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SBS鎌田財団の目的
趣意
物流はこれまで経済社会の構造変化と共に進歩してきました。近年ではネット通販の発展等 、多様化する消費者ニーズ
に応えるべくサービスの高度化を果たしています。
しかしながら 、サービス品質が向上する一方で 、旧来から効率化という根本的課題を抱え続けています。物流の効率化
は 、物流に直接携わる関係者にとってはもちろんのこと 、企業 、一般消費者にとっても重要な課題であります。また 、輸
送の安全確保も重要課題の一つです。社会に安全・安心を与えるためには 、事故のない輸送を実現しなければなりません。
そして 、もう一つの課題が環境負荷の低減です。物流分野はこれまで大幅なCO2 排出量削減を実現しているものの 、昨今
の地球温暖化の状況から 、さらなる努力を続けなければなりません。
これらの課題解決には 、学際的な研究が継続的に行われる必要があります。当財団は 、物流の学術研究を支援すること
で 、あらゆる産業にかかわりを持ち経済や生活に不可欠な社会インフラである物流の進化を促し、産業全体の競争力強化
と国民生活の向上に寄与することを目的に設立したものであります。

事業
この法人は 、次の各号に掲げる事業を行う。
1. 物流の振興・発展に資する学術研究に対する助成
2. 物流の振興・発展に資する研究集会、シンポジウム 、セミナー等の開催に対する助成
3. 学生・生徒に対する奨学金の給付
4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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物流に関する学術研究を振興するための助成について
物流分野の振興・発展に資する学術研究に対する助成 、同分野における研究集会 、シンポジウム 、セミナー等開催に対
する助成を通じて 、当分野の学術および産業の振興・発展をもって産業全体の発展と国民生活の向上に寄与することによ
る社会貢献を目的とします。
【助成内容】
（１）物流分野の振興・発展に資する学術研究
（２）物流分野の振興・発展に資する研究集会、シンポジウム 、セミナー等の開催
公募によって上記内容の申請に対して 、必要資金の全部または一部を助成
【助成予定件数】
（１）
（２）合わせて 6件、１件50万円を上限とする。
（総額 300万円）
【応募方法】
①毎年１回 大学および関連研究機関に公募の案内を発送（日本全国 400校程度）
②毎年１回 当財団および助成支援団体のホームページ等への掲載により公募
【応募制限】
大学・大学院・その他研究機関に在籍し、物流分野に係る研究活動に従事する個人または団体を対象とする
【募集時期】
募集期間１０月１日〜１１月末
【決定時期】
３月（本人に通知）
【助成期間】
４月１日から１年間
【選考方法】
全ての応募から有識者からなる選考委員会にて選考後 、理事長が助成を決定する。

物流研究助成の選考委員について
当財団の物流研究助成の選考委員は多様な物流業務形態および現場業務に精通した豊富な経験と物流学術研究ならび
に物流コンサルティングなどの実績に富んだ 、幅広い知見を有した識者から構成されています。
選考委員長

靍岡 征人（SBSロジコム株式会社 取締役常務執行役員 営業本部長）
市川 隆一（株式会社サプライチェーン経営研究所
豊増 隆弘（ノーウェアアベニュー株式会社
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代表取締役）

代表取締役）

はじめに
本成果報告書は 2017年度物流研究助成に採択された研究の成果をとりまとめたものである。当年は 、10件の応募が寄
せられ 、7件が採択された。どれも公益性、社会性 、先見性 、そして学術性に優れた研究である。
今回寄せられた研究も雇用・人材活用 、産業技術 、社会問題 、車両内燃機関の環境対策など 、社会インフラである物流ら
しく 、極めて関連範囲が広い。こうした研究・報告が 、今後の物流および産業全体の振興および国民生活向上の一助にな
ることを心から祈っている。
最後に 、当研究助成に貴重な研究成果を寄せられた研究者の皆様をはじめ、ご協力をいただいた全ての方々に心から感
謝を申し上げる次第である。
2020年 1月
公益財団法人 SBS鎌田財団
代表理事

鎌田 正彦

2017年度（2017/7/1〜2018/6/30）物流研究助成事業
助成件数と助成額（2018年2月27日に開かれた理事会で承認）
プログラム

応募件数

物流研究助成
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助成件数（件）

助成金額（千円）

新規採択

継続

合計

新規採択

継続

合計

7

0

7

3,300

0

3,300

採択助成研究一覧（研究期間：2018/4/1〜2019/3/末）
No 氏名（職位）所属機関
1

丹下 博文（教授）
愛知学院大学 経営学部

研究課題
物流業へのワーク・ライフ・バランスの導入と普及に関する研究

飯田 恭平（技師）
2

あいち産業科学技術総合センター

パレタイズ包装貨物の跳ね上がり再現

産業技術センター 環境材料室
3

秋川 卓也（准教授）
日本大学 商学部

買い物弱者対策におけるイノベーションとその運用可能性

竹田 泰典（助教）
4

山形大学 有機材料システム研究推進本部

低コスト簡易RFタグ駆動を目指した印刷型有機整流回路の開発

有機エレクトロニクス研究センター
5

6

7

川原 秀夫（教授）

非定常外気条件を考慮した輸送コンテナ内における熱応答と汗漏れモ

大島商船高等専門学校 商船学科

デルの構築

本庄 孝光（技術専門職員）
大島商船高等専門学校 技術支援センター
浜崎 章洋（教授）
大阪産業大学 経営学部 商学科

廃食用油を燃料とするコモンレール式ディーゼル車製作と運用試験

第 3次「物流共同化実態調査研究報告書」発刊について
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物流業へのワーク・ライフ・バランスの
導入と普及に関する研究
愛知学院大学 経営学部
教授

丹下 博文

1. 研究成果の概要
2. 主な発表論文等
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࠸ࡗࡓᐇែࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᵝࠎ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࡸᏊ⫱࡚ᮇࠊぶࡢㆤ࡞
ࢆ⾜࠺୰㧗ᖺᮇ࠸ࡗࡓே⏕ࡢྛẁ㝵࠾ࡅࡿࢽ࣮ࢬྜࢃࡏ࡚ከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡸ⏕ࡁ᪉ࢆ
㑅ࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᅜᆅ᪉බඹᅋయࡔࡅ࡛࡞ࡃᴗࡸ
ᚑᴗဨࡶ୍య࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ⏕ࡲࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡾࢃࡅᴗࡗ࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡋ࡚ḟࡢㅖⅬࡀ
ᥖࡆࡽࢀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ➨㸯ࡣࠊ㛗㛫ປാࢆᨵၿࡋ࡚ᚑᴗဨࡢᗣࡀᏲࡽࢀࡿࠋ➨㸰
ࡣࠊ௨እࡢ⏕άࢆᐇࡉࡏࡿࡇ࡛ᚑᴗဨࡢ‶㊊ᗘࡸࡢពḧࡀ㧗ࡲࡿࠋ➨㸱ࡣࠊ
▱㆑࣭ᢏ⾡࣭⤒㦂ࡢ࠶ࡿேᮦࡢ㞳⫋ࢆ㜵࠸࡛᭷⬟࡞ேᮦࡢ☜ಖࡘ࡞ࡀࡿࠋ➨㸲ࡣࠊ㝈ࡽ
ࢀࡓ㛫ෆ࡛ࢆ㐙⾜ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢຠ⋡ࡀᅗࡽࢀࡿࠋ➨㸳ࡣࠊ௨እࡢ
⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢどⅬࡸ㐀ᛶࡀ㣴ࢃࢀࡓࡾ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡾࡋ࡚ᚑᴗဨࡢ⬟
ຊྥୖࡘ࡞ࡀࡿࠋ➨㸴ࡣࠊᴗ࣓࣮ࢪࡀྥୖࡋ㹎㹐ຠᯝࡘ࡞ࡀࡿࠊ࡞࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡛ࠕ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ work-life balance ࠖࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣ
21 ୡ⣖࡞ࡗ࡚ࡽ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢⓎ⚈ᆅ࠸࠼ࡿ⡿ᅜ࡛ࡣࡍ࡛
 1980 ᖺ௦ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ⫱ඣㆤࡢ୧᪉ࢆྠ
⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠕࢲࣈࣝࢣࠖࡢၥ㢟ࡀࡼ࠺ࡸࡃ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ2016 ᖺ
㸲᭶ࡣෆ㛶ᗓࡽࠕ⫱ඣㆤࡢࢲࣈࣝࢣࡢᐇែ㛵ࡍࡿㄪᰝࠖሗ࿌ࡶබ⾲ࡉࢀ♫
ၥ㢟ࡋࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢࠕࢲࣈࣝࢣࠖࡣ⡿ᅜ࡛ࡣዪᛶ
ࡢ♫㐍ฟࡸ㛗ᑑࢆ⫼ᬒᏊ౪ࡢୡヰぶࡢㆤࡢ୧᪉ࢧࣥࢻࢵࢳࡢࡼ࠺ᣳࡲࢀ
ࡓࠕࢧࣥࢻࢵࢳୡ௦㸦sandwich generation㸧ࠖࡢቑຍ⌧㇟ࡋ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣋ࣅ࣮
ࣈ࣮࣐࣮ୡ௦ࢆ୰ᚰࢧࣥࢻࢵࢳୡ௦ࡀቑ࠼ࡓࡓࡵᴗ⤒Ⴀࡗ࡚ࡶ῝้࡞ၥ㢟
࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ≧ἣࡀ௨ୗࡢࡼ࠺ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⡿ᅜ࡛ 1980 ᖺ௦༙ࡤࡇࢁࡽᑟධࡉࢀጞࡵ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀࠊࢳࣕࣝࢻ࣭ࢣ㸦child
care㸸Ꮚ⫱࡚㸧ຍ࠼࡚࢚ࣝࢲ࣮࣭ࢣ㸦elder care㸸ぶࡢㆤ㸧ᑐࡍࡿᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ
ᴗෆタࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓືྥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢせᅉࡣ㛗ᑑࡀ㐍ࢇࡔࡇࡸࠊࡑࢀ
ࡲ࡛Ꮚ౪ࡢୡヰࡔࡅ࡛࡞ࡃ㧗㱋ࡋࡓぶࡢୡヰࡶᢸࡗ࡚ࡁࡓዪᛶࡢከࡃࡀ⫋ሙ㐍ฟࡍࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊ࢚ࣝࢲ࣮࣭ࢣࡘ࠸࡚ࡣ⫋ሙ࡛࠶ࡲࡾ
ၥ㢟࡞ࡽ࡞ࡗࡓ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊࡇࡇ࡛⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀࠊᖺ⪁
࠸ࡓぶఱࡀ㉳ࡇࡿᚰ㓄ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ⤖ᒁࠊࡑࡢୡヰ࡞ࡾࡢ㛫࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㈝
ࡸࡍࡇ࡞ࡾࠊࡇࡢࡓࡵఱࡽࡢᝏᙳ㡪ࡀཬࡪࡇ࡞ࡿ࠸࠺ᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚࢚ࣝࢲ࣮࣭ࢣࡣᚑᴗဨࡢࢫࢺࣞࢫࢆ㧗ࡵࡓࡾ㛗ᮇḞࢆቑຍࡉࡏࡓࡾࡋ࡚᭱⤊
ⓗࡣᴗ⏕⏘ᛶࡢపୗࡸᴗ⦼ࡢᝏ࡞ࡗ࡚㊴ࡡ㏉ࡗ࡚ࡃࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠸࠺ࡇࡣᴗෆ࢚ࣝࢲ࣮࣭ࢣࡢᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡣࠊࢧࣥࢻࢵ
ࢳୡ௦ࡢከ࠸ᚑᴗဨࡗ࡚㠀ᖖࣉࣛࢫ࡞ࡿྠࠊࡑࢀࢆᑟධࡍࡿᴗᑐࡋ࡚
ࡶ᭷ᙧ࣭↓ᙧࡢ┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚⡿ᅜ࡛ࡣ᪥ᮏࡼࡾ 20 ᖺࡶ᪩ࡃ࣮࣡
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ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢁࡀ᪥ᮏ࡛
ࡣㆤ㞳⫋࠸࠺⏝ㄒࡍࡽࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓໃࢆ຺ࡍࡿࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂ
ࣛࣥࢫࡢᑟධࡣ᪥ᮏࡢ⏘ᴗࡸ⤒῭ࢆάᛶࡍࡿࡓࡵᚲ㡲ࡢᡓ␎ⓗ࡞ㄢ㢟࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡶࡕࢁࢇᏊ⫱࡚ࡸㆤࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ♫ࡢᐇ⌧ࡣᇶᮏⓗ
ձᬽࡽࡋࡢ⤒῭ⓗ࡞ᇶ┙ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࠊղᗣࡀಖᣢࡉࢀ㇏࡞⏕άࡀ࡛ࡁࡿࠊճᛶࡸᖺ
㱋࡞ࢃࡽࡎㄡࡶࡀពḧ⬟ຊࢆࡶࡗ࡚ാࡅࡿࠊ࡞ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶᛀࢀ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࠕ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࠖࡣ࢝ࢱ࢝ࢼⱥㄒ࡛ඖࠎࡣ͂work-life balance̓࠸࠺ⱥㄒ
࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕ⏕άࡢㄪࠖ㑥ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶ᥎

ࡉࢀࡿࡼ࠺ㄒ※ⓗ

ࡣ⡿ᅜ࡛ㄌ⏕ࡋࠊ♫㈉⊩㸦philanthropy㸧ࡸࢧࣥࢻࢵࢳୡ௦㸦sandwich generation㸧
ྠࡌࡼ࠺᪥ᮏἼཬࡋࡓᴫᛕᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ WorkLifeExpert.com ࠸࠺࢙࢘ࣈ
ࢧࢺᥖ㍕ࡉࢀࡓ㈨ᩱ㸦⡿ᅜࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ♫ Work-Life Balance Mastery &
Motivation Mastermind ࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸧ࢆᇶ⡿ᅜࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࡳࡿࠊ2008 ᖺ 6 ᭶ࢸ࢟
ࢧࢫᕞࡢᕞ㒔࣮࢜ࢫࢳࣥ࠾࠸࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿᡂேᑐࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ
ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫㄪᰝ㸦Work-Life Balance study㸧ࡢ⤖ᯝࡀ௨ୗࡢࡼ࠺ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


Research among 1,789 adults showed that most people believe that Work-Life Balance is

impossible.

Among working women, a whopping 87% believe that Work-Life Balance is not

possible to achieve.
not possible.

Among working men, an even higher 89% said that Work-Life Balance was



Analysis of the research results also showed that 96% of these working adults felt that the
work-life programs offered by their companies were either ineffectual or inaccessible. Indeed,
most of the respondents saw their failure to achieve work-life balance as linked to the failure of
their company’s work-life programs.
 せࡍࡿࠊ⡿ᅜ࡛ࡣ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡣ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢཎᅉࡣ
ᴗࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦work-life program㸧ࡀຠᯝࢆⓎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡽࡔࠊ
ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢศᯒ⤖ᯝ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿሙྜࠊ2008 ᖺ㸷᭶ࣜ
࣮࣐࣭ࣥࢩࣙࢵࢡ㸦Lehman Shock㸧ࡤࢀࡿ㔠⼥༴ᶵࡀⓎ⏕ࡋࡓ┤๓ࡢᮇ࡛࠶ࡿⅬࡸࠊ
᪥ᮏ࡛㞟ᅋ⩏ࡀᇶᮏⓗ࡛࠶ࡿࡢ␗࡞ࡾ⡿ᅜ࡛ࡣಶே⩏ࡀὶ࡛࠶ࡿⅬࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ኚ⯆῝࠸ࡢࡣࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀࢀ࡚࠸࡞࠸ೃ
㸦The Top 10 Signs that Work-Life is not balanced㸧ࡋ࡚ḟࡢ 10 㡯┠ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛
࠶ࡿࠋ
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  1.

Poor or worsening relationship with significant other

  2.

Not enough time spent with friends

  3.

Feeling constantly stressed/on-edge/cranky/angry

  4.

Declining work performance

  5.

Inability to focus on the tasks at hand

  6.

Trouble sleeping

  7.

Children acting up

  8.

Constant feeling of fatigue

  9.

No time for hobbies
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  10.

Trouble enjoying vacations

ࡇ࠺ࡋ࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡣ㐩ᡂྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᴗࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡗ࡚㐩
ᡂࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸦work㸧ࠊᐙ᪘㸦familyࠊே㸦friends㸧ࠊፗᴦ㸦fun㸧ࠊ⮬㌟㸦self㸧
࠸࠺㸳ࡘࡢせ࡞⏕ά㡿ᇦ࠾࠸࡚㐺ษ࡞ㄪ㸦proper mixture㸧ࡀࢀࡓሙྜࡢࡳ㐩
ᡂ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵಶேⓗ࡞ᐇ⾜ィ⏬㸦personalized action-plan㸧ࢆ❧࡚࡚ᐇࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ⤖ㄽ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆ࠸ࡸࡍࡃࣅࢪࣗࣝࡋࡓࠕ⏕άࡢ㍯㸦Wheel Of
Life㸧ࠖ
㸦Paul J. Meyer ࡢ⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡃ㸧
ࡋ࡚ Relationship, Physical Health, Spiritual, Finance,
Community, Learning, Business, Fun ࠸࠺㸶㡯┠ࡢせ⣲ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡽࡢ㛫ࣂࣛ
ࣥࢫࡀࢀ࡚࠸ࡿྰࡀ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྰࡢุ᩿ᮦᩱ
࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᛁࡋࡗࡓࡾ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ⏕άࡢ㔜せ࡞㒊ศ
ὀពࢆᡶࢃ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡾࠊ⤖ᒁࡣ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢせ⣲ࡢ㛫ࡢࣂ
ࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚⏕ά⮬యࡢࣂࣛࣥࢫࡀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶
ࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡛࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀᬑཬࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸧 ᭶ᐁẸࢺࢵࣉ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࠕ⏕άࡢㄪ㸦࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㸧
᠇❶ࠖ࠾ࡼࡧࠕ⏕άࡢㄪ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⾜ືᣦ㔪ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ➃ࢆⓎࡍࡿࠋ
ࡇࢀࢆዎᶵෆ㛶ᗓࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁࡽ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌ࡀ
ḟࠎ⾜ࢃࢀാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᕸ▼࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡉࢀࡿࠋ࠼ࡤാࡁ᪉ࡢ

