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はしがき
国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所は、住宅・建築物の一次エネル
ギー消費量の算定方法を開発するため、特に平成 13 年度以降の自立循環型住宅技術開発に関する
一連の研究等において、基礎部分からの理論構築及び実証実験等による特性値の収集に取り組ん
できた。平成 21 年度以降においては、両研究所と一般社団法人日本サステナブル建築協会におけ
る調査研究との連携により算定ロジックのプログラム化に、独立行政法人建築研究所と国土交通
省建築基準整備促進事業の事業主体との共同研究の実施によりエネルギー消費量算定の前提とな
る建物や室の使用条件及び設備機器の実使用条件下におけるエネルギー効率情報取得に目処をつ
けることができた。
本資料は、これら研究成果を踏まえ、両研究所も参画して策定された平成 25 年 1 月公布の、エ
ネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づく「エネルギーの使用の
合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25 年経済産業省・国土交
通省告示第１号、以下「省エネルギー基準」とする。）を掲載するとともに、これらの技術基準に
則って、住宅の一次エネルギー消費量を算定するために開発されたプログラムの使用方法の解説
を掲載している。なお、住宅以外の建築物及び共同住宅については当資料と同時に別途刊行され
る「非住宅建築物編」に掲載している。なお、一次エネルギー消費量算定プログラムは国土交通
省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所を通じて一般に公表される。
算定対象としたエネルギー用途は、住宅については暖冷房、換気、給湯、照明であり、建築物
については空調、換気、給湯、照明、昇降機である。また、住宅及び建築物のいずれに関しても
太陽光発電やコージェネレーションによる発電分等についても算定が可能となっている。
なお、平成 24 年 12 月に出版された国土技術政策総合研究所資料第 701 号・建築研究資料第
139 号は、平成 24 年 12 月に公布された低炭素建築物認定基準に関するプログラムの解説書であ
り、本資料とは対象とする法律が異なる。低炭素建築物認定基準と省エネルギー基準ではプログ
ラムは共通で用いられるため両資料の内容はほぼ同じであるが、本資料では一部加筆・修正して
内容を更新している。
最後に、両研究所が主体となって構築してきた建物のエネルギー消費量の算定ロジックの充実
やプログラム化に貢献された一般社団法人日本サステナブル建築協会及び関連する様々な調査活
動にご協力いただいた学識経験者、民間技術者の方々に深甚なる謝意を表したい。本資料及び本
資料が解説するプログラムは関係者の方々のご貢献なしには完成しなかったものである。
平成 25 年 11 月
国土交通省国土技術政策総合研究所
副所長

金井昭典

独立行政法人建築研究所
理事長

坂本雄三

なお、国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所は、本資料を参考にして
計算したプログラムの結果に関し、何らの保証責任及び賠償責任を負うものではない。
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第1編
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「エ
ネルギーの効率的利用のための措置に関する建築主等及
び特定建築物の所有者の判断の基準」
（平成２５年経済産
業省・国土交通省告示第１号、平成 25 年経済産業省・
国土交通省告示第 7 号一部改正）

1-1

本編においては、国土交通省及び経済産業省が設置し、国土交通省国土技術政策総合研究所、
独立行政法人建築研究所の研究者が参画した委員会等において取りまとめられた、平成 25 年 1
月公布（同年 9 月一部改正）の、
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「エネルギ
ーの効率的利用のための措置に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25
年経済産業省・国土交通省告示第 1 号、平成 25 年経済産業省・国土交通省告示第 7 号一部改正）
を掲載している。この技術基準には両研究所が、関係する機関や学識経験者等との連携等により
これまで蓄積してきた研究成果（平成 13 年度以降の自立循環型住宅技術開発に関する一連の研
究、一般社団法人日本サステナブル建築協会における調査研究との連携による算定ロジックのプ
ログラム化、独立行政法人建築研究所と国土交通省建築基準整備促進事業の事業主体との共同研
究によるエネルギー消費量計算の前提となる建物や室の使用条件及び設備機器の実使用条件下に
おけるエネルギー効率情報取得など）が反映されている。
本資料第 2 編の「一次エネルギー消費量算定プログラム解説(住宅編)」及び、別資料として同
時に刊行される「平成 25 年省エネルギー基準（平成 25 年 1 月公布）等関係技術資料

－ 一次

エネルギー消費量算定プログラム解説（非住宅建築物編）－」は、この技術基準に基づく一次エ
ネルギー消費量算定のためのプログラムの解説である。
掲載する技術基準等一覧


エネルギーの効率的利用のための措置に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基
準（平成 25 年経済産業省・国土交通省告示第 1 号、平成 25 年経済産業省・国土交通省告示
第 7 号一部改正）（平成 25 年 9 月公布）

1-2

１

エネルギーの効率的利用のための措置に関する建築主等及び特定建築物の所
有者の判断の基準（平成２５年経済産業省・国土交通省告示第１号、平成 25
年経済産業省・国土交通省告示第 7 号一部改正）

1-3

1-4
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ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࡢࡓࡵࡢᥐ⨨㛵ࡍࡿᘓ⠏➼ཬࡧ≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿ࡢᇶ‽ࢆḟࡢࡼ࠺
ᐃࡵࡿࠋ

Ϩ㸬ᘓ⠏➼ࡢุ᩿ࡢᇶ‽
ఫᏯ௨እࡢ⏝㏵ࡢࡳ౪ࡍࡿᘓ⠏≀㸦௨ୗࠕ㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᘓ⠏➼ࡣ➨㸯ࠊఫᏯࡢᘓ
⠏➼ࡣ➨㸰ࠊఫᏯࡢ⏝㏵ཬࡧఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿᘓ⠏≀㸦௨ୗࠕ」ྜᘓ⠏≀ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᘓ⠏
➼ࡣ➨㸱ࠊࡑࢀࡒࢀ㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
➨㸯 㠀ఫᏯᘓ⠏≀ಀࡿุ᩿ࡢᇶ‽
㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊḟࡢ㸯ཬࡧ㸰㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯 እቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿᇶ‽
㸯㸫㸯 㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ
࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  እቨࡢ᪉ࠊᐊࡢ㓄⨨➼㓄៖ࡋ࡚㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢ㓄⨨ィ⏬ཬࡧᖹ㠃ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࠋ

  እቨࠊᒇ᰿ࠊᗋࠊ❆➼ࡢ㛤ཱྀ㒊ࢆ᩿⇕ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢࡍࡿࡇࠋ
  ❆ࡽࡢ᪥ᑕࡢ㐺ษ࡞ไᚚࡀྍ⬟࡞᪉ᘧࡢ᥇⏝➼ࡼࡾ᪥ᑕࡼࡿ⇕㈇Ⲵࡢపῶࢆᅗࡿ
ࡇࠋ

㸯㸫㸰 㠀ఫᏯᘓ⠏≀㸦ู⾲➨㸯  㡯ᥖࡆࡿ⏝㏵౪ࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸯㸫㸱࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࡢ
እቨࠊ❆➼㛵ࡋ࡚㸯㸫㸯ᥖࡆࡿ㡯ಀࡿᥐ⨨ࡀⓗ☜ㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࡘ࠸࡚ࡢุ
᩿ࡣࠊ㸯㸫㸱ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ู࡞ㄪᰝཪࡣ◊✲ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡀእ
ቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡋࠊ㸯㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿィ⟬ࡼࡿሙྜ࠾࠾ࡴࡡ
ྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆ☜ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿィ⟬ࡼࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

㸯㸫㸱 㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᒇෆ࿘ᅖ✵㛫㸦ᆅ㝵ࢆ㝖ࡃྛ㝵ࡢእቨࡢ୰ᚰ⥺ࡽỈᖹ㊥㞳ࡀ㸳࣓࣮ࢺࣝ௨
ෆࡢᒇෆࡢ✵㛫ࠊᒇ᰿ࡢ┤ୗࡢ㝵ࡢᒇෆࡢ✵㛫ཬࡧእẼ᥋ࡍࡿᗋࡢ┤ୖࡢᒇෆࡢ✵㛫ࢆ࠸࠺ࠋ௨
ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᖺ㛫⇕㈇Ⲵࢆྛ㝵ࡢᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧࡛㝖ࡋ࡚ᚓ
ࡓᩘ್ࡣࠊู⾲➨㸯ࡢ⏝㏵ཬࡧᆅᇦ༊ศࡈᥖࡆࡿᩘ್㸦༢  ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ  ᖺࡘࡁ࣓࢞
ࢪ࣮ࣗࣝ㸧௨ୗࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᖺ㛫⇕㈇Ⲵࡣࠊḟࡢ  
ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢ⏝㏵ࢆྵࡴᘓ⠏≀ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ  ᐃࡵ
ࡿࡇࢁࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᖺ㛫⇕㈇Ⲵࡣࠊ㸯ᖺ㛫㸦ᐊ⏝㏵ࡈ⏝㛫ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ
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ࡑࡢ㛫㝈ࡿࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࠾ࡅࡿḟࡢࡽࢽࡲ࡛ᥖࡆࡿ⇕ࡼࡿᬮᡣ㈇Ⲵཬࡧ෭ᡣ
㈇Ⲵࢆྜィࡋࡓࡶࡢ㸦༢ ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡍࡿࡇࠋ
 እẼᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢ ᗘᕪ㸦ᬮᡣᮇࡘ࠸࡚ࡣ ᗘእẼࡢ ᗘࡢᕪࡋࠊ୰
㛫ᮇࡘ࠸࡚ࡣ  ᗘእẼࡢ ᗘࡢᕪࡋࠊ෭ᡣᮇࡘ࠸࡚ࡣ ᗘእẼࡢ ᗘࡢ
ᕪࡍࡿࠋ㸧ࡼࡗ࡚እቨࠊ❆➼ࢆ㈏ὶࡍࡿ⇕
ࣟ እቨࠊ❆➼ࡽࡢ᪥ᑕ⇕
ࣁ ᒇෆ࿘ᅖ✵㛫࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕
ࢽ ྲྀධእẼᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢ ‵ᗘࡢᕪ㸦ᬮᡣᮇࡘ࠸࡚ࡣ  ᗘ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺእ
Ẽࡢ ‵ᗘࡢᕪࠊ୰㛫ᮇࡘ࠸࡚ࡣ  ᗘ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺእẼࡢ ‵ᗘࡢᕪࠊ෭ᡣᮇ
ࡘ࠸࡚ࡣ  ᗘ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺእẼࡢ ‵ᗘࡢᕪ㸧ཬࡧྲྀධእẼ㔞ᇶ࡙ࡃྲྀධእẼ
ࡢ⇕
   ู⾲➨㸯ࡢ⏝㏵ࡢ࠺ࡕ」ᩘࡢ⏝㏵ࢆྵࡴᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ⏝㏵ࡢᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᖺ
㛫⇕㈇Ⲵࡢྜィࢆྛ⏝㏵ࡢᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧࡛㝖ࡋ࡚ᚓ
ࡓᩘ್ࡣࠊ⏝㏵ཬࡧᆅᇦ༊ศࡈู⾲➨㸯ࡢྛ㡯ᥖࡆࡿᩘ್㸦༢  ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ 
ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࢆࡑࢀࡒࢀࡢᒇෆ࿘ᅖ✵㛫ࡢᗋ㠃✚࡛ຍ㔜ᖹᆒࡋࡓᩘ್௨ୗࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸰 ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㛵ࡍࡿᇶ‽
㸰㸫㸯 㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸱ᐃࡵ
ࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࠊᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸰
ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆୖᅇࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ู࡞
ㄪᰝཪࡣ◊✲ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ㸰㸫㸰ཬࡧ㸰㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿィ⟬ྠ➼௨ୖᙜヱ㠀ఫᏯ
ᘓ⠏≀ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ୖຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿィ⟬ࡼࡿሙྜ࠾࠸࡚
ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

㸰㸫㸰 ᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
  㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌ் 㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁࢠ࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧ
ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊᑠᩘⅬ➨ࢆษࡾୖࡆࡓᩘ್ࡍࡿࠋ
ܧௌ் ൌ 㸦ܧௌ  ܧௌ  ܧௌ  ܧௌௐ  ܧௌா  ܧெ 㸧 ൈ ͳͲିଷ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧௌ ࠊܧௌ ࠊܧௌ ࠊܧௌௐ ࠊܧௌா ཬࡧܧெ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌ 㸸✵Ẽㄪタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧௌ  㸸✵Ẽㄪタഛ௨እࡢᶵᲔẼタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞
ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧௌ  㸸↷᫂タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧௌௐ  㸸⤥タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧௌா 㸸᪼㝆ᶵࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧெ  㸸ࡑࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
  ܧௌ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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ܧௌ ൌ  ൫ܽௌǡ ൈ ܣ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌǡ  㸸ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ཬࡧᆅᇦ༊ศࡈู⾲➨㸱ᥖࡆࡿ✵Ẽㄪタഛಀࡿಀᩘ㸦༢
 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣ 

㸸ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊࡢᩘ

  ܧௌ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧௌ ൌ  ൫ܽௌǡ ൈ ܣ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌǡ  㸸ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ࡈู⾲➨㸱ᥖࡆࡿᶵᲔẼタഛಀࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓
࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣ 

㸸ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿᶵᲔẼᑐ㇟ᐊࡢᩘ

  ܧௌ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧௌ ൌ  ൫ܽௌǡ ൈ ܣ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌǡ 

㸸ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ࡈู⾲➨㸱ᥖࡆࡿ↷᫂タഛಀࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺ
ࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ 

㸸ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ↷᫂ᑐ㇟ᐊࡢᩘ

  ܧௌௐ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧௌௐ ൌ  ൫ܽௌௐǡ ൈ ܣ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌௐǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌௐǡ 

㸸ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ཬࡧᆅᇦ༊ศࡈู⾲➨㸱ᥖࡆࡿ⤥タഛಀࡿಀᩘ㸦༢
㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ 

㸸ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ⤥ᑐ㇟ᐊࡢᩘ

  ܧௌா ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧௌா ൌ  ൬


ܮௌாǡ ൈ ܸௌாǡ ൈ ܥௌா ൈ ܶௌாǡ ൈ ܯௌாǡ
ൈ ܰௌாǡ ൰ ൈ ͻͲ ൈ ͳͲିଷ 
ͺͲ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܮௌாǡ ࠊܸௌாǡ ࠊܥௌா ࠊܶௌாǡ ࠊܯௌாǡ ࠊܰௌாǡ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ
⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܮௌாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ✚㍕㉁㔞㸦༢ ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ܸௌாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢᐃ᱁㏿ᗘ㸦༢ 㸯ศࡘࡁ࣓࣮ࢺࣝ㸧
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ܥௌா 

㸸ᇶ‽タᐃ㏿ᗘไᚚಀᩘ㸦㸧

ܶௌாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢᖺ㛫㐠㌿㛫㸦༢ 㛫㸧
ܯௌாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ㍺㏦⬟ຊಀᩘ㸦༢ ↓ḟඖ㸧
ܰௌாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ᒓࡍࡿ᪼㝆ᶵࡢྎᩘ㸦༢ ྎ㸧
݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ᪼㝆ᶵࡢᑐ㇟⣔⤫ᩘ

  ܧெ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧெ ൌ  ൫ܽௌெǡ ൈ ܣ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌெǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌெǡ  㸸ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ࡈู⾲➨㸱ᥖࡆࡿࡑࡢタഛ➼ಀࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓
࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣ 

㸸ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿᑐ㇟࡞ࡿᐊࡢᩘ


㸰㸫㸱 タィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
  㠀ఫᏯᘓ⠏≀ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞 ்ܧ㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁࢠ࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧ
ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ்ܧൌ 㸦ܧ  ܧ  ܧ  ܧௐ  ܧா െ ܧௌ  ܧெ 㸧 ൈ ͳͲିଷ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧ ࠊܧ ࠊܧ ࠊܧௐ ࠊܧா ࠊܧௌ ཬࡧܧெ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧ 

㸸✵Ẽㄪタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ 㸸✵Ẽㄪタഛ௨እࡢᶵᲔẼタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ
࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧ 㸸↷᫂タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧௐ 㸸⤥タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧா 
ܧௌ 

㸸᪼㝆ᶵࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
㸸࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿタഛཪࡣჾල㸦௨ୗࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝
ຠ⋡タഛࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡼࡿタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶ㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘ
ࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧெ 㸸㸰㸫㸰ᐃࡵࡿࡑࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
  ܧ ࡣࠊḟࡢࡽ࣍ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧ ࡣࠊ௨ୗࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ಲಹೆ ಲಹೆǡ

ುೆಾು ುೆಾುǡ

ܧ ൌ   ܧǡுǡௗǡ  


ௗ



ೃಶಷ ೃಶಷǡ

 ܧǡெǡௗǡ    ܧǡோாிǡௗǡ 
ௗ



ௗ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧǡுǡௗǡ ࠊܦுǡ ࠊ݊ு ࠊܧǡெǡௗǡ ࠊܦெǡ ࠊ݊ெ ࠊܧǡோாிǡௗǡ 
ࠊܦோாிǡ ཬࡧ݊ோாி ࡣࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧǡுǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ✵Ẽㄪᶵ➼݅ࡢ  ᪥ᙜࡓࡾࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦༢ 㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

4
1-8

ܦுǡ 

㸸✵Ẽㄪᶵ➼݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊ு 

㸸ᙜヱ✵Ẽㄪタഛෆࡢ✵Ẽㄪᶵ➼ࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

ܧǡெǡௗǡ 㸸᪥݀࠾ࡅࡿ࣏ࣥࣉ➼݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܦெǡ 

㸸࣏ࣥࣉ➼݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊ெ 

㸸ᙜヱ✵Ẽㄪタഛෆࡢ࣏ࣥࣉ➼ࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

ܧǡோாிǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ⇕※ᶵჾ➼݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
 㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܦோாிǡ 

㸸⇕※ᶵჾ➼݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊ோாி 

㸸ᙜヱ✵Ẽㄪタഛෆࡢ⇕※ᶵჾ➼ࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

ࣟ ܧǡுǡௗǡ ཬࡧܧǡெǡௗǡ ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᶵჾࡀฎ⌮ࡍࡿᬮ෭ᡣ㈇Ⲵࢆ⟬ฟࡋࠊࡇࡢ㈇Ⲵ
ࡢࡁࡉᛂࡌ࡚ᶵჾࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝≉ᛶࡀኚࡍࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᾘ㈝㔞ࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࣁ ܧǡோாிǡௗǡ ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᶵჾࡀฎ⌮ࡍࡿᬮ෭ᡣ㈇Ⲵࢆ⟬ฟࡋࠊࡇࡢ㈇ⲴࡢࡁࡉཬࡧẼ
㇟᮲௳ᛂࡌ࡚ᶵჾࡢ⬟ຊཬࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝≉ᛶࡀኚࡍࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࢽ ᬮ෭ᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࣁ㸧ࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸຺࡚ࡍ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ḟᥖࡆࡿ㐠㌿㛫➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐊ⏝㏵ࡈᐃࡵࡽࢀࡿᶆ‽ⓗ࡞ᐊࡢ⏝᮲௳
ࢆ⏝࠸ࡿࡇࠋ
ϸ  ✵Ẽㄪタഛࡢ㐠㌿㛫ཬࡧ ᗘタᐃ
Ϲ  ᒃఫ⪅ࡢᅾᐊ㛫ཬࡧᅾᐊேᩘ୪ࡧⓎ⇕㔞ཬࡧⓎ‵㔞
Ϻ  ↷᫂タഛࠊ㹍㸿ᶵჾ➼ࡢ⏝㛫ཬࡧⓎ⇕㔞
ϻ  እẼࡢྲྀධ㛫ཬࡧྲྀධ㔞
㸦ࣟ㸧 Ẽ㇟᮲௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈᐃࡵࡽࢀࡿẼ㇟ሗࢆ⏝࠸
ࡿࡇࠋ
㸦ࣁ㸧 ᬮ෭ᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᥖࡆࡿ⇕ࢆ຺ࡍࡿࡇࠋ
ϸ  ᐊ እẼ ࡢ ᗘᕪࡼࡗ࡚እቨࠊ❆➼ࢆ㈏ὶࡍࡿ⇕
Ϲ  ᪥ᑕࡢ྾ཪࡣኪ㛫ᨺᑕࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕
Ϻ  ↷᫂タഛࠊ㹍㸿ᶵჾࠊேయࡑࡢᐊෆᏑࡍࡿ≀యࡽⓎ⏕ࡍࡿ⇕
ϻ  ྲྀධእẼࡢ⇕
     ࣍ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ܧ ࡣࠊḟࡢࡽࢽࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ܧ ൌ  ൫ܧǡ ൈ ܶǡௗǡ ൈ ܨǡ ൯ ൈ ݂ ൈ ͳͲି 


ௗ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧǡ ࠊܶǡௗǡ ࠊܨǡ ࠊܦ ࠊ݊ཬࡧ݂ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢ
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ࡍࡿࠋ
ܧǡ 

㸸ᶵᲔẼタഛ݅ࡢᾘ㈝㟁ຊ㸦༢ ࣡ࢵࢺ㸧

ܶǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿᶵᲔẼタഛ݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ㐠㌿㛫㸦༢ 㛫㸧
ܨǡ 

㸸ᶵᲔẼタഛ݅ࡢไᚚ᪉ἲᛂࡌ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿಀᩘ㸦༢ ↓ḟඖ㸧

ܦ 

㸸ᶵᲔẼタഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿᶵᲔẼタഛࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

݂ 㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢ 㸯࢟
ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ࣟ ᶵᲔẼタഛࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࣁ㸧ࡲ࡛ᥖࡆࡿᶵჾࡍࡿࠋ
㸦㸧⤥Ẽᶵ
㸦ࣟ㸧Ẽᶵ
㸦ࣁ㸧ࡑࡢᶵᲔẼタഛࡢ✀㢮ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞ࡿᶵჾ
ࣁ ܶǡௗǡ ࡣࠊᐊ⏝㏵ࡈᐃࡵࡽࢀࡿᶆ‽ⓗ࡞ᐊࡢ⏝㛫ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࢽ ܨǡ ࡣࠊ㧗ຠ⋡㟁ືᶵࠊࣥࣂ࣮ࢱࠊ㏦㢼㔞ไᚚ➼ࡢ᥇⏝ࡢ᭷↓ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
  ܧ ࡣࠊḟࡢࡽࣁࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ܧ ൌ  ൫ܧǡ ൈ ܶǡௗǡ ൈ ܨǡ ൈ ܥǡ ൯ ൈ ݂ ൈ ͳͲି 


ௗ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧǡ ࠊܶǡௗǡ ࠊܨǡ ࠊܥǡ ࠊܦ ࠊ݊ཬࡧ݂ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
ܧǡ 

 㸸↷᫂タഛ݅ࡢᾘ㈝㟁ຊ㸦༢ ࣡ࢵࢺ㸧

ܶǡௗǡ   㸸᪥݀࠾ࡅࡿ↷᫂タഛ݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ㐠㌿㛫㸦༢ 㛫㸧
ܨǡ 

 㸸↷᫂タഛ݅ࡢไᚚ᪉ἲᛂࡌ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿಀᩘ㸦༢ ↓ḟඖ㸧

ܥǡ 

 㸸↷᫂タഛ݅ࢆタ⨨ࡍࡿᐊࡢᙧ≧ᛂࡌ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿಀᩘ㸦༢ ↓ḟඖ㸧

ܦ    㸸↷᫂タഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧
݊

 㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ↷᫂タഛࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

݂ 

㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢ 㸯
࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ࣟ ܶǡௗǡ ࡣࠊᐊ⏝㏵ࡈᐃࡵࡽࢀࡿᐊࡢᶆ‽ⓗ࡞⏝㛫ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࣁ ܨǡ ࡣࠊᅾᐊ᳨▱ไᚚࠊࢱ࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝไᚚࠊึᮇ↷ᗘ⿵ṇࠊග⏝ไᚚࠊⅬ⁛ไ
ᚚࠊ↷ᗘㄪᩚㄪගไᚚ➼ࡢ᥇⏝ࡢ᭷↓ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ܧௐ ࡣࠊḟࡢࡽࣁࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧௐ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ






ௗ

ܳௐǡௗǡ
ቇ ൈ ͳͲିଷ 
ܧௐ ൌ   ቆ
ߟௐǡௗǡ
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ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܳௐǡௗǡ ࠊߟௐǡௗǡ ࠊܦ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܳௐǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ⤥タഛ݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⤥㈇Ⲵ㸦༢ 㸯᪥ࡘࡁ࢟ࣟࢪ
࣮ࣗࣝ㸧
ߟௐǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ⤥タഛ݅ࡢࢩࢫࢸ࣒ຠ⋡㸦༢ ↓ḟඖ㸧
ܦ 

㸸⤥タഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ⤥タഛࡢᩘ㸦༢ ྎ㸧

ࣟ ܳௐǡௗǡ ࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࢽ㸧ࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࢆ຺ࡍࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
㸦㸧 ᐊ⏝㏵ཬࡧᆅᇦࡈᐃࡵࡽࢀࡿእẼ

ᗘཬࡧ⤥Ỉ

ᗘ

㸦ࣟ㸧 ⤥㓄⟶ࡽࡢ⇕ᦆኻ㔞
㸦ࣁ㸧 ᐊ⏝㏵ࡈᐃࡵࡽࢀࡿᶆ‽ⓗ࡞㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⏝㔞
㸦ࢽ㸧 ⠇ჾලࡢ⏝ཪࡣኴ㝧⇕⏝⤥タഛࡢ᭷↓
ࣁ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ܧா ࡣࠊḟࡢཬࡧࣟᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧா ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ






ௗ

ܮாǡ ൈ ܸாǡ ൈ ܥாǡ ൈ ܶாǡௗǡ
ൈ ܰாǡ ൰ ൈ ݂ ൈ ͳͲିଷ 
ܧா ൌ    ൬
ͺͲ
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܮாǡ ࠊܸாǡ ࠊܥாǡ ࠊܶாǡௗǡ ࠊܰாǡ ࠊܦ ࠊ݊ཬࡧ݂ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ
್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܮாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ✚㍕㉁㔞㸦༢ ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ܸாǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢᐃ᱁㏿ᗘ㸦༢ 㸯ศࡘࡁ࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܥாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢไᚚ᪉ἲᛂࡌ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿಀᩘ
ܶாǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ㐠㌿㛫㸦༢ 㛫㸧
ܰாǡ  㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ᒓࡍࡿ᪼㝆ᶵࡢྎᩘ㸦༢ ྎ㸧
ܦ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ᪼㝆ᶵࡢᑐ㇟⣔⤫ᩘ

݂  㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢ 㸯
࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ࣟ ܥாǡ ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ᪼㝆ᶵࡢ㏿ᗘไᚚ᪉ἲࡢ✀㢮ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ܧௌ ࡣࠊḟࡢࡽࣁࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧ௦ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ܧௌ ൌ   ܧௌǡௗǡ 


ௗ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧௌǡௗǡ ࠊܦ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌǡௗǡ  㸸᪥݀࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛ݅ࡼࡿ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶ㔞㸦༢ 㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
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ܦ 

㸸࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

݊

㸸ᙜヱ㠀ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ⟬ฟᑐ㇟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡢᩘ

ࣟ ܧௌǡௗǡ ࡣࠊẼ㇟᮲௳୪ࡧタഛࡢᛶ⬟ཬࡧタ⨨≧ἣࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࣁ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧெ ࡣࠊ㸰㸫㸰ࡢ㸦㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


➨㸰 ఫᏯಀࡿุ᩿ࡢᇶ‽
ఫᏯࡢᘓ⠏➼ࡣࠊḟࡢ  ཬࡧ  㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯 እቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿᇶ‽
㸯㸫㸯 ఫᏯࡢᘓ⠏➼ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ୍ᡞᘓ࡚ࡢఫᏯཬࡧඹྠఫᏯࠊ㛗ᒇࡑࡢࡢ
୍ᡞᘓ࡚ࡢఫᏯ௨እࡢఫᏯ㸦௨ୗࠕඹྠఫᏯ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾ࡅࡿ୍ࡢఫᡞ㸦௨ୗ➨㸰࠾࠸࡚
ࠕ༢ఫᡞࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


 እቨࡢ᪉ࠊᐊࡢ㓄⨨➼㓄៖ࡋ࡚ఫᏯࡢ㓄⨨ィ⏬ཬࡧᖹ㠃ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࠋ



 እቨࠊᒇ᰿ࠊᗋࠊ❆➼ࡢ㛤ཱྀ㒊ࢆ᩿⇕ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢࡍࡿࡇࠋ

  ❆ࡽࡢ᪥ᑕࡢ㐺ษ࡞ไᚚࡀྍ⬟࡞᪉ᘧࡢ᥇⏝➼ࡼࡾ᪥ᑕࡼࡿ⇕㈇Ⲵࡢపῶࢆᅗࡿ
ࡇࠋ


 Ẽᐦᛶࡢ☜ಖࠊ㜵㟢ᛶ⬟ࡢ☜ಖࠊᐊෆ✵Ẽởᰁࡢ㜵Ṇ➼༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ


㸯㸫㸰 ༢ఫᡞࡢእቨࠊ❆➼㛵ࡋ࡚㸯㸫㸯ࡢ  ࡽ  ࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ಀࡿᥐ⨨ࡀⓗ☜ㅮ
ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡣ㸯㸫㸱ࡼࡿࡶࡢࡋࠊ㸯㸫㸯ࡢ  ᥖࡆࡿ㡯ಀࡿ
ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸯㸫㸲ࡽ㸯㸫㸵ࡲ࡛␃ពࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸯㸫㸱ࢃ
ࡽࡎࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ  ࡲ࡛ࡼࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ


 ≉ู࡞ㄪᰝཪࡣ◊✲ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡋࠊ㸯㸫
㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲ࠾࠾ࡴࡡྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆ☜ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓሙྜ



 つ᱁ࡉࢀࡓᆺᘧࡢఫᏯ࡛࠶ࡗ࡚ࠊእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡋࠊ㸯㸫㸱
ᐃࡵࡿ᪉ἲ࠾࠾ࡴࡡྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿᅜᅵ㏻⮧ࡀㄆࡵࡓሙྜ



 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿἲᚊ➨  ᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿᡤ⟶⾜ᨻᗇࡀᆅᇦࡢẼ
ೃཬࡧ㢼ᅵᛂࡌࡓఫࡲ࠸࡙ࡃࡾࡢほⅬࡽ㐺ษㄆࡵࡓሙྜ


㸯㸫㸱 እ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡➼ࡢᇶ‽
༢ఫᡞࡀࠊ  ᐃࡵࡿᆅᇦ༊ศᛂࡌࡓእ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡㸦ෆእࡢ ᗘᕪ㸯ᗘᙜࡓࡾࡢ⥲⇕
ᦆኻ㔞㸦Ẽࡼࡿ⇕ᦆኻࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆእ⓶➼㸦እẼ➼㸦እẼཪࡣእẼ㏻ࡌࡿᗋࠊᑠᒇࠊኳ
➼ࢆ࠸࠺ࠋ㸧᥋ࡍࡿኳ㸦ᑠᒇཪࡣኳࡀእẼ㏻ࡌ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊᒇ᰿㸧ࠊቨࠊ
ᗋཬࡧ㛤ཱྀ㒊ࠊඹྠఫᏯ࠾ࡅࡿ㞄᥋ࡍࡿఫᡞཪࡣඹ⏝㒊᥋ࡍࡿ㒊ศ➼ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧㠃
✚ࡢྜィ࡛㝖ࡋࡓ್ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᇶ‽ཬࡧ  ᐃࡵࡿᆅᇦ༊ศᛂࡌࡓ෭ᡣᮇࡢᖹᆒ
᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ⋡㸦ධᑕࡍࡿ᪥ᑕ㔞ᑐࡍࡿᐊෆධࡍࡿ᪥ᑕ㔞ࡢྜࢆእ⓶➼㠃✚࡛ᖹᆒࡋࡓ್
ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᇶ‽㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᆅᇦ༊ศᛂࡌࡓእ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡ࡢᇶ‽
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 ࡽࣁࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿእ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡ࡀࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊
ศᛂࡌࠊḟࡢ⾲ᥖࡆࡿᇶ‽್௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ
ᇶ‽್㸦༢  ᖹ᪉࣓࣮ࢺ
ࣝ  ᗘࡘࡁ࣡ࢵࢺ㸧











 











  

㸫

 እ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡ܷ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᗘࡘࡁ࣡ࢵࢺ㸧ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ܷ ൌ ቌ ܣ ܷு   ܮி ܷிு ቍ Ȁܣ




ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܣ ࠊܷு ࠊ݊ࠊܮி ࠊܷிு ࠊ݉ཬࡧࢀࡒࢀࡑࠊࡣܣḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
ܣ 

㸸እ⓶➼ࡢ࠺ࡕࠊᅵ᥋ࡍࡿᇶ♏ࡢ㒊➼㸦௨ୗࠕᇶ♏➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㝖ࡃ
➨݅㒊ࡢ㠃✚㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧   

