εʖθॄ

㸫㸫

ۂةพ
⇑⇚∇ఇࡸ˟ᅈ
␒ྕ

ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

࣭࢝ࢵࢺࡏࡎࠊࢻࣛࢺ࣐ࢺࢆ〇㐀ࡍࡿࠋ
࣭⇱ࡍࡿሙྜࡣ⾲㠃✚ࡢ௨ୖ↷ᑕࠋ
࣭ᶍᵝ࡞ᥥࡃࡇࡶྍࠋ

࣭ࢺ࣐ࢺࡢ⾲⓶࣮ࣞࢨ࣮ࢆ↷ᑕࡋ࡚ຍᕤࢺ࣐ࢺࢆ〇㐀ࡍ
ࡿ᪉ἲࠋ
࣭࣮ࣞࢨ࣮࡛↷ᑕᚋ⇱ࡉࡏ࡚⇱ࢺ࣐ࢺࢆ〇㐀ࡍࡿ᪉
ἲࠋ
࣭ࢺ࣐ࢺࢆ࢝ࢵࢺࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㣗ឤඃࢀࠊᮏ᮶ࡢ㢼ࡀ
ಖᣢࡉࢀࠊእほࡀⰋዲ࡛࠶ࡾࠊୟࡘ⡆౽〇㐀࡛ࡁࡿࠋ

࣭⇱ࢺ࣐ࢺࡣࠊࢺ࣐ࢺࡽࡋ࠸㢼ࢆ⏕ࡋ ≉チ➨ྕ
࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ࡛ࡶ
࣭࠾ࡸࡘࠊ࠾ࡘࡲࡳ
࣭ᩱ⌮ࡢࢺࢵࣆࣥࢢ
࣭㠀ᖖ㣗㸦ᰤ㣴㇏ᐩ㸧

㎰ᴗ

㣗ရ

㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡢษࡾ㎸ࡳ
⨨

࣭㔝⳯➼ࡢษࡾ㎸ࡳࡢຠ⋡࡛࠶ࡿࠋ≉ຠ⋡
ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡢࡣࠊཎᆺࢆ␃ࡵࡓ㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࢆ
㔞⏕⏘ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᮏⓎ᫂ࡼࢀࡤࠊลඛࡀไᚚࡉࢀࠊࡑࡢ฿㐩⨨
ࡣࠊᙜヱ୰ᚰ㍈ࡽ༙ᚄ㸱⮳㸳࣑࣓࣮ࣜࢺࣝࡢ
ෆ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡀ㐣ᗘ✺ࡁ่ࡉ
ࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡀയࡲ࡞࠸ࠋ≉ࠊ㔝⳯
ࡀࢺ࣐ࢺ࡛࠶ࡿሙྜࠊ฿㐩⨨ࡣࠊࢺ࣐ࢺࡢෆ㒊࡛
࠶ࡗ࡚ࠊ⫾ᗙቑ⏕㒊ࡼࡾࡶ⫾ᗙ㒊ഃ࡞ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࢺ࣐ࢺࡀ㐣ᗘ✺ࡁ่ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⫾ᗙቑ⏕
㒊㸦ࢮ࣮ࣜ㒊㸧ࡀ₃ࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ⰺษ㝖ᚋࡢษࡾཱྀษ㎸ࡳࡽࠊỈὶࡼࡾࠊࢺ
࣐ࢺቨ㠃ࡢᦶ᧿࠾ࡼࡧࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ඃࡋࡃ
⾲⓶ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭ࡛ᑀ࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡁࢀ࠸࡞ୖࡀࡾ࡞
ࡿࠋ
࣭ⰺษ㝖ᚋࡢษࡾཱྀษ㎸ࡳࡽࠊỈὶࡼࡾࠊࢺ
࣐ࢺቨ㠃ࡢᦶ᧿࠾ࡼࡧࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ඃࡋࡃ
⾲⓶ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭ࡛ᑀ࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡁࢀ࠸࡞ୖࡀࡾ࡞
ࡿࠋ
࣭ⰺษ㝖ᚋࡢษࡾཱྀษ㎸ࡳࡽࠊỈὶࡼࡾࠊࢺ
࣐ࢺቨ㠃ࡢᦶ᧿࠾ࡼࡧࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ඃࡋࡃ
⾲⓶ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭ࡛ᑀ࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡁࢀ࠸࡞ୖࡀࡾ࡞
ࡿࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ಀࡿࣜࢥࣆࣥཪࡣࡑࡢㄏᑟయࢆ᭷ຠᡂศ
ࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿࠊไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟࠊࣞࣝࢤࣥ
ච⒪ἲ⏝ࢪࣗࣂࣥࢺࡣࠊඃࢀࡓไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏ
ᑟస⏝ࢆ᭷ࡋࠊ⅖ᝈࠊࣞࣝࢠ࣮ᝈ➼ࡢ⒪
ཬࡧ㸭ཪࡣண㜵ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏⓎ
᫂ಀࡿࣜࢥࣆࣥཪࡣࡑࡢㄏᑟయࢆ᭷ຠᡂศࡋ࡚
ྵ᭷ࡍࡿࠊไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ⏝㣗ရ⤌ᡂ≀ࠊࣞࣝ
ࢤࣥච⒪ἲࡢࡓࡵࡢࢪࣗࣂࣥࢺ⏝㣗ရ⤌ᡂ≀
ࡣࠊඃࢀࡓไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟస⏝ࢆ᭷ࡋࠊ⅖ᝈ
ࡢ⒪ཬࡧ㸭ཪࡣண㜵⏝㣗ရ⤌ᡂ≀ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶
ࡿࠋ

࣭ࢺ࣐ࢺ➼ࡢษࡾ㎸ࡳࢆ⮬ືࡍࡿࡓࡵࡢ⨨

࣭ᮏⓎ᫂ࡀ⏘ᴗୖ⏝ྍ⬟࡞ศ㔝ࡣࠊ㔝⳯ຍ ≉チ➨ྕ
ᕤᴗ࡛࠶ࡾࠊ♧ࡍࡿࠊࢺ࣐ࢺ⳯
ᴗࠊࢺ࣐ࢺㄪᩱᴗ➼࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡀ⏘ᴗୖࡢ⏝ྍ⬟࡞ศ㔝ࡣࠊࢺ࣐ ≉チ➨ྕ
ࢺ⥲⳯ᴗࠊࢺ࣐ࢺㄪᩱᴗ➼࡛࠶ࡿࠋ

ᶵᲔ࣭⨨

㣗ရ

ᶵᲔ࣭⨨

㣗ရ

࣭ຍ⇕Ỉ୰࡛ࢺ࣐ࢺࡢ⾲⓶ࡀ⇕⦰ࡋࠊࡀࢀࡸࡍࡃ࡞
࣭ࢺ࣐ࢺࢮ࣮ࣜ
ࡾࠊỈὶࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ࠊ⾲⓶ࡀࡁࢀ࠸ࡅࡿࠋ ࣭࠾࡛ࢇ✀
࣭ࡲࡿࡈࢺ࣐ࢺ࣓ࢽ࣮ࣗ
࣭࢝ࢵࢺࡋ࡚⳯ࠊࢻࣞࢵࢩࣥࢢ

≉チ➨ྕ

ᶵᲔ࣭⨨

㣗ရ

࣭ຍ⇕Ỉ୰࡛ࢺ࣐ࢺࡢ⾲⓶ࡀ⇕⦰ࡋࠊࡀࢀࡸࡍࡃ࡞
࣭ࢺ࣐ࢺࢮ࣮ࣜ
ࡾࠊỈὶࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ࠊ⾲⓶ࡀࡁࢀ࠸ࡅࡿࠋ ࣭࠾࡛ࢇ✀
࣭ࡲࡿࡈࢺ࣐ࢺ࣓ࢽ࣮ࣗ
࣭࢝ࢵࢺࡋ࡚⳯ࠊࢻࣞࢵࢩࣥࢢ

≉チ➨ྕ

ᶵᲔ࣭⨨

㣗ရ

࣭ຍ⇕Ỉ୰࡛ࢺ࣐ࢺࡢ⾲⓶ࡀ⇕⦰ࡋࠊࡀࢀࡸࡍࡃ࡞
࣭ࢺ࣐ࢺࢮ࣮ࣜ
ࡾࠊỈὶࢺ࣐ࢺྠኈࡢᦶ᧿࡛ࠊ⾲⓶ࡀࡁࢀ࠸ࡅࡿࠋ ࣭࠾࡛ࢇ✀
࣭ࡲࡿࡈࢺ࣐ࢺ࣓ࢽ࣮ࣗ
࣭࢝ࢵࢺࡋ࡚⳯ࠊࢻࣞࢵࢩࣥࢢ

≉チ➨ྕ

ᶵᲔ࣭⨨

㣗ရ

࣭ࣜࢥࣆࣥࢆ᭷ຠᡂศࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿࠊไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ ࣭㣗ရ㸦୍⯡㈍㸭⤥㣗ྥࡅ㸧
ࠋ
࣭⤒ཱྀච⒪ἲ⿵ຓ㣗ရ
࣭ࣞࣝࢠ࣮ᝈࡢ㣗ᣦᑟ⏝㣗ရ

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

་⸆࣭㣗
ရ





ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ຍᕤࢺ࣐ࢺࠊ⇱ࢺ࣐
ࢺࠊཬࡧࡑࡢ〇㐀᪉ἲ

㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡢⰺษ㝖
⨨



ࡁࢺ࣐ࢺࡢ〇㐀᪉ἲ


⓶⨨


⓶⨨


ไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ



࣭ᚑ᮶ᢏ⾡ẚษࡾཱྀࡀ⨾ࡋ࠸
࣭ᚑ᮶ᢏ⾡ẚษࡾཱྀࡽࡢࢻࣜࢵࣉࡀᑡ࡞࠸

ٻଐஜҮТఇࡸ˟ᅈ
␒ྕ

ྡ⛠
ᑒ⟄

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭ᑒ⟄ࡢእഃࡽࠊෆᐜ≀ࡢᩥᏐࡸ⏬ീࡢ᳨ᰝࢆᐜ
᫆⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᑒ⟄ࠋᑒ⟄ࡢ᥋╔ᮦࡣ㉥እ
⥺࡚ບ㉳࣭Ⓨගࡍࡿ⺯ගయࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᐜ
≀ࡢᩥᏐࡸ⏬ീࡣ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿᮦᩱ࡛ᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑒධ≀ࡀ㏦ࡽࢀࡿࡁ㏦ࡾඛࠊᑒ⟄グ㍕➼ࡉ
ࢀࡓ㏦ࡾඛࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࢆ᳨ᰝ࡛ࡁࢀࡤࠊㄗࡗ
ࡓ㏦ࡾඛᑒධ≀ࢆ㏦ࡿࡇࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⏬ീሗ
ࢆྍどࡋࡘࡘࠊ⏬ീሗࡢㄞྲྀࡼࡾ᳨ᰝࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ㠃ࡽࡶᮃࡲࡋ
࠸ࠋ



ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࣭ࡇࡢᑒ⟄ࠊ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿᮦᩱࡼࡿ⏬ീሗࢆ᭷ ࣭ᩥල࣓࣮࣮࢝
эᑒ⟄ࡢ〇㐀ࠊ㈍
ࡍࡿ፹యࢆᑒධࡍࡿࠊ⏬ീሗࡣྍど࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ᑒ⟄ບ㉳ගࡋ࡚㉥እ⥺ࢆ↷ᑕࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᥋╔ᒙ
ࡢ⺯ගయࡀບ㉳ࡉࢀ࡚㉥እ⥺ࢆⓎගࡋࠊ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿ
⏬ീሗࡢ㉥እ⥺㔞ࡢᕪࡼࡾࠊ⏬ീሗࢆㄞྲྀࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

≉チ␒ྕ
≉チ➨ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

⣲ᮦ

ɶᢿᩓщఇࡸ˟ᅈ
␒ྕ

ྡ⛠

≉チ␒ྕ
≉㢪ྕ

࣭ศࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏝࠸ࡓ㹇㹆ࡼࡿᆒ୍ຍ⇕

┿✵⤖⇱⨨

࣭㧗࿘Ἴㄏ㟁ຍ⇕ࢆ⏝࠸ࡓ㠀ຍ⇕≀ࡢ┤᥋ຍ⇕ࡼ
ࡿ⇱㛫ࡢ▷⦰

࣭ศࣉ࣮ࣞࢺࡢ⏝ࡼࡿᆒ୍࡞ຍ⇕
࣭㘠ࡸ㔩➼ࡢ❧యⓗᙧ≧ࡢᐜჾࡶᑐᛂ
࣭ຍ⇕ᑐ㇟≀ࢆタ⨨ࡍࡿᲴࢆ㧗࿘Ἴ㟁⏺༳ຍ⏝ࡢ㟁ᴟࡍ
ࡿࠋ
࣭Ⓨ⏕ࡍࡿỈẼࢆจ⦰ࡍࡿจ⦰⨨ࢆタࡅࠊจ⦰⨨ࡢ
Ỉศࡀ┿✵ᐜჾෆධࡾ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺㜵Ỉቨ➼ࢆഛ࠼ࡿ➼

࣭ཌ↝ࡁ⋢Ꮚࠊ࠾ዲࡳ↝ࡁ➼ࡢ↝ᡂࡸ㣩ࡢ↻ ≉チ➨ྕ
⅕ࡁ➼㈉⊩ࡍࡿᢏ⾡
࣭ࣞࢺࣝࢺ㣗ရ➼ࡢ⇱㛫▷⦰㈉⊩ࡍ ≉チ➨ྕ
ࡿᢏ⾡

⭾ⳫᏊࡢ〇㐀⨨

࣭సᴗ⎔ቃࡢᨵၿ㸦ฟ⇕㔞ࡢపୗ㸧
࣭⦓ᐦ࡞ฟຊไᚚ㸦ࣄ࣮ࢱ ᗘࢆ⮬ືㄪᩚ㸧
࣭↝ᡂ᮲௳ࡢ᭱㐺㸦⥡㯇࡞እほ࡛↝ࡁୖࡆ㸧

࣭⭾ⳫᏊࡢ㸦࠶ࡽࢀࠊࡏࢇ࠸➼㸧ࡢண
⇕ࠊ⭾ࠊⰍࡅ

㟁Ẽᘧ㐃⥆↝ᡂᶵ

࣭సᴗ⎔ቃࡢᨵၿ㸦ฟ⇕㔞ࡢపୗ㸧
࣭⦓ᐦ࡞ฟຊไᚚ㸦ࣄ࣮ࢱ ᗘࢆ⮬ືㄪᩚ㸧
࣭⏕⏘⟶⌮ࡢ┬ຊ㸦ⅆຊࡢᐃ್タᐃ㸧

㹇㹆ᶵჾ⏝Ỉ෭ᘧࣥ
ࣂ࣮ࢱ

࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀᐜ࡛᫆ᨾ㞀ࡋࡃ࠸㹇㹆ㄪ⌮ჾࡢ
ᐇ⌧㸦࣑࢜ࣝࢫࢺࡸẼ➼ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸
ᐦ㛢ᆺ࣭Ỉ෭ᘧ෭༷⣔⤫ࡢ᥇⏝㸧

㟁⇕ㄪ⌮㔩

࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᛶࡢྥୖ㸦ࣄ࣮ࢱࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸧
࣭㉥እ⥺ᨺᑕሬᩱࡼࡿᆒ୍࡞ຍ⇕

ࣁࣈࣜࢵࢻᘧ⬺⮯ᢏ⾡

࣭ᗈ⠊ᅖࡢ⮯Ẽ⃰ᗘࡢᑐᛂ㸦ࢮ࢜ࣛࢺගゐ
፹ࠊ㸰✀㢮ࡢࣇࣝࢱ࣮⏝㸧
࣭⬺㞳㐠㌿ࡼࡿࢮ࢜ࣛࢺࡢ⏕

ࢫ࣋ࢫࢺࡢ↓ᐖࠊ㈨
※ᢏ⾡

࣭Ỉ⇕ฎ⌮ࡼࡿ↓ᐖࠊࢮ࢜ࣛࢺ㸦ᅜෆ࡛ὶ
㏻ࡍࡿ㸱✀ࡢࢫ࣋ࢫࢺ㐺⏝㸧

ගゐ፹ࡼࡿỈ⣲⏕⏘

࣭ẚ㍑ⓗᏳ౯࡞㓟㖡➼ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㧗౯࡞ゐ፹㸦ⓑ
㔠㸧ࢆ⏝࠸ࡓሙྜྠ➼ࡢỈ⣲⏕⏘ᛶࢆᐇ⌧

࣭ண⇕࣭⭾࣭Ⰽᕤ⛬ࡢࡑࢀࡒࢀ㐺ࡋࡓฟຊࡢࣄ࣮ࢱ
ࢆഛ࠼ࡿࠋ
࣭Ⰽᕤ⛬ࡢ୍㒊ࢆ⭾ᕤ⛬⨨ࡁ࠼ࡿࡇ࡛
ཌࡳࡢ㐪࠺ⳫᏊࢆⓗ☜⭾ࡽࡲࡏࡽࢀࡿࠋ
࣭ཎᩱධཱྀฟཱྀࠊ」ᩘಶࡢୖୗࣄ࣮ࢱ࢟ࣕࢱࣆࣛ≧ࡢ↝
ᡂᯈࢆ᭷ࡋࠊࢣ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡓ㟁Ẽᘧ㐃⥆↝ᡂᶵ
࣭ୖୗࣄ࣮ࢱࡢ㓄⨨ࡀ↝ᡂᯈࡢ㐍⾜᪉ྥᑐࡋᖹ⾜㸦࣮ࣞ
ࣝࡢ᪉ྥ㸧㓄⨨ࡍࡿࡇ࡛ࠊ↝ᡂᯈࡢ ᗘᆒ୍ᛶࢆྥୖ
ࡉࡏࠊࣄ࣮ࢱࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᩘࢆపῶࡉࡏࡓ㟁Ẽᘧ㐃⥆↝ᡂ
ᶵ
࣭㟁※⨨ไᚚ⨨ࢆᐦ㛢ࡉࢀࡓಖㆤࢣ࣮ࢫ⣡
࣭✵෭ࡽỈ෭ᘧࡍࡿࡇ࡛෭༷ຠ⋡ࡀྥୖࡋࠊ⨨ࡢ
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ࡿࣞࢥ࣓ࣥࢻ⤖ᯝࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶⓎಙࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ㈇Ⲵࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ
ࡿࠋ

ࢻ࣮ࣟࣥไᚚ

࣭┘ど⪅➃ᮎࠊ᧯⦪⪅➃ᮎ࣓ࣥ࢝ࣛ࡞ࡢྛ✀ࢭ
ࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㣕⾜࣮ࣝࢺไᚚ࣭⏕ᡂ࣭⾲♧ࢆ⾜
࠺ᢏ⾡ࠋ
࣭ࣂࢵࢸ࣮ࣜṧ㔞ᇶ࡙ࡃไᚚࠊ㣕⾜࣮ࣝࢺุᐃࠊ
ど⏺㏻▱࡞ࡢሗࢆࠊ᧯⦪⪅ࡸ┘ど⪅ࡢ➃ᮎ⾲
♧ࡶྍ⬟ࠋ

ࢫࢺࣞࢵࢳࣕࣈࣝ/('

࣭,R7ࡢ㐍ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞ࢩ࣮ࣥ㐺ྜࡍࡿࣇࣞ࢟
ࢩࣈࣝ࡞ࢹࣂࢫ㸦⾲♧ࡸࢭࣥࢧ࣮㸧ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
୍࣭⯡ⓗ࡞ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝࢹࣂࢫࡣ୍᪉ྥࡋ᭤
ࡀࡽࡎࠊ」㞧࡞᭤㠃ᙧ≧ࡸ⏕యࡢືࡁ㏣ᚑࡍࡿࢫ
ࢺࣞࢵࢳࣕࣈࣝࢹࣂࢫࡀᚲせࠋ
࣭Ⓨගయୖഃࡢ㏱᫂⭷⾲㠃ࠊⓎගἼ㛗㏆࠸ᙧ≧
ࡢพฝࢆタࡅࠊⓎගయࡽࡢගࡀ㏱᫂ಖㆤ⭷⾲㠃࡛
ᑕࡍࡿࡇࢆไᚚࡋࠊⓎග⣲Ꮚࡢගྲྀࡾฟࡋຠ
⋡ࢆᖜྥୖࡉࡏࡿࠋ








Ⓨග⨨


Ỉ⣲ࢭࣥࢩࣥࢢ

࣭ࣉࣟࢺࣥఏᑟయࡣỈ⣲ࡢࡳࢆఏᑟࡍࡿᮦᩱ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ≉ᛶࢆ⏝ࡋࡓỈ⣲ࢭࣥࢧ࣮ࢆ㛤Ⓨࠋ
࣭ࣉࣟࢺࣥఏᑟయࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊࡢ᪉ᘧࡼࡾ
ࡶࠊỈ⣲㑅ᢥᛶࠊឤᗘඃࢀࡓỈ⣲ࢭࣥࢧ࣮ࢆᐇ
⌧ࠋ
࣭⇕㟁ኚᮦᩱ㔠ᒓࡢഴᩳ✚ᒙᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࠊ⇕
ὶᆶ┤ࡢ᪉ྥ㟁ὶࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡛ࠊࢩࣥࣉࣝ
࡛ࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ᵓᡂࡢ⇕Ⓨ㟁ࣘࢽࢵࢺ㸦⇕Ⓨ㟁ࣃ
ࣉ㸧ࢆస〇ࠋ


⇕Ⓨ㟁



ᢠ⳦ᢠ࢘ࣝࢫ

࣭ྍどගᛂ⟅ᆺගゐ፹ࠊள㓟㖡ࢆ㓄ྜࡋࡓࣁ
ࣈࣜࢵࢻᆺࡢᢠ⳦࣭ᢠ࢘ࣝࢫᮦᩱࠋ
࣭1('2ࡢࠕᚠ⎔♫ᵓ⠏ᆺගゐ፹⏘ᴗᡂࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡛ࠖ㛤Ⓨࡉࢀࡓᢏ⾡ࡀ࣮࣋ࢫࠋ

Ỉ୰ࣉࣛࢬ࣐

࣭᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚ࠊ⣽⳦ࡣ⬣ጾࡔࡋᝏ⮯ࡣᛌࠋ
࣭࡛ࡶࠊᏳࡢࡓࡵ⸆ࢆࢃࡎࠊ㝖⳦ࡸ⬺⮯ࢆ
ࡋࡓ࠸ࠋ

ゐ፹ࡼࡿỈί

࣭ᚤ⣽⢏Ꮚࢆ7L2࡛ࢥ࣮ࢸࣥࢢࡍࡿᢏ⾡ࠋ

㩭ᗘ᥎ᐃ

࣭㨶⣸እගࢆᙜ࡚ࠊ㨶║ࡢᙬ㒊ࡢ㍤ᗘᇶ࡙࠸
࡚㩭ᗘࢆุᐃࡍࡿᢏ⾡ࠋ

᧕Ỉ◁

࣭ᙜ♫ࡢㄪ⌮ᐙ㟁ၟရྥࡅࡢ⾲㠃ᨵ㉁ᢏ⾡ࢆᛂ⏝
ࡋࠊ◁⢏Ꮚ᧕Ỉࢥ࣮ࢸࣥࢢࢆຠ⋡ࡼࡃࡍ᧕Ỉ
◁〇㐀ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࠋ

᳜≀ཎ⳦ࢭࣥࢩࣥࢢ

࣭㎰ᴗᚑ⪅ࡢ㧗㱋ࡀ㐍ࡴࡀࠊᐖᑐ⟇ࡣ຺⤒
㦂౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᐖࡣࠊⓎࡍࡿࡲ࡛Ⓨぢ࡛ࡁࡎࠊᑐᛂࡀᚋᡭ
ᅇࡾࡸࡍ࠸ࠋ
࣭᳜≀ཎ⳦ࡢ≉ᛶ╔┠ࡋࠊⓎ๓᳜≀ཎ⳦
ࡢࡳࢆ᳨ฟࡋࡲࡍࠋ









≉チ␒ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

࣭ࢫ࣐࣮࣍࢝ࢼࣅࡢ㐃ືࡋࡓࣉࣜ㸦㌴
ࡣ㌴㐺ࡋࡓሗᥦ౪ࠊ㝆㌴ࡍࡿṌ⾜
⪅㐺ࡋࡓሗࢆᥦ౪㸧ࠋ
࣭ᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࠊ㐟ᅬᆅෆ࡛ࡢࢼ
ࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࣉࣜࠋ
࣭」ᩘࡢ᧯స⪅㸦┘ど⪅㸧ࡽどㄆ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆỴᐃࡋࠊ ࣭᧯స⪅࣭┘ど⪅ࡢࢭࣥࢧ࣮ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊணࡵタᐃࡉࢀࡓ㡿ᇦෆࢆᏳࡘ⡆౽
ᢸᙜ⪅㏻▱ࡍࡿࠋ
࣭」ᩘࡢ᧯స⪅㸦┘ど⪅㸧ࡽどㄆ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛㣕⾜࣮ࣝ 㣕⾜ࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ㎰⸆ᩓᕸࠊ㜵≢ᑐᛂ
➼ࢆ᧯⦪⪅ࡢ᧯⦪ᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࢆၥࢃࡎᏳ
ࢺࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭㣕⾜࣮ࣝࢺタᐃ࠾࠸࡚㣕⾜ྍ⬟࡞㛫࡛㣕⾜࡛ࡁࡿ⠊ ࡞ไᚚࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ㈉⊩ࠋ
ᅖࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ
࣭┠ⓗᆅࡀࣂࢵࢸ࣮ࣜṧ㔞ࡽ㣕⾜ྍ⬟ุ᩿ࡍࡿࠋ
࣭↷ᗘࡼࡾ㣕⾜ྍ⬟ุ᩿ࡍࡿࠋ
࣭᧯స⪅ࡀ᧯స⨨ࢆぢ࡚࡞࠸≧ἣ࡛ࡣ⮬ື㣕⾜ࡍࡿࠋ

