㈨ᩱ㸯ู⣬

ྛ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢ୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸦㸧

最先端研究開発支援プログラム（FIRST）研究課題 中間評価結果（案）

目次

【ライフサイエンス領域】
ページ

中心研究者
氏名

3

審良 静男

所属機関／役職
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 拠点長／教
授

研究課題名
免疫ダイナミズムの統合的理解と免疫制御法の確立

8

岡野 栄之

慶應義塾大学医学部 教授

11

児玉 龍彦

15

柳沢 正史

19

山中 伸弥

東京大学先端科学技術研究センター 教授
がんの再発・転移を治療する多機能な分子設計抗体の実用化
筑波大学 教授／テキサス大学サウスウェスタン医学セ
高次精神活動の分子基盤解明とその制御法の開発
ンター 教授
京都大学 物質―細胞統合システム拠点／iPS細胞研究
iPS 細胞再生医療応用プロジェクト
所 教授／所長

心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開

【医療工学領域】
ページ

中心研究者

研究課題名

岡野 光夫

所属機関／役職
東京女子医科大学先端生命医科学研究所 所長

再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション－臓器ファクトリーの創生－

28

片岡 一則

東京大学大学院工学系研究科／医学系研究科 教授

ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション

31

白土 博樹

北海道大学大学院医学研究科 教授

持続的発展を見据えた「分子追跡放射線治療装置」の開発

34

永井 良三

自治医科大学 学長

未解決のがんと心臓病を撲滅する最適医療開発

24

氏名

【物質材料領域】
ページ

中心研究者

研究課題名

氏名

所属機関／役職
九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター セ
39 安達 千波矢
スーパー有機ＥＬデバイスとその革新的材料への挑戦
ンター長

43

川合 知二

大阪大学産業科学研究所 特任教授

１分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研究―超高速単分子
DNA シークエンシング、超低濃度ウイルス検知、極限生体分子モニタニングの実現
―

47

木本 恒暢

京都大学大学院工学研究科 教授

低炭素社会創成へ向けた炭化珪素（SiC）革新パワーエレクトロニクスの研究開発

51

小池 康博

慶應義塾大学理工学部 教授

世界最速プラスチック光ファイバーと高精細・大画面ディスプレイのためのフォトニク
スポリマーが築くFace-to-Faceコミュニケーション産業の創出

54

瀬川 浩司

東京大学先端科学技術研究センター 教授

低炭素社会に資する有機系太陽電池の開発～複数の産業群の連携による次世代太
陽電池技術開発と新産業創成～

58

細野 秀雄

東京工業大学フロンティア研究機構 教授

新超電導および関連機能物質の探索と産業用超電導線材の応用

62

水野 哲孝

東京大学大学院工学系研究科 教授

高性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究

横山 直樹

独立行政法人産業技術総合研究所 連携研究体グリー
ン・ナノエレクトロニクスセンター 連携研究体長／株式会 グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発
社富士通研究所 フェロー

65

【数物・情報領域】
ページ

中心研究者
氏名

研究課題名

70

合原 一幸

所属機関／役職
東京大学生産技術研究所 教授

73

荒川 泰彦

東京大学生産技術研究所 教授

76

大野 英男

東北大学省エネルギー・スピントロニクス集積化システム
省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発
センター センター長

80

喜連川 優

東京大学生産技術研究所 教授

83

十倉 好紀

東京大学大学院工学系研究科 教授／独立行政法人理
強相関量子科学
化学研究所基幹研究所 グループディレクター

87

村山 斉

90

山本 喜久

複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技術応用
フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発

超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエンジンの開発と当該エンジ
ンを核とする戦略的社会サービスの実証・評価

東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構 機構 宇宙の起源と未来を解き明かす−−超広視野イメージングと分光によるダークマター・
長
ダークエネルギーの正体の究明−−
国立情報学研究所 教授／スタンフォード大学 教授

