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文部科学省 私立大学研究ブランディング事業
「エコ農業ブランディングによる発展的地域創成モデルの形成」
（平成 29 年～令和元年度）の成果報告
はじめに

吉備国際大学

学長

眞山 滋志

本学は、「学生一人ひとりの持つ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に
有為な人材を養成する」ことを建学の理念としており、地元の強い要望を受け、
平成 2 年の開学以来、現在までに岡山県高梁市（本部・高梁キャンパス）に 4 学
部、岡山市（岡山キャンパス）に 1 学部、および兵庫県南あわじ市（志知キャン
パス）に農学部を設置しております。これらの中でも、特に高梁市および南あわ
じ市では人口減少による過疎高齢化が顕著に進行し、経済の停滞、産業の担い手
不足といった、地方都市・地方農村社会に共通する課題を抱えています。本学で
は、これらの課題に対し各専門分野の特徴を活かしたさまざまな取組みを行っ
てきました。平成 25 年には、文部科学省地（知）の拠点（COC）整備事業「だれ
もが役割のある活きいきした地域の創成」が採択され（平成 25 年～29 年度）、
両市のキャンパスで、地域創成に向けた多面的な取組みを行いました。
平成 29 年度に採択された私立大学研究ブランディング事業では、これまでの
研究実績を集約し、さらに発展させるために「地域創成に実践的に役立つ人材を
養成する大学」をビジョンに掲げ、南あわじ市において農学部を中核とした 12
の地域連携課題の研究活動を行い「エコ農業ブランディングによる発展的地域
創成モデルの形成」を目指しました（下図）。

地域を再生するための教育・研究を実践するとともに、学生と地域との協働
で地域創成のブランディング発信創りに取り組みました。この研究ブランディ
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ング事業に関わることで、全国からの入学生が出身地を含む各地で農村社会の
再生・創成に発展的に貢献できる実践力を身につけることを期待するとともに、
この成果のブランディング発信により本学のイメージアップを図り、新たに多
くの学生の入学に繋がればと願ったものです。
本事業は、下図に示すように、農学部を中核とする研究活動とアニメーション
文化学部との協働で進める大学のイメージアップを図るブランディング活動で
構成されました。

研究活動およびブランディング活動の進捗状況は、それぞれに学内及び学外
の評価委員会による検証を毎年度受けることに致しました。但し、令和 2 年 3 月
14 日に予定していた最終年の研究成果報告会は、新型コロナウイルス感染症の
拡大が地球規模で伝搬したことにより中止せざるを得なくなりました。評価委
員の方々には、最終年度の報告書により書面にて評価をいただくことに致しま
した。本書は、本ブランディング事業（平成 29 年～令和元年度）で取り組んだ
各研究課題の達成状況およびブランディング発信の成果報告書であります。そ
れぞれの活動の概要を纏めておりますが、過去 3 年間の成果はおおむね順調に
得られていると考えています。
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ブランディング戦略活動（下図）につきましては、アニメーション文化学部の
協力で作成されたロゴやキャラクターを用いた広報活動および研究成果の発信
による活動について概要を纏めました。ブランディング戦略の平成 29 年～30 年
度の計画を実行し、大学の認知度とイメージを効果的に向上させるため、ブラン
ドマーク、ロゴ、イメージキャラクターを構築し、ホームページ、ブログ、オー
プンキャンパス、出前授業、農業高校などの高校生、高校教員、保護者や市民に
対してリーフレットやチラシおよびテレビＣＭ等で広報を行いました。これら
の情報源は農学部およびアニメ―ション文化学部と地域との連携活動に基づく
ものであり、その活動のメディア等への情報発信は入試広報室が担いました。ま
た、計画書のステップ 2（平成 30 年～31 年）に示した農学部の各研究課題の遂
行による研究成果と大学ブランド商品の開発を次々と発信し、大学のブランデ
ィング向上に貢献できたのではないかと考えています。
本事業は、当初 5 年間の計画で進めておりましたが、平成 30 年度末、採択さ
れている全ての大学のブランディング事業を 2019 年度で終了するとの文部科学
省からの通達により、3 年間で終了することになりました。しかし、教職員一同
は、研究成果の発信による知名度の上昇を図るべく目標の達成を目指して一丸
となって取り組んだと思っています。過去 3 年間の学生の入学数は農学部を含
めて全学レベルで対前年度比増加の傾向を示しました。
今後とも、地域に根差した教育、研究そして社会貢献活動を通じて、大学ビジ
ョンとして掲げた「地域創成に実践的に役立つ人材を養成する大学」を目指して
邁進致します。
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私立大学研究ブランディング事業のブランディング広報活動について

本学は「学生一人ひとりの持つ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を
養成する」ことを建学の理念としている。その実践を通じて、「地域創成に実践的に役立つ
人材を養成する大学」を目指しており、採択された文部科学省私立大学研究ブランディング
事業「エコ農業ブランディングによる発展的地域創成モデルの形成」を推進することで、本
学のブランド力向上に努めた。
本事業による大学の主たるブランディング活動は、農学部による課題研究の成果発表、ア
ニメーション文化学部によるアニメーションの製作を通じたアピールおよび大学広報部に
よるメディア等への広報活動を行った。本事業の３年間の進捗状況は概ね順調であると考
えている。ブランディング活動は平成２９＆３０および令和元年度のブランディング戦略
に従って進めた。アニメーション文化学部キムイェオン助教により制作されたブランドマ
ーク、ロゴやイメージキャラクターをリーフレットやブランド商品に付した。また本事業の
取り組みおよび研究成果はＨＰ、ブログ、オープンキャンパス、出前授業を介して高校生、
教員、保護者や市民に周知した。特にテレビＣＭを重視し、大学と農学部のオープンキャン
パスについて広く広報した。また、研究の成果である大学ブランド品もメディアで頻繁に取
り上げられ本学のブランディング発進に貢献した。
以下にブランディング活動の主たるものを報告する。

１．ＨＰのブランディング研究特設サイト
２．オープンキャンパス、大学ガイドブック等
３．高校生、教員、保護者や市民向けにリーフレット・チラシの作成
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４．ロゴマーク作成とその利用
アニメーション文化学部により著作されたロゴマーク（商標登録済）とキャラクターを有
効に利用した。大学ブランドの製品や農作物にロゴ表示を行った。

５．テレビや交通車内でのＣＭ広報
本学各キャンパスでのＯＣ開催案内についてアニメーション学部作製の妖精キャラクタ
ー「ケイ・アイ・ユウ」を利用して農学部ＯＣのテレビＣＭ放送を行った。関西テレビおよ
びテレビせとうちで関西地区および岡山県・香川県全域に（平成３０年及び令和元年夏季）
放送した。神姫バス・淡路交通 高速バス車内でのデジタルサイネージＣＭ放送も行った。
また、キャラクター「ケイ」を動画発信体として利用したＶＲキャラクター「朝霧けい」を
アニメーション文化学部の専任講師として活躍させた。ＮＨＫ、読売新聞、山陽新聞紙等で
広報発信した。

VR ｷｬﾗｸﾀｰ「朝霧けい」

６．第６９＆７０回日本学校農業クラブ全国大会でのアピール
鹿児島県（平成３０年１０月）および山形県（令和元年１０月）で開催された日本学校農
業クラブ全国大会は、全国の農業高校から数千名の学生および約１，０００名の校長や教職
員が参加する大きな大会であり農業高校関係者へアピールする格好の機会であるので、協
賛者になりプログラム冊子に吉備国際大学農学部地域創成農学科および醸造学科の宣伝を
大きく掲載した。

（大会プログラムに掲載した学部案内）
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（全国農業高校の学生教職員約５，０００名が参加した日本学校農業クラブ全国大会）
７．大学ブランド商品の開発
１）ナルトオレンジの栽培再興と食品への利用
本学がレシピ開発した「淡路島なるとオレンジアイス」が市販され、平成３１年１月１６
日付日経新聞の「キャンパス発この一品」欄に紹介された。ナルトオレンジジェラートやナ
ルトオレンジ佃煮についても関西テレビ、朝日放送、ＮＨＫ 兵庫で紹介された。また、神
戸そごう店と大阪 ＭＢＳにおいて試食とアンケート調査を実施し人気の高さを確認した。

なるとオレンジアイス

ナルトオレンジ佃煮

２）イノシシ・シカのジビエ食品の開発
食肉処理解体施設を整備し、狩猟免許をとった学生が捕獲したイノシシ・シカを学内で
食肉として処理が出来る様になり、産学連携により民間企業と共同で食肉の生産を開始し
た。イノシシ肉を使用した大学ブランドのジビエカレーを製造し、販売した。
また、イノシシ肉を志知ジビエとして販売予定である。ジビエ処理施設およびその利用
研究はＮＨＫ大阪などの取材を受けてアピールできた。
３) 大学農場で収穫された農作物の販売
農学部農場では学生実習を通じてコメ、タマネギをはじめ各種の野菜が栽培される。こ
れらは神姫バス集荷場に出荷して関西市場への販売ルートに載せており、近隣の商店でも
吉備国大農学部産と付して店頭に置いている。また高速バス停の地元商品コーナーで吉備
国大米やナルトオレンジアイスを販売し好評を得た。
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４）大学ブランド白ワイン「紫苑」の製造
岡山県特産冬ブドウ紫苑から分離した「ＫＩＵ酵母紫苑１号」を用いて、岡山県赤磐市「ド
イツの森」内にある是里ワイン醸造場で産学官連携による大学ブランド白ワイン「紫苑」を
製造することができた。３月に公開した。

８．植物保護シンポジウムの開催
平成２９＆３０年及び令和元年にそれぞれ第５、６及び７回植物保護シンポジウムを本
学植物クリニックセンターが主導して開催した。耐病性品種の利用と農薬創製の最新動向、
植物保護科学の未来、雑草防除法等の課題および淡路特産作物の病害発生状況と防除対策
について情報交換会を志知キャンパスで行った。兵庫県の試験研究機関や農業改良普及セ
ンター、南あわじ市、ＪＡ あわじ島の関係者や淡路島内の農業従事者、県外の公設機関や
農薬メーカーなどから多数の参加があった。植物病害防除法および病害診断法についての
全国的な研究会を毎年行っている。

９．出前授業
下記の高校で出前授業を行い、学部の教育研究の魅力を発信した。兵庫県立農業高等学校、
兵庫県立播磨農業高等学校、大阪府立農芸高等学校、愛媛県立新居浜西高等学校、兵庫県立
洲本高等学校、兵庫県立洲本実業高等学校（４回）、兵庫県立淡路三原高等学校（３回）、兵
庫県立淡路高等学校、学校法人柳学園 蒼開高等学校
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ࡃࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ༡࠶ࢃࡌᕷࡢேཱྀࡣࠊ⌧ᅾࠊ⣙    ༓ே
࡛࠶ࡿࡀࠊ ᖺࡣ༙ῶࡍࡿண
ࡇࡢண

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡲࡲఱࡽࡢᡭࢆᡴࡓ࡞࠸㝈ࡾࠊ

ࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ༡࠶ࢃࡌᕷࡣࠊ㎰ᴗ⁺ᴗࠊࡉࡽほ

ගᴗ࡛ᡂࡾ❧ࡘᆅ᪉⮬య࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽ  ⏘ᴗࠊࡾࢃࡅẚ㔜ࡢࡁ࡞㎰ᴗ
ࡢάᛶ࡞ࡃࡋ࡚ࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࡢάᛶேཱྀῶᑡࡢ㜵Ṇࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㎰
ᴗ࠾ࡅࡿ⌧≧ࡢㄢ㢟ࢆゎᯒࡍࡿࡶࠊ᪂ࡓ࡞㎰ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃✲ࡋࠊࡇࢀᇶ࡙࠸ࡓ
ᆅᇦάᛶࢆᅗࡿࡇࡇࡑࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࡢᆅᇦᡂࡗ࡚᭱Ⰻࡢ᪉ἲ⪃࠼ࡿࠋ
ᮏᴗࡣࠊࠕ࢚ࢥ㎰ᴗࣈࣛࣥࢹࣥࢢࡼࡿⓎᒎⓗᆅᇦᡂࣔࢹࣝࡢᙧᡂࠖࢆ◊✲ࢸ࣮࣐
ࡍࡿࠋᴗࡢ୰᰾࡞ࡿᆅᇦᡂ㎰Ꮫ㒊㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㎰Ꮫ㒊ᨵ⛠㸧ࡣᆅᇦᡂ㎰
Ꮫ⛉㔊㐀Ꮫ⛉㸦ᖹᡂ  ᖺ㛤タ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋᮏᏛ㒊ࡢ᭱ࡢ≉Ⰽࡣࠊ㎰స≀ࡢ⏕⏘
ࡽ㣗ရຍᕤ࣭㎰ᴗ⤒Ⴀ࣭ὶ㏻ࡲ࡛ࠊභḟ⏘ᴗᚲせ࡞⥲ྜⓗ▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛຍ࠼࡚ࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠࡼࡿ⌧ሙᐇ㊶ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦᡂࢆᢸ࠺࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂࢆ
┠ᣦࡍⅬ࠶ࡾࠊࡇࡢ≉Ⰽࢆᮏᴗࡢᯟ⤌ࡳࡍࡿࠋࡲࡎࠊ㎰ᴗ⏕⏘࠾࠸࡚ࠊ⫧ᩱࡸ㎰⸆
ࡢ㔞ᢞࡼࡗ࡚ኻࢃࢀࡓࠕᅵ୰ᚤ⏕≀ྀࡢከᵝᛶࠖࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡢ୍ேࡀ㛤Ⓨࡋࡓࣂ
࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺ㸦࣑ࣀ㓟ࠊࣅࢱ࣑ࣥࠊ⢾ࠊ᭷ᶵ㓟ࡽᡂࡿΰྜᾮ㸧ࢆ⏝࠸࡚άࡉࡏࠊ
㎰ᆅࢆ⫧Ỻࡋࠊࡉࡽ㎰ᴗ⏝Ỉࢆί㸦ᅵ࣭Ỉసࡾ㸧ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ᳜≀
ࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࢆ㏻ࡋ࡚ప㈨※ᢞධᆺ㎰ᴗࡇࢀక࠺㎰⏘≀ࡢ㧗ຍ౯್
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋࡉࡽࠊ㔛ᒣ⟶⌮ࡢ㐺ṇ࡞᪉ἲࢆ᥈⣴ࡍࡿࠋḟࠊ㎰ᴗᗫᲠ≀ࡸవ⏕⏘ᮦᩱ
ࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓ⢝ရࠊ᭷ᶵ⫧ᩱࠊ⋇ᐖᑐ⟇ࡢ୍⎔ࡋ࡚ᤕ⋓ࡉࢀࡓ㔝⏕⋇ࡢࢪࣅ࢚㣗ရࠊ
ῐ㊰ᓥࡢᅛ᭷᯿ᶲ࡛࠶ࡿࢼࣝࢺ࢜ࣞࣥࢪࢆ⏝࠸ࡓ≉⏘ຍᕤရ࡞ࠊ㎰ᴗࣈࣛࣥࢻၟရࡢ㛤
Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᡓ␎ࢆ❧࡚࡚ᐇ㦂ⓗ㈍ࡍࡿࠋ&2& ᴗ࡞࡛ࡍ࡛㐃
ᦠయไࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷࡸ 132ࠊ㎰༠ࠊၟᕤࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊᡂᯝࢆᆅᇦ㑏ඖࡋࡘ
ࡘࠊᮏᏛࡢᑗ᮶ࣅࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠕᆅᇦᡂᐇ㊶ⓗᙺ❧ࡘேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿᏛࠖࢆ┠ᣦࡍࠋ
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㸯̺㸰 ᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲ᡂᯝ
ᮏᴗ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢㄢ㢟㸦ㄢ㢟㸯㹼㸯㸰㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᐇࡍࡿࠋㄢ㢟ࡶࠊᆅᇦᡂ
㎰Ꮫ㒊㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㎰Ꮫ㒊ྡ⛠ኚ᭦㸧ࡢᩍဨࡀయ࡞ࡿࡀࠊㄢ㢟ࡼࡗ࡚ࡣእ㒊
◊✲⪅ࡢᨭࢆཷࡅ࡚ᐇࡍࡿࠋྛㄢ㢟ࡢෆᐜᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡣ௨ୗࡢ㸦㸯㸰㸯㸧ࠊ
㸦㸯
㸰㸰㸧♧ࡍࠋ

ㄢ㢟㸯ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ศᯒ㸸㎰ᴗᚑ⪅ࡢேཱྀືែศᯒ
ㄢ㢟㸰ࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺࡢ⏝ࡼࡿᅵተసࡾỈ㉁ί
ㄢ㢟㸱᳜≀ࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀస≀ࡢᐖデ᩿࣭㜵㝖࣭ண㜵
ㄢ㢟㸲ࢡ࣐࢚ࣝࣅ⁺ࡢ⏕
ㄢ㢟㸳ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ⏝ࡼࡿ㔛ᒣ⟶⌮
ㄢ㢟㸴ᚷ㑊స≀᱂ᇵࡼࡿ⋇ᐖᑐ⟇
ㄢ㢟㸵ࢱ࣐ࢿࢠእ⓶ࢆ⏝ࡋࡓ⢝ရࡢ㛤Ⓨ
ㄢ㢟㸶࢟ࣀࢥᗫ⳦ᗋࢆ⏝࠸ࡓ㎰స≀ࡢᐖ㜵㝖
ㄢ㢟㸷㛫ఆ➉ᮦࢆ⏝࠸ࡓ᭷ᶵ⫧ᩱࡢ㛤Ⓨ
ㄢ㢟 ࣀࢩࢩ࣭ࢩ࢝ࡢࢪࣅ࢚㣗ရࡢ㛤Ⓨ
ㄢ㢟 ࢼࣝࢺ࢜ࣞࣥࢪࡢ᱂ᇵ⯆㣗ရࡢ⏝
ㄢ㢟 ῐ㊰ᓥ⏘ࡢኳ↛㓝ẕࢆ⏝ࡋࡓⓎ㓝㣗ရࡢ㛤Ⓨ

