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知っていますか？

遺伝子組換え表示制度
ー消費者が正しく理解できる情報発信を目指してー
遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。
任意表示は 2023 年４月１日から新しい制度になります。
なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。

遺伝子組換え食品とは、別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、
その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質を持たせる技術
を用いて開発された作物及びこれを原材料とする加工食品です。
国内で流通している遺伝子組換え作物は、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく
安全性審査を経ています。
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義務
務表示制度
表示制度
遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準 ※1（平成27年内閣府令第10号）に
※１ 食品表示法（平成25年法律第70号）に基づく内閣府令
定められています。

義務対象 ※2
安全性審査を経て流通が認められた８農産物及びそれを原材料とした33加工食品群※3
※2
※3

従 来 の も の と 組 成 、栄 養 価 等 が 同 等 のもの
組 換 え D NA 等 が 残 存 し 、科 学 的 検 証 が可能と判断された品目

（ 食 品表 示 基 準

別 表 第 1 7）

対象 農 産 物

加 工 食 品 ※4

１ 豆腐・油揚げ類、２ 凍り豆腐、おから及びゆば、３ 納豆、４ 豆乳類、５みそ、６ 大豆煮豆、７ 大豆缶
詰及び大豆瓶詰、８ きなこ、９ 大豆いり豆、10 １から９までに掲げるものを主な原材料とするもの、
（枝豆及び大豆もやしを含む。） 11 調理用の大豆を主な原材料とするもの、12 大豆粉を主な原材料とするもの、13 大豆たんぱくを主な原
材料とするもの、14 枝豆を主な原材料とするもの、15 大豆もやしを主な原材料とするもの

大

豆

とうもろこし

１ コーンスナック菓子、２ コーンスターチ、３ ポップコーン、４ 冷凍とうもろこし、５ とうもろこし缶
詰及びとうもろこし瓶詰、６ コーンフラワーを主な原材料とするもの、７ コーングリッツを主な原材料と
するもの（コーンフレークを除く。）、８ 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、９ １から５まで
に掲げるものを主な原材料とするもの

ばれいしょ

１ ポテトスナック菓子、２ 乾燥ばれいしょ、３ 冷凍ばれいしょ、４ ばれいしょでん粉、５ 調理用のばれ
いしょを主な原材料とするもの、６ １から４までに掲げるものを主な原材料とするもの

なたね
綿

★

実

アルファルファ

アルファルファを主な原材料とするもの

てん菜

調理用のてん菜を主な原材料とするもの

パパイヤ

パパイヤを主な原材料とするもの

※４

しょうゆや植物油などは、最新の技術に
よっても組換え DNA 等が検出できないた
め、表示義務はありませんが、任意で表示
をすることは可能です。この場合は、義務
対象品目と同じ表示ルールに従って表示し
てください。

表示義務の対象となるのは主な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ、
原材料及び添加物の重量に占める割合が５％以上であるもの）

表示方法
分別生産流通管理をして遺伝子組換え
農産物を区別している場合及びそれを
加工食品の原材料とした場合

分別生産流通管理が行われた遺伝子組
換え農産物である旨を表示

分別生産流通管理をせず、遺伝子組換
え農産物及び非遺伝子組換え農産物を
区別していない場合及びそれを加工食
品の原材料とした場合
分別生産流通管理をしたが、遺伝子組
換え農産物の意図せざる混入が５％を
超えていた場合及びそれを加工食品の
原材料とした場合

遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え
農産物が分別されていない旨を表示

＜表示例＞「大豆（遺伝子組換え）」 等

＜表示例＞「大豆（遺伝子組換え不分別）」 等

「不分別」という言葉では消費者に分かりにく
いとの指摘もあります。パッケージに余白が
ある場合は、「遺伝子組換え不分別」の意味に
ついて説明文を付記することが消費者の正し
い理解につながります。

キーワード：
「分別生産流通管理」
分別生産流通管理（IP ハンドリング）とは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の
各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、それが書類により証明されていることをいいます。
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任意
意表示制度
表示制度
遺伝子組換えに関する任意表示制度について、
情報が正確に伝わるように
改正されます。
改正後の食品表示基準は2023年４月１日に施行されます。

現行制 度
分別生産流通管理をして、意図せざる
混入を５％以下に抑えている大豆及び
とうもろこし並びにそれらを原材料と
する加工食品

「遺伝子組換えでないものを分別」
「遺伝子組換えでない」
等の表示が可能

新制度

適切に分別生産流通管理された旨の
表示が可能

分別生産流通管理をして、意図せざる
混入を５％以下に抑えている大豆及び
とうもろこし並びにそれらを原材料と
する加工食品

＜表示例※5＞
「原材料に使用しているトウモロコシは、
遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を
行っています」
「大豆（分別生産流通管理済み）」 等

施行前でもこの表示は可能です。
表示の早期切替えに御協力ください。

※５

分別生産流通管理をして、遺伝子組換
えの混入がないと認められる大豆及び
とうもろこし並びにそれらを原材料と
する加工食品

遺伝子組換え農産物の具体的な混入率等を
併せて表示することは可能ですが、表示と
商品に矛盾がないように注意してください。

「遺伝子組換えでない」
「非遺伝子組換え」
等の表示が可能

使用した原材料に応じて２つの表現に分けることにより、
消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながります。

★

大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料と
する加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件
になります。
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新たな任意表示制度に関する Q & A
Q1 改正食品表示基準の施行まで期間が空くのは
Q1
なぜですか。

Q4 適切に分別生産流通管理された旨を表示したい
Q４
のですが、どのように表現したらよいでしょうか。
例えば、「遺伝子組換え大豆の混入が５％以下にな
るように管理しています。」という表示はできますか。

A1 改正後の食品表示基準は 2023 年４月１日に施
A1
行されますが、それまでの間が表示切替えのための準
備期間になります。
改正食品表示基準の施行前においても、分別生産流
通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えてい
る大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする
加工食品に適切に分別生産流通管理された旨を表示す
ることができますので、消費者への正確な情報提供の
ため、事業者におかれましては、表示の早期切替えを
お願いします。

A4 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を
A４
分けて生産、流通及び製造加工の各段階で管理を行っ
ていることが分かるように表示する必要があります。
「分別生産流通管理」の代わりに、
「IP ハンドリング」、
「IP 管理」という表現も使用することができます。
このとき、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の
割合について、表示の読み手の主観によって左右され
るような表現（例えば、「遺伝子組換え大豆はほぼ含
まれていません。」、「遺伝子組換えトウモロコシの混
入をできる限り抑えています。」等）は避けるべきと
考えます。
例に挙げている表示のように、遺伝子組換え農産物
の具体的な混入率等を合わせて表示することは可能で
すが、事業者は表示と商品に矛盾がないように注意し
てください。

Q２
Q2 改正後の食品表示基準が施行されたら、それま
でに製造した在庫は処分しなければならないのでしょ
うか。

A2 改正後の食品表示基準の施行前に現行制度に基
A２
づいた表示をした食品（例えば、倉庫にある商品在庫）
については、施行後も販売することができます。
ただし、施行後に古い「遺伝子組換えでない」の表
示（＝意図せざる混入が５％まで許容）が流通するこ
とは消費者の正しい選択を誤らせるおそれがあります
ので、事業者はできる限り施行前までに改正後の食品
表示基準に即した表示への切替えをお願いします。

Q5 「遺伝子組換えでない」と表示するための条件
Q５
を教えてください。
A5 適切に分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換
A５
え農産物の混入がないことを確認した非遺伝子組換え
農産物及びこれを原材料とする加工食品には、「遺伝
子組換えでない」と表示することができます。
遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法とし
ては、第三者分析機関等による分析※6のほか、以下を
証明する書類等を備えておくことなどが考えられます。
① 生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認
した農産物を専用コンテナ等に詰めて輸送し、
製造者の下で初めて開封していること
② 国産品※7又は遺伝子組換え農産物の非商業栽
培国で栽培されたものであり、生産、流通過程
で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品
と混ざらないことを確認していること
③ 生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組
換え農産物が含まれていないことが証明されて
おり、その旨が記載された分別生産流通管理証
明書を用いて取引を行っている場合

Q３
Q3 改正後の食品表示基準の施行前に作った包材を
引き続き使うことはできますか。

A3 改正後の食品表示基準の施行後に使用する容器
A３
包装には、改正後の食品表示基準に即した表示をする
必要があります。
例えば、適切に分別生産流通管理を行っているが、
遺伝子組換え農産物の意図せざる混入がないことまで
は担保できない農産物を使用する場合は、適切に分別
生産流通管理された旨の表示をしてください。

なお、行政の行う科学的検証及び社会的検証の結果
において、原材料に遺伝子組換え農産物が含まれてい
ることが確認された場合には、
不適正な表示となります。

消費者庁食品表示企画課

東京都千代田区霞が関 3 1 1
中央合同庁舎第 4 号館 6 階
03 3507 8800（大代表）

※6
※7

遺伝子組換え表示
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遺伝子組換え農産物の混入がないことを確認す
るための公定検査法は、現在開発中です。
現在、日本において食用として使用することを目的
とした遺伝子組換え作物の商業栽培はありません。

逆綴じ
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１

２

附

則

（施行期日）
こ の府令は 、平成三十五年四月一日 から施行する。
（経過措置）

この府令の施行前にこ の府令による改正前の食品表示基準により遺伝子組換え食品に関する事項を表示

した加工食 品（業務用加工食品を除く。）及び生鮮食 品（業務用生鮮食 品を除く。）は、こ の府令の施行
後においても販売することができる。
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表中の［

］の記載は注記で ある。

（義務表示）
（義務表示）
第二十九条 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられ 第二十九条 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられ
た生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第
た生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第
十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければな
十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければな
らない。
らない。
一・二 ［略］
一・二 ［同上］
三 遺伝子組換え農産物に関する事項（分別生産流通管理が行
三 遺伝子組換え農産物に関する事項（遺伝子組換え農産物及
われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農
び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに
産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨
並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通
の表示に限る。）
管理が行われた旨の表示（遺伝子組換え農産物の混入がない
と認められる対象農産物で ある旨の表示を含む。）に限る。
）
四～十四 ［略］
四～十四 ［同上］
備考
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［略］

［略］

れた旨の表示に代えて、「遺
伝子組換えでない」、「非遺
伝子組換え」等遺伝子組換え
農産物の混入がない非遺伝子
組換え農産物である旨を示す
文言を表示することができる
。
二 ［略］
２・３ ［略］
［略］

二 ［同上］
２・３ ［同上］
［同上］ ［同上］ ［同上］

（表示禁止事項）
（表示禁止事項）
第二十三条 食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十 第二十三条 食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十
一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮
一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮
食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所
食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所
に表示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食
に表示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食
品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡（販売を除く。）
品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡（販売を除く。）
される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この
される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この
限りでない。
限りでない。
一～三 ［略］
一～三 ［同上］
四 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理
四 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換
が行われたことを確認した対象農産物以外の食品にあっては
え農産物以外の食品にあっては、当該作物で ある食品が非遺
、当該作物である食品に関し遺伝子組換え農産物が混入しな
伝子組換え農産物で ある食品で ある旨を示す用語
いように分別生産流通管理が行われた旨（遺伝子組換え農産
物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。）
を示す用語
五～九 ［略］
五～九 ［同上］
［略］
２ ［同上］
２
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［略］

［略］

中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従
い表示されなければならない。
［略］
対 象 農 産 遺伝子組 １ 次に定めるところにより表示す
物
換え農産
る。
物に関す
一 二に掲げるもの以外の対象農
る事項
産物
イ・ロ ［略］
ハ 遺伝子組換え農産物が混入
しないように分別生産流通管
理が行われたことを確認した
対象農産物の場合は、当該対
象農産物の名称を表示するか
、又は、当該対象農産物の名
称の次に括弧を付して、若し
くは、容器包装の見やすい箇
所に当該対象農産物の名称に
対応させて、遺伝子組換え農
産物が混入しないように分別
生産流通管理が行われた旨を
表示する。遺伝子組換え農産
物が混入しないように分別生
産流通管理が行われた旨を表
示しようとする場合において
、遺伝子組換え農産物の混入
がないと認められる対象農産
物である場合に限り、遺伝子
組換え農産物が混入しないよ
うに分別生産流通管理が行わ

［同上］

中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従
い表示されなければならない。
［同上］ ［同上］

対象農産 遺伝子組 １ 次に定めるところにより表示す
物
換え農産
る。
物に関す
一 二に掲げるもの以外の対象農
る事項
産物
イ・ロ ［同上］
ハ 分別生産流通管理が行われ
たことを確認した非遺伝子組
換え農産物である対象農産物
の場合は、当該対象農産物の
名称を表示するか、又は当該
対象農産物の名称の次に括弧
を付して「遺伝子組換えでな
いものを分別」、「遺伝子組
換えでない」等分別生産流通
管理が行われた非遺伝子組換
え農産物である旨を表示する
。
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２

は、当該食品の原材料で ある別表第十七の上欄に掲げる作物
別表第十七の上欄に掲げる作物が非遺伝子組換え農産物であ
に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通
る旨を示す用語
管理が行われた旨（遺伝子組換え農産物の混入がないと認め
られる対象農産物である旨を含む。）を示す用語
五～十三 ［略］
五～十三 ［同上］
［略］
２ ［同上］

（義務表示）
（義務表示）
第十五条 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた 第十五条 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた
加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項（酒類
加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項（酒類
にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。）が第三条及び
にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。）が第三条及び
第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称
この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称
の項の２の規定は適用しない。
の項の２の規定は適用しない。
一～七 ［略］
一～七 ［同上］
八 遺伝子組換え食品に関する事項（分別生産流通管理が行わ
八 遺伝子組換え食品に関する事項（遺伝子組換え農産物及び
れた遺伝子組換え農産物で ある旨の表示、遺伝子組換え農産
非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに分
物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並
別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の
びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管
表示に限る。）
理が行われた旨の表示（遺伝子組換え農産物の混入がないと
認められる対象農産物である旨の表示を含む。）に限る。）
九～二十七 ［略］
九～二十七 ［同上］

（横断的義務表示）
（横断的義務表示）
第十八条 ［略］
第十八条 ［同上］
２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食 ２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食
品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際（設備を設
品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際（設備を設
けて飲食させる場合並びに容器包装に入れないで、かつ、生
けて飲食させる場合並びに容器包装に入れないで、かつ、生
産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対
産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対
して譲渡（販売を除く。）する場合を除く。）には、同表の
して譲渡（販売を除く。）する場合を除く。）には、同表の
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３

［略］
［略］

［略］

６

されていない旨、遺伝子組換え農
産物が混入しないように分別生産
流通管理が行われた旨（遺伝子組
換え農産物の混入がないと認めら
れる対象農産物である旨を含む。
）、特定分別生産流通管理が行わ
れた特定遺伝子組換え農産物であ
る旨又は特定遺伝子組換え農産物
及び非特定遺伝子組換え農産物が
意図的に混合された農産物である
旨の表示（以下「遺伝子組換えに
関する表示」という。）は不要と
する。ただし、これらの原材料に
ついて遺伝子組換えに関する表示
を行う場合には、１から４までの
規定の例によりこれを表示しなけ
ればならない。
［略］

［略］
３

６

び非遺伝子組換え農産物が分別さ
れていない旨、特定分別生産流通
管理が行われた特定遺伝子組換え
農産物である旨又は特定遺伝子組
換え農産物及び非特定遺伝子組換
え農産物が意図的に混合された農
産物である旨の表示（以下「遺伝
子組換えに関する表示」という。
）は不要とする。ただし、これら
の原材料について遺伝子組換えに
関する表示を行う場合には、１か
ら４までの規定の例によりこれを
表示しなければならない。

［同上］
［同上］ ［同上］ ［同上］
［同上］

（表示禁止事項）
（表示禁止事項）
第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条 第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条
に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品
に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品
の容器包装に表示してはならない。
の容器包装に表示してはならない。
一～三 ［略］
一～三 ［同上］
四 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理
四 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換
が行われたことを確認した対象農産物を原材料とする食品（
え農産物を原材料とする食品（当該食品を原材料とするもの
当該食品を原材料とするものを含む。）以外の食品にあって
を含む。）以外の食品にあっては、当該食品の原材料である
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て、遺伝子組換え農産物が混入
しないように分別生産流通管理
が行われた旨を表示する。遺伝
子組換え農産物が混入しないよ
うに分別生産流通管理が行われ
た旨を表示しようとする場合に
おいて、遺伝子組換え農産物の
混入がないと認められる対象農
産物を原材料とする場合に限り
、遺伝子組換え農産物が混入し
ないように分別生産流通管理が
行われた旨の表示に代えて、「
遺伝子組換えでない」、「非遺
伝子組換え」等遺伝子組換え農
産物の混入がない非遺伝子組換
え農産物である旨を示す文言を
表示することができる。
２～４ ［略］
５ 別表第十七及び別表第十八に掲
げる加工食品の原材料のうち、対
象農産物又はこれを原材料とする
加工食品であって主な原材料（原
材料の重量に占める割合の高い原
材料の上位三位までのもので、か
つ、原材料及び添加物の重量に占
める割合が五パーセント以上であ
るものをいう。以下同じ。）でな
いものについては、分別生産流通
管理が行われた遺伝子組換え農産
物である旨、遺伝子組換え農産物
及び非遺伝子組換え農産物が分別

