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平成 31 年 3 月 22 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（生命工学領域）
議事次第

日 時：平成 31 年 3 月 22 日（金）11:00-17:35
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 本部・情報棟 ネットワーク会議室
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

領域による説明（質疑含む）
１．領域の概要と研究開発マネジメント
（説明 35 分、質疑・コメント記入 30 分）

加藤 一実
平栗 洋一

11:00-11:05
11:05-11:10

（議事進行：木野 邦器 評価委員長）
11:10-12:15
理事／生命工学領域長
松岡 克典

・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（60 分）

12:15-13:15

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 15 分）
生命工学領域 研究戦略部長

13:15-13:45
鎌形 洋一

・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 15 分）

生命工学領域 研究戦略部長

13:45-14:15
鎌形 洋一

生命工学領域 研究戦略部長

14:15-14:45
鎌形 洋一

・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
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
（説明 15 分、質疑・評価記入 15 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
休憩（10 分）

14:45-14:55

現場見学会（75 分）
見学１）物質生産の障害となるリグニンのない植物細胞壁を形成（20 分）
生物プロセス研究部門
見学２）昆虫とその共生細菌に関する研究（20 分）
生物プロセス研究部門
見学３）3D プリンティング技術による人工歯(義歯)の実用化（20 分）
健康工学研究部門

14:55-16:10

休憩（10 分）

光田 展隆
古賀 隆一
岡崎 義光
16:10-16:20

-1-

総合討論・評価委員討議・講評
総合討論（領域等への質疑を含む）
評価委員討議（領域等役職員 退席）
評価記入（領域等役職員 退席）

（25 分）
（20 分）
（20 分）

（議事進行：木野 邦器 評価委員長）
16:20-16:45
16:45-17:05
17:05-17.25

・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）
閉会挨拶

（5 分）
理事／評価部長 加藤 一実
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17:25-17:30
17:30-17:35

評価委員

生命工学領域
氏名
委員長 木野 邦器

所属

役職名

早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 応用化学科

教授

唐木 幸子

オリンパス株式会社 技術開発部門 技術開発統括本部

顧問

津本 浩平

東京大学 大学院 工学系研究科

教授

林 千晶

株式会社ロフトワーク

代表取締役

渡邊 裕幸

富士フイルム株式会社

フェロー
所属・役職名は委員会開催時
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ᏊࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢⓎ⌧ࢆไᚚࡍࡿࡇ࡛ࣜࢢࢽࣥࡀᡂศࡢḟ⣽⬊ቨࡀḞኻࡋࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ
ࢆከࡃྵࡴ୍ḟ⣽⬊ቨࡢࡳࢆ᭷ࡍࡿ᳜≀ࡢస〇ᡂຌࡋࡓࠋᮏᢏ⾡ࡼࡾస〇ࡉࢀࡓ᳜≀ࡣࠊ
ࣂ࢜⇞ᩱ➼ࡢᵝࠎ࡞≀㉁⏕⏘ࡢཎᩱࡋ࡚ࡢά⏝ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᡂᯝ㸧ࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⏕ᕤᏛࡢ  ࡘࡢ㔜Ⅼㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᏛ⾡ⓗࡶ㧗࠸ᡂᯝࢆᣲࡆࠊࡇࢀ
ࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࣥࣃࢡࢺࣇࢡࢱ࣮㸦,)㸧ㄽᩥࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦➨  ᮇ┠ᶆ 
ሗ㸧
ࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ㸦ぢ㎸㸧
ࡑࡢෆ ,) ௨ୖࡢㄽᩥࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
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࡞ࡾࠊࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿ㉁ࡢ㧗࠸◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊㄽᩥࡢ⿕ᘬ
⏝ᩘࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ㸦ぢ㎸㸧
ᖺࠎቑຍࡋࠊ┠ᶆࡢ  ࢆ⌧Ⅼ࡛ࡁࡃୖᅇࡿᡂᯝࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ㄽᩥⓎಙ࠾ࡼࡧእ㒊㈨㔠⋓ᚓྥࡅࡓ⟇
ㄽᩥⓎಙࡢ㉁࣭㔞ࡀపୗࡍࡿࡇࡣࠊ⏘⥲◊ࡢࣉࣞࢮࣥࢫࡸᅜ㝿ⓗㄆ▱ᗘࢆపୗࡉࡏࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡸẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲➼ࡢῶᑡࡘ࡞ࡀࡾࠊᶫΏࡋᐇ
⦼ࡢపୗࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ◊✲⪅ಶேࡢάຊࢆ⥔ᣢࡋࠊ㈇ࡢࢫࣃࣛࣝ㝗ࡽ࡞࠸ࡓࡵࡢ⟇ࡀㄢ
㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢㄢ㢟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣ௨ୗࡢ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
x⏕ᕤᏛ㡿ᇦෆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࠕ*UDQW/ࠖ
ᑗ᮶ࡢᶫΏࡋ◊✲ࡢⓎᒎྥࡅ࡚ඃࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ⫱ࡴࡓࡵࡣࠊ◊✲⪅⮬㌟ࡢ⮬ᛶ௵
ࡏࡓㄢ㢟タᐃࡸᅜࣉࣟࡢཧ⏬ࡼࡿ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㡿ᇦෆ◊✲⪅ࡢ㐃ᦠࡼࡿᖜᗈ
࠸どⅬ࡛ࡢㄢ㢟タᐃࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ◊✲⪅ྠኈࡀ┦ᑂᰝࡍࡿ㡿ᇦෆ➇த
ⓗࢢࣛࣥࢺ㸦*UDQW/㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘタࡋࠊ᪂ࡋ࠸◊✲ࡢⱆ࡞ࡿ┠ⓗᇶ♏◊✲ㄢ㢟ࢆⱝᡭ
◊✲⪅ࡽබເࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ㄢ㢟ࡢᛂເࡽ  ㄢ㢟ࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ㄢ㢟ࡢᛂເ
ࡽ  ㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋࡲࡔ㛤ጞࡽ㛫ࡶ࡞࠸ヨࡳ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓㄢ
㢟ࡢ୰ࡢࠊ⾑୰ᚠ⎔࢞ࣥ⣽⬊㸦&7&㸧デ᩿࡛ࡢ㧗ឤᗘࡸࠊᖿ⣽⬊ࡢ᥈⣴ゎᯒᢏ⾡㛵ࢃࡿ◊✲
ࡼࡾࠊㄽᩥ࡛ࡢᡂᯝⓎ⾲➼ࡀᖹᡂ  ᖺᗘぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊ*UDQW/ ᥇ᢥ⪅ࡣእ㒊◊✲㈨㔠
ࡢ⋓ᚓࢆ᥎ዡࡋ࡚࠾ࡾࠊ᥇ᢥ⪅ࡼࡿᖹᡂ  ᖺᗘࡢእ㒊㈨㔠ࡢᛂເ௳ᩘࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠
ᇶ┙◊✲㸦%㸧 ௳ࢆྵࡴ  ௳ࡢࡰࡾࠊ*UDQW/ ࡼࡿຠᯝࡀ⌧ࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᛂເ⪅
ࡽࡶࠊࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀᚿྥࡍࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ゐࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ㡿ᇦෆ◊✲⪅ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ
᪂ࡋ࠸ᵓලయᛶࢆᣢࡓࡏࡿᜦዲࡢᶵ࡞ࡗࡓࡢኌࡶ⪺ࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢⓎᒎࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ
x➹㢌ㄽᩥ࠾ࡼࡧᅜ㝿ඹⴭㄽᩥⓎಙᑐࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈ
ㄽᩥⓎಙࡢ㉁࣭㔞ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⏘⥲◊◊✲⪅ࡀ➹㢌ⴭ⪅࡞ࡾㄽᩥࢆⓎಙࡋ࡚┠❧ࡘ
ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇࠊᾏእࡢඃ⚽࡞◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆㄽᩥࡋ࡚Ⓨಙࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ➹㢌ⴭ⪅ㄽᩥࠊ࠾ࡼࡧᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸᏛ➼ࡢᅜ㝿ඹ
ⴭㄽᩥࢆฟ∧ࡋࡓ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࠊࣥࢭࣥࢸࣈࡋ࡚◊✲㈝ࢆࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ሗࡢ➹㢌ⴭ⪅ㄽᩥࠊ ሗࡢᅜ㝿ඹⴭㄽᩥᑐࡋ࡚ࣥࢭࣥࢸࣈ◊✲㈝ࢆ
ࡋࡓࠋ
x⏕ᕤᏛ㛵㐃◊✲ࡢຠᯝⓗ࡞ሗࡢඹ᭷
ㄽᩥⓎಙࡢ㉁࣭㔞ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⏕ᕤᏛ㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢヰ㢟ࡸࢢࣛࣥࢺ➼ࡢሗࢆ◊✲
⪅㛫࡛ຠᯝⓗඹ᭷ࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ◊✲⪅࣭࣏ࢫࢻࢡࡀ
Ⓨ⾲ࡋࡓ᪂╔ㄽᩥࢆㄽᩥᴫせࡶྵࡵࡓሗࡋ࡚ྛ◊✲ࣘࢽࢵࢺẖ㐌⮬ື㓄ಙࡍࡿࠕ$,67
/,)( QHZ SXEOLFDWLRQࠖ
ࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢺࣆࢵࢡࡸࠊබເ୰ࡢࢢࣛࣥࢺሗ➼ࢆ
ࡲࡵࡓ᭶หࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠕ53/,)( ,1)250$7,21ࠖࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢሗࡀ◊✲⪅㛫࡛
ඹ᭷ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊㄽᩥⓎಙពḧࡢⓎᥭࠊሗඹ᭷ࡼࡿ┦㐃ᦠࡢಁ㐍ࠊඃࢀࡓㄽᩥⓎಙ
ࢆ┦࡛㢧ᙲࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ

>◊✲ᡂᯝࡢᶫΏࡋ@
࣭◊✲ᡂᯝࡀά⏝ࡉࢀࡓ〇ရࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
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ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸦ぢ㎸㸧
᥎⛣ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊୖグࡢ ' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢᢏ⾡ࡼࡿேᕤṑࡢ⣲ᮦ࡞
ࡿࠕ୕ḟඖ✚ᒙ㐀ᙧ⏝ 63 ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠⢊ᮎࠖࢆࡣࡌࡵࠊ⏘⥲◊ࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋࡓ〇ရ
ࡀ  ௳ୖᕷࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࠾࠸࡚ࡣࠊୖグࡢࣜࣥ㓟άᛶࡼࡿ⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩ࡢ⥙⨶ⓗゎᯒ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭷ࡍࡿࢯࢩ࣒࢘ᰴᘧ♫࡞ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪂ࡓ  ♫ࡀ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺ௨㝆ฟࡉࢀࡓ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡣ  ♫
࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ0 $ ♫ࠊఇ╀≧ែ  ♫ࠊᨭᮇ㛫⤊  ♫࡞ࡾࠊィ  ♫ࡀ⌧ᅾࡶ⏘
⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡀᖹᡂ  ᖺᗘཷࡅࡓฟ㈨㢠ඹྠ◊✲㈝ࡢ
⥲㢠ࡣ  ൨௨ୖ࡞ࡾࠊ♫ࡽࡢᙉ࠸ᮇᚅࢆཷࡅ࡚㡰ㄪᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭➨  ᮇ࠾ࡅࡿඹྠ◊✲࡞ࡼࡿ⏘⥲◊ࡢẸ㛫ࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪㢠ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ൨㸦ぢ㎸㸧
 ᥎⛣ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ┠ᶆ㢠  ൨ᑐࡋ࡚㐩ᡂ⋡ࡣ 㸣࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ➨ 
ᮇࡢ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶẸ㛫㈨㔠ᥦ౪㢠ࡀ┠ᶆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࡀࠊᖹ
ᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡢẸ㛫㈨㔠ࡢᖹᆒ⋓ᚓ㢠  ൨ࡽࡣ㡰ㄪቑຍࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋẸ㛫㈨㔠⋓ᚓቑྥࡅࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᆺࡢඹྠ◊✲௳ࡘ
࠸࡚ࡣ㡿ᇦᡓ␎㒊ࡀᢸᙜࡍࡿࡇࡸࠊ᪂つ࡞ᴗ㐃ᦠࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ◊✲ண⟬ࡢ㓄㈿ࢆᐇࡋ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᑐᛂࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᡭᴗࡢඹྠ◊✲㸦ෙࣛ࣎㸧ࡢ❧ࡕୖ
ࡆࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭≉チࡢᐇዎ⣙௳ᩘࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸦ぢ㎸㸧
ᖺࠎቑຍࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᭶ᮎⅬ࡛㐩ᡂ⋡ 㸣ࢆぢ㎸ࡳࠊᖺᗘᐇ⦼┠ᶆ್㸦
௳㸧ࢆඹ㉸࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

>ᅜෆ࣭ᅜ㝿㐃ᦠ@
xᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶᪩✄⏣Ꮫࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㜰Ꮫ࣮࢜ࣉࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦2,/㸧ࢆࡑࢀࡒࢀタ⨨ࡋࠊᏛࡢࢩ࣮ࢬࢆ⏘⥲◊ඹྠ࡛⏘ᴗ
ᒎ㛤ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ
ࠕ⏘⥲◊࣭᪩✄⏣Ꮫ⏕యࢩࢫࢸ࣒ࣅࢵࢢ
ࢹ࣮ࢱゎᯒ 2,/㸦᪩ 2,/㸧
࡛ࠖࡣࠊ,) ㄽᩥ  ሗ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸧ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡶࠊ
⡿ᅜࠊࢧ࢘ࢪࣛࣅࡢ◊✲ᶵ㛵ᅜ㝿㐃ᦠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿయไࡢᙉࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⏘⥲
◊࣭㜰Ꮫඛ➃ࣇ࢛ࢺࢽࢡࢫ࣭ࣂ࢜ࢭࣥࢩࣥࢢ 2,/㸦㜰 2,/㸧࡛ࠖࡣࠊ,) ㄽᩥ  ሗ㸦ᖹ
ᡂ  ᖺᗘ  ሗ㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊ⏘ᴗ⏺ࡀཧຍࡍࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ❧ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺ᑐࡍࡿሗ
ᥦ౪ࡸᢏ⾡⛣㌿ࠊඹྠ◊✲ࡢಁ㐍ࢆᙉࡋࡓࠋ
xᅜ 㝿 㐃 ᦠ 㛵 㐃 ࡛ ࡣ ࠊ  ࣥ ࢻ ⛉ Ꮫ ᢏ ⾡ ┬ ࣂ  ࢜ ࢸ ࢡ ࣀ ࣟ ࢪ ࣮ ᗇ 㸦 '%7 㸸 'HSDUWPHQW RI
ELRWHFKQRORJ\㸧⏘⥲◊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ⥾⤖ࡋࡓඹྠ◊✲ዎ⣙ᇶ࡙ࡁࠊ⏘⥲◊ࡘࡃࡤࢭࣥ
ࢱ࣮⏘⥲◊࣭'%7 ࡢ᪥༳㐃ᦠࣛ࣎㸦'$,/$%㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛᪥ᮏ  ᣐⅬࠊࣥࢻ  ᣐⅬࠊ
ࢫࣜࣛࣥ࢝  ᣐⅬࡢྜィ  ᣐⅬࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ '%7 ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆᆺ
ᅜ 㝿 ඹ ྠ ◊ ✲  ᴗ  Ⓨ ᒎ ࡉ ࡏ ࠊ ᪥ ༳ ඹ ྠ ◊ ✲ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮  ࣥ ࢻ 㸦 '$,&(17(5 㸸 '%7$,67
,QWHUQDWLRQDO&(1WHUIRU7UDQVODWLRQDODQG(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK㸧ࢆタ❧ࡋࠊࣥࢻᨻ
ᗓࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ࡀᖺ㛫  ࠊ ᖺ㛫ࢃࡓࡿ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡇ
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ࡢࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢱ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㸦7,675㸸7KDLODQG,QVWLWXWHRI6FLHQWLILFDQG
7HFKQRORJLFDO 5HVHDUFK㸧ࡢ㎰⏘≀ཎᛶホ౯ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡸࢱ⏘⏕≀㈨※ࡢᶵ⬟ᛶᡂศࡢ
ྠᐃࡸホ౯㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࠊ࠾ࡼࡧ⡿ᅜࡢᅜ❧ᶆ‽ᢏ⾡◊✲ᡤ㸦1,67㸸1DWLRQDO ,QVWLWXWH
RI6WDQGDUGVDQG7HFKQRORJ\㸧ࡢ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ศᯒࡢᶆ‽ᩚഛྥࡅࡓඹྠ◊✲ࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
xᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOVࠊ6'*V㸧ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕࡍ
࡚ࡢேᗣ⚟♴ࢆࠖࡢ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ◊✲㛤Ⓨࡋ࡚ࠊ࣐ࣛࣜ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࣕ࢞ࢫ
㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡋࠊ࣐ࣛࣜࡢ᪩ᮇⓎぢྥࡅࡓ㎿㏿࣭㉸㧗ឤᗘ᳨ฟࢹࣂࢫࡸࠊࢩࣕ
࣮࢞ࢫࡢ⸆ᶆⓗ᥈⣴ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢࢤࣀ࣒⦅㞟ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡾࠊ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚
xᆺ㐃ᦠᴗࡢ᥎㐍
Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓྥࡅ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣඹྠ◊✲ࡢᆺࢆ┠ᣦࡍྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋල
యⓗࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦-0%&㸧࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜
ゎᯒࡢᅜ㝿ᶆ‽㧗ᗘࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡛ぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ⌧ᅾࠊඹྠ◊✲ዎ⣙⥾⤖ྥࡅ࡚ㄪᩚ
୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᡭᴗ」ᩘᖺࢃࡓࡿᆺࡢඹྠ◊✲㸦ෙࣛ࣎㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ❧ࡕୖ
ࡆࡿࡇࡶぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
xయไࡢᵓ⠏᪂つ௳ฟࡢヨࡳ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦෆ㒊ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᆺࡢ㐃ᦠ௳㸦㈨㔠ᥦ౪㢠  ௨ୖ㸧ࡣ㡿ᇦ
ᡓ␎㒊ࡀࠊ㈨㔠ᥦ౪㢠  ᮍ‶ࡢ௳ࡣࣘࢽࢵࢺࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᢸᙜ⪅ࡀࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿࡼ࠺ᙺ
ศᢸࢆ᫂☜ࡋࠊ㎿㏿࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᴗ㐃ᦠ᥎㐍ࡢࢆᅗࡿయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡉ
ࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢ᪂つᴗ㐃ᦠࡢᵓ⠏ࢆ┠ⓗࠊ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓィ
⏬᭩ࢆ◊✲ᡓ␎㒊࡛ᰝᐃࡋࠊᴗ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢண⟬ࢆ㓄㈿ࡋࡓࠋ

⤌⧊ෆእࡢⱝᡭ㞠⏝࣭⫱ᡂࠊࢩࢽୡ௦ࡢ⬟ຊ࣭⤒㦂ࡢ᭱ά⏝
࣭᪂ே◊✲ဨࡢබເ᥇⏝࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ྡࡢ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣぢ㎸ࡳࢆྵࡴ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅  ྡࢆ᥇⏝ࡋࠊⱝᡭ㞠⏝ດࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ
 ᖺᗘྠ⛬ᗘࡢ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅ࡢ᥇⏝ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾಟኈᆺ᥇⏝
ࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࡢ᥇⏝ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢩࢽୡ௦ࡢ⬟ຊ⤒㦂ࡢά⏝
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐃᖺࢆ㏄࠼ࡓ⤒㦂㇏࡞◊✲⪅ࢆᣍ⪸◊✲ဨࡋ࡚㞠⏝ࡋࠊ◊✲᥎㐍άࡋࡓࠋ

࣭ேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡿ᇦෆࡢ⊂⮬ࡢᢏ⾡◊ಟࢆᐇࡋࠊᅜෆእࡢᏛ⏕ࡸᴗேᮦࢆཷࡅධࢀ
࡚⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ➨㸲ᮇ୰ࡣࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ㸦5$㸧ไᗘࡼࡾࠊྛᖺᗘ┠ᶆ್ࢆᖜ
㉸࠼ࡿከᩘࡢᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࠊⱝᡭேᮦࡢ⫱ᡂ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋࡓࠋ5$ ࡸࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ
࣮ࣝ⏕ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ྡ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ྡ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ྡ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ྡ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ྡ㸦ぢ㎸㸧
㡰ㄪཷࡅධࢀᩘࢆቑࡸࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ┠ᶆ  ྡࢆᖜୖᅇࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣ  ྡࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ⫱ᡂᩘࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨  ᮇ࠾࠸࡚ࡣᏛࡸᴗ
ࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆά⏝ࡋࡓேᮦὶࢆάⓎࡋࠊ་⒪ᶵ㛵ࡽ⮫ᗋ་㸯ྡࢆ᥇
⏝ࡍࡿ࡞ࡋ࡚⤌⧊ࢆ㉸࠼ࡓேᮦὶືࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡓࠋ

୍ᐃ㔠㢠つᶍ௨ୖࡢࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ࡢࡑࡢᚋࡢᴗ
࣭➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ⣼ィࡋ࡚ࠊ ௨ୖࡢᶫΏࡋ◊✲ࢆᴗᐇࡋࡓᩘࡣ 
௳ࠊ࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡢᩘࡣ  ௳࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ⦼ࡋ࡚ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢㆡΏዎ
⣙࠾ࡼࡧᐇዎ⣙ࡣ  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘዎ⣙ࡢ௳ᩘ㸸 ௳ ࠊ〇ရࡣ  ௳㸦࠺ࡕᖹᡂ  ᖺᗘ
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〇ရࡢ௳ᩘ㸸 ௳ ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ➨  ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸࡢ㧗࠸┠ⓗᇶ♏◊✲ࡽࠊᆺᅜᐙࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡌࡓᶫΏࡋ๓ᮇࡢ◊✲ࠊࡑࡋ࡚〇ရࡸᅜ㝿࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃࡘ࡞ࡀࡿᶫΏࡋ
ᚋᮇࡢ◊✲ࡲ࡛ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃᐇࡋࡓࠋࡑࡢࡇࡀ⏘ᴗࡢⱆ࣭◊✲ࡢⱆࢆฟࡋ࡞ࡀࡽࠊ⥅⥆
ⓗ࡞⏘ᴗ⏺ࡢࠕᶫΏࡋࠖ⧅ࡀࡗࡓࠋ

>◊✲ᡂᯝ@
⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
 ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᡂᯝࡋ࡚ᣲࡆࡓᚰ➽᱾ሰᝈ㒊ࢆ⏕ࡍࡿ㑇ఏᏊࡢⓎぢࡣࠊᚰ➽᱾ሰࢆ⒪ࡍ
ࡿᣄ⤯ᛂࡢ࡞࠸᪂つ࡞⒪ἲࡢ㛤Ⓨ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᡂᯝࡣ &HOO6WHP
&HOO ㄅ㸦,)㸸㸧ࡢᥖ㍕ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡢࡳ࡞ࡽࡎせ࡞᪂⪺࡛ࡶሗ㐨ࡉࢀࡓࠋ〇⸆ᴗࡽࡶ㧗࠸ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨
㝆ࡢᶫΏࡋ◊✲ࡢⓎᒎࡀ࠸ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓ $0(' ᴗࠕ⢾㙐⏝ࡼࡿ㠉᪂ⓗ⸆ᢏ⾡
㛤Ⓨᴗࠖࡢ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊ⣽⬊ࡢ⢾㙐ኚࢆㄆ㆑࣭⤖ྜࡋ࡚ᶵ⬟Ⓨࡍࡿᢠయ་⸆〇ᢏ⾡
ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ
ࡇࢀࢆྵࡴ୍㐃ࡢᡂᯝࡼࡾ➨  ᅇࣂ࢜ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜዡບ㈹ࢆཷ㈹ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࣜࣥ㓟άᛶࡼࡿ⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩ࡢ⥙⨶ⓗゎᯒࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊ⭎ࣟ࣎ࢵࢺࠕࡲࢁࠖ
ࡼࡿ⸆ᨭᢏ⾡ࢆ᰾ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡣࠊ ൨௨ୖつᶍࡢฟ㈨ࢆཷࡅ
࡚࠾ࡾࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡓᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࡣࠊᵝࠎ࡞ᝈࡸᗣ⥔ᣢᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࡑࡢゎᯒࡢ⢭ᗘࡸᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿୖ࡛࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒ⏝ேᕤ᰾㓟ᶆ‽≀㉁
ࢆά⏝ࡋࡓ᳨ᰝࣉࣟࢭࢫࡢ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࡣᚋྍḞ࡞ࡿᢏ⾡࡛࠶ࡾ㧗࠸ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᡂᯝࢆᇶ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࠊࡑࡢᐇែࢆ⢭☜ホ౯
ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᚋࠊẸ㛫ᴗࡢ㐃ᦠࡼࡗ࡚ࠊ㠉᪂ⓗ࡞་⸆ရ࣭ᶵ⬟ᛶ㣗ရ࣭⢝
ရࡢฟࡁࡃᐤ࡛ࡁࡿࠋ$0(' ᴗࠕ⏕་⒪ᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ⸆ᨭᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖ
㛤Ⓨ୰ࡢ࣐ࢡࣟ⮚ჾࢳࢵࣉࡣࠊ་⸆ရ࣭⢝ရ㛤Ⓨࡸ⒪ἲ㛤Ⓨࢆຠ⋡ࡼࡃ⾜࠺ࡓࡵࡢᏳᐃ
ࡘ⌧ᛶࡢⰋ࠸ࢹࣂࢫᡂࡾᚓࡿ㔜せ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࣐ࢡࣟ⮚ჾࢳࢵࣉࡣࠊ㏆ᖺࠊື
≀ឡㆤࡢほⅬࡽࡶ⢝ရࡸ㣗ရศ㔝࡛ᗫṆࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿື≀ᐇ㦂ࡢ௦᭰࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ᚋ☜ᐇ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡿ◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿࠋ' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢᢏ⾡ࡼࡿேᕤṑ ⩏ṑ ࡢ◊✲
㛤Ⓨࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢ㗪㐀ἲࡼࡿ〇㐀㛫ࢆ  ศࡢ  ▷⦰ࡍࡿࡇ࡛▷ᮇ㛫࡛ࡢேᕤṑࡢ〇㐀
ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊṑ⛉ᢏᕤᡤ࡛ࡢປാ⎔ቃࡢᨵၿ㈉⊩ࡋࡓࠋேᕤṑࡢ㐀ᙧ⏝࠸ࡿࢥࣂࣝࢺࢡࣟ
࣒ྜ㔠⢊ᮎࡣࠊ' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢ⏝་⒪ᶵჾࡋ࡚ᅜෆ࡛ึࡵ࡚ཌ⏕ປാ⮧ࡽᢎㄆࢆཷࡅ
ࡓࡇࡽࠊࢹࢪࢱࣝࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢᡂᯝࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࢆ⾜࠸ࠊせ⣬࠾ࡅࡿ᪂⪺ሗ㐨ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
➨  ᮇࢃࡓࡾ⢭ຊⓗ㐙⾜ࡉࢀࡓඹ⏕⣽⳦ࡀ᭷ࡍࡿ᪂ᶵ⬟ࡢゎ᫂ྥࡅࡓ୍㐃ࡢ◊✲ࡽࠊ
ᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢඹ⏕⣽⳦ࡼࡿᐟࡢ௦ㅰ⪁ᗫ≀ࡢࣜࢧࢡࣝᶵᵓࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࠊࡑࡢࣜࢧ
ࢡࣝᶵᵓࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡼࡿ᪂ࡋ࠸ᐖ㜵㝖ᢏ⾡ࡢᡂྥࡅࡓᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࢽ࣡ࢺࣜ
ࡢࢤࣀ࣒⦅㞟ᢏ⾡ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢຠ⋡ⓗ࡞⏕⏘ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡇ
࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ⏕≀ᕤሙࠖࡢࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࠊ⏕⏘ࢥࢫࢺࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࣂ࢜་⸆ရࡸ⏕་⒪ᇵᆅࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺࡢప౯᱁㧗ᗘ་⒪ᬑཬࡢ㈉⊩⧅ࡀࡿࡇ
ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᡂᯝࡣ  ᅇࡢ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥㸧ࢆ⾜࠸ࠊ79࣭᪂⪺ࡼࡿሗ㐨ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㌿ᅉᏊ㑇ఏᏊ⩌ࢆไᚚࡍࡿࡇ
࡛ᐇ⌧ࡋࡓࣜࢢࢽࣥࢆྵࡲ࡞࠸᳜≀㸦ࢩࣟࢾࢼࢬࢼ㸧ࡢస〇ࡣࠊ⏕≀ᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿ≀㉁⏕⏘
ࡢ㔜せ࡞ཎᩱ࡛࠶ࡿࢢࣝࢥ࣮ࢫࡢຠ⋡ⓗ࡞⏕⏘⧅ࡀࡿࡓࡵࠊࣂ࣐࢜ࢫ⏕⏘ᡓ␎࠾࠸࡚ࠊ᪤
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Ꮡࡢ᳜≀ࡸࡑࡢṧ´ࢆ⏝࠸ࡿᚑ᮶ࡢᖖ㆑ぢ┤ࡋࢆ㏕ࡿ⏬ᮇⓗ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே
᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸦1('2㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᳜≀ࡸᚤ⏕≀ࡢࢤࣀ࣒ࢹࢨࣥ
ࡼࡿ᭷⏝≀㉁ࡢ㧗ຠ⋡⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣࠊᚤ⏕≀ࡀᣢࡘ≀㉁⏕⏘⬟ຊࢆேᕤⓗ᭱㝈ᘬࡁ
ฟࡍ⣽⬊ࢆ▷ᮇ㛫࡛ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂つሗゎᯒᢏ⾡㛤Ⓨ╔ᡭࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡᵓ㐀᥎ᐃᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ᨵኚࢱ࣮ࢤࢵࢺ㑇ఏᏊࢆぢฟࡍ➼ࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂ
ᯝࡣࠊ་⸆ရ࡞ࡢ౯್ࡢ㧗࠸᭷⏝≀㉁ࢆࠊ⏕≀࡛ຠ⋡Ⰻࡃ⏕⏘࡛ࡁࡿᢏ⾡ࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡲࡓࠊ
ᚤ⏕≀ࡸ᳜≀ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࣂ࢜⏕⏘ࣉࣟࢭࢫࡼࡾࠊᏛྜᡂࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ⏕⏘ࡀᅔ㞴࡞
ྜ≀ࡢ⏕⏘ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ⎔ቃ㈇Ⲵࡢపῶ᪂⏘ᴗࡢฟࡶ⧅ࡀࡿࠋ

>◊✲ᡂᯝࡢᶫΏࡋ@
 ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡢࡳ࡛ࡣࠊࡑࡢᢏ⾡ࢆ♫ᬑཬࡉࡏࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⏘⥲◊
Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀ⏘⥲◊ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚♫ᐇࡍࡿࡇࡣࠊ┿ᢏ⾡ࡢᶫΏࡋ⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺࠾ࡼࡧ♫ࢽ࣮ࢬࢆṇ☜ᤊ࠼ࡿࡇࡶྍ⬟࡞ࡾࠊ᪂
ࡓ࡞◊✲㛤Ⓨࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿࡇࡶྍ⬟࡞ࡿࠋ⡿ᅜࡢປാ┬ປാ⤫ィᒁࡢࢹ࣮ࢱࡼࢀࡤࠊ࣊
ࣝࢫࢣ࣭♫ᨭศ㔝ᴗࡢᴗ㛤ጞࡽ  ᖺᚋࡢ⏕Ꮡ⋡ࡣ ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ᮎⅬ࡛  ♫ࡀ⏘⥲◊⏕ᕤᏛ㡿ᇦⓎࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡋ࡚⥅⥆ⓗάືࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡣព⩏ࡀࡁ࠸ࠋᚋࡶࠊ♫ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ╔ᐇ㐙⾜ࡋ࡚⏘⥲◊Ⓨ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ⏘⥲◊ࡢࠕᶫΏࡋࠖࡢࡁ࡞᥎㐍ຊ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᶫΏࡋ๓ᮇ◊✲ࡋ࡚ $0(' ➼ࡢᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡾ⢾㙐⏝ᢏ⾡ࡸ࣐ࢡࣟ⮚ჾ
ࢳࢵࣉᢏ⾡ࡢ◊✲㛤ⓎᦠࢃࡾࠊᶫΏࡋᚋᮇ◊✲࡛ࡣẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࡼࡾ ' ࣉࣜࣥࢸ
ࣥࢢᢏ⾡ࡼࡿேᕤṑࡢᐇ⏝⤖ࡧࡅࡿ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡛ᶫΏࡋ◊✲ࢆ╔ᐇ
㐙⾜ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᩘᖺ㛫ࢃࡓࡿᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢཧ⏬ࡣࠊᴗ㐃ᦠࢆ୰᰾ࡋࡓᶫΏࡋ
ᚋᮇࡢ◊✲ࡸࠊ᪂ࡓ࡞◊✲ࢩ࣮ࢬฟྥࡅࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞◊✲ᒎ㛤ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ


>ேᮦ⫱ᡂ࠾ࡼࡧᅜෆ࣭ᅜ㝿㐃ᦠ@
➨  ᮇ࡛ࡣࠊࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡┬ࣂ࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ᒁࡢ㐃ᦠࢆ㡰ㄪⓎᒎࡉࡏࠊᅜᐙࣞ࣋ࣝ
࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ᪥༳ᅜ㝿㐃ᦠࢆᑟࡋࡓࠋࣥࢻࡸࢱࡢᅜ❧◊✲ᶵ㛵ࡢඹྠ◊✲ࡣࠊྛᅜ⊂
⮬ࡢ⏕≀㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ࡢ᥎㐍ࡸ◊✲ேᮦࡢ☜ಖࡢほⅬࡽ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ
Ẹ㛫ᴗ㐃ᦠࡋࠊ◊✲⏝࠸ࡿィ ศᯒᶵჾ࡞ࡢ᪥ᮏ〇ရࡢᾏእᬑཬࡶ㈉⊩ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
6'*V ࡢᑐᛂࡋ࡚࣐ࣛࣜ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࣕ࢞ࢫ㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
࣐ࣛࣜࡢ᪩ᮇ᳨ฟࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᨻᗓᗈሗㄅ +,*+/,*+7,1* -DSDQ ᥖ㍕ࡉࢀࡿ
࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠయไࡢ᥎㐍ࡼࡾࠊྛᅜ࠾ࡅࡿᗣ࣭་⒪ศ㔝࡛ࡢ⏘
ᴗᒎ㛤ࢆど㔝ධࢀࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ⏘⥲◊ࡀᢸ࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ձ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠᙉ
➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᥖࡆࡓࠕ⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ
ࠕ་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ
ࠕ⏕
≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖ㛵㐃ࡍࡿୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ࡑࡢ
ᶫΏࡋࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡓㄢ㢟ࡢᢳฟࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊ
⏘ᴗ⏺༠㆟ࡋ࡚ඹྠ◊✲ㄢ㢟ࢆඹࡋࠊ୧⪅࡛㐍ᤖ⟶⌮ࡍࡿᡓ␎ⓗࣛࣥࢫᴗࢆࡉࡽ
ᣑࡍࡿࠋ㡿ᇦᖿ㒊ࡼࡿࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥ
ࢢࡢᶵࢆቑࡸࡋࠊ⏘⥲◊ࡢಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡋ࡚㐃ᦠᴗᩘࢆቑࡸࡍࠋࡲࡓࠊ㠀➇தⓗ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ
」ᩘᴗࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆᙧᡂࡋࠊᅜ⏘ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽ࢆ≺ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡶᘬࡁ⥆ࡁᐇ
ࡍࡿࠋ

ղẸ㛫㈨㔠⋓ᚓࡢࡓࡵࡢᡓ␎
◊✲ᡂᯝࢆ♫ᒎ㛤ࡋ࡚ᶫΏࡋࢆࡍࡿୖ࡛ࡣࠊᴗࡢ⥅⥆ⓗ࡞㐃ᦠ⥔ᣢࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊඹྠ◊✲ዎ⣙ࡢ⤊㝿ࡋࠊᴗࡢඹྠ◊✲ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍ
ࡿࡓࡵྛዎ⣙≧ἣࢆ㡿ᇦᡓ␎㒊ࣘࢽࢵࢺࡢᢸᙜ⪅࡛ඹ᭷ࡋࠊḟᖺᗘࡢዎ⣙ᘏ㛗ࠊつᶍᣑ


- 11 -

ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᴗᑐᛂࢆ㎿㏿㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ㡿ᇦෆࡢ᭱᪂ᢏ⾡㛤Ⓨࡢሗࢆ㞟
⣙ࡋ࡚ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦,&㸧ࡶඹ᭷ࡋࠊ᭱᪂ᢏ⾡ࢆᴗഃᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛
᪂ࡓ࡞㐃ᦠᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ճ◊✲㛤Ⓨࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡓ␎
┠ⓗᇶ♏◊✲ࡽᐇ⏝࣭〇ရ⮳ࡿࡲ࡛ࡢ୍Ẽ㏻㈏ࡢ◊✲యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᪂ࡓ
࡞ᶫΏࡋࡢ⣲ᮦ࡞ࡾᚓࡿ◊✲ࢩ࣮ࢬࡢⓎ᥀ࠊ♫ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊබ
ⓗ㈨㔠ᇶ࡙ࡃ◊✲㛤Ⓨࡣࠊࡑࡢ୰࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ➨  ᮇ୰㛗ᮇィ⏬ࡢᚋ༙ᙜࡓࡿᖹ
ᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊ$0('ࠊ1('2ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ㸦-67㸧ࠊᡓ␎ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦6,3㸧➼ࡢᶫΏࡋ๓ᮇ┦ᙜࡍࡿᆺᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧ⏬ࡋࠊ⋓ᚓ㢠ࡶ
ᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ᮎⅬ 
൨㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᆺᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡾࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡽ
ᶫΏࡋ๓ᮇ࣭ᚋᮇ◊✲ࡢಁ㐍ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶫΏࡋ๓ᮇ࣭ᚋᮇ◊✲ࡽ᪂ࡓ࡞┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢฟ
ࠊ◊✲άືࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿࠋ


㸦㸰㸧ᢏ⾡ⓗ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆάࡋࡓᣦᑟຓゝ➼ࡢᐇ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢᢏ⾡ⓗ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆάࡋࡓάືࡋ࡚ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊ⸆ᑂᰝ
࡞ಀࡿᨭᴗࠊ୰ᑠᴗࡢᴗィ⏬⟇ᐃᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉ࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡣࠊ⸆ᑂ
ᰝࡢ⤒㦂⪅ࠊ⸆ࡸ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨࢆᴗ୍⥴㐍ࡵࡓ⤒㦂⪅ࠊ⏕≀㈨※⟶⌮ࡢ⤒㦂⪅ࠊ⏕
⌮ࡸಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿつไᑐᛂࡢ⤒㦂⪅➼ࠊ⸆࣭་⒪࣭་⒪ᶵჾಀࡿ≉᭷ࡢ▱ぢࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆάࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡢᨭάືࢆ㐍ࡵࡓࠋ


ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
➨  ᮇ࠾࠸࡚ࡣࠊ᭷ൾࡢᢏ⾡┦ㄯࡋ࡚ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋࡓࠋ≉ᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢඹྠ◊✲ࡘ࠸࡚ࡑࡢ㐪࠸ࢆᩚ⌮ࡋࠊ◊✲⪅ࡢ࿘▱
ά⏝ࢆ᥎ዡࡋࡓࠋ⊂⮬ࡢᢏ⾡ࡸ▱ぢࢆࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳  ༓㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ 
᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊዎ⣙௳ᩘ࠾ࡼࡧዎ⣙㢠ࡣᖺࠎ╔ᐇቑຍࡋࡓ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳  ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳  ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳  㸧
ࠋ,7
ࡸࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⸆ࣉࣟࢭࢫࡢຍ㏿㛵ࡍࡿዎ⣙㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸧ࡸࠊ㧗ศゎ⬟
ㄏ㟁⋡㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸ࡓ࣓࣮ࢪࣥࢢ㛵ࡍࡿዎ⣙㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸧ࡢࠊᮦᩱᏛࠊᶵ⬟ᛶ
㣗ရࠊᗫỈฎ⌮ࠊ⣽⬊ᇵ㣴ᢏ⾡ࠊ㡢㡪➼ࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ᮏ㒊㐃ᦠࡋࠊ,& ࢆ୰ᚰࠊ㡿ᇦᶓ᩿ᆺࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢάືࡶᐇࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ  ♫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭᴗࡢᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡢෙࣛ࣎ࡢタ
⨨ࢆ๓ᥦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ◊✲ဨᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡀࡉࡽᾐ㏱
ࡋࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡀ㐍ࡳࠊ௳ᩘࠊዎ⣙㢠ࡶቑຍࡍࡿࡇࢆぢ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ

་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࢞ࢻ࣭ࣛࣥᐇ⏝ᨭ
་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࢞ࢻ࣭ࣛࣥᐇ⏝ᨭ㸸⏕་⒪ࡸࣉࣛࢬ࣐་⒪➼ࡢ་⒪ᶵჾࡢ㛤Ⓨಁ㐍࠾
ࡼࡧ㎿㏿࡞⸆ᢎㄆᑂᰝά⏝࡛ࡁࡿ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥࡸホ౯ᣦᶆࡢ⟇ᐃࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫  ௳ࡢ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ࡛ᰝㄞ
୰࠾ࡼࡧᰝㄞ๓ࡢ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥࡀ  ௳࡛࠶ࡿࠋ་⒪ᶵჾศ㔝ࡢཧධࢆ┠ᣦࡍᴗ➼ྥ
ࡅࡓ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇΏࡗ࡚㛤ദࡋࠊ ྡࡢ
ཧຍ⪅ࢆᚓࡓࠋᴗ ♫㸪ᴗ➼ࡢಶேဨ  ྡࡀཧຍࡍࡿ་⒪ᶵჾࣞࢠࣗࣛࢺ࣮ࣜࢧ࢚ࣥ
ࢫ◊✲ࢆタ⨨ࡋࠊ୰ᑠᴗࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺་⒪ᶵჾᑂᰝࡢලయⓗࢆྲྀࡾୖࡆࡓၨ
ⵚ࣭ᨭ࣭ᣦᑟࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᅇᐇࡋࡓࠋࡉࡽ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᴗࡋ
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࡚ࠊ୰ᑠᴗ➼࡛ࡢ㛤Ⓨィ⏬࣭⮫ᗋヨ㦂ィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ⮫ᗋヨ㦂ࢆ⾜࠺་⒪⌧ሙࡢ☜ಖࠊ⸆⏦ㄳ
᭩ࡢసᡂ࡞ࡢᑓ㛛ᛶࡀせồࡉࢀࡿᴗົࢆࠊ་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ㸦30'$㸧ฟྥࡋ࡚⸆ᑂ
ᰝࡢ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⏘⥲◊◊✲⪅ࡀࠊ㛤Ⓨẁ㝵ᛂࡌࡓษࢀ┠࡞࠸ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࠕక㉮ࢥࣥࢧࣝࠖ
ࡋ࡚ᨭࡋࡓࠋࡲࡓࠊཌ⏕ປാ┬ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬࡛᥎㐍ࡍࡿ $0(' ࡢ⸆ᨭࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾཧ⏬ࡋࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦෆண⟬࡛ᏛⓎࡢ⸆ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ࡢᨭᴗࢆᐇࡋࡓࠋ

እ㒊㈨㔠⏦ㄳ᭩సᡂᨭ
$0('ࠊ1('2ࠊ-67 ࡢྛ✀ᴗࠊ୰ᑠᴗᗇࡢᡓ␎ⓗᇶ┙ᢏ⾡㧗ᗘᨭᴗ㸦ࢧ࣏ࣥᴗ㸧
ࠊ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⿵ຓ㔠ᴗ࡞ᴗඹྠ⏦ㄳࡍࡿ㝿ࠊ,& ➼ࡀᴗ⏺ࡢᢏ⾡ࡸᴗືྥࠊᑗ᮶ࡢ
ᒎᮃࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱᴗ┦ᛂࡋ࠸⏦ㄳ᭩సᡂࡢࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢧ࣏ࣥ
 ௳ᨭ୰  ௳᥇ᢥࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ $0('㸯௳ࠊࢧ࣏ࣥ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢧ࣏ࣥ  ௳ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣ 1('2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ௳࠾ࡼࡧࢧ࣏ࣥ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆᨭࡋࠊ1('2 ࠾ࡼࡧࢧ࣏ࣥ
ྛ  ௳ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

ୖ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ⏘⥲◊ࡢᗈ࠸▱㆑ࢆά⏝ࡋࠊ་⒪ࠊ〇⸆ࠊᏛࠊ㣗ရࢆࡣࡌࡵࡍࡿᖜᗈ࠸⏘
ᴗ⏺ࡢᣦᑟຓゝࢆᐇࡋࡓࠋ≉ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࢆά⏝ࡋࠊẸ㛫㈨㔠ࡢ⋓ᚓ
ᶫΏࡋ◊✲ࡣ╔ᐇᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
 ᴗࡢ┤᥋ࡢヰࡼࡿࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࡸᑓ㛛ᛶࢆ⏕ࡋࡓ࢞ࢻ࣭ࣛࣥᐇ⏝ᨭ➼ࠊ
ᵝࠎ࡞ᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾᗈࡃ῝ࡃࠊ◊✲⪅ࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᅵ
ྎࡀᵓ⠏࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣᚋࠊᴗࡢㄢ㢟ࢆ⥲ྜⓗゎỴࡍࡿࡓࡵࡢኴ࠸ࣃࣉࡢᵓ⠏⧅ࡀࡿ
ࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ዎ⣙௳ᩘ࠾ࡼࡧዎ⣙㢠ࡣ➨  ᮇ୰ᖺࠎቑຍࡋࠊ,& ➼ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞ไᗘ᥎ዡࡀ⤖ᯝ⾲ࢀࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏘ᴗูࡳࡿࠊᮦᩱ࣭Ꮫ⣔ࡢᴗࡢ㐃ᦠࡀቑຍࡋࡓࠋ〇⸆ᴗࡢ㐃ᦠᩘ
ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࠊ ᖺᗘࡶ  ௳࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺࡢᡂᯝࢆࡶඹྠ◊✲Ⓨᒎࡋࡓㄢ
㢟ࡶ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡼࡾᶫΏࡋ㈉⊩ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢᶫΏࡋࢆព㆑ࡋ
ࡓࠊࢸ࣮࣐᥈⣴ᆺࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡀቑຍࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ

་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࢞ࢻ࣭ࣛࣥᐇ⏝ᨭ
་⒪ᶵჾᴗࡣᅜእᴗࡀඃໃ࡞≧ἣ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨຊࢆᙉࡍࡿᨭᴗࡀᅜ
ࢆᣲࡆ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ୰ᑠᴗࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ➼ࡢ᪂つཧධࡢಁ㐍ࡸࠊᴗᡓ␎ࠊ⸆
ᡓ␎ࠊ▱㈈ᡓ␎࡞ࡢᨭࡀ㛵ಀ┬ᗇࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘⥲◊࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⸆ᢎㄆࡢࡓࡵ
ࡢ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃࡸ་⒪ᶵჾࣞࢠࣗࣛࢺ࣮ࣜࢧ࢚ࣥࢫ◊✲࡛ࡢᣦᑟ࣭ᨭᴗࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊᅜ⏘་⒪ᶵჾࡢࢩ࢙ᣑ࠾࠸࡚ࡑࡢព⩏ࡣࡁ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡼࡧ⸆ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᴗ࡛ࡣࠊ
⸆ᑂᰝᦠࢃࡗࡓ⤒㦂ࢆࡶࡘ⏘⥲◊◊✲⪅ࡀලయⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᐇຠᛶࡢ㧗࠸ᨭ
ࡀ⾜࠼࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨຊᙉ㈉⊩ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢேᮦࡢ☜ಖࡀᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ㧗࠸
ゎᯒᢏ⾡ࠊ᥈⣴ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࠊᴗࡢࢧࣥࣉࣝホ౯ࡸྜ≀タィࢆ⾜࠺ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࡛
ࡣࠊከᩘࡢᴗࡽ≉ᐃࡢᢏ⾡ࡢ㐃ᦠࡢせᮃࡀ㞟୰ࡋࠊ㝈ࡽࢀࡓ࣐ࣥࣃ࣮࡛࣡ࡣᑐᛂࡋࡁࢀ࡞
࠸ࢣ࣮ࢫࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᴗົࡀᐃᮇⓎ⏕ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾࠊࢸࢡࢽ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇ➼ࡢ⇍⦎
ࡋࡓዎ⣙⫋ဨࡢ㞠⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫋ဨࡢᙺศᢸ➼ࡼࡿᑐᛂࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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㸦㸱㸧࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ◊✲ᡂᯝࡢẸ㛫ᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞ࠕᶫΏࡋࠖᐇ⌧Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㡿ᇦᡤᒓࡍ
ࡿ ,& ࡀࠊ㐃ᦠᑐ㇟ࡢᴗࣜࢫࢺࠊ⏘⥲◊◊✲⪅ࣜࢫࢺ➼ࢆᩚഛࡋࠊᴗゼၥࠊ㠃ㄯ➼ࢆ㏻ࡋ࡚
ᴗࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ◊✲⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
ᴗ࣭እ㒊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᆺ㐃ᦠࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚άືࡋࡓࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ◊✲ᡂᯝࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ
࣭ᴗゼၥ࣭㠃ㄯ㸸㡿ᇦᡤᒓࡢ ,& ࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ  ᖺ㛫࡛ࠊᘏ  ♫  ᅇࡢ㠃ㄯࢆ⾜
ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ᭶ᮎⅬ࡛  ♫  ᅇࡢ㠃ㄯࢆᐇࡋࡓࠋࡇࡢࠊ⏘⥲◊ࢸࢡࣀ
ࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࠊ%LR-DSDQࠊྛ✀ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊ$0(' ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ
ᴗ⏺ᅋయゼၥ࠾࠸࡚  ♫ࡢ◊✲ᡂᯝ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊ ྡࡢ㡿ᇦ
,& ࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘྠ⛬ᗘࡢᅇᩘࠊᴗࡢ㠃ㄯᐇࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᡓ␎ⓗࣛࣥࢫࡢ⥾⤖㸸〇⸆ᴗᖹᡂ  ᖺᗘᴗᏲ⛎ዎ⣙ࢆ⤖ࡧࠊඹྠ◊✲ㄢ㢟
ࢆ᥈⣴ࡍࡿᡓ␎ⓗࣛࣥࢫࢆ⥾⤖ࡋࠊ➨  ᮇࢃࡓࡾ⥅⥆ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
᪂ࡓ࡞〇⸆ᴗᡓ␎ⓗࣛࣥࢫࢆ⥾⤖ࡋ࡚ྠ♫ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪂
つඹྠ◊✲ࢆ  ௳ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ௳ࡢඹྠ◊✲⥅⥆ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 
ᖺᗘ  ௳⛬ᗘࡢ᪂つ࠶ࡿ࠸ࡣ⥅⥆ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭ᴗࡢᆺ㐃ᦠࡢᵓ⠏㸸㠀➇த㡿ᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᅜෆᡭᴗ  ♫ࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊෙࣛ࣎ࡢタ⨨㛵ࡋ࡚ᡭᴗ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊᖹᡂ  ᖺᗘෆࡢෙࣛ࣎タ⨨ྜពࡋࡓࠋ
࣭እ㒊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ㐃ᦠ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊ-0%& ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢᶆ‽ࣉࣟ
ࢺࢥࣝᵓ⠏ࢆඹྠ࡛⾜࠺ぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ ᖺ㛫ࡢඹྠ◊✲㛤ጞྜពࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ㡰ㄪ
㐃ᦠࡀ㐍ࡴࡼ࠺㡿ᇦ◊✲ᡓ␎㒊ࡀᨭࢆ⾜࠺ࠋ
࣭◊✲⪅⤂࢝ࢱࣟࢢࡢసᡂ㓄ᕸ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾẖᖺࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦᡤᒓࡍࡿ◊✲⫋ဨ
ࡢ⤂࢝ࢱࣟࢢࢆసᡂࡋࠊẶྡࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ෆᐜࠊ◊✲ศ㔝ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㐃⤡ඛࢆ୍ぴ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ◊✲ෆᐜ㛵ࡋ࡚ࡣẖᖺࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᥖ㍕ሗ
ࢆᑡ࡞ࡃࡋࠊᩥᏐࢆࡁࡃࡍࡿ➼ࠊ  ྡࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡀศࡿࡼ࠺ᨵኚࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ሗࡢ୍㒊ࢆ㟁Ꮚࡋࠊ㡿ᇦᖿ㒊ࠊ,& ࡀෆ㒊㈨ᩱࡋ࡚ά⏝ࡋࡸࡍ࠸ࢶ࣮ࣝ㐍ࡉࡏࡓࠋ
࣭-67 ᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ཧຍ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㛤Ⓨ࣭ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ඹྠ࡛  ௳ࡢ᪂つ≉チ
ฟ㢪ࡢ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲᥎㐍ྥࡅࡓ㡿ᇦ◊✲⪅ࡢᨭᑐ⟇
࣭㐃⤡ඛࣜࢫࢺࡢసᡂᢏ⾡ᥦ౪㸸㠃ㄯࡸ࣋ࣥࢺ➼࡛ྡ่ࢆࡋࡓ㐃⤡ඛࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࠊ
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙ࡸ %LR-DSDQ ࡢෆ㏦➼ά⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࣜࢫࢺࡣᖹᡂ  ᖺᗘ 
♫ᥖ㍕ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊ,& ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞ᴗゼၥ࣭㠃ㄯࡼࡗ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ♫ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ  ♫ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⣙  ♫ḟ➨ቑຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡸඹ
ྠ◊✲ࡢ㠃ㄯ ,& ࡀྠᖍࡋࠊዎ⣙➼ࡢไᗘㄝ᫂ࡸ◊✲ᡂᯝࡢ▱ⓗ㈈⏘ࡢᢅ࠸➼ࠊ┦ᡭᴗ
ࡸ⏘⥲◊◊✲⪅ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭◊✲⪅ࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡢ⤂㸸Ẹ㛫㈨㔠ࡢ᭦࡞ࡿ⋓ᚓࢆ┠ⓗࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣࠊ㡿ᇦෆ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࠊᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࢆゎㄝࡋࡓ㈨ᩱࢆᡓ␎㒊࡛సᡂࡋ࡚ࣘ
ࢽࢵࢺᒎ㛤ࡋࡓࠋ
࣭᪂つᴗ㐃ᦠ௳ฟࡢヨࡳ
ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢ᪂つ࡞ᴗ㐃ᦠࡢᵓ⠏ࢆ┠ⓗࠊẸ㛫ᴗࡽᥦ౪ࡉࢀ
ࡿ㈨㔠㢠ᛂࡌ࡚㐃ᦠಁ㐍㈝ࡢ㓄㈿ࢆ᪂ࡓᐇࡋࡓࠋ◊✲⪅ࡣィ⏬᭩ࢆసᡂࡋ࡚ᡓ␎㒊ᥦ
ฟࠊᡓ␎㒊࡛ᰝᐃࡋ࡚㓄㈿ࢆỴᐃࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࢆ᥇ᢥࡋࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࡽᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡣ⣙  ࡢ᪂つ࡞㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࣏࣮ࢺయไࡢᵓ⠏
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ࡇࢀࡲ࡛ᙺศᢸࡀ᫂☜࡛࡞ࡗࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࣏࣮ࢺయไࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃࡵࡓࠋ 
௨ୖࡢᆺ௳ࡣ㡿ᇦࡢ◊✲ᡓ␎㒊ࡀࠊࡑࢀ௨ୗࡣ◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢ㐃ᦠᢸᙜ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࢧ
࣏࣮ࢺࡍࡿࡼ࠺ᙺศᢸࢆ᫂☜ࡋࠊ௳ࡈ㎿㏿࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜࠺ࡼ࠺యไࢆಟṇࡍࡿ
ࡶࠊྛ௳ࡢᢸᙜ⪅ࡶ᫂☜ࡋࡓࠋ

እ㒊ࡢᡂᯝⓎಙ
࣭ᗈሗ㸸➨  ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࣋ࣥࢺཧຍ࠾ࡼࡧ᪂⪺ᥖ㍕➼ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊ㡿ᇦෆࡢ◊✲ᡂᯝࡢ
Ⓨಙດࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᪥⤒ࢡࣟࢫࢸࢵࢡ⸆ᢏ⾡ཬࡧ 2,/ 㛵ࡍࡿ  ௳ࡢ◊✲ᡂ
ᯝグࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ᪥หᕤᴗ᪂⪺࠾ࡅࡿ⏘⥲◊ࡢ≉㞟グᙜ㡿ᇦࡢ◊✲ᢏ⾡ࢆ  ᅇᥖ㍕ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽ௨እࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ᮏ㒊ࠊᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮ඹྠ࡛
ࢢࣜࣅࢪࢿࢫฟࣇ࢙ࡢ⏘⥲◊❆ཱྀࢆᢸᙜࡋࡓࠋࡇࡢࠊᒎ♧ࡸᡤෆእࡢ࣋ࣥࢺ࡛◊
✲ᡂᯝࡢᗈሗάືࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡀദࡍࡿ⏘⥲◊࣭⏘ᢏ㐃 /6%7
ྜྠ◊✲Ⓨ⾲ࡢ㛤ദࡸᶵ㛵ࡀദࡍࡿ⏘⥲◊᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ࠊ%LR-DSDQ ➼ࡢཧຍࢆ
㏻ࡋ࡚ᡂᯝⓎಙࢆ⥅⥆ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ◊✲ᡂᯝࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ
࣭ᴗゼၥ࣭㠃ㄯࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛᴗᢸᙜ⪅ࡢಙ㢗ᙧᡂࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾᴗᇳ
⾜ᙺဨ࡞ᘏ  ᅇࡢ㠃ㄯ⧅ࡀࡗࡓࠋ
࣭ᡓ␎ⓗࣛࣥࢫ㸸⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡿᡓ␎ⓗࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡽࡢᕼᮃ
㡯⏘⥲◊ࡢᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆࡶࠊ୧⪅ࡢ◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࡀ㆟ㄽࢆຍ࠼࡞ࡀࡽඹྠ◊✲ㄢ㢟
ࢆࡗ࡚࠸ࡁࠊඹྠ◊✲ࡢᐇ㸭୰Ṇࡢุ᩿ࡸඹྠ◊✲ࡢィ⏬ᢎㄆ࣭㐍ᤖ⟶⌮➼ࢆ୧⪅ࡢ⟶⌮
⪅ࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿ㐠Ⴀጤဨ࡛ᐇࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⏘ᴗ⏺ࡀ┿ồࡵࡿㄢ㢟ࢆඹྠ㐠Ⴀ
ጤဨࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࡢୗ࡛㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ⏘ᴗ⏺୍య࡞ࡗࡓᙉ࠸㐃ᦠࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊ◊✲㛤Ⓨ࡛⏘ᴗ⏺㈉⊩ࡍࡿ⏘⥲◊ࡢ㔜せ࡞㐃ᦠᙧែ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭እ㒊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ㐃ᦠ㸸ᴗࡈࡢ⊂⮬ࡢ᪉ἲ࡛ゎᯒࡋ࡚ࡁࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒ
࡛ࡣࠊᚓࡽࢀࡓሗࡢඹ᭷࣭⼥ྜࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊゎᯒᡭἲࡢᶆ‽ࡀ⏘ᴗ⏺ࡽᙉࡃồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ-0%& ࡢせᮃࡢࡶࠊ⏘⥲◊ࡀ୰᰾࡞ࡗ࡚࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢᅜ㝿ᶆ‽
ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⸆ࠊ㣗ရࠊ᳨ᰝศ㔝࡛ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡸᅜෆᴗ
ࡢ➇தຊᙉࡀᅗࡽࢀࡿࠋ
࣭◊✲⪅⤂࢝ࢱࣟࢢࡢసᡂ㓄ᕸ㸸ᴗࡢ㠃ㄯࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ◊✲⪅ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ
⤂ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡞ࢶ࣮ࣝࡋ࡚◊✲⪅⤂࢝ࢱࣟࢢࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋẖᖺᗘࡢ᭦᪂࠶ࡓࡗ
࡚ࡣࠊ,& ࡽࡢせᮃࡶྲྀࡾධࢀࡓ⤂㡯┠ࡋࡓࠋ༢㐃ᦠྍ⬟࡞ᡂᯝࢆ⤂ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ◊✲⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿᢏ⾡ࡸᑓ㛛ᛶࢆ♧ࡍࡇࡼࡾࠊ㐃ᦠࡢᖜࡀᣑࡀࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࣭◊✲⪅ࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡢ⤂㸸Ẹ㛫㈨㔠ࡢ᭦࡞ࡿ⋓ᚓࢆ┠ⓗᐇࡋࡓ㡿ᇦෆ
◊✲⪅ᑐࡍࡿᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡢ⤂ࡼࡗ࡚ࠊྠไᗘࡢ㐃ᦠά⏝ᐇ⦼ࡢቑຍ◊
✲⪅ࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓᑐࡍࡿព㆑ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
࣭㠀➇த㡿ᇦ㸭➇த㡿ᇦᑐᛂࡋࡓ㐃ᦠయไ
Ẹ㛫ᴗࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࠊ㎿㏿㐍ࡵࡓ࠸㠀➇த㡿ᇦ࡛ࡢ㐃ᦠࠊ⛎ᐦ⿹㐍ࡵࡓ࠸➇த㡿
ᇦ࡛ࡢ㐃ᦠࡢࡼ࠺ࠊ⏘ᴗ⏺ࡀồࡵࡿ㐃ᦠᙧែྜࢃࡏࡓ⏘⥲◊ഃࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᘬ
ࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ㠀➇த㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᆺࡢ㐃ᦠ
ࢆࠊ➇த㡿ᇦ࡛ࡣಶูࡢᡓ␎ⓗࣛࣥࢫᆺࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡛ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពྥྜࢃࡏ
ࡓ㐃ᦠయไࢆᡂࡉࡏࡿࠋ


㸦㸲㸧Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ
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࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ➨  ᮇ୰㛗ᮇィ⏬ࡢ᰾ࡋ࡚ᥖࡆࡓ  ࡘࡢ㔜Ⅼㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕ⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ
ࠕ་⒪ᇶ
┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕ⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤
Ⓨࠖࡢຠ⋡ⓗ࡞㐙⾜ࠊ᪂ࡓ࡞┠ⓗᇶ♏◊✲ㄢ㢟ࢩ࣮ࢬࡢⓎ᥀ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࡛ࡢᶫΏࡋ◊✲
ࡢ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡋࠊᅜෆእࡢᏛࡸ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋࡓࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ


࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦2,/㸧
xᏛࡀ᭷ࡍࡿඃࢀࡓ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ⏘⥲◊ඹྠ࡛⏘ᴗᒎ㛤ࡍࡿඹྠ◊✲ࣛ࣎ࡋ࡚ࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ᪩✄⏣Ꮫ㜰ᏛࡢᏛෆ 2,/ ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ⏘⥲◊࣭᪩⏕యࢩࢫࢸ࣒ࣅࢵࢢ
ࢹ࣮ࢱゎᯒ 2,/㸦᪩ 2,/ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ⨨㸧࡛ࡣࠊ᪩✄⏣Ꮫࡀ᭷ࡍࡿ⭠ෆ⣽⳦ྀࡸᾏ
ὒᚤ⏕≀ࡢ௦ㅰᶵ⬟ࢆ⥙⨶ⓗゎᯒࡍࡿࡓࡵࡢ࣓ࢱࢤࣀ࣒ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࢹ࣮ࢱࠊᶆⓗࡍࡿᚤ
⏕≀✀ࢆ  ⣽⬊࡛ศྲྀࡋ࡚௦ㅰᶵ⬟ࢆゎᯒࡍࡿࢩࣥࢢࣝࢭࣝࢤࣀ࣒ࢹ࣮ࢱ࡞ࡢ⏕≀ࣅࢵࢢࢹ
࣮ࢱ⏘⥲◊࣭᪩✄⏣Ꮫ᪉ࡢሗゎᯒᢏ⾡ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࡸಶู
་⒪ᑐᛂࡋࡓ⸆ࢩ࣮ࢬ᥈⣴ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ௨ୗࡢ  ࡘࡢᡓ␎ㄢ㢟ࢆ᥎㐍ࡋ
ࡓࠋ
 ࣓ࢱࢤࣀ࣒ሗゎᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㐺⏝
 ᪂つ㓄ิゎᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㐺⏝
 」ᒙ࣑࢜ࢡࢫࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜᩘ⌮ࣔࢹࣝ㛤Ⓨᐇࢹ࣮ࢱࡢ㐺⏝
 ࢩࣥࢢࣝࢭ࣭ࣝᚤ㔞⤌⧊ࢹ࣮ࢱࡢࡓࡵࡢሗゎᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㐺⏝
 ྛ✀ࣔࢹࣝ⏕≀ࢆ⏝࠸ࡓ⏕య࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢࡓࡵࡢᩘ⌮ሗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
≉➹ࡍࡁᡂᯝࡋ࡚ࡣࠊㄢ㢟  ࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿつᶍ࡞࣓ࢱࢤࣀ࣒ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫ➼ࡢ࢜
࣑ࢡࢫࢹ࣮ࢱࡢຠ⋡ⓗ࡞ゎᯒᢏ⾡㛤Ⓨࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ⸆ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛗㙐
ࣀࣥࢥ࣮ࢹࣥࢢ OQF 51$ ࡢᶵ⬟ゎ᫂ྥࡅࡓ㓄ิሗゎᯒᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ
,) ㄽᩥ  ሗࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㛤Ⓨࡋࡓᢏ⾡ᐇ㦂ሗ➼ࢆ⤫ྜࡋ࡚ OQF51$ ࡢᶵ
⬟ࢆศ㢮ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪩ 2,/ య࡛  ᭶ᮎࡲ࡛ ,)
ㄽᩥ  ሗ࠾ࡼࡧ  ௳ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪩ 2,/ ࢆࣁࣈࡋࡓ⡿ᅜ㸦ࣁ࣮
ࣂ࣮ࢻᏛࠊ࣎ࢫࢺࣥᏛ㸧
ࠊࢧ࢘ࢪࣛࣅ㸦࢟ࣥࢢ࣭ࣈࢻࢵ࣮ࣛ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫࠊ࢟ࣥࢢ࣭
ࣇࢧࣝᑓ㛛㝔㸧ࡢᅜ㝿㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊୡ⏺ᶆ‽࡞ࡿ᭱ඛ➃ࡢ⏕ሗゎ
ᯒᢏ⾡㛤Ⓨࡢ㐃ᦠయไࢆᩚഛࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㛤Ⓨࡋࡓሗฎ⌮ᇶ┙ᢏ⾡ࢆ⏝
࠸ࡓ㑇ఏᏊࡢᶵ⬟ゎ᫂ࡢ㧗⢭ᗘࠊࡑࢀࡽࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚⏕≀ࡢ♫⾜ືࡢ㐍㛵㐃ࡍࡿ
⏕య⾜ື࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
x⏘⥲◊࣭㜰ඛ➃ࣇ࢛ࢺࢽࢡࢫ࣭ࣂ࢜ࢭࣥࢩࣥࢢ 2,/㸦㜰 2,/ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ⨨ ࡛
ࡣࠊ⏘⥲◊ࡀ᭷ࡍࡿࣂ࢜ศᯒไᚚᢏ⾡㜰Ꮫࡀ᭷ࡍࡿ᭱ඛ➃ࢼࣀࣇ࢛ࢺࢽࢡࢫᢏ⾡ࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊከᙬ࡞⏕యศᏊࢆィ ࡍࡿḟୡ௦ࣂ࢜ࢭࣥࢩࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣ௨ୗࡢ  ࡘࡢᡓ␎ㄢ㢟ࡘ࠸࡚┠ⓗᇶ♏◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
 㠉᪂ⓗ࡞⣽⬊᧯స࣭࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
 ḟୡ௦ࣇ࢛ࢺࢽࢡࢫࣂ࢜ࢭࣥࢧ࣮ࡢ㛤Ⓨ
 ࣂ࢜ࢭࣥࢩࣥࢢࡢ㉸㧗ឤᗘ ,R7 ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㜰 2,/ య࡛  ሗࡢ ,) ㄽᩥ࠾ࡼࡧ  ௳ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆⓎ⾲ࡍࡿ
ࡶࠊᴗࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࢆ  ௳㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊᴗࡽࡢࢽ࣮ࢬ㞟⣙ሗᥦ౪࣭
㐃ᦠಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵタ❧ࡋࡓࠕࣇ࢛ࢺࣂ࢜༠㆟ࠖࡢဨᩘࡣ  ♫࡞ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ
┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓ  ♫ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁୖグ  ࡘࡢᡓ␎ㄢ㢟ࢆ᥎㐍ࡋࠊㄽᩥⓎ
⾲  ሗࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ  ௳ࠊᶵᲔ࣓࣮࣮࢝ࡢᆺ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲⧅ࡆࡿࡓࡵࡢࣇ
࣮ࢪࣅࣜࢸ࣮ࢫࢱࢹ࣮㸦)6㸧㐃ᦠࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ

ໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃ
x⏘⥲◊ࡣ་⒪࣭デ᩿ࢆ⾜࠺㒊⨫ࡀ↓࠸ࡓࡵࠊᏛ➼ࡢ་Ꮫ㒊࣭㝔ࡢ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ
⸆ᇶ┙ࠊ་⒪ᇶ┙ࠊ࣊ࣝࢫࢣಀࡿ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡀ◊✲
ࡢᑐ㇟ࡍࡿᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢ◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ་Ꮫ⣔௨እࡢᏛࡸ◊✲ᶵ㛵➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡚
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࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊḟᣲࡆࡿᶵ㛵ໟᣓ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊඹྠ◊✲ࢆᐇࡋࡓ㸦ᣓᘼෆࡣᖹᡂ
 ᖺᗘඹྠ◊✲ዎ⣙ᩘ㸧
ࠋ
x⟃ἼᏛ㸦㸧
ࠊᾏ㐨Ꮫ㸦㸧
ࠊྡྂᒇᏛ  ࠊᮾிᏛ㸦㸧
ࠊ㜰Ꮫ㸦㸧
ࠊி㒔Ꮫ㸦㸧ࠊ
㤶ᕝᏛ㸦㸧ࠊࣂ࢜ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ༠㸦-%$㸧
㸦㸧ࠊ᪩✄⏣Ꮫ㸦㸧
ࠊᶓᕷ❧Ꮫ㸦㸧ࠊ㎰
ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ㸦㎰◊ᶵᵓ㸧㸦㸧ࠊᏱᐂ⯟✵㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$;$㸧㸦㸧ࠊ㜰ᗓ❧
Ꮫ㸦㸧
ࠊᒸᒣᏛ㸦㸧
ࠊᚨᓥᏛ㸦㸧
ࠊ≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ㸦㸧
ࠊ᠕⩏ሿᏛ㸦㸧
ࠊᮾி㎰ᕤ
Ꮫ㸦㸧ࠊᕞᏛ㸦㸧ࠊዉⰋ┴❧་⛉Ꮫ㸦㸧ࠋ

ࡘࡃࡤࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ᥎㐍༠㆟
xᖹᡂ  ᖺᗘࡽάືࢆ㛤ጞࡋࡓࠊࡘࡃࡤᕷ㏆㞄ᣐⅬࢆᣢࡘ  ᴗ  ◊✲ᶵ㛵ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸
ࡿᅋయ࡛ࠊ㛤ጞᙜึࡽ㛗⏘⥲◊ྡࣇ࢙࣮ࣟࠊ㛗⏕ᕤᏛ㡿ᇦ㛗ࡀᑵ௵ࡋ࡚ࠊ༠
㆟ࢆ≌ᘬࡋࡓࠋᖺ  ᅇࡢ༠㆟ࢆ㛤ദࡋࠊࡘࡃࡤᆅᇦࡢ㐃ᦠᙉࠊᴗ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢேⓗࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ḟୡ௦ேᮦ⫱ᡂࢆ㐍ࡵࡓࠋලయⓗ࡞άືෆᐜࡋ࡚ࡣࠊࡘࡃࡤᅜ㝿ᡓ␎≉
༊᥇ᢥࡉࢀᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࡓࠕࡘࡃࡤ⏕≀་Ꮫ㈨※ࢆᇶ┙ࡍࡿ་⒪ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖ
ᴗࡢ᥎㐍ࠊຍ┕ᅋయ㛫࠾ࡅࡿ⏕≀་Ꮫ㈨※ࡢໟᣓᥦ౪ྠព᭩⥾⤖ࡼࡿ⡆౽࡞ᡭ⥆ࡁ࡛⏕≀
ヨᩱࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡢᐇ⌧ࠊࡘࡃࡤ⏕≀་Ꮫ㈨※ᶓ᳨᩿⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࣭㐠Ⴀࠊࣛࣇ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿ༠ാᏛ㝔࡛ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࣛࣇ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡࡢ⏘⥲◊⫋ဨࡀᩍဨࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ༤ኈㄢ⛬  ྡࠊಟኈㄢ⛬  ྡࡢಟ⪅ࢆ㍮ฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ༠㆟ຍ┕
ᶵ㛵ࡽᘏ⣙  ྡࡢⱝᡭࢆ㞟ࡵࡓⱝᡭὶࢆタ❧ࡋࠊᴗ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢⱝᡭ┦ࡢே⬦స
ࡾࠊᴗྍ⬟࡞ᮍ᮶ᚿྥࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᪂つࢸ࣮࣐ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࢸ࣮࣐᥈⣴࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉάືࡸ᪂つ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ⤂ࡍࡿࣆࢵࢳ࡞ࡢὶᴗࢆᐇࡋࡓࠋ

ᅜ㝿㐃ᦠ
xࣂ࢜ィ ᢏ⾡࡞ࡢᅜ㝿ᶆ‽ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ➨  ᮇ࠾࠸࡚ࡣ⡿ᅜ 1,67 ࡢ㐃ᦠಁ㐍ࠊ࠾
ࡼࡧࣂ࢜◊✲᭷⏝࡞ᆅᇦᅛ᭷ࡢ⏕≀㈨※ࢆ᭷ࡋࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࣥࢻࠊࢱ
ࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ
xᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ศᯒࡢᶆ‽ᩚഛྥࡅࡓάືࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ⏘⥲◊ࡽ
 ྡࡢ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜◊✲⪅ࢆ 1,67 ὴ㐵ࠊᅾࡉࡏࠊྠศ㔝ࡢඹྠ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋୖ
グὴ㐵ࢆ㏻ࡌࠊ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ィ ࡢ⢭ᗘ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᶆ‽≀㉁㛤Ⓨࢆ 1,67 ඹྠ࡛ᐇ
ࡍࡿඹࠊྠศ㔝ࡢᅜ㝿༠ᴗྥࡅࡓࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐠Ⴀ㈉⊩ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊὴ㐵
◊✲ဨࢆ୰ᚰࡋࡓ᪥⡿ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆㄽᩥࡋ࡚බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
xࣥࢻࡀ᭷ࡍࡿᅛ᭷ࡢ⏕≀㈨※㸦ࢩࣗ࣡࢞ࣥࢲ࡞㸧ࢆ⏝ࡋࡓ⸆◊✲ࡸᗣ࣭་⒪ಀ
ࡿ◊✲ࡢ᥎㐍ࠊ࠾ࡼࡧඃ⚽࡞Ꮫ⏕࣭3' ࡞ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࣥࢻ '%7 ࡢໟᣓ◊✲༠ຊ
ぬ᭩ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ᭦᪂ࡋࠊࣥࢻᨻᗓࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪㢠ࡀᖺ㛫  㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫㸧ࡢᆺඹྠ◊✲ᴗᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏᴗ࡛ࡣ᪥ᮏࠊࣥ
ࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ྜィ  ᣐⅬࢆ᭷ࡍࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦'$,&(17(5㸧ࢆタ⨨ࡋࠊᖹᡂ 
ᖺᗘࡣ⏕యᡂศศᯒࡸ㢧ᚤ㙾࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࠊࢪᅪࡢ
◊✲ᶵ㛵ࡸᏛࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡉࡏࡓࠋࡉࡽࠊࢪᅪࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᣍ⪸ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ ሗࡢ ,) ㄽᩥࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࠊᅜෆᴗࡢඹྠ
◊✲  ௳ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࣥࢻ '%7 ࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ
⥅⥆ࡋࠊẸ㛫ᴗ㐃ᦠࡋࡓࢪᅪⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡍࡿணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ
xࢱᨻᗓࡼࡾࠊᘓタ୰ࡢࣇ࣮ࢻࣀ࣏ࣜࢫ࡛ᐇࡉࢀࡿ◊✲ࡢ༠ຊࠊᴗㄏ⮴㛵ࡍࡿ౫㢗
ࢆཷࡅࠊྠᅜࡢ 7,675 ㎰⏘≀ཎᛶホ౯ᢏ⾡ࡢ☜❧࡞ࢆ┠ⓗࡋࡓඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ2(&' ࢞ࢻࣛࣥ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣗ရ➼ࡢᏳᛶホ౯ᡭἲࡘ࠸࡚ࢱ࡛
ࡢᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣁ࣮ࣈ➼ࡢࢱ⏘⏕≀㈨※ࡢᶵ⬟ᛶᡂศࡢྠᐃࡸホ
౯㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⏘⥲◊ 7,675 ࡛㐙⾜ࡋࠊࡉࡽࠊᮏᴗ㛵㐃ࡋ࡚ᅜෆᴗࡢඹྠ
◊✲ዎ⣙  ௳ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᅜෆᴗࡀ᭷ࡍࡿᢏ⾡ࡢᾏእ⛣㌿ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢ
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ඹྠ◊✲ࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
xᅜ㝿㐃ᦠࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ6'*V ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕࡍ࡚ࡢேᗣ⚟♴ࢆࠖࡢ
㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡋࡓࠋ⇕ᖏࡸள⇕ᖏᆅᇦ⏕ᜥࡍࡿཎࡼࡾᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ࣐
ࣛࣜࡣⓎ๓ࡢ᳨▱ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ⏘⥲◊࡛ࡣࠊ⣽⬊ࡢ༢୍ᒙ㓄ิᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࣐ࣛࣜ
ཎࡢ㎿㏿࣭㉸㧗ឤᗘ᳨ฟࢹࣂࢫࢆ㛤Ⓨࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࣇ࣮ࣝࢻࢸࢫࢺࢆ⾜࠸ࣇࣜ
࡛࢝⣙  ࢆデ᩿ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣛࢸ࣓ࣥࣜ࢝⡿ࡢ༡㒊ᆅᇦ࡛ὶ⾜ࡋࠕ➨  ࡢ࢚ࢬࠖ
ࡤࢀ࡚࠸ࡿཎឤᰁ࡛࠶ࡿࢩ࣮ࣕ࢞ࢫࡢ⸆ᶆⓗ᥈⣴ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊࢤࣀ࣒⦅㞟
ᢏ⾡ࡼࡾཎయ࡞ࡿࢺࣜࣃࣀࢯ࣮࣐ࡢ⏕Ꮡᚲせ࡞㑇ఏᏊࢆ๐㝖ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⣙  㑇ఏᏊࡢࣀࢵࢡ࢘ࢺᐇ㦂୍ḟホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡑࡢࡢ㐃ᦠ
x㎰◊ᶵᵓໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊ┦ጤკࢆྍ⬟ࡋࡓࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱไᗘࢆཷࡅ࡚୧ᶵ㛵ࢆ
௦⾲ࡋ࡚ ,& ࡀᴗ➼ࡢ㠃ㄯ⮫ࡳࠊᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓάືࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㎰
◊ᶵᵓദࡢࠕᕞἈ⦖⤒῭ᅪࢫ࣐࣮ࢺࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ◊✲ࠖࡢ ,& ࡢཧຍࡸࠊ⏘⥲◊ᾏ
㐨ࢭࣥࢱ࣮ദࡢࠕ⏘⥲◊ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉLQᖏᗈࠖ࠾࠸࡚㎰◊ᶵᵓ㛵ಀ⪅
ࡢ≉ูㅮ₇ࢆ⏬ࡍࡿ࡞ࠊ㎰ᕤ㐃ᦠྥࡅࡓὶࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㎰
ᯘỈ⏘┬ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ༠㆟࡛࠶ࡿࠕ
ࠕ▱ࠖࡢ㞟✚ά⏝ࡢሙࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢཧ⏬ࢆ᳨ウࡋࠊ㎰ᕤ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
xࡲࡓࠊᏛࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆ⏝ࡋࡓேὶࢆ㐍ࡵࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  Ꮫࡽ  ྡࢆཷࡅධࢀࠊ Ꮫ  ྡࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺไᗘࡼࡿேὶࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ༓
ⴥᏛ་Ꮫ㒊་ᖌචチࢆࡶࡘ⏘⥲◊◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᡭ⾡⏝ࡢపく་⒪ᶵჾ
➼ࡘ࠸࡚⮫ᗋ⌧ሙ❧ࡕࡗ࡚ᢏ⾡ࡢ᳨ドࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨᴗ
ࡀ⏘⥲◊ඹྠ◊✲ࡍࡿࡇࡢព⩏ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮫ᗋ་ࢆබເࡼ
ࡾ᥇⏝ࡋࠊ⏘⥲◊ࢆࡍࡿົᙧែ࡛◊✲ཧຍࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࠊᐇ㉁ⓗ࡞་ᕤ㐃ᦠࡢᙉ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
xᖹᡂ  ᖺᗘᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⌮Ꮫ◊✲ᡤ⥾⤖ࡋࡓඛ㐍ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࡸேᮦࡢὶ࣭⫱ᡂ
㛵ࡍࡿ㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ୧ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ࡀୡ⏺ึ࣭ୡ⏺୍ࡢᢏ⾡
ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠕ⌮◊⏘⥲◊ࢳࣕࣞࣥࢪ◊✲ࠖࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢ
ඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ ୡ⣖ࣀ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࣜࢲ࣮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࠾࠸࡚ᖹᡂ
 ᖺᗘࡢ᪂つࢳࣕࣞࣥࢪ◊✲ㄢ㢟ࡢᥦྥࡅࡓ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᐇࡉࢀࠊ᪂つㄢ㢟ࡀ  ௳᥇ᢥ
ࡉࢀࡓࠋ
x࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜㛵㐃⏘ᴗ࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢ⏘ᴗ➇தຊᙉ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆඹ
㏻ࡢ┠ⓗࡋ࡚ࠊ-0%& ࡢ㐃ᦠ༠ຊ㛵ࡍࡿぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࣄࢺ࣐ࢡࣟ
ࣂ࣮࣒࢜ศᯒἲࡢᶆ‽ࢆ୧⪅ࡢ㐃ᦠࡼࡾຍ㏿ࡋࠊᶆ‽ࡉࢀࡓศᯒἲᇶ࡙࠸࡚ᖖே
࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࠊ᥎ዡศᯒࣉࣟࢺࢥࣝࡢసᡂࡸศᯒ
⏝ᶆ‽≀㉁ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛࢺࣜ㸦2,/㸧
 Ꮫタ⨨ࡋࡓ 2,/ ࡛ࡢ◊✲㛤Ⓨࡣࠊ⸆࣭་⒪ࡢศ㔝࡛ྍḞ࡞⏕≀ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ
ฎ⌮ᢏ⾡ࡸィ ᢏ⾡ࢆᥦ౪ࡋࠊ᪂つ⸆ࡸ㠉᪂ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋලయⓗࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
x⏕⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊࢤࣀ࣒㓄ิࠊ㑇ఏᏊⓎ⌧ࠊࢱࣥࣃࢡ㉁ࠊ௦ㅰ≀࡞ࡘ࠸࡚⭾࡞ሗ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ௦࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⭾࡞ሗࢆ≉ᐃࡸᗣ≧ែ࡞㛵㐃ࡅ
࡚ᅉᯝ㛵ಀࢆゎ᫂ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᪂ࡋ࠸⸆ࡸ་⒪ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛵
㐃࡙ࡅࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢሗฎ⌮ᢏ⾡ࡀᮍࡔ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪩ 2,/ ࡛ࡣࠊࡇࡢ⏕ࣅࢵ
ࢢࢹ࣮ࢱࡽຠ⋡ⓗせᅉᏊࢆぢฟࡍሗฎ⌮ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
OQF51$ ࡢᶵ⬟ゎ᫂ࡢࡓࡵࡢሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊ〇⸆ᴗ⏺ࠊᗣ㛵㐃ᴗ
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⏺ࠊ་⒪ศ㔝Ḟࡏ࡞࠸㔜せ࡞ゎᯒฎ⌮ᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢࡢᑐࡍࡿ⸆ࡢ㛤Ⓨࡸ᪂
ࡋ࠸་⒪ᢏ⾡ࢆ⏕ࡳฟࡍཎືຊ࡞ࡾᚓࡿࠋ
x୍᪉ࠊ⸆≀ࡢ௦ㅰ࣭ศゎ㔜せ࡞ศᏊ⩌ࡢᾘ㛗ࡸ⣽⬊ෆศᕸࡢኚࢆ⏕⣽⬊࡛ࣜࣝࢱ࣒
ࡘ㛗㛫Ώࡾศᯒ࣭ホ౯ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ⸆ೃ⿵ရࡢ⸆ຠࡸẘᛶࡢⓎ⌧ᶵᵓࢆࡼࡾヲ
⣽▱ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሗࡽࠊᐇ㦂ື≀ࢆ⏝࠸ࡎ⣽⬊ᐇ㦂࡛⸆ೃ⿵ရࡢ
㑅ᢤࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚་⸆ရ㛤Ⓨࡢࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋♫ࢆ㏄࠼
ࡉࡽ་ᖌ㊊ࡀྉࡤࢀࡿ୰ࠊ㐲㝸་⒪ࡸᅾᏯ་⒪ࡢᐇࡣࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㐲㝸་⒪ࡸᅾ
Ꮿ་⒪࠾࠸࡚㎿㏿࡞デ᩿ࡀồࡵࡽࢀࡿឤᰁ࡞ྛ✀ࡢデ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊࡑࡢሙ࡛
デ᩿ᚲせ࡞≉ᐃࡢ㑇ఏᏊࡸ⺮ⓑ㉁ࢆ▷㛫࡛ィ ࡋྠᐃࡍࡿᢏ⾡ࡀྍḞ࡞ࡿࠋ㜰 2,/
࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ィ ࢆྍ⬟ࡍࡿ᪂つィ ᢏ⾡ࡸࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊࡉࡽ㛤Ⓨࡋࡓᢏ
⾡ࢆᗈࡃ♫࡛⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ ,R7 ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᑗ᮶ࡣ⚄⤒ࢩࢼࣉࢫ
άືࢆ⏕⣽⬊࡛ほᐹࡍࡿᢏ⾡ࡼࡾᖖேᝈ⪅ࡢ⚄⤒⣽⬊ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠼ࡤ⣽⬊ࣞ
࡛࣋ࣝࡢㄆ▱ࡢุᐃࡑࡢሗࡶ࡙ࡃ⸆㛤Ⓨࢆྍ⬟ࡋࠊຍ࠼࡚᪥ᖖࡢ࠶ࡽࡺࡿሙᡤࠊ
ሙ㠃࡛⣲᪩ࡃ⡆༢デ᩿ࢆྍ⬟ࡍࡿࣂ࢜ࢭࣥࢩࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝ࢆᐇ⌧ࡋࠊ⸆
ࡸ་⒪ࡢ㡿ᇦ࡛ࡢ㠉᪂ⓗィ ᢏ⾡࡞ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

࠸ࡎࢀࡶࠊᏛࡀࡶࡘඃⰋ࡞⏕ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡸࣇ࢛ࢺࢽࢡࢫᢏ⾡ࠊ⏘⥲◊ᢏ⾡ࡢ⼥ྜࡀ
࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚◊✲㛤Ⓨࡀ㐍ᒎࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ2,/ ࡼࡿᏛࡢ㐃ᦠࡀࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࡢࡓࡵࡣ་⒪ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊᏛ་Ꮫ㒊➼ࡢໟ
ᣓ༠ᐃࡣࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ  ࡘࡢᰕࡢෆࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿ⸆ᇶ┙་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ
࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ་⒪ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ⸆࣭་⒪ᇶ┙㛤Ⓨࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢᶫΏࡋࢆᢸ࠺ࠋ

ࡘࡃࡤࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ᥎㐍༠㆟
ࡘࡃࡤࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ᥎㐍༠㆟ࡣࠊ ຍ┕ᶵ㛵ࡢࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ◊✲࡛ࡢ㐃ᦠࢆ༠㆟
ࡍࡿ၏୍ࡢሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㐃ᦠㄢ㢟ࡢ᥈⣴ࠊ⏕≀㈨※ࡢඹྠ⏝ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ
ே⬦࡙ࡃࡾࠊḟୡ௦ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡢ⫱ᡂ࡞ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣᚋࡢࡘࡃࡤ
ᆅᇦࡢάᛶࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎಙࡢᆅࡋ࡚ࡢୡ⏺ⓗ࡞ㄆ▱ᗘࢆྥୖࡍ
ࡿࡇࡶࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ᅜ㝿㐃ᦠ
ᚋ㔜せᛶࡀቑࡍ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ศᯒࡢᅜ㝿ᶆ‽ྥࡅࡓ᪥ᮏࡋ࡚ࡢᒎ㛤ࢆ㐍ࡵࡿ
ୖ࡛ࠊḟୡ௦ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺⡿ᅜࡢ㐃ᦠࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜ 1,67 ࡢ㐃
ᦠᙉࡼࡾࠊ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ศᯒࡢᶆ‽ྥࡅ࡚⏘⥲◊ࡀ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡇ⧅ࡀ
ࡿ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࣥࢻࠊࢱ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᅜ㝿㐃ᦠࡣࠊඹྠ࡛◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊேᮦ⫱ᡂࡼࡿぶ᪥ᐙࡢቑຍඃ⚽࡞ேᮦࡢὶືຍ࠼ࠊ᪥ᮏࡢ⛉Ꮫᶵჾ࡞ࡢࢪ
ᕷሙ࡛ࡢᒎ㛤ࡢ㠃࡛ࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ6'*V ࡢᑐᛂࡋ࡚࣐ࣛࣜ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࣕ࢞ࢫ
㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࣐ࣛࣜࡢ᪩ᮇ᳨ฟࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
ᨻᗓᗈሗㄅ +,*+/,*+7,1* -DSDQ ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢩ࣮ࣕ࢞ࢫࡢ⸆ᶆⓗ᥈⣴㛵ࡍࡿ◊
✲ࡢᡂᯝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢබ┈♫ᅋἲேࢢ࣮ࣟࣂࣝ࣊ࣝࢫᢏ⾡⯆ᇶ㔠㸦*OREDO +HDOWK
,QQRYDWLYH7HFKQRORJ\ *+,7 )XQG㸧ࡢ⋓ᚓ⧅ࡀࡗࡓࠋᚋࡶᮏ◊✲ࢆ⢭ຊⓗᐇࡋࠊୡ
⏺ึࡢࢩ࣮ࣕ࢞ࢫࡢ⸆ᶆⓗ㑇ఏᏊࡢྠᐃࢆ┠ᣦࡍࡶࠊ6'*V ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
x2,/ ࡣタ❧ࡋ࡚  ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࠊ㡿ᇦࡢ 2,/ࠊ㡿ᇦ⏬ᐊࠊ⏘⥲◊⏬ᮏ㒊ෆ࡛ 2,/ ࢆ⤫
ᣓࡍࡿ 2,/ ᐊࡢ㛫࡛◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸࠊ㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢయไࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊẖ᭶㛤ദࡉࢀࡿ 2,/ ⏘⥲◊ 2,/ ᐊࡢྜྠ㐃⤡㆟
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࠾࠸࡚ࠊ◊✲㐍ᤖࡸ㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟ࡢὙ࠸ฟࡋࢆ㏿ࡸ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᴗ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢᙉ࠾ࡼࡧᡂᯝⓎಙࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢ㞟⣙ࠊ㛵㐃
ᴗ⏺ࡀཧ㞟ࡍࡿ࣋ࣥࢺ࡛ࡢᐉఏࠊ࠾ࡼࡧタ❧ࡋࡓ༠㆟ཧ⏬ᴗࡢᣑࢆ⾜࠸ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢡ
࣮ࣟࢬࢻࡢሗᥦ౪ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಶูࡢ㐃ᦠ༠㆟ࢆ⾜࠼ࡿሙࡢᥦ౪ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡿࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡢᴗ⏺ྜࡗࡓ㐃ᦠᙧែࢆ᳨ウࡋࠊᐇຠⓗ࡞ᴗ㐃ᦠࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
x㎰◊ᶵᵓࡢໟᣓ༠ᐃࡼࡿ㐃ᦠࡼࡾࠊ⏘⥲◊㎰◊ᶵᵓࡢᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢ⥲ྜຊࢆᴗᢏ
⾡⛣㌿࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚࡗࡓࠋᚋࡣࠊ㎰◊ᶵᵓ࣭⏘⥲◊ࡢඹྠ◊✲ࡼࡾ⏕ࡳฟࡉࢀࡓᢏ⾡ࢩ࣮
ࢬࢆࠊࠕࠕ▱ࠖࡢ㞟✚ά⏝ࡢሙࠖࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊẸ㛫ᴗࡢᶫΏࡋ
ᒎ㛤ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࠋ


㸦㸳㸧◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣ⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝཬࡧࣜࢧ࣮
ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘࡢά⏝➼ࡢ⏘⥲◊ไᗘࡼࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᴗ◊✲⪅ࡸᾏእ◊✲⪅
ࢆᑐ㇟ࡋࡓㅮ⩦࣭◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿ࡞ࣘࢽࢵࢺ⊂⮬ࡢேᮦ⫱ᡂไᗘࢆ⥅⥆ⓗᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᏛ㒊⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⏕ᕤᏛᐇ㦂ࡢᇶ♏ᢏ⾡ᣦᑟࡽ༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࠊ࣏
ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮㸦3'㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓᢏ⾡ᣦᑟࠊࡉࡽᴗ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᑟࡲ࡛ᖜᗈࡃேᮦ
⫱ᡂᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᏛ࡛ࡣ㏆ᖺࠊண⟬ࡸ࣏ࢫࢺࡢ๐ῶࡼࡾඃ⚽࡞◊✲ேᮦࡢὶฟࡀ
㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ඃ⚽࡞ேᮦࢆከࡃ⋓ᚓࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛
࠶ࡿ⪃࠼ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

◊✲ேᮦࡢᣑ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ◊✲ேᮦࡢᣑࡘ࠸࡚ࡣᚑ᮶࠾ࡾࡢ᪂ே◊✲ဨࡢබເ᥇⏝ຍ࠼࡚ࠊ➨ 
ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕ⮫ᗋ⌧ሙࡘ࡞ࡄ࣓ࢹ࢝ࣝࢧ࢚ࣥ
ࢫࡢᒎ㛤ࠖࠕ᭱ඛ➃⏕⛉Ꮫ◊✲ࡢ᥎㐍ࠖࡢ᪂つ  ㄢ㢟ࢆタᐃࡋබເࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡽࡣ୍㒊ಟኈᆺࡢ᥇⏝㑅⪃ࢆᐇࡋࡓࠋࡉࡽࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ຍ࠼ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣉࣞ
ࢮࣥࢫྥୖࡢほⅬࡽࡶዪᛶࡸᾏእேᮦࡢ᥇⏝ࠊⓏ⏝ࡶ✚ᴟⓗ⾜ࡗࡓࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
࣭᪂ே◊✲ဨࡢබເ᥇⏝࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛  ྡࡢ༤ኈㄢ⛬㐣⛬ಟ⪅ࢆ᥇⏝ࡋ
࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣぢ㎸ࡳࢆྵࡴ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅  ྡࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ᖺ
ᗘྠ⛬ᗘࡢᩘࡢ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅ࡢ᥇⏝ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ
ࠕ⮫ᗋ⌧ሙࡘ࡞ࡄ࣓ࢹ࢝ࣝࢧ࢚ࣥࢫࡢᒎ㛤ࠖࠕ᭱ඛ➃⏕⛉Ꮫ◊✲ࡢ᥎
㐍ࠖࡢ᪂つ  ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ་ᏛࡢᶫΏࡋᙉࡢࡓࡵ⮫ᗋ་  ྡࠊཬࡧ⏕⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅ
ࡿ᪂ࡓ࡞ᴫᛕࡸ᪉ἲㄽࢆᥦၐࡍࡿࡓࡵࡢ᭱ඛ➃◊✲ࢆᢸ࠺ⱝᡭ◊✲⪅  ྡࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ
࣭⯡Ꮫᑵ⫋⋡ࡀ㐣ཤ᭱㧗ࢆグ㘓ࡍࡿ࡞᥇⏝࡛ࡣࡾᡭᕷሙࡀ⥆ࡁࠊ༤ኈㄢ⛬㐍Ꮫࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࢆ㚷ࡳࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ಟኈᙧ᥇⏝ࢆᐇࡍ
ࡿࡇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣබເ๓⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡢ◊✲ࢆᐇయ㦂ࡍࡿࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࢆ㛤ദࡋ  ྡ㸦ᛂເ⪅ᩘ  ྡ㸧ࡢಟኈᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓࠋࡑࡢᚋ  ᭶ࡢᑵ⫋ㄝ᫂ゎ⚗ᚋ
බເ㑅⪃ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢከᩘࡢᛂເࡽཝṇ࡞ࡿᑂᰝࢆᚓ࡚᭱⤊ⓗ  ྡࡢ᥇⏝⮳ࡗ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡘ࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᥇⏝㐣⛬ࡢၥ㢟Ⅼࢆホ౯ࡋࠊᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆಟ
ṇࡋࡓୖ࡛ࠊಟኈᆺ᥇⏝ࢆᐇࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢබເ๓ࡢࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ
᪤ᐇࡋࠊ๓ᖺᗘࢆୖᅇࡿ  ྡࡢཧຍᛂເ⪅ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ྡᑐࡋ࡚ཷࡅධࢀࢆ
ᐇࡋࡓࠋ
࣭ࢲࣂ࣮ࢩࢸࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ᪂ே᥇⏝⪅ᩘィ  ྡࡢ࠺ࡕࠊィ  ྡ
㸦᥇⏝⪅༨ࡵࡿྜ 㸧ࡀዪᛶ◊✲⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⏘⥲◊ࡀᥖࡆࡿ➨  ᮇ୰㛗
ᮇᮇ㛫୰ࡢ┠ᶆ್㸦㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶಟኈᆺ᥇⏝⪅ࢆྵࡵࡓィ
 ྡ୰㸳ྡ㸦㸧ࡀዪᛶ◊✲⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ேᮦࡢὶື
ேᮦࡢὶືࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰እ㒊ᶵ㛵ࡢேὶࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡓࠋ
ࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡼࡾᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⏘⥲◊ࡽᏛࡸ◊✲ᶵ㛵ᘏ  ྡ
ࡢ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࠊᏛࡽᘏ  ྡࢆཷࡅධࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᅜ❧ᚠ⎔ჾࢭࣥࢱ࣮
༓ⴥᏛィ  ྡࡢ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࠊ㜰Ꮫࠊ᪩✄⏣Ꮫࡽィ  ྡࢆཷࡅධࢀࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ
 ᖺᗘࡣẸ㛫ᴗࡽࡢฟྥ⪅  ྡࢆ≉ᐃ㞟୰ᑓ㛛◊✲ဨࡋ࡚㞠⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࠊ➨  ᮇ
୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰㐃ᦠᏛ㝔ᩍဨ⏘⥲◊◊✲⪅ࢆከᩘὴ㐵ࡋࠊᏛࢆྵࡵࡓᶵ㛵ࡽࡢ◊
✲⪅  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸧ࢆ᥇⏝ࡋࠊேᮦࡢὶືࢆ㐍ࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ྡࡢ᥇⏝
ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ேᮦ⫱ᡂ
ேᮦ⫱ᡂ࡛ࡣࠊ3' ࡸ㐃ᦠᏛ㝔ࡢᏛ⏕ࢆྛࣘࢽࢵࢺ࡛ཷࡅධࢀ࡚✚ᴟⓗⱝᡭேᮦࡢ⫱ᡂ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊᴗ◊✲⪅ࡸᾏእ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓㅮ⩦࣭◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ
⊂⮬ࡢேᮦ⫱ᡂࢆᖜᗈࡃᐇࡋࡓࠋලయⓗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ⱝᡭேᮦ⫱ᡂ㸸➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡣ 5$ ไᗘࡼࡾከᩘࡢᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡲ࡛ࡣィ  ྡࡢᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ྡ࡞ࡾホ౯ᣦᶆࡢ┠ᶆ್㸦 ྡ㸧ࢆ
ᖜ㉸࠼ࡓࠋ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦ⊂⮬ࡢேᮦ⫱ᡂ㸸➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰࠾࠸࡚ࠊୗグࡢྛࣘࢽࢵࢺ⊂⮬ࡢே
ᮦ⫱ᡂࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ 3' ࡸ㐃ᦠᏛ㝔⏕࡞ࡢᢏ⾡◊ಟ⏕ࡋ࡚ࠊྜィ  ྡ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸧ࡢேᮦࢆཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓࠋ
xࣂ࣓࢜ࢹ࢝ࣝ◊✲㒊㛛࡛ࡣࠕ$,67 ,QWHUQDWLRQDO ,PDJLQJ :RUNVKRSࠖࢆẖᖺᗘ㛤ദࡋࠊ
ୡ⏺ྛᅜࡼࡾ༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡸ 3' ࢆཷࡅධࢀࠊ 㐌㛫ࢃࡓࡗ࡚Ẹ㛫ගᏛᶵჾᴗඹྠ࡛
࣓࣮ࢪࣥࢢ㛵ࡍࡿᢏ⾡࣭ᐇᢏࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡣィ  ྡཷࡅධ
ࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ྡཷࡅධࢀࡓࠋᮏ :RUNVKRS ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡶᐇࡋࠊ ྡ⛬ᗘࢆཷࡅ
ධࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
xᗣᕤᏛ◊✲㒊㛛ࣂ࣓࢜ࢹ࢝ࣝ◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡽࡢ᪩ᮇ⯆ྥ
ࡅࡓᢏ⾡ⓗ༠ຊࠊேᮦ⫱ᡂ➼ಀࡿ㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ࡍࡿ༠ᐃᇶ࡙ࡁࠊ⇃ᮏᏛࡢᏛ⏕  ྡࢆ
ཷࡅධࢀࡓࠋ
x⸆ᇶ┙◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⢾㙐⢾㙐ㄆ㆑ศᏊ࡛࠶ࡿࣞࢡࢳࣥࡢᇶ♏ࡘ࠸࡚ࡢ
ㅮ⩏ࠊࣞࢡࢳࣥࣞࢆ⏝࠸࡚⣽⬊⾲㠃ࡢ⢾㙐࣐࣮࣮࢝ࢆ᥈⣴ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡◊ಟࢆᐇ
ࡋࠊᏛ⏕ࡸᴗ◊✲⪅ࢆᘏ  ྡࡢཧຍࢆᚓࡓࠋ
xᗣᕤᏛ◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊ་⒪ᶵჾศ㔝ࡢཧධࡸࠊ᪂ࡋ࠸་⒪ᶵჾࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᢎㄆྲྀᚓࢆ┠
ᣦࡍᴗ࣭Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ᪉ࠎྥࡅࠊ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࢞ࢻࣛࣥ࡞ࡢゎㄝά⏝ࡢࡓࡵ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇࢃࡓࡗ࡚㛤ദࡋࠊ ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓࡓࠋ
x⏕≀ࣉࣟࢭࢫ◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࠊᏛ⏕ࠊᏛ㝔⏕ࢆ➨㸲ᮇ୰ࡢᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛
ィ  ྡཷࡅධࢀࠊࣂ࢜ᐇ㦂ࡢᇶ♏ࡽᐇᢏࡲ࡛ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇࡋࡓࠋ
x᪩ 2,/ ࡛ࡣࠊ⏘⥲◊≉ู◊✲ဨࡋ࡚ 3' ྡࠊ5$ ࡋ࡚  ྡࢆ㞠⏝ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂ
ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
x㜰 2,/ ࡛ࡣࠊ3' ྡࠊ5$ ྡࢆ㞠⏝ࡍࡿ࡞ேᮦ⫱ᡂࡶ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊ ௳ࡢᏛ࣏ࢫࢱ࣮
ඃ⚽㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
◊✲ேᮦࡢᣑ
xᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つタᐃࡋࡓ⮫ᗋ་᭱ඛ➃◊✲ࢆᐇࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ᪂ே᥇⏝ᯟ࡛ࡣࠊ་ᖌ
ࡢ᥇⏝࠾ࡼࡧ⊂ᛶ◊✲᥎㐍⬟ຊࠊᙉ࠸⇕ࢆᣢࡘⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᪂ࡓ
࡞⮫ᗋ⌧ሙࡢᙉ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡢ᪂ࡓ࡞◊✲ࢆ⏕ࡳฟ
ࡍຊ࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊᑗ᮶ࡢ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ♏࡞ࡿேⓗయไᙉ࡞ࡗࡓࠋ
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xಟኈᙧ᥇⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᥇⏝ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᮇⓗホ౯ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ₯ᅾⓗ࡞⬟ຊࡀ㧗࠸ᛮࢃࢀࡿᏛ⏕ࡢᛂເࡀከᩘᚓࡽࢀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ≉ഔฟࡋࡓ  ྡࢆ
᥇⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶಟኈᆺ᥇⏝ࡼࡿⱝᡭேᮦࡢ☜ಖࢆ⾜࠺ぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ

x᪂ே᥇⏝⪅࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢྜࡘ࠸࡚ࠊ⏘⥲◊ࡢ┠ᶆ್ࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊ⏘⥲◊ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍༑ศ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ேᮦࡢὶື
xࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆ⏝࠸ࡓᏛࡢேᮦὶࠊẸ㛫ᴗࡽࡢฟྥ⪅ཷࡅධࢀࡼ
ࡿேᮦὶࡣࠊᏛࡸᴗࡢከᵝ࡞౯್ほࢆᑟධࡋࠊ◊✲㛤Ⓨࡢᖜࢆᗈࡆࠊ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢᣑ࣭ᙉࡘ࡞ࡀࡿࠋᐇࠊẸ㛫ᴗࡽࡢฟྥ⪅ཷࡅධࢀࡣࠊᙜヱᴗࡢඹྠ◊✲ࢆ
ຍ㏿ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕ᕤᏛ࣭$, ᢏ⾡ά⏝࣭⏕⏘ᛶኚ㠉࡞ࢆໟྵࡋࡓ⏘⥲◊ࡢ㡿ᇦࡶ
ຍࢃࡗࡓ᪂ࡓ࡞ඹྠ◊✲ᒎ㛤ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ

ேᮦ⫱ᡂ
x⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ⸆࣭་⒪࣭ࣂ࢜⏕⏘࠾ࡅࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀ⏘ᴗ⫱ᡂࡶࡘ࡞
ࡀࡿࡢほⅬࡽࠊ⊂⮬ࡢேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋ࡚ࠊẖᖺ 㹼 ྡつᶍࡢ✚ᴟⓗ࡞ே
ᮦ⫱ᡂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ:RUNVKRS ࡢ㛤ദࢆ㏻ࡋ࡚ᾏእ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ
᪥ᮏࡢ᭱ඛ➃ᶵჾࡸᢏ⾡ࡢ⏝ࡢᅜ㝿ⓗᬑཬ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫱ᡂࡉࢀࡓேᮦࡣࠊ◊✲㛤Ⓨࡸ
Ẹ㛫ᴗ࡛ࡢᴗ᥎㐍ࡢሙ㠃࡛ά㌍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑗ᮶ࡢ⏘⥲◊ࡢ㐃ᦠ᥎㐍ࠊࡉࡽࡣᅜ
㝿ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ◊✲ேᮦࡢᣑ࠾࠸࡚ࡣࠊඃ⚽࡞ேᮦࡢ⋓ᚓࡀᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊ
ᚋࡶಟኈᆺ᥇⏝ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙ
ດࡵࠊඃ⚽࡞ⱝᡭேᮦࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍࠋ


㸰㸬ࠕᶫΏࡋࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ

㸦㸯㸧ࠕᶫΏࡋࠖࡘ࡞ࡀࡿᇶ♏◊✲㸦┠ⓗᇶ♏◊✲㸧

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
⏕ᕤᏛ㡿ᇦ࡛ࡣࠊᗣ࡛άຊࡢ࠶ࡿ㛗ᑑ♫ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞
⸆ࣉࣟࢭࢫ࣭⒪ἲࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠕ⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ㇏࡛ᗣⓗ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝ
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠕ་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖ
ࠊࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫࡼࡿ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡㠉
ࢆ┠ᣦࡍࠕ ⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࡢ  ࡘࡢ㔜Ⅼㄢ㢟
ࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࠾ࡅࡿᶫΏࡋ◊✲ࡢⓎᒎࢆぢᤣ࠼ࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ᚓࡓ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢ࡞ᡂᯝࡣୗグࡢ㏻ࡾࠋ

⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ᚰ➽᱾ሰᝈ㒊ࢆ㑇ఏᏊࡢᑟධࡼࡿ┤᥋ࣜࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡼࡗ࡚⏕ࡍࡿ㑇ఏᏊࡢⓎぢ
⣽⬊≉ᐃࡢ㑇ఏᏊࢆᑟධࡋ࡚ศࢆไᚚࡍࡿ┤᥋ࣜࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢἲࡼࡾࠊ⥺⥔ⱆ⣽⬊
ࡽᚰ➽⣽⬊ࢆㄏᑟࡍࡿ㑇ఏᏊࢆⓎぢࡋࡓࠋᚰᝈࡣ᪥ᮏேࡢṚஸཎᅉࡢ➨  ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿᚰ➽᱾ሰࡢ⒪ἲࡢ㛤Ⓨࡀ་Ꮫⓗႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘⥲◊ࡀ
ᵓ⠏ࡋࡓࣄࢺ㑇ఏᏊࡢ⣙ ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁Ⓨ⌧ࣜࢯ࣮ࢫ㸦+X3(;㸧ࡽࠊᚰ⮚ࡢ⥺
⥔ⱆ⣽⬊ࢆᚰ➽⣽⬊⾑⟶⣽⬊㧗ຠ⋡࡛ㄏᑟ࡛ࡁࡿ 7E[ 㑇ఏᏊࢆⓎぢࡋࡓࠋࡲࡓࠊ7E[ 㑇ఏ
ᏊࡢⓎ⌧ࡢ᪥ᩘࢆㄪ⠇ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⬇ᛶᖿ⣽⬊㸦HPEU\RQLFVWHPFHOO(6 ⣽⬊㸧➼ࡢከ⬟ᛶᖿ
⣽⬊ࡽᚰ➽⣽⬊➼ࡢᚰ⾑⟶⣔⣽⬊ࡢศࠊ㦵᱁➽⣽⬊➼ࡢ➽㦵᱁⣔⣽⬊ࡢศࢆไᚚࡍ
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ࡿࡇࡶᡂຌࡋࡓࠋL36 ⣽⬊࡞ࡢከ⬟ᛶᖿ⣽⬊ࢆ⏝࠸ࡓ⏕་⒪࡛ࡣᩘ✀㢮ࡢᾮᛶᅉᏊࢆ⏝
࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᾮᛶᅉᏊࡑࡢࡶࡢࡢࢥࢫࢺࡀ㧗࠸ࡇࡸᚰ➽⣽⬊ࢆㄏᑟࡍࡿࡓࡵࡢᕤ⛬ࡀ↹㞧
࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ7E[ 㑇ఏᏊࢆ᱾ሰᝈ㒊࡛Ⓨ⌧ㄪᩚࡋ࡚⒪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍᢏ⾡ࡣࠊ
పࢥࢫࢺ࡞⒪ἲࡢ☜❧ྥࡅࡓᡂᯝࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ&HOO6WHP&HOO ㄅ㸦,)㸸㸧
ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᚰ➽᱾ሰᝈ㒊 7E[ 㑇ఏᏊࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ᕫࡢ᱾ሰ㒊
ࡽᚰ➽⣽⬊⾑⟶ࢆ⏕ࡍࡿ㝿ࡢ⣽⬊ࡀㄏᑟࡉࢀ࡞࠸ࡢᏳᛶࢳ࢙ࢵࢡࡸࠊ㑇ఏᏊᑟධ
ἲࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᮏᢏ⾡ࡢ᭷⏝ᛶࢆࡉࡽ㧗ࡵࡿᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࡞࠾
ᮏ◊✲ࡣ⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀࡓ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽࠊࢢ࣒ࣛ㝜ᛶ⣽⳦ࡢ⣽⬊ቨᡂศ࡛࠶ࡿ࣏ࣜከ⢾ࡼࡿᶞ≧⣽⬊ࡢ࢚ࣆࢤࣀ࣒ᛂ⟅ࢆゎᯒ
ࡋࠊ࣏ࣜከ⢾ࡼࡾ่⃭ࢆཷࡅࡓ㌿ᅉᏊࡢάᛶࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚⏕ࡌࡿࣄࢫࢺࣥಟ㣭ࡢ
㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆゎ᫂ࡋࡓᡂᯝࡀ *HQRPH%LROㄅ㸦,)㸧ࠊ᰾☢Ẽඹ㬆ἲ㸦1XFOHDU0DJQHWLF
5HVRQDQFHࠊ105㸧ࡼࡿࢱࣥࣃࢡ㉁┦స⏝ゎᯒ➼ࡼࡾ⸆᥈⣴ࡢᶆⓗ࡞ࡾ࠼ࡿࡇࡀ▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿศᏊࢩࣕ࣌ࣟࣥ +VS ࡀࣝࢶࣁ࣐࣮ࡢཎᅉᅉᏊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢱ
࢘ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ⁐ࢆ㜼ᐖࡍࡿᶵᵓࢆゎ᫂ࡋࡓ⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡀ 1DW
&RPPXQㄅ㸦,)㸧ࠊ㞤ࡔࡅ≧ࡀ⌧ࢀࡿᝈࡀࠕ; ᰁⰍయࡢάᛶࠖࡢ␗ᖖࡼࡾ
㉳ࡇࡾࠊࡑࡢไᚚᅉᏊࡋ࡚ )W[ OQF51$ ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆゎ᫂ࡋࡓ⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ
◊✲ᡂᯝࡀ 1DW&RPPXQㄅ㸦,)㸧Ⓨ⾲ࡉࢀࡿ࡞ࠊୡ⏺ࡽὀ┠ࡉࢀࡿ⸆ࣉࣟࢭࢫ࣭
⒪ἲࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࢆᚓࡓࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒ⏝ேᕤ᰾㓟ᶆ‽≀㉁ࢆά⏝ࡋࡓ᳨ᰝࣉࣟࢭࢫࡢ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ከ✀㢮ࡢᚤ⏕≀✀࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜㸦」ྜᚤ⏕≀ྀ㸧ࢆḟୡ௦ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮࡛
ゎᯒࡍࡿ㝿ࡢ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࠊ≉⭠ෆ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࡣࠊ
ᐟື≀ࡢᰤ㣴྾ࡀ⾜ࢃࢀࡿ⎔ቃⓎ㐩ࡍࡿ⳦ྀ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௦ㅰᶵ⬟ࡸᐟࡢ┦స⏝ࢆ
ㄪࡿࡇ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ᝈࡢデ᩿⏝࣐࣮࣮࢝ࡸ᪂つ࡞⸆ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢⓎぢࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢゎᯒࡣḟୡ௦ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ࡀᗈࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋࠊḟୡ௦ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒ࠾࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞」ྜᚤ⏕≀
ヨᩱ㸦࠼ࡤ⣅౽ࡸཱྀ⭍➼ࡢࣄࢺ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ࡸࠊᅵተࡸἙᕝỈ➼ࡢ⎔ቃ࣐ࢡࣟࣂ࢜
࣮࣒➼㸧㐺⏝࡛ࡁࡿ⢭ᗘ⟶⌮⏝ࡢᶆ‽≀㉁ࡸࠊ㐺ษ࡞⢭ᗘࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ࡣࡇࢀࡲ࡛
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆཷࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊேᕤⓗ࡞ሷᇶ㓄ิࢆ᭷ࡍࡿ࣐ࢡࣟࣂ
࣮࣒࢜ゎᯒ⏝ࡢேᕤ᰾㓟ᶆ‽≀㉁ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡑࡢᶆ‽≀㉁ࢆෆ㒊ᶆ‽ࡋ࡚
⏝ࡋࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ヨᩱࡢࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊୖグேᕤ᰾㓟ᶆ‽≀㉁ࡢ⏝Ẹ㛫ࡢᐇチㅙࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊNEDO
࠾ࡼࡧ SIP ᴗ➼࠾ࡅࡿඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᴗ⏺㐃ᦠࡋࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ィ ࡢᶆ‽
ࣉࣟࢺࢥࣝࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ≉ᐃࡢ⎔ቃ᮲௳ࡸ⌮≧ែࡉࢀࡓ㞟ᅋࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
㞟ᅋࢆẚ㍑ศᯒࡍࡿࢥ࣮࣍ࢺ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ☢Ẽඹ㬆⏬ീ㸦0DJQHWLF5HVRQDQFH ,PDJLQJ05,㸧㐀ᙳ࡛࠶ࡿ☢ᛶࢼࣀ⢏Ꮚ㑇ఏ
Ꮚ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡽᡂࡿࣁࣈࣜࢵࢻࣉ࣮ࣟࣈࢆࢹࢨࣥࡋࠊ⏕ࡁࡓࣛࢵࢺ⬻ෆࡢ⚄⤒άື
ࢆ㧗ឤᗘࡘࣜࣝࢱ࣒ྍどࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓᡂᯝࡀ 1DW1DQRWHFKQROㄅ㸦,)㸧
ᥖ㍕ࡉࢀࡿ࡞ࠊ᪂ࡋ࠸་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣ࠾ࡅࡿホ౯ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࢆ
ᚓࡓࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ඹ⏕⣽⳦࣭᪻ࡀ᭷ࡍࡿ᪂ᶵ⬟ࡢⓎぢࡑࡢᛂ⏝ᒎ㛤
ඹ⏕⣽⳦ࡀ᭷ࡍࡿ᪂ࡋ࠸⏕≀ᶵ⬟ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋࠊᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢ௦ㅰ⪁ᗫ≀
ࣜࢧࢡࣝᶵᵓࢆⓎぢࡋࡓࠋ⏘⥲◊ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⦾Ṫຊࡀ㧗࠸㎰ᴗᐖࡋ
࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣓࣒࢝ࢩࡀẅࢆศゎ࡛ࡁࡿᅵተ⣽⳦ឤᰁࡍࡿࡇ࡛ẅᢠᛶࢆ⋓ᚓ
ࡍࡿࡇ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊࡑࡢᢠᛶࡣᅵተࢃࡎᩘᅇẅࢆ⏝ࡋࡓࡔࡅ࡛ᛴ㏿Ⓨ㐩ࡍ
ࡿࡇ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࢆⓎぢࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᐖ࣓࣒࢝ࢩࡀ࡞ࡐ㧗࠸⦾Ṫຊࢆ♧ࡍࡢࡘ࠸࡚
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ࡣ᫂ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊඹ⏕⣽⳦ࡢቑṪ≉ᛶࡸ㑇ఏᏊⓎ⌧ࢆㄪࡿࡇ࡛ࠊᮏ
᮶ࡣᐟ࡛࠶ࡿᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢయእฟࡉࢀࡿ௦ㅰ⪁ᗫ≀ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊඹ⏕⣽⳦ࡀᐟࡗ
࡚ᚲ㡲ࡢᰤ㣴⣲࡛࠶ࡿ࣑ࣀ㓟➼ࢆྜᡂࡋ࡚౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࠊඹ⏕⣽⳦ࡼࡿ
௦ㅰ⪁ᗫ≀ࡢࣜࢧࢡࣝᶵ⬟ࡀᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢ㧗࠸⦾Ṫຊࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡇࡀド᫂ࡉࢀࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡣࠊᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢᚲ㡲ᰤ㣴⣲ࡢ౪⤥㛵ࢃࡿඹ⏕⣽⳦ࡢ௦ㅰ⤒㊰ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡛
ࡑࡢ⦾Ṫࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠺ࢆ᳨ウࡋࠊᐖ㜵㝖ᢏ⾡ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࢆᐇドࡍࡿࡇ
ࢆヨࡳࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᐖ࣓࣒࢝ࢩ࠾ࡅࡿඹ⏕⣽⳦ࡢ⏕≀ᶵ⬟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡣඹ⏕⣽⳦ࢆಖᣢࡍࡿ⳦⣽⬊ࡢᙧᡂ㛵ࢃࡿ㑇ఏᏊࡢྠᐃࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣඹ⏕⣽⳦ࡢឤᰁ
ࡼࡿ᪻ࡢ⏕Ṫ᧯సᶵᵓࡢゎ᫂ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣁ࣒ࢩ࠾ࡅࡿⴥࡢᾘ≉ࡋࡓඹ⏕⣽⳦
ࡢⓎぢࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࢭ࣑㢮࠾ࡅࡿ᪂つ࡞ඹ⏕┿⳦ࡢⓎぢ࡞ࠊඹ⏕⣽⳦ࡢ⏕≀ᶵ⬟ࢆ」
ᩘ᫂ࡽࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࢺࣥ࣎⏤᮶ࡢ᪂つ⣸እ⥺ᑕ≀㉁ࡢⓎぢࡘ࡞ࡀࡿ◊✲ᡂᯝ
ࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᮍ▱ᚤ⏕≀㈨※ࡢ᥈⣴
 ⏕≀ᶵ⬟ࡢά⏝ྥࡅࡓ᪂つᚤ⏕≀㈨※ࡢ᥈⣴࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ༢⊂࡛▼Ⅳࡽ࣓
ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡍࡿ⏕ᡂ⳦ $PD0 ᰴࢆⓎぢࡋࡓࠋࡇࡢ⳦ࡣࠊ▼Ⅳࡢᵓᡂᡂศ࡛࠶ࡿ࣓ࢺ࢟ࢩⰾ㤶᪘
ྜ≀ࢆ࣓ࢱࣥኚࡍࡿ௦ㅰᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᡂᯝࡣᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ᆅᅪ㈨※⎔
ቃ◊✲㒊㛛ࡢ㡿ᇦ㛫㐃ᦠࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᗫỈฎ⌮ࣉࣟࢭࢫ⏕ᜥࡍࡿ
ᚤ⏕≀ࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⣧⢋ศ㞳ᇵ㣴ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᮍᇵ
㣴ᚤ⏕≀ :6$ ࡀ᭷ࡍࡿ᪂つ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ⤒㊰ࢆⓎぢࡋࡓࠋᗫỈฎ⌮㛵㐃◊✲࡛ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭
⎔ቃ㡿ᇦ⎔ቃ⟶⌮◊✲㒊㛛ࡢ㐃ᦠ࡛ࠕ⎔ቃᚤ⏕≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㒔ᕷୗỈฎ⌮タ࠾࠸࡚ᗫỈ୰ྵࡲࢀࡿ᭷ᶵ≀➼ࢆศゎฎ⌮ࡍࡿάᛶởἾࣉࣟࢭࢫࡽ
᥇ྲྀࡋࡓ」ྜᚤ⏕≀ヨᩱ㸦ởἾ㸧ࡢ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࢆᐇࡋࠊᗫỈྵࡲࢀࡿࣥࣔࢽ
ࡢ㝖ཤ࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࣥࣔࢽ㓟⣽⳦ࡢᏑᅾ㔞┦㛵ࡢ࠶ࡿᚤ⏕≀⩌ࢆぢฟ
ࡍࡇᡂຌࡋࡓࠋ
࣭㞴౪⤥ኳ↛ྜ≀ࡢ᪂つ⏕⏘ἲࡢ㛤Ⓨ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ Ⅼ௨ୖࡢࢧࣥࣉࣝࡽ࡞ࡿኳ↛≀⏤᮶ࡢྜ≀ࣛࣈ࣮ࣛࣜࢆẸ㛫
ᴗࡸᏛ➼ඹྠ⏝࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࠊ⏬ീゎᯒᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪂つࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ⣔ࢆᵓ⠏
ࡋࠊ⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ➼ࡢ㛤Ⓨᨭᢏ⾡ࢆᩚഛࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࡢኳ↛
≀ྜ≀ࣛࣈ࣮ࣛࣜྵࡲࢀࡿ࣌ࣉࢳࢻྜ≀ࡸ࣏ࣜࢣࢱࢻྜ≀ࢆྜᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㓝⣲
㑇ఏᏊࡢሗࢆά⏝ࡋࠊࡑࡢ୍㒊ࢆࡢ㑇ఏᏊධࢀ᭰࠼ࡿࡇ࡛ࡼࡾ㧗࠸⏕⌮άᛶࢆ♧ࡍྜ
≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᮏᡂᯝ㛵㐃ࡍࡿᴗ⦼ࡣ 1DW&RPPXQㄅ㸦,)㸧ᥖ㍕ࡉ
ࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᮏᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾከᵝ࡞ኳ↛ྜ≀ࡢ㦵᱁ࢹࢨࣥࢆྍ⬟
ࡋࠊ་⸆ရ㛤Ⓨࡢ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࣮ࣜࢻྜ≀ࡢ᥈⣴㛫ࡢ▷⦰㈨ࡍࡿᢏ⾡ࢆ☜❧
ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᢠ⤖ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㧗ຍ౯್㈨ࡍࡿ◊✲
ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡢᶫΏࡋᚋᮇ◊✲ࡼࡾᴗࡉࢀࡓᢠ⤖ࢱࣥࣃ
ࢡ㉁ $)3 ࡢ㧗ຍ౯್ྥࡅࠊࡇࢀࡲ࡛ᮍ▱࡛࠶ࡗࡓ $)3 ࡢᛶ㉁ࢆ᫂ࡽࡍࡿᇶ♏◊✲ࢆ
᥎㐍ࡋࡓࠋ$)3 ࡣࠊ⤖Ỉࡢෆ㒊⏕ᡂࡉࢀࡿịࡢ༢⤖ᬗᑐࡋ࡚ᙉࡃ⤖ྜࡍࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡍ
ࡿࢱࣥࣃࢡ㉁࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⤖ྜ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣᮍゎ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ; ⥺⤖ᬗᵓ㐀ゎ
ᯒ➼ࡼࡾ $)3 ࡀịࡢ⤖ᬗࡀᡂ㛗ࡍࡿ㝿⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞ỈศᏊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡗ࡚ị⤖ᬗ㠃
⤖ྜࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡲࡓࠊ$)3 ྜᡂ㑇ఏᏊࡣࠊẕ⣽⬊ࡽፉ⣽⬊ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡼ
࠺࡞ࠕᆶ┤ఏᦙ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿ✀ࡢ⏕≀ࡢ㛫࡛㑇ఏᏊࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࠕỈᖹఏᦙࠖࡼࡗ࡚
ᗈࡲࡗࡓࡇࠊ
㨶㢮⏤᮶ $)3 ࡣప⃰ᗘ࡛ࡶịࡢ⤖ᬗ㠃⤖ྜࡍࡿస⏝ࡀ࠶ࡿࡇࡶ᫂ࡽࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࢀࡽࡢᡂᯝᇶ࡙ࡁࠊ᭱㐺࡞⃰ᗘ࡛ᶵ⬟ࡍࡿ㧗ရ㉁࡞ $)3 ࡢ〇ရࡀぢ㎸ࡲ
ࢀࡿࠋ

┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿㄽᩥࡢ⿕ᘬ⏝ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᮇ୰ࡣᖺ㛫  ᅇࢆ┠ᶆ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
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ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅇ㸦ぢ㎸㸧
ୖ᪼ഴྥ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ᮎⅬ࠾࠸࡚ࡶ๓ᖺྠ᭶ẚ ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ┠ᶆ್
ࢆࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ  ᅇࡢ⿕ᘬ⏝ᩘࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⿕ᘬ⏝ᩘࡢ⟬ฟᑐ㇟
࡞ࡿㄽᩥ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺⓎ⾲ㄽᩥ㸧ࡣ  ሗ࡛ࠊ ሗ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ⿕ᘬ⏝ᩘࡣ ᅇ࡛࠶ࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᅇ㸧ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᅇ㸧ẚ࡚ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊㄽᩥⓎ⾲ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᮇ୰ࡣᖺ㛫  ሗࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ሗ㸦ぢ㎸㸧
ῶᑡഴྥ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᭶ᮎⅬ࡛๓ᖺྠ᭶ẚ ࡛ࠊ┠ᶆ್ࡢ ࡢ㐩ᡂ⋡
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘᮎࡲ࡛ࡣ  ሗࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ┠ᶆ್ᒆ࡞࠸ᩘ್
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ሗࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㐣ཤᩘᖺ㛫ࡢㄽᩥⓎ⾲≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿࠊ,) ௨ୖࡢᑓ㛛ㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࡣࠊୖ㏙ࡋࡓᚰ➽᱾ሰᝈ㒊ࢆ㑇ఏᏊࡢᑟධࡼࡿ┤᥋
ࣜࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡼࡗ࡚⏕ࡍࡿ㑇ఏᏊࡢⓎぢ㛵ࡍࡿᡂᯝࡀ &HOO 6WHP &HOO ㄅⓎ⾲ࡉࢀ
ࡿ࡞ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛  ሗ࡞ࡾࠊ๓ᖺྠ᭶Ⅼ  ሗ ࢆୖᅇࡗࡓࠋ
 Ꮫࡸࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ≧ἣࡣ   グ㍕ࡋࡓ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊ࡞ᡂᯝࡋ࡚ࡣձ⟃Ἴ
Ꮫࠊ㎰◊ᶵᵓࠊ-%$ࠊ-$;$ ࡞  ᶵ㛵ໟᣓ༠ᐃࢆ⥾⤖ࠊղࣥࢻ '%7 ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋᖺ㛫
 㸦 ᖺ㛫㸧ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗⓎᒎࠊճࢱᅜ❧◊✲ᶵ㛵 7,675 ࡢඹྠ◊✲ࢆ᥎
㐍ࠊմ⸆ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࠊ࢝ࢹ࣑Ⓨ⸆ྥࡅࡓᨭࢆᐇࠊյ᪩✄⏣
Ꮫࠊ㜰Ꮫࡢ 2,/ ࡛ࠊᴗ㐃ᦠྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࢆᐇ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿᚰ➽᱾ሰᝈ㒊ࢆ⏕ࡍࡿ 7E[ 㑇ఏᏊࡢⓎぢࡣࠊᚰ⮚࢝ࢸ࣮ࢸࣝἲ࡞ࡼࡗ
࡚ᚰ➽᱾ሰࡢᝈ㒊 7E[ 㑇ఏᏊࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛⮬ᕫࡢ᱾ሰ㒊ࡽᚰ➽⣽⬊⾑⟶ࢆ⏕ࡋࠊ
ᚰ➽᱾ሰࢆ⒪ࡍࡿ⤒῭ⓗࡘᣄ⤯ᛂࡢ࡞࠸᪂つ⒪ἲࡢ㛤Ⓨ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏᡂᯝ
ࡣ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡸせ⣬࠾ࡅࡿ᪂⪺ሗ㐨ࢆ⤒࡚ࠊ〇⸆ᴗ
ࡽᮏᢏ⾡ࡀ㛵㐃ࡍࡿ≉チ  ௳ࡢඃඛ΅ᶒࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶ࡿ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢᶫ
Ώࡋ◊✲ࡢⓎᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ேᕤ᰾㓟ᶆ‽≀㉁ࢆ⏝࠸ࡓ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢ⢭ᗘ⟶⌮ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡣࠊ〇⸆ᴗࡢᮇᚅ
ࡀࡁ࠸࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ィ ࡢᶆ‽ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⭠ෆ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜
ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᝈࡢデ᩿⏝࣐࣮࣮࢝ࡸ⸆ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ᥈⣴ᶆⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪂⸆ฟࡸ
᪂ࡋ࠸ᗣ⟶⌮ἲࡢฟྥࡅࡓゎᯒࡢಙ㢗ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇ⧅ࡀࡾࠊ⸆◊✲ࡢ㐍ᒎࡁ
ࡃ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏᡂᯝࡣ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ඹ⏕⣽⳦ࡀᐟࡢ௦ㅰ⪁ᗫ≀ࡽᚲ㡲ᰤ㣴⣲ࢆྜᡂࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢⓎぢࡼࡾࠊࡑࡢྜᡂ⤒
㊰ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡛ᐖ࣓࣒࢝ࢩࡢ⦾Ṫຊࢆᢚ࠼ࡿ࠸࠺᪂ࡋ࠸ᐖ㜵㝖ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀྍ⬟
࡞ࡿࠋᮏ◊✲㛵㐃ࡍࡿᡂᯝࡣ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ཬࡧᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㸧ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪥ᮏᚤ⏕≀⏕ែᏛዡບ㈹ཷ㈹⧅ࡀࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪂
つᚤ⏕≀ᶵ⬟ࢆ᥈⣴ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊ㡿ᇦ㛫㐃ᦠࡢ㐙⾜ࡼࡾࡇࢀࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ
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ᚤ⏕≀ࡢ᪂ࡋ࠸௦ㅰᶵ⬟ࢆぢฟࡍ⮳ࡾࠊ▼Ⅳᇙⶶᆅୗ⎔ቃࡸᗫỈฎ⌮ࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ
ᚠ⎔࣭㝖ཤ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞▱ぢࢆᚓࡓࠋ༢⊂࡛▼Ⅳࡽ࣓ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡍࡿ⏕ᡂ⳦ $PD0 ᰴࢆⓎぢ
ࡋࡓᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠ◊✲ࡣ⏘⥲◊ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡀ
࡞ࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⏘⥲◊ᡓ␎ண⟬ࠕᅜෆ▼Ἔ⏘ᴗࢆ⯆ࡍࡿ 2LOWR*DV㸦2*㸧㠉ࠖࡢ
᥇ᢥ⮳ࡾࠊ᪥ᮏᚤ⏕≀⏕ែᏛዡບ㈹ࡢཷ㈹ࡶ⧅ࡀࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ㡿ᇦࡢ
㐃ᦠࡼࡿᗫỈฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࡢ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢᒎ㛤ࡋ࡚ 6,3 ᴗࠕࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜
⏘ᴗ࣭㎰ᴗᇶ┙ᢏ⾡࡛ࠖࡢ◊✲ㄢ㢟ࠕࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜♫ࢆᐇ⌧ࡍࡿࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫ᭱㐺ᢏ⾡
ࡢ㛤Ⓨࠖࡢ᥇ᢥ⧅ࡀࡗࡓࠋ
ᢠ⤖ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㧗ຍ౯್㈨ࡍࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ$)3 㛵ࡍࡿㅖᛶ㉁ࡢゎ᫂ࡼࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘୖᕷࡉࢀࡓၟရࡢ㧗ຍ౯್ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᶫΏࡋᚋᮇ◊✲ࡢᡂᯝ
ࡀ᪂ࡋ࠸┠ⓗᇶ♏◊✲ࡢฟࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊᰂ㌾࡞◊✲ᒎ㛤ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ㄽᩥⓎ⾲⥲ᩘࡣᮍࡔ┠ᶆ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕㄽᩥྜィ⿕ᘬ⏝
ᩘࠖࡣ᪤┠ᶆ್ࢆࡰ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ ሗ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ⿕ᘬ⏝ᩘཬࡧ ,) ௨ୖࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘࡀ
ᖺࠎቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࣥࣃࢡࢺࡀࡁ࠸ࠊ㧗㉁࡞ㄽᩥⓎ⾲ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ㉁ࡢ㧗࠸ㄽ
ᩥᩘࡀቑຍࡍࡿࡇࡣࠊ⏘⥲◊ࡢ◊✲ࣉࣞࢮࣥࢫࢆෆእ♧ࡍࡇ┤⤖ࡋࠊ⏘⥲◊ࡢᅜ㝿ⓗ࡞
ᆅࡢྥୖࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡉࡽࠊ◊✲ࣞ࣋ࣝࡢ㧗ࡉࡣࠊබⓗᶵ㛵ࡸẸ㛫ᴗࡽࡢ◊✲㈨㔠⋓ᚓ
ྥࡅࡓࣆ࣮ࣝࡶ࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢほⅬྜࢃࡏ࡚ࠊ◊✲ᡂᯝᑐࡋ  ࡘࡢᶒጾ࠶ࡿ㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ᪂ࡋ࠸◊
✲ࡢⱆ࣭⏘ᴗࡢⱆࢆฟࡋ࠺ࡿ㧗࠸Ỉ‽ࡢ┠ⓗᇶ♏◊✲ࡀᐇ࡛ࡁࡓࠋ