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

,7

࣭㧗࠸ᑟ㟁ᛶᙧ≧⮬⏤ᗘࢆ୧❧ࡉࡏࡓఙ⦰
ᛶࡀ㧗࠸ࢹࢫࣉࣞࡸࢭࣥࢧ࣮ࠋ
࣭㌴㍕⏝ࢹࣂࢫࠊ࢚࢘ࣛࣈࣝࢹࣂࢫࠊ᭹
㣭ࠊࢹࢪࢱࣝࢧࢿ࣮ࢪ➼ࠋ

ᶵᲔ࣭⨨

Ⓨග

࣭ⓎගἼ㛗㏆࠸ࢧࢬࡢพฝࢆ㏱᫂ಖㆤ⭷タࡅࡿࡇ ࣭᭷ᶵ(/ࢆ⏝࠸ࡓࢹࢫࣉࣞࠊග※ࠋ
ࡼࡾࠊⓎග⣲Ꮚࡢගྲྀࡾฟࡋຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࠋಖㆤ⭷ୖ
タࡅࡽࢀࡓพฝࡣつ๎ⓗ࡞㓄⨨࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣛࣥࢲ࣒㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊගࡀฟ࡚ࡁࡓ᪉ྥࡼࡿගᙉᗘศᕸ೫
ࡾࡀ࡞ࡃࠊᏳᐃࡋࡓග※࡞ࡿࠋ
࣭ప⃰ᗘࡽ㧗⃰ᗘࡢỈ⣲࢞ࢫࢆ≉␗ⓗࣜࢽ ᐃྍ ࣭Ỉ⣲ࣥࣇࣛࠊỈ⣲⮬ື㌴➼࠾ࡅࡿ࣮ࣜ
⬟ࠋ
ࢡ᳨ฟ㹼౪⤥㔞᳨ฟࡲ࡛ᖜᗈࡃ⏝ྍ⬟ࠋ

ᶵᲔ࣭⨨

Ⓨග

ᶵᲔ࣭⨨

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᶵᲔ࣭⨨

࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮

⣲ᮦ

⎔ቃ

ᶵᲔ࣭⨨

⎔ቃ

ᶵᲔ࣭⨨

⎔ቃ

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

⣲ᮦ

⾲㠃ຍᕤ

࣭⊂⮬ࡢ ᕳࡁ㓄⥺ᵓ㐀ࡼࡾࠊ㧗࠸ఙ⦰ᛶຍ࠼ࠊሀ∼
ᛶ࠾ࡼࡧ㧗࠸ᑟ㟁ᛶࢆᐇ⌧ࠋ
࣭㔠ᒓ⟩ࢆ⏝࠸ࡓ㓄⥺ࡼࡾࠊఙ⦰࠾࠸࡚ࡶపᢠ
Ᏻᐃᛶࢆ⥔ᣢࠋ
࣭࣮ࣞࢨ࣮ຍᕤࠊࣇ࢛ࢺࣉࣟࢭࢫ࡛〇㐀ྍ⬟ࠋ

࣭ࡈࡳฎ⌮タෆࡢ Ỉ㓄⟶෭༷Ỉ㓄⟶ࡢ୍㒊ࢆࠊ⇕Ⓨ
㟁ࣘࢽࢵࢺ㸱⤌⨨ࡁ࠼ࠋ
࣭Υࡢ Ỉ⇕ࡽ᭱㹕㸦⟬್㹕ੑ㸧ࡢⓎ
㟁ᛶ⬟ࢆᐇ⌧ࠋͤ
࣭タ⨨㠃✚⟬࡛ኴ㝧Ⓨ㟁ࡢ⣙㸲ಸ༉ᩛࠋ
ͤᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ
㸦1('2㸧ࡢඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡅࡿᐇ㦂⤖ᯝ
࣭ᵝࠎ࡞⳦ࠊ࢘ࣝࢫᑐࡋࠊ㧗࠸ᢚไຠᯝࠋ
࣭ᬯᡤ࣭᫂ᡤ࠸ࡎࢀࡢ⎔ቃ࡛ࡶຠᯝࢆⓎࠋ
࣭ࢻࣛ⎔ቃୗࡢᐇドᐇ㦂࡛㸯ᖺ㛫ࡢ᭷ຠᛶࠋ
࣭ᮦᩱ⢏Ꮚࢆࢼࣀ࣮࢜ࢲ࣮ᚤ⣽ࡋࠊ㧗࠸㏱᫂ᛶࢆᐇ
⌧ࠋሬᩱࠊࢩ࣮ࢺࠊᶞ⬡ΰࡐࡿ࡞ࠊⰍࠎ࡞࠸᪉ࡀྍ
⬟ࠋ

࣭ᕤሙⓎ㟁ᡤ࢚ࣥࢪࣥࡢ⇕⏝ࠊᆅ⇕
ἨⓎ㟁ࡢᐇ⌧ࠋ

࣭ឤᰁᑐ⟇ࡀᚲせ࡞⟠ᡤࠋ
࣭බඹタࡢタഛࠊᡭࡍࡾࠊࣔࢽࢱ࣮ࠊ⾪❧
࡞ࠋ
࣭࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊ⮬㈍ᶵࠊ↷᫂ࠊࣜࣔࢥࣥ࡞
ࡢྛ✀࣎ࢱࣥࠋ
࣭㣧㣗ᗑࠊᑠᏛᰯࡢᮘ᳔࣭Ꮚࠊయ⫱㤋ࡢᗋ࡞
ࠋ
࣭Ỉ୰ࡢởࢀࠊἜࠊ⮯࠸ࠊᚤ⏕≀ࡸ⣽⳦ࢆศ
࣭㐃⥆ⓗ࡞ࣂࣈࣝⓎ⏕ࣉࣛࢬ࣐Ⓨ⏕ᢏ⾡ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
ゎ࣭ẅ⳦ࡍࡿࢹࣂࢫࠋ
࡛ࠊప㟁ຊ㸤▷㛫࡛ỈࢆᨵⰋࠋ
࣭ỈࡸᆅୗỈ➼ࡢίࠊࢺ࣭ࣞ࢟ࢵࢳࣥ
࣭≉Ṧ࡞㟁ᴟᮦᩱᢏ⾡࡛ࠊ〇㐀ࢥࢫࢺࡶపῶࠋ
࣭⸆ࢆࢃ࡞࠸Ᏻ࡞ᨵⰋỈ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢᛌ㐺࡞ᬽࡽࡋ ➼ࡢ⬺⮯ࠊ㎰⏘≀࣭་⒪ᗫᲠ≀➼ࡢ㝖⳦࣭Ὑ
ίࠋ
ࡸᏳࢆᏲࡾࡲࡍࠋ
࣭✵Ẽ㟁Ẽࡢຊ࡛㧗࠸㓟ຊࢆᣢࡗࡓ࢜ࣥ✀ࢆⓎ⏕ࡉ
ࡏࠊỈ୰ࡢởࢀࠊἜࠊ⮯࠸ࠊᚤ⏕≀ࡸ⣽⳦ࢆศゎ࣭ẅ⳦ࠋ

࣭⁐ᾮࡢ᥋ゐ㠃✚ࢆ☜ಖЍゐ፹ຠ⋡ࡢྥୖࠋ
⢏Ꮚᚄࡢ☜ಖЍࣇࣝࢱ࣮ࡼࡿᅛᾮศ㞳ࢆᐇ⌧㸦Ѝᅇ
⢏Ꮚࡢ⏝ࡶᐇ⌧㸧ࠋ
࣭㨶ࢆຍᕤࡋ࡞࠸ࡲࡲ▷㛫࡛㩭ᗘࢆุᐃ࡛ࡁࡲࡍࠋ





ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧
࣭ၟᴗタ➼࡛ࡢၟရ࣭ࢭ࣮ࣝሗࡢᥦ౪ࠋ
࣭࠾ᐈᵝࡢࢫ࣐࣍ୖ࡛ࠊᑐ㇟タෆ࡛ࡢ⾜ඛ
ෆࡸᒎ♧≀ࡢㄝ᫂ᥦ౪ࠋ
࣭ຍ┕ᗑ⯒ࡸ≉ᐃᆅᇦ࠾ࡅࡿ࣋ࣥࢺ࡛ࡢ
ࢡ࣮࣏ࣥࠊࢫࢱࣥࣉ࣮ࣛࣜࠋ
࣭ᗜෆ࡛ࡢၟရ➼ࡢタ⨨࣭ಖ⟶࣭⟶⌮ሙᡤ
ࡢ⾲♧➼ࠋ

࣭◁⾲㠃ࢆ༢ศᏊ⭷࡛ࢥ࣮ࢸࣥࢢࠋ
࣭ỈẼࡣ㏻ࡍࡀỈࡣ㏻ࡉ࡞࠸ࠋ
࣭㸯Wࡢ◁ࢆഹJ࡛ࢥ࣮ࢸࣥࢢྍ⬟ࠋ
࣭◁࡛ಖỈࠊሷᐖ㜵Ṇࠋ
࣭᳜≀ࡢ⣽⬊ቨࢆᶍࡋࡓேᕤ⣽⬊ቨࡼࡾࠊ᳜≀ཎ⳦ࡢ
≉ᛶࢆ⏝ࡋ࡚ཎ⳦ࢆ᳨ฟࠋ
࣭ேᕤ⣽⬊ቨࡣ⮬↛⏤᮶ࡢᡂศ㸦ࢭ࣮ࣝࣟࢫ㸧ࢆ⏝ࠋ
࣭ཎ⳦ࡢ✀㢮ࢆ≉ᐃࡋࠊ᭱㐺࡞㎰⸆ᢞ࡛ᐖࢆᢚไࠋ

࣭ᆅୗỈࡢί㸦㒔ᕷᆅୗỈࠊ㎰ᴗ⏝ᆅୗ
Ỉࡢί㸧ࠊࡑࡢ㧗ຠ⋡ゐ፹ࡋ࡚ࡢ
⏝ࠋ
࣭ᗑ⯒ෆಖᏑ⎔ቃ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㸦ಖᏑ⎔ቃࡢ
≧ែࢆ⾲♧㸧
࣭㨶ࡢಖᏑ᪉ἲࢆぢศࡅࡿ㸦Ỉᥭᚋࡽࡢಖ
Ꮡ᪉ἲࢆ⾲♧㸧
࣭㢳ᐈࡢㄪ⌮ἲᥦࢧ࣮ࣅࢫ㸦㩭ᗘ࠶ࢃ
ࡏࡓㄪ⌮ἲࢆ⾲♧㸧
࣭ሷᐖ࣭ᖸࡤࡘᑐ⟇⏝㎰ᴗᅵተࠊᾏỈῐỈ
⨨ࡢᛂ⏝ࠊᅵᮌ⏝᧕Ỉᮦࠋ

㎰ᴗ

࣭ࣁ࢘ࢫ᱂ᇵࠊ᳜≀ᕤሙ࡞࠶ࡽࡺࡿᒎ㛤࡛
ࡁࠊ㔞ቑຍࡸࠊῶ㎰⸆ࡼࡿ㧗ຍ౯್
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
᳨࣭ᰝ⤖ᯝ⏬ീࢆࡶデ᩿ࡋண ⤖ᯝࢆᇶ
㎰ᴗᚑ⪅ࢻࣂࢫࡍࡿ㎰ᴗ࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢࡶྍ⬟ࠋ

݈ٟᡫఇࡸ˟ᅈ
␒ྕ

ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

༳ๅ⏬ീࡢࢥ࣮ࢻᇙ㎸
ᢏ⾡


ே≀⏬ീࡽࡢ᥇ᑍᢏ⾡



ࢫ࣐࣮ࢺࢡࣜࢵࣉᢏ⾡


㟁Ꮚࢱࢢࢆ⏝࠸ࡓᤕ⋓㐟
ලᢏ⾡





㢦⏬ീࡽࡢ⬦ᢿィ
⾡

ᢏ

㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢧ࣮
㸦ᚰᢿ࣭྾㸧


㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢧ࣮
㸦Ⓨờ᳨▱㸧



ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

࣭༳ๅ≀ࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶࢆࣜࣥࢡࡍࡿᢏ⾡
࣭⏬㉁ຎࢆᢚ࠼ࡘࡘࠊࢥ࣮ࢻࡢᇙࡵ㎸ࡳࡀྍ⬟
࣭ᑓ⏝ࣉ࡛ࣜㄞྲྀࡿࠊࢥ࣮ࢻᑐᛂࡋࡓࢥࣥࢸ
ࣥࢶࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ
㸸ࢳࣛࢩࢆࡿၟရ⤂ື⏬ࡀὶࢀࡿ
࣭⾰᭹㉎ධࡢ᥇ᑍࢆ࣮ࣘࢨ⮬㌟ࡀ⾜࠺ࡓࡵࡢᢏ⾡
࣭ே≀ࢆࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥᙳࡋࠊ⏬㠃ୖ࡛࢚࢘ࢫ
ࢺ࣭⫤ୗ࡞ྛ㒊⥺ ▮༳ ࢆྜࢃࡏࡿࠊ㛗ࡉࢆ
⮬ື⟬ฟ
࣭ሙᡤࢆ㑅ࡤࡎࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡔࡅ࡛ᡭ㍍᥇ᑍ
࡛ࡁࡿࡢࡀ≉ᚩ

࣭┿⏬ീࢫ࣐࣍ࢆࡊࡋ࡚ࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶࢡ ࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᬒほࢆᦆࡡ࡞࠸ᗈ࿌࣭ሗᥦ౪ ≉チ➨ྕ
ࢭࢫͤ45ࢥ࣮ࢻ㐪ࡗ࡚ᑓ⏝ࣉࣜࡀᚲせ㸦ᙉࡳ㸧
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚほග࣭ፗᴦタྥࡅࣉࣜ
㸧ὶ㏻㸦ᗑ⯒㸧ࠊ〇㐀㸦〇ရ㸧

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

࣭ࢫ࣐࡛࣍ࡢே≀ᙳࡼࡿ⡆᫆࡞᥇ᑍ㠀᥋ゐ᥇ᑍ
㸦ࢽ࣮ࣗࣀ࣮࣐ࣝ༶ࡋࡓࡶࡢ㸧

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ㐲㝸
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚὶ㏻㸦㏻㈍࡛ࡢࢧࢬࣜࢥ࣓ࣥ
ࢻ࣭ᐇᗑ⯒㸧
ᴗ࣭Ꮫᰯ㸦ไ᭹᥇ᑍ㸧

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

࣭ࢡࣜࢵࣉ࡛≀ ᭩㢮࡞ ࢆࡣࡉࡴࢱࢫࢡࢆ
Ⓩ㘓ࠊࢡࣜࢵࣉࢆእࡍࢱࢫࢡࡢ๐㝖
࣭㛫ࡀࡃࡿࠊ㡢ࡸග࡛ὀពႏ㉳
࣭ࢱࢫࢡྡ࣭⥾ࡵษࡾࡣࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⟶⌮
ࡍࡿ
࣭RFࢱࢢࡁࡢᤕ⋓ල࡛RFࢱࢢ࣮ࣜࢲ࣮࣭ࣛࢱ࣮
ࡁࡢᑐ㇟≀㸦ࡠ࠸ࡄࡿࡳࠊ࠾ࡶࡕࡷ➼㸧ゐࢀ࡚
ᤕ⋓ࡍࡿࢤ࣮࣒
࣭ᐇ㝿ᤕ⋓ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿࡇ࡛ࠊ⮫ሙឤࢆᚓࡽ
ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩ
࣭㢦ࢆᙳࡋࡓື⏬ീࡽᮏேࡢ⬦ᢿࢆィ ࡍࡿᢏ
⾡
࣭⬦ᢿ㢦ࡢⰍኚࡢᐦ᥋࡞㛵ಀ╔┠
࣭㠀᥋ゐ࡛㧗⢭ᗘ ᐃ࡛ࡁࡿࡇࡀ≉㛗
࣭ேయᚤᙅ࡞࣐ࢡࣟἼࢆ↷ᑕࡋࠊࡑࡢᑕἼࡢ
ኚ㔞ࡽࠊ྾࣭ᚰᢿ࣭యືࢆィ
࣭㏦ಙ㒊ࡽ࣐ࢡࣟἼࡀᨺᑕࡉࢀࠊேయࡽࡢ
ᑕἼࢆཷಙࠋ࿘Ἴᩘࢆゎᯒࡋ࡚ࠊྠ୍ಙྕࡽᚰ
ᢿࠊ྾ࠊయືࢆ㆑ู
࣭㧗⢭ᗘ࡞㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢩࣥࢢࢆᐇ⌧
࣭࣐ࢡࣟἼࡢேయࡽࡢᑕࢆཷಙ
࣭࿘Ἴᩘࢆゎᯒࡋ࡚ࠕᚰᢿࠖࢆ㆑ูࡋࠊỈศ㔞ᛂ
ࡌࡓᚰᢿಙྕࡢῶ⾶㔞ᇶ࡙࠸࡚ࠕⓎờ㔞ࠖࢆ᥎ᐃ
࣭⇕୰ࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡿ᥎ᐃࡋ㆙ሗࢆฟࡍࡇࡶྍ
⬟

࣭ࢡࣜࢵࣉ࡛᭩㢮ࢆᣳࡴࢫ࣐࣍ࢱࢫࢡࡀ⮬ືⓏ㘓
ͤᣳࡴࡇࠊእࡍࡇ࡛ࢺࣜ࢞ࡀ㉳ࡁࡿ㐲㝸┘どࡶྍ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ,R7
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦〇ရࠊࢧ࣮ࣅࢫ㸧⸆⿄
ࡣࡉࡴ㸦ᐃᮇⓗ࡞ࢱ࣐࣮せ⣲㸧

,7

࣭㟁Ꮚࢱࢢᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᑐ㇟≀ᤕ⋓ࢤ࣮࣒

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚయ㦂ࢤ࣮࣒
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚὶ㏻㸦ፗᴦࠊ࣋ࣥࢺ㸧

࣭㢦ື⏬ࡢᚤጁ࡞Ⰽኚࡽ⬦ᢿࢆ᳨ฟ
ͤ⏬ീฎ⌮࡞ࡢ࡛ࢫ࣐࣍࡞࡛ ᐃࡀྍ⬟

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦ࢧ࣮
ࣅࢫ㸧

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭㠀᥋ゐࢭࣥࢧࡼࡾᚰᢿᩘ྾ᩘࢆ᳨ฟ
ͤ㟁Ἴ࡛ࡼࡾṇ☜ࠋ྾ᩘ࡛╧╀ࡢ῝ࡉ࡞ࢃࡿ

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪࣭ㆤࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀
㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭㠀᥋ゐࢭࣥࢧࡼࡾⓎờ᳨▱࣭⇕୰㆙ሗ

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦࢚
ࢥࣥ㸸࣋ࢵࢻࡸࢸࣞࣅࢭࣥࢧࢆෆⶶࡋ࡚࢚
ࢥࣥ㐃ື㸧

ᶵᲔ࣭⨨

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

㸫㸫

,7
≉チ➨ྕ
ͤᰴᘧ♫ࢧࣥࣜ࢜
ඹྠฟ㢪ࠋ

ۂةพ
␒ྕ

ྡ⛠

'ࢹࢪࢱࢪࣥࢢᢏ⾡

'㔜␚㸦タィ〇㐀≀デ
᩿㸧ᢏ⾡


Ỉᛶ᳜≀ᛶሬᩱ



㧗ᙉᗘ࡞᳜≀ᛶࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡ



⟂య⏝ᯈ≧㒊ᮦࠊ㒊ᮦ〇
㐀᪉ἲ
ᮌ〇㒊ᮦࠊ⟂య〇㐀᪉ἲ


⟂యࠊ⟂య〇㐀᪉ἲࠊ㟁
Ꮚᶵჾ



࣓ࣛᶍᵝࡢຍ㣭ἲࠊຍ㣭
ᵓ㐀



ⰾ㤶Ⓨᩓᢏ⾡



ᑠศ㢮
ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭㓟❅⣲ 12 ➼ࡢᚤ㔞࢞ࢫࡢ㧗ឤᗘ᳨ฟ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ࣭Ᏻ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ⾜ᨻ࡞

ᶵᲔ࣭⨨

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭࣮ࣞࢨ࣮ࢫ࢟ࣕࣥ'ࢹ࣮ࢱࢆ⡆᫆⤫ྜ
ͤࡁ࠸✵㛫ࡸࡁ࡞ᘓ≀࡞ࡢᙧ≧ࡶ ᐃ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ ᐃ
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚᘓ⠏㸦✵㛫 ᐃ㸧ᅵᮌ㸦ᶫࡸࢺ
ࣥࢿࣝࠊᕤ๓ᚋࡢࢹ࣮ࢱࢆ ᐃࡋ࡚⢭ᗘ࡞
⏝ࡍࡿ㸧

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

࣭❧యᵓ㐀≀ࡢ〇㐀Ⰻࢆ⡆᫆Ⓨぢ
ͤ'ࢹ࣮ࢱࡢタィ㏻ࡾࡢデ᩿ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ〇㐀≀デ᩿
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ⏘ᴗ㸦㕲㗰〇ရ㸧ࠊᘓ⠏㸦ᘓ≀ ≉チ➨ྕ
ࡢእほ㸧

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭᳜≀⏤᮶ᶞ⬡ࡼࡾ⎔ቃ㈇ⲴࢆపῶࡍࡿỈᛶሬᩱ
ͤ▼Ἔᡂศࢆᴟຊῶࡽࡋ࡚ᙉᗘࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚᘓ⠏࣭ᅵᮌ㸦ሬ㸧〇㐀㸦ሬ
࣓࣮࣮࢝ࠊ〇ရሬᕸ㸸ᐙලࠊ⋵ල㸧

⣲ᮦ

ᶞ⬡

࣭᳜≀ᛶࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ⪏⾪ᧁᛶࢆᙉ
ͤ▼Ἔᡂศࢆᴟຊῶࡽࡋ࡚⪏⇕ࠊ⪏ஂࢆᐇ⌧

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦ᐙ㟁ࠊ⋵ලࠊࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡ㣗ჾ࡞ࡢ〇ရཎᮦᩱ㸧

⣲ᮦ

ᶞ⬡

࣭ᮌ〇ᯈࢆ㔜ࡡ࡚ࣉࣞࢫᡂᆺࡍࡿ㝿ࡢࢀࢆ㜵ࡄ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᮌᮦ⣔

࣭ᮌ〇㒊ᮦࡢࣉࣞࢫᡂᆺࡢࢀࡸட㜵Ṇ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᮌᮦ⣔

࣭ᮌ〇ࢩ࣮ࢺ〇⟂యࡢᮌࡢ㢼ྜ࠸ࢆ☜ಖ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᮌᮦ⣔

࣭ᑐ㇟≀࣓ࣛᶍᵝࢆࡍᢏ⾡

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᶞ⬡

࣭ࢫ࣐࣍࡞ࡢᦠ⾜ရ➼㤶ࡾࢆ

≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚࢧ࣮ࣅࢫ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦ᣢࡕṌࡁ〇ရ㸸ࢫ࣐࣍
ࢣ࣮ࢫ➼㸧
≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃࠊ㔠ᆺᅽ⦰
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚᘓ⠏㸦ᘓᮦ㸧ࠊ〇㐀㸦㞧㈌ࠊ⋵
ල࡞㸧

⣲ᮦ

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᮌᮦ⣔

≉㛤ྕ

⣲ᮦ

㔠ᒓ

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

↓ᶵ

⢊○᳜≀ཎᩱࡢᅽ⦰ᡂᙧ
ᢏ⾡

࣭ᮌ࣭➉➼ࢆ⢊○ࡋࡓ᳜≀ཎᩱࢆᅽ⦰ᡂᆺࡍࡿᢏ⾡ ࣭⢊○᳜≀ཎᩱࢆᅽ⦰ᡂᙧࡋࡓ㍍㔞㧗ᙉᗘᮦᩱ
࣭᳜≀⏤᮶ࡢ᥋╔ᡂศࣜࢢࢽࣥࠊ࣑࣊ࢭ࣮ࣝࣟࢫ➼ ͤ▼Ἔᡂศࢮ࡛ࣟ2.ࡢᶞ⬡ࠊᅵ㏉ࡏࡿ
ࡢ᥋╔ᡂศࢆᯒฟࡉࡏ࡚⤖ྜࡉࡏࡿⅬࡀ≉ᚩ
࣭ᗫᲠᚋࡣ⮬↛ᡠࡾࠊ㍍㔞ࠊ㧗ᙉᗘ࡛ᑍἲ⢭ᗘࡶ
Ⰻዲ

㕲⣔ࡢṇᴟᮦᩱ

࣭㟁ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ࠼ࡿࣜࢳ࣒࢘ḟ㟁ụࡢṇᴟ
ᮦᩱ
࣭ࢥࣂࣝࢺࡸ࣐ࣥ࢞ࣥࡼࡾప౯᱁ࡢࠕ㕲ࠖࢆ⏝
࣭ࢥࣂࣝࢺ⣔ᮦᩱ༉ᩛࡍࡿ㧗㟁
࣭ࣆࣟࣜࣥ㓟㕲ࣜࢳ࣒࢘
ࠕ Li5.33Fe5.33(P2O7)4 ࠖ
࣭ࢳࢱࣥࣃࢱࢺࡣࠊࣃࢱࢺ⤖ᬗ୰ࢳࢱࣥ
࢜ࣥࢆᑟධࡋࡓᮦᩱ
࣭ᚑ᮶ࡢ㓟ࢳࢱࣥࡼࡾ⳦ࡢ྾╔ຊࡀ㧗ࡃࠊ⣸እ⥺
ࢆᾎࡧࡿ⳦࣭࢘ࣝࢫ➼ࢆศゎࡍࡿຠᯝࢆࡶࡘ
࣭ᶞ⬡㐺⏝ࡍࡿሙྜࠊࢳࢱࣥࣃࢱࢺࢆࢥ࣮
ࢸࣥࢢࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶞ⬡ࢳࢱࣥࣃࢱࢺ
ࢆ┤᥋⦎ࡾࡇࡴࡇ࡛ࠊ⾲㠃ࡢࡍࡾῶࡾࡶᑐᛂ

࣭ࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢᏳ౯࡞ṇᴟᮦᩱ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
ͤࢥࣂࣝࢺࢆࢃࡎࣜࢳ࣒࢘ࢆ࠺ࠋ⎔ቃࡸࡉࡋࡃᏳ౯ ࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦㟁ᘧ㟁ჾ㸧

࣭ᶞ⬡ᢠ⳦ᛶࢆ
ͤศゎ⬟ຊࡀ㧗࠸ගゐ፹ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡྍ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᢠ⳦
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀 ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ရࡶ2.

࣭ᅇࢆㅉࡵࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓ≀ရࢆᾋୖࡉࡏࡿᢏ
⾡
Ỉ ࢆឤ▱
ᾋࡁ
ᾋ ࢆ⏕ ࡉ
Ⅼࡀ≉
࣭㔠ᒓࢆ⭉⼃ࡉࡏࡿ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㧗ឤᗘ᳨࡛ฟ
࣭࠼ࡤࠊ㧗࠸ࢡ࣮ࣜࣥᗘࡀせồࡉࢀࡿ⨨ෆ➼ࡢ
㛢㙐✵㛫࠾࠸࡚ࠊ㉸ᚤ㔞ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆ᳨ฟྍ
࣭ࢭࣥࢧࡣࠊ୍ᐃࡢ࿘Ἴᩘ࡛ඹࡍࡿỈᬗⓎᏊ
QCM㸦Quartz Crystal Microbalance㸧QCMྲྀࡾࡅ
ࡽࢀࡓ㔠ᒓ㒊ࡽ࡞ࡿ
࣭᭷ᐖ≀㉁ࡼࡾ㔠ᒓ㒊ࡀ⭉⼃ࡋࡓ㝿ࡢ㔜㔞ኚ
ࡼࡿQCMࡢඹ࿘Ἴᩘࡢኚࢆ᳨ฟࡋࠊ࿘ᅖ⎔ቃ
Ꮡᅾࡍࡿ᭷ᐖ≀㉁ࡢ᭷↓ࢆุᐃ
࣭᮶ᗑ᪥ᛂࡌࡓࢡ࣮࣏ࣥࢆ㓄ಙࡍࡿࢡ࣮࣏ࣥ㓄
ಙࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣭᮶ᗑ᪥ࢆྵࡴሗࢆ➃ᮎࡽཷಙࡋࠊ᮶ᗑ᪥ࡢ⦾
ᛁ≧ἣᇶ࡙࠸࡚㛫ᖏᑐᛂࡋࡓᘬ⋡ࢆỴᐃ
ࡋࠊỴᐃࡉࢀࡓ㛫ᖏࡢᘬ⋡ࢆ⏝ࡍࡿሙྜ
ࢡ࣮࣏ࣥࢆ㓄ಙࡍࡿ
࣭ᗑ⯒ࡢ㛫ᖏẖࡢ᮶ᐈᩘࡢᖹ‽ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿ
࣭⭈⮚ᝈ⪅➼ዲ㐺࡞ప࣒࢝ࣜ࢘㔝⳯㸦㺸㺞㺛࣭㺬㺑㺸㺻
㺝㺑➼㸧ࡢỈ⪔᱂ᇵᢏ⾡
࣭࢘ࣞࢱࣥࢫ࣏ࣥࢪ〇➼ࡢᇵᆅࢆ⇱ࡉࡏࡿᕤ⛬ࢆ
タࡅࠊ⸴ࡸ⣽⳦ࡢ⦾Ṫࢆᢚ࠼᱂ᇵᑐ㇟ࡢ╔ࢆ㜵
ࡄ
࣭ᾮ⫧ࢆᐊ ࡼࡾࡶప ࡍࡿࡇ࡛ࠊၟရ౯್ࢆ
పୗࡉࡏࡿࣆࣥࢡࣜࣈ࡞ࢆ㜵ࡄ
࣭㔝⳯ᮏ᮶ࡢ⏑ࢆฟࡍ⊂⮬ࡢᾮ⫧㓄ྜ㸦ᙜ♫ࣀ࢘
ࣁ࢘㸧

࣭Ỉἐࡋࡓࢫ࣐࣍࡞ࡢᦠ⾜ရࢆᾋୖࡉࡏᅇ
ͤỈἐࡋ࡚Ỉᅽࡀࡿ✵Ẽࡀ⭾ࡽࡴ
࣭㔠ᒓࢆ⭉⼃ࡉࡏࡿ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㧗ឤᗘ᳨࡛ฟྍ⬟

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᏳ
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦ࢻ࣮ࣟࣥ㸸Ỉἐࡋࡓࡶࡢ
ࢆ

ᨻ
Ỉ ᳨ᰝ➼
ᐃ ᗘ ≉チ➨ྕ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ༙ᑟయࠊࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝ

ᶵᲔ࣭⨨
ᶵᲔ࣭⨨

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

࣭᮶ᗑ᪥࣭ΰ㞧≧ἣᛂࡌࡓࢡ࣮࣏ࣥࢆ㓄ಙ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗈ࿌ࠊሗᥦ౪ࠊࢡ࣮࣏ࣥ㓄ಙ ≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ㣧㣗ᗑࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࠊ㔞㈍ᗑ

,7

ࢧ࣮ࣅࢫ

⭈⮚ᝈ⪅➼ዲ㐺࡞ప࣒࢝ࣜ࢘㔝⳯᱂ᇵᢏ⾡

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚỈ⪔᱂ᇵࠊ㔝⳯ᕤሙ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ㎰ᐙࠊ㎰ᴗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ

㎰ᴗ





ගゐ፹7Lࣃࢱࢺࡢᶞ
⬡⦎ࡾ㎸ࡳ



Ỉἐ㜵Ṇᢏ⾡
ỈᬗⓎჾࢆ⏝࠸ࡓ࿘ᅖ
⎔ቃ
ࢭࣥࢧ࣮



ࢡ࣮࣏ࣥ㓄ಙࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ప࣒࢝ࣜ࢘㔝⳯᱂ᇵᢏ⾡



ศ㢮
ᶵᲔ࣭⨨

࣭㓟❅⣲㸦NO2㸧ࡸࣥࣔࢽ㸦NH㸱㸧➼ࡢᚤ
㔞࢞ࢫࢆ᳨ฟ
࣭NO2᳨ฟࡣࠊᚑ᮶ࡢᢠኚᆺࢢࣛࣇ࢙ࣥࢭࣥࢧࡢ
10ಸ௨ୖࡢ㧗ឤᗘ㸦1ppb௨ୗࢆ᳨ฟ㸧
࣭ࢩࣜࢥࣥࢺࣛࣥࢪࢫࢱ࣮ࡢࢤ࣮ࢺ㒊ศࢆࢢࣛࣇ࢙
࡛ࣥ⨨ࡁ࠼ࡓᵓ㐀࡛ࠊ࢞ࢫศᏊࡢ྾╔ࡼࡿ㟁ὶ
ࡢኚࢆ᳨ฟࡋ࢞ࢫ⃰ᗘࢆุᐃ
࣭࠼ࡤ ⇿Ⓨ≀᳨ᰝᛂ⏝ྍ
࣭࣮ࣞࢨ࣮ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊ⌧ሙ⎔ቃࢆ 3D ࢹ࣮ࢱ
ࡍࡿᢏ⾡
࣭ࢫ࢟ࣕࢼࡣࣁࣥࢻ࣮࢟ࣕࣜᆺ࡛ࣂࢵࢸ࣮ࣜ㥑ືࡶ
ྍ⬟
࣭▷㛫࡛᪉ 3D ィ ࡛ࡁࠊ」ᩘࡢࢹ࣮ࢱ⤫ྜࡶ
ྍ⬟
࣭❧యᵓ㐀≀ࡢຍᕤ⨨ࡢࡎࢀ࡞ࡢ〇㐀Ⰻࢆ⡆
༢Ⓨぢ
࣭㸱ḟඖ&$'〇㐀≀┿ࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ࡛Ⰻࢆ⡆༢
Ⓨぢ
࣭〇㐀Ⰻࢆ༶ᗙⓎぢࡋࠊᚋᕤ⛬࡛ࡢᡭᡠࡾࢆ᧞
⁛
࣭⎔ቃ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ᳜≀⏤᮶ᶞ⬡ࢆ⏝࠸ࡓ
Ỉᛶሬᩱ
࣭ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩ࡞ࢆཎᩱࡍࡿ࣏ࣜங㓟⣔ࡢᶞ⬡
ࡢỈศᩓయࠊࢢࣜࢥ࣮࢚࣮ࣝࢸࣝ⣔ࡢ㐀⭷ຓࢆ
㓄ྜࡋࡓࡶࡢࠊỈศᩓᛶ࣏ࣜࢯࢩࢿ࣮ࢺ◳
ࢆ㓄ྜࡋࡓࡶࡢࡢᾮᆺࡢሬᩱ
࣭ᚑ᮶ࡢ⁐⣔ሬᩱẚ࡚ࠊ&2Ⓨ⏕㔞ࢆ๐ῶ
ࡋࠊගᏛࢫࣔࢵࢢࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ≀㉁ࡢ୍ࡘ
ࡉࢀࡿⓎᛶ᭷ᶵྜ≀㸦92&㸧ࢆ๐ῶ
࣭᳜≀⏤᮶ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣࠊࠕ▼Ἔࡢᾘ㈝ࠖ
ࠕCO2Ⓨ⏕ࠖࢆᢚ࠼ࡿࡀࠊ⾪ᧁᙅ࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡗࡓ
࣭᳜≀ᛶࡢ࣏ࣜங㓟ᶞ⬡ࡣ⾪ᧁᙅ࠸ࡓࡵࠊ⾪ᧁ
ᙉ࠸ỗ⏝ᶞ⬡ΰྜ
࣭ࡉࡽࠊ┦⁐ࢆධࢀࠊఝᯫᶫ≧ែࢆᙧᡂࡋ
࡚ࠊᆒ୍ΰྜ
࣭ࡑࢀࡼࡾࠊ⾪ᧁᙉ࠸᳜≀ᛶࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆᐇ
⌧
࣭ᮌ〇ᯈࢆ㔜ࡡ࡚ࣉࣞࢫᡂᆺࡍࡿ㝿ࡢࢀࢆ㜵ࡄ
࣭ᮌ〇ᯈࢆᒅ᭤ࡉࡏࡿ⟠ᡤࠊẼἻ≧ࡢ୰✵Ꮝࢆ᭷
ࡍࡿᶞ⬡ࢩ࣮ࢺࢆ✚ᒙࡋࠊᶞ⬡ࢩ࣮ࢺࡈᡂᙧࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊᮌ〇ᯈࡢࢀࢆ㜵Ṇ
࣭ᮌ〇㒊ᮦࡢࣉࣞࢫᡂᆺࢀࡸடࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ࡢࢆ㜵Ṇࡍࡿᢏ⾡
࣭ᶞ⬡ࢩ࣮ࢺᮌ〇ᯈࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚㔠ᆺ࡛ࣉࣞࢫ
ᡂᆺࡋࠊᡂᆺᚋࠊᶞ⬡ࢩ࣮ࢺࢆ㞳ࡍࡿࡇࡼ
ࡾࣉࣞࢫᡂᆺࡢṌ␃ࡲࡾࢆྥୖ
࣭ᮌ〇ࢩ࣮ࢺࡽ࡞ࡿ⟂యࡢࠊᮌࡢ㢼ྜ࠸ࢆ☜ಖࡍ
ࡿᢏ⾡
࣭ᚑ᮶ࠊᮌ〇ࢩ࣮ࢺ⇕ྍረᛶᶞ⬡ࢆྵᾐࡉࡏࠊຍ
⇕ᡂᙧࢆࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮌ〇ࢩ࣮ࢺࡢ⾲㠃ᶞ⬡ࡢ
ගἑឤࡀ⾲ࢀ࡚ᮌࡢ㢼ྜ࠸ࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡗ
ࡓ
࣭ᮏᢏ⾡࡛ࡣࠊᮌ〇ࢩ࣮ࢺࢢࣜ࢜࢟ࢨ࣮ࣝࢆྵࡴ
⸆ࢆྵᾐࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊᮌࡢ㢼ྜ࠸ࢆ☜ಖࡋ
ࡘࡘᙉᗘࢆྥୖྍ⬟
࣭ࡁ࡞࣓ࣛᶍᵝࡼࡿຍ㣭ᢏ⾡
࣭ᑐ㇟≀⾲㠃ࠊձ࣑ࣝ⢏Ꮚ➼ࢆྵࡴ࣓ࢱࣜࢵࢡ
ሬᩱࠊග◳ᛶᶞ⬡ࠊ⁐➼ࢆྵࡴሬᩱ㸦ࢡࣛࢵ
ࢡᒙ㸧ࢆሬᕸ✚ᒙࡋࡓᚋࠊղࢡࣛࢵࢡᒙࡢ⁐ࡢ
୍㒊ࢆⓎࡉࡏ࡚⾲ᒙ⿕⭷ࢆᙧᡂࡋࠊճ⣸እ⥺ࢆ
↷ᑕࡍࡿࡇ࡛ᙉไⓗሬ⭷ࢆ⦰ࡉࡏࠊࡁ࡞⓾
ࢆᙧᡂࡋ࣓ࣛᶍᵝࡍࡿ
࣭ᦠ⾜ရ➼㤶ࡾࢆࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡
࣭ⷧᆺ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽⓎᩓᛶࢆ㧗ࡵࡿᵓ㐀ࡀ≉ᚩ





≉チ␒ྕ

ࢢࣛࣇ࢙ࣥ࢞ࢫࢭࣥࢧ࣮



ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ㸦ࢫࢺࣞࢫデ᩿㸧
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦ࢧ࣮
ࣅࢫ㸧

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭Ẽ୰ࡢᚤ㔞࡞ࣥࣔࢽࢆ᳨▱ྍ⬟࡞ࢭࣥࢧ࣮ ࣭Ẽ୰ࡢᚤ㔞࡞ࣥࣔࢽࢆឤ▱ྍ⬟
࣭࢞ࢫࢆ᳨▱ࡋ࡚ࡽ10⛊⛬ᗘ࡛⃰ᗘࢆ⟬ฟ
࣭᥇⾑࡞ࢆ⾜࠺ᚲせ࡞ࡃࠊ⏕ά⩦័(*)ࡢ᪩ᮇⓎ
ぢᙺ❧ࡘ⡆᫆ⓗ࡞Ẽ᳨ᰝࢆᐇ⌧ྍ⬟
Ẽ୰ࡢࣥࣔࢽࡣࠊ⑂ປࡼࡿࢫࢺࣞࢫࡸ⫢
⮚ࡢ௦ㅰࠊ⫶ࡀࢇࡢ༴㝤ᅉᏊࡢ┦㛵ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ





ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

㧗ឤᗘࣥࣔࢽࢭࣥ
ࢧ࣮

㸫㸫

≉チ➨ྕ
≉チ➨ྕ

ۂةพ
ɤᓛᩓೞఇࡸ˟ᅈ
␒ྕ



ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

㟼㟁Ẽࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ30 ࣭㟁Ẽ㞟ሻ᪉ᘧẚ࡚ⅆ⅏ࡢࣜࢫࢡࡸ࢜ࢰ࣭ࣥ❅
ࡸⰼ⢊࣭࣍ࢥࣜ࡞ࢆ⥅ ⣲㓟≀ࡢⓎ⏕ࢆపῶ
⥆࢟ࣕࢵࢳ
࣭ࣇࣝࢱࡢ┠ワࡲࡾࢆᢚ࠼ࠊ┬࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ
⌧

㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕
⨨

࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁⨨
࣭ຍ⇕ຠ⋡ࡢྥୖ
࣭㸱ࡘࡢ㟁ᴟࡼࡾ㟁⏺₃ὤࢆపῶ



ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ
࣭ᤕ㞟ᯈࢆᅇ㌿ࡉࡏ⧊ᕸࣈࣛࢩࡢᦶ᧿ࡼࡾ 㧗ຠ⋡
 㟼㟁ẼࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡛ ࠊ ࣉࣛࢫᖏ㟁ࡋࡓ ✵Ẽ୰
ࡢࢲࢫࢺ㸦PM2.5ࡸⰼ⢊࣭࣍ࢥࣜ࡞㸧ࢆ ࣐ࢼࢫ ᖏ㟁
ࡋࡓᤕ㞟ᯈᤕ㞟 ࡋࡲࡍࠋ
࣭⮬ືⓗࡘྠᤕ㞟ᯈ⾲㠃ࡢΎᤲᖏ㟁ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࠊᛶ⬟ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡞ࢲࢫࢺࡢᤕ㞟ࡀ
ྍ⬟ ࡛ࡍࠋ
࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕ࡢཎ⌮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⿕ຍ⇕≀᥋
ゐࡍࡿࡇ࡞ࡃ┤᥋ຍ⇕ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭ㄏ㟁ຍ⇕ࡢࡓࡵࡢ㟁ᴟ㧗࿘Ἴ౪⤥㒊ࡢ㛫ࠊ㟁Ẽⓗ
ࡣ⤖ྜࡍࡿࡀ⇕ࡣ᩿ࡘ⣲Ꮚࢆഛ࠼ࡿࡇ࡛ࠊຍ⇕㒊ࡽ
⇕ఏᑟ࡛⇕ࡀ㏨ࡆࡿࡇࢆ㜵Ṇࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾᒁᡤຍ
⇕ࡢຠ⋡ࡀྥୖࡋࡲࡍࠋ
࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕࡛ࡣ㟁⏺₃ὤࡀࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡞
ࡾࡲࡍࡀࠊᮏᢏ⾡࡛ࡣࠊࡘࡢ㟁ᴟࡼࡾ㟁⏺ࢆᒁᡤⓗ
㛢ࡌ㎸ࡵࡿࡇ࡛እ㒊ࡢ㟁⏺₃ὤࢆపῶ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

ศ㢮

࣭✵ẼΎί㛵ಀࡍࡿ〇ရࡢ〇㐀࣭ࣅࢪࢿࢫ ≉チ➨ྕ➼
ࢆᒎ㛤ࡍࡿᴗ
࣭ࣇࣝࢱ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࠾ᅔࡾࡢ
ᴗࢮࢿࢥࣥࠊ㕲㐨♫ࠊ㣗ရ࣓࣮࣮࢝࡞
࣭㧗ຠ⋡࡞㟼㟁ẼⓎ⏕ᢏ⾡ࡈ㛵ᚰࡢ࠶
ࡿⓎ㟁ࢹࣂࢫ࣓࣮࣮࢝

ᶵᲔ࣭⨨

࣭㝈ࡽࢀࡓ㟁ຊୗ࡛ࡢຍ⇕⨨㸦ᑠᆺ࡞ຍ ≉チ➨ྕ
≉チ➨ྕ➼
⇕⨨ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ➼ࠊຍ⇕⟠ᡤ௨እࡢ
ᗘୖ᪼ࡀチࡉࢀ࡞࠸⨨➼ࡢ㐺⏝ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡲࡍࠋ
࣭㟁⏺₃ὤࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ㟁☢ࣀࢬࡢ⪏
ᛶࡀᙅ࠸ሙᡤ↓⥺㏻ಙ⨨ࡢ୍㒊ࠊ≉ᐃࡢ
㟁Ꮚ㒊ရࡢ㏆ࡃ➼㸧ࡢ㐺⏝ࡀぢ㎸ࡵࡲࡍࠋ

ᶵᲔ࣭⨨

ᑠศ㢮
⎔ቃ

ⅱⅳ←ငಅᅹܖ২ᘐዮӳ⇡∙⇥∞
␒ྕ



ྡ⛠
㧗⃰ᗘ⢾ᾮࡢ〇㐀᪉ἲ
⾲ᒙᅽᐦᮌᮦཬࡧࡑࡢ〇
㐀᪉ἲ



⧄⥔ᙉᶞ⬡⟶≧య



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭๓ฎ⌮ᕤ⛬࡛㔞ࡢỈࢆຍ࠼࡚⢾ศ㓝⣲ศゎࡍ
ࡿࡓࡵࠊ⢾ᾮ⃰ᗘࡀపࡃ᭱⤊ⓗᚓࡽࢀࡿ࢚ࢱࣀ࣮
ࡶ ⃰ᗘ ࡞

ከࡃ ⇕
ࢠ
࣭࣑ࢡࣟ࡞ຍᕤ࡛ᮌᮦࡢ⨾ほࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࠋ
ᶞ⬡ࡢ◳ฎ⌮ࡢྠ⾲ᒙࡢᅽᐦࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᶞ⬡ࡣᅽᐦࡢ㐣⛬࡛ศᩓᆒ㉁ࡋ⪏Ỉᛶࡸᙉᗘࡀ
☜ಖࡉࢀࡿࠋ
࣭ᚑ᮶ᢏ⾡㸦ᅽᐦᕤ⛬ࡢ↓࠸ࠊᶞ⬡㔞ࢆከࡃ࠺᪉
ἲ㸧ྠ➼ࡢᛶ⬟ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࣭ࢺ࣐ࢺࡢⱼ࡞ࡢᮍ⏝ࣂ࣐࢜ࢫ㈨※ࡽࠊࣂ࢚࢜ ࣭ᆅᇦࡢᮍ⏝㈨※ࡢά⏝
ࢱࣀ࣮ࣝཎᩱ࡞ࡿ⢾ᾮࢆᚑ᮶ࡼࡾ㧗⃰ᗘ࡛ᅇࡍࡿᢏ⾡ ࣭ᾘẘ⏝࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㛤Ⓨ
ࣂ
࣏
࣭ᮌᮦࡢ⾲㠃ࡢࡳࢆ㑅ᢥⓗᶞ⬡」ྜࡋࠊ㍍ࡉࠊ᩿⇕ ࣭ࢫࢠ࡞㌾㉁ᮌᮦࡢ㧗ຍ౯್
ᛶ࡞ࠊᮌᮦᮏ᮶ࡢ≉ᛶࡣࡑࡢࡲࡲࠊ⾲㠃ࡢ◳ࡉࠊ⪏⾪
ᧁᛶࠊ⪏ởᰁᛶࢆ㣕㌍ⓗྥୖࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡉࡽࠊ
࣮ࣞࢨࡼࡿ✰㛤ࡅࡢຍᕤ㛫ࢆ▷⦰ࡋࠊᶞ⬡㔞ࢆ๐ῶࡍ
ࡿ᪉ἲࡸᙉᗘ⪏Ỉᛶࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᶞ⬡ࡢΰྜ᮲௳
ࡶᥦࠋ

࣭⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡〇⟶≧యࡢ᭤ࡆຍᕤࢆࡍࡿ ࣭᭤ࡆຍᕤࢆ⾜࠺㝿ࠊᗙᒅࡋࡃ࠸≉ᚩࢆᣢࡓࡏࡓ)53 ⇕ ࣭᭤ࡀࡾᙧ≧ࢆ᭷ࡍࡿ⮬ື㌴㒊ရ㸦ࢧࢻ
ྍረᛶ ⟶ࠋ
ࣥࣃࢡࢺࣅ࣮࣒➼㸧ࡢᛂ⏝
ࡓࡵࡢ㛤Ⓨᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ
࣭㌴᳔Ꮚ➼ࠊ་⒪ྥࡅ〇ရࡢᵓ㐀㒊ᮦࡢᛂ
࣭⟶≧ࡢ)53㸦⇕ྍረᛶ㸧ࡢ᭤ࡆຍᕤࢆ⾜࠺㝿ࠊ᭤ࡆ
⏝
ຍᕤ㒊ࡢ୍᪉ࡣᘬᙇຊࢆࠊ᪉ࡣᅽ⦰ຊࢆཷࡅࡿࡓ
ࡵࠊᙉ⧄⥔ࡀ◚᩿ࡋࡓࡾࠊᗙᒅࡋࡸࡍ࠸࠸࠺ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭᭤ࡆࡿ㡿ᇦࡢᙉ⧄⥔ࡢ㓄⨨➼ࢆᕤኵࡍࡿࡇ
࡛ࠊ᭤ࡆຍᕤᛶࡀⰋዲࠊࡘ᩿㠃ࡀᡥᖹ࡛࡞࠸⟶≧
యࡀ〇㐀࡛ࡁࡿࠋ
࣭⮬ື㌴࣭⯟✵Ᏹᐂศ㔝➼ࠊ㍍㔞ࡀᮃࡲࢀࡿ㒊ရ
➼᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ᶵჾ〇ရࡢᒎ㛤
ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

