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はじめに
今日、国立大学は持続可能な開発目標 SDGs の実現、Society5.0 と第４次産業
革命、人生 100 年時代、グローバリゼーション、地方創生等の諸課題の解決に貢
献することが期待されている。各国立大学法人がこれに積極的に取り組むため
には、学長のリーダーシップの下で、経営に必要な情報を把握・分析し、中長期
的視点に立った自律的な戦略に基づいて、資源の効果的な活用による機能強化
を促進することが不可欠である。このため、各国立大学法人内における資金配分
やコスト分析の在り方、すなわち学内におけるコストの「見える化」について早
急に検討する必要がある。
一方、国立大学における「コスト」とは、教育・研究等に係る経費であり、言
い換えればそれは「未来への先行投資」であるが、多大な税金によって支えられ
ている公共財としての国立大学という観点から、社会（ステークホルダー）に対
して説明責任を果たしていく必要がある。社会からの一層の投資を呼び込むた
めには、教育・研究活動等の情報と組み合わせた形でコストの情報を学外に向け
て発信していくといった学外へのコストの「見える化」を更に進めることも重要
である。
また、国立大学協会が国立大学運営費交付金制度に係る議論を主導していく
上で、運営費交付金の意義・必要性を再確認し、基本的な在り方を示すためには、
まずは教育・研究に係るコストを踏まえつつ各大学のミッションや学問分野の
特性等に応じた基盤的経費の基本的な考え方を打ち出すとともに、各学部等別
の教育・研究コストの算定・分析・可視化の手法を開発する必要がある。
このため、経営委員会の下に「国立大学法人におけるコストの見える化検討会」
（以下「検討会」という。）を置き、コストの「見える化」に関する基本的な考
え方及び具体的な諸課題について検討することとした。
検討会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）
と連携し、教育・研究に係るコストの算定・分析・可視化等の手法例も検討する
こととし、平成３０年１２月の設置から令和２年２月にかけて、計４回の会議を
重ね、令和２年２月に中間まとめを公表している。その後、会員大学の取り組み
状況や好事例等を取りまとめるとともに、中間まとめにおいて引き続き検討が
必要とされた課題について議論を継続し、このたび、最終まとめとして報告する
ものである。
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Ⅰ．基本的な考え方及び検討の方向性
１）基本的な考え方
検討会では、令和元年６月１１日の総会を経て、
「国立大学法人におけるコス
トの「見える化」の基本的な考え方及び検討の方向性」
（以下「基本的な考え方」
という。）を公表している。この中で、国立大学協会としての基本的な考え方に
ついて、以下の通り整理した。
①学内に対するコストの「見える化」
学内においては、コストの「見える化」が、a 適正な学内資源配分の実施、
b 費用対効果（資源配分に対する成果）の検証、c b に基づく資源配分の見直
し、というサイクルの形成にとって極めて重要であることに加え、学内教職員
への情報共有を通じてコスト意識の醸成にも寄与するものである。
②学外に対するコストの「見える化」
学外に対しては、多大な税金によって支えられている国立大学という観点か
ら、社会に対して十分な説明責任を果たす必要がある。その際、インプット（教
育や研究に要するコスト）のみを示すのではなく、各大学のミッション、ポリ
シー等とそれを起点にしたアウトプットやアウトカム等と組み合わせた形で
提示すること、更に、学生、寄附者、産業界、地域等、様々なステークホルダ
ーが求める情報には差異があり、各大学のステークホルダーも当然に異なるこ
とから、社会に対して投資を働きかけるという視点も踏まえれば、現在全ての
国立大学法人が公表している財務レポート等のように単に財務情報を開示す
るだけでなく、各大学が想定する各ステークホルダーに対応した形で積極的・
戦略的に情報提供を行っていくことが重要である。
③運営費交付金との関係について
運営費交付金制度の意義・必要性を再確認するためにも、コストの「見える
化」については、まずは教育や研究のどのような活動にどれだけのコストが発
生したのかという分析を行った上で、国立大学の教育や研究活動を支える基盤
的な財源としての運営費交付金についての考え方を打ち出していくことが重
要である。
２）検討の方向性
また、
「基本的な考え方」においては、コストの「見える化」にかかる検討の
方向性として、以下の方針を示した。
①まずは、比較的簡便なセグメント別・業務活動別のコスト分析手法を開発し
各国立大学法人へ提供することを第一義とする。
②分析手法については、機構に設置された「国立大学法人の教育研究活動等に
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かかるコスト分析手法検討ワーキンググループ（以下、「ワーキンググループ」
という。）」が取りまとめた「国立大学法人における教育・研究コスト分析手法試
案」
（以下、
「分析手法試案」という。）を元に、全大学によるトライアルを踏ま
えて検討し、共通的に利用可能なコスト分析手法例を取りまとめる。

Ⅱ．国立大学法人における教育・研究コスト分析手法試案
本検討会は、こうした基本的な考え方及び検討の方向性に沿って議論を進め、
平成３１年３月にワーキンググループから「分析手法試案」の提案を受けた。
１）「分析手法試案」の方向性
「分析手法試案」は、
「基本的な考え方」に示した以下の要素を踏まえ、一つ
の例として開発されたものである。
①財務諸表等の上では教育や研究等の業務活動別に明確に区分できない人件
費等のコストについて、可能な限り実態に即した形で各業務活動に按分するこ
と。また、管理運営に係るコスト等の各業務活動の間接的なコストの取扱いにつ
いて規定すること。
②学問分野別等のコストを把握するという観点からは、まずは、セグメント
（学部・研究科、研究所、病院等）別のコストの「見える化」についても検討す
ること。
③コストの「見える化」についての取組みの継続的な実施及び手法の開発には
多大なコストが想定されることから、ここで開発する手法は、原則として、法人
の形態や規模に関わらず適用できる普遍的なものであり、かつ可能な限り簡便
なものとすること。
２）「分析手法試案」の特徴と留意点
「分析手法試案」では、国立大学法人におけるコスト分析にあたって、業務活
動別(教育、研究など)に分析するとともに、学問分野による特性や学部・大学院
と研究所等の役割の違い等がどのようにコストに影響があるのかを検証するた
めにも、各大学の組織(以下「部局」という。)別に分析する必要があるとしつつ、
その際、国立大学法人会計基準に基づく財務諸表の費用を基礎として用いるこ
とが考えられるが、国立大学法人会計基準に基づく財務諸表では、コスト分析に
大きな影響を及ぼす教育研究の根幹となる教員の人件費が教育や研究に区分さ
れていないこと、間接的に教育や研究に必要となる職員の人件費を含む管理的
な経費をどのように区分すべきかといった課題があると指摘している。
また、
「分析手法試案」は財務情報によるコスト分析の手法を試行的に示すも
のであり、コスト分析手法には、一つの正解があるものではなく、分析を示す用
途によっても変わり得るものであることに留意が必要としている。
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試行的な分析にあたっては、財務諸表の費用を基にした損益ベースでのコス
ト算定手法、及び、法人内での分析においては収支(現金)ベースでの予算執行に
基づく分析を実施している例もあることから、減価償却費等の非資金取引を補
正した収支(現金)ベースでのコスト算定手法についても示された。
財務諸表上の費用を国立大学法人の業務活動別(教育､研究など)に分類し、業
務活動別のコストの算定にあたっては、国立大学法人の主要な業務である教育、
研究、診療(附属病院を有する法人)とこれらを間接的に支える管理業務等のコ
ストに着目して整理する試案となっている。
また、各法人の部局の役割や特徴を分析するためにも、学部・研究科等、研究
所・研究施設等や全学支援組織等といった部局別にコストを算定する必要があ
り、さらに、管理業務等や全学支援組織等のコストは、教育、研究などの活動を
支えるための間接的に必要となるコストとも考えられることから、これらのコ
ストを教育、研究等の各コストに含めた場合についても算定する試案となって
いる。

Ⅲ．コストの見える化検討トライアルの結果について
「分析手法試案」を元に、手法の検証、改善を目的として全会員大学によるト
ライアルを令和元年７月から９月にかけて実施した。トライアルは、平成２８年
度から平成３０年度を分析の対象期間とし、全会員大学から回答を得た。
１）ワーキンググループによる分析
このトライアルの結果を踏まえて、
「コストの見える化検討トライアルの結果
について」とする報告がワーキンググループから提出された。この報告において
は、
「分析手法試案」で示された複数の手法案によるトライアルから具体的な算
定と結果の検証を行い、①間接経費の分類方法（研究コストに分類／管理その他
のコストに分類）、②教員人件費の算定方法（教員の勤務割合により算出／物件
費割合により算出）、③職員人件費の分類方法（管理その他のコストに分類／教
員人件費と同様の方法で分類）の観点で確認が行われた。なお、トライアルは損
益ベースと収支（現金）ベースの双方で算定が実施されたが、収支ベースのコス
ト算定については、
『損益ベースのコスト算定後、損益計算書上の費用に含まれ
ている「現金支出を伴わない費用」を控除し、
「費用とならない現金支出」を加
算する』という方法で、損益ベースでの計算後に補正を行うこととしたことから、
まず損益ベースでの検証を行った上で、収支ベースについては損益ベースと違
いのある部分のみ確認を行う方法がとられている。
検証にあたっては、教育、研究、診療のコストがそれぞれの法人全体のコスト
に占める割合について、各手法間での乖離の有無、また乖離がある場合その大き
さが確認された。また参考として、各手法間で教育、研究のコストが法人全体の
コストに占める割合のバランスの逆転の有無について確認が行われた。
２）検討会における議論
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検討会では、このトライアル結果について検討・議論を行い、各手法全体にか
かる留意点として、以下の点を特に確認した。
①「分析手法試案」で提示された複数の手法案は、手法間で教育コストと研究
コストの比率等も含め結果の乖離が大きくなる場合があり、どの手法がより大
学の経営実態を反映しているかを検証するためには、更に詳細なデータの分析
が必要であること。
②人件費を算定する上での勤務割合について、特にコスト分析に大きな影響
を与える教員に関して、簡便性の観点から現時点で入手可能な「大学等における
フルタイム換算データに関する調査（平成３１年３月 文部科学省科学技術・学
術政策局）」の結果を一律に使用しているため、各大学の勤務実態に沿った割合
とは当然に異なること。そのため、より各大学の実態を反映した分析を行うため
には、各大学が自大学における教員の勤務割合を実態に添って独自に算出し、適
用する方法が考えられること。
③教育と研究がより一体となって行われる大学院の比率が高い大学において
は、研究コストの比率が高く出る傾向があること。
④教育・研究の双方にかかる人件費、物件費等が仕訳において意識的に研究に
分類される傾向があり、教育コストが過少に出る可能性があること。

Ⅳ．中間まとめ
「分析手法試案」によるトライアル結果についての詳細な分析・検証の結果と
して、検討の方向性で示したように最終的なコスト分析手法を取りまとめるた
めには、引き続き解決しなければならない様々な課題や懸念があることが明ら
かになった。そのため検討会では、令和２年２月の時点で、単一の分析手法を最
終的なものとして取りまとめるのではなく、複数の手法を例示する形で「国立大
学法人におけるコストの「見える化」検討について（中間まとめ）」
（以下、
「中
間まとめ」という。）を、以下の内容を主としてとりまとめた。
１）手法の例示
中間まとめの公表と併せ、全大学によるトライアルに供した「分析手法試案」
及び付属の様式を、複数の手法について併記し、それぞれの手法の特徴や参考と
して活用する場合の留意点等を付記したうえで改めて各大学に提供することと
する。また、その際、既にコストの「見える化」について先進的な取り組みを独
自に行っている各大学もあることも念頭に、各大学の特性を踏まえた多様な「見
える化」の取り組みの中で、各大学が選択しうる手法の例として提示することと
する。
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２）「分析手法試案」からの変更・修正等
「中間まとめ」では、
「コストの見える化検討トライアルの結果について」に
記載の提案・指摘について、
「分析手法試案」からの変更点として、以下の点を
特に確認した。
①「分析手法試案」においては算定に含めないとしていた業務実施コスト計算
書上の「引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額」について、年度
によっては多額となる等コスト分析に大きな影響を与えることから算定に含め
ることが望ましいと考えられるため、
「分析手法試案」の記載からの変更点とし
て各大学に提示すること。
②特殊要因等については、コスト算定に含めることが実態に即している一方、
経年比較等のために適宜控除を行う利点も考えられ、各大学のコスト分析の目
的等に応じて取り扱うべきものであることを各大学に提示すること。
また併せて、
「分析手法試案」の活用における留意点として、
「中間まとめ」で
確認された留意点を踏まえ、特に、
「それぞれの大学において採用した分析手法
等の詳細（勤務割合について採用したデータの根拠、特殊要因の取り扱い等）を
明らかにして行う必要がある」とした。

Ⅴ．コストの「見える化」にかかるその他の論点
「中間まとめ」においては、
「分析手法試案」にかかる留意点に加え、コスト
の「見える化」にかかる基本的な考え方等についても、検討会として、更に議論
が必要と考える論点について下記のとおり提言している。
１）各大学における「見える化」の実施について
今回、検討会においては、財務諸表を基礎に人件費等を教育と研究に分類し、
セグメント別のコストの「見える化」を行うための簡便な手法を開発することと
して検討を進めたが、目的に応じた分析手法について更に検討が必要である。ま
た、コストの「見える化」を行う目的や対象は多様であり、分析手法やパフォー
マンスと合わせた「見える化」の方法は、その利用目的によって異なることから
も、今回提供する「分析手法試案」は、いずれの手法についても、大学間の単純
な比較に供するものではなく、各大学がそれぞれの特性や目的に応じて、今回提
供する手法も参考に「見える化」に取り組むことが重要である。その際、セグメ
ント別の情報開示についても、各大学において「見える化」を行う目的や対象に
より検討すべきであり、すべての大学に一律の方法による実施を求めるもので
はない。
２）大学間の比較可能性について
学外に対する「見える化」を行う場合には、大学間の比較可能性についての議
論が生じる。この点は、大学院の割合や外部資金受入額の多寡等、各大学の特性
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やミッションが異なる中で、統一的な基準によるコストの「見える化」が誤解等
を招かない形で行えるのかも含め、慎重に検討する必要がある。また例えば、特
殊要因等について単年度で財務状況を見た場合に大きな影響を与える要素を考
慮せずに、単純に会計年度ごとに大学間比較を行えば、正しい分析とはならない
可能性があり、現時点において社会や各大学から納得の得られる適切な大学間
比較は困難であり、今後更に精緻な議論が必要となる。
３）教育と研究にかかるコストの「見える化」
教育と研究にかかるコストを個別に「見える化」することには重要な意義があ
る一方で、国立大学における教育と研究は本来、一体不可分のものとして行われ
ていること、また、教育と研究を同時に行うことによる相乗的効果があり、単純
に費用を按分するだけではコストとパフォーマンスの関係を適切に分析できな
いことに十分留意する必要がある。例えば、大学院にかかるコストについては教
育と研究の双方に係るコストとしてダブルカウントする方法など、より適切な
按分方法を検討することも考えられるが、今回の検討会では十分な議論に至っ
ていない。
また、教育と研究双方に係る物件費、人件費の按分について、各大学個別の調
査等を行って実態に近いデータを利用するとした場合にも、各大学で教員が行
う仕分けや、勤務割合の申告について基準を統一する方法がないなどの現状を
踏まえ、各大学におけるコストの「見える化」にかかる取り組みの公表にあたっ
ては、誤解を生じないよう丁寧な説明を行う必要がある。また、各大学において
は財務会計や勤務管理にかかる業務のデジタル化等、コストの「見える化」がよ
り効率的に行えるような仕組みの構築が期待される。

Ⅵ．好事例等調査
検討会は、
「コストの「見える化」」を目的として開始されたが、検討を進める
中で、
「見える化」したコストについて、どのように成果等の情報と組み合わせ
て学内外に見せていくかが重要であり、また「見える化」した財務情報等の利用
の目的によって、適切な「見える化」の在り方は異なるのではないか、との議論
が行われた。
また、分析手法試案についても、各大学が試案をどのように活用したのか、あ
るいは活用しないとすればその理由は何か、等を調査することで、分析手法の向
上や、統一的手法に向けた議論・検討が可能になるとの意見があった。
そのため、検討会では、各大学における取り組みの好事例や、「中間まとめ」
において提供された「分析手法試案」の活用状況等を把握するため、令和２年６
月から９月にかけて、
「国立大学法人におけるコストの「見える化」にかかる好
事例等調査」
（以下「好事例等調査」という。）を実施し、調査結果概要及びデー
タを「別添１」のとおりまとめた。
調査の結果、学内に対するコストの「見える化」の好事例について「有」と回
答した大学は３０校で、未回答も含めた全大学に対する割合は約３５％である。
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同様に学外に対するコストの「見える化」の好事例について「有」と回答した大
学は２４校で約２８％、コストの「見える化」に関する改善すべき事項について
「有」と回答した大学は２４校で約２８％であった。
①学内に対するコストの「見える化」の好事例
分析手法試案を用いたコストの「見える化」については、学内に対するコスト
の「見える化」への取り組みにおいて、比較的多くの活用事例が寄せられた。学
内におけるコスト意識の醸成や経費節減、戦略的な学内配分への転換を目指す
取り組み等が今後も期待される。
②学外に対するコストの「見える化」の好事例
学外に対するコストの「見える化」については、取り組み事例の報告数自体
も学内に対するものに比較して少なく、分析手法試案の活用例としては限定
的であった。
この点について、検討会では、経費の多くの部分を占める人件費を分析手法
試案により按分し教育・研究コストを算出する方法を取っていること、またそ
れは構成員の少ないセグメントでは給与等の個人情報が明らかになりかねな
い懸念があること、さらに按分に関する資料には外部に非公開の資料等が含ま
れることから、分析手法試案に基づくセグメント別のコストをそのまま外部に
公開することについては慎重に対応が必要であり、十分な説明を付した上での
開示を促す必要があると分析している。
一方で、各大学は当該分析手法試案にのみ頼ることなく、財務諸表の公表だ
けでは伝わりにくい情報について、それぞれにファイナンシャルレポートや統
合報告書を工夫して作成し、外部に公表することで、学外からの評価を得、実
際に寄附金等の獲得増に繋がった好事例などが報告されている。
③コストの「見える化」に関する改善すべき事例
好事例調査においては、分析手法試案の改善に資するため、現在の手法の活
用において課題と考えられる部分についても各大学の状況を調査した。課題
を解決するための工夫等を分析手法試案に加えることで、より実態に即した
「見える化」が行えるものと考えられる。
④「中間まとめ」による分析手法等を用いたコストの「見える化」の実施状況
分析手法試案の活用状況を確認するため、実施済み又は実施予定、実施検討
中、又は実施予定なしの別を調査した。多くの大学で実施方法等の具体的な検
討や準備に時間を要しているものの、コストを含む財務情報の「見える化」に
ついて早急に取り組むべきとの認識を踏まえ、セグメントが単一である大学
等を除いては、分析手法試案が一定のニーズに合致し活用されている状況で
あった。

Ⅶ.