通管理が行われた非遺伝子組換
え農産物である旨を表示する。

２～４ ［同上］
５ 別表第十七及び別表第十八に掲
げる加工食品の原材料のうち、対
象農産物又はこれを原材料とする
加工食品であって主な原材料（原
材料の重量に占める割合の高い原
材料の上位三位までのもので、か
つ、原材料及び添加物の重量に占
める割合が五パーセント以上であ
るものをいう。以下同じ。）でな
いものについては、分別生産流通
管理が行われた遺伝子組換え農産
物若しくは非遺伝子組換え農産物
である旨、遺伝子組換え農産物及
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改

正

後

改

正

［略］

［同上］ ［同上］ ［同上］

前

（横断的義務表示）
（横断的義務表示）
第三条 ［略］
第三条 ［同上］
２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品 ２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品
のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際（設備を設けて
のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際（設備を設けて
飲食させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げる表示事項
飲食させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げる表示事項
が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
ない。
ない。
［略］

別表第十
七の下欄
及び別表
第十八の
中欄に掲
げる加工
食品

［略］

別表第十
七の下欄
及び別表
第十八の
中欄に掲
げる加工
食品

遺伝子組 １ 加工工程後も組み換えられたＤ
換え食品
ＮＡ又はこれによって生じたたん
に関する
ぱく質が残存する加工食品として
事項
別表第十七の下欄に掲げるもの（
２に掲げるものを除く。）にあっ
ては、次に定めるところにより表
示する。
一・二 ［同上］
三 分別生産流通管理が行われた
ことを確認した非遺伝子組換え
農産物である別表第十七の上欄
に掲げる対象農産物を原材料と
する場合は、当該原材料名を表
示するか、又は当該原材料名の
次に括弧を付して「遺伝子組換
えでないものを分別」、「遺伝
子組換えでない」等分別生産流

遺伝子組 １ 加工工程後も組み換えられたＤ
換え食品
ＮＡ又はこれによって生じたたん
に関する
ぱく質が残存する加工食品として
事項
別表第十七の下欄に掲げるもの（
２に掲げるものを除く。）にあっ
ては、次に定めるところにより表
示する。
一・二 ［略］
三 遺伝子組換え農産物が混入し
ないように分別生産流通管理が
行われたことを確認した別表第
十七の上欄に掲げる対象農産物
を原材料とする場合は、当該原
材料名を表示するか、又は、当
該原材料名の次に括弧を付して
、若しくは容器包装の見やすい
箇所に当該原材料名に対応させ
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○内閣府令第二十四号

麻生

内閣総理 大臣臨時代理

国務大臣

太郎

食品表示法（ 平成 二十 五年法律第七十号）第四条第一項 の規定に基づき 、食品表示基準の一 部を改正する
内閣府令を次のように定める。
平成三十一年四月二十五日

食品表示基準の一 部を改正する内閣 府令
食品表示基準（平成二十七年内閣府令第十号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の
傍線を付した 部分のように改める。
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新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方
（補足資料）

平成31年４月25日
消費者庁
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（義務表示）
１ 油やしょうゆなどの食品に表示が義務付けられていない理由
１

表示義務の対象となる遺伝子組換え食品の品目については、平成９年から平成11
年までの２年余りにわたり、消費者、生産・流通業者及び学識経験者からなる食品
表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会において議論した結果、科学的・技術的な観
点から、表示の信頼性及び実行可能性を確保することが重要であるとの観点から、
組み換えられたＤＮＡやこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の
技術によっても検出できない油やしょうゆ等の食品については、表示義務の対象外
とされたところです。

２

そして、遺伝子組換え表示制度が導入されて約15年が経過し、制度を取り巻く環
境が変化した可能性があったため、消費者庁において、平成28年度に、①分別生産
流通管理等の実態調査、②科学的な表示対象品目の検証、③消費者意向調査などの
調査を行いました。その結果を踏まえ、平成29年４月から「遺伝子組換え表示制度
に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催し、10名の委員によって遺伝子
組換え表示制度の在り方が検討されました。この検討会においても、消費者のニー
ズ、事業者の実行可能性、行政の円滑な制度運営など様々な方向から表示義務対象
品目について検討されましたが、大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状
況下においては、社会的検証だけでは表示の信頼性を十分に担保することが困難で
あり、引き続き科学的検証と社会的検証を組み合せることによって監視可能性を確
保する必要があるとして、組み換えられたＤＮＡ等が検出できない油やしょうゆ等
の食品は、表示義務の対象外のままとなりました。
なお、消費者庁では、表示義務の対象品目については、組み換えられたＤＮＡ等
の検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、必要に応じて
見直しを行うこととしていますが、検討会の報告書（「遺伝子組換え表示制度に関す
る検討会報告書」（平成30年３月28日））でも、現在は表示義務対象外の品目であっ
ても、再現性ある組換えＤＮＡ等の検査法が確立されれば、表示義務対象品目に追
加することが適当であるとの方向性が示されました。

-1-

17

２

「遺伝子組換え不分別」の対象
生産、流通又は加工の全部又はいずれかの段階で遺伝子組換え農産物と非遺伝子組
換え農産物を分けずに管理した原材料を使用している場合には、遺伝子組換え農産物
と非遺伝子組換え農産物を分別していない旨を表示します。
また、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分けて管理していたとしても、
意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入を超えている場合には、適切な分別生産
流通管理がなされたとはいえず、「遺伝子組換え不分別」である旨の表示が必要です。
意図せざる「一定の混入」とは、大豆及びとうもろこしについて、混入率５％とされ
ています。

３

分別生産流通管理を行っていないとうもろこしを使っている場合、「遺伝子組換え不
分別」ではなく、「使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えのものと分けて管理し
たものではありません。」などと表示することの可否
分別生産流通管理をしていない原材料を使用している場合には、遺伝子組換え農産
物と非遺伝子組換え農産物を分別していない旨を原材料名の次に括弧書きで表示する
ことが必要となります。
食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）では、このことを表す表現として「遺伝
子組換え不分別」という文言が示されていますが、これは一例であって、遺伝子組換
え農産物と非遺伝子組換え農産物を分別していない旨が分かる文言であれば構いませ
ん。
また、一括表示の原材料名欄に「遺伝子組換え不分別」と表示した上で、枠外に、
「不
分別」とは遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分別していないことを意味
している旨の説明書きを付すことは、消費者に情報を正しく伝える手段として有効で
あると考えます。
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（任意表示）
４ 遺伝子組換え食品の任意表示制度の概要
１

遺伝子組換え表示の義務対象となる８種類の農産物及びこれを原材料とする33加
工食品群における任意表示
遺伝子組換え表示の義務対象となる８種類の農産物及びこれを原材料とする33加
工食品群のうち、遺伝子組換え農産物の混入を避けるため、適切に分別生産流通管
理が行われた農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに
関する表示義務はありません。
ただし、任意で適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示をすることができ
ます。また、適切に分別生産流通管理が行われ、さらに遺伝子組換え農産物の意図
せざる混入がないことを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加
工食品については、任意で「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示を
することができます。

２

33加工食品群以外の加工食品（油やしょうゆなど）における任意表示
油やしょうゆなど、組み換えられたＤＮＡ及びこれによって生じたたんぱく質が
加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が
不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありま
せん。これは、非遺伝子組換え農産物から製造した油やしょうゆと科学的に品質上
の差異がないためです。
ただし、任意で遺伝子組換えに関する表示をすることは可能です。この際、特に
「遺伝子組換えでない」旨を表示する場合には、どのような原料を使用しているか
について、分別生産流通管理の証明書を保有するほか、例えば、第三者分析機関に
よる分析結果により原料の品質を担保する等、表示の根拠となる資料を有すること
が望ましいと考えます。
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５

適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意で表示する場合の表示方法
１

適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示は任意ですが、表示する場合は、
食品表示基準第３条第２項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に従う必要
があります。

２

適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示をする際は、遺伝子組換え農産物
と非遺伝子組換え農産物を分けて生産、流通及び製造加工の各段階で管理を行って
いることが分かるように表示してください。表示の読み手の主観によって左右され
るような表現（例えば、
「遺伝子組換えトウモロコシはほぼ含まれていません。」、
「大
豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換えの混入を減らしています。」等）は、
消費者の正しい選択を妨げるおそれがありますので、避けるべきと考えます。また、
遺伝子組換えの混入がない原材料であると消費者が誤解するような表示（例えば、
「遺
伝子組換えでないものを分別」等）は、不適正な表示となります。

（一括表示事項欄外に表示する場合の例）
「大豆は、遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。」
「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生
産流通管理を行っています。」
等
（一括表示事項欄に表示する場合の例）
「とうもろこし（分別生産流通管理済み）」
「とうもろこし（ＩＰ管理品）」
「大豆（遺伝子組換えの混入を防ぐため分別）」

３

等

なお、遺伝子組換え農産物の具体的な混入率等を合わせて表示することは可能で
すが、実際の商品に使用された原材料に含まれている遺伝子組換え農産物の割合が
表示された混入率より高い場合には、商品と表示に矛盾があるとして、不適正な表
示となることがありますので、注意が必要です。
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６

「遺伝子組換えでない」旨の表示の表示方法
１

「遺伝子組換えでない」旨の表示は任意ですが、表示する場合は、食品表示基準
第３条第２項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に従う必要があります。

２

一括表示事項欄に表示する場合は、原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え
でない」等遺伝子組換え農産物の混入のない非遺伝子組換え農産物である旨を表示
します。
一括表示事項欄外に表示する場合も、一括表示事項欄に表示する場合と同様、遺
伝子組換え農産物の混入のない非遺伝子組換え農産物を使用している旨を表示して
ください。

３

なお、食品表示基準別表第17に掲げる農産物以外の農産物及びこれらを原材料と
する加工食品については、当該農産物に関し、遺伝子組換えでないことの表示を禁
止しています。
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７

事業者による第三者分析機関における検査の要否
１

原材料名の次に括弧を付して、又は、一括表示事項欄外の分かりやすい箇所に「遺
伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等非遺伝子組換え農産物である旨を示す文
言を任意で表示する場合は、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通
管理が行われたことを確認することが前提であり、原材料農産物に遺伝子組換え農
産物が混入していないことが必要です。第三者分析機関等による分析結果は、事業
者における遺伝子組換え農産物が混入していないことの確認方法の一つとして有効
ですが、それを任意表示の必須の条件とするものではありません。

２

遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法としては、以下の場合が有用で
すが、行政の行う科学的検証において、使用された原材料に遺伝子組換え農産物を
含むことを確認した場合は、不適正な表示となります。
① 生産地で遺伝子組換えのものとの混入がないことを確認した農産物を袋等又は
専用コンテナに詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していることが証明され
ていること
② 国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、
流通過程で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品（適切に分別生産流通管
理され、遺伝子組換え農産物の混入が５％以下に抑えられた場合を含む。）と混ざ
らないことを確認しており、その旨が証明されていること
③ 生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産物が含まれていないこ
とが証明されており、遺伝子組換え農産物が含まれない旨が記載された分別生産
流通管理証明書を用いて取引を行っている場合
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８

事業者による分析依頼先
事業者において分析を行うかどうかはその自主性に任せており、特定の分析機関を
指定するものではありません。「食品表示基準について」（平成27年３月30日消食表13
9号消費者庁次長通知）の「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」を
用いた検査を実施している民間の分析機関に依頼しても構いませんし、自社の設備で
対応可能であれば、自社で分析を行っても構いません。
ただし、分析機関に対しては、分析結果の信頼性の観点から、用いられている検査
法や業務管理体制などを確認しておく必要があると考えます。業務管理体制について
参照されるものとして、食品衛生検査施設（食品衛生法（昭和22年法律第233号）第29
条に規定する検査施設をいう。）における検査等の業務管理に関する通知である「食品
衛生検査施設における検査等の業務管理について」（平成９年１月16日衛食第８号厚生
省生活衛生局食品保健課長通知）の別紙「食品衛生検査施設における検査等の業務管
理要領」、又はJIS Q 17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」が挙
げられます。
なお、第三者分析機関や自社で行った分析の結果問題がない場合であっても、行政
が行う科学的検証において、使用する原料農産物に遺伝子組換え農産物が含まれるこ
とが確認された場合、
「遺伝子組換えでない」という表示は、不適正な表示となります。
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９

適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示に、「ＩＰハンドリング」という表現
を使用することの可否
ＩＰハンドリングは、Identity Preserved Handlingの略です。
「ＩＰハンドリング」、
「ＩＰ管理」など日本語と組み合わせた表現であれば、「分別生産流通管理」の文言に
代えて表示に使用することができます。

（その他の表示）
10 「肉牛は遺伝子組換えでない飼料で育てました。」という表示の可否
このような表示を一括表示事項欄外に表示する場合は、事実に基づいた内容であれ
ば禁止されるものではありませんが、消費者の誤認を招かないように注意する必要が
あります。このような表示はいわゆる広告に該当し、その内容が消費者の誤認を招く
か否かについては、社会通念に照らして判断されることになります。食品表示基準に
おける「遺伝子組換えでない」旨の任意表示は、遺伝子組換え農産物が不検出の場合
にのみすることができることに鑑みれば、それと同じレベルを担保するか、又は具体
的にどのような飼料を用いているかを、消費者が適切に認識できるように表示する必
要があると考えます。例えば、分別生産流通管理された飼料で飼育された場合は、「分
別生産流通管理された飼料で飼育された牛の生乳を使用」等、正確に表現することが
望ましいと考えます。
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（監視）
11 遺伝子組換え表示の監視
１

遺伝子組換え食品の表示の監視及び検証のうち、適切に分別生産流通管理を行っ
ている旨の表示（任意表示）、又は原材料名だけ表示しているものについては、その
原料となる大豆やとうもろこしが分別生産流通管理がなされている旨の書類が整っ
ていることの確認を行います。この確認ができなければ、分別生産流通管理が十分
になされていないこととなり、「遺伝子組換え不分別」等と表示する必要があります
（義務表示）。
なお、このように、遺伝子組換え食品の表示の監視は、書類の確認（社会的検証）
を基本に、これに先立って、科学的検証の手法で対象を絞り込むなど、社会的検証
と科学的検証を組み合わせて実施しています。

２

「遺伝子組換えでない」旨の表示（任意表示）については、その原料の分別生産
流通管理がなされいている旨の書類、遺伝子組換え農産物が混入していないことの
根拠の確認等の社会的検証に加え、科学的検証の手法で原材料の大豆やとうもろこ
しにおいて遺伝子組換え農産物を含まないことを確認します。
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12

不適正表示への措置
１

５％を超える遺伝子組換えのものの混入があることが判明した場合には、適切な
分別生産流通管理が実施されていないおそれがあります。

２

大豆やとうもろこしについて、適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示（任
意表示）又は原材料名だけを表示しているものは、分別生産流通管理が適切に行わ
れた前提の上で認められるものであり、例えば、分別生産流通管理の実施を確認し
ていないが結果として遺伝子組換え農産物の混入率が５％以下であった場合や、意
図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合には「遺伝子組換え不分別」等と表示す
る必要があり、「分別生産流通管理済み」という表示は不適正な表示であるといえま
す。このような場合には、必要に応じ、生産・流通の過程を遡って、証明書、伝票、
分別管理の実際の取扱い等をチェックし、不十分な場合にはその結果に応じて、食
品表示法（平成25年法律第70号）に基づき指示、命令、罰則等、所要の措置を講じ
ることとなります。

３

「遺伝子組換えでない」旨の表示にあっては、分別生産流通管理が適切に行われ
ていることに加え、遺伝子組換え農産物が含まれていないことが必要になりますが、
行政が行う科学的検証及び社会的検証の結果において、原材料農産物に遺伝子組換
え農産物が含まれていることが確認された場合は、「遺伝子組換えでない」という表
示は不適正な表示となり、食品表示法に基づき指示、命令、罰則等、所要の措置を
講じることとなります。
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○ 現行制度
大豆及びとうもろこしについて分別生産流通管理を適切に行なっている
場合、遺伝子組換え農産物の混入が５％以下であれば、「遺伝子組換え
でない」旨の任意表示が可能。
○ 整理の方向性
「遺伝子組換えでない」表示が認められる条件を現行制度の「５％以下」
から「不検出」に厳格化。

○ 現行制度
加工食品において、主な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原
材料の上位３位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める
割合が５％以上であるもの）
○ 整理の方向性
事業者の実行可能性、表示の見やすさ・優先度等の観点から、現行制
度を維持。

○ 現行制度
分別生産流通管理がされていないものについて「遺伝子組換え不分別」と表示
○ 整理の方向性
事業者や消費者等から幅広く意見を聴取し、「遺伝子組換え不分別」の表現に代
わる、実態を反映した分かりやすく誤認を招かないような表示を検討し、Ｑ＆Ａ等に
示す。

○ 説明会の実施等により、遺伝子組換え農産物の実情
や遺伝子組換え表示制度の普及・啓発活動を積極的に
行なう。
○ 実態把握のためのモニタリング調査を行ない、必要に
応じて制度の見直しを行なう。

国における今後の取組み

論点④－２「遺伝子組換えでない」という表示が認められる条件

論点②表示義務対象原材料の範囲

論点③「遺伝子組換え不分別」の表示

○ 現行制度
大豆及びとうもろこしについて遺伝子組換え農産物の混入が５％を超え
る場合に、「遺伝子組換え不分別」である旨の義務表示が必要。
○ 整理の方向性
原材料の安定的な調達が困難となる可能性や検査に係る作業量やコ
ストの増大などの観点から、現状維持。