≉チ␒ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

≉チ➨ྕ

⣲ᮦ

ᮌᮦ

⣲ᮦ
≉チ➨ྕ
ͤ୰㒊࢚ࣥࢪࢽࣜࣥ
ࢢᰴᘧ♫ࠊᏛᰯἲே
ྠᏛᅬࠊᅜ❧Ꮫἲ
ேᮾᾏᅜ❧Ꮫᶵᵓ
ඹྠฟ㢪ࠋ

ᶞ⬡

ग़ჷჄᠾಅዮӳᚾ᬴ئ
␒ྕ

ྡ⛠
ᒁᡤ ᗘㄪ⠇⨨ཬࡧᒁ
ᡤ ᗘㄪ⠇⨨ࢆ⏝࠸ࡓ
⫱ᡂ᪉ἲ



᳨య୰ࡢ᰾㓟ࢆᅇࡍࡿ
᪉ἲ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥࡣࠊⰼⱼⓎ⏕ࡢࡓࡵࡢ ᗘឤᛂ㒊
ࡀᰴᇶ㒊࠶ࡿࡇࡽࠊᰴᇶ㒊ཬࡧ᰿ᅪࢆ෭ࡸࡍ
ᐇ⏝ⓗ࡞ᒁᡤ෭ᡣ⨨ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
࣭ࢲࢡࢺᵓ㐀ࢆᣢࡘⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝ〇ࡢ⟽ᆺᐜჾ
⫱ᡂᰴࡢ㖊ࢆ୪ࠊࢲࢡࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࢡ࣮࣮ࣛࡢ෭㢼
ࢆ⟽ᆺᐜჾෆ㏦ࡾ㎸ࡴࠋ
࣭ࡉࡽ㯮⧊ᕸ࡛⫱ᡂᰴࡢᰴඖࢆそ࠸ࠊᾐỈࡉࡏ
ࡓ⧊ᕸࡢẼ⇕ࡼࡿ෭༷ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
࣭ᒁᡤ෭ᡣࡢ㟁ຊ㔞ࡣࠊ័⾜᱂ᇵࡢ ᐊయࡢ෭ᡣ
ẚ㍑ࡋࠊኟᮇࡣ㸣ࠊ⛅ᮇࡣ㹼㸣๐ῶࡉࢀ
ࡓࠋ
࣭Ỉࡸᅵተ࡞ࡢ⎔ቃ୰ྵࡲࢀࡿ⏕≀⏤᮶ࡢ'1$
㸦⎔ቃ'1$ ࢆศᯒࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⏕≀ࡢᅾᅾࢆ
᫂ࡽࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ⎔ቃ'1$ࡢ
ࢁ㐣ศ㞳࣭ᢳฟἲࡣࠊᑓ⏝ࡢᶵჾࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶
ࡾࠊ᥇Ỉࡋࡓ⎔ቃỈࢆᐇ㦂タᣢࡕᖐࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᳨యᩘࡀከࡃ࡞ࡿࠊ㐠
ᦙከ࡞ປຊࢆせࡋࠊᗈ⠊ᅖ࡞ㄪᰝࡸࡼࡾヲ⣽࡞
ㄪᰝࢆ⾜࠺㝿ࡢไ㝈せᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࣭྾ᘬࢁ㐣ჾࡸ࣏ࣥࣉ➼ࡀせ࡞ࡓࡵࠊ⌧ሙ࡛⎔ቃ
'1$ࢆศ㞳࣭ᢳฟ࡛ࡁࡿࠋ
࣭'1$⃰ᗘࡀ㧗ࡃࠊ⢒⢭〇'1$࡛ࡶቑᖜྍ⬟࡞/$03ἲ
࡛ࡢศᯒ᭱㐺ࠋ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

࣭ᒁᡤ ᗘㄪ⠇⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊᰴᇶ㒊ⰼⱆࢆᙧᡂࡍࡿ᳜ ࣭ࢡ࣮࣮ࣛࡢ෭ᬮᡣᶵჾࢆ⏝ࡋࠊࢥ
≉チ➨ྕ
㎰ᴗ
≀ࢆᑐ㇟ࠊⰼⱆศཬࡧ㛤ⰼไᚚࢆ⾜࠸ࠊప࢚ࢿࣝࢠ࣮ ࢳࣙ࢘ࣛࣥࡢࡢࣛࣥ⛉᳜≀ࠊࢳࢦࠊ⌫᰿ ͤᮾᾏ≀⏘ᰴᘧ♫
࡛᳜≀ࡢ⏕⫱ࢆㄪ⠇ࡍࡿࠋ
࣋ࢦࢽ࡞ࡢ᳜≀ࡢⰼⱆⓎ⏕᭱㐺࡞ ᗘ ඹྠฟ㢪ࠋ
⎔ቃࢆᥦ౪

࣭⎔ቃ'1$ࡢศ㞳࣭ᢳฟศᯒಀࡿປຊࢆᖜ㍍ῶࡍ
ࡿᢏ⾡

࣭⎔ቃ'1$ศᯒ㝈ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞⏝㏵ࡢ'1$ᢳ ≉㢪ྕ
ฟ㸦࢘ࣝࢫࠊࣂࢡࢸࣜ➼ࡢཎయㄪᰝ࣭
ື᳜≀ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ࣭'1$ㄪᰝ࢟ࢵࢺࡢ㛤Ⓨ
࡞㸧ά⏝

ࣂ࢜

ग़ჷჄⅻ⇂⇡∙⇥∞
␒ྕ

ྡ⛠
⇕ྍረᛶᙧ≧グ᠈ᶞ⬡
ࢩ࣮ࢺཬࡧ⇕ྍረᛶᙧ≧
グ᠈ࢩ࣮ࢺࢆྵࡴ≀ရ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭⼥ⅬࡀΥࡢ⇕ྍረᛶᙧ≧グ᠈࣏࣐࣮ࣜࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓࠋ
࣭ᚑ᮶㸦Υ㸧ࡼࡾࡶᖜ⼥Ⅼࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣࠊ⼥Ⅼࢆୗࡆࡿኚᙧ⬟ࡸᙉᗘ
࠸ࡗࡓᛶ⬟ࡀపῶࡍࡿ࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊศᏊ㔞ࠊ⤖ᬗᛶࠊศᒱᩘࢆไᚚࡋ
࡚ࠊᛶ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᨺᑕ⥺⒪࣐ࢫࢡࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࠊ⇕ࡃ࡞࠸
࣐ࢫࢡసᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

࣭ᚑ᮶ࡼࡾࡶᖜ⼥Ⅼࢆపୗࡉࡏࡓ㸦ΥЍΥ㸧ᙧ≧ ࣭ᨺᑕ⥺⒪⏝ᅛᐃල⏝ࡉࢀࡿᶞ⬡ࢩ࣮ ≉㛤ྕ
グ᠈ᶞ⬡ࡢ〇㐀᪉ἲ
ࢺࡢᛂ⏝
࣭║㙾ࣇ࣮࣒ࣞࠊ⿵⫈ჾࠊࢠࣉࢫ࡞㌟యᙧ
≧ኚᙧࡍࡿ≀ရࡢᛂ⏝

ศ㢮
⣲ᮦ

ᑠศ㢮
ᶞ⬡

᧲ޟჄ⇡∏∅⇩⇕⇟ᄂᆮ
␒ྕ

≉チ␒ྕࠊྡ⛠
ຠ⋡ࡼࡃ⣸እ⥺ࢆ㐽ⶸࡍ
ࡿ」ྜ⢏Ꮚ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭ẕ⢏Ꮚࡀ㫣∦≧࣮࣐࣋ࢺ⢏Ꮚࡢࡓࡵ㠀ᖖሬࡾ
ࡸࡍ࠸ࠋ
࣭㫣∦≧࣮࣐࣋ࢺ⢏Ꮚୖᆒ㉁⣸እ⥺㐽ⶸᮦࢆ
ᢸᣢࡍࡿࡇ࡛ຠ⋡ࡼࡃ⣸እ⥺ࢆ㐽ⶸྍ⬟ࠋ
࣭㫣∦≧࣮࣐࣋ࢺ⢏Ꮚ⣸እ⥺㐽ⶸᮦࡢ௰ᒙ
㓟ࢳࢱࣥࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛⣸እ⥺㐽ⶸຠᯝࢆᙉ
ࠋ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࣭㫣∦≧࣮࣐࣋ࢺ⢏Ꮚ㓟ࢭ࣒ࣜ࢘ࡸ㓟ள㖄࡞ࡢ ࣭᪥↝ࡅṆࡵࠊ⢝ရ➼
⣸እ⥺㐽ⶸᮦࢆᆒ㉁ᢸᣢࡉࡏࡓ」ྜ⢏Ꮚࢆᥦ౪ྍ⬟ࠋ
࣭ኴ㝧ග㟁ụ⏝ࣃࢿࣝࡢࢥ࣮ࢸࣥࢢ➼

≉チ␒ྕ

ศ㢮

⣲ᮦ
≉チ➨ྕ
ͤἙྜ▼⅊ᕤᴗᰴᘧ
♫ඹྠฟ㢪ࠋ

ᑠศ㢮
↓ᶵ

ܖٻ᧲ޟ
␒ྕ

ྡ⛠
⾲杉ᨵ㉁ࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔
ࡢ〇㐀㖠ἲ



␗ᖖရุᐃ㖠ἲ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭⧄⥔ᙉᶞ⬡」ྜᮦᩱࡢᙉᗘྥୖࡣࠊ࣐ࢺࣜࢵ
ࢡࢫᶞ⬡ࡢ┦⁐ᛶࢆ檿ࡵࡿࡇࡀ㔜せࠋ
࣭ᚑ᮶ࡢ⾲杉ฎ⌮ᢏ⾡㸦㓟ฎ⌮ࠊ㟁ゎฎ⌮ࠊࣉࣛ
ࢬ࣐ฎ⌮➼㸧࡛ࡣࠊ᧯సᛶࠊࢥࢫࢺࠊᆒᷧฎ⌮➼࡛
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊⅣ⣲⧄⥔ࢆṇᴟഃࡋ࡚䔏ࡍࡿඹ
ࠊ࣐ࢡࣟࣂࣈࣝࢆస䔏ࡉࡏࡿࡇࢆ≉ᚩࠋ
࣭ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᏛ⩦ࡣⰋရⰋရ
ࡢ㆑ูቃ⏺ࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿࡓࡵⰋရⰋရࡢࢧࣥࣉ
ࣝࡀྠ⛬ᗘᚲせࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊ࢚ࣥࢥ࣮ࢲࠊࢹࢥ࣮ࢲᵓ㐀ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢹࢫࢡ࣑ࣜࢿ࣮ࢱࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝
࠸࡚ᩛᑐⓗᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ࡑࡢ㝿ࠊ࢚ࣥࢥ࣮ࢲࡀ␗ᖖᗘࡢ⟬ฟ⏝࠸ࡿุᐃ
ᑐ㇟≀ࡢ≉ᚩࡀࠊṇつศᕸᚑࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ≉ᚩࡍࡿࠋ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

࣭Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ࿘ᅖ㓄⨨ࡉࢀࡿ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡ࡢ᥋╔ ࣭࣐ࢡࣟࣂࣈࣝ㟁ᅽ༳ຍ࠸࠺⡆༢࡞ฎ ≉チ➨ྕ
ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿᢏ⾡ࠋ
⌮ࡼࡗ࡚Ⅳ⣲⧄⥔࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡ࡢ
᥋╔ᙉᗘࡀ᱁ẁྥୖࡍࡿࡢ࡛ࠊ࠼ࡤ凑ື
庱⏘ᴗࠊ⯟✵ᶵ⏘ᴗ࡞ࡢつᶍࡢ⤎ࡁ࡞〇ရ
ࡢ㟂せࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ṇᖖࢹ࣮ࢱࡢࡳࠊࡶࡋࡃࡣṇᖖࢹ࣮ࢱᑡᩘࡢ␗ᖖࢹ࣮ ࣭⏬ീฎ⌮ࡼࡿ᳨ᰝࡢ凑ື
ࢱࢆ⏝࠸࡚ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᶵᲔᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓሙ 㸦㎰స≀ࡢእほ᳨ᰝࠊⷌᴗ〇ရࡢ᳨ᰝ㸧ࠋ
ྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ␗ᖖရࡢุᐃࢆ⢭ᗘ㧗ࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

㸫㸫

:2ྕ

ศ㢮

ᑠศ㢮

⣲ᮦ

ᶞ⬡

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ۂةพ
␒ྕ

ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

⢭ᐦ㘫㐀ἲ࣭⢭ᐦ㘫㐀ရ

࣭⢭ᐦ㘫㐀ࡣࠊ檿⢭ᗘ㒊ရࢆపࢥࢫࢺ࡛〇㐀ྍ⬟ࠋ ࣭ᷧᯛࡢᖹᯈ㸦憸ᒓ㸧ᮦᩱࡽࠊ෭㛫㘫㐀ࡼࡗ࡚⦪᩿杉 ࣭檿⢭ᗘ㒊ရࢆᚑ᮶ရࡼࡾ檿ᙉᗘ࣭పࢥࢫࢺ ≉チ➨ྕ
࡛〇㐀࡛ࡁࡿࠋ凑ື庱㒊ရࠊ㟁Ẽ㟁⬷ᶵჾ࡞
࣭ᚑ᮶ࡢᢏ⾡࡛ࡣࠊຍⷌ᮲௳ࢆ᭱㐺ࡋ࡚ࡶࠊ⿕ຍ 㹆ᆺࡢ⢭ᐦ㘫㐀ရࢆᚑ᮶ࡼࡾࡶపᅽ⊂ୗ〇㐀ྍ⬟ࠋ
㸦ࠗษ๐㘫㐀࠘ྡ㸧
䔏࠸ࡽࢀࡿ⢭ᐦ㒊ရࡢ〇㐀䔏࡛ࡁ
ⷌලࡢᘬᙇᙉࡉࡢಸ௨ୖࡢⷌලᅽ⊂ࡀᚲせࠋ
ࡿࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊຍⷌ➃杉ࡢ⦕㒊ᙧᡂࡉࢀࡓษล
ࡼࡗ࡚⿕ຍⷌရ㸦憸ᒓᮦᩱ㸧ࡢᷧ㒊ࢆ๐ࡾࡘࡘ⛣ືࡉ
ࡏࡇࡼࡾ᩿ኚᙧࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿࡇࢆ≉ᚩࠋ

ࣟ࣎ࢵࢺࣁࣥࢻ⨨

࣭ᚑ᮶ࠊᣦ᰿ඖഃ檿ฟ⊂࣮ࣔࢱࢆᚲせࡍࡿࡓ
ࡵࠊᶵᵓࡀ⤎ᆺࡍࡿࠋࡲࡓ≀యࡢᢕᣢࡣᖖ
࣮ࣔࢱ㟁※ࢆ౪⤥ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㟁⊂ᾘ㈝ࡀ⤎
ࡁࡗࡓࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊᚲせ࡞ᣦඛ⊂ࠊ㛵⠇㥑ືࡢ࣮ࣔࢱࡽ
ᣦඛࡲ࡛ࡢఏ㐩ᶵᵓࡢ᭱㐺࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᥦ౪ࡋࠊ
ᶵᵓయࡢ⯶ᆺࠊ檿ฟ⊂࡞ᣦඛ⊂ࢆྠᐇ⌧ࡋ
ࡓࠋ
࣭┤ືయࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱ㛵⠇ࡢసື≧ែࣃࣛ
࣓࣮ࢱࡢࣖࢥࣅ⾜ิࠊ㥑ື㒊ࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱ
┤ᑟయࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢࣖࢥࣅ⾜ิࡢ✚ࡢ㏫⾜ิ
ࢆ⟬ࠋ
࣭ᖹᡂᖺ㛯ࠊᅜ✆㏻┬㐨㊰ᒁࡼࡾ⥲Ⅼ᳨ᐇせ
㡿㸦㸧⯒⦅ ࡀᥦ䤡ࡉࢀࠊᚋࡢ㊰杉ࡢ⦪᩿พ
ฝホ౯ࡣ,5,ࢆ䔏࠸ࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
࣭,5,ࡢ᥎ᐃ⢭ᗘྥୖࡘ࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐᛂࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ庱㏿凑యࡢ ᐃ⢭ᗘྥୖ╔䛕ࡋࡓ
◊✲ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᮏⓎ࡛᫂ࡣࠊ㹅㹎㹑ࡢ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࡓࡵࠊ㹅㹎㹑ࢭࣥࢧሗຍ㏿ᗘࢭࣥࢧሗࢆ
⤫ྜࡋ࡚ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࡢࢻࣜࣇࢺ㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ庱୧㏿ᗘࢆࡼࡾṇ☜᥎ᐃࡍࡿࡇࢆྍ⬟
ࡋࡓࠋ





㊰杉ホ౯㖠ἲ



࣭㥑ືᶵᵓࡢᆺࢆᢚ࠼ࡘࡘࠊᣦඛຊࡢ㧗ฟຊࢆᅗ
ࡾࠊᣦඛ⨨ᣦඛຊࡢไᚚࢆ㧗⢭ᗘᐇ⌧ࠋ

≉チ➨ྕ
࣭⏘ᴗ䔏ࣟ࣎ࢵࢺ࣮࣒ࡢ࢚ࣥࢻ࢚ࣇ࢙ࢡ
ࢱࠊ⅏ᐖ㔖ࣟ࣎ࢵࢺࡢࣁࣥࢻࠊษ๐ຍⷌࡢ ≉チ➨ྕ
ල➼ࡢᛂ䔏ࠋ

࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢຍ㏿ᗘ࡞ࡢྛ✀ࢭࣥࢧሗࡢࡳ
࣭㊰杉ホ౯ࡢࠊࢻࣛࣈࣞࢥ࣮ࢲࡢ㏿ᗘ ≉㢪Ѹྕ
ࡽࠊ㊰杉ࡢพฝලྜࡢᅜ㝿ᶆ‽つ᱁࡛࠶ࡿ,5,
⾲䤡ࠊࢧࢡ࣓࣮ࣝࢱࡢ㏿ᗘ⾲䤡ࡢ⢭ᗘྥୖ
,QWHUQDWLRQDO5RXJKQHVV,QGH[ ࢆ᥎ᐃࡋࠊ*36 *OREDO 䔏࡛ࡁࡿࠋ
3RVLWLRQLQJ6\VWHP ሗඹࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ᆅᅗୖྍどࡍࡿࢩࢫࢸ࣒

ศ㢮
⣲ᮦ

ᑠศ㢮
㔠ᒓ

ᶵᲔ࣭⨨

,7

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ɤჄಅᄂᆮ
␒ྕ

ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

࣏ࣜȚࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࡢ
ࣜࣥ㓟ㄏᑟయཬࡧࡑࡢ〇
㐀᪉ἲ

≉チ➨ྕ
࣭ᰤ㣴ᡂศ⣡㇋⳦㣗ရῧຍ≀࡛࠶ࡿࣜࣥ㓟ሷࢆ ࣭⣡㇋ࡢᡂศࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣏ࣜȚࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟㸦3*$㸧 ࣭᪂ၟရ㛤Ⓨಁ㐍ࠊၟရࡢ㧗ຍ౯್
ຍ࠼ࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡼࡾࡶ⡆᫆᭷⏝≀㉁3*$ࣜࣥ㓟 ࠊࡉࡽ᭷⏝࡞≀㉁࡞ࡿࣜࣥ㓟ㄏᑟయࢆᚑ᮶ࡼࡾࡶ⡆ ࣭㣗ရࠊ⢝ရࠊ་⸆ရࠊ⎔ቃ➼ࡢศ㔝ࡢ
␎ࡋ࡚〇㐀ࡍࡿᢏ⾡
⏝
ㄏᑟయࢆ〇㐀࡛ࡁࡓࠋ
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊᏛ≀㉁ࡢ⏝ࡀᑡ࡞ࡃࠊᕤ⛬ᩘ
ࡶᑡ࡞࠸ࡇࡽ⎔ቃ㈇Ⲵࢆࡅࡃࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ศᏊ㔞ࡼࡽࡎࠊ⢓ᗘไᚚࡀྍ⬟࡛ࠊỈࡢ⁐ゎ
ᛶࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ

ຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿ↓ᶵᮦ
ᩱࡽ࡞ࡿヨᩱࡢ ᐃ᪉
ἲ

࣭㝡☢ჾࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㏱㐣≉ᛶ
ࡀࠊ↝ᡂ ᗘ㠀ᖖᩄឤ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ
ࡲࡋࡓࠋ
࣭ࡇࡢ↝ᡂ ᗘ౫Ꮡᛶࡽࠊຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿᮦᩱ
ࡢ↝ᡂ ᗘࡢ᥎ᐃࡸᐦᗘ࡞㛵ࡍࡿሗࢆᚓࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼࡢḟඖ⏬ീࢆ ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
;⥺࡛ࡣ᫂☜ᤊ࠼ࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ᮦᩱࡢ↝⤖ᛶࢆど
ぬⓗ࡞ሗࡋ࡚ᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ





࣭ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㸨ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㝡☢ჾࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡞ࡢ
ຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿᮦᩱࡢ↝ᡂ ᗘᒚṔ࡞ࡢ≉ᛶࢆ㠀◚
ቯ࣭㠀᥋ゐ࡛ホ౯ࡍࡿ᪉ἲ
㸨ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㸦7+]Ἴ㸧㸸࿘Ἴᩘ7+]⛬ᗘࡢ㟁☢
Ἴࠋ㐺ᗘ࡞㏱㐣ᛶࡸ;⥺࡞ẚ㍑ࡋ࡚ప࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞
ࡢ≉㛗ࡀ࠶ࡾࠊḟୡ௦ࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡸ㏻ಙᢏ⾡ࡋ࡚
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㝡☢ჾ࣭ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢရ㉁ホ౯ᢏ⾡ࠊ↝ ≉チ➨ྕ
ᡂࣉࣟࢭࢫ⟶⌮ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
࣭ᩥᮦ⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ

ศ㢮

ᑠศ㢮

⣲ᮦ

་⒪࣭㣗
ရ

ᶵᲔ࣭⨨

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ɤჄᠾಅᄂᆮ
␒ྕ

ྡ⛠
Ỉ⟶ᇙタ⨨ཬࡧỈ
⟶ᇙタ᪉ἲ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭㣗⏝⡿ࡢ㟂せ㔞ࡢῶᑡక࠸ࠊỈ⏣ࢆά⏝ࡋࡓ
⏿స≀ࡢ⏕⏘ࡀ᥎㐍ࡉࢀࠊሙࡢỈᛶᨵၿࡀᚲせ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ሙࡢỈᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢⴠỈཱྀ࠾ࡼࡧᮏᬯ
ࡁࡻࡢᕤࡣࠊỈഃࡢ␏␁ࢆ᥀๐ࡋࠊᇙࡵᡠࡍ
ࡓࡵࡢࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝ➼ࡢᘓタ㔜ᶵࡀᚲせ࠸࠺ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊ㎰ᴗ⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿࢺࣛࢡࢱᮏ
⨨ࢆ╔ࡍࡿࡇ࡛ࠊᘓタ㔜ᶵࢆ୍ษ⏝ࡍࡿࡇ
࡞ࡃࠊⴠỈཱྀ࠾ࡼࡧᮏᬯࡁࡻࡢᕤࡀ⤖࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡗࡓࠋ
࣭␏␁ࢆ᥀๐ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊỈഃࡢ␏␁㉺ࡋ
Ỉ⟶ࢆᘬࡁ㎸ࡴࡇ࡛ࠊⴠỈཱྀ࠾ࡼࡧᮏᬯࡁࡻࡢ
ᕤ㛫ࢆᚑ᮶ࡢ᪉ἲẚࠊ⛬ᗘ▷⦰ྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ
࣭Ỉᛶࡢᨵၿࡀᚲせ࡞බᅬ࠾ࡼࡧࢦࣝࣇሙ➼ࡢ
ᛂ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

ศ㢮

࣭Ỉ⏣㍯⏿ࡢỈᛶࡢᨵၿࡀྍ⬟࡞ࢺࣛࢡࢱసᴗᶵ ࣭Ỉ⏣㍯⏿ࠊබᅬࠊࢦࣝࣇሙ➼࠾ࡅࡿ ≉チ➨ྕ
Ỉ⟶ࡢᇙタ᪉ἲ
Ỉᛶࡢᨵၿ

ᶵᲔ࣭⨨

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᑠศ㢮
⎔ቃ

ӸӞࠊދಅᄂᆮ
␒ྕ

ྡ⛠
࣮ࣜࣝࢭࢳࣞࣥྵ᭷
ᶞ⬡࠾ࡼࡧࡑࡢ〇㐀᪉
ἲࠊ࠾ࡼࡧᙜヱᶞ⬡ࢆ⏝
࠸ࡓࡦࡎࡳࢭࣥࢧ



ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭〇ရࡢಙ㢗ᛶྥୖࠊ㛗ᑑࡢほⅬࡽࠊᚤᑠ㡿 ࣭ᚤᑠ㒊ศࡢࡦࡎࡳࢆ᳨ฟࡍࡿᢏ⾡
ᇦࡢࡦࡎࡳ ᐃࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭㢧ᚤ࣐ࣛࣥศගࢆ⏝࠸ࡓࡦࡎࡳ ᐃἲࡣࠊȣP࣮࢜
ࢲ࣮ࡢ㧗࠸✵㛫ศゎ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚤᑠ㒊ศ
ࡢࡦࡎࡳࡢ᳨ฟ᭷ຠ࡛ࡍࠋ
࣭ࡋࡋࠊᛂ⟅ࢆ♧ࡉ࡞࠸ ࣐ࣛࣥάᛶࡀ࡞࠸ 㔠ᒓ
ᮦᩱࠊᛂ⟅ࡀᙅ࠸ᑕฟᡂᙧᶞ⬡࡞ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞
࠸Ⅼࡀㄢ㢟࡛ࡋࡓࠋ
࣭ࡑࡇ࡛ࠊᇶᮦୖࡦࡎࡳ᳨ฟ⬟ࡢ࠶ࡿሬ⭷ࡢᙧᡂ
ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋሬ⭷ᙧᡂ⇕ฎ⌮ࡣせ࡛ࡍࠋ
࣐ࣛࣥάᛶࡀ࡞࠸ᇶᮦࠊ⇕ᙅ࠸ᇶᮦࡢࡦࡎࡳࢭࣥ
ࢧࡋ࡚㐺⏝ྍ⬟࡛ࡍࠋ
࣭ᮏᡭἲࡣࠊ◚ቯ㉳Ⅼࠊᛂຊ㞟୰㒊ࡢࡦࡎࡳ ᐃࠊ
&$(ゎᯒࡢ᳨ド࡞ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸫㸫

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

࠙ᛂ⏝ᑐ㇟ࠚ࣭◚ቯ㉳Ⅼࠊᛂຊ㞟୰㒊ࡢࡦࡎ ≉チ➨ྕ
ࡳ ᐃ&$(ゎᯒࡢ᳨ド
࠙ᑐ㇟ᴗ⏺ࠚ〇㐀୍⯡㸦᳨ᰝᢏ⾡ࠊຍᕤᡂᆺ
➼㸧

ศ㢮
⣲ᮦ

ᑠศ㢮
ᶞ⬡

ٗढ़ྪพ
ೞ∝ᘺፗ
ᑠศ㢮

ᴗྡ

་⒪࣭㣗
ရ

ྡ⛠
╧╀ไᚚ⨨

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ
♫
࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮

⇕Ⓨ㟁

⎔ቃ

࣭⁐ᾮࡢ᥋ゐ㠃✚ࢆ☜ಖЍゐ፹ຠ⋡ࡢྥୖࠋ
⢏Ꮚᚄࡢ☜ಖЍࣇࣝࢱ࣮ࡼࡿᅛᾮศ㞳ࢆᐇ⌧㸦Ѝᅇ
⢏Ꮚࡢ⏝ࡶᐇ⌧㸧ࠋ
㟼㟁Ẽࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ30 ࣭㟁Ẽ㞟ሻ᪉ᘧẚ࡚ⅆ⅏ࡢࣜࢫࢡࡸ࢜ࢰ࣭ࣥ❅⣲ ࣭ᤕ㞟ᯈࢆᅇ㌿ࡉࡏ⧊ᕸࣈࣛࢩࡢᦶ᧿ࡼࡾ 㧗ຠ⋡
ࡸⰼ⢊࣭࣍ࢥࣜ࡞ࢆ⥅ 㓟≀ࡢⓎ⏕ࢆపῶ
 㟼㟁ẼࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡛ ࠊ ࣉࣛࢫᖏ㟁ࡋࡓ ✵Ẽ୰
⥆࢟ࣕࢵࢳ
࣭ࣇࣝࢱࡢ┠ワࡲࡾࢆᢚ࠼ࠊ┬࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ⌧ ࡢࢲࢫࢺ㸦PM2.5ࡸⰼ⢊࣭࣍ࢥࣜ࡞㸧 ࢆ ࣐ࢼࢫ ᖏ㟁
ࡋࡓᤕ㞟ᯈᤕ㞟 ࡋࡲࡍࠋ
࣭⮬ືⓗࡘྠᤕ㞟ᯈ⾲㠃ࡢΎᤲᖏ㟁ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࠊᛶ⬟ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡞ࢲࢫࢺࡢᤕ㞟ࡀ
ྍ⬟ ࡛ࡍࠋ
Ỉ⟶ᇙタ⨨ཬࡧỈ ࣭㣗⏝⡿ࡢ㟂せ㔞ࡢῶᑡక࠸ࠊỈ⏣ࢆά⏝ࡋࡓ⏿ ࣭Ỉ⏣㍯⏿ࡢỈᛶࡢᨵၿࡀྍ⬟࡞ࢺࣛࢡࢱసᴗᶵ
⟶ᇙタ᪉ἲ
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⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
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࣭ᮏⓎ᫂ࡀ⏘ᴗୖࡢ⏝ྍ⬟࡞ศ㔝ࡣࠊࢺ࣐ ≉チ➨ྕ
ࢺ⥲⳯ᴗࠊࢺ࣐ࢺㄪᩱᴗ➼࡛࠶ࡿࠋ
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࣭ࢺ࣐ࢺࢮ࣮ࣜ
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ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᡭ࡛ᑀ࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡁࢀ࠸࡞ୖࡀࡾ࡞ࡿࠋ
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ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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⏘ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᮏⓎ᫂ࡼࢀࡤࠊลඛࡀไᚚࡉࢀࠊࡑࡢ฿㐩⨨
ࡣࠊᙜヱ୰ᚰ㍈ࡽ༙ᚄ㸱⮳㸳࣑࣓࣮ࣜࢺࣝࡢෆ
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡀ㐣ᗘ✺ࡁ่ࡉࢀ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊ㔝⳯ཪࡣᯝ≀ࡀയࡲ࡞࠸ࠋ≉ࠊ㔝⳯ࡀࢺ࣐
ࢺ࡛࠶ࡿሙྜࠊ฿㐩⨨ࡣࠊࢺ࣐ࢺࡢෆ㒊࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
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ࡀ₃ࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ⰺษ㝖ᚋࡢษࡾཱྀษ㎸ࡳࡽࠊỈὶࡼࡾࠊࢺ࣐
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ࢆࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ἨⓎ㟁ࡢᐇ⌧ࠋ

ࣁࣈࣜࢵࢻᘧ⬺⮯ᢏ⾡

⎔ቃ
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࣭⸆ࢆࢃ࡞࠸Ᏻ࡞ᨵⰋỈ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢᛌ㐺࡞ᬽࡽࡋ
ࡸᏳࢆᏲࡾࡲࡍࠋ
࣭✵Ẽ㟁Ẽࡢຊ࡛㧗࠸㓟ຊࢆᣢࡗࡓ࢜ࣥ✀ࢆⓎ⏕ࡉ
ࡏࠊỈ୰ࡢởࢀࠊἜࠊ⮯࠸ࠊᚤ⏕≀ࡸ⣽⳦ࢆศゎ࣭ẅ⳦ࠋ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
⎔ቃ

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭ᑐ㇟⪅ࡢ╧╀ࡢ῝ࡉࢆ ᐃࡋࠊ่⃭ࢆࡍࡿ
ࡼࡗ࡚㉳ᗋ๓ࡢ╧╀ࡢ῝ࡉࢆไᚚࡍࡿᢏ⾡
࣭╧╀῝ᗘࡢ ᐃࠊ่⃭ࡼࡿไᚚࠊ╧╀ࡢ㉁ࡢホ
౯ࠊࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼୍㐃ࡢ≉チ࠶ࡾ
࣭ᑐ㇟≉チࡢࣛࢭࣥࢫຍ࠼ࠊᢏ⾡ᨭࠊᢏ⾡ሗ
ࡢᥦ౪ࡶྍ⬟
࣭⇕㟁ኚᮦᩱ㔠ᒓࡢഴᩳ✚ᒙᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࠊ⇕ὶ
ᆶ┤ࡢ᪉ྥ㟁ὶࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡛ࠊࢩࣥࣉ࡛ࣝࢥ
ࣥࣃࢡࢺ࡞ᵓᡂࡢ⇕Ⓨ㟁ࣘࢽࢵࢺ㸦⇕Ⓨ㟁ࣃࣉ㸧ࢆ
స〇ࠋ

࣭ศࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏝࠸ࡓ㹇㹆ࡼࡿᆒ୍ຍ⇕
࣭ศࣉ࣮ࣞࢺࡢ⏝ࡼࡿᆒ୍࡞ຍ⇕
࣭ཌ↝ࡁ⋢Ꮚࠊ࠾ዲࡳ↝ࡁ➼ࡢ↝ᡂࡸ㣩ࡢ↻ ≉チ➨ྕ
࣭㘠ࡸ㔩➼ࡢ❧యⓗᙧ≧ࡢᐜჾࡶᑐᛂ
⅕ࡁ➼㈉⊩ࡍࡿᢏ⾡
࣭㧗࿘Ἴㄏ㟁ຍ⇕ࢆ⏝࠸ࡓ㠀ຍ⇕≀ࡢ┤᥋ຍ⇕ࡼࡿ ࣭ຍ⇕ᑐ㇟≀ࢆタ⨨ࡍࡿᲴࢆ㧗࿘Ἴ㟁⏺༳ຍ⏝ࡢ㟁ᴟࡍ ࣭ࣞࢺࣝࢺ㣗ရ➼ࡢ⇱㛫▷⦰㈉⊩ࡍ ≉チ➨ྕ
⇱㛫ࡢ▷⦰
ࡿࠋ
ࡿᢏ⾡
࣭Ⓨ⏕ࡍࡿỈẼࢆจ⦰ࡍࡿจ⦰⨨ࢆタࡅࠊจ⦰⨨ࡢ
Ỉศࡀ┿✵ᐜჾෆධࡾ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺㜵Ỉቨ➼ࢆഛ࠼ࡿ➼
࣭సᴗ⎔ቃࡢᨵၿ㸦ฟ⇕㔞ࡢపୗ㸧
࣭⦓ᐦ࡞ฟຊไᚚ㸦ࣄ࣮ࢱ ᗘࢆ⮬ືㄪᩚ㸧
࣭↝ᡂ᮲௳ࡢ᭱㐺㸦⥡㯇࡞እほ࡛↝ࡁୖࡆ㸧

࣭ண⇕࣭⭾࣭Ⰽᕤ⛬ࡢࡑࢀࡒࢀ㐺ࡋࡓฟຊࡢࣄ࣮ࢱ
ࢆഛ࠼ࡿࠋ
࣭Ⰽᕤ⛬ࡢ୍㒊ࢆ⭾ᕤ⛬⨨ࡁ࠼ࡿࡇ࡛
ཌࡳࡢ㐪࠺ⳫᏊࢆⓗ☜⭾ࡽࡲࡏࡽࢀࡿࠋ
࣭సᴗ⎔ቃࡢᨵၿ㸦ฟ⇕㔞ࡢపୗ㸧
࣭ཎᩱධཱྀฟཱྀࠊ」ᩘಶࡢୖୗࣄ࣮ࢱ࢟ࣕࢱࣆࣛ≧ࡢ↝
࣭⦓ᐦ࡞ฟຊไᚚ㸦ࣄ࣮ࢱ ᗘࢆ⮬ືㄪᩚ㸧
ᡂᯈࢆ᭷ࡋࠊࢣ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡓ㟁Ẽᘧ㐃⥆↝ᡂᶵ
࣭⏕⏘⟶⌮ࡢ┬ຊ㸦ⅆຊࡢᐃ್タᐃ㸧
࣭ୖୗࣄ࣮ࢱࡢ㓄⨨ࡀ↝ᡂᯈࡢ㐍⾜᪉ྥᑐࡋᖹ⾜㸦࣮ࣞ
ࣝࡢ᪉ྥ㸧㓄⨨ࡍࡿࡇ࡛ࠊ↝ᡂᯈࡢ ᗘᆒ୍ᛶࢆྥୖ
ࡉࡏࠊࣄ࣮ࢱࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᩘࢆపῶࡉࡏࡓ㟁Ẽᘧ㐃⥆↝ᡂ
ᶵ
࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀᐜ࡛᫆ᨾ㞀ࡋࡃ࠸㹇㹆ㄪ⌮ჾࡢᐇ ࣭㟁※⨨ไᚚ⨨ࢆᐦ㛢ࡉࢀࡓಖㆤࢣ࣮ࢫ⣡
⌧㸦࣑࢜ࣝࢫࢺࡸẼ➼ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ᐦ㛢 ࣭✵෭ࡽỈ෭ᘧࡍࡿࡇ࡛෭༷ຠ⋡ࡀྥୖࡋࠊ⨨ࡢ
ᆺ࣭Ỉ෭ᘧ෭༷⣔⤫ࡢ᥇⏝㸧
ࢥࣥࣃࢡࢺ㈉⊩
࣭ಖㆤࢣ࣮ࢫෆ✵Ẽᚠ⎔ࣇࣥࢆタࡅࠊಖㆤࢣ࣮ࢫࡢእ
ഃࡽ෭༷ᾮࢆ౪⤥
࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᛶࡢྥୖ㸦ࣄ࣮ࢱࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸧 ࣭ㄪ⌮㔩ࡢ㠃᥋ࡍࡿพ᭤㠃ࡢఏ⇕ᯈࠊࣄ࣮ࢱ࣮ࠊ࢝
࣭㉥እ⥺ᨺᑕሬᩱࡼࡿᆒ୍࡞ຍ⇕
ࣂ࣮ࢆഛ࠼ࡓࣄ࣮ࢱ࣮ࣔࢪ࣮ࣗࣝࠋ
࣭ᗏ㠃୰ኸ࢝ࣂ࣮ࢆ㈏㏻ࡍࡿฟ㊰ࡀ࠶ࡿ
࣭ఏ⇕ᯈࡢพ᭤㠃㉥እ⥺ᨺᑕሬᩱࢆሬࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⮬ື㌴㛤Ⓨ࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⮬♫⏕⏘ࡢ⇕ὶ᮰ࢭࣥࢧ ࣭⇕ὶ᮰ࢭࣥࢧ㸦⮬♫〇ရ㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡ࢆά
ࢆ⏝࠸ࡓ⇕ὶࢀࡢィ
⏝ࡋࡓ⇕ὶࢀぢ࠼ࡿᨭ
࣭ィ ᢏ⾡ࡸࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢే⏝ࡼࡿࠊ⇕
ࡲࡘࢃࡿ࣒ࢲࡢぢ࠼ࡿ࣭ᑐ⟇ᥦ

㸫㸫

࣭⭾ⳫᏊࡢ㸦࠶ࡽࢀࠊࡏࢇ࠸➼㸧ࡢண
⇕ࠊ⭾ࠊⰍࡅ

≉チ➨ྕ

࣭࠼ࡧࡏࢇ࠸ࠊ࣡ࢵࣇࣝࠊ᭱୰ࡢ⓶➼ࡢ↝ ≉チ➨ྕ
ᡂᶵ

࣭ᴗົ⏝㹇㹆ᶵჾࡢ෭༷⨨

≉チ➨ྕ

࣭࣋ࢵࢥ࢘㣩➼ࡢࠕࢥࢡࠖࡸࠕ㤶ࡤࡋࡉࠖࡢ ≉チ➨ྕ
࠶ࡿ㣩ࡢ⏕⏘➼

࣭ࢩ࣮ࢺ࣭ࢫࢸࣜࣥࢢࣄ࣮ࢱᛌ㐺ᛶホ౯
࣭⯪⯧࢚ࣥࢪࣥࣄ࣮ࢺࣂࣛࣥࢫホ౯
࣭⾰᭹ࡢಖ ᛶホ౯
࣭෭ᗜࡢቨ࣭ᗋ࣭ኳࡽࡢධ⇕㔞ホ
౯

ٗढ़ྪพ
ᑠศ㢮
ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᴗྡ

ྡ⛠

࣭࣐ࢡࣟἼࡢேయࡽࡢᑕࢆཷಙ
࣭㠀᥋ゐࢭࣥࢧࡼࡾⓎờ᳨▱࣭⇕୰㆙ሗ
࣭࿘Ἴᩘࢆゎᯒࡋ࡚ࠕᚰᢿࠖࢆ㆑ูࡋࠊỈศ㔞ᛂࡌ
ࡓᚰᢿಙྕࡢῶ⾶㔞ᇶ࡙࠸࡚ࠕⓎờ㔞ࠖࢆ᥎ᐃ
࣭⇕୰ࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡿ᥎ᐃࡋ㆙ሗࢆฟࡍࡇࡶྍ⬟

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦࢚
ࢥࣥ㸸࣋ࢵࢻࡸࢸࣞࣅࢭࣥࢧࢆෆⶶࡋ࡚࢚
ࢥࣥ㐃ື㸧

㧗ឤᗘࣥࣔࢽࢭࣥ
ࢧ࣮

࣭Ẽ୰ࡢᚤ㔞࡞ࣥࣔࢽࢆ᳨▱ྍ⬟࡞ࢭࣥࢧ࣮ ࣭Ẽ୰ࡢᚤ㔞࡞ࣥࣔࢽࢆឤ▱ྍ⬟
࣭࢞ࢫࢆ᳨▱ࡋ࡚ࡽ⛊⛬ᗘ࡛⃰ᗘࢆ⟬ฟ
࣭᥇⾑࡞ࢆ⾜࠺ᚲせ࡞ࡃࠊ⏕ά⩦័ ࡢ᪩ᮇⓎ
ぢᙺ❧ࡘ⡆᫆ⓗ࡞Ẽ᳨ᰝࢆᐇ⌧ྍ⬟
Ẽ୰ࡢࣥࣔࢽࡣࠊ⑂ປࡼࡿࢫࢺࣞࢫࡸ⫢
⮚ࡢ௦ㅰࠊ⫶ࡀࢇࡢ༴㝤ᅉᏊࡢ┦㛵ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ㸦ࢫࢺࣞࢫデ᩿㸧
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦ࢧ࣮
ࣅࢫ㸧

ࢢࣛࣇ࢙ࣥ࢞ࢫࢭࣥࢧ࣮

࣭㓟❅⣲㸦12㸧ࡸࣥࣔࢽ㸦1+㸱㸧➼ࡢᚤ㔞
࢞ࢫࢆ᳨ฟ
࣭12᳨ฟࡣࠊᚑ᮶ࡢᢠኚᆺࢢࣛࣇ࢙ࣥࢭࣥࢧࡢ
ಸ௨ୖࡢ㧗ឤᗘ㸦SSE௨ୗࢆ᳨ฟ㸧
࣭ࢩࣜࢥࣥࢺࣛࣥࢪࢫࢱ࣮ࡢࢤ࣮ࢺ㒊ศࢆࢢࣛࣇ࢙ࣥ
࡛⨨ࡁ࠼ࡓᵓ㐀࡛ࠊ࢞ࢫศᏊࡢ྾╔ࡼࡿ㟁ὶࡢኚ
ࢆ᳨ฟࡋ࢞ࢫ⃰ᗘࢆุᐃ
࣭࠼ࡤࠊ⇿Ⓨ≀᳨ᰝᛂ⏝ྍ
࣭㔠ᒓࢆ⭉⼃ࡉࡏࡿ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㧗ឤᗘ᳨࡛ฟ
࣭࠼ࡤࠊ㧗࠸ࢡ࣮ࣜࣥᗘࡀせồࡉࢀࡿ⨨ෆ➼ࡢ㛢
㙐✵㛫࠾࠸࡚ࠊ㉸ᚤ㔞ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆ᳨ฟྍ
࣭ࢭࣥࢧࡣࠊ୍ᐃࡢ࿘Ἴᩘ࡛ඹࡍࡿỈᬗⓎᏊ4&0
㸦4XDUW]&U\VWDO0LFUREDODQFH㸧4&0ྲྀࡾࡅࡽ
ࢀࡓ㔠ᒓ㒊ࡽ࡞ࡿ
࣭᭷ᐖ≀㉁ࡼࡾ㔠ᒓ㒊ࡀ⭉⼃ࡋࡓ㝿ࡢ㔜㔞ኚࡼ
ࡿ4&0ࡢඹ࿘Ἴᩘࡢኚࢆ᳨ฟࡋࠊ࿘ᅖ⎔ቃᏑᅾ
ࡍࡿ᭷ᐖ≀㉁ࡢ᭷↓ࢆุᐃ
࣭㝡☢ჾࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㏱㐣≉ᛶࡀࠊ
↝ᡂ ᗘ㠀ᖖᩄឤ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
࣭ࡇࡢ↝ᡂ ᗘ౫Ꮡᛶࡽࠊຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿᮦᩱࡢ
↝ᡂ ᗘࡢ᥎ᐃࡸᐦᗘ࡞㛵ࡍࡿሗࢆᚓࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼࡢḟඖ⏬ീࢆ ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊ;
⥺࡛ࡣ᫂☜ᤊ࠼ࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ᮦᩱࡢ↝⤖ᛶࢆどぬ
ⓗ࡞ሗࡋ࡚ᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭⪏㣗ᛶࡸఙ⦰ᛶඃࢀࡓࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ࢆ྿ࡅ
࡚ࠊ▷㛫ᆒ୍࡞ሬᕸࡀྍ⬟

࣭㓟❅⣲ 12 ➼ࡢᚤ㔞࢞ࢫࡢ㧗ឤᗘ᳨ฟ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ࣭Ᏻ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ⾜ᨻ࡞

≉チ➨ྕ

࣭㔠ᒓࢆ⭉⼃ࡉࡏࡿ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㧗ឤᗘ᳨࡛ฟྍ⬟

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ༙ᑟయࠊࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝ

≉チ➨ྕ

࣭ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㸨ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㝡☢ჾࡸࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡞ࡢ
ຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿᮦᩱࡢ↝ᡂ ᗘᒚṔ࡞ࡢ≉ᛶࢆ㠀◚
ቯ࣭㠀᥋ゐ࡛ホ౯ࡍࡿ᪉ἲ
㸨ࢸࣛ࣊ࣝࢶἼ㸦7+]Ἴ㸧㸸࿘Ἴᩘ7+]⛬ᗘࡢ㟁☢
Ἴࠋ㐺ᗘ࡞㏱㐣ᛶࡸ;⥺࡞ẚ㍑ࡋ࡚ప࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞
ࡢ≉㛗ࡀ࠶ࡾࠊḟୡ௦ࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡸ㏻ಙᢏ⾡ࡋ࡚
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㝡☢ჾ࣭ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢရ㉁ホ౯ᢏ⾡ࠊ↝ ≉チ➨ྕ
ᡂࣉࣟࢭࢫ⟶⌮ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
࣭ᩥᮦ⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ

࣭ࢱࣥࢡ୰࡛ࢩࣜࢥ࣮ࣥ◳ࢆ᧠ᢾࡋ࡚ࢩࣜࢥ࣮ࣥ
ᶞ⬡ΰྜᾮࡍࡿࠋ
࣭Ỉศࢆྵࢇࡔᅽ⦰✵Ẽࡼࡾࢫࣉ࣮ࣞ࢞ࣥࡽྤฟࡉࡏ
ࡿࠋ
࣭Ỉศᛂࡉࡏࡿࡇࡼࡾࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ࢆ◳ࡉࡏ
ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࢬ࣐ฎ⌮ࡼࡿ࣑ࣝᮦ➼ࢩ࣮ࣜࣥࢢࡢ ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࣮࣒ࡢඛ➃ࡢࣉࣛࢬ࣐࣊ࢵࢻࡽࢻࣃࢿࣝ
ᐦ╔ᛶࡢྥୖࠊࢩ࣮ࣜࣥࢢሬᕸ㒊ࡢ㏆ഐࣄ࣮ࢱࢆ ࡢ⥅ࡂ┠ࣉࣛࢬ࣐ฎ⌮ࢆࡋࡓᚋࠊྠࣟ࣎ࢵࢺ࣮࣒ࡢ
㏆࡙ࡅ࡚ຍ⇕ࡍࡿࡇࡼࡿ༢㛫࡛ࡢ⇕◳ࡢ ඛ➃ࡢሬᕸ࣊ࢵࢻࡽࢩ࣮ࣜࣥࢢࢆሬᕸࡍࡿ᪉ἲ
࣭ࢩ࣮ࣜࣥࢢࡀሬᕸࡉࢀࡓ㔠ᒓ㒊ရࡢ୍㒊ࢆ⅔ෆᤄධ࡛
ࡁࠊᤄධࡋࡓ୍㒊ࡢࡳࢆ⇕◳࡛ࡁࡿ⇕◳⨨

࣭ᒇእタഛࡢ㜵㗵ᑐ⟇ࠊ┳ᯈᰕ࣭ᰙ➼ࡢ㜵㗵 ≉チ➨ྕ
ᑐ⟇➼

࣭,R7ࡢ㐍ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞ࢩ࣮ࣥ㐺ྜࡍࡿࣇࣞ࢟
ࢩࣈࣝ࡞ࢹࣂࢫ㸦⾲♧ࡸࢭࣥࢧ࣮㸧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
୍࣭⯡ⓗ࡞ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝࢹࣂࢫࡣ୍᪉ྥࡋ᭤ࡀ
ࡽࡎࠊ」㞧࡞᭤㠃ᙧ≧ࡸ⏕యࡢືࡁ㏣ᚑࡍࡿࢫࢺ
ࣞࢵࢳࣕࣈࣝࢹࣂࢫࡀᚲせࠋ
࣭Ⓨගయୖഃࡢ㏱᫂⭷⾲㠃ࠊⓎගἼ㛗㏆࠸ᙧ≧ࡢ
พฝࢆタࡅࠊⓎගయࡽࡢගࡀ㏱᫂ಖㆤ⭷⾲㠃࡛
ᑕࡍࡿࡇࢆไᚚࡋࠊⓎග⣲Ꮚࡢගྲྀࡾฟࡋຠ⋡ࢆ
ᖜྥୖࡉࡏࡿࠋ

࣭㧗࠸ᑟ㟁ᛶᙧ≧⮬⏤ᗘࢆ୧❧ࡉࡏࡓఙ⦰
ᛶࡀ㧗࠸ࢹࢫࣉࣞࡸࢭࣥࢧ࣮ࠋ
࣭㌴㍕⏝ࢹࣂࢫࠊ࢚࢘ࣛࣈࣝࢹࣂࢫࠊ᭹
㣭ࠊࢹࢪࢱࣝࢧࢿ࣮ࢪ➼ࠋ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

