新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための換気の徹底及びその効果的な実
施に関し、基本的な考え方や具体的な方法について、改めてお知らせします。
事

務
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令和４年９月２日
各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課
構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
厚 生 労 働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

御中

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための
換気の徹底及びその効果的な実施について

現在、夏季休業期間が終了し、新学期が始まったところですが、新型コロナウイル
スの感染状況を見ると、全国の新規感染者数は減少に転じているものの、高い感染レ
ベルが継続していることに加え、新規感染者の感染場所について、学校等がこれまで
の減少傾向から増加傾向となっており、今後、学校再開に伴う感染状況への影響に注
意が必要となります。
学校における感染拡大を防止するためには、教職員や児童生徒等に対する日常的な
健康観察を継続的に行い、咳や発熱など、何らかの症状がある場合や体調が優れない
場合には、出勤・登校させないことを徹底するとともに、教職員については、健康観
察に加えて、地域の実情に応じて、自治体や学校等の判断で出勤前に検査を実施する
こと等も考えられます。併せて、学校内で感染が拡大するおそれがある場合には、教
育委員会等の学校の設置者が臨時休業の措置を機動的に判断することが必要です。
また、これまで、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ
アル」（以下「学校衛生管理マニュアル」という。）や累次の事務連絡等においてお知
らせしてきたとおり、３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）の回避や、人と人
との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を
徹底することも重要となります。
この点、各学校においては、基本的な感染対策について、地域の感染状況や実情等
に応じて工夫を凝らし、様々な取組を行っているものと承知していますが、特に換気
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については、その徹底の重要性や、法制度や技術的側面を含めて対策を講じるに当た
って踏まえるべき観点も多いこと等も踏まえ、今般、基本的な考え方や具体的な方法
について改めてお知らせします。
都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定
都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所
轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主
管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課
におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189
号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所
轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管
課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町
村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課にお
かれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお願いします。

記

１．学校における換気の基準について
学校における換気の基準としては、学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準及
び同マニュアルにおいて、「二酸化炭素は、1,500ppm 以下であることが望ましい。」
とされていますが、学校のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に
基づく特定建築物に該当するものについては、同法に基づく建築物環境衛生管理基
準において、二酸化炭素の含有率は概ね 1,000ppm 以下とされています。
その上で、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためには、過日の事務連絡
にてお知らせした別添の「感染拡大防止のための効果的な換気について」（令和４年
７月 14 日付け新型コロナウイルス感染症対策分科会提言）において、学校について
も、「気候等に応じて、・・・出来る限り 1,000ppm 相当の換気等に取り組むことが望
ましい。」とされています。
また、十分な換気ができているかを把握し適切な換気を確保するためには、二酸
化炭素濃度測定器を用いて測定することが考えられます。二酸化炭素濃度測定器に
ついては、文部科学省「学校等における感染症対策等支援事業」等による補助対象
とされています。

２．基本的な考え方及び具体的な対応方策
学校衛生管理マニュアルにおいて、換気は、「気候上可能な限り常時、困難な場合
はこまめに（30 分に１回以上、数分間程度、窓を全開する）、２方向の窓を開けて行
う」とするとともに、常時換気の方法や、常時換気が困難な場合やエアコンを使用
2

している部屋等における留意点、換気設備の活用と留意点等を示しています。
また、上述の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言においては、飛沫感染
及び接触感染に加え、エアロゾル感染への対策として換気の徹底が重要とされると
ともに、その具体的な方策として、空気の流れに対して並行に設置するなど、換気
を阻害しないパーティションの配置等が指摘されています。
以下において、公益財団法人日本学校保健会が作成した「学校における感染症対
策実践事例集（令和４年３月）」に掲載されている事例等をお示しします。
学校における対策を講じるに当たっては、これらを参考にしながら、教育委員会
等の学校の設置者において、必要に応じて専門家や首長部局等に協力を求めつつ、
学校における換気の徹底に向けて取り組んでいただくとともに、各学校において、
学校薬剤師等に相談しながら効果的な換気が行われるようよろしくお願いします。

◇常時換気の方法
廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。
なお、窓を開ける幅は 10 ㎝から 20 ㎝程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の
らん間を全開にするなどの工夫も考えられます。また、廊下の窓も開けることも
必要です。
参考 窓・扉の開放による効果
12月初旬の小学校の教室における窓・扉の開放による効果を換気回数を指標と
して検討した結果を示す。
・換気回数：教室の空気が１時間に何回外気と入れ換わったかを示す。今回の教
室に教員１人と児童（高学年）35人が在室している場合、学校環境衛生基準の
CO2濃度1,500ppm以下を保持するためには、計算上3.18回/h必要である。
・窓・扉が全閉の教室（Case1-1）ではほとんど換気は行われていないが、扉を開
放するだけでも約2.0回/hの換気が得られる（Case1-2）。
・対角線上に窓と扉を１か所ずつ10cm開けたCase1-3の方が、扉を全開放した
Case1-2よりも換気効果が高く、さらに開口箇所をもう１か所ずつ多くすること
で約3.0回/hの換気が得られるようになる（Case1-4）。

