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ここ数年来，少子化を主要因として大学を取り巻く環境が大きく変化しつつ
ある．この影は，一般には大学のあらゆる専๖分野に及ぶとۗえよう．それ
らの中でも，土木の分野は，歳費の伸び悩み等から公共事業の見直しやその縮
減の影をもろに受けつつある．これらの現象は，前者は入り口の問題である
とすると，後者は出口の問題に対比されよう．
一方，時を同じくして教育の中味，それも隅々までその透明性をݗめたシス
テムの構築・改善要請がなされるようになった．これまでも授業のやり方の改
善などが叫ばれ，また工業教育の現場からの種々の体験報告や提案がなされて
きた．すなわち，ファカルティ・デベロプメント，いわゆるＦＤである．本来，
大学人である上は常に教授法の改善を心がけるべき立場にあるといえるが，こ
のＦＤに対する関心の程度や取り組み方において，組織や個人として温度差が
なかったとはۗえない．個々のＦＤに関する要求が大海における「さざ波」と
すれば，前述した教授法のみならず大学全体を包括したシステムの改善要請は，
いままでに経験したこともない「暴ൌ波浪」とでもۗえるものである．これに
伴う大きなうねりは，外洋を航海中の，あるいは，港や入り江に停泊中の大小
様々な「ふね」さえ，大きくゆさぶりつつある．ସい航海に耐えるには，これ
ら「大学丸」自身が，動力機関や舵はもちろんのこと，船窓やマストの先に至
るまで自己点検を実施して，タラップを磨き上げて乗客をڗえる必要があろう．
本報告書は，以上のような背景のもとに土木工学科の自己点検結果をもとに
その内容の是೪を，外の有ࡀ者で構成される「外評価委員会」にはかり，
ご指摘頂いた問題点および，これらへの対応策などを取りまとめたものである．
委員ସをお։いした柳澤栄司八戸ݗ等工業専๖学校校ସをはじめ，各界を代表
する委員の方々には評価委員会での討議，その前後における報告書の査読など
を含めて，多くの貴重な時間をさいて頂いた．ここに深甚なるࡤ意を表する．
ੰかけ２年にわたる自己点検ＷＧとしては本書をもって一つの区切りと考える
が，ご指摘に対してそのすべてに対応できているわけでもなく，これがむしろ
「はじまり」ともۗえるものである．今後ともご指導・ごඏ撻をお։い申し上
げる次第である．
前述した大学システムに対する「改善・再構築要請」はむしろ「提案」とで
も呼ぶべきものである．すなわち，各教育機関が再構築によって自らをどのよ
うな「ふね」とするのかはもちろんのこと，大洋におもむくか否かも各「大学
丸」にゆだねられているという事を肝に命じる必要がある．

外評価を受けての土木工学科の今後の対応について
土木工学科主任

教授

ସ林久夫

日本大学工学土木工学科の外評価に際しましては評価委員の方々には，
自己点検書の査読から実地審査における評価検討及び評価書の作成に至るまで，
多大なご尽力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます．
教育目標を始めとしてカリキュラム，教育組織，施০，運営，研究及び業績，
予算そして社会との連携までを網羅して審査して頂くのは初めての経験であり，
科員一同，身の引きしまる思いであります．自己点検書の作成を通じてのワー
キングを中心とした作業及び土木教室会議における検討において，本学科の教
育と組織及び運営について整理し，改めてその全容を目の当たりにしたことは，
新たな改善点や展開に対するӀ題を浮き彫りにし，教育改善と運営における
PDCA サイクルの位置づけを明確にすることにおいて意義あるものとなりまし
た．
評価委員から頂いた評価は概ね良好とされる項目も多くありましたが，科目
群に対する教員配置と学科運営における意志決定のプロセス，カリキュラムや
シラバスの充実度，社会との連携等においては普通からややマイナスにؼいご
意見も頂いている．今，大学の淘汰が現実の問題となりつつある今日では，意
志決定の迅速性と実効性をݗめることが何よりも肝要であり，これらの評価を
真摯に受け止めて，社会や時代の要請に即した教育が可能となるように改善の
ための取り組みを行って行きたい．また，そのための教員によるファカルテイ
ー・ディベロップメント（FD）は必অの要件であり，土木教授会や教室会議の
内֩の整備をはじめ各種業務の掌握事項を明確化し，早期に教育点検委員会と
教育改善委員会を০置して具体の取り組みについて検討する予定です．
本報告書は，自己点検書，外評価委員会による評価及び土木工学科の今後
の方針で構成しています．第 3 編の土木工学科の今後の方針においては外評
価において頂いた数々のご意見やご指摘に対して土木工学科において短期的及
び中・ସ期的Ӏ題を整理して対応を協議したものです．学との連携を一層密
にして，今後の対応の実現に向けて努力したい．
平成 17 年 4 月

本報告書の構成
本報告書は，以下の３編で構成されている．
第１編 自己点検書
第２編 外評価委員会による評価
第３編 土木工学科の今後の方針
第 1 編は，日本大学工学土木工学科が構築すべき教育システムのあり方や，
今後改善すべきӀ題を明確にすることを第一義的な目的とし，教育システム，
つまり教育内容や教育にかかわる人的・物的資源について自己点検・評価を行
った結果をとりまとめたものである．対象とした期間は，平成 11 年度(1999)か
ら平成 15 年度(2003)までの５カ年間である．
第２編は，外評価委員による，自己点検書(平成 16 年 10 月作成)に対する
評価・意見のまとめ(事前評価)，および平成 16 年 12 月 20 日に実施した外評
価委員会の結果を踏まえた自己点検書の各項目に対する評価・意見および，提
ۗ(事後評価)をまとめたものである．
第３編は，外評価委員が示した意見・提ۗをӀ題として整理し，今後の土
木工学科の運営・教育システムの改善の方針を示したものである．学科として
実施すべき対応については，JABEE なども念頭におき，即刻対応すべき事項に
ついては具体的に示し，中・ସ期的なӀ題とそれへの対応の実施主体が明確と
なるように示している．
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ࢷ࣑㸡ࡗࡱࡽᩅ⫩හᐖࡷᩅ⫩࡞࠾࠾ࢂࡾெⓏ࣬∸Ⓩ㈠″࡞ࡗ࠷࡙⮤ᕤⅤ᳠࣬フ౮ࢅ⾔ࡖࡒ
⤎ᯕࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ࡆࡆ࡚⏕࠷ࡒᑍ௴ᩅဤ࡞㛭ࡌࡾ⛸ࠍࡡሒࡢ㸡HP
ࡷ᭡⡘ࢅ㏳ࡋ࡙አ㒂࡞ප⾪ࡈࡿࡒሒ࡛Ꮥ㒂හ࡚ප㛜ྊ⬗ሒ࡞ᇱࡘ࠷࡙షᠺࡊࡒࡵࡡ
࡚࠵ࡾ㸣
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➠㸧❮ ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ
2.1 ᕝᏕ㒂࠽ࡻࡦᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡἚ㠁
 ᕝᏕ㒂ࡡ๑㌗ࡢ㸡㸩ᖳ࡞᮶ா㒌༐⏛༇♼⏛㥬ἑྋ࡞ス⨠ࡈࡿࡒᑍ㛓㒂ᕝ⛁࡚࠵ࡾ㸣
 22 ᖳ࡞㑾ᒜ࡞⛛㌹ࡊࡒᚃ㸡 24 ᖳ࡞Ꮥโᨭ㠁࡞ࡻࡽᑍ㛓㒂ᕝ⛁࠾ࡼᅰᮄᕝᏕ⛁㸡
ᘋ⠇Ꮥ⛁㸡ᶭᕝᏕ⛁㸡㞹ẴᕝᏕ⛁࠽ࡻࡦᕝᴏᏕ⛁ࡡ㸪Ꮥ⛁ࢅ᭯ࡌࡾ➠ᕝᏕ㒂⛛⾔
ࡊࡒ㸣 41 ᖳ࡞➠ᕝᏕ㒂࠾ࡼᕝᏕ㒂࡞ᨭ⛘ࡊࡒᚃ㸡 45 ᖳ࡞ࡢኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁
ಞኃㄚ⛤㸡 47 ᖳ࡞ࡢኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ス⨠ࡈࡿ㸡⌟ᅹࡡᏕ㒂㸡ኬᏕ㝌మโ
࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
 ᖲᠺ 6 ᖳ࡞ࡢሒᕝᏕ⛁ࢅቌスࡊ㸡6 Ꮥ⛁మโ࡛ࡽ㸡ᖲᠺ 9 ᖳ࡞ಞኃㄚ⛤㸡ᖲᠺ 11 ᖳ
ᗐ࡞༡ኃㄚ⛤ス⨠ࡈࡿ㸡⌟ᅹࡡ 6 Ꮥ⛁ 6 ᑍᨯమโ࡞⮫ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
 ᮇኬᏕ࠽ࡻࡦᕝᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾ







 ᮇኬᏕᕝᏕ㒂࡚ࡢ㸡ᮇኬᏕࡡ┘Ⓩ࡛࡞ᇱࡘࡀ㸡ᩅ⫩┘ᵾスᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣⌟
ᅹࡡᕝᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾࡢᖲᠺ 7 ᖳᗐ࡞Ửᏽࡈࡿࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣ࡐࡿࡢ㸡௧ୖ࡞♟ࡌࠔᮇ
ኬᏕࡡ┘Ⓩ࡛ࠕࢅᕝᏕ㒂࡞࠽ࡄࡾᩅ⫩ࡡ┘Ⓩ࡞⨠ࡀᥦ࠻ࡒ⾪⌟࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣┘ᵾ࡛
ࡢ㐡ᠺࡌࡀỀ‵ࢅ♟ࡌࡆ࡛࠾ࡼ㸡௧ୖ࡞♟ࡌ┘ᵾࡢ㸡┘ᵾࡡさ௲ࢅ㊂ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡢ࠷
࠻࠷㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ᕝᏕ㒂ࡡ❟ᆀ⎌ሾࢅ㊻ࡱ࠻㸡ኬᏕ࡞ୌ⯙Ⓩ࡞さịࡈࡿࡾᩅ⫩ࡡ⌦ᛍࢅẒ
㍉Ⓩࢂ࠾ࡽࡷࡌࡂ⾪⌟ࡊࡒࡵࡡ࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ࡻࡖ࡙㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᩅ⫩┘ᵾࢅスᏽࡌࡾ
୕࡚㸡ࡆࡿࡢ┘Ⓩ࡛ぜࡌ㸣
㸱ᮇኬᏕࡡ┘Ⓩ࡛㸳
┘Ⓩ㸯ᮇ⢥♼࡞ࡵ࡛ࡘࡀ㸡㐠⤣ࢅࡒࡖ࡛ࡦ㸡❮࡞ࡊࡒ࠷㸡⮤㏸ࡡẴ㢴ࢅ㣬࠷㸡
ᩝࡡ㐅ᒈࢅࡢ࠾ࡽ㸡ୠ⏲ࡡᖲ࡛ெ㢦ࡡ⚗♬࡛࡞ᐞࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾ㸣
㸯ᗀࡂ▩ㆉࢅୠ⏲࡞ࡵ࡛ࡴ࡙㸡㐪Ꮥ⾙ࢅ◂✪ࡊ㸡ᚨ㌗࡛ࡵ࡞ධᩝெࢅ⫩ᠺ
ࡌࡾࡆ࡛ࢅ࡛ࡌࡾ㸣
㸱ᕝᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾ㸳
1. ெ㛣ᛮ㇇࠾ெᮞࡡ⫩ᠺ
2. ⮤㸡㏸⬗ງࡡ⫩ᠺ
3. ᆀᇡ♣ఌ࡛ᅗ㝷࡞㛜࠾ࡿࡒᩅ⫩
2.3 ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᩅ⫩┘ᵾ
 ᅰᮄᕝᏕ⛁⌟ᅹಕ᭯ࡊ࡙࠷ࡾᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ㔔さᵋᠺさ⣪࡞ࡢ㸡ᩅ⫩࡞㛭ࢂࡾெ
Ⓩ㈠″(ᑍ௴ᩅဤ)㸡࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ㸡ᩅ⫩ᨥᥴࢨࢪࢷ࣑㸡ᩅ⫩ࣤࣆࣚ࠵ࡾ㸣୯࡚ࡵ࢜ࣛ
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࣑࢞ࣖࣚ(ᖲᠺ 13 ᖳᗐ࡞ᨭゖ)ࡢ㸡㔔ささ⣪࡚࠵ࡾ㸣ࡐࡡᵋᠺ┘Ⓩࡢ㸡ࠔᆀ᪁ࡱࡒ୯ኳ࡞
࠽ࡄࡾᘋスᴏ⏲࡚㸡⌟ሔ࡚ࡡ∸㏸ࡽࢅᨥ࠻ࡾ୯ᇻᢇ⾙⩽ᠺ㛏ᙽࡈࡿࡾᏕ⏍ࠕࢅ⫩ᠺ
ࡌࡾࡆ࡛࡛ࡊ㸡௧ୖࡡ 3 ࡗࢅᏕ⏍ࡡ┘ᵾỀ‵࡛ࡊࡒ㸣ࡐࡿࡼࡢ㸡Ꮥ⏍࡞㒼ᕱࡈࡿࡾᏕ㒂さ
の࡞オ㍍ࡈࡿ㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞࠽ࡄࡾᩅ⫩ࡡ┘ᵾ࡛ࡊ࡙㸡Ꮥ⏍࡞᪺♟ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡈࡼ࡞㸡
ࡐࡡ 3 ࡗࡡ┘ᵾࢅ㐡ᠺࡌࡾࡻ࠹㸡Ꮥ⛁ࡡᑍ㛓⛁┘ࡡ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡスᏽࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
(1) ⬗ິⓏၡ㢗よỬࡡ࡚ࡀࡾᢇ⾙⩽ࢅ㍦ฝࡌࡾࡒࡴ㸡ၡ㢗ฝ㸡ฦᯊ࠽ࡻࡦよỬ࡞࠾࠾ࢂ
ࡾᇱ♇⬗ງࢅ㇇ᐣ⮤↓࡛ࡡ࠾࠾ࢂࡽࡡ୯࡚ᐁ㊰Ⓩ࡞⫩ᠺࡊࡱࡌ㸣
(2) ኣᵕฦ㔕ࡡさㄫࡷን࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾᇱ♇Ⓩᢇ⾙⬗ງࢅ⫩ᠺࡊࡱࡌ㸣
(3) ༛ᴏᚃ㸡ᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ࢅཱིᚋ࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊࡱࡌ㸣
 ࠷ࡍࡿ࡞ࡊ࡙ࡵ㸡⌟ሔ࡚ࡡ∸㏸ࡽࢅᨥ࠻ࡾ୯ᇻᢇ⾙⩽ࢅ㸡ᕝᏕ㒂࠽࠾ࡿࡒ❟ᆀ⎌ሾࢅ
⏍࠾ࡊ㸡⫩ᠺࡌࡾࡆ࡛㔔さⅤ࡚࠵ࡾ㸣
 ⌟ᅹ㸡࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࢅᨭゖ୯࡚࠵ࡾ㸡๑㏑ࡡᖲᠺ 13 ᖳᗐ࣑࡚࢜ࣛ࢞ࣖࣚ♟ࡊࡒᩅ⫩ࡡ
┘ᵾỀ‵ࢅ㸡ࡻࡽฦ࠾ࡽ᪾ࡂ㸡᪺☔࡞ࡌࡾࡆ࡛ᚪさ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣Ꮥ⛁ࡡᩅ⫩┘
ᵾࢅ්ᵋᠺࡌࡾ୕࡚㸡ࡱࡍ㸡๑㏑ࡡᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾࢅᏕ⛁࡛ࡊ࡙ࡡᩅ⫩┘Ⓩ࡞ᄩࡌࡾ࡛
࡛ࡵ࡞㸡ᅰᮄᢇ⾙⩽ࡡ⫩ᠺ࡛࠷࠹ഁ㟻ࡵ⩻៎ࡌࡾࡆ࡛ᚪさ࡛ࡾ㸣௧ୖ࡞㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁
ࡡᩅ⫩┘Ⓩࢅ♟ࡌ㸣
㸱ᩅ⫩┘Ⓩ(㍦ฝࡌࡾᏕ⏍࡞ᙽࡌࡾᢇ⾙⩽ാ)㸳
 ࣬⮤↓⎌ሾࡡಕධ࡛භ⏍ࢅࡢ࠾ࡾណㆉࢅ᭯ࡌࡾᢇ⾙⩽
  㸝㇇ெ㛣ᛮࡱࡒᢇ⾙⩽࡛ࡊ࡙ࡡᇱᮇヾㆉ㸯⎌ሾ࡛ெ࡛ࡡ㛭ࢂࡽ㸡ᚘ⎌♣ఌ㸞
 ࣬ධ࡞㛜࠾ࡿࡒ♣ఌ⎌ሾࡡࡵ࡛࡚♣ఌᇱ┑ࡡᩒങ࣬Ⓠᒈ࡞ᐁ㊰Ⓩ࡞ᚉ࡚ࡀࡾᢇ⾙⩽
  㸝ᢇ⾙⩽࡛ࡊ࡙ࡡ⬗ງ㸰ᆀᇡ♣ఌ࠾ࡼࡡっⅤ㸡ᢇ⾙⩽⌦࣬∸㏸ࡽࡡᢇ⬗ࢅ᭯ࡌࡾ㸞
 ⌟ᅹᨭゖ୯ࡡ࣑࡚࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡢ㸡୕オࡡ㸧ࡗࡡᩅ⫩┘Ⓩ࡞㐡㸝ᢇ⾙⩽ࡡ⫩ᠺ㸞ࡌࡾࡒ
ࡴ㸡㸨ࡗࡡᩅ⫩┘ᵾࢅスᏽࡊࡒ࠷࡛⩻࠻࡙࠷ࡾ㸣
㸱ᖲᠺ 17 ᖳᗐ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚᩅ⫩┘ᵾ᱄㸳
(1) IT ᢇ⾙㸡᩺ࡒᇱ┑ᢇ⾙࡛∸㏸ࡽ࡞㛭ࢂࡾᇱ♇ᢇ⾙࡞ᑊࡌࡾᐁ㊰Ⓩ⬗ງ
(2) ၡ㢗ࡡฦᯊࡷよỬ࡞ᚪさ࡛ࡈࡿࡾᇱ♇⬗ງ
  (3)༛ᴏᚃ㸡ᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ࡡཱིᚋࢅྊ⬗࡛ࡌࡾ▩ㆉࡷᇱ♇⬗ງ
 ࡱࡒ㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁࡚ࡢ㸡ᑍ㛓⛁┘࡞ຊ࠻㸡ெᩝ⛁Ꮥ㸡⮤↓⛁ᏕࡷㄊᏕࡵྱࡳ⥪ྙⓏ
ᢇ⾙⩽ᩅ⫩ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡐࡡහᐖࡢ㸡ᮇᢇ⾙⩽ᩅ⫩ヾᏽᶭᵋ(␆⛘㸡JABEE)࡞࠽
࠷࡙スᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ࢜ࢷࢥ࣭ࣛẎࡡさ௲ࢅ㊂ࡌࡾࡆ࡛༎ฦ᮪௲࡚࠵ࡽ㸡┘ᵾỀ‵࡛ࡡ
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ᩒྙࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ᚪさ᮪௲࡛ࡾ㸣௧ୖ࡞㸡๑㏑ࡡᩅ⫩┘ᵾࢅ㊻ࡱ࠻㸡JABEE ࡞࠽ࡄࡾ
ெᩝ⛁Ꮥ㸡⮤↓⛁Ꮥ㸡ㄊᏕࡈࡼ࡞ᑍ㛓⛁┘࡞㛭ࡌࡾᚪささ௲ࡡ࢜ࢷࢥ࣭ࣛࡡࡵ࡛࡚㸡ᮇ
ኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ಕ᭯ࡌࡾࡀᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ┘ᵾỀ‵࡛ࡌࡾරమⓏᏕ⩞┘ᵾ
ࢅ(A)࠾ࡼ(㸼)࡞♟ࡌ㸣ࡆࡿࡼࡡ⾪⌟ࡢ㸡JABEE ࡞࠽ࡄࡾ⾪⌟ᙟᘟ࡛ᑊᚺࡊ࡙࠷ࡾ㸣࡚ᫍ㸡
ࢂ࠾ࡽ࡞ࡂ࠷⾪⌟࡚ࡢ࠵ࡾࡵࡡࡡ㸡ᚉᮮ㸡ࠍࡡᩅဤ≺⮤ࡡよ㔐࡚ㄕ᪺ࡊ࡙࠷ࡒ⛁┘
ࡷᏕ⛁ධమࡡᩅ⫩┘ᵾࢅ㸡භ㏳ࡡヾㆉࡡࡵ࡛࡚⾔࠹ࡆ࡛ࢅྊ⬗࡛ࡌࡾណ࡞࠽࠷࡙ࡵ㸡௧
ୖࡡᏕ⩞┘ᵾࡢ᭯ណ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
㸱ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞࠽ࡄࡾ JABEE ྡྷࡄࡒᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾ>
(A) ࢡ࣭ࣞࣁࣜெ㛣Ὡິ࡛ᆀ⌣ぞᶅࡡㅎၡ㢗࡛ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙⌦よࡊ㸡♣ఌࡡ㐅Ṅ㸡ெ㢦
ࡡᖶ⚗࡞㈁⊡ࡊࡻ࠹࡛ࡌࡾណㆉࢅᣚࡖࡒெᮞ࡛ࡾࡒࡴ࡞㸡ᖕᗀ࠷ୌ⯙ᩅ㣬࡛አᅗㄊ⬗
ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(B) ♣ఌᇱ┑ᩒങ࡞ࡻࡾ㛜Ⓠ⮤↓⎌ሾ࡞ཀྵࡌᙫ㡢ࢅ༎ฦヾㆉࡊ㸡ெࠍࡡᗛ࡛⚗♬࡞ࡗ
࠷࡙⩻࠻ࡾ⬗ງ࠽ࡻࡦ⎌ሾಕධ࡛භ⏍ࡡណㆉࢅᣚࡔ㸡㧏࠷⌦ふ࡛Ꮽධᛮ࡞㛭ࡌࡾ▩ㆉ
ࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(C) ᩐᏕ㸡∸⌦࠽ࡻࡦᏕࡡ⮤↓⛁Ꮥࡡᇱ♇࡛ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰฺ࣭⏕ᢇ⾙ࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(D) ༛ᴏᚃࡡᕵ᭻㐅㊪࡞㛭౿ࡊࡒᐁ㊰Ⓩᑍ㛓⫃ᴏ⬗ງ࣬ᢇ⾙ࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࡒࡴ࡞㸡ᑍ㛓ࢤ
࣭ࢪࡡ㐲ว㐽ᢝࢅ⾔࠷㸡ᅰᮄᵋ㏸∸ࡡゝ⏤㸡ㄢᰕ㸡スゝ㸡᪃ᕝ㸡⥌ᣚ⟮⌦࡞ᚪさᕝ
Ꮥᇱᮇ▩ㆉ࡛ᐁ㥺ᢇ⾙ࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(D-1)ᚺ⏕ᩐᏕ࠽ࡻࡦࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࣈࣞࢡ࣐ࣚࣤࢡࡡᇱ♇ࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(D-2)ᅰᮄࡡさฦ㔕࡞㛭ࡌࡾᇱ♇▩ㆉࢅㅦ⩇࡛࡛ࡵ࡞ⁿ⩞ࢅ㏳ࡋ࡙⮤ᕤᏕ⩞ࡡ⩞ៈ࠽
ࡻࡦၡ㢗よỬ⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄ㸡ࡈࡼ࡞ᘋス㸡⎌ሾ㸡ᅗ㝷ᕝᏕࡡ 3 ࢤ࣭ࢪ࠾ࡼ 1 ࢤ࣭ࢪࢅ
㐽ᢝࡊ࡙㸡ᐁຸ࡞㛭ࡌࡾᑍ㛓ᇱ♇▩ㆉࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(D-3)ᐁ㥺㸡ᐁ⩞࠽ࡻࡦᅒࢅ㏳ࡋ࡙㸡ゝ⏤࣬㐑⾔࣬よᯊ࣬⩻ᐳࡌࡾ⬗ງ࠽ࡻࡦ㛣හ
࡞షᴏࢅ㐅ࡴ㸡ࡱ࡛ࡴࡾ⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(D-4)ᅰᮄࡡさฦ㔕࠽ࡻࡦࢭ࣐ࢻ࣭ࣜ㸡༛ᴏ◂✪ࢅ㏳ࡋ࡙⎌ሾၡ㢗ࡷᐁຸ୕ࡡၡ㢗ࢅ
ḿࡊࡂヾㆉࡊ㸡よỬࡊ࡙ሒ࿈ࡌࡾ⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(E)⮤ࡼࡡ⫃ຸ୕ࡡ㈈௴ࡷᵕࠍၡ㢗Ⅴࡡᮇ㈻ࢅ⌦よࡊ㸡㌶࡞ᑊᚺࡌࡾࡒࡴ࡞⮤Ⓩ࣬⤽
⤾Ⓩ࡞Ꮥ⩞ࡌࡾ⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(F)༛ᴏᚃ㸡ᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ཱིᚋࢅྊ⬗࡞ࡌࡾࡒࡴ࡞㸡ኣᵕฦ㔕ࡡさㄫ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾᇱ
♇Ⓩᢇ⾙⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
(G)ሒᶭჹࢅὩ⏕ࡊࡒሒ㞗࣬ฦᯊ࣬Ⓠ⾪⬗ງ࠽ࡻࡦㄵ⌦Ⓩᩝ❮షᠺ࣬ཾ㢄Ⓠ⾪࣬ゞ
ㄵ⬗ງࢅ㌗࡞ࡗࡄࡾࠊ
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第 3 章 組織と運営
3.1 教員組織
(1) 構成
工学部は講座制をとっていないため，土木工学科では一部の分野を除いて各教員がそれ
ぞれの研究分野ごとに教育，研究を行っている．表-3.1 に土木工学科教員の専門分野，教
員名，職名および担当科目を示す．専門分野をみると，複数の教員がいる分野と 1 人のみ
の分野があり，偏りがみられる．また，担当科目数にも大きな開きがあり，教員によって
は過度の負担を強いているため，バランスの良い科目担当を実現することが必要であろう．
(2) 教員の定員と現員
過去 5 年間の教員の定員数と現員数の状況，全教員の出身大学(他大学出身者の割合)を
それぞれ表-3.2 に示す．各職位別の学位取得者数をあわせて示した．土木工学科の特徴は，
教授には本学出身者が多いが，助教授以下の教員にしめる他大学出身者の割合は高くなっ
ている．ただし，教員の年齢構成および職位にはアンバランスが見られるので，今後これ
らを考慮した人事が必要となろう．また，教員の学位取得者数を増やす必要がある．
表-3.1 教員の専門と担当科目
氏

名

職

専門

担当科目

森

芳信

教授

地盤工学

土の力学及び演習，地盤工学及び演習，土木ゼミ
ナール，卒業研究

田野

久貴

教授

岩盤・地
質工学

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，構造解析学Ⅰ及び演習，土木ゼミ
ナール，岩盤及び地質工学，構造実験，卒業研究

西村

孝

教授

環境衛生
工学

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，土木ゼミナール，土木環境システ
ム工学，廃棄物工学，卒業研究

教授

土木史・
景観工学

土木史及び概論，土木ゼミナール，施工及び管理
法Ⅰ，施工及び管理法Ⅱ，製図及び設計論Ⅰ，製
図及び設計論Ⅱ，卒業研究

衛生工学

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，下水道工学，水処理工学，土木ゼ
ミナール，水質調査法及び演習，設計・製作Ⅰ，
設計・製作Ⅱ，卒業研究

水理学

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，水理学Ⅰ及び演習，水理学Ⅱ及び
演習，土木ゼミナール，応用水理学，水工水理学，
流体工学Ⅰ，卒業研究

橋工学

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，土木ゼミナール，橋梁工学，鋼構
造学，設計・製作Ⅰ，設計・製作Ⅱ，構造実験，
卒業研究

藤田

中村

高橋

龍之

玄正

迪夫

五郎丸英博

教授

教授

教授
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長林

古河

藤田

久夫

幸雄

豊

教授

教授

助教授

水環境シ
ステム

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，水理学Ⅰ及び演習，水理学Ⅱ及び
演習，土木ゼミナール，数値解析法及び演習，海
岸・港湾工学，流体工学Ⅱ，水理実験，卒業研究

土質工学

測量学Ⅰ，ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，測量学Ⅱ，土木ゼミナ
ール，土の物性学，道路工学，土質実験，卒業研
究

水域環境

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，水理学Ⅰ及び演習，水理学Ⅱ及び
演習，土木ゼミナール，河川計画学，河川・湖沼
工学，水理実験，卒業研究
基礎力学，基礎弾性力学及び演習，ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，

中村

堀井

晋

雅史

助教授

地震工学

土木基礎解析，構造解析学Ⅱ及び演習，土木ゼミ
ナール，地震工学，構造実験，卒業研究

助教授

交通計画

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，コンピュータ入門，土木ゼミナー
ル，土木計画学，交通工学，基礎プログラミング
及び演習，都市・交通計画，応用測量学及び演習，
卒業研究
基礎弾性力学及び演習，基礎力学，ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，
構造解析学Ⅰ及び演習，基礎プログラミング及び
演習，土木ゼミナール，構造実験，卒業研究

渡辺

英彦

助教授

岩盤・地
質工学

村田

吉晴

専任講師

土木材料

構造材料学及び演習，土木ゼミナール，材料実験，
卒業研究

衛生工学

測量実習Ⅰ，水資源工学，ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ，土木ゼ
ミナール，水質調査法及び演習，応用測量学及び
演習，卒業研究

地盤工学

土の力学及び演習，地盤工学及び演習，土木ゼミ
ナール，数値解析法及び演習，土質実験，卒業研
究

佐藤

梅村

洋一

順

専任講師

専任講師

知野

泰明

専任講師

土木史・
景観工学

測量学Ⅰ，測量実習Ⅰ，測量学Ⅱ，測量実習Ⅱ，
土木ゼミナール，製図及び設計論Ⅰ，製図及び設
計論Ⅱ，景観工学，応用測量学及び演習，卒業研
究

子田

康弘

助手

コンクリ
ート構造

（コンピュータ入門，測量実習 I，構造解析学Ⅰ
及び演習，材料実験，土木ゼミナール，卒業研究）

注)下線は必修科目を，太字は講義科目をそれぞれ示す．
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表‑3.2

教員数の推移

平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年

現員

教員(教授)数
総数(学位取得者)

9(9)

8(8)

8(8)

10(10)

10(10)

9(9)

他大学出身者

4(44)

3(38)

3(38)

3(30)

3(30)

3(33)

教員(助教授・専任講師)数
助 教 授 数( 学位取
得者)

7(4)

5(3)

5(3)

4(2)

4(2)

4(3)

専任講師数 (学位
取得者)

6(1)

6(1)

6(1)

5(1)

5(1)

4(1)

他大学出身者

4(31)

4(40)

4(36)

4(44)

4(44)

4(50)

0(0)

1(0)

1(0)

1(0)

1(0)

1(0)

0

0

0

0

0

0

教員数(助手)
総数(学位取得者)
他大学出身者
注)

表中の教員数の行の括弧内の数値は学位取得者数を示す．
他大学出身者の行の括弧内の数値はパーセントを表す．

3.2 運営
(1) 意志決定システム
土木工学科の意志決定の場は，学科教室会議と土木教授会の 2 つがあり，学科教室会議
は週に 1 度開催される．土木教授会は必要に応じて開催され，教育・研究に関わる重要事
項に関しては，土木教授会が最高意志決定機関と位置づけられている．その決定内容につ
いて教室会議に報告し，科全体での意志決定としている．ただし，この意志決定プロセス
が規則に裏付けられていないことから，決議事項に拘束性がなく，意志決定システムとし
ては正常に機能しているとは言えない．
(2) 運営システム
学科主任が学科関連案件を所掌している．教務関係は学務委員が所掌している．この他
カリキュラムの改訂，外部評価，JABEE などへの対応に当たっては，それぞれワーキン
ググループを設置し，素案作成にあたり，これを教授会，科教室会議に諮っている．ワー
キンググループの構成委員を付属資料—2 に示す．ただし，これらワーキンググループの
構成メンバーには偏りが目立ち，特定の教員に過度の負荷がかかっている．また，運営上
の課題が多く，運営システムは正常に機能しているとは言い難い．
また，今後の生き残りをかけて，JABEE をにらんだカリキュラムの改訂および申請，
定員数の検討，外部資金の獲得などを目指しているが，これらを達成するためには多くの
課題を越えなければならないであろう．
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3.3

自己点検・評価

(1) 教員組織
教員組織については，専門分野，年齢構成と職位にアンバランスが生じ，今後教員組織
の活性化をはかるためには，これらを考慮した長期的人事計画を策定する必要がある．ま
た，担当科目数についても担当教員でバランスのとれた負担を実現させるなどの対策を講
ずる必要があろう．さらに，教員の学位取得者率が約 70%と少なく，増やす必要がある．
また，土木工学科の教員には他大学出身者が 39%と少なく，今後，人事計画時おける公正
な能力評価の阻害，運営の硬直化が懸念され，適切な長期的人事計画の策定が望まれる．
(2) 運営
土木工学科の意志決定，運営のための組織には，内規が存在せず，決定内容を遵守しな
くとも何らペナルティが生じない．今後大学への志願者総数の減少に伴い，土木工学科の
入学者数減少などを考えると，学科存続をかけて運営，経営をしていかなければならない．
その際，重要なことは意志決定の一元化と教員全員の一致団結した学科運営システムを確
立させることが重要であると考えられる．
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第 4 章 教育活動
4.1

学生の受け入れ

(1) 土木工学科
平成 4 年度の 120 万人をピークとして志願者総数が減少し続け，平成 19 年には受験者
全員入学の時代を迎えようとしている状況で，若者の理工系離れもあり，理工系の大学を
取り巻く社会環境は厳しさを増している．その中でも土木工学科においては，公共事業に
対する風当たりが強まり，さらに学生獲得は難しくなっている．このような状況下，土木
工学科では，他学科と同様に一般入学試験，推薦入学試験(一般高校指定校，公募，付属高
校)，AO 入学試験など選抜方法別に定めた受け入れ方針により，入学試験を実施している．
この中で，推薦入試公募制と AO 入試は志願者の学業以外の資質，たとえば学術・文化・
スポーツ・技能などに秀でていること，本学部へ強い志望意志を有しているなどが条件で
あり，入学時に必要とされる知識・能力が不足していることは否めない．そこで入学前教
育として，数学，物理，化学，英語に関して課題を配布し，レポートや答案を提出させて
いる．また，入学後のプレースメントテストにより，習熟度別クラス編成を行って授業を
実施している．ただし入試科目に数学，物理が必修となっておらず，物理を学習しなくと
も入学できるため，物理を学習しない入学者に対する対応をとる必要がある．
表-4.1 に土木工学科の定員と入学者数を示す．これによると，平成 13 年度と 15 年度で
は定員割れを起こしていたが，その後は定員を確保しており，経営的には成り立っている．
ただし，これは合格最低点を下げての結果であり，学生数減少のなかで，現行水準では入
学者数の減少が容易に想定できるため，大学生としての質を維持するためにも今後は定員
の削減を含めた議論が必要であると考える．
これに対する手当として，本報告の対象とする年次外ではあるが，最近の特色ある試み
を紹介する。平成 16 年度からは，入学者の知識不足を補うために，1 年度に設置されたフ
レッシュマンセミナーに土木工学科で土木基礎ゼミナールを設置し，担当教員が分担して
1 年生を受け持ち，教員とのコミュニケーションを通じて，大学生活に慣れさせ，かつ 1
年次設置科目の補助並びに土木工学への興味を抱かせるような講座内容とした．さらには，
外部講師を招き，土木工学の最前線で活躍されている方々から貴重な情報をいただいた．
平成 16 年度は受講者数 150 人であり，途中で棄権した学生が少なからずいたが，今後は
これら学生に対する対応も含めてフレッシュマンの勉学意欲，土木工学への関心を高める
努力を継続していきたい．
(2) 土木工学専攻
大学院博士前期課程に進学するための選抜試験には，学内選考入学試験と一般選考入学
試験があり，一般選考試験は第 1 期と第 2 期の募集がある．学内選考への出願資格は成績
と修得単位数によって設定されている．一般選考試験は構造力学，水理学，土質力学の 3
科目の筆記試験と，英語さらには口述試験が課せられる．
1-9

さらに，平成 5 年より社会人特別選抜試験を実施し，社会に出てから専門の知識を習得
したい人のために門戸を開いている．選抜試験は学部生に対する選抜試験と同様に第 1 期，
2 期に若干名の募集があり，口述試験のみが課される．
一方，博士後期課程に進学する学生には，外国語と口述試問のみが課され，それぞれの
専門分野の知識と英語力が試される．
表-4.3 に大学院博士課程前期と後期の定員と学生数を示す．これによると，前期課程へ
の進学者数は平成 13，14 年度と減少していたが，その後は増加傾向にある．後期課程に
ついては進学者が毎年いるわけではない．
表-4.1 土木工学科の定員・学生総数・編入生・留学生・帰国子女学生数の推移
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

定員

180

180

180

180

180

学生総数

191

194

177

178

199

内訳

191

194

177

177

199

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

高専からの編入生

0

0

0

0

0

他学科からの転科

1

0

0

0

1

年

度

一般学生
留学生
帰国子女

表-4.2 フレッシュマンセミナー「土木基礎ゼミナール」実施要領(平成 16 年前期)
講座の概要

将来の展望や不安について，コミュニケーションをはかり，土木工
学の社会的な責任や社会との関わりを考える．

授業の進め方

1.外部講師による講演(共通部分)
①社会における土木の役割
水資源機構経営企画課長 越智繁雄氏
②リサイクルについて
大成建設エコロジー本部技術グループ 今村聡氏
③技術者倫理とＩＳＯ
オリジナル設計副社長 重宗勝人氏
2.担当教員による独自内容(例示)
力学に関する計算問題の考え方について
パソコンの使い方応用編
担当教員ごとの専門分野の紹介
など
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表-4.3 大学院入学者数の推移
平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年

年度
博士
修士

定員

2

2

2

2

2

学生総数

0

0

2

0

2

定員

20

20

20

20

20

学生総数

18

16

11

8

13

4.2 教育カリキュラム
(1) 土木工学科
専門の授業科目は，表-4.4，図-4.1 に示すように，JABEE の分野別要件として習得すべ
き土木工学の主要分野を満たす①土木材料・力学一般，②構造工学・地震工学，③地盤工
学，④水工水理学，⑤国土計画・交通工学，⑥土木環境システムの 6 つの柱から構成され
ている．学生はこの中から建設コース，環境コースごとに主分野と選択分野を選び履修し，
基礎から応用まで体系的に履修させることができるような配置になっている．
本カリキュラムの特徴は，学年ごとに履修の目標を定め，1，2 年次は専門基礎力の充実，
3 年次にはコース設定に応じた専門応用力の習得に努め，4 年次には問題抽出，解決能力を
総合的に実践するために，卒業研究や実験，設計・製図科目を履修するように指導してい
る．
なお，工学部では，国際的に活躍できる技術者を育成する目的で国際工学コースを全学
科に設置しており，PE(professional engineering)資格の取得を目指す学生を対象に，PE
資格の一次試験である FE(fundamental of engineering)試験の内容に対応したカリキュラ
ムを設置している．ただし，土木工学科で国際工学コースを希望する学生はいないのが実
情である．
(2) 土木工学専攻
表-4.5 に示すように，大学院の授業科目も①土木材料・力学一般，②構造工学・地震工
学，③地盤工学，④水工水理学，⑤国土計画・交通工学，⑥土木環境システムの 6 つの柱
から構成されており，学部教育との連続性を重視している．さらには，今後の技術者にと
って必要となってくるテクニカルラィティング，知的財産に関する授業を他学科と同様に
設置している．
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表-4.4 土木工学科で開講されている授業科目

1

必
修
科
目

選
択
科
目

年

次

2 年
測量実習Ⅱ

次

(1)
構造解析学Ⅰ及び演習 (3)
土の力学及び演習 (3)
地盤工学及び演習 (3)
コンピュータ入門
(1) 水理学Ⅰ及び演習 (3)
測量実習Ⅰ
(1) 水理学Ⅱ及び演習 (3)
(2) 土木計画学
(2)
基礎力学
(2) 下水道工学
(2)
土木史及び概論
測量学Ⅰ
(2) 土木基礎解析
(2)
○基礎弾性力学及び演習 (3) 微分方程式
(2)
(2) 測量学Ⅱ
(2)
○水資源工学
(1)
土木ゼミナール
○構造材料学及び演習 (3)
○基礎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ及び演習 (3)
○構造解析学Ⅱ及び演習 (3)
(2)
○交通工学
水処理工学
(2)
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建設コース
環境コース
3 年 次
4 年
製図及び設計論Ⅰ (1) 卒業研究
製図及び設計論Ⅱ (1)
材料実験
(2)
(2)
土質実験
鋼構造学
(2)
コンクリート構造学Ⅰ (2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
○水質調査法及び演習 (3)
土木環境システム工学(2)
廃棄物工学
(2)
統計学
応用測量学及び演習
施工及び管理法Ⅰ
施工及び管理法Ⅱ
数値解析法及び演習
橋梁工学
コンクリート構造学Ⅱ
地震工学
○土の物性学
岩盤及び地質工学
道路工学
応用水理学
水工水理学
河川計画学
河川・湖沼工学
海岸・港湾工学
都市・交通計画
景観工学

○設計・製作Ⅰ
○設計・製作Ⅱ
火薬学
○構造実験
○水理実験

次
(4)

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

土木工学科専門科目関連図
１ 年

２ 年

コンピュータ入
門

土木基礎解析

３ 年

微分方程式

統計学

製図及び設計
論Ⅰ

共
通
科
目
測量学Ⅰ

測量学Ⅱ

測量実習Ⅰ

測量実習Ⅱ

４ 年

○設計・製作Ⅰ

製図及び設計
論Ⅱ

応用測量学及
び演習

土木ゼミナール

施工及び管理
法Ⅰ

施工及び管理
法Ⅱ

火薬学

○基礎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ
ｸﾞ及び演習

数値解析法及
び演習

鋼構造学

橋梁工学

○構造実験

コンクリート構
造学Ⅰ

コンクリート構
造学Ⅱ

共通科目は，全分野共通の基本科目

土
木
材
料
・
力
学
一
般

基礎力学

○基礎弾性力
学及び演習

○構造材料学
及び演習

材料実験

土質実験

構造解析学Ⅰ
及び演習

○構造解析学
Ⅱ及び演習

構
造
工
学
・
地
震
工
学

地震工学

土の力学及び
演習

地
盤
工
学

地盤工学及び
演習

○土の物性学

岩盤及び地質
工学

道路工学

水理学Ⅰ及び
演習

水理学Ⅱ及び
演習

水
工
水
理
学

応用水理学

水工水理学

河川計画学

河川・湖沼工学

○水理実験

海岸・港湾工学

土
木
環
境
シ
ス
テ
ム

交
通
工
学
・
国
土
計
画

○水資源工学

下水道工学

水処理工学

○水質調査法
及び演習

土木環境システ
ム工学

土木史及び概
論

廃棄物工学

土木計画学

景観工学

○交通工学

都市・交通計画

環境コースの履修科目選択範囲（基本範囲）
建設コースの履修科目選択範囲（基本範囲）

国
際
工
学

凡
必修科目

電気回路基礎

電子回路基礎

倫理と法規

熱サイクル概論

システム工学概
論

工学経済分析

一般科学

冷凍・空調概論

機械材料概論

機械加工概論

例
選択科目

コンピュータ工
学概論

図-4.1 科目関連図
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○設計・製作Ⅱ

卒業研究＊

表-4.5 土木工学専攻で開講されている講義科目
授 業 科 目

単位数

科目担当者

衛生工学特論 I

2

教授

工学博士

中村 玄正

衛生工学特論 II

2

教授

工学博士

中村 玄正

水工学特論 I

2

教授

博士(工学) 高橋 迪夫

水工学特論 II

2

教授

博士(工学) 高橋 迪夫

応用流体工学特論

2

教授

博士(工学) 長林 久夫

地盤工学特論 I

2

教授

工学博士

森

芳信

地盤工学特論 II

2

教授

工学博士

森

芳信

土質工学特論

2

教授

博士(工学) 古河 幸雄

コンクリート構造特論

2

講師

工学博士

三浦

構造力学特論

2

教授

工学博士

田野 久貴

材料力学特論

2

教授

工学博士

田野 久貴

橋構造特論

2

教授

博士(工学) 五郎丸英博

耐震工学特論

2

助教授 工学博士

中村

晋

水環境工学特論 I

2

教授

工学博士

西村

孝

水環境工学特論 II

2

教授

工学博士

西村

孝

土木史特論 I

2

教授

工学博士

藤田 龍之

土木史特論 II

2

教授

工学博士

藤田 龍之

交通計画特論

2

助教授 工学博士

堀井 雅史

数理統計学特論

2

教授

理学博士

片山 善重

テクニカル・ライティング

2

教授

工学博士

大濱 嘉彦

知的財産

2

教授

理学博士

西出 利一ほか

土木工学特別研究 I

4

前期課程担当教員

土木工学特別研究 II

4

前期課程担当教員

尚

学位論文
4.3

授業評価とファカルティー・ディベロップメント

図-4.2 には，平成 14 年度前期に実施された学生による授業評価結果について，土木工学
科と工学部全体の評価値の平均を示したものである．これによると工学部全体と比較して，
ほぼ同程度の評価を受けているが，目的の明確化，時間配分などにおいて低い結果となっ
ている．一方補講(演習・レポート)の項目に置いては若干ではあるが，学部全体より高い
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評価結果となった．いずれにせよ，これらの評価結果を今後の教授方法に役立てる必要が
ある．

5
4
3
2
1
0

11
10

1

土木工学科
工学部全体

2
3

9

4

8

5
7

6

図-4.2 学生による授業評価結果(2002年度前期)
授業評価アンケート項目
1.講義の目的が明確で，シラバスが十分である．
2.全体としてよく準備された授業であり，教員の熱意を感じる．
3.話し方が明瞭で聞き取りやすく，板書なども読みやすく適切である．
4.この授業の私語・携帯電話などに注意し，静粛に保つ配慮がなされている．
5.講義が興味深く，触発されることが多い．
6.演習やレポートが設けられていて，その指導が適切である．
7.授業時間外も含め，気軽に講義内容について質問できる．
8.講義は予定通りの時間に行われ，シラバスに従って進行している．
9.講義の内容をよく理解できる．
10.講義の内容とレベルは期待通りである．
11.この授業に対するあなたの受講姿勢を評価してください．

教育指導能力の開発に関しては，各科目の担当教員がそれぞれ独自に努力していると考
えられるが，科全体として取り組みをしているわけではない．関連のある科目の担当者間
で授業内容の重複のチェック，連携をはかるなどの調整を行っている程度である．今後は
教授方法の改善に向けた学科全体としての取り組みが必要であり，場合によっては外部講
師による講演が必要になってくるであろう．
4.4 学位の審査と授与
土木工学専攻における博士授与者数(課程・論文)の最近の動向を表-4.6 に示す．本専攻で
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は，過去 5 年間に 3 人(すべて日本人)に博士を授与しており，その内訳は論文博士が 3 分
の 2，課程博士が 3 分の 1 となっている．今後は博士授与者数を増やす必要があろう．
表-4.6 博士授与者数の推移
年

平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年

度

課程博士 総数
(内訳)日本人学生
留学生
論文博士

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0

0

0

1

1

4.5 卒業生の進路
表-4.7，4.8 に学部卒業者，大学院修了者の進路先を示す．これによると，年々公務員に
就職できる卒業生は減少しており，狭き門となっている．同様に土木系の民間企業である
建設会社，コンサルタントに就職している学生数も減少しており，不況の影響も相俟って，
建設業界全体が縮小傾向にあるのではないかと考えられる．これに対し，大学院への進学
者数は平成 11 年を除いては増加傾向にあり，大学としては好ましい傾向ではあるが，大学
院修了者の進路をみると学部卒と同様公務員，建設業界への就職は厳しい状況である．
表-4.7 過去 5 年間の土木工学科卒業生の進路内訳
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

進学(修士)

24

13

10

14

16

国家公務員

1

2

1

1

0

地方公務員

20

5

7

7

5

建設会社

96

70

97

61

65

コンサルタント

25

25

14

13

9

鉄道

0

0

0

0

0

その他

50

56

62

71

61

進路先

表-4.8 過去 5 年間の大学院博士及び修士課程修了者の進路内訳
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

進学(博士)

0

0

0

1

1

国家公務員

0

1

0

0

0

地方公務員

3

1

2

0

1

建設会社

3

5

5

2

0

コンサルタント

5

3

2

1

1

鉄道

0

0

0

0

0

その他

6

7

5

3

5

進路先
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4.6 学生に対する支援
(1) 奨学金
日本学生支援機構(旧日本育英会)による奨学金の貸与を受けた学生数の推移を表-4.9 に
示す．学部生の約 1/4，大学院生の約 1/3 が日本学生支援機構から貸与を受けており，学生
が勉学を継続する上で重要な役割を担っていることがわかる．なお，工学部では優秀な成
績の大学院生と 1 年生に対し，それぞれ工学部第 1 種，2 種奨学金を給付しており，学生
の生活支援を行っている．表-4.10 には工学部第 1，2 種奨学金を受けた学生数とその他の
地方公共団体，財団法人からの奨学金給付，貸与者数を示す．
(2) クラス担任制
2 年次生以上には，土木工学科の教員が各学年 2 名ずつクラス担任として，学生の指導
に当たり，履修上の問題解決や生活上の問題に対する相談に応じている．さらに相談が必
要とする場合には，学部に設置されている学生相談室にて，日本大学インテーカー資格取
得教職員や専任カウンセラーによるカウンセリングを実施している．ただし，クラス担任
のメンバーは固定化されており，特定の教員に職務が集中しているという問題点がある．
表-4.9 日本学生支援機構(日本育英会)による奨学金の貸与を受けた学生数
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

学部生

53

36

35

46

47

修士課程

13

5

3

4

5

博士課程

0

0

1

0

0

表-4.10 その他奨学金を受けた学生数(工学部，公共団体・財団法人)
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

工学部第 1 種
(大学院生・給付)

2

2

2

2

2

工学部第 2 種
(学部生・給付)

0

0

0

1

0

1(給付)

2

2

3

3

公共団体・財団法
人(貸与)

4.7 自己点検・評価
(1) 人材受け入れ
土木工学科については，一時定員を割る事態が発生したが，その後諸事情があるにせよ，
定員を確保している．入試制度改革は 1 学科では不可能であるので，これら入学してきた
学生に対し，低学年から物理，数学に対する知識の補充，さらには土木工学の社会で果た
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すべき役割とその重要性についての知識と興味を持たせるゼミナールの存在は今後さらに
重要となってくるであろう．大学院については，さらに入学者を増加させつつ，勉学意欲
を増進させるような指導が重要であると考える．
(2) カリキュラム
学部においては，JABEE で示された 6 つの柱を中心として，基礎から応用まで体系的
に履修することができるように配置してあるので，今後は各学生が理解できるような授業
形態，演習，試験の実施方法をどうするか学科全体で検討する必要があろう．授業内容に
ついては，学生による授業評価アンケートの結果を真摯に受け止め，さらには科目間の連
携を計りながら今後の授業に反映させていく必要がある．
(3) 学位授与
博士については，課程，論文博士が最近の 2 年間に 1 名ずつ授与されているので，今後
も博士を輩出していくことが必要である．
(4) 卒業生の進路
就職については土木系の求人の減少に伴い，建設関係の就職者数が減少しており，その
影響でそれ以外の職種に就職している学生が増加している．今後ともこの傾向が続くこと
が考えられるので，これを見据えた教育システムの検討が必要であろう．
(5) 学生の支援体制
奨学金については，日本学生支援機構から貸与，あるいは工学部やその他の自治体から
の給付・貸与を受けている学生が相当数存在し，学生の生活環境を支える重要な役割を担
っているといえる．学生の修学上，生活上の様々な問題点についてはクラス担任や学生相
談を担当していただいているインテーカー，カウンセラーの協力を得て，今後とも快適な
環境で勉学に励むことができるような環境を作っていく必要がある．
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ࡡᑍ㛓ฦ㔕࠽ࡻࡦ⌟ᅹࡡ◂✪ฦ㔕ࡢ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂 HP㸡◂✪⩽ሒ࠽ࡻࡦ๑㏑ࡡ(♣)
ᅰᮄᏕఌࡡᩅဤྞ⡑࡞オ㍍ࡈࡿࡒୌ⯙࡞ප㛜ࡈࡿ࡙࠷ࡾሒ࡞ᇱࡘࡀࡱ࡛ࡴ࡙࠷ࡾ㸣ࡆࡿ
ࡻࡽ㸡ᑍ௴ᩅဤࡡᑍ㛓ฦ㔕ࡢኬࡀࡂ௧ୖࡡ㸩ฦ㔕࡞ฦࡄࡾࡆ࡛࡚ࡀ㸡ルᙔ⩽࠷࠷ฦ
㔕ࡵࡲࡼࡿࡾ㸣୯࡚ࡵ㸡ᮞᩩ⣌㸡⎌ሾ⣌ࡡ㸧ฦ㔕ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾᑍ௴ᩅဤࡢ༖ᩐ௧୕࡛
ࡽ㸡≁ᏽࡡฦ㔕࡞೩ࡾലྡྷヾࡴࡼࡿࡾ㸣
 ᮞᩩ⣌(ᅰ㈻㸡ᒷ┑㸡ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ)㸡⎌ሾ⣌(Ề⎌ሾᕝᏕ㸡⾠⏍ᕝᏕ㸡ᣲິ࣬㥹㡚)㸡㜭ⅇ
⣌(ᆀ┑ⅇᐐ㸡ᆀ㟀ᕝᏕ㸡⮤↓ⅇᐐ)㸡♣ఌࢨࢪࢷ࣑⣌(ஹ㏳ᕝᏕ㸡ᅰᮄྍ)
⾪-5.1 ᑍ௴ᩅဤࡡᑍ㛓࠽ࡻࡦ◂✪ฦ㔕
⫃న

Ắྞ

ᑍ㛓ฦ㔕 ⌟ᅹࡡ◂✪ฦ㔕
ᖏ᚜ິ ᾦ≟࡞ᑊࡌࡾ⾪㟻ἴࡡᙫ㡢

ᩅ

ⰶಘ

ᆀ┑ⅇᐐ ᖏ᚜ິ࡞ࡻࡾᆀ┑ㄢᰕ
ᩫ㟻Ꮽᏽ ᩫ㟻Ꮽᏽ࡞ᑊࡌࡾ㢴ࡡᙫ㡢
 

ᒷ▴᚜っᵋ㏸ࡡࣆࣚࢠࢰࣜよᯊ

ᮞᩩງᏕ ㍂ᅸ⦨ୖ࡞࠽ࡄࡾ &* ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ᒷ┑ᕝᏕ ᒷ┑࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ
ᩅ

⏛㔕㈏

 
 

ᩅ

こᮟᏏ

ᩅ

⸠⏛㱗

ᆀ┑ᩫ㟻ࡡⅇᐐ࣎ࢷࣤࢨࣔࣜフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
&VVHVPHQW RI WKH SHUIRUPFQHH RI KLVWRULHFO URHN
VWUXHWXUHV

ୖỀฌ⌦ ይẴᛮࢀᗃࢅ⏕࠷ࡒᚘ⎌ᘟ◢⬲✽Ἢࡡ◂✪
ᅰᮄྍ

ᮇཀྵࡦ୯ᅗࡡᅰᮄྍᩝ᭡࡞㛭ࡌࡾ◂✪

 
㎾ᅰᮄ㐿⏐ࡡㄢᰕ࣬◂✪
ᅰᮄ⎌ሾ 
ᗣỀࡡ✽⣪ྙ∸ࡡᾐ㛏࡛᚜⏍∸ࡡິឺ
ࢨࢪࢷ࣑
ᩅ

୯ᮟ⋖ḿ

⎌ሾಕධ ᎒Ẵᛮ㓗⏍ᠺ┞࡞࠽ࡄࡾỀ⣪࢝ࢪࡡ⏍ᠺ࡞ࡗ࠷࡙
 

ʻࡡᐣᰜ㣬࡞ࡗ࠷࡙

 

Ềᚘ⎌࡛Ề㈻ỗ⃦
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ኬࡀ⢊ᗐࢅ᭯ࡌࡾỀ㊪ᗃ୕ࡡὮࡿࡡ≁ᛮ
ᩅ

㧏ᶣ㏌ኰ

ỀᕝᏕ

ʻࡡὮິ࡛Ề㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ⌟ᆀふῼ
ἑᕖ᭜㒂࡞࠽ࡄࡾỀโ⩄ࡡຝᯕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

ᩅ 㑳୷ⱝ༡

ᶣᱩᕝᏕ

㐠㊪ᶣࡡᣲິ࡛ᨲᑏ㡚࡞㛭ࡌࡾ◂✪
㞗ᠺᮞࢅ⏕࠷ࡒᶣᱩࡡᣲິᐁῼ࡛よᯊ
㛜Ề㊪ࡡὮᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

ᩅ

㛏ᯐኰ

Ề⌦Ꮥ

ʻ࣬ἑᕖ࡞࠽ࡄࡾỀᨥ࡛Ề㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
୯ᑚἑᕖࡡἑཾንິ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ◂✪
ἑ㐠හᶖᯐࡡᢤᢘ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

ᩅ

ཿἑᖶ㞕

ᆀ┑ᕝᏕ

ࡱࡈᅰࡡᕝᏕⓏᛮ㈻࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ᅰࡡモ㥺᪁Ἢ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾʻỀὮິ࡛Ề㈻≁ᛮ

ຐᩅ

⸠⏛㇇

ỀᕝỀ⌦Ꮥ ⊞ⱉʻࡡ㛏℡ᕖἑཾ࿔㎰࡞࠽ࡄࡾʻὶᆀᙟን
᱘ཋʻ࡞࠽ࡄࡾὮິ≁ᛮ࡛Ề㈻≁ᛮ
ᆀ㟀ᕝᏕ ᆀ୯ᵋ㏸∸ࡡ⪇㟀スゝἪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ິᅰ㈻ງᏕ 㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽ࢅᨥ㒼ࡌࡾᆀ㟀ິ≁ᛮࡡ࣓ࢸࣜ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

ຐᩅ ୯ᮟ 

ᏭධᕝᏕ ᅰᵋ㏸∸ࡡᆀ㟀ᚺ➽࡛ንᙟࡡよᯊᡥἪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ
 
ᵋ㏸ᕝᏕ
㟕࡞ࡻࡾっ⛤㝸ᐐῼ

ຐᩅ ᇷ㞖ྍ

ஹ㏳ᕝᏕ ⮤↓ⅇᐐ࡞࠽ࡄࡾ㐠㊪ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠඁࢨࢪࢷ࣑
Ꮢ㐠㊪⟮⌦ࢨࢪࢷ࣑

ຐᩅ ῳ㎰ⱝᙢ

ᚺ⏕ງᏕ ᅸ⦨ୖ࡞࠽ࡄࡾᒷ▴ࡡ &* ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
᮶༞㒂ཀྵࡦ㛭᮶㒂࡞⏐ࡌࡾ࣭࣑ࣞ࣬ࡐࡡࡡࢤࣤࢠ࣭ࣛ

ᑍ௴
ㅦᖅ

ࢹΊᮞ࡛ࡊ࡙ࡡ◂✪
ᮟ⏛ྚᬍ

ᅰᮄᮞᩩ ࢤࣤࢠࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕ࡡᇱ♇◂✪  
ᗣⓆἳࢪࢲ࣭ࣞࣜࣤࢥࢴࢺ◒◃ᮞࢅ㦭ᮞ࡛ࡊ࡙⏕࠷ࡒ㉰
㍇㔖ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡฺ⏕◂✪

ᑍ௴
ㅦᖅ

⾠⏍ᕝᏕ ἑᕖỀ㈻࡞ཀྵࡌὮᇡㇿⲬࡡᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ఫ⸠Ὂୌ ἑᕖ⎌ሾᕝᏕ᭯ᶭ∸ᚘ⎌ᆵ♣ఌࢨࢪࢷ࣑࡞㛭ࡌࡾ◂✪
 

ᑍ௴
ㅦᖅ

ᱭᮟ㡨

ᆀ┑ᕝᏕ ℾᒜ⅂ᩫ㟻ࡡ㣏ᑊ➿࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ᆀ⌣࣬㈠″ࢨ
ểἑʻỬቪὝỀⅇᐐࡡࡒࡴࡡࣛࢪࢠࢬࢪ࣒ࣤࢹ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ࢪࢷ࣑ᕝᏕ
 

ᑍ௴
ㅦᖅ

▩㔕ὀ᪺

Ề″㈋Ềờࡡᐣᰜ㣬ᢒḾ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

ᅰᮄྍ

ᆀࡌࡽ࠽ࡻࡦᒷ┑ࡌࡽࡡᓻቪᅰ▹ᇼ✒ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ
㎾ୠỀᢇ⾙ࡡమ⣌࡞㛭ࡌࡾ◂✪
୯ᅗཿࡡᅰᮄᛦ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
㎾ᅰᮄ㐿⏐ධᅗㄢᰕ
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ຐᡥ


Ꮔ⏛ᗛᘧ

᭯ᙟ࣬↋ᙟࡡᅰᮄྍᩩㄢᰕ

ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ 㕪➵ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࡎࢆ᩷ఎ㐡ᛮ≟ࡡ᳠ゞ
ᵋ㏸Ꮥ ⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡࡡ◂✪

㸪㸣㸧 ◂✪మโࡡὩງ࡛ྡྷ୕
 ᮇኬᏕࡱࡒᕝᏕ㒂හᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㸡ᑍ௴ᩅဤࡡ◂✪మโࡡᨥᥴ㸡ࡱࡒᏕහ࡚ᵋ⠇
ࡈࡿࡒさ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ࡗ࠷࡙♟ࡌ㸣ࡆࡆ࡚㸡๑⩽ࡢᏕහ࡚ࡡዜᏕ㔘โᗐ㸡ᚃ⩽
ࡢᏕ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏࡡ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ࡗ࠷࡙♟ࡌ㸣

 ᏕහዜᏕ㔘
 ◂✪ࢅᐁ᪃ࡌࡾ୕࡚㸡⛸ࠍࡡスങࡷ⨠㸡ࡱࡒࡐࡿࡼࢅ⏕࠷ࡾࡒࡴࡡᾐ⪎ဗ㸡ࡈࡼ࡞⛸ࠍ
ࡡሒ㞗࡞࠾࠾ࢂࡾஹ㏳㈕➴ࡡ㈠㔘Ⓩࡄᚪさࡡࡢ࠷࠹ࡱ࡚ࡵ࠷㸣ᮇኬᏕ
ࡱࡒᕝᏕ㒂࡚ࡢ㸡≺⮤࡞◂✪Ὡິࡡຐᠺࡌࡾࡒࡴ㸡௧ୖࡡ㸪⛸㢦ࡡຐᠺ㔘ࡡ⤝โᗐ࠵
ࡾ㸣ࡆࡆ࡚㸡ᮇኬᏕᏕ⾙◂✪ຐᠺ㔘࡞ࡢ㸡ዜທ◂✪(30 ළ)㸡ୌ⯙◂✪㸡⥪ྙ◂✪(200
࠾ࡼ 1300 ළ)ࡡ㸨⛸㢦࠵ࡽ, ୌ⯙◂✪௧አࡡ㸧ࡗ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ⏞ㄫ࡞ᇱࡘࡂᐼᰕ࡞ࡻࡽ
Ửᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ୌ⯙◂✪ࡢ㸡ᚉᮮᏕ㒂ᯗහ࡚Ꮥ⛁ᣚࡔᅂࡽⓏ࡞ᮇ㒂᥆ⷸࡌࡾ࡛࠷࠹ᙟ
ᘟࢅ࡛ࡖ࡙࠷ࡒ㸡ᖲᠺ 16 ᖳᗐࡻࡽᏕ㒂ᯗࡡ᥆ⷸ⩽ࡡỬᏽ࡞㝷ࡊ࡙⏞ㄫ࡞ᇱࡘࡂᐼᰕࡻࡽ
Ửᏽࡌࡾ࡛࠷࠹ᙟᘟࢅ⏕ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ᕝᏕ㒂◂✪㈕࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ᚉᮮᏕ⛁ᣚࡔᅂࡽ
࡚Ửᏽࡈࡿ࡙࠷ࡒ㸡ᖲᠺ 15 ᖳ௧㜾㸡⏞ㄫ࡞ᇱࡘࡂᐼᰕࡻࡽỬᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ࡆࡡࡻ࠹࡞㸡
࠷ࡍࡿࡡ◂✪ຐᠺ㔘ࡵᏕහࡡ❿ண࡞ᇱࡘ࠷࡙Ửᏽࡈࡿࡾᙟឺ࡞⛛⾔ࡊ㸡පḿ㐽ᢝ࡞ᇱࡘ
ࡂ᭯ណຐᠺ㔘ࡡ㐘⏕ࡢ࠾ࡼࡿ࡙࠷ࡾ㸣






