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平成 29 年 2 月 7 日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（計量標準総合センター）
議事次第
日 時：平成 29 年 2 月 7 日（火）10:00-17:00
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 3 事業所（3-9 棟 3 階 第 4-6 会議室）
開会挨拶
委員等紹介・資料確認

理事 島田 広道
評価部研究評価室 田中 洋平

計量標準総合センターによる説明（質疑含む）
１．領域の概要と研究開発マネジメント
（１）領域の概要
（説明 10 分）
（２）領域の研究開発マネジメント
（説明 20 分、質疑・評価記入 30 分）

10:00-10:05
10:05-10:10

（議事進行：初澤 毅 評価委員長）
10:10-10:20
計量標準総合センター長 三木 幸信
10:20-11:10
研究戦略部長 臼田 孝

２．「橋渡し」のための研究開発
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）

11:10-11:45
分析計測標準研究部門長 野中 秀彦

（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）

11:45-12:20
物質計測標準研究部門長 藤本 俊幸

昼食・休憩（40 分）

12:20-13:00

現場見学会（80 分）

13:00-14:20

（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）

14:20-14:55
工学計測標準研究部門長 高辻 利之

休憩（30 分・休憩場所でのデモ展示含む）

14:55-15:25

３．知的基盤の整備
（説明 20 分、質疑・評価記入 20 分）

15:25-16:05
物理計測標準研究部門長 中村 安宏

総合討論・評価委員討議・講評
総合討論（総合センター等への質疑を含む）
評価委員討議（総合センター等役職員 退席）
評価記入（総合センター等役職員 退席）
委員長講評（総合センター等役職員 着席）

（議事進行：初澤 毅 評価委員長）
（15 分）
16:05-16:20
（15 分）
16:20-16:35
（15 分）
16:35-16:50
（5 分）
16:50-16:55

閉会挨拶

理事 島田 広道
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16:55-17:00
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評価委員
計量標準総合センター
委員長
○

氏名

所属

役職名

初澤 毅

国立大学法人 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業
教授
技術研究所

金澤 秀子

慶應義塾大学 薬学部

虎尾 彰

ＪＦＥテクノリサーチ株式会社 知的財産事業部 グループ知財支
主査
援部

野田 華子

アンリツ株式会社 技術本部

先進技術開発セン
ター長

橋本 秀樹

株式会社 東レリサーチセンター

取締役 営業部門
長

堀井 茂

一般社団法人 日本計量機器工業連合会

専務理事

教授

所属・役職名は委員会開催時。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（計量標準総合センター）
評価資料（主な業務実績等）

１．領域の概要と研究開発マネジメント
（１）領域の概要
計量標準総合センター（NMIJ）は、2001 年 4 月の独法産総研の発足以来、それまで欧米に比
べ不十分とされた計量標準の整備と供給（産総研法第 11 条に定める第 3 号業務）を主要課題と
して活動してきた。この間、2010 年までに欧米諸国に比肩しうる計量標準を整備するという、知
的基盤整備計画（2000 年度～2010 年度）を達成し、2010 年度～2014 年度の産総研第 3 期中期目
標期間では、それまでに確立した計量標準の維持・高度化を継続しつつ、環境、エネルギー、医
療、健康に寄与する計量標準を中心とした 60 を超える計量標準を立ち上げた。一方、貿易の技
術的障害に関する協定（WTO/TBT）を契機として国際的な基準認証の同等性・整合性が求めら
れる中、国際的には国際比較を通じた計量標準の同等性評価、国内的には国家標準への校正ルー
ト（所謂トレーサビリティ制度）の確立が求められた。このため、NMIJ は国家標準の整備にと
どまらず、国際比較の立案遂行など国際同等性確保のスキーム作り、タイ国家計量標準機関の設
立などの途上国支援、国内校正ラボの整備のための標準供給体制の整備も同時並行的に行った。
また、法定業務である特定計量器の型式承認、基準器検査、計量人材の育成を着実に執行してき
た。これらの活動を通じて、米・独とならび質量定義改定に対応した世界 4 カ国の一角を占める
など、国家計量標準機関としての国際的プレゼンスは 2000 人以上の職員を擁する米国立標準技
術研究所（NIST）
、ドイツ物理工学研究所（PTB）などに次ぐ地位を占めるに至った。
このように NMIJ 設立当初の目標が順調に達成される一方、産業構造審議会及び日本工業標準
調査会の合同会議である「知的基盤整備特別委員会」の中間報告（－知的基盤整備・利用促進プ
ログラム－2012 年 8 月）では、中小企業なども含むユーザーサイドでの計量標準の活用状況はま
だ不十分であると指摘されている。また基本的な標準が整備される一方で計量標準への個別ニー
ズは量目・範囲ともますます多岐に渡り、特に標準物質では組成や濃度など無限とも言える組み
合わせが求められている。このような背景を踏まえ経済産業省が中心となって策定した計量標準
整備計画(2013 年度から 2022 年度まで)では、整備状況の進捗をチェックするとともに、ユーザ
ーニーズを調査し、その結果を整備計画に反映させる機動的な計量標準の整備が求められている。
さらに、2010 年までの整備計画達成にともない市場の目が最新の計測課題の解決に向けられ、
計量標準に加えて計測技術の開発も不可欠であることを指摘する声も聞かれるようになった。同
時に、計量標準について卓越した実力を有する NMIJ に対し、標準と技術的に近接する計測技術
についても研究開発を期待し、発展的に製品化や事業化を意図するユーザーも少なくない。この
ような計量標準を取り巻く事業環境の変化とほぼ時を同じくして、産総研第 4 期中長期目標期間
では、橋渡し機能の強化が最大の目標となり、技術シーズから事業化まで切れ目なくつなぐ機能
が強化されている。NMIJ においても上述した計量標準の的確な整備と普及に加えて、計量標準
に関連した計測技術の開発を行い、目的基礎研究の成果創出や技術シーズの産業界への橋渡しを
行うことが求められている。以上のことから、第４期ではこれまで通り以下を中核となるミッシ
ョンとして位置づけ、
（中核となるミッション）
 確立した計量標準の着実な維持と供給
 ユーザーニーズ調査に基づいた計量標準の開発と供給
 国際的な枠組みでの計量標準確立への貢献
 計量法業務の的確な遂行
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これに加えて新たな挑戦として、
（新たな挑戦）
 計量標準の整備によって築かれた高精度計測技術とその派生技術を生かした橋渡し機能強化
 長期的な観点から、将来の科学や産業で必要とされる計量標準や知的基盤の整備に向けた目
的基礎研究の推進
に注力することとした。
また、上記の目標を効率的に遂行するため、第 3 期までは全ての量目について計量標準を担っ
ていた計測標準研究部門を技術分野ごとに分割し、以下の 4 研究部門、1 普及センター体制と
した。これにより、各研究部門の長を関連技術分野の市場ニーズ（標準・計測）を把握する司
令塔として明確化して、これまで以上に市場との連携を緊密化する。さらに、研究部門ごとに
標準と計測のバランスを勘案して、部門の事業効率を最適化する役割を付与した。
 工学計測標準研究部門：質量、力学、長さ・幾何学、流体の各標準および法定計量
 物理計測標準研究部門：時間周波数、温度、電磁気、放射測光の各標準
 物質計測標準研究部門：化学・材料系の物質量や幾何学量等に係わる標準物質および各標準
 分析計測標準研究部門：音響、量子放射の各標準および将来の計量標準を目指した先端的分
析機器の開発
 計量標準普及センター：計量標準の品質管理、計量法に係る計量技術に関する関係機関との
調整、国内の計量技術者の計量技術レベル向上のための計量教習など
（２）領域の研究開発マネジメント
平成 28 年度の研究開発の方針は、予定されている計量標準の整備に必要な研究開発を適切に
行うこと、技術コンサルティングの拡大等により更なる外部資金獲得を目指すとともに、持続的
発展のために必要な策を検討し、実施に移すこととしている。領域内のすべての活動は研究ユニ
ットや担当部署で行なわれることに鑑み研究ユニット、研究戦略部、計量標準普及センターと領
域の役割分担も整理しつつ、連絡や協議を綿密に行い、NMIJ としての一体感を継続する。年度
計画に基づいた全体的な取り組みは以下の通り。
① 計量標準の整備と利活用促進
2013 年度から 2022 年度までの計量標準整備計画に基づき、新たな計量標準を開発すると共
に、イノベーションの創出や利活用の観点から、これまでの計量標準の精度向上、普及技術の
開発にも取り組んだ。その代表的成果を以下に示す。
（社会の安全・安心への貢献）
がん治療のための放射線・放射能標準の整備、蓄電デバイスの安全性評価基準の確立に向けた
蓄電池の内部インピーダンス標準の整備、マラリア診断デバイスの実用化を可能とする標準の
開発など
（次世代計量標準の開発）
国際キログラム原器の安定性を超える精度でキログラムの実現に成功、2018 年に見込まれるキ
ログラムの普遍的な定義への改定への貢献、単結晶の原子ステップを利用したものさしの開発
など
（計量標準の利活用を促進するセンサー・標準器開発）
電磁波の位相・振幅相関を利用した農産物等の水分量の高速センサーの開発、次世代薄板ガラ
スの残留歪み計測のための高速位相計の開発、高温熱電対標準の整備、微量水分計の範囲拡大、
定量 NMR とクロマトグラフィーを組み合わせた新規計測法など
② 法定計量業務の実施と人材の育成
産総研は国家計量機関として、計量法に基づき国家計量標準を社会に供給する責務を担って

- 6 -

いる。また、一般の測定器より強い法規制を受ける特定計量器の試験も産総研の役割とされて
いる。本年度の業務の実績（いずれも 2016 年 11 月末時点）は、国家計量標準の供給が 284 件、
産総研依頼試験が 196 件、標準物質の頒布が 1,338 件である。さらに、特定計量器に関する試
験は、基準器の検査が 1,156 件、型式承認試験が 61 件である。年度末時点では前年度とほぼ同
程度の実施件数が見込まれる。また、計量士等への教習や講習、幅広い計量人材に向けた研修
の今年度の参加者は合計で 679 名であり、累積ベースで 26,000 名の修了生数を達成した。
③ 計量標準の普及活動
計量標準の効率的な利用と利用者の拡大を図るため、標準整備や供給に関する PDCA サイク
ルの実施、産総研内での供給体制の整備と外部への技術支援、国内外の関連機関との連携を図
った。具体的成果として、最新のニーズに基づいて整備計画を見直し、また標準供給に関して
産総研内のマネジメントシステムの維持・管理、計量法校正事業者登録制度（JCSS）への技術
支援を実施した。さらに、共同研究等の実施により国内校正事業者の能力向上や競争力強化を
支援した。国際連携では、アジア太平洋計量計画（APMP）など国際的な団体での議長国ポス
トを獲得するなど、産総研のプレゼンスを向上させた。
④ 計量標準に関連した計測技術の開発
計量標準と計測技術は不可分の関係にあり、特に正確な目盛を必要とする計測技術の開発は
計量標準と表裏一体である。また計量標準と計測技術は高感度センサーの開発に結びつくなど、
標準・校正という枠を超えて「橋渡し」研究へとつながる可能性をもつ。このような認識の元、
今年度は引き続き計量標準と計測技術の一体的開発を行った。同時に、計量標準の供給を通し
て構築した校正に関わる人材との緊密な関係をベースに、製品の開発・設計レベルでの連携を
強める仕組みの構築に努めた。このような方針の下で、当領域が行う研究開発の方向性は、大
きく以下の 3 つに分けられる。
・これまでにない定量化、分析技術など「測定評価方法の開発」
・測定評価方法を計測器・測定器に一般化させる「装置化」
・計量計測技術により品質向上、製品開発を支援する「ソリューション」の提供
これら技術的課題を解決するための研究開発に取り組み、2 章に挙げた具体的成果を得た。
（２－１）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施
・技術的指導助言等の取組状況（モニタリング指標）
（技術コンサルティング）
昨年度新制度として開始した技術コンサルティングについては、計測分析・計量標準校正など
に関する基盤的かつ先端的な技術や豊富な知識を元に、認証や校正に関する技術指導、計測機器
の特性や信頼性評価、製品化のためのアドバイスなど、コンサルティング業務をさらに拡大して
実施した。契約数は 106 件（2016 年 12 月 20 日現在、昨年度同時期に比べ 2.5 倍）、契約金額は
約 1.1 億円（2016 年 12 月 20 日現在、昨年度同時期に比べ 4.6 倍）に上る。
（分析計測機器の公開）
TIA の先端機器共用イノベーションプラットフォームおよび文科省事業・微細構造解析プラッ
トホームに参画して先端分析計測機器を公開している。企業や大学研究機関に対して技術相談、
技術補助、技術代行などで約 50 件の計測分析の支援（2016 年 12 月末現在）を実施した。また、
これをきっかけに共同研究や受託研究等にも発展している。
（計測クラブ活動）
国家計量標準を普及かつ共有する場として、19 の計測クラブを運営している。それぞれの計測
クラブで、研究会・講演会（21 件）
、技術相談、情報発信等を行い、約 3,100 人の登録会員との
交流を通じ産業ニーズの把握及び施策への反映に努めた。
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（ピアレビューアーの派遣）
国際的に認められた計量計測標準に関する知見および技術ポテンシャルを活かして、13 名の研
究者を 5 ヶ国の国家計量標準機関へと派遣し、技術審査員（ピアレビューアー）としての活動を
実施した。
以上、技術的指導助言等の取組状況においては、新制度である技術コンサルティング業務を積
極的に活用しながら、技術指導や信頼性評価に取り組み、昨年度の取り組みをさらに発展させ、
契約件数（前年度同月比 2.5 倍)、金額（同 4.6 倍）とも大きく伸ばした。また、先端的な分析計
測機器の公開や、活発な計測クラブ活動を介した広報、普及、情報収集に努め、海外 5 カ国での
技術審査にも貢献した。
（２－２）マーケティング力の強化
・マーケティングの取組状況（モニタリング指標）
（連携の推進体制）
計量標準総合センター長（理事）、研究戦略部長、研究企画室長、各ユニット長、各研究部門
の連携担当、イノベーションコーディネータ、知財オフィサーをメンバーとする技術マーケティ
ング会議を NMIJ 内に設置し、連携活動の情報共有、方針等の決定、かつ、連携活動を主導する
体制とした。この会議を月 1 回程度開催し、かつ、研究現場では、部門幹部等がコーディネータ
的に活動し、研究員によるボトムアップの連携活動を促進した。これらの取り組みおよび昨年度
1 年間の連携活動の分析により、同一企業の複数部署への連携の促進、技術コンサルティングの
ノウハウの共有や最適化、個々の研究者の技術マーケティング能力の強化につながった。
（企業との連携）
計量標準総合センター長を筆頭とする幹部で、包括連携を進めている企業等を訪問するなどし、
トップ会談等で組織的な連携の構築と強化を図った。また、連携担当や研究者が産総研テクノブ
リッジフェア（つくば、北海道、福井、石川、九州・沖縄、大手企業）等の展示会に出展、その
後、企業との技術交流会等に参加するなど個別連携の展開も図った。
（コンソーシアム活動）
ナノテクノロジーの進展に重要なナノ材料の評価手法・装置の開発をオールジャパン体制で推
進するため、2013 年 6 月に島津製作所、日本電子、リガク、日立ハイテクノロジーズ、堀場製作
所の 5 社と産総研でコンソーシアムを設立した。2016 年 4 月からスタートした第 2 期では、ナノ
材料規制における該否判定への利用に向けてナノ粒子複合計測システムプロトタイプの高度化
を進め、新たに材料系メーカーをメンバーに加え、個別材料系への詳細な適応を進めている。
以上、マーケティングの取組状況においては、独自の技術マーケティング会議を通した所内連
携体制の元、積極的な企業訪問等のトップマネジメントを行う一方で、研究者による産総研テク
ノブリッジフェア出展や、企業連携のノウハウ共有等のボトムアップによる個々の研究者のマー
ケティング力の向上も図るなど、橋渡しを推進するための組織的な活動に取り組んだ。その結果、
企業への橋渡しや民間資金獲得額の目標達成（見込）などにつなげることができた。
（２－３）大学や他の研究機関との連携強化
・大学や他の研究機関との連携状況（モニタリング指標）等
（産技連活動）
産業技術連携推進会議では電磁環境分科会（EMC 研究会、香川、11/10-11、参加機関数 42）、
計測分科会（傘下の材料評価技術研究会、温度・熱研究会、形状測定研究会、香川、12/1、参加
機関数 58 機関）
、分析分科会（香川、12/1、参加機関数 32）及び知的基盤部会総会（香川、12/2、
参加機関数 48）を全国の地域公設試験研究機関と連携して開催、共通の課題解決に関する情報交
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換を実施した。また、近年の急速な LED 照明の普及に対応し、光放射計測研究会を新設し、研
究会を開催するなどの活動を開始した。
（国際連携活動）
メートル条約に関連した活動では、国際度量衡委員会の委員ポストを維持し、同委員会や傘下
の諮問委員会、作業部会に多数の専門家を派遣するなど国際計量活動に貢献した。またアジア太
平洋計量計画（APMP）の議長ポストを獲得し、今期より活動を開始した。アジア地域を中心と
して 9 か国に 28 名の専門家を派遣し、派遣先の国家計量システムへの技術審査・アドバイスや
技術研修を行ったほか、APMP による途上国向け招聘事業を活用して 11 か国から 25 名を招聘・
研修を行うなど、我が国の計量分野の国際的プレゼンスを向上した。
（全国の地域公設試験研究機関等との連携）
産総研の 3D 幾何計測技術を中核技術とし、3D 計測と 3D 造形の連携により、モノづくりのク
ローズドループ化を進めるプロジェクト（所内競争的予算）において、全国 45 地域公設試＋17
企業＋3 有識者による地域連携体制を構築した。これにより地域企業が頼る地域公設試の技術力
を向上させると共に、セミナーの開催や 3D 測定ユーザー向け教科書の共同執筆などを通し、3D
スキャナの性能や精度の評価技術の普及に貢献した。
以上、大学や他の研究機関との連携においては、産業技術連携推進会議や 3D 計測プロジェク
トを通じた全国の公設試験研究機関との広範な連携ネットワークによる橋渡し拠点を構築し、地
域企業からの計測ニーズへの対応力向上に貢献した。国際度量衡委員会をはじめとした国際計量
関係の委員会や作業部会等の重要ポストを獲得・維持すると共に、多数の専門家を派遣して国際
計量分野の発展に寄与した。
（２－４）研究人材の拡充、流動化、育成
・産総研イノベーションスクール及びリサーチアシスタント制度の活用等による人材育成人数
（評価指標）
（イノベーションスクール等）
イノベーション人材育成人数は、今年度の目標 6 人に対して、イノベーションスクール生（博
士課程）1 名とリサーチアシスタント生 8 名の計 9 名を受け入れ、目標を達成した。また、ポス
ドク 5 名、技術研修生 87 名（うち連携大学院生 6 名）も受け入れて指導している（2016 年 12
月時点）。連携大学院の客員教授等は、7 大学に対し 12 名を派遣した。
若手研究者の人材育成に関する事業として、ナノテクキャリアアップアライアンス事業におい
て、博士後期学生～若手研究者を対象に光周波数計測技術ならびに先端量子ビーム分析法に関す
る 2 つの講義・実習コースを開催した。また修士学生～若手研究者向けの TIA 連携大学院の事業
の一環として、筑波大学や高エネルギー加速器研究機構と協力して、先端計測・分析サマースク
ールを開講し、陽電子消滅や過渡吸収分光など最先端の計測・分析技術に関する講義を 10 名以
上の参加者に対して行った。更にインターンシップを当領域が主体となって 2017 年 2 月中旬に
開催する予定である。
国際的な人材育成に関する事業として、インドネシアで行われた国際プロジェクトでの質量校
正の研修に 4 名の専門家を派遣し、13 経済圏・21 名の研修生に技術指導を行った。また日本で
実施したレーザー干渉計を用いた長さ校正の研修に 10 か国・15 名の研修生が参加し、産総研の
8 名の専門家が技術指導を行った。
以上、研究人材の拡充、流動化、育成においては、イノベーション人材における採用人数の数
値目標を達成するとともに、新規の人材育成事業としてナノテクキャリアアップアライアンス事
業やインターンシップなどをスタートさせ、質量や長さの校正技術に関する国際的な人材育成の
支援なども行うことで、国内外の人材育成・連携活動に幅広く貢献した。
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２．「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
① 具体的な研究開発成果（評価指標）
将来の「橋渡し」に繋がる技術シーズや、世界トップレベルの成果の創出を目指した「目的
基礎研究」においては、これまで当領域が築いてきた精密計測技術における強みを生かし、計
量標準機関の競争力根幹に関わる計測、分析、評価技術について、量子化による高分解能化・
高精度化、分析技術の開発・効率化、新たな現象を評価する技術の開発に取り組んだ。
具体的な研究開発成果は以下の通りである。
 電磁力によるトルク計測技術に関する研究：ワットバランス法の原理に基づいた新しいト
ルク計測技術に関する研究を行い、トルク変換器を安全に取り付けることができる過負荷
防止機能付きカップリング等の要素技術を開発することにより、高い微小領域への拡張性
を有した世界で初めての電磁力による方法で SI トレーサブルなトルクの実現に成功した。
これらの成果について、本分野で波及効果大きな国際誌 1 報、特許出願を 1 件行った。
 原子ステップを利用した微小段差試料の提案と作製：究極に小さな段差のひとつとして、
サファイアの原子ステップを基準としたナノ段差試料の開発を進めた。単原子ステップか
らなる両段差構造を誘起することに成功し、信頼性のあるナノメートルスケールのものさ
しを現場に届けられる技術を確立した。加えて、ナノメートルオーダーの長さ標準として
ISO に提案を予定している。
 未利用熱の活用に向けた新規熱電材料の探索技術の開発：高効率な新規熱電材料を探索す
るための計測技術として、交直（AC-DC）変換の国家標準を活用し、世界初のゼーベック
係数（熱電変換係数）の絶対値を測定する新手法を開発し、素材メーカーと共同研究を開
始した。これらの成果について、論文投稿を 2 報行うとともに、特許 1 件、外部受賞 2 件、
外部資金 2 件を得た。
 セシウム原子の共鳴を利用した新たな電磁波計測技術の開発：セシウム原子を封入したガ
ラスセルとレーザーで構築された電磁波強度分布システムを世界に先駆けて開発し、アン
テナやケーブルなどを使用せずにワイヤレスで電磁波の波長以下の高分解能測定を可能に
した。（プレス発表：2016 年 7 月 11 日、タイトル：「セシウム原子の共鳴を利用した新た
な電磁波計測技術の開発」
、論文 1 報、外部資金 1 件）
 二段修飾によるタンパク質の高感度・高精度分析法開発：目的に適したタンパク質の誘導
体化反応を二段階で行う新規誘導体化法を開発し、汎用質量分析装置でも生体試料中の微
量ペプチドやインスリンを高感度かつ高精度に測定することを可能とした。これらの成果
に関して、国際誌 1 報、国際学会 1 件を行った。
 定量 NMR 法とクロマトグラフィーを組合わせた新規計測法：定量 NMR とクロマトグラフ
ィーを組み合わせた新規計測法を開発し、国際単位系にトレーサブルな基準物質を一つ用
意することで、混合標準液中の多成分を同時に値付けすることが可能な、世界的に類を見
ない効率的で新しい計測技術を確立した。
 生体計測のための光イメージング技術の研究：光を用いて生体組織などの多重散乱媒質内
部の断層をより深く高精度にイメージングする技術を実現すべく、量子光を使用せずに白
色光で動作可能な計測システムの開発に取り組んだ。本年度は、開発中のシステムで問題
となっていた不要な像（アーティファクト）について、簡単かつ効果的に軽減する計測手
法を考案し、その効果を実証した。これらの成果について、論文発表 2 報を行った。
 放射線損傷における基礎過程の解明：低エネルギー電子が生体損傷に大きな影響を与える
ことが知られており、低エネルギー電子発生のメカニズムを探索した。他機関との連携の
もとで NMIJ が持つ放射線計測技術により、日本初の短波長自由電子レーザー装置である
SCSS 試験加速器から供給される強力な極紫外光パルスをネオン原子の集団に照射すると
多くの電子が数珠つなぎで飛び出してくる新しい現象を発見するとともに、安定な 2 価イ
オンが原子集団の中に存在すると周囲にある原子をイオン化して低エネルギー電子を放出
する新しい現象を解明することに成功した。得られた成果は、即効性があり世界に公表可
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能な国際誌 Nature Communications（IF: 11.47）にて 2 報を報告した。
② テーマ設定の適切性（モニタリング指標）
当領域がコアとなる競争力をもつと考えられる研究テーマを設定するため、各部門が所掌す
る単位に関連して、正確な目盛（国家標準とのトレーサビリティ）を必要とする計測技術を中
核的な競争力と位置付け、計量標準機関としてのコアコンピタンスの醸成に資する研究、具体
的には量子単一ユニット標準への挑戦、標準を内包（Intrinsic）する計量標準への挑戦、高感度、
高分解能、高精度な標準への挑戦、計測場を乱さない新規技術、標準供給を効率化するゲーム
チェンジ、新たな分析及び計測技術への挑戦を研究開発の基本的なありかたとしている。また、
将来的な製品化や事業化を見据えて、市場への円滑な導入を先導するため、研究開発の結果を
基盤的な試験法や計測法として ISO や JIS などに標準化する道筋も重視している。さらに、自
前主義から脱却し外部との適切な連携を構築することも競争力確保の観点から重要である。こ
の際、国内の校正事業を網羅的に把握している利点を最大限に生かして、校正から連続して広
がる計測の現場や製品開発レベルでの連携を拡充する仕組みの構築に努めているところである。
これらの観点はそれぞれのテーマにおいて下記の通り適切に反映されている。
 電磁力によるトルク計測技術に関する研究：トルク計測技術を競争力としてワットバラン
ス法の知見を援用した量子標準の開発に挑戦した。
 原子ステップを利用した微小段差試料の提案と作製：最高精度の長さ計測技術を競争力と
して ISO 化も視野に入れた単一原子を基準とする intrinsic な計量標準の確立に挑戦した。
 未利用熱の活用に向けた新規熱電材料の探索技術の開発：交直（AC-DC）変換の国家標準
を活用した新たな計測技術の開発に挑戦した。
 セシウム原子の共鳴を利用した新たな電磁波計測技術の開発：最高精度の電磁波計測技術
と量子計測技術を融合し、計測場を乱さない新しい計測技術を開発した。
 二段修飾によるタンパク質の高感度・高精度分析法開発：高感度生体成分定量分析技術や
タンパク質分析技術を競争力とした新たな分析技術の開発に挑戦した。
 定量 NMR 法とクロマトグラフィーを組み合わせた新規計測法：定量 NMR 法とクロマトグ
ラフィーを組み合わせることで標準供給を効率化するゲームチェンジを図った。
 生体計測のための光イメージング技術の研究：光イメージング技術を競争力とした新たな
分析計測技術の開発に挑戦した。
 放射線損傷における基礎現象の解明：最高精度の放射線計測技術を競争力とし、大学との
連携により新たな分析計測技術に挑戦した。
以上、正確な目盛を競争力の源泉としつつ、世界トップレベルの成果を生み出しており、テ
ーマ設定として適切である。
③ 論文数（モニタリング指標）の目標値と実績値
インパクトファクター付き専門誌等の論文数の今年度の目標値は 200 報 （前年度比 108 %）
である。2016 年 12 月時点においては 129 報で前年度同月比 111 %で推移していることから年度
末での目標を達成する見込みである。
以上、潜在的な社会的ニーズを見据えた上で、計量標準機関の競争力根幹に関わる計測、分析、
評価技術について、量子化による高分解能化・高精度化、分析技術の開発・効率化、新たな現象
を評価する技術の開発に取り組んだ。なかでも、ワットバランス法の原理を用いた電磁力による
トルクを実現し、微小領域への高い拡張性を有する世界で初めての電磁力による国際単位系にト
レーサブルなトルク標準を確立したほか、高効率な新規熱電材料を探索するための計測技術とな
るゼーベック係数（熱電変換係数）の絶対値を測定する世界初の新手法を開発するなど、世界ト
ップレベルの成果の創出や新たな産業分野の基盤として必要な技術シーズを実現した。
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（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
① 具体的な研究開発成果（評価指標）
将来の産業ニーズや技術動向等を予測し、企業からの受託研究に結び付くことを目指す「橋
渡し前期」研究においては、新たな測定評価法の開発と共に、ユーザーの階層を広げる装置化
にも重点的に取り組んだ。具体的な研究開発成果は以下の通りである。
 材質識別可能な流れ場粒子径計測法：ナノ材料製造ラインにおける品質管理では、粒子径
計測および目的外粒子識別が不可欠とされている。これに対し、流れ場中での高精度に粒
子径分布と材料識別の同時計測が可能な新規計測法の開発と実用化を目指した。これまで
粒径標準など個別標準・校正要素技術を複合し、流れ場中における粒子径算出と材料識別
の同時計測を達成する画期的な材料識別型粒子径評価技術を構築し、実用化に向けたプロ
トタイプ装置を製作した。
（出願済み関連特許 5 件、民間企業共同研究 2 件、登録済み知財
及び実施契約 5 件、開発装置実用化 PJ 参加企業 28 件）
 角度測定を利用した超高精度な表面形状測定：角度測定を利用した超高精度表面形状測定
装置を改良し、裏面反射の影響により測定が困難であった平行平板の表面形状を、測定サ
イズ 1000 mm の大口径であっても測定精度 3 nm 以下で測定可能な技術として実現した。
半導体製造装置等の性能向上に資する技術として期待される。
（出願済み特許 1 件、民間企
業共同研究 6 件）
 電磁波の位相・振幅相関を利用した新しいセンシング法：数 GHz の電磁波を農産物に照射
し、農産物の内部を通過した電磁波の位相の変化量と振幅の変化量との関係から、ほぼリ
アルタイムで水分量を測定できる技術を開発した。これにより、従来の検査法では不可能
であった農産物の水分量の全数検査、包装状態での水分量の検査などに対応可能な計測技
術であることを実証した。
（プレスリリース 1 件 2016 年 12 月 13 日：タイトル「農産物の
水分量を電磁波で簡便に計測する技術を開発 －生産現場での農産物の品質管理が容易に
－」、特許：1 件、共同研究 1 件、受託研究 2 件、共同研究内諾 1 件、技術コンサル内諾 1
件）
 リチウムイオン電池の非破壊評価技術：高精度インピーダンス計測技術を利用して、リチ
ウムイオン蓄電池の劣化などの内部状態を、非破壊に評価する技術開発を行った。インピ
ーダンス測定から推定した内部抵抗の充放電依存性を検証すると共に、電池内部を部材別
に評価する手法を開発した。また、電池材料企業と技術コンサルティングを締結し、当該
企業が開発中の蓄電池の評価を行い、電池材料開発の効率的な推進に貢献した。
（技術コン
サルティング 1 件、連携協議 4 社）
 新規マラリア診断デバイスの実用化を可能とする標準の開発：マラリアは世界 3 大感染症
の一つ（年間感染者数 3 億人以上）であり、交通機関の発達による感染拡大、地球温暖化
による媒介昆虫の分布拡大、薬剤耐性マラリアの出現が問題となっている。これに対し、
診断者に依存しない測定精度管理方法、感染赤血球（マラリア原虫）と同様の蛍光を示す
模擬微粒子及び、DNA 微小スポット基板を開発した。また、高感度マラリア診断デバイス
試作機を用いたウガンダ共和国でのフィールド試験を実施した。（製品化を 2017 年度に予
定）
 微小領域変形分布計測技術：サンプリングモアレ法によるサブミクロンサイズにおける材
料変形挙動の解明するため、ナノインプリントを施した被測定物の顕微鏡観察像から二次
モアレを利用してひずみ分布計測を行う技術が必要とされている。そこで、電子デバイス
の熱的負荷に伴うひずみ分布変化を評価できるサブミクロンサイズの格子模様の形成技術
に取り組み、炭素繊維強化複合材料（CFRP）やチタン合金の破壊起点となるひずみ集中部
を可視化する技術の開発に成功した。（特許：2 件）
② テーマ設定の適切性（モニタリング指標）
「橋渡し前期」においては、主に国家プロジェクトやコンソーシアムなどの資金活用の下、
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将来の技術動向や受託研究へ結び付く成果を目指している。当領域では、これまで校正事業
者のみを対象としていた計測技術を発展させ、ユーザーの階層を広げる新たな価値創造に重
点を置いた。これらの観点はそれぞれのテーマにおいて下記の通り適切に反映されている。
 材質識別可能な流れ場粒子径計測法の開発：本計測コンセプト実現に向けた要素技術開発
が NEDO プロジェクトに採択されるとともに、実用化に向けて装置メーカー等との資金提
供型共同研究を開始した。
 角度測定を利用した超高精度な表面形状測定：角度標準による技術を活用し、大口径と超
高精度を両立し、産業の幅広いユーザーニーズに対応した。
 電磁波の位相・振幅相関を利用した新しいセンシング法の開発：電磁波標準により、水分
量の定量化という価値創造した。
 リチウムイオン電池の非破壊評価技術の開発：電気標準に基づく蓄電池測定装置とインピ
ーダンス精密測定技術による価値創造をなすとともに、共同研究によるユーザーを拡げた。
 新規マラリア診断デバイスの実用化を可能とする標準の開発：有機組成標準における定
量・同等性評価技術を診断装置の評価に発展し、価値創造した。
以上、これまでのユーザー階層を拡げる新たな価値創造を得たこれらの課題は、テーマ設
定として適切である。
③ 知的財産創出の質的量的状況（実施契約等件数）（評価指標）
特許の実施契約数は今年度 12 月時点で 75 件であり、前年度同月時と比較して 106 %の増加
である。また、目標値は前年度同月比 106 %であるので、目標は達成見込みである。知財実施
および知財譲渡における新規案件を着実に獲得し続ける一方で、知財実施では長く活用され
る継続案件を多く含むなど、質的状況においても良好な知財創出が得られている。
④ 戦略的な知的財産マネジメントの取組状況（モニタリング指標）
知財マネジメントにおいては、専任のパテントオフィサーの助言の元、知的財産の活用範
囲を見極めながら、国内特許および必要に応じて国際特許取得を目指すなどの戦略的な取り
組みを実施している。
⑤ 公的資金獲得額（その他の指標）
公的資金は、今年度 12 月時点で 9.0 億円を獲得しており（前年度同月比 170 %）目標は達
成見込みである。
以上、将来の高まりが予測される産業ニーズや技術動向を把握し、民間企業とも連携しながら、
新たな測定評価法の開発、付加価値を創造すると共に、ユーザーの階層を広げる装置化にも重点
的に取り組んだ。なかでも、流れ場粒子径計測法によるナノ材料複合計測システムの開発は、先
端材料の品質管理に転換したことで、適正管理の必要性から急速な需要の増加が見込まれ、国際
標準化に向けたプロジェクトが進行するなど、今後益々の企業との連携、受託研究等に結び付く
ことが大いに期待できる。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
① 具体的な研究開発成果（評価指標）
事業化に向けた「橋渡し後期」研究では、計測技術の民間への技術移転や製品化に重点を置
きつつ、製品開発における性能評価など計量計測技術によるソリューションの提供にも取り組
んだ。具体的な研究開発成果は以下の通りである。
 実時間位相計測技術の産業応用：ガラス製造時の歪み検査で問題となっている検査速度を
高速化するために、レーザー干渉計用の信号位相計測技術を援用し、従来比約 10 倍の速さ
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で液晶パネル等のガラス検査を行える「複屈折計測装置」を企業と共同開発した。2017 年
4 月の展示会での参考出展を予定している。また本技術に関する論文発表・特許出願（国
内 2 件、国際 1 件）を行った。
高温用白金抵抗温度計の開発：白金抵抗温度計で実現される最高温度 962℃において 1 mK
の安定度をもった温度計をセンサー構造の改善や熱処理技術などにより開発し、またその
性能を国家標準に基づき実証した。これら成果をプレス発表や論文発表（2 件）するとと
もに、その技術を用いた温度計が開発の連携先企業から製品化された。（プレスリリース
2016 年 6 月 27 日：タイトル「1000 ℃付近の高温で使用できる高精度な温度計を開発－高
温域での温度測定・温度制御技術の向上に貢献－」）
電気材料の電磁波特性評価技術の開発：伝送路設計や電磁波吸収体等の設計・開発を可能
とする材料の誘電率・透磁率および電磁波吸収・遮蔽の諸特性評価技術として測定周波数
帯域を 100 GHz 以上へと拡大するとともに、モンテカルロ法による誘電率計測の不確かさ
解析法を開発した。これらの開発した技術を活用した共同研究や技術コンサルティングを
推進した。
トレーサビリティの確保されたアミノ酸混合標準液の製品化：アミノ酸多種混合標準液は
食品分野などで需要が高いが、その物性から精確な調製や安定性の確保が難しかった。そ
こで食品ならびに診断用のアミノ酸標準液について、吸湿等の影響を排した精確な調製法
を確立し、高精度・高安定な標準液の供給に道を拓いた。
鉄鋼部材評価に資する非破壊欠陥検査装置開発：金属部材中の原子欠陥の解析は自動車の
フレームなどの構造疲労の要因解明に重要であるが、解析には専門的な知見・技術が必要
であった。そこで実用的な陽電子消滅計測技術、高性能陽電子線源、専用ソフトウェアの
開発、ラボ据置型プロトタイプ機のブラッシュアップにより、小型（約 40 cm）かつ試料
を置くだけで測定できるユーザーフレンドリーな装置の市販化を実現した。
校正用標準場と線量計の特性評価：国際放射線防護委員会の 2012 年勧告により原発・医療
機関等では水晶体の被ばく管理が今後必須になり、水晶体の被ばく評価に必要な 3 mm 線
量標準や放射線標準場等を開発した。これらの標準・技術を用いて、例えば企業が開発し
た水晶体被ばく管理用の線量計に対し、特性評価・信頼性付与を資金提供型共同研究等に
おいて行うことで、製品化を推進し、また個人線量測定サービスの構築・被ばく管理を支
援した。
撮影するだけで橋のたわみを計測する技術の開発：橋梁の安価・簡便な健全度評価手法で
あるサンプリングモアレ法によるたわみ計測技術の適用範囲を、従前の周期的構造を有す
る橋梁から、周期的構造を持たない一般的な橋梁へ拡張するための技術・計測アルゴリズ
ムを確立した。本手法の精度が従来技術である変位計と同程度であることを道路橋での計
測にて実証し、簡便な代替技術として AIST 技術移転ベンチャーへの橋渡しを行った。
（プ
レスリリース 2016 年 8 月 31 日：タイトル「デジタルカメラで撮影するだけで橋のたわみ
を計測する技術の開発－健全性評価における計測時間とコストを大幅削減－」、特許出願（1
件））
インフラ維持管理用超小型 X 線検査装置：インフラ整備の実用化を目指して、小型軽量・
低消費電力・長寿命・高エネルギーX 線の発生や検出が可能といった条件を満足する従来
にない X 線非破壊検出装置（特に X 線源と検出器）を開発し、バッテリー駆動型インフラ
検査ロボットに搭載するととともに、プラント配管検査に十分な能力を有することを実証
した。（プレスリリース 2016 年 12 月 21 日：タイトル「インフラ点検ロボットに搭載でき
る高エネルギーX 線非破壊検査装置を開発－ポータブルバッテリーで駆動し、インフラ構
造物などを現場で容易に非破壊検査－」、特許 1 件、実用化共同研究 3 件）

