令和元年 11 月 28 日
各位
日頃より、農林水産省における消費・安全行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、消費者の健康を保護し、安全な農畜水産物を安定的に供給していくためには、科学
的な根拠に基づいて行政施策を決定していくことが不可欠です。このため、農林水産省では、
科学的知見と行政施策・措置の間を橋渡しする科学である「レギュラトリーサインエンス」
を活用・推進してきたところであり、更に、その充実・強化を図っております。
これに関連し、以下の御案内をさせていただきたく存じますので、関係者の皆様に広く情
報提供いただけますと幸いです。

レギュラトリーサイエンスとは
科学的知見と、規制などの行政施策・措置との間を橋渡しする科学で以下の両方が含まれ
ます。
(ア)行政施策・措置の検討・判断に利用できる科学的知見を得るための研究（Regulatory
Research）
(イ)科学的知見に基づいて施策を決定する行政（Regulatory Affairs）

（１）令和２年度予算概算要求について
行政施策・措置の決定に必要な科学的知見を得るための研究委託事業として、令和２年
度に「安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進事
業」を実施するため、財務省に対して予算を要求しています。予算措置された場合には、
本事業で実施する以下の研究について、令和元年度内に新規研究課題の公募を開始する
予定です。本事業に関する令和２年度予算概算要求資料（別添）を送付しますので御参考
としてください。
ア

課題解決型プロジェクト研究のうち動物衛生対応プロジェクト
動物衛生対応プロジェクトのうち、令和２年度より開始する予定の課題は、「官
民・国際連携による ASF（アフリカ豚コレラワクチン）の開発の加速化及び CSF（豚
コレラ）の新たな総合的防除技術の開発」となります。

イ

短期課題解決型研究
本研究につきましては、毎年度試験研究課題を設定し、公募を行うものとなりま
す。以下（２）の「レギュラトリーサイエンス研究推進計画」別表に記した「今後
必要な研究」から、研究課題を設定する場合もありますので、御参考としてくださ

い。また、これまでに実施した公募や試験研究課題の報告書等については、農林水
産省の以下のホームページより御確認いただけますので御参考としていただけま
すと幸いです。令和 2 年度公募予定事業の募集に関わる情報も本ページに掲載さ
れる予定です。
（注）令和２年度予算は要求段階にありますので、令和２年度予算概算決定後の予算額により、
別添に記載の研究内容を変更する場合があります。

【レギュラトリーサイエンスに属する研究】
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/index.html
（検索ワード「農林水産省」「レギュラトリーサイエンス」でも探すことができます）
また、公募の開始につきましては、農林水産省のホームページのほか、メールマガジン
「農林水産本省調達情報メールマガジン（役務）」によりお知らせしますので、同メール
マガジンを御活用いただけますと幸いです。
【農林水産省メールマガジンの配信登録等について】
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
（検索ワード「農林水産省」「メールマガジン」でも探すことができます）
（２）レギュラトリーサイエンス研究推進計画について
農林水産省では、レギュラトリーサインエンスの充実・強化を図るため、平成 27 年６
月、レギュラトリーサイエンス研究推進計画を策定しました。本推進計画では、農林水産
省が必要とするレギュラトリーサイエンスに属する研究を別表としてリスト化しており
ます。また、本別表については、国内外の情勢変化、研究の進捗状況等を踏まえ、毎年度
更新しており、現行の別表については、農林水産省の以下のホームページより御確認いた
だけます。
研究者の皆様と具体的な研究の実行可能性や既知の知見について意見・情報の交換を
行い、研究者の皆様と連携して研究を推進していきたく存じますので、レギュラトリーサ
イエンスに属する研究について、御関心等ありましたら、是非、農林水産省消費・安全局
食品安全政策課食品安全科学室まで御連絡いただけますと幸いです。
【レギュラトリーサイエンスに属する研究】
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/index.html
（検索ワード「農林水産省」「レギュラトリーサイエンス」でも探すことができます）