ܷு 

㸸➨݅㒊ࡢ⇕㈏ὶ⋡㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᗘࡘࡁ࣡ࢵࢺ㸧

݊

㸸ᇶ♏➼ࢆ㝖ࡃእ⓶➼ࡢ㒊ᩘ

ܮி 

㸸➨݆ᇶ♏➼ࡢእ࿘ࡢ㛗ࡉ㸦༢ ࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܷிு 

㸸➨݆ᇶ♏➼ࡢእ࿘ࡢ⇕㈏ὶ⋡㸦༢ 㸯࣓࣮ࢺࣝ㸯ᗘࡘࡁ࣡ࢵࢺ㸧

݉

㸸ᇶ♏➼ࡢᩘ

ܣ

㸸እ⓶➼㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ࣟ ܷு ࡣࠊᙜヱ㒊ࢆ⇕ࡢ㈏ὶࡍࡿ᪉ྥᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿᮦᩱࡢ✀㢮ཬࡧཌࡉࠊ⇕ᶫ㸦ᵓ㐀㒊
ᮦࠊୗᆅᮦࠊ❆ᯟୗᮦࡑࡢ᩿⇕ᵓ㐀ࢆ㈏㏻ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᩿⇕ᛶ⬟ࡀ࿘ᅖࡢ㒊ศࡼ
ࡾຎࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡾ㈏ὶࡍࡿ⇕㔞ࠊ㞄᥋✵㛫ࡢ

ᗘᕪࡼࡿ㈏ὶ⇕㔞ࡢపῶ➼

ࢆ຺ࡋࡓᩘ್ࡍࡿࠋ
ࣁ ܷிு୨ ࡣࠊᙜヱᇶ♏➼ࢆ⇕ࡢ㈏ὶࡍࡿ᪉ྥᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿᮦᩱࡢ✀㢮ࠊཌࡉ➼ཬࡧ㞄᥋✵
㛫ࡢ

ᗘᕪࡼࡿ㈏ὶ⇕㔞ࡢపῶࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᩘ್ࡍࡿࠋ


  ᆅᇦ༊ศᛂࡌࡓ෭ᡣᮇࡢᖹᆒ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ⋡ࡢᇶ‽
ࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿ෭ᡣᮇࡢᖹᆒ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ⋡ࡀࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศᛂࡌࠊḟ
ࡢ⾲ᥖࡆࡿᇶ‽್௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ

















ᇶ‽್

㸫

㸫

㸫

㸫










 ෭ᡣᮇࡢᖹᆒ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ⋡ߟ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ߟ ൌ ቌ  ܣ ߟ ߥ Ȁܣቍ ൈ ͳͲͲ




ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܣ ࠊߟ ࠊߥ ࠊ݉ࠊ݊ཬࡧࢀࡒࢀࡑࠊࡣܣḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
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ܣ 

㸸➨݆᪉࠾ࡅࡿእ⓶➼ࡢ➨݅㒊ࡢ㠃✚㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ߟ 

㸸➨݆᪉࠾ࡅࡿእ⓶➼ࡢ➨݅㒊ࡢ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ⋡

ߥ 

㸸➨݆᪉ཬࡧู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦௨ୗ
ࠕ᪉ಀᩘࠖ࠸࠺ࠋ㸧

݉

㸸᪉ࡢᩘ

݊

㸸እ⓶➼ࡢᩘ

ܣ

㸸እ⓶➼㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧


➨ M ᪉




ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ








ୖ㠃





































ᮾ

















ᮾ

















༡ᮾ

















༡

















す༡

















す

















す

















ୗ㠃







㸯㸫㸲 Ẽᐦᛶࡢ☜ಖ
ᐊෆ┤᥋ධࡍࡿ㝽㛫㢼ࡢ㜵Ṇࡼࡿᬮ෭ᡣ㈇Ⲵࡢ๐ῶࠊ᩿⇕ᮦࡢ᩿⇕ຠᯝࡢ⿵ཬࡧⓗ☜࡞
ィ⏬Ẽࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊẼᐦᛶࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸫㸳㜵㟢ᛶ⬟ࡢ☜ಖ
ḟࡢ  ཬࡧ  ␃ពࡋࠊ༢ఫᡞࡢ᩿⇕ᛶ⬟ཬࡧ⪏ஂᛶ⬟ࢆᦆ࡞࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⤖㟢ࡢⓎ⏕ࢆ
㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


⾲㠃⤖㟢ࡢ㜵Ṇ
㸯㸫㸱ࡢ  ࡢᐃࡵࡿእ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡ࡢᇶ‽㐺ྜࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᩿⇕ᵓ㐀
ࡍࡁ㒊࠾࠸࡚ࠊ⾲㠃⤖㟢ࡢⓎ⏕ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿⴭࡋࡃ᩿⇕ᵓ㐀ࢆḞࡃ㒊ศ㸦㛤ཱྀ㒊
ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆタࡅ࡞࠸ࡇࠋ



ෆ㒊⤖㟢ࡢ㜵Ṇ
᩿⇕ᮦࡢෆ㒊ཪࡣ᩿⇕ᮦࡼࡾࡶᒇእഃ࡛እẼ㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศ࠾࠸࡚ࡣࠊෆ㒊⤖
㟢ࡢⓎ⏕ࢆ㜵ṆࡍࡿࡓࡵࠊỈẼࡢධཬࡧฟࡘ࠸࡚⪃៖ࡋࠊᙜヱ㒊ศከ㔞ࡢỈẼ
ࡀ␃ࡋ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࠋ


㸯㸫㸴 ᬮᡣᶵჾ➼ࡼࡿᐊෆ✵Ẽởᰁࡢ㜵Ṇ
༢ఫᡞ⇞↝⣔ࡢᬮᡣᶵჾཪࡣ⤥ᶵჾࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᐊෆ✵Ẽởᰁࢆ࡛ࡁࡿ㝈
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ࡾ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸫㸵 㜵ᬬࡢࡓࡵࡢ㏻Ẽ⤒㊰ࡢ☜ಖ
ኟᮇࡢ㜵ᬬୖ㏻㢼ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿᆅᇦ࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡘ࠸࡚ࠊ㜵≢ཬࡧ㦁㡢㜵ṆࡢほⅬࡽ⏕
άୖᨭ㞀ࡢ࡞࠸⠊ᅖ࡛㏻㢼⤒㊰ࡢ☜ಖດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸰 ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㛵ࡍࡿᇶ‽
㸰㸫㸯 ఫᏯࡢᘓ⠏➼ࡣࠊᙜヱఫᏯ࠾ࡅࡿ࡚ࡢ༢ఫᡞཬࡧඹྠఫᏯ➼యࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࠊࡑࢀࡒࢀᙜヱఫᏯࡢᇶ‽୍ḟ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸰ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆୖᅇࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ู࡞ㄪᰝཪࡣ◊✲ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ㸰㸫㸰ཬࡧ㸰㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿィ
⟬ྠ➼௨ୖᙜヱఫᏯࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ୖຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿィ⟬
ࡼࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

㸰㸫㸰 ᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
ఫᏯࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ༢ఫᡞࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃ
ࡵࡿ᪉ἲࠊඹྠఫᏯ➼యࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
  ༢ఫᡞࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌ் 㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁࢠ࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧ
ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊᑠᩘⅬ➨ࢆษࡾୖࡆࡓᩘ್ࡍࡿ㸦  ࡛⏝࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠋ

ܧௌ் ൌ 㸦ܧௌு  ܧௌ  ܧௌ  ܧௌ  ܧௌௐ  ܧெ 㸧 ൈ ͳͲିଷ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧௌு ࠊܧௌ ࠊܧௌ ࠊܧௌ ࠊܧௌௐ ཬࡧܧெ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ܧௌு 

㸸ᬮᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௌ 

㸸෭ᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௌ 

㸸ᶵᲔẼタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௌ 

㸸↷᫂タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௌௐ 

㸸⤥タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧெ 

㸸ࡑࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

 ܧௌு ࡣࠊ༢ఫᡞయࢆᬮᡣࡍࡿ᪉ᘧࡢሙྜࡣ㸦㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࠊᒃᐊࡢࡳࢆᬮᡣࡍࡿ
᪉ᘧࡢሙྜࡣ㸦ࣟ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᬮᡣタഛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ሙྜࡣ㸦ࣟ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ༢ఫᡞయࢆᬮᡣࡍࡿ᪉ᘧ࠾ࡅࡿᬮᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌு
㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ܧௌு ൌ ܽௌுǡ ൈ ܣ௧௧ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌுǡ ཬࡧܣ௧௧ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌுǡ  㸸ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮
ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
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ܣ௧௧  㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ

ಀᩘ
ܽௌுǡ 


































㸦ࣟ㸧 ᒃᐊࡢࡳࢆᬮᡣࡍࡿ᪉ᘧ࠾ࡅࡿᬮᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌு㸦༢
㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌு ൌ ܽௌுǡெோ ൈ ܣெோ  ߚௌுǡைோ ൈ ܣைோ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌுǡெோ ࠊܣெோ ࠊߚௌுǡைோ ཬࡧܣைோ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܽௌுǡெோ ࠊߚௌுǡைோ 㸸ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉
࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣெோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡓࡿᒃᐊ㸦ᇶᮏ⏕ά⾜Ⅽ࠾࠸࡚ᑵᐷࢆ㝖ࡁ᪥ᖖ⏕
άୖᅾᐊ㛫ࡀ㛗࠸ᒃᐊࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ
᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܣைோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡑࡢࡢᒃᐊ㸦ࡓࡿᒃᐊ௨እࡢᒃᐊࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧


ᬮ ᡣ ᪉ ἲ
ࡢ༊ศ
㸦࠸㸧

㸦ࢁ㸧

㸦ࡣ㸧

㸦㸧

ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ

ಀᩘ

















ܽௌுǡெோ 

















ߚௌுǡைோ 

















ܽௌுǡெோ 




















ߚௌுǡைோ 

















ܽௌுǡெோ 

















ߚௌுǡைோ 

















ܽௌுǡெோ 

















ߚௌுǡைோ 

















㸯 ࠕᬮᡣ᪉ἲࡢ༊ศࠖࡣู⾲➨㸳ᥖࡆࡿᬮᡣ᪉ἲࡢ༊ศࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 ࡓࡿᒃᐊᬮᡣタഛࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡀ㸯ᆅᇦ
ࡽ㸲ᆅᇦࡲ࡛ࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣ㸦࠸㸧ࡢ㡯ࠊ㸳ᆅᇦࡽ㸵ᆅᇦࡲ࡛ࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣ㸦ࢁ㸧ࡢ
㡯ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࣟ ܧௌ ࡣࠊ༢ఫᡞయࢆ෭ᡣࡍࡿ᪉ᘧࡢሙྜࡣ㸦㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࠊᒃᐊࡢࡳࢆ෭ᡣࡍࡿ
᪉ᘧࡢሙྜࡣ㸦ࣟ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ෭ᡣタഛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ሙྜࡣ㸦ࣟ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ༢ఫᡞయࢆ෭ᡣࡍࡿ᪉ᘧ࠾ࡅࡿ෭ᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌ
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㸦༢  ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌ ൌ ܽௌǡ ൈ ܣ௧௧ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌǡ ཬࡧܣ௧௧ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌǡ  㸸ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮
ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣ௧௧  㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧
ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ

ಀᩘ
ܽௌǡ 


































㸦ࣟ㸧 ᒃᐊࡢࡳࢆ෭ᡣࡍࡿ᪉ᘧ࠾ࡅࡿ෭ᡣタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧௌ㸦༢
 ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌ ൌ ܽௌǡெோ ൈ ܣெோ  ߚௌǡைோ ൈ ܣைோ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌǡெோ ࠊܣெோ ࠊߚௌǡைோ ཬࡧܣைோ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌǡெோ ࠊߚௌǡைோ 㸸ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉
࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܣெோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡓࡿᒃᐊࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܣைோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡑࡢࡢᒃᐊࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ಀᩘ

ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ
















ܽௌǡெோ 

















ߚௌǡைோ 


















ࣁ ܧௌ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
     ܧௌ ൌ ܽௌ ൈ ܣ௧௧  ߚௌ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌ ࠊܣ௧௧ ཬࡧߚௌ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯
ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ߚௌ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ
࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧௧ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศ
㸦࠸㸧
ಀᩘ

㸦ࢁ㸧

ᗋ㠃✚ࡢྜィࡀ
ᗋ㠃✚ࡢྜィࡀ
 ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ
 ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝᮍ‶ ࡘ  ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ
ᮍ‶
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㸦ࡣ㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜィࡀ
 ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ

ܽௌ 







ߚௌ 



㸫




ࢽ ܧௌ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌ ൌ ͵ͳ ൈ ܣ௧௧  ͳͻ ൈ ܣெோ  ͵ͻ ൈ ܣைோ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܣ௧௧ ࠊܣெோ ཬࡧܣைோ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܣ௧௧ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܣெோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡓࡿᒃᐊࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܣைோ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢࡑࡢࡢᒃᐊࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

࣍ ܧௌௐ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௌௐ ൌ ܽௌௐ ൈ ܣ௧௧  ߚௌௐ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽௌௐ ࠊܣ௧௧ ཬࡧߚௌௐ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽௌௐ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯
ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ߚௌௐ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ
࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧௧ 

ู⾲➨㸲
ᥖࡆࡿᆅᇦ
༊ศ















㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

㸦࠸㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜ
ィࡀ  ᖹ᪉
ಀᩘ
࣓࣮ࢺࣝᮍ
‶

ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศ
㸦ࢁ㸧
㸦ࡣ㸧
㸦㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜ ᗋ㠃✚ࡢྜ ᗋ㠃✚ࡢྜ
ィࡀ  ᖹ᪉ ィࡀ  ᖹ᪉ ィࡀ  ᖹ᪉
࣓࣮ࢺࣝ௨ ࣓࣮ࢺࣝ௨ ࣓࣮ࢺࣝ௨
ୖࡘ  ᖹ ୖࡘ  ᖹ ୖࡘ  ᖹ
᪉࣓࣮ࢺࣝ ᪉࣓࣮ࢺࣝ ᪉࣓࣮ࢺࣝ
ᮍ‶
ᮍ‶
ᮍ‶

㸦㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜ
ィࡀ  ᖹ᪉
࣓࣮ࢺࣝ௨
ୖ

ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 











ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 











ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 











ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 











ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 





㸫





ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 





㸫





ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 





㸫
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ܽௌௐ 

㸫







㸫

ߚௌௐ 





㸫






࣊ ܧெ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧெ ൌ ߙெ ൈ ܣ௧௧  ߚெ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽெ ࠊܣ௧௧ ཬࡧߚெ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽெ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ
㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ߚெ 

㸸ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞
ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧௧ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧
ᗋ㠃✚ࡢྜィࡢ༊ศ
㸦࠸㸧

㸦ࢁ㸧

㸦ࡣ㸧

㸦㸧

㸦㸧

ᗋ㠃✚ࡢྜィ ᗋ㠃✚ࡢྜィ ᗋ㠃✚ࡢྜィ ᗋ㠃✚ࡢྜィ ᗋ㠃✚ࡢྜィ
ಀᩘ

ࡀ  ᖹ᪉࣓࣮ ࡀ  ᖹ᪉࣓࣮ ࡀ  ᖹ᪉࣓࣮ ࡀ  ᖹ᪉࣓࣮ ࡀ  ᖹ᪉࣓
ࢺࣝᮍ‶

ࢺ ࣝ ௨ ୖ  ࡘ ࢺ ࣝ ௨ ୖ  ࡘ ࢺ ࣝ ௨ ୖ  ࡘ ࣮ࢺࣝ௨ୖ
 ᖹ᪉࣓࣮ࢺ  ᖹ᪉࣓࣮ࢺ  ᖹ ᪉ ࣓ ࣮
ࣝᮍ‶

ࣝᮍ‶

ࢺࣝᮍ‶

ߙெ 











ߚெ 














 ඹྠఫᏯ➼యࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ܧୗ்ǡ 㸦༢  ᖺࡘࡁࢠ࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊ
ḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊᑠᩘⅬ➨ࢆษࡾୖࡆࡓᩘ್ࡍࡿࠋ


ܧௌ்ǡ ൌ ൭  ܧௌ்ǡ  ሺܧ௦  ܧ௦௩  ܧ௦  ܧ௦௪  ܧ௦௩ ሻ൱ ൈ ͳͲିଷ 


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧௌ்ǡ ࠊܧ௦ ࠊܧ௦௩ ࠊܧ௦ ࠊܧ௦௪ ࠊܧ௦௩ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
ܧௌ்ǡ 

㸸ఫᡞ݅ ࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ௦ 

㸸ඹ⏝㒊ࡢ✵Ẽㄪタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓
࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ௦௩ 

㸸ඹ⏝㒊ࡢᶵᲔẼタഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓
࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ௦ 

㸸ඹ⏝㒊ࡢ↷᫂タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ
࣮ࣗࣝ㸧

ܧ௦௪ 

㸸ඹ⏝㒊ࡢ⤥タഛࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ
࣮ࣗࣝ㸧

ܧ௦௩ 

㸸ඹ⏝㒊ࡢ᪼㝆ᶵࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪࣗ
࣮ࣝ㸧
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݊ 

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿ༢ఫᡞᩘ

 ܧ௦ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ  


ܧ௦ ൌ ൫ܽ௦ǡ ൈ ܣ ൯


       ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽ௦ǡ ࠊܣ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽ௦ǡ 

㸸✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ཬࡧู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖ
ࡆࡿಀᩘ㸦ḟࡢ⾲ヱᙜࡍࡿ⏝㏵ࡀ࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣู⾲➨㸱ᥖࡆࡿಀ
ᩘ㸧㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ 

㸸✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿ✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊࡢᩘ
ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ

ᐊ⏝㏵



ࣟࣅ࣮















       

⟶⌮ேᐊ











  

㞟ᐊ











  

ᒇෆᗯୗ











  

 
ࣟ ܧ௦௩ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧ௦௩ ൌ ൫ܽ௦௩ǡ ൈ ܣ௧ǡ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽ௦௩ǡ ࠊܣ௧ǡ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽ௦௩ǡ 

㸸✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊࢆ㝖ࡃᶵᲔẼᑐ㇟ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ
㸦ḟࡢ⾲ヱᙜࡍࡿ⏝㏵ࡀ࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣู⾲➨㸱ᥖࡆࡿಀᩘ㸧
㸦༢
 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧ǡ 

㸸✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊࢆ㝖ࡃᶵᲔẼᑐ㇟ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺ
ࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿḟࡢ⾲ࡢ⏝㏵ࡢᐊࡢ࠺ࡕ✵Ẽㄪᑐ㇟ᐊ௨እ
ࡢᐊᩘ
ᐊ⏝㏵

ܽ௦௩ǡ 

ᶵᲔᐊ



㟁Ẽᐊ



ᒇෆ㥔㌴ሙ



ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼




ࣁ ܧ௦ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧ௦ ൌ ൫ܽ௦ǡ ൈ ܣ௧ǡ ൯
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ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽ௦ǡ ࠊܣ௧ǡ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽ௦ǡ 

㸸↷᫂ᑐ㇟ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿಀᩘ㸦ḟࡢ⾲ヱᙜࡍࡿ⏝㏵
ࡀ࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣู⾲➨㸱ᥖࡆࡿಀᩘ㸧
㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺ
ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧ǡ 

㸸↷᫂ᑐ㇟ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿ↷᫂ᑐ㇟ᐊࡢᩘ
ᐊ⏝㏵

ܽ௦ǡ 

ࣟࣅ࣮



⟶⌮ேᐊ



㞟ᐊ



ᒇෆᗯୗ



ᒇእᗯୗ



ᶵᲔᐊ



㟁Ẽᐊ



ᒇෆ㥔㌴ሙ



ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼




ࢽ ܧ௦௪ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܧ௦௪ ൌ ൫ܽ௦௪ǡ ൈ ܣ௧ǡ ൯


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܽ௦௪ǡ ࠊܣ௧ǡ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܽ௦௪ǡ 

㸸⤥ᑐ㇟ᐊ݅ࡢᐊ⏝㏵ཬࡧู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈḟࡢ⾲ᥖࡆࡿ
ಀᩘ㸦ḟࡢ⾲ヱᙜࡍࡿ⏝㏵ࡀ࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣู⾲➨㸱ᥖࡆࡿಀᩘ㸧
㸦༢ 㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܣ௧ǡ 

㸸⤥ᑐ㇟ᐊ݅ࡢᗋ㠃✚ࡢྜィ㸦༢ ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݊

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿ⤥ᑐ㇟ᐊࡢᩘ



ᐊ⏝㏵

ู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศ
















⟶⌮ேᐊ

















㞟ᐊ


















࣍ ܧ௦௩ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ܮ௩ǡ ൈ ܸ௩ǡ ൈ ܨ௦௧ ൈ ܶ௩ǡ ൈ ܯ௩ǡ
െ͵
ܧ௦௩ ൌ  ൬
ൈ ܰ௩ǡ ൰ ൈ ͻͲ ൈ ͳͲ 
ͺͲ


ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܮ௩ǡ ࠊܸ௩ǡ ࠊܨ௦௧ ࠊܶ௩ǡ ࠊܯ௩ǡ ࠊܰ௩ǡ ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
ܮ௩ǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ᒓࡍࡿ᪼㝆ᶵࡢ✚㍕㉁㔞㸦༢ ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㸧
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ܸ௩ǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ᒓࡍࡿ᪼㝆ᶵࡢᐃ᱁㏿ᗘ㸦༢ 㸯ศࡘࡁ࣓࣮ࢺࣝ㸧

ܨ௦௧ 

㸸ᇶ‽タᐃ㏿ᗘไᚚಀᩘ㸦㸧

ܶ௩ǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ᪼㝆ᶵᖺ㛫㐠㌿㛫㸦༢ 㛫㸧

ܯ௩ǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ࡢ㍺㏦⬟ຊಀᩘ㸦༢ ↓ḟඖ㸧

ܰ௩ǡ 

㸸᪼㝆ᶵ⣔⤫݅ᒓࡍࡿ᪼㝆ᶵࡢྎᩘ㸦༢ ྎ㸧

݊

㸸ᙜヱඹྠఫᏯ➼య࠾ࡅࡿ᪼㝆ᶵࡢᑐ㇟⣔⤫ᩘ


㸰㸫㸱 タィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
ఫᏯࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ༢ఫᡞࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃ
ࡵࡿ᪉ἲࠊඹྠఫᏯ➼యࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ


 ༢ఫᡞࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞்ܧ㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁࢠ࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡣࠊḟࡢᘧ
ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ்ܧൌ 㸦ܧு  ܧ  ܧ  ܧ  ܧௐ െ ܧௌ  ܧெ 㸧 ൈ ͳͲିଷ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧு ࠊܧ ࠊܧ ࠊܧ ࠊܧௐ ࠊܧௌ ཬࡧܧெ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ܧு 

㸸ᬮᡣタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ 

㸸෭ᡣタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ 

㸸ᶵᲔẼタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧ 

㸸↷᫂タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௐ 

㸸⤥タഛ㸦⇕⏝タഛࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧௌ 

㸸࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡼࡿタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶ㔞㸦༢ 㸯
ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

ܧெ 

㸸㸰㸫㸰ࡢ  ᐃࡵࡿࡑࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢ 㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪࣗ
࣮ࣝ㸧

 ܧு ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࢺ㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ܧு ࡣࠊ༢ఫᡞయཪࡣྛᐊࡈࡢ༢㛫ᙜࡓࡾࡢᬮᡣタഛࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᾘ㈝㔞ࡢᬮᡣᮇ㛫㸦㸯ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕ᪥ᖹᆒእẼ

ࡀ  ᗘ௨ୗ࡞ࡿ࡚ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠺ࠋ

௨ୗྠࡌࠋ㸧࠾ࡅࡿྜィࡋࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ






ோ

ܧு ൌ   ܧுǡ௧ǡ 㸩   ்ܳǡுǡ௧ǡ ൈ ߙ்ǡுǡ 
௧



௧



ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧுǡ௧ǡ ࠊ்ܳǡுǡ௧ǡ ࠊߙ்ǡுǡ ࠊ݉ࠊ݊ཬࡧܴࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧுǡ௧ǡ 

㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢᬮᡣタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

்ܳǡுǡ௧ǡ୰  㸸㒊ᒇࡢݎ้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢฎ⌮ࡉࢀ࡞࠸ᬮᡣ㈇Ⲵ㸦༢ 㸯
㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

18
1-22

ߙ்ǡுǡ  㸸㒊ᒇࡿࡅ࠾ݎฎ⌮ࡉࢀ࡞࠸ᬮᡣ㈇Ⲵࢆ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞⟬ࡍࡿ
ಀᩘ࡛࠶ࡗู࡚⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈู⾲➨㸵ᥖࡆࡿಀᩘ
݉

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿᬮᡣタഛࡢᩘ

݊

㸸㸯ᖺ㛫ᬮᡣࡍࡿ㛫㸦༢ 㛫㸧

ܴ

㸸㒊ᒇࡢᩘ

㸦ࣟ㸧 ܧுǡ௧ǡ ࡣࠊᬮᡣタഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࠊእẼࡢ

‵ᗘࠊᬮᡣ

タഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿᬮᡣ㈇Ⲵ୪ࡧኴ㝧⇕⏝タഛཪࡣ⇕⏝タഛࡼࡾ౪⤥ࡉ
ࢀࡿ⇕ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊܧுǡ௧ǡ ࢆ้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢᬮᡣタഛ
ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧுǡ௧ǡ ൌ ܥுǡ௧ǡ ൈ ்ܳǡுǡ௧ǡ  
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܥுǡ௧ǡ ཬࡧ்ܳǡுǡ௧ǡ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܥுǡ௧ǡ 

㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢᬮᡣタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘ

்ܳǡுǡ௧ǡ 

㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢᬮᡣタഛ݅ࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿᬮᡣ㈇Ⲵ㸦༢
 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧

㸦ࣁ㸧 ܥுǡ௧ǡ ࡣࠊᬮᡣタഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࠊእẼࡢ

‵ᗘ୪ࡧ

ᬮᡣタഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿᬮᡣ㈇Ⲵࢆ຺ࡋࡓᩘ್ࡍࡿࠋ
㸦ࢽ㸧 ்ܳǡுǡ௧ǡ ࡣࠊኴ㝧⇕⏝タഛཪࡣ⇕⏝タഛࡼࡾ౪⤥ࡉࢀࡿ⇕➼ࢆῶࡌࡓᩘ್
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦࣍㸧 ᬮᡣタഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀ࡞࠸ᬮᡣ㈇Ⲵࡣࠊᬮᡣ㈇Ⲵࡀᬮᡣタഛࡼࡿ᭱ฟຊ௨
ୖ࡞ࡿሙྜࡣᬮᡣ㈇Ⲵࡽ᭱ฟຊࢆῶࡌࡓᩘ್ࡋࠊᬮᡣ㈇Ⲵࡀᬮᡣタഛࡼࡿ
᭱ฟຊࢆ㉸࠼࡞࠸ሙྜࡣ㸮ࡍࡿࠋ
㸦࣊㸧 ᬮᡣ㈇Ⲵࡣࠊձࡽճࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸຺࡚ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ᬮᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㐠㌿㛫➼ࢆ຺ࡍࡿࡇࠋ
ϸ  ᬮᡣタഛࡢ㐠㌿㛫ཬࡧ ᗘタᐃ
Ϲ  ᒃఫ⪅ࡢᅾᐊ㛫ࠊᅾᐊேᩘཬࡧⓎ⇕㔞
Ϻ  ᒁᡤᶵᲔẼཬࡧ⯡ᶵᲔẼࡢ㐠㌿㛫୪ࡧẼ㔞ཬࡧẼ⤒㊰
ϻ  ᐙ㟁〇ရࡢ㐠㌿㛫ཬࡧⓎ⇕㔞
ϼ  ㄪ⌮ࡢ㛫ཬࡧⓎ⇕㔞
ղ እẼ 㸦᪥ᖹᆒእẼ

ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈࡢẼ㇟

ሗࢆ⏝࠸ࡿࡇࠋ
ճ ᬮᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᥖࡆࡿ⇕ࢆ຺ࡍࡿࡇࠋ
ϸ  ᐊ እẼ ཪࡣᆅ ࡢ ᗘᕪࡼࡗ࡚እቨࠊ❆➼ࢆ㈏ὶࡍࡿ⇕
Ϲ  Ẽཪࡣ₃Ẽࡼࡗ࡚㍺㏦ࡉࢀࡿ⇕
Ϻ  ᪥ᑕࡢ྾ཪࡣኪ㛫ᨺᑕࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕
ϻ  ᐙ㟁〇ရࠊேయࡑࡢᐊෆᏑࡍࡿ≀యࡽⓎ⏕ࡍࡿ⇕
ϼ  ᗋࠊቨࡑࡢ⇕ᐜ㔞ࡢࡁ࡞㒊࠼ࡽࢀࡿ⇕
Ͻ  ㄪ⌮ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ⇕ࡢ࠺ࡕࠊᬮᡣ㈇Ⲵ๐ῶᐤࡍࡿ⇕
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Ͼ  ኴ㝧⇕⏝タഛཪࡣ⇕⏝タഛࡼࡾ౪⤥ࡉࢀࡿ⇕
㸦ࢺ㸧 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ࣟ ܧ ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦࣊㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ܧ ࡣࠊ༢ఫᡞయཪࡣྛᐊࡈࡢ༢㛫ᙜࡓࡾࡢ෭ᡣタഛࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᾘ㈝㔞ࡢ෭ᡣᮇ㛫㸦㸯ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕᬮᡣᮇ㛫௨እࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࠾ࡅࡿྜ
ィࡋࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




ܧ ൌ   ܧǡ௧ǡ 
௧



ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧǡ௧ǡ ࠊ݉ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ෭ᡣタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
݉

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿ෭ᡣタഛࡢᩘ

݊

㸸㸯ᖺ㛫෭ᡣࡍࡿ㛫㸦༢ 㛫㸧

㸦ࣟ㸧 ܧǡ௧ǡ ࡣࠊ෭ᡣタഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࠊእẼࡢ

‵ᗘ୪ࡧ

෭ᡣタഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿ෭ᡣ㈇Ⲵࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊܧǡ௧ǡ ࢆ้࠾ݐ
ࡅࡿ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ෭ᡣタഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡍࡿሙྜ
࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧǡ௧ǡ ൌ ܥǡ௧ǡ ൈ ்ܳǡǡ௧ǡ  
        ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܥǡ௧ǡ ཬࡧ்ܳǡǡ௧ǡ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܥǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ෭ᡣタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘ
்ܳǡǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ෭ᡣタഛ݅ࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿ෭ᡣ㈇Ⲵ㸦༢
㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
㸦ࣁ㸧 ܥǡ௧ǡ ࡣࠊ෭ᡣタഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࠊእẼࡢ

‵ᗘ୪ࡧ

෭ᡣタഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿ෭ᡣ㈇Ⲵࢆ຺ࡋࡓᩘ್ࡍࡿࠋ
㸦ࢽ㸧 ෭ᡣタഛࡼࡾฎ⌮ࡉࢀࡿ෭ᡣ㈇Ⲵࡣࠊḟᥖࡆࡿฎ⌮㢧⇕㈇Ⲵཬࡧฎ⌮₯⇕㈇
Ⲵࡢྜィࡍࡿࠋ
ձ ෭ᡣタഛࡼࡿฎ⌮㢧⇕㈇Ⲵࡣࠊ෭ᡣ㢧⇕㈇Ⲵࡀ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱㢧⇕ฟຊࢆ㉸
࠼࡞࠸ሙྜࡣ෭ᡣ㢧⇕㈇Ⲵࡋࠊ෭ᡣ㢧⇕㈇Ⲵࡀ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱㢧⇕ฟຊ௨ୖ
࡞ࡿሙྜࡣᙜヱ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱㢧⇕ฟຊࡍࡿࠋ
ղ ෭ᡣタഛࡼࡿฎ⌮₯⇕㈇Ⲵࡣࠊ෭ᡣ₯⇕㈇Ⲵࡀ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱₯⇕ฟຊࢆ㉸
࠼࡞࠸ሙྜࡣ෭ᡣ₯⇕㈇Ⲵࡋࠊ෭ᡣ₯⇕㈇Ⲵࡀ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱₯⇕ฟຊ௨ୖ
࡞ࡿሙྜࡣᙜヱ෭ᡣタഛࡼࡿ᭱₯⇕ฟຊࡍࡿࠋ
㸦࣍㸧 ෭ᡣ㈇Ⲵࡣࠊձࡽճࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸຺࡚ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ෭ᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㐠㌿㛫➼ࢆ຺ࡍࡿࡇࠋ
ϸ  ෭ᡣタഛࡢ㐠㌿㛫ཬࡧ ‵ᗘタᐃ
Ϲ  ᒃఫ⪅ࡢᅾᐊ㛫ཬࡧᅾᐊேᩘ୪ࡧⓎ⇕㔞ཬࡧⓎ‵㔞
Ϻ  ᒁᡤᶵᲔẼཬࡧ⯡ᶵᲔẼࡢ㐠㌿㛫୪ࡧẼ㔞ཬࡧẼ⤒㊰
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ϻ  ᐙ㟁〇ရࡢ㐠㌿㛫ཬࡧⓎ⇕㔞
ϼ  ㄪ⌮ࡢ㛫୪ࡧⓎ⇕㔞ཬࡧⓎ‵㔞
ղ እẼ 㸦᪥ᖹᆒእẼ ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⾲➨㸲ᥖࡆࡿᆅᇦ༊ศࡈᐃ
ࡵࡽࢀࡿẼ㇟ሗࢆ⏝࠸ࡿࡇࠋ
ճ ෭ᡣ㈇Ⲵࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢ ϸ ཬࡧ Ϲ ᥖࡆࡿ⇕ࢆࡑࢀࡒࢀ຺ࡍࡿࡇࠋ