論点④－１義務表示が免除される遺伝子組換え農産物の混入率

○ 日本国内で食品として流通している遺伝子組換え農産物は、厚生労働省の安全性
審査を受けており、安全性は確保されている。
○ 消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を実現するための表示制度
の構築が必要。

基本的考え方

（検討会（座長：湯川剛一郎東京海洋大学教授）は、平成29年４月から10回開催）

平成30年3月消費者庁

○ 現行制度
安全性が確認された８農作物及びそれを原材料とした３３加工食品群
（豆腐や納豆など組換えDNA等が残存し、科学的検証が可能と判断され
た品目）
○ 整理の方向性
表示の信頼性及び監視可能性の観点から現行制度を維持。今後再現
性のある検査法が確立された品目は義務対象へ追加することが適当。

論点①表示義務対象品目

○ 遺伝子組換え表示制度は、その導入から15年以上が
経過し以下の点に変化が生じている可能性があった。
・ 遺伝子組換え農産物の作付面積増加に伴う流通実態
・ 遺伝子組換え食品のDNA等に関する分析技術
・ 遺伝子組換え食品に対する消費者の意識

検討会の背景

「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」の概要
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⾲♧క࠺♫ⓗࢥࢫࢺࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ⪃៖ࡋࠊ㣗ရࡢ⏕⏘࣭〇㐀࣭ὶ㏻ࡢ

1㣗ရ⾲♧୍ඖ᳨ウ࠾࠸࡚୰㛫ㄽⅬᩚ⌮ಀࡿࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆᐇࡋࡓ㝿ࠊ㑇ఏ

㸦 ᖺ㸧ࡣ㸯൨  ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠊᖹᡂ  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡢ⡿

ୡ⏺࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢస㠃✚ࡣቑຍഴྥ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ

ࡲࡓࠊ⩏ົ⾲♧ไᗘࡢ㐠⏝ࡸぢ┤ࡋᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗ⪅ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡸ

ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡣၟᴗ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ

㸦 ᖺ㸧ᅜෆ࡛ᾘ㈝ࡋࡓ㇋ཬࡧ✐≀࠺ࡶࢁࡇࡋ༨ࡵࡿ㣗⏝ྥ㔞

㸰㸬㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉

ࡽࡣࠊᾘ㈝⪅ࡀồࡵࡿሗࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᾘ㈝⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍࡃㄗㄆ

㇋ࡸ✐≀࠺ࡶࢁࡇࡋ࡞ࡢ㒊ศࢆ㍺ධ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺ

㸦㸯㸧㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻ᐇែ

ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓࠋ

   ⌧ᅾࠊᡃࡀᅜࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡣపୗഴྥ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜෆ࡛ᾘ㈝ࡍࡿ

㸱㸬㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࢆࡵࡄࡿໃ

ࡍࡿࡓࡵᾘ㈝⪅ࡀồࡵࡿሗࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢὶ㏻≧ἣཬࡧᴗ⪅ࡢ





ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㣗ရࡢ㑅ᢥࡢᶵࡢ☜ಖࢆᐇ⌧





ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡋᚓࡿ⾲♧ไᗘࢆᵓ⠏ࡋࠊࡇࢀࢆ✚ᴟⓗᬑཬ࣭ၨⓎࡍࡿࡇ

᳨ドཬࡧ♫ⓗ᳨ドࡼࡗ࡚⾲♧ࡢಙ㢗ᛶཬࡧศᯒࡢᐇ⾜ᢸಖ➼ࡼࡿ┘ど

࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㛤ദࡋࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ᳨

⪅➼ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
㸦௨ୗࠕ᳨ウࠖ

ࡑࡢࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ᗇ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ᾘ㈝⪅ࠊᴗ⪅ཬࡧᏛ㆑⤒㦂

㢟ࡋ࡚ᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜࠺㡯ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ

㸦㸱㸧㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ⾲♧ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡣࠊ⛉Ꮫⓗ

ࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚⾲♧ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛

⣔ࡢᅾࡾ᪉➼ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㛤ദࡉࢀࡓ㣗ရ⾲♧୍ඖ᳨ウࡢሗ࿌᭩ࠕ㣗

୍ඖࡢᶵ᳨ウࡍࡁ㡯┠ࡣ᳨ูウࡍࡁ㡯ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀࡓࠋ


ࡢ⾲♧ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㣗ရࡢ㑅ᢥࡢᶵࡢ☜ಖࢆᐇ⌧ࡍࡿ

㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣗ရ⾲♧ࡢ୍ඖྥࡅࡓἲయ



➨  ྕ㸧ࡢつᐃࡼࡾ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇែࡢኚࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ㹂㹌㸿➼㛵ࡍࡿศᯒᢏ⾡ࡢྥୖࠊ㑇ఏᏊ⤌

ࡇࡢࡼ࠺ࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡣᏳᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑ

ࢆཎᮦᩱ⏝࠸ࡓ㣗ရ➼ࡢ〇㐀࣭㍺ධ࣭㈍ࡣࠊ㣗ရ⾨⏕ἲ㸦  ᖺἲᚊ

࠼㣗ရᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢព㆑ࡢኚ࡞ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

Ᏻᛶᑂᰝࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡸࠊࡇࢀ

㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽ⾜ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᑟධࡽ⣙

㸦㸰㸧᪥ᮏᅜෆ࡛㣗ရࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࡢ

㸯㸬ࡣࡌࡵ

 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㛫ࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢస㠃✚ቑຍక࠺ὶ㏻



࠶ࡿࠋ

⌧ሙ࡛ΰࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃ⾲♧ไᗘࡀ㐠⏝ࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛



ሗ࿌᭩

㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウ
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ᅗ⾲㸰 ୡ⏺ࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ᱂ᇵ≧ἣ



ᅗ⾲㸯 ㇋ཬࡧ࠺ࡶࢁࡇࡋࡢ⏝㏵ูྥ㔞



ࢃࡏࡓࢫࢱࢵࢡရ✀ࡢ㛤Ⓨ㺃⏕⏘ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ









ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ㐺ṇ⾜ࢃࢀࡓሙྜ࡛ࡶࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ୍ᐃࡢΰධࡀ⏕ࡎࡿࡇ
ࡀ⌧ᐇⓗ࠶ࡾᚓࡿࡇࡽࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍ᐃ㸦᪥
ᮏ࡛ࡣΰධ⋡㸳㸣௨ୗ㸧ࡢࠕពᅗࡏࡊࡿΰධࠖࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡶࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ᪨ࡢ⾲
♧ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



ྜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢ᳨ᰝ࡛☜ㄆࡍࡿ࡞ࠊ⌧ᅾࡶ⾲♧

࡛ࡁࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏝ࡍࡿ㠀㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡀᇶ‽㐺

タᐃࡋ࡚ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡼࡾప࠸ពᅗࡏࡊࡿΰධ⋡ࢆ㐩ᡂ

   ࡞࠾ࠊᴗ⪅ࡣࠊពᅗࡏࡊࡿΰධ⋡ࡢᇶ‽ࡼࡾࡶప࠸್ࢆ⮬ᇶ‽ࡋ࡚

࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ṇᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇཬࡧពᅗࡏࡊࡿΰධ⋡ࡢᇶ‽㸦㸳㸣௨ୗ㸧ࡀ㑂Ᏺࡉࢀ

≀ࡢศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮➼ࡢᐇែㄪᰝࡼࡿࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡣ⌧ᅾࡶ㐺

ࡋࡓ⡿ᅜཬࡧ࢝ࢼࢲ࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ཬࡧ㠀㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘

㏻⟶⌮ࡀ㐺ษᐇࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇࡀᖹᡂ  ᖺᗘᐇ

ࡃ⾲♧᪉ἲࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ⾲♧ไᗘࡢ㐺ษ࡞㐠⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊศู⏕⏘ὶ

 ⌧⾜ࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ࡛ࡣࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡢᐇࡢ᭷↓ᇶ࡙

㸦㸰㸧ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡢ㐠⏝≧ἣ



࠺ࡶࢁࡇࡋ㸧

ᅗ⾲㸱 㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ᑐ㇟㎰⏘≀ࡢ㍺ධ㔞࣭స㠃✚ࡢྜࡢኚ㸦㇋࣭
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ᅗ⾲㸳 㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ࡢ⾲♧᪉ἲ



ᅗ⾲㸲 ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡢᴫせ





ࡢಙ㢗ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ







㹁㹒㸿㹀ἲ㸸୍⯡ⓗ࡞㹂㹌㸿ᢳฟἲࡢ୍ࡘࠋ㹁㹒㸿㹀㸦⮯࣊࢟ࢧࢹࢩࣝࢺ࣓ࣜࢳࣝࣥࣔࢽ
࣒࢘㸸⏺㠃άᛶ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ⏤᮶ࠋ
4 㹎㹁㹐㸸㹂㹌㸿㙐ࡢ⇕ኚᛶࠊࣉ࣐࣮ࣛࡢࢽ࣮ࣜࣥࢢࠊ࣏࣓࣮ࣜࣛࢮࡼࡿ┦⿵㙐ࡢྜᡂࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇࡼࡾ㹂㹌㸿ࢆቑᖜࡍࡿ᪉ἲࠋ
5 ࣮࢞ࣟࢫࢤࣝ㟁ẼὋື㸸㹂㹌㸿ࡢศᯒἲࡢ୍ࡘࠋ㹂㹌㸿ࡀ㈇ࡢ㟁Ⲵࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿᛶ㉁ࢆ⏝
ࡋ࡚ࠊ㹂㹌㸿ࢆࢧࢬࡈศ㞳ࡍࡿࡇ࡛┠ⓗࡢ㹂㹌㸿ࡢᐃᛶཪࡣᐃ㔞ศᯒࡀ࡛ࡁࡿࠋ
6 ࣜࣝࢱ࣒㹎㹁㹐㸸㹂㹌㸿ࡢศᯒἲࡢ୍ࡘࠋ㹂㹌㸿ࡢቑᖜ᳨ฟࢆ㐃⥆ࡋ࡚⾜࠺᪉ἲࠋᚑ᮶
ࡢ㹎㹁㹐ἲ㸩࣮࢞ࣟࢫࢤࣝ㟁ẼὋືἲẚ࡚ࠊࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢࣜࢫࢡࡀపࡃ࡞ࡿ࡞
ከࡃࡢⅬࡀ࠶ࡿࠋ

3

࠼ศูࠖࡢ⾲♧ࢆぢࡓࡇࡀ࠶ࡿྜࡀ㸱ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷ୰࡛

Ꮚ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖࡢ⾲♧ࢆぢࡓࡇࡀ࠶ࡿྜࡀ㸵࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌

࠼⾲♧ไᗘࡀ༑ศ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㑇ఏ

⾲♧ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡽ⣙  ᖺ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ㑇ఏᏊ⤌

࠼ศู࡛࠶ࡿ᪨ࡢ⾲♧ࠖ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡶ㸱ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧⾜ࡢ

࠸ရ┠ࢆ⾲♧せࡋ࡚࠸ࡿࡇ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡣඹ㸱ࠊࠕ㑇ఏᏊ⤌

ㄪᰝࡼࡿࠊ⾲♧⩏ົᑐ㇟ရ┠㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘཬࡧ㹂㹌㸿➼ࡀ᳨ฟ࡛ࡁ࡞

ᾘ㈝⪅ᗇࡀᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရ㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ពྥ

㸦㸲㸧㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢព㆑



࠸࡞ࡢ⌮⏤ࡽࠊ⌧Ⅼ᳨࡛ᰝἲࡢ☜❧⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡽ᳨ᰝἲࡢ㛤Ⓨ╔ᡭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢥ࣮ࣥࣇ࣮ࣞࢡ୰ࡢ㹂㹌㸿ṧᏑ㔞ࡀᑡ࡞

࠸࡚ࠊࡑࡢ࡚ࡽ㹂㹌㸿ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ᖹᡂ 29 ᖺᗘ

࠺᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊࢥ࣮ࣥࣇ࣮ࣞࢡࡘ࠸᳨࡚ᰝࡋࡓ㸳ၟရࡘ

ࡿࡋࡻ࠺ࡺࡸ㣗⏝Ἔ➼ࡘ࠸࡚᭱᪂ࡢศᯒᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚㹂㹌㸿ࡀ᳨ฟ࡛ࡁࡿ

࡞࠾ࠊᾘ㈝⪅ᗇࡀࠊᖹᡂ 28 ᖺᗘ⌧⾜ไᗘ࠾࠸࡚⾲♧⩏ົᑐ㇟እ࡛࠶

ࡉࢀࡿࠋ

᩿ࡉࢀࡓ㧗ᗘຍᕤࡉࢀࡓຍᕤ㣗ရࡽࡢ㹂㹌㸿᳨ฟࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀᐃ

ჾࡢᛶ⬟ྥୖࡸศᯒᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡼࡾࠊ௨๓ࡣ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ࡀせุ

ࢱ࣒㹎㹁㹐ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ୍⯡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆࡣࡌࡵࡍࡿศᯒᶵ

ື࡚ศᯒࡍࡿ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣ㹂㹌㸿⢭〇࢟ࢵࢺࡸࣜࣝ

㹌㸿ࡢ᳨ฟࡣ㏻ᖖࡢ㹎㹁㹐ࡼࡾቑᖜࡋࡓ᩿∦ࢆ࣮࢞ࣟࢫࢤࣝ㟁ẼὋ

⌧⾜ไᗘ⾜ᙜึࡣࠊຍᕤ㣗ရヨᩱࡽࡢ㹂㹌㸿ᢳฟࡣ㹁㹒㸿㹀ἲࠊ㹂

㸦㸱㸧㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ㹂㹌㸿➼㛵ࡍࡿศᯒᢏ⾡ࡢྥୖ
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 ⌧⾜ไᗘࡢᴫせ







ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㎰⏘≀㸦㸶ရ┠㸧ཬࡧࡇࢀࢆཎᮦᩱࡍࡿຍᕤ㣗ရ㸦

⌧⾜ไᗘ࠾ࡅࡿ⾲♧⩏ົᑐ㇟ရ┠ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡋ࡚ࡢᏳ

ձ ⾲♧⩏ົᑐ㇟ရ┠

┠ࡢ᳨ドཬࡧ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရ㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ពྥㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝࡸㅖእᅜࡢ⾲

ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ไᗘಀࡿศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮➼ࡢᐇែㄪᰝࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㛵ࡍࡿ⾲♧ᑐ㇟ရ



  ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᚋࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢ᪉ྥᛶ

つᐃࡉࢀࡿᐜჾໟࡼࡿሗᥦ౪ࢆᛕ㢌᳨ウࡋࡓࠋ

ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㣗ရ⾲♧ᇶ‽㸦ᖹᡂ  ᖺෆ㛶ᗓ௧➨  ྕ㸧࡛

⌧≧࡛ࡣᾘ㈝⪅ࡀ㣗ရࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࡣ㣗ရࡢᐜჾໟࡢ⾲♧ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ

つᐃࡉࢀࡿ㣗ရ㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㣫ᩱ➼ࡣᑐ㇟እ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ

㸦㸯㸧⾲♧⩏ົᑐ㇟⠊ᅖ

♧ไᗘࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᵝࠎ࡞ㄽⅬࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ



  ࡞࠾ࠊ᳨ウ࠾ࡅࡿ᳨ウᑐ㇟ࡣࠊ㣗ရ⾲♧ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧࡛



ᅗ⾲㸵 ㅖእᅜ࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ⾲♧ไᗘ㸦⩏ົ⾲♧ไᗘ㸧

ࢢࢆ⾜ࡗࡓࠊᾘ㈝⪅ᗇࡀᖹᡂ  ᖺᗘ⾜ࡗࡓྛ✀ㄪᰝ㸦㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧

  ᳨ウ࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞ᾘ㈝⪅ཪࡣᴗ⪅ࡢ㛵ಀᅋయࠊᴗ⪅࡞ࡽࣄࣜࣥ

㸲ᚋࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢ᪉ྥᛶ





ᅗ⾲㸴 㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢព㆑



࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

♧ࡸࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖࡢ⾲♧ࡀࡉࢀࡓ㣗ရࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡇࡀ⫼ᬒ

ࡣࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ⾲♧ࡉࢀࡓ㣗ရẚ࡚ࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ࠖࡢ⾲
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ᩱཬࡧῧຍ≀ࡢ㔜㔞༨ࡵࡿྜࡀ㸳㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡶࡢ㸧㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ᩱࡢ㔜㔞༨ࡵࡿྜࡢ㧗࠸ཎᮦᩱࡢୖ㸱ࡲ࡛ࡢࡶࡢ࡛ࠊࡘࠊཎᮦ



ຍᕤ㣗ရࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲♧ࡢಙ㢗ᛶཬࡧᐇ⾜ྍ⬟ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࠊຍᕤᕤ⛬ᚋࡶ⤌࠼㹂㹌
㸿➼ࡀṧᏑࡍࡿရ┠㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

7

⾲♧⩏ົᑐ㇟ཎᮦᩱࡢ⠊ᅖࢆᣑࡍࡁྰࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ



ㄗㄆࢆᣍ࡞࠸ࡼ࠺࡞⾲♧ࢆ᳨ウࡋࠊ㹏㸤㸿➼♧ࡍࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ

ྲྀࡋࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖࡢ⾲⌧௦ࢃࡿᐇែࢆᫎࡋࡓศࡾࡸࡍࡃ

௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᾘ㈝⪅ᗇࡣࠊᴗ⪅ࡸᾘ㈝⪅➼ࡽᖜᗈࡃពぢࢆ⫈

㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡀ㸱ࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢពぢࡸᾘ㈝⪅ពྥㄪᰝ࠾࠸࡚ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศู࡛࠶ࡿ᪨ࡢ⾲♧ࠖ