② 民間からの資金獲得額（評価指標）
民間資金の目標額 4.8 億円に対し、2016 年 12 月時点で 3.7 億円強が達成されており（前年同月
比 111%）
、目標をほぼ達成できる見込みである。なお 2015 年度は目標額 3.6 億円に対し、約 4.1
億円を達成した。このように産総研第 4 期中期計画の最初 2 年間において、民間企業からの資金
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提供型共同研究費などを多く獲得し、産総研における計量標準の領域で培われた高精度な計測技
術に対して、広く産業界からの関心を得ることができ、
「橋渡し」機能の強化に大きく貢献した。
③ 中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の大企業に対する比率（モニタリング指標）
中小企業の研究契約件数の大企業に対する比率は 2016 年 12 月時点で約 91%であり、大企業
のみならず中堅・中小企業にも注力している。
④ 事業化の状況（その他の指標）
白金抵抗温度計や陽電子による非破壊欠陥検査装置が開発先企業から製品化・市販化が開始さ
れ、複屈折計測装置の製品化にも目途がついた状況である。またインフラ検査技術に関しても、
たわみ計測技術を道路橋に適用し、本技術の産総研ベンチャーへの橋渡しを進めてきた。
以上、資金提供型共同研究等を活用した民間企業との共同研究に積極的に取り組み、インフラ
検査や非破壊検査、食品分析など社会的な要請に応える研究開発を行った。また温度校正、電磁
場特性測定や放射線校正など当領域独自の技術により、企業の製品化やサービスの向上に貢献し
た。特に非破壊欠陥検査装置の市販化などは、「橋渡し」研究後期の目指すべき「事業化」を達
成する顕著な成果である。

３．知的基盤の整備
（１）国の知的基盤整備計画に基づいて着実に知的基盤の整備に取り組んでいるか。
① 計量標準及び標準物質の整備状況（評価指標）
計量標準の根幹をなす、SI 基本単位については 2018 年に予定される定義改定に備え、物理定
数による質量を国際キログラム原器の安定性を超える精度で実現し、2018 年に予定されるキログ
ラム定義改定に技術的エビデンスを与えた。科学技術、計量学における国際的なプレゼンスを高
めたと同時に、次世代質量標準の実現方法を確立した。
経済産業省が主導して 2013 年度から 2022 年度までの計量標準整備計画を策定した「計量標準
に関する新たな整備計画」
（2013 年 7 月）に対しては、年度ごとの整備目標を明示的に社会に示
して計画の着実な実現に努めるとともにパブリックコメントに対応し、計画の見直しを継続的に
行っている。今年度は計画に従い、物理標準についてはエネルギーの効率的な利用に資する照度
応答度の不確かさ低減、蓄電池内部インピーダンス測定などを実現した。また標準物質・化学系
校正技術の立ち上げについては水道水質検査方法の改正に対応したトリクロロ酢酸標準液など
の標準物質供給を開始した。
以上のとおり国家計量標準機関としての責務を果たし、知的基盤の整備に的確に取り組んだ。
加えて、整備のために生まれた技術や知見は「橋渡し」のための研究開発へと展開されている。
② 計量標準の普及活動の取組状況（モニタリング指標）
整備された計量標準を社会や産業界が最大限に活用して便益を増進させるため、計量標準の利
用促進が重要な課題である。産総研は、これまで以上に普及活動の取り組みを強化し、利活用の
環境整備に向けて積極な働きかけを行なっている。
（標準整備の計画と PDCA）
社会的なニーズの変化や技術動向を的確に把握し、標準整備の優先順位や標準供給の改廃を含
めて、標準整備の計画を不断に見直す。その為、ホームページを通じて広くコメントを募るとと
もに、計量標準関連事業者の団体である「計測標準フォーラム」会員機関から組織的に意見を募
り、産業界ニーズ等を踏まえた適切な PDCA サイクルを実施した。
（着実な標準供給と JCSS への支援）
産総研の供給する国家計量標準に基づく計量器の校正・試験は、国内で行われる多様で膨大な
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測定にとって、測定の目盛を担保する最上位の技術的な根拠となっている。それらの業務を、国
際規格のマネジメントシステムに準拠し実施している。
本年度は、標準供給の実績は 480 件（うち依頼試験 196 件、計量法校正事業者登録制度（JCSS）
における校正事業者向け 284 件、2016 年 11 月末集計）を実施した。
また、社会がこれら産総研からの標準供給を受けとり広げる仕組みである JCSS への技術的な
支援も精力的に行っている。
JCSS の登録・認定審査に向けての関連委員会（技術アドバイザー派遣（44 件、2016 年 12 月
末集計）
、校正事業者評定委員会（9 回、予定含む）、試験事業者評定委員会（8 回、予定含む）
、
標準物質生産者評定委員会（2 回）
）に多くの職員が参画し、円滑な JCSS の運営に寄与した。
（標準物質の頒布）
試験機関等における各種化学分析の信頼性確保に資するため、各種標準物質の生産、頒布、維
持管理を、標準物質に関する国際規格 ISO Guide34 に準拠し、実施している。今年度の頒布数は
1,338 件（2016 年 11 月末集計、2017 年 3 月末 2,000 件見込）であった。
また、標準物質の利活用の普及のため、関連展示会への出展や、標準物質セミナーを開催した。
（校正、標準物質供給のメニュー充実）
新たな社会ニーズ等に対応するため技術開発により可能となった校正・試験や標準物質の追加
を逐次行っている。今年度は、校正・試験の 12 項目と標準物質 6 種（ともに年度内予定を含む）
を追加した。現在約 610 細目の校正・試験と 292 種の標準物質頒布が可能となっている。
また、新たに「特定標準器による校正等」5 件が計量行政審議会計量標準部会に承認された。
（国内連携：情報提供、事業者間の比較試験、資金提供型共同研究）
国内の主なステークホルダーは、標準供給を担う校正関連の事業者、計測や校正を活用する事
業者であり、計量標準と計測技術を一体化した連携活動を展開している。特に当領域は、校正・
試験や分析の能力向上を図る比較試験や共同研究に特長があり、本年度は大豆中の農薬残留分析
技能向上のため、89 の分析機関が参加する比較試験プログラムを実施した。
（国外連携：国際機関での幹事ポスト、専門家の派遣と招聘）
国際単位系（SI）の確立に責任を持つ国際度量衡局（BIPM）との連携では、国際度量衡委員
ポストを継続して獲得し、メートル条約の国際度量衡総会、国際度量衡委員会、諮問委員会、作
業部会に専門家を派遣した。さらに、計量器の円滑な通商を支える国際法定計量機関（OIML）
について、国際法定計量委員会第二副委員長ポストを継続して獲得し、同委員会に専門家を派遣
した。この他、アジア太平洋計量計画（APMP）での技術委員長のポストを継続し、さらに議長
のポストを獲得、二国間 MoU に基づく技術専門家の派遣（9 カ国へ 28 名）と招聘、主にアジア
地域を中心とした研修生の受け入れ（11 カ国から 25 名）を実施し、我が国の計量分野での国際
的なプレゼンスの向上に努めた。
（２）計量法に係る業務を着実に実施しているか。
① 計量法に係る業務の実施状況（評価指標）
（JIS 等技術文書の策定等と試験検査業務の着実な実施）
電気自動車の新エネルギーとして利用される水素燃料を計量するため、水素燃料計量システム
規格（水素燃料計量システム－自動充填用－、JISB8576:2016）を世界に先駆けて作成した。また、
積算熱量計（JISB7550）
、ガラス製温度計（JISB7411）
、ガラス製体温計（JIST1140）、液化石油ガ
ス用浮ひょう型密度計（JISB7525-2）など、計量器 14 器種の JIS 規格作成に関する業務を行った。
また、計量法の法令改正等にも技術面での検討を行い、タクシーメーター、非自動はかり、水
道メーター、燃料油メーター、ガスメーターなど 7 機種及び自動はかり（新たに特定計量器に追
加）4 機種に関する経済産業省令や関係省令及び告示の改廃、など経済産業省の改正作業を支援
した。
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一方、国内の取引・証明における計量器の正確さを担保するため、定常的な法律業務として、
計量器の試験やそれらの基準器の検査を行っている。今年度は、基準器検査 1,156 件（2016 年 11
月末集計）
、特定計量器の型式承認試験 61 件（2016 年 11 月末集計）を遅滞することなく、品質
マニュアルに則り適切な管理の下で着実に実施した。
（法定計量に係る人材の育成）
国内に 3 万 3 千人の登録がある計量士は、計量器の検査や計量管理を主な職務とし、取引証明
において適正な計量を確保するための重要な人材である。産総研は、計量士を育成するための教
習や講習、幅広い計量人材に向けた研修を実施しており、本年度も昨年度を上回る 679 名の受講
生を迎え入れた。また、本年度は、管理職教習の見直しや基礎計量教習の新設、地域開催の研修
の充実などにも努めている。さらに、計量士国家試験の問題作成や、資格認定委員会にも多数の
職員が尽力している。一方、広く法定計量に関わる人材の能力向上を図るため、法定計量セミナ
ーや法定計量クラブを開催した。これらの教習やセミナーなど合わせて今年度は 32 回（予定含
む）開催した。
以上、計量標準総合センターは知的基盤の整備について、ニーズに基づいた適切で計画的な計
量標準の整備、計量標準の円滑な利用に向けた環境整備、着実な業務の実施を通して、我が国の
国家計量機関としての機能を十分に果たしている。なかでも、本年度は新しい質量の定義に対応
した一次標準の実現体制を確立した。さらに、計量法校正事業者登録制度（JCSS）における校正
事業者向けの校正等が 284 件（2016 年 11 月末時点、以下同じ）
、一般ユーザー向け依頼試験が
196 件、標準物質の頒布が 1,338 件、基準器検査 1,156 件、型式承認 61 件、2017 年 3 月末見込み
で計量研修生 679 名（昨年度 610 名）を受け入れるなど、知的基盤の整備に着実に取り組んでい
る。

４．前年度評価コメントへの対応
前年度にいただいた評価コメント等を踏まえ行った主な取り組みを下記に示す。
１．領域の概要
（２）研究開発の概要
① 計量標準の整備と利活用促進
 新しい基本量定義や実現方法に関して、トレーサビリティ体系との整合性がどのようになる
か、一層の説明が必要と感じる。
→ 昨年度、本年度に計量標準フォーラム講演会を実施し（2016 年 2 月 17 日、2016 年 9 月 29 日）、
海外の有識者を招くなど新しい基本量定義や実現方法に関しての普及活動を実施している。
② 法定計量業務の実施と人材の育成
・ 産総研が実施する講習、研修、クラブ等の活動が産業界に広く周知されていない面がある。
今後、更に参加者を増やすための PR 方法、周知方法の検討が必要と考える。
→ NMIJ ウェブサイト（https://www.nmij.jp/）で各種講習、研修および計測クラブ活動の周知を
実施している他、了承が得られている方にはお知らせのメールを送付するなど参加率を高め
る工夫を行っている。また計量士向けへの情報発信として、計量ジャーナルの産総研コーナ
ー等で定期的に講習会情報を発信している。
・ 法定計量業務では、より効率的な業務実施、例えば民間試験機関の活用等に取り組むべきで
はないか。
→ 関係省庁と定期的に会合を持ち、この問題も含めた情報交換を行っている。今般の計量法の
改正を受け、型式承認試験成績書の受け入れにおいては、ISO17025 認定試験所の活用が行え
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るような体制の整備を検討している。
③ 計量標準の普及活動
・ クラブ活動、成果発表会などは、参加者から最新の情報が得られる、業務遂行上、非常に有
益な内容であるなど高い評価がある。一方で、会員でなければ存在そのものを知ることがで
きないなどの意見もあり、そうした要望にどう応えてゆくか検討する必要がある。
→ NMIJ ウェブサイト（https://www.nmij.jp/）で成果発表会の告知を行っている他、計測クラブ
への入会も随時受け入れている。本年度の産総研テクノブリッジフェアや展示会（JASIS2016、
計量計測展など）で両活動に関するパンフレットを作成、配布した。

２．「橋渡し」のための研究開発
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
・ 研究テーマの目標やスケジュール、さらにはどういった分野での効果が期待されるか等、進
捗情報の開示が重要となる。
→ 研究の目的や得られた成果は、随時、学会、論文誌などで報告するとともに、プレスリリー
ス発表、NMIJ ホームページ上での紹介など、進捗情報の公開に努めている。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
・ 高度な計測機器ばかりでなく、スマホの計量計測への活用などで、NMIJ ブランドの計測アプ
リ＋センサーを供給できる可能性があるのではないか。ソフト関連はブレークするとデファ
クトスタンダードになる可能性があり、NMIJ のお墨付きであれば信頼性も大きいので、研究
活動の宣伝戦略の一環としてこの種の開発にも取り組んでみたらいかがであろう。
→ スマホの活用とまでは行かないが、NMIJ で今まで培ってきた高度な計測技術をユーザーフレ
ンドリーな一般的な装置・機器へと落とし込んで市販化に成功したものとして、本年度成果
の鉄鋼部材評価用の非破壊検査装置などの例がある。
３．知的基盤の整備（計量標準）
・ 質量標準におけるプランク定数の決定などは、計量標準のみならず物理学的に貢献するとこ
ろが大であるので、国際的・学術的貢献としてもっと成果を強調してほしい。
→ 研究成果については Metrologia や IEEE などで多くの論文として公表するとともに、各学会、
計測標準フォーラム、大学での講義など多くの場を通じてその普及活動を行っている。今後
もこれらの広報活動を継続するとともに、効果の高いタイミングでプレス発表なども検討し
ている。各種学会、文部科学省、経済産業省からも表彰いただいている。
・ 整備が不十分な標準は、何が該当するのか、何に注力して整備、研究・開発を進めていくの
か大筋の計画、工程を明らかにしてほしい。実行していく上の課題、人材やシーズ技術とし
て足りないもの、外部機関や国際的連携で進めることの利点、早期実用化等の可能性などに
ついての見解や具体的な取組み計画を発信してほしい。
→ 標準整備計画を策定する段階、及びその後の見直しをタイミングで工程を常に再検討してい
る。NMIJ だけ開発することの負担が大きなものは、国際協力を進めており、例えば ACRM で
は、日中韓で年 1 回の会議を通じ、研究者の相互交流と理解を深め、技術の共有、標準物質
原料の共有など共通の標準物質開発や国際比較の共同提案など、協力して取り組んでいる。
・ 国際機関で重要なポジションを得て日本が将来イニシアチブをとるように努力すべき。国際
機関で活躍する人材の養成や次世代を担う若い研究者の養成に力を入れることが望ましい。
→ CIPM 委員、OIML 副委員長、APMP 議長等の幹部ポストを獲得・維持している。BIPM のサ
マーセミナーや Emerging Scientist WS といった国際的な場に多くの若手研究者を派遣してお
り、次代を担う若手の育成の一助としている。独自の若手向け中・長期留学制度も創設した。
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４．「橋渡し」のための関連業務
（１）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施
・ 当該業務は特に中小企業に有益であるが、企業側への宣伝が十分とはいえない。中小企業は
自らの情報収集力が弱く、研究所からの情報発信を待つことが多い。更なる活用のための施
策が必要ではないか。
→ NMIJ の技術コンサルティング事例が多く掲載された企業連携のパンフレットを作成したほ
か、日経 BP テクノロジーオンラインに技術コンサルティングの広告記事（提供技術の具体例）
を公開した。
（３）大学や他の研究機関との連携強化
・ 大学との連携や企業からの技術者受入れがまだまだ少ない。また、他省庁管轄国研との共同
研究活動テーマを探索する仕組みは構築できないものか。
→ H28 年度はこれまでに、
大学や企業から共同研究等で産学官来所者 169 名を受け入れている。
また東大との連携ラボである先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリに
も当領域から多くの研究員（11 名）が参画している。
・ 国際連携活動を通じ、日本の技術力の高さ、優位さを大いにアピールし、日本企業の海外活
動の支援を希望する。
→ NMIJ ウェブサイト（https://www.nmij.jp/）で各種情報の提供を行い、普及啓発を行っている
他、本年度は普及パンフレット「計量標準をビジネスツールに」を 9,000 部作成・印刷し、地
方公設試験所を通じて配布した。その他、計測クラブを実施、計量標準の普及に努めている。
（４）研究人材の拡充、流動化、育成
・ センターの規模や学術・技術レベルからすると、大学院生の受け入れが少ない。一層の PR
とプログラムの充実が望まれる。
→ ポスドク 5 名を採用し、RA やイノベーションスクール生の７名に研究指導や技術指導をして
いる。平成 28 年度は、技術研修生約 52 名を受け入れている。
５．総合評価
・ 計量計測の世界は広い影響力を持つ。それだけに研究シーズ・ニーズも多岐に渡る。研究テ
ーマの選定方法、ターゲットの明確化、進捗状況等を迅速に情報開示する必要性がある。
→ 例えば、第 5 世代移動体通信はより高い周波数にシフトすることが分かっている。このニー
ズに先んじた計測器の開発・公開（技術コンサルティング等）を実施している。技術戦略マ
ップでは将来技術も提示している。
・ 産総研のリクルート情報が今一つわかりにくく、学生にアピールしない。国内の人材育成に
しっかり取り組んでほしい。
→ 新しいリクルート用パンフレットでは、採用案内であることを明示するとともに、人材育成
の取り組みや、採用された者の出身分野を明記し、特定分野の者しか採用されないのではな
いかとの学生たちの不安を軽減するための工夫を行っている。
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ᗘ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ཧ↷ᶆ‽➼䛾౪⤥䜢⾜䛖䚹

䠄䠏䠅䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾㛵㐃ᴗົ
䞉䝴䞊䝄䞊䛾ィ ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䚸㛤Ⓨ䛧䛯ィ 䞉ゎᯒᡭἲ䜔⨨䜢
⏝䛧䛶䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䜔ᶵჾබ㛤䛻䜘䜛ィ ᨭ➼䜢⾜䛖䚹
䞉䝇䝨䜽䝖䝹䝕䞊䝍䜔⇕≀ᛶ䝕䞊䝍䚸ᅜෆእ䛾ィ㔞ᶆ‽䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛
ሗ䜢᭦᪂䞉ᣑ䛩䜛䚹

ィ㔞ᶆ‽
䠘ᐇ⦼䠚

䠄䠍䠅
䞉䝖䝹䜽䛾᪂䛧䛔ィ ᇶ┙ᢏ⾡䛸䛧䛶䚸䝽䝑䝖䝞䝷䞁䝇ἲ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢⏝䛔䛯㟁☢ຊ
䛻䜘䜛䝖䝹䜽䛾ᐇ⌧䛻ᡂຌ䛧䚸ୡ⏺䛷ึ䜑䛶ᅜ㝿༢⣔6,䛻䝖䝺䞊䝃䝤䝹䛺䝖䝹䜽ᶆ
‽䛾ᐇ⌧䜢ᅜ㝿ㄅ䛻ㄽᩥⓎ⾲䛚䜘䜃≉チฟ㢪䚹
䞉ὶ䜜ሙ୰䛻䛚䛡䜛⢭☜䛺⢏Ꮚᚄ⟬ฟ䛸ᮦᩱ㆑ู䛾ྠィ 䜢㐩ᡂ䛩䜛⏬ᮇⓗ䛺ᮦ
ᩱ㆑ูᆺ⢏Ꮚᚄホ౯ᢏ⾡䜢ᵓ⠏䛧䚸ཧຍᴗ௳䛾㛤Ⓨ⨨ᐇ⏝䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚸
ᡂᯝά⏝䛻䜘䜛Ẹ㛫ᴗඹྠ◊✲௳䜢⾜䛔䚸Ẹ㛫ᢏ⾡䛾ྥୖ䜔᪂つཧධ䛻⤖䜃
䛡䚹
䞉㟁Ẽᮦᩱ䛾㟁☢Ἴ≉ᛶホ౯䛸䛧䛶䚸ᅽ⦰✵Ẽ䝇䝔䞊䝆䜢⏝䛔䛯☜䛛䛥పῶ䚸䝰䞁
䝔䜹䝹䝻ἲ䛻䜘䜛䝭䝸Ἴᖏ a*+] ㄏ㟁⋡ィ 䛾☜䛛䛥ゎᯒἲ䜢㛤Ⓨ䛧䚸ᅜ㝿
ᶆ‽ᥦ䚸䝷䜲䝉䞁䝅䞁䜾䛸௳䛾ඹྠ◊✲䛻ᒎ㛤䚹
䞉ᨺᑕ⥺ᶆ‽䛾ᢏ⾡䜢⏝䛔䚸Ỉᬗయ⿕䜀䛟ホ౯䛻ᚲせ䛺ᶆ‽䚸᪂つ᱁䛻ᑐᛂ䛩䜛ᨺ
ᑕ⥺ᶆ‽ሙ➼䜢㛤Ⓨ䚹ᴗ䛜㛤Ⓨ䛧䛯⥺㔞ィ➼䛾≉ᛶホ౯䚸⥺㔞ホ౯䛻䛚䛡䜛ಙ
㢗ᛶ䜢䛘䜛〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䜢ᨭ䚹 ඹྠ◊✲䞉ཷク◊✲㈝⋓ᚓ㢠 
䠄䠎䠅
䞉≀⌮ᐃᩘ䛻䜘䜛㉁㔞䜢⌧≀䛾ᅜ㝿䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ䛾Ᏻᐃᛶ䜢㉸䛘䜛⢭ᗘ䛷ᐇ⌧䚹
ᖺ䛻ணᐃ䛥䜜䜛䜻䝻䜾䝷䝮ᐃ⩏ᨵᐃ䛻ᢏ⾡ⓗ䜶䝡䝕䞁䝇䜢䛘䛯䚹
䞉Ỉ㐨Ỉ㉁᳨ᰝ᪉ἲ䛾ᨵṇ䛻ᑐᛂ䛧䛯䝖䝸䜽䝻䝻㓑㓟ᶆ‽ᾮ䜋䛛䛾ᶆ‽≀㉁䛾౪⤥
䜢㛤ጞ䠄ணᐃ䠅䚹
䞉ィ㔞ἲᰯṇᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ -&66 䛻䛚䛡䜛ᰯṇ➼௳䚸౫㢗ヨ㦂௳䚸ᶆ‽
≀㉁㡺ᕸ௳䚸ᇶ‽ჾ᳨ᰝ௳䚸ᆺᘧᢎㄆ௳ ᖺ᭶ᮎᐇ⦼ 䚸ィ㔞
◊ಟ⏕ྡ䜢㐩ᡂ ᖺ᭶ᮎぢ㎸ 䚹
䞉䜰䝆䜰ኴᖹὒィ㔞ィ⏬䠄$303䠅䛾㆟㛗䝫䝇䝖䜢⋓ᚓ䚹ᅜ㛫0R8䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡ᑓ
㛛ᐙ䛾ὴ㐵 䠄䜹ᅜ䜈ྡ䠅䛸ᣍ⪸䚸䛻䜰䝆䜰ᆅᇦ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯◊ಟ⏕䛾ཷධ䜜
䠄䜹ᅜ䛛 䜙ྡ䠅䜢ᐇ䚸ᡃ䛜ᅜ䛾ィ㔞ศ㔝䛷䛾ᅜ㝿ⓗ䝥䝺䝊䞁䝇ྥୖ䛻ດ䜑䛯䚹
䠄䠏䠅
䞉ィ ศᯒ䞉ᰯṇ䛺䛹㇏ᐩ䛺ᢏ⾡䜔▱㆑䜢ά⏝䛧䚸ㄆド䜔ᰯṇ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᣦᑟ䚸ィ
ᶵჾ䛾≉ᛶ䜔ಙ㢗ᛶホ౯䚸〇ရ䛾䛯䜑䛾䜰䝗䝞䜲䝇䛺䛹䛾ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁
䜾ᴗົ䜢ᐇ䚸ዎ⣙ᩘ௳䠄ᖺ᭶᪥⌧ᅾ䠅䚸ᖺᗘྠᮇ䛸ẚ䜉ಸ
䞉⊂⮬䛾ᢏ⾡䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾㆟䜢㏻䛧䛯ᡤෆ㐃ᦠయไ䛾ୗ䚸ᶫΏ䛧᥎㐍䛾䛯䜑䛾⤌
⧊ⓗ䛺άື䛸䛧䛶䚸ᴗゼၥ➼䛾䝖䝑䝥䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚸䝔䜽䝜䝤䝸䝑䝆䝣䜵䜰ฟᒎ➼䝪䝖
䝮䜰䝑䝥άື䚸䛥䜙䛻⏘ᴗᢏ⾡㐃ᦠ᥎㐍㆟䜔䠏䠠ィ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢㏻䛨䛯ᅜබ
タヨ䛸䛾ᗈ⠊䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䜘䜛ᶫΏ䛧ᣐⅬ䜢ᵓ⠏䛧䛯䚹䛣䛖䛧䛯ᡓ␎ⓗ䛺䝬䞊䜿
䝔䜱䞁䜾άື䛾⤖ᯝ䚸ᴗ䜈䛾ᶫΏ䛧䜔Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠䛾┠ᶆ㐩ᡂ ᖺ᭶ᮎ
ぢ㎸ 䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
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ィ㔞ᶆ‽
䠎䠊≉➹䛩䜉䛝ᡂᯝ

ْ৯੦ຊٓ
ॺ؞ঝॡभৗखःੑ੦ೕૼधखथؚডॵॺংছথ५১भਉ৶॑৷ःञਗ਼ৡपेॊॺঝॡ॑ৰਠख਼ؚੀदੂीथবਜ਼௺ق6,كपॺ
ঞش१ঈঝऩॺঝॡఏ॑નয়ؚবपધउेल્ಅলൢ
؞ৈ૨ऩৗૠਗ਼౫મ॑ർดघॊञीभੑૼधखथ਼ؚੀੂभ८شঋॵॡબਯقਗ਼ఌબਯكभബৌக॑घॊৗু১॑৫खؚ
ಞ౫ওشढ़شधુଢ଼॑৫؛ऒोैभਛટपणःथؚધံਾ્ؚಅڭ੯ؚਗਭೖڮ੯ؚਗৱসڮ੯
؞105धॡটঐॺॢছইॕੌ॑شा়ॎचञৗૠੑ১॑৫खؚবਜ਼௺पॺঞش१ঈঝऩ੦ସ॑ण৷ਔघॊऒधद়ؚఏ
ัরभਛী॑ৎपகહऐघॊऒधऋ૭ચऩ਼ؚੀपథ॑ৄऩः૨दৗखःੑૼ॑નয়
؞ਊ୩ୠभਈৈಖ২भଣೝੑૼ॑य़ॸشॡঀট४شधखؚপ৾धभ৴पेॉৗखःग़ॿঝॠشਗ਼भଣলૌங਼॑ੀदੂीथ௴
ؚৗञऩীෲੑૼभ৫ิप൴؛ધਾق1DWXUH &RPPXQLFDWLRQVુؚ෩ك
ْଶநखق+पৗૠपਭखञ1('2উটؚதഈ౫મதৈச৫੦ೕૼউট४ख़ॡॺಉٓك
؞ഈॼঀੑ௬ૼ৫ پ
؞ৈ২؞ৈ૨ઃ਼৻ঞش२ૼش৫

ਁ؞ৱসभඃ੭૾யमؚফাৎਡदقফ২াૻكधৈःಇल૨
ঀॼپ౫મଲୗছॖথपउऐॊષସଵ৶पਂ૭ಳऩؚोৃরदभ၄ྫྷীഘध౫મશभৎੑऋ૭ચऩؚऩৗૠੑ১॑৫
قঢ়৴્ಅলൢ੯ؚ੫ુଢ଼੯ؚఃஈੋाੴଃलৰీ৺੯ؚ৫ಎ઼ৰ৷৲3-ਸ੫੯ك
ْଶநखق+ফ২पਭোोञড়ৱসಉٓك
؞ଣೝఏभૼ॑৷ःथؚအ৬यऎ௬पਏऩఏؚৗૠતपৌૢघॊଣೝఏৃಉ॑৫खؚ੫ऋ৫खञੑಉभ્ਙ
௬ؚ௬पउऐॊਦਙ॑ଖइॊଲષ৲ृ१شঅ५੍॑ର ુଢ଼؞ਭଢ଼ાඃ੭પ ਐ
؞ফাৎਡपउऐॊড়੫धभુଢ଼ಉपेॊড়ৱসඃ੭પमقফাૻؚكফ২पਢऌমফ২ु৯ఏપ॑
ਛৄा
ૼ؞॥থ१ঝॸॕথॢ২॑ણ৷खञ৴॑ఁপਘ৲खؚমফ২मাৎਡद ੯ ؚফৎ ੯ धૻसभৰౚ
ْੴ੦ೕٓ
؞ফभব২ཀྵ৩ভदஙऔोॊؚফवॉभय़টॢছଝभૼग़অॹথ५धखथৠઊधऩॊؚਠभय़টॢছਉ
ஓभਙ॑தइॊಖ২दସ॑ৰਠ؛৪ؚਸؚஆधુप৶ਯऊैৰਠखञସभக॑ેীप৵औऩਂનऊऔभ೧दৼ൩पಱऔच
ञ؛বऩউঞ८থ५भधৎपૹؚਬभஉୌ੍॑इॊઃ਼৻भସఏ॑નয়
؞ਗ਼ਞঽभৗग़ॿঝॠشधखथਹ৷औोॊಞમ॑ੑघॊञीؚಞમੑ३५ॸૠત਼॑ੀपฌऐथ-,6धखथखؚใோ
भব১ੑਃঢ়൭ઔق2,0/5ঽ৷ಓೠਞ৬મ॑كಞॹॕ५ঌথ१पৌૢदऌॊेअखؚউট४ख़ॡॺॳشभુ
৮শ॑ඃ੭
؞ୢ৷றரभଣೝચఏभ৫ؚ১ಉभૠपৌૢखञఏସಉؚবড়भ೨ृੱ؞৸पঢ়घॊॽش६ृઔંਫपਃपৌ
ૢखथੑఏ॑ତൂقୡඨ৯قফাਠؚাଜৄा੯அिؚكఏସ੯قাଜৄाكك
؞ফাଜपउःथੑ১ૅਫহఃஈ২ق-&66كपउऐॊૅਫহऐभૅਫಉऋ੯ؚಹঘش२شऐൂୡऋ
੯ؚఏସभᐑഘ੯ؚ੦ஓਫ਼ਪ੯ؚૄഅੳୡ੯ৰؚੑଢ଼ఊেमফাଜपथ॑ਭোोभৄा؛औ
ैपؚ-,6ૠતਛقੑؚफ़ছ५ଲആ২ੑಉृكੑ১भ১ഥਫु੍ର
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㡿ᇦ䛾ᴫせ䛸◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䠄䠅 㡿ᇦ䛾ᴫせ
ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗
୕ᮌᖾಙ
ᖺ᭶᪥