ϸ  㢧⇕
㹟 ᐊ

እẼ

ཪࡣᆅ

ࡢ

ᗘᕪࡼࡗ࡚እቨࠊ❆➼ࢆ㈏ὶࡍࡿ⇕

㹠 Ẽ㸦㏻㢼ࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆྵࡴࠋ Ϲ ࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ཪࡣ₃Ẽࡼࡗ࡚㍺㏦ࡉ
ࢀࡿ⇕
㹡 ᪥ᑕࡢ྾ཪࡣኪ㛫ᨺᑕࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕
㹢 ᐙ㟁〇ရࠊேయࡑࡢᐊෆᏑࡍࡿ≀యࡽⓎ⏕ࡍࡿ⇕
㹣 ᗋࠊቨࡑࡢ⇕ᐜ㔞ࡢࡁ࡞㒊࠼ࡽࢀࡿ⇕
㹤 ㄪ⌮ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ⇕ࡢ࠺ࡕࠊ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶᐤࡍࡿ⇕
Ϲ  ₯⇕
㹟 Ẽཪࡣ₃Ẽࡼࡗ࡚㍺㏦ࡉࢀࡿỈẼࡀಖ᭷ࡍࡿ⇕
㹠 པᡣჾලࠊேయࡑࡢᐊෆᏑࡍࡿ≀యࡽⓎ⏕ࡍࡿỈẼࡀಖ᭷ࡍࡿ⇕
㹡 ᗋࠊቨࡑࡢ‵Ẽᐜ㔞ࡢࡁ࡞㒊࠼ࡽࢀࡿỈẼࡀಖ᭷ࡍࡿ⇕
㹢 ㄪ⌮ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿỈẼࡀಖ᭷ࡍࡿ⇕ࡢ࠺ࡕࠊ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶᐤࡍࡿỈẼ
ࡀಖ᭷ࡍࡿ⇕
㸦࣊㸧 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ࣁ ܧ ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࢽ㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦㸧 ܧ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
భ భ

మ మ

 ܧ ൌ   ܧீǡ௧ǡ    ܧǡ௧ǡ 
௧



௧



ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧீǡ௧ǡ ࠊܧǡ௧ǡ ࠊ݉ଵ ࠊ݊ଵ ࠊ݉ଶ ཬࡧ݊ଶ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
ܧீǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ⯡ᶵᲔẼタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝㔞㸦༢ 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܧǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢᒁᡤᶵᲔẼタഛ݅ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝㔞㸦༢ 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
݉ଵ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿ⯡ᶵᲔẼタഛࡢᩘ

݊ଵ 

㸸⯡ᶵᲔẼタഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ㛫㸦㏻ᖺ✌ാࡢࡶࡢ࠶ࡗ࡚ࡣ 㸧
㸦༢
 㛫㸧

݉ଶ 

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿᒁᡤᶵᲔẼタഛࡢᩘ

݊ଶ 

㸸ᒁᡤᶵᲔẼタഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ㛫㸦༢ 㛫㸧

㸦ࣟ㸧 ܧீǡ௧ǡ ཬࡧܧǡ௧ǡ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧீǡ௧ǡ ൌ ݂ௌிǡ ൈ ܸோǡ ൈ ݂ ൈ ͳͲି  
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ܧǡ௧ǡ ൌ ௩ǡ ൈ ݂ ൈ ͳͲି 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊ݂ௌிǡ ࠊܸோǡ ࠊ݂ ཬࡧ௩ǡ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
݂ௌிǡ 

㸸⯡ᶵᲔẼタഛ݅ࡢẚᾘ㈝㟁ຊ㸦༢ 㸯㛫ࡘࡁ㸯❧᪉࣓࣮ࢺࣝᙜ
ࡓࡾࡢ࣡ࢵࢺ㸧

ܸோǡ 

 㸸⯡ᶵᲔẼタഛ݅ࡢཧ↷ᶵᲔẼ㔞㸦༢ 㸯㛫ࡘࡁ❧᪉࣓࣮ࢺࣝ㸧

݂ 

㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢
㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧

௩ǡ 

 㸸ᒁᡤᶵᲔẼタഛ݅ࡢᾘ㈝㟁ຊ㸦༢ ࣡ࢵࢺ㸧

㸦ࣁ㸧 ݂ௌிǡ ࡣࠊᶵᲔẼタഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝ୪ࡧ⯡ᶵᲔẼタഛࡢタィ㢼㔞ࢆ຺
ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ࢽ㸧 ܸோǡ ࡣࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࡢྜィࠊኳ㧗ཬࡧ⯡ᶵᲔẼタഛồࡵࡽࢀ
ࡿẼᅇᩘࢆࡌࡓ್వ⿱⋡ࢆ຺ࡋࠊᶵᲔẼタഛࡢ᭷ຠẼ㔞⋡࡛㝖ࡋ࡚ồࡵ
ࡽࢀࡿẼ㔞ࡍࡿࠋ
ࢽ ܧ ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦ࢽ㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ܧ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




 ܧ ൌ   ܧǡ௧ǡ 
௧



ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧǡ௧ǡ ࠊ݉ཬࡧ݊ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧǡ௧ǡ  㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ↷᫂༊⏬㸦↷᫂ჾලࡢ✀㢮ࠊ↷᫂タഛࡢไᚚ
᪉ἲཬࡧ㓄⨨ࠊ↷ᗘࡢタᐃࠊᐊ➼ࡢᙧ≧୪ࡧෆୖࡆࡀྠ୍ࡢ㒊ศࢆ࠸
࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧݅ タ⨨ࡉࢀࡿ↷᫂タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢
 㸯㛫ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
݉

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿ↷᫂༊⏬ࡢᩘ

݊

㸸↷᫂༊⏬݅࠾ࡅࡿᖺ㛫Ⅼⅉ㛫㸦༢ 㛫㸧

㸦ࣟ㸧 ܧǡ௧ǡ ࡣࠊ௨ୗࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧǡ௧ǡ ൌ ܲ ൈ ܥ ൈ ݂ ൈ ͳͲି ൈ ݎǡௗǡ௧ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܲ ࠊܥ ࠊ݂ ཬࡧݎǡௗǡ௧ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܲ 

㸸↷᫂༊⏬݅タ⨨ࡉࢀࡿ↷᫂タഛࡢᾘ㈝㟁ຊࡢྜィ್㸦༢ ࣡ࢵࢺ㸧

ܥ 

㸸↷᫂༊⏬݅タ⨨ࡉࢀࡿ↷᫂タഛࡢᾘ㈝㟁ຊࡢ⿵ṇ್

݂  㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢ 㸯
࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ݎǡௗǡ௧ 

㸸้↷ࡿࡅ࠾ݐ᫂༊⏬݅タ⨨ࡉࢀࡿ↷᫂タഛࡢ⏝㛫⋡

㸦ࣁ㸧 ܲ ࡣࠊ↷᫂タഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝ୪ࡧ↷᫂༊⏬݅ࡢᗋ㠃✚ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸦ࢽ㸧 ܥ ࡣࠊ↷᫂タഛࡢタ⨨≧ἣཬࡧ⏝㏵ࠊㄪගࠊேឤࢭࣥࢧ࣮୪ࡧከⅉศᩓ↷᫂᪉
ᘧࡢ᥇⏝ࡢ᭷↓ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
࣍ ܧௐ ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ࡽ㸦࣍㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ܧௐ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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 ܧௐ ൌ  ܧௐǡௗ 
ௗ

ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧௐǡௗ ཬࡧࢀࡒࢀࡑࠊࡣܦḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧௐǡௗ   㸸᪥݀࠾ࡅࡿ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⤥タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦༢  
㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ܦ

 㸸⤥タഛࡢᖺ㛫✌ാ᪥ᩘ㸦༢ ᪥㸧

㸦ࣟ㸧 ܧௐǡௗ ࡣࠊ⤥タഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊእẼ

‵ᗘࠊ⤥Ỉ

ᗘ୪ࡧ⤥㈇Ⲵࢆ຺

ࡋࠊ᪥݀࠾ࡅࡿ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⤥タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘࢆ⏝࠸࡚⟬
ฟࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ܧௐǡௗ ൌ ܥௐǡௗ ൈ ܮௐǡௗ 
ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܥ௪ǡௗ ཬࡧܮ௪ǡௗ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܥௐǡௗ   㸸᪥݀࠾ࡅࡿ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⤥タഛࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ಀᩘ
ܮௐǡௗ   㸸᪥݀࠾ࡅࡿ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ⤥㈇Ⲵ㸦༢ 㸯᪥ࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
㸦ࣁ㸧 ܥௐǡௗ ࡣ⤥タഛࡢ✀㢮ཬࡧᵝࠊእẼ

‵ᗘࠊ⤥Ỉ

ᗘ୪ࡧ⤥㈇Ⲵࢆ຺ࡋ

‵ᗘࠊ⤥Ỉ

ᗘࠊ⠇ჾලࡢᵝཬࡧ⤥

ࡓᩘ್ࡍࡿࠋ
㸦ࢽ㸧 ܮௐǡௗ ࡣࠊᙜヱ༢ఫᡞࡢᗋ㠃✚ࠊእẼ

㓄⟶ࡢᵝࢆ຺ࡍࡿࡶࡢࡋࠊࡉࡽኴ㝧⇕⏝タഛࢆ⏝ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣ
ኴ㝧⇕⏝タഛࡢ✀㢮ࠊᵝࠊ┤㐩᪥ᑕ㔞ཬࡧኳ✵ᨺᑕ㔞ࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸦࣍㸧 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘࡣࠊู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ್ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
࣊ ܧ௦ ࡣࠊḟࡢ㸦㸧ཬࡧ㸦ࣟ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸧 ܧ௦ ࡣࠊḟࡢᘧࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




 ܧௌ ൌ   ܧாǡ௦ǡ௧ǡ ൈ ݂ ൈ ͳͲିଷ 
௧



ࡇࡢᘧ࠾࠸࡚ࠊܧாǡ௦ǡ௧ǡ ࠊ݉ࠊ݊ཬࡧ݂ ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢᩘ್ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
ܧாǡ௦ǡ௧ǡ 㸸้ࡿࡅ࠾ݐ㸯㛫ᙜࡓࡾࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛ݅ࡼࡿᾘ㈝㟁ຊ㔞
ࡢ๐ῶ㔞㸦༢ 㸯㛫ࡘࡁ࢟ࣟ࣡ࢵࢺ㸧
݉

㸸ᙜヱ༢ఫᡞ࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡢᩘ

݊

㸸࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛ݅ࡢᖺ㛫✌ാ㛫㸦༢ 㛫㸧

݂  㸸ู⾲➨㸴ᥖࡆࡿ㟁Ẽࡢ㔞㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࢆ⇕㔞⟬ࡍࡿಀᩘ㸦༢ 㸯
࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸧
㸦ࣟ㸧 ܧாǡ௦ǡ௧ǡ ࡣࠊẼ㇟᮲௳ࠊタഛࡢᛶ⬟ཬࡧタ⨨≧ἣࢆ຺ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࢺ ܧெ ࡣࠊ㸰㸫㸰ࡢ  ࡢ࣊ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ඹྠఫᏯ➼యࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡘ࠸࡚ࡣࠊ  ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓྛ༢ఫᡞ
ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢྜィࠊඹ⏝㒊ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆຍ⟬ࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋඹ⏝㒊ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ➨㸯ࡢ㸰㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢ
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ࡍࡿࠋ

➨㸱 」ྜᘓ⠏≀ಀࡿุ᩿ࡢᇶ‽
」ྜᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊḟࡢ㸯ཬࡧ㸰㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯 እቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿᇶ‽
」ྜᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊ」ྜᘓ⠏≀యཪࡣ」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ୍ࡢఫᡞ㸦௨ୗ➨㸱࠾࠸࡚
ࠕ༢ఫᡞࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣ➨㸯ࡢ㸯ࠊఫᏯࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ
㒊ศࡘ࠸࡚ࡣ➨㸰ࡢ㸯ࠊࡑࢀࡒࢀ㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ」ྜᘓ⠏≀࠾
ࡅࡿఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡢᗋ㠃✚ࡢྜィࡀ  ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝᮍ‶ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱ
㒊ศࡘ࠸࡚➨㸰ࡢ㸯㐺ྜࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸰 ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㛵ࡍࡿᇶ‽
㸰㸫㸯 」ྜᘓ⠏≀ࡢᘓ⠏➼ࡣࠊᙜヱ」ྜᘓ⠏≀యࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸱ࡢ 
ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࠊᙜヱ」ྜᘓ⠏≀యࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦㸰㸫㸰ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆୖᅇࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊࡘࠊᙜヱ」ྜ
ᘓ⠏≀࠾ࡅࡿྛ༢ఫᡞࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸱ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋ
ࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࠊᙜヱ」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿྛ༢ఫᡞࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸦㸰㸫㸰ࡢ
 ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᩘ್ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆࡑࢀࡒࢀୖᅇࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 
㸰㸫㸰 ᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
」ྜᘓ⠏≀ࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ」ྜᘓ⠏≀యࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࠊ」ྜ
ᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


 」ྜᘓ⠏≀యࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊཬࡧࣟࡼࡾồࡵࡽࢀࡿ್ࡢྜィ್
ࡍࡿࠋ
 ఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸯ࡢ㸰㸫㸰ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᇶ‽
୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
ࣟ ఫᏯࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡀ୍࡛࠶ࡿሙྜ
ࡣ➨㸰ࡢ㸰㸫㸰ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡋࠊᙜヱ」
ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡀ」ᩘ࠶ࡿሙྜࡣ➨㸰ࡢ㸰㸫㸰ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟ
ࡋࡓᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡍࡿࠋ

  」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡢᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ➨㸰ࡢ㸰㸫㸰ࡢ  ᐃࡵ
ࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
 
㸰㸫㸱 タィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
 」ྜᘓ⠏≀ࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ」ྜᘓ⠏≀యࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࠊ」ྜ
ᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡘ࠸࡚ࡣ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


 」ྜᘓ⠏≀యࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊཬࡧࣟࡼࡾồࡵࡽࢀࡿ್ࡢྜィ್
ࡍࡿࠋ
 ఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸯ࡢ㸰㸫㸱ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓタィ
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୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
ࣟ ఫᏯࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡀ୍࡛࠶ࡿሙྜ
ࡣ➨㸰ࡢ㸰㸫㸱ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡋࠊᙜヱ」
ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡀ」ᩘ࠶ࡿሙྜࡣ➨㸰ࡢ㸰㸫㸱ࡢ  ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟ
ࡋࡓタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡍࡿࠋ
  」ྜᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ༢ఫᡞࡢタィ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣࠊ➨㸰ࡢ㸰㸫㸱ࡢ  ᐃࡵ
ࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
ϩ㸬≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿ࡢᇶ‽
≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅㸦ᡤ᭷⪅⟶⌮⪅ࡀ␗࡞ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ⟶⌮⪅ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡣࠊ㸯㸫㸯ࡽ
㸯㸫㸵ࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࢆⓗ☜ㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸫㸯 ᘓ⠏≀ࡢእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇ
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊᘓ⠏≀ࡢእቨࠊ❆➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⇕ࡢᦆኻࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ⇕ࡢᦆኻࡀቑࡋ࡞࠸ࡼ࠺᥇⏝ࡋࡓᐊࡢ㓄⨨➼ࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  እቨࠊᒇ᰿ࠊᗋࠊ❆➼ࡢ㛤ཱྀ㒊ࡢΎᤲࠊ⿵ಟ➼ࡼࡾࠊࡇࢀࡽࡢ᩿⇕ᛶࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿ
ࡇࠋ
  ❆ࡽࡢ᪥ᑕࡢไᚚࡢ≧ែࡢⅬ᳨ࠊ⥳タࡢಖ➼ࡼࡾࠊ᪥ᑕࡼࡿ⇕㈇Ⲵࡢపῶᥐ
⨨ࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ

㸯㸫㸰 ✵Ẽㄪタഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ✵Ẽㄪタഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᐊ➼ࡢ✵Ẽㄪ㈇Ⲵࡢ≉ᛶ➼㓄៖ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ✵Ẽㄪタഛࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢಖࢆࡍ
ࡿࡇࠋ
  㢼㐨ࠊ㓄⟶➼ࡢⅬ᳨ࠊ⿵ಟ➼ࡼࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᦆኻࡀቑࡋ࡞࠸ࡼ࠺᥇⏝ࡋࡓ⇕ᦙ
㏦タഛࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ⇕※ᶵჾࠊ࣏ࣥࣉࠊ✵Ẽㄪᶵ➼ࡢసື≧ἣࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ✵Ẽㄪタഛࡢไ
ᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ⇕※ࢩࢫࢸ࣒ࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ⇕※ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇࠋ

㸯㸫㸱 ✵Ẽㄪタഛ௨እࡢᶵᲔẼタഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ✵Ẽㄪタഛ௨እࡢᶵᲔẼタഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆ
ᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  㢼㐨➼ࡢⅬ᳨ࠊ⿵ಟ➼ࡼࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᦆኻࡀቑࡋ࡞࠸ࡼ࠺᥇⏝ࡋࡓ✵Ẽᦙ㏦タഛ
ࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ㏦㢼ᶵ➼ࡢసື≧ἣࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓᶵᲔẼタഛࡢไᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿ
ࡇࠋ
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  ᶵჾࡢⅬ᳨ࠊΎᤲ➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓᶵჾࡢẼ⬟ຊཬࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࡇࠋ

㸯㸫㸲 ↷᫂タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ↷᫂タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ↷᫂タഛࡢⅬ᳨ࠊΎᤲ➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ↷᫂タഛࡢ↷᫂ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
  ↷᫂タഛࡢసື≧ἣࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ↷᫂タഛࡢไᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ಖᏲ⟶⌮㓄៖ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓタ⨨᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ↷᫂タഛࡢ㓄⨨ࠊ↷ᗘࠊᐊ➼ࡢᙧ≧ࠊෆୖࡆ➼ࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ

㸯㸫㸳 ⤥タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ⤥タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  㓄⟶ࡢⅬ᳨ࠊ⿵ಟ➼ࡼࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᦆኻࡀቑࡋ࡞࠸ࡼ࠺᥇⏝ࡋࡓ㓄⟶タഛࡢ⥔ᣢ
ಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ⇕※ᶵჾࠊ࣏ࣥࣉ➼ࡢసື≧ែࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ⤥タഛࡢไᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖ
ࢆࡍࡿࡇࠋ
  ⇕※ࢩࢫࢸ࣒ࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ⇕※ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇࠋ

㸯㸫㸴 ᪼㝆ᶵಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ᪼㝆ᶵಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᪼㝆ᶵࡢసື≧ἣࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ᪼㝆ᶵࡢไᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  㥑ື⨨ࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ㥑ື⨨ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ

㸯㸫㸵 ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝
ḟᥖࡆࡿ㡯㓄៖ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ⏝ࢆᅗࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
  ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡢⅬ᳨ࠊΎᤲ➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡢ
ຠ⋡ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
  ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タഛࡢసື≧ἣࡢⅬ᳨➼ࡼࡾࠊ᥇⏝ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ຠ⋡タ
ഛࡢไᚚ᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ
  ಖᏲ⟶⌮㓄៖ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓタ⨨᪉ἲࡢ⥔ᣢಖࢆࡍࡿࡇࠋ

   㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺᅜᅵ㏻┬⤒῭⏘ᴗ┬࿌♧➨  ྕ㸧
㸦⾜ᮇ᪥㸧
㸯 ࡇࡢ࿌♧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊఫᏯཬࡧ」ྜᘓ⠏≀㸦ఫᏯࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ
㒊ศ㝈ࡿࠋ
㸧ಀࡿつᐃ୪ࡧ㝃๎㸴ࡢつᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸦⤒㐣ᥐ⨨㸧
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㸰 ࡇࡢ࿌♧ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿᘓ⠏≀ࡢ༊ศᛂࡌࠊᙜ
ヱྛྕᐃࡵࡿ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊ࡞࠾ᚑ๓ࡢࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ 㠀ఫᏯᘓ⠏≀ཬࡧ」ྜᘓ⠏≀㸦ఫᏯ௨እࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศ㝈ࡿࠋ㸧 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
 ఫᏯཬࡧ」ྜᘓ⠏≀㸦ఫᏯࡢ⏝㏵౪ࡍࡿ㒊ศ㝈ࡿࠋ㸧 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸱 ᘓ⠏≀ࡢቑ⠏ࠊಟ⧋ⱝࡋࡃࡣᶍᵝ᭰ཪࡣ✵Ẽㄪタഛ➼ࡢタ⨨ⱝࡋࡃࡣᨵಟᑐࡍࡿࡇࡢ࿌♧ࡢ㐺
⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓  㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊᙜศࡢ㛫ࠊ࡞࠾ᚑ๓ࡢࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲 ࡇࡢ࿌♧ࡢ⾜๓ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿἲᚊ➨  ᮲➨  㡯๓ẁཪࡣ➨  ᮲ࡢ  ➨ 

㡯๓ẁࡢつᐃᇶ࡙ࡃᒆฟࡀࡉࢀࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿྠ➨  ᮲➨  㡯ᚋẁཪࡣྠ➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯ᚋ
ẁࡢつᐃᇶ࡙ࡃኚ᭦ࡢᒆฟಀࡿࡇࡢ࿌♧ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓  㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊᙜศࡢ
㛫ࠊ࡞࠾ᚑ๓ࡢࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᗫṆ㸧
㸳 ᘓ⠏≀ಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿᘓ⠏➼ཬࡧ≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿ࡢᇶ‽
㸦ᖹᡂ  ᖺ㏻ၟ⏘ᴗ┬࣭ᘓタ┬࿌♧➨  ྕ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽᗫṆࡍࡿࠋ
㸴 ఫᏯಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿᘓ⠏➼ཬࡧ≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿ࡢᇶ‽㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᅜᅵ㏻┬࿌♧➨  ྕ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽᗫṆࡍࡿࠋ
㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ≉ᐃఫᏯࡢᛶ⬟ࡢྥୖ㛵ࡍࡿఫᏯᴗ
ᘓ⠏ࡢุ᩿ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ௳ࡢ୍㒊ᨵṇ㸧
㸵 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ≉ᐃఫᏯᚲせࡉࢀࡿᛶ⬟ࡢྥୖ㛵
ࡍࡿఫᏯᴗᘓ⠏ࡢุ᩿ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ௳㸦ᖹᡂ  ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᅜᅵ㏻┬࿌♧➨  ྕ㸧ࡢ୍㒊
ࢆḟࡢࡼ࠺ᨵṇࡍࡿࠋ
  㸰㸫㸯୰ࠕఫᏯಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿᘓ⠏➼ཬࡧ≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿
ࡢᇶ‽㸦ᖹᡂ  ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᅜᅵ㏻┬࿌♧➨  ྕࠋࠖࢆࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿᘓ
⠏➼ཬࡧ≉ᐃᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ࡢุ᩿ࡢᇶ‽㸦ᖹᡂ  ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᅜᅵ㏻┬࿌♧➨  ྕࠋࠖᨵ
ࡵࡿࠋ
   㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺᅜᅵ㏻┬⤒῭⏘ᴗ┬࿌♧➨  ྕ㸧
㸦⾜ᮇ᪥㸧
㸯 ࡇࡢ࿌♧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸦⤒㐣ᥐ⨨㸧
㸰 ࡇࡢ࿌♧ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊ࡞࠾ᚑ๓
ࡢࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ࡇࡢ࿌♧ࡢ⾜๓ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢྜ⌮㛵ࡍࡿἲᚊ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲➨ 
㡯๓ẁཪࡣ➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯๓ẁࡢつᐃᇶ࡙ࡃᒆฟࡀࡉࢀࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿྠ➨  ᮲➨  㡯ᚋẁ
ཪࡣྠ➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯ᚋẁࡢつᐃᇶ࡙ࡃኚ᭦ࡢᒆฟಀࡿࡇࡢ࿌♧ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓  㡯ࡢ
つᐃࢃࡽࡎࠊᙜศࡢ㛫ࠊ࡞࠾ᚑ๓ࡢࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ู⾲➨㸯
⏝㏵
㸦㸯㸧

ົᡤ➼

㸦㸰㸧

࣍ࢸࣝ➼

㸦㸱㸧

㝔➼

㸦㸲㸧

ᆅᇦ༊ศ
㸯

㸰

㸱

㸲

㸳

㸴

㸵

㸶

430

430

430

450

450

450

450

590

ᐈᐊ㒊

560

560

560

450

450

450

500

690

ᐗሙ㒊

960

960

960

1250

1250

1250

1450

2220

ᐊ㒊

790

790

790

770

770

770

790

980

㠀ᐊ㒊

420

420

420

430

430

430

440

670

610

610

610

710

710

710

820

1300

≀ရ㈍ᴗࢆ
Ⴀࡴᗑ⯒➼

㸦㸳㸧

Ꮫᰯ➼

390

390

390

450

450

450

500

690

㸦㸴㸧

㣧㣗ᗑ➼

680

680

680

810

810

810

910

1440

ᅗ᭩㤋➼

540

540

540

550

550

550

550

670

య⫱㤋➼

770

770

770

900

900

900

900

1100

ᫎ⏬㤋➼

1470

1470

1470

1500

1500

1500

1500

2100

㸫

㸫

㸫

㸫

㸫

㸫

㸫

㸫

㸦㸵㸧

㸦㸶㸧

㞟ᡤ➼

ᕤሙ➼

㸯 ࠕົᡤ➼ࠖࡣࠊົᡤࠊᐁබ⨫ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 ࠕ࣍ࢸࣝ➼ࠖࡣࠊ࣍ࢸࣝࠊ᪑㤋ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸱 ࠕ㝔➼ࠖࡣࠊ㝔ࠊ⪁ே࣮࣒࣍ࠊ㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴࣮࣒࣍ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀ
ࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸲 ࠕ≀ရ㈍ᴗࢆႠࡴᗑ⯒➼ࠖࡣࠊⓒ㈌ᗑࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ
㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸳 ࠕᏛᰯ➼ࠖࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼ᏛᰯࠊᏛࠊ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯࠊᑓಟᏛᰯࠊྛ✀Ꮫᰯࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸴 ࠕ㣧㣗ᗑ➼ࠖࡣࠊ㣧㣗ᗑࠊ㣗ᇽࠊႚⲔᗑࠊ࢟ࣕࣂ࣮ࣞࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ
㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸵 ࠕᅗ᭩㤋➼ࠖࡣࠊᅗ᭩㤋ࠊ༤≀㤋ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
ࠕయ⫱㤋➼ࠖࡣࠊయ⫱㤋ࠊබᇽࠊ㞟ሙࠊ࣮࣎ࣜࣥࢢሙࠊሙࠊࢫࣞࢳࢵࢡሙࠊࢫࢣ࣮ࢺሙࠊᾎሙ
タࠊ➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࠊ♫ᑎࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
ࠕᫎ⏬㤋➼ࠖࡣࠊᫎ⏬㤋ࠊ࢝ࣛ࢜ࢣ࣎ࢵࢡࢫࠊࡥࡕࢇࡇᒇࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀ
ࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
㸶 ࠕᕤሙ➼ࠖࡣࠊᕤሙࠊ␆⯋ࠊ⮬ື㌴㌴ᗜࠊ⮬㌿㌴㥔㌴ሙࠊᗜࠊほぴሙࠊ༺ᕷሙࠊⅆⴿሙࡑࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
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ู⾲➨㸱
タഛูᇶ‽୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㛵ࡍࡿಀᩘ㸦༢ࠉ㸯ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ㸯ᖺࡘࡁ࣓࢞ࢪ࣮ࣗࣝ㸧
⤥タഛ
✵Ẽㄪタഛ
✵Ẽㄪ
タഛ
↷᫂
ᆅᇦ༊ศ
ᆅᇦ༊ศ
௨እࡢ
タഛ
ᶵᲔ

ᐊ⏝㏵

ࡑࡢ
タഛ➼

Ẽタഛ
ົᡤ➼

࣍ࢸࣝ➼

㝔➼

ົᐊ
㟁Ꮚィ⟬ᶵჾົᐊ
㆟ᐊ
ႚⲔᐊ
♫ဨ㣗ᇽ
୰ኸ┘どᐊ
ࣟࣅ࣮
ᗯୗ
౽ᡤ
ႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
ᐈᐊ
ᐈᐊෆࡢᾎᐊ➼
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿࣇࣟࣥࢺ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿࣇࣟࣥࢺ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿົᐊ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿົᐊ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿࣟࣅ࣮
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿࣟࣅ࣮
ᐗሙ
㆟ᐊ
⤖፧ᘧሙ
ࣞࢫࢺࣛࣥ
ࣛ࢘ࣥࢪ
ࣂ࣮
ᗑ⯒
♫ဨ㣗ᇽ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿᗯୗ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿᗯୗ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿඹ⏝㒊ࡢ౽ᡤ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿඹ⏝㒊ࡢ౽ᡤ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿႚ↮ᐊ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
ᐊ
┳ㆤ⫋ဨᐊ
デᐹᐊ
ᚅྜᐊ
ᡭ⾡ᐊ
᳨ᰝᐊ
㞟୰⒪ᐊ
ゎ๗ᐊ➼
ᾎᐊ➼
ࣞࢫࢺࣛࣥ
ົᐊ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿࣟࣅ࣮
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿࣟࣅ࣮
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿᗯୗ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿᗯୗ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿඹ⏝㒊ࡢ౽ᡤ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿඹ⏝㒊ࡢ౽ᡤ
⤊᪥⏝ࡉࢀࡿႚ↮ᐊ
᪥୰ࡢࡳ⏝ࡉࢀࡿႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
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≀ရ㈍
ᴗࢆႠࡴ
ᗑ⯒➼

Ꮫᰯ➼

㣧㣗ᗑ➼

ᆺᗑࡢሙ
ᑓ㛛ᗑࡢሙ
ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢሙ
ົᐊ
Ⲵࡉࡤࡁሙ
ࣟࣅ࣮
౽ᡤ
ႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
ᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍᐊ
㧗➼Ꮫᰯࡢᩍᐊ
ᑠ୰Ꮫᰯཪࡣ㧗➼Ꮫᰯࡢ㣗ᇽ
Ꮫࡢᩍᐊ
Ꮫࡢ㣗ᇽ
⫋ဨᐊ
◊✲ᐊ
㟁Ꮚィ⟬ᶵჾ₇⩦ᐊ
ᐇ㦂ᐊ
ᐇ⩦ᐊ
ㅮᇽཪࡣయ⫱㤋
ᐟ┤ᐊ
ົᐊ
ࣟࣅ࣮
ᗯୗ
౽ᡤ
ႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
ࣞࢫࢺࣛࣥࡢᐈᐊ
㍍㣗ᗑࡢᐈᐊ
ႚⲔᗑࡢᐈᐊ
ࣂ࣮
ࣇࣟࣥࢺ
ົᐊ
ࣟࣅ࣮
ᗯୗ
౽ᡤ
ႚ↮ᐊ
᭦⾰ᐊཪࡣᗜ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
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㞟ᡤ➼

ᕤሙ➼

ࢫࣞࢳࢵࢡሙࡢ㐠ືᐊ
ࢫࣞࢳࢵࢡሙࡢࣟࣅ࣮
ࢫࣞࢳࢵࢡሙࡢ౽ᡤ
ࢫࣞࢳࢵࢡሙࡢႚ↮ᐊ
බᘧ➇ᢏ⏝ࢫࢣ࣮ࢺሙ
୍⯡➇ᢏ⏝ࢫࢣ࣮ࢺሙ
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ⏝ࢫࢣ࣮ࢺሙ
බᘧ➇ᢏ⏝య⫱㤋
୍⯡➇ᢏ⏝య⫱㤋
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ⏝య⫱㤋
➇ᢏሙࡢᐈᖍ
➇ᢏሙࡢࣟࣅ࣮
➇ᢏሙࡢ౽ᡤ
➇ᢏሙࡢႚ↮ᐊ
ᾎሙタࡢᾎᐊ
ᾎሙタࡢఇ᠁ᐊ
ᾎሙタࡢ⬺⾰ᡤ
ᾎሙタࡢࣟࣅ࣮
ᾎሙタࡢ౽ᡤ
ᾎሙタࡢႚ↮ᐊ
ᫎ⏬㤋ࡢᐈᖍ
ᫎ⏬㤋ࡢࣟࣅ࣮
ᫎ⏬㤋ࡢ౽ᡤ
ᫎ⏬㤋ࡢႚ↮ᐊ
ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩ᐊ
ᅗ᭩㤋ࡢࣟࣅ࣮
ᅗ᭩㤋ࡢ౽ᡤ
ᅗ᭩㤋ࡢႚ↮ᐊ
༤≀㤋ࡢᒎ♧ᐊ
༤≀㤋ࡢࣟࣅ࣮
༤≀㤋ࡢ౽ᡤ
༤≀㤋ࡢႚ↮ᐊ
ሙࡢ⯙ྎ
ሙࡢᴦᒇ
ሙࡢᐈᖍ
ሙࡢࣟࣅ࣮
ሙࡢ౽ᡤ
ሙࡢႚ↮ᐊ
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢᐈᖍ
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢๆሙ
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢᗑ⯒
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢࣟࣅ࣮
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢ౽ᡤ
➇㤿ሙཪࡣ➇㍯ሙࡢႚ↮ᐊ
♫ᑎࡢᮏẊ
♫ᑎࡢࣟࣅ࣮
♫ᑎࡢ౽ᡤ
♫ᑎࡢႚ↮ᐊ
࢝ࣛ࢜ࢣ࣎ࢵࢡࢫ
࣮࣎ࣜࣥࢢሙ
ࡥࡕࢇࡇᒇ
པᡣ
ᶵᲔᐊ
㟁Ẽᐊ
Ἓᐊ➼
㣗ရᗜ➼
༳ๅᐊ➼
ᒇෆ㥔㌴ሙ
ᗫᲠ≀ಖ⟶ሙᡤ➼
ᗜ
ᒇእ㥔㌴ሙཪࡣ㥔㍯ሙ
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ู⾲➨㸲
ᆅᇦ༊ศ
㸯ࠊ㸰