୍᪉ࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖࡢ⾲♧ࡢពࡀศࡾࡃ࠸࠸࠺ᾘ㈝⪅

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ࠖ⾲♧ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊៅ㔜ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ

࠼ศูࠖࡢ༊ศࢆᗫṆࡋࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡢᐇࡢ᭷↓ࢃࡽࡎ

  ⌧⾜ไᗘࡢᴫせ

⌧⾜ไᗘ࠾ࡅࡿຍᕤ㣗ရࡢ⾲♧⩏ົᑐ㇟ཎᮦᩱࡣࠊ࡞ཎᮦᩱ㸦ཎᮦ

ሗࢆᾘ㈝⪅ఏ㐩ࡍࡿྲྀ⤌ࡋ࡚᭷⏝ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࠕ㑇ఏᏊ⤌

ղ ⾲♧⩏ົᑐ㇟ཎᮦᩱࡢ⠊ᅖ

⌧⾜ࡢศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻㛵ࡍࡿ

 ᩚ⌮ࡢ᪉ྥᛶ



ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡿࠋ

ࡢሗᥦ౪ດࡵࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇࡣࠊᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌

ࡀศูࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㎰⏘≀࡛࠶ࡿ᪨ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸

ᛶཬࡧᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛࢞ࢻࣛࣥ➼ࡼࡾᾘ㈝⪅

࡞࠾ࠊᴗ⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ⩏ົ⾲♧ᑐ㇟እࡢရ┠ࡘ࠸࡚ࡶ⾲♧ࡢಙ㢗

ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖ࡞㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀㠀㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀

⏘≀ࡀศูࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㎰⏘≀ཬࡧࡇࢀࢆཎᮦᩱࡍࡿຍᕤ㣗ရࡣࠊ

࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⌧ᛶࡢ࠶ࡿ⤌࠼㹂㹌㸿➼ࡢ᳨ᰝἲࡀ☜❧ࡉࢀࢀࡤ⾲♧⩏

ົᑐ㇟ရ┠㏣ຍࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡣࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛ࠖ࠶ࡿ᪨ࢆࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀㠀㑇ఏᏊ⤌࠼㎰

ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ཬࡧࡇࢀࢆཎᮦᩱࡍࡿຍᕤ㣗ရ

ࡑࡢୖ࡛ࠊ࠼ࡤࢥ࣮ࣥࣇ࣮ࣞࢡࡢࡼ࠺⌧ᅾࡣ⾲♧⩏ົᑐ㇟እࡢရ┠

ᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡍࡿ⌧⾜ไᗘࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⌧⾜ไᗘ࠾࠸࡚ࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮㸦㹇㹎ࣁࣥࢻࣜࣥࢢ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓ

  ⌧⾜ไᗘࡢᴫせ

ࡼࡗ࡚┘どྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲♧⩏ົᑐ㇟

ရ┠ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ᳨ドࡀྍ⬟࡞⤌࠼㹂㹌㸿➼ࡀṧᏑࡍࡿရ┠⩏ົ⾲♧ࡢ

ձ ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖࡢ⾲♧᪉ἲ

࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ไᗘྠᵝ⛉Ꮫⓗ᳨ド♫ⓗ᳨ドࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ



⤌ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡢࡼ࠺࡞ཎᮦᩱࡀࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡼ

㸦㸰㸧⾲♧᪉ἲ

ࡢሗᥦ౪ດࡵࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋᾘ㈝⪅ᗇࡣࠊᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ

ሗᥦ౪ࡢほⅬࡽࠊ⾲♧⩏ົࡢᑐ㇟ࡍࡁࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ

࠾࠸࡚ࡣࠊ♫ⓗ᳨ドࡔࡅ࡛ࡣ⾲♧ࡢಙ㢗ᛶࢆ༑ศᢸಖࡍࡿࡇࡀᅔ㞴

㢗ᛶཬࡧᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛࢞ࢻࣛࣥ➼ࡼࡾᾘ㈝⪅

ࡋ࡞࠸ຍᕤ㣗ရࢆ⾲♧⩏ົࡢᑐ㇟ࡍࡁྰࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ

ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㔞ࡢཎᮦᩱࡸຍᕤ㣗ရࡀ㍺ධࡉࢀࡿᡃࡀᅜࡢ≧ἣୗ

࡞࠾ࠊᴗ⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ⩏ົ⾲♧ᑐ㇟እࡢཎᮦᩱࡘ࠸࡚ࡶ⾲♧ࡢಙ

ࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࠊ⾲♧ࡢぢࡸࡍࡉ࣭ඃඛᗘ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ⌧⾜ไᗘࢆ⥔ᣢ

ሗᥦ౪ࡢほⅬࡽࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆᣑࡍࡁࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡀࠊᴗ⪅

⌧⾜ไᗘ࠾࠸࡚⾲♧⩏ົᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤌࠼㹂㹌㸿➼ࡀṧᏑ

 ᩚ⌮ࡢ᪉ྥᛶ

   ᩚ⌮ࡢ᪉ྥᛶ





ရ┠㸧࡛࠶ࡿࠋ
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ᰝἲࢆ☜❧ࡋࠊ࡞᳨ドࡸ┘どࢆᢸಖࡍࡿࡶࠊᴗ⪅ࡸᾘ㈝⪅

࡞ሗᥦ౪ດࡵࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ᗇࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ

ᥦ౪ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊᴗ⪅ࡢ࿘▱࣭ᬑཬࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ



࠼ࡿᙳ㡪㓄៖ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⌧ሙ࡛ΰࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᪂ࡓබᐃ᳨

⪅࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ᗇࡢୖグྲྀ⤌୪⾜ࡋ࡚ࠊᙜヱᡭẁࢆ⏝࠸ࡓ⮬ⓗ

ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࢆ㐺ษᐇࡋ࡚ࡁࡓᴗ⪅ࡢດຊࢆᾘ㈝⪅ఏ࠼ࡿ
ほⅬࡽࡶࠊ⾲♧ࡢಙ㢗ᛶཬࡧᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛ࠊศู⏕
⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡢ⾲♧ࢆ௵ព࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࡞࠸ࡶࡢࢆศูࠖ
ࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ࡞ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ

ࡓ㠀㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀࡛࠶ࡿ᪨ࢆ௵ព࡛⾲♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦௵ព⾲

♧㸧
ࠋ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ᪨ࡣࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡓ

ࡋ࡚ࡶࠊ㇋ཬࡧ࠺ࡶࢁࡇࡋࡣ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ୍ᐃࡢΰධࡢྍ⬟

㍺ධࡋ࡚࠾ࡾࠊᾘ㈝⪅ࡽࡣ㣗ရࡢ㑅ᢥࡢᣦᶆࡋ࡚ࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼㛵ࡍ
ࡿሗᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㐺ษ⾜ࢃࢀࡓࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศู࡛࠶ࡿ᪨ࡢ

⾲♧ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦⩏ົ⾲♧㸧
ࠋ

ࡢ⾲♧ࠖ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸱ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲
♧ไᗘࡀ༑ศ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ࡑࡢࡇࡀࠊ
㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢᏳࢆቑᖜࡉࡏ࡚࠸ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ

࠸࠺ᾘ㈝⪅ࡢせᮃࡀ࠶ࡿࡀࠊᴗ⪅ࡼࡿཎᮦᩱࡢᏳᐃⓗ࡞ㄪ㐩ࡀᅔ㞴

࡞ࡿྍ⬟ᛶࠊチᐜ⋡ᘬୗࡆక࠺᳨ᰝಀࡿసᴗ㔞ࡸࢥࢫࢺࡢቑ࡞

ࡢࢆ⥲ྜⓗ຺ࡍࡿࠊ㇋ཬࡧ࠺ࡶࢁࡇࡋࡘ࠸࡚㸳㸣௨ୗࡢ

ពᅗࡏࡊࡿΰධࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ⌧⾜ไᗘࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀ

࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ⾲♧ไᗘࡢᬑཬ≧ἣࡸ㐠⏝≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡛㐺ษ࡞ไᗘ
㐠Ⴀࡢ☜ಖດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࢃࡽࡎࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ⾲♧ࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣㄗㄆࢆᣍࡃ

ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㄗㄆ㜵Ṇࠊ⾲♧ࡢṇ☜ᛶᢸಖཬࡧᾘ㈝⪅ࡢ㑅ᢥᖜࡢᣑ



ࡢᐇཬࡧ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᬑཬ࣭ၨⓎάືࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡁ࡛

࠺ࡶࢁࡇࡋᑐࡋ࡚㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡀ᭱㸳㸣ΰධࡋ࡚࠸ࡿࡶ



ࡅ㈨ᩱࡢᐇ࡞ࡼࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻ᐇែࡸᏳᛶ࡞

ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ⾲♧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ᮲௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㇋ཬࡧ

௨ୖࡢࡇࡽࠊᾘ㈝⪅ᗇࡣ㛵ಀ┬ᗇ㐃ᦠࡋࡓㄝ᫂ࡢᐇࡸᾘ㈝⪅ྥ

ྥㄪᰝࡼࡿࠊ⾲♧⩏ົᑐ㇟ရ┠ࡢㄆ▱ᗘࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศู࡛࠶ࡿ᪨

ࡿࠋ

ࡀࠊᾘ㈝⪅ᗇࡀᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရ㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ព

    ࠕពᅗࡏࡊࡿΰධࠖࡢチᐜ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᘬࡁୗࡆ࡚ࡋ࠸

ᡃࡀᅜ࡛㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡽ⣙  ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ

ᡃࡀᅜࡣ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢ⏕⏘ᅜࡽከࡃࡢ㇋ࡸ࠺ࡶࡇࡋ࡞ࢆ

୍᪉ࠊ
ࠕពᅗࡏࡊࡿΰධࠖ⋡ࡀ㸳㸣ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ

ྜ࡛ࡶ⾲♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦㸱㸧㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᬑཬ࣭ၨⓎ

ࡃ࡞ࡿ㣗ရࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ㣗ရࡢ㑅ᢥࡢᖜࢆᗈࡆࡿほⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ

Ꮚ⤌࠼㎰⏘≀ཬࡧࡇࢀࢆཎᮦᩱࡍࡿຍᕤ㣗ရࡣࠊࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛

ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ୍ᐃࡢࠕពᅗࡏࡊࡿΰධࠖ
㸦ΰධ⋡㸳㸣௨ୗ㸧ࡀ࠶ࡿሙ

ࡲࡓࠊ
ࠕ᳨ฟࠖᘬࡁୗࡆࡓ㝿ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ⾲♧ࡀ࡛ࡁ࡞

ṇ☜ᛶᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢࣂࣛࣥࢫࡶ㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

  ⌧⾜ไᗘࡢᴫせ

⌧⾜ไᗘ࠾࠸࡚ࠊศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ㠀㑇ఏ

ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㎰⏘≀ࡢΰධ⋡ࢆุᐃࡍࡿ⌧⾜ࡢᐃ㔞᳨ᰝἲࡢࡼ࠺ࠊ

ղ ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖࡢ⾲♧᪉ἲ

༑ศ࡞࿘▱ࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡞බᐃ᳨ᰝἲࡢ☜❧ᙜࡓࡗ࡚

ࠕ㸳㸣௨ୗࠖࡽࠕ᳨ฟࠖᘬࡁୗࡆࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ᘬୗࡆᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞⾲♧ไᗘࡀ⌧ᅾࡢ㣗ရࡢ〇㐀࣭ὶ㏻࣭ᾘ㈝

ᩥࡢグࡀࠊᾘ㈝⪅ᐇែࢆఏ࠼ࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡉࢀࡓࡓࡵࠊᴗ

   ᩚ⌮ࡢ᪉ྥᛶ





ࡢほⅬࡽࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼࡛࡞࠸ࠖ⾲♧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ᮲௳ࢆ⌧⾜ไᗘࡢ

㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ᳨ウ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㑇ఏᏊ⤌࠼ศูࠖࡢㄝ᫂
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ࢢㄪᰝࢆ㐺ᐅ⾜࠸ࠊᚲせᛂࡌ࡚ไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࢆồࡵࡓ࠸ࠋ

㛵ಀ⪅ࡢ᪂ࡓ࡞ไᗘᑐࡍࡿホ౯࡞⾲♧ไᗘࡢ㐠⏝ᐇែ㛵ࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥ

࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡞⾲♧ไᗘࡢ⾜ᚋࡣࠊᴗ⪅ࡼࡿྲྀ⤌≧ἣࠊᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ືࠊ

▱࣭ᬑཬࡢᐇྜࢃࡏ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞⾲♧ไᗘࡢ࡞⾜ࢆᮇࡍࡁ࡛

ࢆㄞࡳྲྀࡾ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㣗ရࡢ㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿไᗘᵓ⠏ࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢ࿘

ࡢ⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿሗ㞟ࡶ㝶⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡀ⾲♧ࡽṇࡋࡃሗ

ᚋࠊᾘ㈝⪅ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊᮏሗ࿌᭩♧ࡋࡓ᪉ྥᛶἢࡗ࡚ࠊࡲࡓㅖእᅜ

ࡉࢀࡿࠋ

ᫎࡋࡓㄗㄆࡢవᆅࡢᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡾࠊᾘ㈝⪅ࡢ㑅ᢥࡢᖜࡀᗈࡀࡿࡇࡀᮇᚅ

ᅇྲྀࡾࡲࡵࡓෆᐜࡼࡗ࡚ࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼㛵ࡍࡿሗࡀࡼࡾᐇែࢆ

ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆᛕ㢌ࠊᮏሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿ⮳ࡗࡓࠋ

ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᾘ㈝⪅ཬࡧᴗ⪅᪉ࡗ࡚⌧⾜ไᗘࡼࡾࡶ୍Ṍ๓㐍࡛ࡁࡿ

ࡢពぢࢆᮏሗ࿌᭩୍ࡘࡢ⤖ㄽࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡿࡇࡣ┦ᛂࡢᅔ㞴ࢆక࠺ࡶ

᳨ウ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ㠃ᛶࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞❧ሙࡽពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ

ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

ࡾ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ⾲♧ࡢ᳨ドࡸ┘どࡢᐇ⾜ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡶࠊᴗ⪅ࡢ

➼ࡼࡿᐜჾໟࡢ⾲♧ྍ⬟㠃✚ࡢ⦰ᑠ࡞㣗ရ⾲♧ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧ࢆࡋࡗ

ไᗘᵓ⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㔞ࡢຍᕤ㣗ရཬࡧࡑࡢཎᮦᩱࡢ㍺ධࠊಶ㣗ࡢ㐍ᒎ

୍᪉࡛ࠊ
㣗ရ⾲♧ไᗘࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡍࡿࡇࡀᾘ㈝⪅ࡢಙ㢗ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ

ࡿࡇࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⟇ࡣᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆᑛ㔜ࡋ࡚ㅮࡐࡽࢀ

☜ಖࡀ┠ⓗࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ㣗ရ⾲♧ࡢ㐺ṇࡉࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ

ᡭẁ࡛࠶ࡾࠊ㣗ရ⾲♧ἲ࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㣗ရࡢ㑅ᢥࡢᶵࡢ

  ᐜჾໟࡢ㣗ရ⾲♧ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡀ㣗ရ㛵ࡍࡿሗࢆᚓࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞

㸳㸬࠾ࢃࡾ

࣭ᾘ㈝⏕άࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ ᳃⏣‶ᶞẶ



ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ࡢ⾲♧⩏ົᑐ㇟⠊ᅖࡢ⪃࠼᪉

ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡢㄽⅬ

➨㸳ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶  ᪥㸧



࣭ᰴᘧ♫ࣛࣇࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ ᷼ᙪẶ

࣭ࣁ࢘ࢫ㣗ရᰴᘧ♫ బྜᚭஓẶ

࣭୕ዲ㣗ရᕤᴗᰴᘧ♫ ୕ዲවẶ

࣭㣫ᩱ㍺ฟධ༠㆟ ୕➚ᩄẶࠊ‶ᒣ୍㍤Ặ 

࣭Ἔ⣊㍺ฟධ༠㆟ ୖ㐩ኵẶࠊཎᑦᩗẶ

ۑᴗ⪅➼ࡽࡢࣄࣜࣥࢢ

➨㸲ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶㸰᪥㸧



࣭᪥Ύࢩࢫࢥᰴᘧ♫ ຍᓥ㈗ගẶ

࣭᪥ᮏ㓺Ἔ༠ ຍ⸨⿱ஂẶ

᪥ᮏ᳜≀Ἔ༠ 㰺⸨Ặ

࣭᪥Ύ࢜ࣜ࢜ࢢ࣮ࣝࣉᰴᘧ♫ ᒣෆẶࠊಖᆏṇಇẶ㸭୍⯡♫ᅋἲே

࣭࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ♫ ᓊඞᶞẶࠊᒾ㷂┤ᏊẶ

ۑᴗ⪅➼ࡽࡢࣄࣜࣥࢢ

➨㸱ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶  ᪥㸧



࣭≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே᪥ᮏᾘ㈝⪅㐃┕ ⧴⧭⨾༓ୡẶ

࣭᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ ᮧ╬ᏊẶ

࣭፬㐃ྜ ᒣ᰿㤶⧊Ặ

ۑᾘ㈝⪅ᅋయ➼ࡽࡢࣄࣜࣥࢢ

➨㸰ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㸧



ۑㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚

ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ⾲♧ไᗘࢆࡵࡄࡿໃࡘ࠸࡚

ۑ᳨ウࡢタ⨨ࡘ࠸࡚

➨㸯ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥㸧

㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウ ᳨ウ⤒㐣
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ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ࡢ⾲♧᪉ἲࡢ⪃࠼᪉