資料提供：東京理科大学
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倉渕隆教授

参考 エアコン使用下での窓開けによる換気の効果
９月初旬の小学校６年生の教室において、エアコン使用下での窓開けによる換
気の効果について検討した結果を示す。

・窓を閉めた状態では、授業開始後約20分で教室中央での二酸化炭素濃度測定
値が1,500ppmを超えており、換気が不十分であることが示唆された。
・対角線上に運動場側の窓と廊下側の扉を開放し、連続換気したところ、いず
れの条件においても二酸化炭素濃度は1,000ppm以下に保たれた。
・上窓を開放する方が、開放面積が小さいため冷暖房効率が良いと考えられ
る。また、庇があるため雨が降っても開放でき、冬でも児童に直接冷たい外
気が当たらないことから、上窓の開放が望ましいと考えられる。
資料提供：横浜薬科大学
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田口真穂准教授

◇常時換気が困難な場合の方法
常時換気が困難な場合は、こまめに（30分に１回以上）数分間程度、窓を全開
にします。
スーパーコンピュータ「富岳」によるエアコン使用時の換気のシミュレーショ
ンにおいて、①運動場側の窓を全て左右20cm開け、廊下側の前後の扉を40cm開け
た場合、②運動場側の窓を全て左右20cm開け、廊下側の欄間を全開した場合はと
もに２分程度で室内の空気の入換えが可能であることが示されています。
参考 教室内の二酸化炭素濃度の上昇
教室（容積180㎥）に教師１人及び児童生徒40人が在室している場合、窓を閉め
切り換気が行われていない場合、計算上、小学校低学年では約26分、小学校高学
年及び中学生では約18分、高校生では約14分で教室内の二酸化炭素濃度は学校環
境衛生基準の1,500ppmに達します。

◇二酸化炭素濃度測定器の使用について
二酸化炭素濃度測定器を使用することで、二酸化炭素濃度を可視化し、教室等
の換気状態の参考にすることができます。
➢ 二酸化炭素濃度測定器の設置場所
・人の呼気が当たる場所や開いた窓の付近は避けて設置します。
・黒板消しクリーナーのそばに設置する場合は、二酸化炭素濃度測定器を移動
させた上で、黒板消しクリーナーを使用します。
参考 二酸化炭素濃度測定器の設置場所について
小学校の教室で二酸化炭素濃度測定器の設置場所（教師用机、黒板、外の窓付
近のロッカーの上、ロッカーの真ん中、廊下側掃除用ロッカーの上）について検
討した結果を示す。
・廊下側開口部付近である教師用机の上と、外の窓付
近のロッカーの上の二酸化炭素濃度は他よりも低
い。
・黒板上、ロッカー真ん中、廊下側掃除用ロッカー上
での二酸化炭素濃度に大きな違いはない。
二酸化炭素濃度測定器の設置場所は、開口部
付近を避けることが重要です。
開口部付近以外の二酸化炭素濃度は大きく変
わることはないので人の呼気の当たらない場所
や担任が二酸化炭素濃度を確認しやすい場所を
選ぶようにします。

5

◇サーキュレーターの使用について
サーキュレーターを使用することで、空気の流れを作り、教室内の換気を補助
することができます。なお、サーキュレーターによる換気効果は限定的であり、
窓開けによる換気を基本とし、雨天時やエアコンの使用などで窓が開けられない
場合や少ししか開けられない場合に補助的に使用します。
児童生徒等によるサーキュレーターへの接触の防止や転倒防止等、安全に配慮
し、また、適切に換気が行われているか二酸化炭素濃度測定器を使用して、換気
の程度を確認すると良いでしょう。
参考 サーキュレーターの設置場所とその効果
12月初旬の小学校の教室（窓は全閉、廊下側の扉は全開、エアコン未使用）に
おけるサーキュレーターの換気の効果を、換気回数を指標として検討した結果を
示す。
・換気回数：教室の空気が１時間に何回外気と入れ換わったかを示す。
今回の教室に大人1人と児童（高学年）35人が在室している場合、学校環境衛生
基準のCO2濃度1,500ppm以下を保持するためには、計算上、3.18回/h必要であ
る。
〇サーキュレーターを１台使用した場合の効果
・ドアの開口部から少し離れた場所（40cm程度）（Case2-1, Case2-2）に設置し
た方が、開口部から離れた場所（Case2-3）に設置するよりも換気効率が良く、
約3.0回/hの換気が得られている。

