－1－

岷峵峲岰峕峃峵

૨峘ଐ岮崩崏崫崗嵒崡崰峼ਛ峑

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷峕峒峍峐

ଢ଼ୖ

峘嵊崩嵁嵤崟嵏嵛ৣ

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷

৫ੵਯੜਸ

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷峘

ੰৠ峁峉岮ਖ

હஈ峔峆峔峆ীෲટ

岶岬峵

崩崏崫崗峕ਂ

崩崏崫崗峼৫峑岷峔岮

峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峘峴岵岶峹岵峳

岷峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峘ટ峼ৰ峑

峑岬峴અ岲岽峪

崩崏崫崗嵒崡崰峘ৰৎ岶峹岵峳峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峼ർ峁峐峬ৄ峎岵峳峔岮

崩崏崫崗ટ峘༜ਊਙ岶નੳ岿島峐岮峔岮

崩崏崫崗峘৯峮ਏਙ岶ਂ

岶ਂ

崩崏崫崗ઍ峙৶ੰ峑岷峵岶崩崏崫崗峃峵ਔ

崩崏崫崗ઍقସਖ峒ਖ਼੦ك岶৶ੰ

岷峔岮

ফرੜਸ峃峵

崩崏崫崗ඨ৯岶ಔ峕୯ਸ岿島岝ඨ৯岶

崩崏崫崗ৌ峘નੳ峕ૐর峑

崩崏崫崗峕૮ྤ峕ৎ岶岵岵峵

崩崏崫崗ৌਗ峘ඨ৯峼崩崏崫崗岿峅峳島峵
ق崩崏崫崗ৌਗ峘৶峨峑੶ൗ岶ਏك

岮

ৄઉ峁岶峑岷峐岮峔

ଡਛଵ৶岶ਂેী

崩崏崫崗嵒崡崰峘ৰৎ岶ଝ

ઌ

ઇ岶岿島峐岮峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷峢峘ఢੴ嵓嵤嵓ಉ峘

峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峘৳ଵৃਚ岶ఢੴ岿島峐岮

ઌ

岮

崩崏崫崗ટ峘༜ਊਙનੳ্১岶岬岮峨

崩崏崫崗嵒崡崰岶അੳ岿島峐岮峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峘৯岶੶ൗ岿島峐岮峔岮

ઌ

崩崏崫崗৶嵣ూବ岶੶ൗ岿島峐岮峔岮

ઌ

岮峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷峘ଳਡ峑੶岿島峐

峵

༚ྂ৲峁峐岮

崩崏崫崗ඨ৯岶

峔峆峔峆ীෲ

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷岶ਂન

ா峕ৄઉ峃௯ଅ岶峔岮

崩崏崫崗嵒崡崰峘അੳ岶ଝ

岮峔岮

ඨ৯峼୯ਸ峃峵崿嵕崣崡岶નয়岿島峐

ق崩崏崫崗嵒崡崰ਝੑ崿嵕崣崡峘ਏ੯峑峙峔岮峉峫ৌਗ峒峃峵ك

崩崏崫崗嵒崡崰峘ৰৎ峼ଝ峃峵

崩崏崫崗嵒崡崰峘৳ଵৃਚ峼ਝ峃峵

崩崏崫崗ટ峘༜ਊਙ峼નੳ峃峵

崩崏崫崗嵒崡崰峘അੳ峼ਝ峃峵

崩崏崫崗嵒崡崰峘৯峼ਝ峃峵

崩崏崫崗ඨ৯峘崩崏崫崗৶峼ਝ峃峵

崩崏崫崗ඨ৯嵣ટ峘੶嵓嵤嵓峼ਝ峃峵

峵

峐岮峔岮
ઌ

崩崏崫崗ඨ৯峘୯ਸ嵣ৄઉ峁崿嵕崣崡峼ଝ峃

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷峼ਝ峃峵

ৌੁ੧ق崩崏崫崗嵒崡崰ਛ峕ਏ峔ਏಞك

ඨ৯峼ৄઉ峁峃峵崿嵕崣崡岶નয়岿島

ق崩崏崫崗嵒崡崰ਝੑ崿嵕崣崡峘ਏ੯峑峙峔岮峉峫ৌਗ峒峃峵ك

୯ਸ੦峼ਝ峑岷峔岮

ৄઉ峁੦峼ਝ峑岷峔岮


ઌ

崩崏崫崗ৌਗ峕峃峵৶峘ହ岶

ೃ峁峐岮峵

ઌ
ਛ峙崩崏崫崗島峼ૌ২峕

ق崩崏崫崗嵒崡崰ਝੑ崿嵕崣崡峘ਏ੯峑峙峔岮峉峫ৌਗ峒峃峵ك

༜ਊਙ峼નੳ峃峵嵓嵤嵓岶ଝ

ઌ

ઌ

崩崏崫崗嵒崡崰ઞ৷ଳਡ峘੶嵓嵤嵓岶峔岮

ઌ

୯ਸ੦岶峔岮

ৄઉ峁੦岶峔岮

崡崰峼ઞ৷峃峣岷峒ಔ峕અ岲峐岮峵

ਛ峙峃峣峐峘ઞ৷岶峂崩崏崫崗嵒

ઌ

ਏ੯ଝ嵤ৰৎ

ଵ৶ਝੑ嵤ఢੴ嵓嵤嵓

ଵ৶ਝੑ嵤৳ଵৃਚ

ଵ৶ਝੑ嵤അੳ嵓嵤嵓

ਏ੯ଝ嵤৯

ઍਝੑ嵤崩崏崫崗৶

ઍਝੑ嵤੶嵓嵤嵓

ઍਝੑ嵤崩崏崫崗ඨ৯

৳ஹਝੑ嵤ৄઉ峁嵓嵤嵓

৳ஹਝੑ嵤ટ၎ഄ

৳ஹਝੑ嵤୯ਸ嵓嵤嵓

ਏ੯ଝ嵤ઞ৷

63&'峘ਏಞ

付録2. S-PCD︓チェックリストの設計プロセス（追加・⾒直しプロセス含む）

PROCESS
定義文

何を（What）
目的

要件定義
要件定義
フェーズ

使用者

実施時期

チェック項目

INPUTを使ってどうやって作るか︖（How）
まず、何を防止するためのリストとするのかを明確にする。
理由︓目的外のチェック項目の増加防止。
チェックリストを使用する使用者を明確にする。
理由︓使用者を絞ることで、無駄なチェック項目を削減する。

チェックリスト
・はじめにシート
[目的]
[使用者]
[実施時期]

目的と実施者を踏まえて、チェックリストを実施する時期を明確にする。
理由︓必要な⼈が必要な時にだけ実施することで無駄な⼯数を削減する。

チェックが必要な理由、経緯、背景を記載する。
理由︓なんの為にチェックするのか明確にすることで、形骸化を防止する。

記述ルール

以下のような記述ルールを定義する。
(理由︓内容理解と結果記⼊を助ける為)
・チェック⼿順と内容は具体的か︖使用者は理解できるか︖
・抽象的で曖昧な表現はないか︖(かなり、多少、⼤きい、⼩さいなど）
・用語は統⼀されているか︖誤解を招く表現はないか︖
・確認結果の記述⽅法は選択肢にできるか︖
（自由記述は回答のブレや回答者への負荷が⾼い為、極⼒避けること）

保管場所

構成管理サーバの保管場所を明確にする。
理由︓使用者が常に最新のチェックリストを使ってチェックできるようにする。

周知ルール

以下を明確にして、開発プロセスに織り込む。
構成管理サーバの保管場所、構成管理サーバへのコミットログの記述ルール、
チェックリストの使い⽅、チェックリスト更新時の連絡先
理由︓使用者が常に最新のチェックリストを使ってチェックできるようにする。

内容設計

チェックリスト
・はじめにシート
[記述ルール]
・チェックシート
[チェック項目]
[チェック理由欄]

開発プロセス定義書

管理設計

承認ルール

保守設計

チェックリスト
・はじめにシート
[保管場所]
[周知ルール]
[承認ルール]
・チェックシート
[エビデンス]
承認者、代理承認者を明確にする。また、承認者はチェック内容の妥当性をどう
やって確認するか明確にする。
理由︓チェックの妥当性を有識者が確認することで、品質を担保し形骸化を防
止する。

結果履歴

結果履歴が必要かどうかを検討する。
理由︓結果履歴欄を設けることで、チェックリストの⾒直し時にチェック項目の必
要性を分析することができる。

追加ルール

「チェック項目」と同様。

⾒直しルール

いつ、何を⾒直すのかを明確にする。削除ルールが必要なら設ける。
理由︓無駄なチェック項目がないかをそれまでの実績を元に⾒直すことで、常に
必要なチェック項目だけを残し、形骸化を防止する。

