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ᵏώբ᫆ỉנᴾ
་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡣࠊᅜෆࡢᡂ㛗⏘ᴗࡋ࡚⤒῭⏘ᴗ┬ࢆ୰ᚰࡋࡓᅜෆᐁᗇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ከࡃࡢᴗࡽࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᆅ᪉⮬యࡣ་⒪ᶵჾࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡃࠊ
ḟࠎ⟇ࢆᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡑࡢពྥࡣ⭡ࠊ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢࡾୖࡆࡣ 10 ᖺ๓
ẚࢀࡤᚎࠎఙࡧ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᛴᡂ㛗ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᅗ⾲ 1㸧
ࠋḟୡ௦ࡢᡂ
㛗⏘ᴗ࠸࠺ࡣᅜෆࡢ⏕⏘㔠㢠ࡶᚲࡎࡋࡶࡁ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷሙᣑࡀᛴົ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡣே㛫ࡢయࢆく1ࡍࡿᶵᲔ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅜෆ࡛ࡣ⸆ἲ࡛つไࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵࠊཧධࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸つไ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓከࡃࡢ་⒪ᶵჾࡣࠊCT ࢫ࢟ࣕࣥࡸ MRI
࡞ࡢᆺᶵࢆ୰ᚰᡭ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡀᐻ༨ⓗᕷሙࢆᨭ㓄ࡋ࡚ࡁࡓࠋ᪉࡛୰ᑠᴗ
ࡣࠊᡭ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡢࢧࣉ࣮࡛ࣛࣖ࠶ࡿࡶࠊ་⒪⏝࣓ࢫࡸࣥࣉࣛࣥࢺ࡞
ࢽࢵࢳ࡞㡿ᇦ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ᡭ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡣデ᩿ᶵჾᙉࡳࢆᣢࡗ࡚
ࡁࡓࡀࠊᅜෆ㟂せࡢ㣬క࠸ࠊデ᩿ᶵჾࡢ㟂せࡀ⦰ᑠࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛
ᾏእ〇౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓくᗘࡢ㧗࠸་⒪ᶵჾࡢᅜෆ௦᭰ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ
ࡣࠊᾏእ〇་⒪ᶵჾࡢከࡃࡣࠊእᅜேయ⣔ྜࢃࡏ࡚〇㐀ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ᪥ᮏேࡢయ
ᙧࡸయ㉁ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
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ࡇࡢࡼ࠺ᑡࡋࡎࡘኚࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᅜ㝿➇தຊࡣ┙▼ࡣ࠸࠼࡞
࠸ࠋࡋࡋ⏘ᴗᵓ㐀ࣅࢪࣙࣥ 2010 ࡛ࡣᡓ␎ 5 ศ㔝ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ
ࠕ་⒪࣭ㆤ࣭ᗣ࣭Ꮚ⫱࡚
ࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊᅜࡢ⏘ᴗᨻ⟇࡛ࡣࠊ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࢆ୍✀ࡢ㉳⇿ࡋ࡚ࠊᡂ
㛗⏘ᴗศ㔝ࡢᣑࢆ┠ㄽࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᅜⓗ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡣὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢయ⣔ⓗ࡞ศᯒࢆヨࡳࡓ◊✲ࡣᑡ࡞
ࡗࡓࠋᙜヱ⏘ᴗࡢ࠺ࡕ་⒪ᶵჾศ㔝ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊሐ㸦2009㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ⏘
ᴗࢆ࣓ࣜ࢝ࡢᑐẚ࠾࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ୰㔝࣭⸨ᮏ࣭ྜྷ⏣㸦2006㸧
ࠊ୰㔝㸦2010㸧
ࡣࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾᕷሙࡘ࠸࡚ࠊ㐣ཤࡢ⤫ィᇶ࡙࠸࡚ࠊᙜヱ⏘ᴗࡢ➇தຊࡢ※Ἠࡸࢺࣞࣥ
ࢻࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚୰㔝㸦2011㸧࡛ࡣࠊ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢ⌧≧ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪉ࠊ
་⒪ᶵჾ⏘ᴗཧධࡍࡿ᪉ἲㄽ㛵ࡋ࡚ࠊNPO ་ᕤ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㸦2010㸧ࡣ་⒪ᶵჾࡢ᪂つ
ཧධᚲせ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥ྜྷ㸦2011㸧ࡣ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ୰ᑠᴗࡀཧධࡍࡿ㝿ࡢ
ࣅࢪࢿࢫࣜࢫࢡࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾⚟♴⏘ᴗ㛵ࡍࡿయ⣔ⓗ࡞◊✲ࡣⓙ↓➼ࡋ࠸ࡶࡢ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏࡢ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡢ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢࢆᅜ㝿➇தຊࡢほⅬ
ࡽ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᅜෆ࡛ࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࠶ࡿ࠸ࡣ␗ᴗ✀ࡽࡢ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢᒎ㛤ࢆ
࠼࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࠊ᪥ᮏࡢ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡢᙉྥࡅࡓㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ

ᵐώҔၲὉᅦᅍೞ֥ငಅỉࠊئನᡯểᨥᇤʗщᴾ
ᵐᵌᵏᴾ Ҕၲೞ֥ငಅỉࠊئನᡯ
་⒪ᶵჾࡣ⸆ἲ➨ 2 ᮲つᐃࡉࢀࡿࡶࡢ2࡛࠶ࡾࠊලయⓗࡣ⒪ᶵჾࡋ࡚ࠊ࢝ࢸ࣮
2

⸆ἲ➨ 2 ᮲࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 ࡘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋձேⱝࡋࡃࡣື≀ࡢࡢデ᩿ࠊ⒪ཪࡣண㜵⏝ࡉࢀࡿ
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ࢸࣝࠊேᕤ㛵⠇ࠊ࣮࣌ࢫ࣓࣮࢝➼ࡀ࠶ࡿࠋデ᩿ᶵჾࡣ MRI㸦Magnetic Resonance Imaging
system㸦᰾☢Ẽඹ㬆⨨㸧
㸧
ࠊෆど㙾ࠊ㉸㡢Ἴデ᩿⨨➼ࡀヱᙜࡍࡿࠋࡉࡽࡑࡢ་⒪ᶵჾ
ࡋ࡚ࠊᐙᗞ⏝࣐ࢵࢧ࣮ࢪჾࡸࢥࣥࢱࢡࢺࣞࣥࢬࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺་⒪ᶵჾࡣ⸆ࢆつไࡍ
ࡿ⸆ἲࡢୗ࡛つไࡉࢀࡿ⏘ᴗ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣᗈ࠸ࠋ
⸆ἲ࡛ࡣ་⒪ᶵჾࢆேయࡢࣜࢫࢡࡢ㧗ప࡛༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲ 2 ࡢࡼ࠺ࠊࣜࢫࢡࡢప
࠸᪉ࡽࠊ୍⯡ࠊ⟶⌮ࠊ㧗ᗘ⟶⌮ศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ୍⯡་⒪ᶵჾࡣ࣓ࢫࡸ⾑ᅽィ➼ࠊయ
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ฟᡤ㸸132 ་ᕤ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㸦㸧
ࠊघ⤒῭⏘ᴗㄪᰝㅮ₇㈨ᩱࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ

ࡇࡢ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡣࠊᅜෆ࡛ࡣ 2010 ᖺࡣ 2  3,155 ൨ࡢᅜෆ㟂せ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺
ᕷሙࡢ 10㸣⛬ᗘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᕷሙつᶍࡣࠊୡ⏺࡛⡿ᅜࠊEU ḟ࠸࡛ 3 ␒┠ࡢつᶍࢆ
ᣢࡘᕷሙ࡛࠶ࡿࠋࡾࢃࡅ᪥ᮏ࡛ࡣࡢᅜࠎẚ࡚㧗㱋ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋⋡ࡣ 22㸣ࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢቑຍࡣࠊᅜẸ་⒪㈝ࡢቑຍࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ2009 ᖺࡣ 36  67 ൨
㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣ་⒪㈈ᨻࡢ㐕㏕ࢆࡶࡓࡽࡋࠊᨭฟ๐ῶᅽຊࡢቑࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶ⌧ᅾࡢࡇࢁࠊ་⒪㈝ᨭฟࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇࡽᢞ㈨ࡘ࡞ࡀࡿ
་⒪ᶵჾᑐࡍࡿᅜෆࡢ㟂せࡣ୍ᐃ⛬ᗘࡢఙࡧࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡣᅗ⾲
3 ࠾ࡅࡿ་⒪ᶵჾࡢᅜෆᕷሙࡢఙࡧᅜẸ་⒪㈝ࡢఙࡧࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶ᫂ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ
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図表３ 医療機器の国内市場と国民医療費
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出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計年報』及び「国民医療費の概況について」web ページより筆者作成。

医療機器産業の市場は、他の成長産業と呼ばれる航空機産業などと比べると、比較的大きい。
しかしながら、図表４に示すように輸出よりも輸入が多い輸入超過の状態が一貫して続いてい
る。例えば、血栓の治療に使われるステントでは、全体の約 95％が輸入品である。国内製品で
は伝統的に画像診断システムが強かったものの、図表５で示したように既に日本において画像
診断システムの一つである MRI の普及率は、100 万人当たりで見ると、先進国中で最高水準
となっており、図表１で見たように処置用機器に生産金額で抜かれたことを加味すると、既に
市場が飽和状態になっているものと推察される。