ᮇኬᏕᏕ⾙◂✪ຐᠺ㔘(ዜທ◂✪㸡ୌ⯙◂✪㸡⥪ྙ◂✪)
ᕝᏕ㒂◂✪㈕(◂✪㈕ 50,100 ළ㸡◂✪⏕ᶭ㸡⨠㈕ 500㸡1000 ළ㸡ᅗහ◂
✪㈕ 50 ළ)
ᕝᏕ㒂ኬᏕ㝌スങᣉඖ㈕
ᮇኬᏕᾇአὬ㐭◂✪ဤὬ㐭㈕
ᕝᏕ㒂ᾇአᏕ⾙ஹὮ㈠㔘

 ௧ୖ࡞㸡୕オ◂✪ຐᠺࡡ࠹ࡔᮇኬᏕᏕ⾙◂✪ຐᠺ㔘࠽ࡻࡦᕝᏕ㒂◂✪㈕ࡡ⤝ᐁ⦴ࢅ
⾪-5.2㸡⾪-5.3 ࡞♟ࡌ㸣Ẏᖳ㸡㸦ྞ௧୕ຐᠺࡡᑊ㇗࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ኬᏕಕ᭯ࡌࡾຐᠺ
ࡡโᗐࡢ㸡㢘࠽ࡻࡦຐᠺᑊ㇗ࡡ㐽ᏽᡥἪ࡛ࡵඖᐁࡊ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠻ࡾ㸣
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⾪-5.2 ᮇኬᏕᏕ⾙◂✪ຐᠺ㔘
◂✪

ᖳᗐ

◂✪⛸┘

㈠

㸦㸦

ୌ⯙◂✪

ຐᩅ

୯ᮟ 

㸦㸧

ୌ⯙◂✪(ெ)

ຐᩅ

ཿἑᖶ㞕

◂✪ㄚ㢗ྞ

⾪⩽

ᆀ㟀ふῼオ㘋࡞ᇱࡘࡂິⓏᆀ┑∸ᛮ
ࡡ࣓ࢸࣜ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰ
ࡡฺ⏕࡞㛭ࡌࡾᇱ♇◂✪

ஹ㢘
(༐ළ)
500
500

X ⥲㏸ᙫἪࢅ⏕࠷ࡒ㕪➵ࢤࣤࢠ࣭ࣛ
㸦㸨

㸦㸩

㸦㸪

ዜທ◂✪

ຐᡥ

Ꮔ⏛ᗛᘧ

ࢹ᩷㟻ࡡࡎࢆ᩷ఎ㐡࡞ࡻࡾࡥࡦࡿ

300

ᛮ≟ࡡ᳠ゞ
ୌ⯙◂✪(ெ)

ᩅ

こᮟ Ꮟ

ୌ⯙◂✪(ெ)

ᑍ௴ㅦᖅ

ఫ⸠Ὂୌ

ዜທ◂✪

ຐᡥ

Ꮔ⏛ᗛᘧ

ୌ⯙◂✪(ெ)

ᩅ

 ⰶಘ

ይẴᛮࢀᗃࢅ⏕࠷ࡒ⬲✽ᢇ⾙ࡡ◂✪
᫋ࢱ࣑๑㈋Ềờ࡞࠽ࡄࡾᗇἶ࠾ࡼ
ࡡᰜ㣬ሲ⁈ฝ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
೩ྡྷⲬ㔔ࢅུࡄࡾ᰾࢘ࣇࡡⲬ㔔ఎ
㐡࡞㛭ࡌࡾᇱ♇◂✪
ᅰࡡࡎࢆ᩷ᙁᗐ࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪

500
500
300
500

⾪-5.3 ᕝᏕ㒂◂✪㈕
ᢝ

◂✪

ᖳᗐ

⛸┘

㸦㸦
㸦㸧

㈠

ᶭ⨠

ຐᩅ

500 



◂✪㈕

ຐᩅ

100 



◂✪
⾪⩽
୯ᮟ 
ᇷ㞖ྍ

ฦᢰ⩽

◂✪ㄚ㢗ྞ

 ⰶಘ

ᖏ᚜ິࡡᆀ㟀㜭ⅇཀྵࡦᕝᏕࡡ

ᱭᮟ 㡨

Ὡ⏕࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ࢼ࣭ࣖࣚࣜࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢅ⏕࠷ࡒ
Ꮢ㐠㊪ࡡ㊪㟻⤎ῼࢨࢪࢷ࣑

ஹ⥪
㢘(༐ළ)
4,998
1,000


 ࡊ࠾ࡊ㸡◂✪Ὡິࡢᩅ⫩Ὡິ࡛ྙࢂࡎ࡙ᐁ᪃ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡾࡒࡴ㸡ᩅဤࡡᢰᙔࡌࡾㅦ
⩇⛁┘ᩐࡵὩິࢅ㐅ࡴࡾ୕࡚㔔ささ⣪࡛ࡾ㸣ᩅ⫩Ὡິඁࡈࡿࡾࡆ࡛ࡢ࠷࠹ࡱ࡚ࡵ
࠷㸡➠㸨❮࡚♟ࡊࡒࡻ࠹࡞ᩅဤࡡᢰᙔࡌࡾㅦ⩇⛁┘ᩐ࡞೩ࡽ࠵ࡾⅤࡢ㸡ᩅဤ
➴ࡊࡂ◂✪Ὡິࡡᶭఌࢅᚋ࡙࠷ࡾ࡛ࡢゕ࠷㞬࠷㸣ࡱࡒ㸡ࡆࡡㅦ⩇⛁┘ࡡ೩ࡽࡢ㸡㐲ว◂
✪Ὡິࡡណḟࢅ㜴ᐐࡌࡾࡆ࡛࡞ࡵࡗࡾࡒࡴ㸡㒼៎ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣

2)Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷ
 Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷࡢ㸡⚶❟ኬᏕ࡞࠽ࡄࡾᖼࡗ࠾ࡡฦ㔕࡞ࡗ࠷࡙㸡ኬᏕ㛣භྜྷ㸡ᅗ㝷භྜྷ
࠽ࡻࡦ⏐Ꮥභྜྷࡡභྜྷ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ࡗ࠷࡙㸡◂✪ᇱ┑ࡡᙁ࡛ࡐࡡ᥆㐅ࢅ⾔࠹
ࡒࡴࡡᩝ㒂⛁Ꮥ┤ࡡᡜ⟮ᴏ࡚࠵ࡾ㸣ᕝᏕ㒂࡚ࡢࠔ୯ᒜ㛣ᆀ࠽ࡻࡦᆀ᪁㒌ᕰ࡞࠽ࡄࡾ⎌ሾ
භ⏍࡛ࡐࡿࢅᨥ࠻ࡾሒ㏳ಘᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ࡛࠷࠹㢗┘ࡡ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹᏕ⾙ࣆ
ࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ࡞ᖲᠺ 14 ᖳࡻࡽࡡ 5 ᖳᗐࡡᴏ࡛ࡊ࡙ᢝࡈࡿ㸡ຐࢅུࡄ࡙࠷ࡾ㸣
 ๑㏑ࡡᴏࡢ㸡⎌ሾභ⏍ࢬࣤࢰ࣭(᪃スࡢ 6 ❮ཤ↯)ࢅᣈⅤ࡛ࡊ㸡௧ୖࡡ㸧ࡗࡡ◂✪
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣
࠘1࠙ᆀᇡ⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
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࠘2࠙⎌ሾභ⏍ࡡࡒࡴࡡᨥᥴ㸡ᩅ⫩㸡ප㛜࠽ࡻࡦ༱ᶭ⟮⌦ࢅᨥ࠻ࡾሒ㏳ಘᢇ⾙ࡡ◂✪
 ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡢ㸡ࡆࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ࠹ࡔ࠘1࠙࡞ཤຊࡊ㸡ࡐࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࢅᵋᠺࡌࡾ௧
ୖࡡ㸬ࡗࡡࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ 14 ெࡡᑍ௴ᩅဤཤຊࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡆࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢ㸡
⮤ 40 ළ⛤ᗐࡡ◂✪㈕(ᾐ⪎ဗ㈕ࡷ᪉㈕)ࡷᐁ㥺᪃ス࣬スങ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㈕⤝
ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ሒ࿈᭡㸡ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࡡ㛜തࡷᠺᯕࡡප⾪◂✪ᠺᯕ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙୯㛣
ᖳ࡞⤽⤾ࡡྊྫྷ࡞ࡗ࠷࡙フ౮ࢅུࡄࡾࡒࡴ㸡㐲วᠺᯕࡡප⾪⩇ຸࡘࡄࡼࡿ࡙࠷ࡾ㸣ࡊ
࠾ࡊ㸡ḗ⟿࡚♟ࡌᠺᯕࡡප⾪≟Ἓࢅࡲ࡙ࡵ㸡࠾ࡼࡍࡊࡵᖲᠺ 14 ᖳᗐ௧㜾࡞ὩິὩⓆ
ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡢゕ࠻࠷㸣
 1.⮤↓⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
1. 1 Ề⣌ୌ㈇࡛ࡊࡒ∸㈻ᨥ࡛Ềᇡ⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
୯ ᮟ⋖ḿ 㸡⸠⏛ ㇇㸡ཿ ἑᖶ㞕㸡ఫ⸠ Ὂୌ㸡Van-Thanh-Van Nguyen(McGill
University)㸡⏛୯༡(ᮇኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂)㸡⃕ᮇḿᶖ㸡⏛୯ொ㸡ᮟᩝᙢ㸡┷㔕
᪺(᮶ኬᏕ)㸡ఫࠍᮄᖷ㞕(ඳᡖᕝᴏኬᏕ)㸡ሾⱩᶖ(ᒷᡥኬᏕ)
1.2 ṌྍⓏᕝἪཀྵࡦ㎾⮤↓ᕝἪࢅ⏕࠷ࡒἑᕖ⎌ሾࡡフ౮࡞㛭ࡌࡾ◂✪
㛏ᯐኰ㸡㧏ᶣ ㏌ኰ㸡Ꮽ⏛㝟ୌ(ᮇኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂)㸡⩒⏛㔕⾻⿰⩇(ᒜཾኬᏕ)㸡
ᯐ㑳(㜭⾠ኬᏕ),ᶣᮇᬍ⾔(ஐᕗኬᏕ)
1.3 ᆀ┑ᩫ㟻ࡡⅇᐐ࣎ࢷࣤࢨࣔࣜフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
⏛㔕㈏㸡ⰶಘ㸡୯ᮟ㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡ᑚᆊኰ(ᮇኬᏕᩝ⌦Ꮥ㒂)㸡A.,Omer(᮶
ᾇኬᏕ)㸡R.,Ulsay(Hacettepe University)㸡H.,Kumsar(Pamukkale University)
2.㒌ᕰ⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
1.4 ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὡ⏕࡞ࡻࡾ୯㒌ᕰᇡࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ಕධࡡ◂✪
ῳ㒂ᘧୌ㸡ఫ⸠ᬍኰ㸡ኬᖲᗜୌ㸡ஜᠺ㔓㸡㛏ᾀ(ᮇኬᏕ⏍⏐ᕝᏕ㒂)㸡∭ᒜἠ
(㊂ฺᕝᴏኬᏕ)
1.5 ␏ᖏẴ㇗࡞࠽ࡄࡾ㐠㊪ஹ㏳ಕධࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇
ᇷ㞖ྍ
  3.ᅰᮄᘋ⠇ᵋ㏸∸ࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
1.6 ᅰᮄᘋ⠇ᵋ㏸∸ࡡ⥌ᣚ⟮⌦ᡥἪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
(ཋᚽົ)㸡Ꮔ⏛ᗛᘧ
1.7 ṌྍⓏᵋ㏸∸ཀྵࡦ⾜୩ࡲࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
⸠⏛㱗㸡ᒷᓧ༡㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰ᪁ྚ㞕
Ἰ ࡆࡆ࡚㸡ኯᏊ࡚ୖ⥲ࡀࡡྞ๑ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ཤຊࡊ࡙࠷ࡾᅰᮄᕝᏕ⛁ᩅဤ࡚࠵ࡾ㸣
㸪㸣㸨 ◂✪ᠺᯕࡡප⾪࡛ሒ࿈
(1)◂✪ᴏ⦴ࡡප⾪
 㐛ཡ㸪ᖳ㛣ࡡ◂✪ᴏ⦴࡞ୌのࢅᒌ㈠ᩩࡡ㸨࡞♟ࡌ㸣ࡐࡡ㈠ᩩ࡞ᇱࡘ࠷ࡒ◂✪ᠺᯕࡡප
⾪≟Ἓࢅ⾪ ࡞♟ࡌ㸣⾪࡚ࡢ㸡◂✪ᴏ⦴ࢅ . ᰕㄖㄵᩝ㸡.. ᅗ㝷ఌ㆗ሒ࿈㸡... ཾ㢄Ⓠ⾪
ᴣさ࠽ࡻࡦ .; ⴥ᭡ࠉሒ࿈᭡ࡡ㸩ࡗࡡ࢜ࢷࢥ࣭ࣛ࡞ฦ㢦ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡆࡆ࡚㸡ᰕㄖㄵᩝࡢ
௧ୖࡡ㞟ヽࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡐࡡ㝷㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さࡢ㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗࡚ࡢ
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ᰕㄖㄵᩝ࡛ࡲࡊ࡙࠷࠷ࡆ࡛࠾ࡼ㸡ୌᚺᰕㄖㄵᩝ࡛ࡊ࡙ࡢ࢜ࣤࢹࡌࡾࡵࡡࡡ⾪ ୯
ࡡᰕㄖㄵᩝࡡᚃ࡞ᣋᘴ᭡ࡀ࡚ࡐࡡᩐࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾ㸣

㸱ᰕㄖㄵᩝࡡ᥎㍍㞟ヽ㸳
ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㸡ᵋ㏸ᕝᏕㄵᩝ㞗㸡ᚺ⏕ງᏕㄵᩝ㞗㸡ᮇᆀ㟀ᕝᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝ㞗ࢅྱ
ࡳࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝ㞗 ୌ㒂 㸡ᆀ┑ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈㞗㸡ୖỀ㐠༝ఌㄵᩝヽ㞗ࠉୖỀ㐠༝ఌ
ヽ㸡⏕Ề࡛ᗣỀ㸡ᅰᮄྍ◂✪ ୌ㒂 㸡㗨ᵋ㏸ᖳḗㄵᩝሒ࿈㞗㸡Ềᕝㄵᩝ㞗㸡ᾇᓃᕝᏕㄵᩝ
㞗㸡ྊっሒᏕఌㄵᩝ㞗㸡ᮇ㞯ᕝᏕఌヽ㸡⎌ሾᕝᏕ◂✪ㄵᩝ㞗㸡 ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ 


⾪㐛ཡ  ᖳ㛣ࡡᠺᯕࡡප⾪≟Ἓ
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 ࡱࡒ㸡ᰕㄖㄵᩝ࠽ࡻࡦᅗ㝷ఌ㆗ሒ࿈ࡡㄵᩝ࣬Ⓠ⾪ᩐࡡ  ᖳ㛣ࡡ᥆⛛ࢅᅒ  ࡞♟ࡌ㸣ᅒ࣬
⾪ࡻࡽࡆࡡ  ᖳ㛣㸡ᰕㄖㄵᩝࡢ⣎さࢅྱࢆ࡚ࡵ  ࠾ࡼ 㸡ᅗ㝷ఌ㆗ࡵ  ࠾ࡼ 㸡ཾ㢄Ⓠ
⾪ࡵ  ࠾ࡼ  ࡛ᖳᗐ࡞ࡻࡖ࡙ኬࡀࡂንࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᰕㄖㄵᩝ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ୌெୌᖳ࠵ࡒ
ࡽ  ⣎さࢅ㝎ࡂ࡛  ࡛ᑛ࠷࡛࠷࠻ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ࡆࡿࡼࡡᠺᯕࡡප⾪ࡵୌ㒂ࡡᩅဤ࡞
೩ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞⏻ណࡌࡾᚪさ࠵ࡾ㸣
 ࡆࡡࡻ࠹◂✪ᴏ⦴ࡢᩝ㒂┤࠾ࡼࡡຐ㔘࡛ࡵᐠ࡞㛭㏻ࡊ㸡Ꮥ㒂ࡡ㐘ႜ୕㸡㔔ささ
⣪࡚࠵ࡾ㸣ࡈࡼ࡞㸡ᩅ⫩Ὡິࢅᐁ᪃ࡌࡾ୕࡚ᴗࡴ࡙㔔さெⓏ㈠″ࡡフ౮さ⣪࡚ࡵ࠵ࡾ㸡
ᩅ⫩ࡡフ౮࡛ྙࢂࡎࡒフ౮さ௲࡛ࡢࡖ࡙࠷࠷㸣ெⓏ㈠″ࡡフ౮㐲ว࡞⾔ࢂࡿ࠷࡛
࠷࠹ࡆ࡛ࡢ㸡◂✪Ὡິ⮤మࡡὩງࡵ㜴ᐐࡈࡿࡾ㸣
 ኬᏕ࡚ࡢ㸡ᠺᯕࡡප⾪࡞㝷ࡊ࡙㸡ืใࡽ࡞㛭ࢂࡾ㈕⏕ࡡຐ(㸦௲࠵ࡒࡽ᭩ኬ࡚ 5 ළ)
ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣โᗐ㟻࡚ࡢ㸡ᠺᯕࡡප⾪ࢅᨥᥴࡌࡾమโኬᏕࡻࡽඁࡿ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠻ࡾ㸣
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F ᰕㄖㄵᩝ

G ᅗ㝷ఌ㆗ሒ࿈
ᅒ ᰕㄖㄵᩝ㸡ᅗ㝷ఌ㆗ሒ࿈ࡡㄵᩝ࣬Ⓠ⾪ᩐࡡ᥆⛛
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 ᅗ㝷ఌ㆗࡚ࡡⓆ⾪ࢅྱࡳᾇአῳ⯗
 ❮࡚♟ࡊࡒᕝᏕ㒂࡞࠽ࡄࡾᩅ⫩ࡡ┘ᵾ ┘Ⓩ ࡞ࡢ㸡  ᆀᇡ♣ఌ࡛ᅗ㝷࡞㛜࠾ࡿ
ࡒᩅ⫩࡛࠷࠹㡧┘♟ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ࡐࡿ࡞ᑊࡊ࡙ᅰᮄᕝᏕ⛁࡚ࡢᩅ⫩ࡡ┘ᵾỀ‵࡞ᅗ㝷
࡞㛭㏻ࡌࡾ㡧ࢅ♟ࡊ࡙࠷࠷ࡵࡡࡡ㸡ᩅ⫩୕ࡡᅗ㝷ࡡ㒼៎ࡢྊ⬗ᛮࡡ᭯↋࡞࠾࠾ࢂ
ࡼࡍᇱᮇヾㆉ࡚࠵ࡾ࡛㸡࡛ࡼ࠻ࡾࡀࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣
 ᒌ㈠ᩩ ࡞♟ࡊࡒ᭩㎾ࡡ  ᖳ㛣࡞࠽ࡄࡾㄢᰕ◂✪ࡱࡒᅗ㝷ఌ㆗➴࡚ࡡⓆ⾪࡞Ὤ㐭ࡈࡿ
ࡒᐁ⦴ࡡ࠹ࡔ㸡๑㏑ࡡᅒ  ࡛㛭㏻ࡌࡾᅗ㝷ఌ㆗ࡡὬ㐭≟Ἓࢅ⾪ ࡞♟ࡌ㸣Ẏᖳ㸡
 ࠾ࡼ  ᅂ⛤ᗐࡡⓆ⾪⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ㸣◂✪ᴏ⦴࡛ྜྷᵕ࡞Ửࡊ࡙ኣ࠷࡛ゕ࠻ࡍ㸡ୌ㒂ࡡᩅ
ဤ࡞೩ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
 ㄢᰕ◂✪ࡵྙࢂࡎࡾ࡛  ௲ࡡὬ㐭⾔ࢂࡿ࡙࠽ࡽ㸡ᖳᖲᆍ  ௲⛤ᗐࡡὩິ⾔ࢂࡿ࡙࠷
ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ࡆࡡࡻ࠹ᾇአὬ㐭࡞ࡗ࠷࡙ࡵ㸡ῳ⯗㈕࡞ࡗ࠷࡙ᨥᥴโᗐࢅᖼࡗ࠾᭯ࡊ࡙
࠽ࡽ㸡โᗐ࡛ࡊ࡙ࡢᩅဤ࡞᭯ណ⎌ሾ࡞࠵ࡾ࡛࠷࠻ࡾ㸣
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⮤ᕤⅤ᳠࣬フ౮
 ᑍ௴ᩅဤࡡᑍ㛓ฦ㔕ࡢኬࡀࡂ㸡ᮞᩩ⣌(ᅰ㈻㸡ᒷ┑㸡ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ)㸡⎌ሾ⣌(Ề⎌ሾᕝᏕ㸡
⾠⏍ᕝᏕ㸡ᣲິ࣬㥹㡚)㸡㜭ⅇ⣌(ᆀ┑ⅇᐐ㸡ᆀ㟀ᕝᏕ㸡⮤↓ⅇᐐ)㸡♣ఌࢨࢪࢷ࣑⣌(ஹ㏳
ᕝᏕ㸡ᅰᮄྍ)ࡡ㸩ฦ㔕࡞ฦࡄࡼࡿ㸡ルᙔ⩽࠷࠷ฦ㔕ࡵࡲࡼࡿࡾ㸣ࡆࡡ୯࡚㸡ᮞᩩ⣌㸡
⎌ሾ⣌ࡡฦ㔕ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾᑍ௴ᩅဤࡢ༖ᩐ௧୕࡛ࡽ㸡≁ᏽࡡฦ㔕࡞೩ࡾലྡྷヾࡴ
ࡼࡿࡾ㸣
 ኬᏕಕ᭯ࡌࡾຐᠺࡡโᗐࡢ㸡ඖᐁࡊࡒ㢘࡛පḿຐᠺᑊ㇗ࡡ㐽ᏽ࡞ࡻࡽ㐘⏕ࡈࡿ࡙࠽
ࡽ㸡ᚃ✒ᴗⓏ࡞Ὡ⏕ࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛㸡◂✪ὩິࢅὩᛮࡌࡾ୕࡚ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡
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 ୯ᮟ  ᚺ⏕ᆀ㈻ऒ

 - -

ኬᆀ㟀࡞࠽ࡄࡾᆀ┑ࡡ΅⾮≁ᛮ
࡞㛭ࡌࡾ◂✪

  ⰶಘ ࠷ࢂࡀᕰ㸝ᰡᮄష㸞  - -ᰡᮄష࣬ᑚᒜ⏛⥲ᆀ㈻ㄢᰕ
  ⰶಘ

࠷ࢂࡀᕰ㸝ᄿಲᆀ┑
ㄢᰕ㸞

  ⰶಘ ᭯ ࣜࢷࢴࢠ




ྙ ゝ

࠷ࢂࡀᄿಲ୯ᰶᕝᴏᅆᆀᖈ᪃ス
⏕ᆀᆀᙟᆀ┑ㄢᰕ
ࣆ࢘ࣤࢪ➴ᨥᰍᘋ㎲ᇱ♇ࡡᙁᗐฦ
- -
ᯊ࣬ᵋ㏸ゝ⟤

 - -











ᅒѸ ጟォ◂✪㈕ࡡᖳ㛣᥆⛛
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 ḗ࡞㸡⾪Ѹ ࡢዜᏕᐞ㔘ࡡུථࡿ≟ἛᅒѸ ࡢᖳᗐืུࡄථࡿ≟Ἓࡡ᥆⛛ࢅ♟ࡊ࡙
࠷ࡾ㸣㐛ཡ㸪ᖳ㛣ࡡུࡄථࡿ㔘㢘ࡡ⥪㢘ࡢ㸡 ༐ළ࡚࠵ࡾ㸣ࡆࡆᩐᖳࡡᖳḗẎࡡ⥪㢘
ࡡንࡢ㸡ጟォ◂✪㈕ࡻࡽኬࡀࡂ㸡㢘࡛ࡊ࡙ࡵጟォ◂✪㈕ࡻࡽᑛ࠷ᩐⓊළ⛤ᗐ࡚࠵ࡾ㸣
ࡱࡒ㸡ዜᏕᐞ㔘࡛ྜྷᵕ㸡≁ᏽࡡᩅဤ࡞㞗୯ࡊ࡙࠷ࡾലྡྷ㢟ⴥ࡞ࡲࡼࡿࡾ㸣
 㸧ࡗࡡአ㒂㈠㔘ࡡ΅ᑛലྡྷࡢ㸡 ❮࡚♟ࡊࡒ◂✪ᠺᯕࡡප⾪≟Ἓࡡን㸡ຊ࠻࡙㸡ᬊẴ
ࡡິྡྷࡵᑛ࠾ࡼࡍᙫ㡢ࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛᥆ῼࡈࡿࡾ㸣

⾪Ѹ ዜᏕᐞ㔘ࡡུථࡿ≟Ἓ
ᖳᗐ

ུォ⩽

౪㢏⩽

㔘㢘㸝ළ㸞

ㄚ㢗



୯ᮟ 

ᮇᕝႜऒ୯
 ᩷ᒒࢅ⩻៎ࡊࡒᓻቪᆀⅤࡡᆀ㟀ິࡡῼ᳠ゞ
ኳ◂✪ᡜ



୯ᮟ 

ᮇᕝႜऒ୯
 ᩷ᒒࢅ⩻៎ࡊࡒᓻቪᆀⅤࡡᆀ㟀ິࡡῼ᳠ゞ
ኳ◂✪ᡜ



こᮟ Ꮟ ऒⲝཋషᡜ 



୯ᮟ⋖ḿ



୯ᮟ  ఫ⸠ᕝᴏऒ



୯ᮟ⋖ḿ



୯ᮟ  ఫ⸠ᕝᴏऒ



୯ᮟ 

ᮇᕝႜऒ୯
 ᆀ㟀࡞ࡻࡾᩫ㟻ᓻቪ༱㝜ᗐῼᡥἪࡡ㛜Ⓠ
ኳ◂✪ᡜ



୯ᮟ 

ऒ㸸㹇㸸ࢮࣛ
 87࣓ࢸࣜࡡ㏣よᯊᡥἪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࡡຐᠺ
࣭ࣖࢨࣘࣤࢫ



▩㔕ὀ᪺

ᮇᘋスࢤࣤ
ἑᕖఎ⤣ᢇ⾙ࡡಕᏋ㹺Ὡ⏕᪁➿ࡡᇱ♇Ⓩ◂✪ࡡࡒࡴ

ࢦࣜࢰࣤࢹऒ
㹷ཿ㹺୯ୠ࡞࠽ࡄࡾᅰᮄ㈠ᩩ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㹸



୯ᮟ 

ᚺ ⏕ ᆀ ㈻ ऒ
ᆀ㟀ᕝᏕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
♼ᡖᨥᗉ



ཋ ᚽົ ᖏ☤ࣅ࣭ࢨ࣭ ᮇኬᏕ࡞࠽ࡄࡾ◂✪ࢅ᥆ዜࡌࡾࡒࡴ



ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⎌ሾಕධ࣬භ⏍භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭㸡
ཋ ᚽົ ऒ⨶ࢷࢴࢠ ᵋ㏸ᮞᩩࢨࢪࢷ࣑ࢸࢧࣤ㸛࣏ࢾࢩ࣒ࣤࢹ㒂㛓ࡡ
ᙁᨥᥴ



こᮟ Ꮟ ᒜᒱᕝᴏऒ

᭯ ᒜཾỀ㐠

スゝຸᡜ
 ᆀ㟀ᕝᏕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪

᭯ ᒜཾỀ㐠
ᒜཾỀ㐠スゝຸᡜ♣ဤᩅ⫩≁ืㅦ⩞ఌᖲᠺᖳ

スゝຸᡜ
᭮ࠤᖲᠺᖳ᭮ ᖳ㛣ᅂ⛤ᗐ㸞
 ᆀ㟀ᕝᏕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪



ᒜᒱᕝᴏᰬᘟఌ♣ࡡᙲဤཀྵࡦ♣ဤ࡞ᑊࡌࡾୖỀ㐠㛭
㏻ࡡᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾᣞᑙ୩ࡦ࡞ᩅ⫩ࢅ࠽㢢࠷ࡌࡾ㸣
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ᅒѸ ዜᏕᐞ㔘ࡡᖳ㛣᥆⛛


 Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷᴏ
 Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ࡛ࡊ࡙ᕝᏕ㒂࡚ࡢ㸡ᖲᠺ㸦㸩ᖳᗐ࡞ࠔ୯ᒜ㛣ᆀཀྵࡦᆀ᪁㒌ᕰ
࡞࠽ࡄࡾ⎌ሾභ⏍࡛ࡐࡿࢅᨥ࠻ࡾሒ㏳ಘᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹᢝࡈࡿࡒ
ࡐࡿ௧㜾㸡ࡐࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ◂✪ฦᢰ⩽࡛ࡖ࡙࠷ࡾᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᑍ௴ᩅဤࡢ㸡⾪
㸭࡞♟ࡌ◂✪㈕ᑊ㇗◂✪ㄚ㢗Ẏ࡞ࡆࡿࡱ࡚ᨥ⤝ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣


⾪Ѹ Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏᖳᗐืெ◂✪㈕



1-43



⮤ᕤⅤ᳠࣬フ౮

 ᮇᏕ⛁ࡡ㸪ᖳ㛣࡞࠽ࡄࡾ◂✪㈠㔘ࡡᖳᗐ⥪㢘࡛㈕┘Ẏ࡞ྙࡡ᥆⛛ࡢ㸡ᅒѸ ࡞♟ࡌ࡛
࠽ࡽ࡚࠵ࡾ㸣ࡆࡿࡻࡽ㸡 ᖳ㛣ࡡᩅ⫩◂✪㈕ࡡ⥪㢘  ༐ළ࡚࠵ࡽ㸡ᑍ௴ᩅဤ
ெ࡛ࡊ࡙⏕ྊ⬗㔘㢘ࡡ⥪㢘ࡢ  ༐ළ@ࡆࡆ࡚ᐁ㥺ᐁ⩞㈕࠽ࡻࡦᩅ⫩◂✪ങဗ㈕
ࡢ  ⛁┘࡛ࡊ࡙ࡡᐁ㥺㈕⏕ࡢṟࡽࡡ 㸚࡞ྱࡱࡿ࡙࠷ࡾ 㸡ጟォ◂✪㈕࣬ዜᏕᐞ㔘ࡢ
ࡡ◂✪ᡜຸㄚࡡ⤊㈕㝎ࡂB࡛ࡾ㸣ࡐࡿࢅᩅဤ  ྞ - Ⅴ ࡚ࡾ࡛ᩅဤ㸦ெᙔࡒ
ࡽࡡᖳ㛣◂✪㈠㔘ࡢ㸡 ༐ළ  ྞ࡛ࡊ࡙  ༐ළ ࡛ࡽ㸡ᖲᆍⓏ࡞ࡲࡾ࡛⚶❟
ࡱࡒᅗ❟ኬᏕ࡞Ẓ㸡㧏࠷㈠㔘ࢅᩅ⫩࣬◂✪࡞⏕ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠻ࡾ㸣
 ࡐࡡහゼ࡞ࡗ࠷࡙ࡲࡾ࡛㸡ᅒH ࡻࡽᩅ⫩࣬◂✪㈠㔘ࡡ⣑ 㸚 ᅒ ࡻࡽ  ᖳ㛣ࡡ
ᖲᆍⓏೋ ࢅᰧ㈕༥ࡴ࡙࠷ࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ᰧ㈕ࡡ࠹ࡔᏕ㒂࡛ࡊ࡙ࡡ◂✪ὩິࡡὩᛮᗐ࡞౪Ꮛ
ࡌࡾ⤊ᖏ㈕ ᩅ⫩◂✪ങဗ㈕ ࡛ᑍ௴ᩅဤࡡ◂✪ᴏ⦴ࡷ♣ఌⓏὩິᗐ࡞ᇱࡘࡂአ㒂㈠
㔘ࡡྙࡢ  "㸠 ᰧ㈕࡞༥ࡴࡾ⤊ᖏ㈕ࡡྙ㸠አ㒂㈠㔘ࡡྙ ⛤ᗐ࡛ධమࡡ
༖ฦ࡞㎾࠷ኬࡀྙ࡞ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡Ꮥ⛁හ࡚ࡢ◂✪Ὡິࡡ⛤ᗐ࡞ࡻࡼࡍ㸡ᆍ➴
㒼ฦ⾔ࢂࡿ㸡᭩࡚ࡵ  ༐ළ⛤ᗐ@ୌெ࠵ࡒࡽࡡᖳ㛣◂✪㈠㔘  ྞ Bࡡᩅ
⫩࣬◂✪㈕ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾ㸣አ㒂㈠㔘ࡢ≁ᏽࡡᩅဤ࡞೩ࡾലྡྷࡲࡼࡿࡾࡵࡡࡡ㸡Ὡິࡡ
᭯↋࡞ࡻࡼࡍୌᏽ௧୕ࡡஹ㏳㈕ࡷᩅ⫩࣬◂✪㈕ಕッࡈࡿࡾ࡛࠷࠹⎌ሾࡢ㸡ୌ⯙࡞ධ࡚
ㅤྡྷ୕ࡡຑງࢅኬࡀࡂ㜴ᐐࡌࡾさᅄ࡛ࡽ࠹ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
 ᏽဤࡡぜ├ࡊࢅྱࡲᚃ㸡ྜྷ⛤ᗐࡡᩅ⫩࣬◂✪㈠㔘⤽⤾Ⓩ࡞ᚋࡼࡿࡾࡆ࡛ࡢᅏ㞬
࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡢᐖ᪾࡞᥆ῼࡈࡿࡾ㸣ᚃࡢ㸡❿ணⓏአ㒂㈠㔘㸡ጟォ◂✪㈕㸡࠽ࡻࡦዜᏕᐞ
㔘ࡡ⋋ᚋࢅᏕ⛁࡛ࡊཱི࡙ࡽ⤄ࡳమโࢅᩒ࠻ࡾࡆ࡛ྊ㑂࡚࠵ࡾ࡛ゕ࠻ࡻ࠹㸣








1-44


F ᖳᗐẎࡡᩅ⫩࣬◂✪㈕ࡡ᥆⛛


G ᩅ⫩࣬◂✪㈕ࡡ㈕┘ืྙࡡ᥆⛛


H ᐁ㥺⛁┘ࡡ⤊㈕ࢅ㝎࠷ࡒᩅ⫩࣬◂✪㈕ࡡ㈕┘ืྙࡡ᥆⛛
ᅒѸ ᅰᮄᕝᏕ⛁⟤ࡡᖳᗐื᥆⛛

1-45

➠㸭❮ ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
㸭㸣㸦 ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ
㸝㸦㸞ᢇ⾙⛛㌹
 ኬᏕ࡞࠽ࡄࡾᩅ⫩࣬◂✪Ὡິᠺᯕࡡ♣ఌ㈁⊡ࢅ᥆㐅ࡌࡾࡒࡴ㸡ᮇኬᏕ࡚ࡢ 3:'.( 3LKRQ
:QL[HUVLW^'XVLQHVV7HVHFUHKFQI.QWHOOHHWXFO5URSHUW^(HQWHU㸯ᮇኬᏕ⏐ᏻᏕ㏻
ᦘ▩㈀ࢬࣤࢰ࣭ ࡛࠷࠹ᶭᵋࢅスࡄ㸡᭯⏕▩Ⓩ㈀⏐ࡡᡋ␆Ⓩ⟮⌦࡛᭯ຝὩ⏕ࢅ᥆㐅ࡊ࡙
࠷ࡾ㸣
 3:'.( ࡞࠽ࡄࡾᙸࡡᢇ⾙⛛㌹ࡢ㸡ධᏕⓏ࡞  ௲  ᖳ  ᭮⌟ᅹප㛜ྊ⬗௲ᩐ ࢅᩐ࠻
ᕝᏕ㒂࠾ࡼࡡᢇ⾙⛛㌹௲ᩐࡵ  ௲ࢅᩐ࠻࡙࠷ࡾ㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞㛭㏻ࡌࡾᢇ⾙⛛㌹ࡡᐁ⦴
ࡢ↋࠷．

㸝㸧㸞භྜྷ◂✪㸡ጟォ◂✪㸡ዜᏕᐞ㔘
 ᮇᏕ⛁࡞㛭㏻ࡊࡒභྜྷ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡛ࡊ࡙ࡢ㸡⎌ሾಕධ࣬භ⏍භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࢅ
ᣈⅤ࡛ࡊࡒᩝ㒂⛁Ꮥ┤ᖲᠺ  ᖳᗐᏕ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ࡞ࡻࡾࠔ୯ᒜ㛣ᆀཀྵࡦᆀ᪁㒌
ᕰ࡞࠽ࡄࡾ⎌ሾභ⏍࡛ࡐࡿࢅᨥ࠻ࡾሒ㏳ಘᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕᣪࡅࡼࡿࡾ㸣ᅰᮄᕝᏕ
⛁࡞࠽࠷࡙ࡢᮇࣆࣞࣤࢷᴏࡡ➠㸦ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡾࠔᆀᇡ⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭
ࡌࡾ◂✪ࠕ࡞  ெࡡᑍ௴ᩅဤཤຊࡊ࡙࠽ࡽ㸡Ꮥ⛁࣬ኬᏕࡡ◂✪⩽࡛භྜྷ࡚ࡡ◂✪ࢨ
ࣆࢹᩔ࠾ࡿᠺᯕᙽࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣
 ࡱࡒ㸡๑❮⾪ ࡞♟ࡊࡒࡻ࠹࡞㸡පⓏᶭ㛭ࡷẰ㛣௺ᴏ➴࠾ࡼࡡጟォ◂✪ུࡄථࡿࡢ㸡
ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐࡡ  ࢜ᖳ㛣࡞  ௲  ༐ළࢅᩐ࠻࡙࠽ࡽ㸡Ằ㛣௺ᴏ࠾ࡼࡡዜᏕᐞ㔘
ࡡུࡄථࡿࡵྜྷ㛣࡞࠽࠷࡙๑❮⾪ ࡞♟ࡊࡒࡻ࠹࡞  ௲  ༐ළࢅུࡄථࡿ࡙࠷
ࡾ㸣

㸭㸣㸧 Ꮥఌ࣬ጟဤఌὩິ
 ᅰᮄᕝᏕ⛁ᑍ௴ᩅဤࡡᏕఌ࣬ጟဤఌὩິࡢ㸡ᒌ㈠ᩩ ࡞♟ࡌࡻ࠹࡞㸡ᖲᠺ ࠤ ᖳ
ᗐࡡ  ࢜ᖳ㛣࡞  ெ  ௲ࡡὩິ࡞㛭ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
 Ὡິහᐖࡡහゼࡢ㸡Ꮥఌ㛭㏻ࡡὩິ 㸚ࡡ  ௲㸡පⓏᶭ㛭➴࡞ࡻࡾጟဤఌࡡὩິ➴
 㸚ࡡ  ௲࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
㸭㸣㸨 ᆀᇡ࡛ࡡஹὮ
㸝㸦㸞ප㛜ㅦᗑ
 ᕝᏕ㒂࡞࠽࠷࡙ࡢ㸡ኬᏕࡡ▩Ⓩ㈀⏐࡞㛭ࡌࡾᆀᇡࡡ㑇ඔ᪃➿࡛ࡊ࡙Ẏᖳප㛜ㅦᗑࢅᐁ
᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᅰᮄᕝᏕ⛁࡚ࡢ㸡⾪  ࡞♟ࡌࡻ࠹ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࡷぜᏕఌࢅẎᖳ㛜തࡊ㸡
㑾ᒜᕰẰ➴ࡡኣᩐࡡཤຊࢅᚋ࡙࠷ࡾ㸣
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㸝㸧㸞⏐ᏻᏕ㏻ᦘࣆ࢚࣭࣑ࣚ
 ᕝᏕ㒂࡚ࡢ㸡≁࡞࢞ࣔࣤࣂࢪࡡᡜᅹࡌࡾ㑾ᒜᆀᇡ࡞࠽࠷࡙㸡⏐࣬ᏻ࣬Ꮥࡡ㏻ᦘࢅᙁࡊ
ᆀᇡࡡᢇ⾙ᣲ⮾ࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛ࢅᥞ᱄ࡊ࡙࠷ࡾ㸣⏐ᏻᏕ㏻ᦘࣆ࢚࣭࣑ࣚࡢࠔᮇኬᏕᕝᏕ㒂
᭯ࡌࡾ▩Ⓩ㈀⏐ࢅ✒ᴗⓏ࡞㛜♟ࡊ㸡ᢇ⾙⛛㌹ࢅಀ㐅ࡊ௺ᴏࡡ㏸Ὡິ࡞ᑙⓏᙲࢅᢰ
࠽࠹ࠕ࡛ࡡណḟࢅ㎲ࡴ࡙㸡ᖲᠺ  ᖳᗐࡻࡽ㸡ᕝᏕ㒂࡛㸝㈀㸞㑾ᒜᆀᇡࢷࢠࢿ࣎ࣛࢪ᥆㐅ᶭ
ᵋ㸡㑾ᒜᆀᇡࢼ࣭࣒ࣖࢸ࣬ࢤ࣐ࣖࢼࢷᴏ᥆㐅༝㆗ఌࡡභྜྷത࡞ࡻࡽ㛜തࡊ࡙࠷
ࡾ㸣
 ࣆ࢚࣭࣑ࣚ࡞࠽࠷࡙ࡢ㸡භྜྷ◂✪ࡡౚࡷ◂✪ࡡ⣺㸡࣎ࢪࢰ࣭ࢬࢴࢨࣘࣤ➴⾔ࢂࡿ㸡
Ẏᖳ  ྞぞᶅࡡཤຊ⩽࡞ࡻࡽ㸡ᆀᇡ࡞᰷ࡉࡊࡒᢇ⾙ሒࡡஹᥦ࣬ஹὮ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ㸣
 ⾪ ࡞㸡ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ࡞࠽ࡄࡾⓆ⾪௲ᩐࢅ♟ࡌ㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞㛭㏻ࡊࡒฝᒈᩐ
ࡢᴗ❻࡞ᑛ࠷≟Ἓ࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
⾪ ᅰᮄᕝᏕ⛁㛭㏻ࡡප㛜ㅦᗑ㸝ᖲᠺ ࠤ ᖳ㸞
㛜ത
- ᖳ  ᭮  

ㅦᗑྞ⛘

⛸ื

ཤຊ⩽㸝ெ㸞

⎌ሾಕධࡡ❟ሔ࠾ࡼỀ࡛᭯ᶭ∸ࡡ ㅦⁿ



ᚘ⎌ࢅ⩻࠻ࡾ
- ᖳ  ᭮  

㸧㸦ୠ⣎ࡡපභᴏ࡛ࡢ

ࢨࣤ࣎ࢩ࣑



- ᖳ  ᭮  

ࠤᏭ✒Ề࠾ࡼ㏳Ề  ᖳࠤ 

ぜᏕఌ㸝 ᭮㸞



    ᭮  

්ࡦ͆㑾ᒜ͇ࢅ⩻࠻ࡾ

ࢨࣤ࣎㸝 ᭮㸞



- ᖳ  ᭮  

⚗ᓞࡡ㐠㊪㐛ཡ࠾ࡼᮅᮮ

ぜᏕఌ㸝 ᭮㸞



ࢨࣤ࣎㸝 ᭮㸞



    ᭮  
- ᖳ  ᭮  

ばᏄ࡚ᏕࡩࡡṌྍ࡛Ề⎌ሾ

ぜᏕఌ



- ᖳ  ᭮  

⚗ᓞࡡỀ⎌ሾࢅ⩻࠻ࡾ

ࢨࣤ࣎ࢩ࣑



- ᖳ  ᭮  

㎲ࡾ㸡ࣆࣤ࣬ࢺ࣭ࣜࣤᏭ✒ ぜᏕఌ



Ềゝ⏤ࡡ⌟ᆀっᐳ࡚Ṅ࠷ࡒ㐠
- ᖳ  ᭮  

㸡ࣆࣤ࣬ࢺ࣭ࣜࣤẮࢅᣲ㏁ࡾ

ࢨࣤ࣎ࢩ࣑



ࠤᏭ✒Ề࡛ࡡ㛭ࢂࡽࢅ୯ᚨ࡞ࠤ
⾪ ⏐ᏻᏕ㏻ᦘࣆ࢚࣭࣑ࣚ࡞࠽ࡄࡾⓆ⾪≟Ἓ㸝ᖲᠺ ࠤ ᖳ㸞
㛜തᖳᗐ

Ⓠ⾪௲ᩐ

࣎ࢪࢰ࣭ࢬࢴࢨࣘࣤ௲ᩐ

⥪ᩐ

ᅰᮄᕝᏕ⛁㛭㏻

⥪ᩐ

ᅰᮄᕝᏕ⛁㛭㏻

ᖲᠺ㸦㸧ᖳᗐ









ᖲᠺ㸦㸨ᖳᗐ









ᖲᠺ㸦㸩ᖳᗐ









ᖲᠺ㸦㸪ᖳᗐ
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㸭㸣㸩 ⮤ᕤⅤ᳠࣬フ౮
 ኬᏕࡡ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘᙟឺࡢ㸡▩Ⓩ㈀⏐࡛ࡊ࡙ࡡ◂✪ᠺᯕࢅ♣ఌ㑇ඔࡌࡾ᪁Ἢ㸡ኬᏕᩅဤ
᭯ࡌࡾᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡ▩ㆉࢅ♣ఌ㑇ඔࡌࡾ᪁Ἢ㸡Ꮥ⾙⤄⧂࡛ࡊ࡙ࡡᩅ⫩࣬◂✪㈠″ࢅ♣
ఌ㑇ඔࡌࡾ᪁Ἢ⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
 ࡆࡡ࠹ࡔ㸡▩Ⓩ㈀⏐ࢅ♣ఌ㑇ඔࡌࡾ᪁Ἢ࡛ࡊ࡙ࡢ㸡◂✪ᠺᯕࡡᢇ⾙⛛㌹ࡷභྜྷ◂✪㸡ጟ
ォ◂✪࡞ࡻࡾᠺᯕࡡὩ⏕ᣪࡅࡼࡿࡾ㸣ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞࠽ࡄࡾࡆࡿࡼࡡὩິࡢ㸡ጟォ◂
✪ࡷዜᏕᐞ㔘࡞࠽࠷࡙ࡢୌᏽࡡὩິࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸡◂✪ᠺᯕࡡᢇ⾙⛛㌹࡞㛭ࡌ
ࡾᐁ⦴ࡢ↋࠷ࡡᐁឺ࡚࠵ࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡⎌ሾၡ㢗࡞⾪ࡈࡿࡾࡻ࠹පභᛮࡡ㧏࠷ࢷ࣭࣏
࡞㛭ࡊ࡙ࡢᏕ⾙⤄⧂⾔ࡊ♣ఌᶭ㐘ࢅ࣭ࣛࢺࡌࡾᛮࢅࡵࡗࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࡆ࡛࠾ࡼ㸡
✒ᴗⓏሒⓆಘࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ᚃࡡ᪁ྡྷᛮ࡛ࡊ࡙ࡢ㸡Ꮥ⛁࡞࠽ࡄ
ࡾ⤄⧂Ⓩཱིࡽ⤄ࡲ࡛ࡊ࡙㌗㎾♣ఌࢼ࣭ࢫࢅណㆉࡊࡒ◂✪ㄚ㢗ࢅスᏽࡊ㸡௺ᴏ➴࡛ࡡභ
ྜྷ◂✪᥆㐅మโࢅ☔❟ࡌࡾ✒ᴗⓏ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ࡞ຑࡴࡾࡆ࡛ࡵ㔔さ࡚࠵ࡾ㸣
 ᩅဤࡡᣚࡗᑍ㛓▩ㆉࡡ♣ఌ㑇ඔ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ㸡ኣࡂࡡᏕఌὩິࡷපභⓏጟဤఌὩິ࡞ᩅဤ
ࡡኣࡂ㛭ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼフ౮ᚋࡼࡿࡾࡵࡡ࡛ึ᩷ࡈࡿࡾ㸣≁࡞㸡පභᛮࡡ㧏࠷ጟ
ဤఌὩິ⥪ᩐࡡ⣑ 㸚࡛ኣ࠷ࡆ࡛ࡢ㸡පභᛮ㧏࠷ฦ㔕ࢅᢰ࠹ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁㈻࡚
࠵ࡽ㸡ኬᏕᩅဤࡡ᭯ࡌࡾ୯❟Ⓩ࠾ࡗᑍ㛓Ⓩ▩ぜࡡࢼ࣭ࢫ㧏࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻
ࡼࡿ㸡ᚃࡵᘤࡀ⤾ࡀ༝ງࢅ⤾ࡄ࡙࠷ࡂࡀࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
 Ꮥ⾙⤄⧂࡛ࡊ࡙ࡡᩅ⫩࣬◂✪㈠″ࡡ♣ఌ㑇ඔ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ㸡ᆀᇡ࡛ࡡஹὮ࡞ࡐࡡᠺᯕࢅぜ
ࡾࡆ࡛࡚ࡀ㸡ප㛜ㅦᗑ࡞࠽ࡄࡾᆀඔ❟⬦ᆵࢷ࣭࣏ࡡスᏽࡢ㸡ཤຊ⩽࡞ࡵይフ࡚࠵ࡽ㸡
ᆀ᪁㒌ᕰ࡞❟⬦ࡊࡒᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡጶເ࡛ࡊ࡙フ౮ᚋࡼࡿࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
 ࡱࡒ㸡⏐Ꮥᏻ㏻ᦘࣆ࢚࣭࣑ࣚࡡ㏻ᦘమโࡡᙁ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ㸡๑㏑ࡡࡻ࠹࡞◂✪ㄚ㢗
ࡡスᏽ࡞࠽࠷࡙㌗㎾♣ఌࢼ࣭ࢫࢅណㆉࡊ㸡㏻ᦘ࡚ࡀࡾ◂✪మโࢅ⤄⧂Ⓩ࡞ᵋ⠇ࡊ࡙࠷ࡂ
ࡆ࡛ᚪさ࡚࠵ࢀ࠹㸣
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ᒌ㈠ᩩ – 㸦
ᑍ௴ᩅဤࡡ㈠㸡ᑍ㛓࠽ࡻࡦ␆Ṍ

 1-1-1



௧ୖ࡞  ெࡡᑍ௴ᩅဤࡡ㈠㸡ᑍ㛓࠽ࡻࡦ␆Ṍࢅ㸡࡞ᑊአ࡞ප⾪ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㈠ᩩ
♣ ᅰᮄᏕఌ⥽㸰ධᅗᅰᮄ⣌ኬᏕᩅဤྞ⡑㸡ᮇኬᏕ◂✪⩽ሒ -5 ࡞ᇱࡘ࠷࡙♟ࡌ㸣


ᩅ

  ⰶಘ 
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ ᮶ኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᆀ┑ᕝᏕࠉ⪇㟀ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᚠᓞኬᏕ༛

       ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ

ᩅ

 ⏛㔕 ㈏
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ 㸡᮶ኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᮞᩩງᏕࠉᒷ┑ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕ⌦Ꮥ㒂༛
    ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ


ᩅ

 こᮟ Ꮟ
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ ᮇኬᏕ ࠉᢇ⾙ኃ
ᑍ㛓㸯⎌ሾ⾠⏍ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛

       ᖳ ᮇኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ

ᩅ

 ⸠⏛ 㱗
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ ᮇኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᅰᮄྍ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛

   
ᩅ

 ୯ᮟ ⋖ḿ 
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ ᮶ኬᏕ 
ᑍ㛓㸯⾠⏍ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕᕝᏕ㒂༛
 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᩅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᩅ


 1-1-2

ᩅ

 㧏ᶣ ㏌ኰ
㈠㸯༡ኃ㸝ᕝᏕ㸞 ᮇኬᏕ 
ᑍ㛓㸯Ề⌦Ꮥ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᡥ
    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᩅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᩅ


ᩅ

 㑳୷ ⱝ༡
㈠㸯༡ኃ㸝ᕝᏕ㸞 ᮇኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᶣᱩᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛

       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ

ᩅ

 㛏ᯐ ኰ
㈠㸯༡ኃ㸝ᕝᏕ㸞 ᮇኬᏕ 
ᑍ㛓㸯Ề⌦Ꮥ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛

       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ

ᩅ

 ཿἑ ᖶ㞕 
㈠㸯༡ኃ㸝ᕝᏕ㸞 ᮇኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᅰ㈻ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ

       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ
    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ
   ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᩅ
       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᩅ


ຐᩅ ⸠⏛ ㇇
㈠㸯ᕝᏕಞኃ
 1-1-3

ᑍ㛓㸯ἑᕖᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ


ຐᩅ ୯ᮟ  
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ  ᖳ ᮶ኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ᆀ㟀ᕝᏕࠉິᅰ㈻ᕝᏕ㸡ᏭධᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕᕝᏕ㒂༛
 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ
 ᖳ  ᭮ ఫ⸠ᕝᴏ㸝ᰬ㸞ථ♣
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ຐᩅ

ຐᩅ ᇷ 㞖ྍ
㈠㸯ᕝᏕ༡ኃ  ᖳ ᮶ኬᏕ 
ᑍ㛓㸯ஹ㏳ᕝᏕ㸡ஹ㏳ゝ⏤
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕᕝᏕ㒂༛
 ᖳ  ᭮ ᮶ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᩅ

ຐᩅ ῳ㎰ ⱝᙢ
㈠㸯༡ኃ ᕝᏕ

 ᖳ ᮇኬᏕ 

ᑍ㛓㸯ᚺ⏕ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ
 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᩅ

ᑍ௴ㅦᖅ 

ᮟ⏛ ྚᬍ

㈠㸯ᕝᏕኃ
ᑍ㛓㸯ᅰᮄᮞᩩ
␆Ṍ㸯 ᖳ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
 1-1-4


ᑍ௴ㅦᖅ


ఫ⸠ Ὂୌ 

㈠㸯ᕝᏕኃ
ᑍ㛓㸯⾠⏍ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛
    ᖳ  ᭮ ᘋス┤ථ┤
    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ


ᑍ௴ㅦᖅ ᱭᮟ 㡨 
㈠㸯ᕝᏕಞኃ
ᑍ㛓㸯ᆀ┑ᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᐄ⹊ᕝᴏኬᏕ༛
    ᖳ  ᭮ ᐄ⹊ᕝᴏኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞ
    ᖳ  ᭮ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ
    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ

ᑍ௴ㅦᖅ ▩㔕 ὀ᪺
㈠㸯༡ኃ㸝Ꮥ⾙㸞
ᑍ㛓㸯ᅰᮄྍࠉᬊふᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᩺₪ኬᏕ༛
    ᖳ  ᭮ ᩺₪ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ
       ᖳ  ᭮ ᩺₪ኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁Ꮥ◂✪⛁༡ኃㄚ⛤ಞ
       ᖳ  ᭮ ᩺₪ᕰᩅ⫩ጟဤఌ⏍ᾥᏕ⩞ㄚᩝ㈀౿ 㟸ᖏໂვォ


    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ

 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ᑍ௴ㅦᖅ

ຐᡥ

 Ꮔ⏛ ᗛᘧ
㈠㸯ಞኃ㸝ᕝᏕ㸞㸡ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ௴ᢇᖅ
ᑍ㛓㸯ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᕝᏕ
␆Ṍ㸯 ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛

       ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ಞኃㄚ⛤ಞ
       ᖳ  ᭮ 㸝ᰬ㸞Ⓣ▴ථ♣


    ᖳ  ᭮ ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ ຐᡥ
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ᒌ㈠ᩩ – 2
ᅰᮄᕝᏕ⛁හࡡ㹌㸼ࡡฦᤰ࡛ᵋᠺ
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1) ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ᳠ゞ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈ
ᰕ ⏛㔕 ㈏

ᩅ

㛏ᯐ ኰ

ᩅ

ཿἑ ᖶ㞕

ᩅ

୯ᮟ  

ຐᩅ

ᇷ 㞖ྍ

ຐᩅ

ῳ㎰ ⱝᙢ

ຐᩅ

ఫ⸠ Ὂୌ

ᑍ௴ㅦᖅ

    

2)  JABEE ᳠ゞ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈ
     ᰕ ⏛㔕 ㈏

ᩅ

㛏ᯐ ኰ

ᩅ

୯ᮟ  

ຐᩅ

ᇷ 㞖ྍ

ຐᩅ

ῳ㎰ ⱝᙢ

ຐᩅ

3) አ㒂フ౮࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈ
 ᰕ

୯ᮟ  

ຐᩅ

ᇷ 㞖ྍ

ຐᩅ

ఫ⸠ Ὂୌ

ᑍ௴ㅦᖅ

Ꮔ⏛ ᗛᘧ

ຐᡥ

  አ㒂フ౮ሒ࿈᭡షᠺ WG ࡡ㐘⏕ぞ์࠽ࡻࡦ⤄⧂ࡢ௧ୖࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾ㸣
㸱አ㒂フ౮ሒ࿈᭡షᠺ WG 㐘⏕ぞ์㸳
1.ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡢ㸡JABEE ᳠ゞጟဤఌ(㈠ᩩ-3 ཤ↯)ࡡඔ࡞አ㒂フ౮ሒ࿈᭡ష
ᠺ WG ࢅス⨠ࡊ㸡௧ୖࡡ㡧ࢅᐁ᪃ࡌࡾ㸣ྜྷ WG ࡢ㸡ሒ࿈᭡షᠺࡈࡿ㸡フ౮ጟဤఌࡡ㛜
തࡊࡒᚃ࡞ᐁ᪃ࡌࡾフ౮ሒ࿈᭡ࡡප⾪ࢅࡵࡖ࡙よᩋࡌࡾ㸣
i) አ㒂フ౮ሒ࿈᭡ࡡషᠺ
ii) አ㒂フ౮ጟဤఌࡡ㛜ത
2.አ㒂フ౮ሒ࿈᭡ࡢᅰᮄᕝᏕ⛁ JABEE ᳠ゞጟဤఌࡡࡵ࡛࡚ᐼ㆗࣬ᢆヾࡈࡿࡒᚃ㸡ᩅᐄఌ㆗
ሒ࿈ࡈࡿࡾ㸣
3.᭩⤂ᠺᯕ∸ࡡප⾪ࡢᩝ᭡࠽ࡻࡦ HP ୕࡚࠽ࡆ࠹㸣
⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡషᠺฦᢰࡢ௧ୖࡡ㏳ࡽ࡚࠵ࡾ㸣
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୯ᮟ 㸯➠ 1 ❮ࡱ࠻ࡀ㸡➠ 2 ❮ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ㸡➠ 5 ❮◂✪Ὡິ㸡➠ 7 ❮ᩅ
⫩࣬◂✪⟤㸡ᒌ㈠ᩩ-1 ᑍ௴ᩅဤࡡ␆Ṍ㸡ᒌ㈠ᩩ-2 አ㒂フ౮ሒ࿈᭡
షᠺ㹌㸼ࡡฦᤰ࡛ᵋᠺ
ᇷ㞖ྍ㸯➠ 3 ❮⤄⧂࡛㐘ႜ㸡➠ 4 ❮ᩅ⫩Ὡິ
ఫ⸠Ὂୌ㸯➠ 6 ❮ᩅ⫩◂✪᪃ス࣬スങ⎌ሾ㸡➠ 8 ❮♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
Ꮔ⏛ᗛᘧ㸯➠ 5 ❮◂✪Ὡິ㸡➠ 7 ❮ᩅ⫩࣬◂✪⟤㸡ᒌ㈠ᩩ-4 ᩅဤ࡞ࡻࡾㄵᩝ➴ሒ࿈㸡
ᒌ㈠ᩩ-5 ᩅဤࡡ♣ఌⓏὩິ
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ᒌ㈠ᩩ
ᑍ௴ᩅဤ࡞ࡻࡾ◂✪ᴏ⦴
 

 1-3-1

 ௧ୖ࡞ᑍ௴ᩅဤ࡞ࡻࡾㄵᩝ㸡ⴥ᭡㸡ሒ࿈㸡よㄕ࣬⥪ㄕ࠽ࡻࡦཾ㢄Ⓠ⾪ࡡ◂✪ᴏ⦴ࢅ
♟ࡌ㸣ࡒࡓࡊ㸡ཾ㢄Ⓠ⾪࡞ࡗ࠷࡙ࡢᏕఌ࡞࠽ࡄࡾධᅗኬఌぞᶅ࡚ࡡⓆ⾪ࡡࡲࢅ♟ࡌ㸣
 ⰶಘ
㸦㸮㸮㸭ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭࡞ఔ࠹ᅰ▹ⅇᐐѸ⚗ᓞ┬༞㒂࡚Ⓠ⏍ࡊࡒᩫ㟻ᓻቪѸ㸡ᱭᮟ㡨㸡ྚᒱኬᆀ㸡ᮇኬ
ᏕᕝᏕ㒂⣎さSS㸡
⚽⏛┬ඳᖦᖲ⃀ᕖᆀࡌࡽࡡᆀ┑ᕝᏕⓏ≁ᚡ㸡ᱭᮟ㡨㸡ぜᇖὀᘧ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡SS㸡

ࡊࡼࡌࡡ⢇ᗐ࣬ᅰ⢇Ꮔࡡᐠᗐ≁ᛮ࡛ᩫ㟻⾪㟻㣏ࡡ㛭౿㸡ᱭᮟ㡨㸡➠㸨㸩ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡㸡
SS㸡
 ᖳ㸭᭮⚗ᓞ┬༞㒂㇞㞭࡞ఔ࠹ᅰ▹ⅇᐐ㸡ᱭᮟ㡨㸡୷ᒜୌኬ㸡ྚᒱኬᆀ㸡ᖲᠺ㸦㸥ᖳᗐᆀࡌࡽᏕ
ఌࢨࣤ࣎ࢩ࣑㸡
⚗ᓞ┬こ㒋ᮟⰢཋἉᩫ㟻ࡡᅰᒒᵋᠺ࡛ᆀୖỀࡡὮࡿ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ᱭᮟ㡨㸡ྚᒱኬᆀ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ
⛁Ꮥ◂✪㸡㸡SS㸡
 ᖳ 㸭 ᭮ ㇞ 㞭 ⅇ ᐐ ᩫ 㟻 ࡚ ࡡ ⾪ ᅰ ᒒ හ ᾈ ㏩ Ề ࡡ 㞗 Ề 㸡 ᱭ ᮟ 㡨 㸡 ➠ 㸨 㸪 ᅂ ᆀ ┑ ᕝ Ꮥ ◂ ✪ Ⓠ ⾪
ఌSS㸡
&Q*PSLULHFO2HWKRIIRU5UHILHWLQJ)FPFJH(FXVHIG^FQ*FUWKTXFNHWR&UWLILHLFO-RXVLQJ0HQ̲R
>RVKLNF\F㸡9FNFR.WR㸡'1XQF㸡&NLH&VFIF㸡5URHHHILQJVRIWKHWK<RUOI(RQIHUHQHHRQ*FUWKTXFNH
*QJLQHHULQJ ()742㸡
⚗ᓞ┬こ㒋ᮟⰢཋἉ࡚ࡡ 㹢ᆀῺㄢᰕ㸡ᱭᮟ㡨㸡ྚᒱኬᆀ㸡ᮇᚺ⏕ᆀ㈻Ꮥఌ᮶ᨥ㒂➠㸮ᅂ◂✪Ⓠ
⾪ఌᴣさ㞗㸡SS㸡
 ᖳ☤ᒜᒜమᓻቪࡡᏭᏽよᯊࡡ㐲⏕㸡ᱭᮟ㡨㸡༎ᔋᐰᏄ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡㸡
SS㸡
ᆀࡌࡽ⢋ᅰࡡࡎࢆ᩷㟻ࢅᅖᏽࡊࡒ⧖㏁ࡊୌ㟻ࡎࢆ᩷≁ᛮ㸡ᱭᮟ㡨㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡
SS㸡
&SSOLHFWLRQ RI 8ORSH 8WFGLOLWX &QRO^VLV (RQVLIHULQJ 8XUIFHH *URVLRQ (FXVHI G^ 7FLQIFOO 㸡
.QWHUQFWLRQFO8^PSRVLXPRQ,HRWHHKQLHFO(KFOOHQJHVLQ9HUUFLQ㸡
♗㈻ᮞᩩࡡኬᆵୌ㟻ࡎࢆ᩷ᙁᗐ࡞ཀྵࡌ⢇Ꮔᙟ≟࡛ࢪ࣭࣋ࢨࣤࢡࡡᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙㸣ཋົ㔔㸡ᮇኬᏕ
ᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡㸡SS㸡
㢴ⰴᓮᒷ࣬ࡱࡈᅰ㸡ᇱ♇ᕝ㸡㸡㸡SS㸡
┞జ⢇ᗐ࡞ㄢᩒࡊࡒ♗㈻ᮞᩩࡡࡎࢆ᩷≁ᛮ࡞ཀྵࡌ⢇ᙼ࡛⢇Ꮔᙟ≟ࡡᙫ㡢㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌ㸡SS㸡


