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概要
本資料は、令和２年１２月１６日に開催した「国土技術政策総合研究所研究
評価委員会」における「研究開発の実施・推進面」、「機関運営面」の評価結果
等をとりまとめたものである。
キーワード：
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Synopsis
This report summarizes the results of the evaluation about “Matters
concerning the implementation and advancement of R&D”, “Agency
Operations” from the meeting of the Evaluation Committee of NILIM
held on December 16, 2020.
Keywords
External Evaluation, Evaluation Committee, Research activities, NILIM

はじめに
国土技術政策総合研究所（国総研）は、平成 13 年 4 月の設立以来、その使命を果たす
ため、研究方針に従い、研究開発活動を推進してきた。
また、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
、「国土交通省研究開発評価指針」等を
踏まえ、その設置目的や研究目的・目標に即して、機関運営と研究開発の実施・推進の両
面から「研究開発機関等の評価」を実施している。
今年度は、「国土技術政策総合研究所研究評価委員会」を令和 2 年 12 月 16 日に開催
し、国土技術政策総合研究所「研究方針」等を踏まえて平成 30 年度に設定した評価基準
のうち研究開発の実施・推進面 2 基準と機関運営面 2 基準の計 4 基準について外部評価を
受けた。
本報告書は、今年度実施した国土技術政策総合研究所研究評価委員会の評価の結果等を
とりまとめたものである。

国土交通省国土技術政策総合研究所長
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第１章
１

２

評価の方法等

評価の目的
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「国土交通省研究開発評価指針」等を踏まえ、
公正かつ透明性のある研究開発評価を行い、評価結果を研究活動、研究体制の整備・運営等に
的確に反映することを目的とする。

評価の対象
今回の研究開発評価においては、8 つの評価基準のうち「研究開発の実施・推進面」から
2 基準、「機関運営面」から 2 基準の計 4 基準を評価の対象とする。

３

評価の方法
令和 5 年度実施予定の機関評価に向けて、令和元年度の研究評価委員会から機関評価基準に
基づき順次評価し、評価基準の見直し等含めた議論を行う。

４

外部評価委員会の体制
外部評価委員会は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則に基づき、以下の構成
とする。

委員長

小池

俊雄

国立研究開発法人 土木研究所 水災害・リスクマネジメント
国際センター（ICHARM）センター長

委員

有吉

善則

（一社）住宅生産団体連合会
大和ハウス工業株式会社

建築規制合理化委員会委員長、

取締役常務執行役員

法令遵守・品質保証推進本部長

委員
委員

井出
梅村

多加子
勝

成蹊大学経済学部経済経営学科教授
（一社）日本建設業連合会 土木工事技術委員会 土木技術開発部会
副部会長、（株）熊谷組 土木事業本部 副本部長

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

大口 敬
大村 謙二郎
角 哲也
谷口 綾子
羽生 冬佳
兵藤 哲朗
古米 弘明

東京大学生産技術研究所教授
筑波大学名誉教授、GK 大村都市計画研究室 代表

京都大学 防災研究所 教授
筑波大学大学院システム情報工学研究科教授
立教大学観光学部教授
東京海洋大学学術研究院流通情報工学部門教授
東京大学大学院工学系研究科附属水環境工学研究センター教授
（令和 2 年 12 月現在、委員は五十音順敬称略）

令和 2 年 12 月 16 日に開催した外部評価委員会には、小池委員長と有吉、井出、梅村、
大口、大村、角、兵藤、古米委員の各委員にオンラインでご出席いただいた。
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第２章

外部評価の結果及び対応

本章は、本評価を行うにあたり、国土技術政策総合研究所研究評価委員会において委員長及び
各委員からいただいた意見と、それらへの国土技術政策総合研究所の対応等についてとりまとめ
たものである。
国土技術政策総合研究所研究評価委員会において、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、
「国土交通省研究開発評価指針」に基づき、その設置目的や研究目的・目標に即し、国土技術政
策総合研究所「研究方針」等を踏まえて平成 30 年度に設定した評価基準のうち、第 1 章で記した
研究開発の実施・推進面 2 基準と機関運営面 2 基準の計 4 基準について外部評価を実施した。
評価にあたって委員長よりいただいた総括意見、委員より評価基準毎にいただいた主な意見、
及び国土技術政策総合研究所の対応は以下のとおりである。
（総括意見）
評価基準③④⑤⑥について国総研は、平成 30 年度に実施した「研究機関等の評価」での意見等
を踏まえた活動に取り組まれており実を挙げていると評価する。今後は、研究開発の実施・推進
面では、国総研の役割として地方に様々ある課題の解決やデータ収集を進めるために、地方の関
係機関との連携についてより取り組まれたい。複雑な地方の課題の一般化や得られたデータを整
理・体系化することにより、国総研の研究開発の発展につなげてもらいたい。機関運営面では、
外部連携等において国際展開を見据えた取組を検討されたい。また、国際展開を進めるためにも、
学位取得についての所の支援等の人材育成についても検討されたい。
（対応）
今後とも引き続き、いただいた意見を踏まえて研究を推進して参りたい。特に地域課題からの
一般化に向けた研究の推進のため、地方整備局と連携し地域の課題の共有や新たな研究課題の解
決につなげる取組について継続・拡大をして参りたい。また、国際展開については、海外の技術
政策の動向や自然災害の被災状況といった研究に有用な情報の取得、開発途上国等に対する技術
的支援や国際基準への反映といった研究成果の活用を目指し、国土交通省の方針等を踏まえつつ、
引き続き海外の研究機関や政府系研究機関、国際機関との交流を進めて参りたい。さらに、人材
育成についても学位取得の相談窓口等の現在の取組を継続して実施して参りたい。

■ Ⅰ 研究開発の実施・推進面
③地方整備局等の現場技術力の向上を支援
（主な意見）
現場技術力向上の質を確保するために、中長期的な視点で研修や人事交流等を通した教育指導
を行う体制がつくられていると評価できる。今後は、地域課題から一般化につながる新たな研究
の芽を発見するために、地方との共同研究等を進めていただきたい。
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（対応）

研修や人事交流等を通した技術指導は、今後も継続し、適宜フォローアップしながら改善
に努めて参りたい。


現在、現場技術懇談会や河道管理研究会といった地方整備局と連携し地域の課題を議論す
る場を設け、地域の課題の共有や新たな研究課題の解決につなげる取組を実施していると
ころである。今後も、地域課題からの一般化に向けた研究の推進のため、このような取組
を継続･拡大して参りたい。

④政策の企画・立案の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元
（主な意見）
国の機関という立場で、膨大なデータの有効活用に向けた取組が着実に進められていると評価
できる。地方の各種事業データ等を系統的に収集し、それを研究として分析し、社会に向けて発
信・還元することが国の研究所としての重要な役割と考える。
（対応）


データの収集･分析･管理は、今後も継続し、適宜フォローアップしながら改善に努めて参
りたい。



現在、全国各地で実施されて事業評価のデータを一元的に集約し事業評価のマニュアル改
訂等に利用し地域に還元する取組を実施しているところである。今後も、社会に向けた的
確な発信･還元に留意しデータの収集･分析･管理･還元に取り組んで参りたい。

■ Ⅱ 機関運営面
⑤質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
（主な意見）
今後とも引き続き、産官学の共同研究等を更に進めて頂きたい。諸外国との交流協定の事例等
から国総研の国際展開の現状を分析し、今後の海外連携等のあり方について検討いただきたい。
（対応）


今後も引き続き、既存の組織のみでは実現できなかった成果を生み出すために、共同研究
等の多様な方法により産学との連携を推進して参りたい。



国際展開については、海外の技術政策の動向や自然災害の被災状況といった研究に有用な
情報の取得、開発途上国等に対する技術的支援や国際基準への反映といった研究成果の活
用を目指し、国土交通省の方針等を踏まえつつ、引き続き海外の研究機関や政府系研究機
関、国際機関との交流を進めて参りたい。

⑥技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成
（主な意見）
人材の育成について、研究所だけでなく行政機関との人事交流等を通した研究と行政・現場の
両面から業務経験を積ませる取組が行われており評価できる。学位取得についての所の支援等の
人材育成についても検討されたい。
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（対応）


今後も継続して、人事交流や所内での指導や経験の伝承等により、研究と行政･現場の両
面から政策展開を見通す人材の育成について取り組んで参りたい。



現在、学位取得については相談窓口を設置する、所内の講演会において学位取得者の学位
取得にいたる経験を若手職員に伝承するといった取組を実施しているところである。今後
も、学位取得の支援について継続して実施して参りたい。

住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そして将来に
わたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指すべく、その他ご指摘いただいた
事項に留意して研究を進めて参りたい。
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䠍 ホ౯䛾┠ⓗ
䛂ᅜ䛾◊✲㛤Ⓨホ౯䛻㛵䛩䜛⥘ⓗᣦ㔪䛃➼䛻ᇶ䛵䛝䚸እ㒊䛾ᑓ㛛ᐙ䛻䜘䜛ᐈほᛶ䛸ṇᙜᛶ䜢☜ಖ䛧䛯◊✲ホ
౯䜢⾜䛔䚸ホ౯⤖ᯝ䜢◊✲䛾┠ⓗ䚸ィ⏬䛾ぢ┤䛧➼䜈ᫎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䠎 ホ౯䛾ᑐ㇟䚸ᮇ
๓ホ౯䠖㡯❧䛶◊✲ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶◊✲ᐇ๓䠄ཎ๎䚸◊✲㛤ጞ䛾๓ᖺᗘ䠅䛻ホ౯䜢ᐇ䚹
୰㛫ホ౯䠖◊✲ᶵ㛵䛜䠑ᖺ௨ୖ䛾◊✲ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䠏ᖺ⛬ᗘ䛾㛫㝸䛷ホ౯䜢ᐇ䚹
⤊ホ౯䠖㡯❧䛶◊✲ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶◊✲⤊ᚋ䠄ཎ๎䚸◊✲⤊䛾⩣ᖺᗘ䠅䛻ホ౯䜢ᐇ䚹
㏣㊧ㄪᰝ䠖ᅜ㈝ᢞධ㢠䛾䛝䛔せ䛺◊✲ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸⤊ホ౯䛾䠏ᖺᚋ䛻ホ౯䜢ᐇ䚹
䠏 ホ౯䛾ほⅬ䚸䛽䜙䛔
๓ホ౯䠄㡯❧䛶◊✲ㄢ㢟䠅
ホ౯㡯┠ 䠖 ◊✲ᐇ䛾ྍྰ
ホ౯䛾ほⅬ䠖 ᚲせᛶ䠄⛉Ꮫⓗ䞉ᢏ⾡ⓗព⩏䚸♫ⓗ䞉⤒῭ⓗព⩏䚸┠ⓗ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸ຠ⋡ᛶ䠄ィ⏬䞉ᐇయไ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸
᭷ຠᛶ䠄᪂䛧䛔▱䛾ฟ䜈䛾㈉⊩䚸♫䞉⤒῭䜈䛾㈉⊩䚸ேᮦ䛾⫱ᡂ➼䠅
ホ౯䛾ᛶ㉁䠖 㛤ጞ๓䛻ᐇ䛾ᚲせᛶ䚸┠ᶆ䜔ィ⏬䛾ጇᙜᛶ➼䜢ᢕᥱ䛧䚸ண⟬➼䛾㈨※㓄ศ䛾ពᛮỴᐃ➼䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᐇ

⿵ṇண⟬ㄢ㢟䛾๓ホ౯䛻௦䜟䜛ពぢ
ពぢ䛾㡯┠䠖 ⿵ṇண⟬ㄢ㢟䛿ண⟬せồ๓䛾㛫䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ண⟬ᡂ❧ᚋ䛾ୖ༙ᮇศ⛉䛾ሙ䛷䚸䜘䜚Ⰻ䛔
◊✲䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ពぢ䜢⾜䛖䚹
ពぢ䛾ほⅬ䠖 ຠ⋡ᛶ䠄ィ⏬䞉ᐇయไ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸᭷ຠᛶ䠄᪂䛧䛔▱䛾ฟ䜈䛾㈉⊩䚸♫䞉⤒῭䜈䛾㈉⊩䚸ேᮦ䛾⫱
ᡂ➼䠅
ពぢ䛾ᛶ㉁䠖 ◊✲䛾ྲྀ⤌≧ἣ䚸ᐇィ⏬䚸ㄢ㢟䛾⨨䛡➼䛻䛴䛔䛶⤂䛧䛯ୖ䛷䚸䛣䜜䜙䛻䛴䛔䛶䛾ጤဨ䛛䜙䛾ពぢ
䜢◊✲ィ⏬➼䛻ᫎ䛧䚸䜘䜚䜘䛔◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹
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Ϯ

ڂݜ՟ୌՃͶͯ͏ͱᶆ
䠏 ホ౯䛾ほⅬ䚸䛽䜙䛔
୰㛫ホ౯
ホ౯㡯┠ 䠖 ィ⏬ኚ᭦䛾せྰ䛾☜ㄆ
ホ౯䛾ほⅬ䠖 ᚲせᛶ䠄⛉Ꮫⓗ䞉ᢏ⾡ⓗព⩏䚸♫ⓗ䞉⤒῭ⓗព⩏䚸┠ⓗ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸ຠ⋡ᛶ䠄ィ⏬䞉ᐇయไ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸
᭷ຠᛶ䠄┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ䚸᪂䛧䛔▱䛾ฟ䜈䛾㈉⊩䚸♫䞉⤒῭䜈䛾㈉⊩䚸ேᮦ䛾⫱ᡂ➼䠅
ホ౯䛾ᛶ㉁䠖 ໃ䛾ኚ䜔㐍ᤖ≧ἣ➼䜢ᢕᥱ䛧䚸䛭䛾୰᩿䞉୰Ṇ䜢ྵ䜑䛯ィ⏬ኚ᭦䛾せྰ䛾☜ㄆ➼䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᐇ

⤊ホ౯
ホ౯㡯┠ 䠖 ◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ䚸┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
ホ౯䛾ほⅬ䠖 ᚲせᛶ䠄⛉Ꮫⓗ䞉ᢏ⾡ⓗព⩏䚸♫ⓗ䞉⤒῭ⓗព⩏䚸┠ⓗ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸ຠ⋡ᛶ䠄ィ⏬䞉ᐇయไ䛾ጇᙜᛶ➼䠅䚸
᭷ຠᛶ䠄┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ䚸᪂䛧䛔▱䛾ฟ䜈䛾㈉⊩䚸♫䞉⤒῭䜈䛾㈉⊩䚸ேᮦ䛾⫱ᡂ➼䠅
ホ౯䛾ᛶ㉁䠖 ⤊䛻┠ᶆ䛾㐩ᡂ≧ἣ䜔ᡂᯝ䛾ෆᐜ➼䜢ᢕᥱ䛧䚸䛭䛾ᚋ䛾ㄢ㢟Ⓨᒎ䜈䛾ά⏝➼䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᐇ

㏣㊧ㄪᰝ
ホ౯㡯┠ 䠖 ᡂᯝ䛾ᫎ≧ἣ
ホ౯䛾ほⅬ䠖 ᡂᯝ䛾┤᥋ⓗ䛺ᫎ≧ἣ䚸ᡂᯝ䛾┤᥋ⓗ䛺ᫎ௨እ䛾Ἴཬຠᯝ䜔ḟⓗຠᯝ䚸ḟ䛾◊✲䜈䛾㈉⊩ᗘ䚸㐩ᡂ
ฟ᮶䛺䛛䛳䛯ཎᅉ䛾⪃ᐹ䞉ᩚ⌮䚸⤊ホ౯䛷䛾ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ
ホ౯䛾ᛶ㉁䠖 ⤊ᚋ䛻୍ᐃ㛫⤒㐣䛧䛶䛛䜙ḟⓗᡂᯝ䜔Ἴཬຠᯝ➼䛾ᢕᥱ䚸㐣ཤ䛾ホ౯䛾ጇᙜᛶ䛾᳨ド➼䜢⾜䛔䚸䛭
䛾⤖ᯝ䜢ḟ䛾◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛾᳨ウ䜔ホ౯䛾ᨵၿ➼䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑䛻ᐇ

䕔◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛾๓䚸୰㛫䚸⤊ホ౯䚸㏣㊧ㄪᰝ䜎䛷䛾䛺ὶ䜜
ᙜึண
⟬ㄢ㢟
⿵ṇண
⟬ㄢ㢟

๓ホ౯

ពぢ
ண⟬せồ

䠄୰㛫ホ౯䠅

⤊ホ౯

ϯ

◊✲ᐇᮇ㛫

➨୍㒊䠄ᅵᮌศ㔝䠅
ㄢ㢟
␒ྕ

◊✲ㄢ㢟ྡ䠄◊✲ᮇ㛫䠅

䠄㏣㊧ㄪᰝ䠅

ᢸᙜ◊✲㒊

๓ホ౯

◊✲㛤Ⓨ䛾ᴫせ

㸸௧ᖺ ᭶᪥

ホ౯⤖ᯝ

௧䠏ᖺᗘ᪂つ◊✲ㄢ㢟䛾
 ๓ホ౯䠄㻟ㄢ㢟䠅

䠄ฟᖍጤဨ䠖䠓ྡ䠅
ᐇ䛾ྍྰ

㻝

ୗỈ㐨䜢᰾䛸䛧䛯㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾ᗈᇦ
䞉ඹྠ䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

䞉 ᆅᇦ䝞䜲䜸䝬䝇䛾ୗỈฎ⌮ሙ䜈䛾ཷ䛡ධ䜜䛻䜘
䜛ᆅᇦయ䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺䜶䝛䝹䜼䞊ᅇ䜢᥎㐍
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ୗỈ㐨◊✲㒊

䞉

㻞

Ἑᕝ◊✲㒊

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䞉 ᆅᇦ䝞䜲䜸䝬䝇䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾
䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝
ホ౯ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䞉 ྠᡭἲ䜢⏝䛔䛯᭱㐺䛺㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾᳨ウ
ᡭ㡰ཬ䜃᳨ウ䜢♧䛧䛯ᢏ⾡㈨ᩱ䜢సᡂ䛩䜛䚹

ỏ℃䝅䝘䝸䜸ู䝝䝄䞊䝗ሗᅗ䛻ᇶ䛵䛟ῶ
⅏ᑐ⟇᳨ウᡭἲ䛾◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝

䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝

⃭⏒ὥỈ⅏ᐖ䛾㢖Ⓨ䜢㋃䜎䛘䚸Ỉタタィつ
ᶍ䜢㉸㐣䛩䜛ὥỈ䛾ῶ⅏ᑐ⟇䛾ලయⓗ᳨ウ䛜
ᛴົ䛷䛒䜛䚹
䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝

ᐇ䛾ྍྰ
䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

᪤Ꮡ䛾ὥỈᾐỈᐃ༊ᇦᅗ➼䛷䛿ᑐ⟇䛾᳨ウ䛻
䞉
ᚲせ䛺䝝䝄䞊䝗ሗ䛜༑ศ䛷䛒䜛䚹
䞉

䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝
䝝䝄䞊䝗≉ᛶ䛾⌮ゎཬ䜃ῶ⅏ᑐ⟇ຠᯝホ౯䛻ᚲ
せ䛺䝝䝄䞊䝗ሗᅗసᡂᡭἲ䚸䜎䛯䚸ྠᅗ䛻ᇶ䛵
䛟ᑐ⟇䛾ලయⓗ᳨ウᡭἲ䚸ຠᯝホ౯ᡭἲ䜢㛤Ⓨ
䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝
䛩䜛䚹

ᐇ䛾ྍྰ
䞉 ㏆ᖺ䛾㞵⅏ᐖ䛷䛿䚸ᅵ◁䞉ὥỈỏ℃䛻䜘䜛⏒
䛺⿕ᐖ䛜⏕䛨䛶䛔䜛䚹
䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝
㻟

ᅵ◁䞉ὥỈⓎ⏕䛾ᅵ◁฿㐩⠊ᅖ䞉ሁ✚
῝䜢㧗⢭ᗘ䛻ண 䛩䜛䛯䜑䛾ィ⟬䝰䝕䝹
䛾㛤Ⓨ
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