各大学におけるコストを含む財務情報等の公表等について
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好事例等調査は、特に“コスト”の「見える化」に主眼を置いて行われたが、
各国立大学においては、これまでも財務諸表の公表や、それを補強し、より分か
りやすく外部に対して財務情報等を説明するための、ファイナンシャルレポー
トや統合報告書等の作成・公表に取り組んできている。検討会がトライアル及び
中間まとめで示した試案等を用いた「コストの見える化」と、こうした各大学に
よるコストを含む財務情報等の公表については、その対象や目的、公表データ等
について関連する部分や重複する部分もある一方、位置づけが異なる部分もあ
る。
コストの「見える化」検討にあたって、特に、国立大学におけるコストの大き
な部分を人件費が占める状況から、外部に対して各法人の活動状況を適切に表
す「見える化」を行うためには更に検討が必要となることから、
「見える化」し
たコストの情報については学内における分析、学内資源配分の検討やコンセン
サスの醸成のために用いられる例が比較的多い。その中で、特定のコストの情報
を含む財務情報等の公表の取り組みは、学外に対する「見える化」にかかる各大
学の取り組みの好事例と捉えることができる。
そのため、第一段階の調査として、全国立大学の財務報告等の公表状況につい
て、令和２年４月時点における国立大学協会事務局による現状調査を行った。第
一段階の調査では、財務報告書又は独自の財務レポート等を学外から閲覧可能
な形で大学ホームページに公表しているか、公表している財務報告書等にセグ
メント別の記載があるか、公表している財務報告書等において、どのような形で
教育研究活動の成果等の掲載がされているか等を、各大学のホームページを確
認し、調査結果概要及びデータを「別添２」として取りまとめた。調査の結果、
多くの大学が財務諸表の公表にとどまらず、より分かりやすい形で大学の財務
情報をまとめた報告書等を作成し公表していた。
また、第二段階の調査として、令和２年１２月に全国立大学に対し、第一段階
の調査と同様の内容について最新の状況にかかる調査を行い、調査結果概要及
びデータを「別添３」のとおりとりまとめた。調査の結果、第一段階の調査と比
較し、多くの大学で財務情報の公表にかかる取り組みが一層促進されているこ
とが明らかになった。
更に、第二段階の調査で確認した各大学の財務情報公表にかかるウェブサイ
トの URL を一覧化し、
国立大学協会のウェブサイトで一般公開することとした。
（公開 URL は https://www.janu.jp/univ/finance）

Ⅷ．今後の取り組みに向けて（提言）
第４期中期目標期間に向け、運営費交付金を基盤としつつ、社会からの多様な
財源も含めた国立大学全体への「未来への先行投資」を更に充実させるために、
国立大学のコストの「見える化」は必要不可欠な取り組みである。
「国立大学法人におけるコストの見える化検討会」では、これまでの検討を踏
まえ、今後の国立大学における更なる取り組みについて以下のとおり提言し、一
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旦のまとめとしたい。
１）「見える化」の重要性
国立大学の自律的経営や、ステークホルダーとのエンゲージメントのため、
財務諸表に基づきながら、各大学がその特性に応じ成果や取り組み等の情報と
統合した形でそれぞれに工夫し、財務情報を社会に分かりやすい方法で「見え
る化」し、積極的に公開することが重要である。
その際、国立大学として社会全般に対する説明責任を果たす観点でのコスト
の「見える化」とともに、各国立大学がそれぞれに想定するステークホルダー
に対して、例えば学生に対する教育コストと成果等や、共同研究契約の相手方
企業に対する経費の使途など、該当ステークホルダーとの関係性に立脚、特化
した、より戦略的なコストの「見える化」に努めることが、国立大学に対する
理解の醸成や、民間からの投資の拡充に繋がるものと考えられ、各大学の一層
の取り組みが求められる。
２）分析手法の統一に向けて
諸外国においては、人件費等において統一的方法によりコストの「見える化」
を行っている例もあるが、いまだ国立大学の教育研究活動等を適切に表す方法
であるかどうかの議論は醸成されておらず、現時点で早急に結論を導き出すこ
とはできない。そのことからも、現段階では統一的・画一的な分析手法ですべ
ての大学のコストを横並びに「見える化」するのではなく、各大学がそれぞれ
に工夫をしながらコストの「見える化」に積極的に取り組む中で、一定の統一
的な手法を活用して他大学の状況等も参照できるような方向へ引き続き事例
の積み上げや分析手法の改善について努力していくことが必要である。
完全に画一的な分析手法を全大学が用いるのでなくとも、一定の比較可能性
を担保する方法を模索することは、各大学が学内だけでなく他大学の類似の学
系におけるコスト情報等を経営改善に向けて活用する等の目的から必要であ
ると考えられるため、更に検討されるべきである。
３）教育・研究にかかるコストの按分
検討会においては、国立大学の主な使命である教育・研究にコストを按分す
るという考え方に立ってコストの「見える化」を検討したが、「見える化」の
方法は単一ではなく、教育・研究以外にも国立大学の重要な使命である社会貢
献にかかるコストの「見える化」や、教育・研究が相互作用的に一体不可分の
形で効果を生み出すという実態をより反映するための単純な按分に寄らない
コストの分析方法など、更に多角的な視点からの検討も行われるべきである。
４）会員大学における今後の取り組み
会員大学においては、「分析手法試案」や、今回最終まとめで紹介された
会員大学における好事例等も参考に、学外に対するコストの「見える化」につ
いて更に取り組みを推進することとなる。このとき、「分析手法試案」にも記
載のとおり、今回提示した算定・分析手法は「各大学で一年間に発生した教育
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や研究等にかかるコストの実績がどの程度であったか」という性質のものであ
り、
「各大学で教育や研究を十分に行うにあたって必要なコストはどの程度か」
を示すものではないことについて、留意が必要である。
「基本的な考え方」において指摘しているように、教育や研究に要するコス
トのみを示すのではなく、各大学のミッション、ポリシー等とそれを起点にし
たアウトプットあるいはアウトカム等とを組み合わせた形で提示することが
求められる。更に、各大学が想定する各ステークホルダーに対応した形で、各
大学の目的に応じた分析手法を用いてコストの「見える化」を行い、積極的・
戦略的に学外へ情報発信していくことが望ましい。また、各大学においては、
経営に必要な情報を把握・分析するため、学内におけるコストの「見える化」
にも取り組むことが重要である。
現在、第４期中期目標期間に向けた運営費交付金の在り方や国立大学法人会
計制度にかかる検討が国においても進められている。コストの「見える化」に
かかる分析手法は国立大学法人会計基準に基づく会計処理と密接不可分であ
ることから、国立大学協会として、これらの動きを注視し、文部科学省等と意
見交換等を行うとともに、引き続き、コストの「見える化」にかかる各大学の
成果の収集・分析や好事例の展開等、今回の最終まとめを踏まえた各国立大学
の取り組みにかかる継続的なフォローアップや、必要に応じた分析手法の改定
検討など、更なる取り組みの促進を行っていく。
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別添１

国立大学法人におけるコストの「見える化」にかかる好事例等調査
結果

別添２

学外へのコストの⾒える化にかかる⼤学ウェブサイトでの財務情報
等の公表状況調査（国大協事務局調査）結果

別添３

学外へのコストの見える化にかかる大学ウェブサイトでの財務情報
等の公表状況調査結果
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【別添1】
国立大学法人におけるコストの「見える化」にかかる好事例等調査
概要
調査期間：令和２年６月１２日～９月１１日
調査対象：８６大学
回答数：８６（１００％）
１）調査項目
「好事例等調査」では①学内に対するコストの「見える化」の好事例の有無、②学外に対す
るコストの「
「見える化」を検討する見える化」の好事例の有無、③コストの「見える化」
に関する改善すべき事例の有無、④「中間まとめ」による分析手法等を用いたコストの「見
える化」の実施状況および実施予定、の４項目を各大学に対してアンケート調査し、全学か
ら回答を得た。また、好事例等について「有り」と回答した大学については得られた成果等
の具体的内容について回答を求めた。
２）調査結果
①学内に対するコストの「見える化」の好事例
＜部局別の予算配分執行状況の開示＞
開示内容を基に執行残額が出ている予算科目への配分を減らし、他の予算科目での有効
活用が図られたほか、大学の構成員に対し、学内の財務構造や法人が置かれている状況への
理解が促された。結果として一般管理費率を全国立大学の平均よりも下回らせることに成
功した例や、予算配分に対する外部資金獲得実績を部局毎に分析し、インセンティブを付与
する事例があった。
＜設備情報の開示＞
更新計画のとりまとめや耐用年数経過度を数値化したことで、目的積立金を用いた施設
の老朽化対策や、新たな経費の新設による研究設備更新が行われた事例があった。
＜光熱水使用料の開示＞
部局ごとの光熱水使用料の公表や、電力使用量をリアルタイムで把握するシステムの導
入を行うことで意識付けを行い、令和元年度において平成２４年度比電力使用量の１０％
削減や、５年間連続の減少など大幅な経費節減効果が得られた事例があった。
②学外に対するコストの「
「見える化」を検討する見える化」の好事例
＜企業会計に近づけた財務諸表の作成＞
企業会計に近づけた形での財務諸表を公表した大学が２校あった。経営協議会の学外委
員からその分かりやすさが高く評価されたほか、企業関係者や専門家、学識経験者等の大学
の財務状況に対する関心が高まり、いずれも高い評価が得られたとする事例があった。

＜部局別セグメント情報の開示＞
財務諸表における部局別セグメント情報の開示を行い、その内容がステークホルダーか
ら評価された結果、寄附や外部資金等の増加に繋がったと分析する好事例を挙げた大学が
４校あった。具体的には、毎年度作成の財務レポートにおいて、学生納付金の使途や学生等
の教育に関する経費等の開示を行ったことで透明性の確保が評価され、寄附金額の増加に
繋がったとする事例などがあった。
＜財政・運営状況の説明会等＞
地域懇談会・フォーラム・シンポジウム等を開催し、地域住民や地元企業に対し直接財政
運営状況を説明した大学が３校あった。大学の財政に対する理解が得られたことで寄附金
額の増加に繋がったとする事例があった。
＜共同研究実施に伴う間接経費割合の算出＞
共同研究実施に伴う間接経費の割合を共同研究先である企業等に対して可視化した大学
が２校あった。管理経費の負担について企業から一定の理解を得られ、共同研究の間接経費
率引き上げに繋がったとする事例があった。
③コストの「見える化」に関する改善すべき事例
＜セグメント情報の開示＞
セグメント別の費用計上について「見える化」した大学において、複数のセグメントにわ
たり活動している教員の人件費が単一のセグメントに計上されてしまうこと等により、適
切に評価できない費用があったほか、国立大学法人会計基準においてセグメント情報の開
示に関する計上基準が示されていないため、学生納付金収益を一般的な会計のルールに従
い、当該収益を得たセグメント（学生が所属する学部のセグメント）へ計上したところ、学
部セグメントの損益は黒字、学部以外の損益は赤字となりやすく、財務諸表を見た者から誤
解を招く可能性が指摘されたとの事例があった。
＜特殊要因＞
固定資産取得額、外部資金等受入額、人件費等について法人化以降の推移を分析し、教育
経費、研究経費の経年比較を行ったところ、建物新営、災害復旧、退職手当等の特殊要因に
ついては、経年比較の妨げになることから、集計から除外すべきとの意見が学内から挙げら
れた事例があった。
＜予算配分等への影響＞
算出されたコストが、部局毎の特色を考慮した十分な検証なしに、予算配分や学部別授業
料検討の材料として用いられる可能性が指摘された事例があった。
④「中間まとめ」による分析手法等を用いたコストの「見える化」の実施状況および実施予
定
＜実施済または実施予定＞

既に実施済み、または一部を変更して実施済みの大学が６校あり、別の方法で実施済みの
大学は３校、今後実施すると回答した大学は１７校であった。ステークホルダーへの情報開
示や文部科学省から求められている「学部・研究科等別の財務情報と非財務情報（教育研究
等の成果・実績等）の開示」に早急に対応する必要があることが実施済みまたは予定の理由
として挙げられている。
＜検討中＞
検討中と回答した大学は４９校であった。分析結果について他大学との比較を行う、ある
いは他大学がどのような手法で分析するのか状況を知るために時間を要するとの回答があ
ったほか、作成に多大な手間を要するうえ、部局ごとの数値及び部局間の大小比較が意味す
るところを説明できないため、有効なものとならない可能性があるとの意見があった。
＜実施予定なし＞
実施予定なしと回答した大学は９校であった。単一セグメントのため財務諸表からの分
析で足りるとの回答や、教員人件費の教育・研究経費への按分を実態に即した形で行う事は
困難であり、精緻性に欠けること、「中間まとめ」では複数の分析手法が例示されており、
統一的な手法ではなく大学間の比較の議論が生じた際に対応が困難であることが理由とし
て挙げられた。

国立大学法人におけるコストの「見える化」にかかる好事例等調査

調査期間：令和2年6月12日～9月11日
調査対象：86大学
回答数：86（100％）
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ᚑ᮶䛾㻝㻜䠂䛛䜙㻟㻜䠂䜢ᶆ‽䛻ኚ᭦䛧䛯䚹

ᩍ⫱⤒㈝ẚ⋡䚸◊✲⤒㈝ẚ⋡䚸୍⯡⟶⌮㈝ẚ⋡➼䛾㈈ ⟶⌮⤒㈝㈝ᢚไ➼䛻ᐤ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
ົᣦᶆ䜢ྛ㒊ᒁ䜈䛾ண⟬㓄ศ䛻ᫎ䛥䛫䛶䛔䜛䚹
⌧Ⅼ䛷䛿䚸䝁䝇䝖䛾ぢ䛘䜛䛾ᐇ䛻䛿⮳䛳䛶䛔䛺䛔䚹
䛣䜜䜎䛷䚸ᩍ⫱䚸◊✲䛺䛹䛾⤒㈝༊ศ䛜᫂☜䛷䛺䛔ே௳
㈝䜢ྛ⤒㈝༊ศ䛻ศ㢮䛩䜛䛯䜑䚸ྛ㒊ᒁ䛻䛚䛡䜛ᩍဨᴗ
ົ䜶䝣䜷䞊䝖䜢ㄪᰝ䛧䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䚹ᚋ䛿䚸
䛭䛾⤖ᯝ➼䜢㋃䜎䛘䛯䝁䝇䝖䛻ಀ䜛Ꮫ⊂⮬䛾ィୖᇶ‽
䜢タ䛡䚸䛭䛾ᇶ‽䛻ᇶ䛵䛝䚸Ꮫయ䛾䝁䝇䝖ศᯒ䞉ぢ䛘
䜛䜢⾜䛖ணᐃ䛷䛒䜛䚹
䝁䝇䝖䛾ぢ䛘䜛䛻ྲྀ䜚⤌䜏ጞ䜑䛯䛸䛣䜝䛾䛯䜑䠈ᡂᯝ䛜
ᚓ䜙䜜䛯䛸ゝ䛘䜛䜒䛾䛿䜎䛰䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䠍䚷༢ᖺᗘෆ䛾䛂ẖᖺᗘⓎ⏕䛩䜛⤒㈝䠄ᇶ┙ᯟண⟬䠅䛃䛸
䛂ᖺᗘ≉᭷䛾⤒㈝䠄ㄪᩚᯟண⟬䠅䛃䛾┠Ᏻ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䛣
䜜䜙䛾ண⟬䜢ศ䛧䛶㓄ศ䛩䜛䛂」ᩘᖺண⟬ไᗘ䠄䠏䛛ᖺ
䛾ண⟬䜢ᴗィ⏬䛻ᇶ䛵䛝ᰂ㌾䛻ᇳ⾜䛷䛝䜛ไᗘ䠅䛃䜢ᵓ
⠏䚹௧ඖᖺ䠐᭶䜘䜚㐠⏝䜢㛤ጞ䛧䛯⤖ᯝ䚸༢ᖺᗘண⟬
䛷䛿ᇳ⾜䛷䛝䛺䛛䛳䛯タഛ᭦᪂➼䛜䠐㒊ᒁ䛷ྍ⬟䛸䛺䛳
䛯እ䚸ᖺᗘෆᇳ⾜䛷⣙㻠㻜㻜䛾⤒㈝๐ῶ䛻⧅䛜䛳䛯䚹
䠎䚷䛣䜜䜙䛾ศᯒ䛻䜘䜚䚸タഛ䛾⪁ᮙ䛜㏆ᖺⴭ䛧䛟㐍⾜
䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛯䜑䚸ᙺဨ䛜㔜せㄢ㢟
䜈䛾ᑐᛂ䜢༠㆟䛩䜛⤒Ⴀ㆟䛻䛚䛔䛶䚸䛂㈈ົ㻵㻾䛻䜘䜛
タഛ᭦᪂ᨭ⤒㈝䛃䛾タ䠄ண⟬ᯟ䠖㻠㻞㻘㻡㻣㻜༓䠅䜢Ỵᐃ
䛧䛯䚹௧ඖᖺᗘ䛿䚸⌧᭷タഛ䛻䛚䛡䜛◊✲ᡂᯝ䜔ᚋ
䛾እ㒊㈨㔠⋓ᚓぢ㎸䜏➼䜢㋃䜎䛘䚸ᮏ⤒㈝䛻䛶◊✲タ
ഛ᭦᪂䜢ᨭ䛧䛯䚹

㒊ᒁ㛗➼

䠍䚷㒊ᒁண⟬䛾⟶⌮ⓗ⤒㈝䜢᭷ຠ䛛䛴㐺ṇ䛻ά⏝䛩䜛ᡭ
ẁᵓ⠏䛾䛯䜑䚸ᖹᡂ㻞㻤䡚㻟㻜ᖺᗘ䛾ᇳ⾜≧ἣ䜢㒊ᒁẖ䛻
⤒ᖺẚ㍑䠄㻞㻜㒊ᒁ䠅䚹
䠎䚷㈈ົㅖ⾲➼䛾ศᯒ䛻䜘䜚⌧᭷タഛ䛾≧ἣ䜔᭦᪂䛾ᚲ
せ➼䜢ㄪᰝ䛧䛯䛂タഛ᭦᪂ィ⏬⾲䛃䜢ྲྀ䜚⧳䜑䚸䛂⚟
Ꮫ䛾タഛ䛾⌧≧䛸ᚋ䛻䛴䛔䛶䠄ሗ࿌䠅䛃䠄ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䠎᭶
㈈ົㄢ⟇ᐃ䠅䛻䜘䜚ศᯒ䛧䚸Ꮫෆ䛻බ⾲䛧䛯䚹

ᙺဨฟᖍ⪅

ぢ䛘䜛䛧䛯ᣦᶆ䠖䝉䜾䝯䞁䝖ู䝁䝇䝖䠄Ꮫ⏕ᙜ䝁䝇䝖䚸ᩍဨ 䞉⤒Ⴀุ᩿䚸䛸䜚䜟䛡ண⟬㓄ศ䛻䛚䛔䛶䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾䝁
ᙜ䝁䝇䝖ྵ䜐䠅
䝇䝖䜢⪃៖䛩䜉䛝䛸䛔䛖ព㆑䛜㧗䜎䛳䛯䚹
┠ⓗ䠖⤒Ⴀุ᩿䛻⏝䛔䜛ᣦᶆ䛸䛩䜛䛯䜑
ᡭẁ䠖䛂ศᯒᡭἲヨ䛃䛻䜘䜚⟬ฟ
ᮇ㛫䠖ᖹᡂ㻞㻤䡚㻟㻜ᖺᗘ
ᑐ㇟⪅ᩘ䠖㻞㻝ྡ

䠍䚷ᙺဨ᠓ㄯ䚸⤒Ⴀ
༠㆟ฟᖍ⪅䠄ᚋ᪥୍
⯡බ㛤䠅
䠎䚷ᒱ㜧Ꮫᮍ᮶䝉䝭
䝘䞊ཷㅮ⪅䠄㻞㻜ྡ䠅

䠍䚷㈈ົ䝺䝫䞊䝖䛻ཧ⪃ሗ䛸䛧䛶㒊ᒁู䛾ᴗົᦆ┈䜢
グ㍕䚹䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘỴ⟬ศ䡚䠅Ꮫෆ㆟䛷సᡂ䜢ሗ࿌䛧
䛯ᚋ䚸Ꮫ㻴㻼䜈ᥖ㍕䚹
䠎䚷㻟㻜௦༙䜀䛾ົ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯Ꮫෆ◊ಟ䛻䛚䛔
䛶䚸Ꮫෆண⟬䞉ே௳㈝䛾᥎⛣䜔㈈ົᵓ㐀䜢ᅜἲேయ
䛾㐠Ⴀ㈝㔠䛾᥎⛣䛸⤡䜑䛴䛴ᥦ♧䛧䛯䚹

ண⟬䛾㒊ᒁู䠄Ꮫ㒊➼䠅ཬ䜃⤒㈝༊ศู䠄㐠Ⴀ㈝㔠 ௧ඖᖺᗘ䛾㆟㈨ᩱ䛾䛯䜑䚸௧䠎ᖺᗘ䛾ண⟬ᇳ⾜
➼䠅ᇳ⾜≧ἣ
䛻䛚䛔䛶䛾ព㆑ᨵ㠉䜢ᅗ䛳䛶䛔䜛
Ꮫෆᩍ⫋ဨ䚸㝔ᩍ⫋ 䛆Ꮫෆᩍ⫋ဨ䛇Ꮫෆᩍ⫋ဨ䛾䝁䝇䝖ព㆑ᨵ㠉䜔⤒㈝๐ῶ 䛆Ꮫෆᩍ⫋ဨ䛇Ꮫෆᩍ⫋ဨ䛾ග⇕Ỉᩱ䛻㛵䛩䜛䝁䝇䝖ព
ဨ
䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ẖ᭶䛾ග⇕Ỉ㈝ཬ䜃」㈝䜢㒊ᒁู䜔◊ ㆑䛜㔊ᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾ᡂᯝ䛸䛧䛶䚸௧ඖᖺ䛾㟁ຊ
✲ᐊู䛻ᥦ♧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䛛䜙⏝㟁ຊ㔞 ⏝㔞䛿ᖹᡂ㻞㻠ᖺ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙㻝㻜䠂ῶᑡ䛧䚸⤒㈝๐ῶ䛻
䛜䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛷ศ䛛䜛䛂㟁ຊྍど䝅䝇䝔䝮䛃䜢ᑟධ䛧 䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ┬䜶䝛㈹䛻䛚䛔
䛶䛔䜛䚹
䛶䚸㟁ຊྍど䝅䝇䝔䝮䛜䛂㈨※䜶䝛䝹䜼䞊ᗇ㛗ᐁ㈹䛃䜢
䛆㝔ᩍ⫋ဨ䛇デ⒪⛉䛾䝁䝇䝖ព㆑ᨵ㠉䜔⤒㈝๐ῶ䜢┠ ཷ㈹䛧䛯䚹
ⓗ䛸䛧䛶䚸ἲே௨㝆䚸་⒪㈝⋡䠄デ⒪ሗ㓘ㄳồ㢠䛻ᑐ 䛆㝔ᩍ⫋ဨ䛇ྛデ⒪⛉䛾䝁䝇䝖ព㆑䜢㔊ᡂ䛥䛫䜛䛸䛸䜒
䛩䜛་⒪㈝䠅䜢デ⒪⛉ู䚸ධ㝔እ᮶ู䛻⊂⮬䛾ィ⟬䝹䞊 䛻་⒪㈝⋡䛾ᢚไ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛚䜚䚸௧ඖᖺᗘ䛾་ᴗ
䝹䞉ᡭἲ䛷⟬ฟ䛧䛶䛔䜛䚹
┈㢠䠄デ⒪ሗ㓘ㄳồ㢠䞊་⒪㈝䠅䛿๓ᖺᗘ䛛䜙⣙㻝㻞൨
ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹

Ꮫෆᩍ⫋ဨ

⌧Ⅼ䛷䛿ᙺဨ䜈䛾ሗ࿌䜎䛷䛻䛿⮳䛳䛶䛔䛺䛔䛜䚸㒊ᒁ
ู䛾ᩍ⫱◊✲䝁䝇䝖䛸ᮏᏛ䛜㔜せ䛸⪃䛘䜛ᣦᶆ䠄ᡂᯝ䠅䛻
䛴䛔䛶ẚ㍑ศᯒ䜢⾜䛺䛳䛯䚹
ᡓ␎ⓗ䛺㈈ົ⤒Ⴀ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾⏬䞉❧䞉ᐇ➼䜢
⾜䛖䛯䜑䛻䠈Ꮫෆ㝈ᐃ㈨ᩱ䛸䛧䛶䛂㈈ົሗ䜹䝍䝻䜾䛃䜢స
ᡂ䛧䠈㈈ົ⤒Ⴀሗ䛾㞟䞉ศᯒ䞉⟶⌮䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ᮏ
䜹䝍䝻䜾䛷䛿䠈ᮏᏛ䛾㈈ົ䛻㛵䛩䜛≧ἣ䜢♧䛩䛾䜏䛺䜙
䛪䠈㈈ົᣦᶆ➼䜢⏝䛔䛶Ꮫ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛔䠈ᮏᏛ䛾
ᅜⓗ䛺❧䛱⨨䜢ᅗ䜔䜾䝷䝣䛷♧䛧䛶䛚䜚䠈᭱᪂䛾ศ
ᯒሗ䜢ྍど䛧䛶䛔䜛䚹

䛺䛧

䠍䚷㈈ົㅖ⾲䛾䝉䜾䝯䞁䝖㛤♧䠄㝃ᒓ㝔䚸㝃ᒓᏛᰯ䚸䛭 䠍䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼓㼕㼒㼡㻙
䜜௨እ䠅䛸䛿␗䛺䜚䚸⟬ฟ㐣⛬䜢⡆␎䛧䛯㒊ศ䛿䛒䜛䜒 㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻛㼒㼕㼚㼍㼚㼏㼕㼍㼘㼋㼍㼒㼒㼍㼕㼞㼟㻛㼍㼏㼏㼛㼡㼚㼠㻚㼔㼠㼙㼘
䛾䛾䚸㈈ົㅖ⾲䜘䜚⣽ศ䛧䛯㒊ᒁ䛤䛸䛾㈝⏝䚸┈䜢 䠎䚷䛺䛧
㛤♧䛩䜛䛣䛸䛷䚸Ꮫෆ䛾㈈ົᵓ㐀䛾⌮ゎ䛜㐍䜣䛰䛸⪃䛘
䛶䛔䜛䚹
䠎䚷㈈ົᢸᙜ⫋ဨ䛻㝈䜙䛪䚸ᚋᏛ㐠Ⴀ䛾୰ᚰ䜢ᢸ䛖
䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶䚸㈈ົ䛾㠃䛛䜙ᮏᏛ䚸ᅜ
ἲேయ䛜⨨䛛䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛾⌮ゎ䜢ಁ䛩䛣䛸䛜䛷䛝
䛯䚹

㒊ᒁ㛗➼

ᙺဨ

䛺䛧

㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶䛿㠀බ㛤䛸䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛚䜚䜎䛩
䛆Ꮫෆᩍ⫋ဨ䛇㟁ຊྍど䝅䝇䝔䝮䠄㜰Ꮫ㻴㻼䠅
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼛㼟㼍㼗㼍㻙
㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼖㼍㻛㼛㼡㼙㼛㼐㼑㻛㻻㼁㼋㼢㼕㼟㼕㼛㼚㼋㻞㻜㻝㻤㻛㼛㼜㼑㼚㼋㼓㼛㼢㻛㼏㼍㼙㼜㼡㼟㻛㼑㼘
㼑㼏㼠㼞㼕㼏㼕㼠㼥
䛆㝔ᩍ⫋ဨ䛇䛺䛧

ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛㈈ົศᯒᶵ⬟䛾ᙉ䛻㈨䛩䜛ྲྀ⤌䜏䛷䛒
䜚䚸ศᯒᡭἲ䜔ሗ࿌㈨ᩱ䛾సᡂ᪉ἲ➼䛾䝜䜴䝝䜴䛜✚
䛥䜜䛯䚹
Ꮫ䛾ேᡓ␎ホ౯ጤဨ䛻䛚䛡䜛ཧ⪃ሗ䛸䛧䛶䛾
ά⏝䜔䠈እ㒊㈨㔠⏦ㄳ➼䛻㝿䛧䛶䛾ᐇ⦼ᢕᥱ➼䜢䛿䛨
䜑䚸ྛ✀䛾⤒Ⴀุ᩿䛾ᇶ䛸䛧䛶Ꮫඹ㏻ⓗ䛻ά⏝䛥䜜䛶
䛔䜛䚹

ᩍ⫋ဨ

Ꮫ㒊䞉◊✲⛉➼ู䛾Ỵ⟬ሗ䜢Ꮫෆ䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖䛻ᥖ Ỵ⟬ሗ䛿䠈ḟᖺᗘ௨㝆䛾Ỉ㐨ග⇕㈝䜔᪂つᴗ➼䛾 Ỵ⟬ሗ䛿䠈ᩍ⫋ဨ䛜㜀ぴ䛩䜛Ꮫෆ䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖
㍕䛧䠈ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䜋䛛䠈ィົᢸᙜ⪅ྥ䛡䛻䝉䜾䝯䞁 ᡤせぢ㎸䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛䜋䛛䠈እ㒊㈨㔠ཷධᐇ⦼䜔ᩍ 䠄Ꮫሗඹ᭷ᇶ┙䝅䝇䝔䝮䛂䛔䜝䛿䛃䠅䛻㈈ົሗᑓ⏝
䝖୍ู⯡⟶⌮㈝ẚ⋡䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹
⫱◊✲➼䛾ᡂᯝ䞉ᐇ⦼➼䛛䜙䛺䜛⊂⮬ᣦᶆ䜢⏝䛔䛯䝯䝸 䝨䞊䝆䜢タ䛡ᥖ㍕䛧䛶䛔䜛䚹
䝝䝸䛒䜛ண⟬㓄ศ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹୍⯡⟶⌮㈝ẚ⋡䛻
䛴䛔䛶䛿䠈ᅜᖹᆒ䜢ୗᅇ䜛Ỉ‽䜢⥔ᣢ䛧䛶䛔䜛䚹

ᙺဨ䚸ᩍ⫋ဨ

䠷ぢ䛘䜛䛧䛯ሗ䠹
㒊ᒁู䛾ᨭỴ⟬䚸እ㒊㈨㔠⋓ᚓ≧ἣ➼
䠷┠ⓗ䞉㊃᪨䠹
Ꮫෆ䛷䛾ሗඹ᭷䚸⤒Ⴀุ᩿䜈䛾ά⏝
䠷ᡭẁ䠹
㆟䛷䛾ሗ࿌䚸Ꮫෆ㝈ᐃ㻴㻼䜈බ㛤

䞉Ꮫ䛾⤒Ⴀ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䚸Ꮫయ䛷䛾ሗඹ᭷䚹
Ꮫෆ㝈ᐃ䛾䛯䜑බ⾲䛧䛺䛔䚹
䞉䝕䞊䝍䜢බ⾲䛧䛯䛰䛡䛷䚸┤᥋ⓗ䛺ᡂᯝ䛜䛒䛳䛯䛸䛿ゝ
䛘䛺䛔䚹

㻝㻚Ꮫෆ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝇䝖䛾ぢ䛘䜛䛾ዲ䛻䛴䛔䛶
㻝㻙㻞㻚ᑐ㇟⪅
㻝㻙㻟㻚ෆᐜ
ᙺဨ䚸㒊ᒁ㛗➼䚸㒊ᒁ ᗈሗάື䛾ᡂᯝ䛸㈝⏝ᑐຠᯝ䛾ศᯒ
ෆ䛾ᩍ⫋ဨ

㻝㻙㻠㻚ᡂᯝ
㻝㻙㻡㻚㼁㻾㻸➼
ᮏᏛ㻵㻾䞉ホ౯ᶵᵓ䛸㐃ᦠ䛧䚸Ꮫ㒊ẖ䛾ᗈሗ⤒㈝䛸ᗈሗຠ
ᯝ䛾ศᯒ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸≉䛻ධヨᗈሗ䛻䛚䛔䛶┦ᑐⓗ䛻
ຠᯝ䛜㧗䛔䛸ㄆ䜑䜙䜜䛯䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䜘䜛ᗈሗάື䜢
ᙉ䛩䜛䛯䜑䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆ᨵಟ⤒㈝䛻ᑐ䛧䛶䠎䞄ᖺ䛻
Ώ䜚㔜Ⅼ㓄ศ䜢⾜䛳䛯䚹

ᙺဨ
㒊ᒁ㛗➼
ィᢸᙜ⫋ဨ
㒊ᒁ㛗䚸㒊ᒁෆ䛾ᩍဨ
ཬ䜃ィᢸᙜ⫋ဨ➼

ᩍဨᑵ⫋⋡ྥୖᴗ➼䛾
㈝⏝ᑐຠᯝศᯒ

ᩍဨᑵ⫋⋡䛾ྥୖ

ᣦᶆ䠖䝉䜾䝯䞁䝖ู⤒㈝༊ศู㈝⏝ィୖ㢠
┠ⓗ䠖Ỵ⟬ሗ䛾Ꮫෆඹ᭷
ᡭẁ䠖⤒ᖺẚ㍑
ᮇ㛫䠖㻴㻞㻞䡚㻴㻟㻜ᖺᗘ

ᅜ❧Ꮫἲேィᇶ‽䛾つᐃ䛩䜛䛂㛤♧䛩䜉䛝䝉䜾䝯䞁 䝉䜾䝯䞁䝖ู⤒㈝༊ศู⤒ᖺẚ㍑୍ぴ⾲
䝖ሗ䛃௨እ䛾䝉䜾䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶䜒Ỵ⟬ሗ䜢㛤♧䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䜚䚸䝁䝇䝖ព㆑䛾㔊ᡂ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹

ᙺဨཬ䜃Ꮫ㛗⿵బ➼

Ꮫෆ䛾㆟䛷䝁䝇䝖䛾ぢ䛘䜛䜢㆟㢟䛸䛧䛶䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵 䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ሗඹ᭷ཬ䜃ព㆑ᨵ㠉䜢
䞁䜢⾜䛳䛯䚹
⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
䛭䛾㝿䛻䚸㒊ᒁู䛾ᩍ⫱䝁䝇䝖䜢Ꮫ㒊䛾ᐜᐃဨ䛷㝖䛩
䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫ⏕୍ேᙜ䛯䜚䛾ᩍ⫱䝁䝇䝖䜢᪂䛯䛻⟬ฟ䛧䚸
䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛾㢟ᮦ䛻ྵ䜑䛯䚹

ᩍ⫋ဨ

䝩䞊䝮䝨䞊䝆ୖ䛻䛶䚸䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾ᦆ┈ィ⟬᭩ཬ䜃
䛺ᖐᒓ㈨⏘䜢බ⾲䠄௧ඖᖺ䠕᭶䠅䚹

ົ⫋ဨ

䝉䜾䝯䞁䝖ู䛻䝁䝇䝖䠄ᩍ⫱⤒㈝ẚ⋡䚸◊✲⤒㈝ẚ⋡䚸ே
௳㈝ẚ⋡䠅䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᚋ䛾⤒Ⴀ᪉㔪䛾ཧ⪃䛸
䛺䛳䛯䚹
௧ඖᖺᗘ䛛䜙䛾᪂䛯䛺ྲྀ⤌䛸䛧䛶ົ⫋ဨဨ䛻 ௧ඖᖺᗘ䛿䚸ᇶ‽ᖺᗘ䛾ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘẚ䛷⣙㻡㻠㻜
㛫እປാ㛫ᩘデ᩿䝅䞊䝖䜢㓄䛧䚸㛫እປാ㛫ᩘ 䛾ே௳㈝๐ῶຠᯝ䛜䛒䛳䛯䚹
䛜୍ᐃ㛫ᩘ䜢㉸䛘䛯ົ⫋ဨ䛻ୖྖ䛻䜘䜛㠃ㄯ䛾ᐇ
➼䜢⾜䛔䚸ព㆑ᨵ㠉䜔ၥ㢟䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䜘䛖㐠⏝䜢ኚ
᭦䛧䛯䚹

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼗㼍㼓㼛㼟㼔㼕㼙㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻛㻞㻜㻝㻤㼟㼑㼓㼙㼑㼚㼠㻚㼜㼐㼒

䛺䛧

Ꮫእᑐࡍࡿࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡢዲࡘ࠸࡚
ᑐ㇟⪅
ෆᐜ
୍⯡බ㛤
㈈ົㅖ⾲ࡢ㝃ᒓ᫂⣽᭩ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ࠾࠸࡚㸪
ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆண⟬㒊ᒁ༢࡛సᡂ࣭බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᡂᯝ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᑐࡍࡿࡼࡾヲ⣽࡞㈈ົሗࡢᥦ
౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

୍⯡බ㛤
Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅
ᆅᇦఫẸࠉ➼

ẖᖺᗘసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺ࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕⣡
㔠ࡢ㏵ࡸᏛ⏕➼ࡢᩍ⫱㛵ࡍࡿ⤒㈝➼ࡢ㛤♧ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࣇ࢛࣮࣒ࣛ➼࡛ཧຍ⪅ᑐ
ࡋ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࡢᢤ⢋∧ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௧㸰ᖺᗘࡽࡣࠊᮏᏛࡢ⌧≧ࢆࡼࡾᗈࡃ࿘
▱ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࠖࠊᩍ
⫱࣭◊✲࣭♫㐃ᦠ➼ࡢ㠀㈈ົሗࢆ㏣ຍࡋࡓࠕ⤫
ྜሗ࿌᭩ࠖࢆⓎ⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏᏛ࠾ࡅࡿ㈈ົሗࡢ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ
ࡼࡾࠊᐤ㝃㔠ࡢቑຍᐤࡋ࡚࠸ࡿࠋ

85/➼
㈈ົㅖ⾲
KWWSVZZZKRNXGDLDFMSSUMRKRNRNDLSXEMR
ILQDQFH
KWWSVZZZKRNN\RGDLDFMSSXEOLFLQIRILQDQFL
DOUHSRUWKWPO

Ꮫ⏕࣭ಖㆤ⪅ࠊ༞ᴗ
⏕ࠊ⏘ᴗ⏺࣭⤒῭
⏺ࠊ♫୍⯡

ձࠉࢫࢸ࣮ࢡࢫ࣍ࣝࢲ࣮㈈ົሗࢆ✚ᴟⓗ㛤♧
ࡍࡿࡓࡵࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢ㝃ᒓ᫂⣽᭩࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ
ᖺᗘࡽࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆ㒊ᒁ➼ู㛤♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠉ㛤♧ෆᐜࡣࠊᖹᡂᖺᗘࡣ㒊ᒁ➼ูࡢᴗົ㈝⏝ཬ
ࡧᖐᒓ㈨⏘ࢆ㛤♧ࡋࡓࠋ௧ඖᖺᗘࡣᴗົ㈝⏝ཬࡧᖐ
ᒓ㈨⏘ຍ࠼ࠊ㒊ᒁ➼ูࡢᴗົ┈ཬࡧᴗົᦆ┈ࡶ
㛤♧ࡋࠊ㛤♧ሗࡢᣑࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ձࠉࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࡢ✚ᴟⓗ࡞㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊࢫ
ࢸ࣮ࢡࢫ࣍ࣝࢲ࣮ࡽホ౯࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ

㈈ົㅖ⾲
KWWSZZZWRKRNXDFMSMDSDQHVHGLVFORVXUHGLV
FORVXUHGLVFORVXUH

ղࠉᴗィ࣮࣋ࢫ⤌ࡳ᭰࠼ࡓศࡾࡸࡍ࠸㈈ົ
ㅖ⾲ࢆ㛤♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊࢫࢸ࣮ࢡࢫ࣍ࣝࢲ࣮ࡽ᭦
࡞ࡿホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㈈ົ࣏࣮ࣞࢺ
KWWSZZZEXUHDXWRKRNXDFMSNHVVDQUHSRUWUH
SRUWKWPO

KWWSVZZZXWRN\RDFMSMDDERXWSXEOLF
UHODWLRQV,5,5KWPO

ղࠉࢫࢸ࣮ࢡࢫ࣍ࣝࢲ࣮㈈ົሗࢆࡼࡾศࡾࡸ
ࡍࡃ㛤♧ࡍࡿࡓࡵࠊ௧㸰ᖺᗘⓎ⾜ணᐃࡢ㈈ົࣞ
࣏࣮ࢺ㸦௧ඖᖺᗘỴ⟬ศ㸧࠾࠸࡚ࠊᅜ❧Ꮫἲ
ேィᇶ‽ᇶ࡙ࡁసᡂࡋࡓ㈈ົㅖ⾲ࢆࠊᴗィ
࣮࣋ࢫ⤌ࡳ᭰࠼࡚㛤♧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮

ᖺᗘ∧⤫ྜሗ࿌᭩࡛ࠊᅜ❧ᏛἲேമࡢⓎ⾜ࢆ
ど㔝ධࢀࠊ⤒Ⴀయ┦ᛂࡋ࠸㈈ົㅖ⾲ྥࡅ࡚ࠊ
ࡲࡎࡣࠊᴗィ㏆࡙ࡅࡓ㈚ᑐ↷⾲࣭ᦆ┈ィ⟬
᭩ࢆసᡂࡋබ⾲ࡋࡓࠋሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡣࠊࡇࡢ㈈ົㅖ
⾲ࢆඖࠊ⤒Ⴀయ࡞ࡿᐉゝࡋࡓᮾிᏛࡀࠊ
Ꮫࡢᶵ⬟ᣑᙇక࠺᪂ࡓ࡞┈ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᥈ࡿ
ጼໃࢆ♧ࡋࠊ⌧⾜ไᗘࡢၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤫ྜሗ࿌᭩ࡣ㒊ࢆⓎ⾜ࡋࠊᮏᏛ+3ࡶᥖ㍕ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

⤒Ⴀ༠㆟ࡢᏛእጤဨࡽࡣࠕ㠀ᖖࢃࡾࡸࡍ
࠸ࠖࠕ࡚ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡉࢀࡓࠖࠕᑐヰࡢ
ࢶ࣮ࣝࠖࡋ࡚㧗ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᴗ㛵
ಀ⪅ࡸᑓ㛛ᐙࠊᏛ㆑⤒㦂⪅➼ࡽࡣࠕ⤒Ⴀࡢⱞࡋࡉ
⦕ࡢ࡞࠸ᅜ❧Ꮫᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀ㦫࠸ࡓࠖᏛ
ࡢ㈈ົ≧ἣ㛵ᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

ᴗ

⏝࣮ࢠࣝࢿ࢚ۑ㔞ࢹ࣮ࢱ
࣭ព⩏࣭┠ⓗ࣭࣭࣭ᮏᏛ࡛ࡣἲ௧ཬࡧ᮲ࡼࡾᆅ
⌫ ᬮᑐ⟇ࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ᢚไࡢ♫ⓗ㈐
௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᮍ᮶ୡ௦ࡶᆅ⌫⎔ቃࢆ
ඹ᭷ࡍࡿࠖ࠸࠺ᮏᏛࡢᇶᮏ⌮ᛕᇶ࡙ࡁ㸪࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᾘ㈝ᢚไᑐࡋ୰㛗ᮇⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
࣭ෆᐜ࣭ᡭẁ࣭࣭࣭Ꮫෆᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮
⏝㔞ࢆᢕᥱ࣭බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⏝㔞ࡢᢚไ
ཬࡧ┬࢚ࢿᑐࡍࡿព㆑ၨⓎࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞
ᡭẁࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪྛ✀⏝㔞ࡢࢹ࣮ࢱබ⾲
ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᮇ㛫࣭࣭࣭ᖹᡂᖺ┬࢚ࢿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タ
ࡋ࡚බ⾲ࡢෆᐜࡣኚ࠼࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚ሗࢆබ⾲ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