⏛㔕㈏
+UFHWFO(KFUFHWHUL̲FWLRQRI+UFHWXUHI7RHN8XUIFHHVFQILWV&SSOLHFWLRQWR*VWLPFWHWKH8WUHQJWK
RI7RHNV㸡,HRWKHUP8HL 9HHK㸡SS㸣
කἴῼ㊝ൢ࡞ࡻࡾᒷ┑ᩫ㟻ࡡ㐪᪁┐っ࡛⩻ᐳ㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡Ⳛ㔕៖ක㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿ
ఌㅦⁿᴣさ㞗Ϫ&SS



ཋన⨠ᒷ┑モ㥺Ἢࡡᣞ㔢㸡㛏ㆺᕖㄌ㸡ᅰᮄᏕఌ㸡
㌶ᒷ㸝ኬㆺ▴㸞ࢅ⏕࠷ࡒ㍂ᅸ⦨ࡡ࢜ࢧ࣭ຝᯕ࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗
Ϫ㸡SS㸡
&Q H]SHULPHQWFOVWXI^RQWKHHOHHWULHFOSRWHQWLFORIJHRPFWHULFOVVXULQJIUFHWXULQJFQI
VOLILQJ㸡4&^IFQ9.WR9&NFJL-<FWFQFGH㸡UI0RUHF/FSFQ/RLQW8^PSRVLXPRQ7RHN*QJLQHHULQJ㸡
8HRXO0RUHU㸡SS㸡
⠾᪾࣭ࣝࢧ࣭㊝㞫ゝ࡞ࡻࡾࢹࣜࢤ 'FGFIFJ ᕰ⾜ᆀࡡᆀࡌࡽῼᏽࡡモࡲ㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡ᮇᚺ⏕ᆀ㈻Ꮥ
ఌᖲᠺ  ᖳᗐ◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿㄵᩝ㞗㸡SS㸡
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9KH FVVHVVPHQW RI WKH SHUIRUPFQHH RI KLVWRULHFO URHN VWUXHWXUHV IRU  SUHVHU[FWLRQ FQI
UHVWRUFWLRQ 㸡 5URHHHILQJV RI .QWHUQFWLRQFO 8^PSRVLXP .QIXVWULFO 2LQHUFOV FQI 'XXOIHQJ
8WRPHV.VWFQGXO9XUNH^㸡SS㸡


こᮟ Ꮟ
ይẴᛮࢀᗃࢅ⏕࠷ࡒ⬲✽⣪ᢇ⾙ࡡ◂✪㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸨ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
⊞ⱉʻࡡᐣᰜ㣬㜭Ḿ̾ᅖᏽᗃᆵ㸝ይẴᛮࢀᗃ㸞⬲✽ᢇ⾙ࡡゝ⏤࡛ᐁ᪃̾㸡ᑈᒜႌಘ㸡↻⏛ᚽ㞕㸡ᅰ
ᮄᢇ⾙㸡㸡SS㸡
⥪ྙフ౮Ἢࢅ⏕࠷ࡒỗἶ⁈⼝᪃スࡡフ౮㸡ኬᮄᐃ❮㸡㸪ྞ㸡➠㸨㸬ᅂୖỀ㐠◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿ㞗㸡
SS㸡
ࣚࣆࢦࢠࣜࢤࢪࢹ࡞ࡻࡾỗἶ⁈⼝᪃スࡡフ౮㸡ኬᮄᐃ❮㸡㸪ྞ㸡➠㸨㸬ᅂୖỀ㐠◂✪Ⓠ⾪ఌㅦ
ⁿ㞗㸡SS㸡
ይẴᛮࢀࢅ⏕࠷ࡒᚘ⎌ᘟ◢⬲✽Ἢࡡᐁ⏕◂✪㸡ᑈᒜႌಘ㸡⣵ㆺᏬ⏍㸡ୖỀ㐠༝ఌㄵᩝヽ㞗㸡㸡
㸡SS㸡
ᆀ᪁⮤మ࡞࠽ࡄࡾࣈࣚࣤࢹスങࡡフ౮࣬㐽ᏽ᪁Ἢ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ⰶ㈙ಞኬᮄ❮Ⓣ₪Ⰳୌ㸡
ୖỀ㐠༝ఌㄵᩝヽ㞗㸡㸡㸡SS㸡
㈠″ᚘ⎌ᆵ♣ఌ࡞࠽ࡄࡾୖỀỗἶฌ⌦ฺ࣬⏕ᢇ⾙㸡Ⓣ₪Ⰳୌ㸡ୖỀỗ⃦㈠″ฺ⏕༝㆗ఌヽ㸝ᮇୖỀ
㐠༝ఌ㸞
㸡㸡㸡SS㸡
ይẴᛮࢀᗃࢅ⏕࠷ࡒᚘ⎌ᘟ㈳◢⬲✽Ἢ࡛ࡐࡡၡ㢗Ⅴࡡᨭၻ㸡ᑈᒜႌಘ㸡Ềฌ⌦ᢇ⾙㸡㸡SS㸡



⸠⏛㱗
ᅰᮄ⏕ㄊኬ㎙㸡භⴥ㸡ᢇሒᇸฝ∟㸡
⊞ⱉʻỀ㸝Ꮽ✒Ề㸞ᴏ࡞࠽ࡄࡾῼ㔖ヽ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄྍ◂✪㸡SS㸡

ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕ࡡᇱ♇◂✪㸡ཿἑᖶ㞕㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡➠㸨㸩ᅂ
ᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡SS㸡
㹍⥲㏩㐛ᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠࡞⏕࠷ࡾモᩩࡡ᭩ኬ⢇ᙼࡡᙫ㡢㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᅗᗀᚽ㸡ᅰㆺᑠ㸡⸠ᖶ㞕㸡
➠㸨㸩ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
᩺⪲ྍᩩ࡞ࡻࡾᅰᮄ㐿ᵋࡡⓆᤸオ࡛ࡐࡡ⌟≟࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡▩㔕ὀ᪺㸡Ꮽಕᇻྍ㸡ᅰᮄྍ◂✪㸡㸡
SS㸡
ᅰᮄྍ࠾ࡼぜࡒᠻᅗ࡞࠽ࡄࡾࠔᅰᮄᕝᏕࠕ
㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌᴣさ㞗࣬භ㏳
ࢬࢴࢨࣘࣤ㸡SS㸡
ᅰ㈻モ㥺ࡡ᪁Ἢ࡛よㄕ㸡㸭㸧ྞ㸡ᆀ┑ᕝᏕఌ㸡
࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙ㸤ᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࢅ⏕࠷ࡒ⢇ᗐモ㥺ࡡ⮤ິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡➠㸨㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪
Ⓠ⾪ఌ㸡
⢇ᗐモ㥺ࡡᐁ㥺ㄏᕣ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡➠㸨㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡
ᮇࡡỀ⎌ሾ㸝㸧㸞᮶⥽㸡㸩㸧ྞ㸡㸝♣㸞ᮇỀ⎌ሾᏕఌ⥽㸡ᢇሒᇸฝ∟SS㸡
㹍⥲㏩㐛Ἢ࡞ࡻࡾ⣵⢇ᅰࡡ⢇ᗐモ㥺ࡡ⮤ິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᅗᗀᚽ㸡ᅰㆺᑠ㸡⸠ᖶ㞕㸡
ᆀ┑ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈㞗㸡㸡SS㸡
Ꮽ✒ཋ㔕㛜ቢᴏ࡛ࠔ㫵ཱི㛜ቢ♣ࠕ࡛ࡡ㛭㏻ྍᩩ࡞㛭ࡌࡾ⩻ᐳѸ㛜ቢ㞗ⴘࡡᙟᠺㄚ⛤ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ⩻ᐳ
Ѹ

㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡SS㸡

㔕ⵓ⠇ࡡᘋスහᐖ࡛スゝን᭞࡞ࡗ࠷࡙㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌᴣさ
㞗SS㸡
ࠔᅰᮄࡡㄊ⩇ࠕࡡṌྍⓏ⤊⦃࡞ࡗ࠷࡙ࡡ්᳠ゞ㸡ᅰᮄྍ◂✪㸡㸡SS㸡
ࣆ࢚࣭ࣜࢤ࣭ࣤ࡞ࡻࡾᾦᛮ㝀⏲モ㥺᪁Ἢࡡ᳠ゞ㸡ཿἑᖶ㞕㸡㢴㛣⚵ᙢ㸡ᆀ┑ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈㞗㸡㸡㸡
SS㸡
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ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡ᆊ⏛ḿ⣟㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡᮶ᆀᇡ
ⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡㸡SS㸡
࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙ ᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࡡ⢇ᗐモ㥺᪁Ἢࡡ㐲⏕㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᅢᗽᚽ㸡⃕ㄌ


ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗㸡㸡SS㸡

Ⓠᤸオ࡞ࡲࡾỀฺ࣬Ềᢇ⾙ࡡን㐼࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡Ꮽಕᇻྍ㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕఌ㸞㸡
SS㸡
ᅰᮄྍ࠾ࡼぜࡒỀ⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ㸡㔕㎦သ㸡▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕఌ㸞㸡SS㸡

පභᴏࡡᨳ➿フ౮ᑙථ࡛ဗ㈻⟮⌦࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡┊Ṃ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡SS㸡

ඳ㑳₪ᖱᢽᴏࡡᠺ❟㐛⛤࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕఌ㸞
㸡㸡SS㸡
࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࡡᆀ┑ᅰࡡ㐲⏕㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᅢᗽᚽ㸡⃕ㄌ㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝ
Ꮥ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡SS㸡
⚗ᓞ┬හࡡỀ㎰ࢅᣚࡗṌྍⓏㅦⁿ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ Ⓣἑᕰ༞ʻපᅧࢅ୯ᚨ࡛ࡊ࡙  㸡㔕㎦သ㸡▩㔕ὀ᪺㸡
ᅰᮄྍ◂✪㸡㸡SS㸡
ౚ࡞ᇱࡘࡂ ;FOXH *QJLQHHULQJ ࡡ⌟≟࡛ㄚ㢗࡞㛭ࡌࡾ⩻ᐳ㸡┊Ṃ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡
㸡SS㸡
㑾ᒜࡡ㒌ᕰᙟᠺ㐛⛤࡛ࡒࡴờࡡ⌟≟࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ㸡ờ⏛᪸ᘧᮿἴගὊ▩㔕ὀ᪺㸡ᅰᮄྍ◂
✪SS㸡


୯ᮟ⋖ḿ
㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡SS㸡
㔐㏋ᇸᕖࡡỀ㈻ỗ⃦≁ᛮ࡞ཀྵࡌὮᇡㇿⲬࡡᙫ㡢㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୯Ὦᇡࡡᐣᰜ㣬࡞ཀྵࡌ㣬㨮ờࡡᙫ㡢㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡㯦⃕ᖶ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡∶℡⣟㸡ᮿᮇ㡨
ୌ㑳㸡⏕Ề࡛ᗣỀ㸡㸡SS㸡
᎒ẴᛮỀ⣪㓬㓕࡞ཀྵࡌ㹅㹝࡛㸽㹇㹉ࡡᙫ㡢㸡ළㆺ㍜⨶㸡ྚ⏛ක⠂㸡➠㸨㸫ᅂୖỀ㐠◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿ
㞗㸡SS㸡
㔐㏋ᇸᕖࡡỀ㈻ỗ⃦≁ᛮ࡞ཀྵࡌὮᇡㇿⲬࡡᙫ㡢㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿ
ᴣさ㞗㸡㸡SS㸡
ࢡࣜࢤ࣭ࢪฦよ࠾ࡼࡡỀ⣪⏍ᠺ࡞ཀྵࡌ㹥㸽ࡡᙫ㸡ఫ⸠㟱ᨼ㸡ළㆺ㍜ක㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩
ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡㸬㸡SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦᇡࡡỗ⃦Ⓠ⏍࡛Ề㈻≁ᛮ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡㯦⃕ᖶ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡∶℡⣟㸡ᮿᮇ㡨ୌ㑳㸡⏕Ề
࡛ᗣỀ㸡㸡SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୯Ὦᇡ➪ཋᕖ࡛༞ᕖὮᇡ࠾ࡼࡡỗ⃦Ⓠ⏍㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡㯦⃕ᖶ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡∶℡⣟㸡ᮿᮇ㡨
ୌ㑳㸡⏕Ề࡛ᗣỀ㸡SS㸡
㒌ᕰἑᕖ୯Ὦᇡࡡ✽⣪⣌⮤Ὧష⏕࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪㸡ୖỀ㐠༝ఌヽ㸡㸡SS㸡
᭯ᶭᛮᗣᲘ∸ᚘ⎌ࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇࡞㛭ࡌࡾ◂✪Ⲯᓞ⣎㸡ᒷỄᑠኃ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡➠㸪㸪ᅂᅰᮄᏕఌᖳ
ḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡ϯ㸡
᎒ẴᛮỀ⣪㓬㓕⣌࡞࠽ࡄࡾ㓕⣪Ὡᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ළㆺ㍜⨶㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡➠㸪㸪ᅂᅰᮄᏕఌᖳḗᏕ⾙ㅦⁿ
ఌϯ㸡
㓗ᛮἑᕖ㛏℡ᕖ࡞࠽ࡄࡾ⮤↓Ὧ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡⸠ῗୌ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡➠㸪㸪ᅂᅰᮄᏕఌᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌ㸡ϯ㸡
᫋ࢱ࣑ࡡᐣᰜ㣬࡛๑㈋ỀờࡡὮථㇿⲬᤍᤂ≁ᛮ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡Ἢ㟃ᓧྍ㸡ᅰᮄᏕఌ⎌ሾᕝᏕ◂✪
ㄵᩝ㞗㸡➠  ᕬ㸡SS㸣㸡
Ὦ㔖ንິ࡞ఔ࠹᫋ࢱ࣑๑㈋Ềờࡡ㹉Ѹ㹅ㇿⲬንິ࡞ࡗ࠷࡙㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡㐪⸠ⱝ᪺㸡Ἢ㟃ᓧྍ㸡➠㸪
㸪ᅂᅰᮄᏕఌᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌϯ㸡
9KH*QFHWPHQWRIWKH+XNXVKLPF5UHIHHWXUFO4UILQFQHH7HOFWHIRI*Q[LURQPHQWFO<FWHU6XFOLW^
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(RQVH[FWLRQRI1FNH.QF\FVKLURFQIWKH1FNHVRI:UFGFQIFL)LVWRUV㸡み⏛ḿྍᚃ⸠ ົ㞕㸡WK
.QWHUQFWLRQFO(RQIHUHQHHRQWKH(RPGLQUI*IIHHWVRI*Q[LURQPHQWFO+FHWRUV㸡
᫋ࢱ࣑࡞࠽ࡄࡾ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡቌṢ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᡥሪප∶℡⤣ఫ⸠Ὂୌ㸡➠㸨㸬ᅂᮇỀ
⎌ሾᏕఌ㸡
㒌ᕰἑᕖࡡỀ㈻ᨭၻ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ㧏ᶣᖶᙢࠉᮥⱩᏭࠉ㯦⃕ᖶࠉᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さࠉ➠  ᕬࠉ➠  ྒࠉ
SSࠉ
⊞ⱉʻཀྵࡦ࿔㎰ỀᇡࡡỀ㈻ಕධ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡㯦⃕ᖶ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡⸠⏛㇇㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡
➠  ᕬ㸡➠  ྒ㸡SS㸡
ᖲᠺ  ᖳ㸭᭮㇞㞭࡞ぜࡾᾈ㏩ᆵ㞭Ềᤴ㝎᪃スࡡຝᯕ㸡ఫ⸠Ὂୌ㸡㧏ⴏᖶୌ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡➠
 ᕬ㸡➠  ྒ㸡SS㸡
វ₳ᇡ࡞࠽ࡄࡾ╌ᛮ⸬㢦ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ✽⣪⣌⮤Ὧష⏕࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺Ⓩ◂✪㸡∶℡⤣㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡
ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗㸡Ϯ㸡3R㸡Ϯ㸢㸡SS㸡
㓗ᛮἑᕖࡡࣛࣤ㝎ཡᶭᵋ㸡㯦⃕ᖶ㸡⸠ῗୌ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡⸠⏛㇇㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡➠  ᕬ㸡
➠  ྒ㸡SS㸡


㧏ᶣ㏌ኰ
 ᖳ  ᭮㇞㞭࡞ࡻࡾ㜷Ṃ㝨ᕖࡡỀᐐㄢᰕ㸡ᖲᠺ㸦㸥ᖳᗐἑᕖⅇᐐ࡞㛭ࡌࡾࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㅦⁿ㞗㸡
SS㸡
㸦㸮㸮㸭ᖳ༞᮶࣬㛭᮶ࡡ㞗୯㇞㞭ⅇᐐ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ◂✪Ѹ㸦㸮㸮㸭ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭࡞ࡻࡾ㜷Ṃ㝨ᕖ୕
ὮᇡࡡỀᐐѸ㸡ᖲᠺ㸦㸥ᖳᗐ⛁Ꮥ◂✪㈕ຐ㔘◂✪ᠺᯕሒ࿈᭡㸡SS㸡
 ᖳ㸭᭮㇞㞭࡞ࡻࡾ㜷Ṃ㝨ᕖ୕ὮᇡࡡỀᐐ࡞ࡗ࠷࡙㸡㛏ᯐኰ㸡⸠⏛㇇㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ㸡㸡
SS㸡
⚽ඔʻ࡞࠽ࡄࡾฝỀ࠽ࡻࡦᖲỀࡡỀ㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ᳠ゞ㸡⃕ᐁ㸡ᮄᮟ₮∖㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁
Ꮥ◂✪㸡㸡SS㸡
ὝỀ࡞࠽ࡄࡾἑᕖ᭜㒂ࡡỀโ⩄ࡡຝᯕ㸡ᶋ⏛㆙㸡㧏ᓞྒྷ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡

ฝỀ࡞࠽ࡄࡾ᱘ཋʻࡡʻỀὮິ≁ᛮ㸡㧏ᶣ௦㸡⸠⏛㇇㸡ఫࠍᮄᖷኰ㸡㛏ᯐኰ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ
◂✪㸡㸡SS㸡
ἑᕖ᭜㒂Ềโ⩄ࡡ㉲Ὦ࡞࠽ࡄࡾຝᯕ࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺Ⓩ᳠ゞ㸡ᶋ⏛㆙㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡SS㸡
⚽ඔʻ࡞࠽ࡄࡾฝỀࡡ⃦㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡⃕ᐁ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣ
さ㞗㸡SS㸡
ࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾฝỀࡡ⃦㈻ㇿⲬ㔖࡛Ề㈻≁ᛮ㸡ᮄᮟ₮∖㸡ᮿᑹ⪵㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡SS㸡
ࣧᐙ㈋Ềờ࡞࠽ࡄࡾ⃦㈻ࡡὮථ࣬Ὦິ࣬ᇼ✒㐛⛤࡞㛭ࡌࡾふῼ࡛ᩐೋࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ㸡ᱭ⏛ಘ㸡
ᶋᒜົⱝ㸡▴ᕖᚽᬍ㸡㖱᩺㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗㸡㸡ϪSS㸡
9KH&XJXVW+ORRI)LVFVWHULQWKH&GXNXPF7L[HU'FVLQ

&NLUF 2&34+XPLKLUR .2&2:7&

FQI-LVFR3&,&'&>&8-.㸡/XUPFORI3FWXUFO)LVFVWHU8HLHQHH㸡SS㸡
ὝỀࡡ༱ᶭណㆉ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ㸡ᮿᮇ༡ᖶ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡㸡SS㸡
ࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾฝỀࡡỀ㈻≁ᛮ࡛ὮฝㇿⲬ㔖㸡ᮄᮟ₮∖㸡ཋᖶᮟ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡㸡
SS㸡
Ề㊪ᗃ୕࡞༖⌣≟✲㉫ࢅ㒼ᕱࡊࡒὮࡿ࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺Ⓩ◂✪㸡ᑚᰐ๙㸡ᑚᒜ㇇㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳ
ḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡SS㸡
ἑᕖ᭜㒂Ềโ⩄࡞࠽ࡄࡾ㟸㉲ὮࡡὮࡿ࡞ࡗ࠷࡙㸡㧏ᓞྒྷ㸡ᶋ⏛㆙㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙
ㅦⁿఌ㸡ϩ㸡
ࣧᐙࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾὮฝㇿⲬ㔖࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᳠ゞ㸡ᮄᮟ₮∖㸡ཋᖶᮟ㸡ῳ㎰Ẇ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂ
ᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌϩ㸡
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ὝỀ࡞࠽ࡄࡾ᫋ࢱ࣑ὮᇡࡡỀ㈻≁ᛮ㸡ῳ㎰Ẇ㸡㛏ㆺᕖᑑ྿㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌϩ
㸡
ὝỀ࡞ᑊࡌࡾᑚ࣬୯Ꮥ⏍ࡡណㆉ࡞㛭ࡌࡾ㸧㸡㸨ࡡ᳠ゞ㸡ᮿᮇ༡ᖶ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
(8㸡
⚽ඔʻ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ࡡ✭㛣ฦᯊ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ཋᖶᮟ㸡㧏㔕༡㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡
SS㸡
ฝỀࡡࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾ⃦㈻ㇿⲬ㔖ࡡὮฝ࣬Ὦ㏞≁ᛮ㸡ῳ㑌 Ẇᩢ⸠⩇㧏㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡
㸡SS㸡
ὝỀࡡ᫋ࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦∸㈻ࡡ㍲㏞ᶭᵋ㸡ῳ㎰Ẇ㸡㛏ㆺᕖᑑ྿㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸫ᅂᖳḗᏕ
⾙ㅦⁿఌ㸡㸡SS㸡
⚽ඔʻࡡỀ㈻≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ཋᖶᮟ㸡ῳ㎰ Ẇ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸫ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡SS㸡

ฝỀࡡࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦ㇿⲬ∸㈻ࡡ㍲㏞ᶭᵋ࡞ࡗ࠷࡙㸡ῳ㎰Ẇ㸡ᩢ⸠⩇㧏㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎
さ㸡SS㸡
༖⌣≟⢊ᗐ⩄࡞ష⏕ࡌࡾὮమງ࡛Ὦࡿࡡ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺Ⓩ᳠ゞ㸡ᑚᒜ㇇∞ᒱᙢᒜᓧ േ㸡Ὦ
మງࡡフ౮࡛ࡐࡡᚺ⏕࡞㛭ࡌࡾ◂✪ㄵᩝ㞗㸝ᅰᮄᏕఌ㸞㸡SS㸡
⊞ⱉʻὮථἑᕖ㛏℡ᕖἑཾỀᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ふῼ㸡ἠ㝟⸠⏛㇇୯ᮟ⋖ḿ⏛୯ொ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ
⛁Ꮥ◂✪㸡㸡SS㸡
ฝỀࡡࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦∸㈻ࡡ㍲㏞ᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ᩢ⸠⩇㧏㸡ῳ㑌 Ẇ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸬
ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌSS㸡
⌟ᆀふῼ࡞ࡻࡾ⚽ඔʻࡡỀ㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡㧏㔕༡㸡ཋᖶᮟ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸬ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌ㸡㸡SS㸡
ἑᕖ᭜㒂࡞࠽ࡄࡾ㏩㐛Ềโ⩄ࡡຝᯕ࡞㛭ࡌࡾୌ᳠ゞ㸡∞ᒱᙢᒜᓧേ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙
ㅦⁿఌ㸡㸡SS㸡
ฝỀࡡࢱ࣑Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦∸㈻ࡡ㍲㏞≁ᛮ㸡ᩢ⸠⩇㧏㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡㸡
SS㸡
ῤỀ࡞࠽ࡄࡾ㓗ᛮ㛏℡ᕖἑཾỀᇡࡡỀ㈻ふῼ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡㸡SS㸡

⚽ඔʻ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ࡡ✭㛣≁ᛮ㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡㧏㔕༡㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
SS㸡


㑳୷ⱝ༡
ࣆࣚࢠࢰࣜḗඔ࡞ࡻࡾᶣᬊふࡡᏽ㔖Ⓩフ౮㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡SS㸡
㐠㊪ᶣࡡᣲິ࡛࿔ἴ㡚ࡡ΅࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡SS㸡
㐠㊪ᶣࡡᣲິ࡛࿔ἴ㡚ࡡ΅࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡Ϩ'㸡
SS㸡
ࣆࣚࢠࢰࣜḗඔ࡞ࡻࡾᶣᬊふࡡᏽ㔖Ⓩフ౮㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗Ϩ&㸡
SS㸡
8WXI^RQWKH(RQWURORI'ULIJH;LGUFWLRQFQI7FILFWHI3RLVH㸡⃕ఘᖶ㸡ᑚṂ㸡8H[HQWK.QWHUQFWLRQFO
(RQJUHVVRQ8RXQIFQI;LGUFWLRQ5URHHHILQJV㸡SS㸡
㐠㊪ᶣࡡᣲິ࡞ఔ࠹࿔ἴ㡚ࡡ΅࡞ࡗ࠷࡙㸡⃕ఘᖶ㸡ᑚṂ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦ
ⁿᴣさ㞗㸡.'SS㸡
ࣆࣚࢠࢰࣜḗඔ࡞ࡻࡾᶣᬊふࡡフ౮㸡ᑈ⃕᭰㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡.'㸡
SS㸡
+LHOI WHVWV RQ WKH HRQWURO RI GULIJH [LGUFWLRQFQI UFILFWHI OR\ IUHTXHQH^ QRLVH 㸡9FNHVKL
04247.9FNFKLUR,4742&7:㸡KHWK.QWHUQFWLRQFO(RQJUHVVRQ8RXQIFQI;LGUFWLRQSS㸡
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㐠㊪ᶣࡡ࿔ἴ㡚㸡ࡊ㸡㡚㡢ᢇ⾙㸡SS㸡
㞗ᠺᮞ㒂ᮞ㏻⤎㒂ࡡ⾢ᦹᚺ➽よᯊ࡞ᇱࡘࡂິⓏ๙ᛮフ౮࡞ࡗ࠷࡙㸡ᒜᮇீ㸡ᒷᓧḿ㸡ฝᡖ⚵᪺㸡ᐋ
ᮇ㸡ᮄᶣᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝሒ࿈㞗㸝㸧㸥㸥㸦ᖳ㸞㸡SS㸡
ິⓏ㍍Ⲭモ㥺࡞ᇱࡘࡂスྙᠺ㗨㕇᰾ᶣࡡỀᖲᨥᢆཬງ᥆ᏽἪ㸡ᒷᓧḿ㸡ฝᡖ⚵᪺㸡Ꮔΰ㸡ᒜᮟ
ᾀୌ㸡㗨ᵋ㏸ᖳḗㄵᩝሒ࿈㞗SS㸡
㸧᰾ᶣࡡᶣᱩᣲິ࡞ఔ࠹࿔ἴ㥹㡚ࡡᨲᑏ≁ᛮ㸡㑳୷ኯ⋖㸡ᑚṂ㸡▴୷ὀ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸫
ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡.'SS㸡
ࣆࣚࢠࢰࣜḗඔ࡞ࡻࡾᶣᬊふࡡᙟឺ㸡≁ᚡ࠽ࡻࡦⰅᙤࡡよᯊ࡛フ౮㸡ᑈ⃕᭰㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸫ᅂᖳ
ḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡.'㸡SS㸡
,& ࢅ⏕࠷ࡒ㞗ᠺᮞ㏻⤎㒂ࡡິⓏ๙ᛮフ౮㸡ᒜᮇீᒷᓧḿฝᡖ⚵᪺ᐋᮇ㸡ᵋ㏸ᕝᏕㄵᩝ㞗㸡
&SS㸡
ᐁῼᣲິࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒྙᠺ᰾ᶣࡡᨲᑏ㡚ࡡよᯊ㸡ኯ⏛ᩏῥ㎾⸠ḿఘ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸭ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌ.SS㸡
ྙᠺ᰾ᶣ࡞࠽ࡄࡾ㌬୦㉦⾔ࡡᣲິ≁ᛮ㸡㎾⸠ḿఘኯ⏛ᩏῥᒷᓧḿฝᡖ⚵᪺㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸭ᅂ
ᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡.㸡SS㸡


㛏ᯐኰ
㸦㸮㸮㸭ᖳ㇞㞭 ࡞ࡻࡾ㜷Ṃ 㝨ᕖ୕Ὦ ᇡࡡỀᐐ࡞ ࡗ ࠷࡙㸡㧏ᶣ㏌ኰ 㸡⸠⏛㇇㸡 ᮇኬᏕᕝ Ꮥ㒂 ⣎
さSS㸡
ἑ㐠හᶖᮄࡡᢤᢘフ౮࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ᳠ゞ㸡
⸠ㄌ㸡
ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌSS㸡

ᑚ㔕ᕖʻ࡞࠽ࡄࡾ⇍ᨥ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ᑚᕖḿ㸡
ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
SS㸡

ኚᄿಲᾇᓃ࡞࠽ࡄࡾ▹ິྡྷ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᘿ᭨㞖ᚷ㸡
ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
SS㸡

㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾฝỀࡡ 9395 ㍲㏞ᶭᵋࡡ᳠ゞ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡SS㸡

⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾ㹥㸽ࡡ᥆⛛࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡⸠⏛㇇㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖࡡἑ㐠හᇼ✒∸࡞ྱ᭯ࡌࡾᰜ㣬ሲ㔖ㄢᰕ㸡ᑚᯐ⣎ᖶ㸡┷㔕᪺㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂
✪SS㸡
ἑ㐠හᶖᮄࡡὮࡿ࡞࠽ࡄࡾᢤᢘフ౮࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺㸡⸠ㄌ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡

ฝỀ࡞࠽ࡄࡾ᱘ཋʻࡡʻỀὮິ≁ᛮ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
ᒜ㛣ᆀʻ࡞࠽ࡄࡾㇿⲬ≁ᛮ࡛Ề㈻㡧┘ࡡᾐ㛏㐛⛤㸡ᑚᕖḿ㸡Ề⎌ሾ࡛ெ㛣㸡ᮇኬᏕ⥪㛏ᣞᏽ⥪
ྙ◂✪㸡ᆀ⌣࡛ெ㛣࡛ࡡㄢሒ࿈᭡SS㸡
ฝỀࡡἑᕖ࡞࠽ࡄࡾㇿⲬ࡛∸㈻㍲㏞ᶭᵋ㸡ᑚᯐ⣎⾔㸡┷㔕᪺㸡Ề⎌ሾ࡛ெ㛣㸡ᮇኬᏕ⥪㛏ᣞᏽ⥪
ྙ◂✪㸡ᆀ⌣࡛ெ㛣࡛ࡡㄢሒ࿈᭡SS㸡
Ὦᇡୌ㈇ᅰ▹㍲㏞࣓ࢸࣜࡡᵋ⠇㸡ᑚᯐ⣎⾔㸡┷㔕᪺㸡ᖲᠺ  ᖳᗐ⛁Ꮥ◂✪㈕ຐ㔘㸝ᇱ┑◂✪࣬
(㸞◂✪ᠺᯕሒ࿈᭡SS㸡
ᮇࡡỀ⎌ሾ㸧 ᮶⥽ භⴥ㸡ᢇሒᇸฝ∟ऒSS㸡
4GVHU[FWLRQRI<F[H8HWXS-HLJKWLQF7L[HU2RRXVH㸡-LURVKL9&3&0&0HQML>&2&:(-.㸡(RFVWFO
*QJLQHHULQJ5URHRI(RQIHUHQHH&8(*SS㸡
9KH 2HHKFQLVP RI 3XWULHQW 1RFI FQI 2FWHULFO 9UFQVSRUWFWLRQ RI +ORRILQJ 7L[HU 㸡 3XRUL^XNL
04'&>&8-.>XNR2&0.FQI&NLUF2&34㸡5URHWK(RQJUHVVRIWKH&5).&-7SS㸡
9KH&XJXVW+ORRI)LVFVWHULQWKH&GXNXPF7L[HU'FVLQ㸡&NLUF2&342LHKLR9&0&-&8-.FQI
+XPLKLNR.2&2:7&㸡/XUQFORI3FWXUFO)LVFVWHU8HLHQHHSS㸡
ἑ㐠හᶖᮄ࡞ష⏕ࡌࡾὮమງ࡛ࡐࡡゝῼἪ㸡ᅰᮄᏕఌᇱ♇Ề⌦㒂ఌὮమງࡡフ౮࡛ࡐࡡᚺ⏕࡞㛭ࡌࡾ
ࢨࣤ࣎ࢩ࣑SS㸡
ἑ㐠හᶖᮄ࡞ష⏕ࡌࡾὮమງ࡛ᢤᢘフ౮࡞ࡗ࠷࡙㸡㹷ᒜᒾᇡ㸡ἑᕖᇡࡡ⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾ✭ẴງᏕⓏ࣬Ề⌦
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ᏕⓏ◂✪㹸ஐᕗኬᏕᚺ⏕ງᏕ◂✪ᡜභྜྷ◂✪ሒ࿈SS㸡
ἑ㐠හᶖᮄࡡᢤᢘフ౮࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡୕ୌ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾἑᗃᅰ▹࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ᳠ゞ㸡㜷ᓞኳ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
⛛Ὦ⇍ࢅຊࡊࡒᑚ㔕ᕖʻࡡỀῺᵋ㏸㸡ῳ㒂ㄌୌ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾ✽⣪ࠊࣛࣤ㍲㏞よᯊ㸡∶ཪᏄ㸡┷㔕᪺㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ◂✪SS㸡
ᒜ㛣ᆀʻࡡㇿⲬ≁ᛮ࡛Ề㈻≁ᛮࡡ㛏ᾐ㛏㐛⛤࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ỀᕝᏕㄵᩝ㞗SS㸡
㜾㞭☔⋙㐛⛤ࡡ⤣ゝⓏ࣓ࢸࣛࣤࢡ㸡ᅗ㝷Ề⌦Ꮥఌ➠  ᅂࢩኯᖲὊᆀ༇ఌ㆗SS㸡
㓗ᰜ㣬ʻ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻Ềన࡞㛭ࡌࡾよᯊ᳠ゞࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ㸡ᅗ㝷Ề⌦Ꮥఌ➠  ᅂࢩኯᖲὊᆀ
༇ఌ㆗㸡SS㸡
ᒜ㛣ᆀʻ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦ㇿⲬ࡛Ề㈻ࡡ㛏ⓏỀనࡡ᳠ゞ㸡ᅗ㝷Ề⌦Ꮥఌ➠  ᅂࢩኯᖲὊᆀ༇ఌ㆗㸡
SS㸡
ฝỀࡡ㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾ∸㈻㍲㏞ࡡ᳠ゞ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
⛛Ὦ⇍ࢅ⩻៎ࡊࡒᑚ㔕ᕖʻࡡỀῺᵋ㏸ࡡよᯊ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡SS㸡
ᒜ㛣ᆀʻ⩄Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾࢰࣤࢠ࣓ࢸࣜࡡ㐲⏕㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
ᒜ㛣Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦ㇿⲬ࡛∸㈻㍲㏞ᶭᵋࡡ◂✪㸡ᖲᠺ  ᖳᗐᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᾇአᏕ⾙ஹὮ㈠㔘 ᾇ
አභྜྷ◂✪ ◂✪ᠺᯕሒ࿈᭡㸡
㟸ኮඔㇿⲬࡡ㜾㞭Ὦฝ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ㸨ᆀᇡ㛣Ẓ㍉ㄢᰕࠤ㑾ᒜ㸡⏛㸡ᚒⲌࡡỀࡡ㸨㒌ᕰ࡞࠽ࡄࡾᅰ
ᆀฺ⏕ᙟឺ࡛ࡡ┞㛭࡞ࡗ࠷࡙ࠤ㸝ฝỀࡡἑᕖ࡞࠽ࡄࡾỗ⃦∸㈻ࡡㇿⲬ࡛㍲㏞ᶭᵋࡡ᳠ゞ㸡 ᖲ ᠺ 
ᖳᗐࠤᖲᠺ  ᖳᗐ⛁Ꮥ◂✪㈕㸝ᇱ┑◂✪㸝(㸞  㸞◂✪ᠺᯕሒ࿈᭡㸡
ᶖᮄࡡᢘງ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾኬᆵ㢴ὕᐁ㥺㸡ᖲᠺ  ᖳᗐஐᕗኬᏕᚺ⏕ງᏕ◂✪ᡜභྜྷ◂✪ࠔᒜᒾᇡἑᕖ
ᇡࡡ✭ẴງᏕⓏ࣬Ề⌦ᏕⓏ◂✪ࠕሒ࿈᭡SS㸡
㢴ᚺງୖ࡞࠽ࡄࡾᶖᮄࡡຝງ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡㎦㔕ḿᯐᘋ㑳ᶣᮇᬍ⾔㸡Ὦࡿࡡフ౮࡛ࡐࡡᚺ
⏕࡞㛭ࡌࡾ◂✪ㄵᩝ㞗㸝ᅰᮄᏕఌỀ⌦ጟဤఌᇱ♇Ề⌦㒂ఌ㸞SS㸡
༟≺ᶖᮄ࡞ష⏕ࡌࡾὮమງ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᯐᘋ㑳㎦㔕ḿᶣᮇᬍ⾔㸡Ὦࡿࡡフ౮࡛ࡐࡡᚺ⏕࡞㛭ࡌࡾ
◂✪ㄵᩝ㞗㸝ᅰᮄᏕఌỀ⌦ጟဤఌᇱ♇Ề⌦㒂ఌ㸞
㸡SS㸡
ᒜ㛣ᆀʻ⩄Ὦᇡ࡞࠽ࡄࡾⅤ″ㇿⲬ㔖ཀྵࡦ㟸Ⅴ″ㇿⲬ㔖ࡡ⟤ᏽ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌ㸡ϩSS㸡
㸧㸥㸥㸦ᖳ㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾ㎾ࡊࡒฝỀࡡỗ⃦ㇿⲬ㔖࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿ
ఌ㸡SS㸡
ᖲᠺ  ᖳ  ᭮ᮆཀྵࡦᖲᠺ  ᖳྋ㢴  ྒ࡞ࡻࡾ㜷Ṃ㝨ᕖࡡὝỀ㸡こ㒂ᆀ༇⮤↓ⅇᐐ㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭ࢼࣖ
࣭ࢪ㸡㸡SS㸡
(KFUFHWHULVWLHVRIF8PFOO 7L[HU2RXWK1RHFWHIRQWKH5FHLILH(RFVWRI3RUWKHFVW/&5&3㸡
5URHHHILQJVRIWKH(RFVWVFQI5RUWV&XVWUFOFVLFQ(RQIHUHQHH㸡()
ኚᄿಲᾇᓃ࡞࠽ࡄࡾἑཾ≁ᛮ࡛ᾇᓃ㐛⛤ࡡ᳠ゞ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡ϩSS㸡

ᒜ㛣ᆀὮᇡ࡞࠽ࡄࡾࢰࣤࢠ࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒ㛏Ὦฝよᯊࡡ㐲⏕㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ
ϩSS㸡
ᒜ 㛣ᆀ ἑ ᕖ ࡞ ࠽ ࡄࡾ ἑ ᓃ ᇼ ✒ᅰ ▹ ཀྵ ࡦ ᰜ 㣬ሲ ⃨ ᗐ ࡡ ≁ᛮ 㸡 ᅰ ᮄ Ꮥ ఌ➠  ᅂᖳ ḗ Ꮥ ⾙ ㅦ ⁿఌ
ϩSS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾᇼ✒ᅰ▹ࡡ⢇ᗐฦᕱ≁ᛮ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌϩ㸡SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ″Ὦᇡࡡᆀ᪁㒌ᕰ࡞࠽ࡄࡾỀ⎌ሾよᯊ㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌϩ㸡SS㸡



ཿἑᖶ㞕
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕ࡡᇱ♇◂✪㸡⸠⏛㱗㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡➠  ᅂᆀ
┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡SS㸡
㹍⥲㏩㐛ᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠࡞⏕࠷ࡾモᩩࡡ᭩ኬ⢇ᙼࡡᙫ㡢 ᅗᗽᚽ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰㆺᑠ㸡ᩢ⸠ᖶ㞕
 1-3-8



➠㸨㸩ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡

࣭ࣙࣞࢴࣂᆀࡡᅰࡡ⅛㓗ሲྱ᭯㔖㸝㸧㸞
㸡⚗Ờḿ㸡ᮿᮇᇱ㸡ᮟ᪸⩇㸡➠㸨㸩ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
ᅰ㈻モ㥺ࡡ᪁Ἢ࡛よㄕ Ѹ➠ୌᅂᨭゖ∟Ѹ㸡㸭㸧ྞ㸡ᆀ┑ᕝᏕఌ㸡
㹍⥲㏩㐛Ἢ࡞ࡻࡾ⣵⢇ᅰ⢇ᗐモ㥺ࡡ⮤ິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡⸠⏛㱗㸡ᅗᗽᚽ㸡ᅰㆺᑠ㸡⸠ᖶ㞕㸡
ᆀ┑ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈㞗㸡SS㸡
ࣆ࢚࣭ࣜࢤ࣭ࣤ࡞ࡻࡾᾦᛮ㝀⏲モ㥺᪁Ἢࡡ᳠ゞ㸡㢴㛣ⱝᙢ㸡⸠⏛㱗㸡ᆀ┑ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈
㞗SS㸡
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡ᆊ⏛ḿ⣟㸡⸠⏛㱗㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡᮶ᆀᇡ
ⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
⢇ᗐモ㥺ࡡᐁ㥺ㄏᕣ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡⸠⏛㱗㸡➠㸨㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
ࡱࡈᅰࢅ⏕࠷ࡒẴἳΊྙ㍇㔖ᅰࡡ◂✪㸡⃕ㄌ➠ 㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙ㸤ᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࢅ⏕࠷ࡒ⢇ᗐモ㥺ࡡ⮤ິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᅗᗽᚽ㸡⸠⏛㱗


➠㸨㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡SS㸡

࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙ㸤ᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࡡ⢇ᗐモ㥺᪁Ἢࡡ㐲⏕㸡⸠⏛㱗㸡ᅗᗽᚽ㸡⃕ㄌ㸡ᅰᮄᏕ
ఌㄵᩝ㞗㸡
࣭ࣝࢧ࣭ᅂᢙ㸤ᩋᘟ⢇ᗐฦᯊ⨠ࡡᆀ┑ᅰࡡ㐲⏕㸡⸠⏛㱗㸡ᅗᗽᚽ㸡⃕ㄌ㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑
ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
ങᚃℷ࠽ࡻࡦỀᓞℷ࡞࠽ࡄࡾᅰ㈻≁ᛮ㸡⚗Ờḿ㸡ົฺ㸡ฝᬓᙢ㸡ኯ㑳㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂
✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
ങᚃℷᇼ✒∸ࡡ∸⌦࣬⛁Ꮥ≁ᛮ࡛ỗ㸡▦හḿὊ⚗Ờḿఫ⸠⩇ኰኯ㑳⸠㞕ୌ㸡ᾇᗇ⎌ሾࢨ
ࣤ࣎ࢩ࣑SS㸡
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕㸡ᮟ⏛ྚᬍ⸠⏛㱗ᆊ⏛ḿ⣟㸡➠㸨㸬ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪
Ⓠ⾪ఌ ኬ㜨 SS㸡
࣏࣓ሔࡡ㐲ᛮ⎌ሾ㸡ᾇ⎌ሾ࡛⏍∸࠽ࡻࡦἚᓃ⎌ሾಞᚗᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾࢨࣤ࣎ࢩ࣑SS㸡


⸠⏛ ㇇
㸦㸮㸮㸭ᖳ㸭᭮㇞㞭࡞ࡻࡾ㜷Ṃ㝨ᕖ୕ὮᇡࡡỀᐐ࡞ࡗ࠷࡙㸡㧏ᶣ㏌ኰ㸡㛏ᯐኰ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎
さ㸡SS㸡
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾὮິ≁ᛮ㸡ఫࠍᮄᖷኰ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗SS㸡

᱘ཋʻ༞㒂Ềᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻≁ᛮ㸡㧏ᶣ௦㸡ᖲᒜ㞕㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡

⊞ⱉʻࡡ㛏℡ᕖἑཾỀᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ふῼ㸡ᖲᒜ㞕㸡ఫࠍᮄᖷኰ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂
✪SS㸡
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾỀῺ࣬Ề㈻ንິࡡ⌟ᆀふῼ㸡ᡖሪὀ์㸡យᕖⷽ㸡ᒜ㊪ᘧெ㸡⏛୯ொ㸡Ἁᮇḿᶖ㸡᮶
ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾ㹥㸽ࡡ᥆⛛࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡㛏ᯐኰ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡SS㸡
ฝỀ࡞࠽ࡄࡾ᱘ཋʻࡡʻỀὮິ≁ᛮ㸡㧏ᶣ௦㸡ఫࠍᮄᖷኰ㸡㧏ᶣ㏌ኰ㸡㛏ᯐኰ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁
Ꮥ◂✪SS㸡
ᮇࡡỀ⎌ሾ 㸧 ᮶⥽㸡㸩㸧ྞ㸡ᢇሒᇸฝ∟㸡SS㸡
㢴ࢅ⩻៎ࡊࡒ⊞ⱉʻࡡʻỀὮິ㸡ఫࠍᮄᖷኰ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡
⊞ⱉʻ㒂ࡡʻᲬ࿔㎰࡞࠽ࡄࡾὮິ≁ᛮ㸡ᡖሪὀ์㸡⏛୯ொ㸡Ἁᮇḿᶖ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ
⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡
+OR\(KFUFHWHULVWLHVFQI<FWHU6XFOLW^(KFQJHLQ1FNH.QF\FVKLUR㸡2LNLR8&88&0.㸡5URHHHILQJV
RI9\HOIWK(RQJUHVVRIWKH&VLFFQI5FHLILH7HJLRQFO)L[LVLRQRIWKH.QWHUQFWLRQFO&VVRHLFWLRQ
IRU-^IUFXOLH*QJLQHHULQJFQI7HVHFUHK㸡SS㸡
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(KFUFHWHULVWLHV RI 8KRUHOLQH (KFQJHV FURXQI -HFIOFQIV LQ WKH 2LVF\F (RFVW/FSFQ 㸡 2LNLR
8&88&0.9FNFKLUR9&0*:(-.㸡5URHHHILQJVRI9\HOIWK(RQJUHVVRIWKH&5).&-7SS㸡
⊞ⱉʻࡡ㛏℡ᕖἑཾỀᇡ࡞࠽ࡄࡾὮິ࡛Ề㈻ふῼ

⏛୯ொ㸡Ⱙ⃕♰ୌ㑳㸡ኬᒷ㍔㸡ᒱ㔕ူஒ㸡

ᖲ▴㐅㸡୯ᕖྚぞ㸡㔕Ἁ├⣎㸡ᡖሪὀ์㸡ᒜ㊪ᘧெ㸡ኣᏕ㸡⃕ᮇḿᶖ

᮶ ᆀ ᇡ ⅇ ᐐ⛁ Ꮥ ◂

✪SS㸡
⊞ⱉʻࡡ㛏℡ᕖἑཾ࡞࠽ࡄࡾʻὶንᙟㄢᰕ㸡⏛୯ொ㸡ⴏཋ┷㸡ἀ⏛ὀୌ㑳㸡Ềᡖක᪺㸡✉✒⮾ᚷ
㞕㸡ᮿᮇඖ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾහ㒂㟴ᣲふῼ㸡ᡖሪὀ์㸡⏛୯ொ㸡ᒜ㊪ᘧெ㸡ኣᏕ㸡⃕ᮇḿᶖ㸡ỀᕝᏕㄵᩝ㞗㸡
SS㸡
& 89:)> 43 .39*73&1 8*.(-* .3 1&0* .3&<&8-.74 㸡 >FVXQRUL 9498:0&-LWRVKL 9&3&0&-LURWR
>&2&/.2FPFGX9&0:<&2FVFNL8&<&2494㸡5URHHHILQJVRI==.=(RQJUHVVRI.&-79KHPH'㸡SS㸡

⊞ⱉʻࡡ㒂Ềᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ふῼ㸡⏛୯ொἠ㝟⛼ⴝୌᒱ㒂⩇ᙢ㛓ཾΰ㧏ᮄὊ㍔ᒜ㊪
ᘧெኣᏕ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
⊞ⱉʻ࣬㛏℡ᕖἑཾ࿔㎰ࡡʻὶᆀᙟን㸡⏛୯ொ㸡ᾇᓃᕝᏕㄵᩝ㞗㸡SS㸡
⊞ⱉʻࡡ㛏℡ᕖἑཾ࿔㎰࡞࠽ࡄࡾʻὶንᙟ㸡⏛୯ொ㸡ἑཾ◂✪SS  㸡
8KRUHOLQH(KFQJHFURXQIWKH2RXWKRI3FJFVH7L[HULQ1FNH.QF\FVKLUR㸡-LWRVKL9&3&0&㸡5URHHHILQJV
RIWKHWK.&-7&5)(RPJUHVVSS㸡
8KLPXOFWHI &QFO^VLV RI <FWHU 6XFOLW^ 9UFPVLWLRP LQ F 8XOIXULHFHLI 1FNH 㸡 -LVFR
3&,&'&>&8-.>FVXWFIF 4,&<&;FQ9KFQK;FQ 3,:>*3 㸡 5URHHHILQJV RI WKH WK .&-7&5)
(RPJUHVVSS㸡
8KRUHOLQH(KFQJHLQ2LVF\F(RFVW/FSFQ㸡2LNLR8&8&0.9FNFKLUR9&0*:9.㸡5URHHHILQJVRIWKHWK
.&-7&5)(RPJUHVVSS㸡
;LVXFOL̲FWLRQRI1FUJH8HFOH.QWHUQFO8HLHKHLQ1FNHLQF\FVKLUR㸡9FQFNF->FPFML-㸡9KHWK
.QWHUQFWLRQFO8^PSRVLXPRQ+OR\;LVXFOL̲FWLRQ㸡+㸡
7HPRWH8HQVLQQJFQI*4+&QFO^VLVRI8XUIFHH9HPSHUFWLRQLQF1FNH㸡9FNX\F29FQFNF->FQJ
(㸡5URHHHILQJVLIWKHWK.QWHUQFWLRQFO8^PSRVLXPRQ+OR\;LVXFOL̲FWLRQ㸡+S㸡
⊞ⱉʻ࡞࠽ࡄࡾỀῺንິࡡふῼ࡛ࡐࡡྊっ㸡⏛୯ொᡖሪὀ์ᒜ㊪ᘧெយᕖⷽἉᮇḿᶖ㸡ྊっ
ሒᏕఌㄵᩝ㞗㸡㸡SS㸡
⊞ⱉʻὮථἑᕖ㛏℡ᕖἑཾỀᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻ふῼ㸡භⴥ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡

⊞ⱉʻ࣬㛏℡ᕖἑཾ࿔㎰࡞࠽ࡄࡾᅰ▹⛛ິ㐛⛤㸡භⴥ㸡➠  ᅂἑཾ㞗ఌSS  㸡
⊞ⱉʻࡡ㒂ỀᇡࡡỀ㈻ふῼ㸡භⴥ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸭ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗SS㸡

ῤỀ࡞࠽ࡄࡾ㓗ᛮ㛏℡ᕖἑཾỀᇡࡡỀ㈻ふῼ㸡භⴥ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸭ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸡
SS㸡


୯ᮟ 
㜨♼࣬Ὲ㊪ኬ㟀ⅇㄢᰕሒ࿈ Ѹᅰᮄᵋ㏸∸ࡡ⿍ᐐฦᯊ㸡㜨♼࣬Ὲ㊪ኬ㟀ⅇㄢᰕሒ࿈ጟဤఌጟဤ㸡


ᅰᮄ࣬ᆀ┑㸪㸡

㟀ᐐㄢᰕࢨ࣭ࣛࢫ㸫㸡9-*/./.*&79-6:&0*9&.<&3.Q[HVWLJFWLRQLQWR)FPFJHWR(L[LO
*QJLQHHULQJ8WUXHWXUHVᅰᮄᏕఌ࣬ᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌጟဤ㸡㸡
)FPFJHV WR 3RUWKHUQ .\FWH 5UHIHHWXUH *FUWKTXFNH8HSWHPGHU  㸡 2RWRNL 0F̲FPF  &NLUF
0RGF^FVKL9VXQHR4KVXPL㸡5URHHHILQJVRI*FUWKTXFNH,HRWHHKQLHFO*QJLQHHULQJSS㸡
 ᖳኬྋ࣬㞗㞗㸝/./.㸞ᆀ㟀ㄢᰕ㏷ሒ㸡ኬみᜇ㞕㸡ᮄᏕఌヽSS㸡
㛣㡷ᇡ࡚ࡡᚺງѸࡥࡍࡲ㛭౿࡞ᇱࡘࡂ࿔ἴᩐ≁ᛮ࡚ࡡິⓏንᙟ≁ᛮࡡフ౮ᡥἪ㸡ྚ⏛᭻㸡⃕ㄌ㸡➠
㸧㸪ᅂᆀ㟀ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿㄵᩝ㞗SS㸡
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ᆀ୯ᵋ㏸∸ࡡᆀ㟀⿍ᐐよᯊ࡞ཀྵࡌゝ⟤ᡥἪࡡᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡こᒜㄌ㸡㒿㸡➠  ᅂᆀ
㟀ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿㄵᩝ㞗㸡
ࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡᖲῸ࡞⏕࠷ࡾࣁࣤࢺᖕࡡ᭩㐲࡞㛭ࡌࡾ⩻ᐳ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸨ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿ
ᴣさ㞗'SS㸡
ᆀ㟀ᚺ➽よᯊ࡞ᇱࡘࡂ࿔ἴᩐ㡷ᇡ࡚ࡡᅰࡡິⓏንᙟ≁ᛮ㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡

ᖏ᚜ິ࡞ᇱࡘࡂᒷᡥ┬࣬㞰▴⓽ᆀࡡᆀ┑ᵋ㏸᥆ᏽ㸡ኬみᜇ㞕㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡
ྋ࣬㞗㞗ᆀ㟀㸡㧏㏷㐠㊪࡛⮤ິ㌬㸡SS㸡
8WXI^RQ+UHTXHQH^(KFUFHWHULVWLHVRI3RQ1LQHFULW^RI8WUHVVFQI8WUFLQ7HOFWLRQVKLSLQ8RLO
)HSRVLW㸡5URHHHILQJVRIWK<RUOI(RQIHUHQHHRI*FUWKTXFNH*QJLQHHULQJ㸡
ᆀ㟀⿍ᐐ⛤ᗐࡡᕣ␏࡞╌┘ࡊࡒᆀୖ㕪ࡡ⿍ᐐさᅄฦᯊ㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗.㸡SS㸡
㸪 ᆀୖ㕪᪃スࡡ⪇㟀ᙁ㸡⪇㟀ᙁࡡフ౮࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌሒ࿈᭡㸝ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᏕఌ༝
ఌ㸞SS㸡
 ᖳྋ࣬㞗㞗ᆀ㟀࡞࠽ࡄࡾ⿍ᐐ࡞ཀྵࡊࡒᆀ㟀ິ≁ᛮࡡㄚ㢗㸡ኬみᜇ㞕㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ
⾪ఌ㸡
 ࿔ἴᩐ㡷ᇡ࡚ࡡິⓏ∸ᛮ࡞ᇱࡘࡂ㟸⥲ᙟよᯊ㸡ࣝ࣊ࣜ㸧ᆀ㟀ິ࡞ᑊࡌࡾスゝ⏕ථງᆀ㟀ິ࡞㛭ࡌ
ࡾ◂✪ጟဤఌሒ࿈᭡㸝ᆀ┑ᕝᏕఌ㸞
㸡
࿔ἴᩐ㡷ᇡ࡚ࡡ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽よᯊ࡞⏕࠷ࡾᆀ┑ᮞᩩ≁ᛮࡡ࣓ࢸࣜ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪
ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
㫵ཱི┬こ㒂ᆀ㟀࡞ࡻࡾ⿍ᐐ࡛ᆀ┑㟀ິ≁ᛮ㸡⚗ඔಆୌ㸡ථỜ⣎Ⴢ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂
✪SS㸡
 ᖳྋ࣬㞗㞗ᆀ㟀ⅇᐐㄢᰕሒ࿈࠽ࡻࡦᚺ᛬ᚗᢇ⾙㈠ᩩ㸡㸡ᮇᘋ⠇Ꮥఌ㸡
ᆀ┑ᕝᏕ࣬ᐁຸ㺑㺭㺅㺒㺳  ᆀ┑࣬♇ᵋ㏸∸ࡡ⪇㟀スゝ㸡㸡♣ᅆἪெᆀ┑ᕝᏕఌ㸡
㫵ཱི┬こ㒂ᆀ㟀ࡡ⿍ᐐᆀᇡ࡚ࡡ᚜ິῼᏽ࡛ᆀ㟀ິ≁ᛮ㸡⚗ඔಆୌ㸡ථỜ⣎Ⴢ㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪
Ⓠ⾪ఌㅦⁿ㞗SS㸡
ᾦ≟ࡡᆀ┑㟀ິ࡞ཀྵࡌ 7F^OHLJK ΅⾮ࡡᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ྚ⏛᭻㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌㅦⁿ㞗SS㸡
࣭࢘ࣇࣝࢴࢹንᥦࢅ⏕࠷ࡒᆀ┑ࡡ㟸ᏽᖏᆀ㟀ᚺ➽よᯊ㸡ᒱ⏛├ொ㸡㢴㛣ᇱᶖ㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂
✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿ㞗SS㸡
ᾦ ≟  㐛 ⛤ ࡡ ᆀ ┑ 㟀 ິ ࡞ ཀྵ  ࡌ ථ ງ ᆀ 㟀 ິ ࡛ 7F^OHLJK ΅ ⾮ ࡡ ᙫ 㡢 㸡 ྚ ⏛ ᭻ 㸡 ᚺ ⏕ ງ Ꮥ ㄵ ᩝ
㞗SS㸡
㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽ࡡフ౮ᣞᵾ࡛ࡊ࡙ࡡᆀ㟀ິ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡➠㸧㸫ᅂᆀ㟀ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌㅦⁿㄵ
ᩝ㞗SS㸡
㛜๎ࢹࣤࢾࣜࡡ⪇㟀ᛮフ౮࡞࠽ࡄࡾิ⮤ິよᯊࡡᙫ㡢㸡㒿㸡➠㸧㸫ᅂᆀ㟀ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌㅦ
ⁿㄵᩝ㞗㸧SS㸡
ᆀ┑ࡡᾦ≟㐛⛤࡞ཀྵࡌᆀ㟀ິࡡᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ྚ⏛᭻㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿ
ᴣさ㞗SS㸡
㫵ཱི┬こ㒂ᆀ㟀࡞࠽ࡄࡾ⡷Ꮔ 03*9 ࡡᆀ㟀ິ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ථỜ⣎Ⴢ㸡⚗ඔಆୌ㸡ᮇᘋ⠇ᏕఌᏕ⾙
ㅦⁿᱶᴣ㞗SS㸡
ᆀ┑࡛ᵋ㏸∸㸰ᆀ୯ᵋ㏸∸ ࢹࣤࢾࣜ 㸡㸡ࢨ࣭ࣜࢺ 㸡㸡ິⓏၡ㢗 㸡㸡ᇔス⟮ 㸡⥪ᣋ㸡ᅰ࡛ᇱ
♇㸡;RO3R㸡SS㸡
ᒷᡥ┬හ㝛㒂ᆀ㟀㸝㸞࡚ふῼࡈࡿࡒᆀ㟀オ㘋ࡡ≁ᛮ࡛ࡐࡡࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤよᯊ㸡ኬみᜇ
㞕⚗ඔಆୌ㸡ᵋ㏸ᕝᏕㄵᩝ㞗&SS㸡
ᆀ㟀ິࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ⓩフ౮ᣞᵾ࡞ᇱࡘࡂ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽ࡡ᥆ᏽ࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪㸡ᐄ㔕๙㝧Ⱙㆺප
⛩ 㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗ϨSS㸡
ᒒ࣏ࢹࣛࢴࢠࢪἪ࡞ࡻࡾ┊ᅰᨥᣚᆀ┑⣌ࡡ㸦ḗඔ㟀ິよᯊἪ㸡㢴㛣ᇱᶖ㸡ᚺ⏕ງᏕㄵᩝ
㞗SS㸡
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࿔ἴᩐ㡷ᇡ࡚ࡡᆀ┑ࡡ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽よᯊἪࡡᥞ᱄㸡ྚ⏛᭻⚗ඔಆୌ㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
᚜ິࢅฺ⏕ࡊࡒᕝᏕⓏᇱ┑㟻᥆ᏽࡡྊ⬗ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ථỜ⣎Ⴢ㸡⚗ඔಆୌᒜ⏛ᝃᏄ㸡ᮇᘋ⠇Ꮥఌኬ
ఌᏕ⾙ㅦⁿᱶᴣ㞗SS㸡
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࡞ᇱࡘࡂᵋ㏸∸ࡡ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽ࡡフ౮ᣞᵾ࡛ࡊ࡙ࡡᆀ㟀ິ≁ᛮ㸡ᐄ㔕๙㝧Ⱙㆺප⛩㸡ᅰ
ᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌSS㸡
ᣉᘿ࣭࣊ࢪἪࢅ⏕࠷㛣㡷ᇡ࡚ྜྷᏽࡈࡿࡒ⾪ᒒᆀ┑ࡡ΅⾮≁ᛮ㸡⃕⏛⣟⏠ྚ⏛᭻ᮆᐣᒷ㞕㸡➠  ᅂ
ᮇᆀ㟀ᕝᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝ㞗SS㸡
᚜ິࢅ⏕࠷ࡒᕝᏕᇱ┑ࡡ ;V ᥆ᏽࡡྊ⬗ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡⚗ඔಆୌ㸡㢴㛣ᇱᶖථỜ⣎Ⴢ㸡➠  ᅂᮇᆀ㟀
ᕝᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝ㞗SS㸡
ᆀ┑ࡡᆀ㟀ᚺ➽よᯊࡡ⢥ᗐ࡞ᑊࡌࡾᡥἪࡡᙫ㡢㸡ྚ⏛᭻⃕⏛⣟⏠㸡➠  ᅂᮇᆀ㟀ᕝᏕࢨࣤ࣎ࢩ
࣑ㄵᩝ㞗SS㸡
 ࣝ࣊ࣜ  ᆀ㟀ິࡡスᏽ࡛᪁ྡྷᛮ㸡 ♣ ᅰᮄᏕఌ࣬ᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ࣬⪇㟀ᇱ‵ᑚጟဤఌ⥽㸡ᅰᮄᵋ㏸
∸ࡡ⪇㟀スゝ࢝ࢺࣚࣤ ᱄

⪇㟀ᇱ‵షᠺࡡࡒࡴࡡᡥᘤࡀ㸯 ♣ ᅰᮄᏕఌ㸡SS

5URSRVFORI3RQ7HVSRQVH&QFO^VLV2HWKRILQ+UHTXHQH^㸡㹃㹤㹯㹤㹢㹪㹎㹤㹨㹝㹞㹙㹖㸡5URH+RXWK
.QWRI7HVHQW&I[FQHHIRQ*FUWKTXFNH*QJLQHHULQJFQI8RLO)^QFPLHVSS㸡
*VWLPFWHV RI 1RQJ 5HULRI 2RWLRQV G^ 9KH )LVWFQHH *FUWKTXFNH 㸡 8KXQLHKL +:0:24940HQML
8&.94-0L^RVKL.7.*㸡5URHRIWK*XURSHFQ(RQIHUHQHHRI*FUWKTFXIH*QJLQHHULQJ ()742 㸡