㒔㐨ᗓ┴ྡ
ᾏ㐨

㸱

㟷᳃┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⛅⏣┴

㸲

ᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ᪂₲┴ࠊ㛗㔝┴

㸳ࠊ㸴

Ⲉᇛ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊᐩᒣ┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊ⚟┴ࠊ
ᒣ┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊ୕㔜┴ࠊ㈡┴ࠊி㒔ᗓࠊ㜰ᗓࠊරᗜ┴ࠊዉ
Ⰻ┴ࠊḷᒣ┴ࠊ㫽ྲྀ┴ࠊᓥ᰿┴ࠊᒸᒣ┴ࠊᗈᓥ┴ࠊᒣཱྀ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊ㤶ᕝ┴ࠊឡ
┴ࠊ㧗▱┴ࠊ⚟ᒸ┴ࠊబ㈡┴ࠊ㛗ᓮ┴ࠊ⇃ᮏ┴ࠊศ┴

㸵

ᐑᓮ┴ࠊ㮵ඣᓥ┴

㸶

Ἀ⦖┴

㸯 ୖࡢ༊ศࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ୖࡢ༊ศࡢ࠺ࡕࠊ㸯ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢᕷ⏫ᮧࡍࡿࠋ
ᾏ㐨 ᪫ᕝᕷࠊ㔲㊰ᕷࠊᖏᗈᕷࠊぢᕷࠊኤᙇᕷࠊ⥙㉮ᕷࠊ⛶ෆᕷࠊ⣠ูᕷࠊኈูᕷࠊྡᐤᕷࠊ
᰿ᐊᕷࠊ῝ᕝᕷࠊᐩⰋ㔝ᕷࠊࢽࢭࢥ⏫ࠊ┿⊁ᮧࠊ␃ᑑ㒔ᮧࠊ႐ⱱู⏫ࠊிᴟ⏫ࠊ▱Ᏻ⏫ࠊ
⏣⏫ࠊᖠຍෆ⏫ࠊ㮚ᰨ⏫ࠊᮾ⚄ᴦ⏫ࠊᙜ㯞⏫ࠊẚᕸ⏫ࠊឡู⏫ࠊୖᕝ⏫ࠊᮾᕝ⏫ࠊ⨾⍛
⏫ࠊୖᐩⰋ㔝⏫ࠊ୰ᐩⰋ㔝⏫ࠊ༡ᐩⰋ㔝⏫ࠊ༨ෙᮧࠊᐮ⏫ࠊῡ⏫ࠊୗᕝ⏫ࠊ⨾῝⏫ࠊ
㡢ጾᏊᗓᮧࠊ୰ᕝ⏫ࠊᑠᖹ⏫ࠊⱢ๓⏫ࠊ⩚ᖠ⏫ࠊ㐲ู⏫ࠊኳሷ⏫ࠊᖠᘏ⏫ࠊ⊷ᡶᮧࠊ㡻
ู⏫ࠊ୰㡻ู⏫ࠊᯞᖾ⏫ࠊ㇏ᐩ⏫ࠊ✵⏫ࠊ⨾ᖠ⏫ࠊὠู⏫ࠊᩳ㔛⏫ࠊΎ㔛⏫ࠊᑠΎỈ⏫ࠊ
カᏊᗓ⏫ࠊ⨨ᡞ⏫ࠊబ࿅㛫⏫ࠊ㐲㍍⏫ࠊู⏫ࠊୖ⏫ࠊ⯆㒊⏫ࠊす⯆㒊ᮧࠊ㞝Ṋ⏫ࠊఀ
㐩ᕷ㸦ᪧᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡴࢃ⏫㸦ᪧ✑ู⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᪥㧗⏫㸦ᪧ᪥㧗⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ᖹྲྀ⏫ࠊ᪂ࡦࡔ⏫㸦ᪧ㟼ෆ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㡢᭦⏫ࠊኈᖠ⏫ࠊୖኈᖠ⏫ࠊ㮵㏣⏫ࠊ᪂ᚓ⏫ࠊ
ⱆᐊ⏫ࠊ୰ᮐෆᮧࠊ᭦ูᮧࠊᖥู⏫ࠊᶞ⏫ࠊᗈᑿ⏫ࠊụ⏣⏫ࠊ㇏㡭⏫ࠊᮏู⏫ࠊ㊊ᐤ⏫ࠊ
㝣ู⏫ࠊᾆᖠ⏫ࠊ㔲㊰⏫ࠊཌᓊ⏫ࠊ୰⏫ࠊᶆⲔ⏫ࠊᘵᏊᒅ⏫ࠊ㭯ᒃᮧࠊⓑ⣇⏫ࠊูᾏ⏫ࠊ
୰ᶆὠ⏫ࠊᶆὠ⏫ࠊ⨶⮻⏫
  ୖࡢ༊ศࡢ࠺ࡕࠊ㸰ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢᕷ⏫ᮧࡍࡿࠋ
ᾏ㐨 ᮐᖠᕷࠊภ㤋ᕷ ᪧภ㤋ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ༓ṓᕷࠊ▼⊁ᕷࠊᑠᶡᕷࠊᐊ⹒ᕷࠊᩯᕷࠊఀ㐩ᕷ
㸦ᪧఀ㐩ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᒾぢἑᕷࠊⰱูᕷࠊᜨᗞᕷࠊỤูᕷࠊ◁ᕝᕷࠊ୕➟ᕷࠊ㉥ᖹᕷࠊ
ᕝᕷࠊⓏูᕷࠊⱢᑠ∾ᕷࠊ⨾ှᕷࠊᗈᓥᕷࠊ␃ⴌᕷࠊඵ㞼⏫㸦ᪧඵ㞼⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
᳃⏫ࠊࡏࡓ࡞⏫㸦ᪧ℩Ჴ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᪥㧗⏫㸦ᪧ㛛ู⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊὝ√†⏫ࠊࡴࢃ
⏫㸦ᪧ㭁ᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳᖹ⏫ࠊ᪂ࡦࡔ⏫㸦ᪧ୕▼⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㇏ᾆ⏫ࠊ⹒㉺⏫ࠊ
㞵❳⏫ࠊ⛛∗ู⏫ࠊ❳⏫ࠊጒ⫼∵⏫ࠊᾆἙ⏫ࠊዟᑼ⏫ࠊḷᚿෆᕷࠊᾆ⮻⏫ࠊ᭶ᙧ⏫ࠊ᪂
༑ὠᕝ⏫ࠊ㮵㒊⏫ࠊᒾෆ⏫ࠊඹ⏫ࠊ㣤⏫ࠊୖ◁ᕝ⏫ࠊዉỤ⏫ࠊ༡ᖠ⏫ࠊ⚄ᜨෆᮧࠊ
Ἡᮧࠊྂᖹ⏫ࠊ㛗㒊⏫ࠊ㯮ᯇෆ⏫ࠊΎỈ⏫ࠊ᪂ෙ⏫ࠊ㔠⏫ࠊ᪂⠛ὠᮧࠊᙜู⏫ࠊ✚
⏫ࠊቑẟ⏫ࠊึᒣูᮧࠊⓑ⪁⏫ࠊ࠼ࡾࡶ⏫ࠊཌ┿⏫ࠊኊ▌⏫ࠊᰩᒣ⏫ࠊ㛗⏫ࠊ⏤ோ⏫ࠊ
ோᮌ⏫ࠊ㉥ᕝᮧࠊవᕷ⏫ࠊᵝఝ⏫ࠊᑼ⏫ࠊᑼᐩኈ⏫ࠊ♩ᩥ⏫
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  ୖࡢ༊ศࡢ࠺ࡕࠊ㸳ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢᕷ⏫ᮧࡍࡿࠋ
Ⲉᇛ┴ Ỉᡞᕷࠊࡍࡳࡀ࠺ࡽᕷ㸦ᪧ㟘ࣨᾆ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡘࡃࡤࡳࡽ࠸ᕷࠊࡘࡃࡤᕷࠊࡦࡓࡕ࡞
ᕷࠊ✄ᩜᕷࠊୗጔᕷࠊ➟㛫ᕷ㸦ᪧᒾ㛫⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ∵ஂᕷࠊ⤖ᇛᕷࠊྂἙᕷࠊ⾜᪉ᕷࠊ
㧗ⴗᕷࠊᆏᮾᕷࠊྲྀᡭᕷࠊᏲ㇂ᕷࠊᑠ⨾⋢ᕷ㸦ᪧ⋢㔛ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᖖ⥲ᕷࠊᖖ㝣ኴ⏣ᕷࠊ
ᖖ㝣ᐑᕷ㸦ᪧ⨾ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⟃すᕷ㸦ᪧ㛵ᇛ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᅵᾆᕷ㸦ᪧᅵᾆᕷ㝈
ࡿࠋ㸧ࠊ㑣⌃ᕷࠊ᪥❧ᕷࠊ㖝⏣ᕷࠊⲈᇛᕷࠊ㱟ࣨᓮᕷࠊ㜿ぢ⏫ࠊἙෆ⏫ࠊ⨾ᾆᮧࠊቃ⏫ࠊ
㟘⏫ࠊඵ༓௦⏫ࠊⲈᇛ⏫ࠊᇛ㔛⏫ࠊὙ⏫ࠊᮾᾏᮧࠊ᰿⏫
⩌㤿┴ ๓ᶫᕷࠊࡳࡾᕷ㸦ᪧᮾᮧ㸦ໃከ㒆㸧ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏳ୰ᕷ㸦ᪧᏳ୰ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊఀໃᓮᕷࠊ
⏑ᴦ⏫ࠊ㤋ᯘᕷࠊ᱒⏕ᕷ㸦ᪧ㯮ಖ᰿ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㧗ᓮᕷ㸦ᪧῲᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᕝᕷ
㸦ᪧ㉥ᇛᮧࠊᪧᑠ㔝ୖᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊኴ⏣ᕷࠊ⸨ᒸᕷࠊᐩᒸᕷࠊ⋢ᮧ⏫ࠊྜྷᒸ⏫ࠊᴵᮾᮧࠊ
Ἠ⏫ࠊᯈ⏫ࠊ᫂⏫ࠊ㑚ᴦ⏫
ᇸ⋢┴ ࡉ࠸ࡓࡲᕷࠊࡩࡌࡳ㔝ᕷࠊ⩚⏕ᕷࠊᱩᕝᕷࠊຍ㡲ᕷࠊஂ႐ᕷࠊ⊃ᒣᕷࠊ⇃㇂ᕷ㸦ᪧ⇃㇂ᕷ
ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᖾᡭᕷࠊ⾜⏣ᕷ㸦ᪧ⾜⏣ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㬨ᕢᕷࠊᆏᡞᕷࠊᚿᮌᕷࠊ᪥㒊ᕷࠊ
ᡤἑᕷࠊୖᑿᕷࠊ᪂ᗙᕷࠊ῝㇂ᕷࠊᕝ㉺ᕷࠊ⛛∗ᕷ㸦ᪧᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㭯ࣨᓥᕷࠊ᪥
㧗ᕷࠊධ㛫ᕷࠊ㣤⬟ᕷࠊᐩኈぢᕷࠊᮏᕷࠊᮏᗉᕷࠊⶈ⏣ᕷࠊᮾᯇᒣᕷࠊⓑᒸᕷࠊୖ㔛⏫ࠊ
⚄ᕝ⏫ࠊ⨾㔛⏫ࠊᐤᒃ⏫ࠊᶓ℩⏫ࠊⓙ㔝⏫ࠊᑠ㮵㔝⏫㸦ᪧᑠ㮵㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㛗™⏫ࠊ
ᮾ⛛∗ᮧࠊᐑ௦⏫ࠊ㉺⏕⏫ࠊ୕ⰾ⏫ࠊẟ࿅ᒣ⏫ࠊࡁࡀࢃ⏫ࠊᕝ⏫ࠊྜྷぢ⏫ࠊᑠᕝ⏫ࠊ
ᕝᓥ⏫ࠊ㬀ᒣ⏫ࠊᔒᒣ⏫ࠊᮡᡞ⏫ࠊఀዉ⏫
༓ⴥ┴ 㔝⏣ᕷࠊ㤶ྲྀᕷ㸦ᪧబཎᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᡂ⏣ᕷࠊబᕷࠊඵ༓௦ᕷࠊᡃᏞᏊᕷࠊ༳すᕷࠊ
ⓑᕷࠊ㓇ࠎ⏫ࠊᐩ㔛ᕷࠊᰤ⏫ࠊ⚄ᓮ⏫
ᮾி㒔 ඵ⋤Ꮚᕷࠊ❧ᕝᕷࠊ㟷ᱵᕷࠊᓥᕷࠊᑠᖹᕷࠊ᪥㔝ᕷࠊᮾᮧᒣᕷࠊ⚟⏕ᕷࠊᮾᕷࠊΎ
℩ᕷࠊṊⶶᮧᒣᕷࠊ⩚ᮧᕷࠊ࠶ࡁࡿ㔝ᕷࠊ⍞✑⏫ࠊ᪥ࡢฟ⏫ࠊᷓཎᮧ
⚄ዉᕝ┴ Ύᕝᮧࠊ⛙㔝ᕷࠊ┦ᶍཎᕷ㸦ᪧ┦ᶍཎᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㛤ᡂ⏫ࠊᒣ⏫ࠊᯇ⏣⏫ࠊ⏫ࠊ
༡㊊ᕷ
ᐩᒣ┴ 㧗ᒸᕷࠊ㯮㒊ᕷ㸦ᪧ㯮㒊ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᑕỈᕷࠊ◝Ἴᕷࠊ༡◝ᕷ㸦ᪧᖹᮧࠊᪧୖᖹᮧࠊᪧ
㈡ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᐩᒣᕷ㸦ᪧἑ㔝⏫ࠊᪧᒣ⏫ࠊᪧ⣽ධᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㨶ὠᕷࠊịぢ
ᕷࠊᕝᕷࠊᑠ▮㒊ᕷࠊ⯚ᶫᮧࠊධၿ⏫ࠊᮅ᪥⏫
▼ᕝ┴ ࡃᕷࠊᚿ㈡⏫ࠊᐆ㐩ᚿỈ⏫ࠊຍ㈡ᕷࠊ୰⬟Ⓩ⏫ࠊᑿᕷࠊ⬟⨾ᕷࠊⓑᒣᕷ㸦ᪧᯇ௵ᕷࠊ
ᪧ⨾ᕝ⏫ࠊᪧྜྷ㔝㇂ᮧࠊᪧᑿཱྀᮧࠊᪧⓑᓠᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⬟Ⓩ⏫ࠊ㍯ᓥᕷࠊᑠᯇᕷࠊ⌔ᕞ
ᕷࠊ⩚ᕷࠊᕝ⏫ࠊὠᖭ⏫ࠊෆℿ⏫ࠊ✰Ỉ⏫
⚟┴ ⚟ᕷ㸦ᪧ⚟ᕷࠊᪧ⨾ᒣ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ࠶ࢃࡽᕷࠊ࠾࠾࠸⏫ࠊ㉺๓ᕷࠊỌᖹᑎ⏫ࠊụ⏣
⏫ࠊᆏᕷࠊ㪆Ụᕷࠊⱝ⊃⏫ࠊᒣᕷࠊᑠᕷࠊ㧗⏫ࠊ㔝ᕷ㸦ᪧ㔝ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
㉺๓⏫㸦ᪧᮅ᪥⏫ࠊᪧᐑᓮᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ༡㉺๓⏫㸦ᪧἙ㔝ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ᒣ┴ ᒣᕷ㸦ᪧ୕ᐩᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⏥ᕞᕷࠊ⏥ᩫᕷࠊ⏥ᗓᕷ㸦ᪧୖ୍Ⰽᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊୖ㔝
ཎᕷࠊᕷᕝ୕㒓⏫ࠊ୰ኸᕷࠊ➜྿ᕷ㸦ᪧⰱᕝᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ༡ࣝࣉࢫᕷࠊ㌟ᘏ⏫ࠊ༡㒊
⏫㸦ᪧᐩἑ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᮭᕷ㸦ᪧ᫂㔝ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᭶ᕷࠊ㡞ᓮᕷࠊᐩኈᕝ⏫ࠊ᪩
ᕝ⏫ࠊ⏫ࠊ㐨ᚿᮧ
ᒱ㜧┴ ᒣ┴ᕷࠊᜨ㑣ᕷ㸦ᪧ୵ཎᮧࠊᪧୖ▮స⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᮏᕢᕷ㸦ᪧ᰿ᑿᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㒆ୖ
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ᕷ㸦ᪧ⨾୪ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊୗ࿅ᕷ㸦ᪧ㔠ᒣ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᥬᩫᕝ⏫㸦ᪧᥬᩫᕝ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
୰ὠᕝᕷ㸦ᪧ୰ὠᕝᕷࠊᪧ㛗㔝┴ᮌ᭮㒆ᒣཱྀᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㛵ᕷࠊྍඣᕷࠊከぢᕷࠊ
ᇉᕷ㸦ୖ▼ὠ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⨾⃰ᕷࠊ⍞ᾉᕷࠊ⨾⃰ຍⱱᕷࠊᅵᒱᕷࠊ㣴⪁⏫ࠊ㛵ࣨཎ⏫ࠊ
Ᏻඵ⏫ࠊᆏ⚃⏫ࠊᐩຍ⏫ࠊᕝ㎶⏫ࠊ᐀⏫ࠊඵⓒὠ⏫ࠊⓑᕝ⏫ࠊᚚᔞ⏫
㟼ᒸ┴ ᕝ᰿ᮏ⏫ࠊᯇᕷ㸦ᪧỈ❑⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᚚẊሙᕷࠊᑠᒣ⏫
ឡ▱┴ ㇏⏣ᕷ㸦ᪧ✄Ṋ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊタᴦ⏫ࠊ㇏᰿ᮧࠊᮾᰤ⏫
୕㔜┴ ఀ㈡ᕷࠊடᒣᕷ㸦ᪧ㛵⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᯇ㜰ᕷ㸦ᪧ㣤༡⏫ࠊᪧ㣤㧗⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊὠᕷ㸦ᪧ
⨾ᮡᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊྡᙇᕷ
㈡┴ ὠᕷ㸦ᪧᚿ㈡⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㛗ᕷࠊᮾ㏆Ụᕷࠊ⡿ཎᕷࠊ㔝Ὢᕷࠊᙪ᰿ᕷࠊ㏆Ụඵᖭᕷࠊ
ⲡὠᕷࠊᏲᒣᕷࠊᰩᮾᕷࠊ†༡ᕷࠊ⏥㈡ᕷࠊ㧗ᓥᕷࠊឡⲮ⏫ࠊ᪥㔝⏫ࠊ❳⋤⏫ࠊ㇏㒓⏫ࠊ
⏥Ⰻ⏫ࠊከ㈡⏫
ி㒔ᗓ ி㒔ᕷ㸦ᪧி⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊிᚋᕷ㸦ᪧᐑ⏫ࠊᪧஂ⨾⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ༡ᕷࠊ⚟
▱ᒣᕷࠊᮌὠᕝᕷࠊㅰ㔝⏫ࠊ⯙㭯ᕷࠊ⥤㒊ᕷࠊᐑὠᕷࠊடᒸᕷࠊᇛ㝧ᕷࠊඵᖭᕷࠊி⏣
㎶ᕷࠊிἼ⏫ࠊᒣᓮ⏫ࠊᡭ⏫ࠊᏱ⏣ཎ⏫ࠊ➟⨨⏫ࠊ᮰⏫ࠊ⢭⳹⏫ࠊ༡ᒣᇛᮧ
㜰ᗓ ሜᕷ㸦ᪧ⨾ཎ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㧗ᵳᕷࠊඵᑿᕷࠊᐩ⏣ᯘᕷࠊᯇཎᕷࠊᮾᕷࠊ᯽ཎᕷࠊ⩚᭥
㔝ᕷࠊ⸨ᑎᕷࠊᮾ㜰ᕷࠊᓥᮏ⏫ࠊ㇏⬟⏫ࠊ⬟ໃ⏫ࠊኴᏊ⏫ࠊἙ༡⏫ࠊ༓᪩㉥㜰ᮧ
රᗜ┴ ጲ㊰ᕷ㸦ᪧጲ㊰ᕷࠊᪧᐙᓥ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㇏ᒸᕷ㸦ᪧ➉㔝⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㣴∗ᕷ㸦ᪧ㛵ᐑ
⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊࡓࡘࡢᕷ㸦ᪧ㱟㔝ᕷࠊᪧ᪂ᐑ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊἼᕷࠊᮅ᮶ᕷࠊຍᮾᕷࠊ୕
ᮌᕷ㸦ᪧྜྷᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⢖ᕷࠊ⠛ᒣᕷࠊ┦⏕ᕷࠊ୕⏣ᕷࠊす⬥ᕷࠊ⚄Ἑ⏫ࠊከྍ⏫ࠊ
బ⏝⏫ࠊ᪂

Ἠ⏫ࠊ⊦ྡᕝ⏫ࠊᕷᕝ⏫ࠊ⚟ᓮ⏫ࠊୖ㒆⏫

ዉⰋ┴ ዉⰋᕷ㸦ᪧ㒔♮ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏱ㝀ᕷ㸦ᪧᐊ⏕ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊⴱᇛᕷࠊᲄᕷ㸦ᪧሪᮧ
ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㧗⏣ᕷࠊ㒆ᒣᕷࠊኳ⌮ᕷࠊ᷃ཎᕷࠊᱜᕷࠊᚚᡤᕷࠊ㤶Ⱚᕷࠊᒣῧ
ᮧࠊ୕㒓⏫ࠊᩬ㬀⏫ࠊᏳሚ⏫ࠊᕝす⏫ࠊ୕Ꮿ⏫ࠊ⏣ཎᮏ⏫ࠊ᭮∞ᮧࠊᚚ᮫ᮧࠊ㧗ྲྀ⏫ࠊ᫂
᪥㤶ᮧࠊୖ∾⏫ࠊ⋤ᑎ⏫ࠊᗈ㝠⏫ࠊἙྜ⏫ࠊྜྷ㔝⏫ࠊᾷ⏫ࠊୗᕷ⏫ࠊ㯮ᮧࠊኳᕝᮧࠊ
༑ὠᕝᮧࠊୗᒣᮧࠊୖᒣᮧࠊᕝୖᮧࠊᮾྜྷ㔝ᮧ
ḷᒣ┴ ᶫᮏᕷࠊ⏣㎶ᕷ㸦ᪧ㱟⚄ᮧࠊᪧᮏᐑ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡘࡽࡂ⏫㸦ᪧࡘࡽࡂ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
᭷⏣ᕝ⏫㸦ᪧΎỈ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᗘᒣ⏫
㫽ྲྀ┴ 㫽ྲྀᕷ㸦ᪧ㫽ྲྀᕷࠊᪧ⚟㒊ᮧࠊᪧẼ㧗⏫ࠊᪧ㟷㇂⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊྜྷᕷ㸦ᪧྜྷᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ඵ㢌⏫ࠊ༡㒊⏫ࠊ⪆⏫ࠊᒾ⨾⏫ࠊ୕ᮅ⏫ࠊᬛ㢌⏫
ᓥ᰿┴ ᯇỤᕷ㸦ᪧඵ㞼ᮧࠊᪧ⋢ࠊ⏫ᪧᮾฟ㞼⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊฟ㞼ᕷ㸦ᪧబ⏣⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳ
᮶ᕷࠊỤὠᕷ㸦ᪧᱜỤ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏣ᕷ㸦ᪧ⏣ᕷࠊᪧ୕㝮⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㞼༡ᕷࠊ
┈⏣ᕷ㸦ᪧ┈⏣ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⨾㒓⏫㸦ᪧ㑚ᬛ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㑚༡⏫ ᪧ▼ぢ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ྜྷ㈡⏫ࠊὠ㔝⏫ࠊᕝᮏ⏫
ᒸᒣ┴ ᒸᒣᕷ㸦ᪧᒸᒣᕷࠊᪧℿᓮ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊഛ๓ᕷࠊ⨾సᕷࠊཎᕷࠊ㧗ᱱᕷ㸦ᪧഛ୰⏫ࢆ
㝖ࡃࠋ㸧ࠊ┿ᗞᕷ㸦ᪧⴠྜ⏫ࠊᪧஂୡ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㉥☬ᕷࠊὠᒣᕷ㸦ᪧ㜿Ἴᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
ྜྷഛ୰ኸ⏫ࠊஂ⡿༡⏫ࠊ⨾ဏ⏫ࠊす⢖ᮧࠊኸ⏫ࠊዉ⩏⏫ࠊ㙾㔝⏫㸦ᪧ㙾㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
Ẽ⏫
ᗈᓥ┴ ᗈᓥᕷ㸦ᪧ᮶⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ୕ཎᕷ ᪧ⏫ࠊᪧஂ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ୕ḟᕷ㸦ᪧ୕ḟᕷࠊ
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ᪧ୕⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳⱁ㧗⏣ᕷ㸦ᪧྜྷ⏣⏫ࠊᪧ⏥⏣⏫ࠊᪧྥཎ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᮾᗈᓥᕷ
㸦ᪧ㯮℩⏫ࠊᪧᏳⱁὠ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᑿ㐨ᕷ㸦ᪧᚚㄪ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᗓ୰ᕷ㸦ᪧᗓ୰ᕷ
㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⚟ᒣᕷ㸦ᪧ⚄㎶⏫ࠊᪧ᪂ᕷ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳⱁኴ⏣⏫㸦ᪧຍィ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ᗈᓥ⏫㸦ᪧ㇏ᖹ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊୡ⨶⏫㸦ᪧୡ⨶す⏫㝈ࡿࠋ㸧
ᒣཱྀ┴ ᒣཱྀᕷ㸦ᪧ㜿ᮾ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊୗ㛵ᕷ㸦ᪧ㇏⏣⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᒾᅜᕷ㸦ᪧ⏤Ᏹ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
࿘༡ᕷ㸦ᪧ㮵㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊⴗᕷ㸦ᪧᕝୖᮧࠊᪧࡴࡘࡳᮧࠊᪧ᪫ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⨾⚇ᕷ
ᚨᓥ┴ ୕ዲᕷ㸦ᪧᮾ♽㇂ᒣᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⨾㤿ᕷ㸦ᪧᮌᒇᖹᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᮾࡳࡼࡋ⏫ࠊ㑣㈡⏫
㸦ᪧᮌἑᮧࠊᪧᮌ㢌ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡘࡿࡂ⏫㸦ᪧ㈆ග⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ឡ┴ ᪂ᒃᕷ㸦ᪧูᏊᒣᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊすணᕷ㸦ᪧᇛᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊὪᕷ㸦ᪧἙ㎶ᮧ㝈
ࡿࠋ㸧ࠊ◒㒊⏫㸦ᪧᗈ⏣ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊෆᏊ⏫ࠊஂ㧗ཎ⏫ࠊ㨣⏫
㧗▱┴ ࠸ࡢ⏫㸦ᪧ࿃ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊோᾷᕝ⏫ࠊὠ㔝⏫㸦ᪧᮾὠ㔝ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᮏᒣ⏫ࠊ㇏
⏫ࠊᅵబ⏫ࠊᕝᮧࠊ㉺▱⏫ࠊᲞཎ⏫
⚟ᒸ┴ ඵዪᕷ㸦ᪧ▮㒊ᮧ㝈ࡿࠋ㸧
㛗ᓮ┴ 㞼ᕷ㸦ᪧᑠ⏫㝈ࡿࠋ㸧
⇃ᮏ┴ 㜿⸽ᕷࠊ༡㜿⸽ᮧࠊᒣ㒔⏫ࠊ༡ᑠᅜ⏫ࠊᑠᅜ⏫ࠊ⏘ᒣᮧࠊ㧗᳃⏫
ศ┴ ศᕷ㸦ᪧ㔝ὠཎ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏱబᕷ㸦ᪧᏱబᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᯂ⠏ᕷ㸦ᪧᒣ㤶⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
బᕷ㸦ᪧᏱ┠⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ➉⏣ᕷࠊ᪥⏣ᕷ㸦ᪧ᪥⏣ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㇏ᚋ㔝ᕷ ᪧ⥴᪉
⏫ࠊᪧᮅᆅ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏤ᕸᕷ ᪧᤃ㛫⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ᪥ฟ⏫ࠊ㔜⏫ࠊ⋪⌔⏫
  ୖࡢ༊ศࡢ࠺ࡕࠊ㸴ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢᕷ⏫ᮧࡍࡿࠋ
Ⲉᇛ┴ 㮵ᔱᕷࠊ⚄ᰨᕷ㸦ᪧ⚄ᰨ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ₻᮶ᕷ
⩌㤿┴ ༓௦⏣⏫
ᇸ⋢┴ ㉺㇂ᕷࠊྜྷᕝᕷࠊ⇃㇂ᕷ㸦ᪧ⇃㇂ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᡞ⏣ᕷࠊ⾜⏣ᕷ㸦ᪧ༡Ἑཎᮧ㝈ࡿࠋ㸧
୕㒓ᕷࠊᕝཱྀᕷࠊⲡຍᕷࠊᮅ㟘ᕷࠊඵ₻ᕷࠊගᕷࠊⷘᕷࠊᯇఅ⏫
༓ⴥ┴ ࠸ࡍࡳᕷࠊ㬞ᕝᕷࠊ᯽ᕷࠊ᪫ᕷࠊ⍰ᕷࠊ༡ᡣ⥲ᕷࠊ㤶ྲྀᕷ㸦ᪧబཎᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᒣṊ
ᕷࠊᶓⰪග⏫ࠊ༓ⴥᕷࠊᕷᕝᕷࠊ⯪ᶫᕷࠊ㤋ᒣᕷࠊᮌ᭦ὠᕷࠊᯇᡞᕷࠊⱱཎᕷࠊᮾ㔠ᕷࠊ
⩦ᚿ㔝ᕷࠊᾆᕷࠊᕷཎᕷࠊὶᒣᕷࠊ㙊ࣨ㇂ᕷࠊྩὠᕷࠊᐩὠᕷࠊᾆᏳᕷࠊᅄ⾤㐨ᕷࠊ⿇
ࣨᾆᕷࠊඵ⾤ᕷࠊከྂ⏫ࠊᮾᗉ⏫ࠊ⥙ⓑ㔛ᕷࠊ༑㔛⏫ࠊⰪᒣ⏫ࠊ୍ᐑ⏫ࠊ╬ἑ⏫ࠊ
㛗⏕ᮧࠊⓑᏊ⏫ࠊ㛗⏫ࠊ㛗༡⏫ࠊከ႐⏫ࠊᚚᐟ⏫ࠊ㗬༡⏫
ᮾி㒔 ᮾி㒔 ༊ࠊṊⶶ㔝ᕷࠊ୕㮚ᕷࠊすᮾிᕷࠊᗓ୰ᕷࠊㄪᕸᕷࠊ⏫⏣ᕷࠊᑠ㔠ᕷࠊᅜศᑎ
ᕷࠊᅜ❧ᕷࠊ≻Ụᕷࠊᮾஂ␃⡿ᕷࠊከᦶᕷࠊ✄ᇛᕷ
⚄ዉᕝ┴ ឡᕝ⏫ࠊ⥤℩ᕷࠊఀໃཎᕷࠊᶓ㡲㈡ᕷࠊᶓᕷࠊᾏ⪁ྡᕷࠊ㙊ᕷࠊⱴࣨᓮᕷࠊཌᮌᕷࠊ
ᐮᕝ⏫ࠊᗙ㛫ᕷࠊⴥᒣ⏫ࠊ୕ᾆᕷࠊᑠ⏣ཎᕷࠊ㏸Ꮚᕷࠊᕝᓮᕷࠊ┦ᶍཎᕷ㸦ᪧ┦ᶍཎᕷ
㝈ࡿࠋ㸧ࠊ┿㭯⏫ࠊἙཎ⏫ࠊ⟽᰿⏫ࠊ୰⏫ࠊᕷࠊ☾⏫ࠊᐑ⏫ࠊ⸨ἑᕷࠊᖹሯ
ᕷ
▼ᕝ┴ ⓑᒣᕷ㸦ᪧᯇ௵ᕷࠊᪧ⨾ᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㔠ἑᕷࠊ㔝ࠎᕷᕷ
⚟┴ ⚟ᕷ㸦ᪧ⚟ᕷࠊᪧ⨾ᒣ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⨾⏫ࠊ㉺๓⏫㸦ᪧᮅ᪥⏫ࠊᪧᐑᓮᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
༡㉺๓⏫㸦ᪧἙ㔝ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᩔ㈡ᕷ
ᒣ┴ ༡㒊⏫㸦ᪧᐩἑ⏫㝈ࡿࠋ㸧
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ᒱ㜧┴ ᒱ㜧ᕷࠊ⍞✑ᕷࠊྛົཎᕷࠊᮏᕢᕷ㸦ᪧ᰿ᑿᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᥬᩫᕝ⏫㸦ᪧᥬᩫᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ᾏὠᕷࠊᇉᕷ㸦ᪧୖ▼ὠ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⩚ᓥᕷࠊᒱ༡⏫ࠊ➟ᯇ⏫ࠊᆶ⏫ࠊ⚄ᡞ⏫ࠊ㍯
அෆ⏫ࠊ㔝⏫ࠊụ⏣⏫ࠊ᪉⏫
㟼ᒸ┴ 㟼ᒸᕷࠊఀ㇋ࡢᅜᕷࠊఀ㇋ᕷࠊすఀ㇋⏫㸦ᪧ㈡ⱱᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᕝᕷࠊ⳥ᕝᕷࠊὠᕷࠊ
↝ὠᕷࠊ⿄ᕷࠊᓥ⏣ᕷࠊ⸨ᯞᕷࠊ☬⏣ᕷࠊᯇᕷ㸦ᪧỈ❑⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᐩኈᕷࠊ∾அ
ཎᕷࠊ୕ᓥᕷࠊᐩኈᐑᕷࠊఀᮾᕷࠊ〈㔝ᕷࠊ†すᕷࠊᮾఀ㇋⏫ࠊภ༡⏫ࠊΎỈ⏫ࠊ㛗Ἠ⏫ࠊ
ྜྷ⏣⏫ࠊ᳃⏫
ឡ▱┴ ྡྂᒇᕷࠊឡすᕷࠊ୍ᐑᕷࠊ✄ἑᕷࠊᒸᓮᕷࠊ᪂ᇛᕷࠊΎ㡲ᕷࠊ⏣ཎᕷࠊ㇏ᕝᕷࠊྡྂ
ᒇᕷࠊᘺᐩᕷࠊ㇏ᶫᕷࠊ℩ᡞᕷࠊ༙⏣ᕷࠊ᪥ᕷࠊὠᓥᕷࠊ☐༡ᕷࠊส㇂ᕷࠊᏳᇛᕷࠊ
すᑿᕷࠊⵦ㒆ᕷࠊ≟ᒣᕷࠊᖖᕷࠊỤ༡ᕷࠊᑠ∾ᕷࠊᮾᾏᕷࠊᗓᕷࠊ▱ከᕷࠊ▱❧ᕷࠊ
ᑿᙇ᪫ᕷࠊ㧗ᕷࠊᒾᕷࠊ㇏᫂ᕷࠊ᪥㐍ᕷࠊ࠶ࡲᕷࠊ㛗ஂᡭᕷࠊᮾ㒓⏫ࠊ㇏ᒣ⏫ࠊཱྀ
⏫ࠊᢇ᱓⏫ࠊ⏫ࠊ⽣Ụ⏫ࠊ㣕ᓥᮧࠊ㜿ஂẚ⏫ࠊᮾᾆ⏫ࠊ༡▱ከ⏫ࠊ⨾⏫ࠊṊ㇏⏫ࠊ
ᖾ⏣⏫ࠊࡳࡼࡋᕷ
୕㔜┴ ࠸࡞ᕷࠊఀໃᕷࠊடᒣᕷ㸦ᪧடᒣᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⇃㔝ᕷ ᪧ⣖⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᱓ྡᕷࠊ
ᅄ᪥ᕷᕷࠊᚿᦶᕷࠊᯇ㜰ᕷ㸦ᪧ㣤༡⏫ࠊᪧ㣤㧗⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊከẼ⏫ࠊྎ⏫ࠊὠᕷ㸦ᪧ
⨾ᮡᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⣖⏫ࠊ༡ఀໃ⏫ࠊ⣖⏫ࠊ㕥㮵ᕷࠊ㫽⩚ᕷࠊᮌ᭮ᓁ⏫ࠊᮾဨ⏫ࠊ⳺
㔝⏫ࠊᮅ᪥⏫ࠊᕝ㉺⏫ࠊ᫂⏫ࠊ⋢ᇛ⏫ࠊᗘ⏫
㈡┴ ὠᕷ㸦ᪧὠᕷ㝈ࡿࠋ㸧
ி㒔ᗓ ி㒔ᕷ㸦ᪧி㒔ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊிᚋᕷ㸦ᪧᐑ⏫ࠊᪧஂ⨾⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏱᕷࠊྥ
᪥ᕷࠊ㛗ᒸிᕷࠊஂᚚᒣ⏫ࠊఀ᰿⏫
㜰ᗓ 㜰ᕷࠊሜᕷ㸦ᪧሜᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᓊ⏣ᕷࠊ㇏୰ᕷࠊụ⏣ᕷࠊ྿⏣ᕷࠊἨὠᕷࠊ㈅ሯ
ᕷࠊᏲཱྀᕷࠊᯛ᪉ᕷࠊⲈᮌᕷࠊἨబ㔝ᕷࠊᐷᒇᕝᕷࠊἙෆ㛗㔝ᕷࠊἨᕷࠊ⟪㠃ᕷࠊ㛛┿
ᕷࠊᦤὠᕷࠊ㧗▼ᕷࠊἨ༡ᕷࠊᅄ᮲␝ᕷࠊ㔝ᕷࠊ㜰⊃ᒣᕷࠊ㜰༡ᕷࠊᛅᒸ⏫ࠊ⇃ྲྀ⏫ࠊ
⏣ᑼ⏫ࠊᓁ⏫
රᗜ┴ ⚄ᡞᕷࠊᑽᓮᕷࠊ᫂▼ᕷࠊすᐑᕷࠊⰱᒇᕷࠊఀᕷࠊຍྂᕝᕷࠊ㉥✑ᕷࠊᐆሯᕷࠊ㧗◁ᕷࠊ
ᕝすᕷࠊᑠ㔝ᕷࠊຍすᕷࠊጲ㊰ᕷ㸦ᪧጲ㊰ᕷࠊᪧᐙᓥ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡓࡘࡢᕷ㸦ᪧᥬಖᕝ
⏫ࠊᪧᚚὠ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ୕ᮌᕷ㸦ᪧ୕ᮌᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊὪᮏᕷࠊῐ㊰ᕷࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࠊ
㇏ᒸᕷ㸦ᪧ➉㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㤶⨾⏫㸦ᪧ㤶ఫ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ✄⨾⏫ࠊ☻⏫ࠊኴᏊ⏫
ḷᒣ┴ ḷᒣᕷࠊ᭷⏣ᕷࠊᒾฟᕷࠊᾏ༡ᕷࠊ⣖ࡢᕝᕷࠊ᪂ᐑᕷ㸦ᪧ⇃㔝ᕝ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏣㎶
ᕷ㸦ᪧ㱟⚄ᮧࠊᪧᮏᐑ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊࡳ࡞⏫ࠊ᪥㧗ᕝ⏫ࠊ᭷⏣ᕝ⏫㸦ᪧΎỈ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
⣖⨾㔝⏫ࠊὸ⏫ࠊ༳༡⏫ࠊୖᐩ⏣⏫ࠊᒣᮧ
㫽ྲྀ┴ 㫽ྲྀᕷ㸦ᪧ㫽ྲྀᕷࠊᪧ⚟㒊ᮧࠊᪧẼ㧗⏫ࠊᪧ㟷㇂⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⡿Ꮚᕷࠊቃ