－2－

明確化のポイント／注意点
・自組織で運営されるライフサイクルプロセスとの関連性も含めて明確
化することで具体的な検討が⾏える。
・必要に応じて参考となる他のプロセスモデル（プロセスフロー、プロセ
ス群 等）を活用した検討も効果的である。
・チェックリストを使用する[使用者]のスキル（経験年数や取得資格
等）を考慮することで、適切なチェックができるような⼯夫が必要。
（チェック項目の記載内容が異なってくるため）
・チェックリストを使用する[使用者]と[実施時期]を明確にすることで
適切なチェックができるような⼯夫が必要。
・安易にチェック項目化せず、プロセスに落とし込むことで対応できるも
のがあるか吟味が必要。（チェック項目数の増加を抑止）

以下の観点からチェック項目に追加すべきか検討する。
・目的と使用者に合致したチェック項目か︖
・別の⼿段(プロセスや自動ツール等)で目的を達成できないか︖
・チェック⼿順が簡単か︖使用者がチェックできるか︖

チェック理由

設計
フェーズ

OUTPUT

・チェックリスト運用する際の[チェック項目]と[チェック理由]明確化す
ることでチェック作業の妥当性・納得性を関連づける。（チェック実施
の際の形骸化抑止とチェック項目を⾒直す際のガイドとしても利用で
きる）
・チェック理由を明確化することで適切なチェック運用がなされることが
期待できる。（チェック実施の際の形骸化抑止）
・チェックリストを使用する[使用者]を意識した文⾯による内容明記
が重要。
・チェック結果を確認する際の[確認者]／[承認者]が、どのような
チェックを実施したのかチェック内容が理解できる文⾯が望ましい。
・チェック結果の文言内容とエビデンスの残し⽅にも⼯夫が必要。
チェック結果の文言内容、エビデンスの残し⽅等のレベル分けの検
討も有効である。
（顧客に対する改竄防止の観点で必要なもの／そうでないもの
等）
・自組織で運営されるライフサイクルプロセス及び利用される資産
（ドキュメント・成果物等）との関連性も含めて明確化することで具
体的な検討が⾏える。
（「保管場所を知らない」、「最新版を使用していない」といった利用
者の発生を抑止）
・[テンプレート]／[チェック結果]／[エビデンス]等の[保管場所]につ
いても[周知ルール]の⼯夫が必要。
（顧客に対する改竄防止の観点で必要なもの／そうでないもの等、
「保管場所を知らない」等の利用者発生を抑止）
・自組織で運営されるライフサイクルプロセスとの関連性も含めて[確
認者]／[承認者]との関連性を明確化する。
・チェックリストによるチェック結果を確認することで、適切なチェック運
用がなされる⼯夫が必要。
・承認ルールでエビデンスの要／不要に対して承認⾏為がある運用
がなされる⼯夫があると更によい。
（顧客に対する改竄防止の観点も含めて承認⾏為を⾏うこと）
・チェック実施の際の形骸化抑止の観点、顧客に対する改竄防止の
観点等についても併せて検討されるような⼯夫があれば更によい。

チェックリスト
・はじめにシート
[追加ルール]
[⾒直しルール]
・チェックシート
[結果履歴]

・チェックリストへの安易な追加は、チェック項目が増加する⼀⽅となる
ので注意が必要。
・チェック結果で抽出できた不備の検出効果の測定ができるような⼯
夫が必要。（出荷後に発生した不具合との関連含む）
・チェック作業者がチェックリストの有効性を感じているか検証できるよ
うな⼯夫があれば更によい。（チェック忘れが防げた等）

－3－

所要時間は約３0分です。
アンケート(当ファイル）を回収し、分析に使用させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

・ チュートリアル1～5に従って進めてください
・ 使用するチェックリストは、当ブック内に各シートが作成してあります
・ それぞれにアンケートがありますので、ご回答を入力お願いします
（黄色セルになります。 すべて選択式で、約30問です）

・ 設計者が使用するもの
・ 開発プロセスに定義されており、使用が義務付けされているもの
・ 設計工程終了前に、問題がないかをチェックするもの

PATTERN3 を使用
追加された仕組み（チェックボックス）を操作いただき、アンケート回答をお願いします。
※シート上部のガイド（黄色帯）も合わせてご参照ください。

チュートリアル ３

PATTERN2 を使用
追加された情報をご一読いただき、アンケート回答をお願いします。
※シート上部のガイド（黄色帯）も合わせてご参照ください。

チュートリアル ２

PATTERN1 を使用
実際に設問を読み、チェックをして下さい。
（OK・NG・対象外）から選択
※ 設計者（使用者）の気持ちになって作業してください。
※ 設問の意味が不明な場合は、対象外 を選択してください。