ᴟ➼ࡢ⌧㇟ࡀḟࡢࡼ࠺ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡃࠕᅜෆእ࠾ࡅࡿᴗ㛫➇தࡢ⃭ࠊ㛗
ᮇⓗ࡞⤒῭ࡢప㏞ࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚࡼࡾࠊ⏕άࡢᏳࢆᢪ࠼ࡿṇ♫ဨ௨እࡢປാ⪅ࡀ
ᖜቑຍࡍࡿ୍᪉࡛ࠊṇ♫ဨࡢປാ㛫ࡣ㧗Ṇࡲࡾࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
᪉ࠊ┈ࡢప㏞ࡸ⏕⏘ᛶྥୖࡀᅔ㞴࡞ࡢ⌮⏤ࡽࠊാࡁ᪉ࡢぢ┤ࡋྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ㞴
ࡋ࠸ᴗࡶᏑᅾࡍࡿࠖࠋ
 ࡑࡶࡑࡶࠊࡇࡢ᠇❶⟇ᐃࡢ⫼ᬒࡋ࡚⌧ᐇ♫࡛ࡣḟࡢࡼ࠺⏕άࡢ㛫࡛ၥ㢟ࢆ
ᢪ࠼ࡿேࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺ᐇែࡀ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣձᏳᐃ
ࡋࡓᑵࡅࡎ⤒῭ⓗ⮬❧࡛ࡁ࡞࠸ࠊղ㏣ࢃࢀᚰ㌟ࡢ⑂ປࡽᗣࢆᐖࡍࡿࠊ
ճᏊ⫱࡚ࡸ⪁ぶࡢㆤࡢ୧❧ᝎࡴࠊ࡞࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭
ࣂࣛࣥࢫ᠇❶ࡼࡿ⏕άࡀㄪࡋࡓ♫ࡣࠕᅜẸ୍ேࡦࡾࡀࡸࡾࡀ࠸ࡸᐇឤ
ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽാࡁࠊୖࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡶᐙᗞࡸᆅᇦ⏕ά࡞࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ⫱
࡚ᮇࠊ୰㧗ᖺᮇ࠸ࡗࡓே⏕ࡢྛẁ㝵ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞⏕ࡁ᪉ࡀ㑅ᢥ࣭ᐇ⌧࡛ࡁࡿ♫ࠖ
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑡᏊ㧗㱋♫ࡢᑐᛂࡀᅵྎ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ
ࡣձᑵປࡼࡿ⤒῭ⓗ⮬❧ࡀྍ⬟࡞♫ࠊղᗣ࡛㇏࡞⏕άࡢࡓࡵࡢ㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁ
ࡿ♫ࠊճከᵝ࡞ാࡁ᪉࣭⏕ࡁ᪉ࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ♫ࠊࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
  ᖺ௦࡞ࡗ࡚ࡽࡣ㛗㛫ປാ㉳ᅉࡍࡿ㐣ປṚࡸ⮬ẅࠊࢺࣛࢵࢡࡼࡿᝒ࡞Ṛ
ஸᨾࡀ♫ၥ㢟ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᨻᗓࡼࡿࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢ᥎㐍ࢸ࣮࣐ࡋ࡚㸷㡯
┠ࡀᥖࡆࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࡞࡛ࡶ≀ὶᴗࡢ୰᰾࡞ࡿࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊղປാ⏕⏘ᛶࡢྥୖ㸦≉ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡣᅜ㝿ⓗప࠸㸧ࠊճ㛫እປാࡼࡿ㛗㛫
ປാࡢṇࠊࡑࡋ࡚նዪᛶࡸⱝ⪅ࡀά㌍ࡋࡸࡍ࠸⫋ሙ⎔ቃࡢᩚഛࠊ࠸ࡗࡓ㸱㡯┠ࡀὀ┠
ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊṧᴗつไ࡞ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔാࡁ᪉ᨵ㠉㛵㐃ἲࡀ  ᖺ㸴᭶
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ᡂ❧ࡋ  ᖺ㸲᭶⾜ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡉࡽୖグࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ᠇❶㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌ࡀෆ㛶ᗓࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬
ᒁ㸦⏕άࡢㄪ᥎㐍ᐊ㸧ࡽ௨ୗิグࡍࡿࡼ࠺ 2016 ᖺࡽάⓎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽࡶㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡣ᭱ึࡣዪᛶࡢ♫
㐍ฟࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠸࠺ព⩏ࡀᙉࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᐇ㝿ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ 1986 ᖺ⏨
ዪ㞠⏝ᶵᆒ➼ἲࡀ⾜ࡉࢀࡓࡀࠊ2016 ᖺ⾜ࡉࢀࡓዪᛶά㌍᥎㐍ἲ㸦ዪᛶࡢ⫋ᴗ⏕ά
࠾ࡅࡿά㌍ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸧ࡢ⾜ࡀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࠋ
     ڦᖺ㸸 ♫ෆ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ㞟
    ڦᖺ㸸 ⏕άࡢㄪ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿㄪ
ᰝ◊✲ሗ࿌᭩
   ڦᖺ㸸 ㄪ㐩ࢆά⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ➼᥎㐍㞟
   ڦᖺ㸸 ⏕άࡢㄪ㸦࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㸧࣏࣮ࣞࢺ 
    ڦᖺ㸸  Ẹ㛫ᴗ࠾ࡅࡿㄪ㐩ࢆά⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ➼᥎㐍ࡢ
ຍ㏿㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩
 ࡇࢀࡽࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࡢ࡞࡛࠼ࡤ᭱ᚋᥖ㍕ࡋࡓ 2017 ᖺࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩࡛ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡞グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠕ㛗㛫ປാࡢᢚไྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ປാ㛫つไ࡞ാࡁ
᪉ᨵ㠉ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿ୰࡛ࠊẸ㛫ᴗࡢㄪ㐩࠾࠸࡚ࡶാࡁ᪉ࡢぢ┤ࡋࢆ㏻ࡌ࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛ
ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿᴗࢆホ౯ࡍࡿྲྀ⤌ࡀ㐍ࡴࡇࡣࠊᴗࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫య࡛࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ➼ࡢ᥎㐍ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗࡶࠊᴗࡶᑐ㇟ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ┠ᣦࡍᅜ㐃ࡢࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦㹑
㹂㹅㹱㸧ࠖࡢྲྀ⤌ࡸࠊࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢆ㏻ࡌࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆồࡵࡿ㹇㹑㹍20400㸦ᣢ⥆ྍ
⬟࡞ㄪ㐩㛵ࡍࡿᅜ㝿つ᱁㸧ࡢ⟇ᐃ࡞ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠋࡇ࠺ࡋ࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭
ࣂࣛࣥࢫࡣ㹑㹁㹋యࡔࡅ࡛࡞ࡃᅜ㝿ⓗࡶᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺᪥ᮏ࡛ࡣࡍ࡛ 10 ᖺ௨ୖࡶ๓ࡢ 2007 ᖺ㸦ᖹᡂ 19 ᖺ㸧ෆ㛶ᗓ
ࡽࠕ⏕άࡢㄪ㸦࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㸧᠇❶ࠖࡑࢀࢆ᥎㐍ࡍࡿ⾜ືᣦ㔪ࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠊᅜᅵ㏻┬ࡸ᪥ᮏࢺࣛࢵࢡ༠ࡼࡾᗣಁ㐍ࡸ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅ
࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᑟධᑐࡍࡿࡁ࡞ᣦ㔪ࡸ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࡣ≀ὶࡢ⌧ሙጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡾࠊ≀ὶศ㔝࡛᪥ᮏ᭱
ࡢᏛ⾡ᅋయ࡞ࡿ᪥ᮏ≀ὶᏛࡢ◊✲ሗ࿌ࡸᏛㄅࡢᢞ✏ㄽᩥࢆㄪ࡚ࡶᏛ⾡◊✲ࡣ
ᮍࡔᮏ᱁ⓗᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ࠸࠺᪂ࡋ
࠸ᴫᛕࡀᾏእࡽᑟධࡉࢀࡓ⤒⦋㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡉࢀࡿࠋ

 ᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺࡀࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ඖᖺࠖࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗࢆ୰᰾ࡍࡿ
≀ὶᴗ࠾ࡅࡿാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ࣏ࣥࢺࡣḟࡢ㸱Ⅼ㞟⣙࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨㸯ࡣ࣮࣡ࢡ࣭
ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡣ⫱ඣࡸㆤࡢ㓄៖ࢆᐇࡋ㞟୰࡛
ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࡓࡾࠊ㊃ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࡞ࡢ⮬ᕫၨⓎࡢ㛫ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨㸰ࡣࠊ㛗㛫ປാࡢ๐ῶ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡣ㛫⤥ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ
≀ὶရ㉁࡞ࢃࡿෆᐜࢆ㧗ຍ౯್ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢺࣛࢵ
ࢡࢻࣛࣂ࣮࡞ࡢປാຊ㊊ࡢゎᾘ㛵ࡋ࡚ࡣዪᛶࠊ㧗㱋⪅ࠊእᅜேࡢά⏝ࡀᐃࡉࢀ
ࡿࡀࠊዪᛶࡢά⏝ࡀ᭱ࡶ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨㸱ࡣ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠋ≀ὶᴗ
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ࡣᇶᮏⓗࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢࢧ࣮ࣅࢫᴗࡣࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡸࠕẼ㓄ࡾࠖ࠸ࡗࡓ
≉᭷ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐ࣥࢻࡀ࠶ࡿࡢࡶࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢ⏕⏘ᛶࡣ⡿Ḣẚ࡚ᅜ㝿ⓗ
ప࠸Ỉ‽࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᚋࡣᢏ⾡㠉᪂㸦ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧ࡶ㹉㹎㹇㸦㔜せ
ᴗ⦼ホ౯ᣦᩘ㸧ࡼࡿぢ࠼ࡿ㸦ྍど㸧ࡀྍḞ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ≀ὶ࠾ࡅࡿ㍺㏦ᶵ㛵ูࡢศᢸ⋡㸦ࢺ࣮ࣥ࣌ࢫ㸸 ᖺᗘ㸧ࢆࡳࡿࠊ
⮬ື㌴㸦㈌≀ࢺࣛࢵࢡ㸧ࡀ 㸣ࢆ༨ࡵ≀ὶᴗࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࢺࣛࢵࢡ㐠㏦
ᴗ࡛ࡣ୰ᑠᴗ⋡ࡀ㠀ᖖ㧗ࡃᴟࡵ࡚㞽⣽ᛶࡀᙉ࠸ホࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛  ᖺ⛅ᐇ
ࡉࢀࡓ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢࠕᆅᇦ⤒῭  ㄪᰝࠖ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿࠊᆅ᪉࡛ࡣேཱྀῶࡼࡿ
ேᡭ㊊ࡀ㒔ᕷ㒊௨ୖ῝้ࡋࠊᆅ᪉ᴗࡣാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙ࡙ࡃࡾື࠸࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿
ࡶ 㸣ࡢᴗࢺࢵࣉࡀാࡁ᪉ᨵ㠉ࠕࡍ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡋ 㸣ࡀࠕண
ᐃࡀ࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚➨㸯ࡀṧᴗ㛫ࡢୖ㝈つไ
㸦㸣㸧ࠊ➨㸰ࡀዪᛶࡢ⫋ᨭ㸦㸣㸧ࠊ➨㸱ࡀົ㛫ࡢᰂ㌾㸦㸣㸧ࠊ
➨㸲ࡀ⏨ᛶࡢ⫱ఇྲྀᚓಁ㐍㸦㸣㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡾࢃࡅዪᛶࡢά㌍᥎㐍ࡣዪᛶ⟶
⌮⫋ẚ⋡ࡀపࡃ㐨༙ࡤ㸦ᨻᗓ┠ᶆࡣ  ᖺ㸱㸮㸣ࠊࡓࡔࡋዪᛶᙺဨẚ⋡ࡣ㸯㸮㸣㸧ホࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤ≀ὶᴗࡢ୰᰾࡞ࡿࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᑟධ
ᬑཬࡣࠊ㛗㛫ປാࢆゎᾘࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ᭱⤊ⓗࡣ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡶᐤࡍࡿࡶ
ࢺ࣮ࣛ࢞ࣝ㸦ࢺࣛࢵࢡ࣭࣮࢞ࣝࡢ␎⛠࡛ዪᛶࢺࣛࢵࢡࢻࣛࣂ࣮ࢆᣦࡍ㐀ㄒ㸧ࡢቑຍࢆ
᥎㐍ࡋࢺࣛࢵࢡࢻࣛࣂ࣮㊊ၥ㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡿⅬ࡛ᚋࠊ≀ὶᴗ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᡓ
␎ⓗㄢ㢟⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊ≀ὶᴗࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᑟධᬑ
ཬ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢព⩏ࡣᴟࡵ࡚ࡁࡃࠊᚋࡶ◊✲άືࢆ⥅⥆ࡋ≀ὶᴗࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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パレタイズ包装貨物の跳ね上がり再現
あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター 環境材料室
技師

飯田 恭平

1. 研究開始当初の背景
2. 研究の目的
3. 研究の方法
4. 研究成果
5. 今後の課題
6. 主な発表論文等
7. 参考文献
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◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ

 ໟ㈌≀ࢆ㍺㏦ࡍࡿ๓ࠊ㍺㏦୰ලྜࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᵝࠎ࡞ホ
౯ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡽࡺࡿ㍺㏦⤒㊰࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡍ࡚ࡢ⌧㇟ࢆホ౯
ヨ㦂࡛⌧ࡍࡿࡇࡣ㠀ᖖ㞴ࡋࡃࠊホ౯ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓໟ㈌≀࡛ࡶලྜࡀⓎ⏕
ࡍࡿࡇࡀ⛥㉳ࡁࡿࠋලྜࡢⓎ⏕ࡣᵝࠎ࡞せᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘࠊ
㍺㏦୰ࡢ㌴୧ࡀ㊰㠃ࡢẁᕪࢆࡾ㉺࠼ࡿ㝿ࡢໟ㈌≀ࡢ㊴ࡡୖࡀࡾࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㍺㏦⎔ቃㄪᰝ࡛ࡣࠊᅜෆእ࡛ࡢ㍺㏦୰ࠊ㊰㠃ࡢẁᕪཪࡣ⁁
ࡼࡗ࡚ໟ㈌≀ᙉ࠸⾪ᧁࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)2)3)ࠋࡲࡓࠊᏯ㓄౽ᴗ⪅ࡼ
ࡗ࡚㍺㏦ࡋࡓሙྜࠊ㊰㠃ࡢẁᕪࡢᅉᯝ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ10cm ௨ୗ
ࡽࡢⴠୗ┦ᙜࡍࡿ⾪ᧁࡢⓎ⏕㢖ᗘࡀ㠀ᖖ㧗࠸ࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿ 4)ࠋ
 ㊰㠃ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡍࡿ㝿ࡢໟ㈌≀Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁࡣ JIS Z0200ࠕໟ㈌≀㸫ᛶ⬟ヨ㦂᪉
ἲ୍⯡㏻๎࡛ࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿືヨ㦂ⴠୗヨ㦂ࡢ୰㛫⛬ᗘࡢ⾪ᧁࡔ᥎

ࡍࡿࡇࡀ

࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⾪ᧁࢆᑐ㇟ࡋࡓᵝࠎ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 5)ࡀࠊᐇ㝿
ࡢ㍺㏦⏝㌴୧ࡀ㊰㠃ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡋࡓ㝿ࡢໟ㈌≀ࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࠊᐊෆヨ
㦂࡛⌧ࡋࡓࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡢ▱ࡿ⠊ᅖ࡛ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

◊✲ࡢ┠ⓗ
ࡇࢀࡲ࡛➹⪅ࡣࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽㸦༢య㸧ࢆࣔࢹࣝࠊ㍺㏦୰ࡢ㌴୧ࡀẁᕪࢆ㏻㐣ࡍࡿ㝿
ࡢẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢ㊴ࡡୖࡀࡾࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢ㝿Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁຍ㏿ᗘࢆᐊෆヨ㦂࡛⌧ࡍࡿ
᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐇ㍺㏦⎔ቃࢆࡼࡾṇ☜ᶍᨃࡍࡿࡓࡵࠊ
」ᩘࡢẁ࣮࣎ࣝ⟽ࢆࣃࣞࢱࢬࡋࡓໟ㈌≀ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽
Ⓨ⏕ࡋࡓ⾪ᧁຍ㏿ᗘࢆᐊෆヨ㦂࡛⌧ࡍࡿ᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
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◊✲ࡢ᪉ἲ

 ᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࡢసᡂ

 ẁ࣮࣎ࣝ〇ࡢࢲ࣑࣮㈌≀㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࢆᇙࡵ㎸ࢇࡔࢲ࣑࣮㈌≀ࢆ⦆⾪ᮦẁ࣮࣎
ࣝ⟽࡛Ვໟࡋࡓᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࢆసᡂࡋࡓࠋ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲ㸦ᰴᘧ♫ࢫࣜࢵࢡ〇ࠊ 
G-MEN DR100㸧ࢆ⏝࠸ࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢእᙧᑍἲࡣ 340×210×200mm ࡋࡓࠋᐇ㦂⏝Ვໟ
⟽ࡢእほཬࡧ⦆⾪ᮦࡢᑍἲࢆᅗ
ᅗ㸯♧ࡍࠋ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࡢ ᐃ᮲௳ࡣࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࿘
ᮇ㸸0.001 ⛊ࢺ࣮ࣞࢫ࣮ࣔࢻ㸦 ᐃ㛫 65 ⛊㸧
ࠊᛂ⟅࿘Ἴᩘ㸸100Hz ࡋࡓࠋ










ⓎἻಸ⋡㸸25 ಸ





ᅗ㸯 ᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࡢእほཬࡧ⦆⾪ᮦࡢᑍἲ
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 ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ✚ࡳ᪉

 ᅗ㸰♧ࡍࡼ࠺ࠊᶞ⬡〇ࣃࣞࢵࢺࡢୖ 3×5 ⟽ࡢᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࢆࡑࡢࡲࡲ 5 ẁ✚ࡳ
㔜ࡡࡓᲬ✚ࡳወᩘẁᑐࡋ࡚അᩘẁࢆ 90 ᗘᅇ㌿ࡉࡏ࡚ 5 ẁ✚ࡳ㔜ࡡࡓ✚ࡳࡢࣃࣞ
ࢱࢬໟ㈌≀ࢆసᡂࡋࡓࠋᐇ㦂ࡣࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࢩࣗࣜࣥࢡࣇ࣒ࣝࢆᕳࡁࠊⲴ
ᔂࢀࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸≧ែ࡛⾜ࡗࡓࠋ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࡣᐇ㦂ࡢ㌴୧ࡢ㐍⾜᪉ྥᑐࡋ࡚ࠊ
๓ᚋ᪉ྥࡢ᭱๓㒊ࠊ୰ኸ㒊ࠊ᭱ᚋ㒊ࠊୖୗ᪉ྥ࡛ࡣ᭱ୗẁࠊ୰ኸẁࠊ᭱ୖẁࠊᕥྑ᪉ྥ
ᑐࡋ࡚ࡣ୰ኸิࡢࡳࡢྜィ 9 ࣨᡤࡢᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࡢ⨨ᦚ㍕ࡋࡓࠋ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲ
ࡣࡑࢀࡒࢀ␒ྕࢆࡅࠊ␒ྕࡢࡅ᪉ࢆᅗ
ᅗ㸱♧ࡍࠋ











ᅗ㸰 ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ✚ࡳ᪉
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2017年度研究報告

 ㌴୧ࢆ⏝࠸ࡓẁᕪ㏻㐣ᐇ㦂᪉ἲ
 ᅗ㸲♧ࡍࡼ࠺ࠊࢫࣇࣝࢺୖ㐍⾜᪉ྥᑐࡋ࡚㐃⥆ࡋ࡚ẁᕪࢆ㸰ಶタ⨨ࡋࠊࣃ
ࣞࢱࢬໟ㈌≀ࢆᦚ㍕ࡋࡓ㌴୧㸦ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ♫〇ࠊࢱ࢚࣮࢘ࣥࢫࢺࣛࢵࢡ㸧࡛
ẁᕪࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋẁᕪࡢタ⨨㛫㝸ཬࡧ᩿㠃ᑍἲࢆᅗ
ᅗ㸳♧ࡍࠋࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡣ㌴୧
ࡢᚋ㍯ࡢ㖄┤⥺ୖᅛᐃࡏࡎᦚ㍕ࡋࡓࠋ㌴୧ࡀẁᕪࢆ㏻㐣ࡋࡓ㝿㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲ
Ⓨ⏕ࡋࡓ⾪ᧁຍ㏿ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡣ 3 ㍈᪉ྥࡢྜᡂ್ࢆ ᐃࡋࡓࠋᐇ㦂ࡣ㌴୧
㏿ᗘࢆኚ࠼࡞ࡀࡽࠊྛ᮲௳࡛ 20 ᅇ⾜ࡗࡓࠋ㧗㏿ᗘ࣓࢝ࣛ㸦ᰴᘧ♫ࣇ࢛ࢺࣟࣥ〇ࠊHV-W
modelA㸧ࢆࢫࣇࣝࢺୖタ⨨ࡋࠊᙳࡋࡓ⏬ീࡽẁᕪ㏻㐣ࡢ㌴୧㏿ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋ
㧗㏿ᗘ࣓࢝ࣛࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞࣞࢺࡣ 500fps ࡋࡓࠋ













