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ලయⓗ࡞ᴗࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆࡢඛ㐍ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
ࠝᐇ ⦼ 㢠ࠞ
   
ࠝ ࡞ ᡂ ᯝࠞ
  ձ ᆅᇦၟ♫ᶵ⬟ࡢඛ㐍ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱ᴗ⪅ࢆゼၥࠊࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ
ࠋ
    ᰴᘧ♫ᕞࢸ࣮ࣈࣝ,SSHL*URXS㸦ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷ㸧
㸹ᕞ⏘ࡢཎᮦᩱࢆ⏝
ࡋࡓ㧗ຍ౯್ᆺ㸴ḟၟရ㸦ᕞࣃࣥࢣ࣮࢟㸧ࢆ㛤Ⓨࠊ㈍ࡋࠊᾏእࡶᒎ
Ņ&Ņ

㛤ࠋࡲࡓࠊᗫᰯࢆ⏝ࡋࡓ㉳ᴗᐙࡢᣐⅬタ㸦08.$6$+8%㸧ࢆ㐠Ⴀࠋ
    ୍⯡㈈ᅋἲேࡇࡺᆅᇦ࡙ࡃࡾ᥎㐍ᶵᵓ㸦ᐑᓮ┴ඣ㒆᪂ᐩ⏫㸧
㸹㸯⢏  
࡛ࣈࣛࣥࢻࡋࡓࣛࢳ௦⾲ࡉࢀࡿ≉⏘ရࢆ㈍ࠋࡩࡿࡉ⣡⛯ࡢ㐠Ⴀཷク
ࡢࠊ㉳ᴗᐙ⫱ᡂࡶ✚ᴟⓗᢞ㈨ࠋ
   ࢘ ࡞ࡀ≀⏘ྜྠ♫ࢭࣥࢨ࢟ࢵࢳࣥ㸦ᒣཱྀ┴㛗㛛ᕷ㸧
㸹㛗㛛ᕷ୍ḟ⏘ᴗ㛵
㐃ᅋయࡢฟ㈨ࡼࡾタ❧ࠋὶタ㸦㐨ࡢ㥐ࢭࣥࢨ࢟ࢵࢳࣥ㸧ࢆᣐⅬタ㐠
Ⴀࡸ㛗㛛ࣈࣛࣥࢻ⏘ရࡢ㈍㊰ᣑ➼ࡢᴗࢆᒎ㛤ࠋ
  ղ ㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㧗ḟඖࡢඛ㐍ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅどᐹཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢゼၥ
ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇࠋ
    ⌧ᆅどᐹ㸹ఀ㇋࢚ࣜ㸦㟼ᒸ┴㸧ࡢ㹋㹟㹟㹑ᐇドᐇ㦂ࢆどᐹࡋࠊᐇ㝿㕲㐨
㸦ఀ㇋ᛴ⥺㸧ࡸࣂࢫࠊ࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻࢱࢡࢩ࣮ࡢ㝆㌴ࢆయ㦂ࠋ
    㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ㸹ᐇドᐇ㦂ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ㹈㹐ᮾ᪥ᮏཬࡧ㹈㹐ᮾ᪥ᮏ⏬
ࢆゼၥࡋࠊᴗᴫせࡸᚋࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࠋ
ࠝᚋࡢᒎ㛤ࠞ
  ୕㝣ᆅᇦࡢ⥲ྜⓗ࡞⯆ࢆ᥎㐍ࡍࡿయไࡘ࠸࡚ࡣࠊᒾᡭ┴㐃ᦠࡋࠊᐃࡉࢀࡿ
ᴗ㡿ᇦࡢලయⓗ࡞┈ࣔࢹࣝࡸᑓ㛛ேᮦࡢ☜ಖࠊ᥎㐍యไࡢᵓ⠏ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡞
㛵ࡋ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 
㸦㸧୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࡢᐇ
ࠝᐇ  ≧ ἣࠞ
  ௧ඖᖺ㸴᭶ࡽ㸶᭶ࡅ࡚ἢᓊᆅᇦࢆ୰ᚰ㛤ദࡉࢀࡓ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ  ࡢྛᴗࡢ⏬ไస㐠Ⴀཬࡧᗈሗᐉఏ➼ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ  ᐇ⾜ጤဨࡢᵓᡂᅋయࡋ࡚㈇ᢸ㔠ࢆᨭฟࡋࡓࠋ
ࠝᐇ ⦼ 㢠ࠞ
   
ࠝ ࡞ ᡂ ᯝࠞ
  㸴᭶㸯᪥ࡽ㸶᭶㸵᪥ࡲ࡛ࡢ  ᪥㛫ࠊ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ᐇ⾜ጤဨ
ࡀദࡍࡿ  ࡢᴗࡢࠊᕷ⏫ᮧࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㌶ࢆ୍ࡋࡓ㛵㐃ᴗࢆᐇ㸦
ᮇ୰㛤ദࡉࢀࡓ㛵㐃ᴗࡣ  ᴗ㸧ࠋ⯆ຊᙉࡃྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢጼࠊᮾ᪥
ᮏ㟈⅏ὠἼࡢグ᠈ᩍカࢆⓎಙࡍࡿࡶࠊ୕㝣ᆅᇦࡢከᵝ࡞㨩ຊࢆᅜෆእⓎ
ಙࡋࠊὶࡢάⓎࢆ᥎㐍ࠋ
  ᐇ⾜ጤဨࡀദࡋࡓ  ᴗࡢཧຍ⪅ᩘࡣࠊ⣙  㸳༓ேࠋᐇ⾜ጤဨࡢᴗ
ᕷ⏫ᮧ➼ࡀᐇࡋࡓ㛵㐃ᴗࢆྵࡵࡓᆅᇦࡢ⤒῭Ἴཬຠᯝࡣࠊ ൨᥎ィࠋ
ࠝᚋࡢᒎ㛤ࠞ
  ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࡢ┠ᣦࡍጼࡸᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜෆእࡢከᵝ࡞య
ࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡀࡽࠊ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࠋ
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶㸳᪥୕
㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ᐇ⾜ጤဨ➨㸲ᅇ⥲࠾࠸࡚Ỵ㆟ࠋ㸧
  ᙜᇶ㔠ࡋ࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ୕㝣㜵⅏⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ



Ņ(Ņ

බ㸰㸸୕㝣ᆅᇦࡢ⯆ࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂ
㸯 ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍༠㆟㈇ᢸ㔠㸦ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࢞ࢻ㣴ᡂ⤒㈝➼㸧
ࠝ┠   ⓗࠞ
୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿᆅᇦఫẸ࢞ࢻࡢ㣴ᡂ➼ࠊ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍༠㆟
ࡢάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࡢࠋ
ࠝᐇ  ≧ ἣࠞ
୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍༠㆟࠾࠸࡚ࠊ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࢚ࣜෆ࡛άືࡍࡿ࢞ࢻࡢ
୰᰾࡞ࡿࠕ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡㄆᐃ࢞ࢻࠖ㸳ྡࢆ᪂つㄆᐃࡋࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ㄆᐃࡋ
ࡓ࢞ࢻࡣࠊ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢ࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢶ࣮࡛ࡢ࢞ࢻࡸࠊ
᪥ᮏࢪ࢜ࣃ࣮ࢡㄆᐃᑂᰝ࠾ࡅࡿ࢞ࢻ࡞ᑐᛂࡋࡓࠋ
ࠝᐇ ⦼ 㢠ࠞ
 
ࠝ ࡞ ᡂ ᯝࠞ
  ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡㄆᐃ࢞ࢻࡋ࡚㸳ேࢆ᪂つㄆᐃࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ㄆᐃ࢞ࢻࡀ
ᅾ࡛࠶ࡗࡓᒣ⏣⏫ࠊ⯪Ώᕷㄆᐃ࢞ࢻࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ㸦  ே㸧
ࠝᚋࡢᒎ㛤ࠞ
   ࠕ୕㝣ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍⾜ືィ⏬ࠖ࠾࠸࡚ࠊ௧㸰ᖺᗘᮎࡲ࡛ㄆᐃ࢞ࢻࢆ  ே
㣴ᡂࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁㄆᐃ࢞ࢻࡢ㣴ᡂࢆᐇࡋࠊࢪ࢜
ࣃ࣮ࢡάືࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡃࠋ
   ᙜᇶ㔠ࡋ࡚ࡣࠊࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࢞ࢻ㣴ᡂࢆᘬࡁ⥆ࡁᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸰 ୕㝣ᆅᇦ࠾ࡅࡿほගேᮦࡢ⫱ᡂ
ࠝ┠   ⓗࠞ
୕㝣ᆅᇦࡢほගᆅ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊほග㛵ಀ⪅ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍ࠊࢀࡿ᪑⾜ၟ
ရ࡙ࡃࡾࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ➼ࢆᐇࡍࡿࡶࡢࠋ
ࠝᐇ  ≧ ἣࠞ
୕㝣ἢᓊᆅᇦࡢ㇏࡞⮬↛࣭㣗ᮦࡢᜨࡳ࣭㒓ᅵᩥ➼ࢆ⏕ࡋࡓయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ࡣࡌࡵࡍࡿࢀࡿ᪑⾜ၟရࡢ⏬ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓࠕ୕㝣ほගࣉࣛࣥ
ࢼ࣮㣴ᡂሿࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ۑ௧ඖᖺᗘ୕㝣ほගࣉࣛࣥࢼ࣮㣴ᡂሿࡢ㛤ദෆᐜ㸦ࣔࢽࢱ࣮ࢶ࣮ྠ㛤ദ㸧


㛤ദ᪥

㛤ദᆅ

࡞ෆᐜ

➨㸯ᅇ

5㹼


ᒣ⏣⏫
ᵔ⏫

⁺ᖌࡉࢇࡢ࢝ࢨࣛ㈅య㦂࣭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㸱㹂ࣔࢹࣝ
⫋ேసࡿయ㦂

➨㸰ᅇ

5㹼


⏣㔝⏿ᮧ

ᮘ␒ᒇሷ࡙ࡃࡾయ㦂࣭ࢧࢵࣃ⯪࡛⾜ࡃᮘ␒ᒇᮅ㣗

➨㸱ᅇ

5㹼


㐲㔝ᕷ
ఫ⏣⏫

㐲㔝ࢼࢺࣅ࣍ࢵࣆࣥࢢయ㦂࣭ఫ⏣࣓ࣉࣝࢫࣀ࣮
ࣁࢡయ㦂


Ņ*Ņ

 ࠝᐇ ⦼ 㢠ࠞ
ࠕ୕㝣ᆅᇦࡢὶேཱྀᣑྥࡅࡓᗈᇦάືㄪᰝᴗࠖ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࠋ
 ࠝ ࡞ ᡂ ᯝࠞ
௧ඖᖺᗘࡣ᪂つ㸶ྡࡢ୕㝣ほගࣉࣛࣥࢼ࣮ࢆ㣴ᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⣼ィ࡛
 ྡ㣴ᡂࡋࡓࠋ
 ࠝᚋࡢᒎ㛤ࠞ
ࡇࢀࡲ࡛㣴ᡂࡋࡓ୕㝣ほගࣉࣛࣥࢼ࣮ྠኈࡢ㐃ᦠࡸάືᨭࠊయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐀
ᡂᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊ≉㧗ຍ౯್ᆺ᪑⾜ၟရྥࡅࡢほගࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⏬࡛ࡁ
ࡿࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢ㣴ᡂ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ







   ➨㸯ᅇ୕㝣ほගࣉࣛࣥࢼ࣮㣴ᡂሿ         ➨㸱ᅇ୕㝣ほගࣉࣛࣥࢼ࣮㣴ᡂሿ
    㸦⁺ᖌయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧             㸦᫇ヰㄒࡾ㒊ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

㸱 ⿕⅏ᆅࡢⱝᡭ⤒Ⴀ⪅➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ
ࠝ┠   ⓗࠞ
  ᐁẸ୍య࡛ᣢ⥆ⓗ࡞୕㝣ἢᓊᆅᇦࡢ⏘ᴗ⯆ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗேᮦࢆ
⫱ᡂࡍࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࡢࠋ
ࠝᐇ  ≧ ἣࠞ
  ୰ᑠᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡸᚋ⥅⪅➼ࢆ⫱ᡂࡍࡿㅮᗙࠕࡉࢇࡾࡃᮍ᮶㐀ሿࠖࢆィ㸴ᅇ㛤ദ
ࡋࡓࠋ㸷ྡࡀཷㅮࡋ㸷ྡࡀಟࠊᴗᡓ␎ࡸ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ➼ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᏛࢇࡔࠋ


ෆᐜ

➨㸯ㅮ ࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ
ࠕᴗᡓ␎ࠖ
➨㸰ㅮ ࠕ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠖ
➨㸱ㅮ
➨㸲ㅮ

ᐇ᪥
௧ඖᖺ㸴᭶  ᪥
௧ඖᖺ㸴᭶  ᪥
௧ඖᖺ㸵᭶  ᪥

ࠕ㈈ົࠖ

௧ඖᖺ㸵᭶  ᪥

ࠕே࡙ࡃࡾࠖ

௧ඖᖺ㸷᭶  ᪥

ᴗィ⏬Ⓨ⾲

௧ඖᖺ  ᭶  ᪥

ሙᡤ
Ύ

Ⲯ㸦┒ᒸᕷ㸧

Ύ

Ⲯ㸦┒ᒸᕷ㸧

ᒾᡭ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮
㸦┒ᒸᕷ㸧
࣍ࢸࣝࢽ࣮࣮ࣗ࢝ࣜࢼ
㸦┒ᒸᕷ㸧

 ࠝᐇ ⦼ 㢠ࠞ
ጤクᩱ  㸦⛯㎸㸧
ጤクඛ බ┈㈈ᅋἲே࠸ࢃ࡚⏘ᴗ⯆ࢭࣥࢱ࣮㸦┒ᒸᕷ㸧
Ņ,Ņ

ࠝ ࡞ ᡂ ᯝࠞ
   ᮏㅮᗙࡀ⮬ࡽࡢᴗࢆぢ┤ࡍዎᶵ࡞ࡗࡓࠊࣅࢪࣙࣥࡢ᫂☜ࡽලయⓗࢩࢼ
ࣜ࢜ࡢᵓ⠏ࡲ࡛ࡢసᴗࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡇࡼࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ࡋ࡚ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟
ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊྛሿ⏕ࡀ࠾࠸ษ☩⌶☻ࡍࡿሙ࡞ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ྠኈࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢ୍ຓ࡞ࡗࡓࠋ
ࠝᚋࡢᒎ㛤ࠞ
┴࣭ἢᓊᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᴗᒎ㛤ࢆᨭ࡛ࡁࡿேᮦࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ㊊
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊಟ⪅ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡋ࡞ࡀࡽࠊேᮦ⫱ᡂࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
  

බ㸱㸸୕㝣ᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗᑐࡍࡿຓᡂ
බ㸲㸸୕㝣ᆅᇦཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨᴗᑐࡍࡿຓᡂ
 ۑㄪᰝ◊✲ᴗ
ᴗ
ࠝ┠   ⓗࠞ
Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ࡢ▱ⓗ㈨※ࢆ⏕ࡋࡓ୕㝣ᆅᇦࡢ⯆㈨ࡍࡿࡓࡵࡢᐇ⏝ᛶ࣭
ᴗᛶࡢ㧗࠸◊✲ᴗࡢຓᡂࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡢᬑཬၨⓎ➼ࡼࡾࠊ୕㝣ᆅ
ᇦࡢᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ◊✲࣭㛤Ⓨࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
ࠝᐇ  ≧ ἣࠞ

ຓᡂ௳ᩘ 㸵௳㸦ຓᡂ⥲㢠  㸧
  㸦ͤ⏦ㄳ௳ᩘ  ௳㸭᥇ᢥ௳ᩘ㸵௳㸧

ᶵ㛵ㄅࠕ୕㝣⥲ྜ◊✲ࠖ➨  ྕࡢⓎ⾜㸦 㒊ࠊ ᭶Ⓨ⾜㸧
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調査研究事業
目 的
大学・研究機関等の知的資源を活かした三陸地域の振興に資することを目的とした、実用性・事業性の高
い研究へ支援するための助成。

内 容
助成上限額

150万円

助成対象者

岩手県内に研究教育拠点を置く大学等研究機関および事業者

助成対象経費 材料購入費、外注費、備品購入費、旅費など、調査研究にかかる経費

実 績
助成件数

７件

助成総額

8,996,000円

事業概要

助成金額

申請者名

タイプ

1

学校法人北里研究所
国立大学法人岩手大学
国立研究開発法人水産研究・教育
機構

Ⅰ

高級魚ホシガレイ生産拠点構築へのアプローチ

1,500,000

2

国立大学法人岩手大学

Ⅰ

貝毒低減化に向けた貝類の陸上水槽での飼育試験

1,500,000

3

国立大学法人岩手大学

Ⅰ

サクラマス種苗生産技術見直しへ向けた春遡上・秋遡上群
の遺伝特性分析

715,000

4

学校法人北里研究所

Ⅰ

痩せウニとアワビの身入りを促す食品加工残滓を有効活用
したバイオマス飼料の開発と蓄養技術の開発

1,500,000

5

東京大学大気海洋研究所国際沿岸
海洋研究センター
国立大学法人岩手大学

Ⅰ

国内サーモン養殖を支える高海水適応性種苗開発のための
分子評価系の構築

1,492,000

6

国立大学法人岩手大学

Ⅰ

食肉処理場由来卵巣を用いた体外受精技術による日本短角
種牛の効率的な産子生産技術の開発

1,500,000

7

国立大学法人岩手大学

Ⅰ

無機飽和溶解酸素を用いた冷水性魚類の高温時の飼育試験

789,000

※タイプⅠ…大学等研究機関が実施する調査研究事業
タイプⅡ…大学等研究機関と事業者が連携して実施する調査研究事業
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࣭ⓑ /(' 㛫↷ᑕ

J

࣭⥳ /(' 㛫↷ᑕ

J

࣭ⓑ /(' 㛫↷ᑕ

J

࣭⥳ /(' 㛫↷ᑕ

J


⥳Ⰽගࡢ  㛫↷ᑕຠᯝࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪㣫⫱ᮇ㛫ࡢỈ ࡀపࡃᦤ㣵⾜ືࡀపㄪࡔ
ࡗࡓࡇࡽ㸪Ỉ

ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ᐇ㦂ࢆࡉࡽ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

◊✲㸰㸬ዲ㐺ᕼ㔘ᾏỈ⃰ᗘ
㸦㸯㸧ዲ㐺ᕼ㔘ᾏỈࡢ᥈⣴
ሷศ⃰ᗘࢆ 㸪㸪㸪SSW ㄪᩚࡋࡓ⣙ / ࡢỈᵴࢆྛ  ᇶ‽ഛࡋࡓࠋᖹᆒయ㔜⣙ 㹥ࡢ࣍ࢩ࢞
ࣞࢆ  Ỉᵴ࠶ࡓࡾ 㹼 ಶయᐜࡋ㸪Ỉ

 ᗘ࡛  ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓࠋ⤥㣵㔞ࡣ࣍ࢩ࢞ࣞࡢ⤥㣵⋡

ࢆᇶ⟬ฟࡋࡓ㔞ࢆẖ᪥    ศ    ศࡢ  ᅇศࡅ࡚࠼ࡓࠋṧ㣵࠾ࡼࡧ⣅ࡣ㐺ᐅ⤥㣵๓
㝖ཤࡋࡓࠋ↷᫂㸦ኳ↷᫂㸪ⓑⰍ /(' ග㸧㛫ࡣ  㹼 ࡢ  㛫ࡋࡓࠋ㣫⫱ᮇ㛫୰  ᪥ࡈཬ
ࡧ᭱⤊᪥㛗య㔜ࢆ

ᐃࡋࡓࠋ᭱⤊᪥ࡣୗᆶయ࠾ࡼࡧ⾑ᾮࢆ᥇ྲྀࡋࡓࠋୗᆶయ࡛ࡣࣉࣟࣛࢡࢳࣥ

㸦35/㸧㑇ఏᏊⓎ⌧㔞ࢆㄪࡓࠋ⾑ᾮࡘ࠸࡚ࡣ㸪ศ㞳ࡋࡓ⾑₢୰ࡢࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘᾐ㏱ᅽࢆ

Ņ%,Ņ

ᐃࡋ

ࡓࠋ
㣫⫱ᮇ㛫୰  SSW ༊࡛㣕ࡧฟࡋࡼࡿࡶࡢ
ᛮࢃࢀࡿṚஸಶయࡀ  ಶయ࠶ࡗࡓࡢࡳ࡛㸪㣫
⫱㨶ࡢᩢṚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡽ㸪࣍ࢩ࢞
ࣞ⛶㨶ࡢపᾐ㏱ᅽ⎔ቃᑐࡍࡿඃࢀࡓ㡰ᛂ⬟
ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ ᪥ᚋ ᐃ
ࡋࡓయ㔜㸦ᖹᆒ್㸧ࢆᅗ  ♧ࡍࠋ␗࡞ࡿࣝࣇ
࣋ࢵࢺࡢ㛫ࡣ⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࠋᖹᆒ್࡛
ࡣ SSW ༊ࡢయ㔜᭱ࡢ್ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ

ᅗ 4㸬60 ᪥ᚋ ᐃࡋࡓయ㔜㸦ᖹᆒ್㸪n = 31㸦32
ppt ༊㸧㸪29㸦16 ppt ༊㸧㸪31㸦8 ppt ༊㸧㸪29
㸦4 ppt ༊㸧ࠋ␗࡞ࡿࣝࣇ࣋ࢵࢺࡣ⤫ィⓗ
᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ㸦P < 0.05㸧

್ࡣ SSW ༊ẚ࡚⤫ィⓗ࡞᭷ព㧗࠸್࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ⇱㔜㔞㸦ྛ༊  ಶయ㸧ࢆẚ㍑
ࡋࡓࡇࢁᕪ␗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ⤖
ᯝࡽ㸪ᮏ◊✲⏝࠸ࡓࢧࢬࡢ⛶㨶ࡣ  ศࡢ
㸯ᕼ㔘ࡋࡓᾏỈ୰࡛⏕Ꮡྍ⬟࡞ࡇࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᕼ㔘ᾏỈ୰࡛ࡶ㏻ᖖࡢᾏỈྠ➼ࡢ
ᡂ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡣ㸪࣍ࢩ࢞ࣞ㝣ୖ㣴Ṫ
ᢏ⾡ࡢ☜❧ᐤ࡛ࡁࡿࠋ
⾑₢ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘࢆᅗ♧ࡍࠋࡲࡓ㸪⾑₢
ᾐ㏱ᅽࢆᅗ♧ࡍࠋ⾑₢ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘᾐ㏱

ᅗ 5㸬⾑₢ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘ㸦ᖹᆒ್㸪n = 8㸦32 ppt
༊㸧㸪8㸦16 ppt ༊㸧㸪9㸦8 ppt ༊㸧㸪8㸦4 ppt
༊㸧ࠋ␗࡞ࡿࣝࣇ࣋ࢵࢺࡣ⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀ
࠶ࡿ㸦P < 0.05㸧ࠋ