図表４ 医療機器産業における輸入と輸出の対比
百万円
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出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計』より筆者作成。
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図表５ OECD 諸国における 100 万人当たりの MRI の普及台数
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出所：OECD Health Data 2009 より筆者作成

このように国内の医療機器産業の市場構造は、伝統的に強みを持っていた画像診断システム
市場の成熟化に伴い、生産金額が縮小傾向にある。加えて、当該分野は先行企業が市場を既に
獲得しており、中小企業の参入余地は少ない。他方で医療機器のうち、治療機器の多くは輸入
に依存している。従って、海外企業が獲得している国内市場をどのように切り崩していくのか
が、国内の医療機器産業の競争力を増すためには重要な課題となっている。現下の日本の医療
機器産業が有する国際競争力を図表６に示したが、その競争力は侵襲性の低い機器に強みを持
ち、高度な管理機器である侵襲性の高い機器は、依然として弱さが残っている。
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図表６ 医療機器産業の国際競争力と国内企業シェア（2010 年）
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出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計』及び財務省『貿易統計』より筆者作成。

2.2 医療機器産業の集積構造
ここまで医療機器産業の市場構造を検討してきたが、このことを踏まえつつ、同産業の集積
構造を明らかにする。医療機器産業は、東京都文京区の医療機器企業集積に見られるように、
医学部が多く立地する大都市圏への集積傾向が強い。図表７と図表８に示したように、国内で
は三大都市圏への集積が顕著である。ただし近年では医療機器関連企業を積極的に企業誘致し
ている自治体が出てきている。その典型が大分県と福島県であり、これらの地域における生産
金額は大きい。
大分県や福島県は、医療機器産業における生産金額は大きいものの事業所の特化係数は１を
超えていない。このことは、大規模事業所が寡占的に医療機器部品等を生産していることを意
味しており、換言すれば地場の中小企業による医療機器産業への参入はまだ少ないことを示し
ている。医療機器産業は裾野が広い産業であることから、これらの地域では、現在の集積企業
から域内企業へ発注を出し、地域企業が医療機器産業へ関わられるような仕掛けづくりが大き
な課題となっている。
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図表７ 医療機器産業の生産金額に見る地域集積（2009 年）
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出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計年報』より筆者作成。

図表８ 医療機器産業の特化係数に見る地域集積（事業所数：2009 年）
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出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計年報』より筆者作成。

