠ୍ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࣇ࢛ࣥࢺ
ࡢࡁࡉࡣ 11 ࣏ࣥࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

➃࡞ᩥ❶ࢆᅗ࣭⾲࣭┿ࡢᕥྑグ㍕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺
㓄⨨ᕤኵࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ཧ⪃ᩥ⊩ࡢᚋ
㸦ᩥᮎ㸧ᅗ⾲ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡣ㑊ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࢵࢡ࡛グ㍕ࡋ㸪ࡑࢀ⥆ࡃ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢࣇ࢛ࣥࢺ
ࡢ✀㢮࠾ࡼࡧࡁࡉ(10 ࣏ࣥࢺ㸧ࡣᮏᩥྠ୍
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ཎ✏㈞ࡾࡅࡿ┿ࡢゎീᗘࡸⰍ
ᩘࡣ㸪ཎ✏ࡢࣇࣝࢧࢬᙳ㡪ࡍࡿࡢ࡛㸪ᚲ
せ᭱ᑠ㝈ࡵࡿࡇࠋ

ࡁࡉࡣ 10 ࣏ࣥࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋྛ❶ࡢぢฟࡋ
ࡢୖഃࡣ 1 ⾜✵ࡅࡿࡇࠋ᭱⤊࣮࣌ࢪࡢᩥᮎࡣ㸪
ᕥྑࡢẁࢆฟ᮶ࡿ㝈ࡾᥞ࠼࡚⤊࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ෆᐜୖ࠺ࡋ࡚ࡶྠ୍࣮࣌ࢪ㍕ࡏࡿᚲせࡀ࠶
ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪」ᩘࡢᅗ⾲ࡢࡳࡢ࣮࣌ࢪࢆసࡿࡇ

ᘧ(2) ࡋࡲࡍࠋ⾲グࢆ௨ୗࡢᘧ(1)♧ࡋࡲࡍࠋ

40

30

20

ۑۑۑ
(mm)

8

8

8

ڹڹڹ
(cm)

44

44

47

ڧڧڧ
(%)

4

4

4

ۑۃڧ
(%)

34

34

35

ڹۃڧ
(%)

153

152

150


W

⾲㸫1 ⾲ࡢసᡂ

ᩥ❶୰ࡢᘬ⏝࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩘᏐࡶྵࡵ࡚ᚲࡎ㯮Ⰽ

࡛⤫୍ࡋ㸪ࡁࡉࡣᮏᩥྠ୍ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Times New Roman ࡢኴᏐࡢⱥᩥ㸦Fig.* English㸧

Ⰽࡢ MS ࢦࢩࢵࢡࡢᩥ㸦ᅗ㸫* ᩥ㸧ࡲࡓࡣ

 ࢱࢺࣝࡢࣇ࢛ࣥࢺࡢ✀㢮ࡣ㸪ᩘᏐࡶྵࡵ࡚㯮

(1) ␒ྕࢱࢺࣝ

4.3 ᅗ࣭⾲࣭┿ࡘ࠸࡚

 ༢ࡣ SI ༢ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

4.2 ༢ࡘ࠸࡚

2

0

1.0pt⛬ᗘ

1.5pt⛬ᗘ

0.5pt⛬ᗘ



 ࣏ࣥࢺ௨ୖ

319

348

334

621

636

650

1210

1214

1217

AAA (kg/m3)
ۑڧ
ڧ
S
G

ᅗ㸫1 ᅗࡢసᡂ

0.870

0.834

0.798

ڧڧە
A

1
2
3
4
5
9pt⛬ᗘ
ᶓᗙᶆ㍈ࡢㄝ᫂㸦༢㸧 9pt⛬ᗘ

ڧڹ
C

100

200

300

400

500

600

ࡢ࡞࠸ࡼ࠺㸪ࡅ㓄៖ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᩥྠ୍ࡢࡁࡉࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ᐤࡏࡋ࡚グࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᩥ୰࡛ࡢ⛠ࡣ㸪ᘧ(1)㸪

(1)

ࡢᩥᏐࡣ㸪㸵࣏ࣥࢺ௨ୖࡍࡿࡀ㸪ฟ᮶ࢀࡤᮏ

ጞࡵࡿࠋᘧ␒ྕࡣ(1)㸪(2)㸪(3)ࡋ㸪ᘧࡢ᭱ᚋྑ

a x b x  c

ࡢኴࡉࡸᩥᏐࡢࡁࡉ␃ពࡍࡿࡇࠋᅗ࣭⾲୰

4.1 ᩘᘧ
 ᴟຊ⡆₩ࡲࡵ㸪ᘧࡣ 3 ᩥᏐ✵ࡅ࡚ࡽ᭩ࡁ

y

 ᅗ㸫1 ࠾ࡼࡧ⾲㸫1 ♧ࡍࡼ࠺㸪ᅗ࣭⾲୰ࡢ⥺

4. ᩘᘧ࣭༢࣭ᅗ⾲ࡘ࠸࡚

(4) ࡑࡢ

┿ࡀุㄞ࡛ࡁࡿ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉ⷧ࠸Ⰽ
㸦࠼ࡤ㸪㯤Ⰽ㸪⥳Ⰽ㸪ỈⰍ㸧Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔ

ࠋぢฟࡋࡢࣇ࢛ࣥࢺ✀㢮ࡣ MS ࢦࢩࢵࢡࡋ㸪

ࡀ㸪༳ๅࡣⓑࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ᚲࡎ⥺࣭Ⅼ⥺ࡸ

ࢫ࣮࣌ࢫࡣ༙ゅ࡛グ㍕ࡋ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ 1 ⾜ࡿࡇ

ࡽ᭩ࡁฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪␒ྕࡑࡢᚋࡢ

(3) Ⰽゎീᗘ

Roman ࡋ㸪ࡁࡉࡣ 10 ࣏ࣥࢺࡍࡿࠋ❶㸪⠇

 ᅗ࠾ࡼࡧ┿ࡣ㸪࣮࢝ࣛࢆ⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡍ

ࡅ࡚ࡃࡔࡉࡉ࠸ࠋ

㍕ࡍࡿࡇࠋ
ࣇ࢛ࣥࢺࡢ✀㢮ࡣ MS ᫂ᮅ㸪
Times New
ࡢぢฟࡋࡣᕥ➃ࡽ㸪㡯ࡢぢฟࡋࡣ 1 ᩥᏐ✵ࡅ࡚

ࢱࢺࣝࢆྵࡴ㡿ᇦࡢୖୗࢆᮏᩥࡽ 1 ⾜௨ୖ✵

 ᮏᩥࡣ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢᚋ 1 ⾜✵ࡅ࡚ 2 ẁ⤌࡛グ

࡞࠾㸪ᮏᩥ༊ู࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ᅗ࣭⾲ࡢ␒ྕ࣭

࣮࣌ࢪᖜ୍ᮼࡲࡓࡣẁࡢᖜ୍ᮼ㓄⨨ࡋ㸪୰㏵༙

࡛༊ษࡿࠋぢฟࡋࡢࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࠖࡢࡳ MS ࢦࢩ

3.2 ᮏᩥ

 ᅗ࣭⾲࣭┿ࡣ㸪ᮏᩥ㏆࠸ࡇࢁ㓄⨨ࡋ㸪

ࡎ 1 ẁ⤌㸪
1 ⾜௨ෆࡋ㸪ྛ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࣐࢝ࣥ㸦㸪
㸧

(2) 㓄⨨

ࡓ㸪ᅗ࣭┿ࡢ␒ྕ࣭ࢱࢺࣝࡣᅗ࣭┿㸦⨨㸧

MS ࢦࢩࢵࢡ࡛グ㍕ࡋ㸪せ᪨ࡢᩥ❶ࡢࣇ࢛ࣥࢺࡢ✀

 ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ㸪せ᪨ࡢḟࡢ⾜ࡽ᭩ࡁጞࡵ㸪ᚲ

MS ࢦࢩࢵࢡࡢᩥ㸦ᅗ㸫*㸧ࡲࡓࡣ Times New
Roman ࡢኴᏐࡢⱥᩥ㸦Fig.*㸧࡛⤫୍ࡍࡿࡇࠋࡲ

⾜㹼6 ⾜ࡲ࡛ࡍࡿࠋぢฟࡋࡢࠕせ᪨㸸ࠖࡢࡳ㸪
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ẁ⤌ࡋ㸪ᕥྑ୧➃ࢆ 2 ᩥᏐࡎࡘ✵ࡅ㸪㛗ࡉࡣ 4

⦪ᗙᶆ㍈ࡢㄝ᫂㸦༢㸧
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࠸タᐃࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ㸪⏝ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ

ࡃࡍࡿࠋヲ⣽ࡣ PDF ኚࡢࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥ

ࡔᚋ⦰ᑠࡋ࡞࠸ࠋ
㸧

ࡢࡼ࠺グࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

2)

1)

࣮ࢪࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࢆᚲࡎ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ

≉㸪PDF ࣇࣝࡢኚᚋ࣮࣌ࢪᩘࡀ␗

࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡼࡃ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ

ࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛ㸪Vol.17㸪No.5㸪pp.87-95㸪1979.5

ὠᨻᗣ㸪㙊⏣ᩄ㑻㸪ᒣ⏣ኵ㸪Ọᒣ 㸸ࢥࣥࢡ

࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢデ᩿ࡢࡓࡵࡢ㠀◚ቯヨ㦂᪉ἲ◊✲

PDF ࣇࣝࡢኚᚋ༳ๅࡋ࡚㸪ཎ✏ࡢ࣓

PDF ࣇࣝࡀࡑࡢࡲࡲᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋ

࣮ࢺࡢᅽ⦰ᙉᗘ࡞ࡽࡧ⇱⦰ཬࡰࡍᙳ㡪㸪ࢥ

࡞࠾㸪DVD ∧ࡢㄽᩥ㞟ࡣ㸪᭱⤊ཎ✏ᥦฟࡢ

ᮦࡋ࡚ࡢ㧗⅔Ỉ○ࢫࣛࢢ⢊ᮎࡢရ㉁ࡀࢥࣥࢡࣜ

ࡎ⥺࣭Ⅼ⥺ࡸ┿ࡀุㄞ࡛ࡁࡿ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ

ᑠᯘ୍㍜㸪㨶ᮏே㸪ᔱ ᩥ㞝㸸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺΰ

ཧ⪃ᩥ⊩㸦グ㍕㸧

ࡃࡍࡿࠋ┿ࢆⓑ㯮ࡍࡿࠋ㸦┿ࢆ㈞ࡾ㎸ࢇ

ࡢࡼ࠺グࡍࠋḢᩥᩥ⊩࡛ࡣ㸪Nov.1988㸪Feb.1991

ᅗ࠾ࡼࡧ┿ࡣ㸪࣮࢝ࣛࢆ⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡀ㸪ᚲ

ཎ✏㈞ࡾ㎸ࢇࡔ┿ࡢゎീᗘ࠾ࡼࡧⰍᩘࢆᑠࡉ

 ᩥᩥ⊩ࡢሙྜ㸪すᬺ⤫୍ࡋ࡚㸪1988.11㸪1991.2

ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

ࡢゎീᗘ㸦ࢹࣇ࢛ࣝࢺࡣ 72dpi㸧ࡢタᐃࢆᑠࡉ

ࡋ࡚ࡶࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ

(4) Ⓨ⾜ᖺ᭶

ࣉࠖࡶࡋࡃࡣࠕࢢ࣮ࣞࢫࢣ࣮ࣝࣅࢵࢺ࣐ࢵࣉࠖ
      

ୖࡢሙྜࡣ㸪➹㢌ⴭ⪅௨እࢆࠕet al.ࠖࡋ࡚┬␎

PDF ࣇࣝࡢኚࡢࠕ࣮࢝ࣛࣅࢵࢺ࣐ࢵࢵ

ࡣ㸪

PDF ࣇࣝࡀ 2.0MB ࢆ㉸࠼ࡓሙྜࡢᑐ⟇ࡋ࡚

࠼ࡓࡶࡢࡣཷࡅࡅ࡞࠸ࠋ

PDF ࣇࣝࡢᐜ㔞ࡣ 2.0MB ௨ୗࡋ㸪ࡇࢀࢆ㉸

࣐ࡢᚋࢽࢩ࡛ࣕࣝ♧ࡍࠋࡲࡓ㸪ⴭ⪅ࡀ 4 ྡ௨

 Ḣᩥᩥ⊩ࡢⴭ⪅ྡࡣ㸪ጣࢆඛグࡋ㸪ྡࡣ࢝ࣥ

ࡔࡉ࠸ࠋ

 ᩥᩥ⊩ࡢⴭ⪅ྡࡣᚲࡎࣇࣝࢿ࣮࣒ࢆグࡋ࡚ࡃ

(3) ⴭ⪅ྡ

Ⓨ⾜ᖺ᭶ࡢ㡰ࡍࡿࠋ

 ⴭ㸦⦅㸧⪅ྡ㸸᭩ྡ㸪Ⓨ⾜ᡤྡ㸪ᥖ㍕࣮࣌ࢪ㸪

Acrobat PDF Writer ࡣ㸪ࣇ࢛ࣥࢺᇙࡵ㎸ࡳ➼ࡢ⣽

ἲࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

(2) ༢⾜ᮏࡢሙྜ

ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ PDF సᡂ᪉

Ⓨ⾜ᖺ᭶ࡢ㡰ࡍࡿࠋ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᚲࡎ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ☜ㄆ᪉ἲ

 ⴭ⪅ྡ㸸㢟ྡ㸪ㄅྡ㸪Vol.㸪No.㸪ᥖ㍕࣮࣌ࢪ㸪

(1) ㄽᩥ➼ࡢሙྜ

PDF ࣇࣝኚᚋ㸪࡚ࡢࣇ࢛ࣥࢺࡀᇙࡵ㎸ࡳ

࢛ࣥࢺࡢᇙࡵ㎸ࡳࢆࡋ࡚సᡂࡋࡓ PDF ࣇ

ࣝࡍࡿࠋ

᭩ࡁ⤊࠼ࡿࡼ࠺ཎ✏ࢆసᡂࡍࡿࡇࠋ

4.2 グ㍕᪉ἲ

♫㸸Adobe Acrobat ᒓ㸧ࢆ⏝ࡋ㸪࡚ࡢࣇ

Acrobat Distiller ࡲࡓࡣ Adobe PDF
㸦ࢻࣅࢩࢫࢸ࣒

 ཧ⪃ᩥ⊩ࡣᩥᮎグ㍕ࡋ㸪ᕥ࣭ྑࡢẁࢆᥞ࠼࡚

࣭࣭࣭ࡢ

1),2),3)