⏘⥲◊䛾ேဨ
◊✲⫋ဨᩘ䠄䛖䛱እᅜ⡠䠅
䖃䛖䛱䝟䞊䝬䝛䞁䝖

ྡ䠄ྡ䠅
ྡ
ྡ

䖃䛖䛱௵ᮇ
ົ⫋ဨᩘ䠄䛖䛱እᅜ⡠䠅

ྡ䠄ྡ䠅

⌧ᅾ ⫋ဨྜィྡ䠄ྡ䠅

ᙺဨ

ྡ

ᣍ⪸◊✲ဨ

ྡ

䝫䝇䝗䜽

ྡ

䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

ྡ

⏘Ꮫᐁ㐃ᦠไᗘ➼䛻䜘䜛◊✲ဨ➼ཷධᐇ⦼ᩘ
ᴗ䛛䜙

ྡ

Ꮫ䛛䜙

ྡ

⊂ἲ䞉බタヨ➼䛛䜙

ྡ
䠄䛖䛱እᅜ⡠ྡ䠅

䠄ᖺᗘཷධᘏ䜉ᩘ䠅
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㡿ᇦู䛾◊✲⫋ဨᵓᡂ
䠄ᖺ᭶᪥⌧ᅾ䠅

䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ㡿ᇦ

ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊

ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊
⏕ᕤᏛ㡿ᇦ

䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䞉〇㐀㡿ᇦ
ሗ䞉ே㛫ᕤᏛ㡿ᇦ
ᮦᩱ䞉Ꮫ㡿ᇦ


10,-⤌⧊ᴫせ 䠄ᖺ᭶᪥Ⅼ䠅
ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䠄㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻹㼑㼠㼞㼛㼘㼛㼓㼥㻌㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼑㻌㼛㼒㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻕
ᖖ⫋ဨ 䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

◊✲ᡓ␎㒊

ᕤᏛィ

ᶆ‽◊✲㒊㛛

ᖖ⫋ဨ 䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

≀⌮ィ

ᶆ‽◊✲㒊㛛

ᖖ⫋ဨ 䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

≀㉁ィ

ᶆ‽◊✲㒊㛛

ᖖ⫋ဨ 䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

ศᯒィ

ᶆ‽◊✲㒊㛛

ᖖ⫋ဨ䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

◊✲⏬ᐊ
ᅜ㝿ィ㔞ᐊ
ィ㔞ᶆ‽ㄪᰝᐊ
,&
32

ᖖ⫋ဨ䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣

ᖖ⫋ဨ ே
䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣 ே

ィ㔞ᶆ‽ᬑཬ䝉䞁䝍䞊
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ᶆ‽౪⤥ಖ㞀ᐊ
ᶆ‽≀㉁ㄆド⟶⌮ᐊ
ἲᐃィ㔞⟶⌮ᐊ
ィ㔞◊ಟ䝉䞁䝍䞊

⏘⥲◊య䛾ண⟬
ᖺᗘỴ⟬㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

>ὀ@ⓒᮍ‶ᅄᤞධ䛾䛯䜑䚸ྜィ䛸୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹
>ὀ@ධཬ䜃ᨭฟ䛾㢠䛿䚸⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨᮲䛻つᐃ䛩䜛䛂Ỵ⟬ሗ࿌᭩䛃䛾Ỵ⟬㢠䛷䛒䜛䚹



䠓◊✲㡿ᇦ䛾ண⟬
ᖺᗘண⟬㢠
䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ㡿ᇦ


䠄༢䠖൨䠅

⏕ᕤᏛ㡿ᇦ


䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䞉〇㐀㡿ᇦ


ሗ䞉ே㛫ᕤᏛ㡿ᇦ


ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊


ᮦᩱ䞉Ꮫ㡿ᇦ


ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊


>ὀ@༓ᮍ‶ᅄᤞධ䛾䛯䜑䚸ྜィ䛸୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹
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ᙜ㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛ண⟬ᵓᡂ
ϮϬϭϰ೧ౕ

ϮϬϭϱ೧ౕ

ϮϬϭϲ೧ౕ

䠄൨䠅

䠄൨䠅

䠄൨䠅

බⓗእ
㒊㈨㔠
㻞㻠㻑
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㒊㈨㔠
㻞㻜㻑

㐠Ⴀ㈝
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㻢㻤㻑

͖ؔΔ
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෨ࣁۜ
ϭϰй
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ϴй

බⓗእ
㒊㈨㔠
㻞㻣㻑

㐠Ⴀ㈝
㔠
㻢㻢㻑

͖ؔΔ
෨ࣁۜ
ϭϰй

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

㐠Ⴀ㈝㔠䠄ͤ䠅







Ẹ㛫䛛䜙䛾እ㒊㈨㔠







බⓗእ㒊㈨㔠







ྜィ







䠄൨䠅

㐠Ⴀ㈝
㔠
㻡㻥㻑

䠄ͤᐇ㉁㓄ศ䚸ᡤෆ➇தⓗ
ண⟬䛿㝖䛟䠅



ᖺᗘ䛾ᖺᗘ┠ᶆ䛻ᑐ䛩䜛ᐇ⦼
Ẹ㛫㈨㔠
䠄൨䠅

ㄽᩥⓎ⾲ᩘ

┠ᶆ



ᐇ⦼



5$䚸,6⏕
䠄᥇⏝ேᩘ䠅

▱㈈ᐇ
䠄௳䠅













せ䛺ᣦᶆ䛻䛴䛔䛶䛶┠ᶆ䜢㐩ᡂ
౫㢗ヨ㦂䚸ᇶ‽ჾ᳨ᰝ䚸MFVVᰯṇ䚸ィ㔞ኈᩍ⩦䜒๓ᖺᗘ୪䜏䛾ᐇ⦼

ཧ⪃䞉⏘⥲◊ෆ㡿ᇦ䛾Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ≧ἣ
䜶䝛䞉
⎔ቃ

⏕

ሗ䞉
ே㛫

ᮦᩱ䞉
Ꮫ

䜶䝺䞉
〇㐀

ᆅ㉁

ィ㔞

┠ᶆ















ᐇ⦼















㐩ᡂ⋡















൨

Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ䛻㛵䛧䛶䚸ᖺᗘ䛿ᙜ㡿ᇦ䛜၏୍ᖺᗘ┠ᶆ䜢䜽䝸䜰
ᖺᗘ䜒䜋䜌㐩ᡂぢ㎸䜏
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⏘⥲◊䜢ᕠ䜛ື䛝䛸ᙜ㡿ᇦ䛾ᑐᛂ
 ➨ᮇ䠄+ᖺ᭶䜘䜚ᖺ㛫䠅䛾㛤ጞ
Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ䛜┠ᶆ䛸䛧䛶タᐃ
ĺᙜヱᖺᗘ㡿ᇦ䛸䛧䛶၏୍┠ᶆ䜢㐩ᡂ
᪂䛯䛺㐃ᦠไᗘ䠄ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠅䛾ᑟධ
ĺ⏘⥲◊య䛾ዎ⣙௳ᩘ䛾䛜ᙜ㡿ᇦ
 ᖹᡂᖺ᭶᪥䛷≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே䛻ᣦᐃ
୰㛗ᮇィ⏬䛾ᨵᐃ䠖ᶆ‽䜈䛾ᐤ䛜᫂♧
ĺ௨๓䛛䜙ከᩘ䛾ᶆ‽䛻㛵䠄⏘⥲◊䛜ᙺ⫋䜢䜑䜛ᅜ㝿ጤဨ
䛾䛖䛱⣙䝫䝇䝖䛻ᙜ㡿ᇦ㛵ಀ⪅䛜ᑐᛂ䠅
ĺ+ᖺᗘᕤᴗᶆ‽ᴗ⾲ᙲ䠄⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㛗㈹ཷ㈹䠅
⏘⥲◊䛾ᖺ䛻ྥ䛡䛯◊✲ᡓ␎䜢⟇ᐃ
ĺせㄢ㢟䛷䛒䜛䝕䝆䝍䝹䜒䛾స䜚䠄ḟඖᙧ≧ィ 䠅䚸
Ỉ⣲♫䛾ᐇ⌧䠄Ỉ⣲ὶ㔞䠅䚸༢୍㟁Ꮚ䞉ගᏊ䞉ཎᏊ䛾ィ 䠄㔞Ꮚᶆ‽䠅䚸
ศᏊ䝺䝧䝹䛾⣲ᮦไᚚ䠄ᶆ‽≀㉁䠅䚸♫䝸䝇䜽పῶ䠄䜲䞁䝣䝷デ᩿䠅➼䜢ඛᑟ

⏘⥲◊䜈䛾ᮇᚅ䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ


▱ⓗᇶ┙ᩚഛ䛸ィ㔞ᶆ‽౪⤥䜈䛾ᑐᛂ
 ィ㔞ᶆ‽䛾ᩚഛ
ĺᴗ⏺䛸䛾ᑐヰ䛻䜘䜚ᩚഛィ⏬䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛔ᩚഛ㡯┠䜢ⓗ☜䛻㐩ᡂ
ĺ㉁㔞ᐃ⩏ᨵᐃ䛻ᑐᛂ䛧⌧♧ᡭẁ䜢ᐇ⌧䠄㐩ᡂ䛧䛯䛾䛿ୡ⏺䜹ᅜ䛾䜏䠅
 ィ㔞ᶆ‽䛾ᬑཬ
ĺᖺᗘ୪䜏䛾MFVVᰯṇ䛻ຍ䛘ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䜢⏝䛧䛯ᰯṇ䠇Į䛾
ຍ౯್䛾ᥦ౪䚸ᶆ‽≀㉁㡺ᕸᩘ䛿㡰ㄪ䛻ቑຍ
ĺྛ✀䝉䝭䝘䞊䞉ィ 䜽䝷䝤䛾㛤ദ䚸ẚ㍑ヨ㦂䝥䝻䜾䝷䝮䞉ᬑཬၨⓎ㈨ᩱᥦ౪
 ἲᐃィ㔞ᴗົ
ĺ⤒ᖖⓗ䛺ィ㔞ᩍ⩦䛾ᐇ䛻ຍ䛘䚸ᅜ䛷䝉䝭䝘䞊䜢㛤ദ
ĺ-,6ཎసᡂ
 ᅜ㝿ィ㔞ᶆ‽䜈䛾ᐤ
ĺᅜ㝿䝫䝇䝖⋓ᚓ䚸㏵ୖᶵ㛵䜈䛾ᨭ䚸Ỉ⣲䝕䜱䝇䝨䞁䝃ᅜ㝿່࿌ᩥ᭩ᑐᛂ

ᙜ㡿ᇦᅛ᭷ᴗົ䜈䜒ⓗ☜䛻ᑐᛂ
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ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛾ᴗົ
ィ㔞ᶆ‽䜢᰾䛸䛧䛶▱ⓗᇶ┙䞉ᶫΏ䛧䛾䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇䜈
3'&$
ά⏝ᢏ⾡
ḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽
䞉䞉䞉

ィ ホ౯ᢏ⾡䛾
◊✲䞉㛤Ⓨ䞉ᬑཬ

ྜ⌮ⓗ䛷ᙉᅛ䛺
౪⤥䝅䝇䝔䝮䛻ྥ䛡䛶
᩿䛾ᨵၿ

䝯䞊䝖䝹᮲⣙
2,0/᮲⣙
ᅜ㝿┦ᢎㄆ༠ᐃ
䠄05$
ィ㔞ἲ
䛭䛾ᅜෆእ
ἲつ䞉つไ䞉つ᱁

ᶫΏ䛧ᶵ⬟䛾
ᙉ
ᩘᏛ䠄☜⋡ㄽ䞉⤫ィᏛ䠅

㧗⢭ᗘィ ᢏ⾡
ඛ➃ⓗศᯒᶵჾ
〇ရᨭ
ᕤᴗᶆ‽
䞉䞉䞉

≀⌮Ꮫ䚸Ꮫ䚸⏕≀Ꮫ
ᕤᏛ䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝍⛉Ꮫ

ィ㔞ᶆ‽䛾◊✲䞉㛤Ⓨ䞉⥔ᣢ
䠄10,-䛾ᇶ┙䜢ᙧస䜛୰᰾ⓗ䛺ᶵ⬟䠅

ᅜ㝿༢⣔䠄6,䠅


▱ⓗᇶ┙䛾ᬑཬ䠖ἲᐃィ㔞䛻ಀ䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ
ᖹᡂᖺᗘᮎ䛷䚸ィ㔞◊ಟ䝉䞁䝍䞊䛿༢ᖺᗘ䝧䞊䝇䛷ྡ䠄ぢ㎸ᩘ䠖ಟド᭩
Ⓨ⾜ศྡ䠇ᮍⓎ⾜ศྡ䠅䚹䛭䛾䚸ἲᐃィ㔞䝉䝭䝘䞊䚸䜽䝷䝤䚸ィ㔞ㅮ⩦
䛺䛹䛷㏙䜉ྡ䛾ཧຍ䚹
䛴䛟䜀㛤ദ

new

ᾏ㐨ᆅ༊
ィ㔞ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䠄ᮐᖠ䠅

ᮾ᪥ᮏ㛤ദ
ィ㔞⾜ᨻ᪂ேᩍ⩦
᪂௵⟶⌮⫋ᩍ⩦

す᪥ᮏ㛤ദ
ィ㔞⾜ᨻ᪂ேᩍ⩦䠄ụ⏣䠅
ἲᐃィ㔞䝉䝭䝘䞊䠄ி㒔䠅
ἲᐃィ㔞䜽䝷䝤䠄㜰䠅

new

ィ㔞ᣦᑟ⪅ᩍ⩦

ᣦᐃ〇㐀ᴗ⪅ไᗘᩍ⩦
⎔ቃィ㔞ド᫂ᴗ⪅ไᗘᩍ⩦

new

୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅ༊
ィ㔞ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䠄ᩜ䠅

≉ᐃィ㔞ド᫂ᴗ⟶⌮⪅ㅮ⩦
▷ᮇィ㔞ᩍ⩦

new

ᕞᆅ༊
ィ㔞ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䠄⚟ᒸ䠅

ᇶ♏ィ㔞ᩍ⩦

⎔ቃィ㔞ㅮ⩦䠄⃰ᗘ㛵ಀ䚸㦁㡢䞉ື㛵ಀ䠅
㛵ᮾᆅ༊
ἲᐃィ㔞䝉䝭䝘䞊䠄䜲䞁
䝍䞊䝯䝆䝱䞊ᮾி䠅
༓ⴥ┴ィ㔞ㅮ⩦
ᇸ⋢┴ィ㔞ㅮ⩦
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୍⯡ィ㔞ᩍ⩦

୍⯡ィ㔞≉ูᩍ⩦

⎔ቃィ㔞≉ูᩍ⩦䠄⃰ᗘ㛵ಀ䚸㦁㡢䞉ື㛵ಀ䠅
ィ

䛻䛚䛡䜛☜䛛䛥◊ಟ䠄୰䞉ୖ⣭䝁䞊䝇䠅

▱ⓗᇶ┙䛾ᬑཬ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋ䛾ᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟䛻㛵䛩䜛ᑐᛂ 
ᖺ䛾㟈⅏௨᮶䚸་⒪䜔⎔ቃᨺᑕ⥺ィ 䛻㛵䛩䜛ㅮ⩦䜔
ᢏ⬟ヨ㦂䜢㛤ദ䛧䚸ゎㄝ᭩䜢㓄ᕸ䛧䛯䚹䛭䛾ཧຍ⪅ᩘ䚸㡺ᕸᩘ䜢
ྜィ䛩䜛䛸௳䜢㉸䛘䚸Ᏻ䛸ᗣ䛻㛵䛧䛶♫㈉⊩䜢䛧䛶䛝䛯䚹
㻝㻜㻜㻜
㟈⅏㛵㐃䠄ㅮᖌὴ㐵䠅

ᨺᑕ⬟ᢏ⬟ヨ㦂

㟈⅏㛵㐃䠄ㅮ⩦㛤ദ䠅

㻔㻡㻟㻝௳㻕

ཧຍ⪅ᩘ䠄ே䠅

་⒪㛵㐃䠄ㅮᖌὴ㐵䠅

᭩⡠
㡺ᕸ

་⒪㛵㐃䠄ㅮ⩦㛤ദ䠅
ᨺᑕ⬟ᢏ⬟ヨ㦂

㻔㻞㻡㻝㻢㻕

㻡㻜㻜

ㅮ⩦
㛤ദ

ྜィ
㻔㻝㻜㻞㻠㻢㻕

㻔㻞㻜㻢㻠ே㻕

ㅮ⩦ㅮᖌὴ㐵
㻔㻡㻝㻟㻡ே㻕
㻜

㻞㻜㻝㻝

㻞㻜㻝㻞

㻞㻜㻝㻟

㻞㻜㻝㻠

㻞㻜㻝㻡

㻞㻜㻝㻢

ㅮ⩦䞉ᢏ⬟ヨ㦂ᐇᖺᗘ


▱ⓗᇶ┙䛾ᬑཬ䠖ᅜ㝿ᨭ
 䝍䜲1,07䛾◊✲⪅䛜᪥ᮏ䛾Ꮫ䛻䛚䛔䛶༤ኈྕ䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾
ཷධ◊✲ᐊ䛾㑅ᐃ䜔㛵ಀᙧᡂ䜢⾜䛳䛯䚹ᖐᅜᚋ䠈୧ᅜ㛫䛾⌮ゎ䛸
㐃ᦠಁ㐍䛻㈨䛩䜛䛸ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
 䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛷⾜䜟䜜䛯ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾◊ಟ䛻ྡ䛾ᑓ㛛ᐙ䜢
ὴ㐵䛧䠈⤒῭ᅪ䞉ྡ䛾◊ಟ⏕䛻㉁㔞ᰯṇ䛾ᢏ⾡ᣦᑟ䜢⾜䛳䛯䚹
 䝺䞊䝄䞊ᖸ΅ィ䜢⏝䛔䛯㛗䛥ᰯṇ䛾◊ಟ䜢᪥ᮏ䛷ᐇ䛧䛯䚹
䛛ᅜ䞉ྡ䛾◊ಟ⏕䛻ᑐ䛧䠈⏘⥲◊䛾ྡ䛾ᑓ㛛ᐙ䛜ᢏ⾡ᣦᑟ䜢
⾜䛳䛯䚹῝䛔▱㆑䛸ᐇ㝿䛻䛘䜛ᢏ⾡䛾ᣦᑟ䛜ዲホ䛷䛒䛳䛯䚹
 䝧䝖䝘䝮䛻䛚䛔䛶☜䛛䛥㛵㐃䛾䝉䝭䝘䞊䜢䠈㐣ཤᖺ㛫䛻ர䜚ᅇ
௨ୖ⥅⥆ⓗ䛻⾜䛳䛶䛝䛯䚹䛭䛾ຌ⦼䛜㧗䛟ホ౯䛥䜜䠈䝧䝖䝘䝮⛉Ꮫᢏ⾡
⮧䛛䜙⾲ᙲ䜢ཷ䛡䛯䠄እᅜ⡠ཷ㈹䛿⌋䛧䛔䛸ゝ䜟䜜䜛䞉ᖺ᭶䠅䚹
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㡿ᇦ䛾ᴫせ䛸◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䠄䠅 㡿ᇦ䛾◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊 ◊✲ᡓ␎㒊㛗
⮻⏣Ꮥ
ᖺ᭶᪥


➨䠏ᮇ䜎䛷䛾せㄢ㢟䛸ᡂᯝ
 ⏘⥲◊➨䠍䠈䠎ᮇ䠄䡚ᖺᗘ䠅
± Ḣ⡿ㅖᅜ䛻ẚ⫪䛧䛖䜛ィ㔞ᶆ‽䛾ᩚഛ

 ⏘⥲◊➨䠏ᮇ䠄䡚ᖺᗘ䠅
± ⎔ቃ䚸䜶䝛䝹䜼䞊䚸་⒪䚸ᗣ䛻ᐤ䛩䜛
ィ㔞ᶆ‽䛾ᩚഛ
ᚓ只䜜叀⬟ຊ

Ḣ⡿ㅖᅜ୪䜏䛾୍ḟᶆ‽
ィ㔞ᶆ‽䛾㛤Ⓨ䛻䜘䜚ᇵ䛳䛯ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䛸ィ㔞
ᶆ‽䛾୍యⓗ㛤Ⓨ⬟ຊ
୍ḟᰯṇᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛾ᅜෆ౪⤥యไ
ᅜ㝿ẚ㍑䛷ᇵ䛳䛯ྠ➼ᛶホ౯ᢏ⾡
ᅜ㝿䝫䝇䝖ྲྀᚓ䛸䝹䞊䝹䝯䜲䜻䞁䜾䜈䛾㛵
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➨ᮇ䛾㡿ᇦ┠ᶆ䞉ᡓ␎
 ⥅⥆ⓗ䛺ィ㔞ᶆ‽䚸ἲᐃィ㔞ᴗົ䛾౪⤥
 䛥䜙䛺䜛ィ㔞ᶆ‽䛾⢭ᗘྥୖ䚸ຠ⋡ⓗ㛤Ⓨ
 ᶆ‽౪⤥䝃䞊䝡䝇䛛䜙୍Ṍ㐍䜣䛰䝋䝸䝳䞊
䝅䝵䞁ᥦ౪䚸ᶆ‽ᨭ䚸ᢏ⾡䛾ᬑཬ
 ィ㔞ᶆ‽䚸⢭ᐦィ ᢏ⾡䜢᪂䛯䛺⏘ᴗᢏ⾡
䜈㌿䛩䜛䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇㛤Ⓨ䚸⏘⥲◊
㡿ᇦ䜔ᴗ䛸䛾༠ᴗ䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨ
䝫䝇䝖05$䚸䝫䝇䝖ཎჾ䠄6,ᐃ⩏ᨵᐃ䠅௦䛾
ィ㔞䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䝅䝇䝔䝮䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ


➨ᮇ䛻䛚䛡䜛◊✲㛤Ⓨ䛾᪉ྥᛶ
➨ᮇ䜎䛷䛾䛺◊✲㛤Ⓨ䜶䝸䜰

 ⢭ᗘ䛾㏣ồ
 㔞┠䛾ᣑ
 ᰯṇᴗ⪅
䛾ᨭ

10,-

➨䠐ᮇ䛛䜙䛾䛺◊✲㛤Ⓨ䜶䝸䜰
 ᢏ⾡䝅䞊䝈㛤Ⓨ䛧䛯ィ㔞ᶆ‽
05$䛻ᑐᛂ䛧䛯ྠ➼ᛶホ౯ᢏ⾡
ᅜ㝿䝛䝑䝖䝽䞊䜽
ィ㔞ᶆ‽䛸ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䛾
୍యⓗ㛤Ⓨ
 ἲᐃィ㔞ᴗົ䛾ᐇ䛸ேᮦ䛾⫱ᡂ
 ୍ḟᰯṇᴗ⪅䠖⥅⥆ⓗ䛺ᰯṇ䛸䚸䝫䝇䝖ཎჾ
௦䜢㋃䜎䛘䛯䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

ḟᰯṇᴗ⪅
ィ ᢏ⾡䛾䝴䞊䝄䞊

୍⯡䝴䞊䝄䞊
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ᚑ᮶䛾㛫᥋ⓗᑐᛂ
䛛䜙┤᥋ⓗᶫΏ䛧䜈

⏘⥲◊䛾ᶫΏ䛧ᶵ⬟
ভੳੴ

َଶநखُ

ভੋ৽؞
கभୗ

ভषभॖথঃॡॺ

ૹષ৲طਓ৲

ৄط

َଈभદُ
ఐ৾
প৾

ૼ

ॖঀঋش३ঙথ
ਓੀ



ᙜ㡿ᇦ䛻䛸䛳䛶䛾ᶫΏ䛧ᶵ⬟
➨䠐ᮇ䛛䜙䛾䛺◊✲㛤Ⓨ䜶䝸䜰

➨ᮇ䜎䛷䛾䛺◊✲㛤Ⓨ䜶䝸䜰

 ⢭ᗘ䛾㏣ồ
 㔞┠䛾ᣑ
 ᰯṇᴗ⪅
䛾ᨭ

10,-

 ᢏ⾡䝅䞊䝈㛤Ⓨ䛧䛯ィ㔞ᶆ‽
05$䛻ᑐᛂ䛧䛯ྠ➼ᛶホ౯ᢏ⾡
ᅜ㝿䝛䝑䝖䝽䞊䜽
ィ㔞ᶆ‽䛸ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䛾
୍యⓗ㛤Ⓨ
 ἲᐃィ㔞ᴗົ䛾ᐇ䛸ேᮦ䛾⫱ᡂ
 ୍ḟᰯṇᴗ⪅䠖⥅⥆ⓗ䛺ᰯṇ䛸䚸䝫䝇䝖ཎჾ
௦䜢㋃䜎䛘䛯䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

ḟᰯṇᴗ⪅
ィ ᢏ⾡䛾䝴䞊䝄䞊

ᚑ᮶䛾㛫᥋ⓗᑐᛂ
䛛䜙┤᥋ⓗᶫΏ䛧䜈

10,-䛻䛸䛳䛶䛾Ṛ䛾㇂䜢䛹䛖㉺䛘䜛䛛
䠙┤᥋䛾ィ㔞ᶆ‽䝴䞊䝄䞊௨እ䛾
୰㛫ᒙ䜈䛾౯್⛣㌿

୍⯡䝴䞊䝄䞊
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ᙜ㡿ᇦ䛾≉ᚩ
 ᶆ‽☜❧䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
 㢳ᐈ䛿⮬㌟ ᶆ‽౪⤥ᴗ⪅
 䛭䜜⮬య䛾 Ⴀ䠅ᴗ䛿㞴䛧䛔
㡿ᇦ䛾䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇
㻭 ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡➼
㻮 ィ 䞉ศᯒᢏ⾡➼

ග᱁Ꮚィ

䜰䝪䜺䝗䝻ᐃᩘ

㛵䛾䝣䜵䞊䝈
㻝㻚㻌 䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻞㻚 䛻䜘䜛ศᯒホ౯
㻟㻚 䜢ᛂ⏝䛧䛯〇ရ➼㛤Ⓨ

㡿ᇦ䛾䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇䜢
☻䛟䛣䛸䛷ᴗ䝙䞊䝈䛾
ྛ䝣䜵䞊䝈䛻㛵


Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ≧ἣ䛛䜙ぢ䛯ᙜ㡿ᇦ䛾≉ᚩ
㻭㻚ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡䛻䜘䜛㐃ᦠ
$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䛾㛤Ⓨ

ᢏ⾡䛾✀㢮
㻭 ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡➼
㻮 ィ 䞉ศᯒᢏ⾡➼

$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䛻䜘䜛ศᯒ䞉ホ౯
$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䜢ᛂ⏝䛧䛯〇ရ㛤Ⓨ

㻮㻚ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䛻䜘䜛㐃ᦠ

㛵䛾䝣䜵䞊䝈
㻝㻚㻌 䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻞㻚 䛻䜘䜛ศᯒホ౯
㻟㻚 䜢ᛂ⏝䛧䛯〇ရ➼㛤Ⓨ

%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡
䛾㛤Ⓨ
%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡
䛻䜘䜛ศᯒ䞉ホ౯
%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡
䜢ᛂ⏝䛧䛯〇ရ㛤Ⓨ

䛾䝬䝖䝸䜽䝇䛷ศᯒ䠄௳ᩘ䝧䞊䝇䠅

ඹྠ◊✲

ཷク◊✲

䝁䞁䝃䝹

ዎ⣙ᙧែ
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䛔䛪䜜䜒䝣䜵䞊䝈㻞䛾䝙䞊䝈䛜㧗䛔䚹
ᴗ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟䜈䛾䝋䝸䝳䞊䝅䝵
䞁䚹≉䛻䝁䞁䝃䝹䛷䛿㢧ⴭ

බⓗ㈨㔠䜒ྠᵝ䛻ศ㢮䠄௳ᩘ䝧䞊䝇䠅
$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䛾㛤Ⓨ

┠ⓗ
ᇶ♏

$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䛻䜘䜛ศᯒ䞉ホ౯

๓ᮇ

බⓗ㈨㔠䛷䛿䚸ᇶ┙䚸㐺⏝ᮇ
ĺ ᶫΏ䛧๓ᮇ䡚୰ᮇ

ᚋᮇ

$ᶆ‽䞉ᰯṇᢏ⾡
䜢ᛂ⏝䛧䛯〇ရ㛤Ⓨ
%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡
䛾㛤Ⓨ

Ẹ㛫㈨㔠䛷䛿䚸㐺⏝䚸ᒎ㛤ᮇ
ĺ ᶫΏ䛧୰ᮇ䡚ᚋᮇ

┠ⓗ
ᇶ♏

%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䛻
䜘䜛ศᯒ䞉ホ౯

䛾ᘬ䛝ྜ䛔䛜ከ䛔

๓ᮇ

ᚋᮇ

%ィ 䞉ศᯒᢏ⾡䜢
ᛂ⏝䛧䛯〇ရ㛤Ⓨ
බⓗ㈨㔠

Ẹ㛫㈨㔠

㈨㔠༊ศ

㐠Ⴀ㈝㔠䜔බⓗ㈨㔠䛷ᇶ┙㛤Ⓨ
ĺẸ㛫㈨㔠䛷䛾㐃ᦠ䜈䛴䛺䛢䜛


ᰯṇ䞉౫㢗ヨ㦂
 ィ㔞ᶆ‽⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛾ᴗົ䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䠄୕ྕᴗົ䠅
 ᰯṇ䞉౫㢗ヨ㦂䛾㈝⏝䛿ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
 ⤖ᯝ䛿ᰯṇド᫂᭩䛸䛧䛶Ⓨ⾜䛥䜜䜛䚹
 ᰯṇ䞉౫㢗ヨ㦂䛾ᑐ㇟䛿Ỵ䜑䜙䜜䛯ᰯṇჾ≀䛾䜏䛷䛒䜛䚹
 ᰯṇ䞉౫㢗ヨ㦂䛿Ỵ䜑䜙䜜䛯᪉ἲ䞉ᡭ㡰䛷ᐇ䛥䜜ᐃᮇⓗ┘ᰝ䜢ཷ䛡
䜛䚹
 ᪂䛯䛺ᰯṇရ┠䞉㡯┠䛾ไᐃ䛿୍ᐃᩘ௨ୖ䛾㟂せ䛾Ꮡᅾ䛩䜛௳䛻㝈
䜙䜜䚸䜎䛯ไᐃ䛻䛿㛗㛫䜢せ䛩䜛䚹

ィ ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾




ᰯṇ䞉౫㢗ヨ㦂䛾䝸䝇䝖䛻䛺䛔 ᐃ䞉ศᯒᑐ㇟䜔᮲௳䞉ᡭἲ䛻䜘䜛
ศᯒ䛾ᐇ䚹
౫㢗⪅䛾せᮃ䛻ᛂ䛨䛯䜸䞊䝎䞊䝯䜲䝗䛾 ᐃ䞉ศᯒ䛾ᐇ䚹
ᐃ䞉ศᯒ䛾ཎ⌮䜔ᡭἲ䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪䞉ᢏ⾡ᣦᑟ䚹
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ᐃ䞉

ᰯṇ䞉ヨ㦂ᴗົ䛸䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾


ᰯṇ䞉ヨ㦂௳ᩘ䠄ド᫂᭩Ⓨ⾜ᯛᩘ䠅

Ⓨ⾜௳ᩘ




౫㢗ヨ㦂



≉ᐃḟᶆ‽ჾ









ᖺᗘ

ィ㔞ἲ䛻ᇶ䛵䛟≉ᐃḟᶆ‽ჾᰯṇ䚸౫㢗ヨ㦂䛸䜒๓ᖺᗘ୪䜏䜎䛯
䛿ቑຍぢ㎸䜏䚹䛥䜙䛻䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠄๓ᖺྠ᭶ẚಸ䛾ఙ䜃
௳ĺ௳䠖ዎ⣙⥾⤖䝧䞊䝇䠅䛻䜘䜚䝃䞊䝡䝇䜢ຍ㏿䚹


䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛻ᑐ䛩䜛⏘ᴗ⏺䛾ᛂ


ィ 䛾䝇䝨䝅䝱䝸䝇䝖䛻䜘䜛㧗ᗘ䛺ᢏ⾡ᣦᑟ䛾᭷ൾ䛿⌮ゎ䛷䛝䜛䚹



↓ൾ䛰䛸౫㢗䛧䛻䛟䛔䚹᭷ൾ䛻䜘䜚䝃䞊䝡䝇䛾☜ᐇᛶ䞉⥅⥆ᛶ䛜☜ಖ
䛥䜜䜜䜀᭷䜚㞴䛔䚹

◊✲⪅䛻䛸䛳䛶䛾Ⅼ



㈇Ⲵ䛜㝈ᐃⓗ䠚බ㛤▱ぢ䛾ᥦ౪䚸㛫ዎ⣙
」ᩘᴗ䛻ྠෆᐜ䛾䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛜ྍ⬟



⏘ᴗ⏺䝙䞊䝈䠄ၥ㢟䠅ᢕᥱ䛾ዲᶵ

㐃ᦠ䛾ධ䜚ཱྀ䛸䛧䛶᭷ຠ䛻ᶵ⬟
ᆺ㐃ᦠ䛾䜈䛾䝇䝔䝑䝥


ᴗ䛸䛾㐃ᦠ䝏䝱䝛䝹䛜ቑ䛘䜛䛸ඹ䛻䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇㠃䛾㓄៖䜒㔜せ䛻

10,-䛸䛧䛶䛾䝤䝷䞁䝗䞉ಙ㢗ᛶ䛾⥔ᣢ䛸
䝴䞊䝄䞊䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䞉㢳ᐈ‶㊊䛾ྥୖ୧❧䜢┠ᣦ䛩
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ᇶ┙ᢏ⾡ẁ㝵䛷䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥ᵓ⠏
㻙 ඛ➃ィ

ศᯒᶵჾ䛾බ㛤䛻䜘䜛ィ

ᨭ 㻙

䖃⏘⥲◊䠖䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟᶵჾ
ඹ⏝䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮㻔㻵㻮㻱㻯㻕
䖃ᩥ⛉┬䠖䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
ᚤ⣽ᵓ㐀ゎᯒ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮

ҪዟᆋἻផ༟ậԋᜍὕᑔὣᫌ
ᆃẩҽᫌ
ếṳṬṯṭẩᾎᾒᾊέᾛᾭᾇᾌᾙὭ̵ᾤΖංỀ

ࠓݸὕϓංἿᇿካᫌᆃẩ௭ᫌᆃዾὣூ୯

䞉ᢏ⾡┦ㄯ
䞉ᢏ⾡⿵ຓ
䞉ᢏ⾡௦⾜
䞉ᶵჾ⏝
䞉ඹྠ◊✲

ᨭ௳ᩘ䠄ᩥ⛉┬ᴗ䠅
+䠖௳
+䠖௳ ㏵୰㞟ィ
⏝ࡢ⣙༙ᩘࡣᴗ
බ㛤⏝ࡽඹྠ◊✲ࡸཷク◊✲ࡶᒎ㛤


ᇶ┙ᢏ⾡ẁ㝵䛛䜙䛾⤌⧊ⓗ㐃ᦠ
㻙 䝘䝜ィ 䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮 䠄㻯㻻㻹㻿㻙㻺㻭㻺㻻䠅 㻙
䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛾㐍ᒎ䛻㔜せ䛺䝘䝜ᮦᩱ䛾ホ౯ᡭἲ䞉⨨䛾㛤Ⓨ䜢䜸䞊䝹䝆䝱䝟䞁యไ䛷᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ㻢᭶䛻
ᓥὠ〇సᡤ䚸᪥ᮏ㟁Ꮚ䚸䝸䜺䜽䚸᪥❧䝝䜲䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝈䚸ᇼሙ〇సᡤ䛾㻡♫䛸⏘⥲◊䛷䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䜢タ❧䛧䛯䚹㻞㻜㻝㻢
ᖺ㻠᭶䛛䜙䝇䝍䞊䝖䛧䛯➨㻞ᮇ䛷䛿䚸䝘䝜ᮦᩱつไ䛻䛚䛡䜛ヱྰุᐃ䜈䛾⏝䛻ྥ䛡䛶䝘䝜⢏Ꮚ」ྜィ 䝅䝇䝔䝮䝥䝻䝖䝍
䜲䝥䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪂䛯䛻ᮦᩱ⣔䝯䞊䜹䞊䜢䝯䞁䝞䞊䛻ຍ䛘䚸ಶูᮦᩱ⣔䜈䛾ヲ⣽䛺㐺ᛂ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹

ᶆ‽

⣲ᮦ䞉ᮦᩱ䞉Ꮫ⏘ᴗ

ศ
ᯒ
ᶵ
ჾ
⏘
ᴗ

ⓑ▼ᕤᴗ Ⅳ㓟䜹䝹䝅䜴䝮
䝔䜲䜹䠄䝏䝍䝙䜰䠅
᪥ᮏ㟁Ꮚ

ᓥὠ

㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾

ศ⣭䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾

䝘䝜⢏Ꮚ」ྜィ
᪥❧䠄㻴㼀㻘㻴㻿㻕
㻭㻲㻹

ᢏ⾡ὶ

⏘⥲◊

䝅䝇䝔䝮
ᇼሙ
ືⓗගᩓ

Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵

+ᖺᗘ䛷䛿」ྜィ 䝅䝇䝔䝮䛾䝁䞁䝉䝥䝖䜢ᅜ㝿ᶆ‽ᥦ䛧䚸
ṇᘧ䛺సᴗ㡯┠䛸䛧䛶ᢎㄆ䚸Ⓩ㘓䛥䜜䛯䚹
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〇
㐀

⨨
⏘
ᴗ

ᆅᇦ⏕䜈䛾ᐤ
㻙 ⏘ᴗᢏ⾡㐃ᦠ᥎㐍㆟䠄⏘ᢏ㐃䠅άື 㻙

⏘
ᢏ
㐃
▱
ⓗ
ᇶ
┙
㒊


䕻ィ ศ⛉
䞉 ᮦᩱホ౯ᢏ⾡◊✲
䞉 ᙧ≧ィ ◊✲
䞉 ᗘ䞉⇕◊✲
䞉 ගᨺᑕィ ◊✲㻔᪂タ㻕

z ᅜ䛾ᆅᇦබタヨ㦂ᡤ䛸㐃ᦠ
z ᐑᇛ┴䚸ᓥ᰿┴䚸ᮾி㒔䚸㤶ᕝ
┴䛷ウㄽ䞉ㅮ₇䜢㛤ദ
z 䛾䜉ཧຍேᩘ䛿⣙ྡ
z ᛴ㏿䛺/('䛾ᬑཬ䛻ᑐᛂ䛧䚸
ගᨺᑕィ ◊✲䜢᪂タ

䕻ศᯒศ⛉
䕻㟁☢⎔ቃศ⛉
䞉 㻱㻹㻯◊✲
䕻ᆅ㉁ᆅ┙ሗ
㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷ䛷㛤ദ䛧䛯ᙧ≧ィ ◊✲


ᡂᯝᬑཬ䚸ᗈሗ䚸୰ᑠᴗᨭ䞉ィ
ᅜᐙィ㔞ᶆ‽䜢ᬑཬ
䛛䛴ඹ᭷䛩䜛ሙ䛸䛧䛶
㻝㻥䛾ィ 䜽䝷䝤䜢㐠Ⴀ
ဨ䠖⣙㻟㻘㻝㻜㻜ྡ
䠄䈜」ᩘ䛾䜽䝷䝤䜈䛾㔜」ཧຍ䜢ྵ䜐䠅

䛺άື

ศ㔝
㛗䛥
ᗄఱᏛ㔞
ຊ
ᅽຊ
┿✵
㡢㡪
ື
ὶ㔞

䞉◊✲䞉ㅮ₇
䞉ඹྠ◊✲䛾㛤ദ
䞉ᢏ⾡┦ㄯ

ྡ⛠

ᖺᗘ䛾䛺ᐇ⦼

㛗䛥䜽䝷䝤

㛗䛥䜽䝷䝤ㅮ₇䠄ᖺ᭶᪥㛤ദ 㛤ദணᐃ䠅

&00䝴䞊䝄䞊䝈
➨ᅇ&00䝴䞊䝄䞊䝈䜽䝷䝤ㅮ₇䠄ᖺ᭶୰᪪㛤ദணᐃ䠅
䜽䝷䝤
ຊ䞉䝖䝹䜽ィ
䜽䝷䝤

10,-ຊ䞉䝖䝹䜽ィ 䜽䝷䝤➨ᅇయྜ䠄ᖺ᭶᪥㛤ദ䚸ྡ䠅

ᅽຊ┿✵䜽䝷䝤 ᖺᗘ ᅽຊ┿✵䜽䝷䝤◊✲䠄ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅
㉸㡢Ἴ㡢ሙィ
➨ᅇ㉸㡢Ἴ㡢ሙィ 䜽䝷䝤ྜ䠄ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅
䜽䝷䝤
ືィ

䜽䝷䝤 ➨ᅇືィ

䞉せᮃ䛾⟇䜈䛾ᫎ

䜽䝷䝤 ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅

➨ᅇ10,-ὶ㔞ィ 䜽䝷䝤ྜ䠄ᖺ᭶᪥㛤ദ ྡཧຍ䠅
ὶ㔞ィ 䜽䝷䝤
➨ᅇ10,-ὶ㔞ィ 䜽䝷䝤ྜ䠄ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅
ᅛయ⇕≀ᛶ
ᖹᡂᖺᗘᅛయ⇕≀ᛶ䜽䝷䝤యྜ䠄➨䠅䠄ᖺ᭶᪥䚸ྡ䠄ணᐃ䠅䠅
䜽䝷䝤
ὶయ≀ᛶ䜽䝷䝤 ➨ὶయ≀ᛶ䜽䝷䝤ྜ䠄ᖺ᭶᪥䡚᪥䛾䛔䛪䜜䛛䛷㛤ദணᐃ

≀ᛶ
ᮦᩱ

ᐃ㔞105䜽䝷䝤 ᐃ㔞105䜽䝷䝤➨ᅇྜ ᖺ᭶᪥ ྡཧຍ
S+䜽䝷䝤
ᶆ‽䜺䝇䜽䝷䝤
☜䛛䛥䜽䝷䝤

䞉ሗⓎಙ䚸ゎㄝ
ィ㔞ᶆ‽䚸ᅜ㝿ィ㔞άື
⤒⏘┬䛾⟇

䜽䝷䝤➼䛾άື

㛫䞉࿘Ἴᩘ䞉
㟁Ẽ䞉 ᗘ䞉 ≀⌮ィ
‵ᗘ䞉ග

䜽䝷䝤

S+䜽䝷䝤ྜ䠄ᖺ᭶୰᪪䛛䜙ୗ᪪䛻㛤ദணᐃ䠅
ᖹᡂᖺᗘᶆ‽䜺䝇䜽䝷䝤䞉 ᐊຠᯝ䜺䝇ほ 䝕䞊䝍ᶆ‽䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥
ྜྠㅮ₇ 䠄ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅
☜䛛䛥䜽䝷䝤➨䠏ḟ◊✲䠄ᅇ㛤ദ䚸ᖺ᭶᪥䚸᭶᪥䚸
᭶᪥䚸᭶᪥䚸ᖺ᭶᪥䠄ணᐃ䠅䠅
➨ᅇ≀⌮ィ 䜽䝷䝤ཬ䜃ぢᏛᅇ䠄ᖺ᭶᪥䚹ㅮ₇ ௳ྡཧຍ䚸
ぢᏛ㛤ദྡཧຍ䠅

➨ᅇᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟䞉୰ᛶᏊィ 䜽䝷䝤◊✲  ⥺㔞ィ䛾ศ㞳ᰯṇ
ᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟䞉
ᖺ᭶᪥ྡཧຍ
ᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟ ୰ᛶᏊィ
➨ᅇᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟䞉୰ᛶᏊィ 䜽䝷䝤◊✲ ་⒪⏝䝷䝆䜴䝮
䜽䝷䝤
ᖺ᭶᪥ྡཧຍ
ἲᐃィ㔞
ἲᐃィ㔞䜽䝷䝤 ➨ᅇ 10,- ἲᐃィ㔞䜽䝷䝤䠄ᖺ᭶᪥㛤ദணᐃ䠅
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ྛ◊✲㛤Ⓨẁ㝵䛻䛚䛡䜛᪉ྥᛶ䞉ព㆑䛡
┠ⓗᇶ♏䠖ィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇䛾㔊ᡂ䛻
㈨䛩䜛◊✲
 㔞Ꮚᶆ‽䜈䛾ᣮᡓ
 ᶆ‽䜢ෆໟ䠄㻵㼚㼠㼞㼕㼚㼟㼕㼏䠅䛩䜛ィ㔞ᶆ‽䜈䛾ᣮᡓ
 ᰯṇ⬟ຊ䛾ྥୖ䚸ᐃ㔞䞉⢭ᗘྥୖ䜈䛾ᣮᡓ
ᶫΏ䛧๓ᮇ䠖䝴䞊䝄䞊䛾㝵ᒙ䜢ᗈ䛢䜛᪂䛯䛺౯್㐀
 ᴗ䛻䛚䛡䜛ィ ᢏ⾡䚸ィ ⨨㛤Ⓨ䜈䛾ᐤ
 ィ ᢏ⾡䛻䜘䜛〇ရ౯್䚸ᴗ౯್ྥୖ䜈䛾ᐤ
ᶫΏ䛧ᚋᮇ䠖ᴗ䜈䛾ィ ᢏ⾡䛾⛣㌿䚸〇ရ
 Ẹ㛫䜈䛾ᢏ⾡⛣㌿䛻㔜Ⅼ䚸Ẹ㛫ᰯṇタഛ䛾⢭ᗘྥୖ䜒ど㔝
 ィ ⨨⮬య䛾〇ရ


ḟୡ௦䛾䝔䞊䝬䚸ⱝᡭ◊✲⪅䛾⫱ᡂ

 (PHUJLQJ6FLHQWLVW:RUNVKRS䠄᪥୰㡑ඹྠⱝᡭ◊
✲⪅:6 䜈䛾ὴ㐵䠄ྡ䠅
 䝯䝖䝻䝻䝆䞊䝃䝬䞊䝇䜽䞊䝹䜈䠄ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ᒁദ
ⱝᡭ◊✲⪅ྜᐟ䠅䜈䛾ὴ㐵䠄ྡ䠅
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ḟୡ௦䛾䝔䞊䝬䚸ⱝᡭ◊✲⪅䛾⫱ᡂ
 ᅾእ◊✲䠄ὴ㐵୰䞉⤊䞉ཬ䜃ணᐃ䠅
± 13/䚸Ꮫ䠄⡿䠍䠈Ḣ䠍䠅䚸%,30䚸37%䚸1,67䚸&(51
䠄䛖䛱௳䜢㡿ᇦ䝣䜵䝻䞊䝅䝑䝥ᴗ䛸䛧䛶ᨭ䠅

 ⴌⱆ◊✲ຍ㏿ไᗘ䠄㡿ᇦᴗ䠅
± 䠄ୖ㝈䚸௳᥇ᢥ䠅
± ⱝᡭ◊✲⪅䜢ᑐ㇟䛻㡿ᇦෆ䛷ᑂᰝ䚸ຓᡂ
± 䝔䞊䝬䠖
9 ගᨺᑕᅽ䜢⏝䛔䛯ᚤᑠ㉁㔞ィ ᢏ⾡
9 ᅽຊ፹య䛻䜘䜛ᅽຊ䝉䞁䝃䞊䜈䛾ᙳ㡪ホ౯
9 䝢䝖䞊㟼ᅽ⟶䛾ᙧ≧᭱㐺
9 ᶵᲔᏛ⩦䛻䜘䜛㉸ゎീᗘ⇕⏬ീィ 䛾㛤ᣅ䚸➼


ཧ⪃䠖ᖺᗘ䛤ㅮホ
 ሗ㞟ຊ䛾ᙅ䛔୰ᑠᴗ䛻ྥ䛡䛯⟇䛜ᚲせ
 ⏘⥲◊䛾䝥䝺䝊䞁䝇䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾άືᙉ䛸䛧䛶䞉䞉䞉䝬䝇䝁
䝭䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛧䛯35ᙉ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
 ィ㔞ィ 䛻䛛䛛䜟䜛ேᮦ䜢㣴ᡂ䛷䛝䜛䚸䜎䛸䜎䛳䛯䝁䞊䝇䛜
Ꮫ䛻Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛯䜑䚸䞉䞉䞉ḟୡ௦䛾ᑓ㛛ᐙᩍ⫱䜈䛾㈉⊩䛻
ᮇᚅ䚹
 䝸䜽䝹䞊䝖ሗ䛜䜂䛸䛴䜟䛛䜚䛻䛟䛟䚸Ꮫ⏕䛻䜰䝢䞊䝹䛧䛺
䛔䚹ᅜෆ䛾ேᮦ⫱ᡂ䛻䛧䛳䛛䜚ྲྀ䜚⤌䜣䛷ḧ䛧䛔䚹
 ᶫΏ䛧䛻ຍ䛘䛶䚸ᅜ㝿㈉⊩䜔ḟୡ௦ேᮦ⫱ᡂ䛻䜒᭦䛺䜛ྲྀ䜚
⤌䜏䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
 ἲᐃィ㔞䛾Ꮡᅾ䞉ᬑ㐢ᛶ䛿䛂䛒䜛䛾䛜ᙜ䛯䜚๓䛃䛸䛔䛖ព㆑䛷
ᤊ䛘䜙䜜䜔䛩䛔䚹ᅜẸ䛾ᨭᣢ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䚸䛯䜖䜎䛼ሗⓎ
ಙ䜔䞉䞉䞉ᚲせ䛷䛒䜝䛖䚹
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䝯䝕䜱䜰䜢㏻䛨䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᗈሗ



ேᮦ⫱ᡂ䞉䝸䜽䝹䞊䝔䜱䞁䜾
ඛ➃ィ 䞉ศᯒ䝃䝬䞊䝇䜽䞊䝹
 ಟኈᏛ⏕䡚ⱝᡭ◊✲⪅ྥ䛡䛾7,$㐃ᦠᏛ㝔䛾ᴗ䛾୍⎔
䠄Ꮫ⏕䛿᪑㈝䞉ᐟἩ㈝⿵ຓ䚸⟃Ἴ䛾༢ྲྀᚓྍ⬟䠅
 ⟃Ἴദ䚸10,-䛸.(.ඹദ䛾ୗ䚸ᅇ┠䛾㛤ദ
 య䛷᪥㛫䚸10,-䛿䛭䛾ෆ᪥䜢ᢸᙜ䚹༑ᩘྡ䛾ཧຍ
䠄ෆᐜ䠖ᑠᆺ;⥺Ⓨ⏕⨨㛤Ⓨ䚸㐣Ώ྾ศගἲ䚸㝧㟁Ꮚᾘ⁛ἲ䚸タぢᏛ䠅

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥
 +ᖺᗘ䛛䜙䛾10,-䜢య䛸
䛧䛯᪂つάື
 +䡚䛾᪥㛫䛾ணᐃ
KWWSVWLDHGXMSVHQWDQ
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ேᮦ⫱ᡂ䞉䝸䜽䝹䞊䝔䜱䞁䜾

䝘䝜䝔䜽䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䜰䝷䜲䜰䞁䝇䠄&83$/䠅ᴗ
䞉༤ኈᚋᮇᏛ⏕䡚ⱝᡭ◊✲⪅ྥ䛡䜢ᑐ㇟䛻ୗグ䝁䞊䝇䜢㛤ദ
䐟ග࿘Ἴᩘィ ᢏ⾡ධ㛛䝁䞊䝇 ᪥㛫䚸ྡཧຍ
ග࿘Ἴᩘ䝁䝮䛾ཎ⌮䛸ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛ㅮ⩏䞉ᐇ⩦
䐠ඛ➃㔞Ꮚ䠄;⥺䞉㝧㟁Ꮚ䠅䝡䞊䝮ศᯒἲධ㛛䝁䞊䝇 ᪥㛫䚸ྡཧຍ
㝧㟁Ꮚ䚸;⥺䛺䛹㔞Ꮚ䝡䞊䝮Ⓨ⏕䛸ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛ㅮ⩏䞉ᐇ⩦
䠄䛔䛪䜜䜒ཧຍ⪅䛾ᚋ䛾◊✲䛻ά䛛䛫䜛ෆᐜ䛷䛒䛳䛯䛸䛾ᅇ⟅䠅



ᅜእ㐃ᦠ䠖ᅜ㝿ᶵ㛵䛷䛾ᖿ䝫䝇䝖䚸
ᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䞉ᣍ⪸
䠆ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ᒁ䠄%,30䠅䛸䛾㐃ᦠ

ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵䛧䛯ጤဨ➼

 䝯䞊䝖䝹᮲⣙䚸䝯䞊䝖䝹ἲ

䞉ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ䝫䝇䝖䜢⥅⥆⋓ᚓ
䞉ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ䛻ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵
䞉ㅎၥጤဨ䚸సᴗ㒊䛻ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵

᪥⛬






䠆ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ᶵ㛵䠄2,0/䠅  ィ㔞ჾ䛾䛺㏻ၟ
䞉ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ጤဨ➨ጤဨ㛗䝫䝇䝖䜢⥅⥆⋓ᚓ
䞉ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ጤဨ䛚䜘䜃2,0/⥲䛻ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵

䠆䜰䝆䜰ኴᖹὒィ㔞ィ⏬䠄$303䠅䛻䛚䛡䜛ඛᑟⓗάື
䞉ᢏ⾡ጤဨ㛗䛾䠏䝫䝇䝖䜢⥅⥆䞉⋓ᚓ
䞉ᮇ  ㆟㛗䛾䝫䝇䝖䜢⋓ᚓ

䠆䜰䝆䜰ኴᖹὒἲᐃィ㔞䝣䜷䞊䝷䝮䠄$3/0)䠅䛷䛾άື
䞉$3/0)⥲䛾᪥ᮏ㛤ദ䜢ദ䠄⣙䛛ᅜ䛛䜙ྡ௨ୖ䛜ཧຍ䠅

䠆ᅜ㛫0R8➼䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䛸
䜰䝆䜰ᆅᇦ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᑓ㛛ᐙὴ㐵䛸◊ಟ⏕ཷධ
◊ಟ⏕ᣍ⪸
ĺ ᡃ䛜ᅜ䛾ィ㔞ศ㔝䛾ᅜ㝿ⓗ䝥䝺䝊䞁䝇ྥୖ
䞉ὴ㐵䠄SHHUUHYLHZHU䚸ㅮᖌ䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䛺䛹䠅䠖䛛ᅜ䜈ྡ
䞉ᣍ⪸䠄0('($䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾◊ಟ䛺䛹䠅䠖䛛ᅜ䛛䜙ྡ
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ㅎၥጤဨ➼䠄ศ㔝䠅

ཧຍேᩘ

᪂6,䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇
&&0:*䠄㉁㔞㛵㐃㔞䠈㔜ຊ䠅



&,3005$5HYLHZ:*
-&5%䠄ᆅᇦィ㔞⤌⧊䞉ᅜ㝿
ᗘ㔞⾮ᒁྜྠጤဨ䠅
&&5, ϩ :*䠄ᨺᑕ⥺䠅
&&35䠄 ග䞉ᨺᑕ ᐃ䠅䠈
&&$89䠄㡢㡪䞉㉸㡢Ἴ䞉ື䠅
&&40䠄≀㉁㔞䠅












&&㆟㛗㆟





&&8䠄༢䠅





&&7:*䠄





ᗘ䠅
&&(0:*䠄㟁Ẽ䞉☢Ẽ䠅



&2'$7$䠄⛉Ꮫᢏ⾡䝕䞊䝍䠅





-&5%





&&35䠄



:$'$





&&40:*䠄≀㉁㔞䠅





&&40:*䠄≀㉁㔞䠅






&&40:*䠄≀㉁㔞䠅
&&/:*䠄㛗䛥䠅




ග䞉ᨺᑕ

ᐃ䠅





 10,㛗䚸&,30





&&5, ϩ :*䠄ᨺᑕ⥺䠅






᪂6,䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇
-&5%





&&(0





ἲᐃィ㔞䛻ಀ䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ
 ィ㔞ᩍ⩦䚸ィ㔞ㅮ⩦䚸ィ㔞◊ಟ䚸ἲᐃィ㔞䝉䝭䝘䞊䚸ἲᐃィ㔞
䜽䝷䝤䛺䛹ྜ䜟䛫䛶ᅇ䠄ணᐃྵ䜐䠅㛤ദ䛧䚸ᅜෆィ㔞㛵ಀ
ᢏ⾡⪅䛾ᢏ⾡ຊྥୖ䛻㈉⊩䚹
 -,6ᨵᐃ䛻క䛖ㄝ᫂ཬ䜃ㅮ⩦䜢䝍䜲䝮䝸䞊䛻ᐇ䛧䛯䚹
 ᆅᇦ㛤ദ䛾ィ㔞ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䜢᪂タ䛧䛯䚹
 ィ㔞ኈ䛾㈨᱁ㄆᐃ䛻㛵䜟䜛సᴗ䛻10,-䜎䛯䛿⫋ဨ䛜༠ຊ䚹
 ᅜᐙヨ㦂ၥ㢟సᡂጤဨ䛸䛧䛶ᘏ䜉ྡ䛜ཧຍ䚹
 ィ㔞⾜ᨻᑂ㆟ィ㔞ኈ㒊ጤဨ䛸䛧䛶ᘏ䜉ྡ䛜ཧຍ䚹
 ィྡ䛾ィ㔞ኈೃ⿵䜢ㅮ⩦䠄ᘏ䜉ᅇ䠅䛻ཷ䛡ධ䜜䛯䚹
 ᅜෆィ㔞㛵ಀᶵ㛵䛾ึ௵⪅䜔ᾏእ㏵ୖᅜィ㔞㛵ಀᶵ㛵䛛䜙
䛾ึᏛ⪅䛻ᑐ䛧ィ௳䛾ぢᏛᑐᛂ䛷ᨭ䚹


㡿ᇦ䛾◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖⥲ᣓ
 䛂ᶫΏ䛧䛃䛻䛚䛡䜛㡿ᇦ䛾ᙉ䜏䜢ศᯒ
 ศᯒ䛻ᇶ䛵䛟ᶫΏ䛧ྛ䝇䝔䞊䝆䜢ព㆑䛡
 ᶫΏ䛧䛾䜰䞊䝸䞊䝇䝔䞊䝆䛛䜙㐃ᦠ䜢ᙉ䛩䜛
ヨ䜏䠄ᶵჾබ㛤䚸ᶆ‽䜎䛷䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯
䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䚸➼䠅䜢ຍ㏿
 ▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䚸ᬑཬ䜒ᖺ୪䜏䛻ᐇ䛧䚸
䛥䜙䛻᪂䛯䛺㐃ᦠ⟇䠄䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾➼䠅䛷
䝴䞊䝄䞊䜢㛤ᣅ
 ィ㔞ィ 䛾ᑓ㛛ᶵ㛵䛸䛧䛶ᩍ⫱ᶵ⬟䜢ᙉ
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䠊䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ

䠄䠅䛂ᶫΏ䛧䛃䛻䛴䛺䛜䜛ᇶ♏◊✲
䠄┠ⓗᇶ♏◊✲䠅
ศᯒィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㛗
㔝୰⚽ᙪ
ᖺ᭶᪥


┠ⓗᇶ♏◊✲䛻䛚䛡䜛ᡓ␎
ィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇䛾㔊ᡂ䛻㈨䛩䜛◊✲
䈄 ༢୍㟁Ꮚ䚸༢୍ගᏊ䚸༢୍ཎᏊ
䛸䛔䛳䛯㔞Ꮚ༢୍䝴䝙䝑䝖ᶆ‽䜈
䛾ᣮᡓ
䈄 ᶆ‽䜢ෆໟ䠄㻵㼚㼠㼞㼕㼚㼟㼕㼏䠅䛩䜛ィ㔞
ᶆ‽䜈䛾ᣮᡓ
䈄 㧗ឤᗘ䚸㧗ศゎ⬟䚸㧗Ᏻᐃᗘ䛺
ᶆ‽䜈䛾ᣮᡓ
䈄 ィ ሙ䜢䛥䛺䛔᪂つᢏ⾡
䈄 ᶆ‽౪⤥䜢ຠ⋡䛩䜛䝀䞊䝮
䝏䜵䞁䝆
䈄 ᪂䛯䛺ศᯒ䚸ィ ᢏ⾡䜈䛾ᣮᡓ
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ィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾
䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇䛾㔊ᡂ

ᮏ᪥⤂䛩䜛┠ⓗᇶ♏◊✲䝔䞊䝬
ㄢ㢟ྡ
㟁☢ຊ䛻䜘䜛䝖䝹䜽ィ
㛵䛩䜛◊✲

◊✲䛾ᴫせ
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ق৯੦ຊك

◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

 ᪂䛯䛺 ᐃཎ⌮䛻䜘䜛
㟁☢Ἴィ ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩
䜛䚹

 䝉䝅䜴䝮ཎᏊ䜢ᑒධ䛧䛯䜺䝷
䝇䝉䝹䛸䝺䞊䝄䞊䛷ᵓ⠏䛥䜜
䛯䚸㟁☢Ἴᙉᗘศᕸ ᐃ䝅
䝇䝔䝮䜢ୡ⏺䛻ඛ㥑䛡䛶㛤
Ⓨ䛧䛯䚹

 䜰䞁䝔䝘䜔䜿䞊䝤䝹䜢⏝
䛫䛪䚸㧗ศゎ⬟䛷䝽䜲䝲䝺䝇
䛺 ᐃ䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

 㟁☢Ἴ䛾Ἴ㛗௨ୗ䠄㻝㻌㼏㼙䠅䛾
㧗ศゎ⬟ ᐃ䜢ᐇ⌧䛧䛯䚹

৫खञৗञऩਗ਼ణੑ३५ॸ

ছঅఢణਯ

ঞش२ش

ਗ਼ణ

ਗ਼ణभਘ২पૻघॊ
ਉभዮஷभஷਯ

ঞش२شभ৹धखथছঅఢణਯ॑ਫ਼ল
७३क़ਉ

ਗ਼ణभਘ২पఌ


َ७३क़ਉभુ॑ਹ৷खञৗञऩਗ਼ణੑૼ॑৫ُ
㟁☢Ἴ※

᳨ฟ⏝䝺䞊䝄䞊

䝉䝅䜴䝮ཎᏊ䛜ධ䛳䛯
䜺䝷䝇䝉䝹䜢⛣ື䛥䛫
䛺䛜䜙㟁☢Ἴศᕸ䜢
ᐃ

䜺䝷䝇䝉䝹䜢⛣ື

㟁☢Ἴ

㟁☢Ἴศᕸ ᐃ䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏
ᮏᡭἲ䛷䛿ୡ⏺ึ䚸ᚑ᮶䛾䜰䞁䝔䝘䛻䜘䜛 ᐃ䛻ᑐ䛧
䛶䚸ᑠᆺ䠄㧗ศゎ䠅䛷䝽䜲䝲䝺䝇䛸䛔䛖Ⅼ䜢ᣢ䛴䚹
উঞ५كق
َ७३क़ਉभુ॑ਹ৷खञ
ৗञऩਗ਼ణੑૼ॑৫ُ

☢ሙᙉᗘ

䢢 ᐃ್
䢢ィ⟬್

㟁☢Ἴ※䛾ศᕸ䜢
㧗ศゎ䛻 ᐃ










⨨㻌㼇㼙㼙㼉

ૼ৫
भਏਡ

ਓଢ଼峘ਗ਼ణੑૼ峒ੑૼ峼ੌ峩়峹峅峵岽峒峑岝

ৗ峉峔ਗ਼ణૼ峼ৰਠ
০岝૭ચ峔ఢణਯ೧峘ఁ峮ಖ২峘岶৯ఏ

ਛટজ५ॺ 崿嵔崡؟੯岝ધ؟ਾ岝ਗৱস؟੯
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َఊ෪पेॊॱথঃॡସभৈ২؞ৈಖ২ীෲ১৫ُ
ق৯੦ຊك
◊✲䛾┠ⓗ
㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ
 ┠ⓗ䛻㐺䛧䛯䝍䞁䝟䜽㉁䛾ㄏᑟయ
ᛂ䜢ẁ㝵䛷⾜䛖᪂つㄏᑟ
యἲ䜢タィ

 ྛ✀デ᩿䝬䞊䜹䞊䛸䛧䛶ᐃ㔞䛥
䜜䜛⏕యෆ䛾ᚤ㔞䝍䞁䝟䜽㉁䜢
㧗ឤᗘ䛛䛴㧗⢭ᗘ䛻ᐃ㔞䛩䜛
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
 ⏘⥲◊䛾㧗ឤᗘ⏕యᡂศᐃ㔞
ศᯒᢏ⾡䜔䝍䞁䝟䜽㉁ศᯒᢏ
⾡䜢ά⏝䛧䛯᪂つㄏᑟయἲ
䛾㛤Ⓨ䛻䜘䜚䚸⏕యෆᚤ㔞䝍䞁
䝟䜽㉁䛾Ᏻᐃྠయᶆ㆑ᑟධ
䛸㧗ឤᗘ䛺㉁㔞ศᯒ䜢┠ᣦ䛩

 ỗ⏝㉁㔞ศᯒ⨨䛷䚸⏕యヨᩱ
୰䛾ᚤ㔞⏕⌮άᛶ䝨䝥䝏䝗䜔䜲䞁
䝇䝸䞁䛺䛹䛾㧗ឤᗘ ᐃ䜢ᐇ⌧
 Ᏻᐃྠయᶆ㆑య䜢ෆᶆ‽䛸䛧
䛶⏝䛧䚸㧗⢭ᗘ䛺 ᐃ䜢㐩ᡂ
 ᪥ᖖ᳨ᰝἲ䛻ᑐ䛩䜛ཧ↷್Ỵᐃ
ἲ䛸䛧䛶⏝ྍ⬟䠄 ᐃἲ㛫䛾್
䛾୍⮴䜢ゎỴ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䠅



ᚑ᮶ᢏ⾡

َఊ෪पेॊॱথঃॡସभৈ২؞ৈಖ২ীෲ১৫ُ
㻯ᮎ➃

㻺ᮎ➃

ㄏᑟయᛂ

ỗ⏝㉁㔞ศᯒ⨨
/&0606 ศᯒ

㻯ᮎ➃

㻺ᮎ➃

ヨᩱ୰࣌ࣉࢳࢻ

䛂㧗ຠ⋡䛺ྠయᶆ㆑యᑟධ䛃䛸
䛂㉁㔞ศᯒ䛾㧗ឤᗘ䛃䜢୧❧䛷䛝䜛
ㄏᑟయᛂ䛿ᅔ㞴

ᅇ㛤Ⓨ厹叀ㄏᑟయἲ

ખૢ峼మ峒峁峐৯峕ి峁峉ා৬৲峼ষ岰岽峒峑岝ਜ਼৬ো峒ৈ২ীෲ峼ৰਠ
㻺ᮎ➃

㻯ᮎ➃

㔜Ỉ⣲⨨య
䛸ᛂ

㔜Ỉ⣲ᶆ㆑
⨨ᇶ
㻺ᮎ➃

㠀ᶆ㆑
⨨ᇶ

㻯ᮎ➃

㻺ᮎ➃

࣌ࣉࢳࢻᶆ‽ᾮ
⨨ᇶ

㻺ᮎ➃

㻯ᮎ➃

ヨᩱ୰࣌ࣉࢳࢻ
ෆᶆ‽䛸䛧䛶ῧຍ

㠀ᶆ㆑య
䛸ᛂ
୍ẁ㝵┠䛾ᛂ

㠀ᶆ㆑
⨨ᇶ

⨨ᇶ

㻺ᮎ➃



㻯ᮎ➃

ਛટজ५ॺ

㻺ᮎ➃

ẁ㝵┠䛾ᛂ

ෆᶆ‽

㉁㔞ศᯒ䛻㐺䛧䛯⨨ᇶ
䛾ᑟධ䛻䜘䜛㧗ឤᗘ

Ᏻᐃྠయ䛾ᑟධ䛻䜘䜛
ศᯒ䛾⢭☜䛥ྥୖ

ଢ଼भਏਡ

㔜Ỉ⣲ᶆ
㆑⨨ᇶ

⨨ᇶ
㻯ᮎ➃

ỗ⏝㉁㔞ศᯒ⨨
/&0606 ศᯒ
⨨ᇶ
㻯ᮎ➃

ෆᶆ‽

ྠయᶆ㆑య
䜢ෆᶆ‽䛸䛩䜛
㧗ឤᗘ ᐃ

ා৬৲峼ણ৷峃峵岽峒峑岝ሑ৷峘ସীෲಎ઼峑岝ে৬મর峘
嵂崿崩崱峮崌嵛崡嵒嵛峘ৈ২৲峒ৈಖ২৲峘্峼ਛ
০岝ৈী崧嵛崹崗ସ峔峓峢ి৷೧峼ఁপ
ધ؟,)હবਾ岝ব৾ভ੯
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َ105১धॡটঐॺॢছইॕ়ੌ॑شॎचञৗૠੑ১ُ
ق৯੦ຊك
◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

   105 ১ भ ৫  प े ॉ  ؚ୫  105طॡটঐॺॢছইॕش
ષ؞୭ীभੑभ੦पऩॊ
ؚ॑୭ළഉସदँॊ୭໙ಘ
ৈෞ২થਃఏସपणःथତ
ఔຍ৲ಞథ়ఏัभप
भဌச৲॑ਛखञऋؚৈෞ
ి৷खؚभ੦ସ॑৷ःथ
২ષधखथඞःऋऩुभ
ڮਛী॑ৎ؞શप෯২௬घ
ऩनमؚఏัधखथஔघॊ
ॊऒधपਛ
ऒधऋऽोॊ؛
   105 ১ ध ॡ ট ঐ ॺ ॢ ছ  ସਫ਼ਪप৷ःॊইख़ঀشঝ
థர়ఏัؚశॖड़থੀએ
ইॕ়ੌ॑شॎचॊऒधदؚ
ણਙදఏัಉभகહऐपి৷खؚ
भ੦ସ॑৷ःथથਃ়
ૅਫ१شঅ५॑য়ठऑقਛ
ఏัরभਛীभৎશக
ফা৫ك
હऐ॑૭ચपघॊؚৗૠੑ১
॑৫घॊ؛