ᅵ◁⅏ᐖ◊✲㒊

䞉 ⌧⾜䛾ィ⟬䝰䝕䝹䛷䛿ᖜᗈ䛔⢏ᚄ䛾ᅵ◁ὶฟ䞉
ሁ✚䝯䜹䝙䝈䝮䜢༑ศ䛻ᫎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚹
䞉 ᮏ◊✲䛷䛿䚸Ỉ㊰ᐇ㦂䛻䛶䝯䜹䝙䝈䝮䜢ゎ᫂䛧䚸
⦆໙㓄䜶䝸䜰䜎䛷ᅵ◁䛜฿㐩䛩䜛⌧㇟䜢⌧䛷䛝
䜛䝰䝕䝹䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝

䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝

ϰ
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➨୍㒊䠄ᅵᮌศ㔝䠅

⤊ホ౯㸸௧ᖺ᭶᪥

௧ඖᖺᗘ⤊ㄢ㢟䛾⤊
⤊ ホ౯䠄㻢ㄢ㢟䠅

ฟᖍጤဨ䠖㻣ྡ
◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ
䞉 ㏆ᖺ䛾㞵䛾㝆䜚᪉䛾⃭⏒䛛䜙䚸ὥỈ䛾Ỉ㜵
άື䛻䜘䜛ῶ⅏ຠᯝ䛾ቑ䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

㻠

Ỉ㜵άືᨭᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻴䠎䠕䡚㻾䠍䠅

Ἑᕝ◊✲㒊

䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䞉 Ỉ㜵άື䛾᭱㐺᪉⟇䛸ᨭ⟇䝯䝙䝳䞊䜢᳨ウ
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
䛧䚸䛭䛾ຠᯝ䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ຠᯝⓗ䛺Ỉ㜵
䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
άືᨭᢏ⾡䛾⥲ྜ䜢⾜䛖䚹
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩
䖩䖩䖩䖩䖩

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

㻡

ᆅ㟈䛸ὥỈ䛾」ྜ⅏ᐖ䝸䝇䜽䝬䝑䝥䛾స
ᡂ䞉ᥦ౪
䠄㻴䠏䠌䡚㻾䠍䠅

Ἑᕝ◊✲㒊

䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䞉 つᶍᆅ㟈➼䛻䜘䜚Ἑᕝ⟶⌮タ➼䛜⿕⅏䛩䜛
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䛸Ỉᐖ䝸䝇䜽䛾ศᕸ䛜ኚ䛩䜛䚹
䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䞉 ୖグ䛾≧ἣୗ䛻䛚䛔䛶䚸ὥỈ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛾
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
⿕ᐖᐃ䚸⥭ᛴᪧ䛻䜘䜛Ỉᐖ䝸䝇䜽పῶ㔞䛾ホ
౯䜢⾜䛔䚸⥭ᛴᪧ⟠ᡤ䛾ඃඛ㡰᳨ウ➼䜢ᨭ 䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
䛩䜛ィ⟬䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩
䖩䖩䖩䖩

䖩䖩
䖩䖩䖩䖩䖩

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ
䞉 ேⓗ⿕ᐖ䛾㜵Ṇ䞉పῶ䛻䛿䚸㧗₻⅏ᐖษ㏕䛻
㞵䛻䜘䜛ᾐỈ⟠ᡤ䜢㑊䛡䛯䛺㑊㞴䜢☜ಖ
䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
㻢

㧗₻䛸㞵䛻䜘䜛」ྜᆺᾐỈⓎ⏕䛾ῶ
⅏ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾ᾐỈண 䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ
䠄㻴䠏䠌䡚㻾䠍䠅

Ἑᕝ◊✲㒊

䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯

䞉 㧗₻䝸䝇䜽༊ᇦෆ䛻ᆅୗ⾤䜢᭷䛩䜛㒔ᕷἢᓊ
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
㒊䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸ᒁᡤⓗ㞵➼䛻క䛖ᾐỈண  䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
ሗ䜢䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛷ᥦ౪䛷䛝䜛ᾐỈண 䝅䝇䝔䝮
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䖩䖩䖩
䖩䖩䖩䖩

ϱ

䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

➨୍㒊䠄ᅵᮌศ㔝䠅
௧ඖᖺᗘ⤊ㄢ㢟䛾⤊
⤊ ホ౯䠄㻢ㄢ㢟䠅

ฟᖍጤဨ䠖㻣ྡ
䞉 ㏆ᖺ䚸ໃຊ䛾ᙉ䛔ྎ㢼䛾᥋㏆䞉ୖ㝣䛻䜘䛳䛶㧗
₻䞉㧗Ἴ⅏ᐖ䛜㢖Ⓨ䛧䛶䛔䜛䚹

㻣

༴ᶵ⟶⌮ᆺἼᾉ䛖䛱䛒䛢㧗ほ ᡭἲ䛻㛵
䛩䜛◊✲
䠄㻴䠏䠌䡚㻾䠍䠅

Ἑᕝ◊✲㒊

⤊ホ౯㸸௧ᖺ᭶᪥
◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䞉 ⌧≧䛿Ἀྜ䛾Ἴ㧗䛾ண ್䞉ほ ್䛧䛛䛺䛟䚸ఫ 䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
Ẹ䛜ᐇឤ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᾏᓊἢ䛔䛾Ἴᾉ䛖䛱䛒䛢㧗 䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䛾ほ 䛾㈝⏝䛜㧗䛔䛣䛸➼䛛䜙䚸ᾏᓊ⟶⌮⪅䛜ほ
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
䞉࿘▱䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚹
䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
䞉 㧗₻䞉㧗Ἴ䛻≉䛧䛯䛖䛱䛒䛢㧗ほ 䜢ྛᆅ䛷
䛷䛝䜛䜘䛖䚸ẚ㍑ⓗᏳ౯䛺༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ䜢⏝ 䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䛔䛯ほ ᶵჾ䛾ᇶ‽䞉ᵝ䜢᫂☜䛩䜛䚹
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩䖩䖩
䖩䖩

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

㻤

ᆅୗỈ䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮ほ ᡭἲ䛻㛵䛩䜛
᳨ウ
䠄㻴䠏䠌䡚㻾䠍䠅

Ἑᕝ◊✲㒊

䞉 㧗₻䞉㝆㞵䛸ᆅ㟈䛜㛫䜢⨨䛛䛪Ⓨ⏕䛩䜛ሙྜ䚸㧗 䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
₻䜔㝆㞵䛻䜘䜛ᆅୗỈ䛾ୖ᪼䛻䜘䜚┒ᅵᙧᘧ 䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䛾ᾏᓊሐ㜵䛾ᆅ┙䛾ᾮ≧䝸䝇䜽䛜ቑ䛩䜛䚹 䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䞉 ▷ᮇ㛫䛾ᆅୗỈほ ཬ䜃䛭䛾ほ 䝕䞊䝍䛸₻
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
䞉㞵㔞䛾ほ 䝕䞊䝍䛸䛾┦㛵ᘧ䛾సᡂ䛻䜘䜚䚸 䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
㛗ᮇ㛫䛾ほ 䛺䛧䛻ᆅୗỈ䜢᥎ᐃ䛷䛝䜛ᢏ⾡䜢
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
᳨ウ䛩䜛䚹
䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩䖩䖩䖩
䖩

䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ
ᆅ㟈䛻䜘䜚ୗỈ㐨⟶㊰タ䛜⿕⅏䛩䜛䛸䚸⏕ά
Ỉ䛾㝖䛻ຍ䛘䛶䚸㐨㊰㏻䜢㜼ᐖ䛩䜛䛺䛹䚸ఫ 䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩
Ẹ⏕ά䜈䛾ᙳ㡪䛜䛝䛟䚸ຠ⋡ⓗ䛺⪏㟈䜔⿕⅏
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䛾㎿㏿䛺ᨭయไ䛾ᵓ⠏䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
ᅜ⥲◊䛷✚䛧䛶䛔䜛㐣ཤ䛾⿕⅏ሗ䛻ຍ䛘䚸㏆ 䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
䞉
ᖺ䛾⿕⅏ሗ䜢ᩚ⌮䛧䚸ୗỈ㐨⟶㊰タ䛻䛚䛡䜛
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
ഴྥศᯒ䜢⾜䛖䚹
䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
㏆ᖺ䛾ᆅ㟈䜢ཧ⪃䛻ㅖඖ್䜔䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛻䜘
䞉
䜚ㄪᰝ᪥㐍㔞䜢ぢ┤䛧䚸ᐇ䛻ྥ䛡䛯䛂ୗỈ㐨ᆅ 䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䖩䖩䖩䖩䖩䖩䖩
㟈⿕ᐖ᥎ᐃ䝅䝇䝔䝮䛃䛾⢭ᗘྥୖ䛾᳨ウ䞉᳨ド䜢 䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
⾜䛖䚹
䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䞉

㻥

ᾮ≧➼䛻䜘䜚⿕⅏䛧䛯⟶㊰䛻㛵䛩䜛
ሗ㞟ཬ䜃ഴྥศᯒ
䠄㻴䠏䠌䡚㻾䠍䠅

ୗỈ㐨◊✲㒊
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ϲ

䠄๓䠅ୗỈ㐨䜢᰾䛸䛧䛯㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾ᗈᇦ䞉ඹྠ䛻㛵䛩䜛◊✲

䠄ୗỈ㐨◊✲㒊䠖௧䠏䡚䠑ᖺᗘ䠅

◊✲ෆᐜ
䐟 ୗỈ㐨䛸䛤䜏ฎ⌮䛜㐃ᦠ䛩䜛ሙྜ䛾ㄢ㢟䜔䝯
䝸䝑䝖䛾ᩚ⌮
䐠 ᆅᇦ䝞䜲䜸䝬䝇䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮
䛾ᗈᇦ䞉ඹྠ䝟䝍䞊䞁䛾᳨ウ
䐡 ⤒῭ᛶ䞉⎔ቃᛶ䞉⥔ᣢ⟶⌮ᛶ➼䜢⪃៖䛧䛯ᆅᇦ
䝞䜲䜸䝬䝇䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜶䝛䝹䜼䞊䞉䝬䝔䝸䜰䝹
ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾ホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ
䐢 䝰䝕䝹䜿䞊䝇䛻䛚䛡䜛䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䝇䝍䝕䜱
䛾ᐇ
䐣 ᢏ⾡㈨ᩱ⟇ᐃ

ホ౯䛾⤖ᯝ

䠅㏆㊥㞳ୗỈฎ⌮ሙ䛾వ⿱⋡䛜㧗䛔ሙྜ

䝞䜲䜸䝬䝇䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾
ᗈᇦ䞉ඹྠ䝟䝍䞊䞁

䛂ᐇ䛩䜉䛝䛃

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᑐᛂ
ᆅᇦ䝞䜲䜸䝬䝇䛾ୗỈฎ⌮ሙ䜈䛾ཷ䛡ධ䜜䛻䜘䜛
㈨※ᚠ⎔䝅䝇䝔䝮䛾䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䜔ୗỈ㐨ศ
㔝䛸ᗫᲠ≀ศ㔝䛾㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛⌧⾜䛾ἲไᗘୖ
䛾ㄢ㢟➼䛻䛴䛔䛶䜒␃ព䛧᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹

䝅䝇䝔䝮䛾♫ᐇ䛻ྥ䛡䛶䚸䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖
䛾୧㠃䛻␃ព䛧䛶᳨ウ䛥䜜䛯䛔䚹
ୗỈ㐨ศ㔝䛸ᗫᲠ≀ศ㔝䛾ඹྠ䜢᥎㐍䛩䜛䛯
䜑䛻䛿ἲᚊ䞉ไᗘ㠃䛛䜙䛾♫⛉Ꮫⓗ◊✲䜒ᚲせ
䛸⪃䛘䜛䚹

ϳ

䠄๓䠅ᅵ◁䞉ὥỈⓎ⏕䛾ᅵ◁฿㐩⠊ᅖ䞉ሁ✚῝䜢㧗⢭ᗘ䛻ண 䛩䜛䛯䜑䛾
ィ⟬䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ
䠄ᅵ◁⅏ᐖ◊✲㒊䠖௧䠏䡚䠑ᖺᗘ䠅
㏆ᖺ䛾⅏ᐖ䛷䛿⣽䛛䛔ᅵ◁䛜ಖᑐ㇟䜶䝸䜰䛻㔞䛻ሁ✚䛧䛶䛔
䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸䛝䛺♟䚸⣽⢏ᅵ◁䛷ὶୗ䞉ሁ✚䝯䜹䝙䝈䝮䛜䛝
䛟␗䛺䜛䛸௬ᐃ䛧䚸䝯䜹䝙䝈䝮䛻㐪䛔䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢᳨ド䛩䜛䚹

◊✲ෆᐜ
䐟 Ἑᗋሁ✚ᅵ◁䛾㣗䞉ὶ㏦ᅵ◁䛾
ሁ✚㐣⛬䛾ᐇែゎ᫂

䐡 ὶฟᅵ◁㔞䞉ᅵ◁฿㐩⠊ᅖ䞉ሁ✚῝
ண ᡭἲ䛾ᥦ

ホ౯䛾⤖ᯝ

䛂ᐇ䛩䜉䛝䛃

Ἑᗋኚື㔞

䐠 ᪤ 䛾㣗䞉ሁ✚䝰䝕䝹䛾㐺⏝⠊
ᅖ䛾ゎ᫂䛸䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ

ಖᑐ㇟䜶䝸䜰䛾䛩䛠ୖὶ䛷⣽䛛䛔ᅵ◁䛜␗ᖖ䛻ሁ✚
㻠㻜㻜
㻟㻜㻜
㻞㻜㻜
㻝㻜㻜
㻜
㻙㻝㻜㻜







ᐇ ್
᪤ 䝰䝕䝹ィ⟬

ᐇ ್
㛤Ⓨࣔࢹࣝィ⟬



ಖᑐ㇟ᆅᇦ䛾
ᅵ◁ሁ✚㔞䜢㐣ᑠホ౯

ಖᑐ㇟ᆅᇦ䛾
ᅵ◁ሁ✚㔞䜢ṇ☜䛻ண



⣽䛛䛔ᅵ◁䛾 
ᔂቯᆅ䛛䜙䛾㊥㞳 
᳨ͤド䛾䜲䝯䞊䝆ᅗ
␗ᖖሁ✚䛜ゎᾘ

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᑐᛂ

Ꮫ⾡ⓗ䛺ほⅬ䛷䛾᪂つᛶ䛸ᐇ⏝ᛶ䛾ほⅬ䛷䛾ጇ
ᙜᛶ䜢䛖䜎䛟ษ䜚ศ䛡䛶㐍䜑䜙䜜䜛䛸Ⰻ䛔䚹

ᐇ⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᢏ⾡䛻ୖᡭ䛟ᑟධ䛷䛝䜛䜘䛖䚸᪂
つᛶ䜔ỗ⏝ᛶ䚸ᐇ⏝ᛶ䛾䝞䝷䞁䝇䛻␃ព䛩䜛䚹

㛤Ⓨ䛩䜛䝰䝕䝹䛾᳨ᐃ䚸᳨ド䜢䛹䛾䜘䛖䛻⾜䛖䛾
䛛᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜛䚹

䝰䝕䝹䛾ጇᙜᛶ䚸ỗ⏝ᛶ䛻䛴䛔䛶䚸Ỉ㊰ᐇ㦂⤖ᯝ
䛾䜏䛺䜙䛪ᐇ㝿䛾䛾⌧ィ⟬䛻䜘䜚☜ㄆ䛩䜛䚹

᪂䛯䛺ィ⟬䝰䝕䝹䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷ᅵ◁䞉ὥỈỏ
℃䛾⿕ᐖ䛜䛹䛾⛬ᗘ㍍ῶ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛾䛛
ᥦ♧䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹

㏆ᑗ᮶ⓗ䛺ᒎ㛤䛸䛧䛶ᑐ⟇䛾ຠᯝ䜢ホ౯䛷䛝䜛䜘
䛖䛺䝰䝕䝹䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸䜒ព㆑䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛䚹
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ϴ

䠄⤊䠅 Ỉ㜵άືᨭᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲

䠄Ἑᕝ◊✲㒊䠖ᖹᡂ䠎䠕䡚௧ඖᖺᗘ䠅

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

◊✲ᡂᯝ

䛂㐺ษ䛷䛒䛳䛯䛃

䐟 ᆅᙧ䞉Ἑ㐨≉ᛶ䜢㋃䜎䛘䛯ຠᯝⓗ䛺䝸䝇䜽పῶ䛾䛯
䜑䛾Ỉ㜵άື䝯䝙䝳䞊䛾ᥦ


┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ

Ỉ㜵ᅋ➼䜈䛾䝠䜰䝸䞁䜾䜢㋃䜎䛘䚸άືᆅᇦ䛻䛂Ỉ㜵άືᐇ

䛂┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯䛃

㐣⛬䛾⣔ิᩚ⌮ᅗ䠄ᕥୗᅗ䠅䛃䜢సᡂ䛧䚸 άືయู䛻

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

Ỉ㜵άື䝯䝙䝳䞊䜢ᩚ⌮
эෆỈ䞉ᨭᕝᑐฎ䛾ຠ⋡䛻䜘䜛ᮏᕝᑐᛂ㛫䛾☜ಖ䛜㔜せ

䝒䞊䝹䛸䛧䛶䛾⢭ᗘ䜢䛒䛢䚸⮬య➼䛷᮲௳ධຊ䛷䛝

䐠 Ỉ㜵άືຠ⋡䛾ྥୖཬ䜃άື䛾᭱㐺ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ 䜛䚸䜎䛯䚸㑊㞴⾜ືᨭ䜢⾜䛘䜀⏕Ꮡ⋡䛜ୖ䛜䜛䛣䛸


Ỉ㜵άື䛾᭱㐺䛻㈨䛩䜛ᨭ⟇䜢ᩚ⌮

䜢䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䜘䛔䚹



ෆỈཬ䜃ᮏᕝᾐỈᇦ䜢㔜䛽ྜ䜟䛫䛯䛂ேⓗ⿕ᐖ䛾㉳䛣䜚䜔

ከࡃࡢᆅᇦ࡛㐺⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟
㸦㈝⏝ࠊィ タ➼㸧ࡀ࠶ࡿࢆ᫂ࡽࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

䛩䛥䛻╔┠䛧䛯䝸䝇䜽ሗᅗ䠄ྑୗᅗ䠅䛃䛾సᡂᡭἲ䜢㛤Ⓨ

䐡Ỉ㜵άືᨭᢏ⾡䛾⥲ྜ
㒔ᕷ㒊 Ἑᕝୗὶᇦ
䠄୍㒊ᢤ⢋䠅

ϵ

⫼ᬒᆅᅗ䛾ฟ䠖ƌĐ'/^䝕䞊䝍䝁䝺䜽䝅䝵䞁 ヲ⣽ᆅᅗ ϮϬϭϱ

➨㒊䠄ᘓ⠏ศ㔝䠅
ㄢ㢟
␒ྕ

◊✲ㄢ㢟ྡ䠄◊✲ᮇ㛫䠅

ᢸᙜ◊✲㒊

๓ホ౯

◊✲㛤Ⓨ䛾ᴫせ

ホ౯⤖ᯝ

௧䠏ᖺᗘ᪂つ◊✲ㄢ㢟䛾
 ๓ホ౯䠄㻟ㄢ㢟䠅

䠄ฟᖍጤဨ䠖㻠ྡ䠅
䞉
䞉

㻝㻜

ᾎᵴ䝺䝇ᾎᐊ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᇶ‽䛻㛵䛩䜛
◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

ఫᏯ◊✲㒊

㧗㱋䛻క䛔ᅾᏯ㧗㱋⪅䛾ධᾎ୰䛾⁒Ỉᨾ䛜
ᛴቑ䛧䛶䛔䜛䚹

ᐇ䛾ྍྰ

ᾎᐊ䛛䜙ᾎᵴ䜢ྲྀ䜚㝖䛔䛯䛂ᾎᵴ䝺䝇ᾎᐊ䛃䛷䛾ධ 䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝
ᾎ䛻䜘䜚⁒Ỉᨾ䛾పῶ䛿ᮇᚅ䛷䛝䜛䛜䚸ᾎᵴ䝺
䝇ᾎᐊ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᇶ‽䛿ᮍᩚഛ䛷䛒䜛䚹

