平成２７年度事業計画
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間、一般社団法人日本分析機器工業会が実施す
る事業計画を次のとおり定める。

Ⅰ．工業会基本方針
１.委員会事業の連携強化と成果の還元
２.国内外の諸団体とのグローバルな連携強化
３.情報の受発信の充実
４.JASIS の更なる飛躍
５.「先端診断」領域の取り組み強化

Ⅱ．平成２７年度事業計画の重点ポイント
１．「技術力向上」のため連携強化をはかる
新しい時代の要請に応えうる最先端機器・関連製品を開発、製造し提供するため、関係省庁、公的機関、
大学及び産業界の連携による産学官ネットワークをより確固たるものにする必要がある。このため、産
総研、JST などとの連携をさらに深化させていく事業を盛り込むこと。
２．グローバル化の更なる推進をはかる
JAIMA のグローバル化のために、情報の受発信のグローバル化などを各委員会が有機的に連携して施
策を立案し、IC 特別委員会を中心に従来事業の見直しを図ること。
また、これまで築いてきた ALDA-EUROMⅡ-JAIMA との関係を始め、アジアの友好団体との連携も強
化発展させ、相互にメリットのある活動を盛り込むこと。
３．情報の受発信の充実をはかる
国等への政策提言を進めるとともに、その施策や規制、税制、新しい技術などの情報をいち早く会員
企業へ提供すること。工業会統計の充実を図り、会員企業の事業発展に資する的確な情報の提供をする
こと。
工業会の活動を海外に向けて発信することにより、国際的なプレゼンスを高めるとともに、ホームペ
ージなどの広報関係の充実を図り、情報の受発信をタイムリーに行う事業を盛り込むこと。
４．JASIS の更なる発展をはかる
JASIS の参加者を増やすためのアイデアと共に、アジアのハブ展を目指すための施策を盛り込むこと。
関西での新技術説明会、
「先端診断」の取り組みを含め、更なる発展を目指す事業を盛り込むこと。
５．「先端診断」領域に向けての取組みを強化する
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工業会として JASIS 事業をどのように進めるかを、特に重要な 10 項目を中心に検討する。検
討にあたっては緊急を要する課題から優先的に検討し速やかに結論を出し、最長でも３年で検
討を終了する。
３）ADP（Advanced Diagnostics Project）特別委員会

2,220 千円（2,220 千円）

高度分析技術をベースとした新しい診断技術が発展しつつある中で、先端診断分野における新
しい動向をいち早く捉え、分析機器の参入の可能性についてレビューし、産業化のためのプラ
ットホームづくりに向け、JAIMA としての中長期的戦略を立案するとともに、会員会社へ情
報提供を行う。

予算額 7,465 千円（9,750 千円）

２．技術委員会

別途 JASIS コンファランス

4,700 千円（5,600 千円）

分析機器の品質、性能の改善向上及び分析技術の開発向上に関する次の事業を行う。
（１）JASIS コンファレンス
JASIS 展で併催される JASIS コンファレンスを企画・運営する。
（２）東北大学の分析機器基礎講座「素材評価学」の支援。
平成１９年度から実施している同講座への支援を今年度も継続する。14 回の授業を予定している。
（３）日韓技術交流セミナー
大韓化学会との交流によるセミナーを開催する。今年度は韓国で開催の予定。
（４）技術動向調査
「分析技術アジア展開検討小委員会」を中心に「ASEAN における産業開発を支援する高度な機
器分析の人材育成プログラム策定に係る業務を推進する。
中長期的な有望分野の新技術の動向調査を企画する。
（５）分析機器の手引きの発行
「分析機器の手引き」の発行（JASIS にて配布）
2016 年度以降からの新版作成に向けた活動 ⇒ 検討部会を組織
＊ 変更内容 ： 電子版のみ、新分類（目次変更）、用語統一、多言語化
＊ 新版作成作業は、複数年での遂行を予定する
＊ 分類変更に関しては、年表や集計との整合を図っていく
（６）高校生向け講習会
昨年度と同等の規模で継続開講する。10～15 社の支援で 60 名程度を対象に開講予定。
昨年度より活動内容を内外に告知するため、経産省管轄の「キャリア教育アワード」に応募して
おり、H27 年度も継続して応募する。
（７）アセアンにおける分析機器人材育成プログラム

10,001 千円（０円）

「ASEAN における産業開発を支援する高度な機器分析の人材育成プログラム策定業務」を一般
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እ㒊ࡽ㆑⪅ࢆㅮᖌࡋ࡚ᣍ⪸ࡋࠊᐇົ⪅ྥࡅㅮ₇ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ࢺࣆࢵࢡࢫⓗሗ
ே࣭ປົ⟶⌮ୖ࡛ࡢ᪥ᖖⓗ࣭⥭ᛴⓗㄢ㢟㛵ࡋሗࠊពぢࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸲㸧␗ᴗ✀ὶ

