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１ 設置の趣旨及び必要性
（１）ヘルスシステム統合科学研究科設置の趣旨
１）社会的背景
① 国の施策と社会の課題
国の施策及び国際的な社会の課題あるいは学術の動向から敷衍して，これまでの自然科学的な
発想に基づいた医工連携の成果が，社会において活用される必要がある。
このためには，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び
技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野
を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題
の解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材が必要である。
こうした人材の育成には科学諸分野を統合した「統合科学」的アプローチが必要であり，この必
要にかんがみて，本「ヘルスシステム 統合科学 研究科」を設置する。
本学が構想するヘルスシステム統合科学を構成する主たる分野は，工学，医薬・保健学，文学
（哲学・倫理学・宗教学，歴史学，文化人類学），社会学・社会福祉学（医事法学，ソーシャルイノベ
ーション論）である。
本研究科の出身者の活躍の途としては，下記のような内容が考えられる。
工学系：
・患者の QOL を損なわないあるいは向上させる機器の創出，病巣を効率的に制御でき体への負
担の少ない材料の創出，家族の負担が減るハードやソフトの創出，医療者の負担を減らす機器
の創出，ミスを誘発しにくい機器の創出
医療系：
・患者の QOL を向上させる看護・医療技術の共同開発，病巣を効率的に制御でき体への負担の
少ない薬剤や治療技術の共同開発，医療者の負担を減らす技術の共同開発，ミスを防ぐための
医療ハードやソフトの共同開発，ワークライフバランスを実現できる働き方のための制度の共同
開発
人文社会科学系：
・患者のQOLを損なわないための要件の発見，死を迎える間際の心のよりどころの解析，家族の
在宅介護における負担を軽減するしくみの案出や，人口減少・超高齢化社会における生き方を
支える価値観やしくみの案出，患者をケアできる施設を増やすしくみの案出，医療者の負担を減
らす要件の発見，ミスを防止する要件の発見，適切な医療リスクマネジメント体制の構築，終末
期における意思決定の在り方の案出
我が国社会には，少子高齢化や地域経済社会の疲弊といった諸課題がある。高齢化の進行に伴う
社会保障費の増大などは，社会コストを増大させ，我が国の経済や国民の生活水準の維持・向上に
対する大きな制約となりつつある。これらは，平成28年4月より開始された第五期科学技術基本計
画にも，あるいは，2013年に閣議決定された健康・医療戦略にも述べられているとおりであって，
我が国は既に世界に先駆けて超高齢社会を迎えており，我が国の基礎科学研究を展開して医療技術
の開発を推進し，その成果を活用した健康寿命の延伸を実現するとともに，医療制度の持続性を確
保することが求められている。その際，我が国発の創薬や医療機器及び医療技術開発，つまり医療
にかかわる「ものづくり」の実現を通じて，医療関連分野における産業競争力の向上を図り，我が
国の経済成長に貢献することが期待される。
医療関連の技術開発においては，いわゆる医薬工連携等としてこれまでも「ものづくり」（工学
的・薬学的）とその製品の「物質的あるいは生命現象としての人間による受容」（医療系的：例え
ば治療学・毒性学など，つまり生体適合性や副作用などの観点）との整合を図る試みは，なされて
きた。しかしながら，「技術開発」・「つくる」視点の活動のみを進め，そうした製品を受容する人間や社
会の側の立場を知るための方法や知識を身に付けることが未整備な状態は，改善の余地がある。例え
ば，いくら開発側から見て機能の優れた製品を作り出したところで，使用側から求められていな
い機能は付加価値にはならない。逆に，医療従事者や患者が必要だと思っている機能が，入手可能
製品には見出せないこともある。売れない・入手できないのみであれば使用側には実質的被害は
ないが，売れた場合は故意でなくても現場的事情への配慮に欠ければ危険を誘発する可能性が存
在する。
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こうした人間や社会への視線を学術的に活用するためには，物質に対する解析的な学術やものづく
り的な学術，すなわち自然科学的な学術に加え，人文社会科学の方法を導入しなければ実現できない。
医療の役割が，当座「活かす」ことはできる対象疾患が増えた結果，命を保つだけでなく，避け
られない死に向かって「どう生きるか」ということまで問われるようになった時代であればこそ，
これまで物質科学的側面から主に進めてきた医療を，人間や社会の受容ということにも視野を広
げて進められる人材の育成が必要になっている。
この必要は，
昨今科学技術に欠けているという指摘が聞かれることが多くなってきた integrity（イ
ンテグリティ）の必要とも通底する。Integrity の意味には主に二つある。1) The quality of being honest
and strong moral principles, 2) the state of being whole and not divided (Oxford Dictionary)である。我が国
では1の意味が近年特によく注目されるが，ここでの意味はより2の意味である。平成28年5月19日
に行われた本研究科設立に向けた第一回ワークショップでは，有本建男・政策研究大学院大学教授・
JST 研究開発戦略センター上席フェローを基調講演に迎え，本学学長，理事，本研究科に専任で所
属予定の教員以下，将来的に本研究科に入学する可能性のある学生を含めて200名以上の参加を得
て，現状と期待を討議した。この中で特に認識されたのは，昨今の学術研究が時代の流れに従って
常に高度化と多様化を繰り返す中で，ともすればその結果，学術界の中だけでも，あるいは広く社
会との間でも，”integrity”を失いがちな状況にあるという認識であった。この認識は我が国のみの課
題ではなく，EU による Horizon 2020などでも指摘されているグローバルな課題である。この点で，
本研究科に入学する予定の学生に対しては，社会が抱える課題に取り組むことを主眼とし，医療系，
工学系のみならず，人文社会科学とりわけ哲学を専門にする教員を含めて，文理の境界を超えて広
く異分野の専門性を集め integrity が実現された教育が行なわれようとしている点が高く評価され
た。その意義は，学術が相対すべき課題対象に対して既存の様々な学術分野の手法を組み合わせて
挑戦でき，また，これに基づき来るべき変化に富んだ時代を生き抜き活躍する人材の育成ができる
ことにある。
このような，既存の科学諸領域を広く知り活用できる，つまり integrity を実現させることので
きる人材を育成することは，医療のみならず科学全般において，また，国内のみならず国際的な
意義も極めて大きいものになってきている。遡れば1999年に国連教育科学文化機関（UNESCO）
と国際学術連合会議（ICSU）の主催で行われた「世界科学会議」による「ブダペスト宣言」にお
いて，旧来的な「知識のための科学:science for knowledge」に加え「社会における，社会のための
科学: science in society, science for society」という新しい責務が科学コミュニティに加えられ
た。本研究科が目指すのはこの流れをくむ人材育成であるが，この流れは先述のとおり近年 EU に
おける科学技術政策 Horizon 2020において加速され，あらゆる分野に人文社会科学連携を埋め込
む方向が2013年のビルニウス宣言を経て現実化されている（”As a cross-cutting issue of broad
relevance, Social Sciences and Humanities (SSH) research is fully integrated into each of the general
objectives of Horizon 2020. Embedding SSH research across Horizon 2020 is essential to maximise the
returns to society from investment in science and technology.”）。
以上のとおり，これからの時代はいわゆる「ものづくり」の技術を学ぶのみでは立ちいかなくな
ると考える。課題に対応しながら，その課題に応える技術・製品開発を行い，さらにその産物を「社
会実装」すなわち社会での活用を実現するために，医療や関連した「現場」における必要や制限すな
わち産物を人間の精神活動がどのように受容するか（満足度，QOL，社会受容，歴史的・文化的側面，
倫理，法規制の在り方など）を知って進めることが必須となってくる。一人で全てを支えられる必要は
必ずしもないが，連携して支えることが必要であり，このためには相手の思考方法を知って連携で
きる人材の育成が必要である。「ものづくり」，「技術開発」とともに，作られた産物を「人間の物質的生命
現象がどう受容するか」，さらに「人間の精神活動的側面がどう受容するか」をあわせて知る人材
を育成する必要性が急激に高まっており，本研究科ではこのような人材を育成する。このためには
医工連携的な素養と人文社会科学的素養をともに知る人材が必要である。ここまで述べたとおり，
技術開発の進展においてそれを受け容れ活用する人間あるいはその集合である社会の側のありよ
うも実は明確ではなく，これも学術の対象となる。つまり精神活動を含めた人間（あるいはその集
合である社会）による受容という側面に科学的に応えようとすれば，物質的な側面に注目する従来
の医学を含めた自然科学や工学のアプローチのみならず，現場を知ることや，社会や文化あるいは世
代性に根差した人間の認識や心を対象とした，人文社会科学的アプローチが必要不可欠である。そ
うした方法によってはじめて，健康・医療戦略に謳われる「医療・介護のニーズとシーズをビジネスと
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して突合できる人材の育成」も可能となる。こうした人材活躍の可能性を裏付ける市場動向として
も，日本の医薬品市場規模は平成12年から上昇傾向にあり，平成25年には世界の市場規模9，800
億ドル（約100兆円）の中にあって940億ドル（約10兆円）と世界の約１割であり，米国に次ぐ世
界第２位の市場となっており，成長率も約４％と高い。医療機器市場についても，世界市場は約
40兆円の中，平成25年では国内でも2.7兆円と過去最高を記録していて平成16年度以降日本では
増加している。国内では大手の自動車メーカーや家電メーカーが医療機器の研究開発に参入する
といった現象が起きてきており，既存業種のみにとどまらない雇用が期待される。また，世界市
場でも高齢化の進展と新興国における医療需要拡大を受けて約８％の成長率を維持しており，分
野的に景気の影響を受けにくく，安定した需要があり今後も拡大すると予測されている。本研究
科で育成される人材の活躍の場は，世界に広がると期待される。
人間の精神活動的側面に関連する課題は，ただ市場における売り上げの問題にとどまらない。
様々な先端科学技術が人々の生活，医療，介護の中に導入されることによって，マンパワーの不足
の補助が期待されている。しかし一方，人間として十全なケアを機器によって提供できるのか，機
器に囲まれた生活がその人らしい尊厳のある生活になりうるのかなどの問題が生じてくる。経済的
にも国民の介護・医療・福祉への費用負担は増加している（例えば，平成24年では我が国の医療
費は39.2兆円で前年と比較して約1.5兆円増）。つまり現代社会では，技術開発を一途に進めるの
みならず，こうした技術開発の恩恵を受けるべき人間の側が，限りある資源や公費あるいは社会コ
ストとのバランスの中で，いかに技術の成果を受け止め，また，技術開発の方向を定め，満足に足
る自らの人生をその終わりまで生き，かつ世代を超えても持続可能なシステムを作っていくのか，
という根本的な疑問に直面している。他方で近隣のアジアを含めた途上国では，制度としての医療
や福祉が未発達にも関わらず，高齢者が家族や地域社会に支えられ，地域の中で役割を持つことに
よって，尊厳ある生活を過ごす姿も見られる。そのような事例は我が国においても今後，より国民
の幸せを増やすための対応を考えていく上での参考となると考える。以上の諸問題を考察するに当
たり，哲学・倫理学・宗教学をはじめ，歴史学（科学技術論），文化人類学（医療人類学）が有効
に機能すると考える。
人文社会科学的素養は，実は医療科学におけるデータサイエンスの取り扱いにも必要である。医
療情報等のデータの電子化・標準化等による医療ＩＣＴ基盤の構築を図り，検査・治療・投薬等診
療情報の収集・利活用の促進，地域医療情報連携等の推進を図るとともに，医療・介護の質の向上
や研究開発促進など医療・介護分野での一層のデータの活用や民間ヘルスケアビジネス等による利
活用のできる人材を育成する必要があることは，第五期科学技術基本計画あるいは健康・医療戦略
にも述べられているとおりである。いわゆる Society 5.0，すなわち「狩猟社会，農耕社会，工業
社会，情報社会に続く新たな経済社会であり，サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ，
経済的発展と社会的課題の解決を両立し，人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることので
きる，人間中心の社会の中心を担うことができる（出典：科学技術イノベーション総合戦略2016）」
人材の育成の必要である。データの取り扱いにおいて重要な点は，基本的には既存データの二次利
用から示すことができるエビデンスが，原因と結果の関係つまり因果関係よりは，相関関係にとどまるこ
とである。理工系を含む自然科学における自然主義 (naturalism)のアプローチは，因果関係の証明
を最重要視してきたが，この素養のみでは不足し，人文社会科学の一部をなす構築主義
(constructivism)のアプローチ，すなわち事象同士の相関を記述し理解することをもって，いかに正確
な科学とするかという素養も修得しておく必要があるということである。
人文社会科学に含まれる倫理学的な素養もまた重要である。社会構成員の理解と納得を得るに足
るデータの収集と取り扱いを行う際に，たとえば個人識別情報を収集する際に情報の主体である当
該個人の同意を取得することを原則とすることなどは倫理学的な素養である。この面からはまた
新たな技術の開発が真に国民の福祉の向上に寄与するためには，新たな医療技術の開発に伴うリ
スクを可能な限り低減することの発想ができる人材が求められる。なぜなら，新たな医療技術・
新薬の開発や新たな医用材料の開発における光の面のみに着目して，これに伴う危険に目を閉ざ
すことは却って，「健康で文化的な国民生活の実現」という憲法上の要請に反する結果を招くこ
とにもなりかねないからである。予想されるリスクは，医療上，工学上のものにとどまらず，法律上，
倫理上のものなども当然含まれる。具体的なリスク管理の例を挙げれば，法律上のリスク管理の方
策としては，研究開発の誘発・促進と両立しうる法規制技術の開発，倫理上のリスク管理の方策
としては，既存の倫理原則の見直しなどが考えられる（哲学・倫理学・宗教学など）。加えて，
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病を抱えて生きる患者とそれを支える家族，医療・介護従事者を社会的に支える法やシステム（医
事法学），精神的に支える価値観を構築していくことのできる人材を育成する必要がある。
人文社会科学的なアプローチの必要はそれだけにとどまらない。例えば，本研究科の卒業生等が
企業において商品開発を行うような場も想定されるが，その場合に市場すなわち消費者がどのよう
なニーズを持ち，どんな商品を必要としているかを見出す必要がある。その場合に用いることがで
きる手法として，一般的な量的研究に加えて，社会学や文化人類学において活用される質的研究手法
であるアンケートやインタビュー，あるいは参与型社会調査と呼ばれる方法が活用できよう。
近年では欧米を中心に，我が国と同様に行政の財政やリソースが必要に対して十分でなくなって
きているという背景から，技術の発展を社会的に実装し，より効率的な課題解決や資源の活用をも
たらすソーシャルイノベーションの取組が広がってきている。社会的起業家（Social Entrepreneur）と呼
ばれる地域社会の公益と収益を両立させる起業家の増加に留まらず，米連邦政府は2009年に The
Office of Social Innovation and Civic Participation を設立し，
地域課題解決への支援に取り組んでいる。
また，英国を中心に社会課題の解決に対して資金を供給するソーシャルインパクトボンド Social
Impact Bond など，新たなファイナンスの手法も広がってきている。本研究科の卒業生が国際的な
比較を含め，このような視点を持つことにより，その進路にも起業家・行政機関・民間非営利組織
等を含めた広がりが期待できる。
ここまでの説明はあたかも自然科学から出身した者における人文社会科学的素養の必要を説明し
てきたようであったが，逆の必要もまた真である。すなわち，人文社会科学から出身した者にとって，
現代社会のとりわけ医療や介護の関係において自らの専門を活かそうとした場合に，医療系的な
素養あるいは工学系的な素養を卒前から身に付けておく必要が，本来は存在する。医療や介護の
関係とは必ずしも医療介護現場に限らず，医療介護や関連するものづくりに多少でも関係する企
業活動あるいは政策形成においては，これらの素養が即必要となろう。このような素養はこれま
で就職後に教育されてきたのであろうが，それを本研究科では卒前に修得し，しかも科学的取り
扱いを学ぶことで，相対すべき課題に対して科学的思考力をもって即戦力となる人材を養成する。
また，医療を含む現場を知って学術に取り組むことも意義が深い。例えば，歴史を振り返ると1755
年のリスボン地震はいわば未曽有の「課題」となって欧州科学に大きな影響を与えたといわれるが，
とりわけボルテール，ルソー，カントらの哲学に変化や進化を与えた。すなわち悲惨を含む現場を
経験した医療系の視点からは，現場だからこその視点による，課題の認識あるいは問いの発見が可
能となる。換言すれば，育成されようとする人材は，人間そのものを相手にして，これまでの社会，
そしてそこで生きる人々の直面する課題を認識し，それを超えて生きるに必要な新たな基盤を構築
していくことが喫緊の課題なのである。人間の生老病死にかかわる様々な課題に直面する医療やケ
ア（介護）の現場においては，自然科学的アプローチと人文社会科学的アプローチの双方に通暁し
なければ，科学的にその全体を取り扱うことはできない。
このように現代社会においては，自然科学と人文社会科学の双方の研究者の衆知を集めることに
よって，教育の新しい組み合わせによる人材育成の方法を切りひらき，研究において最新の知見を創
出していく必要に迫られている。広い学術の諸分野において，同じ課題対象に対しても，分野によっ
て投げかける視線やアプローチは異なったものであるが，本来これらは相互補完的なものである。
例えば，JST-CRDS による人文社会科学との連携について論じた報告書など（CRDS-FY2016-WR01，CRDS-FY2014-WR-13，CRDS-FY2015-RR-02など）に述べられるとおり，人文社会科学の知見
は，解決すべき社会的課題の発見，技術の社会的・経済的効果の予測・検証，研究者倫理の検討，
技術の社会受容に関する取組み等，様々な側面において求められており，単に自然科学の活用を支
援もしくは補完するという枠組みを超えたものとなりつつある。ところが，理系的アプローチと共
存してこうしたアプローチを大学院課程において学ぶことができる教育機会の整備は国内ではま
だ途上である。

② 地域性（県・市・経済同友会からの期待）
以上で述べた本研究科の役割に対し，本地域の利点として西洋医療への取組の歴史が古く，一
県内に都市から過疎地域まで，各種の産業が並立している。また，地域経済界からも本研究科設置
に篤い期待が寄せられている。
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前出の科学技術基本計画においても述べられているとおり，人口減少と高齢化は我が国が直面
する大きな課題であるが，とりわけ岡山を含む地方においては，少子高齢化の進展に的確に対応
し，地域から新たなビジネスや経済活動を創出し域内経済の活性化を担うことのできる人材の育
成が必要である。地域に自律的・持続的な社会イノベーションシステムが構築されることが重要である。
この観点から，本学が存立する岡山県は，新幹線停車駅を中心とした南部の都市圏から，海岸沿い
の工業地帯，農業を中心とする地域，北部の過疎化した中山間部までがすべて存在しており，さらに，
緒方洪庵ら優れた蘭学者たち，「社会福祉の父」といわれる石井十次を輩出し，民生委員制度の
先駆けとなった済生顧問委員制度を生み出した地であり，医療や福祉の歴史と文化に接しながら，
これからの社会を支える価値観やシステムの構築に資する教育と研究を推進していく環境を整備
することが可能であろう。
他方，こうした本研究科設立の取組を支える地域の状況として，本学が位置する岡山市は，
地域活性化総合特区「岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区（ＡＡＡシティおかやま）」
に資料１のとおり指定されており，本学は，地域協議会参画団体として参画している。資料21,2-2のとおり同じ参画団体のうち自治体関係者である岡山県及び岡山市からは，新たな研究科
教育展開への要望が寄せられている。また，資料2-3のとおり岡山経済同友会からも要望が寄せ
られている。
なお，総合特区については，資料３のとおり岡山市の地域活性化総合特区だけでなく医工連
携による産業の創出等を目指す取組が全国各地に次のように存在し，その人材育成には大きな
期待が寄せられてきている。
国際戦略総合特区
・つくば国際戦略総合特区
・京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
・関西イノベーション国際戦略総合特区
地域活性化総合特区
・ふじのくに先端医療総合特区
・尾道地域医療連携推進特区
・かがわ医療福祉総合特区
・東九州メディカルバレー構想特区
・群馬がん治療技術地域活性化総合特区
・地域の“ものづくり力”を活かした「滋賀健康創生」特区

２）岡山大学における組織再編等の状況
本研究科の設置に至る岡山大学での経緯として，社会的な要請・動向や本学のミッション再定義等
を踏まえ，ここまで述べた意義に基づくより広い学術領域の統合的な教育のために，教員も学生も一大
学院のもとに長い時間と場を共有して初めて実現される有益な議論や有機的な連携を至急に開始すべ
きという判断を行った。また，これまでに関連する国際的取組も有している。
岡山大学においては，このような分野横断的な教育の端緒として，工学から医学にアプローチする
形での医工連携を推進するために，自然科学研究科を改組して生命医用工学専攻を設置し（平成27年，
資料４），医工連携により行われる教育と人材育成を一研究科内の新専攻として実現させてその意義
を浸透してきたところである。この専攻の設置により本学での医工連携研究が急速に進展するととも
に，自身の専門分野を深めるとともに他分野の視点や手法を理解した人材が育ちつつあり，社会が求
める複眼的視点を持ってイノベーションを起こせる人材教育の基盤が構築できたと考えている。本学
では，これにとどまらずこれまでにも医工連携の研究的な取組を推進してきた。大学病院における治
療活動そのものの取組だけでなく，自然科学研究科や医歯薬学総合研究科を中心に，人工網膜，エネ
ルギー高効率変換に向けた人工光合成をはじめとし，超伝導素材などの新素材，人工筋肉，ナノ医学，
介護ロボット，情報セキュリティー，移動通信などの研究開発に取り組んで，産業競争力強化へ大い
に貢献してきた。研究開発成果の中には医工連携による技術開発のシーズが数多く含まれており，平
成19年度より「高度医療都市を創出する未来技術国際シンポジウム」を毎年開催してきた。こうした
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教育，研究の活動や成果が評価され，ミッションの再定義においては，岡山大学は，病院ネットワー
クを活かした臨床研究や移植医療の推進（医学），医農との異分野融合／生物機能（工学），医歯薬
理工農分野との連携（看護・医療技術）という使命を得た。平成25年度には，本学は研究大学強化促
進事業の支援対象機関に採択されるとともに，大学病院が「臨床研究中核病院」の指定を受けた。こ
のことにより，本学では研究活動面では統合的基礎研究をさらに発展させるとともに，生命医用工学
関連の実用的な研究開発を推進してその成果を臨床試験へ導く基盤が形成されてきた。
平成26年度に本学が選定された「スーパーグローバル大学創成支援事業」の計画時点では，医工の
分野横断的な教育を展開するための専攻を設置し，さらにその専攻を発展させて，全学協力体制によ
る新たな岡山大学初の独立研究科の設置を目指した。このような構想の下，とりわけ工学から医学に
アプローチする形での医工連携研究を推進し，また，医工の分野横断的な教育を展開するために，自然
科学研究科を改組して生命医用工学専攻を設置した（平成27年）。この専攻の設置により本学での医工
連携研究が急速に進展し，今回設置のヘルスシステム統合科学研究科の一つの中核である生命医用工
学分野において人材が育ちつつある。しかしながら，技術開発を進めるだけでは，人間が使いやすい
産物が作り出されるとは限らず，社会の必要に応え人間が使いやすく受け入れやすいものを創出でき
て初めて社会実装可能な科学技術となる。これを理解・創出できる人材育成の必要性を考えると，医
用工学的つまり自然科学的な視点だけでなく，臨床現場での課題を踏まえた医療的な視点，健康や幸せ
という人間の根源的な問いに関してアプローチする視座つまり人文社会科学的な視点が必要と，岡山
大学は考える。この観点の統合は，これまでの既存の別研究科に所属する教員同士あるいは学生同士
というだけでは実現が難しい。教員も学生も，一研究科のもとに長い時間と場を共有して初めて，有益な
議論が始まり，有機的な連携が始まることは，例えば，本研究科準備のために訪ねたミシガン大学にお
いても見られた光景である。これを教育として体系的に行うことが必要と考えている。ここに，本研究科
を新研究科として独立させることの大きな意義が生じる。
自然科学研究科内の新専攻設置後，今期科学技術基本計画を踏まえるなどを通じて全学体制を構築
する中で,人文社会科学系の役割（現状の課題等）を認識し，改めて本研究科の姿が見え，社会文化
科学研究科を含めた全学体制による本研究科の設置という流れとなったものである。
なお，新設のヘルスシステム統合科学研究科が目的とするのは，生命科学をその基盤として医療現
場に直接携わる人材の育成を主とする既設の医歯薬学総合研究科と大きく異なり，医工の連携さらに
人文社会科学を含めた広い素養を持ちながら，社会ニーズを発見・抽出し，社会において活用される
モノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支
える人材の育成である。
他方，ヘルスシステム統合科学研究科は，医歯薬学総合研究科及び保健学研究科から専任教員を迎
え入れるとともにこれらの研究科からは兼担教員が参画して授業を行う。これによりヘルスシステム
統合科学研究科は，両大学院と連携し，大学病院等を基盤とする医療現場を活用して学生を教育する。
昨今のグローバル化に向けた取組も本学では進展している。具体的には，資料５のとおり岡山大
学シリコンバレーオフィスの開設とFogarty Institute for Innovation（心臓カテーテルを開発した
Fogarty博士により設立）との連携や，ピッツバーグ大学，ミシガン大学，ウェイン州立大学，サン
ノゼ州立大学などとの連携を中心として，医工連携教育と共同研究の展開準備が進行中である。特
にウェイン州立大学との協定は，がん生物学プログラムにより交換留学での単位互換を可能とし共
同研究を推進する。さらに，老年学，工学における協定締結に向けて活動中であり，これらの分野
においても同大との関係を強化し，教育研究の安定的なグローバル化の基軸を整備できる。老年学
の分野においては，ミシガン大学との連携への発展も視野に入れている。サンノゼ州立大学は，シ
リコンバレーの一角であるサンノゼ市に位置する。同市は，昭和３２年に友好交流都市締結を岡山
市と結んだ最初の都市として，友好関係は，半世紀以上続いている。当該大学は，サイバーセキュ
リティーとビッグデータの全米的なイニシアティブに参加している。産業競争力強化の施策として
「世界最高水準のＩＴ社会の実現」が掲げられているが，本研究科においても，このサイバーセキ
ュリティーとビッグデータは重要な課題と捉え，協定校であるサンノゼ州立大学との教育プログラ
ムの開始を検討している。この分野における大学連携は近隣ベイエリアのカリフォルニア州立大学
バークレー校との連携発展に繋げることを視野に入れている。なお，サンノゼ市の高校生との交流
も毎年行っており，国際的な高大連携の足掛かりとして留学生受入強化に努めている。
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これらを受けて設立される本研究科は，本学がこれまで育んできた異分野融合型教育を大いに進展
させて，社会が求める，多面的な視点を持ち専門的な解決策を創造して社会での活用を実現できる人材の
育成を目指す。こうした人材は企業，行政機関ともに極めて不足しているのが現状である。しかし,複雑な
社会の課題に対応していくためには，不可欠の能力である。ここ10年ほどの間に，欧米のスタンフォード大
学やケンブリッジ大学，ロンドン大学に留まらず，アジアにおいてもシンガポール国立大学，シンガポール
マネージメント大学，香港大学，清華大学，北京大学，韓国科学技術院（KAIST）等がそれぞれ科学技術
革新の社会的応用（ソーシャルイノベーション）について大学院や研究所を設置するなど，積極的な展開
を進めてきている。今後，我が国が，高齢化・少子化する社会におけるイノベーションを推進し，欧米・
アジア・アフリカといった諸地域を含む地球社会において協調的リーダーシップを発揮していく上
でも，本研究科の果たす役割は大きい。

（２）ヘルスシステム統合科学研究科設置の必要性
本設置計画における用語の定義：
・「医療」：従来的な，病院での外来診療・入院診療を主体とした医療にとどまらず，在宅，介護，健康寿命延
伸のための予防的医療，あるいは終末期の生き方を含めた，人間の生老病死にかかわる困難や課題を
包括した概念。
・「現場」：学術がまだどのように取り扱えばよいか理解が進んでいない，理論とおりでない事象を生み出す
場。
その上で，
・「ヘルスシステム（Health Systems）」：「医療現場を構成する人々としくみ」を意味する一語として用いる。こ
の「Health Systems」の語は，例えば，WHO，OECD，世界銀行等の国際機関においても用いられている，
国際通用性の高い語である。「Health Systems」という国際科学誌も存在する。
・「統合科学」の語は，「現場―解析―構築―行動のサイクルを回していく分野統合的な科学」の意で用い
る。
本研究科が育成を目標とする人材像：
「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして物質面
及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会において活
用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支え
ることができる人材」
本研究科で育成された人材は，様々な課題に応えられる。例えば，下記のような内容が考えられる。
・患者の立場からは，QOL を向上させるあるいは損なわない手法の不足，病巣を効率的に制御できる体への
負担の少ない材料の不足，死を迎える間際の心のよりどころの不足。
・家族の立場からは，介護負担が減る機器の不足，家族が継続的に患者をケアできるなど介護における支
援環境の充実（制度の整備など）の必要。
・医療者の立場からは，高度な医療を提供しつつ現場の負担を減らすことができる技術の不足，医療ミスを
防ぐためのハードやソフトの改良，医療リスクマネジメント体制の不足，終末期における意思決定の在り方
への疑問，新規医療技術開発環境の不足。
これらを，それぞれの出身背景を持つ学生が取り組む課題とその方向として記載すれば，下記のような内
容が挙げられる。
工学系：
・患者の QOL を損なわないあるいは向上させる機器の創出，病巣を効率的に制御でき体への負担の少ない
材料の創出，家族の負担が減るハードやソフトの創出，医療者の負担を減らす機器の創出，ミスを誘発しに
くい機器の創出
医療系：
・患者の QOL を向上させる看護・医療技術の共同開発，病巣を効率的に制御でき体への負担の少ない薬剤
や治療技術の共同開発，医療者の負担を減らす技術の共同開発，ミスを防ぐための医療ハードやソフトの
共同開発，ワークライフバランスを実現できる働き方のための制度の共同開発
人文社会科学系：
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・患者の QOL を損なわないための要件の発見，死を迎える間際の心のよりどころの解析，家族の在宅介護
における負担を軽減するしくみの案出や，人口減少・超高齢化社会における生き方を支える価値観やしくみ
の案出，患者をケアできる施設を増やすしくみの案出，医療者の負担を減らす要件の発見，ミスを防止する
要件の発見，適切な医療リスクマネジメント体制の構築，終末期における意思決定の在り方の案出
ヘルスシステム統合科学研究科の構想：
博士前期課程及び博士後期課程の同時設置
ここまでにも述べてきたことから，本研究科が育成を目標とする「医療現場を構成する人々としくみ
（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，
個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協
働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材」への期待は高
まっている。
「ヘルスシステム」における諸課題は，人間の更なる幸福実現のために，解決を待っている。現場の
事象を次のステップに進ませるためには，現場の事象に対する直観的な「違和感」の感知やその言語化
が，さらには言語化された内容に対して新しいアイディアとその証明が必要とされる。なお，ここでいう
「アイディア」は，考え・モノの双方を含む。つまり工学を含む自然科学からも，人文社会科学からも出てく
る可能性がある。つまり，例えば新制度の考案であっても，具体的な新製品であっても含まれる。こう
した新しいアイディアを，信頼できる証拠に基づいて正確化していくのが，学術の一つの大きな役割である。
具現化されたアイディアが，自然界や人間社会に活用される状況が，ここでいう「社会での活用」である。
学術や engineering を含めた課題
解決の活動は，吉川弘之 JST 特別
顧問（元東京大学総長・元日本学術
会議会長）による図に表されるよう
に，４群の活動からなるサイクルで
説明される。①自然・社会（現場）
に対して，②それを観察解析する学
術を行う活動が対応し，③構成的な
学術を行う活動として，その知見を
応用してものづくりや新制度考案
などアイディア創出を行い，④その
成果であるアイディアを応用して
行動する活動がまた①自然・社会
（現場）を相手にしていく（社会で
の活用）
，という４群の活動が循環
するサイクルである。
このサイクルが繰り返される間に淘汰が起こり，残ったものが自然や社会に対する人間の手段として
定着していくはずである。現状の日本の状況と比較すれば，いわば「縦割り」などの社会構造の結果と
してこれらのサイクルの各要素活動がそれぞれ一群の人材で担われていて連絡がほとんどないところ
に改善が必要であったり，それらを俯瞰的に把握してサイクルの回転をよくする人材がより多く必要で
あったりする状況である。本研究科では，少なくともそれら活動要素間の違いを理解して連絡と連携を支え
ることができる人材（前期・修士課程）を，さらに理想的にはこのサイクルを自ら俯瞰的に回していける人材（後
期・博士課程）を育成することを目指す。
このために，論文指導の段階ではインターンシップ科目により，案出されるアイディアが「社会で
活用される」ための素養を学修する。同時に，修士及び博士の学位論文の中間審査において，企業等
から実務経験者を予備審査委員として参画を依頼する。なお，予備審査委員の資格は，実務経験及び
業績をあらかじめ教授会で審議し，予備審査を行う資格を教授会において認定する。
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学位審査では，審査委員が学位論文を審査するが，審査委員会は中間審査における，アイディアが
「社会で活用される」ための観点からの予備審査委員からの意見を考慮することにより，社会実装に
つなげられる人材を育成する。
実質的には，最終的な学位論文
は，例えば直ちに社会に活用する
ことができる内容であることが
望ましいが，少なくとも従来の学
位論文の内容に加えて，考察とし
て，論文の内容はどのように社会
に活用できるのか，あるいは社会
で活用できるようにするために
はどのような内容を加える必要
があるのかを論じてあることを
要件とする。
この人材育成目標を別の言い方
で詳細に説明すれば，「学部や修士
課程までに学んだ専門分野の知識
や技術を軸としながら，他の諸科学
の思考法も取り入れ，高齢化・少子
化社会での身体的精神的な健やかさを保つ医療の向上に向けた諸課題を多面的な視点から把握し，アイデ
ィアの社会での活用のために人間社会がどのように受容するかを科学的に取り扱うことにより，課題を解決で
きる新たな方法・機器・物質・サービスを科学・技術を適用して考案・創出できる」人材育成である。将来的に
は，地域で起業したり，町おこしや高齢者ケアを担う NPO に進んだりする人材の育成も視野に入れ
る。
先述のサイクルの要素である「自然・社会」が急激な変化を見せる中，このサイクルをより円滑に回
していくことが人間集団としての適応の道であるとすれば，そのための人材育成，すなわち文理統合教
育による広い視野の涵養と，それにより社会に真に実装される方法や技術の開発を支える人材の養成を
行うための研究科の設置要請は急務である。本研究科の目指す，分野（disciplines）を統合した科学
（interdisciplinarity：ここでは統合科学という語を当てる）という在り方については，ごく最近の Nature 誌に
おいても，改めて社会の課題に対応していくに当たって自然科学のみならず人文社会科学を含めた多く
の分野を統合するアプローチが必要であるという editorial が掲載されており，この方向は今後さらに世
界の潮流となるであろう（Nature 534，589–590, 2016）
。我が国の科学技術がグローバルな立ち位置を継
続するためにも，これら諸科学を見渡すことができ，自らの専門に活用できる人材の育成は急務である。

１）ヘルスシステム統合科学研究科の教育研究上の理念・目的
ここまで述べてきたような社会の課題に応えるための統合は，自然科学的教育の中だけでは十分で
なく，今期科学技術基本計画に述べられているように，人文社会科学及び自然科学のあらゆる分野間
の人材の交流が推進されることが重要であり，学際的・分野統合的な教育とそれを通じた研究活動を
促進する組織的取組の実施が期待される。同計画中にも，大学院教育改革を強力に進めるため，国は，
世界最高水準の教育力と研究力を備え，文理統合分野など異分野の一体的教育を推進する大学院形成
のための制度を創設し，推進を図るとされている。
本学のような総合大学の強みは，まさにこうした文理の境界を超えて様々な専門家が集った組織で
ある点にあり，我が国が世界に先駆けて直面する超高齢社会や少子化社会（超高齢化社会，人口減少
社会）における医療的社会的課題に立ち向かうために，この人的資源がただ分野ごとに分かれたまま
でキャンパスを同じくするのみという現状を打破して，組織的にも統合され意見交換を豊かにしなが
ら教育を行い，また，そうして育成されていく多様な人材からインスピレーションを得ながら研究を
進めていく研究科の設立を行うものである。
医療の質と効率を向上させるためのバイオテクノロジー，創薬，医用材料，医用機器，医用計測，
及び，医用情報システムを対象として，個々に発展してきたこれらの諸分野を連携させる新しい手
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法や技術を研究，開発するとともに，製品製造から使用者側の受け入れや文化背景などまでを考慮
した実用化技術を開発する生命医用工学の分野を本研究科の一端とするが，これにそうした開発を
ともに担ってきた医療系出身の教員を専任で置き，教育において医療の実態を伝えることができる。
これとともに，高齢社会への方策を文学分野（哲学・倫理学・宗教学，歴史学〈科学技術論〉
，文化
人類学〈医療人類学〉，社会学・社会福祉学分野（医事法学，ソーシャルイノベーション論）から研
究教育を進めていく人文社会科学の教員を専任で置くことで，人文社会科学のアプローチを教育す
ることができる。

２）ヘルスシステム統合科学研究科の構想（博士前期課程及び博士後期課程の同時設置）
本研究科の構想は，博士前期課程（２年）及び博士後期課程（３年）による区分制の博士課程を
想定しており，以下の理由により博士前期課程と博士後期課程の同時設置を計画している。

①

研究教育者養成の緊急性

これまでにも述べてきたとおり，現代においては，少子化に伴う社会の高齢化に伴って，医療
活動が，例えば，地域包括ケアシステム等により医療機関の中にとどまらず社会全体の課題になってい
く中で，各分野科学の思考枠組みや方法を超えて統合的に課題解決に携われる，社会の一員として活
躍する人材の育成（前期課程での養成人材）が必要なことは論を待たない。加えて，既述の
UNESCO・ICSU主催世界科学会議による「ブダペスト宣言」に謳われた「社会における，社会の
ための科学: science in society, science for society」という責務の履行，あるいはあらゆる分野に人
文社会科学連携を埋め込むEUのHorizon 2020といったグローバルな動きにも対応できるような
高等教育研究機関の教員・研究者の養成（後期課程での養成人材の主な進路の一つ）を実現する
ための教育研究体制を我が国において早急に構築・整備する必要性は極めて高い。早急に有為な
人材を輩出するために，後期課程を同時に設置し，国際的・社会的ニーズへの対応を図るもので
ある。

②

社会からの期待

社会のニーズとしても，博士課程が早急に必要であることは，全国的総合コンサルティング企
業，あるいは投資銀行等へのヒアリングの結果において，例えば，「現在ほとんどの人材が修士
卒であり，博士課程の結果として自ら実践できる人材がより必要である」という声が聞かれるこ
と，あるいは平成 28 年度の企業へのアンケート結果によれば，博士後期課程修了生を「採用し
たい」,「採用を検討したい」との回答は，回答企業 115 社（回答社率 5.8%）のうちの 51 社（44%）
を占めており，企業アンケートへの記載内容に「今までとは違った角度からの考え方，物の見方
が必要」，「自身は修士２年を経験。異分野のプロの協力が不可欠な課題と考え，期待します」，
「高齢化社会が抱える問題は，様々な学問分野の横断・統合的な深耕が必要であると考える」と
いった記述があることからも裏付けられる。また，グローバルな社会で活躍するためには博士の学
位を持っていることは重要であり，周囲からのリスペクトから重要な職位を得る機会が多いのも現
実である。
さらに，地元の経済界を代表する岡山経済同友会から，先進的な技術は，常にその技術が如何
にして社会の必要に応え使い易く受け入れ易いものになるかという社会実装を追究する観点も必
要であり，これを理解・創出できる博士の学位を持つ人材育成の必要性を考えると，医工学的な
視点だけでなく，臨床現場での課題を踏まえた医療的な視点，健康や幸せという人間の根源的な
問いに関して考える人文社会科学的な視点も加えて必要かつ急務という旨が伝えられている。こ
の度計画中の新しい大学院はこのコンセプトに合致するものであり，高齢化社会における医療・
福祉の重要性を鑑み，岡山県の産業経済の発展をリードする博士人材の育成を一日も早く切望す
る旨の要望を受けている。（資料 2-4）
また，岡山市の姉妹都市である米国カリフォルニア州サンノゼ市はこれまで学生や研究者の交
換を通じて相互の都市発展に貢献してきたが，今までに無い文理融合型の大学院を本学が設置す
ることで育成される新しいタイプの博士人材が今後の交流に，より発展的な効果発揮することを
期待しその早期実現を期待する主旨の要望を受けている。これは同市にあるサンノゼ州立大学に
博士後期課程が無いこともひとつの大きな理由として挙げられる。（資料 2-5）さらに，最近本
学は研究拠点設置や学生交換で米国ミシガン州デトロイト市にあるウェイン州立大学との交流
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が活発化しているが，社会実装を追究する新しいコンセプトの文理融合型大学院はウェイン州立
大学にもまだ無いため，本計画により育成される博士人材が今後の交流関係においてデトロイト
活性化に大きく貢献することを期待して，大学院設置を早急に望む同様の要望をデトロイト日本
商工会より受けている。（資料 2-6）以上のように国内外からの強い期待が寄せられている。

