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平成 31 年 3 月 11 日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 30 年度 研究評価委員会（計量標準総合センター）
議事次第
日 時：平成 31 年 3 月 11 日（月）
10:00-17:05
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 3 事業所（3-9 棟 第 6 会議室）
開会挨拶
委員等紹介・資料確認

理事／評価部長
評価部研究評価室

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

加藤 一実
森下 雄一郎

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

（議事進行：宮城 善一 評価委員長）

計量標準総合センター長

10:10-10:20
臼田 孝

研究戦略部長

10:20-10:55
藤本 俊幸

物理計測標準研究部門長

10:55-11:30
藤間 一郎

物質計測標準研究部門長

11:30-12:05
高津 章子

・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
（２）領域の研究開発マネジメント
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
２．「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
昼食・休憩（40 分）

12:05-12:45

現場見学会（70 分）
単一電子制御技術 [目的基礎]
物理計測標準研究部門 首席研究員
３D 形状計測 [橋渡し後期]
工学計測標準研究部門 幾何標準研究 G
様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開発 [橋渡し前期]
物質計測標準研究部門 粒子計測研究 G

12:45-13:55
金子 晋久
阿部 誠
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飯田 健次郎

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

分析計測標準研究部門長

13:55-14:35
野中 秀彦

・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
休憩（30 分・休憩場所でのポスター展示含む）

14:35-15:05

３．知的基盤の整備
（説明 25 分、質疑・評価記入 20 分）

15:05-15:50
高辻 利之

工学計測標準研究部門長

・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
総合討論・評価委員討議・講評
（議事進行：宮城 善一 評価委員長）
総合討論（領域等への質疑を含む）
（25 分）
15:50-16:15
評価委員討議（領域等役職員 退席）
（20 分）
16:15-16:35
評価記入（領域等役職員 退席）
（20 分）
16:35-16:55
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果
委員長講評（領域等役職員 着席）
（5 分）
16:55-17:00
閉会挨拶

理事／評価部長
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加藤 一実

17:00-17:05

評価委員
計量標準総合センター
氏名
委員長 宮城 善一

所属

役職名

明治大学 理工学研究科 機械工学専攻

教授

江藤 学

一橋大学 イノベーション研究センター

教授

金澤 秀子

慶應義塾大学 薬学部

薬学部長、教授

野田 華子

アンリツ株式会社 技術本部

先進技術開発センター長

橋本 秀樹

株式会社 東レリサーチセンター

常務取締役 営業部門長

𠮷田 佳一

株式会社 島津製作所

顧問
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㸦ィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸧
ホ౯㈨ᩱ




㸯㸬㡿ᇦࡢᴫせ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

㸦㸯㸧㡿ᇦయࡢᴫせ࣭ᡓ␎

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
㡿ᇦࡢάືࡢ⫼ᬒ㸸
ィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸦10,-㸧ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛ౪⤥㸦⏘⥲◊ἲᐃࡵࡿ➨  ྕᴗົ㸧ࢆ
せㄢ㢟ࡋ࡚άືࡋࠊ㉁࣭㔞ࡶḢ⡿ㅖᅜẚ⫪ࡋ࠺ࡿᇶᮏⓗ࡞ィ㔞ᶆ‽ࢆᩚഛࡋࠊ⎔ቃࠊ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ་⒪ࠊᗣ࠸ࡗࡓಶูලయⓗ࡞㟂せᑐᛂࡍࡿィ㔞ᶆ‽ࢆ❧ࡕୖࡆࠊࡇࢀࡽィ㔞
ᶆ‽ࡢ⥔ᣢ࣭㧗ᗘࢆ⥅⥆ࡍࡿࡶࠊἲᐃᴗົ࡛࠶ࡿ≉ᐃィ㔞ჾࡢᆺᘧᢎㄆࠊᇶ‽ჾ᳨ᰝࢆ
╔ᐇᇳ⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊィ㔞⾜ᨻᚑࡍࡿබົဨࡸィ㔞ኈࠊẸ㛫ᴗࡸබⓗᶵ㛵࠾࠸࡚
ィ㔞ᴗົᦠࢃࡿィ㔞ேᮦࡢ⫱ᡂࢆᐇࡍࡿࡶࠊᰯṇᴗ⪅࡞ࡀಖ᭷ࡍࡿᰯṇࣛ࣎ࡢᩚഛ
ࡢࡓࡵࡢᶆ‽౪⤥యไࡢ☜❧ࠊᐃᮇⓗᐇࡉࢀࡿᅜᐙィ㔞ᶵ㛵㛫ࡢᇶᖿẚ㍑ࢆ㏻ࡌࡓྛ㔞┠ࡢ
ᅜ㝿ྠ➼ᛶホ౯ࠊࡉࡽࡣ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛ㛵ࡋ࡚ᨭࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
㏆ᖺ࠾࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛࡀ㐍ࡴ୍᪉ࠊ㔞┠࣭⠊ᅖࡀከᒱΏࡿ᪂ࡓ࡞ィ㔞ᶆ
‽㸦ᶆ‽≀㉁ࢆྵࡴ㸧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛤Ⓨࡋࡓྛࠎࡢィ㔞ᶆ‽࣭ᶆ‽≀㉁ࢆ᭱⤊ࡢࣘ
࣮ࢨຠ⋡ⓗᒆࡅࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿィ㔞ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡢᵓ⠏ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽ㄆドࡢྠ➼
ᛶ࣭ᩚྜᛶࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡓᴗ➼ࡀ㞀ቨࡢ࡞࠸⮬⏤࡞㈠᫆ࢆᒎ㛤ࡍࡿ
㝿ᚲせྍḞ࡞ࡿࠋࡇࢀྠࠊィ㔞ᶆ‽ࡘ࠸࡚༟㉺ࡋࡓᐇຊࢆ᭷ࡍࡿ 10,- ᑐࡋࠊ
ィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡌ࡚ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ィ ᢏ⾡ࢆ┤᥋⏘ᴗ➇தຊ⤖ࡧࡘࡅࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ⏘ᴗ⏺
ࡢࠕᶫΏࡋࠖࡶồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ10,- ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓィ㔞ᶆ‽ࡢⓗ☜࡞ᩚഛᬑཬຍ࠼࡚ࠊィ㔞ᶆ‽㛵㐃ࡋࡓィ ᢏ
⾡ࢆᇶ⏘ᴗ⏺ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜ㝿༢⣔㸦6,㸧ࡢᇶᮏ༢ࡢᐃ⩏ᨵ
ᐃ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᅜ㝿ィ㔞ᶆ‽࣭ᇶ♏⛉Ꮫࡢᐤࠊ᭦ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡸ▱ⓗ
ᇶ┙ࡋ࡚ᑗ᮶ࡢィ㔞ᶆ‽ࡸඛ➃ィ ᚲせ࡞ࡿᢏ⾡ࢆඛᑟࡋ࡚㛤Ⓨࡍࡿࡇࡶ✚ᴟⓗ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

㡿ᇦయࡢᡓ␎࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸸
⏘⥲◊➨ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
㸦௨ୗࠊ
ࠕ➨  ᮇࠖ
㸧࠾ࡅࡿ㡿ᇦ
ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡣࠊḟࡢ  㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
㸦୰᰾࣑ࢵࢩࣙࣥ㸧
ձ ☜❧ࡋࡓィ㔞ᶆ‽ࡢ╔ᐇ࡞⥔ᣢ౪⤥ཬࡧᬑཬಁ㐍
ղ ࣮ࣘࢨࢽ࣮ࢬㄪᰝᇶ࡙࠸ࡓィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ౪⤥
ճ ᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ࡢィ㔞ᶆ‽☜❧ࡢ㈉⊩
մ ィ㔞ἲᴗົࡢⓗ☜࡞㐙⾜ཬࡧேᮦ⫱ᡂ
㸦᪂ࡓ࡞ᣮᡓࡋ࡚ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ㸧
յ ᶆ‽ᩚഛࡼࡾ⠏ࢀࡓ㧗⢭ᗘィ ᢏ⾡ཬࡧࡑࡢὴ⏕ᢏ⾡ࢆ⏕ࡋࡓᶫΏࡋᶵ⬟ᙉ
ն 㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࠊᑗ᮶ࡢ⛉Ꮫࡸ⏘ᴗ࡛ᚲせࡉࢀࡿィ㔞ᶆ‽ࡸ▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛྥ
ࡅࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢ᥎㐍
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ࡲࡓࠊୖグࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆຠ⋡ⓗ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡲ࡛ࡣ࡚ࡢィ㔞ᶆ‽
ࡢ㔞┠ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓィ ᶆ‽◊✲㒊㛛ࢆᢏ⾡ศ㔝ࡈศࡋࠊィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢୗࠊ
௨ୗࡢ  ◊✲㒊㛛ࠊ ᬑཬࢭࣥࢱ࣮యไࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᅜ❧ᶆ‽◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ୍యឤ
ࢆಖᣢࡋࡘࡘ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᙉࡍࡿࡶࠊྛ◊✲㒊㛛ࡢ㛗ࢆ㛵㐃ᢏ⾡ศ㔝㸦ᶆ‽࣭ィ 㸧
ࡢᕷሙࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿྖ௧ሪࡋ࡚᫂☜ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖᕷሙࢆぢᤣ࠼⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ
ࢆ⥭ᐦࡋࡓࠋࡉࡽࠊ◊✲㒊㛛ࡈᶆ‽ィ ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ຺ࡋ࡚ࠊ㒊㛛ࡢᴗຠ⋡ࢆ
᭱㐺ࡍࡿᙺࢆࡋࡓࠋ

xᕤᏛィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㸸㉁㔞ࠊຊᏛࠊ㛗ࡉ࣭ᗄఱᏛࠊὶయࡢྛᶆ‽࠾ࡼࡧἲᐃィ㔞
x≀⌮ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㸸㛫࿘Ἴᩘࠊ ᗘࠊ㟁☢Ẽࠊᨺᑕ ගࡢྛᶆ‽
x≀㉁ィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㸸Ꮫ࣭ᮦᩱ⣔ࡢ≀㉁㔞ࡸᗄఱᏛ㔞➼ಀࢃࡿᶆ‽≀㉁࠾ࡼࡧྛᶆ‽
xศᯒィ ᶆ‽◊✲㒊㛛㸸㡢㡪ࠊ㔞Ꮚᨺᑕࡢྛᶆ‽࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢィ㔞ᶆ‽ࢆ┠ᣦࡋࡓඛ➃ⓗศ

ᯒᶵჾࡢ㛤Ⓨ
xィ㔞ᶆ‽ᬑཬࢭࣥࢱ࣮㸸ィ㔞ᶆ‽ࡢရ㉁⟶⌮ࠊィ㔞ἲಀࡿィ㔞ᢏ⾡㛵ࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡢ

ㄪᩚࠊᅜෆࡢィ㔞ᢏ⾡⪅ࡢィ㔞ᢏ⾡ࣞ࣋ࣝྥୖࡢࡓࡵࡢィ㔞ᩍ⩦࡞

◊✲㛤Ⓨࡢ᪉㔪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸸
࣑ࢵࢩࣙࣥ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊ➨  ᮇࡢ᪉㔪ࡣୗグࡋࡓࠋ
࣭ィ㔞ᶆ‽ᩚഛィ⏬⟇ᐃཧ⏬ࡋࠊィ⏬๎ࡾィ㔞ᶆ‽ࢆᩚഛࡍࡿ   㹙࣑ࢵࢩࣙࣥձղ㹛
࣭6, ᇶᮏ༢ᐃ⩏ᨵᐃ㛵㐃ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺           㹙࣑ࢵࢩࣙࣥճ㹛

࣭ἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᴗົࢆ☜ᐇᐇࡍࡿ              㹙࣑ࢵࢩࣙࣥմ㹛

࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ㸦,&㸧ࢆ୰ᚰࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡞ࡢ
ไᗘࢆά⏝ࡋ࡚Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓࡸ▱㈈ᐇዎ⣙⧅ࡆࡿ 
    㹙࣑ࢵࢩࣙࣥյն㹛

࣭ேᮦ⫱ᡂࡸホ౯ไᗘࡢ୰࡛◊✲άືࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡘࡘㄽᩥⓎ⾲ᩘࡢቑຍດࡵࡿ
>࣑ࢵࢩࣙࣥձղճմյն@

➨  ᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ᪉㔪๎ࡾࠊḟࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛ
ᚲせ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ㐺ษ⾜࠺ࡇࡋ࡚ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ᇶ‽ㄆドᨻ⟇ㄢ㐃ᦠࡋࠊᩚഛィ⏬㐍ᤖ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ඹࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㏻ᖺ࡛ᑓ⏝࣮࣌ࢪࢆタࡅ࡚ィ㔞ᶆ‽ࡢ࣮ࣘࢨࢽ࣮ࢬ
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᚲせᛂࡌ࡚ィ㔞ᶆ‽ࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㔠ࠊேဨ࡞ࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆᢞධࡋࡓࠋ
ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢ௳ᩘ࣭ዎ⣙㢠ࡢᣑ➼ࡼࡿ᭦࡞ࡿẸ㛫㈨㔠⋓ᚓࢆ┠ᶆᥖࡆࠊᢏ⾡ࢩ
࣮ࢬ➼ࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ࡢᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࢆࡁࡗࡅࡋࡓඹྠ◊✲ࡢ
Ⓨᒎࡸ▱㈈ᐇዎ⣙ࢆ┠ᣦࡍࡇࡋࠊ➨  ᮇึᖺᗘ࡞ࡿᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㡿ᇦࡢ᭶ḟᢏ⾡࣐
࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟ࢆタ⨨ࡋࠊ㐃ᦠ㐍ᤖ≧ែࡢ☜ㄆࠊၥ㢟ࡢᢕᥱࠊᆺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊィ ᶵჾᴗ⏺ࢆ୰ᚰ㡿ᇦ㛗ࡼࡿᴗゼၥࢆ⾜࠸ࠊ⤒Ⴀᒙ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡗࡓࠋ
◊✲άືࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡘࡘㄽᩥⓎ⾲ᩘࡢቑຍດࡵࡿࡇࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓⴌ
ⱆ◊✲ཬࡧᅾእ◊✲ࡢไᗘࢆタࡅ࡚ண⟬ⓗ࡞ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋᅜᐙィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᅜෆࡢ⤒
῭࣭⏘ᴗཬࡧ་⒪ࡸ㣗ရ࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿ♫άືᚲせࡉࢀࡿィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࣭⥔ᣢ࣭౪⤥ࢆ
⥅⥆ࡋࠊィ㔞ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎᚲせ࡞⟇ࢆ᳨ウࡋᐇ⛣ࡍࡓࡵࠊࢸࢡࢽ
࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࡢ᭱㐺࡞㓄⨨ࠊ㛗ᮇⓗ࡞タഛィ⏬ࡢ᭦᪂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓලయⓗ࡞άືࡋ࡚ࡣࠊィ㔞ἲ㛵㐃ࡢᨻ┬௧ࡀᨵṇࡉࢀ࡚⮬ືࡣࡾ
ࡀ≉ᐃィ㔞ჾᣦᐃࡉࢀつไࡢᑐ㇟࡞ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㟁☢୧❧ᛶヨ㦂㸦(0&㸧⪏⎔ቃᛶヨ
㦂ࢆᐇฟ᮶ࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊィ㔞ἲ㛵ࡍࡿᴗົࡢ☜ᐇ࡞ᐇഛ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺࡢᮾி
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡྥࡅ࡚ࠊᐃ㔞᰾☢Ẽඹ㬆ศගἲ T105 ࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮ࡸ
࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮࡞ࠊ10,- ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓᶆ‽≀㉁ࡢຠ⋡ⓗ࡞㛤Ⓨ
ྍḞ࡞ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࠊᡃࡀᅜࡢࢻ࣮ࣆࣥࢢ᳨ᰝయไࢆᙉࡍࡿࡶࠊ㛵ಀྛᶵ㛵㐃ᦠࡋ 6,
ࢺ࣮ࣞࢧࣈࣝ࡞ศᯒᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊࠕࢻ࣮ࣆࣥࢢ᳨ᰝᶆ‽◊✲ࣛ࣎ࠖࢆタ❧ࡋࡓࠋࡉ
ࡽࠊ6, ༢ᨵᐃ㝿ࡋࠊィ㔞ᶆ‽ಀࡿάືࢆᗈሗࡍࡿዲᶵࡽ࠼ࠊᏛ⾡㆟ࠊᏛࠊᕤᴗ
ࠊ࠾ࡼࡧྛ✀࣓ࢹ㸦᪂⪺ࠊ㞧ㄅࠊⴭ᭩ࠊࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜➼㸧ࢆ㏻ࡌ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋ
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㡿ᇦయࡋ࡚≉➹ࡍࡁྲྀ⤌ࠋ≉➹ࡍࡁ◊✲㛤Ⓨᡂᯝ㸸
▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ᇶ࡙ࡃ╔ᐇ࡞ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛཬࡧἲᐃィ㔞
ᴗົࡢᐇேᮦࡢ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊィ㔞ᶆ‽㛵㐃ࡋࡓィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡋ࡚ࠊィ ࣭
ศᯒ࣭ゎᯒᡭἲཬࡧィ ᶵჾ࣭ศᯒ⨨ࡢ㛤Ⓨࠊ㧗ᗘࢆ㐍ࡵࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠊ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓
ᮇࠊ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇࡢ◊✲ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊ≀⌮ᶆ‽࠾ࡼࡧᶆ‽≀㉁ࡢᩚഛࡀ☜ᐇ㐍ᤖࡋࡓࠋ᪂つᩚഛࡉ
ࢀࡓᰯṇ࣭ヨ㦂㡯┠㸦⠊ᅖᣑ➼ྵࡴ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࠾࠸࡚  㡯
┠ࠊᖹᡂ  ᖺࡣ  㡯┠㸦 ᭶Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂つᩚഛࡉࢀࡓᶆ‽≀㉁ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࠾࠸࡚  ✀ࠊᖹᡂ  ᖺࡣ  ✀㸦 ᭶Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋ᭦ࠊࡇࢀࡽ
ࡢ᪂ࡋࡃᩚഛࡋࡓィ㔞ᶆ‽ཬࡧ➨  ᮇ௨๓ᩚഛࡀࡋࡓィ㔞ᶆ‽ࢆ㐺ษ⥔ᣢ࣭⟶⌮ࡋࠊ⏘
ᴗ⏺ᑐࡋ࡚ᶆ‽౪⤥ࢆ☜ᐇᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜᐙィ㔞ᶆ‽ࡢ౪⤥ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ
 ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢ≉ᐃḟᶆ‽ჾࡢᰯṇ௳ᩘࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺࡣ  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ⏘⥲◊౫㢗ヨ㦂㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࡛  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺ
ࡣ  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧ࡢᐇ⦼࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᶆ‽≀㉁ࡢ౪⤥௳ᩘࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ
 ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࡛  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺࡣ  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
┠ⓗᇶ♏◊✲࡛ࡣࠊ༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊ᭷ᶵᶆ‽≀㉁ࡢ㎿㏿౪⤥ྥࡅࡓ
୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊඛ➃ᮦᩱホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣞࢨ࣮ศගἲࡢ㛤Ⓨࠊ᭷ᶵ㉁㔞ศᯒࡢ㧗ឤᗘ࣭
㧗⢭ᗘᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡞ࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ➼࡛ඃࢀࡓᡂᯝࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋ10,- ࡢ◊✲⪅ࡀⴭ᭩࡞ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ㄽᩥࡢ⿕ᘬ⏝ᅇᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧
࡛┠ᶆ  ᅇࢆ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ10,- ࡢ◊✲⪅ࡀⴭ᭩࡞ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ㄽᩥᩘࡘ
࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ሗࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ሗ㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࡛ࡣࠊᅜᐙᡓ␎ࡸἲ௧࣭つไࡢᑐᛂࠊ♫ࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂ⧅ࡀࡿࢸ࣮
࣐ࡋ࡚ࠊỈ⣲ὶ㔞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᅜ㝿ᶆ‽ࠊ⢏Ꮚィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ➼ࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡣࠊ⏘ᴗ࣭⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿỈศィ ࡢಙ㢗ᛶྥୖྥࡅࡓ◊✲➼࠾࠸࡚㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡓࠋබⓗ◊✲㈨㔠ࡢ⋓ᚓ≧ἣࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢྜィࡣ  ൨ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ൨㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ▱㈈ࡢᐇ௳ᩘ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ௳㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡛┠ᶆ  ௳ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇࡋ࡚ࠊ㟁☢Ἴࢆ⏝ࡋࡓࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊ; ⥺ࣥࣇࣛデ᩿ࡢࡓ
ࡵࡢ㠉᪂ⓗ ; ⥺᳨ᰝ⨨ࡢ㛤Ⓨࠊࣔࣞࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝኚ࣭ࡦࡎࡳศᕸィ ࡞ࢆ
ᐇࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢከࡃࡣẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲࠾࠸࡚ᐇ⏝ᛶࡀᐇドࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ〇ရࠊ
ᴗ⤖ࡧ࠸࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᗄఱィ ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊᅜ  㒔㐨ᗓ┴  ᡤ
ࡢබタ◊ࡢ┦༠ຊయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ' ᙧ≧ィ ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᆅඖᴗఏᤵࡍࡿάືࢆᐇ
ࡋࡓࠋ᭦ࠊࢼࣀ࣭ࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝ⢭ᗘホ౯ᢏ⾡ࡢ⏘ᴗᛂ⏝ࠊࢼࣀᮦᩱࡢ㐺ṇ⟶⌮ᐇ⌧ྥࡅࡓࢼ
ࣀ⢏Ꮚィ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ◊✲࡞⢭ᐦィ ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ࠊィ ࡢࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᥦ౪
ࡍࡿᙧ࡛ࡢẸ㛫〇ရࡢᛶ⬟ホ౯ࡸ㧗ᗘᨭ㈉⊩ࡋࡓࠋ͆ィ ͇ࡢᙉࡳࢆά⏝ࡋࡓᢏ⾡ࢥࣥࢧ
ࣝࢸࣥࢢࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶Ⅼ࡛  ൨  ௳ ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ☜ᐃ್ࡢ  ൨ 
௳ ẚ㔠㢠࡛⣙  ಸ࡞ࡾࠊ㐃ᦠࡢᣑᙉࡀ㐍ࢇࡔࠋᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢཬࡧඹྠ◊
✲ࠊཷク◊✲ࠊᢏ⾡⛣㌿ධࢆྜࢃࡏࡓẸ㛫㈨㔠ࡢ⋓ᚓ㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ
㛫ྜィࡣ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ൨㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┠ᶆ್ࡢྜィ  ൨ ᑐࡋ ࡢ㐩ᡂࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ┠ᶆࡢ
 ൨ᑐࡋ࡚ ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ┠ᶆ㢠ࢆ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࡞ࡗࡓࠋ୰ᑠᴗࡢ◊✲ዎ⣙௳ᩘࡢ
ᴗᑐࡍࡿẚ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢᖹᆒࡣ ࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ 㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛࢆ┠ⓗࡋࡓࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࡶ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ᨵᐃ
ࡢ㈉⊩ࠊග᱁Ꮚィࡼࡿḟୡ௦㛫࣭࿘Ἴᩘᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡞ࠊ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞▱ⓗᇶ┙ࡢ㧗ᗘ
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ࢆ᥎㐍ࡋࠊᅜ㝿㈉⊩ࠊ⛉Ꮫⓗࣉࣞࢮࣥࢫࡢྥୖ࠸ࡗࡓほⅬ࠾࠸࡚ࡶࡁ࡞ᡂᯝࢆᣲࡆࡓࠋィ
㔞ᶆ‽ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘࡸḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡿ
ᵝࠎ࡞㟁Ẽᶆ‽࡞ࢆ㛤ⓎࡋࡓࠋࡉࡽࠊỈ㐨ἲ➼ࡢつไᑐᛂࡋࡓᶆ‽≀㉁ࡢ㛤Ⓨࠊᨺᑕ⥺
⏝ࡢᏳᚰ࣭Ᏻࡢࡓࡵࡢィ㔞ᶆ‽ᩚഛ࡞ࠊィ㔞ἲᇶ࡙ࡃᶆ‽㛤Ⓨࠊ▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛᚲせ
࡞ࡿ◊✲࠾࠸࡚ࡶ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ィ㔞ᶆ‽ཬࡧ⏘ᴗ⏺࡛ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨࡢᇶ┙ᙉ㈨ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸦'%㸧ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭷ᶵྜ≀ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 
ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢡࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙  ௳㸦
᭶Ⅼ㸧
㸧ࠊศᩓᆺ⇕≀ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙
 ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢡࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧㸧ཬࡧᅛయ 105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢡ
ࢭࢫ௳ᩘ㸸⣙  ௳㸦 ᭶Ⅼ㸧
㸧ࡢ᭦᪂࣭ᣑࡶᐇࡋࡓࠋ

ホ౯ᣦᶆࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼ࢆ௨ୗᩚ⌮ࡋ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ

Ẹ㛫ࡽࡢ㈨㔠⋓ᚓ㢠
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨ ┠ᶆ㢠 ൨ᑐࡋ㐩ᡂ⋡㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦┠ᶆ㢠 ൨ᑐࡋ㐩ᡂ⋡㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦┠ᶆ㢠 ൨ᑐࡋ㐩ᡂ⋡㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦┠ᶆ㢠 ൨ᑐࡋ㐩ᡂ⋡㸧  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨ぢ㎸㸦┠ᶆ㢠 ൨㸧

ᴗ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ◊✲ዎ⣙௳ᩘࡢẚ⋡
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ぢ㎸

▱ⓗ㈈⏘ࡢᐇዎ⣙➼௳ᩘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳ぢ㎸

ㄽᩥⓎ⾲ᩘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗぢ㎸

ㄽᩥࡢྜィ⿕ᘬ⏝ᩘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇぢ㎸
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ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺཬࡧ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ᥇⏝ࡉࢀࡓேᩘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ே
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ே
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ே
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ே  ᭶ࡢᬻᐃ್ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ேぢ㎸

 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊẖ᭶㛤ദࡍࡿᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸ
ࣥࢢ㆟ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㡿ᇦෆࡢ㐃ᦠάືࡢ⏬ࠊㄪᩚࠊሗඹ᭷ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛࣘࢽࢵࢺ
࠸࡚ࡣࠊ㐃ᦠᢸᙜࢆ୰ᚰᶫΏࡋࡢᐇ㊶ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉ࠊᙜ㡿ᇦࡀᙉࡳࡍࡿᢏ
⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊィ ᶵჾ࣭ศᯒᶵჾࡢ㧗ᗘ➼ࢆ┠ᶆࡋࡓ⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ௳ᩘࡀ
ቑຍࡋࡓࠋᙜ㡿ᇦࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠࣭௳ᩘࡢྥୖࡣࠊබᖹᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿィ㔞
ᶆ‽ࡢ㔜せᛶࡀẸ㛫ᴗࡸ⏘ᴗ⏺ᾐ㏱ࡋࠊ〇ရࡢရ㉁ྥୖࡸ♫ࡢᕪู᭷⏝ࡢㄆ㆑ࡀ
㧗ࡲࡗࡓࡇࡀせᅉࡢ୍ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋࡶ⏘⥲◊ィ㔞ᶆ‽ࡢࣈࣛࣥࢻᵓ⠏࣭⥔ᣢࡢࡓࡵࠊ
ィ㔞ἲᴗົࡢⓗ☜࡞㐙⾜ࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ╔ᐇ࡞⥔ᣢ౪⤥ཬࡧᬑཬಁ㐍ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
 ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㞠⏝㛵ࡋ࡚ࡣࠊᢏ⾡◊ಟ⏕ࠊࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ㸦5$㸧ࡢཷࡅධࢀࢆ✚ᴟⓗ
㐍ࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊಟኈᏛ⏕ྥࡅࡢ◊✲ᐊぢᏛࠊಟኈᏛ⏕ྥࡅࡢ GD\V ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᴗࢆᐇࡋࠊࣜࢡ࣮ࣝࢺάືࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋධᡤࡋࡓ᪂ேࡢᩍ⫱㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛ✀
◊ಟࡢࠊ㡿ᇦ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ᪂ே◊✲⫋ဨࡀᐇࡍࡿ◊✲ࡢㄪᰝ◊✲ࢆ⩏ົࡋࠊ
ㄪᰝ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆㄽᩥཬࡧཱྀ㢌Ⓨ⾲࠸࠺ᙧ࡛Ⓨಙࡋࡓࠋࡲࡓࠊⱝᡭ◊✲ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊⴌⱆ◊
✲ຍ㏿㈝ᴗࡼࡗ࡚⊂ⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࢆᨭࡍࡿࡶࠊ10,- ࣇ࢙࣮ࣟࢩࢵࣉไᗘࡼ
ࡗ࡚ᅾእ◊✲ࡢᶵࢆᣑࡋࡓࠋࡉࡽࠊࢩࢽୡ௦ࡢ⬟ຊ࣭⤒㦂ࢆ᭱㝈⥅ᢎฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊୡ
௦௦ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐺ษ࡞ேဨ㓄⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ㢮ᆺࡋ࡚ࠊ ௨ୖࡢᶫΏࡋ◊✲ࢆᴗᐇࡋࡓ௳ᩘࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡢ௳ᩘ㸸 ௳㸧࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢぢ㎸ࡳ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ⦼ࡋ࡚ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢㆡΏዎ⣙࠾ࡼࡧᐇዎ⣙ࡣᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘዎ⣙ࡢ௳ᩘ㸸 ௳㸧࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡢぢ㎸ࡳࡣ  ௳ࠊ〇ရࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘ〇ရࡢ௳ᩘ㸸 ௳㸧࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢぢ㎸ࡳࡣ  ௳࡛
࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
ከᒱΏࡿ≀⌮ᶆ‽࣭ᶆ‽≀㉁࠸ࡗࡓィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛά⏝ಁ㐍ࡣࠊィ ࡢṇ☜ࡉಙ㢗
ᛶࡢ☜ಖࡀ㔜せ࡞ࡿᗣ࣭་⒪ࠊᏳᛶ㛵ಀࡍࡿィ ࠊ⎔ቃィ ➼ࡢศ㔝ࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜
せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡉࢀࡓ㈠᫆࠾࠸࡚ࡶᅜ㝿㏻ၟࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ྍḞ࡛࠶ࡿࠋල
యⓗࡣࠊࡀࢇ⒪ࡢࡓࡵࡢᨺᑕ⥺࣭ᨺᑕ⬟ᶆ‽ࡢᩚഛࠊ㟁ࢹࣂࢫࡢᏳᛶホ౯ᇶ‽ࡢ☜❧
ྥࡅࡓ㟁ụࡢෆ㒊ࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫᶆ‽ࡢᩚഛࠊ࣐ࣛࣜデ᩿ࢹࣂࢫࡢᐇ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ
ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࠊ㣗ရศᯒ⏝➼ࡢ࣑ࣀ㓟㢮ΰྜᶆ‽ᾮࡢ〇ရ࡞ࠊ
ࠕ♫ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࠖ㈉⊩ࡍ
ࡿᶆ‽ࢆᩚഛࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㉁㔞ࡢ༢࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᐃ⩏ࡢᨵᐃᑐࡍࡿ㈉⊩ࠊ༢⤖ᬗ
ࡢཎᏊࢫࢸࢵࣉࢆ⏝ࡋࡓࡶࡢࡉࡋࡢ㛤Ⓨ࡞ࠕḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽ࠖᐤࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆᐇࡋ
ࡓࠋࡉࡽࠊ㟁☢Ἴࡢ┦࣭ᖜ┦㛵ࢆ⏝ࡋࡓ㎰⏘≀➼ࡢỈศ㔞ࡢ㧗㏿ࢭࣥࢧࡢ㛤Ⓨࠊḟୡ௦
ⷧᯈ࢞ࣛࢫࡢṧ␃ṍࡳィ ࡢࡓࡵࡢ㧗㏿┦ィࡢ㛤Ⓨࠊ㧗 ⇕㟁ᑐᶆ‽ࡢᩚഛࠊᚤ㔞Ỉศィࡢ⠊
ᅖᣑࠊT105 ࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᪂つィ ἲ࡞ࠊ
ࠕィ㔞ᶆ‽ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࠖ
ࡍࡿࢭࣥࢧ࣭ᶆ‽ჾࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡶ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛᣑᙇక࠸ࠊ10,࠾ࡅࡿ≉ᐃḟᶆ‽ᶵࡢᰯṇ௳ᩘࠊᶆ‽≀㉁ࡢ౪⤥௳ᩘࡶᖺࠎቑຍࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊィ㔞
ἲᇶ࡙ࡃࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸไᗘ࡛࠶ࡿィ㔞ἲᰯṇᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ㸦-&66㸧ࡢᰯṇド᫂᭩Ⓨ⾜௳
ᩘࡣᖺࠎቑຍࡋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࢆୖᅇࡗࡓࠋ

 ἲᐃィ㔞ᴗົࡢᐇேᮦࡢ⫱ᡂࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᴗົ࡛࠶ࡾࠊ㛗ᖺ⥅⥆ⓗࡘ╔ᐇ
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ᐇࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊィ㔞ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࠊ㐺ṇ࡞ィ㔞ࡢᐇࢆ☜ಖࡋࠊィ㔞
ᴗົᦠࢃࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊ⤒῭ࡢⓎᒎᐤࡍࡿࠋ
ィ㔞ᶆ‽ࡢᬑཬάືࡘ࠸࡚ࡣࠊㅮ⩦࣭◊✲➼ࢆ㏻ࡋࡓሗᥦ౪ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆ⏝
ࡋࡓᢏ⾡◊ಟ࣭ᢏ⬟ヨ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᭱⤊࣮ࣘࢨࡲ࡛㛤Ⓨࡋࡓィ㔞ᶆ‽ࡸᶆ‽≀㉁ࢆຠ⋡ⓗᒆࡅ
ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࠊ୰ᑠᴗࡸ࣮ࣘࢨ࡛ࣞ࣋ࣝࡢィ㔞ᶆ‽ࡢά⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋ
ィ㔞ᶆ‽㛵㐃ࡋࡓィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡸᢏ⾡ࢆ⏝࠸
࡚ࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠊ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࣭ᚋᮇࢆከᵝ࡞◊✲ࢸ࣮࣐࡛ᐇࡍࡿຍ࠼ࠊ࣮ࣘࢨࡀ
ᢪ࠼ࡿィ ㄢ㢟ᑐࡋ࡚ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ಶู㐃ᦠࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡛⏘ᴗ⏺ࡽࡢせ
ㄳᛂ࠼࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ຍ࠼࡚ࠊィ ᶵჾ࣭ศᯒᶵჾࡢ㧗ᗘ➼ࢆ┠ᶆ
ࡋࡓ⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ௳ᩘࡀቑຍࡋࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ➨  ᮇࢆ㏻ࡌ࡚ぢࡓሙྜࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ┠ᶆ್ࡢྜィ  ൨ᑐࡋࠊ ᖺ㛫ࡢᐇ⦼ྜィ㢠ࡣ  ൨
㸦┠ᶆᑐࡋ࡚ 㸧࡞ࡾࠊ┠ᶆࢆࡁࡃୖᅇࡿᡂᯝࢆୖࡆࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
ࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡇຍ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼ᑐ
ࡍࡿ⏘ᴗ⏺ࡢᮇᚅࡣ㧗࠸ணࡉࢀࠊࡲࡓࠊ⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡢ௳ᩘࡶቑ࠼ࡿணࡉࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠊ࠾ࡼࡧ➨  ᮇయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜ㡿ᇦࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂྍ⬟
ぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

 ➨  ᮇ࠾ࡅࡿ≉➹ࡍࡁ◊✲ᡂᯝࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ6, ᐃ⩏ᨵᐃᑐࡍࡿ㈉⊩ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶ࣇࣛࣥࢫ࡛㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿ᗘ㔞⾮⥲࡛ࠊ ࡘࡢᇶᮏ༢ࡢ࠺ࡕࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㸦㉁
㔞㸧ࠊࢣࣝࣅࣥ㸦 ᗘ㸧ࠊࣥ࣌㸦㟁ὶ㸧ࠊࣔࣝ㸦≀㉁㔞㸧ࡢ  ࡘࡢ༢ࡢᐃ⩏ࢆᨵᐃࡍࡿࡇࡀ
Ỵᐃࡉࢀࡓࠋ≉㉁㔞ࡢ༢࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⣙  ᖺࡪࡾࠕᅜ㝿࢟ࣟࢢ࣒ࣛཎჾࠖ
࠸࠺ჾ≀ࡽࠊ
ࠕࣉࣛࣥࢡᐃᩘࠖ࠸࠺≀⌮ᐃᩘࢆᇶࡋࡓᐃ⩏ᨵᐃࡍࡿࡇࡀỴᐃࡉࢀࡓࡀࠊ
10,- ࡣࡇࡢࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢỴᐃࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋ⌧Ⅼ࡛ࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛཎჾࡢ㛗ᮇᏳᐃᗘࢆ㉸
࠼ࡿ⢭ᗘ࡛ࠊࣉࣛࣥࢡᐃᩘᇶ࡙࠸࡚㉁㔞ᶆ‽ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿᅜࡣ᪥ᮏࢆྵࡵ࡚ഹ  ᅜࡢࡳ࡛
࠶ࡾࠊ10,- ࡢᢏ⾡ຊࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋࡓࠋࣉࣛࣥࢡᐃᩘࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡣࠊᵝࠎ࡞㧗⢭ᗘ࡞ィ ࡀ
ᚲせ࡞ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ᭱ඛ➃ィ ᢏ⾡ࡣ㛗ࡉࠊ㛫ࠊ ᗘ࡞ࡢࡢ᭱㧗⢭ᗘࡢィ㔞ᶆ‽ᨭ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅇࡢ 6, ᐃ⩏ᨵᐃᑐࡍࡿ㈉⊩ࡣࠊ10,- ࡢ⥲ྜຊࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋࡓ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᩘ༑ᖺ࠸࠺㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࠊᢏ⾡ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡼ
ࡾࠊࡇࡢṔྐⓗᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࠸࠺ᐇࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡞ࡿ◊✲ㄢ㢟ࢆ⥅⥆ⓗ
ᨭࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡀࠊ6, ᐃ⩏ᨵᐃయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㈉⊩ࡋࡓࡢࡣࠊ
ᗘ㔞⾮ࡢ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࡶᅇࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡾࠊ᪂⪺♫ࡸࢸࣞࣅᒁ࡞ࡽࡢᩘከࡃࡢྲྀᮦࢆཷ
ࡅࠊィ㔞ᶆ‽ࡢάືࢆ୍⯡♫ᗈࡃఏ࠼ࡿዲᶵ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡶࠊ➨  ᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩘከࡃࡢ◊✲ᡂᯝࢆࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࠸࠺ᙧ࡛Ⓨಙࡋࡓࠋࣉࣞ
ࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢ௳ᩘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ
 ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
➨  ᮇࡢ᭱ᚋࡢᖺᗘ࡞ࡿᖹᡂ  ᖺᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ࠾ࡅࡿ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋ⌧Ⅼ࡛ࡣ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡀࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ10,- ࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋ
ࡓᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁಶูࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲
➼ࠊಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ホ౯ᢏ⾡ᇶ࡙ࡁ☜ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ௨㝆ࡢ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ࡢㄢ㢟ᑐᛂ㛵ࡋ࡚ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛά⏝ಁ㐍࠸࠺ほⅬࡽࡣࠊከᵝࡍࡿィ㔞ᶆ‽ࡢࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂࡀㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋࢽ࣮ࢬྜࡗࡓィ㔞ᶆ‽ࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵᐃᮇⓗ࡞ࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆ⾜࠸▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬
ᫎࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊά⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡣ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾᏳᐃࡋࡓᶆ‽౪⤥ࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ⥅⥆ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨཬࡧᅜ㝿ẚ㍑ࡢཧຍࡼࡿᢏ⾡ຊࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
ἲᐃィ㔞ᴗົ࡛ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᴗົࡢ╔ᐇ࡞ᐇேᮦ⫱ᡂࡀ⥅⥆ⓗồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