ỈᬗⓎჾࢆ⏝࠸ࡓ࿘ᅖ
⎔ቃ
ࢭࣥࢧ࣮

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ຍ⇕ᒚṔࢆ᭷ࡍࡿ↓ᶵᮦ
ᩱࡽ࡞ࡿヨᩱࡢ ᐃ᪉
ἲ

୕㔜┴ᕤᴗ◊✲ᡤ

ࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢࢫࣉ࣮ࣞ⨨

ሬ

୰㒊㟁ຊᰴᘧ♫
ሬ

ࢩ࣮ࣜࣥࢢࡢሬᕸ࠾ࡼ
ࡧ◳ᢏ⾡

୰㒊㟁ຊᰴᘧ♫
ࢫࢺࣞࢵࢳࣕࣈࣝ/('

Ⓨග

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
Ⓨග⨨

Ⓨග

≉チ␒ྕ

㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢧ࣮
㸦Ⓨờ᳨▱㸧

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭ࣉࣟࢺࣥఏᑟయࡣỈ⣲ࡢࡳࢆఏᑟࡍࡿᮦᩱ࡛࠶ࡾࠊ ࣭ప⃰ᗘࡽ㧗⃰ᗘࡢỈ⣲࢞ࢫࢆ≉␗ⓗࣜࢽ
ࡇࡢ≉ᛶࢆ⏝ࡋࡓỈ⣲ࢭࣥࢧ࣮ࢆ㛤Ⓨࠋ
⬟ࠋ
࣭ࣉࣟࢺࣥఏᑟయࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊࡢ᪉ᘧࡼࡾࡶࠊ
Ỉ⣲㑅ᢥᛶࠊឤᗘඃࢀࡓỈ⣲ࢭࣥࢧ࣮ࢆᐇ⌧ࠋ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

Ỉ⣲ࢭࣥࢩࣥࢢ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
Ỉἐ㜵Ṇᢏ⾡

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕
⨨

୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫

ࣟ࣎ࢵࢺࣁࣥࢻ⨨

ᒱ㜧Ꮫ

ᐃྍ ࣭Ỉ⣲ࣥࣇࣛࠊỈ⣲⮬ື㌴➼࠾ࡅࡿ࣮ࣜ
ࢡ᳨ฟ㹼౪⤥㔞᳨ฟࡲ࡛ᖜᗈࡃ⏝ྍ⬟ࠋ

࣭⊂⮬ࡢ ᕳࡁ㓄⥺ᵓ㐀ࡼࡾࠊ㧗࠸ఙ⦰ᛶຍ࠼ࠊሀ∼
ᛶ࠾ࡼࡧ㧗࠸ᑟ㟁ᛶࢆᐇ⌧ࠋ
࣭㔠ᒓ⟩ࢆ⏝࠸ࡓ㓄⥺ࡼࡾࠊఙ⦰࠾࠸࡚ࡶపᢠ
Ᏻᐃᛶࢆ⥔ᣢࠋ
࣭࣮ࣞࢨ࣮ຍᕤࠊࣇ࢛ࢺࣉࣟࢭࢫ࡛〇㐀ྍ⬟ࠋ

࣭ሬࡀᚲせ࡞ࢻࡢ๓ฎ⌮ࠊື࣭㦁㡢ࢆ ≉チ➨ྕ
పῶࡋࡓ࠸࣎ࢹ࣮ࠊ᩿⇕ᛶࢆ㧗ࡵࡓ࠸ࣝ ≉チ➨ྕ
࣑ࢧࢵࢩࠊࡑࡢࢩ࣮ࣜࣥࢢࡀᚲせ࡞࣑ࣝ
〇ရ➼

࣭ⓎගἼ㛗㏆࠸ࢧࢬࡢพฝࢆ㏱᫂ಖㆤ⭷タࡅࡿࡇ ࣭᭷ᶵ(/ࢆ⏝࠸ࡓࢹࢫࣉࣞࠊග※ࠋ
ࡼࡾࠊⓎග⣲Ꮚࡢගྲྀࡾฟࡋຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࠋಖㆤ⭷ୖ
タࡅࡽࢀࡓพฝࡣつ๎ⓗ࡞㓄⨨࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣛࣥࢲ࣒㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊගࡀฟ࡚ࡁࡓ᪉ྥࡼࡿගᙉᗘศᕸ೫
ࡾࡀ࡞ࡃࠊᏳᐃࡋࡓග※࡞ࡿࠋ
࣭ᅇࢆㅉࡵࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓ≀ရࢆᾋୖࡉࡏࡿᢏ⾡ ࣭Ỉἐࡋࡓࢫ࣐࣍࡞ࡢᦠ⾜ရࢆᾋୖࡉࡏᅇ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᏳ
≉チ➨ྕ
࣭Ỉᅽࢆឤ▱ࡋ࡚ᾋࡁලᾋຊࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿⅬࡀ≉ᚩ ͤỈἐࡋ࡚Ỉᅽࡀࡿ✵Ẽࡀ⭾ࡽࡴ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦ࢻ࣮ࣟࣥ㸸Ỉἐࡋࡓࡶࡢ
ࢆᅇ㸧⾜ᨻ࣭ᅵᮌ㸦Ỉ㉁᳨ᰝ➼㸸୍ᐃ῝ᗘ
ࡲ࡛⾜ࡗࡓࡽᾋୖࡋ࡚ᅇ㸧
࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁⨨
࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕ࡢཎ⌮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⿕ຍ⇕≀᥋ ࣭㝈ࡽࢀࡓ㟁ຊୗ࡛ࡢຍ⇕⨨㸦ᑠᆺ࡞ຍ ≉チ➨ྕ
࣭ຍ⇕ຠ⋡ࡢྥୖ
ゐࡍࡿࡇ࡞ࡃ┤᥋ຍ⇕ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
⇕⨨ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ➼ࠊຍ⇕⟠ᡤ௨እࡢ
≉チ➨ྕ➼
࣭㸱ࡘࡢ㟁ᴟࡼࡾ㟁⏺₃ὤࢆపῶ
࣭ㄏ㟁ຍ⇕ࡢࡓࡵࡢ㟁ᴟ㧗࿘Ἴ౪⤥㒊ࡢ㛫ࠊ㟁Ẽⓗ ᗘୖ᪼ࡀチࡉࢀ࡞࠸⨨➼ࡢ㐺⏝ࡀ⪃࠼ࡽ
ࡣ⤖ྜࡍࡿࡀ⇕ࡣ᩿ࡘ⣲Ꮚࢆഛ࠼ࡿࡇ࡛ࠊຍ⇕㒊ࡽ ࢀࡲࡍࠋ
⇕ఏᑟ࡛⇕ࡀ㏨ࡆࡿࡇࢆ㜵Ṇࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾᒁᡤຍ ࣭㟁⏺₃ὤࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ㟁☢ࣀࢬࡢ⪏
⇕ࡢຠ⋡ࡀྥୖࡋࡲࡍࠋ
ᛶࡀᙅ࠸ሙᡤ↓⥺㏻ಙ⨨ࡢ୍㒊ࠊ≉ᐃࡢ
࣭㧗࿘Ἴࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕࡛ࡣ㟁⏺₃ὤࡀࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡞ 㟁Ꮚ㒊ရࡢ㏆ࡃ➼㸧ࡢ㐺⏝ࡀぢ㎸ࡵࡲࡍࠋ
ࡾࡲࡍࡀࠊᮏᢏ⾡࡛ࡣࠊࡘࡢ㟁ᴟࡼࡾ㟁⏺ࢆᒁᡤⓗ
㛢ࡌ㎸ࡵࡿࡇ࡛እ㒊ࡢ㟁⏺₃ὤࢆపῶ࡛ࡁࡲࡍࠋ

࣭ᚑ᮶ࠊᣦ᰿ඖഃ檿ฟ⊂࣮ࣔࢱࢆᚲせࡍࡿࡓ ࣭㥑ືᶵᵓࡢᆺࢆᢚ࠼ࡘࡘࠊᣦඛຊࡢ㧗ฟຊࢆᅗ
ࡵࠊᶵᵓࡀ⤎ᆺࡍࡿࠋࡲࡓ≀యࡢᢕᣢࡣᖖ࣮ࣔ ࡾࠊᣦඛ⨨ᣦඛຊࡢไᚚࢆ㧗⢭ᗘᐇ⌧ࠋ
ࢱ㟁※ࢆ౪⤥ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㟁⊂ᾘ㈝ࡀ⤎ࡁࡗ
ࡓࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊᚲせ࡞ᣦඛ⊂ࠊ㛵⠇㥑ືࡢ࣮ࣔࢱࡽᣦ
ඛࡲ࡛ࡢఏ㐩ᶵᵓࡢ᭱㐺࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᥦ౪ࡋࠊᶵᵓ
యࡢ⯶ᆺࠊ檿ฟ⊂࡞ᣦඛ⊂ࢆྠᐇ⌧ࡋࡓࠋ
࣭┤ືయࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱ㛵⠇ࡢసື≧ែࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࡢࣖࢥࣅ⾜ิࠊ㥑ື㒊ࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱ┤ᑟయ
ࡢసືࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢࣖࢥࣅ⾜ิࡢ✚ࡢ㏫⾜ิࢆ⟬ࠋ

࣭⏘ᴗ䔏ࣟ࣎ࢵࢺ࣮࣒ࡢ࢚ࣥࢻ࢚ࣇ࢙ࢡ
≉チ➨ྕ
ࢱࠊ⅏ᐖ㔖ࣟ࣎ࢵࢺࡢࣁࣥࢻࠊษ๐ຍⷌࡢ ≉チ➨ྕ
ල➼ࡢᛂ䔏ࠋ

እ
ᑠศ㢮 ᴗྡ
་⸆࣭㣗
ရ

ྡ⛠

࢜ࢰࣥίሬᩱ㛵㐃ᢏ⾡

࣭᭷ᐖ≀㉁࢜ࢰࣥࢆ㝖ཤࡍࡿሬᩱࢆ⏝ࡋࡓࠊ࢜ࢰࣥ
ίᢏ⾡ࠕ2=2($7(5ࠖ㛵ࡍࡿ≀ရ
࣭࢚ࢥࣥࣇࣝࢱ࣮ࠊ⥳࣭ᅬⱁၟရࡋ࡚ၟရ
ᐇ⦼࠶ࡾ
࣭ᑐ㇟≉チࡢࣛࢭࣥࢫຍ࠼ࠊሬࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢᢏ
⾡ᨭࡶྍ⬟
࣭ྍどගᛂ⟅ᆺගゐ፹ࠊள㓟㖡ࢆ㓄ྜࡋࡓࣁࣈ
ࣜࢵࢻᆺࡢᢠ⳦࣭ᢠ࢘ࣝࢫᮦᩱࠋ
࣭1('2ࡢࠕᚠ⎔♫ᵓ⠏ᆺගゐ፹⏘ᴗᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࡛ࠖ㛤Ⓨࡉࢀࡓᢏ⾡ࡀ࣮࣋ࢫࠋ

ᢠ⳦ᢠ࢘ࣝࢫ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫

≉チ␒ྕ

࣭ᰤ㣴ᡂศ⣡㇋⳦㣗ရῧຍ≀࡛࠶ࡿࣜࣥ㓟ሷࢆຍ ࣭⣡㇋ࡢᡂศࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣏ࣜȚࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟㸦3*$㸧 ࣭᪂ၟရ㛤Ⓨಁ㐍ࠊၟရࡢ㧗ຍ౯್
≉チ➨ྕ
࠼ࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡼࡾࡶ⡆᫆᭷⏝≀㉁3*$ࣜࣥ㓟ㄏ ࠊࡉࡽ᭷⏝࡞≀㉁࡞ࡿࣜࣥ㓟ㄏᑟయࢆᚑ᮶ࡼࡾࡶ⡆ ࣭㣗ရࠊ⢝ရࠊ་⸆ရࠊ⎔ቃ➼ࡢศ㔝ࡢ
ᑟయࢆ〇㐀࡛ࡁࡓࠋ
␎ࡋ࡚〇㐀ࡍࡿᢏ⾡
⏝
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊᏛ≀㉁ࡢ⏝ࡀᑡ࡞ࡃࠊᕤ⛬ᩘࡶ
ᑡ࡞࠸ࡇࡽ⎔ቃ㈇Ⲵࢆࡅࡃࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ศᏊ㔞ࡼࡽࡎࠊ⢓ᗘไᚚࡀྍ⬟࡛ࠊỈࡢ⁐ゎᛶ
ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ
♫
⎔ቃ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࣏ࣜȚࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࡢ
ࣜࣥ㓟ㄏᑟయཬࡧࡑࡢ〇
㐀᪉ἲ

୕㔜┴ᕤᴗ◊✲ᡤ

⎔ቃ

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭ᮏⓎ᫂ಀࡿࣜࢥࣆࣥཪࡣࡑࡢㄏᑟయࢆ᭷ຠᡂศ ࣭ࣜࢥࣆࣥࢆ᭷ຠᡂศࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿࠊไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ ࣭㣗ရ㸦୍⯡㈍㸭⤥㣗ྥࡅ㸧
ࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿࠊไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟࠊࣞࣝࢤࣥච ࠋ
࣭⤒ཱྀච⒪ἲ⿵ຓ㣗ရ
⒪ἲ⏝ࢪࣗࣂࣥࢺࡣࠊඃࢀࡓไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟస⏝
࣭ࣞࣝࢠ࣮ᝈࡢ㣗ᣦᑟ⏝㣗ရ
ࢆ᭷ࡋࠊ⅖ᝈࠊࣞࣝࢠ࣮ᝈ➼ࡢ⒪ཬࡧ㸭
ཪࡣண㜵ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏⓎ᫂ಀࡿࣜ
ࢥࣆࣥཪࡣࡑࡢㄏᑟయࢆ᭷ຠᡂศࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿࠊไ
ᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ⏝㣗ရ⤌ᡂ≀ࠊࣞࣝࢤࣥච⒪ἲࡢ
ࡓࡵࡢࢪࣗࣂࣥࢺ⏝㣗ရ⤌ᡂ≀ࡣࠊඃࢀࡓไᚚᛶ㹒
⣽⬊ㄏᑟస⏝ࢆ᭷ࡋࠊ⅖ᝈࡢ⒪ཬࡧ㸭ཪࡣண㜵
⏝㣗ရ⤌ᡂ≀ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ

࢝ࢦ࣓ᰴᘧ♫

་⒪࣭㣗
ရ

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ไᚚᛶ㹒⣽⬊ㄏᑟ

࣭᭷ᐖ≀㉁ࡢ࢜ࢰࣥࢆίࡍࡿሬᩱࡀሬᕸࡉࢀࡓ≀ရ

࣭⎔ቃᨵၿ〇ရࠊ་⒪⏝〇ရ➼

࣭ᵝࠎ࡞⳦ࠊ࢘ࣝࢫᑐࡋࠊ㧗࠸ᢚไຠᯝࠋ
࣭ᬯᡤ࣭᫂ᡤ࠸ࡎࢀࡢ⎔ቃ࡛ࡶຠᯝࢆⓎࠋ
࣭ࢻࣛ⎔ቃୗࡢᐇドᐇ㦂࡛㸯ᖺ㛫ࡢ᭷ຠᛶࠋ
࣭ᮦᩱ⢏Ꮚࢆࢼࣀ࣮࢜ࢲ࣮ᚤ⣽ࡋࠊ㧗࠸㏱᫂ᛶࢆᐇ
⌧ࠋሬᩱࠊࢩ࣮ࢺࠊᶞ⬡ΰࡐࡿ࡞ࠊⰍࠎ࡞࠸᪉ࡀྍ
⬟ࠋ

࣭ឤᰁᑐ⟇ࡀᚲせ࡞⟠ᡤࠋ
࣭බඹタࡢタഛࠊᡭࡍࡾࠊࣔࢽࢱ࣮ࠊ⾪❧
࡞ࠋ
࣭࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊ⮬㈍ᶵࠊ↷᫂ࠊࣜࣔࢥࣥ࡞
ࡢྛ✀࣎ࢱࣥࠋ
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࡛ࠊᮌ〇ᯈࡢࢀࢆ㜵Ṇ
࣭ᮌ〇㒊ᮦࡢࣉࣞࢫᡂᆺࢀࡸடࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ ࣭ᮌ〇㒊ᮦࡢࣉࣞࢫᡂᆺࡢࢀࡸட㜵Ṇ
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ࡍ࠸ࠋ
⣸እ⥺㐽ⶸᮦࢆᆒ㉁ᢸᣢࡉࡏࡓ」ྜ⢏Ꮚࢆᥦ౪ྍ⬟ࠋ
࣭ኴ㝧ග㟁ụ⏝ࣃࢿࣝࡢࢥ࣮ࢸࣥࢢ➼
࣭㫣∦≧࣮࣐࣋ࢺ⢏Ꮚୖᆒ㉁⣸እ⥺㐽ⶸᮦࢆᢸ
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➼㸧
ࡦࡎࡳࡢ᳨ฟ᭷ຠ࡛ࡍࠋ
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ᩱࠊᛂ⟅ࡀᙅ࠸ᑕฟᡂᙧᶞ⬡࡞ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ
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࣭ᮏᡭἲࡣࠊ◚ቯ㉳Ⅼࠊᛂຊ㞟୰㒊ࡢࡦࡎࡳ ᐃࠊ
&$(ゎᯒࡢ᳨ド࡞ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ

࣮ࣜࣝࢭࢳࣞࣥྵ᭷
ᶞ⬡࠾ࡼࡧࡑࡢ〇㐀᪉
ἲࠊ࠾ࡼࡧᙜヱᶞ⬡ࢆ⏝
࠸ࡓࡦࡎࡳࢭࣥࢧ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫

≉チ␒ྕ
≉㛤ྕ

⾲杉ᨵ㉁ࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔
ࡢ〇㐀㖠ἲ

ྡྂᒇᕷᕤᴗ◊✲ᡤ

⾲㠃ຍᕤ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

࣭⼥ⅬࡀΥࡢ⇕ྍረᛶᙧ≧グ᠈࣏࣐࣮ࣜࢆ㛤Ⓨࡋ ࣭ᚑ᮶ࡼࡾࡶᖜ⼥Ⅼࢆపୗࡉࡏࡓ㸦ΥЍΥ㸧ᙧ≧ ࣭ᨺᑕ⥺⒪⏝ᅛᐃල⏝ࡉࢀࡿᶞ⬡ࢩ࣮ ≉㛤ྕ
ࡓࠋ
グ᠈ᶞ⬡ࡢ〇㐀᪉ἲ
ࢺࡢᛂ⏝
࣭ᚑ᮶㸦Υ㸧ࡼࡾࡶᖜ⼥Ⅼࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
࣭║㙾ࣇ࣮࣒ࣞࠊ⿵⫈ჾࠊࢠࣉࢫ࡞㌟యᙧ
ࡓࠊᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣࠊ⼥Ⅼࢆୗࡆࡿኚᙧ⬟ࡸᙉᗘ
≧ኚᙧࡍࡿ≀ရࡢᛂ⏝
࠸ࡗࡓᛶ⬟ࡀపῶࡍࡿ࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊศᏊ㔞ࠊ⤖ᬗᛶࠊศᒱᩘࢆไᚚࡋ
࡚ࠊᛶ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᨺᑕ⥺⒪࣐ࢫࢡࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࠊ⇕ࡃ࡞࠸࣐
ࢫࢡసᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ᒱ㜧Ꮫ

ᶞ⬡

࣭⎔ቃ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ᳜≀⏤᮶ᶞ⬡ࢆ⏝࠸ࡓỈ
ᛶሬᩱ
࣭ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩ࡞ࢆཎᩱࡍࡿ࣏ࣜங㓟⣔ࡢᶞ⬡ࡢ
Ỉศᩓయࠊࢢࣜࢥ࣮࢚࣮ࣝࢸࣝ⣔ࡢ㐀⭷ຓࢆ㓄ྜ
ࡋࡓࡶࡢࠊỈศᩓᛶ࣏ࣜࢯࢩࢿ࣮ࢺ◳ࢆ㓄
ྜࡋࡓࡶࡢࡢᾮᆺࡢሬᩱ
࣭ᚑ᮶ࡢ⁐⣔ሬᩱẚ࡚ࠊ&2Ⓨ⏕㔞ࢆ๐ῶ
ࡋࠊගᏛࢫࣔࢵࢢࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ≀㉁ࡢ୍ࡘࡉ
ࢀࡿⓎᛶ᭷ᶵྜ≀㸦92&㸧ࢆ๐ῶ
࣭᳜≀⏤᮶ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣࠊࠕ▼Ἔࡢᾘ㈝ࠖ
ࠕ&2Ⓨ⏕ࠖࢆᢚ࠼ࡿࡀࠊ⾪ᧁᙅ࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡗࡓ
࣭᳜≀ᛶࡢ࣏ࣜங㓟ᶞ⬡ࡣ⾪ᧁᙅ࠸ࡓࡵࠊ⾪ᧁᙉ
࠸ỗ⏝ᶞ⬡ΰྜ
࣭ࡉࡽࠊ┦⁐ࢆධࢀࠊఝᯫᶫ≧ែࢆᙧᡂࡋ
࡚ࠊᆒ୍ΰྜ
࣭ࡑࢀࡼࡾࠊ⾪ᧁᙉ࠸᳜≀ᛶࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆᐇ⌧

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭ࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụࡢᏳ౯࡞ṇᴟᮦᩱ
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
ͤࢥࣂࣝࢺࢆࢃࡎࣜࢳ࣒࢘ࢆ࠺ࠋ⎔ቃࡸࡉࡋࡃᏳ౯ ࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦㟁ᘧ㟁ჾ㸧

⇕ྍረᛶᙧ≧グ᠈ᶞ⬡
ࢩ࣮ࢺཬࡧ⇕ྍረᛶᙧ≧
グ᠈ࢩ࣮ࢺࢆྵࡴ≀ရ

ឡ▱┴ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮

ᶞ⬡

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝
࣭㟁ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ࠼ࡿࣜࢳ࣒࢘ḟ㟁ụࡢṇᴟᮦ
ᩱ
࣭ࢥࣂࣝࢺࡸ࣐ࣥ࢞ࣥࡼࡾప౯᱁ࡢࠕ㕲ࠖࢆ⏝
࣭ࢥࣂࣝࢺ⣔ᮦᩱ༉ᩛࡍࡿ㧗㟁
࣭ࣆࣟࣜࣥ㓟㕲ࣜࢳ࣒࢘
ࠕ/L)H 32 ࠖ
࣭⢭ᐦ㘫㐀ࡣࠊ檿⢭ᗘ㒊ရࢆపࢥࢫࢺ࡛〇㐀ྍ⬟ࠋ
࣭ᚑ᮶ࡢᢏ⾡࡛ࡣࠊຍⷌ᮲௳ࢆ᭱㐺ࡋ࡚ࡶࠊ⿕ຍⷌ
ලࡢᘬᙇᙉࡉࡢಸ௨ୖࡢⷌලᅽ⊂ࡀᚲせࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊຍⷌ➃杉ࡢ⦕㒊ᙧᡂࡉࢀࡓษลࡼࡗ
࡚⿕ຍⷌရ㸦憸ᒓᮦᩱ㸧ࡢᷧ㒊ࢆ๐ࡾࡘࡘ⛣ືࡉࡏࡇ
ࡼࡾ᩿ኚᙧࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿࡇࢆ≉ᚩࠋ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᢠ⳦
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀 ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ရࡶ2.