③

学生へのメリット

本研究科の博士後期課程のカリキュラムは，現在の自然科学研究科生命医用工学専攻のカリキ
ュラムに，人文社会科学系及び医療系の科目を大幅に追加したものとなっている。すなわち，本
研究科のカリキュラムは，生命医用工学専攻のカリキュラムを包含している。現在の生命医用工
学専攻の博士後期課程のカリキュラムは，医用工学的な視点での複眼的な教育が実施できるもの
となっているが，臨床現場での課題の理解や，健康や幸せという人間の根源的な問いに関してアプ
ローチする科学的思考の手法やそこから得られる視座の理解には十分に応えられるものではない。
したがって，生命医用工学専攻の博士前期課程から進学する学生は，現在の生命医用工学専攻の
カリキュラムに沿った教育を受けることができ，それに加えて，人文社会科学系及び医療系の科
目を履修することによって，より広い視点からの問題解決能力や社会実装能力を磨くことができ
る。これらのことから，研究科設置と同時に博士後期課程を設けることは，今後社会からのニーズ
が高まると予想されるヘルスシステム統合科学分野の知識や能力を早期に修得できることから，学
生自身にもメリットがあると考えられる。

④

博士前期・後期課程一貫コースの設置

本研究科には博士前期・後期課程一貫コースの設置を予定しており，優秀な学生の場合には，
博士前期課程を１年あるいは１年半で早期修了して博士後期課程へ進学することも想定してい
る。このため，博士前期課程の人材育成像と整合した早期修了生のための進学先を用意しておく
必要がある。
以上のことから，早急に有為な人材を輩出するために，本研究科を出来るだけ早期に設置し，し
かも，博士前期課程とともに博士後期課程を同時に設置して，国際的・社会的ニーズへの対応を図
ることが必要と考える。
なお，博士後期課程から入学する学生については，ヘルスシステム統合科学研究科における博士
前期課程の教育カリキュラムは履修していない状態となる。このことへの対応として，各学生の出
身大学院における博士前期課程で履修済の科目と本研究科の博士前期課程におけるカリキュラム
との差異を個別に調査または分析を行う。見出された不足の内容に関しては，必要に応じて特別に
履修可能な仕組みを用意し，支障が生じないよう配慮することで対処する。

３）ヘルスシステム統合科学研究科の人材育成目標と３つのポリシー
①人材育成目標
本研究科全体としての目標は，「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解
し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつ
つ他分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，
課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材」の育成である。

②ディプロマポリシー
医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，
そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解で
きた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の
解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる専門知識と研究能力を身に付けた学
生に「修士（統合科学）」あるいは「博士（統合科学）」の学位を授与する。
博士前期課程：
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学部教育で学んだ専門に重層して他専門領域の手法を学び，課題を創造的に解決する能力と
専門的知識を有することにより，社会の多様な場で課題解決に貢献できる専門知識と研究能力
を身に付けた人材
博士後期課程：
現場課題を整理して建設的な仮説を立てられ，その仮説を諸専門の手法を組み合わせながら
適切な科学的方法で証明できる研究能力を有することにより，社会の多様な場で自ら方針を示
して課題解決に貢献する専門知識と研究能力を身に付けた中核的人材
本研究科で育成された人材は，様々な課題に応えられる。例えば，下記のような内容が考えられ
る。
・患者の立場からは，QOL を向上させるあるいは損なわない手法の不足，病巣を効率的に制御
できる体への負担の少ない材料の不足，死を迎える間際の心のよりどころの不足。
・家族の立場からは，介護負担が減る機器の不足，家族が継続的に患者をケアできるなど介護
における支援環境の充実（制度の整備など）の必要。
・医療者の立場からは，高度な医療を提供しつつ現場の負担を減らすことができる技術の不
足，医療ミスを防ぐためのハードやソフトの改良，医療リスクマネジメント体制の不足，終
末期における意思決定の在り方への疑問，新規医療技術開発環境の不足。
これらを，それぞれの出身背景を持つ学生が取り組むテーマ，履修内容，進路の可能性として記載すれ
ば，下記のような内容が挙げられる。
工学系では
・患者の QOL を損なわないあるいは向上させる機器の創出，病巣を効率的に制御でき体への負
担の少ない材料の創出，家族の負担が減るハードやソフトの創出，医療者の負担を減らす機
器の創出，ミスを誘発しにくい機器の創出
例えば，情報工学を卒業した学生，とりわけ音声処理に関する研究を主として進めてきた学
生は，
「統合科目」を履修することで医療者の負担軽減や患者の QOL 向上のためのアプロー
チ法を理解するとともに人文社会科学系の視座や手法を習得する。また，
「専門科目」を履修
することで音声情報処理，ネットワーク技術，ヒューマンインタフェース技術などの知識や
技術を深化させる。その結果，患者の QOL 向上や医療者の負担を軽減できる医療向けの情報
機器や情報システムが創出できる能力が身に付き，医療情報システムや医療機関向けのアプ
リケーションソフトウェアを開発するメーカ等で活躍可能な人材となる。
医療系では
・患者の QOL を向上させる看護・医療技術の共同開発，病巣を効率的に制御でき体への負担の
少ない薬剤や治療技術の共同開発，医療者の負担を減らす技術の共同開発，ミスを防ぐため
の医療ハードやソフトの共同開発，ワークライフバランスを実現できる働き方のための制度
の共同開発
例えば，保健学を卒業した学生，とりわけ医療技術学に関する研究を主として進めてきた学
生は，
「統合科目」を履修することで医療に対する工学・人文社会科学の基本視座を習得し，
「専門科目」を履修することで医学・工学・人文社会科学など学部で学んだ分野とは異なる
学際的専門知識を習得した結果，医療現場で考え付かなかったアプローチで斬新な解決法を
創出・提案できる能力が身に付き，病院開発部門や医療系企業の開発部門で活躍可能な人材
となる。
人文社会科学系では
・患者の QOL を損なわないための要件の発見，死を迎える間際の心のよりどころの解析，家族
の在宅介護における負担を軽減するしくみの案出や，人口減少・超高齢化社会における生き
方を支える価値観やしくみの案出，患者をケアできる施設を増やすしくみの案出，医療者の
負担を減らす要件の発見，ミスを誘発しにくい要件の発見，適切な医療リスクマネジメント
体制の構築，終末期における意思決定の在り方の案出
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例えば，哲学・倫理学を卒業した学生，とりわけ文献研究を主として進めてきた学生は，「統
合科目」を履修することで，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題
（病気，障害，死を前にした人の不安など）を理解し，専門科目を履修することで，哲学を
中心とした人文社会科学の専門性を深めるとともに，異分野を統合して課題解決に当たるた
めに必要な専門性（医療系，工学系の専門科目）を会得することで，病気，障害，死を前に
した人間の生き方を支えるアイディアを創出することができ，公務員などとして活躍可能な
人材となる。
本研究科での教育を実現するための教員組織として，研究方法の専門性を担保する目的側から，
「バ
イオ・創薬」，「医療機器医用材料」，「ヘルスケアサイエンス」及び「ヒューマンケアイノベーシ
ョン」の４つの部門に分類され
る教員組織を設置する。すなわ
ち，自然科学的な分野から，と
りわけモノの創出においてバ
イオ系を専門とする教員群（主
に工学系）を「バイオ・創薬部
門」，機器や材料開発を専門と
する教員群（主に工学系）を「医
療機器医用材料部門」，また，
患者に相対しアイディアを活
用していくことを専門とする
教員群（主に医療系）を「ヘル
スケアサイエンス部門」，ヒト
や地域社会の課題や価値観，活
動の面についての解析やアイ
ディア創出・社会実装を専門と
する教員群（主に人文社会科学
系）を「ヒューマンケアイノベ
ーション部門」に配置する。そして，これらの教員が教育においては，医療にかかわる科学諸領域を幅
広く同時に学ぶことを支え，この部門にこだわらず必要に応じて統合的に対応して，ヘルスシステム統合科
学の人材育成に当たる。
医療系は医療の現場的感覚に根差した課題を抽出して提示し，また，主に生命現象の面を中心にし
て解析を試みるが，人文社会科学系はこの解析を地域社会におけるイノベーション・プロセスを含め
人間の精神的活動の分析面を中心として豊かにして社会での活用への道筋を明らかにし，これらを踏
まえながら工学系は最先端の技術開発を行い，また，医療現場に返し人文社会科学系の解析を受けて
フィードバックループを形成する。学生はこのフィードバックループを経験し加わり，最終的には自
ら支え進めることを経て育成される。この育成の方法は，既存の分野ごとの取組とは異なる。これま
で，医学，薬学，保健学といった医療系分野では，主に人体の物質的な理解を基礎として，疾患の機
序を追求しつつ，既存の方法・機器・物質をいかに治療等に活用するか，あるいは人体の化学的反応
を制御する化学物質の創出や活用のための教育が行われてきた。人文社会科学や看護学においては，
精神的健やかさの真理や機序の探究，あるいは人間社会を構成しスムーズに運営するための現実把握
や理論構築の教育が中心であった。一方，工学では，人間に有用となる新規な方法・機器・物質・サー
ビスを創造するための教育が中心であった。しかも，各分野の発展に伴って教育すべき内容が個別化
（専門化）することで，本来は人間そのものの多様な困難を扱う総合的な科学である医療科学の全体
を，俯瞰的に理解して医療に関連する課題を統合的に思考できる人材の育成には工夫が要る状況とな
ってきている。もちろん，それぞれの分野の境界領域においては，いくつかの分野を組み合わせた教
育が個別的に行われているが，このような，身体的精神的な健やかさを保つ医療の向上に真に貢献で
きる人材育成のためには，ヘルスケア面や人間の幸せについて熟考するための知識や考え方の教育が
必要であることは明白であり，これらの分野の教育を強化することが必要である。
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③カリキュラムポリシー
以上の人材育成を目標として，以下のカリキュラムポリシーの下でカリキュラムを編成する。
博士前期課程：
前述の人材育成のサイクルをなす４群の活動に対応連携させて，

 ヘルスシステム統合科学としての前期課程レベルの専門を扱う「統合科目」
 ヘルスシステム統合科学を構成する専門分野の知識や思考を前期課程レベルに深化さ
せる「専門科目」
の二種類の科目からなる統一カリキュラムを編成する。
その上で，
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，課題を解決して社会に
応用されるアイディアを他者と協働して創出する能力を涵養し，ヘルスシステム統合科学を構成
する諸領域に関して横断的な内容を，統合科目の必修科目とする。
・学部で学んだ専門領域を考慮して履修できるヘルスシステム統合科学において重要な科目を，統
合科目における選択科目とする。
・専門科目は，ヘルスシステム統合科学を構成する諸領域の知識や能力を深化させる内容とする。
各学生で深化させる専門は異なるため，選択科目として位置付ける。
「統合科目」では，①現場から，②観察・解析活動，③構成型活動，④行動型活動，そして現場へ，
という課題解決の活動のサイクル循環を意図した分野横断的なカリキュラムを構成し，これを踏ま
えつつ「専門科目」の履修や修士論文作成「ヘルスシステム統合科学特別研究」を進める。この循
環しつつ深化するプロセスを経ることによって，工学系，医療系，人文社会科学系それぞれの教育
を受けてきた学生は，学生の専門分野の知識と能力に加えて，以下のような知識と能力を涵養する
ことができる。
工学系の教育を受けてきた者は，医療系・人文社会科学系の哲学的・人類学的に科学の在り方を捉
える視座と方法（臨床死生学・医療人類学）
，科学技術の在り方を歴史学的手法と実地調査によって
捉える視座と方法（科学技術論）
，科学技術の在り方を医療に関わる法やシステムの視座から捉える
法学的思考方法（医事法学）及び創出したアイディアや技術を社会で活用する視座と方法（ソーシ
ャルイノベーション論）を学ぶことにより，医療・介護というヒトとモノが複雑に関係し合う現場
を改善するための課題を抽出して，薬剤を含めた人工物の使用者に配慮して，新規の化学物質や機
器，サービス，方法論を開発して社会での活用を実現する上での理論構築，設計要件や技術要件を導
いて課題解決するための能力を獲得できる。
医療系特に薬学や保健学などの教育を受けてきた者は，工学系の知識や人文社会科学系から病気，
障害，死などを哲学的・人類学的に捉える視座と方法（臨床死生学・医療人類学），医療技術の在り
方などを歴史学的手法と実地調査によって捉える視座と方法（科学技術論），医療的な問題を法やシ
ステムの視座から捉える法学的思考方法（医事法学）
，及び新しいサービスなどを生み出し社会で活
用するための視座と方法（ソーシャルイノベーション論）を学ぶことにより，開発技術側からの助
言を理解し洞察することが可能になり，その接点から人間工学をはじめとする新たな知識や応用技
術を見い出し，それらを現場適用する能力を獲得して，新たな学問体系の構築と工学の手法を取り
入れた「可視化」による専門的な課題解決を図ることができる。
人文社会科学系の教育を受けてきた者は，医療系・工学系のモノに対する思考や分析の方法，また，
医療現場のヒトに関する課題を医療系・工学系とともに学ぶことにより，新しい機器・薬・ケアの
方法などをよりよく現場に導入するための新たなシステムや価値観の創出と，それらを具体的説得
的に医療現場に提言する方法を獲得し，社会システムや人間の心に配慮した社会での活用の側面を
支える能力を持てるようになる。
これらにより，いずれの学系の教育を受けた者も，元の学系の専門をより豊かにする多様な科学的
思考の方法とそこから導かれる視座を得ることができ，修士課程修了者においては企業や官公庁の即
戦力として巣立っていく。
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博士後期課程：
人材育成の４つの活動に対する個々の専門の知識や能力を更に高めるとともに，医療関連の現場
を直視して自然科学及び人文社会科学双方の知性を兼ね備え，サイクルの中の複数の人材育成の
活動を連携させる総合的な能力を高められるように，

 ヘルスシステム統合科学としての後期課程レベルの専門を扱う「統合科目」
 ヘルスシステム統合科学を構成する専門分野の知識や思考を後期課程レベルに深化
させる「専門科目」
の二種類の科目からなる体系的・段階的なカリキュラムを編成する。
その上で，
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，課題を解決して社会に
応用されるアイディアの創出を他者と協働して先導できる能力を涵養するための，ヘルスシステ
ム統合科学を構成する諸領域に関して横断的な内容を，統合科目における必修科目とする。
・専門科目は，ヘルスシステム統合科学を構成する諸領域の先端的な知識や能力を深化させる内容
とする。専門科目は個々人により深化させる専門が異なるため，選択科目として位置付ける。
「統合科目」として，「ヘルスシステム統合科学特論」で改めて独自の視点を持って，ヘルスシス
テム統合科学に関連する科学や技術の最新動向を把握し，
「ヘルスシステム統合科学総合演習」で，独
自の視点を持って，医療や介護の現場やヘルスシステム統合科学関連企業の訪問調査し，現状の認識
とともに課題発見力を育成する。また，
「ヘルスシステム統合科学アドバンストインターンシップ」に
よって，独自の視点を持って，医療，介護，製品開発等の現場を選択し，長期にわたって実習，研究
等に従事させ，現場の体験に基づいて見出した課題を現場の人とディスカッションさせて，社会実装
を見据えた基本的視座の「統合」力と課題解決力を育成する。これらの「統合科目」に加えて「専門
科目」を選択して，博士の学位論文作成を通じて上記の人材育成の活動を自らの力のみで，困難なく，
発案し牽引できる能力を身に付けることを目標とする。
こうして，博士課程修了者は企業や官公庁で新しくより正確な指針を提示できる能力を持ち，ある
いはこれからの新しい学術を大学で教育して人材育成に携わったり，研究機関等で社会実装に近い研
究開発に携わったりすることができる。
以上より，「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，
そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，
社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベー
ションの基盤を支えることができる人材」を育成するための，前期課程，後期課程の人材育成目標は，
より詳細に述べれば次のとおりである。

博士前期課程：
博士前期課程においては，学部教育で学んだ専門に重層して他専門領域の手法を学び，課題を創
造的に解決する能力と専門的知識を有することにより，社会の多様な場で課題解決に貢献できる高度
専門職業人を育成する。すなわち，学生が学部教育において専門とした諸分野の基礎知識を貯え
た上で，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連する技術的課題を，諸科学における領域の
手法を組み合わせながら創造的に解決する能力とそれを支える専門的知識を有する人材を育成
する。
このような人材の主な進路は製造業をはじめ民間企業になると考えられる。事前に実施した企
業向けヒアリングの結果からも，特に高齢者福祉等を含む医療現場において，商品やサービスを
提供する側としての製品開発とともに，受ける側となる現場の顧客や社会のニーズを理解できる人
材に対する需要は大きく，安定した進路となると考えられる。また，地域で医療課題等に取り組
む NPO や社会的企業に就職する，あるいは自ら立ち上げる「起業家」的な進路をとることも期待
される。

博士後期課程：
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博士後期課程においては，現場課題を整理して建設的な仮説を立てられ，その仮説を諸専門の手
法を組み合わせながら適切な科学的方法で証明できる研究的能力を有することにより，社会の多様な
場で自ら方針を示して課題解決に貢献する中核的人材を育成する。このために医療現場を構成する
人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を把握し整理できるのみでなく，関連する過去の様々な
知識を体系化して把握し，それによって未来の課題を知り，結果として解決への貢献を主体的に
進めて行けることが必要である。
すなわち，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連する様々な困難から，学術によって応
えうる問いや課題を設定でき，これに対応して仮説を立てられ，その仮説を適切な科学的方法で
証明していくことができる人材を養成する。これにより，社会が抱える困難な課題を建設的に整
理し，その構成を明らかにして，創造的に解決する能力とそれを支える高度な科学的知識の基盤
を有し，これを通じて，博士号を有して国際的にもリーダーシップを発揮して活躍できる自立し
た人材を養成する。
博士後期課程修了者の主な進路の１つは大学，企業，シンクタンク等の研究機関，医療関連機
関等における研究者としての道であり，これらの組織において博士課程の修了は必須条件となる。
こうした研究の場においても，大学や企業，あるいは社会のそれぞれを理解できる人材が不足し
ており，それらを俯瞰的に見られる人材に対する需要は大きい。ベンチャーキャピタル・ファン
ドやコンサルティング会社においても，開発される技術とともに，商品やサービスの提供を受け
る側となる市場，つまり現場を理解できる人は少なく，高度な知識に基づいた総合的な判断ので
きる人材が必要とされている。さらに海外の国際機関等においては，博士号が実務家としてステ
ップアップしていく上で必須となることが多く，高度な専門性を持った人材としての活躍が期待
される。実際に，特にアカデミアに関係する仕事で，一定以上のポストに就任する，あるいは一
定以上のポストの人たちと仕事をするならば，博士号が必須である。すなわち，就職後に，例え
ば産学連携支援の仕事であっても，国際共同研究や国際共同治験に携わるレベルまでやりたいな
ら，博士課程まで進むべきと考えられる。加えて，国内であっても政府系機関を含めてアカデミ
アに関わりの深い仕事では，特に医学系と工学系では博士号を持つことが望まれるという状況が
ある。
なお，これらの観点からは，社会人を経て入学する学生は，既に「現場的に根差した視座」を持ち
合わせていると考えられるために，学士や本研究科以外の前期課程から直接入学する者に比較して
この点では入学時より一日の長を持ち合わせていると理解されるが，本研究科での学修を通じて，
自らの経験を新たな複合的な視点で見直し，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）
の課題を把握し整理できるのみでなく，関連する過去の様々な知識を体系化して把握し，それに
よって未来の課題を知り，結果として解決への貢献を主体的に進めて行ける能力を獲得できるよ
うになる。

④アドミッションポリシー
上記のディプロマポリシー，カリキュラムポリシーを達成するために，本研究科は以下の資質
を持つ者を求める。
博士前期課程：次のいずれかの資質を持つ者を求める。
・それぞれの出身学部における分野で必要とされた知識を修得しており，分野を超えた学際的研究に
強い意欲を持つ者。
なお，出身学部における分野で必要とされた知識とは，例えば，工学系では生命医用工学分野等，
医療系では創薬科学分野，または保健学分野等，人文社会科学系においては哲学，倫理学，宗教学，
歴史学，人類学，または法学等である。
・自ら選んだ研究分野における基礎研究や応用研究に留まらず，異なる分野の研究手法を積極的に取
り入れることに強い興味と意欲を持つ者。
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題解決に向けて，社会での活用可能なア
イディアを現場と連携して創出することに強い興味と意欲を持つ者。
博士後期課程：次のいずれかの資質を持つ者を求める。
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・豊かな教養と高い倫理意識を持ってヘルスシステム統合科学の博士前期課程レベルでの専門的知
識を修得した者で，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の諸課題を学際的手法に
より解決することで，人類の幸福に貢献しようとする強い意欲がある者。
・出身学問分野は問わないが，それぞれの分野における修士の専門を修得しており，豊かな教養と高
い倫理意識を持って医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の諸課題に関して分野を
超えた学際的研究に強い意欲と十分な能力を持つ者。
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題解決に向けて，自ら選んだ研究分野に
おける基礎研究や応用研究に留まらず，豊かな教養と高い倫理意識を持って社会での活用可能なア
イディアを自ら創出することに強い興味と意欲を持つ者。

（３）医歯薬学総合研究科との更なる連携
岡山大学には，医療職業人を育成する医歯薬学総合研究科が設置されている。本研究科の人材育
成に当たっては，医療現場を知ることが重要であることから，以下の連携などにより，同研究科と
緊密な連携を行うことで，本研究科の教育・研究の更なる充実を図る。
・ 研究科間の連携を効率よく維持することを目的として，医歯薬学総合研究科長をはじめ，保健学
研究科長，医学部長，歯学部長，病院長等を構成員とする医療系拡大部局長室会議に，ヘルスシス
テム統合科学研究科長も参加する。
・ 医歯薬学総合研究科主催の講演会へ積極的に学生を参加させ，課題の発見と解決策を思考する機
会を与える。
・ 医歯薬学総合研究科が主催する「課題研究セミナー」は医学系大学院の博士課程学生によるセミ
ナーで，博士論文完成直前の学生により，その研究を発表する機会であるが，このセミナーに学生
を参加させ医学系の研究内容を理解し，自らの課題解決へ役立てる素養を涵養することを目標と
する。
・ 医歯薬学系教員により開講される科目「医学研究概論」と「先進病院実習」に関連性を持たせて講
義を行い，「医療の現場における人々としくみ」の中に存在する課題を発見し理解することを助
け，学生の課題追究のモチベーションを高める。
・ ヘルスシステム統合科学研究科博士前期課程の中間発表会では，医歯薬学系の学生参加を交えて
討論を行い，社会実装に向けた議論を展開する素養を身に付ける。
・ 医歯薬学総合研究科の学生と合同セミナーを開催し，相互の交流を深め，他者と協働して課題を
解決する態度を育む機会を与える。

２

修士課程までの構想か，または博士課程の設置を目指した構想か

岡山大学における各大学院は部局化以来，博士後期課程の講座を基本単位とする研究科のカリキュラ
ム設定，入学試験，学位審査等の教育活動を実施している。本研究科の構想は，博士前期課程（２年）
及び博士後期課程（３年）による区分制の博士課程を想定しており，博士前期課程と博士後期課程の同
時設置を計画している。なお，改組予定年月日は次のとおりとする。
改組予定年月日：平成３０年４月１日

３ 設置を計画する研究科・専攻の名称，授与する学位等
医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして
物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会
において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベ
ーションの基盤を支えることができる人材が必要である。こうした人材の育成には科学諸分野を統合
した「統合科学」的アプローチが必要であり，本学が構想するヘルスシステム統合科学を構成する主
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たる分野は，工学，医薬・保健学，文学（哲学・倫理学・宗教学，歴史学，文化人類学），社会学・社
会福祉学分野（医事法学，ソーシャルイノベーション論）により構成していることから，国際的通用
性にも鑑み，本研究科の名称を，「ヘルスシステム 統合科学 研究科 Graduate School of
Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems」とする。なお，専攻の名称についても同様
に，「ヘルスシステム 統合科学 専攻」とする。
ここで，「Health」とは，単純に病気がないことや衰弱していないことではなく，「身体的，精神的，
社会的に完全な良好な状態（WHO 憲章前文より）」であり，「Systems」とは「構成要素 parts」とそれ
らの間の「相互接続 interconnections」を指す。したがって，ヘルスシステムは「Health」を維持するため
に必要な「Systems」である。本研究科及び専攻の名称における「ヘルスシステム（Health Systems）」は，
言い換えれば，「医療現場を構成する人々としくみ」である。
大学院における同様の名称例としては，例えばいずれも 19 世紀より設立されているカナダのオタワ
大学や米国のジョージア工科大学などで， Health Systems を対象とした大学院が開設されている。
オタワ大学の場合，その趣旨は，「大きな変化を遂げる世界中のヘルスシステムに対して，この変換
をリードする研究者と業界のリーダーを育成するもの」とされ，具体的には，「ヘルスシステムにおい
て質的方法と定量的方法の両方を適用することを専門とする，多分野にわたる教員を配し，学生は社会
学，工学，及び多くの健康関連分野などを含む様々な分野から来ていて，ヘルスシステムの質を向上さ
せることを目的」としている。
また，ジョージア工科大学の場合，目標はヘルスシステムの管理運営のための分析，計画，実装，評
価に関する新しい知識を生成し発展し応用し広めることを学生に教育する，としている。
こうした国際的な諸プログラムの趣旨は，本研究科設立の意義と同様であると考えられる。すなわち，
これまでの自然科学的な発想に基づいた医工連携の成果が，社会において活用されるために，出身学部
における専門性を軸としながら「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，
研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つ」ようになることにより他分野の出身者と
共通の表現を見付けることができるようになり，「社会において活用されるモノやアイディアを他分野
の出身者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支える人材」を育成
することで，「ヘルスシステム」の一員として貢献できる人材を育成する，ことである。
次に「科学」とは，文理を超えて広く統合的に学術の意である。すなわち，新しい「主張」を，主張内
容と正しい「論理」で結び付いた，再現可能な「証拠」で支えようとする活動（狩野，
「論理的な考え方
伝え方，根拠に基づいた正しい議論のために」
，慶應義塾大学出版会 2015）のすべてを指す。本研究科で
は，さらにこれに加えて学術の成果を活用し新しくものを作ること，すなわち「科学を活用して，何かを
構築し，または創出する活動 to design and build something using scientific principles (Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary & Thesaurus)」である engineering も含めた意とする。現在の大勢はこうした学術が細分
化された分野領域ごとに並立する状態であるが，本研究科はこれら諸分野の思考法や蓄積が，ヘルスシス
テムの課題解決に寄与する方向に「統合」するための教育を行う。これを本研究科では「統合科学」と称
する。
各細分化した分野が並立するのみで相互に影響していない状態を英語では multidisciplinary と呼ぶ。こ
れらの分野が，相互に影響して新しい発展を目指すことを interdisciplinary と呼ぶ。さらに学術以外の領域
をも包含して発展を目指すことを transdisciplinary あるいは integrated science と呼ぶことが提言されている
（Repko and Szostak, Interdisciplinary Research Process and Theory, 3rd Edition, SAGE, 2017）
。
この定義はまだ確定したものではないが，まずはそれに則ると，本研究科の教育が目指すところは最低
でも interdisciplinary であり，後述のように現場での演習を踏まえた学術が創出できる人材が育成できるよ
うになれば，transdisciplinary とも称することができよう。なお，interdisciplinarity の我が国でよく用いられ
る訳語は「学際的」であるが，我が国の学際的活動において本研究科が目指し，また，実現しようとする
ほどの文理統合まで踏み込んだものはこれまでほぼ存在しないことから，今回 transdisciplinarity に踏み込
んだ意味を含めて，
「統合科学」の語を当てる。
こうした「統合科学」inter/trans-disciplinarity という考え方は，西洋科学においても諸分野が今のように
分離していく以前，約 200 年前には意識されていなかった。しかし，その後，科学各分野の細分化が進ん
だこと，しかしながら社会の課題はあまり解決されていかない状況を鑑みて，1970 年代より徐々に欧州・
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米国で interdisciplinarity の必要が言われ始め，また，そのための組織や教育プログラムが開始され始めた
(Swiss Academies of Arts and Sciences, Handbook of Transdisciplinary Research, Springer, 2008)。
その例としては，例えば米国で the Association for Interdisciplinary Studies (1979 設立)，the International
Network of Inter- and Transdisciplinarity (2010 設立)，the Philosophy of/as Interdisciplinarity Network (2009 設
立)，あるいは interdisciplinarity そのものを研究対象として the Center for the Study of Interdisciplinarity at
the University of North Texas (2008 開設)がある。
また，大学院内のプログラムを含めると，次のような多様な例が世界各国に認められる。
Transdisciplinary Studies (The Graduate School at the University of North Carolina at Chapel Hill，米国)，
Transdisciplinarity and Transition （Vrije Universiteit Amsterdam，オランダ），Transdisciplinary Innovation
Program （The Hebrew University of Jerusalem，イスラエル），Master of Science in Integrated Science and
Technology （Louisiana University Southeastern，米国），Masters of Integrated Sciences（Denver 大学，米
国），Integrated Master Degree in Medicine (Universidade Nova de Lisboa，ポルトガル)，Programs: Integrated
Science (McMaster University, カナダ)，Interdisciplinary Masters Programme（Graduate institute geneva，ス
イス），Master Interdisciplinary Sciences（ETH，スイス），Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic
and Social Sustainability （Universitat Autonoma de Barcelona，スペイン），Master of Arts in Interdisciplinary
Studies（UT Dallas，米国）。
これらの例においては，interdisciplinary の語を使う例が現状多いことから，本研究科の名称も，
interdisciplinary の語を使うこととする。「科学」に対応する語については解析的な science（(knowledge
from) the careful study of the structure and behaviour of the physical world, especially by watching, measuring,
and doing experiments, and the development of theories to describe the results of these activities (Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus)）のみでなく日本語には的確な訳語がないが創出的な意を強く
持つ engineering を含めてヘルスシステム統合科学を Interdisciplinary Science and Engineering in Health
Systems と表現する。
他国における関連の用例としては，Interdisciplinary PhD in Medical Sciences（デラウエア大学，米国），
Interdisciplinary Medical Sciences PhD（University of Pécs，ハンガリー）， Interdisciplinary Program in
Biomedical Sciences（Medical college of Wisconsin，米国）など，あるいは Medical Sciences and Engineering
BSc（University College of London，英国），Institute for Medical Engineering & Science（MIT，米国），The
major Medical Sciences and Technology（アイントホーフェン工科大学，オランダ），Bio-Medical Sciences
and Engineering Program（Koç University，トルコ）などがある。
学位名称の英語については，博士号は一般に用いられる Doctor of Philosophy, PhD を踏襲し，修士号は，
Master of Science in interdisciplinary studies, MSc とする。
特に修士の学位名称の理由として，本研究科の目指す，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシス
テム）における課題を対象として，諸科学領域を統合した研究を通じて社会に活用される新規アイディア
の創出を行うという意味合いについて，諸外国により高い頻度で用いられている語を探索したところ，前
述のとおり，interdisciplinary studies の語がふさわしいという結論となった。
類語に multidisciplinary，transdisciplinary があるが，前者は諸領域が存在することまでを意味し連携は意
味せず，後者は科学のみならず科学以外の社会セクターとも協働することを意味すること，また学位名称
としては interdisciplinary のみ使用例が見られ，他 2 語は使用例がないために，Master of Science in
interdisciplinary studies がふさわしいと考えた。その他の類義語としては，これも前述のとおり integrated
studies があり，これはほぼ interdisciplinary と同義に用いられている。しかし本研究科では「他者との協働」
すなわち「分野を連携させる」意味を強く出したく，interdisciplinary studies の語を使うこととした。
学位名称における Interdisciplinary studies について，具体的に諸外国における実例としては，
・The University of British Columbia (カナダ)における Master of Science in Interdisciplinary Studies，
・Oregon State University（以下米国）における Master of Arts in Interdisciplinary Studies，
・Texas State University の Master of Science in Interdisciplinary Studies,
・the California State University における Master of Arts/Master of Science in Interdisciplinary Studies，
・Indiana University における Master of Interdisciplinary Studies，
・University of Washington Tacoma の the School of Interdisciplinary Arts and Sciences における Master of Arts
in Interdisciplinary Studies，
・University of South Dakota における Master of Arts in Interdisciplinary Studies，
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・ The University of Texas at Dallas の School of Interdisciplinary Studies に お け る Master of Arts in
Interdisciplinary Studies，
・University of Northern British Columbia における Interdisciplinary Studies (MA and MSc Programs)，
・York University（カナダ）の Graduate Program in Interdisciplinary Studies における MA Interdisciplinary
Studies
など，数多くの事例がある。
それらの教育内容も，いずれの取組を確かめても本研究科が目指すところと同様である。例えば，こう
した取組においては北米随一の規模と言われ，既に 1970 年代より設置されているブリティッシュ・コロ
ンビア大学（UBC）の場合は次のようである。その主な目標は，学際的な研究と教育すなわち「境界を超
えたつながり」を進めることである。人文科学，社会科学，自然科学の学際的な知識構築を理解し，探索
するための創造的で協調的なアプローチを提供する内容が開講されている。このコースでは，知識と価値
の相互関係，学際性に重点が置かれ，体験学習と双方向的教育が行われる。学際的な研究においては学生
に背景専門知識に関係なく，あらゆる分野からの学生受入を想定している。このような取組の結果，次の
ような研究テーマに取り組む学生がいることが紹介されている。
・
「効果的な医療機器の開発における医師とエンジニアのコミュニケーションの重要性」
，
・
「隣人・健康・サポート：高齢者のモビリティ体験」
，
・
「集中治療室における倫理的意思決定と道徳的苦痛」
，
・
「都市コミュニティに居住する中国人及びインド人カナダ移住者の健康な高齢化と移動」
，
・
「バンクーバーの持続可能性を高める手段としての公共政策と法律との相互作用」
，
このような，本研究科の目指すところと同様な研究を行う学生に対して審査の上授与されるのが，
Master of Science in interdisciplinary studies である。
以上のことから，修士（統合科学）の英語名称は Master of Science in interdisciplinary studies (MSc)とする。
博士号の名称については，改めて，一般に用いられる，Doctor of Philosophy (PhD)とする。
このように学位としては，本研究科は「統合科学を方法」として教育を進めるものであるため，修士，
博士とも，統合科学を授与する学位の名称とする。

（１）研究科，専攻の名称
研究科名称：ヘルスシステム統合科学研究科
(Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems)
専攻名称：ヘルスシステム統合科学専攻
(Department of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems)

（２）学位の名称
学位名称：博士前期課程
統合科学（Master of Science in interdisciplinary studies, MSc）
学位名称：博士後期課程
統合科学（Doctor of Philosophy，PhD）

４ 教育課程の編成の考え方及び特色
ヘルスシステム統合科学研究科では，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を
理解し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かし
つつ他分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出すること
で，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支える人材の育成を目的としている。
この目的のために，本研究科のカリキュラムは，工学系，医療系，及び，人文社会科学系を背景とす
る人材育成のサイクルを掲げている。このサイクルは，次の 4 群の活動からなる。すなわち，
①自然・社会（現場を構成する人々としくみ）に対して，
②それを観察解析する学術を行う活動が対応し，
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③構成的な学術を行う活動として，
その知見を応用してものづくりや
新制度考案などアイディアを他者
と協働して創出し，
④その成果であるアイディアを応用
して行動する活動がまた①自然・社
会（現場を構成する人々としくみ）
を相手にしていく（社会での活用），
である。
これにより，社会において活用さ
れるモノやアイディアを他者と協働
して創出する能力を育成することと
している。
ヘルスシステム統合科学研究科で
は，学則上の２学期（前期・後期）の
区分とは別に，授業を運営する区分
として，前期・後期の授業期間をそれぞれ前半・後半に分けて授業を実施する。これは一学期を分割し
て，ほぼ８週間で完結する科目設定を可能にすることで，教育の質的改善を図るとともに，留学，イン
ターンシップ，ボランティアなど，学生の多様な社会体験の機会を確保することを目指している。

（１）博士前期課程
１）教育課程の編成の基本的な考え方
本研究科は，自然科学，人文社会科学双方の知性を兼ね備えて，医療現場を構成する人々としくみ（ヘ
ルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個
人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協
働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材を育成する
ための研究科である。
博士前期課程においては，学部教育で学んだ専門に重層して他専門領域の手法を学び，課題を創造
的に解決する能力と専門的知識を有することにより，社会の多様な場で課題解決に貢献できる専門知識
と研究能力を身に付けた人材を育成する。すなわち，学生が学部教育において専門とした諸分野の
基礎知識を貯えた上で，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連する技術的課題を，諸科学に
おける領域の手法を組み合わせながら創造的に解決する能力とそれを支える専門的知識を有する
人材を育成する。したがって，工学，医薬保健学，人文社会科学の多様なバックグラウンドを持つ学
生に門戸を拡げ，学生が融合した教育を受ける機会を設ける。また，所属教員によって専攻で一体と
なる教育課程を編成し，学生は分離された特定の部門に属すのではなく，学術や engineering を含め
た課題解決の４群の活動からなるサイクルを意識して，①自然・社会（現場）に対して，②それを観
察・解析する学術を行う活動が対応し，③構成的な学術を行う活動として，その知見を応用してもの
づくりや新制度考案などアイディア創出を行い，④その成果であるアイディアを応用して行動する活
動がまた①自然・社会（現場）を相手にしていく（社会での活用）
，という４群の活動が循環するサイ
クルのうちに学修が深化しているようなカリキュラムを学ぶことになる。現状の日本の状況と比較す
れば，いわば「縦割り」などの社会構造の結果としてこれらのサイクルの各要素活動がそれぞれ一群
の人材で担われていて連絡がほとんどないところに改善が必要であったり，それらを俯瞰的に把握し
てサイクルの回転をよくする人材がより多く必要であったりする状況である。本研究科博士前期課程
では，少なくともそれら活動要素間の違いを理解して連絡と連携を支えることができる人材を育成す
ることを目指す。
本研究科は，岡山大学の教育組織としては工学部４学科（機械システム系学科，電気通信系学科，
情報系学科，化学生命系学科）
，医学部保健学科，薬学部創薬科学科，文学部，法学部等に接続する
大学院教育課程として想定されている。後に詳述するカリキュラムを経て，工学部４学科と薬学部創
薬科学科で医療に関係する技術を学ぶ学生にとっては，医薬保健学，人文社会科学という新しい観点
からの視座を身に付けることができるという面において体系的な接続となる。さらに，医学部保健学
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科の学生にとっては，医療機器の設計思想，システム構成を学べるという面において体系的な接続と
なり，文学部，法学部等の学生にとっては，それぞれの専門分野において，
「医療」を軸に専門内容
を深化させる面において体系的な接続となる。学部で工学，医薬保健学，人文社会科学の基礎を身に
付けた学生が，その基礎をベースに「医療」の観点から知識を獲得し，スキルを融合するために，教
員の属するそれぞれの部門で専攻を独立させて設置することは避け，課題解決の４群の活動からなる
サイクルを意識して，総合的に教育研究を行う場を創出する。これにより，工学や医薬保健学の独立
した研究科での協力体制による人材育成に比べて，分野にわたる知識の融合を強化する。その結果と
して,医療に対して，自然科学，人文社会科学双方の知性を有する「ヘルスシステム統合科学」の人
材を輩出することができる。