10,- ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀኚࡋ࡚࠸ࡃ୰࠾࠸࡚ࡶࡇࢀᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊヨ㦂᳨
ᰝ࣭ᢎㄆᴗົࡢຠ⋡ດࡵࠊᖖࣜࢯ࣮ࢫ㓄ศࡢ᭱㐺ࢆ⪃៖ࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
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ἲᨵṇࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࢀᑐᛂࡋࡓయไᩚഛࢆ⾜࠺ࡶࠊㅮ⩦ࡸ◊ಟ➼࡛ἲᐃィ㔞
ᢏ⾡⪅ࡢ⫱ᡂᐤࡋࠊࡑࡢࣞ࣋ࣝࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
ィ㔞ᶆ‽ࡢᬑཬάື࡛ࡣࠊ୰ᑠᴗࡸ࣮ࣘࢨ࡛ࣞ࣋ࣝࡢィ㔞ᶆ‽ࡢά⏝ࡢ᥎㐍ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ሗᥦ౪ࡸㅮ⩦࣭ᢏ⬟◊ಟάືࡢᣑࡼࡾࠊᰯṇᴗ⪅ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃィ㔞ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ
య⣔࠾ࡅࡿ୰㛫࣮ࣘࢨࡶ┤᥋ാࡁࡅࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ-,6 ➼ࡢᕤᴗつ᱁ࠊཬࡧ ,62ࠊ,(& ➼
ࡢᅜ㝿つ᱁ࢆ᥎㐍ࡋᢏ⾡ᇶ‽ࡢᬑཬ㈉⊩ࡍࡿࠋ
ィ㔞ᶆ‽㛵㐃ࡋࡓィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡸಶู࣮ࣘࢨࡀᢪ࠼ࡿィ ㄢ㢟ࡢゎỴࡀᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠊᶫΏࡋ◊✲࠾࠸࡚ࢸ࣮࣐㑅ูࢆⓗ☜⾜࠸ࠊᮇᚅ
ᛂ࠼ࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓࡘ࠸࡚ࡶࠊ➨  ᮇࡢࡳ࠸࠺▷ᮇⓗどⅬ࡛࡞ࡃࠊ➨  ᮇ௨㝆ࢆど㔝࠸ࢀࡓά
ືࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁィ㔞ᶆ‽➼㛵ࢃࡿᮏົࢆ㐙⾜ࡋࡘࡘࠊ10,- ࡢಙ㢗㸦ࣈࣛࣥࢻ㸧ࢆ
⥔ᣢྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



㸦㸰㸧ᢏ⾡ⓗ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆάࡋࡓᣦᑟຓゝ➼ࡢᐇ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
㹙ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ㹛
ィ ศᯒ࣭ィ㔞ᶆ‽ᰯṇ࡞㛵ࡍࡿᇶ┙ⓗࡘඛ➃ⓗ࡞ᢏ⾡ࡸ㇏ᐩ࡞▱㆑ࢆᇶࠊㄆドࡸᰯ
ṇ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᣦᑟࠊィ ᶵჾࡢ≉ᛶࡸಙ㢗ᛶホ౯ࠊ〇ရࡢࡓࡵࡢࢻࣂࢫ࡞ࠊࢥࣥࢧࣝ
ࢸࣥࢢᴗົࢆࡉࡽᣑࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙௳ᩘࡣ  ௳ࠊዎ⣙㔠㢠ࡣ⣙ 
൨㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧࡞ࡗࡓࠋ➨  ᮇయࡋ࡚ࡶᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫
ࡢྜィዎ⣙௳ᩘࡣ  ௳ࠊྜィዎ⣙㔠㢠ࡣ  ൨࡞ࡾࠊ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲୪ࢇ࡛ࠊẸ
㛫እ㒊㈨㔠ࡢせ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㹙ศᯒィ ᶵჾࡢබ㛤㹛
⏘⥲◊ 7,$ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ඹ⏝タࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥཬࡧᩥ⛉┬ᴗᚤ⣽ᵓ㐀ゎᯒࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒ཧ⏬ࡋ࡚ඛ➃ศᯒィ ᶵჾࢆබ㛤ࡋࡓࠋᴗࡸᏛ◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ᢏ⾡┦ㄯࠊᶵჾ⏝
ࡢᢏ⾡⿵ຓࠊᢏ⾡௦⾜㸦 ᐃ௦⾜㸧࡞ࡢᢏ⾡ᨭࢆᐇࡋࡓࠋᢏ⾡ᨭࡢ௳ᩘࡣᖹᡂ  ᖺᗘ
㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋ

㹙ィ ࢡࣛࣈάື㹛
ᅜᐙィ㔞ᶆ‽ࢆᬑཬࡘඹ᭷ࡍࡿሙࡋ࡚ࠊ ࡢィ ࢡࣛࣈࢆ㐠Ⴀࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢィ ࢡࣛ
ࣈ࡛ࠊ◊✲࣭ㅮ₇㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛
ࡣ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧㸧
ࠊᢏ⾡┦ㄯࠊሗⓎಙ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊⓏ㘓ဨ㸦య࡛⣙
 ྡ㸦」ᩘࢡࣛࣈࡢ㔜」ཧຍࢆྵࡴ㸧
㸧ࡢὶࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱཬࡧ⟇ࡢ
ᫎດࡵࡓࠋ

㹙ࣆࣞࣅ࣮࣮ࣗࠊ-&66 ➼ಀࡿᢏ⾡ጤဨጤဨཬࡧᢏ⾡ࢻࣂࢨ࣮➼ࡢὴ㐵㹛
ᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓィ㔞ᶆ‽㛵ࡍࡿ▱ぢཬࡧᢏ⾡࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆάࡋ࡚ࠊᾏእࡢᅜᐙィ㔞
ᶆ‽ᶵ㛵ᢏ⾡ᑂᰝဨ㸦ࣆࣞࣅ࣮࣮ࣗ࡞㸧ࡋ࡚⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 
ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣᘏ  ࣨᅜࠊ ேࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ࣨᅜࠊ ே㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
Ⅼ㸧㸧ࠋᅜෆ࡛ࡣࠊィ㔞ἲᇶ࡙ࡃᰯṇᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ㸦-&66 ➼ಀࡿᰯṇᴗ⪅ホ౯ጤဨࠊ
ヨ㦂ᴗ⪅ホᐃጤဨࠊᶆ‽≀㉁⏕⏘ホᐃጤဨ࡞ጤဨࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 
ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧
㸧
ࠋࡲࡓࠊᰯṇ
ᴗ⪅ࡢⓏ㘓ᑂᰝࡸᐃᮇ᳨ᰝࡢ㝿ᢏ⾡ࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ
 ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧㸧ᢏ⾡ⓗຓ
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ゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
ᢏ⾡ⓗᣦᑟຓゝ➼ࡢྲྀ⤌≧ἣ࠾࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᢏ⾡ᣦᑟࡸಙ㢗ᛶホ౯ྲྀࡾ⤌ࡳࠊዎ⣙ᩘࡀᖺࠎቑຍࡍࡿ࡞ࠊᰯṇᴗົࡸ⢭ᐦィ 㛵ಀࡍࡿ
⏘ᴗ⏺࠾࠸࡚ඛᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡲࡓࠊඛ➃ⓗ࡞ศᯒィ ᶵჾࡢබ㛤࡛ࡣࠊබ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿ⨨ࡸᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࠊィ 㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢゎỴ㈉⊩ࡋࡓࠋィ ࢡࣛࣈάືࢆࡋࡓᗈሗࠊᬑཬࠊ
ሗ㞟ດࡵࠊ࣮ࣘࢨࢧࢻ࡛ࡢィ㔞ᶆ‽ࡢά⏝ࡢᾐ㏱ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋィ㔞ᶆ‽ࡢᅜ㝿ྠ➼
ᛶࡢ⥅⥆ⓗ࡞☜ಖࡢࡓࡵࠊᾏእ࡛ࡢᢏ⾡ᑂᰝ㸦ࣆࣞࣅ࣮ࣗ㸧ࡶ㈉⊩ࡋࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ィ㔞ᶆ‽ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ᭱⤊࣮ࣘࢨࡲ࡛ᒆࡃࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡢᵓ⠏ࡸ࣮ࣘࢨࡀᮇᚅࡍࡿィ
࣭ศᯒ࣭ホ౯࡞ࡢከᵝ࡞ㄢ㢟ᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᣦᑟࡸຓゝ➼ᑐࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࠋィ ࢡࣛࣈ➼ࡢάືࡼࡿሗᥦ౪ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡾᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ
༑ศ࡛ࡣ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ⏘ᴗ⏺ࡸᴗࡽࡢィ ࣭ศᯒ࣭ホ౯࡞㛵ࡍࡿせᮃᛂ࠼ࡿࡓࡵ
ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ᑐᛂࡋࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢ㉁࣭㔞ࡶቑຍ⧅ࡆࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊศᯒィ ᶵჾࡢබ㛤ࡑࡢ⏝⪅ࡢㄢ㢟ゎỴᨭ࠾࠸࡚ࡶࠊᚋࡶ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ᾏእ࡛ࡢᢏ⾡ᑂᰝ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜ㝿ྠ➼ᛶࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊᢏ⾡ᑂᰝဨ㈨ࡍࡿᢏ⾡࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖດࡵࠊ⥅⥆ⓗὴ㐵ࢆᐇࡍࡿࠋヨ㦂ᡤ࣭ᰯṇᶵ㛵ࡢ ᐃ࣭ᰯṇ⬟ຊࢆㄆᐃࡍࡿ
つ᱁ ,62,(& ࡢᨵᐃᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᰯṇ㈐௵⪅➼ྥࡅࡓᡤෆㅮ⩦ࢆ㛤ദࡋࡓࡀࠊ
ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ



㸦㸱㸧࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
㹙㐃ᦠࡢ᥎㐍యไ㹛
ィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ◊✲ᡓ␎㒊㛗ࠊ◊✲⏬ᐊ㛗ࠊྛࣘࢽࢵࢺ㛗ࠊྛ㒊㛛ࡢ㐃ᦠᢸᙜࠊ
,&ࠊࣃࢸࣥࢺ࢜ࣇࢧ࣮ 32 ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡍࡿᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟ࢆ᭶  ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡋࠊ㐃
ᦠάືࡢሗඹ᭷ࠊ᪉㔪➼ࡢỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲⌧ሙ࡛ࡣࠊ㒊㛛ᖿ㒊➼ࡀ㐃ᦠࡢㄪᩚᙺࡋ࡚ά
ືࡋࠊ◊✲ဨࡶᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷ࡸ᭱㐺ࡀ㐍ࡳࠊ
ಶࠎࡢ◊✲⪅ࡢᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⬟ຊࡢᙉࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓࠊ10,- ࠾ࡅࡿ᪂ே◊ಟ࠾
࠸࡚ࠊィ㔞ィ ศ㔝㛵ࢃࡾࡢ῝࠸ศᯒᶵჾ࣓࣮࣮࢝➼ࡢᴗぢᏛࢆ⤌ࡳධࢀࡿ࡞ࠊ᪩࠸ẁ㝵
ࡽ㐃ᦠ࣐ࣥࢻࢆ㔊ᡂࡉࡏࡓࠋ

㹙ᴗࡢ㐃ᦠ㹛
ィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆ➹㢌ࡍࡿᖿ㒊࡛ࠊໟᣓ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᴗ➼ࢆゼၥࡍࡿ࡞ࡋࠊ
ࢺࢵࣉㄯ➼࡛⤌⧊ⓗ࡞㐃ᦠࡢᵓ⠏ᙉࢆᅗࡗࡓࠋྠ୍ᴗࡢ」ᩘ㒊⨫ࡢ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㐃ᦠᢸᙜࡸ◊✲⪅ࡀࠊẖᖺ㛤ദࡉࢀࡿࠕ⏘⥲◊ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤࠖࡸᖹᡂ
 ᖺ  ᭶ィ ≉ࡋࡓࣇ࢙ࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠕィ ศᯒࣇ࢙ LQ ி㒔ࠖ࡞ࡢᒎ♧
✚ᴟⓗฟᒎࡋࠊࡑࡢᚋࠊᴗࡢᢏ⾡ὶ➼ཧຍࡍࡿ࡞ࡋ࡚ಶู㐃ᦠࡢᒎ㛤ࢆᅗࡗࡓࠋ

ᴗࡢ㐃ᦠࢆ┠ᣦࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡓ⏘⥲◊యࡢᒎ♧ࡢ࠺ࡕ 10,- ࡀཧຍࡋࡓ࡞ࣇ࢙ࢆ
௨ୗグ㍕ࡍࡿ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ LQ ᾏ㐨 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQᕞ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQ࣐ࢶࢲ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
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ᖹᡂ  ᖺᗘ
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙⚟ ᖹᡂ  ᖺ᭶  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ LQ ᾏ㐨 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥ 
ᕞ࣭Ἀ⦖࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢹ࣮ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙▼ᕝ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
-5 ᮾ᪥ᮏࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQḷᒣ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࢭ࣑ࢼ࣮LQ▼ᕝ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ィ ศᯒࣇ࢙LQி㒔 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQᕞ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ᾏ㐨ࢢࣜࢸࢡࣀࣇ࢙ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ
7%)LQᐑᇛ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQⲈᇛ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ 
୰㒊ࢭࣥࢱ࣮ᮦᩱࣇ࢙ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥLQᚨᓥ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQᖏᗈ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 


㹙ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒άື㹛
ィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢࡸィ ᢏ⾡ࢆᙜ㡿ᇦ࡛㐠Ⴀࡍࡿ  ࡘࡢ⏘⥲◊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦ග
Ꮫᘧ㠀᥋ゐ୕ḟඖ ᐃᶵ⢭ᗘホ౯ἲᶆ‽ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊ㧗⃰ᗘ࢜ࢰࣥ◊✲ࠊ㹖⥺᪂ᢏ⾡⏘
ᴗࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊ ḟඖෆእィ ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊ⢭ᐦ㟁Ẽィ ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊṧ␃㎰⸆
ศᯒࡢᢏ⬟ヨ㦂ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸧ࡢ◊✲➼ࢆ㏻ࡋ࡚ⓎಙࡋࠊᶫΏࡋࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗࡓࠋᙜ㡿ᇦ
ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ⏘⥲◊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢဨᩘࡣࠊ⣙  ྡ࡛࠶ࡿࠋ◊✲࣭ㅮ₇࣭ẚ㍑ ᐃ࣭ᢏ
⬟ヨ㦂➼ࡢάືࢆᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィ  ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ 
ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧ᐇࡋࡓࠋࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ෆ࡛ࡢᴗཬࡧᆅᇦࡢ୰ᑠᴗࡸබタヨ㦂
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠົࡵࠊ➨  ᮇ୰ᅜ㝿ᶆ‽ࡢ᪂つᥦࢆ⾜ࡗࡓࠊඹྠ◊✲࣭ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝ
ࢸࣥࢢࡶⓎᒎࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺィ ࣭ศᯒ⨨࣓࣮࣮࢝ ♫⏘⥲◊࡛タ❧ࡋࡓࠕࢼࣀィ ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢥࣥࢯ
࣮ࢩ࣒㸦&2061$12㸧
࡛ࠖࡣࠊࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㐍ᒎ㔜せ࡞ࢼࣀᮦᩱࡢホ౯ᡭἲ࣭⨨ࡢ㛤
Ⓨࡘ࠸࡚ࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥయไ࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗣࡸ⎔ቃᑐࡍࡿࣜࢫࢡࡽࡢಖㆤࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࢼࣀᮦᩱつไ࠾ࡅࡿヱྰุᐃࡢ⏝ྥࡅ࡚ࢼࣀ⢏Ꮚ」ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣉࣟࢺࢱ
ࣉࡢ㧗ᗘࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ᪂ࡓᮦᩱ⣔࣓࣮࣮࢝ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ຍ࠼ࠊಶูᮦᩱ⣔ࡢ㐺ᛂ
ࢆ㐍ࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ」ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰᰾ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽㸦,6276 㸧ࡀไᐃࡉࢀ
ࡿᡂᯝࢆᚓࡓࠋ
௨ୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢཬࡧඹྠ◊✲ࠊཷク◊✲ࠊᢏ⾡⛣㌿ධࢆྜࢃࡏ
ࡓẸ㛫㈨㔠ࡢ⋓ᚓ㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ
࡛ࡣ  ൨㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┠ᶆ್ࡢྜィ
 ൨ᑐࡋ࡚ࡣ ࡢ㐩ᡂࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ┠ᶆࡢ  ൨ᑐࡋ࡚ ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ┠
ᶆ㢠ࢆ㐩ᡂࡍࡿぢ㎸ࡳ࡞ࡗࡓࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢྲྀ⤌≧ἣ࠾࠸࡚ࡣࠊ㡿ᇦෆࡢᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟ࢆ㏻ࡋࡓᡤෆ㐃ᦠయ
ไࡢୗࠊ✚ᴟⓗ࡞ᴗゼၥ➼ࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ◊✲⪅ࡼࡿ⏘⥲◊
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ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ฟᒎࡸࠊྛ◊✲㒊㛛㐃ᦠᢸᙜࡢᨭ➼ࡼࡿಶࠎࡢ◊✲⪅ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥ
ࢢຊࡢྥୖࡶᅗࡿ࡞ࠊᶫΏࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞άືྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉ᢏ
⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢ௳ᩘ࣭㔠㢠ࡣ㢧ⴭ࡞ఙࡧࢆぢࡏࠊᙜ㡿ᇦࡢᴗࡢᶫΏࡋ࠾࠸࡚ࡁ࡞
≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྍḞ࡞Ꮡᅾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ࠊィ ཬࡧࡑࢀࢆᚲせࡍࡿศ㔝࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉ㈉⊩ࡋࡓ࠸
࠺ࡀฟ᮶ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
㐃ᦠࡢ᥎㐍యไ࡛ࡣࠊ⤌⧊ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⬟ຊྥୖࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⥅⥆ࡋ
࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㡿ᇦෆᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟ᑟࡼࡿ㐃ᦠᙉࡢࡓࡵࡢయไࢆᚋࡶ⥅⥆ࡋ
࡚ά⏝ࡍࡿࠋ◊✲⌧ሙ࡛✚ࡉࢀࡓሗࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࠊ⤒㦂ࢆ㡿ᇦෆ࡛ඹ᭷ࡋ࡚ࠊຠ⋡ⓗᴗ㐃
ᦠࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ᴗࡢ㐃ᦠ࡛ࡣࠊࡁࡗࡅసࡾࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿᶵࢆቑࡸࡍࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊ࣋ࣥࢺࡸᒎ♧ࡢฟᒎࡸࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㡿ᇦಖ᭷ᢏ⾡ࢆ✚
ᴟⓗᗈሗࡍࡿࠋࠋ
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒άືࡣࠊ◊✲㛤Ⓨᡂᯝࡢᬑཬᅜෆࡢ᭱⤊࣮ࣘࢨ࡛ࡢィ ࡢᢏ⾡ຊࡢ࣎ࢺ࣒
ࢵࣉࡀ┠ⓗ࡞ࡿࠋ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒άື࡛ࡣ◊✲➼࡛ࡢሗⓎಙࡢࠊᢏ⬟
ヨ㦂ࡑࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ㏻ࡌ࡚᭱⤊࣮ࣘࢨ┤᥋ᢏ⾡ࢆఏ࠼ࡿࠋ



㸦㸲㸧Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
Ꮫࡸࡢබⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢཬࡧᢏ⾡ࢆᇶࠊ
Ꮫࡸࡢබⓗ◊✲ᶵ㛵ࡶࠊ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸦1('2㸧ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡⯆
ᶵᵓ㸦-67㸧
ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆㸦-636㸧➼ࡢᴗཧ⏬ࡍࡿ࡞ࡋ࡚◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋᏛࡢඹ
ྠ◊✲௳ᩘࡣᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ௳
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧ࠊࡢබⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢඹྠ◊✲ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫
ྜィࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧࡞ࡗࡓࠋ

ィ㔞ᶆ‽ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᅜ㝿➇தຊࢆྥୖࡉࡏࡿពᅗ࡛ࠊィ㔞ᶆ‽ࡢྠ➼ᛶホ౯ࡢ⤌
ࡳసࡾࡢ௦⾲ὴ㐵ࠊ࣏ࢫࢺ⋓ᚓࢆ✚ᴟⓗᐇࡋࡓࠋ➨  ᮇࡢᮇ㛫ࠊ࣓࣮ࢺࣝ᮲⣙㛵㐃ࡋࡓ
άືࡋ࡚ࠊᅜ㝿ᗘ㔞⾮⥲࣭ᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ࣭ㅎၥጤဨ࣭సᴗ㒊ࠊᅜ㝿ἲᐃィ㔞ᶵ㛵㸦2,0/㸧
᮲⣙㛵㐃ࡋࡓάືࡋ࡚ࠊᅜ㝿ἲᐃィ㔞ጤဨ㸦&,0/㸧
࣭2,0/ ⥲ࠊࢪኴᖹὒィ㔞ィ⏬㸦$303㸧
࡛ࡣࠊ$303 ⥲࣭ᢏ⾡ጤဨࠊࢪኴᖹὒἲᐃィ㔞ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦$3/0)㸧࡛ࡣ $3/0 ⥲ࡑࢀ
ࡒࢀᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ᭦ࠊ」ᩘࡢᅜ㝿ẚ㍑ࡢᖿࢆᘬࡁཷࡅ࡚ࡁࡓࠊᅜ㛫 0R8 ➼ᇶ࡙
ࡁࠊࢪᆅᇦࢆ୰ᚰࡋ࡚ᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋ࡚ὴ㐵ඛࡢᅜᐙィ㔞ࢩࢫࢸ࣒ࡢᢏ⾡ᑂᰝ࣭ࢻࣂ
ࢫࡸᢏ⾡◊ಟࢆᐇࡋࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣᘏ  ࣨᅜࠊ ேࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ༢ᖺᗘ࡛ࡣ  ࣨᅜࠊ ே㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧㸧ࠋࡲࡓ $303 ࡼࡿ㏵ୖᅜྥࡅᣍ⪸
ᴗࢆά⏝ࡋ࡚ᣍ⪸࣭◊ಟࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ྜィࡣᘏ  ࣨᅜࠊ
ே㸧
ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ2,0/ ᮲⣙㛵㐃ࡋࡓ &,0/ ➨㛗௦⾜ࡢ࣏ࢫࢺࠊᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨ࣏ࢫࢺ㸦⥅
⥆㸧
ࠊ$303 ㆟㛗࣏ࢫࢺ➼ࢆ⋓ᚓࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡢィ㔞ศ㔝ࡢᅜ㝿ࣉࣞࢮࣥ
ࢫࡀྥୖࡋࡓࠋ
⏘ᴗᢏ⾡㐃ᦠ᥎㐍㆟㸦⏘ᢏ㐃㸧ࡢ▱ⓗᇶ┙㒊ࡢάືࢆ✚ᴟⓗᐇࡋࡓࠋ➨  ᮇࡶ▱ⓗᇶ
┙㒊ࢆᅜྛᆅ࡛㛤ദࡋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ᮾிࠊ㟷᳃┴ࠊி㒔ᗓࠊឡ▱┴ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ᐑᇛ
┴ࠊᮾி㒔ࠊ㤶ᕝ┴ࠊᓥ᰿┴ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㸸༓ⴥ┴ࠊᮾி㒔ࠊරᗜ┴ࠊబ㈡┴ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㸸
ᒣᙧ┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊᐑᓮ┴ࠋ㸧
ࠊཧຍබタヨ㦂◊✲ᶵ㛵ඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴ㛵ࡍࡿሗࢆᐇࡋ
ࡓࠋẖᖺࡢཧຍ⪅ࡣࡢ⣙  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢཬࡧᢏ⾡ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ඹྠ◊✲➼ࢆᒎ㛤ࡋࡓ⤖ᯝࠊᩘከࡃࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢィ㔞◊✲ᡤ
ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞㔞┠ࡢᅜᐙᶆ‽ࢆᡤᤸࡋࠊ6, ࢺ࣮ࣞࢧࣈࣝ࡞⢭ᐦィ ࡀྍ⬟࡞ 10,- ඹྠ◊✲ࢆ
ᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸⤖ᯝࢆᑟฟ࡛ࡁࡿ࡞ࠊᏛࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢᮇᚅࡶ㧗࠸ࠋ⏘
ᢏ㐃ࢆ㏻ࡌࡓᅜࡢබタヨ㦂◊✲ᶵ㛵ࡢᗈ⠊࡞㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿᶫΏࡋᣐⅬࢆά⏝ࡋࠊ
බタヨ㦂◊✲ᶵ㛵ඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴ㛵ࡍࡿሗ➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᆅᇦᴗࡽࡢィ ࢽ࣮ࢬ
ࡢᑐᛂຊྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋᅜ㝿ᗘ㔞⾮ጤဨࢆࡣࡌࡵࡋࡓᅜ㝿ィ㔞㛵ಀࡢጤဨࡸసᴗ㒊➼
ࡢ㔜せ࣏ࢫࢺࢆ⋓ᚓ࣭⥔ᣢࡍࡿඹࠊከᩘࡢᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋ࡚ᅜ㝿ィ㔞ศ㔝ࡢⓎᒎᐤࡋࡓࠋ


࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡣࠊ⏘⥲◊ࡀಖ᭷ࡍࡿィ ᢏ⾡Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ
㛵ࡀồࡵࡿᢏ⾡ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢᣑ࡛࠶ࡿࠋ⏘⥲◊ࡀಖ᭷ࡍࡿィ ᢏ⾡ࢆᏛࡸࡢ◊✲ᶵ㛵
▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡶࠊᅜෆᏛ࡞ࡢᶵࢆ✚ᴟⓗ⏝ࡋ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲㈨ࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠺ࡶࠊ㐃ᦠᏛ㝔ࡸᢏ⾡◊
ಟ⏕ཷࡅධࢀ➼ࡢேᮦ⫱ᡂࡢᶵࢆ㏻ࡌ࡚ඹྠ◊✲➼ࡢⓎᒎࢆ᳨ウࡍࡿࠋᆅᇦᴗࡽࡢィ
ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊබタヨ㦂◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ༢ᖺᗘ࡛ᡂࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊබタヨ㦂◊✲ᶵ㛵ࡢሗࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠺ࠋᅜ㝿㐃ᦠάື࡛ࡣࠊᅜ㝿ィ㔞ศ
㔝࡛ࡢ᪥ᮏࡢᅜ㝿➇தຊྥୖࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᾏእࡢᅜᐙィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ⥅⥆ྛ✀ጤဨ
ࡢ◊✲⪅ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ὴ㐵ࡢࠊᅜ㝿ᶵ㛵࡛ά㌍ࡍࡿேᮦࡢ㣴ᡂࡸḟୡ௦ࢆᢸ࠺ⱝ࠸◊✲⪅ࡢ
㣴ᡂດࡵࡿࠋ



㸦㸳㸧◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
➨  ᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ➨  ᮇ୰ࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢࣜࢧ࣮
ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࡢᘏேᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࡶࠊ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢᘏே
ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࢆ  ྡࠊ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮
ࣝ⏕ࢆ  ྡཷࡅධࢀࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ࣏ࢫࢻࢡࡢᘏேᩘࡣ  ேࠊ
ᢏ⾡◊ಟ⏕ࡢᘏேᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᗘࡣࠊ࣏ࢫࢻࢡ  ྡࠊᢏ⾡◊ಟ⏕  ྡࢆཷࡅධ
ࢀ࡚ᣦᑟࡋࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧ࠋ㐃ᦠᏛ㝔ࡢᐈဨᩍᤵࡢேᩘࡣࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࢆ㏻ࡌ
࡚  Ꮫᑐࡋ  ྡࢆὴ㐵ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  Ꮫᑐࡋ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
10,- ࠾࠸࡚ࠕ◊✲⫋ GD\Vࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᙜ㡿
ᇦ࡛ࡣึࡵ࡚ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡗࡓࡇ㛤ദᮇࡀ  ᭶࡛ᖺᗘᮎ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽᏛ⏕ࡢཷධேᩘ
ࡣ  ྡ␃ࡲࡗࡓࡀࠊ ᅇ┠௨㝆࡞ࡿᖹᡂ  ᖺᗘࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㛤ദᮇࢆ⪃ࡋ࡚ኟఇ
ࡳࡢ  ᭶タᐃࡋࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆぢ┤ࡋ࡚ཷධែໃࢆᩚ࠼ࠊ
Ꮫ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
Ꮫ㝔Ꮫ⏕㸦ಟኈཬࡧ༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࢆྜࢃࡏ࡚㸧 ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
ࡢཷࡅධࢀ⮳ࡗࡓࠋࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⤊ᚋࡶ⏘⥲◊ཬࡧᙜ㡿ᇦࡢ⯆ࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺ྛ✀
࣋ࣥࢺෆࢆ㝶⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐃဨࡢ㒔ྜ࡛ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉཧຍ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᏛ㝔Ꮫ
⏕ᑐࡋู࡚㏵ぢᏛࢆᐇࡋࡓࠋࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ᐊࡀദࡋࡓ࣋ࣥࢺࠊ࠼ࡤዪᏊᏛ
㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡ⏘⥲◊ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯ࠾࠸࡚ࡶ 10,- ࡢάືࢆᏛ⏕ࣆ࣮ࣝࡍࡿዲ
ᶵࡽ࠼ࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᛂເ⪅ෆࢆᒎ㛤ࡍࡿࡶࠊ࣏ࢫࢱ࣮ᒎ♧ࡸ᠓ㄯ◊✲
ဨᩘྡࢆὴ㐵ࡋࣜࢡ࣮ࣝࢺάືດࡵࡓࠋ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏィ㔞ᶵჾᕤᴗ㐃ྜദࡢᏛ⏕ྥ
ࡅࡢᴗㄝ᫂ࠊࡲࡓࠊಶูࡢᏛ࡛㛤ദࡉࢀࡿᏛෆᑵ⫋ㄝ᫂ࠕィ㔞ィ ᴗ⏺ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ➼ࡢ
࣋ࣥࢺ◊✲ᡓ␎㒊࢟ࣕࣜᖿࡸ⏬ᖿࠊ᭦ࡣ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࠊ㡿ᇦ࡛⊂⮬సᡂࡋࡓ
ᑵ⫋㛵ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ㓄ᕸࡸㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡ⏘⥲◊ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡ⏘⥲◊ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯ LQ ྡྂᒇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡ⏘⥲◊ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯ LQ ࡘࡃࡤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ 
ࣜࢣࢪࣙぢᏛࢶ࣮᠓ㄯ 㹼⏘⥲◊ࡢ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࢆࡢࡒ࠸࡚ࡳࡼ࠺㹼 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡࡢࡓࡵࡢ⏘⥲◊ᡤෆ⤂ᅾ⫋ዪᛶ◊✲⪅ࡢ᠓ㄯ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㹼 ᪥ 

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࠊ㡿ᇦ⊂⮬ࡢ᪂ே◊ಟ㸦☜ࡉ◊ಟࠊᴗゼၥࠊㄪᰝ◊✲➼㸧
ࠊ
ᖺ┠ᡂᯝሗ࿌࡞ࢆ㏻ࡌࠊᙉࡋࡓࠋⱝᡭ◊✲⪅ࢆ୰ᚰࠊⴌⱆ◊✲ண⟬ࡢᨭ⤥ࢆᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡽ㛤ጞࡋࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊୖ㝈ࢆ  ࡋ࡚ࠊ ࢸ࣮࣐ࢆ᥇ᢥࠋᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣ
ୖ㝈ࢆ  ቑ㢠ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ  ࢸ࣮࣐ࢆ᥇ᢥ㸧
ࠋⱝᡭ◊✲⪅ᅾእ◊✲ࡢᶵࢆ࠼ࡿࡓ
ࡵ 10,- ࣇ࢙࣮ࣟࢩࢵࣉࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࠊẖᖺᩘྡᑐࡋண⟬ࡢᨭ⤥㸦ᖹᡂ ࠊ
ᖺᗘࡣࡑࢀࡒࢀ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡࢆ᥇ᢥ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅜෆᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅
ࡢ⫱ᡂάືࡋ࡚ࠊࢼࣀࢸࢡ࢟ࣕࣜࢵࣉࣛࣥࢫᴗ࡛ಟኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࡲ
࡛ࢆᑐ㇟ඛ➃㔞Ꮚࣅ࣮࣒ศᯒἲ㛵ࡍࡿㅮ⩏࣭ᐇ⩦ࢥ࣮ࢫࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥㛤ദࡋࠊ ྡࡢᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓࠋࡲࡓࠊಟኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅
ྥࡅࡢ 7,$ 㐃ᦠᏛ㝔ࡢᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ⟃ἼᏛࡸ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓ༠ຊࡋ࡚
ඛ➃ィ ࣭ศᯒࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆẖᖺ㛤ㅮࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㏻⟬  ᅇ┠ࡢ㛤ദ࡞ࡿඛ
➃ィ ࣭ศᯒࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆ  ᭶  ᪥  ᪥㛤ㅮࡋࡓࠋ᪥⛬  ᪥ࡢ࠺ࡕ  ᪥  ᭶  ᪥ ࢆ
ᢸᙜࡋࠊ㝧㟁Ꮚᾘ⁛ἲࠊ೫ගศගἲࠊ㉁㔞ศᯒἲࡢㅮ⩏࣭タぢᏛࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ཷㅮ⪅ ྡ㸧


ඛ➃㔞Ꮚࣅ࣮࣒ศᯒἲ㛵ࡍࡿㅮ⩏࣭ᐇ⩦ࢥ࣮ࢫ
ᖹᡂ  ᖺᗘ↓ࡋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ ࣛࣥࢫෆ⫱ᡂᑐ㇟⪅  ྡ 㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ ࣛࣥࢫෆ⫱ᡂᑐ㇟⪅  ྡࠊಟኈㄢ⛬ ྡ 㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ ಟኈㄢ⛬  ྡ 㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ඛ➃ィ ࣭ศᯒࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ᅜእ㐃ᦠ࠾ࡅࡿேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂࡋ࡚ࠊ᪥୰㡑ⱝᡭ◊✲⪅࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦7KH
(PHUJLQJ6FLHQWLVW:RUNVKRS(6:㸧ࢆ᪥ᮏ࣭㡑ᅜ࣭୰ᅜࡢᅜᐙィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵࡛㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ7KH(PHUJLQJ6FLHQWLVW:RUNVKRS㸦(6:㸧
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼
᭶  ᪥㸧ࢆᙜ㡿ᇦࡀ⏘⥲◊ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࡛ദࡋࠊ⣙  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋⱝᡭ◊✲⪅ࡀὶ
ࡋࠊẼࡁࡸ㐃ᦠࡢࡁࡗࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ேᮦὶື࣭⫱ᡂࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ᗘ㔞⾮ᒁ㸦%,30㸧ࡢ㐃ᦠࠊ2,0/ ࡸ $303 ཬࡧ $3/0) ࡛
ࡢ㆟㛗➼ࡢ࣏ࢫࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚⋓ᚓࡋࠊᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
 
࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
➨  ᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᢏ⾡⤒Ⴀຊࡢᙉ㈨ࡍࡿேᮦࡢ㣴ᡂࡋ࡚ࠊ,& ࡞እ㒊㐃ᦠࢆᑟࡍࡿே
ᮦࠊཬࡧ 32 ࡞ᡓ␎⟇ᐃࡶྍ⬟࡞▱㈈ᑓ㛛ேᮦࡢ୧᪉࡛࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⬟ຊྥୖࢆᅗࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡸ⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲࡞ࡢẸ㛫ࡢ㐃ᦠάືࡀࡼࡾάⓎ
࡞ࡾࠊẸ㛫እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓ㢠ࡢቑ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠋࢲࣂ࣮ࢩࢸ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘ
ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽዪᛶࡢࣘࢽࢵࢺ㛗ࢆⓏ⏝ࡋࡓࠋィ㔞ᶆ‽㛵ࢃࡿ◊✲ᴗົࢆᏳᐃ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊⱝᡭேᮦࡢ⫱ᡂࡀྍḞ࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼ᇶ࡙ࡁࠊⱝᡭேᮦࡢ⫱ᡂࠊ
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ඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡢ☜ಖࡶὀຊࡋࡓࠋࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ᥇⏝ࡉࢀࡓேᩘࡢᩘ್┠ᶆࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡶࠊ᪂つࡢேᮦ⫱ᡂᴗࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࡓࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣᖹᡂ
 ᖺᗘࡽ㛤ദᮇෆᐜࢆ⪃ࡋࠊ ྡࢆ㉸࠼ࡿᏛ㝔⏕ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ
 ಸ㸧
ࠋⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂάື࡛ࡣࠊࢼࣀࢸࢡ࢟ࣕࣜࢵࣉࣛࣥࢫᴗࡸ 7,$ 㐃ᦠᏛ㝔ࡢ
ᴗࡢ୍⎔࡛࠶ࡿඛ➃ィ ࣭ศᯒࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋࡲࡓࠊィ㔞ᶆ‽ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ேᮦ⫱
ᡂࡢᨭࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ (6: ࢆദࡋࠊ◊✲ウㄽࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡌࠊ᪥୰㡑࡛⣙
 ྡࡢཧຍ⪅ࡀὶࢆ῝ࡵࠊᅜෆእࡢேᮦ⫱ᡂ࣭㐃ᦠάືᖜᗈࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ᢏ⾡⤒Ⴀຊࡢᙉࡋ࡚࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㛵ࡍࡿேᮦ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋእ㒊ࡢ㐃ᦠࢆᑟ
ࡍࡿᑓ㛛⫋ࡢࢫ࢟ࣝྥୖཬࡧ◊✲⌧ሙࡢ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࣀ࢘ࣁ࢘ඹ᭷ࢆ⾜࠺ࠋ
࣏ࢫࢻࢡ➼ⱝᡭ◊✲⪅ࢆࡼࡾᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡕࠊ␗࡞ࡿศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙ༠ຊࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࡸ༠ㄪᛶࢆ᭷ࡍࡿேᮦࠊᴗࢆࡣࡌࡵ♫ࡢᵝࠎ࡞㔜せ࡞ሙ࡛༶ᡓຊࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿ
ேᮦ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝཬࡧࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไ
ᗘࢆά⏝ࡋࠊ୍ᐃᩘࡢཷࡅධࢀࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
ᑗ᮶ࡢィ㔞ᶆ‽ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࡶࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢദࡸᴗ
᥇⏝ࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ➼ࡼࡿ᪂ே᥇⏝ྥࡅࡓάື✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊ᥇⏝ᚋࡣⱝᡭ◊✲
⪅ࡢ㣴ᡂࡋ࡚ࠊ᪂ே◊ಟࠊⴌⱆ◊✲ண⟬ࡸᅾእ◊✲ண⟬ࡢᨭ⤥ࡼࡿ◊✲ᨭࢆ⾜࠺ࠋ



㸰㸬ࠕᶫΏࡋࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ

㸦㸯㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡘ࡞ࡀࡿᇶ♏◊✲㸦┠ⓗᇶ♏◊✲㸧

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᑗ᮶ࡢࠕᶫΏࡋࠖ⧅ࡀࡿᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡸࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂᯝࡢฟࢆ┠ᣦࡋࡓࠕ┠ⓗᇶ
♏◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᙜ㡿ᇦࡀ⠏࠸࡚ࡁࡓ⢭ᐦィ ᢏ⾡࠾ࡅࡿᙉࡳࢆ⏕ࡋࠊ
࣭ィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡢ➇தຊ᰿ᖿ㛵ࢃࡿィ ࣭ศᯒ࣭ホ౯ࡢྛᢏ⾡
࣭ḟୡ௦ࡢィ㔞ᶆ‽ᚲせ࡞ࡿ㔞Ꮚࡼࡿ㧗ศゎ⬟࣭㧗⢭ᗘ
࣭ศᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ຠ⋡
࣭᪂ࡓ࡞⌧㇟ࢆホ౯ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࢥࢥࣥࣆࢱࣥࢫࡢ㔊ᡂ㈨ࡍࡿ┠ⓗᇶ♏◊✲
ࡋ࡚ࠊලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢⅬࢆᇶᮏᡓ␎ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ
࣭༢୍㟁Ꮚࠊ༢୍ගᏊࠊ༢୍ཎᏊ࠸ࡗࡓ㔞Ꮚ༢୍ࣘࢽࢵࢺᶆ‽ࡢᣮᡓ
࣭ᶆ‽ࢆෆໟ㸦,QWULQVLF㸧ࡍࡿィ㔞ᶆ‽ࡢᣮᡓ
࣭㧗ឤᗘࠊ㧗ศゎ⬟ࠊ㧗Ᏻᐃᗘ࡞ᶆ‽ࡢᣮᡓ
࣭ィ ሙࢆࡉ࡞࠸᪂つᢏ⾡ࡢᣮᡓ
࣭ᶆ‽౪⤥ࢆຠ⋡ࡍࡿࢤ࣮࣒ࢳ࢙ࣥࢪࡢᣮᡓ
࣭᪂ࡓ࡞ศᯒࠊィ ᢏ⾡ࡢᣮᡓ
ᙜ㡿ᇦ࡛ࡣࠊྛ◊✲㒊㛛ࡀᡤᤸࡍࡿ༢㛵㐃ࡋ࡚ࠊṇ☜࡞┠┒㸦ᅜᐙᶆ‽ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ
㸧ࢆᚲせࡍࡿィ ᢏ⾡ࢆ୰᰾ⓗ࡞➇தຊ⨨ࡅࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࢸ࣮࣐ࡢタᐃ࠾࠸࡚ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡞〇ရࡸᴗࢆぢᤣ࠼࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࢆᇶ┙ⓗ࡞ヨ㦂
᪉ἲࡸィ ᪉ἲࡋ࡚ᶆ‽ࡍࡿ㐨➽ࡶ㔜どࡋࡓࠋ᭦ࠊᅜෆࡢᰯṇᴗࢆ⥙⨶ⓗᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿⅬࢆ⏕ࡋ࡚ࠊᰯṇࡽ㐃⥆ⓗᗈࡀࡿィ ࡢ⌧ሙࡸࠊ〇ရ㛤Ⓨࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ
య⣔ࡢᵓ⠏ࢆᐇ⌧ࡋ࠺ࡿࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࡓࠋṇ☜࡞┠┒ࡢᐇ⌧㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞➇தຊࢆ※Ἠ
ࡋࡘࡘࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࢸ࣮࣐タᐃࡣ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢලయⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞⫼ᬒࠊᐇ⦼ࠊᡂᯝ
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ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊᡂᯝࡢᣦᶆࡣࠊ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࢆグ㍕ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᣦᶆࡢ್ࡢ࠺ࡕࠊ
ᩘ್ࡢ⾲グࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
࣭>@ࡢ๓ࡢᩘ್ࡣࠊ➨  ᮇ㸦≉ᮇ㛫ࡢグ㍕ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛㸧ࡢ್ࠋ
࣭>@ෆࡢᩘ್ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸦≉ᮇ㝈ࡢグ㍕ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ ᭶ᮎࡲ࡛㸧ࡢ್࡛ࠊ➨㸲ᮇ୰ᮇ
యࡢෆᩘࠋ
࠼ࡤࠊ
ࠕᅜ㝿ㄅ >@ሗࠖࡢ⾲グ࡛࠶ࢀࡤࠊ➨㸲ᮇ୰ࡢᡂᯝࡀ  ሗ࡛ࠊࡇࡢෆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ
ᡂᯝࡀ  ሗ࡞ࡿࠋࡇࡢᩘ್ᶆグࡣࠊ௨ୗࠊ
ࠕ㸱㸬▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛࠖࡲ࡛ࠊྠᵝࡢᢅ࠸ࡍࡿࠋ

༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
ࣂ࣓࣮࢜ࢪࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡣࠊᶆ㆑➼࡛ᰁⰍࡋࡓ⣽⬊ᙉຊ࡞࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ↷ᑕࡋࡓࡢ⺯
ගࢆ㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡍࡿ࣓࣮ࢪࣥࢢࡀ୍⯡⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᰁⰍࡸ࣮ࣞࢨ࣮ගࡣ
⣽⬊῝้࡞ࢲ࣓࣮ࢪࢆ࠼ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡀ㞀ᐖ࡞ࡾ⣽⬊ᮏ᮶ࡢᵓ㐀ࡢほᐹࡸ⣽⬊ෆᡂศࡢ㆑
ูࢆᏳ⾜࡞࠺ࡇࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊගࡢ᭱ᑠ༢࡛࠶ࡿගᏊࢆ ᐃᑐ㇟ࡋࠊ⣽⬊ࡢ⏕యάືక࠺ගᏊ
ࢆ㧗⢭ᗘ᳨ฟࡍࡿࡓࡵࡢ༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㉸ఏᑟ⌧㇟
ࢆ⏝ࡋ୍࡚ࡘ୍ࡘࡢගᏊࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦Ἴ㛗㸧ࢆィ ࡛ࡁࡿ᳨ฟჾᢏ⾡ࢆ㛤ⓎࡋࠊࡇࢀࢆගᏛ
㢧ᚤ㙾ᦚ㍕ࡍࡿࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣගᏊᩘ  ಶ㹼 ಶ⛬ᗘࡢࢃࡎ࡞ග࡛࣮࢝ࣛ⏬ീࡢ
ᙳୡ⏺࡛ึࡵ࡚ᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊඹ↔ⅬගᏛ⣔ࢆྲྀࡅࠊᚑ᮶ࡢ᳨ฟჾ㸦ග㟁
Ꮚቑಸ⟶㸧ࢆ⏝ࡓሙྜẚ  ศࡢ  ࡽ  ศࡢ  ࡢ࣮ࣞࢨ࣮ᙉᗘ࡛ࠊື≀⣽⬊ࡢඹ↔Ⅼ
⺯ග࣓࣮ࢪࣥࢢ⏬ീࢆྲྀᚓࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᚋᮏᢏ⾡ࢆ⣽⬊ศ➼ࢆࣜࣝࢱ࣒࡛
࣓࣮ࢪࣥࢢ࡛ࡁࡿᢏ⾡ᒎ㛤ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㉸ఏᑟ⣲Ꮚࡢീ⣲Ꮚྲྀ
ࡾ⤌ࡳࠊ⏬ീࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢ㧗㏿ࢆྍ⬟ࡍࡿ᳨ฟჾࣞᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
㉸ఏᑟࢆ⏝࠸ࡓ༢୍ගᏊศගᢏ⾡࡛ࡣࠊᮏᢏ⾡ࡣୡ⏺ࢺࢵࣉ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊ᳨ฟຠ⋡㸦㏆㉥እ
ᇦ࡛ ௨ୖ 㧗㏿ᛶ ᐃᩘ QV ௨ୗ㸧ࡣୡ⏺୍ࡢᛶ⬟ࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᮏᢏ⾡ࡢ
ගᏛ㢧ᚤ㙾ࡸඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾ࡼࡿᐇ⣽⬊ࢆほᐹᑐ㇟ࡋࡓศග࣓࣮ࢪࣥࢢࡢᐇドࡣࠊୡ⏺ึࡢ
ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⣽⬊ࡗ࡚くᛶࡢప࠸༢୍ගᏊ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࣂ࣓࣮࢜ࢪࣥࢢࡢ
ᐇ⌧ྥࡅࡁࡃ๓㐍ࡋࡓࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ >@ሗࠊ≉チฟ㢪㸯>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸯>@௳ࠊእ㒊ண⟬⋓ᚓ >@௳ࠊཷ㈹
>@௳㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧㈹➼㸧@

༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
㟁Ẽࡢ᭱ᑠ༢࡛࠶ࡿ༢୍㟁Ꮚࡢไᚚࡣࠊ✲ᴟࡢ ᐃ⢭ᗘࢆᐇ⌧ࡍࡿᢏ⾡ࡋ࡚ࠊᚤᑠ㟁ὶィ
ࡸ㔞Ꮚࢹࣂࢫ◊✲࡞ࠊ⏘ᴗᛂ⏝Ꮫ⾡◊✲ࡢ୧㠃ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿༢⣔
6,㸧ࡢᨵᐃࡼࡾࠊ㟁ὶࡢ༢㸦ࣥ࣌㸧ࡀᚑ᮶ࡢᐃ⩏㸦㟁⥺㛫ാࡃຊ㸧ࡽ㟁Ẽ⣲㔞ᇶ
࡙࠸ࡓᐃ⩏㸦༢㛫ὶࢀࡿ㟁Ꮚࡢᩘ㸧ኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡀỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏
๎ࡗࡓḟୡ௦ࡢ㔞Ꮚ㟁ὶᶆ‽ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ➇தࡀඛ㐍ྛᅜ࡛⢭ຊⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㟁Ꮚࢆ  ಶ  ಶ㏦ࡾฟࡍ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉ⣲Ꮚࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊᚤᑠ㟁ὶࢭࣥࢧࠊ᰾
ࢫࣆࣥไᚚ࡞ࡢ㛵㐃࠾ࡼࡧὴ⏕ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡌࠊ6, ࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ᇶ࡙࠸ࡓ㔞Ꮚ㟁ὶᶆ‽
ࡸ✲ᴟࡢᚤᑠ㟁ὶィ ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㉸ఏᑟ⣲Ꮚࢆ⏝࠸ࡓ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉ⣲Ꮚࡼࡿ  S$ ࡢ㟁ὶⓎ⏕ᡂຌࡋࠊ
ᾏእࡢඛ⾜◊✲⫪ࢆ୪ࡿᢏ⾡ࢆ⠏࠸ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⏘⥲◊ࡢ⊂⮬ᢏ⾡ࡼࡾࠊᚤᑠ
㟁ὶࢭࣥࢧ࡛ᚲせ࡞ࡿ  0Ȑࡢ㧗㞟✚㔞Ꮚ࣮࣍ࣝᢠ࣮ࣞ⣲Ꮚࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊ㟁Ꮚ  ಶ࡛  ࣅࢵࢺࢆ⾲ࡍୡ⏺ึࡢࢹࢪࢱࣝኚㄪᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⣙ 0+] ࡢ༢୍㟁Ꮚ⢭ᗘࡢ
᭷㝈࿘ἼᩘὶⓎ⏕ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓὴ⏕
ᢏ⾡ࡋ࡚ࠊ༢୍㟁Ꮚࢭࣥࢧࢆ⏝ࡋࡓᚤ⣽࡞࣓࢝ࢽ࢝ࣝືᏊࡼࡿ᰾☢Ẽඹ㬆ไᚚୡ⏺࡛
ึࡵ࡚ᡂຌࡋࠊ1DWXUH&RPPXQLFDWLRQ ㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋືᏊ᰾ࢫࣆࣥࡢ┦స⏝ࢆᐇドࡍࡿ
ࡇࡢᡂᯝࡣࠊ0(06㸦ᚤᑠ㟁ẼᶵᲔࢩࢫࢸ࣒㸧ࡸ㡢Ἴࢆ⏝ࡍࡿ᰾ࢫࣆࣥࡢ᪂ࡋ࠸ィ ἲࡢᇶ♏ཎ
⌮ࢆ⠏ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉ⣲Ꮚࡢ㧗㏿୪ิ㥑ືࡼࡾࠊᚑ᮶⣲Ꮚ
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࠾ࡅࡿ㟁ὶ್ࡢ㝈⏺㸦㹼Q$㸧ࢆ㉸࠼ࡿࡓࡵࡢᐇドᐇ㦂╔ᡭࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 0Ȑࡢ㧗㞟✚㔞Ꮚ࣮࣍ࣝᢠ࣮ࣞ⣲Ꮚࢆస〇࡛ࡁࡿࡢࡣࠊୡ⏺࡛ࡶ⏘⥲◊ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㟁Ꮚ  ಶ  ಶࢆไᚚࡋࡓᴟ㝈ศゎ⬟࡛ࡢὶ㟁ὶⓎ⏕ࡸࠊ༢୍㟁Ꮚࢭࣥࢧࢆ⏝ࡋࡓືᏊ
᰾ࢫࣆࣥࡢ┦స⏝ࡢᐇドࡣ࠸ࡎࢀࡶୡ⏺ึࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㐩ᡂぢ㎸ࡳࡢ༢㟁
Ꮚ࣏ࣥࣉࡢ㧗㏿୪ิ㥑ືᢏ⾡ࡣࠊࡢ◊✲ᶵ㛵ࡶࡲࡔ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᐇ⏝㡿ᇦࡢ㟁ὶ࣭㧗⢭ᗘ
ࢆᐇ⌧ྍ⬟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊእ㒊ཷ㈹>@௳㸦୍⯡㈈ᅋἲே࢚ࢾ࢚ࣇᇶ
㔠 ➨  ᅇ◊✲㛤Ⓨዡບ㈹㸧ࠊእ㒊㈨㔠>@௳ࠊඹྠ◊✲>@௳@

ඛ➃ᮦᩱホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣞࢨ࣮ศගἲࡢ㛤Ⓨ㧗ᗘ㸸
ྛ✀㟁Ꮚ࣭ගࢹࣂࢫࡣࡑࡢᵓᡂᮦᩱ୰ࡢ㟁Ꮚࡸ࣮࣍ࣝࡢ≧ែ㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮‽㸧ࡑࡢኚ
㸦ືⓗ㐣⛬㸧࡛ືసࡍࡿࡓࡵࠊ㧗ᛶ⬟ࢹࣂࢫࡢ㛤Ⓨࡣࠊᮦᩱ୰ࡢືⓗ㐣⛬ࡑࢀ㛵ࢃࡿ≉
ບ㉳≧ែࢆ┤᥋ศᯒ࣭ホ౯ࡍࡿᡭἲࡢ㛤Ⓨཬࡧ㧗ᗘࠊࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓ ᐃ࣭ゎᯒ⤖ᯝᇶ࡙
ࡃᮦᩱࡢタィస〇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ▷ࣃࣝࢫ࣮ࣞࢨ࣮ගࡢ྾ཬࡧග㟁ຠᯝࢆ⏝ࡋࡓ㐣Ώ྾ศ
ගἲࡢ㛤Ⓨ࣭㧗ᗘཬࡧ࣮ࣞࢨ࣮㛫ศゎග㟁Ꮚ㔞ศගἲ㸦753<6㸧ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣸እࡽ୰㉥እࡲ࡛ࡢᗈ࠸Ἴ㛗㡿ᇦ ȣP㹼ȣ
P ࡛ࠊࢧࣈࣆࢥ⛊ࡽ࣑ࣜ⛊ࡢ  ᱆⛊ࢃࡓࡿࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞㛫ศゎ ᐃࢆᐇ⌧ࡋࠊᮦᩱ୰ࡢ
ືⓗ㐣⛬ࡢゎᯒࡢᛂ⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋບ㉳≧ែࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ホ౯ࡀྍ⬟࡞ᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊගᏊ
྾ࡼࡿග㟁ᏊᨺฟࢆẼ୰ࡢᚤᑠ㟁ὶ㸦I$㹼S$㸧 ᐃ࡛☜ㄆࡋࠊཎ⌮ࡢᐇドࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㐣Ώ྾ศගἲࢆ㥑ࡋ࡚ࠊḟୡ௦᭷ᶵ (/ ⏝ⓎගᮦᩱࡢⓎගᶵᵓࢆゎ᫂ࡋࠊ
Ⓨගຠ⋡ࢆᖜ㧗ࡵࡿศᏊᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣࠊᵝࠎ࡞ⓎගⰍ࠾࠸
࡚㧗࠸Ⓨගຠ⋡⪏ஂᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓⓎගศᏊࡢ᥈⣴࣭タィ࣭స〇ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊບ㉳ගᑐࡋ᳨࡚ฟගࡢ↷ᑕ⨨ࢆḟඖ㉮ᰝࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ㛫ศゎ⬟ຍ࠼࡚
ȣP ௨ୗࡢ✵㛫ศゎ⬟ࢆࡋࡓ㢧ᚤ㐣Ώ྾࣓࣮ࢪࣥࢢศග⨨ࢆ㛤Ⓨࡋࠊືⓗ㐣⛬ࡢ✵
㛫ఏࡢྍどࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᙜヱ࣓࣮ࢪࣥࢢ⨨ࡢ᭷ຠᛶࢆᐇ⏝ᮦᩱ᳨࡛ド
ࡍࡿࡶࠊ753<6 ⨨ࡢࣉࣟࢺࢱࣉࢆస〇ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ」ྜศᯒࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᶵ⬟ᛶᮦᩱࡢບ㉳≧ែࡢ㛫࣭✵㛫ኚࢆゎᯒࡋࠊ㧗ᛶ⬟㈨ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡿࠋ
࡞࠾⏘⥲◊ࡢ㐣Ώ྾ศගἲࡣࠊ㛫㡿ᇦཬࡧἼ㛗㡿ᇦࡘ࠸࡚ୡ⏺࡛᭱ࡶᗈ࠸ ᐃྍ⬟⠊ᅖ
ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ 753<6 ࡣࣃࣝࢫ࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸ࡓ⏘⥲◊࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ ᐃἲ࡛࠶ࡾࠊ
ⓑⰍගࡼࡿ㛫ศゎ ᐃࡀᐇ⌧ࡍࢀࡤࠊ㧗౯࡞㉸㧗┿✵⨨ࢆᚲせࡏࡎࠊẼ୰࡛ບ㉳‽࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⡆౽Ỵᐃ࡛ࡁࡿୡ⏺ึࡢ࡞ࡿࠋ
 >,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊࣀ࢘ࣁ࢘>@௳ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ>@௳ࠊࣉࣞࢫࣜࣜ
࣮ࢫ>@௳ࠊཷ㈹>@௳㸦᭷ᶵ (/ ウㄽ➨  ᅇㅮ₇ዡບ㈹㸧@

᭷ᶵ㉁㔞ศᯒࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭ᗘᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
㉁㔞ศᯒࡣࠊ᭷ᶵศᏊࡢࠕศᏊ㔞 ᐃࠖࡸࠊᕧศᏊࡢࠕᵓ㐀ゎᯒࠖࡢᙉຊ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇࡽࠊࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫࠊ་⸆ࠊ⎔ቃࠊᮦᩱศ㔝➼࡛ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᶵ⬟ࡢ
⌮ゎࡸ᪂つ་⸆ရࡢ㛤Ⓨࡣࠊ᭷ᶵྜ≀ࡢṇ☜࡞ᵓ㐀ゎᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊヨᩱࡀΰྜ≀࡛࠶ࡗ
࡚ࡶศᯒࢆ⾜࠼ࡿ㉁㔞ศᯒࡀ୰ᚰⓗ࡞ศᯒᡭἲࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢱࣥࣃࢡ㉁࡞ࡢ」㞧
࡞ᵓ㐀ࡢ᭷ᶵྜ≀ࡢゎᯒࢆ㉁㔞ศᯒࡢࡳ࡛⾜࠺ࡇࡣ⌧≧࡛ࡣ㞴ࡋࡃࠊ᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀႚ⥭ࡢ
ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉁㔞ศᯒࡼࡾ᭷ᶵྜ≀ࡢᵓ㐀ゎᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊ≉ᐃࡢ⤖ྜࢆ㑅ᢥⓗ
ษ᩿ྍ⬟࡞ࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࣇࣛࢢ࣓ࣥࢺ࢜ࣥࡣࠊヨᩱศᏊࡢ୍㒊
ศࡢᵓ㐀ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥሗࡽᵓ㐀ࢆ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊྛ✀デ᩿
࣐࣮࣮࢝࡞ࡿ⏕యෆࡢᚤ㔞ࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ㧗⢭ᗘ࡛ᐃ㔞ྍ⬟࡞᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡶࡁ࡞ㄢ㢟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ㔠ᒓ㘒యࢆ⏝ࡋࡓࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ᇶ࡙ࡃࣛࢪ࢝ࣝ㉁㔞ศᯒἲ
ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㔠ᒓ㘒యࡢῧຍࡼࡾࣛࢪ࢝ࣝศゎຠ⋡ࡀቑࡋࠊࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㑅ᢥⓗ⤖ྜษ᩿ࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᡭἲࢆࣜࣥ㓟࣌ࣉࢳࢻࡢศᯒᛂ⏝ࡋࠊ࣑ࣀ㓟㓄ิゎᯒࢆṇ☜ィ ࡍ
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ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆẁ㝵࡛Ꮫಟ㣭ࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ
㸦㸯㸧
Ᏻᐃྠయࡢᑟධࡼࡿ㧗⢭ᗘ㸦㸰㸧㉁㔞ศᯒ㐺ࡋࡓ⨨ᇶࡢᑟධࡼࡿ㧗ឤᗘࡢ୧❧
ᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᏛಟ㣭ἲࣛࢪ࢝ࣝ㉁㔞ศᯒἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ
ᚤ㔞ࡢࣜࣥ㓟࣌ࣉࢳࢻࡢ㓄ิゎᯒࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᭷ᶵ㉁㔞ศᯒࡢᐃ㔞ศ
ᯒ࠾ࡅࡿ⢭ᗘホ౯ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
୍㐃ࡢ◊✲ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣ᥎ᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࣜࣥ㓟ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢࣜࣥ㓟⨨ࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᏛಟ㣭ࡼࡗ࡚  ಸ௨ୖࡢ㧗ឤᗘᡂຌࡋࡓࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ >@ሗ ⾲⣬  ᗘ㑅ฟ ࠊᩥㄅ >@ሗࠊ≉チฟ㢪 >@௳ࠊ≉チⓏ㘓 >@
௳@

ୖグࢆྵࡴ◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࠊㄽᩥࡢྜィ⿕ᘬ⏝ᩘࡣࠊ୰ᮇయ࡛ࠊ ᅇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕࠊᐇ⦼್ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫࡛ࡣࠊ ᅇ࡛ࠊᙜヱ㸱ᖺ㛫ࡢྜィ┠
ᶆ್ᑐࡋ࡚ ࡢᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ᅇ࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ್ ᅇࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋࣥࣃࢡࢺࣇࢡࢱ࣮ࡁᑓ㛛ㄅ➼ࡢㄽᩥᩘࡣࠊ୰ᮇయ࡛  ሗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᐇ⦼್ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫࡛ࡣࠊ ሗ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ㸱ᖺ㛫ࡢྜ
ィ┠ᶆ್ᑐࡋ࡚ ࡢᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡣࠊẖᖺᗘࠊ┠ᶆ್ࢆୖ᪼ࡉࡏ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊ┠ᶆᑐࡍࡿᐇ⦼ࡣᖖ ㉸ࢆ㐩ᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┠ᶆ್ࡣ  ሗᑐࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ࠾࠸࡚  ሗ࡛࠶ࡿࡀࠊ╔ᐇᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠾ࡾࠊᖺᗘᮎ࡛ࡢ┠ᶆࢆ
㐩ᡂࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢཬࡧᢏ⾡ࢆࠊᏛࡸ
ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᒎ㛤ࡋࠊᏛࡢඹྠ◊✲ࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ௳
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸧ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢඹྠ◊✲ࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸧ᐇࡋࡓࠋࡇࡢᵝ㡰ㄪ㐃ᦠࢆᣑࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖࡢ㐃ᦠࢆᒎ㛤ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ


࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
ḟୡ௦ࡢィ㔞ᶆ‽ᚲせ࡞ィ ᢏ⾡₯ᅾⓗ࡞♫ⓗࢽ࣮ࢬࢆぢᤣ࠼ࡓୖ࡛ࠊィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡢ
➇தຊ᰿ᖿ㛵ࢃࡿィ ࠊศᯒࠊホ౯ᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࠊ㔞Ꮚࡼࡿ㧗ศゎ⬟࣭㧗⢭ᗘࠊศᯒ
ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ຠ⋡ࠊ᪂ࡓ࡞⌧㇟ࢆホ౯ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ༢୍ගᏊࡢศග࣓࣮ࢪ
ࣥࢢࡀྍ⬟࡞ගᏊ㢧ᚤ㙾ࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࢆ⏝ࡋࡓᚤ⣽࡞࣓࢝ࢽ࢝ࣝືᏊࡼࡿ᰾☢Ẽඹ
㬆ไᚚࠊ⢭ᐦ࡞࣮ࣞࢨ࣮ศගᢏ⾡ࡼࡿගᶵ⬟ᮦᩱࡢⓎගᶵᵓࡢゎ᫂࡞ࠊୡ⏺ึࡢᡂᯝࢆฟ
ࡋࡓࠋᙜ㡿ᇦࡀ⠏࠸࡚ࡁࡓ⢭ᐦィ ᢏ⾡࠾ࡅࡿᙉࡳࢆ⏕ࡋࠊࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫࡸ་⸆ࡢᢏ⾡
ಁ㐍ࡸಙ㢗ᛶྥୖࢆྍ⬟ࡍࡿࠊ༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࠊ᭷ᶵ㉁㔞ศᯒࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭
ᗘᢏ⾡࡞ࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂᯝࡸᑗ᮶ࡢᶫΏࡋ⧅ࡀࡿᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᡂᯝࡼࡾࠊᏛ⾡ⓗ࡞ඛ➃⛉Ꮫ◊✲ࡢ㈉⊩ࡢࠊ㔞Ꮚᶆ‽ᇶ࡙ࡃ᪂ࡓ࡞ᶆ‽ࡢᐇ⌧ࡼࡿ
▱ⓗᇶ┙ࡢ㈉⊩ࡸࠊᮦᩱࡸ་⒪➼ࡢศ㔝㈉⊩ࡍࡿᶫΏࡋ๓ᮇࠊཬࡧࠊᶫΏࡋᚋᮇࡢᒎ㛤ࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᡂᯝࡢព⩏ࠊ࢘ࢺ
࣒࢝ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ

༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
༢୍ගᏊࡢศග࣓࣮ࢪࣥࢢࡀྍ⬟࡞ගᏊ㢧ᚤ㙾ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚㛤Ⓨࡋࡓࠋ
༢୍ගᏊศගࡀྍ⬟࡞㉸ఏᑟගࢭࣥࢧࢆගᏛ㢧ᚤ㙾➼⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠊ㉸㧗ឤᗘ㸦༢୍ගᏊࢆ
ほ ྍ⬟㸧࡛ᗈᖏᇦ㸦ྍどᇦࡽ㏆㉥እᇦࡲ࡛Ἴ㛗ឤᗘࢆᣢࡘ㸧࡞࣓࣮ࢪࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾᚑ᮶ࡢ㢧ᚤ㙾࡛ࡣ ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᚤᙅ࡞ගᙉᗘ࡛ࣞ࣋ࣝࠊᕤᴗ⏝ࢧࣥࣉࣝࡸ⣽⬊
ࢧࣥࣉࣝࢆ࣮࢝ࣛほᐹࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋ
⣽⬊ࡢග↷ᑕࢆ  ᢚ࠼ࡿࡇ࡛ග㞀ᐖࡢࣜࢫࢡࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
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くᛶࡢప࠸⣽⬊ほᐹࢆᇶ┙ࡍࡿ་⸆ရࠊ་⒪ᢏ⾡㛤Ⓨ࡛ࡢά⏝ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋపく࡛ࡢ⣽
⬊࣓࣮ࢪࣥࢢࡣࠊ࠼ࡤ L36 ⣽⬊࠾ࡅࡿᑗ᮶⒴ࡢᜍࢀࡢ࡞࠸⣽⬊ࢆᏳ㆑ูࡍࡿᢏ⾡
ᛂ⏝࡛ࡁࡿ࡞ࠊᴟࡵ࡚㧗࠸♫ⓗຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⣽⬊ෆ≀㉁ࡢഹ࡞ኚࢆゎᯒ࡛
ࡁࡿࡇࡽࠊ᭷⏝ᚤ⏕≀㸦▼Ἔ௦᭰⇞ᩱ⏘⏕࡞㸧ࡢ㑅ู࡞ࠊ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊ༢୍ගᏊศග࣓࣮ࢪࣥࢢࡢୡ⏺ึࡢᐇドࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ
ࢆ⾜࠸ࠊ᪥หᕤᴗ᪂⪺➼  ㄅ࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋㄽᩥࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᢏ⾡㛵㐃ࡋࡓ ,) ᅜ㝿ㄅ
 ሗᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋእ㒊ண⟬ࡋ࡚ࡣࠊ-67&5(67 ᖹᡂ  ᖺᗘ ࠊ-67ග࣭㔞Ꮚ㣕㌍ࣇࣛࢵࢢࢩࢵ
ࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦4/($3㸧 ᖹᡂ  ᖺᗘ ࠊᩥ⛉┬⛉◊㈝ ᖹᡂ  ᖺᗘ ࢆ⋓ᚓࡋࠊ㛵㐃◊✲ࢆᐇ
୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲ⛉Ꮫᢏ⾡㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉࡼࡿ㟁ὶⓎ⏕ࡸࠊᚤᑠ㟁ὶࢭࣥࢧ⏝㧗㞟✚㔞Ꮚ࣮࣍ࣝᢠ⣲Ꮚࡢ㛤Ⓨࠊ༢୍㟁
Ꮚࣞ࣋ࣝࡢ✲ᴟࡢୡ⏺ึࡢࢹࢪࢱࣝኚㄪᢏ⾡ࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓືᏊ᰾ࢫࣆࣥࡢ
┦స⏝ᐇドࠊ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉࡢ㧗㏿୪ิ㥑ື㸦ணᐃ㸧࡞ࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚࡢ㛵㐃ᢏ⾡࠾ࡼࡧὴ⏕
ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㧗ᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊࢼࣀࣥ࣌⛬ᗘ௨ୖࡢ㟁ὶ್ࢆ SSP ⛬ᗘ௨ୗࡢ☜ࡉ࡛ᚓ
ࡿࡇࡀࠊᐇ⏝ࡢࡦࡘࡢ┠Ᏻࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟁ὶ್࡛ࡣ࡞ࡾᐇ⏝㡿ᇦ㏆࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ
ᚋࡉࡽ࡞ࡿ㟁ὶ☜ࡉపῶࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ6, ༢ࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࡶ࡙࠸ࡓḟ
ୡ௦ࡢᅜᐙィ㔞ᶆ‽࡛࠶ࡿ㔞Ꮚ㟁ὶᶆ‽ࡢᐇ⌧ࡸࠊ✲ᴟࡢ⢭ᐦᚤᑠ㟁ὶィ ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊ㔞Ꮚ㟁ὶᶆ‽ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊㄏ㟁యᮦᩱࡢホ౯ࡸ༙ᑟయ⣲Ꮚ㛤Ⓨ࡛ᚲせ࡞ᚤᑠ
㟁ὶィ ࡢᐇ⌧⢭ᗘྥୖᐤࡍࡿࡶࠊࢼࣀ⢏Ꮚィ ࠊᚤ㔞ඖ⣲ศᯒࠊᨺᑕ⥺ィ ࠊ㟁
ẼᏛィ ࡞ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏘ᴗᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡉࡽࠊ᪂ࡋ࠸≀⌮⌧㇟ࡢ᥈⣴ࡸࠊ
㔞Ꮚࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢㄞࡳฟࡋ࣭ไᚚࠊ࣮࣒࢜ࡢἲ๎ࢆ㔞ᏊຊᏛ᳨࡛ࣞ࣋ࣝドࡍࡿ㔞Ꮚ࣓ࢺࣟࣟࢪ
࣮࣭ࢺࣛࣥࢢࣝ㸦㟁ᅽࠊᢠࠊ㟁ὶࡢ  ࡘࡢ㟁Ẽ㔞ࢆࡍ࡚㔞Ꮚ⌧㇟㸦ࢪࣙࢭࣇࢯࣥຠᯝࠊ
㔞Ꮚ࣮࣍ࣝຠᯝࠊ༢㟁Ꮚ࣏ࣥࣉ㸧࡛ᐇ⌧ࡋࠊ┦㧗⢭ᗘ ᐃࡍࡿࡇ࡛࣮࣒࢜ࡢἲ๎ࡢᩚྜᛶ
ࢆ᳨ドࡍࡿඛ➃ⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐㸧࡞ࠊᏛ⾡ⓗ࡞ඛ➃⛉Ꮫ◊✲ࡢศ㔝ࡶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
⏘⥲◊࡛㛤Ⓨࡋࡓࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 
௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࡢィ  ௳ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᏛࡽ  ௳⾲ᙲ㸦୍
⯡㈈ᅋἲே࢚ࢾ࢚ࣇᇶ㔠 ➨  ᅇ◊✲㛤Ⓨዡບ㈹㸧ࡉࢀࡿ࡞㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ඛ➃ᮦᩱホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣞࢨ࣮ศගἲࡢ㛤Ⓨ㧗ᗘ㸸
ᮦᩱࡢບ㉳≧ែࡢ㛫ศゎ ᐃࢆᐇ⌧ࡍࡿ࣮ࣞࢨ࣮ศගἲ㸦㐣Ώ྾ศගἲཬࡧ࣮ࣞࢨ࣮㛫
ศゎග㟁Ꮚ㔞ศගἲ㸧ࡢ㛤Ⓨ㧗ᗘࢆ⾜ࡗࡓࠋ
▷ࣃࣝࢫ࣮ࣞࢨ࣮ࢆග※⏝࠸ࡓ 753<6 ࡀᐇ⌧ࡍࡿࠊ㏻ᖖࡣ 3D ⛬ᗘࡢ┿✵ࡀᚲせ࡞ග
㟁Ꮚศගἲ࡛ࡢホ౯௦ࢃࡾࠊẼ୰࡛ࡢ⡆౽࡞㟁ὶ ᐃࡼࡿບ㉳≧ែࡢ㟁Ꮚ࢚ࢿࣝࢠ࣮ホ౯
ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ≧ែ㛫㑄⛣ࢆ㏣㊧࡛ࡁࡿ㐣Ώ྾ศගἲేࡏ࡚ࠊᶵ⬟ᛶᮦᩱࡢືⓗ㐣⛬ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᮦᩱタィ࣭ᮦᩱస〇㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾㐣Ώ྾ศග⨨ࡼࡿ㛫ศゎ ᐃࡣࠊࡍ࡛⏘⥲◊ 7,$ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ඹ⏝タࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥࡼࡾእ㒊ࡢᴗ➼ࡢබ㛤⏝㸦ᖺ  ௳㹼 ௳⛬ᗘ ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆྵࡵࡓᮦᩱ㛤Ⓨ
ࡢᨭࢆ㏻ࡋ࡚ྛ✀ࢹࣂࢫ➼ࡢ㧗ᛶ⬟ᐤࡋࠊ௨ࡗ࡚┬࢚ࢿࣝࢠ࣮♫ࡸపⅣ⣲♫ࡢᐇ
⌧㈉⊩ࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗ࡛බ⾲ࡋࠊᏛㅮ₇ዡບ㈹  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ
≉㐣Ώ྾ศගἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛㄅࠕᛂ⏝≀⌮ࠖࡸၟᴗㄅࠕࣃࣜࢸ࣮ࠖ
㸦࠸ࡎࢀࡶᖹᡂ 
ᖺᗘ㸧➼ࡢゎㄝㄽᩥࡢ౫㢗ᇳ➹ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ  ௳ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈࡃᏛ⏺࣭⏘ᴗ⏺࣭♫ᡂᯝ
Ⓨಙࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓ᪂⪺ሗ㐨➼ ᖹᡂ  ᖺᗘ ௳ ࡛♫ࡽࡢ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓࠋ

᭷ᶵ㉁㔞ศᯒࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭ᗘᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
᪂つࣛࢪ࢝ࣝศゎ㉁㔞ศᯒἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㉁㔞ศᯒࡼࡾᚓࡽࢀࡓሗࡢࡳࡽࣜࣥ㓟ࢱࣥࣃ
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ࢡ㉁⏤᮶ࡢᾘ࣌ࣉࢳࢻࡢ࣑ࣀ㓟㓄ิࡢゎᯒᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊẁᏛಟ㣭ἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊࢱ
ࣥࣃࢡ㉁ࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭ᗘᐃ㔞ᡂຌࡋࡓࠋ
」㞧࡞ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡸᾘ࣌ࣉࢳࢻࡢゎᯒࢆ㉁㔞ศᯒࡢࡳ࡛⾜࠺ࡇࡣᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣ㞴ࡋࡗ
ࡓࡀࠊ㉁㔞ศᯒࡢࡳࢆ⏝࠸࡚ṇ☜ゎᯒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᵓ㐀ゎᯒࡣࠊ; ⥺ᅇᢡࡸ 105
࡛ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗⣧ᗘࡢヨᩱࡀከࡃᚲせ࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ㉁㔞ศᯒࡣ⣧ᗘࡢప࠸ᑡ㔞ࡢヨᩱ࡛
ࡶศᯒྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏᡂᯝࡣࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋࡲࡓࠊ㛤ⓎࡋࡓẁᏛಟ㣭ἲࡼࡾࠊỗ
⏝㉁㔞ศᯒ⨨࡛ࡶ⏕యヨᩱ୰ࡢᚤ㔞ࢱࣥࣃࢡ㉁࡞ࢆ㧗⢭ᗘ ᐃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
ྛ✀デ᳨᩿࣐࣮࣮࢝ᰝἲࡢホ౯ᢏ⾡ࡋ࡚ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㛤Ⓨࡉࢀࡓᢏ⾡ࡣࠊ⸆ࡸ་⒪デ᩿࡞ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᗣ㛗ᑑ♫ࡢᐇ⌧㈉⊩࡛ࡁ
ࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅከᩘ᥇ᢥࡉࢀࠊ」ᩘࡢ᭷ྡㄽᩥㄅ㸦-3K\V&KHP%ࠊ-$P6RF
0DVV6SHFWURP ࡢ⾲⣬ࡶ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ


࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ᙜ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ┠ⓗᇶ♏◊✲࡛ࡣࠊィ㔞ᶆ‽ࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓࠊᑗ᮶ࡢࠕᶫΏࡋࠖ⧅ࡀࡿᢏ⾡
ࢩ࣮ࢬࡸୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂᯝࡢฟࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᙜ㡿ᇦࡀ⠏࠸࡚ࡁࡓ⢭ᐦィ
ᢏ⾡࠾ࡅࡿᙉࡳࢆ⏕ࡋࠊィ㔞ᶆ‽ᶵ㛵ࡢ➇தຊ᰿ᖿ㛵ࢃࡿィ ࠊศᯒࠊホ౯ᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࠊ
㔞Ꮚࡼࡿ㧗ศゎ⬟࣭㧗⢭ᗘࠊศᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ຠ⋡ࠊ᪂ࡓ࡞⌧㇟ࢆホ౯ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤
Ⓨࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠕᶫΏࡋࠖ⧅ࡆࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑗ᮶ⓗ࡞〇ရࡸᴗ
ࢆぢᤣ࠼࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࢆ ,62 ࡸ -,6 ࡞ᶆ‽ࡍࡿ㐨➽ࢆ㔜どࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋᬑ
ཬ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᰯṇࡽ㐃⥆ⓗᗈࡀࡿィ ࡢ⌧ሙࡸ〇ရ㛤Ⓨࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࡢ㐃ᦠࢆᣑࡍࡿ
⤌ࡳࡋ࡚ࡢᶆ‽౪⤥యไࢆά⏝ࡍࡿࠋ



㸦㸰㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᙜ㡿ᇦࡣࠊᅜᐙᡓ␎ࡸἲ௧࣭つไᑐࡍࡿ㈉⊩ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ࡢ⏘ᴗࢽ࣮ࢬࡸᢏ⾡ື
ྥ➼ࢆண ࡋࠊᴗࡽࡢཷク◊✲⤖ࡧࡃࡇࢆ┠ᣦࡍࠕᶫΏࡋࠖ๓ᮇ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊ♫
ࣥࣇࣛᩚഛࡸつไᑐᛂ⧅ࡀࡿ◊✲㛤Ⓨཬࡧ᪂ࡓ࡞ ᐃホ౯ἲࡢ㛤Ⓨඹࠊ࣮ࣘࢨࡢ㝵ᒙ
ࢆᗈࡆࡿᢏ⾡㛤Ⓨ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋලయⓗࡣࠊᅜ❧ᶆ‽◊✲ᶵ㛵㸦10,㸧ࡋ࡚ࡢࢥࢥ
ࣥࣆࢱࣥࢫࢆඖࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆຍ㏿ࡋࠊᨻ⟇ⓗ࡞┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ィ ᢏ⾡ࡢ
タࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢⅬࢆᇶᮏᡓ␎タᐃࡋࡓࠋ
࣭ィ㔞ᶆ‽ࢆຍ౯್ࡋ࡚᪂ࡓ࡞࣮ࣘࢨᣑࡆࡿ
࣭ᴗ࠾ࡅࡿィ ᢏ⾡ࠊィ ⨨㛤Ⓨᨭ
࣭ィ ᢏ⾡ࡼࡿ〇ရ౯್ࠊᴗ౯್ࡢྥୖ
࣭♫ࡢᏳࠊᏳᚰࡢ㈉⊩
ᅜᐙᡓ␎ࡸἲ௧ࡸつไᑐࡍࡿ㈉⊩࣮ࣘࢨ㝵ᒙࢆᣑࡆࡿ᪂ࡓ࡞౯್㐀ࢆᚓࡓࡇࢀࡽࡢㄢ
㢟ࡣࠊࢸ࣮࣐タᐃࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞⫼ᬒࠊᐇ⦼ࠊᡂᯝࢆ
௨ୗࡲࡵࡿࠋ

Ỉ⣲ὶ㔞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᅜ㝿ᶆ‽㸸
ᖹᡂ  ᖺࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢ㈍ࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢၟ⏝ࡀࡑࢀࡒࢀ㛤ጞࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ
⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴࣭Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᬑཬྥࡅ࡚ᐁẸᣲࡆ࡚✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺࡣ➨ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ ᖺࡲ࡛  ⟠ᡤࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙ
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ࣥࢆᩚഛࡋࠊ ᖺ௦ᚋ༙ࡲ࡛Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢ⮬❧ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࢩࢼࣜ࢜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᪤ၟ⏝Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢỈ⣲࢞ࢫሸࡼࡿィ㔞ྲྀᘬ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỈ⣲ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢィ㔞⢭ᗘࡣᩘ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊศࡣゝ࠸㞴࠸ࠋྲྀᘬ
ᙜ⪅㛫ࠊࡾࢃࡅᾘ㈝⪅ಖㆤࡢほⅬࡽࠊ㧗ᅽỈ⣲࢞ࢫࡢὶ㔞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊཬࡧࠊ㧗⢭ᗘ
ࡣྍ㑊࡛࠶ࡿࠋỈ⣲ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢィ㔞ᛶ⬟ࡢಖドࡼࡾᏳᚰ࡞ྲྀᘬࢆಁࡍࡇ࡛ࠊỈ⣲
♫ࡢᬑཬ㈉⊩ࡍࡿࠋ
⏘⥲◊࡛ࡣࠊỈ⣲౪⤥ࢥࢫࢺࡢపῶᏳᐃࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㐠Ⴀࢥࢫࢺࡢపῶࠊබṇ࡞Ỉ
⣲⇞ᩱၟྲྀᘬࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊỈ⣲ὶ㔞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋỈ⣲ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡣ〇
㐀࣓࣮࣮࢝࠾࠸࡚Ỉࡸ❅⣲࢞ࢫ࡞ࡢ௦᭰ὶయ࡛ィ㔞⢭ᗘ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊฟⲴࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ
㝿ࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ௦᭰ὶయࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡎࠊィ㔞⢭ᗘ᳨ᰝࡢࡓࡵࡣỈ⣲࢞ࢫ
ࡼࡿᰯṇࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊẼయὶ㔞ᅜᐙᶆ‽࠾࠸࡚Ỉ⣲࢞ࢫὶ㔞ᶆ‽ࢆᩚ
ഛࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㧗⢭ᗘὶ㔞ィ ࡀྍ⬟࡞⮫⏺ࣀࢬࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ」ᩘ࣭ከẁࡼࡿࣅࣝࢻ
ࢵࣉ᪉ᘧࡼࡾࠊẼᅽࡽ  Ẽᅽ  ಸࡢ㧗ᅽࠊཬࡧࠊJPLQ ࡽ JPLQ 
 ಸࡢὶ㔞ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⏘⥲◊ෆ㛤Ⓨᶵჾホ౯ࡢࡓࡵࡢ୰㧗ᅽ㡿ᇦ㸦㹼 Ẽᅽ㸧
࡛ᐇ㝿Ỉ⣲࢞ࢫࢆὶࡋ࡚ὶ㔞ィホ౯ࡀ࡛ࡁࡿᰯṇタഛࢆᩚഛࡋࡓࠋୖグࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡢᡂᯝࡋ
࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠊ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ -,6%ࠕỈ⣲⇞ᩱィ㔞ࢩࢫࢸ࣒⮬ື㌴ሸ⏝ࠖࡀⓎ⾜ࡉ
ࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊၟ⏝Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥタ⨨ྍ⬟࡞ྍᦙᆺィ㔞⢭ᗘ᳨ᰝ⨨ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ
ࡑࡢᛶ⬟ࡢ☜ㄆࢆᐇࡍࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ2,0/5&RPSUHVVHGJDVHRXVIXHO
PHDVXULQJV\VWHPVIRUYHKLFOHV ࡀᨵᐃࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊỈ⣲ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ᑐࡍ
ࡿ࣐ࢫࢱ࣮࣓࣮ࢱ࣮ἲィ㔞⢭ᗘ᳨ᰝ᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸ᩥㄅ>@௳ࠊᶆ‽㸸ᅜ㝿່࿌ᨵᐃ>@௳ࠊ-,6 ไᐃ>@௳ࠊ≉チฟ㢪>@
௳ࠊཷ㈹>@௳㸦2,0/ つ᱁సᡂ㛵ࡍࡿឤㅰ≧ UG&,0/0HHWLQJ 㸧@

᭷ᶵᶆ‽≀㉁ࡢ㎿㏿౪⤥ྥࡅࡓ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
㣗ရ⾨⏕ἲࡸỈ㐨ἲ࡞ࡢᨵṇࡼࡗ࡚ࠊつไᑐ㇟࡛࠶ࡿ༓✀㢮ࢆ㉸࠼ࡿ᭷ᶵྜ≀࠾ࡅࡿ
ᶆ‽≀㉁ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸࡢᇶⅬ࡞ࡿᅜᐙᶆ‽≀㉁ࡢ㊊⋡ࡣ  
ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊ㎿㏿࡞ᩚഛࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊつไᑐ㇟ẖࡢᅜᐙᶆ‽≀㉁ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿศᏊࡀከᡂศྵࡲࢀࡿ᭷
ᶵΰྜᶆ‽ᾮࡢྠ್ࡅࢆྍ⬟ࡍࡿࠊ௨ୗࡢ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ⅳ⣲ࠊỈ⣲ࠊ㓟⣲ࡽ࡞ࡿ᭷ᶵྜ≀ࢆ࡛࣓࢜ࣥࣛࣥࢱࣥኚࡍࡿࡇ࡛ࠊⅣ⣲㔞ࡢᇶ‽
≀㉁ࡽከᡂศྠ್ࡅࢆྍ⬟ࡍࡿ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ㸦௨ୗࠊ࣏ࢫࢺ࢝
࣒ࣛᛂ *&㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡧ⮯≀㉁  ✀ΰྜᶆ‽ᾮ➼ࡢᩚഛࢆᖹᡂ  ᖺᗘ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ᐃ㔞᰾☢Ẽඹ㬆ศගἲ㸦T105㸧ࢆࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮⤌ྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊỈ⣲㔞ࡢᇶ‽≀㉁
ࡽከᡂศྠ್ࡅࢆྍ⬟ࡍࡿ T105*& ࢆᐇ⏝ࡋࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㢮  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࡢᩚഛࢆࠊ
T105/& ࢆᐇ⏝ࡋࣁࣟ㓑㓟  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࡢᩚഛࢆࠊ࠸ࡎࢀࡶᖹᡂ  ᖺᗘ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ *& ࡢ㐺⏝ᣑྥࡅ࡚⨨࣓࣮࢝ඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞ
ࡋࠊ㓟ຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿᨵⰋࡼࡾሷ⣲ྜ≀ࡘ࠸࡚㐺⏝࡛ࡁࡿぢ㏻ࡋࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ➼࠾ࡅࡿ᳨ᰝࡢಙ㢗ᛶྥୖ㈉⊩ࡍࡃࠊࢻ࣮ࣆࣥࢢ⚗Ṇ≀㉁
ࡢ್ࡅᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄆドᶆ‽≀㉁ࡢ౪⤥➼ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍ᑐ୍ᑐᛂࡢᰯṇᢏ⾡࡛ࡣᅜᐙᶆ‽≀㉁ࡢᩚഛࡀ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ␗
࡞ࡿศᏊࡢẚ㍑ࡼࡿ୍ᑐከᆺࡢᰯṇᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡼࡾࠊ ಸ௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ᶆ‽ᩚഛࢆᐇ
⌧࡛ࡁࡿぢ㏻ࡋࢆᚓࡓࠋ 
>,) ᅜ㝿ㄅ >@ሗࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ >@௳ࠊཷ㈹ >@௳㸦 ᖺᗘ᪥ᮏศᯒᏛඛ➃ศ
ᯒᢏ⾡㈹ &(5, ホ౯ᢏ⾡㈹㸧@

⏘ᴗ࣭⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿỈศィ ࡢಙ㢗ᛶྥୖ㸸
༙ᑟయ〇㐀࠾ࡅࡿྛ✀࢞ࢫ୰ࡢṧ␃Ỉศ⟶⌮ࢆጞࡵࡋ࡚㣗ရ࣭་⸆ရ࣭▼ἜᏛ࣭⮬ື㌴
࡞ᖜᗈ࠸〇㐀ศ㔝ࡢရ㉁⟶⌮ࡸࠊ᭶㠃࡛ࡢỈị᥈ᰝࢆ㏻ࡌࡓኴ㝧⣔ࡢ㉳※ゎ᫂࡞ࡢ⛉Ꮫศ㔝
ࡢ᭱๓⥺࠾࠸࡚ࠊ⢭☜࡞Ỉศィ ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡀ㏆ᖺ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ


- 23 -

10,- ࡛ࡣࠊୖグࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ࢞ࢫ୰Ỉศィ ࡢಙ㢗ᛶᢸಖྍḞ࡞‵ᗘᶆ‽ࢆᚤ
㔞Ỉศࡽ㧗‵ᗘࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸⠊ᅖ࡛㛤Ⓨ࣭౪⤥࣭⥔ᣢࢆ⾜࠺ࡶࠊ᪂ࡓ࡞Ỉศศᯒ⏝ᶆ‽
≀㉁ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ‵ᗘᶆ‽࣭ᶆ‽≀㉁ᇶ࡙ࡃᰯṇᢏ⾡࠾ࡼࡧィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜
ࡗࡓࠋ‵ᗘᶆ‽ࡣᅜෆࡢ  ࡢᰯṇᴗ⪅ẖᖺᶆ‽౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊỈศศᯒ⏝ᶆ‽≀㉁ࡣ
➨  ᮇࡢ  ᖺ㛫㡺ᕸᩘ  ࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㧗ឤᗘ࣮ࣞࢨ࣮྾ศගἲࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࢟ࣕࣅࢸࣜࣥࢢࢲ࢘ࣥศගἲ
&5'6 ࢆ⏝࠸࡚ࠊᕷ㈍〇ရ┦ᙜࡢᛶ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᚑ᮶ᕷ㈍ჾࡢయ✚  ศࡢ ࠊ㉁㔞  ศࡢ㸯
ࡢᑠᆺᚤ㔞Ỉศィࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡣྛ✀〇㐀ࣉࣟࢭࢫ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ〇㐀⨨ෆ㒊ࡢ⤌ࡳ
㎸ࡳࡸࠊ᭶㠃᥈ᰝᶵࡢᦚ㍕ࡀྍ⬟࡞ࡿࣞ࣋ࣝࡢᑠᆺ࡛࠶ࡿࠋ&5'6 ᚤ㔞Ỉศィࡘ࠸࡚ࡣࠊ
〇ရྥࡅࡓඹྠ◊✲ࢆẸ㛫ᴗᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊୡ⏺ࡢᅜ❧ᶆ‽◊✲ᶵ㛵㸦10,㸧ඛ㥑ࡅ࡚ࠊప⃰ᗘỈศศᯒ⏝ᶆ‽≀㉁㸦PJJ㸧
ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
ᕷ㈍Ỉศศᯒ⏝ᶆ‽ᾮࡢ〇㐀⏝㏵ࡋ࡚  PJJ ࡢỈศศᯒ⏝ᶆ‽≀㉁ࢆ㡺ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑ
ࢀࡼࡾప࠸⃰ᗘࣞ࣋ࣝࡢศᯒࢆྍ⬟ࡍࡿỈศศᯒィࡢ㛤Ⓨᚲせ࡞ప⃰ᗘỈศᶆ‽ᾮࡣࡇࢀ
ࡲ࡛࡞ࡃࠊỈศศᯒィࡢಙ㢗ᛶホ౯ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ >@ሗࠊཷ㈹ >@௳ ᛂ⏝≀⌮Ꮫㅮ₇ዡບ㈹  ௳ࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ *$6 ࣋
ࢫࢺࣞࢡࢳ࣮ࣕ㈹㸯௳ ࠊ≉チ >@௳ࠊỈศศᯒ⏝ᶆ‽ᾮࡢ➨  ᮇ  ᖺ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧ࡢ
㡺ᕸᩘ>@௳@

ᵝࠎ࡞♫ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ⢏Ꮚィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
ඛ➃ᮦᩱ࣭⸆〇㐀࡞ࡢ〇㐀⌧ሙ࠾ࡅࡿΎίᗘ⟶⌮ࠊ་⒪デ᩿ࠊ⮬ື㌴࡞⢏Ꮚฟつไࠊ
ࢼࣀࣜࢫࢡ⟶⌮࡞ከᒱࢃࡓࡿ♫ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡾࠊ⢏Ꮚィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡶ㛵㐃ࡍࡿ⢏Ꮚ
ᚄ࣭⢏Ꮚᩘ⃰ᗘᶆ‽ࡸ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ẽ୰⢏Ꮚ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣐ࢡ࣓࣮ࣟࢺࣝ㡿ᇦࡢ⢏Ꮚ⃰ᗘᰯṇᢏ⾡࣭ヨ㦂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ≉ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣐ࢡ࣓࣮ࣟࢺࣝ㡿ᇦ࡛ࡢ⢏Ꮚ⃰ᗘᰯṇࢆᐜ᫆ࡍࡿᕷ㈍ᆺࣥࢡ
ࢪ࢙ࢵࢺ࢚ࣟࢰࣝⓎ⏕ჾ㸦,$*㸧ࢆᴗඹྠ㛤Ⓨ࣭〇ရࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢࢫࣉ࣮ࣞᘧ࡛ࡣᅔ㞴ࡔ
ࡗࡓ࣐ࢡ࣓࣮ࣟࢺࣝ㡿ᇦࡢ⢏ᏊࢆᏳᐃⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᕷ㈍ࣃ࣮ࢸࢡࣝ࢝࢘
ࣥࢱࡢᰯṇࡀᐜ᫆࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣥࢡࢪ࢙ࢵࢺ࢚ࣟࢰࣝⓎ⏕ჾࢆ⏝࠸ࡓᾋ㐟ᚤ⏕≀
㎿㏿ ᐃჾࡢᛶ⬟ホ౯ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᾮ୰⢏Ꮚ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᰯṇ࣭ィ ྍ⬟࡞⢏ᚄࢆᑠࡉࡃࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ≉ᖹᡂ  ᖺ
ᗘὶࢀሙ⢏Ꮚ㌶㊧ゎᯒἲ㸦)37㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏ᪉ἲ࡛ࡣࠊὶࢀሙࡢᙳ㡪ࢆ⿵ṇࡍࡿࡶࠊ
ᚑ᮶ࡢ⢏Ꮚ㏣㊧ἲ㸦37$㸧ࡼࡾࡶಙྕ㞧㡢ẚࢆ⣙  ಸᨵၿࡋࡓගᏛ⣔ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࠊࣂ
ࢫ࡞ࡿಙྕࡸࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻಙྕࢆ๐ῶࡍࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ᭱ᑠ⢏ᚄ QP ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸᭱
ᑠ⢏ᚄ QP ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ )37 ⨨ࡢᰯṇᢏ⾡㛤Ⓨࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊཷ㈹>@௳ ࠊᒎ♧ฟᒎ>@௳@
ࠕᵝࠎ࡞♫ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ⢏Ꮚィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࡢཷ㈹ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸30 ⮬ື ᐃ⨨ࡢヨ㦂᪉ἲ㛵ࡋ࡚᪥ᮏ࢚ࣟࢰࣝᏛ࡛࣋ࢫࢺ࣏ࢫࢱ࣮
㈹
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸,$* 㛵ࡋ࡚᪥ᮏ࢚ࣟࢰࣝᏛࡢ࢚ࣟࢰࣝィ ㈹
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸,$* 㛵ࡋ࡚᪥ᮏ✵ẼΎί༠◊✲ᢏ⾡㈹
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ᾮ୰ࢼࣀ⢏Ꮚィ ᢏ⾡࡛ᅜ㝿༙ᑟయ〇㐀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ %HVW3DSHU$ZDUG ࢆཷ
㈹


ୖグࢆྵࡴ◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢᐇዎ⣙௳ᩘࡣࠊ୰ᮇయ࡛ࠊ ௳࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᐇ⦼್ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫࡛ࡣࠊ ௳࡛ࠊᙜヱ㸱ᖺ㛫ࡢྜィ┠
ᶆ್ᑐࡋ࡚ ࡢᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ௳㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶Ⅼ㸧࡛࠶ࡾࠊ
┠ᶆ್  ௳ࢆ᪤㐩ᡂࡋࡓࠋᐇዎ⣙௳ᩘࡣࠊ➨㸲ᮇࡢྛᖺᗘ࠾࠸࡚┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ▱㈈
ᐇ࠾ࡼࡧ▱㈈ㆡΏ࠾ࡅࡿ᪂つ௳ࢆ╔ᐇ⋓ᚓࡋ⥆ࡅࡿ୍᪉࡛ࠊ▱㈈ᐇ࡛ࡣ㛗ࡃά⏝ࡉࢀ
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ࡿ⥅⥆௳ࢆከࡃྵࡴ࡞ࠊ㉁ⓗ≧ἣ࠾࠸࡚ࡶⰋዲ࡞▱㈈ฟࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᑓ௵ࡢ 32 ࡢຓゝࡢୗࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢά⏝⠊
ᅖࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࠊᅜෆ≉チ࠾ࡼࡧᚲせᛂࡌ࡚ᅜ㝿≉チྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍ࡞ࡢᡓ␎ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆᐇࡋࡓࠋ


࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
ᅜᐙᡓ␎ࡢಁ㐍ࡸ♫ࣥࣇࣛᩚഛࠊἲ௧࣭つไࡢ㡰Ᏺᚲせࡉࢀࡿィ ᢏ⾡ࡢ☜❧᪂ࡋ
࠸ ᐃ᪉ἲࡸホ౯᪉ἲࡢ♫ᐇࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊỈ⣲♫ᐇ⌧
ྍḞ࡞♫ࣥࣇࣛᩚഛࠊ㣗ရ⾨⏕ἲࡸỈ㐨ἲ➼ࡢἲ௧࣭つไࡢᑐᛂࡀᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲ᡂᯝ
ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ ᐃ࣭ホ౯᪉ἲཬࡧ⨨ࡢⓎᒎࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞〇㐀⌧ሙ࡛ᚲせ
ࡉࢀࡿỈศィ ࡢಙ㢗ᛶᢸಖࡢ㈉⊩ࠊᕷ㈍Ỉศศᯒ⏝ᶆ‽ᾮࡢ㛤Ⓨࡢ㈉⊩ࠊᅜ⏘ᴟᚤ㔞Ỉ
ศィࡢ〇ရᨭࠊ᭶㠃᥈ᰝࡢᛂ⏝ࢆ┠ⓗࡋࡓ -$;$ ࡢ᪂つඹྠ◊✲ࡢᒎ㛤ࠊ⢏Ꮚィ
ᢏ⾡ࡼࡿᾋ㐟ᚤ⏕≀ィ ࡢᛂ⏝ࠊ〇㐀⌧ሙ࠾ࡅࡿΎίᗘ⟶⌮࡞ࠊရ㉁⟶⌮ࡢಙ㢗ᛶྥୖ
㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᡂᯝࡢព⩏ࠊ࢘ࢺ
࣒࢝ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ

Ỉ⣲ὶ㔞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᅜ㝿ᶆ‽㸸
ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ㧗ᅽỈ⣲ὶ㔞ィ ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⌧ᅾࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥᐇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢜ࣥࢧࢺィ㔞⢭ᗘ᳨ᰝ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㔜㔞ἲẚࠊࢥࢫࢺ㠃࡛ࡣ  ศࡢ  ⛬ᗘࠊ
ຠ⋡㠃࡛ࡣ  ಸ⛬ᗘࠊඃ࡞ࡿ࣐ࢫࢱ࣮࣓࣮ࢱ࣮ἲࡼࡿ᳨ᰝࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㛤Ⓨᶵ
ჾホ౯⏝  Ẽᅽࡲ࡛ࡢ୰㧗ᅽ㡿ᇦ࡛ᐇ㝿Ỉ⣲࢞ࢫࢆὶࡋ࡚ὶ㔞ィホ౯ࡀ࡛ࡁࡿᰯṇタഛ
ࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆᇶ┙ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ -,6 ࡢไᐃࠊᅜ㝿ἲᐃィ㔞ᶵ㛵່࿌ 2,0/
5 ࡢᨵᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢ⮬❧ࠊỈ⣲౪⤥ࢥࢫࢺࡢపῶࠊࣂࢫࡸࢺࣛࢵࢡ࡞ࡢࡑࡢࡢ
ࣔࣅࣜࢸࡢᢏ⾡ᒎ㛤ࠊ㛵㐃ᶵჾ㛤Ⓨࡢᆺᘧタᐃࡼࡿᛶࡢ☜ಖ࡞ࠊᚋࡢỈ⣲࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮♫ࡢᬑཬྥࡅ࡚㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊࡍ࡛ᕤᴗᶆ‽ࡸᅜ㝿つ᱁㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㡑ᅜࡸྎ‴ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡸぢ
Ꮫ౫㢗࡞ࠊὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᭷ᶵᶆ‽≀㉁ࡢ㎿㏿౪⤥ྥࡅࡓ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ *& ࡼࡿࠊࡧ⮯≀㉁  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࡢ್ࡅࠊT105*& ࡼࡿࣇ࢙ࣀ࣮
ࣝ㢮  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࡢ್ࡅࠊT105/& ࡼࡿࣁࣟ㓑㓟  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࡢ್ࡅࡢᡂຌ࡞ࠊᚑ
᮶ࡢ  ಸ௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࡢᶆ‽ᩚഛࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊィ㔞⾜ᨻ࡞ࡽࡧỈ㐨⾜ᨻከ࡞
㈉⊩ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
㣗ရ⾨⏕ἲࡸỈ㐨ἲ࡞࡛ᚲせࡉࢀࡿᶆ‽≀㉁ࡢ㎿㏿࡞ᩚഛࢆᐇ⌧ࡋࠊつไ≀㉁ࡢ᳨ᰝ࠾
ࡅࡿಙ㢗ᛶྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋࡉࡽࠊࢻ࣮ࣆࣥࢢ⚗Ṇ≀㉁ࡢ್ࡅ࡞ࠊከᵝ࡞ศ㔝࠾ࡅࡿヨ
㦂᳨࣭ᰝ⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶྥୖᗈࡃᐤ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ୍ศᏊࡢẚ㍑ࡼࡿ୍ᑐ୍ᑐᛂࡢࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡽࠊ␗࡞ࡿศᏊࡢẚ㍑ࡼࡿ୍ᑐ
ከᆺࡢ㧗ຠ⋡࡞ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡢ⛣⾜ࢆ≌ᘬࡍࡿ㠉᪂ⓗ࡞ᰯṇᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ᭷ᶵศ㔝ࡢ
ᶆ‽ᩚഛࡢ㈇ᢸࢆⴭࡋࡃ㍍ῶ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
T105*& ཬࡧ T105/& ࡢᇶ┙ᢏ⾡࡞ࡗ࡚࠸ࡿ T105 ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ࡢ୍⯡ヨ㦂
ἲ᥇⏝ࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ -,6 ࡉࢀࡿ࡞ࠊ♫ࡢᬑཬࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ *& ࡣࠊࡑࡢᢏ⾡ࡢ㠉᪂ᛶࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪥ᮏศᯒᏛඛ➃ศᯒᢏ⾡㈹
&(5, ホ౯ᢏ⾡㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

⏘ᴗ࣭⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿỈศィ ࡢಙ㢗ᛶྥୖ㸸
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ᶆ‽ಀࡿᢏ⾡ࢆᇶᚑ᮶ࡼࡾᑠᆺࡢᚤ㔞Ỉศィࢆ㛤ⓎࡋࡓࠋࡲࡓࠊỈศศᯒ㛵ࡍࡿᶆ‽ࡢ
౪⤥⠊ᅖࢆᣑࡋࡓࠋ
࢟ࣕࣅࢸࣜࣥࢢࢲ࢘ࣥศගἲ㸦&5'6㸧ᚤ㔞Ỉศィࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᆺࢆ㐩ᡂࡋࡓࡇ࡛ࠊ
࠼ࡤࠊ༙ᑟయ〇㐀⨨ࡢෆ㒊⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ୰ࡢࡑࡢሙィ ࡸࠊ᭶㠃᥈ᰝࡢ⏝ࡀ༑
ศ≺࠼ࡿࢧࢬ࡞ࡗࡓࠋᕷ㈍ྥࡅࡓᴗࡢᐇ⏝◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᵝࠎ࡞〇㐀ศ㔝࡛ࡢᚤ
㔞Ỉศ⟶⌮ࡼࡿ〇ရရ㉁Ṍ␃ࡲࡾࡢྥୖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡸࠊᏱᐂᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓᏱᐂ◊
✲ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌ࡚ኴ㝧⣔ࡢ㉳※ゎ᫂࡞ࡢᏱᐂ≀⌮ࡢ㈉⊩⧚ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋ
ᚤ㔞Ỉศᶆ‽㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᅜ㝿㆟ *$6 ࡛࣋ࢫࢺࣞࢡࢳ࣮ࣕ㈹ᖹᡂ
 ᖺᗘᛂ⏝≀⌮Ꮫ࡛ㅮ₇ዡບ㈹ࢆࠊᚤ㔞Ỉศィ 㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡣᖹᡂ  ᖺᗘᛂ⏝≀⌮Ꮫ
࡛ㅮ₇ዡບ㈹ࢆᚓࡿ࡞ࠊᏛ⾡ⓗ࡞ホ౯ࡶ㧗ࡃࠊ◊✲ࡢⓎᒎࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉศศᯒ⏝ᶆ‽ᾮࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷ㈍Ỉศศᯒ⏝ᶆ‽ᾮࡢ〇㐀ࡸỈศィࡢ〇㐀ᴗ⪅ࡀ⨨㛤Ⓨࡢ
㝿ಙ㢗ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᖜᗈ࠸〇㐀⌧ሙ࡛ࡢỈศศᯒࡢಙ㢗ᛶྥୖ
㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᵝࠎ࡞♫ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ⢏Ꮚィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
⢏Ꮚィ ࡢಙ㢗ᛶࢆᢸಖࡍࡿᵝࠎ࡞せ⣲ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⢏Ꮚᶆ‽ࡢ⠊ᅖࢆᣑࡍࡿࡶᐇ
⏝⨨ࡢᰯṇᢏ⾡࣭ヨ㦂ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
,$* ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࡣࠊᕷ㈍ࣃ࣮ࢸࢡࣝ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚✵Ẽ୰ᾋ㐟ࡍࡿᚤ⏕≀ࢆ⢭ᗘⰋ
ࡃ ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ⸆〇㐀⌧ሙ࠾࠸࡚Ύίᗘ⟶⌮ࡀྥୖࡋࠊ⸆ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋ
)37 ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡼࡾᑠࡉ࠸␗≀ࡢ᳨ฟࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ༙ᑟయ〇㐀ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚
㉸⣧ỈࡢΎίᗘ⟶⌮ࡀྥୖࡋࠊṌ␃ࡲࡾࡢྥୖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 30 ⮬ື ᐃ⨨ࡢヨ㦂᪉ἲ㛵ࡋ࡚᪥ᮏ࢚ࣟࢰࣝᏛ࡛࣋ࢫࢺ࣏ࢫࢱ࣮
㈹ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ,$* 㛵ࡋ࡚ྠᏛࡢ࢚ࣟࢰࣝィ ㈹ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ,$* 㛵ࡋ࡚᪥ᮏ✵
ẼΎί༠◊✲ᢏ⾡㈹ࠊᾮ୰ࢼࣀ⢏Ꮚィ ᢏ⾡࡛ᅜ㝿༙ᑟయ〇㐀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ %HVW3DSHU
$ZDUG ࢆཷ㈹ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲ᡂᯝࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 Ẹ㛫ᴗࡢ㐃ᦠࡢಁ㐍ࡼࡿࠕᶫΏࡋࠖࡢ⛣⾜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᒎ♧ࡸࣉࣞ
ࢫ࣮ࣜࣜࢫ➼ࡢሗⓎಙࢆ㏻ࡌࡓᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢᗈሗྲྀࡾ⤌ࡴࠋࢽ࣮ࢬㄪᰝࡸᢏ⾡┦ㄯࡢ㞟ィ⤖
ᯝࡢศᯒࡼࡿᶫΏࡋ๓ᮇࡢ◊✲㛤Ⓨࡢㄢ㢟᳨ウࡸࠊ,& ࡸ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᴗࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
 ࢸ࣮࣐タᐃࢆ㐺ษࡍࡿࡓࡵࠊᙜ㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᰯṇᴗ⪅ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡓィ ᢏ
⾡ࢆⓎᒎࡉࡏࠊ᭱⤊࣮ࣘࢨࣞ࣋ࣝࡲ࡛ィ㔞ᶆ‽ࡢ࣮ࣘࢨࡢ㝵ᒙࢆᗈࡆࡿ᪂ࡓ࡞౯್㐀㔜Ⅼࢆ
⨨ࡁࠊᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡞ࡢ㈨㔠ά⏝ࡢୗࠊᑗ᮶ⓗẸ㛫ࡽࡢ ᐃ౫㢗ࡸ
ཷク◊✲⤖ࡧࡃᡂᯝࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࢀࡽࡢほⅬࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐࠾࠸࡚㐺ษᫎࡉࢀࠊ
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂᯝࡢࠊẸ㛫ࡢᢏ⾡⛣㌿࡞ࢆど㔝ධࢀࡓᶫΏࡋᚋᮇⓎᒎࡍࡿ㢧
ⴭ࡞ᡂᯝࢆᚓࡿࠋ



㸦㸱㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࡛ࡣࠊィ㔞ᶆ‽࣭ᶆ‽≀㉁ࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡌ࡚ᇵࡗࡓィ ᢏ⾡ࡢᢏ⾡⛣㌿ࡸ〇
ရ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ◊✲㛤Ⓨࠊཷク◊✲ࡸඹྠ◊✲ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡋ࡚〇ရ㛤Ⓨ
࠾ࡅࡿᛶ⬟ホ౯ࡸᛶ⬟ྥୖ࠾࠸࡚ィ ࢆᚲせࡍࡿಶู௳ ᐃࢧ࣮ࣅࢫࡸࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙ
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ࣥࢆᥦ౪ࡍࡿᙧࡢ◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢⅬࢆᇶᮏᡓ␎タᐃࡋࡓࠋ
࣭Ẹ㛫ࡢᢏ⾡⛣㌿
࣭Ẹ㛫ᰯṇタഛࡢ⢭ᗘྥୖࠊ᪂ࡓ࡞ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸᢏ⾡㸦ࢭࣥࢧ࣭ᰯṇ⨨㸧ࡢ㛤Ⓨ
࣭ᰯṇࠊィ ᢏ⾡ࡼࡿ〇ရ౯್ࠊᴗ౯್ࡢྥୖ
࣭ィ ⨨⮬యࡢ〇ရ
◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࠊ ḟඖ㸦'㸧ィ ᢏ⾡ࡼࡾࠊ' 㐀ᙧࡢ௦⾲ⓗ࡞ᗄఱㄗᕪࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆྠᐃ
ࡍࡿ⡆౽࡞᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊබタ◊ࢆࡋ࡚ᴗࡢᆅᇦᶓ᩿ⓗ࡞㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ㉸㧗⢭ᗘ
࡞ኚィホ౯ࡸࠊ㟁☢Ἴࢆ⏝ࡋࡓࢭࣥࢩࣥࢢࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊィ ࡢࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᥦ౪
ࡍࡿᙧ࡛Ẹ㛫〇ရࡢᛶ⬟ホ౯ࡸ㠀◚ቯホ౯ࡢᨭࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ⏘⥲◊ࢆ୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚ィ ᶵჾ
࣓࣮࣮࢝ࡸࢼࣀᮦᩱ࣓࣮࣮࢝ࡀࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᙧ࡛⤖㞟ࡋࠊࢼࣀᮦᩱࡢ㐺ṇ⟶⌮ࢆᐇ⌧ࡍࡿ」
ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠊ㛵㐃ࡍࡿᶆ‽ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ; ⥺᳨ᰝἲࠊࣔࣞࢆ⏝ࡋࡓࡦࡎࡳィ
ἲࡢᢏ⾡ࢆ᪂ࡓ࡞〇ရ㛤Ⓨᒎ㛤ࡋࠊ⡆౽ࡘ㠀◚ቯ࡞ࣥࣇ࣓ࣛࣥࢸࢼࣥࢫࡢᐇ⌧㈉⊩ࡋࡓࠋ

 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞⫼ᬒࠊᐇ⦼ࠊᡂᯝࢆ
௨ୗࡲࡵࡿࠋ

' ᙧ≧ィ 㸸
ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢຠ⋡ྥࡅ࡚ᮇᚅࡢࡁ࠸ ' ᙧ≧ࢫ࢟ࣕࢼ ' ࣉࣜࣥࢱࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭ᗘࡀ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢせồỈ‽ࡣ฿㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⣙  ࢝ᡤࡢබタ◊ࡢඹྠ◊✲ࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣁࣥࢻࢶ࣮ࣝ㸦࣐
ࢡ࣓࣮ࣟࢱ࡞㸧ࡼࡿ㛗ࡉ ᐃࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡽ ' 㐀ᙧࡢ௦⾲ⓗ࡞ᗄఱㄗᕪࣃ࣓࣮ࣛࢱ㸦
㍈ಸ⋡㸪 ㍈┤ゅᗘ㸧ࢆྠᐃࡍࡿ⡆౽࡞᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⣙  ࢝ᡤࡢබタ◊ࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦ
⏘ᴗྥࡅࡓᡂᯝᬑཬά⏝ࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ
ᚤ⣽ᵓ㐀ࡸ㍍ⷧᵓ㐀ࡢ㐀ᙧ㝈⏺ࡢゝཬࡀከࡗࡓ ' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢࡢᚑ᮶◊✲ࡣࡶࡢ࡙ࡃ
ࡾ⏘ᴗࡢせㄳᚲࡎࡋࡶᛂ࠼࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ' 㐀ᙧࡢ௦⾲ⓗ࡞ᗄఱㄗᕪࣃ࣓࣮ࣛࢱ㸦 ㍈ಸ⋡㸪
㍈┤ゅᗘ㸧ࢆྠᐃࡍࡿ⡆౽࡞᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡇࢀᑐᛂࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࠊẸ㛫ᴗඹྠ࡛ࠊ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮㧗⢭⣽ ; ⥺ &7 ࡢ㛤Ⓨࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ09㸦࣓࢞࣎ࣝࢺ㸧⣭ࡢ ; ⥺ &7 ࡋ࡚ୡ⏺ึ࡞ࡿ  PP ศゎ⬟ࢆ㐩ᡂࡋࠊ
ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ ' ᙧ≧ィ ᢏ⾡ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ
➨㸲ᮇࢆ㏻ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝࠊ⏘ᴗ⏝ ; ⥺ &7ࠊ୰࡛ࡶᆺ㒊ရࡢ㐺⏝ྍḞ࡞㧗࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮; ⥺ &7 ࡢศゎ⬟㝈⏺ࢆ⣙  ಸᖜྥୖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳@