㸯㸰㸯ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ศᯒࠊప㈨※ᢞධ࣭㧗ຍ౯್ᆺ㎰㸦⁺㸧ᴗࠊ㔛ᒣ⟶⌮㸦ㄢ㢟
㸯㹼㸴㸧
㎰ᴗᇶ┙ࢆ࠾ࡃᆅᇦࡢᡂࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡢ㎰ᴗࡑࡇࡽὴ⏕ࡍ
ࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࡢᆅᇦᡂྥࡅ࡚ྲྀࡾ
⤌ࡴࡁㄢ㢟ࢆศᯒࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸯㸧
ࠋḟࠊ༡࠶ࢃࡌᕷ⏘స≀ࡢ㧗ຍ౯್ࢆ┠ᣦࡋ࡚ప
㎰⸆࣭ప⫧ᩱࡢప㈨※ᢞධᆺ㎰ᴗࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋྠᕷ࡛ࡣ୕ẟసࡀከ⫧࣭ከ㎰⸆ࡢࡶ
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᆅࡢ⑂ᘢࡸỈ㉁ࡢᝏࡀⴭࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ◊✲ᢸᙜ⪅ࡀ㛤Ⓨࡋࠊࡑࡢຠ
ᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣑ࣀ㓟ࠊࣅࢱ࣑ࣥࠊ⢾ࠊ᭷ᶵ㓟ࡽᡂࡿΰྜᾮࠖ㸦ࣂ࢜ࢫࢸ࣑
ࣗࣛࣥࢺ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠕᅵ࡙ࡃࡾࠖࢆ⾜࠺ࡶࠊ㎰ᴗ⏝Ỉࢆίࡋ࡚ࠊຍ౯್ࡢ㧗࠸Ⰻ
㣗࣭ప⫧ᩱ࣭ప㎰⸆స≀ࡢ⏕⏘ࢆಁࡍ㸦ㄢ㢟㸰㸧ࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢస≀ᐖࢆデ᩿ࡋࠊẼ
ࡢ㜵㝖Ⓨ⏕ண㜵ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆᥦࡋࠊ㎰⸆ࡢ⏝㔞ࢆᴟຊᑡ࡞ࡃࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠺
ࡶࠊ㏆ᖺࠊၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⸆⪏ᛶ⳦ࡢⓎ⏕≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡛㐺ษ࡞㎰⸆⏝ࢆᥦ
♧ࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸱㸧ࠋ༡࠶ࢃࡌᕷ࡛ࡣࠊࡘ࡚ࢡ࣐࢚ࣝࣅ⁺ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ
✭㔞ࡀⓙ↓㏆࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ⇕ᖏࢪࡢ࢚ࣅ㣴Ṫᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿୖグࣂ࢜ࢫࢸ
࣑ࣗࣛࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ㣴Ṫᢏ⾡ࢆᬑཬࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸲㸧ࠋῐ㊰ᓥࡣᯘᴗ
ࡀ࡞ࡃࠊ㔛ᒣࡣ㊰⥙ࡸຍᕤタࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᨺᲠḟᯘᨺᲠᯘࢆᑐ㇟
ࠊ⏝⟶⌮ෆᐜࠊ⏕≀┦ࠊ࠾ࡼࡧᩥⓗࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡋ࡚ẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ㔛ᒣࡢᨺᲠ
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ḟᯘᑐࡍࡿࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ⟶⌮ࡢ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸳㸧ࠋ᳃ᯘ㏆᥋ࡍࡿ㎰
ᆅ࡛ࡣࠊࢩ࣭࢝ࣀࢩࢩࡼࡿ⋇ᐖၥ㢟ࡀ῝้࡛࠶ࡾࠊᨺᲠࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ⋇ᐖᑐ⟇ࡢࡦࡘ
ࡋ࡚ࠊࣄ࣐࣭࢚࢝ࢦ࣐࠸ࡗࡓ⋇ᐖᚷ㑊స≀ࡢ㔝⏕ື≀ᑐࡍࡿᚷ㑊ຠᯝࢆᆅඖࡢ㎰ᐙࡢ
༠ຊࢆᚓ࡚☜ㄆࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸴㸧ࠋ

㸯㸰㸰㎰ᴗࣈࣛࣥࢻၟရ㛤Ⓨ㈍ᐇ㦂㸦ㄢ㢟㸵㹼㸷㸧
㸦㸯㸧㎰㸦ᯘ㸧ᴗᗫᲠ≀ࡢ⏝࣭ၟရ
㎰ᴗṧ´࡛࠶ࡿࠕࢱ࣐ࢿࢠࡢእ⓶ࢆ⏝ࡋࡓ⢝ရࠖࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊẸ㛫ᴗ
〇㐀㈍ࢆጤクࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸵㸧ࠋࡲࡓࠊ᳜≀ࡢᐖᢠᛶᡂศࢆྵࡴ
࢟ࣀࢥࡢᗫ⳦ᗋࢆ⏝࠸ࡓᐖ㜵㝖࣭ண㜵ᢏ⾡ࢆࠊᆅඖࡢ࢟ࣀࢥ⏕⏘♫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ㛤Ⓨ
ࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸶㸧ࠋᗈࡀࡿᨺᲠ➉ᯘၥ㢟ࡢゎỴྥࡅ࡚ࠊ㛫ఆ➉ᮦࢆ᳜⧄ᶵ࡛⢊○ࡋࠊⰋ㉁࡞
᭷ᶵ⫧ᩱࡋ࡚㎰ᴗά⏝ࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸦ㄢ㢟㸷㸧
ࠋ

㸦㸰㸧ᆅᇦᛶࡢ㧗࠸ຍᕤ㣗ရࡢ㛤Ⓨ㸦ㄢ㢟 㹼㸧
ᆅᇦࡢ㎰⏘≀ࢆຍᕤࡋࡓ㎰ᴗࣈࣛࣥࢻၟရࢆ㛤Ⓨࡋࠊ᪂ࡓ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᡓ␎ࢆ❧࡚ࠊ
ᐇ㦂ⓗ㈍ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ㔝⏕ࡢࢩ࣭࢝ࣀࢩࢩࢆ⣲ᮦࡋࡓࠕࢪࣅ࢚㣗ရ㸦ࢪࣅ࢚࣮࢝ࣞࠊ
ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ࡞㸧ࠖࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸦ㄢ㢟 㸧ࠋᮏᏛ㒊࡛ࡣࡍ࡛ࠊ⊁⊟චチࢆྲྀᚓࡋࡓᏛ⏕
ᩍဨࡀࠊ༡࠶ࢃࡌᕷ⊟ࡶᆅᇦ⏕ᜥࡍࡿࢩ࣭࢝ࣀࢩࢩࢆᤕ⋓࣭ゎయฎ⌮ࡋࠊࢪ
ࣅ࢚ຍᕤရࢆヨసࡍࡿ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᴗ࡛ࡣࠊᆅඖຍᕤᴗ⪅ࣞࢺࣝࢺࡢࢪࣅ࢚࣭ࢱ࣐
ࢿࢠ࣮࢝ࣞࢆඹྠ㛤Ⓨࡋࠊၟရࡍࡿࠋῐ㊰ᓥᅛ᭷స≀ࠕࢼࣝࢺ࢜ࣞࣥࢪࠖࡣࠊᯝ⓶≉᭷
ࡢⰾ㤶ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘ࡚ࡣ㧗⣭᯿ᶲࡋ࡚ྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ⏕⏘⪅
ࡀ༑ᩘேࡲ࡛ῶᑡࡋࠊᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⏕⏘㔞☜ಖࡢࡓࡵࡢⱑᮌࡢ⏕⏘ࠊ᱂ᇵᢏ
⾡ࡢᣦᑟ⥅ᢎࢆ⾜࠺ࡶࠊࢼࣝࢺ࢜ࣞࣥࢪࢆά⏝ࡋࡓࢪ࢙࣮ࣛࢺࡸ࣐ࣇࣥࢆᆅඖຍ
ᕤᴗ⪅ඹྠ࡛ᨵⰋࡋࠊᏛࣈࣛࣥࢻࡢ᪂ၟရࡋ࡚ி㜰⚄࡛㈍ࡍࡿ㸦ㄢ㢟 㸧ࠋࡲࡓࠊ
ࢫࢭࣥࡸࣅ࣡࡞ࡢῐ㊰ᓥ≉⏘≀ࡽࠊ᭷⏝࡞ࠕኳ↛㓝ẕ⳦ࠖࢆᢳฟࡋࠊࠕࣃ࣭ࣥ㓇㢮ࡢ
ຍᕤရࠖࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸦ㄢ㢟 㸧ࠋ
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㸰㸬ಶูㄢ㢟ࡢᡂᯝ

ㄢ㢟㸯 ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ศᯒ㸸㎰ᴗᚑ⪅ࡢேཱྀືែศᯒ
ᢸᙜ⪅㸸ᮎྜྷ⚽ࠊ℈ᓥᩔ༤

┠✲◊ڦⓗ
㎰ᴗᇶ┙ࢆ࠾ࡃ༡࠶ࢃࡌᕷ࠾࠸࡚ᆅᇦࡢᡂࢆ┠ᣦࡍࡣࠊᆅᇦ㎰ᴗࡢᐇែࡑࡇ
ෆᅾࡍࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࡢᆅᇦᡂྥࡅࡓㄢ㢟
ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗᚋ⥅⪅ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㎰ᴗᚑ⪅ࡢேཱྀືែࡸ㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ⥅ᢎᙳ㡪ࡍࡿせ
ᅉㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆ
ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡼࡧ  ᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶࠊ༡࠶ࢃࡌᕷࡢ㎰ᴗᐇែࢆ㞟ⴠࣞ࣋ࣝ࠾
ࡼࡧୡᖏ࡛ࣞ࣋ࣝᢕᥱࡍࡿࡇࡼࡾࠊᚋࡢ༡࠶ࢃࡌ㎰ᴗࡢㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘ◊✲᪉ἲ
ᖹᡂ  ᖺᗘ⾜ࡗࡓே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃᙳ㡪ࡍࡿࠕᚋ⥅⪅ࠖࠊࠕ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࠖࡢ 
せᅉ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᚋ⥅⪅ࡀ࠸࡞࠸㎰ᐙࢆᑐ㇟ᡤ᭷㎰ᆅࡢ
ᑗ᮶ࡢὶືࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘ◊✲ᡂᯝ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ ᖺᗘ࠾ࡼࡧ௧ඖᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ

㸦㸧ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃᙳ㡪ࡍࡿせᅉ
㞟ⴠႠ㎰ࡀ࠶ࡿ㞟ⴠࡣே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃ☜⋡ࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㞟ⴠႠ㎰ࡢ❧
ࡕୖࡆࡣࠊ㞟ⴠ࡛ྜពᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡾ㉺࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ࠾࠸࡚
ࡶࠊ๓ྜពᙧᡂࡢࡓࡵࡢୗᆅࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀྜࡸᚋ⥅⪅ྜࡀே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃᙳ㡪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠෆ
ᢸ࠸ᡭೃ⿵࡞ࡿ⤒ႠయࡀᏑᅾࡍࡿྰࡀ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞟ⴠ
ࡢྜពᙧᡂࡢᡂྰ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ┠ᶆࡢඹ᭷࣭⤫ྜࠖࡀ㘽࡞ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋே࣭㎰
ᆅࣉࣛࣥ⟇ᐃ࠶ࡓࡾࠊᢸ࠸ᡭࡢ㑅ᐃࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿሙྜࡣࠊ㸦ࡑࡢᢸ࠸ᡭ㎰ᆅࢆ㞟✚ࡍ
ࡿ࠸࠺㸧㎰ᆅ⏝ㄪᩚୖࡢ┠ᶆࡀඹ᭷ࡉࢀࠊྜពᙧᡂࡢㄪᩚࡀᐜ᫆࡞ࡿࠋ

㸦㸧㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ⥅⥆㸦 ᖺᚋ㸧ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ
༡࠶ࢃࡌᕷࡢ୕ẟస㎰ᴗࡣ⏝ࡍࡿ㎰ᴗᶵᲔࡢ✀㢮ࡶከࡃࠊ㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ㛤ጞ࠶ࡓࡗ࡚
ࡣ࡞ࡾࡢึᮇᢞ㈨ࢆせࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊಖ᭷ࡍࡿᶵᲔࡢ✀㢮ࡀከ࠸㎰ᐙࡣ⥅⥆ࡍࡿ⪃࠼
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られる。
単位農地面積あたりの販売額がもっとも高い品種はレタスである。レタスの作付面積が
大きい農家は、経営の安定性が経営を継承する際にも有利となり、農業を継続する可能性が
高いことが示唆された。さらに米は、稲作の販売額は多品目と比べて低いものの、農家にと
って水田を耕すことはイエの継承という点で重要視されるため、米の作付面積が大きいほ
ど農業を継続することが考えられる。
農業経営の継承に関しては、初期投資負担の多寡や経営の安定性など農業経営上の要因、
および水田の作付けや同居する男性の子供の有無などイエの継承の両方の要因が影響して
いることが示唆された。
（3）後継者の有無に影響する要因
総農家数 144 戸のうち後継者がいる農家数は 57 戸（39.6％）であった。後継者がいる農
家は後継者がいない農家に比べて、祖父の代以前に農業を始めた割合、専業の割合、農地借
入の割合、所有農地面積が有意に高く、積極的な経営戦略が後継者の有無に影響していた。
（4）生産年齢人口割合の将来推計
図 1 は、2015 年の南あわじ市の年齢別人口、出生率、死亡率、転入/出をもとにコホート
要因法を用いて、将来の生産年齢人口割合を推計したものである。これら 4 つの指標は農業
世帯においても同様であると仮定している。
生産年齢人口割合は、2015 年から低下を続け、2023 年には 50％を下回ることが予想され

生産年齢人口割合（％）

る。
65
60
55
50
45
40
0
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20

30

2015年からの経過年
使用データ
人口：南あわじ市・住民基本台帳（平成 26 年）1 歳階級。出生率：兵庫県・保健統計年報（平成 25 年）5
歳階級。死亡率：厚生労働省・都道府県別生命表（平成 22 年）1 歳階級。転入/出：総務省統計局・国勢調
査人口移動集計（平成 22 年）5 歳階級。

図 1 生産年齢人口割合の推移
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㸦㸧ᡤ᭷㎰ᆅࡢᑗ᮶ࡢὶື
ᚋ⥅⪅ࡢ࠸࡞࠸㎰ᐙࢆᑐ㇟ࠊ㎰ᴗᘬ㏥ࡢᡤ᭷㎰ᆅࡢฎศඛ㛵ࡍࡿព㆑ࢆศᯒࡋࡓ
㸦⾲ 㸧ࠋฎศඛࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ㎰ᐙࡣࠊ
ࠕ㎰ᐙࡿ㸦㸣㸧ࠖ
ࠊ
ࠕ㎰ᐙ㈚ࡍ㸦㸣㸧ࠖ
ࠊ
ࠕႠ
㎰⤌ྜ㡸ࡅࡿ㸦㸣㸧ࠖࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢྜィ㠃✚ࡣ  ࠊ㎰ᆅ㠃✚ࡢ 㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
ࠕỴࡵ࡚࠸࡞࠸ࠖ㎰ᐙࡣ 㸣࠶ࡾࠊࡑࡢ㎰ᆅ㠃✚ࡣ  ࠊ㎰ᆅ㠃✚ࡢ
㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ

⾲  ᚋ⥅⪅ࡢ࠸࡞࠸㎰ᐙࡢᡤ᭷㎰ᆅࡢฎศඛ࠾ࡼࡧ㎰ᆅ㠃✚࣭య㎰ᆅ༨ࡵࡿྜ
㸦1 㸧

㎰ᐙࡿ
㎰ᐙ㈚ࡍ
Ⴀ㎰⤌ྜ㡸ࡅࡿ
Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸
ࡑࡢ

1 㸣 
  
  
  
  
  