２）教育課程の特色
本研究科の教育研究の理念である自然科学，人文社会科学双方の知性を兼ね備える人材を養成する
ために，分断された教育研究ではなく１専攻とする。
教育課程を編成するに当
たっては，学生にヘルスシス
テム統合科学の共通基盤と
なる専門的知識・スキル・視
点を与えるための「統合科
目」
，統合科目で得られた学
生個々人の課題意識に従っ
て専門を深化させるための
「専門科目」
（必ずしも学部
での専門と一致するとは限
らない）
。さらに，専門知識
とスキルを統合し研究を通
じて課題解決能力を養うた
めの「ヘルスシステム統合科
学特別研究」を置き，大学院
修士レベルの専門知識と研
究能力を修得できるように
している。
博士前期課程では，人材育成のサイクルをなす活動に対応連携させて，ヘルスシステム統合科学
専攻の統合科目（必修・必修選択）と専門科目（選択）からなる統一カリキュラムを編成する。特
に統合科目では，学部でどのような専門分野の背景があるにせよ，学生がこれらを学修することで
無理なく，①自然・社会（現場を構成する人々としくみ）に対して，②それを観察解析する学術を
行う活動が対応し，③構成的な学術を行う活動として，その知見を応用してものづくりや新制度
考案などアイディアを他者と協働して創出し，④その成果であるアイディアを応用して行動する
活動がまた①自然・社会（現場を構成する人々としくみ）を相手にしていく（社会での活用），と
いう4群の活動が循環するサイクルを深化できるような分野横断的なカリキュラムを構成する。
以上のように，課題解決の４群の活動からなるサイクルを意識して，分野横断的に自然科学，人文
社会科学双方の知性を兼ね備え，社会での活用が可能なアイディアを創出するという新しい視点で教
育課程を編成することをカリキュラムポリシーとするところに，本研究科の特色がある。
また，人材育成のサイクルに対応した博士前期課程の具体的な統合科目としては，
① 『現場』に対応して，自然・社会（現場を構成する人々としくみ）を多様な視座及び倫理観を通
して理解し修得するために「医療管理」，「医療政策」，「先進病院実習」，「ヘルスシステム
統合科学総論Ⅰ」，「ヘルスシステム統合科学総論Ⅱ」，「倫理総論」，「ケアの比較文化論」
を配置し，
② 『観察・解析』に対応して，自然・社会を観察解析する学術を行う活動として課題の本質を分析
する能力を培うために，「医学研究概論」，「バイオ・創薬科学概論」，「医療機器材料学概
論」，「ヒューマンイノベーション・ヘルスケア科学概論」を配置している。さらに，
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③ 『構成』に対応して，構成的な学術を行う活動としてニーズや課題の発見と解決策を考案する立
場に立って真の要件記述や設計を行う方法を「ヘルスシステム統合科学演習」において学修す
る。そして，
④ 『行動』に対応して，①〜③を通して学修した成果からアイディアを創出し社会へ応用して行動
する活動を学修するために「実践ヘルスシステム統合科学」，「ヘルスシステム統合科学特別研
究」を配置して実践的な課題解決能力である「社会において活用されるモノやアイディアを創
出」する能力を修得させる。
専門科目は，①〜④の過程を学生が持つ個人の知識や能力により，異なる形でこれを補完してカリ
キュラムの修得を完成させようとするものである。

３）科目の配置と履修
イ．カリキュラム
ヘルスシステム統合科学研究科
【博士前期課程】
ヘルスシステム統合科学専攻
統合科目（合計26単位以上）
（必修13単位）
[分野を横断したヘルスシステム統合科学の専門的視座を身に付
ける科目，
社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目，
ヘルスシステム統合科学をリードできる人材になるための科目]
ヘルスシステム統合科学特別研究（必修10単位）
[ヘルスシステム統合科学の修士号の能力を獲得するための科目]
（選択科目3単位以上）
専門科目
（合計８単位以上）
[専門を深化させるための科目]
修了要件単位数34単位以上

専攻での教育目的に対応させて，ヘルスシステム統合科学を構成する諸分野の専門的内容の統
合科目，分野ごとの内容をさらに深化させるための専門科目，特別研究指導科目，という科目分類
を定め体系的な科目構成にする。また，修了要件 34 単位以上の内，26 単位以上の統合科目を履修
することにより，専門性と領域横断性の両方を担保する。

ロ．統合科目の内容と目的
知識・スキル・視点を与えるための科目を必修と選択で構成する。統合科目設置の目的は，工学
系，医薬保健学系，人文社会科学系の基礎を持つ学士までの学修の背景から，教員の属する「バイ
オ・創薬」，「医療機器医用材料」，「ヘルスケアサイエンス」，「ヒューマンケアイノベーション」
のいずれかに軸足を置いている学生が，課題解決の活動のサイクルを意識した統合科目を重層的に
学ぶ中で，これまでの専門以外についての視座を高め，
「医療」にかかわる「統合科学」の方法に
習熟することにある。また，国際的な活動にも対応できる人材となるための基盤となる知識やスキ
ルを学ぶ科目も配置した。専門分野の異なる研究科生全員が一緒に授業を受け，ディスカッション
やグループワークを行うことにより，異分野から対象をみる視点を培うとともに，外国語を含むコ
ミュニケーションスキルを身に付けさせる。
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なお，「統合科目」と「専門科目」の選択科目の履修に当たっては，個々の学生のバックグラ
ウンド，関心及び本研究科での研究領域を考慮しながら適切に指導を行うこととする。これによ
り，専門を深化させながら異分野の理解を深める，すなわち統合科学を身に付けることができ，
「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そ
して物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた
上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に
貢献しイノベーションの基盤を支える人材」の育成を実現する。

① 「医療政策」
（必修）
医療制度は各国の歴史的背景に強く制約されるが，投入する資源には制約があり改革が行われ
ている。望ましい医療提供体制には効果，効率とともに公正も求められる。一方，疾病の頻度は
社会的要因に影響を受け，罹患にかかわる健康政策も重要である。共生社会の形成におけるユニ
バーサルデザインやアクセシビリティの考え方，さらには医療を取り巻く地域公共政策の視点を
学んだ上で，望ましい医療制度に求められる基本的機能について認識する。

② 「医学研究概論」
（必修）
画期的な次世代新薬や革新的医療技術を創出するため，多様な分野の研究機関や，医療機関と
連携し，基礎研究の成果を臨床研究へと橋渡し（トランスレーショナル・リサーチ），さらに産
業化までシームレスに繋げる研究のプロセスを学習する。そして，それらを俯瞰的にマネージメ
ントすることの重要性を理解することを目的とする。基礎研究手法，研究デザイン，データ解析
の方法論，知財管理，研究倫理，法的事項等について概説する。

③ 「ケアの比較文化論」
（必修）
本授業では，人が病むということとケアすることについて，その意味と実践の多様性を，文化・
医療人類学の視点から学ぶ。世界の様々な国や地域における病とケアをめぐる文化的差異に焦点を
当て，その社会文化的側面について理解することを通して，医療を相対的に捉える視座を獲得する。

④ ヘルスシステム統合科学に関連する概論（必修）
「バイオ・創薬科学概論」
，
「医療機器材料学概論」
，
「ヒューマンイノベーション・ヘルスケア科
学概論」の３科目からなり，ヘルスシステム統合科学に関連する科学や技術の動向とともに，工学
系（物理分野，生物・化学分野）
，薬学系，医学系，保健学系，人文社会科学系のそれぞれからヘ
ルスシステム統合科学にアプローチする基本的視座を把握させる。これを通じて，工学系を専門と
して学んできた学生は，内科・外科・薬学・看護学・保健学等の医薬保健学系固有の現場への観察
解析的アプローチと「ケアと看取りをめぐる死生学と日本文化論」,「モノとヒトをめぐる科学技
術論とソーシャルイノベーション」及び「統合科学における法学と医療人類学」から見えてくる人
文社会科学系の研究法と統合的思考法に迫れるようにする。また，医薬保健学系や人文社会科学系
を専門としてきた学生は，バイオ技術と創薬研究などの生命医用科学と医療機器材料などの生命医
用工学分野の基礎と応用について工学的解析のアプローチの特質を知ることで，ヘルスシステム統
合科学における基礎的知識を確認するとともに先端技術・医用技術への応用について理解する。

⑤ 「ヘルスシステム統合科学演習」
（必修）
医療や介護の現場やヘルスシステム統合科学関連企業の訪問調査やヒアリング等を通して，現状
の認識とともにニーズや課題を発見し，更に発見した課題に対して複数の解決策を考案する力を育
成する。学生には，学部の専門を意識せずグループを構成させることで，異なる専門が集まること
による多様な視点の集約を図って課題解決に貢献する訓練とする。医療現場としては岡山大学病院
をはじめ，関連の開業医，介護施設，行政，NPO 等の協力を得る。

⑥ 「実践ヘルスシステム統合科学」
（必修）
「ヘルスシステム統合科学演習」の課題発見・解決策策定に引き続き，分野横断的なグループに
よってユーザーを含め関係するステイクホルダーへの提案・フィードバック，更に得られたフィー
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ドバックを活かした追加調査や議論，解決策の改定を行うことにより，社会実装を見据えた分野統
合的な課題解決力を育成する。

⑦ 「ヘルスシステム統合科学総論 I」
，
「ヘルスシステム統合科学総論 II」
（必修）
医療や介護のスタッフや企業技術者などが直面する現場での問題を取り上げ，様々なアプロー
チからの解決事例の講義により，現場に定位する基本的視座の「統合」方法を理解させる。複数
の部門に属する教員が協働して各授業を展開する。Ⅰ，Ⅱいずれも，近年の大きな医療上の課題
となっている疾患を中心として，その疾患をめぐる各分野の視点を講義する。
ヘルスシステム統合科学総論Ⅰでは，がんを中心的な対象疾患として，関係する視点を講義する。
まず，疾患の概要を提示し，その後，がんを取り巻いて内視鏡・手術用機械・機能欠損を補完する
機器・リハビリ機器などどんな機器開発がなされているかその歴史，とりわけ病院での医療におい
ての薬剤の使用，緩和ケアにおける倫理や意思決定などの視点を論じた後に，それらのまとめを行
う。ヘルスシステム統合科学総論Ⅱでは，認知症を中心的な対象疾患として，関係する視点を講義
する。まず，疾患の概要を在宅ケアや国際・地域社会の視点から提示し，それに対してどんな検査，
機器，技術開発ができるか，それらの国際比較，ケアの現場の課題に対する生活支援についての質
的調査法の視点と技術論的視点，及び認知症患者の人格と尊厳に関する臨床死生学的視点，そして
まとめを行う。

⑧ 「倫理総論」
（必修）
科学倫理，研究者倫理，技術者倫理，法と倫理，及び，生命倫理に関する総合的な講義。それを
通じて，ヘルスシステム統合科学関連の研究者，実務者や技術者に医療現場で必要となる倫理観を
涵養し，倫理的に行動する意識を定着させる。

⑨ 「技術表現発表学」
（必修）
新たな考案や創出を専門家集団に論文や技術レポートとして適切に表現できる文章表現能力を
高めるとともに，異なる分野の専門家や市民に平易に説明するためのプレゼンテーション能力を向
上させる。

⑩ 「ヘルスシステム統合科学専門英語」
（必修）
専門分野（ヘルスシステム統合科学を構成する各教員の専門領域）の英語文献を講読してその概
要を英語でプレゼンテーションすることにより，専門的な英語語彙や英語表現を学び，専門的知識
の向上とともに英語での文章表現能力を向上させる。この科目は，専門分野ごとに個別に開講する。

⑪ 「医療管理」
（選択）
我が国の医療を取り巻く環境は急速に変化し，自らの状況を分析し，戦略を策定し，行動する
という民間企業であれば当たり前の経営管理活動が医療機関においても求められている。医療に
対する多様化した社会的ニーズに応え，機能分化，連携など戦略的な経営を行い，質が高く効率
的な医療を提供するため，幅広い医療経営学の知識を有し，指導的立場で活躍する人材を養成す
る。①医療経営戦略，②医療組織管理，③組織行動・管理者行動，④人的資源管理，⑤財務会計
管理，⑥医療マーケティング，⑦医療品質・安全管理について概説する。

⑫ 「先進病院実習」
（選択）
先進的医療を提供している本学の大学病院において，統合科目として開設し，様々な分野の
背景を持つ学生に医療現場での課題を探求・理解させる。なお，医療系学部で病院実習等を履
修している学生の入学も想定しているため，選択科目として開講する。
「先進病院実習」においては，はじめに，病院長らから先進病院についての講義を行い，先進
病院である岡山大学病院における実習の意義を説明する。これに続いて，
・履修する学生の全員が実習を行う部署（緩和ケアチームなど）
・学生のテーマや視点に応じて７～８名程度からなるチーム（10 程度）に分かれて実習を行
う部署（機器関連，治療関連など）を設け，医療現場を見聞する。この際，本科目担当教
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員以外に，本研究科教員が各チームのモデレーター役となる。これに基づいて，学生は担
当教員やモデレーター教員と医療現場のスタッフとともに，
「患者・家族」，
「医療機器」，
「医療従事者」のそれぞれの視点から，どんな課題が見出されるか，グループワークを中
心とした演習において，チームごと，さらに学生全体として，ディスカッションを十分に
行う。
なお，倫理問題やリスク回避に十分配慮して実習を行う。

⑬ 「ヘルスシステム統合科学インターンシップ」
（選択）
⑤⑥と類似ではあるが，長期にわたって実習，研究等に従事する機会を与え，学部で学んだ専門
が異なる学生でグループを構成し，医療，介護，製品開発等の現場で現場の体験に基づいて見出し
た課題をグループディスカッションさせて，社会実装を見据えた基本的視座の「統合」力と課題解
決力を育成する。

⑭ 「ビッグデータ構築・解析学」
，
「ビッグデータ学」
（選択）
多様で大量なデータに基づいて問題を解決するアプローチは社会実装において強力な方法論と
なりつつある。そこで，データの構築方法や解析方法を身に付けさせる。ビッグデータ構築・解析
学では，ビッグデータにより付加価値の創出において，各種データに対して用いられる構築方法や
解析方法などの技術的な内容を講述し，ビッグデータの構築と解析の演習を通して，ビッグデータ
を運用して様々な付加価値を創出するための技術的な内容を身に付けさせる。また，ビッグデータ
学では，様々な分野でどのようにビッグデータが活用されて付加価値の創出がされているかについ
て，情報分野，顧客サービス分野，生産／インタフェース分野，バイオ技術分野，創薬分野，健康
保健分野，社会文化分野におけるビッグデータ技術の応用事例について講述する。

⑮ 「安全インタフェースシステム学」
（選択）
社会実装において安全性の確保は重要である。特に人間の不注意によるヒューマンエラーは，医
療，介護において共通的に生じるものであり，ヒューマンエラーを低減させることは安全性の確保
に重要となる。そこで，ヒューマンエラー低減を安全なインタフェース設計の方法論として学ばせ
る。また，近年注目されているレジリエンス・エンジニアリングの考え方についても概説する。

⑯ ｢医療ビジネスマネジメント概論｣（選択）
社会実装において，最終的にはビジネスに結び付けることは論を俟たない。本科目では，一般的
なビジネスマネジメントを基礎に置きつつ，医療関係のビジネスにおいて重要となる観点を身に付
けさせる。
⑰ 「老いと看取りと死の文化論」
（選択）
本授業は，過去から現在まで，人類社会に蓄積された老い・看取り・死に関する「知」
，及び現代
の医療やケアに関わる諸問題の歴史的・文化論的考察を行うものである。具体的には，社会言語学，
文化人類学，西洋史，日本美術史を専門とする教員が，オムニス形式で授業を担当し，古今東西の
老い・看取り・死に関する視座と分析の方法を解説する。また，受講生と担当教員とのディスカッ
ションの時間を設け，受講生の問題意識を深化させる。
⑱ 「死生観の宗教社会学」
（選択）
本授業は，在宅ホスピス遺族調査から得られた知見を出発点にし，宗教社会学的及び宗教史的な
考察を介して，その知見をより広い文脈の下に位置付ける。そこから飜って，ケアの問題を含めた，
死をめぐる現代的問題について考察を深める。

⑲ ｢ケア学｣（選択）
社会実装に不可欠な「人間の生活とは何か」,「求められる援助とは何か」について探求する。
本科目では「人間工学」の視点に立ち，患者の安全・安楽を前提とした看護者（介護者）の負担軽
減にむけて，
「生活」
「援助」をテーマとした援助技術に関する概説を行う。取り上げるテーマは，
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ボディメカニクス，移動，口腔ケア，洗髪である。さらに食行動，排泄，罨法に関しては，看護ケ
アの方法をエビデンスとともに概説する。

⑳ ｢ケア学演習｣（選択）
援助技術体験を通し，社会実装に向けて援助を受ける側・援助する側の視点に立ち,それぞれ
の立場から何が求められているかを探求する。
「ケア学」で学んだ生活援助に関する知識を基に，
本科目では患者への日常生活援助としての体位変換や移動，口腔ケア及び洗髪を取り上げ，学生
同士で患者役・看護師役を体験する学内演習を行う。後半は看護ケアの方法を，模擬患者による
演習，実験実習を通して，エビデンスとともに学ばせる。ここで取り上げる主な項目は食行動，
排泄，罨法である。
なお，学内実習では，直接患者へケアを行うことはせず，学生同士での体験に限る。ただし，
事前オリエンテーションの中でリスク管理や倫理的配慮に関する内容も含めて指導する。学生
への指導は 7 名の看護専門職の教員が個別に当たる。さらに臨床場面で想定されるリスクにつ
いては，事前に危険予知訓練を用いて安全教育を行い，必要な場合はシミュレーターを活用す
ることなどにより，特に倫理的問題やリスク回避に配慮する。
これらに加え，学生には「学研災付帯賠償責任保険」等の保険加入を義務付け，不慮の事故に
備える。

ハ．養成する人材像と対応する統合科目
統合科目は，本研究科が目指す人材が有しているべき能力に資するための科目であり，以下のよう
な対応となっている。
① 分野を横断したヘルスシステム統合科学の専門的視座を身に付けるための科目
「バイオ・創薬科学概論」
，
「医療機器材料学概論」
，
「ヒューマンイノベーション・ヘルスケア科
学概論」
，
「実践ヘルスシステム統合科学」
，
「ヘルスシステム統合科学総論Ⅰ」
，
「ヘルスシステム統
合科学総論Ⅱ」
，
「医学研究概論」
，
「老いと看取りと死の文化論」
，
「死生観の宗教社会学」
，
「ケアの
比較文化論」

② 社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目
「医療政策」
，
「医療管理」
，
「先進病院実習」
，
「ヘルスシステム統合科学演習」
，
「ヘルスシステム
統合科学インターンシップ」
，
「倫理総論」
，
「ビッグデータ構築・解析学」
，
「ビッグデータ学」,「安
全インタフェースシステム学」
，｢医療ビジネスマネジメント概論｣，
「ケア学」
，
「ケア学演習」

③ ヘルスシステム統合科学をリードできる人材になるための科目
「技術表現発表学」
，
「ヘルスシステム統合科学専門英語」

ニ．ヘルスシステム統合科学特別研究の位置付け
専門分野での修士論文作成を通じて自律的に課題を発見する能力と課題解決のための研究力を
培う科目として，
「ヘルスシステム統合科学特別研究」を置く。１年次末に研究に関する中間審査を
研究科の教員に加えて企業等から実務経験者が参加して行う。

ホ．専門科目の位置付け
専門科目は，ヘルスシステム統合科学の専門知識やスキルを深めて，博士前期課程の人材育成目的
を達成するために，教員組織となる４つの部門「バイオ・創薬」，
「医療機器医用材料」，
「ヘルスケ
アサイエンス」，
「ヒューマンケアイノベーション」の教員が分担して担当する。専門科目を以下の
表に示す。

－ 27 －

専攻

専 門 科 目 名

ヘルスシステム統合科学

人工生体機能分子設計学，分子酵素学，分子生理学，遺伝子機能制
御工学，細胞内シグナル伝達科学，細胞機能工学，生体材料設計学，
生体材料科学，ＲＮＡ工学，蛋白質分子工学，ナノバイオ分子設計
学，分子細胞生物学，オルガネラシステム工学，組織工学概論
音声情報処理特論Ⅰ，音声情報処理特論Ⅱ，情報学習理論，ネット
ワークアーキテクチャⅠ，ネットワークアーキテクチャⅡ，センシ
ング工学特論，光計測工学特論，知能工学特論，医用ロボット学特
論，認知神経科学，生体信号処理特論
ヘルスプロモーション科学，先端医療疾病管理論，社会医療疾病
管理論，ヘルスシステム統合科学応用学実習，実践基礎看護学特論，
生命健康情報理工学特論Ⅰ，生命健康情報理工学特論Ⅱ，生命健康
情報理工学演習，生体情報解析学特論，生体情報解析学演習，医療対
話学，機能修復医学特論，臨床科学概論，疫学入門，医療システムデ
ザイン学
ヒューマン共生思想哲学，ヒューマンライフ価値論，東アジア老
年思想文化論，日本思想史・死生観特論，科学技術史・技術論，高齢
社会科学技術論，臨床死生学Ⅰ，臨床死生学Ⅱ，医療福祉制度比較
論，ソーシャルイノベーション論，医療関係法１（医療機関法），医
療関係法２（医療行為法），介護福祉と法，医療経営法務，医事・薬
事法概論，医療リスクマネジメント概論

（２）博士後期課程
１）教育課程の編成の基本的な考え方
本研究科は，自然科学，人文社会科学双方の知性を兼ね備えて，医療現場を構成する人々としくみ（ヘ
ルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個
人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協
働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材を育成する
ための研究科である。
博士後期課程においては，現場課題を整理して建設的な仮説を立てられ，その仮説を諸専門の手法を
組み合わせながら適切な科学的方法で証明できる研究能力を有することにより，社会の多様な場で自ら方
針を示して課題解決に貢献する中核的人材を育成する。このために医療現場を構成する人々としくみ
（ヘルスシステム）の課題を把握し整理できるのみでなく，関連する過去の様々な知識を体系化し
て把握し，それによって未来の課題を知り，結果として解決への貢献を主体的に進めて行けること
が必要である。すなわち，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連する様々な困難から，学術
によって応えうる問いや課題を設定でき，これに対応して仮説を立てられ，その仮説を適切な科学
的方法で証明していくことができる人材を養成する。これにより，社会が抱える困難な課題を建設
的に整理し，その構成を明らかにして，創造的に解決する能力とそれを支える高度な科学的知識の
基盤を有し，これを通じて，博士号を有して国際的にもリーダーシップを発揮して活躍できる自立
した人材を養成する。
博士前期課程のカリキュラム構成で意識された学術や engineering を含めた課題解決の４群の活
動からなるサイクルをさらに強く意識して，４群の活動が緊密に連環するカリキュラムを学び，かつ，
博士学位論文の作成を通じて身に付けて発信していくことを促す。現状の国内外の状況と比較すれば，
いわば「縦割り」などの社会構造の結果としてこれらのサイクルの各要素活動がそれぞれ一群の人材
で担われていることを改善し，それらを俯瞰的に把握してサイクルの回転をよくする中核的な人材が
より多く必要な状況である。本研究科博士後期課程では，博士前期課程での育成目標に加え，さらに
このサイクルを自ら俯瞰的に回していける人材を育成するカリキュラムとする。つまり，医療現場を
構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を把握し整理できるのみでなく，関連する過去の
様々な知識を体系化して把握し，それによって未来の課題を知り，結果として解決への貢献を主体
的に進めて行ける人材を育成する。これがヘルスシステム統合科学における高度専門人材である。
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このため，博士前期課程と同様に，工学，医薬保健学，人文社会科学の多様なバックグラウンドを持
つ学生に門戸を拡げ，学生が融合した教育を受ける「統合科目」を設け，また「ヘルスシステム統合
科学」の視点からの「専門科目」を選択していく。
これを通じて，医療に対する独自の視点，ヘルスシステム統合科学に特徴的な複数の視座を持って
問題解決や社会でのアイディア活用を行える能力を身に付けさせる。

２）教育課程の特色
博士前期課程と同様に，統合科目と専門科目からなる教育課程を編成した。博士後期課程は知識を
修得する能力に加えて，ヘルスシステム統合科学全般の課題把握力，課題解決のための新パラダイム構
築能力，新パラダイムに基づく企画力を養成する。
教育課程を編成するに当たっては，異なる基盤を持つ学生にヘルスシステム統合科学の共通基盤と
なる専門的知識・スキル・視点を与えるための「統合科目」
，それぞれの専門を深化させるための「専
門科目」を置き，大学院博士レベルの専門知識と研究能力を修得できるようにしている。博士課程は
３年間の長期に渉って自主的に研究を深化させて行けることを利点として，自分の目でもう一度博士
前期課程の人材養成サイクルを振り返り，医療，介護，製品開発等の現場での経験を積むことから，
今身に付けつつある能力が，学界や医療現場での様々な背景を持つ他者に対して科学的かつ説得的に
アピールできるかの創意工夫を十分模索し，自立できるところまで養成する。そのために，特に，人
材育成の課題解決の４群の活動からなるサイクルを意識して，分野横断的に自然科学，人文社会科学
双方の知性を兼ね備え，社会での活用可能なアイディアを創出するという新しい視点から４つの人材
育成の活動を連携させる総合的な能力を高められるように教育課程を編成することを博士後期課程の
カリキュラム編成の方針（カリキュラムポリシー）とすることが本研究科の特色である。
人材育成の活動に対応した
博士後期課程の統合科目と専
門科目のカリキュラム構成科
目は，博士前期課程での科目群
が人材育成の４つのうちの２
つ以上の活動に対する能力を
個々に育成することを基本と
していることに対して，専門の
知識や能力を高めるとともに，
医療関連の現場を直視して自
然科学及び人文社会科学双方
の知性を兼ね備え，４つの人材
育成の活動を連携させる総合
的な能力を高められるように
編成されている。
人材育成の活動「現場の理解
と課題の抽出」，「観察型・解析型活動」，「構成型活動」，「行動型活動」のサイクルの中で，博士後期課
程の統合科目の複数要素と専門科目を組み合わせて課題解決し，新しいモノ・アイディアを社会で活用す
る力を自立的に身に付けて表現できることを目指すために，４群の活動のうち連接する２つの活動を含む
統合科目を履修する。具体的には，
『現場』と『観察・解析』に対応して，「ヘルスシステム統合科学特論」により，ヘルスシステム
統合科学にアプローチする研究姿勢を習得させる。
『観察・解析』と『構成』に対応して，「ヘルスシステム統合科学総合演習」により，現場の現状
の認識能力とともに課題発見力を育成する。
『構成』と『行動』に対応して，「ヘルスシステム統合科学アドバンストインターンシップ」によ
り，これまでに学んだ知識を基礎とする独自の視点やアプローチをもって，社会実装を見据えた基
本的視座の「統合」力と課題解決力を一層高める。
また，これらに加えて，各学生の軸足に当たる専門の深化と，その軸足の周辺分野を補強するた
めに，各分野から専門科目を履修する。
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このように博士後期課程でも４群の活動が緊密に連環するカリキュラムを学ぶ。重層して博士学
位論文の作成を通じ，知識を修得する能力に加え，ヘルスシステム統合科学全般の課題把握力，課
題解決のための新パラダイム構築能力，新パラダイムに基づく企画力を身に付け，その成果を発信
していくことを促す。

３）科目の配置と履修
イ．カリキュラム
ヘルスシステム統合科学研究科
【博士後期課程】
ヘルスシステム統合科学専攻
統合科目
（必修５単位）
[分野を横断したヘルスシステム統合科学の専門的視座を身に付け
る科目
社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目]
専門科目
（合計７単位以上）
[専門を深化させるための科目]
修了要件単位数12単位以上
専攻での教育目的に対応させた統合科目と専門科目という科目分類を定め体系的な科目構成に
する。また，修了要件 12 単位以上の内，５単位の統合科目を履修することにより，専門性と領域
横断性の両方を担保する。

ロ．統合科目の内容と目的
統合科目設置の目的は，
「ヘルスシステム」に関わる分野横断的な「統合科学」の方法について
学術の最先端のレベルの知見を広め，現場のニーズをくみ取ったアイディア構築・創出やそのアイ
ディアの社会での活用に関する総合的スキルを高めることにある。博士前期課程までの学生の知
識・スキル・視点をより高度な見地から捉え直させる内容の必修科目から構成され，専門科目との
緊密な連携を図る内容とする。

① 「ヘルスシステム統合科学特論」
（必修）
独自の視点を持って，ヘルスシステム統合科学に関連する科学や技術の最新動向を把握し，工
学系（物理分野，生物・化学分野）
，薬学系，医学系，保健学系，人文社会科学系のそれぞれか
らヘルスシステム統合科学にアプローチする研究姿勢を修得させる。

② 「ヘルスシステム統合科学総合演習」
（必修）
独自の視点を持って，ヘルスシステムに関わる医療や企業の現場を訪問調査し，現状の認識と
ともに課題発見力を育成する。担当教員は，
「バイオ・創薬」
，
「医療機器医用材料」
，
「ヘルスケ
アサイエンス」
，
「ヒューマンケアイノベーション」の各分野を専門とすることから，調査の訪問
先は担当教員の専門分野の企業等になるが，学生には既存の専門分野にとらわれずに「ヘルスシ
ステム統合科学」の総合的見地を実証する機会とする。

③ 「ヘルスシステム統合科学アドバンストインターンシップ」
（必修）
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独自の視点を持って，医療，介護，製品開発等の現場を選択し，長期にわたって実習，研究等
に従事させ，現場の体験に基づいて見出した課題を現場の人とディスカッションさせて，社会実
装を見据えた基本的視座の「統合」力と課題解決力を育成する。

ハ．養成する人材像と対応する統合科目
統合科目は，本研究科が目指す人材が有しているべき能力に資するための科目であり，以下のよ
うな対応となっている。

①

分野を横断したヘルスシステム統合科学の専門的視座を身に付けるための科目
「ヘルスシステム統合科学特論」

② 社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目
「ヘルスシステム統合科学総合演習」
，
「ヘルスシステム統合科学アドバンストインターンシッ
プ」

ニ．専門科目の位置付け
専門科目は，ヘルスシステム統合科学の専門知識やスキルを深めて，博士後期課程の人材育成目
的を達成するために，教員組織となる４つの部門「バイオ・創薬」
，
「医療機器医用材料」，
「ヘルス
ケアサイエンス」，「ヒューマンケアイノベーション」の教員が分担して担当する。これにより，
専門科目を以下の表に示す。
分野

専 門 科 目 名

ヘルスシステム統合科学

生体機能制御学，酵素機能解析学，１分子生理学，シグナル伝達創
薬，細胞機能開発学，生体素材開発学，生体材料表面科学，化学生物
学，蛋白質分子設計学，生体ナノ分子工学，分子遺伝学，オルガネラ
機能情報設計学，組織工学特論，
ヒューマンインタフェース特論，情報数理論，ネットワーク性能
評価論，センサデバイス工学，計測システム応用学，人間支援インタ
フェース論，機能ロボット設計論，神経医工学，生体信号計測学，複
合機能設計学，細胞制御材料学，組織再建材料学，
機能修復医学，インタープロフェッショナルワーク論，先端医療
疾病管理特講，ヘルスシステム統合科学応用学特講，実践基礎看護学
特講，生命健康情報理工学特講Ⅰ，生命健康情報理工学特講Ⅱ，生体
機能情報学特講，臨床研究学，医療技術臨床応用学，医療システムデ
ザイン特論，
医薬品医療機器等法特論，研究倫理と法特論，医療機器関連法特
論，人間共生哲学思想特論，東アジア老年思想史特論，科学技術開発
論，地域社会ヒューマンケア論，臨床死生学特論，医療ビジネスマネ
ジメント論，医療リスクマネジメント論

（３）博士前期・後期課程一貫コースの設定
１）趣旨・目的
博士前期課程・後期課程に渡る一貫的な教育により，より自律的にグローバルに活躍することがで
きる能力の涵養を目指す。本コースを選択する素養として，本コースで博士の学位を取得する意志が
強く，学士課程の学業成績が優秀であり，必修科目である実務インターンシップを履修する意志が強
いことが必要である。このためには英語の能力が TOEIC800点相当以上あるいは留学生にあっては日
本語の能力が日本語検定 N1同等以上であることが期待される。
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ヘルスシステム統合科学研究科
【博士前期・後期課程一貫コース】
ヘルスシステム統合科学専攻
博士後期課程開講統合科目
（必修５単位及び実務インターンシップ（海外研修を含む）１単位）
[ヘルスシステム統合科学に必要な分野を横断した視座を身に付けるため
の科目
社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目]
博士前期課程開講統合科目
（必修13単位，選択3単位以上）
[ヘルスシステム統合科学の分野を横断した視座を身に付けるための科目
社会実装を見据えた課題解決力を身に付けるための科目
ヘルスシステム統合科学をリードできる人材になるための科目]
ヘルスシステム統合科学特別課題研究（必修10単位）
[ヘルスシステム統合科学修士と同等な能力を獲得するための科目]
博士後期課程開講専門科目
（合計６単位以上）
[専門を深化させるための科目]
博士前期課程開講専門科目
（合計８単位以上）
［専門を深化させるための科目］
修了要件単位数：博士後期課程開講科目から12単位以上
修了要件単位数：博士前期課程開講科目から34単位以上

２）カリキュラムの特徴
本コースは，博士前期課程及び博
士後期課程に渡る一貫的な教育指
導を行い，早い段階から博士論文を
目指した研究を進め，最短３年で学
位取得を可能とする。本コースの履
修を希望する者は博士前期課程入
学時から履修登録することが望ま
しいが，入学後であっても，博士の
学位取得に強い希望があり，成績優
秀と認められれば博士前期課程の
中途からでも本コースの履修登録
を認めることができるものとする。
また，本コースでは，修士論文に
代えて，特定の課題についての研究
成果による修了を可能とし，特別課
題研究として，研究の発展性を重視
した特定の課題に関連する論文が主著１報以上あるいは共著２報以上が査読付き論文として学術
誌に掲載あるいは受理されていることを条件とし，この内容について研究報告書を提出させ審査及
び最終試験を受けて合格後，修士の学位を授与する。
博士の学位は，修士論文と博士論文の重複を解消する形で博士論文を完成させ，学位審査を受け
て合格の後，博士の学位を授与する。
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原則として，4群の活動が循環するサイクルの更なる充実を目指し，在学期間中に１学期以上の
実務インターンシップ（海外研修を含む）の実施を博士の学位を授与する要件とする。通常であれ
ば修士論文作成に割くべき時間を実務インターンシップに充てることでヘルスシステム統合科学
アドバンストインターンシップに加えてより実質的な経験を積む機会を与える。

５

教員組織の編成の考え方及び特色

ヘルスシステム統合科学研究科は，
「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，
研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を
理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献
しイノベーションの基盤を支えることができる人材」の育成を目指し，体系的なカリキュラムを構成している。
このようなカリキュラムを実効性のあるものとするため，研究科には，専任教員39名(※新規採用予定3
名を含む。教授19名，准教授・講師16名，助教4名）が配置され，専門科目と統合科目を担当するととも
に研究指導に当たる。教員組織の編成に当たってもそれぞれの教員のバックグラウンドや専門分野を配
慮して協働して教育研究にあたれる適切な教員配置を行っている。すなわち，本研究科には，「ヘルス
システム統合科学専攻」という専攻を置き，そのもとに「ヘルスシステム統合科学講座」という一つの
講座に属するものとして教員は，「医療機器医用材料」，「バイオ・創薬」，「ヘルスケアサイエンス」，
「ヒューマンケアイノベーション」の大きく４つの部門を構成し，自然科学的な分野から，とりわけモノの
創出においてバイオ系を専門とする教員群（主に工学系）を「バイオ・創薬部門」に，機器や材料開発を専門とす
る教員群（主に工学系）を「医療機器医用材料部門」に，また，患者に相対しアイディアを活用していくことを専門
とする教員群（主に医療系）を「ヘルスケアサイエンス部門」に，ヒトや地域社会の課題や価値観，活動の面につ
いての解析やアイディア創出，社会でのアイディア活用を専門とする教員群（主に人文社会科学系）を「ヒューマ
ンケアイノベーション部門」に配置する。それぞれの部門においてヘルスシステム統合科学の見地からの専
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門的な研究が深められる。これらは各部門に閉じたものではなく，この部門にこだわらず必要に応じて
統合的に対応していく。すなわち，各部門各専門の垣根を超えて，「ヒューマンケアイノベーション部
門」の人文社会科学系の教員と「ヘルスケアサイエンス部門」の医薬保健学系の教員とが協働したり，
「バイオ・創薬部門」及び「医療機器医用材料部門」の工学系の教員とが協働したりして，広い意味で
の「医療」にかかわる教育研究に当たるところに特色がある。このことは，部門を超えた教員同士が協
力して「ヘルスシステム統合科学総論」や「実践ヘルスシステム統合科学」等の「統合科目」を実施す
ることにおいて学生に可視化されると共に，そのような授業展開を一つの専攻一つの講座の下に企画準
備することから教員同士の連携が深まり，「ヘルスシステム統合科学」が目指す「社会で活用可能なア
イディア創出」を教員が率先して推進することを容易にしていく教員配置である。なお，各部門の専任
教員の教育研究分野及び兼担教員の主な担当科目は下表のとおりである。

専攻・講座

ヘルスシステ
ム統合科学

部門

教育研究分野等

バイオ・創薬

生体機能分子設計学，１分子生物化学，細胞機能設計学，無
機バイオ材料工学，生体分子工学，蛋白質医用工学，ナノバ
イオシステム分子設計学，オルガネラシステム工学

医療機器医用材料

人間情報処理学，医用情報ネットワーク学，先端医用電子工
学，インタフェースシステム学，認知神経科学

ヘルスケアサイエ
ンス

医療管理，医療政策，医学研究概論，先進病院実習，臨床応
用看護学，生体情報科学，放射線健康支援科学，基礎看護
学，生体機能再生再建医学，医療技術臨床応用学

ヒューマンケアイ
ノベーション

老いと看取りと死の文化論，死生観の宗教社会学，ケアの比
較文化論，人間文化論，キリスト教文化論，医療人類学，日
本文化論，医事法学，科学史技術論，臨床死生学，ソーシャ
ルイノベーション論

なお，本研究科の授業は，津島キャンパス及び鹿田キャンパスにおいて実施されるが，教員の負担や
学生への指導に不具合が生じないようカリキュラムを工夫して実施する。
専任教員の職階別の年齢構成は，下表のとおりとなっており，大きな偏りはなく適切な分布となって
いる。また，全員がそれぞれの専門分野における最先端の研究者として国際的に活躍し，卓越した業績
を上げており，人文学・社会科学・工学・医学・保健学等の先端的かつ統合的な教育から研究指導まで
に至る教育研究を担当する教員として，十分な資質を有している。

区分
教授
准教授・講師
助教
計

専任教員の年齢分布
30 代
40 代
0名
4名
1名
9名
1名
2名
2名
15名

50･60 代
16名
5名
1名
22名

計
20名
15名
4名
39名

※新規採用予定者3名を含む。年齢は，H30.4.1現在

（参考）
◯国立大学法人岡山大学職員就業規則（抜粋）
（定年）
第18条 職員の定年は，年齢60年とする。ただし，次に掲げる職員の定年は，それぞれ当該各号に定
めるとおりとする。
一 教育職員（助手，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭を除く。）年齢65年
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二 労務職員 年齢63年
２ 定年による退職の日（以下「定年退職日」という。）は，定年に達した日以後における最初の3月
31日とする。
（定年による退職の特例）
第19条 学長は，前条の規定にかかわらず，その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上
の特別の事情からみて，その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由
があるときは，１年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。
２ 前項の規定による定年退職日の延長は，３年を超えない範囲で更新することができるものとする。

