タ⨨ࡢ㊃᪨➼ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㢮

┠ḟ

㸯 タ⨨ࡢ㊃᪨ཬࡧᚲせᛶ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯
㸦㸯㸧 ⫼ᬒ࣭⤒⦋࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯
㸦㸰㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇࡢᚲせᛶ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰
㸦㸱㸧 㣴ᡂࡍࡿேᮦീ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱
㸦㸲㸧 Ꮫ⏕ࡀಟᚓࡍࡿ⬟ຊ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱
㸦㸳㸧 ಟᚋࡢ㐍㊰ࠊ♫ࡢேᮦ㟂せࡢぢ㏻ࡋ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲
㸦㸴㸧 ࣝࣥࢻᏛᩍဨࡢᩍ⫱࣭◊✲ୖࡢ┠ⓗ➼ࡢඹ᭷᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲
㸦㸵㸧 ◊✲ᑐ㇟ࡍࡿ୰ᚰⓗ࡞Ꮫၥศ㔝࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳


㸰 ᑓᨷࡢ≉Ⰽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳
㸦㸯㸧 ᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࡢ≉Ⰽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳
㸦㸰㸧 㐃ᦠࡍࡿᩍ⫱࣭◊✲ศ㔝࠾࠸࡚୧Ꮫࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺ࣭࣭㸴

㸱 ◊✲⛉࣭ᑓᨷ➼ࡢྡ⛠ཬࡧᏛࡢྡ⛠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵

㸲 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ≉Ⰽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
㸦㸯㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
㸦㸰㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸯
㸦㸱㸧 ᤵᴗ⛉┠ࡢᴫせ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸰
㸦㸲㸧 ␃Ꮫᮇ㛫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
㸦㸳㸧 ◊✲ᣦᑟࡢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
㸦㸴㸧 㸰ᅜ㛫࠾ࡅࡿᒚಟࡢ㓄៖࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
㸦㸵㸧 Ꮫಟࡢホ౯ཬࡧ༢࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳
㸦㸶㸧 ᪤タࡢᑓᨷࡢ㛵ಀ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴

㸳 ᩍဨ⤌⧊ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ≉Ⰽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴

㸴 ᩍ⫱᪉ἲࠊᒚಟᣦᑟࠊ◊✲ᣦᑟࡢ᪉ἲཬࡧಟせ௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶
㸦㸯㸧 ᩍ⫱᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶

㸦㸰㸧 ᏛಟࡢᡂᯝཬࡧᏛㄽᩥಀࡿホ౯ࡢᇶᮏ᪉㔪࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶
㸦㸱㸧 ᒚಟᣦᑟ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷
㸦㸲㸧 ◊✲ᣦᑟ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮
㸦㸳㸧 ಟせ௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯
㸦㸴㸧 ㄽᩥᑂᰝࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣗࣝ㸰㸲
㸦㸵㸧 Ꮫᑂᰝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸴
㸦㸶㸧 ᩍ⫱࣭◊✲ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏳ⌮ᑂᰝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸴

㸵 タ࣭タഛࡢᩚഛィ⏬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸶
㸦㸯㸧 ྡྂᒇᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸶
㸦㸰㸧 ࣝࣥࢻᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷

㸶 ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࡢᴫせ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸮
㸦㸯㸧 ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸮
㸦㸰㸧 ฟ㢪㈨᱁࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸯
㸦㸱㸧 ධᏛᮇ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸰
㸦㸲㸧 ධᏛᑂᰝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱
㸦㸳㸧 ධᏛᐃဨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱
㸦㸴㸧 ධᏛᕼᮃ⪅ࡢሗᥦ౪࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱

㸷 ⟶⌮㐠Ⴀ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱
㸦㸯㸧 ◊✲⛉㛗ཬࡧᑓᨷ㛗࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱
㸦㸰㸧 ྜྠ㐠Ⴀጤဨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸲
㸦㸱㸧 ྜྠධᏛᑂᰝጤဨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸲
㸦㸲㸧 ྜྠᏛᑂᰝጤဨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸲
㸦㸳㸧 ົయไ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸲

㸯㸮

⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳

㸦㸯㸧 ྡྂᒇᏛ࠾ࡅࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳
㸦㸰㸧 ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳

㸯㸯


㐃ᦠእᅜᏛࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳

㸯㸰

༠㆟ཬࡧ༠ᐃࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴

㸦㸯㸧 ྜྠ㐠Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿ༠㆟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴
㸦㸰㸧 ࣭ᣦᑟᩍဨ㛫࠾ࡅࡿ༠㆟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴
㸦㸱㸧 ༠ᐃࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴
㸦㸲㸧 

ࡢែࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢ㐃⤡యไཬࡧᡭ⥆ࡁ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵


㸯㸱

ሗࡢබ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵


㸯㸲

ᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸮


㸯㸳


Ꮫ⏕ࡢ⤒῭ⓗᨭࡢྲྀ⤌࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸮


㸯 タ⨨ࡢ㊃᪨ཬࡧᚲせᛶ
㸦㸯㸧 ⫼ᬒ࣭⤒⦋
 ྡྂᒇᏛ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣࠊ ᖺࡽᏛయࡢ㐠Ⴀ᪉㔪

ࡋ࡚ࠕྡྂᒇᏛࡽ 1DJR\D 8QLYHUVLW\ ࠖࢆᥖࡆࠊᾏእᣐⅬࡢᩚഛࡸ␃
Ꮫ⏕ཷධᙉ࡞ࡢᅜ㝿ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆ௦
⾲ࡍࡿᅜ㝿Ꮫࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣝࣥࢻᏛᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡀඹྠ◊✲ࢆ㛤
ጞࡋࠊὶࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ ᖺࡣᏛ㒊㛫༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊ་Ꮫ㒊⏕ࡢ
⮫ᗋᐇ⩦ࡢࡓࡵࡢᏛ⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤タࡋࡓࠋ⌧ᅾࡲ࡛  ྡࡢᏛ⏕ࡀ
ࣝࣥࢻᏛࡽᮏᏛ⮫ᗋᐇ⩦ࡢࡓࡵゼࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡽࡶ  ᖺᗘ 
ྡࡢὴ㐵ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛࡣࠊࣝࣥࢻᏛࡢὶᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ
་⒪ࡀಶே␒ྕไᗘࢆࡶ ,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQ 7HFKQRORJ\
㸦ሗ࣭㏻ಙᢏ⾡ࡢ⥲⛠ࠋ௨ୗࠕ,&7ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚⮫ᗋሗࢆ㞟⣙࣭ά
⏝ࡍࡿࠕH+HDOWKࠖࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ╔┠ࡋࡓࠋࣝࣥࢻᏛ࡛ࡣࡇࢀࡽ ,&7
ࡼࡗ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓ࢘ࢺ࣒࢝ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒᇶ࡙ࡃ་⒪ไᗘ⚟♴ࡢ◊✲
ࡀ┒ࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚♫ಖ㞀࣭⛯␒ྕไᗘࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿࠕ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘࠖࡀᑟධࡉࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢไᗘࢆ⚟♴࠾࠸࡚
ά⏝ࡍࡿ㐨ࢆඛࢇࡌ࡚ᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸⚟♴ࡢⓎᒎ✚ᴟⓗ㈉⊩࡛
ࡁࡿேᮦࢆ㣴ᡂ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡓࠋ
ࣝࣥࢻᏛࡣࠊୡ⏺ໟᣓⓗ࡞ᣐⅬࢆᙧᡂࡍࡿ࠸࠺ࢢ࣮ࣟࣂࣝᡓ␎ࢆᣢ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᆅᇦࡲࡽࡎࠊᚋⓎᒎࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࢪᆅᇦ
ࡢሗ㞟ศᯒࡢࡓࡵࠊࢪᆅᇦࡢᏛᥦᦠࡍࡿࡇࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࣝࣥࢻᏛࡣࠊᮏᏛࡀ⚄⤒࣭⭘⒆⼥ྜ◊✲ࡸ་ᕤ㐃ᦠࡼࡿ᭱ඛ➃ࢹࣂ
ࢫ㛤Ⓨࢆᩍ⫱࣭◊✲ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡸࠊ⏘ᴗ㞟✚ᆅ❧ᆅࡋࠊྛ✀⏘ᴗ
⏺ࡢ༠ຊయไࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇὀ┠ࡋࠊᚑ᮶ࡢඹྠᩍ⫱࣭ඹྠ◊✲
ࡲࡽ࡞࠸㐃ᦠᙧែࢆ☜❧࡛ࡁࡿᥦᦠᰯࡋ࡚ᮏᏛࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
ᮏᏛࡣⱥㄒࡔࡅ࡛ᒚಟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᅜ㝿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⩌ࡼࡿᅜ㝿ᩍ⫱➼
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊࢪᆅᇦࡢᥦᦠᰯࡋ࡚༑ศ࡞ᩍ⫱㈨※
ࢆഛ࠼࡚࠸ࡓࡇࡶ㔜せ࡞㑅ᐃ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୧Ꮫࡀࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸࢸࣞࣅ㆟ࡼࡾពぢ࣭
ሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂ࣭ᐇࡍࡿࡇྜពࡋࠊ༢୍ࡢ
ඹྠᏛࠕࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜࠖࢆᤵࡍࡿᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࢆᵓ⠏ࡍࡿ⮳
ࡗࡓࠋ
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㸦㸰㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇࡢᚲせᛶ
ᛴ㏿ᣑࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾࠊࣜࣝࢱ࣒࡛ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ⓗඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡀከ࠸་⒪ၥ㢟ࡣࠊ୍ᅜࡢ
ࡳࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃୡ⏺ၥ㢟ᥦ㉳ࡉࢀࠊୡ⏺୰ࡢ་⒪ᚑ⪅ࠊ◊✲⪅ࢆ㏻ࡌ
࡚ඹ㏻ㄆ㆑ၥ㢟ゎỴࡀᅗࡽࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௨๓ẚࠊୡ⏺୰ࢆ
་ᖌ࣭ᝈ⪅ࡀ⛣ືࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ་⒪ࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࣞࢫ㸦ࣇࢪࢩ࣐ࣕࣥ
ࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧ࡀᛴ㏿㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࣭デ᩿࣭⒪ࡢྛ㠃࠾࠸࡚་⒪
ࡢᅜ㝿ᶆ‽ࡀᐃ⩏ࡉࢀࠊୡ⏺ࡢ་⒪ࡢᶆ‽ࠊᆒ୍ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ኚࡢ୰࡛⮬ᅜࡽࢃࢀ࡚࠸ࡓ་⒪ࡣࠊᚋࡁࡃୡ⏺㛛ᡞࢆᗈࡆࠊୡ
⏺ࡢ₻ὶṌㄪࢆྜࢃࡏ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᮍ᮶࠾࠸࡚་⒪ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ
࡚ࡢ᪥ᮏࡢᆅࢆኻ࠸ࡡ࡞࠸ࠋ་Ꮫ࣭་⒪࠸࠺ศ㔝ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡣ㦫ࡃ
ᛴ㏿㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊே㢮ࡢᗣ࠸࠺ୡ⏺ඹ㏻ࡢㄢ㢟ࡀࡑࢀࢆ୍ᒙຍ㏿
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺࡛ඹ㏻ࡋ࡚Ⓨࡍࡿᑐࡋ࡚᭱ၿࡢ⒪ἲࢆぢฟࡍࡓ
ࡵ᪥ࠎᅜቃࢆ㉺࠼࡚ୡ⏺୰ࡢ་ᖌ࣭◊✲⪅ሗࢆࡋࠊ◊✲ࢆ⥆ࡅࠊᡂ
ᯝࢆⓎಙࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡞ឤᛶ➇தຊࢆවࡡഛ࠼ࡓ
ேᮦ⫱ᡂࡀ᪩ᛴồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡣୡ⏺ࡢၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴ࠸࠺
ᅜ㝿ᩍ⫱ⓗほⅬࡽ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰୍࡛
◊✲ᐊࠊ୍◊✲⛉ࠊ୍Ꮫ㝈ࡽࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡽࠊୡ⏺ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴྲྀࡾ
⤌ࡴᅜ㝿ⓗᩍ⫱ࡢ㌿ࢆ┠ᣦࡋࠊᾏእࡢࢺࢵࣉᏛඹྠ࡛ᩍ⫱࣭◊✲ࢆ⾜
࠸ࠊᏛࡢ㉁ࢆᅜ㝿ⓗಖドࡍࡿྠࠊୡ⏺ࡢ་⒪࣭་Ꮫศ㔝࡛ά㌍࡛ࡁ
ࡿ᪂௦ࡢேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࣝࣥࢻᏛࡢ༢୍ࡢඹྠᏛࠕࢪࣙࣥ
ࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜࠖࢆᤵࡍࡿᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࠕྡྂᒇᏛ࣭ࣝࣥࢻᏛᅜ㝿㐃ᦠ
⥲ྜ་Ꮫᑓᨷ㸦௨ୗࠕᮏᑓᨷࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࠖࡢタ⨨ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ
 㐃ᦠእᅜᏛ࡛࠶ࡿࣝࣥࢻᏛࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ༡㒊⨨ࡋࠊ ᖺ
タ❧ࡉࢀࡓࠋ ᖺ⌧ᅾࠊ7LPHV+LJKHU(GXFDWLRQ:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJ
࡛ࡣ  ࠊ4XDFTXDUHOOL6\PRQGV 46 :RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJV ࡛ࡣ 
ୡ⏺ⓗ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ༞ᴗ⏕➼Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢ୰ࡽ㐣ཤ  ྡ
ࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆ㍮ฟࡍࡿ࡞Ṕྐఏ⤫ࢆࡿྡ㛛Ꮫ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺
ⓗ࡞◊✲Ꮫࡋ࡚ࠊᾏእࡢ◊✲⪅ࡢඹྠ◊✲ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠶ࡿୡ
⏺ⓗᴗࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࡀάⓎ⾜ࢃࢀࠊࡘබⓗᢞ㈨ࡢࡶ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࡢ
ሙࢆ⏝ࡋࡓᩍ⫱⎔ቃࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣝࣥࢻᏛࡣ⌮ᛕࡋ࡚ࠊ
ࠕ」㞧ࡍ
ࡿ♫ၥ㢟ᑐࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵᑓ㛛ࢆ㉸࠼ࡓࡘ࡞ࡀࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑ
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ࡢゎỴࡢࡓࡵᅜቃࢆ㉸࠼ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡢ⪃࠼ࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊ
ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕ་Ꮫ◊✲ཬࡧ་⒪ࡢ୰㍈ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡓ
ࡵࠊேⓗ࣭♫ⓗ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡋࠊୡ⏺ⓗ㛤ࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࠖྠࡌᚿࢆᣢࡘ᭱㐺࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧 㣴ᡂࡍࡿேᮦീ
 ࠕ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶᏛ㆑ࢆഛ࠼ࠊゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࢹࢨࣥຊᐩࡳࠊ␗
࡞ࡿᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᅜ㝿ᛶࢆഛ࠼ࠊᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ་Ꮫே㢮ࡢ
⚟♴ࡢⓎᒎ✚ᴟⓗ㈉⊩࡛ࡁࡿேᮦࠖࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ
ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࡣࠊ」ᩘࡢᅜࡢ◊✲ࢳ࣮࣒ࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋࠊ
࠶ࡿࢸ࣮࣐ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ≉㛗ࢆάࡋࡓࣉ࣮ࣟࢳ࣭ᐇ㦂ᡭἲ࣭ゎᯒᢏ
⾡ࢆ㞟✚ࡋ⾜࠺ᇶ♏་Ꮫ◊✲ࠊ」ᩘࡢᅜ㊬ࡀࡗ࡚ࢆ㞟✚ࡋࠊࢹ࣮ࢱ㞟
✚࣭ゎᯒ࣭㆟ㄽࢆ⾜࠺ほᐹⓗ࣭ධⓗ⮫ᗋ◊✲ࢆ⼥ྜࡋࡓ◊✲ࢆᣦࡍࠋ
ᮏᑓᨷ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊከᵝ࡞Ꮫၥⓗ⣲㣴
ࢆᣢࡘ⪅ࡀࠊ㧗ᗘ࡞་Ꮫⓗᑓ㛛▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࠊࡇࢀࢆ࣮࣋ࢫ㇏࡞Ⓨຊ
ീຊࢆᣢࡗ࡚┤㠃ࡍࡿ㞴㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊࢆഛ࠼ࡿࡇࠊࡘ┿ࡢ་Ꮫ࣭
་⒪ࢆ㏣ồࡍࡿ⪅ࡋ࡚ࡢே㛫ᛶ⌮ᛶࢆ㌟ࡘࡅࠊࡇࢀࢆ࣮࣋ࢫ␗࡞ࡿ
ᩥⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ」ᩘࡢ◊✲ᐊ࣭◊✲⪅ࡢពぢࢆ⌮ゎࡋㄪᩚ࣭㞟⣙ࡋᡂᯝ
ᑟࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧 Ꮫ⏕ࡀಟᚓࡍࡿ⬟ຊ
ᮏタ⨨ィ⏬࠾ࡅࡿᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡣ௨ୗ♧
ࡍ⬟ຊࢆಟᚓࡍࡿࠋ

ձ 3UHFLVLRQ PHGLFLQH ࡢ᥎㐍࣭ಶูண㜵࡞ᮍ᮶ࢆᚿྥࡋࡓ་Ꮫࡢ㛤Ⓨ
⬟ຊ
 ྡྂᒇᏛࡣ⚄⤒࣭⭘⒆⼥ྜ◊✲ࠊ་ᕤ㐃ᦠࡼࡿ᭱ඛ➃ࢹࣂࢫ㛤Ⓨ
ᙉࡳࢆᣢࡕࠊࣝࣥࢻᏛࡣ ,&7 ࢆࡗࡓಶேሗ㞟ゎᯒࠊඛ㐍ⓗ࡞♫
་⒪ไᗘᙉࡳࡀ࠶ࡿࠋ୧Ꮫࡢ≉ᚩࢆᏛࡧࠊ⼥ྜࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ㑇ఏ
Ꮚሗࠊ⏕ά⎔ቃࠊࣛࣇࢫࢱࣝ࠾ࡅࡿಶࠎேࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡋ࡚
ண㜵ࡸ⒪ࢆ⾜࠺࠸࠺᪂ࡋ࠸་⒪㸦3UHFLVLRQPHGLFLQH㸧ࡢ᥎㐍ࡸಶู
ண㜵࡞ࠊḟ௦ࡢ་Ꮫࡢ㛤ᣅࡢࡓࡵࡢ⬟ຊࢆಟᚓࡍࡿࠋ
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ղ ᅜ㝿ⓗど㔝ᅜ㝿ⓗឤぬ
 ᾏእᏛ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲άືࡣࠊከࡃࡢᅜࠎࡢᏛ⏕ࠊᩍဨゐࢀྜ
࠺ᶵࢆฟࡋࠊᏛ⏕ࡀᅜ㝿ⓗど㔝ࢆ㌟ࡘࡅࠊᅜ㝿ⓗឤぬࢆྥୖࡉࡏࡿࠋ



㸦㸳㸧 ಟᚋࡢ㐍㊰ࠊ♫ࡢேᮦ㟂せࡢぢ㏻ࡋ
 ᮏᑓᨷ࡛㣴ࢃࢀࡿศᏊ⏕≀Ꮫ࣭⣽⬊⏕≀Ꮫ࣭ࣔࢹࣝື≀Ꮫ࡞ᇶ♏་Ꮫ◊✲
ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࠊୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ་⒪ไᗘ࣭♫་Ꮫ࡞⮫ᗋ◊✲࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ
▱㆑ࠊᏛ⾡▱㆑ࡸ◊✲ᡭἲࡢ⩦ᚓᅜ㝿ⓗ࡞どⅬཬࡧ୧Ꮫ࡛ᇵࢃࢀࡓᅜ㝿
⤒㦂ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗ◊✲ᶵ㛵࣭ㅎၥᶵ㛵ࡢ㐍㊰ࡀᣅࡅࡿࠋ་⒪ᶵჾࠊ་⸆ရ
ࡢᶆ‽ࡀ㐍ࡳࠊୡ⏺ⓗつᶍ࡛ࡢ㦂࣭ᴗᒎ㛤ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ་Ꮫ࣭་⒪ศ㔝
ࡗ࡚ࡶࠊᮏᑓᨷࡼࡾ⫱ᡂࡉࢀࡿேᮦࡣࡑࡢ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࢆᅜ㝿♫ࡢ୰
࡛άࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋୡ⏺ࡀᢪ࠼ࡿせ࡞ၥ㢟ࡢ୰࡛ࡶࠊ་⒪ࡢၥ㢟ࡣ㠀ᖖ
῝้࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛་Ꮫ࣭་⒪ࡣྛᅜࡢ⊂⮬ࡢἲつᚑ࠸ไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ୖࠊྛᅜࡢゝㄒࡸᩥࡢయ⣔ࡼࡾࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ⊂⮬ࡢゝㄒ
ࡼࡗ࡚་Ꮫ࣭་⒪ࡀⓎ㐩ࡋ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡽ་Ꮫᩍ⫱ࡢศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ
ᶆ‽ࠊከゅⓗ࡞ᣦᑟἲࡢᑟධࡀ㐜ࢀ࡚ࡁࡓࠋ㏆ᖺ࡛ࡣሗ⥙ࡢⓎ㐩ࡼࡾ
ࡁ࡞ኚࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊ་Ꮫ࣭་⒪ሗࡢୡ⏺ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿඹ᭷ࠊࡑࢀࢆ
ᇶࡋࡓ་Ꮫ◊✲ࠊ་⒪ᢏ⾡ࡢⓎᒎࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⌧ᅾୡ⏺࡛ྠ
ከⓎⓗ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ♫ᵓ㐀ࡢኚࡸ⎔ቃၥ㢟ࡼࡾୡ⏺ඹ㏻ࡢၥ㢟ࡀከࡃ
Ꮡᅾࡋࡘᩥ࣭ゝㄒ࡞ࡢ♫⫼ᬒࡼࡾၥ㢟ࡀ」㞧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ
ゎỴࡣᑓ㛛ᛶ✺ฟࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬࠊከゅⓗ࡞ᛮ⪃ࡽၥ㢟
ࢆᐈほⓗᤊ࠼ゎỴࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏᑓᨷࡼࡾ㣴ᡂࡉࢀࡿேᮦࡣ
ࡇࢀࢆྍ⬟ࡋୡ⏺࡛ຍ㏿ࡍࡿ་Ꮫ࣭་⒪ࡢᅜ㝿㏣㝶ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸦㸴㸧 ࣝࣥࢻᏛᩍဨࡢᩍ⫱࣭◊✲ୖࡢ┠ⓗ➼ࡢඹ᭷᪉ἲ
 ᮏᑓᨷࡢ⦅ᡂ࣭ᐇᙜࡓࡾࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊ
ཬࡧ୧Ꮫࡢᇳ⾜㒊ࡢᩍဨࡀ┤᥋ᑐ㠃ࡋ࡚༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽࢸࣞࣅ㆟➼
ࢆ㏻ࡋ࡚⥥ᐦ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢయไࢆᇶࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝ
ࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊᮏᑓᨷ㛗ࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࠊ᪉ࡢᏛࡢㄪᩚ➼ࢆᑓ㛛
⾜࠺ᩍဨࡽ࡞ࡿྜྠ㐠Ⴀጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ࢆタ⨨ࡋࠊᮏᑓᨷࡢᩍ⫱࣭
◊✲ୖࡢ┠ⓗ➼ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
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㸦㸵㸧 ◊✲ᑐ㇟ࡍࡿ୰ᚰⓗ࡞Ꮫၥศ㔝
 ᮏᑓᨷࡀ◊✲ᑐ㇟ࡍࡿ୰ᚰⓗ࡞Ꮫၥศ㔝ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ

⏕≀Ꮫࠊᚤ⏕≀Ꮫ࣭චᏛࠊඛ➃ᛂ⏝་Ꮫࠊ⣽⬊⛉Ꮫࠊ⚄⤒⛉Ꮫࠊ⭘⒆
ែᏛࠊ㧗ḟ⚄⤒⤫ᚚᏛ㸭ᇶᖿ⣔ᶵ⬟ㄪ⠇ᏛࠊศᏊ࣭⣽⬊㐺ᛂᏛࠊᶵ⬟ᙧែᏛ㸭
⌮ែᏛࠊⓎ⏕࣭⏕་Ꮫࠊ♫⏕⛉Ꮫࠊᗣቑ㐍་Ꮫࠊែෆ⛉Ꮫࠊ
ែ་⒪Ꮫ㸭⏕య⟶⌮་Ꮫࠊ⥲ྜ⟶⌮་Ꮫࠊ⬻⚄⤒ែไᚚᏛࠊែእ⛉Ꮫࠊ㐠
ື࣭ᙧែእ⛉Ꮫࠊ㢌㢕㒊࣭ឤぬჾእ⛉ᏛࠊⓎ⫱࣭ຍ㱋་Ꮫࠊ㧗ḟᛂ⏝⛉Ꮫࠊศ
Ꮚ⸆≀Ꮫ㸭⮫ᗋ་⸆Ꮫ


㸰 ᑓᨷࡢ≉Ⰽ
㸦㸯㸧 ᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࡢ≉Ⰽ 
 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡣࠊ⚄⤒ᝈ⭘⒆ࡢ⼥ྜศ㔝࠾ࡅࡿୡ⏺᭱ඛ➃◊✲
࠾࠸࡚㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ᪥ᮏࡢ⌧≧ࢆᫎࡋ࡚ࠊㆤࣟ࣎ࢵࢺ
ࡽ་⒪ᢏ⾡ಟᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᶵჾࡲ࡛་ᕤ㐃ᦠࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ㠉᪂ⓗ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊྡྂᒇᏛࢪࢧࢸࣛࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ㝔㐃ᦠ
ࡋࡓࠕࢪㅖᅜࡢᅜᐙ୰ᯡேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡞ࡼࡾࠊࢪ㛤
ࢀࡓᏛࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊ2(&' ㄪᰝࠕ6RFLHW\DWD*ODQFH࡛ࠖ
ࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ་⒪ไᗘࡣᅜࡀぢ⩦࠺ࡁࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿホࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡢ 2(&' ㅖᅜẚ࡚┠ぬࡲࡋ࠸࢘ࢺ࣒࢝ࠊὙ⦎ࡉࢀࡓᵝࠎ࡞་⒪
ࡢ㉁ࡢᨵၿᨻ⟇ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༟㉺ࡋࡓ་⒪ࡢ㉁⟶⌮ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡋࠊᗈ⠊ᅖ࡞ရ㉁ຠ⋡ᛶࣥࢪࢣ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓࠊᵝࠎ࡞ᅜᐙࣞ
࣋ࣝࡢ࢞ࢻࣛࣥࠊᝈ⪅ಖㆤつไࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺࡽࡢ
ᅜᐙࡀࢇᡓ␎ࡼࡾࠊࡀࢇᝈ⪅ࡢ⦆ࢣ࣮ࡢ◊✲ࡀ㐍ࡳࠊᕷ⏫ᮧࡀ୰ᚰ࡞
ࡗ࡚⮬Ꮿ࡛ࡢ┳ྲྀࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡣୡ⏺୍ࡢ ,&7
ᅜ࡛࠶ࡾࠊ,&7 ࢆಖ࣭་⒪ศ㔝ࣇࣝά⏝ࡍࡿᅜᐙᡓ␎ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࣝࣥࢻᏛ࡛ࡣ♫⚟♴ᅜᐙయไࡢ⥔ᣢ㛵㐃ࡋࡓ་⒪♫ಖ㝤ไᗘࡢ◊
✲ศ㔝࠾࠸࡚ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ,&7 ࢆ⏝࠸ࡓࠕH+HDOWKࠖ
࡛ࡣᅜෆ⤫୍ࡢಶே 6RFLDO ,' ࢆᇶฎ᪉ࡉࢀࡿ⸆ࡢ୍ඖ⟶⌮ࡸᝈ⪅ሗ
⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ά⏝ࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏᑓᨷ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୧Ꮫࡢᩍ⫱㈨※ࡢ≉Ⰽࢆ༑ศά⏝ࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞
◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿ┠ⓗἢࡗ࡚ᩍ⫱࣭◊✲ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺ᅗࡋࡓࠋᏛ⏕ࢆ
᪩ᮇࡽ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾᾏእࡢ␗࡞ࡿᏛ⾡⎔ቃ࣭ᩥ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࠊ୧
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Ꮫࡢ≉Ⰽࢆྲྀࡾධࢀࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ⫱ࡍࡿࠋ

ձ ᙜึᏛࠊ㐃ᦠᏛཬࡧᣦᑟᩍဨ
ᮏᑓᨷࡢᏛ⏕ࡀ  ᖺḟᅾࡍࡿᏛࢆࠕᙜึᏛࠖ
ࠊ᪉ࡢᏛࢆࠕ㐃
ᦠᏛࠖࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜึᏛࡢᣦᑟᩍဨࢆࠕᣦᑟᩍဨࠖ
ࠊ㐃ᦠᏛࡢ
ᣦᑟᩍဨࢆࠕᣦᑟᩍဨࠖࡍࡿࠋᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ◊✲ᣦᑟࡣࠊ࣭ᣦ
ᑟᩍဨࡢ㛫࡛ᐇࡉࢀࡿඹྠ◊✲ࢆᇶ┙ࡍࡿࡓࡵࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡣᏛ
⏕ࡢᩍ⫱࣭◊✲ᣦᑟྠ➼ࡢ㈐௵ࢆᣢࡘࠋ

ղ ㄪᩚᢸᙜᩍဨ
᪉ࡢᏛࡢㄪᩚࢆᢸ࠺ᮏᑓᨷࡢᑓ௵ᩍဨ㸦௨ୗࠕㄪᩚᢸᙜᩍဨࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ୧Ꮫࡢඹ㏻ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒሓ⬟࡞ᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋᮏᏛ
ࣝࣥࢻᏛ  ྡࡎࡘ㓄⨨ࡍࡿࠋㄪᩚ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊⱥㄒຊࡢ࠶ࡿົ⫋
ဨࡀ༠ാࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢᩍ⫱࣭◊✲άືࡢࠊㄪᩚᑓᛕ࡛ࡁࡿయไࢆ
ᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋㄪᩚᢸᙜᩍဨࡢᙺࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
㸦㸧୧Ꮫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱࣭◊✲ࢆ⢭ᰝ࣭⇍▱ࡋࠊᮏᑓᨷࡢᏛ⏕ࡀ
◊✲ᐊࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧◊✲ୖࡢၥ㢟ࠊ⩦័࣭ᩥⓗ࡞⫼ᬒࡽ㉳ࡁࡿ⏕ά㠃ࡢၥ㢟ゎỴࢆ
ᨭࡍࡿࠋ
㸦࢘㸧 ᅜ㛫⛣ືࢆక࠺◊✲ィ⏬ࢆࠊ࣭ᣦᑟᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࡶ❧ࡍ
ࡿࠋ

ճ 㐃ᦠᏛ࡛ࡢᅾᮇ㛫
Ꮫ⏕ࡣཎ๎  ᖺḟࡢ  ࣨ᭶㛫㐃ᦠᏛᅾࡍࡿࠋ ᖺḟᙜึᏛ
ᡠࡾࠊᐇ㦂࣭◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘᡂᯝࢆㄽᩥࡲࡵࡿࠋ≉Ṧ࡞◊✲ᡭἲ
ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࠊ◊✲ィ⏬ࡢኚ᭦ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓሙྜࡣᅾᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆ㝖ࡋ࡞࠸ࡀࠊୖ㝈ࢆ  ࣨ᭶ࡍࡿࠋ


㸦㸰㸧 㐃ᦠࡍࡿᩍ⫱࣭◊✲ศ㔝࠾࠸࡚୧Ꮫࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺ
 㐃ᦠࡍࡿᩍ⫱࣭◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊᮏᏛࣝࣥࢻᏛࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࣓ࣜࢵ
ࢺࡣ௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
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ձ  ᮏᏛࡣ  ᖺ௨㝆  ྡࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆ㍮ฟࡋࠊ᪥ᮏࡢ୰࡛ࡶ༟
㉺ࡋࡓ◊✲ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣝࣥࢻᏛࡣ  ྡࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆ㍮ฟ
ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺ⓗ◊✲Ꮫࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୧Ꮫࡢᅜ㝿ⓗホ౯ࡶྠ➼ࡢ㧗࠸
ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ㸦ྡྂᒇᏛ  ࠊࣝࣥࢻᏛ  㸸46:RUOG8QLYHUVLW\
5DQNLQJV㸫㸧
ࠋᮏᑓᨷࢆタ⨨ࡋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛୧
Ꮫࡢᩍ⫱࣭◊✲άືࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝㧗࠸➇தຊ
ࢆࡶࡘ་Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊࡇࢀࡼࡗ࡚ḟୡ௦◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࡀྍ
⬟࡞ࡿࠋ

ղ  ᮏᏛࡣศᏊ⏕≀Ꮫࠊ⣽⬊⏕≀Ꮫࠊᝈࣔࢹࣝື≀ゎᯒ࡞ࡢ᭱ඛ➃◊✲
ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ⚄⤒ᝈ⭘⒆ࡢ⼥ྜ◊✲࡛ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ◊✲ᡂᯝࢆ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ෆ㝃ᒓ⚄⤒ᝈ࣭⭘⒆ศᏊ་Ꮫ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿࡶࠊ ୡ⣖ &2( ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2( ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࠊࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ࡞ࡢᨭࢆཷࡅࠊ
ඃ⚽࡞◊✲⪅ࢆ㍮ฟࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࣝࣥࢻᏛࡣ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ࡢࢻ࣮ࣃ࣑ࣥࡑࡢࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ࠾ࡅ
ࡿാࡁࡢゎ࡛᫂ࣝࣅࢻ࣭࣮࢝ࣝࢯࣥࡀࣀ࣮࣋ࣝ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫ㈹ࢆཷ㈹ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ⚄⤒⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ୡ⏺ⓗࡶഔฟࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆಟࡵ࡚ࡁࡓࠋ
୧Ꮫࡢᅜ㝿◊✲ᣐⅬࢆ┦ά⏝ࡋྜ࠺ࡇ࡛ࠊඃ⚽࡞◊✲⪅࣭◊✲
ࢢ࣮ࣝࣉࡢὶࡀቑຍࡋࠊᏛ⏕ࡣࡁࡵ⣽ࡸ࡞◊✲ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ


㸱 ◊✲⛉࣭ᑓᨷ➼ࡢྡ⛠ཬࡧᏛࡢྡ⛠

◊✲⛉ࠊᑓᨷཬࡧᏛࡢྡ⛠ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

◊✲⛉㸸་Ꮫ⣔◊✲⛉  
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH

ᑓᨷྡ㸸ྡྂᒇᏛ࣭ࣝࣥࢻᏛᅜ㝿㐃ᦠ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷ
,QWHUQDWLRQDO &ROODERUDWLYH 3URJUDP LQ &RPSUHKHQVLYH 0HGLFDO
6FLHQFHEHWZHHQ1DJR\D8QLYHUVLW\DQG/XQG8QLYHUVLW\
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Ꮫ 㸸༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
    'RFWRURI3KLORVRSK\LQ0HGLFDO6FLHQFH

ᮏᑓᨷࡣࠊᮏᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉᪤タᑓᨷࡢᩍ⫱࣭◊✲㈨※ࢆάࡋࠊᮏ
ᏛࣝࣥࢻᏛࡢᅜ㝿㐃ᦠᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᑓᨷࡢྡ⛠ࡣࠕྡ
ྂᒇᏛ࣭ࣝࣥࢻᏛᅜ㝿㐃ᦠ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖࡋࠊ༢୍ࡢᏛ࡛ࡣᡂࡋᚓ࡞
࠸ඹྠᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇࢆ≉Ⰽࡍࡿࠋᮏᑓᨷࡢྡ⛠ࠕ⥲ྜࠖࢆෙࡋࡓࡢࡣࠊ
ࡘ࡚  ᑓᨷศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓከᵝ࡞་Ꮫ◊✲㡿ᇦࢆ⤫ྜࡋࠊࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞
་Ꮫ◊✲ᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋࡓ᪤タᑓᨷࠕ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖྠ➼ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆᑐ㇟
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᑓᨷࡣᅜ㝿㏻⏝ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ⱥㄒྡ⛠ࢆࠕ,QWHUQDWLRQDO &ROODERUDWLYH
3URJUDP LQ &RPSUHKHQVLYH 0HGLFDO 6FLHQFH EHWZHHQ 1DJR\D 8QLYHUVLW\
DQG/XQG8QLYHUVLW\ࠖࡋࡓࠋᏛࡢྡ⛠ࡣࠕ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
ࠖࡍࡿࠋᅜ㝿㏻
⏝ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ⱥᩥྡ⛠ࡣࠕ'RFWRURI3KLORVRSK\LQ0HGLFDO6FLHQFHࠖࡍ
ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢྡ⛠ࡶࣝࣥࢻᏛྜពࡋ࡚࠾ࡾࠊ༠ᐃ᭩ཬࡧ༠ᐃ᭩⣽๎㏣グ
⟠᮲ 㸰 ➨㸵᮲グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛグ࠙㈨ᩱ㸯ࠚࡣ᪥ᮏㄒࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥㄒࠊඹ㏻ㄒࡋ࡚ⱥㄒࡼࡾࠊ୧Ꮫ࡛༢୍ࡢᏛࢆᤵࡋࡓࡇࢆ♧ࡍ
ෆᐜࢆグ㍕ࡍࡿࠋ
࡞࠾ᮏᑓᨷࡢẕయ࡞ࡿᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡣࠕ་Ꮫ㛵ಀࠖศ㔝ࡢᏛ࡛࠶
ࡿࠕ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧ࠖࢆᖺ㛫⣙  ேᤵࡋ࡚࠾ࡾࠊࣝࣥࢻᏛࡣᮏᑓᨷ࡛ᤵ
ࡍࡿᏛྠ➼ࡢᏛࠕ'RFWRURI3KLORVRSK\LQ0HGLFDO6FLHQFHࠖࢆᖺ
㛫⣙  ேᤵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᑓᨷࡢẕయ࡞ࡿᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉࡛
ᤵࡍࡿᏛࡢศ㔝ࠕ་Ꮫ㛵ಀࠖኚ᭦ࡣ↓࠸ࠋ


㸲 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ≉Ⰽ
㸦㸯㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉
 ࠕ㣴ᡂࡍࡿேᮦീࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗࠸⌮ᛶࠊ⛉Ꮫⓗㄽ⌮ᛶࠊᖜᗈ࠸Ꮫၥⓗ⣲
㣴ཬࡧㄢ㢟ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂຊࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࠊㅮ⩏⛉┠ཬࡧ₇⩦࣭ᐇ⩦
⛉┠ࡼࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋ


ձ 㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶᏛ㆑ࢆഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ་ṑ⸆Ꮫࡣࡌࡵ⤫ィᏛ࣭⌮Ꮫ࣭ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ࡞ᖜᗈ࠸Ꮫၥศ㔝ࡽ᭱ඛ➃ࡢ▱ぢࢆᩍᤵ࡛ࡁࡿㅮ
⩏ࢆᥦ౪ࡋࠊ⮬ࡽࡢᑓ㛛௨እࡢ㡿ᇦ⢭㏻ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
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ղ ゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࢹࢨࣥຊᛂ⏝ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࠊᇶ♏་Ꮫⓗ◊✲ᡭ
ἲࡽ⮫ᗋㄪᰝ◊✲ཬࡪከᵝ࡞◊✲ᡭἲࢆㅮ⩏ᙧᘧ࡛ᩍᤵࡋࠊ㐣ཤࡢඃ
ࢀࡓ◊✲ࢆཧ⪃⮬ࡽࡢ◊✲ࢆయⓗ❧࣭ᐇ⾜ࡋࠊၥ㢟Ⅼࡢᢕᥱ
ᑐ⟇ࢆ⬟ືⓗᑟࡃカ⦎ࢆ₇⩦࣭ᐇ⩦ࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡍࡿࠋ

ճ ␗࡞ࡿᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᅜ㝿ᛶࢆഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ␗࡞ࡿᏛၥⓗ࣭ᩥⓗ࣭ゝ
ㄒⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ」ᩘࡢ◊✲⪅ࡶ◊✲ࡋάⓎ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ᶵࢆᥦ
౪ࡍࡿࠋ

մ ᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋᡂᯝࢆ⋓ᚓࡍࡿ⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࠊᅜࢆࡲࡓ
ࡄ」ᩘࡢ◊✲ᐊ࠾࠸࡚◊✲ࡋࠊ₇⩦࣭ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚࿘ᅖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥຊ࠸ࡢពぢࢆㄪᩚ࣭㞟⣙ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࢆ㣴ᡂࡍࡿᶵ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

 ௨ୖᇶ࡙ࡁࠊᮏᏛࡀ㛤ㅮࡍࡿ⛉┠ࢆࠕ㸿⩌ࠖ
ࠊࣝࣥࢻᏛࡀ㛤ㅮࡍࡿ⛉┠
ࢆࠕ㹀⩌ࠖࡋࠊࡑࢀࡒࢀࠕㅮ⩏⛉┠ࠖࠕ₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠ࠖࢆタᐃࡋࡓ 3
⾲㸰ཧ↷ ࠋ
 ㅮ⩏⛉┠₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠ࡢࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖཬࡧࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖ
ࡣࠊ࡚ࡢ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ᇶ♏ࡋ࡚㌟ࡘࡅࡿࡁෆᐜ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕☜
ᐇᩍᤵࡍࡿࡇࢆពᅗࡋࠊᚲಟ⛉┠ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ࡚ࡢᏛ⏕ࡀ་Ꮫ࣭
་⒪◊✲ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ▱㆑Ꮫಟᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ᡭἲࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋ
₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠ࡢࠕࢭ࣑ࢼ࣮࣭ᐇ㦂◊✲ࠖࡣ㑅ᢥᚲಟ⛉┠ࡋࡓࠋࡇࢀࡼ
ࡾࠊᏛ⏕ࡈࡢ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶᏛ㆑ࢆᾰ㣴ࡍࡿࠋ
 ࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊ࡢ༤ኈᏛᤵࡣࠕ&RPSXOVRU\ &RXUVHVࠖ
㸦3 ⾲㸯
ཧ↷㸧ࡢಟᚓࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᑓᨷ࡛ᤵࡍࡿᏛࡣඹྠᏛ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊᏛࡢ㉁ࢆಖドࡍࡿほⅬࡽࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡇࢀࡽࡢ⛉┠ࢆᮏᑓᨷࡢᩍ⫱
ㄢ⛬⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡣᮏᑓᨷࡢ◊✲άື࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞⬟ຊࢆ
㌟ࡘࡅࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㹼 ᖺḟ㓄ᙜࡋࠊ㐃ᦠᏛᅾࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ࡶཷㅮ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂᙜࡓࡾࠊࠕ&RPSXOVRU\
FRXUVHVࠖࡢ୍㒊ࢆᮏᏛ࡛㛤ㅮࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࣝࣥࢻᏛࡢྜពࢆᚓ࡚࠸
ࡿ㸦༠ᐃ᭩⣽๎㏣グ⟠᮲ 㸰 ➨㸶᮲㸧
ࠋ



9

㸦⾲㸯㸧ࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊ᚲಟ⛉┠ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ⛉┠ྡ⛠
ࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊ᚲಟ⛉┠

ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ⛉┠ྡ⛠

ࠕ&RPSXOVRU\FRXUVHVࠖ
,QWURGXFWRU\FRXUVH

ࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫ

5HVHDUFK(WKLFV

◊✲⌮

6FLHQWLILF&RPPXQLFDWLRQ

⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

2UDO&RPPXQLFDWLRQ

ཱྀ㢌ఏ㐩

$SSOLHG6WDWLVWLFVϨ

ᛂ⏝⤫ィᏛ

$SSOLHG6WDWLVWLFVϩ
2QHHOHFWLYHFRXUVH

≉ูㅮ⩏

3RUWIROLR

࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ ཬࡧ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %


㸦⾲㸰㸧ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ㛤タ⛉┠୍ぴ
㛤タᏛ

⛉┠༊ศ

⛉┠
࣭ ᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽ㸦 ༢㸧

ㅮ⩏
⛉┠
ྡྂᒇᏛ

㸿

࣭ ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦 ༢㸧
࣭ ᛂ⏝⤫ィᏛ㸦 ༢㸧

⩌
₇⩦

࣭ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜$㸦 ༢㸧

࣭
࣭ᐇ㦂◊✲㸦 ༢㸧
ᐇ⩦⛉┠ ࣭ ࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ༢㸧
࣭ ࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫ㸦 ༢㸧

ࣝࣥࢻᏛ

ㅮ⩏

࣭ ◊✲⌮㸦 ༢㸧

⛉┠

࣭ ཱྀ㢌ఏ㐩㸦 ༢㸧

࣭≉ูㅮ⩏㸦 ༢㸧

㹀
⩌
₇⩦

࣭ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜%㸦 ༢㸧

࣭
ᐇ⩦⛉┠ ࣭ ࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ༢㸧
࣭ᐇ㦂◊✲㸦 ༢㸧
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㸦㸰㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ 
ୡ⏺ⓗ࡞⛉Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࣞࢫࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊᅜእࡢᏛࡢඹྠ㧗
➼ᩍ⫱࣭ඹྠ◊✲ࡣࠊᅜ㝿♫ࡢⓎᒎྍḞ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊ௨ୗࡢ⛉
┠ࢆタᐃࡋࡓⅬ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ

ձ ᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽ
ࡇࡢ⛉┠ࡣࠊᅜ㝿ⓗ◊✲⤌⧊ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᡓ␎࣭ᡭἲ࣭ᐇ࡞ᖜᗈ࠸▱㆑
ࢆᩍᤵࡍࡿࡇࠊ◊✲❧ࡽ௬ㄝࠊド᫂⮳ࡿゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࢹࢨ
ࣥຊࢆ㣴࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࣒࢜ࢽࣂࢫᙧᘧ࡛ẖᖺ  ᅇࠊ
㸯㹼㸱ᖺḟࡢ㏻ᖺ࡛㛤ㅮࡍࡿᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡾࠊᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ≉ᚩⓗ࡞⛉┠
࡛࠶ࡿࠋ

➨  ᅇࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ
➨  ᅇ㹼➨  ᅇᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⤌⧊ࡢᵓ⠏ㄢ㢟
➨  ᅇ㹼➨  ᅇᇶ♏࣭ඛ㐍◊✲ᢏ⾡
➨  ᅇ㹼➨  ᅇศᏊᶆⓗ᥈⣴ࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲
➨  ᅇ㹼➨  ᅇ᭱ඛ➃་Ꮫ◊✲ࡢ⌧≧ㄢ㢟
➨  ᅇ⥲ྜウㄽ

ࡇࡢ࠺ࡕࠊ➨㸯ᅇࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥࠖࡣࠊᮏᑓᨷࡢ㔜せᛶࠊ㣴ᡂࡍࡿே
ᮦീࠊ୧Ꮫࡢ≉Ⰽཬࡧ◊✲ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
᭱ึཷㅮࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࠊ➨  ᅇࠕ⥲ྜウㄽࠖࡣࠊᮏ≉ㄽࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡓ
ၥࠊලయⓗ᪉⟇ࠊᮇᚅ࡞≉」ᩘࡢᅜࢃࡓࡗ࡚ᇶ♏་Ꮫ◊✲࣭⮫ᗋ◊✲
ࢆィ⏬ᐇࡍࡿሙྜࡢၥ㢟Ⅼࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᭱ᚋཷㅮ
ࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋ
➨  ᅇ㹼➨  ᅇࡣࠊᏛ⏕ࡢ≉ᛶࡸ◊✲ࡢィ⏬㓄៖ࡋࠊ
ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\
3ODQ㸦3 ཧ↷㸧
ࠖ࠾࠸࡚ཷㅮᮇࢆỴᐃࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊẖᖺᮏᏛࡶࡋࡃࡣࣝ
ࣥࢻᏛ࡛㛤ദࡉࢀࡿྜྠᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾ࡅࡿㅮ₇ࡘ࠸࡚ࡶᑐ㇟ㅮ
⩏ࡋࠊ᭱ඛ➃ࡢ▱ぢࢆᏛࡪᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࣝࣥࢻᏛࢆᙜึᏛࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᮏᏛᅾࡋ࡚࠸ࡿᮇ
㛫୰ཷㅮࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࡀࠊࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡋࡓཷ
ㅮࡶྍ⬟ࡍࡿࠋ
࠼ࡤࠊ◊✲ࢹࢨࣥຊࢆ㣴࠺ㅮ⩏࡛ࡣࠊ᭷ྡ⛉Ꮫㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓ་Ꮫㄽ
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ᩥࢆᩍᮦࠊⴭ⪅ࡀࡲ࡛ࡢ㐣ཤࡢࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸࡚ࡢᵝ࡞௬ㄝࢆ❧࡚ࠊ
ࡑࢀࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵࡢᵝ࡞ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ௬ㄝࡣ┿ド᫂
ࡉࢀࡓࡢࢆ᳨ドࡋࠊㄽドᏛ⏕⊂⮬ࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࠊᢸᙜᩍဨ㆟ㄽࡍࡿ
᪉ྥᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢࡶከᵝ࡞Ꮫၥⓗ⫼ᬒࢆ⫱ࡳࠊᅜ㝿ⓗࣂࣛࣥࢫឤぬࢆ㣴࠺ࡓ
ࡵࠊዪᛶࡢ♫㐍ฟࢆྵࢇࡔ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢⓎࡢ᪉ࠊ
◊✲⤌⧊ࡢᵓ⠏ㄢ㢟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡢ㛤Ⓨࠊ⏕⌮ࠊ
◊✲⌮බṇ◊✲࡞㛵ࡍࡿෆᐜࢆᩍᤵࡍࡿࠋ

ղ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ ཬࡧ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %
 Ꮫಟࡢᡂᯝࡣᚲࡎࡋࡶᐇ㦂࣭◊✲ࡢ⤖ᯝࡢࡳ࡛♧ࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋಟᚓࡋࡓ▱㆑ࢆࡉࡽⓎᒎࡉࡏ࡚ゎỴ⟇ࢆ⮬ࡽᶍ⣴ࡍࡿ⬟ຊࠊ◊✲ᡂᯝ
ࢆཱྀ㢌࣭᭩≀ࡼࡾࣉࣞࢮࣥࡋ㆟ㄽࡍࡿ୰ࡽゎỴ⟇ࢆぢฟࡍ⬟ຊࠊ⮬ࡽࡢ
◊✲♫ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄆ㆑ࡋࠊ♫ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡍࡿ⬟ຊࠊ◊✲ࡢྍ⬟ᛶ
㝈⏺ࢆぢᢤࡃ⬟ຊ࡞ࡣࠊᏛᑂᰝࡢࡳ࡛ࡣ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᏛ

ಟ⩦⇍ᗘࡢホ౯ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊ◊
✲ࣉࣟࢭࢫࠊ᪉ἲࠊࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊ㛵㐃ฟ∧≀ࠊᩍဨᩍ⫱ࠊཧຍࡋࡓ࢝
ࣥࣇࣞࣥࢫࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ◊✲ᐊෆ࠶ࡿ࠸ࡣ୧Ꮫෆ࡛ࡢඹྠసᴗࡢ⤒㐣ࠊ
୍⯡♫ࡢ㛵ࢃࡾࠊ⌮ⓗၥ㢟ࠊ࢟ࣕࣜᵓ⠏ࠊᣦᑟᩍဨࡢ㆟ㄽࠊ◊✲⟶
⌮㛵ࡍࡿసᴗࡢ  㡯┠ࡢグ㘓ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊẖᖺḟࠊ
ཪࡣᣦᑟᩍဨࡽᏛಟᡂᯝࡘ࠸࡚ᐈほⓗࠊࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ◊✲࠾
ࡅࡿᨵၿⅬࠊᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉➼ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾࠊࡼࡾ
㉁ࡢ㧗࠸Ꮫಟࠊ◊✲ࡘ࡞ࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡣྠᵝࡢ⛉┠ࡣ࡞ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࡢ≉Ⰽࢆ㚷ࡳᮏᑓᨷྲྀࡾධࢀࡓࠋ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
 ࡽ ࡢ  ⏝ ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ ࣝ ࣥ ࢻ  Ꮫ ࡢ ⮬ ᕫ ホ ౯ ࢩ ࢫ ࢸ ࣒ 0DKDUD
㸦KWWSVSRUWIROLRPHGOXVH㸧ࢆ⏝ࡋ࡚ཷㅮࡋࠊసᡂࡋࡓ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜ࡣཪࡣᣦᑟᩍဨᥦฟࡋᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋᏛ⏕ࡢᩍ⫱ᑐࡋ࡚୧Ꮫࡢ
࣭ᣦᑟᩍဨࡀྠ➼㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇࡽࠊᮏᏛࡢᣦᑟᩍဨࡀホ౯ࡍࡿࠕ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࣝࣥࢻᏛࡢᣦᑟᩍဨࡀホ౯ࡍࡿࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖ
ࢆタᐃࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧 ᤵᴗ⛉┠ࡢᴫせ
ձ ㅮ⩏⛉┠
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$ ⩌㸸
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡣࠊᅜ㝿ⓗ◊✲⤌⧊ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᡓ␎࣭ᡭἲ࣭
ᐇࢆᩍᤵࡍࡿࠋ
ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊ◊✲ࢆࢹࢨࣥࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗࢫ࡛࢟ࣝ
࠶ࡿᩥ⊩᳨⣴㛵ࡋ࡚ࠊ⏝ྍ⬟࡞ሗࣜࢯ࣮ࢫࡢᢕᥱά⏝ἲࡘ࠸࡚ᩍ
ᤵࡍࡿࠋ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖࡣࠊ་Ꮫ࣭་⒪◊✲࠾ࡅࡿ◊✲❧࣭ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱゎᯒࡢ㐣
⛬ᚲせ࡞⤫ィᏛࡢᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡲ࡛ࢆᩍᤵࡍࡿࠋ

% ⩌㸸
ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖࡣࠊᏛࡢ⤌⧊ࠊᵓᡂࠊ≉ᚩㄢ⛬ࡢヲ⣽
ࡘࡁᩍᤵࡍࡿࡶᏛ㝔࡛ࡢᏛಟࢆ⮬ࡽ⊂❧ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆᩍᤵࡍ
ࡿࠋ
ࠕ◊✲⌮ࠖࡣࠊ་Ꮫ࣭་⒪㛵ࡍࡿ◊✲⌮ࢆᩍᤵࡍࡿࠋ
ࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖࡣࠊ⮬ࡽࡢ◊✲⤒㐣࠶ࡿ࠸ࡣ㛵㐃ࡋࡓ◊✲⪅ࡢㄽᩥࢆࠊᣦᑟ
ᩍဨྥࡅ࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ᢏ⾡ࢆᩍᤵࡍࡿࠋ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖࡣࠊタᐃࡉࢀࡓ」ᩘࡢㅮ⩏ࡢ࠺ࡕ୍ࡘࢆ㑅ᢥࡋ࡚ཷㅮࡍࡿࠋࡓ
ࡔࡋᐇ㦂ື≀ࢆᢅ࠺ணᐃࡢᏛ⏕ࡣࠕ≉ูㅮ⩏㸦◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢື≀⛉Ꮫ◊✲㸧
ࠖ
ࡢ㑅ᢥࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ ᖺࡢ≉ูㅮ⩏ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
ࠕ≉ูㅮ⩏㸦་⒪⤫ィࡢࡉࡽ࡞ࡿᛂ⏝㸧ࠖࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏㸦◊✲ࡀࡶࡓࡽࡍ⤖ᯝ
ࢆ♫ᫎࡉࡏࡿ᪉ἲㄽ㸧ࠖࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏㸦ㄽᩥసᡂᢈホ࠾ࡅࡿ᪉ἲㄽ㸧
ࠖࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏㸦◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢື≀⛉Ꮫ◊✲㸧
ࠖ

ղ ₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠
 ₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠ࡣࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࠊ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࠊ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡽ࡞ࡿࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖཬࡧࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࡣࠊᏛ⏕⮬ࡽࡀᏛಟ≧ἣࢆ
ᢕᥱࡋࠊཪࡣᣦᑟᩍဨࡽᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉➼ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ

ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡣࠊ⮬ࡽࡢ௬ㄝᇶ࡙࠸ࡓ◊✲❧ࡽࠊᐇ㦂࣭ド᫂⮳ࡿ㐣
⛬࡛┤㠃ࡍࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ࣭ᣦᑟᩍဨ㆟ㄽࡋゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿ
ຊࢆ㣴࠺ࠋᏛ⏕ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ␗
࡞ࡿ⫼ᬒ࣭❧ሙ࠶ࡿ࣭ᣦᑟᩍဨࡽពぢࢆ⪺ࡁࠊ㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚ゎỴࡢ
㐨ࢆ᥈ࡿᑐᛂຊࢆ㣴࠺ࠋ
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ࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢᐇ㦂ᡭἲࡽ᭱᪂ࡢᐇ㦂ᡭἲ⮳ࡿࡲ࡛ᡭᢏⓗ࣭ᢏ
⾡ⓗᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢ◊✲┠ⓗ๎ࡋࡓᐇ㦂࣭◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡣࠊᮏᏛࣝࣥࢻᏛ࠾࠸࡚ࠊᇶ♏་Ꮫ㡿
ᇦ⮫ᗋ་Ꮫ㡿ᇦࡢ᪉ࡢ㡿ᇦࡽከᵝ࡞ᑓ㛛ศ㔝ࡢඛ➃་Ꮫࢆᩍᤵࡍࡿࡓ
ࡵࠊᖜᗈࡃ⛉┠ࢆタࡅࡓࠋ

㸦㸲㸧 ␃Ꮫᮇ㛫
 ཎ๎  ᖺḟࡢ  ࣨ᭶㛫㐃ᦠᏛ࠾࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ≉Ṧ࡞ᡭἲࢆせࡍ
ࡿᐇ㦂ࠊᅾඛࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ᐇ㦂ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ≉␗ᛶ㚷ࡳᅾᮇ
㛫ࡀ  ࣨ᭶௨ୖ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ㝖ࡋ࡞࠸ࠋᣦᑟᩍဨࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖࡘ
࠸࡚ᐇ㦂ᡂᯝࡢᡂᗘࢆ☜ㄆࡋࠊㅮ⩏⛉┠ࡢᒚಟィ⏬㏣ຍᐇ㦂ࡢᚲせᛶ࣭
ᮇࢆ຺ࡋࠊᅾᮇ㛫ᘏ㛗ࡢせᮃࢆྜྠ㐠Ⴀጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ᥦฟ
ࡍࡿࠋྠጤဨࡣࠊࡑࡢᚲせᛶ࣭ព⩏࣭ண

ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆ㆟ㄽࡋࡓୖ࡛ࠊィ⏬

ኚ᭦ࡢ㠀ࢆỴᐃࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊ␃Ꮫᮇ㛫ࡢୖ㝈ࡣ  ࣨ᭶ࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧 ◊✲ᣦᑟࡢ
 ࠼ࡤ⪁ᖺ་Ꮫᩍᐊ࡚ࣝࢶࣁ࣐࣮ࢆࢸ࣮࣐ࡋࠊ࠶ࡿ≀㉁ࡢ⾑୰
⃰ᗘໃ㐍⾜ࡢ㛵㐃㛵ࡍࡿ⮫ᗋ◊✲ࢆࡍࡿᏛ⏕ࡢሙྜࠊᣦᑟᩍဨࡣࠊ
ᖺḟணഛㄪᰝࡽ┠ⓗࡍࡿ≀㉁ࡢ⾑୰⃰ᗘࡢࡤࡽࡘࡁࢆồࡵࠊ᳨ドᚲ
せ࡞ࢧࣥࣉࣝᩘࢆぢ✚ࡶࡾࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ‽ഛࢆ
ᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ୍⯡ⓗ࡞Ⓨ⋡࠶ࡿ࠸ࡣㄪᰝᑐ㇟タ࡛ࡢᖹᆒⓗ࡞ཷデ
⪅ᩘࡽ  ࣨ᭶࡛ᚓࡽࢀࡿࢧࣥࣉࣝᩘࢆぢ✚ࡶࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ࢆỴᐃࡉࡏࡿࠋ
 ᖺḟ㐃ᦠᏛΏ⯟ࡋࡓᏛ⏕ᑐࡋࠊᣦᑟᩍဨࡣᮏㄪᰝࡢ㛤ጞࢆᣦ♧ࡍ
ࡿࠋ⮫ᗋሗ࣭⾑ᾮࢧࣥࣉࣝࡢ㞟ศᯒࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫⓏ㘓࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵ
ࣉㄪᰝࢆ⾜ࢃࡏࡿࠋィ⏬ࡋࡓᮇ㛫࡛ᚲせ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆ㞟ࡋࡓᚋࠊ ᖺḟ௨㝆
ᙜึᏛᡠࡗࡓᏛ⏕ᑐࡋࠊᣦᑟᩍဨࡣࢧࣥࣉࣝࡢศᯒ࣭ࢹ࣮ࢱゎᯒ࣭
⿵ຓⓗᐇ㦂࣭ㄽᩥసᡂࢆᣦᑟࡋࠊᅜ㝿ⓗ⛉Ꮫ㞧ㄅࡢᢞ✏ࢆᣦ♧ࡍࡿࠋ

㸦㸴㸧  ᅜ㛫࠾ࡅࡿᒚಟࡢ㓄៖
 ࣭ᣦᑟᩍဨࡼࡿ◊✲ᣦᑟຍ࠼ࠊ୧Ꮫ⨨ࡃㄪᩚᢸᙜᩍဨࡀᒚಟᣦ
ᑟ࣭◊✲⏕άࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࠊ ᅜ㛫࡛㛤ㅮࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛Ꮫ⏕ࡢᒚಟ
ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᑓᨷࡢᩍ⫱ㄢ⛬ྲྀࡾධࢀࡓࣝࣥࢻᏛࡢᚲಟ⛉┠ࡘ࠸࡚ࠊࣝࣥࢻᏛ
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࡛ࡢᅾ୰ࡍ࡚ࢆᒚಟࡍࡿࡇࡣᐇ㦂࣭◊✲ᑓᛕࡍࡿ㛫ࡀไ⣙ࡉࢀ
ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏᏛ୍࡛㒊ࡢ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡍࡿࡇࡋࡓ㸦3 ⾲㸰ཧ↷㸧
ࠋ

ࣝࣥࢻᏛᅾ୰ࡢᏛ⏕ࡀࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࢆᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
࠸ࡎࢀࡢᏛ࡛ẖᖺ⾜ࢃࢀࡿྜྠᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢㅮ₇ࢆࠊ༢ㄆᐃࡢ
ᑐ㇟ㅮ⩏タᐃࡋࡓ㸦3 ཧ↷㸧
ࠋ
 ᅇࡢΏ⯟࡛  ࣨ᭶㐃ᦠᏛᅾࡍࡿࡇࢆཎ๎ࡋࠊไᗘୖࠊ ࡍ
ࡿᅇᩘࡣ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸵㸧 Ꮫಟࡢホ౯ཬࡧ༢
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡣ  ᅇ  㛫ࡢㅮ⩏࡛ࠊ ᖺḟࡽ  ᖺḟࡲ
࡛  ᅇฟᖍࡋࠊ༢ࢆྲྀᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋẖᖺ  ᅇ௨ୖࡢㅮ⩏ࡀ
㛤タࡉࢀࡿࡀࠊྠࡌෆᐜࡢㅮ⩏ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺḟࡽ  ᖺḟࡲ࡛  ᅇ௨ୖ
ฟᖍࡋࡓሙྜࡶ  ᅇࡢฟᖍㅮ⩏ࡢࡳࢆ༢ㄆᐃࡢᑐ㇟ㅮ⩏ࡍࡿࠋฟᖍຍ
࠼ࠊ࣏࣮ࣞࢺ࠶ࡿ࠸ࡣࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢⓎ⾲≧ἣ➼ࡼࡾ⩦⇍ᗘࢆホ౯
ࡋࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡀ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊ ᪥  㛫ࡢㅮ⩏ࢆ  ᪥㛫Ώࡗ࡚⾜࠺ࠋ
ㅮ⩏ຍ࠼⮬ᕫᏛ⩦ࢆㄢࡋࠊ࣏࣮ࣞࢺ࡚ホ౯ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖ
ࡣ  ᪥ 㹼 㛫ࡢㅮ⩏ࢆ  ᪥㛫Ώࡗ࡚⾜࠺ࠋᏛ⏕ࡣ 6366ࠊ
6WDWDࠊSURJUDPV5 ࡞ࡢ་⒪⤫ィࢯࣇࢺࢆ⏝ࡋࠊㄢ㢟ࢆᏛಟࡍࡿࠋㄢ㢟ࣞ
࣏࣮ࢺ࡚ホ౯ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖࡣ  㛫ࡢㅮ⩏ࢆ  ᪥㛫⾜࠸ࠊ⮬ᕫᏛಟ
ඹྠసᴗࡀㄢࡉࢀࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺ࡚ホ౯ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕ◊✲⌮ࠖࡣ  㛫ࡢㅮ⩏ࢆ  ᪥㛫⾜࠺ࠋㅮ⩏୰ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢཧຍ≧ἣ࡚ホ౯ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖࡣ  㛫ࡢㅮ⩏ࢆ  ᪥㛫⾜࠺ࠋ ᅇࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊㄢ㢟࣏࣮ࣞ
ࢺࡼࡾホ౯ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖࡣ㑅ᢥࡋࡓㅮ⩏ࡼࡾࠊ␗࡞ࡿホ౯᪉ἲ࡛༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖཬࡧࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࡣẖᖺḟᮎᣦᑟᩍဨ࠶
ࡿ࠸ࡣᣦᑟᩍဨᏛಟ≧ἣࢆᥦ♧ࡋࠊ◊✲㐍ᤖ≧ἣࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋᏛ⏦ㄳ
๓๓㏙ࡢ  㡯┠㸦3 ཧ↷㸧ࡢ࠺ࡕホ౯ࢆཷࡅࡿࡁศ㔝ࢆ⮬ࡽ㑅ᢥ࣭ᥦ
♧ࡋࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡢᢎㄆࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏᏛࡢᣦᑟᩍဨࡀࠕ࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ $ࠖࢆࠊࣝࣥࢻᏛࡢᣦᑟᩍဨࡀࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࢆࡑࢀࡒࢀホ౯
ࡋࠊ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
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₇⩦࣭ᐇ⩦⛉┠ࡢࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡣ  㛫ࢆ  ༢ࡋࠊ
ࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡣ 
㛫ࢆ  ༢ࡍࡿࠋࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢⓎ⾲࣭ウㄽࠊᐇ㦂◊✲ࡢᐇࡘ࠸࡚ホ
౯ࡋࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡀ༢ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡶࠊᏛ⏕ࡢᏛಟ≧ἣࢆ࣭ᣦᑟᩍဨࡽࡢࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖ
ᇶ࡙ࡁᖺḟࡈྜྠ㐠Ⴀጤဨ㸦3 ཧ↷㸧࡛ᢕᥱࡋࠊᒚಟᣦᑟࠊ◊✲
ࡢ᪉ྥᛶࠊᥦ♧ࡍࡁᐇ㦂ࢹ࣮ࢱཬࡧ⤖ㄽࡢᑟࡁ᪉ᑐࡋຓゝࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸶㸧 ᪤タࡢᑓᨷࡢ㛵ಀ
 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉᪤タᑓᨷࡢࠕ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖࡣࠊࡘ࡚ࡣ  ᑓᨷศࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓከᵝ࡞་Ꮫ◊✲㡿ᇦࢆ⤫ྜࡋ࡚ࠊࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞་Ꮫ◊✲ᩍ⫱ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏᑓᨷࡣࠕ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖྠ➼ࡢᩍ⫱࣭◊✲ࣞ࣋ࣝࢆ☜ಖ
ࡍࡿࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡢ᪤タᑓᨷࠕྡྂᒇᏛ࣭ࢹ࣮ࣞࢻᏛᅜ㝿㐃ᦠ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖ
ࡣࠊᮏᏛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢࢹ࣮ࣞࢻᏛࡀඹྠ࡛タ⨨ࡋࡓᅜ㝿㐃ᦠᩍ⫱
ㄢ⛬࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࣞࢻᏛࡣ᪂㝔ేタࡋ࡚᪂タࡉࢀࡓ◊✲タࠕ6$+05,ࠖ
ࢆ୰ᚰࡋࡓ⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡾࠊࢹ࣮ࣞࢻᏛࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿࢺࣛ
ࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢᡭἲࢆᏛࡪᶵࢆᏛ⏕ඹྠ◊✲⪅࠼ࡿ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢᑐࡋࠊࣝࣥࢻᏛࡣࢯ࣮ࢩࣕࣝ ,' ࢆ⏝ࡋࡓ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᅜෆ
୍ᣓ⟶⌮ࡼࡿ ,&7 ࡼࡾࠊࢥ࣮࣍ࢺ◊✲ࡸࠊ་⒪ಖ㝤ไᗘࡢ◊✲ࡀ┒ࢇ
࡛࠶ࡾࠊ⚟♴ࡸ♫Ꮫⓗ◊✲ࡀ≉Ⰽࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣝࣥࢻᏛ㞄᥋ࡍࡿࢧ࢚ࣥࢫࣃ࣮ࢡࠕ,GHRQ࡛ࠖࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࢆ୰ᚰᵝࠎ࡞ᅜ⡠ࡢከᵝ࡞ᩥⓗ⫼ᬒࢆᣢࡗࡓ␃Ꮫ⏕࣭◊✲⪅ࡽࡼࡗ࡚
άⓎ࡞◊✲άືࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍᪉ࠊ⏘ᴗ㞟✚ᆅ❧ᆅࡍࡿᮏᏛࡶࠊ
ࢪࢆ୰ᚰከࡃࡢ␃Ꮫ⏕࣭◊✲⪅ࡀᏑᅾࡋࠊ᪉ࡢᏛ⏕ࡣከᵝ࡞ᩥ┤
ゐࢀࡿᶵࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᮏᑓᨷࡢᏛ⏕ࡣࢪ࣮ࣚࣟࢵࣃ
᪉ࡢᩥࢆ⌮ゎࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫឤぬࡀᾰ㣴ࡉࢀࡿࠋ