࿔ἴᩐ㡷ᇡ࡚ࡡᆀ┑ᮞᩩࡡິⓏንᙟ≁ᛮ࡞ᇱࡘࡂᆀ┑ࡡ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽よᯊἪࡡᥞ᱄㸡ྚ⏛᭻㸡ᅰᮄ
Ꮥఌㄵᩝ㞗ϪSS
㧏㏷࢙࣭ࣇࣝࢴࢹንᥦࢅ⏕࠷ࡒᆀ┑ࡡ㟸ᏽᖏᆀ㟀ᚺ➽よᯊ㸡㢴㛣ᇱᶖᒱ⏛├ொ㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ
㞗ϪSS㸡
 ᖳᒷᡥ┬හ㝛㒂ᆀ㟀ࡡᆀ㟀ິ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS
 ᖳᒷᡥ┬හ㝛㒂ᆀ㟀࡞ࡻࡾ㞰▴⓽ᆀහ࡚ࡡᆀ㟀ິࡡఎ᧓≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳᵋ㏸ᕝᏕㄵᩝ
㞗&SS
ഁ᪁ᆀ┑࡛ࡡິⓏ┞பష⏕ࢅ⩻៎ࡊࡒ┊ᅰᨥᣚᆀ┑⣌ࡡ  ḗඔᣲິよᯊἪ㢴㛣ᇱᶖᚺ⏕ງᏕㄵᩝ
㞗SS㸡
ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᐋᇖ┬㒂㏻⤾ᆀ㟀ⅇᐐ⥥᛬㏷ሒ㸩㸣ἑᕖላ㜭࠽ࡻࡦᶣᱩࡡ⿍ᐐ㸡
භⴥ㸡ᅰ࡛ᇱ♇SS㸡
ᒒ࣏ࢹࣛࢴࢠࢪἪࢅ⏕࠷ࡒ┊ᅰࡡ  ḗඔᆀ㟀ᚺ➽よᯊἪࡡ㐲⏕ᛮ㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
ᆀ┑ࡡ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽よᯊ࡞࠽ࡄࡾ⁓⾮ࡡຝᯕ㸡ྚ⏛᭻ ⃕⏛⣟⏠㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
ᆀ┑∸ᛮࡡᆍ㈻ᛮ࡛ථງࣝ࣊ࣜ  ḗ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽࡞ཀྵࡌᙫ㡢㸡ᅰᮄᏕఌ➠  ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿ
ఌㅦⁿᴣさ㞗SS㸡


ᐋ ᇖ ┬ ἀ ࡡ ᆀ 㟀 ⿍ ᐐ ㄢ ᰕ ሒ ࿈ ᭡ 㸡

♣

ᅰ ᮄ Ꮥ ఌ 

KWWS\\\MVHHRUMSUHSRUWIUFPHKWPO㸡
 ᖳ㝛༞ᆀ㟀࣬ᐋᇖ┬㒂ᆀ㟀ⅇᐐㄢᰕሒ࿈᭡㸡 ♣ ᆀ┑ᕝᏕఌ㸡 ᖳ㝛༞ᆀ㟀࠽ࡻࡦᐋᇖ
┬㒂ᆀ㟀㟀ⅇㄢᰕጟဤఌ㸡
ᆀ┑፳㈻ࡡ  ḗඔᆍ㈻ᛮ㟸⥲ᙟᆀ㟀ᚺ➽࡞ཀྵࡌᙫ㡢࡛࣓ࢸࣜ➠㸪ᅂᵋ㏸∸ࡡᏭධᛮ࣬ಘ㢏
ᛮ࡞㛭ࡌࡾᅗහࢨࣤ࣎ࢩ࣑ㄵᩝ㞗㸡SS
ᆀ┑㜭ⅇ㸯ձᆀ㟀  ୌ⯙ ᩫ㟻Ꮽᏽ࣬㟀ⅇ 㸡  ᆀ┑ᣲິ ᚜ິ㸡㟀ິᚺ➽ 㸡մࡐࡡ Ꮽᏽよᯊ 㸡
⥪ᣋ㸡ᅰ࡛ᇱ♇㸡;RO3R㸡SS㸡
83FNFPXUF3>RVKLIF㸡88F\FIF&SSOLHFGLOLW^RI5URSRVHI)QRQOLQHFU)^QFPLH7HVSRQVH
&QFO^VLV2HWKRILQ+UHTXHQH^)RPFLQ5URH.(8)** .(*,*;ROSS
3>RVKLIF88F\FIF83FNFPXUF&HHXUFH^RI)^QFPLH7HVSRQVH&QFO^VLVRI,URXQIG^PHFQ
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RI)FPSLQJFQI3RQOLQHFU(KFUFHWHULVWLHV5URH.(8)** .(*,*;RO㸡SS
ᆀ㟀ິᣞᵾࡡ㟸⥲ᙟቌᖕ࡞ཀྵࡌᆀ┑≁ᛮ࡛ᆀ㟀ິ≁ᛮࡡᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ᵋ㏸ᕝᏕㄵᩝ㞗㸡
;RO&㸡SS㸡


ᐋ ᇖ ┬  㒂 ᆀ 㟀 ⿍ ᐐ ㄢ ᰕ ሒ ࿈ ᭡ 㸡

♣

ᅰ ᮄ Ꮥ ఌ 

KWWS\\\MVHHRUMSUHSRUWIUFPHKWPO㸡


ᇷ㞖ྍ
ࢼ࣭ࣖࣚࣜࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢅ⏕࠷ࡒᏒ㐠㊪ࡡ⯊㊪㟻Ὼᗐῼ࣓ࢸࣜ㸡ຊ⸠ΰஒ㸡⚗⏛ḿ㸡ᅰᮄᏕఌ
ㄵᩝ㞗;SS㸡
+RUHHFVWPRIHORIURFIVXUIFHHWHPSHUFWXUHLQVQR\^FUHFVXVLQJQHXUFOQHW\RUN㸡9FIFVKL+:0:)&㸡
5URHHHILQJVRIWKHIRXUWKLQWHUQFWLRQFOHRQIHUHQHHRQVQR\HQJLQHHULQJSS㸡
⯊㊪㟻⤎ῼࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇㸡⚗⏛ḿ㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗;SS㸡
ᖲᠺ㸦㸥ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭ᚃࡡ㐠㊪⥑ᚗࢨࢪࢷ࣑࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪㸡SS㸡

✒㞯㒌ᕰහ㐠㊪࡞࠽ࡄࡾ㌬㢄㛣ฦᕱ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ⤣ゝⓏฦᯊ㸡ᮇ㞯ᕝᏕఌヽSS㸡
㜭ⅇࡡࡒࡴࡡஹ㏳ࢨࢪࢷ࣑㸡ᖲᠺ㸦㸩ᖳᗐ᮶ᅗ㐠༝㆗ఌㅦⁿఌ㸡
㧏㏷㐠㊪ࢦࢡ㒂࡞࠽ࡄࡾῨῼ࣓ࢸࣜࡡᵋ⠇㸡➠  ᅂᅰᮄゝ⏤Ꮥ◂✪࣬ㅦⁿ㞗㸝()742㸞
㸡
Ꮢ㐠㊪࡞࠽ࡄࡾ㊪㟻⤎ῼࢨࢪࢷ࣑ࡡ㐲⏕㸡ᮇ㞯ᕝᏕఌㄵᩝ㞗SS㸡


ῳ㎰ⱝᙢ
+UFHWFO(KFUFHWHUL̲FWLRQRI+UFHWXUHI7RHN8XUIFHHVFQILWV&SSOLHFWLRQWR*VWLPFWHWKH8WUHQJWK
RI7RHNV㸡⏛㔕㈏㸡,HRWKHUP8HL 9HHKSS㸡
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡ⌦Ὂࡡᇱ♇◂✪㸡ཿἑᖶ㞕㸡⸠⏛㱗㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡ᆀ┑ᕝᏕ
◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
9KH .QLWLFO 8WUHVV 8WFWH LQ (FSSFIRHLF 㸡 -LVFWFNF 9FQR7HVFW :OXVF^*UIRJRQ >X̲HU2XVWFIF
*UIRJFQ4PHU &^IFQ 㸡 5URHHHILQJV RI WKH

 /FSFQ0RUHF /RLQW 8^PSRVLXP RQ 7RHN

*QJLQHHULQJSS㸡
ࣅ࣭ࢠᙁᗐ௧㜾ࡱ࡚⩻៎ࡈࡿࡒᒷ▴ࡡ࢜ࢧ࣭ຝᯕ࡞㛭ࡌࡾᐁ㥺᳠ゞ㸡⏛㔕㈏㸡ᅰᮄᏕఌᖳḗᏕ⾙
ㅦⁿఌSS㸡
කἴῼ㊝ൢ࡞ࡻࡾᒷ┑ᩫ㟻ࡡ㐪᪁┐っ࡛⩻ᐳ㸡⏛㔕㈏㸡Ⳛ㔕ᗽක㸡ᅰᮄᏕఌᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ㸡
SS㸡
㸶㸺Ⓠ⏍⋙ቌฦ࡞ࡻࡾ࢜ࢴࣂࢺ࢞ࡡᆀᅸ᥆ᏽ㸡⏛㔕㈏㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さSS㸡

ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᮟ⏛ྚᬍ㸡ᆊ⏛ḿ⣟㸡⸠⏛㱗㸡᮶ᆀᇡ
ⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
㌶ᒷ㸝ኬㆺ▴㸞ࢅ⏕࠷ࡒ㍂ᅸ⦨ࡡ࢜ࢧ࣭ຝᯕ࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪㸡⏛㔕㈏㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗
ϪSS㸡
ኬㆺ▴ࢅ⏕࠷ࡒࣅ࣭ࢠᙁᗐ௧㜾ࡡ࢜ࢧ࣭ຝᯕ࡞ཀྵࡌᣂᮨᅸࡡᙫ㡢㸡ᮞᩩSS㸡
&HRXVWLH*PLVVLRQ &* WHHKQLTXH&SUHOLPLQFU^LQ[HVWLJFWLRQRQWKHIHWHUPLQFWLRQRILQVLWX
VWUHVVHVG^&*WHHKQLTXHLQ9XUNH^㸡*UJXQ9:3(&>7HVFW:1:8&>-LVFWFNF9&344PHU&>)&3*UIRJFQ
>:?*7㸡>*7'.1.21*7.SS㸡
&QH]SHULPHQWFOVWXI^RQWKHHOHHWULHFOSRWHQWLFORIJHRPFWHULFOVIXULQJIUFHWXULQJFQIVOLILQJ㸡
4&^IFQ9.WR9&NFJL-9FQR

UI0RUHF/FSFQ/RLQW8^PSRVLXPRQ7RHN*QJLQHHULQJ㸡

ᒷ▴ࡡ࢜ࢧ࣭ຝᯕ࡞ཀྵࡌᣂᮨᅸࡡᙫ㡢㸡ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗ϪSS㸡
9KH PHFVXUHPHW RI LQVLWX VWUHVV VWFWH G^ FHRXVWLH HPLVVLRQ PHWKRI &*2  LQ \HFN URHNV 㸡
-9FQR4&^IFQ7:OXVF^*9XQHF^&'LOJLQ98HLNL 㸡 574(**).3,8 4+ 9-* 9-.7) .39*73&9.43&1
8>2548.:24374(0897*88SS㸡
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9KH PHFVXUPHQW RI WKH VWUHVV VWFWH RI 9XUNH^ G^ &HRXVWLH *PLVVLRQ &*  PHWKRI 㸡
-9FQR4&^IFQ7:OXVF^*9XQHF^㸡574(**).3,84+9-*9-.7).39*73&9.43&18>2548.:24374(0
897*88SS㸡


ᮟ⏛ྚᬍ
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕ࡡᇱ♇◂✪㸡➠  ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹ⏕⣵㦭ᮞ࡛ࡊ࡙ࡡࡱࡈᅰࡡฺ⏕㸡ཿἑᖶ㞕㸡ᆊ⏛ḿ⣟㸡⸠⏛㱗㸡ῳ㎰ⱝᙢ㸡᮶ᆀᇡ
ⅇᐐ⛁Ꮥ◂✪SS㸡
㹇㸸ᵋ㏸∸ࡡᗐᣞᵾ࡛ࡊ࡙ࡡ⮤↓㞹న࡛አⓏ⾢ᦹ㡚㡢Ἢ࡛ࡡ┞㛭ᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ຊ⸠├ᶖ㸡ఫ
ఐ᪴㸡ㆺᕖࣕࢪ㞕㸡ຊ⸠ΰᚷ㸡ἑྙࢰࢱࢨ㸡ᮇᮞᩩᏕఌSS㸡
7( ᰍࡡᣂᮨࢤ࣬ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡ㍂ᙁᗐࢅ⩻៎ࡊࡒᅸ⦨⪇ງᵋᠺᘟ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᮄ⏛ူ㔖ຊ⸠ΰ
ᚷ㡪⸠ㄌ㧏㔕┷ᕵᏄ㸡➠  ᅂ⌦ㄵᚺ⏕ງᏕㅦⁿఌ㸡


ᱭᮟ 㡨
 ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭࡞ఔ࠹ᅰ▹ⅇᐐ㸡Ѹ⚗ᓞ┬༞㒂࡚Ⓠ⏍ࡊࡒᩫ㟻ᓻቪѸ㸡ྚᒱኬᆀ㸡ⰶಘ㸡ᮇኬᏕ
ᕝᏕ㒂⣎さSS㸡
⚽⏛┬ඳᖦᖲᆀࡌࡽࡡᆀ┑ᕝᏕⓏ≁ᚡ㸡ぜᇖὀᘧ㸡ⰶಘ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さSS㸡

⚗ᓞ┬こ㒋ᮟⰢཋἉᩫ㟻ࡡᅰಲᵋᠺ࡛ᆀୖỀࡡὮࡿ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ㸡ྚᒱኬᆀ㸡ⰶಘ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ
⛁Ꮥ◂✪SS㸡
㸦㸮㸮㸭ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭࡞ఔ࠹⚗ᓞ┬༞㒂ࡡᩫ㟻ⅇᐐ㸡ⰶಘ㸡ᖲᠺ㸦㸦ᖳᗐᆀࡌࡽᏕఌࢨࣤ࣎ࢩ
࣑ࠔᖲᠺ㸦㸥ᖳᗐᩫ㟻ⅇᐐ࣬ᅰ▹ⅇᐐࡡ≁ᚡ࡛ᐁឺࠕㄵᩝ㞗㸡
ࡊࡼࡌࡡ⢇ᗐ࣬ᅰ⢇Ꮔࡡᐠᗐ࡛ᩫ㟻⾪㟻㣏ࡡ㛭౿㸡ⰶಘ㸡➠㸨㸩ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌᴣさ
㞗SS㸡
㸦㸭㸭㸭ᖳ☤ᒜᒜమᓻቪࡡᏭᏽよᯊࡡ㐲⏕㸡༎ᔋᐰᏄ㸡ⰶಘ㸡᮶ᆀᇡⅇᐐ⛁Ꮥ◂
✪SS㸡
㸦㸮㸮㸭ᖳ㸭᭮ᮆ㇞㞭ⅇᐐᩫ㟻࡚ࡡ⾪ᅰᒒහᾈ㏩Ềࡡ㞗Ề㸡ⰶಘ㸡➠㸨㸪ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
&551.(&9.43 4+ 8145* 89&'.1.9> &3&1>8.8 (438.)*7.3, 8:7+&(* *748.43 (&:8*) '> 7&.3+&11 㸡
>RVKLQRGX2RUL㸡5URH4I.QWQ8^P4Q,HRWHHKQLHFO *Q[LURQPHQWFO(KFOOHQJHVLQ2RXQWFLQRXV
9HUUFLQSS㸡
ᆀࡌࡽ⢋ᅰࡡࡎࢆ᩷㟻ࢅᅖᏽࡊࡒ⧖㏁ࡊୌ㟻ࡎࢆ᩷≁ᛮ㸡ⰶಘ㸡➠㸨㸫ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪
ఌSS㸡
♗㈻ᅰࡡࡎࢆ᩷ᢤᢘ࡞ᑊࡌࡾ♗ᙟ≟ࡡᙫ㡢ࡡ᳠ゞ㸡ᶋᒜ㞕ⰶಘཋົ㔔㸡➠㸨㸬ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪
Ⓠ⾪ఌSS㸡
ኬᆵࣛࣤࢡࡎࢆ᩷モ㥺࡛⧖㏁ࡊୌ㟻ࡎࢆ᩷モ㥺ࢅ⏕࠷ࡒᆀࡌࡽ⢋ᅰࡡࡎࢆ᩷ᢤᢘງフ౮࡞ࡗ࠷࡙㸡
㉝₮ୌⰶಘཋົ㔔㸡➠㸨㸬ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
 ᖳࣇ࣭ࢰ࡚ࣤⓆ⏍ࡊࡒểἑʻỬቪὝỀ࡞ࡻࡾⅇᐐ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᖲᠺ  ᖳᗐ▹㜭Ꮥఌ◂✪Ⓠ⾪ఌ㸡

ࢾࣂ࣭ࣜ⋜ᅗ .PMF ểἑʻ࣓࣭ࣝࣤࡡ∸⌦Ⓩᛮ㈻㸡➠㸨㸭ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡
┞జ⢇ᗐ࡞ㄢᩒࡊࡒ♗㈻ᮞᩩࡡࡎࢆ᩷≁ᛮ࡞ཀྵࡌ⢇ᙼ࡛⢇Ꮔᙟ≟ࡡᙫ㡢㸡ᶋᒜ㞕ⰶಘཋົ㔔㸡
➠㸨㸭ᅂᆀ┑ᕝᏕ◂✪Ⓠ⾪ఌSS㸡


▩㔕ὀ᪺
ᅰᮄ⏕ㄊኬ㎙㸡භⴥ㸡ᢇሒᇸฝ∟㸡㸣
ᅰᮄ⣎⾔ ୕ᕖࡡ㨩ࢅฦ࠾ࡗொ⋜㛓 Ѹ㬅ἴὑሑ࡛⬝ㆺὑሑѸ㸡ᅰᮄᏕఌヽSS㸡
ࡵὩࡀࡾὮᇡపẰᨥ࠻ࡾỀ⟮⌦ࢨࢪࢷ࣑ᾇአࡡౚ࠾ࡼ㸡ἑᕖ㸡㸪᭮ྒSS㸣
ྚ㔕ᕖ࡛㑛㈙ᕖ㸡࡞ࢆࡡ࠾ࢂSS㸡
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⊞ⱉʻỀ㸝Ꮽ✒Ề㸞ᴏ࡞࠽ࡄࡾῼ㔖ヽ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕ
ఌ㸞SS㸡
Ờᡖ୯࡞ⓇሔࡊࡒெງᥥỀᶭࠔ㊪㌬ࠕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ ѸࡐࡡᥥỀ⬗ງ࡛㎾ୠᅰᮄᢇ⾙࡞࠻ࡒᙫ
㡢Ѹ㸡➁හᬓᚷ㸡ኬ↻Ꮟ㸡ᑚ㔕᰿㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕఌ㸞SS㸡
᩺⪲ྍᩩ࡞ࡻࡾᅰᮄ㐿ᵋࡡⓆᤸオ࡛ࡐࡡ⌟≟࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡Ꮽಕᇻྍ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰ
ᮄᏕఌ㸞SS㸡
ᅰᮄྍ࠾ࡼぜࡒᠻᅗ࡞࠽ࡄࡾࠔᅰᮄᕝᏕࠕ
㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗භ
㏳ࢬࢴࢨࣘࣤSS㸡
୕ᕖฦỀ᪃スࡡᘋスྍ࡛㐿⏐Ⓩ౮ೋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ Ѹ㬅ἴὑሑ㸡⬝ㆺὑሑࢅ୯ᚨ࡞Ѹ㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰ
ᮄᏕఌ㸞SS㸡
Ꮽ✒ཋ㔕㛜ቢᴏ࡛ࠔ㫵ཱི㛜ቢ♣ࠕ࡛ࡡ㛭㏻ྍᩩ࡞㛭ࡌࡾ⩻ᐳ Ѹ㛜ቢ㞗ⴘࡡᙟᠺㄚ⛤ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ⩻
ᐳѸ㸡≹㔕ົ㔔㸡⸠⏛㱗㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さ➠㸩㸧ᕬ➠㸦ྒSS㸡
ඳ㑳₪ᖱᢽᴏࡡᠺ❟㐛⛤ࡡን㐼࡞ࡗ࠷࡙㸡ᑚᯐᬓொ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕ
ఌ㸞SS㸡
㔕ⵓ⠇ࡡᘋスහᐖ࡛スゝን᭞࡞ࡗ࠷࡙㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿᴣさ㞗㸝㸸
㸹Ѹ㹇㹄㹂㸞㸹㸾㹈㹀㸦ϫ㸡
ኬἑฦỀ̾ᮇࡡ✈ಲ࣬᩺₪ᖲ㔕ࢅ㸧㸥㸥ᖳᮮࡡὝỀ࠾ࡼᨾࡖࡒᏬ㆜♼㸡ᮇ㎾㐿⏐ࢅṄࡂ̾⏐
ᴏ࣬ᅰᮄ࣬ᘋ⠇࣬ᶭࠉ㎾ࢅㄊࡾッெ㐡㸝/9'㸞SS㸡㸣
ඳ㑳₪ᖱᢽᴏࡡᠺ❟㐛⛤࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ᑚᯐᬓொ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕ
ఌ㸞SS㸡
Ⓠᤸオ࡞ࡲࡾỀฺ࣬Ềᢇ⾙ࡡን㐼࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡Ꮽಕᇻྍ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕ
ఌ㸞SS㸡
ᅰᮄྍ࠾ࡼぜࡒỀ⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ㸡㔕㎦သ㸡⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪㸝ᅰᮄᏕఌ㸞SS㸡

⚗ᓞ┬හࡡỀ㎰ࢅᣚࡗṌྍⓏපᅧ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ Ⓣἑᕰ༞ʻපᅧࢅ୯ᚨ࡛ࡊ࡙ 㸡㔕㎦သ㸡⸠⏛㱗㸡
ᅰᮄྍ◂✪ ᅰᮄᏕఌ SS㸡
ᮄ᭦ᕖ᐀ᬲỀྍᩩ࡞ࡲࡾࠔぜ├ࡊࠕ᪃ᕝ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡 ኬ ↻ Ꮟ 㸡 ᅰ ᮄ ྍ ◂ ✪

ᅰ ᮄ Ꮥ

ఌ SS㸡
㔕ⵓ⠇࡛▴㛦㛓̾ࡐࡡᘋス⤊⦃࡛ᅰᮄᢇ⾙Ⓩណ⩇࡞ࡗ࠷࡙̾㸡ᩝᖿᩝ㈀㒂┐ಞࠔ᭮ษᩝ
㈀ࠕSS㸡
㑾ᒜࡡ㒌ᕰᙟᠺ㐛⛤࡛ࡒࡴờࡡ⌟≟࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ㸡ờ⏛᪸ᘧᮿἴගὊ⸠⏛㱗㸡ᅰᮄྍ◂✪ ᅰᮄᏕ
ఌ SS㸡


ఫ⸠Ὂୌ
㔐㏋ᇸᕖࡡỀ㈻ỗ⃦≁ᛮ࡞ཀྵࡌὮᇡㇿⲬࡡᙫ㡢㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さSS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ࡞࠽ࡄࡾỀ㈻≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾୌ⩻ᐳ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂⣎さSS㸡
㔐㏋ᇸᕖࡡỀ㈻ỗ⃦≁ᛮ࡞ཀྵࡌὮᇡㇿⲬࡡᙫ㡢㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌㅦⁿ
ᴣさ㞗SS㸡
々ྙẴ㈻࠾ࡼࡡ᎒ẴᛮỀ⣪㓬㓕࡞࠽ࡄࡾ S- ࡛ -79 ࡡᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸩ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌ
ㅦⁿᴣさ㞗SS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦᇡࡡỗ⃦Ⓠ⏍࡛Ề㈻≁ᛮ㸡㯦⃕ᖶ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡∶℡⤣㸡ᮿᮇ㡨ୌ㑳㸡⏕Ề
࡛ᗣỀSS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୯Ὦᇡ㸡➪ཋᕖ࡛༞ᕖὮᇡ࠾ࡼࡡỗ⃦Ⓠ⏍㸡㯦⃕ᖶ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡∶℡⤣㸡ᮿᮇ
㡨ୌ㑳㸡⏕Ề࡛ᗣỀSS㸡
㜷Ṃ㝨ᕖ୯Ὦᇡࡡᐣᰜ㣬࡞ཀྵࡌ㣬㨮ờࡡᙫ㡢㸡㯦⃕ᖶ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡∶℡⤣㸡ᮿᮇ㡨
ୌ㑳㸡⏕Ề࡛ᗣỀSS㸡
㒌ᕰἑᕖ୯Ὦᇡࡡ✽⣪⣌⮤Ὧష⏕࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪㸡㯦⃕ᖶ㸡㧏ᶣᖶᙢ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡∶℡⤣㸡
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ᮿᮇ㡨ୌ㑳㸡ୖỀ㐠༝ఌヽSS㸡
᫋ࢱ࣑ʻࡡᐣᰜ㣬࡛๑㈋ỀờࡡὮථㇿⲬᤍᤂ≁ᛮ㸡Ἢさᓧྍ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡⎌ሾᕝᏕ◂✪ㄵᩝ
㞗SS㸡
᭯ᶭᛮᗣᲘ∸ᚘ⎌ࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ⴏᓞ⣎ᩝ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᒷỄᑠኃ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂ
ᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌᴣさ㞗()742Ϯ㸡
᎒ẴᛮỀ⣪㓬㓕⣌࡞࠽ࡄࡾ㓕⣪Ὡᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ළㆺ㍜⨶㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿ
ఌᴣさ㞗()742Ϯ 
㓗ᛮἑᕖ㛏℡ᕖ࡞࠽ࡄࡾ⮤↓Ὧ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡⸠ῗୌ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦ
ⁿఌᴣさ㞗()742Ϯ㸡
Ὦ㔖ንິ࡞ఔ࠹᫋ࢱ࣑๑㈋Ềờࡡ㹉Ѹ㹅ㇿⲬንິ࡞ࡗ࠷࡙㸡Ἢさᓧྍ㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪
ᅂᖳḗᏕ⾙ㅦⁿఌᴣさ㞗()742Ϯ㸡
᫋ࢱ࣑࡞࠽ࡄࡾ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡቌṢ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᡥሪප∶℡⤣୯ᮟ⋖ḿ㸡➠  ᅂᮇ
Ề⎌ሾᏕఌᖳఌㅦⁿ㞗S㸡
᫋ࢱ࣑๑㈋Ềờ࡞࠽ࡄࡾᗇἶ࠾ࡼࡡࣛࣤㇿⲬ⁈ฝ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡୯ᮟ⋖ḿ㸡ᩝ㒂⛁Ꮥ┤Ꮥ⾙ࣆࣞࣤ
ࢷ᥆㐅ᴏ◂✪ሒ࿈㞗SS㸡
⚗ᓞ┬හ⮤↓⎌ሾࡡフ౮࡛ಕධ࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ◂✪̾㜷Ṃ㝨ᕖỀ⣌ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ⮤↓ỗ⃦࡞ࡗ࠷࡙̾㸡
୯ᮟ⋖ḿ㸡ᩝ㒂⛁Ꮥ┤Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ◂✪ሒ࿈㞗SS㸡


Ꮔ⏛ᗛᘧ
⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡࡡ✒⟤ᐨᗐ࡞ࡻࡾフ౮ࡡモࡲ㸡 ♣ ᮇࢤࣤࢠ
࣭ࣛࢹᕝᏕ༝ఌ㸡⼝㞯࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᵋ㏸∸ࡡ◂✪ጟဤఌሒ࿈᭡࣬ㄵᩝ㞗SS㸡

⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡフ౮ࡡࡒࡴࡡᇱ♇᳠ゞ㸡ཋᚽົ㸡ᅰᮄᏕఌ➠㸪㸪ᅂᖳ
ḗᏕ⾙ㅦⁿఌ;㸡
⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡࡡフ౮࡞㛭ࡌࡾᇱ♇᳠ゞ㸡ཋᚽົ㸡ᯀᶣὊᡛ㸡᭮
ỀὊୌ㸡(HPHQW8HLHQHHFQI(RQHUHWH9HHKQRORJ^SS㸡
ẗ⟮ᾈ㏩Ἢ࡞ࡻࡾ⤎㜭Ḿᩋᕱୖࡡࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡ࡞ཀྵࡌ㒼ྙ᮪௲ࡡᙫ㡢㸡ཋᚽົ㸡
ㇾᗽ㱗ಘ㸡㜷ἴ⛩㸡 ♣ ࢬ࣒ࣤࢹ༝ఌ➠㸪㸪ᅂࢬ࣒ࣤࢹᢇ⾙ኬఌSS㸡
ᑻ㒂Ⲭ㔔ࢅུࡄࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡᙁᗐᛮ≟࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞࠉཋᚽົࠉኬሪᾀྒྷࠉᅰᮄᏕఌ➠㸪㸫ᅂᖳḗ
Ꮥ⾙ㅦⁿఌ;㸡
⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡ࡛ᾈ㏩ᛮ≟࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞࠉཋᚽົࠉᗁㆺᙹ⨶ࠉ ♣ ࢬ
࣒ࣤࢹ༝ఌ➠㸪㸫ᅂࢬ࣒ࣤࢹᢇ⾙ኬఌSS㸡
㹍⥲㏸ᙫἪࢅె⏕ࡊࡒᑻ㒂㍍Ⲭ㔔ୖࡡࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡᛮ≟࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞࠉཋᚽົࠉኬሪᾀྒྷࠉࢤࣤࢠ
࣭ࣛࢹᕝᏕᖳḗㄵᩝ㞗ࠉࠉSS㸡
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡ㒼ྙ⤎㜭Ḿ࡞ࡻࡾࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡ࡛ᾈ㏩ᛮ≟࡞ཀྵࡌᙫ㡢ࠉཋᚽົࠉᗁㆺᙹ
⨶ࠉᮇ㞯ᕝᏕఌㄵᩝሒ࿈㞗SS㸡
ࢪ࢞ࣔࢻ࣭⏤ാ࡞ࡻࡾࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࡡẴἳ㛣㝰౿ᩐῼᏽἪࡡ᳠ゞࠉཋᚽົࠉᗁㆺᙹ⨶ࠉ(HPHQW8HLHQHH
FQI(RQHUHWH9HHKQRORJ^SS㸡
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ᖳᗐ

Ắྞ

ᅗ࣬ᆀᇡ



ῳ⯗┘Ⓩ



୯ᮟ 

ྋ



ᆀ㟀⿍ᐐㄢᰕ



୯ᮟ 



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



୯ᮟ 



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



ᇷ㞖ྍ

Ḛᕗㅎᅗ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ᇷ㞖ྍ

ࢿ࣭ࣜ࢘



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



㛏ᯐኰ

࣒ࣛ࢜ࠉ࢜ࢻࢱ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



㛏ᯐኰ

ࢰ㸝ࣁࣤࢤࢠ㸞 

ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⸠⏛ ㇇

ࢰ㸝ࣁࣤࢤࢠ㸞 

ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



୯ᮟ 

ྋ㸝ྋ୯㸞



ྋ㞗㞗ᆀ㟀࡞㛭ࡌࡾභྜྷࢬ࣐ࢻ
࣭࡞ฝᖆ



㑳୷ⱝ༡

ࢺࢵ



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



▩㔕ὀ᪺

୯ᅗ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



⏛㔕㈏

ࢹࣜࢤ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ῳ㎰ⱝᙢ

ࢹࣜࢤ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



⏛㔕㈏

ࢹࣜࢤ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



୯ᮟ 

⡷ᅗ㸝ࢦࣤࢸ࢙
ࢥ㸞



ᅗ㝷ఌ㆗࡞ฝᖆ



ᱭᮟ 㡨

ࢾࣂ࣭ࣜࠉࢪࢪ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



㑳୷ⱝ༡

㤮



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⏛㔕㈏



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ᱭᮟ 㡨



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



⏛㔕㈏



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ῳ㎰ⱝᙢ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ᱭᮟ 㡨



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⏛㔕㈏

ࢹࣜࢤ㸝ࣁࣁࢱ࣭㸞 

⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



▩㔕ὀ᪺



ᇷ㞖ྍ



㛏ᯐኰ

ࢨ࣭ࣤ࢝࣎ࣜ



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⸠⏛ ㇇

ࢨ࣭ࣤ࢝࣎ࣜ



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪

࣎ࣜࢹ࢝ࣜ㸝ࣛࢪ࣍
ࣤ㸞
ࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ
㸝࢛࣭ࢠࣚࣤࢺ㸞

࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ㸝ࣂ
࣭ࢪ㸞
࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ㸝ࣂ
࣭ࢪ㸞
ࢹࣜࢤ㸝ࢫ࣐࣭
ࣜ㸞
ࢹࣜࢤ㸝ࢫ࣐࣭
ࣜ㸞
ࢾࣂ࣭ࣜ㸝࢜ࢹ࣏ࣤ
ࢫ㸞

Ḛᕗㅎᅗ



ࢺࢵ㸝࣊ࣜࣛࣤ㸞 
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⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪
⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



୯ᮟ 



⏛㔕㈏



ᱭᮟ 㡨



⏛㔕㈏



୯ᮟ 



ᱭᮟ 㡨



㛏ᯐኰ



୯ᮟ 



ᱭᮟ 㡨

ⱝᅗ㸝ࣞࣤࢺࣤ㸞
ࢹࣜࢤ㸝ࢪࢰࣤࣇ
࣭ࣜ㸞
ࢾࣂ࣭ࣜ㸝࢜ࢹ࣏ࣤ
ࢫ㸞
࢙ࢩࣈࢹ㸝ࣜࢠࢮ࣭
ࣜ㸞



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪

ࢰࣛ㸝࣐ࣚࢿ㸞 
ࢪࢪ㸝ࢲ࣭ࣖࣛࢴ
ࣃ㸞
ࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ
㸝࢛࣭ࢠࣚࣤࢺ㸞
⡷ᅗ㸝ࢦࣤࣆࣚࣤࢨ
ࢪࢤ㸞
ࢾࣂ࣭ࣜ㸝࢜ࢹ࣏ࣤ
ࢫ㸞

.84 ࡡ <) ఌ㆗ฝᖆ



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



ᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪



⌟ᆀㄢᰕ࣬◂✪
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ᒌ㈠ᩩ – 㸪
ᑍ௴ᩅဤࡡ♣ఌὩິ
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  ⰶಘ
㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ᮶ᨥ㒂







ၛ㆗ဤ







㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂







ᨥ㒂㛏















㢫ၡ







㸝♣㸞ᮇ⮤↓ⅇᐐᏕఌ᮶ᨥ㒂





フ㆗ఌ







㸝♣㸞ᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂 





ᖷ







㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯Ꮥ⾙ஹὮᇱ㔘⟮⌦ጟဤఌ



ጟဤ







㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯ⅇᐐ㏻⤙ఌ㆗



ᆀ᪁㏻⤙ጟဤ



ᘋス┤᮶ᆀ༇ᘋスᑻ㸯㐠㊪㜭ⅇ⟮⌦┐っࡡᙁ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ





ᘋス┤㸯⏝Ꮔࢹࣤࢾࣜ᪃ᕝᢇ⾙᳠ゞጟဤఌጟဤ











ᮇ㐠㊪පᅆ᮶ᨥ♣㸯⚗ᓞᆀᇡᢇ⾙᠋ㄧఌ



ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ㸯ᒜᙟ⮤ິ㌬㐠ᆀࡌࡽᑊ➿᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ㸯ᖏ☤⮤ິ㌬㐠ᆀ㈻᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ㸯᮶ᶋ᩷⮤ິ㌬㐠ᆀࡌࡽᑊ➿᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ㛏 





⚗ᓞ┬㸯⮤↓⎌ሾಕධᐼ㆗ఌ 





ጟဤ







⚗ᓞ┬㸯ᅗᅰฺ⏕ゝ⏤ᆀ᪁ᐼ㆗ఌ





ጟဤ







⚗ᓞ✭ᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ







ጟဤ







▴ᴃⰴࢹࣤࢾࣜᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ





ጟဤ㛏







⚗ᓞ┬㸯ᆀᇡὩ᩷ᒒㄢᰕጟဤఌ





ጟဤ







⚗ᓞ┬㸯⏐ᴏᗣᲘ∸ᢇ⾙ᐼ㆗ఌ





ጟဤ







᮶ᆀ᪁㐠㊪ಕධ࡞㛭ࡌࡾጟဤఌ

ጟဤཀྵࡦ㐠㊪㜭ⅇࢺࢠࢰ࣭







⚗ᓞ┬ᅰᮄᢇ⾙⩽ᢇ⾙◂ಞఌ 







⚗ᓞ┬



ධᅗ㜭ⅇ༝ఌ



ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌ⛁Ꮥ◂✪㈕ጟဤఌ


















ㅦᖅ









㐠㊪㜭ⅇࢺࢠࢰ࣭











ࢺࣁࢧ࣭







ᑍ㛓ጟဤ 



࠷ࢂࡀᕰ⏐ᴏᗣᲘ∸ฌ⌦᪃スス⨠➴ᢇ⾙ᐼᰕఌ



ጟဤ





⚗ᓞᕰኬἴᆀ༇ᅰ▹ᓻࡿⅇᐐᏭධᑊ➿ጟဤఌ



ጟဤ







㸧㸭㸮ྒࡌࡽཀྵࡦᅰ▴Ὦᑊ➿᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ







⚗ᓞ┬㤫㒌ᶭ⬗⛛㌹ಀ㐅┬Ằఌ㆗





ཤ







⚗ᓞ┬ᩅ⫩ጟဤఌ㔕ཾⱝୠ⛁Ꮥ◂✪ㄵᩝ㈳



ᐼᰕဤ







ୌ⯙ᅗ㐠㸦㸨ྒἪ㟻ን≟ᑊ➿᳠ゞጟဤఌ 



ጟဤ







ἠ㒋ᆀࡌࡽよᯊ᳠ゞጟဤఌ 



ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ᮶ᨥ♣⟮හᆀࡌࡽᑊ➿᳠ゞጟဤఌ 

ጟဤ







ᖏ☤⮤ິ㌬㐠ṹୢ㒂ࡡ᪃ᕝ࡞㛭ࡌࡾᢇ⾙᳠ゞఌ



ᗑ㛏







ኮ♼Ἁࢹࣤࢾࣜᑍ㛓ᢇ⾙ጟဤఌ





ጟဤ







௯୷ᆀࡌࡽᑊ➿᳠ゞጟဤఌ 





ጟဤ











⏛㔕 ㈏


㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ᒷ┑ງᏕጟဤఌ



ጟဤ







㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ᒷ┑ງᏕጟဤఌモ㥺 ゝῼᑚጟဤఌ

ጟဤ







㸝♣㸞ᮇᚺ⏕ᆀ㈻Ꮥఌ᮶ᨥ㒂





ᨥ㒂㛏







㸝㈀㸞㐠㊪ಕධᢇ⾙ࢬࣤࢰ࣭ 





㐠㊪㜭ⅇࢺࢠࢰ࣭



㸝㈀㸞㐠㊪ಕධᢇ⾙ࢬࣤࢰ࣭ 





㜭ⅇࢺࣁࢧ࣭





ᮇ㐠㊪පᅆ᮶ᨥ♣⚗ᓞᆀᇡᢇ⾙᠋ㄧఌ



ጟဤ





⚗ᓞ┬









㐠㊪㜭ⅇࢺࢠࢰ࣭





㸝♣㸞ධᅗ㜭ⅇ༝ఌ 







㜭ⅇࢺࣁࢧ࣭





ᘋス┤᮶ᆀ༇ᘋスᑻ
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㐠㊪㜭ⅇ⟮⌦┐っࡡᙁ࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞጟဤఌ


ጟဤ





ጟဤ㛏 



㸝㈀㸞㐠㊪ಕධᢇ⾙ࢬࣤࢰ࣭᮶ᨥ㒂
㪓ᓧᆀ༇Ἢ㟻ᒷ┑࣓ࢼࢰࣛࣤࢡㄢᰕ᳠ゞጟဤఌ



㸝㈀㸞㐠㊪ᢇ⾙ಕධࢬࣤࢰ࣭᮶ᨥ㒂


ጟဤ㛏







⚗ᓞ┬▴ᴃⰴࢹࣤࢾࣜᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ





ጟဤ







㸝♣㸞ᮇᚺ⏕ᆀ㈻Ꮥఌ





⌦







ᘋス┤ୌ⯙㐠㊪㸩㸪ྒἪ㟻㜭ⅇᑊ➿᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ











ጟဤ㛏







ᘋス┤⚗ᓞᕝຸᡜᰡᏄ㐠㊪ಕධ ⟮⌦᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ







ᘋス┤᮶ᆀ༇ᘋス┤
ጟဤ





Ⱪᖅᆀ༇Ἢ㟻㜭ⅇᑊ➿᳠ゞጟဤఌ










Ꮽᚨࡊ࡙㏳ࡿࡾ᮶ᆀ᪁ࡡࡲࡔࢅ⩻࠻ࡾጟဤఌ


ྙᡖࢹࣤࢾࣜ᪃ᕝᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ







ᅗ㐠㸦㸧㸦ྒୖ㒋⏣ኬᆀ༇ⅇᐐ㜭㝎ᕝᕝἪ᳠ゞఌ



ጟဤ







ୌ⯙ᅗ㐠㸩㸮ྒይ㛣ᆀ༇๑㏳⾔ぞโ༇㛣ࡡ⥾ぜ├ࡊ᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ





ୌ⯙ᅗ㐠㸦㸨ྒᰡᏄᆀ༇๑㏳⾔ぞโ༇㛣ࡡ⥾ぜ├ࡊ᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ





⨮⏍ࢹࣤࢾࣜἪ㟻㜭ⅇᑊ➿ጟဤఌ





ጟဤ㛏





⚗ᓞ┬㸯⎌ሾᙫ㡢フ౮ᐼᰕఌ 





ጟဤ





 

⚗ᓞ┬⁈⼝᪃スᐼᰕጟဤఌ







ጟဤ㛏





 

⚗ᓞ┬ἑᕖᐼ㆗ఌ







ጟဤ





こᮟ  Ꮟ



⸠⏛ 㱗




ጟဤ㛏 





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ᅰᮄྍ◂✪ጟဤఌ

㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ᅰᮄྍ◂✪⥽㞗ᑚጟဤఌ



ጟဤ㛏    





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯㎾ᅰᮄ㐿⏐ㄢᰕᑚጟဤఌ



ጟဤ







㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯ࠔᅰᮄモ㥺ࡡ᪁Ἢ࡛よㄕࠕᨭゖ⥽㞗ጟဤఌ


ጟဤ







ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌ㸯⏐Ꮥ༝ງ◂✪ጟဤఌ㸯
ࠔ㖌∸᩺Ὡ⏕➠㸦㸦㸦ጟဤఌࠕ

ጟဤ





≁Ṟᅰよㄕᇮ➱ጟဤఌ



㸝㈀㸞⚗ᓞ┬ᘋス⏐ᴏᣲ⮾ᴏᅆ 㸝㸞⚗ᓞ┬ᘋスᢇ⾙Ꮥ㝌
⌦ Ꮥ㝌㛏㸝㟸ᖏໂ㸞





㸝㈀㸞⚗ᓞ┬ᘋス⏐ᴏᣲ⮾ᴏᅆ





⌦







༎ඵᶣỀ㛓ᵋ㏸᳠ゞጟဤఌ





ጟဤ







ἑᕖ⾔ᨳ࡞㛭ࡌࡾ࢛࣭ࣚࣜࣃࢪࢹ࣭ࣛᐁ⾔ጟဤఌ



ጟဤ㛏







㑾ᒜᕰྍᑍ㛓ጟဤఌ 








ጟဤ



⌟ᅹ

୯ᮟ ⋖ḿ


㸝♣㸞Ề⎌ሾᏕఌ









⌦







㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ⎌ሾᕝᏕጟဤఌ





ጟဤ







㸝㈀㸞ୖỀ㐠᩺ᢇ⾙᥆㐅ᶭᵋୖỀ㐠⏕㈠ᮞᐼᰕッ᪺ጟဤఌ

ጟဤ㛏



⌟ᅹ



ᘋス┤᮶ᆀ᪁ࢱ࣑ࣆ࢚࣭ࣞࢴࣈጟဤఌ



ጟဤ







⚗ᓞ┬⎌ሾᐼ㆗ఌ









ఌ㛏



⌟ᅹ



⚗ᓞ┬පᐐᐼᰕఌ









ఌ㛏





㑾ᒜᕰỀ㐠ᴏ⤊ႜᐼ㆗ఌ 


ᘋス┤᫋ࢱ࣑࣓ࢼࢰࣛࣤࢡጟဤఌ



 1-5-3



ጟဤ࠾ࡼఌ㛏

⌟ᅹ

ጟဤ







ᘋス┤᫋ࢱ࣑Ề㈻ᑊ➿᳠ゞఌ



ᮇୖỀ㐠༝ఌୖỀ㐠◂✪Ⓠ⾪ఌ௺⏤㐘ႜጟဤఌ



ጟဤ



⌟ᅹ



ጟဤ



⌟ᅹ



ᮇୖỀ㐠ᴏᅆኬぞᶅスങ➴ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ⟮⌦ጟဤఌ

ጟဤ



⌟ᅹ



㸝㈀㸞ᮇ⎌ሾスങᩅ⫩ࢬࣤࢰ࣭Ὧᵬ⟮⌦ኃモ㥺ጟဤఌ

ጟဤ



⌟ᅹ



⚗ᓞ┬

⎌ሾࢺࣁࢧ࣭

⌟ᅹ



㸝♣㸞ᮇᯐᴏᢇ⾙༝ఌ
 ᮄ⅛➴ࡡ⏾⏐Ⓩฺ⏕᪁Ἢ࡞㛭ࡌࡾ㛜Ⓠᐁ᪃ㄢᰕ᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ







㑾ᒜᕰ⎌ሾᐼ㆗ఌ

ఌ㛏



⌟ᅹ



ࠔᐣኃ㏳ᰬᘟఌ♣ఌⱕᮿᕝሔࡡᆀୖỀᅰቫỗᑊ➿࡞౿ࡾ᳠ゞఌࠕጟဤ 





⚗ᓞ┬⏐ᴏᗣᲘ∸ᢇ⾙ᐼᰕఌ 

⌟ᅹ





























ጟဤ

㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯Ề⌦ጟဤఌ 





ጟဤᖷ



ỀᕝᏕㄵᩝ⥽㞗ᑚጟဤఌ





ጟဤ





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯᮶ᨥ㒂ㄵᩝዜທ㈳㐽⩻ጟဤఌ



ጟဤ







㸝♣㸞ᮇ㞯ểᏕఌ᮶ᨥ㒂 





⌦



ᘋス┤᮶ᆀ᪁ᩒങᑻ



ἑᕖỀ㎰ࡡᅗເㄢᰕࢺࣁࢧ࣭

⌟ᅹ



ᘋス┤᮶ᆀ᪁ᩒങᑻ



ࣛࣁ࣭࢜ࣤࢬ࣭ࣚ 㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦ 

⌟ᅹ



ᘋス┤᮶ᆀ᪁ᩒങᑻ



⨶ࡊ࠷ᅗᅰషࡽࢺࣁࢧ࣭ 





⏝Ꮔ㐠㊪࢙ࢤ࣭ࣞࢺ᳠ゞጟဤఌ







ᘋス┤᮶ᆀ᪁ᩒങᑻ㸯᮶ᆀ༇ࢱ࣑⟮⌦ࣆ࢚࣭ࣞࢴࣈጟဤఌ

㧏ᶣ ㏌ኰ



ጟဤ



࣓ࢼࢰࣛࣤࢡጟဤఌ 

≁ืጟဤ











ጟဤ



⌟ᅹ



⚗ᓞ┬ἑᕖᐼ㆗ఌ



⚗ᓞ┬පභᴏフ౮ጟဤఌ







ጟဤ



⌟ᅹ



᩺⏛ᕖỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌ







ጟဤ











ጟဤ㛏  















㑾ᒜᕰὝỀࣀࢧ࣭ࢺ࣏ࢴࣈ᳠ゞጟဤఌ





ጟဤ







⚗ᓞᆀᇡỀᚘ⎌◂✪ఌ





ጟဤ







⚗ᓞ┬Ề㈠″⥪ྙゝ⏤➿ᏽㄢᰕᑍ㛓ጟဤఌ



ጟဤ







⚗ᓞ┬ℾᒜⅇᐐῼ༇ᇡᅒ➴᳠ゞఌ



ጟဤ







⚗ᓞ┬ᅰ▹ⅇᐐ㆑ᠼ㑂㞬ᇱ‵㞭㔖᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ







⚗ᓞ┬༞ᆀ᪁ῩὮ⎌ሾᩒങゝ⏤᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ













ጟဤ㛏







⚗ᓞ┬୯ᆀ᪁ῩὮ⎌ሾᩒങゝ⏤᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ㛏







⚗ᓞ┬ᆀ᪁ῩὮ⎌ሾᩒങゝ⏤᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ㛏







᱔ᕖὮᇡ༝㆗ఌ





ጟဤ㛏







⏝Ꮔ㐠㊪࢙ࢤ࣭ࣞࢺ㏛㊟ㄢᰕጟဤఌ





ጟဤ







ᖲᠺ㸦㸧ᖳᗐධᅗᾐ㜭㛏ఌ᮶ᨥ㒂㛏ఌ㆗



ㅦᖅ







ᅗᅰஹ㏳┤ ὶᑹ㐗Ềᆀฺ⏕ゝ⏤᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ㛏

ࠤ



⚗ᓞ┬ࡆࡿ࠾ࡼࡡ⚗ᓞ┬㆑ᐳࡡ࠵ࡽ᪁ࢅ⩻࠻ࡾఌ



ጟဤ㛏

ࠤ



ኣᕖୖὮἚᕖᆀᇡ㜭ⅇ✭㛣ᙟᠺ᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ㛏

ࠤ



ὝỀࣀࢧ࣭ࢺ࣏ࢴࣈషᠺさ㡷ጟဤఌ



ጟဤ





ᅗᅰஹ㏳┤㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦἑᕖᩒങណぜஹᥦఌ



ጟဤ

ࠤ



ᅗᅰஹ㏳┤Ềᩝふῼ᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ

⌟ᅹ



ᅗᅰஹ㏳┤᮶ᆀ᪁ࢱ࣑⟮⌦ࣆ࢚࣭ࣞࢴࣈጟဤఌ


















ᦶ୕ᕖࢱ࣑࣓ࢼࢰࣛࣤࢡጟဤఌ

 1-5-4



≁ืጟဤࠤ⌟ᅹ



㑳୷ⱝ༡
⚗ᓞ┬











㐠㊪㜭ⅇࢺࢠࢰ࣭





⚗ᓞ┬











ᬊふࢺࣁࢧ࣭





⚗ᓞ┬











⎌ሾࢺࣁࢧ࣭





㸝♣㸞ᒷᡥ┬ᅰᮄᢇ⾙⩽ࢬࣤࢰ࣭





ᣞᑙ◂✪ဤ





⚗ᓞ✭ ࠵ࡩࡂࡱ༞㐠㊪⎌ሾᙫ㡢フ౮᳠ゞఌ



ጟဤ



㗨ᶣᢇ⾙◂✪ఌ



Ꮥ⾙◂✪ ࠤ







ࠤ

ཿἑ ᖶ㞕


㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯ࢸ࣭ࢰ࣭ࢨ࣭ࢹ㹄㸶ጟဤఌ



㢫ၡ   



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕࢸ࣭ࢰࢨ࣭ࢹሒᑊᚺጟဤఌ



ጟဤ





㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌᏕ᮶ᨥ㒂 





ᖷ





㸝♣㸞ᮇᢇ⾙ኃఌ ᢇ⾙ኃモ㥺





ጟဤ







ᖷ



㛏ᯐ ኰ
㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ᮶ᨥ㒂





ᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗ᰕㄖ㸝➠ϩ㒂㛓㸞





ጟဤ





⊞ⱉʻࡡỀ⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾ᠋ㄧఌ





ጟဤ





ᮄᡖᕖ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌጟဤ







ఌ㛏





ᏫኣỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌ 







ጟဤ㛏





ᏫኣỀ⣌ᑚἠᕖỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌ





ጟဤ㛏





ㄫᡖᕖỀ⣌Ὦᇡ᠋ㄧఌ







ጟဤ㛏





྅ぜᕖᅥὮᇡ༝㆗ఌ 













㜷㈙ᕖ୕Ὦᅥᇡἑᕖᩒങゝ⏤༝㆗ఌ











᮶ᆀ᪁ᩒങᑻ㸝㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦ㸞



ࣛࣁ࣭࢜ࣤࢬ࣭ࣚ㸝㜷Ṃ㝨ᕖ୕Ὦ㸞



ࠤ



ᅰᮄᏕఌỀ⌦ጟဤఌ⎌ሾỀ⌦㒂ఌ







 ࠤ



ᅰᮄᏕఌᇱ♇Ề⌦ጟဤఌᇱ♇Ề⌦㒂ఌ







 ࠤ



ᅰᮄᏕఌ᮶ᨥ㒂㐽ዜᅰᮄ㐿⏐㐽⩻







 ࠤ



⚗ᓞ┬ᓃ᠋ㄧఌ







ጟဤ㛏





ᮥᕖᅥὮᇡἑᕖᩒങゝ⏤༝㆗ఌ





ጟဤ㛏

 



ኬⰩᕖὮᇡ᳠ゞ༝㆗ఌ









 ࠤ



ᮇᮿ Ꮽ㐡ᆀ༇ἑᕖᩒങゝ⏤





ጟဤ㛏





ⓉἑᅥὮᇡἑᕖᩒങゝ⏤༝㆗ఌ











ྋἚᓃ᠋ㄧఌ













ᕖᆀ༇Ềᑊ➿᠋ㄧఌ







ጟဤ㛏

ࠤ



ᆀⶮᕖỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌ







ጟဤ㛏

 ࠤ



ᐋ⏛ᕖỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌ







ጟဤ㛏

 ࠤ










⸠⏛ ㇇
ኚᕖỀ⣌Ὦᇡ༝㆗ఌጟဤ







ఌ㛏





⯢ᘤ⏣ࡱࡔࡘࡂࡽጟဤఌ







ጟဤ





㸝♣㸞ᅰᮄᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂







ᖷ

⌟ᅹ



⊞ⱉʻࡡỀ⎌ሾ㈻ಕධ࡞㛭ࡌࡾ⚗ᓞ┬ᮇኬᏕᕝᏕ㒂භྜྷ◂✪



㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ᮶ᨥ㒂ㄵᩝዜທ㈳㐽⩻ጟဤఌ



㑾ᒜᕰࡱࡔࡘࡂࡽᕰẰ᠋ㄧఌ㸝㒌ᕰࡘࡂࡽฦ⛁ఌ㸞 



◂✪࣒ࣤࣁ࣭ࠤ⌟ᅹ

 1-5-5



㐽⩻ጟဤ ⌟ᅹ
ฦ⛁ఌ㛏 



୯ᮟ 
♣ ᅰᮄᏕఌᅰᮄᏕఌヽ⥽㞗ጟဤఌ





♣ ᅰᮄᏕఌᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗⥽㞗ጟဤఌ ➠ୌᑚጟဤఌ

ጟဤ



ጟဤ



♣ ᅰᮄᏕఌᅰᮄᵋ㏸∸ࡡ⪇㟀スゝἪ➴࡞㛭ࡌࡾ≁ืጟဤఌ ➠ୌฦ⛁ఌ








♣ ᅰᮄᏕఌ.84 ᑊᚺ≁ืጟဤఌ 9(8(<, ᑊᚺᑚጟဤఌጟဤ

 
⌟ᅹ

♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌࣝ࣊ࣜ  ᆀ㟀ິ◂✪ᑚጟဤఌ  ᖷጟဤ 
♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ 



 

♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ ᆀ㟀⿍ᐐㄢᰕᑚጟဤఌ 

ጟဤ

⌟ᅹ

ᖷ

⌟ᅹ

♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ ඞ㟀࣬โ㟀࣬΅㟀◂✪ᑚጟဤఌጟဤ



♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ ᅗ㝷ጟဤఌ ᆀ㟀ິ <,



ጟဤ

♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ ⪇㟀ᇱ‵ᑚጟဤఌࣝ࣊ࣜ  ᆀ㟀ິ <,ጟဤ ⌟ᅹ
♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ 㟀ᗐゝࡡス⨠ಀ㐅࡛㟀ᗐࢸ࣭ࢰࡡฺ⏕㧏ᗐ࡞㛭ࡌࡾ
              

◂✪ᑚጟဤఌ

ጟဤ   ⌟ᅹ

♣ ᅰᮄᏕఌᆀ㟀ᕝᏕጟဤఌ ᆀୖᵋ㏸∸ࡡྙ⌦Ⓩᆀ㟀ᑊ➿᳠ゞᑚጟဤఌ
ጟဤ    ⌟ᅹ
♣ ᅰᮄᏕఌཋᏄງᅰᮄጟဤఌ ⪇㟀ᛮ⬗㒂ఌᆀ㟀Ⲭ㔔 <,

ጟဤ



♣ ᅰᮄᏕఌཋᏄງᅰᮄጟဤఌ ⪇㟀ᛮ⬗㒂ఌ

ጟဤ

⌟ᅹ



♣ ᅰᮄᏕఌᵋ㏸ᕝᏕጟဤఌ ᅰᮄᵋ㏸∸Ⲭ㔔ᣞ㔢㏻ྙᑚጟဤఌጟဤ ⌟ᅹ
♣ ᅰᮄᏕఌ  ᖳ㝛༞ᆀ㟀ᆀ㟀⿍ᐐㄢᰕᅆ      ᖷ



♣ ᅰᮄᏕఌ  ᖳᐋᇖ┬㒂ᆀ㟀ᆀ㟀⿍ᐐㄢᰕᅆ    ᖷ



♣ ᅰᮄᏕఌ







ㄵᩝ㞗ᰕㄖጟဤ  ⌟ᅹ

♣ ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᕝᏕ༝ఌ ⪇㟀ᙁࡡຝᯕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌጟဤ   
♣ ᆀ┑ᕝᏕఌᅰᵋ㏸∸ࡡスゝ⏕ථງᆀ㟀ິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌ
ᖷጟဤ 
♣ ᆀ┑ᕝᏕఌ ᆀ┑࣬ᇱ♇ᵋ㏸∸ࡡ⪇㟀スゝ⥽㞗ጟဤఌ

ᖷጟဤ

♣ ᆀ┑ᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂



♣ ᆀ┑ᕝᏕఌ ᙲဤು㐽⩻ጟဤఌ





ᖏ௴ᖷ ⌟ᅹ





ጟဤ ⌟ᅹ

♣ ᆀ┑ᕝᏕఌ  ᖳ㝛༞ᆀ㟀࠽ࡻࡦᐋᇖ┬㒂ᆀ㟀ⅇᐐㄢᰕጟဤఌ
ጟဤ



➠  ᅂᮇᆀ㟀ᕝᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑㐘ႜጟဤఌ



ጟဤ 

ᮇᆀ㟀Ꮥఌ ᙲဤು㐽⩻ጟဤఌ



ጟဤ

⌟ᅹ

 

ጟဤ





♣ ᮇཋᏄງᏕఌ ཋᏄງᏭධ≁ืᑍ㛓ጟဤఌ

㈀ ཋᏄງᏭධ༝ఌ ⪇㟀スゝ㧏ᗐㄢᰕ᳠ゞᑍ㛓ጟဤఌ
 





<, ጟဤ

㈀ ཋᏄງᏭධ༝ఌ ᆀ㟀☔⋙ㄵⓏᏭධフ౮ᐁ᪃ᡥ㡨ㄢᰕ᳠ゞᑍ㛓ጟဤఌ 
ጟဤ
㈀ ཋᏄງⓆ㞹ᶭᵋ ཋᏄງᏭධよᯊᡜ Ⓠ㞹⅌㒂ఌ⪇㟀よᯊࢤ࣭ࢺฦ⛁ఌ 
ጟဤ    

 

㈀ ཋᏄງⓆ㞹ᶭᵋ ࣛࢦࢠࣜ⇖ᩩ㈠″㈋ⶮ᪃ス㒂ఌ ⪇㟀Ꮽධᛮฦ⛁ఌ  
ጟဤ    

 

ᮇ㐠㊪පᅆ᮶ᨥ♣ ⚗ᓞᆀᇡᢇ⾙᠋ㄧఌ



ጟဤ

    



ᇷ 㞖ྍ
ᘋス┤






⨶ࡊ࠷ᅗᅰࡘࡂࡽࢺࣁࢧ࣭ጟဤ



ᘋス┤᮶ᆀ᪁㞯ᑊ➿ᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ





ᅗᅰᖿග㞯ᑊ➿ࡡ㈕⏕ᑊຝᯕ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ఌ

 1-5-6







ጟဤ







ጟဤ







ఌⱕᮿᕰஹ㏳㞺さ࣏ࢾࢩ࣒ࣤࢹ᪃➿᳠ゞఌ



ጟဤ







ࡨࡂࡊࡱ㸾㹉㹈᠋ㄧఌ





ᗑ㛏







㑾ᒜᕰ㸯ᆀᇡࡘࡂࡽ࡞㛭ࡌࡾ᠋ㄧఌ





ጟဤ







㑾ᒜ㒌ᚨஹ㏳࣏ࢾࢩ࣒ࣤࢹ᳠ゞఌ





ᗑ㛏







ᮇ㞯ᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂







ᖷ







⚗ᓞ┬පභᴏフ౮ጟဤఌ







ጟဤ







⚗ᓞ┬

ᬊふࢺࣁࢧ࣭ጟဤ









⚗ᓞ┬ႌኣ᪁㥈๑ᗀሔཀྵࡦ㒌ᕰゝ⏤㐠㊪こᑚཋ⏣⥲ᩒങ
ᇱᮇゝ⏤᳠ゞጟဤఌ ఌ㛏







㑾ᒜᕰ㒌ᕰゝ⏤ᐼ㆗ఌ





ጟဤ







ᘋス┤᮶ᆀᘋᅰᮄᕝྙ⌦ጟဤఌ





ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ /- ᮶ᨥ♣ஹ㏳ᢇ⾙᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ⚗ᓞᆀᇡᢇ⾙᠋ㄧఌ



ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆ᮶㐠⚗ᓞᆀ༇ຊ㌬⥲࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ







ᘋス┤᮶ᆀᘋᅰᮄᕝྙ⌦ጟဤఌ



ጟဤ







㸝♣㸞ᮇ㞯ᕝᏕఌ⥪ຸጟဤఌࠉ⤄⧂ጟဤఌ



ᖷጟဤ 



⚗ᓞ┬







⚗ᓞ┬㒌ᕰゝ⏤༇ᇡ࣏ࢪࢰࣈࣚࣤ➿ᏽጟဤఌ



ጟဤ

ࠤ



⚗ᓞ┬ኬぞᶅᑚᗉ㗜❟ᆀᐼ㆗ఌ





ጟဤ





୯㏳ࡽ ఌࣀ࣭࢘ஹὮఌ





ᗑ㛏 



⚗ᓞ┬ᅰᆀ⏕ᴏヾᏽᐼ㆗ఌ




















⎌ሾࢺࣁࢧ࣭ጟဤ





ጟဤ



⮤↓࢙ࢾฺ࣭ࣜ࢟⏕ᾐ⼝㞯ࢨࢪࢷ࣑フ౮᳠ゞጟဤఌ

ጟဤ



ᅗ㐠㸦㸦㸪ྒᾁỜᣉᖕ㐠㊪ᩒങ᳠ゞጟဤఌ



ጟဤ㛏  

㐘ႜጟဤ 






ᱭᮟ 㡨





㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯ࠔᅰ࡛ᇱ♇ࠕ⥽㞗ጟဤఌ















⥽㞗ጟဤ 㸡ᖏ௴ᖷ 













௺⏤ , ጟဤ 



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯ඳᖦᖲᆀࡌࡽ ᅰ▴Ὦⅇᐐㄢᰕጟဤఌ

ᖷ



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ㸯㛭᮶ ༞᮶㇞㞭ⅇᐐ⥥᛬ㄢᰕᅆ

ຸᢰᙔ 



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂







ᖏ௴ᖷ 



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌ᮶ᨥ㒂





ᗀሒጟဤఌᖷ





㸝♣㸞ᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂 





ᖷ





㸝♣㸞ᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂㸯௺⏤





ᐁ⾔ጟဤ 



㸝♣㸞ᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂㸯࣭࣑࣭࣌࣋ࢩጟဤఌ 

⾪





ጟဤ㛏  



㸝♣㸞ᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂㸯ࠔᆀࡌࡽ㟻ࡡᙁᗐᏽᩐỬᏽἪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌࠕ
