チュートリアル １

作業の流れ

検証用チェックリストの
位置づけ

当実験の概要

《チュートリアル＆アンケート》

開発プロセスにおけるチェックリストの在り方を検証する実証実験

付録3．アンケート内容

項目
分

分

(2) 自社で同種のチェックリストを使用している場合、
凡その項目数と所要時間をお教えください。
(3) 当目的における作業所要時間として、妥当と考える時間に
ついてお教えください。（選択式）

作業時間の短縮につながる
担当者レベルに応じた効率の良い作業が可能となる
免除基準が曖昧になり事故防止効果が減少する
全員が全項目を毎回確認するのが品質確保につながる

(1) このような限定方法は、有効であると考えますか？
そう思われる理由で、該当するものにチェックをお願いします。

「プロジェクトプロファイル」 「開発経験度」 による項目限定について

アンケート ３

設問内容の理解に役立つ
将来的に見直し(または削除)する際に役立つ
文字数が増えて見にくくなる為、無い方が良い
チェック作業時間の増加につながる為、無い方が良い

(1) 当情報は、あった方が良いと思われますか？
そう思われる理由で、該当するものにチェックをお願いします。

「出展元」 「チェックを行う理由・目的」 について

アンケート ２

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

➢ 使用者の理解度を確認する為、運用開始前にテスト検証をする
必要があると考えますか？

項番⑪の内容や、実際に使用しているチェックリストを振り返ってお答えください。
➢ 上記の様な考慮をした記載のルールが必要だと考えますか？

作業の納得度を低下させ、形骸化を招く要因になると考えられます。

意味不明瞭な設問の存在は、チェックリスト自体の価値(有効性)を下げ、

「何がどうなっていれば良いのか」が、明確である必要があると考えます。

チェックリストの設問は、簡潔に、統一された文体で記載されており、

(4) 項番⑪の設問については、意図的に以下の状態としています。
・ 「固い」「美しい」 など抽象的。
・ 「バリデーション」「辨証」 など意味が分かりづらい言葉を使用。
・ 「～であるとよい」 という曖昧な基準。 （「～であること」 等の体止めでない）

分

(1) 作業に要した時間をお教えください。

アンケート １

【5】 はじめに シートを使用
チェックリスト自体の目的、定義、管理方法、運用方法、各種ルールを
まとめたペーパーのサンプルを作成しました。
内容ご参照いただき、アンケート回答をお願いします。

チュートリアル ５

PATTERN4 を使用
その他に必要と思われる情報、仕組みを盛り込んでみています。
吹き出しA～Dをご参照いただき、アンケート回答をお願いします、
※シート上部のガイド（黄色帯）も合わせてご参照ください。

チュートリアル ４

リファレンスドキュメント
チェックを行う際、合わせて参照するべき資料を明示するもの。
当項目の必要性は感じますか？

確認対象ドキュメント
どのドキュメントに対し、そのチェックを行うのかを明確に定義するもの。
当項目の必要性は感じますか？

副次情報欄
項目ごとの管理者を明確化し、組織の変遷に応じて引継ぎを可能とする。
また、項目を設定した背景等を残し、将来の見直しのしやすさに繋げる。
当項目の必要性は感じますか？

見直しは必要ない
見直しが必要だ
定期的な見直しがなされている
定期的な見直しはされていない
項目数・所要時間は妥当だ
項目数・所要時間は多すぎる（長すぎる）
設問内容は概ね理解でき、品質確保に役立っている
設問内容に不明な点があり、余り役立っていない
確り全項目確認している
良く分からない項目は確認を飛ばしている

ご協力、ありがとうございました。（素敵なチェックリストで、より高品質・高生産性な開発を目指すぞ！）

最後に、感想や、その他のご意見がありましたら、是非ご記入ください。

（満足度点は、何点くらいまで改善可能でしょうか・・？）

上記、×に該当がある場合、当チュートリアル＆アンケートの要素を取り入れることで、
改善する事ができると思われますか・・？

×

○

×

○

×

○

×

○

×

○

同様に、該当する状況についてチェックを入れてください。

最後のアンケートになります。
開発現場で実際に使用しているチェックリストについて、
満足度を、100点満点でお答えください。

アンケート ６

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

正しく運用されない（活用されない）
見直しがなされず、項目がどんどん増加し、作業時間が増大する（生産性低下）
使用側が内容を理解できない項目が存在し、作業の納得度が低下する
使用必須である場合、「何も考えずにチェックだけしておく」 といった形骸化が発生する
こういった事象を発生させない為、責任者の明確化やルール定義が
有効な対策になるのではないかと考えました。
この様な、「はじめに」シート作成の意義、必要性は感じますか？