ࡲࡓࠊ➨  ᮇ୰ཷ㈹ࡋࡓᶒጾࡢ࠶ࡿ㈹ࡋ࡚ࡣࠊ㟁ẼᏛᏛࢭࣥࢧ◊✲➨  ᅇΎᒣ
㈹ࠊ᪥ᮏἜᏛ➨  ᅇ࢜ࣞ࢜ࢧ࢚ࣥࢫ㈹ࠊ᪥ᮏࣂ࣓࣮࢜ࢪࣥࢢᏛዡບ㈹ࠊ᪥ᮏᚤ⏕
≀⏕ែᏛዡບ㈹㸦௨ୖࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊᇼሙ㞞ኵ㈹ࠊ ᖺᗘ᪥ᮏศᯒᏛዡບ㈹ࠊ➉⏣ᅜ
㝿㈉⊩㈹ࠊ᪥ᮏື≀Ꮫዡບ㈹ࠊ ᖺᗘᴟ㝈⎔ቃ⏕≀Ꮫ◊✲ዡບ㈹ࠊᕤᴗᶆ‽⾲ᙲ⤒῭⏘
ᴗ┬⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㛗㈹㸦௨ୖࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠊࣂ࢜ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜዡບ㈹ࠊ᪥ᮏ㟁ẼὋືᏛ
Ꮫ㈹㸦ඣ⋢㈹㸧
ࠊᰁⰍయᏛ㈹ࠊ᪥ᮏᚤ⏕≀⏕ែᏛዡບ㈹ࠊ㎰ⱁᏛⱝᡭዪᛶ◊✲⪅㈹ࠊ᪥
ᮏື≀Ꮫㄽᩥ㈹㸦௨ୖࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ *UDQW/ ࡞ࡢ⊂⮬ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ┠ⓗᇶ♏◊✲᥎㐍
ྥࡅࡓ◊✲࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡢࡉࡽ࡞ࡿຠ⋡ࡸࠊ⏘ᴗ⏺ࡢᶫΏࡋ◊✲ࡘ࡞ࡀࡿ◊✲ࡢⱆࢆ
⫱ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄽᩥⓎಙࡢ㉁࣭㔞ࡀࡢ⛬ᗘྥୖࡋࡓࢆከゅⓗ࡞どⅬࡽᖖᢕ
ᥱࡋࠊࡉࡽࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࢆ⌧ሙࡢ◊✲⪅ࡽࡢᘓタⓗ࡞ពぢࡶྲྀࡾධࢀࡘࡘぢᴟ
ࡵࠊᰂ㌾࡞ᨵၿ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࠋ


㸦㸰㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
ᶫΏࡋ◊✲๓ᮇ࡛ࡣࠊᅜࡢ⏘ᴗᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ
Ẹ㛫ᴗࡢᐇ⏝◊✲ࡢᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊබⓗ㈨㔠ࢆά⏝ࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡢඹྠ◊✲ࢆ୰ᚰ
㐍ࡵࡓࠋㄢ㢟タᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពྥࡀ༑ศᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពぢ
ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᙧᡂ➼࡛ࡢពぢ㞟⣙ດࡵࡓࠋලయⓗࡣࠊ➨  ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࠕ⸆ᇶ┙ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣ⢾㙐ࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇ⏝ࠊ
ࠕ་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖ
ࡣື≀ᐇ㦂ࢆ௦᭰ࡍࡿ࣐ࢡࣟ⮚ჾࢳࢵࣉࡢ㛤Ⓨࠊ
ࠕ⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀
㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣࢤࣀ࣒ࢹࢨࣥࡼࡿື≀࣭᳜≀࣭ᚤ⏕≀➼⏕≀㧗ᶵ⬟ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
࡞◊✲ᡂᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


- 26 -


⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭་⸆ရೃ⿵ྜ≀⮬ືタィ⨨ࡢ᪂つࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ
་⸆ရೃ⿵ྜ≀ࡢฟࡣከ࡞ᖺ᭶ࢆせࡋࠊᗄከࡢヨ⾜㘒ㄗࢆక࠺ࡓࡵࠊ་⸆ရೃ⿵ྜ
≀᥈⣴ࣉࣟࢭࢫࡢຠ⋡ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ་⸆ရೃ⿵ྜ≀ࡢタィ
ྜᡂࢆ⮬ືࡍࡿ⮬ື᥈⣴⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪤▱ࡢྜ≀≉ᛶࢆ⨨Ꮫ⩦ࡉࡏࡿࡇ
࡛ࠊ་⸆ရೃ⿵ྜ≀ࡢ⮬ື᥈⣴ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊẸ㛫ᴗࡽ๓ᖺᗘࡢ
⣙  ಸ㸦ᩘ༓㸧ࡢ㈨㔠ᥦ౪ࢆཷࡅࠊᮏ⨨ࢆ⏝࠸ࡓ་⸆ရೃ⿵≀㉁ࡢ⮬ືタィࡼࡗ࡚ࠊ᪤
Ꮡࡢྜ≀ࡼࡾࡶࠊ⏕⌮άᛶࡀ  ಸ௨ୖ㧗࠸  ಶࡢ᪂つྜ≀ࢆⓎぢࡋࡓࠋࡉࡽࠊබ㛤ㄽᩥ
 ሗࡽ⸆Ꮫ࠾ࡅࡿᵓ㐀ኚ࣮ࣝࣝࢆ⨨Ꮫ⩦ࡉࡏࠊ་⸆ရೃ⿵≀㉁ࡢ≉ᛶࡸೃ⿵
⮳ࡽ࡞ࡗࡓྜ≀ሗࢆྲྀ㎸ࡳࠊೃ⿵ྜ≀ࡢ⮬ືタィࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺ
ᗘࡣබ㛤≉チሗࢆᶵᲔᏛ⩦ࡉࡏࠊ⮬ືタィࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭦᪂ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⢾㙐ࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇ⏝
ࢱࣥࣃࢡ㉁ୖࡢ⢾㙐ಟ㣭ࡣࠊᝈకࡗ࡚ኚࡍࡿࡇࡽࠊ᪂つࡢࣂ࣐࣮࣮࣭࢜࢝⒪ᶆ
ⓗࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘ❧ࡕୖࡆࡓ $0(' ᴗࠕ⢾㙐⏝ࡼࡿ㠉᪂ⓗ
⸆ᢏ⾡㛤Ⓨᴗࠖࢆ᥎㐍ࡋࠊᝈ⒪ᛂ⏝ྍ⬟࡞⸆ࡢᶆⓗ࡞ࡿศᏊࢆቑࡸࡍࡓࡵ⣽⬊ࡢ
⢾㙐ኚࢆㄆ㆑ࡋࠊ⢾㙐⤖ྜࡋ࡚ᶵ⬟Ⓨࡍࡿᢠయ་⸆〇ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᕷ㈍
ࡢࣞࢡࢳ࣐ࣥࢡࣟࣞࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡣࠊ⢾㙐ᶆⓗ᥈⣴ᚲせ࡞ឤᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡀࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘᴗࡢඹྠ◊✲ࡼࡾࠊࣞࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢᨵⰋᡂຌࡋࠊᚑ᮶ᕷ㈍ᶵჾࡢ  ಸ
௨ୖࡢ㧗ឤᗘࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ㛤Ⓨࡋࡓࣞࢫ࢟ࣕࢼ࣮ᢏ⾡ࢆᇶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⫵ᑠ⣽⬊ࡀ
ࢇ⤌⧊≉ᚩⓗ࡞⢾㙐ኚࢆㄆ㆑ࡍࡿ᭷⏝࡞࣐࣮࣮࢝ೃ⿵ศᏊ㸦ࣇࢥࢩࣝࢭࢡࣞࢺࢢࣛࢽࣥ
,,,㸧ࢆྠᐃࡋࠊ⮅ࡀࢇ⣽⬊࠾࠸࡚ࡶࠊ⾲㠃ᙉࡃⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ⢾㙐ࡑࢀࢆ≉␗ⓗㄆ㆑ࡍ
ࡿࣞࢡࢳࣥ㸦⢾㙐⤖ྜ⬟ຊࢆᣢࡘࢱࣥࣃࢡ㉁㸧ࢆⓎぢࡋࡓࠋࡉࡽࠊࣞࢡࢳࣥᢠࡀࢇ⸆ࢆ⼥ྜ
ࡉࡏࡓ/HFWLQ'UXJ&RQMXJDWH㸦/'& ࡼࡗ࡚ࠊ⾑ᾮจ㞟࡞ࡢస⏝ࢆ♧ࡍࡇ࡞ࡃࠊ⮅ࡀ
ࢇࢆⓎࡋࡓࣔࢹ࣐ࣝ࢘ࢫࡢ⒪ᡂຌࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⢾㙐ࣞࢡࢳࣥࢆ⸆ࡢᶆⓗࡋࡓ᪂ࡓ
࡞⮅ࡀࢇ⒪ࣉ࣮ࣟࢳ࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫࢆ㈇Ⲵࡋࡓ࣐࢘ࢫࡢ⭠⟶ୖ⓶
≉␗ⓗࣇࢥ࣮ࢫ⤖ྜ⢾㙐ࡀῶᑡࡍࡿࡇࢆⓎぢࡋࡓࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ື≀ᐇ㦂ࢆ௦᭰ࡍࡿ࣐ࢡࣟ⮚ჾࢳࢵࣉࡢ㛤Ⓨ
་⒪ᇶ┙ᢏ⾡ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ࣄࢺ⮚ჾ⣽⬊ࢆ㸯ࡘࡢᑠᆺࢹࣂࢫ㸦ࢳࢵࣉ㸧ୖ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ
యෆࡢ⮚ჾ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࢳࢵࣉୖᶍೌࡋࡓࠕRUJDQ V RQDFKLS㸦22&㸧ࠖࡢ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ
ࡓࠋ22& ࡣࠊ་⸆ရࡸ⢝ရࡢ㛤ⓎྍḞ࡛࠶ࡗࡓື≀ᐇ㦂ࢆ௦᭰ࡋࠊື≀ࡢಶయᕪࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࡞࠸⌧ᛶࡢⰋ࠸ホ౯ࡀ⾜࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㛤Ⓨࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ $0(' ᴗࠕ⏕་⒪ᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ⸆ᨭᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࢆ❧ࡕୖ
ࡆࠊ22& ࡢ㛤Ⓨᦚ㍕ྍ⬟࡞⮚ჾ⣽⬊ࡢつ᱁㛤Ⓨࢆ୪⾜ࡋ࡚㐍ࡵࡓࠋ22& ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ⏘⥲◊࡛㛤Ⓨࡋࡓከ᳨యฎ⌮⏝⣽⬊ᇵ㣴ࢹࣂࢫࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᑠ⭠࠾ࡼࡧ⫢⮚ᶵ⬟ࢆ
ᐇࡋ㐃⤖ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑠ⭠⫢⮚ࡢయෆ㐃㛵ࢆ⌧ࡋࠊ་⸆ရ㸦7ULD]RODP㸧ࡢ྾ࠊ௦ㅰࡢホ
౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㛤Ⓨࡋࡓ 22& ࡘ࠸࡚⨨ࡢಙ㢗ᛶࢆ᳨ドࡍ
ࡿࣛ࢘ࣥࢻࣟࣅࣥࢸࢫࢺࡢᐇࠊ⭈ᒀ⣽⟶ࡸ⾑ᾮ⬻㛵㛛ࡢࢳࢵࣉࡢᐇࢆ⾜࠺ࠋ୍᪉ࠊつ᱁㛤
Ⓨ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᭱ࡶ㟂せࡢ㧗࠸⫢⣽⬊㛵ࡋ࡚つ᱁ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡶࠊࣂࣛࢶ࢟ࡀ
⏕ࡌࡸࡍ࠸ᇵ㣴᪉ἲࢆᨵⰋࡋࠊ⤫୍ࡉࢀࡓᡭἲ࡛ࡢつ᱁᳨ドࢆྍ⬟ࡍࡿゎᯒἲࢆ࣐ࢽࣗࣝ
ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊL36 ⣽⬊➼ࡢά⏝ࡢ㝿ᚲ㡲ࡢ᧯స࡛࠶ࡿせ⣽⬊ࡢุู࣭㝖ཤࠊ⥅
௦᧯సࢆ⮬ືࡋࡓ⣽⬊ฎ⌮⨨ࢆᅜ◊࣭Ꮫ࣭ᴗඹྠ࡛㛤ⓎࡋࠊᶵᲔᏛ⩦ࡼࡾᚑ᮶ 
⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓᚲせ࡞⣽⬊ࡢ⣧ྜࢆ 㸣௨ୖྥୖࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣄࢺ
L36 ⣽⬊ࡢ⏘ᴗࢆ㐍ࡵࡿᴗ㐃ᦠࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓ⨨ࡀ⣽⬊〇ရ〇㐀ࣉࣟࢭࢫ
ࡢ୰㏣ຍྍ⬟᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽᇵ㣴⣽⬊ࡀ᥋╔ࡍࡿᮦᩱ⾲㠃ࢆᨵⰋࡋࠊගࢆ↷ᑕࡋࡓ㒊ࡢ
⣽⬊ࢆ↓く࡛ᅇ࡛ࡁࡿᢏ⾡ࢆ☜❧ࡍࡿࠋ
࣭᪂ධࢀṑ⏝⢓⭷⒪ᮦࡢ㛤Ⓨ
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ධࢀṑ࡛യࡘ࠸ࡓ⢓⭷⒪⏝ࡍࡿ⢓⭷ㄪᩚᮦࡣᚤ⏕≀ࡀ╔ࡋ᫆࠸ࠋ╔ࡋࡓᚤ⏕≀ࡣࠊ
㧗㱋⪅⫵⅖ࡢ࠺ࡕ㸵௨ୖࢆ༨ࡵࡿㄗᄟᛶ⫵⅖ࡢⓎࣜࢫࢡ࡞ࡿࠋ⏘⥲◊ᅄᅜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘᏛࡸᴗඹྠ࡛㛤Ⓨࡋࡓᢠ⳦άᛶࢆ᭷ࡍࡿሷࢭࢳࣝࣆࣜࢪࢽ࣒࢘㸦&3&㸧ᢸ
ᣢࣔࣥࣔࣜࣟࢼࢺࢆ⢓⭷ㄪᩚᮦᛂ⏝ࡋࠊධࢀṑ⾲㠃ୖ࡛ࠊ࢝ࣥࢪࢲ⳦ࠊ㯤Ⰽࣈࢻ࢘⌫⳦࠾ࡼ
ࡧ࣑࣮ࣗࢱࣥࢫ⳦ࡢቑṪࢆ  㐌㛫Ώࡗ࡚ᣢ⥆ⓗᢚไࡍࡿ᪂つ⢓⭷ㄪᩚᮦࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏ〇ရ
ࡣᖺᗘ᪥ᮏึࡢཱྀ⭍ෆ⸆ࡀᚎᨺࡉࢀࡿࢥࣥࣅࢿ࣮ࢩࣙࣥ〇ရ㸦⸆≀࣭་⒪ᶵჾ⤌ࡳྜࢃࡏ
〇ရ㸧ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ⮧〇㐀㈍ࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣඹྠ◊✲ඛࡢᴗࡽᮏ
〇ရࡀ㈍ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⎔ቃ≀㉁⡆᫆ィ ⏝ࢼࣀ࣮࢝࣎ࣥ㟁ᴟ࣭ᶵჾࡢ㛤Ⓨ
ィ ⨨࣓࣮࣮࢝ࡢඹྠ࡛⎔ቃỈ୰ࡢ⮯Ẽ≀㉁ࡢ⡆᫆ィ ⏝㟁ᴟ࣭ᶵჾ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡣᚑ᮶㉁㔞ศᯒ࡛ࡋィ ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ⎔ቃỈ୰ࡢ⮯Ẽ≀㉁ࢪ࢙࢜ࢫ࣑ࣥࢆ SSW QJ/
࡛ࣞ࣋ࣝ⡆౽ࡘ㧗ឤᗘィ ࡛ࡁࡿⓑ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣁࣈࣜࢵࢻ࣮࢝࣎ࣥⷧ⭷㟁ᴟࡢ㛤Ⓨᡂ
ຌࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㛤Ⓨࡋࡓ㟁ᴟࢆᦚ㍕ྍ⬟࡞ィ ᶵჾ㢮ࡢ㛤Ⓨࡶ୪⾜ࡋ࡚㐍ࡵࠊᮏ㟁ᴟࡢ㔞⏕
⏘㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆᮦᩱ࣓࣮࣮࢝㛤ጞࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㛤Ⓨࡋࡓࢼࣀ࣮࢝࣎ࣥ㟁ᴟ
ࡢᦚ㍕ࡀྍ⬟࡞ィ ᶵჾࢆᡂࡉࡏࡿぢ㎸ࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㐃ᦠࡋ࡚ࡁࡓィ ᶵჾ࣓࣮࣮࢝〇
ရࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ࠕ㔠ࡢ༸ࠖࡼࡿ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁Ᏻᐃ࣭㔞⏕⏘ࡢᐇ⌧
ࣂ࢜་⸆ရ࡞᭷⏝⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㟂せࡣᖺࠎᣑࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗㢠࡞ࢥࢫࢺࡀㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ⏘⥲◊㛵すࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࢤࣀ࣒⦅㞟ᢏ⾡ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࢽ࣡ࢺࣜ㐺⏝ࡍࡿᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ༸ࡢせࣞࣝࢤ࡛ࣥ࠶ࡿ࣒࢜࣎ࢥࢻḞኻࢽ࣡ࢺࣜࢆస〇ࡋࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣࠊྠᵝࡢᢏ⾡࡛་⸆ရࡋ࡚⏝ྍ⬟࡞ࢱࣥࣃࢡ㉁࡛࠶ࡿࣄࢺࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࣟࣥș
,)1ș 㑇ఏᏊᑟධࢽ࣡ࢺࣜࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࠊࡇࡢࢽ࣡ࢺࣜࡀ⦾Ṫྍ⬟࡞ࡇࠊᑡ࡞ࡃࡶ  ୡ
௦Ώࡾࣄࢺ ,)1șࢆᏳᐃⓗ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡞ࢆぢฟࡋࠊᕤᴗࣞ࣋ࣝࡢ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁⏕⏘
ᑐᛂྍ⬟࡞ࡇࡶド᫂ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ༸⏤᮶ ,)1șࢆ㈍ྍ⬟࡞ࣞ࣋ࣝ⢭〇ࡍࡿࡶ
ࠊࡢࣄࢺ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ⏕⏘ࡍࡿࢽ࣡ࢺࣜࡢ㛤Ⓨࡋࠊ」ᩘ✀ࡢࣄࢺ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ
Ⓨ⌧ࡍࡿ༸ࡢ㛤Ⓨࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
࣭≀㉁⏕⏘ࡢ㞀ᐖ࡞ࡿࣜࢢࢽࣥࡢ࡞࠸᳜≀⣽⬊ቨࢆᙧᡂ
᳜≀ࢆ⏝ࡋࡓ≀㉁⏕⏘࠾࠸࡚ࡣࠊḟ⣽⬊ቨᏑᅾࡍࡿࣜࢢࢽࣥࡀࣂ࣐࢜ࢫศゎࢆ㜼ᐖ
ࡍࡿࡓࡵࠊ≀㉁࣭⇞ᩱ⏕⏘ࡢ㞀ᐖ࡞ࡿࠋ⏘⥲◊࡛Ⓨぢࡋࡓࢩࣟࢾࢼࢬࢼࡢḟ⣽⬊ቨᙧᡂࢆ
ไᚚࡍࡿ㑇ఏᏊ QVW ࠾ࡼࡧ QVW ࡢാࡁࢆᢚไࡋࡓ⤌࠼యࢆసᡂࡋࠊసᡂࡋࡓ QVWQVW 㔜
ኚ␗యࢆ⏝࠸࡚ࠊ୍ḟ⣽⬊ቨᙧᡂࢆไᚚࡍࡿ㌿ᅉᏊ⩌ (5) ࢆⓎぢࡋࡓࠋࡉࡽࠊḟ⣽⬊ቨࢆ
୍ḟ⣽⬊ቨᵝ⣽⬊ቨ⨨ࡋࠊࣜࢢࢽࣥࡀ࡞ࡃ≀㉁⏕⏘ࡢཎᩱ࡞ࡿࢢࣝࢥ࣮ࢫ⏘⏕㔞ࡀ㧗࠸᳜
≀ࡢ⣽⬊ቨస〇ᡂຌࡋࡓࠋ
࣭㯜⳦ࡼࡿ㐟㞳ᆺࢪ࣍ࣔȚࣜࣀࣞࣥ㓟ࡢ⏕⏘
㯜⳦ࢆ⏝࠸࡚་⸆ရཎᩱ➼⏝ࡉࢀࡿ㧗ᗘ㣬⬡⫫㓟ࢪ࣍ࣔ㸫Ț㸫ࣜࣀࣞࣥ㓟㸦'*/$㸧ࢆ
⏕⏘ࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ≀㉁⏕⏘⬟ຊඃࢀ࡚Ᏻ࡞㯜⳦እ᮶㑇ఏᏊࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
ᮏ᮶⏕⏘ࡍࡿࣜࣀ࣮ࣝ㓟Ⅳ⣲㔜⤖ྜⅣ⣲ᩘ  ಶࡢⅣỈ⣲㙐ఙ㛗ࡀ୍ࡘࡎࡘ㏣ຍࡉࢀࡓ
'*/$ ࢆ⏕⏘ࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽࠊᐇ㦂ᐊ࡛ྍ⬟࡞ࢫࢣ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ /࣭ ᪥㛫ࡢᇵ㣴࡛
 PJ ࡢ㐟㞳ᆺ '*/$ ⏕⏘ࢆ㐩ᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᅜෆᡭ㣗ရ࣓࣮࣮࢝ඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡣᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࠊඹ
ྠ࡛≉チฟ㢪ࢆࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࢫ࣐࣮ࢺࢭࣝᴗ㸦1('2㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ❧ࡕୖࡆࡓ 1('2 ࢫ࣐࣮ࢺࢭࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᳜≀➼ࡢ⏕≀ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ᶵ⬟ရ⏕
⏘ᢏ⾡࡛ࠖࡣࠊ⏕≀ࡢࢤࣀ࣒ࢆࢹࢨ࣭ࣥᨵኚࡍࡿࡇࡼࡾ᭷⏝≀㉁⏕⏘ࡸ⏕≀ࡢ㧗ᶵ⬟
ࡘ࡞ࡆࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋࡇࢀࡲ࡛≉ᐃࡢ㑇ఏᏊࢆேⅭⓗ࣓ࢳࣝࡍࡿຠᯝⓗ࡞ᢏ⾡ࡣ࡞
ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⏘⥲◊࡛㛤Ⓨࡋࡓ㑇ఏᏊᑟධ⏝ࢧࢺ࣓࢞ࣟ࢘ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸
࡚┠ⓗ '1$ 㓄ิࡢࡳ࣓ࢳࣝࢆㄏᑟࡍࡿࡇᡂຌࡋࠊᶆⓗ P51$ ࡢ㌿㔞ࢆ 㸣௨ୖᢚไࡍࡿ
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ࡇᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽࠊᚤ⏕≀ࡀᣢࡘ≀㉁⏕⏘⬟ຊࢆேᕤⓗ㧗ࡵࡓ⣽⬊ࢆ▷ᮇ㛫࡛ᵓ⠏ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ᪂つሗゎᯒᢏ⾡㛤Ⓨᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ╔ᡭࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ」ᩘࡢᑐ㇟㛫ࡢ┦㛵
ಀࢆ⥙┠≧♧ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀᥎ᐃᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ࠊ≀㉁⏕⏘⬟ຊྥୖ㈨ࡍࡿᨵኚࢱ࣮ࢤ
ࢵࢺ㑇ఏᏊࡢᥦ⮳ࡾࠊ▱ⓗ㈈⏘ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜㎰ᴗᴗ㸦6,3㸧
⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㞟ࡋࡘࡘ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᒎ㛤ࡋࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡼࡾ &2&1ࠕࢹࢪࢱࣝࢆ⼥ྜࡋࡓࣂ࢜⏘ᴗᡓ␎ࠖཧ⏬ࡋࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ
ࡘᡓ␎ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦6,3㸧ᴗࠕࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜⏘ᴗ࣭㎰ᴗᇶ┙ᢏ⾡ࠖࡢㄢ
㢟タᐃ㈉⊩ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ௦⾲◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚➨  ᮇ 6,3ࠕࢫ࣐࣮ࢺࣂ࢜♫ࢆᐇ
⌧ࡍࡿࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫ᭱㐺ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᮏᴗ࡛ࡣࠊᚤ⏕≀Ⓨ㓝௦⾲ࡉࢀࡿࣂ
࢜ࣉࣟࢭࢫࡼࡿ≀㉁⏕⏘ࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡿ⏘ᴗᗫỈࢆపࢥࢫࢺࡘຠ⋡ࡼࡃฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ
ᗫỈฎ⌮ࡢ≧ἣࢆண ࣭デ᩿ࡍࡿᢏ⾡ࡢᡂࢆ┠ᣦࡍ࡞ࠊࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫࡼࡿ≀㉁⏕⏘࠾
ࡅࡿ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋࡉࡽࠊᗫỈ➼ࡢᮍ⏝⏕≀㈨※ࢆά
⏝ࡋ࡚ࠊ⎔ቃ࣭㣗⣊ၥ㢟ࢆゎỴࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡍࣂ࢚࢜ࢥࣀ࣑࣮ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫࡸᗫỈฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࢆྵࡵࡓᆅᇦ♫ࡢ⤒῭ᛶ࣭⎔ቃᙳ㡪ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥ
ࡁࡿホ౯ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ

>ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳ@
࣭ᡓ␎ⓗ࡞≉チฟ㢪ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ➨  ᮇ᪂タࡉࢀࡓࣃࢸࣥࢺ࢜ࣇࢧ࣮
㸦32㸧ࢆά⏝ࡋࠊࣘࢽࢵࢺ࣭ᆅᇦᣐⅬࡈ▱ⓗ㈈⏘㛵ࡍࡿ㡿ᇦ◊✲ᡓ␎㒊ࡢ᪉㔪ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ
ྛࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ᪉㔪ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊฟ㢪ࢆᕼᮃࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㡿ᇦෆ࡛๓ෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊࡼࡾᡓ␎ⓗ࡞ฟ㢪ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ฟ㢪᫂⣽᭩ࢆಟṇࡋࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣฟ㢪๓ẁ㝵࠾ࡅࡿ 32 ࡢពぢ࣭㐃ᦠࢆ㔜どࡋࡓࠋ≉ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ
ฟ㢪ᑐᛂ࠾࠸࡚ࡣࠊ79 ㆟ࡼࡿ㠃ㄯฟ㢪᫂⣽᭩ࡢ☜ㄆࢆᐃ╔ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊฟ㢪᳨
ウⅬ࡛ࡢඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝᨭࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸㸦 ௳㸧
ࠊ◊✲⪅ࡸ 32 ࡼࡿಶูᢏ⾡ࡢฟ㢪ᡓ␎ࡢ
᳨ウࢆ᭷ຠ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋฟ㢪๓┦ㄯᑐᛂ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣ  ௳㸦ᖺྠ᭶ẚ 㸧
㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸧
ࠊඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝࡢᑐᛂࡣ  ௳㸦ᖺྠ᭶ᑐᛂ  ௳㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡽࡢ≉チฟ㢪ᩘࡋ࡚ࡣࠊᖺྠ᭶ࢆࡸࡸୖᅇࡿࠊᅜෆฟ㢪  ௳ࠊእᅜฟ㢪
 ௳࡛࠶ࡾࠊ᪂つ࡞▱ⓗ㈈⏘ฟࡀሀᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▱㈈ࢭࢵࢺᵓ⠏ྥࡅࡓඹ㏻ᇶ┙㡿ᇦࡢ
▱㈈ᙉᨭࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊከᏍ㉁፹యࢆ⏝ࡋࡓࢵࢭ⨨㛵㐃ࡢᅜ
ෆእฟ㢪ࡢᨭ㸦 ௳㸧
ࠊከ⮚ჾ㐃⤖ࢹࣂࢫ㸦$0(' ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧㛵㐃ࡢእᅜฟ㢪࠾ࡼࡧྛᅜ
⛣⾜ᑐᛂᨭ㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᴗࡢඹྠฟ㢪  ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳㸦㸧ࡀ⊂༨ⓗᐇᶒࡢタᐃࡶࡋࡃࡣฟ㢪๓ㆡΏࡉࢀࠊඹ
㢪ඛᴗࡢඃඛ΅ᮇ㛫ࡁࡀ  ௳㸦㸧࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᴗ㐃ᦠࡢᡂᯝࡋ࡚᭷⏝࡞▱ⓗ
㈈⏘ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙≉チฟ㢪ᩘ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸧
㸸ᅜෆ  ௳㸦༢㢪  ௳ࠊඹ㢪  ௳㸹๓ᖺྠ᭶ẚ 㸣㸧
ࠊ
እᅜ  ௳㸦༢㢪  ௳ࠊඹ㢪  ௳㸹๓ᖺྠ᭶ẚ 㸣㸧
ࠚ

࣭᭷ຠ࡞▱ⓗ㈈⏘ᵓ⠏ྥࡅ࡚ࡣࠊእᅜฟ㢪ࡸᅜෆᑂᰝㄳồࡢ᥎⸀࠾࠸࡚ࠊ◊✲ᡓ␎ⓗ࡞㔜せ
ᛶࡶࠊ▱ⓗ㈈⏘ά⏝ᡓ␎ࢆព㆑ࡋࡓᑐᛂࢆ㐍ࡵࡓࠋእᅜฟ㢪ࡢ᥎⸀㸦ྛᅜ⛣⾜᥎⸀ࢆྵࡴ㸧
ᑐᛂᩘࡣᖺྠ᭶ẚ࡛ ቑຍࡋࡓࠋእᅜ࡛ࡢᶒࡘ࠸࡚ࡣά⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ༑ศ
ุ᩿ࡋࠊᶒࡢᚲせᛶࡢప࠸௳ࡸᶒྍ⬟ᛶࡢప࠸௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊእᅜฟ㢪㸦ྛᅜ⛣⾜
ࢆྵࡴ㸧ࢆ᥎⸀ࡋ࡞࠸ࡍࡿ๓ᑂᰝ⤖ᯝࢆᡤෆࡢ≉チᑂᰝጤဨᥦฟࡋࡓࠋ
࠙እᅜฟ㢪᥎⸀ᑐᛂ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ  ௳㸦ᖺྠ᭶ẚ 㸧ࠊእᅜ࡛ࡢᶒࢆ᥎⸀ࡋ
࡞࠸௳㸸 ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࠚ

ࠕᶫΏࡋࠖ๓ᮇࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿ◊✲㈝ࡢ୰ᚰ࡞ࡿබⓗእ㒊㈨㔠㸦┤᥋⤒㈝㸧ࡣࠊẖᖺ
ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ➨  ᮇ୰ࢆ㏻ࡋ࡚ྛᖺᗘᙜࡓࡾࡢ◊✲㈨㔠ࡢ  ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊබⓗ㈨㔠ࢆ
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ά⏝ࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡢඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࡣࠊᴟࡵ࡚㡰ㄪ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦◊✲㈨㔠యࡢ⣙ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦◊✲㈨㔠యࡢ⣙ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦◊✲㈨㔠యࡢ⣙ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸦◊✲㈨㔠యࡢ⣙ 㸣㸧㸦 ᭶ᮎⅬ㸧
≉チࡢᐇዎ⣙௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ32 ࡢຓゝ➼ᇶ࡙ࡃ
ฟ㢪ᡓ␎ࡢᵓ⠏ࡣࠊᶫΏࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㐩ᡂ⋡ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㐩ᡂ⋡ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㐩ᡂ⋡ 㸣㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳㸦┠ᶆ㐩ᡂ⋡ 㸧㸦 ᭶ᮎⅬ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢ≉チᐇዎ⣙௳ᩘࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
⢾㙐ࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡣࠊ⢾㙐ࡢ㉁ⓗኚࢆᤊ࠼ࡿࡇࡽࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㔞ⓗኚࢆࣔࢽࢱ࣮ࡍ
ࡿ᪤▱ࡢ࣐࣮࣮࢝ࡼࡾឤᗘࡀ㧗ࡃࠊ᪂ࡓ࡞ࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡸᝈ⒪ᛂ⏝ྍ⬟࡞⸆ᶆⓗ
ศᏊࡋ࡚༑ศ࡞࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ᭷ࡍࡿࠋᐇ㝿⢾㙐ࢆᶆⓗࡍࡿࡇ࡛ࠊࡀࢇࡢ᪩ᮇⓎぢࠊࡀ
ࢇ⣽⬊ࢆ≉␗ⓗᨷᧁࡍࡿ⸆㛤Ⓨࠊ⢭⚄ࢫࢺࣞࢫࡼࡿ㐣ᩄᛶ⭠ೃ⩌Ⓨ⏕ᶵᗎࡢゎ᫂ࡘ࡞
ࡀࡿ▱ぢࢆᚓࡿࡶࠊくⓗ࡞⏕᳨デ᩿ࡢ௦᭰࡞ࡿ⫢⥺⥔ࡢ⾑ᾮデ᩿࣐࣮࣮࢝ࡢ㛤Ⓨ
ࡶᡂຌࡋ࡚࠾ࡾࠊᝈ⪅ࡢࢡ࢜ࣜࢸ࣭࢜ࣈ࣭ࣛࣇࡢྥୖࡁࡃᐤࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ᡂᯝࡣእ㒊ࡽ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⤒῭⏘ᴗ⮧㈹㸦ཷ㈹◊✲ㄢ㢟㸸ୡ⏺ึ࣭
⢾㙐ࢆࡗࡓ⫢⥺⥔デ᩿ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝㸧
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ➨  ᅇࣂ࢜ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜዡບ
㈹㸦ཷ㈹◊✲ㄢ㢟㸸⢾㙐ࣉࣟࣇࣜࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ⏕་⒪࣭⸆ࡢᛂ⏝㸧ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊ᪂つᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ $0('35,0( ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
་⸆ೃ⿵ྜ≀ࡢタィྜᡂࢆ⮬ືࡍࡿ㧗ᶵ⬟ศᏊ⮬ື᥈⣴⨨ࡢ㛤Ⓨࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡽࡢὀ
┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊᏛࡸᴗࡽ  ௳ࡢᣍᚅㅮ₇ࢆ౫㢗ࡉࢀࡓࠋᮏ⨨ࡢ♫
ᐇࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛᭷ᶵᏛࡢᑓ㛛ᐙࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ᪂つ་⸆ရೃ⿵ྜ≀ࡢ
ฟ㐣⛬ࡀ⮬ືࡉࢀࠊ⸆㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࡢ▷⦰ࡸ◊✲ࢥࢫࢺ๐ῶࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊᶵᲔ
Ꮫ⩦ࡉࡏࡿሗࢆኚ࠼ࡿࡇ࡛⸆㝈ࡽࡎࠊᶵ⬟ᛶᮦᩱ㛤Ⓨ࡞ࡢᏛศ㔝࡛ࡢ㐺⏝ࡶぢ㎸
ࡵࡿࡓࡵࠊᗈࡃ⏘ᴗ⏺ࢆᨭࡍࡿᙉຊ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ᖹᡂ  ᖺᗘ⏘⥲◊࡛㛤Ⓨࡋࡓከ᳨యฎ⌮⏝⣽⬊ᇵ㣴ࢹࣂࢫࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᑠ⭠࠾ࡼࡧ
⫢⮚ᶵ⬟ࢆຍࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⭈ᒀ⣽⟶ࡸ⾑ᾮ⬻㛵㛛ࢆᐇࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ྛ⮚ჾᶵ⬟ࢆ
᭷ࡍࡿࢳࢵࣉࢆ╔ᐇ㛤Ⓨࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ $0(' ᴗ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ 22& ࡣࠊಶయᕪࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞
࠸᮲௳ୗ࡛ࣄࢺ⮚ჾᶵ⬟ࢆᫎࡋࡓࢹࣂࢫ࡞ࡾࠊ་⸆ရ࣭⢝ရ㛤Ⓨࡸ⒪ἲ㛤Ⓨࢆຠ⋡ࡼ
ࡃ⾜࠺ࡓࡵᚲ㡲ࡢࢹࣂࢫ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ22& ࡢつ᱁㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ⣽⬊ࡢᆒ୍࣭⣧ࢆ┠ᣦࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ⫢⣽⬊ࡢつ᱁⟇ᐃࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⣽⬊ฎ⌮⨨ࡢ㛤Ⓨࢆᐇࡋࡓࠋࡇࢀࡣ
22& ࢆ⌧ᛶ㸭ண ᛶࡢ㧗࠸⏕యᶵ⬟ホ౯ࣔࢹࣝࡋ࡚ᡂࡉࡏࡿࡓࡵࠊᚲ㡲ࡢ㛤Ⓨせ⣲࡞
ࡿࠋ➨  ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ᐇࡋ࡚ࡁࡓ 22& ᦚ㍕ྍ⬟ࡘつ᱁ࡉࢀࡓ⮚ჾ⏤᮶⣽⬊✀ࢆቑࡸࡋࠊᐇ
ドヨ㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡛ࠊ་⸆ရࡸ⢝ရ➼㛵㐃ࡍࡿ⏘ᴗ⏺ࡢᅜ㝿➇தຊቑᙉࡘ࡞ࡀࡿࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ࢤࣀ࣒⦅㞟ᢏ⾡࡛స〇ࡋࡓࢽ࣡ࢺࣜࡣࠊ༸  ಶࣄࢺ ,)1șࢆ PJ㸦ᕷ㈍〇ရ౯᱁ 
ࡽ  ൨┦ᙜ㸧ྵࢇ࡛࠾ࡾࠊ༸  ಶࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺࡣ  ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ☜❧ࡋࡓ
ᢏ⾡ࡀ⤌࠼ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢపࢥࢫࢺ⏕⏘㈨ࡍࡿࡇࢆド᫂ࡋࡓࠋࡉࡽࠊࡢ᭷⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁
ࢆ⏘⏕ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿື᳜≀㸦࢝ࢥࡸࣖࢠࠊࢳࢦ࡞㸧ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࢽ࣡ࢺࣜࡣ
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ᚲせࡍࡿタࡀ┬ࢫ࣮࣌ࢫ࡛῭ࡳࠊ㭜⯋ࡢ⏝ࡼࡗ࡚⤌࠼⏕≀ࡢᣑᩓ㜵Ṇࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ⏕≀ᕤሙࠖࡢࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏᡂᯝࡼࡿ⤌࠼ࢽ࣡ࢺࣜ⫱ᡂ
ᕤሙࡢᐇ⌧ࡼࡗ࡚ࠊࢥࢫࢺࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣂ࢜་⸆ရࡸ⏕་⒪ᇵᆅࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺࡢప
౯᱁ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᙜヱ་⸆ရ➼ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ᗘ་⒪ᬑཬࡢ㈉⊩ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
᳜≀ࡢ୍ḟ⣽⬊ቨᙧᡂࢆไᚚࡍࡿ㌿ᅉᏊ⩌ࡢⓎぢࡣࠊᥖ㍕ㄅ㸦1DWXUH 3ODQWV㸦,) 㸧
㸧
ࡢ 1HZV 9LHZV ࠾࠸࡚⣽⬊ቨศ㔝ࡢᐙࡼࡗ࡚ㄽホࡉࢀࡓᴟࡵ࡚ὀ┠ᗘࡢ㧗࠸ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᡂᯝࡣ⣙  ᖺ๓⏘⥲◊ࡀⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿḟ⣽⬊ቨᙧᡂࢆไᚚࡍࡿ㌿ᅉᏊࡢⓎぢ㛵ࡍࡿ
ㄽᩥ㸦⿕ᘬ⏝ᩘྜィ  ௨ୖ㸧⎍ࢆ࡞ࡋࠊṔྐṧࡿㄽᩥ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ୍
ḟ⣽⬊ቨࡣ᳜≀ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍᚲ㡲せ⣲࡛࠶ࡾࠊ㔝⳯ࡸ✐≀࡞ࡢ㣗ឤࠊಖᏑᛶࢆᕥྑࡍࡿせ⣲
ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊḟ⣽⬊ቨࡼࡾࡶⷧࡃࠊ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡲ୍࡛ḟ⣽⬊ቨࡣࣂ
࣐࢜ࢫࡋ࡚ࡣὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᮏᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ḟ⣽⬊ቨࢆ୍ḟ⣽⬊ቨ⨨
ࡁ࠼ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ୍ḟ⣽⬊ቨࡣࣂ࣐࢜ࢫࡋ࡚ྥࡁ࠸࠺ࡇࢀࡲ࡛ࡢᖖ㆑ࢆぢ┤
ࡍⓎぢ࡞ࡗࡓࠋᚋࠊḟ⣽⬊ቨࢆᨵኚࡋࡓ᳜≀ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆ
⏝ࡍࡿᕤ⛬࡛ᚲせ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᏛ⸆ရࢆῶࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ๐ῶࡢ㈉⊩ࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
1('2 ࢫ࣐࣮ࢺࢭࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ≉ᐃࡢ㑇ఏᏊࡢࡳࢆ࣓ࢳࣝࡍࡿᢏ⾡ࢆᵓ⠏ࡋ
ࡓࡇࡣࠊ᳜≀ࡢḟ௦ㅰ⣔ࡢไᚚࢆྍ⬟ࡋࠊ┠ⓗࡍࡿ≉ᐃ≀㉁ࢆ㧗ຠ⋡⏕⏘ࡍࡿ⾡ࢆᚓ
ࡓࡇࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊ᳜≀ࢆ⏝ࡋࡓ≀㉁⏕⏘࡛ᗈࡃ⏝ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀᥎ᐃᢏ⾡ࡼࡗ࡚ೃ⿵࡞ࡗࡓ㑇ఏᏊࡢ࠺ࡕࠊᩘಶࡢ㑇ఏᏊࡣ≀㉁ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ᐤࡋࡓࡇࡽࠊᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀᥎ᐃࡢጇᙜᛶࡀᐇドࡉࢀࡓࡇ࡞ࡾࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᵓ㐀᥎ᐃᢏ⾡ࡣࠊᚤ⏕≀ࡼࡿ᭷⏝≀㉁ࡢᏳᐃ⏕⏘ྥࡅࡓ㔜せ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡿࠋ

ᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ≌ᘬᙺࢆᢸ࠸ࠊ௨ୖࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁࡓࡇຍ࠼ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢ㉁ⓗ
㔞ⓗ≧ἣࡣࠊ๓ᖺᗘẚ࡚㢧ⴭ࡞ྥୖࡀぢࡽࢀࠊබⓗእ㒊㈨㔠ࡶᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎࡢⅬ࡛๓
ᖺᗘ௨ୖࡢ⋓ᚓ㢠ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᶫΏࡋ๓ᮇࡋ࡚ࡢ⏘⥲◊ࡢᙺࢆ༑ศᯝࡓࡋ
࡚ࡁࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ▱ⓗ㈈⏘ࡘ࠸࡚ࡣᶒά⏝ࢆぢᤣ࠼ࡓฟ㢪ᑐᛂࡸ▱㈈ࢭࢵࢺࢆព㆑ࡋ
ࡓᑐᛂࢆ⥅⥆ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊእᅜ࡛ࡢᡓ␎ⓗ࡞ᶒࡀ㐩ᡂࡉࢀࠊᚋࡢᆺ㐃ᦠ
ࡸࡁ࡞ᢏ⾡⛣㌿ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ≉チࡢᐇዎ⣙௳ᩘࡢቑຍࡣࠊᐇ⏝ྥࡅ
࡚╔ᐇฟ㢪ᡓ␎ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢࡅ࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡞◊✲ㄢ㢟タᐃ≉チฟ㢪ᡓ␎ࡼ
ࡿࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
 ▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊ32 ࡞ࡢᑓ㛛ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᘬࡁ⥆ࡁ
㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺ࠾ࡅࡿ◊✲⪅ࡢ▱ⓗ㈈⏘㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᑓ㛛ᛶࡢྥୖࢆᅗ
ࡾ࡞ࡀࡽࠊ32 ࡞ࡢᑓ㛛ேᮦࡢ㸦୰ᮇⓗどⅬ࡛ࡢ㸧☜ಖ⫱ᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋ


㸦㸱㸧ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ

࠙⫼ᬒ࣭ᐇ⦼࣭ᡂᯝࠚ
 ᶫΏࡋᚋᮇࡢ◊✲㛤Ⓨ࡛ࡣࠊᢏ⾡㛤Ⓨࡀᐇ⏝ࡢẁ㝵ࢆ㏄࠼ࠊ⏘ᴗ⏺࠾࠸࡚ࡶᴗᮇᚅ
ࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢ  ࡘࡢ㔜Ⅼㄢ㢟ࠕ ⸆ᇶ┙ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊ
ࠕ ་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖ
ࠕ ⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ
≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࡢࡑࢀࡒࢀ࠾࠸࡚ࠊẸ㛫ᴗࡽࡢ㈨㔠ࢆά⏝ࡋࡓඹྠ◊✲ࢆ୰ᚰ◊
✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᡂᯝࡢᶫΏࡋࡋ࡚ࠊ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕタ❧ࡼࡿᴗᒎ㛤ࡶ᥎㐍ࡋ
ࡓࠋ࡞◊✲ᡂᯝࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ࣜࣥ㓟άᛶࣞࡼࡿ⸆◊✲ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ
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ṇᖖ⣽⬊ࡀࢇ⣽⬊࡞ࠊ⣽⬊ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᛶ㉁ࡼࡾࠊእ㒊ࡽࡢ่⃭ᑐࡍࡿ⣽⬊ෆᛂ⟅
㸦ࢩࢢࢼࣝ㸧ࡀ␗࡞ࡿࠋࡇࡢࢩࢢࢼࣝࡢከࡃࡣࣜࣥ㓟⤒㊰ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡽࢀࠊࡢࣜࣥ㓟⤒
㊰ࡀάᛶࡋ࡚࠸ࡿࡀศࢀࡤࠊ⣽⬊ኚࡢศᏊᶵᗎࡢࡳ࡞ࡽࡎᝈせᅉࡸ⸆ຠᶵᗎࡢゎ᫂
⧅ࡀࡾࠊ⸆ᨭࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ⏘⥲◊ࡢ◊✲ᡓ␎
ᇶ࡙ࡁ㡿ᇦࡀ᥎⸀ࡋ⌮㛗㔞࡛㔜Ⅼ◊✲ࢸ࣮࣐ண⟬㓄ศࡍࡿᡓ␎ண⟬ࢆᢞධࡋ࡚ᢏ⾡㛤Ⓨ
ࢆ᥎㐍ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࣜࣥ㓟άᛶࡼࡿ⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩ࡢ⥙⨶ⓗゎᯒࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ
ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⣙  ࡢ⸆࣭㜼ᐖࡢィ ࢆ⾜࠺ࡶࠊィ ຠ⋡ࡢ
ࡓࡵẸ㛫ᴗඹྠ࡛  ᯛ࠶ࡓࡾ  ✀㢮ࡢࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀᦚ㍕ࡉࢀࡓ  ᯛࡢ࢞ࣛࢫᇶᯈࢆ
ྠ⮬ືィ ྍ⬟࡞ᶵჾࡢ㛤Ⓨࢆ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘᮏᶵჾࢆᡂࡉࡏ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡲࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᮏᢏ⾡ࡢ⏘ᴗ⏺ࡢᶫΏࡋࢆ┠ⓗ ᐃࡽゎᯒࡲ࡛ࢆ୍㐃ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ࡋ࡚⾜࠺⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮࡛ࣕ࠶ࡿࢯࢩ࣒࢘㸦ᰴ㸧ࢆ❧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᮏᢏ⾡
㛵ࡋ࡚Ẹ㛫ᴗࡸ་⒪⌧ሙࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ⮫ᾏ㒔ᚰ
ࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀࡓࠋ
࣭⭎ࣟ࣎ࢵࢺࠕࡲࢁࠖࡼࡿ⸆ᨭᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ே㛫ࡀ⾜࠺సᴗࢆ㧗⢭ᗘ࡛⌧ࡍࡿࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࣄࢺᆺỗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࠊ◊✲⪅
ࡀㄡ࡛ࡶ࠼ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊỗ⏝ࣂ࢜సᴗ⏝ࡢ⭎ࣟ࣎ࢵࢺࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡋ࡚ࠕࣟ࣎ࢸࢵࢡ࣭ࣂ࢜ࣟࢪ࣮࣭ࣥࢫࢸࢸ࣮ࣗࢺᰴᘧ
♫ࠖࢆタ❧ࡋᴗࡋࡓࠋࡇࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⏘⥲◊ࡀඹྠ࡛㛤Ⓨࡋࡓ⭎ࣟ࣎ࢵࢺࠕࡲࢁࠖࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛Ꮫ࣭㝔࣭ᡭ〇⸆♫  ᡤᑟධ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋୖグ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⏘⥲◊ࡢඹ
ྠ◊✲ࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊືసࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆูࡢࠕࡲࢁࠖ⛣᳜ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᐇ
㦂⪅ࡀ࠸࡞࠸㐲ࡃ㞳ࢀࡓูࡢ◊✲ᐊ࡛ࡶ㐲㝸᧯స࡛㧗⢭ᗘࡢࣂ࢜ᐇ㦂ࢆ⌧࡛ࡁࡿࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ
ࠕࡲࢁࠖࢆ⏝࠸࡚⫢⮚⤌⧊ࡢࡶ
࡞ࡿ⫢⮚ᖿ⣽⬊ࢆ㧗ရ㉁࡛㛗ᮇ㛫⮬ືᇵ㣴ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕࡲࢁࠖࡶ
$, ࢆ⏝࠸ࡓᇵ㣴⣽⬊ࡢ⏬ീホ౯ࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊᐇ㦂⪅ࡀᐇࡋࡓሙྜࡣᩘ㐌㛫ࢆせࡍ
ࡿ⫢⮚⤌⧊⣽⬊ࡢศホ౯ࢆࢃࡎᩘ᪥࡛ᐇࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ$, ࠕࡲ
ࢁࠖࢆ⏝ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓୖグࡢ⣽⬊ホ౯ᢏ⾡㛵ࡋ࡚Ẹ㛫ᴗࡉࡽ࡞ࡿඹྠ◊✲ࢆᐇࡍࡿ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀࡓࠋ
࣭ㄏ㟁⋡㢧ᚤ㙾ࡢほᐹᢏ⾡
ᅛᐃᾮࡼࡿ๓ฎ⌮ࢆᚲせࡏࡎࠊ⣽⬊࡞ࡢ⏕≀ヨᩱࢆᾮ୰࡛⏕ࡁࡓࡲࡲ QP ⛬ᗘࡢ㧗ศ
ゎ⬟࡛ほᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿㄏ㟁⋡㢧ᚤ㙾ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋࡇࡢ㢧ᚤ㙾ࡣࠊᑐ㇟≀ࡢㄏ㟁⋡ᕪࢆ
ྍどࡍࡿ᪂ࡋ࠸ཎ⌮ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࠊ⁐ᾮ୰ࡢ⏕⣽⬊ヨᩱࡸࢼࣀ⢏Ꮚ⁐ᾮࢆ㠀ᰁⰍࠊ㠀ᅛᐃࠊ
㠀くࡢ≧ែ࡛ほᐹࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣヨᩱㄪ〇ἲࡸ⏬ീゎᯒᢏ⾡ࡢᨵၿ
ࡼࡾࠊ⏕ࡁࡓ⣽⬊ࡢ⭷ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢほᐹᡂຌࡍࡿࡶࠊ⁐ᾮ୰ࡢྛ✀ࡢ⏺㠃άᛶࡸἜᨵ
㉁ࢆ QP ௨ୗ࡛ほᐹࡍࡿࡇࡶᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏᢏ⾡㛵㐃ࡍࡿᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ࡶᐇࡋࠊ᪂ࡓᡭ㟁ᶵ࣓࣮࣮࢝ ♫ࠊ⢭ᐦᶵᲔ࣓࣮࣮࢝ ♫ࡢዎ⣙ࢆ᪂ࡓ⥾⤖ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊᡭ㣧ᩱ♫ࠊ᪥⏝ရᏛ♫ࡢ㈨㔠ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⏬ീゎ
ᯒᢏ⾡ࢆ᭦ᨵⰋࡍࡿࡇ࡛ࠊศゎ⬟ࡢࡉࡽ࡞ࡿྥୖࡼࡿᾮ୰ศᏊࡢ  ḟඖᵓ㐀ゎᯒࢆᐇ⌧ࡉ
ࡏࠊ⏬ീෆࡢほᐹᑐ㇟≀㉁ࡢ⤌ᡂศᯒࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢᢏ⾡ࡼࡿேᕤṑ ⩏ṑ ࡢᐇ⏝
40 ᡯ௨ୖࡽࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢᖹᆒ႙ኻṑᩘࡀᛴቑࡍࡿࡶࠊ㒊ศ⩏ṑ(㒊ศධࢀṑ)࡞ࡢ
」㞧࡞❧యᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿேᕤṑࡢ⏝ྜࡀᛴቑࡍࡿࠋࡋࡋࠊᚑ᮶ࡢṑ⛉〇㐀(ṑ⛉㗪㐀࠾ࡼࡧ
ษ๐ຍᕤ)ᢏ⾡࡛ࡣࠊ」㞧࡞❧యᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿேᕤṑ(㔠ᒓࣇ࣮࣒ࣞ➼)ࡢ〇㐀࣭⮫ᗋ⏝ࡣᅔ㞴࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ㠉᪂ⓗ〇㐀ᢏ⾡࡛࠶ࡿ 3D ࣉࣜࣥࢸࣥࢢ(୕ḟඖ✚ᒙ㐀ᙧ)ᢏ⾡ࢆᑟධࡍ
ࡿࡶẸ㛫ᴗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊᖹᡂ 30 ᖺᗘࠕࢹࢪࢱࣝࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࡼࡿேᕤṑ
(⩏ṑ)ࡢ〇㐀ཬࡧṑ⛉⒪ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ≉ᅇ㛤Ⓨࡋࡓேᕤṑࡣࠊ3D ࣉࣜࣥࢸࣥࢢ⏝ࢥࣂࣝ
ࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠⢊ᮎࡢ⏝ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢṑ⛉㗪㐀ᢏ⾡ࡢ 2.5 ಸ௨ୖࡢᙉᗘࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ
3D ࣉࣜࣥࢸࣥࢢᢏ⾡ࡢᑟධࡼࡾࠊᚑ᮶ἲẚ㍑ࡋ࡚〇㐀ᮇ㛫ࡀ 1/3 ௨ୗ▷⦰ࡉࢀࡓࠋࡉ
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ࡽࠊᅇ⏝ࡋࡓ 3D ࣉࣜࣥࢸࣥࢢ⏝ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠⢊ᮎࡀࠊᅜෆึࡢ་⒪ᶵჾࡋ࡚
ཌ⏕ປാ⮧ࡽᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ◚ᦆࡋࡃࡃࠊᝈ⪅᭱㐺࡞ேᕤṑ(⩏ṑ)ࢆ⏝࠸ࡓ
ṑ⛉⒪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊୖグࡢ✚ᒙ㐀ᙧᢏ⾡ࡢಖ㝤㐺⏝ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᩄឤ࡞ࣞࣝࢠ࣮ᝈ⪅ࡢ㓄៖ࡢࡓࡵࠊࢳࢱࣥᮦᩱ࡛ࡢேᕤṑࡢ㛤Ⓨࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭Ⓨග࣏࣮ࣞࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ⣽⬊ᶵ⬟ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
⏕≀ࡀᣢࡘගࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ⏝ࡋࡓ㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒ㸦Ⓨග࣏࣮ࣞࢱ࣮ࢵࢭ㸧ࡣࠊ ᐃࡢ⡆
౽ᛶࡸᐃ㔞ᛶࡢ㧗ࡉࡽࠊ㑇ఏᏊⓎ⌧ࡸ⣽⬊ෆሗఏ㐩≀㉁ࡢάᛶࡢ᭷↓➼ࡢ⣽⬊ෆࡢኚࢆ
ᐃ㔞ⓗࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿࡓࡵᚲせྍḞ࡞ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᇶ♏◊✲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⸆ࠊ
㣗ရᶵ⬟࡞ࡢᗈ⠊࡞◊✲㛤Ⓨỗ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨  ᮇ࠾࠸࡚ࡶᮏ◊✲ࢆ⢭ຊⓗᐇࡋࠊ
⊂⮬㛤ⓎࡋࡓⓎග࣏࣮ࣞࢱ࣮ࢆά⏝ࡋࡓගィ ࡼࡿ⣽⬊ホ౯⣔ࢆᵓ⠏ࡋ௨ୗࡢᡂᯝࢆᣲࡆ
࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⓶ឤసᛶࡢື≀௦᭰ヨ㦂ἲࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓࠊච⣽⬊ࢆάᛶࡍ
ࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࣥࢱ࣮ࣟ࢟ࣥ  ࡢⓎ⌧ࢆග࡛ィ ࡍࡿ⣽⬊ヨ㦂⣔ࡀࠊ2(&' ࢸࢫࢺ࢞ࢻࣛ
ࣥ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡉࡽྠᖺᗘࠊయෆィ㑇ఏᏊࡢⓎ⌧ࢆග᳨࡛ฟ࡛ࡁࡿ⬇ᛶ⧄⥔ⱆ⣽⬊ࢆ〇ရ
ࡋࠊᴗࡼࡾୖᕷࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛Ⓨග㔞ࡣࠊྛᐇ㦂ᑐ↷⩌ࡢ┦ᑐ್ࡋ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ヨ㦂୰ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿ⣽⬊ࡀከᩘࡢሙྜࡣẚ㍑᳨ウࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘィ ᶆ‽⥲ྜࢭࣥࢱ࣮Ẹ㛫ᴗ㐃ᦠࡋ࡚ᚤᙅⓎගග※ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᮏග※࡛ ᐃ⨨ࢆᰯ
ṇࡍࡿࡇ࡛⤯ᑐⓎග㔞 ᐃἲࢆ☜❧ࢆࡋࡓࠋ㛤ⓎࡋࡓᚤᙅⓎගග※ࡣẸ㛫ᴗࡽ〇ရࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ☜❧ࡋࡓᢏ⾡ࡼࡾࠊᏛ≀㉁ẘᛶホ౯Ⓨග⣽⬊ࡢⓎග㔞ࢆ⤯ᑐⓎග㔞࡛ ᐃࡍࡿࡇ
ᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽࠊࣝࢩࣇ࢙࣮ࣛࢮ㑇ఏᏊᑟධࡉࢀࡓ୍⣽⬊ࡢⓎග㔞ࡀࢺ࣡ࢵࢺࣞ࣋ࣝ㸦୍
⯡ⓗ࡞⺯ගⅉࡀ  ࣡ࢵࢺ࡛ࢺ࣡ࢵࢺࡣ  ࣡ࢵࢺ㸧࡛࠶ࡿࡇࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚᫂ࡽࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࡢ⤯ᑐⓎග ᐃἲࢆࡀࢇ⧊ษ∦ࡢ⤌⧊චᰁⰍἲᑟධࡋࠊࡀࢇ⤌⧊࠾ࡅ
ࡿᢠཎᩘࡢ⤯ᑐ⾲♧ࢆ⾜࠸ࠊࡀࢇࡢᐃ㔞⌮デ᩿ἲࢆ☜❧ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᅄᅜࢭࣥ
ࢱ࣮ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀࡓࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ࢣࢺࣥయ࣭ࣄࢻࣟ࢟ࢩ㓗㓟 +% ࡢ⏕≀⏕⏘
ᴗࡢඹྠ◊✲ࡼࡾࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫ㸦Ⓨ㓝㸧ࢆ⏝࠸࡚㸦5㸧ࣄࢻࣟ࢟ࢩ㓗㓟㸦௨ୗࠊ+%㸧
ࢆ〇㐀ࡍࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ+% ࡣᏛྜᡂࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫ≉᭷
ࡢྜ≀࡛࠶ࡾࠊேࡢయෆ࡛ࡶྜᡂࡉࢀ࡚ᵝࠎ࡞⏕⌮άᛶᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ㛤Ⓨࡋ
ࡓࣂ࢜ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊࣁࣟࣔࢼࢫ⳦ࢆ⏝࠸ࠊዲẼⓎ㓝ࡼࡾ⳦యෆࣂ࣏࢚࢜ࣜࢫࢸࣝ㸦3+%㸧
ࢆ✚ࡉࡏࡓࡢࡕࠊ᎘ẼⓎ㓝ษࡾ᭰࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⳦యෆ࠼ࡽࢀࡓ 3+% ࢆຍỈศゎࡉ
ࡏࠊ⳦యእ +% ࡋ࡚ᨺฟࡉࡏࡿࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ᪤ᏑࡢᏛྜᡂᢏ⾡࡛ࡣ⇕ᙅ࠸ +% ࡢ
ຠ⋡ⓗ࡞⏕ᡂࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ+% ࡢ࣏࣐࣮࡛ࣜ࠶ࡿ 3+% ࢆ✚ࡉࡏࡿᚤ⏕≀ࡢሗ࿌ࡣࡇ
ࢀࡲ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㛤Ⓨࡉࢀࡓᢏ⾡ࡢࡼ࠺㣴ᾮ୰ᚑ᮶ࡢᩘ༑ಸࡢ㧗⃰ᗘ࡛
+% ࢆ⏕ᡂࡉࡏࠊ༢㞳ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࡢࡣୡ⏺ึ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㛵すࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡉࢀ
ࡓࠋ

ᖹᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋࡓ〇ရࡣྜィ  ௳ࡀୖᕷࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊඹྠ◊✲࡞࡛ᥦ౪ࢆཷࡅࡓẸ㛫㈨㔠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛  ൨㸦๓ᖺ
ྠ᭶ẚ 㸧࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣ  ൨⛬ᗘ࡞ࡿࡇࡀぢ㎸
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓ᖺᗘࡢ⋓ᚓ㢠㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ൨㸧ࡽᚤቑ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ┠ᶆ㢠㸦
൨㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡣཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣ  ൨ࢆぢ㎸ࢇ
࡛࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┠ᶆ㢠㸦 ൨㸧ࢆୗᅇࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ㈨㔠ᥦ౪ࢆక࠺◊✲
ዎ⣙௳ᩘࡣࠊᴗ  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ᮎⅬ  ௳㸧
ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ  ௳㸦ྠ  ௳㸧
࡛࠶ࡾࠊయ༨ࡵࡿ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢẚ⋡ࡣ ࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶ 㸣ࡢ୰ᑠ
ᴗዎ⣙௳ᩘࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕタ❧ࡼࡿࠕᶫΏࡋࠖࡣ㡰ㄪ㐍ᒎࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⸆ᇶ┙ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨᡂᯝࡽ⏕ࡲࢀࡓ᪂ࡓ࡞⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ ♫ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ
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࣒࢘ࢩࢯەᰴᘧ♫㸦་⸆ရ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨཬࡧཷク㸧
㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠋᝈ⪅ࢆྛ✀ࢹ࣮ࢱࡼࡾᒙูࡍࡿࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡢ᥈⣴ࠊస⏝ࡸ༑ศ
࡞⸆ຠࡼࡾ㛤Ⓨ୰Ṇ࡞ࡗࡓೃ⿵≀㉁ࢆูࡢᝈ⒪ྥࡅࡓ᪂⸆⏝ࡍࡿࢻࣛࢵࢢࣞ
ࢫ࣮࢟ࣗࠊ⣽⬊ෆࣜࣥ㓟ࢩࢢࢼࣝࡢཷクゎᯒࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣẸ㛫࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦9&㸧ࡽ⣙  ൨ࡢฟ㈨ࢆཷࡅࠊཷク◊✲  ௳ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࢪࢵࣜࣈ࢜ࢸࣟࣉەᰴᘧ♫㸦ࣂ࣐࣮࣮࢜࢝᥈⣴ᴗ㸧
㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠋ⥙⨶ⓗࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁ゎᯒࢆ㥑ࡋࠊ⾑୰ࡢᢠయゎᯒ࣭ࣂ࣐࣮࢜࢝
࣮᥈⣴࣭ྜ≀ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᪂ࡓ࡞◊✲ࢹࢨࣥࢆᥦ౪ࡍࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࢚ࣥࢪ࢙ࣝᢞ
㈨ᐙࡽ  ࡢฟ㈨ࢆཷࡅࠊඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲ྜࢃࡏ࡚  ௳ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࣉࢵ࣌ࢧ࢟ࢿەᰴᘧ♫㸦࣌ࣉࢳࢻ་⸆ရࡢ◊✲㛤Ⓨ㸧
㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠋ⏘⥲◊◊✲⪅ࡀ㛤Ⓨࡋࡓᝏᛶ⭘⒆ᶆⓗ࣌ࣉࢳࢻࢆ⏝࠸ࡓ࣌ࣉࢳࢻ⸆≀
」ྜయ་⸆ရ㛵㐃ࡍࡿ▱㈈ࢆ⊂༨ⓗᐇチㅙࡢࡶ࡛◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ

ࡇࢀ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺ௨㝆⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕㄆᐃࡉࢀࡓ♫ࢆྜィ  ♫タ❧ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡑࡢෆࠊ ♫ࡢ 0 $ ࡀᡂ❧ࡋࠊ ♫ࡀఇ╀≧ែࠊ ♫ࡀᨭᮇ㛫⤊࡞ࡾࠊṧࡾ  ♫ࡀ⌧
ᅾ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ  ♫ࡀᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ᮎࡲ࡛Ẹ㛫ᴗࡽ
ࡢฟ㈨࣭ඹྠ◊✲㈝ࢆ  ൨⋓ᚓࡋࡓࠋࡇࡢ㢠ࡣࠊྠᮇ࠾ࡅࡿᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⋓ᚓ㢠㸦
൨㸧ࡢ⣙  ಸࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⋓ᚓ㢠㸦 ൨㸧ࡽࡣᚤቑࠊ♫ࡽࡢᙉ࠸ᮇᚅࢆཷࡅ࡚
㡰ㄪᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓゝ࠼ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ㄆᐃࡉࢀࡓ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ࡞άື≧
ἣࡢ୍ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

࢜ࣂࢃࡁەᰴᘧ♫㸦⏕་⒪⏝ L36 ⣽⬊స〇➼㸧
㸸⏕་⒪⏝ L36 ⣽⬊ࡢస〇ࡸ⣽⬊ࡢࣜ
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨᴗࠊ㑇ఏᏊ⒪ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨᴗࠊཬࡧࣂ࢜་⸆ရ➼ࡢ
⸆࣭〇㐀ᨭᴗࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊẸ㛫ᴗࡽ⣙  ࡢཷク◊✲㈝㺂බⓗ
ᶵ㛵ࡽ⣙  ൨ࡢ◊✲㈝ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ
ࢺ࣮ࣗࢸࢸࢫ࣭࣮ࣥࢪࣟ࢜ࣂ࣭ࢡࢵࢸ࣎ࣟەᰴᘧ♫㸦ࣄࢺỗ⏝ᆺࣟ࣎ࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᥦ౪㸧
㸸ືసࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆูࡢࠕࡲࢁࠖ⛣᳜ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓูࡢ◊✲ᐊ࡛ࡶ㧗⢭
ᗘࡢࣂ࢜ᐇ㦂ࢆ⌧࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡍࡇᡂຌࡋࡓࠋㄡ࡛ࡶࡇ࡛ࡶ㧗⢭ᗘࠊ㧗⌧ᐇ㦂ࢆ
⾜࠼ࡿࠊ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ᮍ᮶ࡢ◊✲ᐊࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♫ᥦ♧ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊᅜෆ࡛ 
ྎࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ㈍࣭✌ാࠋᮏࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿࣟ࣎ࢵࢺࢩ࢙ࣜࣥࢢᴗ㸦ཷクࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆᅜ
ෆ  ⟠ᡤ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ-67 ࡢฟ㈨ᆺ᪂ᴗฟᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾࠊ
-67 ࡀಖ᭷ࡍࡿࣟ࣎ࢸࢵࢡ࣭ࣂ࢜ࣟࢪ࣮࣭ࣥࢫࢸࢸ࣮ࣗࢺᰴᘧ♫ࡢᰴᘧࡀẸ㛫ᴗ
ㆡΏࡉࢀ Ꮚ♫ࡉࢀࡓࠋ

࠙ᡂᯝࡢព⩏࣭࢘ࢺ࣒࢝ࠚ
⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭ࣜࣥ㓟άᛶࣞࡼࡿ⸆◊✲ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ
⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩ࡢᙺ࡛࠶ࡿࣜࣥ㓟⤒㊰ࡢ⥙⨶ⓗ᥈⣴ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚ྍ⬟ࡋࡓࡇ࡛ࠊ
ࢩࢢࢼࣝఏ㐩⤒㊰ୖࡢศᏊ⩌ࢆᶆⓗࡋࡓ᪂つ⸆㸦ᢠࡀࢇ㸧㛤ⓎࡢࡓࡵࡢᶆⓗศᏊ᥈⣴
㈉⊩ࡋࠊ〇⸆ᴗࡢ⸆㛤Ⓨࢆຍ㏿ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢏ⾡ࢆᇶ┙ࡋ࡚❧ࡉ
ࢀࡓ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠕࢯࢩ࣒࢘ࠖࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘẸ㛫ᴗࡽ⣙  ൨ࡢฟ㈨ཷࡅධࢀࡀ
ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡶᴗࠊ་⒪⌧ሙࡢᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆᐇࡋࠊ⸆ᨭࢆᐇ
ࡍࡿࡇ࡛ᮏᢏ⾡ࡢ♫ࡢࠕᶫΏࡋࠖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⭎ࣟ࣎ࢵࢺࠕࡲࢁࠖࡼࡿ⸆ᨭᢏ⾡
ࠕࡲࢁࠖࡣ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰᪂⪺  ♫ཬࡧ :HE ௳࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊ79 ሗ㐨ࡶ 1+. ࡞
ྛᒁ࡛  ᅇྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ -DSDQ5RERW:HHN ➨  ᅇࣟ࣎ࢵࢺ㈹ඃ⚽
㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓูࡢ◊✲ᐊ࡛ࡶ㧗⢭ᗘࡢࣂ࢜ᐇ㦂ࢆ⌧
࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋࠊࡑࡢ◊✲ࡀᅜ㝿ㄅ 1DWXUH%LRWHFKQRORJ\㸦,) 㸧ᥖ㍕ࡉࢀࠊୡ⏺ⓗ
ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅࡓࠋᚋࡣࠊ⭎ࣟ࣎ࢵࢺࠕࡲࢁࠖᦚ㍕ྍ⬟࡞᪂つேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤
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Ⓨࢆᐇࡋࠊ༢⣧࡞ືసࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡔࡅ࡛ࡣ⮬ືࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ᖿ⣽⬊ᇵ㣴ᐇ㦂ࡢ⮬ືࢆ
ᐇࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⣽⬊ᇵ㣴ࢥࢫࢺࡀᖜῶᑡࠊ࠾ࡼࡧࠊேࡢ᧯సࡼࡿᇵ㣴⣽⬊ရ㉁ࡤࡽ
ࡘࡁ㝖ࡼࡿ⣽⬊ࡢ㧗ရ㉁ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࣂ࢜ᐇ㦂ࡢ⢭ᗘ࠾ࡼࡧᐇ㦂ฎ⌮⬟ຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡛ࠊ᪂⸆㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕࡲࢁࠖࢆ୰ᚰᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮࡛ࣕ
࠶ࡿࣟ࣎ࢸࢵࢡ࣭ࣂ࢜ࣟࢪ࣮࣭ࣥࢫࢸࢸ࣮ࣗࢺᰴᘧ♫ࡢᰴᘧࡀ -67 ࡽẸ㛫ᴗ
ㆡΏࡉࢀࡓࡇࡼࡾࠊࡑࡢᇶᖿᢏ⾡࡞ࡿ⭎ࣟ࣎ࢵࢺࡢࡉࡽ࡞ࡿ㧗ᗘᬑཬ࡞ࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ
࣭ㄏ㟁⋡㢧ᚤ㙾ࡢほᐹᢏ⾡
⏕≀ヨᩱࢆ⏕ࡁࡓࡲࡲࢼࣀ࣮࢜ࢲ࣮࡛ほᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿㄏ㟁⋡㢧ᚤ㙾ࡣࠊ᪂ཎ⌮ᇶ࡙ࡃୡ
⏺ึࡢ㢧ᚤ㙾࡛࠶ࡾࠊᚑ᮶ࡢ㢧ᚤ㙾࡛ほᐹ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែࡢ⣽⬊ෆ㒊ᵓ㐀ࡘ࠸࡚
ヲ⣽ほᐹ࡛ࡁࡿࠋᮏᢏ⾡ࡣ⸆ᨭࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㣗ရࠊ⢝ရࠊᮦᩱ࣭Ꮫࠊ⢭ᐦᶵჾࠊᶵᲔࠊ
▼ἜᏛ㐺ᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᴟࡵ࡚ᗈ࠸ศ㔝㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

་⒪ᇶ┙࣭࣊ࣝࢫࢣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࣭' ࣉࣜࣥࢸࣥࢢᢏ⾡ࡼࡿேᕤṑ ⩏ṑ ࡢᐇ⏝
ᮏᡂᯝࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺᗘ᪂⪺ 13 ♫ཬࡧ Web19 ௳࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅇ㛤Ⓨࡋࡓᢏ⾡ࡣࠊ
ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏ⾡ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋࠊ,R7 ᢏ⾡㐃ᦠࡍࡿࡇ࡛ࠊ㐲㝸ᆅᇦ࡛ࡶ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᢏᕤᡤࡢປാ⎔ቃࡢᨵၿࡸṑ⛉Ꮫ࡞࡛ࡢᩍ⫱ࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊṑ⛉ࢹࢪࢱࣝࡢᬑཬࡸṑ⛉ᢏᕤࡢ㨩ຊྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࠊṑ⛉ᢏᕤᡤࡢ㛢㙐ࡸᢏᕤኈ
ࡢ㧗㱋ṑṆࡵࢆࡅࡿࡇࡀண ࡉࢀࡿࠋ
࣭Ⓨග࣏࣮ࣞࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ⣽⬊ᶵ⬟ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
Ⓨග࣏࣮ࣞࢱ࣮ࡼࡿ⣽⬊ヨ㦂⣔ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2(&' ࢸࢫࢺ࢞ࢻࣛࣥࡢ⓶ឤసᛶヨ㦂᥇
ᢥࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊ⢝ရ࡞ࡢཎᩱ࡞ࡿᏛ≀㉁ࡢᏳᛶホ౯⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
⣽⬊ẘᛶࡸ㣗ရᶵ⬟ᛶࡢ⣽⬊ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ་⸆ရࡸ㣗ရᶵ⬟ᛶ⣲ᮦࡢຠ⬟ホ౯ࡸᏳᛶホ౯
⏝࠸ࡽࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊୡ⏺ྛᅜ࡛㐍ࡴື≀ᐇ㦂ࡢつไࡀ㐍ࡳᅜෆࡢ〇⸆ࠊ
⢝ရࠊ㣗ရᴗ⏺࡛ࡶື≀ヨ㦂ࢆῶᑡ࣭ᗫṆࡍࡿഴྥ࠶ࡿ୰࡛ࠊື≀ヨ㦂ࢆ௦᭰ࡍࡿホ౯ἲ
࡞ࡾ࠺ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ⤯ᑐᐃ㔞ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊẘᛶホ౯࡞⏝࠸ࡿⓎග⣽⬊ࡢⓎග㔞ࢆ
⤯ᑐⓎග㔞࡛⾲♧ࡋࠊ⣔ิࡢ␗࡞ࡗࡓィ ࢹ࣮ࢱࡸࠊ␗࡞ࡿ⨨ࡼࡿィ ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑᳨ウ
ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࡇࡢ⤯ᑐⓎග㔞 ᐃᢏ⾡ࢆ⤌⧊චᰁⰍἲᑟධࡍࡿࡇ࡛ࠊྛᆅࡢ
㝔࣭Ꮫ࡞࡛స〇ࡉࢀࡓࡀࢇࡢ⌮ษ∦ࡽࠊࡀࢇデ᩿࠾ࡅࡿᐃ㔞ⓗ࡞⌮デ᩿ἲࡢ☜❧
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

⏕≀ᶵ⬟ά⏝ࡼࡿ་⸆ཎᮦᩱ࡞ࡢ≀㉁⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ᚤ⏕≀ࢆ⏝࠸ࡓ㔞⏕⏘ࡢᡂຌࡼࡾࠊᚋࡣࠊᶵ⬟ᛶ㣗ရࠊࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺࠊ་⸆ရཎᩱࠊ
⢝ရཎᩱࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘẚ㍑ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᚤቑࡣ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ┠ᶆ್ࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡞ࡾࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰య࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆ್ࡢ㐩ᡂࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
ࡋࡋࠊ⏕ᕤᏛ㡿ᇦࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓᢏ⾡ࡣ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰  ௳ࡢ〇ရ⧅ࡀ
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖺᗘ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀ᪂ࡓ  ♫ฟࡉࢀࠊ➨  ᮇ୰ࡢ⏘⥲◊࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ
タࡣ  ௳࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ〇⸆ᴗࡢ 0 $ ࡀᡂ❧
ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢẸ㛫ᴗࡢᏊ♫ࡶ࡞ࡉࢀࠊ➨  ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆ
ᮇ㛫୰ࡢయࡋ࡚ࡣ╔ᐇ࡞ࠕᶫΏࡋࠖ◊✲ᚋᮇࡢᡂᯝࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࠙ㄢ㢟ᑐᛂࠚ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊホ౯ᣦᶆࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡀ┠ᶆ್㐩ࡋ࡚࠾
ࡽࡎࠊ⌧≧ࡢᨵၿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᑐᛂࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᆺࡢ㐃ᦠ௳㸦㈨㔠ᥦ౪㢠 
௨ୖ㸧ࡣ㡿ᇦᡓ␎㒊ࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ௳ࡣࣘࢽࢵࢺࡢᴗ㐃ᦠᢸᙜ⪅ࡀࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿࡼ࠺ᙺ
ศᢸᢸᙜ⪅ࢆ᫂☜ࡋࠊ㎿㏿࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜࠺ࡼ࠺యไࢆಟṇࡋࡓࠋࡉࡽࠊඹྠ◊✲ࡢ
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ᆺࢆ┠ᣦࡍ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ-0%& ࣐ࢡࣟࣂ࣮࣒࢜ゎᯒࡢᅜ㝿ᶆ
‽㧗ᗘࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡛ぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ⌧ᅾࠊඹྠ◊✲ዎ⣙⥾⤖ྥࡅ࡚ㄪᩚ୰࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᡭᴗ」ᩘᖺࢃࡓࡿᆺࡢඹྠ◊✲㸦ෙࣛ࣎㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ❧ࡕୖࡆࡿࡇࡶぢ
㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋᚋࡶ㐺ᐅᴗᑐᛂࢆ㎿㏿㐍ࡵࡿࡶࠊ㡿ᇦෆࡢ᭱᪂ᢏ⾡㛤Ⓨࡢሗࢆ㞟⣙
ࡋ࡚ ,& ࡶඹ᭷ࡋࠊ᭱᪂ᢏ⾡ࢆᴗഃᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛᪂ࡓ࡞㐃ᦠᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㈨㔠ᥦ౪ᆺ
ඹྠ◊✲ࡘ࡞ࡆࡿࠋ


㸱㸬๓ᖺᗘホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ

㸦㸯㸧㡿ᇦࡢᴫせ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࣭◊✲ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇
>ࢥ࣓ࣥࢺ@
◊✲⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦ពḧ㸧ࢆ㧗ࡵࡿලయⓗ࡞᪉⟇ࡸࣥࢭࣥࢸࣈࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ
>ᑐᛂ@
㡿ᇦෆ➇தⓗࢢࣛࣥࢺ㸦*UDQW/㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘタࡋࠊ᪂ࡋ࠸◊✲ࡢⱆ࡞ࡿ┠ⓗᇶ♏◊
✲ㄢ㢟ࢆⱝᡭ◊✲⪅ࡽබເࠋᛂເ⪅ྠኈࡼࡿࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾ᥇ᢥㄢ㢟ࢆỴᐃࡍࡿ⤌ࡳ
ࢆᑟධࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ㄢ㢟ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ㄢ㢟ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
➹㢌ⴭ⪅ㄽᩥᅜ㝿ඹⴭㄽᩥࢆฟ∧ࡋࡓ◊✲⪅ᑐࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈ◊✲㈝ࢆࡍࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ሗࡢ➹㢌ⴭ⪅ㄽᩥࠊ ሗࡢᅜ㝿ඹⴭㄽᩥᑐࡋ࡚㸯ሗ࠶
ࡓࡾ  ࡢࣥࢭࣥࢸࣈ◊✲㈝ࢆࡋࡓࠋ
᪂╔ㄽᩥሗࡸ◊✲ࢺࣆࢵࢡ➼ࢆࡲࡵࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆⓎ⾜ࡋࠊ⮬ࡽࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢᅜෆእ࡛
ࡢ⨨ࡅࢆㄆ㆑ࡍࡿᶵࡸࠊᶫΏࡋྥࡅࡓࣄࣥࢺࢆᚓࡿᶵࢆタࡅࡿࡇ࡛ㄽᩥⓎಙពḧ
ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ

࣭2,/
>ࢥ࣓ࣥࢺ@
2,/ ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㠃ⓑ࠸ឤࡌࡓࠋάືࢆᣑࡍࡿࡓࡵࠊලయⓗ࡞࣓ࣜࢵࢺࡸ࢘ࢺ࣒࢝ࢆⓎ
ಙࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࡲࡍࡲࡍồࡵࡽࢀࡿࠋ
>ᑐᛂ@
㡿ᇦࡢ 2,/ ࢆྵࡵࡓ 2,/ ⏘⥲◊ 2,/ ᐊࡢ᭶ྜྠ㐃⤡㆟࠾࠸࡚ࠊ◊✲㐍ᤖࡢ⟶⌮ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟ࡢὙ࠸ฟࡋࢆ㏿ࡸ⾜࠸ࠊ᪩ 2,/࣭㜰 2,/ 㡿ᇦ㛫ࡢ㐃ᦠయไࢆ
ᐦ࡞ࡶࡢࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ᪩ 2,/ࠊ㜰 2,/ ࡶ⏘⥲◊࣭Ꮫࡢ㐃ᦠࡀ῝ࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ ,) ㄽᩥࢆྜィ  ሗⓎ⾲ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜእࡢᏛࡢ㐃ᦠࠊ⏘⥲◊ࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒タ❧ࠊẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍࡞ࠊᚋࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᙉྥࡅࡓయไࢆᩚ
ഛࡋࡓࠋ

㸦㸧ᶫΏࡋࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ
࣭ᶫΏࡋ๓ᮇ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ
>ࢥ࣓ࣥࢺ@
 ࠕᶫΏࡋ๓ᮇࠖࡢㄢ㢟ࡣࠊࡑࡢᚋ㡰ㄪ⾜ࡅࡤࠕᶫΏࡋᚋᮇࠖᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡀࠊ୍᪉࡛ࠊᶫ
Ώࡋㄢ㢟ࡢ୰ࡽᮇࡢ㦵ኴ࡞ᇶ♏◊✲ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࡺࡃⰋᚠ⎔ࡀᥥࢀࡿࡁᛮ࠺ࡀࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࡛ࡾ㏉ࡗ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ᪂ࡓ࡞ḟᮇࡢᇶ♏◊✲ࡀ࠶ࢀࡤࠊ᭦ホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ
>ᑐᛂ@
 ࠕࣜࣥ㓟άᛶࣞࡼࡿ⸆◊✲ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠕ┠ⓗᇶ
♏◊✲ࠖࡢ≉➹ᡂᯝࡋ࡚ୖࡆࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠕᶫΏࡋ๓ᮇࠖࢆ⤒࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ
ࡋ࡚ฟࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘㄆྍࡉࢀࠕᶫΏࡋᚋᮇࠖࡢᡂᯝࡋ࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊᏛࡸ
Ẹ㛫ᴗ㐃ᦠࡋࠊᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋࡓࠕ᪂つᢠࡀࢇࡢ᥈⣴ࠖࡸࠊ
ࠕ့ங㢮චࢩࢫࢸ࣒⤒㊰
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ࡢゎ᫂ࠖ࠸࠺ࠊ⸆ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࠾ࡅࡿࠕ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠖࢆᐇࡋࠊㄽᩥⓎಙࡶὀຊࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᶫΏࡋᚋᮇ࠾ࡅࡿ◊✲ㄢ㢟
㹙ࢥ࣓ࣥࢺ㹛
 Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓࡘ࠸࡚ࠊ㢠ࢆ┠ᶆ್ᑟࡃࡓࡵࠊࡉࡽ࡞ࡿດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ◊✲⪅ࡢ᪥㡭
ࡢάືࡣࡶࡼࡾࠊᶫΏࡋ๓ᮇ◊✲ࡢᡂᯝࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᑟࡃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮➼࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺഃ
ࡢᐇࡶࠊࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋᖾ࠸ࠊ⏘⥲◊ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ࡀࡇࡢࡼ
࠺࡞άືࢆ㧗࠸⨨࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ྥᛶࢆࡉࡽᙉࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㹙ᑐᛂ㹛
ᴗࡢඹྠ◊✲㛵ࡋ࡚ᴗࡽᥦ౪ࡉࢀࡿண⟬つᶍᇶ࡙ࡃࢧ࣏࣮ࢺయไࢆᩚഛࡋࠊ㡿ᇦ
⏬ᐊ࣭ࣘࢽࢵࢺᢸᙜ⪅ࡢศᢸࢆ᫂☜ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᥦ౪㢠ࡀ  ௨ୖࡣ㡿ᇦ ,&ࠊࡑ
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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）
民間からの資金獲得額（億円）
6.5
6.8
リサーチアシスタント採用数（名）
43
43
大企業に対する中堅・中小企業の研
33.1
32.4
究契約件数の比率（％）
領域独自の人材育成（名）
359
359
国際連携拠点（ラボ）
8
8
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
・民間からの資金獲得額は 2,800 万円増加したが、目標には及ばなかった。

備考

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）
8,146
8,553
論文発表数（報）
338
405
IF10 以上の論文誌に掲載され
19
23
た論文数（報）
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
・論文発表数が伸び、目標値である 400 報を達成した。被引用数も約 400 回増加した。
・ IF10 以 上 の 論 文 は 、 バ イ オ 医 薬 を 評 価 で き る NMR 測 定 法 を 開 発 し た 成 果 が Nature
Methods(IF=26.919)に掲載されるなど、4 報増加した。
（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
年度実績（確定値）
備考
知的財産の実施契約等件数（件）
137
141
公的資金獲得額（億円）
18.3
17.9
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
・知的財産の実施契約等件数は微増した。
・公的資金獲得額は、集計を各領域の貢献率割合で配分し直した結果、若干減となったが、昨年度実
績（17.5 億円）を上回った。
（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
年度実績（確定値）
民間からの資金獲得額（億円）
6.5
6.8
知的財産の実施契約等件数（件）
137
141
産総研技術の橋渡しによる上市（件）
4
4
産総研発ベンチャーの創業
3/10
3/10
（H30 年度創業数/H27 年からの創業総
数）（社）
産総研発ベンチャーへの出資・共同研
4.8
4.8
究費等獲得額（億円）
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
・民間からの資金獲得額は 2800 万円増加したが、目標には及ばなかった。
・知的財産の実施契約等件数は微増した。
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備考

【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）
6.8
15.2
論文の合計被引用数（回）
8,553
7,400
論文発表数（報）
405
400
リサーチアシスタント採用数（名）
43
26
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）
141
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）
・戦略予算を重点配分したスマートセル、臓器チップ等が大型国プロ研究にステップアップし、あるいは
産総研発ベンチャー設立、企業連携に育ってきている。
・大学連携の OIL が立ち上がり、論文発表や共同研究で具体的な成果が得られつつある。
・技術コンサルティング活動が着実に育ち、獲得額ベースでの評価では未だこれからだが、産総研を Hub
とする技術支援、事業支援が機能してきた。
・研究人材育成、経験者の招聘研究員としての活用、領域内の競争的資金導入や国際共著のインセンティ
ブ付与などの施策を通じて研究者の活力向上が図られた。
・創薬・ヘルスケア・バイオと幅広い領域を担っているにも関わらず、糖鎖バイオマーカーやマイクロバ
イオームの精度管理技術の開発など、意欲的なプロジェクトが数多くあり、同時に 10 社に渡るベンチ
ャーを創出しているなど、産総研として誇らしい成果を上げている。
・また海外拠点の取り組みという点でも、欧米に加え、インドを中心としたアジアに目を向け、固有生物
資源の活用や人材育成に向け連携を強化している点は、高く評価したい。
・研究の重点化と傑出した優れた研究員の活躍もあって、第 4 期全体として国際的にも高く評価される成
果が多く創出されたと判断できる。その一部は、ハイインパクトな国際誌にも掲載されている。各ステ
ージにおける各研究課題も当初目標を達成する新たな発見や技術開発につながっており、今後の展開や
社会実装に向けた具体的なアウトプットが期待できる。とくに目的基礎研究においては、新たな視点に
基づく研究展開と波及効果のある成果創出がなされており、今後、産業面だけでなく学術的な面におい
ても好影響を与えたと考える。
・本領域が持つ強みを意識した三つの研究戦略に基づき，産総研発ベンチャーの積極的展開等も視野に入
れ，研究を推進している。産業界との積極的な連携体制推進のための礎が築かれ，高く評価できる。具
体的な目標設定から成果を達成できている。幅広い研究分野を包含しているにもかかわらず，目的基礎
研究，橋渡し研究前期を中心に，学術的にも技術的にも高いレベルの研究成果に導くマネジメントが展
開されており，特に高く評価すべきである。大学等との連携強化，技術コンサルティング，特許，人材
採用方法等についての戦略的取り組みも素晴らしい。
・創薬基盤、医療基盤・ヘルスケア、バイオ生産の分野について戦略的に予算を配分し、国内外の連携を
強化して拠点形成を行ってきたことを評価したい。特筆すると、産総研、阪大の先端フォト二クス・バ
イオセンシング OIL のような連携拠点は、産総研のデバイス技術、阪大の光計測技術、が力を合わせて
無標識生体イメージングについて世界ＴＯＰの研究を推進できる高レベルである。また複数のテーマで
医療機関と連携を強化し、基礎研究から研究前期、後期へのプロセスを進展させていることも秀逸なマ
ネジメントが実った成果である。
・第４期を通じて公的外部資金受託が右肩上がりに増加しており、本領域への期待の上昇が認められる。
次期へ向けて世界レベルの成果の発信を期待したい。
（改善すべき点及び助言）
・一部に SDGs の観点からの成果貢献が示されているが、一方で、直接・間接を問わず全課題の SDGs への
紐づけが必要と思われる。
・ベンチャーによる価値創造の定量化ができていない。あるいは指標に盛り込めていない。民間資金獲得
は、共同研究資金獲得のみならず、産総研発ベンチャーに対する VC からの投資、企業 M&A による売却
も含まれる。それらを積み上げ領域のパフォーマンスとして提示・議論すべきである。
・いずれの研究ステージからも、常に橋渡しによる事業化商品化に向けた動きを推進すべきで、マインド・
仕組み両面からみてもの足りない。特に、目的基礎研究の段階から出口戦略を意識して、企業等との議
論を通じて課題設定を進めるべき。
・生命工学は国としても重要な施策にも関わらず、この数年、民間資金の獲得がうまくいっていないこと
は残念である。リスクが高いうちは民間からの資金が流れにくいというハードルはあるが、ベンチャー
への資金提供という点も含めて、民間からいかに資金を獲得するか、考えて欲しい。
・目標とする民間からの獲得額が年々上昇し、実績との乖離が大きく、どんどんと“ワニの口”のように
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開き、目標としての意味がない。その状況に対して、当該領域の特徴から仕方ないとする雰囲気が漂い、
領域の研究推進体制やアウトプットの示し方などの改善に向けた課題抽出のための解析が十分になさ
れていないように思われる。経産省への見せ方や働きかけなども含め、打開策を講じる必要がある。ま
た、戦略的重点投資の制度があるが、領域への研究費配分が目標達成率に対応している点は、産総研内
での支援の在り方や独自性にも疑問があると思わざるを得ない。
・全体的に質的にも量的にも高い内容で成果を挙げているが、優れた研究リーダーの能力に依存した内容
が多く、組織としての研究推進力の継続性に関して戦略性が明確になっておらず、将来に向けて不安が
ある。
・運営費の顕著な減少への積極的な施策実施は評価できるものの，民間資金獲得への長期的取り組み，マ
ーケティング力強化に関しては，さらなる展開が必要であると思われる。本領域に関して産総研が有す
る広範な分野におけるポテンシャルを展開するための礎が築かれつつあることを踏まえ，具体的実績の
継続的蓄積に期待したい。
・産業界の基礎投資が減って、研究開発型から買収型に転じている傾向は今後も進むと考えられる。こう
した環境下で民間資金導入が評価軸として独立していることは、他責要因の混在となりかねない。一方、
本領域の技術的な高いポテンシャルを頼って技術コンサルティングや新規契約は増えており、これらと
民間資金導入を合わせて外部資金全体として捉えて目標値にするなど、第５期に向けて最適化が必要で
ある。
【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）
・マーケ力強化によってマイクロバイオーム解析関連の大型連携事業等の推進や、新規の民間企業との共
同研究創出など、まだ数字には現れてはいないが、民間資金獲得のための施策が実を結びつつある。
・女性の採用という点でも、研究者の新規採用の３分の１が女性になるなど、具体的な改善が図られてい
る点は評価が高い。
・技術コンサルティングを活かした指導助言の実施によって、総額としてはまだ少ないが、着実に民間か
らの研究費獲得額を向上させた。マーケティングの強化による産業界への橋渡しの潜在的な可能性を示
すものであり、引き続き、戦略的に強化していただきたい活動と考える。
・民間資金の獲得増に向けて、産業界での投資の在り方を解析し、産業界と一体化した研究課題の抽出を
考え始めたという取り組みは評価できる。
・前年度の評価コメントに対する対応を整理し、示したことで評価者との相互理解を深めたと評価できる。
・修士卒の女性を含む研究者を新たに選抜して採用したことは、人材育成の幅を広げる取組みとして評価
できる。
・橋渡し研究前期における，本領域が持つ強みを最大限に活かした成果が秀逸である。幅広い領域におけ
る研究ポテンシャルを完全に理解し，研究を推進させるマネジメントは特筆に値する。独創性の高い目
的基礎研究における成果を導いている領域マネジメント，技術コンサルティングの定着，先導的な人材
採用方法，等優れた取り組みを特に高く評価したい。
・農業分野、歯科分野など現場の重要課題を解決する成果があった。末長く蓄積してきた知見を駆使して
実ったものが多く、本領域の強みを感じる成果である。
・論文発表数が盛り返し被引用件数も伸びていることから、質の高い研究が推進されて世界の注目を得て
いると評価できる。また新規契約が伸びており、企業が技術成果を使いやすい環境、仕組み作りに工夫
があったと評価したい。
・イノベーション人材を中心に人材育成、人事交流に力を入れて、特に、若手支援について領域内で競争
的資金が定着したことは研究者のモチベーション向上に寄与していると考えられる。
（改善すべき点及び助言）
・様々な試みを進めていることは認めるものの、民間資金獲得目標に対して 30 年度は、乖離が 2.5 倍と
益々大きくなっている。目標設定に問題があるのか、進め方の抜本的な見直しが必要か、総括が必要と
思われる。
・これまでの研究の成果が具体的な果実として示せるようになり、次年度以降の社会実装の実績に大きく
貢献するものと期待できるが、成り行きに任せるような雰囲気は否めない。強い意志を持った戦略性の
ある研究管理が十分に機能していないように思われる。その研究推進における経緯を総括し、新たなテ
ーマ策定に活かす方法論を構築することを期待したい。我が国の研究推進における産総研の位置付けと
役割を見直し、世界の潮流（バイオとデジタルの融合技術やバイオエコノミーの推進）を見据えたグラ