ᙁᗐᏽᩐ⾪オἪ᳠ゞࢡ࣭ࣜࣈ ᏭᏽよᯊἪ᳠ゞ



ࢡ࣭ࣜࣈ⾪ 



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌఌヽ㒂 -5 ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈ



ጟဤ





㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌᗀሒጟဤఌ 



ጟဤ





㸝♣㸞ࢹࣤࢾࣜᢇ⾙༝ఌࠔᆀ┑ᤸ๎◂✪ఌࠕ



ጟဤ





㸝♣㸞ᮇ㐠㊪පᅆ ᖏ☤⮤ິ㌬㐠㸝ᴅⴝ࣭ᐣᒱ㸞ṹୢ㒂᪃ᕝ࡞㛭ࡌࡾᢇ⾙᳠ゞఌ 



ᮇ㐠㊪පᅆᖏ☤⮤ິ㌬㐠㸝ᴅⴝࠤᐣᒱ㸞ṹୢ㒂᪃ᕝ࡞㛭ࡌࡾᢇ⾙᳠ゞఌ ጟဤ 



㸝♣㸞ᮇᆀࡌࡽᏕఌ᮶ᨥ㒂 



ጟဤ
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ᖷఌ

ᖷ







ࠤ



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌㄢᰕ㒂 ㇞㞭࡞ࡻࡾᩫ㟻ⅇᐐ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌጟဤ 



㸝♣㸞ᆀ┑ᕝᏕఌᗀሒጟဤఌ࣭࣑࣌࣋Ѹࢩషᠺጟဤఌጟဤ

ࠤ


▩㔕 ὀ᪺


ᘋス┤୕ᕖୖὮᕝຸᡜࠔฦὮ᪃スゝ⏤᳠ゞጟဤఌࠕ

ጟဤ

⌟ᅹ



ᘋス┤᮶ᆀ᪁ᑻࠔ᮶ᆀ᪁㐠㊪ゝ⏤◂✪ఌࠕ



◂✪ဤ

⌟ᅹ



㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ࠔᅰᮄྍ◂✪ጟဤఌࠕ



ጟဤ





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ࠔᅰᮄྍ◂✪⥽㞗ᑚጟဤఌࠕ



ጟဤ





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ࠔ㎾ᅰᮄ㐿⏐ㄢᰕᑚጟဤఌࠕ



ጟဤ





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌ㸯ࠔᆀᇡ㈠⏐࡛ࡊ࡙ࡡ㎾ᅰᮄ㐿⏐ࠕࢨࣤ࣎ࢩ࣑㛜തᢰᙔᖷ



ᘋス┤㸯୕ᕖୖὮᕝຸᡜࠔฦὮ᪃スゝ⏤᳠ゞጟဤఌࠕ

ጟဤ 



ᘋス┤ஐᕗᆀ᪁ᘋスᑻ㸯ࠔ▴ᵵᆀ༇᪃スゝ⏤᳠ゞጟဤఌࠕ

ጟဤ 



㸝㈀㸞ࣛࣁ࣭ࣆࣞࣤࢹᩒങࢬࣤࢰ࣭㸯ࠔṌྍ࡛ᩝࢅ⏍࠾ࡊࡒᕖࡡ࠵ࡽ᪁࡞㛭ࡌࡾㄢᰕࠉ᠋ㄧఌࠕ



ጟဤ



᮶ᢇ⾙᳠ᏽ◂ಞ༝ఌ㸯ࠔᅰᮄ᪃ᕝ⟮⌦ᢇኃ㸝㸦㸣㸧⣥㸞ᐁ㊰ㅦᗑࠕ



㸝♣㸞ᕃ༞ᇔ⮜ᩝ㈀◂✪㝌㸝㡉ᅗ㸞

ࠔኬ㑢 ⁵ㆺ㐿㊟ࠕⓆᤸᣞᑙ 







⚗ᓞ┬





⚗ᓞ┬☤ᆀ༇㐠㊪ᬊふᩒങ᳠ゞጟဤఌࠕ

















ㅦᖅ



ᬊふࢺࣁࢧ࣭









ጟဤ







ᮇ㐠㊪පᅆᖏ☤⮤ິ㌬㐠ᶣᱩⰅᙤ࡞ࡗ࠷࡙ࡇណぜࢅచ࠹ఌ

ጟဤ







ධᅗᅰᮄ⣌ዥᏄᏕ⏍ࡡఌ







㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌࠔฝ∟ᩝ㈳㐽⩻ጟဤఌࠕ



ᘋス┤ἑᕖᑻ ᅰᮄ◂✪ᡜࠔ➠㸧ḗἑᕖᢇ⾙㛜Ⓠ࢜ᖳゝ⏤ㄚ㢗ืᩝ⛁ఌϬࠕጟဤ 



ᘋス┤ἑᕖᑻࠔἑᕖఎ⤣ᢇ⾙ࣂࢾࣜᒈࠕ 



ᘋス┤ᘋスኬᏕᰧࠔᖲᠺ㸦㸧ᖳᗐᑍ㛓⣂࠷ᅰᮄゝ⏤⛁◂ಞㅦ㆗ࠔᅰᮄྍࠕ ㅦᖅ



㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌࠔᅰᮄᏕ㐽ዜᅰᮄ㐿⏐㐽⩻ጟဤఌࠕ 



ᘋス┤ἑᕖᑻ ᅰᮄ◂✪ᡜࠔ➠ḗἑᕖᢇ⾙⟘ᡜ࠾ᖳゝ⏤ㄚ㢗ืฦ⛁ఌϬࠕ
ጟဤ

ࠤ 



㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌࠔᅰᮄྍ◂✪⥽㞗ᑚጟဤఌࠕ



ጟဤ





⚗ᓞ┬ࠔ࠹ࡗࡂࡊࡱᬊふࢦ࣭࣎ࢰ࣭◂ಞఌࠕ



ㅦᖅ

ࠤ



ᘋス┤ᘋスኬᏕᰧࠔᖲᠺ㸦㸧ᖳᗐᑍ㛓㐛⛤ᅰᮄゝ⏤⛁◂ಞㅦ㆗ࠔᅰᮄྍࠕࠕㅦᖅ ࠤ



⚗ᓞ┬ ᅗᅰஹ㏳┤ࠔ⚗ᓞ┬㐠㊪ஹ㏳⎌ሾᏭධ᥆㐅㏻⤙ఌ㆗ࢺࣁࢧ࣭ఌ㆗ࠕ 





㢫ၡ

ఫ㈙┬ᩅ⫩ᖿఫ㈙┬හ㎾ୠỀ᪃ス





ㄢᰕᣞᑙ 

⚗ᓞ┬㸯 



⎌ሾࢺࣁࢧ࣭










ጟဤᖷ 

ࣂࢾࣜషᠺᣞᑙ
ጟဤ

























ጟဤ ࠤ


㸝♣㸞ࠔᅰᮄྍ◂✪ጟဤఌࠕ







ᖷ

ࠤ





㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌࠔᅰᮄᅒ᭡㤃ጟဤఌࠕ





ጟဤ

 ࠤ





༞ᕰࠔἔᆀ༇ ṌྍࢅὩ࠾ࡊࡒࡱࡔࡘࡂࡽゝ⏤᳠ゞጟဤఌࠕጟဤ



㸝♣㸞ᅰᮄᏕఌࠔኬぞᶅ♣ఌᇱ┑ࡡゝ⏤ྍⓏフ౮࡞㛭ࡌࡾ◂✪ᑚጟဤఌࠕጟဤ



༞ᕰࠔἔᆀ༇ṌྍࢅὩ࠾ࡊࡒࡱࡔࡘࡂࡽゝ⏤ㄢᩒఌ㆗ࠕ

ጟဤ





Ꮔ⏛ᗛᘧ
ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᕝᏕ༝ఌ᮶ᨥ㒂
᮶ᆀ᪁ࡡࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᵋ㏸∸ࡡ⥌ᣚ⟮⌦࡞㛭ࡌࡾ◂✪ጟဤఌ ጟဤ 
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➠㸧⥽ አ㒂フ౮ጟဤఌ࡞ ࡻࡾ フ౮

























┘ ḗ

㸣አ㒂フ౮ጟဤఌࡡሒ࿈











 ⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ㊂ㄕ᪺࡞㛭ࡌࡾ㈻ᚺ➽





   

 ᪃スぜᏕࡡ㈻ᚺ➽











 አ㒂フ౮ጟဤఌࡡㅦフ















   

㸣⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ᑊࡌࡾአ㒂フ౮ጟဤࡡណぜ࣬フ౮







ጟဤ㛏 ᰏ⃕ᰜྒྷ













ጟဤ 㔔ᏺົெ













ጟဤ  㕝ᮄ ᾀ













ጟဤ⏛ཾಘኯ㑳 











ጟဤ⺼⏛ප㞕











3㸣አ㒂フ౮⤎ᯕ࡛ᥞゕ࣬ណぜ

























 㐘ႜ࡛⤄⧂













 ᩅ⫩Ὡິ















 ◂✪Ὡິ















 ᩅ⫩࣬◂✪᪃ス













 ᩅ⫩࣬◂✪⟤













 ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ













አ㒂フ౮ጟဤఌㄕ᪺㈠ᩩ











 አ㒂フ౮ጟဤࡡㅦフࡷ㈻ၡ࡞ᑊࡌࡾ㈻ᚺ➽





ᩅ⫩┘Ⓩ࣬┘ᵾ

ᒌ㈠ᩩ

㸣አ㒂フ౮ጟဤఌࡡሒ࿈

 አ㒂フ౮ጟဤఌ࡞ࡻࡾአ㒂フ౮ࢅᖲᠺ 16 ᖳ 12 ᭮ 20 (᭮)࡞ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ࡡ➠㸧
ఌ㆗ᐄ࡞࡙ᐁ᪃ࡊࡒ㸣ฝᖆ࠷ࡒࡓ࠷ࡒአ㒂フ౮ጟဤఌጟဤ࠽ࡻࡦᮇኬᏕࡡฝᖆ⩽㸡
ࡈࡼ࡞ᐁ᪃ࡊࡒአ㒂フ౮ࡡࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜࡢ௧ୖࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ጟဤఌ࡞⏕࠷
ࡒ㈠ᩩࡢୖオࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾ㸣
 አ㒂フ౮ጟဤ
    ጟဤ㛏㸯ᰏἉᰜྒྷ㸝ඳᡖᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ࣬ᰧ㛏㸞
    ጟ ဤ㸯㔔ᏺົெ㸝࢛ࣛࢩࢻࣜスゝ(ᰬ)ཱི࣬⥶ᙲ♣㛏㸞
    ጟ ဤ㸯㕝ᮄ ᾀ㸝⚗ᓞኬᏕ࣬ᩅ㸞
    ጟ ဤ㸯⏛ཾಘኯ㑳㸝NHK ⚗ᓞᨲ㏞ᑻ࣬ᑻ㛏㸞
    ጟ ဤ㸯⺼⏛ප㞕㸝⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂࣬ᢇ┐㸞
 ᮇኬᏕ
  ᕝᏕ㒂㸯ᑚ㔕Ἁඔ㸝Ꮥ㒂㛏㸞㸡౪⏛ኰ㸝Ꮥ㒂ḗ㛏㸞㸡Ễᔪㄌୌ㸝Ꮥຸᢰᙔ㸞
  ᅰᮄᕝᏕ⛁㸯⏛㔕㈏㸡㛏ᯐኰ㸡ཿἑᖶ㞕㸡୯ᮟ 㸡ᇷ㞖ྍ㸡ῳ㑌ⱝᙢ㸡
ఫ⸠Ὂୌ㸡Ꮔ⏛ᗛᘧ
  㝑 ᖆ㸯∸㈻ᏕᕝᏕ⛁ ྚᕖ⩇㞕 

  㸱ࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜ㸳
㸦㸣 አ㒂フ౮ጟဤ࠽ࡻࡦᮇኬᏕ㛭౿⩽ࡡ⣺
 
㸧㸣 ࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜ࣬㈠ᩩࡡㄕ᪺
 
㸨㸣 Ꮥ㒂㛏ᣭᣔ
 
㸩㸣 ⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ㊂ㄕ᪺࡛㈻
 
㸪㸣 ᪃スぜᏕ
 
㸫㸣 ఆ៹
 
㸬㸣 አ㒂フ౮ጟဤఌ
 
㸭㸣 አ㒂フ౮ጟဤఌ࠾ࡼࡡㅦフ࣬㈻
 
  㸱㈠ᩩ㸳
⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ㊂ㄕ᪺㈠ᩩ
አ㒂フ౮ጟဤ࡞ࡻࡾ⮤ᕤⅤ᳠ᡜࡡフ౮࣬ណぜ㞗
⎌ሾಕධ࣬භ⏍භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭࠽ࡻࡦḗୠᕝᏕᢇ⾙◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࣂࣤࣆ
ࣝࢴࢹ
አ㒂フ౮⤎ᯕオථ⾪
ᚃࡡࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜ
 ᮇ❮ࡢ㸡i)⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ㊂ㄕ᪺㸡ii) ᪃スぜᏕ࠽ࡻࡦ iii)አ㒂フ౮ጟဤఌ࠾ࡼࡡㅦ
フ࡞㛭ࡌࡾ㈻ᚺ➽ࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣

2-1

 ⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ㊂ㄕ᪺࡞㛭ࡌࡾ㈻ᚺ➽
 ⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ୯࡚ㄕ᪺㊂ࡊ࡙࠷ࡾ㒂ฦ࡛ࡐࡿ࡞ࡗ࠷࡙ࡡጟဤࡡណぜ࡞ࡗ࠷࡙
ㄕ᪺ࡡᚪさ㡧࡞ࡗ࠷࡙㸡㊂ㄕ᪺ࢅᐁ᪃ࡊࡒ㸣㊂හᐖࡢ㸡አ㒂フ౮ࡡన⨠ࡘࡄ㸡
࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞ࡗ࠷࡙㸡ᑙථᩅ⫩࡞ࡗ࠷࡙㸡ᑯ⫃ᣞᑙ࡞ࡗ࠷࡙㸡♣ఌࡡ㑇ඔ࡞ࡗ࠷
࡙ࡡ 5 㡧┘࡚࠵ࡾ㸣
ᰏἉጟဤ㛏㸯IT ࡡࣤࣆࣚ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙㸡Ꮥ⏍ධဤ ID ࢅᡜ᭯ࡊ㸡ሒ❻ᮆࡡฺ⏕
ྊ⬗࠾㸣
୯ᮟ() 㸯Ꮥ⏍࡞ථᏕⅤ࡚ࣂࢮࢤࣤࢅ㉆ථࡌࡾࡻ࠹ᣞᑙࡊ࡙࠷ࡾ㸣ሒࢤࣤࢬࣤ
ࢹ㸡↋⥲ LAN ➴ඖᐁࡊ࡙࠷ࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ 㸯ථᏕⅤ࡚㸡Ꮥ⏍ࡢᅰᮄ⮤మࢂ࠾ࡼ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࡚ࡊࡺ࠹࠾㸣ࡐࡿ
࡞ᑊࡊ࡙ᅰᮄᕝᏕ࡞ᑊࡌࡾᑙථᩅ⫩㸡ࡱࡒࡢᑍ㛓ࢅᏕࡩ๑ṹࡡᩅ⫩ࡢ⾔
ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸣
⏛㔕   㸯ථᏕ├๑ࡡᏕአ◂ಞ㸝㸦ἡ㸧㸞࡚ㅦⁿࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ᑊᚺࡊ࡙࠷
ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ᴏ⛁┘࡚ࡢ㸡ᅰᮄྍཀྵࡦᴣㄵ࡚ᑊᚺࡊ࡙࠷ࡾ㸣
୯ᮟ() 㸯ථᏕ๑࡛ࡊ࡙㸡࢛࣭ࣈࣤ࢞ࣔࣤࣂࢪ࡚㧏ᰧ㸨ᖳ⏍ࢅᑊ㇗࡞Ꮥ⛁⣺ࢅ㏳
ࡋ࡙ᅰᮄࡡㄕ᪺ࢅࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡱࡒ㸡࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ࡚ࡡ⣺㸝ᨭゖ୯㸞㸡ථ
Ꮥᚃ࡞ࡢࣆࣝࢴࢨ࣏ࣖࣤࢬ࣐ࢻ࣭࡚አ㒂ㅦᖅ࡞ࡻࡾᑙථᩅ⫩ࢅᐁ᪃ࡊ࡙
࠷ࡾ㸣
⏛ཾጟဤ 㸯Ꮥ⏍ࡢථᏕ├ᚃ࡞ᑯ⫃ࢅࡡ⛤ᗐ⩻࠻࡙࠷ࡾ࠾㸣
⏛㔕   㸯ථモࡡ㟻࡚ࡢࠔපຸဤ࡞ࡽࡒ࠷ࠕ➴ࢅ➽࠻࡙࠷ࡾ㸣
ᑚ㔕Ἁ  㸯1999 ᖳࡡථモࢬࣤࢰ࣭࡞ࡻࡾࣤࢢ࣭ࢹ࡚ࡢ㸡㧏㐲⏕⩄ࡡᏕ⏍ࡢ㸡༈ᖅ㸡
ṉ⛁㸡ⷾᏕ㸡ᩅဤ㣬ᠺࡡᅗᐓ㈠㛭㏻ࡡᏕ㒂ࡷᏕ⛁㸡㐲⏕⩄ࡢெ
ᩝ♣ఌ⣌㸝ᕝᏕ㒂ྱࡳ㸞ኣ࠷㸣㐲⏕⩄ࡡᏕ⏍ࡢ㸡࿔ᅑࡡࡴ࡚ථᏕ
ࡊ࡙࠷ࡾሔྙኣ࠷㸣ࡻࡖ࡙࣓ࢲ࣭࣊ࢨࣘࣤ㸡ࣤࢬࣤࢷࣇࢅ࠹㧏
ࡴ࡙࠷ࡂ࠾㔔さㄚ㢗࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻࡙࠷ࡾ㸣ࡐࡡណ࡚ࡵ JABEE 
㔔さ࡚࠵ࡾ㸣
ཿἑ   㸯㸧ᖳ⏍๑ࡻࡽᏕ⛁࡞ࡻࡾපຸဤㅦᗑࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣๑ࡡᑙථᩅ⫩
ࡢ 60 ྞུㅦ㸡ᚃࡡᇱᮇᑍ㛓⛁┘࡞⛛ࡾ࡛ 40ࠤ50 ྞ࡚࠵ࡽ㸡㛣⤊
ࡗ࡞ࡗࡿ࡙ெᩐࡢ΅ࡖ࡙࠷ࡂലྡྷ࡞࠵ࡾ㸣
㔔ᏺጟဤ㸯ථᏕࡡ㐅㊪ᣞᑙ࡞㛭ࡊ࡙㸡ⱕ⩽ᅰᮄࡡ㨡ງࢅវࡋ࡙࠷࠷ࡡ⌟≟࡚࠵
ࡾ࡛ᛦ࠹㸣ࡆࡿ࡞ࡢ㸡♣ఌⓏ࡞ၤⵒࢅ⩻࠻ࡾᚪさᛮ࠵ࡾ㸣ᅰᮄᕝᏕࡡၤ
ⵒ࡞ງࢅ࠷ࡿ࡙㡤ࡀࡒ࠷㸣
 ᪃スぜᏕࡡ㈻ᚺ➽
 ᪃スࡡぜᏕ(13:45-15:10)࡞࠽ࡄࡾ㈻ࢅ௧ୖ࡞♟ࡌ㸣
ձᏕ⏍┞ㄧᐄ
  ㈻ၡ㸯ฺ⏕⩽ᩐࡢࡡ⛤ᗐࡡ࠾
  ᅂ➽㸯ᖳ㛣⣑ 220 ྞ㸡ࣂ࣭ࢹࡷ࢞ࣔࢴࢲࢬ࣭ࣜࢪ࡚ࡡࢹࣚࣇࣜኣ࠷㸣
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ղຸ࢜ࣤࢰ࣭
  ㈻ၡ㸯≚⨝㛭౿ࡡࢹࣚࣇࣜ࠵ࡾࡡ࠾
  ᅂ➽㸯≚⨝㛭౿ࡢ࡛ࢆࡂ㸡ஹ㏳ᨶ➴ࡡࢹࣚࣇࣜኣ࠷㸣
ճᅒ᭡㤃
  ㈻ၡ㸯㈒ࡊฝࡊࡢࡡࡻ࠹᪁Ἢࢅ⏕࠷ࡾࡡ࠾
  ᅂ➽㸯⮤ᅒ᭡࣭࢜ࢺࢅᣚࡖ࡙࠽ࡽ㸡ࡐࡿࢅࡖ࡙㈒ࡊฝࡊ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ㸣
մ㸦ྒ㤃ᩅᐄ
  ㈻ၡ㸯ᐖெᩐࡢరெ࠾
  ᅂ➽㸯200 ྞᐖ࡛ 120 ྞᐖࡡ㸧ࡗࡡ࠵ࡾ㸣
  ㈻ၡ㸯㯦ᯀࢲ࣭ࣘࢠ࡚ࡡᴏ࠾
  ᅂ➽㸯࡛ࢆࡢ㯦ᯀࢲ࣭ࣘࢠࡡࢪࢰࣜࡓ㸡ᩅᐄ࡞ࡢࢪࢠ࣭ࣛࣤ࠵ࡽ㸡
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢰ࣭➴ࢅࡖࡒᴏࡵ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ㸣
յᅰᮄᅒᐄ
  ㈻ၡ㸯CAD ࡛スゝゝ⟤ࡡ㡨␊ࡢࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࠾
  ᅂ➽㸯ࡢࡋࡴ࡞ CAD ᧧ష㸡ḗ࡞スゝࢅ⾔࠷㸡᭩ᚃ࡞ CAD ࡞ࡻࡾᅒ㟻షࢅ⾔ࡖ
࡙࠷ࡾ㸣
նࣀࢴࢹ NE
  ㈻ၡ㸯㣏ᇸࡡႜᴏࡢẰ㛣ථࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾
  ᅂ➽㸯ჹᶭࡢኬᏕࡡࡵࡡ࡚㸡ႜᴏࡢẰ㛣⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
  ㈻ၡ㸯ႜᴏ㛣ࡢ
  ᅂ➽㸯ᖲࡢ㸭 30 ฦ࠾ࡼ 20 ࡱ࡚ႜᴏࡊ࡙࠷ࡾ㸣
շ᩺ᩅᐄᲯ
  ㈻ၡ㸯ᩅဤ⏕ࡡ㒂ᒁ࠵ࡾࡡ࠾
  ᅂ➽㸯ᴏ⏕ᩅᐄࡡࡲࡡᏽ࡚࠵ࡾ㸣
 
 አ㒂フ౮ጟဤఌࡡㅦフ
ᰏ⃕ጟဤ㛏࡞ࡻࡾአ㒂フ౮ጟဤఌහ࡚ࡡ㆗ㄵࡡᴣさㄕ᪺㸯
 ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡢ❟Ὤሒ࿈᭡࡚࠵ࡽ㸡ᩏណࢅ⾪ࡌࡾ㸣ࡆ
ࡡሒ࿈᭡ࡢ㸡ኬንㄖࡲࡷࡌࡂ㸡ၡ㢗Ⅴᩒ⌦ࡈࡿ㸡ጟဤណぜࢅ㏑ࡷࡌ࠷ࡵࡡ࡛
ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ࡡ㊂ㄕ᪺࡞ࡻࡽ㸡⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡങⅤ㸡ጟဤࡡㄏよ᪺
☔࡞ࡽ㸡ㄵⅤࡢࡖࡀࡽ࡛ࡊࡒ㸣
 ᪃スぜᏕ࠾ࡼ㸡≁࡞᩺ࡊ࠷᪃スࡷᅒ᭡㤃➴᮶ᆀ༇ࡡࡡ⚶❟ኬᏕ࡞Ẓᢜ⩄ࡡ
スങ࡚࠵ࡽ㸡᭻ࡱࡊ࠷ᩅ⫩మโ࡚࠵ࡾ㸣ᩅဤࡡ㈻Ⓩ㟻㸡ᴏ⦴ࡡ㟻࠾ࡼࡵ᮶ᆀ༇ࡡ⚶
ኬ࡚ࡢ❟Ὤ࡚࠵ࡾ㸣
 Ꮥ㒂㛏ᩅ⫩ࡡ㈻ࢅࡡࡻ࠹࡞୕ࡅ࡙࠷ࡂ࠾ㄚ㢗࡚࠵ࡾ࡛ࡡぜよ࠵ࡖࡒ㸡
JABEE ࡢ㸡ࡱࡈ࡞㸡ᩅ⫩ࡡ㈻㸡හᐖୌ␊㔔さ࡚࠵ࡾ㸣ࡆࡿ࠾ࡼጟဤ࡞ㅦフࡊ࡙
㡤ࡀ㸡ࡆࡿࡼᣞᦤ㡧ࢅཤ⩻࡞ JABEE ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾమโ࡞ᣚࡖ࡙࠷ࡖ࡙ࡵࡼ࠷ࡒ࠷㸣
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నጟဤ࡞ࡻࡾㅦフ
㔔ᏺጟဤ㸯
㸦㸯ᮇኬᏕࡢ㸡⌦ᕝ⣌Ꮥ㒂㸨Ꮥ㒂࡞ᅰᮄᕝᏕ⛁ 4 Ꮥ⛁࠵ࡽ㸡ࡈࡼ࡞ࡡኣࡂࡡኬ
Ꮥ࡞ࡵᅰᮄᕝᏕ⛁࠵ࡾ㸣ࡆࡡࡻ࠹❿ண♣ఌ࡚ົࡔṟࡖ࡙࠷ࡂ࡞ࡢ㸡ୠ㛣࡞
ࣅ࣭ࣜࡌࡾ≁Ⰵᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣㟸㸡௺ᴏᡋ␆Ⓩᵋࢅషࡖ࡙㡤ࡀࡒ࠷㸣
ࡆࡡࡱࡱ࡚ࡢ㸡ኣࡂࡡኬᏕࡡ୯࡚ᮇᏕࡡᅰᮄᕝᏕ⛁ᇔࡵࡿ࡙ࡊࡱ࠹ྊ⬗ᛮ࠵
ࡾ㸣
㸧㸯⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡡ୯ᚨ࡛ࡾ FD ࡡオ㏑∸㊂ࡽ࠷ࡻ࠹࡞ᛦࢂࡿ㸡ࡵࡖ࡛レ⣵オ
㏑ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣
㸨㸯ୠ㛣ࡡເ࠹࠷࠹≟Ἓ࠾ࢅᐳ▩ࡊ㸡♣ఌንࡡࢪࣅ࣭ࢺ࡞ྙࢂࡎ࡙࠷ࡂᚪさ
࠵ࡾ㸣ࡐࡿ࡞ࡢ㸡አ㒂ㅦᖅ㸡Ằ㛣ࡡງ㸡Ằ㛣ࡡ◂✪ງࢅኬ࠷࡞ฺ⏕ࡌࡾࡆ࡛
᭯Ⅵ࡚࠵ࡾࡻ࠹࡞ᛦࢂࡿ㸡ࡱࡒ㸡Ꮥ⏍ࡡណḟࡵฝ࡙ࡂࡾࡻ࠹࡞ᛦࢂࡿࡾ㸣
㕝ᮄጟဤ
㸦㸯ᅰᮄᕝᏕ⛁᭩ࡵ♣ఌࡡⲠἴࢅ㐛ᨼ࡞វࡋ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣පභᴏ࡞ᑊࡌࡾ
ୠ㛣ࡡ㢴ᙔࡒࡽᙁ࠷㸡ࣤࣆࣚᩒങࡢ㔔さ࡚࠵ࡾ㸣ᅗẰ࡞ฦ࠾ࡽࡷࡌ࠷පභ
ᴏᩒങ࡞㛭ࡌࡾㄕ᪺ᚪさ࡚࠵ࡽ㸡ࡐࡡ୯ᯙ࡞࠷ࡾࡡᅰᮄᕝᏕࡡฦ㔕࡚࠵ࡾ㸣
ᮇࡡᅗᅰ㸡⎌ሾࡡࣤࣆࣚࡡᩒങ࡞࠽ࡄࡾᅰᮄᕝᏕࡡᙲࢅࡵࡖ࡛ࢂ࠾ࡽ
ࡷࡌࡂᅗẰ࡞ㄕ᪺ࡊ࡙࠷ࡖ࡙ࡊ࠷㸣ࢨ࢙ࣥࣜࣤࢩࢼ࡛ᅰᮄᕝᏕࡡ㛣࡞ࡢ࢟
ࣔࢴࣈࡽ㸡ࡆࡡ㛣ࢅᇔࡴྙࢂࡎ࡙⾔ࡂᚪさ࠵ࡾ㸣
 ࡱࡒ㸡᭩㎾ࡡපභᴏࡡフ౮ᑵᗐ࡛ࡊ࡙㈕⏕౼─ฦᯊ㸝B/C㸞ࢅ⏕࠷࡙࠷ࡾ㸡
B/C ⛁ᏕⓏ᰷ᣈ࡞ࡾ࡞ࡢ㛣࠾࠾ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣ࡆࡿ࡞㛭ࡊ࡙ᅰᮄᕝᏕࡡᑍ
㛓㞗ᅆࡡ❟ሔ࠾ࡼୌᏽࡡ᪁ྡྷࢅฝࡊ࡙ḟࡊ࠷㸣ࡆ࠹࠷࠹ࡆ࡛ࡵྱࡴ㸡ᅰᮄᕝᏕ⛁
♣ఌ࡞ᑊࡊ࡙࠹࠷࠹ᙲࢅᯕࡒࡌࡡ࠾✒ᴗⓏ࡞᪺☔ࣅ࣭ࣜࢅࡊ࡙㡤ࡀࡒ࠷㸣
㸧㸯ᩅ⫩┘ᵾࡡ୯࡚㸡༛ᴏᚃᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ࢅཱིࡿࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾ࡛♟ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸡
ࡐࡡ㈠හᐖࡢరࡡ࠾㸡ࡐࡡ㈠ࢅ༛ᴏ⏍ࡡࡻ࠹࡞ཱིᚋࡊ࡙࠷ࡾ࠾࡞ࡗ࠷
࡙ࡡᐁ⦴㸡රమⓏ࡞᭡࠷࡙࠷࠷㸣ᚪさ㸡࠵ࡾ࠷ࡢᚋࡼࡿࡾ㈠࡞ࡗ࠷࡙㸡
ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᐁ⦴ࢅ᭡ࡂࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙㸡ࣅ࣭ࣜງ࡞ࡾ࡛⩻࠻ࡾ㸣
㸨㸯⤄⧂࡛㐘ႜࡡ୯࡚㸡ᩅဤࡡᏽဤᩐ⟮⌦ࡢ࠹ࡊ࡙࠷ࡾ࠾㸣ࡆࡡᩅဤ㒼⨠࡞ࡗ࠷࡙㸡
రၡ㢗࡚㸡ᑑᮮⓏ࡞ࡢ࠹࠷࠹ெဤ㒼⨠ᚪさࡡ࠾ࡡ⩻࠻ࢅ♟ࡊ࡙㡤ࡀࡒ
࠷㸣ࡆࡿ࡞ࡢ㸡ᩅဤ࡛Ꮥ⏍ࡡ㛭౿ࡓࡄ࡚ࡂ㸡ᩅ⫩ࢅᨥ࠻ࡾຸ㒂㛓ࡡெဤ㒼⨠
ࡵెࡎ࡙⩻࠻ࡄࡿࡣ⤄⧂ິ࠷࡙࠷࠾࠷࡛⩻࠻ࡾ㸣
㸩㸯㔔ᏺጟဤྜྷᵕ࡞㸡ຐ◂✪ဤ㸡አ㒂ㅦᖅ㸡ᐂဤᩅࢅὩ⏕ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡
ᖕᗀ࠷ᐁ㊰Ⓩሔ㟻ࡡཬ᫆ࡷୌᏽࡡࣁࣚࣤࢪࡡࡵ࡛࡚ࡡᩅ⫩ᐁ㊰ྊ⬗࡛⩻࠻ࡼࡿ
ࡾ㸣Ꮥ⏍ࡡさị࡞➽࠻ࡼࡿࡾࡒࡴࡡ㟸ᖏໂㅦᖅࡡὩ⏕࡞㛭ࡌࡾ᪁ྡྷࡄᚪさ࡚
࠵ࡾ㸣
㸪㸯㔔ᏺጟဤྜྷᵕ㸡FD ࡡ୯㌗ࡻࡂࢂ࠾ࡼ࠷㸣オ㏑ࢅレ⣵࡞ࡊ࡙රమⓏ᪁㔢ࢅష
ࡽ୕ࡅ࡙ࡵࡼ࠷ࡒ࠷㸣
⏛ཾጟဤ
㸦㸯⮤ᕤⅤ᳠᭡ࡢฦ࠾ࡽ᪾ࡂࡱ࡛ࡱࡖ࡙࠽ࡽ㸡ណḟ࠵ࡾࡵࡡ࡛ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
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㸧㸯࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ㸡◂✪┘Ⓩ㸡Ꮥ⏍ࡡ㐅㊪➴㸡ᚉᮮࡡ㊪⥲ࡡ⤽ᢆ㸡ඖᐁ࡞っⅤ⨠࠾
ࡿ㐛ࡁ࡙࠷ࡾ༰㇗ࢅུࡄࡾ㸣ࡡን࡞ࢪࣅ࣭ࢺវࢅࡵࡖ࡙ᑊᚺ࡚ࡀࡾ㌶
Ⓠࢅᣚࡖ࡙㡤ࡀࡒ࠷㸣
㸨㸯ᆀ᪁࡞࠵ࡾ⌦ᕝ⣌ኬᏕ࡛ࡊ࡙ᆀᇡ≁ᛮࢅ⏍࠾ࡊ㸡Ꮛᅹ౮ೋࢅ㧏ࡴ࡙ࡊ࠷㸣◂✪࣬
ᩅ⫩ᠺᯕࢅප㛜࣬Ⓠಘࡊ࡙♣ఌ㈁⊡ࡡᐁ⦴ࢅ࠵ࡅ࡙ࡊ࠷㸣
㸩㸯⤄⧂ࡡ㟻࡚ࡢ㸡ᨳᗋ㛭㏻ᶭ㛭ࡷẰ㛣➴ࡡெᮞࢅὩ⏕ࡊ࡙♣ఌᐁ㊰Ⓩࡢㅦᗑࢅスࡄ
ࡾࡆ࡛㸡Ꮥ⏍ࡡᅰᮄᕝᏕ࡞㛭ࡌࡾ⮾ࢅᘤࡂࡡ࡞Ⰳ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
㸪㸯㐘ႜ㟻࡚ࡢ㸡ୠ㛣ࡡິࡀ࡞⤄⧂Ⓩ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾఴᆀࢅᣚࡖ࡙ࡊ࠷㸣
㸫㸯㸪❮࡞࠵ࡾᮞᩩࡷ⎌ሾࡡฦ㔕࡚≁࡚ࡀࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣ㸡ࡐࡆ࡞㞗୯ࡊ࡙㸡ெⓏ㈠
″㸡㔘㖱Ⓩ㈠″ࢅᢖ㈠ࡊࡒ᪁ࡻ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣ᘽ࠷㒂ฦࢅඖᐁࡊࡒ࠷ࡡ࡚࠵
ࡿࡣ㸡ᩝ⣌࡛ࡡ㏻ᦘ࡚ᅰᮄᨳ➿ࡷ⤊ႜᅰᮄ➴ࡡ᩺ࡒㅦᗑࢅᣚࡗࡆ࡛ࡵࡻ࠷ࡡ
࡚ࡢ࠷࠾㸣
⺼⏛ጟဤ
㸦㸯ᅰᮄࡡ᪁ྡྷᛮ࡞ን⏍ࡋ࡙࠷ࡾ㸣ᢇ⾙Ⓩࡡࡲ࡚ࡢࡂ㸡ெᩝฦ㔕࡛ࡊ࡙ெ㛣㸡
ᆀᇡ➴࡞㛭ࡌࡾὕᐳງࢅ㣬࠹ຫᙁᚪさ࡚࠵ࡾ㸣⥪ྙᩅ⫩࡛ࡡ㏻ᦘࡵᚪさ࡚࠵ࢀ
࠹㸣
㸧㸯ᅰᮄᢇ⾙⩽࡞ࡽࡒ࠷࡛࠷࠹┘Ⓩណㆉࢅ࡚ࡀࡾࡓࡄ᪡࠷ṹ㝭࡚㣬࠹ᚪさ࠵ࡾ㸣
㸨㸯ᐁຸ㸨ᖳ┘ࡱ࡚ࡡ⫃ဤࡡࣤࢢ࣭ࢹ⤎ᯕ࠾ࡼ㸡⌟ሔᐁ⩞ࢅࡷࡖ࡙࠷ࡿࡣⰃ࠾ࡖ
ࡒ࡛ࡡណぜ㸡ࡵࡡషࡽࡡᢇ⾙ࡓࡄ࡚ࡢࡂపẰࡡさịࡷெ㛣ᛮࢅර⌟࡚ࡀࡾࡻ
࠹ᏕၡࢅᏕࡦࡒ࠾ࡖࡒ࡛ࡡណぜࡵ࠵ࡖࡒ㸣౿㛏ࢠࣚࢪࡡኬᏕᩅ⫩ࡡ᭻ࡳណぜ࡛
ࡊ࡙㸡⌟ሔ࡞ࡨࡿ࡙♣ఌெ࡛ࡡஹὮ㸡ᅰᮄࡡ㨡ງࡷ㟻Ⓣࡈࢂ࠾ࡾᶭఌࢅቌࡷࡊ
࡙ࡊ࠷࡛ࡡណぜ࠵ࡖࡒ㸣
㸩㸯ᩅ⫩Ὡິ࡞㛭ࡊ࡙㸡ᑯ⫃࡞ࡗ࠾࠷Ꮥ⏍ࡵቌ࠻࡙ࡀ࡙࠽ࡽ㸡⫃ᴏ࡞ᑯࡂࡆ࡛ࡡᩅ
⫩ࡵ⾔ࡖ࡙ࡊ࠷㸣ᚃࡢ㸡⥌ᣚ⟮⌦ᢇ⾙ࡡᩅ⫩Ὡິࡵ⩻࠻࡙㡤ࡀ㸡ࡱࡒ㸡ᆀᇡ
࡞᰷ࡉࡊࡒ◂✪ࢅ⤽⤾Ⓠᒈࡈࡎ࡙ࡊ࠷㸣
ᰏἉጟဤ㛏
㸦㸯Ꮥ⛁ࡡᑑᮮᛮ࡞ࡗ࠷࡙㸡᪡࠷࡞㆗ㄵࢅ㐅ࡴ࡙ࡵࡼ࠷ࡒ࠷㸣ᆀᇡᛮࢅὩ࠾ࡊࡒ
ኬᏕ㸡≁Ⰵࡡ࠵ࡾኬᏕ࡛ࡾ᪁ྡྷࡡኬࡱ࠾ࣆ࣭࣑࣭ࣝ࣠ࢠࢅ⮫᛬షࡖ࡙ࡵࡼ
࠷ࡒ࠷㸣
㸧㸯JABEE ᑊᚺ࡞ࡗ࠷࡙㸡Ꮥ⩞ᩅ⫩┘ᵾ㸡ࢺ࣐ࢴࢨࣘࣤ࣎ࣛࢨ࣭ࢅ᪡࠷࡞Ꮥ
⏍࡞ᥞ♟ࡊ࡙ࡊ࠷㸣ᑊᚺ㐔ࡿࡾ࡛ JABEE ࢅུᐼ࡚ࡀࡂࡾࡒࡴ㸡ิ᮪
௲ࢅ᪡ࡴ࡞㐅ࡴࡾᚪさ࠵ࡾ㸣
ᐼᰕဤ◂ಞ㸡࢛ࣇࢧ࣭ࣁ࣭◂ಞࢅరெ࠾ࡡ⏍࡞ུࡄ࡙ࡵࡼ࠷㸡ᐼᰕဤ⤊㥺⩽ࢅ
ࡗࡂࡾࡻ࠹ெᮞ⫩ᠺࢅ㐅ࡴ࡙ḟࡊ࠷㸣ࡆࡿࡢ㸡FD ࡞ࡵࡗࡖ࡙ࡂࡾ㸣
㸨㸯㈻ၡ㡧
(1)༛ᴏ⏍࡛ࡡࢤࣤࢰࢠࢹ㸡ྜྷ✾ఌࡡ᭯ຝὩ⏕ࡢࡿࡂࡼ࠷ࡷࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸣
(2)⏐ᏻᏕ㏻ᦘࡡࢬࣤࢰ࣭࠵ࡾࡡ࠾㸣
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 አ㒂フ౮ጟဤࡡㅦフࡷ㈻ၡ࡞ᑊࡌࡾ㈻ᚺ➽
  ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᑑᮮാ࡞ࡗ࠷࡙
⏛㔕  㸯ኬࡡᅰᮄ⣌㸩Ꮥ⛁ࡡ୯࡚ࡡᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁Ⰵ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡⌟Ⅴ
࡚ࡢ᪺☔࡞ゕ࠻࠷㸡ᆀ᪁࡞≁ࡊࡒ≁Ⰵࢅฝࡊ࡙࠷ࡀࡒ࠷࡛⩻࠻࡙࠷
ࡾ㸣༱ᶭវࡢ࠵ࡾࡡ࡚㸡᪡᛬࡞≁Ⰵ࠵ࡾᏕ⛁షࡽ࡞ཱིࡽ⤄ࢆ࡚࠷ࡀࡒ㸣
FD ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ㸡ᮇᏕ⛁ࡢ༎ฦ࡚࠵ࡽ㌮㐠࡞ࡢࡖ࡙࠷࠷㸣ᚃ㸡
⤄⧂ࡊ࡙ᑊᚺࡊࡒ࠷㸣
  ྜྷ✾ఌࡡὩ⏕࡞㛭ࡊ࡙
⏛㔕  㸯ྜྷ✾ఌ࡛ࡡ㏻ᦘࡢ㸡ᮇኬᏕᰧཪఌ㸡ᕝᏕ㒂ஹཪఌࡷኬᅰᮄఌࢅ୯ᚨ࡞
⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ኬᅰᮄఌ࡚ࡢ◂✪ఌࡷㅦⁿఌࡡ࠾࡞㸡Ꮥ⏍࡞ᑊࡊ࡙ᑯ⫃
ࢬ࣐ࢻ࣭ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
  አ㒂ㅦᖅ㸡ᑙථᩅ⫩㸡ᑯ⫃ࡡິᶭࡄ࡞ࡗ࠷࡙
⏛㔕  㸯OB ࡞ㅦᖅࢅ࠽㢢࠷ࡊ㸡᪡࠷ṹ㝭࡚ࡡᑙථᩅ⫩ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣⏐ᴏ⏲ࡡ᪁
ࡡㅦⁿࡢ㸡㸦ᖳ⏍࡞ᑊࡊ࡙ᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㸣࣑࡚᩺࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡢ༖ᚪಞ⛁
┘ࡡ୯࡚㸡ᩐྞࡡአ㒂ㅦᖅࡡㅦⁿࢅ 2 ࢤ࣏ࡍࡗゝ⏤ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
⏛㔕  㸯አ㒂ㅦᖅࡢ࢜ࣁ࣭࡚ࡀ࠷⛁┘࡞ᑊࡊ࡙Ὡ⏕ࡊ㸡さ⛁┘ࡢᖏໂ࡚⾔࠹
ࡆ࡛࡞ࡻࡽᖕᗀ࠷⠂ᅑ࡞ᑊᚺࡌࡾ᪁ྡྷ࡛ࡊࡒ࠷㸣
ᑚ㔕Ἁ 㸯㟸ᖏໂㅦᖅࡢ㸡ெ⏕㟻࡚ࡡโᗐᨭ㠁ࢅஹ࠻࡙᳠ゞࡊ࡙࠷ࡀࡒ࠷㸣ࡱࡒ㸡
ᚃࡡᢇ⾙⩽ᩅ⫩࡞ࡢ MOT ࡡᑙථࡷ㟸ᢇ⾙Ⓩさ⣪ࢅኬว࡞ࡌࡾࡆ࡛㔔
さ࡚࠵ࡽ㸡ኬᏕ㝌࡞ࡢ MOT ࢅᑙථᏽ࡚࠵ࡾ㸣
Ễᔪ  㸯2 ᖳ๑࡞ࢹࢮ࣭ࢨࣤࢡ࡞࠾࠾ࢂࡾ➽⏞᭡ࢅషᠺࡊ࡙࠷ࡾ㸣㟸ᖏໂࡢ㸡
ࡐࡡ࡛ࡀ࡞ᚺࡋ࡙አ㒂ࡡງࢅ᭯ຝ࡞ࡖ࡙࠷ࡂ᪁ྡྷ࡚ᨭၻࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸡
ெ௲㈕࡛ࡡࡠྙ࠷࠾ࡼධ࡙࠷ࡢ࡚ࡄࢂࡾ࠷࡙ࡿࡈࡒ㸣
 /&'** ᑊᚺ࡞ࡗ࠷࡙
⏛㔕  㸯࠾࠾࠹ࡱࡂ㐅ࢆ࡚ࡢ࠷࠷㸡JABEE ུチ࡞ྡྷࡄゝ⏤ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
୯ᮟ()㸯ᮮᖳᗐࡡᏕ㒂さの࡞ࢺ࣐ࢴࢨࣘࣤ࣎ࣛࢨ࣭ࢅ᪺♟ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
᪡᛬࡞⾔ࢂࡠࡣࡼ࠷ࡆ࡛ࡢ᭩㝀රమࡊ࡙࠷ࡾ㸣
 ⏐ᴏ⏲࡛ࡡ㏻ᦘ
㛏ᯐ  㸯⏐ᏻᏕ㏻ᦘࡢᕝᏕ㒂හࡡᕝᏕ◂✪ᡜ✾ཾ࡛ࡖ࡙ᑊᚺࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᮇኬ
Ꮥ࡛ࡊ࡙ࡢ㸡NUBIC ࡚≁セ⏞ㄫ➴ࡡᨥᥴࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
ᑚ㔕Ἁ 㸯NUBIC ࡚ࡢ㸡ᮇ㒂࡞࠷ࡾࢤ࣭ࢸࢾ࣭ࢰ࣭ධᏕ㒂࠾ࡼࡡ≁セࡷᢇ⾙⛛
㌹࡞ࡗ࠷࡙ᨥᥴࡊ࡙࠽ࡽ㸡ࡌ࡚࡞≁セᩐⓊ௲㸡ᢇ⾙⛛㌹ᩐ༎௲ࡡᐁ⦴
࠵ࡾ㸣ࡱࡒ㸡௺ᴏࡌࡾࡒࡴࡡࣤ࢞ࣖ࣊ࢨࣘࣤࢬࣤࢰ࣭࡞ࡗ࠷࡙ࡢ
┬㸡ᕰ㸡ᮇᏕ㸡ࢷࢠࢿ࣎ࣛࢪୌమ࡛ࡖ࡙ᒈ㛜୯࡚࠵ࡾ㸣
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㸧㸣⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ᑊࡌࡾአ㒂フ౮ጟဤࡡフ౮࣬ណぜ
 ⮤ᕤⅤ᳠᭡ ᖲᠺ  ᖳ  ᭮షᠺ ࡞ᇱࡘࡀ㸡௧ୖࡡ  㡧┘࡞ࡗ࠷࡙ࡡフ౮࣬ណぜࡡࡱ࡛
ࡴࢅአ㒂フ౮ጟဤ࡞࠽㢢࠷ࡊ㸡ጟဤఌ㛜ത๑  ᭮  ࡱ࡚ ࡞㏞࠷ࡒࡓ࠷ࡒ㸣