量子情報処理プロジェクト

【機器・システム開発領域】
ページ

中心研究者
氏名

所属機関／役職
東北大学マイクロシステム融合研究開発センター セン
ター長

研究課題名

94

江刺 正喜

97

栗原 優

101

山海 嘉之

筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授

健康長寿社会を支える最先端人支援技術研究プログラム

105

田中 耕一

株式会社島津製作所田中最先端研究所 所長

次世代質量分析システム開発と創薬・診断への貢献

111

外村 彰

東レ株式会社 フェロー

株式会社日立製作所 フェロー

(代行：長我部信行) （株式会社日立製作所中央研究所/所長）

115 中須賀 真一 東京大学大学院工学系研究科 教授

マイクロシステム融合研究開発
Mega-ton Water System

原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡の開発とその応用
日本発の「ほどよし信頼性工学」を導入した超小型衛星による新しい宇宙開発・利用
パラダイムの構築

‐1‐

㸦㸯㸧ࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㡿ᇦ

-2-

◊✲ㄢ㢟ྡ

චࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ⤫ྜⓗ⌮ゎචไᚚἲࡢ☜❧

୰ᚰ◊✲⪅ྡ

ᑂⰋ 㟼⏨

◊✲ᨭᢸᙜᶵ㛵ྡ

㜰Ꮫ

㸯㸬◊✲ㄢ㢟ࡢᴫせ
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ⮬↛චࡽ⋓ᚓචࡲ࡛ࡢືⓗᶵᵓࢆ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡸࢩࢫࢸ
࣒ࣂ࢜ࣟࢪ࣮ࢆ⏝࠸࡚ໟᣓⓗࠊ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋࠊࡇࡢ⌮ゎᇶ࡙࠸࡚චᶵᵓࡢ⣽
⬊ෆࠊ⣽⬊㛫ࢩࢫࢸ࣒ࢆຠᯝⓗㄪ⠇ࡍࡿࡇࡼࡾච⣽⬊ไᚚἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ௨ୗࡢ㸴ࡘࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
>㸯@⮬↛චࡼࡿ⋓ᚓචάᛶᶵᵓࡢゎ᫂
>㸰@⏕య࣓࣮ࢪࣥࢢࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࡼࡿ༢⌫࣭࣐ࢡࣟࣇ࣮ࢪ⣔⣽⬊ࡢࢲ
ࢼ࣑ࢬ࣒ゎᯒ
>㸱@ච⌧㇟ࢆྍどࡍࡿᏛศᏊ࣓࣮ࢪࣥࢢࣉ࣮ࣟࣈࡢ㛤Ⓨ
>㸲@ච◊✲ࡢࡓࡵࡢ↓ᶆ㆑࣐࣓࣮ࣛࣥࢪࣥࢢ
>㸳@⮬↛චࡢᵓ㐀⏕≀Ꮫⓗ◊✲
>㸴@චᛂ⟅ࡢࢩࢫࢸ࣒ࣂ࢜ࣟࢪ࣮ゎᯒ