ࡼ࠺᫂グࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

┿ࡢࢱࢺࣝࡢ᭱ᚋ㸪ୖᩘᏐ࡛

ࡵࡲࡍࠋ

 PDF ࣇࣝࡢసᡂ࠾ࡼࡧὀព㡯ࢆ௨ୗࡲ

࡚ᥖࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᩥ⊩␒ྕࡣ㸪ᮏᩥ୰ࡲࡓࡣᘬ⏝ࡋࡓᅗ࣭⾲࣭



6.PDF ࣇࣝࡢసᡂ

pp.32-100,

New Roman ࡋ㸪ࡁࡉࡣ 9 ࣏ࣥࢺࡍࡿࠋࡲ

No.5,

ࡓ㸪⏝㡰 1)㸪2) ࡢࡼ࠺␒ྕࢆࡩࡾ㸪ࡲࡵ

Vol.25,

Sep./Oct.1980

Journal,

Beams,

 ཧ⪃ࡋࡓᩥ⊩ྡࡢࣇ࢛ࣥࢺࡣ㸪MS ᫂ᮅ㸪Times

PCI

Design of Prestressed and Non- Prestressed Concrete

࣏ࣥࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ࠕ⤖ㄽࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡲࡵࠖࡢᚋ MS ࢦࢩࢵࢡ

ࡢࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖ᫂グࡋ㸪ࣇ࢛ࣥࢺࡢࡁࡉࡣ 10

No.12,pp.28-31, Dec.1986

Collins, M. P. and Mitchell, D.: Shear and Torsion

ࡔࡉ࠸ࠋ

5)

Structural Applications, Concrete International, Vol.8,

⪃ᩥ⊩グ㍕ࡋࡓᩥ⊩ࡣ㸪ᮏᩥ࡛ᚲࡎᘬ⏝ࡋ࡚ࡃ

ࢡ㸪ᮅ᭩ᗑ㸪1981

Malhotra, V. M.: Superplasticized Fly Ash Concrete for

4)

➼ࡢㄽᩥ࣭ሗ࿌ࡣᘬ⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ཧ

ᒸ⏣ Ύ㸪භ㌴ ↫⦅㸸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࣭ࣁࣥࢻࣈࢵ

 ཧ⪃ᩥ⊩ࡣ㸪ᢞ✏᪤Ⓨ⾲㸦Ⓨ⾜῭ࡳ㸧ࡢࡶ

ࡢ㝈ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᢞ✏୰㸪ᰝㄞ୰㸪༳ๅ୰

No.1, pp.35-40, 2001.6

5.1 ཧ⪃ᩥ⊩

3)

ጤဨሗ࿌㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛᖺḟㄽᩥ㞟㸪Vol.23,

5. ཧ⪃ᩥ⊩ࡘ࠸࡚
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 ྠ◊✲ࡣࠊᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘⾲ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋࠊ⏘Ꮫᐁ࡛ᶆ㢟ࡢᢏ⾡ࡢ◊✲
㛤Ⓨࡑࡢᐇ⏝࣭ᴗࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡞άືẕ⫾࡞ࡿࡶࡢࡋ࡚ᅗࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
 ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣⓙᵝࡢࡈ㒔ྜࡢࡘࡃ㝈ࡾࠊఱ༞ࠊࡈฟᖍࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ࠾ᡭᩘ࡛ࡶࡈฟᖍࡢྍྰࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ㸰㸰᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ࠊୗグࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
⟶⌮ᐊࡲ࡛࣓࣮࡚ࣝ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺㔜ࡡ࡚࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
                              
 
                                         ᩗල






















ۑ᪥ 㸸ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸯᭶㸰㸷᪥㸦㔠㸧㸯㸰㸸㸱㸳㹼㸯㸱㸸㸱㸮
     㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ༗๓ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊ᚋࠊ㣗ࡢ㛫ᖏ࡛ࡍࠋ
      ࡈ㣗ࡣࠊࡇࡕࡽ࡛ࡈ⏝ព࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸧

ۑ ሙ㸸㮵ඣᓥᏛ 㒆ඖ࢟ࣕࣥࣃࢫ ✄┒㤋ෆ ୰㆟ᐊ
    㸦㮵ඣᓥᕷ㒆ඖ㸯㸫㸰㸯㸫㸲㸮㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ྠࡌሙෆ࡛ࡍࠋ
㸧

   ۑฟḞࡢࡈᅇ⟅ᐄඛ㸸㮵ඣᓥᏛᏛ㝔 ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᐊ
              e-mail: koto-info@eng.kagoshima-u.ac.jp
     TEL: 099-285-8487(㝵ඖ)ࡲࡓࡣ 099-285-8271(㔜)
            ͤ㸦࡛ࡁࡲࡍࢀࡤࠊ㸰㸰᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧
                                          ௨ୖ

   ۑ㆟ෆᐜ㸸ูῧࡢ㆟ḟ➨ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

        ͤ㥔㌴ࢫ࣮࣌ࢫࡀࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡈ᮶ሙࡢ㝿ࡣࠊබඹ㏻ᶵ㛵ࢆ
         ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡃࠊ࿘㎶ࡢࢥࣥࣃ࣮࢟ࣥࢢࢆࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ







                   グ

 ࡉ࡚ࠊࡇࡢᗘࠊྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദేࡏࡲࡋ࡚ࠊู⣬ࡢ㆟ḟ➨ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠊᶆ㢟ࡢ
◊✲Ⓨ㊊ࡢࡓࡵࡢ‽ഛ㆟ࢆࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㣗ࡢ㛫ࢆ⏝࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚㛤ദࡋࡓࡃࠊ
ࡇࡇࡈ᮶㈱ࡢⓙᵝ࡞ࡽࡧࠊࡈㅮ₇ࢆ㡬ᡝࡍࡿㅮᖌࡢⓙᵝ㆟㛤ദࡢࡈෆࢆᕪࡋୖࡆࠊ
ేࡏ࡚ࡈฟᖍࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡿḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᙜ᪥ࡣࠊࡈ㣗ࢆࡈ⏝ពࡋ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㸧







  ᣏၨࠊᐮ෭ࡢೃࠊⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ┈ࠎࡈ┒ᰤࡢࡇ࠾ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
᪥㡭ࡼࡾࠊᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡈ⌮ゎࡈᨭࢆ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢᗘࡣࠊᙜࢭࣥࢱ࣮࡚⏬࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠊ
 ࠗ㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠘
࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊ᱁ูࡢࡈ㧗㓄ࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾࠊ㔜ࡡ࡚ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

  ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ ◊✲㒊㛛 ᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝ࡢ
  ࠗࢩࣛࢫᢏ⾡◊✲㸦௬⛠㸧Ⓨ㊊ࡢ‽ഛ㆟࠘㛤ദࡢࡈෆࡈฟᖍ౫㢗

                                㮵⌮ᕤ⥲⥲➨㸵㸳㸮ྕ
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯᭶㸯㸳᪥
ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡈ᮶㈱ࡢⓙࡉࡲ
࡞ࡽࡧㅮᖌࡢⓙᵝ
                              㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉
                               ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
                               ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ṋⱝ ⪔ྖ

資料No.H26-19-1

ᙜ᪥㓄ᕸࡢู⣬ཧ↷㸦㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸰㸧

ࠐฟᖍ⪅㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡈ᮶㈱ྛࠊㅮᖌྛ࡞ࡽࡧࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ⪅ࠋ