  㸱᳠ゞ㡧┘㸳
1.ධ⯙
2.ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ
3.⤄⧂࡛㐘ႜ
4.ᩅ⫩Ὡິ
5.◂✪Ὡິ
6.ᩅ⫩◂✪᪃ス࣬スങ⎌ሾ
7.ᩅ⫩࣬◂✪⟤
8.♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
9.ࡐࡡ
 ௧ୖ࡞ጟဤࡻࡽ㏞࠷ࡒࡓ࠷ࡒフ౮࣬ណぜࢅ♟ࡌ㸣
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 ጟဤ㛏 ᰏ⃕ᰜྒྷ(᮶ኬᏕྞヽᩅ㸡⌟ඳᡖᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ㛏)
 ࡱ࠻ࡀ
 පභᢖ㈠ࡡ๎΅࡞ࡻࡾះᛮⓏᘋスࡡἛ࡞ථࡖࡒ࡚ᫎࡢࠉུ㥺⏍࡞࠽ࡄࡾᅰᮄ
ᕝᏕࡡெẴ࡞⩰ࡽぜࡼࡿࠉථモࡡ❿ணಶ⋙㏖ࡊ࡙࠷ࡾኬᏕኣ࠷ࠊࡱࡒࠉ18 ṋெཾ
ࡢᖳࠍ΅ᑛࢅ⤾ࡄ࡙ࠉࡷ࡙ኬᏕධථࢅ㎼࠻ࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹♣ఌ≟Ἓ࡞
࠽࠷࡙ࠉᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡢỄ࠷Ṍྍ࡛ఎ⤣࡞ᨥ࠻ࡼࡿࠉኣᩐࡡඁ⚵Ꮥ⏍ࢅථ
Ꮥࡈࡎ♣ఌ࡞㏞ࡽฝࡊ࡙ࡀࡒࡆ࡛ࡢࠉᩅဤనࡡᘩࡱࡉࡾຑງࡡ㈱∸࡚࠵ࡽࠉࡐࡡᐁ⦴ࢅ
㧏ࡂフ౮ࡊᩏណࢅ⾪ࡌࡾḗ➠࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࡼࡆࡡንິࡡ࡞ࡢࠉ㐛ཡࡡྞኇ࡛ᐁ
⦴ࡓࡄ࡚ࡢࠉᑑᮮࡡⓆᒈࡢࡵ࡛ࡻࡽ⌟≟ࢅ⥌ᣚࡌࡾࡆ࡛ࡌࡼᅏ㞬࡞ࡾ༱㝜ᛮ࠵ࡾࠊኬ
Ꮥࡡ⮤↓῀ụᄬ࠾ࡿ࡙࠷ࡾ࡚ࡢࠉᩅ⫩◂✪ࡡ㟻࡚ࡵ㧏ຝ⋙ịࡴࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉ
ᘚࢅᨭࡴ࡙᩺ࡊ࠷ྙ⌦Ⓩ㧏➴ᩅ⫩ࢅ⾔࠹ࡻ࠹ን㠁ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡷᅰᮄᕝᏕ⛁
ࡡࡻ࠹᪁ྡྷ࡞ྡྷ࠾࠹ࡡ࠾ࢅỬ᩷ࡌࡾ࡚࠵ࡽࠉࡐࡡ㐽ᢝ⫝࡞ࡻࡖ࡙Ꮥ⛁ࡡᑑᮮỬ
ᏽࡈࡿࡾࡆ࡛࡞ࡾࡆ࡛ࢅᏕ⛁ࡡᩅ⫃ဤධဤ⮤てࡌࡾࡆ࡛ᚪさ࡞ࡀ࡙࠷ࡾࠊࡆ
ࡡࡻ࠹࡞⮤ᕤⅤ᳠᭡ࢅ⧫ࡴ࡙አ㒂フ౮ࢅུࡄࠉኬᏕ࡞㐔ࡿࡾࡆ࡛ࡂ㸿㸶㸷㸺㸺
ࡡᐼᰕࢅ࠹ࡄࡻ࠹࡛ࡌࡾᏕ⛁ࡡጶເࡢ㐅Ⓩ࡚࠵ࡽࠉࡐࡡ┷ᦰຑງ࡞ᩏណࢅ⾪ࡌࡾࠊ㎾
࠷ᑑᮮ࡞ࡈࡿࡾ⏍ࡀṟࡽࢅ࠾ࡄࡒ❿ணࡡ࡞ྡྷࡄ࡙ࡡኬࡀᕱ▴࡚࠵ࡽࠉࡆࡡⅤ
࡚ᐁ⾔࡞⛛ࡊࡒጟဤఌࡡⱝ࡛᩷ຩẴ࡞ႍ㔏ࢅ㏞ࡽࡒ࠷ࠊ
Ễ࠷ᖳ᭮ៈ⾔࡛ࡊ࡙ࡀࡒࡆ࡛ࢅን࠻ࡾࡆ࡛ࡢᐖ᪾ࡆ࡛࡚ࡢࡂࠉᏕ⛁ࡡᨭ㠁ࡢኣࡂࡡ
ᅏ㞬ࢅ࡛ࡵ࠹ࠊᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᨭ㠁ࡢࠉሔྙ࡞ࡻࡖ࡙ࡢᕝᏕ㒂ᨭ㠁ࡡୌ⎌࡛ࡼࡉࡾࢅᚋ
࠷ࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊࡊࡒࡖ࡙ࠉᏕ⛁ࡡᨭ㠁හᐖ࡞ࡗ࠷࡙ࡢᕝᏕ㒂࡛ᐠ㏻ᦘࡡୖ࡚㐅ࡴ
ࡾࡀ࡚࠵ࡽࠉᕝᏕ㒂㛏ࡡ⌦よࡢ໗ㄵࡳࡊࢀᚺᥴࢅᚋࡼᐁ⾔ࡌࡾࡆ࡛⫚さ࡚࠵ࡾࠊ
ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᨭ㠁ጙࡴࡼࡿ㸿㸶㸷㸺㸺ヾᏽࡱ࡚₀ࡁ╌ࡂࡆ࡛࡚ࡀࡿࡣࠉᕝᏕ㒂ࡡὩᛮ
࡛Ⓠᒈ࡞ኬࡀࡂᐞ࡚ࡀࡾࡆ࡛࡞ࡾࠊᅰᮄᕝᏕ⛁◂✪ᩅ⫩ࢨࢪࢷ࣑ࡡᨭၻ࡞㐋᪡ࡂ
╌ᡥࡊ࡙ࠉ༞᮶ࡡᕝᏕ⣌ኬᏕࡡ୯ᚨⓏᏋᅹ࡚࠵ࡾᮇኬᏕᕝᏕ㒂ࡡఎ⤣ࢅᏬࡽࡗࡗࠉ
ࡈࡼ࡞ྞኇࢅ㧏ࡴ࡙ࠉᕝᏕ㒂ࡡୌኬ᭯ງᏕ⛁࡚࠵ࡽ⤾ࡄࡾࡆ࡛ࢅว࡞ᕵ᭻ࡌࡾࠊ
  ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ
ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡṌྍ࡛ఎ⤣࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉᆀᇡࡷ࡞༳ࡊࡒᩅ⫩┘ᵾ࣬ᩅ
⫩┘Ⓩ᪺☔࠾ࡗྙ⌦Ⓩ࡞スᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 17 ᖳᗐ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡᩅ⫩┘ᵾ᱄࡞ࡢ㸾
㹉ᩅ⫩ࢅྱࡴࡾࠉ♣ఌࡷࡡさㄫ࡞࠵ࢂࡎ࡙ᩅ⫩ࢅᨭၻࡊ࡙⾔ࡆ࠹࡛ࡌࡾጶເࡵ♟
ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ᩏណࢅ⾪ࡊࡒ࠷ࠊࡱࡒࠉ㸿㸶㸷㸺㸺ྡྷࡄࡒᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾ࡞ࡢࠉᅰᮄᕝ
Ꮥ⛁ࡡᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ≁ᚡᕟࡲ࡞⤄ࡲ㎲ࡱࡿ࡙࠽ࡽࠉ㐲ḿ࡞スᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡾࠊ
㸿㸶㸷㸺㸺ུᐼ࡞㝷ࡊ࡙ࡢᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡷᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾ㸡ࢺ࣐ࢴࢨࣘࣤ࣎ࣛࢨ࣭
ࡡ㛜♟ࡡၡ㢗࡞ࡾࡡ࡚ࠉᮮᖳᗐᙔิ࡞ࡢᩅ⫃ဤ࣬Ꮥ⏍࡞࿔▩ࡊࠉᏕ⏍౼のࠉ࣭࣌
࣑࣭࣋ࢩ࡚ප࡞㛜♟ࡌࡾࡆ࡛ࢅ᥆ዜࡌࡾࠊ
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  ⤄⧂࡛㐘ႜ
 a) ᩅဤ⤄⧂
⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ࡻࡿࡣࠉᖲᠺ 1㸪ᖳᗐᏽဤ࡛⌟ဤ࡛࡚ࡢᩅ㸦ㅦᖅ㸦ࡡᕣ࠵ࡾࡡ࡚ࠉྙゝ
2 ྞࡵࡊ✭ᖆ࡚࠵ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉᚃ௴ࡡඖ㊂ࢅ᛬ࡃᚪさ࠵ࢀ࠹ࠊࡆࡡ㝷ࠉᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ
⤊ႜ᪁㔢ࡷᑑᮮゝ⏤㸡Ꮥ⏍࡞ᑊࡌࡾᩅ⫩┘ᵾ࡞Ἒࡖࡒࠉ㛏ⓏっⅤ࡞❟ࡖ࡙ெᮞࢅ
ịࡴࡾࡆ࡛㔔さ࡚࠵ࡽࠉᑍ㛓◂✪ฦ㔕ࠉ⤊Ṍࠉᖳ㱃ᵋᠺࡷ㈠ࢅ⩻៎࡞ථࡿ࡙㐽⩻
ࡌࡾࡆ࡛᭻ࡱࡿࡾࠊࣤࣇ࣭ࣛࢸࣤࢡࡢୌ⯙Ⓩ࡞ࡢይࡱࡊࡂࡂࠉ⤊Ṍࡷ㈠ࡡ㟻࡚
ኣᵕெᮞࢅⓇ⏕ࡌࡾࡆ࡛㔔さ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉୌ⯙පຽࢅཋ์࡛ࡊ࡙ẍᰧ
ฝ㌗⩽ࡡᩐ࡞୕㝀ࢅスࡄࡾࠉᚪさ࡞ᚺࡋ࡙ᩅဤ㐽⩻ぞᏽࡷහぞ࣬⏞ࡊྙࢂࡎ࡛ࡊ࡙ᩝ
᭡ࡊ࡙࠽ࡂࡆ࡛ࡵୌࡗࡡ᪁Ἢ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ࠷ࡍࡿ࡞ࡊ࡙ࡵࠉᩅᐄࡡᑑᮮാ࡞ࡗ࠷࡙ᩅဤࡡ
භ㏳ࡡヾㆉࢅᚋ࡙࠽ࡂࡆ࡛㔔さ࡚࠵ࡾࠊ
 b) 㐘ႜ
 ♣ఌᵋ㏸ࡡ᛬⃥ን㉫ࡆࡾ⌟≟࡞࠽࠷࡙ࡢࠉណᛦỬᏽࡡ㎷㏷ᛮ࣬ᐁຝᛮࡢ᭩ࡵ㔔さ
ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊᅰᮄᩅఌ᭩㧏ណᚷỬᏽᶭ㛭࡚࠵ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉᏕ⛁ᩅᐄఌ㆗࡛ࡡ㛭౿
ࢅᩒ⌦ࡊ࡙᪡᛬࡞ぞ⣑ᩒങࢅࡊࠉ௦⣌⤣ࢅ᪺☔࡞ࡊ࡙ࡆࡿࢅᚥᗇࡌࡾࡆ࡛᭩ඁࡈࡿ
ࡾࡀ࡚࠵ࡾࠊ≁࡞ᅰᮄᩅఌࢅ⾪ࡌࡾᏕ⛁௴࡞ࡢࠉ࠵ࡾ⛤ᗐࡡᶊ㝀ࢅᣚࡒࡎࡾࡆ࡛
ࠉ⤄⧂ࢅළ⁝࡞㐘ႜࡌࡾ୕࡚ࡢᚪさࡓ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊࡆࡿࡢᜅࡼࡂᚉᮮࡡៈ⾔࡛ࡢ␏ࡾ
ࡡ࡚ࠉᅰᮄᩅఌ࡛ᕝᏕ㒂㛏ࡡよࡡୖ࡚ᐁ᪃ࡌࡾᚪさ࠵ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊᏕ⛁㐘ႜࢅຝ
⋙Ⓩ࡞⾔࠷ࠉណᛦỬᏽࡡ㎷㏷ᛮ࣬ᐁຝᛮࢅ㧏ࡴࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉౚ࠻ࡣࠉᏕ⛁௴ࡡୖ࡞Ẓ
㍉Ⓩᑛெᩐࡡ௺⏤ఌ㆗ࢅスࡄࠉᅰᮄᩅఌࡡᢆヾࢅᚋ࡙ᐁ⾔࡞⛛ࡌࡻ࠹࡞ࡌࡾࠉᵕࠍ
โᗐᨭ㠁ᚪさ࡚࠵ࢀ࠹ࠊỬᏽ㡧࡞ᣂᮨᛮ࠷ࡡࡢࠉኣࡂࡡሔྙࡢᵋᠺࡌࡾᩅဤࡡ
ណㆉࡡၡ㢗࡚࠵ࡽࠉ㒂ฦⓏ࡞ࡢࠍࡡᩅဤࡡ⌦よ㊂࣬ሒ㊂࡞㉫ᅄࡊ࡙࠷ࡾࠊᩅఌ
ࡡỬᏽ㡧ࡡ㏳▩ࢅᚥᗇࡌࡾࡆ࡛ࡢ໗ㄵ࡚࠵ࡾࠉ♣ఌࡡິྡྷࡷᰧࡡ≟Ἓ᭩᩺ࡡ
ሒࢅᩅ⫃ဤධమ࡞࿔▩ࡊࠉኬᏕ≁Ṟ⫃ሔ࡚ࡢࡂ♣ఌᖏㆉࡡ⠂ᅑ࡚ິ࠾ࡉࡾࢅᚋ࠷
ࡆ࡛ࢅᩅဤධဤ࡞⌦よࡊ࡙ࡵࡼ࠹ࡆ࡛ฝⓆⅤ࡚࠵ࡾࠊ
ᩅ⫩ࡡ⌟ሔ࡚ࡢ࣋ࢻࣜࢷ㤾ࡱ࠷ࡆ࡛ኣ࠷ࡡ࡚ࠉຑງࡊࡒ⩽ሒࢂࡿࡾโᗐス
ゝᚪさ࡚࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉᩅ⫩◂✪⤊㈕ࡡᆍ➴㒼ฦࢅ΅㢘ࡊ࡙⏞ㄫ࡞ࡻࡾ㒼ฦࢅ⾔࠹ࡆ
࡛ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢᏕ⛁௴㔖⤊㈕ࢅᤤฝࡊ࡙◂✪࣬㐘ႜ㟻࡚ࡡフ౮࡞ᇱࡘ࠷ࡒ㒼ฦࢅ⾔࠹
ࡆ࡛ࡷࠉඁ⚵ᩅဤ⾪ᙪโᗐࢅཱིࡽථࡿ࡙ᩅ⫩㟻࡚㈁⊡ࡊࡒᩅဤ࡞ዜທ㔘ࢅฝࡌࡡᕝኰ
࠵ࡖ࡙ࡵࡻ࠷ࠊᏕ⛁ᨭ㠁ࡡࡒࡴ࡞ࡢᵕࠍጟဤఌᚪさ࡞ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠉᩅဤࡡㇿ
ᢰࢅ⩻࠻ࡿࡣᖏ⨠ጟဤఌࡡᙟᘟࡢ㑂ࡄ࡙ࠉࢰࢪࢠࣆ࢚࣭ࢪࡡࡻ࠹࡞┘Ⓩ㐡ᠺࡈࡿࡒⅤ
࡚よᩋࡌࡾጟဤఌࡡᙟឺ᭻ࡱࡊ࠷ࠊ
 c) ⮤ᕤⅤ᳠࣬フ౮
ᕝᏕᩅ⫩ࡡ⌟≟࠾ࡼぜ࡙ࠉ㸿㸶㸷㸺㸺᳠ゞ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈ㸝㹌㸼㸞ࢅス⨠ࡊ࡙ࠉ
࡞ᑊᚺࡡ‵ങ࡞ථࡼࡿࡒࡆ࡛ࡢⱝ࡚᩷࠵ࡽࠉ㧏ࡂフ౮ࡈࡿࡾࠊ㸿㸶㸷㸺㸺ུᐼ࡞㝷ࡊ࡙ࡢࠉ
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Ꮥ⩞ᩅ⫩┘ᵾࠉࢺ࣐ࢴࢨࣘࣤ࣎ࣛࢨ࣭ࡷࣈࣞࢡ࣑ࣚᒓಞࡡ☔ヾࠉ๑࡞㛜♟ප㛜
さịࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉࡆࡿࡼ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ᪡ࡡᑊᚺᚪさ࡚࠵ࡾࠊ㸿㸶㸷㸺㸺ᐼᰕ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉᩅ⫩ᨭၻࡡࡒࡴࡡ㹅㸹㸸㸶ࢦࢠࣜᅂࡾࡻ࠹ப࠷࡞≺
❟ࡊࡒጟဤఌᚪさ࡚࠵ࡾࠊୌ⯙Ⓩ࡞ࡢࠉ㸿㸶㸷㸺㸺ᑊᚺࡡࡒࡴ࡞ࡢ㸝㸦㸞ධమࢅ⤣ᣋࡌ
ࡾጟဤఌࠉ
㸝㸧㸞ᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࢅᐁ᪃ࡌࡾጟဤఌࠉ
㸝㸨㸞ᩅ⫩ࢨࢪࢷ࣑ࢅフ౮ࡌࡾጟဤఌࠉ
㸝㸩㸞ᩅ⫩మโࢅᨭၻࡌࡾጟဤఌࠉࡡᄿࡗࡡጟဤఌᚪさ࡚࠵ࡾࠊአ㒂フ౮ࡢධమࢅ⥪ᣋ
ࡌࡾጟဤఌ࡞ណぜࢅ⏞ࡊ㏑ࡾࡓࡄ࡚ࠉ㹅㸹㸸㸶ࢦࢠࣜ࡞ࡢ㏳ᖏྱࡱࡿ࠷ࠊࡊࡒࡖ
࡙ࠉ᪡᛬࡞⌟㹌㸼ࡡన⨠ࡄࢅ᪺☔࡞ࡊ࡙ࠉ
㸝㸨㸞フ౮࡛㸝㸩㸞ᨭၻࡡ㒂ฦ᪺♟ࡈࡿࡾࡆ
࡛ᚪさ࡚࠵ࡾࠊࡗࡱࡽࠉ⌟⾔ࡡࢨࢪࢷ࣑࡚ࡢࠉᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡࢲ࢘ࢴࢠ࠵ࡾ࠷ࡢフ౮
రฌ࡚⾔ࢂࡿࡾࡡ࠾ࠉࡱࡒࠉࡐࡡ⤎ᯕࠉᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚ㸝࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡓࡄ࡚ࡢࡂ㸞
ࡡᐁ᪃మโࢅᨭၻࡌࡾࡡࡢࡡጟဤఌࡡ࠾᪺☔࡚ࡢ࠷ࠊ⚶ぜ࡚࠵ࡾࠉ
㸝㸧㸞㹳㸝㸩㸞
ࡡጟဤఌࡡጟဤࡢ࡚ࡀࡿࡣ㔔々ࡊ࠷᪁Ⰳ࠷ࠊ
  ᩅ⫩Ὡິ
 a) Ꮥ⏍ࡡུࡄථࡿ
ᑛᏄ࡞ຊ࠻࡙ᘋスᴏ⏲ࡡ⦨ᑚലྡྷḾࡱࡼ࠷⌟≟࡚ࡢࠉ࠷࠾࡞ఎ⤣࠵ࡾᅰᮄᕝᏕ⛁
࡛࠷࠻ࡵࠉථᏕ⩽ࡡ☔ಕ࠷ࡍࡿᅏ㞬ࢅ㎼࠻ࡾࡆ࡛ῼࡈࡿࡾࠊୌ⯙ථモ㐽ᢜ
࡞ຊ࠻࡙᥆ⷸථモࠉ㸶㹄ථモኣᵕථモโᗐࢅモࡲࡼࡿࠉ࣒ࣛࢸࣜᩅ⫩࡞ࡵ㒼៎
ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ࠉࡱࡍᩏណࢅ⾪ࡊࡒ࠷ࠊ㧏ᰧザၡࡷᏕ⛁ප㛜㧏ᰧ⏍࡞ᑊࡌࡾ㹅㹇ࡷ
ࣈ࣭ࣞࢲࡵ௧๑࠾ࡼ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠉᑛᏄ࡞ྡྷࡄ࡙ࡡ᩺ࡒቌຽᑊ➿ࡢᚪさྊ
Ḗ࡚࠵ࡽࠉୌᒒࡡຑງ᭻ࡱࡿࡾࠊ
ኬᏕ㝌࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉୌ⯙㐽⩻ࠉᏕහ㐽⩻ࠉ♣ఌெ≁ื㐽ᢜࠉኣᵕථモࢅᐁ᪃ࡊ࡙
࠽ࡽࠉโᗐࡢඖᐁࡊ࡙࠷ࡾࠊၡ㢗ࡢ࠷࠾࡞ᚷ᭻⩽ࢅቌࡷࡌ࠾࡚࠵ࡽࠉᏕහࡡ㐅Ꮥ⩽ࡣ࠾ࡽ
࡚ࡂࠉᆀᇡ♣ఌ࠾ࡼࡡථᏕ⩽ࢅቌࡷࡌࡒࡴ࡞ࠉ༛ᴏ⏍ࡷᆀඔ௺ᴏ࡞ᑊࡌࡾㄕ᪺ࡷ㹅㹇ࠉ
௺ᴏࡷᏻᖿ࡛ࡡ⥪ᣋ༝ᏽࢅ㏳ࡊ࡙ᕵ᭻⩽ࢅ☔ಕࡌࡾࡡຑງᚪさ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ◂✪
ᩅ⫩ࡡහᐖᏕ⏍࡞࡛ࡖ࡙㨡ງⓏ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡵ㔔さ࡚࠵ࡾࠉዜᏕ㔘ࡷ⏻Ꮥ⏍โᗐࠉ
㐅Ꮥࡡິᶭࡄ࡛ࡾࡻ࠹᩺ࡊ࠷㨡ງⓏโᗐࡵᚪさ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
 b) ᩅ⫩࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ
Ꮥ㒂ᩅ⫩࡞࠽࠷࡙ࡢᘋス࣬⎌ሾ࣬ᅗ㝷ࡡࡗࡡࢤ࣭ࢪࢅ࡛ࡾࡆ࡛ྊ⬗ඁࡿࡒᩅ⫩ࢨ
ࢪࢷ࣑ᐁ᪃ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ≁ᚡ࠵ࡾᩅ⫩ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ᩏណࢅ⾪ࡌࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᅗ㝷
ࢤ࣭ࢪࡡུㅦ⩽ࡆࡿࡱ࡚↋࠷ࡡࡢṟᛍ࡚࠵ࡽࠉᚃࠉུㅦᣞᑙࡌࡾᏕ⏍ࡡ㛭ᚨࢅ㧏
ࡴᐁ⦴ࢅషࡾࡆ࡛᭻ࡱࡿࡾࠊࡱࡒࠉᩅ⫩┘ᵾ࡞᥎ࡅࡾᩅ⫩හᐖ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ᩺࢜ࣛ࢞ࣖ
࣑ࣚ࡞࠽࠷࡙Ᏸධ࡞⥑⨮ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡾ㸣㸿㸶㸷㸺㸺࡚さịࡈࡿࡾᢇ⾙⩽⌦ࡷ㏸
ᛮᩅ⫩࡞౿ࢂࡾ⛁┘ࡢࠉᶭࢅᙽࡒࡍ࡞㛜スࡌࡾࡀ࡚࠵ࡾࠊ
ኬᏕ㝌ᩅ⫩࡞࠽࠷࡙ࡢࠉᖲᠺ 13 ᖳᗐ௧㜾ಞኃㄚ⛤㐅Ꮥ⩽ᩐࡷࡷ΅ᑛẴ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ
ലྡྷࡢᬊẴ࡞ࡵᙫ㡢ࡈࡿࡾ⤽⤾Ⓩ࡚࠵ࡾྊ⬗ᛮ࠵ࡾࡡ࡚ࠉቌຽ࡞ྡྷࡄ࡙ࡡᑊ➿ᚪさ
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࡚࠵ࡽࠉౚ࠻ࡣ♣ఌெᩅ⫩࣬⤽⤾ᩅ⫩ࡡ㟻࡚ࡡຑງࡈࡿࡾࡆ࡛᭻ࡱࡿࡾࠊ༡ኃ
ㄚ⛤࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᏕ⏍ࡡ☔ಕࡢᅏ㞬ࢅ࡛ࡵ࠹ࠉ♣ఌெࡷአᅗெ⏻Ꮥ⏍ࡡ⋋ᚋ࡞ྡྷࡄ࡙
ຑງࢅࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅ㢢ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
 c) ᴏフ౮࡛ࣆ࢜ࣜࢷ࣭࣬ࢸ࣊ࣞࢵࣈ࣒ࣤࢹ
Ꮥ⏍࡞ࡻࡾᴏフ౮࡞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ᩏណࢅ⾪ࡊࡒ࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉᕵ᭻ࡊࡒᩅ
ဤࡡࡲ࡚ࠉୌ㒂ᩅဤ࡞ᐁ᪃ࡊ࡙࠷࠷ࡡ༎ฦ㟻࠵ࡾࡡ࡚ࡻࡽୌᒒࡡᨭၻ᭻ࡱ
ࡿࡾࠊ㸻㸹ࡢᩅဤࡡ㈻Ⓩྡྷ୕࡞ࡢᚪさࢨࢪࢷ࣑࡚࠵ࡽࠉᴏࡡප㛜ࡷࡐࡡᴏ࡞ᑊࡌࡾ
ᩅဤ┞பࡡណぜஹᥦࠉ࢛ࣆࢪ࣭࣠ࡡス⨠ࠉᏕ⛁ࡡᐁ࡞ྙࢂࡎࡒ⤄⧂Ⓩᑊᚺ
ᚪさ࡚࠵ࡾࠊ≁࡞ࠉ㸿㸶㸷㸺㸺ᐼᰕࡡධ࡙ࡡ㟻࡚ࡡᇱᮇ࡛ࡾࢨࣚࣁࢪࡡඖᐁࡢࠉ㸻㸹ࡡ
᭩ิ࡞⾔࠹ࡀ㡧࡛࠷࠻ࡻ࠹ࠊࢨࣚࣁࢪ࡞ࡢࠉᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾࡣ࠾ࡽ࡚ࡂࠉ㐡┘ᵾ
ࡷフ౮᪁ἪරమⓏオ㏑ᚪさ࡚࠵ࡽࠉࡆࡿ࡞ᇱࡘ࠷࡙㸿㸶㸷㸺㸺ጟဤᴏࢅࢲ࢘
ࢴࢠࡌࡾషᴏࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡛ࡾࠊ
㸿㸶㸷㸺㸺ヾᏽࡈࡿࡒኬᏕࡡᩅဤࢅᣅ࠷࡙㸿㸶㸷㸺㸺ᐼᰕ࡞㛭ࡊ࡙ㅦⁿࢅࡊ࡙ࡵࡼ࠹ࡆ
࡛ࡢࠉ㸻㸹Ὡິ࡞᭩㐲࡚࠵ࡽຝᯕⓏ࡚ࡵ࠵ࡾࠊࡱࡒࠉᅰᮄᏕఌࡷࡐࡡࡡᏕఌࡡᐼᰕဤㅦ
⩞ఌ࡞ᩅဤࢅὬ㐭ࡊࠉ◂ಞහᐖࢅᩅᐄఌ㆗࡚ሒ࿈ࡊ࡙ࡵࡼ࠹ࡊ࡙ࠉᏕ⛁හ࡞ㅦ⩞ఌಞ
⩽ࡷ࢛ࣇࢧ࣭ࣁ࣭⤊㥺⩽࣬ᐼᰕဤ⤊㥺⩽ࢅ々ᩐྞ⫩ᠺࡌࡾࡆ࡛ࡵຝᯕⓏ࡚࠵ࡾࠊᕝᏕᩅ
⫩༝ఌࡷẰᩅ⫩༝ఌࡡ⥪ఌࡷ᮶ᨥ㒂⥪ఌ࡞ฝᖆࡊ࡙ࠉኬᏕ࣬ᰧࡡሒࢅᚋ࡙ࠉᩅ
ဤධဤ࡚භ᭯ࡌࡾࡆ࡛ࡵ㔔さ࡚࠵ࡾࠊฝᮮࡾࡓࡄኣࡂࡡᩅဤࠉአ㒂ࡡெ࡛りࡌࡾᶭఌ
ࢅషࡽࠉࡐࡡሒࢅᩅဤධဤ࡚භ᭯ࡌࡾࡆ࡛᭩㔔さ࡛⩻࠻ࡾࠊ
 d) Ꮥనࡡᐼᰕ࡛
ᮇኬᏕࡡṌྍ࡛ఎ⤣ࡷࡐࡡ♣ఌⓏフ౮࠾ࡼࡲ࡙ࠉㄵᩝ༡ኃ࣬ㄚ⛤༡ኃࡡ⩽ᩐ࡛
ࡵ࡞ࡷࡷᑛ࠷༰㇗࠵ࡾࠊ༛ᴏ⏍ࡷᆀᇡ♣ఌ࡞഼ࡀ࠾ࡄࡿࡣࠉ᭯㈠⩽ࡷ⬗ງࡡ࠵ࡾᢇ⾙
⩽ࢅ㛜ᢽࡊⓆぜࡌࡾࡆ࡛࡚ࡀࠉࡵࡖ࡛⩽ࢅቌࡷࡌࡆ࡛ྊ⬗࡚ࡢ࠷࠾࡛⩻࠻ࡾࠊ
ᆀᇡ㈁⊡ࡷᆀᇡ㏻ᦘࡡふⅤ࠾ࡼࡵࠉ♣ఌெ࣬አᅗெࡡ༡ኃྒᕵ᭻⩽ࢅ᥀ࡊฝࡌຑງࡢᚪさ
࡛⩻࠻ࡾࠊ
 e) ༛ᴏ⏍ࡡ㐅㊪
ᘋスᴏ⏲ࡡᣲࡡ࡞࠵ࡖ࡙ 60 ெࢅ㉲࠻ࡾᏕ⏍ࢅᘋスᴏ࡞ᑯ⫃ࡈࡎ࡙࠷ࡾᐁ⦴ࡢ㧏ࡂ
フ౮ࡈࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᚃࡡᘋスᴏ⏲ࡡ⦨ᑚലྡྷࢅ⩻࠻ࡾ࡛ࠉᘋスᴏࡡ㛭㏻ᴏ⛸ࡷᘋスᴏ
௧አࡡᴏ⛸࡞ࡵっ㔕ࢅᗀࡅࠉ᩺ࡊ࠷ᑯ⫃ࡡ㛜ᢽࢅᡋ␆Ⓩ࡞㐅ࡴࡾࡆ࡛ࡵᚪさ࡚࠵ࡾࠊኣ
ᵕᏕ⏍ࡡさ᭻࡞ᑊᚺࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉᑯ⫃ࢅᨥᥴࡌࡾ⤄⧂ࡵ⩻࠻ࡾᚪさ࠵ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
 f) Ꮥ⏍࡞ᑊࡌࡾᨥᥴ
Ꮥ㒂Ꮥ⏍ࡡ⣑ 1/4 ࡛ኬᏕ㝌⏍ࡡ⣑ 1/3 ࠉᮇᏕ⏍ᨥᥴᶭᵋ࠾ࡼዜᏕ㔘ࡡ㈒ࢅུࡄ࡙࠷
ࡾࠊࡆࡿࡢᜠࡱࡿࡒ⎌ሾ࡛னࢂࡉࡾࢅᚋ࠷ࠊථᏕ⩽࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࢠࣚࢪᢰ௴โࢅスࡄࡾ
ࡀࡴ⣵࠾ᩅ⫩ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ᩏណࢅ⾪ࡊࡒ࠷ࠊᏕ⏍ࡡᑯ⫃࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉᑯ⫃ᢰ
ᙔ✾ཾࡵ࠵ࡽ㸡⤄⧂Ⓩᑊᚺࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣Ꮥ⏍ᐿࡵᏰങࡊ࡙࠽ࡽࠉᏕ⏍࡞ᑊࡌࡾᨥᥴ
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మโࡢ༎ฦ࡛ึ᩷ࡌࡾࠊ
  ◂✪Ὡິ
 a) ◂✪ฦ㔕
ᩅဤࡡ◂✪ฦ㔕ࡢࠉᅰᮄᕝᏕࡡさฦ㔕ࡡධమࢅ⥑⨮ࡊ࡙࠷ࡾࠉᮞᩩ⣌࠽ࡻࡦ⎌ሾ⣌
ࡡ◂✪ฦ㔕ࡡᩅဤኣࡂࠉฦ㔕࡞೩ࡽぜࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡿࡢᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁ᚡ࡚࠵
ࡽࠉ⥪ⰴⓏ࡞ࡌࡾࡆ࡛ᚪࡍࡊࡵࡻ࠷࡛ࡢ㝀ࡼ࠷ࡡ࡚ࠉᑑᮮᵋࡡ࠾࡚᪁ྡྷࡄࢅ⾔
࠹ࡀ࡚࠵ࡾࠊᩅဤࡡᙁࡡ᪁ࡢࠉᏕ⛁ࡡ᪁㔢ࡌࢂࡔࠉ≁Ⰵࡡ࠵ࡾᢇ⾙⩽ࢅ⫩ᠺࡌ
ࡾࡡ࠾ࠉࡱࡒࡢ⥪ྙⓏᅰᮄᢇ⾙⩽ࢅ⫩ᠺࡌࡾࡡ࠾ࠉᅰᮄᕝᏕ⛁ᆀᇡ࡞࠵ࡖ࡙ࡡࡻ࠹
᪁ྡྷࢅྡྷ࠾࠹ࡡ࠾ࠉࡡࡻ࠹Ꮥ⏍ࢅ㍦ฝࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾ࠾࡞ࡻࡖ࡙␏ࡾࡡ࡚ሔᙔ
ࡒࡽⓏ࡚࠵ࡖ࡙ࡢࡼ࠷ࠊࡱࡍࠉᆀᇡ♣ఌࡡິྡྷ࡛ᘋス⏐ᴏࡡᑑᮮࢅぜ㏳ࡊ࡙ࠉᏕ⛁ࡡ
ᑑᮮാࢅᥝ࠾ࡠࡣࡼ࠷ࠊࡆࡿ࡞ࡢᆀᇡࡡ᭯ㆉ⩽࡛ࡡ᠋ㄧఌࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ༛ᴏ⏍ࡷᆀᇡ௺
ᴏࡡࣤࢢ࣭ࢹㄢᰕ࡞ࡻࡾណぜࡵཤ⩻࡞ࡾࠊᩅဤࡡᑍ㛓ฦ㔕ࡷெᩐࡡ㐲ḿࡢࠉ
ᩅဤࡡ᩺ࡒ⏕࡞㝷ࡊ࡙ิࡴ࡙โᚒ࡚ࡀࡾࡆ࡛࡚࠵ࡽࠉẒ㍉Ⓩ㛣ࡡ᤻࠾ࡾၡ㢗࡚࠵ࡾࠊ
ᑑᮮ࡞ྡྷࡄ࡙ࡡ㛏Ⓩᒈ᭻࡚ᩅဤᵋᠺࢅ⩻࠻࡙ࠉࡡⅤ࠾ࡼጙࡴ࡙㎘ᢢᙁࡂᐁ⌟ࡊ࡙
࠷ࡂᚪさ࠵ࡾࠊ
 b) ◂✪మโࡡὩງ࡛ྡྷ୕
ᮇኬᏕ࡞ࡢᮇኬᏕᏕ⾙◂✪ຐᠺ㔘ࡼࡦ࡞ᕝᏕ㒂◂✪㈕ࠉࡡኬᏕ࡞Ẓ࡙㇇
ᐣ◂✪ᨥᥴమโ࠵ࡾࡆ࡛ࡢ⣪ᬍࡼࡊ࠷ࡆ࡛࡚࠵ࡽーࡾࡀࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊᕝᏕ㒂◂✪㈕
ࡡᢝᐁ⦴ࠉᖲᠺ 12 ᖳᗐ௧㜾࠷ࡆ࡛࡞ࡗ࠷࡙ࡢ⋙├࡞ཬ┤ࡊࠉཋᅄࢅㄢᰕࡊ࡙ᑊ➿ࢅ
ㅦࡋ࡙ḗᖳᗐ⋋ᚋ࡞ྡྷࡄ࡙⤄⧂Ⓩ࡞ິࡂࡀ࡚࠵ࡾࠊᏕ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ࡞ࡻࡾභ
ྜྷ◂✪ㄚ㢗ᖲᠺ 14 ᖳᗐ࡞ᢝࡈࡿࡒࡆ࡛ࡢࠉ◂✪⤄⧂࠽ࡻࡦᩅဤࡡ◂✪⬗ງフ౮ࡈࡿ
ࡒ⤎ᯕ࡚࠵ࡽࠉࡇྜྷ៖࡞⪇࠻࠷ࠊᇱ┑Ⓩᰧ㈕ࡷ◂✪㈕㝀ᏽࡈࡿ࡙ࡀ࡙࠷ࡾ࡚ᫎࡢࠉ
◂✪⩽ධဤ࡞ୌᵕ࡞㒼ฦࡌࡾ㢘ࢅ΅ࡼࡊ࡙ࠉࡐࡡฦࢅᩅဤࡡ⏞ㄫ࡞ᇱࡘ࠷࡙㒼ฦࡌࡾ᪁ᘟ
ࢅ࡛ࡾኬᏕࡵ࠵ࡾࠊ⏞ㄫ᭡ࢅషᠺࡌࡾషᴏࡢ◂✪ゝ⏤ࡡරమ࡞ᙲ❟ࡗࡣ࠾ࡽ࡚ࡂࠉᏕ
⛁හ࡚ࡡ◂✪༝ງࡡⰾࡵ⏍ࡱࡿࡾྊ⬗ᛮࡵ࠵ࡽࠉ⛁Ꮥ◂✪㈕ຐ㔘ࡡ⏞ㄫࡵࡊࡷࡌࡂࡾ
࡛࠷࠹ḗⓏຝᯕࡵ࠵ࡾࠊ
 c) ◂✪ᠺᯕࡡප⾪࡛ሒ࿈
◂✪ᴏ⦴ࡡප⾪࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉධᩅဤ࡛ࡵᏕఌⓆ⾪ࢅ୯ᚨ࡞✒ᴗⓏ࡞ཱིࡽ⤄ࢆ࡚࠷ࡾࠉ
◂✪⩽㛣࡚ࡐࡡᩐ࡞ࡷࡷᕣ␏ヾࡴࡼࡿࡾࠊ≁࡞ᰕㄖࡀㄵᩝࡡᩐ࡞㛭ࡊ࡙ࡢᖲᆍⓏ࡞ᑛ
ࡂࠉ≁ᏽࡡ◂✪⩽࡞೩ࡖ࡙࠷ࡾࠊᅰᮄᏕఌㄵᩝ㞗ࢅᶭ㍂࡛ࡊࡒさᏕఌࡡㄵᩝ㞗ᢖ✇
ࡌࡾࡆ࡛ࢅப࠷࡞ዜທࡊ࡙ࠉᩅဤධဤᏕఌヽࢅ୯ᚨ࡞ᴏ⦴ࢅ୕ࡅࡾࡆ࡛ࢅᚨ࠾ࡼ᭻ࢆ࡚
࠷ࡾࠊࡆࡿࢅᚥᗇࡌࡾࡆ࡛ࡢ୯ࠍᅏ㞬࡚࠵ࡾࠉ௴⏕࣬᪴௴࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡡㄵᩝᩐ࡞ᇱ
‵ࢅスࡄࡿࡣࠉḗ➠࡞ᾈ㏩ࡌࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊࡆࡿ࠾ࡼࡡ❿ணࡡ࡞࠵ࡖ࡙ࡢࠉ◂✪ᴏ⦴ࡢ
ᩅဤ⮤㌗ࡡ㌗ࢅᏬࡾᴑ࡚࠵ࡽࠉᴏ⦴ࡈ࠻࠵ࡿࡣࡀ┘ࢅࡲࡾࡆ࡛ࡢࡂࠉࡳࡊࢀࢲࣔࣤࢪ
࠻ࡼࡿࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ
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 ◂✪ᠺᯕࢅࠉ᩺⪲ሒ㐠ࡷࢷࣝࣄ࣏ࢪࢤ࣐ࢅ㏳ࡊ࡙ප⾪ࡌࡾࡆ࡛ࡵ㔔さ࡚࠵ࡾࠊ≁࡞ࠉ
⎌ሾၡ㢗ࡷⅇᐐ࡞㛭㏻ࡊࡒ❻Ⓩ◂✪ࡷㄢᰕὩິࡢࠉ✒ᴗⓏ࡞ሒ㐠ᶭ㛭࡞ප⾪ࡌࡾ
ࡀ࡚࠵ࡾࠊ◂✪හᐖࡷᠺᯕ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ࣏ࢪࢤ࣐ࡡሒ㐠ࡢࠉུ㥺⏍࡞ᑊࡌࡾ࣒࣭ࢩࢴ
ࣈ࡞ࡵࡗࡾࠊ
  ᩅ⫩◂✪᪃ス࣬スങ⎌ሾ
 a) Ꮥ⩞⎌ሾ
ኬᏕᩅ⫩ࡡ⎌ሾ࡛ࡊ࡙ࡢࠉᴗࡴ࡙ᜠࡱࡿࡒ᪃ス࣬スങࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾࠉ᭞࡞ᖲᠺ 18 ᖳᗐ
ࢅ┘ᣞࡊ࡙᩺ᩅᐄᲯࡡᘋス㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡢࡇྜྷ៖ࡡ⮫ࡽ࡚࠵ࡾࠊ61 ྒ㤃ࡷ 54 ྒ㤃
࡞ࡢ㸾㹉ࡈࡿࡒᩅᐄ࡞࠵ࡾࠉ㸾㹉ᩅ⫩࡞ᚪさ᪃ス࣬スങ᩺ᩅᐄ࡞࠽࠷࡙ࡵඖ
ᐁࡈࡿ࡙ࠉ㌗㎾㸾㹉ᩅ⫩ྊ⬗࡞ࡾ⎌ሾᩒങࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅᙽࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 b) ◂✪᪃ス
◂✪スങ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉኬᆵ≁Ṟ⨠࠾ࡼ᭩᩺㗞ゝῼჹ࡞⮫ࡾࡱ࡚㇇ᐣ࡚࠵ࡽࠉ⎌ሾಕධ࣬
භ⏍භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࡡスങࢅྱࡴࡾ࡛ࠉ◂✪࡞ᨥ㝸ࢅᮮࡒࡌᜅࡿࡢ࠷ࠊࡳࡊࢀࠉᜠࡱ
ࡿࡒ◂✪⎌ሾࢅ࠷࠾࡞ຝ⋙Ⓩ࡞ฺ⏕ࡊ࡙ඁࡿࡒᠺᯕࢅᣪࡅࡾ࠾ၡࢂࡿࡾ࡚࠵ࡽࠉᩅ
ဤࡡୌᒒࡡຑງ᭻ࡱࡿࡾࠊ
  ᩅ⫩࣬◂✪⟤
 a) ᰧ㈕࠽ࡻࡦᮇኬᏕහ㒂ࡡ◂✪ຐᠺ
 ᜇᖏⓏᩅ⫩◂✪⟤࡚࠵ࡾᰧ㈕ࡢᚪࡍࡊࡵኣ࠷㢘࡛ࡢ࠷࠻࠷ࡱ࡚ࡵࠉኬᏕ࡞Ẓ
ࡿࡣᑛ࠷㢘࡚ࡢ࠷ࠊ㐘ႜࢨࢪࢷ࣑ࡡ㡧࡚ࡵりࡿࡒࡻ࠹࡞ࠉᐁ㥺ᐁ⩞㈕ࡡୌ㒂࠽ࡻࡦᏕ
⛁භ㏳⤊㈕ࢅᏕ⛁௴㔖࡛ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽᏕ⛁හ࡞ཋ㈠ࢅࡗࡂࡽࠉᩅဤ࠾ࡼࡡࣈࣞࢩ࢘
ࢠࢹ⟤⏞ㄫ࠵ࡾ࠷ࡢᩅဤࡡᐁ⦴ࡷὩິ≟Ἓ࡞ࡻࡖ࡙⟤㒼ฦࡌࡾࠉᩅ⫩◂✪ࡡὩᛮ
ࡡິᶭࡄ࡞ࡾࡻ࠹โᗐࡡᵋ⠇᭻ࡱࡿࡾࠊࡆࡡሔྙࠉᐼᰕ⤎ᯕࡷ㒼ฦ㢘࡞ࡢ㏩᪺
ᛮᚪさ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡢன࠹ࡱ࡚ࡵ࠷ࠊ
ᮇኬᏕහ㒂ࡡ◂✪ຐᠺ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ㸪)b)࡚りࡿࡒ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ
 b) ❿ணⓏአ㒂㈠㔘
⛁◂㈕ຐ㔘࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉẎᖳ 1 ௲⛤ᗐࡡᢝ࡚࠵ࡾࠉኬᏕࡡぞᶅࡷᩅဤࡡ㈻࠾ࡼぜ
࡙ᐁ⦴࡛ࡊ࡙ࡢᑛࡂវࡍࡾࠊ⏞ㄫ᭡ࡡ᭡ࡀ᪁ࡷᚺຽ࣎ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࡡㅦ⩞ఌࢅ㛜
ࡂࡊ࡙ࠉ⏞ㄫ௲ᩐࢅቌࡷࡌࡆ࡛࠾ࡼጙࡴࡾᚪさ࠵ࡾࠊࡐࡡ❿ணⓏአ㒂㈠㔘࡞ࡗ࠷
࡙ࡢᖲᠺ 11 ᖳ࡞ 1 ௲࠵ࡖࡒࡡࡲ࡚᭩㎾ࡡᐁ⦴࠷ࡡ࡚ࠉࡱࡍᚺຽࡌࡾࡆ࡛ࢅዜທࡌࡾᚪ
さ࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
 c) ጟォ◂✪㈕࣬ዜᏕᐞ㔘ࡡຐᠺ㔘
ጟォ◂✪㈕࣬ዜᏕᐞ㔘ࡡ⋋ᚋ㢘ࡢἛ࡞ࡵᣂࢂࡼࡍὩⓆ࡚࠵ࡽࠉ⩆ࡱࡊ࠷㝀ࡽ࡚࠵
ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ◂✪㈠㔘ࡢࠉᩅဤ⮤㌗ᆀᇡࡡ௺ᴏࡷ⮤మ࡞✒ᴗⓏ࡞഼ࡀ࠾ࡄࡄࡿࡣᠺ
ࡽ❟ࡒ࠷ᛮ㈻ࡡ㈠㔘࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉࡐࡡᛮ୕ࠉ≁ᏽࡡ◂✪⩽࡞㝀ࡼࡿࡾࡆ࡛ࡢ⌦よ࡚ࡀ
ࡾࠉୌᒒኣࡂࡡᩅဤᐁ⦴ࢅ✒ࡱࡿࡾࡆ࡛ࢅᙁࡂᕵ᭻ࡌࡾࠊᕝᏕࢅᑍ㛓࡛ࡌࡾᩅဤࡢ◂
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✪ᐄ࡞⡪ࡵࡾࡡ࡚ࡢࡂࠉ◂✪ᩅ⫩ࢅ㏳ࡊ࡙♣ఌ࡞ᙲ❟ࡗࡆ࡛ᮇຸ࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉᆀᇡ♣
ఌ࡞࠽࠷࡙⮤ฦࡡ◂✪ᠺᯕ࡛හᐖࢅප㛜ࡊ࡙ࠉフ౮ࢅུࡄࡾて࡛ຑງᚪさ࡚࠵ࡾࠊ
Ꮥ⾙ࣆࣞࣤࢷ᥆㐅ᴏ࡞ࡻࡾ◂✪㈕ࡡ⋋ᚋࡢࠉ≁➱࡞౮ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࢅ⛸
࡞ࡊ࡙ኬࡀࡂⰴ㛜ࡂ◂✪ࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅว࡞ᕵ᭻ࡌࡾࠊ
  ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
 a) ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ
ᅰᮄᕝᏕࡡฦ㔕ࡢࠉኬᏕࡡ᭯ࡌࡾ▩Ⓩ㈀⏐ࢅẰ㛣࡞ᢇ⾙⛛㌹ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡢẒ㍉Ⓩ⦍ࡡ㐪
࠷ฦ㔕࡚࠵ࡾࠉᕝᏕ㒂࡞࠽ࡄࡾᏕ⛁ࡡᶋ୩ࡦࡷᴏ⦴ࢅណㆉࡌࡾ࡛ࠉᐁ⦴షࡽࡵᚪさ࡚࠵
ࡽࠉᐁ⏕᩺᱄ࡷ≁セฝ㢢ࡵ✒ᴗⓏ࡞㐅ࡴ࡙ౚࢅ✒ࡌࡾᚪさ࠵ࡾࠊᏕఌࡷጟဤఌὩິ
࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㈏Ꮥ⛁ࡢᐁ⦴ࡵ࠵ࡽࠉᆀᇡ♣ఌࡡ㈁⊡ᗐࡢᴗࡴ࡙ኬࡀ࠷ࠊࡆࡡⅤࡢᰧ࡞ぜ
ࡼࡿ࠷≁ᚡ࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉᠺᯕࡷᐁ⦴ࢅరࡼ࠾ࡡᙟ࡚ୠ㛣࡞ࢴࣅ࣭ࣜࡌࡾᕝኰࢅࡌࡾࡆ
࡛ࢅᙽࡊ࡙࠷ࡾࠊප㛜ㅦᗑࡢᖳ㛣 1 ࠷ࡊ 2 ௲࡛ㄢ࡚࠵ࡽࠉᚃࠉୌᒒࡡຑງࢅࡈࡿ
ࡾࡆ࡛ࢅᙽࡌࡾࠊප㛜ㅦᗑࡷ࢞ࣔࣤࣂࢪප㛜ࢅྱࡴࡒኬᏕࡡᆀᇡ♣ఌ࡞ᑊࡌࡾ㈁⊡
ࡢࠉ༟ࡾࢦ࣭ࣄࢪ࡚ࡢࡂࠉኬᏕࡡࡷ㈻ࢅᆀᇡࡡெࠍࠉ≁࡞㧏ᰧ⏍࡞⌦よࡊ࡙㈌࠹ࡒ
ࡴࡡࡵࡡ࡚࠵ࡽࠉᕝᏕ㒂ࡡࡻ࠷ᐃఎᮞᩩ࡞ࡵࡾࠊ≁࡞ሒ㐠ᶭ㛭࡛ࡡ㛭౿ࡢ㔔さ࡚࠵ࡽࠉ
ᖏ࡞ࢼ࣭ࣖࢪࢮ࣭ࢪࢅᥞ౩ࡌࡾຑງࢅ⤾ࡄࡾࡆ࡛ࡢ㔔さ࡚࠵ࡾࠊ
9) ࠽ࢂࡽ࡞
 ࠔ㢫ᐂ㊂㸝㸸㹈㸞ࠕ࡛࠷࠹ゕⴝ᭩㎾ࡻࡂࢂࡿ࡙࠷ࡾࠉኬᏕ࡞࡛ࡖ࡙㢫ᐂ࡛ࡢర
࡚࠵ࢀ࠹ࠊᏕ⏍࡚࠵ࡽࠉᑯ⫃࡚ࡵ࠵ࡽࠉᆀᇡࡡ௺ᴏ࣬పẰ࡚ࡵ࠵ࡽࠉฝ㈠⩽࡚࠵ࡾ∏ඕ
࡚ࡵ࠵ࡽᚋࡾࠊࡆࡿࡼ㢫ᐂࡡさ᭻ࡢర࡚ࠉ࠹ࡌࡿࡣ㸝࠹ࡿࡣ㸞㊂ࡌࡾࡡ࠾ࢅ⩻࠻
ࡾࡆ࡛ࡢࠉᨭ㠁ࡡ᪁ྡྷᛮࢅぜᴗࡴࡾࡒࡴ࡞᭯─࡚࠵ࡾࠊྜྷࡋࡻ࠹࡞ࠉኬᏕᨭ㠁ࡢㄙࡡࡒࡴ
ࡡࡵࡡ࠾࡛࠷࠹ၡࡵ࠵ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊᏕ⏍ࡡࡒࡴ࡚࠵ࡽࠉᏕᰧࡡࡒࡴ࡚ࡵ࠵ࡾࠉㄙࡻࡽ
ࡵ⏍᪁ࡡࡒࡴ࡚࠵ࡾࠊᩅဤࡢࠉᩅ⫩⩽࡚࠵ࡾ௧୕ࠉᖏ࡞⮤ࡼࢅᚂࡊࠉ㧏ࡴࠉපḿ࡚㧏₡
ெࢅ┘ᣞࡈࡂ࡙ࡢࡼ࠷ࠊᩅဤ࡛ࡊ࡙⏍ࡀ࡙࠷ࡾ㝀ࡽࠉᩅ⫩ࢅࡻࡽࡻࡂᨭၻࡌࡾ
ຑງᮅᮮỄຒᚪさ࡚࠵ࡽࠉࡐࡿᚃࡡᏕ⛁ࡡⓆᒈ࡞⦽ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᨭ㠁ࡢࠉᩅဤࡡណㆉᨭ㠁࡚࠵ࡽࠉᨭ㠁ࡡ㐡ᠺࡡᚃ࡞ࡢᅰᮄ
ᕝᏕ⛁ࡡ㧏࠷ྞኇ࡛᭞ࡾⓆᒈᙽࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ⤽⤾Ⓩᨭၻࡡࡒࡴ࡞ࠉᩅဤࡡⓑ
ࡈࢆࡡୌ⮬ࡊࡒ༝ງࢅᙽࡊ࡙Ḿࡱ࠷ࠊ
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 ጟဤ 㔔ᏺົெ(࢛ࣛࢩࢻࣜスゝᰬᘟఌ♣ ཱི⥶ᙲ♣㛏)
1)ධ⯙࡞ࡗ࠷࡙
a) ᑛᏄ࡞㉫ᅄࡌࡾᏕ⏍ാ
ᮇ♣ఌ├㟻ࡊ࡙࠷ࡾᑛᏄലྡྷࡢࠉ⩹㱃ெཾࡢᖳࠍቌຊࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡞ཬࡊⱕᖳெཾ
ᖳࠍ΅ᑛࡌࡾ࡛࠷࠹ᅗᐓࡡெཾᵋᠺ࡞㟸ᖏࣤࣁࣚࣤࢪࢅࡱࡠ࠷࡙࠷ࡾࠊᑛᏄ࡞ࡻࡽ
ࡵࡒࡼࡈࡿࡾၡ㢗Ⅴ࡛ࡊ࡙
ձ ばࡡ㐛ಕ㆜࡞㉫ᅄࡌࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾᏄ౩ࡡ⢥♼Ⓩᠺ㛏ࡡ㐔ࡿ࡞ఔ࠹↋Ẵງெ㛣ࠉ౪Ꮛ
ᆵெ㛣ࡡቌຊЍNEETࠉࣂࣚࢦࢹ࣬ࢨࣤࢡࣜ➴ࡡ⮤❟࡚ࡀ࠷Ꮔ౩ࡡቌຊ
ղ ࣁࢰࣛࢷ࣭࣬⌦࣓࣬ࣚࣜ࣬♣ఌⓏ࣭ࣜࣜࡡḖዯЍ♣ఌⓏᮅᠺ⇅
ճ ᏭᴞⓏࠉᴞⓏ᪁ྡྷࡡᏭ᪾ᛦ⩻ЍኬᏕུ㥺ᖳ㱃࡞㐡ࡊ࡙ࡵ⮤ฦࡡᑑᮮスゝ
࡚ࡀ࠷Ѝ⮤ฦࡡ㐅㊪Ửࡴࡼࡿࡍ┘ࡡᏭ᪾᪁ྡྷ࡞ྡྷ࠾࠹ലྡྷ࠵ࡾЍ⌦
⣌㞫ࡿࡡཋᅄࡡୌࡗ
➴࠵ࡽࠉᩅ⫩โᗐࢅྱࡴኬࡀ♣ఌၡ㢗࡛ࡖ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊ
b) 㹷ᅰᮄᕝᏕ㹸ࡡ༱ᶭ
ᠻᅗࡡᘋスᴏࡢࠉ⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞オ㏑ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞ࠉපභᢖ㈠ࡡ๎΅࡞ఔ࠹පභ
ᴏࡡ΅ᑛࠉᅗᐓⓏኬᆵࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹゝ⏤ࡈࡿ࡙࠷࠷ࠊᖲᆍⓏࣤࣆࣚᩒങ
Ᏸࡊ࡙ࡀࡒࡆ࡛ࠉᘋスᴏධ⯙࡞࠽ࡄࡾࢱ࣭ࢷ࣭࣒࣭ࢩ➴࡞ࡻࡾ͆ᅰᮄ͇࡞ከ
ࡂࡖ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡛๑㏑ࡊࡒࠉᚉ๑࡛Ẓུ࡙㥺⏍࣬Ꮥ⏍ࡡ⢥♼Ⓩᠺ㛏㐔ࡿ
࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽኬᏕ࡞┘Ⓩណㆉࢅᣚࡖ࡙㐅ᏕࡌࡾᏕ⏍ⴥࡊࡂ΅ᑛࡊ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞ᛦࢂ
ࡿࡾࠊ
ࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼᏭධ࡚Ꮽᚨெ㛣⏍Ὡࡡࡵࡖ࡛ࡵᇱᖷ࡚࠵ࡾ͆ᅰᮄᕝᏕ͇ⱕ⩽࡞㨡ງࢅ
វࡋࡈࡎࡍࠉ㐔ࡿࡡࢱࢦᢇ⾙ࡡࡻ࠹࣒࣭ࢩ࡚࡛ࡼࡿࠉᅰᮄ㞫ࡿ㢟ⴥ࡞ࡖ࡙
ࡀ࡙࠷ࡾࠊ
ࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉኬᏕࡢࡵ࡛ࡻࡽᠻࠍᅰᮄฝ㌗⩽ࡡⱕ⩽ࡡᅰᮄᢇ⾙ࡡၤⵒ㊂࡞ࡵኬࡀࡂ
㉫ᅄࡊ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊᘋスᴏࡢᏭධ㟻➴ࡻࡽୌ⯙♣ఌ࠾ࡼ㝰㞫ࡈࡿࡒ㛚㙈Ⓩ⫃ሔ
ኣࡂୌ⯙♣ఌࡡヾㆉⴥࡊࡂḖዯࡊ࡙࠷ࡾ㟻ࡢྫྷࡴ࠷ࠊ
ࡡⱕ⩽ࡡኬኣᩐࡢࠉ
͆࢜ࢴࢤ࠷࠷͇
͆ᴞ࡚ࡀࡿ࠷͇
͆ୠ㛣మⰃ࠷͇⫃ᴏ࡞៷ࡿࡾലྡྷ
ᙁࡂ͆♣ఌⓏ࡞⳱ࡷ࠾࡚࣒ࢸࡡἸ┘ࢅᾆࡦࡾᶭఌࡡᑛ࠷͇ᅰᮄᕝᏕࡡெẴ࠷
ࡡࡢᙔ↓ࡡវ࠵ࡾࠊ
ᅰᮄᕝᏕࡢ͆ࡷࡽ࠷ࡡ࠵ࡾ͇
͆♣ఌ⏍Ὡࡡ᰷ᖷࢅᵋ⠇ࡌࡾ᭩㔔さ͇͆ප⾏࡞
ኣኬ─ࢅࡵࡒࡼࡌ͇
͆᭩᩺ᢇ⾙ࢅ㥉ࡊᣦᡋࡌࡾ͇➴ࡡከࢅⱕ⩽࡞࠻ࡾࡆ࡛
ኬᏕࢅྱࡴᅰᮄฝ㌗⩽࡞ㄚࡎࡼࡿࡒ⥥᛬ࡡㄚ㢗࡚࠵ࡾࠊ
c) ኬᏕ࡛ࡊ࡙ࡡ≁Ⰵ㸝≁㸞ᚪさ࡚ࡢ࠷ࡓࢀ࠹࠾
ᅰᮄᕝᏕ⛁ࢅ᭯ࡌࡾኬᏕࡢᮇධᅗ࡞ᩐኣࡂ࠵ࡾࠉࡆࡡኬᏕ࡚ࡵᅰᮄ㛭㏻ฦ㔕ࢅໜᣋ
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ࡊࡒධฦ㔕ᣞྡྷᆵࡡ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞ࡻࡾᩅ⫩⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊᑛᏄ็
♣ఌၡ㢗࡛ࡽば㞫ࡿฝᮮ࠷Ꮔ౩ኣࡂࠉ⤊ῥⓏㇿᢰࡡኬࡀ࠷⌟Ⅴ࡚ࡢᆀඔ௧አ
࠾ࡼࡡུ㥺⏍ࢅ㞗ࡴࡾࡡࡢ⮫㞬࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹᮪௲ୖ࡚ࡢᆀ᪁࡞❟ᆀࡌࡾኬᏕࡢኬ㒌
ᕰ࡞❟ᆀࡌࡾኬᏕ࡞Ẓࡐࡿࡓࡄ࡚ࡵࣀࣤࢸ࠵ࡾࠊ
ᑛᏄࠉ⌦ᕝ㞫ࡿࠉᆀ᪁❟ᆀ➴ࡡཚࡊ࠷᮪௲ୖ࡚ࠉኬᏕᏋ⤾Ⓠᒈࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢᏕ࡛
ࡡᕣืࢅᅒࡽ❿ணງࢅᣚࡒࡄࡿࡣࡒࡓ࡚ࡈ࠻ථᏕᕵ᭻⩽ࡡᑛ࠷ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄ
ᕝᏕ⛁ࡢࡱࡌࡱࡌཚࡊ࠷⤊ႜ⎌ሾୖ࡞㝏ࡾྊ⬗ᛮኬ࡚࠵ࡾࠊ
ᮇኬᏕ࡞ࡢᕝᏕ⣌Ꮥ㒂⌦ᕝᏕ㒂ࠉᕝᏕ㒂ࠉ⏍⏐ᕝᏕ㒂࡛㸨Ꮥ㒂࠵ࡾࠊࡆࡿࡼ㸨Ꮥ㒂
ྜྷࡋࡻ࠹࣑࡚࢜ࣛ࢞ࣖࣚྜྷࡋࡻ࠹ᩅ⫩ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡒࡡ࡚ࡢ͆ᕝᏕ㒂ࡡ㨡ງ͇ర
ࡵ࠷ࠊப࠷࡞㙖ࢅ๎ࡖ࡙◂㛉ࡌࡾࡡࡢ⤎ᵋࡆ࡛࡚࠵ࡾぜ᪁ࢅን࠻ࡿࡣྜྷࡋᮇኬᏕ
ࡡ୯࡚Ꮥ⏍ࢅዞ࠷ྙ࠹ࡆ࡛࡞ࡵࡽ࠾ࡠ࠷ࠊ
ኬ⫱ᥞ᱄ࢅࡈࡎ࡙࠷ࡒࡓࡄࡣࠉࡆࡡཚࡊ࠷♣ఌເୖ࡚⏍ࡀṟࡾࡒࡴ࡞ࡢẰ㛣௺ᴏྜྷᵕ
࡛ࡡᕣืࢅᅒࡾᚪさ࠵ࡽࠉኬᏕ࡞࠷ඁనᛮ㸝≁Ⰵ㸞ࢅᣚࡖࡒ͆ᮇኬᏕᕝᏕ㒂
ᅰᮄᕝᏕ⛁͇࡞≁ࡌࡾࡆ࡛ࡵ᳠ゞࡌࡾ౮ೋࡢ༎ฦ࡞࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡾࠊ≁ࡌࡾ᪁Ἢࢅᣪࡅ
ࡿࡣ
ձ ᐁຸࢅ㔔っࡊᘋスᐁຸ⩽⫩ᠺ࡞≁ࡊࡒࢤ࣭ࢪࢅス⨠
Ѝአ㒂ㅦᖅ࡞ࡻࡾᐁຸᩅ⫩ࣈࣞࢡ࣑ࣚࢅཱིࡽථࡿࡾ
ղ ⤊ႜᏕࢅཱིࡽථࡿᢇ⾙࣬ࣄࢩࢾࢪࢅెࡎࡵࡖࡒᢇ⾙⩽⫩ᠺ࡞≁ࡊࡒࢤ࣭ࢪࡡス
⨠Ѝ㸸㹂ᢇ⾙⩽ࡡ⫩ᠺ
ճ ⌟ࡢ࣒࢜ࢹࣞࢼࢠࢪࠉ࣒ࢸ࢙࢜ࣜࣤࢩࢼ࡞⾪ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞ࠉ々ྙᢇ⾙
さịࡈࡿࡾ࡚࠵ࡾࠊᅰᮄᕝᏕ࡛࠷࠻ࡵᅰᮄᕝᏕ༟≺࡚ࡢ᩺ࡒᢇ⾙㛜Ⓠࡢ
ᅏ㞬࡚࠵ࡽ々ྙᢇ⾙ᚪさ࡛ࡈࡿࡾࠊᅰᮄᕝᏕ࡛ฦ㔕ࡡᏕ⛁㸝ᶭࠉ㞹Ẵࠉ㞹
Ꮔࠉ㏳ಘࠉᏕࠉ⏍∸➴㸞࡛ࡡ々ྙᢇ⾙ᩅ⫩࡞≁ࡊࡒࢤ࣭ࢪࡡス⨠ etc.
➴⩻࠻ࡼࡿࡾኬᏕ࡛ࡊ࡙ࡡ⤊ႜᇱ┑ࡡ᰷ᖷ࡞㛭ࢂࡾၡ㢗ࡵྱࢆ࡚࠷ࡾࡡ࡚ࠉ⤊ႜᠺ
ࡽ❟ࡗ࠾ྫྷ࠾ࠉ࿔ FS ࢅᐁ᪃ࡌࡾࡡࡢゕ࠹ࡱ࡚ࡵ࠷ࠊ࠷ࡍࡿ࡞ࡊࢀ᪡᛬࡞ᮇኬᏕᕝ
Ꮥ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⏍ࡀṟࡽ➿ࢅ᳠ゞࡌࡾ࡛⩻࠻ࡾࠊ
  ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ࡞ࡗ࠷࡙
ᕝᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾࠉᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᩅ⫩┘ᵾ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ≁࡞ណぜࡢ࠵ࡽࡱࡎࢆࠉ㸱ᅰᮄᕝ
Ꮥ⛁࡞࠽ࡄࡾ JABEE ྡྷࡄࡒᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾ㸳ࡡ࠾࡞ࠉ๑ṹ࡚⏞ࡊ୕ࡅࡒ͆々ྙᢇ⾙ᩅ⫩͇
͆ᅰᮄ⤊ႜ㸝ࢤࢪࢹ⟮⌦㸞͇࠽ࡻࡦ͆ࣛࢪࢠ⟮⌦͇ᚪさ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ
  ⤄⧂࡛㐘ႜ࡞ࡗ࠷࡙
a) ᩅဤ⤄⧂࡞ࡗ࠷࡙
ᩅဤࡡ೩ࡽࡢ᪡᛬࡞ḿᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡱࡌࠊአ㒂ㅦᖅ࡞ࡗ࠷࡙ࡢオ㏑ࡈࡿ࡙࠷࠷
ᐁ♣ఌ࡞ࣛࣤࢠࡊࡒࣛࣜࢰ࣑ᢇ⾙ᩅ⫩ࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ࡢ✒ᴗⓏ࡞አ㒂(♣ఌெ)ㅦᖅ
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࡞ࡻࡾᢰᙔ⛁┘㸝ㅦ⩇㸞ࡵ⏕ࡌࡾᚪさ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
b) 㐘ႜ࡞ࡗ࠷࡙
⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ࡵオ㍍ࡊ࡙࠵ࡾࡻ࠹࡞ណᚷỬᏽࢨࢪࢷ࣑ࠉ㐘ႜࢨࢪࢷ࣑࡛ࡵၡ㢗ࢅᢢ࠻࡙
࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡱࡌࠊណᚷỬᏽࣈࣞࢬࢪ࡞࠽࠷࡙͆Ử㆗㡧࡞ᣂᮨᛮ࠷͇࡛࠷࠹ࡆ࡛ࡢ
ఌ㆗⮤మࡡ㛜തណ⩇ࢂࡿ࡙࠽ࡽࠉ᪡᛬࡞ណᚷỬᏽࢨࢪࢷ࣑ࡡ࣭ࣜࣜషࡽịࡴࡼࡿࡾࠊ
ࡱࡒࠉఌ㆗ප㛜࠾㟸ප㛜࠾Ⅴ᳠᭡࡞ࡢオ㏑ࡈࡿ࡙࠷࠷පᖲᛮࢅ㐺Ꮼࡊ㛜࠾ࡿࡒᏕ⛁
࡞ࡌࡾ࡞ࡢප㛜ఌ㆗࡛ࡌࡀ࡚࠵ࡾࠊᏕ⛁ᩅᐄఌ㆗࡛ᅰᮄᩅఌࡡࡻ࠹࣒ࣤࣁ࣭ᵋ
ᠺ࡞ࡖ࡙࠷ࡾ࠾᪺࡚࠵ࡾࠉẰ㛣࣭࣊ࢪࡡវて࡚ࡢ㔔さណᚷỬᏽᚪさሔྙࡢᏕ
⛁ᩅᐄఌ㆗࡛ᅰᮄᩅఌᵋᠺ࣒ࣤࣁ࣭ධဤ࡞ࡻࡾ͆ධဤ༝㆗ఌ͇ࡡ㛜തࡵ᳠ゞࡊ࡙ࡲ࡙ࡢ
ዯర࡚ࡊࡺ࠹࠾ࠊ
  ᩅ⫩Ὡິ࡞ࡗ࠷࡙
a) Ꮥ⏍ࡡུථ
(i㸞ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞ࡗ࠷࡙
AO ථᏕモ㥺ࢅ⏕ࡊ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡾࠉᅰᮄᕝᏕ⛁࡚ࡢ AO ථモࡡ㐽⩻ᇱ‵ࡢࡡࡻ
࠹࡞ᏽࡴ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸴ᐁ⦴㸴ථᏕᚃࡡᏕງࠉ㐲ᛮࡢ࠹࠾㸴AO ථモࡡ┘Ⓩ࡚࠵ࡾࣁࢰࣛ
ࢷ࣭ࡡ࠵ࡾெᮞ㸝Ꮥ⏍㸞ࡢᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸴
(ii㸞ᅰᮄᕝᏕᑍᨯ࡞ࡗ࠷࡙
༡ኃㄚ⛤ᚃࡡᏽဤࡿࡡᖳ࠵ࡾࡡẴ࡞ࡾࠊຐᩅ௧ୖࡡᩅဤ࡞༥ࡴࡾኬᏕฝ
㌗⩽ࡡẒ⋙㧏ࡂࡖ࡙࠷ࡾ࡛ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠉඁ⚵ᚃ⤽ᩅဤࢅ⫩ᠺࡌࡾࡒࡴ࡞ࡵ༡
ኃㄚ⛤ᚃ㐅Ꮥ⩽ࢅ⫩ᠺࡌࡾᚪさ࠵ࡾࠊ
b) ᩅ⫩࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ
(i㸞ᅰᮄᕝᏕ⛁࡞ࡗ࠷࡙
ᴏ⛁┘ࡢᅰᮄᕝᏕධ⯙࡞ࡗ࠷࡙ࡢ⥑⨮ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠉᅗ㝷ࢤ࣭ࢪ࡞ࡢྱࡱ
ࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚ࡌࠉ㐽ᢝ⛁┘࡞͆ᶭᕝᏕᴣㄵ͇
͆㞹ẴᕝᏕᴣㄵ͇
͆ᅰᮄ⤊ႜ͇
͆ࣛࢪࢠ⟮
⌦͇
͆ᢇ⾙⩽⌦͇➴ࡡ⌟♣ఌ࡚ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ⛁┘ࢅ⤄ࡲථࡿࡾᚪさ࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
㸝㸨ᖳḗᇱ♇ᩅ⫩⛁┘࣬භ㏳࡞͆ᶭᮞᩩᴣㄵ͇͆㞹Ẵᅂ㊪ᇱ♇͇࠵ࡽࠉࡆࡡㅦ⩇͆ᶭᕝᏕᴣㄵ͇͆㞹
ẴᕝᏕᴣㄵ͇ໜᣋࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣᅂࡊࡱࡌ㸞

ࡱࡒࠉ⌟ᅹࡢᘋスࢤ࣭ࢪࠉ⎌ሾࢤ࣭ࢪࠉᅗ㝷ࢤ࣭ࢪࡡ㸨ࢤ࣭ࢪス⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠉᮇ
ኬᏕᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁Ⰵࢅฝࡌࡒࡴ࡞ࡵࠉ1.ධ⯙࡞ࡗ࠷࡙㸝3㸞࡚㏑ࡒࡻ࠹ࢤ࣭ࢪ
ࢅス⨠ࡊࠉኬᏕ࡛ࡡᕣืࢅᅒࡾᚪさ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
(ii㸞ᅰᮄᕝᏕᑍᨯ࡞ࡗ࠷࡙
 ≁࡞ណぜࡢ࠵ࡽࡱࡎࢆࠊ
(iii㸞ᴏフ౮࡛ࣆ࢜ࣜࢷ࣭࣬ࢸ࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙
ᮇ㡧࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ㹷Ꮥ⏍࡞ࡻࡾᴏフ౮⤎ᯕ㹸࡛ࣆ࢜ࣜࢷ࣭࣬ࢸ࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹࡡୌ
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㒂࡚࠵ࡾᩅ⫩ᣞᑙ⬗ງࡡ㛜Ⓠ࡞ࡗ࠷࡙ࡢりࡿ࡙࠵ࡾࠉFD ࡡࡡ㡧┘ࠉ
Curricular DevelopmentࠉOrganization Development ࡞ࡗ࠷࡙りࡿࡼࡿ࡙࠷࠷ࠊ
㹷Ꮥ⏍࡞ࡻࡾᴏフ౮⤎ᯕ㹸࡚Ẵ࡞ࡾࡡࡢࠉ㸦࡛㸭㡧࡞ࡗ࠷࡙ᅰᮄᕝᏕ⛁ᕝᏕ㒂ධమࡻ
ࡽⱕᖱᝇ࠷フ౮࡚࠵ࡾࠊ࠷ࡍࡿࡵࢨࣚࣁࢪ࡞౿ࡾ㡧┘࡚࠵ࡽࠉᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡࢨࣚࣁࢪᏕ
⏍࡞ฦ࠾ࡽ࡞ࡂ࠷ࡡ࠾ࠉཋᅄ✪᪺ᚪさ࡚࠵ࡽࢨࣚࣁࢪ⮤మ࡞ၡ㢗࠵ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣᨭၻ
ᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ
4.5 ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⤊ῥἛ࡞ఔ࠹ᙫ㡢㸝ᘋスᴏࡡ΅ᑛࠉ⮤మࡡ㈀ᨳ≟ἛࡡᝇࠉẰ㛣ఌ
♣ࡡ⤊ႜ≟Ἓࡡᝇ㸞ࢅࡵࢀ࡞ུࡄ࡙࠷ࡾ⤎ᯕ࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉኬᏕ㝌ࡡ㐅Ꮥ⩽ᩐ
ࡢቌຊലྡྷࡡࡻ࠹࡚࠵ࡾኬᏕ㝌ᚷ᭻ິᶭ࠹ࡡ࠾Ẵ࡞ࡾࠊ
  ◂✪Ὡິ࡞ࡗ࠷࡙
a) ◂✪ฦ㔕࡞ࡗ࠷࡙
 ⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ࡵオ㏑ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠉ◂✪ฦ㔕೩ࡖ࡙࠷ࡾലྡྷぜࡼࡿࠉ≁࡞ᕝᏕࠉ
㗨ᵋ㏸㛭౿ࡡ◂✪ࢷ࣭࣏ぜ࠵ࡒࡼ࠷ࡡẴ࡞࠾࠾ࡾࠊ
b) ◂✪మโࡡὩງ࡛ྡྷ୕࡞ࡗ࠷࡙
 ≁࡞ណぜࡢ࠵ࡽࡱࡎࢆ
c) ◂✪ᠺᯕࡡප⾪࡛ሒ࿈࡞ࡗ࠷࡙
 ᨥᥴโᗐඖᐁࡊ࡙࠷ࡾ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉⓆ⾪⩽ࡡ೩ࡽࠉㄵᩝᩐᑛ࠷ࡡẴ࡞ࡾࠊ
ᅗ㝷ఌ㆗࡚ࡡⓆ⾪ࡵୌ㒂ࡡᩅဤ࡞೩ࡖ࡙࠷ࡾലྡྷぜࡼࡿࡾࠊ
  ᩅ⫩◂✪᪃ス࣬スങ⎌ሾ࡞ࡗ࠷࡙
ධ⯙Ⓩ࡞ࠉᚪさ᪃ス࣬スങࡢඖฦᩒࡖ࡙࠷ࡾ⎌ሾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠉᅰᮄᕝᏕ⩞ᚋࡡさ࡚࠵
ࡾᐁ㥺⏕ࢪ࣭࣋ࢪࡡ㊂ၡ㢗࡚࠵ࡾࠊ
  ᩅ⫩࣬◂✪⟤࡞ࡗ࠷࡙
 ⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞オ㏑ࡊ࡙࠵ࡾ࡛࠽ࡽࠉጟォ◂✪㈕ࡢᖲᠺ 12 ᖳࢅࣅ࣭ࢠ࡞ᖲᠺ 13 ᖳᗐࡢ᛬
⃥࡞ⴘࡔ㎲ࡲࠉ௧ᚃᶋࡣ࠷ലྡྷ࡚࠵ࡾࠊ♣ఌເࠉ⤊ῥເࡵ࠵ࡾጟォ◂✪ࢅ✒ᴗⓏ࡞
ུࡄථࡿࡾຑງᚪさ࡚࠵ࡽࠉୌ㒂ࡡᩅဤ࡞೩ࡖ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹ࡡࡵၡ㢗࡚࠵ࡾࠊࡱࡒ❿ண
Ⓩአ㒂㈠㔘࡞ࡗ࠷࡙ࠉ✒ᴗⓏ࡞ᑙථࡌࡾຑງᚪさ࡚࠵ࡾࠊ
8) ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ࡞ࡗ࠷࡙
1) ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ
(i) ᢇ⾙⛛㌹࡞ࡗ࠷࡙
⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞オ㏑ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞ࠉᮇኬᏕ࡞ࡢ NUBIC ࠵ࡽ⚶ࡵࡡఌ♣ࡵཤຊࡊ
࡙࠷ࡾࠉṟᛍࡼᅰᮄᕝᏕ࡞㛭ࡌࡾᢇ⾙⛛㌹ࡡᐁ⦴ࡢ࠷ࡡᐁ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛
ࡢ◂✪ᐄ࡚ࡢእ◂✪㛜Ⓠ࡞ຑງࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡢ༎ฦ࡞⌦よ࡚ࡀࡾࠉᏕ⾙◂✪࡞೩
ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᠩᛍࡈࡿࡾࠊ࡞⏞ࡊ୕ࡅࡒࡻ࠹࡞ᕝᏕ㒂ࡢኬᏕ࡛ࡊ࡙ࡡ≁Ⰵࢅ
ฝࡌࡀ࡚ࠉᇱ♇◂✪ࡢᙔ↓ᚪさ࡚࠵ࡾ⏐ᴏ⏲࡚ࡡᐁ⏕࡞⤎ࡦࡗࡂᚺ⏕◂✪࡞ࡵ✒ᴗ
Ⓩ࡞ཱིࡽ⤄ࡳ࡛࠷࠹㌮㐠ಞḿࡵᚪさ࡚ࡢ࠷ࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ
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ᙸࠍ࡞ࡊ࡙ࠉኬᏕࡡ◂✪ᐄࡢ◂✪ᠺᯕㄵᩝࢅⓆ⾪ࡊࠉᏕఌ➴࡚フ౮ࢅᚋࡼࡿࡿࡣࡐࡿ࡚◂
✪ᠺᯕࢅᣪࡅࡒ࡛͐ࡡリࡵࡀࡂࠉ⏐ᴏ⏲࡚ࡢ᪡࡞ᐁ⏕࡞⤎ࡦࡗࡀ♣ఌ࡞㈁⊡࡚ࡀࡾ
ᢇ⾙㛜Ⓠ◂✪ࢅᏕ⾙◂✪ᶭ㛭࡚࠵ࡾኬᏕ࡞ịࡴ࡙࠷ࡾࠊ
ࡔࡲ࡞ࠉᙔ♣࡚ࡢ᮶ᾇኬᏕ࡛ࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹᵋ㏸∸㟸◒ቪ᳠ᰕࢨࢪࢷ࣑ࡡභྜྷ◂✪ࢡ࣭ࣜ
ࣈࡡୌဤࢅᢰ࠷ᐁ⏕ࢅᅒࡖࡒࠊࣆ࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠࡢరࡡንူࡵ࠷Ꮛᢇ⾙ࡡ⾢ᦹᙆᛮ
ἴࢅ⏕࠷ࡾ᪁Ἢ࡞ࡌࡁ࠷ࠉよᯊ࡞᩺ࡒⓆࢅ⏕࠷ࡾࡆ࡛࡚᭩㧏ࣝ࣊ࣜࡡチ᩷ᢇ⾙ࢅ
☔❟ࡊኣࡂࡡᐁ⦴ࢅṟࡊ࡙࠽ࡽ NETIS ࡞ࡵⓇ㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
(ii) භྜྷ◂✪ࠉጟォ◂✪ࠉዜᏕᐞ㜻㔘࡞ࡗ࠷࡙
ጟォ◂✪㈕ࠉዜᏕᐞ㜻㔘ᖲᠺ 12 ᖳࢅࣅ࣭ࢠ࡞΅ᑛࡊ࡙࠷ࡾࡡẴ࡞ࡾࠊ⤊ῥἛࡡ
↵ࡽࢅུࡄࠉපⓏᶭ㛭ࠉẰ㛣௺ᴏ࡛ࡵ⤊ႜ⎌ሾཚࡊ࠷≟Ἓ࡞㝏ࡽ◂✪㛜Ⓠ㈕࡞⟤ࢅᅂ
ࡌఴࡂࡖࡒࡡࡢᐁ࡚࠵ࢀ࠹ࠉࡆࡡࡻ࠹ເୖ࡞࠽࠷࡙௺ᴏࡢࣛࢪࢹࣚࢅ᥆
㐅ࡌࡾୌ᪁ࠉḗᡋ␆ၛဗࡡ᪡㛜Ⓠࠉࢤࢪࢹ⦨΅࣬ຊ౮ೋࡄࢅ┘㏭࡞Ꮛၛဗ࣬ᢇ
⾙ࡡᨭၻ࣬ᨭⰃ࡞㌅㉫࡞ࡽහአࡡኬᏕ࡚ࡡ◂✪ࠉ◂✪ᶭ㛭ࡡᢇ⾙㛜Ⓠ࡞ࣤࢷࢻࢅᘿࡽ
ᕙࡼࡎ࡙࠽ࡽࠉᢇ⾙⛛㌹ࠉጟォ◂✪ࡡ㟻࡚ࡢࡳࡊࢀ㏛࠷㢴࡛ࡖ࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠻ࡾࠊẰࡡጟ
ォ◂✪ࠉዜᏕᐞ㜻㔘΅ᑛࡊ࡙࠷ࡾ࡛ன࠹ᐁࡢ◂✪ᶭ㛭࡛ࡊ࡙ኬᏕᶭ⬗ࡊ࡙࠷࠷࡛
ࡵゕ࠻៎ࡌࡾឺ࡚࠵ࡾࠊ▯㛣࡚ࡢᢇ⾙⛛㌹ྊ⬗ᇱ♇◂✪ࡢื࡞ࡊ࡙ࡵࠉཚࡊ
࠷ゕ࠷᪁ࢅࡌࡿࡣᮇᏕࡡ◂✪ࡢ♣ఌさịࡌࡾࢼ࣭ࢫ࡞ᚺ࠻࡙࠷࠷࡛ࡵゕ࠻ࡾࠊጟォ◂
✪㈕ࠉዜᏕᐞ㜻㔘ࡡᖲᆍ㢘ࡵ 100 ᙁ࡛ᑛ࠷ࡡẴ࡞ࡾⅤ࡚࠵ࡾࠊ
8.2ࠉ8.3 ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ≁࡞ណぜࡢ࠵ࡽࡱࡎࢆࠊ
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 ጟဤ 㕝ᮄ ᾀ ⚗ᓞኬᏕᩅ 
㸦)ධ⯙
࣬ ࠔථᏕ⩽ᩐࡡ☔ಕࠉ⤊ႜㄵ⌦ࢅඁࡈࡎࡒ㆗ㄵࡡ୯࡚ᐁ᪃ࡈࡿࠉኬᏕᮇᮮࡡ♣ఌⓏᙲ
ࢅᚸࡿࡒࡱࡱࠉᏕ⏍ᅹࡡ≟ឺ࡚ㇿࡡࢪࣂࣚࣜࢅ㈽ࡄⴘࡔ࡙࠷ࡂ≟ឺ࡞㝏ࡾ༱ᶭ࡞
├㟻ࡊ࡙࠷ࡾࠕࠉ
ࠔᑑᮮࡡᠺ㛏ฦ㔕࡛ࡊ࡙ࡡᕵ᭻᭻ࡴ࠷ࡆ࡛ࠉ↋㥇පභᴏࡡ
ཚࡊ࠷っⅤࠉ
࣬࣬࣬ᚷ㢢⩽ᩐࡡୖቌ㛏ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࠕࠉ
ࠔᚷ㢢⩽ᩐࢅ☔ಕࡌࡾࡒࡴࠉᏭ
᪾Ꮥ⛁ྞ⛘ࡡን᭞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠕࡐࡿࡑࡿ࡞㔔さᣞᦤ࡚࠵ࡾࠊ
࣬ ࡆ࠹࠷࠹≟Ἓ࡚࠵ࡾ࠾ࡼࡆࡐࠉᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᏋᅹណ⩇࡞ࡗ࠷࡙᪺☔࡞♣ఌ࡞ࣅ࣭ࣜࡊ
࡙࠷ࡂࡆ࡛ᚪさ࡚࠵ࡾࠊ
࣬ Civil Engineering ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡⱝᩝྞ࡚࠵ࡾࠉࡐࡡ㛣࡞ర࠾࢟ࣔࢴࣈᏋᅹࡊ࡙࠷
ࡾࡻ࠹࡞ᛦ࠹ࠊ☔࠾࡞Ꮽ᪾Ꮥ⛁ྞ⛘ࡡን᭞࡞ࡌࡀ࡚ࡢ࠷ࠉࡆࡡ࢟ࣔࢴࣈࢅᇔ
ࡴࡾࡆ࡛ᚪさ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
࣬ ᅰᮄᕝᏕᐞࡌࡾ♣ఌ⤊ῥὩິࡢᴗࡴ࡙ᨳࡷ⤊ῥࡐࡊ࡙♣ఌ࡛ࡡ㛭㏻ࡡ࠷ᕝᏕ
ฦ㔕࡚࠵ࡾࠊࡊࡒࡖ࡙ࠉᨳ➿⛁Ꮥࡷ⤊ῥᏕࡐࡊ࡙♣ఌᏕࡡெᩝ♣ఌ⛁Ꮥ࡛ࡡ⼝ྙ
ᚃࡈࡼ࡞ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡂࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊࡐࡡࡻ࠹ᩝ⌦⼝ྙࡡ⩻࠻᪁ࢅᑙථ
ࡌࡾࡆ࡛ࡵᚃࡡ᪁ྡྷᛮࢅ⩻࠻ࡒ࡛ࡀ࡞᭯ຝ࡚ࡢ࠾ࢀ࠹࠾ࠊ
㸧)ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ⌦ᛍ࡛┘ᵾ
࣬ ⌦ᛍ࡛ࡊ࡙ࡡࠔ⮤↓⎌ሾࡡಕධ࡛භ⏍ࠕࠉ
ࠔᆀᇡ♣ఌࡡっⅤࠕᥞ㉫ࡈࡿ࡙࠷࡙ࠉⓏ
࠵ࡾ࠷ࡢࢂᅗࡡኬᏕᩅ⫩࡚ᘽమ࡚࠵ࡖࡒっⅤࢅཱིࡽ୕ࡅ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡢ㔔さ࡚࠵ࡾࠉ
ࡆࡿࢅࡡࡻ࠹ᩅ⫩හᐖࢅ㏳ࡊ࡙⋋ᚋࡌࡾࡆ࡛࡚ࡀࡾ࠾ࠉࡐࡡ᪁Ἢㄵịࡴࡼࡿ࡙
࠷ࡾࠊ
࣬ ᅰᮄᕝᏕࡡࡻ࠹Ꮥၡฦ㔕ࡡ࠾ࠉ♣ఌⓏ࡞ࡢᅗᅰࡷᆀᇡ♣ఌࡡࣤࣆࣚࢪࢹࣚࢠ
ࢲࣖࡡᩒങࢅ㏳ࡊ࡙ࡡࡻ࠹ᙲࢅᯕࡒࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࠉࢅ⠾₡࡞♟ࡌᚪさ࠵ࡾࡡ࡚
ࡢ࠷࠾ࠊ
࣬ ᩅ⫩┘ᵾࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙ࠔ༛ᴏᚃࠉᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ࡡཱིᚋࢅྊ⬗࡛ࡌࡾ▩ㆉࡷᇱ♇⬗ງࠕ
ᥞ㉫ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡀࢂࡴ࡙⠾᪺┘ᵾ࡚࠵ࡽࠉࡐࡿࡓࡄ࡞ࠉࡆࡡ┘ᵾࡢࢸ࣭ࢰ࡛ࡊ࡙
᳠ッྊ⬗࡚࠵ࡾࠉࡐࡡࡻ࠹᳠ッࢅ✒ࡲ㔔ࡠ࡙࠷ࡾ࠾࠹࠾ࠊࡆࡿࡢᑊአⓏ࡞ࡵຝᯕ
Ⓩᣞᵾ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ
࣬ JABEE ࡞ྡྷࡄࡒᏕ⩞ᩅ⫩┘ᵾࡢࠉࡀࡴ⣵࠾ࡂ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡཬ᫆ịࡴࡼࡿࡾࡡ࡚ࡐ
ࡡරమⓏහᐖ㸝࠵ࡾ࠷ࡢࡐࡡ๑ᥞ࡛ࡾᯗ⤄ࡲ㸞ࢅ♟ࡌᚪさ࠵ࡾࠊ
㸨) ⤄⧂࡛㐘ႜ
࣬ ᩅ⫩ࡡ⌦ᛍࡷ┘ᵾ࡛ࡡ㛭㏻࡚ࠔ⮤↓⎌ሾࡡಕධ࡛භ⏍ࠕࡷࠔᆀᇡ♣ఌࡡっⅤࠕࢅ⋋
ᚋࡌࡾࡒࡴࡡᩅဤ㒼⨠ࡷ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡࡻ࠹࡞ᕝኰࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾ࠊࡱࡒአᅗㄊ⬗ງ
ࡵ JABEE ᑊᚺࡡ࡛ࡆࢀ࡚りࡿࡼࡿ࡙࠷ࡒࠉᑍ㛓ᩅ⫩ࡡ୯࡚ࡵࡐࡡᕝኰࡈࡿ࡙࠷ࡾ
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ࡡ࡚࠵ࢀ࠹࠾ࠊࡱࡒࡆࡿࡼࡢᩅ㣬ᩅ⫩࡛ࡵ㛭ࢂࡖ࡙ࡂࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࡡ࡚ࠉࡐࡡ㒂ฦࡡ᪁
㔢ᚪさ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
࣬ ᩅဤࡡᏽᩐ⟮⌦ࡢࡡࡻ࠹࡞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠊ㟸ᖏໂㅦᖅ࡞ࡻࡖ࡙ᙁࡈࡿ࡙࠷
ࡾ㒂ฦࡢࡡ⛤ᗐ࠵ࡾࡡ࠾ࠊ
࣬ Ꮥ⛁ࡡ㐘ႜ࡞㛭ࢂࡾຸ⣌⫃ဤࡡ㒼⨠ࡢ࠹ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ
࣬ Ꮥ⛁࡛ࡊ࡙ࡡណᛦỬᏽࡡᇱ♇࡞ࠉᏕ㒂࡛ࡊ࡙ࡡណᛦỬᏽ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛᥆ῼࡈࡿ
ࡾࠉᩅຸ㛭౿ࡢᏕ㒂࡛ࡊ࡙ࡡභ㏳ࡡᯗ⤄ࡲ࡚㐘ႜࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉᏕ⛁࡛
ࡊ࡙ࡡណᛦỬᏽࡢ┞ᑊⓏ࡞㍇ࡂࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊࡐࡡ㛭㏻ㄖࡲཱིࡿ࠷ࠊ
࣬ ᅰᮄᕝᏕ⛁࡛ࡊ࡙ࡡ⌦ᛍࡷ┘ᵾ࡞↯ࡼࡊ࡙ࠉᩅဤ㒼⨠㸝ᑍ㛓ฦ㔕ࡡ㐛㊂㸞ࡡㄚ㢗
ࡢర࠾ࠊࡒ࡛࠻ࡣࠉᅰᮄᕝᏕ࡛ᆀᇡ♣ఌ࡛ࡡ㛭㏻ࡡࡒࡴࡡெᩝ࣬♣ఌ⛁Ꮥ⣌ࡡࢪࢰࢴࣆ
ࡷ⎌ሾࢬࢪ࣒ࣤࢹ࠵ࡾ࠷ࡢࣤࣆࣚᩒങ࡛ࡐࡡ㈕⏕౼─ࢅฦᯊࡌࡾっⅤᚃ
ࡱࡌࡱࡌ㔔さ࡞ࡖ࡙࠷ࡂࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦࢂࡿࡾࠉᩅ⫩◂✪ࡡᚃࡡ࠵ࡽ᪁࠾ࡼ⩻
࠻ࡼࡿࡾெ୕ࡡㄚ㢗࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ
࣬ ᚃࡢࠔᑯᴏぞ์ࠕࡡᚥᗇࡢࡵࡔࢀࢆࠉࠔ⌦ぞᏽࠕࡷ▩Ⓩ㈀⏐ࡡᡜ᭯ࡷ⟮⌦࣬㐘
ႜ࡞㛭ࡌࡾぞᏽࡵ㔔さ࡞ࡖ࡙ࡂࡾࡢࡍ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡᑊᚺࡵ᪡᛬࡞⩻࠻ࡾᚪ
さ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
㸩) ᩅ⫩Ὡິ
࣬ ♟ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࣑࡛࢜ࣛ࢞ࣖࣚᴏ⛁┘ࡢࠉᅰᮄᕝᏕ⛁࡛ࡊ࡙ࡡᑍ㛓ࡡᩅ⫩మ⣌࡚࠵ࡾࠉ
ᩅ㣬ᩅ⫩ࡡࡻ࠹࡞㛭㏻ࡄࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࢅ᪺☔࡞ࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛ࡵᚪさ࡚ࡢ࠷
࠾ࠊ
࣬ ࠔ⌦ᛍ࡛┘ᵾࠕࡡ㒂ฦ࡚ࡵりࡿࡒࠉࠔ༛ᴏᚃࠉᩐᖳ࡚ᚪさ㈠ࡡཱིᚋࢅྊ⬗࡛ࡌࡾ
▩ㆉࡷᇱ♇⬗ງࠕ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࡡࡻ࠹㈠ཱིᚋ࡚ࡀࡾࡡ࠾ࠉࡐࡡཱིᚋࡡࡒࡴ࡞ࡡ
ࡻ࠹ᴏ⛁┘㛭㏻ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠉࡐࡡᠺᯕࡢ࠹ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠉ♟ࡈࡿࡾ
࡛ථᏕ⩽ུࡄථࡿࡡࡒࡴࡡ᭯ງᮞᩩ࡞ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
࣬ ᴏフ౮࡛ࣆ࢜ࣜࢷ࣬ࢸ࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹ࡚ࡢࠉᏕ⏍ࡡフ౮࡞ࡗ࠷࡙ᩅဤࡡഁ
ࡡࡻ࠹࡞ུࡄḾࡴ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠉ࡛ࡂ࡞ࢨࣚࣁࢪࡡᩒങ࡛ࠉㅦ⩇ࡡ㐅⾔⟮⌦࡞ࡗ࠷࡙ࡡフ
౮ࡢࡡࡻ࠹ཋᅄ⩻࠻ࡼࡿࡾࡡ࠾ࠉࡐࡡよ᪺ᚪさ࡚࠵ࡾࠊࡈࡼ࡞࠷࠻ࡣࠉࣆ࢜
ࣜࢷ࣬ࢸ࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࡡオ㏑ࡱࡓ㇗Ⓩ࡚࠵ࡾࠊප㛜ᴏࡷභྜྷ㛜ㅦ
ࡡモࡲࡷ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞ࡻࡾㅦ⩇᪁Ἢࡡ㛜Ⓠࠉࡈࡱࡉࡱཱིࡽ⤄ࡲᒈ㛜ࡈ
ࡿࡗࡗ࠵ࡽࠉୌᏽࡡཱིࡽ⤄ࡲమโࢅᩒങࡊ࡙ࠉරమⓏ࡞ᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛᭻ࡱࡿࡾࠊ
࣬ ࣤࢰ࣭ࣤࢨࢴࣈࡡཱིࡽ⤄ࡲࡢᏕ⏍ࡡິᶭࡄ࡞᭯ຝ࡚࠵ࡾࠉࡐࡡࡻ࠹᪁Ἢࢅ
᳠ゞࡊ࡙ࡢ࠹࠾ࠊ
࣬ ᚃࡢᏕ⏍ࡡࠔฝཾࠕᑊ➿࡛ࡐࡡᐁ⦴ኬࡀࡂࠔථࡽཾࠕ࡞ࡵᙫ㡢ࢅ࠻ࡾࠊ༛ᴏᚃࡡ
࢞ࣔࣛᙟᠺ࡞ࡗ࠷࡙ࡵᏕ⏍࡞ᩅ⫩ࡌࡾࡆ࡛྆ࡣࡿࡗࡗ࠵ࡾࡡ࡚ࠉࡆࡡࡻ࠹ࡆ
࡛ࡵ⩻៎ࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛᭻ࡱࡿࡾࠊ
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㸪) ◂✪Ὡິ
࣬ ◂✪Ὡິ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㝀ࡼࡿࡒெဤࡡ୯࡚ࠉ╌ᐁᠺᯕࢅ✒ࡊ࡙࠷ࡾ࡛フ౮࡚ࡀࡾࠊ
࣬ 㐛ᗐ❿ணཋ⌦ࡢࠉᩅ⫩ࡷ◂✪ࢅ㇇࠾ࡵࡡ࡞ࡊ࡙࠷ࡂ࡛ࡢ࠷࠻࠷ࠊභྜྷ◂✪ࡡ✒
ࡵ◂✪ᶭ㛭࡛ࡊ࡙ࡡᏋᅹ౮ೋࢅ㧏ࡴ࡙࠷ࡂࡒࡴ࡞ࡢ㔔さ࡚࠵ࡾࠊ
࣬ ࡆࡿࡼࡡ◂✪Ὡິࡡᠺᯕ♣ఌⓏ࡞ࡢࡡࡻ࠹ᙟ࡚Ⓠ⾪ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸝ᕝᏕ㒂࡛ࡊ
࡙ࡡ⣎さ࠵ࡾ࡛ࡡࡆ࡛࡚࠵ࡾࠉᏕ⛁࡛ࡊ࡙ᴏ⦴ୌのࡡࡻ࠹ࡵࡡࢅአ㒂ࡡࡵࡡ࡞ᥞ
౩ࡌࡾࡆ࡛ࡵ⩻࠻ࡼࡿࡾ㸞ࠊ
࣬ አ㒂࠾ࡼࡡ❿ணⓏ㈠㔘ࡷጟォ◂✪㈕࡞ࡻࡾ◂✪Ὡິࢅ⤽⤾Ⓩ࡞✒ࡲ㔔ࡠ࡙࠷ࡂ࡛రࡼ
࠾ࡡࠔฺ─┞ཬࠕၡ㢗⏍ࡋ࠷ࡻ࠹᥈⨠ࢅㅦࡋ࡙࠽ࡂࡆ࡛ࡆࡿ࠾ࡼࡢᚪさ࠾
ࡵࡊࡿ࠷ࠊⰅࠍኬᏕࡷ◂✪ᶭ㛭ཱི࡚ࡽ⤄ࡱࡿ࡙࠷ࡾࠔ♣ఌ㈁⊡࣎ࣛࢨ࣭ࠕࠉ
ࠔ▩Ⓩ㈀
⏐࣎ࣛࢨ࣭ࠕ࠵ࡾ࠷ࡢࠔ⌦ぞᏽࠕࡡโᏽࢅ⩻៎ࡊ࡙ࡵ࠷࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
㸫) ᩅ⫩◂✪᪃ス࣬スങ⎌ሾ
࣬ ᅒ᭡㤃ࡡ⮤⩞ᐄ㸝㛸のᐄ㸞ࡡᗑᖆᩐⱕᖱ㊂ࡽ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛࠷࠹༰㇗ࢅࡵࡖࡒࠊ
࣬ ᩅ⫩◂✪᪃スࡢ࣭࣑࣍ࣛࣖⓏ࡞ࡢ࠾ࡽࡡࢪ࣭࣋ࢪ☔ಕࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡾࠉࡷ
ࡢࡽ⩹ᮑࡊࡒᘋ∸ࡵぜུࡄࡼࡿࠉ࢞ࣔࣤࣂࢪࡡ⥪ྙⓏ⎌ሾᩒങゝ⏤ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂࡆ
࡛ᚪさ࡞ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ 㸪㸥࿔ᖳオᛍ㤃㸝ࣀࢴࢹ NE㸞ࡡ㣏ᇸࡢእ㸭ࡱ࡚㛜࠾ࡿ࡙࠷ࡾ࡛⪲࠷ࡒࠊ᭡⡘ࡷᩝᡛ
ර࠵ࡾ࠷ࡢᖏ㞟㈄ࡡኬᏕ⏍༝ࡡࡻ࠹᪃ス☔ヾ࡚ࡀ࡙࠷࠷ࠉᏕ⏍࡞࡛ࡖ࡙
࢞ࣔࣤࣂࢪࡢᖏ⏍Ὡ✭㛣࡚ࡵ࠵ࡽࠉࡈࡼ࡞ᛄ㐲ᛮࢅ㧏ࡴ࡙࠷ࡂࡆ࡛ࡢᚃࡡථᏕ⩽ᩐ
☔ಕࡡ୕࡚ࡵ㔔さㄚ㢗࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
࣬ 㸪㸥࿔ᖳオᛍ㤃ࡐࡊ࡙⌟ᅹ᩺ᩅᐄᲯᘋス୯࡚࠵ࡽࠉኬぞᶅࡡ᪃スᩒങࡈࡿࡗࡗ࠵ࡾ
ࠉࡆࡿࡼࡡᘋス࡞㛭ࢂࡾࠔṟᅰฌฦࠕࡢ࠹ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࢀ࠹࠾ࠊᅰᮄᕝᏕ⛁ࡐࡊ
࡙ᘋ⠇Ꮥ⛁࠵ࡾࡆ࡛ࢅ⩻࠻ࡿࡣࠉ࢞ࣔࣤࣂࢪහ࡚ṟᅰฌฦࢅ⾔࠷ࠉᑛࡊ࡚ࡵ࢞ࣔࣤࣂ
ࢪࡡୌṹỀ‵ࡡ㧏࠷⎌ሾᩒങ࡞ཱིࡽ⤄ࢆ࡚ࡵࡻ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
㸬) ᩅ⫩࣬◂✪⟤
࣬ ᩅ⫩࣬◂✪⟤ࡢ☔࠾࡞ᅗ❟ኬᏕἪெࢅྱࡳࡡኬᏕ࡞Ẓ࡙Ẓ㍉Ⓩ₮Ἁ⟤☔ಕ
࡚ࡀ࡙࠷ࡾࠊྙࢂࡎ࡙አ㒂㈠㔘ࡡ☔ಕୌᏽ⛤ᗐᐁ⌟࡚ࡀ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ⩻࠻ࡾ࡛ࠉᐁ㈻
Ⓩᩅ⫩◂✪Ὡິࢅࡈࡼ࡞ඖᐁࡈࡎࡾࡒࡴࡡຐ◂✪ဤࡷᐂဤᩅࠉአ㒂ㅦᖅࡡὩ
⏕ࢅࡌࡾࠉୌṹ㝭Ề‵ࡡ㧏࠷ᩅ⫩◂✪Ὡິ࡞ࡌࡾࡒࡴࡡெⓏ㈠″ࡡඖᐁ⩻࠻ࡼ
ࡿ࠷࡚࠵ࢀ࠹࠾ࠊ
㸭) ♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
࣬ ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ࡚ࡢ࡛ࡂ࡞භྜྷ◂✪ࡷጟォ◂✪ࠉዜᏕᐞ㔘ࡡུࡄථࡿ࡚ᖕᗀ
࠷ᐁ⦴ࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒᏕఌࡷጟဤఌὩິ࡚ࡢࠉᑍ௴ᩅဤᗀ⠂࡞ᦘࢂࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛
࠹࠾࠻ࡾࠊࡈࡼ࡞ᆀᇡ࡛ࡡஹὮ࡞࠽࠷࡙ࡵୌᏽࡡᠺᯕࢅࡴ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁㈻࡛ࡊ࡙පභᛮࡡ㧏࠷ฦ㔕࡚ࡡጟဤఌὩິࡡ㈁⊡࠵ࡾࠊࡐࡿࡼ
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࡞ࡗ࠷࡙㞗⣑ࡌࡾᶭఌ࠵ࡿࡣࠉౚ࠻ࡣࠔපභᴏフ౮ࠕ࡞࠽࠷࡙ᗀ⠂࡞Ὡ⏕ࡈࡿጙࡴ
࡙࠷ࡾࠔ㈕⏕౼─ฦᯊࠕ
㸝࠷ࢂࡹࡾ B/C㸞ࠉᅰᮄฦ㔕ࡡໜᣋⓏㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙ኬᕝ
Ꮥ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁࡛ࡊ࡙ࡡ⩻࠻᪁ࢅ᳠ゞࡌࡾࡊ࡙ࠉ♣ఌ㈁⊡࡞࠽ࡄࡾ᭞ࡾୌṄࢅ㊻
ࡲฝࡌࡆ࡛ࡵ⩻࠻ࡼࡿࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊ
㸮) ࡐࡡ
࣬ ◂✪ᴏ⦴ୌの࡚ࡢࠉྜྷୌࡡ◂✪ᴏ⦴ࡡ࠷ࡂࡗ࠾々ᩐࡡᩅဤࡡᴏ⦴࡞᥎㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠉ
ࣆ࣭ࢪࢹ࢛࣭࣬ࢦ࣭ㄙࡡ࠾ࠉ᪺♟ࡌࡾᚪさ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊ
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 ጟဤ ⏛ཾಘኯ㑳 ᮇᨲ㏞༝ఌ⚗ᓞᨥᑻᑻ㛏 
㸦) ⥪ㄵ
࣬ ධ⯙Ⓩ࡞ぜ࡙ࠉᐂふⓏ࡞ึࡽࡷࡌࡂ⮤ᕤⅤ᳠ࠉフ౮⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡳࡊࢀୠࡡ୯ࡡຝ
⋙ඁࠉฺ౼ඁࠉ⏤ୌඁ࡞࡛ࡼࢂࡿࡍࠉ◂✪࣬ᩅ⫩ࢅ⮤ࡼࡡっⅤ࡚ᵋ⠇ࡊ࠽ࡐ࠹
࡛࠷࠹ណḟࡵវࡋࡼࡿࡾࠊ
࣬ ኬ࡛࠷࠹ఎ⤣࡞ᨥ࠻ࡼࡿࠉ᪃ス㟻ࠉ㈠㔘㟻࡚ࡢᜠࡱࡿ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹༰㇗ࢅᣚࡖࡒࠉ
࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࠉ◂✪┘ⓏࠉᏕ⏍ࡡ㐅㊪➴࡚ࡢᚉᮮࡡ㊪⥲ࡡ⤽ᢆࠉඖᐁ࡞っⅤ⨠࠾ࡿ࡙
࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊࠔ༎ᖳୌᪿࠕࠔ㸨ᖳୌᪿࠕࡡ࡞ࠉን࡞ࢪࣅ࣭ࢺវࢅᣚࡖ࡙
ᑊᚺฝᮮࡾ㌶Ⓠࡵᚪさࡓࠊ
࣬ 㒌ᕰ㒂࡞࠵ࡾኬᏕ࡛㐢ࡖ࡙ࠉᆀᇡ࠾ࡼࡡᙽኬࡀ࠷ࠊࡐࡡ≁ᛮࢅ⏍࠾ࡊ࡙ࡻࡽᏋᅹ౮
ೋࢅ㧏ࡴࡼࡿࡾྊ⬗ᛮ㧏࠷ࠊ◂✪࣬ᩅ⫩᭩ኬࡡ┘ᵾ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡢ࠷࠹ࡱ࡚ࡵ↋࠷ࠉ
ࡐࡡᠺᯕࢅ࢞ࣔࣤࣂࢪ࡞⏻ࡴࡾࡆ࡛ࡂࠉ✒ᴗⓏ࡞ප㛜ࠉⓆಘࡊ࡙♣ఌ㈁⊡ࡡᐁ⦴ࢅ୕
ࡅ࡙ḟࡊ࠷ࠊ
2)  㸧❮
 ᴣࡠጂᙔࠊᢇ⾙⩽࡚࠵ࡾ๑࡞ᖏㆉⓏ♣ఌெ࡚࠵ࡿࠉ࡛࠷࠹ࡡ௺ᴏഁࡡさ᭻ࠊ㸶㸡㸷
ࡡ㡨␊ࡵⰃ࠷ࠊ
3)  㸨❮
 ࡡን࡞ࡌࡣࡷࡂᑊᚺࡊࠉ♣ఌᇱ┑࡞㛭ࡌࡾࢰ࣑࣭ࣛࠉ㐲ว♣ఌ㈁⊡ฝᮮࡾ
ࡻ࠹࡞ㅦᗑโࢅᩔࡀࠉኣᵕெᮞࡡ⫩ᠺࢅᅒࡾࡆ࡛ࠊெᮞࡢኬᏕ࠾ࡼࡵࠉᨳᗋ㛭㏻◂✪
ᶭ㛭ࠉẰ㛣ࡡᘋスఌ♣ࡡᢇ⾙⩽➴࡞㛓ᡖࢅᗀࡅࠉᏕ⏍ࡡࢼ࣭ࢫ࡞ᚺ࠻ࡾమโࢅషࡾࠊ
 ࡡࠉ㆗ㄵࡵኬวࡓࠉỬ࡛᩷ᐁ⾔ࡵኬࠊᏕၡࡡ⮤⏜ࠉ◂✪ࡡ⮤⏜ࢅᑕ㔔ࡊ
ࡼࡵࠉኬᏕ㐘ႜ࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢẰ㛣௺ᴏࡡᵕ࡞ࠉ㸸㸺㹄ࠉ㸸㹄㹄➴ࡡᙲฦᢰࢅ᪺☔࡞♟ࡊࠉ
ࢪࣅ࣭ࢺ࠵ࡾ⤊ႜኬวࠊ
4)  㸩❮
 㸧ᖳḗ௧୕࡞ᢰ௴ࡢᚪさ࠾㸴ࡳࡊࢀࠉᢰ௴ࡢ㸦ࠉ㸧ᖳḗࡱ࡚࡛ࡊࠉࡆࡿ࡞ࣆࣝࢴࢨ࣏ࣖ
ࣤࢬ࣐ࢻ࣭ࢅ⤙ࡱࡎࠉิࡡᏕງ㊂ࡡඖ࡛ᑍ㛓㐅㊪㐽ᢜࡡࢺࣁࢪࢅࡊࡒࡼ࠹࠾ࠊ
 Ꮥ⏍ࡡᑍ㛓ࡢ༛ᴏ⏍ࡡ㐅㊪ࢅ⩻࠻ࡾ࡞㔔さࡓࠉ♣ఌ࠾ࡼぜࡾ࡛⤧ᑊ᮪௲࡚ࡢ࠷ࠊᅰ
ᮄᢇ⾙⩽࡚࠵ࡾ๑࡞ࠉ㹅㸩ࡡ㸶ࠉ㸷ࢅങ࠻࡙࠷ࡿࡣ♣ఌெ࡛ࡊ࡙ࡡᖕࡢࡥࢀࡾࠊ㉫ᴏᐓ
࡛࠷࠹㐽ᢝ⫝ࡢ↋࠷ࡡ࠾ࠊ
  㸪❮
 ᑍ௴ᩅဤࡡ೩ࡽࢅᣞᦤࡌࡾࠉࡐࡿኬᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡ≁ᚡ࡛࠷࠻࠷࠾ࠊᮞᩩࠉ⎌ሾ
ࡼᮇ࡚ୌ␊࡚Ⰳ࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾ࠊᚃᚉᮮࡡᑍ㛓ฦ㔕࡚ெࢅ㒼⨠ࡌࡾࡻࡽࡢࠉࡡ
ን࡞ᑊᚺࡊࡒ㸾㹉ࡷ⎌ሾࠉᨳ➿ࠉ⤊ႜ࡛⤎ࡦࡗ࠷ࡒ᩺ࡒᑍ㛓ࢅวࡽ㛜ࡂࡀࠊ
ᩅဤࡡᠺᯕࡢㄵᩝࡓࡄ࠾ࠊర࠾᩺ࡊ࠷フ౮ᇱ‵ࡢ↋࠷ࡡ࠾㸴
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6) 㸫ࠉ㸬❮
  フ౮ࡢᴣࡠጂᙔࠊᜠࡱࡿ࡙࠷ࡾࠊይ᮪௲ࢅ⏍࠾ࡊࡒ◂✪ࢅࠊ
7) 㸭❮
 ࠔ㌗㎾ࢼ࣭ࢫ࣬࣬࣬㔔さ࡚࠵ࡾࠕࡢࡐࡡ㏳ࡽࠊ
 පⓏጟဤఌ࡚ࡢࠉࡻࡽᑍ㛓ᛮࠉ୯❟ᛮࢅⓆᥱࡊ࡙ࠊප㛜ㅦᗑࡢࡻࡽኣࡂࡡᆀᇡపẰ࡞
りࡿࡈࡎ࡙ḟࡊ࠷ࠊࢾࢴࢹࡡὩ⏕➴ࠊⱕ࠷ெࡒࡔࡡᢇ⾙ࡡ㛭ᚨࢅ㧏ࡴࡾࡒࡴ࡞ࡵࠉ♣ఌ
ெࡢࡵࡔࢀࢆࠉ㧏ᰧ⏍ࠉ୯Ꮥ⏍࡞ࡵཤຊࡡࡦ࠾ࡄࢅᙽࡊࡒ࠷ࠊ
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 ጟဤ ⺼⏛ප㞕 ⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂ᢇ┐ 

䠃 㻃 ධ㻃 ⯙
a㸞ᅰᮄࡡ᪁ྡྷᛮ
ᅰᮄᕝᏕࡢᕰẰᕝᏕ㸝ࢨࣄ࢙ࣜࣤࢩࢼ㸞࡛ゼࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ༟ࡾ♣ఌ㈠ᮇᩒങࢅ⾔࠹Ꮥ
ၡ࡚ࡢࡂࠉࡆࡿࡼࢅ㏳ࡊ࡙ࠉࡱࡒࠉࡆࡡ⤎ᯕࠉᕰẰ⏍Ὡධ⯙࡞ࢂࡒࡾᖶࡎࠉ㇇࠾ࡈࢅị
ࡴࡾᏕၡ࡛⌦よࡊ࡙࠽ࡽࡱࡌࠊ
ࡆࡿࡱ࡚ࡢᡋᚃᚗ⮾࠾ࡼࡡ⤾ࡀ࡚ࠉᅗẰ⏍Ὡࡡᇱ┑࡛ࡾ♣ఌ㈠ᮇࡡᩒങࡡ᥆㐅ࢅ➠ୌ
ࡡ┘ᵾ࡛ࡊ࡙ࡀࡒࠉࡷࠉࡆࡿ㒌ᕰ㒂ࢅ୯ᚨ࡛ࡊ࡙࠵ࡾỀ‵࡞㐡ࡊࠉᕰẰ⏍Ὡ୯ᚨࡡࠉ
⏍Ὡ⩽ඁࡡࠉ㢴ᅰ࡛ㄢࡊࡒᬵࡼࡊᐁ⌟࡚ࡀࡾ♣ఌ㈠ᮇࡡᩒങịࡴࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉᅰ
ᮄ࡞ᙽࡈࡿ࡙࠷ࡾහᐖࡵḗࡡṹ㝭࡞ථࡖ࡙ࡀࡒ࡛ゕ࠻ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ
ࡆࡿࡢᅰᮄᕝᏕࡡᮇᮮࡡណ⩇࡞Ἒࡖࡒ᥆⛛࡚࠵ࡽࠉịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾኣ㟻Ⓩ㇇࠾ᕰẰ⏍
Ὡࢅර⌟ࡊࠉᣚ⤾ⓏⓆᒈࢅྊ⬗࡞ࡌࡾᆀᇡ♣ఌࢅ㏸ࡌࡾࡆ࡛ࡆࡐࠉᅰᮄᕝᏕᮇᮮࡡጶ
࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
ࡊࡒࡖ࡙ࠉࡆࡿࡼࡡᢰ࠷ᡥ࡛ࡊ࡙ࡢ♣ఌ㈠ᮇࢅᘋスࡌࡾᢇ⾙Ⓩ▩ㆉ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᢇ⾙ࡡᖕ
ࢅᗀࡅࠉᆀᇡ♣ఌࠉ⮤↓⎌ሾࠉᩝ࣬㢴ᅰ࡞ᑊࡌࡾὕᐳງࢅ㣬࠷ࠉெ㛣ᛮ㇇࠾ᢇ⾙
⩽ࢅ㣬ᠺࡌࡾࡆ࡛㟸ᖏ࡞ኬว࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻࡙࠽ࡽࡱࡌࠊ
b㸞⚗ᓞ┬ࡡ♣ఌເ࡞ᑊࡌࡾ㧏࠷㈁⊡ᗐ
⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂⫃ဤ㸝ᅰᮄᢇ⾙ኬᏕ༛⛤ᗐ㸞ࡡ㸧㸬㸚㸝147/523㸞ࠉᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛ᴏ
⩽㸝ᖲᠺ㸦㸫ᖳᗐ㸞࡛ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ᮇኬᏕᕝᏕ㒂༛ᴏ⩽ࡡࢨ࢘ࡢᖳࠍୖࡊ࡙࠷ࡱࡌࠉ⌟ᅹࠉᖳ㱃ᵋᠺ࡚ࡢ㸪㸥ṋ
ኣࡂࠉࡆࡿࡱ࡚⚗ᓞ┬ࡡᅰᮄᢇ⾙ࡡྡྷ୕ࠉ♣ఌ㈠ᮇᩒങࡡᢇ⾙Ⓩ㈁⊡ᗐࡢᴗࡴ࡙㧏ࡂࠉ≁
࡞㧏ᗐᠺ㛏࡞࠽࠷࡙ࡢ༜㉲ࡊ࡙࠽ࡽࡱࡌࠊ
c㸞ᖳࠍୖࡾᘋス㛭౿ࡡᑯ⫃⋙㸝㈠ᩩࡻࡽ㸞
㎾ᖳࠉᘋスᴏࡡ㏖ࢅ⫴ᬊ࡞ࠉኬ㸝ᕝ㸞༛ᴏ⩽ࡡ⣑༖ฦᘋス㛭౿௧አ࡞ᑯ⫃ࠊ
Ꮥ༛ࡡ㐅㊪㸝㝌㐅Ꮥࡢྱࡱࡍ㸞ࡢࠉᖲᠺ㸦㸦ᖳ㎶ࡢ㸬㸥㸚ࢅ㉰࠻࡙࠷ࡒࠉᖲᠺ㸦㸩ᖳᗐ
௧㜾ࡢ㸪㸥㸚ྋ࡛㏖ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼ࡞ᑊࡊ࡙ࡢࠉᅰᮄᢇ⾙⩽࡞ࡽࡒ࠷࡛࠷࠹Ꮥ⏍ࡡ
┘Ⓩណㆉࡡ㔂ᠺ࡛ࠉኬᏕഁࡡࣆ࢚࣭ࣞᚪさ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ㸝ౚ࠻ࡣᑯ⫃ᣞᑙ㸞

d㸞┬ᅰᮄ㒂᩺ぞ⏕⫃ဤኬᏕᩅ⫩ࣤࢢ࣭ࢹᐁ᪃㸝ᖲᠺ 16 ᖳ 9 ᭮ᐁ᪃㸞࠾ࡼᢜ⢃
                                  㸝ื⣤ཤ↯㸞
㸝㸦㸞⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂᩺ぞ⏕⫃ဤ㸝ኬ༛㸨ᖳ┘㎶ᑊ㇗㸞ኬᏕᩅ⫩㺆㺲㺎㺅㺙

ېኬᏕ䛱ථ䛩䛬䛊䜒䛶䜎䛑䛩䛥䛮ᛦ䛌䜯䝮䜱䝩䝭䝤䛴 㻱㼒㻔 䛵䚮⌟ሔᐁ⩞䟺◂ಞ䟻
 ࡐࡡࠉ⎌ሾ࣬㢴ᅰᕝᏕࠉᅰᮄ᪃ᕝࠉ⯊ࠉ✒⟤ࠉࣈࣝࢭࣤࢷ࣭ࢨࣘࣤࠊ
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䕵ᨭၻ䛟䛿䛓䜯䝮䜱䝩䝭䝤හᐖ䛵䚮ᚪさᛮ䜘ヾㆉ䛝䛥୕䛭䛴ᇱ♇⛁┘
࣬༟⣟࡞∸ࢅ㏸ࡾࡆ࡛࡞㔔Ⅴࢅ⨠ࡀࡌࡁ࡙࠷ࡾࠊࡵࡖ࡛పẰࡡさịࡷெ㛣ᛮࢅරమ࡚ࡀ
ࡾᢇ⾙ࢅᏕࡦࡒ࠾ࡖࡒࠊ
䕵㛚㙈䛛䜒䛥䠆ᖳ㛣䚮䜻䝗䝯䜬䝷䜼䝏䜦䛮䛝䛬పẰ䛮䛴㛭䜕䜐᪁䛰䛯మ㥺䛟䜑䛙䛮䛒㔔さ
࣬⏐ᴏ⏲㸝ࢭࢾࢤࣤࠉࢤࣤࢦࣜࢰࣤࢹ㸞࡛ࡡභྜྷ◂✪ࠉ㍇᚜ᐁ㥺➴⏍ࡀࡒஹὮᚪさࠊ
࣬ࣤࢰ࣭ࣤࢨࢴࣈⓏᐁ㊰మ㥺ᶭఌᏕᰧഁࡷ⾔ᨳࠉẰ㛣ഁ࡚スᏽࡊ࡙ḟࡊ࠷ࠊ
䕵ኬᏕ⏍䛾䛴䝥䝇䜿䞀䜼
࣬ኬᏕ࡚ࡡᏕ⩞ࡢᐁ㊰࡛ࡊ࡙ࡢ࠵ࡱࡽᙲ࡞❟ࡒ࠷㸝ᅰᮄࡢຫᙁࡌࡾࢷ࣭࣏ኣ࠷㸞
࣬♣ఌெ࡛ࡊ࡙ಘᛍ࡛ຑງ࡚วࡽ㛜࠷࡙࠷ࡂࡆ࡛ኬวࠊ
࣬ర࡚ࡵ࠷࠷࠾ࡼమ㥺ࠊࢭ࣐ࠉ࣍ࣚࣤࢷ➴ᖕᗀ࠷ெ㛣㛭౿࡛ᖕᗀ࠷ᩅ㣬ࢅࡗࡂࡾࠊ
࣬࠷ࡖࡤ࠷㐗ࡩࡆ࡛ࠉኬᏕࡡຫᙁࡢࡌࡃ࡞ࡢᙲ࡞❟ࡗࡆ࡛ࡢ࠷ࠉᇱ♇ࡡᇱ♇࡚㔔さࠊ
䕵㧏䛊䜊䜐䛒䛊䜘ᐁវ䚯ᕝᏰᠺ䚮ᆀᅒ䟺ᙟ䟻䛱ṟ䜑䚮┬Ằ䛒ႌ䛼⏍Ὡ䛴ᨭၻ䚮ᢇ⾙ງ䛴ྡྷ୕➴

㸝㸧㸞⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂᩺ぞ⏕⫃ဤࡡ㺌㺁㺄㺡㺴㸝ኬ༛㸨ᖳ┘㎶ࢅᣞᑙࡌࡾ㸞ኬᏕᩅ⫩㺆㺲㺎㺅㺙

ېᇱ♇⛁┘䛴⩞⇅ᗐ䛵┞ᙔ㧏䛊䛴䛭䚮ᚃ䛵⌟ሔ䛴ᐁຸ◂ಞ 㻲㻭㻷 䛒ᴗ䜇䛬ኬว䛮ᐁវ
䕵ኬᏕᩅ⫩䛱᭻䜆䛙䛮
࣬⌟ሔ࡞りࡿࠉ♣ఌெ࡛ࡡஹὮࠉࠔᅰᮄࠕࡡ㨡ງࠉ㟻Ⓣࡈࢂ࠾ࡾᶭఌࢅቌࡷࡊ࡙ḟࡊ࠷
࣬⾔ᨳࡢெ㛣࡛ࡡ㛭ࢂࡽ᪁ࡵ㔔さࠉࡐ࠹ࡊࡒࢮࣆࢹ㟻ࡡᩅ⫩ࡵᚪさ
㸝⮤ฦࡡ࡛᩺Ẓࡾ࡛じẴ↋ࡂࠉ✔ࡷ࠾࡚Ꮔ౩ࡖࡰ࠷༰㇗࠵ࡾ㸞
࣬ ∸ࡘࡂࡽ࡞࠵ࡒࡽࠉࡡࡻ࠹⌦ᑿ࡚㏸ࡼࡿࡾࡡ࠾ࠉ᩺ࡊ࠷∸ࡘࡂࡽࡡူᏕࡵᚪさ
䠄 㻃 ᅰᮄᕝᏕ䛴⌦ᛍ䛮┘ᵾ
࣬ᅰᮄᕝᏕࡡ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡᵋᠺ┘Ⓩࡡࠔᆀ᪁ࡱࡒ୯ኳ࡞࠽ࡄࡾᘋスᴏ⏲࡚ࠉ⌟ሔ࡚ࡡ∸
ࡘࡂࡽࢅᨥ࠻ࡾ୯ᇻᢇ⾙⩽ࡡᠺ㛏ᙽࡈࡿࡾᏕ⏍ࠕ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠉ∸ࡘࡂࡽ࡞㔔Ⅴࢅ
⨠ࡀࡌࡁࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ
࣬භ⏍࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠔ⮤↓⎌ሾ࡛ࡡභ⏍ࠕࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡱࡌࠉࡆࡡࠉභ⏍ࡡᑊ㇗࡛ࡊ
࡙ࠉெ࡛ெࠉᆀᇡ㛣ࠉୠ㛣➴࡛ࡡභ⏍ࡆࡿ࠾ࡼࡡᅰᮄ࡞ࡢᚪさ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
࣬ᢇ⾙⩽ാࠉᩅ⫩┘ᵾ࡞ᑊࡌࡾරమⓏࣈࣞࢡ࣑࡛ࣚࡊ࡙௧ୖࢅᥞ᱄࠷ࡒࡊࡱࡌࠊ

 ېᆀᇡὩິࠉNPO Ὡິࢅ㏳ࡊࡒᐁ㊰మ㥺ࢅ༟న࡞ཱིࡽථࡿࠉࡆࡡࡒࡴኬᏕഁࡢ௺ᴏࠉ 
⾔ᨳ࡛ࡡஹὮᶭఌࢅスᏽࡌࡾࠊ
 ې㈠ཱིᚋ࡚ࡢ⛸㈠ࡡཱིᚋ㏛㊟ㄢᰕ➴ࢅ⾔ࡖ࡙ࠉᚃᩐೋ┘ᵾࢅ᥎ࡅࡾࠊ

䠅 㻃 ⤄⧂䛮㐘ႜ
ᚪಞ⛁┘࡞ࡊ࡙ࡵࠉࡡさㄫ࡞ᶭᨼ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾ㐘ႜࠉណᛦỬᏽࢨࢪࢷ࣑࡛ࡊ࡙࠽ࡂࡆ
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࡛ࢅᖏ࡞ᚨࡄࡾᚪさ࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
䠆 㻃 ᩅ⫩Ὡິ
࣬༛ᴏ⏍ࡡࣤࢢ࣭ࢹ➴࠾ࡼࡵࠉ⌟ሔࢅᐁ㝷࡞మ㥺ࡈࡎࡾᶭఌࢅ࠻ࡾࡆ࡛ᚪさ࡛ᛦ࠷
ࡱࡌࠊࡆࡿࡼࡡమ㥺ࢅཱིࡽථࡿࡒ᪃ᕝ⟮⌦ࢅᩅ࠻ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ⌟ሔࢅណㆉࡊࡒ⏍ࡀࡒᅰ
ᮄࡡ㟻Ⓣࡈࠉណ⩇ࢅఌᚋࡌࡾࡆ࡛࡞ࡾ࡛ᛦ࠹ࠊ
࣬⫃ᴏ࡞ᑯࡂ࡛࠷࠹⌦ふࢅᩅ⫩ࡌࡾᚪさ࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊࡢఴࡽ⪲࠾࠷ࠉ⫃ᴏ
ᣞᑙᴣㄵࡡࡻ࠹ࡵࡡࢅᑙථࡊ࡙ࡢ࠷࠾࡚ࡊࡺ࠹࠾ࠊ
࣬ࣆ࣭ࣛࢰ࣭㜭Ḿࠉᑯ⫃ࡊ࡙♣ఌࡡୌᵋᠺ࡛ࡾࡆ࡛ࡡ㔔さᛮࢅᩅ࠻ࡾᚪさ࠵ࡾ࡛ᛦ࠷
ࡱࡌࠊ
࣬ᘋス࠾ࡼ⥌ᣚ⟮⌦ࡡ࡛ゕࢂࡿ࡙࠷ࡾᫎࠉኬ㔖⏍⏐ࡢ⥌ᣚ⟮⌦࡞ᚉࡌࡾᢇ⾙
⩽ࡢࠉ࠵ࡱࡽフ౮ࡈࡿ࠾ࡖࡒࠉࡆࡐᢇ⾙⩽ࡡ㣬ᠺᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡱࡌࠊ
࣬ᚪさ᪃ス࡞ᑊࡊ࡙᭩ࡵ⤊ῥⓏᘇ➿ࡢ࠹ࡡ࠾ࠊࡆࡿࢅ⎌࡙ࡊࡒሾၡ㢗ࠉ⨶ふ
➴ࢅ࠹ㄢࡈࡎࡾࡡ࠾ࠉࢅ㒼៎ࡊࡒᖕᗀ࠷▩ㆉࠉ⤊㥺ࠉᢇ⾙➴さịࡈࡿࡾࡡ࡚ࠉ
ࡆࡿࡼࡡᇱ♇࡛ࡾᏕᰧ࡚ࡡ◂✪ᚃࡵさㄫࡈࡿࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
䠇 㻃 ◂✪Ὡິ
ኬᕝᏕ㒂ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᩅဤ᭯ࡌࡾᮞᩩ⣌ࠉ⎌ሾ⣌ࠉ㜭ⅇ⣌ࠉ♣ఌࢨࢪࢷ࣑⣌ࡡ࠾࡚
≁ࡊࡒ㸝┘⋚࡛ࡾ㸞ᚋណฦ㔕ࢅࣅ࣭ࣜࡌࡀ࡛⩻࠻ࡱࡌࠊ
䠈 㻃 ᩅ⫩◂✪᪃ス䚮スങ⎌ሾ
≁࡞࠵ࡽࡱࡎࢆࠊ
䠉 㻃 ᩅ⫩◂✪⟤
≁࡞࠵ࡽࡱࡎࢆࠊ
䠊 㻃 ♣ఌ䛮䛴㏻ᦘ
▩Ⓩ㈀⏐࡛ࡊ࡙ࡡ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔࠉኬᏕᩅဤ᭯ࡌࡾᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡ▩ㆉࡡ♣ఌ㑇ඔ
࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⌟ᅹࡵ⾔ࢂࡿ࡙࠽ࡽࠉ┬ࡡ⛸ጟဤఌࠉᐼ㆗ఌ࣒ࣤࣁ࣭➴࡞ᚉࡊ࡙࠷ࡒࡓ
ࡀࠉኬን࠽ୠリ࡞ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
⚗ᓞ┬။ୌࡡᅰᮄᕝᏕ⛁ࢅ᭯ࡌࡾኬᏕ࡚࠵ࡽࠉᆀᇡ࠾ࡼࡡሒࢅࡈࡼ࡞㞗ࡊࠉᆀᇡ࡞᰷
ᕣࡊࡒ◂✪ᠺᯕࡡᆀᇡ㑇ඔᚪさ࡚࠵ࡽࠉᆀᇡ௺ᴏࠉ⾔ᨳ࡛ࡡභྜྷ◂✪➴ࢅಀ㐅ࡊࠉᏋᅹ
វࢅࣅ࣭࡚ࣜࡀࡾࡻ࠹ᠻࠍ㸝⚗ᓞ┬ᅰᮄ㒂㸞ࡵ༝ງࡊ࡙࠷ࡀࡒ࠷ࠊ
䠋 㻃 䛣䛴
ኬᏕ⏍࡞ࡢᖕᗀ࠷ᇱ♇▩ㆉ࡛♣ఌ㈠ᮇᩒങࡡከࠊெ㛣ࡡ㝀ࡽ࠷ᩏណ࡛⮾ࠉ๑ྡྷࡀ
࡚ࠉ᪺ࡾ࠷㇇࠾ெ㛣ᛮࢅᛦࡖ࡙ࠉ⪲ࡂᢇ⾙ࠉᮨࡠࡾᢇ⾙ࠉරమࡌࡾᅰᮄᢇ⾙ࡡᇱ♇ࢅ
✒ࡊ࡙ࡊ࠷࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ
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ኬᏕᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾࣤࢢ࣭ࢹ 㞗ゝ⤎ᯕ㸝࢞ࣔࢴࣈ㸞
 ڦᑊ㇗⩽㸯ኬ༛᩺㸨ᖳ┘௧හࡡ⫃ဤࢅ㒂ୖ࡞ᣚࡗ࢞ࣔࢴࣈ
 ڦᑊ㇗ெᩐ㸯ゝ㸦㸫ྞ㸝ᅰᮄ㸫ྞࠉᘋ⠇㸦㸥ྞ㸞
㸦㸣࠵ࡒࡡ㒂ୖࡢࠉరᖳ┘࡚ࡌ࠾ࠊ
  㸦ᖳ┘㸰㸫ྞ   㸧ᖳ┘㸰㸦㸨ྞ   㸨ᖳ┘㸰㸦㸩ྞ
㸧㸣ࡐࡡ㒂ୖࡢఘࡦఘࡦ࡛ࢅࡊ࡙࠷ࡱࡌ࠾ࠊࡱࡒࡐࡡ⌦⏜ࢅ࠽⪲࠾ࡎୖࡈ࠷ࠊ


>㹚㹨

㹃㹤

ெᩐ
⌦⏜
㸦㸧 ࣬ୌெ࡚ᢢ࠻㎲ࡳࡆ࡛࠷ࡻ࠹࡞ࠉㄚ㛏ࢅጙࡴࠉ┞ㄧࡊࡷࡌ࠷⎌ሾࡘࡂࡽ࡞ຑ
ࡴ࡙࠷ࡾࡒࡴ
࣬ெࡡᛮአஹⓏ࡚࠵ࡾࡒࡴ
࣬⮤ฦࡡ࡞๑ྡྷࡀ࡞ᑊᚺࡊ࡙࠽ࡽࠉၡࠉ᪺㡧➴ࡢ㍦࣬୕ྒྷ࡞┞ㄧ
ࡊ࡙࠷ࡾࡒࡴ
㸩 ࣬አ㒂ࡡெ࡞ࡢ⥥ᘿࡊ࡙ࡊ࡙࠷ࡾ༰㇗࠵ࡾࡒࡴ㸝セヾྊᢰᙔ㸞
࣬⌟ᅹࡡᴏຸහᐖࠉຸࣆ࣭ࣞ➴ࢅ༎ฦ࡞⌦よࡊ࡙࠷࠷ࡒࡴ

㸨㸣᩺⩽࡞ᑊࡊ࡙ࡢ 4II/9㸝ᅰᮄ㒂ᑍ㛓◂ಞ㸞࡞ࡻࡽᢇ⾙◂ಞࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡱࡌࠉᐁ
ຸࢅ㏳ࡊ࡙༎ฦ࡚ࡌ࠾ࠊࡱࡒࡐࡡ⌦⏜ࢅ࠽⪲࠾ࡎୖࡈ࠷ࠊ

>㹚㹨

㹃㹤

ெᩐ
⌦⏜
㸭 ࣬మ⣌Ⓩ▩ㆉࢅಞᚋࡌࡾࡒࡴ࡞ࡵᚪさ࡚࠵ࡾࡒࡴ
࣬᭩㎾ࡡᑍ㛓◂ಞࡢࢷ࢞ࢪࢹ➴ඖᐁࡊ࡙࠽ࡽࠉ⇅ᖳ⩽࡚ࡵమ⣌Ⓩ࡞Ꮥࡩࡆ࡛
࡚ࡀᅰᮄ㒂ᑍ㛓◂ಞࡢ᭯ຝ࡚࠵ࡾࡒࡴ
࣬⮤ᕤၤⓆࡌࡾᶭఌࢅ࠵ࡒ࠻ࠉᴏຸ࡞ᑊࡌࡾ࣓ࢲ࣭࣊ࢨࣘࣤࢅ㧏ࡴࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ
࡛ࡌࡿࡣࠉ⌟ᅹࡡ◂ಞ࡚༎ฦ࡚࠵ࡾࡒࡴ
㸭 ࣬⌟ሔ࡚ࡡᐁ㊰Ⓩ㒂ฦ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⤊㥺㊂࠾ࡼ࠾༎ฦ࡛ࡢゕ࠻࠷࡛ᛦࢂࡿ
ࡾࡒࡴ
࣬ᮇெ⪲ࡂ࡛ᮐ୕࡚ࡡㅦ⩇࡛⌟ሔ࡛ࡡ࢟ࣔࢴࣈ࠵ࡽࠉ⌟ሔ┐╡ࡷᐁຸⓏ✒
⟤ࢅඖᐁࡊ࡙ḟࡊ࠷࡛ࡡࡆ࡛
࣬⌟Ⅴ㸝᩺㸞࡚ࡢึ᩷ᅏ㞬

㸩㸣⫃ሔ࡞࠽࠷࡙ࠉណㆉⓏ࡞ 4/9 ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡱࡌ࠾ࠊࡱࡒࡐࡡ⌦⏜ࢅ࠽⪲࠾ࡎୖࡈ࠷ࠊ

>㹚㹨
㹃㹤

ெᩐ
⌦⏜
㸦㸧 ࣬⫃ဤࡡᠺ㛏࡞ྊḖ࡛⩻࠻࡙࠷ࡾࡒࡴ
࣬4/9 ᐁຸ࡞ࡢ᭩ࡵᙲ࡞❟ࡗ࡛ᛦࢂࡿࡾࡒࡴ
㸩 ࣬⚶ࡡ⫃ሔࡡ᩺⏕⫃ဤࡢࠉよࡼ࠷ࡆ࡛ࡢ✒ᴗⓏ࡞㈻ၡࡊ࡙ࡂࡾࡡ࡚≁࡞ࡆࡔ
ࡼ࡚ណㆉⓏ࡞ 4/9 ࢅᐁ᪃ࡊࡂ࡙ࡵࡻ࠷ࡒࡴ
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㸪㸣᩺⩽࡞ᑊࡊ࡙ࠉරమⓏᣞᑙゝ⏤ࡢᣚࡖ࡙࠷ࡱࡌ࠾ࠊ>*8 ࡡሔྙࠉࡡࡻ࠹ᣞᑙゝ
⏤࠾ࢅオථࡊ࡙ୖࡈ࠷ࠊ

>㹚㹨
㹃㹤

ெᩐ
ゝ⏤හᐖ
㸫 ࣬㍦⫃ဤ࠾ࡼࢺࣁࢪࢅུࡄࡾᶭఌࢅ㏸ࡾࡻ࠹࡞ࡊ࡙࠷ࡾ
࣬㸦ࡗࡡᴏຸࢅ㈈௴ࢅᣚࡖ࡙㐑⾔ࡊ࡙㈌࠹
㸦㸥 㸢
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3.አ㒂フ౮ጟဤఌ࡞ࡻࡾフ౮
 ⮤ᕤⅤ᳠᭡࠽ࡻࡦᖲᠺ 16 ᖳ 12 ᭮ 20 ࡞ᐁ᪃ࡊࡒአ㒂フ౮ጟဤఌࡡ⤎ᯕࢅ㊻ࡱ࠻㸡⮤ᕤ
Ⅴ᳠᭡ࡡ㡧┘࡞ᑊࡌࡾአ㒂フ౮ጟဤ࡞ࡻࡾフ౮࠽ࡻࡦ㸡㡧┘ࡡᥞゕࡷណぜࢅ௧ୖ࡞
♟ࡌ㸣
3.1 ᩅ⫩┘Ⓩ࣬┘ᵾ
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᩅ⫩┘Ⓩ
࡞ࡗ࠷࡙
ᩅ⫩┘ᵾ
࡞ࡗ࠷࡙
⥪ྙフ౮