ᅽࡣᾏỈ⃰ᗘࡀⷧࡃ࡞ࡿపୗࡋࡓࠋࡋࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ୖ㏙ࡢ࠾ࡾ࣍ࢩ࢞ࣞ⛶㨶ࡢᡂ㛗
ࡣᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡽ㸪పᾐ㏱ᅽ⎔
ቃ㡰ᛂࡋࡓࡇࡀ᥎

ࡉࢀࡿࠋ

పᾐ㏱ᅽ᮲௳࡛⾑ᾮ୰ࡽὶฟࡍࡿࢼࢺࣜ࢘
࣒ࡢಖᣢࡣୗᆶయࡽศἪࡉࢀࡿࣉࣟࣛࢡࢳ
ࣥࡀ㛵ࢃࡿࠋࡑࡢୗᆶయ࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧㔞
ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ␗࡞ࡿࣝࣇ࣋ࢵ
ࢺࡢ㛫ࡣ⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࠋ
ࣉࣟࣛࢡࢳࣥࡢ㑇ఏᏊⓎ⌧៖ࡣ㏻ᖖᾏỈẚ

ᅗ 6㸬⾑₢ᾐ㏱ᅽ㸦ᖹᆒ್㸪n = 8㸦32 ppt ༊㸧㸪
8㸦16 ppt ༊㸧㸪9㸦8 ppt ༊㸧㸪8㸦4 ppt ༊㸧ࠋ
␗࡞ࡿࣝࣇ࣋ࢵࢺࡣ⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ㸦P
< 0.05㸧ࠋ

࡚ᕼ㔘ᾏỈ࠾࠸࡚㧗ࡗࡓࡇࡽ㸪ࣉࣟ
ࣛࢡࢳࣥࡢࢼࢺ࣒ࣜ࢘ಖᣢస⏝ࡼࡗ࡚㸪๓㏙
ࡢ࠾ࡾ⾑୰ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘࡀ㸪పୗࡋࡘࡘࡶ
୍ᐃࡢ⃰ᗘಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋᕼ㔘ᾏ
Ỉ୰࡛ࡢ࣍ࢩ࢞ࣞ⛶㨶ࡢ⏕Ꮡࡣࣉࣟࣛࢡࢳ
ࣥࡀ㔜せ࡞ᙺࢆࡣࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ

㸦㸰㸧ዲ㐺ᕼ㔘ᾏỈ࠾ࡅࡿ⥳Ⰽගࡢᡂ㛗ಁ㐍

ᅗ 7㸬ࣉࣟࣛࢡࢳࣥ㑇ఏᏊⓎ⌧㔞㸦ᖹᆒ್㸪n = 8
㸦32 ppt ༊㸧㸪7㸦16 ppt ༊㸧㸪8㸦8 ppt ༊㸧㸪
7㸦4 ppt ༊㸧ࠋ␗࡞ࡿࣝࣇ࣋ࢵࢺࡣ⤫ィⓗ
᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ㸦P < 0
0.05㸧ࠋ
05㸧ࠋ

ຠᯝ

Ņ%.Ņ

 ᖹᆒయ㔜⣙ J ࡢ࣍ࢩ࢞ࣞࢆ㏻ᖖᾏỈ㸦SVX㸧ᕼ㔘ᾏỈ㸦SSW㸪SSW㸪SSW㸧
ᐜࡋࡓࠋྛ༊Ỉᵴࢆ  ᇶ⏝࠸㸪 ಶయࡎࡘᐜࡋࡓࠋ㏻ᖖᾏỈ༊ SSW ༊࡛ࡣ  ᪥㛫ࡢ㣫⫱ᮇ㛫୰
ࡍ࡚ࡢಶయࡀ⏕ṧࡋࡓࠋSSW ༊࡛ࡣ  ಶయࡢࡳࡀ⏕ṧࡋࡓࠋSSW ༊࡛ࡣ  ᪥ᚋࡲ࡛ಶయ
ࡀᩢṚࡋࡓࠋ௨ୗ㏻ᖖᾏỈ༊ SSW ༊ࡢ㣫⫱᭱⤊᪥࠾ࡅࡿయ㔜㸦ᖹᆒ್㸧ࢆ♧ࡍࠋ

࣭SSW༊ J㸦Q 㸧
࣭SSW༊ J㸦Q 㸧

 SSW ༊࠾ࡅࡿయ㔜ࡀ㏻ᖖᾏỈ༊ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸ࡢࡣ㣫⫱ᮇ㛫୰ࡢᦤ㣵㔞ࡀᑡ࡞ࡗࡓࡇࡼࡿࠋ
SSW ༊ࢆྵࡵᕼ㔘ᾏỈ༊ᩢṚࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡽ㸪⛶㨶ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᮏ◊✲⏝࠸ࡓ࣍ࢩ࢞ࣞࡢ
ᕼ㔘ᾏỈᑐࡍࡿ㡰ᛂຊࡣప࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


ڦᚋࡢྲྀ⤌
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㛢㙐ᘧ㝣ୖᚠ⎔㣴Ṫᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡋୖグࡢᡂᯝࡣᾏỈࡅὶࡋỈᵴᐇ㦂ᐊ
ࣞ࣋ࣝࡢ࢞ࣛࢫỈᵴࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࡼࡾᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪㛢㙐ᘧ㝣ୖᚠ⎔㣴Ṫタഛࢆ⏝࠸
ࡓᐇドヨ㦂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⥳Ⰽගࡢ㐃⥆↷ᑕࡘ࠸࡚ࡣపỈ


Ņ%0Ņ

௨እ࡛ࡢ㣫⫱ࡼࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ॏၣ࿃ଲँ֪୶֞ॏ፬֭ጲඑ෯ຫ֦֭ಆࡱಀଫӨ
ᅜ❧ᏛἲேᒾᡭᏛ ㎰Ꮫ㒊 ᩍᤵᚋ⸨᫂
7(/㸸(PDLOWJRWR#LZDWHXDFMS




✲◊ڦᴫせ
㈅ẘࡣ㸪ᯛ㈅㢮࡞ࡢℐ㐣✑㣗ᛶ⏕≀ࡀ᭷ẘࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢆࡋࡓ⏕≀⃰⦰ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋ㸪୕
㝣ἢᓊ࡛ࡣ࠸ࡃࡘࡢ

㠴ẟ⸴㢮ࡢⓎ⏕ࡼࡾ⏕ࡌࡿࠋ㏆ᖺ㸪୕㝣ἢᓊࡢ㣴Ṫሙ࡛ࡣ㈅ẘࡀ㢖Ⓨ

ࡋ㸪࣍ࢱࢸ࢞࡞ࡢᯛ㈅㣴Ṫᴗ࡛ࡣ㛗ᮇࢃࡓࡿฟⲴṆࡀ㢖Ⓨࡋ࡚῝้࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋ㸪㈅ẘࡣேⅭⓗไᚚࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪୍᪦㈅ẘࢆᣢࡘつไ್ࢆୗᅇࡿࡲ࡛ᚅࡘࡋ
↓࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㸪㈅ẘࣇ࣮ࣜ࡞㛢㙐ᆺ㝣ୖ㣴Ṫᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚▷ᮇ␆㣴ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚㈅ẘࡢపῶࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪␆㣴ࡢၥ㢟ࡉࢀࡿ㌟⑭ࡏࡸᩢṚࢆ㜵ࡄ᮲௳ࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡓࡵ࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࢆ⏝࠸ࡓ  ㏻ࡾࡢヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏヨ㦂࡛
ࡣ㸪ℐ㐣ᵴ  ࢺࣥࡢࢱࣥࢡ࡛ᾏỈࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿ㝣ୖ㣫⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ྛ✀  ಶయࢆࢿࢵ
ࢺ࠸ࢀ࡚ྠ㣫⫱ࡋࡓࠋ
㸯㸬ṆỈ࡛ࡢ␆㣴ヨ㦂
 ṆỈ࡛ࡢ␆㣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪࣐࢚࢞࢟ࢰࢩ࢝ࢤ࢞ࢆ⏝࠸㸪ṆỈ᮲௳ୗ࡛
㣵ᩱࢆ౪⤥ࡋ࡞ࡀࡽࣈࣟࢆ⏝࠸ࡓᾏỈᨩᢾ༊㸦ࣈࣟ༊㸧㓟⣲౪⤥༊㸦㓟⣲༊㸧࡛ࡢẚ㍑␆㣴
ヨ㦂ࢆ  ᪥㛫⾜ࡗࡓࠋ⁐Ꮡ㓟⣲㔞ࡣヨ㦂ᮇ㛫ෆ࡛㓟⣲༊࡛ࡣ㣬≧ែࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࣈࣟ༊
࡛ࡣ SSP ⛬ᗘࡲ࡛⦆ࡸపୗࡋࡓࠋ㔜㔞༨ࡵࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࡣ࣐࡛࢞࢟ࡣ୧ヨ㦂༊࡛㸪࢚ࢰ
ࢩ࢝ࢤ࡛࢞ࡣ '2 ༊ࡢࡳ࡛ヨ㦂㛤ጞࢆ᭷ពୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸬⤥㣵ẚ㍑ヨ㦂
 ⤥㣵ࡼࡿຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࢆ⏝࠸࡚ṆỈ᮲௳ୗ࡛
㓟⣲౪⤥ࢆ⾜ࡗࡓ⤥㣵༊↓⤥㣵༊㸪࠾ࡼࡧᾏ୰⫱ᡂ༊㸦ᾏ୰༊㸧࡛ࡢẚ㍑␆㣴ヨ㦂ࢆ  ᪥㛫⾜ࡗ
ࡓࠋ㔜㔞༨ࡵࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࢆẚ㍑ࡋࡓᡤ㸪࣐࡛࢞࢟ࡣ⤥㣵ࡼࡿຠᯝࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀ㸪
࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞࣍ࢱࢸ࡛࢞ࡣ⤥㣵ࡼࡿቑ⫗ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉㸪࣍ࢱࢸ࢞ࡢ㛢Ẇ➽
㔜㔞ࡣ࡚ࡢヨ㦂༊㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢヨ㦂༊࡛⏝࠸ࡓࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸
࡚ᐁ⬟ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ㸪࣐࡛࢞࢟ࡣྛ㡯┠ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀࡎ㸪࠺ࡲࡸᚋ࡛ヨ㦂⪅ࡢዲ
ࡳࡼࡿᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࡛࢞ࡣ⤥㣵༊࡛ࡣໝ࠸㸪ᚋ㸪࠺ࡲࡳࡢホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ࣍ࢱࢸ࡛࢞ࡣ⤥㣵༊࡛࠺ࡲࡀቑࡍࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
㸱㸬㛢㙐ᚠ⎔ṆỈࡢẚ㍑ヨ㦂
 㛢㙐ᚠ⎔᪉ᘧࡼࡿℐ㐣ࡢຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࢆ⏝࠸
࡚ṆỈ࡛ࡢ㣫⫱㸦ṆỈ༊㸧㛢㙐ᚠ⎔᪉ᘧ㸦ᚠ⎔༊㸧࡛ࡢẚ㍑␆㣴ヨ㦂ࢆ  ᪥㛫⾜ࡗࡓࠋ㔜㔞
༨ࡵࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࢆẚ㍑ࡋࡓᡤ㸪࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࡢ࠸ࡎࢀࡶṆỈ༊ᚠ
⎔༊࡛᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣍ࢱࢸ࡛࢞ࡢ㛢Ẇ➽㔜㔞ࡶྛヨ㦂༊࡛᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ
࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢヨ㦂ࡼࡾ㸪▷ᮇ␆㣴ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾ㸪ṆỈ࡛ࡢ㣫⫱࡛ࡶᩢṚಶయࡣࢇࡳࡽࢀ
ࡎ㸪⤥㣵ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚㌾య㒊ࡢ⌧㇟ࢆᢚไࡍࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ㸪㓟⣲౪⤥ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡼࡗ࡚㣵ᩱῧຍຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇࡽ㸪㓟⣲౪⤥㣵ᩱ౪⤥ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡼࡗ࡚ṆỈ࡛ࡢ▷ᮇ␆㣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

Ņ%2Ņ

✲◊ڦᐇ≧ἣ
㸯㸬ṆỈ࡛ࡢ␆㣴ヨ㦂㸦ᅗ㸯㸧
ṆỈ᮲௳ୗ࡛  ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓ࣐࢚࢞࢟ࢰࢩ࢝ࢤ࢞ࡢ㔜㔞ᑐࡍࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࢆヨ㦂㛤
ጞ㸦$㸧ᑐࡋ࡚ࣈࣟ༊㸦%㸧㸪㓟⣲༊㸦&㸧࡛ẚ㍑ࡋࡓࡇࢁ㸪࣐࡛࢞࢟ࡣࣈࣟ༊㸪㓟⣲౪⤥
༊ࡶヨ㦂㛤ጞࡼࡾࡶቑࡋ࡚࠸ࡓࠋ୧ヨ㦂༊㸦% ࠾ࡼࡧ &㸧࡛ẚ㍑ࡍࡿ㸪୧✀ࡶ㓟⣲༊
ࡢ᪉ࡀ᭷ព㧗ࡗࡓࠋ

ᅗ


࣐࢞࢟㸦ᕥ㸧࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸦ྑ㸧ࢆṆỈ᮲௳ୗ࡛  ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓ㔜㔞ᑐࡍࡿ㌾య

㒊㔜㔞ẚࡢ㓟⣲ຠᯝ㛵ࡍࡿẚ㍑ヨ㦂⤖ᯝ㸬㸦㸿㸸ヨ㦂㛤ጞ㸪㹀㸸ࣈࣟ༊㸪㹁㸸㓟⣲༊㸧

㸰㸬⤥㣵ẚ㍑ヨ㦂㸦ᅗ 㸧
 ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓ࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࡢ㔜㔞ᑐࡍࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࢆヨ㦂㛤
ጞ㸦$㸧ᑐࡋ࡚↓⤥㣵༊㸦%㸧㸪⤥㣵༊㸦&㸧㸪ᾏ୰༊㸦'㸧࡛ẚ㍑ࡋࡓࡇࢁ㸪࣐࡛࢞࢟ࡣ࡚
ࡢヨ㦂༊࡛᭷ព࡞ኚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࡛࢞ࡣ↓⤥㣵༊ᾏ୰༊࡛᭷ពపୗ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣍ࢱࢸ࡛࢞ࡣ⤥㣵༊࡛᭷ព࡞ቑࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪↓⤥㣵༊ᾏ୰༊࡛ࡣ᭷ព࡞ኚࡣ
ࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ㸰 ࣐࢞࢟㸦ᕥ㸧㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸦୰㸧࣍ࢱࢸ࢞㸦ྑ㸧ࢆ  ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓ㔜㔞ᑐࡍࡿ
㌾య㒊㔜㔞ẚࡢ⤥㣵ຠᯝ㛵ࡍࡿẚ㍑ヨ㦂⤖ᯝ㸬㸦㸿㸸ヨ㦂㛤ጞ㸪㹀㸸↓⤥㣵༊㸪㹁㸸⤥㣵༊㸪
㹂㸸ᾏ୰༊㸧
㸱㸬㛢㙐ᚠ⎔ṆỈࡢẚ㍑ヨ㦂㸦ᅗ 㸧
࣐࢞࢟㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸪࣍ࢱࢸ࢞ࡢ㔜㔞ᑐࡍࡿ㌾య㒊㔜㔞ẚࢆヨ㦂㛤ጞ㸦$㸧ᑐࡋ
࡚ṆỈ༊㸦%㸧ᚠ⎔༊㸦&㸧࡛ẚ㍑ࡋࡓࡇࢁ㸪࣐࡛࢞࢟ࡣ࡚ࡢヨ㦂༊࡛᭷ព࡞పୗࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋ࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࡛࢞ࡣ୧ヨ㦂༊ࡶ᭷ពపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣍ࢱࢸ࡛࢞ࡣ୧ヨ㦂༊ࡶ᭷
ព࡞ኚࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

Ņ%4Ņ

ᅗ㸱

࣐࢞࢟㸦ᕥ㸧㸪࢚ࢰࢩ࢝ࢤ࢞㸦୰㸧࣍ࢱࢸ࢞㸦ྑ㸧ࢆ  ᪥㛫㣫⫱ࡋࡓ㔜㔞ᑐࡍࡿ

㌾య㒊㔜㔞ẚࡢᾏỈᚠ⎔㛵ࡍࡿẚ㍑ヨ㦂⤖ᯝ㸬㸦㸿㸸ヨ㦂㛤ጞ㸪㹀㸸ṆỈ༊㸪㹁㸸ᚠ⎔༊㸧


ڦᚋࡢྲྀ⤌
⤌
 ᮏヨ㦂⤖ᯝࢆά⏝ࡋ࡚ẘࡋࡓᯛ㈅ࢆ࠸㸪㝣ୖỈᵴࢆ⏝࠸ࡓ▷ᮇ␆㣴ࡼࡗ࡚ῶẘࡀྍ⬟
࡞ࡿࢆᢕᥱࡍࡿࡶ㸪⤥㣵ࡼࡿῶẘຠᯝࡢᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ


Ņ&#Ņ

ؓ؞פתᅺภౌਙടଣྞַ֖୶֞ണຒඑՔຒඑૌ֭ၟ
ตᇀืӨ
ᅜ❧ᏛἲேᒾᡭᏛ ㎰Ꮫ㒊 ຓᩍሯ㉺ⱥᬕ
7(/㸸   (PDLO㸸WVXN#LZDWHXDFMS




✲◊ڦᴫせ
ᒾᡭ┴࡛ࡣ㸪㐣ཤࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ✀ⱑᨺὶᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࢩࣟࢨࢣ㸦ࢧࢣ㸧ࡢᨺὶᴗࡢ
ࡼ࠺㈨※ቑຍୖᡭࡃ⤖ࡧࡘࡎ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣᨺὶᴗࡀᖜ⦰ᑠࡋࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪㏆ᖺ㸪ࢧࢣᅇᖐ㈨※ࡢῶᑡࡶ࠶ࡾ㸪ࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ✀ⱑᨺὶᴗࡢᮇᚅࡀࡧ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶
ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪㐣ཤࡢ✀ⱑ⏕⏘࣭ᨺὶ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࡶຠᯝࡣⷧ࠸ணࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ຠᯝⓗ࡞
ᨺὶᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪⏕≀≉ᛶ㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆຍ࠼࡚㸪ࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓቑṪᴗࡢᨵⰋࡀ
ᚲせࡉࢀࡿ㸬
୕㝣ᒾᡭࡢࢧࢡ࣐ࣛࢫࡣࡽ⛅ࡅ࡚㐳ୖࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ㐳ୖᮇࡽ㐳ୖ⛅㐳ୖศࡅ
ࡽࢀࡿ㸬┴ෆ࡛၏୍ࡢቑṪᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏳᐙᕝ࡛ࡣ୧⩌ࢆศࡅࡓ✀ⱑ⏕⏘ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡽ୧⩌ࡘ࠸࡚㑇ఏⓗᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡢ࡛᫂࠶ࡾ㸪୧⩌ࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ࡍ
ࢀࡤⰋ࠸᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸㸬୧⩌㛫࠾࠸࡚㸪㑇ఏⓗ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ⩌ࢆศࡅ࡚⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡶࡋ㸪㑇ఏⓗᆒ୍࡛࠶ࢀࡤ⩌ࢆྜࢃࡏࡓ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟
࡞ࡿ㸬ࡉࡽ㸪୕㝣ᒾᡭࡢࢧࢡ࣐ࣛࢫࡣ㞤㞝ẚࡀࡁࡃ೫ࡾᅽಽⓗ㞤ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪✀ⱑ⏕⏘⌧
ሙ࡛ࡣ㞝㊊࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪୧⩌ࡀ㑇ఏⓗᆒ୍࡛࠶ࡿሙྜ㸪␗࡞ࡿ⩌ࡢ㞝㈨※ࢆ
ά⏝ࡍࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୕㝣ᒾᡭࡢἙᕝᅇᖐࡍࡿࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ㐳ୖ⩌⛅㐳ୖ⩌ࡢ㑇ఏ≉ᛶศ
ᯒࢆ⾜࠸㸪㐳ୖ⩌⛅㐳ୖ⩌㛫ࡢ㑇ఏⓗศࡢ᭷↓ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୧⩌㛫
࠾࠸࡚᫂☜࡞㑇ఏⓗᕪ␗ࡣࡳࡽࢀࡎ㸪୧⩌ࡣ㑇ఏⓗ
ᆒ୍࡞⩌࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪ᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪༢ᖺᗘᅇᖐࡋࡓࢧࢡ࣐ࣛࢫࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓศᯒࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㐳ୖᖺᗘࡢ
␗࡞ࡿ㞟ᅋ࡛ࡶྠᵝࡢ㑇ఏ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡢ᫂ࡽ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬㐳ୖᖺᗘࡢ␗࡞ࡿ」ᩘࡢ
㞟ᅋࡢศᯒ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㸪㐳ୖ⩌⛅㐳ୖ⩌㛫ࡢ
㑇ఏⓗศࡘ࠸࡚ៅ㔜ุ᩿ࡋࡓୖ࡛㸪✀ⱑ⏕⏘

ᅗ㸪Ᏻᐙᕝ࡛ᤕ⋓ࡉࢀࡓࢧࢡ࣐ࣛࢫぶ㨶

ᢏ⾡ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࢀࡿ㸬

✲◊ڦᐇ≧ἣ

࣭୕㝣ᒾᡭࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ㐳ୖ⩌⛅㐳ୖ⩌㛫ࡢ㑇ఏ≉ᛶࡢᢕᥱ
࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺ PV '1$ ࣐࣮࣮࢝ ᗙࢆ⏝࠸࡚㸪 ᖺᗘᏳᐙᕝࡽ᥇㞟ࡋࡓᶆᮏ 㐳ୖ
㞟ᅋ⛅㐳ୖ㞟ᅋ ࢆᑐ㇟㑇ఏ≉ᛶศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬㑇ఏⓗከᵝᛶࡢᣦᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣞࣜࢵࢡ
ࣜࢵࢳࢿࢫ $U ࢆィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝ㸪PV'1$ ࣐࣮࣮࢝ ᗙࡢ $U ࡢᖹᆒࡣ㸪㐳ୖ㞟ᅋ࡛ ⛅㐳ୖ
㞟ᅋ࡛  ࡛࠶ࡾ㸪୧㞟ᅋ㛫࠾࠸࡚㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪ྛ㑇ఏᏊᗙࡘ࠸᳨࡚ฟ
ࡉࢀࡓᑐ❧㑇ఏᏊࡢ✀㢮ᩘࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁ㸪୍᪉ࡢ㞟ᅋ㛫࡛ࡋࡳࡽࢀ࡞࠸ᑐ❧㑇ఏᏊࡣࢃࡎ

Ņ&%Ņ

࡞ࡀࡽᏑᅾࡋࡓࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶࡑࡢ㢖ᗘࡣ㠀ᖖపࡃ㸪ྛ㞟ᅋࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿᑐ❧㑇ఏᏊ࡛ࡣ࡞
ࡗࡓ㸬
ḟ㸪6758&785( ࡼࡾಶయࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪.