َ105১धॡটঐॺॢছইॕ়ੌ॑شॎचञৗૠੑ১ُ
ॡটঐॺ
ॢছইॕش

पશभ੦ସऋਏ

ସ$

ସ%
ସ&

भ੦ସ
पेॊ়ఏ
ัभ෯২ৠ

10,-

્ఏ
ق়ఏัك
&(5,


105১

؟ಞ

੦ସ

ಞਉऋn୷ख|
भ੦ସ
द૭

੦ସ
10,-ఏସ

;

<

્ઃఏ
ق়ఏัك
ৰ৷ఏ
ق়ఏั= ك

ীෲ৷়ఏัभஔ৬௺ -&66
ڀীෲभॺঞش१অজॸॕҩਦਙ॑ન৳

ૼ৫ ਓଢ଼岶ৰ৷৲峁峉105১峼崗嵕嵆崰崘嵑崽崋嵤峒ੌ়峹峅峵岽峒峑岝
भਏਡ 峘੦ସ岵峳થਃ়ఏั峘ৎ嵣શ峘கહ岻岶峑岷峵
ૼ峼નয়岝થਃఏัق-&66ك峘ତ峕ి৷峼ਫ਼ୈর

ਛટজ५ॺ মীෲ৲৾ভফভ峑岝ব峕ધံরقਾك
੦ຊૼનয়ੋा ܒਛফ২ଶநखभమषૅقਫ१شঅ५৫ك
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َে৬ੑभञीभॖওش४থॢૼभଢ଼ُ
ق৯੦ຊك
◊✲䛾┠ⓗ
 ண㜵་Ꮫ䛾䛯䜑䛾ᗣデ᩿ᶵ
ჾ䛸䛧䛶䚸పく䛛䛴㧗⢭ᗘ䛺
ග䜲䝯䞊䝆䞁䜾ᢏ⾡䛜᭷ᮃ
 㔞ᏊගᏛ䜢⏝䛧䛯ග᩿ᒙ䜲
䝯䞊䝆䞁䜾䠄㔞Ꮚ䠫䠟䠰䠅䛿᭷ຠ
䛺ᢏ⾡䛰䛜ᐇ⌧䛜ᅔ㞴
 ྂග䛾⏝䛷䜒㔞Ꮚ䠫䠟䠰䛸
ྠ⛬ᗘ䛾ᛶ⬟䜢♧䛩᪂ཎ⌮䜢
ᵓ⠏䛧䚸ᐇ⌧ᛶ䛾㧗䛔ィ 䝅
䝇䝔䝮䛸䛧䛶ᐇ⏝䛩䜛䚹

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ
 㔞Ꮚ䠫䠟䠰䛸ඹ㏻䛩䜛ၥ㢟䛷
䛒䜛せ䛺ീ䠄䜰䞊䝔䜱䝣䜯䜽
䝖䠅䜢⡆༢䛛䛴ຠᯝⓗ䛻పῶ
䛩䜛ᡭἲ䜢⪃䛧䚸䛭䛾ຠ
ᯝ䜢ᐇド䛩䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䚹
䊻㻌㻶㼛㼡㼞㼚㼍㼘 㼛㼒 㻻㼜㼠㼕㼏㼟 ㄅ
䠷- 2SW   䠹


َে৬ੑभञीभॖওش४থॢૼभଢ଼ُ

䛆≉㛗䛇
䞉㔞Ꮚ䜒䛴䜜⌧㇟䜢ಙྕฎ⌮䛷⌧䛩䜛䛣䛸䛷䚸ⓑⰍග䛷ືసྍ⬟䛻䠄㔞Ꮚගせ䠅
䞉ศᩓ䛾⮬ື⿵ൾ䚸✵㛫ศゎ⬟䛜ᚑ᮶ᆺ㻻㻯㼀䛾⣙㻝㻚㻠ಸྥୖ㻔㔞Ꮚ㻻㻯㼀䛸ྠ⛬ᗘ䠅
䞉せ䛺ീ䠄䜰䞊䝔䜱䝣䜯䜽䝖䠅䛾ၥ㢟䜢ゎỴ


䜰䞊䝔䜱䝣䜯䜽䝖
,í6'í2&7VLJQDO

ଢ଼भ
ਏਡ

䜰䞊䝔䜱䝣䜯䜽䝖
'LVSPP

ᚤᑠ

䝅䝣䝖






㔞Ꮚ2&7䜢ྂⓗ䛻ᐇ⌧䛩䜛ගᏛ⣔
䠄ᖺ - 2SWㄅ䛷Ⓨ⾲䠅

,í6'í2&7VLJQDO

2&7VLJQDO>DUEX@

2&7VLJQDO>DUEX@







3RVLWLRQ z 3DWK GHOD\ >SL[HO@








3RVLWLRQ z 3DWKGHOD\ >SL[HO@

᳨ฟჾ䛾ᚤᑠ䝅䝣䝖䛷䜰䞊䝔䜱䝣䜯䜽䝖䛾పῶ䛜ྍ⬟
䠄⌮ㄽ䛸ᐇ㦂䛻䜘䜛᳨ド䛻ᡂຌ䠅

2&7峘ર島峉ੑਙચ峼岝ଽ๕峑ગਠ峃峵ৗ峁岮崊崿嵕嵤崩
 ڀੑਠৃ峑ઞ৷૭ચ峔ৗਉ৶嵣ੑ崟崡崮嵈峘ল
岧০峘্ଉ؟峘ૼ峒ૻຎ峁峉રਜ਼ਙ峼ન৳ق੦ຊଢ଼峘ன৫ك岨

ਛટজ५ॺ

છආ岣3URJUHVV LQ 2SWLFV岤 (OVHYLHU  峲峴ൿൂ ফা
ഃୄ؟বڭ੯岝বڭ੯ ધ؟,)હবڮਾ
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َଣೝംपउऐॊ੦ຊૌஙभੰُ
ق৯੦ຊك
㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ

 㻰㻺㻭䛾ᦆയ䛻ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁
Ꮚ䛾ᐤ䛜䛝䛔䛸䛾ሗ࿌䚹
 ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁Ꮚ䛾⏕ᡂ㐣⛬
䜢ゎ᫂䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᨺᑕ⥺ᦆയ
䜢ไᚚ䛧䚸ᨺᑕ⥺⒪䛾㧗ᗘ
䛻㈉⊩䛧䛖䜛䚹
 ⏕యෆ䜢ᶍᨃ䛩䜛ཎᏊ䛾㞟ྜ
య䠄䜽䝷䝇䝍䞊䠅䛻ᨺᑕ⥺䜢↷ᑕ
䛧䚸ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁Ꮚ䛾⏕ᡂ㐣
⛬䜢ゎ᫂䛩䜛䚹
 㻺㻹㻵㻶䛿䚸䝺䞊䝄䞊䝟䝹䝇⤯ᑐ
ᙉᗘ ᐃ䚸㟁Ꮚ䞉䜲䜸䞁ྠィ
ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䚸ᡂᯝ䛻㈉⊩

䛝䛺1H䜽䝷䝇䝍䞊䛻ᴟ⣸እ㡿ᇦ
⮬⏤㟁Ꮚ䝺䞊䝄䞊䝟䝹䝇ග䜢↷ᑕ
䝺䞊䝄䞊䛻䜘䜚ㄏ㉳䛥䜜䛯䜽䝷䝇䝍䞊䛾ෆ㒊
䜶䝛䝹䜼䞊䛻䜘䜚䚸㐃㙐ⓗ䛻ప䜶䝛䝹䜼䞊
㟁Ꮚ䛜ᨺฟ䛥䜜䜛㐣⛬䜢ゎ᫂
1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV 
ᖺ᭶᪥ 䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇

1H䞉.Uΰྜ䜽䝷䝇䝍䞊䛻;⥺䜢↷ᑕ
౯䛾䝛䜸䞁䜲䜸䞁䛜䚸䜽䝸䝥䝖䞁ཎᏊ䛛䜙㟁
Ꮚ䜢ዣ䛔䚸ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁Ꮚ䜢ᨺฟ䛥䛫䜛
㐣⛬䜢ゎ᫂
1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV  
ᖺ᭶᪥ 䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇



ڮரథभग़ॿঝॠشਗ਼ଣলૌஙभ௴पਛ
ḟඖ᳨ฟჾ

䝡䞊䝮ᙉᗘ
デ᩿⨨䛾
ᰯṇ䠄10,-䠅

ḟඖ᳨ฟჾ
<

㟁ሙ

<

1
H

H 1

2
;

2

㉸㡢㏿
ศᏊ⥺

;
;⥺
☢ሙ

ィ

䝅䝇䝔䝮䠄;⥺䝺䞊䝄䞊䛸㟁Ꮚ

10,-䛜㛤Ⓨ䛧䛯㟁Ꮚ䞉䜲䜸䞁
ྠ ᐃ⨨䛾ᴫ␎䛸┿

ᐃჾ䠅

ుࢢH

10,-䛜㛤Ⓨ䛧
䛯ᙉᗘ ᐃ
⨨䜢⏝䛔䛶
๓䛻ᰯṇ

.U

1H

.U

H

.U 1H .U

᪂㐣⛬䠖౯䜲䜸䞁䛾㏆䛟䛻ཎᏊ䛜Ꮡᅾ䛩䜛
䛸㟁Ꮚ䜢ዣ䛔ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁Ꮚ䜢ᨺฟ

᪂㐣⛬䠖ບ㉳䛥䜜䛯䝛䜸䞁䜽䝷䝇䝍䞊䛛䜙
ప䜶䝛䝹䜼䞊㟁Ꮚ䛜㐃㙐䛧䛶ᨺฟ

1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV  
ᖺ᭶ ᪥ 䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇

1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV 
ᖺ᭶᪥ 䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇

ᮾᏛ䚸ி㒔Ꮫ䚸⌮◊䚸ᗈᓥᏛ䚸-$65,䛸䛾ඹྠ◊✲

ଣೝੑૼ峕峲峴ৗ峁岮崐崵嵓崖嵤ਗ਼峘ଣলૌங峼௴
০峙峲峴ਠৰ峕岮嵊崯嵓௺峕峐ਫ਼ ق৯੦ຊଢ଼峼ਬ岷ਢ岷ৰك

+ফ২ ؟1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV ,) ਾ岝崿嵔崡嵒嵒嵤崡 ੯
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䠄䠍䠅┠ⓗᇶ♏◊✲䠄⥲ᣓ䠅
± ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䠄ホ౯ᣦᶆ䠅
 ィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵䛾➇தຊ᰿ᖿ䛻㛵䜟䜛ィ 䚸ศᯒ䚸ホ౯ᢏ⾡䛻䛴䛔
䛶䚸㔞Ꮚ䛻䜘䜛㧗ศゎ⬟䞉㧗⢭ᗘ䚸ศᯒᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䞉ຠ⋡䚸
᪂䛯䛺⌧㇟ホ౯䛩䜛ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰

± ㄽᩥᩘ䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᣦᶆ䠅
 ᐇ⦼್䠄᭶Ⅼ䠅䠖 ሗ ๓ᖺᗘྠ᭶ẚ
э ┠ᶆ್䠄๓ᖺᗘẚ䠅䜢㐩ᡂぢ㎸

± 䝔䞊䝬タᐃ䛾㐺ษᛶ䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᣦᶆ䠅
 㟁Ẽ㔞䚸ຊᏛ㔞䚸Ꮫ㔞➼䜢ໟྵ䛩䜛⥲ྜィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾ᙉ
䜏䜢ά䛛䛧䚸㔞Ꮚᶆ‽䛾㛤Ⓨ䠄䝽䝑䝖䝞䝷䞁䝇⏝䝖䝹䜽ᶆ‽䚸ཎᏊ䝇
䝔䝑䝥⏝ẁᕪᶆ‽䚸➼䠅䚸ຠ⋡ⓗ䛺ศᯒᢏ⾡䠄105䛸䜽䝻䝬䝖䛾⤌䜏
ྜ䜟䛫䛻䜘䜛ศᯒἲ䠅䚸➼䛾㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹
 ▱ⓗᇶ┙ᩚഛ䛸୍యⓗ䛻◊✲㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹
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䠊䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ

䠄䠅䛂ᶫΏ䛧䛃◊✲๓ᮇ䛻䛚䛡䜛
◊✲㛤Ⓨ
≀㉁ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㛗
⸨ᮏಇᖾ
ᖺ᭶᪥


ᶫΏ䛧◊✲๓ᮇ䛻䛚䛡䜛ᡓ␎
10,䛸䛧䛶䛾䝁䜰䝁䞁䝢䝍䞁䝇䜢ඖ䛻
䝴䞊䝄䞊䛾㝵ᒙ䜢ᗈ䛢䜛᪂䛯䛺౯್㐀

 ィ㔞ᶆ‽䜢ຍ౯್䛸䛧䛶
᪂䛯䛺䝴䞊䝄䞊䛻ᣑ䛢䜛
 ᴗ䛻䛚䛡䜛ィ ᢏ⾡䚸ィ
⨨㛤Ⓨᨭ
 ィ ᢏ⾡䛻䜘䜛〇ရ౯್䚸
ᴗ౯್䛾ྥୖ
 ♫䛾Ᏻ䚸Ᏻᚰ䜈䛾㈉⊩

䝴䞊䝄䞊䛾ᣑ䛜䜚䜢
䜒䛯䜙䛩
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ᮏ᪥⤂䛩䜛ᶫΏ䛧◊✲๓ᮇ䝔䞊䝬
ㄢ㢟ྡ

◊✲䛾ᴫせ

ᮦ㉁㆑ูྍ⬟䛺ὶ䜜ሙ⢏Ꮚᚄ
ィ ἲ䛾㛤Ⓨ

䝘䝜⢏Ꮚ ᐃᢏ⾡䜢⼥ྜ䛧ᮦᩱ䜢㆑ู䛧䛴䛴
⢭☜䛺䝘䝜⢏Ꮚホ౯䜢ᐇ⌧
ĺඛ➃ᮦᩱ䛾ရ㉁⟶⌮䛻㌿

ゅᗘ ᐃ䜢⏝䛧䛯㉸㧗⢭ᗘ
䛺⾲㠃ᙧ≧ ᐃ

ゅᗘィ 䜢⏝䛧䛶㉸㧗⢭ᗘ୪⾜ᖹᯈᙧ≧
ᐃ䜢ᐇ⌧ĺゅᗘ䛛䜙ᖹ⾜ᗘ䜈䛾䝴䞊䝄䞊ᣑ

㟁☢Ἴ䛾┦䞉ᖜ┦㛵䜢⏝ 㟁☢Ἴィ ᢏ⾡䜢⏝䛧䛶་⸆䞉㣗ရ䛾Ỉศ
䛧䛯᪂䛧䛔䝉䞁䝅䞁䜾ἲ䛾㛤Ⓨ ᯒ䜢ᐇ⌧ĺ㟁☢Ἴᶆ‽䜢⏘ᴗ䜈ᒎ㛤

ഛ⪃

䝫䝇䝍䞊
Ⓨ⾲᭷䜚
䝫䝇䝍䞊
Ⓨ⾲᭷䜚

䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛾㠀◚ቯホ 䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇ᶆ‽ᢏ⾡䜢⏝䛔䛶㟁ụ䛾
ຎ䜢ホ౯ĺ㟁Ẽᶆ‽䜢䝕䝞䜲䝇ホ౯䛻ᒎ㛤
౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
᪂つ䝬䝷䝸䜰デ᩿䝕䝞䜲䝇䛾ᐇ 㡿ᇦ䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯デ᩿ᶵჾ䜢ホ౯ĺᐃ㔞䞉
⏝䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ᶆ‽䛾㛤Ⓨ ྠ➼ᛶホ౯ᢏ⾡䜢デ᩿⨨䛾ホ౯䛻ᒎ㛤
ᚤᑠ㡿ᇦኚᙧศᕸィ
㛤Ⓨ

ᢏ⾡䛾 㢧ᚤほᐹ䝰䜰䝺䛻䜘䜚ᚤᑠ㡿ᇦ䛾ኚᙧ䞉䜂䛪䜏
䜢ᐃ㔞 ᐃĺ䝰䜰䝺ἲ䜢᪂䛯䛺㡿ᇦ䛻ᛂ⏝



䠄䠎䠅ᶫΏ䛧◊✲๓ᮇ䠄ᖺᗘ䛤ㅮホ䜈䛾ᑐᛂ䠅


◊✲䝔䞊䝬䛾┠ᶆ䜔䝇䜿䝆䝳䞊䝹䚸䛥䜙䛻䛿䛹䛖䛔䛳䛯ศ㔝䛷䛾ຠᯝ䛜
ᮇᚅ䛥䜜䜛䛛➼䚸㐍ᤖሗ䛾㛤♧䛜㔜せ䛸䛺䜛䚹
± ᖺ㛫䛾䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇ᩘ䛿ቑຍഴྥ䠄ᖺᗘ௳䛻ᑐ䛧ᖺ᭶Ⅼ䛷௳䠅
± ィ 䜽䝷䝤䚸ᒎ♧䚸ᡂᯝሗ࿌䛻䛚䛔䛶Ⓨ⾲



♫ᐇ䛜ྍ⬟䛺䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿๓ಽ䛧䚸㞴䛧䛔䜒䛾䛿ᇶ♏◊✲⥅⥆䛺
䛹䚸ᰂ㌾䛺㐠⏝䛜䛺䛥䜜䜛䛸䜘䜚᭷ຠ䛺◊✲㡿ᇦ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
± 䜲䞁䝣䝷デ᩿䜔䝘䝜ィ
᳨ウ



䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚♫ᐇ䛾ຍ㏿䜢

䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾᭷ຠά⏝䜒ຠᯝⓗ䛷䛒䜛䛜䚸ᴗ୰ᚰ䛻䛺䜚䛜䛱䛺
䛾䛷䚸䝧䞁䝏䝱䞊➼䜢㞟䜑䛯⤌䜏䜒Ⰻ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
± ィ 䜽䝷䝤䠄↓ᩱ䛾ᗈሗάື䠅䜔䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠄ᑡ㢠䛛䜙⏘⥲◊䛾ᢏ⾡䜢⏝䛩䜛
ᶵ䛾ᥦ౪䠅䛻䜘䜚୰ᑠᴗ䜈䛾ᶫΏ䛧䜒ಁ㐍
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َ౫ସશ૭ચऩोৃ၄ྫྷੑ১भ৫ ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

 ᪂つィ ἲ䛻ಀ䜛ᇶᮏ≉チ㻝௳
ฟ㢪䚸ィ ගᏛ⣔䛻ಀ䜛≉チ㻝
௳ฟ㢪
 㛵㐃䛩䜛䝜䜴䝝䜴Ⓩ㘓㻡௳ᐇ䚸
ྠ䝜䜴䝝䜴䛻㛵䛧䚸㛵㐃ᴗ䜘䜚
䛾ᐇዎ⣙䛜㻡௳
 㛵㐃䛩䜛ㄽᩥ㻞௳ᥖ㍕῭䜏䚸㻝௳
ᢞ✏୰
 ᮏィ 䝁䞁䝉䝥䝖ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯せ
⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜㻺㻱㻰㻻䝥䝻䛻᥇ᢥ
䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛶
⨨䝯䞊䜹䞊➼䛸䛾㈨㔠ᥦ౪ᆺ
ඹྠ◊✲䜢㻞௳㛤ጞ

 䝘䝜ᮦᩱ〇㐀䝷䜲䞁䛻䛚䛡䜛ရ
㉁⟶⌮䛻ྍḞ䛺⢏Ꮚᚄィ
䛚䜘䜃┠ⓗእ⢏Ꮚ㆑ู䛾䛯䜑
䛻䚸ὶ䜜ሙ୰䛷䛾᪂つィ ἲ
䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
 ᪂つィ ἲ䛾ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛶䚸
䝥䝻䝖䝍䜲䝥⨨䜢〇స䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸⢭☜䛺⢏ᚄ䛺䜙䜃䛻⢏ᚄ
ศᕸ䛾ホ౯䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ᡭἲ
䜢☜❧䛧䚸䝴䞊䝄䝡䝸䝔䜱䜢⪃
៖䛧䛯ゎᯒ䝋䝣䝖䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
தഈ౫મதৈச৫੦ೕૼউট४ख़ॡॺ



َ౫ସશ૭ચऩोৃ၄ྫྷੑ১भ৫ُ
⌧⾜ࡢィ

⨨
㸸ࣃ࣮ࢸࢡࣝ࢝࢘ࣥࢱ࣮

㛤Ⓨ୰ࡢ᪂つィ

ὶࢀሙ࠾ࡅࡿ
ᐇ㝿ࡢヨᩱ

ὉီễỦឋỂẝẾ
ềờჇỉቩࢲ܇ử
ᚘยầӧᏡẇ

ὉᚘยẰủỦቩ┿ ࢲ܇ᐇ␗࡞ࡿ
ỊแཋឋỂఄദ ⢏Ꮚᚄࡀホ౯ࡉࢀࡿ
ẰủẺήʏࢍࡇ
੭ምቩࢲỂẝẾềẆ
ჇỉቩࢲỂỊễ
ẟẇ
ὉҾྸɥẆቩ܇ỉή
ࢍࡇửᙸềẟỦỉ
ỚỂẝỦẺỜẆឋ
ỉီễỦቩ܇ầฆ
נẲềẟềờЙК
ẴỦẮểầỂẨễ
ẟẇ

ὉឋỉီễỦቩ܇
ầฆנẲềẟềờ
ᜤКầӧᏡẇ
Ὁ̾ૠؕแỉቩࢲ܇ЎࠋầምЈӧᏡỂ
ẝỦẮểẇᾉྵᘍỉἣὊἘỵἁἽỽỸὅ
ἑὊểӷሁỉ̾ૠỽỸὅἘỵὅἂඥ

┿ࡢ⢏Ꮚᚄィ 
ᮦ㉁㆑ูࡢྠィ

ૼ৫
भਏਡ

⨨

ྍ⬟

岽島峨峑峑岬峍峉島ৃর峕岴岻峵ಖન峔၄ྫྷল峒౫મશ峘ৎ
ੑ峼ਛ峃峵峔౫મશ၄ྫྷ௬ૼ峘ଡണ

ਛટজ५ॺ

লൢੋ峩ঢ়৴્ಅ੯岝ਛટણ৷峕峲峵ড়੫ુଢ଼੯岝
ఃஈੋ峩ੴଃٔقৰీ৺ك੯岝লઠ؟৫ಎ઼ৰ৷৲3-ਸ੫੯
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َഓ২॑ਹ৷खञதৈಖ২ऩએ૾ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ





㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

༙ᑟయ㟢ග⨨䜔ᨺᑕගタ䛷
⏝䛔䜙䜜䜛㼄⥺⏝䝭䝷䞊➼䛻ᚲせ䛸
䛥䜜䜛㉸㧗⢭ᗘ䛛䛴ཱྀᚄ䛺⾲㠃
ᙧ≧ィ ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
⏘⥲◊䛾ゅᗘᶆ‽ᢏ⾡䜢ά⏝䛧
䛯ୡ⏺᭱㧗⢭ᗘ䛾 ᐃ⨨




㠃ᑕ䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚䚸䛣䜜䜎䛷
ᐃ䛜ྍ⬟䛷䛒䛳䛯ᖹ⾜ᖹᯈ⾲㠃
䛾 ᐃᢏ⾡䜢㛤Ⓨ
ᩳ䜑ධᑕගᏛ⣔䛾ᑟධ䛻䜘䜚䚸㠃
ᑕ䛾ᙳ㡪䜢㝖ཤ

ᶵᲔ㉮ᰝ
㧗⢭ᗘ
ゅᗘ ᐃ⨨

ଐ
嵂嵛崧嵇嵑嵤
嵂崊৾௺

E

0

䝨䞁䝍䝂䞁䝭䝷䞊
0

ゅᗘ ᐃ䝡䞊䝮

0

䃗
G[

G\

D
0

ゅᗘ ᐃ
䝡䞊䝮

ᐃヨᩱ

؞ৈಖ২ഓ২ಎ઼पेॉؚએभഓ২৲॑
؞ഓ২৲भীपेॉએ૾॑ল
؞ঌথॱ०থছشपेॉؚਃ༊ਪपൣअഓ২वोभ
୶॑ு

జਟಎ઼

৫ಎ઼



َഓ২॑ਹ৷खञதৈಖ২ऩએ૾ُ
3URILOHQP



ᙧ≧

ᐃ⤖ᯝ

ᅇ ᐃ





39YDOXH QP


 

5HSHDWDELOLW\QP






3RVLWLRQPP





⧞䜚㏉䛧ᛶ

嵣
嵣
嵣
嵣





 

崝崌崢 ع؟PP
峴ନ峁ਙ ڭ؟QPਰৣ
ಖ২؟QPਰৣ
ষഝ峬૭ચ

㼼QP௨ୗ



3RVLWLRQPP





ഓ২峕峲峵தৈಖ২એ૾

ૼ৫ ਓଢ଼峘ഓ২ఏૼ峼ણ৷峁峉পઠྫྷ岵峎தৈಖ২峔એ૾
भਏਡ ಎ઼峼৫ ڀ৬ଲୗಎ઼峔峓峘ਙચ峕ৱ峃峵ૼ
ਛટজ५ॺ ધ؟ਾ岝્ಅ؟੯岝ড়੫ુଢ଼੯
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َਗ਼ణभਜ਼ৼ؞ஷ்ৼঢ়॑ਹ৷खञৗखः७থ३থॢ১भ৫ُ

قଶநख ك㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ

 ィ ᑐ㇟䛾య✚ሗ䛜せ䛺
㠀◚ቯィ ᢏ⾡䜢ᐇ⌧䚹䛣䜜
䛻䜘䜚䚸㎰⏘≀䛾Ỉศ㔞䛾
ᩘ᳨ᰝ䛜ྍ⬟䚹

 㟁☢Ἴ䜢⏝䛔䛶䚸㎰⏘≀䜔་⸆
ရ䛺䛹䛾Ỉศྵ᭷㔞䜔ရ㉁䜢㠀
◚ቯ䛷ィ 䛩䜛䛯䜑䛾䝉䞁䝅䞁䜾
ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

ᖜ䛾ኚ

䝉䞁䝃䞊䜢ఏᦙ䛩䜛
㟁☢Ἴ䛾ᖜ䛸┦ኚ䛾┦㛵䜢⏝䛩䜛

 䝃䞁䝥䝹䛾Ỉศ㔞䛜䚸ໟ䛧
䛯≧ែ䛾䜎䜎䛷䜒ィ ྍ⬟䛺
䛣䛸䜢ᐇド䚹

Ỉศ㔞䛾㐪䛔䛷
ഴ䛝䛜ኚ
Ỉศ㔞ᑡ䛺䛔

䝉䞁䝃䞊
Ỉศ㔞ከ䛔
┦䛾ኚ


َਗ਼ణभਜ਼ৼ؞ஷ்ৼঢ়॑ਹ৷खञৗखः७থ३থॢ১भ৫ُ
ཎ⌮

✵Ẽ䛾䜏

䝇䝖䝸䝑䝥ᑟయ
ㄏ㟁య

⾲㠃ୖ䛻 ໟ䛧䛯䜎䜎䛷䜒
Ⓨ⏕䛩䜛㟁☢⏺

ධຊ

䝃䞁䝥䝹 ⡿
䜢ᑒධ
䝃䞁䝥䝹䛒䜚

ฟຊ

ᐃྍ⬟

ᐃ≀
䖃 䛾⡿
䕦 䛾
⡿

㔠ᒓᇶᯈ

䝬䜲䜽䝻䝇䝖䝸䝑䝥⥺㊰

ᐃ≀䛾≉ᛶ䛻䜘䜚ኚ

ᐃ≀䛾᭷↓䛷ኚ䛩䜛㟁☢Ἴ䛾ᖜኚ䛸┦ኚ
䜢 ᐃ䛧䛶ゎᯒĺ ᐃ≀䛾≉ᛶ䜢㠀◚ቯ䛷ィ
 䝥䝺䝇Ⓨ⾲䠖ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶㻝㻟᪥
䛂㎰⏘≀䛾Ỉศ㔞䜢㟁☢Ἴ䛷⡆౽䛻ィ

ૼ৫
भਏਡ
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َজॳक़ॖड़থਗ਼भశശ௬ૼभ৫ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ
 ⢭ᐦ㟁Ẽィ 䛻䜘䜚䚸㟁ụ
䛾ຎ䜢᪩ᮇ䛻᳨ฟ䛩䜛䚹
 ᅜᐙᶆ‽䛻ᇶ䛵䛟㧗⢭ᗘ䛺䜲
䞁䝢䞊䝎䞁䝇ィ 䜢⏝䛧䚸
㟁ụෆ㒊䜢㠀◚ቯ䛻ホ౯
䛩䜛ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ
 ᅜෆ䛾㟁ụᮦᩱ䝯䞊䜹䞊䛜㛤
Ⓨ୰䛾䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䜢
ᑐ㇟䛻䚸⢭ᐦ䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇
ィ 䜢ᐇ
 ᨺ㟁䛻䜘䜛㟁ᴟᮦ䛾ຎഴ
ྥ䜢▷ᮇ㛫䛷ᢕᥱ
᪂䛯䛺㟁ụᮦᩱ䛾ຠ⋡ⓗ䛺㛤Ⓨ
䛻㈉⊩
ǤȳȔȸȀȳǹƷች݅ᚘยƴǑǓ
ݲƳƍΪ્ᩓׅૠưэ҄Ǜ౨Ј


َজॳक़ॖड़থਗ਼भశശ௬ૼभ৫ُ
㧗⢭ᗘ䛺 ᐃ䛛䜙ຎ䛾ᣦᶆ䛸䛺䜛್䜢᥎ᐃ

э ᑡ䛺䛔ᨺ㟁ᅇᩘ䛷ຎ䛾ഴྥ䜢ᢕᥱ

ʩ්৽৴แȷǭȣȑǷǿȳǹแ
ƴؕƮƘᔛᩓ൷ᚸ̖ǷǹȆȠ
➃Ꮚኚල䛾タィ䞉〇స
ᐃ䝟䝷䝯䞊䝍䛾᭱㐺

ǤȳȔȸȀȳǹยܭƔǒਖ਼ܭƠƨ
ϋᢿ৽৴ƷΪ્ᩓࣱ̔܍Ʒ̊

ӲŷƷᔛᩓ൷ˁಮƴᢘƠƨยܭች݅҄২ᘐ

ૼ৫
भਏਡ

ਓଢ଼岶৳થ峃峵ਗ਼ਞ峘বੇఏ峕੦峏岹ਗ਼ಎ઼峒
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َৗૠঐছজ॔൧ॹংॖ५भৰ৷৲॑૭ચधघॊఏभ৫ُ
قଶநखك

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ






䝬䝷䝸䜰䛿ୡ⏺㻟ឤᰁ䛾୍䛴
䠄ᖺ㛫ឤᰁ⪅ᩘ㻟൨ே௨ୖ䠅䛷䛒䜚䚸
㏻ᶵ㛵䛾Ⓨ㐩䛻䜘䜛ឤᰁᣑ䚸
ᆅ⌫ ᬮ䛻䜘䜛፹᪻䛾ศ
ᕸᣑ䚸⸆⪏ᛶ䝬䝷䝸䜰䛾ฟ⌧
䛜ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᗣᕤᏛ◊✲㒊㛛䠖⣽⬊䝏䝑䝥䜢
⏝䛔䛯㎿㏿䞉㧗ឤᗘ䝬䝷䝸䜰ཎ
᳨ฟᢏ⾡䜢㛤Ⓨ
≀㉁ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛䠖 ᐃ⢭ᗘ
⟶⌮䛻䜘䜛ಙ㢗ᛶྥୖ

 ᗣᕤᏛ◊✲㒊㛛
䝣䜱䞊䝹䝗ヨ㦂䠖䝥䝻䝖䝍䜲䝥䜢⏝䛔
䛯䜴䜺䞁䝎ඹᅜ䛷䛾ᐇドヨ㦂䜢
ᐇ
 ≀㉁ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛
ᐃ⎔ቃ䛚䜘䜃䜸䝨䝺䞊䝍䝇䜻䝹
䛻ᑐ䛧䛶䝻䝞䝇䝖䛺 ᐃ⢭ᗘ⟶⌮
᪉ἲ䜢☜❧䚹䛣䛾䛯䜑䚸ឤᰁ㉥⾑⌫
䠄䝬䝷䝸䜰ཎ䠅䛸ྠᵝ䛾⺯ග䜢♧
䛩 ᶍ ᨃ ᚤ ⢏ Ꮚ ཬ 䜃 䚸 㻰㻺㻭 ᚤ ᑠ 䝇
䝫䝑䝖ᇶᯈ䜢㛤Ⓨ䛧䛯䚹



َৗૠঐছজ॔൧ॹংॖ५भৰ৷৲॑૭ચधघॊఏभ৫ُ

ঐॖॡটॳকথংڀش
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<DWVXVKLUR 6HWDO  
3/2621(  H

ಖ২ଵ৶ૼقସੑఏଢ଼पेॉ৫রك

ศᯒ᧯స䛾
ጇᙜᛶ䜢☜ㄆ

ഉ౦

⨨ᛶ
⬟䜢☜ㄆ
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َ৵୩ୠীഘੑૼभ৫ُ
قଶநखك
㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ

 㟁Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾⇕ⓗ㈇Ⲵ
䛻క䛖䜂䛪䜏ศᕸኚ䜢
ホ౯䛷䛝䜛ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ

 ᚤᑠ䛺ኚᙧ䜢ᣑ䛧䛶ほᐹ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䝰䜰䝺ᢏ⾡
䜢⏝䛧䛯ᚤᑠ㡿ᇦ䛾䜂䛪
䜏ศᕸホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

 ⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱ
䠄㻯㻲㻾㻼䠅䜔䝏䝍䞁ྜ㔠䛾
◚ቯ㉳Ⅼ䛸䛺䜛䜂䛪䜏㞟
୰㒊ྍど

 ⇕䚸ຊᏛⓗ㈇Ⲵ䜢䛘䛯㝿
䛾ᮦᩱ䛾䜂䛪䜏ศᕸ䜢ほᐹ



َ৵୩ୠীഘੑૼभ৫ُ

৫岿島峉嵆崌崗嵕崡崙嵤嵓峑峘৸ଳ峜峄峩
ୡಎ઼
 㟁Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾⇕䜂䛪䜏ศᕸ䜢
㛤Ⓨ
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䠄䠎䠅ᶫΏ䛧◊✲๓ᮇ䠄⥲ᣓ䠅
± ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䠄ホ౯ᣦᶆ䠅
 ᪤Ꮡ䛾ィ㔞ᶆ‽䚸ศᯒᢏ⾡䜢⏝䛔䛶᪂䛯䛺䝴䞊䝄䞊䜢⋓ᚓ䛧䛯
 ᪤Ꮡ䛾ィ㔞ᶆ‽䚸ศᯒᢏ⾡䜢ᴗ౯್䛾ྥୖ䜔〇ရຍ౯್䛻䛴䛺䛢䛯

