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㸦㸱㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ


   㸦ㄝ᫂  ศࠊ㉁࣭ホ౯グධ  ศ㸧


ᴫせㄝ᫂
࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ㡿ᇦ ◊✲ᡓ␎㒊㛗

ࢸ࣮࣐ ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ



ඛ㐍ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗

ࢸ࣮࣐ ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᢏ⾡ Ᏻ⛉Ꮫ◊✲㒊㛛㛗


  ࣭➨㸲ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ぢ㎸ࡲࢀࡿᐇ⦼࣭ᡂᯝ
  ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᐇ⦼࣭ᡂᯝ

ఇ᠁㸦 ศ㸧




⥲ྜウㄽ࣭ホ౯ጤဨウ㆟࣭ㅮホ
㸦㆟㐍⾜㸸ᒣཱྀ┿ྐホ౯ጤဨ㛗㸧
 ⥲ྜウㄽ㸦㡿ᇦ➼ࡢ㉁ࢆྵࡴ㸧
㸦 ศ㸧

 ホ౯ጤဨウ㆟㸦㡿ᇦ➼ᙺ⫋ဨ㏥ᖍ㸧
㸦 ศ㸧

 ホ౯グධ㸦㡿ᇦ➼ᙺ⫋ဨ㏥ᖍ㸧
㸦 ศ㸧

  ࣭➨㸲ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ぢ㎸ࡲࢀࡿᐇ⦼࣭ᡂᯝ
  ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᐇ⦼࣭ᡂᯝ
 ጤဨ㛗ㅮホ㸦㡿ᇦ➼ᙺ⫋ဨ╔ᖍ㸧
㸦 ศ㸧

 
㛢ᣵᣜ 

⌮㸭ホ౯㒊㛗 ຍ⸨୍ᐇ
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評価委員

エネルギー・環境領域
氏名
委員長 山口 真史

所属

役職名

豊田工業大学

シニア研究スカラ

岩城 智香子

東芝エネルギーシステムズ株式会社
原子炉システム・量子応用技術開発部

主幹

小島 康一

トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 先進技術統括部 主査

末光 眞希

東北大学 電気通信研究所

特任教授

竹中 みゆき

株式会社 日立ハイテクノロジーズ
科学・医用システム事業統括本部 事業戦略本部 事業管理部

主幹技師

吉岡 省二

三菱電機株式会社 鎌倉製作所 宇宙技術部

主席技師長
所属・役職名は委員会開催時
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ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
ᖹᡂ  ᖺᗘ◊✲ホ౯ጤဨ㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ㡿ᇦ㸧
ホ౯㈨ᩱ




㸯㸬㡿ᇦࡢᴫせ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

㸦㸯㸧㡿ᇦయࡢᴫせ࣭ᡓ␎

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᡃࡀᅜࡀୡ⏺ඛ㥑ࡅࡓపⅣ⣲♫ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ ᖺࡲ࡛ ᐊຠᯝ࢞ࢫࢆ 㸣
పῶࡍࡿ࠸࠺ᣮᡓⓗ࡞ㄢ㢟ྥࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᙜ㡿ᇦࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣜࣥ
ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮㸦㺃㺃┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࠊ⎔ቃ࣭Ᏻᢏ⾡㸧ࡢ㛤Ⓨࠊࡑࢀࡽࡢ♫㺃⏘ᴗ⏺
ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࠋࠕ=HUR(PLVVLRQ6RFLHW\ࠖࢆ⌮ᥖࡆࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ᑟධࠊ┬
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᬑཬࠊᮍ⏝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㧗ຠ⋡⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊపⅣ⣲♫ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊ
⎔ቃࣜࢫࢡࡢపῶࠊ㈨※࣭≀㉁ࡢᚠ⎔ࠊ⏘ᴗಖᏳࡢ☜ಖ࡞ࡼࡾࠊ⏘ᴗ⎔ቃࡀඹ⏕ࡍࡿ♫
ࢆ┠ᣦࡍࠋᅜ㝿㐃ྜࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ࡸẼೃኚືᯟ⤌᮲⣙㛵㐃ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭
⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎㸦1(67,㸧ࡢ㈉⊩ࡶ㔜せ࡞┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᙜ㡿ᇦࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡣࠊ6'*V㸦 ᖺྥࡅࡓ㛤Ⓨ┠ᶆࡢෆࠊ
Ỉ࣭⾨⏕ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⏕⏘࣭ᾘ㈝ࠊẼೃኚືࠊ㈨※㸧࠾ࡼࡧᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙࠾ࡅࡿࣃ
ࣜ༠ᐃ㸦 ᖺྥࡅࡓ ᬮᑐ⟇㸧㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ㛫㍈ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࢚
ࢿࣝࢠ࣮◊✲࡛ࡣࠊ ᖺ࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫᢚไࢆᐃࡋࡓࠊ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᵓᡂࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࡽࡢࣂࢵࢡ࢟ࣕࢫࢺࠊྛ✀࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡㛤Ⓨࡽࡢࣇ࢛࢟ࣕࢫࢺࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ
ࡼࡾ┠ᶆ್ࡢྜ⌮ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊෆ㛶ᗓࡢᐃࡵࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ 1(67, ࡢᢏ⾡࣐ࢵࣉࡶᩚྜࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜ㡿ᇦࡢ
◊✲ࢸ࣮࣐ࡣከᒱΏࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊಶࠎࡢࢸ࣮࣐ࡈ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆタᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ௨ୗලయⓗ࡞◊✲ᑐ㇟࣭௦⾲ⓗ࡞◊✲ᡂᯝࢆグࡍࠋ
 ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡㸦ኴ㝧ගⓎ㟁ࠊ㢼ຊⓎ㟁ࠊᆅ⇕Ⓨ㟁ࠊ㟁ຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼㸧㸸ኴ㝧ගⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ຠ⋡ྜ≀ኴ㝧㟁ụࡢ㧗⏕⏘ᛶᢏ⾡ࠊ௵ពࡢ␗✀ኴ
㝧㟁ụࢆ᥋ྜ࡛ࡁࡿࢫ࣐࣮ࢺࢫࢱࢵࢡᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡼࡾࠊ㧗ຠ⋡ྜ≀ኴ㝧㟁ụࡢ〇㐀ࢥࢫࢺప
ῶ࠾ࡼࡧ㧗ຠ⋡ከ᥋ྜኴ㝧㟁ụࡢపࢥࢫࢺᐇ⌧ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡㸦㛗ᮇ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢほⅬ࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜ
ᢏ⾡ࠊ㟁ụᢏ⾡➼㸧㸸㧗ᐜ㔞㔠ᒓከ◲≀㟁ᴟᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡼࡾࠊࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࢆ㉸࠼
ࡿ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࡢḟୡ௦㟁ụᐇ⌧ྥࡅࡓᢏ⾡ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅛయ㟁ụࡢ㔞⏘
࠾࠸࡚㘽࡞ࡿࢩ࣮ࢺᆺ㟁ụ〇㐀ࣉࣟࢭࢫࢆ☜❧ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊỈ⣲ࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈓ⶶᢏ⾡࡛ࡣࠊΎỈᘓタࡢඹྠ◊✲࠾࠸࡚ࠊỈ㟁ゎ⨨ࠊ
⏘⥲◊ࡀ㛤ⓎࡋࡓỈ⣲྾ⶶྜ㔠ࢆ⏝࠸ࡓỈ⣲㈓ⶶࠊ⇞ᩱ㟁ụ࡞ࢆࡗࡓᘏᗋ P ⛬ᗘࡢᘓ
≀⏝ྥࡅࡓᐇドࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ⣙  ࢝᭶࠾ࡼࡪᐇド㐠㌿ࢆᐇࡋࡓࠋ
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡㸦ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᢏ⾡ࠊ⮬ື㌴ࡢ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࠊᮍ⏝⇕ࡢ᭷ຠ⏝ᢏ⾡➼㸧㸸ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ㛵ࡋ࡚ࠊ㟁ὶ༳ຍࡢ
ຎࢆᢚไྍ⬟࡞᪂つᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᕷሙつᶍࡢࡁ࡞ N9 ⣭ࡢ 6L& ࣃ࣮࣡026)(7
࠾࠸࡚㔞⏘ヨస࡛ࣞ࣋ࣝ㧗ಙ㢗࣭పᦆኻᛶࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋ
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 ࡲࡓࠊ⇕㟁ኚᢏ⾡㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡᢏ⾡࡛ࡣ 㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓኚຠ⋡ࢆ 㸣ྥୖࡉࡏ
ࡓࠋ
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡢ᭷ຠά⏝㸦࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࠊᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※➼ࡢ⏝ᢏ⾡㛤Ⓨ➼㸧
㸸࣓
ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺᾏὒ⏘ฟヨ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ⏕⏘ᣲືࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ᥇ྲྀࡉࢀࡓᅽຊࢥ
ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ⢭⦓࡞≀ᛶ್ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ
 ⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡㸦㒔ᕷ㖔ᒣࠊỈᚠ⎔ᢏ⾡ࠊࣜࢫࢡホ౯ࠊࣜࢫࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼㸧㸸㒔ᕷ㖔ᒣࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊᗫ〇ရሗࢆά⏝ࡋࡓࢯ࣮ࢱࡸ」ᩘ✀ࡢ㟁Ꮚ⣲Ꮚࢆ㑅
ูྍ⬟࡞㑅ูᶵࢆ〇ရࡋࡓࠋࡉࡽࠊᡭゎయ࣭ᡭ㑅ูࡢ⮬ື࣭⮬ᚊࡀྍ⬟࡞ࡿ⼥ྜᆺࢯ࣮
ࢱࡸ」ᩘ㑅ูᶵࢆ⮬ᚊไᚚࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⎔ቃ㈇Ⲵฟ㔞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦,QYHQWRU\'DWDEDVHIRU(QYLURQPHQWDO$QDO\VLV,'($㸧
ࡢᵓ⠏ᬑཬ࡛ࡣࠊከᵝ࡞⎔ቃᙳ㡪㡿ᇦࡢᑐᛂᾏእ∧ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࠊᅜ㐃⎔ቃ
ィ⏬ࡀ㐍ࡵࡿࣛࣇࢧࢡࣝࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦/LIH&\FOH$VVHVVPHQW/&$㸧㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫ༠ㄪᯟ⤌ࡳ㸦*OREDO/&$'DWD$FFHVV1HWZRUN*/$'㸧᪥ᮏࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡋ࡚၏୍
ࢹ࣮ࢱⓏ㘓ࡉࢀࠊୡ⏺᭱つᶍࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡋ࡚ ,'($ ࡣᅜ㝿ⓗᖜᗈࡃබ㛤ࡉࢀࡓࠋ

 ᆅᇦάᛶࡢほⅬࡽࠊ⚟ᓥ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ᡤ㸦)5($㸧⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ࢆࠊࡲࡓ㛵すࢭࣥࢱ࣮㟁ụᢏ⾡◊✲㒊㛛ࢆ㓄ࡋࠊᆅᇦ᰿ࡊࡋࡓୡ⏺ⓗ◊✲㛤ⓎᣐⅬࡢ
ᙧᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ୗグࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ)5($ ࠾࠸࡚ࠕ⯆ண⟬㸦⿕⅏ᆅᴗࡢࢩ࣮ࢬᨭࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸧
ࠖࢆᐇࡋࠊᆅඖᴗࡢ᪂ࡓ࡞⏘ᴗࡢฟ㈉⊩ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣࠊ᪂ࡓ࡞⿕⅏
ᆅⓎࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᆺ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃〇ရࡢᴗྥࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢண⟬
㸦⿕⅏ᆅᴗ➼⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬ㛤Ⓨ࣭ᴗᨭᴗ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ 
ᖺᗘ㸧㸧ࢆ☜ಖࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡢၟရࡢ⣼✚ᩘࡀ  ௳࡞ࡿ࡞ࠊᆅඖᴗࡢ⏘ᴗฟ
ࢆ⥅⥆ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡶᆅඖᴗࡢ⏘ᴗฟᨭࢆ⥅⥆ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࣭㛵すࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ㟁ụᢏ⾡◊✲㒊㛛ᢏ⾡◊✲⤌ྜࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụᮦᩱホ౯◊✲
ࢭࣥࢱ࣮㸦/,%7(&㸧ࡀ༠ຊࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụ➼㟁ụᮦ
ᩱࡢᛶ⬟ホ౯ᢏ⾡ࡢᶆ‽ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ〇ရࡢᶫΏࡋᮇ㛫ࡢ▷⦰㈉⊩ࡋࡓࠋࡉࡽᖹᡂ 
ᖺᗘࡽࡣࠊᑗ᮶ࡢ㟁Ẽ⮬ື㌴⏝ࠕᅛయ㟁ụࠖ㛵ࡍࡿ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ
㸦1('2㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㛤ጞࡋࠊ⮬ື㌴ᴗࢆ୰ᚰࡍࡿ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠయไࢆᩚ࠼ࠊ
⏘ᴗ⏺ࡢඹ㏻ᣦᶆࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿᅛయ㟁ụࡢᮦᩱホ౯ᢏ⾡ࢆ୰ᚰࡋࡓඹ㏻ᇶ┙ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡶࠊᮦᩱホ౯ᢏ⾡ࢆ୰ᚰࡋࡓඹ㏻ᇶ┙ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ

 㡿ᇦࡢ࠶ࡿࡁ♫ⓗ࡞ᙺࡋ࡚ࡣࠊᮍ᮶♫ࡢࡓࡵࡢ⏘ᴗᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢฟ࠾ࡼࡧ࣮࢜ࣉ
࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᥦ౪ࢆᥖࡆࠊ⏘ᴗ⏺ࡽࣜࢫ࣌ࢡࢺࡉࢀࡿᏑᅾ࡞ࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰㛗ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࠊ≉Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓቑࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᛴࡀࡤᅇࢀࠖࡢゝⴥࢆᥖࡆࠊࡲࡎࡣ⫋ဨࡢ͆ᢏ⾡ࢆ♫͇࣐ࣥࢻࡢᾐ㏱ࠊᮍ᮶ࡢ⏘ᴗ
ࢽ࣮ࢬࢆᐃࡋࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᙉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ⤖ᯝࠖࡋ࡚ࡢẸ㛫㈨㔠ࡢቑ㢠⋓ᚓດࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㡿ᇦ㛗࠾ࡼࡧ㡿ᇦᖿ㒊ࡼࡿಶูᴗࡢാࡁࡅࡸࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢ
άືᙉࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦2,/㸧ไᗘࡸࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓
ࣥࢺไᗘࢆ⏝ࡋࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ຊࡢᙉࡸࠊ㡿ᇦෆ㐃ᦠಁ㐍㸦ࣛࣥࢫไᗘ㸸Ỉ⣲ᡓ␎
㆟ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᮦᩱࣛࣥࢫࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࣛࣥࢫ㸧ࡼࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㦵ኴ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰᰾ⓗ࡞ᙺࡸᢏ⾡◊✲⤌ྜࡢ㈉⊩ࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࣒άືࢆ㏻ࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠᙉ࡞ࡶດࡵ࡚ࡁࡓࠋ
 ᡂᯝⓎಙ࠾ࡼࡧᬑཬࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺࡀ⊂⮬ࡢᡂᯝⓎ⾲ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊࢸࢡ
ࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࠊᅜ㝿Ꮫ➼ࢆ⏝ࡋࡓ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ᡂᯝⓎಙࡋ࡚≉
㔜せ࡞◊✲ㄽᩥࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡿ᇦ㛗࠾ࡼࡧ㡿ᇦᖿ㒊ࡀ㡿ᇦෆࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࠊࢳ࣮࣒࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢពぢࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⌧ሙ࡛ࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ⟶⌮ᛂࡌ࡚ㄽᩥⓎ⾲ࡢಶே┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ
ࡇࡋࡓࠋ◊✲⪅ࡢಶேホ౯࡛ࡣࠊㄽᩥⓎ⾲ࡽᶫΏࡋάືࡲ࡛⥲ྜⓗホ౯ࡋࠊࡑࢀࡽࡢࣂ
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ࣛࣥࢫࡣಶࠎேࡢ≧ἣࢆ㔜どࡋุ࡚᩿ࡋࡓࠋ
 ࣜࢫࢡ⟶⌮࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊබⓗ㈨㔠࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤌⧊ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆ㔜
どࡋࠊ㡿ᇦ㛗࠾ࡼࡧ㡿ᇦᖿ㒊ࡀ㡿ᇦෆࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࠊࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ពぢ࡞
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᰿Ẽᙉࡃࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢᚭᗏࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ྛ✀ᣦᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ
Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦┠ᶆ㸸 ൨ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦┠ᶆ㸸 ൨ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦┠ᶆ㸸 ൨ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧 ൨㸦┠ᶆ㸸 ൨ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣ࠊ๓ᖺྠ᭶ẚ㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦ぢ㎸㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛࠸ࡎࢀࡶ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⋓ᚓ㢠ࡣᚤቑഴྥ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣ๓ᖺྠ᭶ẚ࡛ 㸣࡞ࡗࡓࠋ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ◊✲ዎ⣙௳ᩘࡢẚ⋡ࡣ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 㸣 ୰ᑠᴗࡢ◊✲ዎ⣙௳ᩘࡢẚ⋡ ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 㸣ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 㸣ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧㸣ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 㸣㸦ぢ㎸㸧
࡞ࡾࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
ㄽᩥᘬ⏝ᩘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇ㸦┠ᶆ㸸 ᅇࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇ㸦┠ᶆ㸸 ᅇࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇ㸦┠ᶆ㸸 ᅇࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧 ᅇ㸦┠ᶆ㸸 ᅇࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣ࠊ๓ᖺྠ᭶ẚ㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇ㸦ぢ㎸㸧
࡞ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛࠸ࡎࢀࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ㄽᩥⓎ⾲ᩘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸦┠ᶆ㸸 ሗࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸦┠ᶆ㸸 ሗࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸦┠ᶆ㸸 ሗࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧 ሗ㸦┠ᶆ㸸 ሗࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣ࠊ๓ᖺྠ᭶ẚ㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸦ぢ㎸㸧
࡞ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛࠸ࡎࢀࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ᭶ᮎⅬ࡛ᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡢྠ᭶ẚ 㸣࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ࢆᖜୖᅇࡗࡓᖹᡂ  ᖺᗘྠỈ‽࡛࠶ࡿࡓࡵ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ᥇⏝ᩘ࠾ࡼࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ '& ࢥ࣮ࢫ᥇⏝ᩘࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸦┠ᶆ㸸 ྡࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸦┠ᶆ㸸 ྡࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸦┠ᶆ㸸 ྡࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧 ྡ㸦┠ᶆ㸸 ྡࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸦ぢ㎸㸧
࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣ࠸ࡎࢀࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
▱㈈ᐇዎ⣙ᩘࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㸸 ௳ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㸸 ௳ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㸸 ௳ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧 ௳㸦┠ᶆ㸸 ௳ࠊ㐩ᡂ⋡㸸㸣㸧
ࠊ
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ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦ぢ㎸㸧
࡞ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣ࠸ࡎࢀࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘෙࣛ࣎ࡢタ❧㸦ΎỈᘓタ̿)5($㸧ࡼ
ࡿಶูᴗࡢ㐃ᦠᙉࡸࠊ୍ᐃ㔠㢠௨ୖࡢඹྠ◊✲࡚ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ➼ࢆ
㓄⨨ࡍࡿ࡞యไࡢᙉࢆᅗࡗࡓࠋࡉࡽࠊࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙࠾ࡅࡿಶูᴗࡢᣍᚅࡸಶ
ูᴗࡢ㡿ᇦᖿ㒊ࡢゼၥᶵࢆᙉࡍࡿ࡞ࡋࡓࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ๓ᖺᗘࡼࡾࡶ⋓ᚓ㢠ࡢ
ቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚑ᮶ࡽࡢ㡿ᇦࡢࡓࡿ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿබⓗ࡞እ㒊㈨㔠ࡼ
ࡿᨻ⟇ⓗ◊✲ࡢᙺࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊẸ㛫㈨㔠ࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡣཬࡤ࡞ࡗࡓࠋ
 ⤌⧊ෆእࡢⱝᡭ㞠⏝࣭⫱ᡂ࡛ࡣࠊ㏆ᖺୡ⏺ⓗ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ᢏ
⾡ࡘ࠸࡚ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ࠾ࡼࡧࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࠾ࡼ
ࡧ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮ࢆ㞠⏝ࡋࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ື㌴ᴗ
⏺㐃ᦠᙉࡢࡓࡵࠊࣔࣅࣜࢸ࣮࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࡢேᮦᙉࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊࢩࢽ
ୡ௦ࡢேᮦࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡᣍ⪸◊✲ဨࡋ࡚㞠⏝ࡋࠊ㡿ᇦ㛗⿵బࡸࣘࢽࢵࢺᖿ㒊ࠊࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࡞ࡢせ⫋࡛ࡑࡢ⤒㦂ࡸ⬟ຊࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝ࡢᅜ
㝿㐃ᦠࡸᴗ㐃ᦠ➼ࡢᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ⣼ィࡋ࡚ࠊ ௨ୖࡢᶫΏࡋ◊✲ࢆᴗᐇࡋࡓ௳ᩘࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡢ௳ᩘ㸸 ௳㸧࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢぢ
㎸࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ⦼ࡋ࡚ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢㆡΏዎ⣙࠾ࡼࡧᐇዎ⣙ࡣᖹᡂ 
ᖺᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘዎ⣙ࡢ௳ᩘ㸸 ௳ ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡢぢ㎸ࡣ  ௳ࠊ〇ရࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘ〇ရࡢ௳ᩘ㸸 ௳ ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡢぢ㎸ࡣ  ௳࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ᢏ⾡ศ㔝࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ௦⾲ⓗ࡞ᡂᯝࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࠊ♫ⓗ࣭⤒῭ⓗࣥࣃࢡࢺ࠾ࡼࡧ
⏘ᴗࡢࣥࣃࢡࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ኴ㝧ගⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ⨨㠃✚ไ㝈ࡢ࠶ࡿ⊃ᑠఫᏯࡢタ⨨ࡸ㍍㔞ࡶồࡵࡽࢀࡿ㌴㍕
ᛂ⏝➼࠾࠸࡚ᚲせ࡞ࡿ㉸㧗ຠ⋡࣭㍍㔞࣭ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞ࡢኴ㝧㟁ụࡢຍ౯್ྥୖࡀྍ⬟
࡞ࡾࠊᅜᅵࡢ⊃࠸ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ᑟධࡢ᭦࡞ࡿຍ㏿ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 㟁ụಀࡿᢏ⾡㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔞⏘ࡘ࡞ࡀࡿࢩ࣮ࢺᆺ◲≀ᅛయ㟁ụࡢ〇㐀ࣉࣟ
ࢭࢫࡢ㛤Ⓨࡸࠊࣜࢳ࣒࢘◲㯤㟁ụࠊள㖄✵Ẽ㟁ụࡸ࣒࢝ࣜ࢘࢜ࣥ㟁ụ࡞ࡢ㠉᪂ᆺ㧗ᐜ㔞
ḟ㟁ụࡢ㧗ຠ⋡࣭㧗⪏ஂ㈨ࡍࡿᇶ♏ᢏ⾡ࡀࡁࡃ㐍ᒎࡋࠊᏳ౯࣭㧗ᛶ⬟࣭㧗⪏ஂࡢḟୡ௦
㟁ụࡢ㛤Ⓨ㟁ື⮬ື㌴࠾ࡼࡧᐜ㔞㟁ຊ㈓ⶶ⏝㟁※ࡢ♫ᑟධࡢຍ㏿ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㸦㛵す
ࢭࣥࢱ࣮㸧
 Ỉ⣲ࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈓ⶶᢏ⾡࡛ࡣࠊᾘ㜵ἲ༴㝤≀࠾ࡼࡧ㧗ᅽ࢞ࢫヱᙜࡋ࡞࠸Ỉ⣲㈓ⶶ᪉
ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺≉Ⰽࡼࡾࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ㓄⨨ࢆࡏࡎఫᏯᆅᇦ࡛ࡢỈ⣲㔞㈓ⶶࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
ኚືࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦㟁ຊ㸧ࢆᐜ㔞࣭㛗ᮇ㛫㈓ⶶࡋࠊᚲせ࡞⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢᐇ
⏝ࡀ๓㐍ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞๐ῶࡢᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ㸦)5($㸧
 ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ㛵ࡋ࡚ࠊ6L& ࣃ࣮࣡026)(7 ࡢ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡛࠶ࡗࡓಙ㢗ᛶၥ㢟ࡀ
㔞⏘ヨస࡛ࣞ࣋ࣝゎỴ࡛ࡁࡓࡇࡽࠊ㟁ຊኚࡢᖜຠ⋡ࡘ࡞ࡀࡿపᦆኻࡘࢥࣥࣃࢡࢺ
࡞ 6L& ࣃ࣮࣡ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᑟධࡀຍ㏿ࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ⇕㟁ኚࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࠊᮏ᱁ᐇ⏝㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀࡿ༑ศ࡞㧗࠸Ⓨ㟁ຠ⋡ࢆ㐩
ᡂࡋࡓࡇࡣࠊ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠕᰴᘧ♫ࣔࢵࢱࢼ࣭࢚ࢼࢪ࣮ࠖࡢ❧ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇ
ຍ࠼ࠊ⮬ື㌴ࡢ⇞㈝ᨵၿࡸᕤሙࡢᗫ⇕Ⓨ㟁࡞ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡽࡢ࢞ࢫ⏕⏘ಀࡿᅽຊࢥホ౯ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࠊཎ⨨࡛ࡢ⢭⦓࡞≀
ᛶ್ࢆᢕᥱࡋࡓࡇࡣࠊ⏕⏘ᣲືࡢண ᢏ⾡ࡢ⢭ᗘྥୖࡘ࡞ࡀࡿࠋᮏண ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ṇ☜࡞
⏘ฟィ⏬ࢆ❧࡚ࡽࢀࡿࡇࡼࡾࠊẸ㛫ᑟࡢၟᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞࢆᚋᢲࡋ࡛ࡁࡿᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ
 㒔ᕷ㖔ᒣࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ⮬ື࣭⮬ᚊྍ⬟࡞⨨㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊୡ⏺ึࡢ↓ே㑅ูࣉࣛࣥࢺタ❧
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ࡢ┠ฎࢆࡓ࡚ࡓࠋ㑅ูᕤ⛬࡛ࡣᡭసᴗࢥࢫࢺࡀ⣙༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏࣉࣛࣥࢺᑟධࡼࡾ
ᖜ࡞ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ⎔ቃ㈇Ⲵฟ㔞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᬑཬ࡛ࡣࠊ〇ရࡸ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ࡢࣛࣇࢧࢡࣝ࠾ࡅࡿ
&2 ฟ㔞➼ࡢ⎔ቃ㈇Ⲵฟ㔞ࢆ⟬ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ๎ࡗࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ࡋ࡚᪥ᮏ〇ရࡢ⎔ቃᛶ⬟ࢆ㧗࠸ಙ㢗ᛶᇶ࡙࠸࡚ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞
ࡿࠋ

 ᆅᇦάᛶࡢほⅬࡽࡣࠊ)5($ ࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥࢆ୰ᚰࡍࡿᮾᆅ᪉ࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
㛵㐃ᴗࢆ⿕⅏ᆅᴗࡢࢩ࣮ࢬᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᨭࡋࠊ᪂ࡓ࡞〇ရࢆ⏕ࡴ➼ࠊᆅඖ
ᴗࡢ⏘ᴗฟ⤖ࡧࡘࡅࡓࠋࡲࡓࠊ㛵すࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ/,%7(&ࠊி➼ࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡶ
ྵࡵࡓ㟁ụᅜ㝿➇தຊࡀᙉࡉࢀࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 Ⓨ⾲ㄽᩥࡢᘬ⏝ᩘ࠾ࡼࡧ▱㈈ᐇ௳ᩘࡣࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ධࡗ࡚  ᖺ㐃⥆࡛ቑຍഴྥ
࠶ࡾࠊⓎ⾲ㄽᩥᩘࡘ࠸࡚ࡶ㧗࠸Ỉ‽࡛᥎⛣ࡋࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊẸ㛫㈨㔠
ࡼࡿ◊✲㈝⋓ᚓࡣࠊෙࣛ࣎ࡢタ❧ࡸࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢάືᙉࡼࡾᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡣ๓ᖺᗘࡼࡾࡶቑຍぢ㎸࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࠼ࡽࢀࡓ┠ᶆࢆୗ
ᅇࡿぢ㎸࡞ࡗࡓࠋᮏ㉁ࡣୗグࡢ࠾ࡾᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙜ㡿ᇦࡢᢸᙜࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ⎔ቃࡢ◊✲ࡣࠕ ᖺࡢ &2 ฟ 㸣๐ῶࠖ௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞㛗ᮇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ᶆ‽άື࡞ࡶྵࡵࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᢏ⾡㛤
Ⓨᨻ⟇ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⏘ᴗ⏺ࡸᏛࡽࡢᙉ࠸せᮃࡋ࡚ࡶࠊබⓗ㈨㔠ࡼࡿࠕ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖ㸦ᶫΏࡋ◊✲๓ᮇ┦ᙜ㸧ࡢ୰᰾ⓗ࡞ᙺࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࡸົᒁ➼ࢆᙜ㡿ᇦࡀᢸᙜࡋࠊᇶ┙࣭せ⣲ᢏ⾡ࡢᥦ౪ࠊከᩘࡢཧ⏬ᴗ࣭Ꮫࡢࡾ
ࡲࡵࠊඹྠ⏝タഛࢆഛ࠼ࡓ㞟୰◊ࡢᥦ౪➼ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢ㐠Ⴀከࡃࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆᢞධࡋ࡚࠸ࡿࠋ⋓ᚓࡋࡓẸ㛫㈨㔠ࢆศᯒࡋ࡚ࡶࠊ⣙ 
ࡣࠕࡘࡃࡤࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢥࣥࢫࢸ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦73(&㸧࡛ࠖ࠶ࡾࠊಶูᴗࡢ㐃ᦠ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠕ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖάື࡛࠶ࡿࠋ
 㛫㍈ࡀ㛗࠸◊✲ࢸ࣮࣐ࢆᢸᙜࡋࠊ♫ࢽ࣮ࢬࡋ࡚ࡶࠕᶫΏࡋ◊✲๓ᮇࠖࡋ࡚ࡢᙺࡀᙉ
ࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࠊಶูᴗࡢ㐃ᦠࢆᐃࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓẸ㛫㈨㔠ࡢᖜ࡞ቑ㢠ࡣ
㛫ࡀࡾࠊᚋࡶୗグࡢほⅬ࡛⢓ࡾᙉ࠸ດຊࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒➼ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲άືࡢẸ㛫㈨㔠ࡢᑟධ
 ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲άືࡽࡢಶู㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ⛣⾜
 ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ⛣⾜
 ୰㛗ᮇⓗࡶࠊ
ࠕ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࢆ㏻ࡌࡓάືࡼࡾࠊ
ࠕ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮⎔ቃࠖ㛵ࡍࡿ༠ㄪ㡿ᇦࡢ◊✲ࢆࠊබⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿ⏘⥲◊ࡀ୰᰾ࡋ࡚≌ᘬࡍࡿࡁ࡛
࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᚋࡶࠊ⌧ᅾ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿබⓗ㈨㔠ࡼࡿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡿᶫΏࡋ๓
ᮇ◊✲ࢆ᭦ᙉࡍࡿ୍᪉࡛ࠊୖグࡢ㸦㸧ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲άືࡽࡢಶู㈨
㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ⛣⾜ࢆቑຍࡉࡏࡿࡃࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࠋ


㸦㸰㸧ᢏ⾡ⓗ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆάࡋࡓᣦᑟຓゝ➼ࡢᐇ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃศ㔝≉ࡋࡓᢏ⾡ຊࢆᇶࠊẸ㛫ᴗࡢᢏ⾡ᣦᑟࢥࣥࢧ
ࣝࢸࣥࢢࢆ✚ᴟⓗᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋᢏ⾡ࡢᶫΏࡋࡢึᮇẁ㝵ᙜࡓࡿᢏ⾡◊ಟࡣࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ  ♫  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫  ྡቑຍ
ഴྥ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶቑຍࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾタࡉࢀࡓᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢไᗘ࡛ࡣࠊᢏ⾡ࢻࣂࢫࡸศᯒ࣭ホ౯ࡢࠊᑗ᮶ࡢ㐃ᦠࢆぢᤣ࠼ࡓඛ➃ᢏ⾡ㄪᰝࡸࠊ᪂
つᴗྥࡅࡓ㐃ᦠ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ᪉ࡢ㆟ㄽ࡛ᑟࡁฟࡍࢥࣥࢭࣉࢺඹᆺࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
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ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᭶ᮎ
Ⅼ࡛  ᖜቑຍࡋࡓࠋ௳ᩘࡋ࡚ࡶᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳㸦 ᭶ᮎ㸧ᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡼ
ࡿᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡢ㡿ᇦෆࡢᬑཬάື◊✲⪅ࡢ㐃ᦠࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
 ኴ㝧ගⓎ㟁ࡸ㢼ຊⓎ㟁࡞ࢆ㔞ᑟධࡍࡿሙྜࠊࡇࢀࡽኚືࡍࡿศᩓ㟁※ࡢฟຊࢆࢫ࣐࣮
ࢺไᚚࡋ࡚㟁ຊ⣔⤫᥋⥆ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ)5($ ࡛ࡣࠊᆺࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹࢩࣙࢼ
࣮➼ࡢࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᶵჾࡢඛ➃ⓗ◊✲㛤Ⓨ࣭ホ౯ࢆ⾜࠺タࡋ࡚ࠊࢫ࣐࣮ࢺࢩࢫࢸ
࣒◊✲Ჷࢆᖹᡂ  ᖺᗘᘓタࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࡢタࡣศᩓ㟁※ࡸ࣓࢞࣡
ࢵࢺ⣭ࡢᆺࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹࢩࣙࢼ࣮➼ࢆୡ⏺ࡢᵝࠎ࡞㟁ຊ⣔⤫ࡸẼ㇟᮲௳ࡢୗ࡛ヨ㦂࣭ホ౯࡛
ࡁࡿタ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜෆ࣓࣮࣮࢝ࡢࢱᅜྥࡅᾏእㄆドࡢᑐᛂ➼ࠊᅜ㝿ㄆドྲྀᚓ㈉⊩ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝㄆドᇶ┙ᩚഛᴗ㸧ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫  ௳ࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ  ♫  ௳ࡢ⏝ᐇ⦼࡛࠶ࡾࠊࡰࣇࣝ✌ാ≧ែࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶྠᵝࡢ㐠
⏝ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ )5($ ࡛ࡣࠊ⿕⅏ᆅᴗࡢࢩ࣮ࢬᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛࡛ィ  ♫ࠊ ௳ࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ⿕⅏ᆅᴗ➼⏕ྍ⬟࢚
ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬ㛤Ⓨ࣭ᴗᨭᴗ࠸࠺ᚋ⥅ᴗࢆ㛤ጞࡋࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ࡢ
ᢏ⾡ࢆᇶ⿕⅏  ┴ࡢᴗࡢᴗᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢ〇ရࢆᩘ࠼ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛〇ရࡋࡾୖࡆࢆୖࡆࡓᐇ⦼ࡣ  ௳࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᴗᨭࢆ
⥅⥆ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ≉➹ࡍࡁάືࡋ࡚ࠊᅜ㝿ᶆ‽άືࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᅜ㝿㟁Ẽᶆ‽㆟㸦,(&㸧ࡢ 7&
㸦ኴ㝧ගⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒㸧࠾ࡼࡧᅜ㝿ᶆ‽ᶵᵓ㸦,62㸧ࡢ 7&㸦▼Ἔ〇ရ࠾ࡼࡧ₶Ἔ㸧࠾࠸
࡚ᅜ㝿㆟㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࢥࣥࣅ࣮ࢼᘏ  ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣮ࣜࢲ࣮ᘏ  ྡࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺᘏ  ྡࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢥࣥࣅ࣮ࢼࠊࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢆົࡵࡓ ,62 つ᱁  ௳ࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿ ,62ࠊ,(& ࡢ
Ⓨ⾜ᩘࡣ  ௳ୖࡿ࡞ࠊ㢧ⴭ࡞㈉⊩ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣᕤᴗᶆ‽ᴗ⾲ᙲ࣭⤒
῭⏘ᴗ⮧⾲ᙲࢆཷࡅࠊᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣ⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㛗⾲ᙲ㸦ᅜ㝿ᶆ‽㈉⊩⪅⾲ᙲ㸧
ࠊ
ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣᅜ㝿ᶆ‽ዡບ⪅⾲ᙲࢆࡑࢀࡒࢀ㸯௳ཷࡅࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁᅜ㝿
ᶆ‽άືࢆ⾜࠸ࠊ⏘ᴗᢏ⾡ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ᢏ⾡◊ಟ࣭ᢏ⾡ᣦᑟࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼࡛ᴗ㐃ᦠࡍࡿព⩏ࡣࠊᐇ♫࡛ᚲせࡉࢀ
࡚࠸ࡿᢏ⾡ࠊ♫࣭⤒῭ࡢືࡁࡀᐹ▱࡛ࡁࡿࡇࢁ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕẼ㇟ࢹ࣮ࢱゎᯒࡼࡿ㎰
స≀✭㔞ண 㛵ࡍࡿᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ࠖࡣࠊዎ⣙⣡ᮇ࠾ࡅࡿ✭㔞ࢆẼ㇟ࢹ࣮ࢱ
ࡼࡾண ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣᢞᶵⓗ࡞ዎ⣙࡛࠶ࡗࡓ㎰స≀ዎ⣙ࢆ⛉Ꮫᢏ⾡ⓗᨭࡋࠊ
⏕⏘⪅࣭㟂せ⪅ྠ࣓ࣜࢵࢺࢆ࠼ࡿࠋࡲࡓḟᖺᗘ௨㝆ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡽඹྠ◊
✲⛣⾜ࡍࡿࡶከࠎ࠶ࡾࠊ⏘⥲◊࠸࠺Ꮡᅾ⏘⥲◊ࡢᢏ⾡ࢆ♫ㄆ▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇᙺ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⿕⅏ᆅࢩ࣮ࢬᨭࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ〇ရᐇ⦼ࡀᖺᗘࢆ㏣࠺ࡈቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡽࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡢಶ♫ᨭࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㛵㐃ᴗࡼࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᙧᡂࡼࡿᴗ㛫㐃
ᦠࡶ㛤ጞࡋࠊ)5($ ࡣࡑࡢྲྀࡾࡲࡵᙺࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸యไࡼࡿ㐃ᦠᙉࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ⿕⅏ᆅᴗ➼ࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢࢩ࣮ࢬ㛤Ⓨ࣭ᴗᨭᴗࢆ㐍ࡵࠊ⿕⅏ᆅࡢ⏘
ᴗ⯆ᨭࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆ࠾ࡅࡿẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠┠ᶆࡢ㐩ᡂࡣࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢቑ㢠ࡀࡁ࡞ㄢ
㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢᖜ࡞ቑຍࡣẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢቑ㢠ᐤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢࢸ࣮࣐タᐃࡣࠊᚋᖺᗘࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺␃ពࡋ࡚
࠾ࡾࠊᚋࡢඹྠ◊✲ࡋ࡚Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓᣑࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠┠
ᶆࡢ㐩ᡂࡣᆺࡢඹྠ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㡿ᇦࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࣀ࣮࣋ࢩ
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ࣙࣥ᥎㐍ᮏ㒊ࡢ㐃ᦠࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
 ⿕⅏ᆅࢩ࣮ࢬᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣᖹᡂ  ᖺᗘ࡛⤊ࡋࡓࡀࠊ⿕⅏ᆅᴗࡢᨭ⥅⥆ࡢᙉ࠸せㄳ
ࢆཷࡅ࡚ࠊᚋ⥅ண⟬㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࢆ⋓ᚓࡋࠊᆅඖᴗࡢ᪂ࡓ࡞⏘ᴗฟࢆ⥅
⥆ᨭࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡓࠋ
 ୰㛗ᮇⓗ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ
࣭1('2 ࡢඛᑟㄪᰝ◊✲➼ࡽࡢᆺಶูඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤
࣭ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡽಶูඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲ேᮦࡢቑᙉ
➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ㛵ಀ㒊⨫ࡢ༠㆟ࡼࡾᑐᛂࢆ㐍ࡵࡿࠋ