・
・
・
・

チェックリストにまつわる様々な問題

アンケート ５

D

当項目の必要性は感じますか？

開発プロセス内のチェックリストである以上、セルフチェックに留めず、
再確認者を定義しておくことが良いと考えたもの。

C-2 再鑑者欄

C-1 初回チェック結果欄
最終的には "対応して" OKとしたものの、初回チェックではNGであった場合、
その状態と、どんな対応をしてOKとしたかを履歴として残すもの。
初回チェック結果が、使用者全員が長年にわたって100%OKである場合、
その項目の存在意味を再検証するなどの目的で、履歴を残すべきと考えた。
当項目の必要性は感じますか？

B

A

盛り込まれた各項目について

アンケート ４
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チェックリスト使⽤者を設定する．

チェックリスト設計に必要な要素

チェック結果の妥当性を確認する．

9

チェックリストの実施時期を定義する．

チェックリストの承認者を設定する．

8

11

チェックリストの⽬的を設定する．

7

チェックリストの保管場所を設定する．

チェック項⽬のチェック理由を設定する．

6

10

チェック項⽬・結果の記述ルールを設定す
る．

5

チェック項⽬の追加・⾒直しプロセスを定義
2・3・4
する．

1

真因No.

チェック項⽬の記述ルールの必要性

記述ルール

「はじめにシート」の有意性

周知ルール
「はじめにシート」の有意性

「はじめにシート」の有意性

保管場所

実施時期

チェック結果の根拠と第三者の妥当性確認の必要性

「はじめにシート」の有意性

「はじめにシート」の有意性

承認ルール

承認ルール

⽬的

チェック項⽬の出典元と⽬的の必要性

チェック⽅法の理解容易性

チェック項⽬

チェック理由

「はじめにシート」の有意性

初回チェック欄の効果，チェック項⽬設定時の背景情報の必要性

結果履歴
⾒直しルール

「はじめにシート」の有意性

使⽤者に応じたチェック項⽬限定の効果

有効性確認の内容

追加ルール

使⽤者

S-PCD

付録３－５ チェックリスト設計に必要な要素とS-PCD・アンケート結果との紐付け

5

5

5

4

5

5

2

1

1

5

4

5

3

アンケートNo.

4(3)

4(3)

4(3)

4(1)

4(3)

4(3)

2(1)

1(2)

1(2)

4(3)

4(2)

4(3)

3(1)

表4-1項番

90.9%

90.9%

90.9%

97.0%

90.9%

90.9%

90.9%

97.0%

97.0%

90.9%

66.7%

90.9%

72.7%

賛同率
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㸣

ࠕึᅇࢳ࢙ࢵࢡḍࠖࡢ᭷ពᛶ

㸣

ࠕḟሗ㸦タᐃࡢ⫼ᬒ࡞㸧ḍࠖࡢ᭷ពᛶ

㸣

ࠕࡣࡌࡵࢩ࣮ࢺ㸦㐠⏝ᐃ⩏᭩㸧ࠖࡢ᭷ពᛶ

㸣

࣭ఱࢆ௨ࡗ࡚☜ㄆࡍࡿࠊఱࢆཧ↷ࡍࡁࠊࢆ᫂♧ࡍࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠉ㠀ᖖ㧗࠸㈶ྠ⋡ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭㚷⪅ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤌⧊ࡢ⪃࠼᪉ࡼࡗ࡚ពぢࡀศࢀࡓࠋ
ࠉᮏ᮶⮬ᕫࢳ࢙ࢵࢡࡀཎ๎࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ㸽ࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ึᅇࢳ࢙ࢵࢡ࡛2.࡛࠶ࡗࡓࡢ࠺ᐇ⦼ࢆ☜ㄆࡍࡿᡭẁࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠉࢳ࢙ࢵࢡḍࢆศࡅࡓタィࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡳࡓࡀࠊ㈶ྠ⋡ࡣ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ḟሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ༷ࡗ࡚ಖᏲࡀ࠾ࢁࡑ࡞ࡿ༴㝤ᛶࡢᣦࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ⮬యࡢᐃ⩏ࡢ᫂☜ࡣࠊ㧗࠸㈶ྠࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

ࠓ⪃ᐹࠔ
ࠉࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ⮬యࡢᐃ⩏ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡣࠊಖᏲᛶ☜ಖᐤࡍࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉసᴗ┤⤖ࡍࡿ㡯┠ᑐࡋ࡚ࡣ㈶ྠ⋡ࡀ㧗࠸ࡀࠊᑗ᮶ࡢಖᏲࢆ⪃៖ࡋࡓ㡯┠ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕᚲࡎࡋࡶᚲせ㸽ࠖࠕᑀࢁ࣓ࣥࢸ₃ࢀࡀ࠾ࡁ࡞࠸㸽ࠖ࠸ࡗࡓ
ࠉࡇࢆ༴ࡍࡿពぢࡶ⪺ࢀࡓࠋ
ࠉࡇࡢ㎶ࡾࡣࠊ⌧ሙࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚ࠊ㐠⏝ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᕤኵࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