± ▱ⓗ㈈⏘ฟ䛾㉁ⓗ㔞ⓗ≧ἣ䠄ᐇዎ⣙௳ᩘ➼䠅䠄ホ౯ᣦᶆ䠅
 ᐇ⦼್䠄᭶Ⅼ䠅䠖௳䠄๓ᖺᗘྠ᭶ẚ䠅
э ┠ᶆ್䠄๓ᖺᗘẚ 䠅䜢㐩ᡂぢ㎸

± බⓗ㈨㔠䛾⋓ᚓ≧ἣ
 ᖺᗘ᭶Ⅼ䛷൨ 䠄๓ᖺᗘྠ᭶ẚ䠅э┠ᶆ㐩ᡂ

± 䝔䞊䝬タᐃ䛾㐺ษᛶ䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᣦᶆ䠅
 䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䜔ᒎ♧ฟᒎ➼䛷ከ䛟䛾ᴗ䛛䜙↷䜢ཷ䛡䜛䛺䛹䚸ᴗ
䝙䞊䝈䚸♫䝙䞊䝈䛻ᐦ╔䛧䛯ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ከ䛟䛾ᡂᯝ䜢ᣲ䛢䛯䚹
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䠊䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ

䠄䠅䛂ᶫΏ䛧䛃◊✲ᚋᮇ䛻䛚䛡䜛
◊✲㛤Ⓨ
ᕤᏛィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㛗
㧗㎷அ
ᖺ᭶᪥


ᶫΏ䛧◊✲ᚋᮇ䛻䛚䛡䜛ᡓ␎
ᴗ䜈䛾ィ ᢏ⾡䛾⛣㌿䚸〇ရ䞉ᴗάື䛾ຍ౯್ྥୖ䚸
ィ ᢏ⾡⮬య䛾〇ရ
䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱୰㛫ᒙ䛾
ᢸ䛔ᡭ䛷䛒䜛Ẹ㛫ᰯṇ
ᴗ⪅䜈䛾ᢏ⾡⛣㌿䚸
ィ ᶵჾ㛤Ⓨ䜢┤᥋ᨭ

 Ẹ㛫䜈䛾ᢏ⾡⛣㌿
 Ẹ㛫ᰯṇタഛ䛾⢭ᗘྥୖ䚸
᪂䛯䛺䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱ᢏ⾡
䠄䝉䞁䝃䞊䞉ᰯṇ⨨䠅䛾㛤Ⓨ
 ᰯṇ䚸ィ ᢏ⾡䛻䜘䜛〇ရ౯್䚸
ᴗ౯್䛾ྥୖ
 ィ ⨨⮬య䛾〇ရ
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ᮏ᪥⤂䛩䜛ᶫΏ䛧◊✲ᚋᮇ䝔䞊䝬
ㄢ㢟ྡ
ᐇ㛫┦ィ
ᛂ⏝
㧗

⏝ⓑ㔠ᢠ

ᢏ⾡䛾⏘ᴗ
ᗘィ䛾㛤Ⓨ

◊✲䛾ᴫせ

ഛ⪃

ືィ 䛷ᇵ䛳䛯┦ホ౯ᢏ⾡䜢〇㐀䝥䝻䝉䝇䛾
,QVLWXィ 䛻㌿ĺඹྠ〇ရ
ᰯṇᢏ⾡䛻䜘䛳䛶ᴗ䛜㛤Ⓨ䛩䜛ィ
ྥୖ䛾ᣦ㔪ᥦ౪ĺ᪂〇ရ䛾㛤Ⓨ

ჾ䜢ホ౯䚸

㟁Ẽᮦᩱ䛾㟁☢Ἴ≉ᛶホ౯
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

ᮦᩱ䛾ㄏ㟁⋡䞉㏱☢⋡䞉྾㐽ⶸ≉ᛶホ౯䜢㛤Ⓨ
ĺඹྠ◊✲䚸䝁䞁䝃䝹䛾㛤ጞ

䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䛾☜ಖ䛥䜜䛯
䜰䝭䝜㓟ΰྜᶆ‽ᾮ䛾〇ရ

ㄪ〇ᢏ⾡䚸Ᏻᐃ䝜䜴䝝䜴䜢ᢏ⾡⛣㌿

㕲㗰㒊ᮦホ౯䛻㈨䛩䜛㠀◚ቯ
᳨ᰝ⨨㛤Ⓨ

䝘䝜✵Ꮝᶆ‽䛻䜘䛳䛶㝧㟁Ꮚᾘ⁛䛾ಙ㢗ᛶ䜢 ぢᏛ᭷䜚
䛧䛯㠀◚ቯ᳨ᰝ⨨ĺ〇ရ

ᰯṇ⏝ᶆ‽ሙ䛸⥺㔞ィ䛾≉ᛶ
ホ౯

ᨺᑕ⥺ᰯṇ䛻䛚䛡䜛ᶆ‽ሙ䜢㛤Ⓨ䞉ᥦ౪
ĺᴗ䛾⥺㔞ィ㛤Ⓨ䜈㈉⊩

ᙳ䛩䜛䛰䛡䛷ᶫ䛾䛯䜟䜏䜢
ィ 䛩䜛ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

䝷䝪䝺䝧䝹䛛䜙䝣䜱䞊䝹䝗䝺䝧䝹䜈䛾デ᩿⨨䛾
ᐇ⌧ĺ〇ရ䚸ᢏ⾡⛣㌿

ぢᏛ᭷䜚

䜲䞁䝣䝷⥔ᣢ⟶⌮⏝㉸ᑠᆺ㼄⥺ ᑠᆺ;⥺※䞉᳨ฟჾ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䜲䞁䝣䝷デ᩿
⨨䜢ヨసĺ᪂䛯䛺౯್䛾ᥦ♧
᳨ᰝ⨨㛤Ⓨ

ぢᏛ᭷䜚



䠄䠏䠅ᶫΏ䛧◊✲ᚋᮇ䠄ᖺᗘ䛤ㅮホ䜈䛾ᑐᛂ䠅


ඹྠ◊✲䜢䚸୰ሀ䞉୰ᑠᴗ䛜᭦䛻⏝䛧䜔䛩䛟䛩䜛䛯䜑䛾᪉⟇䜢⪃䛘
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᴗ䛻䛸䛳䛶䛿◊✲㈝⏝䛷䛒䜚䚸䜢ྵ䜑䛯35䜢䛩䜜
䜀᭦䛻ከ䛟䛾ᐇ⦼䛜ぢ㎸䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹䝙䞊䝈䛿䛯䛟䛥䜣䛒䜛䚹
± 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛻䜘䜛⏝ᶵ䛾ྥୖ䚸䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䜔ᒎ♧ᶵ䛾᭦䛺䜛ྥୖ



◊✲άື㐍⾜୰䛾䝔䞊䝬䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿䛹䛾䛟䜙䛔䛒䜚䚸㏵୰䛷䛾ホ౯䚸
*R6WRSุ᩿䛜䛹䛾䜘䛖䛻䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛜᫂䛷䛒䜛䚹ྛ✀䛾ุ᩿䛜
䛹䛾䜘䛖䛺㛫㍈䛷䛥䜜䛶䛚䜚䚸ຠ⋡ⓗ䛺㐨➽䞉⤒㐣䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾⤫
ไ䞉⟶⌮ᴗົ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶䜒ㄝ᫂䛜ḧ䛧䛔䚹
± ẖ᭶䛾㡿ᇦ䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾㆟䛷ሗ䜢ඹ᭷



䝔䞊䝬䛾㑅ᢥ䛻㛵䛧䛶䚸ᴗ䛾ᚿྥ䚸ᨻ⟇䜈䛾㏣ᚑ䛻㐣ᗘ䛻㉮䜙䛼䜘䛖䚸
⏘⥲◊䛾䝇䝍䞁䝇䜢⥔ᣢ䛧䛶䜋䛧䛔䚹
± ୖグྠᵝ䚸䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾㆟䛷ሗ䜢ඹ᭷䛧᪉ྥᛶ䜢㆟ㄽ



㈨㔠ᥦ౪ᆺ䛾ඹྠ◊✲䠄䝙䞊䝈ᚿྥ䠅䛿᭷ຠ䛷䛒䜚ᣑ䛜ᮃ䜎䜜䜛䛜䚸
ᚋ㔜せ䛸ᛮ䜟䜜䜛䝔䞊䝬䠄䝅䞊䝈ᚿྥ䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸⏘⥲◊䛜ᑟ䛧䛶
ᴗ䛸ඹྠ㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
± 䜎䛪䛿㐃ᦠ䛾ᶵ䜢ቑ䜔䛧䚸䛭䛾୰䛷ᴗ䜈䛾ᆺ௳䛾ᥦ䜒ど㔝
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َৰৎਜ਼ৼੑૼभਓૢ৷ُ
قଶநखك

⫼ᬒ䠘ᢏ⾡䝅䞊䝈䠚

 㻺㻹㻵㻶䛾ືຍ㏿ᗘᶆ‽䛾せ⣲ᢏ⾡䛸䛧䛶
䝕䝆䝍䝹┦ィ ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䛯
 ィ⟬㈇Ⲵ䛾ᑠ䛥䛔⊂⮬䛾₇⟬᪉ᘧ 䈜 䛻
䜘 䛳 䛶 䚸 㧗 ㏿ 䠄 ᚑ ᮶ ẚ ᩘ ༑ ಸ ௨ ୖ 䛾 Ɋ
䜸䞊䝎䞊䠅䛷䛾┦ィ 䛜ྍ⬟
ͤ Meas. Sci. Tech.,   3DWHQW$SSOLFDWLRQ3&7-3

ȗȭǸǧǯȈ
䠄㟼ᒸ┴ඛ➃ᴗ⫱ᡂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖᥎㐍ᴗ⿵ຓ㔠䠅

䜺䝷䝇᳨ᰝ⨨䝯䞊䜹䞊䛸⤌
䜏䚸ᚑ᮶ẚ㻝㻜ಸ௨ୖ䠄ୡ⏺
᭱㧗䠅䛾ィ ㏿ᗘ䛾⨨䜢
㛤Ⓨ䜈
ᅜෆ䜺䝷䝇⏘ᴗ䛾⏕⏘ᛶྥୖ䜈

┠ⓗ䠘⏘ᴗ䝙䞊䝈䠚
 䜺䝷䝇〇㐀䛾ṧ␃ṍ䜏᳨ᰝ⨨
䠄䝺䞊䝄䞊ᖸ΅ィ䠅䛷䛿䚸ෆ㒊䛾䜰䝘䝻䜾
┦ィ䛜㏿ᗘไ⣙䛸䛺䜚䚸䝍䜽䝖䝍䜲䝮
䠄᳨ᰝ㏿ᗘ䠅䛜ྥୖ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

ᚑ᮶⨨ 0RGHO $%5$䠄䝴䝙䜸䝥䝖䞞ᥦ౪䠅



َৰৎਜ਼ৼੑૼभਓૢ৷ُ
䜺䝷䝇᳨ᰝ⨨ᴫᛕᅗ䠄䝴䝙䜸䝥䝖䞞ᥦ౪䠅

㛤Ⓨෆᐜ
⏘⥲◊䠖䛂┦ィ䛃䛾㧗㏿
䈜 ᴗ䛜䛭䜜௨እ䛾㒊ศ䜢㧗㏿
┦ィ༢య䛾ᛂ⟅㏿ᗘ
ᪧᆺ㻔䜰䝘䝻䜾㻕䠖  ൈ ͳͲଷ ιȀ
᪂ᆺ㻔䝕䝆䝍䝹㻕䠖 ͷǤͶ ൈ ͳͲ ιȀ
⣙ ͳͲǡͲͲͲ ಸ䜢㐩ᡂ
䈜 ⨨య䛷䛿䝰䞊䝍➼䛾ไ⣙䛾䛯䜑䚸⣙㻝㻜ಸ䛜㝈⏺

㧗㏿䛻㐃⥆〇㐀䛥䜜䜛ḟୡ௦ⷧᯈ䜺䝷䝇䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮᳨ᰝ䜈

㐍ᤖ䛚䜘䜃ᡂᯝ
 㡰ㄪ䛻㛤Ⓨ䛜㐍䜣䛷䛚䜚䚸㻞㻜㻝㻣ᖺ㻠᭶䛾ᒎ♧䛷ཧ⪃ฟᒎ䛾ணᐃ
 ㄽᩥⓎ⾲䠖㻝ሗ䚸≉チฟ㢪䠖ᅜෆ㻞௳䞉ᅜ㝿㻝௳䚸ᅜ㝿ᏛⓎ⾲䠖㻝௳
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َৈആ৷ஜসಿആ২ੑभ৫ُ
قଶநखك

◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ
 1000Υ㏆䛻䛚䛔䛶
㼼0.001Υ䛾Ᏻᐃᛶ䜢䜒䛳䛯᪂
つⓑ㔠ᢠ ᗘィ䜢㛤Ⓨ
 ⏘⥲◊䛾ᅜᐙᶆ‽䠄 ᗘᶆ
‽䠅䛻ᇶ䛵䛝䛭䛾ᛶ⬟䜢ᐇド
 ඹྠ◊✲ᴗ䜘䜚〇ရ

 1000Υ㏆䛻䛚䛔䛶䚸
0.01Υ䜘䜚䜒㧗䛔⢭ᗘ䛷 ᗘ
ᐃ䛜䛷䛝䜛 ᗘィ䜢㛤Ⓨ
䛩䜛䚹
 ᛴ⃭䛺 ᗘኚ䛻ᑐ䛩䜛Ᏻ
ᐃᗘ䜒ホ౯
㧗 䛷䛾〇ရసᡂ䛾
ᗘไᚚ䛾㧗⢭ᗘ



َৈആ৷ஜসಿആ২ੑभ৫ُ
0.01Υ䠄Ỉ䛾୕㔜Ⅼ䠅䛻䛚䛡䜛Ᏻᐃᛶ

961.78 Υ䠄㖟䛾จᅛⅬ䠅䛻䛚䛡䜛Ᏻᐃᛶ

Ỉᵴ

⇕䝃䜲䜽䝹䛾

ᗘ / oC

ᜏ

1200

H-1

1000

H-2

H-3

H-4

800
600
400
200

L-0

L-1

L-2

L-3

L-4

2

3

4

0
-200
1

⇕䝃䜲䜽䝹

䝉䞁䝃䞊ᵓ㐀䛾ᨵၿ䛚䜘䜃⇕ฎ⌮ヨ㦂䛻䜘䜚〇స䚸Ỉ䛾୕㔜Ⅼ䛚䜘䜃㖟Ⅼ䛷ホ౯
 䝥䝺䝇Ⓨ⾲䠖ᖹᡂ28ᖺ6᭶27᪥䚸䛂1000Υ㏆䛾㧗

২ᘐႆ
Ʒᙲໜ

䛷⏝䛷䛝䜛㧗⢭ᗘ䛺 ᗘィ䜢㛤Ⓨ䛃

ৈആୠ峕岴岮峐ஜস峘ಿக峼৲岿峅峵૪৶ૼ峒ৈಖ২峔

ആ২ૼ

ௐȪǹȈ ㄽᩥⓎ⾲䠖2ሗ䚸䝥䝺䝇䠖1௳䚸〇ရ䠄ᴗ䠅
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َਗ਼ਞ౫મभਗ਼ణ્ਙ௬ૼभ৫ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ
 䝭䝸Ἴᖏ㻔䡚㻝㻝㻜㻌㻳㻴㼦㻕䛷䚸㟁Ẽᮦᩱ
䛾㟁☢Ἴ≉ᛶ䜢㧗⢭ᗘ䛻 ᐃ䛩
䜛䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏
 ᅽ⦰✵Ẽ䝇䝔䞊䝆䜢⏝䛔䛯☜
䛛䛥పῶ䜔䚸䝰䞁䝔䜹䝹䝻ἲ䛻䜘
䜛ㄏ㟁⋡ィ 䛾☜䛛䛥ゎᯒἲ
䜢㛤Ⓨ䛧䚸ඹྠ◊✲㻔㻝㻡௳㻕䜔䝷䜲
䝉䞁䝅䞁䜾㻔㻝௳㻕䜢ᐇ

 㟁Ẽᮦᩱ䛾ㄏ㟁⋡䞉㏱☢⋡➼
䛾ㅖ≉ᛶ䛾 ᐃᢏ⾡䜢☜❧
䛩䜛䚹
 ⏘⥲◊⊂⮬䛾㟁☢Ἴィ ᢏ
⾡䞉䝜䜴䝝䜴䜢⏝䛔䛶䚸☜䛛
䛥䜢᫂☜䛧䛯 ᐃ䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹
ᖹ⾮ᖹᯈඹჾ
a*+]
ᙧ㖡ᯈ

PPྠ㍈
䝁䝛䜽䝍

㛤Ⓨ䛧䛯ゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮
䛾⾲♧

⿕ ᐃ≀
ᯛ



َਗ਼ਞ౫મभਗ਼ణ્ਙ௬ૼभ৫ُ

ẚㄏ㟁⋡

ㄏ㟁ṇ᥋ ᦆኻ

☜䛛䛥䜢䛧䛯
䝭䝸Ἴᖏ䜎䛷䛾 ᐃ䜢ᐇ⌧

ᅽ⦰✵Ẽ䝇䝔䞊䝆䛷
䜿䞊䝤䝹せ䛺᥋⥆䜢ᐇ⌧

ĺ ᥋⥆䛻䜘䜛☜䛛䛥せᅉ䜢పῶ

ૼ৫
भਏਡ

࿘Ἴᩘ *+] 

࿘Ἴᩘ *+] 

ਓଢ଼峘ৈఢణ崌嵛崼嵤崨嵛崡ఏ峘৫峑သ峍峉ੑૼ峼ણ৷峁峐
ਗ਼ਞ౫મ峘ਗ਼ణ્ਙ峘தৈಖ২峔ু১峼৫

 ڀ嵇嵒ణఝ

f*+]

峕岴岮峐ਂન岵岿岶ન峔ૼ峼નয়
਼ੀੂ

ਛટজ५ॺ ધ੯岝્ಅলൢ੯岝ુଢ଼ಉ੯岝嵑崌崣嵛崟嵛崘੯岝
ਅറ

୩ୠ৴

੯岝বఏ৲੯
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੧র

َॺঞش१অজॸॕभન৳औोञ॔ঀథ়ఏัभଲષ৲ُ
قଶநखك

◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

 䜰䝭䝜㓟㢮䛿㣗ရ䞉་⒪䞉⏕Ꮫ➼
䛾ศ㔝䛷ᗈ䛟 ᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻿㻵䝖
䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䛾☜ಖ䛥䜜䛯ከ✀ΰ
ྜᶆ‽ᾮ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸㒊
ศⓗ䛻䛧䛛౪⤥䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹
 䜰䝭䝜㓟㢮䛿㻿㻵䝖䝺䞊䝃䝤䝹䛺್䛜
䛥䜜䛯⣧≀㉁䛜ᑡ䛺䛔䚹䜎䛯䚸
䛭䛾≀ᛶ䛛䜙⢭☜䛺ㄪ〇䜔Ᏻᐃᛶ
䛾☜ಖ䛜㞴䛧䛔䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛣
䜜䜙䛾ㄢ㢟䜢ඞ᭹䛧䛯ୡ⏺ⓗ䛻㢮
䜢ぢ䛺䛔ከ✀䜰䝭䝜㓟㢮ΰྜᶆ‽ᾮ
䜢〇ရ䛩䜛䚹

 㣗ရ䛺䜙䜃䛻デ᩿⏝䛾䜰
䝭䝜㓟ᶆ‽ᾮ䛻䛴䛔䛶䚸྾
‵➼䛾ᙳ㡪䜢䛧䛯⢭☜
䛺ㄪ〇ἲ䜢☜❧䛧䚸㧗⢭
ᗘ䞉㧗Ᏻᐃ䛺ᶆ‽ᾮ䛾౪
⤥䛻㐨䜢ᣅ䛔䛯䚹



َॺঞش१অজॸॕभન৳औोञ॔ঀథ়ఏัभଲષ৲ُ

৲ૼ
भનয়

ಖનऩ৹ଲ
১भનয়
ૼ৫
भਏਡ

ਓଢ଼峘ੳఏସ岴峲峝ૅਫ崝嵤崻崡峑崊嵇崶థෞସ峘6,崰
嵔嵤崝崻嵒崮崋峼ન৳峁岝ลဒ峮崛嵛崧嵇崵嵤崟嵏嵛峼ൾ峁峉ಖન峔৹ଲ
১峼નয়岞岿峳峕岝崊嵇崶峘ਂ৲ਉ峘峕峲峴ఏั峘
৲峕ਛ峁峉

ਛટজ५ॺ 崊嵇崶৾ভ峑ق崊嵇崶়ఏัનয়峘峉峫峘ਙك

ৗ崊嵇崶ীෲଢ଼ভ峑ق崊嵇崶়ఏัનয়峘峉峫峘
ਙك
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َள౫௬पৱघॊశശಳีਫ਼ਪಎ઼৫ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ




㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

⯟✵ᶵ䛾䝍䞊䝡䞁䚸⮬ື㌴䛾䝣䝺䞊䝮
䛺䛹䛾ᵓ㐀⑂ປ䛾せᅉ䛷䛒䜛䚸㔠ᒓ
㒊ᮦ୰䛾ཎᏊḞ㝗䛾ゎᯒ䜢ᐜ᫆䛻
䛩䜛䛯䜑䚸ỗ⏝ⓗ䛺㠀◚ቯḞ㝗᳨ᰝ
⨨䜢㛤Ⓨ

᳨ฟ㒊䜈ヨᩱタ⨨

ィ ᮲௳䛾
⮬ືㄪᩚ

ᖺᗘ䝃䝫䜲䞁ᴗ䛻䛶㛤Ⓨ䛧䛯
䝷䝪ᤣ⨨ᆺ䝥䝻䝖䝍䜲䝥ᶵ䜢䝤䝷䝑䝅䝳
䜰䝑䝥䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᑠᆺ䛸䝴䞊
䝄䞊䝣䝺䞁䝗䝸䞊䜢ྠ䛻㐩ᡂ

FP
ᑑ

䝷䝪ᤣ䛘⨨䛝ᆺ
䝥䝻䝖䝍䜲䝥ᶵ

ᐃ䞉ゎᯒ

ᖺᗘᕷ㈍䜢㐩ᡂ䛧䛯
䝕䝇䜽䝖䝑䝥ᆺ㝧㟁ᏊḞ㝗᳨ᰝ⨨

aP


َள౫௬पৱघॊశശಳีਫ਼ਪಎ઼৫ُ
ᑓ㛛䛷䛺䛔ᢏ⾡⪅䛷䜒ྛ✀㒊ᮦ䛾ཎᏊḞ㝗䜢㠀◚ቯゎᯒ䛷䛝䜛䛂㝧㟁Ꮚᑑἲ䛃䛻䜘䜛
᳨ᰝ⨨䛾ᕷ㈍ᆺᐇ⏝ჾ

Sample

ᑓ⏝䝩䝹䝎䛻䜘䜚ᅛ
య䞉⢊య䞉ᾮయ䛺䛹
䛾ᙧែ䛻ᑐᛂ
6DPSOH10,-&50

ᚑ᮶䚸≉ู䛺ᙧ≧䛾䝃䞁䝥䝹䜢⏝ព䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䛳䛯䛜䚸ヨᩱྎ䛻⨨䛟䛰䛡䛷 ᐃ䛜ྍ⬟䛻

ૼ৫
भਏਡ

䜻䝱䝸䝤䝺䞊䝅䝵䞁䛛䜙ゎᯒ䜎䛷䜢⮬ື
䛷ᐇ⌧䛩䜛ᑓ⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢㛤Ⓨ

௧৷౪崥崽崰崎崏崊࿌ൗ峘ํ୵ੑ崛嵛崹崗崰崟崡崮嵈峼ৰਠ
഻ਗ਼౺قଣೝਜ਼৬ك峘峴ඞ岮峼ල峕峃峵્ಅૼ
ધ੯岝્ಅলൢ੯岝崿嵔崡੯岝-$6,6峕峐னં

ਛટজ५ॺ قbਰঢ়৴ਛટ؟ધ੯岝્ಅఃஈ੯岝崿嵔崡੯ك
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َૅਫ৷ఏৃधੑभ્ਙ௬ُ
قଶநखك

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ

᪂つ᱁䞉つไ䜈䛾ᑐᛂ
䠄Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯䠅

 ᚑ᮶䛾ᰯṇ䝅䝇䝔䝮䜔ᨺᑕ⥺
↷ᑕ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅䛷䛿ᑐᛂ䛷
䛝䛺䛔䚸ᨺᑕ⥺䛾ヨ㦂ᰯṇ䛾
䝙䞊䝈䛜䛒䜛䚹

 ,&53 䛜Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟⥺㔞
䜢ホ౯䛩䜛䜘䛖䛻່࿌
 Ỉᬗయ⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯ᢏ⾡
䛾㛤Ⓨ
 Ỉᬗయ⿕䜀䛟⥺㔞䜢 ᐃ䛩䜛
⥺㔞ィ䛾≉ᛶ䜢ホ౯䛧䚸ಶே
⥺㔞 ᐃ䝃䞊䝡䝇ᵓ⠏䜢ᨭ

 ⏘⥲◊䛾ᰯṇ⏝↷ᑕタ䛸
ᐃᢏ⾡䜢ᇶ♏ᢏ⾡䛸䛧䛶ά
⏝䛧䚸 ᐃ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅䞉⥺㔞
ჾ䝯䞊䜹䞊䛜せồ䛩䜛ಶู䛾
ヨ㦂䞉ᰯṇ䜢ᐇ䚹⥺㔞ィ䛾
≉ᛶホ౯䜔↷ᑕヨ㦂䜢⾜䛔䚸
〇ရ䛻㈉⊩䛧䛯䚹

䃑⥺䛾ᅜᐙᶆ‽
ჾ䜢⏝䛔䛶䃑⥺
䛻䜘䜛Ỉᬗయ䛾
⿕䜀䛟⥺㔞䜢ホ౯

᪂〇ရ䛾㛤Ⓨẁ㝵䛻䛚䛡䜛⥺㔞ィ䛾≉ᛶヨ㦂
 䝬䞁䝰䜾䝷䝣䜱⥺㔞ィ
 㧗⥺㔞⏝䛾⥺㔞ィ
 ಶே⥺㔞ィ䛾᪂つ᱁
ᑐᛂ䛾↷ᑕヨ㦂

䝬䞁䝰䜾䝷䝣䜱⥺㔞ィ

✚⟬⥺㔞ィ䛾䠦䠥䠯ᨵṇ
ᖺ㡭

,&53 ,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQRQ5DGLRORJLFDO3URWHFWLRQ䠈
ᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ

ಶே⥺㔞ィ



အ৬यऎ௬ু১ऩन॑৫खૅؚਫ१شঅ५؞
ੑওشढ़شभرभॽش६पৌૢखञୡ؞௬॑
Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟ホ౯䛾䛯䜑䛻䚸⤌⧊䛾῝䛥 PP䛻䛚䛡䜛⥺㔞ᶆ‽䜢㛤Ⓨ
⫼ᬒ

 Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟ホ౯䛻䛿䚸ேయ
䛾⾲㠃䛛䜙PP῝䛥䛻䛚䛡䜛
⿕䜀䛟⥺㔞䛾ホ౯䛜ᚲせ䛰䛜䚸
ᶆ‽䛜䛺䛔
 Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟⥺㔞 ᐃ䝃䞊䝡
䝇䛜⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔

䃑⥺䛾Ỉᬗయ⿕䜀䛟
⥺㔞ᶆ‽䛾㛤Ⓨ



⥺㔞䛾┦ᑐᙉᗘ

 ᚋ䚸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䞉་⒪ᶵ㛵
䛷䛿Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟⟶⌮䛜ᚲ㡲

῝䛥PP䛾⥺㔞ホ౯
6Y*\

 ,&53䠄ᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ䠅
䛿䚸ᖺ䛻Ỉᬗయ䛾⿕䜀䛟⥺
㔞䛾㝈ᗘ䜢ᖺ䛒䛯䜚P6Y
䛛䜙P6Y䛻ᘬ䛝ୗ䛢䜛່࿌

;⥺䛾Ỉᬗయ⿕䜀䛟
⥺㔞ᶆ‽䛾㛤Ⓨ











;⥺䜶䝛䝹䜼䞊 0H9

㟁ᏊගᏊ㍺㏦ィ⟬䛻䜘䜚䚸
✵Ẽ䜹䞊䝬ᙜ䛯䜚䛾⤌⧊῝
䛥PP䛾⥺㔞䜢ホ౯䛧䛯䚹









⤌⧊䛾῝䛥 PP
⤌⧊䛾῝䛥䛻ᑐ䛩䜛䃑⥺䛾⥺㔞
䜢ᅜᐙᶆ‽ჾ䜢⏝䛔䛶 ᐃ䛧䚸
⤌⧊῝䛥PP䛻䛚䛡䜛䃑⥺䛾
⥺㔞䜢ホ౯䛧䛯䚹

ଣೝఏ峘ૼ峼৷岮峐岝အ৬峚岹௬峕ਏ峔ఏ岝ৗૠત峕ৌૢ峃峵
ଣೝఏৃಉ峼৫峁峉岞岽島峳峘ఏ嵣ૼ峼৷岮峐੫岶৫峁峉ੑಉ峘
્ਙ峼௬峁岝௬峕岴岻峵ਦਙ峼ଖ岲岝ଲષ৲峮崝嵤崻崡峼ਤ岿峅峉岞

+ফ২ ુଢ଼嵣ਭଢ଼ાඃ੭પ ڬڰڬڭਐ
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َ୶घॊटऐदଶभञॎा॑ੑघॊૼभ৫ُ
قଶநखك
◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

 ᶫᱱ䛾ᗘホ౯ᡭἲ䛾୍䛴䛷䛒
䜛䛯䜟䜏ィ 䜢Ᏻ౯䞉⡆౽䛻ᐇ⌧
䛩䜛ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
 つ๎ᶍᵝ䜢᭷䛩䜛ᵓ㐀≀䜢ᙳ䛧
䛯䝕䝆䝍䝹⏬ീ䛻䚸㛫ᘬ䛝䚸䛚䜘䜃
⥺ᙧ⿵㛫䛸䛔䛳䛯⏬ീฎ⌮䜢䛧
䛶ᚓ䜙䜜䜛䝰䜰䝺⦤䛾┦ኚ䛛
䜙ኚศᕸ䜢ホ౯䛩䜛ᢏ⾡䛾☜❧

 ᶫᱱ䛾䛯䜟䜏㔞䜢ᶫ㍈᪉ྥ䛛䜙
ィ 䛩䜛ᢏ⾡䜢☜❧
 ᢏ⾡䜢㐨㊰ᶫ䛾䚸㕲㐨ᶫ䛻䜒㐺
⏝䛧䚸ᚑ᮶䝉䞁䝃䞊䛸ྠ➼䛾⢭ᗘ
䜢᭷䛩䜛䛣䛸䜢ᐇド



َ୶घॊटऐदଶभञॎा॑ੑघॊૼभ৫ُ
㧗㏿㐨㊰䛾䚸㕲㐨ᶫ䛷䜒ィ 䜢ᐇ䛧䚸䛭䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇド䚹ᚑ᮶䛯䜟䜏ィ 䛻
⏝䛔䜙䜜䛶䛝䛯ኚィ䛾௦᭰ᢏ⾡䛸䛧䛶$,67ᢏ⾡⛣㌿䝧䞁䝏䝱䞊䛻ᶫΏ䛧

ૼ৫
भਏਡ

ଶ峕崓嵉嵑峼ྚ岲峐୶峃峵岽峒峑ᄂદ峮ਲ峕ཱ岵峵ଶ峘峉峹峩ੑ
峼૭ચ峃峵ੑ崊嵓崜嵒崢嵈峼৫峁岝崓嵉嵑峼৷岮峉峉峹峩ੑ
峘ి৷ਙ峼প்峕ఁপ

ਛટজ५ॺ ્ಅ੯
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َॖথইছਡਫ਼টॵॺ৷ৈग़ॿঝॠ;شਫ਼ਪಎ઼৫ُ
قଶநखك

◊✲䛾┠ⓗ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

 㕲㻣㼏㼙ཌ䛾䜲䝯䞊䝆䞁䜾䛜ྍ⬟
 䝻䝪䝑䝖䛻ᦚ㍕䛧䛶⌧ሙ䛷
䛺㟁ụ㥑ື㼄⥺⨨䜢㛤Ⓨ
ຠ⋡ⓗ䛻᳨ᰝ䜢⾜䛖䛯䜑䛾
㉸ᑠᆺ㼄⥺※䛸᳨ฟჾ䛛䜙䛺䜛
㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡㛤Ⓨ
 䝞䝑䝔䝸䞊㥑ື㼄⥺㠀◚ቯ
FPཌ
᳨ᰝ⨨䜢ᦚ㍕䛧䛯⮬ື᳨ᰝ
 䜲䞁䝣䝷Ⅼ᳨䝻䝪䝑䝖䛻ᦚ㍕䛧䚸
䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ 㻺㻱㻰㻻㻌㻼㻶
ヲ⣽䛺᳨ᰝ䛜ྍ⬟䛻
䜲䞁䝣䝷ᵓ㐀≀ ⭾䛺᳨ᰝ⟠ᡤ
ෆ㒊䛾ヲ⣽᳨ᰝ䛜ᚲせ
㟁※☜ಖ䛜㞴䛧䛔

㟁ụ㥑ື䝻䝪䝑䝖䛻ᦚ㍕ྍ⬟䛺
㧗䜶䝛䝹䜼䞊;⥺㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡䛜ᚲせ

䝥䝷䞁䝖㓄⟶⮬ື᳨ᰝ䝻䝪䝑䝖䛻ᦚ㍕䛧䛯;⥺᳨ᰝ⨨



َॖথইছਡਫ਼টॵॺ৷ৈग़ॿঝॠ;شਫ਼ਪಎ઼৫ُ
㓄⟶;⥺᳨ᰝ䝻䝪䝑䝖

FP

;⥺※

㗪≀䝞䝹䝤ᘚ
䛾ᙳ
䝻䝪䝑䝖
ᦚ㍕

᳨ฟჾ
䜹䞊䝪䞁䝘䝜
ᵓ㐀య;⥺※

ගኚᆺ
᳨ฟჾ

䝥䝷䞁䝖㓄⟶䛾ῶ⫗䛾
㧗⢭ᗘ⮬ື᳨ᰝ䛜ྍ⬟䛻

㕲FPཌ ⛊䝅䝵䝑䝖
䛾;⥺䛻䜘䜛㏱㐣䜲䝯䞊䝆

ૼ৫
भਏਡ

㕲FPཌ 䝅䝵䝑䝖䛾
;⥺䛻䜘䜛㏱㐣䜲䝯䞊䝆

㔠ᒓ㒊ᮦෆ㒊䛾㏱㐣
ീ䜢ᐜ᫆䛻ᙳྍ⬟

䝥䝷䞁䝖䛰䛡䛷䛺䛟䛥䜎䛦䜎䛺
䜲䞁䝣䝷䛾᳨ᰝ䛜ྍ⬟䛻

ਠৃঽਫ਼ਪ峘峉峫峘嵕嵄崫崰峕࿌ൗ૭ચ峔த৵శശਫ਼ਪಎ઼峼
ਓଢ଼峘崓嵤嵄嵛崲崶ଡୗ৬ૼ峒ଣೝਫ਼লஓૼ峼৷岮峐৫

ਛટজ५ॺ 崿嵔崡嵒嵒嵤崡岝્ಅڭ؟੯岝ৰ৷৲ુଢ଼੯
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䠄䠏䠅ᶫΏ䛧◊✲ᚋᮇ䠄⥲ᣓ䠅
± Ẹ㛫䛛䜙䛾㈨㔠⋓ᚓ㢠䠄ホ౯ᣦᶆ䠅
 ᭶Ⅼ䛷൨ 䠄๓ᖺᗘྠ᭶ẚ䛾ఙ䜃䚹ᖺᗘ┠ᶆ್൨
䛿᪤䛻䜽䝸䜰䠅

ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺┠ᶆ䜢⏘⥲◊䛷၏୍ᖺ㐃⥆㐩ᡂぢ㎸䜏
 ⥲㢠䛰䛡䛷䛺䛟䝁䞁䝃䝹ዎ⣙䛜ಸ䠄๓ᖺᗘྠ᭶ẚ䠅➼䚸ከᩘ䛾᪂つ
䝴䞊䝄䞊䜢⋓ᚓ

± ୰ሀ䞉୰ᑠᴗẚ⋡䠄୰ሀ䞉୰ᑠᴗᩘ ᴗᩘ䠅䛜㧗䛔
䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᣦᶆ䠅
 ᇶ‽್䠖 э ᭶Ⅼ䛷䠖  ୰ሀ䞉୰ᑠᴗᨭ䛻䜒ὀຊ

± ᴗ䛾≧ἣ䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᣦᶆ䠅
 ⓑ㔠ᢠ ᗘィ䜔㝧㟁Ꮚᾘ⁛䛻䜘䜛㠀◚ቯ᳨ᰝ⨨䛜〇ရ
 䛯䜟䜏ィ 䛜ྍ⬟䛺ᢏ⾡䜢㐨㊰ᶫ䛺䛹䛻⌧ሙ䛻㐺⏝
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䠊▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ

≀⌮ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㛗
୰ᮧᏳᏹ
ᖺ᭶᪥


ᅜ䛾▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬䛻ᇶ䛵䛔䛶╔ᐇ
䛻▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛
䐟ᩚഛ≧ἣ


≀⌮ᶆ‽䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛻䛚䛡䜛ຎ䛾᪩ᮇⓎぢ➼
䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ὶ䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇ホ౯⨨䠄䡚 ȍ N+]䠅䛺䛹
䛾ᶆ‽䜢ᩚഛ䛧䛯䚹



Ꮫᶆ‽≀㉁䛻䛚䛔䛶䛿Ỉ㐨Ỉ㉁ᇶ‽䛻ᑐᛂ䛧䛯䚸᭷ᶵయⅣ⣲ᶆ‽ᾮ
䛺䛹䛾ᶆ‽≀㉁䜢ᩚഛ䛧䛯䜋䛛䚸ᐃ㔞105➼䛻䜘䜛ᰯṇ᪉ἲ䛾ᢏ⾡⛣㌿
䛻䜘䜚10,-䝖䝺䞊䝃䝤䝹䛺౫㢗ヨ㦂䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⎔ቃᩚഛ䜢⾜䛳䛯䚹



ᖺᗘ䜒ᘬ䛝⥆䛝3'&$䜢యⓗ䛻⾜䛔䚸ᘢᡤ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻䛶䝴䞊䝄䞊
䝙䞊䝈䛾ㄪᰝ䛚䜘䜃㞟⣙䜢⾜䛳䛯䚹ಶู䝁䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿ᑐᛂ୰䛷䛒䜛
䛸ඹ䛻䚸せィ㔞㛵㐃ᅋయ䛸ᑐᛂ䛻㛵䜟䜛༠㆟䜢⾜䛔䚸ᑐᛂྍ⬟䛺䜒䛾
䛻䛴䛔䛶䛿ᩚഛィ⏬䜈ᫎ䛧䛯䚹
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ᅜ䛾▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬䛻ᇶ䛵䛔䛶╔ᐇ
䛻▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛
䐠ᬑཬ≧ἣ ᰯṇ䚸౫㢗ヨ㦂䛚䜘䜃-&66䜈䛾ᐤ
ᰯṇ䞉ヨ㦂௳ᩘ䠄ド᫂᭩Ⓨ⾜ᯛᩘ䠅



౫㢗ヨ㦂



≉ᐃḟᶆ‽ჾ

ᴗ⪅ᑂᰝ䜈䛾ᢏ⾡䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵䚸
ྛ✀ጤဨ䛻ཧ⏬䛧䚸ィ㔞ἲᰯṇᴗ⪅
Ⓩ㘓ไᗘ䠄-&66 䜢ᙉຊ䛻ᨭ䚹









ᖺᗘ

ィ㔞ἲ䛻ᇶ䛵䛟≉ᐃḟᶆ‽ჾᰯṇ
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ୗ䛷╔ᐇ䛻ᐇ䛧䚸
ィ㔞䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䛾ᬑཬ䛻㈉⊩䚹䜎䛯
ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛻䜘䜚౫㢗ヨ㦂䠇Į
䛾䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䜢ᥦ౪
୍㒊ᥖ


䐠ᬑཬ≧ἣ ᶆ‽≀㉁䛾౪⤥









ᾏእ
ᅜෆ





䜚ୖ䛢
























              

ᖺᗘ

ぢ㎸䜏
䠄㻝㻝᭶㻟㻜᪥Ⅼᐇ⦼
㡺ᕸᩘ䠖㻝㻘㻟㻟㻤ಶ䚸
ୖ䠖㻞㻘㻞㻜㻢䠅

z 䛺㡺ᕸ䠖⎔ቃ䞉㣗ရศᯒ⏝䛜⣙㻟㻞㻌䠂
᭷ᶵᶆ‽≀㉁䛜⣙㻟㻤㻌䠂䠄䛖䛱䝞䜲䜸ศᯒ⏝䛜㻡㻣㻌䠂䠅
z 㡺ᕸ䛾ഴྥ䠖ᖺᗘ㻠᭶䛛䜙㡺ᕸ㛤ጞ䛧䛯㈅ẘศᯒ⏝ᶆ‽ᾮ㻞✀
䛜య䛾⣙㻝㻟㻌䠂䛔䛪䜜䜒௳ᩘ䝧䞊䝇
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䜚ୖ䛢䠄䠅



㡺ᕸᩘ䠄ಶᩘ䠅

Ⓨ⾜௳ᩘ



▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䠄ᖺᗘ䛤ㅮホ䜈䛾ᑐᛂ䐟䠅
㉁㔞ᶆ‽䛻䛚䛡䜛䝥䝷䞁䜽ᐃᩘ䛾Ỵᐃ䛺䛹䛿䚸ィ㔞ᶆ‽䛾䜏䛺䜙䛪≀⌮Ꮫⓗ䛻
㈉⊩䛩䜛䛸䛣䜝䛜䛷䛒䜛䛾䛷䚸ᅜ㝿ⓗ䞉Ꮫ⾡ⓗ㈉⊩䛸䛧䛶䜒䛳䛸ᡂᯝ䜢ᙉㄪ䛧
䛶䜋䛧䛔䚹






䝥䝷䞁䜽ᐃᩘ䛻ᇶ䛵䛟㉁㔞ᐃ⩏䛻ᇶ䛵䛝䜰䝪䜺䝗䝻ᩘ䜢䛧䛶⊂ຊ䛷
㉁㔞䜢⌧♧䛷䛝䜛䛣䛸䜢䝟䜲䝻䝑䝖ẚ㍑䛷ᐇド
ĺ⌧ᅾ ᪥䚸⡿䚸ຍ䚸⊂䛾䜹ᅜ䛾䜏
ᅜ㝿䝉䝭䝘䞊䠄䜲䞁䝍䞊䝯䝆䝱䞊䠅䚸ᅜ㝿Ꮫ䠄6,&(䠅➼䜢
㏻䛨䛶䝉䝑䝅䝵䞁䚸ぢᏛ➼䜢㛤ദ
ᅜ㝿䝆䝱䞊䝘䝹䛷䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇ㄽᩥ䜢බ⾲



▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䠄ᖺᗘ䛤ㅮホ䜈䛾ᑐᛂ䐠䠅
䜾䝻䞊䝞䝹௦䜢㏄䛘䚸㈠᫆䛾䚸ᅜ㝿ྲྀᘬ䛾බṇ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻
ᶆ‽䛿䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛚䜚䚸సᡂ㐣⛬䛻䛚䛔䛶ᖿᅜ䚸ጤဨ㛗➼䛾
せ䝫䝇䝖䜢ᚓ䚸ᑟᶒ䜢ᥱ䜛䛣䛸䛿㔜せ䛷䛒䜛䚹◊✲䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶䜒᪩䛔
ẁ㝵䛛䜙ᅜ㝿ᶆ‽䜢ᅗ䜛䛸䛔䛖┠ᶆ䜢ᐃ䜑䚸‽ഛ䜢ᩚ䛘䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䜛䚹

Ỉ⣲䝕䜱䝇䝨䞁䝃ᰯṇヨ㦂⨨䛾㛤Ⓨ䛸ᕤᴗᶆ‽άື䛾᥎㐍
䠄2,0/່࿌䛾ᨵṇ䜢ᑟⓗ䛻ᥦ䠅䛧䛶䛔䜛䚹
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▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䠄ᖺᗘ䛤ㅮホ䜈䛾ᑐᛂ䐡䠅
ᅜ㝿ᶵ㛵䛷㔜せ䛺䝫䝆䝅䝵䞁䜢ᚓ䛶᪥ᮏ䛜ᑗ᮶䜲䝙䝅䜰䝏䝤䜢䛸䜛䜘䛖䛻
ດຊ䛩䜉䛝䚹ᅜ㝿ᶵ㛵䛷ά㌍䛩䜛ேᮦ䛾㣴ᡂ䜔ḟୡ௦䜢ᢸ䛖ⱝ䛔◊✲⪅
䛾㣴ᡂ䛻ຊ䜢ධ䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䠆ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ᒁ䠄%,30䠅䛸䛾㐃ᦠ
䞉ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ䝫䝇䝖䜢⥅⥆⋓ᚓ䚸ㅎၥጤဨ䚸సᴗ㒊䛻ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵

䠆ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ᶵ㛵䠄2,0/䠅  ィ㔞ჾ䛾䛺㏻ၟ
䞉ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ጤဨ➨ጤဨ㛗䝫䝇䝖䜢⥅⥆⋓ᚓ䚸ᑓ㛛ᐙ䜢ὴ㐵

䠆䜰䝆䜰ኴᖹὒィ㔞ィ⏬䠄$303䠅䛻䛚䛡䜛ඛᑟⓗάື
䞉ᢏ⾡ጤဨ㛗䛾䠏䝫䝇䝖䜢⥅⥆䞉⋓ᚓ 䚸ᮇ  ㆟㛗䛾䝫䝇䝖䜢⋓ᚓ

䠆䜰䝆䜰ኴᖹὒἲᐃィ㔞䝣䜷䞊䝷䝮䠄$3/0)䠅䛷䛾άື
䞉$3/0)⥲䛾᪥ᮏ㛤ദ䜢ദ䠄⣙䛛ᅜ䛛䜙ྡ௨ୖ䛜ཧຍ䠅

䠆ᅜ㛫0R8➼䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䛸
䜰䝆䜰ᆅᇦ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᑓ㛛ᐙὴ㐵䛸◊ಟ⏕ཷධĺ ᅜ㝿ⓗ䝥䝺䝊䞁䝇ྥୖ
䞉ὴ㐵䠄SHHUUHYLHZHU䚸ㅮᖌ䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䛺䛹䠅䠖䛛ᅜ䜈ྡ
䞉ᣍ⪸䠄0('($䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾◊ಟ䛺䛹䠅䠖䛛ᅜ䛛䜙ྡ

୍㒊ᥖ

ᵝ䚻䛺䝏䝱䝛䝹䜢㏻䛨䛶ᅜ㝿ேᮦ䛾⫱ᡂ䛸Ⓩ⏝䜢⥅⥆


ἲᐃィ㔞䛻ಀ䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ
 ィ㔞ᩍ⩦䚸ィ㔞ㅮ⩦䚸ィ㔞◊ಟ䚸ἲᐃィ㔞䝉䝭䝘䞊䚸ἲᐃィ㔞
䜽䝷䝤䛺䛹ྜ䜟䛫䛶ᅇ䠄ணᐃྵ䜐䠅㛤ദ䛧䚸ᅜෆィ㔞㛵ಀᢏ
⾡⪅䛾ᢏ⾡ຊྥୖ䛻㈉⊩䚹
 -,6ᨵᐃ䛻క䛖ㄝ᫂ཬ䜃ㅮ⩦䜢䝍䜲䝮䝸䞊䛻ᐇ䛧䛯䚹
 ᆅᇦ㛤ദ䛾ィ㔞ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䜢᪂タ䛧䛯䚹
 ィ㔞ኈ䛾㈨᱁ㄆᐃ䛻㛵䜟䜛సᴗ䛻10,-䜎䛯䛿⫋ဨ䛜༠ຊ䚹
 ᅜᐙヨ㦂ၥ㢟సᡂጤဨ䛸䛧䛶ᘏ䜉ྡ䛜ཧຍ䚹
 ィ㔞⾜ᨻᑂ㆟ィ㔞ኈ㒊ጤဨ䛸䛧䛶ᘏ䜉ྡ䛜ཧຍ䚹
 ィྡ䛾ィ㔞ኈೃ⿵䜢ㅮ⩦䠄ᘏ䜉ᅇ䠅䛻ཷ䛡ධ䜜䛯䚹
 ᅜෆィ㔞㛵ಀᶵ㛵䛾ึ௵⪅䜔ᾏእ㏵ୖᅜィ㔞㛵ಀᶵ㛵䛛䜙
ᥖ
䛾ึᏛ⪅䛻ᑐ䛧ィ௳䛾ぢᏛᑐᛂ䛷ᨭ䚹
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ᮏ᪥⤂䛩䜛▱ⓗᇶ┙◊✲䝔䞊䝬
ㄢ㢟ྡ

䝫䜲䞁䝖

ഛ⪃

䜻䝻䜾䝷䝮䛾ᐃ⩏ᨵᐃ䛻㛵䛩䜛◊✲

᭱䜒ᇶᮏⓗ䛺▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䚸
ᅜ㝿㈉⊩䚸⛉Ꮫⓗ䝥䝺䝊䞁䝇

ぢᏛ᭷䜚

Ỉ⣲ィ㔞㛵㐃ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛸ᶆ‽

ἲᐃィ㔞䚸ᅜ㝿ᶆ‽

䠏䠠ィ

බタヨ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ά⏝䛧䛯
▱ⓗᇶ┙䛾ᬑཬ

㧗

䜶䝪䝸䝳䞊䝅䝵䞁

⇕㟁ᑐᶆ‽䛾ᩚഛ

䝫䝇䝍䞊
Ⓨ⾲᭷䜚

▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ

ᐃ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᨭ

▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ䠄ᣑᙇ䠅䚸ᬑཬ

䝫䝇䝍䞊
Ⓨ⾲᭷䜚

᭷ᶵྜ≀䛾䝇䝨䜽䝖䝹䝕䞊䝍䝧䞊䝇
㻔㻿㻰㻮㻿㻕䛾㧗ᗘ

䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛸䛧䛶䛾▱ⓗᇶ┙
䛾ᬑཬ

䝫䝇䝍䞊
Ⓨ⾲᭷䜚

䛜䜣⒪䛾䛯䜑䛾ᨺᑕ⥺䞉ᨺᑕ⬟ᶆ‽䛾
ᩚഛ

▱ⓗᇶ┙䛾ᩚഛ

㧗ᢠ䛾⢭ᐦ
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َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ
قੴ੦ຊك

◊✲䛾┠ⓗ

 䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ䛾Ᏻᐃᛶ䜢㉸䛘䜛⢭ᗘ
䛷䛾㉁㔞ᶆ‽䛾㛤Ⓨ䛻ᡂຌ

 ேᕤ≀䛻䜘䛳䛶ᐃ⩏䛥䜜䜛
᭱ᚋ䛾㻿㻵ᇶᮏ༢䛂䜻䝻䜾
䝷䝮䛃䛾ᐃ⩏䜢ᨵᐃ䛧䚸䜘䜚
Ᏻᐃ䛷ᬑ㐢ⓗ䛺༢䜢ᐇ
⌧䛩䜛

 ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ䛜ദ䛩䜛䜻䝻䜾
䝷䝮䛾ᐇ⌧䛻㛵䛩䜛㻼㼕㼘㼛㼠㻌㻿㼠㼡㼐㼥䛻ཧຍ
 ᪥䚸⡿䚸ຍ䚸⊂䛜ඹ㏻䛾䝥䝷䞁䜽ᐃᩘ
䛛䜙ᐇ⌧䛧䛯㉁㔞䛜㧗䛔⢭ᗘ䛷ᩚྜ
 㻞㻜㻝㻤ᖺ䛻ணᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜻䝻䜾䝷䝮䛾
ᐃ⩏ᨵᐃ䛻㐨䜢ᣅ䛟
㉁㔞ᕪ J

 䠍䠏䠌ᖺ䜆䜚䛾ᐃ⩏ᨵᐃ䛻
㈉⊩䛧䚸ཎᏊ䛾ᩘ䛻䜒䛸䛵䛟
᪂䛧䛔㉁㔞ᶆ‽䜢㛤Ⓨ䛩䜛

䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ

㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ











┦ᑐᶆ‽☜䛛䛥䠖㽢 í

1,67䠄⡿䠅 10,-䠄᪥䠅 15&䠄ຍ䠅 37%䠄⊂䠅

NJ䛾䠯䡅⃰⦰⤖ᬗ⌫


َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ
◊✲䛾⫼ᬒ
䠯䡅ྠయ⃰

⦰䛻䜘䜛䝰䝹
㉁㔞ィ 䛾
㧗⢭ᗘ

ᑗ᮶䛾ᐃ⩏

⌧ᅾ䛾ᐃ⩏

㉁㔞ᕪ PJ

ᅜ㝿䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ䠄,3.䠅


,3.



䝇䝨䜲䞁



䜲䝍䝸䜰



᪥ᮏ



NJ䛾䠯䡅ྠయ⃰⦰⤖ᬗ
݃ধର

Ϡϩ࣯ྖ

ཎჾ



䝻䝅䜰



䝝䞁䜺䝸䞊



䜲䜼䝸䝇


      
<HDU

䜰䝯䝸䜹



ଷ

֪ࢢఈ਼

䞉
݃ধ࣯ྖ

;⥺⤖ᬗᐦᗘἲ䛻䜘䜛䜰䝪䜺䝗䝻ᐃᩘN$䛾⢭ᐦ ᐃ
ཎᏊ䛾ᩘ䛻䜘䜛䜻䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ⌧

䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ䛾㉁㔞Ᏻᐃᛶ䠖㽢í
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َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ

২ᘐႆƷᙲໜ
䝺䞊䝄䞊ᖸ΅ィ䛻䜘䜛䝅䝸䝁䞁⌫య䛾┤ᚄ䛾䝃䝤䝘䝜䝯䞊䝖䝹ィ
NJ䛾6L⃰⦰⤖ᬗ⌫య䠄┤ᚄ⣙PP䠅

:LQGRZ

5RWDWLRQDO FRXSOLQJV

:DWHU MDFNHW 5DGLDWLRQ VKLOHG

ᗘ䛾Ᏻᐃᛶ䛸ᆒ୍ᛶ P.
 ⣙᪉䛛䜙䛾┤ᚄ ᐃ
 ┤ᚄ ᐃ䛾ᶆ‽☜䛛䛥䠖 QP
 య✚ ᐃ䛾┦ᑐᶆ‽☜䛛䛥u 


َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ
২ᘐႆƷᙲໜ
㼄⥺ග㟁Ꮚศගἲ䠄㼄㻼㻿䠅䛻䜘䜛䝅䝸䝁䞁⌫య䛾⾲㠃ホ౯
⾲㠃ᒙ
ਜ਼৬෯ೠ
崟嵒崛嵛ૉ৬

QP
䡚QP

ઉྫྷPP

 ⾲㠃ᒙ䛾ཌ䛥䛾䝃䝤䝘
䝜䝯䞊䝖䝹ィ 䛿⾲㠃ᒙ
䛾㉁㔞䛾㧗⢭ᗘホ౯䛻
ྍḞ
 䝅䝸䝁䞁⌫య䛾⾲㠃ศ
ᯒᢏ⾡䜢㛤Ⓨ

NJ䛾6L⌫య䛷䜒ホ౯ྍ⬟䛺ᆺ;36䜢㛤Ⓨ

 ⌫ᙧ≧䛾䝅䝸䝁䞁⾲㠃ᒙ䛾
ཌ䛥䜢䝃䝤䝘䝜䝯䞊䝖䝹䛷
ィ 䛩䜛䛣䛸䛻ᡂຌ
 ⾲㠃ᒙ䛾⤌ᡂホ౯䛜ྍ⬟
6LಋҒରक़ځରͪ

Όյࢾྋୈ
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 ⾲㠃ᒙ䛾㉁㔞䛾⢭ᐦホ౯
䛻㈉⊩

َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ
২ᘐႆƷᙲໜ
䝅䝸䝁䞁⌫䛾┤ᚄ
ཬ䜃య✚䛾 ᐃ

䜻䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ⌧᪉ἲ䜢☜❧
✵Ẽ୰䛸┿✵୰䛻
䛚䛡䜛䜶䝸䝥䝋䝯䝖䝸䞊

┿✵ኳ䜃䜣䛻䜘䜛
㉸⢭ᐦ㉁㔞ẚ㍑

;⥺ග㟁Ꮚ
ศගἲ ;36

6L䝰䝹㉁㔞䛾㧗⢭ᗘ ᐃ

䜻䝻䜾䝷䝮ᐇ⌧䛾
ᶆ‽☜䛛䛥䠖J
ᅜ㝿䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ
䠄,3.䠅䛾㉁㔞䛾㛗ᮇ
Ᏻᐃᛶ䠖J

䝬䝹䝏䝁䝺䜽䝍,&3㉁㔞ศᯒἲ䛻䜘䜛
6L䛾䝅䜾䝘䝹䝥䝻䝣䜯䜲䝹

,3.䛾㉁㔞䛾㛗ᮇᏳᐃᛶ䜘䜚䜒Ⰻ䛔⢭ᗘ䛷䛾䜻䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ⌧䛻
ᡂຌ䛧䛶䛔䜛䛾䛿䛾䛸䛣䜝᪥ᮏ䚸⡿ᅜ䚸䝗䜲䝒䚸䜹䝘䝎䛾䞃ᅜ䛾䜏


َय़টॢছभଝपঢ়घॊଢ଼ُ
䝅䝸䝁䞁⌫䛾㉁㔞䠖 mVSKHUH mFRUH >⤖ᬗ㒊ศ䛾㉁㔞㼉 m6/ >⾲㠃ᒙ䛾㉁㔞㼉
㉁㔞ẚ

㟁Ꮚ䛾㉁㔞

ȢȇȫࡸƷႆ

mFRUH

hRf
cD 

¦

i

f i AU i 6L
AU H

ɧᄩƔƞƷᚸ̖ ΫϫήϧϞࣰݳ͖֮͠གྷҾ
ځର݃ধ෨ରʁVFRUH
න࣯ྖʁm6/
Ϡϩ࣯ྖʁM
֪ࢢఈ਼ʁa
९ͳ఼ܿؗ
ܯ

ਛટজ५ॺ

䝅䝸䝁䞁ཎᏊ䛾ᩘ ⣧≀䛸ⅬḞ㝗
䛾ᙳ㡪

VFRUH
 mGHILFLW
a
૮ଲඬ६͖֮͠

ׄ 















ফ২峘ব৾ভ੯岝ব৾ভഃୄ੯
ফ২峘ધ؟崌嵛崹崗崰崽崉崗崧嵤હஶધਾਭ৶
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َಞੑঢ়৴ૼभ৫धఏ৲ُ

ὶ㔞 ᐃ䠖බṇ䛺ྲྀᘬ䛾ᐇ⌧
Ỉ⣲䝕䜱䝇䝨䞁䝃ᰯṇヨ㦂⨨䛾㛤Ⓨ䛸ᕤᴗ
ᶆ‽άື䛾᥎㐍䠄2,0/່࿌䛾ᨵṇ䜢ᑟ
ⓗ䛻ᥦ䠅

ᅽຊ ᐃ䠖Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛾☜ಖ
Ẽయ㧗ᅽຊᶆ‽䜢㛤Ⓨ

 03D ĺ 03D ĺ 03D
䠄ᖺᗘ䠅

䠄ᖺᗘ䠅

䠄ᖺᗘணᐃ䠅



َಞੑঢ়৴ૼभ৫धఏ৲ُ
ᕤᴗᶆ‽άື
 ᖺ᭶ -,6%䛂Ỉ⣲⇞ᩱィ㔞䝅䝇䝔䝮䠉⮬ື㌴ሸ⏝䛃ไᐃ
 ᖺ᭶ ➨ᅇᅜ㝿ἲᐃィ㔞ጤဨ䠄&,0/䠅
¾ ᪤Ꮡ䛾ᅜ㝿ἲᐃィ㔞ᶵ㛵່࿌ 2,0/5 ⮬ື㌴⏝ᅽ⦰Ẽయ⇞ᩱ
䜢䚸Ỉ⣲䝕䜱䝇䝨䞁䝃䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖ᨵṇ䛩䜛䛣䛸䜢䚸᪥ᮏ䛛䜙ᥦ䚹
¾ ᥦ䛜ㄆ䜑䜙䜜䚸᪥ᮏ䛸䜸䝷䞁䝎䛜ᨵṇ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䛾ඹྠ㆟㛗䛸
䛺䛳䛯䚹
 ᖺ᭶ 㛵ಀྛᅜ䛻ᑐ䛧䛶ᨵṇ᪉㔪䛻ᑐ䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䜢ᐇ䚹
¾ 䜹ᅜ䛛䜙㏉ಙ䚹䛣䜜䜢ཷ䛡䛶䚸ᨵṇ᪉㔪⣲䜢సᡂ䚹
 ᖺ᭶ ᨵṇ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮ཧຍ⥾ษ䚹
 ᖺ᭶ ᨵṇ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䛾ึྜ䜢ᶓ䛻䛶㛤ദணᐃ䚹
ᡃ䛜ᅜ䛾Ỉ⣲䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛾⌧≧䛸ᬑཬぢ㏻䛧䠄ཧ⪃䠅
 ⌧ᅾ䜹ᡤ䚹ᖺ䜎䛷䛻䜹ᡤ䚹
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َڹگੑग़জগش३ঙথۂۂڸطभହُ
قੴ੦ೕك
㻴㻞㻤ᖺᗘᡂᯝ

◊✲䛾┠ⓗ

 䠏䠠ィ 䛸䠏䠠㐀ᙧ䛾㐃ᦠ䛻
䜘䜚䚸䜒䛾䛵䛟䜚䛾䜽䝻䞊䝈䝗
䝹䞊䝥䞉㧗ᗘ䜈㈉⊩
 ⏘⥲◊䛾䠏䠠ィ ᢏ⾡䛸බ
タ◊䛸䛾㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
Ⓨᒎⓗ῝䛻䜘䜛ᶫΏ䛧ᣐ
Ⅼ䛾ᵓ⠏

 ᅜ㻠㻡බタ◊䠇㻝㻣ᴗ䠇㻟᭷
㆑⪅䛻䜘䜛ᆅᇦ㐃ᦠ䛾❧ୖ䛢
⏘⥲◊䛾䠏䠠ィ ᢏ⾡䜢䝧䞊
䝇䛻䠈䠏䠠ィ 䞉䠏䠠㐀ᙧ䛾ᑓ
㛛ᐙ䛜㞟䛖᭱つᶍ䛾◊✲
㐃ᦠయไ䜢ᐇ⌧

 ᬑཬ䛜㐍䜐䠟䠩䠩䛻䛴䛔䛶䚸
䝴䞊䝄䞊ྥ䛡ᩍ⛉᭩䜢බタ◊
ᢸᙜ⪅䛸ඹྠᇳ➹



َ ڹگੑग़জগش३ঙথۂۂڸطभହُ

'ੑ嵣'ୗ峘ଁ়ಖ২௬ૼ
峘ਓੀ峢峘ణق崿嵕崠崏崗崰ીവৎك

&00嵎嵤崞嵤岻ઇఐછ岣&00峘ହ岤قਸ਼ك
峘ਁਝଢ଼૿ਊ峒峘ુൿ峒

 ୠ੫岶峵ୠਁਝଢ଼峘ੲਾਂଌ嵣
৴ਂଌ峼崾嵤崡崰峁峐ૼৡ峕൴

ૼ৫
भਏਡ

 ,62বఏ৲崿嵕崠崏崗崰嵒嵤崨ڮ੯岝
-,6ੵఏ৲قك൴ڭ੯
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評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））

議事１．領域の概要と研究開発マネジメント
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
民間からの資金獲得額
3.7 億円
4.7 億円
リサーチアシスタント採用
8名
9名
数
イノベーションスクール採
1名
1名
用数
大企業に対する中堅・中小
91%
79%
企業の研究契約件数の比率
技術コンサルティング
106 件
172 件
1.1 億円
1.4 億円
計測クラブの研究会・講演
21 件
22 件
会
2 国間 MoU に基づく技術専門
9 か国 28 名
9 か国 30 名
家派遣
途上国向け技術研修生受入
11 か国 25 名
12 か国 27 名
ポスドク
5 名(1 名)
4 名(1 名)
(うちイノスク生)
技術研修生
87 名(6 名)
96 名(6 名)
(うち連携大学院生)
連携大学院客員教授および
7 大学 12 名
7 大学 12 名
准教授
・[国際連携活動実績：領域の研究開発マネジメント]海外研究機関との研究覚書協力：4 件
議事２．
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
論文の合計被引用数
2,524 報
2,700 報
論文発表数
知的財産の実施契約等件数

129 報
75 件

204 報
81 件

議事２．
（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
知的財産の実施契約等件数
75 件
81 件

備考
委員会で報
告なし
目的基礎、
橋 渡 し 前
期、橋渡し
後期の合計
値

備考
目的基礎、
橋 渡 し 前
期、橋渡し
後期の合計
値

公的資金獲得額
－*
6.5 億円
*
委員会説明では、定義（一般管理費の扱い等）の異なる値を用いていたため、本表には示さ
ない。
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議事２．
（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
民間からの資金獲得額
3.7 億円
4.7 億円

備考
議事１の項
で示した指
標の再掲
大企業に対する中堅・中小
91%
79% 議 事 １ の 項
企業の研究契約件数の比率
で示した指
標の再掲
知的財産の実施契約等件数
75 件
81 件 目 的 基 礎 、
橋 渡 し 前
期、橋渡し
後期の合計
値
・[プレス発表：「橋渡し」研究後期における研究開発]測定に必要な時間を短縮する新たなガ
ス・水蒸気透過率測定装置を開発（3 月 31 日）
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170331/pr20170331.html
議事３．知的基盤の整備
各種指標
国家計量標準の供給
産総研依頼試験
標準物質頒布
基準器検査
特定計量器の型式承認
技術アドバイザー派遣
校正事業者評定委員会
試験事業者評定委員会
標準物質生産者評定委員会
新規校正・試験項目
新規標準物質
特定標準器による校正の上
程(jcss サービスの開始)
計量研修
法定計量に関連する教習お
よびセミナー