㸳 ᩍဨ⤌⧊ࡢ⦅ᡂࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ≉Ⰽ 
 ᮏᑓᨷࡢᑓ௵ᩍဨࡋ࡚ࠊᮏᏛࡽᇶ♏་Ꮫ㡿ᇦ  ྡ㸦ᩍᤵ  ྡࠊᩍᤵ 
ྡ㸧ࠊ⮫ᗋ་Ꮫ㡿ᇦ  ྡ㸦ᩍᤵ  ྡࠊᩍᤵ  ྡࠊㅮᖌ  ྡ㸧ࡀཧ⏬ࡍࡿࠋᩍဨ
ࡢᖺ㱋ᵓᡂࡣࠊ ௦  ྡࠊ ௦  ྡࠊ ௦  ྡࠊ ௦  ྡ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ࠾
ࡅࡿᩍဨࡢᐃᖺࡣ‶  ṓ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᐃᖺࢆᘏ㛗ࡍࡿᩍဨࡣ࠸࡞࠸ࠋཧ⏬ࡍࡿ
ᩍဨࡢ୰ࡣࠊᮏᏛࡢ≉㛗ⓗ࡞◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿ⚄⤒ᝈ⭘⒆ࡢ⼥ྜศ㔝࠾ࡅ
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ࡿୡ⏺᭱ඛ➃◊✲ࡢᑓ㛛ᐙࠊㆤࣟ࣎ࢵࢺࡸ་⒪ᢏ⾡ಟᚓࡢࡓࡵࡢᶵჾ㛤Ⓨ࡞
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ་ᕤ㐃ᦠ◊✲ࡢᑓ㛛ᐙࠊྡྂᒇᏛࢪࢧࢸࣛࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫ
Ꮫ㝔㐃ᦠࡋࡓࠕࢪㅖᅜࡢᅜᐙ୰ᯡேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡼࡿࢪࡢ་
Ꮫᩍ⫱ᒎ㛤ࡢᑓ㛛ᐙࡀྵࡲࢀࠊᮏᏛࡢᙉࡳࢆάࡋࡓᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊࣝࣥࢻᏛࡽࡣᇶ♏་Ꮫ㡿ᇦ 3UH FOLQLFDOUHVHDUFKHUV  ྡ㸦ᩍᤵ
 ྡࠊᩍᤵ  ྡ㸧
ࠊ⮫ᗋ㡿ᇦ &OLQLFDOUHVHDUFKHUV  ྡ㸦ᩍᤵ  ྡࠊᩍᤵ
 ྡ㸧ࠊࡑࡢ㡿ᇦࡢᩍဨࡋ࡚  ྡ㸦ᩍᤵ  ྡࠊᩍᤵ  ྡࠊㅮᖌ  ྡ㸧ࡀཧ⏬
ࡍࡿࠋࡇࡢ୰ࡣࣝࣥࢻᏛࡢ≉㛗ⓗ࡞◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿ♫⚟♴ᅜᐙయไࡢ⥔ᣢ
㛵㐃ࡋࡓ་⒪♫ಖ㝤ไᗘࡢᑓ㛛ᐙࠊH+HDOWK ࡋ࡚ᅜෆ⤫୍ࡢಶே 6RFLDO,'
ࢆᇶฎ᪉ࡉࢀࡿ⸆ࡢ୍ඖ⟶⌮ࡸᝈ⪅ሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ά⏝ࡢᑓ㛛ᐙࡀྵࡲࢀࠊ
ࣝࣥࢻᏛࡢᙉࡳࢆάࡋࡓᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୧Ꮫࡶ་ᖌ㣴ᡂࢆ⾜࠺
ࡶデ⒪⛉ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㝃ᒓ㝔ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡽࡰࡍ࡚ࡢ་
Ꮫ◊✲㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᑓ௵ᩍဨࡀᮏᏛࣝࣥࢻᏛࡑࢀࡒࢀࡽཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᑓᨷࡀᏛ⏕ࡢᩍ⫱᭷ຠᶵ⬟ࡋࠊࡲࡓࠊࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜᤵ┦ᛂ
ࡋ࠸ᩍ⫱࣭◊✲ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ୧Ꮫࡢ◊✲ᣦᑟࡀ༑ศ┦⿵ⓗ࡛༢⊂ࡢᏛ㝔
ᅾ⡠࡛ࡣཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠊᮇ㛫ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡓ㐃ᦠᏛ࡛ࡢᅾ࠾
࠸࡚༑ศ࡞ᩍ⫱࣭◊✲ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿᩍဨ⤌⧊ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋ
 ᑓᨷ㛗ࡣࠊᑓᨷ㛗ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸◊✲Ṕࠊ୧Ꮫ㛫ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺⬟ຊࠊᑓᨷෆࡢ
Ꮫ⏕ᣦᑟᑐࡍࡿ༑ศ࡞⤒㦂➼ࢆホ౯ࡋࠊ௵ࡉࢀࡿࠋᑓᨷ㛗ࡣࠊᮏᑓᨷෆࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᏛ⏕ࡢᣦᑟࠊᏛ⏕ເ㞟ࠊࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆྵࡵࡓ㐠Ⴀయࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
 ࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᩍ⫱◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ୧Ꮫᣦᑟᩍဨ௨እᏛ⏕ࡢᏛ⩦
◊✲άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㐠Ⴀᩍဨࡋ࡚ㄪᩚᢸᙜᩍဨ㸦3 ཧ↷㸧ࢆ⨨ࡃࠋㄪᩚᢸ
ᙜᩍဨࡣ㧗ᗘ࡞◊✲⤒㦂ࢆᣢࡘᩍဨ࡛࠶ࡿࠋ୧Ꮫࡢㄪᩚᢸᙜᩍဨࡣࠊ୧Ꮫ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱◊✲ࢆ⢭ᰝ࣭⇍▱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮏᑓᨷࡢධᏛࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕
ࡢ◊✲ᐊࡢ㑅ᢥࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ୖࡢၥ㢟ࡸࠊ⩦័ࡸᩥⓗ࡞⫼
ᬒࡽ㉳ࡁࡿ⏕ά㠃ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋࠊᏛ⏕ࡀ  ᅜ㛫ࢆ⛣ືࡋ࡚ࡶ↓⌮ࡢ࡞࠸Ꮫಟ࣭
◊✲ィ⏬ࡀ❧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࠋࡉࡽࠊ୧ᏛࡢᏛ⏕ࡢὶࢆ㏻ࡋ࡚ඹྠ
◊✲άືࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾࠊᏛ⏕⫱ᡂࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ᇶ┙ࢆᙉࡍࡿࠋㄪᩚᑓᛕ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊົࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡋࠊ㏻ಙタഛࡸゝㄒᑐࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆྵࡵࡓᨭ
యไࢆᩚ࠼ࡿࠋ
 ᮏᑓᨷࡢᐜᐃဨࡣ᪤タᑓᨷ࡛࠶ࡿ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࡢᐜᐃဨࡢෆᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᩍဨ㐣ᗘࡢ㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡿࡇ࡞ࡃᩍ⫱࣭◊✲ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿࠋ
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㸴 ᩍ⫱᪉ἲࠊᒚಟᣦᑟࠊ◊✲ᣦᑟࡢ᪉ἲཬࡧಟせ௳
㸦㸯㸧 ᩍ⫱᪉ἲ 
 ᤵᴗཬࡧ㓄㈨ᩱ࡛⏝ࡍࡿඹ㏻ゝㄒࡣࠊᅜ㝿㏻⏝ᛶࡢ࠶ࡿⱥㄒࢆ⏝ࡋࠊ
᪥ᮏㄒ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥㄒࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶᒚಟྍ⬟࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡍࡿࠋㅮ⩏ෆᐜࡘ࠸࡚࣭ᣦᑟᩍဨࡀ⥭ᐦ࡞㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊᮏᑓᨷ
ࡢタ❧ࡢព⩏ἢࡗࡓ୍ᅜ࡛ࡣᡂࡋᚓ࡞࠸ᅜ㝿ⓗ࡞་Ꮫศ㔝ࡢᩍ⫱࣭◊✲ࢆ
⾜࠺ࠋཎ๎  ᖺḟࡢ  ࣨ᭶ࢆ㐃ᦠᏛᅾࡋᅜ㝿ⓗ⤒㦂ࢆ✚ࡴ⣲ᆅࡋ࡚
࠸ࡿࠋᾏእᏛࡢᅜ㝿㐃ᦠᩍ⫱ㄢ⛬࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ
ࡣࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆࡣࡌࡵࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡸࢫ࢝ࣉ➼ࢆά⏝
ࡋࠊᮏᏛࣝࣥࢻᏛࡢࡑࢀࡒࢀࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ྠࡘ᪉ྥᤵᴗࢆ⾜
࠸ࠊ◊✲ᣦᑟ࣭◊✲ᡴྜࡏࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡼࡾࠊ୧Ꮫ㛫ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࢆᇙࡵ
࡚ᩍ⫱࣭◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣᮏ
Ꮫ࠾࠸࡚ࡣ་Ꮫ⣔◊✲⛉ᇶ♏◊✲Ჷ➨  ㅮ⩏ᐊࢆ⏝ࡋࠊࣝࣥࢻᏛ࠾
࠸࡚ࡣ୰ኸど⫈ぬᐊࢆ⏝ࡍࡿࠋᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣ୧Ꮫࡑࢀࡒࢀࡢㅮ⩏
ᢸᙜᩍဨࡀ❧ࡕ࠸ࠊඹྠ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊᮏᏛࡣࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥ
ࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋࡓᾏእࡢ◊✲⪅ࡢ㐃ᦠㅮ⩏ࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢱ
ࡢࣂࣥࢥࢡ㝔୰⥅ࡋࣇࢪࢩ࣐ࣕࣥࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥࡸ࣓ࢹ࢝ࣝࢶ࣮ࣜ
ࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࠊࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛࢼᕞ❧Ꮫ୰⥅ࡋᏛ㝔⏕ྥࡅࡢ་
ᕤ㐃ᦠᏛ㛵ࡍࡿ≉ㄽㅮ⩏ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧 ᏛಟࡢᡂᯝཬࡧᏛㄽᩥಀࡿホ౯ࡢᇶᮏ᪉㔪
 ᅾᏛᮇ㛫୰ࡢྛᏛ⏕ࡢᏛಟ≧ἣࡣࠊ◊✲ᣦᑟࡢ⤒㐣ࡶࠊᖺḟࡈ
ᣦᑟᩍဨࡶࡋࡃࡣᣦᑟᩍဨࡀࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖࡋ࡚సᡂࡋࠊྜྠ㐠Ⴀጤ
ဨ㸦3 ཧ↷㸧ሗ࿌ࡍࡿࠋ ᖺḟᮎࡣࠕ+DOIWLPHUHYLHZࠖࡋ࡚ྠጤ
ဨᏛእࡽ  ྡࡢእ㒊ホ౯⪅ࡀᏛಟ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࠋྠጤဨࡣࠕ◊✲ᣦ
ᑟሗ࿌᭩ࠖࢆࡶᏛಟ≧ἣࢆᐈほⓗホ౯ࡍࡿࠋ
ᏛㄽᩥࡢᑂᰝࡣࠕᏛእࡽࡢ  ྡࡢእ㒊ᑂᰝጤဨࢆྵࡵࡓྜྠᏛᑂᰝ
ጤဨ㸦3 ཧ↷㸧
ࠖཬࡧࠕᰝㄞࡢ࠶ࡿᅜ㝿ㄅࡢㄽᩥᥖ㍕ࠖࡼࡾࠊホ౯ࡢ
㏱᫂ᛶࡸᐈほᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱ༤ኈࡢᏛᤵಀࡿㄽᩥࡢෆᐜࡢせ
᪨ཬࡧㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ⏝ࡼࡾබ⾲ࡍࡿࡶ
ࠊᙜヱ༤ኈࡢᏛࢆᤵࡉࢀࡓ᪥ࡽ  ᖺ௨ෆࠊᙜヱ༤ኈࡢᏛࡢᤵ
ಀࡿㄽᩥࡢᩥࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
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㸦㸱㸧 ᒚಟᣦᑟ
 ᮏᑓᨷ࡛㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖ
ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖ
ࠕ◊✲⌮ࠖ
ࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖ
ࠕ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࡣᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖ
ࠕࢭ࣑
ࢼ࣮ࠖ
ࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡀ㑅ᢥᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋᒚಟ⛉┠ᮇࡣࠊᣦᑟᩍဨ
ᣦᑟᩍဨࡀᙜヱᏛ⏕㠃ㄯࡋࠊᏛ⏕ࡢ≉ᛶࡸ◊✲ࡢィ⏬ࢆ⪃៖ࡋ࡚⟇ᐃࡉ
ࢀࡿࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQ㸦3 ཧ↷㸧ࠖᇶ࡙࠸࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ
᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡣࠊ㸯㹼㸱ᖺḟ㏻ᖺ࡛ẖᖺ  ᅇ㛤ㅮࡉࢀࡿㅮ⩏࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ↓⌮ࡢ࡞࠸Ꮫಟィ⏬࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿ㸦3 ཧ↷㸧ࠋᇶ┙࡞ࡿ་Ꮫᅛ
᭷ࡢ▱㆑ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡿᏛ⏕ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ♏⛉┠ࡋ࡚᪤タ
ᑓᨷ㸦⥲ྜ་Ꮫᑓᨷ㸧࡛㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᇶ┙་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠊ
ࠕᇶ┙་⛉Ꮫᐇ⩦ࠖ
࡞ࡢᒚಟࢆᣦᑟࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᇶ♏⛉┠ࡣಟせ௳ࡢᑐ㇟⛉┠࡛ࡣ
࡞ࡃࠊಟᚲせ࡞༢ࡣྵࡵ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྛࢭ࣑ࢼ࣮ࡸྛᐇ㦂◊✲࠾࠸
࡚ࡶࡇࡢⅬ㓄៖ࡋࠊㄢ⛬ಟࡣ㧗ᗘࡘᅜ㝿ⓗ㏻⏝ࡍࡿ་Ꮫ◊✲
ᚲせ࡞▱㆑ᢏ⾡ࡀ༑ศഛࢃࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋලయⓗ࡞ධᏛ⪅ಟᚋࡢ㐍
㊰ࡋ࡚ࠊᮏᏛᣦᑟᩍဨࡀ࠸ࡿࠕ⚄⤒⛉ᏛࠖࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࡢᒚಟࣔࢹࣝ
ࢆῧࡍࡿ࠙㈨ᩱ㸰ࠚ
ࠋ ᖺḟࡣᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠊ
ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\
3ODQࠖᚑ࠸࡞ࡀࡽࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࠊ
ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࠊ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖࠊ
ࠕ⚄⤒ෆ⛉Ꮫࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࠊ
ࠕ⚄⤒ෆ⛉Ꮫᐇ㦂◊✲ࠖࢆᒚಟࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊ◊✲⤒㦂ࡢὸ࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏛ㝔࡛ࡢᏛಟࡢᇶ♏ཬࡧᑓ
ᨷศ㔝ࡢᇶᮏⓗ▱㆑ࡸᐇ㦂ᡭἲ࡞ࢆಟᚓࡋࠊࣝࣥࢻᏛ࡛ࡢᒚಟ᭷ᶵⓗ
ࡘ࡞ࡆࠊᐇࡾከ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡇࢆᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺḟࡣࠊᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠊࣝࣥࢻᏛ࡛ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖ
ᚑ࠸࡞ࡀࡽࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠊ
ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖࠊ
ࠕ◊
✲⌮ࠖ
ࠊ
ࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖ
ࠊ
ࠕ⮫ᗋ་Ꮫᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࠊ
ࠕ⮫ᗋ་Ꮫᅜ㝿
ᐇ㦂◊✲ࠖࢆᒚಟࡍࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮫ᗋⓗ࡞ഃ㠃ࡶྵࡵࡓ◊✲᪉ἲࠊど
Ⅼࡢ⨨ࡁ᪉࡞ࢆᏛࡪྠࠊእᅜࡢ◊✲ᐊ࡛ᐇ㝿⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ◊✲࣭㐠
Ⴀ࣭࣓ࣥࢱࣜࢸ࣮࡞ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ᪥ᖖⓗⱥㄒ࡛ヰ࣭㆟ㄽࡍࡿࡇ
ࡣࠊᅜ㝿ⓗឤぬ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆᇵ࠺⤯ዲࡢᶵ࡞ࡿࠋ
 ᖺḟࡣᮏᏛᡠࡾࠊ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜࠸ࠊㄽᩥసᡂࡢ
‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ
 ᖺḟࡣ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘᏛㄽᩥࢆࡲࡵᢞ✏ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾඃࢀࡓ⚄
⤒⛉Ꮫ◊✲⪅ࡀ㣴ᡂࡉࢀࡿࠋ
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 ࣝࣥࢻᏛᣦᑟᩍဨࡀ࠸ࡿࠕศᏊ⏕≀ᏛࠖࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࡢᒚಟࣔࢹࣝ
ࢆῧࡍࡿ࠙㈨ᩱ㸱ࠚ
ࠋ ᖺḟࡣᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠕ,QGLYLGXDO 6WXG\
3ODQࠖᚑ࠸࡞ࡀࡽࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖࠊ
ࠕ◊✲⌮ࠖ
ࠊ
ࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖ
ࠊ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖ
ࠊ
ࠕ⮫ᗋ་Ꮫᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࠊ
ࠕ⮫ᗋ་Ꮫᅜ㝿ᐇ㦂◊✲ࠖࢆᒚಟࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾᑓᨷศ㔝ࡢᇶᮏⓗ▱㆑ࡸᐇ㦂ᡭἲ࡞ࢆᏛࡧࠊᮏᏛ࡛ࡢᒚಟ᭷
ᶵⓗࡘ࡞ࡆࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡣ  ᖺḟࡽ  ᖺḟࡲ࡛
ࡢ㛫࡛ᒚಟࡍࡿࠋ
 ᖺḟࡣᮏᏛ࡛ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠊ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖࠊ
ࠕศᏊ⏕≀Ꮫࢭ
࣑ࢼ࣮ࠖ
ࠊ
ࠕศᏊ⏕≀Ꮫᐇ㦂◊✲ࠖࢆᒚಟࡋࠊᇶ♏་Ꮫⓗ◊✲ἲࠊ◊✲ᡓ␎࡞
ࢆᏛࡪྠࠊእᅜࡢ◊✲ᐊ࡛ᐇ㝿ືࡃ◊✲࣭㐠Ⴀ࣭ᩥ࡞ࡘ࠸࡚⌮
ゎࡍࡿࠋ ᖺḟ࣭ ᖺḟࡣࣝࣥࢻᏛᡠࡗ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡢ
༠ຊࢆ௮ࡂࠊᏛㄽᩥࢆࡲࡵᢞ✏ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾᅜ㝿ⓗά㌍ࡍࡿศᏊ⏕
≀Ꮫ◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡢᒚಟࣔࢹࣝ࠾࠸࡚ࡶࠊ ᖺḟࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࡲࡓࡣࠕ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࡢཷㅮࢆ㛤ጞࡋࠊ◊✲άືࡸಟᚓࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡘ࠸࡚ࡢ
グ㘓ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊẖᖺḟࠊཪࡣᣦᑟᩍဨࡽᏛಟ
ᡂᯝࡘ࠸࡚ᐈほⓗࠊࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ◊✲࠾ࡅࡿᨵၿⅬࠊᚋࡢ◊✲ࡢ㐍
ࡵ᪉➼ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫಟࠊ◊✲ࡘ࡞ࡆࡿࠋ

 
㸦㸲㸧 ◊✲ᣦᑟ᪉ἲ 
 ୍ேࡢᏛ⏕ࡘࡁࠊ୧Ꮫ㛫ࡢඹྠ◊✲ࢆᇶ┙ࡋࠊᙜึᏛࡽᣦᑟᩍ
ဨࠊ㐃ᦠᏛࡽᣦᑟᩍဨࢆ㑅ฟࡍࡿࠋ࣭ᣦᑟᩍဨࡣඹᏛ⏕ࡢᣦᑟ
ྠ➼ࡢ㈐௵ࢆᣢࡘࠋ ᖺḟࡢᏛ⏕ࡣᚲࡎᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿ
ࡢ࡛ࠊᣦᑟᩍဨࡣᇶ♏ⓗ࡞◊✲▱㆑࣭ᢏ⾡࣭⌮ࢆᩍ࠼ࡿᙺࢆᢸ࠺ࠋᣦ
ᑟᩍဨࡣᣦᑟᩍဨࡢ༠㆟࣭ྜពࡢୗࠊᙜึᏛ࡛ࡢ◊✲ࡢ┦⿵ᛶ␃ព
ࡋࠊ◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ࣭ᣦᑟᩍဨࡣࠊࢸࣞࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࠊࢫ࢝ࣉ࡞
ࢆ⏝࠸࡚༠㆟ࡋࠊẖᖺḟᮎࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖࢆసᡂࡋࠊ㝶ࠊᏛ⏕ࡢ◊
✲㐍ᤖࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ ᖺḟᮎࡣ  ྡࡢእ㒊ホ౯ጤဨࢆྵࡵࠕ+DOIWLPH
UHYLHZࠖࢆ⾜࠸ࠊᏛಟ≧ἣࢆᐈほⓗホ౯ࡍࡿࠋ
ࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖࡣࠊྜྠ
㐠Ⴀጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ᥦฟࡉࢀࠊྠጤဨࡣᏛ⏕ࡢ◊✲㐍ᤖࢆᢕᥱࡋࠊ
ᚲせᛂࡌ࡚࣭ᣦᑟᩍဨࡢ◊✲ᣦᑟຓゝࢆ࠼ࡿࠋ
 ࣭ᣦᑟᩍဨࡣࢭ࣑ࢼ࣮ᐇ㦂◊✲ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ࠼ࡤࠊᮏᏛᣦᑟᩍ
ဨࡀ࠾ࡾࠊࣝࣥࢻᏛ  ࣨ᭶௨ୖᅾ◊✲ࡍࡿᏛ⏕ࡢሙྜࠊᮏᏛࡢ◊✲ᐊ
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࡛ᑓ㛛ࡍࡿศ㔝ࡘ࠸࡚ᣦᑟᩍဨࡽࢭ࣑ࢼ࣮ᐇ㦂◊✲ࡢᣦᑟࢆཷࡅ
ࡿࡀࠊࣝࣥࢻᏛ࠾࠸࡚ᮏᏛࡢࡑࢀ㔜࡞ࡾࡘࡘࡶ⿵ⓗ࡛࠶ࡿ◊✲ศ㔝
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋࣝࣥࢻᏛࡢᣦᑟᩍဨࡣᏛ⏕ࡀ㑅ᢥࡋࡓ◊✲ศ㔝ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ
ᐇ㦂◊✲ࡢᩍ⫱ࢆࡍࠋࡲࡓࠊ୧Ꮫࡢㄪᩚᢸᙜᩍဨ㸦3 ཧ↷㸧ࡣࠊᏛ⏕ࡢ
Ꮫ⩦◊✲άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋ
 ◊✲ᣦᑟࡢලయࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࡿ≀㉁ࡀᝈࡢⓎ࠼ࡿᙳ㡪ࠖࢆࢸ࣮࣐
タᐃࡋࡓሙྜࠊࣝࣥࢻᏛ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓື≀ࣔࢹࣝࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ≀㉁
ࡢᭀ㟢⩌㠀ᭀ㟢⩌ࢆ⏝࠸ࡓᑐ㇟⮚ჾ࡛ࡢ⌮ᏛⓗኚࡀࠊᮏᏛ࡛Ⓨぢࡉࢀ
ࡓᭀ㟢Ⓨ⌧ࡍࡿ㛵㐃ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢྠᐃࢆ⾜ࡗ࡚ࡶᮇᚅࡉࢀࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ࡛࣭ᣦᑟᩍဨ㆟ㄽࡋࡓୖ࡛ḟ㐍ࡴࡁ᪉
ྥࢆ᥈ࡿࠋ≀㉁ࡢᢞ⤒㊰࣭ᢞ⃰ᗘ࣭ᢞ㛫ࢆኚ࠼ࡿࠊ㐺ษᭀ㟢ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢࢆ᳨ドࡍࡿࠊࢱࣥࣃࢡ㉁࡛࡞ࡃ 51$ ࡛ࣞ࣋ࣝࡢⓎ⌧ࢆࡳࡿࠊࢱࣥࣃࢡ
㉁ࡢ㓝⣲άᛶࢆࡳࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣື≀ࣔࢹࣝࢆኚ࠼ࡿࠊື≀ࣔࢹ࡛ࣝࡣ࡞ࡃ⮫ᗋ
⤫ィᏛᡭἲッ࠼ࡿ࡞ࠊ㆟ㄽࡢ୰࡛⏕ࡲࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿ㑅ᢥ⫥ࢆิᣲࡋࠊࡢ
᪉ἲࡀồࡵࡿ┿ᐇࡼࡾ㏆࡙ࡅࡿࡢࠊ⮬ࡽࡢຊ㔞ࣝࣥࢻᏛᮏᏛࡢᙜ
ヱ◊✲ᐊ࡛ྍ⬟࡞ศᯒ᪉ἲ࡞↷ࡽࡋࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶᐇࡢᅔ㞴ࡉࢆ᳨ウ
ࡋࠊࡘ᳨ドࡿ㛫㈝⏝࡞ࡶྵࡵࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠊ
ᚋࡢ◊✲ᡭἲࢆỴᐃࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧 ಟせ௳ 
 ࣝࣥࢻᏛࡢ༠㆟࡛ྜពࡋࡓࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ

ࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮
 ᶆ‽ಟᴗᖺ㝈௨ୖᅾᏛࡋࠊᚲせ࡞◊✲ᣦᑟࢆཷࡅࠊᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡋࠊ㣴
ᡂࡍࡿேᮦീࠕ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶᏛ㆑ࢆഛ࠼ࠊゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࢹࢨࣥຊ
ᐩࡳࠊ␗࡞ࡿᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᅜ㝿ᛶࢆഛ࠼ࠊᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ་
Ꮫே㢮ࡢ⚟♴ࡢⓎᒎ✚ᴟⓗ㈉⊩࡛ࡁࡿேᮦࠖࢆయ⌧ࡋࠊᏛㄽᩥࡢㄽᩥ
ᑂᰝཬࡧ᭱⤊ヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓᏛ⏕Ꮫࢆᤵࡍࡿࠋ

 ࡇࡢࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᮏᑓᨷࡢಟせ௳ࡣࠊ௨ୗࡍ࡚ࢆ‶
ࡓࡍࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᖺ௨ୖᅾ⡠ࡍࡿࡇࠋ
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࣭ ࣨ᭶௨ୖ㐃ᦠᏛ࡛◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
࣭ ༢௨ୖࢆಟᚓࡍࡿࡇࠋ
࣭+DOIWLPHUHYLHZ ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
࣭Ꮫㄽᩥࡢᑂᰝཬࡧ᭱⤊ヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊᏛㄽᩥࡣᰝㄞࡢ࠶ࡿ
ᅜ㝿ㄅᥖ㍕ࡀỴᐃࡋࡓㄽᩥ  ᮏ௨ୖ㸦࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ  ᮏࡣⴭ⪅ࠊࡶ࠺
 ᮏࡣඹⴭ⪅࡛ࡶྍ㸧ࠊ㐍⾜୰ࡢ◊✲ㄢ㢟࠶ࡿ࠸ࡣᑗ᮶ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ♧
ࡍࡶࡢࡋ࡚ࠊసᡂ୰࠶ࡿ࠸ࡣᢞ✏ࡋࡓࡶࡢࡢᥖ㍕ࡀỴᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ㄽᩥ 
ᮏ௨ୖࡢィ  ᮏ௨ୖࡢㄽᩥࡍࡿࠋ௨ୖࡢㄽᩥ  ᮏࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣ࠸㛵㐃
ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ࡇࡢಟせ௳ࡣ௨ୗࡢ᪉ࡢᏛࡢಟせ௳ࢆ‶ࡓࡍࠋ

ࠝྡྂᒇᏛࠞ
࣭ ᖺ௨ୖᅾ⡠ࡋࠊ ༢௨ୖಟᚓࡍࡿࡇࠋ
࣭ⴭ⪅ࡋ࡚ᰝㄞࡢ࠶ࡿᅜ㝿ㄅᥖ㍕ࡀỴᐃࡋࡓㄽᩥ  ᮏ௨ୖࢆᏛㄽᩥ
ࡋ࡚ㄽᩥᑂᰝཬࡧ᭱⤊ヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿࡇࠋ

ࠝࣝࣥࢻᏛࠞ
㸦㈨ᩱ㸲㸧
࣭ ᖺ௨ୖᅾ⡠ࡋࠊᚲಟ⛉┠  ༢㸦(&76㸧ࢆಟᚓࡍࡿࡇࠋ
࣭ᚲಟ⛉┠௨እᑓᨷࡈᚲせ࡞⛉┠ࢆಟᚓࡍࡿࡇࠋͤᮏᑓᨷ࠾࠸࡚ࡣ
$ ⩌ࠕᅜ㝿㐃ᦠ་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ࠕᐇ㦂◊✲ࠖࠊ% ⩌ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ࠕᐇ㦂
◊✲ࠖࡀࡇࢀ┦ᙜࡍࡿࠋ
࣭+DOIWLPHUHYLHZ ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
࣭Ꮫㄽᩥࡢᑂᰝཬࡧ᭱⤊ヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊᏛㄽᩥࡣᰝㄞࡢ࠶ࡿ
ᅜ㝿ㄅᥖ㍕ࡀỴᐃࡋࡓㄽᩥ  ᮏ௨ୖ㸦࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ  ᮏࡣⴭ⪅ࠊࡶ࠺
 ᮏࡣඹⴭ⪅࡛ࡶྍ㸧ࠊ㐍⾜୰ࡢ◊✲ㄢ㢟࠶ࡿ࠸ࡣᑗ᮶ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ♧
ࡍࡶࡢࡋ࡚ࠊసᡂ୰࠶ࡿ࠸ࡣᢞ✏ࡋࡓࡶࡢࡢᥖ㍕ࡀỴᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ㄽᩥ 
ᮏ௨ୖࡢィ  ᮏ௨ୖࡢㄽᩥࡍࡿࠋ௨ୖࡢㄽᩥ  ᮏࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣ࠸㛵㐃
ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

࡞࠾ࠊࣝࣥࢻᏛ࠾ࡅࡿ ༢ (&76 ࡣ ࠥ 㛫ࡢᏛಟ┦ᙜࡋࠊᮏ
Ꮫ࠾ࡅࡿ  ༢ࡣ  㛫┦ᙜࡍࡿࡇࡽࠊ(&76  ༢ࡋ࡚
⟬ࡋࡓ㸦3 ⾲㸱ཧ↷㸧ࠋ
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㸦⾲㸱 ಟᚲせ࡞⛉┠࣭༢㸧
ྡྂᒇᏛ་
㛤タᏛ

ᮏᑓᨷಟᚲせ࡞⛉┠࣭༢

Ꮫ⣔◊✲⛉ಟ
ᚲせ࡞༢
ᩘ

ྡྂᒇᏛ

༢



་Ꮫ㒊ಟ
ᚲせ࡞⛉
┠࣭༢
㸦(&76㸧

ᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽ㸦 ༢㸧



⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦 ༢㸧



ᛂ⏝⤫ィᏛ㸦 ༢㸧



࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $㸦 ༢㸧



ࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ༢㸧



ᐇ㦂◊✲㸦 ༢㸧





ࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫ㸦 ༢㸧
ࣝࣥࢻᏛ

༢



ࣝࣥࢻᏛ





◊✲⌮㸦 ༢㸧



ཱྀ㢌ఏ㐩㸦 ༢㸧



≉ูㅮ⩏㸦 ༢㸧



࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜%㸦 ༢㸧



ࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ༢㸧



ᐇ㦂◊✲㸦 ༢㸧





ィ  ༢

 ༢

(&76


࡞࠾ࠊࣝࣥࢻᏛࡀ⨨ࢀࡿࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠾ࡅࡿἲ௧ୖࡢࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹ
ࢢ࣮ࣜࡢಟせ௳ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐙ࡍࡿࡇࠋ
࣭ྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀᏛࡘࡁᑂ㆟ࡍࡿࡇࠋ
࣭ࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜࡢಟせ௳ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢಟせ௳
ྠ➼࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜࢆᐇࡍࡿእᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ㧗
➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡇࠋ
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㸦㸴㸧 ㄽᩥᑂᰝࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࠙㈨ᩱ㸳ࠚ
ձ ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖ❧ 
 ୧Ꮫ㛫ࡢඹྠ◊✲ࢆᇶ┙ࡋࠊᏛ⏕࣭ᣦᑟᩍဨࡀ୧ㄪᩚᢸᙜᩍ
ဨ㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊᒚಟィ⏬ࠊᅾᏛᮇ㛫୰ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡸ┠ᶆࠊ◊✲
ィ⏬࡞ࢆグࡋࡓࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖࢆసᡂࡍࡿࠋᒚಟィ⏬ࡣࠊ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࢆࡢᖺḟ࡛ఱᅇཷㅮࡍࡿࢆྵࡵࡿࠋ୧
Ꮫࡢ◊✲ᐊࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡞ࡀࡽ◊✲ࡋࠊᏛㄽᩥࢆᡂࡉࡏࡿࡓࡵࠊධᏛẁ
㝵࡛ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿィ⏬ࢆ❧ࡋࠊᏛ⏕ࡶ࣭ᣦᑟᩍဨཬࡧ୧ㄪᩚ
ᢸᙜᩍဨࡢ  ྡࡀࡇࢀࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
ղ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᖺḟ㐍⾜
ࠝྡྂᒇᏛࢆᙜึᏛࡍࡿᏛ⏕ࡢሙྜࠞ
  ᖺḟ
 ྡྂᒇᏛ࠾࠸࡚ࠊᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ᐇࡢࡓࡵࠊ
ᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠊᑓ㛛ᇶ♏▱㆑ࡸ◊✲⬟ຊࡢಟᚓࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡋ࡞ࡀࡽࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQ
㸦3 ཧ↷㸧ࠖᚑ࠸ࠊ
ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖ
ࠕᅜ㝿
㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࢆཷㅮࡍࡿࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࡢཷㅮࢆ㛤ጞࡋࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ◊✲άືࡸಟᚓࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆグ㘓ࡍࡿࠋ㸯ᖺḟᮎᣦ
ᑟᩍဨ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᥦฟࡋࠊ ᖺḟࡢᏛಟィ⏬ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆཷ
ࡅࡿࠋ
  ᖺḟ
 ࣝࣥࢻᏛΏ⯟ࡋࠊ ࣨ᭶㛫ᣦᑟᩍဨࡢࡶ࡛◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࠕࢭ
࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖᚑ
࠸ࠊࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖࠕ◊✲⌮ࠖࠕཱྀ㢌ఏ㐩ࠖࠕ≉ูㅮ⩏ࠖ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࢆཷㅮࡋࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖ௨እ
ࡢㅮ⩏⛉┠ࡢཷㅮࢆࡍࡿࠋ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜࠸ࠊㄽᩥసᡂࡢ‽
ഛࢆጞࡵࠊ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࢆཷㅮࡍࡿࠋ ᖺḟᮎࡣ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜ࢆᣦᑟᩍဨᥦฟࡋࠊ+DOIWLPHUHYLHZ ࢆཷࡅࠊᚋࡢᏛಟ◊✲
ィ⏬࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆᢳฟࡋࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ
࢘  ᖺḟ
 ྡྂᒇᏛᡠࡾࠊᣦᑟᩍဨࡢࡶ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ
㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋ
ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖᚑ࠸ࠊ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ
➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡢཷㅮࢆࡍࡿࠋ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜࠸ࠊㄽᩥసᡂࢆ
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㛤ጞࡍࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࢆཷㅮࡋࠊ ᖺḟᮎᣦᑟᩍ
ဨᥦฟࡍࡿࠋ
࢚  ᖺḟ
 ྡྂᒇᏛ࡚ᘬࡁ⥆ࡁᣦᑟᩍဨࡢࡶ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬ
ࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋᏛᑂᰝྥࡅㄽᩥࡢసᡂᢞ✏ࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫᑂᰝࡢ⏦ㄳࡲ࡛࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⤖ࡉࡏࠊᣦᑟᩍဨᥦฟࡋࠊ
ᢎㄆࢆᚓࡿࠋᣦᑟᩍဨࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊᏛㄽᩥᑂᰝཬࡧ᭱
⤊ヨ㦂ࢆཷࡅࡿࠋ

ࠝࣝࣥࢻᏛࢆᙜึᏛࡍࡿᏛ⏕ࡢሙྜࠞ
࢜  ᖺḟ
 ࣝࣥࢻᏛ࠾࠸࡚ࠊᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ᐇࡢࡓࡵࠊ
ᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶࠊᑓ㛛ᇶ♏▱㆑ࡸ◊✲⬟ຊࡢಟᚓࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡋ࡞ࡀࡽࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQ
㸦3 ཧ↷㸧ࠖᚑ࠸ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢺ࣮ࣜࢥ࣮ࢫࠖ
ࠕ◊✲⌮ࠖ
ࠕཱྀ㢌ఏ
㐩ࠖ
ࠕ≉ูㅮ⩏ࠖ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖࢆཷㅮࡍࡿࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜ %ࠖࡢཷㅮࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ◊✲άືࡸಟᚓࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆグ㘓
ࡍࡿࠋ㸯ᖺḟᮎᣦᑟᩍဨ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᥦฟࡋࠊ ᖺḟࡢᏛಟ
ィ⏬ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ
࢝  ᖺḟ
 ྡྂᒇᏛΏ⯟ࡋࠊ ࣨ᭶㛫ᣦᑟᩍဨࡢࡶ࡛◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࠕࢭ
࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖᚑ
࠸ࠕ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࠕᛂ⏝⤫ィᏛࠖ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࢆཷㅮࡋࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ➃་Ꮫ≉ㄽࠖ௨እࡢㅮ⩏⛉┠ࡢཷㅮࢆࡍࡿࠋ
◊✲ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜࠸ㄽᩥసᡂࡢ‽ഛࢆጞࡵࠊ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ $ࠖࢆ
ཷㅮࡍࡿࠋ ᖺḟᮎࡣ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᣦᑟᩍဨᥦฟࡋࠊ+DOI
WLPH UHYLHZ ࢆཷࡅࠊᚋࡢᏛಟ◊✲ィ⏬࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆᢳฟࡋࠊ
࣭ᣦᑟᩍဨࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ
࢟  ᖺḟ
 ࣝࣥࢻᏛᡠࡾࠊᣦᑟᩍဨࡢࡶ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬࡧࠕᐇ
㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋ
ࠕ,QGLYLGXDO6WXG\3ODQࠖᚑ࠸ࠊ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠ᭱ඛ
➃་Ꮫ≉ㄽࠖࡢཷㅮࢆࡍࡿࠋ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜࠸ࠊㄽᩥసᡂࢆ
㛤ጞࡍࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ %ࠖࢆཷㅮࡋࠊ ᖺḟᮎᣦᑟᩍ
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ဨᥦฟࡍࡿࠋ
ࢡ  ᖺḟ
 ࣝࣥࢻᏛ࡚ᘬࡁ⥆ࡁᣦᑟᩍဨࡢࡶ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཬ
ࡧࠕᐇ㦂◊✲ࠖཧຍࡍࡿࠋᏛᑂᰝྥࡅㄽᩥࡢసᡂᢞ✏ࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫᑂᰝࡢ⏦ㄳࡲ࡛࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⤖ࡉࡏࠊᣦᑟᩍဨᥦฟࡋࠊ
ᢎㄆࢆᚓࡿࠋᣦᑟᩍဨࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊᏛㄽᩥᑂᰝཬࡧ᭱
⤊ヨ㦂ࢆཷࡅࡿࠋ
 
㸦㸵㸧 Ꮫᑂᰝ
 Ꮫᑂᰝࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊࡑࡢᑡ࡞ࡃࡶ  ࣨ᭶๓ᣦᑟᩍဨ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᙜึᏛࡢ◊✲⛉㛗ࡶࡋࡃࡣᏛ㒊㛗㏻▱ࡍࡿࠋ㏻▱ࢆཷࡅࡓ◊✲
⛉㛗ࡶࡋࡃࡣᏛ㒊㛗ࡣࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊᣦᑟᩍ
ဨࠊᣦᑟᩍဨࠊྜྠ㐠Ⴀጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ  ྡࡢእ
㒊ᑂᰝጤဨࢆྵࡵࡓྜྠᏛᑂᰝጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ࢆ❧ࡕୖࡆࡿࠋᑂᰝጤ
ဨࡣဨ༤ኈᏛࢆ᭷ࡋࠊࡲࡓࠊ༑ศ࡞◊✲ᣦᑟࡢᐇ⦼ཬࡧ༤ኈᏛᤵࡢᐇ
⦼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ
 Ꮫᑂᰝࡣࠊྜྠ࡛ᙜึᏛ࠾࠸࡚  ᅇࡢࡳ⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫ࡛Ꮫᑂᰝࢆཷࡅࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ㐃ᦠᏛഃࡢ◊✲⛉㛗ࡶࡋࡃࡣᏛ㒊㛗
ᣦᑟᩍဨࡣࢫ࢝ࣉ➼ࢆ⏝ࡋ࡚ྜྠᏛᑂᰝཧຍࡍࡿࠋᏛㄽᩥࡢᑂ
ᰝࡣࠊᰝㄞࡢ࠶ࡿᅜ㝿ㄅࡢㄽᩥࡢᥖ㍕ࡀ☜ᐃࡋࡓᚋࠊㄽᩥࡢ⛉Ꮫⓗ౯್ࠊ
⊂⮬ᛶࠊㄽ⌮ᛶࢆホ౯ࡍࡿࠋࡉࡽࠊ㣴ᡂࡍࡿேᮦീࠕ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶᏛ㆑ࢆ
ഛ࠼ࠊゎỴࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࢹࢨࣥຊᐩࡳࠊ␗࡞ࡿᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿᅜ㝿
ᛶࢆഛ࠼ࠊᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ་Ꮫே㢮ࡢ⚟♴ࡢⓎᒎ✚ᴟⓗ㈉⊩
࡛ࡁࡿேᮦࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊከᵝ࡞Ꮫၥⓗ⣲㣴ࠊ⌮ᛶࠊ⛉Ꮫⓗㄽ⌮ᛶࠊ◊✲ࢹ
ࢨࣥຊࣞࣥࢪຊࠊཬࡧᅜ㝿◊✲᥎㐍ຊࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩
࣭ᣦᑟᩍဨࡢᣦᑟᐇ⦼ࡽホ౯ࡍࡿࠋ௨ୖࡽ⥲ྜⓗಟせ௳ࢆホ౯
ࡋࠊᏛᤵࢆᢎㄆࡍࡿ࠺ỴᐃࡍࡿࠋᢎㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᮏᏛࣝࣥ
ࢻᏛࡽ༢୍ࡢඹྠᏛࡋ࡚ࠕ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
ࠖࢆᤵࡍࡿࠋ

㸦㸶㸧 ᩍ⫱࣭◊✲ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏳ⌮ᑂᰝ
 ௨ୗࡢྛ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢᏳ⌮ᑂᰝ
ࡣࠊᮏᏛࡢつ⛬ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚ཝṇ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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ձ ࢯࢺ࣮ࣉཬࡧ ; ⥺ࢆ⏝ࡍࡿᐇ㦂 
 ࢯࢺ࣮ࣉཬࡧ ; ⥺ࢆ⏝ࡍࡿᐇ㦂ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᨺᑕ⥺㞀ᐖࡢ㜵Ṇ
㛵ࡍࡿἲ௧ᇶ࡙࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᮏᏛࡢつ⛬࠙㈨ᩱ㸴㸸ᖹᡂ  ᖺつ⛬
➨  ྕࠚᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㦂㛤ጞ๓ᩍ⫱カ⦎ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ
⪅≉Ṧᗣデ᩿ࠊᐇ㦂㛤ጞᚋࡣຍ࠼࡚ᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ

ᐃࡀ⩏ົ

ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇࢀࡲ࡛⿕ࡤࡃṔࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ⿕ࡤࡃ⥺㔞ド᫂᭩ࢆᥦฟࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ ⤌࠼ '1$ ᐇ㦂 
 㑇ఏᏊ⤌࠼ᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢつ⛬࠙㈨ᩱ㸵㸸ᖹᡂ  ᖺつ⛬➨
 ྕࠚᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ◊✲ᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ィ⏬⏦ㄳ᭩
ᐇሙᡤ㸦⤌࠼ '1$ ᐇ㦂ᐊ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ෆࡢጤဨࡢ
ᑂᰝ◊✲⛉㛗ᢎㄆࢆᚓࡓୖ࡛ࠊྡྂᒇᏛ⤌࠼ '1$ ᐇ㦂Ᏻጤဨࡢ
ᢎㄆࢆ⤒࡚ᐇ㦂ࢆᐇࡍࡿࠋ
ճ ື≀ᐇ㦂 
 ື≀ࢆ⏝ࡍࡿᐇ㦂ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᏛࡢつ⛬࠙㈨ᩱ㸶㸸ᖹᡂ  ᖺつ
⛬➨  ྕࠚᇶ࡙࠸࡚ࠊᐇ㦂ィ⏬ཬࡧᐇ㦂タ㛵ࡋ࡚๓ᮏᏛ་Ꮫ
⣔◊✲⛉ෆࡢጤဨࡢᑂᰝ◊✲⛉㛗ࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࠊᐇ㦂ᚑ⪅
ᑐࡋ࡚๓ᚲせ࡞ᩍ⫱カ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
մ ࣄࢺ⏤᮶ࡢヨᩱࢆᢅ࠺ᐇ㦂 
 ࣄࢺ⏤᮶ࡢヨᩱࢆᢅ࠺ᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡢෆつ࠙㈨ᩱ
㸷㸸ᖹᡂ  ᖺ⾜ࠚᇶ࡙ࡁࠊ⿕᳨⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡓ◊✲ࢆ⾜࠺ሙྜࠊ࠶
ࡽࡌࡵᐃࡵࡽࢀࡓᵝᘧࡢ◊✲ィ⏬᭩࣭⏦ㄳ᭩࣭ㄝ᫂᭩࣭⿕㦂⪅ࡢྠព᭩
ཬࡧ┈┦⮬ᕫ⏦࿌᭩ࢆῧࡢୖࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⏕⌮ᑂᰝጤဨ࠾࠸࡚ᑂᰝࢆཷࡅࡿࡶࡢࡍࡿࠋ◊✲ࡣᙜヱጤဨ
࡚ᑂᰝᚋࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗࣭་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㛗ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚㛤ጞࡉ
ࢀࠊᣦ㔪ᚑ࠸ᖺᗘ⤒㐣ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊✲ࡢᚋሗ࿌᭩ࢆᥦฟ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
յ ཎయࢆᢅ࠺◊✲ 
 ࣄࢺࡢឤᰁࡢཎᅉ࡞ࡿཎయ㸦⣽⳦ࠊ࢘ࣝࢫࠊᐤ⏕ࠊ┿⳦ࠊࣉ
ࣜ࢜ࣥ➼㸧ࢆᢅ࠺ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊ᳨ἲࠊᐙ␆ఏᰁண㜵ἲࠊឤᰁ
ἲཬࡧᅜ❧ឤᰁ◊✲ᡤࡢࠕཎయ➼Ᏻ⟶⌮つ⛬ࠖࡉࡽ᪥ᮏ⣽⳦Ꮫ
ࡀ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜ࡋࡓࠊ
ࠕཎయ➼Ᏻྲྀᢅ࣭⟶⌮ᣦ㔪ࠖ࡞ࢆཧ⪃
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ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓᮏᏛࡢつ⛬࠙㈨ᩱ 㸸ᖹᡂ  ᖺつ⛬➨  ྕࠚᚑ࠸ࠊ
◊✲⏝ࡢཎయࡢᏳ࡞ྲྀᢅ࠸ಖ⟶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྡྂᒇᏛࣂ࢜
ࢭ࣮ࣇࢸጤဨつ⛬ࡼࡾタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕྡྂᒇᏛࣂ࢜ࢭ࣮ࣇࢸ
ጤဨࠖࡀࡑࡢᑂᰝ⟶⌮ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ն ᭷ᐖᏛ≀㉁㸦ẘ≀➼㸧ࢆᢅ࠺◊✲ 
 ẘ≀࡞ࡢ᭷ᐖᏛ≀㉁ࢆ⏝࠸ࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ሙྜࡢᏳᛶࡘ࠸࡚
ࡣࠊᮏᏛࡢつ⛬࠙㈨ᩱ 㸸ᖹᡂ  ᖺつ⛬➨  ྕࠚᇶ࡙ࡁࠊᏛࡢࠕ⎔
ቃᏳ⾨⏕᥎㐍ᮏ㒊ࠖࡀ⤫ᣓࡋࠊࡑࡢ⟶⌮ࡢୗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
շ බṇ࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ཬࡧ◊✲⌮ࡢྥୖ
 බṇ࡞◊✲ࡢᐇཬࡧ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵ṆࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏᏛࡢつ⛬
࠙㈨ᩱ 㸸ᖹᡂ  ᖺつ⛬➨  ྕࠚᇶ࡙ࡁࠊ◊✲⌮ࡢྥୖດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ

㸵 タ࣭タഛࡢᩚഛィ⏬
 ୧Ꮫࡢタ࣭タഛࡣୗグࡢ࠾ࡾᩚࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪤タࡢ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷᮏᑓᨷࡢ
Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ᩍ⫱◊✲ࢆࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦㸯㸧 ྡྂᒇᏛ
ձ ㅮ⩏ᐊ➼ࡢᩚഛ≧ἣ
 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡢタ࣭タഛࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ◊✲⛉ෆ࡛༑ศ࡞
ࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱࣭◊✲ࢆ⾜࠺యไࢆᩚഛࡋࠊᩍဨ࣭Ꮫ⏕┦
ࡢὶࡶྵࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞◊✲యไᣦᑟࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢸࣞ
ࣅ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡶഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋ෆࡣࠊᏛ㝔Ꮫ⏕ࡀᩍ⫱࣭◊✲ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ
࠺㜀ぴᖍࢆタࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࣭◊✲㐺ࡋࡓ㒊ᒇࡶ  ᐊ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ㝔Ꮫ⏕ࡣࠊ ᖺࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ドࡼࡾ  ࡽ  ࡲ࡛ࠊ
㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋ࡢධ㤋ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ᐇ㦂⣔⛉┠࠾ࡅࡿჾල➼ࡢᩚഛ≧ἣ
 ᐇ㦂⣔⛉┠࡛࠶ࡿᐇ⩦ࡢᐇ㝿ࡋ࡚ࡣࠊྛศ㔝㸦◊✲ᐊ㸧࠾࠸࡚ᚲ
せ࡞ᇶᮏⓗᐇ㦂タഛ㸦㟁ẼὋື⨨ࠊ⣽⬊ᇵ㣴⨨ࠊ㑇ఏᏊቑᖜ⨨ࠊ㐲
ᚰᶵ࡞㸧ࡣᩚࡗ࡚࠾ࡾࠊᨭ㞀࡞ࡃᇶᮏⓗ࡞ᩍ⫱࣭◊✲ࡀ⾜࠼ࡿࠋලయⓗ
ࡣྛ◊✲ᐊ◊✲ศ㔝ᛂࡌࡓᐇ㦂ྎࠊゎᯒࢫ࣮࣌ࢫ࡞ࢆ☜ಖࡋࠊヨ
ᩱసᡂ⏝ᑠᆺࢳ࣮ࣗࣈࠊィ㔞ᶵࠊヨ⸆⎼ࠊᇵ㣴ჾල࡞ࡢᇶᮏⓗჾලࡣ
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ഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡉࡽ࡞ࡿᩍ⫱࣭◊✲ࡢᐇࡢࡓࡵ㝃ᒓ་Ꮫᩍ⫱◊✲
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࢭࣥࢱ࣮ࡣᐇ㦂ື≀㒊㛛ཬࡧศᯒᶵჾ㒊
㛛ࢆ᭷ࡋࠊື≀ᐇ㦂タཬࡧᑠື≀⏝ 05, ゎᯒ⨨ࠊ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࠊ㉁㔞ศ
ᯒ⨨ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᆺඹ㏻ᶵჾࢆ㞟୰ⓗ⟶⌮ࡍࡿࠋᏛ㝔⏕ࡣண⣙
ࡢୖࡇࢀࡽඹ⏝タ࣭ඹ⏝ᶵჾࢆ⏝࡛ࡁࡿࠋ
ճ ᅗ᭩➼ࡢᩚഛ≧ἣ
 㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋࡛ࡣࠊᅗ᭩㸦 㸧ࠊ㞧ㄅ㸦 㸧ࡢ
ࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸦 ✀㸧ࠊ㟁Ꮚᩍ⛉᭩ࠊ'9'㸦 Ⅼ㸧
ࠊྛ✀ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࢆᡤⶶࠊᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶ┙ⓗ࣭ඛ➃ⓗ࡞ᩍ⫱࣭◊✲ᙺ❧࡚࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽࠊྛศ㔝㸦◊✲ᐊ㸧ࡽࡢ᥎⸀ࠊᏛ㝔Ꮫ⏕➼ࡽࡢ㉎ධᕼ
ᮃࡶ㝶ཷࡅࡅ࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛᭩ࡢᣑດࡵ࡚࠸ࡿࠋ་Ꮫ㒊ศ㤋ෆࡣࠊ
3& ࡀ  ྎタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡ሗ᳨⣴ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄽᩥసᡂ➼ࡶ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ↓⥺ /$1 ࡼࡾࠊᣢཧ 3& ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥋⥆ࡶ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉࡛ࡣࠊྛศ㔝㸦◊✲ᐊ㸧ࡶࠊᑓ㛛㡿ᇦࡢ
ᅗ᭩ࠊ㞧ㄅ➼ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊᏛෆᡤⶶࡋ࡚࠸࡞࠸㞧
ㄅㄽᩥࢆ↓ᩱ࡛ྲྀࡾᐤࡏࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ㝔Ꮫ⏕➼ࠊⱝᡭ
◊✲⪅ࡀ┒ࢇ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧 ࣝࣥࢻᏛ
ձ ㅮ⩏ᐊࡢᩚഛ≧ἣ
 ་Ꮫ㒊ࡢㅮ⩏ࡣࠊ +XE&HQWUDOEXLOGLQJ ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ+XE&HQWUDO
EXLOGLQJ ࡣㅮᇽᑠࡢㅮ⩏ᐊࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊ༑ศ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡀ☜ಖ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᐇ㦂⣔⛉┠࠾ࡅࡿჾල➼ࡢᩚഛ≧ἣ
 ᐇ 㦂 ⣔ ⛉ ┠ ࡛ ࠶ ࡿ ᐇ ⩦ ࡢ ᐇ   㝿 ࡋ ࡚ ࡣ ࠊ /XQG ࢟ ࣕ ࣥ ࣃ ࢫ ෆ ࡢ
%LRPHGLFDOFHQWHUࠊPDOPR ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢ &OLQLFDO5HVHDUFK&HQWHU ࡞
ศᩓࡍࡿྛศ㔝㸦◊✲ᐊ㸧࠾࠸࡚ࢡ࣮ࣜࣥ࣋ࣥࢳࠊ㐲ᚰศ㞳ჾࠊ㉸
㐲ᚰศ㞳ჾࠊ྾ගᗘィࠊ┦ᕪ㢧ᚤ㙾ࠊ⣽⬊ᇵ㣴ᐊࠊ3&5 ᶵჾ➼ࠊᇶᮏⓗ
࡞◊✲タഛࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ◊✲ᶵჾࡢᩚഛ≧ἣ
 ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⚄⤒㉸ᚤ⣽◊✲ᡤ㸦1HXURQDQRVFLHQFH
5HVHDUFK&HQWHU15&㸧ࡣ  ගᏊບ㉳㢧ᚤ㙾ࠊࣃ࣮࢟ࣥࢯ࣭ࣥࣁࣥࢳࣥ
ࢺ ࣥ  ◊ ✲ ᡤ ཬ ࡧ ⏕ య  ࣓ ࣮ ࢪ ࣥ ࢢ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮ 㸦 /XQG 8QLYHUVLW\
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%LRLPDJLQJ&HQWHU/8%&㸧ࡣඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾ࠊ㉸ゎീ㢧ᚤ㙾ࠊ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࠊ
㉸㧗☢ሙ 05,ࠊ⢾ᒀࢭࣥࢱ࣮㸦/XQG8QLYHUVLW\'LDEHWHV&HQWHU/8'&㸧
ࡣḟୡ௦ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢧ࣮࡞ࠊᑓ㛛◊✲ࢭࣥࢱ࣮㧗ᗘ࡞◊✲ᶵჾࢆഛ
࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸶 ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࡢᴫせ
㸦㸯㸧 ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮
 ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫࡲࡓࡣ⋇་Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ༑ศ࡞▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡓ⪅ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨እࡢศ㔝࡛㧗ᗘᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅୖグศ㔝㛵㐃ࡋࡓ
◊✲Ṕࢆ᭷ࡍࡿ࠶ࡿ࠸ࡣᚿᮃࡍࡿ⪅࡛ࠊ௨ୗࡢ㈨㉁ࢆഛ࠼ࡓ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚
㑅ᢤࢆ⾜࠺ࠋ

ձ ே㛫ᑐࡍࡿඹឤ῝࠸Ὕᐹຊࢆᣢࡘ⪅ࠋ
ղ ▱ⓗዲወᚰ᪲┒࡛⛉Ꮫⓗ᥈✲ᚰᐩࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࠋ
ճ ᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡕࠊ≀ࢆከ㠃ⓗᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࠋ
մ ༠ㄪᛶࡀ࠶ࡾࠊᅜ㝿ⓗά㌍ࡍࡿᙉ࠸ពḧࡀ࠶ࡿ⪅ࠋ
յ ⊂ຊࢆഛ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞ศ㔝ࢆ㛤ᣅࡍࡿẼᴫࢆᣢࡘ⪅ࠋ
ն ༑ศ࡞ⱥㄒ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠋ

 ᮏᑓᨷ࡛ࡣ⮬ࡽࡢᑓ㛛ࡢࡳ࡞ࡽࡎᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ࡢᗈ࠸▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇ
ࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣ▱ⓗዲወᚰ᪲┒࡛࠶ࡽࡺࡿㄢ㢟๓ྥࡁ
ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭ࢪࢆ୰ᚰᵝࠎ࡞ᆅᇦⓗ࣭
᐀ᩍⓗ࣭ே✀ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡗࡓ◊✲⪅ࡓࡕὶࡍࡿࡇࡽࠊᙼࡽᗈ࠸ど㔝࣭
ᚰࢆᣢࡗ࡚᥋ࡋࠊᙼࡽࢆ⌮ゎࡋࠊᙼࡽࡽᏛࡪጼໃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡘࡁ࡞
┠ᶆ࡛࠶ࡿ་⒪࣭་Ꮫࢆ㏣ồࡍࡿࡶࡢࡋ࡚་Ꮫ࣭་⒪ே㢮ࡢ⚟♴㈉⊩ࡍ
ࡿᙉ࠸ពᚿ࣭Ẽᴫࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ⣲㣴ࢆᣢࡗࡓேᮦࢆᮏᑓᨷ࡛ࡢᩍ⫱ᑐ
㇟ࡋ࡚㑅ᢤࡍࡿࠋ
ᮏᑓᨷࡢᏛ⏕ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿᑐ㇟ࡣࠊྡྂᒇᏛ་Ꮫ㒊ཬࡧࣝࣥࢻ
Ꮫ་Ꮫ㒊ࡢᏛኈㄢ⛬༞ᴗ⏕࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࠊᏛࡶྵࡵࡓᕤᏛ࣭㎰Ꮫ➼ࡢ
༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬㸦ಟኈㄢ⛬㸧ಟ⪅ࡸ་Ꮫ⣔◊✲⛉༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬㸦ಟኈ
ㄢ⛬㸧ಟ⪅ࡶᗈࡃཷࡅධࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᇶ┙࡞ࡿ་Ꮫᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡀ༑
ศ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡿධᏛ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ♏⛉┠ࡋ࡚᪤タᑓᨷ㸦⥲ྜ་Ꮫ
ᑓᨷ㸧࡛㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᇶ┙་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠊ
ࠕᇶ┙་⛉Ꮫᐇ⩦ࠖ࡞ࢆᒚಟࡍࡿ
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ࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ฟ㢪㈨᱁
 ᮏᑓᨷࡢධᏛᕼᮃ⪅ࡣࠊᙜึᏛධᏛࢆ⏦ㄳࡍࡿࠋᙜึᏛࡣ᪤Ꮡࡢฟ
㢪㈨᱁↷ࡽࡋ࡚ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊධᏛᕼᮃ⪅ࡢሗࢆ
㐃ᦠᏛ㏦ࡾࠊ㐃ᦠᏛࡢฟ㢪㈨᱁ࡶྜ⮴ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ୧
Ꮫࡢฟ㢪㈨᱁ࡣୗグࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

   ࠝྡྂᒇᏛࠞ


௨ୗձࠥոࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡍ⪅ࠋ
ձ  Ꮫࡢ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫ㸦ಟᴗᖺ㝈ࡀ  ᖺࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ཪࡣ⋇་Ꮫ
ࢆᒚಟࡍࡿㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅
ղ  እᅜ࠾࠸࡚Ꮫᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ  ᖺࡢㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣࠊ་Ꮫࠊṑ
Ꮫࠊ⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ㸧ࢆಟࡋࡓ⪅
ճ  እᅜࡢᏛᰯࡀ⾜࠺㏻ಙᩍ⫱࠾ࡅࡿᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ᒚಟࡍ
ࡿࡇࡼࡾࠊᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ  ᖺࡢㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣࠊ
་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ
㸧ࢆಟࡋࡓ⪅
մ  ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊእᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡑࡢಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱
࠾ࡅࡿ  ᖺࡢㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ
㸧
ࢆಟࡋࡓࡉࢀࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ
⫱ไᗘ࠾࠸࡚⨨ࡅࡽࢀࡓᩍ⫱タ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀูᣦ
ᐃࡍࡿࡶࡢࡢᙜヱㄢ⛬ࢆಟࡋࡓ⪅
յ  እᅜࡢᏛࡑࡢࡢእᅜࡢᏛᰯ㸦ࡑࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞≧ἣ
ࡘ࠸࡚㸪ᙜヱእᅜࡢᨻᗓཪࡣ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄆドࢆཷࡅࡓ⪅ࡼࡿホ౯ࢆཷࡅ
ࡓࡶࡢཪࡣࡇࢀ‽ࡎࡿࡶࡢࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀูᣦᐃࡍࡿࡶࡢ
㝈ࡿࠋ㸧࠾࠸࡚㸪ಟᴗᖺ㝈ࡀ  ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡿㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣ㸪་Ꮫ㸪
ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ㸧ࢆಟࡍࡿࡇ㸦ᙜヱእᅜࡢᏛᰯࡀ⾜࠺
㏻ಙᩍ⫱࠾ࡅࡿᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ᒚಟࡍࡿࡇࡼࡾᙜヱㄢ
⛬ࢆಟࡍࡿࡇཬࡧᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࠾࠸࡚⨨ࡅࡽࢀࡓ
ᩍ⫱タ࡛࠶ࡗ࡚๓ྕࡢᣦᐃࢆཷࡅࡓࡶࡢ࠾࠸࡚ㄢ⛬ࢆಟࡍࡿࡇ
ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡼࡾ㸪ᏛኈࡢᏛ┦ᙜࡍࡿᏛࢆᤵࡉࢀࡓ⪅
ն  ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡋࡓ⪅㸦  ᖺᩥ㒊┬࿌♧➨  ྕࡢᐃࡵࡿࡇ
ࢁࡼࡿࠋ
㸧
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շ  Ꮫࡢ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫ㸦ಟᴗᖺ㝈ࡀ  ᖺࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ཪࡣ⋇་Ꮫ
ࢆᒚಟࡍࡿㄢ⛬  ᖺ௨ୖᅾᏛࡋࠊཪࡣእᅜ࠾࠸࡚Ꮫᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ 
ᖺࡢㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣࠊ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ㸧ⱝࡋࡃࡣ
ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊእᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡑࡢಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱
࠾ࡅࡿ  ᖺࡢㄢ⛬㸦᭱⤊ࡢㄢ⛬ࡣࠊ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㝈ࡿࠋ
㸧
ࢆಟࡋࡓࡉࢀࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ
⫱ไᗘ࠾࠸࡚⨨ࡅࡽࢀࡓᩍ⫱タ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀูᣦ
ᐃࡍࡿࡶࡢࡢᙜヱㄢ⛬ࢆಟࡋࠊᮏᏛᏛ㝔࠾࠸࡚ࠊᡤᐃࡢ༢ࢆඃࢀ
ࡓᡂ⦼ࢆࡶࡗ࡚ಟᚓࡋࡓࡶࡢㄆࡵࡓ⪅
ո  ᮏᏛᏛ㝔࠾࠸࡚ࠊಶูᑂᰝࡼࡾࠊᏛࡢࠊ་ᏛࠊṑᏛࠊ⸆Ꮫ㸦ಟ
ᴗᖺ㝈ࡀ  ᖺࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧ཪࡣ⋇་Ꮫࢆᒚಟࡍࡿㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅
ྠ➼௨ୖࡢᏛຊࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓ⪅࡛ࠊ ṓ㐩ࡋࡓࡶࡢ

   ࠝࣝࣥࢻᏛࠞ


௨ୗձղճࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡋࠊࡘմյࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࠋ
ձ ಟኈㄢ⛬ࢆಟࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ղ 㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱ㄢ⛬࠾࠸࡚ಟኈㄢ⛬  ༢㸦(&76㸧௨ୖࢆ
ྵࡴ  ༢㸦(&76㸧௨ୖࢆ᭷ࡍࡿࡇ㸨
ճ ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᅜෆ࠶ࡿ࠸ࡣእᅜ࠾࠸࡚ఱࡽࡢ᪉ἲ࡚ୖグ┦ᙜࡍ
ࡿ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ

մ 72()/ ࠾࠸࡚ 3%7 Ⅼ௨ୖࠊ&%7 Ⅼ௨ୖ࠶ࡿ࠸ࡣ L%7 Ⅼ௨ୖ
յ ,(/76 ࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣔࢪ࣮ࣗࣝ࠾࠸࡚ 2YHUDOO %DQG 6FRUH  ௨ୖ
ࡘ࠸ࡎࢀࡢࢭࢡࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ࡶ  ௨ୖ

㸨Ḣᕞ༢ไᗘ㸦(&76(XURSHDQ&UHGLW7UDQVIHU6\VWHP㸧࠾࠸
࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡀ  ᖺ㛫ࣇࣝࢱ࣒࡛Ꮫಟࡋࡓࡇࡼࡾ (&76 ࢆྲྀᚓࡍࡿࠋ


㸦㸱㸧ධᏛᮇ
 ẖᖺ  ᭶  ᭶ࡍࡿࠋ
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㸦㸲㸧ධᏛᑂᰝ
 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊᮏᑓᨷ㛗ࠊ୧ᣦᑟᩍဨೃ⿵ࠊ୧
ㄪᩚᢸᙜᩍဨࡽ࡞ࡿྜྠධᏛᑂᰝጤဨ㸦3 ཧ↷㸧ࢆ⦅ᡂࡋࠊࢻ࣑ࢵ
ࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࢆᇶࠊྛᑓ㛛㡿ᇦࡢ◊✲㐙⾜┦ᛂࡋ࠸ᇶ┙ⓗ▱㆑ࡸ⌮ゎ
ຊࠊࡉࡽㄒᏛຊࡘ࠸࡚ࠊฟ㢪᭩㢮ࡼࡿᑂᰝཱྀ㢌ヨၥࢆ⾜࠸ࠊ ᅜ㛫࡛
ࡢᒚಟၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࢆ୧Ꮫྜྠ࡛ホ౯ࡋ㑅⪃ࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧ධᏛᐃဨ
 ධᏛᐃဨࡣ  ྡࡍࡿ㸦ᐜᐃဨ  ྡ㸧ࠋ
 ᙜヱᐃဨࡣ᪤Ꮡࡢ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࡢෆᩘࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࡇཬࡧᩍဨ࣭◊✲
యไࡢつᶍࡽุ᩿ࡋ࡚ࠊ༤ኈㄢ⛬ࡢࡁࡵ⣽ࡸ࡞◊✲ᣦᑟࢆ༑ศ⾜࠼ࡿ
ᐃဨࡋࡓࠋ
ࠕᏛ⏕ࡢ☜ಖࡢぢ㏻ࡋ➼ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㢮ࠖ࠶ࡿࡼ࠺ࠊᮏᑓᨷ
ࡢᏛ⏕ࡣ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋᐃဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨࡢᣦᑟయไࢆ⪃៖ࡋࠊ᪉ࡢᏛ
࡛  ྡࡎࡘࠊィ  ྡࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࡢᐜᐃဨࡣࠊ᪤ᏑࡢࠕྡྂᒇᏛ࣭ࢹ࣮ࣞࢻᏛᅜ
㝿㐃ᦠ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷࠖࡢᐜᐃဨ  ྡྜࢃࡏ࡚  ྡ࡛࠶ࡾࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊
✲⛉యࡢᐜᐃဨ  ྡࡢ  ௨ෆ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸴㸧ධᏛᕼᮃ⪅ࡢሗᥦ౪
 ධᏛࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡢሗᥦ౪ࡣࠊ୧ᏛࡢᏛ㒊⏕ཬࡧಟኈᏛ⏕ࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ࡞ࢆ㓄ᕸࡋࠊྲྀᚓࡍࡿᏛࠊᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࠊᏛ⏕⣡㔠ཬࡧዡᏛ㔠
࡞ࡢᏛ⏕ᨭࡘ࠸࡚✚ᴟⓗሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡶࠊᏛእࡢᏛ⏕ࡶ
ཷ㦂せ㡿ࡢ㓄ᕸࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ࡢሗබ㛤࡞ࢆ㏻ࡋ࡚✚ᴟⓗ࿘▱ࡍࡿࠋ
᪤་Ꮫ㒊Ꮫ㒊⏕ࡢ▷ᮇ␃Ꮫࡀ୧Ꮫ㛫࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ▷ᮇᅾ
୰ࡶሗᥦ౪ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࠋ

㸷 ⟶⌮㐠Ⴀ
㸦㸯㸧◊✲⛉㛗ཬࡧᑓᨷ㛗
 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࢆ௦⾲ࡋ࡚ࡑࡢᴗົࢆᤸ⌮ࡋࠊ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ᭱⤊ⓗ࡞㈐
௵ཬࡧᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿᇳ⾜ᶵ㛵┦ᙜࡍࡿ⫋ࡋ࡚◊✲⛉㛗ࢆ⨨ࡁࠊࡑࡢୗᮏᑓ
ᨷࡢᑓᨷ㛗ࢆ⨨ࡃࠋᑓᨷ㛗ࡣࠊᑓᨷෆࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᏛ⏕ࡢᣦᑟࠊᏛ⏕ເ㞟ࠊ
ࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆྵࡵࡓ㐠Ⴀయࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
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㸦㸰㸧ྜྠ㐠Ⴀጤဨ
 ୧Ꮫ㛫㛵㐃ࡍࡿ༠㆟㡯ࡣᮏᑓᨷࡢྜྠ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀ
ࡿࠋྜྠ㐠ႠጤဨࡣᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊᮏᑓᨷ㛗ࠊ
࣭ᣦᑟᩍဨࠊ୧ㄪᩚᢸᙜᩍဨࡽ࡞ࡿࠋྜྠ㐠Ⴀጤဨࡣᖺ  ᅇ㛤ദࡉࢀࠊ
ࡉࡽᚲせࡀ࠶ࢀࡤ㝶㛤ദࡉࢀࡿࠋࡑࡢᙺࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᖺḟࡈࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖࡢሗ࿌ࢆཷࡅྛᏛ⏕ࡢᏛಟ≧ἣࢆᢕᥱࠊᩍ
⫱࣭◊✲ୖࡢၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛయࡢぢ┤ࡋࠊࢺࣛࣈࣝࡢᅇ
㑊ゎỴࡢຓゝࢆ࣭ᣦᑟᩍဨᑐࡋ࡚⾜࠺ࠋ
࣭ ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚ᮏᑓᨷࡢᩍ⫱◊✲άືࡀタ⨨⌮ᛕἢࡗࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠊධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࠊ⟶⌮㐠Ⴀၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧ྜྠධᏛᑂᰝጤဨ
 ᮏᑓᨷࡢධᏛᑂᰝ㛵ࡍࡿ༠㆟ࡣྜྠධᏛᑂᰝጤဨࡼࡗ࡚ᑂ㆟ࡉࢀ
ࡿࠋྜྠධᏛᑂᰝဨࡣᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊᮏᑓᨷ㛗ࠊ
࣭ᣦᑟᩍဨೃ⿵ࠊ୧ㄪᩚᢸᙜᩍဨࡽ࡞ࡿࠋฟ㢪᭩㢮ࢆ᪉ࡢධᏛせ௳
↷ࡽࡋࠊ᭩㢮ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ୧Ꮫ࡛᭩㢮ᑂᰝࢆ㏻㐣ࡋࡓ⪅ᑐࡋࠊࢸࣞࣅ࢝ࣥ
ࣇࣞࣥࢫࢩࢫࢸ࣒➼ࢆ⏝࠸࡚ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡁྠጤဨࡀ
ཱྀ㢌ヨၥࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊධᏛᚿ㢪⪅ࡢືᶵࠊ࠾ࡼࡧྛᑓ㛛㡿ᇦࡢ◊✲㐙⾜
┦ᛂࡋ࠸ᇶ┙ⓗ▱㆑ࡸ⌮ゎຊࠊࡉࡽ༑ศ࡞ㄒᏛຊࢆ᭷ࡍࡿࠊ ᅜ㛫࡛ࡢ
ᒚಟၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ㑅⪃ࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧ྜྠᏛᑂᰝጤဨ
 Ꮫ⏕ࡽᏛᑂᰝࡢせㄳࢆཷࡅࡓᙜึᏛࡢ◊✲⛉㛗ࡶࡋࡃࡣ་Ꮫ㒊㛗ࡀࠊ
ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࠊ୧ᣦᑟᩍဨࠊྜྠ㐠Ⴀጤဨࡼ
ࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ  ྡࡢእ㒊ᑂᰝጤဨࢆྵࡵࡓྜྠᏛᑂᰝጤဨࢆ❧ࡕୖࡆ
ࡿࠋጤဨࡣဨ༤ኈᏛࢆ᭷ࡍࡿࠋᏛ⏕ࡣᙜึᏛ࡚  ᅇࡢࡳᏛᑂᰝࢆཷ
ࡅࠊ㐃ᦠᏛࡢጤဨࡣࢫ࢝ࣉ➼ࢆ⏝ࡋ࡚Ꮫᑂᰝཧຍࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫ࡛Ꮫᑂᰝࢆཷࡅࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋᅜ㝿ㄅࡢᥖ㍕ࡀỴᐃࡋࡓᚋㄽᩥࡢ⛉Ꮫ
ⓗ౯್ࠊ⊂⮬ᛶࠊㄽ⌮ᛶࢆホ౯ࠊࡉࡽᮏᑓᨷ࡛㣴ᡂࡍࡿேᮦീࢆ㋃ࡲ࠼ே≀
ࢆホ౯ࡋࠊࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡁᏛㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸳㸧ົయไ
 ᮏᑓᨷࡢົࡣࠊᮏᏛࡣ་Ꮫ㒊࣭་Ꮫ⣔◊✲⛉ᏛົㄢࠊࣝࣥࢻᏛࡣ
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3RVWJUDGXDWHVWXGLHVRIILFH ࡀᢸ࠺ࠋ᪤Ꮫ⏕࣭◊✲ဨࡢ┦ཷධࢆᐇࡋ
࡚࠸ࡿᐇ⦼ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊඹ㏻ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒሓ⬟࡞ົ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

㸯㸮

⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯

㸦㸯㸧 ྡྂᒇᏛ࠾ࡅࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯
 ྡྂᒇᏛ࡛ࡣࠊẖᖺᗘࠊ㒊ᒁࡈ⟶⌮㐠Ⴀࠊ◊✲ᴗ⦼ࠊᩍ⫱ࠊᅜ㝿ࠊ
ሗබ㛤ࠊ♫㈉⊩ࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡞ࡢㅖ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊಶู┠ᶆタᐃࡑࡢ
㐩ᡂᗘホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐃࡵࡽࢀࡓ୰ᮇ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ヲ⣽┠ᶆࢆ
ᐃࡵࠊྛᖺᗘࡘ࠸࡚㐩ᡂᗘࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧 ᮏᑓᨷ࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯
 ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࡋ࡚ࠊ࣭ᣦᑟᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ◊✲㐍ᤖ㛵ࡋ࡚ྜྠ㐠Ⴀጤ
ဨࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖࢆẖᖺᥦฟࡋࠊሗ࿌ࡍࡿࠋྜྠ㐠Ⴀጤဨ࡛ࡣᏛ⏕
ࡢᏛಟ≧ἣࡢᢕᥱࡶࠊᮏᑓᨷࡢᩍ⫱◊✲άືࡀᙜึࡢタ⨨⌮ᛕἢࡗ
ࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࠊ⟶⌮㐠Ⴀ≧ἣၥ㢟ࡀ࡞࠸࡞ࢆ᳨
ウࡍࡿࠋᖺ  ᅇࡢྜྠ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ୧Ꮫ㛫࡛ၥ㢟ࡢ
ᢕᥱゎỴࢆᅗࡿࠋ

㸯㸯

㐃ᦠእᅜᏛࡘ࠸࡚

 㐃ᦠእᅜᏛ࡛࠶ࡿࣝࣥࢻᏛࡀᡤᅾࡍࡿࢫ࢙࣮࢘ࢹ࡛ࣥࡣࠊᅜ㝿㐃ᦠᩍ⫱ㄢ
⛬ࡢᐇࡀไᗘⓗㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᩍ⫱ศ㔝ࡢ㈐௵ࢆᢸ࠺ᨻᗓᶵ㛵࡛࠶
ࡿࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㧗➼ᩍ⫱ᑂ㆟㸦7KH6ZHGLVK&RXQFLOIRU+LJKHU(GXFDWLRQ㸧
ࡀⓎ⾜ࡋࡓ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦7KH +LJKHU (GXFDWLRQ 2UGLQDQFH㸧ᣐࡿ
㸦FKDSWHUiD㸧ࠋ

ᢤ⢋

ཎᩥ
7KH+LJKHU(GXFDWLRQ2UGLQDQFH
&KDSWHU&RXUVHVDQGVWXG\SURJUDPPHV
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-RLQWGHJUHHV
6HFWLRQD

$ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQ PD\ WDNH SDUW LQ HGXFDWLRQDO
FRRSHUDWLRQSXUVXDQWWRWKHVHFRQGSDUDJUDSKRI6HFWLRQRI
&KDSWHURIWKH+LJKHU(GXFDWLRQ$FW  RQO\LIWKLV
FRRSHUDWLRQLVEDVHGRQDZULWWHQDJUHHPHQW

㸦ヂ㸧
 㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿᕸ࿌

ࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜ
ࢭࢡࢩࣙࣥ D

㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊ᭩㠃ࡼࡿྜពᇶ࡙ࡁࠊ㧗➼ᩍ⫱ἲࡢᩍ⫱༠ຊࡢ
つᐃࡼࡾࠊ㐃ᦠࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊࣝࣥࢻᏛࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆㄆドࡋ࡚࠸ࡿࠕ6ZHGLVK
+LJKHU(GXFDWLRQ$XWKRULW\ࠖࡼࡾࠊ㉁ࢆಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠙㈨ᩱ ࠚࠋ

㸯㸰

༠㆟ཬࡧ༠ᐃࡘ࠸࡚

㸦㸯㸧 ྜྠ㐠Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿ༠㆟
 ྜྠ㐠Ⴀጤဨࡣࢸࣞࣅ㆟ࢆᖺ  ᅇ⾜࠸ࠊ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡶࠊ⮬
ᕫホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ୧Ꮫ㛫࡛ၥ㢟ࡢᢕᥱゎỴࢆᅗࡿࠋࡇࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࢆᮏᑓ
ᨷࡢ◊✲㐠Ⴀᫎࡉࡏࡿࠋ

㸦㸰㸧 ࣭ᣦᑟᩍဨ㛫࠾ࡅࡿ༠㆟
 ࣭ᣦᑟᩍဨࡣࠊ㝶㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡢ◊✲㐍ᤖࢆホ౯ࡋࠊၥ㢟Ⅼ
ࡢᢳฟゎỴྥࡅ༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋᖺ  ᅇᏛ⏕ࡢ◊✲㐍ᤖࢆࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖ
ࡋ࡚ࡲࡵࠊྜྠ㐠Ⴀጤဨᥦฟࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧 ༠ᐃࡘ࠸࡚
 ᮏᑓᨷࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶ᮏᏛᏛ㛗ࠊᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㛗ࠊ
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ࣝࣥࢻᏛᏛ㛗ࠊࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊㛗ࡀ⨫ྡࡋࡓ༠ᐃ᭩ࡼࡾྜពࡋࡓࠋ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠾ࡅࡿᏛࡢᏛ㛗ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⌮ᑐࡋ࡚┤᥋
㈐௵ࢆ㈇࠸ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᴗົࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵ௵ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㉁ⓗ
ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᏛ㛗ྠ➼࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ༠ᐃࡢ⥾⤖⪅ࡀᅜ㝿㐃ᦠᑓᨷࡢ
㐠Ⴀ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧 

ࡢែࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢ㐃⤡యไཬࡧᡭ⥆ࡁ

 

ࡢែࡼࡾࠊᮏᑓᨷࡢ㐠ႠཬࡧᏛᤵࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊྜྠ

㐠Ⴀጤဨ࡛༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿࡀࠊᅾ⡠୰ࡢᏛ⏕ࡀ┈ࢆ⿕ࡿ
ࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ᙜึᏛࡢ㔞ࡼࡾࠊ᪤Ꮡᑓᨷࡢ㌿ᑓᨷࡢᚋᙜึᏛ
ࡼࡿᏛᤵࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ

㸯㸱

ሗࡢබ⾲

 ྡྂᒇᏛࡣࠊᏛ⾡άືࡢᇶᮏ⌮ᛕࡋ࡚ࠕᏛ⾡᠇❶ࠖࢆᐃࡵࠊࡇࡢ୰ࡢࠕᏛ
㐠Ⴀࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖࡼࡾࠊබⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵ࡋ࡚♫ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡋࠊ
ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊከ᪉㠃ࢃࡓࡿሗࢆᮏᏛ࢙࢘ࣈࢧࢺබ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᑓᨷ㛵ࢃࡿሗࡶྠᵝබ⾲ࡉࢀࡿࠋ

ձᮏᏛ࢙࢘ࣈࢧࢺ KWWSZZZQDJR\DXDFMS
ղᏛ⾡᠇❶ KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXGHFODUDWLRQFKDUWHU
 ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼Ꮫ⾡᠇❶㸭ᐉゝ࡞㸼Ꮫ⾡᠇❶
ճᮏᏛ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡚Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎ᇶ࡙ࡃබ⾲㸦୍ᣓࡋ࡚㜀ぴྍ⬟㸧

 KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVWHDFKLQJ
 ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭
බ⾲㡯࡞㸼ᩍ⫱ሗࡢබ⾲
 Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗ㛵ࡍࡿࡇ
   ྡྂᒇᏛᏛ⾡᠇❶
   Ꮫ㒊࣭Ꮫ㝔ࡢ┠ⓗ
 ᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ⤌⧊㛵ࡍࡿࡇ
   ⤌⧊ᅗ
࢘ ᩍဨ⤌⧊㸪ᩍဨࡢᩘ୪ࡧྛᩍဨࡀ᭷ࡍࡿᏛཬࡧᴗ⦼㛵ࡍࡿࡇ
   ⫋ูேᩘࠊ⏨ዪูேᩘ
   ᖺ㱋ᵓᡂ
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   ἲ௧ୖᚲせ࡞ᑓ௵ᩍဨᩘ
   ྛᩍဨࡀ᭷ࡍࡿᏛࠊᴗ⦼
࢚ ධᏛ⪅㛵ࡍࡿཷධࢀ᪉㔪ཬࡧධᏛ⪅ࡢᩘ㸪ᐜᐃဨཬࡧᅾᏛࡍࡿᏛ⏕ࡢ
ᩘ㸪༞ᴗཪࡣಟࡋࡓ⪅ࡢᩘ୪ࡧ㐍Ꮫ⪅ᩘཬࡧᑵ⫋⪅ᩘࡑࡢ㐍Ꮫཬࡧᑵ
⫋➼ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿࡇ
   ᩍ⫱ࡢᇶᮏ᪉㔪
   ධᏛ⪅ᩘ
   ᐜᐃဨ
   ᅾᏛ⪅ᩘ
   ༞ᴗ࣭ಟ⪅ᩘ
   㐍Ꮫ⪅ᩘࠊᑵ⫋⪅ᩘࠊ㐍Ꮫ࣭ᑵ⫋➼ࡢ≧ἣ
࢜ ᤵᴗ⛉┠㸪ᤵᴗࡢ᪉ἲཬࡧෆᐜ୪ࡧᖺ㛫ࡢᤵᴗࡢィ⏬㛵ࡍࡿࡇ
࢝ Ꮫಟࡢᡂᯝಀࡿホ౯ཬࡧ༞ᴗཪࡣಟࡢㄆᐃᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶ‽㛵ࡍࡿ
ࡇ
࢟ ᰯᆅ࣭ᰯ⯋➼ࡢタཬࡧタഛࡑࡢࡢᏛ⏕ࡢᩍ⫱◊✲⎔ቃ㛵ࡍࡿࡇ
   ㏻ࢡࢭࢫ
   ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣐ࢵࣉ
   㐠ືタࡢᴫせ
   ⚟ཌ⏕タࡢᴫせ
   ㄢእάືࡢ≧ἣ
   㐠ືタ࣭ㄢእάືタ୍ぴ
   ⚟ཌ⏕タ➼タ⨨≧ἣ
ࢡ ᤵᴗᩱ㸪ධᏛᩱࡑࡢࡢᏛࡀᚩࡍࡿ㈝⏝㛵ࡍࡿࡇ
   ᤵᴗᩱࡘ࠸࡚
   ྛ✀ච㝖ไᗘ࣭ዡᏛᨭ
ࢣ Ꮫࡀ⾜࠺Ꮫ⏕ࡢಟᏛࠊ㐍㊰㑅ᢥཬࡧᚰ㌟ࡢᗣ➼ಀࡿᨭ㛵ࡍࡿࡇ

   Ꮫ⏕┦ㄯ㸭࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ㸭ᑵ⫋┦ㄯ
   ࣆ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ㸭Ꮫ⏕ᨭ࣓ࢵࢩࣗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
   ᑵ⫋ᨭᐊ㸭ᑵ⫋┦ㄯᐊ
ࢥ ࡑࡢ㸦ᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗᛂࡌᏛ⏕ࡀಟᚓࡍࡁ▱㆑ཬࡧ⬟ຊ㛵ࡍࡿሗࠊ
Ꮫ๎➼ྛ✀つ⛬ࠊタ⨨ㄆྍ⏦ㄳ᭩ࠊタ⨨ᒆฟ᭩ࠊタ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣ➼ሗ࿌᭩ࠊ
⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩ࠊㄆドホ౯ࡢ⤖ᯝ➼㸧
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  Ꮫ๎➼ྛ✀つ⛬ KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVUXOH
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼ྡྂᒇᏛつ๎㞟
  タ⨨ㄆྍ⏦ㄳ᭩ࠊタ⨨ᒆฟ᭩ࠊタ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣ➼ሗ࿌᭩
     KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVHVWDEOLVKPHQW
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼Ꮫ㒊࣭◊✲⛉➼ࡢ
タ⨨㸭ᨵ⤌ィ⏬
  ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯
KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVVHOIPRQLWRULQJ
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯
ㄆドホ౯ࡢ⤖ᯝ
KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVPLGREM
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼୰ᮇ┠ᶆ㸭୰ᮇィ
⏬㸭ᖺᗘィ⏬㸭ホ౯
  බ⾲㡯
KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVSXEOLFVXEMHFW
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼ἲ௧➼ᇶ࡙ࡃබ
⾲㡯
  ㈈ົㅖ⾲࡞
KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXREMHFWLYHVILQDQFLDODIIDLUV
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬࣭ホ౯㸭ሗබ㛤㸭බ⾲㡯࡞㸼㈈ົㅖ⾲࡞
ᗈሗㄅ
KWWSZZZQDJR\DXDFMSDERXWQXSXEOLFUHODWLRQVSXEOLFDWLRQ
          ࢺࢵࣉ㸼Ꮫࡢᴫせ㸭Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㸼Ꮫᗈሗ㸼ᗈሗㄅ
࡞
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㸯㸲

ᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼

 ᮏᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࡀᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࠊᚋࡶ⥅⥆ⓗᩍ⫱Ỉ‽ࡢ⥔
ᣢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᇶ┙་⛉Ꮫᐇ⩦ཷㅮᚋࡢᏛ⏕ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡍࡿࡇ
࡛ࠊᐇ⩦ࡢෆᐜࡢ⌮ゎᗘࠊᩍဨࡢ⇕ពࠊᩍᮦࡢ㐺ษࡉࠊᚋࡢ◊✲ࡢ᭷⏝ᛶ࡞
ࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ㝔ᩍ⫱ጤဨ᳨࡛ウࡋࡓୖ࡛ᩍဨࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡍࡿࡇ࡛ᩍဨࡢ㈨㉁ࡢ⥔ᣢྥୖᖖດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡶࠊẖ᭶㛤ദࡉࢀࡿᏛ㝔ᩍ⫱ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔࠾ࡅࡿᩍဨࡢ
㈨㉁ࢆྵࡵࡓᩍ⫱⯡ࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖࡢࡓࡵ㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸳

Ꮫ⏕ࡢ⤒῭ⓗᨭࡢྲྀ⤌

 ධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱࡣᙜึᏛࡢࡳࡀᚩࡋࠊ㐃ᦠᏛࡢධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱࡣᚩࡋ࡞
࠸ࠋࡇࡢࡢ⤒῭ⓗᨭࡋ࡚ࠊᙜึᏛࡽᏛ⏕ᑐࡋࠊ㐃ᦠᏛࡢΏ⯟㈝➼
ࡢ᪑㈝ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
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㈨ ᩱ ┠ ḟ


㈨ᩱ Ꮫグࡢᵝᘧ
㈨ᩱ ᒚಟࣔࢹࣝ㸦ྡྂᒇᏛᣦᑟᩍဨࡀ࠸ࡿᏛ⏕㸧
㈨ᩱ
㈨ᩱ 
㈨ᩱ 
㈨ᩱ
㈨ᩱ
㈨ᩱ
㈨ᩱ 

ᒚಟࣔࢹࣝ㸦ࣝࣥࢻᏛᣦᑟᩍဨࡀ࠸ࡿᏛ⏕㸧
ࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊ಟせ௳ࡘ࠸࡚
ධᏛࡽ༤ኈᏛྲྀᚓࡲ࡛
ྡྂᒇᏛᨺᑕ⥺Ᏻ⟶⌮つ⛬
ྡྂᒇᏛ⤌࠼'1$ᐇ㦂つ⛬
ྡྂᒇᏛ࠾ࡅࡿື≀ᐇ㦂➼㛵ࡍࡿྲྀᢅつ⛬
ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ཬࡧ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿ⏕

㈨ᩱ
㈨ᩱ
㈨ᩱ
㈨ᩱ

⌮ᑂᰝ㛵ࡍࡿෆつ
ྡྂᒇᏛ◊✲⏝ᚤ⏕≀Ᏻ⟶⌮つ⛬
ྡྂᒇᏛᏛ≀㉁➼Ᏻ⟶⌮つ⛬
ྡྂᒇᏛ࠾ࡅࡿ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿྲྀᢅつ⛬
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠾ࡅࡿ㉁ಖドไᗘᇶ࡙ࡃࣝࣥࢻᏛࡢホ౯➼ࡘ
࠸࡚

Ặ
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䕿䕿ᖺ䕿䕿᭶䕿䕿᪥⏕

X X

1

Lund University
Vice Chancellor
䚽 䚽 䚽 䚽

ᖹᡂ䕿䕿ᖺ䕿䕿᭶䕿䕿᪥
Date : 䕿䕿 䚽䚽, 䚽䚽

ྡྂᒇᏛ⥲㛗
Nagoya University President

ᯇ ᑿ
Ύ ୍
Matsuo Seiichi

as a Single Joint Degree in Recognition of the Fulfillment of the Requirements
and Successful Completion of a Doctoral Dissertation in the International
Collaborative Program in Comprehensive Medical Science between Nagoya
University and Lund University in Accordance with the Agreement Concluded
Between Nagoya University and Lund University on January 19, 2016.