ᕷࠊ᪥ྜྷὠ

ᮧࠊ⏫ࠊ⍆ᾆ⏫ࠊᰤ⏫ࠊᒣ⏫
ᓥ᰿┴ ᯇỤᕷ㸦ᪧඵ㞼ᮧࠊᪧ⋢ࠊ⏫ᪧᮾฟ㞼⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊฟ㞼ᕷ㸦ᪧబ⏣⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
⏣ᕷ㸦ᪧ⏣ᕷࠊᪧ୕㝮⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏣ᕷࠊ┈⏣ᕷ㸦ᪧ┈⏣ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊỤὠᕷ㸦ᪧ
Ụὠᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㞃ᒱࡢᓥ⏫ࠊᾏኈ⏫ࠊすࣀᓥ⏫ࠊ▱ኵᮧ
ᒸᒣ┴ ᒸᒣᕷ㸦ᪧᒸᒣᕷࠊᪧℿᓮ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᩜᕷࠊ⥲♫ᕷࠊ➟ᒸᕷࠊ⋢㔝ᕷࠊ℩ᡞෆᕷࠊ
ὸཱྀᕷࠊ▮⏫ࠊ㔛ᗉ⏫ࠊ᪩ᓥ⏫
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ᗈᓥ┴ ᗈᓥᕷ㸦ᪧᗈᓥᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ࿋ᕷࠊỤ⏣ᓥᕷࠊ୕ཎᕷ㸦ᪧ⏫ࠊᪧஂ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
➉ᕷࠊ➉ཎᕷࠊᮾᗈᓥᕷ㸦ᪧ㯮℩⏫ࠊᪧᏳⱁὠ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᘘ᪥ᕷᕷ㸦ᪧబ⏫ࠊᪧ
ྜྷᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᑿ㐨ᕷ㸦ᪧᚚㄪ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⚟ᒣᕷ㸦ᪧ⚄㎶⏫ࠊᪧ᪂ᕷ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
ᾏ⏣⏫ࠊ⇃㔝⏫ࠊᆏ⏫ࠊᗓ୰⏫ࠊᓮୖᓥ⏫
ᒣཱྀ┴ ᒣཱྀᕷ㸦ᪧ㜿ᮾ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏱ㒊ᕷࠊୗ㛵ᕷ㸦ᪧ㇏⏣⏫ࠊᪧୗ㛵ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᒾᅜᕷ
㸦ᪧ⏤Ᏹ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊගᕷࠊᒣ㝧ᑠ㔝⏣ᕷࠊ࿘༡ᕷ㸦ᪧ㮵㔝⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ࿘㜵ᓥ⏫ࠊ
㛗㛛ᕷࠊⴗᕷ㸦ᪧᕝୖᮧࠊᪧࡴࡘࡳᮧࠊᪧ᪫ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᰗᕷࠊ㜵ᗓᕷࠊୗᯇᕷࠊ
ᮌ⏫ࠊୖ㛵⏫ࠊ⏣ᕸ⏫ࠊᖹ⏕⏫ࠊ㜿Ṋ⏫
ᚨᓥ┴ ᚨᓥᕷࠊ㬆㛛ᕷࠊᑠᯇᓥᕷࠊ㜿༡ᕷࠊ㜿Ἴᕷࠊྜྷ㔝ᕝᕷࠊ⨾㤿ᕷ㸦ᪧᮌᒇᖹᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
㑣㈡⏫㸦ᪧᮌἑᮧࠊᪧᮌ㢌ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊࡘࡿࡂ⏫㸦ᪧ㈆ග⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᾆ⏫ࠊୖ
⏫ࠊబ㑣Ἑෆᮧࠊ▼⏫ࠊ⚄ᒣ⏫ࠊᯇⱱ⏫ࠊᓥ⏫ࠊ⸛ఫ⏫ࠊᯈ㔝⏫ࠊୖᯈ⏫
㤶ᕝ┴ 㧗ᯇᕷࠊࡉࡠࡁᕷࠊほ㡢ᑎᕷࠊடᕷࠊ୕㇏ᕷࠊᮾࡀࢃᕷࠊᆏฟᕷࠊၿ㏻ᑎᕷࠊ⥤ᕝ⏫ࠊ
ᑠ㇋ᓥ⏫ࠊࡲࢇࡢ࠺⏫ࠊᅵᗉ⏫ࠊ୕ᮌ⏫ࠊ┤ᓥ⏫ࠊᏱከὠ⏫ࠊ⍆ᖹ⏫ࠊከᗘὠ⏫
ឡ┴ ᯇᒣᕷࠊ᪂ᒃᕷ㸦ᪧูᏊᒣᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᕷࠊす᮲ᕷࠊすணᕷ㸦ᪧᇛᕝ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
Ὢᕷ㸦ᪧἙ㎶ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᮾ

ᕷࠊඵᖭᕷࠊᅄᅜ୰ኸᕷࠊఀணᕷࠊᏱᓥᕷ㸦ᪧὠ

ᓥ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ◒㒊⏫㸦ᪧ◒㒊⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊୖᓥ⏫ࠊఀ᪉⏫㸦ᪧఀ᪉⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ᯇ๓⏫ࠊᯇ㔝⏫
㧗▱┴ 㧗▱ᕷ㸦ᪧ㙾ᮧࠊᪧᅵబᒣᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᅄ༑ᕷࠊ㤶⨾ᕷࠊᅄ༑⏫ࠊ୰ᅵబ⏫ࠊὠ㔝
⏫ ᪧⴥᒣᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㯮₻⏫㸦ᪧబ㈡⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊబᕝ⏫ࠊ᪥㧗ᮧ
⚟ᒸ┴ ⚟ᒸᕷ㸦༤ከ༊ࠊ୰ኸ༊ࠊ༡༊ࠊᇛ༡༊ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᕞᕷࠊ࠺ࡁࡣᕷࠊࡳࡸࡲᕷࠊ
㯞ᕷࠊஂ␃⡿ᕷࠊᐑⱝᕷࠊ᐀ീᕷࠊᮅᕷࠊඵዪᕷ㸦ᪧ▮㒊ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㣤ሯᕷࠊ⚟ὠ
ᕷࠊᰗᕝᕷࠊ∹⏣ᕷࠊ┤᪉ᕷࠊ⏣ᕝᕷࠊ⟃ᚋᕷࠊᕝᕷࠊ⾜ᶫᕷࠊ㇏๓ᕷࠊ୰㛫ᕷࠊᑠ
㒆ᕷࠊ⟃⣸㔝ᕷࠊ᪥ᕷࠊ㔝ᇛᕷࠊኴᐓᗓᕷࠊ⣒ᓥᕷࠊྂ㈡ᕷࠊࡳࡸࡇ⏫ࠊୖẟ⏫ࠊ⟃
ୖ⏫ࠊ⟃๓⏫ࠊᮾᓠᮧࠊ⚟ᬛ⏫ࠊ㑣⌃ᕝ⏫ࠊᏱ⨾⏫ࠊ⠛ᰩ⏫ࠊᚿච⏫ࠊ㡲ᜨ⏫ࠊ᪂ᐑ⏫ࠊ
ஂᒣ⏫ࠊ⢑ᒇ⏫ࠊⰱᒇ⏫ࠊỈᕳ⏫ࠊᒸᇉ⏫ࠊ㐲㈡⏫ࠊᑠ➉⏫ࠊ㠡ᡭ⏫ࠊ᱇ᕝ⏫ࠊยὙ⏫ࠊ
ᮌ⏫ࠊᗈᕝ⏫ࠊ㤶⏫ࠊῧ⏣⏫ࠊ⣒⏣⏫ࠊᕝᓮ⏫ࠊ௵⏫ࠊ㉥ᮧࠊⱉ⏣⏫ࠊྜྷᐩ⏫
బ㈡┴ బ㈡ᕷࠊᎰ㔝ᕷࠊᑠᇛᕷࠊ⚄ᇸᕷࠊ၈ὠᕷࠊṊ㞝ᕷࠊ㫽ᰨᕷࠊከஂᕷࠊఀ㔛ᕷࠊ㮵ᓥᕷࠊ
ⓑ▼⏫ࠊࡳࡸࡁ⏫ࠊྜྷ㔝ࣨ㔛⏫ࠊ᭷⏣⏫ࠊᇶᒣ⏫ࠊୖᓠ⏫ࠊ⋞ᾏ⏫ࠊ⏫⏫ࠊỤ⏫ࠊኴ
Ⰻ⏫
㛗ᓮ┴ ኍᒱᕷࠊ㞼ᕷ㸦ᪧᑠ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᯇᾆᕷࠊᑐ㤿ᕷࠊᓥཎᕷ㸦ᪧ᭷᫂⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
༡ᓥཎᕷ㸦ᪧຍὠబ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊㅋ᪩ᕷࠊᮾᙼᯂ⏫ࠊᕝᲴ⏫ࠊἼబぢ⏫ࠊᮧᕷ
⇃ᮏ┴ ⇃ᮏᕷࠊྜᚿᕷࠊᒣ㮵ᕷࠊኳⲡᕷ㸦ᪧ⏫ࠊᪧ᭷᫂⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊୖኳⲡᕷ㸦ᪧᯇᓥ⏫
㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏱᇛᕷ ᪧ୕ゅ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⳥ụᕷࠊ⋢ྡᕷࠊඵ௦ᕷ㸦ᪧᆏᮏᮧࠊᪧᮾ㝧ᮧࠊ
ᪧἨᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊேྜྷᕷࠊⲨᑿᕷࠊᏱᅵᕷ⨾㔛⏫ࠊ࠶ࡉࡂࡾ⏫ࠊỈ⏫ࠊịᕝ⏫ࠊ⋢ᮾ
⏫ࠊ༡㛵⏫ࠊ㛗Ὢ⏫ࠊὠ⏫ࠊ⳥㝧⏫ࠊすཎᮧࠊᚚ⯪⏫ࠊᓥ⏫ࠊ┈ᇛ⏫ࠊ⏥బ⏫ࠊ㘊⏫ࠊ
ከⰋᮌ⏫ࠊ๓⏫ࠊỈୖᮧࠊ┦ⰋᮧࠊᮌᮧࠊᒣỤᮧࠊ⌫☻ᮧࠊⱎ⏫
ศ┴ ศᕷ㸦ᪧ㔝ὠཎ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏱబᕷ㸦ᪧᏱబᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⮻ᯂᕷࠊᯂ⠏ᕷ㸦ᪧᒣ㤶
⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᅜᮾᕷࠊబᕷ㸦ᪧୖᾆ⏫ࠊᪧᘺ⏕⏫ࠊᪧᮏᮧࠊᪧ┤ᕝᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
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୰ὠᕷࠊ᪥⏣ᕷ㸦ᪧ᪥⏣ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㇏ᚋ㧗⏣ᕷࠊ㇏ᚋ㔝ᕷ ᪧ⥴᪉⏫ࠊᪧᮅᆅ⏫ࢆ㝖
ࡃࠋ㸧ࠊ⏤ᕸᕷ㸦ᪧᤃ㛫⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊูᗓᕷࠊὠஂぢᕷࠊጲᓥᮧ
ഛ⪃ ࡇࡢ⾲ᥖࡆࡿ༊ᇦࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡅࡿ⾜ᨻ༊⏬ࡼࡗ࡚⾲♧ࡉࢀࡓࡶࡢࡍ
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᣓᘼෆグ㍕ࡍࡿ༊ᇦࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡅࡿᪧ⾜ᨻ༊⏬ࡼࡗ࡚⾲♧ࡉ
ࢀࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊḟࡢ࠾ࡾࡢ༊ศࡍࡿࠋ
  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸰ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㟷᳃┴ ༑⏣ᕷ ᪧ༑⏣†⏫㝈ࡿࠋ ࠊᡞ⏫ ᪧᡞ⏫㝈ࡿࠋ ࠊ⏣Ꮚ⏫
ᒾᡭ┴ ஂឿᕷ ᪧᒣᙧᮧ㝈ࡿࠋ ࠊඵᖭᖹᕷࠊⴱᕳ⏫ࠊᒾᡭ⏫ࠊす㈡⏫
  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸱ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᾏ㐨 ภ㤋ᕷ ᪧภ㤋ᕷ㝈ࡿࠋ ࠊᯇ๓⏫ࠊ⚟ᓥ⏫ࠊ▱ෆ⏫ࠊᮌྂෆ⏫ࠊඵ㞼⏫ ᪧ⇃▼⏫㝈ࡿࠋ ࠊ
Ụᕪ⏫ࠊୖࣀᅜ⏫ࠊཌἑ㒊⏫ࠊஎ㒊⏫ࠊࡏࡓ࡞⏫ ᪧ℩Ჴ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ ࠊᓥ∾ᮧࠊᑑ㒔⏫
ᐑᇛ┴ ᰩཎᕷ ᪧᰩ㥖⏫ࠊᪧ୍㏕⏫ࠊᪧ㭬ἑ⏫ࠊᪧⰼᒣᮧ㝈ࡿࠋ 
ᒣᙧ┴ ⡿ἑᕷࠊ㭯ᒸᕷ ᪧᮅ᪥ᮧ㝈ࡿࠋ ࠊ᪂ᗉᕷࠊᐮἙỤᕷࠊ㛗ᕷࠊᑿⰼἑᕷࠊ༡㝧ᕷࠊἙ
⏫ࠊすᕝ⏫ࠊᮅ᪥⏫ࠊỤ⏫ࠊ▼⏣⏫ࠊ㔠ᒣ⏫ࠊ᭱ୖ⏫ࠊ⯚ᙧ⏫ࠊ┿ᐊᕝ⏫ࠊⶶᮧࠊ㩬
ᕝᮧࠊᡞἑᮧࠊ㧗␊⏫ࠊᕝす⏫ࠊᑠᅜ⏫ࠊⓑ㮚⏫ࠊ㣤㇏⏫
⚟ᓥ┴ ὠⱝᯇᕷ ᪧἙᮾ⏫㝈ࡿࠋ ࠊⓑἙᕷ ᪧಙᮧ㝈ࡿࠋ ࠊ㡲㈡ᕝᕷ ᪧ㛗⏫㝈ࡿࠋ ࠊ
႐ከ᪉ᕷ ᪧሷᕝ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ ࠊ⏣ᮧᕷ ᪧ㒔㊰ᮧࢆ㝖ࡃࠋ ࠊ⋢ᮧࠊኳᰤᮧࠊୗ㒓⏫ࠊᷓᯞ
ᒱᮧࠊྈぢ⏫ࠊ༡ὠ⏫ࠊሷཎᮧࠊすὠ⏫ࠊ☬Დ⏫ࠊ⊦ⱑ௦⏫ࠊ୕ᓥ⏫ࠊ㔠ᒣ⏫ࠊ
ᮧࠊ▮྿⏫ࠊᖹ⏣ᮧࠊᑠ㔝⏫ࠊᕝෆᮧࠊ㣤⯓ᮧ
ᰣᮌ┴ ᪥ගᕷ ᪧᕷᕷࢆ㝖ࡃࠋ ࠊ㑣㡲ሷཎᕷ ᪧሷཎ⏫㝈ࡿࠋ 
⩌㤿┴ ⏣ᕷ ᪧ⏣ᕷࢆ㝖ࡃࠋ ࠊ㛗㔝ཎ⏫ࠊᎼᜊᮧࠊⲡὠ⏫ࠊ୰அ᮲⏫㸦ᪧභྜᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
∦ရᮧࠊᕝሙᮧࠊࡳ࡞ࡳ⏫ ᪧỈୖ⏫㝈ࡿࠋ 
᪂₲┴ ༑᪥⏫ᕷ㸦ᪧ୰㔛ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㨶ᕷ ᪧධᗈ℩ᮧ㝈ࡿࠋ ࠊὠ༡⏫
ᒣ┴ ᐩኈྜྷ⏣ᕷࠊᮭᕷ ᪧᑠῡἑ⏫㝈ࡿࠋ ࠊす᱇⏫ࠊᚸ㔝ᮧࠊᒣ୰†ᮧࠊᐩኈἙཱྀ†⏫ ᪧ
Ἑཱྀ†⏫㝈ࡿࠋ 
㛗㔝┴ 㛗㔝ᕷ ᪧ㛗㔝ᕷࠊᪧᒸᮧࠊᪧಙᕞ᪂⏫ࠊᪧ୰᮲ᮧࢆ㝖ࡃࠋ ࠊᯇᮏᕷ ᪧᯇᮏᕷࠊᪧᅄ㈡
ᮧࢆ㝖ࡃࠋ ࠊୖ⏣ᕷ ᪧ┿⏣⏫ࠊᪧṊ▼ᮧ㝈ࡿࠋ ࠊ㡲ᆏᕷࠊᑠㅖᕷࠊఀ㑣ᕷ ᪧ㛗㇂ᮧࢆ
㝖ࡃࠋ ࠊ㥖ࣨ᰿ᕷࠊ୰㔝ᕷ ᪧ୰㔝ᕷ㝈ࡿࠋ ࠊ⏫ᕷࠊ㣤ᒣᕷࠊⱴ㔝ᕷࠊሷᑼᕷࠊబஂ
ᕷࠊ༓᭤ᕷ ᪧ᭦ᇰᕷ㝈ࡿࠋ ࠊᮾᚚᕷࠊᑠᾏ⏫ࠊᕝୖᮧࠊ༡∾ᮧࠊ༡┦ᮌᮧࠊ┦ᮌᮧࠊ
బஂ✑⏫ࠊ㍍ἑ⏫ࠊᚚ௦⏣⏫ࠊ❧⛉⏫ࠊ㛗⏫ࠊᐩኈぢ⏫ࠊཎᮧࠊ㎮㔝⏫ࠊ⟪㍯⏫ࠊ༡⟪
㍯ᮧࠊᐑ⏣ᮧࠊ㜿ᬛᮧ ᪧᾉྜᮧ㝈ࡿࠋ ࠊᖹ㇂ᮧࠊୗᲄᮧࠊୖᯇ⏫ࠊᮌ♽ᮧࠊᮌ᭮⏫ࠊᒣ
ᙧᮧࠊᮅ᪥ᮧࠊụ⏣⏫ࠊᯇᕝᮧࠊⓑ㤿ᮧࠊᑠ㇂ᮧࠊᑠᕸ⏫ࠊ㧗ᒣᮧࠊᒣࣀෆ⏫ࠊᮌᓥᖹᮧࠊ
㔝ἑ

Ἠᮧࠊಙ⃰⏫ࠊ㣤⥘⏫

ᒱ㜧┴ 㧗ᒣᕷࠊ㣕㦌ᕷ ᪧྂᕝ⏫ࠊᪧἙྜᮧ㝈ࡿࠋ ࠊⓑᕝᮧ
  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸲ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㟷᳃┴ 㟷᳃ᕷ㸦ᪧ㟷᳃ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ῝ᾆ⏫
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ᒾᡭ┴ ᐑྂᕷ㸦ᪧ᪂㔛ᮧࠊᪧᕝᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⯪Ώᕷࠊ୍㛵ᕷ㸦ᪧ୍㛵ᕷࠊᪧⰼἨ⏫ࠊᪧᮾ
⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㝣๓㧗⏣ᕷࠊ㔩▼ᕷࠊᖹἨ⏫
⛅⏣┴ ⛅⏣ᕷ㸦ᪧἙ㎶⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⬟௦ᕷ㸦ᪧ⬟௦ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏨㮵ᕷࠊ⏤ᮏⲮᕷ㸦ᪧᮾ⏤
⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ₲ୖᕷࠊᕷࠊ୕✀⏫㸦ᪧ⍆ୣ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊඵᓠ⏫ࠊ₲ᮧ
Ⲉᇛ┴ ᅵᾆᕷ㸦ᪧ᪂ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ▼ᒸᕷࠊᖖ㝣ᐑᕷ㸦ᪧ⨾ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ➟㛫ᕷ ᪧᒾ㛫
⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⟃すᕷ㸦ᪧ㛵ᇛ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊࡍࡳࡀ࠺ࡽᕷ㸦ᪧ༓௦⏣⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᱜ
ᕝᕷࠊᑠ⨾⋢ᕷ㸦ᪧ⋢㔛ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᏊ⏫
⩌㤿┴ 㧗ᓮᕷ㸦ῲᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᱒⏕ᕷ㸦ᪧ㯮ಖ᰿ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏣ᕷ㸦ᪧ⏣ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
ᕝᕷ㸦ᪧᑠ㔝ୖᮧࠊᪧ㉥ᇛᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳ୰ᕷ㸦ᪧᯇ⏣⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡳࡾᕷ㸦ᪧ
ᮾᮧ㸦ໃከ㒆㸧㝈ࡿࠋ㸧ࠊୖ㔝ᮧࠊ⚄ὶ⏫ࠊୗோ⏣⏫ࠊ༡∾ᮧࠊ୰அ᮲⏫㸦ᪧභྜᮧࢆ㝖
ࡃࠋ㸧ࠊ㧗ᒣᮧࠊᮾ࿃ጔ⏫ࠊᮧࠊࡳ࡞ࡳ⏫㸦ᪧỈୖ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ᇸ⋢┴ ⛛∗ᕷ㸦ᪧᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᑠ㮵㔝⏫㸦ᪧ୧⚄ᮧ㝈ࡿࠋ㸧
ᮾி㒔 ዟከᦶ⏫
ᐩᒣ┴ ᐩᒣᕷ㸦ᪧἑ㔝⏫ࠊᪧᒣ⏫ࠊᪧ⣽ධᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㯮㒊ᕷ㸦ᪧᏱዉ᭶⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ༡
◝ᕷ㸦ᪧᖹᮧࠊᪧୖᖹᮧࠊᪧ㈡ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊୖᕷ⏫ࠊ❧ᒣ⏫
▼ᕝ┴ ⓑᒣᕷ㸦ᪧྜྷ㔝㇂ᮧࠊᪧᑿཱྀᮧࠊᪧⓑᓠᮧ㝈ࡿࠋ㸧
⚟┴ 㔝ᕷ㸦ᪧἨᮧ㝈ࡿࠋ㸧
ᒣ┴ ⏥ᗓᕷ㸦ᪧୖ୍Ⰽᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㒔␃ᕷࠊᒣᕷ㸦ᪧ୕ᐩᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᮭᕷ㸦ᪧ᫂㔝
ᮧࠊᪧᑠῡἑ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ➜྿ᕷ㸦ᪧⰱᕝᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㬆ἑᮧࠊᐩኈἙཱྀ†⏫ ᪧἙཱྀ
†⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᑠⳢᮧࠊἼᒣᮧ
ᒱ㜧┴ ୰ὠᕝᕷ ᪧ୰ὠᕝᕷࠊᪧ㛗㔝┴ᮌ᭮㒆ᒣཱྀᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᜨ㑣ᕷ ᪧ୵ཎᮧࠊୖ▮స⏫㝈
ࡿࠋ㸧ࠊ㣕㦌ᕷ ᪧᐑᕝᮧࠊᪧ⚄ᒸ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㒆ୖᕷ ᪧ⨾୪ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊୗ࿅ᕷ㸦ᪧ
㔠ᒣ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᮾⓑᕝᮧ
ឡ▱┴ ㇏⏣ᕷ㸦ᪧ✄Ṋ⏫㝈ࡿࠋ㸧
රᗜ┴ 㣴∗ᕷ㸦ᪧ㛵ᐑ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㤶⨾⏫㸦ᪧ㤶ఫ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ዉⰋ┴ ዉⰋᕷ㸦ᪧ㒔♮ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᲄᕷ㸦ᪧሪᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ⏕㥖ᕷࠊᏱ㝀ᕷ㸦ᪧᐊ⏕ᮧ
㝈ࡿࠋ㸧ࠊᖹ⩌⏫ࠊ㔝㏕ᕝᮧ
ḷᒣ┴ ࡘࡽࡂ⏫㸦ᪧⰼᅬᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㧗㔝⏫
㫽ྲྀ┴ ྜྷᕷ㸦ᪧ㛵㔠⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊⱝᱜ⏫ࠊ᪥༡⏫ࠊ᪥㔝⏫ࠊỤᗓ⏫
ᓥ᰿┴ ዟฟ㞼⏫ࠊ㣤༡⏫ࠊ⨾㒓⏫㸦ᪧᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㑚༡⏫㸦ᪧ▼ぢ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ᒸᒣ┴ ὠᒣᕷ㸦ᪧ㜿Ἴᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㧗ᱱᕷ㸦ᪧഛ୰⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᪂ぢᕷࠊ┿ᗞᕷ㸦ᪧⴠྜ⏫ࠊ
ᪧஂୡ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ᪂ᗉᮧࠊ㙾㔝⏫㸦ᪧ㙾㔝⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ᗈᓥ┴ ᗓ୰ᕷ㸦ᪧୖୗ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ୕ḟᕷ㸦ᪧ୕ḟᕷࠊᪧ୕⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᗉཎᕷࠊᘘ᪥ᕷᕷ
㸦ᪧబ⏫ࠊᪧྜྷᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᏳⱁ㧗⏣ᕷ㸦ᪧඵ༓௦⏫ࠊᪧ⨾ᅵ㔛⏫ࠊᪧ㧗ᐑ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
Ᏻⱁኴ⏣⏫㸦ᪧຍィ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᗈᓥ⏫㸦ᪧ㇏ᖹ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊୡ⨶⏫㸦ᪧୡ⨶す⏫ࢆ
㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⚄▼㧗ཎ⏫
ᚨᓥ┴ ୕ዲᕷ㸦ᪧᮾ♽㇂ᒣᮧ㝈ࡿࠋ㸧
㧗▱┴ ࠸ࡢ⏫㸦ᪧᮏᕝᮧ㝈ࡿࠋ㸧
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  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸳ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
⚟ᓥ┴ ࠸ࢃࡁᕷࠊᗈ㔝⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࠊⴥ⏫
ᰣᮌ┴ Ᏹ㒔ᐑᕷࠊ㊊ᕷࠊᰣᮌᕷࠊబ㔝ᕷࠊ㮵ᕷࠊᑠᒣᕷࠊ┿ᒸᕷࠊࡉࡃࡽᕷ㸦ᪧẶᐙ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ
㑣㡲ⅲᒣᕷࠊୗ㔝ᕷࠊୖ୕ᕝ⏫ࠊ┈Ꮚ⏫ࠊⱱᮌ⏫ࠊᕷ㈅⏫ࠊⰾ㈡⏫ࠊ⏕⏫ࠊ㔝ᮌ⏫ࠊᒾ⯚
⏫ࠊ㧗᰿ἑ⏫
᪂₲┴ ᪂₲ᕷࠊ㛗ᒸᕷ㸦ᪧ୰அᓥ⏫ࠊᪧ୕ᓥ⏫ࠊᪧᯈ⏫ࠊᪧᓥᮧࠊᪧᑎἩ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ୕᮲
ᕷ㸦ᪧୗ⏣ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ᯽ᓮᕷ㸦ᪧ㧗ᰗ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ᪂Ⓨ⏣ᕷࠊぢ㝃ᕷࠊᮧୖᕷ㸦ᪧᮅ
᪥ᮧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ⇩ᕷࠊ⣒㨶ᕝᕷࠊୖ㉺ᕷ㸦ᪧୖ㉺ᕷࠊᪧᰠᓮ⏫ࠊᪧ₲⏫ࠊᪧ㢕ᇛᮧࠊᪧ
ྜྷᕝ⏫ࠊᪧ୕ᮧࠊᪧྡ❧⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㜿㈡㔝ᕷ㸦ᪧிࣨ℩ᮧࠊᪧ➲⚄ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊబ
Ώᕷࠊ⫾ෆᕷࠊ⪷⡲⏫ࠊᘺᙪᮧࠊฟ㞼ᓮ⏫ࠊส⩚ᮧࠊ⢖ᓥᾆᮧ
㛗㔝┴ 㜿ᬛᮧ㸦ᪧΎෆ㊰ᮧ㝈ࡿࠋ㸧ࠊ㮵ᮧ
ᐑᓮ┴ ᳝ⴥᮧࠊ㧗༓✑⏫ࠊࣨ℩⏫
  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸴ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᐑᓮ┴ 㒔ᇛᕷ㸦ᪧᒣஅཱྀ⏫ࠊᪧ㧗ᇛ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᘏᒸᕷ㸦ᪧ᪉⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᑠᯘᕷ㸦ᪧ㔝ᑼ
⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ࠼ࡧࡢᕷࠊ㧗ཎ⏫ࠊす⡿Ⰻᮧࠊㅖሯᮧࠊ⨾㒓⏫ࠊ᪥அᙳ⏫
㮵ඣᓥ┴ ఀబᕷࠊ᭮ᕷࠊ㟝ᓥᕷ㸦ᪧᶓᕝ⏫ࠊᪧ∾ᅬ⏫ࠊᪧ㟝ᓥ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊࡉࡘࡲ⏫ࠊỈ⏫
  ḟࡢᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣࠊୖࡢ༊ศࢃࡽࡎࠊ㸵ᆅᇦ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
Ⲉᇛ┴ ⚄ᰨᕷ ᪧἼᓮ⏫㝈ࡿࠋ㸧
༓ⴥ┴ 㖯Ꮚᕷ
ᮾி㒔 ᓥ⏫ࠊᓥᮧࠊ᪂ᓥᮧࠊ⚄ὠᓥᮧࠊ୕Ꮿᮧࠊᚚⶶᓥᮧࠊඵ⏫ࠊ㟷ࣨᓥᮧࠊᑠ➟ཎᮧ
㟼ᒸ┴ ⇕ᾏᕷࠊୗ⏣ᕷࠊᚚ๓ᓮᕷࠊἙὠ⏫ࠊ༡ఀ㇋⏫ࠊᯇᓮ⏫ࠊすఀ㇋⏫ ᪧすఀ㇋⏫㝈ࡿࠋ㸧
୕㔜┴ ᑿ㮖ᕷࠊ⇃㔝ᕷ㸦ᪧ⇃㔝ᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᚚ⏫ࠊ⣖ᐆ⏫
ḷᒣ┴ ᚚᆓᕷࠊ᪂ᐑᕷ㸦ᪧ᪂ᐑᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᗈᕝ⏫ࠊ⨾⏫ࠊ᪥㧗⏫ࠊ⏤Ⰻ⏫ࠊⓑ⏫ࠊࡍࡉ
ࡳ⏫ࠊ୵ᮏ⏫ࠊ㑣ᬛᾆ⏫ࠊኴᆅ⏫ࠊྂᗙᕝ⏫
ᒣཱྀ┴ ୗ㛵ᕷ㸦ᪧୗ㛵ᕷ㝈ࡿࠋ㸧
ᚨᓥ┴ ∹ᒱ⏫ࠊ⨾Ἴ⏫ࠊᾏ㝧⏫
ឡ┴ Ᏹᓥᕷ㸦ᪧὠᓥ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊఀ᪉⏫㸦ᪧఀ᪉⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊឡ༡⏫
㧗▱┴ 㧗▱ᕷ㸦ᪧ㧗▱ᕷࠊᪧ㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊᐊᡞᕷࠊᏳⱁᕷࠊ༡ᅜᕷࠊᅵబᕷࠊ㡲ᓮᕷࠊᐟẟ
ᕷࠊᅵబΎỈᕷࠊ㤶༡ᕷࠊᮾὒ⏫ࠊዉ༙⏫ࠊ⏣㔝⏫ࠊᏳ⏣⏫ࠊᕝᮧࠊ㤿㊰ᮧࠊⱁすᮧࠊ
࠸ࡢ⏫㸦ᪧఀ㔝⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊ᭶⏫ࠊ୕ཎᮧࠊ㯮₻⏫㸦ᪧ᪉⏫㝈ࡿࠋ㸧
⚟ᒸ┴ ⚟ᒸᕷ㸦༤ከ༊ࠊ୰ኸ༊ࠊ༡༊ࠊᇛ༡༊㝈ࡿࠋ㸧
㛗ᓮ┴ 㛗ᓮᕷࠊబୡಖᕷࠊᓥཎᕷ㸦ᪧᓥཎᕷ㝈ࡿࠋ㸧ࠊᖹᡞᕷࠊᓥᕷࠊすᾏᕷࠊ༡ᓥཎᕷ㸦ᪧ
ຍὠబ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㛗⏫ࠊὠ⏫ࠊᑠ್㈡⏫ࠊబࠎ⏫ࠊ᪂ୖᓥ⏫
⇃ᮏ┴ ඵ௦ᕷ㸦ᪧඵ௦ᕷࠊᪧ༓⏫ࠊᪧ㙾⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊỈಛᕷࠊୖኳⲡᕷ㸦ᪧᯇᓥ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ
Ᏹᇛᕷ㸦ᪧ୕ゅ⏫㝈ࡿࠋ㸧ࠊኳⲡᕷ㸦ᪧ᭷᫂⏫ࠊᪧ⏫ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊⰱ⏫ࠊὠዉᮌ⏫
ศ┴ బᕷ ᪧబᕷࠊᪧ㭯ぢ⏫ࠊᪧ⡿ỈὠᮧࠊᪧⵦỤ⏫㝈ࡿࠋ㸧
ഛ⪃ ࡇࡢ⾲ᥖࡆࡿ༊ᇦࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡅࡿ⾜ᨻ༊⏬ࡼࡗ࡚⾲♧ࡉࢀࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᣓᘼෆグ㍕ࡍࡿ༊ᇦࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡅࡿᪧ⾜ᨻ༊⏬ࡼࡗ࡚⾲♧ࡉࢀࡓ
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ࡶࡢࡍࡿࠋ
ู⾲➨㸳
㸦࠸㸧