㒔ᕷ㛵㐃䝕䞊䝍䛾䜸䞊䝥䞁䛸ά⏝䛾
᥎㐍䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

䖩䖩䖩䖩

ᾎᵴ䝺䝇ᾎᐊ䛾ᵝ䠄✵㛫ᑍἲ䚸ᡭ䛩䜚⨨➼䠅䞉 䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝
ᛶ⬟䠄䛔䜔䛩䛥䚸Ᏻᚰ䠅䛻䛴䛔䛶ᐇ㦂᳨ド䜢⾜
䛖䚹
ᾎᵴ䝺䝇ᾎᐊ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᇶ‽䜢㛤Ⓨ䛧䚸ධ
䞉
ᾎ䛾Ᏻ䞉⮬❧䜢☜ಖ䛩䜛㑅ᢥ⫥䛸䛧䛶ᬑཬ䜢ᅗ 䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝
䜛䚹
䞉

䞉 ⌧ᅾᩚഛ䛜䛩䛩䜑䜙䜜䛴䛴䛒䜛䛂䠏䠠㒔ᕷ䝰䝕䝹䛃
䛻䛚䛔䛶䚸ᇶᮏ䛾ඹ㏻ᵝ䝕䞊䝍䛰䛡䛷䛿㧗ᗘ䛺
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛᳨ウ䛿ᅔ㞴䚸䜎䛯䚸ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䝰䝕䝹䛾సᡂ䞉᭦᪂䝁䝇䝖䛜ㄢ㢟 䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝
䛷䛒䜛䚹
㻝㻝

㸸௧ᖺ ᭶᪥

㒔ᕷ◊✲㒊

ᐇ䛾ྍྰ
䖩䖩䖩䖩

䞉 㧗ᗘ䛺䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻ᚲせ䛺ᣑᙇᵝ䜢᳨ウ
䛩䜛䚹
䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝
䞉 ศ㔝䛷✚䛥䜜䛯䠏ḟඖⅬ⩌䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ప
䝁䝇䝖䛺䝕䞊䝍సᡂ䞉᭦᪂ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䞉 ᡂᯝ䜢ᅜඹ㏻䛾ᵝ䛸䛺䜛సᡂ䝬䝙䝳䜰䝹䛻
ᫎ䛧䚸⏘䞉Ꮫ䛾ከᵝ䛺య䛾ᢏ⾡ά⏝ಁ㐍䛻䛴 䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝
䛺䛢䜛䚹
䞉 ௧ඖᖺྎ㢼➨䠍䠑ྕ䠄ᡣ⥲༙ᓥྎ㢼䠅䛻䜘䜚䚸ᘓ
⠏≀䛾ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䛾ᙉ㢼䛻ᑐ䛩䜛⬤ᙅᛶ䛜㢧ᅾ
䛧䛯䚹
䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝

㻝㻞

᪤Ꮡᘓ⠏≀䛻䛚䛡䜛ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䛾⪏㢼デ
᩿䞉⿵ᙉᢏ⾡ホ౯䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

ᘓ⠏◊✲㒊

䞉 ᪤Ꮡ䛾ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䛾⪏㢼デ᩿ἲ䛾㛤Ⓨ䛸⿵ᙉᢏ
⾡ホ౯䛾ᥦ䜢⾜䛖䚹
䞉 ◊✲ᡂᯝ䜢䚸᪤Ꮡᘓ⠏≀䜢ᑐ㇟䛻䚸⪏㢼デ᩿䞉⿵
ᙉ䛻㛵䛩䜛䝬䝙䝳䜰䝹䜔ᨵಟಁ㐍ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾
ᢏ⾡㈨ᩱ䛸䛧䛶䜎䛸䜑䜛䚹
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ᐇ䛾ྍྰ
䖩䖩䖩䖩

䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝

䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝

ϭϬ

➨㒊䠄ᘓ⠏ศ㔝䠅

⤊ホ౯

㸸௧ᖺ᭶᪥

ϭϭ

➨㒊䠄ᘓ⠏ศ㔝䠅

⤊ホ౯

㸸௧ᖺ᭶᪥

ϭϮ

- 12 -

䠄๓䠅 㒔ᕷ㛵㐃䝕䞊䝍䛾䜸䞊䝥䞁䛸ά⏝䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㒔ᕷ◊✲㒊䠖௧䠏䡚䠑ᖺᗘ䠅

◊✲ෆᐜ
䐟 㒔ᕷ䝰䝕䝹䛾ඹ㏻ᵝ⏝䛾䝕䞊䝍
ᣑᙇᵝ䛾᳨ウ
䐠 㒔ᕷ䝰䝕䝹䛾సᡂཬ䜃᭦᪂䝁䝇䝖
๐ῶ䛻㛵䛩䜛᳨ウ
䐡 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䛻䜘䜛䝕䞊䝍ᣑᙇᵝ
䛾᳨ド

ホ౯䛾⤖ᯝ

䛂ᐇ䛩䜉䛝䛃

ϯ㒔ᕷ䝰䝕䝹䛾ᅜ㝿つ᱁䠄ŝƚǇ'D>䠅

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᑐᛂ

᭱᪂䝕䞊䝍䛰䛡䛷䛺䛟㐣ཤ䛾䝕䞊䝍䛻㐳䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜘䛖ᒚṔ⟶⌮䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

䠏䠠㒔ᕷ䝰䝕䝹䛾᭱᪂䝕䞊䝍䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸㐣ཤ䛾
Ⅼ䛾䝕䞊䝍䜒⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ᒚṔ⟶⌮䜢⾜䛖
᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛩䜛䜘䛖␃ព䛩䜛䚹

ᵓ㐀≀➼䛾≀⌮ⓗ䛺䝕䞊䝍䛰䛡䛷䛺䛟䚸ேཱྀᵓᡂ
䛺䛹♫⤒῭ⓗᒓᛶ䝕䞊䝍䛸䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䜒᳨
ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

䠏䠠㒔ᕷ䝰䝕䝹䛾䝕䞊䝍䛸ேཱྀᵓᡂ䛺䛹♫⤒῭
ⓗᒓᛶ䝕䞊䝍䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜛㒔ᕷၥ㢟ゎỴ➼䜈䛾
ά⏝䜒ど㔝䛻ධ䜜䛴䛴᳨ウ䛩䜛䜘䛖␃ព䛩䜛䚹

ϭϯ

䠄๓䠅 ᪤Ꮡᘓ⠏≀䛻䛚䛡䜛ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䛾⪏㢼デ᩿䞉⿵ᙉᢏ⾡ホ౯

䛻㛵䛩䜛◊✲

䠄ᘓ⠏◊✲㒊䠖௧䠏䡚䠑ᖺᗘ䠅
⪏㢼デ᩿ἲࡢᯟ⤌ࡢ
యീࡢ࣓࣮ࢪ

◊✲ෆᐜ
䐟 ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䛾⿕ᐖ䝸䝇䜽䜢≉ᐃ䛩䜛
⪏㢼デ᩿ἲ䛾㛤Ⓨ

デ᩿㛤ጞ
⿕ᐖ䝸䝇䜽せᅉ
䠄❧ᆅ᮲௳䚸㒊䚸
ᵓᕤἲ➼䠅

䠍䠅⪏㢼デ᩿ἲ䛾ᯟ⤌ᵓ⠏
䠎䠅デ᩿᪉ἲཬ䜃デ᩿ᣦᶆ䛾᳨ウ

䛻ᒇ᰿ୖ䛾ヲ⣽ㄪ
ᰝ䚸ᐇἣ䜢ᫎ䛧䛯㢼
ᅽຊ䛸⪏ຊ䛾ィ⟬➼䛻
ᇶ䛵䛟デ᩿ἲ

䠏䠅䝬䝙䝳䜰䝹䛸デ᩿䛾సᡂ

䐠 ᙉ㠌䛺ᒇ᰿䜅䛝ᮦ䜢ᐇ⌧䛩䜛⪏㢼⿵ᙉ
ᢏ⾡䛾ホ౯ἲ䛾ᥦ
䠍䠅⪏㢼ᛶ⬟Ỉ‽䛾タᐃ

ᚲせ

ḟデ᩿
ࡢせྰ㸽

ᚲせ

䠏䠅䝬䝙䝳䜰䝹䛸ᢏ⾡ホ౯䛾సᡂ

⿵ᙉ
ᐇ

䛂ᐇ䛩䜉䛝䛃

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

せ

ḟデ᩿
⪏㢼⿵ᙉ
ࡢせྰ㸽

⪏㢼⿵ᙉ
ࡢせྰ㸽

䠎䠅⪏ຊヨ㦂䛻ᇶ䛵䛟⪏㢼⿵ᙉᢏ⾡䛾ホ౯ἲ䛾᳨ウ

ホ౯䛾⤖ᯝ

䛻እほ䛛䜙
䛾┠どㄪᰝ䛻
ᇶ䛵䛟デ᩿ἲ

୍ḟデ᩿

せ

デ᩿
⤊

ᚲせ

⿵ᙉ
ᐇ

せ

デ᩿
⤊

ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᑐᛂ

⪏㢼⿵ᙉ䛾ຠᯝ䛸䛭䛾䝁䝇䝖䛾㛵ಀ䜢♧䛩䛣䛸䛜
⿵ᙉಁ㐍䛻䛿㔜せ䛷䛒䜛䚹
⪏㢼⿵ᙉᢏ⾡㐺⏝䛾䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䜒᳨ウ䛥䜜䛯
䛔䚹

ᐇែㄪᰝ䜢⾜䛔⪏㢼⿵ᙉᢏ⾡䛾䜢ᑐ㇟䛻䛧䛶䚸
ᕤ䝁䝇䝖䛸⪏㢼⿵ᙉຠᯝ䛸䛾ᐃ㔞ⓗ䛺㛵ಀ䜔
䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛔䚸䛭䜜䜢ලయ
ⓗ䛻ᢕᥱ䛧䜔䛩䛔ᙧ䛷䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᥦ♧䛩䜛䚹

୍ḟデ᩿䛻ධ䜛๓䛻䚸デ᩿䛾ᚲせᛶ䜢⡆᫆䛻ุ᩿ ᪤Ꮡ䛾⪏㟈デ᩿ἲ䛾ᯟ⤌䜏➼䜒ཧ⪃䛻䛧䚸㠀ᑓ㛛
䛷䛝䜛⠏ᖺᩘ䛺䛹䛾ศ䛛䜚䜔䛩䛔┠Ᏻ䛜䛒䜛䛸⪏
ᐙ䛷䜒デ᩿䜢䛻ᐇ䛷䛝䜛䜘䛖䛺デ᩿ᣦᶆ䜢
㢼デ᩿䛾ᐇ䜈㐺ษ䛻ㄏᑟ䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹
⣔⤫ⓗ䛻ᥦ♧䛩䜛䜘䛖␃ព䛩䜛䚹
ϭϰ
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䠄⤊䠅 ᘓ⠏≀䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ᛶ⬟䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛯䝣䜯䝃䞊䝗タィἲ

䛻㛵䛩䜛◊✲

䠄ఫᏯ◊✲㒊䠖ᖹᡂ䠎䠕䡚௧ඖᖺᗘ䠅

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

◊✲ᡂᯝ
䐟 䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䛻ᙳ㡪䛩䜛䝣䜯䝃䞊䝗䛾ಶูᛶ⬟
䛾ホ౯ἲ䛾㛤Ⓨ


䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝䛻ᙳ㡪䛩䜛䝣䜯䝃䞊䝗䛾ಶูᛶ⬟ᣦᶆ䠄᩿⇕䞉
᪥ᑕ㐽ⶸ䚸᥇ග䞉ᑟගᛶ⬟䠅䛾ィ⟬ἲ䜢ᩚ⌮



ᐊෆ⎔ቃᣦᶆ䠄

⇕⎔ቃ䚸ග⎔ቃ䠅䛾Ỉ‽䜢ᩚ⌮

䛂㐺ษ䛷䛒䛳䛯䛃
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
䛂┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛃
ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

эಶูᛶ⬟ᣦᶆ䛾ィ⟬ἲ䛸Ỉ‽䜢⤌ྜ䛫䛯ホ౯ἲ䛾ᵓ⠏

䐠 䝣䜯䝃䞊䝗䛾✵ㄪタഛ䜔↷᫂タഛ➼䜈䛾」ྜⓗᙳ
㡪䜢⪃៖䛧䛯䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ᛶ⬟䛾ホ౯ἲ䛾㛤Ⓨ
䐡 䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ᛶ⬟䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛯䝣䜯䝃䞊䝗タ
ィἲ䛾ᩚഛ


ᐇົ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䛻䜘䜛タィ䛻ಀ䜛␃ពⅬ䛾ㄪᰝ䞉ᩚ⌮

᪤Ꮡᘓ⠏≀ࡢᨵಟࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࢞
ࢻࣛࣥࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
ᘓ≀ᡤ᭷⪅➼ࡢࡀ┬࢚ࢿຠᯝࡢ࠶ࡿࣇ
ࢧ࣮ࢻタィࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡶᚲ
せ⪃࠼ࡿࠋ

ϭϱ

➨୕㒊䠄 ‴䞉✵ ศ㔝䠅
ㄢ㢟
␒ྕ

◊✲ㄢ㢟ྡ䠄◊✲ᮇ㛫䠅

ᢸᙜ◊✲㒊

๓ホ౯ 㸸௧ᖺ ᭶ ᪥
⤊ホ౯㸸௧ᖺ᭶᪥

◊✲㛤Ⓨ䛾ᴫせ

ホ౯⤖ᯝ

௧䠏ᖺᗘ᪂つ◊✲ㄢ㢟䛾
 ๓ホ౯䠄㻝ㄢ㢟䠅

䠄ฟᖍጤဨ䠖䠒ྡ䠅
䞉 䝖䝷䝑䜽䝗䝷䜲䝞䞊㊊䛜㐍⾜䛩䜛୰䛷䜒䝁䞁䝔䝘
⫼ᚋ㍺㏦䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜ᡃ䛜ᅜ䛾⤒῭άື䛻
䛸䛳䛶ྍḞ䛷䛒䜛䚹

㻝㻣

ᅜ㝿ᾏୖ䝁䞁䝔䝘⫼ᚋ㍺㏦䛾ຠ⋡᪉⟇
䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻾䠏䡚㻾䠑䠅

‴◊✲㒊

ᐇ䛾ྍྰ
䚷䠍䚷ᐇ䛩䜉䛝

䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䞉 ✵䝁䞁䝔䝘䜢⼥㏻䛩䜛䝁䞁䝔䝘䝷䜴䞁䝗䝴䞊䝇䛺䛹
┬ຊ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛜୍㒊⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸ಶ
䚷䠎䚷୍㒊ಟṇ䛧䛶ᐇ䛩䜉䛝
ูᴗ㛫䛷䛿㝈⏺䛜䛒䜛䚹
䞉 ᴗ㛫㐃ᦠ䜔⫼ᚋᆅᇦ䜈䛾㍺㏦᪉ᘧ䛾ኚ᭦䛻䜘
䜛ຠ⋡䜢║䛸䛧䛯䚸⫼ᚋ㍺㏦⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾♫
䚷䠏䚷᳨ウ䛩䜉䛝
䝅䝇䝔䝮䛾᳨ウ䞉ᥦ䜢⾜䛖䚹

௧ඖᖺᗘ⤊ㄢ㢟䛾⤊
⤊ ホ౯䠄㻝ㄢ㢟䠅

ฟᖍጤဨ䠖䠒ྡ
◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ
䚷䠍䚷㐺ษ䛷䛒䛳䛯
䞉 ✵ 䛿ᆅ㟈䛻⥭ᛴ㍺㏦䛾ᣐⅬ䛻䛺䜛䛺䛹䛭䛾
䚷䠎䚷ᴫ䛽㐺ษ䛷䛒䛳䛯
ᙺ䛿䛝䛟䚸Ⓨ⅏ᚋ䛻㎿㏿䛺ᪧ䛜ồ䜑䜙䜜
䜛䚹
䚷䠏䚷䜔䜔㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯

㻝㻤

ᆅ㟈⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛✵ ⯒䛾㎿㏿䛺Ⅼ
᳨䞉ᪧ᪉ἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㻴䠎䠕䡚㻾䠍䠅

✵ ◊✲㒊

䞉 䛧䛛䛧䚸✵ ⟶⌮⪅䛾ከ䛟䛿✵ ⯒䛻㛵䛩䜛༑ 䚷䠐䚷㐺ษ䛷䛺䛛䛳䛯
ศ䛺ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛧䛶䛚䜙䛪䚸Ⅼ᳨᪉ἲ䜔ᪧ
┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
᪉ἲ䛾Ỵᐃ䛻㛫䜢せ䛩䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛䚹
䚷䠍䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
䞉 ✵ ⯒䛾⿕ᐖ⛬ᗘ䜔ㄪ㐩ྍ⬟ᶵᮦ䛻ᛂ䛨䚸✵ 䚷䚷䚷┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯
⟶⌮⪅䛜㎿㏿䛻Ⅼ᳨䞉ᪧ᪉ἲ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛯
䚷䠎䚷┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯
䜑䛾ุ᩿ᇶ‽䜢☜❧䛩䜛䚹
䚷䠏䚷䛒䜎䜚┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䖩䖩䖩䖩䖩䖩

䚷䠐䚷䜋䛸䜣䛹┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

ϭϲ
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䠄๓䠅ᅜ㝿ᾏୖ䝁䞁䝔䝘⫼ᚋ㍺㏦䛾ຠ⋡᪉⟇䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄

◊✲ෆᐜ

⌧≧

‴◊✲㒊䠖௧䠏䡚䠑ᖺᗘ䠅
ෆ㝣ഃᣐⅬᑟධ

䐟 䝁䞁䝔䝘⫼ᚋ㍺㏦䛾䝗䝷䜲䝞䞊㊊ぢ
㎸䜏䛻㛵䛩䜛᥎ィ
䐠 䝁䞁䝔䝘⫼ᚋ㍺㏦ຠ⋡䛾䛯䜑䛾♫
䝅䝇䝔䝮䛾᳨ウ䠄ᴗ㛫㐃ᦠ䜔䚸⫼ᚋ
㍺㏦᪉ᘧ䛾ぢ┤䛧➼䛻䜘䜛䠅
䐡 ⫼ᚋ㍺㏦ຠ⋡ຠᯝ䛾᳨ド
䠄䐠䛷䛾䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䝕䞊䝍䛻䜘䜛
᳨ド䠅
䐢 㛵ಀ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦ㔪䛾䛸䜚䜎䛸䜑

ホ౯䛾⤖ᯝ

㍺㏦᪉ᘧ䛾ぢ┤䛧

䛂ᐇ䛩䜉䛝䛃

ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖

ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᑐᛂ

᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾ᑟධྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛩䜉䛝䛷
䛒䜛䚹

㏆ᖺ䛾᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾⏝ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢
⾜䛖䠄䝁䞁䝔䝘⨨᳨ฟ䜔㛵ಀ⪅ሗඹ᭷ᢏ⾡➼䠅䚹

ෆ㝣ഃᣐⅬ䛻䛴䛔䛶䚸༑ศ䛻㈐௵䜢ᯝ䛯䛫䜛⌧ᐇ
ⓗ䛺⤒Ⴀయ䜢ᐃ䛧䛯᳨ウ䜢⾜䛳䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹

ෆ㝣ᣐⅬ䛾ᑟධ䛻㛵䛧䚸䛭䛾㛤Ⓨ䞉㐠Ⴀ䛻༑ศ䛺
㈐௵䜢ᯝ䛯䛫䜛⤒Ⴀయ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶ᛕ㢌䛻
䛚䛔䛯᳨ウ䜢⾜䛖䠄බඹⓗ䛺య䛾㛵➼䠅䚹