－10－

ࣥࢣ࣮ࢺ㸴㸦⌧≧ᢕᥱ࣭ᨵၿຠᯝ㸧ࡼࡾุ᫂ࡋࡓࡇ
᳨ドᑐ㇟
⌧≧ᨵၿࡢᮇᚅ

㛵㐃㡯␒

ุ᫂ࡋࡓࡇ

⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ

Ⅼ

ᙜᨵၿ⟇ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿேࡢ⋡

㸣

ᙜᨵၿ⟇ࢆᐇࡋࡓᚋᮇᚅ࡛ࡁࡿ‶㊊ᗘ

Ⅼ ࣭ᙜᥦࡼࡿᨵၿ⟇ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿᮇᚅ‶㊊ᗘࡣࠊⅬ࡛࠶ࡾࠊ
ࠉⅬࡢྥୖࡀᅗࢀࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
Ⅼ

ᙜᨵၿ⟇ࡼࡿ‶㊊ᗘࢫࢥୖ᪼Ⅼ

࣭ྛࡀ⌧≧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣỴࡋ࡚㧗ࡃ࡞࠸ࠋ
࣭ᙜᥦࡼࡿᨵၿ⟇ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࡽࢀࡓ⋡ࡣᴟࡵࡓ㧗࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

ࠓ⪃ᐹࠔ
ࠉᙜᥦ࠾ࡅࡿᨵၿ⟇ࡀࠊ⌧≧ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢఱࡽዲᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡣከᩘࡢ㈶ྠࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠊ
ࠉࡲࡓࠊࢢࣛࣇࠗ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢ⌧≧‶㊊ᗘࢫࢥ Ⅼ㸧ᙜᥦෆᐜᐇࡼࡿᨵၿᮇᚅᗘࢫࢥ㸦Ⅼ㸧࡚࠘ศࡿ㏻ࡾࠊ
ࠉ㛤Ⓨ࢚ࣥࢪࢽࡢ᪉ࡀ⌧≧ㄆ㆑ࢆపࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸦ၥ㢟ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸧ഴྥࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉᨵၿᗘᩘࡣ㧗࠸ゝ࠼ࡿࡀࠊ‶Ⅼࡣ⮳ࡽ࡞࠸せ⣲ࡣࠊࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅ྛࡽ㞟ࡲࡗࡓࢥ࣓ࣥࢺෆᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊ௨ୗ⨶ิࡍࡿࠋ