〇サーキュレーターを２台使用した場合の効果
・サーキュレーターを２台とも教室から廊下に向けて設置した場合（Case3-1）、
１台設置した場合（Case2-1）に比べて換気効果に大きな変化は見られなかった
が、空気のよどみが改善した（データ未掲載）。
・サーキュレーターを１台は対角線方向に、もう１台は教室から廊下方向に設置
した場合（Case3-2）、１台だけを対角線方向に設置した場合（Case2-3）に比
べて換気効果が高くなり、空気のよどみも改善された（データ未掲載）。
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・サーキュレータ―を１台は教室から廊下向きに、もう１台は廊下から教室向きに
設置した場合（Case3-3）、今回の条件の中で空気環境が最も改善された。

実験時の様子

サーキュレーターの設置場所は、電源の場所やスペ
ースも含めて判断することになりますが、サーキュレ
ーターの風が児童生徒等に直接当たらずにより良い学
習環境を保つことができる、Case2-1やCase3-1が使用
しやすいケースだといえます。
なお、首振り機能や風の角度は換気効果に大きな影
響は認められませんでした（データ未掲載）。
左の写真は床に置いていますが、児童生徒がぶつか
らないように適宜配慮するようにします。
資料提供：東京理科大学 倉渕隆教授

【出典】学校における感染症対策実践事例集（令和４年３月公益財団法人日本学校保健会）より抜粋
（https://www.ga kkohoken.jp/b ooks/a rchives/258）

以上

＜本件連絡先＞
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表）
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８）
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ᶅΦΠϫμϩ״ઝʶᶆඊວ״ઝʤˠʥ ଲࡨ͗චགྷ
ʤˠʥඊວ״ઝΤϩηΝඊວ͗ɼඕɼ͵ʹ࿒ड़ͪ͢೬ຜͶͤΖ͞ͳͶΓΕ״ઝͤΖ͞ͳɽ

ᶅ ΦΠϫμϩ״ઝଲࡨ
• ΦΠϫμϩཽ״ͳܚઝ͗ܐؖΔ͖Ͷ͵ͮͱ͏͵͏ͪΌɼ$ʶ%ଲࡨ͗Ή͢͏ɽ

ۛړΦΠϫμϩ

$ ͘͏ཽ͗ܚ౺ୣͤΖ෫ԾͲ״ઝଲࡨ

֨ࢆैຮͪ͢
ΦΠϫμϩ
ϩ

ਕړΝ֮ฯɼԥ๏ҲఈླྀـΝࢯʤખ෫ؽड৾ΕʀΦΠαϱηϱή͵ʹʥ
% ঘ͠͏ཽූ͗ܚ༣ͤΖͲ಼ؔۯ״ઝଲࡨ
චགྷ͵ྖـʤ ਕͪΕὙKҐɼ&2ౕ̐SSPҐԾʥΝ֮ฯ

ᶆ ඊວ״ઝଲࡨ
಼࣪ڧඊວڏಊͳఽ൘Ն

Ϝηέૹɼඊວ๎ड़͗ଡ͏ͶͺંඊວࢯڧֆʤϏʖτΡεϥϱ͵ʹʥΝઅ

ଲࡨགྷ఼
ᶇ ଁྖـՅʤ૯͜ـʥ෯ࡠ༽ഓྂ

ᶅ ؔۯΦΠϫμϩঈڊʤـʥ֮ฯ

• غͶͺ͠צʤϐʖφεϥρέʥɼՈغͶͺॷ͠ʤ೦ʥͳ࣬
ـʤ݃࿒ͶΓΖਇۗࡋۗʥͶഓྂɽ

• ྖـʤ&2ౕʥخ६Νຮͪͤ͞ͳͺɼଡ͚ݒـઅඍͲՆɽ
• ـઅඍ͗ॉ͵ͺɼ૯͜ـΝࣰࢬɽ

• ՈغͶͺɼԻౕܯΝઅ࣪͢ԻΝϠωνʖ͢͵͗ΔྮͳـΝಋ࣎
Ͷߨ͏ɼ೦ͳ͵Δ͵͏Γ͑ͤΖɽ

ᶆ ΦΠϫμϩਫ਼͗ଡ͏ߨҟଲԢ
• ΦΠϫμϩਫ਼͗ଡ͏ߨҟʤߤίΠɼܻ͢͏ӣಊʥ͗ఈ͠ΗΖ
Ͷͺɼ$෫ԾͲ״ઝʶ%಼ؔۯͶ֨ࢆͤΖ͞ͳͶΓΖ״ઝ๏Ν
ॉͶഓྂɽ