2.3 福祉機器産業の市場構造
医療機器産業は市場規模が一定程度あるものの、海外製品が強く、また大都市立地指向の産
業であることが示された。他方で隣接領域でありながら、内需産業として存在するのが福祉機
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ᵑᵌᵐᴾ ʙ̊ᾀᾉޛޢჄ ᵟ ᅈ
A ♫㸦2008 ᖺ 9 ᭶タ❧ࠊᚑᴗဨ⣙ 150 ேࠊຊၟရ㸸ேᕤ㛵⠇㸧ࡣࠊぶ♫ࡀୡ⏺ⓗ࡞⯧
⏝ࢫࢡ࣮࣓࣮࣮ࣜࣗ࢝ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࠋࢫࢡ࣮ࣜࣗࡢ〇㐀࡛ࡣ㧗ᗘ࡞㔠ᒓຍᕤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊ⢭ᐦ࡞㔠ᒓຍᕤࢆࢥᢏ⾡ࡋ࡚᭷ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ୍ᮇࠊࢫࢡ࣮ࣜࣗࡢᨵⰋࡢ୰࡛
ࢳࢱࣥຍᕤࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㡭ࠊࢫࢡ࣮ࣜࣗᕤሙ་ᖌࡀᕤሙぢᏛ࡛᮶♫ࡋࠊࡑࡢࢳࢱ
ࣥຍᕤࢆぢ࡚ࠊ
ࠕࣥࣉࣛࣥࢺ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖゝࡗࡓࠋࡇࡢࡇࢆཷࡅ࡚ࠊྠ♫࡛ࡣ
་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢཧධࢆ᳨ウࡋጞࡵࡓࠋ
ࢫࢡ࣮ࣜࣗ་⒪ᶵჾࡣࡕࡽࡶಶู⏕⏘࡛࠶ࡾࠊ≉་⒪ᶵჾ࡛ࡣ་ᖌࡈࡢ࣮࢜ࢲ࣮࣓
ࢻ࡞ࡿࠋࡲࡓ㔠ᒓࡢ◊☻ຍᕤࡣ་⒪ᶵჾ〇㐀ࡢ୰࡛ࢫࢡ࣮ࣜࣗඹ㏻ࡢᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢⅬ࡛ࢫࢡ࣮ࣜࣗ〇㐀ࡽ་⒪ᶵჾࡢ␗ᴗ✀ᒎ㛤ࡣࠊ㔠ᒓຍᕤࡢᢏ⾡ⓗ࡞ቨ࡛ࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡛
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ࡓࡽࡋࡓࠋࡘࡲࡾ␗ᴗ✀ᒎ㛤ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ᪤Ꮡᴗࡶᙉࡉࢀࠊ♫ෆࡢ㒊㛛㛫࡛ win-win
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ᴾ
ᵑᵌᵑᴾ ʙ̊ᾁᾉډᑣჄ ᵠ ᅈ
B ♫㸦1968 ᖺ 10 ᭶タ❧ࠊᚑᴗဨ⣙ 50 ேࠊຊၟရ㸸ṑ⛉࣭ேᕤ㛵⠇⏝ࣥࣉࣛࣥࢺࠊ࣎
࣮ࣥࢫࢡ࣮ࣜࣗ㸧ࡣࠊᡭ࣓࣓࣮࣮࢝ࣛ࢝ࡢ㒊ရຍᕤࢆ┠ⓗࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋྠ♫ࡀ་⒪ᶵ
ჾཧධࡋࡓዎᶵࡣࠊ1994 ᖺᒸᒣ┴ࡢ࣓࣮࣮࢝ࡽṑ⛉⏝ࣥࣉࣛࣥࢺࢆཷὀࡋࡓࡇ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊேᕤ㛵⠇ࡢୗㄳຍᕤࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡀࠊⓎὀඖࡢ⡿ᅜ㈨ᮏ࣓࣮࣮࢝ࡀ᪥
ᮏࡽ᧔㏥ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊྠ♫ࡽேᕤ㛵⠇ࡢ⏕⏘タഛᢏ⾡ࢆ⥅ᢎࡋࡓࠋ1995 ᖺࡣ⮬♫
〇ရࡢࣥࣉࣛࣥࢺࢆ㛤Ⓨࡋࠊ1996 ᖺࡽ⏕⏘ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ♫࡛ࡣඖࠎࠊ㔠ᒓຍᕤᢏ⾡ࡢ✚ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀຍ࠼࡚ࠊ⮬㌿㌴ࡢ࣎ࣝࢺຍᕤ࡛ᢏ⾡⩦
ᚓࢆࡋ࡚࠸ࡓࢳࢱࣥຍᕤࢆ་⒪ᶵჾࡢ〇㐀άࡋࡓࠋᚑ᮶ࡽྠ♫ࡢ⤒Ⴀᒎ㛤ࡣࠊࡢᴗ
ࡀᡭࡅ࡞࠸ศ㔝ࢆᴗࡍࡿᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ3ࠋྠ♫࡛ࡣ⯟✵ᶵ⏘ᴗศ㔝ࡶ㐍ฟࡋࠊ᪂つ
3