その他、レギュラトリーサイエンスについて御不明な点等ございましたら、お気軽に御連
絡いただけますと幸いです。

農林水産省消費・安全局
食品安全政策課食品安全科学室（串田・竹前）
TEL：03-3502-5722（ダイヤルイン）
FAX：03-3597-0329
EMAIL：aya_kushida210@maff.go.jp
nobuhiro_takemae700@maff.go.jp
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৸峔ႛਓஔ峘峉峫峘ෆฐ嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡ଢ଼ਤহ

岧ഥਮڮফ২ਏપ كق௲ਐ岨

ٛৌੁ峘嵅崌嵛崰ٜ
୫ષ৸岝ୋে岝ଆႵಉ峘ਖে峘ேଆૃ峮ে峘૩ఁপଆૃ峘峉峫岝ষੁ嵣ೈ઼峘ৠ峕ਏ峔ఐ৾ੴৄ峼੭
峵峉峫峘ଢ଼ق嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡峕ര峃峵ଢ଼ك峼岝ઍ峕ૢ峂峐ฑໞ峕ૠெ峮峔峓峼৭උ峁峐ৰ峁峨峃岞
ٛੁ৯ఏٜ
মଢ଼峑੭峳島峉ఐ৾ੴৄ峼୫ષ৸嵣ୋে嵣ଆႵಉ峘ষੁ嵣ೈ઼峕ખ峃峵岽峒峕峲峴岝৸峔বਓႛਓ峘বਗ峢
峘ஔ岶૭ચ峒峔峴岝ୟলയਤ峕峬൴峁峨峃岞
ٛহ峘ઍٜ

ٛহ崌嵉嵤崠ٜ

ੰୖ؝ڭৠ崿嵕崠崏崗崰ଢ଼

⋇ୖੰৠ崿嵕崠崏崗崰ଢ଼

崟嵤崢ଢ଼岵峳ૢ৷嵣৫峨峑岝岶ব峘ଢ଼િৡ峼ૐ峁峐়嵣৬௺
峕ਤ峃峣岷শଳਡ岶峫峳島峵পૠெ峔ଢ଼峼ৰ岞

崟嵤崢ଢ଼岵峳
ૢ৷嵣৫峨峑ৰ

قଢ଼ા嵣ଢ଼ৰك

-1-

崟嵤崢ଢ଼

 ٳଢ଼ાୖ؟岾峒峕ਝ

ਉಋڱফ
峑ৰ

 ٳଢ଼؟ਉಋڱফ
؝ڮಢୖੰৠଢ଼
ਠோ峃峵ૼ崟嵤崢峮ੴৄ峼ણ৷峁峐岝گعڭফங২峑ਛટ岶ৄ峨島峵
ૻຎૠெ峘৵岿岮ଢ଼ୖ峼ಢ嵣ਃ峕ৰ岞
قଢ଼ા嵣ଢ଼ৰك

 ٳଢ଼ા؟ਐਰফ

崌 ୋেৌૢ崿嵕崠崏崗崰قଢ଼ୖك

سఇදິਙਖ峕ৌૢ峁峉ੇႛႈ୰ଆૼ峘৫
سড়嵣ব৴峕峲峵崊崽嵒崓ᆈ崛嵔嵑嵗崗崩嵛৫峘ਸச৲
峝ᆈ崛嵔嵑峘ৗ峉峔়ଆૼ峘৫قৗૠك

崎 ਓଆႵৌૢ崿嵕崠崏崗崰

سবਏു༢ຂ峘ਏႈ୰峘嵒崡崗ଵ৶ૼ峘৫

ਅറ崿嵕崠崏崗崰ଢ଼ਤহق5੪ফ২ك峘岰峋岣୫ષ৸嵣ୋেৌૢ崿嵕崠崏崗崰岤峝岣ਠৃಸୖ
ৌૢ崿嵕崠崏崗崰岤峘岰峋岣বਏു༢ຂ峘ਏႈ୰峘嵒崡崗ଵ৶ૼ峘৫岤峑ৰর峘ಲਢୖ峼ੌ౹