 㑇ఏࢢ࣮ࣝࣉࡀ  ࡘ ࡀ᭱㐺࡛࠶

ࡿุ᩿ࡉࢀ㸪୧㞟ᅋ㛫࡛᫂░࡞㑇ఏⓗᕪ␗ࡣ᳨ฟࡉࢀ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸧㸬ྠᵝࡢഴྥࡣಶయࣞ࣋
ࣝࡢᡂศศᯒ⤖ᯝࡽࡶ♧ࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸰㸧㸬
௨ୖࡢࡇࡽ㸪Ᏻᐙᕝࡢ㐳ୖ㞟ᅋ⛅㐳ୖ㞟ᅋ㛫࠾࠸࡚㑇ఏⓗᕪ␗ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬

ᅗ  ࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺ '1$ ࣐࣮࣮࢝ ᗙࡢ㑇ఏሗᇶ࡙ࡁ 6758&785( ࡼࡾ᥎ᐃࡉࢀࡓࢧࢡ
࣐ࣛࢫ㐳ୖ࣭⛅㐳ୖಶయࡢ㑇ఏⓗ㢮⦕㛵ಀ㸦.  ᅇヨ⾜ 㸬Ⰽࡀ㑇ఏࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪㐳ୖ࣭⛅㐳ୖಶయࡶྠࡌⰍ࡛࠶ࡿࡇࡽ㸪ྠࡌࢡࣛࢫࢱ࣮ᒓࡋ࡚࠸ࡿゎ㔘ࡉ
ࢀࡿ

ᅗ㸰㸪࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺ '1$ ࣐࣮࣮࢝ ᗙࡢ㑇ఏሗᇶ࡙ࡁᡂศศᯒࡼࡾ᥎ᐃࡉࢀࡓࢧࢡ
࣐ࣛࢫ㐳ୖ࣭⛅㐳ୖಶయࡢ㑇ఏⓗ㢮⦕㛵ಀ ە㐳ୖಶయ⛅ ە㐳ୖಶయ

ڦᚋࡢྲྀ⤌
௧  ᖺᗘ࡛ࡶᏳᐙᕝࡢ㐳ୖ㞟ᅋ⛅㐳ୖ㞟ᅋࢆᑐ㇟ୖグྠᵝࡢ㑇ఏศᯒࢆ⾜࠸㸪␗࡞ࡿ
㐳ୖᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶ㐳ୖ⩌⛅㐳ୖ⩌㛫㑇ఏⓗᕪ␗ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡢ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬


Ņ&&Ņ

ຯ֚ؤח֧כ؈֭ිႚ້֘בඳᆀइౖᥔבዛ୲ঊዿ֖֞י
ؓןಆፍ्֭ᄇ֧ཡጊਙട्֭ᄇ
Ꮫᰯἲே㔛◊✲ᡤ

㔛Ꮫᾏὒ⏕⛉Ꮫ㒊

୕㝣⮫ᾏᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᩍᤵ

᳃ᒣಇ

7(/㸸    (PDLO PRULVXNH#NLWDVDWRXDFMS




✲◊ڦᴫせ
࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡣࠊᒾᡭ┴ἢᓊᇦࡢᆅሙ⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞Ỉ⏘≀࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⏕⏘㧗ࡣ⃭ῶࡋ࡚

࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ㣗࡛࠶ࡿࢥࣥࣈࡸ࣓࣡࢝࡞ࡢᆺᾏ⸴㢮ࡀⴭࡋࡃ⾶㏥ࡲࡓࡣᾘኻ
ࡋࡓ㈋᳜⏕≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ☾↝ࡅᇦࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇకࡗ࡚ࠊ⑭ࡏ࡚㌟ධࡾࡸⰍྜ࠸ࡀᝏ࠸ಶ
యࡀከࡃࠊࡇࢀࡀ῝้࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗࠊ⑭ࡏ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢၟရ౯್ࢆ㧗ࡵ
࡚ὶ㏻࣭㈍ࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⑭ࡏ࢘ࢽࡢ㝖ཤࡼࡿ㣵ሙ࡞ࡿ⸴ሙࢆ⏕ࡉࡏࡿ୍᪉࡛ࠊ࢘ࢽࡸ
࣡ࣅࢆᾏ㠃ࡸἢᓊᇦࡢ୍ᐃࡢሙᡤ㞟ࡵࠊ㣵ࢆ࠼࡚㣴ࡍࡿࡇࡼࡾゎỴ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋࠊࢥࣥࣈࡸ࣓࣡࢝ࡣᏘ⠇ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡸ㓄ྜ㣫ᩱࡣࠊ㨶㢮⏝ࡢ㣫ᩱẚ࡚㧗࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
㣴㐺ࡋࡓᰤ㣴౯ࡢ㧗࠸Ᏻ౯࡞㣫ᩱࡢ౪⤥ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ㓄ྜ㣫ᩱࡢᡂศ࡛࠶ࡿᑠ㯏⢊ࠊ㍺ධᾏ⸴㨶⢊ྠ➼ࠊᑐ
㇟✀ࡢ⏕⫱ࡸ㌟ධࡾࢆಁࡍ⣲ᮦࡋ࡚ࠊ࠾ࡶ୕㝣ἢᓊᆅᇦ࠾࠸࡚ฎศࡉࢀ࡚࠸ࡿỈ⏘≀ࠊ㎰స≀
ࡸ␆⏘≀ࡢຍᕤṧ╔┠ࡋ࡚ࠊ㣗ရຍᕤṧࢆⱼ࣓࣡࢝ࡽㄪ〇ࡋࡓࣝࢠࣥ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⢒ᢳฟ
≀ΰྜࡋ࡚ࢤࣝࡉࡏࡓࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡢ࢘ࢽ࣡ࣅࡢ⏕⫱࠾ࡼࡧ㌟ධࡾཬࡰࡍຠᯝࢆ᳨ド
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊỈ⏘ຍᕤṧࡢ➃ᮦ࣭ⱼ࣓࣡࢝ࡸࢧࢣṧ㨶⢊ࠊࡲࡓࠊእⴥ࢟ࣕ࣋ࢶ࡞ࡢ㎰స≀
ࡸ␆⏘≀ࡢຍᕤṧࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡀ⛶࢘ࢽࡸ⛶࣡ࣅࡢ⏕⫱ࢆಁࡍࡇࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⑭ࡏ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ㌟ධࡾࢆຠ⋡ࡼࡃಁࡍࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡼࡾࠊ㣗ရຍᕤ
ᚋṧࡋ࡚⤒㈝ࢆࡅ࡚ฎศࡉࢀ࡚࠸ࡿࣂ࣐࢜ࢫࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ
⏕⫱ࡸ㌟ධࡾࢆಁࡍ᪂つࡢ㣴Ṫᢏ⾡ࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
✲◊ڦᐇ≧ἣ
㸯㸬⑭ࡏ࢘ࢽ࣡ࣅࡢ⏕⫱ࡸ㌟ධࡾࢆಁࡍ᭷ຠ࡞ࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡢ⣲ᮦࡢ᳨ウ
࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ㓄ྜ㣫ᩱࡢ࡞ᡂศࡣࠊᑠ㯏⢊㸦㸴㸧ࠊ㍺ධᾏ⸴㸦㸱㸧࠾ࡼࡧ㨶⢊㸦㸯㸧
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂศࡢ௦᭰࠼⣲ᮦࡋ࡚ࠊ➃ᮦ࣭ⱼ࣓࣡࢝ࡸࣀࣜࠊࡲࡓࠊࢧࢣ㢌㒊㨶⢊࡞ࡢỈ
⏘≀ࣂ࣐࢜ࢫࠊእⴥ࢟ࣕ࣋ࢶࡸ⳦ᗋ࡞ࡢ㎰స≀ࣂ࣐࢜ࢫࡸ␆⏘≀ࣂ࣐࢜ࢫࢆ㑅ᐃࡋࠊࡇࢀࡽ
ࢆ⇱࣭⢊ᮎࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⣲ᮦࢆࠊⱼ࣓࣡࢝ࢆ㓟ᛶࠊḟ࠸࡛ࣝ࢝ࣜᛶࡢỈ⁐ᾮ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊࣝࢠࣥ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⢒ᢳฟ≀ΰྜࡋࡓᚋࠊሷ࢝ࣝࢩ࣒࢘⁐ᾮᾐₕࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ

        ᅗ㸯㸬ࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱ
⣲ᮦࢆᑒධࡋࡓࢤࣝ㣵ࢆసᡂࡋࡓ㸦ᅗ㸯ࠊ⾲㸯㸧ࠋ
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⛶࢘ࢽ࠾ࡼࡧ⛶࣡ࣅࠊࣂ࣐࢜ࢫ⣲ᮦࡢ㓄ྜྜࡢ␗࡞ࡿࢤࣝ㣵ࢆࠊ ᪥ẖయ㔜ࡢ 㔞ࢆ
࠼࡚㣫⫱ࡋࡓ⤖ᯝࠊᑠ㯏⢊ࠊ㍺ධᾏ⸴ࢪ㨶⢊ࡢᶆ‽㣵ẚ࡚ࠊ࢘ࢽ࣡ࣅࡢయ㔜ࡀⴭࡋࡃቑ
ຍࡍࡿ⣲ᮦ࠾ࡼࡧ㓄ྜྜࢆ㑅ᐃࡋࡓ㸦⾲㸰ࠊ⾲㸱㸧ࠋ

ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚ࠊᾏ⸴ࡢ✀㢮ࢆኚ࠼࡚ࠊ࢘ࢽ࣡ࣅᦤ㣵ࡉࡏࡓ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢᾏ⸴ࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏ࠾࠸࡚ࡶ⏕⫱ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸦⾲㸲ࠊ⾲㸳㸧ࠋ

㸰㸬⑭ࡏ࢘ࢽࡢ⏕⫱ࡸ㌟ධࡾཬࡰࡍࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡢຠᯝ࠾ࡼࡧ⤥㣵ἲࡸ㣴ἲࡢ᳨ウ
㸯ࡢ◊✲࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝᇶ࡙࠸࡚ࠊ㉺႐᮶‴ࡽ᥇ᤕࡉࢀࡓ⑭ࡏ࢘ࢽࡢ⏕⫱ཬࡰࡍࣂ
࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡢ㣫⫱ᐦᗘཬࡰࡍຠᯝࢆㄪࡓࠋ⏕Ṫ⭢ᣦᩘ㸦⏕Ṫ⭢㔜㔞య㔜 [㸧ࡀࠊᖹᆒ 
ࡢ࢘ࢽࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࢆ  ᪥ẖయ㔜ࡢ 㔞ࢆ  ࣨ᭶㛫࠼࡚㣫⫱ࡋࡓ⤖ᯝࠊ࢘ࢽࡢ⏕Ṫ⭢ᣦᩘ

ࡣࠊ ಶ  ಶࡢᐦᗘ࡛ࡣྠ➼࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ಶࡣప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸦⾲㸴㸧ࠋࣂ࣐࢜ࢫ㣫
ᩱ࡛㣫⫱ࡋࡓ࢘ࢽࡢ⏕Ṫ⭢࠾ࡅࡿ࣑ࣀ㓟ྵ᭷㔞ࢆࠊ➃ᮦ࣓࡛࣡࢝㣫⫱ࡋࡓ࢘ࢽẚ㍑ࡋࡓ⤖
ᯝࠊ᪨ᡂศࡢࢢࣝࢱ࣑ࣥࡣᕪࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ⏑ᡂศࡢࢢࣜࢩࣥࡢྵ᭷㔞ࠊࡲࡓࠊⱞᡂศ
ࡢࣜࢪࣥࠊࣝࢠࢽࣥࡸࢳࣟࢩࣥࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ

ࡇࢀࡽࡢࡇࡼࡾࠊࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱࡣࠊ㌟ධࡾࡸࢆಁࡍຠᯝࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ㣫ᩱࡢຠᯝࡣࠊ㣫
⫱ᐦᗘ౫Ꮡࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ڦᚋࡢྲྀ⤌
⑭ࡏ࢘ࢽࡸ࣡ࣅࡢ⏕⫱ࡸ㌟ධࡾࢆಁࡍࡇ⧅ࡀࡿࠊಖᣢ⬟ຊࡸᅛᙧᛶඃࢀࡓࣂ࣐࢜ࢫ㣫ᩱ
ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿඹࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊၟရࡋ࡚ฟⲴ࡛ࡁࡿ㣴࣭㣴Ṫᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
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ேၾת՛بؗጊතב౫ևஸॆ෯ࣤตᅺ्ᄇ֭֭֞׀ᇀᅴ
अ૩֭ஓཝӨ
ᅜ❧ᏛἲேᮾிᏛ Ẽᾏὒ◊✲ᡤ ᅜ㝿ἢᓊᾏὒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ≉௵ຓᩍ㔝⏿㔜ᩍ
ᅜ❧ᏛἲேᒾᡭᏛ ㎰Ꮫ㒊 ᩍᤵᖹಇᮁ
7(/㸸㸦ᮾிᏛ㸧   (PDLOQREDWD#DRULXWRN\RDFMS




✲◊ڦᴫせ
ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢࢧ࣮ࣔࣥ㟂せࡢఙࡧࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶࢧࢣ⛉㨶㢮ࡢᾏ㠃㣴Ṫ㸦௨ୗࠊࢧ
࣮ࣔࣥ㣴Ṫ㸧ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᚑ᮶ࡢࢠࣥࢨࢣ᭰ࢃࡗ࡚ࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫࡸࢽࢪ
࣐ࢫᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㨶✀࡛ࡣ✀ⱑࡢᾏỈ㥆⮴ࡀㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏỈ⏕Ꮡ
ᛶࡢ㧗࠸⣔⤫ࡢ⫱✀ࡸࡼࡾṌ␃ࡲࡾࡢ㧗࠸ᾏỈ㥆⮴᪉ἲࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ⌧≧ࡣ
ᾏỈ⛣⾜ᚋࡢ⏕ṧࡢࡳ࡛ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ࡣᾏỈ୰࡛⏕ṧࡋ࡚ࡶࢇᡂ㛗ࡋ࡞࠸ಶయࡶ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡣᾏỈ㐺ᛂ⬟ຊࡀప࠸ࡓࡵࠊࢁ࠺ࡌ࡚⏕ṧࡋ࡚࠸ࡿࡀᡂ㛗ࡲࢃࡿ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮వࡀ࡞࠸≧ែ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᾏỈ㥆⮴࠾ࡅࡿయᾮㄪ⠇㛵㐃ศᏊࡢືែࢆ
ゎᯒࡋࠊ㨶యࡢᾏỈࡢ㐺ᛂ≧ἣࢆࡼࡾṇ☜ᢕᥱࡍࡿࡇ࡛ࠊ㺀┿ࡢᾏỈ㐺ᛂᛶ㺁ࢆホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ⏕ṧࡢホ౯௦ࢃࡿศᏊホ౯⣔ࡢᵓ⠏ࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࢧࢣࡢࡼ࠺ῐỈᾏỈࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿ㨶ࡣࠊ㪰ࡢᶵ⬟ࢆሷศ྾ᆺ㸦ῐỈ㸧ሷศฟᆺ㸦ᾏ
Ỉ㸧ኚ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚␗࡞ࡿሷศ⎔ቃ㐺ᛂࡋࠊࡇࡢᶵ⬟ࡣ㪰ࡢ 1D.$73DVH 1.$ ࠸࠺
⭷ࢱࣥࣃࢡࡀ㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢧࢣ⛉㨶㢮࡛ࡣ 1.$ ࡢᵓᡂ༢࡛࠶ࡿȘࢧࣈࣘࢽࢵ
ࢺࡢ࠺ࡕࠊῐỈᆺࡢ㪰࡛ࡣȘDࠊᾏỈᆺ࡛ࡣȘE ࡀከࡃⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇ
ࡢ  ࡘࡢศᏊࢆᣦᶆࡋ࡚ศᏊホ౯⣔ࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࠋ
ࡲࡎࠊ୕㝣ࢆ௦⾲ࡍࡿࢧࢣ⛉㨶㢮࡛࠶ࡿࢧࢣࡢ㪰ࡢȘD ȘE ࡢ㑇ఏᏊࢆ༢㞳ࡋ࡚ࠊ㑇ఏᏊⓎ⌧
㔞㸦㑇ఏᏊࡀࢀࡔࡅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢᣦᶆ㸧ࡢ

ᐃ⣔ࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡇࡢ

ᐃ⣔ࢆ⏝࠸࡚ࢧࢣ࠾

ࡅࡿȘD ȘE 㑇ఏᏊࡢⓎ⌧ࢆㄪࡓࡇࢁࠊࢧࢣ࠾࠸࡚ࡶȘD 㑇ఏᏊⓎ⌧㔞ࡣῐỈ࡛㧗ࡃࠊᾏ
Ỉ⃰ᗘࡢୖ᪼ࡶⓎ⌧㔞ࡣῶᑡࡋࡓࠋ୍᪉ࠊȘE 㑇ఏᏊⓎ⌧ࡣῐỈࡼࡾࡶᾏỈ࡛ࡸࡸ㧗࠸⛬ᗘ
࡛ࠊࡢࢧࢣ⛉㨶㢮࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ῐỈ࣭ᾏỈ㛫࡛ࡢࡁ࡞ᕪ␗ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢᾏỈ㐺ᛂ⬟ࢆ᫂ࡽࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ ᖺ㨶⛶㨶ࢆᾏỈ㸦6:㸧ࡲࡓࡣ  ಸᕼ㔘ᾏỈ
㸦6:㸧⛣⾜ࡋࠊ⏕ṧཬࡧ⾑୰ 1D ⃰ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ6: ⛣⾜ᚋ  㛫ࡲ࡛⾑୰ 1D
ࡀᛴ⃭ୖ᪼ࡋࠊ 㛫௨ෆಶయࡀṚஸࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ6: ࡛ࡣ 1D ⃰ᗘࡢୖ᪼࠾ࡼࡧ⏕ṧ⋡
ࡶ 6: ⛣⾜ࡼࡾࡶᨵၿࡉࢀࡓࠋᚋȘD ȘE 㑇ఏᏊࡢⓎ⌧ࢆ᫂ࡽࡋࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢᾏ
Ỉ㐺ᛂ⬟ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ


✲◊ڦᐇ≧ἣ
ձ1D.$73DVH 1.$ 㑇ఏᏊࡢ㓄ิỴᐃ
ࢧࢣࡢ㪰ࡽ 51$ ᢳฟࢆ⾜࠸ 1.$Șࢧࣈࣘࢽࢵࢺ㑇ఏᏊࡢ F'1$ ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ༢㞳ࡉࢀ
ࡓ㑇ఏᏊࡢሷᇶ㓄ิࢆࡢ㨶✀ࡢࡶࡢẚ㍑ࡋ⣔⤫ᶞࢆసᡂࡋࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀࡽࡢ㑇ఏᏊࡣ 1.$ȘD
࠾ࡼࡧȘE ࡛࠶ࡾࠊ┠ⓗࡍࡿ㑇ఏᏊࡢ㒊ศ㓄ิࢆ༢㞳ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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ղ1.$  &Oࢳࣕࢿࣝ㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢᐃ㔞ゎᯒ᪉ἲࡢᵓ⠏
ୖグࡢ F'1$ ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡢ୰࡛㝶ࣜࣝࢱ࣒ 3&5 ⏝ࡢࣉ࣐࣮ࣛࢆタィࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࡀࠊ
ࡘࡢ㑇ఏᏊ㸦1.$ȘD ࠾ࡼࡧȘE㸧ࢆ≉␗ⓗ᳨ฟࡍࡿࣉ࣐࣮ࣛࡣタィ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ  ࡘ
ࡢ㑇ఏᏊࡢሷᇶ㓄ิࡀ㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇࡼࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ᭱⤊ⓗࡣ㓄ิࡢ┦ྠᛶࡀప࠸
㠀⩻ヂ㡿ᇦࣉ࣐࣮ࣛࢆタィࡋホ౯ࡋࡓࡇࢁࠊᐃ㔞ᛶࡢ࠶ࡿホ౯⣔ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
୍᪉ࠊ㪰ࡸ⣽⬊ෆ࡛ࡢ 1.$ ࡢᒁᅾࢆ▱ࡿࡓࡵ㑇ఏᏊࡸࡑࡢ⏘≀ࢆ LQVLWX ࣁࣈࣜࢲࢮ࣮ࢩ
ࣙࣥචᰁⰍ᳨࡛ฟࡍࡿ⣔ࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣜࣝࢱ࣒ 3&5 ྠᵝ㠀⩻ヂ㡿ᇦࣉ࣮ࣟࣈࢆ
タィࡋ࡚㪰ࡢษ∦ᛂࡉࡏࡓ⤖ᯝࠊྛ㑇ఏᏊ≉␗ⓗ࡞ᰁⰍࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋචᰁⰍࡘ࠸࡚ࡣ
ᚋᐇࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡽࠊࢧࢣࡢ㪰ࡢ≧ែࢆศᏊ⏕≀Ꮫⓗ࠾ࡼࡧ⤌⧊Ꮫⓗ᥎ᐃࡍࡿ⣔ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ
ճῐỈ࠾ࡼࡧᾏỈಶయࡢ㪰࡛ࡢⓎ⌧ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
ῐỈ㸦):㸧ࠊ ಸᕼ㔘ᾏỈ㸦 6:ࠊపᙇ㸧ࠊ
ಸᕼ㔘ᾏỈ㸦 6:ࠊࡰ➼ᙇ㸧ࠊ ಸᕼ㔘ᾏỈ
㸦 6:ࠊ㧗ᙇ㸧࠾ࡼࡧᾏỈ㸦6:㸧࡛  ࣨ᭶㣫⫱
ࡋࡓࢧࢣࡢ⛶㨶࠾ࡼࡧᗂ㨶ࡽ㪰ࢆ᥇ྲྀࡋࠊ㪰ࡢ
1.$Șࢧࣈࣘࢽࢵࢺ㑇ఏᏊࡢⓎ⌧㔞ࢆㄪࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊȘD ࡣᾏỈ⃰ᗘࡀⷧࡲࡿࡘࢀ࡚Ⓨ⌧㔞
ࡀቑຍࡋࠊῐỈ㣫⫱࡛᭱ࡶ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓȘ

ᅗ

ࢧࢣࢆྛ㣫⫱Ỉ࡛㣫⫱ࡋࡓ㝿ࡢȘD ࠾ࡼࡧ
ȘE 㑇ఏᏊࡢⓎ⌧㔞

E ࡣᾏỈ  ಸᕼ㔘ᾏỈ࡛ࡣⓎ⌧㔞ࡣኚࢃࡽ࡞
ࡗࡓࡀࠊῐỈ࡛ࡣⓎ⌧㔞ࡀ⣙  పୗࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ௨ୖࡽȘD ࡣῐỈᆺࠊȘE ࡣᾏỈᆺࡢ㪰
࡛ᙉࡃⓎ⌧ࡍࡿ㑇ఏᏊ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣኴᖹὒࢧࢣࡸࢽࢪ࣐ࢫ➼ࡢࢧࢣ⛉㨶㢮࡛ࡢ
ሗ࿌୍⮴ࡋࡓࠋ
մ⛶㨶ᮇࡢᾏỈ㐺ᛂ⬟㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢヲ⣽
⛶㨶ᮇ࡛ࡶᾏỈ㐺ᛂ࡛ࡁࡿࢧࢣࠊ⛶㨶ᮇࡣ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ⛶㨶ࢆῐỈࡽᾏỈ⛣
⾜ᚋࡢ⏕ṧࠊ⾑୰ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⃰ᗘ࠾ࡼࡧ㑇ఏᏊⓎ⌧ࢆホ౯ࡋࡓࠋ
୧✀ࢆῐỈࡽᾏỈ⛣⾜ࡋࡓሙྜࠊࡍ࡚ࡢࢧࢣࡣ⏕ṧࡍࡿࡀࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫࡣ⛣⾜ᚋ  㛫࡛
⁛ࡋࡓࠋ⾑୰ 1D ⃰ᗘࡣࠊࢧࢣ࡛ࡣ PPRO/ ࡽ⛣⾜ᚋ  ᪥┠࡛ PPRO/ ᭱㧗್࡞ࡾࠊ
᪥┠ࡣ PPRO/ ⛣⾜๓ࡢ್ࡲ࡛ᅇࡋࡓࠋ୍᪉ࢧࢡ࣐ࣛࢫ࡛ࡣῐỈ㣫⫱ࡢ PPRO/ ࡽ
⛣⾜ᚋ  㛫࡛ PPRO/ ࡲ࡛ୖ᪼
ࡋࠊᾏỈ⛣⾜ࡢሷศㄪ⠇⬟ࡀప࠸
ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸦ᅗ  ᕥ㸧ࠋ
ḟ㧗ᙇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀሷ⃰ᗘࡢప࠸
 ಸᕼ㔘ᾏỈ⛣⾜ࡋࡓࠋࡇࡢ᮲௳
࡛ࡣࢧࢡ࣐ࣛࢫࡣ᪥ࠎᩘ༉ࡢᩢṚࡣ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ ᭶㛫⏕ṧࡍ
ࡿಶయࡶ࠸ࡓࠋ⛣⾜ᚋࡢ⾑୰ 1D ⃰
ᗘࡢ᥎⛣ࡣࠊࢧࢣ࡛ࡣ PPRO/ 

ᅗ

ࢧࢣ࠾ࡼࡧࢧࢡ࣐ࣛࢫࢆᾏỈ㸦ᕥ㸧ࡲࡓࡣ  ಸᕼ
㔘ᾏỈ㸦ྑ㸧⛣⾜ࡋࡓ㝿ࡢ⾑୰ 1D ⃰ᗘࡢኚ

ࡽ⛣⾜ᚋ  㛫࡛ PPRO/ ᭱㧗

Ņ&.Ņ

್࡞ࡾࠊ ᪥┠ࡣ PPRO/ ῐỈ㣫⫱ࡢ್ࡲ࡛ᅇࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ᾏỈࡼࡾࡶ㏿ࡸ࡞⎔
ቃỈࡢ㐺ᛂࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡋࡋࢧࢡ࣐ࣛࢫ࡛ࡣ PPRO/ ࡽ⛣⾜ᚋ  ᪥࡛ PPRO/ࡲ࡛ୖ
᪼ࡋ࡚  ᪥┠࡛᭱㧗್㸦PPRO/㸧ࢆ♧ࡋࡓ㸦ᅗ  ྑ㸧ࠋ ᭶⏕ṧࡋࡓಶయ࡛ࡶ PPRO/ ῐ
Ỉ㣫⫱ࡢ 1D ⃰ᗘࡲ࡛ᅇࡋ࡞ࡗࡓࠋ ಸᕼ㔘ᾏỈ࡛㣫⫱ࡍࡿࡇ࡛ࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ⏕ṧࡣ᫂ࡽ
ࡼࡃ࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣయᾮㄪ⠇ࡀලྜࡢࡲࡲ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
ࢧࢣ࠾࠸࡚⛣⾜ࡢ㪰࠾ࡅࡿ 1.$ȘD 
ȘE ࡢ㑇ఏᏊⓎ⌧ࢆࡳࡓࡇࢁࠊȘD ࡣᾏỈ⛣
⾜ᚋ㏿ࡸࡑࡢⓎ⌧㔞ࢆῶࡽࡋࠊ ᪥௨㝆
ࡽప್࡛ᏳᐃࡋࡓࠋȘE ࡣ⛣⾜ᚋ 㹼 ᪥
ࡅ࡚Ⓨ⌧㔞ࢆቑࡸࡋࡓࡀࡑࡢᚋῶᑡࡋࠊ⛣⾜๓
ࡼࡾࡶࡸࡸ㧗࠸Ⓨ⌧㔞࡛Ᏻᐃࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࢧ
ࢡ࣐ࣛࢫࡘ࠸࡚ࡣ㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒ⣔ࢆ☜❧ࡋ
࡚ᚋ

ᐃࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ᚋࢧࢡ࣐ࣛࢫࢆࡣࡌࡵ⛶㨶ᮇᾏỈ㐺ᛂ࡛
ࡁ࡞࠸ࢧࢣ⛉㨶㢮ᾏỈ㐺ᛂ࡛ࡁࡿࢧࢣࡢ⤖ᯝ
ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊ͆⛶㨶ᮇ㐺ᛂ࡛ࡁࡿ✀࡛ࡁ

ᅗ

ࢧࢣࢆᾏỈ⛣⾜ࡢ㪰࠾ࡅࡿ 1.$ȘD ࠾ࡼࡧ
ȘE 㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢ᥎⛣

࡞࠸✀࡛ࡣఱࡀ࡛ࡁ࡚ఱࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ͇ࢆศ
Ꮚ࡛ࣞ࣋ࣝ᫂ࡽࡍࡿࠋ
յ✀ࠎࡢ᮲௳࡛ࡢᾏỈ⛣⾜ᾏỈ㐺ᛂ⬟⋓ᚓࡢホ౯
ࢽࢪ࣐ࢫࢫࢳ࣮ࣝ࣊ࢵࢻࢺࣛ࢘ࢺࡘ࠸࡚ࠊయࢧࢬᾏỈ㐺ᛂ⬟ࡢ㛵ಀࢆホ౯ࡋࡓࠋࡲࡓ 
ಸᕼ㔘ᾏỈࢆ⤒࡚ᾏỈ㥆⮴ࡉࡏࡿẁ㝵㥆⮴ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࡓࠋయ㔜ࡀ JࠊJࠊJࠊ
J ࿘㎶ࡢಶయࢆᾏỈ⛣⾜ࡋࡓ⤖ᯝࠊయࢧࢬࡀࡁࡃ࡞ࡿᾏỈ࡛ࡢ⏕ṧ⋡ࡀୖࡀࡗࡓࠋࢽࢪ
࣐ࢫࡢ⏕ṧ⋡ࡣࡑࢀࡒࢀ ࠊࠊࠊ㸣࡛ࠊࢫࢳ࣮ࣝ࣊ࢵࢻࡣࡑࢀࡒࢀ ࠊࠊࠊ㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢయࢧࢬ౫Ꮡࡋࡓ⏕ṧ⋡ࡢᨵၿࡣඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ୍⮴ࡋࡓࠋ୧✀ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊJ ヨ
㦂༊࡛ࢫࢳ࣮ࣝ࣊ࢵࢻࡢ⏕ṧ⋡ 㸣㧗ࡗࡓࡀࠊ⾑୰ 1D ⃰ᗘࡣ PPRO/ 㧗ࡃయࡢᶵ⬟ࢆᾏỈ
⏕ά㐺ᛂࡉࡏࡓ࠺ࡣ⌧ᅾࡢࡇࢁ࡛᫂࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࢽࢪ࣐ࢫࡢ J ⩌࡛ࡣ 㸣ࡢ⏕ṧ⋡
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1D ⃰ᗘࡣ PPRO/ పࡃࠊ⏕ࡁṧࡗࡓಶయࡘ࠸࡚ࡣᾏỈ⏕ά㐺ᛂࡋࡓᶵ⬟ࢆ⋓
ᚓ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋẁ㝵㥆⮴࠾࠸࡚ࡣ୧✀ࡶᾏỈࡢ┤᥋⛣⾜ࡼࡾࡶ㧗࠸⏕Ꮡ⋡ࢆ
♧ࡋࠊẁ㝵㥆⮴ࡢ᭷ຠᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᮏ᳨ウࡽᾏỈ㐺ᛂ⬟࠾ࡅࡿయࢧࢬࡢᙳ㡪ࠊࡲࡓẁ㝵㥆⮴ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅇ⏝࠸ࡓ 
✀࡛ࡣ⏕ṧ⋡⾑୰ 1D ⃰ᗘࡽࡳࡓ㐺ᛂ⬟ࡢホ౯ࡀศࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋᅇࡣᐇ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛ࡢ┿ࡢ㐺ᛂ⬟ࢆホ౯ࡍࡿୖ࡛ࡶ㑇ఏᏊⓎ⌧➼ࡢศᏊホ౯⣔ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ᛮࢃࢀࡿࡓࡵࠊᚋ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᚋࡣࡇࡢ⤖ᯝࢆᇶࢧࢡ࣐ࣛࢫ࡛ࡶయࢧࢬࡸ
ẁ㝵㥆⮴➼ࡢ᮲௳ࢆኚ࠼ࡓ㝿ࡢᾏỈ㐺ᛂ⬟ࡢ㐪࠸ࢆࠊ㣫⫱ᐇ㦂ศᏊホ౯⣔࡛᫂ࡽࡍࡿணᐃ࡛
࠶ࡿࠋ

Ņ&0Ņ

ڦᚋࡢྲྀ⤌
ᚋࡣୗグ  Ⅼࡘ࠸࡚㔜Ⅼⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸯㸬ࢧࢣ௨እࡢ㨶✀ࡢศᏊホ౯⣔ࡢ☜❧
ࢧࢡ࣐ࣛࢫࠊࢽࢪ࣐ࢫࠊࢫࢳ࣮ࣝ࣊ࢵࢻࢺࣛ࢘ࢺࡢ 1.$ȘD ȘE 㑇ఏᏊࡢ F'1$ ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࢆ
⾜࠸ࠊࣜࣝࢱ࣒ 3&5 ࡼࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧ホ౯⣔ࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡲࡓᚲせᛂࡌ࡚ &)75 ࡸࡢ㑇ఏᏊ
ࡢホ౯⣔ࡢ☜❧ࡶ㐍ࡵࡿࠋ
㸰㸬㞧✀ࡢホ౯
 ⤖ᯝ㸱࡛♧ࡋࡓࡼ࠺᮲௳ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡛ᾏỈ㐺ᛂ⬟ࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡍ
࡚ࡢ✀࡛ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠺ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋᖺᗘࡢ᳨ウ࡛ணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢧࢣࢧࢡࣛ
࣐ࢫࡢ  ಸయ㞧✀ࡣࠊ⛶㨶ᮇࡢᾏỈ㐺ᛂ⬟ࡢᨵၿ㸦ࢧࢣࡢ≉ᚩ㸧ࡸ⫗㉁ࡢྥୖ㸦ࢧࢡ࣐ࣛࢫࡢ≉
ᚩ㸧ࡀᮇᚅ࡛ࡁᚋࡢࢧ࣮ࣔࣥ㣴Ṫ࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢホ౯ࡶศᏊホ౯⣔ࡣ᭷ຠ࡞ᡭẁ
࡞ࡾ࠺ࡿࠋศᏊホ౯⣔ࢆ᪩ᛴ☜❧ࡋࠊ㞧✀ࡢホ౯ࢆ᪩ᛴ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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ඳ႕ശጫዡጟຩבዿփ॒֞ยਙടׇ֪႘༽ॳੋ֭
୲ጴ֩ౌภౌਙട्֭ᄇӨ
ᅜ❧ᏛἲேᒾᡭᏛ ㎰Ꮫ㒊 ື≀⛉Ꮫ⛉ ᩍᤵ⃝
ᅜ❧ᏛἲேᒾᡭᏛ ㎰Ꮫ㒊ᐮ෭ࣇ࣮ࣝࢻࢧ࢚ࣥࢫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵᖹ⏣⤫୍
7(/㸸   (PDLONHQVDZDL#LZDWHXDFMS




✲◊ڦᴫせ
᪥ᮏ▷ゅ✀∵ ௨ᚋࠊ▷ゅ✀∵ ࡣࠊ⢒㣫ᩱࡢ⏝ᛶඃࢀࠊ⬡⫫㞧ࡢᑡ࡞࠸⫗㉁ࢆ≉ᚩࡍࡿရ
✀࡛࠶ࡿࠋ▷ゅ✀∵ࡣࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ࡣᡞᕷࡢࠊ୕㝣ᆅᇦ ஂឿᕷ࠾ࡼࡧᒾἨ⏫࡞ ࡀ࡞⏕⏘
ᆅᇦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊኟᒣ㔛᪉ᘧࡤࢀࡿ㣫㣴ᙧែࠊࡲࡁ∵ ✀㞝∵ ࡼࡿ⮬↛㓄࠸࠺⦾
Ṫᙧែࡢ≉Ṧᛶࡽࠊࡑࡢ⏕⏘㢌ᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ∵࠾࠸࡚ࡣࠊຠ⋡ⓗ࡞⏘Ꮚ⏕⏘ἲࡋ࡚ࠊ⬇
⛣᳜ᢏ⾡ࡀᬑཬࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤࠊ࣍ࣝࢫࢱࣥ✀ࡢ㞤∵▷ゅ✀∵ࡢ⬇ࢆ⛣᳜ࡍࡿࡇ࡛ࠊຠ⋡ⓗ
▷ゅ✀∵ࡢ⏘Ꮚࢆቑ⏘ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࠊ⬇⛣᳜⏝࠸ࡿ⬇ࡣࠊ࣍ࣝࣔࣥࡼࡾ㐣
༸ฎ⌮ࢆ⾜࡞ࡗࡓ㞤∵ࡽࡢ᥇ྲྀࠊࡶࡋࡃࡣ㣗⫗ฎ⌮ሙ࡛᥇ྲྀࡋࡓᒕయ⏤᮶ࡢ༸ᕢࢆ⏝࠸ࡓయእཷ
⢭ ,9) ᢏ⾡ࡼࡾసฟࡉࢀࡿࠋ㣫㣴ᙧែࡢ≉Ṧᛶࡸ⬇ࡢ᥇ྲྀຠ⋡ࠊ㑇ఏ㈨※ࡢ᭷ຠ⏝࡞ࡢほⅬ
ࡽࠊ▷ゅ✀∵࠾ࡅࡿ⛣᳜⏝ࡢ⬇⏕⏘ࡣ ,9) ᢏ⾡ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ∵ࡢ ,9) ᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࡣ࣍ࣝࢫࢱࣥ✀ࡸ㯮ẟ✀ࢆᑐ㇟ࡋࡓሗ࿌ࡣᩘከࡃ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ▷ゅ✀ࢆᑐ㇟ࡋࡓሗ࿌ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ▷ゅ✀∵ࡢ ,9) ࡼࡿ⬇ࡢ⏕⏘ຠ⋡ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⛣᳜⏝ࡢ⬇ࡣேᕤᤵ⢭⏝⢭ᾮࡢࡼ࠺⤖ಖᏑࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ⤖⼥ゎᚋࡢ⬇ࡢ⏕Ꮡ⋡ࡀၥ㢟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ▷ゅ✀ ,9) ⬇ࡢ⪏ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㣗⫗ฎ⌮ሙฟⲴ࣭ᒕ␆ࡉࢀࡓ▷ゅ✀㞤∵ࡢ༸ᕢࡽᮍᡂ⇍༸Ꮚࢆ᥇ྲྀࡋࠊయእᡂ⇍
ᚋࠊ▷ゅ✀㞝∵ࡢ⤖⼥ゎ⢭ᾮࢆ⏝࠸࡚ ,9) ࢆ⾜࠸ࠊ⬇⛣᳜ྍ⬟࡞Ⓨ⏕ẁ㝵࡛࠶ࡿ⬇┙⬊ᮇ⬇ࡢ⏕⏘
ຠ⋡ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛」ᩘࡢ▷ゅ✀✀㞝∵⏤᮶ࡢ⢭ᾮࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⬇ࡢ⏕⏘ຠ⋡ࡢ㐪࠸
ࡸ㯮ẟ✀∵⢭ᾮࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⬇⏕⏘ຠ⋡ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡉࡽࠊ,9) ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ
⬇┙⬊ᮇ⬇ࡢ⤖ಖᏑࢆ⾜࠸ࠊ▷ゅ✀∵ࡢ㑇ఏ㈨※ࡢಖᏑࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡽࠊ㣗⫗ฎ⌮ሙ⏤᮶༸ᕢ▷ゅ✀⤖⢭ᾮࢆ⏝࠸ࡓ ,9) ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ࠊ▷ゅ✀ࡢཷ⢭༸⛣
᳜⏝⬇┙⬊ᮇ⬇ࡀຠ⋡ⓗ⏕⏘ྍ⬟࡞ࡇࠊࡉࡽࡑࢀࡽ⬇ࡢ⤖ಖᏑࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋᚋࠊ,9) ⬇ࢆ⏝࠸ࡓཷ⢭༸⛣᳜ᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿຠ⋡ⓗ࡞⏘Ꮚ⏕⏘ࢆᐇドࡋࠊ㒔ᕷᅪ࡛㟂せࡀ
㧗ࡲࡿ▷ゅ✀∵⫗ࡢᏳᐃⓗ౪⤥ࡢᐇ⌧࡞ࡽࡧ୕㝣ᆅᇦ࡛ࡢ▷ゅ✀∵⏕⏘ࡢάᛶࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ
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✲◊ڦᐇ≧ἣ
1) ▷ゅ✀✀㞝∵⤖⢭ᾮࢆ⏝࠸ࡓ IVF ᢏ⾡ࡢ᭱㐺
 ▷ゅ✀✀㞝∵ 5 㢌ࡢேᕤᤵ⢭⏝⤖⢭ᾮࢆධᡭࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ 3 㢌(✀㞝∵ A, B, C)ࡢ⢭ᾮࢆ⏝࠸࡚
IVF ࢆ⾜ࡗࡓࠋ༸Ꮚࡣ㯮ẟ✀㞤∵ࡢ༸ᕢࡽ᥇ྲྀࡋࠊయእᡂ⇍(IVM)ᚋࠊIVF ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ(⾲
1)ࠊ✀㞝∵ C ࡢ⢭ᾮࢆ IVF ⏝࠸ࡓሙྜࠊIVF ⬇ࡢศ⋡(51.6%)ࡣࠊ✀㞝∵ A ࠾ࡼࡧ B ࡢ⢭ᾮࢆ⏝
࠸ࡓሙྜ(74.0-78.6%)ࡼࡾࡶ᭷ព(P < 0.05)ప࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ⬇┙⬊ᮇࡢⓎ⏕⋡࠾࠸࡚ࠊ✀㞝∵
ࡼࡿᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ✀㞝∵ B ࡢ⢭ᾮࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊ60.6%ࡢ IVF ⬇ࡀ⬇┙⬊ᮇ⬇(⛣᳜
⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿẁ㝵ࡲ࡛Ⓨ⏕ࡓ⬇)Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ

 ᮏㄢ㢟ࡼࡗ࡚ࠊIVF ᚋࡢ⬇ࡢศ⋡࠾ࡼࡧྛⓎ⏕ẁ㝵ࡢⓎ⏕⋡ࡣ✀㞝∵ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓࡶࡢࡢ✀㞝∵ A ࠾ࡼࡧ B ࡢ⢭ᾮࡣࠊIVF ᚋࡢศ⋡࠾ࡼࡧ⬇┙⬊ࡢⓎ⏕⋡ࡣⰋዲ࡛࠶ࡾࠊ▷ゅ
✀✀㞝∵ࡢேᕤᤵ⢭⏝⤖⢭ᾮࡣ IVF ⏝ྍ⬟࡞ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ

2) ▷ゅ✀∵ࡢ IVF ⬇⏕⏘ຠ⋡ࡢྥୖ
 㣗⫗ฎ⌮ሙฟⲴᚋᒕ␆ࡉࢀࡓ▷ゅ✀㞤∵ࡢ༸ᕢ(ᅗ 1)ࡽᮍᡂ⇍༸Ꮚࢆ྾ᘬ᥇ྲྀࡋࠊIVM ᚋࠊ▷
ゅ✀✀㞝∵ B ࡢ⤖⢭ᾮࢆ⏝࠸࡚ IVF ࢆ⾜ࡗࡓࠋ▷ゅ✀༸Ꮚ⏤᮶ࡢ IVF ⬇࠾ࡅࡿศ⋡(79.7%)࠾
ࡼࡧ⬇┙⬊ᮇ(49.6%, ᅗ 2)ࡢⓎ⏕⋡ࡣࠊ㯮ẟ✀༸Ꮚ⏤᮶ࡢ IVF ⬇ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ(⾲ 2)ࠋ

Ņ(#Ņ

ᅗ 1. ▷ゅ✀∵ࡢ༸ᕢ

ᅗ 2. IVF ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ▷ゅ✀∵ࡢ⬇┙⬊ᮇ⬇

 ▷ゅ✀༸ᕢࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡓᮍᡂ⇍༸Ꮚࡢ࠺ࡕࠊ78.7%ࡢ༸Ꮚࡀᡂ⇍ᇵ㣴ྍ⬟࡞ရ㉁࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
ྜࡣ㯮ẟ✀༸ᕢࡽᚓࡽࢀࡿ༸Ꮚ(65.5%)ࡼࡾࡶ᭷ព(P < 0.05)㧗࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ▷ゅ✀࠾࠸࡚ࡣ 1 ༸ᕢࡽᖹᆒ 7.8s1.2 ಶࡢᡂ⇍ᇵ㣴ྍ⬟࡞༸Ꮚࡀ᥇ྲྀ࡛ࡁࡿࡇࠊࡉࡽ
ࠊ1 ༸ᕢࡽ 3.4s0.1 ಶࡢ⬇┙⬊ᮇ⬇ࡀ⏕⏘࡛ࡁࠊࡑࡢྜࡣ 㯮ẟ✀(1.9s0.1 ಶ)ẚ㍑ࡋ࡚
᭷ព(P < 0.05)ከ࠸㧗࠸ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ(⾲ 3)ࠋ