࠼ࡤࠊ㟁㌴ࡢࣃࣥࢱࢢࣛࣇ⏝ࡍࡿ࣎ࣝࢺࡶྠ♫ࡀ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ཷὀ⋓ᚓࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᴗᒎ㛤ࡢ୰ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ་⒪ᶵჾศ㔝ࡀ࠶ࡿࠋྠ♫ࡣࠊ⯟✵ᶵ
⏘ᴗ㐍ฟࡍࡿࡓࡵࠊྠ⏘ᴗࡢㄆド࡛࠶ࡿ JISQ9100 ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࡛ࡣྠ
ᵝࡢㄆドࡋ࡚ ISO13485 ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢရ㉁ᇶ‽ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊྠ♫࡛ࡣ
᪤ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣྠ♫ࡀ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࡛ᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ࡢᙉࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᴾ
ᵑᵌᵒᴾ ʙ̊ᾂᾉிʮᣃ ᵡ ᅈ
C ♫㸦1966 ᖺ 5 ᭶タ❧ࠊᚑᴗဨ⣙ 50 ேࠊຊၟရ㸸ኳయᮃ㐲㙾ࠊᡭ⾡㢧ᚤ㙾ࢩࢫࢸ࣒㸧
ࡣࠊኳయᮃ㐲㙾ࢆຊၟရࡋ࡚〇㐀ࡋ࡚ࡁࡓᴗ࡛࠶ࡿࠋඛ௦ࡢ♫㛗ࡀᮾிᏛኳᩥྎࡽ
ࢫࣆࣥ࢜ࣇࡋ࡚㉳ᴗࡋࠊ࣐ࢳࣗྥࡅᮃ㐲㙾ࡢ〇㐀ࢆ㛤ጞࡋࡓࡢࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋᮃ㐲㙾ࡣ⢭
ᐦ㒊ရࡢሢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊྠ♫ࡣࢥᢏ⾡ࡋ࡚⢭ᐦ㒊ရࡢ⤌ࡳ❧࡚ᢏ⾡ࡀ⫱ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ྠ♫ࡀ་⒪ᶵჾศ㔝㐍ฟࡍࡿዎᶵ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1988 ᖺᾏእᡭ㢧ᚤ㙾࣓࣮࣮࢝L ♫
ࡢ〇ရࡢᨵၿࢆ᪥ᮏࡢၟ♫ࢆࡋ࡚ཷὀࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋྠ♫࡛ࡣ L ♫ࡢ㢧ᚤ㙾ࢆࡗ࡚࠸
ࡓࡓࡵࠊࡇࡢࢆࡇ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࢆᶵࠊL ♫ࡢ〇ရࡢຍᕤཷὀࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣྠ♫ࡢຊၟရࡋ࡚ࠊ࣮࢜ࣂ࣮࣊ࢵࢻᘧࣂࣛࣥࢩࣥࢢࢫࢱࣥࢻࡀᆅࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≉チࡣ⮬♫࡛⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞་⒪ᶵჾࡣࠊᒎ♧ࡸᏛ࡛㈍
ಁ㐍άືࢆࡍࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣ┳ㆤᖌࡸ་ᖌࡢᐙ᪘ࡢどⅬ࡛Ỵࡲࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㍍࠸ᶵჾ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᨵၿࢆ㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨࡣࠊྠ♫ࡢࠕࢽ࣮ࢬࡣ
⌧ሙ࠶ࡿࠖ࠸࠺ព㆑ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
་⒪ᶵჾࡢࣔࣀ࡙ࡃࡾࡣࠊ㞴๐ᮦຍᕤࡸရ㉁⟶⌮ࡀཝࡋ࠸࡞⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊྠ♫࡛ࡣ་
⒪ᶵჾチྍࡢ୍␒ཝࡋࡃ࡞࠸ᡤࢆ≺ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝࢆ࠺ࡇࡣ࡞ࡃࠊ་
⒪ᶵჾศ㔝ࡢㄆドࡶྲྀᚓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾྠ♫ࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡣࠊ⢭ᐦ࡞⤌❧ࡼࡗ࡚స
ࡽࢀࡿ〇ရᚲせ࡞≉チࢆྲྀᚓࡋࠊࡇࡢ▱㈈ࢆ࣮࣋ࢫ L ♫㐃ᦠࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚᪂〇ရ㛤
Ⓨ▱㈈㈍ࢆ⾜࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㔞⏘ရࡋ࡚ L ♫ࡢ OEM ⏕⏘ࡀ࠶ࡿ
ࡇࡶࠊ⤒Ⴀୖࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᴾ
ᵑᵌᵓᴾ ʙ̊ᾃᾉᧈჄ ᵢ ᅈ
D ♫㸦1991 ᖺタ❧ࠊᚑᴗဨ⣙ 50 ேࠊຊၟရ㸸᳜㎸ࡳᆺ⿵ຓேᕤᚰ⮚㸧ࡣࠊᡭ࣓࢝ࣛ
࣓࣮࣮࢝ࡢࢧࣉ࣮ࣛࣖࡋ࡚ࠊྠ♫ࡢぶ♫࡛࠶ࡿ E ♫ࡀ࣓࢝ࣛ➼ࡢ⢭ᐦ㒊ရ〇㐀ᦠࢃࡗ
࡚ࡁࡓࠋD ♫ࡀ་⒪ᶵჾ⏘ᴗཧධࡍࡿࡓࡵタ❧ࡉࢀࡓࡢࡣࠊE ♫ࡢᴗ⪅ࡢ⏨ࡀ་⛉
Ꮫ࡛ᚠ⎔ჾ⛉ࡢᩍဨࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ1990 ᖺ᪂ࡓ࡞᳜㎸ࡳᆺ⿵ຓேᕤᚰ⮚ࢆ⪃ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ〇
ရࡍࡿᴗࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊE ♫ࡢᴗ⪅ࡀ⚾㈈ࢆᢞࡌ࡚㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍ࢆᢸࢃࡏࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᳜㎸ࡳᆺ⿵ຓேᕤᚰ⮚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᅜ⏘〇ရࡀ࡞ࡃࠊ㍺ධရ౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢྠ㍺ධ
〇ရࢆ࠺ࠊ⛣ືࡍࡿࡇࡉ࠼ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ E ♫ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ⢭ᐦ㔠ᒓຍᕤࡢࢥ
ᢏ⾡ࢆ୰᰾ࡋࠊ
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢆ⏝࠸࡚ࠊ
D ♫ࡀ᪂ᆺࡢᅜ⏘᳜㎸ࡳᘧ⿵ຓேᕤᚰ⮚ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊ
⣧ᅜ⏘ࡢ᳜㎸ࡳᘧ⿵ຓேᕤᚰ⮚ࡢ〇ရ₈ࡂࡘࡅࡓࠋࡇࡢ〇ရࡣ⮬♫〇ရࡋ࡚ࠊ2010 ᖺ
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12 月に厚生労働省から医療機器承認を獲得し、2011 年 3 月からは医療保険の適用も可能にな
った。同社の製品は、耐久性に優れ、30 年以上の使用が可能となっている点が特徴である。
D 社の事例はコア技術を使いながら、純国産のオンリーワン製品を作り上げ、製品化した点
にビジネスモデルとして優位性があると考えられる。