ใோ峘崟嵤崢ಉ峼ણ৷峁峐
ಸ峕ਏ峔ଢ଼峼ৰ

 پ嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡؟ఐ৾ੴৄ峒岝ૠ峔峓峘ষੁ嵣ೈ઼峒峘峼ଶந峁峃峵ఐ৾

ড়੮৬ಉ

ষੁ嵣ೈ઼峕ણ৷

سৡ岵峎ਠৃ峑ઞ岮ಔ岮崛嵉峘૮ਃ崺ಞૼ峘৫
سႛਓৃ峘୫র༳峕બ峵ୋেଵ৶ৌੁ峘৫

⋈ಢୖੰৠଢ଼

 ٳଢ଼؟ਉಋگফਰ

ٛহ峘島ٜ

ব

ૢ৷嵣৫峨峑
ৰ峁岝ఐ৾
ੴৄ峼ඃ੭

崊 ୫ષ৸ৌૢ崿嵕崠崏崗崰قଢ଼ୖك

گফਰ
峑ਃ
峕ৰ

ఐ৾ੴৄ峼
ඃ੭

قଢ଼ୖك

سᇊෝর峘崗嵕崼嵑嵒崱峕峲峵ে૩峼ଆ岺峉峫峘ૼ৫
س೭崌嵛崽嵓崐嵛崞峕岴岻峵পႯ༳ಉള়ഉ峘୶峘ਫ਼
سਲਗ峑ের峘୰ਉ༳峘೧峝ਫ਼১峕ঢ়峃
峵ଢ଼

ষੁ嵣ೈ઼峕ણ৷
৸峔ਓஔ峘峉峫峘嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡ଢ଼ق5੪ফ২ك峑ৰর峘ಲਢୖ峼ੌ౹

ن岴ਖ岮়峹峅ૼهভ৮হਜଂଢ଼৫ق੦ຊ嵣੦ೕ岝୭ككق
ા嵣৸ଂ୫ષ৸ੁୖ୫ષ৸ఐ৾
كق

ᶵᐦᛶ䕿ሗ
৸峔ႛਓஔ峘峉峫峘ෆฐ嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡ଢ଼ਤহ峘岰峋
⋇ ୖੰৠউট४ख़ॡॺଢ଼

ॖ ୋেৌૢউট४ख़ॡॺ

ੇႛभഉ୰भবোधেਟজ५ॡभ
ଵ৶ૼभ৫
ూବध৯

ఇදິਙਖपৌૢखञੇႛႈ୰ଆૼभ৫
ూବध৯

䕿 ᅜෆ䛷䛿㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛜ከⓎ䛧䚸㏆㞄
ㅖᅜ䛻䛚䛔䛶䛿ཱྀ㋟➼䛾㔜せ䛺ᐙ␆䛾ఏᰁ䛜⥅
⥆ⓗ䛻Ⓨ⏕䛧䛶䛚䜚䚸ᖖ䛻ᡃ䛜ᅜ䜈䛾ධ䛜༴䚹
䕿 ᅜෆⓎ⏕䛾㜵Ṇ䚸䜒䛧䛟䛿୍䛾Ⓨ⏕䛾⿕ᐖ䜢᭱
ᑠ㝈䛻␃䜑䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᚲせ䚹
䠘◊✲┠ᶆ䠚 ᾏእ䛛䜙䛾ᐙ␆䛾ఏᰁ䛾ධ䜔
㔝⏕ື≀䜢䛧䛯Ⓨ⏕䛻䜘䜛⿕ᐖ䜢㜵㝖䞉పῶ䛩䜛
ᢏ⾡䜔㈨ᮦ䜢㛤Ⓨ