KWWSZZZFDDJRMSSROLFLHVSROLF\IRRGBODEHOLQJLQIRUPDWLRQUHVHDUFK

⾲♧㛵ࡍࡿ㡯㸦ᢤ⢋∧㸧
㸧

࣭ᖹᡂᖺᗘ㣗ရ⾲♧㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ពྥㄪᰝሗ࿌᭩㸦㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ

㸦㑇ఏᏊ⤌࠼㛵ࡍࡿ⾲♧ᑐ㇟ရ┠ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᥖ㍕㸧

࣭Ᏻᛶᑂᰝ῭ࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼㣗ရࡢ᳨ᰝἲࡢᶆ‽ሗ࿌᭩

࣭㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘಀࡿศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮➼ࡢᐇែㄪᰝሗ࿌᭩

ᖹᡂᖺᗘᾘ㈝⪅ᗇࡀᐇࡋࡓ௨ୗࡢㄪᰝࡢሗ࿌᭩ࢆᥖ㍕

ۑᾘ㈝⪅ᗇ࢙࢘ࣈࢧࢺ㸸㣗ရ⾲♧㛵ࡍࡿㄪᰝᴗ➼ࡘ࠸࡚࠙ᖹᡂᖺᗘࠚ

KWWSZZZFDDJRMSSROLFLHVSROLF\IRRGBODEHOLQJRWKHUUHYLHZBPHHWLQJB

ሗ࿌᭩ࠊ᳨ウ㈨ᩱࠊ㆟㘓➼ࢆᥖ㍕

ۑᾘ㈝⪅ᗇ࢙࢘ࣈࢧࢺ㸸㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウ

ཧ⪃ሗ



 ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩㸦㸧ࡘ࠸࡚

➨  ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧



 ۑᚋࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡘ࠸࡚

➨㸷ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶  ᪥㸧



 ۑᚋࡢ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘࡘ࠸࡚

➨㸶ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥㸧



➨㸵ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧



ۑ㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ࡢ⾲♧᪉ἲࡢ⪃࠼᪉

ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚

ࡢࢡ࣮ࣞࣇ࣮ࣥࢥۑ᳨ᰝἲࡢ᳨ウ≧ἣཬࡧ㹂㹌㸿➼ࡢ᳨ฟࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㣗

➨㸴ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ࡶ࠶ࡁ

ࡺࢃ

ࡢ

ࡈ࠺࠸ࡕࢁ࠺

ࡲ ࡾ

ᅜᆅᇦ፬ேᅋయ㐃⤡༠㆟ ᖿ

ྡྂᒇᏛᏛ㝔 ⎔ቃᏛ◊✲⛉ ᩍᤵ





       㸦۔ᗙ㛗ࠊ༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

۔ᕝ ๛୍㑻 ᮾிᾏὒᏛ Ꮫ⾡◊✲㝔 㣗ရ⏕⏘⛉Ꮫ㒊㛛 ᩍᤵ

ࡲࡘ࠾

ࡉࡇ

ࡲࡉࡋ

୍⯡㈈ᅋἲே㣗ရ⏘ᴗࢭࣥࢱ࣮ ⏬ㄪᰝ㒊 㒊㛗

 ᯇᒸ ⴙ㔛㔝 ୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏᾘ㈝⪅༠ ⌮㛗

࡞ࡘࡵ

ࡓࡕࢃ

ࡇ

❧ᕝ 㞞ྖ

࠾ࡿ

ࡉ ࠼

Ṋ▼ ᚭ 

ࡓࡅ࠸ࡋ

ࡉࢃࡁ

ᅜ❧་⸆ရ࣭㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ ⏕Ꮫ㒊 㒊㛗

ࣥࢫ㒊 㒊㛗

ᅜ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ 㣗ရရ㉁⾲♧⟶⌮࣭ࢥࣥࣉࣛ

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ༠ ᑓົ⌮

ዉⰋ┴❧་⛉Ꮫ බ⾗⾨⏕Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ

⃝ᮌ బ㔜Ꮚ බ┈♫ᅋἲேᅜᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ༠ 㣗ࡢ◊✲ ௦⾲

ࡎ࡞ࡾ

㏆⸨ ୍ᡂ

ࡇࢇ࠺

ࡺࡁࡦࢁ

ࡢࡾ࠾

⚄ ᯘ  ᖾᏹ

ࡳࡤࡸࡋ

࠼ࡄࡕ

Ụཱྀ ἲ⏕

ᮧ ▱᫂

࠸ࡲࡴࡽ

 ኟ┠ ᬛᏊ



㑇ఏᏊ⤌࠼⾲♧ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウ ጤဨྡ⡙
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㣗ရ䛾ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛻䛴䛔䛶

ᾘ㈝⪅ᗇ㣗ရ⾲♧⏬ㄢ
ᖺ㸴᭶

㣗ရ⾲♧䛾୍ඖ䛻䛴䛔䛶
䕿 㣗ရ䛾⾲♧䛻䛴䛔䛶୍⯡ⓗ䛺䝹䞊䝹䜢ᐃ䜑䛶䛔䜛ἲᚊ䛻䛿䚸㣗ရ⾨⏕ἲ䚸䠦䠝䠯ἲཬ䜃ᗣቑ㐍ἲ
䛾୕ἲ䛜䛒䛳䛯䛜䚸┠ⓗ䛾␗䛺䜛୕ἲ䛭䜜䛮䜜䛻⾲♧䛾䝹䞊䝹䛜ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸ไᗘ䛜」㞧
䛷ศ䛛䜚䛻䛟䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹
䕿 㣗ရ䛾⾲♧䛻㛵䛩䜛つᐃ䜢⤫ྜ䛧䛶ໟᣓⓗ䛛䛴୍ඖⓗ䛺㣗ရ⾲♧ไᗘ䛸䛩䜛䛯䜑䚸㣗ရ⾲♧ἲ
䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺἲᚊ➨㻣㻜ྕ䠅䜢タ䛧䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛻⾜䚹
䕿 ලయⓗ䛺⾲♧䝹䞊䝹䛿㣗ရ⾲♧ἲ䛻ᇶ䛵䛟㣗ရ⾲♧ᇶ‽䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺෆ㛶ᗓ௧➨㻝㻜ྕ䠅䛻つᐃ䚹
㣗ရ⾨⏕ἲ

䠦䠝䠯ἲ

ᗣቑ㐍ἲ

㣗ရ⾲♧ἲ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺἲᚊ➨㻣㻜ྕ䠅

䛆┠ⓗ䛇
䕿㣧㣗䛻㉳ᅉ䛩䜛⾨
⏕ୖ䛾༴ᐖⓎ⏕䜢
㜵Ṇ

䛆┠ⓗ䛇
䕿㎰ᯘ≀㈨䛾ရ㉁䛾
ᨵၿ
䕿ရ㉁䛻㛵䛩䜛㐺ṇ
䛺⾲♧䛻䜘䜚ᾘ㈝⪅
䛾㑅ᢥ䛻㈨䛩䜛

䛆┠ⓗ䛇
䕿ᰤ㣴䛾ᨵၿ䛭䛾
䛾ᅜẸ䛾ᗣ䛾ቑ
㐍䜢ᅗ䜛

䛆┠ⓗ䛇
䕿㣗ရ䜢ᦤྲྀ䛩䜛㝿䛾Ᏻᛶཬ䜃୍⯡ᾘ
㈝⪅䛾⮬ⓗ䛛䛴ྜ⌮ⓗ䛺㣗ရ㑅ᢥ䛾
ᶵ䛾☜ಖ

ရ㉁
ཎᮦᩱྡ

ྡ⛠
㈹䞉ᾘ㈝ᮇ㝈

ෆᐜ㔞

ಖᏑ᪉ἲ

㣗ရᏳ䛾☜ಖ

୍ඖ

ῧຍ≀
䜰䝺䝹䜼䞊

䠘᪂䛯䛺㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛾䝫䜲䞁䝖䠚
䐟 ຍᕤ㣗ရ䛸⏕㩭㣗ရ䛾༊ศ䛾⤫୍
䐠 〇㐀ᡤᅛ᭷グྕ䛾⏝䛻ಀ䜛䝹䞊䝹
䛾ᨵၿ
䐡 䜰䝺䝹䜼䞊⾲♧䛻ಀ䜛䝹䞊䝹䛾ᨵၿ
䐢 ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛾⩏ົ
䐣 ᪂䛯䛺ᶵ⬟ᛶ⾲♧ไᗘ䛾タ

㑇ఏᏊ⤌䛘

ཎ⏘ᆅ
➼

➼

〇㐀⪅ྡ➼

䈜䛂㣗ရ⾲♧ἲ䛃ཬ䜃㣗ရ⾲♧ἲ䛻ᇶ䛵䛟
䛂㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛃䛿ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䜘䜚⾜䚹

ᗣቑ㐍ἲ
䠄ᰤ㣴⾲♧䠅

➼
㻝
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ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䜢ぢ䜜䜀䚸㣗ရ䛾⇕㔞䜔ᰤ㣴⣲䛾㔞䛜ศ䛛䜚䜎䛩

z ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䠍᪥䛻㣗ရ⾲♧ἲ䛜⾜䛥䜜䚸ᐜჾໟ䛻ධ䜜䜙䜜䛯ຍᕤ㣗ရ䛻䛿ᰤ㣴ᡂศ

⾲♧䛸䛧䛶䚸⇕㔞䚸䛯䜣䜁䛟㉁䚸⬡㉁䚸ⅣỈ≀䚸䝘䝖䝸䜴䝮䠄㣗ሷ┦ᙜ㔞䛷⾲♧䠅䛜ᚲ䛪⾲♧
䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
z 䛣䜜䜙䛾䠑䛴䛾㡯┠䛿䚸⏕䛾⥔ᣢ䛻ྍḞ䛷䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪥ᮏே䛾せ䛺⏕ά⩦័䛸
῝䛟㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛿䚸ᗣ䛵䛟䜚䛻ᙺ❧䛴㔜せ䛺ሗ※䛻䛺䜚䜎䛩䚹
z ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䜢ぢ䛶䚸ୖᡭ䛻㣗ရ䜢㑅䜃䚸ᚲせ䛺ᰤ㣴⣲䜢㐣㊊䛺䛟ᦤྲྀ䛷䛝䜜䜀䚸ᗣ䛾
⥔ᣢ䞉ቑ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䛻ᙺ❧䛱䜎䛩䚹

㣗ရ⾲♧ἲ䛾⾜
ᰤ㣴ᡂศ
⾲♧䜢
⩏ົ

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍㣗䠄䕿䡃䠅ᙜ䛯䜚
⇕㔞
䛯䜣䜁䛟㉁
⬡㉁
ⅣỈ≀
㣗ሷ┦ᙜ㔞

ᚲせ䛺ᰤ㣴⣲
䜢㐣㊊䛺䛟
ᦤྲྀ

䕿㼗㼏㼍㼘
䕿䡃
䕿䡃
䕿䡃
䕿䡃

ᗣ䛾⥔ᣢ䞉ቑ㐍
2

㣗ရ⾲♧ไᗘ䛻䛚䛡䜛ᰤ㣴ᡂศ⾲♧

䛆⩏ົ⾲♧䛇
㣗ရ⾲♧ἲ䛻䜘䜚䚸⾲♧䛜
⩏ົ䛡䜙䜜䛯䠑䛴䛾㡯┠
䛷䛒䜛䚹
䛣䜜䜙䛿䚸⏕ά⩦័ண㜵
䜔ᗣ䛾⥔ᣢ䞉ቑ㐍䛻῝䛟
㛵䜟䜛㔜せ䛺ᡂศ䛷䛒䜛䚹
䈜⇕㔞䛿䜶䝛䝹䜼䞊䛸⾲♧䛷䛝䜛䚹

䛆᥎ዡ⾲♧䛇
⬡㉁䛾䛖䛱䛂㣬⬡⫫㓟䛃䚸
ⅣỈ≀䛾䛖䛱䛂㣗≀⧄⥔䛃
䛿䚸᪥ᮏே䛾ᦤྲྀ≧ἣ䜔⏕
ά⩦័ண㜵䛸䛾㛵㐃䛛䜙
⾲♧䛩䜛䛣䛸䛜᥎ዡ䛥䜜䜛
ᡂศ䛷䛒䜛䚹

䛆⾲♧䛾༢䛇
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㻝㣗䠄䕿䡃䠅ᙜ䛯䜚

䕿㼗㼏㼍㼘
⇕㔞
䕿䡃
䛯䜣䜁䛟㉁
䕿䡃
⬡㉁
䕿䡃
ⅣỈ≀
㣗ሷ┦ᙜ㔞 䕿䡃

㻝㻜㻜㼓ᙜ䛯䜚䚸㻝㻜㻜㼙㼘ᙜ䛯䜚䚸
䠍ಶᙜ䛯䜚䚸䠍㣗ᙜ䛯䜚䛺
䛹䚸䛭䜜䛮䜜䛾༢䛤䛸䛻
ᰤ㣴ᡂศ䛾ྵ᭷㔞䛜⾲♧
䛥䜜䜛䚹

䝘䝖䝸䜴䝮䛾ྵ᭷㔞䛿㣗ሷ
┦ᙜ㔞䛸䛧䛶⾲♧䚹

䛆௵ព⾲♧䛇
䝭䝛䝷䝹䠄䜹䝹䝅䜴䝮䚸㕲䛺䛹䠅䚸
䝡䝍䝭䞁䠄䝡䝍䝭䞁㻭䚸䝡䝍䝭䞁㻯䛺䛹䠅䚸
㼚㻙䠏⣔⬡⫫㓟䚸㼚㻙䠒⣔⬡⫫㓟䚸䝁䝺䝇䝔
䝻䞊䝹䚸⢾㉁ཬ䜃⢾㢮䛿䚸௵ព䛷⾲♧
䛥䜜䜛䚹
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㧗⾑ᅽண㜵䛾ほⅬ䛛䜙䚸
㣗ሷᦤྲྀ㔞䛾┠ᶆ䛸ẚ㍑
䛧䜔䛩䛟䛺䛳䛯䚹
3

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛾ᑐ㇟ᡂศ䛾⾲♧䝹䞊䝹
⩏ົ⾲♧
䠄㣗ရ⾲♧ᇶ‽➨䠏
᮲ཬ䜃➨㻟㻞᮲䠅

⇕㔞䚸䛯䜣䜁䛟㉁䚸⬡㉁䚸ⅣỈ≀䚸䝘䝖䝸䜴䝮䠄㣗ሷ┦ᙜ㔞䛻
⟬䛧䛯䜒䛾䠅

᥎ዡ⾲♧
䠄ྠ➨䠒᮲䠅

㣬⬡⫫㓟䚸㣗≀⧄⥔

௵ព⾲♧
䠄ྠ➨䠓᮲䠅

䡊㻙䠏⣔⬡⫫㓟䚸䡊㻙䠒⣔⬡⫫㓟䚸䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹䚸⢾㉁䚸⢾㢮䠄༢
⢾㢮ཪ䛿⢾㢮䛷䛒䛳䛶䚸⢾䜰䝹䝁䞊䝹䛷䛺䛔䜒䛾䛻㝈䜛䚹䠅䚸
䝘䜲䜰䝅䞁䚸䝟䞁䝖䝔䞁㓟䚸䝡䜸䝏䞁䚸䝡䝍䝭䞁䠝䚸䝡䝍䝭䞁䠞㻝䚸䝡䝍
䝭䞁䠞㻞䚸䝡䝍䝭䞁䠞㻢䚸䝡䝍䝭䞁䠞㻝㻞䚸䝡䝍䝭䞁䠟䚸䝡䝍䝭䞁䠠䚸䝡䝍䝭䞁䠡䚸
䝡䝍䝭䞁䠧䚸ⴥ㓟䚸ள㖄䚸䜹䝸䜴䝮䚸䜹䝹䝅䜴䝮䚸䜽䝻䝮䚸䝉䝺䞁䚸
㕲䚸㖡䚸䝬䜾䝛䝅䜴䝮䚸䝬䞁䜺䞁䚸䝰䝸䝤䝕䞁䚸䝶䜴⣲䚸䝸䞁

⩏ົ⾲♧

㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅ࡀᐜჾໟධࢀࡽࢀࡓ୍⯡⏝ຍᕤ㣗ရཬࡧ୍⯡⏝ࡢῧຍ≀ࢆ㈍
ࡍࡿ㝿ࡣࠊᐃࡵࡽࢀࡓ⾲♧ࡢ᪉ἲᚑ࠸⾲♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

᥎ዡ⾲♧

㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅ࡣࠊ୍⯡⏝ຍᕤ㣗ရࢆ㈍ࡍࡿ㝿ࡣࠊ⾲♧ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿ
ࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

௵ព⾲♧

㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅ࡀ୍⯡⏝ຍᕤ㣗ရཬࡧ୍⯡⏝ࡢῧຍ≀ࢆ㈍ࡍࡿ㝿ࠊᙜヱ୍⯡
⏝ຍᕤ㣗ရཬࡧ୍⯡⏝ࡢῧຍ≀ࡢᐜჾໟୖࡢ⾲ࡢ௵ព⾲♧ࡢḍᥖࡆࡿᡂศ
ࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜࡣࠊᐃࡵࡽࢀࡓ⾲♧ࡢ᪉ἲᚑ࠸⾲♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
4