3.6 医療機器産業における異業種展開の要因分析
ここまで 4 つの事例を検討した。これらの事例に共通するのは、以下の 3 点である。
①自社あるいは親会社にコア技術があり、それを基礎として医療機器産業へ展開している。
②独自製品や OEM 生産をするなど、各社オリジナルのビジネスモデルが存在する。
③医療機器といっても、手掛けることが可能な領域を見極めている。

図表 10 異業種展開のパターン
カメラ部品製造

スクリュー製造

コア技術：金属加工

コア技術：難削材加工

新規獲得：営業人材

新規獲得：生産設備

新材料技術

認証取得

参入

医療機器産業市場

参入

参入

参入

コア技術：精密組立

コア技術：精密加工

新規獲得：新規受注

新規獲得：産学連携

知財確保
天体望遠鏡製造

医療人材
精密部品製造

出所：筆者作成。

すなわち、いずれの企業もやみくもに医療機器分野へ展開していったわけではなく、コア技
術を踏まえながら市場を分析し、最適な領域へ参入していることが分かる。その中で量産又は
非量産を選択し、付加価値の向上に努めている。事例のすべてに見られるのは、日本製への拘
りを持ったビジネスモデルの構築である。つまり事例の企業群は、単に新事業としての医療機
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ჾ㒊㛛ࢆసࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㊊ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸேᮦࢆ⋓ᚓࡋࠊ┈ᛶࡀୖࡀࡿࡼ࠺࡞་⒪
ᶵჾ㒊㛛ࡢᙧᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࠊึࡵ࡚␗ᴗ✀ᒎ㛤ࡋ࡚ᡂຌࡋࡓ
ゝ࠼ࡿࠋ

ᵒώᧈငಅểẲềỉҔၲὉᅦᅍೞ֥ငಅỉᛢ᫆ᴾ
㍺ධရࡀከ࠸ࡓࡵᖖࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࡛ࡣࠊෆ㟂࡛ࡣ་⒪
㈈ᨻࡢᝏࡢ୰࡛ࠊ་⒪㈝⮬యࡢᢚไࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ་⒪ᶵჾᕷሙࡢไ⣙᮲௳࡞ࡿ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋ᪂ᕷሙࢆ㏣࠺ࡼࡾࠊ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺ᾏእ〇ᕷሙࢆᅜෆ〇௦᭰ࡍࡿࡇ
࡛ᕷሙࢆฟࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ࠾ࡅࡿ㍺ධẚ⋡ࡢ㧗
ࡉࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ〇ရࡣࠊࢹࣂࢫࣛࢢ4ࡀ࠶ࡿࡓࡵᅜ㝿➇தຊࡀᙅ࠸ࠋຍ࠼
࡚㦂ࡢࣥࣇࣛࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᅜ⏘ࡢ᪂ࡓ࡞་⒪ᶵჾ〇ရࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃᇶ┙ࡀᩚࡗ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ᪂つཧධࢆ┠ᣦࡍ୰ᑠᴗࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ་ᖌ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡢ㐃ᦠࡀ
༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆᙉࡍࡿࡇࡀᅜ㝿➇தຊᙉࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ࡘࡲࡾୡ⏺ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡸ་⒪࣭⚟♴⌧ሙ⢭㏻ࡋࡓႠᴗேᮦࡢ⋓ᚓࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ᕷሙ
ࢽ࣮ࢬ㐺ࡋࡓ␗ᴗ✀ᒎ㛤ࡀ࡛ࡁࡿ࠺ࡀࠊ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡀᡂ㛗⏘ᴗ࡞ࡿ࠺
ࡢᡂྰࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᴗࡣࠊᅜࡸᴗࡢቨࢆ㉸࠼࡚ࠊᚲせ࡞ࢩ࣮ࢬࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓㄆド
ࡀᚲせ࡞ᴗࡣ ISO13485 ࢆྲྀᚓࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄆドࡀせ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺࢆ㛤ᣅࡋ࡚࠸ࡿᴗࡶ
࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶྛ♫ࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡽࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᡓ␎ࢆྲྀࡿࡢࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢື
ࡁࡣኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋࠊ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࢆᡂ㛗⏘ᴗࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊከࡃࡢ᪂つཧධᴗࡀᏑᅾࡋࠊ
ྠ⏘ᴗࡢཌࡳࢆቑࡍࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣᚑ᮶ࡢᶵᲔ⏘ᴗ␗࡞ࡾࠊከရ✀ᑡ㔞⏕
⏘ࢆ⢭ᐦ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⢭ᗘࡣࠊ⮬ື㌴⏘ᴗࡣࡁࡃ␗࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴
ᶵჾ⏘ᴗࡢᒎ㛤ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᴗࡣࠊ⮬♫ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ᙉࡳࢆ☜ㄆࡋࠊ᪤Ꮡᢏ⾡ࢆᇶ♏ࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡢࡼ࠺࡞㡿ᇦࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊぢᴟࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴
ᶵჾࡣከᵝᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ୰࡛ᢏ⾡࣐ࢵࣉࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ⮬♫ࡢࢥᢏ⾡ྜ⮴ࡋࠊ
ᑗ᮶ⓗ࡞ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿศ㔝ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀ࡞ࡿࠋ
ࡿⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚ᅜࡸ⮬యࡀᙜヱ⏘ᴗࢆᨭࡍࡿࡇࡀࠊᡂ㛗⏘ᴗᨭ⟇ࡋ࡚ࡢ⏘ᴗ
ᨻ⟇ࡢຠᯝࢆࡁࡃᣢࡘࡇ࡞ࡿࠋ་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡢᅜෆ࠾ࡅࡿ➇த⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿ
ࡓࡵࡶࠊᴗࡢ⮬ຓດຊࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜࡸ⮬యࡼࡿຠᯝⓗ࡞ᨻ⟇ᒎ㛤ࡼࡾࠊᴗ༢
య࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡋ࡚➇தຊࢆᙉࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