  ᮏㄢ㢟ࡼࡗ࡚ࠊ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡢ⏕⏘ຠ⋡ࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࠊ㣗⫗ฎ⌮ሙ⏤᮶༸ᕢࢆ⏝࠸ࡓ IVF
ᢏ⾡ࡼࡗ࡚⛣᳜⏝࠸ࡿ▷ゅ✀ࡢ⬇┙⬊ᮇ⬇ࡢຠ⋡ⓗ࡞⏕⏘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ

3) ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡢ⤖ಖᏑ IVF ⏘Ꮚࡢసฟ

 ⬇┙⬊ᮇࡲ࡛యእᇵ㣴(Day6-Day9)ࡋࡓ▷ゅ✀ IVF ⬇(ィ 60 ⬇)ࢆࢡࣛ࢜ࢺࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓ࢞ࣛࢫ
⤖ἲࡼࡗ࡚⤖ࡋࠊᾮయ❅⣲୰࡛ಖᏑࡋࡓࠋ⤖ಖᏑࡋࡓ⬇ࡢ࠺ࡕ 14 ⬇ࢆ⼥ゎࡋࠊ⼥ゎᚋࡢ
⬇ࡢᙧែࡘ࠸࡚ㄪࡓࡀࠊ2 ⬇ࡀኚᛶࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢṧࡾࡢ 12 ⬇ࡣṇᖖ࡞ᙧែࢆ♧ࡋࡓࠋ⼥ゎࡋ
ࡓ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡣࠊⓎࢆྠᮇࡋࡓࣞࢩࣆ࢚ࣥࢺ㞤࢘ࢩ 8 㢌⛣᳜ࡋࡓ(1ࠥ2 ⬇/1 㢌)ࡀࠊ࠸ࡎࢀ
࠾࠸࡚ࡶⓎᚋ 35 ᪥๓ᚋ࡛ࡢዷፎ㚷ᐃ࠾࠸࡚ࠊཷ⫾ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

Ņ(%Ņ

 ᮏㄢ㢟ࡼࡗ࡚ࠊ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡣࠊ࢞ࣛࢫἲࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞⤖ಖᏑࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉ
ࢀࠊᚋࠊᮏㄢ㢟ࡼࡾ⤖ಖᏑࡋࡓ IVF ⬇ࡢ⛣᳜ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡛▷ゅ✀ IVF ⏘Ꮚࡢసฟࡀᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋ

ڦᚋࡢྲྀ⤌
 ᚋṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡢ⛣᳜ࡼࡿ⏘Ꮚࡢసฟࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡼࡾ⛣᳜
⏝࠸ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ༑ศ࡞ᩘࡢ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡀ⤖ಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊ▷ゅ✀ IVF ⬇ࡢ⛣᳜
ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡇ࡛ IVF ⏘Ꮚࡢ⏕⏘ຠ⋡ࢆ᫂ࡽࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ㣗⫗ฎ⌮ሙ⏤᮶༸ᕢࢆ⏝
࠸ࡓ IVF ᢏ⾡ࡼࡿ▷ゅ✀Ꮚ∵ࡢ⏕⏘⯆ࡢ࠶ࡿ⏕⏘⪅ࡸᶵ㛵ᑐࡋࠊᮏ◊✲ᡂᯝࡢ⤂ IVF
⬇⏕⏘ᢏ⾡ࡢຓゝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ᡂᯝࡢᬑཬດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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✲◊ڦᴫせ
୕㝣ἢᓊ࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠊ᭱㔜せ㨶✀࡛࠶ࡿ⛅ࢧࢣࢆጞࡵࡋ࡚ࢫ࣓ࣝ࢝ࠊࢧ࣐ࣥ➼ࡀ⁺࡞ࡾࠊ⁺
ᴗ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜࡸ㨶ᕷሙ⤒Ⴀࡀཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཎᩱࢆ๓㢗ࡗ࡚࠸ࡿ
Ỉ⏘ຍᕤᴗࡶཎᩱ㊊ࡸ㨶౯㧗㦐ࡼࡾࡇࢀࡲ࡛࡞࠸ཝࡋ࠸⤒Ⴀ࠾ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎỴࡍࡿ
ࡓࡵࡢ᪉⟇ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ୕㝣ἢᓊᇦࡢỈ

㐺ࡋࡓᏳᐃ౪⤥ྍ⬟࡞㨶㢮㣴Ṫᴗࡢᑟධࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲ

ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊࡇࡇ㸯㹼㸰ᖺ࠾࠸࡚ஂឿ࡛ࢠࣥࢨࢣࠊᐑ࡛ྂࢺࣛ࢘ࢺ㸦ࢽࢪ࣐ࢫ㸧ࠊᵔ࡛ࢠࣥࢨࢣࠊ
ࢺࣛ࢘ࢺࡢᾏ㠃⏕⠯ࢆࡗࡓ㣴Ṫヨ㦂ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୕㝣ἢᓊᆅᇦ࡛ࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢὠἼࡼࡾ⁺

ᚋ⫼ᆅᮍ⏝ᆅࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᭷ຠά

⏝ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣ㝣ୖ㣴Ṫࡼࡿ㣴Ṫ⏕⏘ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㝣ୖ㣴Ṫࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᚠ⎔ᆺࢩࢫࢸ࣒
ࡣࠊእ㒊ࡽཎయ⛣ධࡸ㣫⫱⎔ቃไᚚ㸦Ỉ

ࠊỈ㉁㸧ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇࡽࠊཎయࣇ࣮ࣜࡢ✀

ⱑ⏕⏘ᢏ⾡ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊၟရࢧࢬ㨶ࡢ㣴Ṫタࡋ࡚ࡣከ㢠࡞タഛᢞ㈨ࡸ㐠⏝
ࢥࢫࢺ㠃࡛ࡢ᥇⟬ᛶࡀㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ⏝ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୕㝣ἢᓊ࠾࠸࡚㝣ୖ㣴Ṫ࡛෭Ỉᛶࡢࢧࢣ࣐ࢫ㢮ࢆ㣴Ṫ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡣ㧗ᐦᗘ㣴Ṫ࡞⏕⏘ᛶࡢ
ྥୖ㐠⏝ࢥࢫࢺࡢ๐ῶຍ࠼ࠊᾏ㠃㣴Ṫ㨶ࡢᕪูࡼࡿ㧗༢౯ࡀᮃࡲࢀࡿࠋᕪูࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲ
ࡋ࡚ᾏ㠃㣴Ṫ࡛ࡣ㣫⫱ࡀᅔ㞴࡞ኟ௨㝆ࡲ࡛ࡢ⏕⏘ࡀྍ⬟࡞ࢀࡤᕷሙ࡛ࡢ➇ྜࡀᑡ࡞ࡃࠊ⏕㣗⏝ࢧ࣮
ࣔࣥࡋ࡚ᕼᑡ౯್ࡢ㧗࠸㨶ࡢ⏕⏘ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊΥ௨ୖࡢኟሙࡢỈ
ࡉࡏࡎ⏕ࡋ⥆ࡅࡿᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࢧࢣ࣐ࢫ㢮ࡢ㧗Ỉ

࡛㣴Ṫ㨶ࢆᩢṚ

ࡢᩢṚཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊỈ

ୖ᪼

క࠺྾௦ㅰࡢቑຍᑐࡋ࡚㓟⣲⁐ゎ㔞ࡀῶᑡࡍࡿࡓࡵⓎ⏕ࡍࡿ㓟Ḟࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀࠊ㓟⣲ࡢ౪⤥
ࡼࡾࢧࢣ࣐ࢫ㢮ࡢ㧗Ỉ

ᩢṚࡀᢚ࠼ࡽࢀࡿࡢࡼࡃࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄪᰝᴗ࡛ࡣࠊຠ⋡ⓗ㓟⣲ࢆ౪⤥࡛ࡁࡿ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈࢆ⏝ࡋ࡚㧗Ỉ

ᮇ㛫ࡢ㧗⏕

ṧ࡛ࡢ㣫⫱ྍ⬟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᡂ㛗ࡸ⏕ṧᛶࡢᨵၿࡀ࠶ࡿࡇࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡀࠊ⏕ṧ⋡
ࡀᮇᚅ㏻ࡾ㧗ࡃ࡞ࡽࡎᐇ⏝ྥࡅ࡚ࡣ⏕ṧᛶྥୖࡀㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
ࡲࡓᖺᗘࠊ㝣ୖ㣴Ṫ࠾ࡅࡿ⏕⏘ຠ⋡ྥୖࡢࡓࡵ㓟⣲౪⤥ࡼࡿ㧗ᐦᗘ㣫⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆㄪࡓ
ࡇࢁࠊ㏻ᖖᐦᗘẚ࡚ᡂ㛗ࡀຎࡾ㓟⣲⃰ᗘ௨እࡢᡂ㛗㜼ᐖせᅉࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᡂ㛗㜼
ᐖせᅉࡋ࡚⁐Ꮡ㓟Ⅳ⣲㔞ࡢቑࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㏻ᖖࡢ㣫⫱Ỉ

ᮇ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈ

ຍ࠼࡚㓟Ⅳ⣲㝖ཤ⨨ࢆ᪂ࡓタ⨨ࡋࡓࡇࢁࠊ㧗ᐦᗘ㣫⫱ࡼࡿᡂ㛗㜼ᐖࡀᢚไࡉࢀࡓࠋ

✲◊ڦᐇ≧ἣ
࠙⫼ᬒ┠ⓗࠚ
㨶㢮㣴Ṫ᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ࡚㝣ୖ㣴Ṫࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢෆỈ㠃ࢧ࣮ࣔࣥ㣴Ṫ࡛ࡣࠊࡅὶࡋᘧ
㣴Ṫࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊⰋ㉁࡛㇏ᐩ࡞Ỉ※ࡀᚲ㡲ࡢ❧ᆅ᮲௳࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㣫⫱ሙᡤࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㏆ᖺࠊỈ※ࡼࡿ❧ᆅ᮲௳ࡢไ㝈ࢆཷࡅ࡞࠸ᚠ⎔ᆺࢩࢫࢸ࣒ࡢ㣴Ṫࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢥࢫࢺࡸ㐠⏝ࢥࢫࢺࡣⴭࡋࡃ㧗ࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᴗࡋ࡚ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿሙᡤ
ࡣࢇ࡞࠸ࠋ᥇⟬ᛶࡢ☜ಖࡓࡵࡣࠊ┈ᛶࡢ㧗࠸㨶✀ࡸᴗᙧែຍ࠼࡚ࠊ㧗ᐦᗘ㣴Ṫࡸ⟶⌮ࢥ

Ņ((Ņ

ࢫࢺࡢ๐ῶ࡞ࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊᾏእ࡛ࡣᚠ⎔ᆺࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㝣ୖ㣴Ṫ
タ࠾࠸࡚⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘࢆ㐺ษㄪᩚࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㧗ᐦᗘࡢ⏕⏘ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡀ࠶ࡿࡇ
ࡽࠊ⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡳࡽࢀࡿࠋ
㓟⣲⃰ᗘไᚚࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡣࠊேⅭⓗ౪⤥ࡉࢀࡓ㓟⣲ࡢ⏝ຠ⋡ࡢྥୖࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࠊỈ⏘㣴Ṫ࠾ࡅࡿ㓟⣲౪⤥ࡢ᪉ἲࡋ࡚ࡣ࢚࣮ࣈ࣮ࣟ࣡ࡸỈ㌴ࡼࡿ᭚Ẽࡸ㓟⣲࢞ࢫ࣎
ࣥ࣋࡞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ౪⤥ࡉࢀࡓ㓟⣲ࡢከࡃࡣỈ⁐ゎࡍࡿࡇ࡞ࡃ༙ࡣẼἻࢆᙧᡂࡋ࡚ᾋ
ୖࠊẼ୰ᩓ㐓ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㓟⣲౪⤥ຠ⋡ࡀᝏ࠸ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᮏㄪᰝᴗࡢ༠ຊᴗ࡛࠶ࡿᰴᘧ
♫ᕮၟࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ᅜෆእࡢ」ᩘࡢᴗࡼࡗ࡚㣫⫱Ỉ୰㏻ᖖ᭚Ẽẚ࡚ከ㔞ࡢ㓟⣲ࢆ⁐ゎ
ࡉࡏࡿᶵᮦࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕮၟࡢ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈᢏ⾡ࡣ㧗ᅽࡢ㓟⣲࢞ࢫ୰㣫⫱Ỉࢆ㏻Ỉࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊ㧗⃰ᗘࡢ㓟⣲⁐ゎỈࢆ౪⤥ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ୕㝣ἢᓊ࡛ࡣẼೃኚືࡢ⃭⏒ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊせỈ⏘≀࡛࠶ࡿࢧࢣ࣐ࢫ㢮ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ
⮬↛⎔ቃࡢ౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ᚑ᮶ᆺ⁺ᴗࡢ⁺⋓⃭ῶࡀᆅᇦ⤒῭ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠾ࡾࠊኳ↛⁺⋓
ẚ࡚⏕⏘㨶ࡢᏳᐃ౪⤥ྍ⬟࡞ᾏ㠃⏕⠯ࢆ⏝࠸ࡓ㨶㢮㣴Ṫᴗࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊᖺᗘࡽஂ
ឿࡸᐑྂࠊᵔ࡛ࢧࢣ࣐ࢫ㢮ࡢヨ㦂㣴Ṫࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜෆ࠾ࡅࡿᾏ㠃ࢧ࣮ࣔࣥ㣴ṪࡣࠊᾏỈ
ᅜࡢ⏘ᆅ࡛ࡣ  ᭶ࡽỈ

ࡢ㛵㐃࡛Ꮨ⠇⏕⏘ᆺࡢᴗᙧែࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ

ࡀ Υࢆ㉸࠼ࡿ๓ࡢ  ᭶ୖ᪪ࡀฟⲴᮇ೫ᅾࡍࡿࡓࡵࠊ㍺ධ㨶ࡸ⏘ᆅ

ࡢ➇ྜࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᾏ㠃㣴Ṫẚ࡚⏕⏘ࢥࢫࢺࡀࡉࡴ㝣ୖ㣴Ṫࡼࡿࢧ࣮ࣔࣥ
㣴Ṫ࡛ࡣࠊࡇࡢᮇฟⲴࡍࢀࡤ౯᱁㠃ࡽ᥇⟬ᛶࡀࡾࡃ࠸⪃࠼ࡽࢀࠊࡇࢀ௨እࡢᮇฟⲴࡀ
ྍ⬟࡞ࢀࡤࠊ㏆ᖺࡢሀㄪ࡞⏕㣗⏝ࢧ࣮ࣔࣥᕷἣࢆ⪃࠼ࢀࡤ➇ྜࡀࢇぢࡽࢀ࡞ࡃࠊฟⲴ౯᱁ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡾ᥇⟬ᛶࡀࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊኟᏘ࠾ࡅࡿ㧗Ỉ

࡛ࡢ㣴Ṫ㨶ࢆᩢṚࡉࡏࡎ⏕

ࡋ⥆ࡅࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ㝣ୖ㣴Ṫ࡛ࡣ⎔ቃࢆไᚚ࡛ࡁࡿࡇࡽࠊࢡ࣮࣮ࣛࢆ⏝࠸࡚෭༷ࡍࡿࡇ
ࡼࡾኟ㉺ࡋࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜࡢ㟁ຊࢥࢫࢺࢆ⪃࠼ࡿ᥇⟬ᛶࡢほⅬࡽ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ
㧗Ỉ

ࡢ㣴Ṫ㨶ࡢᩢṚཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊỈ

ୖ᪼క࠺྾௦ㅰ㸦㣫⫱㨶ࡢ㓟⣲せồ㔞㸧ࡢቑຍ

㣫⫱Ỉࡢ㓟⣲⁐ゎᗘࡢపୗࡀ┦ࡲࡗ࡚㓟Ḟࡼࡿ⏕⫱ⰋࡸᩢṚࡍࡿࡇࡀ᥎
ࠊ㓟⣲౪⤥ࡼࡾ㧗Ỉ

ᩢṚࡀᢚ࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾ

Ỉᛶ㨶ࡢ㣴Ṫᴗ⏺࡛ࡣᑟධࡀ

࠶ࡿࡀࠊ෭Ỉᛶࡢࢧࢣ࣐ࢫ㣴Ṫ࠾ࡅࡿຠᯝࡘ࠸࡚ඛ⾜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄪᰝᴗ࡛ࡣຠ⋡ⓗ
㓟⣲ࢆ౪⤥࡛ࡁࡿ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈࢆ⏝ࡋ࡚ࢧ࣮ࣔࣥ㣴Ṫ࡛ࡢ㧗Ỉ

ᑐࡍࡿ⏕ṧᛶࡘ࠸᳨࡚ド

ࡋࡓࠋ࠙ヨ㦂㸯ࠚ
ࡲࡓࠊᖺᗘᐇࡋࡓඛ⾜◊✲࠾࠸࡚ࠊ㝣ୖ㣴Ṫ࠾ࡅࡿ⏕⏘ຠ⋡ྥୖࡢࡓࡵ㏻ᖖ㣫⫱Ỉ

ୗ࡛

ࡢ㓟⣲౪⤥ࡼࡿ㧗ᐦᗘ㣫⫱ࡢຠᯝࢆㄪࡓࡇࢁࠊ㧗ᐦᗘ㣫⫱ヨ㦂༊࡛⁐Ꮡ㓟⣲㔞ࡀ༑ศ㔞࡛࠶ࡗࡓ
ࡶࢃࡽࡎࠊపᐦᗘヨ㦂༊ࡣᡂ㛗ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㧗ᐦᗘ㣫⫱࡛ࡣ㓟⣲⃰ᗘ௨እࡢ
ᡂ㛗㜼ᐖせᅉࡀᏑᅾࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᅜእࡢ୍㒊ࡢᩥ⊩࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗ᐦᗘ㣫⫱⁐Ꮡ㓟Ⅳ⣲
ࡢ㝖ཤࢆࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢᡂ㛗㜼ᐖせᅉࡋ࡚⁐Ꮡ㓟Ⅳ⣲ࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈᢏ⾡ຍ࠼࡚㓟Ⅳ⣲㝖ཤ⨨ࢆ᪂ࡓタ⨨ࡋ࡚㸦┿㸯㸧ࠊప
ᐦᗘ㣫⫱㏆࠸㣫⫱ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠺᳨ウࡋࡓࠋ࠙ヨ㦂㸰ࠚ
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ձ

ղ


┿㸬㣫⫱ᐇ㦂⨨
/ ࡢᙧ㣫⫱Ỉᵴࢡ࣮࣮࣭ࣛࣄ࣮ࢱ࣮ࠊࢁ㐣ᵴࢆഛࡋࡓᚠ⎔ᆺỈᵴࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ
᪂㩭ᾏỈࢆὀỈࡍࡿ༙ᚠ⎔ᆺỈᵴࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᚲせᛂࡌ࡚↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎ⨨㸦┿୰
ձ㸧ࠊ㓟Ⅳ⣲㝖ཤ⨨㸦┿୰ղ㸧ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ

࠙◊✲᪉ἲᡂᯝࠚ
ヨ㦂㸯 ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈࢆά⏝ࡋࡓ㧗Ỉ

ࡢ㣫⫱ヨ㦂 

ྠᆺࡢヨ㦂Ỉᵴࢆ⏝࠸࡚㧗⃰ᗘ㓟⣲⁐ゎỈ㸦㓟⣲Ỉ༊㸹タᐃ⁐Ꮡ㓟⣲㣬ᗘ



㹼㸣⛬ᗘ㸧✵

Ẽ᭚ẼỈ㸦✵Ẽ᭚Ẽ༊㸹࢚࣮ࢫࢺ࣮ࣥࡼࡿ✵Ẽ᭚Ẽ㸧ࡼࡿ㣫⫱ヨ㦂ࢆᐇࡋࠊ㨶య㔜ࡢኚࠊ⏕
ṧᩘࠊࢧࢬศᕸ࠾ࡼࡧ㣫⫱Ỉ㉁ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋヨ㦂⏝࠸ࡓ㨶ࡣᐇ㦂㛤ጞࡢ  ᪥๓ྠ᮲௳࡚ᾏỈ
㥆⮴ࡋࡓ  ࣨ᭶㱋ࡢࢽࢪ࣐ࢫ㸦2QFRUK\QFKXVP\NLVV㸧㸦ᖹᆒయ㔜 J㸧࡛࠶ࡾࠊ ヨ㦂༊ᙜࡓࡾ 
ᑿᐜࡋࡓࠋࡑࡢࡢᐜᐦᗘࡣ⣙ NJP ࡛࠶ࡗࡓࠋヨ㦂ࡣ  ࡽᐇࡋࡓࠋᛴ⃭࡞Ỉ
࡛ࡢᩢṚࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ᭱ึࡢ  ᪥㛫ࡣ⣙ Υࠊࡑࡢᚋࡢ  ᪥㛫ࡣ⣙ Υ࡛⥔ᣢࡋࠊ᪼

ୖ᪼

㛤ጞ  㐌㛫

ᚋ࠶ࡓࡿ  ࡽࣄ࣮ࢱ࣮ࡢࡳ✌ാࡍࡿタᐃ࡛㣫⫱ࡋࡓࠋᮏヨ㦂࡛ࡣ᪂㩭࡞ᾏỈࢆ୍ᐃ㔞ὀỈࡍࡿ
༙ᚠ⎔㣫⫱࡛࠶ࡾࠊ ࡽヨ㦂⤊ࡢ  ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢỈ

ࡣ Υ๓ᚋ࡛᥎⛣ࡋࡓࠋ௨ୗࠊヨ

㦂⤖ᯝࡢᴫせࢆグࡍࠋ

z

ヨ㦂ᮇ㛫୰ࡢ⣼✚ᩢṚᑿᩘࡣࠊ㓟⣲Ỉ༊  ᑿ࠾ࡼࡧ✵Ẽ᭚Ẽ༊  ᑿ࡛࠶ࡗࡓ ⾲  ࠋ㓟⣲Ỉ༊ࡢ
⏕ṧ⋡ࡀ✵Ẽ᭚Ẽ༊ࡼࡾ㧗ࡗࡓࡇࡽࠊ㓟⣲ຍࡼࡿຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡀࠊ㓟⣲Ỉ༊࡛ࡶ 
ࡢᩢṚࡀฟࡓࡓࡵࠊ༑ศࡣゝ࠼࡞࠸࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊࢽࢪ࣐ࢫࡘ࠸
࡚ࡣᾏỈ⛣⾜┤ᚋᩢṚࡍࡿಶయຍ࠼࡚ࠊ㛗ᮇ㛫ࡢᾏỈ㣫⫱୰࡛ࡶᚎࠎ⾶ᙅṚࡍࡿಶయࡀ☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣᾏỈ⛣⾜  ᪥Ⅼ࡛⏕Ꮡࡋࡓ㨶ࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ୍㒊ࡢಶయࡘ࠸࡚ࡣ
ᾏỈ㥆⮴ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗 㸦ప㓟⣲㸧ࢫࢺࣞࢫຍ࠼࡚ᾐ㏱ᅽࢫࢺࣞࢫࡼࡾᩢṚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞
ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

z

ࡲࡓࠊ㧗Ỉ

㣫⫱࠾ࡅࡿᡂ㛗࡛ࡶ㓟⣲Ỉࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊヨ㦂⤊ࡢ

ᖹᆒయ㔜ࡣࠊ㓟⣲Ỉ༊ Jࠊ✵Ẽ᭚Ẽ༊ J ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㓟⣲Ỉ༊ࡀ
ᡂ㛗ࡋࡓ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣヨ㦂ᮇ㛫୰ࡢ⥲ᦤ㣵㔞ࡶ㓟⣲Ỉ༊ࡢ J ࡀ✵Ẽ᭚Ẽ༊ࡢ J
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ࡼࡾከࡃࠊࡇࢀࡀᡂ㛗ᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡔᛮࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽᩢṚ㨶ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸᥎ᐃ
ࡢቑ⫗ィᩘࢆࠊᘧ㸦㸧ࡼࡾ⏕ṧ  ᑿ࠶ࡓࡾࡢ⤥㣵㔞㸦ᣨศ㔞㸧ࡢ⏕ṧ  ᑿ࠶ࡓࡾࡢቑ㔜㔞ᑐ
ࡍࡿྜࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࡇࢁࠊ㓟⣲Ỉ༊࡛ ࠊ✵Ẽ᭚Ẽ༊࡛  ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂ᮇ㛫୰ࡢ୧ヨ㦂࠾ࡅࡿỈ㉁ࢆ⾲  ♧ࡍࠋᖹᆒỈ

z

࡛ࡣࠊ㓟⣲Ỉ༊ࡢ᪉ࡀ Υ㧗ࡵࠊS+

࡛ࡣࡸࡸపࡵ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ㓟⣲Ỉ༊ࡢ⏕ṧᛶࡸᡂ㛗ᛶࡣ✵Ẽ᭚Ẽ༊ྠ➼௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ㧗Ỉ
࡛ࡣ↓ẼἻ㓟⣲⁐ゎỈࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᨵၿࡀᚓࡽࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ✵Ẽ᭚Ẽ༊ࡀᖹᆒ
⁐Ꮡ㓟⣲㣬ᗘ పࡃ࡞࠸ᩘᏐࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ㓟⣲Ỉ༊㸦ᖹᆒ⁐Ꮡ㓟⣲㣬ᗘ 㸧ࡢ᪉ࡀᡂ
㛗⏕ṧࡀࡼ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡇࡽࡶ㧗Ỉ

࡛ࡣ㧗࠸㓟⣲⃰ᗘࡢ᪉ࡀ㨶ࡗ࡚ዲࡲࢀࡿ

⎔ቃ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗⃰ᗘ㓟⣲⏝᮲௳ୗ࡛ࡶ⏕ṧ⋡ࡣ ࡛࠶ࡾࠊ
㓟⣲Ỉ༊࠾ࡅࡿᩢṚཎᅉࡢゎ᫂࡞ࠊᐇ⏝ྥࡅ࡚⏕ṧᛶྥୖྥࡅࡓࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸧᥎ᐃࡢቑ⫗ಀᩘ 㸻㸦⤊ᖹᆒయ㔜 㸫 㛤ጞᖹᆒయ㔜㸧⤊⏕ṧᑿᩘ㸭⤥㣵㔞


⁐Ꮡ㓟⣲㣬ᗘ㸹ᮏㄪᰝᴗ࡛ࡣྛ㣫⫱

ᗘ࠾ࡅࡿ㣬⁐Ꮡ㓟⣲㔞ᑐࡍࡿྜࡢࡇࢆ♧ࡍࠋ

⾲  ヨ㦂㸯ࡢ⏕ṧᑿᩘ
㓟⣲Ỉ༊

✵Ẽ᭚Ẽ༊

ึᮇᐜᑿᩘ





⤊⏕ṧᑿᩘ





㸦㸧

㸦㸧

㸦⏕ṧ⋡㸧

ᅗ

ヨ㦂㸯࠾ࡅࡿࢽࢪ࣐ࢫࡢᡂ㛗

࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣᶆ‽೫ᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲  ヨ㦂㸯ࡢ㣫⫱ᮇ㛫୰࠾ࡅࡿỈ㉁ࡢᖹᆒ್
㓟⣲Ỉ༊

✵Ẽ᭚Ẽ༊

⁐Ꮡ㓟⣲㣬ᗘ 





㸦⁐Ꮡ㓟⣲㔞 SSP㸧





Ỉ









Υ

S+

ヨ㦂㸰 㓟Ⅳ⣲㝖ཤࡼࡿ㧗ᐦᗘ㣫⫱ヨ㦂
㦂
ヨ㦂㸰࡛ࡣ㏻ᖖ㣫⫱Ỉ

᮲௳࡛ࡢ㧗ᐦᗘ㣫⫱࠾ࡅࡿ㓟Ⅳ⣲㝖ཤࡢຠᯝࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓࠋヨ㦂
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県北沿岸地域新商品・新サービス開発事業
目 的
地域の農林水産物や観光資源などの特性を生かした新商品開発や国内外からの観光誘客促進に向けた受入
態勢の整備及びサービス開発に係る経費を支援するための助成事業。

内 容
助成上限額

50万円

助成対象者

県北地域又は沿岸地域に主たる事務所を置く事業者

助成対象経費

原材料費、検査分析費、印刷製本費など、新商品・新サービス開発や既存商品改良にかかる
経費及び販路開拓のための出展活動経費

実 績
助成件数

54件

助成総額

23,064,000円

申請者名

地

域

事業概要

助成金額
（円）

1

農事組合法人金田一営農組合

二戸市

地域テロワールで「金田一う米」
「金田一りんご」をブラ
ンド化

420,000

2

久慈ファーム有限会社

二戸市

地域特産品「佐助豚」を活用した常温新商品の開発事業
「SASUKE」
「ジャとふ」
「豚ぺっこジャーキー」
「コロコロ
さすけ」
「ガンガンジャーキー」

359,000

3

株式会社結

一戸町

一戸町御所野遺跡の世界文化遺産登録推進キャラクター
グッズ製作

500,000

4

大黒醤油株式会社

軽米町

軽米町産のえごまの葉を利用した、新商品健康茶「えごま
葉茶」の開発と商品化

316,000

5

古舘製麺所

軽米町

三陸防災復興プロジェクト2019へ向けた新商品開発及び
既存商品の改良「イシツブテのわんこそば」「生うどん」

374,000

6

かるまいシリアル
ブランド化女性推進協議会

軽米町

日本一の雑穀王国・軽米シリアルバウムクーヘンのパッケー
ジ開発と宣伝ツールの作成

500,000

7

有限会社瀧村屋

軽米町

彩りの里・美容と健康の軽米町産若鶏でつくる本格「燻製
チキン」の商品開発

500,000

8

尾田川農園

軽米町

〜千年の歴史を子どもたちへ〜
楽しくハート五穀ホワイトクラッカーの開発

500,000

9

西大野商店

洋野町

創業安永7年の老舗の蔵をモチーフとし、洋野町特産行者
にんにくと岩塩を使用した新商品開発「行者にんにくソルト」

460,000

10

まめぶの家

久慈市

久慈市山形町の伝統料理の食材「まめぶ」のバリエーショ
ン豊かな新創作・新商品の開発料理

500,000

Ņ*%Ņ

申請者名

地

域

事業概要

助成金額
（円）

11

清水頭養蜂場

久慈市

美しい北岩手・自然林や草原の山形町の魅力を伝えるハチ
ミツ菓子の開発

500,000

12

山形村天狗森舞茸生産組合

久慈市

久慈市山形町の地域資源である、近自然栽培法による菌床
マイタケ「天狗森舞茸」の長期保存を考慮した土産品とな
る商品開発

500,000

13

浜っこ母ちゃん倶楽部

久慈市

久慈市が誇る侍浜町の地域資源「短角牛」を活用した「牛
スジカレー」商品開発及びパッケージデザイン開発

500,000

14

株式会社佐幸本店

久慈市

岩手産山ぶどうを原料とした「山ぶどうグミ」の開発及び
岩手県内産キャンベル果汁100％の新ラベル・パッケージ
開発

500,000

15

株式会社オフィス COEUR

久慈市

久慈地域特産「短角牛」商品の差別化と希少性の訴求によ
る地域ブランド構築のためのラベル・パッケージ開発「短
角牛ローストビーフ」

108,000

16

株式会社七星

久慈市

純岩手県産浄法寺漆を用いた「浄法寺漆塗50本竹胴」製作

149,000

17

涼海の丘ワイナリー

野田村

のだ「山ぶどうワイン」とベストマッチの干物新商品開発
プロジェクト

500,000

18

株式会社青の国ふだい

普代村

普代村の未利用地域資源「昆布パウダー」を活用した、
パスタ商品パッケージデザイン等新商品開発事業「Kon
Pas」

500,000

500,000

500,000

19

下川原商店

普代村

普代村の昆布を活用した既存商品の「昆布之介」や「鼓舞
焼き」
、「コンブッセ」等と昔から親しまれてきた北岩手の
駄菓子を詰め合わせ、観光客に手軽に買えるお土産品ア
ソートセットのパッケージデザイン開発事業

20

横屋てしごとや

岩泉町

岩泉の手しごと品・布ビーズアクセサリーの商品化（改良）
と販売機会創出

21

山根商店

宮古市

「鮭寿の宴」ギフト用品および外国人観光客のお土産品開発

450,000

22

弥五兵衛屋伊藤商店

宮古市

事業の継続性を高めるための新規事業の立ち上げ「さんま・
さばみりん干し商品」開発

440,000

23

丸友しまか有限会社

宮古市

真ガキ（宮古湾養殖もの）を使用した商品「宮古牡蠣の醤
油煮」のパッケージ作成

432,000

24

有限会社木村商店

山田町

既存商品の改良及びお客様への商品案内サービスの改良

407,000

25

芳賀

山田町

日本一の山田町産原木しいたけの販路拡大のためのブラン
ディングプロジェクト

500,000

26

芳賀榮三きのこ園

山田町

山田町の逸品を差別化させ、ブランディングを行い販路拡
大と知名度アップを目指す

365,000

27

佂揚げ屋

山田町

伝統的食文化あずきばっとうを “ 和スイーツ化 ” プロジェ
クト

356,000

隆
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申請者名

地

域

事業概要

助成金額
（円）

28

有限会社まるき水産

山田町

山田の大粒牡蠣をそのままお土産に（低温調理かきとかき
の串刺し）

365,000

29

一般社団法人 COLERE

大槌町

岩手が生んだショートパスタ！「ひっつみ」のアレンジメ
ニューでキッチンカーの売上アップ

474,000

30

株式会社 TOKUTA

大槌町

佂石・大槌産（地元産）のスギを活用した収納家具「しつ
らえ」の開発・販売

500,000

31

株式会社
ササキプラスチック

大槌町

3D プリンターを活用した新技術導入による国内外観光客
向け新商品開発

500,000

32

NRC 株式会社

大槌町

木素材のカーフベンディング加工による大槌の新しい地域
ブランド品の開発と販路の構築（ドリッパースタンド）

347,000

33

小豆嶋漁業株式会社

大槌町

「三陸のおいしい魚介類を食べるスープ」の商品開発で “ 小
豆嶋ブランド ” の発信

500,000

34

小関

遠野市

遠野への移住希望者向けの低コスト住宅開発「巣箱（SUPACO）」

464,000

35

小友ようかんプロジェクト

遠野市

地域の小さな雇用創出事業「小友ようかんプロジェクト」
の商品開発・改良と販路開拓

496,000

36

富川屋

遠野市

馬産地・遠野の伝統工芸 “ 馬っこ ” のリデザインと商品化

418,000

37

平平舎

遠野市

遠野の野生に生きる鹿の「セーム革」試作加工及びロゴデ
ザイン制作

145,000

38

有限会社リアス海藻店

佂石市

新商品開発及び三陸わかめ等の拡販

500,000

39

有限会社山崎清三商店

佂石市

佂石発オリジナル黒豆珈琲の商品開発

500,000

40

一般社団法人根浜 MIND

佂石市

みんなのいのちを守る「お守りホイッスル」佂石市根浜地
区お土産品開発事業

490,000

41

株式会社熊谷鉄工所

大船渡市

「岩手・三陸鉄あわび」の新パッケージ開発と「販売キット」
開発事業

500,000

42

丸橋とうふ店

大船渡市

三陸鉄道利用者及び外国人観光客をターゲットにした「豆
乳ソフトクリーム」の商品開発及びパッケージ製作による
販路拡大事業

452,000

43

さとう整体療術院

大船渡市

大船渡に自生する黒文字（樹木）を活用した三陸初の和精
油開発、販売

500,000

44

元正榮
北日本水産株式会社

大船渡市

地域の水産物の特性を生かした観光資源の発掘
〜三陸産エゾアワビの陸上養殖の再開・復興 日本一から
世界一へ〜

315,000

45

株式会社シー・フロント

大船渡市

〜美味しい楽しい元気の街大船渡〜
大船渡産牡蠣の商品開発を通じて大船渡を全国に発信！

500,000

直
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申請者名

地

域

助成金額

事業概要

（円）

46

株式会社三笑

大船渡市

大船渡産のナマコ成分と大船渡産椿油を利用した、新ナマ
コ石鹸の開発と販路拡大

500,000

47

株式会社デマンド

大船渡市

三陸を代表する「ジャズの宿」の受入態勢整備

500,000

48

野村海産株式会社

大船渡市

鮑の煮貝と鮑とナマコの燻製

500,000

49

大和田牡蠣養殖所

陸前高田市

米崎産牡蠣を活用した商品開発とシングルシード養殖牡蠣
の認知度アップ「カキ漁師の牡蠣カレー」

500,000

50

北限のゆず研究会

陸前高田市

北限のゆずアンテナショップ in 道の駅
資源 PR と交流人口の拡大

392,000

51

酔仙酒造株式会社

陸前高田市

米麹菌の自社開発による日本酒試作

52

らら・ぱれっと

陸前高田市

米崎りんごを多くの人に知ってもらいたい
「三陸椿りんごジャム」の開発

53

特定非営利活動法人 SET

陸前高田市

観光客受入態勢の衛生管理面の強化整備

54

菊地

陸前高田市

岩手の生姜

康智

開設による地域

三陸ジンジャーのブランディングデザイン

Ņ**Ņ

411,000

153,000

9,000

497,000

事例紹介
●かるまいシリアルブランド化女性推進協議会
新商品開発「軽米シリアルバウムクーヘン」
栄養バランスに優れ、美容にもいいとされる雑穀
（シリアル）をたっぷり使ったバウムクーヘンを開
発。“ 雑穀王国 ” 軽米町の魅力と美味しさが詰まっ
た一品が完成。

●西大野商店
新商品開発「行者にんにくソルト」
洋野町特産の希少な行者にんにくとシチリア産岩
塩を使った高級ハーブソルトを開発。収穫まで約 8
年かかるとされる行者にんにくをたっぷり使い、抹
茶のような香りとほんのりにんにくの風味が特長の
旨味塩が完成。

●NRC 株式会社
新商品開発「ドリッパースタンド」
カーフベンディング加工により、波打つように柔
らかい形状に変化した板を用いて、コーヒードリッ
パースタンドを開発。台座には、大槌町産の天然杉
を使用し、そのままコースターとしても使用できる
デザイン性の高い一品が完成。

●株式会社三笑
新商品開発「椿なまこ石鹸」
大船渡産マナマコから抽出したナマコエキスと大
船渡名産の椿油を配合した石鹸を開発。原料から製
造まで大船渡の地域ブランドを売りにした、香りが
よく、保湿性に優れた石鹸が完成。

Ņ*,Ņ

地域コミュニティ再生・活性化支援事業
目 的
地域コミュニティの再生や活性化に向け、地域住民・関係者が主体となって行う地域再生計画の策定やそ
の計画実現に向けた活動経費を支援するための助成事業。

内 容
助成上限額

100万円

助成対象者

県北沿岸地域の特定されたエリアを対象に地域住民が主体となって活動する団体

助成対象経費

外部専門家謝金や備品購入費など、地域再生計画の策定や事業実施に係る活動経費

実 績
助成件数

13件

助成総額

10,038,000円

申請者名

主な
活動地域

事業概要

助成金額
（円）

1

湧口倶楽部

軽米町

折爪岳の大自然と風土を潤す湧水で地域活性化

800,000

2

なごみの会

久慈市

まちなか子ども食堂

929,000

3

おおかわむら地域振興協議会

岩泉町

地域活性化のための新たな体験メニュー発掘推進事業

987,000

4

大川地区団体連絡協議会

岩泉町

地域資源を活かし、女性と若者の力で地域を創る！

920,000

5

シネマ・デ・アエルプロジェ
クト

宮古市

登録有形文化財「東屋」を活用した、新たななりわいの創出
とコミュニティー活性を目指すリノベーション計画の推進

971,000

6

「2019 三陸立志塾」
実行委員会

宮古市
2019 三陸立志塾
（沿岸広域） （三陸地域における若手経営者・後継者育成活動）

121,000

7

新生ハートニットプロジェ
山田町
新生ハートニットプロジェクト スタートアップ事業
クト
（沿岸広域） （編み手コミュニティの継承と活動自立に向けたモデル構築）

8

株式会社 Next Commons

遠野市

市民の学びと地域共助モデルをつくる “ 次世代公民館 ” 運
営事業

970,000

9

佂石子どもラグビー国際交
流運営委員会

佂石市

佂石子どもラグビー国際交流事業

972,000

10

佂石湾漁業協同組合白浜浦
女性部

佂石市

佂石産未利用海藻アカモクの活用
〜地域コミュニティの活用化に向けた市民の食卓や観光客
に届ける新しい佂石の名産品の発掘（2年目）〜

427,000
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828,000

申請者名

11

Home of Wisdom

12

碁石地区復興まちづくり
協議会

13

クリエイティブファーム
地域活性化プロジェクト

主な
活動地域

事業概要

助成金額
（円）

おらほアート
住田町
（アート体験ワークショップの開催と商店街や地域と連携
（沿岸南部）
した作品展示会の実施）

1,000,000

大船渡市

コミュニティの新しい拠点創設による碁石地区のにぎわい
づくり

381,000

大船渡市

夢海公園近隣環境整備事業
〜フラクタルで創る「木漏れ日の広場」創出プロジェクト〜

732,000

Ņ*2Ņ

事例紹介
事業名▶おらほアート
団体名▶ Home of Wisdom

活 動 紹 介（ 主 な 活 動 ）
2013年６月に団体設立、東日本大震災の被災地（主に気仙地域）にて活動をし、応急仮設住宅や災
害公営住宅などで子ども向けのワークショップや大人向けのアートワークショップを運営している。
ワークショップを通して、「手づくり」が有する人と人を結びつける効果に注目するようになり、さら
にそのつながり・交流を発展させるため、ワークショップの運営と並行して、2016年度より手芸・ク
ラフト作品を集め展覧する「おらほアート展」を開催している。2019年度は三陸防災復興プロジェク
ト2019へ参画し「おらほアート展」と付随する体験ワークショップ開催し、震災後に新しくできた商
店街の店舗に作品を展示する「おらほアートまちなかギャラリー」も開催した。手づくりの作品を通して、
地域内外の多くのつながり・交流を生み出す活動に尽力している。

おらほアート展示会・アバッセたかた会場

沿岸各地で体験ワークショップを開催

まちなかギャラリー・スタンプラリーの様子

おらほアート展ワークショップ

今後の活動
アバッセたかたで開催した「おらほアート展」やワークショップには、多くの方にご来場いただき、
おらほアート「まちなかギャラリー」では地域の方々と連携しながら、展示やスタンプラリーを開催す
ることができました。また、それぞれの地域での体験ワークショップでは、地域内でのつながりづくり
をすることができました。「人と人がつながること」は、私たちが生活していく上でとても大切なこと
と考えています。これからも新しい生活様式を取り入れながら、手芸・クラフトを通じた新しいつなが
りを作るため、その一助となるよう活動してまいります。そして、これまでのつながりもあわせて継続
していけるよう取り組みたいと思っています。
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［地域コミュニティ再生・活性化支援事業］

事業名▶登録有形文化財「東屋」を活用した、新たななりわいの創出とコミュニティー
活用を目指すリノベーション計画の推進
団体名▶シネマ・デ・アエルプロジェクト

活 動 紹 介（ 主 な 活 動 ）
宮古市本町の「東屋」は、文政7年創業の元作り酒屋。宮古地域で有数の商家として廻船業など幅広
い事業を行ってきた。慶長16年の三陸地震津波をはじめ、様々な自然災害を受けた地域において東日本
大震災で壊滅的な被災を逃れた歴史的建築物は極めて稀である。その後、文化をメインコンセプトに内
外の有志・所有者・専門家など交えた活用と保存に取り組み、2019年3月には国有形文化財（建築）へ
登録された。2019年度は「東屋」の文化体験の場としての活用のみならず、地域活性・文化創造、な
りわい作りの拠点として持続的に発展することを目指し、地域の方々や専門家と連携したプロジェクト
の検討やフィールドワークを行った。

地域の方々が参加し、
キャンドル1つ1つにペイント
事業化企画ミーティングの様子
ライトアップイベントの様子

東京大学とのフィールドワークを実施
呼び水プロジェクト・イメージ

今後の活動
人口規模の小さい当地域で、収益性の低い文化交流関連事業で、改修や維持管理に多大な費用を要す
る歴史的建築を保存活用することは、高いハードルであると自覚しています。
そのため、目的への理解・共感を得ること、地域を問わず内外の多様な人材が参加できる環境、成果
を共有、分配する仕組みを運営のポリシーとし、取り組みに関わるそれぞれが、経済性だけではない価
値や成長を得られるマネジメントが、活動の推進力につながると考えています。
新しい「商家」として、経験や前例にとらわれず取り組んでいきます。活用、コラボレーションのア
イデア、ご一緒いただける方お待ちしています。
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［地域コミュニティ再生・活性化支援事業］

事業名▶まちなか子ども食堂
団体名▶なごみの会

活 動 紹 介（ 主 な 活 動 ）
「なごみの会」は、久慈や八戸エリアで活躍する女性リーダーが集まりボランティア団体として運営。
これまでは社会福祉協議会の施設の一部を借り、安価で栄養のある手作り料理（ランチ）を提供するな
ど食を通した活動を続けてきた。2019年度は久慈市の市街地の空き店舗を借り、地域が抱える課題（子
どもの貧困や高齢者の孤食問題）の解決や居場所づくりを目的に「まちなか子ども食堂」を開設。活動8ヶ
月でのべ297人が利用し、提供する食事が売り切れてしまうほどの盛況ぶりであった。