ࡓࡿᒃᐊཬࡧࡑࡢࡢᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㐃⥆㐠㌿࡛࠶ࡿ

㸦ࢁ㸧

ࡓࡿᒃᐊཬࡧࡑࡢࡢᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㛫Ḵ㐠㌿࡛࠶ࡿ

㸦ࡣ㸧

ࡓࡿᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㐃⥆㐠㌿࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡢᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㛫Ḵ㐠㌿࡛࠶ࡿ

㸦㸧

ࡓࡿᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㛫Ḵ㐠㌿࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡢᒃᐊࡢᬮᡣ᪉ἲࡀ㐃⥆㐠㌿࡛࠶ࡿ

ู⾲➨㸴
㔜

Ἔ

㸯ࣜࢵࢺࣝࡘࡁ  ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ

ⅉ

Ἔ

㸯ࣜࢵࢺࣝࡘࡁ  ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ

ᾮ  ▼ Ἔ ࢞ ࢫ

㸯࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡘࡁ  ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ

㒔

㸯❧᪉࣓࣮ࢺࣝࡘࡁ  ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ

ᕷ

࢞

ࢫ

ேࡽ౪⤥ࡉࢀࡓ⇕

㸯࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝࡘࡁ  ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸦ேࡽ౪⤥ࡉࢀࡓ⇕ࢆⓎ⏕ࡍ

㸦Ẽࠊ

ࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡓ⇞ᩱࡢⓎ⇕㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿୖ࡛㐺ษㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࢆồ

Ỉࠊ෭Ỉ㸧

ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱಀᩘࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸧

㟁

Ẽ

㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝ㸦ኪ㛫㈙㟁㸦㟁Ẽᴗἲ㸦
ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨㸰᮲➨㸯㡯➨㸰ྕつᐃࡍࡿ୍⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡾ
ࡽ⩣᪥㸶ࡲ࡛ࡢ㛫㟁Ẽࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⾜࠺ሙ
ྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㛫㈙㟁㸦ྠྕつᐃࡍࡿ୍⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡾ㸶ࡽ
ࡲ࡛ࡢ㛫㟁Ẽࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ㛫ࡢᾘ㈝㟁ຊ㔞
ࡘ࠸࡚ࡣ㸯࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡘࡁ࢟ࣟࢪ࣮ࣗࣝࠊኪ㛫㈙㟁ࡢᾘ㈝㟁
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第2編
一次エネルギー消費量算定プログラム解説（住宅編）

2－1

2－2

はじめに
平成 24 年 12 月公布の低炭素建築物認定基準、平成 25 年 1 月公布の省エネルギー基準では、
従来の外皮性能（断熱・日射遮蔽）の基準に加えて一次エネルギー消費量の基準が制定された。
これに伴い、事業者にかかる負担を軽減するために各種プログラムが準備され、国土交通省国土
技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所を通じて一般に公表されている。
平成 24 年 12 月の国土技術政策総合研究所資料第 701 号・建築研究資料第 139 は、低炭素建築
物認定基準制定の際に発行されたものであり、同基準の告示を掲載するとともに、それに則った
一次エネルギー消費量算定プログラムを解説している。
本資料は平成 25 年 1 月公布の省エネルギー基準に則った一次エネルギー消費量算定プログラム
を解説したものであり、上記資料とは対象とする法律が異なっている。
なお、一次エネルギー消費量算定プログラムは低炭素建築物認定基準と省エネルギー基準で共
通に利用されるため、本資料は平成 24 年 12 月発行の資料の内容とほぼ同じであるが、一部修正・
加筆等を行い内容を更新している。主な更新事項を以下に示す。
「Ⅰ．住宅の一次エネルギー消費量算定プログラム」における主な更新事項


「２

算定プログラムの操作方法」に「２－９

入力の中断と再開」の解説を追加した。

「Ⅱ．評価条件の入力方法」における主な更新事項


「１ 基本情報の入力」の「※床面積の計算方法」において、記載内容の補足修正を行うと
ともに、「吹抜け等の扱い」、「一体的空間の扱い」に関する解説を追加した。



「２－１［外皮］入力」の「３）
「通風の利用」
」において、
「「自然風の利用（換気回数）」の
確認」は、建築研究所ホームページに表計算シート及びその解説を公開したことに伴い、そ
の旨を記述するとともに、本資料から削除した。



「２－１［外皮］入力」の「４）
「蓄熱の利用」
」において、
「蓄熱を利用」を選択できる地域
区分、材料の容積比熱及び有効蓄熱厚さの解説を追加した。



「２－２－２「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器を
設置する」を選択した場合」の「１）「暖房設備機器または放熱器の選択」」において、暖房
設備機器の選択肢（居室を暖房する方式）の表を主たる居室運転方法、その他の居室の運転
方法の関係がわかるように修正した。



「２－２－２「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器を
設置する」を選択した場合」の「２）ルームエアコンディショナー」において、エネルギー
消費効率の区分及び区分（い）、区分（ろ）を満たす条件の表を追加した。



「２－２－２「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器を
設置する」を選択した場合」の「５）温水暖房用床暖房」において、
「床暖房の上面放熱率の
計算の仕方」を追加した。



「３－１－１「ダクト式換気設備を設置する場合」の「設計風量の計算」については、建築
研究所ホームページに表計算シート及びその解説を公開したことに伴い、その旨を記述する
とともに、本資料から削除した。



「３－１－４

種類の異なる複数の全般換気設備を設置する場合」の解説を追加した。
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「３－２［熱交換］の入力」において、
「有効換気量率」、
「温度交換効率」、
「補正温度交換効
率」の解説を追加した。



「４－１－１ 給湯熱源の種類」の「１）
「給湯熱源機の種類」」において、
「種類の異なる複
数の給湯機が設置された場合の判断」の解説を追加した。



「４－１－１ 給湯熱源の種類」において、
「６）種類の同じ給湯器が複数設定されている場
合の判断」の解説を追加した。



「４－１－３「水栓について」」の「１）「台所水栓」」において、「複数の台所に節湯水栓が
設置されている場合」、「複数の浴室に節湯水栓が設置されている場合」、「複数の洗面に節湯
水栓が設置されている場合」の解説を追加した。



「６－２［コージェネレーション］の入力」の「１）
「コージェネレーションの採用について」」
において、コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番の表を GEC、PEFC、SOFC
に分けて掲載した。また、PEFC6 を追加、及び、SOFC2 に発電ユニット品番を追加した。
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I．住宅の一次エネルギー消費量算定プログラム

2－5

１ 住宅の一次エネルギー消費量算定プログラムの機能
算定用プログラムは、評価対象住宅の基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量
等を算定し、算定結果を出力するツールとして開発されたものであり、次の機能を有する。
(1) 基準一次エネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量を算定
算定用プログラムを用いると、①基準一次エネルギー消費量、②設計一次エネルギー消費量を
算定することができる。
(2) 住宅毎の入力データの保存・再入力が可能
住宅毎の入力を中断する際に、入力データを「中断ファイル」としてパソコン内にダウンロー
ドし保存することができる。保存したデータをアップロードし読み込むことにより、中断状態か
ら入力を再開することができる。
(3) 住宅毎の入力データ・算定結果を PDF 形式で出力
住宅毎に入力したデータと一次エネルギー消費量算定結果を PDF ファイルとして出力するこ
とができる。
(4) 以下の手順で評価
算定プログラムの起動（ホーム画面へアクセス）
基本情報入力タブの表示・入力
用途別入力画面の表示、タブごとの入力
［暖冷房］入力画面
・［外皮］タブ
・［暖房設備］タブ
・［冷房設備］タブ
［換気］入力画面
・［換気］タブ
・［熱交換］タブ

［給湯］入力画面
・［給湯］タブ
・［太陽熱給湯］タブ
［照明］入力画面
・［照明］タブ
［発電］入力画面
・［太陽光発電］タブ
・［コージェネレーション］タブ

計算の実行・一次エネルギー消費量の確認
入力項目の確認・訂正
算定結果（PDF ファイル）の出力
図 １-１.１ 算定プログラムの基本的な操作手順

2－6

作業の再開
・中断ファイルの
アップロード
作業の中断
・中断ファイルの
ダウンロード

２ 算定プログラムの操作方法
２-１ 算定プログラムの起動
算定用プログラムは、インターネット上で活用するウェブアプリケーションである。所定の
URL にアクセスすることで使用できる。

２-２ ホーム画面
ホーム画面には、①基本情報・結果表示エリア、②用途毎の入力概要表示エリア、③用途別の
入力画面を切替えるボタン、④入力データの［クリア］ボタン、⑤入力作業の［中断］ボタン、
⑥入力作業の［再開］ボタン、⑦様式（計算結果）の［出力ボタン］が配置されている。
画面 １ ホーム画面
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①基本情報・結果表示エリア
住宅の名称、地域区分、住宅の規模、基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量
が表示される。また、計算が終了している場合には、用途別の一次エネルギー消費量がグラフ表
示される。
［編集］ボタンをクリックすると、基本情報入力タブ（住宅名称、床面積、建て方、構造、地
域区分などを入力）に移動する。
［詳細］ボタンをクリックすると、算定結果の詳しい情報が表示される。
画面 ２ 用途別の一次エネルギー消費量のグラフ表示

②用途別の入力概要表示エリア
暖冷房、換気、照明、給湯、発電毎の入力情報の概要が表示される。各表示欄下部の［詳細］
ボタンをクリックすると、それぞれの用途の設備の入力タブに移動する。
③用途別の入力画面を切替えるボタン
HOME 画面、暖冷房入力画面、換気入力画面、給湯入力画面、照明入力画面、発電入力画面に
表示を切り替える。
④入力データの［クリア］ボタン
入力データを消去し、初期状態に戻す。
2－8

⑤入力作業の［中断］ボタン
入力作業を中断する際に、中断ファイル（xml 形式）を生成し、パソコンにダウンロードする。
中断ファイルには、中断するまでに入力したデータが記録されている。なお、中断ファイルはブ
ラウザソフトで指定したダウンロードフォルダに保存される。
⑥入力作業の［再開］ボタン
中断ファイルを指定しアップロードすることで、入力作業を再開することができる。
⑦様式（計算結果）の［出力］ボタン
入力情報および算定結果を PDF ファイルにて出力する。
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２-３ 基本情報入力画面
ホーム画面の「①基本情報・結果表示エリア」にある［編集］ボタンをクリックして、基本情
報入力画面を表示する。ここでは、住宅（住宅タイプ）の名称、床面積（主たる居室、その他の
居室、非居室、合計）、省エネルギー基準地域区分、年間日射地域区分を入力・選択する。
画面 ３ 基本情報入力タブ
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２-４ 用途別入力画面
ホーム画面の用途別の入力画面を切替えるボタンをクリックすると、ボタンに応じて暖冷房入
力画面、換気入力画面、給湯入力画面、照明入力画面、発電入力画面に移動する。それぞれの入
力画面では、各用途に応じた設計内容や設備仕様などを入力する入力タブが表示される。例えば、
暖冷房入力画面では、暖冷房エネルギー消費量の算定に必要な外皮に関する情報を入力する「外
皮」タブ、暖房設備の種類や仕様、省エネルギー対策を入力する「暖房設備」タブ、同様に冷房
設備の情報を入力する「冷房設備」タブが表示される。
画面 ４ 暖冷房入力画面
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２-５ 設計情報、設備情報の選択または入力
各タブでは、評価対象住宅に設置する設備機器の種類、仕様、省エネルギー対策などを選択ま
たは入力する。選択・入力する以前の状態では、各タブに表示されている項目は少ないが、選択・
入力した内容に応じて、新たな選択・入力する項目が順次展開・表示される。
※選択・入力内容に応じ、次に展開・表示される項目が変わる。
※算定に必要な情報が全て選択・入力されていないと、計算結果は表示されない。
画面 ５ ［「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはそれぞれに暖冷房設備機器を設置する］を選
択すると「主たる居室」「その他居室」の暖房設備の選択欄が展開する
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２-６ 計算の実行
評価対象住宅の計画内容に応じて、必要な項目の選択・入力を全て完了し、
［計算］ボタンをク
リックし、基準一次エネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量を算定する。算定結果が
画面上に表示される。[詳細]をクリックすると、省エネルギー基準値、低炭素基準値、設計一次エ
ネルギー消費量基準値の算定結果の詳細が表示される。また、HOME 画面には算定結果の概要が
グラフとともに表示される。
画面 ６ 選択・入力を終えたら［計算］ボタンをクリック

画面 ７ 算定結果の表示
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画面 ８ 算定結果の詳細表示

画面 ９ HOME 画面での算定結果の概要表示

2－14

２-７ 選択・入力に問題があり、計算できない場合の対応
必要な項目が全て選択・入力されていない、あるいは不適切な数値が入力された場合には、
［計
算］ボタンをクリックした際に、画面上部のメッセージ欄にエラーメッセージが表示される。メ
ッセージ中の［詳細］をクリックすると、問題のある選択・入力項目の詳細が表示されるので、
該当する項目について選択・入力し直した上で、改めて［計算］ボタンをクリックする。
※エラー内容の詳細表示画面が表示している状態で画面をクリックすると、表示画面は消える。
画面 １０ 選択・入力に問題がある場合のエラーメッセージ

画面 １１ エラー内容の詳細表示
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２-８ 算定（PDF ファイル）の出力
選択・入力を終了し、算定結果を確認したら、データを PDF ファイルとして出力する。用途別
入力画面切替えボタンのエリアにある［HOME］ボタンをクリックしホーム画面に戻る。ホーム
画面に表示されている［様式］ボタンをクリックすると、算定結果、入力情報が一覧となった PDF
ファイルが自動生成される。ファイルの出力は印刷またはパソコンへの保存が選択できる。
画面 １２ ［HOME］ボタンでホーム画面に戻る

画面 １３ ［様式］ボタンをクリックし PDF ファイルを生成する

画面 １４ 生成された PDF ファイルのイメージ
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２-９ 入力の中断と再開
入力の途中で作業を中断する場合、それまでの入力データを「中断ファイル」としてパソコン
に保存する。その後、入力作業を再開する場合は、中断ファイルを算定プログラムに読む込む。
用途別入力画面切替えボタンのエリアにある［HOME］ボタンをクリックしホーム画面を表示
する。ホーム画面に表示されている［中断］ボタンをクリックすると、入力データが記録された
「中断ファイル」が生成されるので、パソコンにダウンロードし、保存する。

画面 １５ [中断]ボタンをクリックし、中断ファイル（xml 形式）をダウンロード・保存する

画面 １６ 保存先を指定し、中断ファイル（xml 形式）をダウンロード・保存する
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画面 １７ 中断ファイル（xml 形式）

入力を再開する場合は、ホーム画面に表示されている［再開］ボタンをクリックする。中断フ
ァイルを選択する画面が表示されるので、必要な中断ファイルを選択し、算定プログラムにアッ
プロードし読み込む。なお、算定プログラムで入力中に「再開」し中断ファイルを読み込むと、
再開前に入力していたデータは消去されるので注意すること。
画面 １８ [再開]ボタンをクリックする
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画面 １９・２０・２１ 中断ファイルを選択する
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II．評価条件の入力方法
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１ 基本情報の入力
１）「住宅／住戸（タイプ）の名称」
戸建住宅の名称または共同住宅の住戸の名称である。共同住宅で評価条件が共通する複数の住
戸を一括して評価する場合などは住戸タイプの名称を記入する。

２）「床面積」
当該住戸の床面積であり、床面積の合計、主たる居室、その他の居室毎に入力する。
表 ２-１.１ 住戸における室の分類
分類
合 計
主たる居室

その他の居室
非居室

定義
「主たる居室」、「その他の居室」及び「非居室」の合計である。
主たる居室とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存
する居室のうち、基本生活行為において、就寝を除き日常生活上在室時間が
長い居室のことであり、居間（リビング）、食堂（ダイニング）及び台所（キ
ッチン）をいう。
その他の居室とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に
存する居室のうち、主たる居室以外の居室をいう。
非居室とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存する
居室以外の空間をいう。

図 ２-１.１ 室の分類の例

※床面積の計算方法
(1) 寸法の算出
床面積の計算に用いる寸法は次表の通り算出する。

2－21

表 ２-１.２ 寸法の算出

水平方向の寸法

水平方向の寸法の算出は、原則として壁心間の寸法とする。ただし、所
管行政庁によっては壁心の考え方について中心線によらない場合がある
ため、この場合は当該所管行政庁における建築基準法の床面積算出の考
え方に従う。なお、壁面からの突出が 500 mm 未満の腰出窓の場合は突
出していないものとして扱ってよい。また、部位の熱貫流率を算出する
ための材料の寸法は実寸法とする。

(2) 床面積の算出
居室及び非居室の床面積の計算は、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存
する床面積のうち、間仕切りや扉等で区切られた居室及び非居室ごとに計算する。ただし、次表
の場合はこの限りでない。
表 ２-１.３ 床面積計算の特例

風除室、サンルーム

出窓
小屋裏収納、床下収納
物置等

非密閉空気層とする場合の風除室及びサンルームの床面積。ただし、
風除室等を熱的境界に囲まれた空間とみなす場合は床面積に算入す
る。
外壁面より突出が 500mm 未満、かつ、下端の床面からの高さが
300mm 以上である腰出窓の面積。ただし、外壁面より突出が 500mm
以上の場合の突出部分の面積は床面積に算入する。
熱的境界の内側に存する小屋裏収納、床下収納のうち、建築基準法で
定める延べ床面積に算入されない小屋裏収納及び床下収納の面積。
居室に面する部分が断熱構造となっている物置、車庫その他これらに
類する空間（以下、「物置等」という。）の床面積。

(3) 「主たる居室」の床面積
「主たる居室」の面積は、リビング（居間）、ダイニング（食堂）及びキッチン（台所）の床面
積の合計とする。また、これらの室は独立していても「主たる居室」として床面積を算出する。
複数のリビング（居間）、ダイニング（食堂）及びキッチン（台所）がある場合には、全ての床
面積の合計を「主たる居室」の面積とする。また、コンロその他調理する設備又は機器を設けた
室は「キッチン（台所）
」として扱い、「主たる居室」として床面積を算出する。
(4) 「その他の居室」の床面積
「その他の居室」の面積は、
「主たる居室」以外の寝室、洋室及び和室等の居室の床面積の合計
とする。
(5) 「非居室」の床面積
「非居室」の面積は、
「主たる居室」及び「その他の居室」以外の浴室、トイレ、洗面所、廊下、
玄関、間仕切り及び扉等で区切られた押し入れ並びにクローゼット等の収納等の床面積の合計と
する。ただし、収納が居室に付随している場合は、それが属する居室の一部としてみなし、当該
居室に分類して床面積の算定を行うことも可能とする。
(6) 床面積の合計
床面積の合計は、「主たる居室」、「その他の居室」及び「非居室」の床面積の合計とする。
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(7) 吹抜け等の扱い
住戸内に吹抜け等を有する場合は、当該吹抜け部分に仮想床があるものとみなして、床面積を
計算することとする。ここで「吹抜け等」とは、吹抜け及び天井の高さが 4.2m 以上の居室及び
非居室を指し、「吹抜け」とは、複数の階をまたいで床を設けず上下方向に連続した空間を指す。
仮想床の面積は、吹抜けが存する「主たる居室」、「その他の居室」又は「非居室」の面積に加
えることとする。吹抜け部分の仮想床は各階の床面に設けることとし、仮想床からの天井の高さ
が 2.1m 未満の場合は除く。
天井の高さが 4.2m 以上の場合にも仮想床があるものとみなして、当該居室又は非居室の床面
積を 2 倍として床面積を計算する。天井の高さは室の床面から測り、１室で天井の高さの異なる
部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
(8) 一体的空間の扱いについて
間仕切り壁や扉等がなく、水平方向及び垂直方向に空間的に連続する場合は、ひとつの室とみ
なして床面積を算出する。また、吹抜け等に面して開放された空間についても、当該吹抜け等が
存する「主たる居室」、「その他の居室」又は「非居室」と一体であると判断し、床面積を算定す
ることとする。
なお、
「主たる居室」と空間的に連続する「その他の居室」及び「非居室」は「主たる居室」に
含めることとし、
「その他の居室」と空間的に連続する「非居室」は「その他の居室」に含めるこ
ととして床面積を算出する。
(9) 値の有効桁数
床面積（単位 m2）は、小数点第 3 位を四捨五入し、小数点第 2 位までの値を入力すること。
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３）「省エネルギー基準地域区分」
当該住戸の建設地に応じ、告示に定める省エネルギー基準地域区分を選択する。

平成 24 年基準
での地域区分
１地域
２地域

旧基準での
地域区分

Ⅰ地域

住宅事業建築
主基準での
地域区分
Ⅰa 地域
Ⅰb 地域

３地域

Ⅱ地域

Ⅱ地域

４地域

Ⅲ地域

Ⅲ地域

５地域
６地域

Ⅳ地域

Ⅳa 地域
Ⅳb 地域

７地域

Ⅴ地域

Ⅴ地域

８地域

Ⅵ地域

Ⅵ地域

図 ２-１.２ 平成 24 年省エネルギー基準における地域区分
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４）「年間日射地域区分」
太陽光発電または太陽熱温水パネルを設置する場合、これら設備の性能に強く影響する日射量
を評価条件とするため、年間日射地域区分を「指定する」を選択の上、当該住戸の建設地に応じ、
年間日射地域区分を選択する。太陽光発電等を設置しない場合は、「指定しない」を選択する。
※太陽光発電または太陽熱温水パネルを設置しない場合、年間日射地域区分を指定しても一次エ
ネルギー消費量の計算には反映されない。
※日射地域区分は、別途、建築研究所ホームページで提供する日射地域区分のリストに従うこと。

A1 区分 年間の日射量が特に少ない地域
A2 区分 年間の日射量が少ない地域
A3 区分 年間の日射量が中程度の地域
A4 区分 年間の日射量が多い地域
A5 区分 年間の日射量が特に多い地域

図 ２-１.３ 年間日射地域区分
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２ 暖冷房設備の評価条件の入力
２-１ ［外皮］の入力
１）「単位温度差当たりの外皮熱損失量」
単位温度差当たりの外皮熱損失量の算定方法を以下に示す。計算された値の小数点第 2 位を四
捨五入して小数点第 1 位に丸めた値を入力すること。
※単位温度差当たりの外皮熱損失量（q 値）の算定方法
単位温度差当たりの外皮熱損失量とは、住宅の内部から外部に逃げる熱量のことをいい、外気
に接する壁、床、天井及び開口部などからの熱損失の合計である。
外気に接する外皮の各部位の熱貫流率に、外皮面積及び温度差係数（隣接空間との温度差によ
る貫流熱量の低減等を勘案するための係数）を乗じた値を積算して求める。ただし、共同住宅の
住戸における界壁・界床の熱損失量は計上しない。

２）「単位日射強度当たりの日射熱取得量」
単位日射強度当たりの冷房期日射熱取得量（ 値）および単位日射強度当たりの暖房期日射熱
取得量（ 値）の算定方法を以下に示す。計算された値の小数点第 3 位を四捨五入して小数点第
2 位に丸めた値を入力すること。
※単位日射強度当たりの冷房期および暖房期日射熱取得量の算定方法
単位日射強度当たりの冷房期および暖房期の日射熱取得量とは、冷房期および暖房期のそれぞ
れの期間において、単位日射強度 1 に対して室内に侵入する日射量のことをいい、屋根又は天井、
外壁、ドアなどの躯体から侵入する日射量と、窓ガラスから侵入する日射量の合計である。
外気に接する外皮の各部位の日射熱取得率に、外皮面積及び方位係数、開口部の取得日射量補
正係数を乗じた値を積算して求める。

３）「通風の利用」
当該住戸の「主たる居室」および「その他の居室」について、冷房期に通風を利用する程度を
換気回数の程度に応じて選択する。
表 ２-２.１ 「通風を利用する」を選択する場合の条件
優先順位
１
２
３

選択肢
①通風を利用しない
②通風を利用する（換気回数 5 回/h 相当以上）
③通風を利用する（換気回数 20 回/h 相当以上）

※その他の居室が複数ある場合で通風の利用の程度が異なる場合
「その他の居室」が複数ある場合で通風の利用の程度が異なる場合の評価方法について、それ
ぞれの居室の通風の利用の程度を評価し、上表の優先順位の最も高い（値の小さい）評価を適用
すること。
※通風の利用の程度（相当する換気回数）の確認は、別途、建築研究所ホームページで提供する
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確認方法に従うこと。

４）「蓄熱の利用」
住戸に蓄熱材を使用し、室温を安定して保つ手法について、
「利用しない」あるいは「利用する」
を選択する。
「蓄熱の利用」を選択できる地域区分については、次のように定める。
・地域の区分 6 及び 7 地域を除く地域において、暖房期日射地域区分における H3～H5 地域
・地域の区分 6 及び 7 地域において、暖房期日射地域区分における H4 及び H5 地域
上記の地域に該当しない場合は「蓄熱の利用」を選択して評価できない。
表 ２-２.２ 「蓄熱の利用」の選択の可不可
地域の
区分
1
2
3
4
5
6
7
8

暖房期日射地域区分
H1 H2 H3 H4 H5
×
〇

×

〇

－

〇：蓄熱の効果を評価できます。プログラム上で「蓄熱の利用」を選択すること可能。
×：蓄熱の効果を評価できません。プログラム上で「蓄熱の利用」を選択することができない。

※暖房機日射地域区分については、別途、建築研究所ホームページで提供する日射地域区分のリ
ストに従うこと。
※「蓄熱を利用する」場合の判断方法
「蓄熱の利用あり」と評価するためには、蓄熱部位の熱容量が当該住戸の床面積当たり
170kJ/(m2K)以上の熱容量の増加が見込まれる材料を蓄熱部位に用いていることが条件となる。
蓄熱部位とは、蓄熱の利用に有効な熱容量を持つ部位をいい、天井、床（断熱区画内の床も含む）
、
壁（外気に接する壁及び間仕切壁）及び界壁・界床を対象とする。蓄熱部位の熱容量は次の式に
よって算出する。

,

,

ここで、
：住戸の床面積当たりの熱容量（kJ/(m2･K)）
,
,

：蓄熱部位 の層 の容積比熱（kJ/(m3･K)）
：蓄熱部位 の層 の有効蓄熱厚さ（m）
：蓄熱部位 の表面積（m2）
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：床面積の合計（m2）
である。
蓄熱部位とみなせる範囲は、最も室内側の材料を含めて断熱材あるいは密閉されていない空気
層の間に位置する材料であり、界床・界壁の場合は、壁厚の半分の厚さまでを見込むことができ
る。この限りにおいて、部材が複数ある場合（各部材を層という。）、各層すべて蓄熱部位と見な
すことができる。ただし、各層ごとに、別表で示す有効蓄熱厚さを超えて計上することはできな
い。
表 ２-２.３ 容積比熱及び有効蓄熱厚さ
容積比熱
J/(L･K)