The Degree of Doctor of Philosophy in Medical Science

Name
Date of Birth: 䕿䕿 䕿䕿䠈䕿䕿䕿䕿

DIPLOMA
NAGOYA UNIVERSITY AND LUND UNIVERSITY
Hereby Confer upon

ྡྂᒇᏛཬ䜃䝹䞁䝗Ꮫ䛾㛫䛷2016ᖺ1᭶19᪥䛻⥾⤖䛥䜜䛯༠ᐃ䛻ᇶ
䛵䛟ྡྂᒇᏛ䞉䝹䞁䝗Ꮫᅜ㝿㐃ᦠ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷ䛻䛚䛔䛶ᡤᐃ䛾༢䜢
ಟᚓ䛧Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝཬ䜃᭱⤊ヨ㦂䛻ྜ᱁䛧䛯䛾䛷༢୍䛾ඹྠᏛ䛸䛧䛶
༤ኈ䠄་Ꮫ䠅䛾Ꮫ䜢ᤵ䛩䜛

Ꮫ

➨㼄㼄㼄㼄㼄ྕ

GUNILA WESTERNGREN+THORSSON
DKANUS, MEDICINSKA FAKULTETEN
DEAN, FACULTY OF MEDICINE

LUND DEN XX XXXX 201X
LUND XX XXXX 201X

CONFERRED AS A SINGLE JOINT DEGREE UNDER A JOINTLY-AWARDED PhD
PROGRAM BETWEEN LUND UNIVERSITY AND NAGOYA UNIVERSITY

DENNA EXAMEN UTFÄRDAS ENLIGT EN ÖVERENSKOMMELSE MELLAN
LUNDS UNIVERSITET OCH NAGOYA UNIVERSITY FÖR GEMENSAM
HANDLEDNING AV FORSKARSTUDIER SOM LEDER TILL EN DUBBEL EXAMEN

AT THE FACULTY OF MEDICINE IN THE SUBJECT
BIOMEDICINE, MOLECULAR MEDICINE

Doctor of Philosophy in Medical Science

HAS BY LUND UNIVERISTY BEEN AWARDED THE DEGREE OF

VID MEDICINSKA FAKULTEEN INOM ÄMNET
BIOMEDICIN MED INRINKTNING MOLEKYLÄR MEDICIN

Doktor i medicinsk vetenskap

HAR VID LUNDS UNIVERSITET AVLAGT EXAMEN SOM

XXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

資料１

ᅕኺࣱ٭ȡǫȋǺȠƷᚐଢ
ᅕኺ၌धᐮǵȳȗȫǛဇƍƨዡ፠ႎᢡˡ܇
ီࠝƷᚐௌ
᭗ഏᏯೞᏡႆྵƷȡǫȋǺȠƷᚐଢ

⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
ᛂ⏝⤫ィᏛ
䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸

࠰ഏ

̲ʕᎍ

࠰ഏ

1

ȑȸǭȳǽȳ၏ǛݣᝋƴƠƨኬᏘᆆౡၲඥ
ȑȸǭȳǽȳ၏ૼᙹၲᕤƷႆ
Ꮿ၌धཎஊƷȐǤǪȞȸǫȸƷኧ
ɭမɶƔǒᨼǇǔᄂᆮᎍƷɶưŴɭမஇέᇢƷᅕኺᅹܖᄂᆮƴ
ᚑǕƯჷᙸǛขǊǔŵ

•
•
•

ƂȫȳȉܖٻƃȫȳȉܖٻƸᅕኺᅹܖЎưȎȸșȫចӖចᎍ
ǛЈƠƨƜƱƔǒǋŴᅕኺЎƴƓƚǔᄂᆮƕ᩼ࠝƴƞƔǜ
ưƋǔŵཎƴŴȫȳȉܖٻƸܼȗȭǸǧǯȈƱƠƯȑȸǭȳ
ǽȳ၏ŴǢȫȄȏǤȞȸ၏ƷᄂᆮǛᨼɶႎƴਃƬƯƓǓŴ
/WNVKRCTMƱƍƏኵጢǛನሰƠƯƍǔŵƦƜƴƓƍƯƸɭမɶ
ǑǓᄂᆮᎍǛᨼǊŴɭမஇέᇢƷᄂᆮƕᘍǘǕƯƍǔŵьᱫƱ
Ʊǋƴ᫋ᓸƱƳǔᅕኺኒ၌धƸŴ᭗ᱫᎍƷဃƷឋǛᓸƠƘफ
҄ƞƤǔŵཎƴŴέƷᲬ၌धƸ᩼ࠝƴधᎍૠƕٶƍǋƷƷŴൿ
ܭႎƳၲඥƕசƩཎܭƞǕƯƓǒƣŴƦǕǛᚐൿƢǔૼᕤŴ
ૼᙹၲඥƕࢳƨǕƯƍǔŵ/WNVKRCTMưƸᐮࣖဇǛႸਦƠ
ƨᄂᆮƕႮǜƴᘍǘǕƯƓǓŴܖဃƸؕᄽᄂᆮƷǈƳǒƣᄂᆮŴ
ᐮࣖဇƴᐱǔȗȭǻǹǛኺ᬴ưƖǔǋƷƱ࣬ǘǕǔŵƦƷɶ
ưᄂᆮЎǛᢠ৸ƠŴƦƷᅹƷਦݰՃǛиਦݰՃƱƢǔŵ
ɼਦݰՃƷǋƱ៲ƴƭƚƨؕᄽႎƳჷᜤǛƔƠŴȫȳȉٻ
ܖƴƯૼƨƳᄂᆮǛڼƢǔŵ

ؕᄽჷᜤƱƠƯŴᐮҔܖჷᜤǛਤƪŴҗЎƳᐮኺ᬴Ǜਤ
ƭŵஜݦૌưᅕኺᅹܖЎƷᄂᆮǛƢǔƜƱǛ࣓ஓ
ႸᲴᨥႎƴƢǔᐮҔܖƷᄂᆮᎍǛႸਦƢܖဃ

䜲䞁䝖䝻䝎䜽䝖䝸䞊䝁䞊䝇
◊✲⌮
ཱྀ㢌ఏ㐩
≉ูㅮ⩏

࠰ഏ

ӸӞܖٻދҔܖᛢᆉ̲ʕᎍ

ɲਦݰՃƱ࠰᧓ƷǹǱǸȥȸȫǛ
ನሰƢǔŵ
࠰ഏ

•

•
•

ƂӸӞܖٻދƃؕᄽႎƳᐮҔܖჷᜤǛਤƪŴ
ᅕኺ၌धƴ᧙ƢǔჷᙸǛขǊǔƨǊᅕኺϋᅹ᧙
ᡲЎƴƓƍƯ̲ޗƢǔƜƱǛൿܭƢǔŵஜᅹ
ƷɼਦݰՃƷǋƱؕᄽႎƳᅕኺ၌धƷؕᄽǛ
ܖƼŴƔƭ᧙ᡲЎƴƓƚǔؕᄽᄂᆮƴǋઃǘ
ǔŵ

Ƃᛯ૨˺ƃ
ɼਦݰՃƷǋƱŴኽௐǛǇƱǊҦٟᛯ૨˺ǛᘍƏŵ

࣏ᙲƳ̲ʕᙲˑǛƨƠƨ

ӸӞܖٻދƴƓƚǔؕᄽႎƳᄂᆮŴƦƠƯȫȳȉܖٻƴƓƚǔᐮ
ࣖဇᄂᆮǛኺ᬴ƠƨܖဃƸŴž᭗ࡇƳࣱᧉݦƱܖᜤǛͳƑŴᚐ
ൿƷᢊሂǛᙸƭƚǔȇǶǤȳщƴ݈ǈŴီƳǔ૨҄ǛྸᚐưƖǔ
ᨥࣱǛͳƑŴᨥႎσӷᄂᆮǛਖ਼ᡶƠŴҔܖƱʴƷᅦᅍƷႆ
ޒƴᆢಊႎƴᝡྂưƖǔʴſ ƱƳǓŴ᭗ᱫ҄ᅈ˟ưǇƢǇƢ
բ᫆ƱƳǔᅕኺ၌धƴӕǓኵǉஊஓƳҔܖᄂᆮᎍƴƳǔŵ

ӸӞܖٻދƴɼਦݰՃƕƍǔܖဃ

̲ޗȢȇȫ

資料２

䜲䞁䝖䝻䝎䜽䝖䝸䞊䝁䞊䝇
◊✲⌮
ཱྀ㢌ఏ㐩
≉ูㅮ⩏
䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸

࠰ഏ

̲ʕᎍ

࠰ഏ

⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
ᛂ⏝⤫ィᏛ

࠰ഏ

ؕᄽჷᜤƱƠƯŴᐮҔܖჷᜤǛਤƪŴҗЎƳᐮኺ᬴Ǜ
ਤƭŵஜݦૌưƕǜᄂᆮЎƷᄂᆮǛƢǔƜƱǛ࣓ஓ
ႸᲴᨥႎƴƢǔᐮҔܖƷᄂᆮᎍǛႸਦƢܖဃ

ȫȳȉܖٻҔܖᛢᆉ̲ʕᎍ

ьᱫȡȩȎȸȞƴƓƚǔᢡˡ܇ᆳီࠝ
Ʒዡ፠ႎᚐௌ
• ʐƕǜƴƓƚǔPQPEQFKPI40#Ǜ
ǿȸǲȃȈƴƠƨȐǤǪȞȸǫȸኧ
• OKETQ40#ǛဇƍƨᡶᘍࣱЭᇌᐄ
ƕǜƷၲࣖဇ
࠰ഏ

•

ƂȫȳȉܖٻƃȫȳȉܖٻưƸܼȗȭǸǧ
ǯȈưƋǔƕǜȐǤǪȞȸǫȸƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ǛਃƬƯƓǓŴ$KQ%#4'ƴƓƍƯɭမஇέ
ᇢƷᄂᆮƕᘍǘǕƯƍǔŵૼᙹƕǜȐǤǪ
ȞȸǫȸƷႆᙸƸƕǜƷଔႆᙸǛӧᏡƴƠŴ
ဃƷឋǛӼɥƞƤǔŵƦƷɶưᄂᆮЎǛ
ᢠ৸Ƣǔŵ

Ƃᛯ૨˺ƃ
ɼਦݰՃƷǋƱŴኽௐǛǇƱǊҦٟᛯ૨˺ǛᘍƏŵ

࣏ᙲƳ̲ʕᙲˑǛƨƠƨ

ኬᏘƷၶ҄ೞನƷᚐௌ
ᐮǵȳȗȫǛဇƍƨዡ፠ႎᢡˡࠝီ܇Ʒᚐௌ
ឋЎௌ֥ǛဇƍƨƕǜཎီႎႆྵƨǜƺƘឋƷዡ፠ႎᚐ
ௌ

ȫȳȉܖٻư៲ƴƭƚƨᚐௌ২ᘐǛࣖဇƠŴƕǜƷȡǫȋǺȠ
ƴᡐǔૼƨƳᚐௌǛᘍƏŵ

•
•
•

ƂӸӞܖٻދƃؕᄽႎƳᚐௌ২ᘐǛ፼ࢽƠƯƓǓŴƦǕǛဃƔ
ƠƨƕǜᄂᆮǛܖƿƨǊᏽၨ᧙ᡲᜒࡈƴƯ̲ޗƢǔƜƱǛൿܭ
ƢǔŵஜᅹƷɼਦݰՃƷǋƱؕᄽႎƳҔܖႎჷᜤǛܖƼŴƔ
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ࣝࣥࢻᏛ་Ꮫ㒊 ಟせ௳ࡘ࠸࡚㸦Handbook for PhD students ࡼࡾᢤ⢋㸧
㸯㸬༤ኈᏛྲྀᚓせ௳
PHD DEGREE REQUIREMENTS
1. Passed all compulsory courses
2. Passed the half-time review
3. Passed examination of the literature and courses stated in the general study plan for
the subject and in the individual study plan, active participation in seminars and
conferences
4. Completed the portfolio
㸦ヂ㸧
1. ᚲಟ⛉┠ࢆಟᚓࡍࡿࡇࠋ
2. Halftime review ࢆࡍࡿࡇࠋ
3. ᚲಟ⛉┠௨እᑓᨷࡈᚲせ࡞⛉┠ࢆಟᚓࡍࡿࡇࠋͤᮏᑓᨷ࠾࠸࡚ࡣ A ⩌ࠕᅜ
㝿㐃ᦠ་Ꮫ≉ㄽࠖ
ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ࠕᐇ㦂◊✲ࠖ
ࠊB ⩌ࠕࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ࠕᐇ㦂◊✲ࠖࡀࡇࢀ┦ᙜࡍࡿࠋ
4. ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᡂࡉࡏࡿࡇࠋ
㸰㸬Ꮫㄽᩥཱྀ㢌ヨၥ
The norm for a compilation thesis is four articles and a summarising introduction
(referred to as “kappa” in Swedish). Of these articles, at least two must be published or
accepted for publication, with you as the lead author of at least one. A smaller number
of articles can be acceptable in exceptional cases if the articles can be considered to be of
very high quality, for example if they contain important methodological developments
carried out by yourself. This should be made clear in the main supervisor’s statement.
You must orally defend your thesis at a public defence. The public defence of the thesis
can be refused if it is not of sufficiently high quality even if the thesis meets the
quantative requirements.
㸦ヂ㸧
༤ኈㄽᩥࡣ㸲ᮏࡢㄽᩥ㸦ཎⴭㄽᩥ㸧ࡽ⦅ᡂࡍࡿࡇࢆᇶ‽ࡍࡿࠋ࠺ࡕ㸰ᮏࡢㄽᩥࡣᥖ
㍕ࡶࡋࡃࡣᢞ✏ࡋࠊᥖ㍕ࡘ࠸࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡓࡇࡢ࠶ࡿࡶࡢࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸯ᮏࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡀ༢⊂ࡢ➹㢌ⴭ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
Ꮫㄽᩥࡘ࠸࡚ࡣཱྀ㢌ヨၥࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋㄽᩥࡢᮏᩘࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊෆᐜࡀ༑ศඃ
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ࢀࡓࣞ࣋ࣝ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊᏛㄽᩥࡢᑂᰝࢆ㏻㐣࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸱㸬ᅾᏛᮇ㛫
PhD studies at the Faculty of Medicine include four or two years of full-time studies.
Four years of full-time studies lead to a PhD degree (240 credits) and two years of fulltime studies lead to a Licentiate degree (120 credits).
㸦ヂ㸧
་Ꮫ㒊 PhD ࢥ࣮ࢫࡢ◊✲ࡣ㸲ᖺ㛫ࡶࡋࡃࡣ㸰ᖺ㛫ࡢࣇࣝࢱ࣒ࡢ◊✲ࢆᣦࡍࠋ㸲ᖺ㛫ࡢ
ࣇࣝࢱ࣒࡛ࡢ◊✲άືࡼࡾ༤ኈᏛࡀᤵࡉࢀࠊ㸰ᖺ㛫ࡢࣇࣝࢱ࣒࡛ࡢ◊✲άື
ࡼࡾୖ⣭ಟኈࡀᤵࡉࢀࡿࠋ

2

資料５
ධᏛࡽ༤ኈᏛྲྀᚓࡲ࡛
ͤྛጤဨࡣ୧Ꮫࡢᩍဨ࡛ᵓᡂ

ධᏛ

Ꮫ⏕୍ேᑐࡋ࡚ࠊᙜึᏛ
࣭࣭࣭ ࡽᣦᑟᩍဨࠊ㐃ᦠᏛ
ࡽᣦᑟᩍဨࢆ㓄⨨ࠋ

,QGLYLGXDO6WXG\3ODQ
సᡂ

Ꮫ⏕࣭ᣦᑟᩍဨࡀࠊᒚ
࣭࣭࣭ ಟᮇࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࠊ◊✲ィ
⏬ࢆ❧ࠋ

+DOIWLPHUHYLHZ

ྜྠ㐠Ⴀጤဨእ㒊ホ౯ጤ
࣭࣭࣭ ဨࡀࠊᖺḟᮎᏛಟ≧ἣࢆ
ホ౯ࠋ

㸯
ᖺ
ḟ

㸰
ᖺ
ḟ

࠙ྜྠ㐠Ⴀጤဨࠚ
ᮏᑓᨷ㛵㐃ࡍࡿ
㡯ࢆ༠㆟࣭Ỵᐃࠋ

3RUWIROLRࡢᡂ

◊✲ࡢ㐍ᤖࢆᐇドࡍࡿࡶࡢࠋ
࣭࣭࣭
Ꮫㄽᩥᥦฟ๓ࡲ࡛ᡂࠋ

Ꮫㄽᩥᑂᰝ

࣭࣭࣭ ྜྠᏛᑂᰝጤဨࡀᑂᰝࠋ

㸲
ᖺ
ḟ

᭱⤊ヨ㦂

༤ኈᏛྲྀᚓ

࣭࣭࣭

ྜྠᏛᑂᰝጤဨࡀ⥲ྜⓗ
ྜྰࢆุᐃࠋ

ࢪࣙࣥࢺ࣭ࢹࢢ࣮ࣜࢆᤵ
࣭࣭࣭ ࠋᏛグࡣᙜึᏛࡽᡭ
ࠋ

1

Ꮫ⏕ࡢᏛಟ≧ἣࢆ
࣭ᣦᑟᩍဨࡽ
ẖᖺḟᥦฟࡉࢀࡿ
ࠕ◊✲ᣦᑟሗ࿌᭩ࠖ
ᇶ࡙࠸࡚ᢕᥱࠋ

資料６
○名古屋大学放射線安全管理規程
(平成16年4月1日規程第81号)
改正

平成17年3月22日規程第353号
平成18年3月29日規程第148号
平成19年5月28日規程第14号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年7月30日規程第17号

平成18年3月22日規程第117号(題名改正)
平成18年4月18日規程第4号
平成21年3月30日規程第92号
平成26年3月26日規程第125号

(目的)
第1条 この規程は，名古屋大学における核原料物質及び核燃料物質並びに放射性同位元素，放射線発生装置及
び放射線の発生を伴う装置等による放射線障害の発生を防止し，学内外の安全を確保することを目的とする
。
2 放射線障害の防止に関しては，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166
号)，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止
法」という。)，労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)，作業環境測定法(昭和50年法律第28号)，医療法(昭
和23年法律第205号)等の関係法令に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。
(放射線使用施設等)
第2条 この規程において，「放射線使用施設」とは，次に掲げるものをいう。
一 核原料物質及び核燃料物質を取り扱う施設
二 密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設
三 密封された放射性同位元素等（第5号及び第6号に規定する機器を除く。）を取り扱う施設
四 放射線障害防止法第2条第4項及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条に規定する放射線発
生装置を取り扱う施設
五 放射線障害防止法第12条の5第2項に規定する表示付認証機器を取り扱う施設
六 放射線障害防止法第12条の5第3項に規定する表示付特定認証機器を取り扱う施設
七 電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第32号）第2条第1項に規定する放射線を発生する装置又は
器具(第4号に規定する放射線発生装置を除く。)を取り扱う施設
(放射線使用施設等の新設，廃止及び変更)
第3条 放射線使用施設等を新設し，若しくは廃止し，又は次の各号のいずれかに該当する事項について変更し
ようとするときは，当該放射線使用施設等の所属する部局の長(以下「部局長」という。)は，あらかじめ，
原子力委員会の承認を得るものとする。
一 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素の種類及び数量
二 前条第4号に掲げる放射線発生装置の種類，台数及び性能
三 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素及び放射線発生装置の使用の目的及び方法
四 放射線使用施設等の位置及び構造（前条第5号から第7号までに規定する施設を除く。）
五 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素の貯蔵施設の位置，構造及び貯蔵能力
六 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素並びにそれらによって汚染された物の廃棄施設の位置，
構造及び性能
2 前条第5号に掲げる施設で使用する表示付認証機器の使用の目的及び方法並びに台数，同条第6号に掲げる施
設で使用する表示付特定認証機器の台数並びに同条第7号に掲げる施設で使用する放射線を発生する装置又は
器具の種類，台数及び性能を変更したときは，部局長は，所定の期間内に原子力委員会に届け出るものとす
る。
3 前項の「部局」とは，事務局，運営支援組織，学部，研究科，教養教育院，アジアサテライトキャンパス学
院，高等研究院，トランスフォーマティブ生命分子研究所，附置研究所，附属図書館，医学部附属病院，学
内共同教育研究施設等，地球水循環研究センター，情報基盤センター，総合保健体育科学センター，未来社
会創造機構及び監査室をいう。
(放射線取扱主任者等)
第4条 第2条第1号に掲げる施設に管理責任者，同条第2号から第4号までに掲げる施設に放射線取扱主任者，同
条第5号に掲げる施設に安全管理責任者，同条第6号に掲げる施設に管理担当者並びに同条第7号に掲げる施設
にエックス線取扱主任者及び管理区域ごとにエックス線作業主任者(ただし，装置内のみが管理区域でインタ
ーロックを備えた装置の場合は管理責任者)(以下「放射線取扱主任者等」という。)を置く。
2 放射線取扱主任者及びエックス線作業主任者は，部局長の推薦に基づき，総長が任命する。
(放射線取扱主任者等の職務)
第5条 放射線取扱主任者等は，部局長と協議の上，放射線使用施設等における放射線障害の発生の防止に関し
て監督を行う。
(放射線障害予防内規等)
第6条 部局長は，この規程に定めるもののほか，核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)
第2条の12第1項各号に掲げる事項，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35
年総理府令第56号)第21条第1項各号に掲げる事項，電離放射線障害防止規則第41条の3各号に掲げる事項，医
療法施行規則第4章第2節から第5節までに掲げる事項その他放射線障害の予防又は放射線使用施設の保安に関
して必要な事項を，内規等により定めるものとする。
2 部局長は，前項に規定する内規等を制定及び改廃する場合は，あらかじめ，原子力委員会の承認を得るもの
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とする。
3 部局長は，前2項により内規等を制定及び改廃した後，総長に報告するものとする。
(健康診断)
第7条 総長は，放射線業務従事者について健康診断を行い，職員に係る結果の記録を遅滞なく所轄する労働基
準監督署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する健康診断は，職員については，名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号)の定め
るところにより，学生については，総長が定める学生健康診断実施計画により行うものとする。
(作業環境測定)
第8条 総長は，労働安全衛生法が定める放射線業務を行う作業場について作業環境測定を行う。
(作業環境測定士)
第9条 前条の作業場に，作業環境測定を行うため，作業環境測定士を置く。
2 作業環境測定士は，作業場の作業環境測定をつかさどり，当該測定を行う者を監督する。
3 作業環境測定士は，総長が任命する。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第10条 部局長は，放射線障害を受け，又は受けたおそれのある者に対し，医師又は放射線取扱主任者等の意
見に基づき，管理区域への立入時間の短縮，立入りの禁止，放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配
置転換等必要な措置を講じなければならない。
(事故及び危険時の措置)
第11条 部局長は，次に掲げる事態が発生したときは，直ちに応急の措置を講ずるとともに，速やかに必要事
項を総長に報告しなければならない。
一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第39条第1項各号に掲げる事項のいずれ
かに該当する事故が発生したとき。
二 地震，火災その他の災害のため放射線障害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。
三 前号に定めるもののほか，放射線障害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。
2 総長は，前項第1号の報告を受けたときは，その旨を直ちに文部科学大臣及び関係機関に報告するとともに
，その状況及びそれに対する処置を10日以内に文部科学大臣及び関係機関に報告しなければならない。
3 総長は，第1項第2号又は第3号の報告を受けたときは，遅滞なく文部科学大臣及び関係機関に届け出なけれ
ばならない。
(放射線業務従事者の義務)
第12条 放射線業務従事者は，放射線取扱主任者等が放射線障害予防のために行う命令又は指示に従わなけれ
ばならない。
(放射線取扱主任者等の勧告)
第13条 放射線取扱主任者等は，放射線業務従事者が，放射線障害防止のための業務に違反したと認めたとき
は，取扱いの制限又は中止その他必要な措置を講ずることについて，部局長に勧告することができる。
2 放射線取扱主任者等は，前項の勧告をしたときは，速やかに安全保障委員会又は核燃料物質管理委員会に連
絡するものとする。
(年次報告書の提出)
第14条 部局長は，毎年度の終わりに，その年度の放射線施設の実態報告書を，別に定める様式により作成し
，安全保障委員会又は核燃料物質管理委員会に報告しなければならない。
2 安全保障委員会及び核燃料物質管理委員会は，前項の報告をとりまとめ，意見を付して原子力委員会に報告
し，その承認を得た上，総長に報告しなければならない。
附 則
この規程は，平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は，平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第117号)
この規程は，平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は，平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は，平成18年4月18日から施行し，平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月28日規程第14号)
この規程は，平成19年5月28日から施行し，平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は，平成21年4月1日から施行する。
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附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は，平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は，平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
この規程は，平成26年8月1日から施行する。
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資料７
○名古屋大学組換えDNA実験規程
(平成16年4月1日規程第82号)
改正

平成17年6月27日規程第11号
平成20年3月31日規程第117号
平成25年3月18日規程第75号
平成25年7月29日規程第20号
平成26年11月18日規程第35号

平成19年3月28日規程第106号
平成24年3月29日規程第105号
平成25年6月18日規程第11号
平成26年10月17日規程第29号

(目的)
第1条 この規程は，名古屋大学（以下「本学」という。）において組換えDNA実験（以下「実験」という。）
を計画し，実施する際の安全を確保するため，遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律（平成15年6月18日法律第97号）並びに研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等
に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号）及び研究
開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に
基づき認定宿主ベクター系等を定める件（平成16年1月29日文部科学省告示第7号）（以下「法律等」という
。）に基づき，必要な事項を定めることを目的とする。
(総長の責務)
第2条 総長は，本学における実験に係る安全確保に関し総括管理する。
(安全委員会)
第3条 本学に，名古屋大学組換えDNA実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会は，総長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議し，及びこれらに関して総長に助言又は勧
告するものとする。
一 実験に関する規程等の立案に関する事項
二 法律等に対する実験計画の適合性に関する基本的事項
三 実験に係る教育訓練及び健康管理に関する基本的事項
四 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関する基本的事項
五 その他実験の安全確保に関する重要事項
(委員)
第4条 安全委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。
一 大学院文学研究科，大学院教育発達科学研究科，大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授又は
准教授のうちから1名
二 大学院理学研究科，大学院医学系研究科，大学院工学研究科，大学院生命農学研究科，大学院環境学研
究科，大学院情報科学研究科，大学院創薬科学研究科，環境医学研究所，アイソトープ総合センター，遺
伝子実験施設，生物機能開発利用研究センター及び動物実験支援センターの教授又は准教授各1名
三 安全主任者
四 総合保健体育科学センター保健管理室長
五 研究協力部長
六 その他安全委員会が適当と認めた者
2 前項第1号，第2号，第3号及び第6号の委員は，総長が任命する。
(任期)
第5条 前条第2項の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは，その都度補充する。この場合における委員の任期は，前任者の残任期間
とする。
(委員長)
第6条 安全委員会に，委員長を置く。
2 委員長は，委員の互選による。
3 委員長は，安全委員会を招集し，その議長となる。ただし，委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長
が指名した委員が議長となる。
(定足数及び議決)
第7条 会議は，委員の過半数の出席によって成立する。
2 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 安全委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 安全委員会の庶務は，研究協力部研究支援課において処理する。
(部局の長)
第10条 部局の長は，当該部局における実験の安全確保に関し必要な事項を処理する。
(部局委員会)
第11条 実験を行う部局に，部局組換えDNA実験安全委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会は，部局の長の諮問に応じ，法律等及びこの規程に対する実験計画の適合性について審査するほ
か，次に掲げる事項について調査・審議する。
一 実験室又は実験区域(以下「実験室等」という。)及び実験設備に関する事項
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二 実験試料の取扱いに関する事項
三 実験の記録及びその保存に関する事項
四 実験に係る教育訓練及び健康管理に関する事項
五 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関する事項
六 その他実験の安全確保に関する事項
第12条 部局委員会の組織及び運営に関し必要な事項については，部局の長が定める。
2 部局の長は，前項の事項を定め，又は変更したときは，総長に報告しなければならない。
(安全主任者)
第13条 実験を行う部局の長は，その補佐機関として安全主任者を1名以上置かなければならない。
2 安全主任者は，次に掲げる業務を行う。
一 実験が法律等及びこの規程に従って適正に遂行されていることの確認
二 実験責任者に対する助言
三 その他実験の安全確保に関する必要な事項の処理
(実験責任者)
第14条 実験を実施しようとするときは，実験計画ごとに，当該実験に従事する者のうちから実験責任者を定
めなければならない。
2 実験責任者は，安全主任者との連絡の下に，次に掲げる業務を行う。
一 実験計画の立案
二 実験の適切な管理及び監督
三 実験従事者に対する教育訓練
四 実験に係る記録の作成及び保存
五 その他実験の安全確認に関する事項
(審査手続等)
第15条 実験責任者は，実験を行う場合は，様式1及び様式1の2に定めるところにより，あらかじめ部局の長に
申請しなければならない。実験計画を変更しようとする場合も同様とする。ただし，実験従事者の変更のみ
の場合は，様式1の3を届出することにより，実験計画の変更に代えることができる。
第16条 部局の長は，前条の規定により申請があった実験計画(実験計画の変更を含む。次条において同じ。)
が法律等において拡散防止措置が定められていない実験(大臣確認実験)の場合には，部局委員会の審査を経
て，当該実験計画について，総長を経由して，文部科学大臣の確認を求めなければならない。
第17条 部局の長は，第15条の規定により申請があった実験計画が法律等において拡散防止措置が定められて
いる実験(機関実験)である場合には，部局委員会の審査を経て，当該実験計画を承認することができる。
2 部局の長は，前項の規定により実験計画を承認した場合は，速やかに総長に報告しなければならない。
(実験の終了又は中止)
第18条 実験責任者は，実験が終了し，又は実験を中止した場合は，様式2に定めるところにより，速やかに部
局の長に報告しなければならない。
(審査基準)
第19条 部局委員会における実験計画の審査は，次に掲げる事項について，法律等に対する適合性に関し調査
・検討することにより行う。
一 封じ込め方法
二 実験室等及び実験設備
三 実験責任者及び実験従事者の知識及び技術
四 その他部局委員会が必要と認める事項
(実験室等及び実験設備の管理及び保全)
第20条 部局の長は，実験室等及び実験設備を法律等の定める物理的封じ込めのレベルに従って設置し，その
管理及び保全に努めなければならない。
(実験試料の取扱い等)
第21条 実験従事者は，実験試料の取扱い(組換え体の保管及び運搬を含む。)その他実験の実施に当たっては
，法律等及びこの規程を遵守し，実験の安全確保に努めなければならない。
(情報の提供)
第22条 実験責任者は，遺伝子組換え生物等を譲渡し，若しくは提供し，又は委託して使用等をさせようとす
る場合は，様式3により相手方に情報を提供するとともに，部局の長あてに報告しなければならない。また，
遺伝子組換え生物等を譲り受けて，若しくは提供を受け，又は受託して実験を行う場合は，実験計画と共に
様式3により部局の長あてに提出しなければならない。
(教育訓練)
第23条 部局の長は，実験開始前に実験従事者に対し，法律等及びこの規程を熟知させるとともに，実験に必
要な教育訓練を行わなければならない。
(機密保持義務)
第24条 実験従事者，部局委員会委員，安全委員会委員等，組換えDNA実験に関係する者は，実験又は審査で知
り得た秘密を漏らしてはならない。
2 部局委員会委員及び安全委員会委員は，審査対象実験が自己の研究と極めて密接な関連があり，客観的にも
適切と判断される場合は，同審査を辞退することができる。
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(健康管理)
第25条 総長は，実験従事者の健康診断を行う。
2 前項に規定する健康診断は，職員については名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号)の定める
ところにより，学生については総長が定める学生健康診断実施計画により行うものとする。
(緊急時の措置)
第26条 部局の長は，実験室等において，事故若しくは地震，火災その他の災害のため生物災害が発生し，又
は発生するおそれがある場合には，直ちに適切な措置を講じなければならない。
2 部局の長は，前項の規定に該当する場合は，その概要，講じた措置等を速やかに総長に報告しなければなら
ない。
(雑則)
第27条 この規程の実施に関し必要な事項は，総長が定める。
附 則
この規程は，平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規程第11号)
この規程は，平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は，平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は，平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は，平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規程第75号)
この規程は，平成25年3月18日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第11号)
この規程は，平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月29日規程第20号)
この規程は，平成25年7月29日から施行する。
附 則(平成26年10月17日規程第29号)
この規程は，平成26年10月17日から施行する。
附 則(平成26年11月18日規程第35号)
この規程は，平成26年11月18日から施行する。
様式1
組換えDNA実験計画書（新規•変更）
[別紙参照]
様式1の2
組換えDNA実験室設置（新規・変更・中止）申請書
[別紙参照]
様式1の3
組換えDNA実験従事者変更届
[別紙参照]
様式2
組換えDNA実験終了（中止）報告書
[別紙参照]
様式3
遺伝子組換え生物等の譲渡等（譲渡，提供及び委託）に係る情報の提供に関する調書
[別紙参照]
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資料８
○名古屋大学における動物実験等に関する取扱規程
(平成19年3月12日規程第71号)
改正

平成19年3月28日規程第106号
平成22年3月16日規程第43号
平成25年6月18日規程第10号

平成20年3月31日規程第117号
平成24年3月21日規程第89号
平成26年3月26日規程第125号

(目的)
第1条 この規程は，名古屋大学（以下「本学」という。）における動物実験等を適正，かつ，安全に実施する
ため，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。），実験動物
の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成１8年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という
。），研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成18年文部科学省告示第71号。以下「基
本指針」という。）及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（平成18年日本学術会議策定）に基づ
き，動物実験等に係る必要な事項を定めることを目的とする。
(基本原則)
第2条 動物実験等を行う者は，動物愛護法及び飼養保管基準を遵守し，動物実験等の原則である代替法の利用
（科学上の利用の目的を達することができる範囲において，できる限り動物を供する方法に代わり得るもの
を利用することをいう。），使用数の削減（科学上の利用の目的を達することができる範囲において，でき
る限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮するこ
とをいう。）及び苦痛の軽減（科学上の利用に必要な限度において，できる限り動物に苦痛を与えない方法
によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。）の3R(Replacement，Reduction及びRefinement
のことをいう。)に基づき，適正に実施しなければならない。
2 本学において動物実験等を実施する場合は，動物愛護法，飼養保管基準，基本指針，動物の殺処分方法に関
する指針（平成7年総理府告示第40号）その他法令等の規定によるほか，この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号の定めるところによる。
一 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育，試験研究，生物学的製剤の製造の用その他科学上の
利用に供することをいう。
二 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養，保管若しくは動物実験等を行う施設又は設備をいう。
三 実験室 実験動物に実験操作（実験動物の48時間以内の一時的な保管を含む。）を行う動物実験室をい
う。
四 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
五 実験動物 動物実験等の利用に供するため，施設等で飼養若しくは保管している哺乳類，鳥類又は爬虫
類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。
六 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
七 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
八 動物実験責任者 動物実験実施者のうち，動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
九 管理者 総長の委任を受けて，実験動物及び施設等を総括的に管理する者（例えば動物実験施設長，講
座の長等）をいう。
十
実験動物管理者 管理者を補佐し，実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当す
る者をいう。
十一 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で，実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
十二 管理者等 総長，部局の長，管理者，実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者をいう。
十三 指針等 動物実験等に関して行政機関が定める基本的な指針及びガイドラインをいう。
(適用範囲)
第4条 この規程は，本学において実施される哺乳類，鳥類及び爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用
する。
2 動物実験責任者は，動物実験等の実施を外部機関への委託等により行う場合には，当該委託先においても，
動物愛護法，飼養保管基準，指針等（以下「関係法令等」という。）に基づき，動物実験等が適正に実施さ
れることを確認しなければならない。
(総長の責務)
第5条 総長は，本学における適正な動物実験等の実施に関し総括管理する。
(動物実験委員会)
第6条 本学に，動物実験計画の承認，実施状況及び結果の把握，飼養保管施設及び実験室の設置の承認，教育
訓練，自己点検・評価，情報公開その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として，
名古屋大学動物実験委員会（以下「委員会」という。）を置く。
(委員会の任務)
第7条 委員会は，総長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議又は調査し，これらに関して総長に報告又
は助言する。
一 動物実験計画の関係法令等及びこの規程への適合に関すること。
二 動物実験計画の実施の状況及び結果に関すること。
三 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
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四