㣗ရ⾲♧ᇶ‽ ู⾲➨䠕䠄ᢤ⢋䠅
ᰤ㣴ᡂศ
ཬ䜃⇕㔞

䛯䜣䜁䛟㉁

⬡㉁

㣬⬡⫫㓟

⾲♧䛾
༢

ᐃཬ䜃⟬ฟ䛾᪉ἲ

チᐜᕪ䛾⠊ᅖ

䠌䛸⾲♧䛩
䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛㔞

0.5g

g

❅⣲ᐃ㔞⟬ἲ

㼼20䠂䠄䛯䛰䛧䚸ᙜヱ㣗ရ100g
ᙜ䛯䜚䠄Ύᾴ㣧ᩱỈ➼䛻䛒䛳䛶
䛿䚸100mlᙜ䛯䜚䠅䛾䛯䜣䜁䛟㉁
䛾㔞䛜2.5gᮍ‶䛾ሙྜ䛿
㼼0.5g䠅

g

䜶䞊䝔䝹ᢳฟἲ䚸䜽䝻䝻䝩䝹䝮䞉
䝯䝍䝜䞊䝹ΰᾮᢳฟἲ䚸䝀䝹䝧
䝹ἲ䚸㓟ศゎἲཪ䛿䝺䞊䝊䝂䝑
䝖䝸䞊䝤ἲ

㼼20䠂䠄䛯䛰䛧䚸ᙜヱ㣗ရ100g
ᙜ䛯䜚䠄Ύᾴ㣧ᩱỈ➼䛻䛒䛳䛶
䛿䚸100mlᙜ䛯䜚䠅䛾⬡㉁䛾㔞
䛜2.5gᮍ‶䛾ሙྜ䛿㼼0.5g䠅

0.5g

䜺䝇䜽䝻䝬䝖䜾䝷䝣ἲ

㼼20䠂䠄䛯䛰䛧䚸ᙜヱ㣗ရ100g
ᙜ䛯䜚䠄Ύᾴ㣧ᩱỈ➼䛻䛒䛳䛶
䛿䚸100mlᙜ䛯䜚䠅䛾㣬⬡⫫
㓟䛾㔞䛜0.5gᮍ‶䛾ሙྜ䛿
㼼0.1g䠅

0.1g

g

5
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㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛻䛚䛡䜛ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛾ᑐ㇟㣗ရ
ຍᕤ㣗ရ

⏕㩭㣗ရ

ῧຍ≀

୍⯡⏝

⩏ົ

௵ព

⩏ົ

ᴗົ⏝

௵ព

௵ព

௵ព

௨ୗ䛻ヱᙜ䛩䜛㣗ရ䛿⾲♧䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䈜䠄㣗ရ⾲♧ᇶ‽➨䠏᮲➨䠏㡯䠅䚹
•
•
•
•
•

ᐜჾໟ䛾⾲♧ྍ⬟㠃✚䛜䛚䛚䜐䛽㻟㻜㼏㼙㻞௨ୗ䛷䛒䜛䜒䛾
㓇㢮
ᰤ㣴䛾౪⤥※䛸䛧䛶䛾ᐤ䛾⛬ᗘ䛜ᑠ䛥䛔䜒䛾
ᴟ䜑䛶▷䛔ᮇ㛫䛷ཎᮦᩱ䠄䛭䛾㓄ྜྜ䜢ྵ䜐䚹䠅䛜ኚ᭦䛥䜜䜛䜒䛾
ᾘ㈝⛯ἲ䠄㻢㻟ᖺἲᚊ➨㻝㻜㻤ྕ䠅➨䠕᮲➨䠍㡯䛻䛚䛔䛶ᾘ㈝⛯䜢⣡䜑䜛⩏ົ䛜ච
㝖䛥䜜䜛ᴗ⪅ཪ䛿୰ᑠᴗᇶᮏἲ䠄㻟㻤ᖺἲᚊ➨㻝㻡㻠ྕ䠅➨䠎᮲➨䠑㡯䛻つᐃ
䛩䜛ᑠつᶍᴗ⪅䛜㈍䛩䜛䜒䛾

௨ୗ䛾ሙྜ䛿⾲♧䜢せ䛧䛺䛔䈜䠄㣗ရ⾲♧ᇶ‽➨䠑᮲➨䠍㡯䠅䚹
• 㣗ရ䜢〇㐀䛧䚸ཪ䛿ຍᕤ䛧䛯ሙᡤ䛷㈍䛩䜛ሙྜ
• ≉ᐃཪ䛿ከᩘ䛾⪅䛻ᑐ䛧䛶ㆡΏ䠄㈍䜢㝖䛟䚹䠅䛩䜛ሙྜ
ͤ䛯䛰䛧䚸ᰤ㣴⾲♧䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ䜢㝖䛟䚹
6

㣗ရ䛾ᐜჾໟ䛻ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛜┬␎ྍ⬟䛷䛒䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ୗグ䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖䜢ཧ⪃䛻䚸☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
௨ୗ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛䚹
 ⾲♧ྍ⬟㠃✚䛜䛚䛚䜐䛽30䠿䡉2௨ୗ
 㓇㢮
 ᰤ㣴䛾౪⤥※䛾ᐤ䛾⛬ᗘ䛜ᑠ䛥䛔䜒䛾
 ᴟ䜑䛶▷䛔ᮇ㛫䛷ཎᮦᩱ䠄䛭䛾㓄ྜྜ䜒ྵ䜐䠅䛜ኚ᭦䛥䜜䜛䜒䛾
 ᾘ㈝⛯䜢⣡䜑䜛⩏ົ䛜ච㝖䛥䜜䛶䛔䜛ᴗ⪅ཪ䛿䚸୰ᑠᴗᇶᮏἲ䛻
つᐃ䛩䜛ᑠつᶍᴗ⪅
 㣗ရ䜢〇㐀䛧䚸ཪ䛿ຍᕤ䛧䛯ሙᡤ䛷䛾㈍
 ≉ᐃཪ䛿ከᩘ䛾⪅䛻ᑐ䛧䛶䛾ㆡΏ䠄㈍䜢㝖䛟䠅

䛔䛔䛘

ᐜჾໟ䜈䛾
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䜢
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚
䜎䛩䚹

䛿䛔

䛂ᰤ㣴⾲♧ͤ䛃䜢䛧䛺䛔䚹
ͤ 䛂ᰤ㣴⾲♧䛃䛸䛿䚸䛂䛯䜣䜁䛟㉁䛃䚸䛂䝭䝛䝷䝹䛃➼䚸ᰤ㣴ᡂศⱝ䛧䛟䛿⇕㔞䛻㛵䛩䜛
⾲♧ཬ䜃ᰤ㣴ᡂศ䛾⥲⛠䚸䛭䛾ᵓᡂᡂศ䚸๓㥑య䛭䛾䛣䜜䜙䜢♧၀䛩䜛⾲
⌧䛜ྵ䜎䜜䜛⾲♧䛾䛣䛸䛷䛩䚹

䛔䛔䛘

䛿䛔

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛿┬␎䛷䛝䜎䛩䚹
䠄ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䜢䛩䜛ሙྜ䛿䚸ᇶ‽䛻ᚑ䛳䛶⾲♧䛧䜎䛩䚹䠅

7
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ᑠつᶍ䛾ᴗ⪅䛜〇㐀䛧䛯㣗ရ䛷䜒䚸䝇䞊䝟䞊➼㈍䛩䜛ᴗ⪅䛜ᑠつᶍ䛾
ᴗ⪅䛷䛺䛔ሙྜ䛿ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛿┬␎䛷䛝䜎䛫䜣䚹
䛣䛣䛷䛔䛖ᑠつᶍ䛾ᴗ⪅䛸䛿䚸ୗグ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䛷䛩䚹
• ᾘ㈝⛯ἲ䛻䛚䛔䛶ᾘ㈝⛯䜢⣡䜑䜛⩏ົ䛜ච㝖䛥䜜䜛ᴗ⪅
• ୰ᑠᴗᇶᮏἲ䛻つᐃ䛩䜛ᑠつᶍᴗ⪅ͤ1
ͤ1 䛚䛚䜐䛽ᖖ⏝䛩䜛ᚑᴗဨ䛾ᩘ䛜㻞㻜ே䠄ၟᴗཪ䛿䝃䞊䝡䝇ᴗ䛻ᒓ䛩䜛ᴗ䜢䛯䜛ᴗ䛸
䛧䛶Ⴀ䜐⪅䛻䛴䛔䛶䛿䠑ே䠅௨ୗ䛾ᴗ⪅

λ λλݹ

λ λ λ ݹ

ᑠつᶍ䛾ᴗ⪅

䛆〇㐀䛇
䛆⣡ရ䛇

䛆㈍䛇
↦㣰

ŢŢǹȈǢ

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛿┬
␎䛷䛝䜎䛩ͤ䠎䚹

ᑠつᶍ䛷䛿䛺䛔ᴗ⪅
↦㣰

ͤ䠎 䛯䛰䛧䚸ᐜჾໟ䛻䛂䛯䜣䜁䛟㉁䛃䚸
䛂䝭䝛䝷䝹䛃➼䚸ᰤ㣴ᡂศ䛾ྡ⛠䜔⥲
⛠➼䚸ᰤ㣴ᡂศ䛻㛵䛩䜛⾲♧䜢䛧䛶
䛔䜛ሙྜ䛿ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䜢┬␎䛷䛝
䜎䛫䜣䚹

䛆㈍䛇

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛿┬␎䛷䛝
䜎䛫䜣䚹

ᾘ㈝⪅

ᾘ㈝⪅

8

⾲♧䛾᪉ᘧ䛻䛴䛔䛶
࠙⩏ົ⾲♧㡯ࡢࡳ⾲♧ࡍࡿሙྜࠚ
㸦㣗ရ⾲♧ᇶ‽ูグᵝᘧ㸰㸧

࠙⩏ົ⾲♧㡯ຍ࠼ࠊ௵ពࡢ⾲♧㡯ࢆ
⾲♧ࡍࡿሙྜࠚ
㸦㣗ရ⾲♧ᇶ‽ูグᵝᘧ㸱㸧

ᚲ䛪䛂ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛃䛸⾲♧䛩䜛
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㣗ရ༢ᙜ䛯䜚
⇕㔞
䛯䜣䜁䛟㉁
⬡㉁
䠉㣬⬡⫫㓟
䠉n-䠏⣔⬡⫫㓟
䠉n-䠒⣔⬡⫫㓟
䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹
ⅣỈ≀
䠉⢾㉁
䠉⢾㢮
䠉㣗≀⧄⥔
㣗ሷ┦ᙜ㔞
ୖグ௨እ䛾ู⾲➨䠕䛻ᥖ䛢
䜙䜜䛯ᰤ㣴ᡂศ

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㣗ရ༢ᙜ䛯䜚
⇕㔞

kcal

䛯䜣䜁䛟㉁

g

⬡㉁

g

ⅣỈ≀

g

㣗ሷ┦ᙜ㔞

g

㣗ရ༢䛿䚸㻝㻜㻜䡃䚸㻝㻜㻜䡉䡈䚸㻝㣗ศ䚸䠍ໟ䚸䛭䛾
䛾䠍༢䛾䛔䛪䜜䛛䜢⾲♧䛩䜛䚹䠄䠍㣗ศ䛷䛒
䜛ሙྜ䛿䚸㻝㣗ศ䛾㔞䜢ేグ䛧䛶⾲♧䛩䜛䠅
⢾㉁ཪ䛿㣗≀⧄⥔䛔䛪䜜䛛
䜢⾲♧䛧䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ䛿䚸
⢾㉁ཬ䜃㣗≀⧄⥔䛾㔞䛾୧
᪉䜢⾲♧䛩䜛

kcal
g
g
g
g
g
䡉g
g
g
g
g
g
䡉䡃ཪ
䛿䚸ʅ䡃

༢䛿㣗ရ
⾲♧ᇶ‽ู
⾲➨䠕䛾➨䠎
ḍ䛻ᥖ䛢䜙䜜
䛯༢䜢⾲♧
䛩䜛
9
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」ᩘ䛾㣗ရ䛜ྠ䛨ᐜჾໟ䛻ධ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛾⾲♧᪉ἲ
䐟 ㏻ᖖ୍⥴䛻㣗䛥䜜䜛㣗ရ䛜䝉䝑䝖䛷ྠ䛨ᐜჾໟ䛻ධ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸ྜィ䛾ྵ᭷㔞䜢⾲♧䛩䜛䚹
䛀䛁 䛟䛪䛝䜚 䠄㯮⻤䛝䠅
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㣗ရ༢ᙜ䛯䜚
⇕㔞
䕦kcal
䛯䜣䜁䛟㉁
䕦g
⬡㉁
䕦g
ⅣỈ≀
䕦g
㣗ሷ┦ᙜ㔞
䕦g
䛟䛪䛝䜚䛾䜏

⇕㔞
䕦㼗㼏㼍㼘

ᚲ䛪ྜィ䛾ྵ᭷㔞
䜢⾲♧䛩䜛

ྜ䜟䛫䛶୍㒊䛾㣗ရ
䛻䛴䛔䛶䜒ྵ᭷㔞䜢⾲
♧䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟

䐠 䛭䜜䛮䜜⊂❧䛧䛯㣗ရ䜢ワ䜑ྜ䜟䛫䛯ሙྜ䛿䚸ಶู䛾ᵓᡂせ⣲䛷䛒䜛㣗ရ䛻䛴䛔䛶⊂❧䛧
䛶⾲♧䛧䜎䛩䚹
䛀䛁

⇕㔞
䛯䜣䜁䛟㉁
⬡㉁
ⅣỈ≀
㣗ሷ┦ᙜ㔞

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䝏䝵䝁䝺䞊䝖䜿䞊䜻
䠄䠍ಶᙜ䛯䜚䠅
䕦kcal
䕦g
䕦g
䕦g
䕦g

䛔䛱䛤䜿䞊䜻
䠄䠍ಶᙜ䛯䜚䠅
䕦kcal
䕦g
䕦g
䕦g
䕦g
10

⾲♧䛩䜛್䛿䛂୍ᐃ䛾್䛃ཪ䛿䛂ୗ㝈್ཬ䜃ୖ㝈್䛃䛷⾲♧䛧䜎䛩

୍ᐃ䛾್
㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯
᪉ἲ䈜䠍䛷ᚓ䜙䜜䛯್䛜䚸⾲
♧䛥䜜䛯್䜢ᇶ‽䛸䛧䛶チ
ᐜᕪ䛾⠊ᅖෆ䈜䠎䛻䛒䜛ᚲ
せ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䛘䜀䚸⇕㔞䛾チᐜᕪ䛾⠊ᅖ䛿
㼼㻞㻜䠂䛺䛾䛷䚸䛣䛾䛾ሙྜ䚸㣗ရ
⾲♧ᇶ‽䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᪉ἲ䈜䠍䛷ᚓ
䜙䜜䛯್䛜䚸㻤㻜䡚㻝㻞㻜㼗㼏㼍㼘䛾⠊ᅖෆ
䛻䛒䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍ಶᙜ䛯䜚
⇕㔞
100kcal
䛯䜣䜁䛟㉁
0.3g
⬡㉁
0.2g
ⅣỈ≀
20䡚25g
㣗ሷ┦ᙜ㔞
0.2g

ୗ㝈್ཬ䜃ୖ㝈್
• 㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛷ᐃ䜑䜙䜜
䛯᪉ἲ䈜䠍䛷ᚓ䜙䜜䛯್䛜䚸
⾲♧䛥䜜䛯ୗ㝈್ཬ䜃ୖ
㝈್䛾⠊ᅖෆ䛻䛒䜛ᚲせ
䛜䛒䜚䜎䛩䚹
• ್䛾ᖜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᰿ᣐ
䛻ᇶ䛵䛝㐺ษ䛻タᐃ䛧䜎
䛩䚹
䛘䜀䚸䛣䛾䛾ሙྜ䚸㣗ရ⾲♧ᇶ
‽䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᪉ἲ䈜䠍䛷ᚓ䜙䜜䛯
್䛜䚸㻞㻜䡚㻞㻡㼓䛾⠊ᅖෆ䛻䛒䜛ᚲせ
䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䈜䠍 㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲➨䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜙䜜䛯᪉ἲ
䈜䠎 㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲➨䠕➨䠐ḍ䛻ᥖ䛢䜙䜜䛯チᐜᕪ䛾⠊ᅖ

⾲♧䛥䜜䛯୍ᐃ䛾್䛜チᐜᕪ䛾⠊ᅖ䜢㉸䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䚸
ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䛸䛧䛶⾲♧䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䚹
䖩 ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄ప䜹䝻䝸䞊䚸ῶሷ➼䛾⾲♧䠅䜢䛩䜛ሙྜ䚸ᙉㄪ䛩䜛⇕㔞ཬ䜃ᰤ㣴ᡂศ䜒ྵ䜑䛶䛶䛾ᡂศ䛻䛴
䛔䛶䚸ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䛻䜘䜛⾲♧䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹
11
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ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䜢⾲♧䛩䜛ሙྜ䚸ୗグ䐟䐠䛜ᚲせ䛷䛩䚹