ࢼࣀ࣭ࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝ⢭ᗘホ౯ᢏ⾡ࡢ⏘ᴗᛂ⏝㸸
㏆ᖺࠊ㛗ࡉ࣭ᗄఱᏛ㔞ィ ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ⌧ሙ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ィ ჾࡢ㧗ศゎ⬟ࡀ㐍ࡳࠊ
࠼ࡤࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝࣞ࣋ࣝࡢศゎ⬟ࢆ᭷ࡍࡿኚ ᐃჾ࡞ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡽ ᐃჾࡢಙ㢗ᛶᢸಖࡢⅭࠊࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸࡢᢸಖࡉࢀࡓ⢭ᗘホ౯ᢏ⾡ᑐࡍࡿせᮃ
ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
10,- ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸ᶆ‽ჾࡢ㧗⢭ᗘᰯṇἲ࣭⨨ࡢ㛤Ⓨ㛗ᖺྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ
ࡀࠊ➨  ᮇ࡛ࡣࠊᇵࡗࡓᢏ⾡ࢆಶู࣭ලయⓗ࡞〇ရࡢホ౯ᛂ⏝ࡍࡿࡇࡶྲྀࡾ⤌ࡳࢆᣑᙇࡋ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣮ࣞࢨ࣮ᖸ΅ィࡼࡿࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝ⢭ᗘࡢኚ ᐃᢏ⾡ࡼࡾࠊኚィ
㸦Ẹ㛫ᴗ〇㸧ࢆ  SP ௨ୗࡢ☜ࡉ࡛ホ౯ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊ୧㠃ᖸ΅ィᢏ⾡ࢆࢩࣜࢥ࢙ࣥ࢘ࣁࡢཌࡉ ᐃᛂ⏝ࡋࠊ〇㐀⌧ሙ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿཌࡉ ᐃჾ
ᰯṇ⏝ࡢᶆ‽࢙࢘ࣁ∦ࢆ  QP ࡢ☜ࡉ࡛ ᐃࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊゅᗘ
ᶆ‽ᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᆺᖹ㠃ࡢ㧗⢭ᗘᙧ≧ ᐃ⨨ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡳࠊ┤ᚄ  PP ࡢᆺᖹ㠃
ᇶᯈᑐࡋ࡚ࠊQP ௨ୗࡢ ᐃ⢭ᗘࢆ㐩ᡂࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 Ẹ㛫ᴗ〇ࡢኚィࢆ SP ࡢ☜ࡉ࡛ホ౯ࡍࡿࡇࡼࡾࠊྠ〇ရࡢㄗᕪࡑࡢࡶࡢࡀ SP
௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋຍ࠼࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆࡶ᭦࡞ࡿ㧗⢭ᗘྥࡅ࡚ࡢᢏ⾡ⓗᣦ㔪
ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ࢙࢘ࣁཌࡉ ᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㉸㧗⢭ᗘ್ࡅࡽࢀࡓᶆ‽∦ࡼࡾࠊẸ㛫ᴗ〇ࡢ
࢙࢘ࣁཌࡉ ᐃჾࡢ㧗⢭ᗘࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
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>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊཷ㈹>@௳㸦ᖹᡂ  ᖺࠊ
᪂ᶵᲔ⯆㈹୰ᑠᴗᗇ㛗ᐁ㈹ࠊ
㸦ᰴ㸧ࢸࢡࢽ࢝ࣝࡀඹྠ◊✲ࡢᡂᯝᑐࡋ࡚ཷ㈹㸧@

㟁☢Ἴࢆ⏝ࡋࡓࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
㎰⏘≀ࡸ㣗ရࡢ⏕⏘ᕤ⛬࡛ࡣࠊ⤒㦂⪅ࡢឤぬࡸᢤࡁྲྀࡾヨ㦂࡛ࡢရ㉁⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㣗ရ୰ࡢ㔠ᒓ௨እࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࠊࢦ࣒ࡸ࡞ࡢ␗≀ΰධࡶ῝้࡞♫ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㎰⏘≀➼ࡢရ㉁⟶⌮ࡢ㧗ಙ㢗㎿㏿ࡢࡓࡵࠊࣜࣝࢱ࣒࡛ࡢࡑࡢሙィ ࡀྍ⬟࡞ࢭࣥࢩ
ࣥࢢᢏ⾡ᮇᚅࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺ㟁☢Ἴࡢ┦࣭ᖜ┦㛵ࢆ⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ࢭࣥࢩࣥࢢἲࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࠊ⿄ࡢ୰
ࡢ⡿ࡢỈศ㔞ࢆ㠀◚ቯ࡛ィ ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢭࣥࢧᅇ㊰ࠊ ᐃ᮲௳ࡢỴᐃ᪉ἲཬ
ࡧゎᯒᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛㣗ရ୰ࡢሷศ⃰ᗘࡸࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⏝࠸ࡿ◁ࡢỈศ
㔞࡞ࠊ㣗ရ௨እࡶྵࡵࡓ ᐃᑐ㇟ࡢᣑࠊ㣗ရ୰ࡢ␗≀᳨ฟࡢᒎ㛤ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡉࡽᖹᡂ
 ᖺᗘࡣᴗࡢ㐃ᦠࡼࡾ⨨ࡢぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
⏘⥲◊ࡢ⊂⮬≉チᢏ⾡࡛࠶ࡿࠊ㟁☢Ἴࢆヨᩱ㏱㐣ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿ┦ᖜࡢኚࡢ┦㛵ᛶࢆ
ゎᯒࡍࡿᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊヨᩱ୰ࡢỈศ㔞࡞ࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ㠀᥋ゐ࡛ෆ㒊
ࡲ࡛Ỉศ㔞➼ࢆホ౯ࡍࡿࡇᡂຌࡋࠊᚑ᮶ࡢගᏛᘧࢭࣥࢧࡸ㟁Ẽ ᐃ᪉ᘧࡢࢭࣥࢧ࡛ࡣྍ⬟
࡛࠶ࡗࡓ㠀᥋ゐ࣭㠀◚ቯ࣭ࣜࣝࢱ࣒࡛ࡢヨᩱࡢホ౯ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊ≉チ>@௳ ᐇ௳ᩘ ௳ ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘
>@௳ ᐇ௳ᩘ>@௳ ࠊඹྠ◊✲ >@௳ࠊཷク◊✲ බⓗྵࡴ >@௳ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢ>@௳ࠊ7KHEHVWLQWHUDFWLYHIRUXPSDSHUDZDUG $5)7* ཷ㈹ ௳ࠊ㎰ᴗ⣔ၟᴗㄅ
 ௳ࠊ⏘⥲◊ /,1. ௳@

ࢼࣀᮦᩱࡢ㐺ṇ⟶⌮ᐇ⌧ྥࡅࡓࢼࣀ⢏Ꮚィ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ◊✲㸸
㏆ᖺᛴ㏿ᑟධࡀ㐍ࡴࢼࣀᮦᩱつไ࡛ࡣࠊࢼࣀᮦᩱヱᙜࡍࡿྰࡢุᐃࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

(8 ࢆ୰ᚰࡋࡓ㆟ㄽࡢ୰࡛ࠊࡑࡢࡓࡵࡣᗈ࠸⢏Ꮚᚄศᕸ⠊ᅖ࡛ࠊಶᩘᇶ‽ࡢ⢏Ꮚᚄ㢖ᗘࡢィ
ࡀᚲせࡉࢀࡿࡀࠊ⌧≧ᢏ⾡࡛ࡣ༢୍ࡢィ ᡭἲ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ (8 ඹྠ◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢼࣀ⢏Ꮚಶᩘᇶ‽ࡢ⢏Ꮚᚄศᕸࢆホ౯ྍ⬟࡞」ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
⏘⥲◊ࢆࣁࣈࡋࡓィ ⨨࣓࣮࣮࢝ࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ❧㸦➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫㸧
ࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࠊ⏘⥲◊ࡣࢥᢏ⾡࡞ࡿὶືሙศ㞳ἲ㸦)LHOG)ORZ )UDFWLRQDWLRQ )))㸧ᇶ࡙ࡃ
⨨ࢆᑟࡋ࡚タィࠊィ ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡣὶືሙศ㞳⨨⤌ࡳྜࢃࡏࡓྛ✀ࡢ」ྜィ ᡭἲࢆ
㛤Ⓨ╔ᡭࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ」ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢥ࡞ࡿὶືሙศ㞳⨨ࡢࣉࣟࢺࢱ
ࣉᶵࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡢᐇࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡃࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢼࣀ
ᮦᩱ࣓࣮࣮࢝ࡶཧ⏬ࡋάືࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊὶືሙศ㞳⨨ࢆ㧗ᗘࡋࠊᚑ᮶ᕷ㈍⨨ẚ
㍑ࡋ࡚  ಸࡢࣆ࣮ࢡศ㞳ᗘࢆ㐩ᡂࡋ࡚ୡ⏺᭱㧗ศゎ⬟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊὶືሙศ㞳⨨ࢆ
ࢥືⓗගᩓ⨨ࠊVS VLQJOHSDUWLFOH ,&3 ㉁㔞ศᯒ⨨ࠊཎᏊ㛫ຊ㢧ᚤ㙾ࢆࡑࢀࡒࢀ
⤌ࡳྜࢃࡏࡓ」ྜィ ࢩࢫࢸ࣒ࢆཧ⏬ᴗࡀ〇ရࡋࡓࠋࡲࡓὶືሙศ㞳ἲࡢ ,62 ᅜ㝿ᶆ‽
ࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ㄪᰝࡢࡓࡵࡢ᳨ウ :* ࢆタ⨨ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊ⾲ᙲ>@௳ ࠊྛ✀⨨࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘
 ୍㒊᪤㈍㛤ጞ ࠊⓎ⾜῭ᶆ‽ᩥ᭩>@௳@
ࠕࢼࣀᮦᩱࡢ㐺ṇ⟶⌮ᐇ⌧ྥࡅࡓࢼࣀ⢏Ꮚィ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㛵ࡍࡿ⾲ᙲࡢ
ヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭$303,,=8.$<RXQJ0HWURORJLVW3UL]H
࣭1DWLRQDO,QVWUXPHQWV㸸(QJLQHHULQJ,PSDFW$ZDUGV)LQDOLVW㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

; ⥺ࣥࣇࣛデ᩿㸫㠉᪂ⓗ ; ⥺᳨ᰝ⨨ࡢ㛤Ⓨ㸸
♫ࣥࣇࣛࡸ⏘ᴗࣥࣇࣛࡢ⪁ᮙࡀ῝้࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞᳨ᰝ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᢏ⾡
ࡢ☜❧ࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣥࣇࣛᵓ㐀≀ࡢ࠶ࡿ⎔ቃࡣࠊ᳨ᰝ⟠ᡤࡀ⭾ࠊ㟁※ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ
࠸ࠊࢫ࣮࣌ࢫࡀไ㝈ࡉࢀࡿࠊసᴗဨࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀከ࠸ࠋ
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ࣥࣇࣛᵓ㐀≀ࡢ ; ⥺ࡼࡿ㠀◚ቯ᳨ᰝࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ⮬ືᶵᵓᦚ
㍕ྍ⬟࡞ᑠᆺ࣭㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮; ⥺※ࡸࠊ㠃✚࣭㧗ឤᗘ࣭㧗⢭⣽  ḟඖ ; ⥺᳨ฟჾࠊཬࡧࡑࢀࡽ
ࢆ⏝࠸ࡓ࣓࣮ࢪࣥࢢᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᑠᆺࣟ࣎ࢵࢺᦚ㍕ྍ⬟࡛㕲ཌ FP
ࢆ⟶㟁ᅽ  N9 ࡢ ; ⥺ࡼࡾ㸰⛊௨ୗࡢ㟢ග㛫࡛ ; ⥺㏱㐣࣓࣮ࢪࣥࢢࡀྍ⬟࡞ࣂࢵࢸ࣮ࣜ
㥑ື ; ⥺᳨ᰝ⨨ࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㛤Ⓨࡋࡓ᳨ᰝ⨨ࡢࣉࣛࣥࢺ⌧ሙ࡛ࡢᐇド
ヨ㦂࡛᪤Ꮡࡢ ; ⥺᳨ᰝసᴗࡼࡾ㸯᱆௨ୖࡢసᴗ㛫ࡸປຊࡢຠ⋡ࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣ᪤Ꮡࡢᚋ᪉ᩓ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡼࡾ  ಸ⛬ᗘ㧗㏿࣓࣮ࢪࣥࢢྍ⬟࡞ᚋ᪉ᩓ
࣓࣮ࢪࣥࢢᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࢆࣥࣇࣛຎデ᩿⨨ࡋ
࡚ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ᴗᢏ⾡⛣㌿ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࣥࣇࣛࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡣ ; ⥺※ࡸ᳨ฟ࣭࣓࣮ࢪࣥࢢ⨨ࢆࡗࡓ᳨ᰝከ࡞㛫ປ
ຊࢆせࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ㥑ືࣟ࣎ࢵࢺ➼ᦚ㍕࡛ࡁࡿᑠᆺ࣭㍍㔞࡛ࡘ㧗࠸࣓࣮ࢪࣥࢢ
⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ ; ⥺᳨ᰝᢏ⾡㛤Ⓨࡸ᪂ࡓ࡞ᚋ᪉ᩓ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡼࡾసᴗ㛫ࡸປ
ຊࡢຠ⋡ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊᩥㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@
௳ࠊཷ㈹>@௳ @
ࠕ; ⥺ࣥࣇࣛデ᩿㸫㠉᪂ⓗ ; ⥺᳨ᰝ⨨ࡢ㛤Ⓨࠖ㛵ࡍࡿཷ㈹ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭ᛂ⏝≀⌮Ꮫ➨  ᅇᨺᑕ⥺ዡບ㈹㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭᪥ᮏࣉࣛࣥࢺ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ༠ 730 ඃ⚽ၟရ㈹㛤Ⓨ㈹@ ᖹᡂ  ᖺᗘ 

ࣔࣞࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝኚ࣭ࡦࡎࡳィ 㸸
⡆౽࡛Ᏻ౯࡞ኚ࣭ࡦࡎࡳィ ࡣࠊᶫᱱࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞ᵓ㐀≀ࡽࠊ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢࡼ࠺࡞ࡈ
ࡃᑠࡉ࡞ᵓ㐀≀⮳ࡿࡲ࡛ࠊ⏘ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡣᖜᗈ࠸ࠋලయⓗࡣࠊᶫᱱࡢᛶࡣ㌴୧㏻㐣
ࡢࡓࢃࡳࢆᇶ‽ホ౯ࡉࢀࡿࡀࠊᚑ᮶ࡣᶫᱱᆅ㠃ࢆࣆࣀ⥺࡛⧅ࡂࠊࣆࣀ⥺ࡢఙ⦰ࡽࡓࢃ
ࡳࢆィ ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊィ ‽ഛᡭ㛫ࡀࡾࠊᒣ㛫㒊ࡸᾏ࣭Ἑᕝᯫࡿᶫᱱࡢሙྜࡣ
ィ ⮬యࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ㧗 ࡛ືసࡍࡿ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⇕ࡦࡎࡳࡼࡿ◚ᦆࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࢹࣂࢫタィࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᚤᑠ㡿ᇦ࠾ࡅࡿṇ☜࡞ࡦࡎ
ࡳศᕸࡸ⇕ṧ␃ࡦࡎࡳศᕸࡢィ ᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࣔࣞᢏ⾡ࡢ⡆౽ᛶࠊపࢥࢫ
ࢺᛶࠊ㧗⢭ᗘᛶ╔┠ࡋࠊ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝኚ࣭ࡦࡎࡳィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᶫᱱࡢࢺࣛࢫᵓ㐀ࡸ➼㛫㝸㓄⨨ࡉࢀࡓࣜ࣋ࢵࢺ࡞ࡢつ๎ᶍᵝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶫᱱ
タ⨨ࡋࡓつ๎ᶍᵝࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆᙳࡋࠊ⏬ീฎ⌮ࡼࡾᚓࡽࢀࡿࣔࣞ⦤ࡢ┦ゎᯒࡼࡗ࡚ࠊ
つ๎ᶍᵝ㛫㝸ࡢ  ࡢ㧗⢭ᗘ࡛ኚศᕸࢆ ᐃ࡛ࡁࡿ⏬ീィ ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ㹼
 ᖺᗘ㧗㏿㐨㊰♫ࡸ㕲㐨♫ᶫᱱࡢࡓࢃࡳィ ࢆ⾜࠸ࠊࢹࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛᙳࡍࡿࡔࡅ
࡛⡆౽ࡓࢃࡳࢆィ ࡛ࡁࡿࡇࢆᐇドࡋࡓࠋ᭦ࠊ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢᛂ⏝ࡋ࡚ࡣࠊほᐹ≀⾲
㠃ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥࢧࢬࡢ᱁Ꮚᶍᵝࢆᙧᡂࡍࡿᢏ⾡⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊ㢧ᚤ㙾ほᐹࡼࡿ㟁
Ꮚࢹࣂࢫࡢ⇕ṧ␃ࡦࡎࡳィ ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㧗㏿㐨㊰ࡢ㍈㔜Ⲵ㔜ィ ࠊ᪂ᖿ⥺
ࡢ㧗ᯫᶫࡢືィ ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆᐇドࡋࠊࢪᆅᇦࡢࣥࣇࣛデ᩿ᒎ㛤ࡋࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡣࣜࣝࢱ࣒ኚ࣭ືィ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿぢ㎸࡛࠶ࡿࠋ
ᶫᱱࡢࡓࢃࡳィ ࡛⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࣆࣀ⥺ኚィࢆ⏝࠸ࡓᡭἲẚ㍑ࡋ࡚ࠊ༙ศ௨ୗࡢィ
㛫ࢥࢫࢺ࡛ྠ➼ࡢ⢭ᗘ࡛ࡓࢃࡳィ ࡀ࡛ࡁࡿィ ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡉࡽ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝ࡋ
ࡓእᙉ࠸⏬ീィ ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᚑ᮶ᡭἲࡢ  ಸ௨ୖࡢᗈど㔝࡛㟁Ꮚࢹࣂࢫ࡞ࡢᚤᑠ
㡿ᇦࡢࡦࡎࡳศᕸࢆィ ࡛ࡁࡿࡇࢆᐇドࡋࡓࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊ᪂⪺ᥖ㍕>@
௳ࠊཷ㈹>@௳ @
ࠕࣔࣞࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝኚ࣭ࡦࡎࡳィ ࠖ㛵ࡍࡿཷ㈹ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭᪥ᮏᐇ㦂ຊᏛᐇ㦂ຊᏛᑓ㛛⾡ኈ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭᪥ᮏᐇ㦂ຊᏛዡບ㈹㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭᪥ᮏᐇ㦂ຊᏛ ᖺᗘᖺḟㅮ₇ඃ⚽ㅮ₇㈹㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭ᅜ㝿㆟ ,6667KH%HVW3RVWHU$ZDUG㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭ᅵᮌᏛඃ⚽ㅮ₇⪅⾲ᙲ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧


- 29 -

࣭Ⲉᇛ┴⛉Ꮫᢏ⾡⯆㈈ᅋ➨  ᅇࡘࡃࡤዡບ㈹ᐇ⏝◊✲㒊㛛㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠╬㈹㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧


ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡼࡾࠊẸ㛫ࡽࡢ㈨㔠ࡣࠊ୰ᮇయ࡛ࠊ ൨ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ
ᐇ⦼್ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫࡛ࡣࠊ ൨࡛ࠊᙜヱ㸱ᖺ㛫ࡢྜィ┠
ᶆ್ᑐࡋ࡚ ࡢᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋࡇࡢ㸱ᖺ㛫ࡢᖺᖹᆒ⋓ᚓ㢠ࡣࠊ⣙  ൨࡛࠶ࡿࡀࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᖺᖹᆒ⋓ᚓ㢠ࡣ⣙  ൨࡛࠶ࡾࠊ㸰ಸ௨ୖࡢ㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ൨㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶Ⅼ㸧࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ㢠  ൨ࢆࡰ㐩ᡂࡍࡿぢ㎸
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲ᮇᮇ㛫ࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ≉➹ࡍࡁ㈨㔠⋓ᚓᡂᯝࡋ࡚ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢዎ
⣙ࡼࡿ㈨㔠⋓ᚓࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡼࡿ⋓ᚓ㢠ࡣ 
൨࡛࠶ࡗࡓࡀࠊẖᖺᗘ㡰ㄪቑ㢠ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶Ⅼ㸧ࡣ  ൨࡞
ࡾࠊ୰ᮇయ࡛  ൨ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ୰ᮇయ࠾ࡅࡿẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ⣙  ࡛࠶
ࡾࠊ࣮࢜ࢲ࣮࣓ࢻࡢ ᐃ࣭ศᯒࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿᣦᶆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⏘⥲◊࠾ࡅࡿィ㔞ᶆ‽ࡢ㡿ᇦ࡛ᇵࢃࢀࡓ㧗⢭ᗘ࡞ィ ᢏ⾡ᑐࡋ࡚ᗈࡃ⏘ᴗ⏺ࡽࡢ㛵ᚰ
ࡀᚓࡽࢀ࡚ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࡢᙉ⧅ࡀࡾࠊ➨㸲ᮇ୰ᮇᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊẸ㛫ᴗࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪
ᆺඹྠ◊✲㈝࡞ࢆከࡃ⋓ᚓࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ

◊✲ዎ⣙ᩘయᑐࡍࡿ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ◊✲ዎ⣙௳ᩘࡢẚ⋡ࡣࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫
࡛ࠊᖹᆒࡋ࡚ ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ ࡛࠶ࡾࠊ➨㸲ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡶὀຊࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᑓ௵ࡢ 32 ࡢຓゝࡢୗࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢά⏝⠊
ᅖࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࠊᅜෆ≉チ࠾ࡼࡧᚲせᛂࡌ࡚ᅜ㝿≉チྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍ࡞ࡢᡓ␎ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆࠊ➨㸲ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋྠᡓ␎ⓗぢᆅࡽࠊᅜ㝿ᶆ‽ࡢᫎ➼ࠊ▱㈈ࡢ࣮࢜ࣉࣥ
ࡶ୪⾜ࡋ᳨࡚ウࠊᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶆ‽ࡸ▱㈈ࡢ࣮࢜ࣉࣥࡣィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ◊✲
ᡓ␎㒊㛗ࠊ◊✲⏬ᐊ㛗ࠊྛࣘࢽࢵࢺ㛗ࠊྛ◊✲㒊㛛ࡢ㐃ᦠᢸᙜࠊ,&ࠊ32 ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࡍࡿᢏ⾡
࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟࠾࠸࡚ࡶ▱ⓗ㈈⏘㛵ࡍࡿ㡯ࡢሗඹ᭷ࠊ᭷ຠⓗ࡞ά⏝ἲࢆ㆟ㄽࡋ
࡚࠸ࡿࠋ


࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
㈨㔠ᥦ౪ᆺ࣭⨨ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲➼ࡢไᗘࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡌ࡚ᇵࡗࡓ
▱ぢ࣭ィ ᢏ⾡ࢆ⏘ᴗ⏺ࡸẸ㛫ᴗ┤᥋ᶫΏࡋࡍࡿࡇ࡛ࠊ㧗⢭ᗘ࡞⨨ࡢ〇ရࡸᕷ㈍⨨
ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ᛶ⬟ホ౯ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⏘ᴗ➇தຊྥୖࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋලయⓗ
࡞ࡋ࡚ࡣࠊィ ᢏ⾡ࡢᢏ⾡⛣㌿ࡸ〇ရࢆ┠ᶆࡋࡓඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ ' ィ
ᶵჾᴗࡢᅜ㝿➇தຊᙉ㈉⊩ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤒㦂ࡸᢏ⾡ఏᢎ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࠊᐈほᛶ࣭⌧ᛶ
ࡢ㧗࠸᪂ࡋ࠸ィ ᢏ⾡ࡋ࡚ࠊ㟁☢Ἴࢆ⏝ࡋࡓ㣗ရࡢ㠀◚ቯࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ
⏕⏘ᛶࡢຠ⋡ࠊᛶ⬟ホ౯ࡢྥୖࢆᐇ⌧ࡋࠊᴗࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋ

 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᡂᯝࡢព⩏ࠊ࢘ࢺ
࣒࢝ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ

' ᙧ≧ィ 㸸
' ࣉࣜࣥࢱࡢㄗᕪ⿵ṇ㐺⏝࡛ࡁࡿ⡆౽࡞ᗄఱㄗᕪ⿵ṇἲࢆᥦࡋࠊᐇ⌧ࡋࡓࠋ
ᥦࡋࡓᗄఱㄗᕪ⿵ṇἲࢆࢧ࣏࣮ࢺࢯࣇࢺ࢙࢘ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࠊ⣙  ࢝ᡤࡢබタ◊ࢆ㏻ࡋࡓ
ᆅᇦᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᡂᯝࢆᕷ㈍ ' ࣉࣜࣥࢱ㐺⏝ࡍࢀࡤ࡛᭱  ಸ㉸࡞ࡿ ' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢࡢ㧗⢭ᗘࡀ
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ྍ⬟࡞ࡿࠋ
㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦࣓࢞࣎ࣝࢺ㉸㸧; ⥺ &7 ࡋ࡚ PP ศゎ⬟ࢆึࡵ࡚㐩ᡂࡋࡓࠋ
⮬ື㌴ࣃ࣮࣡ࢺࣞࣥࡸࢱ࣮ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ➼ࠊ᪥ᮏࡢᇶᖿ⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿᇶᖿ㒊ရࡘ࠸࡚ࠊᚑ
᮶ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㧗⢭⣽࡞ෆእᙧ≧ィ ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
' ᙧ≧ィ ᶵჾࡢୡ⏺࣐࣮ࢣࢵࢺࡣ⣙  ൨㸭ᖺゝࢃࢀࠊᑗ᮶ⓗࡑࡢ  ࡣィ ⢭
ᗘࡢಖドࡉࢀࡓ⏘ᴗ⏝ ; ⥺ &7 ⨨ࡁࢃࡿࡉࢀࡿࠋ
୰࡛ࡶ㧗ศゎ⬟࡞㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮; ⥺ &7 ࡣࠊ
PP㸦࣑ࣝࡢሙྜ㸧ࢆ㉺࠼ࡿ㏱㐣ຊ㧗࠸ゎീຊࢆවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵᮇᚅࡣ㧗࠸ࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊ,) ࡘࡁㄽᩥ  ᮏᥖ㍕㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࡉࢀࠊ」㞧ᙧ≧ ᐃࡢࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ☜
❧ᚲせ࡞ᇶᮏ≉チ  ᮏࡋ࡚ฟ㢪ணᐃ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡛࠶ࡿࠋ

ࢼࣀ࣭ࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝ⢭ᗘホ౯ᢏ⾡ࡢ⏘ᴗᛂ⏝㸸
ࣆࢥ࣓࣮ࢺࣝࣞ࣋ࣝࡢศゎ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ〇ရࣞ࣋ࣝࡢኚィࢆࠊ SP ௨ୗࡢ☜ࡉ࡛ホ౯ࡋ
ࡓࡣࡇࢀࡲ࡛࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢩࣜࢥ࢙ࣥ࢘ࣁཌࡉࡢ ᐃ⢭ᗘ㛵ࡋ࡚ࡶࠊᚑ᮶ࡢ ᐃἲ࡛ࡣ
QP ⛬ᗘ␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊQP ࡢ ᐃ☜ࡉࡣୡ⏺᭱㧗⢭ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
୍㐃ࡢᡂᯝࡣࠊࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮➼ࡢศ㔝ࡢ㐍ᒎ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉༙ᑟయ㛵㐃ࡢ〇
㐀⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊࢫࢸࢵࣃ࣮ࡢ⨨Ỵࡵ⢭ᗘࡢྥୖࡸࠊࢩࣜࢥ࢙ࣥ࢘ࣁࡢရ㉁ྥୖ┤᥋ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ㛵㐃ᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࡉࢀࡿࡶࠊᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡶࡉࢀ㸦࢙࢘ࣁཌࡉ ᐃ㸧ࠊ᪥หᕤᴗ᪂⪺➼࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋ

㟁☢Ἴࢆ⏝ࡋࡓࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸸
Ỉศ㔞࡞ࢆ㠀᥋ゐ࣭㠀◚ቯ࡛ࣜࣝࢱ࣒ ᐃྍ⬟࡞ࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
㎰⏘≀ࡢỈศ㔞ຍ࠼ࠊሷศ⃰ᗘ࡞ࡢ㣗ရ୰ࡢせ⣲ࡢホ౯ࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⏝㏵ࡢ◁ࡢỈศ㔞
ィ ࡸࠊ㣗ရ୰ࡢ␗≀᳨ฟࡘ࠸࡚ࠊ㟁☢Ἴࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࢆᐇドࡋࡓࠋࡇࢀࡼ
ࡾࠊ㠀◚ቯ࡛ࣜࣝࢱ࣒࡞㣗ရࡢᩘホ౯ᢏ⾡ࢆᴗࡢ㐃ᦠࡼࡾ⨨ࡍࡿ┠ฎࡀ❧ࡗࡓࠋ

ࡇࡢᡂᯝࡼࡾࠊ㧗ရ㉁࡞㎰⏘≀࣭㣗ရ➼ࢆᐃ㔞ⓗຠ⋡ࡼࡃᩘホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᮏ⏘
㎰⏘≀࣭㣗ရࡢࣈࣛࣥࢻ౯್ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡾᅜ㝿ⓗ࡞➇தຊࡢྥୖࠊ㎰ᴗᚑ⪅ࡢධቑࡀ
ぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡉࡽࠊ㣗ရࡢ␗≀ΰධ࠸ࡗࡓ♫ၥ㢟ࡢゎỴ࡛ࡶ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠊ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢼࣀᮦᩱࡢ㐺ṇ⟶⌮ᐇ⌧ྥࡅࡓࢼࣀ⢏Ꮚィ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ◊✲㸸
ಶᩘᇶ‽ࡢࢼࣀ⢏Ꮚᚄศᕸࡢಙ㢗ᛶ㧗࠸ホ౯ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ⏘⥲◊ࢆࣁࣈィ ᶵჾ࣓࣮࢝
࣮࣭ࢼࣀᮦᩱ࣓࣮࣮࢝ࡀ⤖㞟ࡋ࡚♫ᐇࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ಶᩘᇶ‽ࡢࢼࣀ⢏Ꮚᚄศᕸࡢಙ㢗ᛶ㧗࠸ホ౯ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࢼࣀᮦᩱࡢつไ⟶⌮⏝࡛ࡁࡿ
ィ ᢏ⾡ࡢ〇ရࢆ⾜ࡗࡓࠋ
(8 ࡢ 5($&+ つไࠊᡃࡀᅜࡢᑂἲ࡞ࡢつไࡣࠊᢏ⾡ⓗᡭἲࡀ࡞ࡅࢀࡤ⟇ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᮏ◊
✲ᡂᯝࡼࡾᢏ⾡ⓗᐇຠᛶ࠶ࡿつไࢆྍ⬟ࡋࠊࢼࣀᮦᩱࡢᏳᏳᚰ࡞♫ᐇ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ

,) ᅜ㝿ㄅ  ሗࠊ≉チฟ㢪  ௳ࠊ⾲ᙲ ௳ࠊ,62 ᶆ‽ᩥ᭩  ௳ࠋ

; ⥺ࣥࣇࣛデ᩿㸫㠉᪂ⓗ ; ⥺᳨ᰝ⨨ࡢ㛤Ⓨ㸸
ࣂࢵࢸ࣮ࣜ㥑ືྍ⬟࡛㕲ཌ  FP ࡢ ; ⥺㏱㐣࣓࣮ࢪࣥࢢࢆ㟢ග㛫  ⛊௨ୗ࡛ྍ⬟࡞ࢩࢫࢸ
࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⌧ሙ࡛ࡢ᳨ドヨ㦂࡛ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㧗ឤᗘ᳨ฟჾࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ ;
⥺ᚋ᪉ᩓ࣓࣮ࢪࣥࢢᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
㛤Ⓨࡋࡓ ; ⥺ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾࣥࣇࣛ⌧ሙ࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞᳨ᰝࡀྍ⬟࡞ࡿࡇ
ࡽࠊ」ᩘࡢᴗࠊࣥࣇࣛᵓ㐀≀ຎデ᩿⨨ࡢᐇ⏝ྥࡅࡓඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡇࡢᢏ⾡ࡣࠊ⪁ᮙࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣥࣇࣛᵓ㐀≀ࢆຠ⋡ⓗ㠀◚ቯ᳨ᰝࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
ྛ✀ࣥࣇࣛࢆ㐺ษ⥔ᣢ⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᐇ⌧ྍḞ࡞
ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ
ࣥࣇࣛⅬ᳨ࣟ࣎ࢵࢺ⏝ ; ⥺ᢏ⾡ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡋࠊ୍⯡⣬ࢆྵࡴ᪂⪺➼
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 ⣬࡛ሗ㐨ࡉࢀὀ┠ࡉࢀࡓࠋᮏᢏ⾡㛵㐃ࡢᡂᯝ࡛ᖹᡂ  ᖺᛂ⏝≀⌮Ꮫ➨  ᅇᨺᑕ⥺ዡບ
㈹ࠊᖹᡂ  ᖺ᪥ᮏࣉࣛࣥࢺ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ༠ 730 ඃ⚽ၟရ㈹㛤Ⓨ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

ࣔࣞࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝኚ࣭ࡦࡎࡳィ 㸸
♫ࣥࣇࣛࡽ㟁Ꮚࢹࣂࢫ⮳ࡿᖜᗈ࠸ࢫࢣ࣮ࣝࡢᵓ㐀≀ࡢගᏛⓗኚ࣭ࡦࡎࡳศᕸィ
ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
ᶫᱱࡢࢺࣛࢫᵓ㐀࡞ࡢつ๎ᶍᵝࡸᵓ㐀≀ࡋࡓつ๎ᶍᵝࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ
࡛ᙳࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊつ๎ᶍᵝࡢ㛫㝸ࡢ  ศࡢ  ࡢ㧗⢭ᗘ࡛ኚࢆィ ࡛ࡁࡿ⏬ീィ ᢏ⾡ࢆ
☜❧ࡋࡓࠋᶫᱱ࡞ࡢࢧࣈ࣑࣓࣮ࣜࢺ࣮ࣝ࢜ࢲ࣮ࡢࡓࢃࡳィ ࡸ㟁Ꮚࢹࣂࢫ࡞ࡢࢼࣀ࣓࣮ࢺ
࣮ࣝ࢜ࢲ࣮ࡢᚤᑠኚศᕸィ ࡢ㐺⏝ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
ᕧ࡞♫ࣥࣇࣛࡽ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢᚤᑠ㡿ᇦΏࡿ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝᵓ㐀≀ࡢኚ࣭ࡦࡎࡳ
ศᕸࢆᚑ᮶ἲẚ㍑ࡋ࡚㣕㌍ⓗ⡆౽࡛㧗⢭ᗘィ ࡛ࡁࡿᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪁ᮙ
ࡋࡓ♫ࣥࣇࣛࡢຠ⋡ⓗ࡞Ⅼ᳨ࡸ᭱ඛ➃ࡢ㟁ᏊࢹࣂࢫࡢタィྍḞ࡞⇕ṧ␃ࡦࡎࡳࢆ
ィ ࡛ࡁࡿࡲ࡛࡞࠸⏬ീィ ⨨ࡢᐇ⌧ࡀぢ㎸ࡲࢀࠊࡑࡢᕷሙつᶍࡣᩘⓒ൨ࢆ㉸࠼ࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗ⥅⥆ⓗᥖ㍕ࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺ  ௳᪂⪺
࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢ➨  ᅇࡘࡃࡤዡບ㈹㸦ᐇ⏝◊✲㒊㛛㸧ຍ࠼ࠊྛᏛ༠ࡽࡶ
 ௳ࢆཷ㈹ࡋࠊ♫ᐇྍ⬟࡞᭷ᮃᢏ⾡ࡋ࡚እ㒊ࡽ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ


࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
Ẹ㛫ᴗࡢ㐃ᦠᙉࡼࡿ◊✲㛤ⓎࡢⓎᒎᅜ㝿➇தຊᙉࢆࡉࡽ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ〇ရ
࣭ᴗᚋࡶࠊᢏ⾡ࡢ✚ࢆ᭷ຠά⏝ࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ〇ရࡢ㧗ᗘࡸಙ㢗ᛶ➼ࡢຍ౯್ᙉ
ࢆᴗ㐃ᦠࡋ࡚ᅗࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᅜ㝿ᶆ‽ࡶど㔝ධࢀ࡚ࠊ᪥ᮏᴗࡢᅜ㝿➇த
ຊᙉ㈉⊩ࡍࡿࠋ



㸱㸬▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛ 㸦ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ィ㔞ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢࡳ㸧

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
㹙ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛά⏝ಁ㐍㹙࣑ࢵࢩࣙࣥձղճ㹛
㹛
▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺ㸧ᇶ࡙ࡃィ㔞ᶆ‽ᩚഛࡋ࡚ࠊ௨ୗࢆᐇࡋࠊィ
㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ౪⤥ࢆ㐙⾜ࡋࡓࠋ
࣭≀⌮ᶆ‽ࡢ౪⤥㛤ጞ㸦⠊ᅖᣑ➼ྵࡴ㸧
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
࣭Ỉ㐨ἲࡢつไᑐᛂࡸᮦᩱホ౯⏝ࡢᶆ‽≀㉁ࡢ౪⤥㛤ጞ
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ࡲࡓࠊ☜❧ࡋࡓィ㔞ᶆ‽ࡢ⥔ᣢ౪⤥ཬࡧᬑཬಁ㐍ࡶࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠊ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ
࣭ᅜᐙィ㔞ᶆ‽ࡢ౪⤥㸦-&66 ᰯṇᴗ⪅ྥࡅ㸧
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
୍࣭⯡࣮ࣘࢨྥࡅ౫㢗ヨ㦂
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
࣭ᶆ‽≀㉁㡺ᕸ
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸧
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୍᪉ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ࡢィ㔞ᶆ‽☜❧ᑐࡋ࡚ࠊ≉➹ࡍࡁ㈉⊩ࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶
㛤ദࡉࢀࡓ➨  ᅇᅜ㝿ᗘ㔞⾮⥲࡛ࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ࡞  ࡘࡢ 6, ᇶᮏ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃࡀ᥇ᢥࡉ
ࢀࡓࠋᙜ㡿ᇦ࡛ࡣࠊࣉࣛࣥࢡᐃᩘࢆୡ⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢ⢭ᗘ㸦┦ᑐᶆ‽☜ࡉ 㸧࡛ ᐃ
ࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢹ࣮ࢱጤဨ㸦&2'$7$㸧ࡼࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢᖹᡂ  ᖺ≉ูㄪᩚ್ࡢỴᐃ࠾࠸
࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ  ࡘࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ  ࡘࡢࢹ࣮ࢱ㈉⊩ࡋࡓࠋ ࡘࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊ ࡘࡣᙜ㡿ᇦ
༢⊂࡛ ᐃࡋࡓ್࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡓ࡞࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ࡢᇶ‽࡞ࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢỴᐃࡁࡃᐤ
ࡋࡓࠋ