ࣥࢣ࣮ࢺ⯡࡚ࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬࠸ࡓෆᐜ㸦ᢤ⢋㸧
 ࠗ㛤Ⓨ⤒㦂ᗘ࠘
ࠉࠉ㛤Ⓨ⤒㦂ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠㝈ᐃࡣၥ㢟࠶ࡾ⪃࠼ࡿࠋ㛤Ⓨ⤒㦂ࡀ❧ࡘ⮬ศࡢᐇຊࢆ㐣ಙࡋࠊึṌⓗ࡞ࡇࢁࢆぢ㏨ࡋࡀࡕ࡞ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉࠉᖺᩘࡔࡅ࡛ࡣ ࢀ࡞࠸ࠋᢸᙜࡋࡓᴗົࡢ✀㢮➼ࡼࡾࠊ▱ࡽ࡞࠸ࡇࡶከࠎ࠶ࡾ࠼ࡿࠋ
ࠉࠉ㛤Ⓨ⤒㦂ᗘࡼࡾࠊ㝈ࡾ࡞ࡃせ࡞ࡿࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࡀᚲࡎⓎ⏕ࡍࡿࡀࠊ㒔ᗘึᚰ❧ࡕ㏉ࡗ࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡣᚲせࠋᚾᗘࡣせ⪃࠼ࡿࠋ
ࠉᑀࢁࠊᖺḟࡀⱝ࠸ேࡢ࠺ࡀហ┤ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚ࡕࡷࢇ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ
ࠉࠉ㛤Ⓨ⤒㦂ࡉ࠼✚ࡵࡤࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸࡞ࡽࡤࠊࡑࡶࡑࡶࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢ㡯┠ࡋ࡚せ࡛ࡣ㸽ࠋ
ࠉࠉࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࠊ᫂ࡽ㛤Ⓨ⤒㦂☜ㄆ⤖ᯝ┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤู࡛ࡍࡀࠋ
 ࠗึᅇ☜ㄆḍ࠘
ࠉࠉࢳ࢙ࢵࢡ㹌㹅ࡔࡗࡓሙྜ㹌㹅ࡢ⌮⏤ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ㸦ఱࡀ࡛ࡁ࡚࡞ࡗࡓࡢグ㘓ࡍࡿ᪉ࡀࡼ࠸㸧
 ࠗ㚷ḍ࠘
ࠉࠉ⪅ࡢ☜ㄆࡣࠊ㛫ࡢ↓㥏ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡀࡋࡗࡾࡋ࡚࠸࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ
ࠉࠉ㚷ḍࡣࠊ⌧≧࡛ࡶࠊ࡞ࡾࡢ☜⋡࡛ᙧ㧁ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ㸦↓᮲௳ྡ๓ࢆධࢀࡿࡔࡅࠊ࡞㸧
ࠉࠉ㚷ࡼࡾࢳ࣮࣒ෆ࡛ࣞࣅ࣮ࣗࢆࡋࡓྰุ࡛᩿ࢆࡋࡓ࠺ࡀⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
 ࠗḟሗḍ࠘
ࠉࠉ࠶ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡣᛮ࠺ࡀࠊ࣓ࣥࢸࡀࡉࢀࡎࡇࡢሗ⮬యࡶ㝞⭉ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ༴ࡉࢀࡿࠋ
 ࠗసᴗ㛫࠘ࠗ㡯┠ᩘ࠘
ࠉࠉឤぬⓗࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡢศ௨ୖࡗࡓࡽࠊࡢᘢᐖ࡞ࡾࡡࡎࠊࡕࡷࢇࡸࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣᛮ࠺ࠋ
ࠉࠉ㡯┠௨ୖࡍࡿࡢࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⥲ᩘࢆ⟶⌮ࡋࠊ㏣ຍࡍࡿ࡞ࡽධࢀ᭰࠼ࢆᚲ㡲ࡋࡓ࠸ࠋ
ࠉࠉ⌧≧ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ᩘࡀከࡃࠊㄞࡴࡔࡅ࡛ᮏᙜ㛫ࡀࡿࠋࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࢆῶࡽࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾲⌧ࡶぢ┤ࡍࡁࠋࡲࢃࡾࡃ࠸ࠋ
ࠉࠉ㝞⭉ࡋࡓࡶࡢ㸦ࢳ࢙ࢵࢡෆᐜࡸࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓ⤒⦋ࡀ᫂☜࡞ࡶࡢࠊ࡞ࡗ࡚ࡣせᛮࢃࢀࡿࡶࡢ➼㸧ࡣ๐㝖ࡋࠊ
ࠉࠉࠉࢳ࢙ࢵࢡࡢᚲせᛶࢆࡁࡕࢇッ࠼ࡿࡁࡶࡢࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋ⤒⦋ࢆグ㍕ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࠗ┠ⓗ࠘
ࠉࠉࡇࢀ⮬యࡶ⡆⣲᭩ࢀ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋㄞࡴࡔࡅ࡛ኚ࡞ࡢ࡛ࠊᩥᏐᩘࡢไ㝈ࢆỴࡵࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