㎰ᆅ㠃✚㸦㸧






ྜ㸦㸣㸧








ᮏ◊✲࠾࠸࡚ᐇࡋࡓ  ᖺ㛫ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢࡲࡵࢆ⾲  ♧ࡋࡓࠋ

⾲  㞟ⴠ࣭ࣞ࣋ࣝୡᖏࣞ࣋ࣝࡢㄪᰝ⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡓᙳ㡪せᅉ

㞟ⴠࣞ࣋ࣝ
ୡᖏࣞ࣋ࣝ

⤒Ⴀࡢ⥅⥆
ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃ
ᚋ⥅⪅ࡢ᭷↓
ேཱྀ࢚


⤒Ⴀᡓ␎





⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀྜ
ᚋ⥅⪅ྜ

㞟ⴠႠ㎰
⥲㎰ᐙᩘ




Ꮚ౪Ꮮࡢᩘ
ྠᒃูᒃ
㎰ᴗ㛤ጞᮇ
࣭ရ✀స㠃✚
࣭ಖ᭷㎰ᴗᶵᲔᩘ
࣭ᡤ᭷㎰ᆅ㠃✚
࣭වᴗᑓᴗ
࣭㎰ᆅධ


 ༡࠶ࢃࡌࡢᚋࡢ㎰ᴗࡢㄢ㢟

ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡣ㎰ᴗࡢάᛶࢆಁࡍ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺⅬ࡛ࠊ༡࠶ࢃࡌࡢ
 ࡢ㎰ᴗ㞟ⴠࡢ࠺ࡕ  㞟ⴠࡀ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟ࡋࡓ  㞟ⴠࡣࠊᖹᡂ  ᖺ௦ࡽ㞟ⴠႠ㎰ࢆጞࡵࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡶࡍ࡛
⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ  㞟ⴠࡣࠊ༡࠶ࢃࡌࡢ࡞࡛ࡶ⥲㎰ᐙᩘࡀከࡃ㸦ࠊࠊ ᡞ
༡࠶ࢃࡌࡢᖹᆒ  ᡞࢆୖᅇࡿ㸧ࠊ⤌⧊ຊࡶᙉࡃࠊᏳᐃⓗ࡞㎰ᴗ⤒Ⴀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᡓ␎ࢆ
㞟ⴠ᳨࡛ࣞ࣋ࣝウࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚋ⥅⪅㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡢ㎰ᴗࢭࣥࢧࢫࡢ㞟ⴠࢹ࣮ࢱࡼࡿࠊࡇࡢ  㞟ⴠࡢᚋ⥅
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⪅ࡀ࠸ࡿྜࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ 㸣ࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ㏆ᖺ
ࡢᩘᖺ㛫࡛ᚋ⥅⪅☜ಖࡢព㆑ࡀࡁࡃኚࡋࡓࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡀ
⟇ᐃࡉࢀ⤌⧊ⓗ࡞⤒Ⴀࢆ┠ᣦࡍ㞟ⴠ࠾࠸࡚ࡶࠊᚋ⥅⪅㊊ࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ
♧၀ࡉࢀࡿࠋ
ࡉࡽᚋ⥅⪅ࡢ☜ಖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐇ㝿ᚋ⥅⪅࡞ࡿᏊ౪ࡸᏞࡢ☜ಖࢆྵࡵ࡚࢚ࢆ⥅
⥆ࡍࡿ࠸࠺ពᛮࠊ┈ᛶࡸᏳᐃᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ㎰ᴗ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎࡞ୡᖏ࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢດຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㞟ⴠ࡛ࣞ࣋ࣝࡳࡿࠊᚋࠊ㎰ᴗᚑ⪅࠾࠸࡚ࡶ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀྜࡣῶᑡࡍࡿࡇ
ࡀணࡉࢀࡿࠋࡇࡢῶᑡࡀே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃࡸ᭦᪂ࡢ⛬ᗘࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡣᮍ
▱ᩘ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓ㞟ⴠ࠾࠸࡚ࡶᚋ⥅⪅ࡢ࠸࡞࠸㎰ᐙࡢᡤ
᭷ࡍࡿ㎰ᆅࡢᑗ᮶ࡢฎศඛࡀ㏱࡛᫂࠶ࡿࡇࡣࠊ㞟ⴠࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡞ࢁ࠺ࠋ
⌧ᅾฎศඛࡀᮍᐃ࡞㎰ᆅࡀࠊ᪂つᑵ㎰⪅ࡢࡾ㈚ࡋ࡞ࢀࡤࠊ᪂ࡓ࡞㎰ᴗ㞟ⴠࡀ⏕ࡉ
ࢀࡿࡇࡶ࡞ࡿࠋᚋࠊ㞳㎰ࡋࡓࡍࡿ㎰ᐙࡸᅵᆅᣢࡕ㠀㎰ᐙ࡞㞟ⴠయࡢᵓᡂဨ㛫࡛
㞟ⴠࡢᑗ᮶ീࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡢ≧ἣ
ᮏᖺᗘࡢ┠ᶆࡣ༑ศ㐩ᡂࡉࢀࡓุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦ᭱⤊┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ
᭱⤊ᖺᗘࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿ㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ⥅ᢎᙳ㡪ࡍࡿせᅉㄢ㢟ࡢ᳨ウࡣ༑ศ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

✲◊ڦᡂᯝࡢⓎ⾲
ᮏ◊✲ᡂᯝࢆᏛㄅᥖ㍕ࡋࡓࠋ
࣭℈ᓥᩔ༤㸦㸧ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ⟇ᐃ㞟ⴠࡢᒓᛶ㎰ᆅ⏝ࡢྜពᙧᡂ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫රᗜ┴༡࠶ࢃࡌᕷࡢࡽ㸫 ᪥ᮏᗣᏛㄅ   
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ㄢ㢟㸰 ࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺࡢ⏝ࡼࡿᅵተసࡾỈ㉁ί
ᢸᙜ⪅㸸㇂ᆏ㝯ಇ

┠✲◊ڦⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊῐ㊰ᓥࠊࡦ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ࠾ࡅࡿప⫧ᩱ࣭ప㎰⸆ࡢᣢ⥆ᆺ㎰ᴗ㸦࢚ࢥ㎰ᴗ㸧ࡢ
ᐇ⌧ྥࡅ࡚  ࡘࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ୍ࡘࡣࠊ
ࠕࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࢆ
⏝ࡋࡓᅵተᨵၿࡼࡿ࢚ࢥ㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠖࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ
ࠕ㎰ᴗ⏝Ỉࡢί࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
➨ḟୡ⏺ᡓ௨㝆ࡢ㎰ᴗࡣࠊከ⫧ࠊከ㎰⸆ࡢᢞධࠊࡇࢀ㐺ᛂࡋࡓရ✀ࡢ㛤Ⓨࡼࡗ࡚
ࡁ࡞㐍ᒎࢆࡳࡏࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊከ⫧࣭ከ㎰⸆ࡢ㛗ᮇࢃࡓࡿ㐃⏝ࡣࠊ㎰ᆅࡢ⑂ᘢࢆಁ
ࡋࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࠊ㎰ᴗࡑࡢࡶࡢࡀᐇ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠊ㎰Ꮫ⪅࠾ࡼࡧ㎰ᴗ⪅ࡀᐇ㊶ࡍࡁࡇࡣࠊ⑂ᘢࡋࡘࡘ࠶ࡿ㎰ᆅࢆᣢ⥆ྍ⬟
࡞㎰ᆅኚࡍࡿࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⑂ᘢࡋࡓᅵᆅ࡛ࠕᅵ࡙ࡃࡾࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࠕᅵ࡙
ࡃࡾࠖࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡼࡗ࡚ᣦࡉࢀࠊሁ⫧➼ࡢ᭷ᶵ≀ࡢ
ᢞධࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊከ⫧࣭ከ㎰⸆᱂ᇵࢆ⥆ࡅࡓ㎰ᆅ࡛ࡣࠊࡏࡗࡃᢞධࡋࡓሁ
⫧㸦᭷ᶵ≀㸧ࡶศゎࡀ㐍ࡲࡎࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࡽࡢࠕᅵ࡙ࡃࡾࠖࡀᕼồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅵተ୰
Ꮡᅾࡍࡿ᭷ᶵ≀ࡢศゎࡣࠊࡑࡇ᳇ࡴᚤ⏕≀㸦┿ṇ⣽⳦ࠊྂ⣽⳦ࠊ⸴㢮࡞㸧ࡢാࡁࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡾࠊᚤ⏕≀ࡀከᵝ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊศゎࡉࢀࡿ᭷ᶵ≀ࡢ✀㢮ࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࠕᅵ࡙ࡃࡾࠖࡢࡶࡗࡶ᭷ຠ࡞᪉ἲࡣࠊᅵ୰ࡢᚤ⏕≀ࡢከᵝࢆᅗࡿࡇ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼
ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡀᅵተ୰ࡢᚤ⏕≀ࡢከᵝࢆಁࡋࠊ
ᅵተ୰ࡢ᭷ᶵ≀ࢆ᳜≀ࡀ྾ࡋࡸࡍ࠸పศᏊศゎࡍࡿຠᯝࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆഐドࡋࠊࡑࡢ
⤖ᯝࢆࡶ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࢆ⏝࠸ࡓప㈨※࣭ప㎰⸆ࡢᣢ⥆ᆺ㎰ᴗࡢᬑཬ࠶ࡓࡗ࡚ࡢᡓ␎ࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ᖺ㛫㝆Ỉ㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊࡁ࡞Ἑᕝࡀ࡞࠸ῐ㊰ᓥ࡛ࡣࠊࡓࡵụࡣ㔜せ࡞㎰ᴗ⏝Ỉ※࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ⣙  ࡢࡓࡵụࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡰኳỈ౫Ꮡࡍࡿࡓࡵụࡢ༙ࡣở
⃮ࡀ㐍ࡳࠊᐖࡢከⓎࠊ㣗ࡢపୗ࡞㎰ᴗ⏕⏘㈇ࡢᙳ㡪ࢆ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ✐≀᳨
ᐃ༠࡛ࠕ≉ $ุࠖᐃࡉࢀࡿࢥ࣓ࡢࢇࡀࡁࢀ࠸࡞Ỉ㉁ࡢỈ⏣࡛✭ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇࡽࡶ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊࠗࡁࢀ࠸࡞Ỉࡣ⨾ࡋ࠸㎰⏘≀ࢆసࡿ࠘ࡣ࠸࡞࠸ᐇ࡛࠶
ࡾࠊῐ㊰ᓥ࠾࠸࡚ࡶࡁࢀ࠸࡞Ỉࢆ࠺ࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࡓࡵụࡢίࡣࠊ㎰ᴗࢆ୰ᚰࡋࡓ
ᆅᇦᡂࢆᅗࢁ࠺ࡍࡿῐ㊰ᓥࡗ࡚᪩ᛴྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡋࡋࠊ
ῐ㊰ᓥ࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⪅ࡢỈ㉁ᨵၿពḧࡣⷧࡃࠊࡲࡓࠊ」㞧࡞Ỉᶒၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࡓࡵụࡣở
ࢀࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡣࠊㄢ㢟ᢸᙜ⪅ࡢ⛅
⏣┴₲ᮧࡢỈ⏣࣭ụࠊி㒔ᐆࣨụ࠾ࡅࡿỈ㉁ᨵၿᐇ㦂ࡽࠊࡁࢃࡵ࡚Ᏻ౯࡛⮬↛ࡢỈ㉁
ᡠࡍࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊῐ㊰ᓥ࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘࡢࡓࡵụ࡛ࣂ࢜ࢫࢸ
࣑ࣗࣛࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓỈ㉁ᨵၿᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊࡇࡢᡂᯝࢆࡶࡓࡵụίࢆ᥎㐍ࡍࡿᶵ㐠ࢆ
ࡘࡃࢁ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆ
 ⴥ⳯㢮ࡢ⏕⫱ཬࡰࡍ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡓࡵụࡢίᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ
㦂㐺ࡋࡓࡓࡵụࡀࡳࡘࡽࡎᐇࢆ᩿ᛕࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘ◊✲᪉ἲ
 㸯㸧ࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓᅵተᨵၿࡼࡿ࢚ࢥ㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
 ᖺᗘ⛅ࡲ࡛ࡢᅡሙ࠾ࡼࡧ㔝እ࠾ࡅࡿࣉࣛࣥࢱ࣮࣭࣏ࢵࢺ᱂ᇵᐇ㦂ࡽࠊ
࣮͇͆ࣝ࢜ࣝ
ࡀࢥ࣐ࢶࢼࠊࣞࢱࢫࠊ࣑ࢬࢼࠊࢽࣥࢪࣥࠊࢧࢺࣔࠊࢿࢠࡢ⏕⫱ࢆⴭࡋࡃಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ᫂
ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡣᅵተᚤ⏕≀ࡢከᵝࢆಁࡍຠᯝࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡼࡗ࡚ᅵተ୰ࡢ㞴ศゎᛶ᭷ᶵ≀ࡀᑠศᏊࡢᰤ㣴⣲ศゎࡉࢀࠊࡇࢀࢆ྾ࡋࡓ᳜≀ࡀᡂ㛗
ಁ㐍ࡉࢀࡿ࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋࡇࡢ௬ㄝࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡢᢞධࡼࡿ
ᅵተᚤ⏕≀ࡢ✀㢮ᩘࢆㄪᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᅵተᚤ⏕≀ࡢ༙ࡀᮍྠᐃࡢ᪥ࠊࡑ
ࢀࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ ࡑࡇ࡛ࠊ⏕⫱⎔ቃ㸦ᅵተỈศࠊᅵተ୰ࡢ᭷ᶵ≀ࡢ✀㢮㔞࡞㸧ࡀ࠶
ࡿ⛬ᗘไᚚ࡛ࡁࡿኴ㝧ග⏝ᆺ᳜≀ᕤሙෆ࡛ᅡሙྠᵝࡢ᱂ᇵᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊணࡵ  ✀㢮ࡢ
Ⅳ⣲※ࡀሸࡉࢀࡓ࣐ࢡࣟࣉ࣮ࣞࢺ᱂ᇵᚋࡢᅵተࡢᠱ⃮ᾮࢆ᥋✀ࡋࠊⓎⰍࣃࢱ࣮ࣥࢆ┠
どࡍࡿ⡆᫆ᚤ⏕≀᳨ᐃ㸦%,2/2*㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

ኴ㝧ග⏝ᆺ᳜≀ᕤሙ࠾ࡅࡿ᱂ᇵࡣࠊᰤ㣴⣲ࡀࢇྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸┿◁ᅵࣝࣇ
ᇵᅵࢆ ε੍ΰࡐࡓᅵࢆ࣮࣋ࢫࡋࠊࡇࢀᡂ⫧ᩱࠊ
࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡢ⏝࣭↓⏝ࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏࡓᇵᅵࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊࣞࢱࢫရ✀ࠕࣞࢢࢼ࣒ࠖࢥ࣐ࢶࢼရ✀ࠕ⳯ࠎ⨾ࠖ
ࡢ✀Ꮚࢆࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ᮏᏛ㒊㛢㙐ᆺ᳜≀ᕤሙෆࡢࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝୖࡑࢀࡒࢀ 
⢏ࡎࡘ✀ࡋࠊ⫱ⱑࡋࡓ㸦㛢㙐ᆺ᳜≀ᕤሙ࠾ࡅࡿ⫱ⱑࡣࠊᐊ

Υࠊ᫂ᮇᬯᮇ㸸

㛫ࠊ㣴ᾮ (&㸸㸮㸬㸶㹫6㸦 㣴ᾮᚠ⎔㸧ࡢࡕࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊኴ㝧ග
⏝ᆺ᳜≀ᕤሙෆタ⨨ࡋࡓ᱂ᇵ࣋ࢵࢻᐃ᳜ࡋࡓࠋฎ⌮༊ࡣࠊ㹁༊㸦Ỉࡢࡳᩓᕸࡢᑐ↷༊㸧ࠊ
㹊༊㸦࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡢࡳ㸧
ࠊ㹄༊㸦Ꮫ⫧ᩱࡢࡳ㸧ࠊ㹊㹄༊㸦࣮ࣝ࢜ࣝ㸩Ꮫ⫧ᩱ㸧ࡢ㸲ࡘ
ࡋࠊ㹊༊࠾ࡼࡧ㹊㹄༊㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐃ᳜ᚋ┤ࡕ  ಸᕼ㔘ࡢ࣮ࣝ࢜ࣝ 㹊ࢆᩓᕸࡋࠊ
ࡑࡢᚋࠊྠᵝࡢᩓᕸࢆ  㐌㛫࠾ࡁ⾜ࡗࡓࠋⱑࡢᩓỈࡣࠊẖ᪥ࠊ
㸸ࠊࠊ 
ࡑࢀࡒࢀ  ศࡎࡘ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸧㎰ᴗ⏝Ỉࡢί
 ᖺ ᗘ  ༡ ࠶ ࢃ ࡌ ᕷ ᙺ ᡤ  ࡽ ⤂  ࡉ ࢀ ࡓ ࡵ ụ  ͆ ࣝ ࢜ ࣮ ࣝ ͇ ࢆ ᢞ ධ ࡋ ࡓ ࠋ
ࡋࡋࠊᖺくࡗࡓྎ㢼ࡼࡿ㞵ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊụࡢỈࡀࡍ࡚ධࢀ᭰ࢃࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡽࠊ௨ᚋࡢỈ㉁ㄪᰝࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ
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ڦ௧ඖᖺᗘ◊✲ᡂᯝ
 㸯㸧ࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓᅵተᨵၿࡼࡿ࢚ࢥ㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾࠊᐇ㦂ࡣ⥅⥆୰࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡣ⋓ᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ✏
࡛ࡣࠊࣞࢱࢫࡘ࠸࡚ࡣ  ᭶  ᪥ࠊࢥ࣐ࢶࢼࡘ࠸࡚ࡣ  ᭶  ᪥࠾ࡅࡿⴥ⥳⣲㔞㸦63$'㸧ࠊ
ⱼⴥ㛗ࠊⱼⴥ㔜࠾ࡼࡧ᰿㛗

ᐃࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࢥ࣐ࢶࢼࡘ࠸࡚

ࡣⲡ㧗ࢆ  ᭶  ᪥ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ィ  ᅇࡢ

ᐃࢹ࣮ࢱࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣞࢱࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊⴥ⥳య㔞㛵ࡋ࡚ᡂ⫧ᩱࡢ᭷↓ࡼࡿᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊ࣮ࣝ࢜ࣝ
ࡢ᭷↓ࡼࡿᕪ␗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋⱼⴥ㛗㛵ࡋ࡚ࡣࠊฎ⌮༊㛫ᕪࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊⱼ
ⴥ㔜㛵ࡋ࡚ࡣࡁ࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ᰿㛗ࡣ㹁㸺㹊㸺㹄㸺㹊㹄ࡢ㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࠊࣞࢱࢫ
ࡢⲡ㧗ࡘ࠸࡚ࡣ࣮ࣝ࢜ࣝࢆᢞධࡋࡓ᪉ࡀࡁࡃ࡞ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࢥ࣐ࢶࢼࡘ࠸࡚ࡣࠊ63$' 㛵ࡋ࡚ࣞࢱࢫ㢧ⴭ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊᡂ⫧ᩱࡢ᭷↓ࡼ
ࡿᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋⱼⴥ㛗ࠊⱼⴥ㔜ࠊⲡ㧗㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ㹁㸺㹊㸺㹄㸺㹊㹄
࡞ࡾࠊᡂ⫧ᩱࡢᢞධࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽᙧ㉁್ࡀࡁࡃ࡞ࡿࡇࠊࡉࡽࡑࡢຠᯝࡣ͆ࣝ࢜
࣮͇ࣝࡢᢞධࡢࡼࡗ୍࡚ᒙࡁࡃ࡞ࡿࡇࠊࡑࡢຠᯝࡣ᱂ᇵ᪥ᩘࡀࡁࡃ࡞ࡿ㢧ⴭ࡞ࡿ
ࡇࡀศࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᰿㛗ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥ࣐ࢶࢼ࡛ࡣࣞࢱࢫฎ⌮༊㛫ኚ␗ࡣࡁࡃ
࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡔࠊ✭㐺ᮇ࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࢆ⋓ᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࣮ࣝ࢜
͇ࣝࡢࣞࢱࢫ࠾ࡼࡧࢥ࣐ࢶࢼࡢ⏕⫱ཬࡰࡍຠᯝࡣ᫂ࡽࡁ࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࡣࠊᅵተᚤ⏕≀ྀࡢከᵝࢆಁࡋࠊ᭷ᶵ⫧ᩱࡸᡂ⫧ᩱࢆస≀ࡀ྾
ࡋࡸࡍ࠸పศᏊྜ≀ศゎࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡢ≧ἣ
ࠕࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓᅵተᨵၿࡼࡿ࢚ࢥ㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣࠊ࣮͆ࣝ࢜
͇ࣝࡢస≀⏕⏘ཬࡰࡍຠᯝࠊ࠾ࡼࡧᅵተᚤ⏕≀ྀࡢከᵝཬࡰࡍຠᯝࢆ♧ࡍᡂᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡓࠋᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࡲ࡛ࡣ┠ᶆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊṧࡾࡢ  ᖺ㛫࡛ゎ᫂ࡢࡓ
ࡵࡢᇶ♏ࢆᅛࡵࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ڦ᭱⤊┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ
 ࣂ࢜ࢫࢸ࣑ࣗࣛࣥࢺ࣮͇͆ࣝ࢜ࣝࢆ⏝ࡋࡓᅵተᨵၿࡼࡿ࢚ࢥ㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ᭱⤊┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࠋ

✲◊ڦᡂᯝࡢⓎ⾲
 ࡞ࡋ
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ㄢ㢟㸱 ᳜≀ࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀస≀ࡢᐖデ᩿࣭㜵㝖࣭ண㜵
ᢸᙜ⪅㸸┦㔝බᏕࠊᮧୖᮁࠊ┾ᒣᚿ

┠✲◊ڦⓗ
ྜྷഛᅜ㝿Ꮫ᳜≀ࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊῐ㊰ᆅᇦࡢ㎰ᴗ⏕⏘⪅࠾ࡼࡧ┴ࡸᕷࢆࡣࡌࡵ
⏘ᐁᏛࡢ㛵ಀ◊✲ᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊῐ㊰ࣈࣛࣥࢻ㔝⳯ࡸᯝᶞ࡞ᓥෆࡢ᳜≀㈨※ࡢᐖ➼ࡢ
㜵㝖㈉⊩ࡍࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊᮏࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮
ࡢ㐠Ⴀࢆᙉࡋࠊᐖࡢデ᩿ゎᯒࡸ㜵㝖ἲࡢᥦ࡞ࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬἢࡗࡓၥ㢟ࡢゎỴ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊᮏࢡࣜࢽࢵࢡࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡛ሗⓎಙ
ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆ
デ᩿౫㢗ࡢཷ㎿㏿࡞᳜≀デ᩿ࠊཎ⳦ࡢྠᐃ㜵㝖ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢᐖ
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■令和元年度研究成果
1)診断情報の共有化及び病害虫の診断
診断を行うにあたり最低限の情報が必要となる。そのため、情報聞き取りのエッセンスを
まとめ診断依頼書の様式を作成した（図 1）。また、各機関間の情報共有を行うために民間
のクラウド（グ-グルドライブ）にフォルダーを作成し、ID、Password（ID：kiuiclinic、
password：kiuiclinic3701）を共有することにより、依頼情報、作物栽培歴情報、診断結果
及び農薬使用の処方箋などを担当者間でいつでもどこでも自由に共有できるシステム化を
行った(図 2)。

図1

図2

統一した診断依頼書及び結果報告書

地域病害虫情報共有ネットワーク

本年度の診断件数は、タマネギ 3 件（除草剤の薬
害、細菌性腐敗病の初期症状、Rhizoctonia による苗
立枯病）、ナス 8 件（すすかび病、黒枯病(葉)、黒枯
病(果実)、うどんこ病、根腐疫病、褐斑細菌病、オオ
タバコガ、ハスモンヨトウ）、ブドウ黒とう病、オク
ラ菌核病、キュウリ菌核病、アワジナルトオレンジ（現
在診断中）、リンゴたんそ病、ミカンハモグリバエ（温
州ミカン）、ハスモンヨトウ（サトイモ）、サビダニ（ト
マト）、イモコガ（サツマイモ）、ハクサイ黒斑細菌病
の 21 件となった（図 3）
。診断後、迅速に結果を通知

図3

診断依頼のあった病害虫

し、適正な防除指導を行った。
2)タマネギ腐敗症の病原細菌の種類及び感染ルートの特定
タマネギの罹患部から細菌を分離した結果 134 菌株を得ることができた(図 4a)。腐敗特
性を知るために、タマネギ鱗片腐敗試験により(図 4b)、腐敗力の強い菌株 34 菌株を得、標
準培地上でのコロニー形状、色素産生、キン B 培地上での蛍光色素産生(図 4c)、オキシダ
ーゼ活性等の性質から、グループ化を行った。その結果 9 グループに分けることができた。
グループを代表する 3 菌株の ITS 領域のシーケンス解析を行った。その結果、病原菌とし
て Erwinia.rhapontici、 Pseudomonas marginalis、Pantoea.ananatis が検出された。
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また、わが国では未報告の病原菌 Erwinia persinia も検出された。さらに、バイオコ
ントロールエージェントとして報告されている Pseudomonas protegens 、 Pseudomonas

rhodesiae、Pantoea vagans が検出された。今後、各菌株の酵素活性、糖類の資化性等のさ
らに詳しい同定作業が必要と考えられた。

a
図4

分離菌株のレーザー顕微鏡写真

b

腐敗試験

c

蛍光性色素産生

タマネギから分離した細菌の特性

■令和元年度の達成目標の状況
本年度の目標は十分に達成されたと判断している。
■最終目標の達成状況
最終年度の目標である地域農家からの診断依頼の受付、病害調査および病原菌採集の継
続とシンポジウムの開催は現状においても十分達成されていると判断している。
■研究成果の発表
1)病害虫診断
病害虫診断については、病害虫名が確定次第、県及び JA 指導者に報告を行った。また、
県や JA 主催の勉強会等で結果報告を行なった。
2)シンポジウムの開催
2019 年 7 月 25 日(木)に第 7 回植物保護シンポジウムを吉備国際大学の南あわじ志知キャ
ンパスで開催した。淡路島内の農家、JA あわじ島の関係者、南あわじ市、兵庫県の試験研
究機関及び農業改良普及センターなどに加えて、県外の公設機関や農薬メーカーなど合計
54 名が参加した(図 5)。
本学の眞山滋志学長による「私立大学研究ブランディング事業の推進」の講演から始まり、
特別講演「今後の植物保護の方向性」を岡山県農林水産総合センター生物科学研究所の白石
友紀所長から講演があった。今回のトピックス「雑草防除の現状とその対策」を本学非常勤
講師の須藤健一先生から「淡路の雑草防除について」、日本植物調節剤研究協会の濱村謙史
朗先生からは「除草剤の種類と上手な使い方」の講演があった。続いて、地元の話題として、
南淡路農業改良普及センターの有本律子普及主査から「令和元年産タマネギの病害虫発生
状況」、JA あわじ島営農部の柏木賢治部長から「南あわじ特産野菜生産の現状と課題」、兵
庫県立農林水産技術総合センターの神頭武嗣部長から「病害虫高度診断・防除研究拠点につ
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いて」報告があった。植物クリニックセンターからは病害虫の診断状況について報告した。
全体を通じて、講演終了後には活発な質疑応答があり、十分な情報の交換が行えた。

図5

第 7 回植物保護シンポジウム開催状況
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課題４

クルマエビ漁の再生

担当者：谷坂 隆俊
■研究目的
熱帯アジアのエビ養殖池は、世界におけるエビ類の供給源であるが、近年、収穫増を目指
した飼料の大量投与による水質の汚濁・汚染、およびこれに対処するための薬剤（抗生物質
等）の大量投与による池の水・底質中の微生物叢の破壊が進み、現在では、1/3 の養殖池が
利用できない状態（放棄）になっている。エビの養殖池は人類にとって大切な酸素供給源で
あるマングローブの森を伐採して作られてきたが、地球環境の保全が叫ばれる今日、新たに
マングローブを伐採して養殖池を作ることは不可能になっている。したがって、汚濁・汚染
による養殖池の放棄がさらに続くと、世界のエビの供給量は激減すると予想される。
一方、吉備国際大学農学部が位置する南あわじ市の近海では、かつてクルマエビ漁が盛んで
あったが、現在では、中間養殖後の稚エビを大量に放流しているにも関わらず、収穫量が皆
無に近く、沿岸部での養殖に頼らざるを得ない状況になってきている。
本研究は、研究担当者が開発したバイオスティミュラント（品名：ルオール；アミノ酸、ビ
タミン、糖、有機酸の混合液）の水質改善効果を利用して、エビ、とくにクルマエビの養殖
技術を開発し、これを普及させるための基礎を構築しようとするものである。

ル オ
図１

コ ン

ミンダナオ島において放棄されたブラックタイガーの養殖池（写真右）と
“ルオール”を投入して再生された池

■令和元年度の達成目標
海水に“ルオール”を添加した水槽と海水のみの水槽に、それぞれ孵化後 42 日のクルマ
エビを投入して飼育し、
“ルオール”の添加（投入）がクルマエビの成育および水槽内の水
質維持（または改善）に有効であるかを確認することである。
■令和元年度研究方法
１）海水（245ℓ）のみを入れた水槽（以下水槽 A1 および A2 とする）を 2 槽、海水（245ℓ）
に“ルオール”3 ㎖を入れた水槽（以下水槽 B1 および B2 する）を 2 槽用意した。ここで用
いた水槽は、濾過装置や温度コントローラーなどを備えた魚介類用水槽である。水槽内の水
温はクルマエビの飼育適温である 20℃に保ち、海水の塩分濃度はほぼ 3.3%になるように調
整した。海水は南あわじ市福良漁業協同組合から頂戴した。
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２）ろ過装置内の微生物叢の安定化と、水槽内の水温および塩分の調整を約 1 か月間にわ
たって行った後、2019 年 7 月 9 日に、これら 4 つの水槽に孵化後 42 日のクルマエビをそれ
ぞれ 100 匹ずつ投入した。その後、1 週間おきにすべての水槽におけるクルマエビの生存数
と水質（亜硝酸態窒素量、アンモニア態窒素量、PH）を調査した。亜硝酸態窒素量およびア
ンモニア態窒素量は、パックテスト（共立理化学研究所）によって測定した。具体的には、
まず、空気を追い出したチューブに検水を半分程度吸い込ませた後、数回振りまぜ、亜硝酸
態窒素については 2 分後、アンモニウム態窒素については 5 分後に発色した検水（1.5ml）
を専用カップに移し専用測定器を用いて行った。ｐH は、ペンタイプｐＨ計を用いて測定し
た。
■令和元年度研究成果
まず、生存数についてみると、投入後 161 日までは、A 槽と B 槽間に差異はみられなかっ
たが、168 日になると、A 槽において生存率が急に下がりはじめ、182 日には 0%となった。
これに対して B 槽では 182 日の生存率は 25%であった。
(B)

(A)

(C)
図２ 供試したクルマエビ
(Ａ)：2018 年度に供試した孵化後 160 日の
クルマ
(Ｂ)、（Ｃ）
：20119 年度に供試した孵化後
42 日のクルマエビ

2018 年度も同様の結果が得られており、
“ルオール”の添加によりクルマエビの生存率が
高まることが明らかになった。A 槽における急激な生存数の減少は、水質の悪化によるもの
と考えられた。このことは、A 槽では、アンモニア態窒素量（投入後 161 日から）および亜
硝酸態窒素（投入後 175 日から）の急激な増加がみられたことから明らかである。2018 年
度の実験では、海水のみの水槽における水質の悪化は亜硝酸態窒素の大幅な増加とアンモ
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れないのは、シカによる更新阻害の可能性も考えられる。つまり、現在の二次林は、伐採や
更新がされないまま、成長、高齢化していることが示唆された。
南あわじ市の森林所有形態は、97％が民有林（12,683ha：うち 52％は個人有）であり、国
有林はほとんどない。民有林については、森林計画図および森林簿が作成されているが、旧
阿万町を対象として両資料を照合した結果、照合できたのは面積比で 28％のみであり（図
4）、それ以外は、境界不明、代表地番など森林簿との不整合で照合できず、境界や所有者が
あいまいな状態で、放置されていることが示唆された。
●まとめ：淡路島南部の森林面積は、過去 70 年間に、一旦大きく減少したものの、現在は
再び 1940 年代の面積まで回復した。二次林が 8 割以上を占めるが、植生は大きく変化し、
現在は遷移が進んでシイ、カシ、ウバメガシなどで構成される常緑広葉樹林となっている。
資源利用が急減したことで、現在の二次林は、伐採や更新がされないまま、成長、高齢化し
ていた。また、森林計画資料の照合率が低いことから、境界や所有者があいまいな状態で放
置されていることが示唆された。

100%

その他
伐採跡地

80%

田・畑・果樹園

60%

低木・草地

40%

竹林

20%

植林地

0%

表 1．資源生産量の変化（旧三原郡）

薪（千束）
マツタケ（㎏）

二次林
1947

1970

2014

竹材（束）

自然林

1960 年

1970 年

1993 年

93

94

0

16360

1500

50

880

320

100

図 1．土地利用の変化（南あわじ市東部 150 ㎢）

図 2．二次林植生の変化（南あわじ市東部 150 ㎢）

27

6,000

（㎡）

5,000

広葉樹
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100年生以上

75-100年生

55-75年生

35-55年生

15-35年生

0

15年生以下

1,000

樹齢

図 3．広葉樹の樹齢構成

図 4．阿万地区の森林所有形態（2017 年）

（南あわじ市全域、2013 年）
【2】里山のレクリエーション利用にともなう管理と課題（H29～H30）
次に、管理放棄されていた里山を整備し、レクリエーション利用している事例を対象に、
利用に伴う管理の内容、運営・管理に関する課題を明らかにした。
（1）対象地の概要
南あわじ市伊加利地区に位置し、レクリエーション活動が行われている里山を対象地と
した。当該地は、個人所有の里山であり、活動開始前は放棄された水田・茶畑・マツ林だっ
たが、里山所有者を代表とする NPO 法人によって、2003 年から活動が開始され、徐々に整
備されてきた。現在は、常緑広葉樹二次林・竹林・広場・畑・ため池などで構成される。活
動の主旨は自然体験の楽しさを伝えることで、月に 1，2 回、親子を対象に、季節に応じた
野外クッキングや、里山にある素材を活かした工作などの自然体験活動が行われている。ま
た、タケを用いた大型遊具が特徴となっている。これまでの管理運営は NPO のメンバーおよ
び数名のボランティアによって行われ、主な利用者は、乳幼児・小学生およびその保護者で
ある。
（2）利用に伴う管理の内容
活動では、タケが多様な用途で使用されていた。特に、竹製の大型遊具に、多くのタケが
利用されていた。また、現在は使用されていないが、2017 年までは、敷地内の高木の樹上
をつなぐ、竹製の回廊が設けられていた。遊具用のタケの耐用年数は約 3 年であり、例年は
補修用に 300 本程度のタケが竹伐されていた（写真 1）。そのため、敷地内のタケだけで足
りず、近隣の竹林においても竹伐が行われ、その結果、竹林の密度管理に寄与していた（写
真 2）。一方、竹林に隣接するウバメガシ、クヌギ、クリ等で構成される二次林については、
やぶ化していなかったものの、活動にはほとんど組み込まれていなかった。
（3）運営・管理に関する課題
対象とした里山は、規模は小さくても、子供を中心として、10～15 ㎞圏内の住民に対し、
自然体験活動の場として機能していた。ただし、活動を継続する上では、管理・運営に関し
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て課題もあった。
最も大きな課題は管理作業の担い手不足であった。遊具や設備の補修、活動広場周辺の下
刈り、ため池管理、風倒木処理、畑の獣害防止柵設置作業など、2 名の男性スタッフが活動
開始当初から担ってきたが、遊具の老朽化や獣害発生頻度の高まりで、管理作業量が増加し
ており、作業を担えるスタッフが限られるなか、今後どのように管理を継続していくかが課
題であった。
また、運営スタッフの固定化・高齢化も進んでいた。運営は、NPO 設立当初から関わる 5
～6 名のボランティアスタッフが、当日の清掃作業、調理準備、遊びの継承を行っている。
一時期は、運営の一部に子供の保護者が関わることもあったが、継続しておらず、設立当初
から関わるスタッフでほぼ固定化している。そのため、活動内容の更新や、子供との交流を
通じた遊びの継承にまで携われてないことが課題となっていた。
●まとめ：当該地のレクリエーション利用には、タケがさまざまな用途（食材、道具、工作
用・遊具の素材など）で活用され、その結果、竹林の密度管理に寄与していた。しかし、こ
ういった遊具や設備の補修に加え、活動広場周辺の下刈り、ため池管理、風倒木処理、畑の
獣害防止柵設置作業といった、管理作業の継続が最も大きな課題であった。また、運営スタ
ッフの固定化・高齢化で、活動内容が更新されず、運営を含めた利用者との交流が停滞して
いることも課題であった。