85$➼ࡀඹྠ◊✲ඛೃ⿵ᴗࠕᡓ␎ⓗ⏘Ꮫ㐃ᦠ⤒
㈝ࠖࡢㄝ࣭᫂΅ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥᶵᵓࡀ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿඹྠ◊✲࡛ࡣ㛫᥋⤒
㈝┦ᙜ㢠ࡋ࡚┤᥋⤒㈝ࡢ㸲㸮㸣௨ୖࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ

ۑ㟁ຊ⏝㔞ࡢぢ࠼ࡿ
࣭ព⩏࣭┠ⓗ࣭࣭࣭ୖグྠࡌ
࣭ෆᐜ࣭ᡭẁ࣭࣭࣭ᒸᒣ㸪ࡍࡎࡅྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ࡢ࡞ᘓ≀㟁ຊ㔞ィࢆタ⨨ࡋ㸪ྛᘓ≀ࡢࣇࣟࡈ
ࡢ㟁ຊ⏝㔞ࢆᏛෆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㸦ࣜࣝࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸸㸱㸮ศẖ᭦᪂㸧
࣭ᮇ㛫࣭࣭࣭ᖹᡂᖺ㟁ຊぢ࠼ࡿࢆᑟධࡋ࡚௨
᮶⥅⥆ࡋ࡚බ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮

㈈ົㅖ⾲࠾ࡅࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࡢ㛤♧ཬࡧࠊᮏᏛ
ࡢᙉࡳࡸ≉Ⰽ࡞ࢆࡲࡵࡓ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂ

ᆅඖᴗࠊಖㆤ⪅➼

⌮ࡼࡿᆅඖᴗࡸಖㆤ⪅ࡢᮏᏛࡢྲྀ⤌ࡢㄝ᫂
ࡢ୰࡛ࠊ㈈ົሗࡢぢ࠼ࡿࢆ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࢆά⏝
ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋᙜヱ࣏࣮ࣞࢺࡣࠊᅜ༠ࡢศᯒᡭἲ
ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩍ⫱㛵ಀ⤒㈝ࡸࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈࡢ㈈
ົሗࢆグ㍕ࡍࡿ࡞௧ඖᖺᗘෆᐜࢆๅ᪂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

ᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕ࠊ
ᴗࠊ୍⯡බ㛤
ᴗ➼

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
㸦༞ᴗ⏕ࠊಖㆤ⪅ࠊ
ᴗ➼㸧

ᮏᏛࡢ㈈ົሗࡸ⤒Ⴀ≧ἣຍ࠼ࠊᮏᏛࡀᒎ㛤ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡢ⌮ゎࡢಁ㐍➼ࡼࡾࠊᐤ㝃ࡸእ㒊㈨
㔠➼ࡢቑຍ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㈈ົሗࢆྵࡵᡓ␎ⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࡇࡶ࠶
ࡾࠊᇶ㔠ࡢཷධ㢠ࡀ๓ᖺᗘࡽᖜቑຍࡋࡓࠋࡑ
ࡢࠊඹྠ◊✲ࡢཷධ㔠㢠ࡶ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࡛
᭱㢠࡞ࡗࡓࠋ

KWWSVZZZXHFDFMSDERXWSXEOLFLQIRRSHQKWP
O

⤫ྜሗ࿌᭩

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㈈ົሗ㛤♧

KWWSVZZZWVXNXEDDFMSSXEOLFUHSRUW

ࠉ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡋࠊᇶ㔠άື࠾࠸࡚ᴗゼ
ၥࡍࡿ㝿㓄ᕸࡍࡿࡇࡼࡾࠊᐤ㝃㔠➼ࡢቑຍࢆ
ᅗࡗࡓࠋ
⤫ྜሗ࿌᭩࠾ࡅࡿ㒊ᒁูࡢᦆ┈㢠᥎⛣

ࠉࢥࣟࢼ⚝ࡢᙳ㡪ࡼࡾゼၥ⮬⢔ࢆࡋࡓࡓࡵࠊ᳨ド
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣࠋ

KWWSVZZZJXQPDXDFMSZS
FRQWHQWXSORDGV]DLPXBUHSRUW+SGI

ᦆ┈ᕪࡢࡳࡢᥖ㍕༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖺᗘ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈝⏝┈᪉ࢆබ⾲ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ

KWWSZZZFKLED
XDFMSJHQHUDOGLVFORVXUHDQQRXQFHILOHVDQQRX
QFHLQWHJUDWHGUHSRUWSGI

ㄝ᫂⏝ࡋࡓ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺ
KWWSVZZZLEDUDNLDFMSJHQHUDOLQIRGLVFORVXU
HFRUSRUDWHILQDQFLDOILQDQFLDOUHSRUWBSGI

ୖグࡢᮏᏛ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢண⟬࣮࣋ࢫ࡛ࡢࢥࢫࢺศ
ᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊẸ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࡢ㛫᥋⤒㈝ྜቑ
ࡢỴᐃ⮳ࡗࡓࡀࠊୖ㏙ࡢ㏻ࡾศᯒ⤖ᯝࡢヲ⣽ࡣᏛ
እࡣබ⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࡛ࡶᚋ㏙ࡍࡿ࠾ࡾࠊᏛእබ⾲ࡍࡿሙྜࡣࠊ
࢜ࣇࢩࣕࣝ࡞㈈ົㅖ⾲࣮࣋ࢫ࡛ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ⪃࠼ࡿࡀࠊᅇᮏᏛ࡛⾜ࡗࡓண⟬࣮࣋ࢫࡢሗ
ᇶ࡙ࡃศᯒࡣࠊᏛෆ࡛ࡢ⟶⌮ィⓗ࡞┠ⓗࡢࡓࡵ
సࡽࢀ࡚࠸ࡿሗࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ
ࡑࡢࡲࡲᏛእබ⾲ࡍࡿࡇ㐺ࡋࡓᙧࡢሗ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡢࡼ࠺Ꮫእ♧ࡍࡣࠊ᭦࡞ࡿ᳨ウࢆせ
ࡍࡿࠋ
⏘ᴗ⏺
Ꮫ⏕

࠙⏘ᴗ⏺ᑐࡋ࡚ࠚ
እ㒊㈨㔠ẚ⋡ࡼࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢ◊✲άືࢆ⾜࡞࠺ୖ
࡛⏘ᴗ⏺ࡢ㈉⊩ᗘࡀࡁ࠸ࡇࢆ♧ࡍ୍᪉ࠊཷク࣭
ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡼࡿ≉チᶒࡢ⏦ㄳ௳ᩘࡸ◊✲ᡂᯝ
ࡢ♫ࡢ㑏ඖ≧ἣࡼࡗ࡚ࠊ♫ࡸ⏘ᴗ⏺ᑐࡍ
ࡿ㈉⊩ᗘࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋࡓࠋ
࠙Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࠚ
ዡᏛ㈝ẚ⋡ࡸᮏᏛ⊂⮬ࡢ≉ᚅ⏕ไᗘࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡍࡇ
࡛ࠊពḧ⬟ຊࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀ⤒῭≧ἣ㛵ࢃࡽࡎ
ಟᏛࡢᶵࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ≧ἣ࠶ࡿࡇࢆศࡾࡸ
ࡍࡃ⾲ࡋࡓࠋ

࠙⏘ᴗ⏺ࠚ
KWWSVZZZQDJDRNDXWDFMSDQQDL]DLPXBM\RKR]
බ⾲ࡀ௧ඖᖺ᭶࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋࡓẚ DLPXILOHVGDLNDPLNLUHSRUWSGI
㍑ࡣฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ➨ᅄ༙ᮇࡢඹྠ◊✲ࢆ௧ඖ
ᖺᗘࠊ௧ᖺᗘ࡛ẚ㍑ࡍࡿࠊ௳ᩘ࣭ཷධ㢠ࡶ
௧ᖺᗘࡀࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ꮫ⏕ࠚ
ධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱࡢච㝖⏦ㄳ⪅࣭ච㝖ᐇ⦼ࡶቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫእᑐࡍࡿࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡢዲࡘ࠸࡚
ᑐ㇟⪅
ෆᐜ
ᮏᏛྠ❆㸦Ꮫ
࠙ぢ࠼ࡿࡋࡓᣦᶆ➼ࠚ
㒊࣭Ꮫ㝔㸧ࡢ㐃 ࠕᮏᏛࡢ㈈ᨻ≧ἣࠖ㈨ᩱ
⤡༠㆟
௧ඖᖺᗘⓎ⾜ࡢ㈈ົሗ࿌᭩㸦+ᴗᖺᗘศ㸧ᩍ
Ỵ⟬ ண⟬≧ἣ
ᴗࠊ⮬యࠊᏛ
⏕ࠊࡑࡢ㛵㐃ᶵ㛵 ⫱࣭◊✲࣭デ⒪せࡍࡿ⤒㈝ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ྛ
⤒㈝ࡣศᯒᡭἲ➼ᐤࡽ࡞࠸ࠊ⡆᫆ⓗ࡞⟬ฟ᪉ἲ
ࡼࡿ㸧
Ꮫ㈨㈇ᢸ⪅ࠊྠ❆
㸦2%㸧ࠊ୍⯡බ㛤

ᡂᯝ
࠙ᡂᯝ㸸ᐤ㝃㔠ࡢቑຍࠚ
ࠉᏛ㒊ྠ❆ཬࡧᏛ㝔ྠ❆ᙺဨࡢ㐃⤡༠㆟
ࡀ࠶ࡾ
ẖᖺ Ꮫ㛗ཬࡧᢸᙜ⌮➼ࡽᮏᏛࡢ≧ἣ
㈈ົሗ࿌᭩ࡢ⯡ⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡዲホࢆ㡬
࠸࡚࠸ࡿࠋ

㈈ົㅖ⾲➼ࡢࠊ㈈ົⓗഃ㠃ࡽᮏᏛࡢάື≧ἣ
ࢆศࡾࡸࡍࡃᥖ㍕ࡋࡓࠕ㈈ົࢀࡱ࣮ࠖࢆᮏᏛ:HE
ࢧࢺ࠾࠸࡚ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᏛ࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ
ሗࢆᗈࡃ♫Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ㈈ົศᯒ
㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㈈ົࢀࡱ࣮ࠖ࠾࠸࡚ࠊᮏᏛྠつ
ᶍ⛬ᗘࡢᏛࡢ㈈ົᣦᶆ㸦እ㒊㈨㔠┈⋡ࠊᩍ⫱
⤒㈝⋡➼㸧ᇶ࡙ࡃ㈈ົ≧ἣࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᖺᗘࡣࠊྠࢀࡱ࣮ୖグ㸯࡛グ㍕ࡢࢥࢫࢺศᯒ
⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶ᪂ࡓ㏣ຍࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

85/➼
+3ࡣᮍබ㛤
KWWSVZZZVKLQVKX
XDFMSJXLGDQFHSXEOLFDWLRQVXPPDU\ILQDQ
FLDOBUHSRUWKWPOKWPOSDJH 
㈈ົ㛵ࡍࡿሗ
KWWSVZZZNDQD]DZD
XDFMSXQLYHUVLW\M\RXKRXNRXNDL]DLPX

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࡇࢁࡢࡓࡵ㸪
ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓゝ࠼ࡿࡶࡢࡣࡲࡔ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᴗ➼

ࠉඹྠ◊✲ᐇక࠺⟶⌮⤒㈝㸦㛫᥋⤒㈝㸧ࡢྜ
ࢆࠊᙧែูྍどࡋࠊ㈝⏝ࡢ㏱᫂ᴗ➼㸦ཷ
┈⪅㸧㐺ṇ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭⟶⌮⤒㈝㸦㛫᥋⤒㈝㸧⋡ࡣ୍ᚊࡽࠊ௨ୗࡢ
࠾ࡾᨵṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉ  ㏻ᖖࡢඹྠ◊✲ࠉ
ࠉ  ⤌⧊ᑐᛂᆺࡢඹྠ◊✲ࠉ
ࠉ  ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࠉᅜෆඹྠ◊✲ࡢ⟶⌮⤒㈝⋡ࡢ
ಸ

ࠉඹྠ◊✲ᐇక࠺⟶⌮⤒㈝㸦㛫᥋⤒㈝㸧ࡢ㏱᫂
ࢆᅗࡗࡓࡇ࡛ࠊᴗ➼ᑐࡋࠊ⟶⌮⤒㈝ࡢ㈇ᢸ
ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ⌮ゎࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࠊ㐺ษ࡞
⟶⌮⤒㈝ࡢ☜ಖ⧅ࡀࡗࡓࠋ

⚟ەᏛ㹆㹎㸦ඹྠ◊✲ไᗘ㸧㸸
ඹྠ◊✲࠾ࡅࡿ࣮࣮࣡ࣞࢺ᪉ᘧࡢᑟධ⟶⌮⤒
㈝㸦㛫᥋⤒㈝㸧⋡ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚㸦࠾▱ࡽࡏ㸧

ඹྠ◊✲┦ᡭඛ

ᖹᡂ㹼ᖺᗘ㈈ົㅖ⾲ࢆඖ◊✲άືಀࡿ┤᥋
ⓗࠊ㛫᥋ⓗ࡞⤒㈝ࢆ⟬ฟࡋࠊ┤᥋ⓗ⤒㈝ᑐࡋ࡚㛫
᥋ⓗ⤒㈝ࡀ⣙࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ᰿ᣐࡢ୍ࡘࡋ
࡚ࠊඹྠ◊✲ࡢ㛫᥋⤒㈝⋡ࡢᘬࡁୖࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㛫᥋⤒㈝⋡ࡢᘬࡁୖࡆࡣ௧ᖺᗘ௨㝆ࡢࡓࡵࠊᐇ㝿 KWWSVZZZRUFKLGJLIX
ඹྠ◊✲㛫᥋⤒㈝ࡢཷධቑࡀᫎࡉࢀࡿࡢࡣᖺ XDFMSQHZVGHWDLOKWPO
ᗘ௨㝆࡞ࡿࠋ
࡞࠾ࠊቑศࢆά⏝ࡋ࡚ⱝᡭᩍဨࡸ,5ᢸᙜ85$ࡢ㞠⏝
⤒㈝ࠊඹྠ◊✲ಁ㐍ᴗࡢᣑ➼࡚ࡿࡇࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢἼཬຠᯝࡶぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ

୍⯡බ㛤

㈈ົㅖ⾲ࡢ≉➹㡯グ㍕ࠊࢢࣛࣇ࣭⤒ᖺ⾲グ➼

ホ౯ྥୖ
⤒Ⴀ༠㆟ࢆጞࡵࡍࡿྛ㆟࠾࠸࡚ࠊỴ⟬ࡢㄝ
᫂㈨ᩱࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊእ㒊㈨㔠ࡢቑຍ≧ἣ࡞
ࢆࢢࣛࣇ࡚☜ㄆࡋࡓጤဨࡼࡾ㧗ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ

㈈ົࢹ࣮ࢱࡽぢࡓ㈡Ꮫ
KWWSVZZZVKLJD
XDFMSLQIRUPDWLRQLQIRBSXEOLFLQIROHJDO
SXEOLFLQIRUPDWLRQOHJDOSXEOLF
LQIRUPDWLRQBILQDQFLDO

୍⯡බ㛤

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᮏᏛࡢάືࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵ
࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡉࡽ࡞ࡿᨭࢆࡧ㎸ࡴࡇࢆ┠ⓗࡋ
࡚ࠊ௧ඖᖺᗘࡽ㈈ົሗ㠀㈈ົሗࢆ⤖ࡧ
ࡅࡓࠕ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࠖࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫእࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡽࠕࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
ࡢᑐヰࢆ㔜どࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠖዲホࢆᚓ࡚࠾
ࡾࠊᮏᏛࡢホ౯ྥୖࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㈈ົ࣏࣮ࣞࢺ㸦㜰Ꮫ+3㸧
KWWSVZZZRVDND
XDFMSMDQHZVWRSLFV

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
⯡

ᮏᏛ࡛ࡣࠊᖺࠕ⤫ྜሗ࿌᭩ࠖࢆึࡵ࡚సᡂ
ࡋࠊࠕࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡘ࠸
࡚ࡢグࢆ㸰࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖺ∧ࡶྠᵝ
ࡢグࢆᥖ㍕ணᐃ㸧ࠋ

ᮏᏛ࡛ࡣࠕࢩࣥࢲࢩ࣏ࣥࠖ⛠ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮ྥࡅㄝ᫂ࢆᐇࡋࠊᙜヱグࡘ࠸࡚⤂ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊᩍ⫱◊✲ࢥࢫࢺᑐࡋ࡚♫ඹ᭷ࢆ῝
ࡵࡿዎᶵ࡞ࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

KWWSVZZZNREHXDFMSLQIRSXEOLF
LQIRLULQGH[KWPO

ಖㆤ⪅➼㸪⏘ᴗ⏺

Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕᗈᓥᏛᆅᇦ᠓ㄯ
ࠖ࠾࠸࡚㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡸᏛ⏕⏕ά㸪ᑵ
⫋࣭࢟ࣕࣜᨭ➼ేࡏ࡚㈈ົ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡋ㸪ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᗈᓥ┴ෆࡢᴗ⤒Ⴀ⪅ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㛗ࢆ
ᑐ㇟㸪ᮏᏛࡢ㈈ົ≧ἣ࣭άື≧ἣ➼ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸ᮏᏛࡢᐤ㝃㔠ቑ⤖ࡧࡅࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ
࡚㸪ࠕᗈᓥᏛࡀ㌍ືࡋᗈᓥࡢᆅࢆάᛶࡉࡏࡿᇶ
㔠ࠖ᥎㐍㛗ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

ࠕᗈᓥᏛᆅᇦ᠓ㄯࠖࡘ࠸࡚㸪௧ඖᖺᗘࡣす
᪥ᮏࡢሙ࡛ᐇࡋ㸪㛤ദᚋࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣཧຍ⪅
ࡢ㸣௨ୖࡀẁ㝵ࡢ௨ୖࢆᅇ⟅ࡋ㸪㧗࠸‶㊊ᗘࢆ
ᚓࡓࠋ
㛗ࡢ㛤ദ➼ࡶ࠶ࡾ㸪ࠕᗈᓥᏛࡀ㌍ືࡋᗈᓥ
ࡢᆅࢆάᛶࡉࡏࡿᇶ㔠ࠖࡢᐤ㝃ᐇ⦼ࡣቑຍࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸦+൨㸪+൨㸪5ඖ൨㸧

ᗈᓥᏛᆅᇦ᠓ㄯ
KWWSVZZZKLURVKLPD
XDFMSQ\XJDNXFKLLNLNRQGDQNDLB
㈈ົሗ࿌᭩
KWWSVZZZKLURVKLPD
XDFMSDERXWSXEOLFBLQIRRWKHUBSXEOLFBLQIRILQ
DQFLDOBDIIDLUV

୍⯡බ㛤
㸦ᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕ࠊಖ
ㆤ⪅ࠊ⮬యࠊᴗ
➼㸧

㹙ぢ࠼ࡿࡋࡓሗ㹛
㈈ົㅖ⾲➼ࠊᏛࡢάືෆᐜࠊ㒊ᒁูࢭࢢ࣓ࣥࢺ
ሗ➼
㹙┠ⓗ࣭㊃᪨㹛
Ꮫࡢ㈈ᨻࠊ㐠Ⴀ≧ἣࡢ୍⯡බ㛤
㹙ᡭẁ㹛
㆟➼࡛ࡢሗ࿌ࠊᏛ+3බ㛤

࣭Ꮫࡢ㈈ᨻࠊ㐠Ⴀ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮ᑐࡋ࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡛ࠊ♫ⓗホ౯
ࡢྥୖࡸ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ㉁ࡢྥୖࡀᅗࡽࢀࡿࠋ

KWWSVZZZWRNXVKLPD
XDFMSIVB]DLPXKRXNRNXSGI

୍⯡බ㛤

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢㄝ᫂ࡢᐇ

KWWSVZZZNDJDZD
XDFMSLQIRUPDWLRQRXWOLQH]DLPX

Ꮫ⏕
ಖㆤ⪅

Ꮫࡢ㈈※ࡢ≧ἣ
Ꮫ⏕୍ே࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱㈝➼

ᖺᗘࡣࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢㄝ᫂ࡸᴗࡢಶ
ูㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࡇ࡛Ꮫࡢ㈈ົᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋ
ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸦Ꮫ⏕
㸭ᚋ➼㸧ࡢពぢࢆᫎࡋࡓ3'&$ࢧࢡࣝࡢᵓ⠏

୍⯡බ㛤

ᣦᶆ㸸ே௳㈝ẚ⋡࣭Ꮫ⏕ᙜࡓࡾᩍ⫱㛵ಀ⤒㈝࣭ᩍဨ
࠶ࡓࡾ◊✲⤒㈝࣭እ㒊㈨㔠ẚ⋡
┠ⓗ㸸㈈ົ≧ែ㐠Ⴀ≧ἣࡢබ⾲
ᡭẁ㸸⤒ᖺẚ㍑
ᮇ㛫㸸+㹼+ᖺᗘ

㈈ົሗࡢࡶࠊ㠀㈈ົሗࢆྛࠎࡢࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮ྥࡅࡓ㡯❧࡚ࡋ࡚ᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᕞᏛࡢ⌮ゎྥୖ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕞᏛ㈈ົ࣏࣮ࣞࢺ
KWWSVZZZN\XVKX
XDFMSMDXQLYHUVLW\SXEOLFDWLRQUHSRUW