ଢ଼ઍ

-3-

䛆ϭ䛇 㔝⏕ື≀䛛䜙ᐙ␆䜈䛾ఏᰁఏ䝸䝇䜽䛾ゎ᫂
䛆Ϯ䛇 Ⓨ⏕䛾᪩ᮇⓎ䜔┘どሗ䜢ά⏝䛧䛯㜵䛾᭱㐺
䛆ϯ䛇 Ⓨ⏕䛾༴ᶵ⟶⌮ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

䕿 㻞㻜㻝㻢ᖺ㻠᭶䛻ᨻᗓ䛜ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䛂⸆⪏ᛶᑐ⟇䜰䜽
䝅䝵䞁䝥䝷䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸⸆⪏ᛶ䛾Ⓨ⏕䞉ఏᶵᗎ䛾
ゎ᫂䜔䚸᪂䛯䛺ண㜵䞉デ᩿䞉⒪ἲ➼䛾㛤Ⓨ䛻㈨䛩䜛
◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛥䜜䛯䚹
䕿 ⤒Ⴀయ䜔┴䛛䜙䛿䚸ᖖᅾ䛻ᑐ䛩䜛䝽䜽䝏䞁䜔᳨
ᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾せᮃ䚹
䕿 ᢠ⳦䛾⏝䜢㐺ṇ䛻๐ῶ䛧䚸䛛䛴ᖖᅾ䜒ไ
ᚚ䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᚲせ䚹
䠘◊✲┠ᶆ䠚 ⸆⪏ᛶᑐ⟇䛾┠ᶆ䈜䜢㐩ᡂ䛧䛴䛴䚸
ᖖᅾ䛻䜘䜛ᐙ␆⏕⏘ᛶ䛾పୗ䜢ᢚไ䛩䜛䛯䜑䛾
ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢ᐇ
䈜⭠⳦䛾䝔䝖䝷䝃䜲䜽䝸䞁⪏ᛶ⋡䜢㻞㻜㻞㻜ᖺ䛻㻟㻟㻑௨ୗ䚸䝉
䝣䜯䝻䝇䝫䝸䞁䛸䝣䝹䜸䝻䜻䝜䝻䞁⪏ᛶ⋡䜢㻞㻜㻞㻜ᖺ䛻㻳㻣ྛᅜ
䛾ᩘ್䛸ྠỈ‽䛻䛩䜛䚹

ଢ଼ઍ
䛆ϭ䛇ື≀⏝ᢠ⳦䛾⏝䛻䜘䜛䝸䝇䜽䜢పῶ䛩䜛䛯䜑䛾◊✲
䛆Ϯ䛇ᢠ⳦䛻㢗䜙䛺䛔ᖖᅾ㜵㝖ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
ᴟ➃䛺ᢠ⳦⏝ᢚไ