㹙ἲᐃィ㔞ᴗົࡢᐇேᮦࡢ⫱ᡂ㹙࣑ࢵࢩࣙࣥմ㹛
㹛
ἲᐃィ㔞ࡢ㐺ษ࡞ᇳ⾜ࡢࡓࡵࠊヨ㦂᳨ᰝ࣭ᢎㄆᴗົࢆࠊୗグࡢ㏻ࡾࠊ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ
࣭ᇶ‽ჾ᳨ᰝ
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ 
࣭≉ᐃィ㔞ჾࡢᆺᘧᢎㄆ
  ➨㸲ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧㸸 ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ 
ィ㔞ไᗘ᳨ウ㸦ィ㔞ไᗘᑂ㆟⟅⏦㛵ಀ㸧㛵㐃ࡋ࡚ࠊᆺᘧᢎㄆヨ㦂ᡂ⦼᭩ࡢཷࡅධࢀ㸦Ẹ㛫
ヨ㦂ᡤࡢά⏝㸧ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࠊ⮬ືࡣࡾᢏ⾡ᇶ‽ࡢᩚഛࠊᨻ┬௧ᡭᩘᩱᨵṇࠊ-&66 ᢏ⾡ⓗせ
ồ㡯㐺⏝ᣦ㔪 ᅽຊᅽຊィ㸸-&7 ࡢᨵṇࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊỈ㖟ởᰁ㜵Ṇἲࡢ⾜క࠸ࠊ
Ỉ㖟ởᰁἲ㛵㐃 -,6 ࡢᨵṇࡸᇶ‽ჾ㏣ຍࡢ┬௧ᇶ‽➼ࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭦ࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ᇶ‽
ࡋ࡚ࠊỈὶ㔞ィࠊᅽ⦰ኳ↛࢞ࢫ࣓࣮ࢱ㛵ࡍࡿ -,6 ཎࢆసᡂࡋࡓࠋ
ィ㔞ᩍ⩦࣭ㅮ⩦࣭◊ಟࢆ┠ᶆ್  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ  ᅇ㸦ಟ᭩  ㏻㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼࠊぢ
㎸ྵࡴ㸧
㸧㛤ദࡋࠊᅜෆィ㔞㛵ಀᢏ⾡⪅ࡢᢏ⾡ຊྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋࡑࡢࠊἲᐃィ㔞ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊィ
ࢡࣛࣈࠊィ㔞ㅮ⩦࡞࡛ࠊࡢ  ྡ㸦ぢ㎸ྵࡴ㸧ࡢཧຍ⪅ࢆཷࡅධࢀࠊேᮦ⫱ᡂྲྀࡾ⤌
ࢇࡔࠋ

㹙ィ㔞ᶆ‽ࡢᬑཬάື㹙࣑ࢵࢩࣙࣥձղ㹛
㹛
ィ ࢡࣛࣈ➼ࢆ㏻ࡌࡓሗᥦ౪㸦ᅜᐙィ㔞ᶆ‽ࢆᬑཬࠊࡘࠊඹ᭷ࡍࡿሙࡋ࡚ࠊ ࡢィ ࢡࣛ
ࣈࢆ㐠Ⴀࠊဨ⣙  ྡ㸧ࡸࠊ⏘⥲◊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࠾ࡅࡿᢏ⬟ヨ㦂ࡸᢏ⬟◊ಟࡼࡾࠊ
᭱⤊࣮ࣘࢨࢆᑐ㇟ࡋࡓᢏ⾡ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ%,30 ࡸ 2,0/ࠊ$303 ࡞ࡢ㛵㐃ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠಁ㐍ࠊ
ᅜ㝿ẚ㍑➼ࢆ㏻ࡌࡓィ㔞ᶆ‽ࡢ⟶⌮ࠊᕤᴗᶆ‽࣭ᅜ㝿ᶆ‽ࠊ➨㸲ᮇᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㈉⊩ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ

㹙ィ㔞ᶆ‽㛵㐃ࡋࡓィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㹙࣑ࢵࢩࣙࣥյն㹛
㹛
ィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ㧗ᗘࠊ6, ᇶᮏ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃࡸᅜ㝿່࿌್㛵ࢃࡿ≀⌮ᐃᩘࡢ⢭ᐦ ᐃࡢ
ᐇ⌧ࠊḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࡢ㈉⊩ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ▱ⓗᇶ┙ࡋ࡚ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞⫼ᬒࠊᐇ⦼ࠊᡂᯝࢆ
௨ୗࡲࡵࡿࠋ

 ᖺࡪࡾࡢ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ᨵᐃࡢ㈉⊩㸸
ᅜ㝿༢⣔㸦6,㸧࠾ࡅࡿ  ࡘࡢ 6, ᇶᮏ༢ࡣィ ᶆ‽ࡢ᰿ᖿࢆᡂࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡢ⛉
Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍Ṍᛂࡌ࡚ࠊࡑࡢከࡃࡣࡼࡾ⌧ᛶࡢ㧗࠸ᐃ⩏ᨵⰋࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ㉁㔞ࡢ
༢ࠕ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡔࡅࡣ  ᖺᅜ㝿࢟ࣟࢢ࣒ࣛཎჾࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚௨᮶ࠊேᕤ≀㢗
ࡿ᭱ᚋࡢ 6, ᇶᮏ༢ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᐃ⩏ࢆᨵᐃࡋࠊ࡚ࡢ 6, ᇶᮏ༢ࢆᇶ♏≀⌮ᐃᩘ
࡞ࡼࡿᬑ㐢ⓗ࡞ᐃ⩏⛣⾜ࡉࡏࡿࡇࡀᅜ㝿ᗘ㔞⾮࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ࢆᨵᐃࡍࡿࡓࡵࡣࠊཎჾࡢ㉁㔞Ᏻᐃᛶࡼࡾࡶᑠࡉ࠸☜ࡉ࡛ࣉࣛࣥࢡᐃ
ᩘࢆ ᐃࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣྠయ⃰⦰ࢩࣜࢥࣥ༢⤖ᬗ⌫యࡢ┤ᚄ㸦
PP㸧ࢆཎᏊࣞ࣋ࣝࡢ☜ࡉ㸦QP㸧࡛ィ ࡍࡿᢏ⾡ࠊࡑࡢ⾲㠃⤌ᡂᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ
࢚ࣜࣉࢯ࣓㸫ࢱ࣮ ; ⥺ග㟁Ꮚศග⨨ࢆ㛤ⓎࡋࠊཎჾࡢᏳᐃᛶ㸦 ൨ศࡢ 㸧ࢆ㉸࠼ࡿ  ൨ศ
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ࡢ  ࡢ☜ࡉ࡛ࣉࣛࣥࢡᐃᩘࢆ ᐃࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣඹ㏻ࡢࣉࣛࣥࢡᐃᩘࢆᇶ‽ࡋ࡚ 
NJ ࡢ㉁㔞ࢆ ᐃࡋࡓࡁࡢᩚྜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵᅜ㝿ẚ㍑㸦3LORW6WXG\㸧ཧຍࡋࠊ10,-ࠊ
⊂ࠊ⡿ࠊຍ࡛ ࡗࡓ⤖ᯝࡀ wJ㸦 ൨ศࡢ 㸧௨ෆ࡛ᩚྜࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
⛉Ꮫᢏ⾡ࢹ࣮ࢱጤဨࡀᐇࡍࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢ≉ูㄪᩚ࠾࠸࡚ࠊ ࡘࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ 
ࡘ 10,- ࡀ㈉⊩ࡍࡿࡓࡕ࡛ࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢ್ࡀỴࡵ
ࡽࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ➨  ᅇᅜ㝿ᗘ㔞⾮⥲ࡀ㛤ദࡉࢀࠊୖグࡢࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡼࡗ࡚  ᖺ
ࡪࡾ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ࢆᨵᐃࡍࡿࡇࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࡶ࡙ࡃ᭱
ึࡢᅜ㝿ẚ㍑ཧຍࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࡽ  NJ ࡢ㉁㔞ࢆ ࡗࡓࡁࡢᩚྜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ
⡿ 1DWLRQDO,QVWLWXWHRI6WDQGDUGVDQG7HFKQRORJ\㸦1,67㸧ࠊ /DERUDWRLUH1DWLRQDOGH
0HWURORJLHHWG (VVDLV㸦/1(㸧
ࠊຍ 1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLO&DQDGD㸦15&㸧࡞ࡣ࢟ࢵࣈࣝ
㸦࣡ࢵࢺ㸧ࣂࣛࣥࢫἲࡼࡗ࡚࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࢆᐇ⌧ࡋࠊ⊂ 3K\VLNDOLVFK7HFKQLVFKH
%XQGHVDQVWDOW㸦37%㸧࡛ࡣ 10,- ྠᵝཎᏊࡢᩘࢆ ࡿᢏ⾡ࡼࡗ࡚᪂ᐃ⩏ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ10,ࡣࡇࢀࡽㅖእᅜࡰྠ➼࡛࠶ࡿୡ⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝ㸦 ൨ศࡢ 㸧ࡢ☜ࡉ࡛࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂
ࡋ࠸ᐃ⩏ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋୡ⏺୰࡛㉁㔞ࡢᐃ⩏ᨵᐃ㈉⊩ࡋࡓࡢࡣࡇࢀࡽ  ࢝ᅜࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
>,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チⓏ㘓>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊࡑࡢ᪂⪺࣭ࢸࣞࣅ࣭
㞧ㄅ➼࠾ࡅࡿᡂᯝࡢⓎಙከᩘࠊㄽᩥ㈹ >@௳㸦0HWURORJLD+LJKOLJKWVRI㸧@

ග᱁Ꮚィࡼࡿḟୡ௦㛫࣭࿘Ἴᩘᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ㸸
㏆ᖺࠊ⛊ࡢᐃ⩏ᨵᐃࢆᛕ㢌ྛᅜ࡛ග᱁Ꮚィ➼ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺࠊ࣓࣮
ࢺࣝ᮲⣙ചୗࡢጤဨ࠾࠸࡚ࠊ⛊ࡢᐃ⩏ᨵゞྥࡅࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡀసᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ
ୡ⏺ྛᅜࡢᶆ‽◊✲ᶵ㛵ࡼࡿࠊග᱁Ꮚィ࡞ࡢ᪂ࡋ࠸ィࢆ⏝࠸ࡓᅜ㝿ཎᏊࡢ㈉⊩ࡀㄢ
㢟ࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
10,- ࡛ࡣࠊᅜ㝿ཎᏊࡢ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡋࠊ㐃⥆㐠㌿ྍ⬟࡞ࢵࢸࣝࣅ࣒࢘ග᱁Ꮚィࡢ㛤Ⓨ
╔ᡭࡋࡓࠋᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡣࠊཎᏊࡢ෭༷࣭ᤕ⋓࣭ศගᚲせ࡞ࡿᑠᆺࡘሀ∼࡞࣮ࣞࢨ࣮
ග※⩌ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࡢ࿘Ἴᩘࢆග࿘Ἴᩘࢥ࣒ࢆᇶ‽ไᚚࡍࡿ⊂⮬ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊୖ㏙ࡢග※ࢆ⏝࠸ࠊග᱁Ꮚィࢆ  㛫௨ୖ㐃⥆ࡋ࡚ືస࡛ࡁࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᚑ᮶ࡢ㐃⥆㐠㌿㛫ࡢ  ಸ௨ୖࡢ㛗ࡉ┦ᙜࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㛗ᮇ㐃⥆㐠㌿
ࡢᐇ⌧ࡼࡾග᱁Ꮚィࡢ☜ࡉࢆヲ⣽ホ౯ࡍࡿࡀྍ⬟࡞ࡾࠊග᱁Ꮚィ⮬㌟ࡢ☜
ࡉࡣ  ᖺᑐࡋ࡚  ⛊⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᅜ㝿ཎᏊࡢẚ
㍑࠾࠸࡚ࠊ⤯ᑐ࿘Ἴᩘホ౯ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ග᱁Ꮚィ࡛ࡣࠊᅜ㝿ཎᏊࡢ㈉⊩ࢆᐇドࡋࡓࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊᐊ ࡛ࡢ㯮య㍽ᑕ࿘Ἴᩘࢩࣇࢺࡀࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡢ༙ศᑠࡉࡃࠊࡼࡾ㧗⢭ᗘࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢵࢸࣝࣅ࣒࢘ග᱁Ꮚィࢆ⏝࠸ࡓᅜ㝿ཎᏊࡢ㈉⊩ࡣࡲࡔᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋୡ⏺࡛ึࡵ࡚
࡞ࡿࢵࢸࣝࣅ࣒࢘ග᱁Ꮚィࡼࡿᅜ㝿ཎᏊࡢ㈉⊩ྥࡅ࡚ࡁࡃ๓㐍ࡋࡓࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳@

ᗘ ᐃᢏ⾡ࡢ㧗ᗘḟୡ௦ ᗘᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ㸸
㏆ᖺࠊ༙ᑟయࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡞ࡢ⣲ᮦ⏘ᴗ࡛ࡢ〇㐀ᕤ⛬ࡢ㧗ᗘ࣭ຠ⋡࡞ࡢࡓࡵࠊ㧗
ᇦ࠾ࡅࡿ⢭ᐦ ᗘィࡢ㛤Ⓨࡸࠊ㧗
ᗘィࡢᰯṇ࣭ホ౯ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ
 ᖺ௨㝆ࠊ-,6 ᨵṇࡼࡾ⇕㟁ᑐࡢ⏝ᇦࡀ Υࢆᖜ㉸࠼࡚ᣑᙇࡉࢀࠊࡑࡢᰯṇホ౯
ᢏ⾡ࡢᣑᙇࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ ᗘィ ࡢࡶ࡛࠶ࡿࠊ⇕ຊᏛ ᗘࡢ༢ࡢ
ᐃ⩏ᨵᐃࠊ࠾ࡼࡧࠊ᪂ᐃ⩏ᇶ࡙ࡃ⇕ຊᏛ ᗘ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢୗࠊ㧗 ᇦࡢ◊✲࠾ࡼࡧ⇕ຊᏛ ᗘ ᐃᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡣ Υ㏆࡛sΥࡢᏳᐃᛶࢆࡶࡘⓑ㔠ᢠ ᗘィࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣ㔠ᒓⅣ⣲ඹᬗⅬࡼࡿ⇕㟁ᑐᰯṇᢏ⾡࡛  Υࡢ ᗘᶆ‽ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣ⏘⥲◊࡛⊂⮬㛤Ⓨࡋࡓ㞟✚ᆺ㔞Ꮚ㟁ᅽ㞧㡢※ࢆᇶ‽ಙྕ※ࡋ࡚⏝࠸ࡓࢪࣙࣥࢯࣥ㞧㡢
ᗘィࡼࡾ⇕ຊᏛ ᗘࡢᐃ⩏ᨵᐃࡢࡓࡵࡢ࣎ࣝࢶ࣐ࣥᐃᩘࢆồࡵࡓࠋ⏘⥲◊࠾ࡅࡿ ᐃࡣࠊ
ࡢ⊂❧࡞ ᐃ᪉ἲࡼࡿ⤖ᯝ  SSP ࡛ᩚྜࡋࠊ࣎ࣝࢶ࣐ࣥᐃᩘỴᐃࡢṇᙜᛶࢆ☜ᅛࡍࡿࡇ
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㈉⊩ࡋࡓࠋ⇕㞧㡢 ᐃࡼࡿ࣎ࣝࢶ࣐ࣥᐃᩘࡢỴᐃᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣୡ⏺࡛ࡶ 1,67 ⡿ᅜ ࠊ
1,0㸦୰ᅜࠊ1,67 ඹྠ㸧ࢆྵࡵ࡚୕◊✲ᶵ㛵ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊᅜࡣタィࡀ␗࡞ࡿ⊂⮬ࡢ㔞Ꮚ㟁
ᅽ㞧㡢※ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡛࠶ࡿⅬព⩏ࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ୰ࡣ⇕㟁ᑐᰯṇᢏ⾡ࡢΥ
㏆ࡢᣑᙇࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㡢㡪Ẽయ ᗘィࡼࡗ࡚⇕ຊᏛ ᗘࢆᐊ ㏆
࡛⢭ᐦ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⌧ᅾࠊ⇕ຊᏛ ᗘᐇ⏝ⓗ࡞ ᗘᶆ‽࡛࠶ࡿᅜ㝿 ᗘ┠┒ࡢ㛫ᐊ ㏆
ഐ࡚  P. ⛬ᗘᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆ᳨ドࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ ᗘィ 㛵ࡍࡿ
ᅜ㝿㆟࡚ሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ >@ሗࠊእ㒊㈨㔠 Ẹ㛫࣭බⓗ  >@௳ࠊ≉チ ฟ㢪࣭ྲྀᚓ  >@
௳ࠊཷ㈹࣭⾲ᙲ>@௳㸦+ ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡㈹ࠊ+7(030(.2%HVW3RVWHU$ZDUG㸧@

⏘ᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡿ㟁Ẽィ 㸸
ᣢ⥆ྍ⬟♫ࡢࡓࡵࡢⓎ㟁࣭㟁ຊไᚚᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡴ࡞ࠊ⏘ᴗ⏺࡛ࡢ㟁Ẽィ ࡢ㔜せᛶࡀ
ᛴ㏿㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ10,- ࡛ࡣࠊ㟁Ẽ㔞ࡢᅜᐙᶆ‽ࢆ㍈ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ㟁Ẽィ 㛵㐃ࡋࡓᵝࠎ
࡞⏘ᴗࢽ࣮ࢬࡢࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᥦ౪ࢆ┠ⓗࡋࡓ◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ࠼ࡤࠊᴗࡢ〇㐀࣭㛤Ⓨ⌧ሙ࡛ࡣࠊရ㉁ࢆಖドࡍࡿࡓࡵ㟁ᅽࡸᢠ࡞ࡢ᳨ᰝ⢭ᗘྥୖࡸ
ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊᚑ᮶ᢏ⾡ࡢ⢭ᗘ㝈⏺ࡸ᳨ᰝࢥࢫࢺࡢቑຍࡀࡑࡢ㞀ቨ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫ⓗ⫼ᬒࡽࠊ10,- ࡛ࡣࠊရ㉁ಖドࡢせ࡞ࡿᶆ‽ჾࡢ㛤Ⓨࡸࠊࡇࢀࡲ࡛
㞴ࡋࡗࡓ㧗ᢠࡢ ᐃ⢭ᗘࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ〇㐀㛤Ⓨ⌧ሙࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆࡶࠊẸ㛫ᴗඹྠ࡛ᑠᆺ㟁ᅽᶆ‽ჾࢆ
㛤Ⓨࡋࠊฟຊ㟁ᅽࡢᏳᐃᗘ㸦⤒ኚ㸧ࡀ  ᖺ㛫  SSP ௨ෆ㸦 SSP ࡣ  ศࡢ 㸧࠸࠺
ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢᏳᐃᗘࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢࣁ࢚ࣥࢻ㟁ᅽᶆ‽ჾࡣࠊᏳᐃᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ」㞧
࡞ᵓ㐀ࡽ⨨ࡢᆺࡀ㑊ࡅࡽࢀࡎࠊ⌧ሙ࡛ࡢ࠸࡙ࡽࡉ࡞⥔ᣢ⟶⌮࠾ࡅࡿ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ㛤Ⓨࡋࡓ⨨࡛ࡣ⣲Ꮚᐇࡢ᭱㐺࡞ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢᶆ‽ჾẚ࡚  ࡢࢧࢬ
ࡢᑠᆺࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢฟຊᏳᐃᗘࢆ୧❧ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ〇㐀㛤Ⓨ⌧ሙ
࡛ࡢ ᐃ⢭ᗘྥୖࡸရ㉁⟶⌮ࢥࢫࢺపῶ㈉⊩ࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㏆ᖺ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿ㧗ᢠࡢ⢭ᐦ ᐃ࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ᨭࢆᐇ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ ♫ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
㛫࡛ᕠᅇẚ㍑ࢆᐇࡋࠊ ᐃ⬟ຊࡢホ౯ࡸᢏ⾡ᨭࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢィ ᢏ⾡ྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋ

୍᪉ࠊ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢᬑཬࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡢከᵝ࡞క࠸ࠊࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡸ⇕㟁ࣔࢪ
࣮ࣗࣝ࡞ࡢᬑཬࡀᛴ㏿㐍ࡴ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡽࡢࢹࣂࢫࢆ㧗࠸ಙ㢗ᛶ࡛ຠ⋡ⓗホ౯ࡍࡿᡭἲ
ࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀᛴົ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ10,࡛ࡣࠊ⢭ᐦࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫィ ࢆ⏝ࡋࡓ㟁ụࡢຎデ᩿ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡸࠊ┤ኚᶆ‽ࡢᢏ⾡ࢆ
⏝ࡋࡓ⇕㟁≉ᛶホ౯ᡭἲࡢᥦᐇドྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ♫ⓗ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢಙ㢗ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࠊᑡ࡞
࠸ᨺ㟁ᅇᩘ࡛ຎデ᩿ྍ⬟࡞㠀◚ቯ᳨ᰝᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᪂㟁ụᮦᩱࡢຠ⋡ⓗ࡞
㛤Ⓨ㈉⊩ࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᴗඹྠ㛤Ⓨࡋࡓ㧗ฟຊࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⇕㟁ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢⓎ㟁ᛶ⬟ホ౯
⨨ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᚑ᮶ࡼࡾ  ಸ㧗࠸Ⓨ㟁ᛶ⬟  ᅇࡢ⧞㏉ࡋ᭤ࡆ⪏ᛶࢆᐇドࡍࡿ࡞〇ရ㛤
Ⓨ㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ10,- ࡀ⊂⮬⪃ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ィ ᢏ⾡ࡢᥦᐇドࠊホ౯⨨㛤Ⓨ
ᡂຌࡋࠊᚑ᮶ᛶ⬟ࢆ㉸࠼ࡿ㧗ฟຊࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⇕㟁ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ〇ရ㈉⊩ࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⢭ᐦὶ㟁Ẽ ᐃࢆ⏝ࡋࡓ᪂つ⇕㟁ᮦᩱホ౯ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᚑ᮶ࡢ⤯ᑐ
ᐃࡢ  ศࡢ  ࡢ ᐃ㛫ࠊ࠾ࡼࡧ  ಸࡢ⢭ᗘࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⇕≀ᛶ್ࡀせ࡞
┤ὶ㟁Ẽィ ࡼࡿ⏬ᮇⓗ࡞⇕㟁≀ᛶホ౯ἲࡢ㧗⢭ᗘࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
 ࡉࡽࠊ㏆ᖺ㟁ຊ⥙ࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴ࢆྵࡴ㟁Ẽᶵჾࡢከᵝక࠺㟁ຊရ㉁㸦㧗ㄪἼࠊᖜࠊ
┦࡞㸧ࡢホ౯࣭ᨵၿࡸࠊᴗᡤࡸᐙᗞ࡛ࡢ㟁ຊᾘ㈝㔞ࢆಶࠎᢕᥱࡋ࡚᭱㐺ࡍࡿࡓࡵࡢ㟁ຊ
ぢ࠼ࡿᢏ⾡ࡢࢽ࣮ࢬࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ♫ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ10,- ࡛ࡣࠊ㟁ຊィ
ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㟁ຊရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢࠊᅜ㝿ᶆ‽๎ࡗࡓᗈᖏᇦ㟁ຊィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀ
ࡾ⤌ࡴணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᅜ㝿ᶆ‽࡛ồࡵࡽࢀࡿ N+] ࡲ࡛ࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ
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㟁ຊ ᐃࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊศᅽẚ┦ࡢ ᐃ⠊ᅖࢆ᪂ࡓ N+] ࡲ࡛ᣑᙇࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
>ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊ≉チฟ㢪>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊእ㒊ཷ㈹>@
௳ ࠊඹྠ◊✲>@௳ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝ>@௳@
ࠕ⏘ᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡿ㟁Ẽィ ࠖ㛵ࡍࡿእ㒊ཷ㈹ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
୍࣭⯡♫ᅋἲேᮍ㋃⛉Ꮫᢏ⾡༠ ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ ➨  ᅇ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡㈹
୍࣭⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏ⇕㟁Ꮫ ➨  ᅇ᪥ᮏ⇕㟁ᏛᏛ⾡ㅮ₇ ඃ⚽ㅮ₇㈹
࣭බ┈♫ᅋἲே ప ᕤᏛ࣭㉸㟁ᑟᏛ ᖹᡂ  ᖺᗘඃⰋⓎ⾲㈹

Ỉ㐨ἲ➼ࡢつไᑐᛂࡋࡓᶆ‽≀㉁ࡢ㛤Ⓨ㸸
Ỉ㐨Ỉ㉁᳨ᰝ࡛ࡣࠊᐇែࡋ࡚࣓࣮࢝ಖドࡢᕷ㈍ᶆ‽ᾮࡀࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ␗࡞ࡿ࣓࣮࢝ࡢᶆ‽
ᾮࢆ⏝ࡍࡿ᳨ᰝ⤖ᯝ┦㐪ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡞ࠊ⢭ᗘ⟶⌮ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆぢ┤
ࡍࡃࠊᖹᡂ  ᖺỈ㉁᳨ᰝ᪉ἲࡢཌ⏕ປാ┬௧ࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࠊィ㔞ἲᇶ࡙ࡃᶆ‽ᾮࡢ
⏝ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡀࠊ ࡢỈ㉁ᇶ‽㡯┠࡛ᚲせ࡞ᶆ‽ᾮࡀᮍᩚഛ࡞≧ἣ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊຠ⋡ᛶࡢ㧗࠸್ࡅᢏ⾡࡛࠶ࡿ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡➼ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊィ㔞ἲ
ᇶ࡙ࡃᶆ‽ᾮ࠾ࡅࡿ௨ୗࡢᩚഛࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
࣭㧗⢭ᗘ㟁㔞ศᯒࡼࡾࠊ⮯⣲㓟࢜ࣥᶆ‽ᾮࠊሷ⣲㓟࢜ࣥᶆ‽ᾮ࠾ࡼࡧளሷ⣲㓟࢜ࣥᶆ‽
ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛࠊ᭷ᶵయⅣ⣲ᶆ‽ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛ
࣭㧗⢭ᗘจᅛⅬ㝆ୗἲࡼࡾࠊⓎᛶ᭷ᶵྜ≀  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛ
࣭ᐃ㔞᰾☢Ẽඹ㬆ศගἲ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮ࢆ⤌ྜࢃࡏࡓ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡࡛࠶ࡿ
T105*& ࡼࡾࠊࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㢮  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛ
࣭ᐃ㔞᰾☢Ẽඹ㬆ศගἲ㧗㏿ᾮయࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣮ࢆ⤌ྜࢃࡏࡓ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡࡛࠶ࡿ
T105/& ࡼࡾࠊࣁࣟ㓑㓟  ✀ΰྜᶆ‽ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛ
࣭࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇѸ࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣛศ㞳ᚋ᭷ᶵྜ≀ࢆ࡛࣓࢜ࣥࣛࣥࢱࣥኚࡍࡿ
୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡࡛࠶ࡿ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ *& ࡼࡾࠊࡧ⮯≀㉁  ΰྜᶆ‽ᾮࢆᖹᡂ  ᖺᗘ
ᩚഛ
௨ୖࡢᩚഛࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ྜࢃࡏ࡚ィ㔞ᶆ‽ࡀᚲせ࡞ࡿỈ㉁ᇶ‽  㡯┠ࡢ࠺ࡕ  㡯┠ࡢ
ᶆ‽ᩚഛࢆࡋࠊỈ㐨ᴗయ࠾ࡅࡿỈ㉁᳨ᰝࡢಙ㢗ᛶ☜ಖ㈉⊩ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ✀㢮ࡢ┤㙐
ࣝ࢟ࣝ࣋ࣥࢮࣥࢫࣝ࣍ࣥ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ᶆ‽ᾮࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊỈ㉁ᇶ‽㡯┠࡛ᚲせ࡞ࡿィ㔞ᶆ
‽  㡯┠ࡍ࡚ࡢᩚഛࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㧗⢭ᗘ㟁㔞ศᯒ➼ࡢ㐺⏝ࡼࡾࠊୡ⏺ึ࡞ࡿ᭷ᶵయⅣ⣲ࡢ㔞ࢆㄆドࡋࡓ᭷ᶵయⅣ⣲ᶆ‽ᾮ
ࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡࡛࠶ࡿ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛᛂ *& ࡞ࡽࡧ T105*& ࠾ࡼ
ࡧ T105/& ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚ᶆ‽≀㉁ࡢ್ࡅ㐺⏝ࡋࡓࠋ
 >,) ᅜ㝿ㄅ>@ሗࠊㄆドᶆ‽≀㉁㸦10,-&50㸧>@௳ࠊ౫㢗ヨ㦂>@௳@

ᨺᑕ⥺⏝ࡢᏳᚰ࣭Ᏻࡢࡓࡵࡢィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛ㸸
ᨺᑕ⥺ࡣࠊ་⒪ࡸᕤᴗศ㔝➼ᗈࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㟈⅏࡛ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾ௨㝆ࠊᏳ
ᚰ࣭Ᏻࡢࡓࡵࡢᨺᑕ⥺ィ ࡀ୍⯡ᕷẸࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽỈᬗయࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞㝈ᗘࢆ
ᖜపῶࡉࡏࡿࡇࢆᅜࡀỴᐃࡋࡓࡇࡽࠊ་⒪ศ㔝࡞ࡢᨺᑕ⥺సᴗᚑ⪅ᑐࡍࡿỈᬗయ
⥺㔞ࡢ ᐃࡀᚲせ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊᨺᑕ⥺⒪ࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤࠊ㣗ရࡢᨺ
ᑕ⬟ ᐃ㛵㐃ࡍࡿᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࣭౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᨺᑕ⥺⒪㛵ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺࡀࢇ⒪⏝ࣜࢪ࣒࢘  ᐦᑒᑠ⥺※ࡢ⥺㔞ᶆ‽ࠊࡲࡓࡀ
ࢇ⒪⸆ࣛࢪ࣒࢘  ࡢᨺᑕ⬟ᶆ‽ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ౪⤥ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓᖹᡂ  ᖺࡣࠊ᭱ඛ➃ࡢ
⒪࡛࠶ࡿ㝧Ꮚ࣭㔜⢏Ꮚ⥺ᑐࡍࡿ⥺㔞ᶆ‽ࡶ⏝ྍ⬟࡞Ỉ࣮࣓࣮࢝ࣟࣜࢱࢆ㛤Ⓨࡍࡿぢ㎸࡛
࠶ࡿࠋᨺᑕ⥺㜵ㆤ㛵ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺỈᬗయ⿕ࡤࡃ⥺㔞ホ౯ࡢࡓࡵࡢ⥺㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ୍⯡ᕷẸࡢᏳᚰ࣭Ᏻ☜ಖࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺࡼࡾ⚟ᓥ┴⎔ቃ㐀ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㎰◊ᶵᵓ
ࡢඹྠ◊✲ᇶ࡙ࡃࠊᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࢆྵࡴ⋞⡿ᶆ‽≀㉁ࢆࡗࡓᢏ⬟ヨ㦂ࡼࡿ⚟ᓥ┴ෆࡢ
ᨺᑕ⬟ ᐃᢏ⾡ࡢྥୖᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࢪ࣒࢘  ᐦᑒᑠ⥺※ࡢ⥺㔞ᶆ‽ࠊࡲࡓࣛࢪ࣒࢘  ࡢᨺᑕ⬟ᶆ‽ࡣࠊ10,- ࠾࠸࡚ᶆ‽
ࡀ☜❧ࡍࡿࡲ࡛ᾏእࡢᶆ‽౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࠋᾏእࡢᶆ‽ྠ➼ࡢᅜᐙᶆ‽ࡀ☜❧ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ
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 ᭶⛬ᗘࡗ࡚࠸ࡓᰯṇᮇ㛫ࢆ  㐌㛫⛬ᗘ▷⦰࡛ࡁࠊࡲࡓ㍺㏦㈝ࢆྵࡵ࡚  ⛬ᗘࡢᰯ
ṇ㈝⏝ࢆ༙㢠⛬ᗘపῶࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
>ᶆ‽౪⤥㛤ጞ>@௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ>@௳ࠊㄽᩥ>@ሗࠊඹྠ◊✲㸦㈨㔠᭷㸧>@௳ࠊ
ཷク◊✲㸦㈨㔠᭷㸧>@௳ࠊཷ㈹㸦᪥ᮏ་Ꮫ≀⌮Ꮫඃ⚽◊✲㈹㸧>@௳@

⮬ືࡣࡾホ౯ᢏ⾡ࡢᵓ⠏㸸
㏆ᖺࠊ㣗ရຍᕤᴗࠊὶ㏻ᕷሙࡢⓎ㐩࡞ࡼࡾࠊ⮬ືࡣࡾࡢ⏝㔞ࡀᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ィ㔞⾜ᨻᑂ㆟ࡢ⟅⏦㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧ࢆཷࡅࠊィ㔞ჾࡢᢏ⾡㠉᪂ࠊィ㔞ไᗘࢆࡾࡲࡃ♫ⓗ⎔
ቃኚᑐᛂࡋࠊィ㔞ჾࡢつไᑐ㇟ࡢぢ┤ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ィ㔞ჾࡢつไ ィ㔞ἲ ᑟධ➼ࡀ᳨ウࡉࢀࠊ
⮬ືࡣࡾ  ᶵ✀ࡀ㏣ຍࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
10,- ࡛ࡣࠊつไࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓ⮬ືࡣࡾࡢᢏ⾡ᇶ‽⟇ᐃ㸦-,6㸧╔ᡭࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺࡽ
 ᖺᗘᡭᑠᗑࠊࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࠊ⏕⏘ᕤሙ࡞࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ືᤕᤊᘧࡣࡾࡢ
つ᱁సᡂࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ -,6 ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࣍ࢵࣃ࣮ࢫࢣ࣮ࣝࠊࢥࣥ
࣮࣋ࣖࢫࢣ࣮ࣝࠊሸ⏝⮬ືࡣࡾࡢ -,6 ࡘ࠸࡚ไᐃணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ືࡣࡾࡢ㐺ྜᛶ
ホ౯タഛࡢ㛤Ⓨࠊᩚഛࡶ╔ᡭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊຠ⋡ⓗ࡞ホ౯ᡭἲࡘ࠸࡚◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
⮬ືࡣࡾࡢᅜ㝿つ᱁࡛࠶ࡿ 2,0/ ່࿌ᩚྜࡉࡏࡿࡃཎసᡂጤဨ࡛ࡶ᳨ウࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜෆ⊂⮬ࡢ⏝ᐇែࡶᑐᛂࡍࡃ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
>ᶆ‽>@௳㸦⮬ືᤕᤊᘧࡣࡾ -,6%㸸㸧@

Ꮫ࣭ᮦᩱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ㸸
ࢹ࣮ࢱࡢ㉁ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ሗࢆ :HE ࢆ㏻ࡋ࡚බ㛤࣭Ⓨಙࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢሗࢆබඹ
㈈ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ◊✲㛤Ⓨࠊᮦᩱタィࠊရ㉁⟶⌮ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡞࡛ࡢሗࡢ
ྠᐃ࡞ಀࡿࣜࢯ࣮ࢫࡢ๐ῶ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᭷ᶵྜ≀ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦6'%6㸧ࡣ⣙  ௳ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝሗࡀ㘓ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ  ᪥⣙  ௳ࡢࢡࢭࢫࡀ࠶ࡿࠋ➨  ᮇࡢࡇࢀࡲ࡛⣙  ௳ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱࢆ᪂つ
ᩚഛࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ6'%6 ࡛ࡢ᳨⣴ࢆ⾜ࢃࡡࡤ㜀ぴ࡛ࡁ࡞ࡗࡓྜ≀ࡸࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ
࣮ࢱࠊ┤᥋ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ 85/ ࢆᩚഛࡋබ㛤ࡋࡓࠋྛᖺᗘࡢ 6'%6 ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘࡣࠊ௨ୗ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳㸦 ᭶ࡢᬻᐃ್㸧
ࡲࡓ➨㸲ᮇ୰ࡣࠊᩍ⛉᭩➼ࡢ 6'%6 ᥖ㍕ࡢせᮃࡀⴭࡋࡃቑ࠼࡚ࡁࡓࠋ6'%6 ࡢᩍ⛉᭩➼ࡢ
⏝チㅙ௳ᩘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭ᥦ౪ඛ௳ᩘ
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳㸦 ᭶ࡢᬻᐃ್㸧
࣭ᥦ౪ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࡢᩘ
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳㸦 ᭶ࡢᬻᐃ್㸧
࡞࠾ࠊࡇࡢ⏝チㅙ௳ᩘࡢከࡃࡀᾏእᑐࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᶆ‽≀㉁ࡢᾏእࡢ
౪⤥㔞ቑྠᵝࠊ10,- ࣈࣛࣥࢻࡢ▱ྡᗘ࣭ࣈࣛࣥࢻຊࡀྥୖࡋ࡚ࡁࡓࡇࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ศᩓᆺ⇕≀ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦73'6㸧ࡣ⣙  ௳ࡢࢹ࣮ࢱࡀ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨  ᮇࡢࡇࢀ
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ࡲ࡛⣙  ௳ࡢࢹ࣮ࢱࢆ᪂つᩚഛࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣂ࢜ࠊᏛ⥆ࡁᮦᩱศ㔝࠾ࡅࡿ
ࣥࣇ࢛࣐ࢸࢡࢫࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢᶵ⬟ࡋ࡚ࠊࣥࣇ࢛࣐ࢸࢡࢫ⏝ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ :HE$3,
ࢆᣑᙇࡋࠊᣦᐃ ᗘ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓྍ⬟ࡋࡓࠋྛᖺᗘࡢ 73'6 ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳㸦 ᭶ࡢᬻᐃ್㸧
ᅛయ 105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦66105㸧࡛ࡣࠊከ᰾✀ࡢ 105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ  ௳ ᐃ᮲௳
ࣃ࣓࣮ࣛࢱ  ௳ࡢሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᖺᗘࡢ 66105 ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ㜀ぴᩘࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠊ
╔ᐇ㜀ぴᩘࢆఙࡤࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸බ㛤ఇṆࡢࡓࡵ㜀ぴ↓ࡋ
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸⣙ ௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳
  ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸௳㸦 ᭶ࡢᬻᐃ್㸧


࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
10,- ࡣ▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࠊࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸ࡓ㐺ษ࡛ィ⏬ⓗ࡞ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛࠊィ㔞ᶆ‽
ࡢ࡞⏝ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛࠊ╔ᐇ࡞ᴗົࡢᐇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᅜᐙィ㔞ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᶵ
⬟ࢆ༑ศᯝࡓࡋࡓࠋ
ࠕ⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠖ࠾࠸࡚㏙ࡓࡼ࠺ࠊ➨㸲ᮇᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊィ㔞ᶆ
‽ࡢ⢭ᗘྥୖ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᐇࡀ࡞ࡉࢀࠊከᒱΏࡿィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛࡀ㐍ࢇࡔࠋ▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ
⏬㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ᇶ࡙ࡃ╔ᐇ࡞ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛࡼࡾࠊࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓࢺࣞ
࣮ࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊಙ㢗ᛶࡀ☜ಖࡀࡉࢀࡓィ ࣭ศᯒᢏ⾡ୗᨭ࠼ࡉࢀࡓ♫ࡀᐇ⌧
ࡍࡿࠋ
ἲᐃィ㔞ᴗົࡢᐇேᮦࡢ⫱ᡂࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᴗົ࡛࠶ࡾࠊ㛗ᖺ⥅⥆ⓗࡘ╔ᐇ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊィ㔞ἲᰯṇᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ㸦-&66㸧࠾ࡅࡿᰯṇᴗ⪅ྥࡅࡢᰯṇࠊ୍
⯡࣮ࣘࢨྥࡅ౫㢗ヨ㦂ࠊᶆ‽≀㉁ࡢ㡺ᕸࠊᇶ‽ჾ᳨ᰝࠊᆺᘧᢎㄆ➼ࢆࠊ╔ᐇᐇ⾜ࡍࡿࡶࠊ
ィ㔞◊ಟ⏕ࢆẖᖺཷࡅධࢀࡿ࡞ࠊ▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛ╔ᐇྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ᨵᐃ㝿ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢹ࣮ࢱጤဨ㸦&2'$7$㸧ࡼࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢᖹᡂ
 ᖺ≉ูㄪᩚ್ࡢỴᐃ㛵ࡋࠊᅜ㝿່࿌್㛵ࢃࡿ≀⌮ᐃᩘࡢ⢭ᐦ ᐃ࠾࠸࡚᪥ᮏࡢᅜ㝿
ⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢫࡀྥୖࡋࡓࠋḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡾࠊୡ⏺ࡢィ㔞ᶆ
‽ࡢᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㈉⊩ࡀぢ㎸ࡵࡿࠋ
 ⏘⥲◊➨㸲ᮇࠊཬࡧࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢಶูࡢ◊✲㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᡂᯝࡢព⩏ࠊ࢘ࢺ
࣒࢝ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ

 ᖺࡪࡾࡢ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ᨵᐃࡢ㈉⊩㸸
࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࢆ wJ ࡢᶆ‽☜ࡉ࡛ᐇ⌧ࡍࡿィ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ࢟ࣟࢢࣛ
࣒ࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢ್ࡢỴᐃ㈉⊩ࡋࡓࠋᅜ㝿༢⣔㸦6,㸧ࡢᐃ⩏࡛⏝
࠸ࡽࢀࡿ್ࡢỴᐃ㝿ࡋࠊḢ⡿௨እࡢᅜࡀせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦฟࡋࠊᐃ⩏ᨵᐃࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡢ
ࡣṔྐⓗࡶᅇࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡶ࡙ࡃ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࡀ⾜ࡉࢀࠊᅜ㝿༢
⣔㸦6,㸧ࡣேᕤ≀࡞ࡼࡽ࡞࠸⌮ⓗ࡞༢⣔㐍ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
 ᖺࡪࡾ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ⩏ࡀᨵᐃࡉࢀࠊཎჾࡽࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡶ࡙ࡃ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏
⛣⾜ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㉁㔞ࠊຊࠊࢺࣝࢡࠊᐦᗘࠊ⢓ᗘࠊᅽຊࠊὶ㔞࡞ከࡃࡢ㉁㔞㛵㐃ᶆ‽ࡢ
ಙ㢗ᛶࡀྥୖࡍࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡣࢺ࣮ࣞࢧࣈࣝィ ࡍࡿࡇ⮬యࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓᚤᑠ㉁㔞࣭ຊ࣭
ࢺࣝࢡ࡞ࢆࠊࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡶ࡙ࡃ㟁Ẽⓗ࡞ィ ࡞ࡼࡗ࡚ ᐃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ
᪂ࡓ࡞ᚤᑠ㡿ᇦ࠾ࡅࡿィ ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ࠼ࡤ༙ᑟయࢹࣂࢫࡢ〇㐀ᕤ⛬࠾࠸࡚ࠊⷧ⭷ࡢ
ཌࡉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢼࣀࢢ࣒࣮ࣛ࢜ࢲ࣮ࡢ⢭ᗘ࡛ࡑࡢ㉁㔞ࢆ ࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ⦓ᐦ࡞〇㐀ᕤ⛬ࡢ⟶
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⌮ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᑗ᮶ࠊ᪂ࡋ࠸ཎ⌮ࡶ࡙ࡃィ ᢏ⾡
ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࡀᗈࡀࡿࠋ
ㄽᩥⓎ⾲㸸,) ᅜ㝿ㄅ  ሗࠊ≉チⓏ㘓㸸௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᗘ㔞⾮
ጤဨ࡛ࡢỴ㆟㛵ࡍࡿ᪂⪺࣭ࢸࣞࣅ࣭㞧ㄅ➼࠾ࡅࡿᡂᯝࡢⓎಙከᩘࠊㄽᩥ㈹  ࡞ࠋ

ග᱁Ꮚィࡼࡿḟୡ௦㛫࣭࿘Ἴᩘᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ㸸
㐃⥆㐠㌿ࡀྍ⬟࡞ࢵࢸࣝࣅ࣒࢘ග᱁Ꮚィࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
⌧ᅾࠊỈ⣲࣓࣮ࢨ࣮ࢆᇶࡋࡓ㛫ᶆ‽㸦87& 10,- 㸧ࡢ༠ᐃୡ⏺ࡢ┦ᕪࡣࠊ⣙s
QV ࡛࠶ࡿࡀࠊỈ⣲࣓࣮ࢨ࣮ 10,- ࡛㛤Ⓨࡋࡓග᱁Ꮚィࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡼࡾࠊsQV
ࢆ㐩ᡂࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡼࡾࡶ  ಸᏳᐃ࡞㛫ᶆ‽㸦87& 10,- 㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡼࡾࠊ
ᅜ㝿ཎᏊࡢ㧗⢭ᗘ㈉⊩ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ㛫ᶆ‽ࡣࠊᚑ᮶ࡽ㛗ࡉᶆ‽ࡸ㟁Ẽᶆ‽ࡢ⢭ᗘ
ࢆୗᨭ࠼ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࢆྵࡴ 6, ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃࡼࡾࠊ≀㉁㔞㸦ࣔࣝ㸧ࢆ㝖ࡃ࡚
ࡢᇶᮏ༢ࢆ┤᥋ⓗᨭ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ♫యࡢᖜᗈ࠸ ᐃࡢ⢭ᗘྥୖࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡇࡢᡂᯝࡣࠊ⛊ࡢᐃ⩏ᨵᐃྥࡅࡓᅜ㝿ⓗάືࡢ㈉⊩࡛࠶ࡿࡶࠊᩘᖺ㹼༑ᩘᖺᚋᐃ
⩏ᨵᐃࡀᐇ⌧ࡋࡓሙྜࠊᅜ㝿༢⣔ࢺ࣮ࣞࢧࣈࣝ࡞ᅜᐙᶆ‽㸦87& 10,- 㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠺࠼࡛
ྍḞ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㧗⢭ᗘ࡞ 87& 10,- ࢆࡋ࡚ᅜ㝿ཎᏊࡢ㧗⢭ᗘᐃᖖⓗ࡞㈉
⊩ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
ᮏᢏ⾡࠾ࡼࡧ㛵㐃ᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࣉࣞࢫࣜࣜ
࣮ࢫࡋࡓࠋ

ᗘ ᐃᢏ⾡ࡢ㧗ᗘḟୡ௦ ᗘᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ㸸
Υ㏆࡛㧗Ᏻᐃ࡞ⓑ㔠ᢠ ᗘィࢆ㛤ⓎࡍࡿඹࠊΥࡲ࡛ࡢ ᗘᶆ‽ࢆ㛤Ⓨࡋ
⇕㟁ᑐࢆ㧗 ᇦ࠾࠸࡚ᰯṇ࣭ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⊂⮬ᢏ⾡ࡢࢪࣙࣥࢯࣥ㞧
㡢 ᗘィࡼࡾ࣎ࣝࢶ࣐ࣥᐃᩘࢆồࡵࠊ6, ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃ㈉⊩ࡋࡓࠋ
Υ㏆ࡢᏳᐃ࡞ ᗘࢭࣥࢧࡢ㛤Ⓨ⇕㟁ᑐࡢ ᗘᰯṇ࣭ホ౯ᢏ⾡ࡢ㧗 ࡢᣑᙇࡼࡾࠊ
㧗 ࡛ࡢ ᗘィ ࡢ㧗⢭ᗘ㈉⊩ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㧗 ᇦ࡛ࡢ ᗘᶆ‽ࡢ
ᅜ㝿ᩚྜᛶࡢ☜ㄆ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋࢪࣙࣥࢯࣥ㞧㡢 ᗘィࡼࡿᡂᯝࡣ࣎ࣝࢶ࣐ࣥᐃᩘỴᐃࡢṇᙜ
ᛶࢆ☜ᅛࡍࡿࡇ㈉⊩ࡋࡓࠋ10,- ࡢࡢ⇕ຊᏛ ᗘ ᐃᢏ⾡ࡶࠊḟᮇࡢᅜ㝿 ᗘ┠┒
ࡢᨵᐃࡢࡓࡵࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㧗Ᏻᐃ࡞ ᗘィࡸ⇕㟁ᑐᰯṇᢏ⾡ࡢ ᗘᇦࡢᣑᙇࡣࠊ6L& ༙ᑟయࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡞ࡢ⣲ᮦ⏘
ᴗ࠾ࡅࡿ〇㐀ࣉࣟࢭࢫศ㔝࠾࠸࡚ࠊ ᗘ ᐃ࣭ไᚚᢏ⾡ࡢྥୖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ࡢຠ⋡ࡸရ
㉁ࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ⇕ຊᏛ ᗘィࡼࡿᡂᯝࡣࠊ6, ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃࢆ
㏻ࡋ࡚ᇶ♏⛉Ꮫ⯡Ἴཬࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
Ᏻᐃ࡞ⓑ㔠ᢠ ᗘィࡢ㛤Ⓨࡣᖹᡂ  ᖺ ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡿࡶࣉࣞࢫࣜࣜ
࣮ࢫࡋࡓࠋࢪࣙࣥࢯࣥ㞧㡢 ᗘィࡢ㛤Ⓨᑐࡋ࡚ࡣᖹᡂ  ᖺ ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

⏘ᴗ⏺ࢆᨭ࠼ࡿ㟁Ẽィ 㸸
࠶ࡽࡺࡿ⏘ᴗάື࡛ྍḞ࡞㟁Ẽィ ࡢ㧗ᗘࢆ㏻ࡌࠊᴗ࠾ࡅࡿရ㉁ಖドࡢᨭࡸࠊ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠά⏝᥎㐍࡞ࢆ┠ⓗࡋࡓࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᥦ౪ࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡋࡓࠋ
 ရ㉁ಖドࡢᨭ࠾࠸࡚ࡣࠊᴗࡢ〇㐀㛤Ⓨ⌧ሙ࡛⏝ࡋࡸࡍ࠸ᑠᆺ㧗Ᏻᐃ㟁ᅽᶆ‽ჾࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⌧ሙ࡛ࡢィ ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࠊရ㉁⟶⌮࠾ࡅࡿಙ㢗ᛶྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㏆
ᖺࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡿ㧗ᢠ ᐃ㛵ࡍࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ❧ࡋ࡚ࠊ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸㧗ᢠࡢ⢭ᐦ
ᐃᢏ⾡ࡢྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡼࡾࠊ㟁Ꮚᶵჾࡸᐙ㟁〇ရࠊࡑࢀࡽ࡛⏝ࡉࢀࡿ⣲ᮦ
㸦ㄏ㟁య࡞㸧ࡢ㧗ရ㉁ࡀపࢥࢫࢺ࡛ᐇ⌧ࡋࠊᴗࡢᅜ㝿➇தຊࡀ㧗ࡲࡿࡶࠊࡇࢀࡽ〇
ရࡢ࣮ࣘࢨࡢ౽ᛶࡸᏳᛶࡀྥୖࡍࡿࠋ
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠά⏝᥎㐍࠾࠸࡚ࡣࠊࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝᡭἲࡢ㛤Ⓨࡸࠊ㧗ฟ
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ຊࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⇕㟁ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢⓎ㟁ᛶ⬟ホ౯⨨ࡢ㛤Ⓨࢆᐇࡋࠊ㟁ụᮦᩱࡢ㛤ⓎࡸⓎ㟁ࣔࢪ
࣮ࣗࣝ〇ရࡢ㛤Ⓨ㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡼࡾࠊ␗ᖖ࡞Ⓨ⇕࡞ࡢᨾࡀ♫ၥ㢟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢᏳᛶࡀྥୖࡋࠊࣔࣂࣝᶵჾࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴࡞ࡢᬑཬࡀ㐍ࡴࡶ
ࠊᕤሙ࡞ࡽࡢᮍ⏝ᗫ⇕ࡢ᭷ຠά⏝ࡸࠊయ ࡛㥑ືࡍࡿ㟁ụせ࡞ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢹࣂࢫࡢ
⏝ྍ⬟ᛶࡢᗈࡀࡾ࡞ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ࡉࡽࠊᅜ㝿ᶆ‽๎ࡗࡓᗈᖏᇦ㟁ຊ ᐃᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ࠊ㟁ຊィ ࡢಙ㢗ᛶྥ
ୖࡸ㟁ຊရ㉁ྥୖࠊ㟁ຊࡢぢ࠼ࡿᢏ⾡ࡢ᥎㐍㈉⊩ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡣࠊ,) ᅜ㝿ㄅ  ሗᥖ㍕ࡉࢀࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡀ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ͤࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 
௳ͤࠊᏛࡽཷ㈹ࡍࡿ࡞ࡁ࡞㡪ࢆᚓࡓࠋ
㸦ͤ ୍⯡♫ᅋἲேᮍ㋃⛉Ꮫᢏ⾡༠ ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ ➨  ᅇ㉸ఏᑟ⛉Ꮫᢏ⾡㈹㸧
㸦ͤ ୍⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏ⇕㟁Ꮫ ➨  ᅇ᪥ᮏ⇕㟁ᏛᏛ⾡ㅮ₇ ඃ⚽ㅮ₇㈹㸧
㸦ͤ බ┈♫ᅋἲே ప ᕤᏛ࣭㉸㟁ᑟᏛ ᖹᡂ  ᖺᗘඃⰋⓎ⾲㈹㸧

Ỉ㐨ἲ➼ࡢつไᑐᛂࡋࡓᶆ‽≀㉁ࡢ㛤Ⓨ㸸
୍ᑐከᆺᰯṇᢏ⾡➼ࡢ㐺⏝ࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣᩚഛ  ᖺࠥ ᖺࡿぢ㎸ࡲࢀ
ࡓỈ㐨ἲ➼ࡢつไᑐᛂࡋࡓᶆ‽≀㉁ࡘ࠸࡚ࠊ▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬ᥖࡆࡓ  ࡢᩚഛ㸦➨ 
ᮇศ㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ཌ⏕ປാ┬ᡤ⟶ࡢᅜ  ࡢỈ㐨ᴗయ࠾ࡅࡿ᳨ᰝࡢಙ㢗ᛶ☜ಖ㈉⊩ࡍࡿࡤࡾ࡛࡞
ࡃࠊ☜❧ࡋࡓᢏ⾡ࡼࡾつไ㡯┠ࡢ㏣ຍࡸࡢἲつไ➼ࡶ㎿㏿ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡋࡓᶆ‽ᾮࡀỈ㐨ἲ➼┤ࡕ㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ  ᖺ
࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺࡢィ㔞ἲ࿌♧ࠊ࡞ࡽࡧᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ  ᖺ࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺࡢཌ⏕ປാ┬࿌
♧㸦Ỉ㉁ᇶ‽┬௧ࡢᨵṇ㸧ࡀ㏲ḟ⾜ࢃࢀࡿ࡞ࡢ㎿㏿࡞⾜ᨻᑐᛂࡀᅗࡽࢀࡓࠋ

ᨺᑕ⥺⏝ࡢᏳᚰ࣭Ᏻࡢࡓࡵࡢィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛ㸸
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡀࢇ⒪⏝ࣜࢪ࣒࢘  ᐦᑒᑠ⥺※ࡢ⥺㔞ᶆ‽ࠊࡲࡓࡀࢇ⒪⸆ࣛࢪ࣒࢘
 ࡢᨺᑕ⬟ᶆ‽ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊ; ⥺ཬࡧ࣮࣋ࢱ⥺ࡢỈᬗయ⥺㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ḟᰯṇᶵ㛵࣭⨨࣓࣮࢝ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊእᅜࡢᶆ‽౫Ꮡࡍࡿࡇ࡞ࡃ㝔➼ࡢ࣮ࣘࢨ
ࡢᶆ‽౪⤥ࡀ㏿ࡃ㸦 ᭶э 㐌㛫㸧
ࠊᏳࡃ㸦⣙  э⣙  㸧
ࠊṇ☜⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓࠋ
ᨺᑕ⥺⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㝔࡛ࡣࠊᢞ⥺㔞ࡢရ㉁ಖドࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅇࡢᶆ‽㛤Ⓨࠊࡲࡓ
ᅜෆࡢᶆ‽౪⤥యไࡢ☜❧ࡼࡾࠊྛ㝔࡛⏝ࡉࢀࡿ⥺㔞ィࡢࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸࡀ☜ಖࡉࢀࠊ
ᨺᑕ⥺⒪ࡢಙ㢗ᛶྥୖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᢏ⾡ࡣࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ  ௳ࠊࡲࡓ᪥ᮏ་Ꮫ≀⌮Ꮫ࡛ࡢඃ⚽◊✲㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

⮬ືࡣࡾホ౯ᢏ⾡ࡢᵓ⠏㸸
⮬ືᤕᤊᘧࡣࡾ -,6 ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜ࡋࡓࠋ㐺ྜᛶホ౯⏝ࡢᐇ㦂⨨㛤Ⓨࡶ╔ᡭࡋ
ࡓࠋ
ᆺᘧᢎㄆヨ㦂ࡢຠ⋡ཬࡧ೫ᕪࡢపῶࢆ┠ᣦࡋࡓ࿘ᅇࢥࣥ࣋ࣖࡼࡿ↓ே㐃⥆ィ㔞ᐇ㦂⨨
ࢆ㛤Ⓨ୰࡛࠶ࡾࠊసᴗ⪅ࡢ⿕ィ㔞≀ᢞධ㉳ᅉࡍࡿࠊࡤࡽࡘࡁࡢ㝖ཬࡧ㧗㢖ᗘࡢィ㔞ᑐᛂྍ
⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࡢ᳨ᐃࡣ〇ရ㸦ᐇ㝿⏕⏘ࡋࡓ〇ရࢆ  ಶ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡇࢀ௦ࢃࡿఝᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋఝᮦᩱࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾࠊ⏕⏘⪅ࡢ㈇
ᢸࡢ㍍ῶࠊࡼࡾࠊᏳᐃⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
⮬ືࡣࡾࢆ⏝ࡍࡿ㣗ရຍᕤᴗࠊὶ㏻ᴗࠊ㣧ᩱ࣭〇⸆ᴗ࡞㟂せࡀᣑࡍࡿ୰࡛ࠊᢏ⾡ᇶ‽
ࡢ⟇ᐃཬࡧ㐺ྜᛶホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡣᅜෆእࡢ⮬ືࡣࡾ〇㐀ᴗ⪅ࡢᢏ⾡ᣦ㔪࡞ࡾࠊ⏝⪅
ᑐࡋィ㔞ࡢಙ㢗ᛶࠊṇ☜ᛶࢆᢸಖࡍࡿ࠺࠼࡛ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ♫ᑐࡋィ㔞ࡢಙ
㢗ᛶࠊṇ☜ᛶࠊᏳᛶࡢྥୖࡢ㈉⊩ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
⮬ືᤕᤊᘧࡣࡾࡢつ᱁సᡂࢆ⾜࡞࠸ࠊ-,6%㸸 ࢆⓎ⾜ࠋ
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Ꮫ࣭ᮦᩱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ㸸
ࡇࢀࡲ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ᭷ᶵྜ≀ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦6'%6㸧ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝሗࡢ≉
ᐃࢆྍ⬟ࡋࡓࡇ࡛ࠊ⏝⪅㛫࡛ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝሗࡢ 85/ ඹ᭷ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ 6'%6 ࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࣮ࣘࢨࡀ 6'%6 ࡢබ㛤ࢫ࣌ࢡࢺࣝሗࢆࡼࡾ᥈ࡋࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿࡓࡵ㜀ぴ࣮ࣘࢨࡢቑຍࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ศᩓᆺ⇕≀ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦73'6㸧㘓ࡉࢀࡓ⇕≀ᛶࢹ࣮ࢱᑐࡋ࡚ࠊ≉ᐃ ᗘ ᗘࡢࢹ࣮
ࢱࢆᶵᲔྍㄞᙧᘧ࡛ᥦ౪ࡍࡿᶵ⬟ࢆᩚഛࡋࡓࠋ㘓ࡉࢀࡓᖜᗈ࠸ ᗘ⠊ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓ࣐
ࢸࣜࣝࢬࣥࣇ࢛࣐ࢸࢡࢫࡢᒎ㛤ᮦᩱ㛤Ⓨࡢ㧗㏿ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࢹ࣮ࢱᣑࢹ࣮ࢱᥦ
౪ᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨࡣ $, ࢆ⏝ࡋࡓ᪂つᮦᩱ㛤Ⓨࡢᐇ⌧ࡘ࡞ࡀࡿࠋ


࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ィ㔞ᶆ‽ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊ♫ࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࣭ᩚഛ࣭⥔ᣢ࣭౪⤥
ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋィ㔞ᶆ‽ᑐࡍࡿ♫ࡢࢽ࣮ࢬࡣࠊᐃᮇⓗ࡞ㄪᰝ➼࡛ᖖᢕᥱࡋࠊ◊✲
㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᢏ⾡ຊࢆ⥔ᣢࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࠋ
ィ㔞ἲ㛵ࢃࡿᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᴗົࡢ╔ᐇ࡞ᐇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋヨ㦂᳨ᰝ࣭
ᢎㄆᴗົࡢຠ⋡ἲᨵṇᑐᛂࡋࡓయไᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋἲᐃィ㔞ᢏ⾡⪅ࡢேᮦ
⫱ᡂࣞ࣋ࣝࡢྥୖࡢ㈉⊩ࡋ࡚ࠊㅮ⩦ࠊ◊✲ࢆᐇࡍࡿࠋ
ィ㔞ᶆ‽ࡢᬑཬᑐࡋ࡚ࡣࠊ୰ᑠᴗࡸ᭱⤊࣮ࣘࢨ࡛ࡢィ㔞ᶆ‽ࡢά⏝ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊
࣮ࣘࢨᒆࡃሗᥦ౪ࡸㅮ⩦࣭ᢏ⬟◊ಟάືࢆࢡࣛࣈࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ࢆ㏻ࡌ࡚ᣑࡍࡿࠋࡲࡓࠊᕤᴗᶆ‽࣭ᅜ㝿ᶆ‽ࡢ㈉⊩ࢆ⾜࠺ࠋ
▱ⓗᇶ┙࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨࡢㄢ㢟ࡣࠊḟୡ௦ィ㔞ᶆ‽ཬࡧᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ᚲせ࡞ィ ᢏ⾡ࡢ
ฟࠊ♫ࣥࣇࣛᩚഛᙺ❧ࡘィ ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡛࠶ࡿࠋィ㔞ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ᢏ
⾡ࢆඖࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡽᶫΏࡋ◊✲ྥࡅ࡚◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ



㸲㸬๓ᖺᗘホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ

㸦㸯㸧㡿ᇦࡢᴫせ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
⫋ဨಶࠎࡀᖺᗘ᪉㔪ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲ᴗົᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡀ࡛᫂࠶ࡿࠋ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺᣦ㔪ࡢయ࿘▱ࡢ᪉ἲάືࡢྍどࡀᚲせᛮ࠺ࠋ
>ᑐᛂ@
ᖺᩘᅇ㛤ദࡉࢀࡿ 10,- యྜ࠾࠸࡚ࠊ㡿ᇦࡢ᪉㔪➼ࢆ⫋ဨ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཎ๎
ẖ᭶㛤ദࡉࢀࡿ㡿ᇦ㆟㸦㡿ᇦᖿ㒊ࡸࣘࢽࢵࢺᖿ㒊ࡀฟᖍ㸧࠾࠸࡚ࠊࣘࢽࢵࢺẖࡢᴗົࡢ㐍ᤖ
≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊཎ๎ẖ㐌㛤ദࡉࢀࡿ 10,- 㐠Ⴀ༠㆟㸦㡿ᇦᖿ㒊ࡸࣘࢽࢵࢺᖿ㒊ࡀฟᖍ㸧࠾࠸
࡚ࠊィ㔞ᶆ‽ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊẖᖺᗘࠊ10,- ࡋ࡚ᖺᗘィ⏬ࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࢆసᡂࡋࣘࢽࢵࢺඹ᭷ࡍࡿ
ඹࠊྛࣘࢽࢵࢺ࠾࠸࡚ࡶࡑࢀࡒࢀ࣏ࣜࢩ࣮ࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࣘࢽࢵࢺෆࡢྛ
ࢢ࣮ࣝࣉ᭦ࡣྛ◊✲ဨࡶࠊࡇࢀࡽࢆᇶࡋ࡚ᖺᗘィ⏬ࢆసᡂࡋ◊✲࣭ᴗົྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ


࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
⤌⧊ⓗ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⬟ຊࡢྥୖࡉࡽ࡞ࡿດຊᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛࢧࢡࣝࢆά⏝ࡋࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸ࡓᰂ㌾࡛㎿㏿
࡞ぢ┤ࡋ㸦3'&$㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ▱ⓗᇶ┙ᩚഛィ⏬ᇶ࡙࠸࡚ィ㔞ᶆ‽ࢆᩚഛࡍ
ࡿ୍᪉࡛ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㏻ᖺ࡛ᑓ⏝࣮࣌ࢪࢆタࡅ࡚ィ㔞ᶆ‽ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆ⾜࠺
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ࡶࠊ10,- ィ ࢡࣛࣈࡸྛᴗ⏺ࡢࣄࣜࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚ពぢ㞟ࢆ⾜࠸ィ⏬ࡢぢ┤ࡋࢆ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
⤌⧊ⓗ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⬟ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊィ ࢡࣛࣈࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࣒➼ࡽࡢሗࢆᚓࡿࡶࠊ㡿ᇦ࣭ࣘࢽࢵࢺᖿ㒊࣭㐃ᦠᢸᙜ࡞ࡀཧຍࡍࡿᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸ
ࣥࢢ㆟࠾࠸࡚ࠊ㡿ᇦෆࡢሗඹ᭷ࢆ⾜࠸እ㒊ࡢ㐃ᦠ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊᢏ⾡㛤Ⓨࡸ
ᴗࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢᨭࠊ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ඹྠ◊✲ࡸཷク◊✲ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢ㸧ࡢᥦࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㡿ᇦෆ ,& ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ▱ⓗ㈈⏘ಀࡿྛ✀ᴗ
ົࡸᶆ‽➼ᨭᴗົࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ᡂᯝࡢ᭱ࠊ▱ⓗ㈈⏘ά⏝ᶆ‽ࢆ୍యⓗ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵ 32 ࢆ㡿ᇦ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
⏘⥲◊ෆ◊✲ࡢ㈉⊩㔞ࡀ▱ࡾࡓ࠸ࠋࡑࡢ㒊ศ࡛⏘⥲◊ෆࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⤌⧊࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

>ᑐᛂ@
ィ㔞࣭ィ ࠸ࡗࡓ 10,- ࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕ࡋࠊ⏘⥲◊ෆ㡿ᇦࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼
ࡤࠊ⏘⥲◊ෆබເᆺᴗ࡛࠶ࡿᡓ␎ண⟬ᴗ࡛ࡣࠊ10,- ࡀయ࡞ࡗ࡚ᥦࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟㸸 ௳㸧ࡢࠊ㡿ᇦࡽࡢཧຍせㄳࢆཷࡅ࡚ཧ⏬ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡶᩘከ࠸㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟㸸 ௳㸧ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ദࡉࢀࡓࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᢏ⾡㐃ᦠಁ㐍
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊ◊✲⪅ࡽᨻ⟇❧㛵ಀ⪅࠸ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢཧຍࢆເࡾࠊᢏ⾡㛤Ⓨࠊᨻ⟇᥎㐍ࠊ⏘ᴗಁ㐍ࢆዴఱ㐃ᦠࡉࡏࠊᮍ᮶♫
ࡘ࡞ࡆࡿࠋ᭱᪂ࡢᢏ⾡ࢆ୰ᚰࠊࡑࢀࡽࡢ㐃ᦠ࣭ᒎ㛤ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ⏘⥲
◊ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ദࡉࢀࡓ  ࡘࡢ࡚ࢸ࣮࣐ཧ⏬ࡋࡓ㸦࠺ࡕࠊ
୍ࡘࡣ 10,- ࡀᑟ㸧
ࠋ1('2 ➼ࡢእ㒊㈨㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ࡶࠊ㡿ᇦࡢ㐃ᦠࡣᩘከ࠸ࠋ

㸦㸰㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ
㸦ࠕᶫΏࡋࠖࡘ࡞ࡀࡿᇶ♏◊✲㸦┠ⓗᇶ♏◊✲㸧
㸧
࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
ᡂᯝࡢ࠶ࡀࡗࡓᇶ♏◊✲ࢆᶫΏࡋࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
 ⏘⥲◊ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࠊ◊✲࢝ࢱࣟࢢࠊィ ࢡࣛࣈࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒➼࡛ࠊᡂᯝࢆෆእ
ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡋ࡚ࠊ
ࠕ⢭ᐦ㟁Ẽィ ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡛ࠖࡣࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡➼ࢆ
ᛂ⏝ࡋࡓ㟁Ẽィ ᢏ⾡ࢆᴗ⏺⤂ࡋࠊὶࢆ῝ࡵࡿྜࢆࠊᐃᮇⓗ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
┠ⓗᇶ♏ࡢࠕࢸ࣮࣐ࠖタᐃࡣࠊ࣎ࢺ࣒ࢵࣉࡶษ࡛࠶ࡿࡀࠊᗈ࠸ど㔝࡛᥈ࡍࡇࡶᚲせ࡛
࠶ࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆ✚ᴟⓗᅜ㝿⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏࠊศ㔝ࡢὶࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
 ᅜ㝿⤒㦂ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ10,- ࣇ࢙࣮ࣟࢩࢵࣉࡸ (6: ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡶࠊⱝᡭ࣭
୰ሀ◊✲⪅ࠊ㛗ᮇࡢᅾእ◊✲ࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ┠ⓗᇶ♏ࡢ᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐ࢆタᐃ࡛ࡁࡿᶵ
ࢆタࡅࠊࡇࢀࢆ⥅⥆ⓗ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ㸧
࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
Ẹ㛫ᴗࡢ㐃ᦠࡢࡓࡵᚋࡢࡼ࠺࡞᪉␎ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡁࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓࡢྲྀ⤌≧ἣ㛵ࡍࡿ㈨ᩱᇶ࡙ࡁࠊᚋࡢ㐃ᦠࡢ᪉␎ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊ◊
✲ᡂᯝࡸಖ᭷ᢏ⾡ࢆࡶࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࢸ࣮࣐ᢸᙜ⪅ࡀ୍⥴࡞ࡾࠊ
ࡢᴗ✀ࠊᴗࡢ㐃ᦠࢆ≺࠺ࡘ࠸࡚ࠊᜏᖖⓗ᳨ウࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢽ࣮ࢬᢕᥱࡢࢳࣕࣥࢿࣝቑᙉࡢࡓࡵࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࠊィ
ࢡࣛࣈࠊ⏘⥲◊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒➼ࢆ⏝ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛Ẽࡀ࡞ࡗࡓࢽ࣮ࢬࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿ
యไࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡼࡾᗈ⠊࡞㢳ᐈሗᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊẖ᭶ࡢᢏ⾡࣐࣮
ࢣࢸࣥࢢ㆟࡛ࠊ10,- ௨እࡢሗࡶࠊྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ࡼࡿᆅ⥆ࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢẁ㝵ࡽࠊ▱ⓗᇶ┙ࡢ
࣮ࣘࢨࢆᐃࡋ࡚◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸦ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ㸧
࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢせᮃࡀቑ࠼ࡓᡂᯝࢆࠊཷク◊✲ࠊඹྠ◊✲ࡣ⋓ᚓ㔠㢠ࡢቑຍࡘ࡞ࡀ
ࡿࡼ࠺⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
㡿ᇦࡢᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㆟࡛ሗඹ᭷࣭᪉㔪Ỵᐃࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ◊✲ࣘ
ࢽࢵࢺ࣭◊✲⌧ሙ࡛ࡢ㐃ᦠಁ㐍ࢆᅗࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡣࠊᚲࡎࡋࡶཷク࣭
ඹྠ◊✲⛣⾜ࡍࡿ௳ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෆᐜⓗᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢ⥅⥆ⓗ࡞ዎ⣙࡞ࡿ
ሙྜࡶከ࠸ࠋࡲࡓࠊ⏘⥲◊ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࠊィ ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂つ
㢳ᐈࡢ㛤ᣅࠊ㢳ᐈ‶㊊ᗘࡢྥୖດࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢάືࡼࡾࠊᴗ⏺࣭ᴗࡢከᵝ࡞ὶࣝ
࣮ࢺࢆቑᙉࡋࠊ᥋ゐࡢᶵࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
⏘⥲◊ࡢࡶࡘ㧗⢭ᗘィ ᢏ⾡ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ᅜ㝿ᶆ‽࡞ࡾᚓࡿィ ἲ࣭ィ ⨨ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ
ᙉຊ᥎㐍ࡋࠊࡇࡢᢏ⾡ࢆẸ㛫ᴗ⛣㌿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
>ᑐᛂ@
 㛤Ⓨࡋࡓィ ἲ࣭ィ ⨨ࢆඖࠊẸ㛫ᴗࡢᢏ⾡⛣㌿ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ' ᙧ≧ィ
࡛ࡣࠊᅜ  㒔㐨ᗓ┴  ᡤࡢබタ◊ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ┦༠ຊయไࢆࡋ࡚ࠊᅜࡢ
Ẹ㛫ᴗࡢᢏ⾡ᬑཬࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡽᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ⮳
ࡿࡲ࡛ࠊᴗࡢせᮃࡍࡿከᵝ࡞㐃ᦠᙧែࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᢏ⾡⛣㌿ࢆ✚ᴟⓗ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸱㸧▱ⓗᇶ┙ࡢᩚഛ
࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
ᅜ㝿ࡢሙ࡛ࡢ㈉⊩㸦᪂ࡋ࠸ᶆ‽ᢏ⾡ࡸᶆ‽㸧ࢆᚋࡶ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㐠Ⴀࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
>ᑐᛂ@
 6, ༢ࡢᐃ⩏ᨵᐃᑐࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢹ࣮ࢱጤဨ㸦&2'$7$㸧ࡼࡿࣉࣛࣥࢡᐃᩘࡢ  ᖺ
≉ูㄪᩚ್ࡢỴᐃ㈉⊩ࡍࡿ࡞ࠊᅜ㝿ࡢሙ࡛ࡢ㈉⊩ࡣ᪤⾜ࡗࡓࡁࡓࡀࠊᚋࠊ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ᪂ᐃ⩏ᇶ࡙ࡃ༢ࡢᐇ⌧ࠊࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸయ⣔ࡢᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ẚ㍑ཧ
ຍࡋࠊᐃ⩏ᨵᐃᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓᅜ❧ᶆ‽◊✲ᶵ㛵㸦10,㸧ࡋ࡚ࠊࡢ 10, ➼ࡢᢏ
⾡ⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋࡑࡢࠊ⛊ࡢᐃ⩏ࡸࠊ༢୍㟁Ꮚไᚚᢏ⾡࡞ࠊᅜ㝿ⓗศ㈉
⊩ࡋ࠺ࡿᢏ⾡ࡢ✚ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡞㈉⊩ࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㐠Ⴀࡍࡿࠋ

࣭>ࢥ࣓ࣥࢺ@
ᶆ‽≀㉁౪⤥㔞࠾࠸࡚ࡣࠊቑຍศࡀᾏእ࡛ࡢࡾୖࡆࡀᐤࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢ
ᶆ‽≀㉁ࡢ㛤Ⓨ࣭౪⤥ࡶ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ศᯒࡀᚲせᛮ࠺ࠋ
>ᑐᛂ@
ᾏእࡢࡾୖࡆࡢቑຍࡣࠊ10,- ࣈࣛࣥࢻࡢ▱ྡᗘ࣭ࣈࣛࣥࢻຊࡀྥୖࡋ࡚ࡁࡓࡇࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ੑఏ়७থॱش
؝ڭਸ਼ڰরশ৯ఏभੑधটॻشঐॵউ
كڭقੑఏभତधਹણ৷യਤ
ੴ੦ೕତੑप੦तऌؚ৶ఏधఏସभତ॑ষअधधुपؚੑఏभਹણ৷॑യਤघॊञीؚੑఏॺঞش१অজॸॕ३
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كڮق১ੑਜभৰधয౫भਛ
ੑ১भిજऩষभञी્ؚੑஓभ੦ஓਫ਼ਪؚૄഅੳୡಉभୡਫ਼ਪ؞അੳਜ॑ାৰपৰघॊधधुपؚੑઇಆऩनप
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पॉੌि؛

ఏभ৫؞ତ

ॺঞش१অজ
ॸॕৈ২৲
ઃ਼৻ੑఏ
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ঢ়৴खञੑ
ૼभ৫
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+ফ২
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+ফ২ ਰఋ

+ফ২

؞ৗखःఏभତ
؞೧ఁ
؞ৗૼपेॊఏ
भৈ২৲
؞ৗଝभನभਠ
ંૼभનয়
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বড়भੱ৸

ੑఏभଵ৶؞ஔؚবಉਙभન৳؛ੑ১ઈ৷पબॊૼਜधଟਪ
ੑఏभਹણ৷യਤभञीؚੲਾलಆૼ؞ચଢ଼ఊણभఁౄ

؞ৗञऩଵ৶३५
ॸभ৫

؞ভଡୗभ৲
षभৌૢ

ੑఏपঢ়৴खञੑ؞ীෲੰ؞ෲু১लੑਃஓؚীෲಎ઼भ৫ؚ
ৈ২৲भਤ

؞ৗखःੑ௬
ૼಉभଢ଼
ੵ؞ఏ৲ृব
ఏ৲॑ਤ

؞ঘش२شऋी
ॊੰৠੁभ
पेॉਓੀ॑
੍ର

ੴ੦ೕତੑप੦तःञؚ৶ఏधఏସभତ
ੑఏॺঞش१অজॸॕभৈ২৲ق105ؚසఏஓಉك
ਜ਼भଝऩनपঢ়બघॊ৶ਯಉभಖഡ
قଧك
قय़টॢছॣؚঝঅথؚঔঝؚ॔থঌ॔ك