㸰㸬◊✲ㄢ㢟ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
㸦㸯㸧యࡢ㐍ᤖ≧ἣ
⮬↛චࡼࡿ⋓ᚓචάᛶࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢゎ᫂ࡼࡿචไᚚࡢ⤌ࡳࡢ⌮
ゎཬࡧไᚚἲࡢ☜❧ྥࡅ࡚ࠊࢧࢺ࢝ࣥࡢ୍✀࡛࠶ࡿࣥࢱ࣮ࣟ࢟ࣥ㸴㸦,/㸧
ࡢ P51$ Ᏻᐃไᚚࡁࡃ㛵ࡍࡿ 5HJQDVH ࡢᶵ⬟ࢆⓎぢࡋࠊ⮬↛ච⣽⬊࠾࠸
࡚ࠊචᛂࢆ㉳ື࣭ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢢࢼࣝఏ㐩㛵ࡍࡿศᏊᢚไ㛵ࢃࡿศ
Ꮚࡢᶵ⬟ࡢゎ᫂㛵ࡍࡿ㔜せ࡞▱ぢࢆᚓࡓࡇࡣ≉➹ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ,/ࡢ P51$ศ
ゎ㓝⣲ 5HJQDVH ࡢᛂᶵᵓᐤࡍࡿᵓ㐀ࢆ 105ࡸ㹖⤖ᬗᵓ㐀ゎᯒἲࡼࡾ᫂ࡽ
ࡍࡿ➼ࠊ5HJQDVH ࢆ୰ᚰࡋࡓචไᚚ᪉ἲࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᏛ⾡ⓗඃࢀ
ࡓ◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂⮬㛤Ⓨࡢ࣐ࣛࣥ㢧ᚤ㙾ࡼࡿ㹒⣽⬊ࡸ㹀⣽⬊ࡢ↓
ᶆ㆑㆑ูࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠊග㝈⏺௨ୖࡢศゎ⬟ࢆᣢࡘ㉸㧗ゎീᗘ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
+,9 ࢆㄆ㆑ࡋࡓዲ୰⌫ࡀ᰾ෆࡽ⣽⬊እᨺฟࡍࡿᢠ࢘ࣝࢫᵓ㐀యࡢྍどࡸ㸰
ගᏊບ㉳㢧ᚤ㙾ࡼࡿ࣐ࢡࣟࣇ࣮ࢪ࣭༢⌫⣔⣽⬊ࡼࡿ㐟㉮࣭ᶵ⬟ศᶵᵓࡸࡑࢀ
ࡽ⣽⬊ࡢάᛶ㐣⛬ࡢྍどᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂つ⏕ࡉࢀࡓ ) ᏛศᏊ
ࣉ࣮ࣟࣈࡢά⏝ࡼࡿ 05, ࡼࡿ⮬↛ච⣽⬊ࡢయෆ࡛ࡢ⛣ື⤒㊰ホ౯➼ᡂຌࡋ࡚
࠾ࡾࠊᴫࡡ㡰ㄪ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

-3-

㸦㸰㸧 ㄢ㢟ཬࡧ␃ពⅬ➼
ࠕචࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ⤫ྜⓗ⌮ゎචไᚚἲࡢ☜❧ࠖ࠸࠺◊✲ㄢ㢟యࡢ┠ᶆ
ྥࡅ࡚ࠊ5HJQDVH ࢆ୰ᚰࡋ࡚◊✲ࡀ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊච⣔ࡢࢲࢼ࣑ࢬ
࣒ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡲ࡛ゎ᫂ࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿࡢぢ㏻ࡋࡀ㏱࡛᫂࠶ࡿࡓࡵࠊ⤫ྜⓗ⌮ゎ
ᇶ࡙ࡃචไᚚἲࡢ☜❧ྥࡅࡓලయⓗ࡞㐨➽ཬࡧᡂᯝ┠ᶆࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇ
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ⮬↛චࡼࡿ⋓ᚓචάᛶᶵᵓࡢゎ᫂ಀࡿࢧࣈࢸ࣮࣐㸯ࢆ୰
ᚰࡋ࡚ࠊࢧࣈࢸ࣮࣐ࡀ┦ከᒱ㛵ಀࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᵓᡂࡀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸯㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ◊✲ㄢ㢟యࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊಶࠎࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢ㐍ᤖ
ࡢ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊࢧࣈࢸ࣮࣐㸯ᑐࡋ࡚ಶࠎࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡀ༑ศάࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ≉ࠊ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ಀࡿࢧࣈࢸ࣮࣐㸰ࠊ㸱ࠊ㸲
࠾࠸࡚ࠊಶࠎࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࡣච⣽⬊ືែࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢゎ᫂ྥࡅ࡚㐍ᤖࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ ᐃ᪉ἲཬࡧゎᯒ᪉ἲࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞◊✲┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ
࡚㛫ศゎ⬟➼ࡶྵࡵ࡚༑ศᩚࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࢧࣈࢸ࣮࣐㛫࡛◊✲ᡂᯝࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃
ᦠࡀ༑ศᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ࠕචࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ⤫ྜⓗ⌮ゎචไᚚἲࡢ☜❧ࠖ࠸࠺◊✲ㄢ㢟ࡢ┠ᶆࡢ㐩
ᡂྥࡅ࡚ࠊࢧࣈࢸ࣮࣐㸯ࢆ୰ᚰࡋ࡚ྛࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢ┦ຠᯝࡀ᫂☜ᚓࡽࢀࡿࡼ
࠺ᡂᯝࢆάࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࠊࡲࡓࠊ◊✲ࡢ㐍ᒎඹ⤫ྜⓗ⌮ゎࡀࡇ
ࡲ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࡢぢ㏻ࡋࢆᚓ࡚ࠊࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢ㞟⣙ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯㸬ࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢ┦㛵ಀ