㸦㸱㸧࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦࡣ⏘ᴗᢏ⾡ࡢඹྠ◊✲ᡂᯝࢆඹྠ࡛⟶⌮ࡋࠊ⤌ྜဨ┦࡛ά⏝ࡍࡿἲே࡛࠶ࡿᢏ⾡◊✲
⤌ྜࡢཧ⏬ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢദࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᭱᪂ࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱດࡵࠊ⏘⥲◊ࡢᢏ⾡ຊ୰
❧ⓗ❧ሙࢆάࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢࣁࣈᶵ⬟ࡢᡂᐤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㡿ᇦᢸᙜࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ㸦 ྡ㸧ࡢάືࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ඹྠ◊✲ඛᴗࡢⓎ
᥀ࢆ┠ⓗࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ᮏ㒊ඹྠ࡛ᆺ௳ࡢᑐᛂࡸᐃᮇⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟
ࡢཧ⏬ࡼࡿሗඹ᭷ࠊࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࡢᆺ㐃ᦠᴗࡢᣍᚅᢏ⾡◊✲⤌ྜࡸࣀ
࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᆺඹྠ◊✲ࡢ㐠Ⴀ࠾ࡼࡧᨭάືࡼࡾࠊ᭱᪂ࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࡸᢏ⾡
ືྥᴗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ⏘⥲◊ᢏ⾡ࡢ㐃ᦠດࡵ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢹࣂࢫ⏘ᴗࠊ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮⏘ᴗࠊ⮬ື㌴⏘ᴗຍ࠼ࠊ⣲ᮦ࣭Ꮫ⏘ᴗࡢ⏘⥲◊ᢏ⾡ࡢᶫΏࡋ➼ດຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉
⮬ື㌴⏘ᴗྥࡅ࡚ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᦆኻపῶᢏ⾡㸦⇕㟁ኚࠊ㍍㔞⣲ᮦ㸧ࡸẼฎ⌮㸦ゐ፹
ᢏ⾡㸧ࠊᑗ᮶ࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶ♏ᢏ⾡㸦㟁ືࠊ᪂⇞ᩱ㸧ࡢᒎ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ❧ࡋࠊᴗࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭⏘⥲◊ࡀ㛗࣭ᖿ㛗ࢆົࡵ࡚⥲ᩘ  ཬࡪ࢝ࢹ࣑◊✲ᐊࡢ㐃ྜయࢆ⤌⧊ࡋࠊෆ⇞ᶵ㛵
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ❧ࡋࠊ⮬ື㌴ᴗ⏺ࡢ࢚ࣥࢪࣥࢩࢫࢸ࣒ᢏ⾡㛵
ࡍࡿࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ◊✲యไࢆ☜❧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⮬ື㌴࢚ࣥࢪࣥ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࢆᵓ⠏ࡋࠊᢏ⾡◊✲⤌ྜ $,&( ඹྠ࡛㐠⏝ࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
࣭⏘⥲◊ࡢ  ࣘࢽࢵࢺࠊ
 ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ➼ࡢ  ྡࡢ◊✲⪅ࡼࡿ
ࠕᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣ◊✲ᣐⅬ 685( ࠖ
ᴗ㐃ᦠ⤌⧊ࠕ685( ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦ᴗ  ♫ࠊ බⓗᶵ㛵ࠊ⏘⥲◊  ྡࡢ◊✲⪅ࡼࡾᵓ
ᡂ㸧
ࠖࡀ㐃ᦠࡋࠊኳ↛㖔ᒣ౯᱁➇தࡀྍ⬟࡞㒔ᕷ㖔ᒣࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ685( ࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࣒ࡢဨࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ  ᖺ㛫ࡢ 1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙜ㡿ᇦࡢ◊
✲ဨࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸦3/㸧ࢆົࡵࠊᗫ〇ရ⮬ື㑅ูᢏ⾡࣭ᗫ㒊ရ⮬ື㑅ูᢏ⾡࣭㧗ຠ⋡
⢭㘐ᢏ⾡㛤Ⓨࡘ࠸࡚ከゅⓗ࡞ᶫΏࡋࢆᐇࡋࠊᩘ༓つᶍࡢẸ㛫㈨㔠ࡢ⋓ᚓࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ 1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຍ㏿ⓗ㛤Ⓨࢆ┠ⓗタ⨨ࡋࡓ㞟୰◊✲タࢆ⏘⥲◊ෆ㛤
ᡤࡋࡓࠋ࡞࠾ 3/ ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪥⤒ᆅ⌫⎔ቃᢏ⾡㈹ඃ⚽㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆
ࡁ 685( ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆពぢࡢሙࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊᅛయ㓟≀࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚඛ➃ᢏ⾡ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦$6(&ࠊᴗ  ♫ࠊ 
Ꮫࠊ⏘⥲◊  ྡࡢ◊✲⪅ࡼࡾᵓᡂ㸧ࢆタ❧ࡋࠊᅛయ㓟≀ᆺ⇞ᩱ㟁ụࡢᢪ࠼ࡿࢺ࣐ࣜࣞࣥ㸦⤒
῭ᛶ࣭ຠ⋡ᛶ࣭⪏ஂᛶ㸧ࢆゎỴྍ⬟࡞ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᢏ⾡㠉᪂ࡼࡿ㐺⏝ඛࡢ㛤ᣅࢆ᳨ウࡍࡿ
యไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ ᖺ㛫ࡢ◊✲άືࡼࡾࠊᚑ᮶ẚ  ಸࡢ㧗ᛶ⬟㟁ᴟ࣭ᚑ᮶ẚ  ಸࡢฟຊᐦᗘ
ࡢࢭࣝࢆ㐩ᡂࡋࠊࡑࡢ〇㐀᪉ἲㄢ㢟ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ⌧ᅾࡢ  ᶵ㛵ຍ࠼ࠊ
ᮦᩱᴗࠊࢭࣝࢫࢱࢵࢡᴗࠊࢩࢫࢸ࣒ᴗࠊ⏝ᴗ➼ࡀ㞟ࡲࡿ㞟ᅋᣑ⦅ᡂࢆぢ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ
 ⎔ቃᢏ⾡ࡢᛶ⬟ホ౯◊✲㸦/&$㸧ᇶ࡙ࡃ⎔ቃ㈇Ⲵศᯒࡢᇶ┙࡞ࡿࣥ࣋ࣥࢺࣜࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ㸦,QYHQWRU\'DWDEDVHIRU(QYLURQPHQWDO$QDO\VLV,'($㸧ࡢ㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㐃⎔ቃィ⏬
㸦81(3㸧ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣥ࣋ࣥࢺࣜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛫ࡢ┦⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚ᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝ /&$ ࢹ࣮ࢱࢡࢭࢫࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ */$'  ,'($ ࡢ◊✲⪅ࡀ᪥ᮏࡢ௦⾲ࡋ࡚ཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ,'($ ≉ࡋࡓ❆ཱྀ⤌⧊ࡢタ⨨◊✲㛤Ⓨ୰ࡢᢏ⾡ࡢ⎔ቃ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࢽ
࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ,'($ ࣛ࣎ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ❧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜෆእࡢせ࡞ /&$ ࢯࣇࢺ࢘
࢙ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᅜෆࡲࡽࡎᾏእࡢ࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅ࡚ࡶᬑཬάືࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᇶ┙ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡋ࡚⏘ᴗᢏ⾡ࡢ⎔ቃάືࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࡇࡀホ౯ࡉࢀࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ /&$ ᪥ᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛࡼࡾ⤒῭⏘ᴗ┬⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㛗㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮
ࢱࢭࢵࢺᩘࡢ✚ࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡶ⥆ࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ,'($YHU ࢆ࣮ࣜࣜࢫࡍࡿぢ㎸࡛
࠶ࡿࠋ
 ᯈ≧ᆺ༢⤖ᬗࢲࣖࣔࣥࢻ〇㐀ᢏ⾡ࡼࡿ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ㸦࣮ࢹ࣮ࣆ࣮㸸タ❧
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧ࡀࠊᆺษ๐ᕤලࡸḟࠎୡ௦༙ᑟయࡘ࡞ࡀࡿ  ࣥࢳ࢙࢘ࣁࢆ〇ရࡋࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣୖ  ൨ࢆୖᅇࡿᡂ㛗ࢆ㐩ᡂࡋࡓࡇࡀホ౯ࡉࢀࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠຌປ⪅⾲ᙲ㸦ෆ
㛶⥲⌮⮧㈹㸧ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ㸦㛵すࢭࣥࢱ࣮㸧
 ⏘⥲◊ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡼࡾࠊᰴᘧ♫ࢽࢵࢥ࣮ࡀỈ⏘≀ࡢ㩭ᗘಖᣢඃࢀࡓࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ≧ࡢᾏ
Ỉị㸦ࢩࣝࢡࢫ㸧ࢆࠊ⯪ࡢୖ࡛ᾏỈࡽ〇㐀ࡍࡿ⁺⯪ᦚ㍕⏝ࡢ〇ịᶵࢆ㛤Ⓨࡋࠊᐇ⏝ࡉࢀ
ࡓࡇࡀホ౯ࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ➨  ᅇࡶࡢ࡙ࡃࡾ᪥ᮏ㈹ࡢ〇ရ࣭ᢏ⾡㛤Ⓨ㒊㛛࠾࠸࡚ࠕෆ
㛶⥲⌮⮧㈹ࠖࢆཷ㈹ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ྎ㈍ࡉࢀࠊ㈍⣼ィ  ྎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ⮬ື㌴ᴗ⏺ࡀࣃ࣮࣡ࢺࣞࣥ㛵ࡍࡿᇶ┙ᢏ⾡ࡢᙉḟୡ௦ࢆᢸ࠺⏘Ꮫ᪉ࡢ◊✲㛤Ⓨே
ᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵタ❧ࡋࡓᢏ⾡◊✲⤌ྜ $,&( ⏘⥲◊ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ⏘⥲◊ࡣ◊
✲㛤Ⓨࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬ື㌴ᴗ⏺Ꮫࢆయࡍࡿ࢝ࢹ࣑ࡢ⤖⠇Ⅼ㸦ࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮㸧
ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗᢏ⾡ࢽ࣮ࢬᇶ♏◊✲ࡢ㏻ヂ࣭㏻ᩚ⌮ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࠊᙜ㡿ᇦෆ
❧ࡕୖࡆࡓෆ⇞ᶵ㛵⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡛ࡣࠊᢏ⾡◊✲⤌ྜ $,&( ࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᴗ⏺ࡢࢽ
࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ⏘⥲◊ࢆྵࡴ࢝ࢹ࣑ࡢຊࢆ⤖㞟ࡋ࡚㐃ᦠࡍࡿࡇ࡛ࠊከゅⓗㄢ㢟ᑐᛂ࡛
ࡁࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊ⏘ᴗ⏺ࡽࡢ㈨㔠࣭ேᮦࡢࣜࢯ࣮ࢫᥦ౪ࢆྵࡴᨭࢆᚓࡘ
ࡘࠊᣢ⥆ⓗ࡞㐃ᦠయไࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ≉➹ࡍࡁᡂᯝ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⮬ື㌴ࡢ㟁ື
ࡢࢩࣇࢺࡀ㢧ⴭ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࣃ࣮࣡ࢯ࣮ࢫࡋ࡚ࡢෆ⇞ᶵ㛵ࠊ⇞ᩱ㟁ụࠊࡉࡽ࿘㎶ᢏ⾡
ࡢࣃ࢚࣡ࣞࡸ㟁ụ➼ࡢ◊✲ᑐ㇟ࡢᗈࡀࡾࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋேᕤ㈨※ࡽࡢ㔠ᒓ⏕⏘ᢏ⾡ࢆ☜❧
ࡍࡿᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣᢏ⾡ࡢᑟධ  ᖺ㛫࡛ࠊ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ⏕⏘ᕷሙࡀ  ࡞ࡿࡇࡀぢ㎸ࡲ
ࢀࡿࡇࡽࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎ࠊ1('2 ᢏ⾡ᡓ␎ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿ࡞ࠊ685( ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆ୰ᚰ
ࡋࡓື㟼⬦㐃ᦠࡼࡿ᪥ᮏᆺࠕᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣࠖ♫ⓗ࡞ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 /&$ ࡢᇶ┙࡞ࡿ ,'($ ࣛ࣎ࡢάື࠾࠸࡚ࠊࣥ࣋ࣥࢺ࣮ࣜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛵ࡍࡿࣛࢭࣥࢫ
 ௳ࢆ᪤㈍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏᴗࡢ⎔ቃᛶ⬟ศᯒࢆᨭ࠼ࡿࡇຍ࠼࡚ࠊᅜ㝿ⓗࡶ᪥ᮏึ
ࡢࢺࢵࣉࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ᖹᡂ  ᖺᗘタ❧ࡋࡓෆ⇞ᶵ㛵⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆጞࡵࠊᮏ㡿ᇦ࡛ࡣᢏ⾡㛤Ⓨࢥࣥ
ࢯ࣮ࢩ࣒➼ࡢദࡸᢏ⾡◊✲⤌ྜࡢཧ⏬ࡀከ࠸ࠋ1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡶྵࡵࠊᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ
ᛂ࠼ࡿᙧ࡛ࠊ༠ㄪ㡿ᇦ࣭๓➇த㡿ᇦ࡛ࡢ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᙧᡂ࣭
㐠Ⴀࡍࡿࡇࡀࠊᙜ㡿ᇦࡢࡁ࡞࣑ࢵࢩุ᩿ࣙࣥࡋ࡚࠸ࡿࠋ┤᥋ⓗ࣭㢧ᅾⓗ࡞⏘ᴗࢽ࣮ࢬᑐᛂ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮍ᮶ᆺ࣭₯ᅾⓗ࡞⏘ᴗᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࡶⓎ᥀ࡉࢀࡿሙྜࡀከࡃࠊᙜ㡿ᇦࡗ࡚ࡢ㔜せ
࡞ᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࡋ࡚ࡶ⨨ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ㐠Ⴀࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពྥࡼࡾබⓗ㈨㔠㸦1('2ࠊ6,3 ➼㸧ࢆ☜ಖືࡃሙ
ྜࡀከ࠸ࡀࠊẸάᆺࡢඹྠ◊✲య 73(& ࡸࠊᢏ⾡◊✲⤌ྜ $,&(ࠊᢏ⾡◊✲⤌ྜ /,%7(& ࡞࡛ࡣከ
㢠ࡢẸ㛫㈨㔠ࡶ౪ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබⓗ㈨㔠Ẹ㛫㈨㔠ࢆ༊ูࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡃࠎࡀ࠺࠸ࡗࡓ
ᙧ࡛⏘ᴗ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ┿ࡢ⏘ᴗ⯆ࡘ࡞ࡀࡿࡢࠊࡑࢀࢆᖖ᳨ドࡋ࡞ࡀࡽ㐠Ⴀࡍࡿࡇࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒άືࡢ୰ࡽࠊ➇த㡿ᇦධࡿࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣಶ
ูᴗࡢ㐃ᦠ㐍ࡴሙྜࡶ࠶ࡾࠊᚋࡣࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒άືࡽࡢಶ♫㐃ᦠࡢᒎ㛤ࡶὀ
ຊࡋࡓ࠸ࠋ
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୰㛗ᮇⓗ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ
࣭1('2 ࡢඛᑟㄪᰝ◊✲➼ࡽࡢᆺඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤
࣭ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᆺඹྠ◊✲ࡢタഛ᭦᪂࠾ࡅࡿῶ౯ൾ༷㈝ࡢ⪃࠼᪉ࡢᑟධ
࣭ᆺᶵჾᑟධࡢබ♧ᮇ㛫ࡢ▷⦰
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲ேᮦࡢቑᙉ
➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣ㛵ಀ㒊⨫ࡢ༠㆟ࡼࡾᑐᛂࢆ㐍ࡵࡿࠋ


㸦㸲㸧Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦ࡛ࡣᏛ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊᑗ᮶ࡢ⏘ᴗࢆぢᤣ࠼ࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᙉྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᮏ᱁㐠⏝ࡉࢀࡓࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢼࣀᕤ
Ꮫࣛ࣎㸦ᮾிᏛ㸧
ࠊ࢜ࣥᾮయࡢ㟁ẼᏛⓗᛂ⏝ᢏ⾡㛤Ⓨ㸦㜰Ꮫ㸧ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊
✲㛤Ⓨ㸦ᒣᙧᏛ㸧
ࠊࣥࣔࢽ࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥ◊✲㛤Ⓨ㸦ᮾᏛ㸧࡞ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࡢ◊✲⪅ࡢཷධ࣭ฟྥࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚
㐃ᦠࡋࠊ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪂ࡓ  ྡࡢ◊✲⪅ࡢཷධ࣭ฟྥࢆ⾜࠸ࠊ026)(7
ࡢࢳࣕࢿࣝᙧᡂ࠾ࡅࡿࢲࣖࣔࣥࢻ⾲㠃ไᚚ㛵ࡍࡿᡂᯝ࡞ࢆୖࡆࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡼࡾ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ㐍ࡵࡿࠕ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࣜࢼᵓࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᏛ➼ࡢ࢟ࣕ
ࣥࣃࢫෆタ⨨ࡍࡿ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ◊✲ᣐⅬࠕ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦2,/㸧
ࠖࡢᩚഛ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᏛ➼ࡢᇶ♏◊✲ࠊ⏘⥲◊ࡢ┠ⓗᇶ♏◊✲࣭ᛂ⏝ᢏ⾡㛤Ⓨࢆ⼥ྜࡋࠊ⏘ᴗ⏺ᢏ⾡
ࡢࠕᶫΏࡋࠖࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ྡྂᒇᏛෆタ⨨ࡋࡓ❅≀༙ᑟయඛ㐍ࢹࣂࢫ
࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦*D12,/㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ❅≀༙ᑟయᢏ⾡ࡢᐇ⏝ࡢࡓࡵ
ᚲせ࡞⤖ᬗᢏ⾡ࠊࢹࣂࢫᢏ⾡ࠊᅇ㊰ᢏ⾡࡞ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࢆࡶࡗ࡚
࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ࣭〇㐀㡿ᇦ⛣⟶㸧
ࠋࡲࡓᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ⨨ࡉࢀࡓ⏘⥲◊࣭Ỉ⣲ᮦᩱᙉ
ᗘࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦+\GUR0DWH㸧࡛ࡣࠊᕞᏛࡀ᭷ࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᅽỈ⣲࢞ࢫ୰࡛ࡢ࣐
ࢡࣟࣞ࣋ࣝᮦᩱᙉᗘホ౯ᢏ⾡ࠊ⏘⥲◊ࡀ᭷ࡍࡿỈ⣲࢞ࢫ୰࡛ࡢࢼࣀࣞ࣋ࣝࡢᮦᩱ⤌⧊ホ౯ᢏ⾡
ࢆ⼥ྜࡋࠊ㔠ᒓᮦᩱࡢ⬤⌧㇟ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࡇࢀࡽ  ࡘࡢࣛ࣎ࡣࠊ
ෆ㛶ᐁᡣࠕࡲࡕ࣭ࡦ࣭ࡋࡈ⏕ᮏ㒊ࠖỴᐃࡢࠕᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵⛣㌿ᇶᮏ᪉㔪ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚タ❧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫᮦᩱ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ
㸦&K(02,/㸧ࢆி㒔Ꮫෆタ⨨ࡋࠊ᪂ᮦᩱ࣭᪂ᴫᛕᇶ࡙ࡃඛ㥑ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ࣭㈓ⶶᢏ⾡
ࢆ㍈ࡋ࡚ࠊḟୡ௦ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫᮦᩱᢏ⾡ࡢᴗࡢᶫΏࡋࡼࡿ᪩ᮇᐇ⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
᭷ᶵࠊ↓ᶵࠊ㧗ศᏊࠊ⏕యᮦᩱ➼ࡢᮦᩱ◊✲࡛ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿி㒔Ꮫࡢ㐃ᦠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᘬࡁ⥆ࡁࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆά⏝ࡋࠊᏛ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠ
ࢆᅗࡾࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᙉࢆ⾜࠺ࡶࠊ᪂ࡓ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜࢆ᪂タ
ࡋࠊ⏘ᴗ⏺ᢏ⾡ࡢᶫΏࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

 ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿㐃ᦠ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⯟✵Ᏹᐂࢭࣥࢱ࣮㸦'/5ࠊࢻࢶ㸧
࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ࣭㈓ⶶ㛵ࢃࡿ◊✲㐃ᦠ㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆࠊࣃࢩࣇࢵࢡࣀ࣮ࢫ࢙࢘ࢫࢺᅜ❧◊✲
ᡤ㸦311/ࠊ⡿ᅜ㸧ໟᣓ◊✲༠ຊぬ᭩ࢆࠊḢᕞጤဨඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦-5&㸧◊✲㐃ᦠ㛵
ࡍࡿ༠ᐃࢆࡑࢀࡒࢀ⥾⤖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶⏘⥲◊ࣇ࣮ࣛ࢘ࣥ࣍ࣇ࣮◊✲ᶵᵓ
㸦)K*,6(ࠊࢻࢶ㸧
ࠊᅜ❧⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ᡤ㸦15(/ࠊ⡿ᅜ㸧ࡢ  ᶵ㛵ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊୡ
⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿᑓ㛛ᐙ㸦◊✲ᡤࠊᏛࠊᨻᗓᶵ㛵ࠊ〇㐀࣓࣮࣮࢝ࠊ㔠⼥➼㸧⣙  ྡࡀཧຍࡋࡓ➨ 
ᅇࢸࣛ࣡ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻᐃ౪⤥ࡸẼೃኚືᢚไ࠾ࡅࡿኴ㝧ගⓎ㟁
ࡢᙺࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊඹྠࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 6FLHQFH ㄅ㸦,)㸧ᥖ㍕ࡉࢀࠊὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡣ➨  ᅇ㸦⣙  ྡཧ
ຍ㸧ࢆ㛤ദࡋࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ⌧ᐇࡍࡿࢸࣛ࣡ࢵࢺኴ㝧ගⓎ㟁௦ࡢᑐᛂࢆ༠㆟ࡋࡓࠋ⤒῭⏘ᴗ┬
ጤクࡢࠕ㠉᪂ⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲㛤Ⓨᴗࠖ
㸦  ᴗ㸧࡛ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵
ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆᅜ㝿ᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛࢜ࣛࣥࢲ࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ࢭ
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ࣥࢱ࣮㸦(&1㸧ࡸ 311/ ➼  ࣨᅜ  ᶵ㛵㐃ᦠࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚㐃ᦠᙉ
ດࡵࠊ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 Ꮫࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡼࡿேὶ࡛ࡣࠊ◊✲ㄽᩥࡢቑຍࡸᢏ⾡᭩ࡢᇳ➹࡞ࡀ
㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ຊࡢᙉ╔ᐇࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ )5($ ࡛ࡢඹྠᐇドᐇ㦂
࠾࠸࡚ࡶࣥࣔࢽ⇞↝ࡢᡂຌ࡞ࡢᡂᯝࡀ⏕ࡲࢀࠊỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᐇ⏝ᛶྥୖ㈉⊩
ࡋࡓࠋ*D12,/㸦ྡ㸧ࠊ&K(02,/㸦ி㸧ࠊ+\GUR0DWH㸦㸧ࡶࢸ࣮࣐ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࡸ◊✲タഛ
ࡶᩚഛࡀ㐍ࡳࠊ*D1 ࢆ⏝࠸ࡓࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᢏ⾡㸦┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㸧ࡢ㐍ᒎࡸ⇞ᩱ㟁ụࠊ
㟁ụ➼ᛂ⏝ྍ⬟࡞᪂つ㟁ᴟゐ፹ࡢᒎ㛤㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮㸧➼ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺┠ⓗ
ᇶ♏ࡽᶫΏࡋࡲ࡛ࡢࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞యไࢆ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊ◊✲ᡂᯝࡢ♫ᐇࡢຍ㏿ࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡸ 2,/ ไᗘࡣ㏆ᖺ㛤ጞࡋࡓไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡞ 2,/ ࢆタ❧ࡍࡿ
࡞╔ᐇ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧ไᗘࡣࠊ㏻ᖖࡢඹྠ◊✲ࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢຠᯝ㛵ࡍࡿ⌧≧ศ
ᯒࠊㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᙜヱไᗘࡢ࡞┠ⓗࡢ୍ࡘࡣேᮦὶ࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ࢆ
ᢸ࠺ඃ⚽࡞ேᮦࡢ☜ಖࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ࢫ࣮࣒࢟ࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞
ᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡸ 2,/ ➼࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ◊✲ࡢ≧ἣࢆࠊሗ࿌㛤ദ࡞
ࢆ㏻ࡌ࡚㡿ᇦࡀᐃᮇⓗᢕᥱࡋࠊࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡞ࠊάⓎ࡞ேᮦὶࡀ㐍ࡴࡼ
࠺≧ἣᛂࡌࡓ⌧ሙࡢᨭࢆᐇࡍࡿࠋ
 እ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉ࣭ᣑࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥᛶࡣࠊ୰㛗ᮇⓗࡶኚࢃࡿࡇࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡸࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ 2,/ ࢆጞࡵࡋ࡚ࠊไᗘୖࡢᩚഛ
ࡀ㐍ࢇࡔࡇࡽࠊࡇࢀࡽࡢእ㒊㐃ᦠᡭẁࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊእ
㒊㐃ᦠࡢ࠸ࡓࡎࡽ࡞ᣑ㝗ࡿࡇ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢ㐠⏝ࡑࡢຠᯝࢆ㛫᩿࡞ࡃ᳨ドࡋࡘࡘࠊಶࠎ
ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


㸦㸳㸧◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦᡤᒓࡍࡿ◊✲ࣘࢽࢵࢺࡣࠊ㇏࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲ᦠࢃࡿேᮦࡢ⫱ᡂ♫ࡢᢏ⾡ᬑཬດࡵࡿࡃࠊࣜ
ࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝࠊ㐃ᦠᏛ㝔ไᗘࢆ㏻ࡌࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ♫
ࡢ㧗ᗘேᮦࡢ㍮ฟࢆ┠ᣦࡋࡓ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰
Ꮫྲྀᚓ῭ࡢ༤ኈ◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ 3' ࢥ࣮ࢫ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡ㸧ࢆཷࡅධࢀࠊ
Ꮫྲྀᚓ๓ࡢᏛ㝔⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ '& ࢥ࣮ࢫ࡛ࡣ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡ㸧ࢆཷࡅධࢀࠊ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࣭⎔ቃศ㔝࠾ࡅࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿேᮦ⫱ᡂ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨  ᮇ୰㛗
ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡣ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧㸧ୖࡗ
ࡓࠋࡑࡢࠊ⏘⥲◊◊✲⪅ࡀᏛ㝔࠾࠸࡚ᩍဨࡋ࡚ㅮ⩏ࡸᏛ⏕ᣦᑟࢆ⾜࠺㐃ᦠᏛ㝔ไᗘࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊ⟃ἼᏛࢆጞࡵࡋࡓྛᏛ࠾࠸࡚ᘏ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡ㸧ࡢ㐃ᦠᏛ㝔
ᩍဨࢆ㏦ࡾฟࡋࠊ㡿ᇦ◊✲⪅ࡢᣢࡘ㧗ᗘ࡞▱ぢࢆᏛ㝔⏕ࡢᣦᑟά⏝ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
ᘬࡁ⥆ࡁࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝࠊ㐃ᦠᏛ㝔ไᗘࢆ㏻ࡌࠊ◊✲ᦠࢃ
ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ♫ࡢᢏ⾡ᬑཬດࡵࡿࠋ
 ࡲࡓࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ᥇⏝ቑຍྥࡅࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ᐊࡀᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾẖᖺᗘ㛤ദࡋ
࡚࠸ࡿࠕዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡࡢࡓࡵࡢ⏘⥲◊ᡤෆ⤂ᅾ⫋ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯࠖ࠾࠸
࡚ࠊࣛ࣎ࢶ࣮ࡸࣃࢿࣝᒎ♧࡞✚ᴟⓗ༠ຊࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࡋ࡚ᙜ㡿ᇦࡢᅾ⫋ዪ
ᛶ◊✲⪅ࢆᩘྡཧຍࡉࡏࠊዪᛶ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜࢆ࣓࣮ࢪࡉࡏࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᥇⏝ヨ㦂ᛂເ⪅࠾ࡼࡧ᥇⏝⪅࠾ࡅࡿዪᛶࡢẚ⋡ࡣቑຍࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
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ᗘࡣᘬࡁ⥆ࡁዪᏊᏛ⏕࣭࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮ࡢᗈሗάື✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊ᥇⏝ヨ㦂ᛂເ⪅࠾ࡼ
ࡧ᥇⏝⪅࠾ࡅࡿዪᛶࡢẚ⋡ࢆቑຍࡉࡏࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

 እ㒊ேᮦᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣ௨ୗࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ඛ㐍ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⟃ἼᏛ 7,$㸦ࡘࡃࡤࣀ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࣜ
ࢼ࣭ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ᣐⅬ㸧㐃ᦠᏛ㝔ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢥ࣮ࢫࡢ㐃ᦠㅮᗙ㸦 ᩍဨ㸧࡛
ㅮ⩏ࢆᢸᙜࡍࡿࡶࠊࡘࡃࡤࣀ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࣜࢼ㸦7,$㸧73(& ࡢ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛࠶ࡿࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ༠ຊࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ྡ Ꮫ⏕  ྡࠊ
♫ே  ྡ ࡢಟ⪅ࢆฟࡋࡓࠋ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿ⣼ィࡢಟ⪅ᩘࡣ  ྡ㐩ࡍ
ࡿࠋ
࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡶ㛵㐃ࡋ࡚ࠊᏛࡽ
ேᮦࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮࣭ᢏ⾡◊ಟ࡞ィ  ྡࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⯆ண⟬ࢆ⏝࠸ࡓ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂᴗ➼࡛ࡣࠊᖹᡂ 
ᖺᗘࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧ୖࡿேᮦ⫱ᡂࢆక࠺ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦)5($㸧
࣭࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㸦0+㸧⥲ྜࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞ࡢࣛࣥࢫάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗࡢ◊✲㛤
Ⓨேᮦᑐࡋ࡚⏘⥲◊ࡀ᭷ࡍࡿ◊✲▱ぢࡢᶫΏࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽ
ẖᖺᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡ㉸ࡢཧຍࡀᚓࡽࢀࡓࠋෆᐜⓗࡣࠊ◁ᒙᆺ 0+ 㛵ࡍࡿ
ྛ✀⏕⏘ቑ㐍ἲ㛵ࡍࡿሗ࿌ࡸࣁࢻ࣮ࣞࢺ㛵ࡍࡿᇶ♏≀ᛶࡢヰ㢟ࡢࠊ⾲ᒙᆺ 0+ ᅇᢏ
⾡㛤Ⓨ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡀ᪂ࡓሗ࿌ࡉࢀࡿ࡞ࠊࣁࢻ࣮ࣞࢺ◊✲ࡢ〈㔝ࡀᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⎔ቃ⟶⌮◊✲㒊㛛࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡣᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣ◊✲ᣐⅬ㸦685(㸧ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ദ
ࡢࣜࢧࢡࣝᢏ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ  ᅇ㛤ദࡋ㸦ྛᅇࡢཷㅮ⪅  ࠾ࡼࡧ  ྡ㸧ࠊື⬦⏘ᴗ࣭㟼⬦⏘ᴗ࣭
ᨻᗓᶵ㛵➼ࡢဨᑐࡋ࡚ࠊ㏆ᮍ᮶ࡢ㒔ᕷ㖔ᒣ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ຊྥୖⓎᒎດࡵࡓࠋ➨  ᮇ
୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿ⣼ィࡢฟᖍ⪅ࡣ  ྡ㸦 ᅇ㛤ദ㸧㐩ࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁእ㒊ேᮦᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࠊ㡿ᇦ◊✲⪅ࡢᣢࡘ㧗ᗘ࡞▱ぢ࣭ᢏ⾡ࢆ♫㑏
ඖࡋ࡚࠸ࡃぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

 ෆ㒊ேᮦ⫱ᡂ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㡿ᇦෆ◊✲㐃ᦠࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㡿ᇦ㛗ࡼࡿ㡿ᇦ㐠Ⴀ᪉㔪ࡢ
ඹ᭷ࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺ㛗ࡼࡿࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ᪂つ᥇⏝◊✲⪅ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲➼ࠊᙜ
㡿ᇦ⊂⮬ࡢ◊✲ὶ㸦( ( ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ࢆᖺ  ᅇ⛬ᗘᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱝᡭ◊✲ဨᣦᑟయไ
ࡋ࡚ࠊࣃ࣮࣐ࢿࣥࢺᑂᰝ  ᖺ๓ࡣ㡿ᇦᖿ㒊࠾ࡼࡧ◊✲ࣘࢽࢵࢺ㛗ࢆ๓ࡋࡓ◊✲㐍ᤖ≧ἣ
ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊✲ဨࡢᡤᒓࡍࡿ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡶᣦᑟ᪉㔪㛵ࡍࡿࢻ
ࣂࢫࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮࣐ࢿࣥࢺᑂᰝ  ࣨ᭶๓ࡣࠊ( ( ࣇ࢛࣮࣒࡚ࣛ㐍ᤖ≧ἣࢆሗ࿌ࡉ
ࡏࠊ㡿ᇦᖿ㒊ࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺᖿ㒊ࠊ⫈ㅮ⪅ࡼࡿࢻࣂࢫࢆ㏻ࡌࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮࣐
ࢿࣥࢺࡋࡓ◊✲ဨࡣ ࠊ ᖺ㛫ࡢ⏘⥲◊ෆእࡢฟྥࡢᶵࢆ࠼ࠊ2-7 ࡼࡿ◊✲࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺᴗົࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏ࡚ᑗ᮶ࡢᖿ㒊ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᾏእ
ࡢᏛ࣭◊✲ᶵ㛵࡛ࡢᅾእ◊✲ࡢࡓࡵࡢὴ㐵ᨭࢆ㛤ጞࡋࠊࡇࢀࡲ࡛  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ 
ྡ㸧ࡢᅾእ◊✲ࢆᨭࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡇࢀࡲ࡛ྠᵝෆ㒊ேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠺ࡶࠊ㡿
ᇦෆ◊✲㐃ᦠࢆ┠ⓗࡋࡓࣛࣥࢫࢆᙉࡋࠊᖜᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡗࡓ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿぢ㎸࡛
࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ⟃ἼᏛ 7,$ 㐃ᦠᏛ㝔ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢥ࣮ࢫ㐃ᦠㅮᗙࡢ㐠Ⴀࡸࠊ7,$73(& ࣃ࣮࢚࣡
ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢ㛤ദࠊ)5($ ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ேᮦࡢ⫱ᡂࠊ࣓ࢱ
ࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ◊✲ࡢࣛࣥࢫάືࠊ㒔ᕷ㖔ᒣᢏ⾡㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ➼ࠊᵝࠎ࡞እ㒊
ேᮦ⫱ᡂࡢᶵࢆయⓗタࡅࠊࡇࢀࡽࡢศ㔝࡛ࡢ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂ㈉⊩ࡋࡓࠋ
 ෆ㒊ேᮦ⫱ᡂ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㡿ᇦ⊂⮬ᐃᮇⓗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺࢆ㊬࠸ࡔ㐃
ᦠࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࣃ࣮࣐ࢿࣥࢺ๓ࡢⱝᡭ◊✲ဨᑐࡋࠊ㡿ᇦࢆᣲࡆ࡚ᣦᑟࡍࡿ
యไࢆᩚ࠼ࠊᑗ᮶ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃศ㔝ࢆᢸ࠺◊✲ேᮦࢆ⫱࡚ࡓࠋ᭦ࣃ࣮࣐ࢿࣥࢺࡋࡓ◊
✲ဨࡣࠊ2-7 ࡼࡿ◊✲࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏࡓࡾࠊᾏእ࡛ࡢᅾእ◊✲ࢆᨭࡋࡓࡾࡍࡿ
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ࡇࡼࡾࠊ⬟ຊࡢᖜዟ⾜ࡁࢆᣢࡓࡏࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ᙜ㡿ᇦࡢᑐ㇟ࡍࡿ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࡣࠊฟཱྀ㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛ࡢ␗࡞ࡿ◊✲⪅ࡀ⼥ྜࡋ
࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪂つ᥇⏝ࡼࡗ࡚ධᡤࡍࡿ◊✲⪅ࡣࠊᡤᒓࡍࡿࣘࢽࢵࢺෆ࡛◊✲
㐙⾜ᚲせ࡞ࡿ▱㆑ࡸ᪉ἲㄽࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇࡀከࡃࠊど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡀㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ➨  ᮇ࡛ࡣࠊ㡿ᇦෆࣛࣥࢫࢆタ⨨ࡋࠊ␗࡞ࡿ◊✲ࣘࢽࢵࢺᒓࡍࡿⱝᡭࡽ୰ሀ
ࢡࣛࢫࡢ◊✲⪅ࡢὶࢆಁ㐍ࡉࡏࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶࣛ
ࣥࢫάືࡢᣑ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᖜᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡗࡓ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜ㡿ᇦ࡛ࡣ◊✲ࣘ
ࢽࢵࢺᖿ㒊ࡸࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࠊᡤෆࡢせ⫋ዪᛶ◊✲⪅ࢆ✚ᴟⓗⓏ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢẚ
⋡ࡣ⣙ 㸣ప࠸ࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᥇⏝⪅࠾ࡅࡿዪᛶẚ⋡ࡣ๓ᖺᗘẚ࡛ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶ◊
✲⪅ࡢ᪂ே᥇⏝ࢆࡉࡽᣑࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ࡞ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ
ዪᛶ◊✲⪅ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ேᮦὶࢆᙉࡃ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾᏛࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ◊✲⫋ဨ
ࡢ᥇⏝ࡘ࡞ࡆࡿࠋࡇࢀຍ࠼ࠊᙜ㡿ᇦࡢዪᛶ◊✲⪅ࡼࡿዪᏊᏛ㝔Ꮫ⏕࣭࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮
ࡢ᠓ㄯ➼ࢆ⾜࠸ࠊዪᛶ◊✲ဨࡢ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ୰㛗ᮇⓗࡶඃ⚽࡞◊✲ேᮦࡢ☜ಖዪᛶ◊✲⪅ࡢẚ⋡ୖ᪼ࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࢡࣟ
ࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡸ 2,/ ไᗘࠊࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ࡞ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ➼
ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡉࡏࡿࠋ


㸰㸬ࠕᶫΏࡋࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ

㸦㸯㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡘ࡞ࡀࡿᇶ♏◊✲㸦┠ⓗᇶ♏◊✲㸧

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦ࡛ࡣࠕ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠖࡋ࡚ࠊḟୡ௦ࡁࡃᡂ㛗ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿከᙬ࡞◊✲
ࢸ࣮࣐ࢆ✚ᴟⓗⓎ᥀ࡋࠊ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ≉➹ࡍࡁ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡋ࡚ᑠ㡯┠㸦㸧࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧ࡼࡾࠕ㧗ᐜ㔞㠉᪂ᆺ㟁ụࠖࠕỈ⣲࢟ࣕࣜࠖ
ࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 పⅣ⣲♫ࡢᐇ⌧ྍḞ࡞⮬ື㌴ࡢ㟁ືࡸ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆά⏝ࡋࡓⓎ㟁ࡢᬑཬຍ
㏿ࡢࡓࡵࡣࠊᚑ᮶ࡢࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụ /,% ࢆ㉸࠼ࡿ㧗ᐜ㔞࣭┬㈨※࣭పࢥࢫࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿ
㠉᪂ⓗ࡞ḟ㟁ụࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢᬑཬࡣࠊ⌧⾜ࡢ࢞ࢯࣜࣥ⮬ື㌴ྠ⛬ᗘࡢ⯟⥆㊥㞳ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㧗ᐜ㔞ࡢḟ㟁
ụࡢ㛤ⓎࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢṇᴟᮦᩱೃ⿵࡛࠶ࡿ◲㯤ᮦᩱࡣ⌧ᅾᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿṇᴟᮦᩱẚ
⣙  ಸࡢ㧗ᐜ㔞ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ᨺ㟁㟁ゎᾮ⁐ฟࡍࡿࡓࡵᑑ≉ᛶㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛◲㯤ࢆ㔠ᒓ⤖ྜࡉࡏ㠀ᬗ㉁㔠ᒓከ◲≀ࡍࡿࡇ࡛ࠊᨺ㟁୰ࡢ㟁ゎᾮ
ࡢ⁐ฟࡀᢚไ࡛ࡁࠊ㧗ᐜ㔞࡛ࡢᨺ㟁ࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᙜヱṇ
ᴟ /L 㔠ᒓ㈇ᴟࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊᕷ㈍ /,% ྠ⛬ᗘࡢࢧࢬࡢ $K ⣭㟁ụࢆヨసࡋࠊ⌧⾜ /,% ࡢ
 ಸࡢ㉮⾜㊥㞳ࡀぢ㎸ࡵࡿ :KNJ ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࢆᐇドࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡇࡢ㟁ụࡢ
㛗ᑑྲྀࡾ⤌ࡳࠊᐇ⏝┠㏵ࢆࡘࡅࡿ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࡋ࡚ᨺ㟁  ࢧࢡࣝࢆぢ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ㸦㛵すࢭࣥࢱ࣮㸧
 ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᬑཬࡸ㟁ຊ⥙ࡢ㟂⤥ㄪᩚ⏝ࡢ㟁ຊ㈓ⶶ⏝㟁※ࡢ㔞ᑟධࡣࠊ㈨※ไ⣙ࡢ
࡞࠸పࢥࢫࢺ࡞ḟ㟁ụࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㇏ᐩ࡞㈨※ࡢࡳ࡛ᵓᡂ࡛ࡁࠊ⌧⾜ࡢࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ
㟁ụྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࣒࢝ࣜ࢘࢜ࣥ㟁ụὀ┠ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ ✀㢮
ࢆ㉸࠼ࡿ᪂つ࡞࣒࢝ࣜ࢘」ྜ㔠ᒓ㓟≀ṇᴟᮦᩱࢆྜᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ືస㟁
ᅽࡀ 9 ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㓟≀ṇᴟᮦᩱ࠾࠸࡚ /,% ྠ➼ࡢ 9 ⣭࡛ືసྍ⬟࡞㧗㟁ᅽṇᴟᮦᩱ
ࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⤌ᡂࡢ᭱㐺ࡼࡾࣜࢳ࣒࢘⣔ྠ➼௨ୖࡢẚᐜ㔞ࡢ 
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P$KJ ࢆᐇドࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㛵すࢭࣥࢱ࣮㸧
 ⌧⾜ࡢࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢ⌮ㄽᐜ㔞ࢆ㉸࠼ࡿᚑ᮶ࡢ㟁ụ⣔ࡣ␗࡞ࡿཎ⌮࡛ືసࡍࡿ㠉᪂
㟁ụࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㠉᪂㟁ụࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿள㖄✵Ẽ㟁ụࡣᐜ㔞࠾ࡼࡧᏳᛶࡀ㧗࠸୍᪉ࠊ
⌧≧࡛ࡣẼ୰ࡢ㓟⣲ᛂࡀ࠾ࡇࡿ✵Ẽᴟࡢᛂᛶࢆྥୖࡉࡏࡿゐ፹ᛶ⬟ࡢ㊊ࡼࡾຠ⋡
ࡼࡃᨺ㟁ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㐣㟁ᅽ ࠊࡲࡓ㈇ᴟഃ࡛ᨺ㟁⏕ࡌࡿᶞᯞ≧ ࢹࣥࢻࣛࢺ ࡢள㖄ࡢ
ᯒฟࡼࡿෆ㒊▷⤡➼ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㓄㧗ศᏊ 02) ࢆ㗪ᆺ࣭๓㥑యࡋ࡚
⏝࠸ࡓᶵ⬟ᛶⅣ⣲ᮦᩱྜᡂἲࢆά⏝ࡋࠊⓑ㔠ẚࡼࡾάᛶࡢ㧗࠸✵Ẽᴟゐ፹ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ02) ࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈࡢྜᡂᡂຌࡋࠊࡇࢀࢆ๓㥑యࡋ࡚⇕ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡛
᪂つ࡞ᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿࢥࣂࣝࢺࢆᢸᣢࡋࡓࢼࣀ࣮࢝࣎ࣥゐ፹ࢆ㛤Ⓨࡋࠊⓑ㔠ẚ㐣㟁ᅽࡀ 9
ࢆᢚไࡋࠊࡘ᭱ฟຊࡀ  ಸ࡞ࡿ㧗ᛶ⬟࡞㠀㈗㔠ᒓ✵Ẽᴟゐ፹ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊࡉࡽࢥࣂࣝࢺ࡞ࢆ⏝࠸ࡎྠ➼ࡢάᛶࠊ⪏ஂᛶࢆ᭷ࡍࡿ࣓ࣞࢱࣝࣇ࣮ࣜࡢ㟁ᴟゐ፹
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
㸦&K(02,/㸧

 ⬺▼⇞ᩱ㸦పⅣ⣲♫㸧ྥࡗ࡚ࠊỈ⣲ࢆḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡍࡿ♫ࡢᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊయ✚࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࡢᑠࡉ࠸Ỉ⣲ࢆຠ⋡ࡼࡃ㈓ⶶ࣭㐠ᦙࡍࡿᡭẁࡋ࡚ࠊ
ࣥࣔࢽࠊ࣓ࢳࣝࢩࢡࣟ࣊࢟ࢧࣥ࡞ࡢỈ⣲࢟ࣕࣜࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣⓎ
㟁➼ࡢつᶍ⏝ࡢⅬ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỈ⣲〇㐀࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡀపࡃࠊ୰ᑠつᶍ࡛ࡢ
⏝ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊΥຍ ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊࢠ㓟ࡽ㧗ᅽ 03D ㉸
Ỉ⣲ࡢ⏕⏘ࡀྍ⬟࡞ゐ፹ࢆ㛤Ⓨࡋࠊࢠ㓟ࡢỈ⣲࢟ࣕࣜࡋ࡚ࡢඃࢀࡓ≉ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊỈ⣲㈓ⶶࡢほⅬࡽࠊࣝ࢝ࣜỈ㟁ゎࡼࡿỈ⣲〇㐀ࢆ⤒⏤ࡍࡿࡇ࡞ࡃప㟁࡛ࡢ
㓟Ⅳ⣲㟁ゎ㑏ඖࡼࡾ࢚ࢿ㟁ຊࡽ┤᥋ࢠ㓟ྜᡂࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᚑ᮶ࠊ㧗 㧗
ᅽ᮲௳㸦Υ௨ୖ03D㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㓟Ⅳ⣲ࡽࡢ࣓ࢱࣀ࣮ࣝྜᡂࢆࠊ㧗ᛶ⬟ゐ፹ࡢ
㛤Ⓨᛂ᮲௳ࡢ᭱㐺ࡼࡾࠊప ᛂ᮲௳ୗ㸦Υ௨ୗ㸧࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᮏᡂ
ᯝࡼࡾࠊ㓟Ⅳ⣲ࡢ᭷ຠ⏝ࡶࠊࡢỈ⣲࡛࢟ࣕࣜࡣ฿ᗏᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠕ⇞ᩱ㟁ụ
ࡢຎཎᅉ࡛࠶ࡿ୍㓟Ⅳ⣲ࢆ⏕ࡋ࡞࠸㧗ᅽỈ⣲ࡢ⡆౽࡞౪⤥ࠖࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ
㓟Ⅳ⣲ࡽࡢࢠ㓟ࢆ〇㐀ࡍࡿゐ፹ࡢ㧗ᛶ⬟࣭ᅛᐃࡼࡿ⏕⏘ᛶྥୖࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ

 ࠕ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠖ࠾ࡅࡿࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ♧
ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫ⸆ရࡢ〇㐀ࡣ⭾࡞▼⇞ᩱࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ┬࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡸ㓟Ⅳ⣲ࣇ࣮ࣜࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏘⥲◊ࡣࠊẅ⳦ࡸ⁻ⓑࠊὙί࡞ࡢ⏝
㏵࡛⏝ࡉࢀࡿ㐣㓟Ỉ⣲ࡸḟளሷ⣲㓟࡞ࡢ㓟ⓗ࡞᭷⏝Ꮫ⸆ရࢆࠊኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ
⏝ࡋ࡚〇㐀ࡍࡿ㧗ᛶ⬟࡞ග㟁ᴟᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡇࡢ᪂つศ㔝ࢆᗈࡃ㛤ᣅࡋ࡞ࡀࡽㄽᩥ≉チࢆฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᭷ᶵྜᡂ㓟ࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿ  ౯ࢡ࣒ࣟ㓟⏕ᡂ࠾ࡅࡿ㟁ὶຠ
⋡㸦㟁Ꮚࡢᛂ㑅ᢥᛶ㸧ࡀ⣙ 㸣࡞ࡿᛂࣉࣟࢭࢫࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⎔≧ⅣỈ
⣲ࡽࢼࣟࣥཎᩱࢆ⏕ᡂࡍࡿᛂ࠾ࡅࡿ㟁ὶຠ⋡ࡀ 㸣㏆࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊ㧗࠸㟁ὶຠ⋡ࡢᛂࡢ✀㢮ࢆ᭦ቑࡸࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏศ㔝࠾ࡅࡿᗈ࠸≉チ⩌ᵓ⠏ࡢᙉ
ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳ㉳※ࢆ᭷ࡍࡿ㉸⮫⏺ᆅ⇕ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋࡓ㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡼ
ࡾࠊ୍ᆅⅬ࡛ 0: ௨ୖࡢ⭾࡞Ⓨ㟁ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⏘⥲◊ࡀ୰
ᚰ࡞ࡾࠊẸ㛫ᴗ࣭Ꮫඹ㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡢྍ⬟ᛶ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊၟ⏝Ⓨ㟁ࡀྍ⬟࡞ࡇࢆ
ぢฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊヲ⣽࡞ㄪᰝ᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ୍ᆅⅬ࡛ 0: ௨ୖࡢ⤒῭ᛶࢆ
᭷ࡍࡿⓎ㟁ࢆᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᆅୗ NP ࡲ࡛ࡢ῝ᗘࡢ
ヨ᥀ྥࡅࡓ๓ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ᖺᗘᮎࡲ࡛⾜࠺ヨ᥀᭷ᮃᆅⅬࡢ㑅ฟ
ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡇ࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࡢホ౯ࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ㸦)5($㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
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 Ỉ⣲⎔ቃୗ࡛㔠ᒓᮦᩱࡢᘬᙇᙉࡉࠊఙࡧ࡞ࡢᮦᩱᙉᗘ≉ᛶࢆపୗࡉࡏࡿỈ⣲⬤⌧㇟ࡣࠊᙉ
ᗘ≉ᛶࡀ㧗࠸㢧ⴭ࡞ࡿࡓࡵࠊᘬᙇᙉࡉ 03D ࢆ㉸࠼ࡿ⪏Ỉ⣲⬤ᮦᩱࡣᮍࡔᐇ⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮦᩱ࠼ࡿỈ⣲ࡢᙳ㡪ࢆࢼࣀࡽ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡲ࡛࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮࡛ࣝゎ
ᯒࡋࠊỈ⣲⬤⌧㇟ࡢ᰿※ⓗ⌮ゎࡑࢀᇶ࡙ࡃ᪂つ㧗ᙉᗘ⪏Ỉ⣲⬤ᮦᩱ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᣦ㔪ࡢ
ᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊỈ⣲⎔ቃୗ࡛ࡢ⣧㕲ࡢࡁඛ➃㒊࠾࠸࡚Ỉ⣲ࡀረᛶኚᙧ
ࢆᢚไࡍࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟࡋࠊᚑ᮶ࡣ࡞࠸᪂ࡓ࡞Ỉ⣲⬤ࣔࢹࣝࢆᥦࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ
࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝゎᯒࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊኚᙧ࣭◚ቯᣲືࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊᐇ㦂࡛ᚓ
ࡽࢀࡓỈ⣲⬤ᣲືࢆ⌧ྍ⬟࡞ຊᏛࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
㸦+\GUR0DWH㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 ᮍ⏝⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ᭷⏝࡞㟁ຊኚ࡛ࡁࡿ⇕㟁ኚᢏ⾡ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊኚຠ⋡
ࡢྥୖࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡᢏ⾡࡛ࡣ 㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓኚຠ⋡ࢆࠊࢼࣀᵓ㐀ࡢᙧᡂࡼࡾᖹᡂ
 ᖺᗘࡣ 㸣ࠊ㟁Ⲵ࢟ࣕࣜ⃰ᗘࡢไᚚ➼ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ 㸣ྥୖࡉࡏࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊኚຠ⋡ࡢ㧗ຠ⋡ᚲせྍḞ࡛࠶ࡗࡓࢸࣝࣝ࠸ࡗࡓᕼᑡඖ⣲ࢆ㈨※ไ
⣙ࡢᑡ࡞࠸◲㯤࠸ࡗࡓỗ⏝ⓗ࡞ඖ⣲௦᭰ࡋࡓ⇕㟁ᮦᩱࢆ㛤Ⓨࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
 ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᛂ⏝ྥࡅࡓࢲࣖࣔࣥࢻ༙ᑟయ㛵㐃ᢏ⾡࡛ࡣࠊࡑࡢᮦᩱ≉ᛶࡽ᭱
㧗ࡢࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫᛶ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗ရ㉁ࡢࢭࣥࢳ⣭ᆺ⤖ᬗᐇ⌧ࢹࣂࢫࣉࣟ
ࢭࢫࡢ☜❧ࡀ㘽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘᇶᮏࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿࢆ㐍ࡵ࡚ࣃ࣮࣡ᛂ⏝ᚲ㡲
࡞ࡿಙྕ㟁ᅽࢆࡅࡓࡢࡳᑟ㏻ࡍࡿ ࣀ࣮࣐ࣜ࢜ࣇᆺ 026)(7 ࡢືసᐇドୡ⏺࡛ึࡵ࡚ᡂຌ
ࡋࡓࠋࢹࣂࢫᵓ㐀ᙧᡂ⏝ࡢᆺ࢙࢘ࣁ㛤Ⓨࡶ୪⾜ࡋ࡚㐍ࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᚑ᮶ࡢ⣙  ಸࢧ
ࢬࡢ FP ࢙࢘ࣁࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝ࡛ࢲࣖࣔࣥࢻ༙ᑟయࡢᐇ⏝ⓗ࡞ࢹࣂࢫᛂ⏝࣏
ࢸࣥࢩࣕࣝࢆᐇドࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡇࢀࡽࡢᆺ࢙࢘ࣁࢆ⏝࠸ࡓࢲࣖࣔࣥ
ࢻ SLQ ࢲ࣮࢜ࢻ࡛ࢩࣜࢥࣥࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫẚ⫪ࡍࡿ⪏ᅽ N9 ࢆᐇ⌧ࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ྛ✀⏘ᴗᗫỈࡢ⏕≀ᏛⓗᗫỈฎ⌮࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢭࢫࢆ㧗ຠ⋡࣭┬࢚ࢿ࣭పࢥࢫࢺࡍࡿ
ࡓࡵࡣࠊ᭷ᶵ≀ศゎࡢ୰᰾࡞ࡿᚤ⏕≀㞟ᅋࢆྵࢇࡔάᛶởἾࡢไᚚࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊά
ᛶởἾ୰ࡢᚤ⏕≀⩌㞟ࡢ⥙⨶ⓗゎᯒࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ⎔ቃ୰ࡢ⭾࡞㑇ఏ
ሗࡀྲྀᚓྍ⬟࡞ḟୡ௦ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊせᵓᡂᚤ⏕≀࡛࠶ࡿࠕ⣽⳦ࠖࡢつᶍྠᐃ
ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊởἾ࠾ࡅࡿཎ⏕ື≀➼ࡢ㔜せᛶࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ
⣽⳦ࡼࡾ㧗➼ࡘࡁ࡞ᚤ⏕≀࡛࠶ࡿࠕ┿᰾⏕≀ࠖࡢつᶍྠᐃᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࠊୡ⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝ
㸦 ࢧࣥࣉࣝᙜࡓࡾ  ✀ࣞ࣋ࣝ㸧࡛ᐇ⏘ᴗᗫỈฎ⌮ởἾ୰ࡢせ࡞┿᰾⏕≀ࡢ≉ᐃᡂຌࡋࡓࠋ
ᮏᡂᯝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡢ 6,3 ᡓ␎ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜
⏘ᴗ㸧ࡘ࡞ࡀࡢ᥇ᢥࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ」ᩘᴗࡀ᭷ࡍࡿྛ✀⏘ᴗᗫỈởἾࢆゎᯒ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ␗࡞ࡿᗫỈ✀ࡸࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿᚤ⏕≀✀ࡢሗࡢ✚࣭ᣑࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ

 ➨  ᮇ୰㛗ᮇィ⏬ᮇ㛫࠾ࡅࡿࠕ┠ⓗᇶ♏ࠖ◊✲ࡢホ౯ᣦᶆ࡞ࡿㄽᩥⓎ⾲ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ࠊࠊ ሗ࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ᭶
ᮎⅬ࡛  ሗ㸦┠ᶆ  ሗ㸧ᖺྠ᭶ẚ 㸣࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ࢆᖜୖᅇࡗࡓᖺᗘྠỈ
‽࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘⓎ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࡢෆ 4 ࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸦ྛ◊✲ศ
㔝࠾ࡅࡿ ,) ୖ 㸣ࡢ㞧ㄅ㸧ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࡣᖹᆒ 㸣㸦4 ࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸦ྛ◊✲ศ㔝࠾
ࡅࡿ ,) ୖ 㸣ࡢ㞧ㄅ㸧ࢆྵࡵࡿ 㸣㸧࡛࠶ࡾࠊㄽᩥⓎ⾲ᩘࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㉁ࡢ㧗࠸㞧
ㄅ⥅⥆ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋㄽᩥ⿕ᘬ⏝ᩘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣ ࠊࠊ ᅇ࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ࢆୖᅇࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᭶ᮎⅬ࡛ 
㸦┠ᶆ 㸧࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ࢆᖜୖᅇࡗࡓࠋ◊✲㡿ᇦ㛵ಀ࡞ࡃẚ㍑ࡀྍ⬟࡞ᣦᶆ࡛࠶ࡿ
┦ᑐ⿕ᘬ⏝ᗘ㸦&DWHJRU\1RUPDOL]HG&LWDWLRQ,PSDFW &1&, 㸧ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡢᖹᆒ࡛  ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺ᖹᆒࡢ  ࡽࡁࡃୖᅇࡾࠊࡲࡓࠊ&ODULYDWH$QDO\WLFV ♫ࡢ +LJKO\
&LWHG5HVHDUFKHUV㸦᪥ᮏ࡛ࡣ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
㸧
  ௳㸦 ྡ㸧ࡀ  ᖺ㐃⥆㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡛㑅ฟࡉࢀࡿ࡞ࠊ㉁ࡢ㧗࠸┠ⓗᇶ
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♏◊ᡂᯝࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ㉁ࡢ㧗࠸┠ⓗᇶ♏◊✲ᡂᯝࢆ᥎㐍ࡋࠊㄽᩥ
ᘬ⏝ᩘ࡛ࡣ  ᅇࠊㄽᩥⓎ⾲ᩘ࡛ࡣ  ሗࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ࠕ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠖ࠾࠸࡚≉➹ࡍࡁ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠕ㧗ᐜ㔞㠉᪂ᆺ㟁ụࠖ࠾ࡼࡧࠕỈ⣲࢟
ࣕࣜࠖࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 㔠ᒓከ◲≀ṇᴟᮦᩱࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢṇᴟᮦᩱࡢ⣙  ಸࡢ㧗ᐜ㔞ᡂຌࡋࠊࡇࢀ
ࢆ⏝࠸࡚ᕷ㈍㟁ụࢧࢬ㸦ྠ➼ᐜ㔞㸧ࡢࣜࢳ࣒࢘㟁ụࢆヨసࡋࠊ⣙  ಸࡢ㧗࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘ
ࢆᐇドࡋࡓࠋ㧗ᐦᗘ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㈓ࡵࡽࢀࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾᑠᆺ㍍㔞ࡢḟ㟁ụࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㣕⾜యࡢᦚ㍕ࡶど㔝ධࢀࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋᮏᡂᯝࡣ
-RXUQDORI$PHULFDQ&KHPLFDO6RFLHW\ ,) ࢆࡣࡌࡵࠊྜィ  ሗㄽᩥᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ
㸦㛵
すࢭࣥࢱ࣮㸧
 ᪂ᆺ࣒࢝ࣜ࢘࢜ࣥ㟁ụࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ㧗ᛶ⬟࡞㟁ᴟᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡼࡾࠊ㈨※ไ⣙ࡢᑡ࡞࠸పࢥ
ࢫࢺ࡞࣒࢝ࣜ࢘࢜ࣥ㟁ụࡢᐇ⌧ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋᚋࡣᮦᩱࡢ㧗ᛶ⬟ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶ
ࠊ㟁ụ࡛ࣞ࣋ࣝࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ᐇドࢆ┠ᣦࡋࠊ㟁ຊ㟂⤥ㄪᩚࡢࡓࡵࡢ㟁
ຊ㈓ⶶࢩࢫࢸ࣒ࡢᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᡂᯝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV
㸦,)㸧ᥖ㍕ࡉࢀࠊࡉࡽ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺➼  ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋ
㸦㛵すࢭࣥࢱ࣮㸧
 02) ⏝ࡢ㧗ᛶ⬟✵Ẽᴟゐ፹㛤Ⓨ࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢⓑ㔠ゐ፹ࡃࡽ㧗ᛶ⬟ࢆᐇ⌧ࡋࠊᏳ౯ࡘ㧗
ฟຊࡢள㖄㸫✵Ẽḟ㟁ụᇶ࡙ࡃ㧗ຠ⋡పࢥࢫࢺ࡞㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧㈨ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚
㧗ࡃᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏᡂᯝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ $GYDQFHG(QHUJ\0DWHULDOV ,) ࡣࡌࡵࠊ
,) ௨ୖࡢㄽᩥྜィ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᚋࡣࠊ✵Ẽᴟゐ፹ࡢᛶ⬟ྥୖຍ࠼ࠊ㟁ゎ㉁ࡢ㛤Ⓨࢆ
㐍ࡵࠊ㧗ᛶ⬟ள㖄✵Ẽ㟁ụࡢᐇドࢆ┠ᣦࡍ㸦&K(02,/㸧ࠋ

 ࢠ㓟࣭࣓ࢱࣀ࣮ࣝ㓟Ⅳ⣲ࡢ┦ኚࢆ⏝ࡋࡓỈ⣲࡛࢟ࣕࣜࡣࠊ⊂⮬ࡢゐ፹㛤Ⓨࡼ
ࡾࠊࢠ㓟ࡽࡢ㧗ᅽỈ⣲Ⓨ⏕ࠊ࠾ࡼࡧ㓟Ⅳ⣲ࡽࡢ㧗ຠ⋡࡞ࢠ㓟࣭Ꮫရྜᡂࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ
ࢠ㓟ࡣඃࢀࡓᾮయ⣔Ỉ⣲࡛࢟ࣕࣜ࠶ࡿࡶࠊ03D ௨ୖࡢ㧗ᅽỈ⣲ࡢపࢥࢫࢺ࡞౪⤥ࡼ
ࡾࢠ㓟ࢆ⏝࠸ࡓỈ⣲࢞ࢫࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢᐇドࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㓟Ⅳ⣲ࡽࡢ㧗ຠ⋡࡞
࣓ࢱࣀ࣮ࣝྜᡂࡣࠊ⇞ᩱ⏝ຍ࠼࡚ࠊ㟂せࡢࡁ࠸࢜ࣞࣇࣥ➼ࡢᇶ♏Ꮫရࡢ⏝ࡀᐃ
࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㓟Ⅳ⣲ࡢ᭷ຠ⏝ྥࡅࡓከ࡞ᐤࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᚋࠊᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵ࠊ
⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫ᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࠊ
&KHPLFDO5HYLHZV㸦,)ࠊ⥲ᘬ⏝ᩘ  ᅇ㸧
ࠊ$GYDQFHG(QHUJ\0DWHULDOV㸦,)㸸㸧➼ࡢ
⥲ㄝࡸࠊ$&6&DWDO\VLV㸦,)㸧 ሗ࡞ⴭྡ࡞㞧ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ▼ἜᏛᖹᡂ
 ᖺᗘ➨  ᅇㄽᩥ㈹ࢆཷ㈹ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪥หᕤᴗ᪂⪺➼  ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

 ࠕ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠖ࠾ࡅࡿࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ
௨ୗ♧ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ኴ㝧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝࠸ࡓග㟁ẼᏛⓗ࡞ᛂࡼࡿ᭷⏝Ꮫရ〇㐀㛵ࡋ࡚ࠊẅ⳦ࡸ⁻ⓑࠊὙ
ί࡞ࡢ⏝㏵⏝ࡉࢀࡿ㐣㓟Ỉ⣲࡞ࡢ㓟ࢆ⡆᫆⏕⏘ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊẅ⳦⁐ᾮ
〇㐀⨨➼ࡢᑠつᶍᕷሙࢆ≺ࡗࡓ᪩ᮇᐇ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࡢኴ㝧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ᭷⏝
Ꮫရ〇㐀ᢏ⾡ࡽⓎᒎࡋࡓྛ✀㟁ᴟゐ፹ᢏ⾡ࡣࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㟁ຊࢆ⏝ࡋࡓ
3RZHUWR*DV ẚ࡚ࠊࡉࡽ⤒῭ᛶࡢ㧗࠸つᶍ࡞ 3RZHUWR;㸦Ỉ⣲㸩㧗ຍ౯್ရ㸧ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏ᐤࡋࠊ⤖ᯝࡋ࡚⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ᑟධࡢಁ㐍ࡘ࡞ࡀࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ࡲࡓࠊ㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍ᆅⅬ࡛ 0: ௨ୖࡢ⤒῭ᛶࢆ᭷ࡍࡿⓎ㟁ࢆᐇ⌧ྍ
⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᭷ᮃᆅⅬࡢ㑅ฟࠊⓎ㟁㔞ࡢヲ⣽ホ౯➼ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊ ᖺ௨
㝆ࡢ㉸⮫⏺ᆅ⇕㈨※ࡼࡿᅜෆⓎ㟁⥲ᐜ㔞ࢆࠊ⌧ᅾࡢ▼ⅣⅆຊⓎ㟁㸦⣙ *:㸧⛬ᗘࡢᩘ *:
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⛬ᗘࡲ࡛ቑࡉࡏࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡢᖜ࡞๐ῶᐤࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ᪥หᕤᴗ᪂⪺࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦)5($㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ⌧≧ࡢつ᱁ᮦᩱ࡛ࡣྍ⬟࡞ 03D ௨ୖࡢᘬᙇᙉࡉࢆ᭷ࡍࡿ⪏Ỉ⣲⬤ᮦᩱࡢ㛤Ⓨᣦ㔪ࢆ
ᑟࡃࡇ࡛ࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡸỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡢ㧗ᅽỈ⣲࢞ࢫ⏝ᶵჾ࠾ࡅࡿỈ⣲㈓ⶶ
ᐜჾࡸ㓄⟶ࡢ᭦࡞ࡿⷧ⫗ࠊ㍍㔞ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡼࡾ㧗ᅽỈ⣲࢞ࢫ⏝ᶵჾࡢᬑཬࡀಁ
㐍ࡉࢀࠊಙ㢗ᛶ⤒῭ᛶࡀ୧❧ࡋࡓỈ⣲♫ࡢᐇ⌧㈉⊩ࡍࡿࠋ
㸦+\GUR0DWH㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 㧗ᛶ⬟࡞⇕㟁ኚᮦᩱࢆ㛤ⓎࡋࠊⓎ㟁ຠ⋡ 㸣ࢆ᭷ࡍࡿ⇕㟁ኚࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࡓࠋ
⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡀ 㸣ࡢ⇞㈝ྥୖࡢࡓࡵࡋࡢࡂࢆ๐ࡿ୰ࠊ⮬ື㌴ࡢ⇕ᅇ㐺⏝ࡋࡓሙྜࠊ
Ⓨ㟁ຠ⋡ 㸣ࡣ 㸣௨ୖࡢ⇞㈝ᨵၿ┦ᙜࡋࠊᮏ᱁ᐇ⏝㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀࡿ್࡛࠶ࡿࠋࡶᕤ
ሙ➼ࡽࡢᗫ⇕ࢆ⏝࠸ࡓⓎ㟁ࡢᛂ⏝ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ࡞࠾ᮏᡂᯝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ (QHUJ\ 
(QYLURQPHQWDO6FLHQFH㸦,)㸧࡞ࡢⴭྡ࡞㞧ㄅᡂᯝࡀᥖ㍕㸦➨  ᮇ㸸 ሗ㸧ࡉࢀࠊ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺➼  ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠕᰴᘧ♫ࣔࢵࢱࢼ࣭࢚ࢼࢪ࣮ࠖࡢ❧
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧ࡘ࡞ࡀࡿ➼ࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᚋࡣࠊ⪏ஂᛶྥୖࢥ
ࢫࢺ๐ῶࡴࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚ࠊᢏ⾡ࡢᬑཬົࡵࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢲࣖࣔࣥࢻࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢᮦᩱ㺃ࣉࣟࢭࢫᇶ┙ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋᐇ⏝ࡢ㐨➽ࡀ♧ࡏ
ࡓࠋࢲࣖࣔࣥࢻࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡣࠊⅣࢣ⣲ࢆࡄ㧗࠸⪏ᅽ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵࠊ㉸㧗㟁ᅽ㡿
ᇦ࡛ࡢ㟁ຊᶵჾࡢᑠᆺࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᢏ⾡ࡼࡾࠊ♫ࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡿ㏦㓄㟁ࢩࢫࢸ࣒࡞
ࡢᑠᆺࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋ

⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ḟୡ௦ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ⎔ቃᚤ⏕≀ゎᯒᡭἲࡼࡾࠊ┿᰾⏕≀⣽⳦ࡢᤕ㣗㸫⿕㣗㛵ಀ
࡞ࠊởἾ୰࡛ࡢᚤ⏕≀ືែࡢヲ⣽࡞ゎᯒࡀࡉࡽ㐍ࡳࠊ┿᰾⏕≀ࡼࡿ⣽⳦ᤕ㣗ࡢಁ㐍➼ᇶ
࡙ࡃởἾᾋୖ㸦ᅛᾮศ㞳⬟ࡢపୗ㸧ࡢゎỴࡸởἾῶᐜࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ࠕ┠ⓗᇶ♏ࠖ◊✲ࡢࢸ࣮࣐タᐃࡣࠊᑗ᮶ࡢࠕᶫΏࡋࠖࡢᇶ♏࡞ࡿ㔜せ㡯࡛࠶ࡿࠋᡂᯝࡢ༙
ᩘࡣྛ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ ,) ୖ 㸣ࡢ㞧ㄅࡢㄽᩥㄅ࡛࠶ࡿ 4 ࢪ࣮ࣕࢼࣝᥖ㍕ࡉࢀࠊ⿕ᘬ⏝ᩘ
ࡶከࡃࠊ㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᖖ㛗ᮇⓗᒎᮃࢆぢᤣ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞◊✲ࢩ࣮ࢬࢆⓎ
᥀ࡋ⥆ࡅࡿࡇࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࣭ᚋᮇࢆ㏻ࡌࡓ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ࠾࠸
࡚ࠊᮍ᮶⏘ᴗࢽ࣮ࢬࢆᥗࡴດຊࢆᛰࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㡿ᇦෆࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᮦᩱ◊✲㛵ࡍ
ࡿࣛࣥࢫάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬⏤᪂ࢸ࣮࣐ࢆ㆟ㄽࡋࠊ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥᇶ࡙࠸ࡓ᪂ࡓ࡞◊✲
㛤Ⓨࢸ࣮࣐ࡢⓎ᥀ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡉࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊ ᖺྥࡅࡓ㡿ᇦࡢᮍ᮶◊✲ࢸ࣮࣐
ࡢ᳨ウࡶ㛤ጞࡋࡓࠋᏛࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡸࠊ2,/ ไᗘࢆά⏝ࡋࡓࠕ┠ⓗᇶ♏ࠖ
◊✲ຊࡢᙉࡶᘬࡁ⥆ࡁὀຊࡍࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊࡃ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨࡀᛴ㏿㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ
࿘▱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ௦༶ࡋࡓ⏘ᴗࢽ࣮ࢬࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊᚋ㔜せ࡞ࡿࢩ࣮ࢬ㛵㐃ࡍ
ࡿᇶ♏◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᮦᩱࠊ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ㡿ᇦෆࣛࣥࢫࢆ㏻ࡌࡓࢽ࣮ࢬᢕᥱດࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰㛗ᮇⓗࡣࠊ௦ࡢ
ኚࡶᑐᛂࡍࡿࡃࠊࣛࣥࢫάືࡢࢸ࣮࣐ࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᡂ
ᯝⓎಙࡋ࡚ࡣㄽᩥࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᙜ㡿ᇦࡣ 4 ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢᥖ㍕ࡀ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝ⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᚋࡶ㉁㔞ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ㧗 ,) 㞧ㄅࡢᢞ✏ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡃࠋ


㸦㸰㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ
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࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࠾࠸࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗࡢཷク◊✲➼⤖ࡧࡃ◊✲㛤Ⓨࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ≉ࠊබⓗእ㒊㈨㔠ࢆຠᯝⓗ⏝ࡋࡓ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ୰ᚰ◊
✲㛤Ⓨࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ≉➹ࡍࡁ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡋ࡚ᑠ㡯┠㸦㸧᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿ
ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧ࡼࡾࠕ㉸㧗ຠ⋡ኴ㝧ගⓎ㟁ࠖ㸦㸧⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧ࡼࡾࠕᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣ㛤Ⓨࠖࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 ኴ㝧ගⓎ㟁ࡣࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑟධࡼࡿపⅣ⣲♫ࡢᐇ⌧ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀࡞ࡢ
ほⅬࡽࠊࡑࡢᬑཬࡀ㔜せㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ↓ᑾⶶࡘᆅᇦⓗ࡞೫ᅾࡀᑡ
࡞࠸ࡇ࡞ࡽᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊᅜᅵࡢ⊃࠸ᡃࡀᅜ࡛ࡣኴ㝧ගⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨⟠ᡤࡀ
㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭦࡞ࡿ⏝ྥࡅ࡚ࡣࠊ㌴㍕ࡸᘓᮦ࡞ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢ᪂⏝
㏵㛤Ⓨࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᚑ᮶ࡢ⤖ᬗࢩࣜࢥࣥኴ㝧㟁ụ࠾࠸࡚ࡣタ⨨㠃✚ࡸタ⨨᮲
௳࡞ࡢไ⣙ࡽࠊ㌴㍕ࡸᘓ≀࡞ࡢ᪂⏝㏵ࡢ㐺⏝ࡣᐜ࡛᫆࡞ࡃࠊ㉸㧗ຠ⋡ኴ㝧㟁ụࢹࣂࢫ
ࡸࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝኴ㝧㟁ụࢹࣂࢫ࡞ࡢ㠉᪂ⓗኴ㝧ගⓎ㟁ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㧗ຠ⋡⏝ࡣࠊᗈ⠊࡞ኴ㝧ගࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢኴ㝧㟁ụ
ྠኈࡢ᥋ྜᢏ⾡ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ⏘⥲◊࡛ࡣࠊࣃࣛࢪ࣒࢘ࢼࣀ⢏Ꮚࢆ⏝ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ኴ㝧㟁ụࢆ⮬
ᅾ᥋ྜࡍࡿࢫ࣐࣮ࢺࢫࢱࢵࢡᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ㏻ᖖࡢ⤖ᬗᡂ㛗࡛ࡣస〇
ᅔ㞴࡛࠶ࡿϪϬ᪘  ᥋ྜኴ㝧㟁ụࢆస〇ࡋࠊኚຠ⋡ 㸣ࢆᐇドࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㏻ᖖࡢࢩࣜ
ࢥࣥኴ㝧㟁ụ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ 㸣௨ୖࡢኚຠ⋡ࢆࠊᶵ㛵࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠸⊂⮬ࡢపࢥࢫࢺᢏ⾡
࡛㐩ᡂࡋࡓ࠸࠺ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᬗࢩࣜࢥࣥኴ㝧㟁ụࢆ
ϪϬ᪘ኴ㝧㟁ụ᥋ྜࡋ࡚స〇ࡋࡓ  ᥋ྜኴ㝧㟁ụ࡛ኚຠ⋡ 㸣ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋࡲࡓ㠃✚
ኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝస〇ᢏ⾡☜❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊከᩘࡢኴ㝧㟁ụࢆ୍ᣓࡋ࡚᥋ྜྍ⬟࡞୍ᣓ㌿ᢏ
⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓࣔࢪ࣮ࣗࣝヨసࡶ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࡢ  ᥋ྜኴ㝧㟁ụ࡛
㸣㉸ࡢኚຠ⋡ࢆ㐩ᡂぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
 㧗ຠ⋡ϪϬ᪘ྜ≀ኴ㝧㟁ụࡣ〇㐀ࢥࢫࢺࡢไ⣙ࡽࠊᚑ᮶ࡣᏱᐂ⏝࡞⏝㏵ࡀ㝈ᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆᆅୖ࡛⏝ࡋኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࢆᣑࡍࡿࡣࠊ〇㐀ࢥࢫࢺࡢపῶࡀ㘽
࡞ࡿࠋపࢥࢫࢺࡘ㧗ࢫ࣮ࣝࣉࢵࢺϪϬ᪘ྜ≀ኴ㝧㟁ụࢆ〇㐀ࡍࡿࡓࡵࣁࢻࣛࢻẼ
┦ᡂ㛗㸦+\GULGH9DSRU3KDVH(SLWD[\ࠊ+93(㸧⨨ࢆ㝧᪥㓟ᰴᘧ♫ඹྠ࡛㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛᪥ᮏึࡢ +93( ࡼࡿ *D$V ኴ㝧㟁ụࡢస〇ᡂຌࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ *D$Vࠊ
,Q*D3 ࡶ wPK ௨ୖࡢᚑ᮶ẚ  ಸ௨ୖࡢ㉸㧗㏿ᡂ㛗㸦,Q*D3 ࠾࠸࡚ࡣୡ⏺᭱㧗ᡂ㛗㏿ᗘ㸧
ୡ⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢኚຠ⋡㸦*D$V ኴ㝧㟁ụ㸸㸣ࠊ,Q*D3 ኴ㝧㟁ụ㸸㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊୡ⏺࡛ึࡵ࡚ +93(  $O ⣔ᮦᩱࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ኚຠ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿぢ㎸
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 㧗ຠ⋡࣭పࢥࢫࢺඹ㍍㔞࣭ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝᛶࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࢝ࣝࢥࢤࢼࢻ⣔ྜ≀ⷧ⭷ኴ㝧
㟁ụ࠾࠸࡚ࡣࠊ᭦࡞ࡿᛶ⬟ྥୖྥࡅ࡚ᇶ┙ⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗ▱ぢࡢᵓ⠏ࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡲ࡛ࠊ&,*6 ⣔ኴ㝧㟁ụ࠾࠸࡚ࠊࣝ࢝ࣜ㔠ᒓῧຍ⇕ග↷ᑕࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᢏ⾡
ࡼࡾኚຠ⋡ 㸣ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᛶ⬟ྥୖࡢ୍ᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࣝ࢝ࣜ㔠ᒓ
ྜ≀ᒙࡢ┤᥋ほᐹᡂຌࡋࠊᛶ⬟ྥୖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᣦ㔪ࢆぢฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪂つ㛤Ⓨࡋࡓ㓟
ࣥࢪ࣒࢘⣔㏱᫂ᑟ㟁⭷ࢆ⏝࠸ࡓኴ㝧㟁ụ࣑ࢽࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆస〇ࡋࠊୡ⏺᭱㧗ຠ⋡ 㸣ࢆ㐩ᡂࡋ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊኚຠ⋡ྥୖᐤࡍࡿ⇕ගࡢྠ↷ᑕຠᯝࡘ࠸࡚ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ
᫂ࡑࡢไᚚᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࠊ᭦࡞ࡿຠ⋡ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ


 ᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ㧗ᗘ࡞㔠ᒓᅇࢆᐇ⌧ࡍࡿࡣࠊᗫ〇ရࡢሗࢆ⏝ࡋࡓ⮬ື࣭
⮬ᚊᆺ≀⌮㑅ูᢏ⾡ከᵝ࡞㔠ᒓᙧែᑐᛂࡋࡓపࢥࢫࢺ࡞⢭⦎ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ≀⌮
㑅ู࡛ࡣࠊ㑅ูᕤ⛬࠾࠸࡚ᡭసᴗࢥࢫࢺࡀ⣙༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊປാ⪅㊊ࡀ῝้ࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣉࣛࣥࢺࡢ┬ே࣭↓ேࡀ᪩ᛴ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ⮬ື࣭⮬ᚊᆺࡢ≀⌮㑅ูᢏ⾡ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ」ᩘࡢ⢏Ꮚࢆྠㄆ㆑ࡋࠊ୪ิฎ⌮ࡀྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱ⏝ᆺࡢ
ࢫࢡࣛࢵࣉ⮬ື㑅ู⨨㸦࣮ࣜࢼࢯ࣮ࢱ㸧࠾ࡼࡧ」ᩘ✀ࡢ㟁Ꮚ⣲Ꮚࢆ㑅ูྍ⬟ࡍࡿᅄ⟶ᘧẼ
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ὶ㑅ูᶵࢆ〇ရࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᡭゎయ࣭ᡭ㑅ูࡢ⮬ື࣭⮬ᚊࡀྍ⬟࡞ࡿ⼥ྜᆺࢯ
࣮ࢱ࠾ࡼࡧ」ᩘࡢ㑅ูᶵࢆ⮬ᚊไᚚࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࣋ࣥࢳࢫࢣ࣮ࣝ
ᶵࡢᡂࢆぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊୡ⏺ึ࡞ࡿᗫ〇ရࡢ↓ே㑅ูࣉࣛࣥࢺ㛤Ⓨ㈨ࡍࡿせ⣲⨨㛤Ⓨࢆ
㐩ᡂࡍࡿࠋ⢭⦎ᢏ⾡࡛ࡣࠊపࢥࢫࢺ࡛ࢩࣥࣉࣝ࡞ศ㞳ࣉࣟࢭࢫࡢ㛤Ⓨࡀ㘽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉☢
▼➼⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡣࠊࡑࡢࣜࢧࢡࣝᅇᕤ⛬ከẁࢆせࡋࠊ㛫ࢥࢫࢺࡀ
ࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛☢▼ࡽࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲ᅇᕤ⛬ࢆᖜ▷⦰
ྍ⬟࡞⁐⼥ሷ㟁ゎࡼࡿᅇἲࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ☜❧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⁐⼥ሷ㟁ゎࡢࡳ࡛ᕼ
ᅵ㢮ඖ⣲࡛࠶ࡿࢿ࢜ࢪ࣒ࢪࢫࣉࣟࢩ࣒࢘ࡢ┦ศ㞳ࢆᐇドࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ༢୍ᕤ⛬࡛
ࡢྠᅇࢆ㐩ᡂࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣከẁᕤ⛬ࡽ࡞ࡿᕼᅵ㢮ඖ⣲ࣜࢧࢡࣝࢆ༢୍ᕤ⛬
▷⦰ྍ⬟࡞ୡ⏺ึࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≀⌮㑅ู࠾ࡼࡧ⢭㘐ᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡢ 1('2
ඛᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽጞືࡋࡓ 1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⋓ᚓ⮳ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡣࠊ1('2 ࣉࣟ㛤ⓎᣐⅬ࡞ࡿ㞟୰◊✲タศ㞳ᢏ⾡㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦&('(67㸧ࢆ⏘⥲◊ෆタ
⨨ࡋࡓࠋ

 ࠕᶫΏࡋ◊✲๓ᮇࠖ࠾࠸࡚ࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ
♧ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ኴ㝧㟁ụࡢ㔞ᑟධక࠸ࠊ᪤タኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢⓎ㟁≉ᛶࢆ࢜ࣥࢧࢺ࡛ホ౯ࡍࡿᒇእ
ᐃᢏ⾡ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋኳೃࡸ᪥ᑕ᮲௳౫Ꮡࡍࡿᒇእ ᐃ⤖ᯝࡽࠊᶆ‽ヨ㦂᮲
௳࠾ࡅࡿኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᛶ⬟ࢆ᥎ᐃࡍࡿᢏ⾡ࡀ㘽࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ᪥ᑕኚ
ື࠾ࡅࡿ ᐃࡤࡽࡘࡁࢆᚑ᮶ᢏ⾡ࡢ 㹼 పῶࡋࠊ ᐃྍ⬟᪥ࢆ 㹼 ಸቑຍࡍࡿ
ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ ᗘ࡞ࡢணഛⓗሗ࡞ࡋࠊᶆ‽
ヨ㦂᮲௳࠾ࡅࡿⓎ㟁≉ᛶࢆ᥎ᐃࡍࡿ ᗘ↷ᗘ⿵ṇᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ๓ᖺᗘࡲ
࡛ࡢ⤖ᬗࢩࣜࢥࣥኴ㝧㟁ụຍ࠼࡚ྜ≀ⷧ⭷ኴ㝧㟁ụ࡞ࡢྛ✀ኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᒇእ
ᐃ㐺⏝ࡋࠊ⿵ṇᢏ⾡ࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ドࡍࡿඹᢏ⾡ᡂᯝࡢᅜ㝿ᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜࡋ࡚⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࣥࣔࢽࡘ࠸࡚ࠊ〇㐀⏝ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸
ࡿࠋᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣࠊ⏝ᢏ⾡ࡋ࡚ࡣ㞴⇞ᛶࡢࣥࣔࢽࢆ┤᥋⇞↝⏝ࡍࡿ࢞ࢫࢱ࣮ࣅ
ࣥⓎ㟁ୡ⏺࡛ึࡵ࡚ᡂຌࡋࠊࡲࡓࠊ〇㐀ᢏ⾡ࡋ࡚ࡣ࡛ࡣ Υ࣭03D ௨ୗ࡛㧗࠸άᛶࢆ♧
ࡍゐ፹ᨵⰋᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥ⇞↝ჾࢆ SSP ᮍ‶ప 12[ ࡋࠊᅜෆึ
ࡢ࢚ࢿỈ⣲ࢆཎᩱࡍࡿࣥࣔࢽྜᡂࢆᐇドࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᐇ⏝ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ
)5($ ࢆᣐⅬࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࡢᐇドᴗ➼ࢆᨭࡍࡿࠋ
㸦)5($㸧
 ࡲࡓࠊ㌴㍕㟁ụࡣࠊᚑ᮶ࡢ㟁ゎᾮࢆ⏝࠸ࡓᾮ⣔㟁ụẚࠊࢥࣥࣃࢡࢺ࡛㧗Ᏻࡀྍ⬟࡞
◲≀ᅛయ㟁ụ㛤Ⓨࡢᮇᚅࡀୡ⏺ⓗࡶ㧗࠸ࠋࡇࡢᅛయ㟁ụࡢ㔞⏘ࡢࡓࡵࡢ㘽࡞ࡿࢩ
࣮ࢺᆺ㟁ụࡢ〇㐀ࣉࣟࢭࢫࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛☜❧ࡋࠊᕷ㈍ /L ḟ㟁ụࡏࡲࡿ :KNJ ࡢ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࢆᅛయ㟁ụ࡛ᐇドࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࢩ࣮ࢺࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿࡼࡾࠊ
ᐜ㔞పୗࡀࢇぢࡽࢀ࡞࠸㈇ᴟ㟁ᴟࡢస〇ᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᕷ㈍ရྠ➼ࡢ
ࢩ࣮ࢺᆺ㟁ụ࡛ :KNJ ࢆ㉸࠼ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘ㐩ᡂࡢぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
㸦㛵すࢭࣥࢱ࣮㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 ᅛయ㓟≀ᙧ⇞ᩱ㟁ụ㸦62)&㸧ࡢᮏ᱁ᬑཬࡣࠊ㧗⪏ஂࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ
⣧≀ ࠼ࡤẼ୰ࡢ㓟◲㯤 㟁ụᮦᩱࡢᛂ➼⏤᮶ࡍࡿ⿕ẘຎ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ
᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮾ㐃ᦠࡋࠊ⪏ஂᛶ㎿㏿ホ౯ࡢࡓࡵࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ62)&
ࡢ᭦࡞ࡿ㧗ຠ⋡ࡸᙉ㠌ࡢࡓࡵࡣࠊ㟁ゎ㉁୰ࡢࣉࣟࢺࣥ⁐ゎࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᖹᡂ
 ᖺᗘࡽࡣࠊ㟁ゎ㉁୰ࡢࣉࣟࢺࣥࡢホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡞ࠊຎᶵᵓࡢゎ᫂ᚲせ࡞ᇶ♏ࢹ࣮ࢱ
ࡢ㞟࡞ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㟁ゎ㉁୰ࡢࣉࣟࢺࣥ⁐ゎ㔞ᑟ㟁⋡ቑࡼࡿຎࡢ
┦㛵ࢆゎ᫂ࡋࠊỈẼศᅽศᕸࠊ㟁ὶ㞟୰ࠊᒁᡤⓗ ᗘୖ᪼࡞ࡢᅉᏊࡀຎཬࡰࡍㄢ㢟ࢆᢳ
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ฟࡋࠊ㧗ຠ⋡࣭ᙉ㠌 62)& ࡢタィᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ᑟධక࠺㏦㓄㟁⣔㟁ຊᶵჾྥࡅࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᢏ⾡㠉᪂
ࡣࠊ⪏㟁ᅽ N9 ㉸⣭ࡢ 6L& పᦆኻࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢᐇ⌧ࡀ㘽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ
㧗⪏ᅽపᦆኻࡢ୧❧ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࣂ࣏࣮ࣛࢹࣂࢫᢏ⾡ࠊ࡞ࡽࡧࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ࢙࢘ࣁᢏ⾡
ࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊȣP ㉸ࡢ㧗ရ㉁ཌ⭷࢚ࣆᢏ⾡➼ࡢ㛤Ⓨࡸࣂ࣏࣮
ࣛࢹࣂࢫタィ㸭స〇ࣉࣟࢭࢫᢏ⾡ࡢ㧗ᗘࢆ㐍ࡵࠊSQ ࢲ࣮࢜ࢻࡢ⪏ᅽ N9  ,*%7 ࢺࣛ
ࣥࢪࢫࢱࡢ㠃✚ᙜࡓࡾ㏻㟁ᢠ PȐFP ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣂ࣏࣮ࣛࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢ࣎
ࢺࣝࢿࢵࢡ࡛࠶ࡿ㟁ὶ༳ຍࡢຎ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁຎᢚไᵓ㐀
ࡢỗ⏝ⓗタィᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ  ಸ௨ୖᙜࡓࡿ $FP ࡲ࡛ࡢ㟁
ὶᐦᗘ⪏ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ≉ᛶ್ࡣ 6L& ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡋ࡚ୡ⏺୍ࡢᛶ⬟࡛࠶ࡾࠊᐇ⏝
ࡢࢿࢵࢡ࡛࠶ࡿຎၥ㢟ゎỴࡢฎ᪉⟢ࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ N9 ㉸⣭ࡢ㟁ᅽ㡿ᇦ
࡛ࡢࢫࢵࢳࣥࢢᦆኻపῶࢆᐇドࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮ࣔࢱ㥑ື⏝㏵௦⾲ࡉࢀࡿ N9 ⣭ 6L& ⣲Ꮚ㐺⏝ࡢࣥࣂ࣮ࢱ➼ࡢ㔞ᑟධࡣࠊ㧗 ࣭㧗
㏿ືసࣃ࣮࣡ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡀ㘽࡞ࡾࠊ㧗⪏⇕ᅇ㊰ᇶᯈࡸ㧗⪏⇕࣭㧗࿘Ἴᩘ≉ᛶࡢ㒊ရ㸦ᢠჾ࠾
ࡼࡧࢥࣥࢹࣥࢧ㸧ࠊࡑࢀࡽࡢᐇࡢᢏ⾡ࢆ⪏ஂᛶࡶྵࡵ࡚ᐇ⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛㛤Ⓨࡋࡓ Υᑐᛂᢏ⾡ࢆᇶヨసࡋࡓࠊᐇ⏝ࣞ࣋ࣝࡢᶆ‽ⓗᵝ࡛࠶ࡿ
$ ⣭ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢホ౯࡛ࠊᐇ⏝┠Ᏻࡢ㹼Υ ᅇࡢ ᗘࢧࢡࣝ➼ࡢ⪏ஂᛶࠊ
᪤Ꮡẚ  ௨ୗࡢᑠᙧࠊQVHF ⣭ࡢ㧗㏿ືస➼ࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢᛶ⬟ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊᙜヱᢏ⾡ࡢ㔞⏘ᑐᛂࠊホ౯ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㈨㸧
 ḟୡ௦ࡢኳ↛࢞ࢫ㈨※ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡽࡢ࢞ࢫ⏕⏘ᣲືࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢሙ᮲௳࠾ࡅࡿ≀ᛶ್ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ
 ᖺᗘࡣࠊ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࢆศゎࡋ࡞࠸ಖᅽୗ࡛ࡢศᯒࢆྍ⬟ࡍࡿᅽຊࢥゎᯒ⨨⩌
ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᾏὒ⏘ฟヨ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ⏘ฟ㏿ᗘࡢኚືせᅉࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ
᪂ࡓ᥇ྲྀࡉࢀࡓᅽຊࢥศᯒࢆ⾜࠸⢭⦓࡞≀ᛶ್ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᅽຊࢥศᯒࢆ
ᇶࠊࣔࢹࣝࡢぢ┤ࡋ࡞ࢆ㐍ࡵࠊ⏕⏘ᣲື㛵ࡋ࡚ࠊ☜ᗘࡢ㧗࠸ゎᯒࡀྍ⬟࡞ࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ࡲࡓࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢほⅬࡽࠊ〓Ⅳ➼ࡢᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※ࡢ⏝ᣑࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ〓Ⅳ➼ࡢᏛ࣮ࣝࣉ⇞↝ᢏ⾡ࡢཎ⌮ᐇドࢆࡍࡿࡓࡵࡢ N: ࡢᚠ⎔
ὶືᒙᘧヨ㦂⨨ࢆ〇సࡋࡓࠋᏛ࣮ࣝࣉ⇞↝ᢏ⾡ࡣࠊ㔠ᒓ㓟≀ࢆ〓Ⅳ➼ࢆ⏝࠸࡚⬺㓟⣲ࡋࠊ
⬺㓟⣲ࡉࢀࡓ㔠ᒓࢆ✵Ẽ࡛㓟ࡉࡏ࡚⇕ࢆᚓࡿ᪉ἲ࡛ࠊ⃰ᗘ 㸣ࡢ &2 ࢞ࢫࡀฟࡉࢀࡿ≉ᚩ
ࢆ᭷ࡍࡿࠋὶື࢟ࣕࣜࡋ࡚Ᏻ౯࡞ኳ↛≀㸦࣓ࣝࢼࢺ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ  㛫㐃⥆ヨ㦂ࢆᡂຌ
ࡉࡏࡓࡇࡼࡾࠊ&2 ศ㞳࣭ᅇࢥࢫࢺࢆ  ྎ&2WRQ ௨ୗࡍࡿぢ㎸ࢆᚓࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊᮏᢏ⾡࡛ᚓࡽࢀࡿ㧗⃰ᗘ &2 ࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡋ࡚ࠊ&2 ࢆἜ⏣ᅽධࡋ࡚▼Ἔࡢᅇ
⋡ࢆቑᖜࡍࡿᢏ⾡㸦(25㸧ࡢ㐺⏝ᛶࢆ᳨ウࡋࠊ&2 ࣇ࣮ࣜⅆຊⓎ㟁ࡢぢ㏻ࡋࢆᚓࡓࠋᏛ࣮ࣝ
ࣉ⇞↝タഛࢆ (25 ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚♫ᐇࡍࡿࡣࠊἜ⏣࠸࠺つᶍ㡿ᇦࢆᑐ㇟ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡼࡾᆺࡢタഛࢆ⏝࠸ࡓᐇドヨ㦂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊⅆຊⓎ㟁ᡤࡢつᶍ࣐ࢵࢳࡍ
ࡿ (25 ࡢ㐺⏝ྍ⬟࡞Ἔ⏣ࡢㄪᰝ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆺタࡢᘓタᚲせ࡞ࡿ᮲௳ࢆ᫂☜ࡍࡿぢ㎸
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ

⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ⭷ࢆ⏝ࡋࡓỈฎ⌮⏕ᢏ⾡࠾࠸࡚ࠊཎỈ࡞ࡢ⭷౪⤥Ỉ୰Ꮡᅾࡍࡿศ㞳ᑐ㇟≀㉁࡞ࡀ
⭷⾲㠃ࡸ⣽Ꮝෆ╔࣭ሁ✚ࡋ⭷ࢆ㛢ሰࡉࡏࡿ⌧㇟㸦⭷㛢ሰ㸧ࡢᑐ⟇ἲᵓ⠏ࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊඹ↔Ⅼᑕ㢧ᚤ㙾ἲࢆ⏝࠸ࡓ⭷㛢ሰཎᅉ≀㉁࡛࠶ࡿࣂ࢜ࣇ࣒ࣝࡢ㠀◚ቯ
ほᐹᢏ⾡➼ࡼࡾࠊ⢭ᐦࢁ㐣⭷࡛ᚑ᮶ᥦၐࡉࢀ࡚ࡁࡓࣔࢹࣝࡣ␗࡞ࡿ⭷㛢ሰࡢᶵᵓࢆゎ᫂ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᮏᢏ⾡ࢆ㏫ᾐ㏱⭷㸦52 ⭷㸧㛢ሰࡢゎᯒ㐺⏝ࡋࠊ52 ⭷ୖ࡛ࡢࣂ࢜ࣇ࣒ࣝࡢᵓ
㐀ࠊ㛢ሰཎᅉ≀㉁࣭ཎᅉᚤ⏕≀ࡢ≉ᐃᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣỈᬗືᏊࢆ⤌ྜࢃࡏࠊࡑ
ࡢ࿘Ἴᩘኚᇶ࡙ࡃ⭷㛢ሰ᳨▱ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ


- 23 -


 ➨  ᮇ୰㛗ᮇィ⏬ᮇ㛫࠾ࡅࡿࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇࡢホ౯ᣦᶆ࡞ࡿ▱ⓗ㈈⏘ࡢᐇዎ⣙➼௳
ᩘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ࠊࠊ ௳㡰ㄪ᥎⛣ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
 ᭶ᮎⅬ࡛  ௳㸦┠ᶆ  ௳㸧᪤┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࠊᢏ⾡ࡢᶫΏࡋࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ➇த๓㡿ᇦ◊✲ࢆᢸ࠺ 1('2 ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㠉᪂ᆺ㟁ụᐇ⏝
ಁ㐍ᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨ㸦5,6,1*㸧ࠖࠊ
ࠕḟୡ௦ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࠖ
ࠊ
ࠕ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※㛤
Ⓨಀࡿ◊✲㛤Ⓨࠖ
ࠊ
ࠕ㧗ຠ⋡࡞㈨※ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࣜࢧࢡࣝᢏ⾡ࠖ࡞ࠊከᩘ
ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ 3/࣭ࢧࣈ 3/ ࢆົࡵࠊ୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ㸦බⓗ㈨㔠⋓ᚓ㢠㸸ᖹᡂ
 ᖺᗘ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦
᭶ᮎⅬ㸧㸧
ࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ 1('2 ➼ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᑟࡋࠊ➇த๓㡿ᇦࡢ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡼࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ࠕᶫΏࡋ◊✲๓ᮇࠖ࠾࠸࡚≉➹ࡍࡁ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠕ㉸㧗ຠ⋡ኴ㝧ගⓎ㟁ࠖ࠾ࡼࡧࠕᡓ␎
ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣ㛤Ⓨࠖࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 ࢫ࣐࣮ࢺࢫࢱࢵࢡᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ␗✀ኴ㝧㟁ụࢆపࢥࢫࢺ࡛᥋ྜࡍࡿᢏ⾡ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡣᮦ
ᩱࡢ⤌ྜࡏไ⣙ࡀ࠶ࡗࡓከ᥋ྜኴ㝧㟁ụࡢ㑅ᢥ⫥ࡀᗈࡀࡾࠊࢥࢫࢺ㔜どࠊຠ⋡㔜どࠊྍ࠺ᛶ
㔜ど࡞ᵝࠎ࡞せồᵝྜࡗࡓከ᥋ྜኴ㝧㟁ụࡢᐇ⌧ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㸣௨ୖࡢ㧗࠸ኚ
ຠ⋡ࡀᚓࡽࢀࡿϪϬ᪘ྜ≀ኴ㝧㟁ụ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᚑ᮶ẚ  ಸ௨ୖࡢ㧗㏿ᡂ㛗ࡢᐇ⌧➼ࡼ
ࡾ〇㐀ࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿࡇ࡛ࠊᏱᐂ⏝࡞㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㧗ຠ⋡ϪϬ᪘ྜ≀ኴ㝧㟁ụࡢᆅ
ୖ࡛ࡢ⏝ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ㉸㧗ຠ⋡ࡀồࡵࡽࢀࡿ㌴㍕ᛂ⏝࡞ࡢ᪂⏝㏵ࡢᒎ㛤ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊ᪥⤒᪂⪺➼  ⣬࡛ᖹᡂ  ᖺᗘሗ㐨ࡉࢀࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋタ⨨㠃✚ࡀ㝈ᐃࡉ
ࢀࡿ㌴㍕ࡸఫᏯ࡞ኴ㝧ග࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭦࡞ࡿ⏝ࡀᣑࡉࢀࡿࠋᚑ᮶ኴ㝧㟁ụࡀ⏝ࡉࢀ࡚
࠸࡞ࡗࡓ᪂ࡓ࡞⏝㏵ᒎ㛤ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᅜᅵࡢ⊃࠸ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ᑟධࡢ
᭦࡞ࡿຍ㏿ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ&,*6 ⷧ⭷ྜ≀ኴ㝧㟁ụࡢ㧗ຠ⋡࡛ࡣࠊࣝ࢝ࣜ㔠ᒓῧຍ⇕ග↷
ᑕࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ &,*6 ኴ㝧㟁ụࡢ㣕㌍ⓗ࡞ᛶ⬟ྥୖࢆᐇドࡋࡓࠋࡇࡢᛶ⬟ྥୖࡢ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ゎ᫂ࡣࠊ㧗ᛶ⬟ &,*6 ኴ㝧㟁ụ㛤ⓎྍḞ࡞ᇶ┙ⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗ▱ぢ࡞ࡾࠊ᭦࡞ࡿᛶ⬟ྥୖ
ࡢᐇ⌧ඹኴ㝧㟁ụ〇㐀㛵ࡍࡿᴗࡢᢏ⾡ᶫΏࡋࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ㍍㔞࣭ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ
ࡀᐜ᫆࡞ &,*6 ኴ㝧㟁ụࡢ㧗ຠ⋡ࡼࡾࠊ᭤㠃タ⨨ࡀᚲせ࡞ᘓ≀ቨ㠃࡞ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶ
ࡀᗈࡀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ᗫ〇ရࡢሗᇶ࡙ࡃ㑅ูᕤ⛬ࡢ⮬ᚊไᚚ㈨ࡍࡿᴫᛕᡃࡀᅜ㐺ࡋࡓ㧗ᗘ⢭⦎ᢏ⾡
㈨ࡍࡿᴫᛕࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊࡑࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ₈ࡂ╔ࡅࡓࠋࡇࢀࡣᡃࡀᅜ࠾
ࡅࡿປാ⪅㊊ࠊ6'*V ࡞ୡ⏺ⓗ㈨※ᚠ⎔ᛮࢆ୧❧ࡉࡏࡿࠊᡃࡀᅜ⊂⮬ࡢ㠉᪂ᢏ⾡࡞ࡿࠋ
ࡇࡢᢏ⾡ᛮࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⯆ᡓ␎ࡸ 1('2 ࡢᢏ⾡ᡓ␎ࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ
㒔ᕷ㖔ᒣ㛤Ⓨ࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢏ⾡ࡣㄞ᪂⪺ࡸᮅ᪥᪂⪺➼  ௳ᥖ㍕ࡉ
ࢀࠊࢸࣞࣅ࡛ࡣ  ௳ሗ㐨ࡉࢀࠊ᪥⤒ᆅ⌫⎔ቃᢏ⾡㈹ඃ⚽㈹ࢆཷ㈹ࡍࡿ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࡞♫ࡽࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


ࠕᶫΏࡋ◊✲๓ᮇࠖ࠾࠸࡚ࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ௨
ୗ♧ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ኴ㝧㟁ụᛶ⬟ᒇእ㧗⢭ᗘホ౯ᢏ⾡࡛ࡣࠊ᪤タࡢኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢⓎ㟁≉ᛶࢆ࢜ࣥࢧࢺ࡛
ṇ☜ホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡛ࠊ㎿㏿࡞ຎデ᩿ࠊᨾ㞀࣭ࡢุ᩿ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇࢀࡼࡾኴ㝧ග
Ⓨ㟁ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿᛶ⬟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢపࢥࢫࢺ⥅⥆ⓗ࡞᭱Ⓨ㟁㔞ࢆ☜ಖࡍࡿࢩࢫࢸ
࣒㐠⏝ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ᑟධࡑࡢ⏝ࡢ᭦࡞ࡿຍ㏿ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲ
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ࡓᮏᡭἲࡢᅜ㝿ᶆ‽ࡼࡾࠊ࢜ࣥࢧࢺホ౯ࡢබṇᛶࡢ☜ಖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ࢚ࢿỈ⣲ࢆ⏝ࡋࡓࣥࣔࢽࡢྜᡂ࠾ࡼࡧ┤᥋⇞↝⏝ᢏ⾡ࡢᐇドࡼࡾࠊ⇞↝㓟
Ⅳ⣲ࢆฟࡋ࡞࠸Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࢟ࣕࣜ࠶ࡿࣥࣔࢽࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜࡢ
⏝ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡑࢀࡼࡾ⬺Ⅳ⣲♫ࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࡀຍ㏿ࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏᢏ⾡ࡣࠊ᪥ห
ᕤᴗ᪂⪺➼  ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏤᮶ࡢỈ
⣲ࢆ㔞㈓ⶶࡋࠊỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᮏ᱁ά⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㸦)5($㸧
 ࡲࡓࠊ◲≀⣔ᅛయ㟁ụࡢᐇ⏝ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ㔞⏘ᑐᛂ࡛ࡁࡿࢩ࣮ࢺᆺ㟁ụ࡛
ࡢᛶ⬟ᐇドᡂຌࡋࠊ㌴㍕⏝㟁ụࡢᅛయ㟁ụࡢᐇ⏝ࡢ㐨➽ࢆ♧ࡋࡓࠋᙜヱᢏ⾡ࢆ⮬ື
㌴࣭㟁ụ㛵㐃せᴗࡀཧ⏬ࡍࡿᢏ⾡⤌ྜ㸦/,%7(&㸧ࡀ 1('2 ࡽጤクࡉࢀᐇ୰ࡢ◲≀ᅛ
య㟁ụࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢏ⾡⛣㌿ࡋࡓࠋࡇࡢᢏ⾡ࡢᐇ⌧ࡼࡾࠊᛶ⬟ྥୖಙ㢗ᛶࢆ୧
❧ࡍࡿࢥࣥࣃࢡࢺ࡞㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢస〇ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ㟁ື⮬ື㌴ࡢᬑཬࡀຍ㏿ࡍࡿࠋ㸦㛵す
ࢭࣥࢱ࣮㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 㛤Ⓨࡋࡓᅛయ㓟≀ᙧ⇞ᩱ㟁ụ㸦62)&㸧ࡢ⪏ஂᛶホ౯ἲࡣࠊࡇࢀࡲ࡛  ♫ࢆ㉸࠼ࡿẸ㛫ᴗ
㐺⏝ࡉࢀࡓࠋᚋࡣࠊ62)& ࡢࡉࡽ࡞ࡿ⪏ஂᛶྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚ᮏᡭἲࡼࡿホ౯ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋࠊ
タィᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊඹྠ◊✲ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼࡛ࠊ ♫ࡢࢭࣝࢫࢱࢵ
ࢡࡢホ౯㛵ࢃࡗࡓࠋ᪂ࡓ࡞ຎせᅉࡸぢฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ຎ⌧㇟ࢆゎ᫂ࡋࠊ62)& 㒊ᮦࡢ᭦࡞ࡿ
⪏ஂᛶࢆྥୖࡉࡏࡿタィᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡋࠊ㧗⪏ஂ➼ࡀ㐍ᒎࡉࡏ࡚ 62)& ࡢᮏ᱁ᬑཬỈ⣲♫ᐇ
⌧ᐤࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊ-0DWHU&KHP$ ,) ᥖ㍕ࠊ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᐇ⏝ⓗ࡞ 6L& ㉸㧗⪏ᅽࣂ࣏࣮ࣛࢹࣂࢫᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢせ⣲ࣉࣟࢭࢫࢆ☜❧ࡋࡓࠋᮏᡂ
ᯝࡼࡾࠊ㏦㓄㟁⣔㟁ຊᶵჾ㠉᪂ࡢ┠ฎࡀ❧ࡕࠊつᶍ㟁ᑐᛂ➼ࡢ㟁ຊ⣔⤫㧗ᶵ⬟㈨ࡍ
ࡿ㉸㧗㟁ᅽ㡿ᇦ࡛ࡢ 6L& ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᢏ⾡ά⏝ࡢ㐨ࡀ㛤ࡅࡓࠋᮏᢏ⾡ࡣࠊ༙ᑟయ㟁Ꮚ
ࢹࣂࢫࡢ᭱㧗ᓠࡢᅜ㝿㆟࡛࠶ࡿ ,('0 ➼࡛ከࡃࡢᣍᚅㅮ₇ࢆཷࡅࠊᏛ㸭⏘ᴗ⏺ࡽὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ㔞⏘ࣞ࣋ࣝ㛤Ⓨࡢ⛣⟶ࢆᛕ㢌ᙜヱせ⣲ᢏ⾡ࡢᡂ⇍ᗘྥୖ⤫ྜᢏ⾡ࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ
 N9 ⣭㧗 㧗㏿ືస 6L& ࣃ࣮࣡ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㛵ࡋ࡚ࠊヨస $ ⣭ࣃ࣮࣡ࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝ☜ㄆࡉ
ࢀࡓୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢᛶ⬟ࡽࠊ㒊ရ〇㐀ᴗ࡛ࡣ㛤ⓎရࡢࢧࣥࣉࣝฟⲴ‽ഛࡀࠊᛂ⏝ᶵჾ〇㐀
ᴗ࡛ࡣ㌴㍕⏝➼ࡢᑠᙧ㍍㔞㟁ຊኚჾࡢ〇ရ㐺⏝᳨ウࡀࠊࡑࢀࡒࢀᮏ᱁ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩘᖺࡢ〇ရ
㛤Ⓨࢆ⤒ࡓᚋࠊᙜヱᢏ⾡㐺⏝ࡢ〇ရࡀᕷሙᢞධࡉࢀࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ㟁ຊኚࡢᖜຠ⋡ࡘ
࡞ࡀࡿపᦆኻࡘࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ 6L& ࣃ࣮࣡ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᕷሙᑟධࡼࡾࠊࢧ࣮ࣂ㟁※ࡸ⮬ື㌴ࣔ
࣮ࢱ㥑ື⏝ࣥࣂ࣮ࢱ࡞ࡢࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࢆᛂ⏝ࡋࡓ㟁ຊᶵჾࡢᑠᆺ࣭┬࢚ࢿࡀ
ࡁࡃ㐍ᒎࡍࡿࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㈨㸧
 ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡽࡢ࢞ࢫ⏕⏘ಀࡿᅽຊࢥホ౯ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࠊཎ⨨࡛ࡢ⢭⦓࡞≀ᛶ
್ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣࠊ⏕⏘ᣲືࡢண ᢏ⾡ࡢ⢭ᗘྥୖࡘ࡞ࡀࡿࠋ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡽࡢ࢞
ࢫ⏕⏘ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᐁᑟ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㧗࠸⢭ᗘ࡛⏕⏘ᣲືࢆண ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ
ࡣࠊẸ㛫ᑟࡢၟᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛤ጞࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᢏ⾡㛤Ⓨࡣᖹᡂ
 ᖺᗘ᪥หᕤᴗ᪂⪺࠾࠸࡚ࡶ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※ࡽࡢ㓟Ⅳ⣲ศ㞳ᆺⓎ㟁ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࠊ⏘⥲◊࡛㛤Ⓨࡋࡓ㓟Ⅳ
⣲ศ㞳࣭ᅇࢥࢫࢺࡢపࢥࢫࢺᢏ⾡ࢆࠊฟࡋࡓ㓟Ⅳ⣲ࡢᆅୗ㈓␃ᢏ⾡⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
ࡼࡾࠊᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※ࢆ⏝࠸ࡓ㓟Ⅳ⣲ࣇ࣮ࣜࡢⅆຊⓎ㟁ࡘ࡞ࡀࡿࠋᮏᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ᪥⤒ [7(&+ ࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣࠊኳ↛࢞ࢫࡸࣂ࢜࢞ࢫᑐࡋ࡚ᮏ
ᢏ⾡ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㓟Ⅳ⣲ࣇ࣮ࣜࡢỈ⣲〇㐀ᒎ㛤ࡍࡿࠋ
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⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ඹ↔Ⅼᑕ㢧ᚤ㙾ἲࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢගᏛⓗゎᯒᢏ⾡㧗ゎീᗘ࡞ᚤ⏕≀ゎᯒᢏ⾡ࢆే⏝ࡋࡓ
52 ⭷㛢ሰࡢཎᅉ≀㉁࣭ᚤ⏕≀ཎᅉ≀㉁ࡢ≉ᐃࡣࠊ⭷㛢ሰࡢⓎ⏕ࢆ๓ண▱ྍ⬟࡞᪂ᢏ⾡ࡸ⭷
㛢ሰࢆᮍ↛㜼Ṇࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑐ⟇ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡼࡾ⭷ࢆ⏝
ࡋࡓỈฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࡀᖜຠ⋡ࡉࢀࠊ៏ᛶࡍࡿୡ⏺ⓗ࡞Ỉ㊊ၥ㢟ࡢゎỴ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏᡂᯝࡣࠊ6FLHQWLILF5HSRUWV ,) ➼ࡢ㞧ㄅᥖ㍕ࡉࢀࠊ」ᩘࡢᴗඹྠ◊✲
࠾࠸࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ᙜ㡿ᇦ࡛ࡣ 1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࠊẸ㛫ᴗࡢ༠ാࡼࡿᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᩘከࡃ≌ᘬࡋ
࡚࠸ࡿࠊᚓពࡍࡿ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺࡢ◊✲άືࢆᖜᗈࡃᒎ㛤
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ከ㢠ࡢබⓗእ㒊㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠾ࡾࠊᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࡣᚋẸ㛫ཷ
クࡢ㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 1('2 ➼ࡢබⓗ◊✲㈨㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ༢◊✲㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᥦ౪ࡋࠊ⏘ᴗ⏺ࡸᏛ➼ࡢせᮃᛂ࠼ࡿ࠸࠺㔜せ࡞ᙺࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᢏ⾡㛤Ⓨᨻ⟇ࡶྜ⮴ࡍࡿάື࡛࠶ࡾࠊ㡿ᇦࡢࡓࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥ
⨨࡙ࡅከᩘࡢேⓗࣜࢯ࣮ࢫࢆᢞධࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡇࡽຠ⋡ⓗẸ㛫㈨㔠⋓ᚓቑࡘ࡞
ࡆࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡇࡶ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊ୍ࡘࡣࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ
࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒άືࢆࠊ₯ᅾⓗ࡞ᮍ᮶ࡢ⏘ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ⨨࡙ࡅࠊᚋᖺᗘཧ⏬
ᴗࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡘ࡞ࡆࡿࡼ࠺ᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࢆ㐍ࡵࡿ㸦ࠕ࣮࢜ࣉࣥࠖࡽ
ࠕࢡ࣮ࣟࢬࠖ㸧ࠋ᪉ࠊබⓗ㈨㔠ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒άືࡸࠊබⓗ㈨㔠ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡓࡵࡢඛ⾜ⓗ࡞ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒άືࢆࠊẸ㛫㈨㔠ࡼࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᙧᘧ࡛㐠Ⴀࡍࡿࡇ
ࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢࡳ㝈ࡽࡎࠊ୰㛗ᮇⓗࡶࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ
࢛࣮࣒άືࡽࡢẸ㛫ᴗ㈨㔠ࡢ⋓ᚓቑຍࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ1('2 ➼ࡢබⓗ㈨㔠ࡼ
ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚≌ᘬࡋࠊࡉࡽୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞Ẹ㛫㈨㔠ࡼࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐠Ⴀࡸࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒ཧຍᴗࡢಶูࡢඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ


㸦㸱㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾࠸࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᴗ༢⊂ࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊᢏ⾡◊✲⤌ྜࠊඹྠ◊✲య㸦73(& ࡞㸧ࢆ㏻ࡌࡓ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ≉➹ࡍ
ࡁ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡋ࡚ᑠ㡯┠㸦㸧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㧗ᐦᗘ࡛㈓ⶶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧ࡼࡾ
ࠕỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࠖ㸦㸧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
ࡼࡾࠕࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࠖࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 ᘓ⠏㛵㐃ࡢ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⣙ 㸣ࢆ༨ࡵࠊ࠺ࡕ 㸣㏆ࡃࡣࠊ࢚ࢥࣥࠊ↷᫂࡞
ᘓ≀㐠⏝ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡢᖜ࡞๐ῶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨  ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⟇ᐃ㸧࠾࠸࡚ࡶࠊ=(%㸦ࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭
ࣅࣝ㸧ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡍࡿᨻ⟇┠ᶆࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᐇ⌧ࡣᖜ࡞┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࠊࡉࡽࡣ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡽసࡗࡓ &2 ࣇ࣮ࣜỈ⣲ࡢά⏝ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᏯᆅᇦ࡛ࡢỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞⏝ࡣࠊᾘ㜵ἲ༴㝤≀࡞ヱᙜࡋ࡞࠸Ỉ
⣲㈓ⶶ᪉ἲࡢ☜❧ࡀ㘽࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊΎỈᘓタᰴᘧ♫⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝
࠸ࡓỈ⣲〇㐀ࠊ㈓ⶶࠊ⏝ࢆ⾜࠺ᐇドࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࠊ᭱㐺࡞⮬ືไᚚᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣࠊỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᮏ᱁㐠㌿࠾ࡼࡧⓎ㟁㟂せண ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋࡓ⮬ື
㐠㌿ࢆᐇドࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᐇᘓ≀タ⨨ࡀᐇドࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
㸦)5($㸧
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 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠ⏝ࢆಁ㐍ࡋపⅣ⣲♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡣࠊ㟁ຊࡢኚ㸦┤ὶ࣭
ὶኚࡸ㟁ᅽኚ㸧ࡸไᚚࢆᢸ࠺ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᢏ⾡ࢆ㐍ᒎࡉࡏࠊࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽ
ࢡࢫ㟁ຊᶵჾࢆ㣕㌍ⓗ㧗ຠ⋡ࠊᑠᆺ㍍㔞ࠊ㧗ᶵ⬟ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
ࣃ࣮༙࣡ᑟయࢹࣂࢫ㸦ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫ㸧ࡢᛶ⬟ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡀࠊ᪤Ꮡࡢ 6L ࣃ࣮࣡ࢹࣂ
ࢫࡣ 6L ࡢ≀ᛶࡽỴࡲࡿ⌮ㄽ㝈⏺㏆࡙ࡁࡘࡘ࠶ࡿࠋ6L& ࡣࠊࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢᑠᆺࡸ㧗ຠ⋡
᭷࡞≀ᛶࢆࡶࡘࡓࡵࠊḟୡ௦ᆺࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢ᭷ᮃ࡞ᮦᩱࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ
࡛ࡣࠊ6L& ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࢆᦚ㍕ࡋࡓᶵჾࡀᐇ⏝ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㟁ຊࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᴟࡵ࡚᭷ຠ┠ࡉࢀࡿపᦆኻ 6L& ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢᬑཬࡣࠊᕷሙつᶍࡢࡁ࡞⪏㟁ᅽ N9 ⣭
࠾ࡅࡿ㔞⏘ᛶಙ㢗ᛶࡢྥୖࡀ㘽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊࢺࣞࣥࢳᆺ 026 ࢺࣛࣥ
ࢪࢫࢱࢆ  ࣥࢳࠊ᭦ࡣ㔞⏘ᛶࡢ㧗࠸  ࣥࢳ࡛ࣞ࣋ࣝ㛤Ⓨࡍࡿࡶࠊ㟁ຊኚჾࡢᑠᆺ
ࡶࡘ࡞ࡀࡿ⊂⮬ࡢࢲ࣮࢜ࢻෆⶶᵓ㐀ࢆ⏝࠸࡚ࠊᐇ⏝ⓗ࡞ಙ㢗ᛶᣦᶆ್ࡢ⣙  ಸࡢ 
$FP ࠸࠺㟁ὶᐦᗘࡲ࡛ຎࢆᢚไࡍࡿ࠸࠺⏬ᮇⓗ࡞ಙ㢗ᛶྥୖᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊಙ㢗ᛶຍ࠼ࠊ᭦࡞ࡿపᦆኻྥࡅࡓᢠపῶࡢ᪉⟇ࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࢪࣕࣥࢡࢩࣙࣥᢏ
⾡ࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊྠ⪏ᅽࢡࣛࢫ࡛ୡ⏺᭱ᑠࡢ≉ᛶ㏻㟁ᢠ PȐFP ࢆ㔞⏘࡛ࣞ࣋ࣝᐇ⌧ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡼࡾపᦆኻ࣭㧗ಙ㢗ࡢほⅬࡽࠊࢫࢵࢳࣥࢢ≉ᛶ࣭◚ቯ⪏㔞➼ࢆࡑࢀࡒ
ࢀྥୖࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ


ࠕᶫΏࡋ◊✲ᚋᮇࠖ࠾࠸࡚ࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࢆ௨ୗ♧
ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᆅ୰⇕ࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ⇕ჾタ⨨ࡢࡓࡵࡢ᥀๐ࢥࢫࢺ๐ῶ
ᆅୗࡢ⇕⏝ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢᢕᥱࡣ᭱㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣẸ㛫ᴗపࢥࢫࢺ࣭㧗ຠ⋡ࡢ⇕ჾࢆඹྠ㛤ⓎࡋࡓࠋᆅᇦࡢᆅୗỈὶືࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇ
ࡼࡾࠊ㏻ᖖࡢ⇕ჾẚ㍑ࡋ࡚ 㹼 ಸࡢ⇕⬟ຊࢆ♧ࡋࡓࠋࢫࣜࢵࢺࢆධࢀࡓࢣ࣮ࢩࣥࢢ
࡛ᡞࢆಖㆤࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅୗỈὶࢀࡼࡿ㧗࠸⇕⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡸ⮬ᄇࢆ
⏝ࡋࡓࢭ࣑࣮࢜ࣉ࣮ࣥࣝࣉᆅ୰⇕ჾࠊᆅୗỈࢆ⏝ࡋࡓࢱࣥࢡᘧ⇕ჾࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇド➼ࢆ
⾜࠸ࠊၟရࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⚟ᓥ┴ᆅ୰⇕ᴗ༠ྠ⤌ྜᆅᒙࡢ⇕ఏᑟ⋡ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵࡢ⡆᫆⇕ᛂ⟅ヨ㦂ἲࡢ᭷ຠᛶࢆᐇドࡋࡓࠋࡉࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᮏ⡆᫆⇕ᛂ⟅ヨ㦂ࢆ
⏝࠸࡚ࠊ㛤Ⓨࡋࡓ⇕ᶵࡢ⏝ᆅᇦࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢ⇕ఏᑟ⋡ศᕸ࣐ࢵࣉࢆసᡂ
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ㸦)5($㸧

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 㧗ຠ⋡࢚ࣥࢪࣥ⇞↝ᢏ⾡ࡢຠ⋡ྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ (*5㸦Ẽ࢞ࢫᚠ⎔㸧ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᦾື㒊➼ᅛ╔ࡋᶵ⬟పୗࠊᨾ㞀ࡢཎᅉ࡞ࡿᅛయᯒฟ≀㸦ࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸧⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡢゎ᫂ࠊ
ࡑࡋ࡚ୡ⏺ึ࡞ࡿࢩࣥࢡࣟࢺࣟࣥࢆ⏝࠸ࡓ ; ⥺ᢏἲࡼࡿ㔠ᒓࣀࢬࣝෆ㒊ࡢ⇞ᩱ ὶࠊ
࢟ࣕࣅࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞ὶື≉ᛶࢆほ ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊࢹ࣏ࢪࢵࢺྵࡲࢀࡿከ⎔ⰾ㤶
᪘ࡢ⏕ᡂᣲືࠊࡑࡋ࡚⇞ᩱᄇ㟝ࣀࢬࣝෆࡢࢽ࣮ࢻࣝᣲືෆ㒊⇞ᩱ ᙉᗘࡢ㛵ಀࡸࣀࢬࣝ㏆ഐ
࠾ࡅࡿᄇ㟝ὶືᣲືࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊ࢚ࣥࢪࣥ⇞↝ᐊෆ࡛ࡢࢹ࣏ࢪࢵࢺ⏕ᡂ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊࡑࡋ࡚ ᗘᅽຊሙᄇ㟝≉ᛶࢆゎ᫂ࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ

⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ᪂ᢏ⾡࣭〇ရࡢ⎔ቃ㐺ྜᛶࡢศᯒࡣࣛࣇࢧࢡࣝࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦/&$㸧ࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ
ከᵝ࡞⎔ቃᙳ㡪㡿ᇦ㸦Ẽೃኚືࠊ㈨※ᾘ㈝ࠊ᭷ᐖᏛ≀㉁ฟࠊᅵᆅ⏝࡞㸧ࡢホ౯ࠊ᪥ᮏ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃᾏእࡢ〇ရ࣭㈨※➼ࡢࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࡶᑐᛂࡍࡿ &2 ฟ㔞ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ᪥ᮏ
ࡢ⎔ቃ㈇Ⲵฟ㔞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛤Ⓨࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ௨
ୖࡢᅽಽⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᩘࢆࡿᅜෆࡢ⎔ቃ㈇Ⲵฟ㔞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦,'($YHU㸧ࢆ㧗ᗘࡋࠊ
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ᅵᆅࠊỈ⎔ቃ➼ࡢᙳ㡪㡿ᇦホ౯ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ ,'($YHU ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸦㈍ᐇ⦼㸸 ࣛࢭ
ࣥࢫ㸧ࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡉࡽࢪᆅᇦࡢ〇ရ࣭㈨※➼ࡢࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢆ୰ᚰ⎔ቃ㈇
Ⲵฟ㔞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛࡋࠊᾏእ∧ ,'($ ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᑐ㇟⎔ቃ
ᙳ㡪㡿ᇦࡢᣑࠊᾏእ∧ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆබ㛤࣭㈍ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᕤᴗ⏝ࢼࣀᮦᩱࡢ♫ᐇࡣࠊ〇㐀ᴗ⪅⮬ࡽࡀᏳᛶホ౯ࡢᣐࡾᡤࡍࡿホ౯ᡭἲ
ࡸ࢞ࢲࣥࢫࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࢼࣀⅣ⣲ᮦᩱࡢ⮬ⓗ࡞Ᏻ
ᛶホ౯ࡢࡓࡵࡢྛ✀࢞ࢲࣥࢫᩥ᭩ࢆసᡂࡋࠊ↓ൾබ㛤ࡋࡓ㸦⣼ィࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘ ௳௨ୖ㸧
ࠋ
ࡑࡢᚋࠊ〇㐀ᴗ⪅ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮㸦&1)㸧ࡢᏳᛶホ౯ᡭἲࡢඹྠ㛤Ⓨ⮳ࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ&1) ࡢ᳨ฟ࣭ᐃ㔞ᡭἲࠊẼ⟶ෆᢞᡭἲࠊ⓶㏱㐣ᛶヨ㦂ᡭἲࠊฟ࣭ᭀ㟢ホ
౯ᡭἲ࠸ࡗࡓ⮬Ᏻ⟶⌮㈨ࡍࡿホ౯ᡭἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ&1) ࡢᏳᛶホ౯ᡭ
ἲ㛵ࡍࡿྛ✀࢞ࢲࣥࢫᩥ᭩ࢆබ㛤ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

 ➨  ᮇ୰㛗ᮇィ⏬ᮇ㛫࠾ࡅࡿࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇࡢホ౯ᣦᶆ࡞ࡿẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ࠊࠊ ൨᥎⛣ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ┠ᶆ 
൨ᑐࡋ࡚  ൨㸦 ᭶ᮎⅬ㸧࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘẚ㍑ࡍࡿቑ㢠㸦ྠ᭶ẚ 㸣㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣෙࣛ࣎ࡢタ❧➼ࡼࡿಶู
ᴗࡢ㐃ᦠᙉࡸ୍ᐃ㔠㢠௨ୖࡢඹྠ◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ➼ࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡞
ࡢయไᙉࠊࡉࡽࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙➼࠾ࡅࡿಶูᴗࡢᣍᚅࡸಶูᴗࡢ㡿ᇦᖿ㒊ࡢ
ゼၥᶵࡢᙉ࡞ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾタࡉࢀࡓᢏ⾡ࢥࣥࢧ
ࣝࢸࣥࢢไᗘ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  㸦 ௳㸧ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  㸦 ௳㸧
ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᭶ᮎⅬ࡛  㸦 ௳㸧ᖜቑຍࡋࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠  ൨
ᑐࡋ࡚ 㸣ࡢྜࢆ༨ࡵࡿ⮳ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢቑ㢠ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡃࠋ


࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ࠕᶫΏࡋ◊✲ᚋᮇࠖ࠾࠸࡚≉➹ࡍࡁ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠕỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࠾ࡼࡧࠕࣃ
࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࠖࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

 ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝࠸ࡓỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡋ࡚ࠊᾘ㜵ἲ࠾ࡼࡧ㧗ᅽ࢞ࢫ㠀ヱ
ᙜ࡛Ỉ⣲ࢆ㈓ⶶ࡛ࡁࡿỈ⣲྾ⶶྜ㔠ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㔞ࡢỈ⣲㈓ⶶࢆྍ⬟ࡋࠊࡑࡢᛶ⬟ࢆồࡵࡽࢀ
ࡿ ᗘᇦ࡛ᐇドࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢỈ⣲㈓ⶶᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡼࡾࠊᅛయ㧗ศᏊᆺ⇞ᩱ㟁ụࡢ㧗ຠ⋡㐃
ᦠࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚ࠊỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝ࡀࡁࡃ๓㐍ࡋࡓࠋఫᏯᆅᇦ࡛ࡢỈ⣲㔞
㈓ⶶࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᾘ㜵ἲ༴㝤≀࠾ࡼࡧ㧗ᅽ࢞ࢫヱᙜࡋ࡞࠸Ỉ⣲㈓ⶶ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺≉Ⰽ
ࡼࡾࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ㓄⨨ࢆࡏࡎఫᏯᆅᇦ࡛ࡢỈ⣲㔞㈓ⶶࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ  ᖺࢥ࣮ࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥ㈹ᢏ⾡㛤Ⓨ㒊㛛⌮㛗㈹ࢆཷ㈹ࡍࡿ࡞ࠊ㧗ࡃᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᚋࠊỈ⣲♫ᑐᛂ࡛ࡁࡿᘓ≀ᖏᆺࡢࢥࣥࣃࢡࢺ࡛Ᏻ࡞Ỉ⣲࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ᒎࡋࠊࡉࡽࠊవࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛〇㐀ࡋࡓ㓟Ⅳ⣲
ࣇ࣮ࣜỈ⣲ࢆ⾤༊ᑟධࡍࡿỈ⣲ࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࡢᐇドࠊࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩࣙࣥࢱ࢘ࣥࡢල⌧ࡀ
㐍ࡴᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 Ⅳࢣ⣲༙ᑟయ㸦6L&㸧ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢ㔞⏘ᐇ⏝ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࠊ6L& ࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢಙ
㢗ᛶၥ㢟ࢆ㔞⏘࡛ࣞ࣋ࣝゎỴࡋࡓࡇ࡛ࠊᙜヱࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫࡢᗈ⠊࡞ᬑཬࡢ┠ฎࡀࡓࡗࡓࠋ
ࣥࣂ࣮ࢱ௦⾲ࡉࢀࡿᙜヱࣃ࣮࣡ࢹࣂࢫᦚ㍕ᶵჾࡢ♫ᑟධࡣ㟁ຊࡢ┬࢚ࢿࡁࡃ㈉⊩ࡍ
ࡿࠋᮏᡂᯝࡣࠊ༙ᑟయ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢ᭱㧗ᓠࡢᅜ㝿㆟࡛࠶ࡿ ,('0 ࡛  ᖺ㐃⥆㸦 ௳㸧࡛᥇ᢥࡉ
ࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘᖹᡂ  ᖺᗘΏࡾ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺➼  ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀࡿ࡞ࠊᏛ⏘ᴗ⏺ࡽ
㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊࡇࢀࡽࡢ㧗ᛶ⬟ෆ〇ࢹࣂࢫࢳࢵࣉࢆά⏝ࡋࡓᅇ㊰㸭ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
ᛂ⏝ᶵჾࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿඹࠊᶫΏࡋ๓ᮇẁ㝵ࡢᡂᯝࢆ㡰ḟ⛣⟶ࡋ࡚㔞⏘ࣞ࣋ࣝᡂ⇍ࡉࡏࡿࠋ
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ࠕᶫΏࡋ◊✲ᚋᮇࠖ࠾࠸࡚ࠊୖグ௨እࡢྛᑠ㡯┠ࡢ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡢᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࢆ
௨ୗ♧ࡍࠋ

᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦࢚ࢿ㸧
 ᆅᇦࡢᆅୗỈ⎔ቃࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓᆅ୰⇕ჾࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡢࢩࢫࢸ࣒ࡶࠊᆅᇦࡢ
ᆅୗỈὶືࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡼࡾࠊ㏻ᖖࡢ⇕ჾẚ㍑ࡋ࡚ 㹼 ಸࡢ⇕⬟ຊࢆ♧ࡋࠊ
௨ୖࡢ᥀๐ࢥࢫࢺ๐ῶࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸⇕ჾࡣ⚟ᓥᘓタᕤᴗ᪂⪺࡛ሗ㐨
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᑟධ࣭ᬑཬࡀ㧗ࡃᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅୗỈࢆ⪃៖ࡋࡓ᪥ᮏᘧࡢᆅ୰⇕◊✲ࡣࠊ
ᮾ༡ࢪㅖᅜᑐࡋ࡚ࡶࡁࡃᙺ❧ࡘࡓࡵࠊᆅᇦࡢᆅ㉁ࡸᆅୗỈὶືࡢ≉ᛶ㐺ᛂࡋࡓᆅ୰⇕
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗኚ࣭⏝ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦┬࢚ࢿ㸧
 ࢹ࣏ࢪࢵࢺ⏕ᡂࣔࢹࣝᐤࡍࡿ⌧㇟ゎ᫂ࡸ⇞ᩱᄇ㟝㛵ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓ⌧㇟ࣔࢹࣝࡣࠊ⮬ື㌴
⏝ෆ⇞ᶵ㛵ᢏ⾡◊✲⤌ྜ㸦$,&(㸧ࡸ 6,3 㠉᪂ⓗ⇞↝ᢏ⾡㸦ෆ㛶ᗓ-67 ཬࡧẸ㛫ඹྠ◊✲࡛㧗࠸
ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ≉⇞ᩱᄇ㟝ࣔࢹࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ ♫᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊᚋࡶࣔࢹࣝᨵⰋࢆ⥅⥆ⓗ᳨ウࡋࠊ㧗ຠ⋡࢚ࣥࢪࣥ⇞↝ᢏ⾡ࡢຠ⋡ྥ
ୖࢆ┠ᣦࡍࠋ

⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯࣭పῶࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦Ᏻ࣭≀㉁ᚠ⎔㸧
 ࣥ࣋ࣥࢺࣜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦,'($㸧ࡢᵓ⠏ᬑཬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛၏୍ᅜ㝿㐃ྜ⎔ቃィ⏬ࡀ
㐍ࡵࡿ /&$ ᅜ㝿ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ༠ㄪᯟ⤌ࡳ㸦*/$'㸧ࢹ࣮ࢱⓏ㘓ࡉࢀࠊୡ⏺᭱つᶍࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳ༶ࡋࡓಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓ᪥ᮏ〇ရࡢ⎔ቃᛶ⬟
ホ౯ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ᪤  ࣛࢭࣥࢫࢆ㈍ࡍࡿࡇ࡛ᕷሙ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ〇ရࡢ➇தຊࡢྥୖ
ࡢᐤࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ /&$ ᪥ᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛࡼࡾ⤒῭⏘ᴗ┬⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ
㛗㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ
 ᕤᴗ⏝ࢼࣀᮦᩱࡢᏳᛶホ౯㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛ✀࢞ࢲࣥࢫᩥ᭩ࡢබ㛤ࡼࡾࠊᴗ⪅ࡼࡿᕤ
ᴗ⏝ࢼࣀᮦᩱࡢ⮬ⓗ࡞Ᏻ⟶⌮ࡢᐇ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢞ࢲࣥࢫᩥ᭩ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿ࣮࢝࣎ࣥ
ࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹሗ࿌᭩ࡣࠊᐇ㝿ࡢᕤሙ❧ᆅಀࡿㄆྍ࠾࠸࡚ཧ⪃㈨ᩱ
ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࠋᏳᛶホ౯ᡭἲࡀᬑཬࡍࡿࡇ࡛ᴗࡢಁ㐍ࡸᛂ⏝〇ရࡢ㛤Ⓨᬑཬࡀຍ
㏿ࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘẚ㍑ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣྠ᭶ẚ࡛ቑ㢠ࡋࡓ
ࡀࠊ࠼ࡽࢀࡓ┠ᶆࢆࡁࡃୗᅇࡿࡇࡀ᭱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㸦௨ୗ୍㒊ᥖ㸧ᙜ㡿ᇦࡣ㛫㍈
ࡀ㛗࠸◊✲ࢸ࣮࣐ࢆᢸᙜࡋࠊ♫ࢽ࣮ࢬࡋ࡚ࡶࠕᶫΏࡋ◊✲๓ᮇࠖࡋ࡚ࡢᙺࡀᙉࡃồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࠊಶูᴗࡢ㐃ᦠࢆᐃࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓẸ㛫㈨㔠ࡢᖜ࡞ቑ㢠ࡣ㛫ࡀ
ࡾࠊᚋࡶୗグࡢほⅬ࡛⢓ࡾᙉ࠸ດຊࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 Ẹ㛫㈨㔠࡛㐠⏝ࡉࢀࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲άືࡢᣑ
 ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺ◊✲άືࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤
 ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤
ࡇࢀࡽࡢどⅬ࡛ࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢቑ㢠ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛⾜ࡁࡓ࠸ࠋ
 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࡣ࡚ࡢᖺᗘ࠾࠸࡚┠ᶆࡣᮍ㐩࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ୰㛗ᮇⓗࡶẸ㛫㈨㔠ࡢ⋓ᚓ㢠ቑຍࡣࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᙜ㡿ᇦࡣබⓗ㈨㔠ࡼࡿ
ᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ୰ᚰⓗ≌ᘬࡍࡿᙺࡶᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰㛗ᮇⓗࡣẸ㛫㈨㔠ࡢࡳ࡞ࡽࡎබ
ⓗ㈨㔠ࡶຍ࠼ࡓእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓ㢠ࢆቑᙉࡋࠊබⓗᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ㔜せ࡞࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ


㸲㸬๓ᖺᗘホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ
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㸦㸯㸧㡿ᇦࡢᴫせ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚

ࡈពぢ㸸㡿ᇦ㛫ࡢࢡࣟࢫࣇࣥࢡࢩࣙࣥࢆᙉࡍࡁ⪃࠼ࡿࠋࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࠖ㡿ᇦࡢ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡣࠊࠕᮦᩱ࣭Ꮫࠖ㡿ᇦࡸࠕ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ࣭〇㐀ࠖ㡿ᇦࡢ㐃ᦠࡀḞࡏ
࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ≉ࠊࠕ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ࣭〇㐀ࠖ㡿ᇦࡣ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚ࠊࠕ6RFLHW\ࠖࡢᐇ
⌧ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ᑐ ᛂ㸸
 㡿ᇦ㛫ࡢ㐃ᦠࡣ⏘⥲◊ࡢ⥲ྜຊࢆⓎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡾࠊ࠼ࡤࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠊ㟁ụ
㛤Ⓨ࠾࠸࡚ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿᅛయ㟁ụ㛵ࡋ࡚ࠊࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࠖ㡿ᇦࠊࠕᮦᩱ࣭Ꮫࠖ
㡿ᇦࠊࠕ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ࣭〇㐀ࠖ㡿ᇦࡢ◊✲⪅ࡀཧ⏬ࡍࡿᡤෆࡢ㐃ᦠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
 ᭶ࡣୖグࡢ  㡿ᇦࠕィ㔞࣭ᶆ‽ࠖ㡿ᇦࡶຍ࠼࡚ࠊࣔࣅࣜࢸ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿࢧࢫࢸࢼ
ࣈࣝᢏ⾡㐃ᦠಁ㐍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶ㛤ദࡍࡿ࡞ࠊ㡿ᇦ㛫⼥ྜࢆᙉࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ6RFLHW\
ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊሗᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ♫ࡢ㔞ᑟධࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚
┠ⓗᇶ♏◊✲
ࡈពぢ㸸㔠ᒓከ◲≀ࡢ㛤Ⓨ᪂ወ࡞ᨺ㟁ᶵᵓࡢゎ᫂㸸◊✲ࡣᇶᮏⓗࡣࠊ⌧≧ࡢㄢ㢟ゎỴࡀ
┠ⓗ࡛࠶ࡿࡽࠊᖺࡢᡂᯝࡀᚑ᮶ࡢࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụẚ㍑ࡋࠊ㐍ᒎࡋࡓᶵ⬟ᛶ⬟ࢆᐃ㔞
ⓗ♧ࡍࡇࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ
ᑐ ᛂ㸸
 㔠ᒓከ◲≀ࡀᚑ᮶ࡢࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụṇᴟ ̽P$KJ ẚ࡚  ಸ㏆࠸ᐜ㔞 ̽
P$KJ ࡢᨺ㟁ࡀྍ⬟࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡇࡢᮦᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊ
$K ⣭ࡢ㟁ụࢆヨసࡋࠊ:KNJ ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

ᶫΏࡋ◊✲๓ᮇ
ࡈពぢ㸸Ỉ⣲ᢏ⾡ࡣࢺ࣮ࢱࣝࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚Ỉ⣲ࢆᚠ⎔ࡉࡏ࡚ึࡵ࡚┿ࡢホ౯ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡍ
ࡋࠊ♫ᑐࡋ࡚ࣆ࣮ࣝࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋᆅ⏘ᆅᾘᆺࡢ࢚ࢥࢱ࢘ࣥᵓࢆࡐࡦᐇ⌧ࡋ࡚ࡋ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ᑐ ᛂ㸸
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡼࡾΎỈᘓタ⏘⥲◊ࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩ࣭ࣙࣥỈ⣲ࢱ࢘ࣥ㐃ᦠ◊✲ᐊ㸦ෙࣛ࣎㸧ࢆ
㛤ጞࡋࠊᐇ㝿ࡢᘓ≀ࢆᑐ㇟Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊᐇドヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊᴗᛶ㸦ࢥ
ࢫࢺ㸧ࡢ᳨ウࠊ㓟Ⅳ⣲๐ῶຠᯝࠊᴗ⥅⥆ィ⏬ᶵ⬟ಀࡿㄢ㢟ࢆᢳฟࡋ࡚ࡑࡢゎỴࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽࠊవࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛〇㐀ࡋࡓ㓟Ⅳ⣲ࣇ࣮ࣜỈ⣲ࢆ⾤༊ᑟධࡍࡿỈ
⣲ࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢆᐇドࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞Ỉ⣲㈓ⶶᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡞ࡽࡧࣔࣅࣜࢸࢆ⏝࠸ࡓ
ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩࣙࣥࢱ࢘ࣥࡢල⌧ࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ
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ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ ◊✲ホ౯ጤဨ
䠄䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ㡿ᇦ䠅

ㄝ᫂㈨ᩱ
⏘ᴗ⏺䛻䛤⏝㡬䛝䜔䛩䛔
䜶䝛䝹䜼䞊䡡⎔ቃ㡿ᇦ䜢䜑䛦䛧䛶
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ㡿ᇦ
㡿ᇦ㛗 ᑠᯘ ဴᙪ
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؝ڭਸ਼ڰরশ৯ఏभੑधটॻشঐॵউ
كڭقৗग़ॿঝॠشभো॑യਤघॊૼभ৫
୬഻पणःथम॥५ॺधਦਙ॑ৰਠघॊधधुपؚള়৲ृৗप੦तऎৗ୬഻ਗ਼भল॑ॊ؛ऽञؚગে૭ચग़ॿ
ঝॠشপোभञीभग़ॿঝॠॺॵॿشডشॡૼؚऔैपमপૠெਹ৷ૼಉपुॉੌि؛
كڮقग़ॿঝॠ॑شৈഡ২दฅघॊૼभ৫
ગে૭ચग़ॿঝॠشಉ॑૨ଐऎಞಉभ৲৾ग़ॿঝॠش౺पఌखฅ؞ਹ৷घॊૼ॑৫घॊधુपؚਗ਼౺भ৲पिऐञൗ৷ؚ
ક୧৷ؚਓ৷भਗ਼ૼ॑৫घॊ؛
كگقग़ॿঝॠ॑ش૨पఌ؞ਹ৷घॊૼभ৫
ग़ॿঝॠشভ॑ৰਠघॊञीपؚডॖॻॠকॵউ৬ঃডشग़ঞॡॺটॽॡ५ૼؚग़ॿঝॠشभથਹ৷ૼؚঽ৷ग़থ४
থभৈ૨൏ૼؚৈആதਗ਼॥ॖঝ৲ૼಉ॑৫घॊ؛
كڰقग़ॿঝॠشৱ౺॑થણ৷घॊૼभ৫
ওॱথঁॖॻঞॺشಉभग़ॿঝॠشৱ౺भથਹ৷पऊऊॎॊૼ॑৫घॊ؛
كڱق୭জ५ॡ॑௬؞घॊૼभ৫
ਓध୭ऋુেघॊভभৰਠपऐथঀॼؚ౫મಉभ୭জ५ॡ॑ীෲؚ௬घॊૼؚঞ॔ওॱঝಉभৱ౺୭॑ਤीॊૼధलपؚ
ਓ৳॑ન৳घॊञीभૼ॑৫घॊ؛

+ফ২

 ग़ॿঝॠشभৈഡ২ฅ
 ग़ॿঝॠشभ૨ఌ؞
ਹ৷
 ग़ॿঝॠشৱ౺भથણ৷

 ୭জ५ॡ௬؞

ਸ਼ڰ
+ফ২

+ফ২

+ফ২

1('2َৈਙચ؞ৈਦਙ୬഻ਗ਼भਗ਼॥५ॺૼ৫ُ

1('2َৗਗ਼ഈఐ৾੦ຊଢ଼হق5,6,1*ُك
1('2َৗਗ਼ৰ৷৲യਤ੦ೕૼ৫ق5,6,1*ُك
੫ુଢ଼৬73(&
6,3َઃ਼৻ঃডشग़ঞॡॺটॽॡ५ُ
৽ਓَওॱথঁॖॻঞॺشभଢ଼৫ُ
৽ਓَওॱথঁॖॻঞॺشभଢ଼৫ُ
1('2َಯဿਓ৴पेॊ୭౪ৱ౺ગেૼُ
1('2َৈ૨ऩৱ౺୭३५ॸ॑ଡണघॊञीभজ१ॖॡঝૼُ
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ਸ਼ڱ
+ফ২ ਰఋ
؞தৈ૨୬഻
ਗ਼

؞ৗ৷ಥषभன৫

؞ৈઍৗ
ਗ਼भৰ

؞ਗ਼ਞঽ
भയਤ

؞৵؞ৈ૨भ
ਗ਼౺ૼ

؞ভभਗ਼৲
യਤ

఼؞ૼभનয়

؞বਓग़ॿঝॠش
౺भન৳

؞ঽ؞ঽभ
ସ୭

؞ସ୭ૼभ
য৲૮য৲

ຍಞভभଡണ

 ৗग़ॿঝॠشभো॑യਤ

+ফ২
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؝ڮਸ਼ڰরশ৯ఏभ્ൿघसऌਛટৄقा॑அिك

ْ৯੦ຊٓ
؞সരᆼ৲ਫா౫મदؚజਟभজॳक़ॖड़থਗ਼ਫாभःৈઍ॑ਛফ২ऽदपਛखؚਛফ২पम ؚ$Kभਗ਼॑
ख ؚ:KNJभग़ॿঝॠشഡ২॑ਛखञ؛ਛফ২मؚৰ৷৲षभঐॖঝ५ॺشথधखथౄଣਗ਼१ॖॡঝ॑ৄ॒दःॊ؛
؞ॠऊैৈಓ  03Dத ಞभেऋ૭ચऩඡᄘ॑৫खؚਛফ২ऽदपॠभಞय़কজ॔धखथभਹ৷૭ચਙ॑ંखञ؛ਛ
ফ২म&ؚ2ਗ਼ੰ൬੪पेॊॠ়ਛपਛखञ؛ਛফ২म&ؚ2ಞ৲ඡᄘभৈਙચ৲؞ಕ৲पेॊেਓਙऋৄऽोॊ؛
؞ਸ਼पउऐॊધਬ৷ਯमؚਛऊैফ২म৯ఏக॑ढञ؛ધਯुਛऊैফ২म৯ఏக॑ਛखؚਛফ২
ुাଜৎਡदઆফাૻदँॉؚ৯ఏக॑প்पढञઆফ২धदँॊ؛ऽञؚਛফ২भ4४কॼشঝقଢ଼
ীपउऐॊ,)ਜ਼كषभൕൗम٫दँॉؚସभৈः৯੦ຊଢ଼ਛટ॑ਦखथःॊ؛ਛফ২ुਬऌਢऌؚସभৈः৯
੦ຊଢ଼ਛટ॑ਤखؚாपৈ,)ધषਦघॊ؛
ْଶநखٓ
؞মੂभঁॖॻছॖॻਞৼਛশपेॊ*D$V୬഻ਗ਼भଲपਛखؚਛফ২पम,Q*D3୬഻ਗ਼द ¡PKਰभதৈசਛশ ਼ੀਈ
ৈਛশச২ ध਼ੀਈৈঞঋঝभఌ૨॑ਛखञ؛ਛফ২पम਼ੀੂभ$O௺౫મभোपेॉఌ૨॑॑ৄ॒दःॊ ؛
 ؞ਸ਼রশप଼ؚଥ୩ୠଢ଼॑૿अ1('2ಉभଢ଼৫উট४ख़ॡॺपउःथؚওॱথঁॖॻঞॺشभଢ଼৫ؚਹ৷ग़ॿঝ
ॠشभৗણ৷ૼ৫ಉؚਯभউট४ख़ॡॺपउःथ3/؞63/॑ਜीॊಉরੱऩ૽સ॑ટञखञقਛফ২ਁৱসඃ
੭પ؟؛ك1('2উটपउऐॊৱ౺୭३५ॸଡണभञीभজ१ॖॡঝૼदम਼ؚੀੂभ૮য৭શউছথॺ॑৯खञਝ॑
ਛফ২पਓଢ଼पਝ઼खؚসരজ१ॖॡঝ॑প்ਤனऔचञ؛ਛফ২ु1('2উটಉभউট४ख़ॡॺ॑ख଼ؚଥ୩ୠभ
ड़شউথॖঀঋش३ঙথউছॵॺইज़شपेॊଢ଼॑ਤघॊৄदँॊ؛
؞ੴଃਓभৰీ৺ಉ੯ਯमؚਛऊैফ২पऊऐथದ৹पੜਸखؚਛফ২मাଜৎਡद৯ఏ॑ਛखञ؛ਛফ২ुಲਢ
खथૼभଶநख॑ାৰपਤीॊৄदँॊ؛
ْଶநखٓ
؞ગে૭ચग़ॿঝॠشभোയਤपঢ়खथؚਛফ২ेॉಞଲୗؚ૫శჾਊभล়সؚમਗ਼ಉ॑அिৰਝ॑ઈ৷৫खؚ
ગে૭ચग़ॿঝॠشभপઍ؞শฅણ৷॑૭ચधघॊૼ৫पਛखञ؛ਛফ২ेॉؚ૦ਝधभ་ছ॑৫खؚৰৰ
ୡ॑মતप৫खؚঅঝदાघॊग़ॿঝॠش८ট৲पপऌऎਤखञ؛ਛফ২मৰ૦षਝ઼भৰ॑घॊৄदँॊ؛
؞6L&ঃডॹشংॖ५भਦਙਖ॑ਓঞঋঝदੰৠखञ؛ऒोपेॉؚਊჾঃডॹشংॖ५भઁऩभ৯૪ऋञठؚਊჾঃডॹشংॖ
५࿌ൗਃஓभভোपेॊਗ਼ৡभग़ॿऋୄऔोॊ؛
಼؞ૣقਣؚଗؚగুكपਚघॊ੫॑ৌधखञગে૭ચग़ॿঝॠشঢ়৴ૼभহ৲੍ରदम੍ؚରॸشঐਯमਛ
عফ২়ੑ੯पॉؚਛফ২ऽदपଲષ৲खؚਲ਼ऑ॑ऑञৰౚम੯धऩढञ؛ਛফ২ुಲਢखथ੍ର॑ಲ
ਢदँॊ؛
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؝گਛফ২भ৻ਛટध્ൿघसऌਛટ
০ऽदຽथथःञ॑ਗ਼ਞषఌ

⇕

ગग़ॿಞ॑ਹ৷खञ॔থঔॽ॔ଲୗ؞ਗ਼ਹ৷
⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊

㖡㟁ᴟ

ኴ㝧ග䚸
㢼ຊ䛺䛹

䝘䝜ᵓ㐀䜢
ᙧᡂ䛧䛯3E7H
䝯䝍䝹䝧䞊䝇
㓄⥺ᇶᯈ

䜰䞁䝰䝙䜰ྜᡂ䝥䝷䞁䝖

䜰䞁䝰䝙䜰
䜺䝇䝍䞊䝡䞁

㟁ຊ
䜶䝛
Ỉ⣲

ኚຠ⋡䠖䠂 ĺ䛻

Ỉ䛾㟁Ẽศゎ

䠟䠫䝣䝸䞊
䜰䞁䝰䝙䜰

-RRG32KWD0䜙, Joule䛛䜙㌿㍕䚹

ْ৯੦ຊٓ
؞ਗ਼ఌૼ৫पउःथؚใோૼदमங২दँढञఌ૨ؚ॑ਛফ২पमपऔचञ؛
؞ધਬ৷ਯमؚাଜৎਡदق৯ఏكधದ৹पखथउॉؚ৯ఏ॑ढञ؛ધਯुাଜৎਡदਾق৯
ఏਾكधઆফাૻदँॉؚ৯ఏக॑প்पढञઆফ২धदँॊ؛
ْଶநखٓ
॔؞থঔॽ়॔ਛউছথॺ॑য়ठऑؚবੂभગग़ॿಞ॑ਉમधघॊ॔থঔॽ়॔ਛ॑ৰखؚऔैपਙभ॔থঔॽ॔॑ઉம൏ਹ
৷घॊफ़५ॱشঅথਗ਼पु਼ੀदੂीथਛखञ؛
؞1('2ಉभଢ଼৫উট४ख़ॡॺपउःथؚৱ౺୭३५ॸଡണभञीभজ१ॖॡঝૼृਹ৷ग़ॿঝॠشৗણ৷ૼ৫ಉ॑
૿अधधुपؚ3/؞63/॑ਜीॊಉরੱऩ૽સ॑ટञखञਁقৱসඃ੭પؚাଜৎਡ؛ك
؞ੴଃਓभৰీ৺ಉ੯ਯमؚাଜৎਡद੯ق৯ఏ੯كधใप৯ఏ॑ਛखૼؚभଶநख॑ାৰपਤीथःॊ؛
ْଶநखٓ
؞૦ਝઙૄভध་ছ॑৫खؚગে૭ચग़ॿঝॠشपेॊಞଲୗؚฅؚਹ৷॑ষइॊ৸ঽઈૡৰ३५ॸ॑ଡണؚजभਛ
ટऋ௬औोؚ॥ش४ख़ॿপೖૼق৫ ৶হশೖ॑كਭೖखञ؛
؞ਗ਼ৡఌ३५ॸभ৵৲؞ৈ૨৲ृৗञऩਗ਼ৡ३५ॸলपऐथؚຍ৲ॣॖಞ৬ 6L& ॑৷ःञॺছথ४५ॱषभઃ਼৻ଡୗ
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䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝇䜽䞊䝹

㐃ᦠᏛ㝔ไᗘ

ᖹᡂᖺᗘ䠖3'䝁䞊䝇ྡ
'&䝁䞊䝇 ྡ

ᖹᡂᖺᗘጤკ䠖௳


ෆ㒊ேᮦ⫱ᡂ

◊✲⬟ຊ  ᢏ⾡⤒Ⴀຊ

䢆䢛䡬䢋䢄䢙䢀ᑂᰝ䛸ⱝᡭᣦᑟయไ
䛆䝟䞊䝬䝛䞁䝖ᑂᰝᖺ๓䛇
 㡿ᇦᖿ㒊䚸䝴䝙䝑䝖㛗䜢๓䛻䛧䛯㐍ᤖ≧ἣ
ሗ࿌䛾ᐇ
 䜾䝹䞊䝥㛗䜒ᣦᑟ᪉㔪䜢ㄝ᫂
䛆䝟䞊䝬䝛䞁䝖ᑂᰝ䞄᭶๓䛇
 ( (䝣䜷䞊䝷䝮䛷䛾◊✲Ⓨ⾲䛸㡿ᇦᖿ㒊䚸
䝴䝙䝑䝖ᖿ㒊䚸ཧຍ⪅䛻䜘䜛䜰䝗䝞䜲䝇యไ
䛆䝟䞊䝬䝛䞁䝖ᑂᰝ䛇
 㡿ᇦᖿ㒊䛸䝴䝙䝑䝖㛗䛻䜘䜛䝟䞊䝬䝛䞁䝖
ᑂᰝ䛾ᐇ

䜶䝛⎔㡿ᇦ

㡿ᇦෆ◊✲㐃ᦠ䛾ಁ㐍
( (䝣䜷䞊䝷䝮䠄䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ㡿ᇦ ὶ
䠅䛾㛤ദ
 ᖺᅇ䛾㛤ദ䠄᭶ᣑ∧䠖ཧຍேᩘ ே䠅
 㡿ᇦ㛗䛻䜘䜛ㅮ₇䛻䜘䜚㡿ᇦ㐠Ⴀ᪉㔪䜢ඹ᭷
 䝴䝙䝑䝖㛗䛻䜘䜛䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜢
㏻䛨䛯ၥ㢟ព㆑䛾ඹ᭷
 䝫䝇䝍䞊ᒎ♧䛻䜘䜛᪂つ᥇⏝⪅䛾⤂䛸⾲ᙲ

䝟䞊䝬䝛䞁䝖ேᮦ䛾2-7䛻䜘䜛⫱ᡂ
 㤳ᖍ◊✲ဨ➼䚸ୡ⏺䝖䝑䝥◊✲⪅䛾⫱ᡂ
 ᖺ䡚ᖺ䛾⏘⥲◊ෆእ䜈䛾ฟྥ䜢㏻䛨◊
✲䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ䜢⤒㦂
 2-7䜢㏻䛨䛯ᖿ㒊ேᮦ䛾⫱ᡂ
ᾏእὴ㐵ᨭ䠄㻜㻚㻞൨㻗ᅜ㝿ඹྠ◊✲㻼㻶䠅

➨ᮇ䛻ྡ䛾ᅾእ◊✲䜢ᨭ


- 46 -

እ㒊ேᮦ⫱ᡂ

䜶䝛⎔㡿ᇦ

ᵝ䚻䛺እ㒊ேᮦ⫱ᡂ䛾ᶵ䜢యⓗ䛻タ䛡䚸䛭䜜䛮䜜䛾ศ㔝䛷䛾⏘ᴗேᮦ⫱ᡂ䛻㈉⊩
ඛ㐍䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇◊✲䝉䞁䝍䞊
䞉⟃ἼᏛ7,$㐃ᦠᏛ㝔䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䝁䞊䝇㐃ᦠㅮᗙ䠄ᩍဨ䠅
ĺ ➨ᮇ⣼ィ䛷ಟኈᏛ ྡ䚸༤ኈᏛ ྡ䛻༠ຊ
䞉7,$73(&䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䝃䝬䞊䝇䜽䞊䝹
ĺ ➨ᮇ⣼ィ䛷ྡ䛾ಟ⪅䠄ᖹᡂᖺᗘ ྡ䠅
⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊◊✲䝉䞁䝍䞊 䠄)5($䠅
Ꮫ䛛䜙ேᮦ䜢ཷ䛡ධ䜜䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝䛾ேᮦ䜢⫱ᡂ
ĺ ேᮦ⫱ᡂ䜢క䛖ඹྠ◊✲ ௳䠄ᖹᡂᖺᗘ䠅䚸௳䠄ᖹᡂᖺᗘ䠅
ĺ ேᮦ⫱ᡂᩘ䠖䝫䝇䝖䝗䜽䝍䞊䚸ᢏ⾡◊✲䛺䛹 ྡ䠄ᖹᡂᖺᗘ ྡ䠅
ᡓ␎ⓗ㒔ᕷ㖔ᒣ◊✲ᣐⅬ䠄^hZ䠅䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
㒔ᕷ㖔ᒣ㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡ຊྥୖ䛾䛯䜑䝸䝃䜲䜽䝹ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䜢㛤ദ䠄ᖺᅇ䠅
ĺ ➨ᮇ⣼ィ䠄ィᅇ䠅䛷ྡ䛾ཧຍ⪅䠄ᖹᡂᖺᗘ ᅇ㛤ദ䚸ཷㅮ⪅䛿䚸ྡ䠅
䝯䝍䞁䝝䜲䝗䝺䞊䝖⥲ྜ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛺䛹䛾䜰䝷䜲䜰䞁䝇άື
ᐇ㦂ᩍᐊ䜔እ㒊ᶵ㛵䛾ぢᏛᑐᛂ䛺䛹䛻䜘䜛ሗⓎಙ䛚䜘䜃᭱᪂䛾◊✲ᡂᯝ䜢Ⓨಙ䛩䜛
ሙ䛸䛧䛶䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢㛤ദ
ĺ 䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛾ཧຍ⪅䛿➨ᮇ⣼ィ䛷ྡ௨ୖ䠄⣙ྡ䛿ᴗ䛛䜙䛾ཧຍ⪅䠅


㡿ᇦ䛾ᴫせ䛸◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖 䜎䛸䜑

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䛆㡿ᇦ䛾ᴫせ䛇 =HUR(PLVVLRQ6RFLHW\䛾ክ
䚽 పⅣ⣲♫䜢┠ᣦ䛧䛶
⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾㔞ᑟධ䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊ᢏ⾡䛾ᬑཬ䚸
ᮍ⏝䜶䝛䝹䜼䞊䛾᭷ຠ⏝
䚽 ⏘ᴗ䛸⎔ቃ䛜ඹ⏕䛩䜛♫䜢┠ᣦ䛧䛶
⎔ቃ䝸䝇䜽䛾పῶ䚸㈨※䞉≀㉁䛾ᚠ⎔䚸⏘ᴗಖᏳ䛾☜ಖ

䛆䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛇 ᛴ䛜䜀ᅇ䜜 䠖 䜘䜚⏘ᴗ⏺䛛䜙䛾䝸䝇䝨䜽䝖䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻
䚽 ┠ⓗᇶ♏◊✲䛾ᙉ
㔠䛾☜ಖ䚸Ꮫ㐃ᦠ䛾ᙉ䠄2,/ 䡴䢗䡭䢊䢛➼䠅䚸ᴗ㐃ᦠ䛛䜙䛾䢈䡤䡬䢀䢚䢆䢚䡫䡴
䚽 䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ຊ䛾ᙉ
,&䛸◊✲⪅䛾㐃ᦠ䚸䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䞉ᢏ⤌➼䛾ά⏝䚸䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛾ά⏝
䚽 ேᮦ⫱ᡂ ĺ ◊✲⬟ຊᢏ⾡⤒Ⴀຊ䛾ྥୖ䚸᪂ᢏ⾡䛾ၨⵚ
ෆ㒊ேᮦ䠖௵ᮇ䛝⫋ဨᩍ⫱䚸ฟྥ➼2-7䚸ᾏእὴ㐵
እ㒊ேᮦ䠖᪂ᢏ⾡ၨⵚάື䚸䝫䝇䝗䜽ᩍ⫱䚸Ꮫ㐃ᦠ
䚽 䛭䛾
㡿ᇦෆእᶓ᩿㐃ᦠᙉ䚸ᅜ㝿ᶆ‽䚸ᆅᇦ⏘ᴗᨭ䚸ᅜ㝿㐃ᦠ ➼
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◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖 ㄢ㢟䛸ᑐ⟇

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䛂ᛴ䛜䜀ᅇ䜜䛃 ◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ຠᯝ
䞉 ㄽᩥ䛾㉁䚸㔞䠄ㄽᩥⓎ⾲ᩘ䜔ㄽᩥ⿕ᘬ⏝ᩘ䠅䛿䚸㧗
㧗䛔Ỉ‽䜢⥔ᣢ䛧䛶䛔䜛
䞉 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠䛿ᚎ
ᚎ䚻䛻ቑຍ䛧䛶䛝䛶䛔䜛
䞉 䛂Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠䛃䛜┠ᶆ䜢ୗᅇ䜛
ᵓ㐀ⓗㄢ㢟䠖ಶูᴗ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᐃ䛧䛶タᐃ䛥䜜䛯Ẹ㛫㈨㔠䛾ᖜ䛺ቑ㢠䛻䛿㛫䛜䛛䛛䜛
䞉 ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛◊✲䝔䞊䝬䛾㛫㍈䛜㛗䛔
䞉 䝙䞊䝈䛾㧗䛔 䜸䞊䝥䞁䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮άື䠄1('2 3-➼䠅䜈䛾䝸䝋䞊䝇ᢞධ
䞉 䝬䞁䝟䝽䞊䛾⋓ᚓ
䞉 Ẹ㛫㈨㔠䛷㐠Ⴀ䛩䜛 䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮 䛾ᣑ
䞉 䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮άື䛛䜙䛾㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲䜈䛾⛣⾜
䞉 ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛛䜙䛾㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲䜈䛾⛣⾜
ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ
ᐇ⦼

Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠
㼇൨㼉
ㄽᩥᘬ⏝ᩘ
㼇ᅇ㼉

㻝㻥㻚㻢

┠ᶆ

㐩ᡂ⋡

㻞㻠㻚㻣 㻣㻥㻚㻠㻑

ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ
ᐇ⦼

㻞㻟㻚㻞

┠ᶆ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

㐩ᡂ⋡

㻟㻜㻚㻞 㻣㻢㻚㻤㻑

ᐇ⦼

㻞㻞㻚㻡

┠ᶆ

㐩ᡂ⋡

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ
㻔㻝㻞᭶ᮎⅬ㻕
ᐇ⦼

┠ᶆ

๓ᖺẚ

㻟㻡㻚㻢 㻢㻟㻚㻞㻑 㻞㻝㻚㻟

㻠㻝㻚㻝

㻝㻜㻟㻑

㻝㻡㻘㻡㻡㻞 㻝㻠㻘㻟㻝㻝 㻝㻜㻤㻚㻣㻑 㻝㻢㻘㻟㻜㻞 㻝㻡㻘㻟㻜㻜 㻝㻜㻢㻚㻡㻑 㻝㻣㻘㻠㻣㻠 㻝㻡㻘㻤㻜㻜 㻝㻝㻜㻚㻢㻑 㻝㻤㻘㻢㻟㻝 㻝㻣㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻟㻑


๓ᖺᗘホ౯䝁䝯䞁䝖䜈䛾ᑐᛂ䠄䠍䠅

䜶䝛⎔㡿ᇦ

ᖺᗘ䛾ホ౯ጤဨ䛷㡬䛔䛯䝁䝯䞁䝖䛻䛴䛝䜎䛧䛶䚸䛸䛧䛶௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䠄䠍䠅㡿ᇦ䛾ᴫせ䛸◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶
䛆䛤ពぢ䛇㡿ᇦ㛫䛾䜽䝻䝇䝣䜯䞁䜽䝅䝵䞁䜢ᙉ䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹䛂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ䛃㡿ᇦ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
ฟ䛿䚸䛂ᮦᩱ䞉Ꮫ䛃㡿ᇦ䜔䛂䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䞉〇㐀䛃㡿ᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹≉䛻䚸䛂䜶䝺䜽䝖䝻
䝙䜽䝇䞉〇㐀䛃㡿ᇦ䛸䛿㐃ᦠ䜢ᅗ䛳䛶䚸䛂6RFLHW\䛃䛾ᐇ⌧䜢≌ᘬ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䛆ᑐ ᛂ䛇㡿ᇦ㛫䛾㐃ᦠ䛿⏘⥲◊䛾⥲ྜຊ䜢Ⓨ䛩䜛ୖ䛷㔜せ䛷䛒䜚䚸䛘䜀䚸ᖹᡂᖺᗘ䛻䚸㟁ụ㛤Ⓨ
䛻䛚䛔䛶ὀ┠䜢ᾎ䜃䛶䛔䜛ᅛయ㟁ụ䛻㛵䛧䛶䚸䛂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ䛃㡿ᇦ䚸䛂ᮦᩱ䞉Ꮫ䛃㡿ᇦ䚸䛂䜶䝺䜽䝖䝻䝙
䜽䝇䞉〇㐀䛃㡿ᇦ䛾◊✲⪅䛜ཧ⏬䛩䜛ᡤෆ䛾㐃ᦠ◊✲䜢㛤ጞ䛧䛯䚹䜎䛯䚸᭶䛻䛿ୖグ䛾㡿ᇦ䛻䛂ィ㔞䞉ᶆ
‽䛃㡿ᇦ䜒ຍ䛘䛶䚸䝰䝡䝸䝔䜱䜶䝛䝹䜼䞊䛻㛵䛩䜛䝃䝇䝔䝘䝤䝹ᢏ⾡㐃ᦠಁ㐍䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜒㛤ദ䛩䜛䛺䛹䚸
㡿ᇦ㛫⼥ྜ䜢ᙉ䛧䛴䛴䛒䜛䚹䜎䛯䚸䛂6RFLHW\ 䛃䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䚸ሗᢏ⾡䜢⏝䛔䛶⏕ྍ⬟䜶䝛䝹
䜼䞊䛾♫䜈䛾㔞ᑟධ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹

䝃䝇䝔䝘䝤䝹ᢏ⾡㐃ᦠಁ㐍䝅䞁䝫䝆䜴䝮
䛂䝰䝡䝸䝔䜱䜶䝛䝹䜼䞊䛃

⏘⥲◊ḟ㟁ụᮦᩱ䞉ᛂศᯒ䝅䞁䝫䝆䜴䝮

⇞ᩱᄇ㟝
⇕㟁ኚ
㟁ụ
☢ᛶᮦᩱ
⇞ᩱ㟁ụ
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䝖䝷䜲䝪䝻䝆䞊
㦁㡢䞉ື䞉䝝䞊䝅䝳䝛䝇
㌴୧䝰䝕䝹䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
㼃㼑㼘㼘㻙㼠㼛㻙㼃㼔㼑㼑㼘ศᯒ
䛺䛹

๓ᖺᗘホ౯䝁䝯䞁䝖䜈䛾ᑐᛂ䠄䠎䠅

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䠄䠎䠅䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶
䛆䛤ពぢ䛇㔠ᒓከ◲≀䛾㛤Ⓨ䛸᪂ወ䛺ᨺ㟁ᶵᵓ䛾ゎ᫂䠖◊✲䛿ᇶᮏⓗ䛻䛿䚸⌧≧䛾ㄢ㢟ゎỴ䛜┠ⓗ
䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᖺ䛾ᡂᯝ䛜ᚑ᮶䛾䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛸ẚ㍑䛧䚸㐍ᒎ䛧䛯ᶵ⬟䛸ᛶ⬟䜢ᐃ㔞ⓗ䛻♧䛩䛣䛸䜢
᥎ዡ䛩䜛䚹
䛆ᑐ ᛂ䛇 㔠ᒓከ◲≀䛜ᚑ᮶䛾䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụṇᴟ䠄± P$KJ䠅䛸ẚ䜉䛶ಸ㏆䛔ᐜ㔞䠄±
 P$KJ䠅䛾ᨺ㟁䛜ྍ⬟䛺䝯䜹䝙䝈䝮䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䛣䛾ᮦᩱ䜢⏝䛔䛶䚸 $K⣭䛾㟁
ụ䜢ヨస䛧䚸 :KNJ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘ䜢㐩ᡂ䛧䛯䚹

䛆䛤ពぢ䛇Ỉ⣲ᢏ⾡䛿䝖䞊䝍䝹䝅䝇䝔䝮䛸䛧䛶Ỉ⣲䜢ᚠ⎔䛥䛫䛶ึ䜑䛶┿䛾ホ౯䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎䛩䛧䚸♫䛻
ᑐ䛧䛶䜰䝢䞊䝹䜒䛷䛝䜎䛩䚹ᆅ⏘ᆅᾘᆺ䛾䜶䝁䝍䜴䞁ᵓ䜢䛬䜂ᐇ⌧䛧䛶䜋䛧䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
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䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
㟁Ẽ⮬ື㌴䛾ᬑཬ䛾䛯䜑䚸䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ
䠄/,% 䜢㉸䛘䜛㧗ᐜ㔞ḟ㟁ụ䛾㛤Ⓨ䛜ྍḞ
䛒䜛䚹䛭䛾ṇᴟᮦᩱೃ⿵䛷䛒䜛◲㯤ᮦᩱ䛿㟁ゎ
ᾮ䜈䛾⁐ฟ䛻䜘䜛ᛶ⬟పୗ䛾ㄢ㢟䛜䛒䛳䛯䚹ᖹ
ᡂᖺᗘ䜎䛷䛻㠀ᬗ㉁㔠ᒓከ◲≀䛷⁐ฟᢚ
ไ䛸㧗ᐜ㔞䛜ྍ⬟䛸☜ㄆ䚸ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿ᙜ
ヱṇᴟ䛸/L㔠ᒓ㈇ᴟ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯$K⣭㟁ụ
䜢ヨస䛧䚸⌧⾜/,%䛾䠏ಸ䛾㉮⾜㊥㞳䛜ぢ㎸䜑䜛 ᅗ㸯 㠀ᬗ㉁96ࡢᨺ㟁≉ᛶᨵၿ⤖ᯝ
 :KNJ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘ䜢ᐇド䛧䛯䚹ᖹᡂ 㸦≉㢪㸧

ᖺᗘ䛻䛿䛣䛾㟁ụ䛾ᐇ⏝䛻┠㏵䜢䛴䛡䜛䝬䜲

䝹䝇䝖䞊䞁䛸䛧䛶ᨺ㟁䝃䜲䜽䝹䜢ぢ㎸䜣䛷
䛔䜛䚹

䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
㏻ᖖ䛾◲≀ᮦᩱ䛷䛿ᅔ㞴䛺ᢏ⾡䜢ᐇ⌧䛧䛯

䛣䛸䛷䚸㟁ゎᾮ㔞䛾ไᚚ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸㍍㔞䝁䞁

   
䝟䜽䝖䛺ḟ㟁ụ䛾ᐇ⌧䛷䚸㟁Ẽ⮬ື㌴䛾䜋䛛
&DSDFLW\P$K
䛻㣕⾜య䜈䛾ᦚ㍕䜒ど㔝䛻ධ䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 ᅗ㸰 㛤Ⓨᮦࢆ⏝࠸ࡓ$K⣭ࢭࣝࡢึᮇᨺ
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
㟁≉ᛶ㸦ࠕ㠉᪂ᆺ㟁ụᐇ⏝ಁ㐍ᇶ┙ᢏ
⾡㛤Ⓨࠖ୰㛫ホ౯ᴗཎ⡙බ㛤∧㸧
ㄽᩥ 䠕ሗ䚸᪂⪺ሗ㐨 䠍௳


  


䜶䝛⎔㡿ᇦ

䠄㛵す䝉䞁䝍䞊䠅

Ϯ

᪂ᆺ䜹䝸䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛾㛤Ⓨ
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ᒙ≧ᆺ㓟≀ṇᴟᮦᩱ

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
⏕䜶䝛䝹䜼䞊ᬑཬ䜔㟁ຊ⥙䛾㟂⤥ㄪᩚ⏝䛾
㟁ຊ㈓ⶶ⏝㟁※䛾㔞ᑟධ䛻䛿䚸㈨※ไ⣙䛾䛺
䛔ప䝁䝇䝖䛺ḟ㟁ụ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹㇏ᐩ䛺㈨
※䛾䜏䛷ᵓᡂ䛷䛝䚸⌧⾜䛾䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛸ྠ
➼௨ୖ䛾ᛶ⬟䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䜹䝸䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䛻
ὀ┠䛧䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸㻝㻞㻜䜢㉸䛘䜛᪂つ䛺䜹
䝸䜴䝮」ྜ㔠ᒓ㓟≀ṇᴟᮦᩱ䜢ྜᡂ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜
ᖺᗘ䛻䛿䚸㻸㻵㻮䛸ྠ➼䛾㻠 㼂⣭䛾㧗㟁ᅽṇᴟᮦᩱ䛾
㛤Ⓨ䛻ᡂຌ䛧䛯䚹ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䛻䛿䚸⤌ᡂ䛾᭱㐺
䛻 䜘 䜚 䝸 䝏 䜴 䝮 ⣔ 䛸 ྠ ➼ ௨ ୖ 䛾 ẚ ᐜ 㔞 䛾 㻝㻡㻜
㼙㻭㼔㻛㼓䜢ᐇド䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹
䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
㧗ᛶ⬟䛺㟁ᴟᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛻䜘䜚䚸㈨※ไ⣙䛾ᑡ
䛺䛔ప䝁䝇䝖䛺䜹䝸䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụᐇ⌧䛾ྍ⬟ᛶ䜢
♧ 䛧 䛯 䚹 ᮏ ᡂ ᯝ 䛿 䚸 㻺㼍㼠㼡㼞㼑 㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼟 䠄 㻵㻲㻦
㻝㻞㻚㻟㻡㻟䠅䛻ᥖ㍕䛥䜜䚸᪂⪺ሗ㐨㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻥㻚㻞㻜㻕䜒䛥䜜䛯䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ㄽᩥ ሗ䚸᪂⪺ሗ㐨 ௳䚸㛵㐃≉チ ௳