䐟ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䛷䛒䜛⾲♧
• ⾲♧䛥䜜䛯್䛜㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᪉ἲ
䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯್䛸䛿୍⮴䛧䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛
䛣䛸䜢♧䛩⾲♧䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
• ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛾ᩥゝ䜢ྵ䜐⾲♧䜢䚸ᰤ㣴ᡂศ⾲
♧䛻㏆᥋䛧䛯ሙᡤ䛻⾲♧䛧䜎䛩䚹
䜰 䛂᥎ᐃ್䛃
䜲 䛂䛣䛾⾲♧್䛿䚸┠Ᏻ䛷䛩䚹䛃

ȝȆȈǵȩȀ
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䠄㻝䝟䝑䜽ᙜ䛯䜚䠅䠋
⇕㔞㻟㻟㻜㼗㼏㼍㼘䚸䛯䜣䜁䛟㉁㻥㼓䚸 ⬡㉁㻞㻟㼓䚸
ⅣỈ≀㻞㻞㼓䚸㣗ሷ┦ᙜ㔞㻞㼓
䠄᥎ᐃ್䠅

䐠᰿ᣐ㈨ᩱ䛾ಖ⟶
⾲♧䛥䜜䛯್䛾タᐃ䛾᰿ᣐ㈨ᩱ䜢ಖ⟶䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹

䖩 ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄ప䜹䝻䝸䞊䚸ῶሷ➼䛾⾲♧䠅䜢䛩䜛ሙྜ䚸ᙉㄪ䛩䜛⇕㔞ཬ䜃ᰤ㣴ᡂศ䜒ྵ䜑䛶
䛶䛾ᡂศ䛻䛴䛔䛶䚸ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䛻䜘䜛⾲♧䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹

12

⾲♧䛩䜛್䛿ศᯒ䜔ィ⟬➼䛻䜘䛳䛶ᚓ䜎䛩
䐟ศᯒ䛻䜘䜚್䜢ᚓ䜛ሙྜ
್䛾タᐃ䛻⏝䛔䜛ศᯒ᪉ἲ䛿䚸㣗ရ⾲♧ᇶ‽䛻つᐃ䛥䜜䜛ሙྜ䈜䠍䜢㝖䛝䚸≉ẁ䛾ᐃ䜑
䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
ͤ䠍 䛘䜀䚸ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄ప䜹䝻䝸䞊䚸ῶሷ➼䛾⾲♧䠅䜢䛩䜛ሙྜ䚸ᙉㄪ䛥䜜䛯ᰤ㣴ᡂศ➼䛾್䛿㣗ရ
⾲♧ᇶ‽ู⾲➨䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜛᪉ἲ䛻䜘䛳䛶ᚓ䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䐠ィ⟬➼䛻䜘䜚್䜢ᚓ䜛ሙྜ
䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛾್䜢⏝䛔䜛䛣䛸䚸ཪ䛿䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ಶ䚻䛾ཎᮦᩱ䛾್
䜢ィ⟬䛧䛶⾲♧್䜢ồ䜑䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䚹

䖩ᰤ
ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄ప䜹䝻䝸䞊䚸ῶሷ➼䛾⾲♧䠅䜢䛩䜛ሙྜ䚸ᙉㄪ䛩䜛⇕㔞ཬ䜃ᰤ㣴ᡂศ䛿䚸㣗ရ
⾲♧ᇶ‽䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᪉ἲ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯್䜢⾲♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹

13
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䛀䐟䛁䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛾್䜢⏝䛔䜛᪉ἲ
䛀᪥ᮏ㣗ရᶆ‽ᡂศ⾲䛾್䜢⏝䛔䜛ሙྜ䛁

䐟 ᪥ᮏ㣗ရᶆ‽ᡂศ⾲䈜 䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉

䐠

Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᑂ㆟㈨※ㄪᰝศ⛉ሗ
࿌䠅䛾䛂㣗䝟䞁䛃䛾ཎᩱ㓄ྜྜ➼䜢☜
ㄆ䛧䚸ᙜヱ㣗ရ䛸㢮ఝᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢☜
ㄆ䚹

⾲♧䛩䜛㣗ရ༢ᙜ䛯䜚䛻⟬䛩䜛䚹

㣗ရᶆ‽ᡂศ⾲䛷ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛㣗䝟䞁
䛾⇕㔞䛿䚸㻝㻜㻜㼓ᙜ䛯䜚㻞㻢㻜㼗㼏㼍㼘
⾲♧䛩䜛㣗ရ༢䜢
䛂䠍ᯛ䠄60䡃䠅ᙜ䛯䜚䛃䛸䛩䜛䛸䚸

㻝ᯛ䠄㻢㻜䡃䠅ᙜ䛯䜚
㻞㻢㻜
㻢㻜䡃
䠙
㽢
㼗㼏㼍㼘
䛾⇕㔞 㻔㼗㼏㼍㼘㻕
㻝㻜㻜䡃
୍⯡ⓗ䛺ᮦᩱ䚸〇ἲ䛷
〇㐀䛧䛯㣗䝟䞁

䠍ᯛ䠄㻢㻜䡃䠅ᙜ䛯䜚䛾⇕㔞䛿㻝㻡㻢㼗㼏㼍㼘䛸䛺䜛䚹

䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛾䛸䛧䛶䛿䚸᪥ᮏ㣗ရᶆ‽ᡂศ⾲䠄㼁㻾㻸䠖㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼒㼛㼛㼐㼐㼎㻚㼙㼑㼤㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛䠅䛾
䜋䛛䚸ᴗ⪅ᅋయ䛜సᡂ䛧䛯䝕䞊䝍䝧䞊䝇䚸ຍᕤ⏝ཎᩱ〇㐀⪅➼䛻䜘䜛ཎᩱ䛾ᰤ㣴ᡂศ
⾲♧್➼䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ͤ 2015ᖺ∧䠄ゞ䠅௨㝆䛻ศᯒ➼䜢⾜䛳䛯㣗ရ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂㏣⿵䛃䛸䛧䛶ẖᖺබ⾲䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

14

䛀䐠䛁䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ಶ䚻䛾ཎᮦᩱ䛾್䛛䜙ィ⟬䜢䛧䛶⾲♧್䜢ồ䜑䜛᪉ἲ

䛀䛚䛻䛞䜚䠄ᱵ䠅䛾⇕㔞䜢ィ⟬䛩䜛ሙྜ䛁
䐟

〇㐀䝺䝅䝢䠄ཎᮦᩱ䛾
㓄ྜ㔞䠄㔜㔞䠅䚸ㄪ⌮ຍ
ᕤᕤ⛬➼䠅䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹

䐟

䜑䛧
ᱵᖸ䛧
䠄ㄪₕ䠅
↝䛝䛾䜚
㣗ሷ

䐡

䐠 ཎᩱ䛤䛸䛻ィ⟬䛻ᘬ⏝䛩
䜛䝕䞊䝍䠄᪥ᮏ㣗ရᶆ‽ᡂ
ศ⾲䛾್䜔ཎᮦᩱ䝯䞊
䜹䞊䛛䜙ධᡭ䛧䛯್➼䠅䜢
⏝ព䛩䜛䚹

⏝㔞

ྍ㣗㒊䛾
㔜㔞䠄䡃䠅

㻝㻜㻜㼓

㻝㻜㻜

䠍ಶ

㻝㻜

䠍䠋䠎ᯛ
䜑䛧䛾㔜㔞䛾
㻜㻚㻡䠂

㻝㻚㻡
㻜㻚㻡

䐠
᪥ᮏ㣗ရᶆ‽
ᡂศ⾲䛾㣗ရྡ
✐㢮㻛䛣䜑㻛䠷Ỉ✄䜑䛧䠹㻛
⢭ⓑ⡿㻛䛖䜛䛱⡿
ᯝᐇ㢮㻛䛖䜑㻛ᱵᖸ䛧㻛
ㄪₕ
⸴㢮㻛䛒䜎䛾䜚㻛↝䛝䛾䜚
ㄪᩱཬ䜃㤶㎞ᩱ㢮㻛
䠄㣗ሷ㢮䠅㻛㣗ሷ

ཎᩱ䛾ᰤ㣴ᡂศྵ᭷㔞
䛛䜙䚸㣗ရ䛾㔜㔞䛻ᑐ
䛩䜛ᰤ㣴ᡂศ➼䛾ྵ᭷
㔞䜢ィ⟬䛩䜛䚹

㻝㻜㻜㼓ᙜ䛯䜚
䛾⇕㔞䠄㼗㼏㼍㼘㻕

䐡
ྛྍ㣗㒊ᙜ䛯䜚䛾⇕
㔞㻔㼗㼏㼍㼘㻕

㻝㻢㻤

㻝㻢㻤

㻥㻢

㻝㻜

㻝㻤㻤

㻟

㻜

㻜
ྜィ 㻝㻤㻝

䐢
⾲♧䛩䜛㣗ရ༢ᙜ䛯䜚䛾ᰤ㣴ᡂ
ศྵ᭷㔞䜢ィ⟬䛩䜛䚹

⾲♧䛩䜛㣗ရ༢䜢䠍ಶ
ᙜ䛯䜚䛸䛧䚸⇕㔞௨እ䛾
ᡂศ䜒ྠᵝ䛻ィ⟬䛩䜛䛸䚸
䚸
ྑ䛾䜘䛖䛺⾲♧䛸䛺䜛䚹

䛚䛻䛞䜚
ᱵ
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍ಶᙜ䛯䜚
⇕㔞
㻝㻤㻝㼗㼏㼍㼘
䛯䜣䜁䛟㉁
㻟㻚㻟㼓
⬡㉁
㻜㻚㻡㼓
ⅣỈ≀
㻟㻥㻚㻥㼓
㣗ሷ┦ᙜ㔞
㻝㻚㻟㼓
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ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䛾⾲⌧
䛀ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䛾⾲⌧ 䛁

㣗ሷ↓ῧຍ

㻡㻜

䠂䨮䩆䩋

∕∌∢ೋ

∕∌∢ೋ

㣗ሷ

ሷศ䧼䧗䧔䨋

∕∌∢ೋ

ప䛔᪨䛾⾲♧䛸䛺䜛

ῶሷ

䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜢ῧຍ䛧䛶
䛔䛺䛔᪨䛾⾲♧䛸䛺䜛

పῶ䛥䜜䛯᪨䛾⾲♧䛸䛺䜛

16

ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧
䛆ᰤ㣴ᡂศ䛾⿵
⿵⤥䛜䛷䛝䜛᪨䛾⾲♧䛇
㧗䛔᪨
ᇶ‽

㧗䛔᪨䛾ᇶ‽್௨ୖ

ྵ䜐᪨

ᙉ䛥䜜䛯᪨

ྵ䜐᪨䛾ᇶ‽್௨ୖ •

ẚ㍑ᑐ㇟㣗ရ䛸ᇶ‽್௨ୖ䛾⤯
ᑐᕪ
㻞㻡㻑௨ୖ䛾┦ᑐᕪ䠄䛯䜣䜁䛟㉁ཬ
䜃㣗≀⧄⥔䛾䜏䠅

•
⾲⌧

•
•

ヱᙜ䛩䜛
ᰤ㣴ᡂศ

䛯䜣䜁䛟㉁䚸㣗≀⧄⥔䚸ள㖄䚸䜹䝸䜴䝮䚸䜹䝹䝅䜴䝮䚸㕲䚸㖡䚸䝬䜾䝛䝅䜴䝮䚸䝘䜲䜰䝅䞁䚸
䝟䞁䝖䝔䞁㓟䚸䝡䜸䝏䞁䚸䝡䝍䝭䞁㻭䚸㻮䠍䚸㻮䠎䚸㻮䠒䚸㻮㻝㻞䚸㻯䚸㻰䚸㻱䚸㻷ཬ䜃ⴥ㓟

㧗䕿䕿
䕿䕿㇏ᐩ

•
•
•

䕿䕿※
䕿䕿౪⤥
䕿䕿ྵ᭷

•
•

䕿䕿㻟㻜㻑䜰䝑䝥
䕿䕿䠎ಸ

䛆ᰤ㣴ᡂศཪ䛿⇕㔞䛾㐺
㐺ษ䛺ᦤྲྀ䛜䛷䛝䜛᪨䛾⾲♧䛇
ᇶ‽

ྵ䜎䛺䛔᪨

ప䛔᪨

ྵ䜎䛺䛔᪨䛾ᇶ‽್ᮍ‶

ప䛔᪨䛾ᇶ‽್ᮍ‶

పῶ䛥䜜䛯᪨
•
•

•
•
•

•
•
•

ẚ㍑ᑐ㇟㣗ရ䛸ᇶ‽್௨ୖ䛾
⤯ᑐᕪ
㻞㻡㻑௨ୖ䛾┦ᑐᕪ䠄䛯䛰䛧䚸䜏䛭
䛿㻝㻡㻑䚸䛧䜗䛖䜖䛿㻞㻜㻑䠅

⾲⌧

•
•
•

ヱᙜ䛩䜛
ᰤ㣴ᡂศ➼

⇕㔞䚸⬡㉁䚸㣬⬡⫫㓟䚸䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹䚸⢾㢮䚸䝘䝖䝸䜴䝮

↓䕿䕿
䕿䕿䝊䝻
䝜䞁䕿䕿

ప䕿䕿
䕿䕿᥍䛘䜑
䕿䕿䝷䜲䝖

䕿䕿㻟㻜㻑䜹䝑䝖
䕿䕿㻝㻜㼓䜸䝣
䕿䕿䝝䞊䝣
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ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄⢾㢮䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨䛾⾲♧䠅
 ⢾㢮䛸䛿䚸༢⢾㢮ཪ䛿⢾㢮䛷䛒䛳䛶䚸⢾䜰䝹䝁䞊䝹䛷䛺䛔䜒䛾䛻㝈䜛䚹
 ௨ୗ䛾せ௳䛾䛶䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䚸䛂⢾㢮↓ῧຍ䛃䚸䛂◁⢾⏝䛃➼䛾⾲♧䛜䛷䛝䜛䚹
㻝㻚

䛔䛛䛺䜛⢾㢮䜒ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔
䠄䠖䝅䝵⢾䚸䜆䛹䛖⢾䚸䝝䝏䝭䝒䚸䝁䞊䞁䝅䝻䝑䝥➼䠅

㻞㻚 ῧຍ䛥䜜䛯⢾㢮䛻௦䜟䜛ཎᮦᩱཪ䛿ῧຍ≀䜢⏝䛧䛶䛔䛺䛔
• 䛭䛾㣗ရ䛜ཎᮦᩱ䛸䛧䛶⢾㢮䜢ྵ䜐ཎᮦᩱ䜢ྵ䜣䛷䛔䛺䛔䛣䛸
䠄䠖䝆䝱䝮䚸䝊䝸䞊䚸⏑䛾䛔䛯䝏䝵䝁䝺䞊䝖䚸⏑䛾䛔䛯ᯝᐇ∦➼䠅
• 䛭䛾㣗ရ䛜ῧຍ⢾㢮䛾௦⏝䛸䛧䛶⢾㢮䜢ྵ䜐ཎᮦᩱ䜢ྵ䜣䛷䛔䛺䛔䛣䛸
䠄䠖㠀㑏ඖ⃰⦰ᯝỒ䚸⇱ᯝᐇ䝨䞊䝇䝖➼䠅
㻟㻚

㓝⣲ศゎ䛭䛾ఱ䜙䛛䛾᪉ἲ䛻䜘䜚䚸⢾㢮䛾ྵ᭷㔞䛜ཎᮦᩱཬ䜃ῧຍ≀䛾㔞䜢㉸䛘䛺䛔
䠄䠖䛷䜣䜇䜣䜢ຍỈศゎ䛧䛶⢾㢮䜢⏘ฟ䛥䛫䜛㓝⣲䛾⏝➼䠅

㻠㻚

⢾㢮䛾ྵ᭷㔞䜢⾲♧䛩䜛

ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䠄䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨䛾⾲♧䠅
 ௨ୗ䛾せ௳䛾䛶䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䚸䛂㣗ሷ↓ῧຍ䛃➼䛾⾲♧䛜䛷䛝䜛䚹
㻝㻚
䛔䛛䛺䜛䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜒ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔
䠄䠖ሷ䝘䝖䝸䜴䝮䚸䝸䞁㓟୕䝘䝖䝸䜴䝮➼䠅
䛯䛰䛧䚸㣗ሷ௨እ䛾䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜢ᢏ⾡ⓗ┠ⓗ䛷ῧຍ䛩䜛ሙྜ䛷䛒䛳䛶䚸䝘䝖䝸䜴䝮䛾ྵ᭷㔞䛜
㣗ရ㻝㻜㻜㼓ᙜ䛯䜚㻝㻞㻜㼙㼓䠄㻝㻜㻜㼙㼘ᙜ䛯䜚䜒ྠᵝ䠅௨ୗ䛷䛒䜛䛸䛝䛿䚸䛣䛾㝈䜚䛷䛺䛔䚹
㻞㻚
ῧຍ䛥䜜䛯䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䛻௦䜟䜛ཎᮦᩱ䚸」ྜཎᮦᩱ䚸ཪ䛿ῧຍ≀䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔
䠄䠖䜴䝇䝍䞊䝋䞊䝇䚸䝢䜽䝹䝇䚸䝨䝟䝻䞊䝙䚸䛧䜗䛖䜖䚸ሷⶶ㨶䚸䝣䜱䝑䝅䝳䝋䞊䝇➼䠅
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ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛩䜛ሙྜ䛾⾲♧್
ᰤ㣴ᡂศ䛾⿵⤥䛜䛷䛝䜛᪨ཬ䜃ᰤ㣴ᡂศཪ䛿⇕㔞䛾㐺ษ䛺ᦤྲྀ䛜䛷䛝䜛᪨䛾⾲♧್
୍⯡⏝ຍᕤ㣗ရ
ᙉㄪ䛧䛯䛔ᰤ㣴ᡂศཬ
䜃⇕㔞