࣭ᮌᮦࡢ⾲㠃ࡢࡳࢆ㑅ᢥⓗᶞ⬡」ྜࡋࠊ㍍ࡉࠊ᩿⇕ ࣭ࢫࢠ࡞㌾㉁ᮌᮦࡢ㧗ຍ౯್
ᛶ࡞ࠊᮌᮦᮏ᮶ࡢ≉ᛶࡣࡑࡢࡲࡲࠊ⾲㠃ࡢ◳ࡉࠊ⪏⾪
ᧁᛶࠊ⪏ởᰁᛶࢆ㣕㌍ⓗྥୖࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡉࡽࠊ
࣮ࣞࢨࡼࡿ✰㛤ࡅࡢຍᕤ㛫ࢆ▷⦰ࡋࠊᶞ⬡㔞ࢆ๐ῶࡍ
ࡿ᪉ἲࡸᙉᗘ⪏Ỉᛶࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᶞ⬡ࡢΰྜ᮲௳
ࡶᥦࠋ

㸫㸫

≉チ➨ྕ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀

≉チ➨ྕ

ٗढ़ྪพ
ᑠศ㢮 ᴗྡ

ྡ⛠

ᮌᮦ⣔

ࢩ࣮ࢬࡢ࣏ࣥࢺࠊ⏝ศ㔝

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

≉チ␒ྕ

⢊○᳜≀ཎᩱࡢᅽ⦰ᡂᙧ
ᢏ⾡

࣭ᮌ࣭➉➼ࢆ⢊○ࡋࡓ᳜≀ཎᩱࢆᅽ⦰ᡂᆺࡍࡿᢏ⾡ ࣭⢊○᳜≀ཎᩱࢆᅽ⦰ᡂᙧࡋࡓ㍍㔞㧗ᙉᗘᮦᩱ
࣭᳜≀⏤᮶ࡢ᥋╔ᡂศࣜࢢࢽࣥࠊ࣑࣊ࢭ࣮ࣝࣟࢫ➼ ͤ▼Ἔᡂศࢮ࡛ࣟ2.ࡢᶞ⬡ࠊᅵ㏉ࡏࡿ
ࡢ᥋╔ᡂศࢆᯒฟࡉࡏ࡚⤖ྜࡉࡏࡿⅬࡀ≉ᚩ
࣭ᗫᲠᚋࡣ⮬↛ᡠࡾࠊ㍍㔞ࠊ㧗ᙉᗘ࡛ᑍἲ⢭ᗘࡶⰋ
ዲ

ᑒ⟄

࣭ᑒ⟄ࡢእഃࡽࠊෆᐜ≀ࡢᩥᏐࡸ⏬ീࡢ᳨ᰝࢆᐜ᫆
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᑒ⟄ࠋᑒ⟄ࡢ᥋╔ᮦࡣ㉥እ⥺
࡚ບ㉳࣭Ⓨගࡍࡿ⺯ගయࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᐜ≀ࡢᩥ
Ꮠࡸ⏬ീࡣ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿᮦᩱ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑒධ≀ࡀ㏦ࡽࢀࡿࡁ㏦ࡾඛࠊᑒ⟄グ㍕➼ࡉࢀ
ࡓ㏦ࡾඛࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࢆ᳨ᰝ࡛ࡁࢀࡤࠊㄗࡗࡓ㏦
ࡾඛᑒධ≀ࢆ㏦ࡿࡇࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⏬ീሗࢆྍ
どࡋࡘࡘࠊ⏬ീሗࡢㄞྲྀࡼࡾ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀ
࡛ࡁࢀࡤࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ㠃ࡽࡶᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࣭ࡇࡢᑒ⟄ࠊ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿᮦᩱࡼࡿ⏬ീሗࢆ᭷ ࣭ᩥල࣓࣮࣮࢝
ࡍࡿ፹యࢆᑒධࡍࡿࠊ⏬ീሗࡣྍど࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ
эᑒ⟄ࡢ〇㐀ࠊ㈍
ᑒ⟄ບ㉳ගࡋ࡚㉥እ⥺ࢆ↷ᑕࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᥋╔ᒙ
ࡢ⺯ගయࡀບ㉳ࡉࢀ࡚㉥እ⥺ࢆⓎගࡋࠊ㉥እ⥺ࢆ྾ࡍࡿ
⏬ീሗࡢ㉥እ⥺㔞ࡢᕪࡼࡾࠊ⏬ീሗࢆㄞྲྀࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

≉チ➨ྕ

ⰾ㤶Ⓨᩓᢏ⾡

࣭ᦠ⾜ရ➼㤶ࡾࢆࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡
࣭ⷧᆺ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽⓎᩓᛶࢆ㧗ࡵࡿᵓ㐀ࡀ≉ᚩ

࣭ࢫ࣐࣍࡞ࡢᦠ⾜ရ➼㤶ࡾࢆ

≉チ➨ྕ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

᪥ᮏ༳ๅᰴᘧ♫

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
㧗⃰ᗘ⢾ᾮࡢ〇㐀᪉ἲ

࠶࠸ࡕ⏘ᴗ⛉Ꮫᢏ⾡
⥲ྜࢭࣥࢱ࣮

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ⎔ቃࠊ㔠ᆺᅽ⦰
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚᘓ⠏㸦ᘓᮦ㸧ࠊ〇㐀㸦㞧㈌ࠊ⋵
ල࡞㸧

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚࢧ࣮ࣅࢫ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ〇㐀㸦ᣢࡕṌࡁ〇ရ㸸ࢫ࣐࣍
ࢣ࣮ࢫ➼㸧
࣭๓ฎ⌮ᕤ⛬࡛㔞ࡢỈࢆຍ࠼࡚⢾ศ㓝⣲ศゎࡍࡿ ࣭ࢺ࣐ࢺࡢⱼ࡞ࡢᮍ⏝ࣂ࣐࢜ࢫ㈨※ࡽࠊࣂ࢚࢜ ࣭ᆅᇦࡢᮍ⏝㈨※ࡢά⏝
ࡓࡵࠊ⢾ᾮ⃰ᗘࡀపࡃ᭱⤊ⓗᚓࡽࢀࡿ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡶ ࢱࣀ࣮ࣝཎᩱ࡞ࡿ⢾ᾮࢆᚑ᮶ࡼࡾ㧗⃰ᗘ࡛ᅇࡍࡿᢏ⾡ ࣭ᾘẘ⏝࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㛤Ⓨ
ప⃰ᗘ࡞ࡿࡓࡵࠊ␃ከࡃࡢ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᚲせ
࣭ࣂ࣮࢜࣋ࢫ࣏࣐࣮ࣜࡢ㛤Ⓨ
ࡍࡿ࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㛤Ⓨᢏ⾡࡛ࡣࠊ㠀Ỉ⁐ᛶࡢ⁐፹୰࡛㓝⣲⢾ࡉࡏࡓ
ᚋࠊᑡ㔞ࡢỈࢆຍ࠼ࡿࡇ࡛㧗⃰ᗘࡢ⢾ᾮࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡓࡵࠊⓎ㓝ᚋࡢ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ⃰ᗘࡀᚑ᮶ࡼࡾಸ㧗ࡃ
࡞ࡗࡓࠋ
࣭࢚ࢱࣀ࣮ࣝ⏕⏘࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࣟࢫࢆῶᑡࡉࡏࠊⓎ
㓝࣭␃⨨ࡢᑠᆺࡶྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
࣭⏿࡛ࡢ⏝ࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓ㎰ᴗᗫᲠ≀ࢆ᭷ຠά⏝࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡢࢭ࣮ࣝࣟࢫ⣔ࣂ࢜ཎᩱࡢᛂ⏝ࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

≉チ➨ྕ

※⁆
ᑠศ㢮

ᴗྡ

ࢧ࣮ࣅࢫ

ྡ⛠

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭/('↷᫂࡞ࡢ/('ග※ࡽග,'ಙྕࢆⓎಙࠊࢫ࣐࣮
ࢺࣇ࢛ࣥࡢ࣓࢝ࣛࢆά⏝ࡋࡓᑓ⏝ࣉ࡛ࣜཷಙࠊ,'
㛵㐃ࡋࡓሗࢆ⾲♧ࠋ
࣭*ࠊ*࡞ࡢ㟁Ἴࡀᒆ࡞࠸ሙྜࡶࠊ:L)L࡞ࡢ
ࣔࣂࣝ㏻ಙࡀ࡛ࡁࡿᒇෆ㸦㝔ࠊᆅୗ࡞㸧࡛ࡶ
ሗᥦ౪ྍ⬟ࠋ

࣭㏻ಙ⤒㊰ࡀぢ࠼ࡿࡓࡵࠊ┤ឤⓗཷಙࠊ㐽ⶸࡀᐜ᫆ࠋ
࣭┤㐍ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᒇෆ⨨ ⏝ࠊΰಙࡋ࡙ࡽ
࠸ࠋ
࣭↷᫂ࡋ࡚ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛㊊ࡾࠊ㏻ಙ࢚ࢿࣝࢠ࣮せࠋ
࣭㟁Ꮚᅇ㊰ᖸ΅ࡏࡎࠊேయࡢᏳᛶࡀ㧗࠸ࠋ
࣭㟁Ἴἲࡢ㐺⏝ᑐ㇟እ࡛࠶ࡾࠊἲつไࡀ࡞ࡃ⮬⏤⏝ࠋ

⾜ඛෆ

࣭ᑠࡉ࠸⏬㠃㔞ࡢሗࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚ࡶㄞࡵ࡞࠸ࠋ ࣭⛣ື᪉ྥࡸ㏿ᗘࠊ㛫ྜࢃࡏ࡚≉ᐃࡢ࣮࣡ࢻᑐᛂࡍ ࣭ࢫ࣐࣮࣍࢝ࢼࣅࡢ㐃ືࡋࡓࣉࣜ㸦㌴
࣭ከࡃࡢሗࡣせ࡛࠶ࡾࠊ┠ⓗἣᛂࡌ࡚ࠊ㐺 ࡿࣞࢥ࣓ࣥࢻ⤖ᯝࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ
ࡣ㌴㐺ࡋࡓሗᥦ౪ࠊ㝆㌴ࡍࡿṌ⾜
ษ࡞ሗࡢࡳ⾲♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶⓎಙࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ㈇Ⲵࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ ⪅㐺ࡋࡓሗࢆᥦ౪㸧ࠋ
ࡿࠋ
࣭ᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࠊ㐟ᅬᆅෆ࡛ࡢࢼ
ࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࣉࣜࠋ
࣭༳ๅ≀ࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶࢆࣜࣥࢡࡍࡿᢏ⾡
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㡢ኌឤㄆ㆑

࣭㡢㡩༢ࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿࡓࡵࠊゝㄒࡢ✀㢮࣭ಶேᕪ࣭ᆅ᪉
ᕪᙳ㡪ࡉࢀࡎࠊ≉ᐃከᩘࢆᑐ㇟ࡋࡓ㡢ኌㄆ㆑㐺ࡍ
ࡿࠋ
࣭▷࠸ヰࡸ༢⣧࡞ヰ࡛ࡶࠊឤࡢᙉᗘࢆุᐃྍ⬟ࠊ≉
ࠕᛣࡾࠖࡢឤㄆ㆑ᙉ࠸ࠋ
࣭ヰ⪅ࡢឤ࠶ࡿ࠸ࡣⓎヰែᗘࡼࡗ࡚ࠊ㡢ኌ୰ࡢࡇࢁ
ࡇࢁ㡢㡩༢࡛ほᐹࡉࢀࡿࠕኌࠖࠕຊࢇࡔኌࠖࠕẼ
ᜥᛶࡢኌࠖ࡞ࡢ≉ᐃࡢ㡢㡪≉ᛶࡽࠊ≉ᚩⓗ㡢Ⰽࢆ᳨ฟ
ࡋ࡚ឤࢆㄆ㆑ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࠋ
࣭⊂⮬ࡢ◊✲ࡼࡾࠊࢫࢺࣞࢫ≧ែ┦㛵ࡢ࠶ࡿ⓶ ࣭ᚰᢿ ᐃ࡞ࡢ᪉ἲẚࠊࡼࡾᖜᗈ࠸యㄪኚࢆ᳨▱
࢞ࢫࡢ≀㉁㸦ࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝㸧ࢆ≉ᐃࠋ
ྍ⬟ࠊ⓶ࡢᐦ╔ࡀせࠊ➼ࡢⅬ࠶ࡾࠋ
࣭ᙜヱࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝࢞ࢫࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡛ࢫࢺࣞ
ࢫឤ┤⤖ࡋࡓᐈほⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫデ᩿ࡢᥦ౪ࡀྍ⬟
ࠋ
࣭㨶⣸እගࢆᙜ࡚ࠊ㨶║ࡢᙬ㒊ࡢ㍤ᗘᇶ࡙࠸࡚ ࣭㨶ࢆຍᕤࡋ࡞࠸ࡲࡲ▷㛫࡛㩭ᗘࢆุᐃ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㩭ᗘࢆุᐃࡍࡿᢏ⾡ࠋ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

⏕య࢞ࢫࢭࣥࢩࣥࢢ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
㩭ᗘ᥎ᐃ

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

㢦⏬ീࡽࡢ⬦ᢿィ
⾡

ᢏ

㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢧ࣮
㸦ᚰᢿ࣭྾㸧

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
'㔜␚㸦タィ〇㐀≀デ
᩿㸧ᢏ⾡

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
␗ᖖရุᐃ㖠ἲ

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᒱ㜧Ꮫ

㊰杉ホ౯㖠ἲ

ࢭࣥࢩࣥ
ࢢ

ᒱ㜧Ꮫ

ධຊሗศᯒ⨨㸦ࢸ࢟
ࢫࢺ࣐ࢽࣥࢢࢩࢫࢸ
࣒㸧

࣭㢦ࢆᙳࡋࡓື⏬ീࡽᮏேࡢ⬦ᢿࢆィ
࣭⬦ᢿ㢦ࡢⰍኚࡢᐦ᥋࡞㛵ಀ╔┠
࣭㠀᥋ゐ࡛㧗⢭ᗘ ᐃ࡛ࡁࡿࡇࡀ≉㛗

ࡍࡿᢏ⾡ ࣭㢦ື⏬ࡢᚤጁ࡞Ⰽኚࡽ⬦ᢿࢆ᳨ฟ
ͤ⏬ീฎ⌮࡞ࡢ࡛ࢫ࣐࣍࡞࡛ ᐃࡀྍ⬟

࣭❧యᵓ㐀≀ࡢ〇㐀Ⰻࢆ⡆᫆Ⓨぢ
ͤ'ࢹ࣮ࢱࡢタィ㏻ࡾࡢデ᩿ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚ〇㐀≀デ᩿
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ⏘ᴗ㸦㕲㗰〇ရ㸧ࠊᘓ⠏㸦ᘓ≀ ≉チ➨ྕ
ࡢእほ㸧

࣭ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᏛ⩦ࡣⰋရⰋရࡢ
㆑ูቃ⏺ࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿࡓࡵⰋရⰋရࡢࢧࣥࣉࣝࡀ
ྠ⛬ᗘᚲせࠋ
࣭ᮏⓎ᫂ࡣࠊ࢚ࣥࢥ࣮ࢲࠊࢹࢥ࣮ࢲᵓ㐀ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢹࢫࢡ࣑ࣜࢿ࣮ࢱࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸࡚ᩛ
ᑐⓗᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ࡑࡢ㝿ࠊ࢚ࣥࢥ࣮ࢲࡀ␗ᖖᗘࡢ⟬ฟ⏝࠸ࡿุᐃᑐ
㇟≀ࡢ≉ᚩࡀࠊṇつศᕸᚑࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ
≉ᚩࡍࡿࠋ
࣭ᖹᡂᖺ㛯ࠊᅜ✆㏻┬㐨㊰ᒁࡼࡾ⥲Ⅼ᳨ᐇせ
㡿㸦㸧⯒⦅ ࡀᥦ䤡ࡉࢀࠊᚋࡢ㊰杉ࡢ⦪᩿พฝ
ホ౯ࡣ,5,ࢆ䔏࠸ࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
࣭,5,ࡢ᥎ᐃ⢭ᗘྥୖࡘ࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐᛂࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ庱㏿凑యࡢ ᐃ⢭ᗘྥୖ╔䛕ࡋࡓ
◊✲ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᮏⓎ࡛᫂ࡣࠊ㹅㹎㹑ࡢ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏ
ࡿࡓࡵࠊ㹅㹎㹑ࢭࣥࢧሗຍ㏿ᗘࢭࣥࢧሗࢆ⤫ྜ
ࡋ࡚ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࡢࢻࣜࣇࢺ㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡼ
ࡾࠊ庱୧㏿ᗘࢆࡼࡾṇ☜᥎ᐃࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋ
ࡓࠋ
࣭ࢸ࢟ࢫࢺ࣐ࢽࣥࢢࡼࡾ㢳ᐈពぢ➼ࢆ
ゎᯒࡍࡿࡶࠊ⊂⮬ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ
ᢏ⾡࡛ྍど

࣭ṇᖖࢹ࣮ࢱࡢࡳࠊࡶࡋࡃࡣṇᖖࢹ࣮ࢱᑡᩘࡢ␗ᖖࢹ࣮ ࣭⏬ീฎ⌮ࡼࡿ᳨ᰝࡢ凑ື
ࢱࢆ⏝࠸࡚ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᶵᲔᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓሙ 㸦㎰స≀ࡢእほ᳨ᰝࠊⷌᴗ〇ရࡢ᳨ᰝ㸧ࠋ
ྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ␗ᖖရࡢุᐃࢆ⢭ᗘ㧗ࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

࣭㐲㝸ᆅ࠶ࡿᕤሙࡶ⣲᪩ࡃ⧅ࡀࡾࠊ⏕⏘タഛࡢ
ሗ➼͂࠸ࡘ࡛ࡶࡇ࡛ࡶ̓ࢡࢭࢫྍ⬟
࣭͂ᡭ㍍̓࠼࡚ࠊ᧯సࡶ͂┤ほⓗ̓ࠊ㧗㈇Ⲵሗ
ࡶ͂ࢧࢡࢧࢡືࡃ
'࢝ࢱࢲࢫ
࣭;9/:HE'ࢆ⏝࠸࡚'ࢹ࣮ࢱࡢሗࢆ✚࣭㜀ぴ
㸦㸦ᆺࡢ㸧ಟ⌮ᒚṔࢆ' ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࡇ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㸟
࡛✚࣭ぢ࠼ࡿࡍࡿ ࣭⌧ሙ࡛ࢫ࣐࣍➼ࡢ➃ᮎࢆ⏝࠸࡚⡆༢ᆺ⿵ಟ⟠ᡤᒚ
ࣉࣜ㸧
ṔࡢⓏ㘓㜀ぴࡀ࡛ࡁࡿ㸟
࣭✚ሗࡢศᯒࡼࡾࠊḞ㝗Ⓨ⏕ከⓎ⟠ᡤ࡞ࡶᢕ
ᥱ࡛ࡁᆺタィࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀྍ⬟㸟
1LDQNR6
࣭ࠕேࡶタഛࡶ✌ാ⋡ࢆࡶࡗୖࡆࡓ࠸㸟ࠖࡢኌᛂ
ேタഛࡢ⦓ᐦࡘ᭱㐺 ࠼ࡿ⏕⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
࡞㓄⨨ࢆᐇ⌧ࡍࡿ⏕⏘⟶ ࣭సᴗࡢ⣽ศィ⏬ᢸᙜ⪅ࡢᛮ⪃ࡢࣟࢪࢵࢡࡼ
ࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞⏕⏘ィ⏬ࢆ⮬ື❧ࡍࡿ
⌮ࢩࢫࢸ࣒
࣭᪥ࠎࡢసᴗᐇ⦼ࢆࣜࣝࢱ࣒ᫎࡋࠊ㐍ᤖࡢぢ
࠼ࡿᐇ⦼ྜࢃࡏࡓࣜࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢ
ࢻ࣮ࣟࣥไᚚ
࣭┘ど⪅➃ᮎࠊ᧯⦪⪅➃ᮎ࣓ࣥ࢝ࣛ࡞ࡢྛ✀ࢭࣥ
ࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㣕⾜࣮ࣝࢺไᚚ࣭⏕ᡂ࣭⾲♧ࢆ⾜࠺ᢏ
⾡ࠋ
࣭ࣂࢵࢸ࣮ࣜṧ㔞ᇶ࡙ࡃไᚚࠊ㣕⾜࣮ࣝࢺุᐃࠊど
⏺㏻▱࡞ࡢሗࢆࠊ᧯⦪⪅ࡸ┘ど⪅ࡢ➃ᮎ⾲♧ࡶ
ྍ⬟ࠋ

ࢫ࣐࣮ࢺࢡࣜࢵࣉᢏ⾡

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫
㟁Ꮚࢱࢢࢆ⏝࠸ࡓᤕ⋓㐟
ලᢏ⾡

ᐩኈ㏻ᰴᘧ♫

࣭ᗑ⯒ෆಖᏑ⎔ቃ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㸦ಖᏑ⎔ቃࡢ
≧ែࢆ⾲♧㸧
࣭㨶ࡢಖᏑ᪉ἲࢆぢศࡅࡿ㸦Ỉᥭᚋࡽࡢಖ
Ꮡ᪉ἲࢆ⾲♧㸧
࣭㢳ᐈࡢㄪ⌮ἲᥦࢧ࣮ࣅࢫ㸦㩭ᗘ࠶ࢃ
ࡏࡓㄪ⌮ἲࢆ⾲♧㸧
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪ࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀㸦ࢧ࣮
ࣅࢫ㸧
࠙ᢏ⾡ศ㔝ࠚᗣ⟶⌮
≉チ➨ྕ
࠙㐺⏝ᴗ✀ࠚ་⒪࣭ㆤࠊᴗࠊᏛᰯࠊ〇㐀
㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧

ᕤሙ࢚ࢡࢫࣉ࣮ࣟࣛ

ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ,3࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫

࣭࢙࢘ࣛࣈࣝࡼࡿࢫࢺࣞࢫデ᩿ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦≉⏘ᚋ㨚ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸧ࠋ
࣭࢜ࣇࢫࠊᩍ⫱⌧ሙ࠾ࡅࡿࢫࢺࣞࢫ≧ែ
ᢕᥱ࡞ࠋ

࣭㠀᥋ゐࢭࣥࢧࡼࡾᚰᢿᩘ྾ᩘࢆ᳨ฟ
ͤ㟁Ἴ࡛ࡼࡾṇ☜ࠋ྾ᩘ࡛╧╀ࡢ῝ࡉ࡞ࢃࡿ

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ 㸦ᕤሙࡀᣢࡘሗ⣲᪩
ࡃࢡࢭࢫࡍࡿࣉࣜ㸧
♫

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ
♫

≉チ␒ྕ

࣭ࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࠊ⮬ື㟁ヰᛂᑐࢩࢫࢸ࣒ࠊ
㟁Ꮚ⛎᭩ࢩࢫࢸ࣒ࠊࣂࢱ࣮ࡸ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮
⏬ീࡢᑐヰࠊᑐヰࣟ࣎ࢵࢺ➼ࠊ㡢ኌᑐヰ
ࡼࡿࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆᣢࡘᑐヰࢩࢫࢸ࣒ࠋ

࣭ேయᚤᙅ࡞࣐ࢡࣟἼࢆ↷ᑕࡋࠊࡑࡢᑕἼࡢኚ
㔞ࡽࠊ྾࣭ᚰᢿ࣭యືࢆィ
࣭㏦ಙ㒊ࡽ࣐ࢡࣟἼࡀᨺᑕࡉࢀࠊேయࡽࡢᑕ
Ἴࢆཷಙࠋ࿘Ἴᩘࢆゎᯒࡋ࡚ࠊྠ୍ಙྕࡽᚰᢿࠊ
྾ࠊయືࢆ㆑ู
࣭㧗⢭ᗘ࡞㠀᥋ゐࣂࢱࣝࢭࣥࢩࣥࢢࢆᐇ⌧
࣭❧యᵓ㐀≀ࡢຍᕤ⨨ࡢࡎࢀ࡞ࡢ〇㐀Ⰻࢆ⡆༢
Ⓨぢ
࣭㸱ḟඖ&$'〇㐀≀┿ࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ࡛Ⰻࢆ⡆༢
Ⓨぢ
࣭〇㐀Ⰻࢆ༶ᗙⓎぢࡋࠊᚋᕤ⛬࡛ࡢᡭᡠࡾࢆ᧞⁛

୰㒊㟁ຊᰴᘧ♫

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ
♫

ᛂ⏝ᑐ㇟〇ရ㸦㸧
ᑐ㇟ᴗ⏺㸦㸧

ࢩ࣮ࢬࡢෆᐜ

࣭㢦ࢆぢࢀࡤ┦ᡭࡢឤࡣ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊኌࡔࡅ࡛ࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ᶵᲔࡶ⚾ࡢឤࢆศࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢡ࣮࣒ࣞࡢ㟁ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ᫂ࡿ࠸ኌ࡛ᑐᛂࡉ
ࢀࡿࣛࡗࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ

:2ྕ

࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢຍ㏿ᗘ࡞ࡢྛ✀ࢭࣥࢧሗࡢࡳ
࣭㊰杉ホ౯ࡢࠊࢻࣛࣈࣞࢥ࣮ࢲࡢ㏿ᗘ ≉㢪Ѹྕ
ࡽࠊ㊰杉ࡢพฝලྜࡢᅜ㝿ᶆ‽つ᱁࡛࠶ࡿ,5,
⾲䤡ࠊࢧࢡ࣓࣮ࣝࢱࡢ㏿ᗘ⾲䤡ࡢ⢭ᗘྥୖ
,QWHUQDWLRQDO5RXJKQHVV,QGH[ ࢆ᥎ᐃࡋࠊ*36 *OREDO 䔏࡛ࡁࡿࠋ
3RVLWLRQLQJ6\VWHP ሗඹࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ᆅᅗୖྍどࡍࡿࢩࢫࢸ࣒

࣭ᩥᏐሗ࠾ࡅࡿ㏦ಙ⪅ࡢᚰⓗ㑄⛣ࠊ≉ᩥᏐሗసᡂ ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࡛ࡢά⏝
⪅ࡢホุ≧ែࡢ㑄⛣ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿධຊሗ
ศᯒ⨨➼㸦ಀࡾཷࡅゎᯒ➼ࡼࡾᐇ⌧㸧
࣭ᩥ᭩ሗ≉ᐃࡢ࢝ࢸࢦࣜ㸦ศ㢮㸧ࡢ┦㛵ࡸࠊᩥ᭩㛫
ࡢ┦㛵ࢆ⨨㛵ಀࡽどぬⓗᢕᥱࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ
ධຊሗศᯒ⨨➼㸦ከḟඖ✵㛫ࡢ㸰ḟඖᖹ㠃ࡢീ
㸦⊂⮬ᡭἲ㸧➼ࡼࡾᐇ⌧㸧
࣭ᩥᏐሗྵࡲࢀࡿ༢ㄒࡢゎᯒࡼࡾ⮬ື⏕ᡂࡉࢀࡿ࢝
ࢸࢦࣜ㸦ศ㢮㸧ྛᩥᏐሗࡢ┦㛵ࡸࠊྛᩥᏐሗ㛫ࡢ
┦㛵ࢆ⨨㛵ಀࡽどぬⓗᢕᥱࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿධ
ຊሗศᯒ⨨➼㸦㹌㹋㹄ἲࡼࡿ
ࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢᡭἲ➼ࡼࡾᐇ⌧㸧