-4-

㸱㸬 ◊✲ࡢ᥎㐍࣭ᨭయไࡢ≧ἣ
㸦㸯㸧 యࡢ᥎㐍࣭ᨭ≧ἣ
◊✲᥎㐍యไࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸴ࡘࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࡽ࡞ࡾࠊ୰ᚰ◊✲⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㜰
ᏛචᏛࣇࣟࣥࢸ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࠊඹྠᴗᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᮾிᏛࠊ
ᾏ㐨Ꮫࠊி㒔Ꮫࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄢ㢟యࡢ㐠Ⴀ㆟ࡋ࡚ࠕᑂⰋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐠Ⴀጤဨࠖ㸦୰ᚰ◊✲⪅ࠊࢧࣈࢸ
࣮࣐࣮ࣜࢲ࣮ࠊ◊✲ศᢸ⪅ࠊ◊✲ᨭ⤫ᣓ⪅➼ࡽᵓᡂ㸧ࢆᖺ㸯ᅇ㹼ᩘᅇ⛬ᗘ㛤ദࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢧࣈࢸ࣮࣐༢ࡢ㐠Ⴀ㆟ࡢタ⨨ࡣ࡞ࡃࠊᚲせᛂࡌ࡚㐺ᐅ㆟ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ᨭయไࡘ࠸࡚ࡣࠊ㜰Ꮫ㸦ᑓ௵㸶ྡࠊව௵㸴ྡ㸧ࢆ୰ᚰࠊᾏ㐨Ꮫ
㸦ව௵㸲ྡ㸧ࠊᮾிᏛ㸦ව௵㸱ྡ㸧
ࠊி㒔Ꮫ㸦ව௵㸲ྡ㸧ᨭ⤌⧊ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊྛᏛෆࡢ᪤Ꮡ⤌⧊ࡀ┦༠ຊࡋ࡚◊✲ᨭࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊཧຍᶵ㛵࡛⥾⤖ࡋࡓࠕඹྠᴗࡢᐇಀࡿ༠ᐃ
᭩ࠖཬࡧᑂⰋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢྲྀᢅ࠸ᇶ࡙ࡁࠊ
ᙜヱᶵ㛵㛫࡛༠㆟ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ▱ⓗ
㈈⏘ᶒࡢྲྀᢅ࠸ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ᫂ᩥࡋ࡚ࠊつᐃࢆᩚഛࡍࡿࡼ࠺ᨵၿࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᑓ
௵ࡢ▱㈈ᡓ␎ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ᪂ࡓ㓄⨨ࡋࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢᶒࢆ᥎㐍ࡍࡿయไ
ᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠊ◊✲⤒㦂ࡢ࠶ࡿ༤ኈྕࢆ᭷ࡍࡿ◊✲ᨭᴗົᢸᙜᩍဨ㸦ࣜࢧ
࣮ࢳࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ◊✲⪅ࡢ㛫᥋ⓗ࡞ᴗົࢆ㍍ῶࡋࠊ◊✲ᑓᛕ
࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧 ㄢ㢟ཬࡧ␃ពⅬ➼
 ◊✲᥎㐍యไࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟యࡋ࡚୰ᚰ◊✲⪅ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀⓎ
࡛ࡁࡿయไࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᚰ◊✲⪅ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢ┠
ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊྛࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࢆ㞟⣙ࡋ◊✲᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣓࣮ࢪࣥࢢ➼㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃචᏛ
㛵ࡍࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢧࣈࢸ࣮࣐ᩘࡽᮇᚅࡉࢀࡿỈ‽ẚ㍑ࡋ
࡚≉チฟ㢪ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇࢁࡀᠱᛕࡉࢀࠊᚋࡢྲྀ⤌ࡳࡢᡂᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