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

2

2

1

4.2

2

2

1

4.2

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣

4.2

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㔔ᏺጟဤ㸯ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ
㕝ᮄጟဤ㸯ᩅ⫩◂✪ࡡ㇇࠾✒࡞Ẓࡾ࡛ᩅ⫩┘Ⓩࡷᩅ⫩┘ᵾࡷࡷ㇗Ⓩវࢅᢢࡂ㸣
㸿㸶㸷㸺㸺ࡐࡊ࡙㸻㸹ࡡᒈ㛜᪁ྡྷࢅぜᤛ࠻ࡒ┘Ⓩࡷ┘ᵾࢅ᪺☔࡞࡚ࡀࡾࡡ࡚ࡢ
࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ
⺼⏛ጟဤ㸯JABEE ྡྷࡄࡒᩅ⫩┘ᵾࡢඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ ఎ⤣࡞ᇱࡘ࠷ࡒᩅ⫩┘Ⓩ࡛㸿㸶㸷㸺㸺ᇱ‵࡞ྙ⮬ࡊࡒᩅ⫩┘ᵾࡢ㸡㟸ᖏ࡞Ⰳࡂスᏽࡈࡿ
࡙࠷ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ ♣ఌ࡞㈁⊡ࡌࡾᅰᮄᢇ⾙⩽ࢅ⫩ᠺࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇Ⓩᢇ⾙⫩ᠺ࡞࠾࠾ࡾ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ
ࡢ⥑⨮ࡈࡿ࡙࠽ࡽ≁࡞ᣞᦤࡌࡾࡆ࡛ࡢ࠷㸡⌟♣ఌ࡚ࡢ⥪ྙⓏᅰᮄᇱ♇ᢇ⾙ࢅ࣏
ࢪࢰ࣭ࡊࡒᢇ⾙⩽࡛㸡ฦ㔕ࡡᢇ⾙ࡵໜᣋ⩞ᚋࡊࡒᢇ⾙⩽ࢅịࡴ࡙࠷ࡾ㸣ᩅ⫩┘ᵾࡡ୯
࡞ࡆࡡ࠵ࡒࡽࡡᩝゕࢅຊࡈࡿࡒࡼ࠷࠾࡛ᛦ࠹㸣
࣬ ጟဤ࠾ࡼࡡណぜ࡚ࡵ≁࡞ၡ㢗ࡡ࠵ࡾᣞᦤࡢ࠾ࡖࡒ࡛オ᠀ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬ ࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾெ㛣ാ㸡ᆀᇡ♣ఌࡷ㒌ᕰᙟᠺ࡞࠽ࡄࡾᅰᮄᕝᏕࡡᑍ㛓Ⓩ▩ㆉ
ࢅ᭯ࡌࡾ♣ఌெാ㸡ࡐࡊ࡙ࡡንࡡ୯࡚ịࡴࡼࡿࡾᢇ⾙⩽ാ㸡ࢅࡈࡼ࡞᪺☔࡞
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ᡬࡔฝࡊࡒ୕࡚㸡ࡐࡡാ࡞㎾ࡘࡂࡒࡴࡡᩅ⫩┘ᵾࢅරమࡌࡾࡆ࡛ᚪさ࡚ࡢ࠷࠾㸣
࣬ ࡐࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙㸡ࡡࡻ࠹ᑍ㛓Ⓩ㈠ࢅཱིᚋࡌࡾࡆ࡛࡚ࡀࡾࡡ࠾㸡ࡡࡻ࠹⫃
ᇡ࡚ᑍ㛓ᛮࢅὩ࠾ࡊ࡙࠷ࡄࡾࡡ࠾㸡ࢅᥞ♟ࡊ࡙ࡢ࠹ࡓࢀ࠹࠾㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ ⌦ᕝ⣌ࡡᏕ⏍ࡢኬᏕ㝌ࢅฝࡄࡿࡣ࠻࠷࡛࠷࠹௺ᴏഁࡡ㢴₳࡞ᑊࡊ㸡㧏➴ᩅ⫩ࡡཋ
Ⅴ࡞㏁ࡽ㸩ᖳ㛣ࡡᩅ⫩࡚ࡵୌᏽࡡࣝ࣊ࣜࢅ⥌ᣚࡌࡾᢇ⾙ெࢅ⫩ᠺࡊࡻ࠹࡛࠷࠹⌦ᛍࡢフ
౮࡚ࡀࡾ㸣
࣬ IT ♣ఌ㐅ࡳ୯࡚㸡ᢇ⾙ࢅ↋っࡊࡒ⤊ႜࡢࢹࣚࣇࣜࡷຘⅇ࡞⤎ࡦࡗࡂࡊ㸡ᢇ⾙೩㔔ࡡ⤊
ႜ࡚ࡢ々╉Ⓩぜ᪁ฝᮮࡂࡾ㸣
࣬ ᖕᗀ࠷っ㔕ࡡ୕࡞㸡ࡊࡖ࠾ࡽࡊࡒᢇ⾙ࢅᣚࡗெᮞ⫩ᠺࢅ┘ᣞࡊ࡙ḟࡊ࠷㸣
⺼⏛ጟဤ
࣬ ᩅ⫩┘Ⓩ࡞ࡗ࠷࡙㸯
⮤↓⎌ሾ࡛ࡡಕධ࡛භ⏍࡛ࡊ࡙࠷ࡾ㸡ࡆࡿࡓࡄ࡚ࡢࡂ㸡ᆀᇡ㸡ெ㛣࡛ࡡ々
ྙⓏභ⏍ࢅᅒࡾណㆉᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣
࣬ ᖲᠺ 17 ᖳᗐ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚᩅ⫩┘ᵾ᱄࡞ࡗ࠷࡙㸯
ᕝᏕ㒂ࡡᩅ⫩┘ᵾ࡛ JABEE ྡྷࡄࡒᩅ⫩┘ᵾࡢᩒྙᛮࢅⓆᥱࡊ࡙࠷ࡾ㸡17 ᖳᗐ࢜ࣛ
࣑࢞ࣖࣚࡡහᐖࡢᑛࠍஊ㞫ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
࣬ JABEE ࡡᣦᡋࡢࡌࡣࡼࡊ࠷ࡆ࡛࡚࠵ࡽ㸡Ꮥ⏍ࡡ࿔▩࡛᪡࡞ᚥᗇࡈࡎධဤ࡚ୌ⮬ࡊ
ࡒཱིࡽ⤄ࡲࢅ㢢࠹ࡵࡡ࡚ࡌ㸣
3.2.㐘ႜ࡛⤄⧂
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᩅဤ⤄⧂
࡞ࡗ࠷࡙

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

1

2

2

1

2

Ꮥ⛁㐘ႜ
࡞ࡗ࠷࡙
⥪ྙフ౮

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

4.0
2

ᬉ㏳

3.0
3.5

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㔔ᏺጟဤ㸯Ꮥ⛁㐘ႜ࡞ၡ㢗࠵ࡽ㸡⥪ྙⓏ࡞ࡢࡷࡷࡾ㸣
㕝ᮄጟဤ㸯ඁࡿࡒᴏ⦴ࡷ♣ఌ㈁⊡ࢅࡈࡿ࡙࠷ࡾᩅဤࡡᩅ⫩◂✪Ὡິࢅࢦ࣭࣎ࢹࡌࡾ⤄ࡲ
ࡷ㸡♣ఌ࡛ࡡⅤࢅᨥ࠻ࡾெⓏஹὮࡷெᮞࡡὩ⏕ᒈ㛜ࡈࡿ࡙ࡵ࠷࠷ࡡ
࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ㸯ᬉ㏳
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⺼⏛ጟဤ㸯⥪ࡋ࡙ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ Ꮥ⛁௴ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒᏕ⛁㐘ႜฝᮮࡾࡻ࠹⤄⧂࡛ἪⓏ᰷ᣈࡡᩒങࢅ⮫᛬⾔ࡖ࡙
ࡊ࠷࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ ᅰᮄᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾᩅဤᒒࡢ༎ฦ࡞☔ಕࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸡ᐁ♣ఌ࡞ࣛࣤࢠࡊࡒ⏍
ࡀࡒᩅ⫩ࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞አ㒂ㅦᖅࡡ✒ᴗὩ⏕ᚪさ࡛⩻࠻ࡱࡌ㸣Ꮥ⏍⮤㌗ࡵ㸡⮤ฦࡒࡔ
Ꮥࢆ࡚࠷ࡾᴏᐁ♣ఌ࡚ࡡࡻ࠹࡞ᙲ❟ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾አ㒂ࡡᑍ㛓ᐓࡡㅦ⩇ࢅུࡄࡾ
ࡆ࡛࡚ᅰᮄᢇ⾙⩽࡛ࡊ࡙ࡡណ⩇࣬Ꮛᅹវࢅ㌗㎾࡞វࡋ㸡ᅰᮄᕝᏕ࡞ᑊࡌࡾཱིࡽ⤄ࡲጶເ
࡞ࡵን࡚࡙ࡂࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣
࣬ ᩅဤ⤄⧂㸡Ꮥ⛁㐘ႜ࡞ࡗ࠷࡙ጟဤ࠾ࡼၡ㢗Ⅴᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡒ㸣ᩅဤ⤄⧂࡚ࡢᩅဤࡡ
೩ࡽ㸡አ㒂ㅦᖅࡡᑙථࡡၡ㢗ᥞ㉫ࡈࡿࡒさ᭻࡚࠵ࡖ࡙⌟≟࡚≁࡞ၡ㢗࠵ࡾ࡛ࡢᛦ
࠻࠷೩ࡽࡡḿ㸡አ㒂ㅦᖅ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ๑ྡྷࡀ࡞᳠ゞࡊ࡙࠷ࡒࡓࡀࡒ࠷㸣
࣬ Ꮥ⛁㐘ႜ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ጟဤ࠾ࡼណᚷỬᏽࢨࢪࢷ࣑㸡㐘ႜࢨࢪࢷ࣑࡛ࡵၡ㢗࠵ࡾ࡛ࡡ
ᣞᦤ࠵ࡖࡒ㸣⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ࡵオ㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡒᣂᮨງࡡ࠵ࡾᏕ⛁㐘ႜࢨࢪࢷ࣑ࡡ㌹
ᥦ᛬ຸ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬አ㒂㈠㔘ࡡᐁ⦴ࢅྱࡴ࡙㸡ኬᏕ࡞Ẓ࡙┞ᑊⓏ࡞₮Ἁ⟤☔ಕ࡚ࡀ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ
࠷࠾࡛ᛦ࠹㸣ࡐࡿࢅᩅ⫩◂✪ࡡࢦ࣭࣎ࢹࢨࢪࢷ࣑ࡡඖᐁࡷᐁ♣ఌࡡெᮞ࡛ࡡஹὮࢅ㏳
ࡊࡒᩅ⫩ࡡሔ㟻ࢅᣉඖࡌࡾࡆ࡛࡞Ὡ࠾ࡊ࡙࠷ࡄࡣ㸡ᩅ⫩┘Ⓩࡷ┘ᵾ࡞ᑊࡌࡾරమⓏ
ࢨࢪࢷ࣑షࡽ࡞⦽ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ ኬᏕ㛣ࡡ❿ண⃥ࡊࡂࡾ୯࡚ࡢᏕ⛁ࡵࠔࡼࡊࡈࠕᚪさ㸣࢛࣭ࣜࣚࣤࢺࡻࡽᑛᩐࡡ
ฦ㔕࡚ࡡົㇿ᭯ຝ࡛⩻࠻ࡾ㸣ࡆࡡฦ㔕ࡼኬࡡᅰᮄ࡛࠷࠹ᙁࡲࢅ⏍࠾ࡊࡒኣᙤᑍ
㛓ᐓࡡ㞗ࡱࡽ࡚࠵ࡖ࡙ḟࡊ࠷㸣ࡐࡡࡒࡴ࡞ࡵᏕ⛁ࡡ㈈௴⩽ࡆࡿࡱ࡚௧୕࡞࣭ࣛࢱ࣭ࢨ
ࢴࣈࢅᣚࡔ㸡Ꮥ⛁ࡡ㛏Ⓩ㸡୯Ⓩ㸡ᙔ㟻ࡡㄚ㢗ࢅᥞ♟ࡊ࡙ኬᏕ㐘ႜ࡞ᙔࡒࡾࡀ㸣
⺼⏛ጟဤ
࣬ࡡさㄫ࡞ᶭᨼ࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾᏕ⛁┘ᵾࢅ‵ങࡈࡿࡾࡆ࡛ᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣(ᅰᮄ࡞࠽
ࡄࡾၡ㢗ࢅᏕ⏍࡞⣺࣬◂✪࡚ࡀࡾᏕ⛁┘ࡡᕝኰ)
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3.3 ᩅ⫩Ὡິ
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

1

3

1

2

1

1

1

3.8

1

1

2

1

3.4

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

Ꮥ⏍ࡡུࡄ
ථࡿ࣬ᨥᥴమ

4.0

โ࡞ࡗ࠷࡙
࢜ࣛ࢞ࣖࣚ
࣑ࡡᵋᠺ⛁
┘࡞ࡗ࠷࡙
ࢨࣚࣁࢪࡡ
ඖᐁᗐ࡞ࡗ
࠷࡙

⥪ྙフ౮

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

3.7

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ᬉ㏳
㔔ᏺጟဤ㸯⌟≟࡚≁࡞ၡ㢗࡛ࡢゕ࠻࠷㸡්Ⅴ᳠ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣⥪ྙⓏ࡞ࡢᬉ㏳
㕝ᮄጟဤ㸯㸶㹄ࡐࡊ࡙㸻㸹ࡢࡆࡿ࠾ࡼࡡኬᏕ࡞࡛ࡖ࡙㔔さㄚ㢗࡚࠵ࡾ㸣ࡐࡡࡒࡴ࡞ࡵ㸡
Ꮥ⛁࡛ࡊ࡙ࡡࢸࣤࢷࢷࢅࡡࡻ࠹࡞☔❟ࡊ࡙࠷ࡂ࠾㸡ᩅဤࡡྙណᙟᠺ
ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ㸯ᴣࡠඁࡿ࡙࠷ࡾ
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ ࢺ࣐ࢴࢨࣘࣤ࣎ࣛࢨ࣭ࡡප㛜ᚪさ࡚ࡌ㸣
࣬ ᢇ⾙⩽⌦㸡㸿㸶㸷㸺㸺࡚さịࡈࡿࡾᩅ⛁ࡷහᐖࡡඖᐁ࡞ᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ Ꮥ⏍ࡡ㐡┘ᵾࢅ♟ࡊ㸡㐡ᠺᗐフ౮࡚ࡀࡾࡻ࠹レ⣵ࢨࣚࣁࢪᚪさ࡚ࡌ㸣
࣬ ⱝㄊ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡㹉㹄㸺㸾㸸㸪㸥㸥Ⅴ⛤ᗐࡱ࡚ࡡᑊᚺ᛬ࡿ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ ࡷᮇࡡኣࡂࡡኬᏕ࡚ࡢ㸡Ꮥ⏍ᩅ⫩ࢅዯర࡞ඖᐁࡈࡎࡾ࠾ၡ㢗࡞ࡈࡿ࡙ࡀ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ Teaching ࠾ࡼ Learning 㸡⏍᪁ࡡណㆉᨭ㠁࡞ᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ AO ථモࡡຝᯕฝ࡙࠷ࡾࡡ࠾ AO ථモ࡞ࡻࡾ⏕Ꮥ⏍ࡡ㏛㊟ㄢᰕ⤎ᯕḟࡊ࠷㸣ᨥᥴ
మโ࡞ࡗ࠷࡙ࡢඖฦ࡛ヾࡴࡼࡿࡾ㸣࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ࡡさㄫ࡞ᚺ࠻ࡾࡂ
ຑງࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢඖฦ⌦よ࡚ࡀࡾ㸡ᮇኬᏕᕝᏕ㒂ࡡ≁Ⰵࢅฝࡌࡒࡴ࡞ࡢ⌟ᅹࡡ㸨
ࢤ࣭ࢪ࡞ຊ࠻࡙ࡡࢼ࣭ࢫ࡞࣏ࢴࢲࡊࡒࢤ࣭ࢪࡡ᩺スࡵ᳠ゞࡌࡾᚪさ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ
࠷ࡓࢀ࠹࠾㸣
࣬ ᴏフ౮ࡡⅤ࡚ FD ࡡങ㊂ᣞᦤࡈࡿࡒ㸣࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ⺼⏛ጟဤࡻࡽ OB
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ࡡࣤࢢ࣭ࢹ⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙ሒ࿈࠵ࡖࡒ㸡ᐁຸ࣬⌟ሔᩅ⫩ࡡᚪさᛮᣞᦤࡈࡿࡒ㸣አ
㒂ㅦᖅ㸡⌟ሔᐁ⩞➴࡞ࡗ࠷࡙࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡ⤄ࡲථࡿࡵ᳠ゞࡊ࡙ࡊ࠷㸣
࣬ ࢨࣚࣁࢪ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡හᐖⓏ࡞ࡢඖᐁࡊ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸡々ᩐࡡጟဤࡻࡽᏕ⏍ࡡ
ࣤࢢ࣭ࢹ⤎ᯕ͆1.ࢨࣚࣁࢪ༎ฦ࡚࠵ࡾ͇
͆8.㹺㹺㹺  ࢨࣚࣁࢪ࡞ᚉࡖ࡙㐅⾔ࡊ࡙࠷ࡾ͇ࡡ
㸧㡧ᕝᏕ㒂ධమ࡞Ẓ࡙ᅰᮄᕝᏕ⛁ࡢ࠷フ౮࡞ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ᣞᦤࡈࡿࡒ㸣ཋᅄ
✪᪺ᚪさ࡚㸡ཋᅄዯర࡞ࡻࡖ࡙ࡢࢨࣚࣁࢪࡡ්ᵋ⠇ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣
࣬ Ꮥ⏍ࡡུࡄථࡿ࣬ᨥᥴమโ࡞ࡗ࠷࡙ࡢጟဤ࡛ࡵ≁࡞ၡ㢗࡞ࡾࡻ࠹ᣞᦤࡢ࠾ࡖࡒ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬㧏ᰧࡷᆀᇡࡡㄕ᪺ఌࡷུ㥺⏍ࡡమ㥺ථᏕུ㥺⏍ࡡ഼ࡀ࠾ࡄࡡࡻ࠹࡞ࡖ࡙
࠷ࡾࡡ࠾㸡༎ฦሒࢅᚋ࡙࠷ࡾࢂࡄ࡚ࡢ࠷㸡ࡆࡿࡼࡡᗀሒὩິᚪさ࡚࠵ࡾ㸣ࡱ
ࡒᩅဤ┞பࡡᩅ⫩᪁Ἢᨭၻࢅྱࡴࡒ㸻㸹ࡡරమⓏᒈ㛜᪁Ἢࢅᵋ⠇ࡊ࡙࠷ࡂᚪさ࠵ࡾ㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ ධమ࡛ࡊ࡙ᙔิࡡណぜࢅಞḿࡊ࡙࠷ࡾ㸣≁࡞ᑙථᩅ⫩࡛ࢭ࣐ࢻ࣭ࣜࢅフ౮ࡊࡒ㸣ධమⓏ
ᏕງୖࡡὮࡿࡡ୯࡚㸡࠷ࡔ᪡ࡂᑍ㛓ᩅ⫩࡞ྡྷ࠾ࢂࡎࡾࡒࡴ࡞ࡵᑙථᩅ⫩ࡢᚪさࡓࢀ
࠹㸣ࡱࡒ㸡㸧㹳㸨ᖳḗࡡᢰ௴ࢭ࣐ࢻ࣭ࣜࡡᩅᏻ࡛⤎ࡦࡗࡂࡆ࡛࡚ᴗࡴ⣵࠾࠷ᑍ㛓ᩅ⫩
ྊ⬗࡞ࡾ㸣ࣤࢰ࣭ࣤࢨࢴࣈࢅ༟నࡌࡾࡡࡵフ౮࡚ࡀࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ
࣬ ᑙථᩅ⫩ࡢ㟸ᖏ࡞㔔さ࡚࠵ࡽ㸡Ꮥ⏍ࡡୌ⏍ࢅᕞྎࡌࡾິᶭࡄࡡᶭఌ࡚࠵ࡽ㸡♣ఌெ
ᩅ⫩ࢅ⧂ࡽΊࡏ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵඁࡿ࡙࠷ࡱࡌ㸣ᘤࡀ⤾ࡀ㸡ࡆࡡᩅ⫩ඖᐁࡈࡎࡾࡆ࡛
Ꮥ⏍ୌெୌெࡡ┘Ⓩណㆉࢅᙁᅖ࡞ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
࣬ ⌟ሔࢅ⮤ฦ࡚మ㥺ࡌࡾ༟ࡾぜᏕ࡚ࡢࡂ㸡⌟ሔ࡞㌗ࢅ⨠ࡂࡆ࡛ᚪさ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣
࣬ ᑯ⫃࢝ࢱࣤࢪ(ᣞᑙ)ࡡ᪡ᑙථ㸯
Ꮥ⏍ᑑᮮࡡᑍ㛓⫃࡛ࡊ࡙ࡡᅰᮄࢅ㐽ᢝࡊ㸡ᑑᮮゝ⏤ࡡᇱ࡞⫃ᴏࢅ㐽ᢝࡊ㸡ᑯ⫃ࡊ࡙⾔
ࡂ㐛⛤࡞ྱࡱࡿࡾỬណ࡛㐽ᢝ࡞ᚪさᩅ⫩ࡡ᪡ᑙථ࡛ᥴຐᚪさ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
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◂✪Ὡິ
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

1

2

2

3.8

2

1

2

4.0

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

ᩅဤࡡᑍ㛓
ฦ㔕࡞ࡗ࠷
࡙
ᩅဤࡡ◂✪
Ὡິ࡞ࡗ࠷
࡙

⥪ྙフ౮

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣

3.9

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㔔ᏺጟဤ㸯ࡷࡷ೩ࡽぜࡼࡿࡾ≁࡞ၡ㢗っࡌࡾ࡚ࡵ࠷㸣ᬉ㏳
㕝ᮄጟဤ㸯ጟォ◂✪ࢅྱࡴ࡙ὩⓆ◂✪Ὡິᒈ㛜ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ᚃࡡᏕ⛁ࡡጶࢅᒈ᭻ࡌ
ࡾ୕࡚❟ࡔථࡿࡣ㸡ࡆࡡ◂✪Ὡິ࡛ᩅ⫩Ὡິ┞ຝᯕࢅ࠵ࡅࡾࡆ࡛᭻ࡱࡊ
࠷ጶ࡚࠵ࡾ㸡⌟ᐁࡡ≟Ἓࢅ෫㟴࡞フ౮ࡊ࡙ࡲࡾᚪさ࠷࠾࠹࠾
⏛ཾጟဤ㸯ᬉ㏳
⺼⏛ጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ ᩅဤࡡᑍ㛓ฦ㔕࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ெⓏ࡞ࡢ⮤↓ⅇᐐ࣬⎌ሾ㛭౿࡞㔔Ⅴࢅ⨠࠷ࡒ⌟ᅹࡡ㝍ᐖ
࡞㨡ງࢅវࡋ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ ◂✪ᠺᯕࢅ㸡ᰕㄖࡗࡀࡡㄵᩝ㞗࡞ᢖ✇ࡌࡾࡻ࠹࡞ධဤຑງࡌࡾࡆ࡛ࢅᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ ᖼࡗ࠾ࡡ㝀ࡼࡿࡒฦ㔕࡚ࡡ◂✪ࢅ୯ᚨ࡞⨠ࡆ࠹࡛ࡌࡾᕝᏕ㒂ࡡ᪁㔢ࡢ㸡ຝ⋙Ⓩ࡚ࡻ࠷࡛
ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ ⌟≟࡚≁࡞ၡ㢗࠵ࡾ࡛ࡢᛦ࠻࠷㸡ᩅဤࡡᑍ㛓ฦ㔕㸡◂✪Ὡິ࡛ࡵࡷࡷ≁ᏽࡡฦ㔕
ࡡ೩ࡽ࠵ࡽ㸡ḿᚪさ࡛ࡡណぜ࠵ࡖࡒ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬ ᑍ㛓አࡡ࡚Ⓩአࡿ࠾ࡵࡊࡿ࠷㸡ᩝ⌦⼝ྙᆵࡡ◂✪ฦ㔕ࡢᚪさ࠷ࡡ࠾࠹࠾㸝ౚ
࠻ࡣ㸡පභᴏࡷපභ⤊ῥࡡฦ㔕ࡷἪโᗐ࡞㛭ࡌࡾฦ㔕㸞㸣
࣬ ⮤ᕤⅤ᳠᭡࡞ࡵりࡿࡼࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞㸡◂✪Ὡິ࡛ᩅ⫩࡞࠽ࡄࡾᢰᙔ⛁┘ᩐࡡ௴ຸ
࡛ࡡ㐲ḿㄚ㢗࡛ࡖ࡙࠽ࡽ㸡ᩅ⫩Ὡິࡡフ౮࡛◂✪Ὡິࡡフ౮ࢅ࠹㛭㏻ࡄ࡙࠷
ࡂ࠾ኬࡀၡ㢗ࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣
࣬ ◂✪Ὡິࢅᨥ࠻ࡾ㈀″ࢅ✒ᴗⓏ࡞Ὡ⏕ࡊ࡙㸡ᐂဤᩅࡷአ㒂ㅦᖅࡡὩ⏕㸡ࡐࡿ
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ࡼࡡ᥈⨠࡞ࡻࡖ࡙㸡◂✪ᑍᛍ㛣ࡡ㐘⏕㸡ࡈࡱࡉࡱཱི⤄ࡲ࡚ࡀࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ᙔิ࡛ྜྷࡋណぜ㸣ᚉᮮࡡᅰᮄᕝᏕ࠾ࡼ࠹⬲⓮ࡊࡻ࠹࡛ࡌࡾࡡ࠾᪺ࡼ࠾࡚࠷㸣᩺
ࡊ࠷ࡡさㄫ࡞ᚺ࠻ࡾᑍ㛓ฦ㔕ࡡスᏽ㸡ㅦᗑࡡ㛜ス᭻ࡱࡿࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ
࣬ᆀᇡࡡ㈁⊡ࡵ༎ฦࡊ࡙࠽ࡽ㟸ᖏ࡞ࡌࡃࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
ᩅ⫩࣬◂✪᪃ス
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

ᩅᐄࡡ

4

ᩅ⫩᪃ス࡞

1

4.6

ࡗ࠷࡙
ᅒ᭡ᐄ
ࡡᩅ⫩ᨥᥴ
᪃ス࡞ࡗ࠷

2

3

4.4

4

1

4.8

࡙
◂✪᪃ス࡞
ࡗ࠷࡙

⥪ྙフ౮

ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣

4.6

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ
㔔ᏺጟဤ㸯ᴣࡠඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣ᅒ᭡ᐄ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㕝ᮄጟဤࡡណぜ࡞ࡻࡽ΅Ⅴ
㕝ᮄጟဤ㸯♣ఌⓏ࡞ࣅ࣭ࣜງࡡ࠵ࡾ◂✪᪃スඖᐁࡊ࡙ࡀ࡙࠷ࡾ㸡ཬ㟻Ꮥ⏍ᑊᚺ
ࡡᩅ⫩᪃スࡡᨭၻࡷ㨡ງⓏ࢞ࣔࣤࣂࢪࡘࡂࡽࡷሒ⎌ሾࡡඖᐁ
ᚪさ࡞ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
⏛ཾጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ ᩺ᲯࡡᏰᠺ࡞ᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
࣬ 㸿㸶㸷㸺㸺ᐼᰕ࡞㝷ࡊ࡙ࡢ㸡ᅒ᭡㤃ࡡᅰᮄ㛭౿ࡡⱝᩝᑍ㛓㞟ヽࡡࢸࢪࣈࣝࢅᕝኰࡊ
࡙ᐼᰕဤ࡞ぜ࠻ࡷࡌࡂࡌࡾࡆ࡛ࡵᚪさ࠾࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ ᪃スぜᏕୌ㒂ᩅᐄ㸡◂✪ᐄࢪ࣭࣋ࢪࡡ⩹ᮑࡢ࠵ࡾࡵࡡࡡᕰ⾜ᆀ࡞❟ᆀࡌࡾᏕ࡞Ẓ
ࡿࡣᩅ⫩࣬◂✪᪃スࡢඖฦᩒࡖ࡙࠽ࡽᩅ⫩࣬◂✪Ὡິࡡ⎌ሾࡢᜠࡱࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡱ
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ࡌ㸣
࣬ ୌ㒂ࡡጟဤ࠾ࡼ⮤⩞ᐄࡡᖆᩐ➴ࡡᣞᦤ࠵ࡖࡒᴣࡠඁࡿ࡙࠷ࡾ࡛ࡡណぜኣࡂ㸡⮤ᕤ
Ⅴ᳠᭡࡚ࡢ㸡ᐁ㥺ࢪ࣭࣋ࢪࡡ㊂ᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡒ㸡᪃スぜᏕ࡚ࡢጟဤ࡛ࡵඁࡿࡒ
᪃ス࡛ࡡណぜኬኣᩐ࡚࠵ࡖࡒ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬ ᚃ㸡ኬᏕࡢࡐࡡ᪃スỀ‵ࡷ⎌ሾ࡞ࡻࡖ࡙Ꮥ⏍࠾ࡼ㐽ืࡈࡿࡾഁ㟻ࡵぜ㏠ࡎ࠷㸣࡛ࡂ
࡞ᆀ᪁㒌ᕰ࡞ᏋᅹࡌࡾኬᏕࡢ㸡ኬ㒌ᕰ࡞࠵ࡾኬᏕ࡞Ẓ࡙రࢅࠔࣛࠕ࡞ࡌࡾ࠾㏍ࡼ
ࡿ࡙࠷ࡂࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸝㔘ἉᕝᴏኬᏕࡢ㸾㹉ࢅ✒ᴗⓏ࡞㐅ࡴ࡙ࡀࡒ㸞㸣
࣬ ᩺ᩅᐄᲯࡡᏰᠺ࡛࡛ࡵ࡞㸡Ꮥ⏍࠾ࡼࡡࢠࢬࢨࣄࣛࢷࢅࡈࡼ࡞㧏ࡴࡾࡒࡴࡡ㸾㹉
ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂᚪさ࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ ኬንᜠࡱࡿࡒ⎌ሾ㸣ይ᮪௲ࢅ◂✪ᠺᯕ࡞⦽ࡅ࡙ḟࡊ࠷㸣
⺼⏛ጟဤ
࣬࿔㎰ᆀᇡ≟Ἓࢅ࡛ࡼ࠻࡙㸡Ꮥ⩞ណḟྡྷ୕➿㸡ࡱࡒ᩺ᩅᐄᲯ࡚ࡀࡾ㸡─ࠍඖᐁࡌࡾ
スങ➴㸡ඁࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ㸣
ᩅ⫩࣬◂✪⟤
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

โᗐ࡛ࡊ࡙
ࡡᩅ⫩࣬◂✪
⟤࡞ࡗ࠷

4

1

2

2

4.8

࡙
አ㒂㈠㔘ࡡ
ᑙථ࡞ࡗ࠷

1

4.2

࡙

⥪ྙフ౮

ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣

4.5

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ
㔔ᏺጟဤ㸯⥪ྙⓏ࡞ࡢࡷࡷࡡࡡࡵࡾ࠵ࡢᬉ㏳
㕝ᮄጟဤ㸯┞ᑊⓏ࡞ࡢ₮Ἁᩅ⫩࣬◂✪⟤࡛࠷࠻ࡾ㸣ᚃࡢ㸡ࡆࡿࡼࢅ㈀″࡞ᩅဤࡈ
ࡼ࡞ඁࡿࡒᩅ⫩࣬◂✪Ὡິࢅᒈ㛜࡚ࡀࡾࡒࡴࡡࢨࢪࢷ࣑ࢅ࠹ᵋ⠇ࡌࡾ࠾ị
ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࠷࠾㸣
⏛ཾጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
⺼⏛ጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ㸣
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㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ አ㒂㈠㔘ࡡᑙථ࡞ࡗ࠷࡙㸡᭞࡞ኣࡂࡡ⏍᪁ຑງࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅᙽࡊࡱࡌ㸣
࣬ ⛁Ꮥ◂✪㈕ຐ㔘㸡පⓏ◂✪㈕࡞ධᩅဤ✒ᴗⓏ࡞ᚺຽࡈࡿ㸡ᢝᩐࢅቌࡷࡌຑ
ງࢅࡌࡾࡆ࡛ࢅᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ አ㒂㈠㔘ࡡᑙථࡡ㡧࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡❿ணⓏአ㒂㈠㔘ᩐᑛ࠷ࡡၡ㢗࡛ࡡᣞᦤ々ᩐࡡ
ጟဤࡻࡽ࠵ࡽ㸡✒ᴗⓏ࡞ᚺຽࡌࡾࡆ࡛ᚪさ࡚࠵ࡾ㸣࣏ࢻࢪフ౮ࡱ࡚ࡢ⾔࠾࠷࣏
ࢻࢪ࡞㎾࠷ᬉ㏳㸣
࣬ ⟤࡞ࡗ࠷࡙ࡢጟဤ࡛ࡵ͆ඁࡿ࡙࠷ࡾ㹳ᬉ㏳͇ࡡフ౮㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬ᩅ⫩࣬◂✪Ὡິࡢᩅဤࡓࡄ࡚ࡢᐁ⌟ࡊ࠷㸣◂✪ຐࡷአ㒂ࡡெᮞὩ⏕࠵ࡾ࠷ࡢᩅ⫩࣬
◂✪ධ⯙ࢅᨥ࠻ࡾຸ㒂㛓㸡ࡡඖᐁ࡛࠵࠷ࡱࡖ࡙㸡ᩅဤࡡὩິࡻࡽỀ‵ࡡ㧏࠷ࡵ
ࡡ࡞ࡖ࡙࠷ࡂ㸣ࡐࡡࡻ࠹ධమ࡛ࡊ࡙ࡡெᮞࡡ㒼⨠㸡ࢨࢪࢷ࣑ࢅⅤ᳠フ౮ࡊ㸡ᚃࡡ
ᒈ㛜ࢅᵋࡌࡾᚪさ࠷࠾࠹࠾㸣
⏛ཾጟဤ
 ≁࡞ࡊ
⺼⏛ጟဤ
࣬ ᩅဤࡡຑງࡡ⤎ᯕ࡚࠵ࡽ㸡ඁࡿ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡱࡌ㸣
♣ఌ࡛ࡡ㏻ᦘ
㸱フ౮㸳
࣬

ඁࡿ࡙࠷ࡾ

ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ

ᬉ ㏳

ࡷࡷࡖ࡙࠷ࡾ

ࡖ࡙࠷ࡾ

ങ⩻ḅ

1

2

1

1

2

2

1

4.2

2

3

3.4

◂✪ᠺᯕࡡ
♣ఌ㑇ඔ࡞

3.6

ࡗ࠷࡙
ጟဤఌὩິ
࡞ࡗ࠷࡙
ᆀᇡ࡛ࡡஹ
Ὦ࡞ࡗ࠷࡙

⥪ྙフ౮

ᬉ㏳

3.7

ᰏ⃕ጟဤ㛏㸯ࡷࡷඁࡿ࡙࠷ࡾ
㔔ᏺጟဤ㸯◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ࡞ၡ㢗࠵ࡾ┞ᑊⓏ࡞ࡢᬉ㏳
㕝ᮄጟဤ㸯ᆀ᪁㒌ᕰࡡኬᏕ࡛ࡊ࡙㈁⊡ᗐࡢ㧏࠷㸣
⏛ཾጟဤ㸯ᬉ㏳
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⺼⏛ጟဤ㸯ඁࡿ࡙࠷ࡾ
㸱ᥞゕ࣬ណぜ㸳
ᰏ⃕ጟဤ㛏
࣬ පᏻᖿ࣬Ꮥఌࢅ㏳ࡊ࡙ࡡᆀᇡ㏻ᦘࡢ༎ฦὩⓆ࡞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡱࡌࡡ࡚㸡ᆀᇡ
௺ᴏ࡛ࡡ㏻ᦘࢅ᭞࡞ᙁࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅᙽࡊ࡙࠷ࡱࡌ㸣
㔔ᏺጟဤ
࣬ ኬᏕධ⯙࡞ゕ࠻ࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾᅰᮄᕝᏕฦ㔕࡞ࡗ࠷࡙ࡢᐁ♣ఌࡡᢇ⾙⛛㌹ᐁ⦴㟸
ᖏ࡞ᑛ࠷㸣ᮇኬᏕᕝᏕ㒂࡞ࡗ࠷࡙ࡵྜྷᵕ࡚࠵ࡾ㸣ኬᏕ࡚ࡡ◂✪ࡢᇱ♇◂✪࡚㸡
⏐ᴏ⏲࡚ࡌࡃ࡞ᐁ⏕࡞⤎ࡦࡗࡂᚺ⏕◂✪㟸ᖏ࡞ᑛ࠷㸣ᚺ⏕◂✪࡞ࡵ✒ᴗⓏ࡞ཱིࡽ
⤄ࡳᚪさ࠵ࡾ㸣
࣬ ◂✪ᠺᯕࡡ♣ఌ㑇ඔ࡞ࡗ࠷࡙ࡢጟဤࡻࡽࡵ࠹ᑛࡊຑງࡊ࡙ḟࡊ࠷㸡♣ఌ㈁⊡㸡ᚺ⏕ᢇ
⾙◂✪࡞ᑊࡌࡾណぜ࠵ࡖࡒ㸣
࣬ ᆀᇡ࡛ࡡஹὮ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ᐃఎ࣬ሒⓆಘ㊂ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡡណぜ࠵ࡖࡒ㸣
㕝ᮄጟဤ
࣬⎌ሾಕධ࣬භ⏍භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭࡞ࡻࡾᆀᇡࡷ⾔ᨳ㸡௺ᴏ࡛ࡡභྜྷ◂✪ࡡ✒
ࢅᙽࡊࡒ࠷㸣ࡐࡿࡑࡿࡡᩅဤࡡ◂✪ᠺᯕࡷ♣ఌ㈁⊡ࡢⴥࡊ࠷ࡵࡡ࠵ࡾࡡ࡚㸡ࡆࡿࡼ
▩ࡡ㞗✒ࣂࢴࢢ࣭ࢩ࡛ࡊ࡙ࡡᏕ⛁ࡡࣅ࣭ࣜ࡞ࡗࡅࡼࡿࡾ࠾࠹࠾㸡᳠ゞࢅ㐅ࡴ࡙
ࡢ࠹࠾㸣
⏛ཾጟဤ
࣬ ᆀ⌦Ⓩ㟻✒ᗀࡂ㸡ᒜ㛣ெཾኣ࠷⚗ᓞ┬࡚ࡢ㸡ᚃࡵ⎌ሾࡡ⥌ᣚࡷ㜭ⅇ࡛࠷࠹ふⅤ
࠾ࡼᅰᮄᕝᏕ⛁ࡡᯕࡒࡌᙲࡢኬࡀ࠷㸣ᩐᑛ࠷ᆀᇡࡡᑍ㛓ኬᏕ࡛ࡊ࡙㸡IT ࡷප㛜ㅦᗑ
ࢅ㏳ࡋ࡙ୌṹ࡛ᕰẰ࡞ᠺᯕࢅⓆಘࡊ㸡⾔ᨳࡡᥞゕࢅ⤾ࡄ࡙ḟࡊ࠷㸣
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日本大学工学部土木工学科
外部評価委員会補足説明資料
平成16年１２月２０日
日本大学工学部本館第二会議室

土木工学科
外部評価報告書作成WG

補足説明事項


外部評価の位置づけ



カリキュラムについて



導入教育について



就職指導について



社会への還元について



課題の整理

外部評価の位置づけ(1)
大学の質の保証プロセスの義務化
→学校教育法の改正(平成16年4月１日施行)
(1)自己点検・評価とその公表の義務化
(学校教育法 第69条の３ 第1項)
(2)文部科学省が認証した認証評価機関による
評価の受診義務(専門機関別:JUAAなど)
(学校教育法 第69条の３ 第2項)
(3)評価を受ける間隔 ７年以内
(学校教育法施行令 第40条)


外部評価の位置づけ(2)
＜JABEE(日本技術者教育認定機構)の背景＞
 技術者教育の質の確保
背景；技術資格の国際同等性(2005年，WA加盟)
→学歴やCPDの関する規定の不足
＊認定されたエンジニアリング教育課程を修得を
していることの重要性 →これからの技術者に必
要な基本要件

外部評価の位置づけ(3)
＜JABEE受審の必要性＞
 技術者教育への教育プログラムの改善
 受審校が増加し，土木分野の教育プログラムとし
ての必要標準化
 認定後に得られる技術資格などのメリットが多い
プログラム終了後；技術士補の受験免除
技術士補：FE対応，技術士 ：PE対応
(国際コースの位置づけが極めて曖昧である)

外部評価の位置づけ(4)
・建設産業の収縮(公共事業主体)
産業従事者 600万人(現在)→340万人へ
大卒技術者
20万人(現在) →?
(仮に20万としても定員は7割へ:土木学会試算)
・３学部(理工学部，生産工学部，工学部)に４つの土木系学科
・新しい土木工学科の姿の構築
新たな事業分野や人を中心とした社会への社会構造の変化へ
→社会工学としての土木工学へ
Key words：土壌汚染対策法，景観法，CALS対応，ITS，高齢
化社会，環境・災害などへリスク対応とコスト評価
→新たなる事業分野への期待(出口がなければ存在性がない)

カリキュラムについて(1)

-現行カリキュラムから平成17カリキュラムへ ᑍ㛓ᩅ⫩⛁┘
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科目のスクラップアンドビルド
による特徴ある科目の構築
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学科としての導入教育の強化
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カリキュラムについて(2)
-技術者教育を指向した平成17年度カリキュラムの特徴建設マネージメント概論
技術者倫理及び土木法規
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IT技術対応

防災対応

河川・砂防工学
地震工学
(インターンシップも単位化)
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製図及び土木基礎CAD
応用土木CAD

地域対応

環境対応

環境地盤工学
水質実験

都市及び地域計画
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カリキュラムについて(3)
-学年毎のクラス担任の役割1年次(総合教育科目群の教員2名)
 単位修得率の良くない学生への指導
2,3,4年次(専門科目教員が各年次２名)
 各期はじめに資料配付，基本履修指導など
→必要性有り
 年次の成績集計，父兄への送付，事故などへの対応
→必要性有り
 単位修得率の良くない学生への指導
→必要性有り
課題
(1)最も重要な1年次の指導と専門学科の指導が関連しない
→1年から3年まで土木ゼミナールを設け，学生全員が専門教員とふれあ
うことができる
(2)役割(職務分掌)が不明(学則，学科内規にも明記されていない)

導入教育について(1)
＜入学前(各種試験で合格後)＞
 入学前教育レポート(各教科からのメッセージと
課題)→多くの学生が自分自身でできるレベル
か？
＜入学後＞
学部としての対応
 プレースメントテストによる習熟度評価に基づ
く，基礎の数学，基礎の物理，基礎の化学を実
施(非専門教員による導入教育)
 導入教育の趣旨：中・高校のカリキュラム削減
分を補う

導入教育について(2)
従来の課題
 習熟度の不足へは未対応
(学科による未習熟度の程度が異なり，学部全
体としての必要性には至らなかった)
 物理を履修していない入学生(入試制度とし
て物理などを受験しなくてもよい) へ対応し
ていない．
学科での対応(H17年以降)
 土木基礎数学，土木ゼミナールI

就職指導について
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社会への還元について
-今後への基本的な考え方の例地
新
学会活動など通じた成果の社会還元
域
し
(日本全体のシステムへ)
の
い 専門ドクター
人
技
々
高い専門性・情報の要求
術
知識・情報
へ
・
土木工学科
の伝達
の
そ
(社会工学科としての還元) 問題の解決
成
の
果
種
既存の技術などの応用・適用
の
の
ホームドクター還
開
地域社会への成果の社会還元
元
発

教員の評価について



企業は人なり
教員に入社試験，採用試験はない

評価基準：第三者に
一般的な教員の要件例(当該学科の要件ではない) よる公正な評価
十分条件・適切な教育・指導
・適切な学科の運営への貢献
・社会還元
必要条件・専門性とその維持
・専門基礎(語学，数理など)の
習熟

・授業評価など
・学科内行事参加や種々の運営
事項への貢献
・委員会や委託研究・奨学寄付金
講演など

授業評価以前に教員が襟を正さなければならない

・継続的な査読論文や
国際会議への投稿
・科研を含む競争的外部
資金の導入等

課





題

土木工学科の特徴づくり
土木工学科の短中長期ビジョンの策定
(key words:社会工学へ，地域との連携へ)
教育としての特徴づくり
研究としての特徴づくり
教育改善システムの構築
土木工学科の健全な運営システムの構築
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1. 外部評価による課題と今後の方針
外部評価委員会による土木工学科の評価は，以下の 2 段階で実施した．その中で，
工学部で実施した実地審査の評価では，学科に対する意見や提言と合わせて各項目の
水準についての評価も行った．
(1) 自己点検書に基づく評価
(2) 工学部で実施した実地審査に基づく評価
ここでは，その評価水準と上記２つの評価において，各委員が示した意見・提言を
課題として整理し，今後の土木工学科の運営・教育システムの改善の方針を示すもの
である．課題は，即刻対応すべき事項から，中・長期的な課題，さらに学部全体に関
連する問題など多枝にわたっている．さらに，いずれの課題も組織的な対応の枠組み
と役割を明確にすることを要請している．
学科としての実施すべき対応は，JABEE なども念頭におき，即刻対応すべき事項に
ついては具体的に示し，中・長期的な課題については，それへの対応の実施主体が明
確となるように示している．
次章に，自己点検書の項目にあわせた課題の整理と対応を示す．
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２．課題と対応
２．１ 教育目標・目的について
土木工学科の教育目標および目的についての総合評価は「やや優れている（総合評
価点：4.2）である．以下に得られた提言・意見および課題の整理とそれらに対する学
科の対応を示す．
２．１．１ 意見・提言および課題の整理
① 土木工学科の教育目標および目的については，おおむね妥当である．ただし，
JABEE 受審に際しては，教育プログラム，学習教育目標およびアドミッションポ
リシーの開示の時期が問題となるので，来年度当初には教職員，学生に周知し，
学生便覧，ホームページで公に開示すべきである．
② 社会に貢献する土木技術者を育成するためには，基礎的技術以外に総合的土木基
礎技術，さらには他分野の技術も包括習得させる必要がある．したがって，以上
のようなことを教育目標の中に加えるべきではないであろうか．これにより，日
本大学工学部土木工学科が今後存続発展するための他大学との差別化につながり，
優位性(特色)を発揮できよう．
③ グローバル化に対応できる人間像，地域社会や都市形成における土木工学の専門
的知識を有する社会人像，時代の変化の中で求められる技術者像などを明確に示
し，それに近づくための教育目標を具体化することが必要であろう．その一つと
して，どのような資格が取得でき，どのような職域で専門性を生かしていけるの
かを提示してはいかがか．
④ 幅広い視野の上にしっかりした技術を持つ人材育成を目指してほしい．
⑤ 今後社会に要請される土木技術者は総合的かつ他分野の技術を習得した土木技術
者であり，自然環境のみならず時代，地域，人間と共生できる技術者を育成すべ
きで，それを教育目標あるいは目的の中に明示すべきである．
２．１．２

対応

1) 平成 17 年度入学生への JABEE 対応教育目標の開示は，学部要覧などで実施され
る．ただし，JABEE を受審するということを明確に示してはいない．学科として，
明確な規定のない状態での意志決定システムの不全が，そのような状態をもたら
しているため，2.3.2 節で述べているように学科における土木工学科教授会(以下学
科教授会と記す)，教室会議の運営内規などを明確にし，学生に対して JABEE を
受審する旨を明確に示す体制を早期に構築する．①
2) 国際工学コース対応として３年次に設置されている他分野の学科目として，電気
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回路基礎，電子回路基礎はじめとして機械系や一般化学などがあり，他分野の知
識修得を行うことが可能である．ただし，それらは FE 対応の科目であり，土木技
術者として，どのような分野の知識が必要かという視点で設置されているとは言
えないため，次回カリキュラム改訂などへ向け 2.3 節で示す学科内の組織で検討を
行う．②，④，⑤
3) 取得可能な資格リストは，学部要覧にも示されており，１年次の入学当初のオリ
エンテ−ションや就職指導の過程で説明を行っており，父母の目にも触れるよう
計らっている．しかし，科目構成と資格との関係は明確になっていないため，そ
れについての資料などを開示できるよう教室会議内で検討を行う．③
4) 時代，地域，人間との共生できる技術者の育成が社会の重要な要請としてとらえ，
学科教授会，教室会議において学科の将来像についての方針を作成する上での重
要事項としたい．さらに，平成 17 年度以降の科目構成の中で対応可能な事項につ
いては，2.3 節で述べるように学科内の組織で検討を行い，今後カリキュラムで公
開する必要がある各科目の具体的到達目標，評価方法に反映できるようにする．
⑤

3-3

２．２ 教員組織と学科運営
組織と運営に関する評価は普通（総合評価点：3.5）となっている．学科運営につい
ては「やや劣っている」とする厳しい評価もある．以下に得られた提言・意見および
課題の整理とそれらに対する学科の対応を示す．
２．２．１ 意見・提言および課題の整理
（１） 教員組織
① 教員の専門分野に偏りがあるのではないか．
② 教員定数に対し空席があるのではないか．教員の定数管理を遂行するとともに，
不足の場合には非常勤講師での補填が必要ではないか．
③ 教育目標にある「自然環境の保全と共生」，
「地域社会の視点」を獲得するための
教員配置，さらには外国語能力を高めるための人文・社会科学系の教員配置につ
いての方針が必要であろう．
④ 教員の採用人事は，長期的視点に立って，専門分野，経歴，年齢構成や資格を考
慮し，他大学，政府関連研究機関，民間等から多様な人材を登用することが望ま
しい．そのためには，採用は一般公募を取り入れ，教員選考規定や内規，申し合
わせをし，文書化しておくのが望ましい．
⑤ 実社会に対応したリアルタイムな技術者教育を実現するために，非常勤講師の採
用をはかる必要があるのではないか．
（２） 学科運営
① 社会構造が急激に変化する状況の中で，意志決定の迅速性，実効性は最も重要で
ある．これを実現するために，規約整備をして命令系統を明確にし，決議事項に
拘束性を持たせるようなシステムを徹底することを優先すべきである
② 学科主任にある程度の権限を持たせることは，組織を円滑に運営するためには必
要である．これらを工学部長の了解の下，学科教授会で決定，実施すべきである．
③ 努力したものが報われるような制度設計が必要である．
④ 議論も重要であるが，決断と実行も大事である．学問の自由，研究の自由を尊重
しながらも，大学運営に当たっては，民間企業のように CEO，COO などの役割
分担を明確にし，スピードある経営が必要であろう．
⑤ 学科運営に関わる事務職員は，どのような配置になっているのか．
⑥ 就業規則の徹底や倫理規定，知的財産の所有や管理運営に関する規定や，対応が
急務．
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２．３．２ 対応
（１） 教員組織
1) 採用時に適材適所を勘案して現在の教員が構成されてきたが，教員構成の偏り
は，近年の退職により生じており，中期的な課題として今後の教員採用時に対応
していく．①
2) 教員の欠員分は本年度一般公募によって，1 名採用した．今後欠員が生じた場合
には，迅速な対応により充足することが必要である．それによって，現在，一部
の土木工学科教員が抱えている過度の授業負担を軽減できるので，教員補充につ
いては工学部へ積極的に働きかけ早急に取り組みたい．②
3) 教育目標を達成するための教員配置は学科の将来像の有るべき姿の中で明確に
位置づけられる必要があるが，現状でそのような姿が明確となっていない．今後，
学科の将来像についての方針を示す過程で，教員配置についても明確にすべき事
項として必要検討事項に加える．現状では，土木工学科を中心として文部科学省
認可の学術フロンティア事業「環境保全・共生共同研究センター」を工学部内に
設置・運営していることや，国や福島県，県内市町村等の各種委員の構成員とな
っている教員が数多くおり，「自然環境の保全と共生」，「地域社会の視点」とい
う視点で活動されている教員もおり，ある程度教育目標と対応した教員配置とな
っているものと考えられる．③
4) 地域社会（住民）の方々には，社会資本整備に対する理解を深めてもらうため
に，毎年テ−マを決めて現場見学会と公開シンポジウムを開催している．③
5) 外国語能力を高めるためには，就職指導の一環として課外講座により外国人講
師による英会話講座を実施している．③
6) 教員人事については，今年度土木工学科として初めての教員公募を実施し，経
歴，年齢構成，資格を考慮して，1 名採用したところである．教員選考規定や内
規，申し合わせの文書化については，工学部と学科との整合性をはかりながら整
備するよう努力したい．④
7) 非常勤講師は測量関係でお願いしている．今後，学科内で対応できないマネジ
メント系の科目については非常勤講師をお願いする方向になる．⑤
8) リアルタイムな技術者教育に対する外部講師（非常勤講師）の講演を，16 年度
にフレッシュマンセミナーで実施し，１７年度からは，土木ゼミナールⅠで非常
勤講師としてお招きして，継続して実施する予定である．⑤
（２） 学科運営
1) 学科運営については，学科教授会と教室会議の位置付け、それら会議の権限と
責任等が曖昧であったのを規約整備により，早期に明確にする．①
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2) 学科主任の職権についても同様であり、いずれについても工学部と学科の整合
性をはかりながら中期的課題として検討していく．② ，④
3) 現在，文部科学省科学研究費補助金を獲得すると工学部より研究費補助として
の報奨金支援制度があるが，教育や研究の努力に対する報奨の制度設計について
は、短期的な課題として検討したい．③
4) 土木工学科では，必要に応じて小委員会（たとえば：カリキュラム改正検討委員
会や JABEE 検討委員会，外部評価検討委員会）や WG（たとえば：HP 作製 WG）
を編成して適宜対応している．しかし，いずれも内規などの運営規則のないまま
に実施されており，自主ボランティア組織である．学科運営の活動として明確に
位置づけることが必要であり，学科教授会および教室会議内で早期に運営内規な
どの明確化を行う．④
5) 学科事務は、学科に配置された事務専用の女性事務員(１名)および学務や管財担
当の教員が実施している．ここで，学科事務員は，その役割は明確になっていな
いものの，教員が担当している教務，管財等の補佐をしつつ，講義資料印刷，学
部事務と教員の連絡，外来者や外部からの電話対応などの庶務，学生への対応や
支援業務を行っている．今後，学科運営事項が多くなり，正確で系統的な事務処
理が必要となることから，学科事務員の役割の明確化が必要となり，学科教授会
で検討を行うことが必要である．⑤
6) 日本大学学則の中に就業規則が規定されており，土木工学科センターに整備され
て，教員がいつでも自由に見ることができる．⑥
7) 倫理規定として，セクシュアルハラスメント等の人権侵害についてのガイドライ
ンが制定されている．知的財産関連の管理・運営は，大学本部が運営している
NUBIC という組織で特許や技術移転を支援している．⑥
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２．３ 教育活動
教育活動に対する総合評価はやや優れている（総合評価点 3.7）である．ただし，
カリキュラムの構成科目，シラバスの充実度に問題ありとの評価を頂いた．以下に得
られた提言・意見および課題の整理とそれらに対する学科の対応を示す．
２．３．１

意見・提言および課題の整理

(１） 学生の受け入れ
① アドミッションポリシーの公開
② AO 入試による効果の確認(同入試合格者の追跡調査)
③ 受験生への広報活動の充実
④ 卒業後数年で取得可能な資格と対応する科目の明確化
(２） 教育カリキュラム
⑤ JABEE で要求される科目の充実
⑥ 時代のニーズにマッチしたコースの新設検討
⑦ 実務・現場実習の充実と外部講師の有効活用
⑧ 導入教育の継続的な充実
⑨ 職業につくという倫理観の教育
⑩ 維持管理，環境との調和・共生などと関連した科目の設置
(３） 授業評価と FD
⑪ 英語について，TOEIC500 点程度の達成
⑫ 教員相互の教育方法改善を含む FD の具体的な展開方法の構築
⑬ 授業の公開やその授業に関する教員相互の意見交換，オフィスアワーの設置
⑭ シラバスの充実
⑮ JABEE 認定された大学教員の講演会の開催や JABEE 審査講習会への教員の派遣
を実施し，審査経験者を育成する
⑯ 他大学などの情報収集(工学教育協会，民主教育協会などに出席)
⑰ 学生のアンケートの評価が低い項目への原因究明
(４） 学生に対する支援
⑱ 現場体験，さらに就職ガイダンスの早期導入
⑲ 就職を支援する組織
⑳ インターシップの取り組み
２．３．２

対応

教育方法の改善，シラバスの充実などの「授業評価と FD」に関する課題・提言へ
対応するために早急に学科内に教育改善委員会を設置する．加えて，平成 17 年度カ
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リキュラムへの提言をカリキュラムへ反映させるため，教育点検委員会も設置する．
それらの位置付けは図に示すとおりである．位置付けや役割を明確にするため，こ
れらの委員会と学科運営の内規などを早期に策定し，運用・機能させる．
2 つの委員会での対応事項は以下のとおりとする．

学科教授会／教室会議

報告

教育改善委員会
学生評価等

教育点検委員会
外部評価結果の報告と

教育改善の

外部評価

提言，教育改善委員会

要望と点検

点検

のチェック

教育改善委員会
1) 次年度以降のシラバスを JABEE 対応とするための検討の実施：⑭
2) 教員相互の教育方法改善を含む FD の具体的な展開方法の構築：⑫⑬
3) 受験生への広報方法の検討：③
4) 土木ゼミナール III におけるインターシップ対応の具体化：⑳
5) 現行の就職対応の見直しと改善(現場体験，さらに就職ガイダンスの導入などの検
討)：⑱⑲
6) 次期カリキュラムへ向けての提言：⑥⑪
教育点検委員会
7) 平成 17 年度カリキュラムへ提言の反映に対する検討：⑦⑧⑨⑩
8) 卒業後数年で取得可能な資格と対応する科目の明確化：④
9) 学生のアンケートの評価結果の低い項目への原因究明：⑰
10) JABEE への対応と情報収集(英語などのスコア改善なども含む)：⑤⑪⑮⑯
11) AO 入試の目的の明確化と効果の確認(同入試合格者の追跡調査)：①②
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２．４ 研究活動
研究活動に対する総合評価はやや優れている（総合評価点:3.9）である．以下に得
られた提言・意見および課題の整理とそれらに対する学科の対応を示す．
２．４．１ 意見・提言および課題の整理
（１） 研究分野
① 研究分野の偏り
・自然災害，環境関係に重点を置いた陣容に魅力
・港湾工学や鋼構造関係の研究がない
② 特化した得意分野（例えば材料系，環境系，防災系，社会システム系）のアピー
ル
③ 新たな専門分野，文理融合型の専門分野も必要
（２） 研究体制の活力と向上
① 学部研究費獲得に向けての学科としての組織的な対応
② 研究専念期間の運用
③ 外部資金による研究活動の継続的な積み重ねによる利益相反問題への対応
④ 教員評価の新たな基準づくり，教育評価と研究評価の関連性
（３） 研究成果の公表と報告
① 主要学会の論文集への投稿奨励
② 研究成果の積極的な公表と社会貢献実績の向上，受験生へのアピール
２．４．２ 対応
（１） 研究分野
研究分野の偏りについては，現在の陣容が魅力的である，是正すべきである，と
の両面の指摘があった．現状での研究分野をさらに継続的に強化，または是正する
には人的・資金的な投資が必要となる．さらに文理融合型の新たな研究分野を創設
するには教員の新たな採用を含めた検討も必要である．この問題に関しては，地域
社会の動向やニーズ，建設産業の将来を見通した学科の将来構想が必要であり，土
木工学科での中長期的な検討により対処する．①，②，③
（２） 研究体制の活力と向上
1) 工学部研究費などの研究助成への申請は，個々の研究者が学部へ申請している．
今後は，学科の将来構想を基にどの研究分野に資金を投資し充分させていくかを
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土木教室で検討し採択率の向上を図る．①
2) 研究専念期間の運用により研究レベルの向上が考えられる．現在，工学部研究費
の中に海外派遣研究員派遣費があり，この制度を利用して土木工学科でも数年に
一人の割合で海外において研究活動に専念している．また，この研究費には他研
究機関への国内留学制度があるが，土木工学科ではこれまでに運用されたことは
なく，今後，この制度の活発な運用を図る．しかし，これらは学外における研究
活動を支援するものであり，学内における研究専念期間を設ける新たな制度につ
いては，今後の検討課題である．②
3) 外部からの競争的資金や委託研究費による研究活動では，利益相反問題が生じる
場合がある．工学部では産学連携を積極的に進めていることから，学部としてこ
の問題に対する自主的なガイドライン作成が必要であり，担当部署である研究事
務課と対応を図る．③
4) 教育活動と研究活動の双方が評価の対象となる．この評価は学部として統一した
基準で行われるべきものであることから，具体的評価項目については学科教授会
のなかで検討するとともに学部への要望を行う．
また，教員による担当科目数に偏りがあり，教育活動以外の時間で研究活動が
行われていることから，担当科目数の適正化を図り，教育活動と研究活動の評価
が行われるようにする．④
（３） 研究成果の公表と報告
1) 査読付論文集への投稿や国際会議での発表を奨励するとともに，これに対する支
援体制づくりを土木工学科で行う．①
2) 研究成果は主要学会，学内研究報告会，学術フロンティアに関連した発表会，公
開講座，産官学連携フォーラム等で公表しており，また，各研究者の業績はホー
ムページで公開されている．今後は，共同研究や委託研究の一覧も公表し，研究
成果と社会との関連性が分かるような学科ホームページを土木工学科が作成，定
期的に更新を行う．②
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２．５ 教育研究施設・設備環境
教育研究施設・設備環境に関する総合評価は優れている（総合評価点：4.6）である．
以下に得られた提言・意見および課題の整理とそれらに対する学科の対応を示す．
２．５．１ 意見・提言および課題の整理
（１） 学習環境
① 極めて恵まれた施設・設備を有する，さらに新棟へ期待
② 身近な IT 教育が可能になる環境整備に期待する
③ 実験用スペースの不足が問題
④ 図書館の自習室（閲覧室）の座席数が若干足りない印象
（２） 研究施設
① 恵まれた研究環境をいかに効率的に利用して優れた成果を挙げるかが問われる
② 好条件を活かした研究を望む
（３） 全般
① 老朽化した建物も見られキャンパスの総合的な環境整備計画が必要
② 学生にとって日常空間であるキャンパスのさらなる快適性向上が課題
③ 魅力的なキャンパスづくりや情報環境などの充実が必要
④ JABEE 審査に際しては図書館の土木系英文専門誌のディスプレイに工夫が必要
２．５．２ 対応
（１） 学習環境
１) 恵まれた環境を活かし教育方法などソフト面での拡充を図る．①，②
特に IT 化に関しては，教育改善委員会で議論を行い学科レベルでの教材拡充を
推進する．
２) 学生実験室の拡充へ向け学内遊休施設の活用などにより確保を図る．③
３) 学科施設の有効活用を図り，学科レベルでの自習環境拡充を図る．④
（２） 研究施設
他大学，企業，行政などとの共同研究など対外連携強化の充実を図る．①，②
（３） 全般
１) 学科レベルでの施設計画，学部キャンパス計画への提言を行う．①，②，③
２) 学科レベルでの受診に向けた対応計画，学部へ要望していく．④
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２．６ 教育・研究予算
教育・研究予算に対する総合評価は優れている（総合評価点：4.5）と判断された．
校費や学内の研究助成金などの制度としての予算については平均点 4.8，外部資金の
導入については 4.2 である．以下に得られた提言・意見および課題の整理とそれらに
対する学科の対応を示す．
２．６．１ 意見・提言および課題の整理
(1) 研究支援体制の強化
① 他大学と比べて，潤沢な教育・研究予算を活かすため，研究補助や外部の人材活
用による研究全般を支援する研究・事務部門の強化をはかる必要があり，そのた
めの人材配置とシステムを検討する必要がある．
(2) 研究促進のための外部資金への積極的な応募
① 科学研究費補助金や公的な競争的外部資金獲得への積極的な応募を奨励して，採
択数を増やす努力が必要である
２．６．２ 対応
(1) 研究支援体制の強化
1) 恒常的な教育研究予算の校費は他大学と比較して少ない額ではないので，実験実
習費の一部あるいは学科共通経費の見直しを行い，学科内に原資を作り，教員か
らのプロジェクト予算申請あるいは教員の実績や活動状況によって予算配分す
るなど，教育研究の活性化への動機付けになるような対策を学科教授会において
今後検討していく．①
2) 教育研究予算については，今後の減少が考えられるが，教育活動支援あるいは研
究活動支援の確立は必要不可欠な要件であるので，教育改善委員会および学科教
授会において，制度構築に向けて検討したい．①
(2) 研究促進のための外部資金への積極的な応募
1) 科学研究費補助金の採択や競争的外部資金の獲得に向けての改善を前述の教育
活動支援および研究活動支援の整備進展と合わせて努力したい．①
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２．７ 社会との連携
社会との連携についての総合評価は普通（総合評価点：3.7）であり，研究成果の社
会還元においてやや問題ありとの指摘をいただいた．以下に得られた提言・意見およ
び課題の整理とそれらに対する学科の対応を示す．
２．７．１ 意見・提言および課題の整理
① 学会や委員会活動については実績があり，地域社会への貢献度はきわめて大きい．
この成果や実績を何らかの形で世間にアピールする工夫が必要である．
② 公開講座やキャンパス公開などを含めた大学の地域社会への貢献は，単なるサー
ビスではなく，大学の格や質を地域の人々，特に高校生に理解してもらうための
ものであり，工学部のよい宣伝材料にもなる．
③ 報道機関との関係は重要であり，常にニュースソースを提供する努力を続けるこ
とは重要である．
④ 土木工学に関する技術移転の実績がないので，産業界での実用化に結びつく応用
研究にも積極的に取り組むという軌道修正が必要であろう．
２．７．２ 対応
1）成果や業績の地域社会への広告や宣伝のあり方やその方法，さらに土木工学のシ
ステムを理解させるような方法について，学科教授会および教室会議で考えてい
きたい．①②
2) マスコミの有効な利用方法を学科教授会および教室会議で議論していきたい．③
3) ハザードマップ等を市民へ情報公開することなども技術移転と考えるが，技術移
転そのものが，土木工学に適していないように思われる．今後は，土木工学科と
して産業界を含む社会との連携を学科教授会および教室会議で議論していきたい．
④
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