ᅗ㸲 ẁᕪཬࡧ㌴୧ࡢእほ










ᅗ㸳 ẁᕪࡢタ⨨㛫㝸ཬࡧ᩿㠃ᑍἲ
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◊✲ᡂᯝ

 ㌴୧ࢆ⏝࠸ࡓẁᕪ㏻㐣ᐇ㦂

 ẁᕪ㏻㐣ࡢ㌴୧㏿ᗘ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲⓎ⏕ࡋࡓ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀࢆ⾲
⾲㸯ཬࡧ⾲
⾲㸰
♧ࡍࠋᮏᐇ㦂࡛᭱ࡶࡁ࡞⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀⓎ⏕ࡋࡓ᮲௳ࡣࠊᲬ✚ࡳࡢሙྜ࡛ࡣࠊ㌴୧㏿ᗘ
9.7km/h ࡢճࡢ⨨㸦510m/s2㸧
ࠊ✚ࡳࡢሙྜ࡛ࡣࠊ㌴୧㏿ᗘ 10.0km/h ࡢճࡢ⨨
㸦570m/s2㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྛ㌴୧㏿ᗘ࡛⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡗࡓ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࡢ⨨ὀ┠ࢆࡍࡿࠋᲬ
✚ࡳ࡛ࡣࠊճ㸸16 ᅇࠊղ㸸2 ᅇࠊձ㸸1 ᅇࠊչ㸸1 ᅇࠊ✚ࡳ࡛ࡣࠊճ㸸16 ᅇࠊձ㸸3
ᅇࠊչ㸸2 ᅇ㸦5.7km/h ࡛ճչ࡛ྠ᭱࡞ࡗࡓࡓࡵࠊྜィࡀ 21 ᅇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ㌴୧㏿ᗘࢆṇ☜ไᚚࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࡓࡵ㌴୧㏿ᗘࡣ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ᮏ⤖ᯝࡽࡣ≉᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୗẁࡢճࡢ⨨࡛ࡁ࡞⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࡇࡀศ
ࡗࡓࠋ
⾲㸱ྛ⨨࡛ࠊ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡗࡓ㌴୧㏿ᗘࢆ♧ࡍࠋ⨨ࡼࡗ࡚ࠊ⾪ᧁ
ຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡿ㌴୧㏿ᗘࡣ␗࡞ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋᅇࡢᐇ㦂᮲௳࡛ࡣࠊ᭱ᚋ㒊
ࡣ㌴୧㏿ᗘ 10km/h ㏆ࠊ᭱๓㒊ཬࡧ୰ኸ㒊ࡣ㌴୧㏿ᗘ 13km/h ㏆࡛⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀࡁࡃ
࡞ࡗࡓࠋ㧗㏿ᗘ࣓࡛࢝ࣛᙳࡋࡓ⏬ീࡽࠊ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡿ㌴୧㏿ᗘ㐪࠸
ࡀⓎ⏕ࡋࡓせᅉࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⏬ീࡽࡣ㌴୧ࡢᚋ㍯ࡀ୍ࡘ┠ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡋࡓࣃࣞࢱ
ࢬໟ㈌≀ࡀ㊴ࡡୖࡀࡾࠊ๓㒊ࠊᚋ㒊ࡢ㡰␒࡛╔ᆅࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
㌴୧㏿ᗘ 10km/h ㏆࡛ࡣࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢᚋ㒊ࡀ╔ᆅࡍࡿ▐㛫㌴୧ࡢᚋ㍯ࡀࡘ
┠ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
㌴୧㏿ᗘ 13km/h ㏆࡛ࡣࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ๓㒊ࡀ╔ᆅࡍࡿ
▐㛫ࠊ㌴୧ࡢᚋ㍯ࡀࡘ┠ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶศࡗࡓࠋࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀
ࡀ㊴ࡡୖࡀࡾࠊ╔ᆅࡍࡿ▐㛫㌴୧ࡢᚋ㍯ࡀࡘ┠ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡍࡿ᮲௳࡛ࡁ࡞⾪ᧁຍ
㏿ᗘࡀⓎ⏕ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ๓㒊ᚋ㒊࡛㊴ࡡୖࡀࡾࡽ╔ᆅࡍࡿ
ࡲ࡛ࡢ㛫ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ⨨ࡼࡗ࡚⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡿ㌴୧㏿ᗘ㐪࠸ࡀⓎ
⏕ࡍࡿࡇࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ᅗ㸴ཬࡧᅗ
ᅗ㸵᭱ୗẁࡢձࠊղࠊճࡢ⨨࡛ࡢ㌴୧㏿ᗘ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ᭱
ᚋ㒊ࡢճ࡛ࡣ 10km/h ㏆࡛⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡾࠊ
ࡉࡽ㌴୧㏿ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡿ⾪
ᧁຍ㏿ᗘࡀῶᑡࡋጞࡵࡓࠋᅇࡢᐇ㦂᮲௳࡛ࡣࠊᲬ✚ࡳ࡛ࡣ⾪ᧁຍ㏿ᗘ 150m/s2㸦㌴୧㏿ᗘ
14.8km/h㸧
ࠊ✚ࡳ࡛ࡣ⾪ᧁຍ㏿ᗘ 90m/s2㸦㌴୧㏿ᗘ 14.5km/h㸧ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࠋῶᑡࡋ
ࡓせᅉࡋ࡚ࡣࠊ㌴୧㏿ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡿࡇ୍࡛ࡘ┠ࡢẁᕪ㏻㐣㊴ࡡୖࡀࡗࡓࣃࣞࢱ
ࢬໟ㈌≀ࡀ╔ᆅࡍࡿ๓㌴୧ࡢᚋ㍯ࡀ 2 ࡘ┠ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࣃࣞࢱࢬ
ໟ㈌≀ࡀ╔ᆅࡍࡿⲴྎࡢ⨨ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ᭱ᚋ㒊ࡢճࡢ⨨ࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡣ㌴୧㏿ᗘ࠾ࡼࡑ 10km/h ࡽ 15km/h ࡢ⠊ᅖ࡛ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡃࡀࠊ᭱๓㒊ձཬࡧ୰ኸ㒊ղࡢ⨨࡛ࡣ 13km/h ㏆࡛⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ
᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣࠊ᭱๓㒊ձཬࡧ୰ኸ㒊ղࡢ⨨࡛ࡶ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
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⾲㸯 ㌴୧㏿ᗘ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀ㸦Წ✚ࡳ㸧





















⾲㸰 ㌴୧㏿ᗘ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀ㸦✚ࡳ㸧


















2017年度 物流研究助成 成果報告書

23

2017年度研究報告




⾲㸱 ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡗࡓ㌴୧㏿ᗘ























ᅗ㸴 ㌴୧㏿ᗘ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀ㸦Წ✚ࡳࠊձࠊղࠊճ㸧













ᅗ㸵 ㌴୧㏿ᗘ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀ㸦✚ࡳࠊձࠊղࠊճ㸧
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 ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ⾪ᧁ⌧
 ᮏᐇ㦂࡛᭱ࡶࡁ࡞⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀⓎ⏕ࡋࡓ᮲௳ࡣࠊ✚ࡳ࡛㌴୧㏿ᗘ 10km/h ࡛ẁᕪࢆ
㏻㐣ࡋࡓ㝿ࡢ᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୗẁճࡢ⨨(⾪ᧁຍ㏿ᗘ㸸570m/s2ࠊ⾪ᧁస⏝㛫㸸11msࠊ㏿ᗘ
ኚ㔞㸸2.5m/s)࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୗẁճࡢ⨨ཬࡧྠ᮲௳࡛ࡢ᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୖ
ẁչࡢ⨨(⾪ᧁຍ㏿ᗘ㸸380m/s2ࠊ⾪ᧁస⏝㛫㸸18msࠊ㏿ᗘኚ㔞㸸3.3m/s)࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ
⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢ⌧ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ィ⏬࡛ࡣࠊືヨ㦂ᶵࡢࢩࣙࢵࢡἼຍࢆ⏝࠸࡚
⌧ヨ㦂ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㦂ࡽᚓࡽࢀࡓ㏿ᗘኚ㔞ࡣ 2.5m/s ࡛࠶ࡾࠊᡤ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿືヨ㦂ᶵࡢᛶ⬟㝈⏺(2.2m/s)ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ヨ
㦂ࡣ⾪ᧁヨ㦂ᶵ㸦ྜྷ⏣⢭ᶵᰴᘧ♫〇ࠊADST-700 ᆺ㸧ࢆ⏝࠸࡚➼౯ⴠୗヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡋࡓࠋ⌧ヨ㦂ࡣᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࢆ 5 ẁ✚ࡳࡋࠊࣂࣥࢻ࡛⾪ᧁヨ㦂ᶵᅛᐃࡋࡓࠋᐇ㦂⏝
Ვໟ⟽ࡢᅛᐃ᪉ἲཬࡧ⌧ヨ㦂ࡢᵝᏊࢆᅗ
ᅗ㸶♧ࡍࠋ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࡣ 1 ẁ┠ཬࡧ 5 ẁ
┠ࡢᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ᦚ㍕ࡋࡓࠋ
 ᭱ᚋ㒊ࠊ
᭱ୗẁճࡢ⨨࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ㏿ᗘኚ㔞 2.5m/s ࡢ᮲௳࡛➼౯ⴠୗヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⾪ᧁྎⓎ⏕ࡋࡓ⾪ᧁࡣຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮(DYTRAN ♫〇ࠊ3056D4)ࢆ⏝࠸࡚ࣇࣝࢱ࣮↓
ࡋࡢ᮲௳࡛ ᐃࡋࡓࡇࢁࠊ⾪ᧁຍ㏿ᗘ㸸1270m/s2ࠊ⾪ᧁస⏝㛫㸸3.5msࠊ㏿ᗘኚ㔞
2.4m/s ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢࠊ㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲⓎ⏕ࡋࡓ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢἼᙧࢆᅗ
ᅗ㸷ཬࡧᅗ
ᅗ
㸯㸮♧ࡍࠋ1 ẁ┠࡛ࡣ⾪ᧁຍ㏿ᗘ㸸530m/s2(-9%)ࠊ⾪ᧁస⏝㛫㸸11ms(±0%)ࠊ㏿ᗘኚ
㔞㸸3.2m/s(+28%)࡛࠶ࡾࠊ5 ẁ┠࡛ࡣ⾪ᧁຍ㏿ᗘ㸸430m/s2(+13%)ࠊ⾪ᧁస⏝㛫㸸
19ms(+6%)ࠊ㏿ᗘኚ㔞㸸4.4m/s(+33%)࡛࠶ࡗࡓࠋ⾪ᧁຍ㏿ᗘཬࡧ⾪ᧁస⏝㛫࠾࠸࡚
ࡣㄗᕪࡀ࡛᭱ 13%࡛࠶ࡾࠊ➼౯ⴠୗヨ㦂ࡼࡗ࡚㏆࠸ᩘ್ࡀ⌧࡛ࡁࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
㏿ᗘኚ㔞ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄗᕪࡀ 28㸣௨ୖ࡞ࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋㄗᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓせᅉ
ࡋ࡚ࠊ1 ẁ┠ࡢሙྜ࡛ࡣ➼౯ⴠୗヨ㦂࡛ࡢຍ㏿ᗘࡢἼᙧࡣṇᘻ༙Ἴ㏆࠸ᙧ≧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡀࠊẁᕪ㏻㐣ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣṇᘻ༙Ἴࡢᙧ≧ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
5 ẁ┠ࡢሙྜ࡛ࡣ 10ms ௨㝆ࡢຍ㏿ᗘἼᙧࡢᙧ≧ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⌧ヨ㦂ࡢ⢭ᗘྥୖࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠊࡉࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅗ㸶 ᐇ㦂⏝Ვໟ⟽ࡢᅛᐃ᪉ἲཬࡧ⌧ヨ㦂ࡢᵝᏊ
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ᅗ㸷 1 ẁ┠ࡢᐇ㦂⏝Ვໟ⟽✚ࡳճࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢẚ㍑













ᅗ㸯㸮 5 ẁ┠ࡢᐇ㦂⏝Ვໟ⟽✚ࡳչࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢẚ㍑




 ◊✲ᡂᯝࡢࡲࡵ

 ᮏ◊✲࡛ࡣࣃࣞࢱࢬࡉࢀࡓໟ㈌≀ࡢྛ⨨࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁຍ㏿ᗘ㌴୧㏿ᗘࡢ㛵ಀ
ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୗẁࡢճࡢ⨨࡛ࡁ࡞⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀⓎ⏕
ࡋࡸࡍ࠸ࡇࡀศࡗࡓࠋ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡿ㌴୧㏿ᗘࡀ⨨ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࡀ
ศࡾࠊᅇࡢᐇ㦂᮲௳࡛ࡣࠊ᭱ᚋ㒊࡛ 10km/h ㏆ࠊ᭱๓㒊ཬࡧ୰ኸ㒊࡛ 13km/h ㏆࡛
࠶ࡗࡓࠋ⾪ᧁヨ㦂ᶵ࡛➼౯ⴠୗࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ㍺㏦୰Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁࡀ⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ
ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᚋࡢㄢ㢟

㍺㏦୰Ⓨ⏕ࡍࡿໟ㈌≀ࡢ㊴ࡡୖࡀࡾࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽヲ⣽࡞ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣ㌴
୧㏿ᗘ㊴ࡡୖࡀࡾ㧗ࡉࡸ╔ᆅࡢゅᗘ࡞ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⌧ヨ㦂
ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡽ࡞ࡿ⢭ᗘྥୖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼

 ᚋࠊ᪥ᮏໟᏛࡀห⾜ࡍࡿࠕ᪥ᮏໟᏛㄅࠖㄽᩥᢞ✏ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1) Ώ㒊ࡽ㸪୰ᅜୖᾏᕷෆ࠾ࡅࡿᏯ㓄౽ࡢ㍺㏦⎔ቃࡢ⡆᫆ィ 㸪᪥ᮏໟᏛㄅ㸪24(5)㸪
279(2015)
2) Ώ㒊ࡽ㸪ᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㍺㏦⎔ቃㄪᰝ㹼ࣥࢻᅜෆ≀ὶࢆࡋ࡚㹼㸪᪥
ᮏໟᏛㄅ㸪24(6)㸪369(2015)
3) 㧗ᮌࡽ㸪✵ ෆ࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥⓎ⏕ࡍࡿື࣭⾪ᧁࡢィ ゎᯒ㸪᪥ᮏໟᏛ➨
24 ᅇᖺḟண✏㞟㸪70(2015)
4) ᩪ⸨ࡽ㸪Ꮿ㓄౽࠾ࡅࡿⲴᢅ࠸ࡢ⌧≧ศᯒ㸪᪥ᮏ⯟ᾏᏛㄽᩥ㞟㸪99㸪117(1998)
5) ༓⏣ࡽ㸪ẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡢ᧿ࢀ࢟ࢬ⌧ヨ㦂ࡢ᪂ࡓ࡞ヨࡳ㸪ໟᢏ⾡㸪52(3)㸪4(2014)
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㻌
㻌
㻌
㻌

䝟䝺䝍䜲䝈ໟ㈌≀䛾㊴䛽ୖ䛜䜚⌧㻌
⎔ቃᮦᩱᐊ㻌 䕿㣤⏣㻌 ᜤᖹ䚸ᮧᯇ㻌 ᆂ䚸ᯘ㻌 ┤ᏹ䚸బ⸨㻌 ᖿᙪ㻌
㍺㏦୰Ⓨ⏕ࡍࡿᵝࠎ࡞⌧㇟ࡼࡗ࡚ໟ㈌≀ලྜࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࠊලྜࡢⓎ⏕せ

ᅉࡢ୍ࡘࠊໟ㈌≀ࡢࡁ࡞㊴ࡡୖࡀࡾࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㊰㠃ࡢẁᕪࢆ㏻㐣ࡍࡿ㝿ࡢ㊴ࡡୖ
ࡀࡾ࡛ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁຍ㏿ᗘࢆㄪᰝࡋࠊ⌧ࢆヨࡳࡓࠋ
 ẁᕪ㏻㐣ᐇ㦂㻌
㌴୧ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࢆᅛᐃࡏࡎ㍕ࡏࠊPP 㛫㝸࡛㊰㠃タ⨨ࡋࡓẁᕪࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ





㌴୧ࡢእほ



ࣃࣞࢱࢬໟ㈌≀ࡢ✚ࡳ᪉

㍺㏦⎔ቃࣞࢥ࣮ࢲࡢ␒ྕ











Წ✚ࡳ᭱ୗẁࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘ

✚ࡳ᭱ୗẁࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘ

⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ᭱࡞ࡗࡓ㌴୧㏿ᗘ


 ⾪ᧁ⌧ヨ㦂㻌
ໟ㈌≀ࢆ  ẁ✚ࡳࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⾪ᧁヨ㦂ᶵࣂࣥࢻ࡛ᅛᐃࡋࠊ➼౯ⴠୗヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





⌧ヨ㦂ࡢᵝᏊ



 ẁ┠ࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘẚ㍑

 ẁ┠ࡢ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡢẚ㍑

ࡲࡵ
᭱ᚋ㒊ࠊ᭱ୗẁࡢճࡢ⨨࡛ࡁ࡞⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⾪ᧁຍ㏿ᗘࡀ
ࡁࡃ࡞ࡿ㌴୧㏿ᗘࡀ⨨ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࡀศࡾࠊᅇࡢᐇ㦂᮲௳࡛ࡣࠊ᭱ᚋ㒊࡛ NPK 
㏆ࠊ᭱๓㒊ཬࡧ୰ኸ㒊࡛ NPK ㏆࡛࠶ࡗࡓࠋ⾪ᧁ⌧ヨ㦂࡛ࡣㄗᕪࡀ⾪ᧁຍ㏿ᗘ࡛ࡣ ࠊ⾪
ᧁస⏝㛫࡛ࡣ ࡛࠶ࡾࠊ➼౯ⴠୗヨ㦂࡛㍺㏦୰Ⓨ⏕ࡍࡿ⾪ᧁࢆ⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ

ㅰ㎡ ᮏ◊✲ࡣබ┈♫ᅋἲே6%6 㙊⏣㈈ᅋࡢ◊✲ຓᡂࡼࡾᐇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡇㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ

࠶࠸ࡕ⏘ᴗ⛉Ꮫᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⏘ᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ ⎔ቃᮦᩱᐊ 㟁ヰ 