委員会説明
284 件
196 件
1,338 件
1,156 件
61 件
44 件
9回
8回
2回
12 項目
6種
5件

年度実績（確定値）
419 件
314 件
2,131 件
1,794 件
83 件
61 件
9回
8回
3回
10 項目
6種
5件

679 名
32 回

676 名
33 回

備考

【総括表：領域全体の年度実績】
（一部再掲、目的基礎、
「橋渡し」前期、
「橋渡し」後期の重複なし）
評価指標/モニタリング指標
年度実績（確定値）
領域としての目標値
民間からの資金獲得額
4.7 億円
4.8 億円
論文の合計被引用数
2,700 報
2,400 報
論文発表数
204 報
200 報
リサーチアシスタント採用数
RA+IC 合計で 10 名
RA+IC 合計で 6 名
イノベーションスクール採用数
知的財産の実施契約等件数
81 件
85 件
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評価委員コメント及び評点
１．領域の概要と研究開発マネジメント
（評価できる点）
・民間資金の獲得目標を達成されている。また、注力されている橋渡しに加え、国立研究開発法人となら
れたことで迅速に標準化へも注力されている。
・計測技術コンサルティング業務の導入により、民間が NMIJ の高い技術力を容易に利用できる仕組みを作
られ、実際に活用されている。
・コンサルタント業務を通して、企業など実際に課題を抱える方との交流をすることで世の中の問題を共
有し、研究の方向性を見出そうとしている。
・得られた知見や成果を論文発表やプレスリリースにより産学と共有されている。
・2000～2010 年度知的基盤整備計画、2013～2022 年度計量標準整備計画、2010～2014 年度産総研第 3 期
中期目標結果の成果、今後の課題を適切に分析・評価している。第 4 期中長期計画はそれらを踏まえて
おり、これまでの４項目のミッションに加え、高精度計測技術及びその派生技術を生かした「橋渡し機
能の強化」、
「将来の科学や産業で必要とされる計量標準や知的基盤の整備に向けた目的基礎研究の推進」
を目標に、技術シーズから事業化までの機能強化の実施、体制を整えられたことは評価できる。基礎研
究はすぐに成果が見えるものでなく、また利益に結びつかないため企業では扱いにくい。NMIJ 等の研究
機関が長期に取り組むことで、10 年、20 年先に成果が表れると考えている。大いに期待したい。
・領域の研究開発マネジメントでは、2018 年にもキログラムの定義が変更となるが、再定義の国際プロジ
ェクトで中心的な機関の一つとして活動されており、国として高く評価されていることは技術発展への
寄与だけでなく、日本の発言力を維持するうえでも意義あることと考える。なお、変更の際は産業界に
混乱が生じないよう十分配慮いただきたい。
・法定計量業務については、型式試験、各種相談、問い合わせにも迅速、適切に対応いただいており産業
界の評価は高い。また、校正・依頼試験、コンサルティング業務は前年度実績を大きく上回っており、
成果普及・広報の一環である計測クラブ活動も活発に行われており評価できる。特に計測クラブ、成果
発表会等の活動では、適切に研究情報が開示されており、貴重な情報収集の場として多くの企業が参加
するなどきわめて評価は高い。
・産総研は発足時から計量標準の整備を推し進められ、先進国と遜色ない充実したものとなった。目標達
成に向け、管理層から研究現場まで一貫した目的意識のもとで取り組まれてきたことは評価される。
・わが国で 3 機関のみの特定国立研究開発法人として新たに指定され、卓抜した研究機関としての位置付
けや体制が整った。
・橋渡しのための研究開発スキームが、順調に推移している。
・民間へのコンサルティングを開始し、好評を得ている。
・外部資金獲得に関して注力し、産総研の他領域に比べて、現時点で唯一、数値目標を達成している。
・論文発表などにより学術的貢献をしている。また、一般への広報にも努めている。
・人材育成に関して、サマースクールやインターンシップを提供している。
・民間資金が計画を上回っていること。
・コンサルティングなどの試みが軌道に乗ってきている。中小企業を含めた産業界では、分析・解析など
で困っている人が多いので、今後とも進めてください。
・目標に基づいて活動し、目標通りの成果が得られている。
・各研究部門の組織、人材配置を柔軟かつ最適にすることで社会からの多様な要求に応えるべく様々な取
り組みが進められ、かつそれらの実効性を評価、改善、模索している状況が見られる。民間からの資金
獲得額も目標をクリアしており、保有する革新的な技術シーズを掘り下げ、民間の事業につなげる橋渡
し研究が上手く実行されているものと評価できる。
・各種の仕組みや制度を構築して所外との連携体制を改善、強化しつつあり、国内外でのチャネル形成に
も努め、人材受入れ、教育や交流活動を進めようとしている。その結果として、技術的指導助言等コン
サルティング、外部研究機関との連携、人材の育成・交流、地域創生活動など、多くの局面、フェーズ
での進展、成果が見られており、マーケティング力強化による効果が十分に発現されているものと評価
できる。
・計量標準の整備について、次世代計量標準の質量定義の国際的な改定に関して、精度が達成したのは４
カ国のみということ等について、我が国の技術水準の高さを証明できたことは大いに評価できる。
・新しい試みである技術コンサルティングの活用により技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の契約
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件数や金額が前年度と比較して大幅に増加したことは評価できる。
・技術マーケティング能力の向上を目指した取り組みは、企業への橋渡しや民間資金獲得額の目標達成な
どの結果に繋がっている。
・大学や他の研究機関との連携については全国の公設試験研究機関との連携や国際度量衡委員会のポスト
獲得など積極的な国際活動推進も重要なことと評価できる。
・研究人材の拡充、流動化、育成については、積極的に推進するように努力している。
（改善すべき点及び助言）
・ 国際的に最高レベルの研究開発とコンサルティング、実用化、標準化は別のスキルが必要になると思う。
外部への教育については言及があったが、内部での教育体制についてはあまり触れられず、日々の業務
の中でマネジメントされているとのコメントだったと記憶している。企業での研究開発は短期で成果を
得られるものが多くなってきており、NMIJ には基礎研究にもっと力を入れていただきたい。出口は NMIJ
の中だけでなく日本中にあると思うので、出口探査のためのマーケティングとフィードバック、成果の
アピールを強化していくことで、基礎研究の意義を拡大し、基礎研究の強化に取り組んでいただきたい。
・19 の計測クラブを運営とあるが、物理計測クラブは多くの分野がひとつになってしまったので、興味の
ある分野の情報を得る機会が減ってしまった。具体的には、高周波クラブで拝聴していたようなテーマ
がこの 2 年ほどないのが残念。
・各種の標準供給、普及活動、人材育成に意欲的に取り組まれていることは十分理解できるが、同様の標
準機関である NIST、PTB に比較し、人員、予算の面で大きく見劣りする。昨年にも報告したが、アジア
諸国の計量標準機関を訪問すると PTB の影響を強く感じるし、最近では中国の存在感が急速に高まって
いる。予算、人員は国の施策によるところが大きいが、2000 人規模とテクニカルスタッフを含む 400 人
規模では、同じ先進国、先端技術の競争にしのぎをけずる国としては差がありすぎる。粘り強く政府関
係者に理解を求める必要を感じる。また、これまで築いてきた各国とのパイプの有効活用による情報収
集能力の向上、産業界を含めたフォローアップの活動が重要と考える。
・ 新たな事業として技術コンサルタント業務に取り組まれているが、限られたマンパワーで実施するに
は、Dr クラスの研究者がコンサルの実務作業に従事することは生産的でない。PTB のように Dr、研究員、
実験エンジニアなど幅広い人材により、研究開発から産業までの橋渡し研究を展開することで研究効率
が上がるのではないか。大学でも、研究コーディネーターに民間人や経済の専門家など他分野から人材
を登用し、イノベーション創出を推し進めている。特に、途上国での知的基盤整備への国際協力事業な
どでは NMIJ の人数では十分な活動ができるとは思えない。幅広い人材確保を考えていくべきである。そ
うした意味合いもあるが、今後は、若手研究者の育成が大きなテーマとなる。今年のある業界団体の新
年賀詞交歓会の席上、経産省の糟谷製造産業局長が、IEC、ISO をはじめとする国際会議に出席する方の
年齢層をみると、中国、韓国では 30～40 才台が 5 割～6 割、対し我が国は 5%と極端に少なく、10 年先
を考えると、とした趣旨のあいさつをされていた。産総研では若手研究者を海外研究機関に派遣した
り、招聘、交流を実施するなど育成に努められているが、これを一層推進し、世界の研究機関に伍して
ゆける人材育成に努めていただきたい。
・自己努力による外部資金獲得が順調に推移しており問題ないと考えますが、これになじまない基礎的部
分もあるので、こちらの手当てが縮小されないように注意していただければと思います。
・コンサルティングには、計測だけではなく、製造や開発など幅広い知識がある方がさらに有効に進めら
れる。分析等をあまり知らない人への問題解決のための提案力・コミュニケーション力を高めるような
人材育成や仕組みを考えてもらえるとよいと思います。
・民間企業との人材交流（研修）制度も検討してほしいと思います。
・大学や他の研究機関の基礎研究から生まれた優れた技術シーズを汲み上げ、その「橋渡し」を進めるこ
とも中期計画には盛り込まれているとのことであるが、具体的な取り組みやその成果についての説明が
少ないように感じられた。つくば地区の TIA 連携や OIA、OIL の推進状況について、もう少し紹介がある
と良かった。このような活動を通じた人材発掘、シナジーの発揮、リクルートへの活用などを更に進め
ていくとの方向性を示して欲しい。
・公的資金の獲得などについて他の研究領域と比較しても少ないと思われる。標準・校正など公的資金が
獲得しにくい分野についても、その重要性を省庁にも広報するなどして、新しい資金獲得につなげる努
力が望まれる。
・アジアへの国際展開をさらに強化すべきである。
・若手の積極的な活用をさらに推進することも取り組みとして必要。
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２．「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（評価できる点）
・非常に高度な技術に基づく研究と、他の分野ですでに確立されている基礎技術を転用したものとの両方
に取り組んでいることからも、長期的な視点で取り組む研究開発と橋渡しが容易と思われる研究開発の
両方にバランスよく取り組んでいると考えられる。
・定期的に技術交流を実施され、グループ間でのコラボレーションにより新たな研究成果の獲得や、他グ
ループで実施されている研究成果を利用することによる効率的な研究開発に取り組んでいる。
・経済活動のグローバル化のもと、国際間、企業間の競争は厳しさを増している。産業界としてはスピー
ド感を持ってグローバル市場への展開、付加価値の高いビジネスモデルの構築などに取り組み、産業基
盤である科学技術を支えるための技術革新に努める必要がある。そうしたなかにあって、産総研が築い
てきた精密計測技術における強みを生かし、産業界への橋渡し研究を中核のミッションとして位置づけ
積極的に取り組まれていることは評価される。さらにこれを進めていただきたい。
・紹介されている研究テーマには世界初で初めてのものもあり、意欲的に基礎研究に取り組まれているこ
とがわかる。さらに、いずれも論文発表、国際規格への提案予定、特許出願、あるいは計測クラブなど
で情報開示されており、産業界でも研究の進捗状況を容易に情報収集可能となるなど評価できる。
・知的基盤整備を目指す研究開発では、技術戦略マップなど産業ニーズを調査し、研究テーマの選定を行
っており、基礎研究としても常に産業ニーズを反映したもので高く評価できる。
・モノに依存しない標準として、電磁力や量子現象への標準移行を進めており、特に、質量標準の脱分銅
化が現実のものとなってきたこと。130 年ぶりの基本量大改定の技術力を持つ国際的な機関であること。
・生体関連計測など医療面への研究展開を進めていること。
・論文数が目標を上回っており、十分な活動がされている。
・量子計測など先端的に取り組んでいる。
・量子標準への挑戦、標準を内包する計量標準への挑戦、高性能計測・分析技術の研究開発実践等、設定
している目標は高度で魅力的である。具体的なテーマ内容、アプローチやアイデア、進展状況などの説
明により、多分野での研究活動を進めて成果を得つつあること、論文等での成果公表を適切に行ってい
ることなどを理解することができ、活発な研究活動が進められている点で評価することができる。今後
の更なる進展により「橋渡し」につながること、多くのテーマが継続的に提起されることを期待したい。
・世界初の技術として電磁力による国際単位系にトレーサブルなトルク標準を確立したことについて論文
および特許取得した。
・未利用熱の活用において新規な熱電材料を探策するための高効率な計測技術（ゼーベック係数の絶対値
を測定）を開発し、成果を論文に投稿し、受賞もあるなどの点は評価できる。
・計測場を乱さない電磁波計測技術、たんぱく質の高感度・高精度分析法の確率は重要な技術として評価
できる。
・これまで開発してきた定量 NMR と既存技術のクロマトグラフィーを組み合わせて新規計測法を構築する
ことにより、標準物質の整備につなげようとする試みは興味深い。
・放射線計測技術による研究成果が Nature Communications に２報掲載されるなど国際的にも高く評価さ
れる研究を継続している。
・目標とする論文数を達成見込みであることは評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・選定したテーマや目標値が、産業界が利用するのに十分なレベルかどうかを理解するために、目標と成
果を数値で表していただきたい。例えば、電磁波計測技術では対応可能な周波数情報、生体計測のため
の光イメージング技術の研究では、生体で計測可能な深度など。数値目標は長期的な研究テーマの場合
には途中で変更があるかもしれないが、どういった産業界からの意見を元に（具体的に何を測定対象と
することで）目標値を定めたか、という情報があると納得度が増すと考える。
・基礎研究には、もっと長期的なスパンで公的機関しかできないようなテーマへの取り組みが増えること
を期待する。
・橋渡しの観点からすると、最終的には産業化、商品化となるが、国際間の競争はますます厳しさを増し
ている。そうしたなかにあってオープンにできる技術とクローズする技術をあらかじめ明確にしたうえ
で研究を進める必要がある。産総研と共同研究を行っている企業は多く、産総研の持つ高精度計測技術、
知見等に大きな期待を寄せている。その一方で、企業ニーズに合ったシーズがあるのか分かりにくいと
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いった意見も寄せられている。研究テーマの最終的に目指すところ、ロードマップ、進捗状況などの開
示方法の工夫をお願いしたい。
・質量標準改定に関しては特別のことだと思うので、できれば NHK の朝夕 7 時のニュースや特番で取り上
げられ、国民に広く知られるようになればベストです。ただ、そう簡単に実現しないと思うので、地道
に発信するしかないでしょう。
・中長期の計画・方向性・マトリクス（あるかもしれませんが）に基づいてテーマ選定を行うことが重要
であると思います。
・生体イメージングなど、多くの国内外の大学や研究所が手掛けているものもあるので、産総研として他
との差別化・特徴を明確にする方がよいと思います。
・将来的に産業界からのニーズの展開、増大が見込まれ、技術開発テーマとしても高度であるため、産総
研の保有シーズを活用しつつ取り組むべき新たな最優先テーマを選択・設定し、実行することが重要で
ある。そのためには、外部からの技術シーズの取り込みや人材の活用・連携、組織的な実行体制構築な
ども益々有効になってくると思われるが、それらの取り組み状況はどのようになっているのか。その説
明については不足していると感じる。
・基礎研究については、国際的な学術雑誌への掲載等で成果をプレスリリースなどで大きく広報すること
により、社会にアピールし、公的資金の獲得につなげる努力を継続してほしい。
・知的財産獲得についても今後も積極的に行い、産業化につなげてほしい。
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
（評価できる点）
・テーマを適切に設定することで、公的資金を目標を超えて公的資金を獲得している。
・具体的な対象を定めて計測を実現し、それをアピールすることで橋渡し後期や別の研究開発テーマ（測
定対象）の創出へとつなげている。
・評価指標として、産業ニーズ、技術動向を予測し、新たな測定法の開発、ユーザ階層を広げる装置化に
重点を置き取り組んだことは評価できる。計量計測機器メーカにとっては産総研がもつ高精度計測技術、
その派生技術への関心は高く、技術移転は魅力的であ る。産総研が戦略として企業における計測技術、
計測装置開発支援、製品価値、企業価値向上に取り組むことは産業界の計量計測技術の底上げに繋がり
歓迎できる。
・紹介されている６テーマについてはいずれも特許出願されていたり、民間企業との共同研究、プロジェ
クト事業などに結びついており、適切である。
・社会ニーズを捉えた研究開発を適切に進めるとともに、国際的な貢献も視野に入れている。
・マラリア診断デバイス用においては、必要な要素技術も含めて開発しており、システマティックな取り
組みを行っている。
・指標値について目標を十分に上回っており、成果は高い。
・今回発表されたテーマはいずれも興味深いものであり、さらに進めてもらえるとよいと思います。特に
非破壊評価法はニーズも大きく期待しています。また、寿命予測などもあると多くのところで役に立つ
と思います。
・
「粒子径計測」、
「表面形状計測」
、
「電磁波利用水分計測」など産業界でのニーズが高く、装置化により多
大なメリットが見込まれる様々なテーマに取り組んでいる。知財取得、受託・共同研究への取り組みも
適切に行われており、論文発表や民間企業との連携も含めて具体的な成果を得ている点で評価できる。
計測手法も多岐に亘り、適用分野の拡大、新たな手法への進展も期待されるので、今後も多くのテーマ
提案、設定を期待する。
・計測技術を発展させ、ユーザーを広げる新たな価値創造につなげる努力をしている。
・流れ場粒子径計測法によるナノ材料製造ラインにおける品質評価に不可欠な材料識別・粒子径を同時に
測定可能な複合計測システムは、NEDO プロジェクトに採択され、実用化に近づいていることなど橋渡し
の成功につながる事例として評価できる。
・知的財産創出についても目標値に達成しており、公的資金獲得も昨年度比１７０％であることなど評価
できる。
・マラリア診断デバイスについて感染模擬粒子による精度管理法を確立したことは、実用化に大きな貢献
をしている。
（改善すべき点及び助言）
・具体的に対象を決めて取り組んでいることを評価した反面、橋渡し前期としてはあまりにも対象を特定
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しすぎているのではないかと感じる。この技術がどのような対象に適用可能かも含めてまとめられてい
ると適用範囲が広げられる（アピールした際に、受け取る側が自分の持つ課題解決につながるかどうか
という見方ができる）のではないかと感じた。
・IoT に代表される第４次産業革命が進展するなか、大量の情報を収集するセンサーとしての役割を計量
計測機器が担うこととなり、企業は一層の信頼性ある製品の供給、技術開発のスピードアップが求めら
れる。製品開発にあたっては、マーケットを育て、拡大するために活用するオープンな技術と、利益等
を確保するためのクローズな技術とがあるが、橋渡しの前提として企業を含む関係者で知材に関わる点
を十分議論し、明確にしたうえで研究開発を進める必要がある。また、同じような目的で、同時期に競
合企業から共同開発の申し入れがあった場合はどうするか等についても予めルールを決めておく必要
がある。
・医療用機器開発などは世間にアピールすると思うので、出口をもっと強調したらいかがでしょうか。
・３次元データの表示の方法や解析法など、よりアプリケーション的なものも開発していただけるとよい
と思います。
・ひずみ分析などについては、ラマンなど他手法と比べた違いなどを明確にした方がよいと思います。
・テーマ実行に際して、国際連携を模索した事例はなかったのかどうか、もしあれば紹介して欲しい。ま
た、中長期的な知的財産マネジメントの取り組み状況について、国際出願の方針も含めて説明が必要で
ある。
・独自に開発する力がある大企業ばかりでなく、ベンチャーや中小企業と共同研究することにより実用化
を促進する取り組みを行って頂きたい。
・基礎研究に近いものもある半面、実用化に近いものもあり、橋渡し前期の位置づけが、少しわかりにく
い。
・プレスリリースなどにより研究の進捗状況を積極的に広報することを継続していただきたい。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
（評価できる点）
・コンサル契約により、NMIJ の技術が産業界に直接貢献している
・潜在的なニーズに応える体制（コンサルタント制度の確立、イノベーションコーディネータの確保）を
整え、ニュースリリース、インターネットでの発信などにより成果を産業界にアピールし、活動を拡大
させている。
・紹介されている８項目とも、成果目標が明確であり、企業との共同研究、製品化、コンサルの開始、技
術移転等がなされるなど、橋渡しの成果といえる。
・民間からの資金獲得額は目標達成見込みであり、昨年の委員会で指摘された資金提供を伴う契約件数の
大企業への偏りはなく、研究活動に対する進捗率の統制・管理、さらには研究テーマの選択等にあたっ
ては、研究ユニット、研究戦略部など関係部署と緊密な連携のもと決定、推進されており評価できる。
・企業との共同研究により、プロトタイプから実機レベルへの開発が進んでいる。
・コンサルティング制度により、民間ニーズに合致する新しいスキームを開始したこと。
・民間資金の獲得額が２年連続で目標を超えている。他の指標も高い。
・小型化や可搬型というニーズの高い分野で多くの成果が上がっていることは評価できます。陽電子消滅
が可搬型になるのは非常におもしろく、多くの場面で役に立つと思います。
・多数のテーマにて具体的な成果を得ており、民間からの資金獲得額も増加していること、コンサルティ
ング契約も増加し、特に中堅・中小企業からの比率も高いこと、製品化につながる民間への貢献度も高
いことなど、
「橋渡し」研究後期として十分な役割を果たしている。成果の公表、知的財産マネジメント
も適切に進めていると思われる。
・高温用白金抵抗温度計の製品化、トレーサビリティの確保されたアミノ酸混合標準液の製品化、鉄鋼部
材評価に資する非破壊欠陥検査装置の製品化など多くの研究が実用化につながっており橋渡し後期の実
績として評価できる。
・今後原発や医療機関で必要となる水晶体被ばく線量評価のための校正用標準場と線量標準を開発した。
・民間からの資金獲得も増加しており、また大企業のみならず中堅・中小企業にも注力している。
・コンサル契約が２.５倍になったことは大きな成果である。
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（改善すべき点及び助言）
・産総研は基礎研究から応用計測研究まで幅広い研究を実施されており、その内容を積極的に情報発信さ
れるようになってきた。そうしたことの成果が、共同研究、コンサルティング業務の増大につながって
いるのではないか。その一方で、組織が大きいだけに外から眺めているだけではなかなか適切なシーズ
を探し出すことは難しく、いろいろな機会を通じ産業界へ適切な情報発信をお願いしたい。また、橋渡
しの前期と後期の違いがあまり明確でなく、掲げる研究テーマが持つ橋渡しの役割もいまひとつ明確で
ない。
・ 基準器検査などの法定計量関連業務に関しては、手数料をとれないものもあることを、社会に強調する。
・研究者へのインセンティブ付与についても、マネジメント上の工夫として説明資料化しておいたらいか
がでしょうか。
・テーマを考える際には、マーケットの大きさ（採算性）だけでなく、社会的なインパクトも考慮して進
めてほしいと思います。
・企業以外、国研とのテーマ連携（設定や実行）や人材交流などの取り組みが少ないように思われる。計
測標準に関係するテーマが少ないことに依るのかと思われるが、高度でかつ産業界からのニーズが高い、
機関や省庁を越えた共通的な計測技術開発のニーズは多くあると推察される。もし情報共有やテーマ探
索の取り組み事例があるのであればそれらの補足説明が欲しい。
・今後も広報活動を積極的に続けていただきたい。

３．知的基盤の整備
（評価できる点）
・整備計画に基づいて、着実に標準の整備・更新、定義の変更への対応に取り組んでいる。
・共同研究、コンソーシアムの立ち上げなど、産業界との協働に取り組んでいる。
・高度というイメージからなじみが薄かったり、理解が進みにくい分野であるため、より理解を深めるた
めに独自の教科書を作成するなど努力している。
・人材育成に取り組んでいる
・計量標準及び標準物質の整備では、計量標準整備計画に基づき着実に整備が進められており、また、そ
の進捗状況、ニーズに応じた計画の見直しなども定期的に行われている。特定二次標準器の校正、依頼
試験の件数、JCSS 校正証明書発行件数は、年度により増減は見られるものの右肩上がりで推移しており、
そうした整備計画の概要、経過等も INTERMEASURE 展、JASIS 展をはじめとする各種展示会、あるいは計
測標準フォーラム等の機会に発表されるなど、国家計量標準機関としての役割を十分に果たしている。
・国際取引の公正化を進めるうえで標準化は大きな役割を担っており、我が国が標準化を優位に進めるた
めにも国際機関の主要ポストの獲得、主導権を握ることが重要であることは昨年の委員会で意見として
出されている。国際度量衡委員、OIML 国際法定計量委員会第二副委員長ポスト、APLMF の技術委員長ポ
ストの継続獲得、その他の国際委員会に積極的に専門家を派遣していることは評価できるし、新たに、
APMP の議長ポストの獲得、水素社会を睨んだ水素ディスペンサーの性能評価方法を検討するプロジェク
トのコンビナーを獲得するなど、着実に我が国のプレゼンス向上に努められており、評価できる。
・ 計量法に係る業務では、水素燃料計量システムをはじめとする JIS 規格の取りまとめに尽力されてお
り、また、特定計量器技術基準の JIS 化にあたっても積極的に取り組まれている。
・知的基盤整備計画に基づき、標準供給体制が高度に整備されていること。
・ISO をはじめとする国際規格委員会等へのコミットを行っていること。
・質量標準の脱モノ化について、世界に誇れる標準設定技術を開発したこと。
・計量標準等については着実に成果があげられている。
・重要になってきている３D 計測に対しても取り組んでいることは、価値があることだと思います。
・中期的な計量標準整備計画に沿った活動を推進するべく、多様な領域にて多くの成果を出している点で
評価できる。特に、
「キログラムの定義改正に関する研究」では、国際連携により確実な結果を得て貢献
していることは大きな成果である。また、
「3D 計測エボリューション」では広域で官民にまたがる連携
組織を構築し、重要な基盤技術について実用的な活動を進めている点で注目される。その他に産業界や
社会の利益につながる多くの知的基盤整備テーマを実行しており、確実な成果へ結びつけている点でも
評価できる。計量標準の普及活動、計量法に係る業務推進などはセンターがこれまでにも注力して実施
してきたことであるが、定常的に安定して関与、推進すべき業務であり、疎かにできない重要なミッシ
ョンである。これらに対しては、十分な活動、成果を得ていると判断できる。
・知的基盤の整備という目標達成については 物理標準 ８件、化学標準物質 １００件近くを整備するな
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どの実績は評価できる。標準物質の供給も順調に伸びている。
・JCSS における校正も着実に実行している。
・新しい質量の定義に対応した一次標準の実現体制の確立、およびプランク定数に基づく質量定義により
独力で質量を現示できることを実証したことで、技術レベルの高さを国際的にも証明できたことは評価
できる。
・熱物性のデータベースでは１０００万 PV 以上のアクセスを得るなど普及に努めている。
（改善すべき点及び助言）
・NMIJ をもっと知って頼りにしてもらおうということが HP からは感じにくい。依頼試験で対応できない
ものは、技術コンサルタント等で対応するということが問い合わせをしなくてもわかるページ作りが望
ましい。
・キログラムの定義改定について産総研の関係者は、展示会、セミナー等いろいろな機会を通じ 2018 年に
変更となる旨を周知されており、また、一般紙の紙面でも解説されるなど PR に努められている。重さは
社会生活との関わりが深く、キログラムの定義変更は一般の方にも計量に関心を寄せてもらう絶好の機
会である。政府、業界を巻き込みさらに PR を積極的に行われることをお願いしたい。
・我が国の計量制度は国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能
してきたが、執行する各自治体の財政状況もあり法と実態に乖離が生じている。この状況に対応するた
め昨年、計量行政審議会が開催され、その答申を受け政省令の改正が進められているが、今回の改正に
おいては計量士の活用がポイントとなっており、その育成が喫緊の課題となっている。計量研修センタ
ーの研修定員の増加などについて検討いただきたい。
・計量標準総合センターの社会的存在意義なので、地道に伸ばしていってほしいです。
・スペクトル DB や図の出し方など、ソフト的な標準も重要なので、今後も新たなものも含めて整備の計画
ができるとよいと思います。
・社会のニーズが高まり新たに必要とされている重要な標準、また、国際比較などから整備が不足、不十
分な標準などに該当し、整備、研究・開発が急がれるテーマもあると思われるので、それらに関する概
略計画、工程等を明らかにして欲しい。実行していく上では、何が課題であり、人材やシーズ技術とし
て足りない物は何か、外部機関や国際的連携で進めることの利点や早期実用化などは有り得るのか、な
どについても、見解や具体的な取組み計画を発信して欲しい。
・計量法の改定に伴い、計量士等の人材育成と活用について新たな方向性を考えてほしい。
・継続して新しい質量の定義に関した広報を積極的に行い、産総研の研究が子供から大人まで身近な関心
としてとらえられるようなアピールを行ってほしい。

４．領域全体の総合評価
（評価できる点）
・技術コンサルタント制度を開始し、規模を拡大していることから取り組みに対して非常に迅速に成果を
出されている。
・豊富かつ高度な技術力を保有し、産業界の課題問い合わせを受け付け、ワンストップでそれに応える方
針を打ち出している。
・成果をアピールし、さらに産業界からの問い合わせが増加するなど、マーケティング活動も実を結んで
いる。
・昨年の評価結果を踏まえ良く改善に取り組まれている。
・計量標準の整備計画を立案し、計画に沿って研究開発、標準設定・維持、供給システムの構築まで一貫
したニーズ対応を図る組織運営がなされている。
・計量計測機器業界は中堅中小企業を主体に構成されており、厳しいグローバルな競争時代を迎えこれか
らのものづくりの方向性を見通すことができず閉塞感が漂っている。自社でしか提供できない技術、製
品、サービスを持つことが重要であることは誰しも理解するが、人・もの・お金の面の制約もあり必ず
しも思うようにはいっていない。産総研は基礎研究から高精度計測技術まで幅広い多様な計測シーズを
持ち、研究者の層も厚く、企業から見れば宝の山であり、将来の可能性を見せてくれる研究機関である。
是非、今後とも多様な技術シーズ、総合力をもって産業界をご支援いただきたい。
・国内に 3 機関のみの特定研究開発法人として新体制でスタートし、領域としても順調に推移している。
民間ニーズを捉えた「橋渡し」のスキームがうまく稼働し、産業界との連携、コンサルティング、イノ
ベーションコーディネータなどによる外部資金獲得対策など、自己努力を強力に進めている。結果とし
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て外部資金の獲得目標を達成している。
・メートル条約関連の基本量の改訂や関連技術の開発に地道に取り組み、質量標準の新たな定義に貢献す
るなど、世界に誇れる成果を挙げている。また、アジアや発展途上向けの研究協力、機器開発などにも
取り組んでいる。
・人材の育成に関しても積極的に取り組み、学生へのインターンシップや広報活動への新たな取り組みと
ともに、計量士などの本来の専門家養成にも着実に取り組んでいる。また、国際的機関への貢献を念頭
に、次世代の計量専門家養成に取り組んでいる。
・コンサルティングや橋渡しなど外向きの意識を持って活動していることが、よくわかる。その他につい
ても改善しようとする意欲が見られる。
・目標が明確になっており、成果がわかりやすい。
・中長期計画に沿った着実な研究遂行、課題の克服、それらを支える研究マネジメントの充実化と新規取
り組みなどにより、全般的に高度で多くの成果が得られている点で評価できる。
「橋渡し」については、
段階的に上手く進められているものと感じられる。外部資金取得拡大、コンサルティング充実による産
業界サポートも順調であり、基礎技術の高度化から標準供給を基本とする知的基盤の整備、産業への寄
与に至る多くの側面での活動がバランス良く推進されている。
・若手の育成について、萌芽研究支援を若手研究者に研究助成を行うなど支援をしている。また本年度新
たに NMIJ を主体としたインターンシップを行うなど積極的に取り組んでいる。応募者が多く、本年度は
３分の１の学生を受け入れる予定であるなど評価できる。
・技術コンサルティングの活動が適切な役割を果たしているように思われる。昨年と比較して大きく伸び
ていることは評判が良いということであると思われる。
・論文や特許取得をはじめプレスリリースなどの広報も増加している点は評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・NMIJ でしか実現できないことが一般的に知られていないということを企業内で実感することがある。人
づてのアピールだけではなく、評価会の場でご説明いただいた意気込みなどが、産業界に伝わるように
する工夫が必要と感じた。
・企業での研究開発は短期で成果を得られるものが多くなってきており、NMIJ には基礎研究にもっと力を
入れていただきたい。標準に関しては利益に直結しないため企業では取り組めない分野だが、産業を下
支えするものであるため、今後も強化をお願いしたい。
・領域が実施する研究開発から標準供給まで、企業ニーズを十分とらえたものであると評価している。た
だ、昨今のモノ作りでは、急速な技術発展を遂げたアジア勢に対抗するため、新たなイノベーションに
よる新製品の開発に取り組んでいかなければならない。
・計量標準総合センターには、計量・計測分野のリーダーとして、産学連携による新技術の創出に向けた
研究開発の方向性を示していただき、企業開発現場に対し更なる技術支援を強化してほしい。また、更
なるグローバル展開に向けた幅広い人材の確保と、人材育成を希望する。一方で、日ごろ、法定計量業
務に係り産総研と付き合いの深い企業からは、法定計量以外の分野でどんな研究をされているのかわか
らないとの意見もあり、PR の方法、工夫を一層期待したい。
・計量・計測の世界はやはり地味で、広報努力の割に注目度、リターンが少ないと思いますが、地道に着
実に情報発信を続けてください。
・コンサルティングをさらに強化するためには、専門能力以外に広い知見やコミュニケーション能力が必
要となるので、そのような教育・研修の場も考えるとよいと思います。このようなもののマーケティン
グは、どうしても供給者目線になりがちなので、受ける側の視点を持っていくと、よりスムーズになる
と思います。どこをターゲットにするかということをはっきりさせていかないとうまくいかないと思い
ます。
・民間の受けが良いものだけではなく、社会的インパクトのあるテーマを進めてもらえると企業としては
助かると思います。
・報告はわかりやすくよかったが、最後に今後の課題等をまとめてもらえるとよいのではないかと思いま
す。
・産業界のニーズを的確に探索し、スピーディな研究推進と実用化を図るだけでなく、確実かつ多大な金
額的価値・効果創出（及び具体的数値の提示も）を進めていただきたい。より高度な技術開発に取り組
み、社会から期待され、アピールする知名度の高い組織体に益々なっていくことを期待します。
・今後はインターンシップなどの取り組みを積極的に行うことにより、若く優秀な人材の獲得が期待でき
る。将来的には大学で講義できないような専門的な内容も含め、大学の単位になるような活動に発展さ
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せていただきたい。
・今後も継続して長期的な視点に立った基礎研究にも力を入れて強化してほしい。
・広報について、最先端の興味深い成果が出ているのであるから、一般の方にも産総研の成果がわかるよ
うな、社会的に NMIJ を認識してもらえるような新しい視点での努力を続けて頂きたい。

５．評点一覧
評価委員（P，Q，R，S，T，U）による評価
評価項目
領域の概要と研究開発マネジメント
「橋渡し」のための研究開発
「橋渡し」につながる基礎研究 (目的基礎研究)
「橋渡し」研究前期における研究開発
「橋渡し」研究後期における研究開発
知的基盤の整備
領域全体の総合評価

P
A

Q
A/B

R
A

S
A

T
A/B

U
A

A/B
A
S/A
A/B
S/A

A
A
A
A
A

A
A
A
S/A
S/A

A/B
A/B
A
A/B
A

A
A
A/B
A
A

A
A
A
S/A
A

６．その他のコメント
・NMIJ の HP は硬くて近づきがたい気がします。
（堀場製作所さんの HP は、”はかる”を非常にうまく表現
されています）評価会の場でご説明いただいた意気込みなどが産業界に伝わるよう、まずは HP を変えら
れるとよいのではないでしょうか? まず、NMIJ をご存じない方に、NMIJ しかできないことがあること、
産業界の方の課題を解決する意思があることが伝わるような表現になるとよいかと思います。
・キログラム原器を間近で拝見する得難い機会でした。ありがとうございました。
・質疑の時間はもう少し短めで(20→10 分など)、その分、見学や休憩のバッファ時間を増やしていただく
ほうが有難いです。
・民間企業との人材交流も考えると良いと思います。1 年程度でお互いに行き来ができるとメリットも大
きいのではないかと思います。
・計測技術は、サイエンスから工学、産業、社会生活に至る様々な分野で基本となる基盤要素技術である。
「計測技術」を体系的に学び、
「計測」を支えている数学や物理学的な捉え方を深く理解、修得すること
は、高度な基礎を身に付け、応用力に富んだ人材を育成する上で重要である。一方、現状は、大学から
「計測工学科」が無くなり、計測関連の学協会や計測機器メーカは苦戦を強いられているのが実情であ
る。このような状況を改善・打破し、計測技術という重要な基盤を強化することは、製造業、産業界の
基礎体力を維持、成長させる上で重要であると考えられる。このような観点からも産業技術総合研究所・
計量標準総合センターの貢献が益々期待されると考えている。是非、技術力の発揮、人材育成の面で牽
引役となって活動していただきたく、よろしくお願いしたい。
・つくば地区には多くの国研があるが、これまでに技術交流や共同・連携研究活動の実績のない機関との
連携を広めて新たなニーズを探索する必要はないのだろうか？具体的な実績や成果についての事例を知
りたい。
・技術的先進性や国際貢献をよりアピールして人材の集まる研究機関となるべく、活動していただきたい。
研究者のリクルート活動については苦戦しているように伺っているが、実情はどのようであるか。若手
研究者育成、戦力・総力アップ、人材の流動性向上等のための所としての取組みや改善のための方策を
知りたい。インターン制度についてはより充実して欲しい。受け入れ側の負担は増えるが、期間を延ば
して内容充実化を図っていただきたい。
・インダストリ 4.0 やソサイアティ 5.0 などで表現される世の中の動きの中で、特に IoT 分野での産総研
の活動として具体的な研究活動はあり得るのでしょうか？研究活動としては馴染まないようにも思われ
ますが、産業界のニーズと照らし合わせると何らかの接点や寄与できる方策はあり得るのかどうか、説
明があると良かった。
・昨年度と比較しても、今年度は昨年の反省点も踏まえ、大幅に改善されていることが明確であった。技
術コンサルタントなどの新しい活動も順調で、論文をはじめ特許取得にたいする取り組みも前向きで向
上している。今後もさらなる活動の活発化を心掛け、産総研 NMIJ が誇る技術レベルの高さを広く国民に
広報していくことが重要であると考えます。
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