６ 教育課程及び修了要件
（１）教育方法
ヘルスシステム統合科学研究科は，「医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解
し，研究及び技術開発，そして物質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他
分野を理解できた上，社会において活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解
決に貢献しイノベーションの基盤を支えることができる人材」を育成する。すなわち，学部，大学院，あるい
は社会で学んだ専門分野の知識や技術を軸として，既存諸科学の思考法も取り入れながら，高齢化・少
子化社会での身体的精神的な健やかさを保つ医療の向上に向けた諸課題を多面的な視点から把握し，ど
のように人間社会によって受容されるかを科学的に取り扱うことにより社会実装を見据えた上で，課題
を解決できる新たな方法・機器・物質・サービスを科学・技術を適用して考案・創出できる人材の育成を
目指す。
このような文理統合教育による広い視野の涵養と，それにより社会に真に実装される方法や技術の
開発を支える人材の養成を目指す統合的教育を行うため，博士前期課程においては，人材育成のサイ
クルをなす活動に対応連携させて，ヘルスシステム統合科学専攻の統合科目（必修・必修選択）と専
門科目（選択）からなる統一カリキュラムを編成する。
統合科目のうち，学士までの各専門分野（部門）だけでなく他の専門分野（部門）の学生にとって
も受講する価値が高いと考えられる医療系科目「医療管理」（１単位），「医療政策」（１単位），
「医学研究概論」（１単位），「先進病院実習」（１単位），一般性の高い総論的な内容を中心とし
た「概説」講義（３単位）をはじめ，現場の課題に即して正確な情報を得てそこからのアイディア創
出の方法を学ぶ「ヘルスシステム統合科学総論Ⅰ･Ⅱ」（２単位），「ヘルスシステム統合科学演習」
と「実践ヘルスシステム統合科学」
（合わせて２単位）や倫理意識を涵養する「倫理総論」
（１単位），
文化人類学（医療人類学）の視座と方法を身に付ける「ケアの比較文化論」（１単位），さらに「技
術表現発表学」，「ヘルスシステム統合科学専門英語」の計14単位の必修及び「ヘルスシステム統合
科学インターンシップ」，「ビッグデータ構築・解析学」，「安全インタフェースシステム学」や「ケ
ア学」等を２単位選択必修とすることにより，統合的に既存諸科学の思考法を理解する力を養成する。
さらに，８単位以上の専門科目の履修と，10単位のヘルスシステム統合科学特別研究における個別指
導により，研究を深化させるとともに，それぞれの分野における基礎から応用までが一体的に学べる
講義内容としている。
また，博士後期課程においては，専門の知識や能力を高めるとともに，医療関連の現場を直視して
自然科学及び人文社会科学双方の知性を兼ね備え，複数の人材育成の活動を緊密に連携させる総合的
な能力を高められるように分野を横断した視座を身に付けるための科目や社会実装を見据えた課題解
決力を身に付けるための科目から構成される合計５単位の統合科目を必修とし，専門を深化させる専
門科目の７単位と合わせて合計12単位以上を履修して，専門性と領域横断性の両方を担保する形で教
育し，博士論文作成に向けての個別的な研究指導を豊かにしていく方法を取る。

（２）履修指導
入学時に履修ガイダンスを行い，人材育成のサイクルをなす課題解決活動に対応連携させた「統合
科目」と「専門科目」の科目編成に関する考え方等について説明し，修了するための要件等について
周知を図る。博士前期課程においては統合科目の中から適切な科目を選択必修し，博士後期課程にお
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いては必修の統合科目を履修し，さらにそれぞれの専門科目を履修することとしているため，丁寧な
履修指導が必要である。このため，想定される標準的な学生のバックグラウンドと関心及び本研究科
での研究領域を考慮して，履修モデル（例：資料６）をあらかじめ作成・整備しておく。学生の履修
指導においては，この履修モデルを示しながら，指導教員が適切なアドバイスを行う。
特に統合科目では学部でどのような専門分野の背景があるにせよ，学生自身が「統合科学」という
観点から，医療という側面において現代社会が抱える課題を客観的に見つめ，その課題を解決する方
法を見出し社会に還元できる能力を身に付けるために，これら統合科目が4つの人材育成の活動 ①
「現場の理解と課題の抽出」，②「観察型・解析型活動」，③「構成型活動」，④「行動型活動」の
サイクルの中で，①ヘルスシステム統合科学総論Ⅰ，ヘルスシステム統合科学総論Ⅱ，②ヘルスシス
テム統合科学に関する概論，③ヘルスシステム統合科学演習と④実践ヘルスシステム統合科学が「人
材育成の4つの活動」のそれぞれに対応するように位置付けられていることを理解し，順序だって学
修することは大変重要である。
それを体系的，段階的に，学生にわかりやすく明確にするために，
１）入学時ガイダンスで学生に統合科目の構成について周知徹底する。
２）これらを順序良く学べるように，1 年次後半 3，4 学期の③ヘルスシステム統合科学演習と④
実践ヘルスシステム統合科学，両科目の受講に先立って，1 年次前半 1，2 学期で①ヘルスシス
テム統合科学総論Ⅰ，ヘルスシステム統合科学総論Ⅱ，及び②ヘルスシステム統合科学に関す
る概論が設定されていることを周知して，そのことがわかるように，これらの科目のシラバス
で必ず受講しておくようにと明確にする。この点，入学時ガイダンスでも履修指導する。
３）これらに加えて，新規に必修科目として開講することとした１年次前半１学期の②「医学研
究概論」において，ヘルスシステム統合科学の方法論を受講させる。
４）③ヘルスシステム統合科学演習と④実践ヘルスシステム統合科学に必要な方法論，及び，ヘ
ルスシステム統合科学を構成する各専門分野の特性や要素を学べる科目として，①ヘルスシス
テム統合科学総論Ⅰ，ヘルスシステム統合科学総論Ⅱと②ヘルスシステム統合科学に関する概
論の合計 5 単位の授業が設定されている。その内容として，①ヘルスシステム統合科学総論
Ⅰ，ヘルスシステム統合科学総論Ⅱでは，演習や実践で直面してくる現場のモデルケースから
そこで必要となる方法の実際例から統合科学の方法を学び，それを踏まえて，②ヘルスシステ
ム統合科学に関する概論では，それぞれの分野の研究アプローチによる基礎的解析から応用に
ついての方法を理解する中でその特性が習得される。研究者倫理の学修を含む倫理総論もこれ
に関係するものである。
５）いずれの総論や概論も，その学修が③「構成型活動」，④「行動型活動」を身に付ける演習
や実践ヘルスシステム統合科学につながって，全体として 4 群のサイクルをなす「統合科学」
の方法を示すもので在り方法論も既に教育する内容に含まれるものであることを，シラバスに
明記し，その中で「質的調査」，「量的分析」，「設計学的アプローチ」などの方法論が学べ
ることを説明する。
６）③ヘルスシステム統合科学演習と④実践ヘルスシステム統合科学の各第1回目のオリエンテー
ションにおいて，上記で学んだ方法論について復習確認して次回以降の展開を準備するように学
生に促す。

（３）研究指導の方法
なお，本研究科では分野横断型の修士研究や博士研究が多く行われると予想されることから，その
実施においては様々な分野の研究者からの多様なコメントを考慮して進めることが効果的であると
考えられる。このため，前身の一つである自然科学研究科生命医用工学専攻において既に実施されて
いるが，博士前期課程において１年次の期末に，専門分野の異なる教員が参加する修士研究の中間発
表会を実施し，医療の質と効率の向上の観点から研究の進捗状況をレビューする予定とする。学生は
レビュー結果も踏まえて，適宜レビュー教員の指導・助言を得て，修士研究を発展させて修士論文を
完成させる。博士研究指導においては，副指導教員のうちの１名に他分野の教員をできるだけ積極的
に配置し，幅広い視点や観点から博士研究が実施できる体制とする。研究実施においては，課題を自
ら設定して自立的に取り組ませるが，中間審査などで定期的に進捗状況を確認して必要な指導を行う。
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（４）修了要件
１）博士前期課程
博士前期課程に２年以上在学し，34単位以上を修得し，かつ必要な研究指導を受けた上，当該
課程の目的に応じ，修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
すること。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については１年以上在学す
れば足りるものとする。
博士前期・後期課程一貫コースについては，博士前期課程に２年以上在学し，34単位以上（統
合科目については，必修科目23単位，選択科目３単位以上，専門科目については，８単位以上）
を修得し，かつ必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，特定の課題についての研究
の成果の審査及び最終試験に合格すること。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上
げた者については１年以上在学すれば足りるものとする。

２）博士後期課程
本研究科に３年以上在学し，12単位以上を履修，かつ必要な研究指導を受けた上，博士論文の
審査及び最終試験に合格すること｡ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につ
いては１年（２年未満の在学期間をもって修士課程又は前期２年の課 程を修了した者にあって
は，当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。
博士前期・後期課程一貫コースについては，本コースの博士前期課程を修了した後，博士後期
課程に３年以上在学し，必修科目６単位，選択科目６単位以上を修得し，かつ必要な研究指導を
受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格すること。ただし，在学期間に関しては， 優れた
研究業績を上げた者については１年（２年未満の在学期間をもって修士課程又は前期２年の課程
を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。

（５）他の研究科における授業科目の履修
学生は，本研究科長の許可を受けて，本学の他の研究科の授業科目を履修することができる｡履修
した授業科目の修得単位は，本研究科の単位として認定することができる｡

（６）他大学の大学院における授業科目の履修
他大学の大学院（外国の大学院またはこれに相当する高等教育機関等（以下｢外国の大学院等｣とい
う。）を含む。）の授業科目を履修しようとするときは，指導教員を経て，研究科長に願い出るもの
とし，当該大学等との協議が成立したものについて，許可するものとする。

（７）他の大学院等における研究指導
学生が，他大学の大学院（外国の大学院等を含む。）または研究所等において研究指導を受けよう
とするときは，指導教員を経て，研究科長に願い出るものとし，当該大学等との協議が成立したもの
について，許可するものとする｡

（８）他の大学院生の授業科目の履修及び研究指導
他大学の大学院（外国の大学院等を含む。）の学生で，研究科の授業科目について特別聴講学生と
して聴講を志願するものがあるときは，当該大学との協議に基づき研究科長が許可するものとする｡
他大学の大学院（外国の大学院等を含む。）の学生で，研究科の特別研究学生として研究指導を受け
ることを志願するものがあるときは，当該大学との協議に基づき研究科長が許可するものとする。

（９）学位に付記する専攻分野の名称及び学位審査体制について
諸専門分野の思考法や蓄積が，ヘルスシステムに寄与する方向に「統合」するための教育を行う本研
究科では，学位の授与において，修士，博士とも，
「統合科学」を授与する学位の名称とする。
博士前期課程
学位に付記する専攻分野の名称：
統合科学（Master of Science in interdisciplinary studies，MSc）
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博士後期課程
学位に付記する専攻分野の名称：
統合科学（Doctor of Philosophy，PhD）
即ち，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を理解し，研究及び技術開発，そして物
質面及び人間の理解を併せ持つことで，個人の専門分野を活かしつつ他分野を理解できた上，社会におい
て活用されるモノやアイディアを他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤
を支えることができる人材の育成に当たる本研究科において，博士前期課程においては，学部教育で学ん
だ専門に重層して他専門領域の手法を学び，課題を創造的に解決する能力と専門的知識を有することによ
り，社会の多様な場で課題解決に貢献できる専門知識と研究能力を身に付けた人材に達することをもっ
て「修士（統合科学）」の学位授与方針（ディプロマポリシー）としている。
この学位授与方針に基づき，修士（統合科学）における学位審査基準は，カリキュラムを経た結果
として，学生自らの言葉で以下の項目を書き著し発表討議できることを指標として，学位論文を審査
する。
１．ヘルスシステムに関連する課題のいずれを扱ったのか。
２．その課題に対していかなる仮説を立てたのか，その新規性はどこにあるのか。
３．その仮説に対していかなる方法でエビデンスを付けたのか。
４．そのエビデンスの妥当性はどうか。
５．その妥当性は広く諸科学のいずれに位置付けられる方法で示されたものか。
６．学位論文に著わされた成果はどのようにすれば社会で活用されるに至るか。
上記の学位審査指標に基づき，講座の教員により構成される学位審査委員会による審査を経て教授
会で決定し，学位論文の内容に基づいて「修士（統合科学）」を授与する。
なお，中間審査において，企業等から実務経験者を予備審査委員として参画を依頼する。なお，予
備審査委員の資格は，実務経験及び業績をあらかじめ教授会で審議し，予備審査を行う資格を教授会
において認定する。
また，本研究科の博士後期課程においては，現場課題を整理して建設的な仮説を立てられ，その仮説を
諸専門の手法を組み合わせながら適切な科学的方法で証明できる研究的能力を有することにより，社会の
多様な場で自ら方針を示して課題解決に貢献する中核的人材を育成する。このために医療現場を構成す
る人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を把握し整理できるのみでなく，関連する過去の様々な知
識を体系化して把握し，それによって未来の課題を知り，結果として解決への貢献を主体的に進めて
行けることが必要である。すなわち，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連する様々な困難か
ら，学術によって応えうる問いや課題を設定でき，これに対応して仮説を立てられ，その仮説を適切
な科学的方法で証明していくことができる人材を養成する。これにより，現場課題を整理して建設的
な仮説を立てられ，その仮説を諸専門の手法を組み合わせながら適切な科学的方法で証明できる研究
能力を有することにより，社会の多様な場で自ら方針を示して課題解決に貢献する専門知識と研究能
力を身に付けた中核的人材に達することをもって「博士（統合科学）
」の学位授与方針（ディプロマポ
リシー）とする。
この学位授与方針に基づき，博士（統合科学）における学位審査基準は，カリキュラムを経て，以
下の項目１，２を自ら設定し，３を自ら遂行し，その内容について４，５を含めて書き著し発表討議
でき，さらに論文出版等を経て，６社会に発信でき，７他者との協働の方策と社会での活用を視野に
入れていることを指標として，学位論文を審査するものとする。
１．ヘルスシステムに関連する課題のいずれを，なぜ，扱ったのか。
２．その課題に対していかなる仮説を立てたのか，その新規性はどこにあるのか。
３．その仮説に対していかなる方法でエビデンスを付けたのか。
４．そのエビデンスの妥当性はどうか。
５．その妥当性は広く諸科学のいずれに位置付けられる方法で示されたものか。
６．その内容を広く社会に発信できているか。
７．学位論文に著わされた成果は，どのように異分野の他者と協働を可能とし，また社会で活用さ
れるか。
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上記の学位審査指標に基づいて，主査１名，副査２名以上から構成される学位審査委員会による審
査を経て教授会で決定して，学位論文の内容に基づいて，博士（統合科学）を授与する。
なお，中間審査において，企業等から実務経験者を予備審査委員として参画を依頼する。なお，予
備審査委員の資格は，実務経験及び業績をあらかじめ教授会で審議し，予備審査を行う資格を教授会
において認定する。
本審査では，研究指導教員が審査委員として学位論文を審査するが，審査委員会は中間審査におけ
る，アイディアが「社会で活用される」ための観点からの予備審査委員からの意見を考慮することに
より，社会実装につなげられる人材を育成する。主査は主指導教員以外の教員が担当するものとする。
また，学位審査委員会には審査分野にふさわしい専門家を研究科以外から加えることができるものと
する。

７ 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合
（１）特定の課題研究に対する審査体制等
ヘルスシステム統合科学研究科の博士前期・後期課程一貫コースでは，特定課題の研究成果による
修了を可能とし，各学生の研究内容の背景専門性に配慮した指導体制，審査体制を整備する。特定の
課題研究報告書（以下「報告書」という。）の作成については，次のように行われる。

１）報告書作成
報告書作成は，１年次から行われる特別課題研究（演習）を中心に実施され，自立的に課題を発
見する能力と課題解決のための研究力を培い，報告書作成に必要なデータ・情報の収集，報告書執
筆等の一連の作業を主指導教員，副指導教員が指導する。
この報告書は，修士論文としての総合性を要求するものではなく，以下のような方法による個別
のテーマについての報告やレビューによるものとする。
例として，以下のことを想定している。
・課題発見・課題解決等
・データ収集・分析
・事例研究
・文献研究
これらにより作成された報告書は，論文としての総合性は持たないものの，当該課程の教育目的
に応じた指導を受け，必要なプロセスを経た内容であり，修士の学位に応じたものとして，修士論
文と同様に審査される。
ただし，研究の発展性を重視した特定の課題に関連する論文が主著１報以上あるいは共著２報以
上が査読付き論文として，Current ContentsあるいはCurrent Contents Connectに収載されている
ものを基本とする学術誌に，掲載又は掲載を可として受理されていることを条件とし，この内容に
ついて研究報告書を提出させ審査及び最終試験を受けて合格の後，修士の学位を授与する。
なお，報告書の作成及び査読付論文の作成により修士課程の学位を授与するに当たっては，博士
前期課程開講科目から34単位以上を修得し，高度専門職業人に必要な研究指導を受けることにより，
教育研究水準及び質を担保することとしている。
また，特定の課題内容としては以下を想定しており，本研究科の教育研究分野と合致したものと
なっている。
・ヘルスシステム統合科学に関連して，研究と現場を繋ぐイノベーティブな研究に係る報告書。
・ヘルスシステム統合科学に関連して，国内外での実務研修や短期フィールド研修等を受け，こ
れらの活動による報告書。

２）報告書の審査
報告書の審査は，修士論文の審査方法，審査項目とほぼ同様の審査を実施する。具体的には，提
出された報告書の内容に対し，研究科長は，主指導教員，副指導教員の意見も参考にして，学位審
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査委員として主査候補１名，副査候補２名を選出し，教授会の議を経て学位審査委員（主査，副査）
を決定する。学位審査委員は，研究科の専任教員から選出される。
ただし，副査には２名のうち少なくとも１名は主査とは異なる部門から選ぶこととし，さらに関
連する有識者を研究科以外から選ぶことも可能とし，報告書の質を担保する。
審査方法として，学生は，報告書の公開発表会において発表し，質疑に答えなければならない。
さらに，学位審査委員（主査・副査）は合同，あるいは個別に学生と口頭試問を行い，報告書の内
容についての理解及び知識の修得状況について試験を行い，修士の学位を授与するに値するか審査
し，教授会に審査結果を報告する。教授会は，学位審査委員（主査）の意見を参考に，報告書の合
否を決定するとともに，単位修得状況を確認し，修了の可否を決定する。

８ 施設・設備等の計画
（１）講義室等の整備状況
ヘルスシステム統合科学研究科の施設・設備については，自然科学研究科，社会文化科学研究科，
医歯薬学総合研究科及び保健学研究科の研究室，講義室，演習室，実験室等を専用使用あるいは共同
使用する。
定期的に開講される講義形式の授業の受講対象は主として前期課程の学生であり，１及び２年次に
均等に開講予定としていること，また，全員（80名）が受講する必修科目は10科目であることから，
既設の自然科学研究科，社会文化科学研究科，医歯薬学総合研究科及び保健学研究科の講義室を共同
使用することで対応する。後期課程の講義科目に関しては，その定員並びに設定している科目数の関
係から，同時に受講する人数が少ないため，専任教員の研究室や少人数会議室を使用する。
（２）図書等の整備状況
図書等の資料については，附属図書館中央図書館，附属図書館鹿田分館及び資源植物科学研究所図
書館を共用で使用することになるが，現状において，座席数・蔵書数ともに十分な数量が確保されて
いる。また，電子ジャーナルなど，各種専門誌や論文誌のオンライン利用環境も整備されているため，
大学院学生の学習の場として，十分な環境にあると言える。なお，各図書館の開館時間及び蔵書数は，
以下のとおりである。

開
館
時
間
蔵
書
数

鹿田分館
9:00-21:00
10:00-17:00

資源植物科学分館

平 日
土曜日

中央図書館
8:00-23:00
10:00-18:00

日曜日

10:00-18:00

休 館

休 館

図 書
(うち外国書)
学術雑誌
(うち外国書)
電子ｼﾞｬｰﾅﾙ
(うち外国書)

1,647,739冊
478,478冊
29,344 種
9,414 種
6,581種
4,873種

244,117冊
115,868冊
6,592 種
3,033 種

187,384冊
92,159冊
12,608 種
4,684 種

—

—

9:00-17:00
休 館

（３）学生研究室等の整備状況
ヘルスシステム統合科学研究科専任教員の研究室については，自然科学研究科,社会文化科学研究
科,医歯薬学研究科及び保健学研究科の既存の研究科における研究室を使用する。大学院学生の研究
室については，これら指導教員の研究室内に各学生の自習スペースを確保することにより，現時点に
おいて十分な学習環境を構築する。
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９

既設の学部（修士課程）との関係

ヘルスシステム統合科学研究科は学部を有さないものの，前期課程への主な入学者は，工学部化学生
命系学科，工学部機械システム系学科，工学部電気通信系学科，工学部情報系学科が多数であると想定
される。これらに加えて，文学部，法学部，薬学部創薬科学科，医学部保健学科の卒業生を想定してお
り，先に記載した教育方針の下，高齢化社会が抱える介護，医療，福祉に関連するさまざまな問題点に
ついて，自ら，学術によって応えうる問いや課題を設定でき，これに対応して仮説を立てられ，その仮
説を適切な学術的方法で証明し，さらに，その方法論を諸科学体系の中で位置付けることができる人材
の養成を目的とした教育研究を実施する。後期課程への入学に関しては，ヘルスシステム統合科学研究
科前期課程の修了者がその中心となるが，その他自然科学研究科，社会文化科学研究科，医歯薬学総合
研究科，保健学研究科などからの進学も考えられる。
新設のヘルスシステム統合科学研究科が目的とするのは，生命科学をその基盤として医療現場に直接
携わる人材の育成を主とする既設の医歯薬学総合研究科と大きく異なり，医工の連携さらに人文社会科学
を含めた広い素養を持ちながら，社会ニーズを発見・抽出し，社会において活用されるモノやアイディア
を他者と協働して創出することで，課題の解決に貢献しイノベーションの基盤を支える人材の育成である。
他方，ヘルスシステム統合科学研究科は，医歯薬学総合研究科及び保健学研究科から専任教員を迎え入
れるとともにこれらの研究科からは兼担教員が参画して授業を行う。これによりヘルスシステム統合科
学研究科は，両大学院と連携し，大学病院等を基盤とする医療現場を活用して学生を教育する。
具体的には，統合科目である「医療管理」，「医療政策」，「医学研究概論」について，いずれも医
歯薬学総合研究科の教員が兼担で教育を行うなど，両研究科が連携し取り組む。また，統合科目である
「先進病院実習」については大学病院長をはじめとした兼担を含む体制で実施する。

10 入学者選抜の概要
（１）入学者選抜方法
１）アドミッションポリシー
大学院ヘルスシステム統合科学研究科のアドミッションポリシーは下記のとおりである。
博士前期課程：次のいずれかの資質を持つ者を求める。
・それぞれの出身学部における分野で必要とされた知識を修得しており，分野を超えた学際的研究
に強い意欲を持つ者。
なお，出身学部における分野で必要とされた知識とは，例えば，工学系では生命医用工学分野
等，医療系では創薬科学分野，または保健学分野等，人文社会科学系においては哲学，倫理学，
宗教学，歴史学，人類学，または法学等である。
・自ら選んだ研究分野における基礎研究や応用研究に止まらず，異なる分野の研究手法を積極的に
取り入れることに強い興味と意欲を持つ者。
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題解決に向けて，社会での活用可能な
アイディアを現場と連携して創出することに強い興味と意欲を持つ者。
博士後期課程：次のいずれかの資質を持つ者を求める。
・豊かな教養と高い倫理意識を持ってヘルスシステム統合科学の博士前期課程レベルでの専門的知
識を修得した者で，医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題を学際的手法に
より解決することで，人類の幸福に貢献しようとする強い意欲がある者。
・出身学問分野は問わないが，それぞれの分野における修士の専門を修得しており，豊かな教養と
高い倫理意識を持って医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題に関して分野
を超えた学際的研究に強い意欲と十分な能力を持つ者。
・医療現場を構成する人々としくみ（ヘルスシステム）の課題解決に向けて，自ら選んだ研究分野
における基礎研究や応用研究に止まらず，豊かな教養と高い倫理意識を持って社会での活用可能
なアイディアを自ら創出することに強い興味と意欲を持つ者。

２）入学定員及び募集人員
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ヘルスシステム統合科学研究科の入学定員は，博士前期課程においては，主な前身である大学院
自然科学研究科生命医用工学専攻の博士前期課程入学定員 57 名を基礎とし，平成 28 年度 10 月時
点における生命医用工学専攻の定員充足率が 104%であること，平成 28 年度に実施された学生アン
ケートにおいて大学院への進学希望者 434 名中 255 名（58.7%）が本研究科を進学先もしくは進学
先の候補の１つとしたいとの回答を得ていること，文学系，法学系，薬学系，保健学系から合流す
る教員の現有定員数と，これらの既存研究科の就職状況等から総合的に判断の上で入学予定者数を
勘案して 23 名を加算することとして，定員を 80 名とする。
博士後期課程においては，主な前身である自然科学研究科生命医用工学専攻博士後期課程の入学
定員 10 名を基礎とし，大学院博士前期学生に対するアンケート結果によれば，修了後の進路とし
て本学の大学院博士後期課程への進学希望割合は平成 27 年度 3%（8 名），平成 28 年度 8%（21 名）
であり，その中で本研究科への進学希望者が 60%強であったこと，平成 27 年度に社会人 600 名に対
して実施した本研究科の教育・研究内容や進学に関する意識調査ではヘルスシステム統合科学分野
の最新の知見に関する期待が高いことが伺えること，生命医用工学専攻への入学者のうちの外国人
割合が高くアジア圏の若い世代への注目度が高いと考えられること，また，文学系，法学系，薬学
系，保健学系から移行する教員の学生受入も予想されることなどを勘案して，６名を加算して定員
を 16 名とする。
博士前期・後期課程一貫コースにおいては，入学当初から博士の学位取得を目指す成績優秀な
学生に対して，グローバルな社会での活用に対する意識がより高まる機会を提供するものである。
したがって，本コースを選択する素養として，本コースで博士の学位を取得する意志が強く，学士
課程の学業成績が優秀であり，必修科目である実務インターンシップを履修する意志が強いことが
必要である。効果的なグローバル体験を積むために英語の能力が TOEIC800 点相当以上あるいは留
学生にあっては日本語の能力が日本語検定 N1 同等以上であることが期待される。このように優秀
な学生を毎年一定数確保できるというものではないことから，募集人員は若干名とし，博士前期課
程及び博士後期課程のそれぞれの内数とする。なお，博士前期・後期課程一貫コースの学生に対す
るメリットとして，学位取得修了を見通した計画的な学修ができること，通常であれば修士論文
作成に割くべき時間を学生が社会でのアイディア活用を学修するための活動に充てることができる
ことなどが挙げられる。
入学定員と収容定員

ヘルスシステム統合科学研究科 ヘルスシステム統合科学専攻
課

程

入学定員

収容定員

博士前期課程

80 名

160 名

博士後期課程

16 名

48名

博士前期・後期課程一貫コース

（若干名）

※博士前期・後期課程一貫コースの定員（若干名）は博士前期課程及び博士後期課程の定員に含む。

生命医用工学専攻おける入学定員・定員充足率
平成２７年度

課程

入学者

入学
定員

平成２８年度
入学者

留学生

志願者 合格者

定員

留学生

志願者 合格者

充足率

学内

学外

学内

学外

出身

出身

出身

出身

博士前期課程

57

68

57

54

1

1

74

71

64

0

1

104 %

博士後期課程

10

16

16

16

4

6

12

12

12

2

8

140 %

※留学生は内数
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３）入試の概要
入試は，一般入試，外国人留学生特別入試，社会人特別入試に区分して実施する。入学者選抜の
基本方針として，前期課程の入試においては，通常の学力試験による一般入試に加え，推薦入試
を実施し，事前に設定した学力試験のみでは評価できない学際的分野に関する素養や，医療科学
全般に対する研究及び学習意欲の程度を評価することで入学者を選抜する。また，後期課程入学者
選抜に関しては，専門性の高い内容を基に選抜する必要があるため，口頭試問を中心とした入試形
態を採る。
① 一般入試は，専門科目の口頭試問，外国語試験，出願書類（研究計画を含む） により行う。そ
れらの結果を総合して合否を判定する。口頭試問では，基本的な学力に加えて，卒業研究の内容
などについて質問し，基礎学力，研究に対する姿勢やプレゼンテーション能力などについての評
価を行う。外国語科目（英語）に関しては，TOEIC や TOEFL などの公的試験の利用を図る。
推薦入試では，推薦書，成績証明書，英語能力試験成績証明書及び修学計画書により，事前に
審査を行い，ヘルスシステム統合科学研究科博士前期課程の学生として必要な学力基盤について
判断する。この審査を通ったものを対象に，口頭試問を実施し，志願者の専門科目に関する素養
や医療科学に対する意欲の度合いを判断し，最終的な合格者を決定する。なお，英語能力試験成
績証明に関しては，TOEIC や TOEFL などの公的試験の利用を図る。
博士後期課程の入学試験に関しては，その専門性の高さを考慮し，口頭試問を原則として実施
する。
② 外国人留学生特別入試は，口頭試問，英語または日本語試験，出願書類（研究計画を含む）
により行う。それらの結果を総合して合否を判定する。留学生の受け入れを進めるために志願
者の希望に対応して筆記試験の問題と解答，研究計画，口述試験を英語で実施する方法も行う。
③ 社会人特別入試は，大学卒業後２年以上の実務経験を有する社会人であり現在職業を有する
人，大学卒業後５年以上の実務経験を有す人を対象とするなど，出願資格に一定の条件を付け
る。入試の内容は，実務経験に基づく小論文，出願書類（研究計画を含む），口頭試問とする。
それらを総合して合否を判定する。
なお，博士前期課程を早期に修了する学生，外国人留学生，社会人など多様な入学志願者に対
応し，入学の機会を拡大するために，４月入学のほか，10 月入学を前提とした入学試験も実施す
る。

４）出願資格
（前期課程）
前期課程に出願することのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。
① 大学学を卒業した者
② 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
③ 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国
の学校教育における16年の課程を修了した者
⑤ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を
修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け
られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満
たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者（平成17年文部科学省告示第169号参照）
⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号参照）
⑧ 学校教育法第102条第２項の規定により他の研究科に入学した者で，大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めた者
⑨ 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で，22歳に達した者
⑩ 大学に３年以上在学した者で，大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めた者
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⑪ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者で，大学院が定める単位を優秀な成績
で修得したと認めた者
⑫ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国
の学校教育における15年の課程を修了した者で，大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと
認めた者
⑬ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を
修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け
られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で，大学院
が定める単位を優秀な成績で修得したと認めた者

（後期課程）
後期課程に出願することのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。
① 修士の学位若しくは専門職学位を有する者
② 外国において修士の学位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された者
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位若しくは専
門職学位に相当する学位を授与された者
④ 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の
学位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された者
⑤ 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者
⑥ 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設または国際連合大学の教育課程を履修し，大学院
設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者
と同等以上の学力があると認められた者
⑦ 文部科学大臣の指定した者
⑧ 大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位または専門職学位を有する者と同等
以上の学力があると認めた者で，24 歳に達した者

（２）入学者の確保
ヘルスシステム統合科学研究科における入学者確保においては，主に博士後期課程において様々な
活動を行う必要があると考えている。特に，日本人進学者の増加や外国人留学生の呼び込みが主な活
動の柱となる。岡山大学の取組を以下に説明する。

１）博士前期課程
① 日本人進学者の確保
博士前期課程においては，日本人進学者の確保が重要であると考えている。学生や企業に対す
る平成 27 年度と 28 年度のアンケート結果によれば，超高齢化社会における社会問題の社会的及
び技術的な解決に向けて，本研究科の教育・研究が大いに期待されていることがわかる。したが
って，日本人進学者の確保には，本研究科の教育・研究を如何に学内及び国内にアピールするか
が鍵となると考えられる。本研究科は基礎となる学部を有しないこともあり，学内外へのアピー
ルを十分行う必要がある。
そのための方策として，高校生に対してはオープンキャンパス，大学生の母校訪問や大学訪問
の機会を積極的に捉えて，本研究科の教育・研究をアピールしていく。また，自然科学研究科と
環境生命科学研究科が年に１回合同で実施している，高校生と大学院生の研究発表の場である
「高校生・大学院生による研究紹介と交流の会」にも参画することにより，岡山県を中心とした
近隣の高校への周知を図る。
一方，本学入学生に対しては，特に低学年（１，２年次）の学生に対して，本研究科の教育・
研究の概要を紹介する場を設けたい。すなわち，教養教育科目の講義を新たに開講したり，移行
予定教員が担当しているヘルスシステム統合科学に関連する教養教育科目の中で紹介したりす
ることにより，ヘルスシステム統合科学の意義，魅力や研究の話題などを分かり易く紹介したい。
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また，学内外への周知のために，平成 28 年度より開始した「ヘルスシステム統合科学ワーク
ショップ」を年に１～２回定期的に実施することにより，ヘルスシステム統合科学の魅力と発展
性を継続的にアピールしていく。

②

外国人留学生の確保

近年国際的にも高齢化が進み，市民の生活水準が向上するにつれて，ヘルスシステム統合科学
研究科が目指すヘルスシステム統合科学の教育を受けたいと考える留学生も増加すると予想さ
れる。博士前期課程における教育は日本語を前提としているため，日本語能力の高い留学生の増
加を図る必要がある。岡山大学では博士前期課程への進学希望の外国人留学生に対して，日本語
の予備教育（大学院予備教育特別コース：受入数 30 名）を当初は人文系への進学希望者を対象
として，平成 26 年 10 月より実施している。平成 28 年 11 月までに受け入れた留学生数は 52 名
であり，そのうち 33 名が岡山大学の大学院へ入学している（社会文化科学研究科 29 名，教育学
研究科４名）。平成 28 年 10 月からは対象学生を理系にも拡大し理系学生３名（自然科学系２名，
環境生命科学系１名）の入学者を得ている。今後，日本語予備教育を受ける理系学生も増加する
ことが予想され，研究科の教育・研究を十分説明することにより，留学生を呼び込んで一定数の
入学者を確保していきたい。
また，基本的に英語で教育を行う学部生向けのグローバル・ディスカバリー・プログラム（募
集人員 60 名）を，全学体制にて平成 29 年 10 月に新たに設置する計画で準備を進めている。ま
た，ヘルスシステム統合科学研究科では外国人留学生が英語で修了できるように英語科目の整備
を行うこととしており，主要な前身の大学院自然科学研究科生命医用工学専攻では平成 28 年度
に 12 科目の選択科目（各１単位）の整備を完了した。これらのことを踏まえ，工学系を中心と
して，外国人留学生として数名から 10 名の入学者を見込んでいる。現に生命医用工学専攻にお
いては，平成 28 年 10 月入学により日本語能力が低い留学生１名を受入れている。

③

人文社会科学系の学部からの進学者確保

岡山大学文学部・法学部・経済学部からの進学者を確保するために，平成 29 年度から文学部
に設置されるクラスター科目（分野横断型の科目群）として「老いと看取りと死の人文学」を設
定し，その中に本研究科での研究内容や医療を中心とした異分野融合研究における文系の学問の
可能性を考える授業（仮称「ヘルスシステム統合科学入門」）をおき，各学部からの履修が可能
なようにする。こうした試みにより，文系学部の学生にヘルスシステム統合科学研究科の研究と
教育内容が伝わるようにし，進学先として意識できるようにする。

２）博士後期課程
① 研究科の広報の強化
留学生の受け入れを促進するために，自然科学研究科では，教育，研究の概要を紹介する「研
究科概要」に加えて，各教育研究分野の活動概要を紹介する「研究科年報」を日本語・英語併記
で発行している。生命医用工学専攻でも，各教育研究分野の概要を英語で紹介する冊子を作成し
ている。本研究科においても，英語での広報を強化することにより，本研究科の教育・研究内容
を継続的に世界に発信していく。

②

教育の国際化による日本人学生の進学者や外国人留学生の確保

教育の国際化に関連した全学的な取組として，岡山大学においては国際的な人材の育成を目的
として，平成 25 年度に「グローバル人材育成特別コース」の設置（履修定員 100 名）を行い，
将来グローバルに活躍する人材育成を開始しており，諸外国では高度技術者として活躍するため
には博士の学位が必要であることから，このコース修了生の博士後期課程への進学が見込まれる。
また，博士前期課程学生確保の取組でも説明したが，留学生の日本語能力を高めて博士前期課
程への入学を支援するための「大学院予備教育特別コース」が平成 26 年 10 月に設置され，博士
後期課程への進学意欲の高い留学生の博士前期課程への受入れを促進する制度が整備され，当初
の人文系学生から理系学生へも対象を広げている。
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③

国際連携による外国人留学生の確保

博士後期課程入学者の確保には，博士後期課程への進学意欲が高い留学生の志願者増が必要で
あり，研究，教育の国際化の充実を図る必要がある。岡山大学では SGU（Super Global University）
事業の実施を通して，諸外国との研究及び教育の国際連携を強化している。平成 28 年 11 月 1 日
現在では，276 校の大学や研究機関との大学間あるいは部局間の国際交流協定を結んでおり，本
研究科に移行する教員が直接関与する国際交流協定も多い（18 校）。今後も，本学の教育・研究
の特徴である『異分野統合』に基づき，部局間交流協定や大学間交流協定を積極的に締結して研
究，教育の国際連携を強化し，留学生を呼び込むことを図る。
また，文部科学省が中国・東北師範大学予備学校，東京外国語大学などと連携して実施してい
る中国赴日本国留学生(進学博士)予備教育（予備期，前期，後期）のうちの後期（専門日本語教
育）の取りまとめを，平成 27 年度より岡山大学が実施している。東北師範大学には岡山大学の
長春事務所もあり，平成 28 年 9 月 5 日には東北師範大学にて国際交流協定締結 30 周年記念式典
を行った。東北師範大学は岡山大学が中国東北地区の大学と共同して推進する大学院留学生の双
方 向 交 流 プ ロ グ ラ ム O-NECUS （ Okayama University-North East China Universities
Platform,‘Graduate’Student Exchange Program）の対象校でもある。岡山大学では，予備教
育の取りまとめ担当や東北師範大学との国際交流 30 周年を契機として，中国人学生に対する広
報を強化することとしており，O-NECUS プログラムの推進も通して中国東北地区を中心とした優
秀な中国人留学生の博士後期課程への入学が継続的に見込まれる。

④

橋渡し研究支援拠点の構築に伴う人材育成

従来から岡山大学では，岡山大学病院の基幹病院とのネットワークを活用して大規模な臨床研
究や治験，基礎研究から臨床応用まで橋渡し研究を精力的に実施してきた。この活動が評価され
平成 26 年 9 月 に「橋渡し研究加速ネットワークプログラム拠点(文科省)」として選定され
た。これを契機に，新医療研究開発センターを設置して橋渡し研究支援を強化している。
また，岡山大学病院は，AMED「国産医療機器創出促進基盤整備等事業」における拠点にも選定
され，医療機器開発人材の教育・育成や薬事相談業務にも積極的に取り組んでいる。人口の高齢
化に伴う医療，介護の需要拡大によって，実習，講座，見学では，平成27年度には19回開催した
ところ延べ318社から436人の参加者があった。さらに，次世代医療機器開発プロフェッショナル
育成プログラムのアドバンストコース（３日間）では，平成27年度で延べ72名，平成28年度60名
（予定を含む）の参加を得ている。そして，岡山大学ではこれらの活動を発展させて，本研究科
と連携して，中国四国地方に根付いたシーズの掘起しから臨床試験実施，及び，人材育成までの
シームレスな支援体制（プラットフォーム）を平成29年度から構築することを構想している。こ
の支援体制の構築に伴って，博士学位を取得したいと考える社会人が相当数出てくると予想され，
本研究科の博士後期課程への進学者も毎年数名あると予想している。
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大学院設置基準第 14 条による教育方法の実施