㔝⏕ື≀䛛䜙ᐙ␆䜈䛾ఏ䝸䝇䜽ゎ᫂

ᢠ⳦䛾⏝䜢㐺ษ䛻๐ῶ
䛧䛴䛴ᖖᅾ㜵㝖

䕿䕿㝈
䜚

ഥਮফ২ਏપ  ؟௲ਐ
ড়嵣ব৴峕峲峵崊崽嵒崓ᆈ崛嵔嵑嵗崗崩嵛৫峘
ਸச৲峝ᆈ崛嵔嵑峘ৗ峉峔়ଆૼ峘৫
قৗૠك
ూବध৯
䕿 ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻ᅜእ䛛䜙ᣢ䛱㎸䜎䜜䛯㇜⫗〇
ရ䛛䜙䚸䜰䝣䝸䜹㇜䝁䝺䝷䜴䜲䝹䝇䛜ศ㞳䚹
䕿 ᐁẸ䞉ᅜ㝿㐃ᦠ䛻䜘䜛䜰䝣䝸䜹㇜䝁䝺䝷䛾ᅜෆⓎ⏕
䛻ഛ䛘䛯䝽䜽䝏䞁㛤Ⓨ䛾ຍ㏿䛜ᚲせ
䕿 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻥᭶䛻䚸ᅜෆ䛻䛚䛔䛶㻞㻢ᖺ䜆䜚䛻㇜䝁䝺䝷
䛜Ⓨ⏕䛧䛯䚹௧ඖᖺ㻤᭶㻝㻤᪥䜎䛷䛻䚸⣙㻝㻟㢌௨
ୖ䛾㇜䛜ẅฎศ䛥䜜䚸ᅜෆ㣴㇜ᴗ䜈䛾⿕ᐖ䛿⏒䚹
䕿 ᪂䛯䛺㜵㝖ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛻䛿䚸㇜䝁䝺䝷䛾Ⓨ
⏕䝸䝇䜽䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
䠘◊✲┠ᶆ䠚 䜰䝣䝸䜹㇜䝁䝺䝷ཬ䜃㇜䝁䝺䝷䛾㜵㝖ᢏ
⾡䞉᪉ἲ䜢ᥦ䚸㛤Ⓨ

ଢ଼ઍ
䛆ϭ䛇ᐁẸ䞉ᅜ㝿㐃ᦠ䛻䜘䜛䜰䝣䝸䜹㇜䝁䝺䝷䜴䜲䝹䝇䝽䜽䝏䞁㛤Ⓨ
䛾◊✲
䛆Ϯ䛇㎰ሙ䜈䛾㇜䝁䝺䝷䜴䜲䝹䝇ධ䝸䝇䜽䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛾
◊✲
䛆ϯ䛇㇜䝁䝺䝷䜴䜲䝹䝇䛾㔝⏕ື≀䛻䛚䛡䜛ឤᰁᣑ䜔㔝⏕ື≀
䛛䜙䛾ឤᰁ䛻㛵䛩䜛◊✲
䛆ϰ䛇㇜䝁䝺䝷䛻ᑐ䛩䜛䜘䜚᭷ຠ䛺㜵ᑐ⟇䛾㛤Ⓨ◊✲

ᾏእືྥ䜔ᅜෆኚ␗䛾┘ど䛸ሗ䛾
ゎᯒ䛻䜘䜛㜵䛾᭱㐺
䜘䜚㐺ษ䛛䛴ຠ⋡
ⓗ䛺ᑐ⟇䛾ᐇ
༴ᶵ⟶⌮䛻ά⏝䛩䜛㈨ᮦ㛤Ⓨ䛸ᐇ⏝

ୄऔोॊટ
ȷˡ௨၏ƷˡછȪǹǯƷᚐଢӏƼႳᙻ২ᘐƷ᭗ࡇ
҄ƴǑǔŴႆဃʖ᧸˳СƷࢍ҄
ȷ౨௹ȷ᧸ᨊƷૼᙹႆӏƼ᭗ࡇ҄ƴǑǔٻ
ᙹႆဃǁƷʙЭࣖݣ
ȷཎܼܭအˡ௨၏᧸၃ਦᤆƷો ܭƳƲ