ࠐሙᡤ㸸㮵ඣᓥᏛ 㒆ඖ࢟ࣕࣥࣃࢫ ✄┒㤋ෆ ୰㆟ᐊ

     ࡢ㣗㛫ࢆ⏝ࡋ࡚㛤ദ㸧

    㸦ࠕ㮵ඣᓥࡢ㈨ᮦࢩࣛࢫࡢᘓタᮦᩱࡋ࡚ࡢ᭷ຠά⏝㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ

ࠐ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯᭶㸰㸷᪥㸦㔠㸧12:35㹼13:30

࠙㆟ḟ➨ࠚ

࡛ⓙᵝࡢྜពᙧᡂࡀ࠸ࡓࡔࡅࡿᡤࡲ࡛࡛ࡶ࠾ヰྜ࠸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊᅇࡢ‽ഛ㆟࡛ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ◊✲ࢆⓎ㊊ࡍࡿ᪉ྥ

ͤ㆟ࡢᑂ㆟㛫ࡀ▷࠸ࡓࡵࠊ㆟ෆᐜࡣ㝈ᐃࡋ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

1

㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸲 ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡢ⨨ࢆㄝ᫂ࡍࡿᅗ

㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸱 ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ-

㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸰 ᮏ‽ഛ㆟ ฟᖍணᐃ⪅ࣜࢫࢺ

㈨ᩱ No.H27㸫S㸫1  ᮏ㆟ḟ➨

࠙ᙜ᪥㓄ᕸࡍࡿ㈨ᩱ୍ぴࠚ

                                  



௨ୖࠋ

 㸦㸱㸧ḟᅇࡢ‽ഛ㆟࡚ࡉࡽヲ⣽ࢆワࡵࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㛤ദᮇࡢࡇ࡞ࠋ

 㸦㸰㸧㛗ࠊ㛗ࠊᖿࢆ㑅ฟ㸦࠶ࡿ࠸ࡣḟᅇࡲ࡛ೃ⿵ࢆ⤠ࡿ㸧
ࠋ

ࢆᇶ㛵ಀ⪅࡛☜ㄆྜពࠋ

㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸲 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡢ⨨ࢆㄝ᫂ࡍࡿᅗ

   ͤ㈨ᩱ No.H27㸫S㸫㸱 ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ-

㸦㸯㸧ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡋ࡚ࡢ᪨άື᪉㔪ࡢ☜ㄆࠋ

㸯㸬㸺㆟㸼

                                                



  㸺ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠕࢩࣛࢫᢏ⾡◊✲ࠖⓎ㊊ࡢ‽ഛ㆟㸼
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-181-

2015/1䠍/䠍1㻌 䛂Ỉ䛃䛻䛶䝥䝺䝊䞁㈨ᩱ

◊✲䠝

㢳ᐈᴗ

ᴗ⏺ᴗ

ᴗ⏺ᴗ

ᆅᇦᴗ⏺
ᅋయ

䠄䠍䠅

㛤♧ྍ⬟䛺
᪂ᢏ⾡䛾䝍䝛

㛤♧ྍ⬟䛺
ྛᴗ䝙䞊䝈

ᴗศ㔝䛻≉䛻㛵ᚰ䛜㧗䛟䚸ᮏẼ䛷ᴗ㛤ᣅ䜢
┠ᣦ䛩」ᩘᴗ䚸䛒䜛䛔䛿බタヨ䛺䛹䛷ᵓᡂ

䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚䠄ᴗ䛾య䠅

ᴗ⏺䛾
ඹ㏻ㄢ㢟

䜸䞊䝥䞁䛻䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䛷䝔䞊䝬Ỵ䜑㻌

◊✲䛾
᪉ྥᛶ

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ྛ◊✲㒊㛛㻌
䠘ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚䠄▱䛾᪂⤖ྜ䠅
Ꮫ㝿ⓗ䚸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺㆟ㄽ䛻ᑐᛂ䠅㻌
䠄Ꮫ

䛄 䕿䕿䕿◊✲䛅

䠄䠏䠅

䖂ᢏ⾡㛤Ⓨ䞉ᢏ⾡⪅ᩍ⫱㒊㛛䛾タ
ഛ䛸⫋ဨ䛜༠ຊ

䖂Ꮫෆྥ䛡ㄢ㢟බເ䠄◊✲㈝ᥦ౪䠅
㻌 䠄䠤䠎䠒䚸䠤䠎䠓ᖺᗘ䝉䞁䝍䞊㈇ᢸ䠅㻌

䖂እ㒊➇தⓗ㈨㔠䜈䛾⏦ㄳᨭ

䖂ඹྠ◊✲䛾ㄢ㢟ᙧᡂ䠋⫱ᡂᨭ

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌
䛾ᨭయไ㻌

ྛศ㔝䛷タ⨨䛧䛯◊✲䛷ඹྠ◊✲ㄢ㢟䜢ᥦ䠈ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻㻌
䛂䝠䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䞉ሗ䛃䠇䛂ຍᕤ䞉ヨస䠄㛤Ⓨ䠅䛃䛷ᨭ㻌

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛾≉ᚩ㻌

බタヨ
⏘ᴗᨭᶵ㛵

ᆅᇦᴗ

◊✲䠟
◊✲䠞
䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚

㢳ᐈᴗ

༠ᐃ䛾䛒䜛
㔠⼥ᶵ㛵㻌

᪤Ꮡ䛾◊✲

資料No.H26-19-3

ᆅᇦᴗ

⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝

䇾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䇿䛾䛄ሙ䛅
䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䛷┠ᣦ䛩ḟ䛾䝅䝘䝸䜸

་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠘⌮ᕤ䛾ᙉ䜏䠑ศ㔝䠖ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚
ᆅᇦ⏕䞉
ඛ㐍≀㉁
ኳᩥᏱᐂศ㔝
ᏳᕤᏛศ㔝
ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝

㻌 ᪥䛾䝙䞊䝈䛻䜒ᛂ䛘䛴䛴䚸᫂᪥䚸᫂ᚋ᪥䛾䇾䛧䛤䛸䇿䚸ᑗ᮶䛾䇾䛒䜛䜉䛝ጼ䇿
䠄ᆅᇦ䛸⮬ศ䠅䚸ᆅᇦⓎ䛾䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛔䛶䠈䛭䜜䜢ᐇ⾜䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䛣䛾ᣦ䛸䜎䜜䛃䛷ᆅᇦ䛾ཧ⏬䞉㈶ྠ䜢䜃㎸䜐䛡䚹

㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ᶵ⬟䜲䝯䞊䝆ᅗ㻌
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ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊

༠ᐃ䛾䛒䜛
㔠⼥ᶵ㛵

㢳ᐈᴗ

බタヨ
⏘ᴗᨭᶵ㛵
ᴗ⏺ᴗ

ᴗ⏺ᴗ

ᆅᇦᴗ⏺
ᅋయ

䖂ಶู䝥䝻䝆䜵䜽䝖ฟ䛸䛭䛾ᐇ⾜
䖂」ྜⓗ䞉ᶓ᩿ⓗ䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ䛸ᐇ⾜
䖂♫ⓗㄢ㢟䚸Ἴཬᛶ䛾䛒䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ
䛸ᐇ⾜
ͤ㐃ᦠ༠ຊ
㻌 䐟ᮏᏛ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊
䐠䛛䛤䛧䜎⏘ᴗᨭ䝉䞁䝍䞊䠄౫㢗ணᐃ䠅
䐡㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊䠄౫㢗ணᐃ䠅 䠄䠎䠅