28

2017年度 物流研究助成 成果報告書

2017年度研究報告

買い物弱者対策におけるイノベーションと
その運用可能性
日本大学 商学部 秋川卓也 研究室
准教授

秋川 卓也

1. 研究開始当初の背景
2. 研究の目的とその方法
3. 研究成果
4. 結論と今後の課題
5. 主な発表論文等
謝辞
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 ◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ
㏆ᖺ㸪ᑡᏊ㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎࢆ⫼ᬒ㈙࠸≀ᙅ⪅㛵ࡍࡿሗ㐨ࢆከࡃ┠ࡍࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡼࡿ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣࠕὶ㏻ᶵ⬟ࡸ㏻ࡢᙅయࡶ㸪㣗ᩱရ➼ࡢ
᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࠾ࢀ࡚࠸ࡿேࠎࠖࡉࢀࡿࠋᅜࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅᥎ィ㛵ࡋ
࡚ࡣ⤫୍ⓗ࡞ᇶ‽ࡀ࡞ࡃ㸪ᐃ⩏ࡼࡗ࡚᥎ィ್ᕪࡀ࠶ࡿࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࢆ
 ṓ௨ୖࡢ⪅࡛᪥ᖖࡢ㈙≀౽ឤࡌ࡚࠸ࡿ⪅ᐃ⩏ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪  ே⛬ᗘ㸦
ᖺ㸧᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪㎰ᯘỈ⏘ᨻ⟇◊✲ᡤࡣ㸪 ṓ௨ୖࡢ⪅࡛㸪ձ⮬Ꮿࡢ P ᅪ
ෆ⏕㩭㣗ᩱရ㈍ᗑ⯒ࡀ࡞ࡃ㸪ࡘղ⮬ື㌴ࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸⪅ᐃ⩏ࡋ㸪 ே㸦
ᖺ㸧᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡏࡼ㸪ࡍ࡛↓ど࡛ࡁ࡞࠸つᶍ♫ၥ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢせᅉࡣ㸪ၟᗑ⾤⾶㏥࠸ࡗࡓ౪⤥ഃࡼࡿせᅉ㧗㱋ࡼࡿࣔࣅࣜࢸ
ࡢῶ㏥࠸ࡗࡓ㟂せഃ㸦ఫẸഃ㸧ࡢせᅉศ㢮࡛ࡁࡿࠋ๓⪅ࡣ㸪ࡾࢃࡅつᶍᑠᗑ
⯒࠾ࡅࡿᑠᴗࡢᴗάືࡢㄪᩚ㛵ࡍࡿἲᚊ㸪࠸ࢃࡺࡿᗑἲࡢᗫṆࡼࡿࡇࢁࡀ
ࡁ࠸ࠋ ᖺ᪂ࡓ❧ἲࡉࢀࡓつᶍᑠᗑ⯒❧ᆅἲࡼࡗ࡚ᆺᗑ⯒ࡀฟᗑࡋࡸ
ࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇࡀᅜࡢᑠᴗ⪅ࡢࡾሙ㠃✚ࢆቑຍࡉࡏࡓ୍᪉㸪୰ᑠࡢᑠᴗ⪅ࡢ
⤒Ⴀࢆᅽ㏕ࡍࡿࡇ࡛ᑠᴗ⪅ᩘࢆῶᑡࡉࡏࡿせᅉ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚㸪㣗ᩱရࢆᢅ
࠺ၟᗑࡀ⏕άᅪ࡞࠸ఫẸࢆቑࡸࡍࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
౪⤥ഃࡢせᅉࡋ࡚ᑡᏊ㧗㱋ࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋ᭱ࡢேཱྀᵓᡂࢆ᭷ࡍࡿࠕᅋሢࡢୡ௦ࠖ
ࡣࡍ࡛  ṓࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶ  ṓ㸪ዪᛶ  ṓ࠸ࢃࢀࡿᗣᑑࢆࡲࡉ㉺࠼
ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㌟యࡢ⾶࠼ᇶ࡙ࡃࣔࣅࣜࢸࡢῶᑡࡀᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿࡇࡣ
࠸࡞ࡃ㸪ࡑࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀຍ㏿ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢୡ௦ࡢ⮬ື㌴චチ
ಖ᭷ᩘࡣ㧗ࡃ㸪㧗㱋㐠㌿⪅ࡼࡿṚஸᨾࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㆙どᗇࡢㄪᰝࡼࡿ㸪 ṓ
௨ୖࡢ㐠㌿⥅⥆⪅ࡀ㐠㌿⌮⏤ࡋ࡚᭱ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ㈙࠸≀ࡢࡓࡵࠖ
㸦㸣㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋ㈙࠸≀⎔ቃࡢᝏࡣ㸪㛫᥋ⓗ㧗㱋⪅ࡢ㐠㌿ࢆᙉ࠸ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ
ࡋ࡚㏻ᨾࡀቑຍࡍࡿᵓᅗࢆぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
  ㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᴗ⪅㸦௨ୗ㸪ᴗ⪅㸧ࡀᅜᏑᅾࡍࡿࠋᐇయ
ࡣẸ㛫ᴗ㸪132㸪♫⚟♴ἲே㸪ఫẸ⤌⧊㸪ၟᕤ࡞ᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪㈙࠸≀ᅔ㞴ᆅᇦ࡛
⛣ື㈍㸪ᗑ⯒㛤タ㸪㈙࠸≀௦⾜㸪Ꮿ㓄㸪ࣂࢫ࣭ࢱࢡࢩ࣮ࡢ㐠⾜࡞ࡢᴗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ⣙㸶ࡢᕷ⏫ᮧࡀఱࡽࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡀᚲせ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ᴗ⪅ࢆ



⤒῭⏘ᴗ┬㸦㸧
ࠕᆅᇦ⏕άࣥࣇࣛࢆᨭ࠼ࡿὶ㏻ࡢ࠶ࡾ᪉◊✲ሗ࿌᭩㹼ᆅᇦ♫ࡶ⏕ࡁࡿὶ
㏻㹼ࠖ㸪 ࣮࣌ࢪ㸦KWWSVZZZPKOZJRMSVKLQJLGOVISGI㸧ࠋ
 ⤒῭⏘ᴗ┬㸦㸧
ࠕ㈙≀ᙅ⪅࣭ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟➼ࡢ⌧≧ཬࡧᚋࡢᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌
᭩ࠖ㸪 ࣮࣌ࢪ㸦KWWSVZZZPHWLJRMSSROLF\HFRQRP\GLVWULEXWLRQBUHSRUWBSGI㸧ࠋ
 ㎰ᯘỈ⏘ᨻ⟇◊✲ᡤࠕ㣗ᩱရࢡࢭࢫᅔ㞴ேཱྀࡢ᥎ィ㸦 ᖺ㸧
ࠖ㸦KWWSZZZPDIIJRMSSULPDIIVHLN
DIVFIDFFHVVWDEOHKWPO㸧ࠋ
 ᶫᮏಟ㸦㸧
ࠕᗣᑑࡢᅜ᥎⛣ࡢ⟬ᐃ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ◊✲̿ᅜ㒔㐨ᗓ┴ࡢ᥎⛣̿ࠖࠗཌ⏕ປ
ാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᚠ⎔ჾᝈ࣭⢾ᒀ➼⏕ά⩦័ᑐ⟇⥲ྜ◊✲ᴗ㸧ศᢸ◊✲ሗ࿌᭩࠘㸪 ࣮࣌
ࢪ㸦KWWSWRXNHLXPLQMSNHQNRXM\XP\RXKRXNRNX+SGI㸧ࠋ
 㐠㌿චチಖ᭷⪅ᩘᵓᡂ⋡ࡣ  ṓ௨ୖ࡛ 㸣㸪 ṓ௨ୖ࡛ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ㆙ᐹᗇ㏻ᒁ㐠㌿චチㄢ
㸦㸧ࠕ㐠㌿චチ⤫ィ ᖹᡂ  ᖺᗘࠖ㸪 ࣮࣌ࢪࠋ
  ṓ௨ୖࡢ㐠㌿⪅ࡢṚஸᨾ௳ᩘࡣ㸪 ṓᮍ‶ࡢ㐠㌿⪅ẚ㍑ࡋ࡚㸪චチேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ௳ᩘࡀ
 ಸ௨ୖከࡃⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓ㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺ∧㏻Ᏻⓑ᭩ࠖ㸪 ࣮࣌ࢪࠋ
 ㎰ᯘỈ⏘┬㸦㸧
ࠕࠗ㣗ᩱရࢡࢭࢫၥ㢟࠘㛵ࡍࡿᅜᕷ⏫ᮧࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࠖ㸪 ࣮࣌ࢪ㸦KWWS
ZZZPDIIJRMSMVKRNXVDQHDWDWWDFKSGIDFFHVVBJHQMRSGI㸧ࠋ
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⿵ຓ㔠࡞࡛ᨭࡍࡿ⮬యࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⥲ົ┬ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪㐣ཤ㸳ᖺ
ࡢྲྀ⤌ࡳࡢ࠺ࡕ⣙㸯ࡀ⤊ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⥅⥆୰ࡢྲྀ⤌ࡳࡢ࠺ࡕࠕ㯮Ꮠཪࡣᆒ⾮ࠖࡣ㸳
㐣ࡂ࡞࠸ࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

◊✲ࡢ┠ⓗࡑࡢ᪉ἲ
ᴗ㐠Ⴀ࠾࠸࡚᭱ࡢㄢ㢟ࡣே௳㈝࡛࠶ࡿࠋே௳㈝ࢆ㈥࠺ࡓࡵࡑࡢ㸱㹼㸲ಸࡢୖ
ࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊ㈙࠸≀ᅔ㞴ᆅᇦࡣ₯ᅾⓗ࡞ᐈᩘࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㧗㱋⪅ࡀከ࠸
ࡓࡵᐈ༢౯ࡶపࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ⾜ᨻࡽࡢ⿵ຓ㔠ࡸຓᡂ㔠ࡢᨭ⤥ࡣ༢ᖺᗘ㝈ࡾࡢࡶࡢ
ࡀከࡃࠊ㐠⏝㈝ࡣ᪥ࠎࡢ⢒ࡽ⿵࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡶ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ᑐࡋ㸪ᑗ᮶ⓗࡣࢻ࣮ࣟࣥࡸ⮬ື㐠㌿ࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ
᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࢻ࣮ࣟࣥࡣࡍ࡛㛗㊥㞳⯟⾜࡛ࡁࡿᶵ✀ࡶ࠶ࡾࠊ㐣ᆅྥࡅࡢ᪂
ࡋ࠸㓄㏦ᡭẁࡋ࡚ᮇᚅࡀ࡛ࡁࡿࠋ⮬ື㐠㌿㌴ࡣ㐠㌿ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ㧗㱋⪅ᑐࡍࡿேᡭ
ࡢࡽ࡞࠸᪂ࡋ࠸⛣ືᡭẁࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ♫ᐇ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗㄢ㢟♫ⓗㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࢻ࣮ࣟࣥᢏ⾡࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡋ࡚✚㍕㔜㔞㸪⯟⥆㊥㞳㸪
ࢼࣅࢣ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ㸪ไᚚ⟶⌮㸪Ᏻᛶ࡞ࡢㅖㄢ㢟ࡀṧࡾ㸪♫ⓗㄢ㢟ࡋ࡚⯟✵ἲ࡞
ࡼࡿ✵ᇦつไ㸪ᨾ࡞ࡢἲⓗ㈐௵㸪㟁Ἴἲࡼࡿ㟁Ἴၥ㢟㸪ࢸࣟ⏝ᑐ⟇࡞ࡢㄢ
㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ⮬ື㐠㌿ᢏ⾡㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡋ࡚ࡣ㸪୍⯡㐨ࢆ㉮⾜ࡍࡿࡓࡵࡢࢭ
ࣥࢩࣥࢢุ࣭᩿࣭ไᚚ࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸࣥࣇࣛ
ᵓ⠏࡞㛵ࡋ࡚ࡶከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡿࠋࡲࡓ㸪♫ⓗㄢ㢟ࡋ࡚ࡣ㸪㐨㊰㏻ἲࡢᩚഛ㸪
ᨾ࡞ࡢἲⓗ㈐௵ࡢᡤᅾ㸪ᡭື㐠㌿⪅ࡢඹ⏕࡞ࡢ♫ཷᐜᛶ㸪㐠㌿ᢏ⾡ࡢ⾶㏥࡞
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᢏ⾡ࡣேᶒ㈝ࢆᢚ࠼ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡋ࡚ࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᅜ
㝿ⓗ࡞㛤Ⓨ࣭ᑟධ➇தᨻᗓࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡶ࠶ࡗ࡚㸪ㅖㄢ㢟ࡢゎỴࡣ㛫ࡢၥ㢟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡋࡋ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡢどⅬࡽゝ࠼ࡤ㸪ࡑࡢᐇ⏝ࡲ࡛ࡢ㛫ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ
࠸࠺ࡢࡣ㸪๓㏙ࡢࡼ࠺ᅋሢࡢୡ௦ࡢࣔࣅࣜࢸၥ㢟ࡀ⊰ணࢆチࡉ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࢥࢫࢺࠖࡢၥ㢟ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋᑗ᮶ⓗࡣ㔞⏘ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇࡽ㸪ึᮇ
ᢞ㈨ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⥅⥆ᛶࢆಖドࡍࡿ㐠⏝㈝㸦ኚື㈝㸧ࡀ↔Ⅼ
࡞ࡿࠋࡢ⛬ᗘࡲ࡛㐠⏝㈝㈇ᢸࢆῶࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀၥࢃࢀࡼ࠺ࠋ
ࡉࡽࠕ⤌⧊ࠖࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢᴗ⪅ࡀᵓ⠏῭ࡳࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆά⏝
ࡋ࡚᪂ᢏ⾡ࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋࡋ㸪๓㏙ࡢ࠾ࡾ㸪ᴗ⪅ࡢ༙ᩘࡀ㉥Ꮠ
ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋᴗࡀ◚ࡓࢇࡍࢀࡤ㸪ᵓ⠏ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡀᾘኻ
ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㐣ࢆࡼࡾ㐍⾜ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᴗ⪅ࡢ⌧≧ࡘ࠸
࡚ㄪᰝࡋ㸪ᴗ⪅ࡢ⥅⥆ᛶ㈨ࡍࡿ▱ぢࢆぢฟࡍࡇࡣ㸪᪂ᢏ⾡ࡢཷࡅ─ࡢ☜ಖ㈉⊩ࡍ
ࡿࠋ
௨ୖ㸪ձ㛫㸪ղࢥࢫࢺ㸪ճ⤌⧊㛵ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋձղࡢ◊✲᪉ἲ



⥲ົ┬㸦㸧ࠕ㈙≀ᙅ⪅ᑐ⟇㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖ
㸪 ࣮࣌ࢪ㸦KWWSZZZVRXPXJRMSPHQXBQHZVV
QHZVBKWPONHNNDKRXNRNX㸧ࠋ
 㔝Ἴⶶ㸦㸧
ࠕࢻ࣮ࣟࣥᢏ⾡ࡢ⌧≧ㄢ㢟࠾ࡼࡧࣅࢪࢿࢫ᭱๓⥺ࠖ
ࠗሗ⟶⌮࠘ ᕳ ྕ 
 ࣮࣌ࢪࠋ
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ࡋ࡚ࡣ㸪ᩥ⊩ㄪᰝࣄࣜࣥࢢㄪᰝᇶ࡙ࡃ᪉ἲࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋճࡢ◊✲᪉ἲࡋ࡚ࡣ㸪
ᅜᴗ⪅㛵ࡍࡿ᪤Ꮡࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᅜᴗ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡽࢹ࣮ࢱࢆᚓ
ࡓ࠺࠼࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢゎ㔘ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࡓࡵᴗ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢㄪ
ᰝࡶᐇࡍࡿࠋ