材料名
セメント
コンクリート
れんが

金属類

ガラス等
木質系
木質繊維系

せっこう
壁
床材

セメント・モルタル
コンクリート
軽量コンクリート（軽量 1 種）
軽量コンクリート（軽量 2 種）
軽量気泡コンクリートパネル（ALC パ
ネル）
押出成形セメント板
れんが
銅
アルミニウム
鋼
ステンレス鋼
ガラス
天然木材
合板
ハードファイバーボード（ハードボー
ド）
パーティクルボード
せっこうボード
せっこうプラスター
漆喰
土壁
畳床
タイル
ビニル系床材
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有効蓄熱厚さ
(m)

1600
2000
1900
1600

0.23
0.2
0.11
0.08

660

0.07

2100
1499
3200
2400
3600
3500
1900
520
720

0.05
0.11
制限なし
制限なし
制限なし
制限なし
0.13
0.06
0.06

1230

0.03

720
830
1600
1400
1100
290
2000
1500

0.05
0.07
0.09
0.13
0.16
0.13
0.16
0.03

２-２ ［暖房設備］の入力
１）「暖房方式の選択」
当該住戸に設置する暖房方式であり、本計算方法では、暖房エネルギー消費量を算出するにあ
たり暖房方式を「住宅全体を暖房する方式」および「居室を暖房する方式」に分類し、それぞれ
の方式に適用する暖房設備を設定している。
「暖房設備機器を設置しない」を選択した場合は、
「地域毎に決められた方式」として地域区分
や建て方に応じて予め定められた暖房方式及び暖房設備機器により暖房するものと想定した一次
エネルギー消費量が計算される。
表 ２-２.４ 暖房方式の選択肢
選択肢
①ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を暖房する
②「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれか
に暖房設備機器を設置する
③暖房設備機器を設置しない。

適用される暖房方式
住宅全体を暖房する方式
居室を暖房する方式
地域毎に定められた方式

２-２-１ 「ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を暖房する」を選択した場
合
１）「暖房設備機器の選択」
「ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を暖房する」を選択した場合は、ヒートポンプ
式熱源によるダクト式セントラル空調機器を設置するものとして一次エネルギー消費量が計算さ
れる。
※ヒートポンプ式熱源でないダクト式セントラル空調の場合の入力
ヒートポンプ式熱源ではないダクト式セントラル空調を設置する場合は、次の手順で条件を入
力すること。
(1)「暖房方式の選択」で「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設
備機器を設置する」を選択する。
(2)「主たる居室」および「その他の居室」に、「暖房設備機器を設置しない」または「その他の
暖房設備機器」を選択する。
(3) 「その他の暖房設備機器」を選択した場合は、
「主たる居室」および「その他の居室」に同じ
機器名称を入力する。

2－29

２-２-２ 「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機
器を設置する」を選択した場合
１）「暖房設備機器または放熱器の選択」
「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器を設置する」を選
択した場合は、「主たる居室」と「その他の居室」ごとに、設置する暖房設備機器等を選択する。
「温水暖房用パネルラジエーター」
、「温水暖房用床暖房」、「温水暖房用ファンコンベクター」
を選択した場合は、「温水式暖房を設置する場合」における入力項目も入力すること。
どちらかに暖房設備機器等を設置しない場合は、
「設置しない」を選択する。暖房設備機器等を
選択すると、機器に応じた運転方法に対応した暖房負荷に基づき、暖房設備の一次エネルギー消
費量が計算される。
表 ２-２.５ 暖房設備機器等の選択肢（居室を暖房する方式）
（上段：主たる居室の運転方法 下段：その他の居室の運転方法）

F
F

電気ヒーター式床暖房

連続
間歇
連続
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇

電気ヒーター式
床暖房

FF 暖房機

連続
間歇
連続
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇

暖房機

ルームエアコンディショナー

連続
間歇
連続
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇

ルームエア
コンディショナー

温水暖房用ファンコンベクター

連続
連続
連続
連続
連続
連続
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇

温水暖房用ファン
コンベクター

温水暖房用床暖房

連続
連続
連続
連続
連続
連続
間歇
連続
間歇
連続
間歇
連続
間歇
連続

温水暖房用床暖房

主たる居室に設置する機器

温水暖房用パネルラジエーター

連続
連続
連続
連続
連続
連続
間歇
連続
間歇
連続
間歇
連続
間歇
連続

温水暖房用パネル
ラジエーター

電気蓄熱暖房器

電気蓄熱暖房器

その他の居室に設置する機器

連続
間歇
連続
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇
間歇

※暖房設備機器および放熱器を設置する室と設置しない室がある場合
「主たる居室」について、居間（リビング）・食堂（ダイニング）・台所（キッチン）のいずれ
かに暖房設備機器等を設置する場合は、その設備機器を選択すること。
「その他の居室」が複数あり、いずれかの室に暖房設備機器等を設置する場合は、その設備機
器を選択すること。
※「その他の暖房設備機器」又は「暖房設備機器を設置しない」を選択した場合
「主たる居室」や「その他の居室」について、
「その他の暖房設備機器」、
「暖房設備機器または
放熱器を設置しない」を選択した場合、次の表に示される地域区分や建て方に応じて予め定めら
れた暖房設備機器を設置したものと想定し、一次エネルギー消費量が算定される。
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表 ２-２.６ 「その他の暖房設備機器」または「暖房設備機器または放熱器を設置しない」を
選択した場合の評価において想定する機器
地域区分

３地域
４地域
５地域
６地域

評価において想定する機器
戸建住宅
（主たる居室／その他居室）
温水暖房用パネルラジエーター
（石油熱源機）
温水暖房用パネルラジエーター
（石油熱源機）
FF 暖房機
FF 暖房機
ルームエアコンディショナー
ルームエアコンディショナー

集合住宅
（主たる居室／その他居室）
温水暖房用パネルラジエーター
（石油熱源機）
温水暖房用パネルラジエーター
（石油熱源機）
FF 暖房機
FF 暖房機
ルームエアコンディショナー
ルームエアコンディショナー

７地域
８地域

ルームエアコンディショナー
（設置しない）

ルームエアコンディショナー
（設置しない）

１地域
２地域

※複数の異なる種類の暖房設備機器または放熱器を設置する場合
「主たる居室」に複数の異なる種類の暖房設備機器または放熱器を設置する場合、もしくは「そ
の他の居室」に複数の異なる種類の暖房設備機器または放熱器を設置する場合は、次の表に示さ
れる暖房設備機器または放熱器の「評価の優先順位」の高いものを選択して、評価すること。
表 ２-２.７ 暖房設備機器または放熱器の評価の順位
評価の優先順位
1
2
3
4
5
6
7

暖房設備機器または放熱器
電気蓄熱暖房
電気ヒーター式床暖房
温水暖房用床暖房
温水暖房用ファンコンベクター
温水暖房用パネルラジエーター
FF 暖房機
ルームエアコンディショナー

２）ルームエアコンディショナー
設置するルームエアコンディショナーに関する省エネルギー対策の有無および対策の内容につ
いて入力する。
表 ２-２.８ ルームエアコンディショナーの省エネルギー対策についての選択肢
選択肢
特に省エネルギー対策をしていない
エネルギー消費効率の区分を入力す
ることにより省エネルギー効果を評
価する

選択の条件、詳細入力項目
省エネルギー対策に取り組んでいない場合、あるいは特に
省エネルギー対策を評価しない場合に選択。
エネルギー消費効率の高いルームエアコンディショナー
を設置する場合に選択。
その上で、エネルギー消費効率の程度を区分（い）、
（ろ）、
（は）から選択する。
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※ルームエアコンディショナーのエネルギー消費効率の区分の判断
ルームエアコンディショナーのエネルギー消費効率の区分とは、冷房定格能力の大きさごとに
定格冷房エネルギー消費効率の程度に応じて三段階に区分したものである。本計算方法では、暖
房運転についても「冷房定格能力」と「定格冷房エネルギー消費効率」に基づき、エネルギー消
費効率の区分を設定していることに注意されたい。冷房定格エネルギー消費効率を次の式に基づ
いて計算し、別表から区分を判断すること。
定格冷房エネルギー消費効率

＝

定格冷房能力（W）÷

定格冷房消費電力（W）

※定格冷房能力（W）
JIS B 8615-1 に定められた冷房能力のこと。機器仕様表等により確認する。
※定格冷房消費電力（W）
JIS B 8615-1 に定められた冷房能力試験条件の標準試験条件の下で、定格冷房能力で稼働して
いる際に消費する電力のこと。機器仕様表等により確認する。
表 ２-２.９ エネルギー消費効率の区分
区 分
（い）

（ろ）

（は）

意
味
当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの冷房定格エネルギー消費効率が、当該
住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房能力の区分に応じて表 2-2.10 を
満たす場合。
当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの冷房定格エネルギー消費効率が、当該
住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房能力の区分に応じて表 2-2.11 を
満たす場合。
上記（い）若しくは（ろ）の条件を満たさない場合又は機器の性能を表す仕様が不明な場合。

表 ２-２.１０ 区分（い）を満たす条件
定格冷房能力の区分
2.2kW 以下
2.2kW を超え 2.5kW 以下
2.5kW を超え 2.8kW 以下
2.8kW を超え 3.2kW 以下
3.2kW を超え 3.6kW 以下
3.6kW を超え 4.0kW 以下
4.0kW を超え 4.5kW 以下
4.5kW を超え 5.0kW 以下
5.0kW を超え 5.6kW 以下
5.6kW を超え 6.3kW 以下
6.3kW を超える

定格冷房エネルギー消費効率が満たす条件
5.13 以上
4.96 以上
4.80 以上
4.58 以上
4.35 以上
4.13 以上
3.86 以上
3.58 以上
3.25 以上
2.86 以上
2.42 以上
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表 ２-２.１１ 区分（ろ）を満たす条件
定格冷房能力の区分
2.2kW 以下
2.2kW を超え 2.5kW 以下
2.5kW を超え 2.8kW 以下
2.8kW を超え 3.2kW 以下
3.2kW を超え 3.6kW 以下
3.6kW を超え 4.0kW 以下
4.0kW を超え 4.5kW 以下
4.5kW を超え 5.0kW 以下
5.0kW を超え 5.6kW 以下
5.6kW を超え 6.3kW 以下
6.3kW を超える

定格冷房エネルギー消費効率が満たす条件
4.78 以上
4.62 以上
4.47 以上
4.27 以上
4.07 以上
3.87 以上
3.62 以上
3.36 以上
3.06 以上
2.71 以上
2.31 以上

※２台以上のルームエアコンディショナーを設置する場合
「主たる居室」に２台以上のルームエアコンディショナーを設置する場合、もしくは「その他
の居室」に２台以上のルームエアコンディショナーを設置する場合は、
「エネルギー消費効率の区
分」において［（は）＞（ろ）＞（い）］の優先順位に従い、順位の高い機器について評価する。
複数の「その他居室」においてそれぞれにルームエアコンディショナーを設置する場合も同様に
優先順位の高い機器について評価すること。

３）FF 暖房機
設置する FF 暖房機に関する省エネルギー対策の有無および対策の内容について入力する。
表 ２-２.１２ FF 暖房機の省エネルギー対策についての選択肢
選択肢
特に省エネルギー対策をしていない
エネルギー消費効率を入力すること
により省エネルギー効果を評価する

選択の条件、詳細入力項目
省エネルギー対策に取り組んでいない場合、あるいは特に
省エネルギー対策を評価しない場合に選択。
エネルギー消費効率の高い FF 暖房機を設置する場合に選
択。
その上で、定格能力におけるエネルギー消費効率（熱効率）
を入力する。

※FF 暖房機の定格能力におけるエネルギー消費効率の確認
FF 暖房機の定格能力におけるエネルギー消費効率は、機器のトップランナー基準に基づき FF
式ガス暖房機は JIS S 2122、FF 式石油暖房機は JIS S 3031 に定められた測定方法による「エネ
ルギー消費効率（％）」
（熱効率（％））を確認し、小数点以下１桁までの値を入力すること。

４）温水暖房用パネルラジエーター
温水暖房用パネルラジエーターを設置する場合、特に省エネルギー対策の評価は行わない。続
いて「温水式暖房を設置する場合」に進み、温水熱源機の種類及び省エネルギー対策、温水暖房
配管の断熱配管の採用等について入力する。

５）温水暖房用床暖房
設置する温水暖房用床暖房に関して、敷設率や床の断熱（上面放熱率）を入力する。続いて「温
水式暖房を設置する場合」に進み、温水熱源機の種類及び省エネルギー対策、温水暖房配管の断
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熱配管の採用等について入力すること。
表 ２-２.１３ 温水暖房用床暖房の設置条件の入力・選択項目
入力・選択項目
敷設率

選択の条件、詳細入力項目
床暖房を設置する居室における床暖房パネルの敷設面積
を当該居室の床面積で除した値。
「その他の居室」では、床暖房を設置する室について計
算する。
床暖房パネルに投入した熱量に対する居室（上部）に放
熱される熱量の割合。ここで、居室（上部）と床下等（下
部）の温度は等しいとする。

床の断熱（上面放熱率）
・70％未満
・70％以上 80％未満
・80％以上 90％未満
・90％以上

※「主たる居室」又は「その他の居室」において 2 カ所以上に床暖房を設置する場合
上面放熱率は、最も小さい値を採用することとする。
敷設率は、床暖房の敷設面積の合計を設置する居室の床面積の合計で除した値とする。
※床暖房の上面放熱率の計算の仕方
床暖房 の上面放熱率 , は、0.9を上限とし、次式により表されるものとし、次表に示すように
値を丸めて算出すること。土間床に設置された床暖房パネルの上面放熱率は次式によらず0.9とす
る。
表 ２-２.１４上面放熱率
設計一次エネルギー消費量算出に用いるカテゴリ
70%未満
70%以上 80%未満
80%以上 90%未満
90%以上

0.7 未満
0.7 以上 0.8 未満
0.8 以上 0.9 未満
0.9 以上

1

：床上側表面熱伝達抵抗（m2K/W）
：床パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗（m2K/W）
：床パネル内の配管から床パネル床下側表面までの熱抵抗（m2K/W）
：床パネルを除く床下側の熱抵抗（m2K/W）
：床下側表面熱伝達抵抗（m2K/W）
：温度差係数
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(1) 床上側表面熱伝達抵抗

と床パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗

の合計

床上側表面熱伝達抵抗 と床パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗
は、0.269に等しいとする。

の合計

(2) パネル内の配管からパネル床下側表面までの熱抵抗
床パネル内の配管からパネル床下側表面までの熱抵抗 は、床パネル（ここで床パネルとは工
場生産された一体のものをいう。）内の発熱体の中心から床パネル下面まで（下図）の熱抵抗を指
し、0.267に等しいとするか、下式に定める方法により算出するものとする。湿式モルタル工法等、
放熱部の配管が現場施工の場合、配管から下面の熱抵抗は下記の 3)に計上するものとし、床パネ
ル内の配管からパネル床下側表面までの熱抵抗 は0とする。

：床パネル内の発熱体の中心から床パネル下面までの建材 の厚さ（m）
：床パネル内の発熱体の中心から床パネル下面までの建材 の熱伝導率（W/(m･K)）
なお、上式を適用するにあたっては、床パネル内の材料は高さ方向に均一とし、小根太又は温
水パネル内の配管等は無視して計算すること。また、熱伝導率は、当該建材の JIS に定めがある
場合の熱物性値で、JIS 表示品又は同等以上の熱物性値を有していると確認されたもののほか、
JIS A1420 により求めた熱物性値又は「外皮の熱損失」の計算方法に定める熱物性値を用いるこ
ととする。

図 ２-２.１ 床パネル（図では温水パネル）内の発熱体の中心から床パネル下面までの範囲の例

(3) 床パネルを除く床下側の熱抵抗

と床下側表面熱伝達抵抗

の合計

は、床パネル下面
床パネルを除く床下側の熱抵抗 と床下側表面熱伝達抵抗 の合計
から外気又は隣接空間までの熱抵抗である。これは、
「外皮の熱損失」の計算方法に定める部位 の
熱貫流率 から上記で算出した
及び を除いた値であり、次式のように計算される。こ
こで、鉄筋コンクリート造等住宅の部位及び鉄骨造住宅の部位における線熱橋係数は 0 とする。
1

0.269

ただし、「外皮の熱損失」の計算方法に定める部位 の熱貫流率 を計算する際に、床パネルの
熱抵抗を含めずに計算した場合は、式(8)に限り の値を 0 とすることができる。
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(4) 温度差係数
温度差係数 は、床暖房を設置する床の隣接空間等が断熱区画外の場合は「外皮の熱損失」に
おける「表外皮等の隣接空間等の種別に応じた温度差係数」の値を用いるものとし、床暖房を設
置する床の隣接空間等が断熱区画内の場合（戸建て住宅 2 階に床暖房を設置し 1 階は居間（リビ
ング）等、断熱区画内である場合など）は、1～3 地域の場合は0.05とし、4～7 地域の場合は0.15とす
る。

６）温水暖房用ファンコンベクター
温水暖房用ファンコンベクターを設置する場合、特に省エネルギー対策の評価は行わない。

７）電気ヒーター式床暖房
設置する電気ヒーター式床暖房に関して、敷設率や床の断熱（上面放熱率）を入力する。敷設
率や上面放熱率の考え方、計算方法は、温水暖房用床暖房と共通である。
表 ２-２.１５ 電気ヒーター式床暖房の設置条件の入力・選択項目
入力・選択項目
敷設率

床の断熱（上面放熱率）
・70％未満
・70％以上 80％未満
・80％以上 90％未満
・90％以上

選択の条件、詳細入力項目
床暖房を設置する居室における床暖房パネルの敷設面積
を当該居室の床面積で除した値。
「その他の居室」では、床暖房を設置する室について計
算する。
床暖房パネルに投入した熱量に対する居室（上部）に放
熱される熱量の割合。ここで、居室（上部）と床下等（下
部）の温度は等しいとする。

８）電気蓄熱暖房器
電気蓄熱暖房器を設置する場合、特に省エネルギー対策の評価は行わない。

２-２-３ 温水式暖房を設置する場合
「主たる居室」または「その他の居室」に「温水暖房用パネルラジエーター」、「温水暖房用床
暖房」、「温水暖房用ファンコンベクター」に設置した場合、温水式暖房の熱源機、温水配管の断
熱仕様について入力すること。

１）熱源機の種類
温水式暖房を設置するが選択肢とは異なる熱源器を設置する場合、あるいは評価時点では熱源
機を設置しない場合は、
「暖房方式の選択」で、
「暖房設備機器または放熱器を設置しない」を選
択すること。
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表 ２-２.１６ 温水暖房用の熱源機の選択肢
熱源機の種類
石油熱源機
ガス従来型熱源機
ガス潜熱回収型熱源機
電気ヒートポンプ式熱源機
電気ヒーター式熱源機
コージェネレーションを使用する

※複数台の暖房用熱源機を設置する場合
異なる種類の温水暖房用熱源器を複数設置する場合は、コージェネレーションを設置する場合
はコージェネレーションを選択し、それ以外の場合は、下表に示す評価の優先順位の最も高い機
器により評価すること。
表 ２-２.１７ 温水暖房用熱源機の評価の順位
評価の優先順位
熱源機の種類
1
電気ヒーター式熱源機
2
石油熱源機
3
ガス従来型熱源機
4
ガス潜熱回収型熱源機
5
電気ヒートポンプ式熱源機
※ガス従来型熱源機、ガス潜熱回収型熱源機については、給湯・暖房併用機の場合もありうる。

２）温水式暖房用熱源機の省エネルギー対策
選択した熱源機における省エネルギー対策について入力する。なお、この入力欄は、石油熱源
機、ガス従来型熱源機、ガス潜熱回収型熱源機を選択した場合に表示される。電気ヒートポンプ
式熱源機、電気ヒーター式熱源機の場合は表示されない。
表 ２-２.１８ 温水式暖房用熱源機の省エネルギー対策についての選択肢
選択肢
特に省エネルギー対策を
していない
当該機器の仕様から省エ
ネルギー効果を評価する

選択の条件、詳細入力項目
省エネルギー対策に取り組んでいない場合、あるいは特に省エネルギー
対策を評価しない場合に選択。
エネルギー消費効率の高い熱源器を設置する場合に選択。
その上で、定格能力におけるエネルギー消費効率（熱効率（％）を入力。

※熱源機のエネルギー消費効率の確認方法
石油熱源機の定格効率（熱効率）は、JIS S 3031 に基づく値、ガス熱源機の定格効率（熱効率）
は、JIS S 2112 に基づく値である。
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３）温水配管の断熱措置
温水式暖房用熱源機から放熱器までの温水配管の断熱措置について入力する。
表 ２-２.１９ 温水配管の断熱措置についての選択肢
選択肢
採用する

採用しない

選択の条件、詳細入力項目
温水配管の周囲を断熱材で被覆している場合に、「採用する」を選択。断
熱材の種類・厚さは問わないが、熱源機から放熱器まで全部が断熱されて
いることが要件。
サヤ管等にできる空気層についてはこれを断熱材とは認めない。
上記以外の場合。
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２-３ ［冷房設備］の入力
１）「冷房方式の選択」
当該住戸に設置する冷房方式であり、本計算方法では、冷房エネルギー消費量を算出するにあ
たり冷房方式を「住宅全体を冷房する方式」および「居室を冷房する方式」に分類し、それぞれ
の方式に適用する冷房設備を設定している。
「冷房設備機器を設置しない」を選択した場合は、
「居室を冷房する方式」でルームエアコンデ
ィショナーにより冷房するものと想定した一次エネルギー消費量が計算される。
表 ２-２.２０ 冷房方式の選択肢
選択肢
①ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を冷房する
②「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれか
に冷房設備機器を設置する
③冷房設備機器を設置しない。

適用される冷房方式
住宅全体を冷房する方式
居室を冷房する方式
居室を冷房する方式

２-３-１ 「ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を冷房する」を選択した場
合
１）「冷房設備機器の選択」
「ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を冷房する」を選択した場合は、ヒートポンプ
式熱源によるダクト式セントラル空調設備を設置するものとして一次エネルギー消費量が計算さ
れる。
※ヒートポンプ式熱源でないダクト式セントラル空調の場合の入力
ヒートポンプ式熱源ではないダクト式セントラル空調を設置する場合は、次の手順で条件を入
力すること。
(1)「冷房方式の選択」で「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに冷房
設備機器を設置する」を選択する。
(2)「主たる居室」および「その他の居室」に、「冷房設備機器を設置しない」または「その他
の冷房設備機器」のうち同じ選択肢を選択。
(3)「その他の冷房設備機器」を選択した場合は、「主たる居室」および「その他の居室」に同
じ機器名称を入力する。

２-３-２ 「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに冷房設備機
器を設置する」を選択した場合
１）「冷房設備機器の選択」
「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに冷房設備機器を設置する」を選
択した場合は、
「主たる居室」と「その他の居室」ごとに、設置する冷房設備機器を選択すること。
「主たる居室」と「その他の居室」のいずれかに冷房設備機器を設置しない場合は、
「設置しない」
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を選択する。
「その他の冷房設備機器」を選択した場合は、機器名称を入力すること。
表 ２-２.２１ 冷房設備機器の選択肢（居室を冷房する方式）
冷房設備機器の種類
ルームエアコンディショナー
その他の冷房設備機器
冷房設備機器を設置しない

運転方法
間歇運転
―
―

備考
一般的な性能のルームエアコン
ディショナーをあてはめて評価

※冷房設備機器を設置する室と設置しない室がある場合
「主たる居室」については、居間（リビング）
・食堂（ダイニング）・台所（キッチン）のいず
れかに冷房設備機器を設置する場合は、その設備機器を選択すること。
「その他の居室」が複数あり、いずれかの室に冷房設備機器を設置する場合は、その機器を選
択すること。
※「その他の冷房設備機器」「冷房設備機器を設置しない」を選択した場合
「主たる居室」や「その他の居室」について、
「その他の冷房設備機器」、
「冷房設備機器を設置
しない」を選択した場合、一般的な性能のルームエアコンディショナーを設置したものと想定し、
一次エネルギー消費量が算定される。

２）ルームエアコンディショナー
「省エネルギー対策の有無および種類」の選択方法は、暖房の場合と同じである。
２台以上のルームエアコンディショナーを設置する場合の判断の方法についても暖房の場合と
同じである。
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３ 換気設備の評価条件の入力
３-１ ［換気］の入力
１）「換気設備の方式」
当該住宅に設置する全般換気設備の方式を選択する。局所換気設備が全般換気設備を兼ねる場
合においては、該当する設備の方式を選択する。

３-１-１ 「ダクト式換気設備を設置する場合」
１）「省エネルギー対策の有無及び種類」
「換気設備の方式」で「ダクト式第１種換気設備」又は「ダクト式第２種または第３種換気設
備」を選択した場合に表示される入力欄である。ダクト式換気設備について実施する省エネルギ
ー対策について入力する。
表 ２-３.１ 省エネルギー対策の有無および種類についての選択肢
選択肢
特に省エネルギー対策をして
いない
採用した省エネルギー対策を
選択する

比消費電力を入力することに
より省エネルギー効果を評価
する

条 件
換気設備について省エネルギー対策を実施していない場合、あ
るいは特に省エネルギー対策を評価しない場合に選択する。
換気設備の省エネルギー対策として、
・径の太いダクトを使用、
・径の太いダクトを使用、かつ直流モーターを採用
しており、その省エネルギー効果を評価する場合に選択し、
「採
用する省エネルギー手法」に進む。
換気設備の省エネルギー対策の効果を比消費電力（設計風量当
たりの換気設備の消費電力）に基づいて評価する場合に選択
し、「比消費電力」に進む。

２）「採用した省エネルギー手法」
「省エネルギー対策の有無及び種類」で「採用した省エネルギー手法を選択する」を選択した
場合に表示される。本計算方法では、ダクト式換気設備の省エネルギー対策として、内径の太い
ダクトを使用した場合と、直流モーターの電動機を採用した場合について、省エネルギー効果を
算定する。
表 ２-３.２ 省エネルギー対策を判断する条件
対策の選択肢
径の太いダクトを使用する。
径の太いダクトを使用し、か
つ DC モーターを採用する。

条 件
内径 75mm 以上のダクトのみを使用している場合
内径 75mm 以上のダクトのみを使用し、かつ電動機がすべて直流
モーターの場合。

３）「比消費電力」
「省エネルギー対策の有無及び種類」で「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果
を評価する」を選択した場合に表示される入力欄である。換気設備の省エネルギー対策として前
項に示される対策以外の手法に取り組む場合などで、省エネルギー効果を一次エネルギー消費量
算定に反映させることができる。

2－41

※比消費電力の算定
全般換気設備の消費電力および全般換気設備の設計風量から次式により求める。
比消費電力

＝

全般換気設備の消費電力（W）

÷

全般換気設備の設計風量（m3/h）

全般換気設備の消費電力は、送風機等の全般換気設備の構成要素が送風機を含めて複数ある場
合においては、それらの消費電力の合計値である。
直流の電動機を用いた定風量制御式の全般換気設備を用いる場合は、設計風量時又は製造事業
者が定める標準的な圧力損失時の消費電力を用いることとし、機外静圧が 0Pa 時の消費電力を用
いてはならない。それ以外の全般換気設備を用いた場合は、設計風量時、製造事業者が定める標
準的な圧力損失時、又は機外静圧が 0Pa 時の消費電力を用いることができる。
設計風量は、第１種換気設備又は第２種換気設備の場合は給気量を対象とし、第３種換気設備
の場合は排気量を対象とする。
※設計風量の計算方法は、別途、建築研究所ホームページで提供する方法に従うこと。

３-１-２ 「壁付け式第１種換気設備」または「壁付け式第２種または第３種換気設
備」を設置する場合
「壁付け式第１種換気設備」または「壁付け式第２種または第３種換気設備」を選択した場合
に表示される入力欄である。ここでは、換気設備について実施する省エネルギー対策について入
力する。

１）「省エネルギー対策の有無及び種類」
壁付け式換気設備について実施する省エネルギー対策について入力する。
表 ２-３.３ 省エネルギー対策の有無および種類についての選択肢
選択肢
特に省エネルギー対策をしていない

比消費電力を入力することにより省
エネルギー効果を評価する

条 件
換気設備について省エネルギー対策を実施していない場
合、あるいは特に省エネルギー対策を評価しない場合に選
択。
換気設備の省エネルギー対策の効果を比消費電力（設計風
量当たりの換気設備の消費電力）に基づいて評価する場合
に選択。

２）「比消費電力」
「省エネルギー対策の有無及び種類」で「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果
を評価する」を選択した場合に表示される入力欄で、当該住宅の換気設備の比消費電力（換気設
備の設計風量当たりの消費電力）を入力する。壁付け式換気設備の省エネルギー対策に取り組む
場合に、省エネルギー効果を一次エネルギー消費量算定に反映させることができる。
※比消費電力の算定
「ダクト式換気設備を設置する場合」における非消費電力の説明を参照のこと。
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３-１-３ すべての換気設備に共通の入力項目
１）「換気回数」の入力
当該住戸における換気回数を選択する。換気回数は、建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2
号の表における「住宅等の居室」の分類等に従い判断すること。
表 ２-３.４ 換気回数の選択肢と判断する条件
換気回数の選択肢
0.5 回
0.7 回

0.0 回

条 件
建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表における「その他の居室」
のみからなる住宅の場合に選択。
建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表において住宅等の居室にお
いて「換気回数が 0.7 以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気
が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造を用い、若しくは国土
交通大臣の認定を受けた居室」を含む住宅の場合に選択。
建築基準法施行令第 20 条の 6 第 2 項及び国土交通省告示第 273 号（平成 15
年 3 月 27 日）に適合し、建築基準法施行令第 20 条の 6 第 1 項に規定され
た機械換気設備の設置が不要となる居室」を含む住宅の場合に選択。

２）「有効換気量率」の入力
「省エネルギー対策の有無及び種類」で「ダクト式第１種換気設備」または「壁付け式第１種
換気設備」を選択した場合に表示される入力欄である。第１種換気設備で熱交換換気設備を用い
ない場合は 1.0 を入力すること。
有効換気量率は、JRA 4056-2006 全熱交換器有効換気量試験方法に則って計測された有効換気
量の給気量に対する比率のことである。

３-１-４ 種類の異なる複数の全般換気設備を設置する場合
※全般換気設備の種類
次表の優先順位の最も高い（値の小さい）全般換気設備で代表させて評価すること。
表 ２-３.５ 種類の異なる複数の全般機械換気設備が設置された場合の優先順位
優先順位
１
２
３
４

全般機械換気設備の種類
ダクト式第１種換気設備
ダクト式第２種またはダクト式第３種換気設備
壁付け式第１種換気設備
壁付け式第２種または壁付け式第３種換気設備

※省エネルギー対策の有無
複数の全般機械換気設備の省エネルギー対策を評価する場合は、次の「ア）仕様から計算する
方法」又は「イ）設計風量及び消費電力から計算する方法」のいずれかの方法による。
※「ア）仕様から計算する方法」
複数の全般換気設備のうち、最も比消費電力の大きい全般換気設備で代表させて評価する。
全般換気設備の仕様から比消費電力を求める方法は次の（１）及び（２）の通りである。
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(1) 「ダクト式換気設備」の場合
表２－３．６の基本となる比消費電力に、表２－３．７に示す省エネルギー対策の効果率を乗
じて比消費電力を求める。
表 ２-３.６ 基本となる比消費電力
全般換気設備の種類
ダクト式第一種換気設備（熱交換あり）
ダクト式第一種換気設備（熱交換なし）
ダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備

基本となる比消費電力
0.70
0.50
0.40

表 ２-３.７ 省エネルギー対策の効果率
ダクトの内径
内径 75mm 以上の
ダクトのみ使用

ダクト式第一種換気設備

上記以外
内径 75mm 以上の
ダクトのみ使用

ダクト式第二種換気設備
または
ダクト式第三種換気設備

上記以外

電動機の種類
直流
交流、または直流と交流
の併用
直流あるいは交流
直流
交流、または直流と交流
の併用
直流あるいは交流

効果率
0.455
0.700
1.000
0.360
0.600
1.000

(2) 「壁付け式換気設備」の場合
壁付け式換気設備の場合、表２－３．８に示す比消費電力を用いることができる。また、送風
機と組み合わせて使用する屋外端末を特定し、その組み合わせに関する有効換気量（第二種又は
第三種の場合は単に風量）及び消費電力がカタログ等に明記されている場合には、その値を使用
することができる。
表 ２-３.８ 壁付け式全般換気設備の比消費電力
全般換気設備の種類