䖂ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᣐⅬ䚸㞟✚
䖂⥅⥆䛧䛯䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛾ᇶ┙
ͤ䠅ᆅᇦ䠄┴䚸ᆅᇦᴗ䠅䚸Ꮫ䠄⌮ᕤ䠅䚸
㻌 㻌 㐍ฟᴗ䛾୕⪅䜢䛔䛻䛩䜛⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ

┴ཬ䜃䛭䛾㛵ಀᶵ㛵
䛻䜘䜛䝃䝫䞊䝖䚸௰

୰ኸ┬ᗇ䚸እ㒌ᅋయ䚸
ㅖᶵ㛵䛾⟇

ͤ ᑐヰ䚸䝥䝺䝊䞁䚸
㻌 㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ὶ䚸
㻌 㻌 ᴗᡓ␎䛸◊✲㡿ᇦ
㻌 㻌 ᣐⅬᙧᡂ䛾㆟ㄽ䠛

ᆅᇦ䛾䠮䠃䠠䝸䞊䝕䜱䞁䜾ᴗ
ᇶᖿ⏘ᴗᢸ䛖ᡭᴗ䛺䛹

㻌 䛂⿵ಟ⿵ᙉᮦᩱ㛤Ⓨ䛃䝜䜴䝝䜴
䞉㛤Ⓨ䛧䛯䝅䝷䝇䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛧䛯䛔㻌

㻌

㻌㻌

㻌

㻌㻌㻌㻌㻌

㻌 ͤ䛾䠐䛴䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䜒䛟ྠᵝ䛾
⤌⧊䞉ᶵ⬟䜢ᒎ㛤䜢ᮇᚅ
䠄䠐䠅

㻌

㻌 ᡂᯝ䛾ᴗ䚸ᆅᇦ䛾᪂⏘ᴗฟ
㻌
䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚
䞉ᵓ㐀≀䛾ᑑ䜢ᘏ䜀䛧䠈ᏳᚰᏳ䛺ᵓ㐀≀䜢㐀䜚䛯䛔
㻌 䠞䠅ᆅᇦ䜔ᴗ䝙䞊䝈䛾ಶู
ㄢ㢟䛾ゎỴᆺ㻌
䞉㮵ඣᓥ䛾㈨ᮦ䝅䝷䝇䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛧䠈ᕷẸ⏕ά䛻⏕䛛
㻌
䛧䛯䛔
㻌 㻌 䕿ಶู䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㻌

z䛂䛧䜙䛩ᢏ⾡◊✲䛃䠄௬⛠2016ᗘ䛛䜙䠅

zᵓ㐀≀䛾ຎデ᩿ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛸
㻌 㻌 ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛◊✲䠄2015ᗘ䛛䜙䠅

䕿䛂䛧䜙䛩ᣐⅬᙧᡂ䛃ᴗ
㻌 㻌 䛂䝅䝷䝇䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛃䝜䜴䝝䜴
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䜸䞊䝥䞁䛻䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䛷䝔䞊䝬Ỵ䜑㻌

◊✲䛾
᪉ྥᛶ

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ྛ◊✲㒊㛛㻌
䠘ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚䠄▱䛾᪂⤖ྜ䠅
䠄Ꮫ
Ꮫ㝿ⓗ䚸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺㆟ㄽ䛻ᑐᛂ䠅㻌

䛄 䕿䕿䕿◊✲䛅

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛾≉ᚩ㻌

ᴗ⏺ᴗ

ᴗ⏺ᴗ

䖂ಶู䝥䝻䝆䜵䜽䝖ฟ䛸䛭䛾ᐇ⾜
䖂」ྜⓗ䞉ᶓ᩿ⓗ䛺䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ䛸ᐇ⾜
䖂♫ⓗㄢ㢟䚸Ἴཬᛶ䛾䛒䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ฟ
䛸ᐇ⾜
ͤ㐃ᦠ༠ຊ
㻌 䐟ᮏᏛ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊
䐠䛛䛤䛧䜎⏘ᴗᨭ䝉䞁䝍䞊䠄౫㢗ணᐃ䠅
䐡㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊䠄౫㢗ணᐃ䠅

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛾≉ᚩ㻌
ྛศ㔝䛷タ⨨䛧䛯◊✲䛷ඹྠ◊✲ㄢ㢟䜢ᥦ䠈ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻㻌
䛂䝠䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䞉ሗ䛃䠇䛂ຍᕤ䞉ヨస䠄㛤Ⓨ䠅䛃䛷ᨭ㻌
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ྛศ㔝䛷タ⨨䛧䛯◊✲䛷ඹྠ◊✲ㄢ㢟䜢ᥦ䠈ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻㻌
䛂䝠䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䞉ሗ䛃䠇䛂ຍᕤ䞉ヨస䠄㛤Ⓨ䠅䛃䛷ᨭ㻌

㢳ᐈᴗ

බタヨ
⏘ᴗᨭᶵ㛵

ᆅᇦᴗ⏺
ᅋయ

䖂ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᣐⅬ䚸㞟✚
䖂⥅⥆䛧䛯䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛾ᇶ┙
ͤ䠅ᆅᇦ䠄┴䚸ᆅᇦᴗ䠅䚸Ꮫ䠄⌮ᕤ䠅䚸
㻌 㻌 㐍ฟᴗ䛾୕⪅䜢䛔䛻䛩䜛⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ

┴ཬ䜃䛭䛾㛵ಀᶵ㛵
䛻䜘䜛䝃䝫䞊䝖䚸௰

୰ኸ┬ᗇ䚸እ㒌ᅋయ䚸
ㅖᶵ㛵䛾⟇

ͤ ᑐヰ䚸䝥䝺䝊䞁䚸
㻌 㻌 䝬䝑䝏䞁䜾ὶ䚸
㻌 㻌 ᴗᡓ␎䛸◊✲㡿ᇦ
㻌 㻌 ᣐⅬᙧᡂ䛾㆟ㄽ䠛

ᆅᇦ䛾䠮䠃䠠䝸䞊䝕䜱䞁䜾ᴗ
ᇶᖿ⏘ᴗᢸ䛖ᡭᴗ䛺䛹

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛾≉ᚩ㻌
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ᆅᇦᴗ

ᆅᇦᴗ

◊✲䠟
◊✲䠞
䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚

䝽䜲䜺䝲᪉ᘧ䛷┠ᣦ䛩ḟ䛾䝅䝘䝸䜸

◊✲䠝

᪤Ꮡ䛾◊✲

⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝

䇾ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䇿䛾䛄ሙ䛅

་⒪䞉⚟♴ᕤᏛศ㔝

䠘⌮ᕤ䛾ᙉ䜏䠑ศ㔝䠖ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚
ᆅᇦ⏕䞉
ඛ㐍≀㉁
ኳᩥᏱᐂศ㔝
ᏳᕤᏛศ㔝
ᮦᩱ㛤Ⓨศ㔝

᪥䛾䝙䞊䝈䛻䜒ᛂ䛘䛴䛴䚸᫂᪥䚸᫂ᚋ᪥䛾䇾䛧䛤䛸䇿䚸
ᑗ᮶䛾䇾䛒䜚䛯䛔ጼ䇿䠄ᆅᇦ䛸⮬ศ䠅䚸ᆅᇦⓎ䛾䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛝ᐇ⾜䚹
䛂䛣䛾ᣦ䛸䜎䜜䛃䛷ᆅᇦ䛾ཧ⏬䞉㈶ྠ䜢䜃㎸䜐䛡䚹
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ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲㒊㛛䛾άື㻌