写真 1.遊具補修用に伐採されたタケ

写真 2.タケの伐採により
明るく保たれた竹林

■令和元年度の達成目標
今年度は、レクリエーション利用のために里山が維持管理されていることが、地域のステ
ークホルダーにとって、どのような価値があり、管理にどのような形で関わることができる
のか、検討する。当該地では、NPO により約 20 年間活動がつづけられており、自然体験活
動の参加者だけでなく、自治体や地元の小学校、別の NPO など、さまざまな組織や団体との
関わりができている。今回は、自然体験活動に直接的な関わりが強い、活動参加者（保護者）
を対象とし、運営・管理の担い手の可能性を検討した。
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図 5．参加した子供の年齢

図 6．利用者の活動参加回数

92%

自然体験ができる
83%

楽しかった
75%

興味のあるプログラムがある
参加者同士で仲良くなれた

33%

竹の遊具など、ここにしかない遊びができる

33%

親子の時間を作る

17%

初対面の人が多い環境

17%

n=12

8%

友人が参加するから(その他)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

図 7．活動に参加した目的（2 回以上参加経験のある回答者）
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図 10．管理への参加意思

図 9．運営への参加意思
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図 11．運営に関わってみたい理由
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図 12．運営に関わる上での課題
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■令和元年度目標の達成状況
【3】目標

参加保護者の里山に対する価値認識と満足度

レクリエーション活動に参加する保護者は、維持管理されている里山に対し、どのような
価値を認識し、どの程度の満足度を得ているのか明らかにする。➡目標達成。
【4】目標

里山管理のあらたな担い手の検討

レクリエーションの参加保護者が、里山の運営管理の担い手として関与する可能性につ
いて検討する。➡参加保護者に限って、目標達成。
■最終目標の達成状況
本研究では、淡路島南部でレクリエーション利用されている里山をひとつのモデルとし、
「順応的ガバナンス」を適用した、あらたな管理のしくみについて検討することを最終目標
とした。研究期間中（平成 29～令和 1 年）には、まず、淡路島南部の森林特性をふまえ、
レクリエーション利用されている里山の管理の実状と課題を明らかにした。次に、レクリエ
ーション利用される里山のさまざまなステークホルダーのうち、参加保護者に注目し、運
営・管理のあらたな担い手としての可能性について検討できた。ただし、順応的ガバナンス
の枠組みでモデル化するうえでは、検討した対象が限定的で、不十分である。今後、他のス
テークホルダーにおける里山の位置づけを明らかにし、ステークホルダー間の認識のズレ
や利害の一致などについて分析を進め、持続的な管理のあり方について検討することが課
題である。

図 13．里山とかかわりのある組織・団体・個人
■研究成果の発表
吉備国際大学農学部の学生（2020）レクリエーション利用される里山の運営に対する参加
者の意識と課題、令和 1 年度 吉備国際大学農学部地域創成農学科卒業論文。
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課題６

忌避作物栽培による獣害対策

担当者：村上 二朗、森野 真理
■研究目的
野生鳥獣による農作物の被害は、生産者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退や耕作
の放棄など、地域の経済、社会、環境に深刻な影響を及ぼす。一次産業が盛んで中山間地域
を多く抱える南あわじ市においても、獣害対策が喫緊の課題となっている。
耕作放棄により農地が管理されないと、生産量の減少のみならず、野生動物の移動・休息・
採食場所となり、近隣農地に獣害の発生を誘引する（大橋ほか、2013）。耕作放棄地発生の
背景には、生産者の高齢化、後継者不足があり、それらを前提として、労力を省力化した管
理方法が求められている。その候補の一つとして、獣害を受けにくい忌避作物の導入があげ
られる。
本課題では、野生動物に食害を受けにくいとされる作物を栽培し、野生動物（とくに、イ
ノシシ）に対する忌避効果があるかを検討するとともに、忌避作物自体を商品作物として普
及させることを目的としている。
■令和元年度の達成目標
忌避作物として選定したヒカマ・エゴマの獣害対策に対する効果の検証（定点カメラによ
る野生動物のモニタリングと行動解析）、ならびにヒカマの効果的な栽培法の開発
■令和元年度研究方法
1. 試験圃場におけるイノシシの出没状況と忌避作物の効果について
初年度から、忌避作物として、エゴマとヒカマを選定している。エゴマは、シソ科の 1 年
生草本であり、高さ 60～150 ㎝に成長し、葉や種子が可食部として利用されている。エゴマ
の葉には強い香り成分であるペリラケトン、エゴマケトンが含まれているため（上田ほか、
2011）、野生動物の食害を受けにくいとされている（菅野
ほか、2014）
。また、ヒカマは、マメ科の多年生草本で、
支柱で誘引すると、蔓は 4～5m に成長する。可食部は地
中の塊茎であるが、葉、蔓および種子には有毒のロテノン
が含まれており（藤井、2008）、地上部を野生動物が摂食
することで、忌避行動を採ることが期待される。
本年度は、農学部グラウンド内にある研究圃場（南あわ
じ市志知佐礼尾）の外周部にエゴマおよびヒカマを栽培
し、イノシシの行動に関するモニタリングを行った（図
1）。前年度まで、自動撮影カメラを使用した写真による観

図 1. 圃場の外周フェンス内側に

察を行っていたが、摂食の様子などより詳細なモニタリ

沿って、エゴマとヒカマを定植
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一方、ヒカマに対しても圃場フェンスから外部に
伸展した葉部を摂食する様子が観察されたが、その
頻度は高くなかった。そこで、11 月 11 日に、成熟
し始めたヒカマ莢豆を圃場フェンスの外周部に撒き、
イノシシが摂食するかを検証したが、動画および現
場痕からは摂食の様子は窺えなかった。カメラの記
録から 11 月 11 日以降、イノシシの出没が激減する

図 3. イノシシの掘り起し行動

が（図 2 下）
、ヒカマ莢豆の散布が何らかの影響を与えたことは否定できない。さらに、1 週
間後同じ場所におとり作物としてサツマイモを散布し行動を観察したが、圃場には数回出
現したものの、現在までにヒカマ、サツマイモともに摂食された様子はなかった。
2. ヒカマの効果的な栽培法の検討
農学部試験圃場（南あわじ市志知松本）に、6 月中旬から 7 月中旬かけて、合計 300 株の
ヒカマ苗を定植し（図 4）、それぞれ 5 ヶ月間栽培した後、ヒカマ塊茎の収穫を行い、重量
を計測した（図 5）。本年度は、より植物体を成育させるため U 字型の支柱を導入し、また
潅水量による影響も検討した。結果として、定植時期が早く、自然降雨のみで栽培すると、
1 球の平均重量が 1kg を超えることが判明した。昨年度の平均値は 750g であることから、
大きな進歩であるといえる。

図 4. 試験圃場でのヒカマの栽

図 5. 植日および潅水条件によるヒカマ重量への影響

■令和元年度の達成目標の状況
本年度の目標である“忌避作物の獣害対策に対する効果の検証”を実践し、ヒカマによる
忌避効果の可能性を見出した。また、“ヒカマの効果的な栽培法の開発”に関して、商品作
物として栽培・販売できるレベルまで進展した。以上のことより、本年度の目標は概ね達成
できたと考える。
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■研究成果の発表
【健康食品および化粧品の製品化】
ケルセチン高含量の抽出原料を用い
て、4 種の化粧品と 1 種の健康食品の製品
化に成功した。化粧品はハンドクリーン
ジェル（写真左端）やクレンジングジェ
ル（写真左から 2 つ目）、タマネギ石鹸
（写真中央）、ミルキーローション（写
真右から 2 つ目）の 4 つを製品化した。
健康食品（写真右端）は、タマネギ外皮
抽出物に植物発酵エキスを加え、摂取し
やすいように少し甘く味をつけ顆粒状に
して、栄養補助食品として製品化するこ
とができた。現在は、委託先の事情によ

＜製品化した化粧品と健康食品＞
写真左から、ハンドクリーンジェル、クレン
ジングジェル、タマネギ石鹸、ミルキーロー
ション、ケルセチン 212（健康食品）

り右端の健康食品の抽出原料（「ケルセ
ア 20」）の販売のみ行っている。
■参考文献
1) 農林水産省「野菜生産出荷統計（平成 29 年）」
2) Kazuki Kanazawa, Miku Sakamoto, Ko Kanazawa, Yoriko Ishigaki, Yoshiko
Aihara, Takashi Hashimoto, Masashi Mizuno「Lipid peroxides as endogenous
oxidants forming 8-oxo-guanosine and lipid-soluble antioxidants as
suppressing agents」Journal of clinical biochemistry and nutrition. 2016,
59(1),16-24.
3) Kazuki Kanazawa,Hiroyuki Sakakibara.「High Content of Dopamine, a Strong
Antioxidant, in Cavendish Banana」Journal of Agricultural and Food
Chemistry. 2000, 48(3), 844-848.
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3. ブナハリタケの香り成分を用いたカビ毒の生産抑制
食用キノコとして利用されるブナハリタケは木材腐朽菌であり、菌床による栽培が可能
である。ブナハリタケ由来の香り成分には、揮発性の化合物である 1-Phenyl-3-Pentanone
（以下 PP）が含まれている。PP は、複数の植物病原糸状菌に対して抗菌活性を示すことが
報告されている（Nishino ら, 2013）。そこで、トリコテセン系カビ毒のデオキシニバレノ
ール（DON）を生産するムギ類赤かび病菌に対しても抗菌作用を示し、 DON の生産を抑制す
るかを検定した。
■令和元年度研究成果
1. シイタケ廃菌床のすき込みによるレタスビッグベイン病の防除
まず、廃菌床を植繊機により細かく粉砕
し、育苗用の土壌に 5%の割合で添加した後、
耐病性品種（レグナム）および感受性品種
（フルバック）を播種し、約 1 ヵ月間の育苗
を行った。また、廃菌床の圃場へのすき込み
は、1 平方メートル当たり 2L または 5L 処理

図 1. 廃菌床のすき込みとトンネル被覆によるレタスの栽培

し、対照区として農薬（ダコニール）処理区
を設けた。合計 320 株のレタス苗を、圃場に移植した後に、防寒用トンネルを被覆し、レタ
スを生育させた。（図 1）
。
約 2 ヵ月半後、レタスビッグベイン病の発病調査を行ったところ、廃菌床をすき込んだ処
理区では、感受性品種において病害が抑制され、農薬処理区と同等もしくはそれ以上の効果
が確認できた（図 2）。また、レタス 1 玉当たりの平均球重も無処理区と比べ増加していた
が（図 3）、廃菌床の苗床処理では、病害と球重ともに顕著な影響は観察されなかった（図
2、3）。

図 2. 廃菌床すき込みによるレタスビッグベイン病の
防除効果（感受性品種: フルバック）

図 3. 廃菌床すき込みによるレタス球重への影響
（感受性品種: フルバック）

複数年の圃場試験の結果から、シイタケ廃菌床のすき込みにより、レタスビッグベイン病
の発病を抑制できることが明らかとなった。また、適量の廃菌床を添加処理することで、
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レタス収穫量を増加できることが示唆された。
2. 廃菌床からの有効成分の抽出とその効果
タマネギ苗の定植時から収穫期まで、廃菌床加水分解溶液を週に一度葉面に噴霧し、本病
の発生状況をモニタリングした。しかし、
本年はべと病自体の発生が稀であったた
め、本病害に対する効果の検証は不可能で
あった。その一方で、加水分解蒸留液の希
釈液（100～1,000 倍）をタマネギ葉身に噴
霧処理することで、球重が有意に増加する
結果を得た（図 4）。
廃菌床とその有効成分の抽出に関する
研究成果を、農林水産省主催の「アグリビ
ジネス創出フェア 2019」に出展し、多数の

図 4. 廃菌床加水分解液の噴霧によるタマネギ球重への影響

農業生産者や研究者が我々のブースに訪れた。廃菌床の有効活用法や天然成分を用いた低
環境負荷型農業に対する関心の高さを改めて認識させられた。
3. ブナハリタケの香り成分を用いたカビ毒の生産抑制
10 ppm の PP を処理した培地で赤か
び病菌を培養したところ、 顕著な成長
阻害が観察された。また、本培地で 2 週
間培養し、ELISA 法により培地中の DON
量を測定した。その結果、PP 無処理区
と比較して、2 週間処理または最初の 1
週間処理した区では DON の蓄積量が劇
的に減少していた（図 5）。このとき本
菌の DNA 量をリアルタイム PCR により
測定したところ、DON 量と相関性が認め
られた。PP 処理による DON 量の減少は、
図 5. 1-Phenyl-3-Pentanone 処理によるカビ毒生産の抑制
菌増殖量の低下が一因であることが示
唆された。以上のことから、PP は赤か
び病菌に対する抗菌活性を有するのみならず、マイコトキシンの生産を抑制できることが
強く示唆された。
なお、本成果を「日本マイコトキシン学会」で発表し、講演者が表彰されたことを最後に
報告させていただく（詳細は、https://www.jsmyco.org/conference/pdf/84.pdf を参照）。
■令和元年度の達成目標の状況
本年度の試験結果から、廃菌床のすき込みによるレタスビッグベイン病に対する防除効果
が再確認された。さらに、キノコ成分を用いたカビ毒の生産抑制に関しても実用化が期待で
きるデータを得た。以上のことより、本年度の目標は概ね達成できたと考える。
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ڦཧ⪃ᩥ⊩
 1LVKLQR63DUDGD5<,FKL\DQDJL70DHNDZD16KLPRPXUD12WDQL+3KHQ\O
SHQWDQRQH D YRODWLOH FRPSRXQG IURP WKH HGLEOH PXVKURRP 0\FROHSWRGRQRLGHV