ᑐ㇟䛸䛩䜛 ‴䜢᫂☜䛧䛴䛴᳨ウ䜢⾜䛖䜉䛝䛷
䛒䜛䚹

ᾏഃ䛾 ‴䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛺ᐃ䜢䛚䛝䛴䛴᳨ウ
䜢⾜䛖䠄ᅜ㝿ᡓ␎ ‴䜈䛾㞟Ⲵ䛾ᨭ➼䠅䚹
ϭϳ

䠄⤊䠅ᆅ㟈⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛✵
䛻㛵䛩䜛◊✲

⯒䛾㎿㏿䛺Ⅼ᳨䞉ᪧ᪉ἲ
䠄✵

◊✲䛾ᐇ᪉ἲ䛸యไ䛾ጇᙜᛶ

◊✲ᡂᯝ

䛂㐺ษ䛷䛒䛳䛯䛃

䐟 Ⅼ᳨᪉ἲ䛸ุᐃᇶ‽䛾᳨ウ



◊✲㒊䠖ᖹᡂ䠎䠕䡚௧ඖᖺᗘ䠅

┠どⅬ᳨ 䠖 ┠どⅬ᳨䛻䜘䜛ุᐃ䞉Ⅼ᳨䛾䝫䜲䞁䝖
ヲ⣽Ⅼ᳨ 䠖 㻲㼃㻰䠄⯒ᨭᣢຊ ᐃ⨨䠅䛻䜘䜛ᾮ≧㉳
ᅉ䛾✵Ὕ᳨▱᪉ἲ

䐠 ᪧ᪉ἲ䛾㑅ᢥᇶ‽䛾᳨ウ


䜰䝇䝣䜯䝹䝖⯒䛾ᛂᛴᪧ᪉ἲ



䝁䞁䜽䝸䞊䝖⯒䛾ᛂᛴᪧ᪉ἲ

┠ᶆ䛾㐩ᡂᗘ
䛂┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸
┠ᶆ௨እ䛾ᡂᯝ䜒ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛃
ጤဨ䛛䜙䛾䛺䝁䝯䞁䝖
ᐇ㝿ࡢᆅ㟈ᚋࡢᪧάືࢆᐃࡋࠊ%&3ࡢ᭷ᶵⓗ
࡞㐃ᦠ➼ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
㎿㏿࣭ⓗ☜ุ᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣐ࢽࣗࣝෑ㢌ุ
᩿ࣇ࣮ࣟࢆᥖ㍕ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

䐡 ᆅ㟈䛾Ⅼ᳨䞉ᪧ䝬䝙䝳䜰䝹䛾సᡂ

ᅗ䛾ᕥୖ䜋䛹✵Ὕ䛾ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔

㻲㼃㻰

䠄⯒ᨭᣢຊ

ᐃ

ᐃ⨨䠅

ϭϴ
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䠄ཧ⪃䠅
ᢸᙜ㒊

௧䠏ᖺᗘ ホ౯ᑐ㇟ㄢ㢟୍ぴ

ホ౯

ㄢ㢟ྡ

ᢸᙜ

ୗỈ㐨⟶㊰䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯⥲ྜ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㛵䛩䜛◊✲
ୗỈฎ⌮ሙ䛾ᛂᛴᪧᑐᛂ䜢⌧ྍ⬟䛺ୗỈฎ⌮ᐇ㦂タᩚഛཬ䜃᳨ウ

ୗỈ㐨◊✲㒊

ୗỈ㐨⟶㊰䛾㜵⅏䞉ῶ⅏ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ
㑊㞴䞉Ỉ㜵䛻༶ᛂྍ⬟䛺ሗఏ㐩䛾䛯䜑䛾Ỵቯぬ▱䞉ỏ℃ᐇἣண 䛻㛵䛩䜛◊✲
➨୍㒊

⤊

Ἑᕝ◊✲㒊

つᶍᆅ㟈䛻㉳ᅉ䛩䜛ᅵ◁⅏ᐖ䛾䝥䝺䜰䝘䝸䝅䝇ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
චᛶ䜢⪃៖䛧䛯㝆㞵ᣦᶆ䛻ᛂ䛨䛯ᔂቯ⏕⏘ᅵ◁㔞䛾ண 䛻㛵䛩䜛᳨ウ

ᅵ◁⅏ᐖ◊✲㒊

ᩳ㠃䞉ᑐ⟇タୗ㒊䛜㠃ⓗ䛻Ỉἐ䛧䛯ሙྜ䛾ᔂቯ༴㝤ᗘ䛾ホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ
䜲䞁䝣䝷➼䛾ᾮ≧⿕ᐖ᥎ᐃᡭἲ䛾㧗⢭ᗘ
㔜せ䜲䞁䝣䝷䛾༶⿕ᐖ᳨▱䞉ᙉ㟈䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
Ὑ᥀䛾⿕ᐖ䜢ཷ䛡䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔㐨㊰ᶫ䛾ᢳฟ䛸ᨵ㐀䝬䝙䝳䜰䝹䛾㛤Ⓨ

⏬㒊
㐨㊰ᵓ㐀≀
◊✲㒊

ᘓ⠏≀䛾እ䞉㜵Ỉᒙ䛾㛗ᑑᨵಟ䛻㈨䛩䜛᪤Ꮡ䠮䠟㒊ᮦ䛾ホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
➨㒊

➨୕㒊

⤊

⤊

ᘓ⠏≀䛾እᮦཬ䜃ᒇ᰿䛾⪏㢼ᛶ⬟ྥୖ䛻㈨䛩䜛ㄪᰝ◊✲

ᘓ⠏◊✲㒊

䝷䜲䝣䝇䝔䞊䝆䛻༶䛧䛯䝞䝸䜰䝣䝸䞊ຠᯝ䛾ぢ䛘䜛ᡭἲ䛾☜❧

ఫᏯ◊✲㒊

⥳ᆅ➼䛻䜘䜛㒔ᕷ⎔ቃᨵၿຠᯝ䛾ᐃ㔞ⓗホ౯ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲

㒔ᕷ◊✲㒊

つᶍᆅ㟈䛾

‴タ䛾༶⿕ᐖ᥎ᐃᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲

ୖグ䛾䜋䛛䚸๓ホ౯ᑐ㇟ㄢ㢟䜢㏣ຍணᐃ䚹

ͤ㏣㊧ㄪᰝᑐ㇟ㄢ㢟䠖ヱᙜ䛺䛧
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‴◊✲㒊

ϭϵ

ዮᄂ

0CVKQPCN+PUVKVWVGHQT.CPFCPF+PHTCUVTWEVWTG/CPCIGOGPV/.+6,#2#0

㈨ᩱ䠏

䠎䠅ᅜ⥲◊య䛾◊✲䞉άື䛻ᑐ䛩䜛ホ౯

ϭ

䠘ᮏ᪥䛾㈨ᩱᵓᡂ䠚
䞉ホ౯ᇶ‽䐡䚸䐢䚸䐣䚸䐤䛻㛵䛩䜛㈨ᩱ
䞉ホ౯ᇶ‽ẖ䛻ᅜ⥲◊䛸䛧䛶䛾⪃䛘᪉䜔᪉㔪䜢グ㍕䚸䛥䜙䛻㛵
㐃䛧䛯䛾⤂

䠘㆟ㄽ䛧䛶㡬䛝䛯䛔䝫䜲䞁䝖䠚
䞉ᅜ⥲◊䛸䛧䛶䛾◊✲άື䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䜔᪉㔪䚸㛵㐃䛧䛯ά
ື䛻㛵䛩䜛ពぢ䞉ຓゝ➼䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
䞉ホ౯ᇶ‽⮬య䛻㛵䛩䜛ពぢ䞉ຓゝ➼䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
Ϯ
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ڂݜՃҗҽճΌ๏
䕿ᖹᡂϯϬᖺᗘ䛾ᶵ㛵ホ౯䜢䜚㏉䜚䚸ḟᮇᶵ㛵ホ౯䜈䛾ィ⏬ⓗ䛺ᮏጤဨ䛾㐠Ⴀ䛜ᚲせ䚹
䕿ྛᖺᗘ䛾ᮏጤဨ䛿䚸ᖹᡂϯϬᖺᗘᶵ㛵ホ౯䛷సᡂ䛧䛯䛂ᶵ㛵ホ౯ᇶ‽䛃䜢ᇶ䛻㆟ㄽ䚹
䕿୰㛫ᖺᗘ䛷䛒䜛ϯᖺ┠䛻䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᶵ㛵ホ౯ᇶ‽䜢ぢ┤䛧䜢᳨ウ䚹
䕿ศ⛉䛷ホ౯䛧䛯◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛾⤖ᯝ䜢ᮏጤဨ䛻ሗ࿌

䐟䡚䐢 䠖 ◊✲㛤Ⓨ䛾ᐇ䞉᥎㐍㠃 䐣䡚䐦 䠖 ᶵ㛵㐠Ⴀ㠃
ᶵ㛵ホ౯䜢㋃䜎䛘䛯◊✲ホ౯ጤဨ䛾㐍䜑᪉
ᶵ㛵ホ౯ᇶ‽

䐟

䐠

䐢

䐣

䐤

䐥

䐦

䚽

䚽

ᖹᡂᖺᗘ㹼ᖹᡂᖺᗘࢆᑐ㇟ࡋࡓᶵ㛵ホ౯

ᖹᡂᖺᗘ
௧ඖᖺᗘ

䐡

䚽

䚽
䚽

௧㸰ᖺᗘ

䚽

䚽

䚽

௧㸱ᖺᗘ

ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ໃ䛾ኚ䛻㚷䜏䛯ホ౯ᇶ‽䛾ぢ┤䛧䜢᳨ウ

௧㸲ᖺᗘ

ᶵ㛵ホ౯䛻ྥ䛡䛶ᚲせ䛺㡯䜢㆟ㄽ㸦ᶵ㛵ホ౯ྥࡅࡓ‽ഛᮇ㛫㸧

௧㸳ᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ㹼௧㸲ᖺᗘࢆᑐ㇟ࡋࡓᶵ㛵ホ౯

ϯ

ʤࢂߡʥؖؽՃͶͯ͏ͱ
䠍 ホ౯䛾┠ⓗ
䛂ᅜ䛾◊✲㛤Ⓨホ౯䛻㛵䛩䜛⥘ⓗᣦ㔪䛃䚸䛂ᅜᅵ㏻┬◊✲㛤Ⓨホ౯ᣦ㔪䛃➼䜢㋃䜎䛘䚸බṇ䛛䛴㏱᫂ᛶ䛾䛒
䜛◊✲㛤Ⓨホ౯䜢⾜䛔䚸ホ౯⤖ᯝ䜢◊✲άື䚸◊✲యไ䛾ᩚഛ䞉㐠Ⴀ➼䛻ⓗ☜䛻ᫎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹
䠎 ホ౯䛾ᑐ㇟
௧ϱᖺᗘ䛾◊✲㛤Ⓨホ౯䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂϯϬᖺᗘ䛛䜙௧ϰᖺᗘ䜎䛷䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸䛂◊✲㛤Ⓨᶵ㛵➼䛾
ホ౯䛃䜢ᐇ䛩䜛䚹
䠏 ホ౯䛾᪉ἲ
ᖹᡂϮϵᖺϭϭ᭶䛻ᨵゞ䛧䛯䛂ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ ◊✲᪉㔪䛃䜢ཧ⪃䛸䛧䚸እ㒊ホ౯ጤဨ䛛䜙䛾ពぢ䜢㋃
䜎䛘䛶タᐃ䛧䛯䠔䛴䛾ホ౯ᇶ‽䛻ἢ䛳䛶䚸ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ䛾◊✲䞉άື䛾㍈䛸䛧䛶䛔䜛⪃䛘᪉䜔ල
యⓗ䛺ෆᐜ䜢ㄝ᫂䛧䚸ጤဨ㛗ཬ䜃ྛጤဨ䛛䜙ཷ䛡䛯ពぢཬ䜃ホ౯䜢㋃䜎䛘䚸⮬䜙ホ౯䜢⾜䛖䚹
ᶵ㛵ホ౯ᇶ‽
◊✲㛤Ⓨ䛾
ᐇ䞉᥎㐍㠃

䐟 ᅜᅵ㏻ᨻ⟇䛾⏬䞉❧䚸ᬑཬ䜢ᨭ䛘䜛◊✲㛤Ⓨ
䐠 ⅏ᐖ䞉ᨾᑐᛂ䜈䛾ᢏ⾡ⓗᨭ䛸ᑐ⟇ᢏ⾡䛾㧗ᗘ
䐡 ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛾⌧ሙᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䜢ᨭ
䐢 ᨻ⟇ᙧᡂ䛾ᢏ⾡ⓗᇶ┙䛸䛺䜛䚸䝕䞊䝍䛾㞟䞉ศᯒ䞉⟶⌮䚸♫䜈䛾㑏ඖ

ᶵ㛵㐠Ⴀ㠃

䐣 ㉁䛾㧗䛔◊✲䜢ᨭ䛘䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⤌䜏䛾ᵓ⠏
䐤 ᢏ⾡䜢♏䛸䛧䚸◊✲䛸⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾୧㠃䛛䜙ᨻ⟇ᒎ㛤䜢ぢ㏻䛩ேᮦ䛾⫱ᡂ
䐥 ఫᏯ䞉♫㈨ᮏศ㔝䛾ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ䜢ᨭ䛘䜛ᐇ㦂タ➼䛾ಖ᭷䞉ᶵ⬟ᙉ
䐦 ◊✲ᡂᯝ䞉◊✲άື䛾ຠᯝⓗ䛺Ⓨಙ
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ϰ

ホ౯ᇶ‽䐡

ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛾
⌧ሙᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䜢ᨭ
⌧ሙ䛷┤㠃䛩䜛ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛖䚸ᣦᑟ䞉ຓゝ
䛾ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌧ሙᢏ⾡⪅䜢䚸⾜ᨻ▱㆑䛸ᑓ㛛ᛶ䜢ే䛫ᣢ䛴
ᆅᇦ䛾୰᰾ᢏ⾡⪅䛸䛧䛶ィ⏬ⓗ䛻㣴ᡂ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠘ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᶵ㛵ホ౯䛷䛾䛺ពぢ䠚
⌧ሙᢏ⾡ຊ䛾ྥୖᨭ䛾ពᛮ䜢᫂☜䛻ᡴ䛱ฟ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹䜎
䛯䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䛾௳ᩘ䛾ቑຍཬ䜃άື䛾㐍ᒎ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛸䛧䛶䚸┦ㄯ
❆ཱྀ䛾㛤タ➼䛾యไస䜚䛜⾜䛘䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䜛䚹୍᪉䚸୰㛗ᮇⓗ䛺⌧ሙ
ᢏ⾡ຊྥୖ䛾㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇䠄ィ⏬䠅䛜ぢ䛘䛺䛔䚹ᡓ␎ⓗேᮦ⫱ᡂ䛻
䜘䜛⌧ሙᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䛾㔜せᛶ䛿ቑ䛩䜛䛾䛷䚸ᘬ䛝⥆䛝ດຊ䛧䛶䛔䛯䛰䛝
䛯䛔䚹
ϱ

䐡䠉䠍 ⌧ሙᢏ⾡ຊྥୖ䛻ྥ䛡䛯ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿⌧ሙ䛻䜒ᢏ⾡ຊ䡡ᢏ⾡ᇶ‽➼䛾ᐇ㊶ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛻䜘䜚䚸ಶ䚻䛾⌧ሙ䛷䜒Ⰻዲ䛺ఫᏯ䡡♫㈨ᮏ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛟䛣
䛸䛜ᚲせ䚹
䕿⌧ሙ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᢏ⾡ຊ䡡ᢏ⾡ᇶ‽➼䛾ᐇ㊶ຊ䛿䚸ୗグ䛾㏻䜚䚸
ϸ䠅ᢏ⾡ᇶ‽➼䜢ṇ☜䛻⌮ゎ䛧䚸㐺ษ䞉ᰂ㌾䛻㐠⏝䛷䛝䜛䛣䛸
Ϲ䠅⌧ሙ䛷Ⓨ⏕䛩䜛ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䛻㝿䛧䛶䚸୍ᐃ⛬ᗘ⮬❧䛧䛶ᑐฎ䛷䛝䜛䛣䛸
Ϻ䠅⌧ሙ䛷䛾ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䚸ᢏ⾡ᇶ‽➼䛾ᨵၿ䛻ྥ䛡䛯ᥦ䛜䛷䛝䜛䛣䛸
䕿䛣䜜䜙䜢㣴ᡂ䛩䜛䛯䜑䚸ฟ๓ㅮᗙ䚸◊ಟ䚸ேᮦཷධ➼䜢ᐇ

ϲ
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䐡䠉䠍䠉䠍 ◊ಟ䛻䜘䜛ᢏ⾡ᇶ‽䛾⌮ゎ
䕿ᶓ㡲㈡ᗇ⯋䛷䛿 ‴䞉✵ 䞉ἢᓊᾏὒ䛾ྛศ㔝䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ᴗົ䜢䚸㐺ษ䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻㐙⾜䛩䜛䛯䜑䚸ᅜᅵ
㏻┬䛾⫋ဨ➼䜢ᑐ㇟䛻⤒㦂ᖺᩘ䛻ྜ䜟䛫䛯◊ಟ䜔䝔䞊䝬ู䛾◊ಟ➼䜢ᐇ䚹
䚽ᖺᗘ䛿᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸ᐇ䝁䞊䝇䜢⤠䜚tᙧᘧ䛷ᐇ䚹
䞉௧Ϯᖺᗘᐇ◊ಟ

䞉௧Ϯᖺᗘt◊ಟᐇ≧ἣ

࣫ևݜर

ࣰແݜर

ᮏ┬ᐁ䞉⿵బ䚸ົᡤᡤ㛗䜽䝷䝇
䠄⥲ྜ⫋ϭϱᖺ┠䠅

ᛂ⏝䞉ᑓ㛛
䚽
䕿

‴ಖᏳᑓ㛛䝁䞊䝇
‴タ⥔ᣢ⟶⌮䠄ᛂ⏝䠅䝁䞊䝇

ᐇົ
䚽㼕㻙㻯㼛㼚㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼕㼛㼚ᢸᙜ⪅ᐇົ䝁䞊䝇
䚽 ‴✵ 㛵ಀᗈሗᢸᙜ⪅ᐇົ䝁䞊䝇
䚽㟼✜ᗘゎᯒᢸᙜ⪅ᐇົ䝁䞊䝇
䚽 ‴ᩚഛ䛻ಀ䜛ᴗホ౯䝁䞊䝇
䈜 ‴ィ⏬ᢸᙜ⪅ᐇົ䝁䞊䝇
䈜 ‴ሗᢸᙜ⪅ᐇົ䝁䞊䝇
䕿ᅜ㝿 ‴䝁䞊䝇
䕿ᅜ㝿✵ 䝁䞊䝇

䚽

‴✵

ᖿ㒊⫱ᡂ䝁䞊䝇䠄ϩ䠅

ᮏ┬⿵బ䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁᐁ䜽䝷䝇
䠄⥲ྜ⫋ϭϬᖺ┠䠅
䚽 ‴✵ ᖿ㒊⫱ᡂ䝁䞊䝇䠄Ϩ䠅
ᆅ᪉ᩚഛᒁ⿵బ䞉ົᡤㄢ㛗䜽䝷䝇
䠄୍⯡⫋ϮϬᖺ┠䠅
䚽 ‴୰⣭ᢏ⾡⪅䝁䞊䝇
ᆅ᪉ᩚഛᒁ䞉ົᡤಀ㛗䜽䝷䝇
䠄୍⯡⫋ϭϬᖺ┠䠅
䚽

䞉௧ඖᖺᗘ◊ಟᐇ≧ἣ

‴‽୰⣭ᢏ⾡⪅䝁䞊䝇

ධ㛛䞉ᇶ♏
ͤ ‴ಖᏳᇶ♏䝁䞊䝇
䚽㜵⅏䞉༴ᶵ⟶⌮䝁䞊䝇
ͤ ‴ᢏ⾡タィᇶ♏䝁䞊䝇
ͤ ‴タ⥔ᣢ⟶⌮䠄ᇶ♏䠅䝁䞊䝇
ͤ ‴✚⟬䝅䝇䝔䝮ึ⣭䝁䞊䝇
ͤ✵ ✚⟬タ>^䝁䞊䝇