ྛ✀ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡚ࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢᦆ┈ィ⟬᭩ཬ
ࡧ࡞ᖐᒓ㈨⏘ࢆබ⾲㸦௧ඖᖺ㸷᭶㸧ࠋ

┠ぢ࠼ࡓᡂᯝ➼ࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

KWWSVZZZNDJRVKLPD
XDFMSDERXWVHJPHQWSGI

KWWSVZZZXIXNXLDFMSZSZS
FRQWHQWXSORDGVඹྠ◊✲࠾ࡅࡿ࣮࣮࣡ࣞࢺ᪉
ᘧࡢᑟධ㛫᥋⤒㈝⋡㸦㛫᥋⤒㈝㸧ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸
࡚㸦࠾▱ࡽࡏ㸧SGI

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ㛵ࡍࡿᨵၿࡍࡁࡘ࠸࡚
ᑐ㇟⪅
ෆᐜ
Ꮫෆ㸸ᩍ⫋ဨ
࠙Ꮫෆࠚࡼࡾヲ⣽࡞㈈ົሗࢆྵࡴࠕ㒊ᒁ࣏࣮ࢺ
Ꮫእ㸸ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ ࣇ࢛ࣜ࢜ࠖࢆ㒊ᒁ➼ᥦ౪ࡋࡓࡾ㸪ࠕ㒊ᒁ࣏࣮ࢺ
ࢲ࣮
ࣇ࢛ࣜ࢜ࠖࢆά⏝ࡋࡓࡼࡾ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿண⟬㓄ศ
➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠙Ꮫእࠚࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢຠᯝⓗ࡞ሗ㛤♧
㸦ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ྰᐃⓗ࡞ຠᯝ
సᴗࡢᐇక࠺ົ㈇ᢸࡢቑ➼

ᨵၿ᪉⟇➼

≉࡞ࡋ

ᖹᡂ㸱㸮ᴗᖺᗘࢭࢢ࣓ࣥࢺሗぢ࠼ࡿ㈨ᩱ࠾
࠸࡚ࠊ㈈ົㅖ⾲グ㍕ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆࠊࡉࡽ
ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫཬࡧ㝃ᒓᏛᰯᅬ⣽ศࡋࠊྛ㈈ົᣦ
ᶆ࠾ࡅࡿྛ࢟ࣕࣥࣃࢫཬࡧ㝃ᒓᏛᰯᅬࡢഴྥศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
௧ඖᴗᖺᗘࢭࢢ࣓ࣥࢺሗぢ࠼ࡿ㈨ᩱ࠾࠸
࡚ࡣࠊྛ㈈ົᣦᶆ࠾ࡅࡿྛ࢟ࣕࣥࣃࢫཬࡧ㝃ᒓᏛ
ᰯᅬࡢഴྥศᯒຍ࠼ࠊྛ࢟ࣕࣥࣃࢫཬࡧ㝃ᒓᏛᰯ
ᅬࡢ≉Ⰽࡸᙉࡳ࣭ᙅࡳ➼ࡢഴྥศᯒࢆ㏣ຍࡍࡿࠋ

ᙺဨ࣭ィᢸᙜ⫋ဨ

ࠗࢭࢢ࣓ࣥࢺሗぢ࠼ࡿ㈨ᩱ࠘ࡋ࡚ࠊ㈈ົㅖ⾲
グ㍕ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆࠊࡉࡽྛ࢟ࣕࣥࣃࢫཬ
ࡧ㝃ᒓᏛᰯᅬ⣽ศࡋࠊᩍဨᩘ➼ࡢ㠀㈈ົሗࢆ
⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊᩍ⫱◊✲ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ
ᚲせ࡞㈈ົᣦᶆࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
ᙜヱ㈨ᩱࡣࠗᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿᡓ␎ⓗ࣭
ຠᯝⓗ࡞Ꮫෆࡢ㈨㔠㓄ศ࣭ᢞ㈨࠘ཬࡧࠗࢫࢸ࣮ࢡ࣍
ࣝࢲ࣮ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗ࡞ሗබ㛤ཬࡧᗈሗ࠘ά⏝
ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᙺဨ௨እ

ᮏᏛࡣయࡢつᶍࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ㒊ᒁࢆ⣽ศࡍࡿ
ࡇࡼࡾே௳㈝ᑐ㇟⪅ࡀྡࡢ㒊ᒁࡶ࠶ࡾࠊᣨศ๓
ࡢࢹ࣮ࢱࡽಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ

Ꮫෆ࣭Ꮫእ
㸦㈈ົㅖ⾲ࡢㄞ⪅㸧

ᮏᏛ࡛ࡣࠊᖹᡂᴗᖺᗘࡢ㈈ົㅖ⾲ࡽࠊࡼࡾヲ
ࡋ࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆᏛእᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆ⣽ศࡋ࡚㛤♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ❧Ꮫἲேィᇶ‽࡛ࡣࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࡢ㛤♧
㛵ࡍࡿィୖᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᮏᏛ࡛ࡣᏛ
⏕⣡㔠┈ࢆࠊ୍⯡ⓗ࡞ィࡢ࣮ࣝࣝᚑ࠸ࠊᙜ
ヱ┈ࢆᚓࡓࢭࢢ࣓ࣥࢺ㸦Ꮫ⏕ࡀᡤᒓࡍࡿᏛ㒊ࡢࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ㸧ィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᕥグࡢ࠾ࡾᏛ⏕⣡㔠┈ࢆィୖࡍࡿࠊᏛ㒊ࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺࡢᦆ┈ࡣ㯮ᏐࠊᏛ㒊௨እ㸦㝃ᒓ㝔ࢆ㝖
ࡃ㸧ࡢᦆ┈ࡣ㉥Ꮠ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢㄞ⪅ࡽㄗゎࢆᣍࡃᜍࢀࡀ࠶
ࡿࠋ

㒊ᒁ㛗ࠊィᢸᙜ⫋
ဨ

ᴗົ㈝⏝࣭┈ࠊᅛᐃ㈨⏘ྲྀᚓ㢠ࠊእ㒊㈨㔠ཷධ
㢠ࠊே௳㈝➼ࡘ࠸࡚ἲே௨㝆ࡢ᥎⛣ࢆศᯒࡋࠊ
Ꮫ⏕ᙜࡓࡾᩍ⫱⤒㈝ཬࡧᩍဨᙜࡓࡾ◊✲⤒㈝ࢆ⟬ฟ
ࡋࡓࠋ

ᘓ≀᪂Ⴀࠊ⅏ᐖᪧࠊ㏥⫋ᡭᙜ➼ࡢ≉Ṧせᅉࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⤒ᖺẚ㍑ࡢጉࡆ࡞ࡿࡋ࡚㞟ィࡽ㝖እࡍ
ࡁࠊࡢពぢࡀከࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࠕぢ࠼ࡿࠖࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓࢥࢫࢺࡀࠊ㒊
ᒁẖࡢ≉Ⰽࢆ⪃៖ࡋࡓ༑ศ࡞᳨ド࡞ࡋࠊᏳ᫆ண
⟬㓄ศࡸᏛ㒊ูᤵᴗᩱ᳨ウࡢᮦᩱࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ
ྍ⬟ᛶᑐࡍࡿᏳࡢኌࡀከࡃᣲࡀࡗࡓࠋ

ࢹ࣮ࢱసᡂ⪅

ศᯒᡭἲࡘ࠸࡚

Ꮫ㛫ࡢẚ㍑࠸࠺࣐ࢡࣟⓗ࡞どⅬ࡛ࡣຠᯝࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠼ࡿࡀࠊᏛෆ࡛ࡢศᯒ࠸࠺࣑ࢡࣟⓗ࡞どⅬ࡛
ࡣᣨศࡀከ࠸ࡓࡵࠊᮏᙜࡗࡓࢥࢫࢺࡀ࠼ࡗ
࡚ぢ࠼ࡎࡽࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᑠつᶍ㒊ᒁࡘ࠸࡚ࡣࠕᏛᨭ⤌⧊ࠖࡋ࡚ࡲ
ࡵ࡚ே௳㈝ࢆィୖࡍࡿ࡞ࡋࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸
ࡼ࠺࡞ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿᙜࡾࠊᢞධࡋࡓࢥࢫࢺࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊࡑࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡘ࠸࡚ᅗࡿᣦᶆࡢタᐃ

ᕥグࡢㄗゎࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺Ꮫ⏕⣡㔠┈ࢆᏛ㒊
ࡽᏛ㒊௨እࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺண⟬ᇳ⾜࠶ࢃࡏ࡚㓄㈿
ࡋࡓሙྜࠊྛࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢᦆ┈ࡣᆒ⾮ࡍࡿࡇ࡞
ࡿࡀࠊィୖࡢฎ⌮ࡀ㠀ᖖ↹㞧࡞ࡾᏛࡢỴ⟬
ᴗົከ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠊ┈ࢆ⋓ᚓࡋࡓࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ␗࡞ࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺᏛ⏕⣡㔠┈ࢆィ
ୖࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮ࡀṇࡋ࠸
ィฎ⌮࡞ࡢၥࡀṧࡿࠋ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ࠾ࡅࡿᏛ⏕⣡㔠┈
➼ࡢィୖࡘ࠸࡚ࠊྛᏛࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤫୍ⓗ
࡞ᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

࡞ࡾ↹㞧ࡣ࡞ࡿࡀࠊᏛෆ࡛ࡢ⤒Ⴀᨵၿ➼ࡘ࡞
ࡆࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࢥࢫࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃධࡘ࠸࡚ࡶ
ࢹ࣮ࢱࡀᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢥࢫࢺࡢ㈈
※ࡘ࠸࡚ࡶᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
࠼ࡤࠊࢥࢫࢺࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࠾ࡅࡿᩍဨே௳
㈝ࡢィୖ➼ࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘࡢ㒊ᒁවົࡋ࡚࠸ࡿᙜ
ヱᩍဨࡢே௳㈝ィୖࡢ⪃࠼᪉ࡸࠊእ㒊㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢ
ᣨศ᪉ἲ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ྰᐃⓗ࡞ຠᯝࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊᏛෆ࡛ࡢぢ࠼ࡿࢆ⾜
࠺୰࡛ࠊᅜ❧Ꮫ≉᭷ࡢィฎ⌮㸦ᦆ┈ᆒ⾮ࠊฟ㈨
⪅ࡓࡿᅜࡀᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡁᅛᐃ㈨⏘ࡢィฎ⌮㸧
ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢⱞ៖ࡋࡓࠋ
ᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕ࠊ
ᴗࠊ୍⯡බ㛤
Ꮫෆ㸸ᩍ⫋ဨ
Ꮫእ㸸୍⯡බ㛤
㸦Ꮫෆ㸧ᙺဨࠊᩍ⫋
ဨ

ᙺဨ࣭ᩍ⫋ဨ
Ꮫ⏕ࡢ∗ཬࡧᏛእ
⪅

Ꮫෆ㆟ጤဨ㸦ᙺ
ဨࠊᏛ㛗ࠊ㒊ᒁ
㛗ࠊົ㒊ࡢ㛗➼㸧

⤫ྜሗ࿌᭩

≉࡞ࡋ

≉࡞ࡋ

࣭㝃ᒓ᫂⣽࠾ࡅࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࡘ࠸࡚ࠊᏛ㒊
ู⾲♧ࡋࡓࠋ
࣭㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡋࠊ+3ᥖ㍕ࡋࡓࠋ
ᖺࠎቑຍࡍࡿ✵ㄪタഛࡢಟ⧋㈝ࢆ㒊ᒁู࡛ぢ࠼ࡿ
ࡋࠊᴗົ㐩ᡂᇶ‽ࡢ㐺⏝ࢆྵࡵࡓ୰㛗ᮇィ⏬ᇶ࡙
ࡃᏛෆᨭࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࠉヨ⾜ⓗ㛤ጞࡋࡓࡤࡾ࡛ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊᨵၿࡍ
ࡁࡣ≉ẁ࡞࠸ࠋ
ྛ㒊ᒁࡈࡢᴗົ㈝⏝㸦ᩍ⫱⤒㈝ࠊ◊✲⤒㈝➼㸧ཬ
ࡧᴗົ┈㸦㐠Ⴀ㈝㔠ࠊᏛ⏕⣡㔠➼㸧ࢆ㈈ົ
ㅖ⾲ᇶ࡙ࡁᏛෆ㆟ཬࡧ㹆㹎ࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ
ࡋ࡚බ⾲ࠊཪࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡚ಖㆤ⪅㈈
ົ≧ἣࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ྰᐃⓗ࡞ຠᯝࡣ≉ẁ࡞ࡗࡓࠋ

Ꮫࡢ≧ἣࡶ☜ㄆࡋࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞᪉ἲࡸ࣏࣮ࣞ
ࢺࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

Ꮫࡀ୍ඖ⟶⌮ࡍࡿே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣㅖ㆟➼࡛♧
ࡉ࡞ࡗࡓࡀࠊ♧ࡋ࡚ḧࡋ࠸᪨ࡢᣦࡀ୍㒊࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ

ே௳㈝ࡢ㒊ᒁูࢥࢫࢺࡢබ⾲ࡘ࠸࡚ࡣࠊィୖᇶ‽
ࡸேဨ⟶⌮≧ἣ➼ࡶ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡞ࡀࡽᢸᙜ㒊㛛
බ⾲᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ

Ꮫෆ࡛ࡢሗඹ᭷ࡣᅗࢀࡓࡀࠊࢥࢫࢺศᯒࡼࡿ㈝
⏝ᑐຠᯝࡢ᳨ド➼ࡸᏛእࡢ✚ᴟⓗ࣭ᡓ␎ⓗ࡞ሗ
ᥦ౪ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮇᚅࡋࡓຠᯝࡣᚓࡽࢀ
࡞ࡗࡓࠋ

ศᯒ᪉ἲࡢ☜❧ศᯒෆᐜ࣭⤖ᯝࡢά⏝࣭බ⾲᪉ἲ
➼ࢆᨵࡵ᳨࡚ウ୰ࠋ

ᖺࡢせ㒊ᒁࡢ㈝⏝ᵓᡂ

࡞ࡋ

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࡇࢁࡢࡓࡵ㸪
ຠᯝࡣࡲࡔศࡾࡲࡏࢇࠋ
ࢥࢫࢺࢆ㞟ィࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࢆࡢࡼ࠺ά⏝
ࢥࢫࢺᩍ⫱◊✲➼ࡢᡂᯝࡢ⤖ࡧࡘࡅ࡞ࠊ┠ⓗ
ࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࢆᚓࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ➼ࠊၥ ᛂࡌࡓศᯒᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㢟ព㆑ࡢ㔊ᡂࡲ࡛⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࢥࢫࢺࡢࡳᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣋ࢿࣇࢵࢺࡢどⅬ ၥ࡚ᅇ⟅
ࡀ࡞࠸ࠋ%6࡛࠸࠼ࡤ㈇മࡢࡳࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛ࠊ࠼ࡗ࡚♫ᑐࡋ࡚ㄗゎࢆ⏕ࡴࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ

ᙺဨฟᖍ⪅

ぢ࠼ࡿࡋࡓᣦᶆ㸸ࢭࢢ࣓ࣥࢺูࢥࢫࢺ㸦Ꮫ⏕ᙜࢥ
ࢫࢺࠊᩍဨᙜࢥࢫࢺྵࡴ㸧
┠ⓗ㸸⤒Ⴀุ᩿⏝࠸ࡿᣦᶆࡍࡿࡓࡵ
ᡭẁ㸸ࠕศᯒᡭἲヨࠖࡼࡾ⟬ฟ
ᮇ㛫㸸ᖹᡂ㹼ᖺᗘ
ᑐ㇟⪅ᩘ㸸ྡ

࣭ࠕศᯒᡭἲヨࠖࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᯝࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢ
ࢥࢫࢺࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࢆ⤒Ⴀุ
᩿⏝࠸ࡿࡓࡵࡣḟࡢẁ㝵ࡋ࡚ࠊࢥࢫࢺᩍ
⫱࣭◊✲➼ࡢᡂᯝ㸦࢘ࢺࣉࢵࢺ㸧ࢆᑐẚࡉࡏࠊ㈝
⏝ᑐຠᯝࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

Ꮫෆ㆟ጤဨ

Ꮫ㒊ูࡢ⤒㈝ࡢᇳ⾜≧ἣ

Ꮫෆ㸦ᇳ⾜
㒊㸧ࠊᏛእ⪅

࠙Ꮫෆࠚᩍ⫱࣭◊✲࣭㸦デ⒪ࢥࢫࢺ㸧ྜ
࠙Ꮫእࠚ㔜Ⅼᨭศ㢮ẖࡢᩍ⫱࣭◊✲࣭デ⒪ࢥࢫࢺ
ྜ

⤒㈝ࡢᇳ⾜≧ἣࡢሗඹ᭷ࢆ⾜࠸ࠊࢥࢫࢺព㆑ࡢྥ
ୖᐤࡋࡓࡶࡢࡢࠊ⤒Ⴀᨵၿࡸ⤒㈝⠇ῶࡣ⮳ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠙Ꮫෆࠚྠࢢ࣮ࣝࣉෆࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ሙྜࠊᙜ↛࡞ࡀ
ࡽྛἲேࡼࡾ┠ᶆ࣭ྲྀ⤌ෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ༢⣧
ᩘ್ẚ㍑ࡔࡅ࡛ศᯒุ࣭᩿ࢆ⾜࠺ࡣሗࡋ࡚
ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ᏛእࠚᮏᏛࡢࡼ࠺デ⒪ࢥࢫࢺࡀ⏕ࡌ࡞࠸Ꮫࡶ
୍ᚊᩘ್ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊṇ☜࡞ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ
ࡎㄗゎࢆᣍࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ᙺဨ

⌧Ⅼ࡛ࡣᙺဨࡢሗ࿌ࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
㒊ᒁูࡢᩍ⫱◊✲ࢥࢫࢺᮏᏛࡀ㔜せ⪃࠼ࡿᣦᶆ
㸦ᡂᯝ㸧ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
㝃ᒓ᫂⣽᭩㸦㸧ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ㛤♧➼ࡼࡿࢭࢢ࣓
ࣥࢺࡈࡢᴗົᦆ┈ࡢබ㛤

Ꮫෆእ

Ꮫ㛗ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᇳ⾜㒊ࡢ⤒Ⴀุ᩿㈨ࡍࡿࣞ࣋
ࣝࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⢭ᗘࡢྥୖࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
௧ඖᴗᖺᗘࡼࡾ୍⯡㐠Ⴀ㈝㔠ࢆྵࡵࠊྍ⬟
࡞㝈ࡾࢭࢢ࣓ࣥࢺูᴗົᦆ┈ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡋ
ࡋࠊᏛࡢ≉ᛶୖࠊᴗົᦆኻࡢⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࢭࢢ࣓
ࣥࢺࡀせ࠸࠺ࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊᴗົᦆ┈
ࢆ⤒Ⴀᨵၿ➼┤᥋ⓗά⏝ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡿࠋ

࣭Ꮫෆ᳨࡛ウࡢୖࠊࢥࢫࢺᑐẚࡉࡏࡿᩍ⫱࣭◊✲
➼ࡢᡂᯝࡋ࡚ࡢᣦᶆࢆỴᐃࡍࡿࠋ

࠙Ꮫෆࠚ࡞ࡋ
࠙Ꮫእࠚࠕ㔜Ⅼᨭศ㢮ࠖࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡿᅜ
❧Ꮫࡢ㈈ົศᯒୖࡢศ㢮㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧ࠖࢆྜࢃࡏ
ࡓẚ㍑᪉ἲࡍࡿࠋ

᳨ウ୰

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢィᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚㛤♧᪉ἲ➼ࢆ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ㛵ࡍࡿᨵၿࡍࡁࡘ࠸࡚
ᑐ㇟⪅
ෆᐜ
Ꮫෆ
㸯㸮ᖺ㛫ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢ┈⤒㈝ࡢ᥎⛣➼ࢆࢢ
ࣛࣇࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࠊᏛෆ࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ
ᙺဨࠊᩍ⫋ဨ
㹙ぢ࠼ࡿ࠶ࡓࡾ᳨ウࡋࡓሗ㹛
㒊ᒁูࡢᩍ⫱࣭◊✲ࢥࢫࢺ
㹙┠ⓗ࣭㊃᪨㹛
ᩍ⫋ဨࡢࢥࢫࢺព㆑ࡢྥୖࠊண⟬㓄ศ➼ࡢά⏝
㹙ᡭẁ㹛
⤒Ⴀᡓ␎㆟➼࡛ࡢ㆟ㄽ