㸲㸬⥲ྜุ᩿
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ⏕యෆ࡛ࡢືⓗ࡞ච⣽⬊ࡢືࡁࡸ┦స⏝ࡢໟᣓ⌮ゎཬࡧ⌮ゎ
ᇶ࡙ࡃචไᚚἲࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࠊච㛵㐃ᛶᝈᑐࡍࡿ᰿ᮏⓗ⒪㛵ࢃ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊୡ⏺ⓗࡳ࡚ࡶᮍࡔᏛ⌮ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᡤᮇࡢ┠ᶆࢆ㐩
ᡂࡍࢀࡤୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡋࠊࢺࢵࣉỈ‽ࡢᡂᯝ࡞ࡿࡇࡀ༑ศぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
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ࡇࡢ┠ᶆᑐࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛⮬↛ච࠾ࡅࡿ 5HJQDVH ࡢᶵ⬟ࡢⓎぢࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿከࡃࡢ㔜せ࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊච⣔ࡢ⌮ゎྥࡅࡓศᏊࠊ⣽⬊ࠊ⏕యࣞ
࡛࣋ࣝࡢ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡ࡢせ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨࡶᴫࡡ㡰ㄪ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᚰ◊✲⪅ࡢ
ຊ㔞ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ
ᡤᮇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡇࡀ༑ศᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊྛࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡀಶูࡣ㐍ᤖࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ◊✲ㄢ㢟
యࡢ┠ᶆࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚༑ศᡂᯝࡢ㐃ᦠࡀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
᭱⤊┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕචࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ⤫ྜⓗ⌮ゎචไᚚἲࡢ☜❧ࠖࡢ㐩ᡂྥࡅ
࡚ࠊᡂᯝ┠ᶆࡀ༑ศ⤠ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᡂ
ᯝ┠ᶆࢆ᫂☜ࡋࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡲ࡛ࡢ㐨➽ࢆ᫂ࡽࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢧࣈࢸ࣮
࣐ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚ࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢྲྀᢅ࠸ࡍࡿࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
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◊✲ㄢ㢟ྡ