- 84 -

ンドデザインとアクションプランを描くことを提案したい。「エコシステムの実現」をその具体的な戦
略とあわせて掲げ、積極的な取り組み状況を分りやすく示すことを希望する。
・広範な分野に関するポテンシャルを最大限に活かした運営が順調に推移している中で，民間資金獲得，
論文発信に向けた施策が戦略的に展開されているものの，これらについては長期的かつ戦略的な取り組
みが必須であり，具体的実績の蓄積に向けた積極策の継続を強く期待したい。
・女性の研究者採用が進んでおり、次のステップである《リーダー（管理職）を担える人材》の成長を目
指せる段階である。生命工学領域は女性の優秀な研究者の母集団が他領域よりも多く、管理職へのアサ
インを思い切って進めてもらいたい。
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）
・マイクロバイオーム解析の精度・安定性を評価するための人工核酸標準物質と精度管理技術を開発し、
診断用マーカーや創薬ターゲット開発分野の学術領域を世界的に先導している。
・共生細菌が宿主昆虫の代謝、性別、農薬分解等を制御する機構を発見し、いくつもの学術的なパラダイ
ムシフトを起こした。
・共生細菌の生物機能解明において、様々な昆虫を用いて、生命の維持や特殊機能出現の仕組みを解明し
たり、マイクロバイオーム解析において広範なテストを実現できる基盤を作るなど、業界を牽引する動
きをしている。また基礎研究の影響力を表すものとして、論文、特に被引用件数が伸びており、高く評
価したい。
・創薬基盤技術の開発、医療基盤・ヘルスケア技術の開発、生物機能活用による医薬原材料等の物質生産
技術の開発、いずれの領域においても、国際的にも高く評価される成果が数多く着実に創出されている。
また、その成果の一部は、ハイインパクトジャーナルへの掲載や国内外での学会等で積極的に紹介され
ており、波及効果のある優れた研究を推進していると判断できる。
・現在話題となっている再生医療やマイクロバイオームなどの状況を踏まえたニーズ性の高い研究や技術
開発をはじめ、当該領域が優先性を維持している共生細菌が有する新機能などの新たな切り口によって
学術面においてパラダイムシフトを起こすなど、研究領域も大きく広げて研究を推進しており、橋渡し
に繋がる目的基礎研究としての位置づけを明確にしている。
・これら成果の多くは、研究員の優れた研究資質に基づく高い研究遂行力と努力の賜物であり、それら研
究を牽引する傑出したシニア研究者に依存したものと思われる。
・論文の発表数の維持と質の向上，被引用回数の増加など，総じて高く評価できる。権威ある賞を数多く
受賞，国家プロジェクトの採択と実施など，特筆すべき成果も多く，しかも，橋渡しにつながる可能性
を持つ内容も評価できる。
・強みを活かした研究，新規な研究，いずれにおいても高く評価できる成果をあげている。
・マイクロバイオームや生物発光イメージングなど基礎研究から取り組み、精度管理、トレーサビリティ、
標準化に繋がる成果が複数出ていることは本領域の誇れる成果である。今後、こうした生体情報評価手
法は、医療のみならず各分野で更に求められるようになる。世界標準を目指してもらいたい。
・共生細菌、昆虫を用いた物質生産技術の開発は、産総研の本領域を代表する世界レベルの基礎研究であ
る。農業領域における革新的な応用展開に今後も期待する。
（改善すべき点及び助言）
・生命工学領域の基盤技術力の大きなインキュベータの中で優れた目的基礎研究が生れておりその技術レ
ベルは極めて高いものではあるが、一方で「橋渡し」研究などから生まれる新たな「目的基礎研究」へ
の展開は少ない。研究開発ステージを意図的に循環させるための施策はまだ不十分と思われる。
・基礎研究では、一般的に研究領域の幅広さが求められる傾向にある。従来の人的リソースに依存した形
に加え、ビッグデータや世界の傾向など「第三者としての基礎研究」課題を取り入れ、その上で産総研
として意図的に注力するところと、競争優位性の観点から始めるところを作るなど、研究領域を決めて
いくプロセスにもイノベーションが必要とされている気がした。
・目的基礎研究は多岐にわたり実施されているものと思われるが、その全容が明確にされていない。
・基礎研究としての腰を据えた研究の進め方も重要であるが、早目に共同研究に移行するとか、研究実施
体制をどうするかを見極めるような研究課題の棚卸作業も必要であると考える。但し、研究者のモチベ
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ーションを考えた場合、基礎研究推進による高質な論文の投稿と社会実装に向けた作業のどちらを選択
するかは重要であり、定量性のある判断基準を設けることは研究投資の効率化を図る上で必要だと考え
る。
・個々の研究者のポテンシャルを最大限に高めうる方向性は高く評価できるものの，目的基礎研究，とい
う観点でのテーマ設定に関しては，ポテンシャルを考慮しつつより具体的な内容が含まれることも重要
である。
・中長期の実用化を目指した流れを具体的なテーマで示したことは高く評価したい。ここで感じるのは、
取り組む全てのテーマが、《目的基礎⇒前期⇒後期⇒実用化》のプロセスを進むことは有り得ないとい
う点である。最上流の基礎研究は自由闊達であるべきであるし、社会実装の観点で取捨選択をかけるこ
とは研究の深化を失わせる危惧もある。基礎段階の研究テーマは入り口で《選択と集中》をかけること
なく、寧ろ《多様化と分散》の精神で引き出しと可能性を沢山持って、意欲的に着手してもらいたい。
【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）
・心筋梗塞患部を直接リプログラミングにより再生する遺伝子を発見し、低コスト治療法確立につながる
成果を創出した。
・高 IF 誌への投稿が増加しており、論文被引用も目標を凌駕して達成した。
・心筋梗塞患部を再生する遺伝子「Tbx6」の発見は、心筋細胞と血管細胞を安価に安定して複製できるこ
とにつながり、将来、心筋梗塞の治療に貢献することが期待されるなど、基礎研究ではありながら大胆
な取り組みが継続的に生み出されている。
・これまでに多くの時間と研究費を投じてじっくりと研究してきたいくつかの主要課題、例えば、共生細
菌・昆虫が有する新機能の発見や抗凍結タンパク質の高付加価値化など、今後の応用展開が期待できる
果実としての成果が挙がっている。
・AMED や NEDO,SIP などの国の事業にも積極的に参画し、基礎研究としての優れた成果をハイインパクト
な国際誌に投稿している。
・創薬基盤技術の開発，医療基盤・ヘルスケア技術の開発，物質生産技術の開発の３つの重点課題いずれ
においても，特筆すべき成果をあげている。独自性が高いものも含まれており，今後の展開を期待させ
る。高い目標であった論文数の達成、ならびに論文被引用数の大幅な上昇は特筆に値する。重点課題テ
ーマ設定も適切であった，と高く評価できる。
・心筋梗塞患部を直接リプログラミングによって再生する遺伝子の研究は、ＡＭＥＤ事業として取り組み
体制を強化し、確実に進展している。遺伝子導入し分化して得られた心血管系細胞は、治療法の確立の
みならず、創薬アッセイへの応用も期待できる優れた成果である。
・論文の被引用件数が著しく増加し、論文発表数も目標値を超えている。IF10 以上の論文が増加したこと
から、その質が世界的に高いことがわかる。
（改善すべき点及び助言）
・論文発表件数が 3 年連続して目標未達。既に論文発信力の質・量低下に対する施策を進めているが、悪
循環を断ち切るまでには力強くなっていない。
・長年実施している基礎研究の中で、それをどのタイミングで終了、あるいは方向変換するのか、その判
断は難しいと思うが、研究者に依存し過ぎる結果、効率の悪い研究資源（研究費、人件費、時間、装置・
設備類）の投資になりかねないと思われる。どの程度の基礎研究が実施されているのか明示されていな
いが、その研究テーマの棚卸は頻度良く実施することを期待する。研究テーマの公開や企業への早目の
展開を考えることは必要だと思われる。
・代表的な成果に関して，先鋭的な内容が含まれていることは高く評価できるものの，橋渡しにつながる
可能性がより多く含まれてもよい，と感じられる。強みのある分野に関しては，特に目的基礎研究にお
いても高い成果を期待したい。
・マイクロバイオーム、細菌叢と疾患との関連を探るには、サイエンスと臨床医療にまたがる膨大な情報
解析が必須となる。特に腸内細菌叢に関しては、高齢化社会の行く末を左右する重大な可能性が判明し
ており、データベース構築だけでなく、産総研の知を結集したインフォマティクス／データマイニング
の進展を期待する。
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（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）
・疾病バイオマーカーや創薬標的として注目される糖鎖バイオマーカー実用化にむけ研究が力強く推進さ
れている。
・マイクロ臓器チップで、医薬品の動物実験に代わる In vitro 評価系構築で成果。鶏のゲノム編集技術を
適用した品種改良で、アレルゲン欠失個体や有用タンパク産生に端緒をつけた。
・スマートセル事業や、スマートバイオでの NEDO、SIP の大型プロジェクトが始まり、当該分野における
最先端研究機関として我が国の産業競争力強化を先導する。
・特許実施件数で年度ごとの目標を、全年次に渡り大幅に上回って達成。公的外部資金獲得を継続的に増
加させた。
・糖鎖疾患バイオマーカーの開発において業界全体をリードしていることに加え、マイクロ臓器チップの
開発では Organs-on-a-chip の開発を推進し、今後の製薬業界への橋渡しが期待されるなど、安定した
成果が認められる。
・物質生産という点では、遺伝子編集によりリグニンがなくても直立する茎を生産するなど、今後のバイ
オマス生産においても期待できる。
・特許においても、目標値を上回る高い水準を誇っており、今後さらなる発展が期待できる。
・獲得金額の成果としては参考にしかならない７つの国プロにおいて、それぞれに質・量ともに高い評価
を受けるだけの研究が展開され、成果も挙げている。
・継続的に推進してきた「創薬標的となっている糖鎖バイオマーカーの実用化に向けた研究開発」も、ゲ
ノム編集技術を世界に先駆けてニワトリに適用し、アレルゲンの無い有用タンパク質作製技術を成功さ
せたことは大いに評価されるべきものであり、公的研究機関である産総研としてのステータスを国内外
に示す成果と考える。
・創薬基盤技術の開発，医療基盤・ヘルスケア技術の開発，物質生産技術の開発の３つの重点課題いずれ
においても，各部門の強みを最大限に活かした，橋渡し研究前期が展開できており，高く評価できる。
特許実施件数の大幅な増加，公的資金獲得額の増加は，そのことを強く反映しているといえる。
・スマートセル事業（ＮＥＤＯ）
、ＳＩＰ事業など、産官学が結集する大型の国家プログラムに意欲的に参
画し、産総研の微生物、植物、農業、材料、製造技術の研究で得られた幅広い優れた知見を生かして推
進していると認められる。農薬、化粧品、食品、医薬品などの物質生産や、従来、エンジニアリングの
力が及んで来なかった農業関連産業を出口にしている点に期待したい。コスト低減は、国際競争力の観
点で日本が劣ってきた分野だが、技術力で高品質を実現しようとする意欲を感じる。
（改善すべき点及び助言）
・特許実施件数での定量評価軸は、一見妥当にみえるものの個々の特許毎の利益創出の程度、あるいは他
機関に対する実施抑止力等の評価が見えず、特許のインパクトを示す指標として適切か疑問に感じる。
・国の SIP 事業としても、産総研が「食」「バイオ」「デジタルデータ」など幅広い領域で受注し展開を見
せているが、若干、担当領域が広すぎる印象も受けた。研究員も限られている中で、橋渡し前期という
意味でも、多少フォーカスを絞っていいのではないか。
・多くの国プロ（計７件）をこのステージに位置付けているが、それぞれの研究課題を精査すると必ずし
もそうではないように思う。それぞれの国プロが扱う領域の広さからすると産総研のある部門が丸ごと
組み込まれ、関連部門の多くの研究者が参画することになる。こうした運用は、産総研が主導的ではな
い（研究運営を直接管理していない）点を考慮すると、結果によっては極めてリスクの高い研究活動と
なっているように思う。このステージに関しても、研究開発のスピードを考えると、社会実装を見込ん
で早目に企業に成果を移譲する方が良いようなケースがあると思われる。その判断基準をより明確にす
ることは成果を確実なものとするために重要な作業であると考える。また、「橋渡し」研究前期である
がゆえに、出口に向けた取り組み方としては極めて多様で、自由度も高いと思うが、それだけにこのス
テージにおける研究管理の在り方は重要であると考える。担当する研究者の自由度を最大限維持すると
ともに、産総研としての効果的な研究資源の投資の是非が問われることになる。
・社会実装を想定した知的財産創出に向けた戦略的な取り組みが必要だと考えるが、その具体的な内容は
明らかになっていない。どのような基準で知財創出の作業をし、それを企業に移譲する際の適切な時期
の設定など効果的な方法論が示されていない。
・民間企業との受託研究に向けた戦略的な取り組みの実際が明らかになっていない。
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・本領域が伝統的に有する強みを最大限に活かした研究が多く含まれていることもあり，目的基礎研究と
して位置づけたい内容と橋渡し研究前期と位置付けたい内容に関して，実際はカテゴライズが難しいか
もしれない。強みを有する分野における研究成果は，産総研全体が採用するカテゴライズから考えれば，
橋渡し研究前期となるが，目的基礎研究としても高く評価したい。
・医薬候補化合物の自動設計プログラムは民間資金が出やすい領域である。使われて知見が蓄積されれば
されるほどシステムの信頼が高まるため、創薬企業がアクセスしやすい仕組み作りが望まれる。
【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）
・新規の入れ歯用粘着剤を開発・製品化し、厚労省製造販売承認を獲得した。
・物質生産に障害となるリグニンフリーでグルコース産生量の高い植物細胞壁の形成に成功した。
・鶏のゲノム編集で、継代での人インターフェロン安定産生に目途をつけた。
・入れ歯の粘膜は菌が繁殖しやすいのだが、抗菌を維持する薬剤を開発して厚生労働大臣が製造販売を承
認している点は、この業界としても初めてであり、研究から市場導入までの道筋を短くする研究として、
高く評価する。
・当該領域が牽引してきた糖鎖研究は着実に推進し、より具体的な疾患バイオマーカー・治療薬の開発研
究に展開されており、実用化一歩手前の具体的な成果として技術開発がなされている。
・バイオマス利活用における重要なポイントとなるリグニンのない植物細胞壁形成に成功させたことは、
当該領域の技術開発力の高さを明確に示すものである。
・レクチンアレイ，金の卵，リグニン，臓器チップ，入れ歯用治療剤等，社会要請の強い分野への高い貢
献に加え，先端性の高い橋渡し前期研究が展開できており，高く評価できる。SIP 事業への積極的参画
も高く評価できる。
・糖鎖研究に基づいたバイオマーカー開発や、マイクロ臓器チップ開発は、米国に伍して推進していかね
ばならないテーマ群である。本領域では創薬研究、in vivo/vitro 検査における独自のコンテンツを抑
えることが出来る成果が得られている。
・卵を用いた医薬関連物質生産や、植物由来の物質生産量を上げるリグニンの研究など、独自性ある興味
深い実用化研究が進捗しており、ニュース性がある。
（改善すべき点及び助言）
・医療基盤技術開発において、トピックスはあったものの 30 年度としてはマイクロ臓器チップ開発につ
いてはゲインが見られない。
・テーマ策定に向けて課題の抽出など大企業との連携を考えはじめているというが、その活動実態が見え
ていない。
・最近話題の「バイオ×ビッグデータ」などで明らかなように、データ駆動型社会の実現に向けて、産総
研あるいは領域内での関連部門との連携の在り方が不明確である。従来の枠組みにとらわれずに横断的
な連携による次世代対応型の推進方法を考えても良いと思われる。
・個々の研究者のポテンシャルを最大限に活かしていることもあり，他分野に比して，橋渡し後期への移
行時期を定めることが難しい運営になっていることは指摘しておくべきである。橋渡し後期における，
企業導出関連に若干の遅れをとっていることとの関連を考慮したい。
・昨年に引き続き、特許実施件数は目標値を大きく上回ったことは、知的財産マネジメントの向上を示す
成果である。
・マイクロ臓器チップや歯科材料は米国の特許出願（特に製法特許）が多く、権利化、実用化に向けては
出願後対応が必要になると予想される。そうした対応が研究者の負担にならぬように、組織的な対応が
望まれる。

（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）
・ロボット技術をバイオ実験に応用した汎用バイオロボットを開発し、産総研発のスタートアップとなっ
た。その後も事業を発展させ、民間企業への M&A を通じて Exit 戦略を完遂させた。
・化学合成困難な 3 ヒドロキシ酪酸を、微生物を用いて Ton スケールで製造する技術を開発した。
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・ロボットによる高い正確性と再現性を実現し、それをベンチャー企業として設立して社会貢献につなげ
ている点や、リン酸化アレイ技術による創薬開発とベンチャー「ソシウム」の設立、3D プリントによる
人工歯の短時間の製造とその手法の厚生労働省による承認など、社会実装の場を広げている点を高く評
価したい。
・市場化は一つの出口戦略なので、例えばベンチャー設立による共同研究費の獲得額も視野に入れ、全体
として民間資金獲得とすることも検討すべきだと感じる。
・産総研発ベンチャーも着実に立ち上がっている。これまでに汎用性作業用ロボット「まほろ」の開発な
らびに企業や病院等への導入を果たし、収入も挙げている。このロボットの作製によって、定常作業と
しての今後の利用可能性を窺い知ることができ、その有用性をさらに広い分野へ展開できるものと考え
ている。
・コバルトクロム合金粉末を使う 3D プリンティングによる人工歯の実用化技術はさまざまな領域に展開
でき、あらゆる可能性を秘めた技術開発だと考えている。
・橋渡しそのものは順調に進展しており，高く評価できる。特に，産総研発ベンチャーの起業に関しては
順調である。もともと本領域は個々に橋渡しに対応できる方向性を有している内容も多く，流れが本格
化しつつあることを，特に高く評価するべきである。
・汎用ヒト型ロボット《まほろ》は、これまで国内外で取り組まれてきた実験作業のロボット化技術とし
て、動作が抜きん出て高度である。既存の幹細胞培養などのロボット化の多くは原価低減やスループッ
ト向上を謳っているが、本来、その目的で取り組むべきは、《まほろ》が目指す実験精度と再現性、プ
ログラミングの汎用化である。創薬支援プラットフォームとして、高いポテンシャルを感じる。
（改善すべき点及び助言）
・民間からの資金獲得額の目標値と実績値の乖離が大きくかつ乖離の程度は拡大傾向にある。単なる民間
共同研究資金獲得という指標に対して、VC 投資や、M&A などマネタイズによる価値創出のロジックを至
急構築する必要がある。
・社会実装という点では、引き続き課題が残る印象を受けた。ベンチャーも設立はしているものの、限定
される機能を提供する傾向があり、より高次で幅広いニーズに応えたり、次々と生まれる印象が弱い。
産総研だけでベンチャーを設立するのではなく、製薬業界やヘルスケア産業などともチームを組み、
CEO は雇ってしまうなど、いろいろなベンチャーの可能性を考えてほしい。
・ベンチャー立ち上げと支援の在り方が明確にされていない。ベンチャーをひとつの産総研の出口とすれ
ば、この第 4 期全体の総括として大きな成果として評価されうるものではあるが、目的基礎研究から、
橋渡しの前期・後期と研究の経緯を踏まえた出口・成果（社会実装）の捉え方はもっと大きく、柔軟性
をもって臨むことが肝要と思う。
・今期の大きな成果の一つである「3D プリンティング技術による人工歯の実用化」は評価されるものであ
るが、この研究のこれまでの経緯が明らかにされていない。もし、途中からの産総研ＰＪへの参画であ
れば、この研究の着眼点や具体的な研究戦略を成功事例のひとつとして見直されるべきものと思う。た
またまの大きな成果であれば、組織としては嬉しいが、研究成果創出における再現性やその経緯を学ん
で整理しておく必要があると思う。
・産総研でどこまで研究を維持するのか、その判断の在り方が重要であるが、全体的にその研究を民間企
業等へ導出する時期が遅いように感じる。企業との連携時期の在り方を考えるべきである。
・民間資金獲得に関する目標設定に，若干の無理があったことは否めない。冠ラボ設営のような戦略が重
要であるが，特に大手とされる企業との連携に数年かかることを意識すべきであった。
・幹細胞研究においては、イメージングやオミクスなど多種多様なデータが蓄積される。
・
《まほろ》が最終的に高精度・高再現性のロボットとなるには、情報・人間工学領域と連携して、分化の
評価や非侵襲性の実現において有用なパラメータを統合的に評価して絞込みを行うことが必須である。
本研究はＡＩ技術が腕を奮える具体性があり、一気呵成の取り組みを次期に期待する。
【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）
・３D プリンティング技術を応用し、プリンティング用医療機器としてコバルトクロム合金粉末を厚労大
臣より承認を受けた。人工歯の短時間での製造と歯科治療を実現した。
・民間 VC からの資金獲得が拡大した。産総研発スタートアップの一社が大手民間企業の子会社化。
・コバルトクロム合金粉末を使う 3D プリンティングによる人工歯の実用化技術の将来的な可能性を広く
示すことができた。
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・いよいよ橋渡し研究が本格化した，と高く評価できる段階にある。独自性の高い技術を多く持つ本領域
だけに，この流れが定着しつつある状況は，今後に大きな期待を持たせるものである。
・３Ｄプリンティング技術による人口歯は、材料技術、製造技術を基盤として実用化に成功した立派な成
果物である。産総研の地力を感じる成果であり、保険適用を目指すと共に、本技術を幅広い対象への実
用化に展開してもらいたい。
（改善すべき点及び助言）
・橋渡し研究後期における価値創出のロジックについては、本来、最終年度より前（すなわち平成 30 年
度）に生命工学領域として強く主張しておく必要がある。最終年度に発言しても言いっぱなしになる懸
念大。ぜひ、本年度の最終成果まとめに際して、何らかの修正指標を提示すべき。
・産総研発ベンチャーが立ち上がっているが、その経緯などを良く解析し、計画性のある継続できる方法
論を整理しておくべきと考える。橋渡し前期以上に後期における研究成果の社会実装に向けた具体的な
取り組みが求められるが、十分に考えられているのかどうかは不明確である。目利きなどのコーディネ
ーターの配置を推進・増強するなど、代表的な成功事例をもとに解析・整理することが重要と考える。
・独自性の高い技術を多く保有している本領域だけに，民間資金の導入実績，民間企業からの出資等に関
しては，より長期な戦略を早く立てるべきであったかもしれない。
・産総研には、発光イメージングや誘電率顕微鏡、電磁波センシング、酵素活性の無標識イメージングな
ど、生体分子可視化／観察／センシングに関わる優れた独自技術が蓄積されてきている。加えて、生物
発光領域のように、ＯＥＣＤ標準化の知見も有している。総合的に見て、生体情報モニタリングのポテ
ンシャルを感じており、フラッシュアイデアでも良いので、ヘルスケア分野の知財確保も考えてもらい
たい。昨今、ヘルスケア領域では腕時計タイプの活量度計が国内でも浸透し始めているが、殆どが米国
製品であり、日本人の生体情報が米国メーカーのクラウドに吸い上げられつつある。医療とヘルスケア
は紙一重のところにあり、活量度計で計測されている生体情報は臨床データと繋がると価値が跳ね上が
る。この危機感に国内のセンシング技術が一矢報いるとしたら、産総研しか出来ないのではないか。
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）
・スマートセル、臓器チップ等が大型国プロ研究にステップアップしてきている。大学連携の OIL が立ち
上がり、具体的な成果も得られつつある。技術コンサルティング活動による活動が着実に育ち、産総研
を Hub とする技術支援、事業支援が機能してきた。
・目的基礎でのマイクロバイオームや共生細菌での大きな成果、橋渡し前期での糖鎖研究、ゲノム編集を
用いた鶏種での研究、橋渡し後期では、ロボット技術のバイオ実験応用や 3-HB の微生物による大量産
生の技術開発において大きな成果を創出した。
・創薬・ヘルスケア・バイオと幅広い領域を担っているにも関わらず、糖鎖疾患バイオマーカーやマイク
ロバイオームの精度管理技術の開発、遺伝子編集による適性の高い植物の創生など、意欲的なプロジェ
クトが数多くあることは、高く評価したい。
・またその背景には、
「スマートセルインダストリー」とも言われるビッグデータを活用した化合物の発見
と自動生産も寄与しており、AI 時代の生命工学のあり方を示している。ビッグデータの領域は引き続
き大きな変化をもたらすと思われるため、該当の領域に人材を輩出するだけでなく、生命工学としても
この活動に関わる人を配置し、システムの中に組み込むことを検討してほしい。
・研究の重点化と傑出した優れた研究員の活躍もあって、第 4 期全体として国際的にも高く評価される成
果が多く創出されたと判断できる。その一部は、ハイインパクトな国際誌にも掲載されている。とくに
目的基礎研究においては、新たな視点に基づく研究展開と波及効果のある成果創出がなされており、今
後、産業面だけでなく学術的な面においても好影響を与えたと考える。とくに共生細菌と昆虫との関係
性を明らかにした点は、その研究手法も含め、パラダイムシフトとも言える新たな学術的価値を創出し、
将来的な応用研究へ繋がる夢を示すことができたと考える。
・ベンチャー立ち上げも着実に成功させており、支援技術として開発された汎用作業ロボット「まほろ」
の有用性など、次世代の研究作業の可能性を窺わせる先進技術として開発され、実際に企業や病院への
導入実績をあげたことは高く評価されるものである。
・技術コンサルティングを活かした指導助言の実施によって、総額としてはまだ少ないが、着実に民間か
らの研究費獲得額を向上させた。マーケティングの強化による産業界への橋渡しの潜在的な可能性を示
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すものであり、引き続き、戦略的に強化していただきたい活動と考える。
・橋渡し研究前期を中心に，３つの重点課題いずれにおいても，各部門の強みを最大限に活かした，成果
をあげることができていることを高く評価したい。橋渡しに対応できる個々のポテンシャルを活かした
橋渡し研究の流れが本格化しつつある。
・総体的に多様なポテンシャルを有する研究成果が上がり、高いインパクトファクターの論文誌に掲載さ
れる論文が増加している。生命工学領域において世界的な観点から水準の高い研究開発が推進されてい
ると評価できる。
・産総研は国内では産官学の橋渡しとなる役割が期待されるが、本領域の取り組みは、医療機器としての
製造販売承認や、ＯＥＣＤガイドライン化に取り組むテーマも輩出しており、基礎研究から実用化を目
指したプロセスの流れが研究者のマインドに根付いたと評価したい。
（改善すべき点及び助言）
・ベンチャーによる価値創造の定量化が必要と思われる。
・目的基礎研究の段階から出口戦略を意識して、企業等との議論を通じて課題設定を進めるべき。
・生命工学領域の強力な基盤技術力から目的基礎研究が生れておりその技術レベルは極めて高いが、一方
で「橋渡し」研究などから生まれる「目的基礎研究」への展開は少ない。研究開発を意図的に循環させ
るための施策はまだ不十分と思われる。
・特許実施の件数での定量評価は、特許のインパクトを示す指標として適切なのか疑問に感じる。
・民間からの資金獲得についてより広範な獲得手段があるわけでそのロジックを至急構築する必要がある。
・民間資金獲得を含む外部資金獲得については、この数年停滞しているのは事実である。技術コーディネ
ーターなどの活用もさることながら、領域を定めて論文や研究成果で牽引する研究者に対しても、マネ
ジメントとして取り組むなど、本気で資金獲得に取り組んでほしいと感じた。
・次期中長期計画策定に向け、生命工学領域（産総研）の我が国における研究推進体制の中での立ち位置
と、果たすべき役割に関して見直しを図るべきと考える。国が掲げる研究戦略や研究目標と結果的には
関わりはあるが、具体的にはその関係性を明示しておらず、独自路線での研究方針がとられているよう
なイメージが強い。
・当該領域の場合、その研究推進や成果創出の多くが傑出した専門のシニア研究者に大きく依存している
イメージが強く、今後の、組織としてのテーマ立案や研究チームとしての安定的な運営に大きな不安を
抱く。研究のカテゴリーの見直しも定期的に実施すべきと考える。長期的なテーマはあっても良いが、
長期にわたって研究テーマを維持するのは疑問であり、早く切り替えるとか当該テーマを産業界に早く
引き渡すなどの柔軟性のある運営やシステム構築を図る必要があると考える。同時に、研究を牽引する
次世代の当該領域を担う人材の計画的な育成にも注力すべきと考える。また、領域の運営方針として掲
げている「産業界に役立つ人材の育成」とあるが、その具体的な内容が見えていない。どのくらいの人
材が産業界に輩出され、具体的な成果に繋がったのであろうか、その取り組みと実績は産総研のミッシ
ョンでもあり、明確にすることを期待したい。
・産総研評価における評価軸や目標値に対しては、見直しを図る必要があると考える。とくに民間からの
資金獲得に関しては、これまでの実績と当該領域の実情を踏まえて目標額が設定されるべきで、一方的
に目標額を高く設定することは、あまり意味のないことと考える。また、当該領域の研究管理部門にあ
っては、民間資金獲得が少ないのはこの領域の特徴であって、仕方ない部分があると位置付けているよ
うに見受けられる。改善に向けて計画的な対応を積極的に図っているとは言い難い。なぜ、獲得額が横
ばいなのかをしっかりと解析して、善処すべきと考える。そこで、当該領域の考えるべきことと経産省
に対する働きかけとして、以下の３点を提案したい。
①当該領域の強みや特長を明確に表すような評価項目を独自に設定し、そのアクティビティが専門
外の人や外部にも理解してもらえるよう見える化の推進を実施する。
②公的資金の獲得額も同様な研究活動の成果であり、それも評価対象となるように評価項目の見直
しを提言すべきと考える。国の財務管理の在り方の問題かもしれないが、実態を踏まえると、当
該領域の研究活動に関して正当な評価がなされているとは思われない。
③Society 5.0 に関わる施策や新規に策定されるバイオ戦略など、我が国のバイオ産業や国際競争
力の強化による経済発展に向けた実施計画案に、産総研の生命工学領域（この領域に限定せず）
が主軸となって日本の科学技術研究を先導するような技術開発研究の推進体制が構築されて、従
来の交付金とは異なる資金配分がなされると、産総研の企業との連携における立ち位置ならびに
使命も明確になり、基礎研究から実用化への流れもより明確になり、エコシステムの実現と研究
の活性化が期待できると考える。
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・目的基礎研究と橋渡し前期研究のカテゴライズについては，産総研全体の方針を反映した戦略をより明
確に示すべきである。民間資金獲得に関する目標設定に，若干の無理があったことは否めない。産総研
全体の戦略にもう少し合わせる方向も包含すべきであったかもしれない。
・本領域の研究対象は他領域と比較して、基盤から応用まで幅広い。それらを同じ尺度で評価することは
難しい。中長期の流れで分類するのみならず、それぞれの研究テーマの立ち位置、役割も考慮されるこ
とが望ましい。例えば、■一刻も早い産業化を目指すテーマなのか、Nature or Science の表紙を飾る
ニュース性あるテーマなのか、■海外と競争して凌ぎを削るテーマなのか、ドメスティックな独自テー
マか、■産官学の大きな体制を組むテーマか、産総研独自のブランディングとして深化させるか、■論
文化優先か、知的財産化か、■最小公倍数を目指すか、最大公約数を目指すか。それぞれに価値がある
ことを意識して、多様な尺度を以って次期に繋いでもらいたい。
【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）
・3D プリンティング用技術による医療材料（人工歯）実用化や、リグニンのない植物細胞壁形成において、
大きな進度を得た。
・マーケ力強化で大型連携事業等の推進や、新民間企業との新規共同研究創出案件などまだ現れてはいな
いが、民間資金獲得のための施策が実を結びつつある。
・各センターや部門の研究員の研究活動が、多くの成果に着実に結びついている。研究開発ロードマップ
や研究の重点化に伴う戦略的な研究資源の投資の在り方など、研究ステージの移行と成果の経緯が明確
に示されている。研究開発のトピックスなどを一過性の成果としてではなく時系列的に示すことで、全
体の動きや開発戦略が見えやすくなった。
・前年度までの流れを受け，橋渡しへの具体的展開が多くみられていること，目的基礎研究における独自
性の高い研究成果，橋渡し前期研究における強みを最大限に活かした成果，そして優れた起業に複数成
功していることを高く評価したい。
・歯科領域、農工領域など特筆すべき多様な成果が挙がっていることに注目したい。日本の農産物生産は、
エンジニアリング、計測技術の変革が充分には適用されていなかった領域であり、産業的な貢献が期待
できる。
・歯科領域やアルツハイマー病との関連が言われる腸内細菌叢など、今後加速する高齢化社会を展望して
実用化価値ある研究も成果が出始めていることも評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・橋渡し研究後期における価値創出のロジック構築といくつかの実課題を通じたトライアルを至急すべき
と提案したい。
・大学や他の研究機関との連携に関しては、その内容が見えていない。費用対効果を計れるような管理・
整理が必要と考える。例えば、連携活動に基づく共同作業によって獲得した公的ならびに民間からの研
究資金を具体的な数値として計上することも産総研の活動の成果として対外的に示すことができると
考える。
・独自性の高い技術を多く保有している本領域だけに，民間資金の導入実績，民間企業からの出資等に関
しては，より長期な具体的戦略立案があれば，と感じる。
・実地供覧を受けた研究テーマでは、イノベーションを担う優れたリーダーの存在が印象的であった。こ
うした推進力あるリーダーの存在が次の世代の若手研究者の成長に直結する。イノベーション人材育成
が進む風土環境としても、企業は注目したい。
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）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
B

Q
S/A

R
A/B

S
S/A

T
S/A

S/A
A
A/B
A/B

S
A
B
A

S/A
A/B
A
A

S/A
S/A
A
S/A

S
S/A
S
S/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）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
A/B
「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)
S
「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
B
領域全体の総合評価
A
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Q
A

R
A

S
A

T
S/A

S
A
B
A

S/A
A
A
A

S/A
A
A
A

S
S
S/A
S/A

平成３０年度
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