ヘルスシステム統合科学研究科では，大学院設置基準第 14 条による教育（岡山大学大学院学則第６
条（教育方法の特例）を実施し，主として社会人学生が夜間その他特定の時間または時期において開講
を希望した場合に実施する。
修業年限は，博士前期課程においては２年，博士後期課程においては３年としているが，職業を有し
ている等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修
了することを学生が希望すれば，計画的な履修を認める。
主指導教員は，社会人学生であることを考慮し，個々人の状況に応じて適切な履修計画を指導する。
勤務等の都合により修業年限で修了が難しい社会人学生については，綿密な打ち合わせや長期履修に
対応する履修計画及び研究計画を立てることで，無理のない履修及び修了を担保する。
社会人学生から夜間開講や休業期間中の集中開講等の申し出があれば，関係者と調整の上，夜間開
講あるいは学生の休業日に集中開講を実施する。夜間開講については，通常の授業時間帯の８時限目
以降の２時限（17 時 30 分から 22 時）に開講する。
夜間開講等の授業を担当する教員の負担については，勤務時間の振替の措置や研究科での授業科目
の開講調整等を行うなど，過重な負担が生じないように配慮する。
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図書館の利用については，前述「８ 施設・設備等の計画（２）図書館の整備状況」のとおり毎日開館
しており，学習の場として自由に利用することができ，情報処理施設の利用については，津島キャンパ
ス・鹿田キャンパス内に合計 24 箇所設けており，利用可能時間内であれば自由に利用することができ
る。
学生の厚生に関しては，学部生と同様に，保健管理センターでは，定期健康診断，特殊健康診断（Ｉ
Ｒなど），心身の健康相談，健康教育，応急手当などを行い，学生相談室や何でも相談窓口等では，修
学上または日常生活上の個人的諸問題等困っていることに対する相談等に対応している。
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２つ以上の校地において教育研究を行う場合

授業は，津島キャンパス（工学系，薬学系，法学系，文学系，環境生命科学系等）及び鹿田キャンパ
ス（医学系，歯学系，保健学系等，岡山大学病院）において実施される。
各キャンパスの間は，交通機関を利用して約40分程度の距離がある。本研究科を担当する教員39名の
うち34名は津島キャンパス，５名は鹿田キャンパスを教育研究活動の拠点としている。学生に関しては，
それぞれの教員の教育研究分野へ配属されるため各キャンパスに分かれてそれぞれのキャンパスを拠
点に学修を行う。
本研究科においては，キャンパス間をインターネットによる遠隔講義システムで結び，講義のための
移動を最小限度とする時間割を組み，移動に係る負担を軽減する。この方法は，社会人学生やインター
ンシップに就いている学生がキャンパスを離れて受講する場合にも有効である。

13 管理運営
（１）執行機関
ヘルスシステム統合科学研究科を総括してその業務を掌理し，管理運営に関する責任を有する執行
機関に相当する職として，「研究科長」を置く。また，ヘルスシステム統合科学研究科の執行体制の
充実・強化を図るため，多忙が予想される研究科長の職務を補佐する補助執行機関に相当する職とし
て，「副研究科長」を置く。

（２）審議機関
ヘルスシステム統合科学研究科に関する①教育研究上の組織，②教員人事，③年次計画，④予算，
⑤教育課程，⑥その他管理運営上の重要事項を審議する機関として「研究科教授会」を置き，専任の
教授をもって構成する。

（３）事務組織
事務組織は，研究科の管理運営及び教育研究に関するあらゆる事務を処理しなければならないこと
から，学生や教職員を身近に支援できる体制が求められるところである。したがって，多くの学生や
教職員の活動拠点となることが予想される自然系研究科等事務部のある工学部１号館内にこれを整
備することとし，具体的な組織体制としては，ヘルスシステム統合科学研究科に係る総務，会計，学
務に関する事務を担当して処理する「事務職員」を新たに置き，自然系研究科等事務部長の管理・監
督下で事務を司るものとする。
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自己点検・自己評価

岡山大学では，本学における評価を通して，教育研究等の質的な保証，活動の活性化を図り社会への
説明責任を果たすため，企画・総務担当理事の下に全学センターである「評価センター」を設置し，自
己点検・自己評価を実施している。

（１）実施体制と方法
大学全体の自己点検・評価の考え方を定めた『岡山大学における「自己点検・評価」基本方針』に
基づき,大学及び役員の目標を基に部局の組織目標を毎年度定め,その達成状況等を自己点検・評価す
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る「部局組織目標評価」を実施しており，その結果を部局における目標達成状況及び改善点の総括並
びに部局長への給与査定等に活用する。
また，中期目標期間評価における部局の現況を自己点検・評価する「部局現況分析評価」も実施し
ており，その結果を法人評価における現況調査表作成に活用することにより，認証評価及び国立大学
法人評価と有機的に連携させる。
それぞれの評価結果について，各部局にフィードバックすることで組織運営の改善及び教育研究の
質の向上に活用し，実施結果を全学会議に報告し,ウェブサイトにおいて実施概要を公表する。

（２）点検・評価の内容
ヘルスシステム統合科学研究科では，全学の方針に基づき「部局組織目標評価」や「部局現況分析
評価」を行い，評価領域を「教育」，「研究」，「社会貢献」及び「管理・運営」として実施する。
「部局現況分析評価」の各領域における分析項目等は以下のとおりとしており，一層充実したものと
するため，技術の進展や社会の変化に応じて，点検・評価項目そのものの見直しを随時行う。

【教育】
分析項目
教育活動の状況

教育成果の状況

観点
教育の実施体制
教育内容・方法
国際共同による教育活動（外国人留学生の受入を含む）
学業の成果
進路・就職の状況
教育成果の国際通用性

【研究】
分析項目
研究活動の状況

研究成果の状況

観点
研究活動の実施状況
国際共同による研究活動（外国人研究者の受入を含む）
研究成果の状況（優れた研究業績）
研究成果の国際通用性

【社会貢献】
分析項目
社会貢献の状況

国際化の状況

観点
教育研究成果の国民や社会への還元
地域・国との連携・協力の推進
産学官連携による社会貢献の推進
国際交流の状況
国際協力・貢献の状況（国際・海外機関等における業務従事
を含む）
外国人教職員の採用状況

【管理・運営】
分析項目
部局運営の状況
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観点
部局内における運営組織の体制，活動状況
取り組んだ運営上の工夫による成果，効果

情報の提供
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今日の高等教育機関は，人材育成に留まらず，科学技術の振興，産業や地域社会の発展など，重要な
社会的使命を担っている。また，高い公共性を有しており，教育研究活動の結果について広く公開し，
情報提供することが，社会的責務となっている。そこで，ヘルスシステム統合科学研究科では，以下の
ように積極的に情報提供を行う。

（１）大学としての情報提供
岡山大学は，世界トップクラスの国際的な教育研究拠点を目指している。このことを踏まえ，また，
国内外から優秀な学生を受け入れるとともに，国民や社会の負託に応えるべく，原則として全ての教
育情報を公表することとしている。具体的な公表項目の内容等と公開しているホームページアドレス
は，以下のとおりである。
①教育に関する情報
１．教育研究活動の状況についての公表
（１）大学の教育研究上の理念・目的
・岡山大学の理念・目的・目標
・学生便覧
（２）教育研究上の基本組織
・組織図
・国立大学法人岡山大学管理学則
（３）教員組織，教員数，教員が有する学位・業績
・教員数（年齢構成，男女別，職別））
・専任教員数
・岡山大学研究者総覧
（４）入学者受入方針，入学者数，収容定員・学生数，卒業・修了者数，進学者数・就職者数，進学・
就職等の状況
１）受入方針
・学部アドミッションポリシー
・大学院アドミッションポリシー
２）入学者数
・学部入学者状況（全入学者）
・学部編入学者状況
・大学院入学者状況
３）収容定員，学生数
・学部・大学院 学生数（入学年度別）
４）卒業（修了）者数，進学者数・就職者数
・卒業・就職者の就職（進学）状況
５）進学及び就職等の状況
・免許・資格と進路・就職状況
（５）授業科目，授業の方法・内容，年間授業計画
１）授業科目，授業の方法，授業の内容及び年間の授業計画
・シラバス（授業科目，授業の概要，授業計画）
・副専攻コース
２）教育課程の体系制
・シラバス（受講要件）
３）年間の授業計画
・教養教育科目授業日程計画
（６）学修の成果に係る評価，卒業・修了の認定基準
１）学修の成果に係る評価基準
・シラバス（成績評価）
・ＧＰＡ制度について
２）卒業（修了）の認定基準
・学生便覧
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３）取得可能な学位に関する情報
・岡山大学において授与する学位
（７）校地，校舎等の施設，学生の教育研究環境（設備等）
・キャンパスの概要
・キャンパス所在地一覧
・運動施設の概要
・課外活動の状況及びそのために用いる施設
・休息を行う環境その他の学習環境
・主な交通手段等の状況
（８）授業料，入学料，その他大学が徴収する費用
・入学料
・授業料
・施設の利用料
・女子寮
・教材購入費（シラバスの教科書，参考書等欄に記入）
（９）修学・進路選択・心身の健康等に係る支援
・キャリア支援
・学生相談室
・留学生支援
・障がい者支援
・入学料・授業料免除
・奨学金
・研究奨励金（大学院生対象）
・学割・通学証明書等の発行
２．教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報
ア）学部
・学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針
イ）大学院
・学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針
②法人に関する情報
１．組織に関する情報
（１）理念・目的・目標
２．業務に関する情報
（１）中期目標
（２）中期計画
（３）年度計画
３．評価及び監査に関する情報
（１）国立大学法人評価委員会による評価結果
（２）大学機関別認証評価
③国際交流・留学支援に関すること
１．国際戦略
・国際戦略ビジョン２１
２．国際交流協定
・大学間協定一覧
・部局間協定一覧
・協定校分布図
・岡山県留学生交流推進協議会
３．国際交流・国際機関
・プロフィール
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・ユネスコチェア
・海外拠点
・海外教育プロジェクト
・留学交流プログラム
・各種国際交流事業
・研究科・学部別国際交流
４．留学支援
・留学生の受入
・海外への留学
（①の日本語版ホームページ：
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/sel.html）
（②の日本語版ホームページ：
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/johokoukai_j.html）
（③の日本語版ホームページ：
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/international/index.html）
その他
・岡山大学諸規則集（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/syokisoku.html）
・学部・大学院の設置等に関する情報
（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/johokoukai_j.html）

（２）ヘルスシステム統合科学研究科としての情報提供
ヘルスシステム統合科学研究科の教育研究活動は，大学及び研究科のホームページに掲載する。ま
た，自己点検・評価報告書や，外部評価による評価結果についても大学及び研究科のホームページに
掲載する。さらに，研究科の広報パンフレットを作成し，カリキュラム上の特色や研究活動などに関
する情報を公開する。
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教員の資質の維持向上の方策

ヘルスシステム統合科学研究科が教育研究上の目標を達成し，今後も継続的に教育水準の維持向上を
図るために，以下のような教育内容・教育技法の改善策を実施する。

（１）学生による授業評価
ヘルスシステム統合科学研究科では，学生による授業評価アンケートを実施し，これを基にして授
業・実験内容，授業方法，演習内容及び教授法の改善に努める。
具体的なアンケート項目は，以下のとおり。
・ 授業内容に関すること（シラバス記載の学習目標の達成，授業の内容，板書，スライドや教材
提示の速度，教材（教科書やプリントなど），映写・音声教材，授業のスピード，授業内容の分
量，自習方法の指示，成績評価の方法）
・ 教員の取組に関すること（話し方，説明のわかりやすさ，熱心さ，私語対策）
・ 学生自身の取組に関すること（受講生同士のコミュニケーション，教員とのコミュニケーショ
ン（授業中・授業外），学生参加の度合い，予習・復習の実施）
・ 総合評価（満足度）

（２）ファカルティ・ディベロップメント（FD）
ヘルスシステム統合科学研究科では，特に教員の統合科学的な能力や社会との強い接点の
維持向上を主眼に置きながら，学務委員会において，FD 推進のための企画，実施，及び評
価について審議するなど，FD を推進するための体制を構築する。
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㸦Ẹ㛫ᴗ㸧
ᒸᒣᕷᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮
㸦Ꮫࠊ◊✲ᶵ㛵➼㸧
ᒸᒣᏛࠊᒸᒣᕷ་ᖌࠊᒸᒣᕷෆ་ᖌ㐃ྜࠊᒸᒣ┴㝔༠ࠊᒸᒣᕷṑ⛉་ᖌࠊ
ᒸᒣᏛࠊ
ᒸᒣ┴┳ㆤ༠ࠊᒸᒣᕷ⸆ᖌࠊᒸᒣ┴⪁ே⚟♴タ༠㆟ࠊᒸᒣ┴ㆤᨭᑓ㛛ဨ
༠

資料2-1

資料2-2

資料2-3

資料2-4

㈨ᩱ㻞㻙㻡

㸦ࣞࢱ࣮࣊ࢵࢻ㸧
ࢧࣥࣀࢮᕷ⤒῭Ⓨᒎᒁ


 ᖺ  ᭶  ᪥

㛵ಀྛ

⚾ࡣᒸᒣᕷࡢጜጒ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࢧࣥࣀࢮᕷࡢᅜ㝿㛵ಀ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡋ࡚ࠊᒸᒣᏛᗄ
ࡘࡢ㔜せ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ඹാࡃᶵࢆᣢࡕࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡣᏛ⏕ࡸ◊✲⪅ࡢὶ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࠊᒸᒣᏛࡢࢩࣜࢥࣥࣂ࣮࣭ࣞ࢜ࣇࢫࡢ㛤ᒁࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡢᶵ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⚾ࡣྠᏛࡢ◊✲ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ῝ࡃ▱ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᖺ⥾⤖ࡉࢀࡓࢧࣥࣀࢮ㸻ᒸᒣጜጒ㒔ᕷ༠ᐃࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢧࣥࣀࢮᕞ❧Ꮫᒸᒣ
Ꮫࡢ୧Ꮫ㛫࡛ࡣ㛗ࡁࢃࡓࡾࠊᏛ㛫ࡢ༠ാࡸὶࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྵࡵࡓ㔜せ࡞㛵ಀࢆᣢ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡧᒸᒣᏛࡀ་Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭⌮࣭ἲᏛࢆྵࡵࡓከศ㔝ࡢ▱㆑ᢏ⾡ࢆ⤫ྜࡋࠊ◊✲
ேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ᪂ࡓ࡞Ꮫ㝔ࢆタ⨨ࡍࡿィ⏬ࡀ࠶ࡿ▱ࡿࡇࡣࠊ⚾ࡗ࡚ࡁ࡞
႐ࡧ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋྠᏛࡀࡇࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞ࢹࢩࣉࣜࣥᇶ࡙࠸࡚㧗ᗘ࡞Ꮫ⾡◊✲ᩍ
⫱ࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࡍࡿᙉ࠸ពḧࢆࡶࡘࡇࢆ⛠㈶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ศ㔝ࡲࡓࡀࡿᴫᛕࡸᐇ㊶ࢆ⌮ゎࡋࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆᣢࡗࡓேᮦࢆಟኈ࠾ࡼࡧ༤ኈಟ
⏕ࡋ࡚ᩍ⫱ࡍࡿࡇࡣࠊ⌧ᅾᏛ⾡ࣅࢪࢿࢫࡢ᪉࡛ᚲせࡉࢀࡿேᮦࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ
࡞ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡣࡇࡢヨࡳࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞Ꮫ㝔ࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸Ꮫࢆ᭦ᙉࡋࠊࢧࣥࣀࢮᕷ࠾ࡼࡧࢩࣜ
ࢥࣥࣂ࣮ࣞࡢ᪂ࡓ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᗈࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᩗල

㸦ࢧࣥ㸧

ࢪࣙࢭࣇ࣭࣊ࢵࢪࢫ
ᅜ㝿㛵ಀ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ

資料2-6

᪂Ꮫ㝔㸦༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࡢタ⨨ࢆồࡵࡿせᮃ᭩
 ࠕᆅᇦ᰿ࡊࡋୡ⏺㍤ࡃ㸫㐀ⓗᅜ㝿Ꮫ㒔ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ࠸࠺ຊᙉ࠸┠ᶆ
ࢆᥖࡆ࡚࠾ࡽࢀࡿᒸᒣᏛ࠾ࢀ࡚ࡣࠊ㏆ᖺࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ୰࡛࢚࢘ࣥᕞ
❧Ꮫࡢὶᙉྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡽࢀࡿࡇࡣࠊࢹࢺࣟࢺၟᕤ࠸ࡓࡋ
ࡲࡋ࡚ࡶࡢ⮳ࡾ࡛ࡍࠋ
 ≉ᖺࡣࠊᅜ㝿➇தຊࢆഛ࠼ࡓ᪥ᮏࢆ≌ᘬࡍࡿᏛ࡞ࡿࡃࠊ୰ᅜᅄᅜᆅ
ᇦ࠾࠸࡚ࢺࢵࣉࡢࣈࣛࣥࢻຊࢆᣢࡘᏛࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡓࡇࡣࠊ⌧ᅾࡢࡈά
㌍ࢆᡴࡕࡉࢀࡿࡶࡢᏑࡌࡲࡍࠋ㈗Ꮫࡣ␗ศ㔝⼥ྜࡸᆅᇦࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠྲྀࡾ
⤌ࡳࠊࠕᗣ࣭་⒪࣭⚟♴ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࡋࡓࠊᴗࡢ〇ရ㛤ⓎᒸᒣᏛ
ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆᖺᗈࡃ⤂ࡉࢀࡿ࡞ࠊ⮫ᗋ࣭◊✲࣭㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭࣐࣮ࢣࢸ
ࣥࢢ㛵ࢃࡿከᵝ࡞⫋✀ࠊ␗ศ㔝ࡢ᪉ࠎࡢฟ࠸ࡢሙࡢᥦ౪ࡈᑾຊࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࢀࡿ⪺ࡁཬࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
 ࡾࢃࡅࠊᒸᒣᏛࡣࠊᒸᒣᏛ㝔ࢆࡣࡌࡵ㛵ಀࡢⓙᵝࡢࡈດຊࡼࡾࠊ᪥
ᮏయ࡛㧗࠸Ỉ‽ࡢ་⒪ࢆᣢࡕࠊඛ㐍ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ࡣୡ⏺ⓗࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ᒸᒣᏛ㝔ࡀࠊ୰ᅜᅄᅜᆅ᪉࡛၏୍ࡢ⮫ᗋ◊✲୰᰾㝔㑅ᐃࡉࢀࡓࡇࡣࠊ
ᚋࡶ་⒪ᶵ㛵࡞㐃ᦠࡋ୍࡚ᒙࠊ㉁ࡢ㧗࠸⮫ᗋ◊✲ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨࡸඃ⚽࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྲྀࢀࡿேᮦࡢ⫱ᡂࠊࡉࡽࡣ་⒪㛵㐃⏘ᴗࡢ
Ⓨᒎ⧅ࡀࡿࡇࢆᮇᚅࡉࡏࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ࢚࢘ࣥᕞ❧Ꮫࡀ᭱㏆タ❧ࡋࡓ Integrative Bioscience
Center (IBio)ࡢ୰㈗Ꮫࡀ◊✲ᐊࢆᵓ࠼࡚◊✲ᣐⅬࢆ㛤タࡉࢀࡓࡇࢆጞࡵࡋ
࡚ࠊᕤᏛ㒊㛫࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡸࢲࣈࣝࢹࢢ࣮ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢඹ᭷ࢆ‽ഛࡉࢀ࡚
࠾ࡽࢀࡿࡇࡼࡾࠊ࢚࢘ࣥᕞ❧Ꮫࡢ㛫࡛ᙜヱศ㔝࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡸேᮦࠊ
ࡾࢃࡅ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡢὶࡀ᪩ᛴ῝ࡲࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛ࡍࠋ
 ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡ࡣ㸪ᖖࡑࡢᢏ⾡ࡀዴఱࡋ࡚♫ࡢᚲせᛂ࠼࠸᫆ࡃཷࡅධ
ࢀ᫆࠸ࡶࡢ࡞ࡿ࠸࠺♫ᐇࢆ㏣✲ࡍࡿほⅬࡶᚲせ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆ⌮ゎ࣭
ฟ࡛ࡁࡿேᮦ⫱ᡂࡢᚲせᛶࢆ⪃࠼ࡲࡍ㸪༢࡞ࡿ་ᕤᏛⓗ࡞どⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮫
ᗋ⌧ሙ࡛ࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ་⒪ⓗ࡞どⅬ㸪ᗣࡸᖾࡏ࠸࠺ே㛫ࡢ᰿※ⓗ࡞ၥ࠸
㛵ࡋ࡚⪃࠼ࡿேᩥ♫⛉Ꮫⓗ࡞どⅬࡶຍ࠼࡚ᚲせ⪃࠼ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢᗘࠊ㈗Ꮫࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࡢୗ᪂ࡋ࠸Ꮫ㝔ࢆィ⏬ࡉࢀࠊ㧗㱋
♫ࡼࡿ་⒪࣭⚟♴ࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀࡿ୰ࠊᢏ⾡㛤Ⓨ༤ኈேᮦ⫱ᡂࡢ୧㠃
ࡽ⏘ᴗ⤒῭ࡢⓎᒎࢆࡼࡾ୍ᒙᚋᢲࡋࡍࡿࡶࡢ☜ಙࡍࡿḟ➨࡛ࡍࠋ
 ࢹࢺࣟࢺ᪥ᮏၟᕤࡣࠊᆅᇦὶάືࢆ㏻ࡌࡓ┦⌮ゎぶၿࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ
ᥖࡆࡿ୰࡛ࠊ25 ᖺ௨ୖரࡾࠊᙜᆅࡢᏛࢆࡣࡌࡵࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ㝔ࠊ
ࡑࡢࡢ㠀Ⴀᅋయࡢάືࢆᨭࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᙜࡢሗ⥙ࡢ୰ᒸᒣᏛࡀධࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᗈࡃᆅᇦ࣭Ꮫ࣭ᴗ
ࡢ㛫࡛ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㐃ᦠᙉࠊ᪂ࡓ࡞ࢩ࣮ࢬ࣭ࢽ࣮ࢬࡢⓎぢࠊࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥฟࡢᶵᣑ⧅ࡀࡿᏑࡌࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢᗘࡈィ⏬ࡢᏛ㝔ࡢ᪂タࠊ
༤ኈேᮦࡢ⫱ᡂࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ㠀ࡶ᪩ᮇᐇ⌧࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࠊせᮃ࠸ࡓࡍ
ḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
  ᖹᡂ㸰㸷ᖺ 2 ᭶ 13 ᪥
ᅜ❧Ꮫἲே ᒸᒣᏛ㛗 ᳃ ⏣  ₩ Ẋ
ࢹࢺࣟࢺ᪥ᮏၟᕤ
ົᒁ㛗  ᳜ ⏣ ᗉ స

-

1/2
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-

2/2

Ꮫ⏕
ᕤᏛ
ᑓᨷ㻔㻤㻜㻕

ᶵᲔ䝅䝇䝔
䝮ᕤᏛᑓ
ᨷ㻔㻝㻝㻝㻕

㟁Ẽ㟁Ꮚᶵ⬟㛤ⓎᏛㅮᗙ
▱⬟ᶵᲔ䝅䝇䝔䝮Ꮫㅮᗙ

ඛ➃ᶵᲔᏛㅮᗙ
ᛂ⏝Ꮫㅮᗙ
⏕་⏝ᕤᏛㅮᗙ
ศᯒᆅ⌫ᝨᫍᏛㅮᗙ
ᐇ㦂ᆅ⌫ᝨᫍ≀⌮Ꮫ
ㅮᗙ

▱⬟ᶵᲔ䝅䝇䝔䝮Ꮫㅮᗙ

ඛ➃ᶵᲔᏛㅮᗙ

ᛂ⏝Ꮫㅮᗙ

⏕ᕤᏛㅮᗙ

ศᯒᆅ⌫ᝨᫍᏛㅮᗙ

ᐇ㦂ᆅ⌫ᝨᫍ≀⌮Ꮫ
ㅮᗙ

ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮Ꮫㅮᗙ

ሗ㏻ಙ䝅䝇䝔䝮Ꮫㅮᗙ

㟁Ẽ㟁Ꮚᶵ⬟㛤ⓎᏛㅮᗙ

ィ⟬ᶵ⛉Ꮫㅮᗙ

ィ⟬ᶵ⛉Ꮫㅮᗙ

㟁Ꮚሗ
䝅䝇䝔䝮
ᕤᏛ
ᑓᨷ㻔㻝㻜㻠㻕

ᆅ⌫䡸䡹䡿䢍⛉Ꮫㅮᗙ

ᆅ⌫䡸䡹䡿䢍⛉Ꮫㅮᗙ

ᆅ⌫⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻝㻢㻕

⏕≀⛉Ꮫㅮᗙ

≀㉁ᇶ♏⛉Ꮫㅮᗙ

⏕≀⛉Ꮫㅮᗙ

≀㉁ᇶ♏⛉Ꮫㅮᗙ

≀⌮⛉Ꮫㅮᗙ

ᗙ

≀⌮⛉Ꮫㅮᗙ

ㅮ
ᩘ⌮⛉Ꮫㅮᗙ

ᗙ

ᩘ⌮⛉Ꮫㅮᗙ

ㅮ

ᨵ

ᚋ

⏕་⏝ᕤ
Ꮫᑓᨷ㻔㻝㻜㻕
⏕་⏝ᕤ
Ꮫᑓᨷ㻔㻡㻣㻕

༤ኈㄢ⛬䠄㻡ᖺ୍㈏䠅
ᆅ⌫ᝨᫍ≀㉁⛉Ꮫᑓᨷ
㻔㻠㻕

ᛂ⏝Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻣㻕

⏘ᴗᡂ
ᕤᏛᑓᨷ
㻔㻞㻝㻕

ᆅ⌫⏕
≀㉁⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻝㻣㻕

ᩘ⌮≀⌮
⛉Ꮫᑓᨷ
㻔㻝㻜㻕

༤ኈᚋᮇ
ㄢ⛬

ᛂ⏝Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻡㻜㻕

ᶵᲔ䝅䝇䝔
䝮ᕤᏛᑓ
ᨷ㻔㻥㻤㻕

㟁Ꮚሗ
䝅䝇䝔䝮
ᕤᏛ
ᑓᨷ㻔㻥㻜㻕

ᆅ⌫⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻝㻢㻕

⏕≀⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻞㻞㻕

ศᏊ⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻞㻠㻕

ᩘ⌮≀⌮
⛉Ꮫᑓᨷ
㻔㻟㻤㻕

༤ኈ๓ᮇ
ㄢ⛬

⤌

ᨵ⤌䠄H27ᖺᗘ䠅

⏕≀⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻞㻞㻕

༤ኈㄢ⛬䠄㻡ᖺ୍㈏䠅
ᆅ⌫ᝨᫍ≀㉁⛉Ꮫᑓᨷ㻔㻠㻕

Ꮫ⏕ᕤ
Ꮫᑓᨷ㻔㻝㻟㻕

⏘ᴗᡂ
ᕤᏛᑓᨷ
㻔㻞㻡㻕

ᆅ⌫⏕
≀㉁⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻝㻣㻕

ᩘ⌮≀⌮
⛉Ꮫᑓᨷ
㻔㻟㻤㻕

ᩘ⌮≀⌮
⛉Ꮫᑓᨷ
㻔㻝㻜㻕

ศᏊ⛉Ꮫ
ᑓᨷ㻔㻞㻠㻕

༤ኈ๓ᮇ
ㄢ⛬

⤌ ๓

༤ኈᚋᮇ
ㄢ⛬

ᨵ

⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉

ᑓ௵ᩍဨ
ᕤᏛ⣔㻞㻠ྡ

ධᏛᐃဨ䠖༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㻤㻜ྡ䞉ᚋᮇㄢ⛬㻝㻢ྡ

H30ᖺᗘタ⨨

ᑓ௵ᩍဨ 䠏䠕ྡ

ᑓ௵ᩍဨ
ἲᏛ⣔㻝ྡ
වᢸᩍဨ

ᑓ௵ᩍဨ
ಖᏛ⣔䠐ྡ
වᢸᩍဨ

ᑓ௵ᩍဨ
ᩥᏛ⣔㻞ྡ
⤒῭Ꮫ⣔㻝ྡ

ᑓ௵ᩍဨ
ேᩥ♫⛉Ꮫ⣔
㻡ྡ

ᩍဨ㓄⨨䝅䝇䝔䝮
䛻䜘䜛᪂つ䝫䝇䝖

䝦䝹䝇䝅䝇䝔䝮⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉

Ꮫෆ㈨※㓄ศ

වᢸᩍဨ

ἲົ◊✲⛉

⎔ቃ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉

ಖᏛ◊✲⛉

་ṑ⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲⛉

ᑓ௵ᩍဨ
་Ꮫ⣔㻝ྡ
⸆Ꮫ⣔㻝ྡ
වᢸᩍဨ

♫ᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉
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ࡸƷƝకϋ
−岡山大学のグローバル活動の新しい拠点−

ȪȪ月 ȪȬ 日（金）

ഖయ

日

時

2015 年

会

場

フェアモント ホテル - クラブ
リーゼント
ク
（カリフォルニア州 サンノゼ市）

プログラム
13:00 〜 13:30

開所式（12:00 〜受付開始）

13:35 〜 15:15

シンポジウム祝辞：サンノゼ州立大学学長
（予定）
開所記念シンポジウムⅠ（CYBERSECURITY AND BIG DATA）
----- COFFEE BREAK -----

15:30 〜 17:00

シンポジウムⅡ祝辞：
Dr. THOMAS J. FOGARTY（FOGARTY INSTITUTE FOR INNOVATION）
開所記念シンポジウムⅡ
（MEDICAL R&D IN JAPAN - CHALLENGES FROM OKAYAMA UNIVERSITY）

17:30 〜

交流会

アクセス

The Fairmont San Jose
(フェアモント サンノゼ）
170 South Market Street
San Jose, California
United States
TE L：+(1) 408 998 1900
FAX：+(1) 408 287 1648

※翌、11月14 日（午前11 時〜午後 4 時）に新オフィスのオープンハウスを行う予定です。

ƓբӳǘƤ

ܖٻޛޢǷȪǳȳȐȬȸǪȕǣǹųᧈųҘဋɟᝮ
E - m a i l : o u s vo.o pening events2015@o kayama-u.a c.jp

シリコンバレー広域地図

フリーモント
Fremont

サン ノゼ
San Jose

開所式会場
周辺地図

サン ノゼ
San Jose
The Fairmont San Jose
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ཧ⪃㸸᪥ᮏㄒヂ
ᒸᒣᏛ㸦᪥ᮏᅜ㸧࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫ㸦࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧ࡢ
༠  ຊ  ༠  ᐃ
࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࣑ࢩ࢞ࣥᕞࢹࢺࣟࢺ⨨ࡍࡿ࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫ㸦௨ୗࠊࠕ࢙࢘ࣥࠖ
ࡪ㸧࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜᒸᒣ⨨ࡍࡿᒸᒣᏛ㸦௨ୗࠊࠕᒸᒣࠖࡪ㸧ࡣࠊ༠ຊ㛵ಀࢆᣢࡕࠊ┦
ࡢᩍ⫱࣭◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᙉࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ༠ຊ༠ᐃ(AOC)ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇྠ
ពࡍࡿࠋࡇࡢ༠ᐃࡣࠊ2014 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥㸦ࠕⓎຠ᪥ࠖ㸧ࡢⅬ࡛ࡢ୧Ꮫ௦⾲⪅ࡢ⨫ྡࡼࡾຠ
ຊࢆⓎࡍࡿࠋ
I. ༠ຊࡢ⠊ᅖ
༠ຊࡢ⠊ᅖࡣ୍᪉ࡢᏛ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࠕࡀࢇ⏕≀Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾ࡅࡿࡶࡢ࡛ࠊ୧Ꮫ㛫ࡢ
༠ຊ㛵ಀࡢಁ㐍Ⓨᒎ㈉⊩ࡍࡿࠋ
II. ༠ຊࡢ㡿ᇦ
༠ຊࡣࠊ᭷ຠ࡞㈨㔠࠾ࡼࡧ࢙࢘ࣥᒸᒣࡢᢎㄆࢆ๓ᥦࠊḟࡢάື࠾ࡼࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ
࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
1. Ꮫ㝔⏕ࡢ
2. ࢭ࣑ࢼ࣮Ꮫࡢཧຍ
3. Ꮫ⾡ⓗ࡞ᮦᩱ࠾ࡼࡧࡢሗࡢ
4. ▷ᮇࡢᏛ⾡ⓗ࡞≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ
5. ඹྠ◊✲
ࡇࡢ AOC ࡢୗ࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡿ࠸࡞ࡿ≉ᐃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛάືࡢ᮲௳ࡶࠊࡑࢀࡽࡢ㛤ጞඛ❧ࡕ
ࠊ┦༠㆟ࡢୖࠊᑐᛂࡍࡿ㝃ᒓᩥ᭩グ㍕ࡉࢀࡿࡇྜពࡉࢀࡿࠋ
III. ↓ᕪู
࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫࡣࠊே✀ࠊ⫙ࡢⰍࠊ᐀ᩍࠊᅜ⡠ࠊᛶูࠊᛶⓗᣦྥࠊᛶྠ୍ᛶࠊᛶ⾲⌧ࠊぶࡢ
ᆅࠊ፧ጻࡢ≧ែࠊᖺ㱋ࠊ㞀ᐖࠊᕷẸᶒࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸάືࡢ୰࡛ࡢධᏛࠊ㞠⏝
ࠊఫᏯࠊࢧ࣮ࣅࢫ࠸࠺Ⅼ࠾ࡅࡿᆅࡢᕪࡼࡗ࡚ࠊಶேᑐࡋ࡚༊ูࡍࡿࡇࡸࠊᏛෆᵓ
ᡂဨࡼࡿᕪูࢆチࡉ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ AOC ࡢୗ࡛ࡢ୧ᶵ㛵ࡢ㐙⾜ࡣࠊ࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫࡢ↓ᕪู㛵ࡍࡿ᪉㔪ᚑ࠸ᑐᛂࡍࡿࡇ
ࡍࡿࠋ
IV. ἲ௧㑂Ᏺ
ཷධᶵ㛵ࡣࠊ㞠⏝ࠊㄢ⛯ࠊ↓ᕪูࠊⴭసᶒ࡞ࢆྵࡴࡀࡇࢀ㝈ࡽࡎࠊᅜࡢࡍ࡚ࡢ‽ᣐἲ
ࡼࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛ㑂Ᏺᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡣࠊ㐺ษ࡞ฟධᅜ⟶⌮ἲࡼࡾ㑂Ᏺᑐࡋ࡚ࠊಶࠎ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
V. ྍᢠຊ
୧ᶵ㛵ࡶࠊᆅ㟈ࠊࡑࡢࠊᨻᗓࡢつ๎ࠊⅆ⅏ࠊὥỈࠊປാத㆟ࠊ㔜せ࡞ཎᩱ౪⤥ࡢ୰᩿ࠊෆ

ࠊࢸࣟࣜࢬ࣒ࠊ⡿ᅜᅜົ┬ࡢΏ⯟㆙࿌ࠊኳ⅏࡞ࠊᐃእࡢ≧ἣࡼࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ
ࡀྍ⬟࠸࠺⌮⏤࡛ᐇࡀ㐜ࢀࡿែ࡞ࡗࡓᮇ㛫࠾࠸࡚ࡣࠊ㏿ࡸ┦ᡭഃ㏻▱ࡋࡓ
ሙྜ㝈ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⩏ົࢆᯝࡓࡏ࡞ࡃࡶ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇࡣ࡞࠸ࠋ
VI. ‽ᣐἲ
ᮏ༠ᐃࡣࠊ࣑ࢩ࢞ࣥᕞἲ㸦ࡓࡔࡋἲࡢ㑅ᢥࡢつ๎ࢆ㝖ࡃ㸧㐺⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࠾࠸࡚ࡣ࣓ࣜ࢝
ྜ⾗ᅜࡢⴭసᶒἲᚑ࠸⟶⌮ࠊゎ㔘࣭⾜ࡉࢀࡿࠋ
୧Ꮫࡢ㛫ពぢࡢ┦㐪ࡀ⏕ࡌࠊࡘࡕࡽࡢᏛࡀࡑࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚┦ᡭഃᏛ㏻࿌ࡋ࡚
ࡽ㸱㸮᪥௨ෆ᪉ࡀྜព㐩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊၥ㢟ࡢዴఱࢆၥࢃࡎࠊྛᏛࡣ
ᙜヱࢆࡑࢀࡒࢀࡢᅜ㝿ᢸᙜ㈐௵⪅㸦ࡶࡋࡃࡣྠ➼ࣞ࣋ࣝ㸧㏻▱ࡋࠊ㏻▱ᚋ㸱㸮᪥௨ෆᙜ
ヱ௳ࢆゎỴࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
VII. ᭦᪂ࠊ⤊࠾ࡼࡧᨵṇ
ࡇࡢ AOC ࡣⓎຠ᪥ࡽຠຊࢆ᭷ࡋࠊ㐜ࡃࡶ AOC ࡀḟࡢ⡿ᅜࡢᏛᖺ㛤ጞࡢ๓⤊ࡉࢀࡿᖺ
ࡢ 3 ᭶ᮎࡲ࡛᭩㠃࡛┦ᡭ᪉㏻▱ࡋ࡚࠸ࡿᙜ⪅ࡼࡗ࡚⤊ࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾ 2015-2016 ᖺࡢ
⡿ᅜࡢᏛᖺࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛⥅⥆ࡍࡿࠋ
AOC ࡣ୧⪅ࡼࡗ࡚⨫ྡࡉࢀࡓ᭩㠃ࡼࡿྜពࡀ࠶ࡿሙྜ㝈ࡾࠊᘏ㛗࣭ᨵṇࡉࢀࡿࠋ୧⪅
ࡼࡗ࡚⨫ྡࡉࢀࡓᨵṇࡣ AOC ࡢ୍㒊࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢドࡋ࡚ࠊ୧Ꮫ௦⾲⪅ࡣࡇࡇ⨫ྡࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᒸᒣᏛ㛗

࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫ㛗

᳃⏣ ₩

࣐࣮࢞ࣞࢵࢺ ࢘ࣥࢱ࣮ࢬ

ᒸᒣ࡚

࣑ࢩ࢞ࣥᕞࢹࢺࣟࢺ࡚

ᖺ

᭶

᪥

ᖺ

᭶

᪥

ᒸᒣᏛ

࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫ

Ꮫ㝔⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉㛗

⒴⏕≀ᏛᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮

ጒᑿ ᫀ

࣮ࣛࣜ ࣐ࢨ࣮ࣜ

ᒸᒣ࡚

ᒸᒣ࡚

ᖺ

᭶

᪥

ᖺ

᭶

᪥

資料６
履修モデル １
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬ᕤᏛ㒊Ꮫ⏕⣔Ꮫ⛉ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕
㸦ࣂ࣭࢜⸆⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬㑇ఏᏊᕤᏛࢆ⏝࠸࡚⸆ᛂ⏝ࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬ಟኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸ᶫΏࡋ◊✲ࢆ┠ᣦࡋࡓࣜࣥ㓟㓝⣲㜼ᐖ⸆ࡢ㛤Ⓨ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
2 ᖺḟ
⛉┠༊ศ
ᤵᴗ⛉┠
๓ᮇ
ᚋᮇ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ
ղ
ճ
մ
ձ
ղ
ճ
մ
10㸦1㹼2 ㏻ᖺ㸧