㻌

㻌㻌

㻌

㻌㻌㻌㻌㻌
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㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌

䛤Ύ⫈᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䟿

㻌 ͤ䛾䠐䛴䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䜒䛟ྠᵝ䛾
⤌⧊䞉ᶵ⬟䜢ᒎ㛤䜢ᮇᚅ

㻌

㻌 ᡂᯝ䛾ᴗ䚸ᆅᇦ䛾᪂⏘ᴗฟ
㻌
䠘ᴗ䜾䝹䞊䝥䠚
䞉ᵓ㐀≀䛾ᑑ䜢ᘏ䜀䛧䠈ᏳᚰᏳ䛺ᵓ㐀≀䜢㐀䜚䛯䛔
㻌 䠞䠅ᆅᇦ䜔ᴗ䝙䞊䝈䛾ಶู
ㄢ㢟䛾ゎỴᆺ㻌
䞉㮵ඣᓥ䛾㈨ᮦ䝅䝷䝇䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛧䠈ᕷẸ⏕ά䛻⏕䛛
㻌
䛧䛯䛔
㻌 㻌 䕿ಶู䛾ඹྠ◊✲㛤Ⓨ㻌

z䛂䛧䜙䛩ᢏ⾡◊✲䛃䠄௬⛠2016ᗘ䛛䜙䠅

zᵓ㐀≀䛾ຎデ᩿ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛸
㻌 㻌 ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛◊✲䠄2015ᗘ䛛䜙䠅

䕿䛂䛧䜙䛩ᣐⅬᙧᡂ䛃ᴗ
㻌 㻌 䛂䝅䝷䝇䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛃䝜䜴䝝䜴
㻌 㻌 䛂䝅䝷䝇䛾᭷ຠά⏝䛃䝜䜴䝝䜴

㻌 䛂⿵ಟ⿵ᙉᮦᩱ㛤Ⓨ䛃䝜䜴䝝䜴

䞉㛤Ⓨ䛧䛯䝅䝷䝇䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛧䛯䛔㻌

䠘ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䠚䠄▱䛾᪂⤖ྜ䠅

䕿䠘ᴗ⏺ᅋయ䠚㻌 ᅵᮌ䠈ᘓ⠏䠈〇㐀ᴗ䠈➼
㻌 䕿䠘ᆅᇦᴗ䠚㻌 䠝♫䚸䠞♫䚸䠟♫
㻌 䕿䠘㛵ಀᶵ㛵䠚㻌 ᅜ䚸┴䚸ᆅᇦ⮬య
㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌㻌

䠝䠅ᡓ␎ⓗ䛺ᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄䝍䞊
䝀䝑䝖䞉䝗䝸䝤䞁ᆺ䠅㻌

䞉◊✲䛷ᇵ䛳䛯デ᩿䛾䝜䜴䝝䜴䜢ᐇົ䛻⏝䛔䛯䛔㻌

㻌㻌㻌㻌

㻌

䕿䛂デ᩿ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛸ᬑཬ䛃ᴗ
㻌 䛂ᵓ㐀≀䛾ຎண ᡭἲ㛤Ⓨ䛃䝜䜴䝝䜴

㻌㻌

㻌

㻌

ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝䜾䝹䞊䝥

ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾◊✲㒊㛛㻌

㻌

㻌

㻌㻌㻌㻌㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

䠘◊✲㒊㛛䛾ᩍဨ䜾䝹䞊䝥䛸◊✲䛾ᶵ⬟䜲䝯䞊䝆䠚㻌
䠉ᆅᇦ⏕䞉ᏳᕤᏛศ㔝䛛䜙䇾䛧䜙䛩䝁䞁䜽䝸䞊䝖䇿䛾◊✲䛾䠉㻌
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2015/1䠍/䠍1㻌 䛂Ỉ䛃䛻䛶䝥䝺䝊䞁㈨ᩱ

z㡿ᇦᆺ◊✲䚸ᣐⅬᙧᡂ䛾ዎᶵ䠊
z ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䛻䝁䝭䝑䝖䚹
z ᐇド䚸ᐇ⏝䛷ᆅᇦ♫㈉⊩䚹ᐇド䝔䞊䝬
䜢㏻䛨䠈䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ேᮦ⫱ᡂ䜒ᮇᚅ䠊
z ᆺ䛾እ㒊➇தⓗ㈨㔠䠄୰䞉㛗ᮇ䠅䛾⋓ᚓ
≺䛘䜛䚹

䠘㔠⼥ᶵ㛵䛾䝯䝸䝑䝖䠚

z 䝋䞊䝅䝱䝹䞉䜻䝱䝢䝍䝹䛾⏕䛷᪂䛯䛺
䝬䞊䜿䝑䝖㻌 ᡓ␎䜢⠏䛟

z ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䛾ᐇド䚸ᐇ⏝䚸ᐇド䝔䞊䝬䜢㏻
䛨䛶䛾ඃⰋ䛺⼥㈨ඛ䚸ᢞ㈨ඛ䚹

z ᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䜢ぢᤣ䛘䛯ᡓ␎ⓗ䛺
ᴗィ⏬䛷㢳ᐈᴗ䛾᪂䛯䛺䝞䝸䝳䞊
䝏䜵䞊䞁ᵓ⠏䜢ᨭ

㻌
㻌 䛂ᅄ᪉Ⰻ䛧䛃䛷
㻌 䇾䝁䝖䛵䛟䜚䇿䛾
㻌 䇾䝁䝖䇿䜢䛴䛟䜛䚹
䠘Ꮫ䠄䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚
㻌㻌㻌

䠘ᆅᇦ䠄┴䚸⮬య➼䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚
zᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛜ᥥ䛡䜛䚹
zᆅᇦάᛶ䚸⏘ᴗ➇தຊᙉ䛾㊊䛛䜚䚹
z ᣐⅬ䛻䜘䜛㞟✚ї⪥┠䜢㞟䜑䜛ї䛥
䜙䛻㞟✚Ⓨᒎ
z ᆅᇦ䜔ᆅᇦᴗ䛜䚸䛣䜜䛛䜙䛾ᆅᇦ䜲䝜
䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᢸ䛖
zேᮦ䜢䛂Ꮫ䛃䛛䜙⋓ᚓྍ䚹

䠘ᆅᇦᴗ➼䠅䛾䝯䝸䝑䝖䠚
z䠮䠃䠠ᆺᴗ䜈ᚿྥ䛩䜛ዎᶵ䛸ሙ
zᑗ᮶䛾䝡䝆䝛䝇䜢ぢ㏻䛩ዎᶵ䛸ሙ
z䝁䝇䝖䝎䜴䞁䚸㛫ᅽ⦰䚸䝸䝇䜽పῶ䚹
zᡓ␎ⓗ䛺ᴗィ⏬䛷䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁ᵓ⠏
z Ꮫ䛾◊✲䝅䞊䝈䜔◊✲䛾ᯟ⤌䜏䜢ά
⏝䠄᪂ᢏ⾡䛸ேᮦ⋓ᚓ䠅ྍ⬟䚹
z䠄ᴦ䛧䛔䝁䝖䚸ᑗ᮶䛾䛒䜚䛯䛔ጼ䚸ᴦ䛧䛔่⃭䠅