◊✲ᡂᯝ
ࢻ࣮ࣟࣥ⮬ື㐠㌿ᢏ⾡ࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᴗࡢᑟධ㛵ࡋ࡚㸪㛫ࢥࢫࢺࡢㄢ㢟ࢆྠ
ㄽࡌࡓ࠸ࠋ⤖ㄽࢆඛྲྀࡾࡍࢀࡤ㸪᪂ᢏ⾡ࡀᐇ⏝ྍ⬟⮳ࡿᮇࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡀ
῝้ࡍࡿࢫࣆ࣮ࢻᑐࡋ࡚㐜ࡍࡂࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࢥࢫࢺ㠃࠾࠸࡚ࡶ㸪పᗮࢆᐇ⌧
ࡉࡏࡿࡣㄢ㢟ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
ࢻ࣮ࣟࣥᢏ⾡ࡢᑟධ
ࢻ࣮ࣟࣥࡘ࠸࡚ࡣᅜෆ࡛ᐇドᐇ㦂ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪⮬ᚊ㣕⾜ࡢ㓄㏦㛵ࡋ࡚ᢏ⾡ⓗ┠
㏵ࡀ❧ࡗࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡀ῝้࡞㐣ᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤேཱྀᐦᗘࡀప࠸ࡓࡵ㸪
ἲつไ㸪Ᏻᛶ㸪㦁㡢㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࡉ῝้࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪ࡑࢀ࡛ࡶᐇ㝿ࡢᴗ
࠾࠸࡚ࡣゎỴࡍࡁㄢ㢟ࡣከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉ᐃᆅᇦ࡛⮬ᚊ㣕⾜ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵከ㢠ࡢึᮇ㈝⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᶵయ௨እࡶ㸪
㟁⏝୰⥅ᣐⅬ࡞ࡢࣥࣇࣛᩚഛࡸ⤒㊰☜❧㣕⾜ィ⏬ࡢࡓࡵࡢㄪᰝᐇ㦂࡞ࡶࢥ
ࢫࢺࡀࡿࠋࡲࡓ㐠⏝㈝ࡋ࡚㸪㣕⾜୰ᖖᚲせ࡞㐠⾜⟶⌮⪅ࡸᣐⅬࡢⲴᙺసᴗ⪅ࡢ
ே௳㈝ࡀࡿࠋࡲࡓ㸪ึᮇᢞ㈨ࢆᅇࡍࡿࡓࡵ✌ാ⋡ࡸ✚㍕⋡ࢆ㧗ࡃᏳᐃࡉࡏࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡀ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࢆ┦ᡭࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡛ࡣࡑࢀࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ࠸ࡗ࡚ࡢⲴ
ࢆ᥈ࡍࡋ࡚ࡶ㸪⯟⥆㊥㞳ࡀ▷࠸ࢻ࣮ࣟࣥࡢ㍺㏦ࢽ࣮ࢬࢆぢฟࡍࡇࡣ㞴ࡋ࠸ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢥࢫࢺ㠃ࡢࡁ࡞ᨵၿࡣูࡢᢏ⾡㠉᪂㸦㟁ụࡢᨵⰋࡸ㸱' ᆅᅗᢏ⾡࡞
㸧ࢆᚅࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᴗࡢᬑཬࡣ┦ᙜࡢ㛫ࡀࡿ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
⮬ື㐠㌿ࡢᑟධ
࿘▱ࡢ࠾ࡾ㸪ᨻᗓࡣᮍ᮶ᢞ㈨㆟࡚ࠕࣞ࣋ࣝ㸱ࠖࡢ⮬ື㐠㌿㌴ࡢ㧗㏿㐨㊰㉮⾜ࢆ 
ᖺᐇ⌧ࡉࡏࡿ᪉㔪ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࠋࣞ࣋ࣝ㸱ࡣ㸪᪥ᮏ⮬ື㌴ᢏ⾡つ᱁ࡀᐃࡵࡿࠕ⮬ື
㌴⏝㐠㌿⮬ືࢩࢫࢸ࣒ࡢࣞ࣋ࣝศ㢮ࠖࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ᮲௳ࡁ⮬ືࠖࢆពࡍࡿࣞ࣋
࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜ㸪ࡍ࡚ࡢ㐠㌿᧯సࡀ⮬ືࡉࢀࡿࡀ㸪
ࠕసືືసࡀᅔ㞴࡞ሙྜࠖࡢ
ᑐᛂࡢࡓࡵ㸪㐠㌿⪅ࡢᦚࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㈙࠸≀ᙅ⪅ᴗ࡛
ᮇᚅࡉࢀࡿࣂࢫࡸࢱࢡࢩ࣮ࡢ↓ே㉮⾜ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㐠㌿⪅ࡢධࡍࡿᚲせࡢ࡞࠸ࣞ࣋
ࣝ㸲㸦ࠕ㧗ᗘ㐠㌿⮬ືࠖ
㸧ࡢᑟධࢆᚅࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢᐇ⏝ࡣ┦ᙜࡢ㛫ࡀᚲ
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ࣞ࣋ࣝ㸱࡛ࡶ㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ゎỴࡢ㈉⊩ࡀ༑ศᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࠸࠺ࡢࡣ㸪㐠
㌿ᢏ⾡ࡀపୗࡋࡓ㧗㱋⪅ࡀࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ⮬ື㌴ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࣔࣅࣜࢸࢆᅇࡉࡏࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡽࡔࠋࡋࡋ㸪ࡇࢀࡣᢏ⾡ᬑཬ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪
ᨻᗓࡢ  ᖺࡲ࡛ࡢᐇ⌧┠ᶆࡣࠕ㧗㏿㐨㊰㉮⾜࡛ࠖ࠶ࡾ㸪୍⯡㐨ࡢᣑࡣ  ᖺ௨㝆
㸬㸬
㡰ḟ⾜ࢃࢀࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᏳᢏ⾡ࡸ㏻つไࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୍⯡㐨
ࡢ⮬ື㐠㌿࠾࠸࡚ࡣ♫ཷᐜࡼࡾ㛫ࢆせࡍࡿࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ㸪ࡇࡢሙྜ
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ࡣၥ㢟ゎỴࡢయࡀ㸦ᴗ⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸧㈙࠸≀ᅔ㞴⪅⮬㌟࡞ࡿࡀ㸪ᙼࡽ⮬㌟ࡀࣞ࣋ࣝ 
⮬ື㌴ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿಖドࡣ࡞࠸ࠋ㔞⏘ຠᯝࡀ⾲ࢀࡿࡲ࡛ࡣ㸪ࡼ࠺࡞᭱᪂㗦ᢏ⾡ࡢ
⮬ື㌴ࡣ㧗㢠࡞ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࣟࢪ࣮ࣕࢫࡼࡿᬑཬ᭤⥺ࡽゝ࠼ࡤ㸪⤒῭ⓗవ
ຊࡢ࡞࠸㈙࠸≀ᙅ⪅ࡀᬑཬࢆ⋡ඛࡍࡿ᪩ᮇ᥇⏝⪅㸦ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡸ࣮࣮ࣜࢲࣉࢱ࣮㸧
࡞ࡿࡣᐃࡋࡃ࠸ࠋࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᚋᮇ᥇⏝⪅㸦ࣞࢺ࣐ࢪࣙࣜࢸࡸ࣮ࣛ࢞ࢻ㸧
࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪ࣞ࣋ࣝ  ࡢ⮬ື㐠㌿ᢏ⾡ࡢຠᯝࡀᐇ⌧ࡍࡿࡶ┦ᙜ࡞㛫
ࡀࡿ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
᪤Ꮡᴗ⪅ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
๓㏙ࡢ⤌⧊㛵ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟ࡢᑐᛂࡋ࡚㸪᪤Ꮡᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡣ⾜ᨻᨭᇶ࡙ࡃ㈙࠸≀ᙅ⪅ᨭᴗࢆࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿᴗ⪅
࡛࠶ࡿࠋࣥࢣ࣮ࢺࡣᴗෆᐜ㸪┈≧ἣ㸪ㄢ㢟㸪ᕤኵࢆၥ࠺ࡓෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇᮇ㛫ࡣ  ᖺ㸷᭶ࡽ  ᭶࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣ㟁ヰ౫㢗ࢆࡋ㸪࢙࢘ࣈ㸪࣓࣮ࣝ㸪)$; ࡛
ᅇ⟅ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ ࡢᴗ⪅౫㢗ࡋ࡚㸪ᅇ⟅ᩘࡣ  ௳㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ  ௳㸦᭷ຠ
ᅇ⟅⋡ 㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅⪅ࡢᴗෆᐜࡣ㸪⛣ື㈍㸦㸣㸧㸪㈙࠸≀௦⾜㸦㸣㸧
㸪⛣
ືᡭẁࡢᥦ౪㸦㸣㸧㸪Ꮿ㓄㸦㸣㸧
㸪㓄㣗㸦㸣㸧ᗑ⯒㛤タ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦」ᩘᅇ⟅
ྍ㸧
ࠋ㉥Ꮠ⋡ࡣ 㸣㸦㯮Ꮠࡲࡓࡣᆒ⾮ࡀ 㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ඛࡢ⥲ົ┬ࡢㄪᰝᩘ್ࡀ㏆ఝࡋ
࡚࠸ࡿࠋᐇᴗ✀ࡈࡢ㉥Ꮠ⋡ࡣ㸪⛣ືᡭẁࡢᥦ౪㸦㸣㸧㸪㓄㣗㸦㸣㸧㸪㈙࠸≀௦⾜㸦㸣㸧
㸪
Ꮿ㓄㸦㸣㸧
㸪⛣ື㈍㸦㸣㸧
㸪ᗑ⯒㛤タ㸦㸣㸧ࡢ㡰࡛㧗ࡗࡓࠋ
㈙࠸≀ᙅ⪅ᴗ࠾࠸࡚㔜どࡍࡿㄢ㢟ᐇࡋࡓᕤኵࡢ⛬ᗘ㛵ࡍࡿᅇ⟅⤖ᯝࡀ⾲  
⾲  ࡛࠶ࡿࠋࡶᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸴ẁ㝵ࡢࣜࢵ࣮࢝ࢺࢫࢣ࣮ࣝࡢᖹᆒࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ ᴗ⪅ࡀ㔜どࡍࡿㄢ㢟
સ͚॑གྷͲ͵͏



ඉͶ॑གྷͲ͍Ζ























ཤ༽ं֭ಚ͗ೋ͢͏
ंܐؖ৶བߑ

ң࣍ඇ
ஏཀྵదୌ
ਕ݇ඇ
ਕघଏ
Ңಊʀ༎ૻඇ
ྋۜઅఈ

எౕ͗ఁ͏
எࣟଏ
ߨࢩԋ
ඇ༽
ଠࣆͳۂڟ૬
ंྙڢଏ









5RJHUV (YHUHWW 0   'LIIXVLRQ RI ,QQRYDWLRQV WKLUG HG 7KH )UHH 3UHVV SS
㸦㟷
ụ឵୍࣭Ᏹ㔝ၿᗣ┘ヂࠗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᬑཬᏛ࠘⏘⬟Ꮫฟ∧㒊㸪 ࣮࣌ࢪࠋ㸧
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⾲ ᴗ⪅ࡀᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿᕤኵ
સ͚͢ͱ͏͵͏


ཤ༽ंͳߑܐؖ
عଚઅඍ༽
ஏҮͳۂةྙڢ
ཀྵ೨ʀඬઅఈ
ۂແްིԿ
ॊؔंۂߑܐؖ
ऩགྷʀଲেஏҮࠬ
ஏҮेྙڢ
ઑఽʀ߁ࠄ
ߨࢩԋ
કྲྀ֮Կ
ࣁۜ؇ཀྵ
Ϩʖξʖερϕ
ଠࣆͳۂ૮ްՎ
ॊंۂگүʀݜर
ࡑށϫηࡡݰ
ՊྙΝईΕΖ
ஏݫϜηαϝྙڢ
ึঁۜҐࣁۜୣ
εωΠਕࡒ༽
̠7ཤ༽
ϚϧϱτΡΠ༽

ඉͶͪ͢




































ㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸦⾲㸯㸧ࡣ㸪⏝⪅ࡸ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ಀᛶ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ
ᵓ⠏㛵ࡍࡿㄢ㢟㸪ࡑࡋ࡚⥔ᣢ㈝㸪ே௳㈝㸪⛣ື࣭㍺㏦㈝࠸ࡗࡓ㐠⏝㈝㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ
ୖࢆ༨ࡵࡓࠋᕤኵ㸦⾲㸰㸧ࡶ๓⪅ᑐᛂࡍࡿ㡯┠㸦㸸⏝⪅ࡢ㛵ಀᵓ⠏㸪ᆅඖᴗ
ࡢ༠ຊ㸧ᚋ⪅ᑐᛂࡍࡿ㡯┠㸦᪤Ꮡタഛࡢά⏝㸪ᴗົຠ⋡㸧࡛ୖࢆ༨ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᵓ⠏㐠⏝㈝ࡢᑐᛂ᪥ࠎྲྀࡾ⤌ࡴ⌧≧ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋᴗ⪅
ࡢయຊࢆዣ࠸⥆ࡅ࡚ᴗ᧔㏥ࡢཎᅉ࡞ࡾᚓࡿ㐠⏝㈝ࡢၥ㢟ࡣ㸪ᚋࡶ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟
࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ㸪┈ᛶࡢᙳ㡪せᅉࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪⿕ㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚┈ᛶ㸪ㄝ᫂ኚᩘ
ࡋ࡚๓㏙ࡢㄢ㢟ᕤኵ㛵ࡍࡿኚᩘࢆ⏝࠸ࡓࣟࢪࢫࢸࢡࢫᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ┈ᛶኚ
ᩘࡣ㉥Ꮠࢆ㸮㸪㯮Ꮠ࣭ᨭᆒ⾮ࢆ㸯ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘࡋ㸪ㄝ᫂ኚᩘࡣㄢ㢟㸦 ಶ㸧
ᕤኵ㸦 ಶ㸧ࡢ㉁ၥᑐࡍࡿࣜࢵ࣮࢝ࢺࢫࢣ࣮ࣝ㸦㸴ẁ㝵㸧ࡢᅇ⟅್ࢆ⏝࠸ࡓࠋᴗࡢ✀
㢮㸦㸴ಶ㸧㸪⿵ຓ㔠⏝ࡢ᭷↓㸦㸰ಶ㸧ࡢࢲ࣑࣮ኚᩘࢆ⤫ไኚᩘࡋ࡚࠸ࡿࠋኚᩘ㑅ᢥࡋ
࡚ቑῶἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ุู⋡ࡣ 㸪1DJHONHUNH㸦ఝỴᐃಀᩘ㸧ࡣ 
࡞ࡾ㸪Ⰻዲ࡞ࣔࢹࣝ㐺ྜᗘࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ┈ᛶᑐࡋ࡚ṇࡢᙳ㡪ຊ㸦೫ᅇᖐಀᩘ㸧ࢆ᭷
ࡍࡿㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚㸪ձ㛵ಀ⪅ࡢಙ㢗ᵓ⠏㸦ㄢ㢟㸧
㸪ղ,7 ⏝㸦ᕤኵ㸧
㸪ճᆅᇦᴗࡢ༠ຊ
㸦ᕤኵ㸧
㸪մᐉఏ࣭ᗈ࿌㸦ᕤኵ㸧
㸪յᗑ⯒㛤タ㸦⤫ไኚᩘ㸧㸪ն㛤ጞᚋ⿵ຓ㔠㸦⤫ไኚᩘ㸧ࡀ
᭷ព㸦S㸧࡞ࡗࡓࠋ㈇ࡢᙳ㡪ຊࢆ᭷ࡍࡿㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚㸪շ⿵ຓ㔠௨እࡢ㈨㔠ㄪ㐩㸦ᕤ
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ኵ㸧
㸪ո᪤Ꮡタഛ࣭ഛရࡢά⏝㸦ᕤኵ㸧
㸪չᆅ⌮ⓗၥ㢟㸦ㄢ㢟㸧
㸪պᡓ␎᫂☜㸦ᕤኵ㸧
㸪ջ
⏝⪅ࡢ⋓ᚓࡀ㞴ࡋ࠸㸦ㄢ㢟㸧
㸪ռ࣎ࣛࣥࢸࡢά⏝㸦ᕤኵ㸧ࡀ᭷ព㸦S㸧࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝࡽ㸪ᆅඖ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ಀᛶ㸦ձ㸪ճ㸪մ㸪ջ㸧ࡀ┈ᛶࡢ㘽࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢᵓ⠏ά⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀศᯒ
⤖ᯝ࡛ࡅࡽࢀࡓࠋᴗ㛤ጞᚋࡢ⿵ຓ㔠ࡢ᭷ຠᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓ㸦նշ㸧ࠋࡲࡓ㸪㈙࠸≀
ᙅ⪅ᴗࡢᐃ▼ࡉࢀࡿ᪤Ꮡ㈨※ࡢඹ⏝㸦ոռ㸧ࡸᡓ␎᪉㔪ࡢタᐃ㸦պ㸧ࡀྰᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇࡣ⯆῝࠸ࠋ

⤖ㄽᚋࡢㄢ㢟
௨ୖ㸪㛫㸪ࢥࢫࢺ㸪⤌⧊㛵ࡋ࡚ࡢ◊✲ㄢ㢟ᑐࡍࡿศᯒ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨
ୗࡢ㸰Ⅼ㞟⣙ࡉࢀࡼ࠺ࠋձࢻ࣮ࣟࣥࡸ⮬ື㐠㌿ࡢά⏝ࡣᑗ᮶ⓗ᭷ᮃ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧Ⅼ
࡛ࡣึᮇ㈝㐠⏝㈝ၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡛ࡢᴗࡘ࠸࡚ࡣ┦ᙜࡢ㛫ࢆせ
ࡍࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ղᆅᇦࡢᴗࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᴗ⤌⧊ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆ
ࢱࣝࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࡣຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪㐠⏝㈝ࡢ㈇ᢸࡽ㉥Ꮠⱞࡋࢇ࡛࠾ࡾ㸪
ᴗ⥔ᣢࡢࡓࡵ┈ᛶࡢᨵၿࡀྍḞ࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
᪤Ꮡᴗࡢ┈⎔ቃᏑ⥆ࡣᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸≧ἣ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᴗࡀ᧔㏥ࡉࢀࡿ
ࡇ࡛㈙࠸≀ᙅ⪅ࡀቑຍࡋ㸪⤖ᯝேཱྀὶኻ࡛ᆅᇦ⾶㏥ࢆࡼࡾ㐍ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡏࡗ
ࡃᵓ⠏ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡶ↓ᖐࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ᪂ᢏ⾡ࡀᑟධࡉࢀࡿ௨๓㊅ໃ
ࡀỴࡋ㸪ᑟධព⩏ࡍࡽࡶ႙ኻࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᐇ⌧ࡲ࡛ࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆ࠼ࡿࡓࡵࡶ㸪᪤Ꮡࡢᴗ⪅ᑐ
ࡍࡿእ㒊ᨭࢆࡼࡾᙉࡍࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ⿵ຓ㔠ࡢࡼ࠺࡞⤒῭ᨭࡢ⥅⥆ࡸᙉࡣ
ࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ⾜ᨻࡣᐇែᢕᥱࠊሗᥦ౪ࠊ㐃⤡㆟ࡢタ⨨ࠊබඹタࡢ㈚ฟࡋ࡞ࠊ
ᴗ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿᙺࡶ୍ᒙồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦఫẸࡶ㈙࠸≀ᨭࢆཷࡅࡿഃ࠸
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦࡼࡿ㈙࠸ᨭ࠼࡞࡛ᴗ✚ᴟⓗ㛵ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ྲྀ⤌ࡳࡢయࡣᴗ⪅࡞ࡿࡀࠊࡑࡇ⾜ᨻఫẸࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠࡀ࠶ࡿࡇࡀᴗࢆ⥅
⥆ࡉࡏࡿࡁ࡞せᅉ࡞ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୕⪅ࡼࡿ㐃ᦠࡣࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᑟධ࠾࠸
࡚ࡶ⏕ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᴗ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࡸࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆ
ࢱࣝࡢᵓ⠏ࡀ࡞ࡉࢀࡓ㐃ᦠ⤌⧊ࡀ㸪ࡑࡢࡲࡲᆅᇦࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢཷࡅ─࡞ࡾᚓࡿ
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣ㸪᪂ᢏ⾡ᑟධࡲ࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢻࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ㸦≉♫ⓗ࡞
㟂せ㛵ࡍࡿၥ㢟㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᑟධࡲ࡛㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡀᝏࡋ࡞࠸⟇ࡸᴗ᪉ἲ
ࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ㝈ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪◊✲ࡶࢫࣆ࣮ࢻࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᚋࡶ
◊✲ᐊࡢᰕࡢࢸ࣮࣐ࡋ࡚㏣ồࡋ⥆ࡅࡓ࠸ࠋ
㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡣᆅᇦࡢᾘ⁛ࡢࠕᗎ❶ࠖ࠸࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫ⓗᦆኻࡣ
⤒῭ⓗ

ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᆅᇦࡢ㔜ᒙⓗ࡞Ṕྐࢆ㏻ࡌ࡚ఏ⤫ࡸᩥࡀࡑࡢᅵᆅ᰿

࠸࡚࠸ࡿࠋࡾࢃࡅ㐣ᆅᇦ࡛ࡣࠊ㒔ᕷ㒊࡛ࡣኻࡗࡓ᪥ᮏྂ᮶ࡢఏ⤫ࡸᩥࡀከࡃᅵ╔ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢆࠕ᪥ᮏࡽࡋࡉࠖࢆḟୡ௦⥅ᢎࡍࡿၥ㢟ࡳ࡞ࡍࡇࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ㈙࠸≀
ᙅ⪅ၥ㢟ࡢゎỴࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᩥⓗព⩏ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼
  ㏆᪥≀ὶ㛵㐃ࡢᏛᢞ✏ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ୍㒊ࡀ 1+. 㟷᳃
࡛  ᖺ  ᭶  ᪥ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠕⓎぢ㸟࠶࠾ࡶࡾ῝ୡ⏺࡛ࠖ⏝ࡉࢀࡓࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡣ 6%6 㙊⏣㈈ᅋࡼࡿ➨  ᮇ≀ὶ◊✲ຓᡂ㸦 ᖺᗘ㸧ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ᐇࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢሙࢆࡾ࡚㸪㙊⏣ṇᙪ௦⾲⌮ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㈈ᅋࡢ㛵ಀ⪅ྛᚰ
ࡽ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋࡲࡓ㸪ࣥࢣ࣮ࢺࣄࣜࣥࢢ㛵ࡋ࡚ከࡃࡢᴗ㛵ಀ⪅ࡽࡈ༠
ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࠎ῝ࡃឤㅰࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ
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低コスト簡易RFタグ駆動を目指した
印刷型有機整流回路の開発
山形大学 有機材料システム研究推進本部
有機エレクトロニクス研究センター
助授