動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関するこ
と。
五 動物実験等に係る自己点検・評価に関すること。
六 その他動物実験等の適正な実施に関すること。
2 前項に定めるもののほか，委員会は，第16条に規定する部局委員会に対し，必要な指導又は助言を行うこと
ができる。
3 委員会は，動物実験計画が適切に実施されていないと認めた場合は，実験の中止その他必要な措置について
総長に助言することができる。
4 委員会は，東山地区における動物実験等を適正かつ安全に実施するため，東山地区における動物実験等に関
する委員会の任務を動物実験支援センターに委託することができる。
(委員会の組織)
第8条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。
一 大学院理学研究科，大学院医学系研究科（鶴舞地区），大学院医学系研究科（大幸地区），大学院工学
研究科，大学院生命農学研究科，大学院環境学研究科，大学院創薬科学研究科，環境医学研究所，医学部
附属病院，アイソトープ総合センター，生物機能開発利用研究センター，細胞生理学研究センター，動物
実験支援センター及び総合保健体育科学センターの教授，准教授又は講師各1名
二 大学院文学研究科，大学院教育発達科学研究科，大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授，准
教授又は講師のうちから1名
三 その他本学の大学教員で総長が必要と認めた者
2 前項各号の委員は総長が任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは，その都度補充する。この場合における委員の任期は，前任者の残任期間とする
。
(委員長)
第10条 委員会に，委員長を置き，委員のうちから互選する。
2 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
(副委員長)
第11条 委員会に，副委員長を置き，委員長が指名する者をもって充てる。
2 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。
(定足数)
第12条 委員会は，委員の過半数によって成立する。
2 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は，研究協力部研究支援課において処理する。
(部局の長の責務)
第15条 部局の長は，当該部局における適正な動物実験等の実施に関し必要な事項を処理する。
(部局委員会)
第16条 動物実験等を行う部局に，部局動物実験委員会（以下「部局委員会」という，）を置く。
2 部局委員会は，部局の長の諮問に応じ，次に掲げる事項を審議又は調査し，これらに関して部局の長に報告
又は助言する。
一 動物実験計画の関係法令等及びこの規程への適合に関すること。
二 動物実験計画の実施の状況及び結果に関すること。
三 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
四 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関するこ
と。
五 動物実験等に係る自己点検・評価に関すること。
六 その他動物実験等の適正な実施に関すること。
3 第1項の規定にかかわらず，各部局のうち，動物実験等に係る組織体制の都合により部局委員会の設置が困
難な部局については，委員会が代わってその責務を負うものとする。
第17条 部局委員会は，委員の過半数によって成立する。
2 部局委員会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
第18条 部局委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，部局の長が定める。この場合において，部局委員会
の委員には，動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する当該部局の教授又は准教授を含めなけれ
ばならない。
2 部局の長は，前項の事項を定め又は変更したときは，遅滞なく総長に報告しなければならない。
(部局の長の承認)
第19条 部局の長は，申請があった動物実験計画について支障がないと認めたときは，部局委員会の審査を経
て，これを承認することができる。
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部局の長は，前項の規定により動物実験計画を承認した場合は，第21条に規定する動物実験計画書の写しを
速やかに総長に提出しなければならない。
(委員の除斥)
第20条 第12条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず，委員会（部局委員会を含む。）の委員は，自らが
動物実験責任者となる動物実験計画の承認に係る審議においては，議決権を行使することができない。この
場合において，当該委員は第12条第2項及び第17条第2項の出席者の母数に算入しない。
(動物実験計画書)
第21条 動物実験責任者は，動物実験等を行う場合は，当該実験等により取得されるデータの信頼性を確保す
るため，次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案の上，動物実験計画書（別記様式第1号）を作成し，
部局の長に提出しなければならない。
一 動物実験等に係る研究の目的，意義及び必要性に関すること。
二 代替法の利用を考慮した実験動物の適切な利用に関すること。
三 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定，動物実験成績の精度，再現性を左右する実験動物の数，
遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮した実験動物の使用数削減に関すること。
四 苦痛の軽減による動物実験等の適切な実施に関すること。
五 苦痛度の高い動物実験等（致死的な毒性試験，感染実験，放射線照射実験等をいう。）を行う場合にお
ける動物実験等を計画する段階での人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実
験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。）に関すること。
2 部局の長は，前項により動物実験計画書の提出があったときは，部局委員会の審査を経て，承認を与えるか
否かの決定を行い，その結果を当該動物実験責任者に通知しなければならない。
3 動物実験責任者は，動物実験計画について部局の長の承認を得た後でなければ，動物実験等を行うことがで
きない。
4 動物実験責任者は，動物実験等の開始後において，当該実験の計画の内容を変更又は追加する必要がある場
合は，動物実験計画（変更・追加）承認申請書（別記様式第2号）を提出し，部局の長の承認を得なければな
らない。
5 動物実験責任者は，動物実験計画を終了又は中止する場合は，動物実験（終了・中止）報告書（別記様式第
3号）を提出し，部局の長に報告しなければならない。
6 動物実験責任者は，動物実験計画を実施した場合は，動物実験結果報告書（別記様式第4号）を提出し，使
用動物数，計画の変更の有無，成果等について部局の長に報告しなければならない。
7 部局の長は，第5項の動物実験（終了・中止）報告書又は前項の動物実験結果報告書の提出があった場合は
，その写しを速やかに総長に提出しなければならない。
(動物実験の中止命令)
第22条 総長は，委員会の助言に基づき，動物実験が適正に実施されていないと認めた場合は，当該動物実験
を実施する部局の長に対して，当該動物実験の中止等を命ずることができる。
2 部局の長は，動物実験計画に基づき実施中の動物実験について，不測の事態等の発生により当該実験を直ち
に中止する必要があると認めた場合は，前項の規定にかかわらず，当該実験の中止を命ずることができる。
この場合において，部局の長は，中止を命じた理由を速やかに総長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第23条 動物実験実施者は，動物実験等の実施に当たって，関係法令等及びこの規程のほか次に掲げる事項を
遵守しなければならない。
一 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
二 動物実験計画書に記載された事項及び次のイからニまでに掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬，鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了時期（人道的エンドポイントを含む。）への配慮
ハ 適切な実験後及び手術後の管理
ニ 適切な安楽死の選択
三 安全管理に注意を払う必要のある実験（物理的・化学的に危険な材料，病原体，遺伝子組換え動物等を
用いる実験をいう。）を行う場合は，関係法令，本学の関連規程等を遵守するとともに，安全のための適
切な施設及び設備を確保すること。
四 実験を実施する前に必要な実験手技等の習得に努めること。
五 実験動物に侵襲性の高い大規模な存命手術を行う場合は，手術経験等が豊富な指導者の下で行うこと。
(飼養保管施設の設置等)
第24条 飼養保管施設を設置する場合は，管理者は飼養保管施設設置承認申請書（別記様式第5号）を提出し，
部局の長の承認を得なければならない。
2 部局の長は，申請のあった飼養保管施設について部局委員会に調査させるとともに，その調査結果及び助言
に基づき承認を与えるか否かを決定するものとする。
3 飼養保管施設の管理者は，部局の長の承認を得た飼養保管施設でなければ，当該飼養保管施設での実験動物
の飼養，保管又は動物実験等に係る利用を行うことができない。
4 飼養保管施設の管理者は，飼養保管施設の設置後，当該施設の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場
合は，飼養保管施設・動物実験室（変更・追加）承認申請書（別記様式第7号。以下「変更・追加申請書」と
いう。）を提出し，部局の長の承認を得なければならない。
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(飼養保管施設の基準)
第25条 飼養保管施設は，次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 適切な温度，湿度，換気，明るさ等を保つことができる構造等であること。
二 動物種，飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
三 床，内壁等について清掃，消毒等が容易な構造で，器材の洗浄，消毒等を行う衛生設備を有すること。
四 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
五 臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
六 実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置等)
第26条 飼養保管施設以外に実験室を設置する場合は，管理者は動物実験室設置承認申請書（別記様式第6号）
を提出し，部局の長の承認を得なければならない。
2 部局の長は，申請のあった実験室について部局委員会に調査させるとともに，その調査結果及び助言に基づ
き承認を与えるか否かを決定するものとする。
3 実験室の管理者は，部局の長の承認を得た実験室でなければ，当該実験室での動物実験等（実験動物の48時
間以内の一時的な保管を含む。）を行うことができない。
4 実験室の管理者は，実験室の設置後，当該施設の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場合は，変更・
追加申請書を提出し，部局の長の承認を得なければならない。
(実験室の基準)
第27条 実験室は，次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し，かつ，実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維
持されていること。
二 排泄物，血液等による汚染に対して清掃，消毒等が容易な構造であること。
三 常に清潔な状態が保たれ，臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられて
いること。
(施設等の維持管理)
第28条 管理者は，実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努め
なければならない。
(施設等の廃止)
第29条 施設等を廃止する場合は，管理者は飼養保管施設・動物実験室廃止届（別記様式第8号）により部局の
長に届け出なければならない。
2 管理者は，施設等を廃止する場合は，必要に応じて，動物実験責任者と協力し，当該施設等で飼養保管中の
実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。
(飼養保管マニュアルの作成及び周知)
第30条 管理者及び実験動物管理者は，実験動物に係る飼養保管のマニュアルを定めるとともに，動物実験実
施者及び飼養者に周知するものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第31条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者並びに管理者は，飼養保管基準を遵守するとともに，実
験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第32条 管理者等は，実験動物を導入するときは，関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入し
なければならない。
2 実験動物管理者は，実験動物を導入するときは，適切な検疫，隔離飼育等を行い，実験動物の飼養環境への
順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第33条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物の生理，生態，習性等に応じて，適切な給
餌及び給水を行わなければならない。
(健康管理)
第34条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物の実験目的以外の傷害及び疾病を予防する
ため，必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合は，
適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第35条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保
管する場合は，その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保管及び報告)
第36条 管理者等は，実験動物の入手先，飼育履歴，病歴等に関する記録を整備し，5年間保存しなければなら
ない。
2 管理者は，年度ごとに飼養保管した実験動物の種類，数等について，部局の長に報告するものとする。
(譲渡時の情報提供)
第37条 管理者等は，実験動物を譲渡する場合は，その特性，飼養保管の方法，感染性疾病等に関する情報を
譲渡先に提供しなければならない。
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(輸送)
第38条 管理者等は，実験動物を輸送する場合は，飼養保管基準を遵守するとともに，実験動物の健康及び安
全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
(危害防止)
第39条 管理者は，実験動物が施設等の外に逸走した場合におけるその捕獲の方法等をあらかじめ定めておか
なければならない。
2 管理者は，人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等の外に逸走した場合には，速やかに関係機関
へ連絡しなければならない。
3 管理者は，実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者に係る実験動物由来の感染症，実験動物による咬傷
等の羅患又は羅災に対して，予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は，毒へび等の有毒動物を飼養又は保管をする場合にあっては，人への危害の発生を防止するため，
飼養保管基準に基づく必要な事項を別に定めなければならない。
5 管理者は，実験動物の飼養又は動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触することがないよう，
必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第40条 管理者は，地震，火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成するとともに，関係者に周
知するものとする。
2 管理者は，緊急事態の発生時において，実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければ
ならない。
(教育訓練)
第41条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けなけ
ればならない。
一 関係法令等，本学の定める規程等に関する事項
二 動物実験等の方法に関する基本的な事項
三 実験動物の飼養保管に関する基本的な事項
四 動物実験等，実験動物，施設等に係る安全確保及び安全管理に関する事項
五 その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 教育訓練は，委員会が実施し，委員会は，教育訓練の実施日，教育内容，講師及び受講者名に係る記録を作
成し，5年間保存しなければならない。
(自己点検・評価及び外部評価)
第42条 委員会は，動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を実施したときは，その結果を総長に報
告しなければならない。
2 委員会は，管理者，動物実験責任者，実験動物管理者，動物実験実施者等に，自己点検・評価を実施するた
め，関係資料を提出させることができる。
3 総長は，自己点検・評価の結果について，外部評価を実施するよう努めなければならない。
(情報公開)
第43条 総長は，本学における動物実験等に関する情報（動物実験等に関する諸規則，実験動物の飼養保管状
況，自己点検・評価，外部評価の結果等の公開方法等をいう。）を毎年1回公表するものとする。
(守秘義務)
第44条 管理者等，委員会（部局委員会を含む。）の委員及び動物実験等に関する業務に従事する職員は，職
務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(準用)
第45条 第3条第5号に規定する実験動物以外の動物を使用する動物実験等については，飼養保管基準の趣旨に
沿って実施するよう努めなければならない。
(適用除外)
第46条 この規程は，畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした
実験動物（一般に産業用家畜と見なされる動物種に限る。）の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目
的とした実験動物の飼養又は保管には適用しない。
(雑則)
第47条 この規程に定めるもののほか，動物実験に関し必要な事項は，総長が別に定める。
附 則
1 この規程は，平成19年3月12日から施行する。
2 名古屋大学動物実験指針（平成16年度指針第1号）及び名古屋大学動物実験委員会規程（平成16年度規程第1
9号。以下「委員会規程」という。）は，廃止する。
3 この規程の施行の際現に委員会規程第2条第1号及び第2号の委員（以下「旧委員」という。）である者は，
引き続き第8条第1項第1号及び第2号の委員（以下「新委員」という。）となるものとする。この場合におい
て，新委員の任期は，第9条第1項の規定にかかわらず，旧委員の任期を引き継ぐものとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は，平成19年4月1日から施行する。
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附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は，平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第43号)
この規程は，平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第89号)
この規程は，平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第10号)
この規程は，平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は，平成26年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第21条第1項関係)
動物実験計画書
[別紙参照]
別記様式第2号(第21条第4項関係)
動物実験計画（変更・追加）承認申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第21条第5項関係)
動物実験（終了・中止）報告書
[別紙参照]
別記様式第4号(第21条第6項関係)
動物実験結果報告書
[別紙参照]
別記様式第5号(第24条第1項関係)
飼養保管施設設置承認申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第26条第1項関係)
動物実験室設置承認申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第24条第4項及び第26条第4項関係)
飼養保管施設・動物実験室（変更・追加）承認申請書
[別紙参照]
別記様式第8号(第29条第1項関係)
飼養保管施設・動物実験室廃止届
[別紙参照]
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ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ཬࡧ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿ⏕⌮ᑂᰝ㛵ࡍࡿෆつ
┠ḟ
 ➨  ❶ ⥲๎㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
 ➨  ❶ ⏕⌮ᑂᰝ⟶⌮యไ㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
 ➨  ❶ ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᢎㄆᡭ㡰㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
 ➨  ❶ ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ᡭ㡰
  ➨  ⠇ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢཬࡧ┘ᰝ㸦➨  ᮲㸧
  ➨  ⠇ 㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡢⓎ⏕ࡢᑐᛂ㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
  ➨  ⠇ ➨  ⠇௨እ࡛ࡘணᮇࡋ࡞࠸᭷ᐖ㇟ࡢⓎ⏕ࡢᑐᛂ㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
  ➨  ⠇ィ⏬ኚ᭦ࡢᑐᛂ㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
 ➨  ⠇ ◊✲⤒㐣ཪࡣ⤊ࡢሗ࿌㸦➨  ᮲㸫➨  ᮲㸧
➨  ❶ 㞧๎㸦➨  ᮲㸧
㝃๎

   ➨  ❶ ⥲๎
 㸦㊃᪨㸧
➨  ᮲ ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉㸦௨ୗࠕ◊✲⛉ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㸦௨ୗࠕ
㝔ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࠾࠸࡚ᐇࡉࢀࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᑂᰝ⟶⌮యไ㸪ᢎㄆᡭ㡰ཬࡧ㐍ᤖ⟶⌮ᡭ㡰㛵ࡋ
ᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚㸪࣊ࣝࢩࣥ࢟ᐉゝ㸦 ᖺ  ᭶᥇ᢥ㸧
㸪⮫ᗋ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ 
ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨  ྕ㸧㸪Ꮫ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬ඹ
ྠ࿌♧➨  ྕ㸧㸪ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ
┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬ඹྠ࿌♧➨  ྕ㸧ࡑࡢࡢᣦ㔪㸪ἲ௧➼ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢෆつࡢᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡿࠋ 
 㸦ᐃ⩏㸧
➨  ᮲ ࡇࡢෆつ࠾࠸࡚㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⏝ㄒࡢព⩏ࡣ㸪ᙜヱྛྕᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
 ୍ ⮫ᗋ◊✲ ་⒪࠾ࡅࡿࡢண㜵᪉ἲ㸪デ᩿᪉ἲཬࡧ⒪᪉ἲࡢᨵၿ㸪ཎᅉཬࡧែ
ࡢ⌮ゎ୪ࡧᝈ⪅ࡢ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿḟᥖࡆࡿ་Ꮫ⣔◊✲㸦ṑᏛ㸪⸆
Ꮫ㸪┳ㆤᏛ㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ㸪ண㜵་Ꮫ㸪ᗣ⛉Ꮫ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆྵࡴࠋ
㸧࡛࠶ࡗ࡚㸪ே
ࢆᑐ㇟ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
 ධࢆక࠺◊✲࡛࠶ࡗ࡚㸪་⸆ရཪࡣ་⒪ᶵჾࢆ⏝࠸ࡓண㜵㸪デ᩿ཪࡣ⒪᪉ἲ㛵  
ࡍࡿࡶࡢ㸦௨ୗࠕ⮫ᗋヨ㦂ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
  ࣟ ධࢆక࠺◊✲㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
  ࣁ ほᐹ◊✲
 ධ ண㜵㸪デ᩿㸪⒪㸪┳ㆤࢣཬࡧࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ
ࢆ࠸࠺ࠋ
   ㏻ᖖࡢデ⒪ࢆ㉸࠼ࡓ་⒪⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚㸪◊✲┠ⓗ࡛ᐇࡍࡿࡶࡢ
ࣟ ㏻ᖖࡢデ⒪ྠ➼ࡢ་⒪⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⿕㦂⪅ࡢ㞟ᅋࢆཎ๎ࡋ࡚  ⩌௨ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ⒪᪉ἲ㸪デ᩿᪉ἲ㸪ண㜵᪉ἲࡑࡢࡢᗣᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ⪃
࠼ࡽࢀࡿせᅉ㛵ࡍࡿసⅭཪࡣ↓సⅭࡢࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࡑࡢຠᯝ➼ࢆࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛ẚ㍑ࢆ⾜
࠺ࡶࡢ
 ୕ ほᐹ◊✲ ධࢆకࢃࡎ㸪ヨᩱ➼ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛࠶ࡗ࡚㸪㏻ᖖࡢデ⒪ࡢ⠊ᅖෆ࡛㸪࠸ࢃࡺࡿ
ࣛࣥࢲ࣒㸪ࡅ➼ࢆ⾜ࢃ࡞࠸་⒪⾜Ⅽ࠾ࡅࡿグ㘓㸪⤖ᯝཬࡧᙜヱ་⒪⾜Ⅽ⏝࠸ࡓ᳨య
➼ࢆ⏝ࡍࡿ◊✲࡛㸪Ꮫ◊✲ࢆྵࡲ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
ᅄ Ꮫ◊✲ ᫂☜≉ᐃࡉࢀࡓே㛫㞟ᅋࡢ୰࡛ฟ⌧ࡍࡿᗣ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞㇟ࡢ㢖ᗘཬ 
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ࡧศᕸ୪ࡧࡑࢀࡽᙳ㡪ࢆ࠼ࡿせᅉࢆ᫂ࡽࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲ࢆ࠸࠺ࠋ
 ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ ᥦ౪⪅ࡢಶయࢆᙧᡂࡍࡿ⣽⬊ඹ㏻ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ㸪ࡑࡢᏊᏞ
ཷࡅ⥅ࡀࢀᚓࡿࣄࢺࢤࣀ࣒ཬࡧ㑇ఏᏊࡢᵓ㐀ཪࡣᶵ⬟ࢆ㸪ヨᩱ➼ࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽࡋࡼ࠺ࡍ
ࡿ◊✲ࢆ࠸࠺ࠋ 
 භ ⮫ᗋ◊✲➼ ➨  ྕつᐃࡍࡿ㛵ಀᣦ㔪ᇶ࡙ࡁᐇࡍࡿࡍ࡚ࡢ◊✲ࢆ࠸࠺ࠋ
  ヨᩱ➼ ⮫ᗋ◊✲㸪ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲➼⏝࠸ࡼ࠺ࡍࡿ⾑ᾮ㸪⤌⧊㸪⣽⬊㸪య
ᾮ㸪ἥ≀ཬࡧࡇࢀࡽࡽᢳฟࡋࡓ '1$ ➼ࡢேࡢయࡢ୍㒊୪ࡧ⿕㦂⪅ࡢデ⒪ሗ㸦Ṛ⪅ಀ
ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆ࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪Ꮫ⾡ⓗ౯್ࡀᐃࡲࡾ㸪◊✲ᐇ⦼ࡋ࡚༑ศㄆࡵࡽࢀ㸪◊✲
⏝ᗈࡃ୍⯡⏝ࡉࢀ㸪ࡘ㸪୍⯡ධᡭྍ⬟࡞⤌⧊㸪⣽⬊㸪యᾮཬࡧἥ≀୪ࡧࡇࢀࡽ
ࡽᢳฟࡋࡓ '1$ ➼ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ
ඵ ◊✲㈐௵⪅ ⮫ᗋ◊✲➼ࢆᐇࡍࡿࡶ㸪ࡑࡢ⮫ᗋ◊✲➼ಀࡿᴗົࢆ⥲ᣓࡍࡿ⪅ࢆ࠸
࠺ࠋ
 ◊✲ศᢸ⪅ ◊✲㈐௵⪅ࡶ⮫ᗋ◊✲➼ᦠࢃࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
 ༑ ⿕㦂⪅ ⮫ᗋ◊✲➼ࢆᐇࡉࢀࡿ⪅㸪⮫ᗋ◊✲➼ࢆᐇࡉࢀࡿࡇࢆồࡵࡽࢀࡓ⪅㸪⮫ᗋ◊
✲➼⏝࠸ࡼ࠺ࡍࡿヨᩱ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿ⪅ཬࡧデ⒪ሗ㸦Ṛ⪅ಀࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿ
⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
 ༑୍ ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨ ⮫ᗋ◊✲ࡢ㐍⾜㸪Ᏻᛶࢹ࣮ࢱ㸪᭷ᐖ㇟㸪㔜せ࡞᭷ຠᛶຠᯝ➼
ࡘ࠸࡚㸪㐺ᙜ࡞㛫㝸࡛ホ౯ࡋ㸪⮫ᗋ◊✲ࡢ⥅⥆࣭ኚ᭦࣭୰Ṇࢆ◊✲㈐௵⪅㸪◊✲ศᢸ⪅➼
ᑐࡋ࡚ᥦゝࢆ⾜࠺ጤဨ࡛࠶ࡾ㸪ᙜヱ◊✲⤌⧊ෆタ⨨ࡍࡿࡀ㸪ᙜヱ◊✲⤌⧊ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
 ༑ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ くᛶࡢ㧗࠸⮫ᗋ◊✲ࡢ㐺ṇ࡞ᐇࡢࡓࡵ㸪⮫ᗋ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ㸪ἲ௧㸪
ᣦ㔪㸪◊✲ィ⏬᭩ࡢ㑂Ᏺ➼ࡘ࠸࡚㸪◊✲㈐௵⪅ཬࡧ◊✲ศᢸ⪅ᑐࡋ࡚⾜࠺ㄪᰝࢆ࠸࠺ࠋ
 ༑୕ ᭷ᐖ㇟ ⮫ᗋ◊✲ࡢᅉᯝ㛵ಀ㛵ࢃࡾ࡞ࡃ㸪⿕㦂⪅⏕ࡌࡓᗣୖዲࡲࡋࡃ࡞࠸ฟ᮶
㸦ཪࡣࡑࡢೃ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ
 ༑ᅄ 㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ ◊✲ᐇᚋ㸯ࣨ᭶௨ෆṚஸࡋࡓሙྜཬࡧ *UDGH㸦&7&$(9HU㸧௨ୖ
ࡢ᭷ᐖ㇟ࢆ࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪◊✲ィ⏬᭩㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣᙜヱ◊✲ィ
⏬᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㡯ࢆ㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡍࡿࠋ
 ༑ 㛵ಀᣦ㔪 ḟᥖࡆࡿᣦ㔪ࢆ࠸࠺ࠋ
 ⮫ᗋ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕ⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ
㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࣟ Ꮫ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬ඹྠ࿌♧➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕ
Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࣁ ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬࣭⤒῭⏘
ᴗ┬ඹྠ࿌♧➨㸯ྕ㸧㸦௨ୗࠕࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢽ ࣄࢺᖿ⣽⬊ࢆ⏝࠸ࡿ⮫ᗋ◊✲㛵ࡍࡿᣦ㔪
㸦ᖹᡂ  ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨  ྕ㸧
㸦௨ୗ
ࠕࣄ
ࢺᖿ⣽⬊⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
࣍ ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢᶞ❧ཬࡧศ㓄㛵ࡍࡿᣦ㔪㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕࣄࢺ㹃㹑
⣽⬊ࡢᶞ❧ཬࡧศ㓄ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
࣊ ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢ⏝㛵ࡍࡿᣦ㔪㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕࣄࢺ㹃㹑⣽⬊⏝
ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢺ 㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲㛵ࡍࡿᣦ㔪
㸦ᖹᡂ  ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬ඹྠ࿌♧➨  ྕ㸧
㸦௨
ୗࠕ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧

   ➨  ❶ ⏕⌮ᑂᰝ⟶⌮యไ
 㸦⏕⌮ᑂᰝጤဨ㸧
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➨  ᮲ ◊✲⛉ཬࡧ㝔࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡘ࠸࡚⌮ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶ㸪ᑂᰝᇶ‽㸪ᑂᰝ᪉
ἲ㸪⟶⌮యไ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝཬࡧ⏬❧ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪⏕⌮ᑂᰝጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
⏕⌮ᑂᰝጤဨ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ๓ᑂᰝ➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪
⏕⌮ᑂᰝጤဨົᒁ
㸦௨ୗ
ࠕ
ົᒁࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
 ⏕⌮ᑂᰝጤဨཬࡧົᒁࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
 㸦ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼㸧
➨  ᮲ ⏕⌮ᑂᰝጤဨࡢୗ㸪ḟࡢ⾲ᥖࡆࡿᑓ㛛ᑂᰝጤဨཬࡧ◊✲ᑂᰝጤဨ㸦௨ୗࠕᑓ
㛛ᑂᰝጤဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
  ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢྡ⛠

   ᑂᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲

ࣂ࢜ඛ➃ධ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ ⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲ࡢ࠺ࡕ㸪ࣄࢺᖿ
⣽⬊⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪㸪㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪ࡢᑐ㇟
࡞ࡿ◊✲㸪ࡑࡢඛ➃ⓗ࡞⮫ᗋධ◊✲
⮫ᗋධ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ

⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲ࡢ࠺ࡕ



ධࢆక࠺◊✲㸦ࣂ࢜ඛ➃ධ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ
ࡢᑂᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲ࢆ㝖ࡃࠋ㸧

ࣄࢺࢤࣀ࣒㺃ࣂ࢜ඛ➃ほᐹ◊✲ᑓ㛛 ⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲ࡢ࠺ࡕ㸪ࣄࢺࢤ
ᑂᰝጤဨ

ࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲㸪ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊
ࡢᶞ❧ཬࡧศ㓄ᣦ㔪㸪ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊⏝ᣦ㔪ࡢᑐ㇟
࡞ࡿ◊✲㸪ࡑࡢඛ➃ⓗ࡞⮫ᗋほᐹ◊✲

Ꮫ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ
⮫ᗋほᐹ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ

Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲
⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ◊✲ࡢ࠺ࡕほ
ᐹ◊✲
 ◊✲⛉㸦ᖾᆅ༊㸧ࡢᩍဨࡀ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱
ᣦᑟࡢ┠ⓗ࡛ᐇࡍࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ࠺ࡕ㸪㝔ࡢ
ᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓධ◊✲ࢆ㝖ࡃ◊✲㸦㝔ࡢᝈ
⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓධ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮫ᗋධ◊
✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ࡛ᑂᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ㸧

ಖᏛ⮫ᗋ࣭Ꮫ◊✲ᑂᰝጤဨ

 ◊✲⛉㸦ᖾᆅ༊㸧ࡢᩍဨࡀ㸪Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢᩍ
⫱࣭◊✲ᣦᑟࡢ┠ⓗ࡛ᐇࡍࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ࠺
ࡕ㸪㝔ࡢᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡞࠸◊✲㸦㝔ࡢᝈ⪅
ࢆᑐ㇟ࡍࡿධ◊✲㸪ほᐹ◊✲➼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
⮫ᗋධ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨཪࡣ⮫ᗋほᐹ◊✲
ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ࡛ᑂᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ㸧

 ⏕⌮ᑂᰝጤဨࡣ㸪➨  ᮲㸪➨  ᮲ཪࡣ➨  ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ◊✲㈐௵⪅ࡽ⏦ㄳࡢ࠶ࡗ
ࡓ⮫ᗋ◊✲➼ಀࡿ⌮ᑂᰝࢆ㸪ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ጤ௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⏕⌮ᑂᰝጤဨࡣ㸪๓㡯ࡼࡾጤ௵ࡋࡓᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡽሗ࿌
ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࡢᑂᰝ㛵ࡋ࡚㸪ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢᑂᰝ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿ
ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣ㸪⏕⌮ᑂᰝጤဨᑂᰝࡢ౫㢗ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ୪ࡧᑂᰝ᪉ἲ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
 㸦ヨᩱ➼ࡢ⏝➼㸧
➨  ᮲ ◊✲⛉ཬࡧ㝔ࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࡢᐇᙜࡓࡾ㸪᪉ࡀಖ᭷ࡍࡿヨᩱ➼ࢆᥦ౪ࡋ㸪⏝ࡉ
ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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資料９
 ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲➼ࡢෆᐜᛂࡌ㸪◊✲⛉㝔ࡢඹྠ◊✲యไࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
 㸦⏕⌮ᩍ⫱ጤဨ㸧
➨  ᮲ ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᐇඛ❧ࡕ㸪⮫ᗋ◊✲➼㛵ࡍࡿ⌮ࡑࡢ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᐇᚲせ࡞▱
㆑㛵ࡍࡿㅮ⩦ཬࡧࡑࡢᚲせ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡓࡵ㸪⏕⌮ᑂᰝጤဨ
⏕⌮ᩍ⫱ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
 ๓㡯ࡢጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
 㸦⮫ᗋ◊✲┈┦ࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧ⮫ᗋ◊✲┈┦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨ㸧
➨  ᮲ ⮫ᗋ◊✲➼ࢆ㏻ࡌࡓ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠάື࠾ࡅࡿ┈┦㛵ಀࡘ࠸࡚㐺ษ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
⾜࠸㸪♫ࡢ⌮ゎಙ㢗ࢆᚓࡽࢀࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ㸪◊✲⛉ཬࡧ㝔⮫ᗋ◊✲
┈┦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
 ⮫ᗋ◊✲➼ಀࡿ┈┦ࡢྲྀᢅ࠸୪ࡧ⮫ᗋ◊✲┈┦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ
㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ

   ➨  ❶ ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᢎㄆᡭ㡰
 㸦◊✲㈐௵⪅ࡢ㈐ົ㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⿕㦂⪅ࡢ⏕㸪ᗣ㸪ࣉࣛࣂࢩ࣮
ཬࡧᑛཝࢆᏲࡿࡶ㸪⛉Ꮫⓗཎ๎ᚑ࠸㸪⛉Ꮫⓗᩥ⊩ࡑࡢ⛉Ꮫ㛵㐃ࡍࡿሗ※ཬࡧ༑ศ
࡞ᐇ㦂ᇶ࡙࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦◊✲ィ⏬᭩➼ࡢసᡂ࣭⏦ㄳ㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࢆᐇࡍࡿሙྜࡣ㸪ḟᥖࡆࡿ᭩㢮ࢆసᡂࡋ㸪ົᒁࢆ㏻ࡋ࡚㸪
◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍ ⏕⌮ᑂᰝ⏦ㄳ᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧㸦௨ୗࠕ⏦ㄳ᭩ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
 ◊✲ィ⏬ᴫせ᭩ཬࡧ◊✲ィ⏬᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㹼㸧
୕ ㄝ᫂᭩࣭ྠព᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧
ᅄ ⏕⌮ᑂᰝጤဨ⏦ㄳಀࡿᑂᰝᡭᩘᩱࡢᨭᡶ࠸⤒㈝ࡘ࠸࡚㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧
 ┈┦⮬ᕫ⏦࿌᭩㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ཬࡧ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲
ಀࡿ┈┦⾜Ⅽ㜵Ṇ⣽๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧➨  ᮲➨  㡯ᐃࡵࡿᵝᘧ㸧
භ ࡑࡢ⏦ㄳᚲせ࡞᭩㢮
 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪➨  ᮲➨  㡯つᐃࡍࡿಖᏛ⮫ᗋ࣭Ꮫ◊✲ᑂᰝጤဨ࡛ᑂᰝࡍࡿ
⮫ᗋ◊✲➼ࡢ࠺ࡕ㸪◊✲⛉㸦ᖾᆅ༊㸧ࡢᩍဨࡀ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ┠ⓗ࡛ᐇࡍࡿ⮫ᗋ◊
✲➼㸦㝔ࡢᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓධ◊✲ࢆ㝖ࡃࠋ㸧࠶ࡗ࡚ࡣ㸪⏕⌮ᑂᰝ⏦ㄳ᭩㢮㸦Ꮫ㒊Ꮫ
⏕ᩍ⫱⏝㸧㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧ཬࡧ๓㡯➨  ྕᐃࡵࡿ᭩㢮ࡼࡾ⏦ㄳࡍࡿࡶࡢࡋ㸪๓㡯➨ 
ྕつᐃࡍࡿ᭩㢮ࡣ㸪ྠᑂᰝጤဨ࡛ᑂᰝࡍࡿࡍ࡚ࡢ⮫ᗋ◊✲➼ࡣ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪⏦ㄳ᭩㸪◊✲ィ⏬ᴫせ᭩㸪◊✲ィ⏬᭩㸪ㄝ᫂᭩࣭ྠព᭩➼ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪
㐺⏝㛵ಀᣦ㔪ࡢ༊ู㸪ධ◊✲ཬࡧほᐹ◊✲ࡢ༊ู㸪ཷᑂࡍࡿᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢ༊ู➼ࡘ࠸
࡚༑ศὀពࡍࡿࡶ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࡀくᛶࢆక࠺◊✲࡛࠶ࡿุ᩿ࡍࡿࡁࡣ㸪๓㡯➨ 
ྕࡢ◊✲ィ⏬᭩㸪㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡢᐃ⩏㸪ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡢタ⨨ཬࡧᙜヱጤဨࡼࡿ
ຠᯝ࣭ホ౯ಀࡿᑂᰝ㛫㝸୪ࡧ⮫ᗋ◊✲ಖ㝤ࡢຍධࡑࡢ⏕⌮ᑂᰝጤဨࡀᚲせㄆࡵ
ࡿ㡯ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ๓㡯ࡢຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚  ྡࡢእ㒊ጤဨࢆྵࡵࡿࡶࡢࡋ㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲
➼ࢆᐇࡍࡿ⪅㸪ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢጤဨ୪ࡧ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣጤဨ࡞ࡿࡇࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ
 ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪➨  㡯ཪࡣ➨  㡯ࡼࡾ⏦ㄳࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲➼ಀࡿ㛵ಀᣦ㔪ࡢෆ
ᐜࡘ࠸࡚༑ศ⌮ゎࡍࡿࡶ㸪◊✲ศᢸ⪅ࡶ㸪࠶ࡽࡌࡵ㸪➨  ᮲つᐃࡍࡿ⏕
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資料９
⌮ᩍ⫱ጤဨࡀദࡍࡿ◊ಟࢆཷㅮࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦๓ᑂᰝ㸧
➨  ᮲ ົᒁࡣ㸪๓᮲➨  㡯ᇶ࡙ࡁ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ◊✲ㄢ㢟㸦௨ୗࠕ⏦ㄳㄢ㢟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡘ
࠸࡚㸪ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼࠾࠸࡚⌮ᑂᰝࢆ⾜࠺๓㸪㐺⏝㛵ಀᣦ㔪ཬࡧᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢ༊
ูࡢ㑅ᢥࡢጇᙜᛶ㸪
◊✲ࡢ⌮ᛶཬࡧ⛉Ꮫᛶ୪ࡧ➨  ᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿ㎿㏿ᑂᰝࡢጇᙜᛶ
ࡘ࠸࡚๓ࡢᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ົᒁࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪◊✲㈐௵⪅ᑐࡋ࡚㸪⏦ㄳ᭩㸪◊✲ィ⏬᭩ཬࡧㄝ᫂᭩࣭ྠព᭩ࡢ᭩ࡁ
┤ࡋࢆࡌࡿࡶ㸪⮫ᗋ◊✲ಖ㝤ࡢຍධࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪ົᒁࡀ๓ᑂᰝ࠾࠸࡚㐺ᙜㄆࡵࡓ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ㛛ᑂᰝጤ
ဨ➼⌮ᑂᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦ᢎㄆ㸧
➨  ᮲ ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡣ㸪⏦ㄳㄢ㢟ࡢᑂᰝ⤊ᚋ㸪◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗㸪⮫ᗋ◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗
ࡢ⏕⌮ᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ๓㡯ࡢᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡣ㸪⮫ᗋ◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗ࡢ⏕⌮ᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩㸪ᙜヱᑂᰝ⤖
ᯝ㸦ᢎㄆ㸪᮲௳ᢎㄆཪࡣᢎㄆ㸧ࢆグ㍕ࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ᢎㄆࡢ᮲௳ࡋ࡚㸪ᙜヱ⏦ㄳㄢ㢟ࡀࣄ
ࢺᖿ⣽⬊⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪㸪㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪㸪ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢᶞ❧ཬࡧศ㓄ᣦ㔪㸪ࣄࢺ㹃㹑
⣽⬊⏝ᣦ㔪➼ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⮫ᗋ◊✲➼࠶ࡗ࡚ࡣ㸪㛵ಀᣦ㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ࡑࡢᐇ㛵ࡋཌ⏕ປ
ാ⮧㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧➼ࡢពぢࢆ⫈ࡃᚲせᛶࡑࡢᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪≉グ㡯ࡋ࡚㸪⮫ᗋ◊✲┈┦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨࡢᑂᰝࡢ᭷↓㸪⮫ᗋ◊✲ಖ㝤ࡢ
ຍධࡢ᭷↓➼ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾㸪᮲௳ᢎㄆࡢሙྜࡣ㸪ᙜヱሗ࿌᭩ࡢࡋࢆ◊
✲㈐௵⪅㏦ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪๓  㡯ᇶ࡙ࡁ㸪ᑂᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪ᙜヱᑂᰝ⤖ᯝࢆᑛ㔜
ࡋ࡚⏦ㄳㄢ㢟ࡢᢎㄆ࣭ᢎㄆࢆỴᐃࡋ㸪⮫ᗋ◊✲➼ᐇỴᐃ㏻▱᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㹼㸧ࢆ
◊✲㈐௵⪅ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪๓㡯ࡢ᮲௳ᢎㄆࡢሙྜ࡛㸪ཌ⏕ປാ⮧㸪ᩥ
㒊⛉Ꮫ⮧➼ࡢពぢࢆ⫈ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪࠶ࡽࡌࡵཌ⏕ປാ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧➼ࡢពぢ
ࢆ⫈ࡁ㸪ࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ㸪ᢎㄆࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪๓㡯ࡢᑓ㛛ᑂᰝጤဨ
➼ࡀᙜヱ⮫ᗋ◊✲➼ࡢᐇࡘ࠸࡚㐺ᙜ࡛࡞࠸᪨ࡢሗ࿌ࢆࡋࡓሙྜࡶ㸪ྠᵝࡍࡿࠋ
 ๓㡯つᐃࡍࡿཌ⏕ປാ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧➼ࡢᢎㄆࢆᚓࡿሙྜࡣ㸪◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ᙜヱᢎㄆ
ಀࡿᑂᰝᚲせ࡞⏦ㄳ᭩㢮ࢆ㸪ົᒁࢆ㏻ࡌ࡚◊✲⛉㛗ཪࡣ㝔㛗ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲⛉㛗ཪࡣ㝔㛗ࡣ㸪๓㡯ࡼࡾᥦฟࡢ࠶ࡗࡓ⏦ㄳ᭩㢮ࡘ࠸࡚㸪ᑂᰝࢆᡤ⟶ࡍࡿ⮧ᥦฟ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲⛉㛗ཪࡣ㝔㛗ࡀ⏦ㄳㄢ㢟ࡢ◊✲㈐௵⪅ཪࡣ◊✲㈐௵⪅ࡀᡤᒓࡍࡿㅮᗙࡢ㛗࡛࠶ࡿࡁࡣ㸪
➨  㡯ཬࡧ➨  㡯ࡽ➨  㡯ࡲ࡛࠾ࡅࡿࠕ◊✲⛉㛗ࠖཬࡧࠕ㝔㛗ࠖࡣ㸪ࠕ◊✲⛉㛗ࡀ࠶ࡽ
ࡌࡵᣦྡࡍࡿ◊✲⛉㛗ࠖཬࡧࠕ㝔㛗ࡀ࠶ࡽࡌࡵᣦྡࡍࡿ㝔㛗ࠖㄞࡳ᭰࠼㸪ᢎㄆࡢỴ
ᐃࡣ㸪◊✲⛉㛗ཪࡣ㝔㛗ࡀ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㎿㏿ᑂᰝ㸧
➨  ᮲ ➨  ᮲➨  㡯つᐃࡍࡿᑓ㛛ᑂᰝጤဨࡣ㸪➨  ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ⏦ㄳㄢ㢟
ࡢ࠺ࡕ㸪⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪㸪Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪ཬࡧࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪ᇶ࡙ࡁ◊✲ࢆᐇ
ࡍࡿሙྜ࡛㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ヱᙜࡍࡿሙྜࡣ㸪ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨࡢጤဨ㛗ࡀ࠶ࡽࡌ
ࡵᣦྡࡍࡿጤဨࡼࡿ㎿㏿ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ᪤⌮ᑂᰝጤဨ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ィ⏬ࡢ㍍ᚤ࡞ኚ᭦ಀࡿᑂᰝ㸦⮫ᗋ◊✲
⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢձ㸪Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢմࡢձཬࡧࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪
➨  ࡢ  ࡢ  ࡢ  ヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬㸧
 ᪤⌮ᑂᰝጤဨ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ィ⏬‽ࡌ࡚㢮ᆺࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ィ⏬
ಀࡿᑂᰝ㸦ࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢ  ヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬㸧
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୕ ඹྠ◊✲࡛࠶ࡗ࡚᪤ࡓࡿ◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚⌮ᑂᰝጤဨࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓ◊✲ࢆศᢸࡋ
࡚ᐇࡋࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡢᙜヱ◊✲ィ⏬ಀࡿᑂᰝ㸦⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢղ㸪Ꮫ◊
✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢմࡢղཬࡧࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢ  ヱᙜࡍࡿ
◊✲ィ⏬㸧
ᅄ ⿕㦂⪅ཪࡣ◊✲ᑐ㇟⪅ᑐࡋ࡚᭱ᑠ㝈ࡢ༴㝤
㸦᪥ᖖ⏕άࡸ᪥ᖖⓗ࡞་Ꮫⓗ᳨ᰝ࡛⿕ࡿ㌟యⓗ㸪
ᚰ⌮ⓗ㸪♫ⓗ༴ᐖࡢྍ⬟ᛶࡢ㝈ᗘࢆ㉸࠼࡞࠸༴㝤࡛࠶ࡗ࡚㸪♫ⓗチᐜࡉࢀࡿ✀㢮ࡢࡶࡢ
ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㉸࠼ࡿ༴㝤ࢆྵࡲ࡞࠸◊✲ィ⏬ಀࡿᑂᰝ㸦⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢճཬࡧ
Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢմࡢճヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬㸧
 ົᒁࡣ㸪➨  ᮲➨  㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪⏦ㄳㄢ㢟ಀࡿ㎿㏿ᑂᰝࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚๓ࡢᑂ
ᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪๓㡯ࡼࡾົᒁࡀ㎿㏿ᑂᰝࡀ㐺ᙜㄆࡵࡓ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪➨ 
᮲➨  㡯つᐃࡍࡿᑓ㛛ᑂᰝጤဨ⌮ᑂᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ㸪㎿㏿ᑂᰝ⤊ᚋ㸪ᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ሗ
࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࠋ
 ๓㡯ࡢሗ࿌୪ࡧ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡼࡿᢎㄆᡭ⥆ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
➨  ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ⾜࠺ࠋ

 ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ㸪㎿㏿ᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪ᙜヱጤဨࡢࡢጤဨሗ࿌ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࠋ
 ࣄࢺࢤࣀ࣒◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ  ࡢ  ヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬㛵ࡋ࡚㸪๓㡯ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓ
ጤဨࡣ㸪ጤဨ㛗ᑐࡋ㸪⌮⏤ࢆࡋࡓୖ㸪ᙜヱ㡯ࡘ࠸࡚㸪ᨵࡵ࡚ጤဨ࠾ࡅࡿᑂᰝࢆồࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ๓㡯ࡢせồ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ㸪ጤဨ㛗ࡣጤဨࢆ㏿ࡸ㛤ദࡋ㸪ᙜヱ㡯
ࡘ࠸࡚ᑂᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦⡆᫆ᑂᰝ㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ヱᙜࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪⡆᫆⌮ᑂᰝ⏦ㄳ᭩
㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧ࢆ◊✲⛉㛗ᥦฟࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⡆᫆ᑂᰝࢆ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ⮫ᗋ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ㸦㸧ヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬
 Ꮫ◊✲⌮ᣦ㔪➨  ࡢ  ࡢ㸦㸧ヱᙜࡍࡿ◊✲ィ⏬
 ົᒁࡣ㸪๓㡯ᇶ࡙ࡁ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪⡆᫆ᑂᰝࡢጇᙜᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
ࡶ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪◊✲㈐௵⪅ᑐࡋ࡚⏦ㄳ᭩ࡢ᭩ࡁ┤ࡋࢆࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ◊✲⛉㛗ࡣ㸪๓㡯ࡼࡾົᒁࡀ⡆᫆ᑂᰝࡀ㐺ᙜㄆࡵࡓᙜヱ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪➨  ᮲➨ 
㡯つᐃࡍࡿ⮫ᗋほᐹ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨཪࡣᏛ◊✲ᑓ㛛ᑂᰝጤဨࡢጤဨ㛗⡆᫆ᑂᰝࡢ౫
㢗ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
๓㡯ࡢጤဨ㛗ࡣ㸪⡆᫆ᑂᰝ⤊ᚋ㸪ᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪◊✲⛉㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࠋ
 ◊✲⛉㛗ࡣ㸪๓㡯ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪ᙜヱᑂᰝ⤖ᯝࢆᑛ㔜ࡋ࡚⏦ㄳㄢ㢟ࡢᢎㄆ࣭
ᢎㄆࢆỴᐃࡋ㸪⮫ᗋ◊✲➼ᐇỴᐃ㏻▱᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧ࢆ◊✲㈐௵⪅ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 
   ➨  ❶ ⮫ᗋ◊✲➼ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ᡭ㡰
    ➨  ⠇ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢཬࡧ┘ᰝ
 㸦ࣔࢽࢱࣜࣥࢢཬࡧ┘ᰝ㸧
➨  ᮲ くᛶࡢ㧗࠸⮫ᗋ◊✲ࡘ࠸࡚㸪◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ඛ➃་⒪࣭⮫ᗋ◊✲ᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᨭࢆཷࡅ࡚㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲ಀࡿ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ᙜヱࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪㝔㛗㐺ᐅሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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 ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡼࡾ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ඛ➃་⒪࣭⮫ᗋ◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡽሗ࿌ࡢ࠶ࡗࡓࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚㸪ᚲせᛂࡌ࡚ ➨  ᮲➨  㡯つᐃࡍࡿຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡢ
ホ౯ࢆཷࡅࡿࡶ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㝔㛗㐺ᐅሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡣ㸪๓㡯ࡼࡾሗ࿌ࡢ࠶ࡗࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⮫ᗋ◊✲ࡢ
㐍⾜㸪Ᏻᛶࢹ࣮ࢱ㸪㔜せ࡞᭷ຠᛶຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡢ⥅⥆㸪ኚ᭦ཪࡣ
୰Ṇࢆ◊✲㈐௵⪅ᑐࡋ࡚ᥦゝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㝔㛗ࡣ㸪➨  㡯ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚㸪ᚲせᛂࡌ࡚እ㒊┘ᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍ
ࡿࠋ

    ➨  ⠇ 㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡢⓎ⏕ࡢᑐᛂ
 㸦ሗ࿌㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪㝔࡛ᐇࡍࡿ⮫ᗋ◊✲࠾࠸࡚㸪㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ㸪┤
ࡕ⿕㦂⪅ࡢᏳ☜ಖᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࡶ㝔㛗ሗ࿌ࢆ⾜࠸㸪Ⓨ⏕ᚋ㸪ཎ๎ࡋ࡚ 
㛫௨ෆ㸪㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧ࡼࡾ㸪ࡑࡢⓎ⏕⤒⦋ཬࡧ⿕㦂⪅ࡢ
≧ࡘ࠸࡚㸪ᨵࡵ࡚㝔㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦୍୰Ṇࡢᣦ♧➼㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪๓᮲ᇶ࡙ࡁ㸪㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡁࡣ㸪┤ࡕ◊✲㈐௵⪅ᑐ
ࡋ࡚ᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡢ୍୰Ṇࢆᣦ♧ࡍࡿࡶ㸪ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨཬࡧᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡢᑂ
ᰝࢆᢸᙜࡋࡓᑓ㛛ᑂᰝጤဨ㸦௨ୗࠕᢸᙜᑂᰝጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡑࡢ᪨ࡢ㏻▱ࢆ⾜࠸㸪ᅉᯝ
㛵ಀ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ㄪᰝሗ࿌᭩ࡢసᡂ㸧
➨  ᮲ ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡣ㸪㏿ࡸ๓᮲ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ㸪ᢸᙜᑂᰝጤ
ဨሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᢸᙜᑂᰝጤဨࡣ㸪๓᮲ࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏿ࡸ㝔㛗ሗ࿌ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ከタ◊✲ࡢᑐᛂ㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡀከタࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢሙྜࡣ㸪┤ࡕ㛵㐃タሗ࿌ࡍࡿ
ࡶ㸪㝔ࡀᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡢ୰᰾タ࡛࠶ࡿሙྜࡣ㸪㛵㐃タ◊✲ࡢ୍୰Ṇࢆᣦ♧ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦බ⾲➼㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪ணᮇࡋ࡞࠸㔜⠜࡞᭷ᐖ㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆணᮇࡋ࡞࠸㔜⠜࡞᭷
ᐖ㇟ሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧ࡼࡾ㸪ཌ⏕ປാ⮧➼ሗ࿌ࡋ㸪බ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ

    ➨  ⠇➨  ⠇௨እ࡛ࡘணᮇࡋ࡞࠸᭷ᐖ㇟ࡢⓎ⏕ࡢᑐᛂ
 㸦ሗ࿌㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪㝔࡛ᐇࡍࡿ⮫ᗋ◊✲࠾࠸࡚㸪➨  ⠇௨እ࡛ࡘணᮇࡋ࡞࠸᭷ᐖ㇟
ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ㸪㏿ࡸ⿕㦂⪅ࡢᏳ☜ಖᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࡶ㸪Ⓨ⏕ᚋ㸪ཎ๎ࡋ
࡚  ᪥௨ෆ㸪ணᮇࡋ࡞࠸᭷ᐖ㇟ሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧ࡼࡾ㸪ࡑࡢⓎ⏕⤒⦋ཬࡧ⿕㦂⪅
ࡢ≧ࡘ࠸࡚㸪㝔㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦᳨ウᣦ♧➼㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪๓᮲ᇶ࡙ࡁ㸪➨  ⠇௨እ࡛ࡘணᮇࡋ࡞࠸᭷ᐖ㇟ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡁࡣ㸪
㏿ࡸ◊✲㈐௵⪅ᑐࡋ࡚ᑐᛂࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡍࡿࡶ㸪ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨཬࡧᢸᙜᑂ
ᰝጤဨࡑࡢ᪨ࡢ㏻▱ࢆ⾜࠸㸪ᅉᯝ㛵ಀࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ㄪᰝሗ࿌᭩ࡢసᡂ㸧
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資料９
➨  ᮲ ຠᯝᏳᛶホ౯ጤဨࡣ㸪㏿ࡸ๓᮲ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ㸪ᢸᙜᑂᰝጤ
ဨሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᢸᙜᑂᰝጤဨࡣ㸪๓᮲ࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏿ࡸ㝔㛗ሗ࿌ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ከタ◊✲ࡢᑐᛂ㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪ᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡀከタࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢሙྜࡣ㸪㏿ࡸ㛵㐃タሗ࿌ࡍࡿ
ࡶ㸪㝔ࡀᙜヱ⮫ᗋ◊✲ࡢ୰᰾タ࡛࠶ࡿሙྜࡣ㸪㛵㐃タᑐᛂࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦බ⾲➼㸧
➨  ᮲ 㝔㛗ࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆཌ⏕ປാ⮧ሗ࿌ࡋ㸪බ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

    ➨  ⠇ィ⏬ኚ᭦ࡢᑐᛂ
 㸦ኚ᭦⏦ㄳ㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪➨  ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁᢎㄆࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟࠾࠸࡚◊✲ィ⏬ࡢኚ᭦ࡢᚲ
せࡀ࠶ࡿሙྜ㸦ࣄࢺᖿ⣽⬊⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪㸪ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊ࡢᶞ❧ཬࡧศ㓄ᣦ㔪㸪ࣄࢺ㹃㹑⣽⬊⏝
ᣦ㔪ཬࡧ㑇ఏᏊ⒪⮫ᗋ◊✲ᣦ㔪ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡛㸪◊✲᪉ἲࡢኚ᭦ࢆకࢃ
࡞࠸ᴟࡵ࡚㍍ᚤ࡞ኚ᭦ヱᙜࡍࡿሙྜࡣ㸪➨  ᮲➨  㡯➨  ྕࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪⏕⌮ᑂ
ᰝ㸦ィ⏬ኚ᭦㸧⏦ㄳ᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕࡢ 㸧ཪࡣ⏕⌮ᑂᰝ⏦ㄳ᭩㢮㸦Ꮫ㒊Ꮫ⏕ᩍ⫱⏝㸧㸦ู
グᵝᘧ➨  ྕ㸧ᐃࡵࡿィ⏬ኚ᭦㺃㏣ຍ⏦ㄳ᭩ࢆ㸪ົᒁࢆ㏻ࡋ࡚㸪◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ᥦฟ
ࡋ㸪ࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪ົᒁ࠾࠸࡚ィ⏬ኚ᭦⏦ㄳࡋ࡚㐺ᙜㄆࡵࡓ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ
㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢጤဨ㛗⌮ᑂᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦ᢎㄆ㸧
➨  ᮲ ๓᮲➨  㡯つᐃࡍࡿᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡣ㸪
ᙜヱᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢጤဨ㛗ࡼࡿ⏦ㄳㄢ
㢟ࡢᑂᰝ⤊ᚋ㸪◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗㸪⮫ᗋ◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗ࡢ⏕⌮ᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩㸦ูグ
ᵝᘧ➨  ྕ㸧ࢆᥦฟࡋ㸪ᙜヱᑂᰝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪๓㡯ᇶ࡙ࡁ㸪ᑂᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼ᐇỴᐃ㏻
▱᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ࡢ 㹼㸧ࢆ◊✲㈐௵⪅ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

     ➨  ⠇ ◊✲⤒㐣ཪࡣ⤊ࡢሗ࿌
 㸦◊✲⤒㐣ཪࡣ⤊ࡢሗ࿌㸧
➨  ᮲ ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ẖᖺ  ᅇ㸪ᢎㄆㄢ㢟ࡢ㐍ᤖ≧ἣ୪ࡧ᭷ᐖ㇟ཬࡧලྜ➼ࡢⓎ⏕≧ἣ
ࡘ࠸࡚㸪⮫ᗋ◊✲➼⤒㐣㸦ᖺḟ㸧ሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧ࡼࡾ㸪◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ሗ࿌
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ᢎㄆㄢ㢟ࡀ⤊ࡋࡓࡁࡣ㸪⮫ᗋ◊✲➼⤊ሗ࿌᭩㸦ูグᵝᘧ➨  ྕ㸧ࡼࡾ㸪
◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ᣦ㔪㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡢᥐ⨨㸧
➨  ᮲ ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࡣ㸪⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿཪࡣ㐣ཤᐇࡉࢀࡓ⮫ᗋ◊✲➼ࡘ࠸࡚㸪
㛵ಀᣦ㔪㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ㸦㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸⛬ᗘࡀ㔜࡛࠶ࡿሙྜ㝈ࡿࠋ㸧ࢆ▱ࡗࡓሙྜ
ࡣ㸪㏿ࡸ㸪ᑓ㛛ᑂᰝጤဨ➼ࡢពぢࢆ⫈ࡁ㸪ᚲせ࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪ࡑࡢᑐᛂࡢ≧ἣཬࡧ
⤖ᯝࢆཌ⏕ປാ⮧➼ሗ࿌ࡋ㸪බ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

    ➨  ❶ 㞧๎
㸦ᢎㄆㄢ㢟ಀࡿ⏦ㄳ᭩㢮ࡢಖᏑ㸧
➨  ᮲ ᢎㄆㄢ㢟ಀࡿ⏦ㄳ᭩㢮ࡣ㸪 ᖺ㛫ಖᏑࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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資料９
 ๓㡯ࡢಖᏑᮇ㛫ࡢ㉳⟬᪥ࡣ㸪ᢎㄆㄢ㢟ࡀ⤊ࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘࡢ  ᭶  ᪥ࡍࡿࠋ
 ๓㡯ࡢつ⛬ࢃࡽࡎ㸪ಖᏑᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓᢎㄆㄢ㢟ಀࡿ⏦ㄳ᭩㢮ࡘ࠸࡚㸪᭦ಖᏑࡢᚲ
せࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿሙྜࡣ㸪
୍ᐃࡢᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡚ᙜヱಖᏑᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 㸦ㄞࡳ᭰࠼㸧
➨  ᮲ ➨  ᮲➨  㡯つᐃࡍࡿಖᏛ⮫ᗋ࣭Ꮫ◊✲ᑂᰝጤဨ࡛ᑂᰝࡉࢀࡿ⮫ᗋ◊✲➼ࡢሙྜ
࠾࠸࡚㸪➨  ᮲➨  㡯ཬࡧ➨  㡯ࡽ➨  㡯ࡲ࡛୪ࡧ➨  ᮲ࡽ➨  ᮲ࡲ࡛୰ࠕ◊✲⛉㛗
ཬࡧ㝔㛗ࠖཪࡣࠕ◊✲⛉㛗ཪࡣ㝔㛗ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠕ◊✲⛉㛗ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ➨  ᮲つᐃࡍࡿ⡆᫆ᑂᰝࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪➨  ᮲ཬࡧ➨  ᮲୰ࠕ◊✲⛉㛗ཬࡧ㝔㛗ࠖ
࠶ࡿࡢࡣࠕ◊✲⛉㛗ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㞧๎㸧
➨  ᮲ ࡇࡢෆつᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪⮫ᗋ◊✲➼ࡢᑂᰝ⟶⌮యไ㸪ᢎㄆᡭ㡰ཬࡧ㐍ᤖ⟶⌮ᡭ㡰
㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ᩍᤵཬࡧ㝔㒊㛗ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ᐃࡵࡿࠋ

   㝃 ๎
 ࡇࡢෆつࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⾜ᚋ  ࣨ᭶㛫ࡣ㸪ᚑ๓ࡢ⏦ㄳ᭩㢮
ࡼࡿ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡇࡢෆつࡢ⾜ࡢ㝿㸪
㝔ཪࡣ◊✲⛉࠾࠸࡚ḟ㡯➨  ྕࡽ➨  ྕཬࡧ➨  ྕࡽ➨  ྕࡲ࡛
ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪⌧ᑂᰝ୰ࡢ⏦ㄳㄢ㢟ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁࡇࡢෆつᇶ࡙ࡁᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪ᙜヱᑂᰝࡣ㸪ᚑ๓ࡢ⏦ㄳ᭩㢮ࡼࡾ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ḟࡢྛྕᥖࡆࡿෆつཬࡧ⣽๎ࡣ㸪ᗫṆࡍࡿࠋ
 ୍ ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⏕⌮ጤဨෆつ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧
  ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⏕⌮ጤဨᑓ㛛ᑂᰝጤဨ⣽๎
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧

 ୕ ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ࣂ࢜ඛ➃⮫ᗋ◊✲ᑂᰝጤဨ⣽๎
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧

 ᅄ ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་⒪⌮ጤဨ⣽๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧
  ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⌮ᩍ⫱᥎㐍ጤဨ⣽๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧
 භ ྡྂᒇᏛ་Ꮫ㒊㸪Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ཬࡧ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ಀࡿ┈┦
⾜Ⅽ㜵Ṇ⣽๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧
  ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⏕⌮ጤဨಖᏛ㒊ෆつ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧
ඵ ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⏕⌮ጤဨಖᏛ㒊㐠Ⴀせ㡯
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ㸧

 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪๓㡯➨1ྕࡽ➨3ྕࡲ࡛ཬࡧ➨7ྕࡢෆつཬࡧ⣽๎ࡣ㸪ࡇࡢෆつࡢ
⾜๓㸪ᙜヱෆつཬࡧ⣽๎ᇶ࡙ࡃᑂᰝጤဨ➼ࡢᑂᰝࡀ⤊ࡋࡓ⏦ㄳㄢ㢟ࡘ࠸࡚◊✲⛉㛗
ࡼࡾᢎㄆཪࡣᢎㄆࡀỴᐃࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪ᙜヱ⏦ㄳㄢ㢟ᑐࡋ㸪࡞࠾ࡑࡢຠຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢෆつࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢෆつࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢෆつࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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資料１０
○名古屋大学研究用微生物安全管理規程
(平成20年3月24日規程第107号)
改正

目次
第1章
第2章
第3章
第4章
附則

平成25年5月13日規程第5号

総則(第1条・第2条)
安全管理体制(第3条－第19条)
健康管理(第20条－第25条)
雑則(第26条)

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は，名古屋大学（以下「本学」という。）の実験室等において取り扱う研究用微生物の安全管
理に関し必要な事項を定め，もって本学における研究用微生物による汚染を防止し，その適正な管理を図る
ことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。
一 微生物安全管理マニュアル 大学等における研究用微生物安全管理マニュアル（平成10年学術審議会特
定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会策定）をいう。
二 微生物 細菌，真菌，ウイルス，原虫及び寄生虫をいう。
三 病原性 微生物が何らかの機構により，人若しくは動物又は植物に危害を及ぼすことをいう。
四 指定実験室 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物を用いて実験を行う
室をいう。
五 微生物管理区域（以下「管理区域」という。） 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及び
レベル4の微生物の安全管理に必要な指定実験室その他の室を含む特定の区域をいう。
六 職員等 本学の職員及び学生並びに他機関から受け入れた研究員等で，この規程に従い職務上又は教育
研究上研究用微生物を取り扱う者をいう。
七 法令等 微生物安全管理マニュアル第3条に定める法律等をいう。
第2章 安全管理体制
(総長の責務)
第3条 総長は，本学における研究用微生物の安全管理に関する事務を総括する。
(部局の長の責務)
第4条 部局の長は，当該部局における研究用微生物の安全管理に関する事務を処理する。
(職員等の責務)
第5条 職員等は，管理区域において微生物を取り扱うときは，この規程に定める方法に従うものとし，法令等
及び本学の諸規程に定める事項を遵守しなければならない。
(委員会)
第6条 本学における研究用微生物の安全管理に関する事項は，名古屋大学バイオセーフティ委員会（以下「委
員会」という。）において審議する。
(危害防止主任者)
第7条 総長は，各指定実験室ごとに，第10条第2項の規定により承認を得た職員等のうちから，研究用微生物
の安全管理を行う危害防止主任者（以下「危害防止主任者」という。）を指名する。
2 危害防止主任者は，この規程及び第9条第2項に規定する微生物管理区域安全運営要領に定める業務を行うと
ともに，当該指定実験室の業務の調整及び統括について責任を負うものとする。
(微生物のレベルの分類)
第8条 微生物の危険性のレベル（以下「レベル」という。）を分類する基準は，微生物安全管理マニュアル別
表1のとおりとする。
2 微生物のレベルの分類は，微生物安全管理マニュアル別表1に定める基準に基づいて行うものとし，同表の
付表1及び付表2のとおりとする。
3 総長は，微生物のレベルの分類が第1項の基準によることが適切でないと認めた場合は，前項の規定にかか
わらず実験の方法及び用いる微生物の量により当該微生物のレベルを別に定めることができる。
(実験室の安全設備及び運営に関する基準等)
第9条 微生物を用いる実験室は，用いる微生物のレベルに応じ，微生物安全管理マニュアル別表2に定める基
準に従って必要な設備を備え，運営するものとする。
2 総長は，微生物安全管理マニュアル別表2に定める基準のほか，管理区域の運営に関し必要な事項について
微生物管理区域安全運営要領（以下「運営要領」という。）を別に定めるものとする。
(微生物の取扱い)
第10条 職員等は，微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル2の微生物を新たに用いて実験しようとす
るとき又は新たに保管しようとするときは，微生物利用・保管届（別記様式第1号）により，あらかじめ所属
部局の長を経由して，委員会に届け出なければならない。ただし，既に届け出た菌種の微生物について
は，病原性に大きな違いがない場合は，新たな届出は不要とする。
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職員等は，微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物を新たに用いて実験しよ
うとするとき若しくは新たに保管しようとするとき又は別の機関へ供与しようとするときは，微生物利
用・保管申請書（別記様式第2号）又は微生物供与申請書（別記様式第3号）により，あらかじめ所属部局の
長を経由して，委員会に申請し，承認を受けなければならない。
3 前項の申請事項について変更の必要が生じた場合は，新たに微生物利用・保管申請書又は微生物供与申請書
により，所属部局の長を経由して，委員会に申請し，承認を受けなければならない。
4 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物を破棄したときは，微生物廃棄
届（別記様式第4号）により，所属部局の長を経由して，委員会に届け出なければならない。
(承認)
第11条 委員会は，前条第2項及び第3項の申請があったときは，当該申請の実施について承認を与えるか否か
の決定を行うものとする。
2 委員会は，当該申請の内容の一部を変更して承認することができる。
(通知)
第12条 委員会は，前条の決定を行ったときは，速やかに申請のあった部局の長を経由して，当該申請者にそ
の旨を通知するものとする。
(病原性の微生物の運搬)
第13条 病原性の微生物を運搬する場合は，法令等，厚生労働省令等において定める運搬の基準に従い，当該
微生物の散逸を防止できる専用の容器，包装及び外装により，これを実施しなければならない。
(指定実験室の表示)
第14条 管理区域の出入口には，厚生労働大臣が指定する国際バイオハザード標識を表示しなければならな
い。
2 各指定実験室の出入口には，別に定めるバイオハザード標識に必要な事項を記載し，これを表示しなければ
ならない。
(レベル3及びレベル4の微生物を用いる職員等)
第15条 指定実験室において微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物を用いる職
員等は，次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
一 用いる微生物の病原性，起こり得る汚染の範囲及び安全な取扱方法，指定実験室の構造及び使用方
法，事故及び災害の発生時における措置等について，十分な知識を有し，かつ，技術的修練を経ている者
二 第20条に規定する定期の健康診断を受け，異常の認められなかった者
(微生物の処理)
第16条 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル1及びレベル2の微生物（これらに汚染された可能性が
あるものを含む。次項において同じ。）は，当該微生物に最も有効な消毒滅菌方法により処理しなければな
らない。
2 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物は，第10条第2項の承認に係る消毒滅
菌方法により処理しなければならない。
(ばく露及びその対応)
第17条 次の各号に掲げる場合は，これをばく露として取り扱う。
一 外傷，吸入その他の事由により微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物が
人体の内部に入った可能性がある場合
二 職員等が第20条又は第21条による健康診断の結果，微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及
びレベル4の実験に用いた微生物による健康障害と認められた場合並びに同表に定めるレベル2の微生物を
用いた実験にあっても，当該実験に用いた微生物による健康障害であることがばく露直後の報告等により
明確に特定できる場合
三 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物により管理区域内が広範に汚染さ
れた場合又は当該微生物に感染した動物の逸走により学内が広範に汚染された可能性がある場合
四 管理区域内の安全設備の機能に重大な欠陥が発見された場合
五 第25条第3項に規定する報告があった場合
2 ばく露を発見した者は，直ちに当該部局の長及び危害防止主任者に通報しなければならない。
3 部局の長は，前項の通報を受けたときは，直ちに総長及び委員会に報告するとともに，委員会及び危害防止
主任者と協力し，必要な応急措置を講じなければならない。
4 委員会は，前項の報告を受けたときは，必要に応じて当該部局の長及び危害防止主任者と協力し，必要な応
急措置を講じなければならない。
5 総長は，第3項の報告を受けたときは，必要な処置を講じるとともに，必要に応じて危険区域を指定するこ
とができる。
6 総長は，前項の危険区域の指定を行ったときは，事故及び当該指定の内容を職員等に通知するとともに，当
該危険区域への関係者以外の立入りの禁止，機器等の使用制限等必要な措置を講じなければならない。
7 総長は，前2項の措置を講じたときは，委員会，当該部局の長，危害防止主任者その他適当と認める者とと
もに原因の究明及び再発防止のための対策を講じなければならない。
8 総長は，危険区域の安全性の回復を確認したときは，速やかに当該危険区域を解除し，職員等にその旨を通
知しなければならない。
(災害時の応急措置)
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第18条 総長は，地震，火災等の災害（以下「災害」という。）による重大な被害が発生し，微生物の安全管
理に関しこの規程及び運営要領に定める措置のみでは十分でないと判断したときは，直ちに緊急対策本部を
設置しなければならない。
2 委員会は，前項の緊急対策本部が設置されるまでの間，緊急事態に即応した所要の措置を講じるととも
に，緊急事態及び講じた処置の内容等を速やかに総長に報告しなければならない。
3 災害による重大な被害が発生した場合及び大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第9条第1項に
規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）が発せられた場合に各指定実験室において講じなければな
らない処置は，この規程に定めるもののほか，運営要領に定めるところによる。
4 各指定実験室において微生物を取り扱う職員等は，災害による重大な被害が発生したとき，又は警戒宣言が
発せられたときは，直ちに運営要領に定める処置を講じなければならない。
(緊急対策本部の構成等)
第19条 前条第1項の緊急対策本部は，本部長，当該部局の長，委員会委員長その他の委員をもって構成する。
2 緊急対策本部の本部長は，総長をもって充てる。
3 緊急対策本部は，次の各号に掲げる事項について指揮又は処理する。
一 微生物の逸出の防止対策に関すること。
二 汚染防止並びに汚染された場所及び物の処置に関すること。
三 被汚染者の処置に関すること。
四 危険区域の指定に関すること。
五 危険区域の安全性調査及び危険区域の解除に関すること。
六 広報活動に関すること。
七 その他緊急事態における微生物の安全管理に関し必要なこと。
4 緊急対策本部は，微生物に関する安全性を確認し，緊急事態が解消したときに，解散する。
第3章 健康管理
(健康診断)
第20条 総長は，取り扱う微生物が人体に病原性があるとされている場合には，委員会の判断に基づき，必要
に応じて，管理区域で業務に従事する職員等に対し，次の各号に掲げる事項の健康診断を実施し，当該職員
等に受診させなければならない。
一 取り扱う特定の微生物に対する検査等
二 取り扱う微生物により発症するおそれのある症状の臨床的診断
(臨時健康診断)
第21条 総長は，必要と認める場合には，臨時の健康診断を実施し，職員等に受診させなければならない。
(健康診断の記録)
第22条 総長は，健康診断の結果，健康管理上必要と認められる事項について，職員等ごとに記録を作成しな
ければならない。
2 前項の記録は，職員等の異動又は退職の後，原則として，10年間保存しなければならない。ただし，取り扱
った微生物の潜伏期間が短いものについては，この限りでない。
(健康診断後の措置)
第23条 総長は，健康診断の結果，職員等に微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル2からレベル4まで
の微生物による感染が疑われる場合には，直ちに安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(血清の保存)
第24条 総長は，特定の微生物を取り扱う職員等の健康管理のため，血清の保存に関し必要な事項を別に定め
るものとする。
(病気等の報告等)
第25条 微生物安全管理マニュアル別表1に定めるレベル3及びレベル4の微生物を取り扱う職員等は，自己に当
該微生物による感染が疑われる場合は，直ちに所属部局の長及び危害防止主任者にその旨を報告しなければ
ならない。
2 部局の長は，前項の報告を受けたときは，直ちに当該職員等の感染の有無について検査しなければならな
い。
3 部局の長は，第1項の報告を受けた場合において，前項の検査の結果，当該職員等が微生物に感染したと認
められるとき，又は医学的に不明瞭であるときは，直ちに総長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか，研究用微生物の安全管理に関し必要な事項は，委員会の議を経て，別
に定める。
2 医学部附属病院の微生物検査施設における微生物の安全管理に関する実施要領については，別に定める。
3 医学系研究科の病理解剖室等における病原微生物に関する安全管理及び医学附属病院における病院内感染対
策等の取扱いについては，別に定める。
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附 則
この規程は，平成20年3月24日から施行する。
名古屋大学研究用微生物安全管理要項（平成16年度要項第7号）は，廃止する。
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附 則(平成25年5月13日規程第5号)
この規程は，平成25年5月13日から施行する。
別記様式第1号(第10条第1項関係)
微生物利用・保管届
[別紙参照]
別記様式第2号(第10条第2項関係)
微生物利用・保管申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第10条第2項関係)
微生物供与申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第10条第4項関係)
微生物廃棄届
[別紙参照]
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資料１１
○名古屋大学化学物質等安全管理規程
(平成20年4月28日規程第1号)
改正

平成21年3月30日規程第92号
平成23年3月30日規程第90号
平成26年9月16日規程第23号

平成21年10月23日規程第19号
平成25年1月22日規程第60号

(目的)
第1条 この規程は，名古屋大学（以下「本学」という。）において使用及び保管する化学物質等の安全管理に
関し必要な事項を定め，もって本学における化学物質等による安全衛生上の危害を防止し，その適正な使用
及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
一 化学物質等 次のイからレまでに掲げるものをいう。ただし，名古屋大学環境安全衛生推進本部会議が
別に定める化学物質等を除く。
イ 特定化学物質等 労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。）別
表第3に掲げるものをいう。
ロ 有機溶剤 安衛法施行令別表第6の2に掲げるものをいう。
ハ 毒物 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。）別表第1及び毒物及び
劇物指定令（昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。）第1条に掲げるものをいう。ただし，医薬
品及び医薬部外品を除く。
ニ 劇物 毒劇法別表第2及び指定令第2条に掲げるものをいう。ただし，医薬品及び医薬部外品を除く。
ホ 特定毒物 毒劇法別表第3及び指定令第3条に掲げるものをいう。ただし，医薬品及び医薬部外品を除
く。
ヘ 危険物 消防法（昭和23年法律第186号）別表第1の品名の欄に掲げるものをいう。
ト 第一種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施
行令（平成12年政令第138号。以下「PRTR法施行令」という。）別表第1に掲げるものをいう。
チ 第二種指定化学物質 PRTR法施行令別表第2に掲げるものをいう。
リ 揮発性有機化合物（VOC） 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第2条第4項に規定するものをい
う。
ヌ 特定悪臭物質 悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第2条第1項に規定するものをいう。
ル 麻薬 麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。）別表第1に掲げるも
のをいう。
ヲ 向精神薬 麻向法別表第3に掲げるものをいう。
ワ 覚せい剤 覚せい剤取締法（昭和26年法律第252号）第2条第1項に規定するものをいう。
カ 農薬 農薬取締法（昭和23年法律第82号。以下「農取法」という。）第1条の2第1項に規定するものを
いう。
ヨ 除草剤 農取法第10条の3第1項に規定するものをいう。
タ イからヨまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
レ イからタまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
二 環境安全管理 環境汚染の発生を防止し，本学の教職員，学生等（以下「教職員等」という。）の教育
研究環境の安全を確保することを目的として，有害物質を適正に管理するため必要な措置を講ずることを
いう。
三 法令等 次のイからホまでに掲げる法令，第1号イからヨまでに規定する法令，この規程，この規程に基
づく定め等をいう。
イ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）
ロ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
ハ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）
ニ 下水道法（昭和33年法律第79号）
ホ 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）
四 学生等 本学において教育又は研究指導を受けるすべての者をいう。
五 講座等 個別の研究グループIDの使用により管理される，本学における講座及び化学物質等を使用した
教育研究その他の業務を遂行するグループ等をいう。
六 化学物質取扱い 教育研究その他の業務で化学物質等を利用する際の化学物質等の購入，保管，使
用，廃棄等に関する一連の作業をいう。
七 化学物質管理区域 次号に規定する化学物質管理責任者が指定した，本学キャンパス内にある化学物質
取扱いを行う実験室，保管庫，実験系廃棄物収集場所等をいう。
八 化学物質管理責任者 化学物質等の適正な管理を行うため，各部局の講座等ごとに使用する化学物質等
の管理及び事務を統括する者で，各部局の講座等に所属する教員のうちから部局の長が選任する者をい
う。
九 化学物質副管理責任者 化学物質管理責任者の業務を補佐する者として，次号に規定する化学物質取扱
者の中で廃棄物処理取扱者講習会修了者の教職員から化学物質管理責任者が選任する者をいう。ただ
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し，化学物質管理責任者が兼ねることもできる。
化学物質取扱者 化学物質管理区域において教育研究その他の業務で，化学物質取扱いに従事する者と
して，化学物質管理責任者が指定した者をいう。
十一 リスクアセスメント 化学物質等の有害性又は危険性の種類，程度及び事故災害の例に基づいて，当
該化学物質等の取扱いによるばく露，漏えい，爆発，火災等の事故等がもたらす健康障害，器物の被
害，環境汚染等の重大性及び可能性を評価し，化学物質等による災害を未然に防ぐために用いられる一連
の手法をいう。
十二 作業環境管理 作業環境における化学物質等によって生ずる健康障害について防止対策を講ずるこ
と，及び当該防止対策の有効性について定期的に，又は必要に応じて見直しを行い，必要がある場合は当
該防止対策の改善を行うことをいう。
十三 化学的有害廃棄物 教育研究活動に伴い廃棄又は排出される環境汚染のおそれがある物質をいう。
十四 衛生管理者巡視 名古屋大学安全衛生管理規程（平成16年度規程第80号。以下「安全衛生規程」とい
う。）第19条第1項に定められた衛生管理者等による作業場巡視をいう。
十五 産業医巡視 安全衛生規程第19条第2項に定められた産業医による作業場巡視をいう。
十六 作業環境測定 安全衛生規程第28条に定められた作業環境測定をいう。
十七 特殊健康診断 安全衛生規程第29条第1項第2号に定められた特殊健康診断をいう。
十八 作業主任者 安全衛生規程第11条に定められた作業主任者をいう。
(総長の責務)
第3条 総長は，本学における化学物質等の安全管理に関する事務を総括する。
(担当の理事等，部局の長等の責務)
第4条 環境安全を担当する理事又は副総長（以下「担当の理事等」という。）は，本学における化学物質等を
管理する実質的な責任者として，本学における化学物質等の安全管理の改善及び促進を行い，化学物質等の
取扱いに関する業務及び化学物質等による健康障害，器物の被害，環境汚染等の防止対策等に関する業
務（以下この条において「化学物質等管理業務」という。）について統括する。
2 担当の理事等は，本学の衛生管理者巡視，産業医巡視，作業環境測定及び特殊健康診断結果を一元的に管理
し，環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室長（以下「環境安全衛生管理室長」という。）と協力して問
題点を是正する。
3 環境安全衛生管理室長は，担当の理事等の指揮のもとに，本学における化学物質等管理業務に関する指導及
び助言を行うとともに，担当の理事等が化学物質等管理業務を遂行できないときは，その代理として業務を
行う。
4 環境安全衛生管理室長は，名古屋大学化学物質管理システム（以下「MaCS-NU」という。）の管理責任者と
して，当該システムに関する業務を統括する。
5 部局の長は，部局における化学物質等の安全管理の責任者として，当該部局における化学物質等管理業務に
ついて指揮監督を行うとともに，化学物質等を使用する実験室，研究室等における安全管理体制の整備及び
教職員等の教育指導に努めなければならない。
6 部局の長は，化学物質等が関わる事故や災害が発生した場合，担当の理事等の指揮のもとで負傷者救助，被
害拡大防止，事故原因究明及び再発防止に関わる業務を監督する。
7 部局の長は，講座等ごとに指導的役割を担う教員から化学物質管理責任者を選任し，環境安全衛生管理室長
を通じて担当の理事等に届け出る。
8 部局の長は，化学物質管理責任者が異動等（6月以上の海外渡航，休職，退職及び他部局への異動をい
う。以下同じ。）によりその職務を遂行することができなくなる場合は，遅滞なく当該講座等において後任
となる化学物質管理責任者を選任し，職務の引継ぎを監督しなければならない。
(化学物質管理責任者の責務)
第5条 化学物質管理責任者は，化学物質取扱者及び化学物質管理区域に立ち入るその他の教職員等に対して安
全教育及び指導を行う義務を有する。
2 化学物質管理責任者は，自らが指定した化学物質取扱者以外の者に化学物質取扱いに従事させてはならな
い。また，化学物質管理区域以外の場所で，化学物質取扱いに従事させてはならない。
3 化学物質管理責任者は，管理する化学物質管理区域における業務を代理補佐する者として，化学物質副管理
責任者を選任し，化学物質等の適正な管理に努めなくてはならない。
4 化学物質管理責任者は，毎年度の当初に，指定した化学物質管理区域及び化学物質取扱者並びに選任した化
学物質副管理責任者について，MaCS-NUの管理責任者に申請し，認定を受けなければならない。
5 化学物質管理責任者は，化学物質等が関わる事故や災害が発生した場合，部局の長及び担当の理事等の指揮
のもとで負傷者の救助，被害拡大防止，事故原因究明及び再発防止に関わる業務を遂行する。
6 化学物質管理責任者は，化学的有害廃棄物を適正に管理するため，廃棄物処理取扱者講習会修了者を自らの
管理する講座等に1名以上在籍させなければならない。
7 化学物質管理責任者は，化学物質等の適正な取扱いのため，名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習
要領（平成26年3月11日環境安全衛生推進本部会議承認）別紙1の講習A修了者を自らの管理する講座等に1名
以上在籍させなければならない。
8 化学物質管理責任者は，異動等によりその職務を遂行することができなくなることが決まった場合は，遅滞
なく所属する部局の長に自らの後任となる化学物質管理責任者（以下「後任者」という。）の選任を要請し
なければならない。
十