㻷㻞㻛㻟㻹㻞㻛㻟㼀㼑㻝㻛㻟㻻㻞
᪂つྜ≀⩌

.0Q&R1L2
.&R2
.&U2
.&R2
.0Q2
.0Q2
.)H0Q2

᪤ሗ
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ᅗ䠍 㻷㻞㻛㻟㻹㻞㻛㻟㼀㼑㻝㻛㻟㻻㻞䛾సື㟁ᅽ䛾ᐇ ್
㻺㼍㼠㼡㼞㼑㻌㻯㼛㼙㻚㻌㻥㻘㻌㻟㻤㻞㻟㻌㻔㻞㻜㻝㻤㻕

ᅗ㸰ᒙ≧ᵓ㐀ࡢ.M7H2ࡢ᪂つ⤖ᬗᵓ㐀
㻺㼍㼠㼡㼞㼑㻌㻯㼛㼙㻚㻌㻥㻘㻌㻟㻤㻞㻟㻌㻔㻞㻜㻝㻤㻕

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䠄&K(02,/䠅

㔠ᒓ䠉✵Ẽ㟁ụ⏝ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ

ϯ

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
㠉᪂㟁ụ䛾୍䛴䛾ள㖄䠉✵Ẽ㟁ụ䛿ᐜ㔞ཬ䜃
Ᏻᛶ䛜㧗䛔୍᪉䚸✵Ẽᴟゐ፹䛻㉳ᅉ䛩䜛㐣㟁
ᅽ➼䛾ᛶ⬟㊊䛾ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸㓄
㧗ศᏊ 02) 䜢㗪ᆺ䞉๓㥑య䛸䛧䛶⏝䛔䛯ᶵ⬟
ᛶⅣ⣲ᮦᩱྜᡂἲ䜢ά⏝䛧䚸ⓑ㔠䜘䜚άᛶ䛾㧗䛔
✵Ẽᴟゐ፹䛾㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸
02)䝘䝜䝏䝳䞊䝤䛾ྜᡂ䛻ᡂຌ䛧䚸䛣䜜䜢๓㥑య
ᅗ㸯 ㉸㛗&R02)ࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈཬࡧࡑࢀࢆ๓㥑య
䛸䛧䛶⇕ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䛷䝁䝞䝹䝖 &R ᢸᣢ❅⣲䝗䞊
ࡋ࡚⏝࠸ࡓ&Rᢸᣢ㝵ᒙᆺ୍ḟඖࢼࣀⅣ⣲」ྜయ
䝥㝵ᒙᆺ୍ḟඖ䝘䝜Ⅳ⣲」ྜయゐ፹䜢㛤Ⓨ䛧 ᅗ
ゐ፹ࡢྜᡂ ᕥ 㟁㢧┿ ྑ -$P&KHP
 䚸㧗ᛶ⬟䛺㠀㈗㔠ᒓ✵Ẽᴟゐ፹䜢ᐇ⌧䛧䛯䚹ᖹ
6RF ࡼࡾ
ᡂᖺᗘ䛻䛿䚸䛥䜙䛻㧗άᛶ䚸㧗⪏ஂᛶཬ䜃䝺䜰
䝯䝍䝹䝣䝸䞊䛾㟁ᴟゐ፹䜢㛤Ⓨ䛩䜛ぢ㎸䛷䛒䜛䚹
䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
ᮏ◊✲䛷㛤Ⓨ䛧䛯㧗ᛶ⬟✵Ẽᴟゐ፹䛿ᚑ᮶䛾
ⓑ㔠ゐ፹䜘䜚䜒㐣㟁ᅽ䜢ᢚไ䛧䚸㧗ฟຊ䛷䛾ᨺ
㟁䜢ᐇ⌧䛧䛯 ᅗ 䚹䛣䜜䛻䜘䜚Ᏻ䛷䚸㧗ຠ⋡䛺
ᅗ㸰 &Rᢸᣢ㝵ᒙᆺ୍ḟඖࢼࣀⅣ⣲」ྜయゐ፹ࡢ
㟁䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶㧗䛟ᮇᚅ
ள㖄䠉✵Ẽ㟁ụᨺ㟁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮≉ᛶ ᕥ ⧞ࡾ
䛥䜜䜛䚹
㏉ࡋ≉ᛶ ྑ  -$P&KHP6RF 
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇 ㄽᩥ ሗ
ࡼࡾ

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䠄㛵す䝉䞁䝍䞊䠅

ϰ

◲≀⣔ᅛయ㟁ụ䛾ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏

䠄ᶫΏ䛧๓ᮇ䠅

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
㌴㍕㟁ụ䛻䛿䚸䝁䞁䝟䜽䝖䛷㧗Ᏻ䛺◲≀ᅛ
య㟁ụ㛤Ⓨ䜈䛾ᮇᚅ䛜ୡ⏺ⓗ䛻䜒㧗䛔䚹䛣䛾ᅛ
య㟁ụ䛾㔞⏘䛾䛯䜑䛾㘽䛸䛺䜛䝅䞊䝖ᆺ㟁ụ䛾
〇㐀䝥䝻䝉䝇䜢ᖹᡂᖺᗘ䜎䛷䛻☜❧䛧䚸ᕷ㈍/L
ḟ㟁ụ䛻䛫䜎䜛 :KNJ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘ䜢
ᅛయ㟁ụ䛷ᐇド䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸䝅䞊䝖
䝥䝻䝉䝇䛾ᨵၿ䛻䜘䜚䚸ᐜ㔞పୗ䛜䜋䛸䜣䛹ぢ䜙
䜜䛺䛔㈇ᴟ㟁ᴟ䛾స〇䛻ᡂຌ䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻
䛿䚸䜘䜚ᕷ㈍ရ䛸ྠ➼䛾䝅䞊䝖ᆺ㟁ụ䛷 :KNJ
䜢㉸䛘䜛䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘ㐩ᡂ䛾ぢ㎸䛷䛒䜛䚹

䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇

81,67.RUHD

81,67.RUHD

ᅗ䠍 ⏘⥲◊ෆ䛻䛚䛡䜛◲≀⣔䝅䞊䝖ᆺ
ᅛయ㟁ụ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘኚ㑄

㔞⏘䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䝅䞊䝖ᆺ㟁ụ䛷䛾ᛶ⬟ᐇド
䛻ᡂຌ䛧䚸㌴㍕⏝㟁ụ䜈䛾ᅛయ㟁ụ䛾ᐇ⏝䜈
䛾㐨➽䜢♧䛧䛯䚹ᙜヱᢏ⾡䜢⮬ື㌴䞉㟁ụ㛵㐃
せᴗ䛜ཧ⏬䛩䜛ᢏ⾡⤌ྜ /,%7(& 䜈ᢏ⾡⛣㌿
䛧䚸㌴㍕㟁ụᐇ⏝䜢≌ᘬ䚸㟁Ẽ⮬ື㌴䛾᪩ᮇᬑ
ཬ䜈䛾㈉⊩䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹

䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ㄽᩥ ሗ䚸㛵㐃≉チ ௳

ᅗ䠎 䝅䞊䝖䝥䝻䝉䝇䛾ᨵၿ䛻䜘䜛㈇ᴟ䝅䞊
䝖䛾䝃䜲䜽䝹≉ᛶᨵၿ
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ḟ㟁ụ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾/^d䛾ᙺ
ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

せ⣲ᢏ⾡

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

䜶䝛⎔㡿ᇦ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ৗਗ਼ৰ৷৲യਤ੦ೕૼ৫
ق5,6,1*

ϭ

ৗਗ਼ഈఐ৾੦ຊ
ଢ଼হ 5,6,1* f

ᇶ♏◊✲

䞉䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ䜢㉸䛘䜛㠉᪂
㟁ụ䛾㛤Ⓨ
ி㒔䚸⏘⥲◊䛾䠎㞟୰ᣐⅬ䛷
ᐇ
㔠ᒓከ◲≀ᮦᩱ䜢㛤Ⓨ

/^dᣐⅬ䛷䜹䝏䜸䞁⛣ືᆺ㟁ụ
◲≀㟁ụ䚸䝘䝜⏺㠃ไᚚ㟁ụ
䜶䝛䝹
䜼䞊⎔ቃ
᪂ᢏ⾡ඛ
ᑟ䝥䝻䜾
䝷䝮
㓟≀ᅛయ㟁ụ䞉᭷ᶵ≀㟁ụ

EKWũ
:^dWũ
/^d䛾ᙺ䞉㈉⊩

>ḟୡ௦㟁ụ䠄ΕϮϬϮϮ䠅

>ḟୡ௦㟁ụ䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ඹ㏻ᇶ┙ᢏ⾡

ϯ

䞉䜹䝏䜸䞁⛣ືᆺ䠄/^dᣐⅬ䠅䚸䜰䝙䜸䞁⛣ືᆺ䠄ிᣐⅬ䠅䛾
㠉᪂㟁ụ䝕䝞䜲䝇ᐇ⌧䛾䛯䜑䛾ᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨ
䠎䛴䛾㞟୰ᣐⅬୗ䛷⮬ື㌴䝯䞊䜹䞊ཬ䜃㟁ụ䝯䞊䜹䞊ϭϬ♫䛷
ᐇ୰

䞉ḟୡ௦ᆺ㧗ᐜ㔞㟁ụ◊✲㛤Ⓨ

䠄➨Ϯᮇ䠅

㟁ゎ㉁䚸ᅛయ㟁ụ䚸㔠ᒓ㈇ᴟ䚸◲㯤⣔ṇᴟ◊✲

㟁ゎ㉁䚸ᅛయ㟁ụ䚸㔠ᒓ㈇ᴟ䚸◲㯤」ྜṇᴟ

ඛ㐍䞉㠉᪂㟁ụᮦᩱホ౯➨ϩᮇ

ඛ㐍䞉㠉᪂㟁ụᮦᩱホ౯ᢏ⾡㛤Ⓨᢏ⾡✲⤌ྜ
䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụᮦᩱホ౯◊✲䝉䞁䝍䞊䠄>/d䠅䠜⏘⥲◊
㛵す䝉䞁䝍䞊

䠄^K>ŝͲs䠅

ϰ

⮬ື㌴䝯䞊䜹䞊䚸㟁ụ䝯䞊䜹䞊䚸ᮦᩱ䝯䞊䜹䞊
/^d䜢ྵ䜑Ϯϰ⤌ྜဨ䛷>/d㞟୰ᣐⅬ䛷◲≀
㟁ゎ㉁ᅛయ㟁ụ䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨᐇ୰

㠉᪂㟁ụᮦᩱ䠄䜲䜸䜴⣔ᮦᩱ䠅䛾ホ౯

ḟୡ௦◲≀㟁ゎ㉁ᅛయ㟁ụ



㌴㍕⏝㟁ụ㛤Ⓨ䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥
㌴㍕⏝㟁ụ㛤Ⓨ䛾䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁

㔜㔞䜶䝛䝹䜼䞊ᐦᗘ䠄㌴㍕䝟䝑䜽䠅䠄:KNJ䠅

㻢㻜㻜

>/䛾㝈⏺㉺䛘
䜢┠ᣦ䛩㠉᪂
ᆺ㟁ụ

㻡㻜㻜
䝸䝏䜴䝮䜲䜸䞁㟁ụ
䛾㝈⏺䝷䜲䞁䠛

ᅛయ ḟୡ௦/,%

ᆼ৲ਗ਼

ϭ ϯ

㻟㻜㻜
㻞㻜㻜

┠ᶆ
(9㉮⾜㊥㞳
NP㉸

সര૬ਞਗ਼
⌧⾜/,%
/LM2⣔ṇᴟ䠋
㯮㖄䞉Ⅳ⣲⣔㈇ᴟ

ϰ

㻝㻜㻜

ᅛయ /,%
㔠ᒓ㓟≀⣔ṇᴟ䠋
䠋◲
≀⣔㟁ゎ㉁&㈇ᴟ

㻜
㻝㻥㻥㻡 㻞㻜㻜㻜 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻡 㻞㻜㻞㻜 㻞㻜㻞㻡 㻞㻜㻟㻜 㻞㻜㻟㻡ᖺ
䝝䜲䝤䝸䝑䝗㌴⏝
䝙䝑䜿䝹Ỉ⣲㟁ụ
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䜰䞁䝰䝙䜰〇㐀⏝ᢏ⾡

ϯ

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛸䛧䛶⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䜰䞁䝰
䝙䜰䛻䛴䛔䛶䚸〇㐀⏝ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜛䚹ᖹᡂ
䚸ᖺᗘ䛿䚸㞴⇞ᛶ䛾䜰䞁䝰䝙䜰䜢┤᥋⇞↝⏝
䛩䜛䜺䝇䝍䞊䝡䞁Ⓨ㟁䛻ୡ⏺䛷ึ䜑䛶ᡂຌ䚸䜎䛯䚸〇
㐀䛷䛿Υ䞉 03D௨ୗ䛷㧗䛔άᛶ䜢♧䛩ゐ፹ᨵ
Ⰻ䛻ᡂຌ䚹ᖹᡂᖺᗘ䛿䜺䝇䝍䞊䝡䞁⇞↝ჾ䛾ప
12[䛸䚸ᅜෆึ䛾䜶䝛Ỉ⣲䜢ཎᩱ䛸䛩䜛䜰䞁䝰
䝙䜰ྜᡂ䜢ᐇド䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛿䚸)5($䜢ᣐⅬ䛸
䛧䛶䝟䞊䝖䝘䞊ᴗ䛾ᐇドᴗ➼䜢ᨭ䛧䚸ᐇ⏝
䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䠄┠ⓗᇶ♏ĺᶫΏ䛧ᚋᮇ䠅

ᅗ 䜰䞁䝰䝙䜰ྜᡂ䝥䝷䞁䝖

䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
䜶䝛Ỉ⣲䜢⏝䛧䛯ྜᡂཬ䜃┤᥋⇞↝⏝ᢏ⾡
䛾ᐇド䛻䜘䜚䚸䜰䞁䝰䝙䜰䜢䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛸䛧䛶
⏝䛧䛯⬺Ⅳ⣲♫䛾᪩ᮇᐇ⌧䛜ຍ㏿䛩䜛䛸ᮇᚅ䛥
䜜䜛䚹ᮏᢏ⾡䛿䚸᪥หᕤᴗ᪂➼⣬䛷ሗ㐨䛥䜜䚸㧗䛟
ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ㄽᩥ ሗ䠈᪂⪺ሗ㐨 ௳䠈㛵㐃≉チ ௳

ᅗ 䜰䞁䝰䝙䜰䜺䝇䝍䞊䝡䞁
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ϰ

ᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※䛛䜙䛾&2䠎ศ㞳ᆺⓎ㟁ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䠄Ỉ⣲〇㐀ᢏ⾡䛛䜙ὴ⏕䛧䛯ᢏ⾡䠅

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇

䠄┠ⓗᇶ♏ĺᶫΏ䛧๓ᮇ䠅

㻺㻱㻰㻻䛂㻯㻻㻞ศ㞳ᆺᏛ⇞↝▼Ⅳ⏝ᢏ⾡㛤Ⓨ䛃
Ẽ
䠄Ⓨ㟁䠅

EϮ

Ẽ

)H2
䝃䜲䜽䝻䞁

⤥Ỉ
✵Ẽ⇞↝ሪ

䜶䝛䝹䜼䞊䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ほⅬ䛛䜙䚸〓Ⅳ➼䛾ᮍ⏝Ⅳ
⣲㈨※䛾⏝ᣑ䛜ぢ㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䜎䛷
䛻䚸〓Ⅳ➼䛾Ꮫ䝹䞊䝥⇞↝ᢏ⾡䛾ཎ⌮䜢ᐇド䛩䜛䛯
䜑䚸㻝㻜㻜 㼗㼃䛾ᚠ⎔ὶືᒙᘧヨ㦂⨨䜢〇స䛧䛯䚹ὶື
䜻䝱䝸䜰䛸䛧䛶Ᏻ౯䛺ኳ↛≀䜢⏝䛔䛯㻢㻜㛫㐃⥆ヨ㦂䜢
ᡂຌ䛥䛫䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸㻯㻻㻞ศ㞳䞉ᅇ䝁䝇䝖䜢㻝㻘㻜㻜㻜ྎ
㻛㻯㻻㻞㻙㼠㼛㼚 ௨ୗ䛸䛩䜛ぢ㎸䜏䜢ᚓ䛯䚹ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛿䚸ᚓ
䜙䜜䜛㧗⃰ᗘ㻯㻻㻞 䛾᭷ຠ⏝ᢏ⾡䛸䛧䛶▼Ἔቑ㐍ᅇ
ἲ䠄㻱㻻㻾䠅䜈䛾㐺⏝䜢᳨ウ䛧䚸㻯㻻㻞䝣䝸䞊ⅆຊⓎ㟁䜢ᐇ⌧
䛩䜛ぢ㏻䛧䜢ᚓ䛯䚹ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䛿䚸⨨䛾䝇䜿䞊䝹䜰䝑
䝥䛻ᚲせ䛸䛺䜛᮲௳䜢᫂☜䛻䛩䜛ぢ㎸䜏䛷䛒䜛䚹

Ẽ
▼Ⅳ

✵Ẽ

Ⓨศ
ᛂሪ
▼Ⅳ
ᛂሪ

KϮ

)H2
⅊

✵Ẽ

⬺Ỉჾ
⅊

ᅗ㻝䠊Ꮫ䝹䞊䝥⇞↝䝥䝻䝉䝇䛾ᴫᛕᅗ

䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
㻯㻻㻞ศ㞳䞉ᅇ䝁䝇䝖䛾ప䝁䝇䝖䜢䚸㻯㻻㻞㈓ⶶᢏ⾡䛸⤌
䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᾏእ䛾ᮍ⏝Ⅳ⣲㈨※䜢⏝䛔䛯
㻯㻻㻞䝣䝸䞊䛾ⅆຊⓎ㟁䚸Ỉ⣲〇㐀䛻䛴䛺䛜䜛ᢏ⾡䛸䛧䛶
ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹ᮏᢏ⾡䛿䚸᪥⤒[7(&+䛷ሗ㐨䛥䜜䜛䛺䛹䚸
㧗䛟ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹

P

▼Ⅳ㌿⋡䠖䠚㻥㻜䠂
㻯㻻㻞ᅇ⋡䠖䠚㻥㻤䠂
&2ศ㞳䞉ᅇ䝁䝇䝖䠖
㻝㻘㻝㻜㻜ྎ&2WRQ
䠄Ꮫ྾╔ἲ䛾㻝㻛㻠䠅

䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ᅗ㻞䠊㻝㻜㻜 㼗㼃䛾୕ሪᘧᚠ⎔ὶືᗋヨ㦂⨨

ㄽᩥ 䠏ሗ䚸᪂⪺ሗ㐨 䠍௳
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䠄)5($䠅

ϱ

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䜢⏝䛔䛯Ỉ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾ᐇド◊✲
䠄┠ⓗᇶ♏ĺᶫΏ䛧ᚋᮇ䠅

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
⾤༊䛷䛾Ỉ⣲䜶䝛䝹䜼䞊㔞⏝䛻䛿䚸ᾘ㜵ἲ༴
㝤≀䛺䛹䛻ヱᙜ䛧䛺䛔Ỉ⣲㈓ⶶ᪉ἲ䛾☜❧䛜㘽䛸䛺
䜛䚹ᖹᡂᖺᗘ䛛䜙䚸ΎỈᘓタᰴᘧ♫䛸⏕ྍ⬟
䜶䝛䝹䜼䞊䜢⏝䛔䛯Ỉ⣲〇㐀䚸㈓ⶶ䚸⏝䜢⾜䛖ᐇ
ド䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䜢㐍䜑䚸᭱㐺⮬ືไᚚ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛳
䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸Ỉ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾ᮏ
᱁㐠㌿䛚䜘䜃Ⓨ㟁㟂せண ᶵ⬟䜢᭷䛧䛯⮬ື
㐠㌿䜢ᐇド䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸ᐇᘓ≀䜈タ⨨䛾
ᐇド䜢㐍䜑䜛䚹
䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
ᮏ᱁㐠㌿䛾ᐇド䛻䜘䜚䚸Ỉ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮
䛾ᐇ⏝䛻䛝䛟๓㐍䛧䛯䚹⾤༊䛷䛾Ỉ⣲㔞㈓ⶶ
䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸&2ฟ㔞๐ῶ䜔䚸ᴗ⥅⥆ᑐᛂ䛜
ྍ⬟䛺䝅䝇䝔䝮ᐇ⌧䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
᪂⪺ሗ㐨 ௳ཷ㈹ ௳㛵㐃≉チ ௳
ᖺ䡶䡬䡸䢚䡦䢄䢖䡬䡸䡪䢙㈹ᢏ⾡㛤Ⓨ⌮㛗㈹

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䝔䞊䝬䛾యീ





㡿ᇦෆ䜰䝷䜲䜰䞁䝇άື䛻䜘䜚┠ⓗᇶ♏䛛䜙ᶫΏ䛧ᚋᮇ䜎䛷య䜢ᢕᥱ䚹
䝅䝇䝔䝮ゎᯒᢏ⾡䛷䝔䞊䝬䛾㔜せᛶ䜢ᢕᥱ䚸ሗᥦ౪䛷ྛ䝔䞊䝬タᐃ䛻ᛂ⏝䚹
┠ⓗᇶ♏䛾䝔䞊䝬䛿ᶫΏ䛧๓ᮇ䜈䛾⛣⾜䜢ព㆑䛧䛴䛴ୡ⏺᭱ඛ➃䜢┠ᣦ䛩䚹
ᶫΏ䛧๓ᮇ䛾䝔䞊䝬䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨┠ⓗᇶ♏䛻ᡠ䜚䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䞊䜢ᙉ䚸
ྠ䛻䚸ᶫΏ䛧ᚋᮇ䛸䛧䛶ᴗ䛸㐃ᦠ䛧ᐇド䜢⾜䛖䚹䠄)5($➼䜢⏝䠅
 Ỉ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᬑཬ䛻䜘䜚䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀ከᵝ䞉పⅣ⣲♫ᐇ⌧䜈㈉⊩䚹

Ỉ⣲䛾㡿ᇦෆ䜰䝷䜲䜰䞁䝇

+㛤ᡤ

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㻾㻯
⚟ᓥ
Ỉ㟁ゎ䞉ྍ㏫䝉䝹

㟁ụᢏ⾡㻾㻵
㛵す
ேᕤගྜᡂ

Ỉ⣲྾ⶶྜ㔠䞉䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰

┬䜶䝛䝹䜼䞊㻾㻵
䛴䛟䜀

䜶䝛䝹䜼䞊㻾㻵
䛴䛟䜀

䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮ศᯒ

Ᏻ⛉Ꮫ㻾㻵
䛴䛟䜀

ኴ㝧ගⓎ㟁㻾㻯
䛴䛟䜀


- 62 -

5&䠖◊✲䝉䞁䝍䞊
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䠎䠊䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ
䇵 ูῧ㈨ᩱ 䇵
㸦㸯㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡘ࡞ࡀࡿ┠ⓗᇶ♏◊✲

ᮏ㈨ᩱ୰ࡢࣜࢫࢺグ㍕ࡋࡓ➨㸲ᮇࡢ࡞ᡂᯝࡢ࠺ࡕࣉࣞࢮ࡛ࣥࡈ⤂࡛ࡁ࡞
ࡗࡓᡂᯝࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࡇࡕࡽࡢูῧ㈨ᩱᴫせࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


䜶䝛⎔㡿ᇦ

ᮍ⏝⇕䜶䝛䝹䜼䞊䛛䜙䛾㟁ຊᅇ䛻ྥ䛡䛯⇕㟁ኚ䛾㧗ຠ⋡
䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
⇕㟁ኚᢏ⾡䜢ᬑཬ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䛿䚸ኚຠ⋡䛾
ྥୖ䛜ྍḞ䛷䛒䜛䚹᪤Ꮡᢏ⾡䛷䛿⛬ᗘ䛷䛒䛳
䛯ኚຠ⋡䜢䚸䝘䝜ᵓ㐀䛾ᙧᡂ䛻䜘䜚ᖹᡂᖺᗘ䛻
䛿䚸䝗䞊䝢䞁䜾ไᚚ➼䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛷ᖹᡂᖺᗘ
䛻䛿䛻ྥୖ䛥䛫䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸㈨※ไ⣙
䛾ᑡ䛺䛔ඖ⣲䜢⏝䛔䛯⇕㟁ᮦᩱ䜢㛤Ⓨ䛩䜛ぢ㎸䜏䛷
䛒䜛䚹
䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
Ⓨ㟁ຠ⋡䛿䚸⮬ື㌴䛻䛚䛔䛶௨ୖ䛾⇞㈝
ᨵၿ䛻┦ᙜ䛧䚸ᮏ᱁ᐇ⏝㛤Ⓨ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛್䛷䛒
䜛䚹䛻䜒ᕤሙ➼䛛䜙䛾ᗫ⇕䜢⏝䛔䛯Ⓨ㟁䜈䛾ᛂ⏝
䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚹 (QHUJ\
(QYLURQPHQWDO 6FLHQFH
䠄,) 䠅䛺䛹䛾ⴭྡ䛺㞧ㄅ䛻ᡂᯝ䛜ᥖ㍕䛥䜜䚸᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺➼⣬䛷ሗ㐨䛥䜜䚸⏘⥲◊Ⓨ䝧䞁䝏䝱䞊䛾
❧䛻䛴䛺䛜䜛➼䚸㧗䛟ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ㄽᩥ 䠑䠍ሗ ᪂⪺ሗ㐨 䠍䠌௳㛵㐃≉チ 䠍䠎௳䚸
ཷ㈹ 䠑௳

+ᖺᗘ

䝣䜷䝜䞁
䠄⇕䠅

+ᖺᗘ
㟁Ⲵ
䜻䝱䝸䜰
䠄㟁Ẽ䠅

᪤Ꮡ

ᅗ䠍 㧗ຠ⋡䜢䜒䛯䜙䛩䝘䝜ᵓ㐀䛸⇕㟁ᛶ⬟ᣦᩘZT䠖
㟁Ẽ䛿Ⰻ䛟ὶ䛩䛜⇕䛿ὶ䛧䛻䛟䛔䝘䝜ᵓ㐀䜢䚸 ῧຍ䜢
⏝䛔䛶䝞䝹䜽య⇕㟁ᮦᩱ䛻ᙧᡂ䛧䛶䚸ᛶ⬟䛾ᖜྥୖ
䜢㐩ᡂ䚹䝘䝜ᵓ㐀䛾┿䠄ᕥ䠅
䛿䚸-RRG 3 2KWD 0䜙, Joule   䛛䜙㌿㍕䚹

⇕

䝘䝜ᵓ㐀䜢ᙧᡂ䛧䛯
3E7H
䝯䝍䝹䝧䞊䝇㓄⥺ᇶᯈ
䝃䜲䝈䠖PP㽢 PP

ᅗ䠎 ኚຠ⋡䛾⇕㟁䝰䝆䝳䞊䝹䠖㧗 ຎ䜢ᢚไ䛩
䜛)H䝧䞊䝇䛾ᣑᩓ㜵Ṇᒙ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛺䛹䚸᭱ඛ➃䛾㟁ᴟ
ᙧᡂᢏ⾡䜔㧗⢭ᗘホ౯ᢏ⾡䜢㥑䛧䛶䚸䝰䝆䝳䞊䝹䜢㛤
Ⓨ䚹䝰䝆䝳䞊䝹䛾┿䛿䚸-RRG 3 2KWD 0 䜙 , Joule  
䛛䜙㌿㍕䚹
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䠄)5($䠅

㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ
䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
ᾏὒ䝥䝺䞊䝖䛾ỿ䜏㎸䜏䛻㉳※䜢᭷䛩䜛㉸⮫⏺ᆅ
⇕䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛯㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁䛻䜘䜚䠈⭾
䛺Ⓨ㟁䛜ᐇ⌧䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹⏘⥲◊䛜୰ᚰ䛸
䛺䜚 ᖹᡂᖺᗘ䛻㉸⮫⏺ᆅ⇕Ⓨ㟁䛾ྍ⬟ᛶ᳨ウ䜢
⾜䛔䠈ၟ⏝Ⓨ㟁䛜ྍ⬟䛺䛣䛸䜢ぢฟ䛧䛯䚹䛭䛾ᚋ䠈ヲ
⣽䛺ㄪᰝ䞉᳨ウ䜢⾜䛔䚸ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿୍ᆅⅬ䛷
 0:௨ୖ䛾⤒῭ᛶ䜢᭷䛩䜛Ⓨ㟁䜢ᐇ⌧ྍ⬟䛷䛒
䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸ᖹᡂᖺᗘ䛛䜙ヨ᥀䜈ྥ䛡
䛯๓ㄪᰝ䜢㛤ጞ䛧䚸ᖹᡂᖺᗘ䛛䜙ᖺᗘᮎ
䜎䛷䛻ヨ᥀᭷ᮃᆅⅬ䛾㑅ฟ䛸䚸䛭䛣䛷䛾䜶䝛䝹䜼䞊
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ᖺᗘ
➨䠑ᮇ

䝁䜰ᢏ⾡䛾㐍ᒎ
MOS : Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor
IE : Implantation & Epitaxial (AIST Original), SJ : Super Junction
IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistor
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1$12%,2 +HDOWK ➼䛻άື⠊ᅖ䜢ᣑ
 ཧ⏬ᶵ㛵䛿䚸&($7HFK&($'5)&156
8QLY*UHQREOH䛺䛹䛾බⓗᶵ㛵䠇ᴗ⩌

䜴䜵䝝

䝕䝞䜲䝇

䝘䝜䜶䝺 䝟䝽䜶䝺 0(06

䝘䝜䜾䝸䞊䞁

䜹䞊䝪䞁
䝘䝜䝏䝳䞊䝤

䝽䜲䝗䜼䝱䝑䝥
༙ᑟయ

ᅇ㊰䡡ᐇ
䝰䝆䝳䞊䝹

ග㔞Ꮚィ

䝞䜲䜸䡡་⒪

32:(5$0(5,&$
 άື⠊ᅖ䛿䚸䝽䜲䝗䜼䝱䝑䝥༙ᑟయ䝟䝽䜶䝺
 せ䝭䝑䝅䝵䞁䛿ᬑཬಁ㐍䛻䜘䜛㞠⏝ฟ䛸┬䜶䝛
 ཧ⏬ᶵ㛵䛿䚸1&6853,8&6%$689LUJLQLD
7HFK䛺䛹䛾Ꮫᴗ⩌
 䝣䜯䞁䝗䝸䞊䛾ά⏝䠄;)DE䠅
 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁ᣦྥ䚸ேᮦ⫱ᡂ



➨㻠ᮇᡂᯝ䛾䜎䛸䜑䠄䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䠅

䜶䝛⎔㡿ᇦ

䝽䜲䝗䜼䝱䝑䝥༙ᑟయ䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇ᢏ⾡䛾୍㈏䛧䛯⤫ྜⓗ◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸

7,$䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇ᣐⅬ䛻⏘Ꮫᐁ䛾◊✲⪅䜢⤖㞟䛧䛶䚸6,3ḟୡ௦䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇
䠄6L&㛵㐃䠅䚸ཬ䜃ᴗඹྠ◊✲㐃ྜయ䛴䛟䜀䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䝁䞁䝇䝔䝺䞊䝅䝵䞁 73(& 䛾
㞟୰◊✲㛤Ⓨయไ䜢ᵓ⠏䛧䚸୧䝔䞊䝬䜢୧㍯䛸䛧䛶ᶫΏ䛧๓ᮇ䚸ᶫΏ䛧ᚋᮇ䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛧䛯䚹
᭦䛻73(&䜢䜘䜚Ⓨᒎ䛥䛫䚸᪂䛯䛻6&5䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䝷䜲䞁 63(/ ◊✲య䜢ᵓ⠏䛧䛯䚹
せ䛺ᢏ⾡ᡂᯝ䛿ḟ䛾㏻䜚䚹
 6L&䜴䜵䝝䞊ᢏ⾡䠖䝁䝗䞊䝥ᢏ⾡䛻䜘䜛㉸పᢠ䝞䝹䜽ᡂ㛗ᢏ⾡䚸㧗⪏ᅽ䝕䝞䜲䝇ᑐᛂཌ⭷ᢏ⾡䚹
 6L&䝕䝞䜲䝇ᢏ⾡䠖ᐇ⏝ⓗ䛺㧗⪏ᅽᑐᛂ䝇䞊䝟䞊䝆䝱䞁䜽䝅䝵䞁 6- ᢏ⾡䚸㉸㧗⪏ᅽᑐᛂ⤯⦕䝀䞊䝖ᆺ䝞䜲
䝫䞊䝷䝖䝷䞁䝆䝇䝍 ,*%7 ᢏ⾡䚹
 6L&䝰䝆䝳䞊䝹ᢏ⾡䠖㟁ὶ㧗 㧗㏿ືసᑠᆺ䝰䝆䝳䞊䝹ᢏ⾡䚸ཬ䜃䛭䛾ಙ㢗ᛶホ౯ἲ䛾ᥦ♧䚹
 㔞⏘䝺䝧䝹పᦆኻ6L&䝕䝞䜲䝇ᢏ⾡䠖䝎䜲䜸䞊䝗ෆⶶ㧗ಙ㢗䝖䝺䞁䝏026)(7 6:,7&+026 䜔6-
026)(7䛾㛤Ⓨ䚹
 ୖグ䝕䝞䜲䝇䝏䝑䝥䛻ᑐᛂ䛩䜛ᐇ䝟䝑䜿䞊䝆䛾㛤Ⓨ䚸ཬ䜃ෆ〇䝕䝞䜲䝇䝏䝑䝥ᦚ㍕䝟䝑䜿䞊䝆䜢⏝䛔䛯ྛ
✀䛾㧗㟁ᅽᛂ⏝ᶵჾᢏ⾡䚹
䝉䞁䝏⣭䝎䜲䝲
䝰䞁䝗༢⤖ᬗ

 ୖグ䜢ᨭ䛘䜛┠ⓗᇶ♏㛤Ⓨ䠖Ꮫ⌮㠃䛛䜙䛾䜰䝥䝻䞊䝏䜒㐍䜑䚸
6L& SQ᥋ྜ䛾㡰᪉ྥຎᑐ⟇䜔䝉䞁䝏⣭䝎䜲䝲䝰䞁䝗ᆺ༢⤖ᬗ➼䜢ᐇ⌧䚹

 ᶫΏ䛧ᚋᮇẁ㝵䜢୰ᚰ䛻䚸ୖグᢏ⾡䜢⏘ᴗ⏺䛻㐺ᐅ⛣㌿䠄▱㈈䝜䜴䝝䜴䚸ᢏ⾡ᣦᑟ䠅
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䜶䝛⎔㡿ᇦ

䠎䠊䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ
㸦㸱㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

䝔䞊䝬䠒䠖䛂⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᢏ⾡䛃
䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ


䜶䝛⎔㡿ᇦ

⎔ቃᙳ㡪ホ౯◊✲䝻䞊䝗䝬䝑䝥
┠ᣦ䛩♫

⏘ᴗ䛸⎔ቃ䛜ඹ⏕䛩䜛♫䠖䝸䝇䜽ホ౯䛸⟶⌮ᡭἲ䛾㛤Ⓨ

ᖺ
つไ䛸⮬⟶⌮
Ᏻ䜢☜ಖ

䝻䞊䝗䝬䝑䝥
䐟Ᏻ⟶⌮ᨻ⟇䛻㈨䛩䜛
䝸䝇䜽ホ౯◊✲

䞉ᭀ㟢ホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ
䞉䝸䝇䜽ホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ

䞉⇿Ⓨᙳ㡪ホ౯
䞉⇿ⓎᏳ☜ಖ

ἲᨵṇ䞉⮬⟶⌮
ᇶ‽సᡂ䛻ᚲせ䛺
ሗ䜢ᥦ౪

ᖺ
䞉ホ౯ᡭἲ
䞉ゎᯒ䝰䝕䝹

䞉ホ౯ᡭἲ
䞉ᢏ⾡ᇶ‽

ᖺ
ሗ䛻ᇶ䛵䛟⾜ື㑅ᢥ

య䝸䝇䜽
⟶⌮♫
:66'
(8

䝸䝇䜽䛾㐺ṇ
⟶⌮䛻ᚲせ䛺
ሗ䜢ᥦ౪

ᖺ
䞉〇ရ⏤᮶䝸䝇䜽ホ౯
䞉ΰྜ≀䝸䝇䜽ホ౯

䞉ಖᏳຊᅜ㝿ᒎ㛤
䞉䝸䝇䜽ホ౯ᡭἲ

䜶䝛䝹䜼䞊ホ౯ᢏ⾡
䜲䞁䝧䞁䝖䝸䠠䠞㛤Ⓨ

䝟䝸༠ᐃ
6'*V

䞉⎔ቃ䠇〇ရ⏤᮶
䞉䝸䝇䜽ホ౯ᡭἲ

䞉䜰䝆䜰ᶆ‽
䞉䝸䝇䜽ᐃ㔞

ㄢ㢟

䞉䝸䝇䜽⟶⌮
䞉䝸䝇䜽䛾⤫୍ᑻᗘ

䞉ಖᏳຊᅜ㝿ᒎ㛤
䞉䝖䝺䞊䝗䜸䝣ホ౯

ᅜ㝿ᶆ‽
Ᏻ౯್

ಶே䝸䝇䜽
ホ౯ᡭἲ
ヨసရ

䞉ホ౯ᡭἲ
䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇

ᴗ⪅䞉ಶே䝺䝧䝹䛷
ᐃ㔞䛥䜜䛯
䝸䝇䜽ሗ

ᖺ

䐠㖔ᕤᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䜢ᨭ䛘䜛ホ౯◊✲
䞉ホ౯ᡭἲ
ಖᏳຊホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ
䞉⮬⟶⌮
䞉ᢏ⾡ᇶ‽
⅏ᐖ䝸䝇䜽ホ౯
䞉⾜ᨻ⟶⌮

䝸䝇䜽㑅ᢥ
♫

Ᏻ䛛䜙Ᏻᚰ䜈

ᴗ⪅䜈䛾ᒎ㛤

䞉䜺䜲䝎䞁䝇
ᩥ᭩

⎔ቃᙳ㡪ホ౯㧗ᗘ
䜲䞁䝧䞁䝖䝸ᅜ㝿

䞉᪂つᢏ⾡
ホ౯

䞉㧗⢭ᗘᭀ㟢ホ౯
䞉ಶே䝸䝇䜽ホ౯

ໟᣓⓗᢏ⾡ホ౯
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ໟᣓⓗᙳ㡪
ホ౯ᡭἲ
ヨసရ

䞉⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䛾ᥦ♧䛸♫ཷ
ᐜᛶ
䞉ホ౯ᡭἲ䛾⢭⦓
䞉ሗ䜲䞁䝣䝷䛸䛾㐃ᦠ
䞉䝅䝘䝸䜸䛾ᵓ⠏

ᴗ⪅䞉ಶே
䝺䝧䝹䛾䝸䝇䜽䜢⥲
ྜⓗ䛻
ホ౯䛩䜛ᡭἲ

䜶䝛⎔㡿ᇦ

Ᏻ⛉Ꮫ◊✲䛾䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸
䝠䝖䞉⏕ែ⣔䝸䝇䜽
ホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ

Ᏻ⟶⌮
ホ౯ᢏ⾡
Ꮫ≀㉁⟶⌮
⇿ⓎᏳ

ϭ

䝘䝜ᮦᩱホ౯ᡭἲ
⎔ቃᙳ㡪ホ౯䝒䞊䝹

⎔ቃᭀ㟢ホ౯䝰䝕䝹

$'0(53UR䚸6+$1(/䚸$,670H5$0䚸
,&(7

ἲ௧ᑐᛂ
ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲ䚸㧗ᅽ䜺䝇ಖᏳἲ➼

Ꮫ≀㉁䛾⇿ⓎᏳᛶホ౯
㧗䜶䝛䝹䜼䞊≀㉁

ᅜ㐃ᑐᛂ

㖔ᕤᴗ䜲䝜
䝧䞊䝅䝵䞁
ホ౯ᢏ⾡

䜶䝛䝹䜼䞊
ᢏ⾡ホ౯ᡭἲ

䜶䝛䝹䜼䞊ホ౯
䝅䝇䝔䝮ศᯒ

Ỉ⣲䝇䝔䞊䝅䝵䞁ホ౯
┬䜶䝛ᑐ⟇ホ౯

㟂⤥ᵓ㐀ศᯒ
>ホ౯ᢏ⾡

Ϯ

Ᏻ⛉Ꮫ
䝕䞊䝍
䝧䞊䝇

⇿ⓎᏳ

>䜲䞁䝧䞁䝖䝸䞊
/
ᨾ
ಖᏳຊホ౯

┠ⓗᇶ♏

ᶫΏ䛧๓ᮇ

ᶫΏ䛧ᚋᮇ


䜶䝛⎔㡿ᇦ

ϭ

ᴗ⪅䛻䜘䜛ᕤᴗ⏝䝘䝜ᮦᩱ䛾Ᏻᛶホ౯䛾䜺䜲䝎䞁䝇

䛆⫼ᬒ䞉ᐇ⦼䞉ᡂᯝ䛇
ᕤᴗ⏝䝘䝜ᮦᩱ䛾♫ᐇ䛻䛚䛔䛶Ᏻᛶホ౯䛿ྍḞ䛷䛒䜛䚹䛧
䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾ホ౯䛾ᣐ䜚ᡤ䛸䛺䜛ホ౯ᡭἲ䜔䜺䜲䝎䞁䝇䛿䛣䜜䜎
䛷Ꮡᅾ䛧䛺䛛䛳䛯䚹ᖹᡂᖺ䛛䜙ᖺ䛻䛿䚸䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱ䛾⮬ⓗ
䛺Ᏻᛶホ౯䛾䛯䜑䛾ྛ✀䜺䜲䝎䞁䝇ᩥ᭩䠄༢ᒙ&17 H',36䠅䛾
䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱ሗ࿌᭩䜔Ᏻᛶヨ㦂⥲ྜᡭ㡰᭩䚸ฟ䞉ᭀ㟢ホ౯䛾
ᡭᘬ䛝➼䠅䜢సᡂ䛧䚸↓ൾබ㛤䛧䛯䠄⣼ィ௳௨ୖ䛾䝎䜴䞁䝻䞊䝗
ᩘ䜢㐩ᡂ䠅䠄ᅗ䠅䚹䛭䛾ᚋ䚸Ẹ㛫ᴗ⪅䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䜘䜛䝉䝹䝻䞊
䝇䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊 &1) 䛾Ᏻᛶホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛻╔ᡭ䛧䚸ᖹᡂ
ᖺᗘ䛻䛿䚸&1)䛾᳨ฟ䞉ᐃ㔞ᡭἲ䚸Ẽ⟶ෆᢞᡭἲ䠄ᅗ䠅䚸⓶㏱
㐣ᛶヨ㦂ᡭἲ䚸ฟ䞉ᭀ㟢ホ౯ᡭἲ䜢☜❧䛧䛯䚹ᖹᡂᖺᗘ䛻䛿䚸
&1)䛾Ᏻᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛩䜛ྛ✀䜺䜲䝎䞁䝇ᩥ᭩䜢බ㛤䛩䜛ண
ᐃ䛷䛒䜛䚹