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲
་Ꮫ◊✲ᴫㄽ

1
1

1

1

་⒪ᶵჾᮦᩱᏛᴫㄽ

1

1

1

1

ࢫࢣ⛉Ꮫᴫㄽ

ྜ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦

⛉

ᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ

┠

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϨ

1

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϩ

1

1

⌮⥲ㄽ

1

1
1

ࣥࢩࢵࣉ

⛉
┠

1

2㸦㏻ᖺ㸧

2

1

1

ศᏊ㓝⣲Ꮫ
1

1
1

⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩⛉Ꮫ
㑅ᢥ

1

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࣥࢱ࣮

㑇ఏᏊᶵ⬟ไᚚᕤᏛ

1
1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓ㛛ⱥㄒ

㛛

1

1

ඛ㐍㝔ᐇ⩦

ᑓ

1
1

ᢏ⾡⾲⌧Ⓨ⾲Ꮫ

㑅ᢥ

1

ࣂ࣭࢜⸆⛉Ꮫᴫㄽ
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣊ࣝ
ᚲಟ

1

1

ࢣࡢẚ㍑ᩥㄽ

⤫

10

1

་⒪ᨻ⟇

ィ

1
1

ேᕤ⏕యᶵ⬟ศᏊタィᏛ
࢜ࣝ࢞ࢿࣛࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ

1

RNA ᕤᏛ

1
1

ᶵ⬟ಟ་Ꮫ≉ㄽ
1

་࣭⸆ἲᴫㄽ

1
1

ྜ ィ

㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
⌧ᅾ㸪ୡ⏺࡛᪂⸆ࢆⓎぢ㸪㛤Ⓨ࡛ࡁࡿᅜࡣ㸪࣓ࣜ࢝㸪ࢠࣜࢫ࠸ࡗࡓḢ⡿୰ᚰ࡛࠶
ࡾ᪥ᮏࡣከࡃࡢ⸆ࢩ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢỴࡋ࡚㧗࠸㛤Ⓨ⬟ຊࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
་⒪ศ㔝ࢆ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋ㸪㧗ᗘ࡞⏕⛉Ꮫࡢ▱㆑⸆⌮ㄽࢆවࡡഛ࠼ࡓ◊✲⪅㸪㛤Ⓨ
⪅ࢆቑࡸࡍࡇࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠࠾࠸࡚㸪ඛ➃⏕⛉Ꮫຍ࠼࡚࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ
ࡢከᵝ࡞どᗙࡸ▱㆑ࡽ་⒪⌮ࡢᇶᮏ⮳ࡿࡲ࡛ࢆಟᚓࡋ㸪㑅ᢥᚲಟ⛉┠ࡢࠕඛ㐍㝔
ᐇ⩦ࠖ
ࡼࡾ་⒪ࢆᵓᡂࡍࡿࡋࡃࡳேࠎ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ᑓ㛛⛉┠࠾࠸࡚ࡣ㸪
ᇶ♏⏕⛉Ꮫ⸆⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓ᭱ඛ➃ࡢࠕࡶࡢࡘࡃࡾࠖࡽࠕᶵ⬟ಟ་Ꮫࠖࡢ᪉ἲ
ࡑࢀࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせྍḞ࡞་Ꮫⓗ▱ぢࢆಟᚓࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪
ࠕ་࣭⸆ἲᴫㄽࠖ
ࡼࡾ⸆㛵㐃ࡢἲᚊⓗ᰿ᣐࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪࠋ
ࡉࡽ
ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲ࠖ
࠾࠸࡚㸪㧗ᗘ࡞⏕⛉Ꮫ◊✲ࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥసᡂ⬟ຊࢆ㘫࠼㸪㇏࡞▱㆑ᐇ㊶ຊࢆᇵ
࠺ࠋ

1
1
1

34

㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
〇⸆ᴗࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ⪅㸪බົဨ㸪බⓗᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ

履修モデル ２
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬ᕤᏛ㒊ሗ⣔Ꮫ⛉ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕
㸦་⒪ᶵჾ་⏝ᮦᩱ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬ሗᕤᏛࢆ⏝࠸࡚་⒪ᛂ⏝ࢩࢫࢸ࣒㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬ಟኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸㡢ኌⓎኌᶵᵓ㞀☀ࢆᣢࡘᝈ⪅ࡢ㡢ኌ᫂░ᛶᨵၿ᪉ᘧࡢ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
2 ᖺḟ
⛉┠༊ศ
ᤵᴗ⛉┠
๓ᮇ
ᚋᮇ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ
ղ
ճ
մ
ձ
ղ
ճ
մ
10㸦1㹼2 ㏻ᖺ㸧

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲
1

་⒪ᨻ⟇
་Ꮫ◊✲ᴫㄽ

1
1

1

ࣂ࣭࢜⸆⛉Ꮫᴫㄽ

1

1

་⒪ᶵჾᮦᩱᏛᴫㄽ

1

1

1

1

ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣊ࣝ
ᚲಟ

ࢫࢣ⛉Ꮫᴫㄽ

ྜ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦

⛉

ᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ

┠

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϨ

1

1
1

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϩ

1

1

⌮⥲ㄽ

1

1
1

1
1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓ㛛ⱥㄒ
1

ඛ㐍㝔ᐇ⩦
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࣥࢱ࣮
㡢ኌሗฎ⌮≉ㄽ I

㛛
⛉
┠

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ I
㑅ᢥ

2

1

㡢ኌሗฎ⌮≉ㄽ II

1
1

1

1

1
1

▱⬟ᕤᏛ≉ㄽ

1
2

་⒪ᑐヰᏛ

2
1

་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࢹࢨࣥᏛ
1

ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛࣇ౯್ㄽ

ྜ ィ

1
1

2㸦㏻ᖺ㸧

ࣥࢩࢵࣉ

ᑓ

1
1

ᢏ⾡⾲⌧Ⓨ⾲Ꮫ

㑅ᢥ

10
1

1

ࢣࡢẚ㍑ᩥㄽ

⤫

ィ

1
1
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㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
⌧ᅾ㸪་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿሗฎ⌮ᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࡣ㸪࢝ࣝࢸࡸ་⒪㈝ࡢᩚ⌮࣭⟶⌮㸪࠶ࡿ࠸
ࡣ㸪⏬ീゎᯒࢆ⏝࠸ࡓ་⒪デ᩿ࡢᨭ࡞㸪ᝈ⪅ᑐᓖࡍࡿ࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࣂࢵࢡ࣮ࣖࢻ
࡛ࡢࡀከ࠸ࠋ୍᪉㸪㧗㱋♫࠾࠸࡚ࡣ㸪ᝈ⪅ࢆ┤᥋ᨭࡍࡿᛂ⏝ࡀቑࡍࡿ⪃
࠼ࡽࢀ㸪ᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡋ㸪ே㛫ࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿ⬟ຊࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠࠾࠸࡚㸪࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᚲせ࡞ከᵝ
࡞どᗙࡸ▱㆑ࡶ㸪་⒪ᶵჾࡀ⏝ࡉࢀࡿ་⒪ࡸ࣊ࣝࢫࢣࡢᇶᮏࢆಟᚓࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦ࠖ
㸪
ࠕᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࠖཬࡧࠕඛ㐍㝔ᐇ⩦ࠖ
ࡼࡾ㸪་⒪ࢆᵓᡂࡍࡿࡋࡃࡳேࠎ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋ࡚㸪ㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓ⬟ຊࢆ
㣴࠺ࠋྠ㸪᭱᪂ࡢ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨࡢᐇ㊶ࢆᏛࡪࡓࡵࡢㄒᏛຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠
࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᢏ⾡ࢆᏛࡪඹ㸪ᝈ⪅ཷධࢀࡽࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓ
ࡵࠕ་⒪ᑐヰᏛࠖ
㸪
ࠕ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࢹࢨࣥᏛࠖ
㸪
ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛࣇ౯್ㄽࠖࢆᏛࡪࠋࡉ
ࡽࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲ࠖ࠾࠸࡚㸪㧗ᗘ࡞་⒪ᶵჾ◊✲ࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥ
సᡂ⬟ຊࢆᇵ࠺ࠋ

㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
་⒪ᶵჾࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ⪅㸪බົဨ㸪බⓗᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ

履修モデル ３
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕
㸦࣊ࣝࢫࢣࢧ࢚ࣥࢫ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬ィ ᕤᏛ࣭ᏳᕤᏛ࣭⏕≀ᕤᏛᇶ࡙ࡃ་⒪ᢏ⾡ࡢ⮫ᗋᛂ⏝࣭ᶵჾ㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬ಟኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸FFF㸦Flattning Filter Free㸧ࣅ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㧗⢭ᗘᨺᑕ⥺⒪࠾ࡅࡿ
ရ㉁ಖド࣭ရ㉁⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
2 ᖺḟ
⛉┠༊ศ
ᤵᴗ⛉┠
ィ
๓ᮇ
ᚋᮇ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ
ղ
ճ
մ
ձ
ղ
ճ
մ
10㸦1㹼2 ㏻ᖺ㸧

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲
1

་⒪ᨻ⟇
་Ꮫ◊✲ᴫㄽ

1
1

1

1

་⒪ᶵჾᮦᩱᏛᴫㄽ

1

1

1

1

ࢣ⛉Ꮫᴫㄽ

ྜ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦

⛉

ᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ

┠

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϨ

1
1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϩ

1

⌮⥲ㄽ

1

1
1
1

⛉
┠

1

་⒪⟶⌮

1

1

ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱᏛ

1

1
1

Ᏻࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫ
⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㄽ I

1

2

2

1

⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㄽ II
㑅ᢥ

1
1

࣊ࣝࢫࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ⛉Ꮫ

㛛

1
1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓ㛛ⱥㄒ

ᑓ

1

1

ᢏ⾡⾲⌧Ⓨ⾲Ꮫ

㑅ᢥ

1

ࣂ࣭࢜⸆⛉Ꮫᴫㄽ
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣊ࣝࢫ
ᚲಟ

1

1

ࢣࡢẚ㍑ᩥㄽ

⤫

10

1
1

1
1

▱⬟ᕤᏛ≉ㄽ

1
1

ගィ ᕤᏛ≉ㄽ
་⒪㛵ಀἲ 2㸦་⒪⾜Ⅽἲ㸧

1

1

1
1

་⒪ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴫㄽ

ྜ ィ

1
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㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
ᡃࡀᅜࡢ་⒪ᢏ⾡Ỉ‽ࡣ㸪ୡ⏺ⓗ㧗࠸Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿゝࢃࢀࡿࡀ㸪ᐇົ⤒㦂ࡸ
⮬ᕫ◊㛑࡞⮬ຓດຊᇶ࡙ࡃಶேࡢ⬟ຊ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸≧ἣࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡢ་⒪ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘࡣ┠ぬࡲࡋࡃ㸪ಶேࡢ㧗࠸⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃே㛫ᕤᏛࡸᏳᕤᏛࡢ
ほⅬࡽࣜࢫࢡ⟶⌮ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ㌟ࡅ㸪㛤Ⓨᛂ⏝࡛ࡁࡿேᮦࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠࡚ࣂ࢜㸪⸆㸪་⒪ᶵჾ㸪࣊ࣝࢫࢣ㸪⌮㸪
ᩥㄽ࡞་⒪㛵ࢃࡿᖜᗈ࠸Ꮫၥࡢᇶᮏࢆಟᚓࡍࡿྠ㸪
ࠕ་⒪⟶⌮࡚ࠖ㸪་⒪⌧
ሙࡢㄢ㢟ࢆᐇ㝿䬦ࡳྲྀࡾ㸪
་⒪ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡㸪
ㄢ㢟ゎỴᚲせ࡞⣲㣴ࢆ㌟ࡘࡅ㸪
ᇶᮏどᗙࡢࠕ⤫ྜຊࠖࢆ㣴࠺ࠋࡲࡓ㸪᭱᪂ࡢ་⒪ࡸ་⒪ᶵჾ㛤ⓎࢆᏛࡪࡓࡵࡢㄒᏛຊࢆ㌟
ࡘࡅࡿࠋ
㑅ᢥ⛉┠࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ⛉Ꮫࠖ
ࠕ⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㄽࠖ
㸪
㸪
ࠕ▱⬟ᕤᏛ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕගィ ᕤᏛ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕ་⒪㛵ಀἲ 㸦་⒪⾜Ⅽἲ㸧
ࠖ
㸪
ࠕ་⒪ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺᴫㄽ࡚ࠖ㸪⮫ᗋ⌧ሙࡢㄢ㢟ゎỴᚲせࡉࢀࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᴫᛕࢆᖜᗈࡃᏛࡧ⿵ࡍ
ࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ᏳᕤᏛࡸࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢどⅬࡽᢏ⾡ᛂ⏝ࡸ㛤Ⓨ᭷⏝࡞▱㆑ࡸ⪃࠼᪉

ࢆ㌟ࡅࡿࠋࡉࡽࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲ࠖ࠾࠸࡚㸪㧗ᗘ࡞་⒪ᢏ⾡◊
✲ࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥసᡂ⬟ຊࢆᇵ࠺ࠋࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࢧ
ࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
་⒪⣔ᴗࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗᢏ⾡⪅㸦ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㸧
㸪බⓗᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ

履修モデル ４

࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬ᩥᏛ㒊㸪ဴᏛ࣭⌮Ꮫ࣭᐀ᩍᏛࡢศ㔝ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕
㸦ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬ဴᏛⓗ࡞ᛮ⪃ࢆᇶ♏ࡋࡓ་⒪⌧ሙ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕
㸱㸬ಟኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸ㄆ▱⚄⤒⛉ᏛဴᏛࡢ⤫ྜⓗ᪉ἲᇶ࡙ࡃㄆ▱ᝈ⪅ࡢពᛮỴᐃࣔࢹ
ࣝࡢᵓ⠏
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
2 ᖺḟ
⛉┠༊ศ
ᤵᴗ⛉┠
ィ
๓ᮇ
ᚋᮇ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ
ղ
ճ
մ
ձ
ղ
ճ
մ
10㸦1㹼2 ㏻ᖺ㸧

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ู◊✲
1

་⒪ᨻ⟇
་Ꮫ◊✲ᴫㄽ

1
1

1

ࣂ࣭࢜⸆⛉Ꮫᴫㄽ

1

1

་⒪ᶵჾᮦᩱᏛᴫㄽ

1

1

1

1

ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣊ࣝ
ᚲಟ

1

1

ࢣࡢẚ㍑ᩥㄽ

⤫

ࢫࢣ⛉Ꮫᴫㄽ

ྜ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦

⛉

ᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ

┠

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϨ

1

1
1

1
1

⌮⥲ㄽ

1

1
1
1

1
1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓ㛛ⱥㄒ

㛛
⛉
┠

1

1

1
1

1

1

⮫ᗋṚ⏕ᏛϨ
㑅ᢥ

1

1

ඛ㐍㝔ᐇ⩦
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛࣇ౯್ㄽ

ᑓ

1

1

་⒪⟶⌮
ࢣᏛ

1

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϩ
ᢏ⾡⾲⌧Ⓨ⾲Ꮫ

㑅ᢥ

10

1
1

⮫ᗋṚ⏕Ꮫϩ
་⒪㛵ಀἲ 2

1

1

1
2

་⒪ᑐヰᏛ

2

2

ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫ

ྜ ィ

2
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㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
ࠕ⏕ࡍࠖࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓᑐ㇟ᝈࡀቑ࠼ࡓ⌧௦࠾࠸࡚㸪ᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡀ⒪ࡢ㑅
ᢥ࡞ࢆ⾜࠺㝿㸪ពᛮỴᐃࢆ࠸⾜࠺ࡢ࠸࠺ࡇࡣ㸪ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪་
⒪ᚑ⪅ࡶ㞴ࡋ࠸ၥ࠸ࢆᢞࡆࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᚲಟࡢ⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚ࣂ࣭࢜⸆㸪་⒪ᶵჾ㸪࣊ࣝࢫࢣ
㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྛศ㔝ࡢ᰾࡞ࡿどᗙ᪉ἲ࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿศ㔝ࡢど
ᗙ᪉ἲࡢ⤫ྜࡢ᪉ࢆᚓࡋ㸦⮬ᕫỴᐃ⬟ຊࡢపୗࡋࡓேࡢពᛮỴᐃࢆࡢࡼ࠺⾜࠼
ࡤࡼ࠸㸧
㸪㑅ᢥࡢ⤫ྜ⛉┠࡛࠶ࡿࠕඛ㐍㝔ᐇ⩦ࠖ
㸪
ࠕࢣᏛࠖࡼࡗ࡚㸪་⒪⌧ሙࢆᵓᡂ
ࡍࡿேࠎࡸࡋࡃࡳࡢㄢ㢟ࢆࡼࡾලయⓗᢕᥱࡍࡿ㸦⮬ᕫỴᐃ⬟ຊࡢపୗࡋࡓᝈ⪅ࡢពᛮỴ
ᐃࡢ㞴ࡋࡉ㸧
ࠋࡲࡓᑓ㛛⛉┠࠾࠸࡚㸪
ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛࣇ౯್ㄽࠖࡼࡾ⏕ࡁ᪉ࢆᨭ࠼ࡿ
㔜せ࡞౯್ほࡘ࠸࡚Ꮫࡧ㸪ဴᏛⓗ࡞ᛮ⪃᪉ἲࢆ῝ࡵ㸪
ࠕ⮫ᗋṚ⏕ᏛϨ࣭ϩࠖࡼࡾ་⒪࣭
ࢣࡢ⮫ᗋࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿဴᏛⓗ࡞ㄢ㢟㸪ពᛮỴᐃࢆࡵࡄࡿㄢ㢟ࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢどᗙ᪉
ἲࢆᏛࡧ㸪
ࠕ་⒪㛵ಀἲ 2ࠖࡼࡾ་⒪ἲࡀ㘒ࡍࡿሙ࠾ࡅࡿ⌧≧ㄢ㢟ࢆᏛࡧ㸪ពᛮ
Ỵᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢேᩥ♫⛉Ꮫⓗ▱ぢࢆ῝ࡵࡿࠋ
ຍ࠼࡚ᑓ㛛⛉┠ࡢ
ࠕ་⒪ᑐヰᏛࠖ

ࡼࡾ་⒪⌧ሙ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᏛࡧ㸪ဴᏛⓗ࡞▱ぢࢆ་⒪⌧ሙ
࠾࠸࡚ゝㄒࡍࡿᡭἲࢆᏛࡧ㸪
ࠕㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫࠖࡼࡾ㧗ḟ⬻ᶵ⬟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ព
ᛮỴᐃࣔࢹࣝᵓ⠏ᚲせ࡞་⒪࣭ᕤᏛⓗ▱ぢࢆ῝ࡵࡿࠋࡉࡽࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ
≉ู◊✲ࠖ࠾࠸࡚㸪ಟᚓࡋࡓ⬟ຊࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥసᡂ⬟ຊࢆ㘫࠼㸪㧗ᗘ࡞▱㆑ᐇ㊶ຊ
ࢆᇵ࠺ࠋ
㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
♫⚟♴༠㆟࡞ࡢ⫋ဨ㸪බົဨ㸪NPO ἲே㸪ᴗ

履修モデル ５
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉⏕་⏝ᕤᏛᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࢆಟࡋࡓᏛ⏕
㸦ࣂ࣭࢜⸆⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬⏕≀ᕤᏛᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ⸆㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬༤ኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸⮫ᗋᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓศᏊᶆⓗ⸆ࡋ࡚ࡢ㓝⣲㜼ᐖࡢ㛤Ⓨ
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
⛉┠༊ศ

ᤵᴗ⛉┠

๓ᮇ
ձ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ

⤫
ྜ
⛉

┠

ճ

մ

๓ᮇ
ձ

ղ

ճ

մ

๓ᮇ
ձ

ղ

ᚋᮇ
ճ

ィ

մ

2

₇⩦

2
2

㸯ศᏊ⏕⌮Ꮫ

1

ࢩࢢࢼࣝఏ㐩⸆

1

2
1
1

1

⏕యࢼࣀศᏊᕤᏛ
⮫ᗋṚ⏕Ꮫ≉ㄽ

ᚋᮇ

1

ࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ

㑅ᢥ

3 ᖺḟ

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻ

ᑓ
⛉

ᚋᮇ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ
ᚲಟ

┠

㛛

ղ

2 ᖺḟ

1

1

1
1

⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨㄽ
1

⮫ᗋ◊✲Ꮫ

1

ᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽ

ྜ ィ

㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
⌧௦᪥ᮏ࠾࠸࡚㸪Ⳙ࡞㛤Ⓨ㈝㛫ປຊࡢࡓࡵ㸪᪂⸆ࡀฟࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ〇
⸆ᴗ⏺࡛ࡣ㸪♫እ⸆ࢩ࣮ࢬࡸᢏ⾡㸪ࡉࡽࡣඃ⚽࡞⸆◊✲࣭㛤Ⓨேᮦࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪་⒪ศ㔝ࢆ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋ㸪᭱ඛ➃ࡢ⏕⛉Ꮫࡢ▱㆑⸆⌮ㄽࢆಟᚓࡋࡓ◊
✲⪅࣭㛤Ⓨ⪅ࢆቑࡸࡍࡇࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫ
ࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ₇⩦ࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ
ࡼࡾ㸪་⒪⌧ሙࢆᵓᡂࡍࡿேࠎࡋࡃࡳࢆ⌮ゎࡋ㸪ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟
ࡢᢳฟࢆᐇ㊶㸪ᢳฟࡋࡓㄢ㢟ࢆศᯒࡋ㸪ࡉࡽ㸪࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ㛵㐃ࡍࡿ⛉Ꮫ
ࡸᢏ⾡ࡢ᭱᪂ືྥࢆᢕᥱࡋ࡚㸪ࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ල⌧ࡍࡿㄢ㢟ゎỴຊࢆ㌟ࡅ㸪
♫࡛ࡢά⏝ࢆព㆑ࡉࡏ࡚㸪ᇶᮏどᗙࡢࠕ⤫ྜຊࠖࢆ㣴࠺ࠋ㑅ᢥ⛉┠ࠕ⮫ᗋ◊✲Ꮫࠖ
ࠕᆅᇦ
♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽࠖࡣ㸪་⒪࣭ㆤࡢ᭱ඛ➃ࡢ▱ぢ㸪㧗㱋⪅ࡢᚰ⌮ࢆᏛࡪࡢࢆຓࡅ㸪
ࠕ㸯ศᏊ⏕⌮Ꮫࠖ
ࠕࢩࢢࢼࣝఏ㐩⸆ࠖ
ࠕ⏕యࢼࣀศᏊᕤᏛࠖࡼࡾ⸆ᐇᏛࡢᇶᮏࢆಟᚓ
ࡍࡿྠ⏕⛉Ꮫ㸪⸆⌮ㄽࡢ᭱᪂ືྥ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⿵ࡍࡿࠋࡉࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚♫ᙺ❧࡚ࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿ⣲㣴ࢆࠕ⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨㄽࠖ
ࠕ⮫ᗋṚ⏕Ꮫ≉ㄽࠖ
ࡼࡾᏛಟࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࢧࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ
⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
〇⸆ᴗࡢ◊✲⪅㸪බⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ㸪Ꮫᩍဨ

1
1
1
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履修モデル ６
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉⏕་⏝ᕤᏛᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࢆಟࡋࡓᏛ⏕
㸦་⒪ᶵჾ་⏝ᮦᩱ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬ሗᕤᏛࢆ⏝࠸࡚་⒪ᛂ⏝ࢩࢫࢸ࣒㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬༤ኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸㡢ኌᑐヰ㞀☀ࢆᣢࡘᝈ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
⛉┠༊ศ

ᤵᴗ⛉┠

๓ᮇ
ձ

ྜ
⛉

ձ

ᶵ⬟ࣟ࣎ࢵࢺタィㄽ

մ

ձ

ղ

ճ

ィ

մ

2

1

1

1

1
1

⚄⤒་ᕤᏛ
ሗᩘ⌮ㄽ

ճ

ᚋᮇ

2

ࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ

㑅ᢥ

ղ

๓ᮇ

2

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻ

ᑓ

ᚋᮇ

2

ㄽ

┠

մ

๓ᮇ

1

₇⩦

ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ≉

⛉

ճ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ
ᚲಟ

┠

㛛

ᚋᮇ

3 ᖺḟ

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ

⤫

ղ

2 ᖺḟ

1

1

1
1

ே㛫ᨭࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫㄽ

1
1

⮫ᗋ◊✲Ꮫ

1
1

ᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽ

ྜ ィ

㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
㉸㧗㱋♫ྥ࠸ࡘࡘ࠶ࡿ⌧ᅾ㸪་⒪ᶵჾᴗ⏺࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢽ࣮ࢬࢆ᫂☜ࡋ㸪᪂
ࡋ࠸་⒪ᶵჾࡢ㛤Ⓨࡸ㸪᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿே
ᮦࡢ⫱ᡂࡀᛴົ࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫ
ࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ₇⩦ࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ
ࡼࡾ㸪⌧ሙࢆᵓᡂࡍࡿேࠎࡋࡃࡳࢆ⌮ゎࡋ㸪ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟ࡢᢳ
ฟࢆᐇ㊶㸪ᢳฟࡋࡓㄢ㢟ࢆศᯒࡋ㸪ࡉࡽ㸪࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ㛵㐃ࡍࡿ⛉Ꮫࡸᢏ
⾡ࡢ᭱᪂ືྥࢆᢕᥱࡋ࡚㸪ࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ල⌧ࡍࡿㄢ㢟ゎỴຊࢆ㌟ࡅ㸪♫
࡛ࡢά⏝ࢆព㆑ࡉࡏ࡚㸪ᇶᮏどᗙࡢࠕ⤫ྜຊࠖࢆ㣴࠺ࠋ་⒪⣔ࡢ㑅ᢥ⛉┠ࠕ⮫ᗋ◊✲Ꮫࠖ
㸪
ேᩥ♫⣔ࡢ㑅ᢥ⛉┠ࠕᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽࠖࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮫ᗋ◊✲ࡢ᪉ἲࡸᝈ⪅ࡸ
㧗㱋⪅ࡢᚰ⌮ࢆ῝ࡃᏛࡪࠋࡲࡓ㸪
ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕሗᩘ⌮ㄽࠖࡢᒚಟ
ࡼࡾ㸪ሗᕤᏛ㛵㐃ࡍࡿ᭱᪂ᢏ⾡ືྥࡢ▱㆑ࢆ῝ࡵࡿࠋࡉࡽ㸪་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ࡞♫
ᐇ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ㸪ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒⣔ࡢ㑅ᢥ⛉┠ࠕᶵ⬟ࣟ࣎ࢵࢺタィㄽࠖ
ࠕே㛫ᨭ
ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫㄽࠖ
㸪
ࠕ⚄⤒་ᕤᏛࠖࢆᏛಟࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࢧࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ
⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
་⒪ᶵჾࡢ◊✲⪅㸪බⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ㸪Ꮫᩍဨ

1

12

履修モデル ７
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬ಖᏛ◊✲⛉ಖᏛᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕
㸦࣊ࣝࢫࢣࢧ࢚ࣥࢫ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬ィ ᕤᏛ࣭ᏳᕤᏛ࣭⏕≀ᕤᏛᇶ࡙ࡃ་⒪ᢏ⾡ࡢ⮫ᗋᛂ⏝࣭ᶵჾ㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬༤ኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸⏕≀Ꮫⓗࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸ࡓᨺᑕ⥺⒪ຠᯝࡢண 㛵ࡍࡿ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
⛉┠༊ศ

ᤵᴗ⛉┠

๓ᮇ
ձ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ

⤫
ྜ
⛉

๓ᮇ

մ ձ

⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㅮ I
㑅ᢥ

ճ

๓ᮇ

մ ձ

ղ

ᚋᮇ
ճ

ィ

մ

1

1
2

2
2

ࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
࣮ࢡㄽ

3 ᖺḟ

ᚋᮇ

ղ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻࣂ

ᑓ

┠

ճ

⩦

ࣥࢱ࣮ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ࣡

⛉

ᚋᮇ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ₇
ᚲಟ

┠

㛛

ղ

2 ᖺḟ

2

2

2

1

1

⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㅮ II

1

1

⏕యᶵ⬟ไᚚᏛ

1

1

㓝⣲ᶵ⬟ゎᯒᏛ

1

1

1

་⒪ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ

ྜ ィ

㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
⌧ᅾ㸪㝔➼ࡢ་⒪ᶵ㛵㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿᢏ⾡⪅ࡸ◊✲⪅ࡀከᩘ㓄⨨ࡉࢀ㸪་⒪ࡢ
᭱๓⥺࡛་⒪ᶵჾࡸᢏ⾡㛤Ⓨࡀ࡛ࡁࡿᅜࡣ㸪⡿㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ࠸ࡗࡓḢ⡿୰ᚰ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢ་⒪ᢏ⾡Ỉ‽ࡣୡ⏺ᘬࡅࢆྲྀࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⮫ᗋ
⌧ሙࡢㄢ㢟㧗ᗘ࡞⏕⛉Ꮫࡢ▱㆑㸪ᢏ⾡㛤Ⓨ⌮ㄽࢆවࡡഛ࠼ࡓᢏ⾡⪅㸪◊✲⪅ཬࡧࡑࡢ
⎔ቃࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡾ㸪ḟୡ௦ࡢ㧗ᗘ་⒪ᇶ┙ᵓ⠏ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂࡀᛴົࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࢩ
ࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ₇⩦ࠖ
㸪
ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ
ࡼࡾ⌧ሙࡢᐇែࡸㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋ㸪ࢽ࣮ࢬࡢⓎ᥀ἲࡸ᭱᪂ࡢᢏ⾡ືྥࢆ⩦ᚓࡋ㸪᭱ඛ➃ࡢ་
⒪ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡㸪ㄢ㢟ゎỴຊࢆ㌟ࡅ㸪♫࡛ࡢά⏝ࢆព㆑ࡉࡏ࡚㸪ᇶᮏどᗙࡢ
ࠕ⤫ྜຊࠖࢆ㣴࠺ࠋࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠ࠕࣥࢱ࣮ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣮ࣝ࣡ࢡㄽࠖ
㸪
ࠕ⏕ᗣ
ሗ⌮ᕤᏛ≉ㅮ ,ࠖ
㸪
ࠕ⏕ᗣሗ⌮ᕤᏛ≉ㅮ ,,࡛ࠖࡣ㸪ᐇົⓗ࡞་⒪⌧ሙࡢㄢ㢟ࡸᢏ⾡ᛂ
⏝ࡢ᭱᪂ືྥ㛵ࡍࡿ▱㆑࡞ࡽࡧ♫ᙺ❧࡚ࡿ㝿ᚲせ࡞ࡿ⣲㣴ࢆ⿵ࡋ㸪
ࠕ⏕య
ᶵ⬟ไᚚᏛࠖ
㸪
ࠕ㓝⣲ᶵ⬟ゎᯒᏛ࡛ࠖࡣ㸪ᕤᏛࡢᇶᮏࡸᛂ⏝ࢆ⩦ᚓࡋ㸪
ࠕ་⒪ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺㄽ࡛ࠖࡣ་⒪⌧ሙࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚♫Ꮫⓗᤊ࠼㸪῝ࡃὝᐹࡍࡿຊࢆ㌟ࡅࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ⛉┠⩌ࡢᒚಟࢆ㏻ࡌ࡚㸪་⒪ᶵჾ㛤Ⓨồࡵࡽࢀࡿタィᛮ㸪ᛂ⏝ᒎ㛤ຊ㸪ㄢ㢟ゎ
Ỵຊᚲせ࡞ࡿ⣲㣴ࢆ㌟ࡘࡅࡿࠋࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢ
ࢧࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
་⒪⣔ᴗࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ⪅࣭Ⴀᴗᢏ⾡⪅㸦ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㸧
㸪බⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ㸪
Ꮫᩍဨ

1
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履修モデル ８
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬་⒪ㆤᚑࡋ⌧ሙ࡛ࡢࢣࡢ౯್ࡘ࠸࡚⛉Ꮫⓗ⪃ᐹࡋࡼ࠺ࡍࡿ♫ேཬࡧ㸪
ᮏᏛ♫ᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉࡞ேᩥ♫⛉Ꮫ⣔ࡢᏛ㝔ಟኈㄢ⛬࡛Ꮫࡧࡉࡽ་⒪ㆤࡢ⌧ሙ
ࡢ᥋Ⅼࢆồࡵ࡚◊✲ࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸦ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬་⒪ㆤࡢ⌧ሙࡢ౯್ほࡘ࠸࡚⛉Ꮫⓗ◊✲ࡋ࡚ᬑ㐢ⓗࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬༤ኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸་⒪ㆤ⌧ሙ᰿ᕪࡋࡓᖾ⚟ឤศᯒᣦᶆ㛵ࡍࡿ◊✲
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
1 ᖺḟ
⛉┠༊ศ

ᤵᴗ⛉┠

๓ᮇ
ձ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ

⤫
ྜ
⛉

ղ

ᚋᮇ
ճ

ᮾࢪ⪁ᖺᛮྐ≉ㄽ
㑅ᢥ

ճ

մ

ձ

ղ

ᚋᮇ
ճ

ィ

մ

2
2

ࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ

ᑓ

┠

ղ

๓ᮇ

2

₇⩦

ே㛫ඹ⏕ဴᏛᛮ≉ㄽ

ᚋᮇ

1

2

1

⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨㄽ

⛉

ձ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻ

┠

㛛

մ

๓ᮇ

3 ᖺḟ

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ
ᚲಟ

2 ᖺḟ

1

1

1
1

1
1

ᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽ

1

⮫ᗋṚ⏕Ꮫ≉ㄽ

1

་⒪ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ

1

1
1
1

ᐇ㊶ᇶ♏┳ㆤᏛ≉ㅮ

ྜ ィ

㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
ࠕ⌧ሙࡢ⌮ゎㄢ㢟
ᮏᒚಟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚㸲ࡘࡢேᮦ⫱ᡂࡢάືࡋ࡚㸪
㸪
ࠕほᐹᆺ࣭ゎᯒᆺάືࠖ
㸦࣊ࣝࢫࢩ
ࡢᢳฟࠖ
㸦࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ㸪⥲ྜ₇⩦㸧
ࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ㸪⥲ྜ₇⩦㸧
㸪
ࠕᵓᡂᆺάືࠖ
㸦⥲ྜ₇⩦㸪ࢻࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ㸧
㸪
ࠕ⾜ືᆺάືࠖ
㸦⥲ྜ₇⩦㸪ࢻࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸧ࡢᏛಟࢆ㏻ࡌ࡚㸪
་⒪࣭ㆤࡢ᭱ඛ➃ࡢࠕࡶࡢࡘࡃࡾࠖࠕே㛫♫ࡢཷᐜࠖࡢᇶᮏࢆಟᚓࡋ㸪㑅ᢥᚲಟ
⛉┠ࡼࡗ࡚ே㛫ඹ⏕ࡢ౯್ဴᏛ᪥ᮏᩥࡢᗏὶ࠶ࡿᖾ⚟࡞࠶ࡾ᪉ࡢᩥ⊩ㄞゎࡽᚓ
ࡽࢀࡿὝᐹࢆ῝ࡵࡿࡶ㸪ࡑࢀࡽࡀ⌧ᐇ⏕ࡁ࡚࠸ࡿேࠎࡢឤᛶࢆࡃࡳྲྀࡿࡢࡣ࠸
࡞ࡿ㐺ษ࡞᪉ἲㄽࡀ࠶ࡿࢆ᭱᪂ࡢ⮫ᗋṚ⏕Ꮫࡸᇶ♏┳ㆤᏛࡢ◊✲ἲࡶ㋃ࡲ࠼࡚☜࡞
ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽ㸪ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ❧ࡕᡠࡗ࡚ࢣࡢ⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶ࡢ୰ࡽ⮬
ࡽ⪃࠼࡚⌧ሙࡢ㇟ࡢศᯒຊࢆ㣴࠺ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ಟᚓࡋࡓ⬟ຊࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥసᡂ⬟ຊࢆ㘫
࠼㸪࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࡋ࡚ࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑♫ࡢ୰࡛ࡢᐇ㊶ຊࢆᇵ࠺ࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࢧࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ
⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ

㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
་⒪ㆤ㛵㐃ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ㸪་⒪ㆤࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᴗ㸪Ꮫᩍဨ㸪♫⚟♴༠㆟
࡞ࡢ⫋ဨࠋ

1
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履修モデル ９
࠙ᒚಟ㸸࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇ࣭ᚋᮇㄢ⛬୍㈏ࢥ࣮ࢫ ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫
ྜ⛉Ꮫᑓᨷࠚ
㸯㸬ᕤᏛ㒊Ꮫ⏕⣔Ꮫ⛉ࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ⏕㸦ࣂ࣭࢜⸆⣔㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓᏛ⏕㸧
㸰㸬⏕≀ᕤᏛᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ⸆㛤ⓎࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕
㸱㸬༤ኈㄽᩥࢸ࣮࣐㸸ᶫΏࡋ◊✲ྥࡅࡓศᏊᶆⓗ⸆ࡢ㛤Ⓨ⸆⌮ㄽࡢᵓ⠏
㸲㸬Ꮫグࡍࡿᑓᨷศ㔝ࡢྡ⛠㸸⤫ྜ⛉Ꮫ
㸳㸬ᒚಟ⛉┠
[༤ኈ๓ᮇㄢ⛬]
1 ᖺḟ
2 ᖺḟ
⛉┠༊ศ
ᤵᴗ⛉┠
ィ
๓ᮇ
ᚋᮇ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ
ղ
ճ
մ
ձ
ղ
ճ
մ

⤫
ྜ
⛉
┠

ᚲಟ

㑅ᢥ

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ูㄢ㢟
◊✲
་⒪ᨻ⟇
་Ꮫ◊✲ᴫㄽ
ࢣࡢẚ㍑ᩥㄽ
ࣂ࣭࢜⸆⛉Ꮫᴫㄽ
་⒪ᶵჾᮦᩱᏛᴫㄽ
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣊ࣝࢫ
ࢣ⛉Ꮫᴫㄽ
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ₇⩦
ᐇ㊶࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϨ
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ㄽϩ
⌮⥲ㄽ
ᢏ⾡⾲⌧Ⓨ⾲Ꮫ
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫᑓ㛛ⱥㄒ
ඛ➃㝔ᐇ⩦
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ
ศᏊ㓝⣲Ꮫ
㑇ఏᏊᶵ⬟ไᚚᕤᏛ

ᑓ
㛛
⛉
┠

㑅ᢥ

10㸦1㹼2 ㏻ᖺ㸧

10

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2㸦㏻ᖺ㸧

2

1

1

1

1
1

⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩⛉Ꮫ
ேᕤ⏕యᶵ⬟ศᏊタィᏛ
ศᏊ⣽⬊⏕≀Ꮫ
⏕యᮦᩱ⛉Ꮫ
ᶵ⬟ಟ་Ꮫ≉ㄽ
་࣭⸆ἲᴫㄽ

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

34

ྜ ィ

[༤ኈᚋᮇㄢ⛬]
⛉┠༊ศ

⤫
ྜ
⛉
┠

ᚲಟ

ᤵᴗ⛉┠

1 ᖺḟ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ ղ ճ մ

1

࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ㄽ
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ⥲ྜ
₇⩦
࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻ
ࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ

㑅ᢥ

ࢩࢢࢼࣝఏ㐩⸆
⮫ᗋṚ⏕Ꮫ≉ㄽ
⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨㄽ
⮫ᗋ◊✲Ꮫ
ᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽ

ィ

2

2

2

1

ᐇົࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ

3 ᖺḟ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ ղ ճ մ

1
2

㸯ศᏊ⏕⌮Ꮫ
ᑓ
㛛
⛉
┠

2 ᖺḟ
๓ᮇ
ᚋᮇ
ձ ղ ճ մ

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

ྜ ィ
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㸴㸬⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ
⌧ᅾ㸪᪂⸆㛤Ⓨࡣ࣓ࣜ࢝㸪ࢠࣜࢫ࠸ࡗࡓḢ⡿୰ᚰ࡛࠶ࡾ᪥ᮏࡣከࡃࡢ⸆ࢩ࣮ࢬ
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢỴࡋ࡚㛤Ⓨ⬟ຊࡀ㧗࠸ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ⳙ࡞㛤Ⓨ㈝㛫ປຊࡢ
ࡓࡵ㸪᪂⸆ࡀฟࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ〇⸆ᴗ⏺࡛ࡣ㸪♫እ⸆ࢩ࣮ࢬࡸᢏ⾡㸪ࡉࡽࡣඃ
⚽࡞⸆◊✲࣭㛤Ⓨேᮦࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᭱ඛ➃ࡢ⏕⛉Ꮫࡢ▱㆑⸆⌮ㄽࢆ
ಟᚓࡋ㸪་⒪ศ㔝ࢆ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋࡓ◊✲⪅࣭㛤Ⓨ⪅࣭┠ࡁࢆቑࡸࡍࡇࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪๓ᮇ࣭ᚋᮇㄢ⛬୍㈏ࢥ࣮ࢫᒚಟࣔࢹࣝࡢ๓ᮇㄢ⛬࡛ࡣ㸪⤫ྜ⛉┠࠾࠸࡚㸪ඛ
➃⏕⛉Ꮫຍ࠼࡚࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࡢከᵝ࡞どᗙࡸ▱㆑ࡽ་⒪⌮ࡢᇶᮏ⮳
ࡿࡲ࡛ࢆಟᚓࡋ㸪㑅ᢥᚲಟ⛉┠ࡢࠕඛ㐍㝔ᐇ⩦ࠖࡼࡾ་⒪ࢆᵓᡂࡍࡿࡋࡃࡳேࠎ
㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㑅ᢥᚲಟ⛉┠ࡼࡗ࡚᭱᪂ࡢ⏕⛉Ꮫཬࡧ⸆㛤Ⓨࡢᐇ㊶
ࢆᏛࡪࡓࡵࡢㄒᏛຊࢆὙ⦎ࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠࠾࠸࡚㸪
ࠕᶵ⬟ಟ་Ꮫࠖࡢ᪉ἲ㸪ࡑࢀ
ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせྍḞ࡞་Ꮫࡢ▱ぢࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⸆㛵㐃ࡢἲᚊⓗ᰿ᣐࡘ࠸
࡚ࡶᏛࡪࠋࡉࡽࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫ≉ูㄢ㢟◊✲ࠖ࠾࠸࡚㸪㧗ᗘ࡞⏕⛉Ꮫ◊
✲ࡢ㐙⾜ຊࡸㄽᩥసᡂ⬟ຊࢆ㘫࠼㸪㇏࡞▱㆑ᐇ㊶ຊࢆᇵ࠺ࠋ
ࡉࡽ㸪ᮏᒚಟࣔࢹࣝࡢᚋᮇㄢ⛬࡛ࡣ㸪⤫ྜ⛉┠ࡋ࡚ࠕ࣊ࣝࢫࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ⛉Ꮫࢻ
ࣂࣥࢫࢺࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖࠕᐇົࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖࡼࡾ⸆ࡢᇶᮏⓗ࡞ᐇົࢆಟ
ᚓࡋ㸪㑅ᢥᚲಟ⛉┠ࡼࡗ࡚᭱᪂ࡢ⏕⛉Ꮫ㸪⸆⌮ㄽࢆ㌟ࡅࡿࠋࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠࠾
࠸࡚㸪
ࠕ⮫ᗋ◊✲Ꮫࠖ
ࠕᆅᇦ♫ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣㄽࠖࢆ㏻ࡋ࡚་⒪࣭ㆤࡢ᭱ඛ➃ࡢ▱ぢ㸪
㧗㱋⪅ࡢᚰ⌮ࢆᏛࡪࠋ
ࠕ㸯ศᏊ⏕⌮Ꮫࠖ
ࠕࢩࢢࢼࣝఏ㐩⸆ࠖࡼࡾ⸆ᐇᏛࡢᇶᮏࢆಟᚓ
ࡍࡿྠ⏕⛉Ꮫ㸪⸆⌮ㄽࡢ᭱᪂ືྥ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⿵ࡋ㸪ࡉࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆᐇ
㊶ࡋ࡚♫ᙺ❧࡚ࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿ⣲㣴ࢆࠕ⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨㄽࠖ
ࠕ⮫ᗋṚ⏕Ꮫ≉ㄽࠖࡼ
ࡾᏛಟࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸲⩌ࡢάືࡽ࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࢧࢡࣝࢆ⮬ࡽಠ▔ⓗᅇࡋ࡚࠸ࡃ
⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ

㸵㸬ಟᚋࡢ㐍㊰
〇⸆ᴗࡢ◊✲⪅㸪බⓗ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ဨ㸪ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ㸪⥲ྜၟ♫㸪Ꮫᩍဨ

資料7-1

ᒸᒣᏛ◊✲࣏ࣜࢩ࣮

ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸲᭶ 㸯᪥ไᐃ
ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸯㸰᭶ 㸲᪥ᨵᐃ
ᖹᡂ㸰㸵ᖺ 㸲᭶ 㸯᪥ᨵᐃ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ 㸰᭶㸯㸳᪥ᨵᐃ
ᒸᒣᏛࡣࠊ
͇㧗ᗘ࡞▱ࡢᡂⓗ☜࡞▱ࡢ⥅ᢎ͇ࢆ⌮ᛕࡋࠊ
͇ே㢮♫ࡢᣢ⥆ⓗ㐍ࡢࡓࡵࡢ᪂
ࡓ࡞ࣃࣛࢲ࣒ᵓ⠏͇ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᒸᒣᏛࡣࠊ◊✲άືᑐࡋ࡚ᇶᮏⓗ┠ᶆࢆᥖࡆ
࡚࠸ࡿࠋᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ࠶ࡽࡺࡿάືࡢ※Ἠࡣࠊඛ㐍ⓗࡘ㧗ᗘ࡞◊✲ࡢ᥎㐍࡛࠶ࡾࠊᖖୡ⏺᭱
㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࢆࡑࡢ㢟ࡋࠊᅜ㝿ⓗୖࡢ◊✲ᶵ㛵࡞ࡿࡼ࠺ᣦྥࡍࡿࡇ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᒸᒣᏛࡢ⌮ᛕࠊ┠ⓗ࠾ࡼࡧ◊✲┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᒸᒣᏛᡤᒓࡍࡿ࡚ࡢ◊
✲⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ⮬⏤࡞Ⓨࡢࡶ┿⌮ࢆ᥈✲ࡍࡿᶒࢆாཷࡍࡿࡶࠊᑓ㛛ᐙࡋ࡚ᅜẸࡢ㈇
クࡇࡓ࠼࡞ࡅࡽࡤ࡞ࡽ࡞࠸㔜࡞㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵᒸᒣᏛࡣࠊ◊✲⪅ࡢ⮬ᚊᛶ౫ᣐࡍࡿ⾜ືつ⠊㛵ࢃࡿ௨ୗࡢ◊✲࣏ࣜࢩ࣮ࢆไᐃࡍࡿࠋ
㸯 ◊✲ࡢ⮬⏤
ᒸᒣᏛࡣࠊ◊✲⪅ࡢ⮬Ⓨⓗពᚿ⮬ᚊᛶᇶ࡙ࡃ┿⌮᥈✲㛵ࡍࡿάືࢆᑛࡧࠊᏛၥ◊✲ࠊᛮ
ࠊཬࡧ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊಶேሗࡢಖㆤཬࡧⴭసᶒࡢྲྀᢅ࠸ࡣ༑ศ␃ពࡍࡿࠋ
㸰 ◊✲ࡢ⌮ᛶ
◊✲⪅ࡣࠊே㛫ࡢᑛཝࠊᗣཬࡧ⏕ࡢᏳ㛵ࡍࡿᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࠋேᶒࡸࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᏲ
ࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌࠼ࡸື≀ᐇ㦂➼㛵ࡍࡿ⌮つ⠊㛵㐃つ⛬ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
㸱 ◊✲ࡢ⮬ᚊᛶ
◊✲⪅ࡣࠊ◊✲ᡂᯝࢆᏛၥయ⣔ࡢ୰⨨࡙ࡅࠊࡑࡢᡂᯝࡀ♫ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ┬ᐹࡍࡿࠋ
㸲 ◊✲ࡢබ㛤ᛶ
◊✲⪅ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࢆㄽᩥࠊⴭ᭩➼ࡋ࡚බ⾲ࡋࠊ◊✲⪅┦ࡢホ౯✚ᴟⓗཧຍࡍࡿࠋ
㸳 ◊✲ࡢ♫ᛶ
ᒸᒣᏛࡣࠊ◊✲ᡂᯝࡢබ⾲␃ࡲࡽࡎࠊࡑࡢᙳ㡪ࡸຠᯝࡘ࠸࡚ᗈሗάື➼ࢆ㏻ࡋ࡚♫㑏
ඖࡋࠊ㈉⊩ࡍࡿࠋ
㸴 ◊✲ᡂᯝࡢᖐᒓ
◊✲ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ⓗ㈈⏘ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᒸᒣᏛᖐᒓࡍࡿࠋ◊✲⪅ࡣࠊ▱ⓗ㈈⏘㛵ࢃ
ࡿ◊✲ᡂᯝࡢබ⾲ࡸ≉チࡢ⏦ㄳࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃つ⛬➼ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
㸵 ◊✲ࡢ㐙⾜
◊✲⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ◊✲ࡢ❧࣭ィ⏬࣭⏦ㄳ࣭ᐇ࣭ሗ࿌࡞ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ㄔᐇ⾜ືࡋࠊṇ
⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡡࡘ㐀ࠊᨵࡊࢇࠊ┐⏝ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅⌮ࡍࡿࡼ࠺࡞㔜」ᢞ✏ࡸ㐺ษ
࡞࣮࢜ࢧ࣮ࢩࢵࣉ࡞ࡶ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᐇ㦂࣭ほᐹグ㘓ࣀ࣮ࢺࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡑࡢࡢ◊✲㈨ᩱ➼ࢆ୍ᐃᮇ㛫㐺ษಖᏑ࣭⟶⌮ࡋࠊ

㛤♧ࡢᚲせᛶཬࡧ┦ᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࡇࢀࢆ㛤♧ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲άືࡢṇᙜᛶࡢド᫂ᡭẁ
ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
◊✲㈨ᩱ➼ࡢಖᏑᮇ㛫ࡣࠊᙜヱᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࢆㄽᩥࠊⴭ᭩➼ࡋ࡚බ⾲ᚋࠊ㈨ᩱ㸦ᩥ᭩ࠊᩘ್
ࢹ࣮ࢱࠊ⏬ീ࡞㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸮ᖺ㛫ࠊヨᩱ㸦ᐇ㦂ヨᩱࠊᮏ㸧ࡸ⨨࡞ࠕࡶࡢࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸳
ᖺ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊಖᏑ࣭ಖ⟶ࡀᮏ㉁ⓗᅔ㞴࡞ࡶࡢࡸࠊಖᏑከ࡞ࢥࢫࢺࡀࡿࡶࡢࡘ
࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸶 ◊✲㈝ࡢ⏝
◊✲⪅ࡣࠊ◊✲㈝ࡢ⏝➼ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊἲ௧ࡸ㛵ಀつ๎➼ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
㸷 ┈┦ࡢᅇ㑊
◊✲⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ⾜ື࠾࠸࡚┈┦ࡢ᭷↓༑ศὀពࢆᡶ࠸ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ┈┦࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
 
㸯㸮 ◊✲⎔ቃࡢ☜❧
◊✲⪅ࡣࠊ㈐௵࠶ࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿබṇ࡞⎔ቃࡢ☜❧࣭⥔ᣢࡶ⮬ࡽࡢ㔜せ࡞㈐ົ࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ⮬ぬࡋࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸཬࡧ⮬ࡽࡢᡤᒓ⤌⧊ࡢ◊✲⎔ቃࡢ㉁ⓗྥୖࠊ࡞ࡽࡧṇ⾜Ⅽ
ᢚṆࡢᩍ⫱ၨⓎ㛵ࡍࡿྲྀ⤌✚ᴟⓗཧຍࡍࡿࠋ

資料7-2

ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝㛵ࡍࡿ⾜ືつ⠊

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸰㸵᪥ไᐃ

ᅜ ❧  Ꮫ ἲ ே ᒸ ᒣ  Ꮫ 㸦 ௨ ୗ ࠕ ᮏ Ꮫ ࠖ  ࠸ ࠺ ࠋ㸧 ࡣ 㸪 Ꮫ ⾡ ◊ ✲ ࡢ ಙ 㢗 ᛶ  බ ṇ ᛶ
ࢆᢸಖࡋࡘࡘ㸪ᏛࡢᏛ⾡◊✲ᴗົᑐࡍࡿᅜẸࡽࡢ᭦࡞ࡿಙ㢗ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪
බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝㛵ࡍࡿ⾜ືつ⠊ࢆḟࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ
ᮏᏛࡢ⫋ဨࡣ㸪ྛࠎ⮬ぬ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ࡇࢀࢆㄔᐇᐇ⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸯㸬⫋ဨࡣ㸪Ꮫࡢ⟶⌮ࡍࡿࡁබⓗ◊✲㈝➼ࡢཎ㈨ࡀᅜẸࡢ⛯㔠➼࡛㈥ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ㸪◊✲ィ⏬➼ᇶ࡙ࡁ㸪㐺ṇࡘィ⏬ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⏝ࡍࡿ
ࡇࠋ
㸰㸬⫋ဨࡣ㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝ᙜࡓࡾ㸪ᙜヱබⓗ◊✲㈝➼ࡢ㓄ศᶵ㛵ࡀᐃࡵࡿ
ྛ✀せ㡯ཬࡧᮏᏛࡀᐃࡵࡿつ⛬➼ࡢ⏝࣮ࣝࣝ㸪ࡑࡢ㛵ಀࡍࡿἲ௧࣭㏻▱➼ࢆ
㑂Ᏺࡍࡿࡶ㸪ㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࠋ
㸱㸬⫋ဨࡣ㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ◊ಟ➼✚ᴟⓗཧຍࡋ㸪㛵ಀἲ௧➼㸪
⏝࣮ࣝࣝ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡸົฎ⌮ᡭ⥆ࡁࡢ⌮ゎດࡵࡿࡇࠋ
㸲㸬⫋ဨࡣ㸪┦ࡢ⌮ゎ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪༠ຊࡋ࡚බⓗ◊✲㈝➼ࡢṇ⏝ࢆ
ᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
㸳㸬⫋ဨࡣ㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝ᙜࡓࡾ㸪ྲྀᘬᴗ⪅ࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ᅜẸࡢᝨ
ࡸಙࢆᣍࡃࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺බṇ⾜ືࡍࡿࡇࠋ

資料7-3


ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ◊✲άືಀࡿṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱 ᭶㸱㸯 ᪥
ᒸつ⛬➨㸰㸮ྕ
ᨵṇ ᖹᡂ 28 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥つ⛬➨ 61 ྕ
㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪◊✲άືᦠࢃࡿᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࡢ⫋ဨ㸪Ꮫ⏕ࡑࡢᮏᏛࡢタタഛࢆ⏝ࡍࡿࡍ࡚ࡢ⪅㸦௨ୗ㺀◊✲⪅㺁࠸࠺ࠋ㸧
ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㸪◊✲άືୖࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵ṆཬࡧᒸᒣᏛ◊✲࣏ࣜࢩ࣮㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺ
㸲᭶㸯᪥ᨵᐃ㸧㐪ࡍࡿṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ
 㸦ᐃ⩏㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚ࠕ◊✲άືࠖࡣ㸪◊✲ィ⏬ࡢ❧ཬࡧᐇ୪ࡧᡂᯝࡢⓎ
⾲ཬࡧホ౯ࡢ㐣⛬࠾ࡅࡿ⾜Ⅽཬࡧࡑࢀ㝶ࡍࡿࡍ࡚ࡢ㡯ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚㺀ṇ⾜Ⅽ㺁ࡣ㸪ᨾពཪࡣ◊✲⪅ࡋ࡚ࢃࡁࡲ࠼ࡿࡁᇶᮏⓗ࡞
ὀព⩏ົࢆⴭࡋࡃᛰࡗࡓࡇࡼࡿḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ᝏពࡢ࡞
࠸ㄗࡾཬࡧពぢࡢ┦㐪ࡼࡿሙྜ୪ࡧᙜヱ◊✲ศ㔝ࡢ୍⯡ⓗ័⾜ᚑࡗ࡚ࢹ࣮ࢱཬ
ࡧᐇ㦂グ㘓ࢆྲྀࡾᢅ࠺ሙྜࢆ㝖ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ         
 ୍ ᤐ㐀㸦Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࢹ࣮ࢱ㸪◊✲⤖ᯝ➼ࢆసᡂࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㸧
  ᨵࡊࢇ㸦◊✲㈨ᩱ㸪ᶵჾ㸪㐣⛬ࢆኚ᭦ࡍࡿ᧯సࢆ⾜࠸㸪ࢹ࣮ࢱ㸪◊✲άືࡼࡗ
࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ➼ࢆ┿ṇ࡛࡞࠸ࡶࡢຍᕤࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㸧
 ୕ ┐⏝㸦ࡢ◊✲⪅ࡢࢹ㸪ศᯒ࣭ゎᯒ᪉ἲ㸪ࢹ࣮ࢱ㸪◊✲ᡂᯝ㸪ㄽᩥཪࡣ
⏝ㄒࢆ㸪ᙜヱ◊✲⪅ࡢゎཪࡣ㐺ษ࡞⾲♧࡞ࡃὶ⏝ࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㸧
 ᅄ ๓୕ྕᥖࡆࡿ⾜Ⅽࡢドᣐ㞃⁛ཪࡣㄪᰝࡢጉᐖ㸦㏣ヨཪࡣ⌧ࢆ⾜࠺ࡓࡵྍ
Ḟ࡞ᐇ㦂グ㘓➼ࡢ㈨ᩱࡢ㞃䭍㸪ᗫᲠཬࡧᮍᩚഛࢆྵࡴࠋ㸧
㸱 ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚ࠕ㒊ᒁࠖࡣ㸪ྛᏛ㒊㸪ྛ◊✲⛉㸪ྛ◊✲ᡤ㸪ᒸᒣᏛ㝔㸪ྛ
Ꮫࢭࣥࢱ࣮㸪ྛᶵᵓཬࡧ␗ศ㔝⼥ྜඛ➃◊✲ࢥࢆ࠸࠺ࠋ
 㸦◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅➼ࡢタ⨨ཬࡧ㈐ົ㸧
➨㸱᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࢆ๓㜵Ṇࡋ㸪බṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ◊✲⪅➼
ồࡵࡽࢀࡿ⌮つ⠊ࢆಟᚓ➼ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩍ⫱㸦௨ୗࠕ◊✲⌮ᩍ⫱ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡓࡵ㸪ྛ㒊ᒁࠕ◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࠖࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸰 ◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡣ㒊ᒁ㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚㸪ྛ㒊ᒁ࠾ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡘ࠸࡚
ᐇ㉁ⓗ࡞㈐௵ᶒ㝈ࢆᣢࡘࠋ
㸱 ◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡣ㸪ྛ㒊ᒁ࠾࠸࡚ᗈࡃ◊✲άື㛵ࢃࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐃᮇ
ⓗ◊✲⌮ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿ㸪Ꮫ⏕ᑐࡍࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱◊✲

ୖࡢ┠ⓗཬࡧᑓᨷศ㔝ࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚ᐇࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ◊✲ᢸᙜ⌮㸦௨ୗࠕ⌮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣ㸪◊✲⌮ࡢྥୖཬࡧṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ➼
㛵ࡋ㸪ᮏᏛࢆ⤫ᣓࡍࡿᶒ㝈㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡋ࡚㸪බṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓ
ࡵ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ⌮ࡣ㸪๓㡯ᐃࡵࡿ㸪ᮏᏛ࠾ࡅࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࡋ㸪
యไࡢᩚഛཬࡧㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ᐇᙜࡓࡿࠋ
 㸦❆ཱྀ㸧
➨㸲᮲ ࿌Ⓨࢆཷࡅࡅ㸪ཪࡣṇ⾜Ⅽヱᙜࡍࡿࢆ☜ㄆࡍࡿ➼ࡢ┦ㄯᛂࡌࡿ❆ཱྀ
ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࡍࡿࠋ
㸰 ❆ཱྀࢆ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡣ㸪㟁ヰ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ㸪㹄㸿㹖㸪᭩㠃ཪࡣ㠃ࡍࡿࠋ
 㸦࿌Ⓨ㸧
➨㸳᮲ ṇ⾜Ⅽࡢ࠸ࡀ࠶ࡿᛮᩱࡍࡿ⪅ࡣ㸪ఱேࡶ㸪ู⣬ᵝᘧࡢ࿌Ⓨ᭩ࡼࡾ㸪๓
᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿ❆ཱྀ࿌Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢ࿌Ⓨࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ᙜヱ࿌ⓎಀࡿᐇࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸪㸳ᖺ௨ෆ
⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ࿌Ⓨࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㢧ྡࡼࡾ⾜࠸㸪ṇ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࡍࡿ◊✲⪅࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㸦௨
ୗࠕㄪᰝᑐ㇟⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧㸪ṇ⾜Ⅽࡢែᵝ➼㸪ࡢෆᐜࡀ᫂♧ࡉࢀ㸪ࡘṇ
ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ྜ⌮ᛶࡢ࠶ࡿ⌮⏤ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪࿌Ⓨ⪅ࡣ㸪
ࡑࡢᚋࡢᡭ⥆ࡁ࠾ࡅࡿẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲 ༏ྡࡼࡿ࿌Ⓨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜヱṇ⾜Ⅽࡢែᵝࡀ㔜࡛ࡘ᫂♧ࡉࢀࡓ᰿ᣐ┦
ᙜࡢಙ⏝ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿሙྜࡣ㸪㢧ྡࡼࡿ࿌Ⓨྠᵝྲྀࡾᢅ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ᪂⪺➼ࡢሗ㐨ᶵ㛵㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸཪࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡼࡾṇ⾜Ⅽࡢ
࠸ࡀᣦࡉࢀࡓሙྜ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅㸪ṇ⾜Ⅽࡢែᵝ➼㸪ࡢෆᐜࡀ᫂♧ࡉࢀ㸪ࡘ
ṇࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ྜ⌮ᛶࡢ࠶ࡿ⌮⏤ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㝈ࡿࠋ㸧㸪࿌Ⓨࡀ࠶ࡗࡓ
ሙྜྠᵝྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸴 ἲே┘ᰝᐊࡣ㸪➨㸯㡯ࡢ࿌Ⓨ㸦࿌Ⓨࡢពᛮࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸┦ㄯࢆྵࡴࠋ㸧ࢆཷ⌮ࡋࡓ
ࡁࡣ㸪┤ࡕᏛ㛗㸪⌮ཬࡧ┘ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸵 ἲே┘ᰝᐊࡣ㸪࿌Ⓨࡀ㒑౽ࡼࡿሙྜ࡞㸪ᙜヱ࿌Ⓨࡀཷࡅࡅࡽࢀࡓ࠺
ࡘ࠸࡚࿌Ⓨ⪅ࡀ▱ࡾᚓ࡞࠸ሙྜࡣ㸪࿌Ⓨࡀ༏ྡࡼࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪࿌Ⓨ⪅ཷࡅ
ࡅࡓ᪨ࢆ㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ㸧
➨㸴᮲ ఱேࡶ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ㝗ࢀࡿࡓࡵཪࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ◊✲ࢆ
ጉᐖࡍࡿࡓࡵ➼㸪ᑓࡽㄪᰝᑐ㇟⪅ఱࡽࡢ┈ࢆ࠼ࡿࡇཪࡣ㸪ᮏᏛࡸㄪᰝᑐ
㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊➼┈ࢆ࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ࿌Ⓨࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢྲྀᢅ࠸㸧

➨㸵᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪༢࿌Ⓨࡋࡓࡇࢆ
⌮⏤㸪࿌Ⓨ⪅ᑐࡋ㸪ゎ㞠㸪㝆᱁㸪ῶ⤥ࡑࡢ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 Ꮫ㛗㸪⌮୪ࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ࡣ㸪┦ᙜ࡞⌮⏤࡞ࡋ㸪༢࿌Ⓨ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ◊✲άືࢆ㒊ศⓗཪࡣ㠃ⓗ⚗Ṇࡋ㸪
ཪࡣゎ㞠㸪㝆᱁㸪ῶ⤥ࡑࡢ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ணഛㄪᰝ㸧
➨㸶᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪➨㸳᮲ࡼࡿ࿌Ⓨࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ணഛㄪᰝጤဨࢆタ⨨ࡋ㸪㏿ࡸ
ணഛㄪᰝࢆᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ࿌Ⓨࡢពᛮࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࡶ㸪Ꮫ㛗ࡢุ᩿࡛ࡑࡢࡢㄪᰝࢆ㛤
ጞࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪⌮㸪ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗࡞ᮏᏛᩍဨࡢ࠺ࡕ
ࡽᏛ㛗ࡀᣦྡࡍࡿ⪅ⱝᖸྡࡼࡾ⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸲 ணഛㄪᰝࡣ㸪࿌Ⓨࡉࢀࡓṇ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓྍ⬟ᛶ㸪࿌Ⓨࡢ㝿♧ࡉࢀࡓ⛉Ꮫⓗ⌮
⏤ࡢㄽ⌮ᛶ㸪ㄪᰝྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ㄪᰝࢆᐇࡍࡁ
ྰࢆุ᩿ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ࿌Ⓨࡀ࡞ࡉࢀࡿ๓ྲྀࡾୗࡆࡽࢀࡓㄽᩥ➼ᑐࡍࡿ࿌Ⓨಀࡿணഛㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜ
ࡣ㸪ྲྀୗࡆ⮳ࡗࡓ⤒⦋࣭ࢆྵࡵ㸪ṇ⾜Ⅽࡢၥ㢟ࡋ࡚ㄪᰝࡍࡁࡶࡢྰ
ㄪᰝࡋ㸪ุ᩿ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸴 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪➨㸳᮲ࡼࡿ࿌Ⓨࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡽᴫࡡ㸱㸮᪥௨ෆ㸪ணഛㄪᰝ
⤖ᯝࢆᏛ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸵 Ꮫ㛗ࡣ㸪ணഛㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪┤ࡕᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿྰࢆỴᐃࡍࡿࠋ
㸶 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡁࡣ㸪࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ᮏㄪᰝ
ࢆ⾜࠺᪨ࢆ㏻▱ࡋ㸪ᮏㄪᰝࡢ༠ຊࢆồࡵࡿࠋࡲࡓ㸪ᙜヱಀࡿ㓄ศᶵ㛵ཬࡧᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸦௨ୗࠕ㓄ศᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧㸪ᮏㄪᰝࢆ⾜࠺᪨ࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸷 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡋ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋࡓࡁࡣ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆࡋ࡚࿌Ⓨ⪅㏻
▱ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࡣ㸪㓄ศᶵ㛵➼ࡸ࿌Ⓨ⪅ࡢồࡵࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㛤♧ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺㸪ணഛㄪᰝಀࡿ㈨ᩱ➼ࢆಖᏑࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯㸮 ๓㸰㡯࠾ࡅࡿ࿌Ⓨ⪅ࡢ㏻▱࠾࠸࡚㸪Ặྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ࿌Ⓨ⪅ᑐࡋ࡚
ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦◊✲άືㄪᰝጤဨࡢタ⨨㸧
➨㸷᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡁࡣ㸪◊✲άືㄪᰝጤဨ㸦௨ୗ㺀ㄪ
ᰝጤဨ㺁࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ᴫࡡ㸱㸮᪥௨ෆᮏㄪᰝࢆ㛤ጞࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝጤဨ㛗ཬࡧㄪᰝጤဨࡼࡾ⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸱 ㄪᰝጤဨ㛗ࡣ㸪⌮ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸲 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 ୍ ᩍ⫱◊✲ホ㆟ࡢホ㆟ဨ㸦Ꮫ㛗ཬࡧ⌮ࢆ㝖ࡃࠋ㸧 㸯ྡ

 ṇ⾜Ⅽ㛵㐃ࡍࡿ◊✲ศ㔝㸦௨ୗࠕᙜヱ◊✲ศ㔝ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᮏᏛࡢᩍဨ
㸯ྡ
 ୕ ᙜヱ◊✲ศ㔝ࡢᏛእࡢ◊✲⪅ 㸱ྡ
 ᅄ ἲᚊࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿᏛእ⪅ 㸯ྡ
㸳 ๓㡯ྛྕࡢㄪᰝጤဨࡣ㸪࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅┤᥋ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅࡛࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ㄪᰝጤဨࡢ௵චࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀ⾜࠺ࠋᏛ㛗ࡣ㸪➨㸲㡯➨㸯ྕࡢጤဨࡢ௵චࢆ⾜࡞ࡗࡓሙ
ྜࡣ㸪ᩍ⫱◊✲ホ㆟ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸵 Ꮫ㛗ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࡁࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡢẶྡཬࡧᡤᒓࢆ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ
ᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࠋ
㸶 ๓㡯ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ࿌Ⓨ⪅ཪࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸵᪥௨
ෆ㸪᭩㠃ࡼࡾ␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸷 Ꮫ㛗ࡣ㸪๓㡯ࡢ␗㆟⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㸪ࡑࡢෆᐜࡀጇᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣ㸪
ᙜヱ␗㆟⏦❧࡚ಀࡿㄪᰝጤဨࢆ௦ࡉࡏࡿࡶ㸪ࡑࡢ᪨ࢆ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟
⪅㏻▱ࡍࡿࠋ
 㸦ᑓ㛛ጤဨ㸧
➨㸯㸮᮲ ㄪᰝጤဨࡣ㸪ᑓ㛛Ꮫ⾡ศ㔝ᛂࡌࡓάືࡢ㐺ṇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝጤ
ဨࡢάືࢆ⿵బࡍࡿᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ᑓ㛛ጤဨࡢάືࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡢάືࡳ࡞ࡍࠋ
㸱 ᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ㄪᰝጤဨ㛗ࡀጤკࡍࡿࠋ
㸲 ᑓ㛛ጤဨࡣ㸪ㄪᰝጤဨ㛗ࡢồࡵᛂࡌ㸪ㄪᰝጤဨฟᖍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳 ࡑࡢᑓ㛛ጤဨࡘ࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ㄪᰝጤဨ࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࠋ
 㸦ᮏㄪᰝ㸧
➨㸯㸯᮲ ㄪᰝጤဨࡢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ୍ 㛵ಀ⪅㸦࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡽࡢ⫈ྲྀ
  ṇ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ㈨ᩱ➼ࡢㄪᰝ
 ୕ ࡑࡢㄪᰝᚲせ࡞㡯
㸰 㛵ಀ⪅ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄔᐇ༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 㛵ಀ⪅ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡽ㈨ᩱࡢᥦฟࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡇࢀᛂࡌ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ㈨ᩱ➼ࡢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡢ᪉ἲࡼࡿ㐺ษ࡞ධᡭࡀᅔ㞴࡞ሙྜཪࡣ㞃⁛ࡀ⾜
ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ◊✲ᐊཪࡣᐇ㦂ᐊ➼࡛࠶ࡗ࡚ㄪᰝ㡯㛵
㐃ࡍࡿሙᡤࡢ୍ᑒ㙐ཪࡣᐇ㦂㸪ほ ཬࡧゎᯒ㛵ಀࡍࡿᶵჾ࣭㈨ᩱ➼ࡢಖࡢᥐ⨨
ࢆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳 ㄪᰝጤဨࡣ㸪๓㡯ࡢᥐ⨨ࢆࡿሙྜ㸪๓ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ࡢᢎ
ㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪๓㡯ࡢᥐ⨨ࡣ㸪ᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ⠊ᅖཬࡧᮇ㛫Ṇࡵ

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ୍ᑒ㙐ࡋࡓሙᡤࡢㄪᰝཬࡧಖࡢᥐ⨨ࢆࡗࡓᶵჾ࣭㈨ᩱ➼ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪
ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ࡀᣦྡࡍࡿᩍဨ㸰ྡࡢ❧ࡕ࠸ࢆᚲせ
ࡍࡿࠋ
㸵 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ᑐࡋ㸪ᐇ㦂➼ࡢ᪉ἲࡼࡗ࡚⌧ᛶࢆ♧ࡍࡇࢆồ
ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡽᐇ㦂➼ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾ㸪ㄪᰝጤဨࡀࡑ
ࡢᚲせᛶࢆㄆࡵࡿሙྜࡣ㸪ࡑࢀせࡍࡿᮇ㛫ཬࡧᶵ୪ࡧᶵჾࡢ⏝➼ࢆಖ㞀ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸶 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤊๓࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᚲせࡢ㒔ᗘཪࡣ㸪㓄ศᶵ㛵➼ࡢồࡵᛂ
ࡌ㸪ᮏㄪᰝࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆ㓄ศᶵ㛵➼ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢㄝ᫂㈐௵㸧
➨㸯㸰᮲ ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡢᮏㄪᰝ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨࡉࢀࡓಀࡿ◊✲ά
ື㛵ࡍࡿᝨࢆᬕࡽࡑ࠺ࡍࡿሙྜࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪⮬ᕫࡢ㈐௵࠾࠸࡚㸪ᙜヱ
◊✲άືࡀ⛉Ꮫⓗ㐺ṇ࡞᪉ἲཬࡧᡭ⥆ࡢࡗࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡇ㸪ㄽᩥ➼ࡶࡑࢀ
ᇶ࡙࠸࡚㐺ษ࡞⾲⌧࡛᭩ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ㸪⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ᑂ⌮ཬࡧㄆᐃ㸧
➨㸯㸱᮲ ㄪᰝጤဨࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ᭷↓ཬࡧ⛬ᗘࡘ࠸࡚ᑂ⌮ࡋ㸪ᮏㄪᰝ㛤ጞᚋ㸪ᴫ
ࡡ㸯㸳㸮᪥௨ෆ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ᭷↓㸪ṇ⾜Ⅽㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣࡑࡢෆᐜ㸪ṇ⾜
Ⅽ㛵ࡋࡓ⪅ࡑࡢ㛵ࡢᗘྜ࠸㸪ṇ⾜Ⅽㄆᐃࡉࢀࡓ◊✲άືಀࡿㄽᩥ➼ࡢ
ྛⴭ⪅ࡢᙜヱㄽᩥ➼ཬࡧᙜヱ◊✲άື࠾ࡅࡿᙺ㸪ࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆㄆᐃࡍࡿࠋ
㸰 ㄆᐃࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅᭩㠃ཪࡣཱྀ㢌ࡼࡿᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡼࡿ⮬ㄆࢆ၏୍ࡢドᣐࡋ࡚ṇ⾜Ⅽࢆㄆᐃࡍࡿࡇ
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸲 ㄪᰝጤဨࡣ㸪➨㸯㡯ࡢㄆᐃࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣ㸪┤ࡕ㸪ࡑࡢෆᐜࢆᏛ㛗ሗ࿌ࡋ࡞

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ                                     
㸳 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ᴫࡡ㸯㸳㸮᪥௨ෆㄆᐃࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ
ሙྜࡣ㸪ࡑࡢ⌮⏤ཬࡧㄆᐃࡢணᐃ᪥ࢆࡋ࡚Ꮫ㛗⏦ࡋฟ࡚㸪ࡑࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸴 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ṇ⾜ⅭࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿᥐ⨨ࡀ
ᚲせㄆࡵࡓሙྜࡣ㸪ᥐ⨨ࡍࡁෆᐜࢆ㸪Ꮫ㛗່࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ୍ ᑵᴗつ๎ཪࡣᏛ๎➼ᇶ࡙ࡃᠬᡄฎศ
  ᩍ⫱◊✲άືࡢṆ➼ࡢᥐ⨨
 ୕ ◊✲㈝ࡢ⏝Ṇཪࡣ㏉㑏➼ࡢᥐ⨨
 ᅄ ṇ⾜Ⅽࡢ㝖ࡢࡓࡵࡢᥐ⨨

  ṇ⾜Ⅽࢆㄆᐃࡉࢀࡓㄽᩥ➼ࡢྲྀୗࡆ
භ ࡑࡢᚲせ࡞㡯
㸵 ㄪᰝጤဨࡣṇ⾜ⅭࡀᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓㄆᐃࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚࿌
Ⓨࡀᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨヱᙜࡍࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣ㸪ేࡏ࡚ࡑࡢ᪨ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸶 ๓㡯ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪࿌Ⓨ⪅᭩㠃ཪࡣཱྀ㢌ࡼࡿᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㏻▱ཬࡧሗ࿌㸧
➨㸯㸲᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪๓᮲ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁ
ࡢ㛗㸪࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎
༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪๓㡯ࡢ㏻▱ࡢ㸪࿌Ⓨ
⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗㏻▱ࡍࡿࠋ
㸱 Ꮫ㛗ࡣ㸪๓㸰㡯ࡢ㏻▱ຍ࠼࡚㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㓄ศᶵ㛵➼ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦᭹⏦❧࡚㸧
➨㸯㸳᮲ ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡢㄆᐃᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥
ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸯㸲᪥௨ෆᏛ㛗᭹⏦❧࡚ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ྠ୍⌮⏤
ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰 Ꮫ㛗ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡽṇ⾜Ⅽࡢㄆᐃᑐࡍࡿ᭹⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ㸪ㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ཬࡧ࿌Ⓨ⪅ࡑࡢ᪨ࢆ㏻▱ࡍࡿࡶ㸪㓄ศᶵ㛵➼ࡶ
ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡀẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪
ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ࿌Ⓨ⪅ࡣ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥
ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸯㸲᪥௨ෆᏛ㛗᭹⏦❧࡚ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ྠ୍⌮⏤
ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸲 Ꮫ㛗ࡣ㸪࿌Ⓨ⪅ࡽᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃᑐࡋ࡚᭹⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ㸪
࿌Ⓨ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡑࡢ᪨ࢆ㏻▱ࡍࡿࡶ㸪㓄ศᶵ㛵➼
ࡶሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦᭹ᑂᰝጤဨ㸧
➨㸯㸴᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪๓᮲ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸ᭹ᑂᰝጤဨ

㸦௨ୗࠕᑂᰝጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ                    
㸰 ᑂᰝጤဨࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ⱝᖸྡ㸦ணഛㄪᰝጤဨཬࡧㄪᰝጤဨࡢጤဨ୪
ࡧᑓ㛛ጤဨࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡛⤌⧊ࡍࡿࠋ 
㸱 ᑂᰝጤဨࡣ㸪᭹⏦❧࡚ࡢ㊃᪨㸪⌮⏤➼ࢆ຺ࡋ㸪ᮏㄪᰝࡢㄆᐃࡢ⤖ᯝཬࡧṇ
⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆ᳨ドࡍࡿࡶ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿ⫈ྲྀࢆ⾜࠸㸪
ᑂ⌮ࡢᚲせᛶࡘ࠸ุ࡚ᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸲 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᑂᰝጤဨࡢሗ࿌ࢆཷࡅ㸪᭹⏦❧࡚ࡢ༷ୗཪࡣㄪᰝ㛤ጞࡢỴᐃࢆㄪᰝ

ᑐ㇟⪅ཬࡧ࿌Ⓨ⪅㏻▱ࡍࡿࡶ㸪㓄ศᶵ㛵➼ሗ࿌ࡍࡿࠋ
 㸦ᑂ⌮㸧
➨㸯㸵᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ᑂᰝጤဨࡀᑂ⌮ࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓࡁࡣ㸪ㄪᰝጤဨᑐ
ࡋ㏿ࡸㄪᰝࢆࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ㄪᰝጤဨࡣ㸪๓㡯ࡼࡾㄪᰝࢆࡐࡽࢀࡓࡁࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡢㄆᐃ࠶ࡗ࡚ࡣ
ᴫࡡ㸳㸮᪥௨ෆ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃ࠶ࡗ࡚ࡣᴫࡡ㸱㸮᪥௨ෆ㸪ࡧㄪᰝ
୪ࡧᑂ⌮ཬࡧㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢሙྜ㸪➨㸯㸯᮲ཬࡧ➨㸯㸱᮲ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
㸱 ➨㸯㸳᮲➨㸯㡯ࡢ᭹⏦❧࡚ࡘ࠸࡚㸪ㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡣㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ᑐࡋ㸪ඛࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆそࡍ㊊ࡿ㈨ᩱࡢᥦฟ➼㸪ᙜヱࡢ㏿ࡸ࡞ゎỴ
ྥࡅ࡚㸪ㄪᰝ༠ຊࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࠋࡑࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ㄪᰝࢆ
⾜ࢃࡎ㸪ᑂ⌮ࢆᡴࡕษࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪ㄪᰝጤဨࡣ㸪┤ࡕᏛ
㛗ሗ࿌ࡋ㸪Ꮫ㛗ࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ᙜヱỴᐃࢆ㏻▱ࡍࡿࠋ