ସभ५ঌॡॺঝॹृॱشਙॹؚॱشবਗभੑఏ१شঅ५पঢ়घॊ
ੲਾ॑ಌৗ؞ఁౄ؞ਦ

ੑఏ॑றधञੴ੦ೕ؞ଶநख
भॹ⑃॔ঝঘ␗५दਓੀ੍॑ର

 ੑఏभ
ତधਹણ৷
യਤ

+ফ২



ੑఏ়७থॱش
؝ڮਸ਼ڰরশ৯ఏभ્ൿघसऌਛટৄقा॑அिك

ْੴ੦ೕٓ
؞যੵपेढथଝऔोॊਈभ6,੦মਜ਼दँॊय़টॢছभଝभञीप;ؚအഡ২১पेढथ॔फ़ॻটਯ॑ಖഡੑखؚ
य़টॢছਉஓभସਙ॑தइॊಖ২दभউছথॡਯभলपਛ؛ਛফप৫ಈऔोञব২ཀྵভदमؚ10,-ऋप
൴खञणभॹ॑ॱشஅिणभॹॱشऊैৠखञউছথॡਯभக॑৷ःथଝ॑ৰघॊऒधऋ఼උऔोؚফवॉधऩॊय़ট
ॢছଝपপऌऎ൴ ؛ৗୂൕൗमਛؚফ২়ॎचथதभॸؚঞঅؚහಉपउऐॊਛટभਦਯ؛
؞ସਫ਼ਪ্১भਫपৌૢؚੑॺঞش१অজॸॕऋਏऩସ੦भऺऻ৸थ ඨ৯ भఏତ॑വ؛૨ਙभৈःகહऐૼ
दँॊؚৌૅਫૼಉभి৷पेॉؚజਟૼदमফعফ॑ਏघॊध୳औोञඨ৯भତ॑ফपಢೠखؚਸ਼ڰর
पവ؛ௐেௌ௮ਚଵभؚ৸বभহ৬पउऐॊਫ਼ਪभਦਙન৳प൴؛
ْ৯੦ຊٓ
؞भਈ৵ਜ਼दँॊڭणङणभग़ॿঝॠ॑شदऌॊதૡഈ७থ१॑ش৷ःञႀྰभ৫प਼ؚੀदੂीथਛ؛
 ؞ইख़ॺଧऊैজଧऽदभ்ઁःৎ୩ୠपउःथৎীੰ॑૭ચपघॊঞش२شী১भ৫धৈ২৲ؚऒोपेॊਃચ౫
મभખૢਃଡੰ؛ႀૌநลઽॖওش४থॢীಎ઼॑৫खؚপ்प૬ীੰચَ॑؛পਞৣदཫକਜ਼ग़ॿঝॠ॑شৎীੰੑ
ُघॊৗু১॑અ੧ؚਉ৶॑ৰ؛౫મ৫भ੍ର॑ৢगथॹؚংॖ५ಉभৈਙચ৲प൴؛,)હবਾ؛
؞થਃସীෲभৈಖ২৲भञीؚ॔ঀଦഔ॑ઍಔपੰෲ૭ચऩীੰभৗু১॑৫ؚఊ෪১धभੌा়ॎचपेॊৈ২৲॑ৰਠ؛
થਃ৲়भଡୗ॑ସীෲभा॑৷ःथੰෲ૭ચप؛বपڮ২৭ল؛
ْଶநखٓ
؞றਞુী১ق105॑كਹ৷खؚથਃఏସभဌசஔपऐञৌૅਫૼ॑৫؛ীभૻຎपेॊৌৌ
ૢभॺঞش१অজॸॕ৬௺ऊैؚ౮ऩॊীभૻຎपेॊৌभৈ૨ऩॺঞش१অজॸॕ৬௺षभষ॑Ꮛਬ؛୫ષୋে১ृ১
ऩनदਏधऔोॊఏସभਃତ॑ৰਠखؚૠସभਫ਼ਪपउऐॊਦਙप൴؛
؞၄ੑभਦਙ॑૿৳घॊਏಞૼ॑৫؛ਞর၄ੑஓभૅਫ॑ઍಔपघॊॖথॡ४ख़ॵॺग़॔ট॰ঝেஓ॑੫धુ৫
؞ଲષ৲ั؛রॼঀ၄भৈಖ২ऩ၄ྫྷੑ॑૭ચपघॊੰෲ১॑৫؛ਈ৵၄ྫྷQP॑ৰਠؚੑஓওشढ़धଲષගಎ઼॑ଲ؛
ْଶநखٓ
؞ਗ਼ణ॑৷ःथؚਓृୢఇષऩनभীஅથृષସ॑శശदজ॔ঝॱॖपੑघॊञीभ७থ३থॢૼ॑৫્؛ಅ੯ુؚ
ଢ଼੯ؚਭଢ଼੯ૼؚ॥থ१ঝ੯ಉؚਓੀपઁऎ൴؛
؞৵;౺ؚটॵॺಉभঽ৲ਃଡ॑ੌा়ॎचञؚಢৎؚজ॔ঝॱॖपઁ೧भ൸੭૭ચऩ;శശਫ਼ਪ३५ॸ॑৫؛
؞ঔ॔ঞ॑ਹ৷खञঐঝॳ५ॣشঝਜ਼؞ऱङाীഘੑ॑৫ؚଶᅡऊैਗ਼ॹংॖ५पඹॊऱङाੑૼ॑નয়؛
ْقजभؚৈःঽഞ௬भඨ৯ٓك
ૼ؞॥থ१ঝॸॕথॢ২॑ણ৷खञ৴ؚஃ॑ਘ৲؛র৵੫ૻ૨॑ৈःपखणणؚਸ਼ڰরपउऐॊড়ৱসඃ੭પ৯
ఏਛपপऌऎ൴खञ؛
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ੑఏ়७থॱش
؝گਛফ২भ৻ਛટध્ൿघसऌਛટ
ਗ਼॑౪घॊாभಖഡੑૼ

ॹ४ॱঝुभतऎॉਓ੍॑इॊ'૾ੑ
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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額（億
6.6
7.5
円）
リサーチアシスタント採用
12
13
数（名）
イノベーションスクール採
6
6
用数（名）
大企業に対する中堅・中小
34.5 %
34.0 %
企業の研究契約件数の比率
（%）
技術コンサルティング
（件）
150
229
（億円）
2.3
2.4
計測クラブの研究会・講演
14
19
会（回）
産総研コンソーシアムの研
研究会等 7
研究会等 6*
究会・講演会等（回）
比較測定 2
比較測定 2
技能試験 2
技能試験 2
博士研究員（名）
6
6
技術研修生（名）
82
112
（うち連携大学院生）
（15）
（15）
連携大学院客員教授及び准
7 大学 11 名
7 大学 11 名
教授
*委員会では、「研究会等：7」と報告したが、当初予定していた研究会が令和元年度に延期となったた
め、「研究会等：6」となった。
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）
論文の合計被引用数（回）
2,451
2,566
論文発表数（報）
133
205
知的財産の実施契約等件数
95
100
（件）

（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
知的財産の実施契約等件数
（件）

95

年度実績（確定値）
100

備考

目的基礎、橋渡し前
期、橋渡し後期の合計
値

備考
目的基礎、橋渡し前
期、橋渡し後期の合計
値

公的資金獲得額（億円）
-*
9.1
*:委員会説明では、再委託費を一部含む値を用いており定義が異なるため、本表には示さない。
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（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額（億
6.6
円）
大企業に対する中堅・中小
34.5
企業の研究契約件数の比率
（%）
知的財産の実施契約等件数
95
（件）
大学・公的機関との共同研
究・受託研究（件）

年度実績（確定値）
7.5

大学：91
公的機関：123

34.0

100

備考
議事１の項で示した指
標の再掲
議事１の項で示した指
標の再掲
目的基礎、橋渡し前
期、橋渡し後期の合計
値

大学：127
公的機関：147

３．知的基盤の整備（地質調査総合センター、計量標準総合センターのみ）
各種指標（単位）
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
国家計量標準の供給（件）
410
535
産総研依頼試験（件）
142
198
標準物質頒布（件）
1,693
2,224
基準器検査（件）
1,166
1,583
特定計量器の型式承認
68
89
（件）
技術アドバイザー派遣
29
44
（件）
校正事業者評定委員会
11
11
（回）
試験事業者評定委員会
8
8
（回）
新規校正・試験項目（件）
22
22 範囲拡大・高度化含む
新規標準物質（件）
7
7
特定標準器による校正の上
2
2
程（jcss サービスの開
始）（件）
計量研修（名）
572
572
法定計量に関連する教習及
34
36
びセミナー（回）

【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）
7.5
7.2
論文の合計被引用数（回）
2,566
2,600
論文発表数（報）
205
205
リサーチアシスタント採用数（名）
13
10
イノベーションスクール採用数（名）
6
知的財産の実施契約等件数（件）
100
85
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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）
・当該領域は、産総研内における計量標準の整備とその供給に関する業務の重要性の意識は高く、計量標
準の技術開発、整備、供給、さらにその基盤となる計測技術の研究に取り組んでいる。そのマネジメン
トの指針となる領域の長期ミッションと年度方針を明確に設定している。
・持続的な計測技術の高度な研究実績による量の定義に対する多大な貢献が認められる。これにより、国
際的な計量標準研究機関としてトップランナーとして立場を確立している。
・評価資料では具体的な成果と課題を明らかにし、自己評価が適切に行われている。
・第 4 期の中核ミッション、新たなミッションに対応する具体的な方針を取り上げ、実施している。また、
領域内の研究・業務で曖昧になりがちな標準と計測の研究のバランスを考え各研究部門における業務効
率の最適化に取り組んでいる。
・今期の研究には世界でのトップにある成果もあり、その研究推進のマネジメントは高く評価できる。
・技術コンサルティング件数は順調に増加し、民間外部資金獲得にも繋がっており、ユーザーニーズの把
握と産業界との連携に大きく貢献する取り組みである。
・技術コンサルティングの導入や、部門制の組織など新たな試みを進めており、民間資金の導入、論文等
計画を上回っている。目標達成に対する意欲が高いことが感じられる。
・目的基礎、橋渡し前期/後期すべてにおいて目標を超えている。
・技術コンサルティングや装置提供型共同研究による獲得資金が増えていることからも、民間にとって
NMIJ との協調の効果の高さが認められているものと理解。
・他領域との連携を強め、総合力を発揮することで、より大きな目標に取り組み成果をあげるとともに、
人材育成と次の橋渡しのための基礎研究のための種を育てるために若手研究者を対象とした萌芽的研
究制度を設ける仕組みを設け、仕組みが有効に働くようにコントロールしている。
・研究者は必ずしもグループディスカッションを好むものではないと思うが、柔軟な発想を生む仕組みを
作る、それで成果が出せていることを評価。
・単一電子、単一光子、単一原子などの世界トップレベルの目的基礎研究を着実に実行しつつ、これらの
成果の実用化を図るため、橋渡し研究を積極的に進めている。知的基盤研究と橋渡し研究の 2 本柱を設
定し、着実に実行している。具体的な橋渡し研究（後期）の成果に期待が持てる。
・やるべきことと、追加してやりたいことのバランスがうまく取られて、全体マネジメントが向上してい
る。世界のトップ３の NMI であることを維持するという基本目標設定が良い。
・若手の活用が積極的に行われていることが評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・評価資料にて当領域における橋渡し機能を明確に示しているが第 4 期の開発成果を踏まえた第 5 期への
展望が示されるとよい。
・技術コンサルタントの増加に伴い、その依存度が高くなることによる外部資金獲得の意識の低下や、コ
ンサルティングのエフォート率が本務に影響しないようバランスに注意を払うことが必要となると思
われる。
・領域内の組織としてマーケティング力強化の取り組みは評価できる。マーケティングの成果をどこまで
求めるかによるが、研究者としての視点は狭くなりがちなので外部機関あるいは外部の専門家の活用を
検討するとよい。
・ニーズとシーズを踏まえた、今後の計量標準の高度化とその効率的開発の実施において、研究・標準関
連業務の時間、人員、予算などの分配に関わるマネジメントの向上が必要となると思われる。
・第 4 期の目標・戦略の中で評価した課題を整理し、次期の目標設定につなげてほしい。
・多様化する計量標準のニーズの把握とそれに対する研究・業務の妥当性を判断し、新たな計量標準の整
備と利活用促進の具体化に期待したい。
・法定計量に関わる人材育成について、そのレベル向上を課題としているが、具体的な人材の必要数の見
積りとその育成方法の開発について検討が必要と思われる。
・研究マネジメントにおいて、研究成果の他分野への展開や成果の活用機会の創生につながるよう、今ま
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で以上に産業界・社会に対する発信に努めてほしい。
・NMIJ の総合力の概念化を図ると伴に、対外的に積極的な発信が望まれる。
・ニーズのみを考えていると新しい研究がうまれてこない。若手研究者の萌芽研究に上限 400 万円として
30 年度は 8 人に予算を支給していることは評価できるが、成果報告についての評価体制は十分である
か？
・計量計測の関連分野において国際機関で活躍する人材の育成及び次世代を担う若手研究者の育成にさら
なる努力が求められる。
・若手研究者の育成に対して、いろいろな施策を行っているが、常にフォローを行い、形式化・硬直化し
ないように注意してほしい。
・本来は、第 4 期のこれまでの 4 年間の成果と最終年度の計画を元に評価すべきものと考えます。来年度
の評価において、他領域との連携に関し、第 4 期の成果（次年度の評価）についての発表を期待します。
・現在実施中の様々な段階の研究については、日本発の世界トップレベルの成果を目指していただきたい。
・四期を通して、上位 2NMI との差はどのように縮まったのか、4 位以下の NMI との差別化はどこが強みか
などの分析が必要。
・標準化に関しては、他領域の研究者に対する教育機能の強化を図るべきではないか。
【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）
・当領域としての橋渡し研究の考え方を示し、目的基礎から後期のそれぞれの段階での要求事項を明確に
している。
・組織マネジメントの可視化を試みている。
・領域のアウトカムに対する課題の継続的自己分析が行われている。
・地域との連携活動に関して、ラウンドロビンテストの成果や分科会の取り組み、討論会・講演会など積
極的な取り組みが認められる。
・SI 基本単位の定義改定について国内プロモーション委員会を設立、各種メディアに情報発信するなど計
量標準にかかわる活動の広報に努めたことは評価できる。
・2020 年開催のオリンピックを好機ととらえ、ドーピング検査体制強化、SI トレーサブルな分析基盤構築
のため、ドーピング検査標準研究ラボを設立するなど積極的な活動は計量標準の重要性を一般へ認知さ
せ、かつ社会ニーズともマッチした良い取り組みである。
・民間への協力、基礎研究、計量標準等のバランスが良くなっており、今後も継続が可能であると考えら
れる。
・SI 基本単位系改訂に大きく寄与した。また、SI 定義改定を一般社会に広く伝え、計量標準の活動を認知
させた。
・現在実施している研究成果が世界トップレベルであることを内外に積極的に発表していただきたい。
・技術コンサルティング事業が順調に拡大し基幹業務の一つとなりつつあることはよい成果。
（改善すべき点及び助言）
・研究に対する PDCA は組織的に実施されているが、知的基盤の整備サイクルを活用したマーケティング
において PDCA の実施の実態が見えるとよい。
。
・今期の成果を次期に展開する上で、持続可能な社会の実現のための技術開発、産業展開に対する領域の
関わり方の具体化が望まれる。
・評価委員会で紹介された研究成果以外に実施されているの領域における経常研究の実施状況、その成果
から橋渡し研究への移行する状況が把握できない。
・地域との連携活動に関する活動の成果がどのように展開されたか、成果が地域創生にどのように寄与し
たかを示すとよい。
・センターの年度計画に基づいて、各研究員までの計画が作られることになっているが、トップダウンと
ボトムアップのバランス、領域の目標と個人の目標のバランスをとるように注意してほしい。
・長期的視点での人材育成として、各種 STEM 教育に取り組まれていると思います。その部分もアピールさ
れるのがよろしいかと思います。
・橋渡し後期の加速を期待する。
・第四期の新組織体制の評価、止めていくべき仕事の評価などを開始するタイミングが遅れ気味ではない
か？
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２．
「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・社会ニーズをとらえ、当該分野における国際的競争力のある計量標準とそれに付随する計測技術、研究
成果を発信している。特に今期は次世代の計量標準に寄与する量子分野の研究が大きく展開され、その
成果の世界的優位性が認められ今後の多方面へ大きな寄与が期待できる。
・量子化による高分解能、高精度化により、世界最高水準の分析技術に発展したことは基礎研究の成果と
して評価できる。
・量子単一ユニット標準の新たな開拓が期待できる。
・微小電流計測制御技術により nA まで計測可能(世界最高)
・先端材料評価のためのレーザー分光法では、広い範囲での計測が可能、発光効率を高める分子構造特性
解析により省エネルギー社会への貢献が期待できる
・報告されたものは、いずれも非常に重要になると思われる技術に対するものであり、今後の実用化が期
待される。単電子や単一光子計測など、量子化された究極的な計測法に取り組み、大きな成果が出てい
る。高度な研究機関としての役割を果たしている。
・次世代の計量標準に必要な計測技術と社会的ニーズを照らし合わせ、量子化による高分解能化・高精度
化、分析技術の開発・効率化、新たな現象を評価する技術の開発を主眼として取り組み、世界トップレ
ベルの研究成果を得た。
・論文の被引用件数が伸びていることから、有効・有用な成果が論文として発表されている。
・研究のキーワードを量子化とし、その中でも単一電子、単一光子、単一原子といった超高感度、高分解
能計測技術開発が順調に進んでおり、将来の計測標準に発展する可能性が高い。
・高い成果をコンスタントに生み出しており、研究レベルの高さが維持されている。
（改善すべき点及び助言）
・評価資料において、標準を内包する計量標準への挑戦とは具体的に何を指しているのか、その達成の程
度の評価が出来ない
・工業製品の国際競争力、優位性を高めるために、当領域の研究分野を基盤とした継続的な標準化戦略が
必要で、その積極的な取り組み期待したい。
・当研究領域の研究開発の成果が工業製品の国際競争力の向上へ繋がること期待したい。
・創出した新たな技術を産業へ繋げる橋渡しへの展開、世界トップレベルの成果をさらに多方面分野へ展
開するためには、さらなる工夫、努力が必要と思われる。
・第 4 期の基礎研究の成果が橋渡しに繋がっている例について具体的に示して頂くことで評価につながる。
・単独でのパフォーマンスだけでなく、従来型の他手法との比較をして優位性を明らかにした方がよい。
・4 期の目標に対して進捗を示していただくことが評価のためには必要と考えます。また、次のステージ
が橋渡しのテーマ、標準化につなげるものなどいくつかの選択肢があると思います。
・達成した超高感度、高分解能計測技術が広く普及するように、橋渡しにつながるためにも、ユーザーへ
の提案を通じて応用研究を推進していただきたい。
・量子化志向でインクリメンタルイノベーションばかりで、ラディカルな発想をもつ研究が少ないのでは
ないか。研究テーマを生み出す仕組みの再構築が必要ではないか。
・論文引用を指標にする場合、引用先の分析はぜひすべき。
【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）
・研究成果のアウトプットの評価の指標として、目標値に対して確実な成果の見える化ができている。
・研究開発の成果が計量分野に留まらず工業製品の国際競争力の向上へ繋がること期待したい。
・単一光子分光イメージングが可能な光子顕微鏡、単一電子制御技術を応用した微細なメカニカル振動子
による核磁気共鳴制御、有機質量分析の高感度・高精度化により、リン酸化ペプチドの配列解析が可能
となるなどこれまでの研究成果の新しい計測技術への展開が期待できる。
・単一電子制御技術の目途が立ったのは高い成果と考えられる。
・世界初の成果（振動子と核スピンの相互作用の検証など）が得られている。
・単一光子イメージング技術はリアルタイムのバイオフォトニクス計測に有用であり、細胞や細胞内分子
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の動態解明に貢献すると思われる。
・着実に研究が進められている。
（改善すべき点及び助言）
・30 年度の成果を踏まえた 31 年度の取り組みが示されているが、単年度でその成果が達成できるかどう
か評価する上で、その成果の実現性の見込みを示すとよい。例えば、精度評価や分解能の達成など。
・開発した研究成果がどのフェーズにあるのか、そしてそれを製品化など社会実装するためには、何が必
要であるかについても、今後は明確にしていく必要がある。
・当年度に目的基礎から橋渡しへ進んだものについての例が示されるとよかった。
・達成した超高感度、高分解能計測技術が広く普及するように、研究手段として内外での発表・普及に力
を入れていただきたい。学問上の重要な課題の解明手段としての成果を発表していただきたい。
・単年度で評価することが難しい研究テーマが多いので、単年度評価をどのような視点で行うかを整理す
ることが必要。
（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）
・当領域としての研究の橋渡し前期の考え方を明確にし、研究テーマの重点化を図っている。
・研究成果の指標として、年度毎に特許実施契約数の目標を設定し、各年度において確実に成果を上げて
いる。
・社会インフラへの寄与を意識した研究目標を設定している。
・水素流量計測技術など、国家戦略や法令規制への対応につながる技術開発については評価できる。
・有機標準物質の一対多型校正技術、定量 NMR とクロマトグラフィーとの組み合わせ（qNMR/LC, qNMR/GC）
などにより水道法などの測定に利用、日本の技術として国際的に提案している。
・JAXA と共同で月面探査に持っていけるような水分計を開発。
・粒子計測技術の開発により気中のナノパーティクル、液中粒子について流れ場粒子軌跡解析により 10nm
レベルの高精度ナノ粒子計測を実現など新しい計測技術開発に成功している。
・重要な評価計測技術の実用化に取り組めている。実用化できたものや、企業との共同研究につながって
いるものもあり、十分な成果が出ていると考えられる。
・全体としては、計量の技術を転用し、政策/社会ニーズに応える取り組みをしており、知財を目標以上に
生み出している。
・個別の取り組みとしては、社会的要請が高いものの充足率が十分ではなく、拡充に時間を要する有機標
準物質の国家標準物質の整備の目的で一対多型校正技術を新たに開発し、従来比 10 倍以上のスピード
で標準整備を実現する見通しを得たことを評価。
・計測分野にて要望されている技術開発を進めている。将来の水素社会に向けての水素流量計、一対多型
校正技術、水分計、粒子計測などは将来の需要に的確に対応している。
・計量技術の計量以外の分野への展開を図るというマインドチェンジは高く評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・目的基礎研究や知的基盤における研究成果と同様に、研究前期の研究成果の優位性を示すために、海外
比較とその評価があるとよい。
・当領域の技術ポテンシャルを効果的に活用して社会的ニーズに応えられる計測技術の高度化や昨今のキ
ーワードである社会の安心・安全に寄与できる計測技術・装置・試験機開発の研究へ展開を期待したい。
・順調に研究成果をあげているが、橋渡し前期としての位置づけを明確にして、IC や PO を十分活用し、
次のステップへの移行がさらにスムーズになるような仕組みの見直しも必要である。
・社会ニーズ、企業ニーズにもとづいてテーマを決めて実施することも重要であるが、シーズ・オリエン
テッドなテーマ設定も重要であると考える。
・研究開発戦略について、ドキュメントに表現していただきたいと思います。全体方針があり、それが個
別の研究テーマに落とされ、成果が出ているという流れが説明上欲しいです。
・現在実施中の研究が橋渡し後期に移行できるよう、ユーザーとの共同研究の推進に努めていただきたい。
・橋渡し市場を海外に広げる視点が重要ではないか。国内問題の解決だけが橋渡しではないはず。
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【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）
・例えば、有機標準物質の一対多型校正技術を開発し、標準整備の効率化へ寄与するなど、領域の所有技
術や研究成果を実用計測技術に展開している。
・特許実施契約数の設定目標に対して確実に成果を上げている。公的外部資金についても、初年度より順
調に獲得額が増えている。
・[社会ニーズに応えるために]水素流量計測技術については世界をリードし、国際勧告 OIML 改定に貢献
している。
・[社会ニーズに応えるために]有機標準物質校正技術の応用としてドーピング禁止物質の値付けに展開す
る等、新たな展開がうまれている。
・[社会ニーズに応えるために]水分計測の信頼性向上により世界に先駆けて低濃度水分分析用標準物質開
発に繋がっている。
・水分計について、小型化を実現し、実用につなげた。
・ドーピング検査への貢献は期待できる。
・知的財産の実施契約等件数が昨年度と比較して増加し、目標を大きく上回っていることから、アウトプ
ットが質・量ともに高い水準であると考える。
・知財が目標以上に創出されている。
・近い将来の具体的な社会ニーズに対応した技術開発を計画的に進めている。特に、水素流量計測技術、
粒子計測技術や一対多型校正技術は世界トップレベルで評価できる。
・研究が着実に進められている。
（改善すべき点及び助言）
・校正事業者を対象としていた計測技術を最終ユーザまで広げる必要性とその方法の具体的言及があると
よい。
・報告にはなかったが、途中で打ち切る場合の規準について明確にすることが望まれる。
・現在実施中の研究が橋渡し後期に移行できるよう、ユーザーとの共同研究の推進に努めていただきたい。
・報告されたテーマはいずれも終盤にあるテーマで、30 年度単体で評価すると評価が低くなる。30 年度に
新たに始めたテーマなどがあるとよかった。
（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）
・民間獲得金額の目標に対して通期で目標達成しており、計測技術の民間への技術移転や製品化に重点を
おいた橋渡し後期としての目標設定が適切であったことがうかがわれる。
・モニタリング指標としての中堅・中小企業比率は、産総研内の基準値に対して初年度から達成しており、
今期における領域としての中堅・中小企業支援の成果が認められる。
・技術コンサルによるニーズ発掘から電磁波を利用したセンシング技術の開発（米中の水分計測）により
非破壊に異物検出が可能
・ナノ材料メーカが参加したコンソーシアムによりナノ粒子複合計測システムの製品化に成功している。
・Ｘ線インフラ診断、モアレ縞を利用したひずみ分布計測など産業界のインフラ診断への貢献が顕著であ
った。
・地域連携を進めていることは評価できる。コンソーシアムでの成功例も良い。中小企業支援という大き
な役割も果たしている。
・技術コンサルティング、テクノブリッジで民間などでの取り組みや対話の中から研究テーマを創出され
ている。結果として、技術コンサルティング獲得額含む民間資金獲得額も順調に伸び、事業化にも寄与
している。
・産総研がハブとなり特徴ある強みを有する複数の企業が結集し、世界初の技術の開発を目的とするコン
ソーシアムの試みなど、日本の産業競争力の強化に有効であると思われる。今後もこのような取り組み
を期待する。
・多くの成果が社会還元されており、研究センターの価値を出している。
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（改善すべき点及び助言）
・橋渡し後期の成果としては、注目すべき計測技術の開発が行われている。これらの今後の展開を考える
上で、計測技術のさらなる高度化へ展開するのか標準化を目指すかなど成果の仕分けが必要になると思
われる。
・当期における成果の一つは技術コンサルティングの実施と資金獲得、さらにその効果的な利用であるが、
今後の定常的な研究・業務量を考えたとき、適切なエフォートとその評価法の確立が望まれる。
・企業との契約件数については明記されていないので全体像がわかりにくく判断が難しい。
・製品化につながったのは、どれくらいの件数なのか資料があるとわかりやすい。
・複数（異業種）の企業の持っている技術を当センターの技術と合わせて、コーディネートするようなこ
とも考えては良いのはないか？
・橋渡し後期研究の成果が早期に社会実装されるように、その研究成果を政府、民間にアピールしていた
だきたい。
・全てのテーマが「橋渡し後期」として始まるのに違和感がある。目的基礎研究、橋渡し前期との関係を
整理して「橋渡し後期段階として評価すべきもの」の全体像が見えにくい。
【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）
・今年度紹介された研究成果は、校正・計測技術による製品価値・企業価値の向上につながる成果である
と認められる。そのなかで、「ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用」の研究は、目的基礎の成
果が橋渡し後期の研究に展開され、さらに産業応用に展開し、また知的基盤につながる研究であり、そ
の取り組みとマネジメントは高く評価できる。
・地域連携プロジェクト（３Ｄプリンターと３Ｄスキャナ）で 45 機関が参加する等成果をあげている。
・今後多くの分野で必要とされる世界最高水準の３Ｄ形状計測，ナノ・ピコレベル超高精度評価・計測、
流れ場（FFF）世界最高分解能など世界レベルの成果があった。
・技術コンサルティングからテーマを作った例は評価できる。
・ナノ・ピコメートル精度計測はそれを組み込んだ装置開発が待たれる。
・他との共同による成果構築を評価。45 機関による共同実験、全国都府県、公設研とのネットワークと相
互協力体制を築いた。
・技術コンサルティングはこれまでで最大の獲得額を得たことからもこれまでの活動を通して得た信頼が
成果に結びついているものと理解。
・社会インフラの老朽化検査のための「モアレを用いた変位・ひずみ分布計測」は社会ニーズに的確に対
応した研究であり実用化が期待できる。
・十分な成果が出ている
（改善すべき点及び助言）
・成果の表現として、計量、計測の新技術の開発や高度化が寄与する産業規模を数値表現すると成果が強
調できる。
・技術コンサルタントの成果として、件数、金額だけでなく、受託、共同研究に移行した件数、リピート
の件数などの定量的な評価をするとよい。
・大学・公的機関との共同研究・受託研究件数の実績は高く評価できるが、アウトプットとしてそれらの
研究成果がどのように活用されたか、自己評価があるとよい。
・企業連携や国際競争力強化の取り組みとして今年度の新規な計画があるかなどの情報が少ないように感
じた。
・開発の最終段階に来ているものもあり、今後どのように進めるかの検討が必要である。
・橋渡し後期研究の成果が早期に社会実装されるように、その研究成果を政府、民間にアピールしていた
だきたい。
・単年度で評価するのは難しいテーマが多い。評価の仕方を工夫すべき。
３．知的基盤の整備
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・産総研の組織の一つの重要な役割を担い、知的基盤計画に基づくミッションが明確に設定されており、
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それぞれの目標に対応した取り組みが具体的に実施されている。
・分野として成果の目標設定の難しいところで、標準供給や依頼試験など具体的な数値目標を設定して、
それを年度毎にほぼ達成している。
・化学材料データベースのアクセス数が多く、産学における必要性が認められる。
・民間試験所の活用など、計量制度見直しに関連する業務に積極的に取り組んでいる。
・キログラム定義改定への貢献、29 年度の温度の SI 単位貢献、水道法規制に対応した標準物質の開発（厚
生労働省との共同）、放射線利用の安心・安全のための計量標準整備、有機化合物スペクトルデータベ
ース 3000 万アクセス、熱物性、固体 NMR の標準物質開発への応用、知的基盤の整備については順調に
進行し、今期は大きな成果があった。
・計量計測分野の自動はかり型式承認なども評価できる。
・計量法に関わる業務、新標準への貢献のいずれも高い成果があげられている。
・計量制度を見直すなど新たなしくみを導入し、計量対象を選択するとともに NMIJ で取り組むべき分野
に集中することで、必要な標準の整備を実行している。依頼試験から技術コンサルティングに順調に移
行していることから、その効果がうかがえる。
・キログラムの定義改定への貢献、時間、温度、電気、放射線など重要な国際標準のへの貢献は大きい。
・誰かがしなければならないことをきちんとする。そこで手を抜かない体制がしっかりと出来ている。
（改善すべき点及び助言）
・法定計量技術者の人材育成とレベルの向上への貢献に対しては、どの程度の人数とレベルが必要なのか、
産業規模や今後期待される産業の高度化に応じた必要な資質を見込、それに応じた教育プログラムの開
発が必要と思われる。
・継続的に計量標準の開発、精度向上に取り組む上で、適用範囲の拡大や新規標準の必要性の適切な評価
と判断が必要と思われる。
・第 4 期の重点的に推進する研究開発として計量標準の整備と利活用促進をあげている。その中で研究開
発の見込みとして、グリーン･ライフ・震災対応などの優先分野を勘案した計量標準の高度化・整備を
計画しているが、その達成の程度が不明である。
・新しい課題に向けて社会ニーズを探る方策をさらに練って頂きたい。
・計量計測技術の開発について新たな分野に展開する可能性をさらに探索すべきと思います。
・今後のことを考えて先取りした技術開発を今後も進めてほしい。
・計量制度見直しに関する取り組み（仕組みを変える）に関して、NMIJ が主体的に活動されたのか、外圧
によってなされたのかがよく理解できませんでした。主体的に活動されたのであれば、それがわかる記
述にした方が良いと思います。
・また、ストロンチウム光格子時計の研究開発は日本国内でも複数の研究機関でなされていると理解して
います。他との相互作用や複数の期間で研究開発をする意義などを説明いただくと良いと思います。
・基盤技術においても民間で活用できる技術は民間への移行を進める必要がある。
・計量法をよくするための研究（JCSS の基準をもっと緩くするなど）を行うべきではないか
【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）
・昨年の評価と同様、SI 単位の定義改定に大きく貢献したことは特筆すべき成果である。これは高度な先
導研究の長年にわたる基礎的で持続的な研究成果の蓄積であり、その取り組みは高く評価できる。この
ような一連の標準実現への研究の実績は、他の標準供給の取り組みにも大きく貢献しているものと思わ
れる。
・依頼試験件数は減少しているが、計量法に基づく特定二次標準器の校正・依頼試験を確実に実施し、ト
レーサビリティの普及に努めている。
・産総研のオリジナルの研究成果として、光を用いた周波数標準の国際原子時への貢献が期待できる。
・放射線利用の安心・安全のための計量標準整備、自動はかり評価技術の構築に関しては、31 年度の成果
が期待できる。
・30 年度は、特に、キログラム定義改定への貢献、光格子時計、自動はかりの JIS 規定作成、国際規格 OIML
と整合など、NMIJ の広報活動を進めている点が評価できる。
・データベースの整備を続けており、利用価値の高いものになっている。
・キログラムの定義改定への貢献はすばらしい。複数の技術を NMIJ の複数のコア技術を集結させて実現
したことは特に評価できる。成果を一般にも広くアピールしており、技術科学教育の意味でも非常に意
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味があることと考える。
・世界に先駆けて長時間安定性を有する光格子時計を開発した。国際原子時計の高精度化に大いに貢献す
ることができる。
・必要な作業が遅れなく実施されている。自動はかり対応の仕事がきちんと行われた。
（改善すべき点及び助言）
・化学材料データベースの構築や運用業務は民間による運用の難しさがあるので、領域による継続整備が
望まれるが、データベースの整備と運用にかかるコストを踏まえ、ニーズに応じた内容の精査が必要と
思われる。
・今後の構築すべき標準物質の種類と供給量についての見積りと実施の必要性の判断が必要になると思わ
れる。
・新しい課題に向けて社会ニーズを探る方策をさらに練って頂きたい。
・計量計測技術の開発について新たな分野に展開する可能性をさらに探索すべきと思います。
・光格子時計について、世界最先端を継続してほしい。
・基盤技術においても民間で活用できる技術は民間への移行を進める必要がある。
・30 年度には特筆すべき成果は光格子時計だけに見える。
（自動はかりは計量法対応、DB は毎年同様の成
果が出ているはず）
・自動はかりの国際的定義のハーモナイゼーションをすべきではないか。
４．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）
・当領域の知的基盤の整備、構築に関する取り組みは国内の産業基盤を支えるものであり、その役割を持
つ研究機関として高度な研究及び業務を確実に取り組み、その成果を蓄積し、産業界に貢献している。
・今期の研究の中には世界のトップにある成果もあり、引き続き国内の産業基盤を支える計量標準による
知的基盤整備に努めるとともに、国際的に研究の優位性が確保できるよう、計量標準に関する研究・標
準供給機関として高い研究レベルを維持し、さららなる向上を期待したい。
・評価資料、数値実績より、当期の目標値を超えた実績が確認でき、当初目標値の設定が妥当性であり、
目標値に対する個々の意識の高さが窺われる。
・人材育成については、インターンシップを実施し、リクルーティングに努め、萌芽研究を通じて若手研
究者への研究費を競争的資金として配分するなど若手研究者育成に力を入れていることは評価できる。
・コンサルティングによる民間との協業・支援など、成果が高い。
・計画達成のための活動が適切にされている。
・目的基礎として進められた研究開発が橋渡し前期、知的基盤の整備に生かされていることが素晴らしい。
・世界トップレベルの基礎研究を着実に実行しつつ、これらの成果の実用化を図るため、橋渡し研究を積
極的に進めている。特に、知的基盤研究と橋渡し研究の 2 本柱を設定し、着実に実行している。各種数
値目標も達成可能なレベルにある。
・中期目標に従い着実に仕事が進められている。いくつか画期的な成果も見られており、研究所外への橋
渡しも様々なチャネルを通じて実施されており、十分な活動内容と言える。
（改善すべき点及び助言）
・研究マネジメントにおいて、研究成果の他分野への展開や成果の活用機会の創生につながるよう、今ま
で以上に産業界、社会に対する研究成果の発信に務めてほしい。
・各種数値目標は最終的な評価指標の一つではあるが、その数値を支える、また数値に表れない平素の研
究・業務に対する評価のあり方を検討してほしい。当領域が持続的に業績を上げるために必要なマネジ
メントの一つとなると思われる。
・マネジメントの PDCA がどのように行われているのか良くわかりにくい。
・今期の目標設定がどのようであるか具体的にわかりにくいため、達成度の判断ができない。それぞれの
項目について自己評価して頂きたい。橋渡しのどのフェーズにあるか、項目によって判断が難しいと思
うが、資料上はわかりにくい。
・コンソーシアムは、良い企画があれば、企業にとっても非常に役に立つと思われる。異なる業種の企業
が参加できるようなコンソーシアム（共同研究）が立ち上がると良い。
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・広報宣伝は、どこに向けて行うのかを明確にして手段を選ぶ必要がある。公的機関としての一般向けの
活動と、共同研究・技術コンサルティングを拡大するための活動は大きく異なり、また、企業も当セン
ターを知っているところとそうでないところでは広報宣伝の仕方は異なる。
・橋渡し基礎、前期、後期の区別がやはりわかりにくいです。区別は難しいというのは理解していますが、
やはり実用化に向かっている案件は基礎ではなく橋渡し前期もしくは後期に分類されるのが受け取る
側としてすっきりすると思います。順を追って進んでいる研究テーマも存在すると思いますので、取り
上げられている研究テーマにそのような例が含まれるとわかりやすいと思います。
・また、取り組まれている研究開発はいずれも時間を要するものだと理解できます。その意味で、萌芽的
研究が次世代の研究開発につながるものとしてその重要性と進捗をアピールされることが必要と考え
ます。
・先進国にある同等の研究機関と対比して自己評価を行うことも必要ではないか。
・多くの活動が問題解決型、若しくはシーズプッシュ型で、バックキャスティング思考のテーマ設定が見
えにくい。計量分野では難しいのかもしれないが、若手の基礎研究（萌芽研究）テーマ提案の内容など
も積極的にアピールすべきではないか。
【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）
・単一電子制御技術の開発成果は次世代電流標準構築だけでなく量子情報への寄与も期待できる成果であ
る。また、３D 形状計測の研究成果は、ものづくりに強く関わる工業標準への寄与が期待される。今年
度は、計量標準に関わる物理科学的な研究成果と工学的な計測技術の研究開発の成果が認められる。
・民間資金獲得額、論文被引用数、知的財産の実施契約件数などの重要項目は例年通り順調に推移してい
る。
・リサーチアシスタントやイノベーションスクールの採用数は 19 名と目標数 10 名を大きく上回った。
・キログラム標準改定について、うまく広報できており、世間一般の標準に対する認識が高まった。
・キログラム定義に関し、長年かけて培った複数のコア技術を融合させたうえで成果を出されたこと、そ
の成果を広く一般にアピールされたことは評価できる。
・特に、知的基盤研究では、キログラムの定義改定への貢献が大きく、世界に向けて我が国の技術力をア
ピールできている。
・着実に実施されている。
（改善すべき点及び助言）
・当該領域の役割として社会への貢献があるのでニーズによる研究の必要性は高まるが、シーズとのバラ
ンスを踏まえながら研究技術のポテンシャル向上に努めて欲しい。
・委員会説明時よりも、民間からの資金獲得額、技術コンサルティング件数、技術研修生数等が大幅に増
加しており、驚きました。橋渡し後期でも大学や公的機関との共同研究が増加し、知的基盤整備でも標
準物質頒布件数も大幅に更新しているなど、領域の目標値を上回る成果を複数あげたことは大変評価で
きることと思います
・次期計画に向けて、今期のフォローと課題を明確にして進めてほしい。
・先進国にある同等の研究機関と対比して自己評価を行うことも必要ではないか。
・第五期に向けた第四期の評価活動への取り組みが不十分ではないか。

５．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
知的基盤の整備
領域全体の総合評価

P
S/A

Q
S/A

R
S/A

S
S/A

T
S/A

U
A

S/A
A
A
S
S/A

S
S/A
S/A
S
S/A

S/A
A
A
S/A
S/A

A/B
A
S/A
A
A

S
A
A
S/A
S/A

A
A
S
A
A
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【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/A
「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
知的基盤の整備
S/A
領域全体の総合評価
S/A
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Q
S/A

R
S/A

S
S

T
S/A

U
A

S/A
S/A
S/A
S/A
S

A
A
A
S/A
S/A

A
A
A
S
S

S
A
A
S
S/A

A
B
A
B
A
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