• ૯͗͜ೋ͢͏Ͷͺɼ&2ౕΝ֮ͪ͢ͲɼචགྷͶԢͣͱਕ
ືౕΝཊʤਕ֮ړฯͳ״ઝं͗ଚࡑͤΖི֮Νཊʥɼـۯੜ
ؽΝཤ༽ɽ

ΦΠϫμϩ״ઝΝ͛ـۯླྀΗ
❆ࡀ᪉ྥ࠶ࡿሙྜ
࢚ࣟࢰࣝⓎ⏕ࡀከ࠸࢚ࣜ
ࡽᡪ㢼ᶵࠊࢧ࣮࣮࢟ࣗࣞࢱ
࡛ẼࡋࠊᑐഃࡽእẼࢆ
ྲྀධࢀࡿࠋ
Ẽᡪࡀ࠶ࡿሙྜ
Ẽᡪ࡛Ẽࡋࠊ
ᑐഃࡽእẼ
ࢆྲྀධࢀࡿࠋ

㏫ὶ㜵Ṇࡢࡓࡵ
ࡩࡉࡄຠᯝⓗ

䜶䜰䝻䝌䝹Ⓨ⏕
䛜ᑡ䛺䛔䜶䝸䜰

䜶䜰䝻䝌䝹Ⓨ⏕䛜ከ䛔䜶䝸䜰
❆

ᡪ㢼ᶵ䜔
䝃䞊䜻䝳䝺䞊䝍

❆

እẼ䛾
ධཱྀ
૯͗̏๏Ͷ͖͢͵
͏ͺχΠ༽

Ẽᡪ࣭❆ࡀ࡞࠸ሙྜ
✵ẼΎίᶵ࡛࢚ࣟࢰࣝࢆᤕ㞟ࠋ

པᡣẼᡪ
❆

ـۯ
ੜؽ

እẼ䛾
ධཱྀ



ఌਞৌੁ峘અ岲্

ـΝ֒͢͵͏ϏʖτΡεϥϱഓͶͯ͏ͱ
z ✵Ẽࡢධཱྀ㸦⤥Ẽཱྀ㸧ฟཱྀ㸦Ẽཱྀ㸧ࢆ☜ㄆ
z ✵Ẽࡢὶࢀࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥ
ࢆ㓄⨨

ࡢࣥࣙࢩࢸ࣮ࣃە㓄⨨ࡸᙧ≧ࡼࡾࠊẼࡀឤᰁᑐ⟇᭷ຠാ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

✵Ẽࡢὶࢀࢆ㐽ࡿ
ЍẼࢆ㜼ᐖ

✵Ẽࡢὶࢀᖹ⾜
Ѝຠᯝⓗ࡞Ẽ

>㧗࠸ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡢ␃ពⅬ@
ʤళҬ͖ΔΩʖτϱɼΝ͑ఖౕ߶͠ΓΕ߶͏Ϗʖ
τΡεϥϱ͵ʹʥ
ᶅ ߶͏ϏʖτΡεϥϱͺɼـۯླྀΗͶଲ͢ͱฑߨͶഓ
ͤΖɽ
ᶆ ߶͏ϏʖτΡεϥϱͳปͲҕΉΗͪͲؔۯͺ&2ౕ
Νఈ͢ɼౕ͗߶͏ͶͺـۯੜؽΏϓΟϱ
ʤખ෫ؽɼγʖΫϣϪʖνɼΦΠαϱૻ෫ʥΝ༽͏
ͱـΝրવͤΖɽ
ᶇ ϓΟϱΝ༽͏ΖͶͺɼ෫ԾͲ״ઝଲࡨͪΌͶ
ड৾ΕΏηϱήΝ༽͏Ζɽ
ᶈ ߶͏ϏʖτΡεϥϱ伳ؔͶͺॄ͗ླྀـͤΖͪΌɼ
ͨ෫ԾͶͺੰΝഓ͢͵͏ɽ

>ప࠸ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡢ␃ពⅬ@

ᖹ⾜タ⨨ࡲࡓࡣ
㸰㠃௨ୖ㛤ᨺ

˖ҐԾΓ͑͵ϏʖτΡεϥϱͶΓΖـ֒ڬΗ͍͗ΕΉͤɽϜηέΏֶړ֮ฯͶՅ
͓ɼϏʖτΡεϥϱઅ͢Ή͢Β͑ɽΏΝಚͥɼ߶͏ϏʖτΡεϥϱͳปͲҕΉΗͱ͢Ή͑
ͺɼ್Կોౕఈʀـۯੜؽ࢘༽ʀϓΟϱͶΓΖـրવ͗චགྷͲͤɽ