ົ⤒㦂ϯᖺᮍ‶䛾⪅ᑐ㇟
ͤ ‴✵ ᢏ⾡ᨻ⟇ᇶ♏䝁䞊䝇
䚽ึ௵ᅵᮌᢏ⾡⪅䝁䞊䝇
䕿 ‴ึ⣭ᢏ⾡⪅䝁䞊䝇
䚽 ‴᪂௵ᢏ⾡⪅䝁䞊䝇

ϳ

ὀ䠅◊ಟ䝁䞊䝇䛾䛖䛱䛛䜙せ䛺䜒䛾䜢ᢤ⢋䚹
䛯䛰䛧䚸ͤ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚ᖺᗘ୰Ṇ䛸䛺䛳䛯䚹

䐡䠉䠍䠉䠎 ேᮦཷධ䛸◊ಟ䛻䜘䜛⌧ሙᢏ⾡ຊ䛾⥲ྜⓗ䛺㣴ᡂ
䕿㐨㊰ᵓ㐀≀䛾⥔ᣢ⟶⌮䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿ᅜᅵ㏻┬య䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ⫋ဨ䛾ᅜ⥲◊䜈䛾ཷ䛡ධ
䜜䜔ᢏ⾡⪅䛾⤒㦂ᖺᩘ䛻ྜ䜟䛫䛯ϯẁ㝵䛾◊ಟ䜢ᐇ䛧䚸⌧ሙᢏ⾡⪅䜢⥲ྜⓗ䛻㣴ᡂ䚹
䕿ᅜᅵ㏻Ꮫᰯ䜔ᆅ᪉ᩚഛᒁ䛷ᐇ䛩䜛◊ಟ䛻䛿䚸ㅮ⩏䛾ᵓᡂ䛾᳨ウ䚸◊ಟ䝔䜻䝇䝖䛾సᡂ䚸ㅮᖌ䛾ὴ㐵䛷ཧ⏬䚹
◊ಟ

⟶⌮⫋⣭䚸
≉ㄽ

୰⣭

ᢸᙜᴗົ

䕔⌧ሙ⤌⧊䛾ᖿ㒊䛸䛧䛶䚸
䞉⪁ᮙ䚸ᨾ䚸⅏ᐖ䛻
⥭ᛴᑐᛂ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖
㉳ᅉ䛩䜛⥭ᛴᑐᛂ䡚
䛜䛷䛝䜛
ᪧ䜎䛷䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䕔䛥䜙䛻ᑓ㛛ⓗ䛺▱ぢ䜢
䞉^Z͕⑂ປ䛻㛵䛩䜛 ྲྀᚓ䛧䚸㧗ᗘ䛺ㄢ㢟䛻ᑐ
ᛂ
ᑓ㛛䛾▱㆑䛸ᢏ⬟

䞉タィᕤᇶ‽䜔
ಟ⧋ィ⏬䛛䜙ᕤ
䜎䛷䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䕔㏻ᖖ䛾デ᩿䚸ಟ⧋ィ⏬䚸
ಟ⧋タィ䛻ಀ䜟䜛୍㐃䛾
䝬䝛䝆䝯䞁䝖ཬ䜃ᢏ⾡ⓗ䛺
ホ౯䛜䛷䛝䜛

䕻ᅜ⥲◊䜈ฟྥ
 ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ䛛䜙ィ䠒ྡ䛾⫋ဨ䜢㐨㊰ᵓ㐀≀◊
✲㒊䛻ཷධ䜜
 ◊✲䞉⌧ᆅㄪᰝ䞉ᢏ⾡┦ㄯᑐᛂ䞉ᢏ⾡ᇶ‽䛾⟇ᐃ
䛻ᚑ䛧䛶㧗ᗘ䛺ᢏ⾡ຊ䜢⩦ᚓ䛧䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ
䛻ᡠ䛳䛯㝿䛻䛿ྛᆅᇦ䛾୰᰾ᢏ⾡⪅䛸䛧䛶ᩚഛ
ᒁ䜢≌ᘬ

ᢏ⾡ᇶ‽㢮䛾⟇ᐃ
䞉ᢏ⾡ᇶ‽㢮䛾⟇ᐃ㐣⛬䜢㏻䛨ᢏ⾡ຊ䜢ྥୖ

ᐇయ㦂䛻䜘䜛䝇䜻䝹䜰䝑䝥
䞉◊✲ᐊ䛾ᑓ㛛ᐙ䛾ᢏ⾡ᣦᑟ䛻ྠ⾜䛧䚸ᵝ䚻䛺✀
㢮䛾ᦆയ䜔ලྜ䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂຊ䜢㣴ᡂ
䞉⌧ᆅㄪᰝ䜔ᐇ㦂➼䛾ᐇయ㦂䜢㏻䛨ᢏ⾡ⓗ䝉䞁䝇
䜢㣴ᡂ

┤㎄デ᩿*
┤㎄デ᩿䛾୍ဨ䛸䛧䛶ཧຍ

ึ⣭

䞉ἲᐃⅬ᳨䜢⮬䜙ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻
ᚲせ䛺▱㆑䛸ᢏ⬟
䞉ಟ⧋䛾タィ䚸ᕤ䛾ᐇ䚸┘╩
䛻ᑡ䛺䛟䛸䜒ᚲせ䛺▱㆑

䕔䛒䜛ᵓ㐀≀䛻䛴䛔䛶䚸
⮬䜙デ᩿䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹
䕔ಟ⧋䛾┘╩䛜䛷䛝䜛䚹

*ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⟶
⌮䛩䜛ᶫᱱ䛾ෆ䚸⥭
ᛴ䛛䛴㧗ᗘ䛺ᢏ⾡ຊ
䜢せ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗
䛔䜒䛾䜢ᑐ㇟䛻䚸ᅜ⥲
◊䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛛
䜙䛺䜛䛂㐨㊰䝯䞁䝔䝘
䞁䝇ᢏ⾡㞟ᅋ䛃䛜ᢏ⾡
ⓗຓゝ䜢⾜䛖䜒䛾

⊷㣫ᶫ䛾デ᩿≧ἣ䠄,Ϯϳ͘ϭϭ䠅

ϴ
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䐡䠉䠎 ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䜢ᨭ䛩䜛ᣦᑟ䞉ຓゝ ➼
䕿⌧ሙᢏ⾡⪅䛾⥅⥆ⓗ䛺㣴ᡂ䛻ຍ䛘䛶䚸ㄢ㢟䛜Ⓨ⏕䛧䛯㝿➼䛻䛿䚸ಶู䛻⌧ሙ䜢䝃䝫䞊䝖
䕿ᢏ⾡ᣦᑟ䠄䐡㻙㻞㻙㻝䠅䜔䚸⅏ᐖ䛾ὴ㐵䚸ᇶ‽㢮䛾ᨵṇ䠄䐡㻙㻞㻙㻞䠅䚸ᴗົᨭ䝒䞊䝹䛾ᥦ౪䠄䐡㻙㻞㻙㻟䠅➼䜢ᐇ
䕿ᢏ⾡ᣦᑟ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ䞉ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛛䜙䛾㉁ၥ䞉┦ㄯ䛻㝶ᑐᛂ䚹◊✲ᡤయ䛸䛧䛶䝽䞁䝇䝖䝑䝥䛷ᑐ
ᛂ䛩䜛ᢏ⾡┦ㄯ❆ཱྀ䜢ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䛻タ⨨䚹タ⨨௨ᚋ䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䛾௳ᩘ䛿ቑຍഴྥ䚹

ᆅ᪉බඹ
ᅋయ

ϭϮϬϬ
ϵϵϭ

ϭϬϬϬ
ϳϵϴ

ϴϬϬ

㼇

ᢏ
⾡
ᣦ ϲϬϬ
ᑟ
௳
ϰϬϬ
ᩘ

㼉

௳

ϮϬϬ

Ϭ

ϴϰϲ

ϭ͕Ϭϴϭ
ϭ͕Ϭϰϴ
ϮϯϬ ϮϳϮ

Ϯϰϱ

ϭϯϰ
ϭϵϱ

ϲϭϮ

ϱϯϬ
ϰϲϰ
ϭϭϱ
ϴϱ
ϵϰ
ϴϲ
ϭϵ ϭϬ

ϱϯϵ ϴϳ
Ϯϲϳ Ϯϴϴ
ϰϳϯ
ϳϲ
ϮϯϬ
ϭϰϯ
ϭϰ ϭϳ
ϴϵ
ϵϴ
Ϯϳ
ϭϱ ϯϯ
ϭϱϰ

ϯϬϮϮϴϯ ϯϱϬ ϯϰϵ

ϵ
ϮϮϭ

ϯϰϲ

ϰϯϭ ϰϰϭ

⊂ἲ䞉Ẹ㛫➼
ᆅ᪉බඹᅋయ
┬ᗇ

ϯϬϬ Ϯϵϴ
ϭϴ

ᆅ᪉ᩚഛᒁ

ᅜᅵ㏻┬

ϭϳ

ᢏ⾡┦ㄯ
䠄┤᥋◊✲ᐊ
䜈┦ㄯ䠅

䠄ྛศ㔝䛾┦ㄯ䜢䝽䞁
䝇䝖䝑䝥䛷ཷ䛡䛡䠅

ᅜ⥲◊
ᢏ⾡┦ㄯ❆ཱྀ

ϱϬϬ ϰϵϰ

◊✲ᐊ
,ϮϮ ,Ϯϯ ,Ϯϰ ,Ϯϱ ,Ϯϲ ,Ϯϳ ,Ϯϴ ,Ϯϵ ,ϯϬ

Zϭ

䠷ᖺᗘ䠹

ᅜ⥲◊

ᢏ⾡ᣦᑟ௳ᩘ䛾᥎⛣

ᢏ⾡┦ㄯ䛾ὶ䜜

ϵ

䐡䠉䠎䠉䠍 ᢏ⾡ᣦᑟ䠄ᢏ⾡┦ㄯ❆ཱྀ䠅
䕿ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻠᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯⇃ᮏᆅ㟈䛻䜘䜛⿕⅏䛛䜙䛾᪩ᮇᪧ䛻ྥ䛡䛶䚸⿕⅏䛧䛯ᶫᱱ䛾ᵓ㐀ⓗ≉ᚩ䜔⿕⅏ᴫせ䚸ᪧ
ᑐ⟇䛻䛚䛡䜛ᢏ⾡ⓗ䛺㓄៖➼㧗ᗘ䛺ᢏ⾡ᨭ䜢ᐇ䛩䜛⇃ᮏᆅ㟈ᪧᑐ⟇◊✲ᐊ䜢タ䚹
䕿ᪧ䛻㛵䛩䜛ᨭ䛻ຍ䛘䚸ᪧᚋ䛾ᶫᱱ⟶⌮⪅䛸䛺䜛⇃ᮏ┴䛻ᑐ䛧䛶䚸ᩳᙇᶫ䛾䜿䞊䝤䝹ᙇຊ䛾⟶⌮᪉ἲ➼䚸ᚋ䛾
⥔ᣢ⟶⌮➼䛻ಀ䜛ㄝ᫂䜢ᐇ䚹
䛆䠖᱓㭯ᶫ䛇

┿ ⇃ᮏᆅ㟈ᪧᑐ⟇◊✲ᐊ㛗䛛䜙䛾ᪧ䛻䛚䛡
䜛ᢏ⾡ⓗ㓄៖㡯䛾ㄝ᫂䛾ᵝᏊ

ᅗ 䜿䞊䝤䝹ᙇຊ䛾ィ

┿ 䜿䞊䝤䝹ᙇຊ䛾☜ㄆヨ㦂≧ἣ
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᪉ἲ䛾ᴫᛕᅗ

ϭϬ

䐡䠉䠎䠉䠎 ᇶ‽㢮䛾ᨵṇ➼䠄ㄢ㢟䛾ඹ᭷䛸ᑐᛂ䠅
䕿㻾㻝㻚㻡 ὠᕷ䛾ᕪⅬ䛷䚸Ṍ㐨䛻䛔䛯ᅬඣ䛾ิ䛻㌴୧䛜⾪✺䛩䜛ᨾ䛜Ⓨ⏕䚹
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䕿Ἑ㐨ᇶ┙ሗ䝅䝇䝔䝮䠄ZKD䠅䛿䚸ᐃᮇほ
ᅜ⥲◊䛻䛚䛔䛶㜀ぴ䛷䛝䜛䝅䝇䝔䝮䚹
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䕿᪥ᖖᴗົ䛻䛚䛡䜛⫋ဨ䛾సᴗ㛫䛾ຠ⋡䜔䚸⤒㦂䛻ຍ䛘䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛟ពᛮỴᐃ䜢ᨭ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䝅䝇䝔䝮䜢
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ᅜ䛾┤㎄Ἑᕝ䛻㛵䛩䜛Ἑ㐨ᇶ┙
ሗ➼䜢㞟⣙䞉ᩚ⌮䛧䛯ୖ䛷䚸Ἑ㐨
⟶⌮䛾ᇶᮏሗ䛸䛧䛶Ἑ㐨⟶⌮ᇶ
ᮏ䝅䞊䝖䛾సᡂ䜢ᨭ䚹
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ᨻ⟇䛾⏬䞉❧䛾ᢏ⾡ⓗᇶ┙䛸䛺䜛
䝕䞊䝍䛾㞟䞉ศᯒ䞉⟶⌮䚸♫䜈䛾㑏ඖ
ᅜ䛾ᶵ㛵䛸䛧䛶䚸⭾䛺⌧ሙ䝕䞊䝍䜢䚸ᐈほᛶ䞉ṇ☜ᛶ䞉ಙ㢗ᛶ䜢☜ಖ䛧
䛴䛴⥅⥆ⓗ䛻㞟䚸⟶⌮䛧䚸✚䛧䛯䝕䞊䝍䛿䚸⮬䜙ศᯒ䛧◊✲䜈ᫎ䛩
䜛䛸䛸䜒䛻䚸♫䜈㐺ษ䛻බ㛤䛧䛶䛔䜛䛛䚹
䠘ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᶵ㛵ホ౯䛷䛾䛺ពぢ䠚
ከ䛟䛾䝕䞊䝍䛜䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛥䜜䛶እ㒊䜈බ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䜸䞊䝥䞁
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䕿⾜ᨻ┠ⓗ䛷㞟䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜔እ㒊ᶵ㛵䛾䝕䞊䝍䜢䚸◊✲䛷⏝䛩䜛䛯䜑䛻ᩚ⌮䚹
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ⓗ䛷䚸䜸䞊䝥䞁䝕䞊䝍䜢┠ᣦ䛧᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

ᅜ⥲◊䛷⏝
䕿◊✲䠄⌧㇟ゎ᫂䡡ㄢ㢟ゎỴ䠅䛻⏝

䠅:y⾨ᫍ/^䝕䞊䝍䚸dϮ͘Ϭ䝥䝻䞊䝤䝕䞊䝍

䕿㐺ṇ䛺ᴗົᇳ⾜䛾䛯䜑䛾䝹䞊䝹స䜚

䠅ᴗホ౯䜹䝹䝔䚸㟁Ꮚ⣡ရಖ⟶⟶⌮䝅䝇䝔䝮

䕿⿕⅏つᶍ䜔㏻≧ἣ䛾ண 䜔ᢕᥱ

䠅䛖䛱䛒䛢㧗ண

䝅䝇䝔䝮䚸ᆅ㟈䛾䝇䝨䜽䝖䝹ሗ

ᆅᩚ䡡⮬య䜈ᥦ౪
䕿ሗᥦ౪䡡➼䝜䜴䝝䜴䛾ඹ᭷䛻䜘䜛ᴗົᨭ
䠅ᨾᑐ⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇䚸Ἑ㐨ᇶ┙ሗ䝅䝇䝔䝮䠄ZKE䠅

䕿⡆᫆䛺㞟ィ䝒䞊䝹➼䛾䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇䜢ྠ䛻ᥦ౪䛧䚸ᢏ⾡⏝䛾ಁ㐍

䠅䝥䝻䞊䝤⤫ྜ䝃䞊䝞䞊

Ꮫ䡡Ẹ㛫➼䜈䛾ᥦ౪
䕿ሗ䡡䝕䞊䝍䚸せồᛶ⬟䛾බ㛤䛻䜘䜛Ẹ㛫➼䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䡡䝃䞊䝡䝇㛤Ⓨ䛾ㄏⓎ
䠅Ἑᕝ⎔ቃ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
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䞉◊✲ᡭἲ䞉┠ⓗ

ᴟᾏ⯟㊰䜢⯟⾜䛧䛯⯪⯧䛻䛴䛔䛶:y䛻䜘䜛⾨ᫍ/^䝕䞊䝍䛻䜘䜛
ศᯒ䜢⾜䛳䛶䛔䜛
ᴟᾏ⯟㊰䛾⏝䛻䛴䛔䛶ᮇᚅ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䛜⯟⾜ᐇែ䛜ᢕᥱ䛥
䜜䛶䛔䛺䛔
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䞉ᡂᯝ䛾䐠
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ᡤせ᪥ᩘ䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾

ϭϱ
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䕿ᑓ⏝䛾㌴㍕ჾ䜢ᦚ㍕䛧䛯㌴୧䛛䜙䚸㉮⾜⤒㊰䜔ᣲື䠄ຍῶ㏿䜔ᕥྑຍ㏿ᗘ䠅䜢dϮ͘Ϭ䝥䝻䞊䝤ሗ䛸䛧䛶㞟
䕿dϮ͘Ϭ䝥䝻䞊䝤ሗ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛✀䚻䛾䝡䝑䜾䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䚸㐨㊰㏻䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜔䛭䛾ᨵၿ⟇䜢ᑟฟ䛩䜛◊✲
䜢ᐇ

㐨㊰㏻䛾ᛶ䞉ᛌ㐺ᛶྥୖ䛻ྥ䛡䛯◊✲
dϮ͘ϬȗȭȸȖऴإሁȗȭȸȖȇȸǿƷǄƔŴѣ
ဒପƔǒŴឪኳໜᲢKᲣȇȸǿŴឥᘍޗഭȇȸǿŴ
ᡮࡇȇȸǿŴʩᡫȇȸǿሁǛਁЈŵƜǕǒؕᄽ
ȇȸǿƱଏ܍ȇȸǿǛᗡӳŴЎௌƠŴKʩᡫŴᐯ
ѣМဇኺែŴМဇኺែ҄٭ŴȜȈȫȍȃǯሖሁ
ƷȢȋǿȪȳǰඥǛᄩᇌŵᢊែሊƷᢘဇƴǑǔ
јௐЎௌƴǋМဇŵ

㐨㊰㏻䛾Ᏻᛶྥୖ䛻ྥ䛡䛯◊✲
dϮ͘ϬȗȭȸȖऴإƷǄƔŴȉȩǤȖȬǳȸȀ
ȇȸǿƔǒŴឥᘍޗഭȇȸǿŴਫѣޗഭȇȸǿŴү
ᨖʙᝋϋܾሁǛਁЈŵƜǕǒؕᄽȇȸǿƱଏ܍ȇȸ
ǿǛᗡӳŴЎௌƠŴүᨖʙᝋႆဃሖȷעғŴဃ
ᢊែᡫǓ৷ƚኺែŴ̾КሖƴƓƚǔүᨖʙᝋϋܾ
ሁƷȢȋǿȪȳǰඥǛᄩᇌŵᢊែሊƷᢘဇƴǑ
ǔјௐЎௌƴǋМဇŵ
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ฟධཱྀ䛻㓄⨨䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏕ά㐨㊰㏻䜚ᢤ䛡⤒㊰䠄ྑᅗ䛿
䜲䝯䞊䝆䠅䜢䜘䜚ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛻ศᯒ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜⪃䛘䜙
䜜䜛䚹
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- 24 -