ᅗࢼࣀⅣ⣲ᮦᩱࡢᏳᛶホ౯㛵㐃ࡍࡿබ㛤ᩥ᭩

䛆ᡂᯝ䛾ព⩏䞉䜰䜴䝖䜹䝮䛇
ᕤᴗ⏝䝘䝜ᮦᩱ䛾Ᏻᛶホ౯䛻㈨䛩䜛ྛ✀䜺䜲䝎䞁䝇ᩥ᭩䛾බ㛤
䜢㐩ᡂ䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛻䜘䜚䚸⮬Ᏻ⟶⌮䛸䛧䛶䛾ᴗ⪅䛻䜘䜛ᕤᴗ
⏝䝘䝜ᮦᩱ䛾Ᏻᛶホ౯䛾ᐇ䛜ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛿䚸ᴗ
䛾ಁ㐍䜔ᛂ⏝〇ရ䛾㛤Ⓨ䛾㛤Ⓨ䛸ᬑཬ䛻⧅䛜䜛䚹
&17䛾䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱ሗ࿌᭩䛿䚸ᐇ㝿䛾ᕤሙ❧ᆅ䛻ಀ䜛ㄆྍ䛻䛚䛔
䛶ཧ⪃㈨ᩱ䛸䛧䛶᥇⏝䛥䜜䛯䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ㄽᩥ ሗ䠈᪂⪺ሗ㐨 ௳䚸䝥䝺䝇Ⓨ⾲ ௳

ᅗ&1)ࡢẼ⟶ෆᢞヨ㦂ࡢ࣓࣮ࢪᅗ
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䜶䝛⎔㡿ᇦ

⏘⥲◊䛷䛾䝘䝜Ᏻホ౯䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䠄䠎䠅⤒⏘┬ጤク
㻞㻜㻝㻝䡚㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ

㻞㻜㻝㻢䡚㻞㻜㻝㻣ᖺᗘ

䐟䛂䝘䝜ᮦᩱ䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ☜
ಖ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿ඛᑟⓗᏳ
ᛶホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

䠄䠍䠅㻺㻱㻰㻻ጤク
㻞㻜㻜㻢䡚㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ

⾜ᨻ䛻䜘䜛⟶⌮䛾
ᯟ⤌䜏

䐠䛂䝘䝜ᮦᩱẼ⟶ෆᢞヨ㦂
ἲ➼䛾ᅜ㝿ᶆ‽䛻㛵䛩䜛
ㄪᰝ䛃

䛂䝘䝜⢏Ꮚ≉ᛶホ౯ᡭἲ䛾◊✲㛤Ⓨ䛃

䠄䠐䠅㻺㻱㻰㻻ጤク

䠄䠏䠅㻺㻱㻰㻻ጤク䞉◊✲⤌ྜᴗ
㻞㻜㻝㻠䡚㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ

㻞㻜㻝㻜䡚㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ

䐟䛂పⅣ⣲♫䜢ᐇ⌧䛩䜛㠉
᪂ⓗ䡲䡬䢊䢚䢙䢁䢅䡽䡩䡬䢈䢚」ྜᮦᩱ㛤
Ⓨ䛃
䞉䝘䝜ᮦᩱ⡆᫆⮬Ᏻ⟶⌮ᢏ
⾡䛾ᵓ⠏

䐠䛂పⅣ⣲♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䝘
䝜Ⅳ⣲ᮦᩱᐇ⏝䝥䝻䝆䜵䜽
䝖䛃
䞉䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱཬ䜃䛭䛾ᛂ⏝
〇ရ䛾ฟ䞉ᭀ㟢ホ౯ᢏ⾡䛾
☜❧

㻞㻜㻝㻣䡚㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ

䐡䛂㻯㻺㻲Ᏻᛶホ౯ᡭἲ䛾㛤
Ⓨ䛃
䞉䝉䝹䝻䞊䝇䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䛾᭷
ᐖᛶホ౯ᡭἲ䛚䜘䜃ฟ䞉ᭀ㟢
ホ౯ᡭἲ䛾☜❧

ᴗ⪅
䛻䜘䜛
⡆᫆⮬
⟶⌮


䜶䝛⎔㡿ᇦ

ᕤᴗ⏝䝘䝜ᮦᩱ䛾Ᏻᛶホ౯◊✲䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽䠄య䠅
ᅜෆእ䛾⨨䛵䛡

ඃᛶ䞉≉ᚩ
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ಖ䛧䛯/&$䛾䜲䞁䝧䞁䝖䝸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄,'($ Y䚸ᖹᡂᖺ
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䜛᪥ᮏ䛾ᇶ┙䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛸䛧䛶䚸⏘ᴗ⏺䛾άືᨭ䛻䛝
䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸/&$᪥ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䜘䜚⤒῭⏘ᴗ
┬⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㛗㈹䜢ཷ㈹䛧䛯䚹
䛆䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛇
ཷ㈹ ௳䚸㛵㐃≉チ ௳
ᅗ ,'($ࡢᾏእᒎ㛤
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評価資料（年度末確定値）
１．領域の概要と研究開発マネジメント
各種指標（単位）
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
民間からの資金獲得（億円）
21.3
23.5
リサーチアシスタント採用数（名）
43
44
イノベーションスクール生 DC コース
0
0
採用数（名）
大企業に対する中堅・中小企業の研
18.7
18.9
究契約件数の比率（％）
プレスリリース数（件）
11
13
クロスアポイントメント制度利用人
17
19
数（名）
評価委員会での説明以降、年度末までに追加された主な実績・成果・アウトカム
・3 月 4 日 プレスリリース 高強度の水素精製用パラジウム銅合金を電解めっきでワンステップ成
膜
・3 月 20 日 プレスリリース 世界初、ガスからクラックのない 1 立方センチ級単結晶ダイヤモンド
の作製に成功
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）
各種指標（単位）
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
論文の合計被引用数（回）
18,631
19,423
論文発表数（報）
299
472
知的財産の実施契約等件数（件）
110
114
IF10 以上の論文誌に掲載された
18
53
論文数
評価委員会での説明以降、年度末までに追加された主な実績・成果・アウトカム
・第 51 回 市村地球環境学術賞 貢献賞 受賞 「ギ酸分解触媒の開発による革新的水素製造技術」
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
各種指標（単位）
委員会説明
公的外部資金の直接経費（億円）
47.3
知的財産の実施契約等件数（件）
110
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
各種指標（単位）
委員会説明
民間からの資金獲得（億円）
21.3
知的財産の実施契約等件数（件）
110

年度実績（確定値）
44.8
114

年度実績（確定値）
23.5
114

備考
再掲

備考
再掲

【総括表】
（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（億円）
23.5
41.1
論文の合計被引用数（回）
19,423
17,000
論文発表数（報）
472
450
リサーチアシスタント採用数（名）
44
40
イノベーションスクール採用数（名）
0
知的財産の実施契約等件数（件）
114
110
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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
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・産総研は第 4 期中長期目標として「持続可能な社会の構築」を最上段に掲げ、それを受けて当領域は低
炭素社会の実現手段として創･蓄･省エネルギー技術の開発、また産業と環境が共生する社会の実現手段
として物質循環技術やライフサイクルアセスメント(LCA)、ナノ材料などの環境影響評価法の開発を通
し、産業界と連携し、多大な研究成果を創出してきたことは高く評価できる。
・特に本領域では重要な指針であるエネルギー問題に関してフォアキャスト、バックキャスト両面から定
量的にロードマップ（RM）を策定し、それをブラッシュアップして具体的目標値の精度を高めている。
・第 4 期を通して、着実に論文引用数が増え、また論文発表数も着実に増加している点は、産総研の先端
研究の質の高さを示すものであり、今後も継続して発信してほしい。
・国内外研究機関との比較を民間資金獲得額や相対引用度 CNCI で示すなど、ベンチマークが進化してい
る。
・技術コンサルティングは大幅な伸びを見せ、大きな貢献となっている。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P12,P13]世界各地で水の安全確保に危機的状況が今後予想さますが、水の
有効利用と保全技術などの水循環技術は日本が得意とする分野であり、国際貢献の期待も高まってい
る。こういった背景の元、水循環技術の開発に着手した先見性は高く評価できると思います。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P15] 領域が目指す目標を「Zero-Emission Society」というわかりやすい
端的な言葉で表現することで、研究開発のベクトルが揃うことになり、大きな成果を生むための基盤、
目標が明確になっていると思います。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P15] 欧米では方針や政策がトップダウンで決定される傾向が一般に強い
と言われていますが、これはマネジメントが優れているという前提のやり方です。これとは異なり、ミ
ドルレンジの人材を中心とした現場主義を目指す戦略をとるということは、マネジメント能力の差が如
実に現れるため、突出した成果を期待する実力主義の組織としては合理的であると理解できます(※ト
ップのマネジメントは、底上げが必要でしょう)。
・電源構成シミュレーション精度の向上。
・FREA 被災地企業の地場企業シーズ支援に成果が出ている点。
・「急がば回れ」方針は成果主義の弊害が露呈しつつある中、卓見であり、強く支持する。
・民間資金獲得は目標値を下回っているが、目標値が領域現状のマンパワーを踏まえているとは言い難く、
産総研全体の 17％の研究者で産総研全体の 25%の民間資金を獲得している成果はきわめて素晴らしい。
・創エネ・省エネ・蓄エネの３つの柱、産業・環境共生の２つの柱に沿って、それぞれシナリオを作成し、
戦略的にテーマ選定を行い、指標の KPI をマネジメントしながら、研究の上流から応用の下流まで人材
育成を、海外を含め包括的に進めている。これら全体を戦略的に行うため、国の方針・ベンチマークに
よる他国との比較を通じ、産総研の強みをより引き出すテーマに絞る考え方を整理して示し、研究員が
わかりやすく、また外部から見てもわかりやすいマネジメントになっている。
・それぞれの KPI が着実に改善され数値が向上している点は、このマネジメントが有効に機能しているこ
とを示していると判断できる
・領域は、今後、人類や文明の維持発展に重要なエネルギー・環境問題の課題設定、研究テーマ設定、研
究マネジメントがなされ、今後とも、社会に貢献することが期待できる。
・創/蓄/省の技術区分けをもとに、個々の研究開発ターゲット、研究テーマ内容が明確に設定され、多く
の研究開発成果が期待できる。
・中長期ロードマップにそって研究が遂行されている。2050 年のあるべきエネルギー構成をシミュレーシ
ョンし、その結果が研究提案に活用されている。
・
「急がば回れ」のとおり、メカニズム解明から地道な研究の成果がでており、論文数や引用数は第４期全
体通して目標達成と結果に現れている。
・FREA 被災地企業のシーズ支援は、取り組み自体が評価されるが製品化など成果も現れている。
・コンソーシアムを通して、大学・企業・研究機関のハブとしての機能を果たしている。
・内外の人材育成に注力し、優秀な人材が育っていることがうかがえる。また国際標準化活動も評価され
る。
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（改善すべき点及び助言）
・第 4 期は世の中もパリ協定や RE100 などの低炭素社会実現が注目されてきたため、各種エネルギー技術
の成果に重きがある点は人の配分も含め理解できる。一方で、パリ協定を機に再生可能エネルギーはシ
ェアを伸ばし、脱炭素化が加速している。そのような社会的な動向に対して、果たして現在のエネルギ
ーロードマップは適切か再考が必要ではないかと思われる。特に火力発電が世界的に低迷している中、
アジア諸国を含めて本当に再生可能エネルギーで充足できるのか、あるいは火力が必要であれば、CCS
含めた高効率火力発電の必要性を訴えられるのは日本くらいと思われる。再生可能エネルギー導入の限
界含めたロードマップ作製に期待したい。
・SDGs に関しては、急速に産業界でも期待が高まっている。更には、Society5.0 に向かい、IoT、ビッグ
データ、AI 等のサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させた研究開発が求められている。当領
域は、リスクマネージメントや LCA の専門家を輩出する特色的な研究領域でもあり、個々の研究開発が
社会課題や新たな価値創造にどのように貢献しているかという指標を作り、発信していくことも必要で
はないか。それが、産総研の研究成果が描く未来像の社会発信力へと繋がると思う。
・ISO, IEC 規格は単に発行するだけでなく、どれだけ活用されているかの視点も重要。論文と同様に引用
度(購入実績)も調査すべきである。
・オープンイノベーションへの貢献は当領域では顕著である。民間への多大な貢献でもあり、ぜひ KPI に
よる目標設定や研究管理を進めていただきたい。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P12, P13] 持続可能な社会を実現するには、物質とエネルギー両方の循環
再利用が欠かせないと考えます。循環する物質を鉱物資源と水という切口だけでなく、人間の生活、生
存に密着した衣食住という切口、特に食物の循環にフォーカスした研究も検討カテゴライズされてはい
かがでしょう。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P13] エネルギーのロードマップが具体的で、方向が定まっている印象を受
けるのに比べて、環境・安全のロードマップはあまり具体的でないように見えます。物質循環技術と環
境影響評価技術についてより深い議論が必要ではないでしょうか。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P13] 物質循環技術と環境影響評価を、同じカテゴリーでロードマップを策
定するには、分野の性格が違いすぎるということはないでしょうか。物質循環技術はどちらかというと
装置などのハードが研究対象となりますが、環境影響評価は、人、地域、国などを対象とするアセスメ
ントが中心で、場合によっては社会学も必要になる領域だと思います。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P15] ミドルアップ＆ダウン型経営では、ミドルレンジの研究者のモチベー
ションを高く保つことができると思いますが、過度な責任を負わすだけではなく、チャレンジングな施
策に踏み出せるような環境づくりをマネジメント層には期待したい。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P15] “基礎体力”が重要と明記されているが、これは目的基礎研究で、世
界トップクラスの研究成果を出せる力である、と読み取れます。基礎体力の増強をどのように実現する
のかが重要だと思うので、そこを具体的な施策に落とし込んでほしいです。研究職員の採用方法なども
改革の対象ではないでしょうか。
・電源構成シミュレーション精度の向上を領域戦略の見直しにどうフィードバックさせるかに注目したい。
マネージメントツールの開発と研究戦略が分離していてはいけない。
・第 5 期では、マーケティング機能の強化に裏打ちされた目的基礎研究の向上を見てみたい。
・オープンイノベーション（OI）の推進は産総研のこれからの大きな柱であるにも関わらず、確たる評価
指標が確立されていないのがとても残念である。OI 指標策定そのものも重要な研究テーマである。要
は産総研が当該産業の活性化に及ぼした触媒作用をどう数値化するかということである。
・国際標準化活動を単なるボランティア活動と矮小化してとらえるのではなく、我が国の国際戦略の一環
としてどう位置付けるかが今後大切であろう。
・市場規模の予測とその実現に必要な技術、そのうちどこを担っているか、その技術がクリティカルパス
の一つになっているのか、という視点で見ると見込みが甘いように感じる。また、日本市場だけでよい
のか、特に再生可能エネルギーで巨大市場になりつつある中国企業が実施している技術展開に対し、優
位性がどこにあるか、中国での特許取得を含めどの技術を優位にしたいか、産業界が何を要望している
か、出口が漠然としていて、勝ちのシナリオが読みにくい。
・再生可能エネルギーを軸足に創エネのテーマが構成されているのに対し、蓄エネは EV が出口となって
いて、エネルギーの軸足がちぐはぐ。
・イノベーションと実用化への貢献のバランスを期待する。
・再生可能エネルギーは、非常に重要だが、太陽光、風力、地熱と総花的であり、時系列的にも、重点化
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が必要と考える。例えば、Shell Sky Scenario によれば、2050 年(2070 年)、太陽光、風力、地熱は、
各々、22TW(54TW)、15.3TW(22.5TW)、4.8TW(6.6TW)とある。
・ロードマップ策定はあるが、どうフィードバックするか、ロードマップの検証を含めて、検討して欲し
い。国際的ロードマップ策定も期待したい。
・持続可能な社会の構築などは、領域内外の横断連携強化を期待する。
・研究所としての KPI、目標設定が妥当かどうかは疑問である。民間資金獲得額は、現状分析を踏まえ、
達成困難だが不可能でない適切な数値設定が求められる。また、標準化、特許なども重要な KPI ではな
いか。
・特許は、多額の投資と苦労の結果完成した新技術を囲いこむために特に重要である。実施件数のみなら
ず、特許戦略の策定とそれに基づいた特許創出がなされているかが重要と考える。
・マーケティングは、資金獲得のための企業ニーズの把握にとどまらず、社会のニーズ変化や技術をどう
ビジネス展開するか、などの視点からもさらに踏み込んだ分析を行い、研究戦略に反映させることを期
待したい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・領域長のリーダーシップの元、毎年の評価委員会の意見が、次年度に確実に改善されている点はマネジ
メントシステムが確立されている証である。清水建設とのゼロエミッション水素タウン連携研究室の設
置は、もっとマスコミなどに取り上げられてもよいのではないか。
・シニア世代を 38 名招聘研究員として雇用した点は、人生 100 年時代にもマッチしたとても良い施策で
ある。具体的な活動事例もぜひ紹介していただきたい。
・5 億円の共同研究費を増やした点はスタッフの尽力につきる。
・[(2)技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施][P20] 安全科学研究部門の技術コンサルティン
グが着実に伸びています。安全科学は、どこまで追求すればよいかわからない場合が多いため、企業だ
けではなかなか体系的な投資は困難です。この分野こそ産総研の力を最大限発揮できる領域であり、将
来の連携ネタでもあることから、コンサルティング件数、額が伸びている点は、大いに評価できると思
います。
・[(2)技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施][P21] 被災地企業のシーズ支援プログラムが 5
年間の区切りを迎えたことになりますが、これに続く支援事業を継続して立ち上げている点は、非常に
重要であり評価できます。また、コンソーシアム型と個別企業型をバランスよく積極的に実施している
点についても高く評価したいと思います。
・[(3)マーケティング力の強化][P24] 外部資金獲得には、コンソーシアム形態だけではなく、「ゼロエミ
ッション水素タウン」のように冠ラボ設立により多額の研究費を確保する戦略は、同業社を排除する危
険性を持つとは思いますが、目標達成には効果的と思います。
・環境・安全ロードマップ作成の尽力を評価する。
・国内外の研究機関との比較で、研究者あたり民間資金獲得及び相対引用度 CNCI ともに、国内外の他研究
機関と比較して、トップクラスの指標を示した点は、きわめて高く評価される。
・基幹の性能確立に絞った研究推進、トップレベルの研究テーマでの国際連携、今後成長が期待できる若
手の人材育成を同時に進めながら、橋渡しを企業へつなぐ指標である外部資金調達も着実に増加させる
ことができ、マネジメントの成果が着実に出ている
・領域は、今後、人類や文明の維持発展に重要なエネルギー・環境問題の課題設定、研究テーマ設定、研
究マネジメントがなされ、高く評価できる。
・創/蓄/省の技術区分けをもとに、個々の研究開発ターゲット、研究テーマ内容が明確で、良い事と思う。
・民間獲得資金の経産省提示の目標は、41.1 億円と、期待は大きい。
・エネルギー構成をシミュレーションは評価精度が向上し、研究提案にも活かされている。固体電池に関
して領域連携での研究テーマを立ち上げ、CFT 強化に取り組まれている。新規でゼロエミッション水素
タウン連携研究室を設立、企業と連携して運用時の課題解決にも取り込まれている。
（改善すべき点及び助言）
・民間研究資金の獲得が目標を下回っている一因には、日本の産業界の弱体化も理由に挙げられる。企業
もイノベーションや新規事業の創出は必要と認識しつつも、その基礎体力がない。第 5 期中計に向けて
目標値との乖離を分析し、産業構造の変化に対し、場合によっては更に民間資金減少となる想定も含め、
将来的にどのような研究活動を展開できるかを考察する機会としてほしい。また、クラウドファンディ
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ングなどへの若手研究者のチャレンジがあっても良いと思う。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P13] 「省エネ型から創エネ型水処理へのパラダイムシフト」について、ロ
ードマップではもう少し具体的な内容に言及していただきたい。水を有効に利用した発電システムの構
築でのアジア貢献という理解でしょうか。
・[(1)領域全体の概要・戦略][P16] 民間資金の獲得額は、前年度と比較して増加しているが、平成 30 年
度目標の達成は見込めそうにありません。この目標を来年度も維持するのであれば、今年度の民間資金
未達の原因を詳細に分析し、具体的対策に落とし込む必要があると考えます。
・[(1)領域全体の概要・戦略] [P17] 民間資金獲得として、直接的な資金ではないですが、大学のような
寄附講座、あるいは複数の大学を束ねた講座をもっと検討してはどうでしょうか。民間資金の獲得だけ
ではなく、社会のニーズをリアルタイムに捉えることができます。
・[(3)マーケティング力の強化][P25] ISO/IEC の活動において、各 TC の国際議長の任は大きな労力であ
り敬意を表します。日本産業界の意向を吸い上げて、国益に沿った標準作成は、国際アピールにもなり、
産総研殿しかできない活動だと思います。エネルギー環境領域がカバーする専門領域の広さを考慮する
と、標準作成の中心となるプロジェクトリーダの人数は、もう少し多くてもよいと考えます。
・[(4)大学や他の研究機関との連携強化][P27-29] 国内・国際連携の方針・目標とその内容は明確になっ
ていると思いますが、連携で達成された学術的あるいはビジネス創出の成果をフォローしてアピールし
て欲しいと思います。“連携”だけが目的では残念です。また、成果を求めることが次の連携に繋がる
し、ネットワークの拡大に直結すると思います。またこの活動こそが、“基礎体力”増強の源泉ではな
いでしょうか。
・民間からの研究資金目標未達が本当の課題か心配します。産総研として民間の資金で非公開の研究を進
めることが国民にとって良いことかの指標が必要。得られた知見のうち科学技術の発展に寄与すること
が論文として発表するなど税金をもらって仕事をしている研究者の創出した知恵を社会へ還元するこ
ともマネジメント課題に思う。
・スローガン”産業界ご利用頂きやすい”や「橋渡し」機能を重視し、民間資金の獲得を重視しているこ
とは良い事だと思う。しかし、このような目標を重視し過ぎると、研究内容が短期的な近視眼的な研究
開発になりがちで、”世界最高水準”を目指す研究開発とのバランスを持って、研究開発を進めて欲し
い。
・基礎体力増強の結果が民間資金獲得大につながるという考えは間違っていないと思うが、資金獲得には
何かしらの追加的対策が必要ではないか。課題分析をさらに掘り下げて、それに対する具体的アクショ
ンが求められる。
・Society5.0 への取り組みは検討されてはいるが、来年度は具体的なテーマの立ち上げに期待したい。
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）
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・蓄電池に関しては、先進リチウム電池とともに、ポスト Li 電池も見据えたロードマップを策定し、研究
開発を進めている。
・先進リチウム電池では、正極材候補の硫黄材料から非晶質金属硫化物での高容量化を確認し、314Wh/kg
のエネルギー密度を達成したことは大きな成果と言える。また、シート型硫化物全固体電池の製造プロ
セスの開発や、リチウム-空気電池やリチウム-硫黄電池などの革新型高容量リチウム電池の高効率化・
高耐久化に資する基礎技術が大きく進展している点を確認した。これらの技術は、低炭素社会の実現や
蓄電分野での国際的競争に寄与できる可能性が高い。
・エネルギー貯蔵・輸送技術に関しては、メチルシクロヘキサン、アンモニアなどの水素・エネルギーキ
ャリアの高効率利用技術、水電解装置、水素吸蔵合金を用いた水素貯蔵、燃料電池など、水素を用いた
エネルギー貯蔵技術において大きな進展が得られた。再生可能エネルギーの課題である変動するエネル
ギーを必要な時に利用できるという技術の克服であり、水素社会の実現に一歩近づいたといえる。
・[P46]公的機関による二次電池の研究開発動向とターゲット一覧は、各機関・各国が何の材料に注力し、
どの研究開発としのぎを削っているのか、協力関係にあるのかを見渡せます。また、この表を継続的に
アップデートすれば、スタンダードになる材料、技術は何かがわかる整理された表であり、開発計画立
案時に重要な表だと思います。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：電池に必要な基本性能として、エネルギー密度と充放電サ

- 110 -

イクル容量維持率の両性能が現行材料を上回る目途がたてば、VS4 に置き換えられていく可能性がある
と思います。
・[蓄電池]新型カリウムイオン電池の開発[P48]：リチウムに替わるコストの低いカリウム系材料系の候補
を見いだし、実証まで達成すれば二次電池の選択肢の幅が広がり、社会の多様な要求に応えることがで
き、意義があると思います。
・[蓄電池]金属-空気電池用材料の開発[P49]：白金だけでなく、レアメタルフリーの正極触媒は世界でも
成功実施例がほとんどなく、画期的な二次電池が期待できます。
・[蓄電池]硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り組み[P50]：寿命特性に及ぼす製造プロセスの影響を
評価しながら、重量エネルギー密度を現行のリチウム二次電池レベルに近づける目途がたってきた点で
評価できます。
・[水素]ギ酸・メタノール/CO2 の相互変換を利用したエネルギー貯蔵[P59]：ギ酸を水素キャリアとした
研究で重要なポイントは、CO2 の水素化とその逆反応効率の最大化と、変換に伴うエネルギーロスを最
小化できるかです。カギとなる CO2 の水素化触媒技術が見通せたことは、本格的な水素貯蔵技術の開発
に道を開く成果として評価できます。課題も多く見いだせたと思いますので、次期フェーズに向けた詳
細なロードマップの構築を期待します。
・[水素]太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応による有用化学品製造[P60]：有用化学品の効率的製
造に着目し、化学工学分野の省エネ化と高効率化に寄与する技術を支える意義は評価できます。
・[水素]アンモニア製造利用技術[P61]：水素貯蔵技術の本命技術の一つと認識しています。既存の社会イ
ンフラとの親和性を図る上で不可欠なアンモニア合成プラントとアンモニアガスタービンが実用化で
きれば、水素貯蔵技術はほぼ完成を見ることになり、次世代エネルギー循環システムとして期待が持て
ると思います。
・[水素]未利用炭素資源からの CO2 分離型発電技術の開発[P62]：褐炭から得られるエネルギーは通常の
石炭に比べて低いですが、埋蔵量は石炭の半分を占めます。本研究における CO2 の分離回収装置を使え
ば、これまで使えなかったエネルギーを CO2 フリーのエネルギーとして利用可能になり、人類貢献とい
う意味で意義深い技術であり、評価できると思います。
・[水素]再生可能エネルギーを用いた水素エネルギーシステムの実証研究[P63]：システムの自動運転実証
完了は、技術的には完成したことを意味していると思います。経済性の成立はまだですが、いつでも事
業を開始できる状態に漕ぎ着けた意義は大きいと思います。
・太陽電池モジュールに関し、スマートスタック技術の開発により、高効率太陽電池の低コスト化実現に
向けた研究が進展した点を高く評価する。
・EV 用二次電池の開発にて、現行 LIB の 3 倍の走行距離を見込める金属多硫化物正極材料の開発に成功し
た点を高く評価する。
・熱電変換効率 12％を達成したことはすばらしい。
・MCH、ギ酸、アンモニア等の水素・エネルギーキャリア材を幅広く、かつ利用技術を視野に入れつつ研究
展開している。
・電池・水素の開発シナリオを国・NEDO のロードマップに連動させて作成し、計画に沿った成果を出しつ
つある。
・電池では、材料創製のテーマが多くあるが、それぞれ世界先端の結果が得られており、ロードマップに
示す時期に成果が出せると見込める点が評価できる。水素では、ギ酸の触媒反応に着目しこれまでにな
い反応プロセスを実現させることや、CO2 フリーアンモニアというコンセプトを先行して実証させるな
ど、水素基本戦略のカギとなる研究成果が出つつある。
・個々には、優れた成果が得られていると考える。
・全体として、高インパクト・ファクターのジャーナルへ高被引用の論文を発表しており、評価できる。
・水素脆化現象の解析や電池の表面や界面の解析など、基礎研究も進展しており、材料改善に貢献できる
インパクトを期待する。
・難しい課題へのチャレンジだが、個々のテーマにおいてエネルギー密度などのメトリックが大幅に改善
されており、第４期としてＮＥＤＯの目標値を上回る成果が見込まれる。論文被引用数は毎年目標を達
成しており、優れた研究成果の結果として評価される。論文数もおおむね目標を達成している。コア技
術創出の最初のフェーズとして、本質課題に立ち向かいそれを克服する努力が評価される。
（改善すべき点及び助言）
・産総研に期待される目的基礎技術は他者を圧巻するブレークスルーの種である。その観点からは、２つ
のテーマに絞ることなく、別添資料に掲載されているような熱電変換や地熱発電、ダイヤモンド半導体
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以外にも各ユニットにおける特筆すべきテーマを紹介し、将来的なビジョンや研究スケジュールなどを
議論する場としてもよいのではないか。目的基礎研究での議論が、その後の橋渡しへ繋がっていく重要
な時期と考えられる。
・水素に関しては、JST では SDGs の取り組みとして取り上げられているにも関わらず、産総研上では SDGs
への貢献にあまり触れられていない点が残念。本件にとどまらず、本領域の研究活動は SDGs へどのよ
うに貢献しているかという観点からの紹介も必要。
・マテリアルインフォマティクスや AI の導入で、最近の材料開発は目覚ましく進歩しているが、産総研で
の導入度合いはどの程度なのか？それにより、材料開発がどの程度短縮されたかを示してほしい。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：バナジウムはレアメタルに属し資源的に偏在した元素です
が、埋蔵量は世界規模の供給に耐えられるでしょうか。資源的検討をお願いします。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：電気自動車用の利用形態として、１年間 50 サイクルを 10
年と仮定すると、最低でも 500 サイクルは必要だと思います。100 サイクルで必要寿命を見通せるとは
言えないので、加速方法など評価方法の検討をお願いします。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：電解液量の制御は、電池製造における課題であり、軽量化
とは直接関係しないように思えます。電解液量を極端に少なく抑えるのなら別ですが、電解液量に関す
るメリットの再検討をお願いします。
・[蓄電池]新型カリウムイオン電池の開発[P48]：テルル、カリウムなど比較的重い元素で構成された活物
質では、重量エネルギー密度の達成は難しいのではないでしょうか。エネルギー密度としてのメリット
がなければ、現行品に置き換わる可能性は低いと思われます。理論エネルギー密度を正極材単体、電池
としての検討をお願いします。
・[蓄電池]金属-空気電池用材料の開発[P49]：自動車用を目指すのであれば、空気中から取り込む酸素を
酸化剤とする場合、CO2 や埃などのフィルター、ポンプ、浄化プロセスのコスト増、重量増があるはず
です。全体システムのメリットデメリットのトレードオフが必要です。また、他のアプリケーションで
使える場合もあるので、アピール先の検討も必要と考えます。
・[蓄電池]硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り組み[P50]：重量エネルギー密度は現行のリチウムイ
オン電池より高いレベルを目指し、その戦略を明示してほしい。
・[蓄電池]硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り組み[P50]：全固体電池の課題は、水分管理のシビア
さなど製造にかかるコスト増をどのようなメリットで補償するかを示さなくてはなりません。安全性も
その一つですが、定量的表現は困難です。
・[水素]ギ酸・メタノール/CO2 の相互変換を利用したエネルギー貯蔵[P59]：技術的な課題解決と並行し、
経済性の成立、CO2 削減効果など、システム導入時のメリットを定量的に把握することが重要だと思い
ます。課題を技術的に解決できるか否かのリスク、技術以外で解決可能かどうかの判断など、最終年度
に向けて総括をお願いします。
・[水素]太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応による有用化学品製造[P60]：有用化学品を高効率で
製造できる光触媒を見出し、開発するには優先順位があると思いますので、判断基準を明示していただ
けないでしょうか。産業界が望むもの、コストの劇的な低減、有用な副産物の生成、触媒コストなど、
判断軸は多岐に亘ると思います。
・[水素]アンモニア製造利用技術[P61]：水素貯蔵に毒性と腐食性があるアンモニアを使うシステムにおけ
るもう一つの重要な課題は輸送です。輸送に関する課題に関する評価委員会でのご回答は、既に輸送イ
ンフラは整っているというものでした。しかし、水素社会になればこれまでの輸送量とは桁違いに大量
のアンモニア輸送が必要となり、安全性の課題を一度整理しておくことも今後の研究開発にとって重要
と考えます。
・[水素]未利用炭素資源からの CO2 分離型発電技術の開発[P62]：EOR は石油の採掘場所、採掘時期しか CO2
の利用がありません。国内では EOR の用途はほぼないので、分離した高濃度 CO2 の有用な利用方法を考
えて欲しいと思います。
・別添-1. ナノ・メソ・マクロ解析による水素脆化の基本メカニズム解明[P66]：モデル化完成後には、対
策への道筋を提示できるレベルまでもっていってほしいと思います。材料的ブレークスルーが必要であ
るならば連携先の模索も必要でしょう。
・別添-2. 超臨界地熱発電技術の研究開発[P67]：NEDO から示されているように、経済性の評価、超臨界
水に耐える材料と機器の開発、環境破壊の最小化などを並行して進める必要があると思いますので、こ
れらを考慮した開発ロードマップの策定をお願いします。
・論文数が前年比減であるが軽微であり、とくにマイナス評価とは思わない。
・研究者評価では、国際指標ということでどうしても高インパクトファクター（IF）雑誌への投稿数が表
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に出てくるが、大切なことは被引用数である。国内産業を育てることを使命とする産総研としては、国
内雑誌を育てる使命もあるのではないか。
・金属多硫化物正極材料では、電動飛行体分野に向けての展開に強く期待する。
・熱電変換材料では ZT 値の向上だけを研究レベルで追いかけるのではなく、各段階での数値に見合った
マーケットを見つけて事業展開いただきたい。
・電池のシナリオで４つの課題が記載されているが、高容量・低コストシナリオのみ示され、残り２つは
どうなっているかわからなかった。橋渡しで取り組むのであれ記載したほうが良い。製品にするための
リードタイムが考慮されていない点も記述が必要。水素のロードマップは、中間のマイルストーンが無
く、また、製品の流れは製造・貯蔵輸送・利用の縦の流れだが、ロードマップ/ポートフォリオはどの
ように組み合わせて成立させるかが不明。経産省のロードマップの出口に対する関連が読めないので改
善が必要に思う。
・ブレークスルーにつながるような基礎研究も期待したい。研究テーマの見直しを含めて、再検討しても
良いのでは。
・蓄電池に関して、材料およびフェーズを含めて、多岐にわたる研究開発がなされているが、その位置づ
けやインパクトを明確にしつつ、重点化して、進めて欲しい。
・外部に対する優位性、革新性を明らかにして、進めて欲しい。
・目的基礎のフェーズのためやむを得ない部分はあるが、二次電池は、目標値はあるもののそれ対してど
うアプローチするのかが見えにくい。複数の技術を収斂させるのか、それとも異なる出口を目指すのか、
全体的に研究戦略がわかりづらい。ベンチマークについては手法の比較にとどまらず、例えば主要なメ
トリックを定量比較するなど内容の分析を深め、将来的にも優位性があると言えるのか、目標のアウト
カムが得られるのか、等の視点で現状計画の妥当性を評価することが必要と考える。
・水素は、ロードマップ自体が大雑把で、ＭＥＴＩシナリオがこれで実現できるのかもわかりづらい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・水素技術に関する領域内でのテーマ全体像をポートフォリオで示し、目的基礎から橋渡し後期まで全体
を把握している点は研究テーマを俯瞰する上で大変良い試みといえる。ぜひ他のテーマにも展開してほ
しい。
・水素脆化の基本メカニズム解明は、将来的な水素社会における基盤技術として有益である。
・蓄電池技術のロードマップに加え、海外機関との研究ベンチマークや各種プロジェクトの中での AIST の
役割を明確化できている点は非常によい。
・新型カリウムイオン電池でリチウムイオン電池と同等の 4V の高電圧正極材料が開発されたことは資源
の有効活用の観点からも期待できる。
・関西センターにおいては、電池技術研究部門と技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター
（LIBTEC）が協力して将来の電気自動車用「全固体電池」に関する NEDO 先導プロジェクトを獲得し、
平成 30 年度からは自動車企業を中心とするオールジャパン産学官連携体制を整え、産業界をリード
している点は非常に心強い。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：実用的容量サイズの電池を試作して重量エネルギー密度の
高さを実証したことは、開発した材料のポテンシャルを引出すための電極構造設計技術、部材組立技術
の高さをも示していると思います。これら幾つかの技術が揃ってこそ、新材料の可能性を評価できます。
今年度の結果は、既存の遷移金属酸化物３元系正極材料に替わる可能性があり、今後大いに期待できま
す。
・[蓄電池]新型カリウムイオン電池の開発[P48]：酸化還元電位がリチウム系より高いカリウム系材料で
4V 級電池を構成したことは、高電圧化による高エネルギー密度化への可能性を拡げる将来につながる
意義ある成果だと思います。
・[蓄電池]金属-空気電池用材料の開発[P49]：正極反応の活性をあげる触媒に、非貴金属材料の可能性を
引出したのは、MOF ナノチューブなどの導電性材料へのナノレベルの触媒分散担持定着技術によるとこ
ろが大きいと思料します。非金属材料を触媒に使えることを実証した意義は大きいと考えます。
・[蓄電池]硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り組み[P50]：全固体電池における負極層の固体化は、
材料開発ではなくどちらかというと電極構造と製造技術の開発です。安定な充放電サイクル寿命特性が
得られていることから判断すると、電極の不均一性からくるリチウム金属析出の影響は見られず、負極
活物質と電解質材料との電極反応界面と、負極内に良好な導電性 3 次元ネットワークが形成されている
ことを意味していると想像します。
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・[水素]ギ酸・メタノール/CO2 の相互変換を利用したエネルギー貯蔵[P59]：低温、低電位での CO2 電解
還元とメタノール合成反応の成功は、
マイルドな条件でのエネルギー貯蔵が可能、つまり低コスト
でのエネルギー利用につながる画期的な成果だと思います。来年度、高性能化に向けた開発への基礎が
完成したと推察します。
・[水素]太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応による有用化学品製造[P60]：副反応なく生成物を得
る技術は、目的物質を狙って反応を制御できることを意味しており、非常に価値ある成果だと思います。
・[水素]アンモニア製造利用技術[P61]：水素キャリアとしてアンモニアを用いる水素エネルギーシステム
において不可欠な、アンモニアタービン技術とアンモニア合成技術の実用規模における実証は非常に有
意義な成果であると思います。
・[水素]未利用炭素資源からの CO2 分離型発電技術の開発[P62]：いわゆる副産物としての CO2 利用技術
適用は、未利用炭素資源利用技術において必須の条件であり、この利用技術の見通しを得られたことは
大きな前進として評価できると思います。
・[水素]再生可能エネルギーを用いた水素エネルギーシステムの実証研究[P63]：システムの自動運転実証
完了は、技術的には完成したことを意味していると思います。経済性の成立はまだですが、いつでも事
業を開始できる状態に漕ぎ着けた意義は大きいと思います。
・別添-1. ナノ・メソ・マクロ解析による水素脆化の基本メカニズム解明[P66]：今年度の進展は、
「水素
脆化を水素が抑制する」という現象を発見し、モデル化したという理解ですが、水素脆化抑制対策につ
ながる可能性があり、非常に優れた成果といえます。
・別添-2. 超臨界地熱発電技術の研究開発[P67]：試掘に向けた調査に着手したことは大きな前進であり、
研究成果に説得力を与えることができると期待しています。
・別添-3. 未利用エネルギーからの電力回収に向けた熱電変換の高効率化：変換効率を 7%から 12%に大き
く向上できた原因が構造にあったことは、さらなる構造最適化の可能性もあると考えます。
・別添-3. 未利用エネルギーからの電力回収に向けた熱電変換の高効率化：変換効率向上は直接的な低コ
スト化であり、実用化にむけて大きな弾みになると思います。エネルギー損失は 88%と、改善の余地は
まだ残されており、今後を期待したいと思います。
・別添-4. ダイヤモンド半導体基盤技術：ウェハサイズが 2cm2 に到達したことにより、実用化開発が加速
されると思います。特に宇宙空間のシングルイベント耐性など、衛星通信分野の衛星軽量化、データ転
送量増大などに貢献する半導体増幅器への適用を期待しています。
・EV 用二次電池の開発にて、現行 LIB の 3 倍の走行距離を見込める金属多硫化物正極材料の開発に成功し
た点を高く評価する。
・熱電変換効率 12％を達成した点を高く評価する。
・２つのテーマともテーマを絞って、世界最先端の成果が出ている。
・個々には、優れた成果が得られていると考える。
・全体として、高インパクト・ファクターのジャーナルへ高被引用の論文を発表しており、評価できる。
・熱電変換材料等については、興味ある結果が得られているが、新規性を明示して欲しい。性能指数 ZT は
２程度でしょうか？ZT>10 を目指すような展開を期待する。
・二次電池については、個々のテーマに進捗が見られ、出力密度などで目標値を達成している。新型カリ
ウムイオン電池については多くの特許が創出されている。水素についても個々のテーマで着実に成果が
でており、橋渡し前期、後期へのフェーズの移行が行われている点も評価される。アンモニア製造は、
特筆すべき成果と言える。
（改善すべき点及び助言）
・水素社会の実現は安全認証が将来的な鍵といえる。また、認証制度との相性も非常によい分野と言える。
国際的な競争力を高めるうえでも、認証試験なども視野に入れた国際標準化を準備する時期ではない
か。
・褐炭からの発電技術やメタンハイドレード技術は興味深いが、昨今の ESG 投資などの現状を踏まえて将
来的に企業で実現可能にするためのシナリオ構築や政策的な戦略での支援も視野に入れてほしい。
・蓄電池の開発では、米国はじめ、多くのベンチャー企業が台頭してきている。日の丸日本の開発体制で
将来的に対抗できるのか。海外ベンチャー企業とのベンチマークや AIST としての優位点を説明するこ
とも必要である。
・新型カリウム電池の関連特許が 24 件と際立っている点は大変すばらしい。一方で、他の電池材料では論
文は多いが、特許出願が少ない点が気になる。
・[P40] 平成 30 年度の論文引用数は目標達成ですが、投稿論文数が落ち込んでいます。論文は数ではなく
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質が重要ですが、アウトプットの変化には重大な問題を内包している場合があります。詳細な調査分析
により、原因の徹底的な究明をお願いします。
・[蓄電池]金属多硫化物正極材料の開発[P47]：電気自動車用を目指して航続距離延伸を狙うのであれば、
出力性能は犠牲にできますが、入出力特性も一定レベル以上の性能が必要です。エネルギー密度と同時
に出力密度も評価軸に入れるようお願いします。
・[蓄電池]新型カリウムイオン電池の開発[P48]：開発された正極材は、高い酸化還元電位に曝されるため、
電解液との副反応が避けられないはずです。長寿命化に対する 5V 級電解液の開発などが別途必要なの
ではないでしょうか。
・[蓄電池]金属-空気電池用材料の開発[P49]：コバルトと白金の性能比較には、重量などを規格化する必
要があると思います。金属-空気電池の最大のメリットは重量エネルギー密度であるので、Wh/kg での
比較をお願いします。
・[蓄電池]硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り組み[P48]：写真から負極が多層構造に見えますが、
従来のリチウムイオン電池負極に比べてコスト増にならないでしょうか。製造、アセンブリプロセスに
おける課題についても検討をお願いします。
・[水素]ギ酸・メタノール/CO2 の相互変換を利用したエネルギー貯蔵[P59]：技術的な課題解決と並行し、
経済性の成立、CO2 削減効果など、システム導入時のメリットを定量的に把握することが重要だと思い
ます。
・[水素]太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応による有用化学品製造[P60]：有用化学品を高効率で
製造できる光触媒を見出し、開発するには優先順位があると思いますので、判断基準を明示していただ
けないでしょうか。
・[水素]未利用炭素資源からの CO2 分離型発電技術の開発[P62]：国内で EOR 用途はないので、分離した高
濃度 CO2 の有用な利用方法を考えて欲しいと思います。
・電池の材料研究成果は世界最先端と理解できるが、EV を出口にしたとき本年度にこれだけを達成してお
けばよいかが理解できなかった。水素の成果はどの産業・企業がこれを引き受けそうか、産業界の声と
の関連付けが必要。
・蓄電池、例えば、Na 正極材料などは、競合材料が非常に多く、競争が激しい。例えば、車載用蓄電池な
どは、早期に、「橋渡し」後期に移行すべきテーマのように思う。
・例えば、水素エネルギーは、期待は大きいものの課題は多く、国内外の否定的な意見を持つ方々との議
論も含めて、進めて欲しい。アンモニア製造利用技術も、将来像を明らかにして、進めて欲しい。
・ロードマップ、ベンチマークの練り上げ。ロードマップを個別技術ごとに作成し、おおまかなマイルト
ーンを明確にすべき。同一目的に対して複数の手法を平行して進めている場合は、トールゲートを設け、
中断する判断も必要ではないか。
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・太陽光発電においては、スマートスタック太陽電池の実現、低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電
池、CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化など、各太陽電池における発電効率や高速成長技術が着実に
進展している。また、太陽電池性能の屋外高精度評価ではモジュールの発電データに基づいた発電量推
定の知見獲得が進み、安定的電力需給のシステム運用実現に向けて前進している。また、IEC 国際標準
化活動では、TC82 の Chair 獲得、Expert8 名派遣など、日本の技術を国際的に先導している。
・物質循環に関しては、大きく水処理監視・制御技術と戦略的都市鉱山の要素技術の開発が進んでいる。
水循環技術では微生物群集の網羅的な解析による排水処理の高効率化、戦略的都市鉱山研究拠点(SURE)
コンソーシアムを中心としたレアメタル分離や無人選別技術などプラントも含めた金属リサイクル技
術の開発が進んでいる。
・[太陽光発電]スマートスタック技術による高効率多接合太陽電池[P78]：変換効率 30%超を実現する目途
が得られたことは、他社、他研究機関と比べても、世界トップレベルにあることは評価できると思いま
す。
・[太陽光発電]低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池の超高速成長[P79]：新規材料の導入も含めた
低コスト化技術が着実に進められており、太陽電池全体への技術波及効果も期待できる。
・[太陽光発電]CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化[P80]：軽量、低コストかつ多様な場所への設置が可
能という売りに加え、20%超の発電効率性能により、ウェラブル機器の拡大する要求に応えることがで
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きると考えます。
・[太陽光発電]太陽電池性能屋外高精度評価技術[P81]：太陽電池プラント設置後の性能変化を、気象に影
響されず、簡便に客観的評価ができることで、性能劣化の大きい海外製粗悪品排除が可能になるでしょ
う。評価技術の標準化も含め、重要な成果と考えます。
・[物質循環][P87, P88]日・米・欧・中の各国の「水」
「金属資源」研究戦略、政策をしっかり分析してい
る点が高く評価できる。
・[物質循環]環境微生物解析手法における対象微生物種の拡充と産業廃水汚泥への適用[P89]：広範囲の産
業廃水汚泥の解析が可能になることは、生物的廃水処理の高効率化に寄与し、我が国の世界への水ビジ
ネス展開の基礎となることが期待できる。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：水の膜透過を阻害するファウリング現
象の解明は、有用な対策を打つ根拠となり、膜長寿命化とメンテナンスコスト低下に有用と考えます。
バイオフィルムの可視化分析と周波数応答分析でファウリング検知技術が確立されれば、世界の水問題
の解決に有益で、メンテナンス事業への展開も可能でしょう。
・[物質循環]戦略的都市鉱山構築のための金属回収技術の開発[P91]：都市部の産業廃棄物を埋蔵資源と捉
え、再利用する優れた発想を低コストで具現化する技術が着実に開発され、既にスケールアップの段階
にあることは高く評価できます。
・別添-1. メタンハイドレートからのガス生産に係る圧力コア評価技術の開発[P94]：圧力コア挙動の理
解が進展することで、ガス生産プロセスの効率化に貢献し、早期実用化に繋がると期待できます。
・別添-2. 固体酸化物形燃料電池(SOFC)の耐久性評価方法開発[P95]：SOFC の開発が実用化フェーズに入
りつつあり、これまでの研究開発成果が技術コンサルタント、共同研究に繋がっている点が評価できる
と思います。
・高効率 Si 太陽電池について低コストプロセスを開発した点、スマートスタック技術により高効率多接
合太陽電池の開発に成功した点、世界一の成膜速度を有する HVPE 装置を開発した点は、次世代太陽電
池技術に繋がるものとして高く評価する。
・メチルシクロヘキサン、アンモニア、ギ酸と水素エネルギーキャリアの高効率利用技術の開発を高く評
価する。水素エネルギーに対する世界的関心の高まりは、産総研戦略の正しさを証明している。
・全固体電池開発において、非 Li 系全固体電池によって 188 Wh/kg を達成した成果を評価する。
・一つ一つのテーマの目標達成はできつつある。また、掲げたロードマップ、ポートフォリオに示したテ
ーマが予定通り進行している。
・太陽光発電では、III-V 族//シリコン３接合による高効率達成、化合物半導体でも世界最高成