ྰᐃⓗ࡞ຠᯝ

࣭ẚ㍑ࢹ࣮ࢱࡀ๓ᖺᗘࡢࡳ࡛ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊഴྥࡀぢ
࠼ࡃ࠸ࠋ
࣭ᣨศ➼࡛⟬ฟࡋࡓࢥࢫࢺࡢಙ㢗ᛶࠋ
࣭㈝⏝ᑐຠᯝࡢ♧ࡋ᪉㸦ఱࢆຠᯝࡍࡿࡢ㸧ࡀ㞴
ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࢆබ⾲ࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠺⤒Ⴀุ
᩿άࡍࡢࡀ㔜せࠋ

ᨵၿ᪉⟇➼
Ꮫෆ࡛ඹ᭷ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ᭷ຠ࡞ά⏝᪉ἲࢆᶍ⣴୰࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ᚋࡢ᳨ウ㡯㸧
࣭㈈ົሗࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࢆάࡋࡓᏛయࡢ
⤒Ⴀィ⏬ࡢぢ࠼ࡿࠋ
࣭⥅⥆ⓗ࡞⤒ᖺẚ㍑ᇶ࡙࠸ࡓࠊഴྥᑐ⟇ࠋ
࣭ᡂᯝᣦᶆࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸ࡓ㒊ᒁูࡢ㈉⊩ᗘࠋ
࣭㈈ົሗࢆண⟬㓄ศ➼ࡢ⤒Ⴀุ᩿ά⏝ࠋ
ࠉࠉЍ⌧Ⅼ࡛ࠊࢀࡶ᳨ウ୰࡛ᡂᯝࡣ࡞ࡋࠋ
༢୍ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡣ⤌⧊༢ࡀᑠࡉࡍࡂࡿࡓࡵ㐺ษ
ホ౯࡛ࡁ࡞࠸㈝⏝ࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊ⤌⧊༢ࢆᏛ
⩌ࠊᏛᇦ➼࡛ྲྀࡾࡲࡵࡿ᪉⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫෆ㸦㒊ᒁ㛗ࠊ㒊ᒁ
ෆࡢᩍဨཬࡧィᢸ
ᙜ⫋ဨ➼㸧

ᣦᶆ㸸ࢭࢢ࣓ࣥࢺู⤒㈝༊ศู㈝⏝ィୖ㢠
┠ⓗ㸸Ỵ⟬ሗࡢᏛෆඹ᭷
ᡭẁ㸸⤒ᖺẚ㍑
ᮇ㛫㸸+㹼+ᖺᗘ

」ᩘࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࢃࡓࡾάືࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡢே௳
㈝ࡀ༢୍ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺィୖࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ➼
ࡼࡾࠊ㐺ษホ౯࡛ࡁ࡞࠸㈝⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᙺဨཬࡧᏛ㛗⿵బ➼

Ꮫෆࡢ㆟࡛ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࢆ㆟㢟ࡋ࡚ࢹࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㈈ົィୖࡢ⤒㈝ᩍဨάືศᯒ⤖ᯝࡢ⤖ࡧࡅ
㸦ࢥࢫࢺࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢぢ࠼ࡿ㸧

ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺୰࡛ࠊẚ㍑ྍ⬟ᛶࡢ㞴ࡋࡉ
➼ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ

ᏛෆࠉᏛእ

㈈ົ࣏࣮ࣞࢺࡼࡿྛᏛࡢ㈈ົᣦᶆẚ㍑

ẖᖺࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᅜ❧Ꮫἲேࡢศ㢮㸦ࢢ
࣮ࣝࣉ㸧ࡢ୰࡛ྠつᶍᏛࡢ㈈ົᣦᶆࢆẚ㍑ࡋࠊ㈈
ົ࣏࣮ࣞࢺᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢᏛ
ࡢつᶍࡶࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ༑ศ࡞ẚ㍑ᑐ㇟
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

Ꮫෆ㸦ᩍ⫋ဨ㸧ཬࡧ
Ꮫእ㸦ྛ✀ࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮㸧

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡚ࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢᦆ┈ィ⟬᭩ཬ
ࡧ࡞ᖐᒓ㈨⏘ࢆබ⾲㸦௧ඖᖺ㸷᭶㸧ࠋ

ᏛෆཬࡧᏛእࡽពぢ➼ࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ᙺဨ➼

ศᯒ⤖ᯝࡢᩘ್ᑐࡍࡿホ౯ᇶ‽ࡀ↓ࡃࠊᣦᶆࡋ
࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࢥࢫࢺᑐࡍࡿࠕᡂ
ᯝࠖࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉෆእၥࢃࡎࠊᮏᏛྠつᶍࡢᏛࢆࡶࡗ࡚
㈈ົᣦᶆࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡗ࡚┿᭷┈࡞ࢥࢫࢺࡢぢ࠼
ࡿࡘ࠸࡚ࠊศᯒ᳨࣭ウ୰ࠋ

ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚
ྲྀ⤌≧ἣ
㛤ጞ㸦ணᐃ㸧ᮇ
⌮⏤
ᚋᐇࡍࡿ
௧㸰ᖺᗘ
࣭๓㏙ࡢࠕ㒊ᒁ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠖ
ࡘ࠸࡚㸪຺ᐃ⛉┠ࣞ࣋ࣝࡢỴ⟬
ሗ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛㸪ࡼࡾᐇ
ຠᛶࡢ࠶ࡿྛ㒊ᒁ➼ࡢ⤒Ⴀᡓ␎⟇
ᐃࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
࣭ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ྥࡅࡓሗ
㛤♧ࡢᐇࢆ┠ⓗ㸪Ꮫࡢࣅ
ࢪࣙࣥ㸪ᨵ㠉ᵓ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫయ
ไ㸪㈈ົሗ➼ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆ㞟
⣙ࡋࡓࠕ㈈ົሗ࿌᭩ࠖࢆసᡂ࣭බ
⾲ࡍࡿࠋ
᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

ㄢ㢟
సᴗࡢᐇక࠺ົ㈇ᢸࡢቑ
➼

ࡑࡢࡈពぢ
㸫

ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࡣ
ࢭࢢ࣓ࣥࢺ㸦Ꮫ㒊࣭㝃ᒓタ࣭㝃
ᒓᏛᰯ➼㸧ูࢥࢫࢺศᯒࢆ⾜࠺
ᵝᘧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᏛࡣ㐨ෆ
ྛᆅᇦ㸳࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭㸯㸯㝃ᒓ
Ꮫᰯᅬࢆ᭷ࡍࡿ༢⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢẚ㍑࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺෆ࡛ࡢ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫẖ➼ࡢẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ
᭷ຠ࡞ண⟬㓄ศ➼ࡢά⏝ࡀྍ⬟
࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᮏᏛ࠾࠸࡚ࡣࠕ୰㛫
ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࢆ┤᥋ά
⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᏛ⊂⮬ࡢ
ࠗࢭࢢ࣓ࣥࢺሗぢ࠼ࡿ㈨ᩱ࠘
ࢆ᭦Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊࠕ୰㛫ࡲ
ࡵࠖࢆά⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࡸ⟬
ᐃ᪉ἲ➼ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ᮏᏛࡣࠊ㸯Ꮫ㒊㸯ㄢ⛬㸱࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࠊ㸰Ꮫ⛉㸰࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡍ
ࡿ༢⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ
ͤᩍ⫱Ꮫ㒊
ࠉࠐᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬㸦ᮐᖠᰯ࣭᪫ᕝ
ᰯ࣭㔲㊰ᰯ㸧
ࠉࠐᅜ㝿ᆅᇦᏛ⛉㸦ภ㤋ᰯ㸧
ࠉࠐⱁ⾡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᩥᏛ⛉㸦ᒾ
ぢἑᰯ㸧

≉࡞ࡋ

㸫
ᐇ᪉ἲ㸪බ⾲᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウ
୰ࡢࡓࡵ
ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࢆ
⏝࠸ࡓᩘ್ࢆసᡂࡋ㸪ά⏝᪉ἲ࠾
ࡼࡧබ⾲⠊ᅖࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰
࡛࠶ࡿࡓࡵ

㸫
ᮏᏛࡢᐇ༶ࡋࡓศᯒ᪉ἲࡢ᳨
ウࡀᚲせ
㓄㈿࣮ࣝࣝࢆ」㞧ࡍࢀࡤࡍࡿ
ປຊࢆせࡍࡿ୍᪉㸪⊂⮬ࡢᩘ್
࡞ࡾ㸪㓄㈿࣮ࣝࣝࡢጇᙜᛶࡘ
࠸࡚ᑐእⓗ࡞⌮ゎ࣭⣡ᚓࢆᚓࡽࢀ
ࡿࡀᠱᛕࡉࢀࡿⅬ

㸫
㸫

㸫

ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࠾࠸࡚ࡣ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫ㛫ࡢẚ㍑ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㸰Ꮫ
⛉࠾࠸࡚ࡣ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢẚ
㍑ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㸰Ꮫ⛉
ࡶྵࡵࡓẚ㍑ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
㈈ົᣦᶆࡢ⿵ṇ᪉ἲ➼ࢆ᳨ウࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

᳨ウ୰
ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ
௧㸰ᖺᗘ

᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

᳨ウ୰

㸫

Ꮫࡢዲࡸά⏝ࢆཧ⪃
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏᏛ࡛ࡢࠕࢥࢫࢺࡢ
ぢ࠼ࡿࠖࡼࡿศᯒᡭἲࡢά⏝
ࢆៅ㔜᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ

Ỵ⟬ᴗົᦠࢃࡿᮏᏛࡢேⓗ㈨※
ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡢỴ⟬
ᴗົእࡢࠕࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࠖ
ಀࡿศᯒసᴗࢆඃඛⓗ⾜࠼࡞࠸
ᐇࡀ࠶ࡿࠋ

᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

ᖺᗘ୰Ꮫෆᑐࡍࡿࢥࢫࢺࡢ
ぢ࠼ࡿࡋ࡚ࠊᩍဨࡢᩍ⫱◊✲
㈝ࡢぢ࠼ࡿࢆᐇࡍࡿணᐃࠋ

Ꮫእᑐࡍࡿࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࢆ 㸫
⾜࠺࠶ࡓࡾࠊᏛ⊂⮬ࡢ)7(ㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ᳨ウ࣭ᐇ㛫ࢆ
せࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

᳨ウ୰

㸫

㸫

㸫

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

ᡭἲࡢ␃ពⅬࡸㄽⅬࡢᩚ⌮ࡀᚲせ
࡞ࡓࡵ
ᮏࢺࣛࣝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ᱁
ⓗศᯒࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࡓࡵ

㸫

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

ࠉࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ
➼ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾࠊே௳㈝➼
ࡶྵࡵࡓࠊࡼࡾᐇែ㏆࠸ᩍ⫱⤒
㈝࣭◊✲⤒㈝ࢆྍど࡛ࡁࡿࡓ
ࡵࠋ

≉ࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢᩘᏐࢆฟࡍ㝿
ࡢࠊᐇែ㏆ࡃୟࡘศᯒ㐺ࡋࡓ
⟬ฟ᪉ἲࡢ᳨ウࡀᚲせ
ࠉࢥࢫࢺࡢᏛ㛫ࡢẚ㍑ࡘ࠸࡚
ࡶ᳨ウࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࢥࢫࢺࢆ
⟬ฟࡍࡿୖ࡛Ꮫ࡛⤫୍ࡍࡁ
㒊ศࠊྛᏛࡢ㔞ጤࡡࡿ㒊
ศࡢఫࡳศࡅࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

ẖᖺᗘⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕ㈈ົ࣏࣮ࣞ
ࢺࠖࡢぢ┤ࡋࢆྵࡵ࡚ᑐᛂࢆ᳨ウ
୰࡛࠶ࡿࠋ

㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࡢ༊ศࡣࢭࢢ࣓
ࣥࢺ㛤♧ࡣᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ꮫ
㝃ᒓᏛᰯࡢ㸰༊ศ㸧ࡀࠊぢ࠼ࡿ
ࡢ⣽࠸㒊ᒁ༊ศࡲ࡛ࡣᑐᛂࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᨭᡶ➼ࡢヂࢹ࣮
ࢱࢆ㸯௳ࡎࡘᡭసᴗ࡛㒊ᒁศࡅࡋ
࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࡛సᴗ㛫ࡀ
㛗ᮇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࠊࢥ࣮ࢻయ⣔ࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウ
ࡍࡿ㝿ࡣࠊῶ౯ൾ༷➼ࡢ๓ᖺᗘ
ࡽࡢ⧞㉺ࡀ࠶ࡿ຺ᐃᙳ㡪ࡋ࡞
࠸ࡼ࠺ࠊ㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣋ࣥ
ࢲ࣮☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

ᮏᏛࡣᑠつᶍࡢᏛ࡛࠶ࡾࠊィ
ᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡀᑡ࡞࠸
ࡓࡵࠊຠᯝⓗ࡞㛤♧᪉ἲ➼ࡢ
ࢹࡘ࠸࡚ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡢ⥲ྜᏛ➼࡛ຠᯝⓗ࡞➼
ࡀ࠶ࢀࡤࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸
࡛࠶ࡿࠋ

᳨ウ୰
᳨ウ୰
ᐇணᐃ࡞ࡋ

㸫
㸫
㸫

㸫
㸫
⟬ᐃ᪉ᘧࡀศࡾࡃࡃࠊ⢭⦓ᛶ
Ḟࡅࡿࡓࡵࠋ

㸫
㸫
Ꮫෆእබ⾲ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᏛ
⊂⮬ࡢ᳨ド࣭⟬ᐃ᪉ἲࡢ᳨ウ➼ࡀ
ᚲせ࡞ࡿࠋ

㸫
㸫
ᩍဨே௳㈝➼ࡢᩍ⫱࣭◊✲⤒㈝
ࡢ㓄㈿ࡣࠊᐇែ༶ࡋࡓ⟬ฟࡣᅔ
㞴ᛮࢃࢀࡿࠋ

຺ᐃ⛉┠ࡢ⪃࠼᪉ᴗ┠ⓗู࡛
⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿண⟬⛉┠ࡢ⪃࠼᪉
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᡭἲ㸦⛉┠༊ศࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆྵࡴͤ㸧ࡘ࠸࡚ࡶేࡏ
࡚ࡈ᳨ウ࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᖾ࠸࡛ࡍࠋ
ࠉͤࠕࡼࡃࢃࡿࠉᅜ❧Ꮫἲே
ィᇶ‽࠙➨㸶∧ࠚ㸦᪂᪥ᮏ᭷㝈
㈐௵┘ᰝἲேࠉ⦅㸧ࠖ3ୖẁᅗ
ࡢ⌮ⓗ࡞⛉┠ᵓ㐀➼

㸫

ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚
ྲྀ⤌≧ἣ
㛤ጞ㸦ணᐃ㸧ᮇ
⌮⏤
ูࡢ᪉ἲ࡛ᐇ῭ࡳ ௧ඖᖺᗘ
ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࡢ
⟇ᐃ௨๓ࡼࡾࠊ⊂⮬ࡢᡭἲࡼࡿ
ศᯒࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠋ

ㄢ㢟
㸫

௧ᖺ⛅㡭බ⾲ࡍࡿ㈈ົ࣏࣮ࣞ 㸫
ࢺᥖ㍕ணᐃࠋ
ྲྀ⤌ࡢ᭷↓ࠊ㛤ጞᮇࢆྵࡵࠊᏛ ≉࡞ࡋ
ෆ᳨࡛ウ୰
⟬ฟࡉࢀࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡢጇᙜᛶ 㸫
ࡢุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠋ

ࡑࡢࡈពぢ
Ꮫእྥࡅ࡚ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ࠾
࠸࡚ࠊ㒊ᒁࢭࢢ࣓ࣥࢺูࡢᩘ್ࢆ
⤫୍ᵝᘧⴠࡋ㎸ࡳࠊྛᏛᶓ
୪ࡧẚ㍑ࡍࡿ᪉ἲࡼࡾศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᏛẖつᶍࡶ
⤌⧊ᵓᡂࡶ␗࡞ࡿ୰࡛ࠊᏛ㛫࡛
⣧⢋࡞ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡿࠋ
ᶓ୪ࡧ࡛ฟࡋࡓᩘᏐࡀࠊእ㒊ࡽ
ྛᏛࡢ≉ᚩࢆ⪃៖ࡏࡎศᯒࡉ
ࢀࠊ༷ࡗ࡚Ꮫ┈ࢆࡶࡓࡽ
ࡍࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
㒊ᒁูࡢヲ⣽࡞ᩘ್ࢆ⏝࠸ࡓศᯒ
ࡣᏛෆྥࡅ࡚ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ
␃ࡵࠊᏛእྥࡅ࡚ࡢࠕぢ࠼ࡿ
ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱࣭◊✲ᡂᯝ
➼㠀㈈ົሗ㈈ົሗࢆ⧊ࡾ
ࡐࠊᵝࠎ࡞❧ሙࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮ᑐࡋࠊᏛࡢάືᐇែࢆศ
ࡾࡸࡍࡃ⾲⌧ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

᳨ウ୰

㸫

᳨ウ୰

㸫

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

⌧ᅾࠊᮏᏛࡣ㈈ົㅖ⾲࡛ࢭࢢ࣓ࣥ 㸫
ࢺሗࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᏛ
㒊ࡈࡢᦆ┈ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ᅾࡣࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ
ࡢసᡂࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ௧ᖺᗘ୰ࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ
ࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ㒊ࡈ
ࡢᦆ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

᳨ウ୰
ᐇ῭ࡳ

㸫
㸫

࣭ே௳㈝࣭≀௳㈝ࡢ⟶⌮᪉ἲ
࣭ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢタᐃ᪉ἲ

㸫

᳨ウ୰
᳨ウ୰

㸫
௧㸱ᖺᗘ

㸫
ୖグ࠾ࡅࡿグ㍕ཧ↷

᳨ウ୰
ᐇணᐃ࡞ࡋ

㸫
㸫

㸫
+ᖺᗘ㹼௧ඖᖺᗘࡲ࡛ࡢࢥࢫࢺ
ศᯒ㸦⤒ᖺẚ㍑㸧㈨ᩱࡋ࡚ά⏝
ࡍࡿࡓࡵ
ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ
ᮏᏛ࠾ࡅࡿࢥࢫࢺ⟶⌮ࡢㄢ㢟
ࡢ㛫㞳ࡀ࠶ࡿࡓࡵ
㸫
ୖグࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ㛵ࡍࡿ
ᨵၿࡍࡁࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾ᳨
ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ
㸫
ᮏᏛࡣ༢୍ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢሗࡽࡢ㈈ົศ
ᯒ࡛㊊ࡾࡿࠋࡲࡓࠊᦆ┈ィ⟬᭩ୖ
ࡢ㈝⏝ࡢ⤒ᖺẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㈈ົ
ศᯒࡋ࡚᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡶከ
ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ㈈※༢࡛ࡢண⟬⋓
ᚓ㢠ཬࡧᨭฟ㢠ࡢ⤒ᖺศᯒࡢ࠺
ࡀࠊᑗ᮶ྥࡅࡓ㈈ᨻᵓ㐀ᨵ㠉
ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࡀ㧗࠸⪃៖ࡉࢀࡓ
ࡵࠋ

㸫
㸫

ᐇணᐃ࡞ࡋ

㸫
⏝࣮ࢠࣝࢿ࢚ۑ㔞ࢹ࣮ࢱ
࣭ព⩏࣭┠ⓗ࣭࣭࣭ᮏᏛ࡛ࡣἲ௧
ཬࡧ᮲ࡼࡾᆅ⌫ ᬮᑐ⟇
㸫

㸫
ᢞධࡋࡓࢥࢫࢺᑐࡍࡿࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫᣦᶆࡘ࠸࡚ࡶࠊ᳨ウࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸫
࣭ᅜ❧Ꮫἲேඹ㏻ࡢ᪥ᖖᴗົ
࠾ࡅࡿヂࡢ࣮ࣝࣝࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ
Ꮫ㛫ࡢ㈈ົሗࡢᶓ᩿ⓗ࡞ẚ㍑
ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ࠼
ࡤࠊᮏᏛࡣ3),㸦ᘓ≀⥔ᣢ⟶⌮㸧
ಀࡿ㈝⏝ࢆ㢠୍⯡⟶⌮㈝ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ㠃✚࡛ྛ⤒㈝㸦ᩍ⫱⤒
㈝࣭◊✲⤒㈝࣭ᩍ⫱◊✲ᨭ⤒
㈝୍࣭⯡⟶⌮㈝㸧ᣨศィୖࡍࡿ
᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ᥇⏝ࡍࡿヂࡼࡗ
࡚ྛ⤒㈝ࡢࢥࢫࢺࡀࡁࡃኚࢃࡾ
ᚓࡿࠋ
ヂࡢ࣮ࣝࣝࡀྛᏛ࡛␗࡞ࡾࠊ
ࡉࡽࠊ⌮ㄽ್ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ⤖
ᯝ࡛ࠊࢥࢫࢺࡀぢ࠼ࡿࡍࡿࡣ
⪃࠼ࡃ࠸ࠋ