DLWFKLVRQLL DFWLYH DJDLQVW VRPH SK\WRSDWKRJHQLF IXQJL - 3K\WRSDWKRO 
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度は特に発生回数が多かった。竹パウダーを使用した実験にも影響が出ることから、今後の
竹パウダー開発の参考とするために、すでに市販されている竹パウダーの調査ならびに市
販された竹パウダーを使用して作物生育や土壌微生物に及ぼす影響について解析を行うこ
ととした。
【2：市販竹パウダーの調査と竹パウダーが作物生育に及ぼす影響】
放置竹林は全国各地で見られるため、様々な地域で竹パウダーの製作、販売が行われてい
る。調査したところ、竹パウダーを販売する会社は 24 社見つかったが、その価格は 1kg あ
たり最も高いもので 1,360 円(A 社)、最も安いもので 42 円(X 社)であった(図 1(A))。価格
の大きな開きはあるが全て竹パウダーとして販売されている。そのため、それらの違いにつ
いて検証するため、A 社、X 社と比較的大量に販売されていた Q 社(216 円/kg)を購入し、実
験を行った。A 社、Q 社のものは開封後果実臭がしたため、何らかの形で嫌気発酵処理を行
っていることが示唆されたが、X 社のものはほぼ無臭であり、発酵させていないことがわか
った。また、竹パウダーの形状は図 1(B-I)に示すように最も高かった A 社のものは細く、X
社のものは大きかったが、昨年度大学で作成したものに比べると形状が整っているように
感じられた。次に各社の竹パウダーの C/N(炭素/窒素)比を測定した(図 1(J))。C/N 比が高
い有機物を土に施すと窒素が微生
物に取り込まれ、作物利用できる窒
素が少なくなり、窒素飢餓に陥ると
言われている。竹パウダーは稲藁な
どに比べると C/N 比が高いことが
知られている。A、Q 社の C/N 比は
220-235 と一般的な竹（280 前後）
に比べて低い傾向を示したことか
ら嫌気発酵により炭素源の分解が
進んでいることが推察された。一方、
発酵が進んでいない X 社のものは
364 と高い値を示した。次に各竹パ
ウダーに含まれる微生物を調査す
るため、菌叢解析(16SrRNA アンプ
リコン解析)を行った(図 2(A))。3
社の竹パウダーと昨年度大学で作
成した竹パウダーから得られた菌
叢データを比較したところ、A 社は
99.7%が乳酸菌群の大部分を占める
ラクトバシラス属であった。また、
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ቑຍࡍࡿ⳦ࡀ  ᒓ㸦&DXOREDFWHUDFHDH ᒓ㸧ࠊῶᑡࡍࡿ⳦ࡀ  ᒓ %69 ⛉ᒓࡍࡿᮍศ㢮ࡢ
ᒓࠊ5% ᒓ ࡀぢࡘࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ⳦ᒓࡀᅵተ࠼ࡿᙳ㡪ࡣࢇศࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡀࠊᚋࡇࢀࡽࡢ⳦➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡸస≀⏕⫱ࡢ㛵ಀᛶࢆ⛉Ꮫⓗ᫂ࡽࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ᭷ຠᛶࡸࡼࡾⰋ࠸➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡢ≧ἣ
➉ࣃ࢘ࢲ࣮ᢞࡀࡶࡓࡽࡍస≀⏕⫱ࡢಁ㐍ࠊᢚไຠᯝࡸᅵተᚤ⏕≀ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚
ࡢᇶ♏ⓗ࡞ሗࢆከᩘᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᴫࡡ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ڦ᭱⤊┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ
➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡀస≀⏕⫱ཬࡰࡍᙳ㡪
➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡣࠊᨺ⨨➉ᯘࡢᩚഛࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡿᗫᮦࡢ᭷ຠ⏝ࢆ┠ⓗᅜࡢᵝࠎ࡞ሙ
ᡤ࡛㎰ᴗ㈨ᮦࡋ࡚ࡢ⏝ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣏ࢵࢺ᱂ᇵࡸᅡሙ᱂ᇵࡽ➉ࣃ
࢘ࢲ࣮ࡀస≀⏕⫱ཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣏ࢵࢺヨ㦂࡛ࡣࠊ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ᢞධ㔞
ࡀయ✚ẚ࠶ࡓࡾ ࡛ࠥࡣ࢝ࣜࣇ࣮ࣛ࣡ࠊࢥ࣐ࢶࢼࠊࢧࢽ࣮ࣞࢱࢫࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊࣞࢱࢫ
࠾࠸࡚❅⣲㣚㣹ぢࡽࢀࡿ⏕⫱㞀ᐖࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊࢯ࣒ࣝ࢞㛵ࡋ࡚ࡣࡑࡢᚋᅇࡋࠊ✭
ࡢⲡࡣᑐ↷༊࠶ࡲࡾᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࡛ࠥ⏝ࡍࡿࢥ࣐ࢶࢼࠊࢧࢽ
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࣮ࣞࢱࢫࠊࣞࢱࢫ࡞࡛⏕⫱ಁ㐍ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋࡋࠊᑡ㔞࡛࠶ࡿᖖ⏕⫱ಁ㐍ࢆ♧
ࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷ㈍➉ࣃ࢘ࢲ࣮⏝࠸ࡓࣞࢱࢫヨ㦂࡛ࡣࠊࠥࡢⓎ㓝➉ࣃ࢘ࢲ࣮࡛ࡶ⏕⫱
㜼ᐖࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽࠊ
㸦㸯㸧ᑡ㔞  ࡢ➉ࣃ࢘ࢲ࣮࡛ࡣᡂ㛗ಁ㐍ຠᯝ
ࢆ♧ࡍሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊ⏝ࡍࡿ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢᛶ≧࠶ࡿ࠸ࡣస≀✀ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࠊ
㸦㸰㸧
㔞 ! ࡢ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡣඹ㏻ࡋ࡚❅⣲㣚㣹ࡼࡿ⏕⫱㜼ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡀࡑࡢ⛬ᗘࡣస
≀✀ࡈ␗࡞ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋస≀✀ࡈᛂ⟅ᛶࡀ␗࡞ࡿࡇࡣ⯆῝࠸ࡀࠊ
ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊሙᡤࡸ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ㔞ࠊ⏕⫱ᮇ࡞ࡢ⌮⏤ࡽࠊ࡚ࡢస≀ᑐࡋ୍࡚
ᵝヨ㦂ࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡉࡽྠࡌ⎔ቃୗ࡛᱂ᇵヨ㦂ࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᕷ㈍➉ࣃ࢘ࢲ࣮⮬స➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ┦㐪Ⅼ
ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊᚋᏛ࡛➉ࣃ࢘ࢲ࣮〇సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢཧ⪃ࡋ࡚ࠊᕷ㈍ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇㄪᰝࡋࡓ  ♫➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡣࠊ౯᱁ࠊᛶ≧ࠊᙧ≧ࠊࡑࡋ
࡚ࡑࢀࡽࡢ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡀྵࡴ⳦ྀ࡞ᵝࠎ࡞Ⅼ࡛ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺
స≀ᑐࡍࡿ⏝ຠᯝࡶྛ♫࡛ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋྛ♫ࡢ౯᱁ࡢ㐪࠸ࢆ⏕ࡳฟࡍせᅉ
ࡣࠊ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢຍᕤࠊⓎ㓝ฎ⌮ᕤ⛬ࡢ㐪࠸࠶ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ➉ࣃ࢘
ࢲ࣮ࡀస≀⏕⫱Ⰻ࠸ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍせᅉࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡣ࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡋ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏝⪅ࡀࡇࢀࡽ
ࢆ⏝࠸࡚Ⰻ࠸ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࡣ࠸࠸ࡀࠊᝏ࠸ຠᯝ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ⥲ྜࡋ࡚͆➉ࣃ࢘ࢲ࣮͇
ࡣ࠶ࡲࡾⰋࡃ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺⤖ㄽ⮳ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢఱࡀస≀Ⰻ࠸ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࠊఱࡀᝏ࠸ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡢࠊࡲࡓࠊࡢ
ࡼ࠺࡞స≀࡛࠶ࢀࡤ⥅⥆ⓗຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡢ࡞ࡲࡔ᫂ࡽࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼ
ࡣከࡃᏑᅾࡍࡿࠋࡋࡋࠊᨺ⨨➉ᯘࡢᣑࡣᐇ㝿ࡁ࡞♫ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢࡼ
࠺࡞⏝᪉ἲࡣᶍ⣴ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅇㄪᰝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ➉ࣃ
࢘ࢲ࣮ࢆᅵተΰධᚋࡢศゎ㐣⛬࡞ࡶ⪃៖ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ➉
ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢࡼ࠺࡞᭷ᶵ≀ࢆ⏝ࡍࡿ⎔ቃᚠ⎔ᆺ㎰ἲࢆ⛉Ꮫⓗᥦ♧ࡍࡿࡓࡵࡶࠊከゅⓗ
࡞どⅬࡽࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

➉ࣃ࢘ࢲ࣮ᅵተ⣽⳦ྀࡢ㛵ಀᛶ
᎘ẼⓎ㓝ࡉࡏࡓ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡸ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࢆΰධࡋࡓᅵተࡢ⳦ྀゎᯒࡽࠊ➉ࣃ࢘ࢲ࣮
ྵࡲࢀࡿ⣽⳦ࡀࡑࡢࡲࡲᅵተ࡛ቑຍࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡸᅵተ୰࡛  ᒓࡢ⣽⳦ࡀ➉ࣃ࢘
ࢲ࣮ࡢᢞධ㔞౫Ꮡⓗቑῶࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᅇࡢゎᯒ࡛ࡣ⣽⳦╔┠ࡋ࡚ᒓ
࡛ࣞ࣋ࣝࡢゎᯒࢆᐇࡋࡓࡀࠊᅵተ⣽⳦ࡢ୰࡛✀ࣞ࣋ࣝࡲ࡛ྠᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࡈࡃࢃ
ࡎ࡛࠶ࡿࡇࡸᅵተ୰ࡣ⣽⳦ࡔࡅ࡞ࡃࠊ⳦㢮㸦㓝ẕࠊ࢝ࣅࠊ࢟ࣀࢥ࡞㸧ࠊᚤ⣽⸴㢮ࠊ
ཎ⏕ື≀ࠊ࢘ࣝࢫ࡞ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏕≀ࡀྀ࡞ࡗ࡚ᅵተࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᅇࡢゎᯒ࡛ࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ⣣ゎ࠸ࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡼࡗ࡚ኚືࡍࡿ⳦✀ࡢ
≉ᐃ࡞ࡽࡧࡑࢀࡽࡀᅵተ≉ᛶࠊస≀⏕⫱ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪࡿྠࡑࡢࡢ͆ᚤ⏕≀͇
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ࡶᐇࡍࡿࡇࡼࡗ࡚➉ࣃ࢘ࢲ࣮ࡀᅵተཬࡰࡍᙳ㡪ࠊ᭷ຠᛶࢆໟᣓⓗᐇドࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

✲◊ڦᡂᯝࡢⓎ⾲
࡞ࡋ
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ㄢ㢟㸯㸮 ࣀࢩࢩ࣭ࢩ࢝ࡢࢪࣅ࢚㣗ရࡢ㛤Ⓨ
ᢸᙜ⪅㸸㔠ἑ ຌ

┠✲◊ڦⓗ
⮬↛⋇ࡼࡿ㎰స≀⿕ᐖࡣ㎰ᐙࡢ᱂ᇵពḧࢆࡁࡃୗࡆࡿཎᅉ࡞ࡿࡓࡵࠊᐖ⋇ࡢᤕ⋓
ࡣᛴົ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⊁⊟ࣈ࣮࣒ࡢᙳ㡪࡛⊁⊟චチࡢྲྀᚓ⪅ࡣቑຍഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ
㝿ᆅᇦࡢ㎰ᴗࢆᏲࡿᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿᆅඖ⊟ᖌࡢ㧗㱋ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡽࠊ⋇ᐖᑐ⟇ࡢ
⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊࡑࡢࡇࡀࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᤕ⋓ᚋࡢࣀࢩ
ࢩࡸࢩ࢝࡞ࡢゎయసᴗࢆ⾜࠺㛫ࡀ࡞ࡃࠊయຊⓗࡶཝࡋ࠸ࡇࡽࠊ༡࠶ࢃࡌᕷ࡛ࡣ
ᤕ⋓ಶయࡢ௨ୖࡀᇙタฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇙタฎ⌮ࡀከ࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ↝༷ฎศࡼࡾ
ࡶປຊࡸ㈝⏝࡛㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᇙタࡋࡓಶయࢆ㣵ࡋ࡚ᒣዟᒃࡓ⮬
↛⋇ࢆ㔛ᒣㄏᘬࡍࡿࡇ⧅ࡀࡾࠊ⋇ᐖᑐ⟇ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧ᅾࠊᤕ
⋓ಶయࡢฎ⌮⋇ᐖᑐ⟇ࢆ୧❧࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ᪂ࡓ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࡣᇙタᅔࡗ࡚࠸ࡿ⊟ᖌࡽಶయࢆᘬࡁྲྀࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ⊟ᖌࡢ㈇
ᢸ㍍ῶࢆ┠ᣦࡋࡓࠋḟࠊᘬࡁྲྀࡗࡓಶయࡣࠊᖺᗘᡂࡋࡓࢪࣅ࢚ฎ⌮タ࡛㣗⏝
ࡋ࡚ࢪࣅ࢚ά⏝ࡋࠊῐ㊰ᓥࡢ᪂ࡋ࠸ほග㈨※ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᮏ᮶ࠊ
ᒣ㛫㒊ᇙタᗫᲠࡉࢀ࡚࠸ࡓᤕ⋓ಶయࢪࣅ࢚ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ⏘ࡳฟࡋࠊࡑࡢά⏝ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊࣀࢩࢩࡸࢩ࢝࡞ࡢ⋇ᐖᑐ⟇⧅ࡆࠊ㎰స≀⿕ᐖࢆῶࡽࡍࡇࢆࠊࡇ
ࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡋࡓࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘࡢ㐩ᡂ┠ᶆ
⊁⊟㒊ࡸᰴᘧ♫ࢫ࢝ࡀᵓ⠏ࡋࡓࡑࢀࡒࢀࡢᆅ༊ࡸ⊟ᖌࡢ༠ຊయไࡣࠊᤕ⋓ಶయࢆ
㐺ษࡘ㏿ࡸࢪࣅ࢚タᦙධࡋࠊࢪࣅ࢚ά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅඖ㎰ᴗࢆᐖ⋇ࡽ
Ᏺࡾࠊࡉࡽ⊟ᖌࡢ㈇ᢸ㍍ῶ⧅ࡆࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

ڦ௧ඖᖺᗘ◊✲᪉ἲ
⊁⊟㒊ࡣ༡࠶ࢃࡌᕷࡢ  ࡘࡢᆅ༊ࠊձ㜿✄⏣༡ୗᐇ⾜ᆅ༊ࠊղᚿ▱బ♩ᑿᆅ༊ࠊճඵ
ᮌ㤿ᅇᆅ༊մࠕࣥࢢࣛࣥࢻࡢୣࠖࢆ㐠Ⴀࡍࡿ༡ῐ㊰㎰ᴗබᅬᰴᘧ♫㐃ᦠࡋ࡚ࠊᐖ⋇
ࡢᤕ⋓ࠊᤕ⋓ಶయࡢࢪࣅ࢚ά⏝◊✲ࡸၟရ㛤Ⓨᮦᩱࡢᥦ౪࡞ࡢ༠ຊయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡲࡓࠊᮏᏛࡢ⏘Ꮫඹྠᴗࡢ┦ᡭඛ࡛࠶ࡿᰴᘧ♫ࢫ࢝ࡣࢪࣅ࢚タࡢ㐠Ⴀࢆጤク
ࡋࠊ༡࠶ࢃࡌᕷෆࡢ  ேࡢ⊟ᖌࡀタ⨨ࡋࡓ⨜ࠊ⊁⊟࡛ࡢᑟධࡀࡲࡔᑡ࡞࠸ ,&7 ࢭࣥࢧ
࣮ࢆྲྀࡾࡅࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡼࡾࡶ㏿ࡸ࡞ᤕ⋓࣭ᅇࡢయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒
ࡣࠊ┴ࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿ⊟ᖌࡢᤕ⋓ሗൾ㔠ࢆ⏦ㄳࡍࡿࡓࡵࡢົⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࢆῶࡽࡍࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᤕ⋓≧ἣ࡞ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⡆౽ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ᪥ᮏ࡛ ,&7 ࢆᑟධࡋࡓ᭱ඛ➃ࡢ
᪉ἲࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊྜྷഛᅜ㝿Ꮫ㎰Ꮫ㒊ࡢ⊁⊟㒊ᰴᘧ♫ࢫ࢝ࡀ୧
♫ࡢ㛗ᡤࢆᘬࡁฟࡍᙧࡢඹྠ◊✲ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇࡍࡿࠋ
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■令和元年度研究成果
＜箱罠に設置した ICT センサー＞
センサーの導入により猟師の負担軽減と
迅速な回収が可能となった。センサーは、
檻のシャッターが降りたことを認識し
て、回収業者と猟師の携帯などにメール
が送信されるようにできている。今まで
は、巡回時に捕獲を確認してから回収の
準備をしていたが、檻に捕まったことが
瞬時に連絡がくることで、その移動や準
備にかかっていた時間を大幅に短縮する
ことに成功した。
捕獲個体を解体、加工するジビエ施設は農林水産省が2018年度から始めたジビエ倍増モ
デル整備事業で選ばれた地区の「兵庫県シカ・イノシシ丸ごと1頭活用コンソーシアム」
から補助金を得て増設した。このコンソーシアムに昨年度加入し、設置に必要な費用約
3500万円（内訳：補助金約1600万円、株式会社アスカ負担約1900万円）をかけて、志知キ
ャンパス3階の加工実験室の一部を改装してジビエ施設を整備した。
このジビエ施設は、自然獣を搬入して屠体の洗浄、内臓の除去、剥皮処理を行う汚染区
域と枝肉の熟成処理、骨の除去、精肉処理を行う清潔区域を合わせた食肉処理室と、スラ
イサーによる加工や個体のトレーサビリティー管理などを行う食肉販売室の2つの部屋を
設け、それぞれ保健所から営業許可を10月までに取得した。これにより、このジビエ施設
で解体・加工した自然獣の肉は、ジビエとして販売が可能となった。
また、この施設には従来設置されていた実験排水槽の上流に、ジビエ施設からの排水を
受ける専用の浄化槽を設
置することで、適切な汚

＜ジビエ施設の清潔区域＞

水処理を行えるようにし

懸吊しての熟成と骨の除去、精肉を行う。

ている。そして、解体で

作業区域を明確に分け、高度な衛生環境を実現した。

発生する皮や内臓、骨な
どの残渣は微生物分解を
利用した減容化処理装置
を導入することで、廃棄
の大幅な削減を可能とし
た。
＜ジビエ施設の清潔区域＞
懸吊しての熟成と骨の除去、精肉を行う。
作業区域を明確に分け、高度な衛生環境を実現した。
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以前は、ジビエの販売許可を得ている専用施設を高知県まで借りなければならず、時間・
労力・コスト面で大きな負担であったが、この施設が完成したことで、それらの問題を解決
することができ捕獲から速やかな解体と精肉を学内で完結することが可能となった。今後
は、本格的な食肉解体の設備を利用し、プロの技術指導を受け、食肉加工および販売までを
キャンパス内で一貫して学習する教育のプログラム化を目指す。
■令和元年度の達成目標の状況
処理施設は今年度始めから試験稼働し、10 月頃までに保健所から食肉処理業および食肉
販売業の許可を得て、本格稼働することができた。狩猟期間内では、イノシシとシカを合わ
せて 25 頭を捕獲して、それら捕獲個体はジビエ料理の開発や販売などの研究に活用した。
■最終目標の達成状況
ジビエは、ジビエ焼きそばやジビエ野菜炒めとして、明石海峡公園で開催された UNDOKAI
（11 月 2-4 日の三日間）や学園祭（11 月 16 日）で狩猟部が販売した。いずれも、柔らかく
臭みが無く、畜肉と遜色ないジビエとして、利用客から好評であった。さらには、処理施設
で精肉したイノシシ肉を使ったジビエカレーのレトルト商品を製品した。3 月中旬からおよ
そ 200 食を陸の港西淡に卸して販売を開始した。他には、廃棄されていたイノシシの骨から
出汁をとったジビエラーメンのレシピ開発をした。処理方法で発生する不快香気のジアセ
チルやヘキサナールの香りが感じるかどうかを検討するため、2 月 23 日に構内の食堂スペ
ースを使いジビエラーメンの試食会を開催した。アンケート調査では約 50 件回収すること
ができ、結果は販売に向けたレシピ開発の参考にした。
＜加工品の写真＞

上）ジビエカレー
イノシシ肉を使い、スパイスを効かせたキーマカレー
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＜加工品の写真＞
左）ジビエラーメン
イノシシの骨と肉を使い醤油ベースのラーメン
下）ジビエラーメンの試食会
来年度入学予定の高校生とその保護者に対して、50 食
分の試食を提供した。非常に好評であった。