ϭϲ

䐢䠉䠎䠉䠏 㻱㼀㻯㻞㻚㻜䝥䝻䞊䝤䝕䞊䝍 䜸䞊䝥䞁䛻ྥ䛡䛯᳨ウ
䕿ᅜ䛛䜙㞟䛥䜜䛯dϮ͘Ϭ䝥䝻䞊䝤ሗ䛿䚸䛻㐨㊰⟶⌮⪅䛻䜘䜛㏻≧ἣ䜔༴㝤⟠ᡤ䛾ᢕᥱ䛻⏝䛧䛶䛝䛯䚹
䕿Ẹ㛫䜔Ꮫ䛷ά⏝䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑䚸䜸䞊䝥䞁䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䜢㛤ጞ䚹
䕿Ẹ㛫䛛䜙ᥦ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᐇドᐇ㦂䜢㏻䛨䚸ᥦ౪䛩䜛䝕䞊䝍ᙧᘧ䜔䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ಖㆤ᪉ἲ➼䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛶
䛔䜛䚹
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㞟ᩚഛ䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ䚹ᅜ䛾୍⣭Ἑᕝ䚸⣭Ἑᕝཬ䜃䝎䝮†䜢ᑐ㇟䛻ᐇ䚹
䕿ᅜ䛾Ἑᕝົᡤ➼䛷ᐇ䛥䜜䛯ἙᕝỈ㎶䛾ᅜໃㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䚸⏝⪅䛜⏝⪅䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛺䝕䞊䝍
䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛻ኚ䛧䛯ୖ䛷䚸䠳䡁䠾䝃䜲䝖䛻䛶ሗᥦ౪䚹

䛆䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᴫせ䛇

䛆ㄪᰝෆᐜ䛇

ㄪᰝ㡯┠ู䛾⤖ᯝ䜢^s䞉'/^䠄䝅䜵䜲䝥䠅ᙧᘧ
䛷䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟

䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛧䛯䝕䞊䝍䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸
䛷ᐜ᫆䛻ศᯒᅗ➼䛾సᡂ䛜ྍ⬟

ϭϴ
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㉁䛾㧗䛔◊✲䜢ᨭ䛘䜛
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⤌䜏䛾ᵓ⠏
◊✲䛾㉁䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸◊✲䜢ᨭ䛘䜛ᚑ᮶䛾ྲྀ⤌䜢⥅⥆ⓗ䛻ᨵၿ
䛧䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛻◊✲䜢䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛩䜛యไ䞉⤌䜏䜢ᵓ⠏䞉㐠⏝䛧
䛶䛔䜛䛛䚹
䜎䛯䚸ከᵝ䛷ᛴ㏿䛺ᢏ⾡䛾㐍䛻ᛂ䛨䚸┬ᗇ㛫㐃ᦠ䜔⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛺䛹䚸
እ㒊䛸䛾᪂䛯䛺㐃ᦠ䛾⤌䜏䜢ᶵືⓗ䛻ᩚഛ䞉ά⏝䛧䛶䛔䜛䛛䚹
䠘ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᶵ㛵ホ౯䛷䛾䛺ពぢ䠚
䛂◊✲ィ⏬᳨ウ㆟䛃䜢タ⨨䛩䜛䛺䛹䚸ໟᣓⓗ䛺䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᯟ⤌䜢ᵓ⠏䛧
䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䛂⏘Ꮫᐁ䛾㐃ᦠ䞉㐺ษ䛺ᙺศᢸ䛃䛿㔜せ䛺䜻䞊䝽䞊䝗䛷䛒䜚䚸
᪂䛧䛔⤌䜏䛜ά⏝䛷䛝䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䜛䚹୍᪉䚸ඹྠ◊✲௳ᩘ䚸㐃ᦠᶵ㛵
ᩘ䛜ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛䛣䛸䛻ᠱᛕ䛜䛒䜛䚹

ϭϵ

䐣䠉䠍 ◊✲䛾㉁䛾ྥୖ䛾䛯䜑䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䚽 ◊✲ホ౯䛻䛒䛯䛳䛶ᖜᗈ䛔どⅬ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶◊✲䛾㉁䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛂እ㒊ホ౯䛃䛸ᡤ㛗䜢
䝖䝑䝥䛸䛧䛯యไ䛻䜘䜛䛂ᡤෆホ౯䛃䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚⮬䜙䜒ཝ䛧䛟◊✲≧ἣ䜢᳨ド䛧䛶ᨵၿ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸እ㒊᭷㆑⪅䛛䜙ຓゝ䜢ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛻䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛యไ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䜛䚹
䕿 ◊✲㒊䛾◊✲ᐇ᪉㔪ཬ䜃㔜せ䛺◊✲䜢┿䛻Ⰻ䛟䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛂◊✲ィ⏬᳨ウ㆟䛃䜢䚸
ḟᖺᗘ䛾◊✲ィ⏬䜈ⓗ☜䛻ᫎ䛷䛝䜛ᖺᗘᮎ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹
䚽 ண⟬ᇳ⾜䛾ᡤෆᡭ⥆䛝䛻䛚䛔䛶䚸ᡤ㛗䜢䝖䝑䝥䛸䛧䛯యไ䛷ィ⏬䜢㆟ㄽ䛩䜛䛺䛹䚸◊✲䛾ᐇẁ㝵
䛷䜒䝬䝛䝆䝯䞁䝖యไ䜢ᵓ⠏䛧䛶◊✲䛾㉁䛾ྥୖ䜢ᅗ䛳䛶䛔䜛䚹
䕔◊✲ᐇ䛾๓ᖺᗘ䛾䛺ὶ䜜
እ㒊ホ౯䠄◊✲ホ౯ጤဨ䠅
䠒᭶䡚䠓᭶
ୖ༙ᮇศ⛉

䠍䠌᭶䡚䠍䠍᭶
䠍䠎᭶
ᮏጤဨ
ୗ༙ᮇศ⛉

䚽ㄢ㢟ホ౯
䞉๓ホ౯

ᡤෆጤဨ

䚽ㄢ㢟ホ౯
䚽ᶵ㛵ホ౯
䞉୰㛫ホ౯
䛭䜜䛮䜜እ㒊᭷㆑
䞉⤊ホ౯
⪅䛾ຓゝ䜢䛔䛯䛰䛟
䞉㏣㊧ㄪᰝ

◊✲䝬䝛䝆
䝯䞁䝖䛻እ㒊
᭷㆑⪅䛾ຓ
ゝ䜢ᫎ

◊✲ィ⏬᳨ウ㆟
䠎᭶䡚䠏᭶
◊✲ィ⏬᳨ウ㆟
䚽◊✲㒊䛾㐠Ⴀ䞉⟶⌮᪉㔪
䚽◊✲ᐊ䛾◊✲ィ⏬

ḟᖺᗘ
◊✲ᐇ
䛻ᫎ

ᡤෆጤဨ

䕔◊✲ᐇ䛾ᙜᖺᗘ䛾䛺ὶ䜜
◊✲ィ⏬᳨ウ㆟䛾㆟
ㄽ䜢㋃䜎䛘䛶䚸䝤䝷䝑䝅䝳
䜰䝑䝥䛧䛯◊✲ィ⏬䜢ᇶ
䛻ྛ◊✲ᐊ䛷◊✲ᐇ
‽ഛ

◊✲䛾ᐇ

ͤ 䜋䜌䛩䜉䛶䛾◊✲䛻䛴䛔䛶䚸㒊ෆᡭ⥆䛝䛷◊✲㒊㛗
䛜ᐇ᪉ἲ➼䜢☜ㄆ
ͤ 㔜せ䛺◊✲䛻䛴䛔䛶䚸ᡤ㛗䜢ྵ䜐యไ䛷ᐇ᪉ἲ➼
䜢☜ㄆ
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◊✲ᡂᯝ➼䜢㋃䜎
䛘䚸ḟᖺᗘ䛾◊✲
ィ⏬䛾᳨ウ

ϮϬ

䐣䠉䠎䠉䠍 እ㒊䛸䛾㐃ᦠయ⣔
䕿㏆ᖺຍ㏿䛩䜛䚸♫ໃ䛾ኚ䚸ᢏ⾡䛾㐍ᒎ䜢㋃䜎䛘䚸䜘䜚㎿㏿䚸ᰂ㌾䛻ᵝ䚻䛺ศ㔝䛾ᢏ⾡䚸▱ぢ䜢ྲྀ䜚㎸䜏䚸䛥䜙䛻
䝇䝟䜲䝷䝹䜰䝑䝥䛻䛴䛺䛜䜛ྲྀ⤌䜢ᙉ䛩䜛እ㒊䛸䛾㐃ᦠ䛾ྲྀ⤌䜢ᙉ
䕿᪤Ꮡ䛾⤌⧊䛾䜏䛷䛿ᐇ⌧䛷䛝䛺䛛䛳䛯ᡂᯝ䜢⏕䜏ฟ䛩䛯䜑䛻㐃ᦠ䜢ᙉ

◊✲ㄢ㢟䛾タᐃ
ᅜ⥲◊䛾୍⯡ⓗ䛺
◊✲䝥䝻䝉䝇

ᮏ㉁ⓗ䛺ᢏ⾡ⓗㄢ㢟
䜢᫂☜

◊✲䛾ᐇ

◊✲ᡂᯝ䛾ᐇ

䝇䝟䜲䝷䝹䜰䝑䝥

ㄢ㢟䜢✺◚䛩䜛
௬タ䛸᳨ド

♫ᐇ䛻ྥ䛡䛯
㐨➽䜢ᵓ⠏

ᐇ⤖ᯝ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥
ḟ䛺䜛◊✲䛻ᫎ

ඹྠ◊✲

ф
እ
㒊
叉
叏
㐃
ᦠ

х

㐃
ᦠ
叏
ᇶ
ᮏ
ⓗ
友
吐
吖
叻
呂

ጤク◊✲ᡂᯝ 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥
;Ͳ^,Ϳ

ጤク◊✲
䠄◊✲ᡤබເᆺ䚸ᑂ㆟ᆺ䞉ㄢ㢟≉ᐃ᭷䜚䠅

◊✲䛾
ᙺศᢸ

ጤク◊✲䠄ᑂ㆟ᆺ䞉ㄢ㢟≉ᐃ䛺䛧䠅

♫ᐇ㦂䠄ᐇᐇ㦂䠅

ᢏ⾡බເ䠄ヨ⾜䠅

ᢏ⾡䛾
⼥ྜ

♫ᐇ㦂䠄䝣䜱䞊䝹䝗ᥦ౪䠅

^/W
䝻䝪䝑䝖せồᛶ⬟䛾බ⾲

䡱䡬䢈䢛䢙
䡮䢅䢉䢚䡬䡸䡪䢙

ŝͲŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ᥎㐍䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
䠄䝅䞊䝈䛸䝙䞊䝈䛾䝬䝑䝏䞁䜾䠅
WZ/^D䞉W

Ϯϭ

䐣䠉䠎䠉䠍 እ㒊䛸䛾㐃ᦠయ⣔
䕿ඹྠ◊✲௳ᩘ䛿䚸䛭䛾ᙜ䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛◊✲䛻䜘䜚ቑῶ䛿ぢ䜙䜜䜛䜒䛾䛾タ❧ᙜึ䛛䜙୍ᐃᩘ䜢ᐇ
䕿ጤク◊✲䛿ቑຍഴྥ䚸ᮏ┬䜢㏻䛨䛶⾜䛖䚸᪂㐨㊰ᢏ⾡㆟䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨබເ䚸Ἑᕝ䡡◁㜵◊✲㛤Ⓨබເ䚸ୗỈ㐨㠉
᪂ⓗᢏ⾡ᐇドᴗ;Ͳ^,Ϳ䛻䜘䜛බເ䛻䜘䜚䚸✚ᴟⓗ䛻Ꮫ➼䛾▱ぢ䜢ྲྀ䜚ධ䜜

䕿ඹྠ◊✲䛾ᐇ௳ᩘ
ϯϬ
Ϯϳ Ϯϳ

Ϯϱ

ϲϮ

ϲϬ

Ϯϰ

ϱϬ

ϭϳ ϭϳ

ϭϴ ϭϴ
ϭϲ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϱ ϭϱ
ϭϮ

ጤ
ク
◊ ϰϬ
✲
௳
ᩘ ϯϬ
௳
ϮϬ

ϱ
Ϭ

ϱϲ ϱϱ

ϮϮ

 

ඹ ϮϬ
ྠ
◊
✲
௳ ϭϱ
ᩘ
咬
௳
咭 ϭϬ

Ϯϯ

䕿ጤク◊✲䛾ᐇ௳ᩘ

ϳϬ

ϰϳ ϰϲ

ϯϮ

ϮϬ

ϰϵ

ϱϮ

ϱϬ

ϰϱ

ϯϰ ϯϱ

Ϯϯ
ϭϵ

ϭϬ

,ϭϴ ,ϭϵ ,ϮϬ ,Ϯϭ ,ϮϮ ,Ϯϯ ,Ϯϰ ,Ϯϱ ,Ϯϲ ,Ϯϳ ,Ϯϴ ,Ϯϵ ,ϯϬ ,ϯϭ ZϮ
ᅵ◊䞉ᘓ◊䞉

‴◊༢⊂䛷⥾⤖䛧䛯ඹྠ◊✲䜢㝖䛟௳ᩘ

Ϭ

䠷ᖺᗘ䠹

,ϭϴ ,ϭϵ ,ϮϬ ,Ϯϭ ,ϮϮ ,Ϯϯ ,Ϯϰ ,Ϯϱ ,Ϯϲ ,Ϯϳ ,Ϯϴ ,Ϯϵ ,ϯϬ Zϭ ZϮ
䠷ᖺᗘ䠹

ϮϮ
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䐣䠉䠎䠉䠎 䠦䠝䠴䠝䛸䛾ᅵ◁⅏ᐖ┘どᡭἲ ඹྠ㛤Ⓨ
䕿ᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠄㻶㻭㼄㻭䠅䛸ඹྠ䛷䚸⾨ᫍ⏬ീ䛻䜘䜛ᅵ◁⅏ᐖ┘どᡭἲ䛾◊✲㛤Ⓨ䜢ᐇ
䕿௧ඖᖺᗘ䛻ᡭἲ䛜ᴫᡂ䚸⾨ᫍ㻭㻸㻻㻿㻙㻞䛾⏬ീ䜢┠どุㄞ䛧䛶䚸ᅵ◁⅏ᐖ⟠ᡤ䜢Ⓨぢ䛩䜛ᡭἲ䜢ᥦ䛧䚸ᾏ㐨⫹
ᮾ㒊ᆅ㟈➼䛷⏝
䕿௧䠎ᖺᗘ䛛䜙䛿䚸㻭㻸㻻㻿㻙㻠䛾ᡴ䛱ୖ䛢䛻䛒䜟䛫䚸䜘䜚ᗈᇦ䛻⮬ື䛷ุㄞ䛷䛝䜛ᡭἲ䜈䛾ᨵⰋ䛻╔ᡭ䚹

䛆㛤Ⓨ䛧䛯ᅵ◁⅏ᐖ┘どᡭἲ䛇
䞉⅏ᐖ๓ᚋ䛾ᗈሗ㘒ᙉᗘ䛾ኚ䛛䜙ᅵ◁
⅏ᐖ䛾᭷↓䜢┠ど䛷ุㄞ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈䛾ᑐᛂ
ᚋ᪉ᩓᙉᗘ䛸䛭䛾ኚ䛾䜲䝯䞊䝆
ᙉᗘᕪศ㻿㻭㻾⏬ീୖ䛷䛾Ⰽ䛸ᚋ᪉ᩓᙉᗘ䛾ኚ

䛰䛔䛱㻠ྕ㻔㻭㻸㻻㻿㻙㻠㻕
䛻䜘䜚䚸䜘䜚ᗈᇦ䛻
⮬ືุูᡭἲ䛾㛤Ⓨ
䛻䜘䜚䚸䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛻

Ϯϯ

㻭㻸㻻㻿㻙㻞䛸㻭㻸㻻㻿㻙㻠䛾ほ

⠊ᅖ䛾䜲䝯䞊䝆ᅗ Ϯϯ

ホ౯ᇶ‽䐤
ᢏ⾡䜢♏䛸䛧䚸◊✲䛸⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾୧㠃䛛䜙
ᨻ⟇ᒎ㛤䜢ぢ㏻䛩ேᮦ䛾⫱ᡂ
◊✲䜢♏䛸䛧䚸◊✲䛸⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾୧㠃䛛䜙ᨻ⟇ᒎ㛤䜢ぢ㏻䛩ேᮦ䛾⫱
ᡂ䛜ᅗ䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹

䠘ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᶵ㛵ホ౯䛷䛾䛺ពぢ䠚
ேᮦ⫱ᡂ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛿᫂☜䛷䛒䜚ྲྀ⤌䜒㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸ᡤෆ䛷ホ౯䛩䜛䛯
䜑䛾ホ౯㍈䜢タᐃ䛧䛶䚸㣴ᡂ䛥䜜䛯ேᮦ䛜◊✲䛸⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾୧㠃䛛䜙ᨻ⟇
ᒎ㛤䜢ぢ㏻䛫䜛⬟ຊ䜢㌟䛻䛡䛶䛔䜛䛛䝏䜵䝑䜽䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹

Ϯϰ
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䐤䠉䠍䠉䠍 ᅜ⥲◊ேᮦ䛾⫱ᡂ
䕿⾜ᨻ䛸ᐦ᥋䛻㛵䜟䜛◊✲ㄢ㢟䜢㐍䜑䜛ᅜ⥲◊◊✲⫋ဨ䛻䛿䚸䐟◊✲⪅䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䛾䚸䐠⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾ឤぬ䜔⌮
ゎ䛜ᚲせ䚹
䕿䐟◊✲⪅䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䛾䛖䛱䚸ᇶ♏ⓗ䛺⬟ຊ䛿K:d䜔ຮᙉ➼䛻䜘䜛ᣦᑟ䜢㏻䛨䛶䚸◊✲䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛩䜛⬟ຊ䛿◊✲
ィ⏬᳨ウ㆟䛸䛔䛳䛯☻䛟ᶵ䛾ᥦ౪䜢㏻䛨䛶⬟ຊྥୖ䜢ᅗ䜛䚹
䕿䐠⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾ឤぬ䜔⌮ゎ䛿䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛾ᴗົ⤒㦂➼䛻䜘䜚ᙧᡂ䚹
䠘ᅜ⥲◊◊✲⪅䛸䛧䛶䛾ேᮦ⫱ᡂ䝥䝻䝉䝇䠚
௵◊✲ᐁ

◊✲ဨ䞉◊✲ᐁ

ᅜ
⥲
◊

ᩚ咁⾜
ഛᅜᨻ
ᒁᅵᶵ

➼㏻㛵
咂ᮏ
┬
呍
ᆅ
᪉

◊✲ᐊ㛗

◊✲⪅䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䛾ྥୖ

◊✲㒊㛗䞉䝉䞁䝍䞊㛗

◊✲䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䛾ྥୖ

䐟ㄢ㢟䛾ᩚ⌮䞉⌮ゎ
䐠௬ㄝ䛸᳨ド᪉ἲ䛾タᐃ
䐡◊✲ィ⏬䛾タᐃ
䐢䝕䞊䝍䛾ゎ㔘
䐣ᑓ㛛ᐙ䛸䛾㆟ㄽ䠄Ꮫ⾡ⓗ䛺㆟ㄽ䠅
䐤◊✲䞉ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ሗ㞟䞉⌮ゎ
䐥䜟䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛⬟ຊ

䐟♫ໃ䛾ኚ䜢ᢕᥱ䞉ண
䐠ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䛾᫂☜
䐡ᶵ㛵䛾άື䛾ᢕᥱ
䐢ᅜ⥲◊䛾ᙺ䛾ㄆ㆑
䐣◊✲యไ䛾ᵓ⠏㻔ศᢸ䞉㐍ᤖ⟶⌮䠅
䐤ᡂᯝ䛾య⣔ⓗ䛸䜚䜎䛸䜑