䘊䡚

ᖖᅾ䛜ᘏ

䛺ᐙ␆⏕⏘

ୄऔोॊટ
ȷ৴ᓏдƷ॰̅ဇƴ᧙ƢǔǬǤȉȩǤȳǍŴܼအˡ
௨၏᧸၃ݣሊƷᙸႺƠ
ȷࠝנ၌၏ƴǑǔᘮܹǛ˯ถƠŴܼအဃငؕႴǛࢍ҄

ୄऔोॊટ
ȷǢȕȪǫᝊǳȬȩƷϋႆဃƴͳƑƨ᧸၃ݣሊƷࢍ҄
ȷᝊǳȬȩƷǇǜࡨ᧸ഥƱଔฌ҄ƴǑǔኺฎᘮܹƷ
˯ถƱᝊᎹƷ̓ܭܤዅ

৸峔ႛਓஔ峘峉峫峘ෆฐ嵔崖嵍嵑崰嵒嵤崝崌崐嵛崡ଢ଼ਤহ峘岰峋
ᶵᐦᛶ䕿ሗ
⋈ ಢୖੰৠଢ଼

ഥਮফ২ਏપ ؟䕿䕿㝈
௲ਐ

䜚

হઍ
㣗ရᏳ䚸ື≀⾨⏕䚸᳜≀㜵➼䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸㐺ษ䛺䝸䝇䜽⟶⌮ᥐ⨨➼䜢ㅮ䛨䜛䛯䜑䚸⌧Ꮡ䛩䜛ᢏ⾡䝅䞊䝈䜔▱ぢ䜢ά⏝䛧䛶䚸ἲ௧䞉ᇶ‽䞉つ๎➼䛾ᥐ⨨䛾Ỵᐃ䛻ᚲせ䛺
⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛾◊✲䜢ᶵືⓗ䛻ᐇ䚹
ᐇ୰䛾◊✲ㄢ㢟

ᗣ䜈䛾ᝏᙳ㡪䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛Ꮫ≀㉁䛾
ᐃ㔞ศᯒἲ䛾㛤Ⓨ

ື≀⾨⏕ୖ䛾ၥ㢟Ⅼ

㣗ရᏳୖ䛾ၥ㢟Ⅼ
䝣䝷䞁䛿䚸㣗ရ䛾ຍ⇕ᕤ⛬➼䛷ពᅗ䛫䛪⏕ᡂ䛥䜜䚸
䛭䛾௦ㅰ≀䛿⫢⮚䜈䛾ẘᛶ䜢ᣢ䛴䚹㏆ᖺ䚸䝣䝷䞁
䛸ྠ䛻䝯䝏䝹䝣䝷䞁㢮⦕య䜒㣗ရ䛻ྵ䜎䜜䜛䛸
ሗ࿌䛥䜜䚸䛣䜜䜙ྛྜ≀䛾ᦤྲྀ㔞䜢ຍ⟬䛧䛶䚸
ᑐ⟇䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨
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ᫎ


ᫎ

◊✲㛤Ⓨ

◊✲㛤Ⓨ
㣗ရ୰䛾䝯䝏䝹䝣䝷䞁㢮⦕య䜢⢭☜䛻ᐃ㔞ྍ⬟
䛺ศᯒἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝯䝏䝹䝣䝷䞁㢮⦕య
⃰ᗘ䛸䝣䝷䞁⃰ᗘ䛸䛾㛵ಀ䜢ゎᯒ䛩䜛䚹

yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ䛿䚸ㅖእᅜ䛻䛚䛔䛶ከ䛟䛾᳜≀
✀䛷ⴥᯤ䜜➼䚸䛝䛺⿕ᐖ䜢䛘䛶䛔䜛ཎ⳦䚹
ᐟ⠊ᅖ䛾␗䛺䜛ள✀䛾Ꮡᅾ䜔᪂䛯䛺ᐟ᳜
≀䛾Ⓨぢ䛜┦ḟ䛔䛷䛚䜚䚸䛭䛾ධ䛾༴㝤ᛶ
䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨

᳨ド⤖ᯝ䜢㒔㐨ᗓ┴䛻ඹ᭷䛧䚸㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁
䝄䛾ᛶ㚷ᐃ䛾ⓗ☜䛺ᐇ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚲ
せ䛻ᛂ䛨䚸㜵ᣦ㔪䜢ᨵṇ䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨
䛻ᚲせ䛺⛉Ꮫ
ⓗ▱ぢ

yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ 䛾ᐟ⠊ᅖཬ䜃
᳨ᐃἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
᳜≀㜵ୖ䛾ၥ㢟Ⅼ