ʽ͗ـ֒͠ΗΖྭʾ
˖ϏʖτΡεϥϱͶΓΕڇഋـ͵͏ΦϨΠ
͗ਫ਼͢ɼΦΠϫμϩౕ͗߶ΉΖɽ

ʽրવྭʾ
˖ϏʖτΡεϥϱͺـۯླྀΗΝअΔ͵͏Γ͑Ͷ
ત߶͠ఖౕΉͲͳ͢ɼ଼ཻͤ͗ـۯΖ෨
Νਫ਼ͦ͠͵͏Γ͑Ͷ࠹ঘͤͳݸΖɽ

ഋـ

ഋـ

ΦΠϫμϩ଼ཻ
ـڇ
ʤـʥ

ـڇ
ʤـʥ

ཇं

˖ਕͳֶ͚͗ڳɼ3ҐϏʖτΡεϥϱ
ͶΓΕҕΉΗͱ͏ΖɽปͳؔͲـۯ௪Ε
ಕ͗͏ͱͮ͵͚ڳΖɽ

ླྀΗͶฑߨͶઅ͢ɼ
ـۯ௪ΕಕΝ֮ฯ

ֶ֮ฯ

ഋـ

ـڇʀ૯͵ʹ

ഋـ
ـۯ௪Ε
ಕ͗͏ڳ
ཇं

ཇं

˖ϏʖτΡεϥϱͺـۯླྀΗΝअΔ͵͏Γ͑Ͷ
ླྀΗͶฑߨͶઅ͢ɼـۯ௪ΕಕΝ߁͚֮ฯ
ͤΖɽਕͳֶΝ֮ฯͤΖɽ

3Ґถ࠱
ـڇʀ૯͵ʹ

ʤΝ͑ఖౕ߶͠ϏʖτΡεϥϱʥ
ᶅ ԥਕͳړΝPఖౕҐ֮ฯͲ͘Ζͺɼۯ
ـͶΓʹΊΝࡠΔ͵͏Γ͑Ͷɼ̑๏Ν࠻͗͵͏Γ
͑ͶഓͤΖɽ

✵Ẽࡢ␃ࢰ࣮ࣥ࠶ࡾ
Ẽ⤒㊰ࡀ⊃࠸

ཇं

ୖپグᅗ⾲ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᒣᮏెႹᮾிᕤⱁᏛᩍᤵࠊᑿ᪉ኊ⾜ᮾி㒔❧
Ꮫ㒔ᕷ⎔ቃᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉ຓᩍࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ



ຠᯝⓗ࡞Ẽࡢ࣏ࣥࢺ
㸯㸬ຠᯝⓗ࡞Ẽ㸦ᚲせ࡞Ẽ㔞ࡢ☜ಖ✵Ẽࡢὶࢀࡢ㓄៖㸧
㸫 ᚲせ࡞Ẽ㔞ࡢ☜ಖࡣឤᰁᑐ⟇ࡢᇶᮏ㸦ᚲせ࡞Ẽ㔞ࡢ☜ಖ㸧
ࠐᶵᲔẼࡼࡿᖖẼࢆࠋᐃᮇⓗ࡞ᶵᲔẼ⨨ࡢ☜ㄆࡸࣇࣝࢱΎᤲ➼ࡶ㔜せࠋ
ᶵᲔẼࡣᙉไⓗẼࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࠊᖺ᭶௨㝆ࡣఫᏯࡶタ⨨ࠋ㏻ᖖࡢ࢚ࢥࣥࡣẼᶵ⬟ࡀ࡞࠸ࡇ␃ពࠋ
ࠐᶵᲔẼࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊ❆㛤ࡅẼࢆ⾜࠺ࠋ
㸰᪉ྥࢆ❆㛤ࡅࡿẼຠᯝࡀࡁ࠸ࠋእẼ᮲௳ࢆ⪃៖ࡋᐊෆ⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚Ẽ᪉ἲࢆ㑅ᢥࠋᐊෆ⎔ቃࡢ┠Ᏻࡣࠊ
ᗘΥ㹼Υࠊ┦ᑐ‵ᗘ㸣㹼㸣ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࠐᚲせ࡞Ẽ㔞㸦୍ேᙜࡓࡾẼ㔞Pࢆ┠Ᏻ㸧ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࢆᴫࡡSSP௨ୗ⥔ᣢ㸦ͤ㸯㸧ࠋ
ᚲせẼ㔞ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ ᐃჾ㸦&2ࢭࣥࢧ࣮㸧ࡢά⏝ࡀຠᯝⓗࠋ
㸦ͤ㸯㸧㓟Ⅳ⣲⃰ᗘSSP௨ୗࡘ࠸࡚ࡣ┠Ᏻ࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡞ẼࡸẼὶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ㔜せࠋ
ࠐᚲせ࡞Ẽ㔞ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊẼᡪࠊᡪ㢼ᶵࠊࢧ࣮࣮࢟ࣗࣞࢱࡢࠊ+(3$ࣇࣝࢱࡁࡢ✵ẼΎίᶵ㸦ͤ㸰㸧
ࡢ⏝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ͤ
ͤ㸰㸧㧗ᛶ⬟ᚤ⢏Ꮚ㸦+(3$㸧ࣇࣝࢱ✵ẼΎίᶵ㸸✵Ẽ୰ᾋ㐟ࡍࡿੇࡢᚤ⢏Ꮚࡢ㸣௨ୖࢆ㝖ཤࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟ࠋ✵ẼΎίᶵࡣ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࢆୗࡆࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ␃ពࠋ
㸯㸫㸰

ឤᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢ✵Ẽࡢὶࢀࡢసࡾ᪉㸦✵Ẽࡢὶࢀࡢ㓄៖㸧

ࠐ༑ศ࡞እẼࡢྲྀࡾධࢀ࣭Ẽ࠶ࢃࡏࠊ✵Ẽࡢὶࢀࡼࡾᒁᡤⓗ⏕ࡌࡿ✵Ẽࡢࡼࡳࢆゎᾘࠋ
࢚ࣟࢰࣝࡢⓎ⏕ࡀከ࠸࢚ࣜࡽẼࡋ࡚ࠊᑐഃࡽእẼࢆྲྀࡾධࢀࡿࠊᾋ㐟ࡍࡿ࢚ࣟࢰࣝࢆຠᯝⓗ๐ῶࡍ
ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ
ࠐ✵Ẽࡢὶࢀࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࡢタ⨨
✵Ẽࡢὶࢀࢆ㜼ᐖࡍࡿ㧗࠸ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࡸኳࡽࡢ࣮࢝ࢸࣥ࡞ࡣ✵Ẽࡢὶࢀᑐࡋ࡚ᖹ⾜㓄⨨ࡋࠊ✵Ẽࡢ㏻ࡾ
㐨ࢆタࡅࡿࠋ
┠ࢆそ࠺⛬ᗘࡢ㧗ࡉࡢࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࡣࠊᶓࡢேࡢ㊥㞳ࢆ㸯P⛬ᗘ௨ୖ☜ಖ࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ᪉ྥࢆሰࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍ
ࡿࠋ
ʤˠʥϑϩ؇ཀྵ๑ಝఈݒͶ֚ͤΖࣆॶۂͶͯ͏ͱͺɼಋ๑Ͷ͚ͰخଲԢΝߨ͑ɽ