䠘⫱ᡂ䛾᪉ἲ䠚
◊✲Ⓨ⾲䚸⤒㦂䞉䝜䜴䝝䜴ఏᢎㅮ₇䚸ྛ✀ຮᙉ
䠄㆟ㄽ䛾ሙ䠅䚸Ꮫ䜈䛾ཧຍ䚸㻻㻶㼀䚸◊✲ᶵ㛵䛸䛾
ேὶ ➼

䠘☻䛟ᶵ䠚
ຮᙉ䠄ᶓ᩿ⓗ⤌⧊䠅䚸◊✲ィ⏬᳨ウ㆟䚸እ㒊ホ౯ጤဨ䚸
ᢏ⾡ᇶ‽䛾సᡂ ➼

ᅜᅵ㏻ᮏ┬䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ䛷䛾ᴗົ⤒㦂➼
䐟⾜ᨻ䞉⌧ሙ䝙䞊䝈䛾⌮ゎ
䐠⌧ሙ䛾䛾⌮ゎ
䐡⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾䛾⌮ゎ
䐢⌧ሙ䛾ぢ᪉䞉᥋䛧᪉䠄⌧ሙ䛾䛾⌮ゎ䠅

⾜ᨻ䞉⌧ሙ䛾ឤぬ䛾⫱ᡂ

Ϯϱ

䐤䠉䠍䠉䠎 ከᵝ䛺ேᮦ䛻䜘䜛⤌⧊䛾ᙧᡂ
䕿ேὶ䜔௵ᮇ䛝◊✲ဨ䚸ὶ◊✲ဨไᗘ䜢ά⏝䛧䚸ከᵝ䛺ேᮦ䛷⤌⧊䜢ᙧᡂ䚹
䕿௵ᮇ䛝◊✲ဨ䜔ᣍ⪸◊✲ဨไᗘ䛻䜘䜚Ꮫ➼䛾◊✲ᶵ㛵䛻ᡤᒓ䛩䜛◊✲⪅䛾▱ぢ䜢⼥ྜ䚹
䕿ேὶ➼䛻䜘䜚ᅜ䞉ᆅ᪉䛛䜙ᵝ䚻䛺⾜ᨻ䞉⌧ሙ䜢▱䜛ᢏ⾡⪅䛾ឤぬ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䚹
䕿ὶ◊✲ဨไᗘ䛷䚸Ẹ㛫䛾▱ぢ➼䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛺䛜䜙䚸◊✲䛾㧗ᗘ䜔⌧ሙ䜈䛾䝇䝮䞊䝈䛺ᒎ㛤䜢┠ᣦ䛩䚹
䠘ᅜ⥲◊䛸䠑䛴䛾ᶵ㛵䛸䛾⥭ᐦ䛺ேᮦ⫱ᡂ䠚

ᅜᅵ㏻
ᮏ┬

䠘ᅜᅵ㏻ᮏ┬䛸ᅜ⥲◊䠚

ேὶ

䠘Ẹ㛫ᴗ䛸ᅜ⥲◊䠚

ὶ◊✲ဨ

䠘ᆅ᪉ᩚഛᒁ䛸ᅜ⥲◊䠚

Ẹ㛫ᴗ

ᅜ⥲◊

ᆅ᪉ᩚഛ
ᒁ

ேὶ

ᅵ◊
ᘓ◊

䠘◊✲ᩍ⫱ᶵ㛵䠄Ꮫ➼䠅䛸ᅜ⥲◊䠚

௵ᮇ◊✲ဨ
ᣍ⪸◊✲ဨ

䠘ᆅ᪉⮬య䛸ᅜ⥲◊䠚

䛖䜏䛭䜙◊

◊✲ᩍ⫱
ᶵ㛵䠄
Ꮫ➼䠅

ேὶ

ᆅ᪉⮬
య

Ϯϲ
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䐤䠉䠎 ேᮦ⫱ᡂ䠄K&&Ͳ:d➼䠅䛾ྲྀ⤌
䛆ྛ✀ຮᙉ䛇

䛆ᅜ⥲◊◊✲Ⓨ⾲䛇
┠ ⓗ

┠ ⓗ

z Ⓨ⾲䝇䜻䝹䛾ྥୖ

z ␗ศ㔝䛾ᢏ⾡䛾▱ぢ
䛾⩦ᚓ

z Ⓨ⾲䛻䛸䜒䛺䛖

z ఫᏯ䞉♫㈨ᮏศ㔝䜈

◊✲⬟ຊ䛾ྥୖ

䛾ά⏝ྍ⬟ᛶ䛸ㄢ㢟
䛾⮬ᚊⓗ᳨ウ

ᑐ ㇟
z ⱝᡭ⫋ဨ
ᅜ⥲◊◊✲Ⓨ⾲䠄,ϯϬ͘ϲ㛤ദ䠅

ᑐ ㇟
z ◊✲㒊䞉䝉䞁䝍䞊䛾㛗 䠇 ୰ሀ䞉ⱝᡭ⫋ဨ

䛆⤒㦂䞉䢅䡯䢆䡯ఏᢎ䛾ㅮ₇䛇
┠ ⓗ
z ศ㔝䞉ୡ௦䜢㉸䛘䛶䚸

䛆⌧ሙᢏ⾡᠓ㄯ䛇

┠ ⓗ

z 」ᩘ䛾ᆅ᪉ᩚഛᒁ䛻ඹ㏻䛩䜛せ䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸
⌧ሙ䛸ศᢸ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜏

ከᵝ䛺⤒㦂䞉ᩍカ䜢
ඹ᭷

カ௧䛻䜘䜚
≉ᐃᘓタᢏ⾡
㛤Ⓨ᥎㐍ᐊ䜢タ⨨

z ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛻
ᝎ䜏䚸䝇䜻䝹䜰䝑䝥
䛻䛴䛺䛢䜛

ᅜ⥲◊
⌧ሙᢏ⾡
᠓ㄯ

ᑐ ㇟
z ⫋ဨ

Ϯϳ
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㈨ᩱ㸲

ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨ
㆟㸯 ௧㸰ᖺᗘ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟◊✲ホ౯⤖ᯝࡢሗ࿌
ࢥ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ

グධ⪅㸸          

✀ྛڦホ౯㸦๓ࠊ⤊㸧ࡢホ౯ࡢほⅬ➼ࡘ࠸࡚ࡈពぢࢆグ㍕㢪࠸ࡲࡍࠋ
































ͤ㆟⤊ᚋົᒁ࣓࣮࡚ࣝ㏦㢪࠸ࡲࡍࠋ
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㈨ᩱ㸳

ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨ
㆟㸰 ᅜ⥲◊యࡢ◊✲࣭άືᑐࡍࡿホ౯
ࢥ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ

グධ⪅㸸          

ڦయࢆ㏻ࡋ࡚ࡢࡈពぢࠊᅜ⥲◊ᑐࡍࡿせᮃ➼ࢆグ㍕㢪࠸ࡲࡍࠋ










ڦホ౯ᇶ‽ճմյնࡘ࠸࡚ࠊホ౯ᇶ‽ཪࡣᮏ᪥ࡢㄝ᫂㛵ࡍࡿࡈពぢ➼ࢆグ㍕㢪࠸ࡲࡍࠋ
ճ ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ⌧ሙ 
ᢏ⾡ຊࡢྥୖࢆᨭ




մ ᨻ⟇ࡢ⏬࣭❧ࡢᢏ 
⾡ⓗᇶ┙࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢ 
㞟࣭ศᯒ࣭⟶⌮ࠊ♫ 
ࡢ㑏ඖ




յ ㉁ࡢ㧗࠸◊✲ࢆᨭ࠼ 
ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⤌ࡳ 
ࡢᵓ⠏



ն ᢏ⾡ࢆ♏ࡋࠊ◊✲ 
⾜ᨻ࣭⌧ሙࡢ୧㠃ࡽᨻ⟇ 
ᒎ㛤ࢆぢ㏻ࡍேᮦࡢ⫱ᡂ 
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ཧ⪃㈨ᩱ䠍

ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨጤဨྡ⡙

䛆ᮏጤဨ䛇

ጤဨ㛗

ᑠụ䚷ಇ㞝

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㻌ᅵᮌ◊✲ᡤ㻌Ỉ⅏ᐖ䞉䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ᅜ㝿䝉䞁䝍䞊㻔㻵㻯㻴㻭㻾㻹㻕䝉䞁䝍䞊㛗
㻔୍♫㻕ఫᏯ⏕⏘ᅋయ㐃ྜ㻌ᘓ⠏つไྜ⌮ጤဨጤဨ㛗

᭷ྜྷ䚷ၿ๎

ฟ䚷ከຍᏊ

䝝䜴䝇ᕤᴗᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌ἲ௧㑂Ᏺ䞉ရ㉁ಖド᥎㐍ᮏ㒊㛗
ᡂ㋣Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊⤒῭⤒ႠᏛ⛉㻌ᩍᤵ
㻔୍♫㻕᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜ㻌ᅵᮌᕤᢏ⾡ጤဨ㻌ᅵᮌᢏ⾡㛤Ⓨ㒊㻌㒊㛗

ᱵᮧ䚷
䞞⇃㇂⤌㻌ᅵᮌᴗᮏ㒊㻌ᮏ㒊㛗
ཱྀ䚷ᩗ

ᮾிᏛ⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤ㻌ᩍᤵ
⟃ἼᏛ㻌ྡᩍᤵ

ᮧ䚷ㅬ㑻
䠣䠧ᮧ㒔ᕷィ⏬◊✲ᐊ㻌௦⾲
ゅ䚷ဴஓ

ி㒔Ꮫ㜵⅏◊✲ᡤ䚷ᩍᤵ

㇂ཱྀ䚷⥤Ꮚ

⟃ἼᏛᏛ㝔䝅䝇䝔䝮ሗᕤᏛ◊✲⛉㻌ᩍᤵ

⩚⏕䚷ె

❧ᩍᏛほගᏛ㒊㻌ᩍᤵ

ර⸨䚷ဴᮁ

ᮾிᾏὒᏛᏛ⾡◊✲㝔ὶ㏻ሗᕤᏛ㒊㛛㻌ᩍᤵ

ྂ⡿䚷ᘯ᫂

ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉㝃ᒓỈ⎔ቃᕤᏛ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌ᩍᤵ
䈜༑㡢㡰䚸ᩗ⛠␎
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ཧ⪃㈨ᩱ㸰
ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨタ⨨つ๎
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ྕ
ᨵṇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ྕ
ᨵṇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ྕ
ᨵṇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ྕ
㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤࡢ◊✲యไࠊ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟➼ࡢእ㒊ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᅜ
ᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦ጤဨࡢᵓᡂཬࡧጤဨ㸧
➨㸰᮲ ጤဨࡣࠊጤဨ㸯㸱ྡ௨ෆ࡛ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸰 ጤဨࡣࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤࡢ◊✲㛤Ⓨศ㔝ࡢእ㒊ᑓ㛛ᐙࡑࡢࡢእ㒊᭷㆑⪅ࡢ
࠺ࡕࡽࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ㛗㸦௨ୗࠕᡤ㛗ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀጤკࡍࡿࠋ
㸱 ጤဨࡢጤკᮇ㛫ࡣ㸰ᖺ௨ෆࡍࡿࠋణࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸦ጤဨ㛗㸧
➨㸱᮲ ጤဨጤဨ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ጤဨ㛗ࡣࠊጤဨࡢ㑅ࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ
㸱 ጤဨ㛗ࡣࠊጤဨࡢົࢆ⥲⌮ࡍࡿࠋ
㸦ศ⛉㸧
➨㸲᮲ ጤဨࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤࡢ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ◊✲㛤Ⓨศ㔝
࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗどⅬࡽホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊศ⛉ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ศ⛉ࡣ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊホ౯⤖ᯝࢆጤဨሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ࡑࡢᡤ㛗ࡣࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤࡢ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ࠊศ⛉ពぢࢆ
ồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㐠Ⴀ㸧
➨㸳᮲ ጤဨࡢᣍ㞟ࡣࠊᡤ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ
㸰 ጤဨࡢᗢົࡣࠊ⏬㒊◊✲ホ౯࣭᥎㐍ㄢࡀ⾜࠺ࠋ
㸦㞧๎㸧
➨㸴᮲ ࡇࡢつ๎ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ㆟ࡢᡭ⥆ࡁ➼ࠊጤဨࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯
ࡣጤဨ㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ
㸦㝃๎㸧
  ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸦㝃๎㸧
  ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ㸯㸲ᖺ㸷᭶㸰᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸦㝃๎㸧
  ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸦㝃๎㸧
  ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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ཧ⪃㈨ᩱ 3
ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨศ⛉タ⨨つ๎
ᖹᡂ 15 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ 12 ྕ
ᨵṇ ᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ᅜ⥲◊㐩➨ 2 ྕ
㸦タ⨨㸧
➨㸯᮲ ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨタ⨨つ๎➨㸲᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇
⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨศ⛉㸦௨ୗࠕศ⛉ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦ศ⛉ጤဨ㸧
➨㸰᮲ ศ⛉ጤဨࡣࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤࡀᡤᤸࡍࡿ◊✲㛤Ⓨศ㔝ࡢእ㒊ᑓ㛛ᐙࡢ࠺ࡕ
ࡽࠊᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ㛗㸦௨ୗࠕᡤ㛗ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀጤკࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊศ⛉ጤဨࡣ
ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨ㸦௨ୗࠕᮏጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢጤဨࢆ」ᩘྡྵࡵࡿࡇ
ࡋࠊྜィ㸰㸳ྡࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ศ⛉ጤဨࡢጤკᮇ㛫ࡣ㸰ᖺ௨ෆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸦㒊㸧
➨㸱᮲ ศ⛉㒊ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 㒊ࡣࠊ➨୍㒊ࠊ➨㒊ཬࡧ➨୕㒊ࡍࡿࠋ
㸱 ᡤ㛗ࡣࠊ◊✲ศ㔝ࢆ຺ࡋ࡚ྛศ⛉ጤဨࡀᒓࡍࡿ㒊ࢆ᫂ࡽࡋࠊศ⛉ጤဨࢆጤკࡍ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ㝿ࠊྛ㒊㸯ྡ௨ୖࡢᮏጤဨጤဨࢆྵࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᰝ㸧
➨㸲᮲ ศ⛉ጤဨࡽࠊྛ㒊ࢆᢸᙜࡍࡿᰝࢆ㑅ฟࡍࡿࠋ
㸰 ᰝࡢ㑅ฟࡣࠊᮏጤဨጤဨࢆවࡡࡿศ⛉ጤဨࡢ୰ࡽጤဨ㛗㸦ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ
◊✲ホ౯ጤဨタ⨨つ๎➨㸱᮲つᐃࡍࡿጤဨ㛗ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢᣦྡࡼࡾ⾜࠺ࠋ
㸦㐠Ⴀ㸧
➨㸳᮲ ศ⛉࠾ࡅࡿホ౯ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊḟࡢศ⛉ጤဨࡽ࡞ࡿ㆟ࢆ㛤ദࡋ࡚⾜࠺ࡇ
ࡍࡿࠋ
୍ ホ౯ᑐ㇟◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡀᑐ㇟ࡍࡿศ㔝ᛂࡌ࡚ጤဨ㛗ࡀᣦᐃࡍࡿ㒊ᒓࡍࡿศ⛉
ጤဨ
 ๓ྕ௨እࡢศ⛉ጤဨࡢ୰ࡽጤဨ㛗ࡀᣦྡࡍࡿศ⛉ጤဨ
㸰 ጤဨ㛗ࡣࠊ๓㡯➨ྕࡢᣦྡ࠶ࡓࡾࠊᰝࡢពぢࢆồࡵࡿࡇࡍࡿࠋ
㸱 ㆟ࡢᣍ㞟ࡣࠊᡤ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ
㸲 ㆟ࡢົࡣࠊ➨㸯㡯➨୍ྕᇶ࡙ࡁጤဨ㛗ࡀᣦᐃࡋࡓ㒊ࢆᢸᙜࡍࡿᰝࡀ⾜࠺ࠋ
㸳 ➨㸯㡯ࡢ㆟ඛ❧ࡕࠊ࠶ࡽࡌࡵ㆟ฟᖍጤဨ௨እࡢศ⛉ጤဨࡽពぢࢆồࡵࠊ㆟
࠾ࡅࡿᑂ㆟ᫎࡉࡏࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᗢົ㸧
➨㸴᮲ ศ⛉ࡢᗢົࡣࠊ⏬㒊◊✲ホ౯࣭᥎㐍ㄢࠊ⏬ㄢཬࡧ⟶⌮ㄪᩚ㒊⏬ㄪᩚㄢࡀ⾜࠺ࠋ

㸦㞧๎㸧
➨㸵᮲ ࡇࡢつ๎ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ㆟ࡢᡭ⥆ࡁ➼ࠊศ⛉ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣᰝ
ࡀᐃࡵࡿࠋ
㸦㝃๎㸧
  ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ
ࠕ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࡢホ౯ࠖホ౯ᇶ‽
㹙Ϩ◊✲㛤Ⓨࡢᐇ࣭᥎㐍㠃㹛
ڦᅜᅵ㏻ᨻ⟇ࡢ⏬࣭❧ࠊᬑཬࢆᨭ࠼ࡿ◊
◊✲㛤Ⓨ
ձ ◊✲ㄢ㢟ࡢタᐃࠊ ᨻ⟇ࢽ࣮ࢬࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ┤㠃ࡍࡿᨻ⟇ᒎ㛤ᑐᛂࡋࡓ◊
◊✲ࡢᐇࠊ
✲ㄢ㢟ࠊᑗ᮶ⓗᚲせ࡞ࡿᨻ⟇㈨ࡍࡿࡓࡵᐇࡍࡿ◊✲ㄢ
◊✲ᡂᯝࡢᐇ
㢟ࢆタᐃࡋࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ≉ᛶ
ᛂࡌ࡚ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ◊✲ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ◊✲ᡂᯝࡢ⌧
ሙᐇࢆⓗ☜᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⅏ڦᐖ࣭ᨾᑐᛂࡢᢏ
ᢏ⾡ⓗᨭᑐ⟇ᢏ
ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ
ղ ᅜ ෆ እ  ࠾ ࡅ ࡿ ◊✲ᡤࡋ࡚ᑐᛂࡀᚲせ࡞ᅜෆཪࡣᾏእ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⅏ᐖ➼ࡘ
⅏ᐖ➼ࡢᑐᛂ࣭㧗 ࠸࡚ࠊḟ⅏ᐖ㜵Ṇࡸᛂᛴᑐ⟇㛵ࡍࡿ⌧ሙࡢᑐᛂࢆᨭࡍࡿ
ᗘ◊✲
ࡶࠊཎᅉࡢ✲᫂ࠊᪧ࣭⯆ィ⏬ࡢ᳨ウࠊᑐ⟇ࡢᐇࡘ࠸
࡚ᢏ⾡ⓗ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖ➼ࡽ
ᚓࡽࢀࡿ▱ぢ࣭ᩍカࢆ✚ࡋࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏ᑐ⟇ࡢ㧗ᗘ◊✲
ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ⌧
⌧ሙᢏ⾡ຊࡢྥୖࢆᨭ
ճ ┤ 㠃 ࡍ ࡿ ㄢ 㢟 ゎ ⌧ሙ࡛┤㠃ࡍࡿᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࢆᨭࡍࡿࡓࡵ⾜࠺ࠊᣦᑟ࣭
Ỵࠊᑗ᮶ࡢ⌧ሙᢏ ຓゝࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ⌧ሙᢏ⾡⪅ࢆࠊ⾜ᨻ▱㆑ᑓ㛛
⾡ຊࡢᨭ
ᛶࢆేࡏᣢࡘᆅᇦࡢ୰᰾ᢏ⾡⪅ࡋ࡚ィ⏬ⓗ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦᨻ⟇ࡢ⏬࣭❧ࡢᢏ⾡ⓗᇶ┙࡞ࡿࢹ
ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ศᯒ࣭⟶⌮ࠊ♫ࡢ㑏ඖ
մ ࢹ ࣮ ࢱ ࡢ ⥅ ⥆ ࡋ ᅜࡢᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ⭾࡞⌧ሙࢹ࣮ࢱࢆࠊᐈほᛶ࣭ṇ☜ᛶ࣭ಙ㢗ᛶ
ࡓ㞟࣭⟶⌮࣭ศ ࢆ☜ಖࡋࡘࡘ⥅⥆ⓗ㞟ࠊ⟶⌮ࡋࠊ✚ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ⮬ࡽศ
ᯒ࣭බ㛤
ᯒࡋ◊✲ᫎࡍࡿࡶࠊ♫㐺ษබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ཧ⪃㈨ᩱ㸲