■研究成果の発表
(1) 2019年8月9日
読売新聞

掲載

「ジビエ漂流

企業

大学で加工指導」

(2) 2019年9月6日
国際フロンティア産業メッセ

口頭発表

「学生主体の地域獣害対策とジビエ処理加工施設の新設と運用」
発表者

吉備国際大学農学部の学生

(3) 2019年11月13日
慰霊祭

実施および口頭発表

「狩猟部の取り組み紹介と開発商品の振る舞い」
発表者

吉備国際大学農学部の学生

(4) 2019年12月7日
鳥獣対策入門セミナー

口頭発表

「市町村等の取り組み事例：吉備国際大学狩猟部の取り組み紹介」
発表者

吉備国際大学農学部の学生
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を配布した。また、20 本ほど大学構内に仮植えし、年度末の 3 月に淡路市の小中学校への
定植を準備している。生産量が激減したことで、市場で見かける機会が少なくなり「幻の柑
橘」と言われ 20 代よりも若い世代ではナルトを知らない人がほとんどである。現状を打開
するためにも小中学校へ苗木を配布することで若年層にナルトに対する認知度の向上を目
指した。しかし、今年度中の小中学校への配布は、コロナ感染拡大を受けて、断念すること
になった。配布用の苗は大学側で管理して、来年度中に再度配布することを検討している。

左側）配布した苗木と配布先の香りの館の担当者
右側）学内の圃場に本植え予定の苗木（右側が一年もの、左側が 2 年もの苗木）
②食酢開発
果皮中に香気成分を豊富に含むことから加工品としては主に果皮が利用される一方で、果
肉の使い道が少ないことが問題となっている。それは、他の柑橘に比べ、タネが多く、酸味
が強いのに加え、苦味を呈することで果肉が余る傾向にあると考えられる。そこで、その欠
点である特徴を活かす方法として、果汁を使用した食酢造りに兵庫県立淡路高等学校と共
同で取り組んだ。
洲本市内の加工業者から廃棄される果皮以外の残渣を譲り受け、淡路高校の学生達と搾汁
し、タネ、ジョウノウを濾過して除き、果汁を得た。これを屈折糖度計に供して、糖度を測
定したところ、およそ 9％ほどであった。アルコール発酵をさせるには糖含量が少ないため、
グラニュー糖で 10％になるように補糖した後、ドライイーストを加えた液を 25〜30℃下で
培養した。培養液から 2 日ほどで気泡が発生して、さらに 2 週間静置した。アルコールが十
分に生成した後、酢酸菌培養液を加えて、1 週間静置発酵した。試飲して、十分な酸味が感
じられたところで、火入れして発酵を止めて、綿布で濾過した後、瓶詰めしたものを冷蔵保
存して、試作品とした。
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＜食酢造りの写真＞
左）食菌 7 日目の菌膜
酢酸菌の膜が醪の表面に形成し、酢酸発酵している様子。
右）30℃下での培養
食酢を造っている竈。右側のタッパでは液体培地に花などを入れて酢酸菌の
探索を行った。
③食酢中の有機酸分析
試料調製
火入れした試作品を、遠心分離（10,000rpm, 2min）した後、1ml の上澄液に 9ml のアセト
ンを加えて、0.45µm のカートリッジフィルターで徐タンパク質処理した。この濾液を SepPak Accell の固相抽出カートリッジで処理して、0.1M の塩酸溶液で溶出した後、それを有
機酸分析試料とした。酢酸の定量分析では、固相抽出を用いずに果汁を 5000 倍希釈したも
のを 0.45µm のカートリッジフィルターで濾過し、濾液を UPLC に供した。
分析
分析条件は、Waters ACQUITY UPLC の装置を用いて、カラム ACQUITY UPLC HSS T3、2.1 ×
100 mm, 1.8 μm を装着したものに、移動相 A はアセトニトリルと超純水を 8：2 の割合で
混合した溶液、移動相 B を 5mM リン酸バッファー（pH2.8）として、グラデーションの条件
は測定時間が 0-5 分の間を移動相 A が 0%、6 分で A が 70％、7 分で A が 0％になるように設
定し、流量を 0.5ml/min の条件で、分析試料を 6 µl 注入して、10 分間測定した。検出波長
は 210nm とした。
結果
発酵液中には、酢酸が 27.66 mg/ml、クエン酸が 1.6 mg/ml、フマル酸が 35 ng/ml、それ
ぞれ含まれていることが明らかとなった。果汁中にはクエン酸が多く含まれるが、酢酸発酵
させたため、発酵液中には酢酸が最も多く確認された。つまり、酢酸含有率では 2.8％程度
であることがわかった。来年度以降で、ナルト果汁をつかった食酢の製品化を検討する。
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④ナルト品種診断方法の確立
多くの生産農家ではナルトだけではなく、ハッサクやサンフルーツなども栽培しており、
品種の区別は口頭による引き継ぎや見た目の特徴から判断しており、間違えて販売される
などのケースも稀ではあるが発生している。また、最近はナルトのグルメ開発が進み、「淡
路島なるとオレンジ」のブランド化における品種の重要性が高まりつつある。そのため、品
種を客観的に評価する手法の確立に着手した。
方法
愛媛県農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所の二宮さん達が開発した柑橘の
DNA マーカーを CAPS マーカーとして、園学研（2015）と農研機構（2019）で報告されたも
のから、16 種類のマーカーとそれぞれの設定したマーカー領域だけを切る制限酵素を用い
て、ナルト、紅ナルト、ハッサク、サンフルーツの雑柑類、不知火のタンゴール類、台木
用柑橘のスイングルシトロメロの 6 種類の柑橘について調べた。紅ナルトは市場流通して
おらず、南淡路農業改良普及センターや一部の生産農家で栽培されており、確かなことは
不明であるがナルトの派生品種と考えられている。
結果
16 種類のマーカーの中でも、Tf0013/AfaⅠと Bf0036-2/MspⅠ、Tf0271/AfaⅠ（マーカー
名/制限酵素）の 3 種類のマーカーを用いることで、6 種類の柑橘の内、ナルトと紅ナルト
では区別ができなかったものの、それ以外の他の柑橘とは区別が可能であることが明らか
となり、3 つのマーカーと制限酵素を使用すれば、ナルトまたは紅ナルトであることが客観
的に診断することが可能である。
図）各柑橘類と特定マーカーにおける電気泳動図
1.ナルトオレンジ
2.紅ナルト
3.ハッサク
4.サンフルーツ
5.不知火
6.スイングルシトロメロ
(A) Tf0013/AfaⅠ
(B) Bf0036-2/MspⅠ
(C) Tf0271/AfaⅠ
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あわじ市の協力でこの自動販売機は島内に 10 台設置することができた。内 2 台は大学構
内に設置された。年度末に予定していた成果発表会が中止になったため、自動販売機の設
置に関する報告は、2020 年 4 月 2 日に記者発表を兵庫県南あわじ市にある淡路島の地元食
材直売所「美菜恋来屋」で行い、4 月 8 日の神戸新聞朝刊と web ページで行われた。

＜自動販売機設置＞
（ 左 ）大学構内に設置した自動販売機。ナルトの写真を自動販売機前面に
プリントされている。
（中央）自動販売機側面。風景に溶け込みやすい色合いを意識した。
（ 右 ）噴霧器のイメージ。無料でボタンを押すことができナルト特有の香り
をいつでも体感できる。
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■令和元年度研究成果
長年の分離実験から、下記のリストに示した多数の酵母種を吉備国際大学醸造学科の保
存株として収集できたことは大きな成果である。これらの菌株は今後本学の醸造・発酵食品
に関する研究に利用できると考えている。本年度の最大の成果は、分離した酵母（「KIU 酵
母紫苑１号」
）を用い、高梁産の紫苑を醸造加工することによって KIU スペシャルワイン「紫
苑」300 本を完成させたことである。産学連携のブランド品として大学と農学部、醸造学科
のブランディング発信に貢献することが期待される。
下記に、KIU 白ワイン紫苑の製作の過程を図示する。

KIU 酵母紫苑の日本酒醸造香味試験（白菊酒造）

ピオーネ（左）と紫苑（右）の浸漬培養

冬ブドウ紫苑（生食用）

ブドウ果汁の搾汁

紫苑ブドウの搾汁を見学する醸造学科学生

分離された酵母 S. cerevisiae とその大量培養瓶

摩砕された紫苑の果肉部と除去された軸

KIU スペシャルワイン

白ワイン紫苑のエチケット

■令和元年度の達成目標の状況、最終目標の達成状況
本研究課題の最終目標は上記のように完全に達成できた。2020 年 3 月 17 日には、岡山県
の報道各社に対して KIU 白ワイン「紫苑」の完成について記者発表を行った。
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Ӵͳᨥܖٻ

ᅶᇌܖٻᄂᆮȖȩȳȇǣȳǰʙಅ
ˋԧΨ࠰ࡇƷᡶཞඞ
ܖఄඥʴဪӭ



ܖఄඥʴӸ

ദטܖ

ܖٻӸ

Ӵͳᨥܖٻ

ʙಅӸ

ỺἅᠾಅἨἻὅἙỵὅἂỆợỦႆޒႎ؏עоἴἙἽỉ࢟

ဎᛪǿǤȗ
Ӌဒኵጢ

ʙಅಒᙲ

ĬʙಅႸႎ

ǿǤȗ#

ૅੲ᧓

࠰

ӓܾܭՃ

ʴ

ᠾܖᢿẆ῞ῳ῝ῩΊ ૨҄ܖᢿẆ؏עоᠾܖᄂᆮᅹẆౡཋῥ ῳῥΎ ῭῝
ẅӴͳᨥܖٻỊẐ؏עоỆܱោႎỆࢫᇌếʴửẴỦܖٻẑểẲềẆ؏עоᠾܖᢿỂ
ρഏငಅ҄ửዮӳႎỆᄂᆮὉᏋẴỦẮểửẾềẟỦẇẮỉჷᙸểܱጚửဃẦẲẆ૾עᠾửݣ
ᝋỆẆ᭗˄ь̖͌Ὁ˯เ৲λᠾίὸಅởޛሥྸẆᠾಅἨἻὅἛỉоЈỆợỦẐỺἅᠾಅἨἻ
ὅἙỵὅἂỆợỦႆޒႎ؏עоἴἙἽẑử࢟ẴỦẇஜʙಅỉௐầἴἙἽểễẾềẆ࠼Ẫμỉ
ᠾᅈ˟ỉϐဃὉоỆႆޒႎỆᝡྂẴỦẮểầࢳẰủỦẇ
ṞẮủộỂỉኺዾểʙಅỉႸႎ
ஜܖỊẆעΨỉࢍẟᙲஓửӖẬẆᵐ࠰ỉˌܖஹẆྵנộỂỆẆޛޢჄ᭗నࠊίஜᢿὉ᭗న
ỿἵὅἣἋὸỆᵒܖᢿẆࠊޛޢίޛޢỿἵὅἣἋὸỆᵏܖᢿẆấợỎτࡉჄҤẝỪẳࠊỂỊẆί࣓ჷỿἵ
ὅἣἋὸỆẐ؏עоᠾܖᢿẑầᚨፗẰủềẟỦẇẮủỤỉᇌעਗໜỉɶỂờẆཎỆ᭗నࠊấợỎҤ
ẝỪẳࠊỂỊẆʴӝถݲỆợỦᢅျ᭗ᱫ҄ầ᫋ᓸỆᡶᘍẲẆኺฎỉͣ๛ẆငಅỉਃẟɧឱẆể
ẟẾẺẆ૾עᣃࠊὉ૾עᠾᅈ˟ỆσᡫẴỦᛢ᫆ửৼảềẟỦẇஜܖỂỊẆẮủỤỉᛢ᫆ỆݣẲẆӲ
ᧉݦЎỉཎࣉửẦẲẺẰộằộễӕኵỚửᘍẾềẨẺẇᵐᵓ࠰ỆỊẆᵡᵭᵡʙಅẐẻủờầࢫл
ỉẝỦẨẟẨẲẺ؏עỉоẑầ৸ẰủẆɲࠊỉỿἵὅἣἋỂẆ؏עоỆӼẬẺٶ᩿ႎễӕ
ኵỚửᘍẾẺẇ؏עоᠾܖᢿỊẆḛ૾עᠾᅈ˟ỉϐဃὉоḜửႸႎểẲềᚨẰủẺܖᢿỂ
ẝụẆᵡᵭᵡʙಅỂỊẆҤẝỪẳࠊửݣᝋểẲẺẆݩஹʴӝỉʖยẆஊ˺ཋఎؔỉྵཞЎௌểՠԼ
҄Ẇྎܹᛦ௹ểἊἥỺԼỉᚾ˺ễỄỉᄂᆮௐửẝậẺẇஜʙಅỂỊẆẮủộỂỉᄂᆮܱጚửᨼ
ኖẲẆẰỤỆႆޒẰẶỦẺỜỆẆ؏עоᠾܖᢿửɶఋểẲẆҤẝỪẳࠊỆấẟềẐỺἅᠾಅἨἻὅ
ἙỵὅἂỆợỦႆޒႎ؏עоἴἙἽỉ࢟ẑửႸਦẴẇʙಅửᡫẳềẆ؏עửϐဃẴỦẺỜỉ
ᏋὉᄂᆮửܱោẴỦểểờỆẆܖဃể؏עểỉңỂẐܖٻỺἅẑоụửᚾỚỦẇẮỉʙಅỆ᧙ỪỦ
ẮểỂẆμẦỤỉλܖဃầẆЈ៲עửԃớӲעỂᠾᅈ˟ỉϐဃὉоỆႆޒႎỆᝡྂỂẨỦ
ܱោщử៲ỆếẬỦẮểầࢳẰủỦẇ
ṟܖٻỉݩஹἥἊἹὅ
ஜܖỊẐܖဃɟʴọểụỉờếᏡщửஇٻᨂỆࡽẨЈẲࡽẨ˦ịẲẆᅈ˟ỆஊໝễʴửẴỦẑ
ẮểửܖỉྸࣞểẲềẟỦẇஜܖỉݩஹἥἊἹὅửẆẐ؏עоỆܱោႎỆࢫᇌếʴửẴỦ
ܖٻẑểᚨܭẲẆʙಅửᡫẳềẆ૾עᣃࠊỉᛢ᫆Ệ᧙ỪỦẮủộỂỉӕኵỚửẰỤỆႆޒẰẶẆܖ
ỉྸࣞửφྵ҄ẴỦẇ