2

資料１１
9

化学物質管理責任者は，自らの後任者が選任されたときは，その管理下にあるすべての化学物質等の管理の
移管について当該後任者と協議を行い，離任する以前に移管を完了しなければならない。
(化学物質副管理責任者の責務)
第6条 化学物質副管理責任者は，化学物質取扱いを適正に行うために必要な措置を講じなくてはならない。
2 化学物質副管理責任者は，化学物質取扱者の指揮監督を行い，化学物質等を適正に使用できるようにしなく
てはならない。
3 化学物質副管理責任者は，化学物質管理区域内で事故や災害が発生した場合，適切な対応を講じるとともに
安全の確保に努めなくてはならない。また，速やかに化学物質管理責任者に連絡のうえ，相互に協力し，被
害の拡大を防がなくてはならない。
(化学物質取扱者の責務)
第7条 化学物質取扱者は，化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者の指導監督のもとに，化学物質管理
区域において化学物質取扱いに従事できる。
2 化学物質取扱者は，法令等を遵守するとともに，第16条に定める化学物質取扱いに必要な安全教育を修了し
なければならない。
3 化学物質取扱者は，第15条に定める特殊健康診断を必要に応じて受診しなければならない。
4 化学物質取扱者は，化学物質取扱いにおいて事故若しくは災害に遭遇したとき又は異常等を発見したと
き，遅滞なく化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者に報告しその指示に従う。
(化学物質等の管理及び使用方法)
第8条 化学物質管理責任者，化学物質副管理責任者及び化学物質取扱者（以下「化学物質取扱者等」とい
う。）は，本学において取り扱う化学物質等を全学で一元的かつ効率的に管理するため，原則として，当該
化学物質等について購入から廃棄に至る記録をMaCS-NUに速やかに登録し，管理するものとする。
2 化学物質等の管理方法は，毒物，劇物及び第一種指定化学物質にあっては，使用量及び保管量を重量で管理
する方法（重量管理）によるものとし，それ以外の化学物質等にあっては，試薬容器を個数で管理する方
法（単位管理）によるものとする。
3 化学物質取扱者等は，化学物質副管理責任者の承認のもと購入した化学物質等の試薬容器ごとに管理ラベル
を貼り，保管場所及び管理番号をMaCS-NUに登録しなければならない。
4 化学物質取扱者等は，毒物，劇物及び第一種指定化学物質の使用量をMaCS-NUに登録しなければならない。
5 化学物質取扱者等は，化学物質等の入っていた空の試薬容器を破棄するときは，MaCS-NUに空びん登録しな
ければならない。
6 化学物質取扱者等は，化学物質等を廃棄するときは，MaCS-NUに廃棄薬品登録しなければならない。
7 本学の化学物質等の使用及び保管を監督する関係機関等から化学物質等の使用及び保管に関する記録の提出
を求められたときは，MaCS-NU上の記録を提出することができる。
8 環境安全衛生管理室長は，MaCS-NUによる化学物質等の管理及び使用状況について適宜点検を実施し，不備
が認められる場合には，部局の長及び化学物質管理責任者に対して改善を求めることができる。
9 環境安全衛生管理室長は，化学物質等の管理に係る改善の不履行，MaCS-NUによる管理の不備が頻発する事
例，重大な違反が疑われる事例等を認めた場合は，遅滞なく担当の理事等に報告しなければならない。
(改善命令等)
第9条 担当の理事等は，化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ，又は生ずるおそれ
があると認められるときは，各部局の長に対して，化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることがで
きる。
2 環境安全衛生管理室長は，各部局における化学物質等の使用が適正に行われているかどうかについて確認す
るとともに，関連する作業主任者，化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者と協議し，前項の改善措
置に関し，指導及び助言を行うことができる。
3 部局の長は，第1項による改善措置を命ぜられたときは，関連する作業主任者，化学物質管理責任者及び化
学物質副管理責任者とともに当該改善措置を遅滞なく講じなければならない。
4 部局の長は，前項に規定する改善措置を講じた場合において，環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずる
おそれがなくなったときは，講じた改善措置について，担当の理事等及び環境安全衛生管理室長に報告しな
ければならない｡
(リスクアセスメント)
第10条 化学物質管理責任者は，自らが担当する教育研究における化学物質取扱いの安全を担保するためにリ
スクアセスメントを実施し，結果を部局の長及び担当の理事等に報告しなければならない。
2 リスクアセスメントの実施等に関し必要な事項は，別に定める。
3 化学物質管理責任者は，リスクアセスメントの実施に際して，関連する作業主任者，部局の長又は環境安全
衛生管理室長に支援及び助言を求めることができる。
4 部局の長は，必要に応じてリスクアセスメントの結果の評価を行い，評価の結果を担当の理事等に報告しな
ければならない。
5 部局の長は，リスクアセスメントの結果に不備がある場合，化学物質管理責任者に対し，教育研究その他の
業務における化学物質取扱い方法の是正又は追加措置等を要求できる。
6 部局の長は，リスクアセスメントの結果の評価において環境安全衛生管理室長に助言を求めることができ
る。
7 担当の理事等は，リスクアセスメントの結果の評価に不備がある場合は第9条第1項の改善措置を命令でき
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る。
化学物質管理責任者は，リスクアセスメントの結果の評価に不備あるいは誤りを含むと認められる場合，部
局の長又は担当の理事等に再評価を求めることができる。
(事故時の対応)
第11条 化学物質管理責任者は，化学物質等の飛散，漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害
が生じ，又は生ずるおそれがあるときは，直ちに所属する部局の長に報告し，必要な措置を講じなければな
らない。
2 化学物質管理責任者は，化学物質等の盗難，紛失等があったときは，直ちに所属する部局の長に報告しなけ
ればならない。
3 前2項の場合において，部局の長は，直ちに担当の理事等及び環境安全衛生管理室長に報告しなければなら
ない。
4 前項の報告を受けた担当の理事等は，化学物質等を所管する官庁へ届け出るとともに，必要な措置を講じな
ければならない。
(点検)
第12条 担当の理事等は，化学物質等の使用及び管理状況について定期的に点検（以下「定期点検」とい
う。）を実施しなければならない。
2 担当の理事等は，前項の定期点検の結果について不備等が認められた場合，第8条第9項の報告があった場
合，第10条のリスクアセスメントの実施に関し不備があった場合，化学物質等の使用及び管理に不備等が認
められた場合，衛生管理者巡視又は産業医巡視で重大な問題が指摘された場合，作業環境測定により著しい
曝露の危険が指摘された場合，又は特殊健康診断において健康被害が明らかになった場合は，環境安全衛生
管理室長に対して改善に必要な調査（以下「特別調査」という。）を実施させることができる。
3 担当の理事等は，特別調査の結果に基づき第9条第1項の改善措置を命令できる。
4 部局の長は，化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷，腐食等による化学物質等の漏えい又は事故が発生
したときは，環境安全衛生管理室長と協力して直ちに点検（以下「特別点検」という。）を実施し，当該施
設等の補修その他の必要な措置を講じなければならない。
5 前項の場合において，部局の長は，特別点検の結果及び講じた措置を担当の理事等に報告しなければならな
い。
(廃棄)
第13条 化学的有害廃棄物の処理は，原則として，環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室（以下「環境安
全衛生管理室」という。）を通じて行わなければならない。ただし，特別の事情がある場合には，環境安全
衛生管理室の指導及び助言を得て，他の適正な方法により処理することができる。
2 環境安全衛生管理室長は，化学的有害廃棄物の処理について，必要に応じて部局の長に指導及び助言を行う
ことができる。
(作業環境管理)
第14条 作業環境管理については，安全衛生規程の定めるところによる。
2 部局の長は，化学物質管理責任者と協力して，化学物質管理区域について作業環境測定を行わなければなら
ない。
3 作業環境測定の実施等に関し必要な事項は，別に定める。
(健康管理)
第15条 化学物質等取扱者等の健康管理については，安全衛生規程の定めるところによる。
2 化学物質管理責任者は，化学物質取扱者等に特殊健康診断を受診させる義務を負う。
3 特殊健康診断を受診しない者は，化学物質取扱者としての指定を取消す。
(安全教育)
第16条 化学物質管理責任者は，化学物質取扱者等の化学物質の安全管理に関する知識及び技能の向上に努め
なければならない。
2 化学物質管理責任者は，環境安全衛生管理室長及び部局の長等が実施する安全教育を補完し，化学物質取扱
い時に必要な安全に関する知識及び技能を習得するための安全教育プログラムを策定し，これを化学物質取
扱者等に履修させなければならない。
3 担当の理事等，部局の長及び作業主任者は，前項の安全教育プログラムの内容及び実施状況について調査
し，問題があれば化学物質管理責任者に是正を求める。
(近隣住民等への対応)
第17条 担当の理事等及び部局の長は，化学物質等の管理について，近隣住民等の理解を得るため，必要な措
置を講じなければならない。
2 環境安全衛生管理室長は，近隣住民等の理解を得るため，必要な情報の提供を行うとともに，化学物質等の
管理に関する意見，苦情等に誠実に対応しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか，化学物質等の安全管理に関し必要な事項は，別に定める。
8

附 則
この規程は，平成20年4月28日から施行する。
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附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は，平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月23日規程第19号)
この規程は，平成21年10月23日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は，平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日規程第60号)
この規程は，平成25年1月22日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規程第23号)
この規程は，平成26年9月16日から施行する。
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資料１２
ྂྡۑᒇᏛ࠾ࡅࡿ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿྲྀᢅつ⛬
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ 
ᨵṇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ

┠ⓗ 
➨  ᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ྡྂᒇᏛ ௨ୗ㺀ᮏᏛ㺁࠸࠺ࠋ ࠾ࡅࡿබṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶ㸪◊✲άື
࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㐺ṇᑐᛂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᐃ⩏ 
➨  ᮲ ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⏝ㄒࡢព⩏ࡣ㸪ᙜヱྛྕᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
୍ ᮏᏛࡢᵓᡂဨ ᮏᏛ࠾࠸࡚◊✲άືᚑࡍࡿᙺဨ㸪⫋ဨ㸪Ꮫ⏕ࡑࡢᮏᏛࡢタࢆ⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜
࠺⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
 ṇ⾜Ⅽ ᮏᏛࡢᵓᡂဨཪࡣᮏᏛࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡀᮏᏛᅾ⡠୰⾜ࡗࡓᨾពཪࡣ◊✲⪅ࡋ࡚ࢃࡁࡲ
࠼ࡿࡁᇶᮏⓗ࡞ὀព⩏ົࢆⴭࡋࡃᛰࡗࡓࡇࡼࡿ⾜Ⅽ࡛㸪ḟᥖࡆࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
 ᤐ㐀 ࢹ࣮ࢱཪࡣᐇ㦂⤖ᯝࢆഇ㐀ࡍࡿࡇࠋ
ࣟ ᨵࡊࢇ ◊✲ヨᩱ࣭ᶵᮦ࣭◊✲㐣⛬᧯సࢆຍ࠼㸪ཪࡣࢹ࣮ࢱⱝࡋࡃࡣ◊✲ᡂᯝࢆኚ࠼㸪ⱝࡋࡃࡣ┬␎
ࡍࡿࡇࡼࡾ◊✲ෆᐜࢆṇࡋࡃ⾲⌧ࡋ࡞࠸ࡇࠋ
ࣁ ┐⏝ ேࡢ◊✲ෆᐜཪࡣᩥ❶ࢆ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࢆ⤒ࡿࡇ࡞ࡋὶ⏝ࡍࡿࡇࠋ
୕ 㒊ᒁ ົᒁ㸪㐠Ⴀᨭ⤌⧊㸪Ꮫ㒊㸪◊✲⛉㸪ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㸪ࢪࢧࢸࣛࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ㝔㸪㧗➼◊✲
㝔㸪ࢺࣛࣥࢫࣇ࢛࣮࣐ࢸࣈ⏕ศᏊ◊✲ᡤ㸪㝃⨨◊✲ᡤ㸪㝃ᒓᅗ᭩㤋㸪་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㸪Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊
✲タ➼㸪ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮㸪⥲ྜಖయ⫱⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮㸪ᮍ᮶♫㐀ᶵᵓཬࡧ┘ᰝᐊࢆ࠸࠺ࠋ
◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ཬࡧබṇ◊✲ጤဨ 
➨  ᮲ ᮏᏛ㸪ᮏᏛ࠾ࡅࡿබṇ࡞◊✲ࡢᐇཬࡧ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐
௵⪅ཬࡧබṇ◊✲ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪◊✲ࢆᢸᙜࡍࡿ⌮ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪◊✲⌮ࡢྥୖ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ➼㛵ࡋ㸪ᮏᏛࢆ⤫ᣓࡍࡿᶒ㝈ཬࡧ㈐௵ࢆ᭷
ࡍࡿ⪅ࡋ࡚㸪බṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ 
➨  ᮲ 㒊ᒁ㸪◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁ㸪ᙜヱ㒊ᒁࡢ㛗㸦ົᒁ࠶ࡗ࡚ࡣ㸪ᢸᙜ⌮ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆࡶ
ࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 ◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡣ㸪ᙜヱ㒊ᒁ࠾ࡅࡿ◊✲⌮ࡢྥୖ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ➼㛵ࡋ࡚㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡋ
࡚㸪බṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋ㸪◊✲⌮ᩍ⫱㸪ࡑࡢᐇయไࡢᩚഛ➼ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㒊ᒁ㸪ᙜヱ㒊ᒁ࠾࠸࡚ᚲせㄆࡵࡿࡁࡣ㸪㒊ᒁ㈐௵⪅ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㒊ᒁ㈐௵⪅ࡣ㸪ᙜヱ㒊ᒁࡢ࠺ࡕࡽ◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿࠋ
ᵓᡂဨࡢ㈐ົ 
➨  ᮲ ᵓᡂဨࡣ㸪⮬ᕫࡀ⾜࠺Ꮫ⾡◊✲ࡀ♫ࡽࡢಙ㢗クࡢୖᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⮬ぬࡋ㸪ᖖㄔᐇ
බṇ࡞◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᵓᡂဨࡣ㸪◊✲ồࡵࡽࢀࡿ⌮つ⠊ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵ㸪◊✲⌮ᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᵓᡂဨࡣ㸪◊✲άືࡢṇᙜᛶࡢド᫂ᡭẁࢆ☜ಖࡍࡿࡶ㸪➨୕⪅ࡼࡿ᳨ドྍ⬟ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ
㦂࣭ほᐹグ㘓ࣀ࣮ࢺ㸪ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡑࡢࡢ◊✲㈨ᩱ㸦௨ୗࠕ◊✲㈨ᩱ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㐺ษಖᏑ࣭⟶⌮ࡋ㸪
㛤♧ࡢᚲせᛶཬࡧ┦ᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣ㸪ࡇࢀࢆ㛤♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᵓᡂဨࡀ㏥⫋㸪༞ᴗ➼ࡼࡾᵓᡂဨ࡛࡞ࡃ࡞ࡿሙྜࡣ㸪ᙜヱᵓᡂဨࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ㸪
◊✲㈨ᩱ➼ࡢ࠺ࡕಖᏑࡍࡁࡶࡢࡘ࠸࡚㸪ࣂࢵࢡࢵࣉࢆసᡂࡋ࡚ಖᏑࡍࡿ㸪ಖᏑሙᡤࢆグ㘓ࡋ㏣㊧ࢆྍ⬟
ࡋ࡚࠾ࡃ➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
◊✲㈨ᩱ➼ࡢಖᏑᮇ㛫 
➨  ᮲ ◊✲㈨ᩱ➼㸦ヨᩱཬࡧᶆᮏࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢಖᏑᮇ㛫ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ᙜヱㄽᩥ➼ࡢⓎ⾲ᚋ  ᖺ㛫ࡍࡿࠋ
 ヨᩱཬࡧᶆᮏࡢಖᏑᮇ㛫ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ᙜヱㄽᩥ➼ࡢⓎ⾲ᚋ  ᖺ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶᛂ
ࡌ࡚㸪ࡇࢀࢆୗᅇࡿᮇ㛫ࢆูᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ๓  㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ಖᏑࡍࡿ◊✲㈨ᩱ➼ࡢ୰㸪ἲ௧➼ࡼࡾಖᏑᮇ㛫ࡀつᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿሙ
ྜࡣ㸪ᙜヱ㈨ᩱࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢἲ௧➼ྜࢃࡏ࡚ಖᏑᮇ㛫ࢆᐃࡵࡿࡇࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱᮇ㛫ࡀ๓  㡯
ᐃࡵࡿᮇ㛫‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
 ➨  㡯ཬࡧ➨  㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪እ㒊ࡽ◊✲㈨ᩱ➼ࢆཷ㡿ࡍࡿ࠶ࡓࡾ㸪ಖᏑᮇ㛫㛵ࡍࡿዎ⣙➼
ࡀู㏵࠶ࡿሙྜࡣ㸪ᙜヱዎ⣙➼࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᮇ㛫ྜࢃࡏ࡚ಖᏑᮇ㛫ࢆᐃࡵࡿࡇࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱᮇ㛫
ࡀ➨  㡯ཬࡧ➨  㡯ᐃࡵࡿᮇ㛫‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
ṇ⾜Ⅽಀࡿㄪᰝ➼ 
➨  ᮲ ṇ⾜Ⅽಀࡿㄪᰝ㸪ᑂ⌮ཬࡧุᐃ୪ࡧᐃࡣ㸪◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡀ⥲ᣓࡋ㸪බṇ◊✲ጤဨ
ࡀฎ⌮ࡍࡿࠋ
ṇ⾜Ⅽ⏦❧࡚❆ཱྀ 
➨  ᮲ ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚㸪⏦❧࡚ࡢពᛮࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸┦ㄯ㸪ሗᥦ౪➼ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪ṇ⾜Ⅽ⏦❧࡚
❆ཱྀ ௨ୗ㺀❆ཱྀ㺁࠸࠺ࠋ ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
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資料１２
 ❆ཱྀࡣ㸪⏦❧⪅ཬࡧሗᥦ౪⪅ࡢேᶒ㸪ಶேሗ➼ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫእࡢᘚㆤኈົᡤ⨨ࡃࠋ
 ❆ཱྀࡣ㸪ḟᥖࡆࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
୍ ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚ࡢཷࡅ
 ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚㸪⏦❧࡚ࡢពᛮࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸┦ㄯཬࡧᥦ౪ࡉࢀࡓሗࡢᩚ⌮ཬࡧ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ
㈐௵⪅ࡢྲྀḟࡂ
୕ ➨  ᮲つᐃࡍࡿ␗㆟⏦❧࡚ࡢ⥲㛗ࡢྲྀḟࡂ
ᅄ ⏦❧⪅ ḟ᮲➨  㡯ࡓࡔࡋ᭩࠾࠸࡚Ặྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅㝈ࡿࠋ ࡢุᐃ⤖ᯝࡢ㏻▱
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪⏦❧࡚ࡢពᛮࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸┦ㄯࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡁࡣ㸪ࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚☜ㄆ
ࡋ㸪┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓሙྜࡣ㸪❆ཱྀࢆ⤒⏤ࡋ࡚㸪┦ㄯ⪅ᑐࡋ࡚㸪⏦❧࡚ࡢពᛮࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚☜ㄆ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ๓㡯ࡢ☜ㄆࡢ⤖ᯝ㸪┦ㄯ⪅⏦❧࡚ࡢពᛮࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪❆ཱྀࢆ⤒⏤ࡋ࡚㸪
┦ㄯ⪅⏦❧࡚ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚ 
➨  ᮲ ṇ⾜Ⅽࡢ࠸ࡀ࠶ࡿᛮᩱࡍࡿ⪅ࡣ㸪ఱேࡶ㸪❆ཱྀࢆ㏻ࡌ㸪⏦❧࡚ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ๓㡯ࡢ⏦❧࡚ࡣ㸪⏦❧⪅ࡢẶྡࢆグධࡋࡓᡤᐃࡢ⏦❧᭩ࢆ❆ཱྀᥦฟࡍࡿࡇࡼࡾ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪⏦❧⪅ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢᡭ⥆ࡁ࠾ࡅࡿẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ➨  㡯ࡢ⏦❧࡚ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ᙜヱ⏦❧࡚ಀࡿᐇࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸪 ᖺ௨ෆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
ᝏពᇶ࡙ࡃ⏦❧࡚ 
➨  ᮲ ఱேࡶ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ⏦❧࡚ࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᮏつ⛬࠾࠸࡚㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ⏦❧࡚ࡣ㸪⿕⏦❧⪅ࢆ㝗ࢀࡿࡓࡵ㸪⿕⏦❧⪅ࡢ◊✲ࢆጉᐖࡍࡿࡓࡵ➼ᑓࡽ
⿕⏦❧⪅㸪ᮏᏛ➼ఱࡽࡢ┈ࢆ࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ⏦❧࡚ࢆ࠸࠺ࠋ
⫋ᶒࡼࡿㄪᰝ 
➨  ᮲ ⥲㛗ࡣ㸪➨  ᮲ࡢ❆ཱྀࡢ⏦❧࡚ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎ㸪┦ᙜࡢಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿሗᇶ࡙ࡁṇ⾜Ⅽࡀ
࠶ࡿࢃࢀࡿሙྜࡣ㸪ᙜヱ⾜Ⅽಀࡿㄪᰝࡢ㛤ጞࢆ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡎࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ணഛㄪᰝ 
➨  ᮲ ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪➨  ᮲ࡼࡿ⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓሙྜཪࡣ๓᮲ࡼࡾㄪᰝࡢ㛤ጞࢆࡐࡽ
ࢀࡓሙྜࡣ㸪㏿ࡸணഛㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪ணഛㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵ㸪ணഛㄪᰝጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪ணഛㄪᰝࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⏦❧⪅ࡽࡢ⫈ྲྀཪࡣ⏦❧࡚ಀࡿ᭩㠃ᇶ࡙ࡁ㸪
ṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡢྍ⬟ᛶࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ
 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪ḟᥖࡆࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
୍ බṇ◊✲ጤဨࡢጤဨࡢ࠺ࡕ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ⱝᖸྡ
 ⏦❧࡚ಀࡿㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ ௨ୗ㺀ㄪᰝᑐ㇟⪅㺁࠸࠺ࠋ ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁ➼ࡢ㛗
୕ ࡑࡢබṇ◊✲ጤဨࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅
 ணഛㄪᰝጤဨࡢ㆟㛗ࡣ㸪๓㡯➨  ྕࡢጤဨࡢ࠺ࡕ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ᑐࡋ࡚⫈ྲྀࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪➨  ᮲ࡼࡿ⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓ᪥ཪࡣ๓᮲ࡼࡾㄪᰝࡢ㛤ጞࢆࡐࡽࢀࡓ᪥ࡽཎ๎
ࡋ࡚  ᪥௨ෆணഛㄪᰝࢆ⤊ࡋ㸪ᙜヱㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆබṇ◊✲ጤဨሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪๓㡯ࡢሗ࿌ᇶ࡙ࡁ㸪ṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡢྍ⬟ᛶࢆุᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ
㇟⪅ ➨  㡯ࡢつᐃࡼࡾ⫈ྲྀࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㝈ࡿࠋ ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦
❧⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪❆ཱྀࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᮏㄪᰝ 
➨  ᮲ ๓᮲ࡢணഛㄪᰝࡼࡾṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡢྍ⬟ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ㸪බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪ᮏㄪᰝࡢᐇ
ࡢỴᐃࡀ࠶ࡗࡓ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ᴫࡡ  ᪥௨ෆ㸪ᮏㄪᰝࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪ᮏㄪᰝ
ࡢᐇࡢỴᐃࡑࡢࡢሗ࿌ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪◊✲㈨㔠ᥦ౪ᶵ㛵➼㸪㛵㐃ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵➼⾜࠺ࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨཬࡧㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ᮏㄪᰝࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡽࡢ⫈ྲྀ
୪ࡧ⏦❧࡚ಀࡿ᭩㠃ᇶ࡙ࡁ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ᭷↓ཬࡧ⛬ᗘࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ
 ᮏㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣ㸪⏦ࡋ❧࡚ࡽࢀࡓಀࡿ◊✲άືࡢ㸪බṇ◊✲ጤဨཬࡧㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡢุ᩿ࡼ
ࡾ㸪ᮏㄪᰝ㛵㐃ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࡢ◊✲ࢆྵࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ḟᥖࡆࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ጤဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡣᮏᏛᒓࡉ࡞࠸እ㒊᭷
㆑⪅ࡍࡿࠋ
୍ බṇ◊✲ጤဨࡢጤဨࡢ࠺ࡕ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ⱝᖸྡ
 ࡑࡢබṇ◊✲ጤဨࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࡁࡣ㸪ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡢẶྡཬࡧᡤᒓࢆ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟
⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ  ᪥௨ෆ㸪᭩
㠃ࡼࡾ㸪ㄪᰝᑓ㛛ጤဨᑐࡋ㸪⌮⏤ࢆῧ࠼࡚␗㆟⏦❧࡚ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪๓㡯ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ᙜヱ␗㆟⏦❧࡚ࡢෆᐜࢆᑂᰝࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࡀጇᙜ࡛
࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣ㸪ᙜヱ␗㆟⏦❧࡚ಀࡿㄪᰝᑓ㛛ጤဨࢆ௦ࡉࡏࡿࡶ㸪ࡑࡢ᪨ࢆ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝ
ᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡢ㆟㛗ࡣ㸪➨  㡯➨  ྕࡢጤဨࡢ࠺ࡕ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
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資料１２
 බṇ◊✲ጤဨཬࡧㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
୍ 㛵ಀ⪅ࡽࡢ⫈ྲྀ
 㛵ಀ㈨ᩱ➼ࡢㄪᰝ
୕ ドᣐ࡞ࡿ㈨ᩱࡑࡢࡢ㛵ಀ᭩㢮ࡢಖ
ᅄ ࡑࡢᮏㄪᰝࡢᐇ㛵ࡋᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㡯
 ๓㡯➨  ྕࡢᥐ⨨ࢆ⾜࠺ሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦ࡋ❧࡚ࡽࢀࡓಀࡿ◊✲άືࡀ⾜ࢃࢀࡓ◊✲ᶵ㛵ࡀᮏᏛࡢᶵ
㛵࡛࡞࠸ࡁࡣ㸪⏦ࡋ❧࡚ࡽࢀࡓಀࡿ◊✲άື㛵ࡋ࡚㸪ドᣐ࡞ࡿ㈨ᩱࡑࡢࡢ㛵ಀ᭩㢮ࢆಖࡍࡿ
ᥐ⨨ࢆࡿࡼ࠺㸪ᙜヱ◊✲ᶵ㛵౫㢗ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡽཎ๎ࡋ࡚  ᪥௨ෆᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆබṇ◊✲ጤဨሗ࿌
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᑂ⌮ཬࡧุᐃ 
➨  ᮲ බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪๓᮲ࡢᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡶṇ⾜Ⅽࡢ᭷↓ཬࡧ⛬ᗘࡘ࠸࡚ᑂ⌮ࡋ㸪ุᐃࢆ⾜
࠺ࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓㄆᐃࡉࢀࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚⏦❧࡚ࡀᝏពᇶ
࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣ㸪ేࡏ࡚㸪ࡑࡢ᪨ࡢุᐃࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪๓  㡯ࡢุᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ᑐࡋ㸪᭩㠃ཪࡣཱྀ㢌ࡼࡿᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪➨  㡯ཬࡧ➨  㡯ࡢุᐃࡢ⤖ᯝࢆ⥲㛗ሗ࿌ࡍࡿࡶ㸪ᩥ᭩ࡼࡾ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝ
ᑐ㇟⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦❧⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪❆
ཱྀࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ◊✲ ⌮ ᥎㐍 ⥲ᣓ ㈐ ௵⪅ ࡣ㸪 ➨  㡯 ࡢุ ᐃ ࢆ⾜ ࡗࡓ ሙ ྜ ࠾࠸ ࡚ 㸪ᝏ ព ᇶ ࡙ࡃ ⏦❧ ࡚ ࢆ⾜ ࡗࡓ ⪅ ࡘ ࠸࡚ 㸪
බṇ◊✲ጤဨࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࡁࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪◊✲㈨㔠ᥦ౪ᶵ㛵㸪㛵㐃ᩍ⫱◊✲ᶵ
㛵➼ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢᥐ⨨ࡢෆᐜ➼ࢆ㏻▱ࡍࡿࠋ
␗㆟⏦❧࡚ 
➨  ᮲ ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪๓᮲ࡢุᐃࡢ⤖ᯝ␗㆟ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪❆ཱྀࢆ㏻ࡌ㸪⥲㛗ᑐࡋ࡚␗㆟ࢆ
⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⏦❧࡚ࡀᝏពᇶ࡙ࡃࡶࡢุᐃࡉࢀࡓ⏦❧⪅㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࡢᑂ㆟ࡢẁ㝵࡛ᝏពᇶ࡙ࡃ⏦❧
ุ࡚ᐃࡉࢀࡓ⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡣ㸪ࡑࡢุᐃࡘ࠸࡚㸪๓㡯ࡢࡼࡾ㸪␗㆟⏦❧࡚ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ๓  㡯ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࡣ㸪ᡤᐃࡢ␗㆟⏦❧᭩ࢆ❆ཱྀᥦฟࡍࡿࡇࡼࡾ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ➨  㡯ཪࡣ➨  㡯ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ุᐃࡢ⤖ᯝࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚  ᪥௨ෆ⾜ࢃ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ⥲㛗ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡽ␗㆟⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ⏦❧⪅ᑐࡋ࡚㏻▱ࡋ㸪⏦❧⪅ࡽ␗㆟⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡁࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ᑐࡋ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪◊✲㈨㔠ᥦ౪ᶵ㛵㸪㛵㐃ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵➼㏻▱ࡍࡿࠋ␗㆟⏦❧࡚ࡢ༷ୗࢆࡋࡓࡁࡶྠ
ᵝࡍࡿࠋ
᭹ᑂᰝጤဨ 
➨  ᮲ ⥲㛗ࡣ㸪๓᮲ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸ᭹ᑂᰝጤဨࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᭹ᑂᰝጤဨࡣ㸪๓᮲ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࢆࡶ㸪බṇ◊✲ጤဨࡢุᐃࡢ⤖ᯝཬࡧ㛵ಀ㈨ᩱࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡶ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿ⫈ྲྀࢆ⾜࠸㸪ᑂ⌮ࡢᚲせᛶࡘ࠸ุ࡚ᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⥲㛗ሗ࿌
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᭹ᑂᰝጤဨࡣ㸪ḟᥖࡆࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
୍ ⌮ ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࢆ㝖ࡃࠋ ࡢ࠺ࡕ⥲㛗ࡀᣦྡࡋࡓ⪅
 ᮏᏛࡢᏛᩍဨࡢ࠺ࡕ⥲㛗ࡀᣦྡࡋࡓ⪅  ྡ
 බṇ◊✲ጤဨ㸪ணഛㄪᰝጤဨཬࡧㄪᰝᑓ㛛ጤဨࡢጤဨࡣ㸪᭹ᑂᰝጤဨࡢጤဨࢆවࡡࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ
 ⥲㛗ࡣ㸪➨  㡯ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸᙜヱุᐃࡢ⤖ᯝࢆᩥ᭩ࡼࡾ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦❧⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪❆ཱྀࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᑂ⌮ 
➨  ᮲ ⥲㛗ࡣ㸪᭹ᑂᰝጤဨࡀᑂ⌮ࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓࡁࡣ㸪බṇ◊✲ጤဨᑐࡋ㸪㏿ࡸ
ᑂ⌮ࢆࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪๓㡯ࡼࡾᑂ⌮ࢆࡐࡽࢀࡓࡁࡣ㸪➨  ᮲ཬࡧ➨  ᮲ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡋ࡚ㄪᰝ୪
ࡧᑂ⌮ཬࡧุᐃࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪ᑂ⌮㛤ጞࡢ᪥ࡽཎ๎ࡋ࡚  ᪥௨ෆ㸪๓㡯ࡢุᐃࡢ⤖ᯝࢆ⥲㛗ሗ࿌ࡍࡿࡶ
㸪ᩥ᭩ࡼࡾ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪⏦❧⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎
༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪❆ཱྀࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ⏦❧⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪➨  㡯ࡢุᐃࡢ⤖ᯝᑐࡋ࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ᐃ 
➨  ᮲ බṇ◊✲ጤဨࡣ㸪➨  ᮲➨  㡯 ␗㆟⏦❧࡚ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚㸪ᑂ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣ㸪๓
᮲➨  㡯 ࡢุᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ᭷↓ཬࡧ⛬ᗘࡘ࠸࡚ᐃࢆ⾜࠺ࠋ
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資料１２
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢᐃࡢ⤖ᯝ㸪ṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪බṇ◊✲ጤဨࡢ㆟
ࢆ⤒࡚㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿᥐ⨨ࢆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᩍ⫱◊✲άືࡢṆᥐ⨨➼㛵ࡍࡿ⥲㛗ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁ➼ࡢ㛗ࡢ່࿌
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪◊✲㈨㔠ᥦ౪ᶵ㛵㸪㛵㐃ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵➼ࡢ㏻▱
୕ 㛵㐃Ꮫ㸪Ꮫ⾡ㄅ⦅㞟ጤဨ➼ࡢ㏻▱
ᅄ ࡑࡢṇ⾜Ⅽࡢ㝖ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪➨  㡯ࡢᐃࡢ⤖ᯝ㸪ṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ಶேሗཪࡣ▱ⓗ
㈈⏘ࡢಖㆤ➼㛤♧ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪ᙜヱᐃࡢᴫせࡘ࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙ
ྜ࠾࠸࡚㸪බ⾲㡯ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢពぢࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪ࡑࡢពぢࢆࡋ࡚බ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ๓㡯ࡢබ⾲ࡢෆᐜཬࡧ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢಖㆤ 
➨  ᮲ ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪ணഛㄪᰝ㸪ᮏㄪᰝཪࡣㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪⏦❧࡚ಀࡿṇ⾜Ⅽࡢᐇࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᩍ⫱◊✲άືࡢᨭ㞀㸪ྡࡢࡁᦆ➼ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ㸪බṇ◊✲
ጤဨࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ࡑࡢṇᖖཪࡣᅇࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⿵బ⪅ࡢྠᖍ 
➨  ᮲ බṇ◊✲ጤဨ㸪ணഛㄪᰝጤဨ㸪ㄪᰝᑓ㛛ጤဨཬࡧ᭹ᑂᰝጤဨࡣ㸪➨  ᮲ࡽ➨  ᮲ࡲ࡛
ࡢᡭ⥆㝿ࡋ㸪⫈ྲྀ➼ࢆ⾜࠺ሙྜཪࡣᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼ࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓࡁࡣ㸪⏦
❧⪅ཪࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ⿵బࡍࡿ⪅ࡢྠᖍࢆチྍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
༠ຊ⩏ົ 
➨  ᮲ ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚㛵ಀࡍࡿ⪅ࡣ㸪ᙜヱ⏦❧࡚ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿணഛㄪᰝ㸪ᮏㄪᰝཪࡣㄪᰝ
㝿ࡋ࡚༠ຊࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡇࢀᛂࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
┈ྲྀᢅ࠸ࡢ⚗Ṇ 
➨  ᮲ ᮏᏛࡢᙺဨཬࡧ⫋ဨࡣ㸪ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚ࢆ⾜ࡗࡓࡇ㸪⏦❧࡚ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿணഛㄪᰝ㸪
ᮏㄪᰝཪࡣㄪᰝ༠ຊࡋࡓࡇ➼ࢆ⌮⏤ࡋ࡚㸪ᙜヱ⏦❧࡚㛵ಀࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ◊✲⌮᥎㐍⥲ᣓ㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢ⏦❧࡚㛵ಀࡋࡓ⪅ࡀ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⛎ᐦࡢಖᣢ 
➨  ᮲ ṇ⾜Ⅽಀࡿ⏦❧࡚ࢃࡗࡓ⪅ࡣ㸪㛵ಀ⪅ࡢྡ㸪ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡑࡢࡢேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ࡶ㸪▱ࡾᚓࡓ⛎ᐦࢆ₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ົ 
➨  ᮲ ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࠾ࡅࡿᥐ⨨➼㛵ࡍࡿົࡣ㸪㛵ಀ㒊ᒁࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪◊✲༠ຊ㒊
◊✲ᨭㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ
㞧๎ 
➨  ᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࠾ࡅࡿᥐ⨨➼㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪
ูᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ 
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ 
 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ
 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾ๓ཷ⌮ࡉࢀࡓ⏦❧࡚ཪࡣ⥲㛗ࡐࡽࢀࡓㄪᰝࡘ࠸࡚
ࡣ㸪࡞࠾ᚑ๓ࡢࡼࡿࠋ
㝃 ๎ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥つ⛬➨  ྕ 
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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