㹙ϩᶵ㛵㐠Ⴀ㠃㹛
ڦ㉁ࡢ㧗࠸◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ࣐
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⤌ࡳࡢᵓ⠏
յ ◊ ✲ ࣐ ࢿ ࢪ ࣓ ࣥ ◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ◊✲ࢆᨭ࠼ࡿᚑ᮶ࡢྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ⓗ
ࢺࡢᐇ࣭እ㒊 ᨵၿࡋࠊຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ◊✲ࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿయไ࣭⤌ࡳ
ࡢ㐃ᦠ☜ಖ
ࢆᵓ⠏࣭㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊከᵝ࡛ᛴ㏿࡞ᢏ⾡ࡢ㐍ᛂࡌࠊ
┬ᗇ㛫㐃ᦠࡸ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡞ࠊእ㒊ࡢ᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢ⤌ࡳࢆᶵ
ືⓗᩚഛ࣭ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦᢏ⾡ࢆ♏ࡋࠊ◊✲⾜ᨻ࣭⌧ሙࡢ୧㠃ࡽᨻ⟇ᒎ㛤ࢆぢ㏻ࡍே
ேᮦࡢ⫱ᡂ
ն ┠ᣦࡍࡁேᮦ

ᢏ⾡ࢆ♏ࡋࠊ◊✲⾜ᨻ࣭⌧ሙࡢ୧㠃ࡽᨻ⟇ᒎ㛤ࢆぢ㏻ࡍே
ᮦࡢ⫱ᡂࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ڦఫᏯ࣭♫㈨ᮏศ㔝ࡢᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢆᨭ࠼ࡿᐇ
ᐇ㦂タ➼ࡢಖ᭷࣭ᶵ⬟ᙉ
շ ᐇ 㦂  タ ࡢ  ά ᨻ⟇ࡢ⏬࣭❧㈨ࡍࡿ᳨ドࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࡲࡓࡣࠊẸ㛫࣭Ꮫ
⏝㐺ษ࡞⟶⌮
➼ࡢᖜᗈ࠸ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊಖ᭷ࡍࡿᐇ㦂タࢆ᭷
ຠά⏝ࡍࡿࡶࠊᨻ⟇ࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ษ࡞⟶⌮ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

✲◊ڦᡂᯝ࣭◊✲άືࡢຠᯝⓗ࡞Ⓨ
Ⓨಙ
ո ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ

ᅜ⥲◊ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ
ᅜ⥲◊ࡢ◊✲άືࢆᅜෆእᗈࡃ࿘▱ࡋࠊᅜ⥲◊ࡢ▱ྡᗘᏑᅾ
ឤࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊᗈሗࢆ⤌⧊య࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ם২ᘐሊዮӳᄂᆮᴾᄂᆮ૾ᤆᴾ
․‣‣࠰உ‣ଐ‒

ם২ᘐሊዮӳᄂᆮỉ̅ԡᴾ
  

‒˰∝ܡᅈ˟ஜЎ↚ⅹↀ↺ɟ↝↝ᄂᆮೞ᧙↗ↆ↕⅚২ᘐ⇁Ҿѣщ↚⅚ྵ↕ↆנ
ݩஹ↚↾→↕ܤμ∝↖࣎ܤщ↗᭽щⅱ↺↗םᅈ˟↝ܱྵ⇁Ⴘਦↈ‒

ؕஜۋѬᴾ
  

ૼٳ௧ੇधखथষभଳਡु౷ऽइؚবଅઐৢभੁன৫पघॊ
‒ ∝২ᘐሊ↝˖ဒ∝ᇌక↝↮↙↸↉⅚୍ӏ∝ܭბ↭↖ɟᝦↆ↕⅚࢘ʙᎍ↗ↆ↕Ӌဒↈ↺‒
‒ ∝২ᘐሊ↝࣏ᙲࣱ↳ܱ⇁ࣱ࢘ڲᚰ⇭∞⇥↚↷↹ଢ↸ⅺ↚ↆ⅚ᛟଢᝧ˓⇁ௐↈ‒

ٳଢ଼ણदသढञৈ২द়ऩૼৡ॑ৰਜभਠৃप൬੪घॊ
‒ ∝ྵܱ↝ئऴ⇁៊↭ⅷᚐൿሊ⇁੩ᅆↆ⅚ܹሁ↝᭗ࡇ↙ዬ࣯↱ࣖݣೞѣႎ↚ૅੲↈ↺‒
‒ ∝̾⅝↝ࣖݣʙ̊⇁ᔛᆢ⅚ɟᑍ҄ↆ↕࠼ⅾ੩̓ↈ↺↗↗↱↚⅚⇁ᄂᆮ↚Ӓପↈ↺‒ ‒ ‒

ٳবଅ؞ভभలਟ൸भྍधૼ৫भയਤपेॉؚৗञऩੁभলपणऩऑॊ
‒ ∝↳םᅈ˟⇁̳ყↆ⅚⇁҄٭ႎᄩ↚ਵⅷ⅚ݩஹ↝ᛢ᫆⇁ᙸᡫↈ‒
‒ ∝࠼ⅾင↝↗ܫܖ২ᘐ↝ᡲઃ∝ᗡӳ⇁↙ૼ⅚↹২ᘐ⇁ޒႸਦↈ‒

ఌ࠴ểễỦѣᴾ
 

ٳবଅઐৢੁभ੫؞য়੧੍ؚ॑इॊଢ଼৫
‒
‒
‒
‒

∝Ⴚ᩿ↈ↺ᙲ↙ሊૅ⇁ޒⅷ↺২ᘐؕแ∝ඥ⇁˳ኒႎ↚੩ᅆ⅚ྵܱئᘺↆዒዓႎ↚ોᑣ‒
∝ݩஹႎ↙ࣖݣⅻे↺↻ↄܭᛢ᫆⇁ਁЈↆ⅚ሊ↝૾Ӽࣱ⇁੩క‒
∝∝םᅈ˟↝ѣӼ⇁ዒዓႎ∝ᧈႎ↚Ўௌↆ⅚ჷᙸ⇁ᔛᆢ‒
∝ဦႎ↙ᨥแ҄⅚ᡦɥ↝২ᘐᎍᏋ⇁ᡫↇ↕⅚ⅻ↝২ᘐ↝ᨥૅ⇁ޒੲ‒

಼ٳ૩؞হৌૢषभৈ২ऩૼ੍ରधৌੁૼभৈ২৲
‒
‒
‒
‒

∝ႆႺࢸⅺ↸ᄂᆮᎍ⇁ᢔↆ⅚ʚഏܹ᧸ഥ↳࣯ࣖݣሊ↚᧙ↈ↺ྵૅ⇁ࣖݣ↝ئੲ‒
∝Ҿ↝׆ᆮଢ⅚ࣄ∝ࣄᐻᚘဒ↝౨᚛⅚ݣሊ↝ܱ↚↓ⅳ↕২ᘐႎ↚яᚕ‒
∝ܹሁⅺ↸ࢽ↸↻↺ჷᙸ∝⇁ᔛᆢↆ⅚᧸∝ถݣሊ↝᭗ࡇ҄ᄂᆮ↚Ӓପ‒
∝ෙ↚ٳⅹↀ↺ᙹٻܹ↚⅚ↆݣܹࣖݣέᡶ↕ↆ↗২ᘐႎ↚ૅੲ‒

ٳ্ତଂಉभਠৃૼৡभ੍॑ର  
‒ ∝ྵئⅻႺ᩿ↈ↺ᛢ᫆↚ܱ⅚ↆݣѦ⇁ჷ↺ᇌ↝↞↖↸↙ئਦ∝ݰяᚕ⇁ᡫↇ⅚২ᘐщ⇁ᆆ᠃‒
‒ ∝ʴ↝Ӗλ↻⅚ᄂ̲ሁ↚↷↹ᘍჷᜤ↗↊́⇁ࣱᧉݦਤ↓↝؏עɶఋ২ᘐᎍ⇁‒ ‒

ٳੁਛभૼ੦ೕधऩॊॹॱشभઽૐ؞ীෲ؞ଵ৶ؚভषभ൬੪  
‒ ∝↝ೞ᧙↗ↆ↕⅚ᐔܲ⅚⇁⇥∞⇭ئྵ↙ٻᚇࣱ∝ദᄩࣱ∝ࣱ̮᫂⇁ᄩ̬ↆ↓↓ӓᨼ⅚ሥྸ‒
‒ ∝ᔛᆢↆ⇭∞⇥↞⅚ᐯ↸Ўௌↆᄂᆮ↧Ӓପↈ↺↗↗↱↚⅚ᅈ˟↧ᢘЏ↚π‒
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参考資料５

ᄂᆮỉ࣎ನảᴾ
ٳষ؞ਠৃभઌभॽش६॑৶ੰखؚমସऩૼୖ॑ન৲
॑ୖٳघॊෘହधਫ਼্১ؚভৰಎषभ൙॑அीञଢ଼ੑ॑ੁ
∝ኵጢႎ↚ᆢɥↁ↕ⅼᄂᆮᔛᆢ⇁ဇↆ⅚ଏࢮᄂᆮ↝˴⇁ʈ↹ឭⅷ↺ⅺ⇁ଢᄩ҄
∝ᚘဒെ᨞ⅺ↸ᅈ˟ܱᘺ⇁े⅚ↆܭᄂᆮႸ⅚⅚⇟⇗⇞∋∞∑⅚ᢋႸ⇁ᚨܭ
∝ᐯ↸↝ࢍ↮⊦ࢊ↮⇁ᛐᜤↆɥ↖⅚ٳᢿ↗↱ᡲઃↆ↕јྙႎ↙ᄂᆮ˳С⇁ನሰ

ٳ੭ैोञহৰऊैଢ଼৸৬भன৫॑ৄྚइؚฑໞपੑ॑ৄઉख
∝⇭∞⇥⅚ʙܱ⇁ܲᚇႎ∝ɶᇌႎ↚ᚐↆ↕ˎᛟ⇁౨ᚰ
∝ࠢ࠼ⅳЎ↝↗ܼᧉݦᜭᛯ⇁ᘍⅳ⅚ٶ᩿ႎ∝ٶᚌႎ↚ᎋݑ
∝ᄂᆮμ˳⇁ᙸᡫↆ⅚ࠝ↚ኽௐ↝ஜឋ⇁ᙸಊ↰⅚ᚘဒ⇁ᐯႆႎ∝ዒዓႎ↚ᙸႺↆ
∝ᚾᘍᥴᛚↆ⅚े↝ٳܭኽௐ↱௩᠂↚Ӗↀ↗↰⅚↷↹ᑣⅳᄂᆮௐ↝оЈ↧↗ޒ

ٳੴৄ॑৬௺য়थथॉऽधीॊधधुपؚਠৃदઞइॊਛટपಊ
ٳਛટभન؞ෟऩভৰಎपऐञਅറऩ൙॑ଡണ
∝ᘍ∝ྵ∝ئᄂᆮ⅚Ӳ⅝↝ཎࣱ⇁ⅺↆܱྵࣱ↝᭗ⅳܱᘺ⇽∓⇡⇟⅚ࢫл⇁ଢᄩ҄
∝࠼⇁إᄂᆮ↝ɟ↗ↆ↕ኵ↮ᡂ↮⅚ˡ↾↺ↂ↗⇁ॖᜤↆ↕ᆢಊႎ↚ᅈ˟↧ႆ̮

ٳৰಎभટ॑ইज़টॵ॔شউखૼؚୖ॑ྴলखथઃऩॊଢ଼पખ

ᄂᆮửૅảỦͳૢؾᴾ
ٳସभৈःଢ଼੍॑इॊঐॿ४ওথॺभலੌाभଡണ
∝ࠢ࠼ⅳᙻໜⅺ↸⅚ᄂᆮ⇁↷↹ᑣⅾↈ↺↰↚ٳᢿᚸ̖↗ϋᚸ̖⇁ܱ
ᇹɤᎍⅺ↸↝яᚕ∝ॖᙸሁ⇁ᆢಊႎ↚ӕ↹λ↻⅚ᐯ↸↱ӈↆⅾᄂᆮཞඞ⇁౨ᚰↆોծ
∝ٶಮ↖࣯ᡮ↙২ᘐ↝ᡶٳ⅚ↇࣖ↚ޒᢿ↗↝ૼ↙ᡲઃ↝ˁኵ↮⇁ೞѣႎ↚ૢͳ
∝ௐ⇁ჷႎؕႴ҄ↈ↺Бᘍཋ⊦⇭∞⇥⇿∞⇟⇁˺⅚ٶಮ↙࠼إെ⇁ဇॖ

॑ૼٳຊधखؚଢ଼धষ؞ਠৃभએऊैੁன৫॑ৄৢघয౫भਛ
∝⇭∞⇥⇁ᛠᚐⅼ⅚ྵ↓↓ↆे⇁ئኽᛯ↧↝ᢊሂ↗ᅈ˟ܱᘺ⇁ኵᇌ↕↺щ⇁
∝έʴ↝ᄂᆮᔛᆢ↳ኺ᬴∝⇴⇌⇵⇌⇁ˡ১ↆ⅚ᘍ∝ྵ⇁ئኺ᬴ↈ↺ೞ˟⇁੩̓
∝ᘍ∝ྵ⅚ئငܖⅺ↸↝ᄂᆮᎍ↙↘⅚ٶಮ↙ʴ↚↷↺ᄂᆮኵጢ⇁࢟

ٳક୧؞ভৱমীभૼଢ଼৫੍॑इॊৰୡਝಉभ৳થ؞ਃચਘ৲
∝ܱဇؾɦ↖↝ࣱᏡ౨ᚰ↚ɧӧഎ↙⅚ൟ᧓↖↞̬ஊᩊ↙ᚨ⇁ᢘЏ↚ሥྸ∝ᢃဇ
∝ൟ᧓∝ܖٻሁ↝ࠢ࠼ⅳ২ᘐᄂᆮႆ⇁ૅੲↈ↺↰⅚ٳᢿ↧↝ᚨМဇೞ˟↱੩̓
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ཧ⪃
࣭௧㸰ᖺᗘᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ホ౯ጤဨ
 ጤဨࡽࡢࡈពぢ



（参考）令和２年度

国土技術政策総合研究所 研究評価委員会
委員からのご意見

■Ⅰ 研究開発の実施・推進面
③地方整備局等の現場技術力の向上を支援


中長期的にどのような体制で地域、地方と連携していくのかについて描かれている



さまざまな研修を実施されているが、効果の確認を行うことが必要と考える。その工程
がなければぜひ実施していただきたい。



国総研として、質問・相談のワンストップの窓口を設定されていることは素晴らしいこ
とだと思う。



出向を通じた技術力の向上のしくみは極めて優れている。個人のモチベーションも高
まり、技術力も上がっているとのことで期待する。



様々な研修、教育指導の仕組みが構築、実践されている。また、人材交流も効果的で、
地方整備局の技術力向上に寄与している。



日本は南北、東西に広がる国土空間を抱えており、それぞれ独自の地域課題があるので、
ぜひ様々な形で地方部局との連携を進めていただきたい。



新たな地域課題から次につながる研究の芽を発見するための共同研究（様々な形があ
ると思いますが）を進めていただきたい。



下水道事業は、市町村や都道府県など自治体が主体として管理している。そのため、地
方整備局における下水道分野の技術支援力が十分に強化されていない可能性もある。
国総研だけでなく他の機関と連携することをも含めて、下水道分野の現場技術支援に
ついて方向性を示していただきたい。

④政策の企画・立案の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元


データの社会還元と、それに基づく民間企業の活動は期待できるが、どの程度まで公開
されるのか、事前に利用者の理解を深めることが大切と思う。



国の機関という立場で膨大なデータの有効活用に向けて取り組まれている。



データのオープン化、デジタル化は大変重要で着実に進められている。



電子化しにくい、研究者、研究所の歴史をまとめる作業、オーラルヒストリーのとりま
とめなども検討していただきたい。歴史的な地図、データの管理も大切だと思う。



国交省事業に関する事業コストの変化要因、事業効果定量化手法などについて、国総研
が全国の事例を系統的に収集した上で研究対象とし、その成果を社会に向けて発信し
ていくことが重要と考える。



ETC2.0 のオープン化はそれほど進んでいるようには思わない。迅速な対応を期待する。
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純粋な民間企業のデータの活かし方にも留意する余地が十分あるように感じる。
（特に
物流データなど）



研究・活動において、防災・減災、国土強靱化の観点も重要性は高いが、同時にデジタ
ル化（デジタルトランスフォーメション）を促進することも重要な課題と思われる。多
くの情報をデジタル＆オープン化することで研究連携の促進、情報共有を通じて総合
的な研究の新たな視点が生まれるものと思う。それにより、地方自治体、大学・研究機
関、企業など幅広い関係者がデータを活用できるような取組を誘導する研究が期待さ
れる。例えば、データ活用の優良事例を公表することも有意義かもしれない。

■Ⅱ 機関運営面
⑤質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築


専門性の高い研究者にとってわかりやすく伝える力は必要なことなので重要視された
ほうが良いと思う。



外部との連携強化を図り、研究の質的向上に努めている。



実験フィールドの整備等により、産官学の共同研究を更に進めていただきたい。



様々なレベルでの国際的連携、国際化対応は今後も継続的に努める課題だと思うので、
引き続き注力を期待する。



国際展開に関して、諸外国との交流協定の事例、それに基づく国際共同研究テーマや人
事交流の現状、過去からの変化を見える化（地勢的、テーマ的にマッピング）を試みて
いただきたい。そうすることで、次の展開で何が必要かについて議論できると考える。



海外の研究者が十数名規模で国総研に常駐するような体制が組まれていても良いと考
える。



実装までしっかり推進するという意味でも、民間企業との連携も強化されるべきだと
思う。

⑥技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成


学位取得には、個々の研究者の能力が高まることにより所としての力が増えるという
ことだけでなく、論文の執筆等により新たな知識をを作り上げることにもつながるの
で、そのようなことも含めた人材育成についても検討されたい。



「現場の感覚」を知るために、国内外問わず人材交流を行うべきではないか。



行政側の研究所という位置づけだろうが、民間の現状を知ることも必要であるので、民
間との連携・人材交流も必要に応じて実施すべきと思う。



人材の育成について、研究所だけなく行政機関との人事交流等を通した研究と行政・現
場の両面から業務経験を積ませる取組が行われており評価できる。一方で、研究者個人

- 42 -

からみるとキャリアアップのルートは様々であるため、人材育成についてキャリア（経
歴、専門性、働き方等）の視点からも検討されたい。


国際展開、またその観点からも学位取得を戦略的に行ってはどうか。



若手研究者の育成について幅広い配慮、また中堅研究者のサバティカル制度など、現在
のリソースの中で検討ください。



国総研の技術者には、国土のあり方を幅広い視点から捉える教養を涵養することも大
切と考える。



国総研としては国の政策展開を見通す人材の育成が重要であることは理解できる。し
かしながら、将来的に日本が当該分野で国際的なリーダシップを発揮するためにも、人
材の国際化にも配慮いただきたい。その方法の第一段階として、重要な成果の国際誌へ
の発表、ガイドラインやマニュアルの概要を英文化することなどされてはどうか。

- 43 -

国土技術政策総合研究所資料
TECHNICAL NOTE of NILIM
No.1144

February 2021

編集・発行 ©国土技術政策総合研究所
本資料の転載・複写の問い合わせは
〒305－0804 茨城県つくば市旭１番地
企画部研究評価・推進課 TEL 029-864-2675