ίܱႸὸ
Ẕᄂᆮѣẕ
ᚘဒỆඝẾềᄂᆮѣửᘍạẇᄂᆮܱỆỊЭ࠰ࡇỉᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ỉኽௐửӖẬẆբ᫆ໜ
ầẝủịᚘဒử٭ẴỦẇᄂᆮᎍ᧓ỉᡲઃử݅ỆẴỦߥᄂᆮᚘဒỉࣱ࢘ڲẆႸỉᢋࡇẆᄂᆮ
ܱ˳СễỄỆếẟềᐯࠁᚸ̖ểٳᢿᚸ̖ửܱẴỦẇ
ẔἨἻὅἙỵὅἂဦẕ
ᵐᵗ࠰῍ᵑᵎ࠰ỉἨἻὅἙỵὅἂဦỆợỦܖٻỉᛐჷࡇểỶἳὊἊỉӼɥјௐỆếẟềЎ
ௌẲẆဦửϐ౨᚛ẴỦẇߥᛐჷࡇὉỶἳὊἊɶ᧓ᛦ௹Ẇɶ᧓إԓỉ˺ẆᵦᵮὉἨἿἂỴἁἍἋ
ૠẆᵭᵡὉπᜒࡈӋьᎍૠẆӋьᎍỴὅἃὊἚửਦểẲềᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ửܱẴỦẇ
ίܱᚘဒὸ
Ẕᄂᆮѣẕ
Ṟᠾಅࢼʙᎍỉʴӝᙹᵍನᡯỉݩஹਖ਼ᚘẆᠾಅኺփɥỉբ᫆ໜЎௌߥᠾಅࢼʙᎍỉʴӝᙹ
ᵍನᡯỉਖ਼ᡶ͌ምЈẆᠾಅኺփɥբ᫆ໜểụộểỜṟئבὉ෩ם᎓ఎؔౡཋئỆấẬỦᵠᵱ
ϼྸຜࡇỉјௐỉᚐௌẆКỉใ൷ồỉᵠᵱϼྸߥ˺ཋỉဃᧈỆӏỗẴᵠᵱϼྸຜࡇјௐӏỎᵠᵱϼ
ྸࢸỉใ൷ỉ൦ឋᄩᛐṠᚮૺ̔᫂ỉӖ˄ể၏ܹᛦ௹ߥ၏ҾᓏỉӷܭὉᚮૺὉᨼấợỎ၏ܹऴ
ĭˋԧΨ࠰ࡇƷܱႸ
إႆ̮ṡἁἽἰỺἥỉᧈỆӏỗẴᵠᵱϼྸຜࡇỉᛦ௹ߥἁἽἰỺἥỉᧈỆӏỗẴᵠᵱỉஇᢘຜ
ӏƼܱᚘဒ
ࡇỉᄩᛐίᵏ࠰ႸὸṢעؕޛỉሥྸ࢟७ấợỎဃཋႻỉᚐଢểݣༀעίሥྸ્ూẰủẺʚഏὸ
ểỉൔ᠋ߥႆဃẴỦἢỶỼἰἋỉᆔểỉᄩᛐểဃཋႻἼἋἚỉ˺ṣྎܹݣሊјௐỉ౨ᚰ
ίңщᠾܼᾉᵏ࠰Ⴘὸể࣐ᢤౡཋửဇẟẺо˺૰ྸỉᚾ˺ߥܭໜỽἳἻỆợỦἴἝἑἼὅἂểјௐỉ
౨ᚰẆ࣐ᢤౡཋỉо˺૰ྸ˺ԼỉС˺Ṥ҄ታԼỉᚾ˺ߥჽẬỮẆἿὊἉἹὅẆෞ෩ỉᚾ˺ܦ
ṥࡑᓏỆợỦ၏ܹ᧸ᨊỉئב౨ܭίᵏ࠰ႸὸߥἾἑἋἥἕἂἫỶὅ၏ỆݣẴỦ᧸ᨊјௐểἾἑἋဃ
ᏋỆӏỗẴࢨ᪪ỉ౨ᚰṦஊೞᏄ૰ửဇẟẺᚾ᬴ఎؔίᾀ࠰Ⴘὸߥஇᢘ҄ẰủẺஊೞᏄ૰ửဇẟề
ᓔởἜἽἚỼἾὅἊỉఎܱؔể၏ൢỉႆဃྙởӓᆫཋỉԼឋỆ᧙ẴỦॹᘍඥểỉൔ᠋ṧἋἣ
ỶἋẆἑἰἀẆἊἥỺửဇẟẺỽἾὊỉᚾ˺ߥԛᙾᚾ᬴ỂỽἾὊỉஇᢘἾἉἦᙐૠܦṨ˷йҾ
૰ỉௐ൬ửဇẟẺἊỹἻὊἚởἰἧỵὅễỄỉἾἉἦႆߥԼЎЎௌỆềɼẆиᓔẆ
૰Ẇᓑ܇ỉἾἉἦỉܦṩЎᩉᣞᓏửဇẟẺႆᣞԼỉᚾ˺ߥЎᩉᣞᓏửဇẟẺἣὅὉ
ᣒễỄỉᚾ˺ԼỉС˺Ὁႆ
ẔἨἻὅἙỵὅἂဦẕ
ỶἫὅἚỉἋἯὅἇὊẆỴἝἳᵡᵫỉ્ᡛởỶὅἑὊἕἚ࠼ԓửᘍạẇᵦᵮૼẆᵱᵬᵱὉἨἿἂỉΪܱỉ
ỖẦẆπᜒࡈởᵭᵡẆܖᅛẆἼὊἧἾἕἚሁỂẆӕኵϋܾểኺᢅửኰʼẴỦẇإԓởἉὅἯἊỸἲ
࢟ࡸỂɶ᧓إԓửᘍạẇߥႸᢋࡇởܱ˳СễỄỆ᧙ẴỦᐯࠁໜ౨Ὁٳᢿᚸ̖ửܱẴỦẇ
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ஜʙಅỂᚨܭẲẺᵏᵐỉᄂᆮᛢ᫆ỊẆˋԧΨ࠰ࡇờᚘဒᡫụẆᛦỆᡶẲẆ؏עίҤẝỪẳࠊὸо
ỆếễầỦٶẪỉௐửࢽẺẇᛢ᫆ắểỉɼᙲௐỊˌɦỉᡫụỂẝỦẇộẵẆᛢ᫆ᵏỂỊẆҤẝ
Ừẳࠊỉᠾಅܱ७ửᨼᓳἾἫἽɭ࠘ἾἫἽỂᛦ௹ẲẆᨼᓳփᠾầẝỦᨼᓳỉ૾ầʴὉᠾעἩἻὅỉ
ሊܭᄩྙầ᭗ẟẮểẆấợỎẐᨼᓳփᠾầẝỦᨼᓳỊẆẸỉࡨᧈዴɥểẲềʴὉᠾעἩἻὅửሊܭẴ
ỦẮểầỂẨỦẇẑẮểửᄩᛐẲẆᛢ᫆ᵐỂỊẆἢỶỼἋἘỵἱἻὅἚḛἽỼὊἽḜỉМဇỆợụၜẶẺٓם
ầᏄỆễụẆ˺ཋỉጏὉ್૾ӼỉᧈầᓸẲẪ̟ᡶẰủỦẮểẆḛἽỼὊἽḜửဇẟủị˯ᠾᕤὉ˯
Ꮔ૰ᠾಅầӧᏡỆễỦẮểửଢỤẦỆẲẺẇếẟỂẆᛢ᫆ᵑỂỊẆ၏Ҿᓏỉཎܭᢡˡ܇ỉီ٭Ệؕ
ỀẪ၏ܹᚮૺẆẰỤỆẆ၏ܹ᧸ᨊὉʖ᧸ඥỉႆễỄầᡶỚẆᛢ᫆ᵒỂỊẆḛἽỼὊἽḜửМဇẲẺဒ
ႎἁἽἰỺἥ഻২ᘐỉႆỆႸϼử˄ẬẺẇᛢ᫆ᵓỂỊẆែỆấẬỦᡈ࠰ỉဃỉ҄٭
ửଢỤẦỆẲẆᛢ᫆ᵔỂỊẆỺἆἰểἤỽἰầྎܹݣሊဇỉ࣐ᢤ˺ཋểễỦӧᏡỉẝỦẮểửᅆẲẺẇ
ᛢ᫆ᵕỂỊẆᠾᕤửԃộễẟἑἰἀٳႝửဇẟềẆἩἿἚỽἘἁᣠẆἃἽἍἓὅẆἃἽἍἓὅᣐኄ˳
ĮˋԧΨ࠰ࡇƷʙಅ ỉฆӳཋửಅႎဃငἾἫἽỂਁЈẲềẆẸỉਁЈཋɶỉἃἽἍἓὅểἃἽἍἓὅᣐኄ˳ỉԃஊ
ầʑཋẝẺụᵏᵓήˌɥỂẝỦẮểửᙸЈẲẆẮủầ҄ታԼỉҾ૰ỆễỦẮểửᅆẲẆᛢ᫆ᵖỂ
ௐ
ỊẆἉỶἑἃỉࡑᓏầἾἑἋἥἕἂἫỶὅ၏ỉ᧸ᨊỆẆἨἜἡἼἑἃဌஹỉੱႆࣱཋឋầហẦỎ၏
ᓏỉᧈ৮СểἰỶἅἚỿἉὅίỽἥὸỉဃင৮СỆẸủẹủјௐầẝỦẮểửᙸЈẲẆᛢ᫆ᵗỂ
ỊẆᇦἣỸἒὊỉ˺ễỤỎỆᇦἣỸἒὊ৲ɨầờẺỤẴ˺ཋဃᏋ᧹ܹởࣇٓםဃཋồỉࢨ᪪Ệ
ếẟềἙὊἑửࢽỦễỄẆเỉϐМဇỆ᧙ẴỦᄂᆮầᡶỮẻẇᛢ᫆ᵏᵎỂỊẆྒẰủỦᐯྎỉ
˳Ị̾˳᧓ࠀီầٻẨẪẆဇỆᢘẲẺ௩ỤẦẟᎹឋửܱྵẴỦẺỜỆỊẆྒ̾˳КỆᢘЏễ
༌᧓ửᚨẬỦ࣏ᙲỉẝỦẮểửᙸЈẲẺẇộẺẆᛢ᫆ᵏᵏỂỊẆẐែễỦểỼἾὅἊẑỉᒁஙử
ႸᡫụẆᵏᵎᵎஜဃငẲềܱᩔᎍỆᣐࠋẴỦểểờỆẆẐែễỦểỼἾὅἊỴỶἋẑỉᙌԼ҄ểᝤ
٥ỆыẲẆᛢ᫆ᵏᵐỂỊẆἨἛỸԼᆔẐከᑽẑẦỤҥᩉẲẺᣞửဇẟẆ˖ಅỉңщửࢽềὁỶὅử
ᙌᡯẲẺẇஜʙಅỉஇኳίᵓ࠰ႸὸႸỊẆɥᚡᵏᵐᛢ᫆ỆấẬỦௐửờểỆẆҤẝỪẳࠊỆấẟề
ႆޒႎ؏עоἴἙἽửನሰẴỦẮểỂẝỦẇẸỉẺỜỆờẆẮủỤᛢ᫆ỆếẟềỊഏ࠰ࡇˌᨀờ
ӕụኵớʖܭỂẝỦẇ
ίᐯࠁໜ౨Ὁᚸ̖ὸᐯࠁໜ౨Ὁᚸ̖ỊẆஜܖᐯࠁໜ౨Ὁᚸ̖ۀՃ˟ỆấẟềẆᄂᆮẆἨἻὅἙỵὅἂ
ѣấợỎʙಅμ˳ỆЎẬềܱẲềẟỦẇἨἻὅἙỵὅἂʙಅỆ᧙ẲềỊẆዮӳᚸ̖Ẇဦᚸ̖
ểᄂᆮᛢ᫆ỆếẟềᄂᆮỉᡶཞඞẆᄂᆮௐỉኺฎࣱὉ୍ӏࣱὉඬӏࣱὉႆޒӧᏡࣱẆᄂᆮ
ௐỉΟᅵࣱẆዮӳᚸ̖ỉႸỆếẟềᚸ̖ửᘍẟẆẸủẹủᚸໜửẐ᩼ࠝỆ᭗ẟௐẑẆẐ᭗ẟ
ௐẑẆẐởở᭗ẟௐẑẆẐởở˯ẟௐẑẆẐ˯ẟௐẑίẟẵủờᵓെ᨞ᚸ̖ỉᵒᵆ᭗ẟௐᵇỆႻ࢘ὸ
ểẲẺẇᚸ̖ఌਗỊẆˌɦỉểấụỂẝỦẇẔዮӳᚸ̖ẕᚘဒሊܭẆܱἩἿἍἋẆௐẆ࠼إễỄٶ
ẪỉໜỂಒỈᑣڤỂẝỦẇܱྵӧᏡࣱửᙸੁảẺྵܱႎễᚘဒሊܭẇᵑ࠰᧓ỉ᧓ỆẆἩἿἍἋሥ
ྸầᢘദỆᘍỪủẆ࣏ᙲễᚘဒỉᙸႺẲửẲếếẆႸỉٶẪầेܭᡫụộẺỊẸủˌɥỉௐử
ᢋẲềẟỦẇẔဦᚸ̖ẕܖٻἨἻὅἛՠԼỉႆởૼẺễἰὊἃἘỵὅἂဦỆợỦᝤ٥̟ᡶ
ሁẆႆޒႎ؏עоỆẴỦӕụኵỚௐểẲề᭗Ẫᚸ̖ỂẨỦẇộẺẆஜᄂᆮỊᠾܖᢿὉ῞ῳ῝ῩΊ
૨҄ܖᢿửɶ࣎ỆμܖửਫậềӕụኵỮẻờỉỂẝụẆஜܖỉἨἻὅἙỵὅἂἰὊἁởἨἻὅἛՠԼ
ဇἿἆỉՠႇờᛐӧẰủẺẇẰỤỆʙಅỉ῟῝ῩῤῙ ῥ῭῝ửဇẟẺᵑᵢῤῙ ῥ῭῝ỉῷ῝΅Ῑ Ճ
ửᛓဃẰẶẺʙỆợụẆӲἳἙỵỴίᵲᵴῳῚ῝ῪẆૼᎥẆὸỆờᵴἓἷὊἢὊՃểẲềểụẝậỤủẆ
Ӳᆔỉ࠼إѣồểጟậềẟẾẺʙỊẆٶಮễἨἻὅἙỵὅἂဦểẲềờᚸ̖ỂẨỦẇẔᄂᆮᛢ᫆ẕ
ܖٻἨἻὅἛՠԼởᠾಅἨἻὅἛՠԼỉႆễỄφ˳ႎễௐầࢽỤủềấụẆஜʙಅỉἑỶἩᵟẆ
ᅈ˟ޒỉႸửಒỈẺẲềẟỦẇʻࢸỊẆӲᄂᆮௐửᨥᛏሁồႆᘙẲềẟẪẮểờᙲ
ỂẝỦẇ

įˋԧΨ࠰ࡇƷᐯࠁໜ
౨ȷᚸ̖ӏƼٳᢿᚸ̖ ίٳᢿᚸ̖ὸٳᢿᚸ̖ỊẆዮӳᚸ̖Ẇဦᚸ̖ểᄂᆮᛢ᫆ỆếẟềᄂᆮỉᡶཞඞẆᄂᆮௐỉ
ኺฎࣱὉ୍ӏࣱὉඬӏࣱὉႆޒӧᏡࣱẆᄂᆮௐỉΟᅵࣱẆዮӳᚸ̖ấợỎӲᄂᆮᛢ᫆ỉ
Ʒኽௐ
ႸỆếẟềᚸ̖ửӖẬẆẸủẹủẐ᩼ࠝỆ᭗ẟௐẑẆẐ᭗ẟௐẑẆẐởở᭗ẟௐẑẆẐởở˯ẟ
ௐẑẆẐ˯ẟௐẑίẟẵủờᵓെ᨞ᚸ̖ỉᵒί᭗ẟௐὸỆႻ࢘ὸỉᚸ̖ểˌɦỆᅆẴᝮễॖᙸử᪬
ẟẺẇẔዮӳᚸ̖ẕᵓ࠰ʙಅầᵑ࠰ỆჺểễẾẺӈẲẟཞඞỉɶỂẆᧈܖửɶ࣎ỆᏋႆẆᄂᆮ
ਖ਼ᡶẆ؏עίᅈ˟ᵇᝡྂỆӼẬẺẆஜʙಅỉႸởᡶཞඞẆᄂᆮѣỉऴإửᵦᵮἇỶἚở࠼إဇ
ἣὅἧሁỂᆢಊႎễӕụኵỚửẰủẺẇộẺẆዮӳܖٻểẲềẆ῞ῳ῝ῩΊ ૨҄ܖᢿỆềஜʙಅ᧙
ᡲỉἿἆởῤῙ ῥ῭῝ử˺ẲẆ࠼Ẫऴإႆ̮ẲẺẮểờᙲỂẝẾẺẇẮỉ᧓Ẇ؏עỉἨἻὅἛщࢍ҄
ỆӼẬẆเؾẆ̬ؾμᠾಅỉӕụኵỚởܖٻỼἼἊἜἽἨἻὅἛՠԼỉႆởᙌԼ҄
ỆӕụኵộủẺẮểỊ᭗Ẫᚸ̖ỂẨỦẇẔဦᚸ̖ẕἨἻὅἙỵὅἂဦểẲềẆܖဃྒࢽὉݼᎰဦẆ
؏עồỉᵮᵰဦẆܖٻỉỶἳὊἊဦửẝậỤủềẟỦẇẮủỤỊẆႻʝỆࢍẟ᧙ᡲࣱửਤếᙲ
ễӕụኵỚỂẝụẆბܱỆᡶỜỤủềẟỦểᚸ̖ỂẨỦẇộẺẆӲᆔἳἙỵỴỂỉᆢಊႎễ࠼إႆ̮
ầỂẨềấụẆμỉᠾಅ᭗ఄ᧙̞ᎍồỉỴἦὊἽờᘍẟẆٳݣႎỆẮủˌɥễẟܳˡầỂẨềẟ
ỦểẟảỦẇẰỤỆܖٻỉờếౡཋἁἼἝἕἁἍὅἑὊửဇẲẆܭႎỆౡཋ̬ᜱἉὅἯἊỸἲử
͵ẴỦẮểỂӲ᧙̞ᎍểỉऴإʩ੭ửẲềẟỦໜễỄܖٻỉ᭽щႆ̮ẲềẟỦໜỊ᭗Ẫᚸ̖ỂẨỦẇ
Ẕᄂᆮᛢ᫆ẕẟẵủỉᛢ᫆ờဦỉᙲễನᙲእỂẝụẆӲ̾Кᛢ᫆ỉௐầࢳỂẨỦẇӷ
ỆӲᛢ᫆ỆỊႻʝỆᡲઃửẴủịɟޖỉᡶޒầࢳỂẨỦờỉờẝụẸạỂẝỦẇࡽẨዓẨẆཎငཋ
ႆίἨἻὅἛՠԼሁὸẆೞᏡࣱίͤࡍفᡶẆౡཋ̬ᜱẆႆᣞՠԼὸẆἨἻὅἛԼᆔᏋẆᯓྎܹ᧸
ഥễỄầỿὊὁὊἛỆễụẸạỂẝỦẇʻࢸɟޖỉᡶޒểௐửஓỚẺẟẇ

ᄂᆮᾉᄂᆮ᧙ᡲෞ᎔ԼίᚾᕤẆᆔ܇ሁὸᩃ֥φίỴἁỴἚἻὅἋἧỳἠἌἽẆьןἯὅἩሁὸ
İˋԧΨ࠰ࡇƷᙀя
࠼إᾉᵲᵴᵡᵫẆἭὊἲἬὊἊૼẆἓἻἉὉἯἋἑὊẆᵑᵢῤῙ ῥ῭῝С˺
Ʒ̅ဇཞඞ
Ẹỉ˂ᾉἉὅἯἊỸἲẆՠႇᴾሁ
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ช෨Ռָમఈ ࢴָཱིڂݜϔϧϱυΡϱήࣆۂ
٤ඍࠅࡏָ ྫݫ೧ౕ ڂݜՎ ๅࠄॽ

ߨ  ٤ඍࠅࡏָ ஏҮ࿊ܠιϱνʖ
ʀ߶ྌΫϡϱϏη
ेॶ ˡ Ԯࢃࢤྌ߶ݟґծௌ 
ు 
ʀԮࢃΫϡϱϏη
 ेॶ ˡ ԮࢃݟԮࢃࢤۢԠీௌ 
 ు 
ʀೈ͍ΚͣࢦஎΫϡϱϏη
 ेॶ ˡ ฎݟށೈ͍Κͣࢤࢦஎࠦླඎ 
 ు 
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