㻌 ᆅᇦ䝁䝖䛵䛟䜚䝉䞁䝍䞊䛾ᶵ⬟ᅗ䞉䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁ᙧᡂ㻌
㻌 䠘ᆅᇦⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᥥ䛟䚸⏘Ꮫᐁ䠄㔠䠅㐃ᦠ䛾䛭䜜䛮䜜䛾䝯䝸䝑䝖䠚㻌
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ͤኚ᭦➼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡁࡣ㸪࣓࣮࡚ࣝ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬

16㸸30㹼17㸸00 ὶ㸪ಶู┦ㄯ㐃⤡

16㸸25㹼16㸸30 㛢ࡢᣵᣜ 㮵ඣᓥᏛ ୰ᮧ ♸୕

    ㅮᖌ ⌰⌫Ꮫ ୰㔝 ᩔ ຓᩍ

15㸸40㹼16㸸25ࠕࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡢ⭉㣗ཬࡰࡍ㛗ᖺࡢ㝆⅊ࡢᙳ㡪ࠖ

15㸸35㹼15㸸40 ఇ᠁

ㅮᖌ ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ ᯇ⏣ ᙪ Ặ

14㸸50㹼15㸸35ࠕ㮵ඣᓥ┴ෆ࡛ࡢ㔠ᒓ⭉㣗ཬࡧሷᐖᑐࡍࡿ⪏㣗ᛶྥୖࡢྲྀ⤌ࡳࠖ

14㸸45㹼14㸸50 ఇ᠁

14㸸35㹼14㸸45 ▱㈈ᨭࡢෆ ▱ⓗ⥲ྜᨭ❆ཱྀ ℈▼ ே Ặ

ㅮᖌ ஂ␃⡿ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ  ⏣୰ ៅ୍ ᩍᤵ

13㸸05㹼14㸸35 ࠕึࡵ࡚Ꮫࡪ㔠ᒓ⭉㣗ࡢᇶ♏㜵㣗ᢏ⾡ࠖ

13㸸00㹼13㸸05 㛤ࡢᣵᣜ 㮵ඣᓥᏛ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ୰Ṋ ㈆ᩥ

ྖ㸸㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ ᒾᮏ ❳୍

     ⥾ษ ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸰᭶㸰㸴᪥㸦㔠㸧

࣓࣮ࣝ㸸nakamura@mech.kagoshima-u.ac.jp㸪ࣇࢵࢡࢫ㸸099-250-3181

        ࠛ890-0065 㮵ඣᓥᕷ㒆ඖ㸯㸫㸰㸯㸫㸲㸮

     㮵ඣᓥᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ ୰ᮧ♸୕

ࡣࣇࢡࢫ࡚࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸㸬ῧࡢ᭩ᘧࢆࡈ⏝࠸ࡓࡔࡁࡲࡍຓࡾࡲࡍ㸬

ཧຍ⏦㎸㸸ୗグࡲ࡛ࡈẶྡ㸪ࡈᡤᒓ࡞ࡽࡧ㐃⤡᪉ἲ㸦࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡀዲࡲࡋ࠸࡛ࡍ㸧ࢆ࣓࣮ࣝࡲࡓ

ཧຍ㈝㸸㸰㸮㸮

   ᪥ᮏᮦᩱᏛᕞᨭ㒊

ᚋ㸸㮵ඣᓥ┴⏘ᴗᨭࢭࣥࢱ࣮㸪㮵ඣᓥᏛ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮

ദ㸸ࡈࡋࡲᮦᩱᏛ◊✲㸪㮵ඣᓥᏛ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸪㮵ඣᓥ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮

     ᕤᏛ㒊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾࢡࢭࢫࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸㸬ᕷ㟁࡛ࡣ၈‖㸪ᕤᏛ㒊๓ࡀ౽࡛ࡍ㸬

ሙᡤ㸸㮵ඣᓥᏛᕤᏛ㒊ㅮ⩏Ჷ㸯㸯㸯ྕᩍᐊ㸦✄┒㤋๓ࡢㅮ⩏Ჷࡢ㸯㝵㸧

ᮇ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸱᭶㸯㸲᪥㸦᭶㸧

࠺ࡒࡈཧຍࡃࡔࡉ࠸㸬

ึᚰ⪅ࡽ⌧ሙྥࡁࡢຮᙉࢆ㛤ദࡋࡲࡍ㸬ࡈከᛁ୰ࡢࡇࡣᏑࡌࡲࡍࡀ㸪ࡈ㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽ

 ᣏၨ㸪┈ࠎࡈΎᰤࡢࡇᏑࡌࡲࡍ㸬ࡉ࡚㸪ᮏ࡛ࡣ㸪ୗグࡢせ㡿࡚㸪㔠ᒓࡢ⭉㣗࣭㜵㣗ࡘ࠸࡚

ࡈࡋࡲᮦᩱᏛ◊✲ ➨㸳ᅇㅮ⩦ࠕ㔠ᒓࡢ⭉㣗㜵㣗ࡢᇶ♏ࠖ
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-194-

㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ3᭶15᪥㸦ⅆ㸧㸯㸱㸸㸮㸮㹼㸯㸶㸸㸮㸮㸦12㸸40ཷ㛤ጞ㸧

ሙ㸸㮵ඣᓥᏛᕤᏛඹ㏻Ჷ30ྕㅮ⩏ᐊ 㸦ู⣬ࡢཧຍ⏦ࡋ㎸ࡳ᭩ᆅᅗ㸧

᪥



ဨ㸸ඛ╔㸴㸮ྡ⛬ᗘࠋ
ᮏᏛෆ㥔㌴ሙࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊබඹ㏻ᶵ㛵ࢆࡈ⏝࠸ࡓࡔࡃࠊ
࿘㎶ࡢࢥࣥࣃ࣮࢟ࣥࢢࢆࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⾜㸸⃝⏣ᶞ୍㑻㸦㮵ඣᓥᏛ ᕤᏛ㒊 ᘓ⠏Ꮫ⛉ ᩍᤵ㸸ᮏദᖿ㸧
㸦ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠕᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝ࠖᩍဨࢢ࣮ࣝࣉᡤᒓ㸧

㐍

13㸸00-13㸸05 㛤࠶࠸ࡉࡘ
ᒣཱྀ᫂Ⰻ㸦㮵ඣᓥᏛᩍᤵࠉᆅᇦ⏕࣭ᏳᕤᏛศ㔝㛗㸧
13㸸05-13㸸50 ㅮ₇ࠕᆅ㟈࣭ὠἼᘓ⠏㜵⅏◊✲ ᆅᇦ♫࡛ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ
⃝⏣ᶞ୍㑻㸦㮵ඣᓥᏛᩍᤵ㸧
13㸸50-14㸸50 ◊✲ᡂᯝබ㛤ࣉࣞࢮࣥ 1㸦ᘓ⠏Ꮫᕞᨭ㒊◊✲ሗ࿌ࡢᴗྥࡅゎㄝ㸧
㸦1 㢟࠶ࡓࡾࣉࣞࢮࣥ 10 ศࠊ㉁ࢥ࣓ࣥࢺ 5 ศ㸧
࣭᭷㝈せ⣲ᢏ⾡ࡼࡿᛂຊἲࢆ⏝࠸ࡓࢣ࣮ࣈࣝ⿵ᙉ⭷ᵓ㐀ࡢึᮇᛂຊゎᯒ