୍⯡⏝⏕㩭㣗ရ

䛭䛾䛾⾲♧䛩䜛
ᰤ㣴ᡂศཬ䜃⇕㔞

ᙉㄪ䛧䛯䛔ᰤ㣴ᡂศཬ
䜃⇕㔞

䛭䛾䛾⾲♧䛩䜛ᰤ
㣴ᡂศཬ䜃⇕㔞

⾲♧್䛾
✀㢮

ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯୍ᐃ䛾್䛿ྍ
䠄チᐜᕪ䛾⠊ᅖෆ䛻䛒䜛୍ᐃ䛾್ཪ䛿䚸ୗ㝈
್ཬ䜃ୖ㝈್䛻䜘䛳䛶⾲♧䛩䜛䠅

ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ
䜙䜜䛯୍ᐃ䛾್䛿ྍ
䠄チᐜᕪ䛾⠊ᅖෆ䛻䛒
䜛୍ᐃ䛾್ཪ䛿䚸ୗ㝈
್ཬ䜃ୖ㝈್䛻䜘䛳䛶
⾲♧䛩䜛䠅

ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚
ᚓ䜙䜜䛯୍ᐃ䛾್䜒
⾲♧ྍ⬟

⾲♧್䜢
ồ䜑䜛᪉
ἲ

ᚲ䛪㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲
➨䠕䛾➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䛯
᪉ἲ䠄௨ୗ䚸䛂㣗ရ⾲♧
ᇶ‽ู⾲➨䠕➨䠏ḍ䛻
ᥖ䛢䜛᪉ἲ䛃䛸䛔䛖䠅䛻
䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯್䜢⾲
♧

ᚲ䛪㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู
⾲➨䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜛
᪉ἲ䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯
್䜢⾲♧

㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲➨
䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜛᪉
ἲ䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯
್௨እ䜒ྍ

㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲
➨䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜛
᪉ἲ䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜
䛯್௨እ䜒ྍ

⢾㢮䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨ཪ䛿䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨䛾⾲♧್
⢾㢮䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨ཪ䛿䝘䝖䝸䜴䝮ሷ䜢ῧຍ䛧䛶䛔䛺䛔᪨䛾⾲♧
⾲♧್䛾✀
㢮

ྜ⌮ⓗ䛺᥎ᐃ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯୍ᐃ䛾್䛿ྍ
䠄チᐜᕪ䛾⠊ᅖෆ䛻䛒䜛୍ᐃ䛾್ཪ䛿䚸ୗ㝈್ཬ䜃ୖ㝈್䛻䜘䛳䛶⾲♧䛩䜛䠅

⾲♧್䜢ồ
䜑䜛᪉ἲ

㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲➨䠕➨䠏ḍ䛻ᥖ䛢䜛᪉ἲ䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯್௨እ䜒ྍ
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ཎᮦᩱ䜔䝉䝑䝖䜢ᵓᡂ䛩䜛㣗ရ䛻䛴䛔䛶ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛩䜛ሙྜ
䜰䠊ཎᮦᩱ䛻䛴䛔䛶ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛩䜛ሙྜ
᭱⤊〇ရ䛻䛴䛔䛶䜒ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛷䛩䚹䛩䛺䜟䛱䚸᭱⤊〇ရ୰䛾ྵ᭷㔞䛜
䛒䜎䜚䛻ప䛔䛾䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ཎᮦᩱ䛻䛴䛔䛶䛾䜏㧗䛔᪨ཪ䛿ྵ䜐᪨䛾⾲♧䜢䛩䜛䛣䛸䛿㐺ᙜ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䜲䠊䝉䝑䝖䜢ᵓᡂ䛩䜛㣗ရ䛻䛴䛔䛶ಶ䚻䛾䜒䛾䛻ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛩䜛ሙྜ
䝉䝑䝖䜢ᵓᡂ䛩䜛㣗ရ䛻䛴䛔䛶䚸ಶ䚻䛾䜒䛾䜢ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䛩䜛䠄䛘䜀䚸䛂㻟㻜䠂ሷศ䜹䝑䝖䛾䜑䜣䛴䜖⏝䛃➼䠅
䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛩䛜䚸䛭䛾ሙྜ䛿䝉䝑䝖యཬ䜃ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛧䛯ᙜヱಶ㣗ရ䛻䛴䛔䛶ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䛆㣗ရ⾲♧ᇶ‽㻽䠃㻭㻌䛇

䛀 䛁
㔝⳯䝃䝷䝎
ప䜹䝻䝸䞊㢼䝗䝺䝑䝅䞁䜾䛝
ప䜹䝻䝸䞊
㢼
䝗䝺䝑䝅䞁䜾

୍㒊䛻ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䜢䛧䛶䛔䜛
䠄ప䜹䝻䝸䞊㢼䝗䝺䝑䝅䞁䜾䠅
䝗䝺䝑䝅䞁䜾䜢ྵ䜑䛯䝃䝷䝎య䛾ᰤ㣴ᡂศ
⾲♧䛸䚸ᰤ㣴ᙉㄪ⾲♧䛧䛯㢼䝗䝺䝑䝅䞁䜾䛾
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛜ᚲせ䚹

䝃䝷䝎䠄䝗䝺䝑䝅䞁䜾䜢ྵ䜐䠅

ప䜹䝻䝸䞊㢼䝗䝺䝑䝅䞁䜾䛾䜏
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㣗ရ༢ᙜ䛯䜚
⇕㔞
䕦kcal
䛯䜣䜁䛟㉁
䕦g
⬡㉁
䕦g
ⅣỈ≀
䕦g
㣗ሷ┦ᙜ㔞 䕦g

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
㣗ရ༢ᙜ䛯䜚
⇕㔞
䕦kcal
䛯䜣䜁䛟㉁
䕦g
⬡㉁
䕦g
ⅣỈ≀
䕦g
㣗ሷ┦ᙜ㔞 䕦g
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ᇶ‽ู⾲➨䠕䛻ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䛺䛔ᡂศ䜢ᙉㄪ䛩䜛ሙྜ
㣗ရ⾲♧ᇶ‽ู⾲➨䠕䛻ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䛺䛔ᡂศ䜢ᙉㄪ䛩䜛ሙྜ䛿䚸ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䛸༊ู䛧䛶䚸ᰤ㣴
ᡂศ⾲♧䛻㏆᥋䛧䛯⟠ᡤ䛻グ㍕䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛷䛩䚹䠄ᰤ㣴ᡂศ⾲♧ᯟෆ䛻䚸ู⾲➨䠕䛻ᥖ䛢䜙
䜜䛶䛔䛺䛔ᡂศ䜢⾲♧䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹䠅

䛀 䛁

䝁䝷䞊䝀䞁䛯䛳䜇䜚
䝟䜴䝎䞊
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㣗ရ䛾ᰤ㣴ⓗ䛺≉ᚩ䜢▱䜚䚸ᗣ䛵䛟䜚䛻ᙺ❧䛶䜛
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍㣗䠄䕿㼓䠅ᙜ䛯䜚
䜶䝛䝹䜼䞊 䕿㼗㼏㼍㼘
䕿䡃
䛯䜣䜁䛟㉁
䕿䡃
⬡㉁
䕿䡃
ⅣỈ≀
䕿䡃
㣗ሷ┦ᙜ㔞

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍㣗䠄䕿㼓䠅ᙜ䛯䜚
䜶䝛䝹䜼䞊 䕿㼗㼏㼍㼘
䕿䡃
䛯䜣䜁䛟㉁
䕿䡃
⬡㉁
䕿䡃
ⅣỈ≀
䕿䡃
㣗ሷ┦ᙜ㔞

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍㣗䠄䕿㼓䠅ᙜ䛯䜚
䜶䝛䝹䜼䞊 䕿㼗㼏㼍㼘
䕿䡃
䛯䜣䜁䛟㉁
䕿䡃
⬡㉁
䕿䡃
ⅣỈ≀
䕿䡃
㣗ሷ┦ᙜ㔞

z ⫧‶䜔䜔䛫䛾ண㜵䛾䛯䜑䚸㣗ရ䛾䜶䝛䝹䜼䞊್䛸య㔜䜢䝏䜵䝑䜽䟿
⏕ά⩦័ண㜵䜔ᙅண㜵䛾䛯䜑䛻䚸㐺ṇయ㔜䜢⥔ᣢ䛧䜎䛩
 㣗ရ䛾䜒䛴䜶䝛䝹䜼䞊䜢☜ㄆ䛧䛶䚸㑅䜆
 ⮬ศ䛾య᱁䠄㻮㻹㻵䠅䜢▱䜚䚸య㔜䛾ኚ䜢☜ㄆ䛩䜛

z 䛯䜣䜁䛟㉁䚸⬡㉁䚸ⅣỈ≀䛾㔞䜢ぢ䛶䚸㣗䛾㉁䜢䝏䜵䝑䜽䟿
⏕ά⩦័ண㜵䛾䛯䜑䛻䚸䛯䜣䜁䛟㉁䚸⬡㉁䚸ⅣỈ≀䜢䝞䝷䞁䝇䜘䛟䛸䜚
䜎䛩
 ᰤ㣴ⓗ䛺≉ᚩ䛾㐪䛖㣗ရ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䚸㑅䜆
 ⏕ά⩦័ண㜵䛾䛯䜑䛻㣗≀⧄⥔䜢༑ศ䛻ᦤྲྀ䛩䜛

䛂䛯䛳䜇䜚䛃䜔䛂䕿䠂
䜹䝑䝖䛃䛺䛹䛾ᰤ㣴
ᙉㄪ⾲♧䜒ཧ⪃䛻
䛷䛝䜎䛩

z 㧗⾑ᅽண㜵䛾䛯䜑䚸㣗ሷ┦ᙜ㔞䜢䝏䜵䝑䜽䟿
ῶሷ䛿䚸㧗⾑ᅽ䛾ண㜵䜔⟶⌮䛻ຠᯝ䛜䛒䜚䜎䛩
 䜅䛰䜣䜘䛟㣗䜉䜛㣗ရ䛛䜙䛾㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢ῶ䜙䛩
 ㄪᩱ䛛䜙䛾㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢ῶ䜙䛩

㣗≀⧄⥔
䛯
䛯䛳䜇䜚䟿

ሷศ
㻠㻜䠂䜹䝑䝖

22

䝫䜲䞁䝖

䜅䛰䜣䜘䛟㣗䜉䜛㣗ရ䛛䜙䛾㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢ῶ䜙䛩

䜅䛰䜣䜘䛟㣗䜉䜛㣗ရ䛻ྵ䜎䜜䜛㣗ሷ㔞䜢▱䜚䚸㑅䜃᪉䜔㣗䜉᪉䛾ᕤኵ䛷䛚䛔䛧䛟ῶሷ䚹

z 䜑䜣㢮䛾䝇䞊䝥䜢ṧ䛩䛸䚸㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢ῶ䜙䛫䜎䛩
䜹䝑䝥䜑䜣䜔䜲䞁䝇䝍䞁䝖䝷䞊䝯䞁䛻䛿䚸䜑䜣䞉䛛䜔䛟䛸䝇䞊䝥䛭䜜䛮䜜䛾㣗ሷ┦ᙜ㔞䜢⾲♧䛧䛶䛔
䜛ၟရ䜒䛒䜚䜎䛩䚹䝇䞊䝥䜢༙ศṧ䛫䜀䚸㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢⣙䠎䡃ῶ䜙䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹

䛆䛇

䜹䝑䝥㯝య
䜑䜣䞉䛛䜔䛟
䝇䞊䝥

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧
䠍㣗䠄㻤㻤䡃䠅ᙜ䛯䜚
㣗ሷ┦ᙜ㔞
㻡㻚㻡㼓
㻝㻚㻡䡃
㻠㻚㻜㼓

䝇䞊䝥䜢༙ศ
ṧ䛫䜀䚸
⣙䠎䡃ῶ
䛣䛣䜒
䝏䜵䝑䜽

z ῶሷ䛥䜜䛯㣗ရ䜢㑅䜃䜎䛩
䛂㻡㻜䠂ῶሷ䛃䛸⾲♧䛥䜜䛶䛔䜛㣗ရ䜢㑅䜉䜀䚸㣗ሷᦤྲྀ㔞䜢༙ῶ䛷䛝䜎䛩䚹
䠄䠅
ῶሷ㣗ရ䛷
ᱵᖸ䠍ಶ䠄㻝㻜䡃䠅䛾㣗ሷ┦ᙜ㔞䛿㻞㻚㻞䡃
⣙䠍䡃ῶ
䊻㻡㻜䠂ῶሷ䛧䛯ၟရ䛾㣗ሷ┦ᙜ㔞䛿㻝㻚㻝䡃
23

50

ᾘ㈝⪅䛾㑅䜆ຊ䛸ᴗ⪅䛾㛤Ⓨ䛩䜛ຊ䛷ῶሷ♫䜢┠ᣦ䛩
䝠䞁䝖

ᗣ䛵䛟䜚䛸⎔ቃ䛵䛟䜚䚸ῶሷ䜢ᨭ䛘䜛䠎䛴䛾ᚠ⎔

㧗⾑ᅽ䛾ண㜵䜔⟶⌮䛷䛿䚸⥅⥆ⓗ䛻ῶሷ䜢ᐇ㊶
䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹⥅⥆ⓗ䛻ᐇ㊶䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸
䛚䛔䛧䛥䜢క䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ษ䛷䛩䚹
ᾘ㈝⪅୍ே䜂䛸䜚䛜ᗣ䛵䛟䜚䛸䛧䛶䚸ῶሷ䛻ྲྀ䜚
⤌䜑䜛䜘䛖䛻䚸ᴗ⪅䛾ດຊ䛻䜘䛳䛶Ⰻ㉁䛺䜒䛾
䛜㛤Ⓨ䞉㈍䛥䜜䜛䛸䚸ᾘ㈝⪅䛿㣗ሷ┦ᙜ㔞䜔
㻞㻡䠂ῶሷ➼䛾⾲♧䜢ぢ䛶䚸㣗ሷ䛾ྵ᭷㔞䛜ᑡ䛺
䛔㣗ရ䜢㑅䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹

ῶሷ䜢ᨭ䛘䜛䠎䛴䛾ᚠ⎔
㻙ᗣ䛵䛟䜚䛸⎔ቃ䛵䛟䜚䠉

ධᡭ
䛧䜔䛩䛟䛺䜛

ᕷሙ䛻ከ䛟
ฟᅇ䜛

䚾ᾘ㈝⪅䚿

䛭䛧䛶䚸ῶሷ䛾㔜せᛶ䛜⌮ゎ䛥䜜䚸⏝䝙䞊䝈䛜
㧗䜎䜛䛸䚸᭦䛻㛤Ⓨ䞉㈍䛜㐍䜏䚸Ⰻ㉁䛺䜒䛾䛜ᕷ
ሙ䛻ከ䛟ฟᅇ䜚䚸ධᡭ䛧䜔䛩䛟䛺䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䛣䛖䛧䛯ᗣ䛵䛟䜚䛸⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䠎䛴䛾ᚠ⎔䛿䚸ᾘ
㈝⪅䛾㑅䜆ຊ䛸ᴗ⪅䛾㛤Ⓨ䛩䜛ຊ䛻䜘䛳䛶⏕䜏
ฟ䛥䜜䜛ዲᚠ⎔䛷䛒䜚䚸ῶሷ䛾㔜せᛶ䛜ᾐ㏱䛧䚸
ῶሷ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜔䛩䛔♫䜢ᨭ䛘䛶䛔䛟ᇶ┙䛸䛺
䜚䜎䛩䚹

䚾ᴗ⪅䚿
Ⰻ㉁䛺䜒䛾䜢
㛤Ⓨ䞉㈍

㐺ษ䛻㑅ᢥ
ᰤ㣴ᡂศ
⾲♧䜢ぢ䛶

⏝䝙䞊䝈
䛜㧗䜎䜛
䛚䛔䛧䛟ῶሷ

㧗⾑ᅽ䛾ண㜵䜔⟶⌮
24

ᴗ⪅ྥ䛡ᬑཬၨⓎ㈨ᮦ
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䛣䜜䜙䛾㈨ᮦ䛿䚸ᾘ㈝⪅ᗇ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛛䜙
ᚚ☜ㄆ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹

ᗣ䜔ᰤ㣴䛻㛵䛩䜛
⾲♧䛾ไᗘ䛻䛴䛔䛶

26

୍⯡⏝ຍᕤ㣗ရ䛾⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫䛿
㻞㻜㻞㻜ᖺ䠏᭶㻟㻝᪥䜎䛷䟿
⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫⤊䜎䛷䠍ᖺ䜢ษ䜚䜎䛧䛯䚹
㻞㻜㻞㻜ᖺ䠏᭶㻟㻝᪥䜎䛷䛻〇㐀䠄ཪ䛿ຍᕤ䞉㍺ධ䠅䛥䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸㣗ရ⾲♧ἲ⾜
๓䛾ᪧᇶ‽䛻䜘䜛⾲♧䛜ㄆ䜑䜙䜜䜎䛩䛜䚸䠍᪥䜒᪩䛟ᾘ㈝⪅䛻᪂䛯䛺⾲♧䛜ᒆ䛟䜘䛖䚸ィ
⏬ⓗ䛻‽ഛ䜢䛧䚸⾲♧䛾ษ᭰䛘䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
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