竹田 泰典

1. 研究開始当初の背景
2. 研究の目的
3. 研究の方法
4. 研究成果
5. 今後の課題
6. 主な発表論文等
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㻝㻚◊
◊✲㛤ጞᙜึ䛾⫼ᬒ㻌
㏆ᖺࠊ,R7 ♫ࡢᐇ⌧ࡸࠊ$, ࡸ⮬ື㉮⾜ࡸࣟ࣎ࢸࢡࢫࢆᬑẁࡢ⏕ά࡛᭷ຠά⏝ࡍࡿ࠸
࠺ 6RFLHW\ ࡢᐇ⌧㈉⊩ࡍࡿ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ,R7 ♫ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᵝࠎ࡞≀ࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊࡶࡋࡃࡣ≀ྠኈ࡛᥋⥆ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊᏳ౯࡞≀ရᑐࡋ࡚ࡶᦚ㍕ࡀྍ⬟࡞ࡃࡽ࠸㉸Ᏻ౯࡞㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㧗౯࡞ࢩࣜࢥ༙ࣥᑟయࢳࢵࣉࡀᦚ㍕ࡉࢀࡓ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡸ┿✵ࣉࣟ
ࢭࢫࢆ⏝࠸ࡓࣇ࢛ࢺࣜࢯࣉࣟࢭࢫࢆ⏝࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ㟁Ꮚࢹࣂࢫ࡛ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸Ᏻ౯
࡞ḟୡ௦ࡢ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡢᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟୡ௦ࢹࣂࢫࡋ࡚◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ༳ๅࣉࣟࢭࢫࢆ⏝࠸࡚〇㐀ࡉࢀࡿ᭷ᶵࢹࣂࢫ࡛࠶ࡿࠋ2/(' ࡸ᭷ᶵኴ㝧㟁ụࠊ᭷ᶵࢺ
ࣛࣥࢪࢫࢱࢆࡣࡌࡵࡍࡿ᭷ᶵࢹࣂࢫࡣࠊࣥࢡྍ⬟࡞ᮦᩱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛༳ๅἲࢆ
⏝࠸ࡓ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㠃✚ࠊ㔞⏕⏘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻ࡞
༳ๅἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊᑡ㔞ከရ✀⏕⏘ࡸᗫᲠ≀ࡢపῶࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ〇㐀
⨨ࠊ〇㐀࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ㔞⏕⏘ࡼࡿపࢥࢫࢺ࡞ࡢ㠃ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛Ᏻ౯࡞㟁Ꮚࢹ
ࣂࢫࡢ〇㐀ࡀྍ⬟࡞ࡿᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㻞㻚◊
◊✲䛾┠ⓗ㻌
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊపࢥࢫࢺ༳ๅᆺ⡆᫆᭷ᶵ 5) ࢱࢢࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᩚὶᅇ
㊰ࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿࠋ༳ๅᆺ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࢆ⏝࠸ࡓ 5) ࢱࢢࡢ◊✲ࡣࠊᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵࡛
┒ࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢከࡃࡀ㏻⣔ ,& ࣮࢝ࢻ➼⏝࠸ࡽࢀࡿ᪤Ꮡつ᱁ࡢᐇ⌧ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊせồࡉࢀࡿࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢᛶ⬟ࡣ㠀ᖖ㧗ࡃࠊࡉࡽ⣙  ಶࡢ㞟
✚ࡀồࡵࡽࢀࠊ⭾࡞◊✲㈝㛫ࡀᚲせ࡛ᮍࡔᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᡃࠎࡣࢼ
ࣟࢢ㏻ಙࡢ⡆᫆ 5) ࢱࢢࢆ⪃ࡋࠊࡑࡢ㟁※⏕ᡂᅇ㊰࡛࠶ࡿᩚὶᅇ㊰ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚◊✲ࢆ
⾜࠺ࠋ

㻟㻚◊
◊✲䛾᪉ἲ㻌
 ᮏ◊✲࡛ࡣᩚὶᅇ㊰ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊձ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡࢆ⏝࠸ࡓᚤ⣽࡞㟁ᴟࡢᙧᡂ᪉
ἲࡢ☜❧ࠊղࡁ࡞ࢳࣕࢿࣝᖜࢆᣢࡘ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢస〇ࢆ⾜࠺ࠋ
$㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡࢆ⏝࠸ࡓᚤ⣽࡞㟁ᴟᙧ
ᙧᡂἲ
 㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡࡢࣃࢱ࣮ࢽࣥࢢἲ⏝࠸ࡽࢀࡿ༳ๅἲࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶᚤ⣽࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀᙧᡂ࡛ࡁࡿ༳ๅ᪉ἲࡋ࡚ࠊ㌿࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅἲࡀ࠶ࡿࠋ㌿࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅἲࡣᚤ⣽࡛㧗ゎീ࡞༳ๅࡀྍ⬟࡞᪉ἲࡋ࡚ࠊ༳ๅᆺ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ㟁
ᴟᙧᡂἲࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡶᮏ༳ๅἲࢆ⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎࠊ
㌿࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ⏝࠸ࡿࡇࡀྍ⬟࡞㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡࢆ᥈⣴ࡍࡿࠋ㌿࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅࡣࠊձ㌿యࣥࢡࢆሬᕤࡋⷧ⭷ࢆᙧᡂࠊղ㌿యୖࡢⷧ⭷ࢆ༳ๅ∧ࢆ⏝࠸࡚ࣃࢱ
࣮ࢽࣥࢢࠊճࣃࢱ࣮ࢽࣥࢢࡉࢀࡓⷧ⭷ࢆᇶᮦ㸦࢞ࣛࢫࡸࣇ࣒ࣝ㸧㌿࠸࠺  ࡘࡢᕤ
⛬ศࡅࡽࢀࡿࠋձ࡛ࡣሬᕤࢫࣆ࣮ࢻࡸ⇱㛫ࠊղ࡛ࡣࣃࢱ࣮ࢽࣥࢢ㏿ᗘࡸ࿘㏿ẚࠊճ
࡛ࡣ㌿㏿ᗘࡸ࿘㏿ẚࡢ᭱㐺࡞್ࢆᑟฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ✀ࠎࡢ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡ
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ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࡋᑟฟࡋࠊ༳ๅࡉࢀࡓ㖟㟁ᴟࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡛᭱㐺࡞㖟ࢼࣀ⢏Ꮚ
ࣥࢡ༳ๅ᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᙧᡂࡉࢀࡓ㟁ᴟ࠾࠸࡚ࠊຍ⇕᮲௳ᢠ⋡ࡢ㛵ಀࢆㄪ
ᚲせ࡞ࣉࣟࢭࢫ ᗘࢆ᥈⣴ࡍࡿࠋ

%ࡁ࡞ࢳࣕࢿࣝᖜࢆᣢࡘ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢస〇
 ձ࡛᥈⣴ࡋࡓ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡ᭱㐺࡞༳ๅ᮲௳ࢆ⏝࠸࡚༳ๅ㖟㟁ᴟࢆ᭷ࡍࡿ᭷ᶵࢺࣛ
ࣥࢪࢫࢱࢆస〇ࡍࡿࠋᩚὶᅇ㊰ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡣ㟁ὶࢆὶࡍࡇࡀ
ฟ᮶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ༙ᑟయ⛣ືᗘࡢྥୖࢺࣛࣥࢪࢫࢱࢧࢬ
ࡢᣑࡀ࡞ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᚤ⣽࡞༳ๅࡀྍ⬟࠸࠺≉ᚩࢆ⏕ࡋ࡚ࠊ:
ȣP ࠸࠺୍⯡ⓗ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ  ಸࡢࢳࣕࢿࣝᖜࢆ᭷ࡍࡿࢺࣛࣥ
ࢪࢫࢱࡢస〇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ༳ๅ∧ࡢタィ
 ㌿࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅࡣࠊ༳ๅ∧ࡀᚲせ࡞༳ๅἲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ∧ࢆタィࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
༳ๅ∧ࡣ࢞ࣛࢫᯈࢆ࢚ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࡇࡼࡾ〇㐀ࡉࢀࡿࠋᏛⓗ࡞࢚ࢵࢳࣥࢢἲࡢࡓࡵ
➼᪉ⓗ࢚ࢵࢳࣥࢢࡀ㐍ࡴࡓࡵࠊᚤ⣽∧ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ῝ࡉࡣࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡢ㛵ಀࡀ࠶
ࡿࠋⰋዲ༳ๅࡀྍ⬟࡞∧῝ࢆ᳨ウࡋࠊࣃࢱ࣮ࣥࡢᚤ⣽ᗘࢆỴᐃࡍࡿࠋࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢࣃ
ࢱ࣮ࣥࡋ࡚ࡣࠊ:ȣP ࡢ᷸ᆺ㟁ᴟࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢస〇
  ࡛స〇ࡋࡓ༳ๅ∧ࢆ⏝࠸࡚᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱ⏝ࡢࢯ࣮ࢫ࣭ࢻࣞࣥ㸦6'㸧㟁ᴟࢆᙧᡂ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㟁ᴟࢆ⏝࠸࡚᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࢆస〇ࡋࠊホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

&ᩚ
ᩚὶ≉ᛶࡢホ౯
 ᭷ᶵࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢࢯ࣮ࢫ㟁ᴟࢤ࣮ࢺ㟁ᴟࢆ᥋⥆㸦ࢲ࣮࢜ࢻ᥋⥆㸧ࢆ⾜࠸ᩚὶ≉ᛶ
ࢆ
ᐃࡍࡿࠋ
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㻠㻚◊✲ᡂᯝ㻌㻌
 ᮏ◊✲ᮇ㛫࡛ࡣࠊ◊✲᪉ἲ $a& ࡲ࡛ࡢ࠺ࡕ $ࠊ% ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ
㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࣥࢡࢆ⏝࠸ࡓᚤ⣽࡞㟁ᴟᙧᡂἲࡢᵓ⠏࠾࠸࡚ࡣࠊ㸱✀㢮ࡢࣥࢡࢆ⏝ពࡋ
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ ✀ࡢࣥࢡ࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ⏝࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊணഛ᳨ウ࡛
࠶ࡗࡓࡀண㏻ࡾࠊᇶᮦࡢ㌿ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ㌿࢜ࣇࢭࢵࢺ⏝ࡢࣥࢡࡋ࡚㈍
ࡉࢀ࡚࠸ࡿṧࡾ  ✀㢮ࡢࣥࢡࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࣥࢡᰴᘧ
♫ࡢ 52*( ࠾࠸࡚Ⰻዲ࡞༳ๅᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࣥࢡ࠾࠸࡚
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Abstract
Our research group conducted a questionnaire survey on the damage of containers cargo to contractors dealing with
maritime containers. As a result, the flow of cool air became irregular depending on the arrangement of cargo in the
container, and the temperature A rise appeared and there was a problem that there was a problem that the quality of
the food was deteriorated. In this study, to examine the influence of the air current in the container which contributes
to the mechanism of the occurrence of hot spots occurring in the freezing container, the set temperature in the
freezing container is set to 0  and 6 , We examined the influence of the change on the thermal response in the
cabinet. As a result, in the case of no cargo, the temperature inside the cabinet was greatly influenced by the amount
of solar radiation which is the outside air condition, and it was found that there are different temperature fluctuations
in the length direction and the height direction of the container. Moreover, when there is cargo, the influence of the
flow of cool air becomes small, and it turns out that large temperature fluctuation disappears.
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Fig.1 Reefer container (20feet)
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Fig.2 Air flow inside the reefer container
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Table 1 Specification of refrigerator
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Fig.3 Placement of thermocouples in reefer container
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(c) Door side
Fig.5 Temperature change in the height direction in the
container (Test 1)

Fig.6 Time history of temperature in each container part
(Test 3)
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第3次「物流共同化実態調査研究報告書」
発刊について
大阪産業大学 経営学部 商学科
教授

浜崎 章洋

1. 研究開始当初の背景
2. 研究の目的
3. 研究の方法
4. 研究成果
5. 今後の課題
6. 主な発表論文等
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＜2016年度採択助成研究に関する論文＞

現行のインコタームズを巡る諸問題に
関する一考察
早稲田大学商学学術院
教授

田口 尚志

当論文は 2016年度助成研究「北米太平洋沿岸
北西地域における 2010 年版インコタームズに
基づく貿易定型取引条件に関する研究」の成果
としてあらためて掲載するものです。
なお、当論文は『国際商取引学会年報第21号』
からの転載であり 、掲載にあたっては 、著者お
よび当該学会の許可を得ております。

1. はじめに
2. Incoterms 2010 Q&Aの前提知識
3.「一般質問項目」に関する考察
4.「複合運送質問項目」に関する考察
5.「海上運送質問項目」に関する考察
6. 小括
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20周年記念寄稿論文

現行のインコタームズを巡る
諸問題に関する一考察
田口

尚志

早稲田大学商学学術院 教授

自らが回答を供しており、興味深い。

1 はじめに
うに、利用者の質問も、ICCの回答も、いず
インコタームズの作り手である国際商業会

れも短簡な叙述に留まっておりそれらを基に

議所（International Chamber of Commerce、

した深い考察は困難ではあるが、それでもな

以下、単にICCという）は、2018年12月25日

お、いかなる問題が2010年版を巡って実際に

現在、自己のウェブサイトで、現行の2010年

生じているのかや、上記利用者の声に対して

版のインコタームズに代え、2020年版を作成

ICCがどのように反応し、どのように克服し

1

中であることを公表している 。

てゆこうとしているのかについての一端を垣

2020年版の名称が与えられている以上、そ

間見ることができるために、それなりの有用

れほど遠くない時期に公になると予想され、筆

性を含んだ資料として位置付けることも可能

2

者としてはその時を静かに待ちたいと思う 。

であろう。

翻って、現行のインコタームズである2010

本稿においては、上記文献における実際の

年版に目を移せばどうか。その問題点等を考

利用者の質問およびそれらに対するICCの回

察するに際して参考となるものの一つに、

答に焦点を当て、それらの分析・検討を通じ
て、将来のより良いインコタームズを考える

3

る文献がある 。そこには世界のインコター

上での一助としたい 4 。

ムズ利用者からICC本部に寄せられた質問・
疑問が掲載され、かつそれらに対して、ICC

1

2

URL = https : //iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-history/ visited on December 25,
2018.
但し、筆者は、わが国のICC日本委員会により組成されたインコタームズ改訂検討WGの委員の一人として日本における
改訂作業に携わってきている点は申し上げておく必要がある。現在、改訂作業は最終段階にあると言ってよいものの、
ICCパリ本部のドラフティング・グループの手によるテキスト本文はいまだファイナルになっておらず、その完成が待
たれるところである。なお、これらの2020年版に関する内容については守秘義務があることから、今回はあくまで現行
の2010年版を前提とした論考となることを予めご諒解いただければ幸いである。また、2010年版よりCIFやFOBといっ
た個々の定型取引条件（トレード・タームズ）を、従来の「条件（terms）
」ではなく、「規則（rule）
」と呼ぶようになっ
たが、インコタームズそのものを、わが国では「援用可能統一規則」と呼ぶように、日本語における「規則」の語感が個々
の定型取引条件を意味するところより、より上層に位置する総称的名称に適するように思えることや、さらにはCIF規
則やFOB規則と呼称するのにいまだ違和感を禁じ得ないことから、本稿では、従来と同じく、CIF条件やFOB条件のよ
うに「条件」の語を用いている点もお断りしたい。

3
4
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このように本稿での分析・考察は、すべて本文献内容に基づくものである。すなわち、本稿で扱う2010年版のインコター
ムズに関する問題点は、必ずしもわが国で生じているものではない。この点は強調しておきたい。
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場合にこれが唯一の答えだと思うべきではな

2

い（・・・we do not call this general guidance

前提知識
to be determinative in case of a dispute・・
・）
5
と述べていることである 。

文 献 は2013年 5 月 1 日 に 出 版 さ れ て い る。

ICCの公式な見解とは呼べず、あくまで指

2010年版が実際に公にされたのは2010年の 9

針に留まるものではあるが、インコタームズ

月であったから、
上記文献が扱っているのは、

の利用者の声に対して参考となる情報を供し

3 年弱という短い間にICCに寄せられた質

てくれると思われるため本稿では上記文献を

問・疑問に限定されている点はまずもって認

それなりの有用性を含んだ資料として位置付

識しておかねばならない。

けていることは先に述べた通りである。

それらの質問に対するICC側からの回答

これらの点を冒頭に記した上で以下にその

は、
「ICC専門家からの指針（Guidance from

中身を見てゆくが、同書の叙述の仕方は、16

ICC experts）
」という名称でもってなされる

の質問から成るインコタームズに関する「一

が誰が具体的に答えているのかその主体につ

般質問項目（general questions）」
、18の質問

いてもここで言及しておきたい。それはICC

から成る「どのような輸送手段にも使える条件

商取引法・慣習委員会（ICC Commission on

についての質問項目（multimodal questions）
」
、

Commercial Law and Practice）として知ら

そして、10の質問から成る「海上輸送にのみ

れる組織であって、国際取引に精通する実務

使える条件についての質問項目（maritime

家および法律家のメンバーから構成されてい

questions）
」の 3 つの質問項目から構成され

る。上記文献はこの委員会のメンバーが匿名

る（すなわち全44個の質問から成る）。

で執筆してはいるが、ICC Publicationとし

以下、全ての質問を取り上げることはでき

ての番号が付され、出版される以上、ICCの

ないため、それぞれの質問項目から若干の質

一定程度の裏書を得たものと見なしてよいだ

問を取り上げて見てゆきたい。取り上げる基

ろう。この委員会が国際ドラフティング・グ

準としたのは、インコタームズをよく読めば

ループを指名し、インコタームズの2010年版

すぐに解せる質問や、明らかにインコターム

作成に尽力したわけである。

ズの枠外で取り決められるべきと思われる質

但し、次のような断り書きを挿入している

問は避けるとともに、日頃わが国では論点と

点は指摘しておかねばならない。というのは、

してそれほど認識されていない事象に関する

インコタームズに含まれるそれぞれの条件

質問を重視して選択した。

は、場所によって、当事者によって、扱う商

それでは上記の質問項目に関し、以下、順

品によって、準拠法によって、さらには当該

に「一般質問項目」、「複合運送質問項目」、

地域の慣習によって異なるのであって、われ

および「海上運送質問項目」と呼んだ上で見

われはこの一般的な指針を公的なものとして

6
てゆこう 。

呼んではおらず、読者も紛争が持ち上がった

5
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側のパイプラインの端から、特定の商品がパ

3 「一般質問項目」に関する
考察

イプラインを通じて送られた場合、買主側で
受け取られる商品は異なりうるからである。
商品によって、この種の取引に適用する貿易

この「一般質問項目」においては、実に様々
な観点からの質問がインコタームズの利用者

実務があり、個別に対応しなければならない
とICCは述べている 8 。

から寄せられておりその傾向も区々であり一
般化するのは容易ではないが、強いて言えば

２ 「®」マークについて

費用の分岐を巡る質問が多いという印象で

これは2010年版から使われている「®」マー

あ る。 こ れ ま で も 問 題 と な っ て き たTHC

クに関する質問である。この「R」の英単語

（Terminal Handling Charge；ターミナル・

を丸で囲う記号はRegistered Trademarkと

ハンドリング・チャージ； 以下、単にTHC

いうが、信用状取引で扱われる書類にその

と呼ぶ）の負担者に関する質問や、より重要

マークがなければディスクレになってしまう

性を増しつつあるセキュリティ関連費用の負

のかという質問である。誰もがふと一度は疑

担者を巡る質問が代表といってよい。

問に思う質問でありながら誰も明確に答える
ことのできない質問でもあろう。

１

パイプラインについて

まず第 1 に、2010年版のインコタームズは
パイプラインの取引にも適用するのかとの質

これについてICCは同マークがなくても
ディスクレにはならないと明解に述べる 9 。
これで迷うことのない処理ができよう。

問である。
わが国においてもロシアとの間で天然ガ
7

ス・パイプライン構想があり 、全く関係の
ない問題とはいえないものであるが、これに
ついてのICCの回答はどうだろうか。
ICCはオイルやガスのようなものはパイプ

THC（terminal Handling
Charges）について

次いで、THCに関する質問である。THCに
関しては従前から言われているように、その
意味するところが広範で（broad category）
、

ラインで輸送されるが、インコタームズ2010

売買当事者は結局のところ、その広範な意味

年版はパイプラインでの取引には適用しない

を持つ当該費用を精査し、物品の引渡しの

としている。主な理由は、実際に出荷された

前後でその負担者を決定する他ないとしてい

商品は、実際に受け取られたものとは異なる

る10。ICCとしては、究極的には売買契約に

からというものである（the product shipped

おいて当該THCの負担者を細かく取り決め

is not the product actually received）。売主

ておくべきであるというのであるが、実務的

6

7

質問の性質によっては上記文献の項目とは異なる項目で扱った方がよいと思われる質問もあり、便宜上そのような扱い
を行ったところもある。この点申し添えておく。
池田元博氏による「日ロのガスパイプライン構想、ボールは日本に」と題する日経ビジネスオンラインによる記事等参照。
2018年10月12日 配 信、URL= https : //business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/040400028/101000063/ visited on
December 25, 2018.