ࠉࠉࠕ⌮⏤࣭┠ⓗࠖࠕࢳ࢙ࢵࢡෆᐜࠖࡀࡰྠࡌࡇࢆ㏙࡚࠸࡚ࡣពࡀ࡞࠸ࠋ
ࠉࠉࠉࠕ⌮⏤࣭┠ⓗࠖࡣໟᣓⓗࠊࠕࢳ࢙ࢵࢡෆᐜࠖࡣලయⓗࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ࠶ࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
ࠉࠉࠉࠉ㸦┠ⓗ㸸ᕪⅬෆࡢྑᢡᨾࢆ㜵Ṇࡍࡿ
ࠉࠉࠉࠉࠉෆᐜձ㸸ᑐྥ㌴ࡀᒃ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠉෆᐜղ㸸ᶓ᩿Ṍ㐨ࢆΏࡿṌ⾜⪅ࡀᒃ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠉ͐ࡢࡼ࠺࡞㸧
ࠉࠉࠕ࡞ࡐࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡢ㸽ࠖ :+< ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅṧࡍࡁ࠸࠺ࡢࡀಶேⓗ࡞ពぢࠋ
ࠉࠉࠉࠉࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡣᏳ ࣜࢫࢡࢭࢫ ࡛ゝ࠼ࡤᮏ㉁Ᏻ࡛ࡣ࡞ࡃᩍ⫱࣭ᡭ㡰ࡼࡿࣜࢫࢡపῶάືᙜࡓࡿᛮ࠺ࠋ
 ࠗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣉࣟࣇࣝ࠘
ࠉࠉ⪃࠼᪉ࡣⰋ࠸ࡀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡍ࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㐺⏝ࡉࢀࡿ⤌ࡳࡀᚲせࠋ㸦ẖᅇධຊࡍࡿࡢࡣࢼࣥࢭࣥࢫ㸧
 ࡑࡢ
ࠉࠉᙧ㧁ࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊᐃᮇⓗ࡞ぢ┤ࡋࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊຮᙉࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉࠉရ㉁ᢸᙜ௵ࡏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏝⪅ࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ဨࡀࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢኚ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࠊ⾜ື࡛ࡁࡿ⤌⧊㢼ᅵࡶᚲせࠋ
ࠉࠉ⌧≧ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡣࠊෆᐜࡀศࡾ࡙ࡽࡃࠊࡑࡢࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࡢㄌ⏕ࡢពᅗࡶศࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢⅭࠊࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊ
ࠉࠉࠉᙧᘧⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀṧᛕࠋྛ㡯┠ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿពᅗࡸࠊどⅬࢆ᫂☜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࡼ࠸ࠋ
ࠉࠉ㉁ၥࡢฟࡔࡋ࡛ࠊ㛵ಀ࡞࠸ࡶᛮࡗ࡚ㄞࡳ㣕ࡤࡋ࡚ࡋࡲ࠺⮬ศࡀ࠸ࡿࠋከᛁࡣࢳ࢙ࢵࢡෆᐜࡀṇᙜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㣕ࡤࡍ༴㝤ࡀቑ࠼ࡿࠋ
ࠉࠉࠉᩥ❶ࡣ⯡ⓗ▷ࡃࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
ࠉࠉࡑࡶࡑࡶࠊᚋࡽࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠊ࠸࠺࠸᪉ࡀᮏᙜࡣࡼࡃ࡞࠸ࠋ࠶ࡽࡌࡵఱࢆࡍࡁࢆࣥࣉࢵࢺࠊࡶࡋࡃࡣ
ࠉࠉࠉぢ࡞ࡀࡽసᴗࡍࡿࡇ࡛ㄡ࡛ࡶရ㉁ࡀᢸಖࡉࢀࡿࠊ࠸࠺ࡶࡢࡀ⌮ࠋ
ࠉࠉࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡣရ㉁ྥୖࡼࡾ㐣ཤࢺࣛࡢⓎ㜵Ṇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢࡀከࡃࠊቑࡸࡍࡢࡳ࡛⢭ᰝࡸぢ┤ࡋࡀࡉࢀࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࠋ

ࠓ⪃ᐹࠔ
ࠉከࡃࡢ㛤Ⓨ⪅ࡀࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢຠᯝࡸ౯್ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ☜ㄆグ㍕ෆᐜࡸࡑࡢ࣮࣒࣎ࣜࣗࠊ㐠⏝᪉ἲᑐࡋ࡚ࡣ‶ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓྠࠊ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺタィࡸ㐠⏝᪉ἲࢆᐃࡵࡿࡇ࣭ᡈ࠸ࡣᨵၿࡍࡿࡣࠊᵝࠎ࡞せᅉ࡛ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡶឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉၥ㢟ゎᾘࡢࡓࡵᙜᥦࡢᨵၿࡣ☜࡞᭷ຠᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊୖグࢥ࣓ࣥࢺྵࡲࢀࡿᵝࠊ࠶ࡿࡁጼࢆ᳨ウࡍࡿవᆅࡣࡲࡔከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

զጫມ֩פלఢಐէ ֧ զಲ֭ఢಐէ֭Ᏺጱ་փֺ֨Ւ
ଵඡ֪֘ተ໑ဗחר࿃փ୶֞־Փ
ଵඡተ໑ဗ֥֑ऀבփ་֩ମࢀ֭㕱֣Ւզఢಐӡྙ֘֍Ӣէ
֧֦֒ց֧֒ᇀ֊Փ

ଵඡूׇईႷ֦ց֧֒ӡ ဴ࿓ࡎၾዴዛ୲֦ց֧֒Ӣ
Ւነ॰֪॰Ⴁ֦֞Փ
ֽ֞ՒଵඡႡಡ֧֖֥֮Ւᆀಱጫ༶ဴೄׇՒಲ֪ౚዿ֘חبם
֭ሑ࿃֎শ֥֗փӡኴ༎ց֧শ֥֗փӢ୶֞־Փ
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