ᚰࢆ⏕ࡳฟࡍ⚄⤒ᇶ┙ࡢ㑇ఏᏛⓗゎᯒࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤

୰ᚰ◊✲⪅ྡ

ᒸ㔝 ᰤஅ

◊✲ᨭᢸᙜᶵ㛵ྡ

⊂❧⾜ᨻἲே⌮Ꮫ◊✲ᡤ

㸯㸬◊✲ㄢ㢟ࡢᴫせ
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊୡ⏺ⓗࡶ⊂⮬ᛶࡢ㧗࠸ᢏ⾡ࡋ࡚୰ᚰ◊✲⪅ࡽࡀ᭷ࡍࡿࢺࣛࣥࢫ
ࢪ࢙ࢽࢵࢡ㸦㑇ఏᏊᨵኚ㸧࣭ࢥ࣐࣮ࣔࣥࣔࢭࢵࢺసฟᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊ㐍
ẁ㝵ࡢ␗࡞ࡿ」ᩘࡢᐇ㦂ື≀⣔ࡼࡿẚ㍑ゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࣄࢺࡢᚰࢆ⏕ࡳฟࡍ⚄
⤒ᅇ㊰ࡢసືཎ⌮ࡑࡢศᏊᶵᵓࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ  ࡢᑠࢸ࣮࣐ࢆタࡅ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ㸯ࠖ㑇ఏᏊ
ᨵኚ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢసฟゎᯒࠊࠕ㸰ࠖ㐍ⓗ࡞ほⅬࡽࡢ⬻ᶵ⬟ࡢゎ᫂ࡢ㸰ࡘࡢᰕ
ࡽ࡞ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ
ࠕ㸯࡛ࠖࡣࠊࣄࢺࡢ▱ⓗᶵ⬟ࡢ⏕≀Ꮫⓗᇶ┙ࡢゎ᫂ཬࡧ⢭⚄ᝈ
ែゎ᫂㠉᪂ⓗ࡞㈉⊩ࢆࡍࡿࡇࢆࠊࠕ㸰࡛ࠖࡣࠊ✀ࢆ㉺࠼ࡓ⬻ᶵᵓࡢᬑ㐢ᛶཬࡧ㟋
㛗㢮࠾࠸࡚≉␗ⓗ㐍ࡋࡓ⬻ࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ձ⎔ቃ࣭㑇ఏᏊ࣭⚄⤒άືࡢ┦స⏝ࡼࡿࣄࢺㄆ▱㐍ㄏᑟ
ղ㑇ఏᏊᨵኚ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓࣄࢺ㧗ḟㄆ▱⬻ᶵ⬟ࡢ◊✲
ճࣄࢺᝈ㛤Ⓨࣔࢹ࣐࣮ࣝࣔࢭࢵࢺࡢ㛤Ⓨ
մࣄࢺ≉᭷ࡢ㑇ఏᏊᑟධ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢ㛤Ⓨ
յ≉ᐃ⚄⤒ᶵ⬟㜼ᐖ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢ㛤Ⓨ
ն┦ྠ⤌ࡳ࠼ἲࡼࡿࣀࢵࢡ࣭ࣥࣀࢵࢡ࢘ࢺ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢసᡂᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
շከ㡿ᇦྠᶵ⬟㜼ᐖཬࡧグ㘓ࡼࡿከ㡿ᇦ㛫┦స⏝ࡢゎᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨ
ոᒁᡤ⚄⤒ᅇ㊰ࡢᶵ⬟ࢆຠ⋡ࡼࡃ㝈ᐃⓗྍ㏫ⓗཬࡧྍ㏫ⓗ㜼ᐖࡍࡿᇶ┙ⓗᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨ
չ⣽⬊✀࣭㡿ᇦ≉␗ⓗ㌿ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮ཬࡧ࢚ࣥࣁࣥࢧ࣮ࡢ㛤Ⓨ
պ࣐࢝ࢡࠊ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࠊ㱎ṑ㢮ඹ㏻ࡍࡿ㧗ḟ⬻ᶵ⬟ࡢゎᯒἲࡢ㛤Ⓨ
ᖺᗘࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࢆཷࡅ
࡚ᑠࢸ࣮࣐ࢆぢ┤ࡋࠊյࠕ≉ᐃ⚄⤒ᶵ
⬟㜼ᐖ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢ㛤Ⓨࠖࡣ୰Ṇࡋ
࡚ࠊճࠕࣄࢺᝈࣔࢹ࣐࣮ࣝࣔࢭࢵࢺ
ࡢ㛤Ⓨࠖ㞟୰ࡋࠊࡲࡓࠊղࠕࣄࢺ㧗
ḟㄆ▱⬻ᶵ⬟ࡢ◊✲ࠖ➼ࡢᙉࢆࡋࡓࠋ

ᅗ㸯㸬ࢧࣈࢸ࣮࣐㛫ࡢ┦㛵ಀ
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