ຠᯝⓗ࡞Ẽࡢ࣏ࣥࢺ
㸦㧗㱋⪅タࠊᏛᰯࠊಖ⫱ᡤ➼㸧
㸯㸬ຠᯝⓗ࡞Ẽ
㸦Ẽ᪉ἲ㸧
ࠐᶵᲔẼࡼࡿᖖẼࢆ⾜࠺ሙྜࠊᐃᮇⓗ࡞ᶵᲔẼ⨨ࡢ☜ㄆࡸࣇࣝࢱΎᤲ➼ࢆᐇࠋ
࡞࠾ࠊ㏻ᖖࡢᐙᗞ⏝෭ᬮᡣタഛࡣࠊẼᶵ⬟ࡣ࡞࠸ࡇ␃ពࠋ
タ➼ࡢẼ࣭✵ㄪタഛࢆ᭦᪂ࡍࡿ㝿ࡣࠊ㧗࠸Ẽ⬟ຊࢆࡶࡘ✵ㄪタഛࡸࠊ⇕ᶵ⬟ࢆࡶࡘẼタ
ഛࡢࢆ᥎ዡࠋ
㸦⎔ቃ┬ࠕ㧗ᶵ⬟Ẽタഛ➼ࡢᑟධᨭᴗࠖ⿵ຓ㔠➼ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠐᶵᲔẼࡼࡾୗグࡢẼ㔞ࡢ┠Ᏻࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᐊ ࠾ࡼࡧ┦ᑐ‵ᗘࢆ㸫Υ࠾ࡼࡧ㸫
㸣⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛ࠊฟ᮶ࡿࡔࡅ㸰᪉ྥࡢ❆ࢆᖖ㛤ᨺࡍࡿࠊẼ⏝ࣇࣥࡸ+(3$ࣇࣝࢱ
✵ẼΎίᶵࡢ⏝࡞⿵ⓗ࡞ᥐ⨨ࢆ᳨ウࠋࡲࡓࠊᏛᰯ㸦ᗂ⛶ᅬࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᏛᰯ⎔ቃ⾨
⏕ᇶ‽ࠖ➼ᇶ࡙ࡃᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦Ẽࡢ㝿ࡢ␃ពⅬ㸧
ࠐᚲせ࡞Ẽ㔞㸦୍ேᙜࡓࡾẼ㔞Pࢆ┠Ᏻ㸧ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࢆᴫࡡSSP௨
ୗ⥔ᣢࠋࡲࡓࠊᏛᰯ㸦ᗂ⛶ᅬࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖖẼດࡵࡿ࡞ࠕ⾨⏕⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࠖࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ㐺ษ࡞Ẽ➼ࡢᇶᮏⓗ࡞ឤᰁᑐ⟇ࢆᚭᗏࡋࠊẼೃ➼ᛂࡌ࡚ࠊୖグࡢ⿵ⓗ࡞ᥐ⨨ࡶ᳨ウࡋ࡚ࠊ
ฟ᮶ࡿ㝈ࡾSSP┦ᙜࡢẼ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ✵ẼΎίᶵࡣ㓟Ⅳ⣲⃰
ᗘࢆୗࡆࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ␃ពࠋ
ࠐேࡀ㞟ྜࡍࡿሙᡤࡣ୍ⓗẼ㊊࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ≉ࠊ㣗ᇽࠊఇ᠁ᐊࠊ᭦⾰ᐊࠊ
୰ᗯୗ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ ᐃჾ㸦&2ࢭࣥࢧ࣮㸧➼ࡼࡾࠊΰ㞧ࡍࡿ㛫ᖏ࡛ࡶ㓟Ⅳ
⣲⃰ᗘࡀୖグࡢ┠Ᏻࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࠋ
ࠐ࢚ࣟࢰࣝࡢᾋ㐟ࣜࢫࢡࡀప࠸✵㛫㸦ேࡀᑡ࡞࠸ࡇࢁ➼㸧ࡽᾋ㐟ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸✵㛫㸦ேࡀከ࠸
ࡇࢁ➼㸧ྥࡅࡓẼὶࢆࡘࡃࡿࠋࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥ➼ࡣࠊẼὶࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺㓄⨨ࡍࡿࡶࠊタ
ࡢᵓ㐀➼ࡼࡾᒁᡤⓗ⏕ࡌࡿẼ㊊㸦✵Ẽࡢࡼࡳ㸧ࢆゎᾘࠋ
ࠐタࡢᵓ㐀ࡼࡗ࡚㐺ษ࡞Ẽࡢ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛ᐙ㸦ͤ㸧ࡢຓゝࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊタ
యࡢẼࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆ᥎ዡࠋ
㸦ͤ㸧Ẽタഛࢆタィࡋࡓᴗ⪅➼࠾࠸࡚ࡣࠊẼ≧ἣࡸ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ࡞ࢆ☜ㄆࡋࠊẼ㛵ࡍࡿ
ᨵၿ⟇ࡢຓゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᘓ⠏ኈ㐃ྜ࡛ࡣࠊẼ≧ἣࡸ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ࡞ࡢ☜
ㄆẼ㛵ࡍࡿᨵၿ⟇ࡢຓゝࢆ⾜࠺ᘓ⠏ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࢆ┠ⓗㅮ⩦ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ຠᯝⓗ࡞Ẽࡢ࣏ࣥࢺ
㸦㧗㱋⪅タࠊᏛᰯࠊಖ⫱ᡤ➼㸧
㸰㸬Ẽ௨እࡢྲྀ⤌
ୖグࡢᑐ⟇௨እࡶࠊḟࡢᑐᛂࡀ㔜せࠋ
¾ タෆࡢ㣗ᇽ࠾࠸࡚➨୕⪅ㄆドไᗘ‽ᣐࡋࡓឤᰁᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊᏛᰯ㸦ᗂ⛶ᅬࢆྵ
ࡴ㸧ࡢ㣗ᇽࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⾨⏕⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓឤᰁᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
¾ ᭦⾰ᐊࡸ⫋ဨ᥍ᐊ࡞࠾࠸࡚Ẽ㊊ࡀ⏕ࡌࡿሙྜࡣࠊ⏝⪅ࡢேᩘไ㝈➼ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
¾ 㧗㱋⪅タ➼࠾࠸࡚ឤᰁ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣࢰ࣮ࢽࣥࢢࢆ㐺ษ⾜࠺ࡇࠋ