長速度達成、CIGS 薄膜化合物で最高効率達成など、先端の成果が達成できている。
・物質循環では、真核生物特定の成果を踏まえ、今後実利用に向けた微生物情報の蓄積が期待で
きる。
・特に、太陽光発電は、クリーンエネルギー社会の将来を担う技術であり、さらなる発展を期待する。
・太陽電池高性能化に関しては、いずれのテーマも顕著な進捗が得られている。モジュール変換効率は NEDO
の目標を上回る成果が得られている。個別要素技術のみならず、性能評価やシステム安全性評価など、
運用時に必要となる基盤的技術に取り組んでいることも評価される。
（改善すべき点及び助言）
・橋渡し前期からは具体的な応用分野や実用化までのロードマップが必要であり、全体的に要素技術の開
発に終始している点が気になる。いずれの技術も産業界と協力して、どこに市場を作るのか、具体的な
ビジネスモデルを立て、実用化に向けたコストパフォーマンスも含めた技術の出口を明確化した方がよ
い。そのための研究管理におけるフェーズゲート設定も重要である。
・[太陽光発電]スマートスタック技術による高効率多接合太陽電池[P78]：量産時は、一括転写技術を使っ
た経済性、変換効率のばらつき、製造コスト、耐久性なども問われるため、総合的なコスト構造分析と
経済評価を実施できるレベルを目指してください。
・[太陽光発電]低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池の超高速成長[P79]：世界最高速度を実現させ
た結晶成長技術のコアについて、海外特許を含めた権利化をお願いします。
・[太陽光発電]低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池の超高速成長[P79]：来年度予定の、Al 系材
料の導入によるリスクヘッジを十分検討すると同時に、製造コストなど具体的な目標に対する達成率を
評価するようにお願いします。
・[太陽光発電]CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化[P80]：既に世界最高効率を達成している状況におい
て、さらに性能を向上させるには、熱光照射効果のメカニズム解明と性能向上を結び付けるロジックが
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必要と考えます。
・[太陽光発電]太陽電池性能屋外高精度評価技術[P81]：本技術は、国内だけではなく、国外においても評
価法の標準化が非常に重要と考えます。特に国際間調整で多くの労力が必要になる可能性があります
が、是非、成立させてください。
・[物質循環]環境微生物解析手法における対象微生物種の拡充と産業廃水汚泥への適用[P89]：研究成果を
日本の産業活性化に活用するため、水資源管理と循環の観点からビジネスや装置にフローダウンし、次
期研究開発のシナリオ策定に結び付けてください。
・[物質循環]環境微生物解析手法における対象微生物種の拡充と産業廃水汚泥への適用[P89]：網羅的解析
の効果と適用先例を提示ください。また、効果が薄い産業廃水汚泥の共通した特徴の解明も、次期研究
の目的に上げてください。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：水の問題は、水不足、飲料水、各種産
業、災害など全人類が今後直面する最大の課題につき、産総研殿が主導しあるいは方向性を示して実行
的対策に結び付くよう、本研究を拡大・発展させていかれることを希望します。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：閉塞原因物質の解析結果を対策に役立
てるのは、具体的にはどの組織が担うかを明確にしていただきたい。
・[物質循環]戦略的都市鉱山構築のための金属回収技術の開発[P91]：経済性は重要ですが、ゼロエミッシ
ョンを領域の目標とするのであれば、貴金属、レアメタルだけではなく一般汎用金属のリサイクル、リ
ユースの効率化研究が大きく前進することを期待します。
・別添-1. メタンハイドレートからのガス生産に係る圧力コア評価技術の開発[P94]：大規模なプロジェ
クトになると思いますが、具体的なビジネスモデルを構築する時期に来ていると思いますので、アクテ
ィブにリーダーシップを取ることを期待します。
・別添-2. 固体酸化物形燃料電池(SOFC)の耐久性評価方法開発[P95]：SOFC の普及期に入ったと言われて
いますが、評価方法を国内の普及にとどめるのではなく、国外の産業会にも広く認められるよう、IEC
国際標準の制定を目指すことを期待します。日本が得意とする寿命/耐久性などの特性、特徴に焦点を
あてた標準を制定すれば、日本の SOFC のプレゼンス向上に間接的に寄与し、それは国益につながると
思います。
・かつて世界を席巻していた太陽電池産業も今は見る影もありません。第４期で得られたすばらしい個別
技術をどのようにシステム化して産業としていくか、その青写真をぜひ描いていただきたい。
・ISO、IEC への貢献は大いに歓迎すべきだが、そのことが我が国の産業保護・育成にどれだけ将来的に資
するかについても自己評価いただけると更によい。
・世界の PV 市場拡大に対し、PV のロードマップが達成したとき日本の技術はどこまで行くのか、また、
コスト目標を掲げているところが革新的太陽電池にないことは、コストシナリオが無く、いつ貢献でき
るかわからないと読めた。その状態で研究をやっても橋渡し先が無く、その先の国際競争で勝ち抜く企
業の姿が見えてこない。橋渡し前期のテーマや目的基礎が何のためにあるかが読み込めなかった。NEDO
の目標をそのまま転記するのではなく産総研が民間の意見も加味して独自に産業育成・新規市場開拓と
いう視点からのロードマップを提案する時期に思う。
・物質循環は、日本の産業・企業が何を解決しないといけないと考えているか、また、自治体のごみ焼却
やリサイクルで何を解決する必要があるかを理解できなかったため、研究の出口理解が不足した。戦略
課題を２つ掲げているが、日本における課題を整理して示し優先順位をつけてもらうと理解が進む。
・どこまでやれば、次のフェーズ、あるいは、企業との連携が進められるか、目標設定の明確化も必要で
しょう。
・種々の研究開発テーマが展開されているが、研究開発成果のインパクト等を考慮した研究開発テーマの
再考も必要でしょう。
・再生可能エネルギーは、非常に重要だが、太陽光、風力、地熱等と総花的であり、重点化が必要と考え
る。例えば、Shell Sky Scenario によれば、2050 年(2070 年)、太陽光、風力、地熱は、各々、22TW(54TW)、
15.3TW(22.5TW)、4.8TW(6.6TW)とある。従って、競合領域を包含した研究開発のロードマップの策定や
連携を期待する。
・将来の社会基盤構築や世界の市場を考えると、太陽光に大きな期待がある。
・海外に対して、勝てる展開を期待する。
・物質循環は、シーズオリエンティドの研究開発の印象であり、社会貢献に向けた展開を期待する。
・リサイクルなどは、領域内外の横断連携強化を期待する。
・太陽電池高性能化に関して、複数の技術が検討されているが、最終目標は同一なのか、あるいは適用先
が異なり要求仕様が異なるため複数研究されているのか、全体戦略が現状のロードマップとポートフォ

- 117 -

リオからはわかりづらい。革新的太陽電池については、2050 までの大まかなマイルストンが欲しい。
・水事業の海外展開は戦力が重要。各国の異なるニーズに対してどのような価値を提供するのか、システ
ムの全体像を明確にして、開発項目抽出や目標仕様を明確化して進めていただきたい。企業との連携や
マーケティングにも期待したい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・太陽光発電スマートスタック技術においてⅢ-Ⅴ族/シリコン 3 接合で発電効率 28.6%を達成、30%が見え
てきたことは研究者の努力の賜物であり、次年度の 30%達成を期待している。
・SURE コンソーシアムは融合型ソータなど無人選別プラントの開発が進み、実用化に向けて一歩近づき、
社会的な期待が高まっている。
・[太陽光発電]スマートスタック技術による高効率多接合太陽電池[P78]：産総研の一括転写技術で製造し
たモジュールで、発電効率を測定した点を評価したい。
・[太陽光発電]低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池の超高速成長[P79]：軽量、低コストかつ多様
な場所への設置が可能という売りに加え、20%超の発電効率性能により、ウェラブル機器の拡大する要
求に応えることができると考えます。
・[太陽光発電]CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化[P80]：実用形態に近いミニモジュールで、新規透明
導電膜を付けて世界最高効率を出せたことは、特筆すべき成果と考えます。
・[太陽光発電]太陽電池性能屋外高精度評価技術[P81]：発電効率の温度、照度補正技術は、経験とノウハ
ウに裏打ちされた技術であり、成果は世界で急拡大する太陽電池性能評価に不可欠の技術であり、標準
化できればさらに高く評価できる。
・[物質循環]環境微生物解析手法における対象微生物種の拡充と産業廃水汚泥への適用[P89]：汚泥中の主
要真核生物の特定は、研究を大きく進展させる重要な成果と言って良いと思います。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：水の膜透過を阻害するファウリング現
象の解明は、有用な対策を打つ根拠となり、膜長寿命化とメンテナンスコスト低下に有用と考えます。
バイオフィルムの可視化分析と周波数応答分析でファウリング検知技術が確立されれば、世界の水問題
の解決に有益で、メンテナンス事業への展開も可能でしょう。
・[物質循環]戦略的都市鉱山構築のための金属回収技術の開発[P91]：今年度の成果は、実用化に向けた自
動自律システムの検証完了であり、次年度に対し期待できる結果となっている点を評価したい。特に、
溶融塩電解法では、困難な金属分離工程を簡便にする装置の原理検証を完了し、実用化に近いていると
考えます。
・Ⅲ-Ⅴ族//シリコン３接合太陽電池で発電効率 28.6％を達成し、超高効率太陽電池の実現に大きく前進
した。
・CIGS 太陽電池にて世界最高効率 20.9％を実現し、高効率・低コスト・フレキシブルな太陽電池の実用化
に前進した。
・テーマを絞ることにより、研究者の知恵が入った最先端の成果が出ている。
・個々には、高い研究成果が得られていると評価できる。
・今回は、太陽光発電や物質循環に係わる研究開発が示された。総じて、産総研の貢献は、評価できる。
・太陽電池高性能化に関しては、いずれのテーマも顕著な進捗が得られている。モジュール変換効率は NEDO
の目標を上回り、個々の技術でも、効率や成長速度などで世界最高を達成していることは大きく評価で
きる。標準化活動にも注力されている。
・膜製造技術というコア技術を起点に、運用時の課題解決のために膜閉塞機構を解析したことは評価に値
する。
（改善すべき点及び助言）
・水処理は昨今のマイクロプラスチックス問題にも貢献できる分野である。産総研の秀でた逆浸透膜ろ過
法や環境分析技術をぜひこの分野にも活用して欲しい。また政府が「プラスチック資源循環戦略」を策
定している中、産総研の施策も必要ではないか。
・日本の誇るエネルギー技術やリサイクル技術は今年 6 月に開催される G20 など、国内だけでなく外交で
も積極的に PR してほしい。
・ [太陽光発電]スマートスタック技術による高効率多接合太陽電池[P78]：変換効率 30%超は特筆すべき
数字ではないので、目標は 30%台後半を目指していただきたい。
・[太陽光発電]低コスト HVPE によるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池の超高速成長[P79]：世界最高効率、高速成長
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達成の鍵となるコア技術のアピールがないため、成果が過小評価される可能性があります。改善ポイン
トとブレークスルー技術を強調した表現が必要と思います。
・[太陽光発電]CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化[P80]：既に世界最高効率を達成している状況におい
て、さらに性能を向上させるには、熱光照射効果のメカニズム解明と性能向上を結び付けるロジックが
必要と考えます。
・[太陽光発電]太陽電池性能屋外高精度評価技術[P81]：光源やキャリブレーションに関する技術が成果に
含まれていると思います。重要な技術であり、是非アピールしてください。
・[物質循環]環境微生物解析手法における対象微生物種の拡充と産業廃水汚泥への適用[P89]：真核生物を
特定は、汚水処理対策にどう反映されるのでしょうか。研究開発の出口に直結した成果を強調してくだ
さい。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：水の問題は、水不足、飲料水、各種産
業、災害など全人類が今後直面する最大の課題につき、産総研殿が主導しあるいは方向性を示して実行
的対策に結び付くよう、本研究を拡大・発展させていかれることを希望します。
・[物質循環]逆浸透(RO)膜ろ過法における膜閉塞機構の解析[P90]：閉塞原因物質の解析結果を対策に役立
てるのは、具体的にはどの組織が担うかを明確にしていただきたい。
・[物質循環]戦略的都市鉱山構築のための金属回収技術の開発[P91]：例えば溶融塩電解でネオジムとジス
プロシウムの相互分離技術を実用化する上で、技術以外にどのようなハードルがあるかを今後明確にす
ることを期待します。
・PV は、一つ一つのデバイスの年度目標を達成しているが、コスト目標に対しどの位置づけにあるか、成
果の意義に記載がほしい。
・物質循環は、成果によりこれまで困難だった場所や課題が解決できる例えを示してもらうと学術的価値
だけでなく産業として波及する範囲への利用という視点の理解が進む。
・今回は、太陽光発電や物質循環に係わる研究開発が示された。総じて、産総研の貢献は、評価できる。
特に、太陽電池のモジュールや評価技術の研究開発でも、さらなるリーダーシップを期待する。
・エネルギーネットワークやエネルギーマネジメントの研究開発も重要である。
・ロードマップ、ベンチマークの練り上げ。マイルストンの明確化。例えば、セルモジュール性能評価技
術などは３つのフェーズにわたるが、少なくとも各フェーズで何を目指すのかを明確にできないか。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・先進的なパワーエレクトロニクス技術に関しては、つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション
(TPEC)を立ち上げ、SiC ウエハの超低抵抗バルク成長や高耐圧厚膜ウエハの開発、SiC デバイスではト
レンチ型 MOS トランジスタの量産レベルでの開発、更には高温・高速動作を実現するためのパワーモジ
ュールの試作など、国内におけるパワーエレクトロニクス開発の総本山として機能し、産業界との密接
な連携のもと、パワーエレクトロニクス技術の基盤技術から最終製品に至る開発を可能とした産総研研
究者の絶え間ない実績に敬意を表する。
・環境影響評価技術に関しては、ナノ材料のリスク評価やライフサイクルアセスメント(LCA)の根幹である
インベントリデータベース(IDEA)を高度化し、3,800 以上の製造プロセスを網羅するアジア唯一のデー
タベースを構築し、世界的に拡大している LCA 開示に対して、日本の製造業が LCA を実施可能とした点
は日本の企業が国際競争力を失うことなく、世界に進出する上で大きな支えとなっている。
・[パワーエレクトロニクス]炭化ケイ素半導体(SiC)パワーデバイスの量産実用化技術開発[P107]：量産実
用化において特筆される成果であり、次年度のスイッチング特性と破壊耐性向上の計画も期待できると
思います。
・[パワーエレクトロニクス]超高圧領域用炭化ケイ素(SiC)半導体バイポーラデバイス[P108]：性能だけで
なく、劣化の抑制を目標に設定している点は評価できると思います。
・[パワーエレクトロニクス]1kV 級高温高速動作 SiC パワーモジュール[P109]：SiC パワーモジュールに
おけるユーザーの要求は第一に小型化です。熱の問題が大きいはずであるのに、一般市販品に対して
1/4 サイズが実現できたことは特筆すべき成果と考えます。
・[環境影響評価技術]事業者による工業用ナノ材料の安全性評価のガイダンス[P116]：ナノ材料を使用す
る産業、ビジネスの拡大が予想されるので、労働者の安全に欠かせない技術的指標作成の意義は非常に
大きいと思います。社会的責任も背負った重要な研究と考えます。
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・[環境影響評価技術]インベントリーデータ(IDEA)の構築と普及[P120]：世界各国と連携し、特に経済活
動の活発なアジア地域を中心としたデータベースの枠組み構築は、エネルギー環境領域の方向性にも影
響する重要な活動として評価したいと思います。
・別添-1. 地域の地下水環境を有効活用した地中熱交換器の開発[P125]：地下水分布の把握、予想に使用
するデータの入手は困難が予想されますが、福島県地中熱事業協同組合との連携による成果として、高
く評価できると思います。
・別添-2. 内燃機関の高度化にかかる現象解明研究[P126]：燃焼室内のデポジット生成メカニズム解明に
基づいて高度化された現象モデルが自動車会社採用に至っており、完成度の点で高く評価できます。
・水素を用いたエネルギー貯蔵技術に関し、民間資金を活用しつつ延床 1000m2 の実証システムを稼働さ
せた点を高く評価する。水素エネルギーに対する世界的関心の高まりは、領域戦略の正しさを証明して
いる。
・外国向け大型パワーコンディショナーの系統連系認証を、国内で容易取得できる整備を行った点を高く
評価する。
・SiC ウエハの高機能化からデバイス、モジュールの量産化技術を、TIA、R&D プラットフォーム 大型共
同研究体（国プロ大型共同研究体：TPEC （コストシェア） 24 社、国プロ：SIP 30 社）と様々な共
同研究スキームを駆使して展開し、多大な成果をあげていることをきわめて高く評価する。
・SJ 技術で大成功 ON 抵抗大幅減を高く評価する。
・パワーエレクトロニクスでは、実用化が始まりつつある SiC の産業用途拡大に必要な技術の一つである
スーパージャンクション技術による通電時抵抗低減、また 250℃対応の耐久性、高速応答などを達成、
大型ダイヤモンド結晶成長など世界トップレベルの技術検証ができている。
・環境影響では、IDEA を構築し国際的に通用する LCA のデータベース構築ができた。
・民間資金獲得目標が上がる中、金額では大幅に下がることなく維持できており、産業界からの期待に応
えていると理解できる。
・環境影響評価という個別企業では取扱えないテーマも日本の産業に共通する基盤として着実に前進させ
ている。
・パワーデバイス分野では、わが国の研究開発のリーダーシップを発揮し、多くの成果が得られ、今後が
期待でき、高く評価される。
・パワエレについては、オープンイノベーション拠点としてのハブ機能として、産学官の連携による価値
の極大化のみならず、人材育成にも大きく貢献している。基礎研究から事業化までのロードマップが明
確で、着実な成果がでている。
・環境影響評価のデータベース構築では、国研として重要な役割を果たされている。LCA は成果の定量化
が難しいが、持続可能な社会の実現を支える取り組みとして評価されるべきである。
（改善すべき点及び助言）
・SiC パワーデバイスは実用化も近づき、国際競争力をどのように発揮するかの視点も重要。知財による
権利化行使のためにも、国際特許の取得を含めた特許戦略が必要。
・当領域の研究テーマは基盤技術も多く、製品開発のような明確な開発値設定や現在の３つの研究期間に
分類するのが難しい技術も存在すると考えられる。基盤技術に関しては、計量標準総合センターや地質
調査総合センターのような他の産総研研究部門の研究管理を参考にしてもよいのではないか。
・[パワーエレクトロニクス]炭化ケイ素半導体(SiC)パワーデバイスの量産実用化技術開発[P107]：レシピ
登録が、ノウハウやそれに近い内容を特許として出願し、公開せずに取り下げることにより他社、他国
の特許化を防ぐということでしょうか。もしそうであれば、このやり方は海外特許出願に対しても有効
な手法なのでしょうか。海外にまねをされないための、二重、三重の工夫をお願いします。
・[パワーエレクトロニクス]超高圧領域用炭化ケイ素(SiC)半導体バイポーラデバイス[P108]：劣化対策で
は、メカニズムの解明が重要と考えます。劣化モードを仮定してモデルを立て、モデルの妥当性を検証
し、その後対策を立てるのが通常のやり方です。劣化問題の原理的な解決の道筋を示す必要があるので
はと考えます。
・[パワーエレクトロニクス]1kV 級高温高速動作 SiC パワーモジュール[P109]：評価方法の国際標準化に
おいて、モジュールの小型化で鍵となる熱対策を取り入れた評価法等を規格化することで、我が国が有
利になる戦略的標準の提案をお願いします。
・[環境影響評価技術]事業者による工業用ナノ材料の安全性評価のガイダンス[P116]：ナノサイズの新材
料は、次々に市場に投入されている現状を考慮すると、新材料を検知するアンテナを常に張り巡らし、
安全性評価の是非を即座に判断できる体制と、評価すると判断した場合の連携先を整える必要があると
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考えます。
・[環境影響評価技術]インベントリーデータ(IDEA)の構築と普及[P120]：環境負荷排出量のデータベース
は、国際的にも重要度が増しており、各国のデータベースの共有、IDEA への取込みだけではなく、全体
を統合した標準的データベースも、日本発で検討してみてはどうでしょうか。
・[環境影響評価技術]インベントリーデータ(IDEA)の構築と普及[P120]：製品の製造プロセスに対する LCA
は、かなり高いレベルで実施されていると思いますが、サービスの LCA という視点からも検討すること
はできないでしょうか。
・[環境影響評価技術]インベントリーデータ(IDEA)の構築と普及[P120]：エネルギーの製造プロセスには、
製品にはない LCA の概念があるのではないでしょうか。
・世界的に関心が高まる水素エネルギー技術における我が国の優位性をぜひ引き続き、伸長させていただ
きたい。
・水素エネルギーの実証研究は、ビル、事業所といった擬似クローズド系への応用が期待される。一層の
展開を期待する。
・TRL 最終段階では個社対応が必要な状況になると思うが、その時でも国研としての公益性を忘れず、常
により上位の（インフラ寄りの）メタシステムを構想し続けることが大切と考える。
・環境負荷排出量データベース（IDEA）の売上げを予算獲得と同等に評価できないか、検討をいただきた
い。
・パワーエレクトロニクスの製品出口を想定したデバイス開発だけでよいか懸念する。デバイスを作る装
置の標準化や、システム・機器のロードマップ・標準の議論をリードする時期になっていないか懸念す
る。過去の数年間のまとめを記載することは第４期の見込みとは違うので、評価の対象になっていない
印象が残る。
・LCA も同様に国際標準になるよう欧州と連携するなどが必要。
・パワーデバイス材料として、SiC や GaN に加え、ダイヤモンドの研究を進めているが、研究勢力の分散
になりはしないか。
・水素、地熱やバイオは、社会的インフラの整備が必要であり、産総研として、総合的な判断をして、進
めて欲しい。
・パワエレは他国の技術動向のベンチマークを継続し、世界をリードする立場を維持していただきたい。
・パワエレシステムとしての最適化、用途で異なるモジュール化の際の冷却や防爆などの要求仕様も、企
業の声を聞いて実装時の課題を踏まえ開発を進めていただきたい。
・LCA は、環境影響評価の定量化の部分が重要。インフラシステムのような複雑な商品の提案時に導入メ
リットを定量的かつ客観的に示すのに企業が活用できるように、企業の声を聞きながら進めていただき
たい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・３インチ SiC バルク結晶成長において積層欠陥がなく、低抵抗化を実現した点は、一昔前では考えられ
ない驚異的な技術である。今後の量産化に期待する。
・各種高速・高信頼・高耐圧パッケージの実装技術が進展している点は、産業界にとっても市場導入が加
速し、応用分野が広がる上でも大変有益である。
・セルロースナノファイバー(CNF)の安全性評価は事業者が工業用ナノ材料を健全にビジネスへ展開する
上で、重要な知見である。ナノ材料の有効活用の上でも引き続き支援をお願いする。
・[パワーエレクトロニクス]炭化ケイ素半導体(SiC)パワーデバイスの量産実用化技術開発[P107]：今年度
は低抵抗化改良に注力し、耐圧クラス世界最小抵抗の 0.63mΩcm2 を量産レベルで実現した点を高く評
価したい。特に、量産プロセス確立後に、不十分な性能にターゲットを定めて確実に改良していく手法
は、感銘に値すると思います。
・[パワーエレクトロニクス]超高圧領域用炭化ケイ素(SiC)半導体バイポーラデバイス[P108]：厚膜エピ技
術開発と、劣化抑制に基づいた高電流密度化を実現したことで大幅なコスト低下を見込める成果として
評価したい。
・[パワーエレクトロニクス]1kV 級高温高速動作 SiC パワーモジュール[P109]：産業界が強く望む小型化
を、世界最高水準の応答特性を維持しつつ、熱の課題も解決し実現させたことは、特筆すべき成果と考
えます。
・[環境影響評価技術]事業者による工業用ナノ材料の安全性評価のガイダンス[P116]：CNF は用途が最近
特に拡大しており、定量評価の手法をタイムリーに構築できた点を評価したい。
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・[環境影響評価技術]インベントリーデータ(IDEA)の構築と普及[P120]：世界各国と連携し、特に経済活
動の活発なアジア地域を中心としたデータベースの枠組み構築は、エネルギー環境領域の方向性にも影
響する重要な活動として評価したいと思います。
・超臨界地熱発電に関し、100MW 級発電プラントを経済性を確保しつつ実現可能であることを示し、NEDO
プロの開始に繋がった点を高く評価する。
・下水汚泥流動焼却炉の市場投入を高く評価する。
・SiC パワーMOSFET のボトルネックであった信頼性問題を 6 インチ量産試作ラインで解決し、コンパクト
SiC パワーモジュールの導入に道を付けた点を高く評価する。
・熱電変換技術で発電効率 12%を達成し、実用化を見据えた産総研発ベンチャーを創立したことを高く評
価する。
・都市鉱山開発で NEDO プロを始動させ、世界初の廃製品無人選別プラント構築の目処を得たことは高く
評価される。
・環境負荷排出量データベース（IDEA）が広く使用されている点を高く評価する。
・テーマを絞ることにより、研究者の知恵が入った最先端の成果が出ている。
・民間資金 23.5 億円を獲得し、産総研全体の２５％を担っており、評価できる。
・パワエレは、耐久性や量産性など、製造や実用に向けての課題に適切に取り組み、成果がでている。企
業からも多くの資金を獲得し、技術移転もできており、産業貢献が顕著である。
（改善すべき点及び助言）
・SIP 次世代パワーエレクトロニクスの開発体制では、具体的に何を目指すのかがよく理解できなかった。
事業化もゴールが見えてきた SiC パワーデバイスにおいて、どこが産業界の仕事で、何が産総研の仕事
なのか、役割分担を明確にした方がよい。
・SDGs の普及と共に、環境から人権、社会課題の評価に軸足が動いている。第５期への展開が示されてい
る点は良いが、社会の変化に対して、産総研として取り組む研究テーマを具現化して欲しい。
・SiC、GaN、ダイヤモンド、これらすべてに企業が投資すると思えないので、対象製品を想定したテーマ
の絞り込みが必要に思う。また平成 30 年度の成果がどこかが区分しにくかった。
・LCA 結果を監査する組織も設ける必要があるので、民間が実施できる要件も整理し、国際標準機関を日
本が持つ視点での提案がほしい
・パワーデバイス材料の広範な展開よりも、MOSFET に偏りがちなデバイスを凌駕する先端デバイス構造の
研究の進展を期待する。
・昨年度、報告された順方向劣化現象の解析は、信頼性向上の上で極めて重要である。少数キャリア寿命
の減少による対処策では、デバイスのリーク電流増等につながる危惧もある。メカニズム解明を進め、
抜本的な劣化抑制策の発見を期待する。
・パワエレは知的財産保護が重要と考える。明確な特許戦略のもとに、特許創出を推進していただきたい。
３．領域全体の総合評価
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・昨年に比べて研究成果の進展の説明が分かりやすく、また第４期全体の包括と 30 年度に特化した説明
が明確で、研究成果の理解に大変役立ち感謝している。
・エネルギー環境領域の研究開発が「低炭素社会」と「産業・環境共生社会」という２つの目標に集約さ
れて、研究の進むべき方向が明確になっていると思います。これら目標を達成するための新しい開発と、
産総研がこれまで培ってきた技術シーズを適切に整合させていく作業は困難だったはずですが、生み出
された成果はいずれも高いレベルを有し、社会的にも、経済的にも有意義な効果を各方面に与えている
ことを考えると、第４期の研究開発とそのマネジメントは概ね成功と言ってよいと考えます。
・評価委員会で FREA、関西センターを見学させていただいたが、地域と密着した、出口に近い実用化研究
を、着実に進めておられる姿勢に深い感銘を受けた。
・パワーエレクトロニクスでは、国プロから民間資金を活用したオープンイノベーション・プログラムへ
と着実にスキームの変革がなされている点を高く評価したい。
・
「定地型エネルギー技術から移動型エネ技術へ」
、
「要素技術からシステムへ」という将来認識は重要です。
太陽電池の巻き返しやパワエレの比較優位の拡大など、この方向で海外に勝てる技術を伸ばしていただ
きたい。
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・創エネ・省エネ・蓄エネの３つの柱、産業・環境共生の３つの柱に沿って、それぞれシナリオを作成し、
戦略的にテーマ選定を行い、指標の KPI をマネジメントしながら、研究の上流から応用の下流まで人材
育成を、海外を含め包括的に進めている
・エネルギー・環境問題に関わる課題の設定、技術領域の明確化、シーズを踏まえた研究開発テーマ設定
がなされ、産業界への貢献を含めて、期待される。
・全体的に、個々のテーマで着実に成果があがっている。産総研のもつコア技術を活かした研究開発にお
いて、目標値を上回る成果や社会実装につながる特筆すべき成果もみられる。論文数、引用数は第４期
全体通して目標達成しており、学術的成果も評価される。
・OIL、被災地企業のシーズ支援、コンサルティングなどの取り組みにおいても成果が見られ、産業界への
貢献度が高まっている。人材育成での種々の取り組みも評価される。
（改善すべき点及び助言）
・テクノロジーとグローバル化の進行により、従来型の産業構造が大きく変化している中、産総研の研究
体制が旧態依然としていないか心配。要素技術的な開発計画だけでなく、大きなビジョンを描き、そこ
から各技術の具体的な出口戦略やフレームワークを構築することも必要。
・来年度は第４期の最終年と思われるが、その際は個別の技術の総括に加え、各テーマとしての総括(論文、
特許、実用化事例など)をまとめていただけると良い総括になるのではないか。
・
「産業・環境共生社会」の実現をエネルギー・環境領域の目標の１つの柱として打ち出したことは評価さ
れますが、研究開発を体系的に進める上で、困難を伴わないでしょうか。そこには「循環社会」と「リ
スク・安全」がキーワードに含まれますが、これらはやや距離がある概念のため同じカテゴリーで論じ
るには無理があり、１つにまとめる必要はないように思えます。つまり、例えば「低炭素社会」「水・
資源循環社会」「リスク低減社会」の３本柱でよいのではないでしょうか。確かにボリュームとしては
最初の１本目の柱が大きいのでバランスはわるいですが、さしたる問題ではないでしょう。エネルギ
ー・環境領域以外の領域は、領域名が具体的なので外から何をやっている部門かが直にわかります。エ
ネルギー・環境領域も可能な限り具体的なテーマ名、柱名を設定すれば認知度が上がり、社外資金獲得
の上でも有利かもしれません。
・将来の種となる目的基礎の案件数がやや少ないように感じます。技術立国である我国は、国際的に通用
する技術レベルを維持しなければ、国内外の技術ニーズに応えることができません。世界の技術が向か
う方向を先取りし、もしくはリードすることが重要です。そのために、開発戦略を立案する上で、技術
カテゴリーごとに世界市場とニーズをもっと精査してほしいと思います。中国、米国の技術投資額にお
いて日本は勝てないので、日本は既に得意としている分野をさらに伸ばす戦略が重要になります。しか
し、現在の技術の延長線上にないが、世界がその方向に向かうと判断した場合は、躊躇しないで邁進い
ただきたい。
・バブル期にはまだ企業は基礎研究をやっていましたが、多くの企業はバブル崩壊後、基礎研究だけでな
く応用研究までやめて、研究の全てをわずかな研究費で国研や大学に任せるようになり、この流れは今
も続いており日本産業界の相対的な競争力低下につながっていると思います。産総研殿には企業に研究
シーズを蒔くというミッションとして認識していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
企業も応用研究は自らやらないといけないと自覚していますので、是非ご協力をお願いします。
・再来年度から始まる次期研究 5 ヶ年計画において、産総研殿にお願いしたいのは、フレキシブルな計画
で臨んでいただきたいということです。テーマ、分野が違えば、開発スピードや成果がでるタイミング
は一致しません。各テーマで時間軸がずれる事を前提に計画立案をお願いします。期間の途中からでも
新規テーマアップなどフレキシブルなマネジメントを期待します。
・次期研究 5 ヶ年計画でも、やはり継続的に実施すべきは人材育成であり、人材確保です。海外の優秀な
若い人材とベテラン人材の確保を戦略的にお願いします。
・産総研研究者には研究プレイヤーと研究マネージャーとしての二面性が求められている。国研発のシー
ズを「橋渡し」すれば事足れりとするリニアモデルの時代が過ぎ去った今、前者から後者への適切なシ
フトが求められている。そのバランスを適切に設定するに際して、後者に対する評価軸が予算獲得に偏
在している点が不満である。ぜひ研究マネージャーとしての産総研のオープンイノベーションに係る役
割を適切に評価する評価軸を、機構評価にも、個人評価にもぜひ見つけていただきたい。
・TRL の９段階を見ればわかるように、一つの事業が立ち上がるには、20 年近いスパンの「前史」が必要
であり、産総研はこの前史に関わることが役割といっても過言ではない。その意味で、各分野の技術史
をまとめるということも産総研の大切な役割ではないか。我が国はこれまで高性能のものを作れば売れ
る、国は豊かになると信じてやってきた。しかし消費者のニーズからかけ離れた性能至上主義、あるい
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はその裏返しとしてのコストカット主義が失われた２０年 30 年を生んだと考えるとき、日本の技術史
（失敗例であれば、どこで間違ったか）を総括することは、同じ轍を踏まないために必要だし、それは
こうした前史を知らない世代の人材育成のためのよい教材たりえるのではないか。
・市場規模の予測とその実現に必要な技術、そのうちどこを担っているか、その技術がクリティカルパス
の一つになっているのか、という視点で見ると見込みが甘いように感じる。また、日本市場だけでよい
のか、特に再生可能エネルギーで巨大市場になりつつある中国企業が実施している技術に対し、優位性
がどこにあるか、中国での特許取得を含めどの技術を優位にしたいか産業界が要望しているか、出口が
漠然としていて、勝ちのシナリオが読みにくい。
・再生可能エネルギーを軸足に創エネのテーマが構成されているのに対し、蓄エネは EV が出口となって
いて、エネルギーの軸足がちぐはぐ。
・「橋渡し」後期のテーマは、国際標準化に向けたテーマ設定も必要
・再生可能エネルギーは、人類文明の維持発展、将来の社会基盤創成のためにも非常に重要である。だが、
太陽光、風力、地熱と総花的であり、時系列的にも、重点化が必要と考える。従って、競合領域を包含
した研究開発のロードマップの策定や連携を期待する。
・ブレークスルーにつながるような研究、”世界最高水準”を目指す展開も期待したい。イノベーションと
実用化を目指した研究開発のバランスが重要と考える。
・電池、太陽光発電などに加え、パワーデバイスに加え、海外に勝てる展開を期待する。
・FREA 被災地企業のシーズ支援に関しては、後フォローも重要であろう。
・日本の半導体産業が失速した反省も踏まえると、細かい技術の向上より、ビジネスモデルを考えた全体
コンセプトを固め、重要技術の抽出と適切な要求仕様に落とし込むことが求められる。
・エネルギー・環境問題を取り巻く状況が大きく変化しているなか、従来の延長線でなく新しい価値創出
に向けての新規のチャレンジにも期待したい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・地域イノベーション推進の観点からは、福島再生可能エネルギー研究所（FREA）において新たな技術開
発のための予算（被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業 （平成 30～32 年
度））を獲得したことは大きな成果。今後も地元企業に密着した新産業の創出を期待する。
・これまで試行錯誤のうえで改良を重ねてきたエネルギー構成図は、エネルギー供給構造の推移と、想定
される電源構成を定量的に示しており、日本がエネルギーミックスの考えに基づいて、多様な電源を選
択肢として持つことを強く表しており、産総研内部に向けたメッセージとしてだけでなく、日本の意志
を国際的に示した点において、高く評価されると思います。
・基幹の性能確立に絞った研究推進、トップレベルの研究テーマでの国際連携、今後成長が期待できる若
手の人材育成を同時に進めながら、橋渡しを企業へつなぐ指標である外部資金調達も着実に増加させる
ことができ、マネジメントの成果が着実に出ている
・エネルギー・環境問題に関わる課題の設定、技術領域の明確化、シーズを踏まえた研究開発テーマ設定
がなされ、産業界への貢献を含めて、期待される。
・目的基礎、橋渡し前期、後期のそれぞれのフェーズで、目標を上回る成果や世界発の特筆すべき成果が
得られている。CFT の新たなプロジェクトも立ち上げられている。
（改善すべき点及び助言）
・産総研の 2030 年に向けた研究戦略は確認できたが、この戦略が個別テーマに浸透しているのか、まだ乖
離が大きいように感じた。今後、教育含めて展開し、第５期に向けた研究テーマへの反映を期待する。
https://www.aist.go.jp/aist_j/information/strategy/index.html
・平成 30 年度の成果状況が、前年に比べてやや低下しているように見えますが、原因分析はしっかりなさ
れており、最終年度も目標が達成されるように希望します。
・民間からの研究資金目標未達が本当の課題か心配します。産総研として民間の資金で非公開の研究を進
めることが国民にとって良いことかの指標が必要。得られた知見のうち科学技術の発展に寄与すること
が論文として発表するなど税金をもらって仕事をしている研究者の知恵を還元することもマネジメン
ト課題に思う。
・研究開発テーマが、総花的になり勝ちで、重点化を含めて、もう少し整理した方が良いでしょう。
・エネルギー政策の策定や見直しに貢献することを期待する。
・各技術の全体および個別のロードマップの精緻化。マイルストン、トールゲートの明確化。
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４．評点一覧
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
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
領域全体の総合評価

P
S

Q
A/B

R
S/A

S
A/B

T
A

U
A

A
S/A
S/A
S/A

A
B
A
A/B

A
A
S
S/A

A/B
B
A/B
A/B

A
A
S/A
A

A
A
S
A

Q
B

R
S/A

S
A

T
A

U
A

S/A
B
A
A

A
A
S
S/A

A
A/B
A
A

A
A
S/A
A

S/A
A
S
A

【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
評価委員（P, Q, R, S, T, U）による評価
評価項目
P
領域の概要と研究開発マネジメント
S
「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)
A
「橋渡し」研究前期における研究開発
A
「橋渡し」研究後期における研究開発
S/A
領域全体の総合評価
S/A
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平成３０年度

研究評価委員会（エネルギー・環境領域） 評価報告書

令和元年６月１４日
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 評価部
〒305-856１ 茨城県つくば市東１－１－１中央第１
つくば中央１－２棟
電話 ０２９－８６２—６０９６
http://unit.aist.go.jp/eval/ci/
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