㸲 ㄪᰝጤဨࡣ㸪➨㸰㡯ࡢㄆᐃࡢ⤖ᯝࢆ┤ࡕ㸪Ꮫ㛗ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ           
㸳 Ꮫ㛗ࡣ㸪๓㡯ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡢㄆᐃᑐࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧ࿌Ⓨ⪅㏻▱ࡍࡿࠋᝏពᇶ
࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃᑐࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣ㸪࿌Ⓨ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗㸪࿌Ⓨ
⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸴 Ꮫ㛗ࡣ㸪๓㡯ࡢ㏻▱ຍ࠼࡚㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㓄ศᶵ㛵➼ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸵 ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪➨㸰㡯ࡢㄆᐃࡢ⤖ᯝᑐࡋ࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦බ⾲㸧
➨㸯㸶᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ಶேሗཪࡣ▱ⓗ㈈⏘ಖ
ㆤ➼ࡢ㛤♧ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ㒊ศࢆ㝖ࡁ㸪ཎ๎ࡋ࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
㸰 Ꮫ㛗ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓㄆᐃࡋࡓሙྜࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲
ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢྡࢆᅇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ㸪ㄪᰝ
ࡀእ㒊₃࠼࠸ࡋ࡚࠸ࡓሙྜཪࡣㄽᩥ➼ᨾពⱝࡋࡃࡣ◊✲⪅ࡋ࡚ࢃࡁࡲ࠼ࡿ
ࡁᇶᮏⓗ࡞ὀព⩏ົࢆⴭࡋࡃᛰࡗࡓࡇࡼࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ㄗࡾࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝ
⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
㸱 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡓㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
㸦ฎศ➼ࡢᥐ⨨㸧
➨㸯㸷᮲ Ꮫ㛗ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢㄆᐃࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓሙྜ㸪ṇ⾜Ⅽࡢ㛵
ࡀㄆᐃࡉࢀࡓ⪅ཬࡧ㛵ࡋࡓࡲ࡛ࡣㄆᐃࡉࢀ࡞࠸ࡀ㸪ṇ⾜Ⅽࡀㄆᐃࡉࢀࡓㄽᩥ
➼ࡢෆᐜࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠺⪅ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓ⪅ᑐࡋ㸪㏿ࡸᮏᏛࡢつ⛬➼
ᚑ࠸㸪㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 Ꮫ㛗ࡣ㸪ᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨㄆᐃࡉࢀࡓሙྜ㸪ᙜヱ࿌Ⓨ⪅ᑐࡋ㸪ᮏᏛࡢつ⛬➼
ᚑ࠸㸪㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆࡿࡶࡢࡍࡿࠋ                    

㸱 Ꮫ㛗ࡣ㸪ṇ⾜ⅭࡀᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓࡇࡀㄪᰝጤဨ࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᩍ⫱◊✲άືࡢṇᖖཬࡧྡᅇࡢࡓࡵ㸪༑ศ࡞ᥐ⨨ࢆࡽ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢಖㆤ㸧
➨㸰㸮᮲ Ꮫ㛗㸪⌮୪ࡧ࿌Ⓨ⪅ཪࡣㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ࡣ㸪ṇ⾜Ⅽ
㛵ࡍࡿ࿌Ⓨ⪅ཪࡣㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀ࿌Ⓨཪࡣሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚㸪࠸࡞
ࡿ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࡶཷࡅࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺㸪ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶ㸪࿌Ⓨ⪅ཬ
ࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ⫋ሙ⎔ቃ➼ࡢಖດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦Ᏺ⛎⩏ົ㸧
➨㸰㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ᇶ࡙ࡁṇ⾜Ⅽࡢㄪᰝ➼ᦠࢃࡗࡓ⪅ࡣ㸪ࡑࡢ⫋ົୖ▱ࡾᚓࡓ⛎
ᐦࢆ₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ           
㸦ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠ㸧
➨㸰㸰᮲ ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ㸪ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࡣ㸪ᚲせᛂࡌ㸪ᮏᏛ
௨እࡢࡢ◊✲ᶵ㛵➼㸦௨ୗࠕᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ྜྠ࡛ཪࡣ㸪ᶵ㛵➼
㐃ᦠࡋ࡚ㄔᐇㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ୍ ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᮏᏛࢆྵࡴ」ᩘࡢ◊✲ᶵ㛵➼ᡤᒓࡍࡿሙྜ 
 ᮏᏛᡤᒓࡍࡿㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᶵ㛵➼࡛⾜ࡗࡓ◊✲άືಀࡿ࿌Ⓨࡢሙྜ
୕ ᶵ㛵➼ᡤᒓࡍࡿㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᮏᏛ࡛⾜ࡗࡓ◊✲άືಀࡿ࿌Ⓨࡢሙྜ
㸰 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᶵ㛵➼ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪Ꮫ㛗ࡣᙜヱᶵ㛵➼ࡢ㛗ࡶㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆ㏻▱ࡍࡿࠋᝏពᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡢㄆᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢ࿌Ⓨ⪅ࡘ࠸࡚ࡶྠ
ᵝࡍࡿࠋ  
 㸦ົ㸧
➨㸰㸱᮲ ࡇࡢつ⛬㛵ࡍࡿົࡣ㸪㛵ಀ㒊ᒁࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪◊✲ὶ㒊◊✲ὶ⏬
ㄢࡀฎ⌮ࡍࡿࠋ
 㸦ࡑࡢ㸧
➨㸰㸲᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ

 
  㝃 ๎
㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸰 ࡇࡢつ⛬ࡢ⾜క࠸㸪ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ◊✲άືಀࡿṇ⾜Ⅽ
ࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬㸦ᖹᡂ㸯㸷ᖺᒸつ⛬➨㸴ྕ㸧ࡣ㸪ᗫṆࡍࡿࠋ
  㝃 ๎
 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ





ู⣬ᵝᘧ

  ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ㛗  Ẋ


ᡤᒓ
⫋ྡ
Ặྡ            ༳
㐃⤡ඛࡢ㟁ヰ␒ྕ➼



࿌  Ⓨ  ᭩

ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿ◊✲άືಀࡿṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬➨㸳᮲ᇶ
࡙ࡁ㸪ୗグࡢ࠾ࡾ࿌Ⓨࡋࡲࡍࠋ

グ

㸯 ṇ⾜Ⅽࡢ࠸ࡀ࠶ࡿ⪅
   ᡤᒓ
   ⫋ྡ
   Ặྡ

㸰 ṇ⾜Ⅽࡢែᵝཬࡧෆᐜ





㸱 ṇ⾜ⅭࡀᏑᅾࡍࡿࡍࡿ᰿ᣐ㸦☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆῧࡍࡿࡇ㸧
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資料7-4
ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢṇ⏝➼㜵Ṇ㛵ࡍࡿつ⛬
ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸯㸮᭶㸰㸳᪥
ᒸ  つ ⛬ ➨ 㸵 㸮 ྕ
ᨵṇ

ᖹᡂ㸰㸮ᖺ

㸱᭶㸱㸯᪥つ⛬➨㸵㸮ྕ

ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯㸯᭶㸯㸮᪥つ⛬➨㸶㸷ྕ
ᖹᡂ㸰㸯ᖺ

㸱᭶㸰㸵᪥つ⛬➨㸱㸶ྕ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ

㸱᭶㸱㸯᪥つ⛬➨㸳㸶ྕ

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ

㸱᭶㸱㸯᪥つ⛬➨㸲㸳ྕ

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ

㸲᭶㸰㸶᪥つ⛬➨㸴㸷ྕ

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ

㸷᭶㸰㸵᪥つ⛬➨㸷㸳ྕ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ

㸱᭶㸰㸮᪥つ⛬➨㸯㸰ྕ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ

㸱᭶㸱㸯᪥つ⛬➨㸴㸷ྕ

ᖹᡂ㸰㸶ᖺ

㸯᭶㸰㸷᪥つ⛬➨

ᖹᡂ㸰㸶ᖺ

㸱᭶㸱㸯᪥つ⛬➨㸲㸯ྕ

㸰ྕ

➨㸯❶ ⥲ ๎
㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡢ࢞ࢻࣛࣥ㸦ᐇᇶ‽㸧
㸦ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸰᭶㸯㸳᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠋᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸰᭶㸯㸶᪥ᨵṇࠋ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᅜ❧
ᏛἲேᒸᒣᏛ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚බⓗ◊✲㈝➼ࢆ㐺ṇ⟶⌮㐠Ⴀࡋṇ
⏝➼ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᐃ⩏㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚ࠕබⓗ◊✲㈝➼ࠖࡣ㸪ᮏᏛ࠾࠸࡚ᶵ㛵⤒⌮ࡍࡿ࡚ࡢ⤒㈝
ࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚㸪ࠕṇ⏝➼ࠖࡣ㸪ᨾពⱝࡋࡃࡣ㔜࡞㐣ኻࡼࡿබⓗ◊✲㈝
➼ࡢࡢ⏝㏵ࡢ⏝ཪࡣᙜヱබⓗ◊✲㈝➼ࡢࡢỴᐃࡢෆᐜཬࡧ᮲௳㐪ࡋࡓ
⏝ࢆ࠸࠺ࠋ
㸱 ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚ࠕ㒊ᒁࠖࡣ㸪ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛண⟬࣭Ỵ⟬ົྲྀᢅつ⛬㸦ᖹ
ᡂ㸯㸴ᖺᒸつ⛬➨㸰㸵ྕ㸧➨㸷᮲つᐃࡍࡿண⟬༢ࢆ࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏ㒊ࡣᏛົ㒊
ࢆྵࡵ㸪୍ࡘࡢ㒊ᒁࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ
㸲 ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚ࠕᵓᡂဨࠖࡣ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫋ဨ㸦㠀ᖖ⫋ဨࢆྵࡴࠋ㸧㸪ᮏᏛ㞠
⏝㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿᏛ⏕㸪ࡑࡢᮏᏛࡢබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࢃࡿ࡚ࡢ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
➨㸰❶ ㈐௵యไ
㸦᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅㸧
➨㸱᮲ ᮏᏛ㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡘ࠸࡚᭱⤊㈐௵ࢆ㈇࠺⪅ࡋ࡚᭱㧗⟶⌮㈐௵
⪅ࢆ⨨ࡁ㸪Ꮫ㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ㜵Ṇᑐ⟇ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦௨ୗࠕᇶᮏ᪉㔪ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⟇ᐃ࣭
࿘▱ࡍࡿࡶ㸪ࡑࢀࡽࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
㸦⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅㸧
➨㸲᮲ ᮏᏛ㸪᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࢆ⿵బࡋ㸪ᮏᏛయࡢබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⤫ᣓࡍ
ࡿᐇ㉁ⓗ࡞㈐௵ᶒ㝈ࢆᣢࡘ⪅ࡋ࡚⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁ㸪㈈ົ࣭タᢸᙜ⌮ࢆࡶ
ࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸰 ⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ⤌⧊ᶓ᩿ⓗ࡞యไࢆ⤫ᣓࡍࡿ㈐௵⪅࡛࠶ࡾ㸪ᇶᮏ
-1-

᪉㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᏛయࡢලయⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ⟇ᐃ࣭ᐇࡋ㸪ᐇ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶ㸪
ᐇ≧ἣࢆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅㸧
➨㸳᮲ ྛ㒊ᒁ㸪ᙜヱ㒊ᒁ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡘ࠸࡚ᐇ㉁ⓗ࡞㈐௵ᶒ
㝈ࢆᣢࡘ⪅ࡋ࡚ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁ㸪ᙜヱ㒊ᒁࡢ㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸰 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡣ㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࡢᣦ♧ࡢୗ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯
ࢆ⾜࠺ࠋ
୍ ⮬ᕫࡢ⟶⌮┘╩ࡍࡿ㒊ᒁ࠾ࡅࡿᑐ⟇ࢆᐇࡋ㸪ᐇ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶ㸪ᐇ
≧ἣࢆ⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ
 ṇ㜵Ṇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᙜヱ㒊ᒁෆࡢබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࢃࡿ࡚ࡢᵓᡂဨ
ᑐࡋ㸪ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᩍ⫱ࢆᐇࡋ㸪ཷㅮ≧ἣࢆ⟶⌮┘╩ࡍࡿࠋ
୕ ⮬ᕫࡢ⟶⌮┘╩ࡍࡿ㒊ᒁ࠾࠸࡚㸪ᵓᡂဨࡀ㸪㐺ษබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮࣭ᇳ⾜ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ➼ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ㸪ᚲせᛂࡌ࡚ᨵၿࢆᣦᑟࡍࡿࠋ
㸱 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡣ㸪ᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽ㐺ᙜุ᩿ࡍࡿሙྜࡣ㸪
Ꮫ⛉㸪ᑓᨷ㸪㒊㛛➼ࡢ୍ᐃつᶍࡢ⤌⧊࡛ࣞ࣋ࣝ」ᩘࡢ㈐௵⪅ࢆᣦྡࡋ㸪๓㡯➨㸰ྕཬ
ࡧ➨㸱ྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ⾜ࢃࡏ㸪ሗ࿌ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮࣭ᇳ⾜㛵ࡋ࡚㸪
ᙜヱົ⤌⧊ࡢ㛗ࢆ㈐௵⪅ᣦྡࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸧
➨㸴᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡀ㈐௵ࢆᣢ
ࡗ࡚බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡀ⾜࠼㸪ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᑐ⟇ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせᛂࡌ࡚ᇶ
ᮏ᪉㔪ࡢぢ┤ࡋ㸪ᚲせ࡞ண⟬ࡸேဨ㓄⨨࡞ࡢᥐ⨨ࢆ⾜࠺➼㸪㐺ษ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ
Ⓨࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᵓᡂဨࡢ㈐ົ㸧
➨㸴᮲ࡢ㸰 ᮏᏛࡢᵓᡂဨࡣ㸪ࠕᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝㛵
ࡍࡿ⾜ືつ⠊ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸰㸵᪥ไᐃࠋᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶ᨵṇࠋ㸧ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ᵓᡂဨࡣ㸪๓㡯ࡢ⾜ືつ⠊ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆ⣙ࡍࡿࡓࡵ㸪᥇⏝➼ู⣬ᵝᘧ㸯ࡢㄋ
⣙᭩ࢆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᵓᡂဨࡣ㸪ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅➼ࡀᐇࡍࡿࢥࣥࣉࣛࣥࢫᩍ⫱ࢆཷㅮࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸱❶ 㐺ṇ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡢᇶ┙࡞ࡿ⎔ቃࡢᩚഛ
㸦⎔ቃࡢᩚഛ㸧
➨㸴᮲ࡢ㸱 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡀᖖ࠶ࡿ࠸࠺๓ᥦࡢୗ࡛㸪
ṇࢆㄏⓎࡍࡿせᅉࢆ㝖ཤࡋ㸪༑ศ࡞ᢚṆᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡿࡓࡵ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⎔ቃ࣭య
ไࡢᵓ⠏ࢆᅗࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍ ࣮ࣝࣝࡢ᫂☜࣭⤫୍
 ⫋ົᶒ㝈ࡢ᫂☜
୕ 㛵ಀ⪅ࡢព㆑ྥୖ
ᅄ ࿌Ⓨ➼ࡢྲྀᢅ࠸୪ࡧㄪᰝཬࡧᠬᡄ㛵ࡍࡿ㐠⏝ࡢ㏱᫂
㸰 ๓㡯ྛྕ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
➨㸲❶ ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ
㸦ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸧
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➨㸵᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ⏝➼ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿせᅉࢆㄪᰝ࣭ᢕᥱࡋ㸪ṇ㜵Ṇィ⏬
ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
㸦ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊ㸧
➨㸶᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡢୗ㸪ᏛⓗほⅬࡽṇ㜵Ṇィ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ṇ㜵Ṇ
ィ⏬᥎㐍ᐊࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅࡛⤌⧊ࡍࡿࠋ
୍ ⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅
 ◊✲ᢸᙜ⌮
୕ ◊✲ὶ㒊㛗
ᅄ ㈈ົ㒊㛗
 ࡑࡢḟ㡯ᐃࡵࡿᐊ㛗ࡀᣦྡࡍࡿ⪅
㸱 ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊᐊ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸲 ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
୍ ṇ⏝➼ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿせᅉࡢㄪᰝ࣭ศᯒ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢ⏬❧㛵ࡍࡿࡇࠋ
୕ ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿࡇࠋ
ᅄ ᵓᡂဨࢆᑐ㇟ࡋࡓㄝ࣭᫂◊ಟࡢ⏬❧㸪ᐇ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ⾜ືつ⠊ࡢ⟇ᐃ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ
භ ᏛⓗほⅬࡽࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ࡑࡢබⓗ◊✲㈝➼ࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮㐠Ⴀᚲせ࡞᪉⟇㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸳 ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊࡣ㸪๓㡯➨㸴ྕつᐃࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࡼࡗ࡚㸪ṇࡍࡁ
㡯ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࡣ㸪┤ࡕ㸪ᙜヱᵓᡂဨཬࡧ⣡ධᴗ⪅➼ᑐࡋ࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡶ
㸪ṇᥐ⨨ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢᐇ㸧
➨㸷᮲ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊ㐃ᦠ༠ຊࢆᅗࡾࡘࡘ㸪
యⓗṇ㜵Ṇィ⏬ࢆᐇࡍࡿࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ㜵Ṇィ⏬ࡀ╔ᐇᐇࡉࢀࡿࡼ࠺㸪㐍䬖⟶⌮ດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
➨㸳❶ ┦ㄯ❆ཱྀཬࡧ࿌Ⓨ❆ཱྀࡢタ⨨
㸦┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨㸧
➨㸯㸮᮲ බⓗ◊✲㈝➼ಀࡿົฎ⌮ᡭ⥆ࡁཬࡧ⏝㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࡘ࠸࡚㸪ᮏᏛෆ
እࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂࡋ㸪᫂☜ࡘ⤫୍ⓗ࡞㐠⏝ࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᮏᏛ┦ㄯ❆ཱྀࢆ⨨
ࡃࠋ
㸰 ┦ㄯ❆ཱྀࡣ㸪◊✲ὶ㒊ཬࡧ㈈ົ㒊ࡍࡿࠋ
㸱 ┦ㄯ❆ཱྀࡣ㸪ᮏᏛ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ಀࡿົฎ⌮ᡭ⥆ࡁཬࡧ⏝㛵ࡍࡿ࣮ࣝ
ࣝ㛵ࡍࡿᮏᏛෆእࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏㄔពࢆࡶࡗ࡚ᑐᛂࡋ㸪ᮏᏛ࠾ࡅࡿຠ⋡ⓗ࡞ᩍ
⫱◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᨭ㈨ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦࿌Ⓨ❆ཱྀࡢタ⨨㸧
➨㸯㸯᮲ බⓗ◊✲㈝➼ࡢṇ⏝➼㐺ษᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏᏛ࿌Ⓨ❆
ཱྀࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ࿌Ⓨ❆ཱྀࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࡍࡿࠋ
㸦࿌Ⓨࡢྲྀᢅ࠸㸧
➨㸯㸰᮲ ṇ⏝➼ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿᛮᩱࡍࡿ⪅ࡣ㸪ఱேࡶ㸪ู⣬ᵝᘧ㸰ࡢ࿌Ⓨ᭩ࡼࡾ㸪
๓᮲つᐃࡍࡿ࿌Ⓨ❆ཱྀ࿌Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
-3-

㸰

࿌Ⓨࡣ㸪㢧ྡࡼࡾ⾜࠸㸪ṇ⏝➼ࢆ⾜ࡗࡓࡍࡿᮏᏛࡢᵓᡂဨ㸦ᙜヱ࿌Ⓨಀࡿ
ᐇࡢⓎ⏕ࡢ᪥࠾࠸࡚ᮏᏛࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࢆྵࡴࠋ௨ୗࠕㄪᰝᑐ㇟⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࡢẶྡ㸪ṇ⏝➼ࡢែᵝ➼㸪ࡢෆᐜࢆ᫂♧ࡋ㸪ࡘṇ⏝➼ࡀᏑᅾࡍࡿࡍࡿ
᰿ᣐࢆ♧ࡍࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪࿌Ⓨ⪅ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢᡭ⥆ࡁ࠾ࡅࡿẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ༏ྡࡼࡿ࿌Ⓨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜヱṇ⏝➼ࡢែᵝࡀ㔜࡛ࡘ᫂♧ࡉࢀࡓ᰿ᣐ┦
ᙜࡢಙ⏝ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿሙྜࡣ㸪┿ṇ࡞࿌Ⓨࡋ࡚ཷ⌮࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ෆ㒊┘ᰝ㸪እ㒊ࡢᶵ㛵ཪࡣሗ㐨㸪Ꮫࡑࡢࡢ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡼࡾṇ⏝➼ࡢ
࠸ࡀᣦࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪࿌Ⓨࡀ࠶ࡗࡓሙྜྠᵝྲྀࡾᢅ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ࿌Ⓨࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚ᙜヱ࿌ⓎಀࡿᐇࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸪㸳ᖺ௨ෆ⾜࠺ࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㸴 ἲே┘ᰝᐊࡣ㸪࿌Ⓨࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣ㸪┤ࡕ㸪᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ཬ
ࡧ┘ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
➨㸴❶ ṇ⏝➼ಀࡿࡢㄪᰝ➼
㸦ணഛㄪᰝ㸧
➨㸯㸱᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓᮲➨㸯㡯ࡼࡿ࿌Ⓨࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ணഛㄪᰝጤဨ
ࢆタ⨨ࡋ㸪㏿ࡸணഛㄪᰝࢆᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ཬࡧ᭱㧗⟶⌮㈐
௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿ⪅ⱝᖸேࡼࡾ⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸱 ணഛㄪᰝࡣ㸪࿌Ⓨ➼ࡢෆᐜࡢྜ⌮ᛶ 㸪ㄪᰝྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ሙྜ
ࡼࡗ࡚ࡣ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅➼㛵ಀ⪅ࡽࡢ⫈ྲྀ㸪ࡑࡢㄪᰝᚲせ࡞㡯ࢆ
ồࡵࡿࡇࡼࡾ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ㄪᰝ㸦௨ୗࠕᮏㄪᰝࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐇࡍࡁྰࢆุ᩿
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ணഛㄪᰝጤဨࡣ㸪ணഛㄪᰝ⤊ᚋ㸪㏿ࡸ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍ
ࡿࠋ
㸳 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼㸪┤ࡕᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿྰࡢỴᐃࢆࡋ㸪
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ࿌Ⓨ➼ࡢཷࡽ㸱㸮᪥௨ෆ㸪ᙜヱ⤒㈝ಀࡿ㓄ศᶵ㛵ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦௨
ୗࠕ㓄ศᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸴 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ෆ㒊┘ᰝཬࡧ➨㸶᮲➨㸲㡯➨㸴ྕࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡾṇ⏝
➼ࡢ࠸ࡀᣦࡉࢀࡿ࡞㸪ணഛㄪᰝࡢᚲせᛶࡀ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡣ㸪๓㸳㡯ࡢつ
ᐃࢃࡽࡎ㸪┤ࡕᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ணഛㄪᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡢ㏻▱㸧
➨㸯㸲᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡢ᪨ࢆᩥ᭩ࡼ
ࡾ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࡶ㸪ᮏㄪᰝࡢ༠ຊࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇ
ࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ
࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡋ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡢ᪨ࢆ⌮⏤ࢆࡋ࡚
ᩥ᭩ࡼࡾ࿌Ⓨ⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏
ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ㄪᰝጤဨࡢタ⨨ཬࡧㄪᰝ㸧
➨㸯㸳᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓሙྜ㸪බⓗ◊✲㈝➼ࡢṇ
⏝➼㛵ࡍࡿㄪᰝጤဨ㸦௨ୗ㺀ㄪᰝጤဨ㺁࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪㏿ࡸᮏㄪᰝࢆᐇ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
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୍

୕

⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅
᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿᩍဨ 㸯ே௨ୖ
ᮏ㒊ࡢ㒊㛗ཬࡧㄢ࣭ᐊࡢ㛗୪ࡧ㒊ᒁࡢົ㒊㛗ཬࡧົ㛗㸦ㄢ࣭ᐊࡢ㛗ࢆྵࡴࠋ㸧
ࡢ࠺ࡕࡽ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿ⪅ 㸯ே௨ୖ
ᅄ ᘚㆤኈ➼ࡢᏛእࡢ᭷㆑⪅ࡢ࠺ࡕࡽ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿ⪅ 㸯ே௨ୖ
 ࡑࡢ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅
㸱 ๓㡯➨㸲ྕࡢጤဨࡣ㸪ᮏᏛ୪ࡧ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅┤᥋ࡢᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡞࠸
⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ㄪᰝጤဨㄪᰝጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸳 ㄪᰝጤဨ㛗ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࢆᣍ㞟ࡋ㸪ࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋ
㸴 ㄪᰝጤဨ㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪ㄪᰝጤဨ㛗ࡀ࠶ࡽࡌࡵᣦྡࡋࡓጤဨࡀࡑࡢ⫋ົࢆ
௦⾜ࡍࡿࠋ
㸵 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ጤဨࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢฟᖍࡀ࡞ࡅࢀࡤ㆟ࢆ㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
➨㸯㸴᮲ ㄪᰝጤဨࡢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅➼㛵ಀ⪅ࡽࡢ⫈ྲྀ
 ྛ✀ఏ⚊㸪ドᣐ᭩㢮㸪⏦ㄳ᭩➼ࡢ㛵ಀ᭩㢮ࡢ⢭ᰝ
୕ ࡑࡢㄪᰝᚲせ࡞㡯
㸰 㛵ಀ⪅ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄔᐇ༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 㛵ಀ⪅ࡣ㸪ㄪᰝጤဨࡽ㈨ᩱࡢᥦฟࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡇࢀᛂࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
㸲 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝ㛵㐃ࡀ࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣ㸪࿌Ⓨಀࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢ㸪
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࡢබⓗ◊✲㈝➼ࢆㄪᰝࡢᑐ㇟ຍ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ㄪᰝ୰࠾ࡅࡿ୍ⓗᇳ⾜Ṇ㸧
➨㸯㸴᮲ࡢ㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ᑐࡋ㸪ᙜヱㄪᰝᑐ㇟ไᗘ
ࡢ◊✲㈝ࡢ⏝Ṇࢆࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㓄ศᶵ㛵➼ࡢሗ࿌ཬࡧㄪᰝࡢ༠ຊ➼㸧
➨㸯㸴᮲ࡢ㸱 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ㄪᰝࡢᐇ㝿ࡋ㸪ㄪᰝ᪉㔪㸪ㄪᰝᑐ㇟ཬࡧ᪉ἲ➼
ࡘ࠸࡚㓄ศᶵ㛵➼ሗ࿌ࡋ㸪ཪࡣ༠㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪࿌Ⓨ➼ࡢཷࡽ㸰㸯㸮᪥௨ෆ
㸦➨㸰㸮᮲ᇶ࡙ࡁᑂ⌮ࢆ⾜࠺᪥ᩘࢆྵࡴࠋ㸧㸪ㄪᰝ⤖ᯝ㸪ṇ⏝➼ࡢⓎ⏕せᅉ㸪
ṇ⏝➼㛵ࡋࡓ⪅ࡀ㛵ࢃࡿࡢබⓗ◊✲㈝➼࠾ࡅࡿ㸪⟶⌮࣭┘ᰝయไࡢ≧ἣ㸪
Ⓨ㜵Ṇィ⏬➼ࢆྵࡴ᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆ㓄ศᶵ㛵➼ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸
࡚㸪ᮇ㝈ࡲ࡛ㄪᰝࡀࡋ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ㄪᰝࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆ㓄ศᶵ㛵➼ᥦฟ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ㄪᰝࡢ㐣⛬࡛࠶ࡗ࡚ࡶṇ⏝➼ࡢᐇࡀ୍㒊࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓሙ
ྜࡣ㸪㏿ࡸㄆᐃࡋ㸪㓄ศᶵ㛵➼ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪㓄ศᶵ㛵➼ࡽồࡵࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤊๓࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
ㄪᰝࡢ㐍䬖≧ἣሗ࿌ཬࡧㄪᰝࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆᙜヱ㓄ศᶵ㛵➼ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ㄪᰝᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ➼㸪ṇᙜ࡞⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪㓄ศᶵ㛵➼
ࡀồࡵࡿᙜヱಀࡿ㈨ᩱࡢᥦฟⱝࡋࡃࡣ㜀ぴཪࡣ⌧ᆅㄪᰝᛂࡌࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᑂ⌮ཬࡧㄆᐃ㸧
➨㸯㸵᮲ ㄪᰝጤဨࡣ㸪ṇ⏝➼ࡢ᭷↓ཬࡧṇࡢෆᐜ㸪㛵ࡋࡓ⪅ཬࡧࡑࡢ㛵ࡢ⛬
ᗘ㸪ṇ⏝ࡢ┦ᙜ㢠➼ࡘ࠸࡚ᑂ⌮ࡋㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸰 ๓㡯ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ㄪᰝጤဨࡣ㸪ṇ⏝➼ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓㄆᐃࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚㸪ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚
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࿌Ⓨࡀ➨㸰㸲᮲ࡢ࿌Ⓨヱᙜࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࡁࡣ㸪ేࡏ࡚ࡑࡢ᪨ࡢㄆᐃࢆ⾜
࠺ࠋ
㸲 ๓㡯ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪࿌Ⓨ⪅ᘚ᫂ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳 ㄪᰝጤဨࡣ㸪➨㸯㡯ཪࡣ➨㸱㡯ࡢㄆᐃࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣ㸪┤ࡕ㸪ᙜヱㄆᐃࢆྵࡴㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸴 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ṇ⏝➼ࡢ᭷↓㸦➨㸱㡯ࡢሙྜ࠶ࡗ࡚
ࡣ㸪࿌Ⓨࡀ➨㸰㸲᮲ࡢ࿌Ⓨヱᙜࡍࡿྰࢆྵࡴࠋ㸧ࡘ࠸࡚ㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ᮏㄪᰝ⤖ᯝࡢ㏻▱ཬࡧሗ࿌㸧
➨㸯㸵᮲ࡢ㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓᮲➨㸴㡯ࡢㄆᐃࢆྵࡴㄪᰝ⤖ᯝࢆᩥ᭩ࡼࡾ࿌Ⓨ⪅㸪
ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ
࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡢ࠺ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦᭹⏦❧࡚㸧
➨㸯㸶᮲ ṇ⏝➼ࢆ⾜ࡗࡓㄆᐃࡉࢀࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᙜヱㄆᐃᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿ
ࡁࡣ㸪๓᮲ࡢ㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸯㸲᪥௨ෆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅᭹⏦❧࡚
ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ࿌Ⓨࡀ➨㸰㸲᮲ࡢ࿌Ⓨヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿㄆᐃࡉࢀࡓ࿌Ⓨ⪅ࡣ㸪ᙜヱㄆᐃᑐࡋ
࡚᭹ࡀ࠶ࡿࡁࡣ㸪๓᮲ࡢ㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸯㸲᪥௨ෆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅
᭹⏦❧࡚ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ๓㸰㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ཪࡣ࿌Ⓨ⪅ࡣྠ୍⌮⏤ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦᭹ᑂᰝጤဨ㸧
➨㸯㸷᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓᮲➨㸯㡯ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸ
᭹ᑂᰝጤဨ㸦௨ୗࠕᑂᰝጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡶ㸪ᙜヱ᭹⏦❧࡚ࢆ
ཷ⌮ࡋࡓ᪨ࢆᩥ᭩ࡼࡾ࿌Ⓨ⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪࿌Ⓨ⪅ࡢ࠺
ࡕẶྡࡢ⛎༏ࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ἲே┘ᰝᐊࢆ㏻ࡌ࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪๓᮲➨㸰㡯ࡼࡿ᭹⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸᑂᰝጤဨ
ࢆタ⨨ࡍࡿࡶ㸪ᙜヱ᭹⏦❧࡚ࢆཷ⌮ࡋࡓ᪨ࢆᩥ᭩ࡼࡾㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᑂᰝጤဨࡣ㸪᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀᣦྡࡋࡓ⪅ⱝᖸே㸦ணഛㄪᰝጤဨཬࡧㄪᰝጤဨ
ࡢᵓᡂဨࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡼࡾ⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸲 ᑂᰝጤဨࡣ㸪๓᮲ࡢ᭹⏦❧࡚ࡢ᪨㸪⌮⏤➼ࢆ຺ࡋ㸪ᑂ⌮ࡢᚲせᛶࡘ࠸ุ࡚
ᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸳 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪➨㸯㡯ཪࡣ➨㸰㡯ᇶ࡙ࡃ᭹⏦❧࡚ࡘ࠸࡚ᑂ⌮ࢆ⾜࠺ྰ
ࢆỴᐃࡋࡓሙྜ㸪㏿ࡸ㸪➨㸯㡯ࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣ࿌Ⓨ⪅㸪➨㸰㡯ࡢሙྜ࠶ࡗ
࡚ࡣㄪᰝᑐ㇟⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᑂ⌮㸧
➨㸰㸮᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᑂ⌮ࢆ⾜࠺Ỵᐃࡋࡓሙྜ㸪ㄪᰝጤဨᑐࡋ㏿ࡸ
ᑂ⌮ࢆࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ㄪᰝጤဨࡀ⾜࠺ㄪᰝ㸪ᑂ⌮ཬࡧㄆᐃࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨㸯㸴᮲ཬࡧ➨㸯㸵᮲➨㸯㡯
ࡽ➨㸳㡯ࡲ࡛ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
㸱 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡀ⾜࠺㓄ศᶵ㛵➼ࡢሗ࿌㸪ㄆᐃཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅➼ࡢ㏻▱ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪➨㸯㸴᮲ࡢ㸱㸪➨㸯㸵᮲➨㸴㡯ཬࡧ➨㸯㸵᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
㸲 ࿌Ⓨ⪅ཪࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪๓㡯ࡢㄆᐃࡢ⤖ᯝᑐࡋ࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ
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㸦່࿌㸧
➨㸰㸯᮲ ㄪᰝጤဨࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ṇ⏝➼ࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿᥐ
⨨ࡀᚲせㄆࡵࡓሙྜࡣ㸪ᥐ⨨ࡍࡁෆᐜࢆ㸪᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅່࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
୍ ᑵᴗつ๎ᇶ࡙ࡃᠬᡄ➼ࡢฎศ
 බⓗ◊✲㈝➼ࡢ⏝Ṇཪࡣ㏉㑏➼ࡢᥐ⨨
୕ ṇ⏝➼ࡢ㝖ࡢࡓࡵࡢᥐ⨨
ᅄ ࡑࡢᚲせ࡞㡯
㸦ฎศ➼ࡢᥐ⨨㸧
➨㸰㸰᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ⏝➼ࡢᏑᅾࡀㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪㏿ࡸᅜ❧Ꮫ
ἲேᒸᒣᏛ⫋ဨࡢᠬᡄ➼㛵ࡍࡿつ⛬㸦ᖹᡂ㸯㸴ᖺᒸつ⛬➨㸰㸮ྕ㸧➼ᚑ࠸㸪㐺
ษ࡞ᥐ⨨ࢆࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅㸪⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ཪࡣࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ⱝࡋࡃࡣ㈐௵⪅
࠾࠸࡚㸪⟶⌮┘╩ࡢ㈐௵ࡀ༑ศᯝࡓࡉࢀࡎ㸪⤖ᯝࡋ࡚ṇࢆᣍ࠸ࡓሙྜࡣ㸪๓
㡯‽ࡌ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪⚾ⓗὶ⏝࡞㸪⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡀ㧗࠸ሙྜࡣ㸪ฮ࿌ⓎࡸẸッ
ゴ➼㸪ἲⓗ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ṇࢆㄆᐃࡋࡓሙྜࡣ㸪㏿ࡸㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍ
ࡿࠋබ⾲ࡍࡿෆᐜࡣ㸪ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛ࠾ࡅࡿᠬᡄฎศ➼ࡢබ⾲ᇶ‽㸦ᖹᡂ㸯㸴
ᖺ㸲᭶㸯᪥Ꮫ㛗ᐃ㸧ࢃࡽࡎ㸪ṇ㛵ࡋࡓ⪅ࡢẶྡ࣭ᡤᒓ㸪ṇࡢෆᐜ㸪බ
⾲ࡲ࡛⾜ࡗࡓᥐ⨨ࡢෆᐜ㸪ㄪᰝጤဨࡢẶྡ࣭ᡤᒓ㸪ㄪᰝࡢ᪉ἲ࣭ᡭ㡰ࢆྵࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪ṇ㛵ࡋࡓ⪅ࡢẶྡ࣭ᡤᒓ➼ࢆ㠀බ
⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳 ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ṇ⏝➼ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓࡇࡀㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟
⪅ࡢྡᅇࡢࡓࡵ㸪༑ศ࡞ᥐ⨨ࢆࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢಖㆤ㸧
➨㸰㸱᮲ ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅୪ࡧ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁࡢ㛗ࡣ㸪ṇ⏝➼
㛵ࡍࡿ࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀ࿌Ⓨཪࡣሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚㸪࠸࡞ࡿ
┈࡞ྲྀᢅ࠸ࡶཷࡅࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺㸪ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶ㸪࿌Ⓨ⪅ཬࡧㄪᰝ
༠ຊ⪅ࡢ⫋ሙ⎔ቃ➼ࡢಖດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦࿌Ⓨࡢ℃⏝⚗Ṇ㸧
➨㸰㸲᮲ ఱேࡶ㸪ഇࡢ࿌Ⓨ㸪ேࢆㄦㅫ୰യࡍࡿ࿌Ⓨࡑࡢṇࡢ┠ⓗࡼࡿ࿌Ⓨࢆ⾜
ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࿌Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ⪅ᑐࡋ㸪ᑵᴗつ๎➼
ᇶ࡙ࡁ㸪ᚲせ࡞ฎศࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦Ᏺ⛎⩏ົ㸧
➨㸰㸳᮲ ࡇࡢつ⛬ᇶ࡙ࡁṇ⏝➼ࡢㄪᰝ➼ᦠࢃࡗࡓ⪅ࡣ㸪ࡑࡢ⫋ົୖ▱ࡾᚓࡓ⛎ᐦ
ࢆ₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸰㸴᮲ ๐㝖
➨㸰㸵᮲ ๐㝖
➨㸵❶ ෆ㒊┘ᰝ
㸦ෆ㒊┘ᰝ㸧
➨㸰㸶᮲ ᮏᏛ࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝➼ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ┘ᰝ㸦௨ୗࠕෆ㒊┘ᰝࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࡣ㸪ᅜ❧ᏛἲேᒸᒣᏛෆ㒊┘ᰝつ⛬㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺᒸつ⛬➨㸱ྕ㸧➨㸲᮲ࡢつᐃ
ᇶ࡙ࡁ㸪ἲே┘ᰝᐊࡀᐇࡍࡿࠋ
㸰 ෆ㒊┘ᰝࡣ㸪ṇ㜵Ṇィ⏬᥎㐍ᐊࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪ྠᐊࡀᢕᥱࡍࡿṇ⏝➼ࢆⓎ⏕
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ࡉࡏࡿせᅉᛂࡌࡓ┘ᰝィ⏬ࡢୗ࡛ᐇࡍࡿࠋ
➨㸶❶ ࡑࡢ
㸦ົ㸧
➨㸰㸷᮲ ࡇࡢつ⛬㛵ࡍࡿົࡣ㸪㛵ಀ㒊ㄢࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪◊✲ὶ㒊◊✲ὶ⏬ㄢ
ཬࡧ㈈ົ㒊㈈ົ⏬ㄢࡀฎ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㞧๎㸧
➨㸱㸮᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸯㸮᭶㸰㸳᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯㸯᭶㸯㸮᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸳᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸯㸯᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶㸰㸮᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯᭶㸰㸷᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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