㸱㸬タࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ␃ពⅬ
㸦㧗㱋⪅タ➼㸧
ࠐᮃࡲࡋ࠸✵Ẽࡢὶࢀࡣࠊ࢚͆ࣟࢰࣝࢆⓎ⏕ࡉࡏ࠺ࡿேэࣇࣥ ࢧ࣮࣮࢟ࣗࣞࢱ࣭ᡪ㢼ᶵ эẼཱྀ
Ẽᡪ Ẽ ࣭❆㸩ࣇࣥ ͇ࠋࣇࣥࡣ࢚ࣟࢰࣝࢆⓎ⏕ࡉࡏ࠺ࡿேࡢ㢼ୗഃタ⨨ࡋࠊࡑࡢ㛫
ࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡇࠋ
㸦ㆤࡢሙྜࡣࠊㆤ⪅㸦࣐ࢫࢡ╔⏝㸧 э ⿕ㆤ⪅ э ᡪ㢼ᶵ э Ẽཱྀ>Ẽᡪࡸ❆@ 㸧
ࠐ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸᭷≧⪅ᑐࡋࠊ㣗ࠊධᾎࠊཱྀ⭍ຓࡢࡼ࠺㣕ἓࡀ㣕ᩓࡍࡿㆤࢆ⾜࠺
ሙྜࠊࣇ࢙ࢫࢩ࣮ࣝࢻ࣐ࢫࢡࡢ㔜⏝ࡼࡿ㣕ἓᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡶࠊ㔞Ⓨ⏕ࡍࡿ࢚ࣟ
ࢰࣝᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᒁᡤⓗ࡞Ẽᑐ⟇ࢆᐇࠋ
ࠐ✵Ẽࡀࢫ࣒࣮ࢬὶࢀࡿࡼ࠺ࠊࣇࣥࡢᙉࡉࡸ⨨ࢆㄪᩚࠋ
㸦✵Ẽࡀὶࢀࡿ᪉ྥࢆࠊࢫ࣮ࣔࢡࢸࢫࢱ࣮ࠊ⥺㤶ࠊࢸࢩࣗࡸ⣒࡞ࢆ⏝ࡋ࡚☜ㄆࠋ㸧
ࠐ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ ᐃჾࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᭦⾰ᐊࠊ⬺⾰ᡤࠊ⫋ဨఇ᠁ᐊࡢẼࡢ≧ἣࢆᖖ☜ㄆ
ࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ྠ⏝ࡍࡿேᩘࢆไ㝈ࠋ
ࠐ㝧ᛶ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢࢰ࣮ࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡢຓゝࢆ㋃ࡲ࠼࡚タ⨨ࡋࠊࢰ࣮ࣥ㛫ࡢேࡢ⛣
ື➼ࡢไ㝈ࠊ33(ࡢ⏝࣭ᗫᲠ᪉ἲࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࠋ
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ຠᯝⓗ࡞Ẽࡢ࣏ࣥࢺ
㸦㧗㱋⪅タࠊᏛᰯࠊಖ⫱ᡤ➼㸧
㸱㸬タࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ␃ពⅬ㸦⥆ࡁ㸧
㸦Ꮫᰯ㸧
ࠐᩍᐊࡢẼຍ࠼ࠊ᭦⾰ᐊࠊ୰ᗯୗࠊ⛣ື⏝ࡢ㌴୧ࠊᏛ⏕ᑅ࡞୍ከᩘࡢ⏕ᚐࡀ㞟ࡲࡿሙᡤ࠾
࠸࡚ࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ ᐃჾ➼ࡼࡾᐦ㞟ࡢ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࢆ ᐃࡋࠊẼࡢᨵၿࢆᐇࠋࡲࡓࠊ
ᚲせᛂࡌ࡚ࠊྠ⏝ࡍࡿேᩘࢆไ㝈ࠋ
㸦ಖ⫱ᡤ➼㸧
ࠐタయࡢẼ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊᗂඣࡀ㞟ྜࡍࡿሙᡤࠊᆺࡢ㐟ලෆࡸ㢼㏻ࡋࡢᝏ࠸ሙᡤ࡞
ࡢᐦ㞟ࡢ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࢆ ᐃࡋࠊẼࡢᨵၿࢆᐇࠋ
㸦タෆࡢ㣗ᇽ㸧
ࠐ➨୕⪅ㄆドไᗘ‽ᣐࡋࡓឤᰁᑐ⟇㸦ͤ㸧ࢆᐇࠋࡲࡓࠊᏛᰯ㸦ᗂ⛶ᅬࢆྵࡴ㸧ࡢ㣗ᇽࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⾨⏕⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓឤᰁᑐ⟇ࢆᐇࠋ
㸦ͤ㸧ࢡࣜࣝᯈ➼ࡢタ⨨ཪࡣᗙᖍࡢ㛫㝸ࡢ☜ಖ࣭ᡭᣦᾘẘࡢᚭᗏ࣭㣗୰௨እࡢ࣐ࢫࢡ╔⏝ࡢ᥎ዡ࣭
Ẽࡢᚭᗏ
ࠐᶵᲔẼࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊ᪉ྥࡢ❆㛤ࡅ➼ࡼࡿẼࢆᚭᗏࠋࡲࡓࠊேᩘࡢ㢼ୗ㛗㛫ே
ࡀṆࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࠋ
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