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

Ꮫእᑐࡍࡿࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿ
㈨ࡍࡿሗ㸦ே௳㈝ࢆྵࡵࡓᩍ⫱
㛵ಀ⤒㈝࡞㸧ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡽࠋ

࢟ࣕࣥࣃࢫ༢ࡢඹ㏻ⓗ࡞⤒㈝
ࡘ࠸࡚ࠊᮏ㒊ࡀ࠶ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ᒓࡍࡿᏛ㒊⊂❧ࡋࡓ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ᒓࡍࡿᏛ㒊㛫࡛㓄㈿㢠ࡢࡁࡉ
ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ⣧⢋࡞ᩍ⫱◊✲ࡢ
ࢥࢫࢺࡢ⟬ฟᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢥࢫࢺᑐᛂࡍࡿ┈ࡀ
ィᇶ‽ୖࡣ㈝⏝ᑐᛂࡀᇶᮏ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊᨭࡢศᯒ
ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

≉࡞ࡋ

᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

㒊ᒁẖࡢỴ⟬ሗᩍ⫱◊✲➼ࡢ
ᡂᯝ࣭ᐇ⦼➼ࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࡑࡢ⤖ᯝࡽࠊヨ⾜ⓗᏛෆ
㈨※㓄ศࢆᐇ ணᐃ㸧

≉࡞ࡋ

≉࡞ࡋ

᳨ウ୰

௧㸲ᖺᗘ௨㝆

Ꮫእࡶྵࡵ࡚ṇࡋࡃࢥࢫࢺࢆ㛤♧
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㈈ົሗࡢ⢭ᰝ
㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵࠋ

ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈே௳㈝ࢆィୖࡍ
ࡿࡓࡵࠊᩍဨே௳㈝ࢆ୍ேࡎࡘ
ົྜᛂࡌ࡚⟬ฟࡍࡿࡇࡀ
㞴ࡋ࠸ࠋ

㸫

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

ࢥࢫࢺ࠾ࡅࡿຠ⋡ᛶ࣭⏕⏘ᛶࡢ
ศᯒࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠋ

ே௳㈝ࢆᩍ⫱࣭◊✲ࢥࢫࢺ࠺
㓄ศࡍࡿࠋ

㸫

㸫
ศᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࡓே௳㈝ࡢྛ⤒㈝
㸦ᩍ⫱⤒㈝࣭◊✲⤒㈝࣭ᩍ⫱◊✲
ᨭ⤒㈝୍࣭⯡⟶⌮㈝㸧ࡢᣨศ
ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⌮ㄽⓗ࡞ࡶࡢࡍ
ࡂࡎࠊእ㒊㈨㔠࡛㞠⏝ࡉࢀࡓᩍ⫋
ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱእ㒊㈨㔠㸦⿵
ຓ㔠࣭ᐤ㝃㔠➼㸧ࡢᒓࡍࡿ⤒㈝༊
ศ㢠ィୖࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ⌮ㄽ
್ᐇ⦼್ࡢ㞳ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ᇙࡵࡿࡇࡀᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡿࠋ

㸫
≉࡞ࡋ
ᚋࠊᏛࡢືྥཬࡧά⏝᪉ἲ
ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃண
ᐃࠋ
㸫

ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚
ྲྀ⤌≧ἣ
㛤ጞ㸦ணᐃ㸧ᮇ
⌮⏤
᳨ウ୰
௧㸱ᖺᗘ
࣭ศᯒ⤖ᯝࡘ࠸࡚Ꮫࡢẚ
㍑ࡶ⾜࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࠊᏛࡀࡢ
ࡼ࠺࡞ᡭἲ࡛ศᯒࡍࡿࡢ≧ἣࢆ
▱ࡾࡓ࠸ࡓࡵࠋ
࣭ᩍဨே௳㈝ࡘ࠸࡚ࠊົᐇែ
ἢࡗࡓྜ࡛ศ㢮ࡍࡿࡶࡢࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࡢᢕᥱࢆ
ࡢࡼ࠺⾜࠺᳨ウࡀᚲせ࡞ࡓ
ࡵࠋ

ㄢ㢟
ᩍဨே௳㈝ࡘ࠸࡚ࠊົྜ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵㄪᰝࡀᚲせ࡞
ࡾࠊࡢࡼ࠺⾜࠺᳨ウࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

ࡑࡢࡈពぢ
࣭㈈ົㅖ⾲␗࡞ࡿᩘᏐ࣭ᣦᶆࢆ
సࡿࡇ࡛ࠊ㏫ࢃࡾࡃࡃ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ศᯒᡭἲࡀࡲࡲࡽ࡞࠸୰࡛㛤
ጞࡍࡿࠊ㏵୰࡛ศᯒ᪉ἲࢆኚ᭦
ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡾࠊᡭ㛫ࡀవศࡿᠱᛕࡀ࠶
ࡿࠋ

᳨ウ୰

௧㸱ᖺᗘ

࣭ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡾ♧ࡉࢀࡓ
ศᯒᡭἲࡶྵࡵࠊࡢࡼ࠺࡞ᡭἲ
ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ᭱㐺
࣭ࢥࢫࢺࢆ⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝࢆࡢࡼ
࠺ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
➼ࡢ㡯ࡘ࠸࡚Ꮫࡋ࡚ࡢ᪉
㔪ࢆỴࡍࡿࡣ㛫ࢆせࡍࡿࡇ
ࡽࠊ⌧Ⅼ࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡶ㋃ࡲ
࠼ࡿࠊ᭱▷࡛ࡶ௧㸱ᖺᗘࡽ
ࡢ㛤ጞ࡞ࡿぢ㎸ࡲࢀࡿࡓࡵࠋ

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡣࠊᏛࡗ
࡚ࡣ᪂ࡓ࡞ᴗົࡢⓎ⏕࠸࠺ഃ㠃
ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡢ
ᐇࡾྥࡅࡽࢀࡿேⓗ࣭㛫
ⓗవ⿱ࢆࡢࡼ࠺ฟࡍࡿࡀ
ㄢ㢟࡞ࡿࠋ

㸫

ูࡢ᪉ἲ࡛ᐇ῭ࡳ

௧ඖᖺᗘ

ᮏᏛࡀ᥎㐍ࡍࡿࢺࣜࣉࣝࣆ࣮ࢡ
ࢳࣕࣞࣥࢪࡢᵓᇶ࡙ࡁࠊ㒊ᒁ
ู࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⣔ูࢭࢢ࣓ࣥࢺ
㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⌧ᅾࠊᖺෆࢆ┠㏵ࠊ㠀㈈ົሗ
ࡢ⤖ࡧࡅࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮫ㛫ࡢẚ㍑㈨ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃ
ྥࡅࠊ᩿᭦᪂ࢆ⾜࠸࡞ࡀ
ࡽࠊᐃᮇⓗබ⾲࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

᳨ウ୰

㸫

ࠉ⌧ᅾ᳨ウ୰࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊྑグࡢ
⌮⏤ࡼࡾࠊά⏝ࡣ㞴ࡋ࠸⪃࠼
ࡿࠋ

ࠉୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊࢥࢫࢺศᯒࡣࠊ 㸫
༢ࢥࢫࢺẖࡢ㔠㢠ࠊྜࢆ⟬ฟ
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡢጇᙜ
ᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
⪃࠼ࡿࡀࠊࢺࣛࣝࡣࠊᵝࠎ
࡞ࣃࢱ࣮ࣥᛂࡌࠊࢥࢫࢺࡢ⟬
ฟࠊศ㢮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑ
ࢀࡽࡢጇᙜᛶࡢ᳨ドࡀྵࡲࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
ࠉጇᙜᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ㛫࡛≉
Ⰽࡸ㈨⏘つᶍࡢᕪ␗࡞ࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⤫୍ⓗ࡞ᅜ❧Ꮫ
࠾ࡅࡿࢥࢫࢺࡢጇᙜᛶࡢ᳨ドゝ
࠺ࡇ⮬యࡶ㞴ࡋ࠸ᛮࢃࢀࠊ༢
⣧࡞ᶓ୪ࡧࡢẚ㍑ࡶ㐺ษࡣᛮࢃ
ࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉࡲࡓࠊୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊᏛእබ
⾲ࡍࡿሙྜࡣࠊ࢜ࣇࢩࣕࣝ࡞ᦆ
┈ィ⟬᭩➼ࡢ㈈ົㅖ⾲ࢆ࣮࣋ࢫ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅜ❧Ꮫ≉᭷ࡢィฎ⌮ࡀ࠶ࡾࠊ
ศᯒ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿ๓ィฎ
⌮࣭ไᗘࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࠊሗᥦ౪⬟ຊࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ
࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

᳨ウ୰

㸫

㸫

ᮏᏛࡣูἲே࡛࠶ࡿᏛඹྠ⏝
ᶵ㛵➼ࢆᇶ┙ࡋ࡚ᩍ⫱◊✲ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≉Ṧ࡞Ꮫ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊᚋࠊࡢࡼ࠺࡞ࢥࢫࢺࡢぢ
࠼ࡿࡀᮏᏛࡗ࡚᭷ຠ࡞ࡶࡢ
࡞ࡿࢆ᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ

㸫

᳨ウ୰

௧㸰ᖺᗘ

⤫ྜሗ࿌᭩ࠊศᯒᡭἲࢆཧ⪃
ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᩍ⫱ࢥࢫࢺࠊ◊✲ࢥ
ࢫࢺ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࡴணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

㸫

㸫

᳨ウ୰

௧㸲ᖺᗘ௨㝆

௧ඖᖺᗘࡼࡾヨ⾜ⓗ㈈ົሗ
ࡢぢ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊ
ࡢࡼ࠺㛤♧ࡋ࡚࠸ࡃᡭ᥈ࡾ≧
ែ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡍࡄࠕ୰㛫ࡲ
ࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᏛࡀᚋ㛤♧ࡋ࡚࠸
ࡃࡁሗྜ⮴ࡋࡓ㝿ᙜヱᡭ
ἲࢆ⏝࠸ࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ

㸫

㸫

᳨ウ୰

௧㸱ᖺᗘ

ศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫࢺᑐࡋ
࡚㸪Ꮫࡢዲࢆཧ⪃ࡋࡓ
࠸ࠋ≉ࡑࡢෆヂࡘ࠸࡚㸪ࡢ
ࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸫

㸫

᳨ウ୰

௧㸲ᖺᗘ௨㝆

ࠕࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࠖࡘ࠸࡚
ࡣࠊẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊඛ
ࡎࡣᏛෆ࡛ࡢࢥࢫࢺព㆑ࡢ㔊ᡂࢆ
ᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚋ㐣ཤࡢỴ⟬
ࢹ࣮ࢱ➼ࢆά⏝ࡋࠊᏛෆ࡛ࡢࢥࢫ
ࢺព㆑ࢆ㧗ࡵࡘࡘࠊᏛࡢືྥ
ࡶὀどࡋ࡞ࡀࡽࠕぢ࠼ࡿࠖࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࠕࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࠖࢆ⾜ࡗࡓᚋ
ࡢ⤖ᯝ㸦ࢹ࣮ࢱ㸧ࡢά⏝ࡀ㞴ࡋ
࠸ࠋ
ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢࡣ
ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡞ࡢ࡛ࠊྠつᶍ
ᏛࡢྠᏛ㒊ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࡛ࡁࡿ
⤌ࡳసࡾࡢ᳨ウࡶᚲせࠋ

ࠕࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࠖࢆ⤒Ⴀุ᩿
⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡲ࡛ࡣࠊᕥググ
㍕ࡋࡓ࠾ࡾࠊᏛෆࡢࢥࢫࢺព㆑
ࡢ㔊ᡂࡸࠊᏛࡢẚ㍑ศᯒࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛෆ㈨※㓄ศࡢㄪᩚ
➼ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛫ࡀᚲせ⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ῭ࡳ

௧㸰ᖺᗘ

௧㸰ᖺᗘࡽⓎ⾜ࢆணᐃࡋ࡚࠸
ࡿ⤫ྜሗ࿌᭩㸦௧ඖᴗᖺᗘ
ศ㸧ࠊศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫ
ࢺࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋࢥࢫࢺࡣ⟬ฟ῭ࡳ
࡛࠶ࡿࠋ

ࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡣ⾜࠺ࡀࠊࡑࡢ
ᐃ㔞ⓗ࡞ᡂᯝࡢᢕᥱ᪉ἲࡀㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ

㸫

᳨ウ୰

௧㸰㹼㸱ᖺᗘ

㸫

㸫

ᮏࣥࢣ࣮ࢺࡢዲࢆཧ⪃ࡋ
ࡓ࠸ࠋ

ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲ➼ࢆ⏝࠸ࡓࢥࢫࢺࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚
ྲྀ⤌≧ἣ
㛤ጞ㸦ணᐃ㸧ᮇ
⌮⏤
ᚋᐇࡍࡿ
௧㸰ᖺᗘ
ࠕ୰㛫ࡲࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࢆ
ཧ⪃ࡋࡘࡘࠊ⤒㈝༊ศࡀ᫂☜࡛
࡞࠸ே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ㒊ᒁࡈ
ࡢᩍဨᴗົ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࢆㄪᰝࡋ
ࡓୖ࡛ࠊࡼࡾᐇែ༶ࡋࡓ⤒㈝༊
ศศ㢮ࡍࡿ࡞ࠊᏛ⊂⮬ࡢィ
ୖᇶ‽ࢆタࡅࠊࡑࢀᇶ࡙ࡁࠊࢥ
ࢫࢺศᯒ࣭ぢ࠼ࡿࢆ⾜࠺ணᐃ࡛
࠶ࡿࠋ
ᐇணᐃ࡞ࡋ
᳨ウ୰
ᐇணᐃ࡞ࡋ

ᚋᐇࡍࡿ

㸫
㸫
㸫
㸫

௧㸰ᖺᗘ

ㄢ㢟
㸫

ࡑࡢࡈពぢ
㸫

ᮏᏛࡣ㸯◊✲⛉࡛࠶ࡿࡓࡵ
㸫
㸫
♫ࡢศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠋ

㸫
㸫
㸫
ၥྠࡌࠋ

㸫
㸫
㸫
Ꮫࡀࡶࡓࡽࡍ⤒῭ຠᯝࢆྍど
ࡋⓎಙࡋࡓ࠺ࡀࠊ᭷ຠ࡞ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ≉&RYLGࡢ≧ἣୗࠊ
≉ᆅ᪉࡛ࡣᏛࠊᏛ⏕ࡀࡶࡓࡽ
ࡋ࡚࠸ࡓ⤒῭ⓗ㟂せẼ࡙ࡃࡁࡗ
ࡅ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ♫
⛉Ꮫ⣔ࡢᩍဨࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ᡂ
ᯝࡶࡘ࡞ࡀࡿࡋࠊᅜ༠ࡶᐇ
ࡋࡓᨻ⟇ᥦࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸


ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕᏛ㒊࣭◊✲⛉➼ูࡢ㈈ົሗ
㠀㈈ົሗ㸦ᩍ⫱◊✲➼ࡢᡂᯝ࣭
ᐇ⦼➼㸧ࡢ㛤♧ࠖ᪩ᛴᑐᛂࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ

࣭ே௳㈝ࢆ⟬ᐃࡍࡿୖ࡛ࡢົ
ྜࡘ࠸࡚ࠊࠕศᯒᡭἲヨࠖ
࠾࠸࡚⏝ࡉࢀࡓࠕᏛ➼࠾ࡅ
ࡿࣇࣝࢱ࣒⟬ࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ
ㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࡀࠊᮏᏛࡢᐇែ༶
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ѝᩍဨಶேࡀࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖ࡛
ົྜࢆሗ࿌ࡋࠊࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ࢥ
ࢫࢺィ⟬࡛ࡁࡿࡼ࠺యไࢆᩚഛࡍ
ࡿࠋ

㸫

࣭᪂つᘓ≀ࡢ❹ᕤࡀࢥࢫࢺ࠼
ࡿᙳ㡪ࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࠋ
Ѝタᩚഛ㈝ࡼࡾྲྀᚓࡋࡓᅛᐃ
㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅛ
ᐃ㈨⏘ࢆಖ᭷ࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ
࡞ࡃᏛᮏ㒊ィୖࡍࡿࠋ

ᚋᐇࡍࡿ

௧㸰ᖺᗘ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕᏛ㒊࣭◊✲⛉➼ูࡢ㈈ົሗ
㠀㈈ົሗ㸦ᩍ⫱◊✲➼ࡢᡂᯝ࣭
ᐇ⦼➼㸧ࡢ㛤♧ࠖ᪩ᛴᑐᛂࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ

⌧ᅾࠊᅜィᇶ‽࡛ồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࡢ㛤♧ࡣࠊ㝃
ᒓ㝔ࠊ㝃ᒓᏛᰯࠊᏛ㸦ᕥグ௨
እ㸧࡛࠶ࡾࠊࢥࢫࢺぢ࠼ࡿࡢᇶ
♏࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊࢭࢢ࣓
ࣥࢺࢆࡑࢀ௨ୖ⣽ศࡍࡿࡇ
ࡢᑐᛂࡀ୍㒊㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࠊᜏᖖⓗぢ࠼ࡿࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ㈈ົᢸᙜࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊྛ㒊ᒁᑐࡋ࡚ࡶヲ⣽࡞ࢭࢢ
࣓ࣥࢺࢆព㆑ࡋࡓண⟬⟶⌮ࢆồࡵ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

୰㛫ࡲࡵࡢ୰ࠗࠕྛᏛ୍࡛
ᖺ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓᩍ⫱ࡸ◊✲➼
ࡿࢥࢫࢺࡢᐇ⦼ࡀࡢ⛬ᗘ࡛
࠶ࡗࡓࠖ࠸࠺ᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࠕྛᏛ࡛ᩍ⫱ࡸ◊✲ࢆ༑ศ
⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ࢥࢫࢺࡣ
ࡢ⛬ᗘࠖࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡇࡘ࠸࡚ࠊ␃ពࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ࠘࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࡀࠊࢥࢫ
ࢺࡢぢ࠼ࡿࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊཷࡅ
ྲྀࡿഃࡽᚋ⪅ࡢほⅬࢆ㝖ࡋ࡚
ศᯒ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡍࡿࡣᕤኵࡀᚲ
せࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊཷࡅྲྀࡿഃࡢ❧ሙᛂࡌ࡚
ࡑࢀྜࡗࡓᥦ♧᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡶ㔜せࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

᳨ウ୰
᳨ウ୰

㸫
௧㸰ᖺᗘ

㸫
ᢞୗࢥࢫࢺᑐࡍࡿᩍ⫱◊✲ࡢᡂ
ᯝࢆぢ࠼ࡿࡍࡿࡓࡵࠊࠕ୰㛫ࡲ
ࡵࠖࡼࡿศᯒᡭἲࢆ⏕ࡏ࡞
࠸࠺ࢆ᳨ウ୰ࠋ

㸫
㸫

㸫
㸫

᳨ウ୰
᳨ウ୰

㸫
௧㸰ᖺᗘ

㸫
௧ඖᖺᗘ㈈ົㅖ⾲ࡼࡾ㒊ᒁูࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺሗࢆ㛤♧ࡋࡓࡇࡼ
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【別添2】

学外へのコストの⾒える化にかかる⼤学ウェブサイトでの財務情報等の公表状況調査
（国立大学協会事務局による現状調査）
概要
調査期間：令和２年４月
調査対象：８６大学
①公表資料のタイトル
「財務レポート」が４８％と最多であったが、
「財務報告書」
「ファイナンシャルレポート」
など大学間によって違いが見られた。簡易版や一般向け資料を別途作成するなど、一層の工
夫を行う大学もあった。また、大学概要など全学的な広報資料に財務報告を掲載している例
もあった。
②公表資料の掲載場所、媒体
大学ホームページの中で財務諸表と同じく「法人情報」の「財務に関する情報」として掲
載している大学が最も多かった。広報誌等と同じく「刊行物」や「広報」として掲載してい
る大学もあった。これらのページはトップページからおおよそ第４～５階層ほどにある大
学が多い。また、更新時に「新着情報」に掲載し、トップページからすぐに参照できる期間
を設けている大学も多く見られた。一方、サイト内検索を使用しないと見つけにくい、最新
版と過去の資料が別箇所に掲載されている等、資料までのアクセスが不便な大学もいくつ
か見られた。
③セグメント別の情報
７４％の大学が記載していないなど、全体としてさらに取り組みを促進する必要のあるこ
とが明らかとなった。
掲載している大学においては、学部・研究科、附属図書館、附属学校、センター等ごとの費
用・収益・資産等を記載していた。また、財務報告書等に記載する大学や、ステークホルダ
ーに大学の財務状況をより理解してもらうため等掲載の目的を併せて記載する大学もあり、
セグメント別の情報を広く開示するための工夫を行っていた。中にはセグメント別の計上
方法等について、現在どのような課題があるかを記している大学もあった。
④報告の構成
グラフや経年変化のデータを掲載している大学がともに９０％を上回った。過去からの
変化を視覚的に示すことで、財務情報をより分かりやすく表すよう取り組む大学が多く見
られた。また、支出や収入の増減が生じた理由を記載している大学は７９％、中期目標・中