ᐜ㸸ᇶᮏⓗᏛⓎ⾲῭ࡳࡢෆᐜࡋࠊᏛ࡛බ㛤῭ࡳࡢ᱾ᴫࢆ㓄ᕸࡋࡲࡍࠋヲࡋ࠸⌮ㄽⓗ
ㄝ᫂ࢆ㑊ࡅࠊఱࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆᮏᏛᩍဨᏛ⏕ࡀࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࡛ศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡽࢆᇶࠊ⏘ᴗ⏺ࡽࡢࡈពぢࡸᢏ⾡ࢽ࣮ࢬ➼ࢆఛ࠸
 ពぢࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ෆ

㸺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸼

⏦㎸᪉ἲ㸸ู⣬ࡢཧຍ⏦㎸᭩ᡤᐃࡢ㡯┠ࢆࡈグධࡢୖࠊ௳ྡࢆࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤⏬ཧຍ⏦㎸ࡳࠖ
ࡋࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝྠ⏦㎸᭩ࢆῧࡋ࡚࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㹄㸿㹖ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᚲࡎ࣓࣮࡛ࣝ࠾⏦㎸ࡳୗࡉ࠸ࠋ㸧

⏦㎸ᮇ㝈㸸3 ᭶㸯㸯᪥㸦㔠㸧㸯㸴㸸㸮㸮ࡲ࡛ࠋ

ᐃ

ཧ ຍ ㈝㸸↓ᩱ

ദ㸸㮵ඣᓥᏛ㕲㦵ᵓ㐀Ꮫ◊✲ᐊ
ദ㸸㮵ඣᓥᏛᏛ㝔 ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ᆅᇦࢥࢺ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮


ඹ

┠ⓗ㸦᪨㸧㸸༡ᕞᆅᇦࡢᘓ⠏⣔ᴗ㸦ᘓ⠏ᵓ㐀タィົᡤࠊ㕲㦵〇స♫ࠊᘓタ♫㸧ࡢ᪉ࠎ
㮵ඣᓥᏛ᮶Ꮫ࠸ࡓࡔࡁࠊᮏᏛࡢᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࡀᘓ⠏㜵⅏࣭ᮦᩱᕤࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
ศࡾࡸࡍࡃබ㛤ࣉࣞࢮࣥࡋࠊ⏘Ꮫ࡛ࡢ᠓ㄯࡶタࡅࡲࡍࠋ◊✲ሗࢆᆅᇦ♫࠸
ࡕࡣࡸࡃ㑏ඖࡍࡿࡶࠊᆅᇦ♫࣭⏘ᴗ⏺ࡽᖜᗈࡃຓゝࡸᆅᇦࢽ࣮ࢬ࣭ᴗࢽ
࣮ࢬࢆᢞࡆࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᚋࡢᮏᏛ࡛ࡢ◊✲ィ⏬⟇ᐃㄢ㢟タᐃࠊඹྠ◊✲➼
ࡢⓎᒎࢆᮇࡍࡿࡓࡵࡢሙ࣭ᶵࡋࡲࡍࠋ

㸫ᘓ⠏㜵⅏࣭ᮦᩱᕤ◊✲ ༡ᕞᆅᇦ࡛ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸽㸫

⏘Ꮫ࣡࢞ࣖ᠓ㄯࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘

ࠗᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ ➨㸯ᅇ 㮵ඣᓥᏛᘓ⠏㜵⅏࣭ᮦᩱᕤ◊✲ᡂᯝබ㛤⏬
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၈‖㟁

ᕤᏛ㒊๓㟁

ሙෆᅗ㸦㮵ඣᓥᏛᕤᏛ㒊 㒆ඖ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧

17㸸00 ሙࢡ࣮ࣟࢬ

㸫ఇ᠁࣭࣡࢞ࣖ᠓ㄯ㸦45 ศ㸧㸦ࡈ⮬⏤ពぢ࡞㸧̿

16㸸10-16㸸15 㛢࠶࠸ࡉࡘ ⃝⏣ᶞ୍㑻㸦㮵ඣᓥᏛᩍᤵ㸧

ᕤᏛ㒊ඹ㏻Ჷ㸱)  ᐊ

15㸸10-16㸸10 ◊✲ᡂᯝබ㛤ࣉࣞࢮࣥ 2㸦ᘓ⠏Ꮫᕞᨭ㒊◊✲ሗ࿌ࡢᴗྥࡅゎㄝ㸧
㸦1 㢟࠶ࡓࡾࣉࣞࢮࣥ 10 ศࠊ㉁ࢥ࣓ࣥࢺ 5 ศ㸧
࣭୰ᑠࡢ㮵ඣᓥグ㘓ᆅ㟈ືࡢᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ≉ᛶቑᖜ⿵ṇᡭἲ㛵ࡍࡿ◊✲
  ⃝⏣ᶞ୍㑻㸦㮵ඣᓥᏛᩍᤵ㸧
࣭㮵ඣᓥグ㘓ᆅ㟈ືࢆ⏝࠸ࡓ 1& ࣈ࣮ࣞࢫࡁ㕲㦵㦵⤌ࡢᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࢥࢫࢺホ౯
᳃Ọ⯙⳹䠄㮵ඣᓥᏛᘓ⠏Ꮫ⛉䠅㻌
࣭ኚᙧᙎᛶ㒊ᮦ䛾ᐇ㦂ཬ䜃ゎᯒⓗ◊✲㻌 䛭䛾㻝㻌 ኚᙧᙎᛶ㒊ᮦ䛾ᐇ㦂䛸᭷㝈せ⣲ゎᯒ
す⏣㖟ḟ䠄㮵ඣᓥᏛᘓ⠏Ꮫ⛉䠅
࣭ኚᙧᙎᛶ㒊ᮦࢆ᭷ࡍࡿ㛛ᙧ㗰ᵓ㐀㦵⤌ࡢᆅ㟈ᣲື㛵ࡍࡿ◊✲
୰ᮧᘓே㸦㮵ඣᓥᏛᘓ⠏Ꮫ⛉㸧

㸫ఇ᠁࣭࣡࢞ࣖ᠓ㄯ㸦20 ศ㸧㸦ࡈ⮬⏤ពぢ࡞㸧̿

 ᶓ㡲㈡ὒᖹ㸦㮵ඣᓥᏛຓᩍ㸧
࣭ࣛࣥࢲ࣒ࢧ࣮ࢳἲࡼࡿࢺࣛࢫᵓ㐀ࡢᙧែ⏕㛵ࡍࡿ◊✲
ຍ⸨ஂ㸦㮵ඣᓥᏛᘓ⠏Ꮫ⛉㸧
࣭㮵ඣᓥᆅᇦࡢὠἼ㜵⅏ࡢ⌧≧ㄪᰝᘓ⠏ᶍᆺᐇ㦂
ᖹ⏣ᝆ♸䠄㮵ඣᓥᏛᘓ⠏Ꮫ⛉䠅㻌
࣭䝰䝹䝍䝹䝣䝻䞊䝔䞊䝤䝹ୖ㠃䛾ᮦ㉁䛚䜘䜃䝁䞊䞁ᙧ≧䛜䝣䝺䝑䝅䝳䝰䝹䝍䝹䛾ὶືᣲື䛻䛘䜛ᙳ㡪䛻
㛵䛩䜛ᐇ㦂ⓗ◊✲㻌 䜋䛛㻌                㯮ᕝၿᖾ㸦㮵ඣᓥᏛᩍᤵ㸧
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