≉チ➨ྕ
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中小企業の経営者

個人事業主の皆さま

こんな悩みをお持ちではないですか？
売り上げが…

新商品のアイデアが…

伸びない

コストが…

かかり
すぎ

技術を持つ人材が…

足りない

出ない

販路の開拓が…

社員のやる気を…
高めたい

難しい

で
グ
ン
チ
ッ
マ
知財ビジネス も!?
解決できるか
知財
知財ビジネス
ネ マッチングで新商品開発!
ッチ
新商品開発
知財ビジネスマッチングとは？
知財ビジネスマッチングとは、新商品開発に意欲的な中小・ベンチャー企業の技
術と大企業・大学等の開放特許を結びつけることです。

新しい商品
開発したい

大企業・大学の

開放特許

新しい商品の

誕生

知財ビジネスマッチングガイドブック



自社ブランド
作りたい

中小・ベンチャー企業の
技術

大企業等の開放特許は 宝の山 です
開放特許とは企業が開発した技術資産である特許のうち、他社にライセンス契約
などの形で開放する意思のある特許のことをいいます。経営資源に限りのある中小
企業にとって、有効活用できれば低コストで新商品開発が可能。開放特許はまさに
“宝の山”です。

特許を開放します！

開放特許を使った

4つ のメリット

1

新商品開発のアイデアを探すことができる！

2

大企業等の長年の研究成果を活用することで、
開発期間の短縮・費用の削減！

3

特許権で守られているため、模倣品を排除！

4

大企業等の信用・ブランド力により
自社の知名度が向上！

知財ビジネスマッチングガイドブック



知財ビジネスマッチングの
イベントに参加して
開放特許活用のきっかけをつかもう！
国や地方公共団体、金融機関等による知財ビジネスマッチングのイベントが
全国各地で行われています。
セミナー、
ワークショップ、
シーズ紹介、
フォローアップなど
知財ビジネスマッチングの専門家が手厚くサポートします。
開放特許を活用した新商品開発・新事業創出にチャレンジしてみませんか。

知財ビジネスマッチングの取組

1

2

セミナー

知財ビジネスマッチングに必要な知的財産の知識
を、
セミナーでインプット！
知財ビジネスマッチングに欠かせない、知的財産の
基礎知識から開放特許の活用方法まで学べるので、
初心者でも安心です。

3

ワークショップ

知財ビジネスマッチングを実現するには何が必要
で、何を実現したいのか？ アイデアをブラッシュアッ
プして、紙に落とし込みます。アイデアの見える化に
よって、支援機関が知財ビジネスマッチングの実現に
向けフォローアップを行います。

4

シーズ紹介

開放特許を提供している大企業等の特許権者が、
開放している特許の紹介と、その特許を応用すると
どんなものができるか、技術担当者がわかりやすく解
説します。

フォローアップ

シーズ提供企業とのマッチングにむけ、コーディ
ネーターがヒアリングに伺います
（専門家派遣）。新商
品開発にむけた技術的な課題や資金支援策を紹介し
ます。
シーズ提供者との連絡調整をすすめます。

知財ビジネスマッチングガイドブック



課題から考える
開放特許活用後のイメージ
自社商品・技術を活かして
新規事業創出・他社との差別化
自社の商品・技術と開放特許とをかけ合わせたイメージをチャートでみてみましょう。

課題

イメージ

既存商品の
付加価値を
高めたい

既存商品に新たな機能・性能を付与する
抗菌性の付与
芳香消臭機能の付与

新商品を
開発したい

B to B 商品から B to C商品へ新規事業創出
日用雑貨
介護用品
家具

商品
開放特許

既存技術の
付加価値を
高めたい

既存技術の性能や効果の向上
殺菌効果の向上
不良率の低減

技術
新しい技術を
獲得したい

新たな技術の獲得による新規事業創出
抗ウイルス技術の獲得
材料再生技術の獲得

自社の既存の商品・技術に、開放特許をかけ合わせると
◉既存商品や既存技術の付加価値を高めることができる
◉新商品開発や新技術獲得による新規事業を創出できる

開放特許を活用した事例は次のページから

知財ビジネスマッチングガイドブック



開放特許を活用した事例

成功事例

1

印刷コード埋込技術

写真台紙製造技術

ライセンサー

シーズ利用者

株式会社木村台紙

富士通株式会社

（愛知県名古屋市）

写真だけでは伝わらない感動を
動画で！
写真に隠されたコードから
動画を再生！
株式会社木村台紙は、結婚式等の記念写真を収める台紙を製造する中
小企業です。
「商品を納めるだけではなく、特徴がある自社商品を作りた
い」と考え、瀬戸信用金庫からの誘いで知財ビジネスマッチングイベントに
参加しました。そこで出会った写真に活用できる富士通株式会社の「コード
埋込技術」を活用したオリジナルの新商品「動く命名台紙」を実現。生まれ
た子どもの写真と命名紙を挟んだ台紙で、スマートフォンのアプリを使用し
て写真から情報を読み込むと、出産シーンや生まれたての動画に飛ぶことが
できます。知財ビジネスマッチングを活用したものとしてテレビ、新聞にも取
り上げられました。現在は、ライセンス契約を結び、販売に至っています。

人の目に見えないコードを埋め込んだ
写真技術イメージ

印刷コード埋込技術を活用した写真台紙

成功事例

2

高機能抗菌めっき技術

食品粉体機器製造技術

技術保有者

シーズ利用者

ツカサ工業株式会社

株式会社神戸製鋼所

（愛知県半田市）

従来商品に高機能抗菌めっき技術を取り入れる
新たな発想
これまでの課題を解決した商品を開発し、
売れ行きも好調！
ツカサ工業株式会社は、食品関係を始めとした粉体を扱う設備のメー
カーです。当初開放特許の仕組みを理解しておらず、その利用に考えが
至っていませんでしたが、コーディネーターが訪問し課題を解決できる開放
特許を紹介するなかで顕著な抗菌性能を有する株式会社神戸製鋼所の高
機能抗菌めっき技術ケニファイン（KENIFINE TM ）の応用に興味を持ちまし
た。粉体機器の中で分解水洗の困難な部分があり、そこにケニファイン処
理を施して、検証した結果、水洗時の分解が必要ない程度の高機能抗菌
効果が得られました。それまで持っていた自社の課題を一つの開放特許を
利用して解決できたことは画期的でありました。本商品は、現在分解せず
に水洗浄しても抗菌性を保てる設備として好評を得ています。

知財ビジネスマッチングガイドブック



高機能抗菌めっき技術を活用した自動開袋システム

高機能抗菌めっき技術を活用した自動開袋機の
空袋排出ローラー

開放特許

大企業の特許を活用し、新商品を生み出した事例を
紹介します。

成功事例

3

Case Study

製麺技術

栄養機能食品技術

シーズ利用者

シーズ提供者

株式会社秋田製麺所

アークレイ
株式会社

（愛知県豊山町）

温州みかんを原料とした
クリプトベータTMを使用し、
今までにない「きしめん」を
商品化！

栄養機能食品技術を含む商品

株式会社秋田製麺所は、きしめん、やきそば等を製造販売する中小企業
です。
「ほかにはない特徴のある自社商品を作りたい」と、愛知県で開催さ
れた知財ビジネスマッチングイベントに参加しました。そこで、自社の製麺
技術とアークレイ株式会社の温州みかんを原料とした「クリプトベータ™」
を合わせることで、今までにない商品が作れると考えました。麺と機能的に
相性が悪い柑橘系の素材ですが、試行錯誤の末、自社技術でクリアしまし
た。シーズ技術を活用し、ビタミンD、カルシウムを含む特色ある商品を開
発したことにより、これまで関心を示さなかった企業からも興味を持たれる
ようになり、販路拡大に効果がありました。現在は、支援機関の助けを借
りながら、販売網を広げているところです。

成功事例

4

12

株式会社秋田製麺所の外観

高機能抗菌めっき技術

畳の加工技術

技術保有者

シーズ利用者

タバタ株式会社

株式会社神戸製鋼所

（大阪府堺市）

抗菌性について信頼性のある
KENIFINETM技術を活用し、
今までにない抗菌性の高い
柔道畳の製造に成功！
タバタ株式会社は、大阪にある畳を製造する中小企業です。和室の減少
から畳の製造が減る中、これまでの固定概念を捨てた機能的な畳を製造した
いと新商品開発を進めていました。そして、近畿経産局の知財ビジネスマッ
チングイベントに行き、高機能抗菌めっき技術「ケニファイン
（KENIFINETM）」
の存在を知ったのです。汗をかいた裸足の状態で柔道を行うため、水虫菌
が繁殖する問題を抱える柔道畳に使えないかと検討しました。柔道畳に応
用するため実験を行い、自社技術も活用しながら柔道畳の素材に練り込む
ことに成功し、販売に至りました。また、本商品の名前は柔道漫画の「柔
道部物語」の名前を借りて商品化をしています。

抗菌めっき技術を使った柔道畳

タバタ株式会社の看板
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成功事例

5

エンゼルのほっぺ（宇治抹茶チョコ餡大福）
菓子匠末広庵

森永製菓株式会社

（神奈川県川崎市）

森永製菓株式会社が保有する特許「体脂肪低減剤及び体脂肪低減
食品」記載の特定の比率で配合された宇治抹茶クリームとチョコレー
ト餡を、末広庵独自のふわとろなお餅で包んだ大福餅を開発しました。

成功事例

6

木製名札ケース
木工職人
（長崎県諫早市）

地方独立行政法人
北海道立
総合研究機構

北海道立総合研究機構が保有する意匠「名札ケース」の図面通り
に、障がい者施設で木材を加工。障がい者施設で活用されている北
海道のモデルケースを踏襲し、長崎県での活用・普及を図っています。

成功事例

7

ささみバサミ
「するり」

有限会社
広瀬重光刃物店

個人発明家

（愛知県豊田市）

7代続く鍛冶職人の技術と、ささみのスジを取る専用の包丁という
アイデアが合わさった今までにない商品が完成。クラウドファンディ
ングにもチャレンジし、見事成功しました。

成功事例

8

香る単語帳「フラロマリメンバーズ」
株式会社タイラ
（埼玉県所沢市）

富士通株式会社

「知財を活用した商品アイデア創出事業」から生まれた大学生の
アイデアを採用し商品化。香りが脳への刺激を与えることから着想し
単語帳と精油（アロマ）
を組み合わせました。
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成功事例

9

光で抗菌できる包丁

マック株式会社
（大阪府堺市）

富士通株式会社

包丁の製造・販売を行っているマック株式会社が、光触媒「チタ
ンアパタイト」の技術を活用して、光で抗菌できる包丁を商品化しま
した。

成功事例

10 屋外向けLEDのオンフックサインシステム
株式会社
フクダサインボード

株式会社イトーキ

（静岡県浜松市）

背面レールから電力を供給し、フックを掛けると光る仕組みにより、
面倒な配線が不要になりました。埃や雨などが心配される屋外の環
境でも給電可能な商品を企画しました。

成功事例

11 医療・介護や災害向けの「背負子」

株式会社協豊製作所
（愛知県豊田市）

国立大学法人
富山大学

自動車プレス部品製造の株式会社協豊製作所が、開放特許データ
ベースで富山大学の特許を知り、商品化。大学での現代版「背負
子」の研究成果に、自社の軽量化技術を活かします。

成功事例

12 患者見守りシステム「ミッテル」
株式会社
ジーアイシー

富士通株式会社

（鳥取県倉吉市）

赤外線カメラで撮影した画像を瞬時に数値化して、患者の離床・起床
状態を検知する「患者見守り技術」を活用し、鳥取県の株式会社ジーア
イシーが患者見守りシステム「ミッテル」を商品化しました。
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INTERVIEW

知財ビジネスマッチングにおける
金融機関の取り組み

金融機関主導のマッチングに力を入れている
「瀬戸信用金庫」の担当者にインタビューしました。
お話を伺った方

瀬戸信用金庫 営業支援部営業企画グループ 調査役 小嶋 隆史氏
― 知財ビジネスマッチングを始めた経緯は？
愛知県瀬戸市に本店を置く「瀬戸信用金庫」
は、お金を貸す
（融資）
だけでなく、企業に寄り添
い本業支援に取り組むことで地元企業を支援し
ていくことを理念としています。
2015年に政府が発表した「知的財産推進計画
2015」の重点計画に、地方における知財ビジネ
スマッチングである開放特許の活用がありまし
た。当時の理事長が、多くの開放特許を保有し
数々のマッチングに成功している「富士通」の担
当者と対話するなかで“知財活用”が話題となり、
お客様の本業支援になるものだと感じて興味を
持ちました。そして、知見を得るために、富士通
の担当者と話をし、お客様にヒアリングしたとこ
ろ「関心がある」とのことでしたので、瀬戸市と協
同して実際に動き始めるに至ったのです。

―どのような成果が上がりましたか？
これまでに瀬戸信用金庫では、6回の知財ビジ
ネスマッチングイベントを行い、2件のマッチング
を成約することができました。知財ビジネスマッチ

ングは、未活用の特許を活用し製品化していく、
遊休資産の活用ということでもあり世間からの注
目度 は高 いものです。しかし、その成 約 率 は
1,000分の2〜3くらいといわれるなか、2件のマッ
チングは決して少なくはなく、本活動は大変注目
を集めた活動だと感じています。なかでも、マッ
チングをした木村台紙様はテレビや新聞でも取
り上げられ、企業として大きな宣伝効果を得たと
聞いています。
知財ビジネスマッチングは実際に成約するまで
に乗り越えなければならない壁がいくつもありま
す。しかし、時間や労力をかけて手に入れた成果
に関しては、想像を超える反響が期待できるとい
うことがわかりました。また、本事業では愛知県
とあいち産業振興機構、瀬戸市などと協力し実
施できたことについても、大きな力となりました。

― 取り組みを通して、一言お願いします。
知財ビジネスマッチングは、地域貢献のモデル
として非常に有効だと感じています。今後も、こ
の取り組みを通して、地域企業の発展に寄与し、
地域金融機関としての役割を果たしていきたいと
考えています。
知財ビジネスマッチングガイドブック



大手企業が
知財ビジネスマッチングをする意義

特許を他社に提供する大企業側のメリットを、各社の知財担当にインタビューしました。

中部電力株式会社

カゴメ株式会社

技術提供による
地域貢献

大手企業が知財
ビジネスマッチングを
する意義

技術開発本部

イノベーション本部

カゴメ株式会社が、知財ビジ イノベーション開発部
ネスマッチングに取り組み始め 知的財産グループ 課長
たきっかけは、未活用特許の有 宮下 洋明氏
効活用を促進するためだけでな
く、社会貢献にも繋がるからです。
当社には、
トマトを中
心とした野菜や果実を加工する技術が多数あります。
しかし、本技術は優れた技術であるにも関わらず、
当社
の事業方針に合わず未活用となった特許技術もありま
す。
こうした優れた未活用の特許技術を地域産業に活
かしてもらい新たな産業創出に役立てて欲しいと考え
知財ビジネスマッチングに参加しています。
また、
本特許技術を活用してもらうことは発明を生み
出した発明者のモチベーションアップにもつながりま
す。知財ビジネスマッチングに関係した発明者の中に
は、
自分が開発した技術を社会で活用してもらいたいと
いう気持ちを強く持っている者もおり、知的財産グルー
プでは発明者の想いを大切にしながら活動を進めてい
ます。
発明者自身が技術説明を行った事例もあります。
知財ビジネスマッチング事業は、
未活用の特許技術の
利用による収益化のためだけでなく、
社会貢献活動の一
環としても当社としては取り組ませていただいています。

技術企画室
中部電力は、
これまで
知財創造グループ
主 に電 気やガスといっ
たエネルギーをお届 け
松本 聖矢氏
してきましたが、
「コミュ
ニティサポートインフラの創造」
を新たな成長分
野として掲げ、特許の技術提供も、新しいコミュ
ニティサポートの一つの形として活動をしてい
ます。
電力会社は地域性の高い企業であるため、地
域貢献をする必要性があると考えています。生ま
れた技術を企業に活用してもらうことは産業の
繁栄、
さらには、自社が繁栄していくことに繋が
ります。
また、技術開発を扱う部門として、知財ビジネ
スマッチングを介して地域の企業と接点を持つこ
とは新たな共同開発のきっかけとなることも期待
できます。
さらに、技術を活用していただいた自社
の発明者にとっては自らの技術が世の中に出て
いくというモチベーションアップにもなります。
今後も知財ビジネスマッチングを推進し、技術
開発を通じた地域貢献を進めて参ります。

パナソニックIPマネジメント株式会社

特許技術を活用し共存共栄していく
私たちは、事業は社会と密接にかかわっており、社会の発展を担うとともに、同時に社会から育
まれるものと考えております。お客様はもちろんのこと、株主・お取引先・従業員・地域社会など、数
多くのステークホルダーの有形無形のご協力とご支援があってはじめて事業は成り立ちます。
このような考えの下、皆さまとの共創の機会の橋渡しとして、私たちは皆さまにお役立ていただ
ければと考える特許技術に基づくアイデアの種を多数用意させていただきました。
さらに、より多くの方々が利用しやすいように、特許技術を開発キット
（SDK）化したもの、特許
技術に基づく試作品なども用意しております。我々のアイデアの種と皆様の有形無形のご協力と
ご支援により世の中の産業に広く活用いただければと考えております。
この知財ビジネスマッチングという機会をいただきまして、我々のアイデアの種が、皆さまのお
困りごとを解決するヒントになれば幸いです。

ライセンス部

部長

関 章氏

知財ビジネスマッチングガイドブック



INTERVIEW

企業と大学が協働する
「産学連携」
で
自社にはない経営資源を獲得しよう

日夜研究を行っている大学は、発明と技術の宝庫。
企業との連携を進め、
技術の製品化を支援している
大学の教授に話を伺いました。

お話を伺った方

神戸大学 バリュースクール 教授 坂井 貴行氏

― 産学連携とはどのような取り組みですか？
免疫機能を促進する効果のある飼料で育てた
極上のブランドポーク、高血圧などの成人病予防
に配慮した塩分控えめの醤油、高さを調節するこ
とで快適な寝心地が得られる枕、新しい材料の配
合で大幅に軽量化した屋根瓦。これらはすべて大
学と中小企業の産学連携によって生まれた商品で
す。産学連携とは、新しい技術開発や新事業創
出を目的に、大学や公的研究機関（学）
と民間企
業（産）が連携することをいいます。大学や公的研
究機関の研究成果を民間企業に移転したり、そ
れぞれが持つ知識や技術を融合させたりすること
で、新たな技術や商品の開発を実現します。

― 大学と連携をするメリットは？
中小企業庁の調査において、産学連携に取り
組んだ企業と取り組んでいない企業を比較したと
ころ、取り組んだ企業の成長率は取り組んでいな
い企業に比べて高いことが示されています。ま
た、企業のイノベーションの代理指標である特許
出願に関しては、産学連携を行った企業は行わ
知財ビジネスマッチングガイドブック



ない企業に比べて特許を出願する割合
が高いことがわかりました。このように、
大学や公的研究機関と産学連携を行う
ことは、中小企業の成長にとって非常に
有効であるといえます。
さらに、高い水準の研究の活用、研
究開発に関する相談ができる、研究設
備の利用、大学との人脈形成、自社単
独より開発資金を抑えられる等が挙げ
られます。すなわち、産学連携を行うこ
とによって自社にない経営資源を活用できるので
す。それでも中小企業にとっては、大学や公的研
究機関は少し敷居が高いと感じるかもしれませ
ん。大学の研究者は、中小企業との産学連携に
ついて、意思決定が早い、非常に熱心であると
いった中小企業の熱意や小回りが利く体制に期
待しています。

― 産学連携をしている大学と繋がるには？
中小企業が産学連携を行う上で有効な方法の
一つが、「知財ビジネスマッチング」です。これ
は、大企業の休眠特許や、実用化されていない
大学の特許、技術を使って、中小、ベンチャー企
業の新たな商品開発や自社ブランディングを支
援するものです。経営資源に限りのある中小企業
にとって、大学等の知的財産を有効活用できれ
ば、大きなコストをかけずに新商品開発が可能と
なります。新しいビジネスを探しておられる中小
企業経営者の皆様、ぜひ活用してみてはいかが
でしょうか。
［参考文献］中小企業庁（2002）
「中小企業白書2002年版」ぎょうせい

開放特許情報データベースを使って
インターネットで開放特許を一括検索

開放特許情報データベースとは、
インターネット上で、
企業、大学、
研究機関等の開放特許を一括して検索できるサービスです。
開放特許の検索は無料で利用可能ですので、
どのような開放特許が登録されているか、
一度覗いてみてはいかがでしょうか。

https://plidb.inpit.go.jp/

開放特許に、無料でアクセス
【開放特許情報データベース】

25,000件以上

総登録件数：

（2020年10月時点）

【開放特許提供側】

【開放特許利用側】

大企業、中小企業、大学、
公的研究機関、個人 等

中小企業、ベンチャー企業 等

サービスの概要
企 業や大 学が保 有する特 許 権で、他 社 にライセンス又 は権 利 譲 渡する意 思のあるものを登 録・
閲覧できます。
キーワード検索や文章検索が簡単にでき、登録者からも検索が可能です。

簡易検索

キーワード検索、文章検索、
類義語検索ができます。

詳細検索

登録者情報検索、
国際特許分類検索ができます。
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知財ビジネスマッチングにおける
支援の一例を紹介
中小・ベンチャー企業の技術課題に合った「開放特許」をマッチングし、
地方公共団体や支援機関等が連携の上、商品化までの必要な支援を提供します。
下記のフローチャートは支援の一例です。

開放特許との出会い
個別ヒアリング型

イベント型

支援機関担当者が、個別企業に対してニーズヒ
アリングや開放特許を紹介します 専門家派遣

開放特許を紹介するためのオープン型のイベ
ントを開催します

アイディア創出
大企業等との個別面談フォロー
開放特許を保有する大企業等との個別面
専門家派遣
談を調整します

ライセンス契約の締結フォロー
大 企 業 等とのライセンス契 約 締 結をフォ
ローします
専門家派遣

試作
試作
公設試験研究機関等による技術的な支援、
補助金等の資金調達支援を実施
知財相談

技術相談

専門家派遣

補助金

商品化・事業化
量産・販売
販路拡大のための支援を実施
例：記者発表、展示会出展等

支援に関する問い合わせ先は次ページをご参照下さい。
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販路開拓

知財ビジネスマッチングの
支援内容に関する主な問い合わせ先
愛知県内
地方公共団体

愛知県 経済産業局

名古屋市 経済局

産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ
名古屋市中区三の丸三丁目1-2 本庁舎2階 ☎052-954-6370

イノベーション推進部 次世代産業振興課 産業技術支援係
名古屋市中区三の丸三丁目1-1 ☎052-972-2419

補助金

知財相談

愛知県知的所有権センター

あいち産業科学技術総合センター

豊田市八草町秋合1267-1 あいち産業科学技術総合センター内
☎0561-76-8318

豊田市八草町秋合1267-1 など 愛知県内８カ所
☎0566-24-1841（産業技術センター 総合技術支援・人材育成室）

知財相談

技術相談

名古屋市工業研究所
名古屋市熱田区六番三丁目4-41
☎052-661-3161

技術相談

支援機関
（公財）あいち産業振興機構

（公財）名古屋産業振興公社

新事業支援部
名古屋市中村区名駅四丁目4-38 ウインクあいち14階
☎052-715-3074

知財相談

補助金

専門家派遣

新事業支援センター 新事業支援課
名古屋市千種区吹上二丁目6-3（名古屋市中小企業振興会館内）
☎052-735-0808

販路開拓

知財相談

補助金

専門家派遣

販路開拓

（一社）愛知県発明協会
名古屋市中区栄二丁目10-19
☎052-223-5643

名古屋商工会議所産業振興部内

知財相談

三重県内
地方公共団体

三重県

三重県工業研究所

雇用経済部 ものづくり産業振興課 市場開拓班
津市広明町１
３ ☎ 059-224-2393

津市高茶屋五丁目5-45 など 三重県内４ケ所 ☎059-234-4036
工業研究所/金属研究室/窯業研究室/窯業研究室伊賀分室

販路開拓

技術相談

支援機関
（公財）三重県産業支援センター
よろず支援拠点
津市栄町一丁目891 三重県合同ビル5階

補助金

専門家派遣

北勢支所（高度部材イノベーションセンター
（AMIC））
四日市市鵜の森一丁目4-28 ユマニテクプラザ1階 ☎059-327-5830

☎059-228-3326

技術相談

販路開拓

専門家派遣

（一社）三重県発明協会
津市栄町一丁目891 三重県合同ビル5階（公財）三重県産業支援センター内
☎059-222-5505

知財相談
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地域ニーズに応じた制度普及・権利活用等の
支援事業の展開や、
支援制度の紹介等を行っています。
◉知財に関するイベント・セミナー等を実施しています！
◉みなさまの元へ訪問し、知財制度の説明や支援制度をご紹介しています！
◉知財に関するお得な情報をメールマガジン・ウェブサイトで発信しています！
◎中部METIニュース ◎産業技術課 メールマガジン
◎中部知的財産戦略本部メールニュース ◎ベンチャー広場 かわら版 等
配信をご希望の方は、下記URLまたは、右記QRコードからの各種メールマガジンの
詳細・登録フォームにてお申し込みください。

https://www.chubu.meti.go.jp/koho/

詳しくは 中部 知財室

で検索 で検索

https://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/
中部経済産業局公式Twitterアカウント
https://twitter.com/METI̲chb
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