比消費電力
0.70
0.40
0.30
0.30

壁付け式第一種換気設備（熱交換あり）
壁付け式第一種換気設備（熱交換なし）
壁付け式第二種換気設備
壁付け式第三種換気設備

※「イ）設計風量及び消費電力から計算する方法」
複数の全般換気設備の消費電力の合計および複数の全般換気設備の設計風量の合計から次式に
より求める。

：全般換気設備 の消費電力（W）
：全般換気設備 の設計風量（m3/h）
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※有効換気量率
複数の全般機械換気設備を設置する場合の有効換気量率については、最も小さい有効換気量率
を採用する。
複数の全般機械換気設備を設置する場合でかつそのうちの１つが第一種換気設備であり、その
他の設備は第二種換気設備あるいは第三種換気設備の場合は、第一種換気設備の有効換気量率を
採用する。
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３-２ ［熱交換］の入力
１）熱交換型換気設備について
当該住宅に、熱交換型換気設備を設置する場合に、
「熱交換型換気を採用する」を選択する。そ
の際、すべての全般換気設備において、
「①有効換気量率 85％以上かつ温度交換効率 65％以上で
あること」あるいは「②補正温度交換効率 58.8％以上であること」が条件である。
※有効換気量率
有効換気量率は、JRA 4056-2006 全熱交換器有効換気量試験方法に則って計測された有効換気
量の給気量に対する比率のことである。
※温度交換効率
JIS B 8628 全熱交換器に規定された計測方法に則って計測された外気乾球温度、給気乾球温度
及び還気乾球温度を用いて次式により算出された値である。
温度交換効率 %

外気乾球温度

給気乾球温度

外気乾球温度

還気乾球温度

100

※補正温度交換効率
還気のうち給気に漏入する空気の影響により温度交換効率が上昇する分を補正した温度交換効
率であり、次式により算出し少数点以下第二位を四捨五入し小数点以下第一位で表した値である。
補正温度交換効率 %
温度交換効率 %

100
有効換気量率 %
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1

100

温度交換効率 %

４ 給湯設備の評価条件の入力
４-１ ［給湯］の入力
４-１-１ 給湯熱源機の種類
１）「給湯熱源機の種類」
当該住宅に設置する給湯熱源機の種類を選択する。評価時点で給湯熱源機を設置しない場合は
「設置しない」を選択すること。選択肢に無い給湯熱源機を設置する場合は、
「その他の給湯設備
機器の名称」も入力すること。
※ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の評価方法について
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機について、リンナイ社（株）製のタンクユニット型番
が次表のタンクユニット型番に該当する場合に該当する給湯機の種類を選択すること。次表に掲
載の無いタンクユニット型番の場合は、「その他の給湯設備機器」として評価すること。
表 ２-４.１ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の種類とタンクユニットの型番
給湯機の種類
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド 1）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド 2）

タンクユニット型番
RTU50-E240A2-1(W)A
RTU-R500(W)A
RTU-R1000

※種類の異なる複数の給湯機が設置された場合の判断
コージェネレーション設備が設置されている場合はコージェネレーション設備で評価すること。
コージェネレーション設備が設置されていない場合については、次表の優先順位の最も高い（値
の小さい）給湯機で代表させて評価すること。
表 ２-４.２ コージェネレーションを除く種類の異なる複数の給湯機が設置された場合の優先順位
優先順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

１～４地域
電気ヒーター温水器
ガス給湯機
石油給湯機
電気ヒートポンプ給湯機
ガス給湯機（効率 95%以上のもの）
石油給湯機（効率 95%以上のもの）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド１）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド２）
その他の給湯設備機器
給湯設備機器を設置しない

５～８地域
電気ヒーター温水器
ガス給湯機
石油給湯機
ガス給湯機（効率 95%以上のもの）
石油給湯機（効率 95%以上のもの）
電気ヒートポンプ給湯機
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド１）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
（ハイブリッド２）
その他の給湯設備機器
給湯設備機器を設置しない

２）ガス給湯機を設置する場合
「給湯熱源機の種類」でガス給湯機を選択すると表示される欄で、ガス給湯機の効率または種
類を入力し、省エネルギー効果を評価する。
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表 ２-４.３ 効率の入力の選択肢
選択肢
入力しない
JIS 効率を入力することに
より省エネルギー効果を評
価する

条件
効率が分からない場合、あるいは特に省エネルギー効果を評価しな
い場合に選択。
効率の高い給湯熱源器を設置し、効率を入力して省エネルギー効果
を評価する場合に選択。
JIS 効率（％）入力欄が表示されるので、小数点以下１桁まで入力
する。

※ガス給湯機の JIS 効率について
ここで入力する JIS 効率は、対象機器の JIS S 2075 に基づくモード熱効率の値である。
設置する給湯熱源機にモード熱効率が表示されておらず、エネルギー消費効率※が表示されてい
る場合には、次に示す計算式により換算を行った結果の値を入力すること。
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事
業者等の判断の基準等」
（ガス温水機器）に定義される「エネルギー消費効率」をいう。ただし、
給湯暖房兼用機でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯（追炊きなし）
」の場合は、
JIS S 2109 による「（瞬間湯沸器の）熱効率」に基づき測定された値を用いることとする。
※ふろ機能の区分が「ふろ給湯機（追焚あり）
」の場合
JIS 効率（プログラムへの入力値）[%] = エネルギー消費効率[%] － 6.4[%]
※ふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合
JIS 効率（プログラムへの入力値）[%] = エネルギー消費効率[%] － 4.6[%]

３）石油給湯機を設置する場合
「給湯熱源機の種類」で石油給湯機を選択すると表示される欄で、石油給湯器の効率または種
類を入力し、省エネルギー効果を評価する。
表 ２-４.４ 効率の入力の選択肢
選択肢
入力しない
JIS 効率を入力することに
より省エネルギー効果を評
価する

条件
効率が分からない場合、あるいは特に省エネルギー効果を評価しな
い場合に選択。
効率の高い給湯熱源器を設置し、効率を入力して省エネルギー効果
を評価する場合に選択。
JIS 効率（％）入力欄が表示されるので、小数点以下１桁まで入力
する。

※石油給湯機の JIS 効率について
ここで入力する JIS 効率は、対象機器の JIS S2075 に基づくモード熱効率の値である。
設置する給湯熱源機にモード熱効率が表示されておらず、エネルギー消費効率（JIS S 3031 に
基づく連続給湯効率および湯沸効率から算出される値）が表示されている場合には、次に示す計
算式により換算を行った結果の値を入力すること。
JIS 効率（プログラムへの入力値）[%] = エネルギー消費効率[%] － 8.1 [%]
2－48

４）電気ヒートポンプ給湯機を設置する場合
「給湯熱源機の種類」で電気ヒートポンプ給湯機を選択すると表示される欄で、電気ヒートポ
ンプ給湯機の効率を入力し、省エネルギー効果を評価する。
表 ２-４.５ 効率の入力の選択肢
選択肢
入力しない
JIS 効率を入力することに
より省エネルギー効果を評
価する

条件
効率が分からない場合、あるいは特に省エネルギー効果を評価しな
い場合に選択。
効率の高い給湯熱源器を設置し、効率を入力して省エネルギー効果
を評価する場合に選択。
JIS 効率（％）入力欄が表示されるので、小数点以下１桁まで入力
します。

※電気ヒートポンプ給湯機の JIS 効率について
ここで入力する JIS 効率は、対象機器の JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）または
年間給湯効率（JIS）の値である。
設置する機種に日本冷凍空調工業会標準規格 JRA4050:2007R に基づく年間給湯効率（APF）
が表示されている場合は、次の換算式により入力すること。
※ふろ機能の区分が「ふろ給湯機（追焚あり）
」の場合
JIS 効率（プログラムへの入力値）[-] = JRA4050:2007R の年間給湯効率（APF）－ 0.7
※ふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合
JIS 効率（プログラムへの入力値）[-] = JRA4050:2007R の年間給湯効率（APF）－ 0.5
JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）・年間給湯効率（JIS）、および JRA4050:2007R
に基づく年間給湯効率（APF）のどちらも表示されていない場合は、あるいはこれらの効率を入
力しない場合は、「入力しない」を選択すること。

５）「ふろ機能の種類について」
設置した給湯熱源機のふろ機能の種類について、表 2-4.6 に従って選択する。
表 ２-４.６ 給湯熱源機のふろ機能の種類
種類
（選択肢）
給湯単機能
ふろ給湯機（追焚なし）
ふろ給湯機（追焚あり）

ふろ機能の条件
湯張り時
水栓から湯張り
自動湯張り
自動湯張り

沸かしなおし時
水栓から差し湯
水栓から差し湯
追焚（自動保温等）

６）種類の同じ給湯機が複数設置されている場合の判断
当該給湯機の効率とふろ機能の種類について、次に示すように、それぞれの項目別に判断する
こと。
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※当該給湯機の効率
最も効率の低い機器の仕様を入力すること。
※ふろ機能の種類
次の順番で評価すること。
「ふろ給湯機（追焚あり）」＞「ふろ給湯機（追焚なし）」＞「給湯単機能」
なお、これらの機能は機能別に判断するとし、例えば次のような場合は、評価は、効率 87%・
「ふろ給湯機（追焚あり）」とする。
給湯機１：効率 87%・「給湯単機能」
給湯機２：効率 90%・「ふろ給湯機（追焚あり）
」

４-１-２ 配管
１）配管方式
配管方式および配管径について選択する。
表 ２-４.７ 配管方式の種類
種類（選択肢）
先分岐方式
ヘッダー方式

条件
給湯熱源機から各給湯先までの給湯配管が先分岐方
式の場合。
給湯熱源機から給湯ヘッダーを介し各給湯先まで配
管する場合。

ヘッダー方式の場合、ヘッダー分岐後のすべての配管径が 13A 次の場合に限り、配管方式を小
口径化することによる省エネルギー効果が認められる。

４-１-３ 「水栓について」
給湯先の水栓の仕様について、
「台所水栓」、
「浴室シャワー水栓」、
「洗面水栓」ごとに水栓の種
類と節湯方式を選択します。なお、各用途に複数の水栓がある場合には、評価対象とする水栓を
指定の上、その水栓の仕様を入力すること。
節湯方式として、
「手元止水機能を有する水栓」と「水優先吐水機能を有する水栓」を評価する。
※節湯水栓の定義
節湯水栓とは、湯の使用量低減により一次エネルギー消費量の削減に資する水栓のうち、2 バ
ルブ水栓以外の水栓（給水給湯の混合機構がサーモスタット・ミキシングまたはシングルレバー
のいずれか）であり、かつ、手元止水機能又は水優先吐水機能を有する水栓、および手元止水機
能と水優先吐水機能の両方を有する水栓をいう。
※手元止水機能を有する水栓の定義
手元止水機構を有する水栓とは、水栓台所及び水栓シャワーにおいて、吐水切替機能、流量お
よび温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッ
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チで吐水及び止水操作ができる機能を有する湯水混合水栓である。
※水優先吐水機能を有する水栓の定義
水優先吐水機能を有する水栓とは、水栓台所及び水栓洗面において、吐水止水操作部と一体の
温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造、又は、湯
水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓
あるいは取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものである。ただし、吐
水止水操作部と一体の温度調節部が水栓本体の側面に位置し、水栓正面に対して前後の操作で温
度調節するものは除く。

１）「台所水栓」
台所水栓が「２バルブ水栓」であるか、「２バルブ水栓以外のその他の水栓」（サーモスタット
湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓またはシングルレバー湯水混合水栓）であるかを選択し、
「２バルブ水栓以外のその他の水栓」を選択した場合には、台所水栓の節湯方式（手元止水機能
および水優先吐水機能）の採用の有無を選択する。
※複数の台所に節湯水栓が設置されている場合
(1) ２バルブ水栓か否か
１箇所でも２バルブ水栓が設置されていれば２バルブ水栓で評価すること。
(2) 手元止水機能
１箇所でも手元止水機能がついていなければ「採用しない」で評価すること。
(3) 水優先吐水機能
１箇所でも水優先吐水機能がついていなければ「採用しない」で評価すること。
※なお、これらの機能は機能別に判断するとし、例えば、
水栓１：手元止水機能あり・水優先吐水機能なし
水栓２：手元止水機能なし・水優先吐水機能あり
の場合、評価は、「手元止水機能なし・水優先吐水機能なし」とする。
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※台所水栓の節湯方式の例
【手元止水機能】
吐水・止水操作スイッチ

流量調節部
温度調節部

図 ２-４.１ 手元止水機能の例１

流量調節部
温度調節部

吐水・止水操作スイッチ

図 ２-４.２ 手元止水機能の例２

水栓本体のスイッチや足元のスイッチにより、炊事中にもカランからの吐水・止水を容易に操
作できる。
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【水優先吐水機能】
水栓の正面

レバーハンドル
流量調節部
温度調節部

正面

図 ２-４.３ 水優先吐水機能の例１（正面では湯が吐出しない構造の例）

レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、
正面から左に向かって湯が吐水される。通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

水専用吐水・止水スイッチ

流量調節部
温度調節部

図 ２-４.４ 水優先吐水機能の例２（水専用の吐水止水操作部の例）
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２）「浴室シャワー水栓」
浴室シャワー水栓が「２バルブ水栓」であるか、「２バルブ水栓以外のその他の水栓」（サーモ
スタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓またはシングルレバー湯水混合水栓）であるか
を選択し、
「２バルブ水栓以外のその他の水栓」を選択した場合には、シャワー水栓の節湯方式（手
元止水機能）の採用の有無を選択する。
※浴室にシャワー水栓がない場合は、手元止水機能を採用しないものとして評価する。
※複数の浴室に節湯水栓が設置されている場合
(1) ２バルブ水栓か否か
１箇所でも２バルブ水栓が設置されていれば２バルブ水栓で評価すること。
(2) 手元止水機能
１箇所でも手元止水機能がついていなければ「採用しない」で評価すること。
※浴室シャワー水栓の節湯方式の例
【手元止水機能】

流量調節部
（シャワー）

吐水・止水操作スイッチ
（シャワー）
温度調節部

温度調節部

流量調節部

吐水・止水操作スイッチ
（カラン、シャワー）

流量調節部
（カラン）

図 ２-４.５ 手元止水機能の例１

図 ２-４.６ 手元止水機能の例

シャワーヘッドのスイッチにより、シャワー中にもシャワーヘッドからの吐水・止水を容易に
操作できる。
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３）「洗面水栓」
洗面水栓が「２バルブ水栓」であるか、「２バルブ水栓以外のその他の水栓」（サーモスタット
湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓またはシングルレバー湯水混合水栓）であるかを選択し、
「２バルブ水栓以外のその他の水栓」を選択した場合には、洗面水栓の節湯方式（水優先吐水機
能）の採用の有無を選択する。
※複数の洗面に節湯水栓が設置されている場合
(1) ２バルブ水栓か否か
１箇所でも２バルブ水栓が設置されていれば２バルブ水栓で評価すること。
(2) 水優先吐水機能
１箇所でも水優先吐水機能がついていなければ「採用しない」で評価すること。
※洗面水栓の節湯方式の例
【水優先吐水機能】
水栓の正面
レバーハンドル

流量調節部
温度調節部

正面

図 ２-４.７ 水優先吐水機能の例

レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、
正面から左に向かって湯が吐水される。通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

2－55

４-１-４ 「浴槽について」
１）浴槽の保温措置
浴槽の保温措置について選択する。
表 ２-４.８ 浴槽の保温措置の選択肢
種類（選択肢）
高断熱浴槽を使用しない

高断熱浴槽を使用する

条件
保温措置の施された浴槽を使用していない場合、あ
るいは、特に浴槽の保温措置の効果を評価しない場
合に選択する。
すべての浴槽において保温措置の施された高断熱浴
槽を使用している場合に選択する。

※高断熱浴槽の判断
高断熱浴槽とは、JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」およびこれと同等以上の性能を有する
ことが確認できるものが対象である。
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４-２ ［太陽熱給湯］の入力
当該住宅に、太陽熱給湯設備を設置する場合に評価します。
表 ２-４.９ 太陽熱給湯設備の種類
種類（選択肢）
太陽熱温水器
（太陽熱給湯１）

ソーラーシステム
（太陽熱給湯２）

条件
太陽熱を利用して給湯する装置のうち、JIS A4111 に規定される集熱部と貯
湯部との間の熱輸送に自然循環作用を利用する自然循環形温水器と、集熱部
と貯湯部とが一体となったくみ置形温水器（参考図参照）。ただし、JIS A4111
「太陽熱温水器」に規定される集熱性能に適合している製品を対象とする。
太陽熱を利用して給湯する装置のうち、JIS A4112 に規定される集熱媒体を
強制循環する太陽集熱器と、JIS A4113 に規定される蓄熱媒体により熱エネ
ルギーを顕熱として貯蔵する太陽蓄熱槽を組み合わせた機器の総称（参考図
参照）。ただし、JIS A4112「太陽熱集熱器」に規定される集熱性能に適合し
ている製品でかつ液体集熱式集熱器のみを対象とする。
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参考図 太陽熱温水器（太陽熱給湯１）とソーラーシステム（太陽熱給湯２）
（出典：国総研･建研監修、（一財）建築環境・省エネルギー機構：自立循環型住宅への設計ガイドラ
イン）

１）「太陽熱給湯設備の採用について」
当該住宅に太陽熱給湯を「採用しない」か「採用する」かについて選択する。
「採用する」場合
は、システムの種類を選択する。
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４-２-１ 「太陽熱温水器（太陽熱給湯１）を設置する場合」
「太陽熱給湯設備の採用について」で太陽熱温水器（太陽熱給湯１）を選択した場合に表示さ
れる。システムの仕様・設置条件を入力する。

１）「集熱総面積」
太陽熱温水器で用いる太陽熱集熱部の集熱総面積であり、自然循環形温水器の場合は JIS
A4111 に規定される集熱部総面積、くみ置形温水器の場合は JIS A4111 に規定される集熱貯湯部
総面積の値である。

２）「集熱部の設置方位角」
太陽熱温水器で用いる太陽熱集熱部が向く方位角度である。

図 ２-４.８ 方位角の考え方

図 ２-４.９ 方位角の選択肢

３）「集熱部の設置傾斜角」
太陽熱温水器で用いる太陽熱集熱部が設置された傾斜角度（水平面からの角度）であり、設置
した傾斜角の 1 の位を四捨五入し、該当する傾斜角を選択すること。
（例えば 26 度の場合は四捨
五入して 30 度を選択。）
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表 ２-４.１０ 尺貫法からの換算（参考）
傾斜角

尺貫法による角度
三寸勾配
四寸勾配
五寸勾配
六寸勾配
七寸勾配

換算値
約 16.70 度
約 21.80 度
約 26.57 度
約 30.96 度
約 34.99 度

選択肢
20 度
30 度

４-２-２ 「ソーラーシステム（太陽熱給湯２）を設置する場合」
「太陽熱給湯設備の採用について」でソーラーシステム（太陽熱給湯２）を選択した場合に表
示される入力欄であり、システムの仕様・設置条件を入力する。

１） 「集熱総面積」
ソーラーシステムで用いる太陽熱集熱部の集熱総面積であり、JIS A4112 に規定される集熱器
総面積の値である。
※有効集熱面積の判断方法、選択肢
太陽熱温水器の項を参照のこと。

２）「集熱部の設置方位角」
ソーラーシステムで用いる太陽熱集熱部が向く方位角度である。
※方位角の考え方、選択肢
太陽熱温水器の項を参照のこと。

３）「集熱部の設置傾斜角」
ソーラーシステムで用いる太陽熱集熱部が設置された傾斜角度（水平面からの角度）である。
※傾斜角の考え方、選択肢
太陽熱温水器の項を参照のこと。

４）「貯湯タンクの容量」
ソーラーシステムを構成する貯湯タンクの容量である。貯湯タンクが複数ある場合はそれぞれ
の貯湯タンクの容量を合計した値を入力すること。
タンクの容量は JIS A 4113 で表示される貯湯槽容量を用いること。
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表 ２-４.１１ 貯湯タンク容量の選択肢
容量（選択肢）

条件

100 リットル
150 リットル
200 リットル
300 リットル

貯湯タンク容量が 100 リットル以上 150 リットル未満の場合
貯湯タンク容量が 150 リットル以上 200 リットル未満の場合
貯湯タンク容量が 200 リットル以上 300 リットル未満の場合
貯湯タンク容量が 300 リットル以上 400 リットル未満の場合

400 リットル以上

貯湯タンク容量が 400 リットル以上の場合
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５ 照明設備の評価条件の入力
５-１ ［照明］の入力
本計算方法において評価対象とする照明設備は、室空間における照明計画の対象となる照明設
備である。
表 ２-５.１ 評価対象とする照明設備

対象
対象外

① 生活や作業のための明視性を確保するための照明設備
（一般的な全般照明と局所照明）
② 休息や団欒のための快適性を確保するための照明設備
（ブラケット、フロアスタンド、テーブルスタンド等）
③ 照明を象徴、装飾、芸術とする演出性を確保するための照明設備
（シャンデリア、光のアート等）
① 室空間における照明計画段階で通常除かれる照明設備
（一時的な視作業のみを目的とするデスクスタンド等）
② 防犯、防災、避難などのための安全性を確保するための照明設備
（常夜灯、足元灯等）

５-１-１ 「主たる居室」
当該住宅の主たる居室（リビング、ダイニング、キッチンの全て）に設置する照明設備につい
て入力する。

１） 「設置の有無」
主たる居室に照明設備を「設置しない」または「設置する」を選択する。リビング、ダイニン
グ、キッチンのいずれかに一か所にでも照明機器を設置する場合は、
「設置する」を選択すること。

２） 「白熱灯の使用」
主たる居室に設置する照明器具に白熱灯を設置しているかどうかを選択する。一か所にでも白
熱灯を設置する場合は、
「いずれかの機器において白熱灯を使用している」を選択すること。
※白熱灯の判断
一般電球、ハロゲンランプ、ミニクリプトンランプ等の照明機器を指す。
※キッチンに設置するレンジフード内の手元灯については、白熱灯等以外の器具が設置されて
いる製品が少ないため、当面の間（平成２７年３月３１日までの間）
、評価対象外とする。

３）「多灯分散照明方式の採用」
２）
「白熱灯の使用」で「すべての機器において白熱灯を使用していない」を選択した場合に表
示される入力欄であり、主たる居室において多灯分散照明方式を採用している場合に「採用する」
を選択する。ただし、多灯分散照明方式を構成する照明器具の消費電力の合計が、拡散配光器具
（居室等、広い範囲を照らすための配光を有する照明器具。蛍光灯のシーリングライト等）によ
り必要な設計照度を得るための照明設備（白熱灯以外の設備を想定）の消費電力の合計を超えな
いことが条件である。
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・多灯分散照明方式を採用すると判断する場合の消費電力合計の制限

：主たる居室における複数の照明設備の消費電力の合計（単位 W）
：主たる居室における拡散配光器具の場合の室内光束で次の式による（単位 lm）
：主たる居室における白熱灯以外の場合の平均総合効率

・拡散配光器具の場合の室内光束

70.0（単位 lm/W）

（単位 lm）の求め方

232

1.65

817

50

：主たる居室の床面積（単位 m2）
：主たる居室における設計照度

100.0（単位 lx）

※多灯分散照明方式の判断
多灯分散照明方式とは、一室に複数の照明設備を分散させ、消費電力の合計を制限し設置する
ことで、運用時の消費電力量削減と光環境の向上を図る照明方式のことである。居室での過ごし
方に応じて必要な照明器具を選択して点灯することで省エネルギーとなる。

４）「調光が可能な制御」
「設置の有無」で照明設備を「設置する」を選択した場合に表示される入力欄であり、主たる
居室の照明設備のいずれかに調光が可能な制御を採用している場合に、「採用する」を選択する。
※調光が可能な制御の判断
「調光が可能な制御」とは、照明設備が光束を段階的もしくは無段階で調節できる機能のこと
である。照明設備本体が有する調光機能による場合と、照明設備本体とは別の調光器による場合
がある。2～3 本の蛍光灯がセットになった照明器具で、スイッチにより点灯本数を調整する「段
調光」も当てはまる。

５-１-２ 「その他の居室」
当該住宅のその他の居室に設置する照明設備について入力する。

１） 「設置の有無」
その他の居室に照明設備を「設置しない」または「設置する」を選択します。寝室、子ども室、
和室等、その他の居室が複数ある場合、いずれかの居室に一か所でも設置する場合は、
「設置する」
を選択する。

２）「白熱灯の使用」
その他の居室に設置する照明器具に白熱灯を設置しているかどうかを選択する。その他の居室
が複数ある場合、一か所でも白熱灯を設置する場合は、
「いずれかの機器において白熱灯を使用し
ている」を選択すること。
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※白熱灯の判断は「主たる居室」の項を参照。
※クローゼット・納戸等に設置する器具は「非居室」で評価します。

３）「調光が可能な制御」
「設置の有無」で照明設備を「設置する」を選択した場合に表示される入力欄である。その他
の居室の照明設備のいずれかに調光が可能な制御を採用している場合に、
「採用する」を選択する
こと。
※調光が可能な制御の判断は「主たる居室」の項を参照のこと。

５-１-３ 「非居室」
１）「設置の有無」
非居室に照明設備を「設置しない」または「設置する」を選択する。浴室・洗面所・トイレ・
廊下・玄関等、非居室のうちいずれか一か所でも設置する場合は、「設置する」を選択のこと。

２）「白熱灯の使用」
非居室に設置する照明器具に白熱灯を設置しているかどうかを選択し、非居室に設置する照明
設備のうち一か所でも白熱灯を設置する場合は、
「いずれかの機器において白熱灯を使用している」
を選択すること。
※白熱灯の判断は「居室」の項を参照のこと。
※クローゼット・納戸等に設置する器具は「非居室」で評価すること。

３）「人感センサー」
「設置の有無」で照明設備を「設置する」を選択した場合に表示される入力欄であり、非居室
の照明設備のいずれかに人感センサーを採用している場合に、「採用する」を選択すること。
※人感センサーを採用する場合の判断
「人感センサー」とは、人を感知して自動で照明設備を点滅させる機能をさす。
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６ 発電設備の評価条件の入力
６-１ ［太陽光発電］の入力
当該住宅に、太陽光発電設備を設置する場合に評価する。太陽光発電を設置する場合は、別途
［基本情報］タブで「年間日射地域区分」を指定すること。

１）「太陽光発電の採用について」
当該住宅に太陽光発電を「採用しない」か「採用する」かについて選択する。
「採用する」場合
は、
「方位の異なるパネル」の面数を選択する（1 面（1 方位）から 4 面（4 方位）まで）。同じ方
位に設置する場合でも、
「太陽電池アレイ設置方式」や「パネルの設置傾斜角」等の仕様が異なる
場合は、異なるパネルとして区別して入力すること。入力に際しては、
「太陽電池アレイのシステ
ム容量」の大きいものから順に入力し、4 を超える太陽熱パネルについては、評価対象外とする。

６-１-１ 「方位の異なるパネル」ごとの設置条件
「方位の異なるパネル」の面数に応じて表示される入力欄です。それぞれの方位のパネル毎に
設置条件を入力します。

１）「太陽電池アレイのシステム容量」
太陽電池アレイとは太陽電池モジュールまたは太陽電池パネルを機械的に一体化し、結線した
集合体のことである。設置した太陽電池アレイのシステム容量（単位 kW）を次の方法で確認し、
小数点以下 2 桁で入力すること。
①JIS C8951「太陽電池アレイ通則」の測定方法に基づき測定され、JIS C8952「太陽電池アレ
イの表示方法」に基づいて表示された「標準太陽電池アレイ出力」が確認出来る場合はその
値を入力すること。
②標準太陽電池アレイ出力が記載されていない場合は、製造業者の仕様書又は技術資料などに
次表の JIS 等に基づいて記載された太陽電池モジュールの 1 枚あたりの標準太陽電池モジュ
ール出力の値の合計値を入力すること。
表 ２-６.１ 標準太陽電池モジュール出力の準拠規格
太陽電池の種類
結晶系太陽電池
結晶系以外の太陽電池
アモルファス太陽電池
多接合太陽電池

条件
JISC8918、 JISC8990 又は IEC61215
JISC8991 又は IEC61646
JISC8939
JISC8943

２）「太陽電池アレイの種類」
太陽電池の種類を「結晶系太陽電池」と「結晶系以外の太陽電池」から選択する。結晶系太陽
電池であるかどうかは、製造業者の仕様書又は技術資料などにより確認すること。

３）「太陽電池アレイ設置方式」
太陽電池アレイを屋根や屋上に設置する方式について選択する。
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表 ２-６.２ 太陽電池アレイ設置方式の選択肢
設置方式（選択肢）
架台設置形
屋根置き形
その他

条件
太陽電池モジュールを、屋根と空隙を設けて間接に設置した太陽電池
アレイで屋根置き形以外のものの場合に、この項目を選択。
太陽電池モジュールを、屋根と平行に空隙を設けて間接に設置した場
合にこの項目を選択。
上記以外の設置方式で、屋根用アレイのうち「屋根材一体型」の場合、
あるいは壁用アレイ並びに窓用アレイなどの場合はこの項目を選択。

４）「パネル設置方位角」
設置する太陽光発電パネルが向く方位角度（真南から東方向あるいは西方向にふれた角度）で
ある。

図 ２-６.１ 方位角の考え方

図 ２-６.２ 方位角の選択肢
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５）「パネル設置傾斜角」
設置する太陽光発電パネルの傾斜角度（水平面からの角度）である。設置した傾斜角の 1 の位
を四捨五入し、該当する傾斜角を選択すること。（例えば 26 度の場合は四捨五入して 30 度を選
択。）
表 ２-６.３ 尺貫法からの換算（参考）
傾斜角

尺貫法による角度
三寸勾配
四寸勾配
五寸勾配
六寸勾配
七寸勾配

換算値
約 16.70 度
約 21.80 度
約 26.57 度
約 30.96 度
約 34.99 度
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選択肢
20 度
30 度

６-２ ［コージェネレーション］の入力
コージェネレーション（家庭用ガスエンジンコージェネレーション、燃料電池コージェネレー
ション）を設置する場合に評価する。

１）「コージェネレーションの採用について」
当該住宅にコージェネレーションを「採用しない」か「採用する」かについて選択し、
「採用す
る」場合は、次表に記す発電ユニット品番に基づいて「コージェネレーション」の種類を選択す
ること。
表 ２-６.４ コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（GEC）
区分

発電ユニット品番※1
製造事業者又はブランド事業者
UCAJ（※2）
本田技研工業（株）
UCBJ（※2）
本田技研工業（株）
GEC1
UCCJ（※2）
本田技研工業（株）
UCEJ（※2）
本田技研工業（株）
UCGJ（※2）
本田技研工業（株）
GEC2
UCJJ（※2）
本田技研工業（株）
※1 発電ユニット品番は、ガス発電ユニットの製造メーカー（本田技研工業（株））の形式名である。
※2 末尾に枝番がある品番も含む。（例 -1 等）
表 ２-６.５ コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（PEFC）
区分
PEFC1

PEFC2

PEFC3

PEFC4

発電ユニット品番※1
FC-109R13S
FC-109R13C
FC-109R13K
NA-0109ARS-K
FCP-070CPA2
FCP-075CPG2
FCP-070CNA2(EC)
FCP-070CPA2（EC）
FCP-075CPG2（EC）
191-ES01
NA-0111ARS-K
NA-0111ARS-KT
FC-75AR13S
FC-75AR13K
FC-75AR13H
191-PA01
NQ-0712ARS-KG
NQ-0712ARS-K
NQ-0712ARS-KB
NQ-0713ARS-KGB
191-TB02
191-TB03
(P)191-TB02
(P)191-TB03
TM1-AD-NP
TM1-AD-L
TM1-AD-LP
TM1-AD-MP
TM1-AD-DP

製造事業者又はブランド事業者
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）、東邦ガス（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
コスモ石油ガス（株）
コスモ石油ガス（株）
大阪ガス（株）
東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東京ガス（株）
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
大阪ガス（株）
東京ガス（株）
東邦ガス（株）
東邦ガス（株）
東京ガス（株）
大阪ガス（株）
大阪ガス（株）
大阪ガス（株）
大阪ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
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区分

発電ユニット品番※1
製造事業者又はブランド事業者
TM1-AD-DRQ
東芝燃料電池システム（株）
TM1-AD-LRQ
東芝燃料電池システム（株）
TM1-AD-N
東芝燃料電池システム（株）
TM1-AD-M
東芝燃料電池システム（株）
TM1-AD-D
東芝燃料電池システム（株）
191-TB01
大阪ガス（株）
(P)191-TB01
大阪ガス（株）
NQ-0111ARS-KG
東京ガス（株）
NQ-0109ARS-K
東邦ガス（株）
PEFC5 TM1-Z-L
東芝燃料電池システム（株）
TM1-Z-LR
東芝燃料電池システム（株）
TM1-Z-N
東芝燃料電池システム（株）
TM1-Z-N12
東芝燃料電池システム（株）
TM1-Z-NR
東芝燃料電池システム（株）
191-PA02
大阪ガス（株）
NA-0813ARS-K
東京ガス（株）、東邦ガス（株）
PEFC6 NA-0813ARS-KT
東京ガス（株）
FC-75CR13R
パナソニック（株）アプライアンス社
FC-75CR13K
パナソニック（株）アプライアンス社
※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援
補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 25
年 5 月 23 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy24/outline/page03.html

表 ２-６.６ コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（SOFC）
発電ユニット品番※1
製造事業者又はブランド事業者
FCP-070CPC2
JX 日鉱日石エネルギー（株）
FCP-070CPD2
JX 日鉱日石エネルギー（株）
SOFC1 FCP-070CNB2
JX 日鉱日石エネルギー（株）
FCP-070CNC2
JX 日鉱日石エネルギー（株）
NJ-0712ARS-K
東邦ガス（株）
大阪ガス（株）
192-AS01
192-AS02
大阪ガス（株）
東邦ガス（株）
SOFC2 NT-0712ARS-K
NT-0713ARS-K
東京ガス（株）、東邦ガス（株）
FCCS07A2NA
アイシン精機（株）
※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援
補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 25
年 5 月 23 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy24/outline/page03.html
区分
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