ᖹᡂϯϬᖺ䛻ᅜෆ䛷☜ㄆ䛥䜜䛯㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣
䝹䜶䞁䝄䠄,W/䠅Ⓨ⏕䛿䚸㐣ཤ䛾䛸ẚ㍑
䛧䚸デ᩿䛻㛫䜢せ䛩䜛⤖ᯝ䛸䛺䛳䛯䚹Ṛஸ㭜䛻
⭠⳦䛾ᡤぢ䛜ぢ䜙䜜䛯䛣䛸䛛䜙䚸⭠⳦➼
䛻䜘䜛ឤᰁ䛜㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛾᳨ᰝ䛻ᙳ㡪䜢
䛘䜛䛛᳨ド䛩䜛ᚲせ䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨

ຍᕤ㣗ရ䛻ྵ䜎䜜䜛䝣䝷䞁ཬ䜃䝯䝏䝹䝣䝷䞁㢮⦕
య䛾ྵ᭷ᐇែ䜢ㄪᰝ䚹⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻䚸㣗ရ⏤᮶
䛾ᦤྲྀ㔞䜢᥎ᐃ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸㣗ရ䛾Ᏻᛶ
䜢ྥୖ䛥䛫䜛ᑐ⟇䜢⟇ᐃ䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨
䛻ᚲせ䛺⛉Ꮫ
ⓗ▱ぢ

㭜䛻䛚䛡䜛⭠⳦➼」ྜឤᰁ䛜
㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛾᳨ᰝ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛾᳨ド

⭠⳦䛸,W/䜴䜲䝹䝇䛾」ྜឤᰁヨ㦂䜢ᐇ䛧䚸
,W/䜴䜲䝹䝇䛻༢⊂ឤᰁ䛧䛯ሙྜ䛸ẚ㍑䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䜚䚸,W/䛾デ᩿䚸᳨ᰝឤᗘ➼䛻䛘䜛ᙳ
㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹

ᐟ᳜≀䜢䚸ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟᳨᭷ᐖື᳜≀䛻㏣
ຍ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᮏཎ⳦䛾᳨ᐃ᪉ἲ䜢Ỉ㝿㜵
➼䛻ᑟධ䚹
⾜ᨻ⟇䞉ᥐ⨨
䛻ᚲせ䛺⛉Ꮫ
ⓗ▱ぢ


ᫎ

◊✲㛤Ⓨ
ᐟ䛸䛧䛶ᮍሗ࿌䛾᳜≀䛻᥋✀䛧䛶ᐟ⠊ᅖ䜢ㄪ
ᰝ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ከ᳨య᳨ᐃ䛻ᑐᛂ䛧䛯㎿㏿䛺᳨
ᐃ᪉ἲ䜢㛤Ⓨ䚹

ᚋ

⌧ᅾᐇ୰䛾◊✲ㄢ㢟௨እ䛻䜒䚸᭷ᐖᏛ≀㉁ཬ䜃᭷ᐖᚤ⏕≀䛻䜘䜛㣗ရ䛾ởᰁ㜵Ṇ䚸ᾏእ䛷Ⓨ⏕䛧ᅜෆ㎰ᴗ䜈䛾⬣ጾ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ື᳜≀䛾
ධ䞉䜎䜣ᘏ㜵Ṇ䚸♫⛉ᏛⓗどⅬᑟධ䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ◊✲䛺䛹䚸⾜ᨻ⟇䛾Ỵᐃ䛻ᚲせ䛺ከ
ከ䛟䛾᪂䛯䛺◊✲ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䚹

ᄂᆮௐǛԼܤμȷѣౡཋ᧸၃ሁƷሊȷਜ਼ፗƴӒପƢǔƜƱƴǑǓŴܤμƳငᠾအ൦ငཋƷ
̓ܭܤዅƕӧᏡƱƳǓЈ̟ᡶƴǋᝡྂ