8
9
10
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にはそれに先立つ見積り段階でより詳細な取

と呼ばれる「輸出コンテナ貨物総重量確定制

決めを行っておくことが肝要であろう。

４

セキュリティ関連費用について

セキュリティ関連費用の質問とは、具体的
には、同関連費用が売主・買主にどう振り分

が、今後のインコタームズを考える上で重要
な論点を供すると思われるため、ここで簡潔
に述べておきたい。

けられ、それぞれの当事者にどのように負担

そ も そ もSOLAS条 約（The International

されるべきかという質問である。これに関し

Convention for the Safety of Life at Sea；
「海

ても、ICCは、究極的には売買契約において

上における人命の安全のための国際条約」）

当該セキュリティ関係費用の負担者が誰であ

は、安全航行のためにコンテナ総重量を船舶

るのかについてきちんと取り決めておくべき

への積載前に船長に提出することを荷送人に

であるという従来の立場を踏襲している。こ

課していたが、それでもなお誤申告に起因す

れについてはもう少し言及しておこう。

る荷崩れや海難事故の発生が相次いだため、

ここで指摘されるべきなのは、同著が出版

より具体的な方法によって船積前にコンテナ

さ れ た2013年 当 時 既 にICCは こ の セ キ ュ リ

総重量を確定させることを新たに義務付けた

ティ関連事項が益々重要になってきており、

上記条約の改正案が 2014年に採択された。

この種の安全対策がいかに重要であるのかを

この改正SOLAS条約が2016年 7 月 1 日から

よく認識していた点である。2010年版作成に

発効したため、同条約を批准していたわが国

向けて作業を進めてきたドラフティング・グ

もその改正内容に準拠した制度を導入するに

ループは、実は2010年版を作る際に世界のこ

至ったのである。

の種の慣習を調査していたといい、かかる調

わが国国土交通省は、同改正に伴う新たな

査の結果、世界的に統一された慣習がなかっ

義務を履行するため、「海上コンテナの質量

た た め に（no consistent global practice）、

の確定方法等を定める告示」の制定を含め、

セキュリティ関連費用の負担に関する規定を

関係法令（船舶安全法関係省令の「特殊貨物

インコタームズに盛り込むことを敢えて避け

船舶運送規則」および「危険物船舶運送及び

（reluctant to impose change）
、結局のとこ

貯蔵規則」の改正）を公布・施行するととも

ろ、インコタームズのA2/B2およびA10/B10

に、関係者の理解を深めることを目的とした

にほんの少し手が加えられただけの規定に落

ガイドライン（解説書）を公表している。

ち 着 い た と い う わ け で あ る（ …therefore

このようにVGMの制度は改正SOLAS条約

articles A2/B2 and A10/B10 were change

に端を発していることを述べたが、その実務

11

but only to a limited extent） 。

的運用方法の一端が上記ガイドラインに示さ

ここで取り上げるべきなのが、このセキュ

れているため見てみよう。そこでは重量の具

リティ重視の考え方の延長線上にある昨今話

体的な確定方法や、使用できる計量器、コン

題となっている改正SOLAS条約およびそれ

テナそれ自体の重量の取扱い、重量の確定を

に基づくいわゆるVGM（Veriﬁed Gross Mass）

行う者の届出・登録、計測・算出方法、計量

11
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器の性能の確保に関する事項、コンテナ総重

るのであろうか。作成に当たるドラフティン

量を記載した船積書類等に署名する者に関す

グ・グループが、VGMに関する世界の運用

る事項、確定したコンテナ総重量の船社又は

方法・諸施策をどう捉え、新しいインコター

コンテナ・ヤード責任者への伝達に関する事

ムズに盛り込もうとするのか、彼ら/彼女ら

項、自ら計測しない貨物品等に関する事項、

の手によって仕上げられるファイナル・テキ

計測・算出の記録の保管に関する事項、計測

ストを待たなければならない。

等の依頼に関する事項などが記されており、
上記改正条約の内容を担保するための具体的

以上、「一般質問項目」を終え、次に「複
合運送質問項目」を見てゆくことにしよう。

な運用方法・手順が講じられている。
このように運用方法・手順を一瞥しただけ
でも細部にわたって十分な注意が必要である

4 「複合運送質問項目」に関
する考察

ことがわかるが、そのようなことは情報の伝
達・確認面に特化した場合にもあてはまる。

EXW、CPT、CIPに関する利用者からの

これについては、コンテナ重量に関する情報

質問はインコタームズをよく読めば誰でも簡

がどのように伝達され、どのように確認され

単に分かる内容と言ってよいため、ここでの

るのかに焦点を当てたわが国の報告書「輸出

考察対象から外し、残りのFCAと、D系条件

コンテナ重量情報の伝達・確認に係る実態及

全般について検討する。

び諸外国の動向調査」
（平成 29 年 3 月（株）
Class

NKコンサルティングサービスの執筆
12

１

FCAについて

による報告書）が参考になる 。同報告書は

まずは、今後最もその利用が期待される

英国のガイドラインを基準として、わが国は

FCAを取り上げそれに絡んだ質問を 4 つに

もちろん、主要国の情報に関する運用実態の

まとめてみたい。

把握に努めようとしたものであるが、同報告

⑴

書を一読してわかるのは、具体的な運用方法

FCAの「売主の施設」について

まず第 1 に、FCAにおける「売主の施設

がいまだ各国で区々であり統一的な形で論じ
ることは現状では困難と思われる点である。

を意味するのかという質問である。

もっとも、同調査はわが国を中心とした独自

ICCは、売主のコントロール下にある場所

の調査であるからこの点は割り引いて考えな

であればどのようなところでも良いという

ければならないのは言うまでもない。
らが契約して借りているターミナルなどが含
SOLAS条 約 の 発 効 を 契 機 と し て セ キ ュ リ

まれることになり、そのような場所では買主

ティ関連事項に関する実務的運用方法・諸施

が手配したトラック等の運送手段に荷物を積

策がますます具体化・現実化されるに至って

み込むのは売主となる。しかしながら、その

いるが、それがどのように、現在、作成過程

ように売主のコントロール下にある場所であ

にある2020年版のインコタームズに反映され

るかどうかはっきりしない場合には、後日の

12

60

URL = http : //www.mlit.go.jp/common/001204129.pdfより取得できる（visited on September 26, 2018）
。
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紛争を避けるために、売買契約において事前

ready for unloading）
。」

に当該場所がインコタームズFCAにいうと
ころの売主の施設に当たるかどうかを明確に
13

取り決めておくべきであるとする 。

質問者が掲げたA4b）の規定の実務の現場
を想像するに「
、その他の場合」すなわち「
、売
主の施設ではない場所」での引渡しとは、わ

⑵

FCAの「売主の運送手段」について

第 2 として、FCAのA4b）の規定にある「売

が国の実務においては港のコンテナ・ヤード
等での引渡しが典型例であろう。そのような
場面での具体的引渡地点が「売主の運送手段」

の意味するところはどのようなものかという

の上というのである。

質問である。
それに端的に答える前に、FCAの売主の

ICCの回答は、
「売主の運送手段」の意味
するところは、売主によって、売主のために

引渡義務に関する規定であるA4a）および

契約された運送人を含む運送手段が含まれ、

A4b）を引用し、見ておきたい。

かかる運送手段は、売主が自ら所有（保有）
する運送手段でなくともよいとする（it need

「A4

14

引渡し

売主は、合意された期日または合意され

⑶

。

FCAにおける荷送人について

た期間内に、指定地における合意された地

第 3 の質問として、売主の施設での引渡し

点が、もしあれば、その地点において、買

が な さ れ るFCA条 件 に 基 づ く 荷 送 人

主によって指名された運送人またはその他
の者に物品を引渡さなければならない。引

（shipper）とは誰かという質問である。
FCAにおいて運送契約を締結する義務を

渡しは、次の時に完了する。

負うのは買主である。したがってこの文脈か

a ）指定地が売主の施設であれば、物品

らは、運送契約の一方当事者たる買主が荷送

が買主によって提供された輸送手段に積

人 で あ る と 解 さ れ る。 一 方、FCA売 主 は、

込まれた時（If the named place is the

買主によって指名された運送人に物品を引き
渡せば足りるとされるが、実際に運送人に物

been loaded on the means of transport

品を引き渡すわけであるから、その意味では

provided by the buyer）
。

実際の荷送人ともいえる。そのようなことか

b ）その他の場合には、物品が、荷おろし

ら、ICCはこの点につき矛盾が生じるところ

の準備ができている売主の輸送手段の上

で あ る（inconsistency generally exists） と

で、買主によって指名された運送人また

述べており、そのような趣旨から、FCAに

はその他の者の処分に委ねられた時（In

基づく荷送人は運送契約上の荷送人としての

any other case, when the goods are

買主でも、実際に運送人に物品を引き渡す荷

placed at the disposal of the carrier or

送人としての売主でも、その両者でも可であ

another person nominated by the buyer

るとする。
但し、本稿で先に述べた近時のセキュリ

13
14
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ティ重視の傾向に鑑みた場合には、物品の実

れ る の か と い う も の で あ っ た（ …what is

際の売主が誰であるのかを特定することが重
視されるため、実際に運送人に物品を引き渡

the vessel? Are securing, dunnage, and/or

す荷送人としての側面が大いに注目される傾

trimming of the cargo required?） 。FOB、

向にある旨示唆している15。

CFR、CIFでいうところの運送手段は専ら「船

⑷

舶」であり、通常、内陸地での引渡しが企図

FCA売主に求められる引渡時の具体的

16

作業について

されるFCAでは、
「トラック」や「鉄道貨車」

FCAに関する最後の第 4 番目の質問とし

が典型的な運送手段であるから、海上運送手

て、「売主の施設」での物品引渡しが行われ

段のロジックをそっくりそのまま陸上運送手

る場合、その具体的な引渡しは、物品が買主

段に当て嵌めることに若干の抵抗はあるもの

によって提供された運送手段に積み込まれた

の、抽象度を上げてみれば買主手配による運

時とされるが、その意味するところは具体的

送手段であることには違いがないため、この

にどのようなものであるのか、すなわちその

ような応用も一定程度は許容されるものと信

引渡しにはどの程度の実務作業が求められる

じたい。

のかという質問を掲げたい。FCA売主に具

上記のFCAに関する質問を考える前提と

体的に求められる作業として、当該物品を単

して、参考元の、FOB、CFR、CIFの質問に

に運送手段の上に載せれば足りるのか、それ

対するICCの回答がどのようなものであった

とも積載しただけでは足りず、物品の固縛作

のかについて見てみよう。

業（lashing）まで必要なのか、あるいはさ

海上運送に用いられるFOB、CFR、CIF下

らに、運送途上の何らかの損害を避けるため

で行われる物品の引渡しは、まずもって「港

に、運送手段への物品の固定作業（securing）

に お け る 慣 習 的 な 方 法 で（in the manner

まで求められるのか、さらにそれらに加えて、

customary at the port）
」なされるべきである

物品の性質にもよるだろうが当該運送手段へ

とし、そのような港の慣習は港によって実に

の物品の収容にあたって物品の損傷と移動を

区々である（port customs may vary widely）
。

防ぐために荷脚・荷敷（角材、板材などの総

例えば、港によっては、物品が物品引渡しの

称）の付設を意味するダネージ作業
（dunnage）まで求められるのかという質問
である。

みなされる港もあるというし、また、貨物の

実はこの質問は、上記文献に掲載されてい

性質や本船の形態がどのようなものかによっ

る「海上運送質問項目」にあったものを参考

て物品の船積実務がどのようになされるかが

に筆者がFCAの質問に応用したものである。

決まることもある。

参考元の質問がどのようなものであったのか

そのように述べた上でICCは、上記のよう

というと、FOB、CFR、CIFにおけるon board

な港の慣習がなかったり、また、当事者間で

とはどういう意味であり、固定作業、ダネー

慣習とされるようなものがなかったりした場

ジ作業、および/または荷均し作業が求めら

合の原則としては、かかる物品が初めて甲板

15
16
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上に安着したときに当該物品の引渡しがなさ

役装置の操作作業員の選定はもちろんのこ

れたものと考えられる（… the goods may

と、当該作業員がその操作を誤って物品や運

be considered to be delivered on board the

送手段に何らかの損害をもたらした場合には

vessel when ﬁrst at rest on deck）と結論付

売主・買主のいずれが負担するのか等も取り

17

けるのである 。

決めておくことが必要となろう。

この「本船甲板上への初安着時（ﬁrst at
rest on deck）」を引渡しとするICCの考え方
を、FCA下の陸上運送手段に投影してみれ

２

D系条件について

それでは次にD系条件の質問を検討してみ

ば、
「かかる物品が初めて買主の運送手段上

たい。

に安着したときに当該物品の引渡しがなされ

⑴

たもの（… the goods may be considered to

DAT、DAP、DDPの 運 送 契 約 規 定 文

言について
まず、D系条件の各条件、すなわち、DAT、

or rail when ﬁrst at rest on deck）と考える

DAP、DDPの各条件に当て嵌まる売主の運

こともできそうである。

送契約締結義務に関する質問である。質問者

そうだとすれば、上記のFCAの質問に対

は、これらの条件の売主は、売主自身の運送

する答えとしては、当該売買対象物品を単に

手段を用いて当該物品を買主国側まで持ち込

運送手段の上に載せれば足りるということに

んでもよいのかという疑問を呈する。

なるのであろう。何らかの基準を設けなけれ

ICCの 回 答 を 見 る 前 に、DAT、DAP、

ばならないから、デフォルト・ルールとして

DDPの各条件におけるA3の規定を確認して

は、運送手段の上に載せた時点で引渡しが行

おこう。そこには次のような文言が存在する。

われたとICCは考えるわけである。

「売主は、自己の費用により、合意された

しかしながら、単に運送手段に載せるだけ

仕向港または仕向地・・・・・・までの物品の運送

では、運送途上で容易に何らかの損害を被っ

契約を、自己の費用でもって、締結しなけれ

てしまうことも予想され、実務的には運送手

ばならない（The seller must contract at its

段への積込に加え、固定作業等の何らかの作

own expense for the carriage of goods to

業が求められるというのが現実的な対応のよ

the named place of destination or to the

うに思われる。したがって、FCAの売買当

agreed point…）
」。この規定文言からわかる

事者としては、運送手段の上で引渡しが行わ

ように、売主は、運送契約を締結しなければ

れる場合で、かつ、その運送手段の上で固縛

ならない（… seller must contract … for the

作業、固定作業さらにはダネージ作業も必要

carriage of goods …）とする言葉が用いら

と判断される場合には、売買当事者間で、そ

れており、この事が質問者の疑問の根底にあ

れらの作業に掛かる費用・危険がいずれの当

るのだろう。

事者の負担であるのかをはじめ、当該作業を

こ の 質 問 に 対 し てICCは 端 的 に「 は い

効率的に行うために利用する荷役装置の良好

（Yes）」と肯定した上で、本文自体には、売

な稼働状態を担保する取り決めや、かかる荷

主は運送契約を結ばなければならない（must

17
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contract）とあるが、それはあくまでも売主

上 記 のICCの 説 明 を 受 け て わ か る の は、

側に運送手配を行わせる（the rule assign the

ターミナルといいながらも結局はどのような

responsibility to the seller to arrange for

場所（any place）でもよいということであっ

carriage）という趣旨であるから、売主自身

て、そうであれば今版から新しく導入された

の運送手段を使うことを妨げるものではない

も う 一 つ の 条 件 で あ るDAP（Delivered at

18

とされる 。わが国では、上の規定文言に基

Place）と殆ど変わらない内容になる。実際、

づいて売主自身の運送手段を用いることを否

DATとDAPの違いは仕向地に持ち込まれた

定する見解をこれまで側聞したことはない

運送手段からの荷卸義務に関する負担の違い

が、字義的に解すればそのように読み取るこ

だけであり、なぜこのような似通った 2 つの

とが可能であるため今後このワーディングは

条件を2010年版に同時に入れ込む必要があっ

避けるべきとICCは考えるかもしれない。規

たのだろうか疑問であるが20、約10年の使用

定文言作成の難しさを教えてくれる好例と

期間が経過し、両条件の使い易さ・使い難さ

いって差し支えないだろう。

もある程度明らかになっただろうから、2020

⑵

年版において両条件がいかに調整されるかに

DATの「ターミナル」について

次 い で、2010年 版 に 初 め て 盛 り 込 ま れ

ついては興味があるところである。利用者に

たDATに 関 す る 質 問 で あ る。DATと は、

とってより使い易い内容とされることを期待

Delivered at Terminalの 省 略 形 で あ り、 利

したい。

用者の質問は、その用語に含まれるターミナ

⑶

ル（terminal）とは一体どのようなところか
という質問である。

DATとDAPの選択について

DATとDAPに関する質問である。売主が
買主国側まで持ち込んで渡すD系条件に基づ

ICCの回答は非常に簡潔である。DATに

いて荷卸しを行いたいのだが、その荷卸しを

おけるターミナルというのは、屋根があるか

行う場所がターミナルではなく、買主の施設

無いかにかかわらず、
埠頭、
倉庫、
コンテナ・ヤー

である場合にはDATとDAPのいずれの条件

ド、道路・鉄道・航空貨物ターミナルのような

を使えばよいのかという質問である。

あらゆる場所を含む（including any place）広

ICCは、まず、2010年版に存在するD系条

範な意味を有する（a broad meaning）場所

件のあらゆる条件がインコタームズに規定さ

であるとICCは述べる。しかしながら、単に

れているそのままの形で適用するものはない

拓けた大地（open ﬁeld）であるだけでは駄

ことを確認する。DAPとDDPは、買主の施

目で、物品を受領するためある程度整えられ

設で引渡しが行われることを想定している

た 空 間 で あ る こ と が 必 要 だ と い う（some

が、そこでの荷卸しに関しては売主にその義

organization of the space for receiving

務を課してはいない。一方、DATは、買主

19

goods） 。

の施設で引渡しが行われることを想定しては

18
19
20

64

DATおよびDAPを2010年版に新たに導入したことについて、
「仮に時間を掛けた慎重な改訂作業を行ったのであればこ
のようなあまりに似通った条件を新設する愚は防ぐことができたのではなかろうか」とのやや批判的な見解を表明しつ
つ、あまりに似た条件であればそれらの一本化もやぶさかではないのではとの見解を示唆するものとして、拙稿「最新
版インコタームズにおけるFCA、CPT、CIP条件に関する一考察」『早稲田商学431号』2012年、992頁脚注（ 3 ）参照。