期計画などで用いる財務に係る指標を掲載している大学は６５％であり、数値のみでなく
より詳細な情報を示す工夫がなされていた。その他、ベンチマークとなる他大学の数値や大
学ランキングの結果などを併せて記載する大学もあった。地域への経済波及効果や学生 1 人
当たりの教育経費などを算出している大学もあり、客観的な効果の見せ方に取組んでいた。
一方、取組みに係る支出や収入の金額を明示している大学は１５％であり、それぞれの取組
みにどのくらいの支出・収入があったかという個別の具体的な成果を数値として表してい
る大学は多くなかった。
⑤取組みの成果等
最も多く記載されていた項目は「施設整備・改修」で、４０％の大学が記載していた。教室
や学生寮の修繕や実験設備の更新など、教育研究の環境整備への取組みが多く挙げられて
いた。次いで「学生への経済支援」が３４％であり、奨学金制度や支援金制度などの設立が
挙げられていた。また「外部資金」が３１％、
「基金・寄附」が２４％、
「自己収入増」が１
５％と、学外からの収入増を成果として挙げる大学も多かった。反対に、業務改善による経
費削減など、支出減を成果として挙げる大学もあった。
⑥報告書等の作成時期
財務諸表と同じく１年ごとに作成している大学が多かった。その他、中期目標期間の６年間
での報告書を作成している大学もあった。
全体として、各大学が特に力を入れた取組みを紹介する記事を掲載している例が多く見
られた。その中でも、取組みの内容だけでなく、得られた成果、収支の金額等を一つの記事
としてまとめている大学がいくつかあった。また、グラフや経年データを単体で掲載するだ
けでなく、大学の取組みの成果資料として活用している大学もあった。情報を効果的に組み
合わせることで、大学の特徴的な取組みと成果、財務状況の双方を分かりやすく伝える工夫
がなされていた。

学外へのコストの⾒える化にかかる⼤学ウェブサイトでの財務情報等の公表状況調査
（国立大学協会事務局による現状調査）

調査期間：令和2年4月
調査対象：86大学
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【別添3】

学外へのコストの⾒える化にかかる⼤学ウェブサイトでの財務情報等の公表状況調査
概要
調査期間：令和２年１２月１４日～１２月２４日
調査対象：８５法人
回答数：８５（１００％）
①財務諸表を含む財務情報の公表について
全ての大学が、何らかの形で大学ウェブサイト上において財務情報を公表していた。公表
している情報の内容については、法定の財務諸表について約９５％の大学が大学ウェブサ
イト上で公表しているほか、約７０％の大学が、法定の財務諸表の概要資料や、学外に対す
るコストの「見える化」を意識した財務情報などを公表しており、学外に対する成果の「見
える化」を意識した財務情報の公表を行っている大学も約６０％に達するなど、多くの大学
が財務情報を大学ウェブサイトで公表するに当たり何らかの工夫をしていた。
②部局（セグメント）別の財務情報の公表について
約６８％の大学が、部局（セグメント）別の財務情報を大学ウェブサイト上で公表してい
た。第一段階の調査においては部局（セグメント）別の情報については財務情報をまとめた
公表資料に記載している大学は２６％に留まり、それ以外の大学においては少なくとも簡
易な調査によっては当該情報にアクセスすることが困難な状況であったが、令和元年度決
算の公表においては部局（セグメント）別の財務上情報の公表は大きく促進されている。な
お、公表を行っていない大学については多くが単一セグメントのためとの理由を記載して
いたほか、コロナ禍を受け対応が遅れているが今後公表予定とした大学、教職員専用サイト
や学長他役員など、公表の対象を限定している大学もあった。
③法定の財務諸表以外の財務情報の公表形態について
法定の財務諸表やその概要以外に大学ウェブサイトで公表している財務情報の資料表題
については、約９０％前後の大学が、「決算報告書」「事業報告書」「監事監査報告書」を公
表していたほか、約７５％の大学が「財務報告書」
「財務レポート」等として公表していた。
そのほか、
「統合報告書」
「年次報告」「財務リーフレット」など多彩な名称の公表資料があ
り、また統合報告フレームワークに準拠した財務報告書・財務諸表を英文化した資料を公表
している大学もあるなど、各大学において様々に工夫が行われていた。
また、これらの公表資料について、大学ウェブサイト以外に、約５０％の大学が冊子体で、
また約１８％の大学がパンフレットとして作成していた。そのほか、音声説明会を含む動画
を SNS（YouTube）で公表している大学もあった。

ウェブサイトで公表している以外の冊子やパンフレット等の公表資料について、その配
布先についても調査を行ったところ、役員、経営協議会委員、教職員が多数を占めたほか、
企業、自治体、来学者一般、保護者、学生、省庁等、多様な大学のステークホルダーに向け
て配布が行われていた。冊子やパンフレットの頒布数は、回答した大学の多くが１０００冊
未満であったが、５０００冊以上頒布している大学も数大学あった。
④法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の公表内容について
法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の大学ウェブサイト上での公表において、学
外に対するコストの「見える化」として意識して公表している事項を調査したところ、約４
８％の大学が、
「教育研究活動とコストの関係や、コストに対するパフォーマンスの分析等」
「教育経費と研究経費の関係や分析等」を公表していると回答した。また、
「人件費の内訳
や分析等」
（約３８％）
「管理経費の内訳や分析等」
（約３４％）を公表している大学もあっ
た。更に、財務指標を用いて、同規模大学や同系統大学とのベンチマークや平均等の比較を
行ったり、民間ベースの財務諸表の試算を公表したりといった工夫も一部の大学で行われ
ていた。
大学ウェブサイト上での財務情報の公表においては、コスト又はパフォーマンスを公表
している内容として、教育環境の充実、研究支援・研究プロジェクト、学生への経済支援、
基金・寄附、競争的資金、社会連携、施設整備など、多様な項目が挙げられた。
また、学外に対する「見える化」を意識して工夫している手法について、約９０％以上の
大学がグラフや経年データを示しているほか、約７０％の大学がコスト増減の原因を記載、
約５０％の大学がベンチマークとなる他の大学との比較を記載しているなど、第一段階の
調査時と比べて各大学において多様な工夫が一層行われていた。このほか、地域への波及効
果や、プロジェクト別のコスト、部局別の投資と成果、国立大学法人会計制度の解説などを
記載している大学もあった。
第二段階の調査における新規の設問として、これらの大学ウェブサイト上での財務情報
の公表について、公表の対象者からのフィードバックを取得しているかを調査したところ、
約６５％の大学がフィードバックを取得していなかった。フィードバックを取得している
大学においては、ウェブサイトのアクセス履歴（約１１％）や、アンケートフォーム（約１
５％）を用いている大学があったが、特定の対象者に対する調査等により直接フィードバッ
クを取得している大学は約５％にとどまった。各大学の学外のステークホルダーに対する
コストの「見える化」を行うに際して、公表した情報がどのように受け止められているのか
の分析については、今後、より一層の取り組みが必要であると考えられる。

学外へのコストの⾒える化にかかる⼤学ウェブサイトでの財務情報等の公表状況調査

調査期間：令和2年12月14日～12月24日
調査対象：85法⼈
回答数：85（100％）

※グラフ内の％は回答数に対する割合

1)財務諸表を含む財務情報の公表について
大学ウェブサイト上で、学外に向けた財務情報の公表を行っていますか（複数選択可）
法定の財務諸表も含め、ウェブサイト上での公表は行って

0

0%

0

81

95%

81

61

72%

61

67

79%

67

51

60%

51

5

6%

5

いない。
法定の財務諸表を、ウェブサイト上で公表している。
法定の財務諸表の概要を、ウェブサイト上で公表してい
る。
法定の財務諸表以外に、学外に対するコストの見える化を
意識した財務情報を公表している。
法定の財務諸表以外に、学外に対する成果の見える化を意
識した財務情報を公表している。
その他

（法人）

0
法定の財務諸表も含め、ウェブサイト上での公表は行っていない。
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0%
0
95%
81

法定の財務諸表を、ウェブサイト上で公表している。

72%
61

法定の財務諸表の概要を、ウェブサイト上で公表している。
法定の財務諸表以外に、学外に対するコストの見える化を意識した財

79%
67

務情報を公表している。

法定の財務諸表以外に、学外に対する成果の見える化を意識した財務

60%
51

情報を公表している。
その他

70

6%
5

「その他」の主な意見
・決算報告書、事業報告書及び監事監査報告書を法定の財務諸表以外としている
・財務レポートにて決算のポイントを公表している。
・学外に対し、取り組みと財務情報をより分かりやすく伝えることを意識して作成したアニュ
アルレポートを公表している。
・ファクトブックとして財務情報を含む数値・指標を公表している

90

2)部局（セグメント）別の財務情報の公表について
部局（セグメント）別の財務情報の公表状況についてご回答ください。
大学ウェブサイト上で公表している。

58

大学ウェブサイト上でも、その他の形でも、公表していな

13

い。
大学ウェブサイト上では公表していないが、ほかの形で公
表している。（「その他」のチェックボックスも選択し、

0

具体的にご記入ください）
その他

14

大学ウェブサイト上で公表している。
14法人,17%
大学ウェブサイト上でも、その他の形でも、公表していな
い。
13法人,15%
大学ウェブサイト上では公表していないが、ほかの形で公
58法人,68%

表している。（「その他」のチェックボックスも選択し、
具体的にご記入ください）
その他

「その他」の主な意見
・単一セグメントのため公表すべきセグメントがない。
・学長他役員に対して開示している。
・会計基準等の要請に基づき附属明細書において開示
・財務レポート内（ウェブサイト）にて公表
・教職員専用サイトで公開
・財務諸表と財務レポートで開示しており、当該ファイルを大学ウェブサイトで公開してい
る。
・大学ウェブサイト上で公表している。本学独自の前提条件でセグメント別の財務情報を提示
している。
・令和3年2月を目処にセグメント別の財務情報が掲載されている統合報告書を公表予定

3)法定の財務諸表以外の財務情報の公表形態について
法定の財務諸表やその概要以外で大学ウェブサイト上で公表している財務情報について、公表資料の表題
をご回答ください。（複数選択可）
決算報告書

79

93%

事業報告書

80

94%

監事監査報告書

76

89%

財務報告書／財務レポート／ファイナンシャル・レポート

65

76%

財務データ

11

13%

10

12%

5

6%

統合報告書

18

21%

その他

23

27%

教育研究・財務レポート／事業・財務レポート／学術・財
務レポート
年次報告／アニュアル・レポート

（法人）
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決算報告書

94%, 80

監事監査報告書

89%, 76

財務報告書／財務レポート／ファイナンシャル・レポート

76%, 65

財務データ
年次報告／アニュアル・レポート
統合報告書
その他

13%, 11
12%, 10
6%, 5
21%, 18
27%, 23

「その他」の主な意見
・財務リーフレット
・Academic × Financial Report2020
・「財務諸表等」の表題にて、法定財務諸表と決算報告書、監事監査報告書等の内容で構成さ
れる資料を公表している
・統合報告フレームワークに準拠した財務報告書、財務諸表の英文化資料
・中期財政計画
・基金事業報告
・財務報告書説明動画、独立監査人の監査報告書
・国大協コストの見える化の取り組み
・監査人監査報告書
・運用実績報告
・財務状況分析
・セグメント別損益情報
・資金運用実績報告
・独立監査人の監査報告書

90

93%, 79

事業報告書

教育研究・財務レポート／事業・財務レポート／学術・財務レポート
教育研究・財務レポート／事業・財務レポート／学術・財…

80

法定の財務諸表やその概要以外で大学ウェブサイト上で公表している財務情報について、大学ウェブサイ
ト掲載以外の形でも公表している場合は、当該資料の形式をご回答ください。（複数選択可）
冊子

45

53%

パンフレット

16

19%

0

0%

11

13%

メールマガジン
その他

（法人）
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53%
45

冊子

19%
16

パンフレット
メールマガジン

50

0%
0

その他

13%
11

「その他」の主な意見
・大学広報誌に概要版を掲載
・会議資料
・今年度はコロナの影響により、ウェブサイトのみの公表としているが、例年は、パンフレッ
ト形式のものをオープンキャンパス等で配布している。
・リーフレット
・音声説明を含む動画をSNS（YouTube）で公表

法定の財務諸表やその概要以外の財務情報について、大学ウェブサイト掲載以外の形でも公表等を行って
いる場合は、当該資料の配布先等をご回答ください。（複数選択可）
役員

53

62%

教職員

49

58%

経営協議会委員

50

59%

学生

25

29%

来学者一般

37

44%

保護者

32

38%

高等学校等

12

14%

高等教育関係機関（大学等。省庁等除く）

18

21%

企業

38

45%

自治体

30

35%

省庁等

19

22%

その他

21

25%

30

40

（法人）

0
役員
教職員
経営協議会委員
学生
来学者一般
保護者
高等学校等
高等教育関係機関（大学等。省庁等除く）
企業
自治体
省庁等
その他
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62%, 53
58%, 49
59%, 50
29%, 25
44%, 37
38%, 32
14%, 12
21%, 18
45%, 38
35%, 30
22%, 19
25%, 21

「その他」の主な意見
・卒業生
・同窓会
・名誉教授
・元教職員
・近隣住民
・報道関係者
・渉外先
・大学基金寄附者
・附属病院
・地域自治会（懇談会の場において）
・後援会員、公開講座受講者
・経済団体
・音声説明を含む動画をSNS（YouTube）で広く一般に公開
・県内の図書館
・市街地の商店街に「まちなかキャンパス」を設置しており、利用される一般の方々が手軽に手に取れ
るようパンフレットコーナーに財務レポートのリーフレット版を常備している。

法定の財務諸表以外で大学ウェブサイト上で公表している財務情報について、冊子としても公表している
場合は、当該冊子の頒布数をご回答ください。
1000冊未満

29

1000冊以上 2500冊未満

6

2500冊以上 5000冊未満

6

5000冊以上 10000冊未満

6

10000冊以上

0

法定の財務諸表以外で大学ウェブサイト上で公表している財務情報について、パンフレットとしても公表
している場合は、当該パンフレットの頒布数をご回答ください。
1000冊未満

9

1000冊以上 2500冊未満

2

2500冊以上 5000冊未満

0

5000冊以上 10000冊未満

4

10000冊以上

1

法定の財務諸表以外で大学ウェブサイト上で公表している財務情報について、メールマガジンとしても公
表している場合は、当該メールマガジンの頒布数をご回答ください。
1000件未満

0

1000件以上 2500件未満

0

2500件以上 5000件未満

0

5000件以上 10000件未満

0

10000件以上

0
0

5

10

冊子

15

20

25

30

34%, 29

0

パンフレット

1000冊未満

5

11%, 9

10

7%, 6

15

2%, 2 5%, 4

1000冊以上 2500冊未満

35

20

25

30

40

7%, 6

35

45

50

（法人）

7%, 6

40

45

50
（法人）

1%, 1

2500冊以上 5000冊未満

5000冊以上 10000冊未満

10000冊以上

4)法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の公表内容について
法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の大学ウェブサイト上での公表において、「学外に対するコス
トの見える化」として意識して公表している事項があれば回答してください。（複数選択可）
教育研究活動とコストの関係や、コストに対するパフォー

42

49%

教育経費と研究経費の関係や分析等

41

48%

人件費の内訳や分析等

33

39%

管理経費の内訳や分析等

30

35%

その他

11

13%

マンスの分析等

※その他のうち「検討中」は数に含まず
（法人）

0

10

20

30

40

50

教育研究活動とコストの関係や、コストに対する
動とコストの関係や、コ
パフォーマンスの分析等

49%, 42

教育経費と研究経費の関係や分析等

48%, 41

人件費の内訳や分析等

39%, 33

管理経費の内訳や分析等
その他

35%, 30

13%, 11

「その他」の主な意見
・学部・研究科等別の財務情報と非財務情報、財務指標分析及びその推移、セグメント別の財
務情報などを公表している。
・間接経費の使途
・財務指標を用いた他大学とのベンチマーク、大学の今の財務状況と課題
・経常費用・経常収益の内訳等をセグメント別にグラフ化
・大学全体のビジョン・戦略、対応した予算額等インプット情報
・財務状況の推移
・損益計算書ではわかりにくい情報の簡潔な表示
・教育系単科１１大学との財務指標の比較
・国大協の分析手法により算出した教育関係経費を財務レポートにおいて公表している。
・財務指標を用いた同規模大学平均との比較
・民間ベースの財務諸表（試算）、人件費等も含めた教育コスト及び研究コスト

法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の大学ウェブサイト上での公表において、コストまたはパ
フォーマンスを公表している内容をご回答ください。（複数回答可）
教育環境の充実

67

79%

学生への経済支援

59

69%

研究支援・研究プロジェクト

65

76%

産学連携（受託／共同研究、連携協定等）

63

74%

ベンチャー支援

17

20%

社会連携

55

65%

附属病院経営

35

41%

施設整備・改修

53

62%

競争的資金等

61

72%

自己収入（特許等）

32

38%

基金・寄附

65

76%

経費節減

27

32%

マネジメント改革

32

38%

学長裁量経費によるアクション

25

29%

9

11%

その他
※その他のうち「公表していない」は数に含まず

（法人）

0
教育環境の充実
学生への経済支援
研究支援・研究プロジェクト
産学連携（受託／共同研究、連携協定等）
ベンチャー支援
社会連携
附属病院経営
施設整備・改修
競争的資金等
自己収入（特許等）
基金・寄附
経費節減
マネジメント改革
学長裁量経費によるアクション
その他

10

20

30

40

50

60

70

79%, 67
69%, 59
76%, 65
74%, 63
20%, 17
65%, 55
41%, 35
62%, 53
72%, 61
38%, 32
76%, 65
32%, 27
38%, 32
29%, 25
11%, 9

「その他」の主な意見
・SDGs，各種基礎データ等
・民間ベースの財務諸表（試算）、人件費等も含めた教育コスト及び研究コスト
・学部・研究科等別の財務情報と非財務情報、財務指標分析及びその推移、セグメント別の財
務情報などを公表している。
・教職員向けの取組
・資金運用状況
・ビジョン、戦略、年度計画に対する業務の実績（概要）
・男女共同参画、国際交流、経済波及効果、ガバナンス、監査体制、研究活動不正防止体制
・ガバナンス体制，研究費等の不正使用等の防止等に関する取組
・資金運用実績

80

法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の大学ウェブサイト上での公表において、学外に対する見える
化を意識して工夫している手法があればご回答ください。（複数回答可）
グラフ等、図を用いている。

81

95%

経年データを示している。

79

93%

財務指標を掲載している。

64

75%

コストの増減の要因を記載している。

60

71%

ベンチマークとなる他の大学との比較を掲載している。

44

52%

地域への波及効果を記載している。

18

21%

取り組みやプロジェクト別のコストの記載をしている。

10

12%

その他

8

9%
（法人）

0

10

20

30

40

50

60

70

グラフ等、図を用いている。

93%, 79

財務指標を掲載している。

75%, 64

コストの増減の要因を記載している。

71%, 60

ベンチマークとなる他の大学との比較を掲載している。

52%, 44

地域への波及効果を記載している。

その他

90
95%, 81

経年データを示している。

取り組みやプロジェクト別のコストの記載をしている。

80

21%, 18
12%, 10
9%, 8

「その他」の主な意見
・国立大学法人の会計制度の解説
・財務報告書説明動画を公表している。
・部局別の投資と成果を掲載している。
・「本学における新型コロナウイルスへの対応」というテーマで諸事業を集約した記事を掲載
・大学の基礎データを記載している
・インプット、活動及びアウトプット・アウトカムをロジックモデルとして表現している。
・セグメント別に、資金循環の見える化や教育・研究コストの財源見える化に取り組んでい
る。
・音声説明を含めた動画をSNS（YouTube）で公表している。

法定の財務諸表やその概要以外の財務情報の大学ウェブサイト上での公表について、対象者からのフィー
ドバックの取得についてご回答ください。（複数回答可）
フィードバックは取得していない。
ウェブサイトのアクセス履歴をフィードバックとして取得
している。
ウェブサイトにアンケートフォーム等を掲載してフィード
バックを取得している。

56

66%

10

12%

13

15%

5

6%

6

7%

特定の対象者に対する調査等により直接フィードバックを
取得している。
その他

※選択した項目の補足説明を「その他」に記入した大学があるため、一部重複している
（法人）

0

10

20

30

40

50

フィードバックは取得していない。

66%, 56

ウェブサイトのアクセス履歴をフィードバックとして取得してい

12%, 10

る。
ウェブサイトにアンケートフォーム等を掲載してフィードバックを

15%, 13

取得している。
特定の対象者に対する調査等により直接フィードバックを取得して
いる。
その他

6%, 5
7%, 6

「その他」の主な意見
・メールでフィードバックを取得している。
・webオープンキャンパス：問い合わせがあった場合の情報共有をweb管理課へ依頼
・動画を公開しているSNS上で、コメント欄をオープンにし、フィードバックを取得可能な環
境にしている。
・メールや電話での問い合わせ先を記載している。

60