4

ࢹࣂࢫࣛࢢࡣࠊ᭱᪂ࡢ་⒪ᶵჾࡀᢎㄆࡉࢀࠊᕷሙᢞධࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢḢ⡿᪥ᮏࡢᕪࡢࡇࠋ᪥
ᮏࡣᑂᰝᮇ㛫ࡀ㛗ࡃࠊ࣓ࣜ࢝ࡀ⣙ 1 ᖺ࡛ᢎㄆࡉࢀࡿࡇࢁࢆࠊ⣙ 3 ᖺࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ᶵᲔ⤒῭◊✲ No.



ᵓώኽỎᴾ
་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡣᅜෆᶵᲔ⏘ᴗ࠾ࡅࡿᡂ㛗⏘ᴗゝࢃࢀ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ⌧≧ࡀཝࡋ࠸ࡇ
ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ≉་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࠾ࡅࡿཝࡋࡉࡢ⫼ᬒࡣࠊ➇த⎔ቃࡢࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࠋලయⓗࡣ⸆ἲつไࣥࣇࣛ㊊࡛࠶ࡿࠋ⸆ἲつไࡢᏑᅾ⮬యࡀၥ㢟ࡢࡍ࡚࡞
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࡢ㐠⏝ࡀ◳┤ⓗ࡛࠶ࡾࠊᢎㄆ㛫ࡀࡿࡓࡵࠊ⤒Ⴀయຊࡢ࡞࠸୰ᑠ
ᴗࡣ㧗࠸ࣁ࣮ࢻࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࣥࣇࣛࡢ㊊ࡣࠊ⤒Ⴀయຊࡀ࠶ࡿᴗ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㦂ࡢᅜෆᐇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚་⒪ᶵჾ㛤Ⓨࡢᾏእ౫Ꮡࡀ㐍ࢇ࡛ࡋࡲ
࠺ࠋࡇࢀࡽࡢゎỴ࡞ࡋࡣࠊᅜෆ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢᮏ㉁ⓗ࡞➇த⎔ቃࡢᙉࡣ⤖ࡧ࡞࠸ࡶ
ࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪉ࠊ⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡶ㧗㱋⋡ࡢୖ᪼ᑐᛂࡋ࡚ࠊྠ⏘ᴗࡢ⏕⏘㔠㢠ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡇࢀࡣඖࠎࠊྠ⏘ᴗࡀࢽࢵࢳ࡞㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊ୰ᑠᴗࡀᑡ㔞⏕⏘ࡋ࡚౪⤥ࡋ࡚ࡁࡓ࠸
࠺ࢧࣉࣛࢧࢻࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᑠᴗࡀ⚟♴࣭ㆤࡢ⌧ሙ
ࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆ༑ศ྾࠸ୖࡆࡽࢀࡿࡔࡅࡢែໃࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿ5ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀࠊ
ᅜෆ⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡢᡂ㛗ᛶࡀ㢧ⴭ࡞ࡽ࡞࠸₯ᅾⓗせᅉࡶ⪃࠼ᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
་⒪࣭⚟♴ᶵჾ⏘ᴗࡣࠊᡭ࣓࣮࣮࢝ࡽᆅሙࡢ୰ᑠᴗࡲ࡛⏕⏘ࡀྍ⬟࡞〈㔝ࡢᗈ࠸⏘ᴗ
࡛࠶ࡿࠋ≉ᅜෆࡣᗣᚿྥࡸ㧗㱋࠸࠺㟂せቑຍせᅉࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㟂せࢆ⋓
ᚓࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞➇தᡴࡕࡕࠊෆ㟂ࢆᣑ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕷሙ⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ␗ᴗ✀ᒎ㛤ࢆ✚
ᴟⓗྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊ
ᅜෆ⏘ᴗࡋ࡚ᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ୍ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ӌᎋ૨ྂᴾ
ᴾ
NPO ་ᕤ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㸦2010㸧
ࠗ་⒪ᶵჾࡢཧධࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘⸆᪥ሗ♫
ⵦụ⍆⨾㸦2011㸧
ࠕᮾᕞࡢ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢᐇែᒎᮃࠖ
ࠗ᪥⤒◊᭶ሗ࠘2011 ᖺ 4 ᭶ྕࠊpp.58-62
ᶵᲔ⯆༠⤒῭◊✲ᡤ㸦2011㸧
ࠗ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮⼥ྜࡢ௦࠾ࡅࡿ᪂ᴗᒎ㛤࠘
ᶵᲔ⯆༠⤒῭◊✲ᡤ㸦2012㸧
ࠗ᪥ᮏࡢᶵᲔ⏘ᴗ 2011࠘
᪂Ꮿ⣧㑻㸦2011㸧
ࠕ᪥ᮏ〇㐀ᴗࡢⱞቃᾏእ⏕⏘ࡢᒎ㛤ࠖ
ࠊ⸨ᮏ㝯ᏹ࣭୰ἑᏕኵ⦅ⴭࠗࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ᪥ᮏࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ࠘ᨺ㏦Ꮫᩍ⫱⯆
ሐᝋᏊ㸦2009㸧
ࠕ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ
ࠗ⤒Ⴀㄽ㞟࠘➨ 6 ᕳ➨ 4 ྕࠊpp.125-135
୰㔝ኊ㝣㸦2010㸧
ࠗ᪥ᮏࡢ་⒪ᶵჾᕷሙࡢ㛗ᮇືྥ̿⸆ᕤᴗ⏕⏘ືែ⤫ィ 1984 ᖺ㹼2008 ᖺ
ࢆ⏝࠸࡚̿࠘㈈ᅋἲே་⒪ᶵჾࢭࣥࢱ࣮㝃ᒓ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ◊✲ᡤࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ
࣮No.2
୰㔝ኊ㝣㸦2011㸧
ࠕ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡢ⌧≧ཧධࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࠖ
ࠗᶵᲔᕤල࠘➨ 1 ᕳ➨ 7 ྕࠊ
pp.12-21
୰㔝ኊ㝣࣭⸨ᮏဴ⏨࣭ྜྷ⏣ṇᚨ㸦2006㸧
ࠕ་⒪ᶵჾ⏘ᴗ࠾ࡅࡿప➇தຊศ㔝ࡢཎᅉ᳨ド◊✲
5
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ᶵᲔ⤒῭◊✲ No.



㸦1㸧̿⸆ᕤᴗ⏕⏘ືែ⤫ィࡼࡿᅜෆᕷሙࡢศᯒ⤖ᯝࡽ̿ࠖ
ࠗ་ჾᏛ࠘➨
76 ᕳ➨ 6 ྕࠊpp.361-369
᪥ྜྷᙪ㸦2011㸧
ࠕ་⒪ᶵჾ⏘ᴗཧධࡢࣅࢪࢿࢫࣜࢫࢡࢆ⪃࠼ࡿ̿2 ࡘࡢཧධ㞀ቨࠊ⸆ἲ
PL ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ̿ࠖ
ࠗᶵᲔᕤල࠘➨ 1 ᕳ➨ 7 ྕࠊpp.30-36
ᮏᕝ⿱㸦2003㸧
ࠕ་⒪ᶵჾ⏘ᴗࡽぢࡓ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ➇தຊࠖ
ࠗᅜẸ⤒῭࠘➨ 166 ྕࠊpp.148-169