子ども食堂外観
開催日は食堂前に立て看板を設置

子どもたちをはじめ、地域の方々が食堂を訪れます。

地元の食材を使用した手作りであたたかい食事
が好評です。

今後の活動
私たち「なごみの会」のメンバーはそれぞれ仕事を持ちながらボランティアとして活動しています。
限られた時間の中で多くの子どもたちに安心で安全、バランスの良い食事を提供したいと考えています。
令和2年度は8月から月2回程度開催していく予定です。
今後は食事の提供だけでなく、子どもたちの居場所づくりもあわせて毎週開設することを検討しています。
世代間交流も意識し、人と人が繋がる場所となるような仕組みづくりを展開していきたいです。
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［地域コミュニティ再生・活性化支援事業］

事業名▶市民の学びと地域共助モデルをつくる

次世代公民館

運営事業

団体名▶株式会社 Next Commons

活 動 紹 介（ 主 な 活 動 ）
Next Commons は、遠野市の中心市街地で長年空き店舗になっていた物件を再利用し、1階を市民が
ふらっと立ち寄れるフリースペース「小上がりと裏庭と道具 U」として開放している。
2018年7月から、学校でもない、家庭でもない、職場でもない＝サードスペースとしての居場所の役
割を担い、地元住民や移住者の憩いの場に成長してきた。2019年7月からは、地方の社会教育・生涯学
習の機会を増やし、チャレンジを後押しすることを目的とした学びの場「つくる大学」の運営を本格的
に開始した。世代や居住地を超えた方が集う中心拠点となり、のべ1,200人以上が利用、40超える講座
やサークル、イベントなどのコンテンツを提供した。

地域の方々協力して裏庭を整備

地域の子どもたちと周年感謝祭を開催

市民大学＝つくる大学の授業の様子

裏庭に続くデッキからの眺め

今後の活動
どんな講座やイベントが予定されているかわかり、顔見知りの誰かがいて、いろいろな働き方をして
いる人や価値観に出会える、そんな場所にしていきたいと考えています。
木工道具をつくる講座では遊びにきていた小学生が大人に混じって道具づくりに途中参加したり、裏
庭の活用アイディアを利用者が提案してくれたりと、世代間交流や利用者との場づくりも生まれてきて
います。
この場所に来れば「自分にも何かできるかも」と可能性を感じ、新しいチャレンジが創出される、そ
んな場所に発展していくことを目指しています。
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イベント開催助成事業
目 的
三陸地域の活性化及び交流人口の拡大を目的として、地域の特性を生かした個性ある地域振興を図るため
のイベント（震災復興に資する取組、また三陸地域として広域的波及効果がみられる取組と認められるも
の）開催をするための助成事業。

内 容
助成上限額

1,500万円（当該事業に要する経費が500万円以上のもの）

助成対象者

地域振興活動団体

助成対象経費

謝金、旅費、広告宣伝費、会場等使用料など、イベント開催経費

実 績
助成件数

6件

助成総額

34,065,000円

申請者名

開催地

事業概要

助成金額
（円）

1

いわて絆まつり in 宮古
2019実行委員会

宮古市

いわて絆まつり in 宮古2019
（県内33市町村の郷土芸能団体による演舞披露及び三陸
グルメまつりの開催）

15,000,000

2

かまいし賑わいづくり交流
イベント実行委員会

佂石市

かまいし賑わいづくり交流イベント「復活！いわて三陸
復興食堂2019秋」
（※台風19号の影響によりイベント中止）

2,057,000

大船渡市

キャッセン大船渡エリア活性化事業（キャッセン・ミニ博）
（海のうまいもの食堂や気仙空想文化祭、大船渡まちも
り大学、コラボレートキャラバンなど年間通した各種イ
ベント開催）

6,000,000

3,696,000

3

株式会社キャッセン大船渡

4

さかなグルメのまち大船渡
実行委員会

大船渡市

大船渡「さんまグルメ」普及イベント開催事業
（市内飲食店におけるさんまグルメフェアや一流料理人
を招請した Chef's alliance ツアーの実施、当該料理人に
よるプレミアム料理フルコースの開催）

5

三陸国際芸術推進委員会

沿岸広域

三陸国際芸術祭 連携プログラム開催
（三陸各地の郷土芸能祭と連携した郷土芸能イベント）

5,308,000

6

一般社団法人いわて圏

「新しい三陸」情報発信イベント事業
（三陸地域の人・モノ・コトとの交流を通じて三陸の今
を記事化するイベント「リアス式編集室」の開催）

2,004,000

佂石市
陸前高田市

Ņ,(Ņ

事例紹介
●いわて絆まつり in 宮古 2019 実行委員会（いわて絆まつり in 宮古 2019）
令和元年 7 月 13 日・14 日、宮古市末広町商店街から中央通商店街にて、「いわて絆まつり in 宮古 2019」
を開催した。
このイベントは、「三陸防災復興プロジェクト 2019」の事業の一つで、
「盛岡さんさ踊り」や「黒森神楽」
など岩手県内全 33 市町村から芸能団体が宮古市に集結するとともに、特別出演として仙台市から「仙台す
ずめ踊り」が参加し、郷土芸能の演舞等を行った。県内全ての市町村の芸能団体が一堂に会することは希少
な機会であり、岩手県内外から多くの観光客等が訪れ、2 日間で延べ 33,000 人の来場者があった。イベン
トの目的である、東日本大震災に対する支援への感謝と復興に向けた岩手県の強い決意と力を、県内外に十
分に発信することができた。

オープニングパレード

オープニングパレード（すずめ踊り）

郷土芸能演舞（中野七頭舞）

オープニングパレード（盛岡さんさ踊り）

郷土芸能演舞（二子鬼剣舞①）

郷土芸能演舞（二子鬼剣舞②）

Ņ,*Ņ

［イベント開催助成事業］

●株式会社キャッセン大船渡（キャッセン大船渡エリア活性化事業）
キャッセン大船渡エリアでは、年間を通して「三陸の幸」「三陸の人」「三陸の街」の三つをテーマに、大
小さまざまなイベントや日常的な企画を掛け合わせて展開することによって、より求心力を持つ、魅力的な
エリアの創造を目指した。
「海の幸うまいもの食堂」
「青空マルシェ」
「気仙空想文化祭」
「マチコヤ（店舗、事業者のコラボによる街ゼミ）」
「大船渡まちもり大学（まちの次世代を担う人材育成事業）
」
「キャッセンキャラバン（エリア商品の域外への
販促）
」等、年間のべ 41 回の企画を実施、約 32,000 人の動員を生み出した。
事業を通じて、エリア事業者や高校生を中心とする地域住民の積極的な参加を呼び込むことで、地域との
一層の提携が進み今後のまちづくりにおけるビジョンの積極的な共有が図られた。またエリア内事業者、地
域団体・住民との役割分担の機会を多く設けた結果、運営基盤の構築、主体負担の分掌が進んだ。これらの
成果はエリア活性化事業の展開において地域の力が果たす役割の大きさを改めて示すことともなった。

さんまと秋の大収穫祭

気仙空想文化祭

大船渡まちもり大学冬の学園祭打合せの様子

水辺で乾杯「ミズベリング！」

大船渡まちもり大学「高校生プロデュース! キラキラ☆冬の学園祭」

冬の学園祭は多くの子どもたちも参加

Ņ,,Ņ

［イベント開催助成事業］

●さかなグルメのまち大船渡実行委員会（大船渡「さんまグルメ」普及イベント開催事業）
さかなグルメのまち大船渡実行委員会では、令和元年度「大船渡「さんまグルメ」普及イベント開催事業」
として、主に 4 つの事業を実施した。
6 月から 8 月、そして 10 月には、市内への誘客やさんまの消費拡大を目的として、市内飲食店でさんま
グルメイベントを実施。延べ 2,000 食以上のさんまを活用したグルメメニューを提供し、観光客の回遊性を
高めると共に、市外観光客の誘客に繋げることができた。
また、10 月には「Chef's alliance ツアー」と「大船渡のプレミアム料理フルコース」を実施。国内外で活
躍するシェフにさんまをはじめとする地域食材の魅力や品質等を PR して食材の販路拡大を図ると共に、市
内飲食店のシェフにとっては技術習得の場とすることができた。
そして、さかなグルメのまち大船渡実行委員会 PR キャラクター「秋刀魚武士（さんまぶっしー）
」の着ぐ
るみを製作。今後はキャラクターを活用し、実行委員会活動の PR を行う。

さんまグルメフェアメニューの一例

Chef's allianceツアーの様子

大船渡のプレミアム料理フルコースの様子

PRキャラクター「秋刀魚武士（さんまぶっしー）」

Ņ,.Ņ

［イベント開催助成事業］

●三陸国際芸術推進委員会（三陸国際芸術祭連携プログラム）
2019 年 10 月〜 11 月、沿岸各地において、三陸の文化に触れる多彩なプログラム「三陸国際芸術祭・秋」
を開催した。なお、3 月開催予定であった冬プログラムについては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ためやむなく中止とした。
プログラムの 1 つ、インドネシア・バリ島のバロンダンスとガムランの演奏、そして大槌町の複数の伝統
芸能団体による創作「シシの系譜」は、国境をこえた芸能が融合するというだけでなく、同じ地域にありな
がら一緒に舞うことのなかった芸能がひとつの舞台に立つという、意義深く画期的な創作芸能となり、この
舞台には普段はあまり芸能に関心のなかった地域内外の方々も鑑賞に訪れた。今後の展開に向け、たしかな
手応えを感じることができた。これからも三陸の郷土芸能と世界の多様な文化との交流を通して、「文化芸術
による地域づくり」に取り組み、世界に発信を続けていきたい。

大槌町「国際共同制作芸能『シシの系譜／その先に』」
大船渡市「バロンダンスとガムランの夕べ」

山田町「バロンダンス体験・演舞交流会」

大船渡「永浜鹿踊り」練習風景

大船渡「永浜鹿踊り」民俗芸能大祭当日の様子
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බ┈┠ⓗᴗ✚❧㔠

ᐃᮇ㡸㔠
┒ᒸಙ⏝㔠ᗜᮏᗑ

බ┈┠ⓗᴗ⏝ࡍࡿ✚❧㔠࡛࠶ࡾࠊ㐠
⏝┈ࢆබ┈┠ⓗᴗࡢ㈈※ࡋ࡚⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ



ᬑ㏻㡸㔠
ᒾᡭ㖟⾜┴ᗇᨭᗑ

බ┈┠ⓗᴗ⏝ࡍࡿ✚❧㔠࡛࠶ࡾࠊ㐠
⏝┈ࢆබ┈┠ⓗᴗࡢ㈈※ࡋ࡚⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ



ᐃᮇ㡸㔠
ᮭ㝠ಙ⏝⤌ྜ

ἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀ⏝ࡍࡿ✚❧㔠࡛࠶ࡾࠊ
㐠⏝┈ࢆἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢ㈈※ࡋ࡚⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᢞ㈨᭷౯ドๆ
ᾏ㐨බമ

ἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀ⏝ࡍࡿ✚❧㔠࡛࠶ࡾࠊ
㐠⏝┈ࢆἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢ㈈※ࡋ࡚⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᬑ㏻㡸㔠
ᒾᡭ㖟⾜┴ᗇᨭᗑ

ἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀ⏝ࡍࡿ✚❧㔠࡛࠶ࡾࠊ
㐠⏝┈ࢆἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢ㈈※ࡋ࡚⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࣃࢯࢥࣥ

ἲேࡢ⟶⌮㐠Ⴀ⏝ࡍࡿ㈈⏘

≉ᐃ㈨⏘

⟶⌮㐠Ⴀ✚❧㔠

ࡑࡢᅛᐃ㈨⏘

ொჾഛရ
ᅛᐃ㈨⏘ྜィ
㈨⏘ྜィ
㸦ὶື㈇മ㸧





බ┈┠ⓗᴗࠉ௧ඖᖺᗘຓᡂᴗಀࡿ
ᨭᡶຓᡂ㔠ཬࡧጤクᩱ➼
ἲேィࠉ㏻ಙᩱ➼

ᮍᡶ㔠

ᮍᡶ㈝⏝

㈹ᘬᙜ㔠

⫋ဨᑐࡍࡿࡶࡢ

⫋ဨᑐࡍࡿࡶࡢ




බ┈┠ⓗᴗ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹㢠ᑐࡍࡿ
♫ಖ㝤ᩱ➼ࡢᨭᡶഛ࠼ࡓࡶࡢ



ἲேィ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹㢠ᑐࡍࡿ♫
ಖ㝤ᩱ➼ࡢᨭᡶഛ࠼ࡓࡶࡢ
⫋ဨᑐࡍࡿ㈹ࡢᨭᡶഛ࠼ࡓࡶࡢ



ὶື㈇മྜィ
ᅛᐃ㈇മྜィ
㈇മྜィ
ṇ㈈⏘







Ņ0%Ņ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢇࡾࡃᇶ㔠ᐃḰ

➨㸯❶⥲๎
㸦ྡ⛠㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊබ┈㈈ᅋἲேࡉࢇࡾࡃᇶ㔠⛠ࡍࡿࠋ

㸦ົᡤ㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊࡓࡿົᡤࢆᒾᡭ┴┒ᒸᕷ⨨ࡃࠋ
㸰 ࡇࡢἲேࡣࠊᚑࡓࡿົᡤࢆᒾᡭ┴ᐑྂᕷ⨨ࡃࠋ



⏝ㄒࡢᐃ⩏ 

➨㸱᮲ ࡇࡢᐃḰ࠾࠸࡚ࠕ୕㝣ᆅᇦࠖࡣࠊᐑྂᕷࠊ⯪Ώᕷࠊஂឿᕷࠊ㐲㔝ᕷࠊ㝣๓㧗⏣ᕷࠊ㔩
▼ᕷࠊఫ⏣⏫ࠊᵔ⏫ࠊᒣ⏣⏫ࠊᒾἨ⏫ࠊ⏣㔝⏿ᮧࠊᬑ௦ᮧࠊ㔝⏣ᮧཬࡧὒ㔝⏫ࡢᆅᇦࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 ࡇࡢᐃḰ࠾࠸࡚ࠕ୕㝣ᆅᇦཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࠖࡣࠊ୕㝣ᆅᇦ୪ࡧᡞᕷࠊ୍ᡞ⏫ࠊ㍍⡿⏫
ཬࡧᡞᮧࡢᆅᇦࢆ࠸࠺ࠋ

   ➨㸰❶┠ⓗཬࡧᴗ
㸦┠ⓗ㸧
➨㸲᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊ୕㝣ᆅᇦཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ⯆ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⏘ᏛᐁẸࡢ◊✲ὶཬࡧᕷ⏫ᮧ
➼ࡢయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡶࡗ࡚┴ᅵࡢᆒ⾮࠶ࡿⓎᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿࠋ

㸦ᴗ㸧
➨㸳᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊ๓᮲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
  ୕㝣ᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ཬࡧᥦゝ
  ୕㝣ᆅᇦࡢ⯆ࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂ
  ୕㝣ᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗᑐࡍࡿຓᡂ
  ୕㝣ᆅᇦཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨᴗᑐࡍࡿຓᡂ
  ୕㝣ᆅᇦཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢᆅᇦ⯆ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᴗᑐࡍࡿຓᡂ
  ࡑࡢࡇࡢἲேࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ
㸰 ๓㡯ࡢᴗࡣࠊᒾᡭ┴ෆ࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸱❶㈨⏘ཬࡧィ
㸦㈈⏘ࡢ✀ู㸧
➨㸴᮲ ࡇࡢἲேࡢ㈈⏘ࡣࠊᇶᮏ㈈⏘ཬࡧࡑࡢࡢ㈈⏘ࡢ㸰✀㢮ࡍࡿࠋ
㸰 ᇶᮏ㈈⏘ࡣࠊḟᥖࡆࡿࡶࡢࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸦㸧ࡇࡢἲேࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞㈈⏘ࡋ࡚⌮࡛ᐃࡵࡓࡶࡢ
㸦㸧ᇶᮏ㈈⏘ࡍࡿࡇࢆᣦᐃࡋ࡚ᐤࡉࢀࡓ㈈⏘
㸱 ࡑࡢࡢ㈈⏘ࡣࠊᇶᮏ㈈⏘௨እࡢ㈈⏘ࡍࡿࠋ
㸲 ᇶᮏ㈈⏘ࡣࠊホ㆟ဨ࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢἲேࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵၿⰋ
࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࢆࡶࡗ࡚⟶⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᇶᮏ㈈⏘ࡢ୍㒊ࢆฎศࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁཬࡧᇶᮏ
㈈⏘ࡽ㝖እࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵ⌮ཬࡧホ㆟ဨࡢᢎㄆࢆせࡍࡿࠋ

Ņ0&Ņ


㸦ᴗᖺᗘ㸧
➨㸵᮲ ࡇࡢἲேࡢᴗᖺᗘࡣࠊẖᖺ㸲᭶㸯᪥ጞࡲࡾ⩣ᖺ㸱᭶  ᪥⤊ࢃࡿࠋ

㸦ᴗィ⏬ཬࡧᨭண⟬㸧
➨㸶᮲ ࡇࡢἲேࡢᴗィ⏬᭩ࠊᨭண⟬᭩ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ཬࡧタഛᢞ㈨ࡢぢ㎸ࡳࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㢮ࡘ࠸
࡚ࡣࠊẖᴗᖺᗘ㛤ጞࡢ᪥ࡢ๓᪥ࡲ࡛ࠊ௦⾲⌮ࡀసᡂࡋࠊ⌮ࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ࠊホ㆟ဨࡢᢎ
ㄆࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆኚ᭦ࡍࡿሙྜࡶࠊྠᵝࡍࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓࡿົᡤཬࡧᚑࡓࡿົᡤࠊᙜヱᴗᖺᗘࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ഛ
࠼⨨ࡁࠊ୍⯡ࡢ㜀ぴ౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ᴗሗ࿌ཬࡧỴ⟬㸧
➨㸷᮲ ࡇࡢἲேࡢᴗሗ࿌ཬࡧỴ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖᴗᖺᗘ⤊ᚋࠊ௦⾲⌮ࡀḟࡢ᭩㢮ࢆసᡂ
ࡋࠊ┘ࡢ┘ᰝࢆཷࡅࡓୖ࡛ࠊ⌮ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ᴗሗ࿌
  ᴗሗ࿌ࡢ㝃ᒓ᫂⣽᭩
  ㈚ᑐ↷⾲
  ᦆ┈ィ⟬᭩㸦ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩㸧
  ㈚ᑐ↷⾲ཬࡧᦆ┈ィ⟬᭩㸦ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩㸧ࡢ㝃ᒓ᫂⣽᭩
  ㈈⏘┠㘓
㸰 ๓㡯ࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓ᭩㢮ࡢ࠺ࡕࠊ➨㸯ྕࠊ➨㸱ྕࠊ➨㸲ྕཬࡧ➨㸴ྕࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃホ
㆟ဨᥦฟࡋࠊ➨㸯ྕࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢෆᐜࢆሗ࿌ࡋࠊࡑࡢࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢎㄆࢆཷ
ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ➨㸯㡯ࡢ᭩㢮ࡢࠊḟࡢ᭩㢮ࢆࡓࡿົᡤ㸳ᖺ㛫ࠊࡲࡓࠊᚑࡓࡿົᡤ㸱ᖺ㛫ഛ࠼⨨
ࡁࠊ୍⯡ࡢ㜀ぴ౪ࡍࡿࡶࠊᐃḰࢆࡓࡿົᡤཬࡧᚑࡓࡿົᡤഛ࠼⨨ࡁࠊ୍⯡ࡢ㜀ぴ
౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ┘ᰝሗ࿌
  ⌮ཬࡧ┘୪ࡧホ㆟ဨࡢྡ⡙
  ⌮ཬࡧ┘୪ࡧホ㆟ဨࡢሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㢮
  㐠Ⴀ⤌⧊ཬࡧᴗάືࡢ≧ἣࡢᴫせཬࡧࡇࢀࡽ㛵ࡍࡿᩘ್ࡢ࠺ࡕ㔜せ࡞ࡶࡢࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㢮

㸦㛗ᮇධ㔠ཬࡧ㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศཪࡣㆡཷࡅ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡀ㈨㔠ࡢධࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢᴗᖺᗘࡢධࢆࡶࡗ࡚ൾ㑏ࡍࡿ▷ᮇ
ධ㔠ࢆ㝖ࡁࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚ࠊ⥲ホ㆟ဨࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ࡇࡢἲேࡀ㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศཪࡣㆡཷࡅࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿࡁࡶࠊ๓㡯ྠࡌ㆟Ỵࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ


㸦බ┈┠ⓗྲྀᚓ㈈⏘ṧ㢠ࡢ⟬ᐃ㸧
➨  ᮲ ௦⾲⌮ࡣࠊබ┈♫ᅋἲேཬࡧබ┈㈈ᅋἲேࡢㄆᐃ➼㛵ࡍࡿἲᚊ⾜つ๎➨ ᮲ࡢつᐃ
ᇶ࡙ࡁࠊẖᴗᖺᗘࠊᙜヱᴗᖺᗘࡢᮎ᪥࠾ࡅࡿබ┈┠ⓗྲྀᚓ㈈⏘ṧ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࠊ➨㸷᮲➨㸱
㡯➨㸲ྕࡢ᭩㢮グ㍕ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


Ņ0(Ņ


➨㸲❶ホ㆟ဨ
㸦ホ㆟ဨࡢᐃᩘ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேホ㆟ဨ㸱ྡ௨ୖ㸵ྡ௨ෆࢆ⨨ࡃࠋ

㸦ホ㆟ဨࡢ㑅௵ཬࡧゎ௵㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡢ㑅௵ཬࡧゎ௵ࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨ ᮲ࡽ➨ 
᮲ࡢつᐃᚑ࠸ࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ
㸰 ホ㆟ဨࢆ㑅௵ࡍࡿሙྜࡣࠊḟࡢྛྕࡢせ௳ࢆ࠸ࡎࢀࡶ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


  ྛホ㆟ဨࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡽ࣊ヱᙜࡍࡿホ㆟ဨࡢྜィᩘࡀホ㆟ဨࡢ⥲ᩘࡢ㸱ศࡢ㸯ࢆ㉸࠼
࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ

   ᙜヱホ㆟ဨཬࡧࡑࡢ㓄അ⪅ཪࡣ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘
  ࣟ ᙜヱホ㆟ဨ፧ጻࡢᒆฟࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀᐇୖ፧ጻ㛵ಀྠᵝࡢ࠶ࡿ⪅
  ࣁ ᙜヱホ㆟ဨࡢ⏝ே
  ࢽ ࣟཪࡣࣁᥖࡆࡿ⪅௨እࡢ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙜヱホ㆟ဨࡽཷࡅࡿ㔠㖹ࡑࡢࡢ㈈⏘ࡼࡗ࡚⏕
ィࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
  ࣍ ࣁཪࡣࢽᥖࡆࡿ⪅ࡢ㓄അ⪅
࣊ ࣟࡽࢽࡲ࡛ᥖࡆࡿ⪅ࡢ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⪅⏕ィࢆ୍ࡍࡿࡶࡢ


  ࡢྠ୍ࡢᅋయ㸦බ┈ἲேࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢḟࡢࡽࢽヱᙜࡍࡿホ㆟ဨࡢྜィᩘࡀホ㆟ဨࡢ⥲
ᩘࡢ㸱ศࡢ㸯ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ

   ⌮
  ࣟ ⏝ே
  ࣁ ᙜヱࡢྠ୍ࡢᅋయࡢ⌮௨እࡢᙺဨ㸦ἲே࡛࡞࠸ᅋయ࡛௦⾲⪅ཪࡣ⟶⌮ேࡢᐃࡵࡢ࠶ࡿࡶ
ࡢ࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ௦⾲⪅ཪࡣ⟶⌮ே㸧ཪࡣᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿ♫ဨ࡛࠶ࡿ⪅
  ࢽ ḟᥖࡆࡿᅋయ࠾࠸࡚ࡑࡢ⫋ဨ㸦ᅜ㆟ဨཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࡢ㆟ဨࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࡛࠶ࡿ
⪅
   ձ ᅜࡢᶵ㛵
   ղ ᆅ᪉බඹᅋయ
   ճ ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿ⊂❧⾜ᨻἲே
   մ ᅜ❧Ꮫἲேἲ➨㸰᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿᅜ❧Ꮫἲேཪࡣྠ᮲➨㸱㡯つᐃࡍࡿᏛඹྠ
⏝ᶵ㛵ἲே
   յ ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ➨㸰᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
   ն ≉Ṧἲே㸦≉ูࡢἲᚊࡼࡾ≉ูࡢタ❧⾜Ⅽࢆࡶࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓἲே࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⥲ົ┬タ
⨨ἲ➨㸲᮲➨  ྕࡢつᐃࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ཪࡣㄆྍἲே㸦≉ูࡢἲᚊࡼࡾタ
❧ࡉࢀࠊࡘࠊࡑࡢタ❧㛵ࡋ⾜ᨻᐁᗇࡢㄆྍࢆせࡍࡿἲேࢆ࠸࠺ࠋ
㸧

㸦ホ㆟ဨࡢ௵ᮇ㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸲ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃホ㆟ဨ
ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸰 ௵ᮇࡢ‶๓㏥௵ࡋࡓホ㆟ဨࡢ⿵Ḟࡋ࡚㑅௵ࡉࢀࡓホ㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㏥௵ࡋࡓホ㆟ဨࡢ௵ᮇ
ࡢ‶ࡍࡿࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㸱 ホ㆟ဨࡣࠊ➨  ᮲ᐃࡵࡿᐃᩘ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿࡁࡣࠊ௵ᮇࡢ‶ཪࡣ㎡௵ࡼࡾ㏥௵ࡋࡓᚋ
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ࡶࠊ᪂ࡓ㑅௵ࡉࢀࡓ⪅ࡀᑵ௵ࡍࡿࡲ࡛ࠊ࡞࠾ホ㆟ဨࡋ࡚ࡢᶒ⩏ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦ホ㆟ဨᑐࡍࡿሗ㓘➼㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡣ↓ሗ㓘ࡍࡿࠋ
㸰 ホ㆟ဨࡣࠊ㈝⏝ࢆᨭ⤥ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ๓㸰㡯㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡼࡾูᐃࡵࡿ㈝⏝ᘚൾཬࡧ᪑㈝㛵ࡍࡿつ⛬
ࡼࡿࠋ
  
 ➨㸳❶ホ㆟ဨ
㸦ᵓᡂ㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡣࠊࡍ࡚ࡢホ㆟ဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸰 ホ㆟ဨࡢ㆟㛗ཬࡧ㆟㛗ࡣࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚㑅ࡍࡿࠋ
㸦ᶒ㝈㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡣࠊḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚Ỵ㆟ࡍࡿࠋ
  ⌮ཬࡧ┘ࡢ㑅௵ཬࡧゎ௵
  ⌮ཬࡧ┘ࡢሗ㓘➼ࡢ㢠
  ホ㆟ဨᑐࡍࡿሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽
  ㈚ᑐ↷⾲ཬࡧᦆ┈ィ⟬᭩㸦ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩㸧୪ࡧࡇࢀࡽࡢ㝃ᒓ᫂⣽᭩ࡢᢎㄆ
  ᐃḰࡢኚ᭦
  ṧవ㈈⏘ࡢฎศ
  ᇶᮏ㈈⏘ࡢฎศཪࡣ㝖እࡢᢎㄆ
  ࡑࡢホ㆟ဨ࡛Ỵ㆟ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ἲ௧ཪࡣࡇࡢᐃḰ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㡯

㸦㛤ദ㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡣࠊᐃホ㆟ဨࡋ࡚ẖᴗᖺᗘ⤊ᚋ㸱ࣨ᭶௨ෆ㛤ദࡍࡿࠊᚲせࡀ࠶ࡿ
ሙྜ㛤ദࡍࡿࠋ

㸦ᣍ㞟㸧
➨ ᮲ ホ㆟ဨࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⌮ࡢỴ㆟ᇶ࡙ࡁ௦⾲⌮ࡀᣍ㞟ࡍ
ࡿࠋ
㸰 ホ㆟ဨࡣࠊ௦⾲⌮ᑐࡋࠊホ㆟ဨࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㡯ཬࡧᣍ㞟ࡢ⌮⏤ࢆ♧ࡋ࡚ࠊホ㆟ဨࡢᣍ
㞟ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦ᐃ㊊ᩘ㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡣࠊホ㆟ဨ⌧ᅾᩘࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢฟᖍࡀ࡞ࡅࢀࡤ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸦Ỵ㆟㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡣࠊỴ㆟ࡘ࠸࡚≉ูࡢᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿホ㆟ဨࢆ㝖ࡃホ㆟ဨࡢ㐣༙ᩘࡀฟ
ᖍࡋࠊࡑࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊḟࡢỴ㆟ࡣࠊỴ㆟ࡘ࠸࡚≉ูࡢᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿホ㆟ဨࢆ㝖ࡃホ㆟
ဨࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖᙜࡓࡿከᩘࢆࡶࡗ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ┘ࡢゎ௵
  ホ㆟ဨᑐࡍࡿሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽

Ņ0,Ņ

  ᐃḰࡢኚ᭦
  ᇶᮏ㈈⏘ࡢฎศཪࡣ㝖እࡢᢎㄆ
  ࡑࡢἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㡯
㸱 ⌮ཪࡣ┘ࢆ㑅௵ࡍࡿ㆟ࢆỴ㆟ࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊྛೃ⿵⪅ࡈ➨㸯㡯ࡢỴ㆟ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌮ཪࡣ┘ࡢೃ⿵⪅ࡢྜィᩘࡀ➨  ᮲ᐃࡵࡿᐃᩘࢆୖᅇࡿሙྜࡣࠊ㐣༙ᩘࡢ㈶
ᡂࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡢ୰ࡽᚓ⚊ᩘࡢከ࠸㡰ᐃᩘࡢᯟ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⪅ࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ

㸦㆟㘓㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡢ㆟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ㆟㘓ࢆసᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
㸰 ㆟㛗ཬࡧ㆟ฟᖍࡋࡓホ㆟ဨࡢ࠺ࡕࡽ㑅ฟࡉࢀࡓ㆟㘓⨫ྡே㸰ྡࡣࠊ๓㡯ࡢ㆟㘓グྡ
ᢲ༳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦Ỵ㆟ࡢ┬␎㸧
➨  ᮲ ⌮ࡀホ㆟ဨࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᥦࢆࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᥦࡘࡁホ㆟ဨ
㸦ᙜヱ㡯ࡘ࠸࡚㆟Ỵຍࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ࡢဨࡀ᭩㠃ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠ
ពࡢពᛮ⾲♧ࢆࡋࡓࡁࡣࠊᙜヱᥦࢆྍỴࡍࡿ᪨ࡢホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

㸦ሗ࿌ࡢ┬␎㸧
➨  ᮲ ⌮ࡀホ㆟ဨࡢဨᑐࡋ࡚ホ㆟ဨሗ࿌ࡍࡁ㡯ࢆ㏻▱ࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ㡯
ࢆホ㆟ဨሗ࿌ࡍࡿࡇࢆせࡋ࡞࠸ࡇࡘࡁホ㆟ဨࡢဨࡀ᭩㠃ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠពࡢ
ពᛮ⾲♧ࢆࡋࡓࡁࡣࠊᙜヱ㡯ࡢホ㆟ဨࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

㸦ホ㆟ဨつ๎㸧
➨  ᮲ ホ㆟ဨࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊἲ௧ཪࡣࡇࡢᐃḰᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊホ㆟ဨ࠾
࠸࡚ᐃࡵࡿホ㆟ဨつ๎ࡼࡿࠋ

   ➨㸴❶ᙺဨ
㸦ᙺဨࡢタ⨨㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࠊḟࡢᙺဨࢆ⨨ࡃࠋ
  ⌮ 㸱ྡ௨ୖ  ྡ௨ෆ
  ┘ 㸰ྡ௨ෆ
㸰 ⌮ࡢ࠺ࡕ㸯ྡࢆ௦⾲⌮ࡍࡿࠋ
㸱 ௦⾲⌮௨እࡢ⌮ࡢ࠺ࡕࠊ㸰ྡ௨ෆࢆᴗົᇳ⾜⌮ࡍࡿࠋ

㸦ᙺဨࡢ㑅௵㸧
➨  ᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚㑅௵ࡍࡿࠋ
㸰 ௦⾲⌮ཬࡧᴗົᇳ⾜⌮ࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚⌮ࡢ୰ࡽ㑅ᐃࡍࡿࠋ
㸱 ┘ࡣࠊࡇࡢἲேࡢ⌮ཪࡣ⏝ேࢆවࡡࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸲 ࡇࡢἲேࡢ⌮ࡢ࠺ࡕࡣࠊ⌮ࡢ࠸ࡎࢀ㸯ேཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࡢྜィ
ᩘࡀࠊ⌮⌧ᅾᩘࡢ㸱ศࡢ㸯ࢆ㉸࠼࡚ྵࡲࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳 ࡇࡢἲேࡢ┘ࡣࠊࡇࡢἲேࡢ⌮㸦ぶ᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧ཬࡧホ㆟ဨ㸦ぶ
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᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧୪ࡧࡇࡢἲேࡢ⏝ேࡀྵࡲࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྛ┘
ࡣࠊ┦ぶ᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ࡇࡢἲேࡢホ㆟ဨࡢ࠺ࡕࡣࠊ⌮ࡢ࠸ࡎࢀ㸯ேཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࡢྜ
ィᩘࠊཪࡣホ㆟ဨࡢ࠸ࡎࢀ㸯ேཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡑࡢ≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࡢྜィᩘࡀホ㆟ဨ⌧ᅾᩘ
ࡢ㸱ศࡢ㸯ࢆ㉸࠼࡚ྵࡲࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊホ㆟ဨࡣࠊ┘ཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡑࡢ
≉Ṧࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࡀྵࡲࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦⌮ࡢ⫋ົཬࡧᶒ㝈㸧
➨  ᮲ ⌮ࡣࠊ⌮ࢆᵓᡂࡋࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ⫋ົࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
㸰 ௦⾲⌮ࡣࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢἲேࢆ௦⾲ࡋࠊࡑࡢᴗົࢆᇳ⾜ࡋࠊ
ᴗົᇳ⾜⌮ࡣࠊ⌮࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢἲேࡢᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
㸱 ௦⾲⌮ཬࡧᴗົᇳ⾜⌮ࡣࠊẖᴗᖺᗘẖ㸲ࣨ᭶ࢆ㉸࠼ࡿ㛫㝸࡛㸰ᅇ௨ୖࠊ⮬ᕫࡢ⫋ົࡢᇳ
⾜ࡢ≧ἣࢆ⌮ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦┘ࡢ⫋ົཬࡧᶒ㝈㸧
➨  ᮲ ┘ࡣࠊ⌮ࡢ⫋ົࡢᇳ⾜ࢆ┘ᰝࡋࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ┘ᰝሗ࿌ࢆసᡂࡍࡿࠋ
㸰 ┘ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ⌮ཬࡧ⏝ேᑐࡋ࡚ᴗࡢሗ࿌ࢆồࡵࠊࡇࡢἲேࡢᴗົཬࡧ㈈⏘ࡢ≧ἣࡢ
ㄪᰝࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦ᙺဨࡢ௵ᮇ㸧
➨  ᮲ ⌮ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃホ㆟ဨ
ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸰 ┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸲ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃホ㆟ဨࡢ⤊
⤖ࡢࡲ࡛ࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸱 ⿵Ḟࡋ࡚㑅௵ࡉࢀࡓ⌮ཪࡣ┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢ௵ᮇࡢ‶ࡍࡿࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㸲 ⌮ཪࡣ┘ࡣࠊ➨  ᮲ᐃࡵࡿᐃᩘ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿࡁࡣࠊ௵ᮇࡢ‶ཪࡣ㎡௵ࡼࡾ㏥௵ࡋ
ࡓᚋࡶࠊ᪂ࡓ㑅௵ࡉࢀࡓ⪅ࡀᑵ௵ࡍࡿࡲ࡛ࠊ࡞࠾⌮ཪࡣ┘ࡋ࡚ࡢᶒ⩏ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ

㸦ᙺဨࡢゎ௵㸧
➨  ᮲ ⌮ཪࡣ┘ࡀࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ゎ௵ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
  ⫋ົୖࡢ⩏ົ㐪ࡋࠊཪࡣ⫋ົࢆᛰࡗࡓࡁࠋ
  ᚰ㌟ࡢᨾ㞀ࡢࡓࡵࠊ⫋ົࡢᇳ⾜ᨭ㞀ࡀ࠶ࡾࠊཪࡣࡇࢀሓ࠼࡞࠸ࡁࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡢ㐺⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊỴ㆟ࡢ๓ᮏேᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦ᙺဨࡢሗ㓘➼㸧
➨  ᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ↓ሗ㓘ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᖖࡢ⌮ཬࡧ┘ᑐࡋ࡚ࡣࠊホ㆟ဨ࠾࠸
ู࡚ᐃࡵࡿ⥲㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊホ㆟ဨ࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽ᚑࡗ࡚⟬ᐃࡋࡓ
㢠ࢆሗ㓘➼ࡋ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ⌮ཬࡧ┘ࡣ㈝⏝ࢆᨭ⤥ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ๓㸰㡯㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡼࡾูᐃࡵࡿᙺဨཬࡧホ㆟ဨࡢሗ㓘୪ࡧ㈝⏝
㛵ࡍࡿつ⛬ࡼࡿࠋ
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   ➨㸵❶⌮
㸦ᵓᡂ㸧
➨  ᮲ ⌮ࡣࠊࡍ࡚ࡢ⌮ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ

㸦ᶒ㝈㸧
➨  ᮲ ⌮ࡣࠊḟࡢ⫋ົࢆ⾜࠺ࠋ
  ࡇࡢἲேࡢᴗົᇳ⾜ࡢỴᐃ
  ⌮ࡢ⫋ົࡢᇳ⾜ࡢ┘╩
  ௦⾲⌮ཬࡧᴗົᇳ⾜⌮ࡢ㑅ᐃཬࡧゎ⫋

㸦ᣍ㞟㸧
➨  ᮲ ⌮ࡣࠊ௦⾲⌮ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ
㸰 ௦⾲⌮ࡀḞࡅࡓࡁཪࡣ௦⾲⌮ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊྛ⌮ࡀ⌮ࢆᣍ㞟ࡍࡿࠋ

㸦㆟㛗㸧 
➨  ᮲ ⌮ࡢ㆟㛗ࡣࠊ௦⾲⌮ࡀࡇࢀᙜࡓࡿࠋ

㸦ᐃ㊊ᩘ㸧
➨  ᮲ ⌮ࡣࠊ⌮⌧ᅾᩘࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢฟᖍࡀ࡞ࡅࢀࡤ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸦Ỵ㆟㸧
➨  ᮲ ⌮ࡢỴ㆟ࡣࠊỴ㆟ࡘ࠸࡚≉ูࡢᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ⌮ࢆ㝖ࡃ⌮ࡢ㐣༙ᩘࡀฟᖍࡋࠊ
ࡑࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨᮲࠾࠸࡚‽⏝ࡍ
ࡿྠἲ➨᮲ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓࡁࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

㸦㆟㘓㸧
➨  ᮲ ⌮ࡢ㆟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ㆟㘓ࢆసᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ᙜヱ⌮ฟᖍࡋࡓ௦⾲⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ๓㡯ࡢ㆟㘓グྡᢲ༳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦⌮㐠Ⴀつ๎㸧
➨  ᮲ ⌮ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊἲ௧ཪࡣࡇࡢᐃḰᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ⌮࠾࠸࡚
ᐃࡵࡿ⌮㐠Ⴀつ๎ࡼࡿࠋ
 
  ➨㸶❶ᐃḰࡢኚ᭦ཬࡧゎᩓ
㸦ᐃḰࡢኚ᭦㸧
➨  ᮲ ࡇࡢᐃḰࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊࡇࡢᐃḰࡢ➨㸲᮲ࠊ➨㸳᮲ཬࡧ➨  ᮲ࡘ࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡍࡿࠋ
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㸦ゎᩓ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊᇶᮏ㈈⏘ࡢ⁛ኻࡼࡿࡇࡢἲேࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᴗࡢᡂຌࡢ⬟ࡑࡢἲ௧࡛ᐃ
ࡵࡽࢀࡓ⏤ࡼࡗ࡚ゎᩓࡍࡿࠋ
㸦බ┈ㄆᐃࡢྲྀᾘࡋ➼క࠺㉗㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡀබ┈ㄆᐃࡢྲྀᾘࡋࡢฎศࢆཷࡅࡓሙྜཪࡣྜేࡼࡾἲேࡀᾘ⁛ࡍࡿሙྜ㸦ࡑࡢ
ᶒ⩏ົࢆᢎ⥅ࡍࡿἲேࡀබ┈ἲே࡛࠶ࡿࡁࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ࠊබ┈┠ⓗྲྀ
ᚓ㈈⏘ṧ㢠┦ᙜࡍࡿ㢠ࡢ㈈⏘ࢆࠊᙜヱබ┈ㄆᐃࡢྲྀᾘࡋࡢ᪥ཪࡣᙜヱྜేࡢ᪥ࡽ㸯⟠᭶௨ෆ
ࠊබ┈♫ᅋἲேཬࡧබ┈㈈ᅋἲேࡢㄆᐃ➼㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸳᮲➨  ྕᥖࡆࡿἲேཪࡣᅜⱝࡋࡃ
ࡣᆅ᪉බඹᅋయ㉗ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ṧవ㈈⏘ࡢᖐᒓ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡀΎ⟬ࢆࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚᭷ࡍࡿṧవ㈈⏘ࡣࠊホ㆟ဨࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ࠊබ┈♫ᅋἲ
ேཬࡧබ┈㈈ᅋἲேࡢㄆᐃ➼㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸳᮲➨  ྕᥖࡆࡿἲேཪࡣᅜⱝࡋࡃࡣᆅ᪉බඹᅋయ
㉗ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

   ➨㸷❶බ࿌ࡢ᪉ἲ
㸦බ࿌ࡢ᪉ἲ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡢබ࿌ࡣࠊ㟁Ꮚබ࿌ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
㸰 ᨾࡑࡢࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⏤ࡼࡗ࡚๓㡯ࡢ㟁Ꮚබ࿌ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊᐁሗᥖ㍕
ࡍࡿ᪉ἲࡼࡿࠋ
 
  ➨  ❶ ົᒁ
 㸦タ⨨➼㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡢົࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊົᒁࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸰 ົᒁࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࠊ௦⾲⌮ࡀูᐃࡵࡿࠋ

  ➨  ❶
ሗබ㛤ཬࡧಶேሗࡢಖㆤ
㸦ሗබ㛤㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊබṇ࡛㛤ࢀࡓάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢάື≧ἣࠊ㐠Ⴀෆᐜࠊ㈈ົ㈨ᩱ➼ࢆ
✚ᴟⓗබ㛤ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ሗබ㛤㛵ࡍࡿᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡼࡾูᐃࡵࡿሗබ㛤つ⛬ࡼࡿࠋ

㸦ಶேሗࡢಖㆤ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊᴗົୖ▱ࡾᚓࡓಶேሗࡢಖㆤࢆᮇࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡍࡿᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡼࡾูᐃࡵࡿಶேሗಖㆤつ⛬ࡼ
ࡿࠋ
 
 ➨  ❶ ㈶ຓဨ
 㸦㈶ຓဨ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡢ┠ⓗ㈶ྠࡋࠊᡤᐃࡢ㈶ຓ㈝ࢆ⣡ධࡍࡿࡶࡢࢆ㈶ຓဨࡍࡿࠋ
㸰 ㈶ຓဨࡑࡢ㈶ຓဨࡘ࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࠊ௦⾲⌮ࡀูᐃࡵࡿࠋ


Ņ04Ņ

   ➨  ❶ ࡑࡢ
㸦ጤဨ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢἲேࡢᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࠶ࡿࡁࡣࠊጤဨࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ጤဨࡣ↓ሗ㓘ࡍࡿࠋ
㸱 ጤဨࡢጤဨࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅➼ࡢ࠺ࡕࡽ௦⾲⌮ࡀ㑅௵ࡍࡿࠋ
㸲 ጤဨࡢ௵ົࠊᵓᡂ୪ࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࠊ௦⾲⌮ࡀูᐃࡵࡿࠋ

   ➨  ❶ ⿵๎
 㸦ጤ௵㸧
➨  ᮲ ࡇࡢᐃḰᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢἲேࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࠊ
௦⾲⌮ࡀูᐃࡵࡿࠋ

  㝃๎
㸯 ࡇࡢᐃḰࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊཬࡧබ┈♫ᅋἲேཬࡧබ┈㈈ᅋἲேࡢ
ㄆᐃ➼㛵ࡍࡿἲᚊࡢ⾜క࠺㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ➼㛵ࡍࡿἲᚊ➨ ᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿබ┈ἲே
ࡢタ❧ࡢⓏグࡢ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸰 ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊཬࡧබ┈♫ᅋἲேཬࡧබ┈㈈ᅋἲேࡢㄆᐃ➼㛵ࡍ
ࡿἲᚊࡢ⾜క࠺㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ➼㛵ࡍࡿἲᚊ➨ ᮲➨  㡯ᐃࡵࡿ≉Ẹἲἲேࡢゎᩓࡢ
Ⓩグࠊබ┈ἲேࡢタ❧ࡢⓏグࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣࠊ➨㸵᮲ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊゎᩓࡢⓏグࡢ᪥ࡢ๓
᪥ࢆᴗᖺᗘࡢᮎ᪥ࡋࠊタ❧ࡢⓏグࡢ᪥ࢆᴗᖺᗘࡢ㛤ጞ᪥ࡍࡿࠋ
㸱 ࡇࡢἲேࡢ᭱ึࡢ௦⾲⌮ࡣᐑ⯓ኖ႐ࡋࠊᴗົᇳ⾜⌮ࡣబࠎᮌᘏࡍࡿࠋ
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