2017年度 物流研究助成 成果報告書

2017年度研究報告

いないが、引渡しが行われる場所での荷卸し

のいずれが支払うべきなのかとの問いである。

に関しては売主にその義務を課している。こ

まず、DAP売主による引渡しは、買主国側

れらのことから、ICCは、当事者間で若干の

まで物品を持ち込んで売主が手配した運送手

改変や確認を加えた上で次のようにして用い

段の上で買主の処分に委ねられた時になされ

ればよいとし、具体的に 2 つの取りうるオプ

るというDAPの原則を確認した上で、ICCの

21

ションがあるという 。

回答をみたい。

一つは、先述したように、そもそもDAT

ICCは次のように解説する。インコターム

に含まれる「T」の字の意味するターミナル

ズのDAPは、物品が詰め込まれたコンテナ

（terminal）が考え方によっては買主の施設

に関しては何ら言及していないため、通常、

も包含しうるから、その点を当事者間で事前

その責任問題に関しては、コンテナ所有者（通

に確認した上で用いればよいとするDATの

常、運送人やコンテナの貸与者等）と、当該

利用を奨める立場である。そして、もう一つ

コンテナを借り受けている者（本事例で言う

は、本来は荷卸義務が買主にあるDAPに特

DAP売主）との間で結ばれる契約内容によ

約を加えて使えばよいとする立場である。具

る。本事例の場合の多くは、DAP売主がコ

体的には、売買契約において、買主の施設に

ンテナ・クリーニング・チャージを支払うな

おける荷卸しを売主が行い、それに掛かる費

どし、コンテナに関する責任を負担すること

用と危険もすべて売主が負担する旨、別途の

になるが、もし売主がこうした負担やコンテ

特約を付した上でDAPを用いればよいとす

ナの返還義務を買主に負担させたいというの

る立場である。

であれば、売主は別途の契約でもって、買主

たしかにいずれのオプションも正しいが、

との間でそれらの責任に関してそれに掛かる

インコタームズの利用者にそもそもそのよう

危険や費用を買主負担とする旨の取り決めを

な些細な要素で選択を迷わせる選択肢が存在

22
行うべきであるという 。

すること自体が問題のように思える。利用者

⑸

にとって覚え易く、使いやすいように、イン

DDP輸入と関税について

ここでの最後の質問として、DDP輸入と

コタームズに盛り込まれる条件は本来できる
だけ少なく在るべきであって、かつ明確な特
徴をもったものに限られるべきであるように

23
との見出しであったが、わかりやす
（VAT）

思われ、あまりに似た内容の条件が複数存在

さを重視して「DDP輸入と関税について」

するのであれば、今後その一本化を図っても

と変更した。質問者は、まずは米国商人が売

よいのではなかろうか。

主でベルギー商人が買主の場合を、次いで米

⑷

国商人が買主でベルギー商人が売主の場合を

DAPにおけるコンテナ・クリーニング・
チャージについて

想定し、輸入通関義務ならびに関税支払義務

次に、DAPに関する質問である。DAPの下

を売主が行うことの難しさを問うたものであ

で の コ ン テ ナ・ ク リ ー ニ ン グ・ チ ャ ー ジ
（container cleaning charges）は、売主・買主

る。
ICCは、顧客である買主が、売主にあらゆ

21
22
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るサービス（full service）を期待する場合に

における代表者）の規定により、当該取引が

はこのDDPが有効である旨述べつつ、次の

継続的に行われる場合、わが国における代表

ように結論付けている。「買主の国に売主の

者を定め登記しておくことが求められてい

拠点がある場合には、問題は生じないのであ

る。加えて、当該物品が輸入割当品目に該当

る（The problem does not arise when the

する場合には、輸入割当証明書の記載以外の
者が輸入を試みても困難なため、DDP売主

24

country…）
」。

は整合性を図った上での対応が求められよ

しかし、このICCの言を裏返せば、買主の

う。このようにDDPに基づく売主は、輸出

国に売主の拠点がない場合、すなわち、売主

先の現地の法規制に精通していることが不可

が非居住者である場合には何らかの問題が生

欠となり、それらを踏まえた上での対応が要

じ得るということに他ならない。

請されることからそのような対応ができない

わが国へのDDP輸入を考えてみよう。海
外のDDP売主が、日本における輸入通関を

ようであれば、DDPの利用は避けた方が無
25
難と思われる 。

行い、関税等も支払い約定物品を指定地点ま

ICCは、確かに2010年版のDDP規定に先立っ

で持ち込んで引き渡すことになるが、これは

て記される「助言メモ（Guidance Note）
」の

すなわち、非居住者である売主がわが国で輸

箇所で、
「売主が直接または間接に輸入通関

入申告を行うことを意味するから、わが国で

許 可 を 取 得 で き な い 場 合 に は、 当 事 者 は

はあらかじめ以下の手続きが求められてい

DDPを使用しないことが、賢明である」と

る。

の文言を置いてはいるが26、他の公法との関

関税法第95条（税関事務管理人）の規定に

係において、とりわけ税法との関係において

より、売主は税関事務管理人を定めてその旨

注記喚起が足りない感は否めない。次版の

を税関長に届け出ておかなければならない。

2020年版にはこの税法との関係において一層

さらには、会社法第817条（外国会社の日本

の注意を促す文言を設けるべきであろう。

23

ここでEUにおけるVAT（Value Added Tax）について簡単に触れておけば、それは、生産・流通等の各段階で加えら
れた付加価値に対して事業者が税を納める制度のことであって、最終的には価格転嫁を通じて消費者が負担することに
なる。VAT税率は、将来的にはEU内で統一することを目指しているが（1997年 1 月 1 日を目途に同率に統一されるこ
とになっていたが）、各国諸事情により実現されていない。ルクセンブルグの17%からハンガリーの27%まで様々な税率
が存在しており、平均をとると約21％にもなる。本文後掲のベルギーはその平均である21.0%となっている。ちなみに、
EU諸国のVAT標準税率（2018年10月時点）をざっと掲げれば次のようになる（URL = https : //www.asd-int.com/en/
list-of-vat-rates-in-the-european-union/ visited on December 15, 2018）。オーストリア20.0%、ベルギー 21.0%、ブルガ
リア20.0%、クロアチア25.0％、キプロス19.0%、チェコ21.0%、
、デンマーク25.0%、エストニア20.0%、フィンランド
24.0%、フランス20%、ドイツ19.0%、ギリシャ 24.0%、ハンガリー 27.0%、アイルランド23.0%、イタリア22.0%、ラトビ
ア21.0%、リトアニア21.0%、ルクセンブルグ17.0%、マルタ18.0%、オランダ21.0%、ポーランド23.0%、ポルトガル
23.0%、ルーマニア19.0%、スロバキア20.0%、スロベニア22.0%、
、スペイン21.0%、スウェーデン25.0%、イギリス20.0%。

24
25
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このDDPをはじめD類型の取引条件は引渡地が仕向先の輸入地側の国になることから同国において当該物品の所有権が
移転されると考えられがちであるため（インコタームズ自体は所有権に関しては何ら言及していないが）、税務上のリス
クが存在するので、輸入国での税法や租税条約の理解が一層求められよう。また、輸入時に税額不足を指摘された場合、
わが国関税法第105 条に規定する税関職員の質問検査権が海外の売主に及ばないことから各種の問題が生じることに言
及しつつ、それへの対応につき論究したものとして、拙稿「DDP条件と関税支払い義務に関する一考察」『国際ビジネ
スコミュニケーション学会年報第76号（2017年）』がある。同稿では、税関事務管理人の現行の届出制の資格要件をもう
少し厳しくするといった方策や、更正の処分や決定の処分などに対してあらかじめ担保を準備・提供するような方策に
も触れている。
国際商業会議所日本委員会『インコタームズ2010』国際商業会議所日本委員会、2010年、191頁。
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以上、「複合運送質問項目」を終え、「海上
運送質問項目」を見てゆくことにしよう。

CIF、CPT、CIPにおける費用負担に関する
内容については、本船からの荷卸費用を売主
負担と明記した点を除いて、2000年版と同一

5 「海上運送質問項目」に関
する考察

の規定であって、従来の規定を踏襲したもの
であることを確認した上で、2010年版におけ
るCFR、CIF、CPT、CIPの売主は、自己の

ここではC系条件と運賃関連費用について

費用で相手方の港や場所まで物品運送に関わ

の質問を掲げる。C系条件下の買主が、時折、

る費用を負担し、通常の条件（usual terms）

運送人から根拠不明の費用を請求される実態

で運送契約を行わなければならないとする。
ここでのポイントとなるのは、何が「通常
の条件（usual terms）」であるのかというこ

たはCIF輸入を行う買主は、荷受人として、し

とである。これをどのように解するのかに

ばしばかなりの額に上る曖昧な費用（opaque

よって負担者が変わり得るから大切なポイン

charges）を、例えば、China additional と呼

トといってよい。そこでのICCの説明は、要

ば れ る 付 加 的 費 用（substantial additional

は、「通常の条件」に基づく運送契約より派

27

charges）を、運送人から求められるという 。

生する費用については売主が負担することに

CFR輸入またはCIF輸入のため運賃は既に当

なるが、それよりはみ出た費用については買

該商品価格に算入されており、買主としては

主が負担することになるというのであって、

そのような運賃関係費用は既に支払われてい

さらにはその「はみ出た」費用というのは、

るのであるから上の運送人の請求は、いわば

予見しえない費用（unforseen costs）に他な

二重の支払いを求めるものであって不当では

らないとする。しかしながら、そのような費

ないか。そもそもC系の条件は、売主が運送

用も、売主にとって予見しえないのか、運送

契約を締結するのであるから、売主が支払う

人にとって予見しえないのかということも

べきなのではないかと質問者は疑問を呈する

あってどのような費用が予見しえない費用に

のである。

なるのか、その判断は難しい。したがって、

質問者はさらに各種のサーチャージ

結局のところインコタームズの枠外でもって

（congestion surcharges, peak season

決するしかない。C系条件に基づく買主とし

surcharges, winter surchargesなど）を掲げ

ては、売買契約において「通常の条件」で運

た上で、運送契約に基づき運送人がこれらの

送契約から生じる費用を事前に把握しておく

費用を請求するのであるが、これの請求先は

とともに、将来、自己の負担として降りかかっ

運送契約の一方当事者である売主であるべき

てくる恐れのある「通常の条件」からはみ出

であって、それらの費用を買主に求めるのは

る費用にはどのようなものがあり、どれほど

おかしいのではないか、と続けるのである。

の金額に上る可能性があるのかに関して予め

28

ICCの説明を、筆者なりに要約してみよう 。

知っておく必要がある。したがって、実務的

2010年版のC系の条件、すなわち、CFR、

に、買主は、売買契約締結に至る以前の段階

27
28
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で、相手方である売主を介し運送人に照会し

のようなものであるのか、その事実に依拠す

てもらうなどしてそれらを理解し、ある一定

るのであって、ある種の価値判断に依拠する

の金額の支払負担が後刻自らの身に降りか

ものではないからである。この点は目立たな

かってくることを予期し、それに備えておく

いが非常に重要と思われ、この種の規定によ

配慮も必要であろう。このような知識は売主

く存在する「合理的な（reasonable）」とい

との売買契約における価格交渉で活かすこと

うある種の価値判断を伴う考察が求められる

ができると信じたい。

言葉と対照的である。2010年版のインコター

こうして、インコタームズの規定中に存在

ムズには「合理的な（reasonable）」の言葉

する「通常の条件（usual terms）
」というワー

は一切存在しておらず、この点は相互補完関

ディングを中心に若干の考察を付したが、こ

係にあるとされる、ウィーン売買条約とは大

こでの最後にこの「通常」という言葉に関し

29
いに異なるのである 。

て思うところを述べておきたい。

ウ ィ ー ン 売 買 条 約 に お い て は、「 通 常 の

インコタームズに盛り込まれる幾つかの条

（usual）」という言葉は、第32条の運送手配

件では、この「通常の（usual）」という言葉

の規定の中で運送条件を形容する言葉とし

が散見される。厳密に調べたところ、EXW

て、さらには、第35条の物品の契約適合性に

で はA9に、FCAで はA3、A8、A9に、CPT

関する規定の中で物品の包装方法を形容する

ではA3、A8、A9に、CIPではA3、A8、A9に、

言葉として用いられるのみである。すなわち、

DATで はA9に、DAPで はA9に、DDPで は

「通常の（usual）
」という言葉は、 2 か所に

A9に、FASで はA3、A8、A9に、FOBで は

使われているに過ぎない。一方、「合理的な

A3、A8、A9に、CFRで はA3、A8、A9に、

（reasonable）」という言葉は、実に47か所に

CIFで はA3、A8、A9に、 運 送 契 約、 証 拠、

亘って用いられており30、これは大きな違い

航路、運送書類、運送形態を形容する言葉と

である。

して全部で29箇所（一部 2 か所あるところが

この「通常の（usual）」という言葉と、
「合

あるため）に用いられている。この「通常の」

理的な（reasonable）」という言葉に関して、

という言葉の意味するところとは何かと問わ

インコタームズの2010年版およびその手引書

れてもなかなか即答できるものではないが、
当該取引に日頃から携わっている実務家に、
彼ら/彼女らが通常どのような運送契約を締

い。しかしながら、この点につき、2000年版

結しているのか、通常どのような証拠や運送

には参考になる言葉がある。少し長くなるが

書類を利用しているのか、通常どのような航

原文とともに、新堀聰博士による邦訳文を以

路を用いているのかを確認することはそれほ

下に紹介しておきたい31。

ど困難なことではない。日頃どのような貿易
実務を行っているのか、その実務の慣習がど

29

30
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「・
・・もちろん、「通常の」という語が何を

但し、歴史的に過去の版にまったくなかったのかといえばそうではない。例えば、1953年版のEXWのA3には、売主の
買主に対する通知義務のところで、然るべき通知を与えなければならないとし、reasonable noticeの言葉が用いられて
いる。
「非合理的な（unreasonable）」という言葉も含む。
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意味するかを正確に述べるのは困難なことが

輛に例えるのであれば、実務研究と法的理論

あり得るが、しかし、多くの場合、取引に携

研究の両輪が揃ってはじめてバランスよく走

わる人々が通常何をするかを確認すること

行可能となるのであり、それはすなわち、イ

は可能であり、その場合には、このような慣

ンコタームズとウィーン売買条約の関係に見

習が道を照らす灯火となろう（… It can, of

られる相互補完関係と同じである。商と法の

course, be diﬃcult to tell precisely what the

融合的研究を企図する本学会の意義は、まさ
にこうした商学者と法学者の学際的協同関係

cases, it is possible to identify what persons

に存在するのであろう。

in the trade usually do and this practice will
then be the guiding light）
。 この意味で「
、通

6 小

括

常の」という語は「
、合理的な」という語より、
むしろ一層有益である。「合理的な」という
語は、慣習の世界に対してではなく、善意と

の質問のうちのほんの幾つかの質問を取り上

公正な取引という一層困難な原則に対しての

げ見てきたわけであるが、それらを通して感

評価を要求するからである（In this sense, the

じることは、実務においてインコタームズの
果たす役割の重要性とともに、その限界であ
る。取引当事者である売主・買主は、かかる

assessment not against the world of practice

役割とその限界をよく弁えた上で、売主・買

but against the more diﬃcult principle of

主間で別途の特約を細かく結ぶべきなのであ

good faith and fair dealing）
。状況によっては、

ろう。

何が合理的かを決定することが必要な場合
もあろう（In some circumstances it may well

用者の声を、ICCは、次なる改訂版の2020年

b

版にどのように活かし、反映させるのであろ

しかし、上述の理由により、インコタームズ

うか。期待をもって2020年版のファイナル・

では、「通常の」という語が、「合理的な」と

テキストを待つことにしよう。

いう語より一般的に好まれてきた（However,
for the reasons given, in Incoterms the

なお、本稿は、国際商取引学会年報 第 2 1 号
（ 2 0 1 9 年 9月刊）に 掲載したものである。この
点につきご了解いただきたい

上の新堀博士による邦訳文、「慣習が道を
照らす灯火となる」というのは、筆者の属す
る商学の立場からの実務研究の存在意義を示
すものに他ならない。国際商取引の研究を車
31

国際商業会議所日本委員会、前掲書、116頁。
なお、本稿は、公益財団法人SBS鎌田財団の物流助成費（2016年度）ならびに早稲田大学特定課題研究助成費（2017K138）による研究成果の一部である。
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2018年度

新規採択研究助成

一覧

2018年度は23件の応募があり 、そのうち 9件が採択されました。

所属機関名
1

2

静岡大学
工学部 電気電子工学科
流通経済大学
流通情報学部
東京大学

3

大学院新領域創成科学研究科
物資系専攻

職位
助教

准教授

特任
准教授

愛媛大学
4

大学院理工学研究科

准教授

機械工学コース
5

6

愛知学院大学
経営学部
流通経済大学
流通情報学部

教授

教授

東京大学
7

大学院 情報学環

特任助教

総合防災情報研究センター
名古屋大学
8

大学院工学研究科

教授

航空宇宙工学専攻 飛行・制御講座
東京理科大学
9

理工学部
電気電子情報工学科

助教

氏名

研究課題

青山 真大

輸送機器向け走行中ワイヤレス給電システムに適

（アオヤマ マサヒロ） したモータに関する研究
横井 のり枝
（ヨコイ ノリエ）
渡邉 峻一郎
（ワタナベ シュンイチロウ）

李 在勲
（イー ジェフン）
丹下 博文
（タンゲ ヒロフミ）
矢野 裕児
（ヤノ ユウジ）
宇田川 真之

物流とマーケティングの統合可能性と方法〜マー
ケティング視点による物流課題解決への取り組み
スマート物流社会を実現する無線給電RFIDタグ
における印刷プロセス型アンテナの開発

自律移動が可能な手押し台車の開発

物流業における健康経営の推進に関する研究

水平・垂直連携による共同物流展開に関する研究

災害時の救援物資物流に関する図上演習用教材の

（ウダガワ サネユキ） 研究開発

原

進

（ハラ ススム）

村松 大陸

物流用マルチコプタードローンの着陸時転倒防止
機構の開発

物流作業の効率化に向けたパッシブ方式人体通信

（ムラマツ ダイロク） によるピッキングシステムの開発
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公益財団法人 SBS鎌田財団
【沿革】
平成25年 7月 3日

一般財団法人 鎌田財団を設立

平成27年 6月 19日

内閣府から公益財団法人への移行認定を受け 、
「公益財団法人 鎌田財団」となる

平成27年 7月 1日

「公益財団法人 SBS鎌田財団」へと名称変更

【役員体制】
■理事
代表理事

鎌田 正彦

SBSホールディングス株式会社 代表取締役社長

理事

岸野 一夫

株式会社未来塾 代表取締役

理事

尼野 正一

税理士法人 誠和コンサルティング 代表社員執行役社長

監事

藤浦 宏史

株式会社アガットコンサルティング

評議員

申田 裕治

元株式会社ジェーオージェー 専務取締役

評議員

時田 宗明

株式会社経済界倶楽部 代表取締役

評議員

鈴木 知幸

東京丸の内法律事務所 弁護士

代表取締役 公認会計士

■評議員

■選考委員

72

選考委員長

靍岡 征人 SBSロジコム株式会社 取締役常務執行役員 営業本部長

選考委員

市川 隆一 株式会社サプライチェーン経営研究所 代表取締役

選考委員

豊増 隆弘 ノーウェアアベニュー株式会社 代表取締役

選考委員

池田 幸司 社会福祉法人天使園 理事長

選考委員

後藤 大介 株式会社アイディアシップ 代表取締役

選考委員

園田 恵一 元SBSロジコム株式会社 取締役専務執行役員
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