ᴗ✀ࡢே࣭ປົᢸᙜ⪅ࢸ࣮࣐ࢆᐃࡵሗࠊពぢࢆ⾜࠺ࠋ

ண⟬ 430 ༓㸦530 ༓㸧

㸳㸬▱ⓗ㈈⏘ጤဨ

 ศᯒᶵჾ㛵㐃ࡢ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡘࡁ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊㄪᰝάືཬࡧሗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧ဨࡢศᯒᶵჾ㛵ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢ⟶⌮࣭᥎㐍ࡢࡓࡵ௨ୗࢆᐇࡍࡿࠋ
㸯㸧▱ⓗ㈈⏘ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊဨᴗ㛫ࡢ᭷⏝࡞▱㈈㛵㐃ሗࡢࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸧ศᯒᶵჾ௨እࡢᴗศ㔝࠾ࡅࡿ▱㈈⟶⌮ᐇົࡢᐇែࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
㸱㸧▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵㐃ࡍࡿᐇົࢆ᥎⪃ࡍࡿୖ࡛᭷⏝࡞▱㆑ཬࡧሗࡢඹ᭷ࢆᅗࡾࠊేࡏ࡚ဨ
ᴗࡢⱝᡭᐇົ⪅ࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡓࡵࠊᐇົᑠጤဨࢆタ⨨ࡋࠊࢪࡢ▱㈈ࢩࢫࢸ
࣒㸦ᶒྲྀᚓࠊᶒ⾜㸧ࡢᴫせࢆㄪᰝࡋᡂᯝࢆ㛤♧ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸲㸧ඛ➃་⒪ศ㔝㛵ࡍࡿྛᅜࡢ▱㈈ไᗘࡸุࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧≉チᗇᑂᰝᐁ➼ࢆᣍࡁࠊ⾜ᨻဨᴗ㛫ࡢὶ࣭ሗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ࢪᆅᇦࡢ▱㈈㛵㐃ࡢྖἲ⾜ᨻᶵ㛵ࡢពぢ➼ὶࢆᅗࡿࠋ
㸦㸲㸧▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵㐃ࡍࡿ᭷㆑⪅㸦ᴗ▱㈈⤒㦂⪅ࠊᏛ⪅ࠊᘚㆤኈࠊᘚ⌮ኈ㸧ࡼࡿㅮ₇ࢆ㛤ദ
ࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧␗ᴗ✀ὶࢆ㛤ദࡋࠊᴗ✀࡛ࡢ▱㈈άືࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ

ண⟬ 4,360 ༓㸦5,160 ༓㸧

㸴㸬ᅜ㝿ጤဨ

ู㏵ JASIS 㛵㐃 ண⟬ 5,800 ༓㸦6,540 ༓㸧
 ศᯒᶵჾ⏘ᴗࡢᅜ㝿ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ௨ୗࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧JAIMA ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
㸯㸧ᾏእዲ༠ຊᅋయࡢ㐃ᦠᙉ
ձḢ⡿ዲ༠ຊᅋయ㸸ALDA㸦⡿ᅜ㸧ࠊEuromϩ㸦Ḣᕞ㸸GAMBICA㸦ⱥᅜ㸧ࠊSPECTARIS(⊂㸧
)ࡢ㐃ᦠᙉὶ᥎㐍
ղࢪዲ༠ຊᅋయ㸸
㸦୰ᅜ CAIA/BCEIAࠊ㡑ᅜ KSIICࠊྎ‴ TAITRONICSࠊ㤶

HKTDCࠊ

ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ SESࠊ࣋ࢺࢼ࣒ VINALAB/VINATESTࠊࣥࢻ IAIA 㸧ࡢ㐃ᦠᙉὶ
᥎㐍
ճᾏእᒎ♧ദᅋయࡢὶ᥎㐍 㸦PittconࠊAnalytica 㸧
մᮾ༡ࢪࠊࣥࢻࠊ୰ᮾ࡞࡛ࡢ᪂つዲ༠ຊᅋయࡢ㛤ᣅ
㸰㸧JAIMA ࡢᾏእྥࡅሗⓎಙࣉࣞࢮࣥࢫྥୖ
ձᾏእᒎ♧࡛ࡢࢸ࣮࣐ᒎ♧ࢭ࣑ࢼ࣮
ղᾏእ࡛ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദ
ճᾏእᒎ♧࡚ Japan ࣃࣅࣜ࢜ࣥࡢᵓ⠏ࡸ Japan Quality ඹ㏻ࣟࢦ⏝➼ࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࢆ
┠ᣦࡍࠋ

④分析技術アジア展開施策への協力（ASEAN 人材育成プログラム策定事業への支援等）
（２） JASIS のグローバル化とアジアのハブ展化
１）海外展示会派遣計画に基づき、中国、韓国、台湾、香港、マレーシア、ベトナム、インド、米
国、ドイツ等の海外展示会に出展し、要員を派遣し、海外企業及び団体の JASIS 出展促進、新
規友好団体の開拓を図る。
２）JASIS のアジアのハブ展化を目指し、アジア各国からの集客増を計るべく、中国、韓国、台湾、
香港、東南アジア各国（シンガポール、ベトナム、タイ）の分析機器関連友好協力団体を訪問
し、JASIS への出展・来場の勧誘活動を行う。
３）海外企業誘致のため、日本市場参入ガイダンスセミナー開催、特設ブース提供、販売代理店候
補向け企業セミナー開催と動画の Web 配信などをパッケージ化した新規勧誘プログラムを実
施し、勧誘活動を行う。
（３）先端診断領域への取り組み強化
１）米国 ALDA、シンガポール A*STAR/神奈川 GCC を軸に、海外団体との連携による技術・規制・
海外市場動向などの情報の入手と会員への還元、産業化へのプラットフォームづくりに取り組
む。
２）JASIS2015 先端診断イノベーションゾーンでの海外企業・スピーカー誘致、海外来場者勧誘と
海外企業との B2B(ビジネスマッチング）の支援。
３）シンガポールでの JAIMA 先端診断フォーラムの開催
（４） 輸出管理に関する情報収集と啓蒙活動等（輸出管理小委員会）
１）小委員会を開催し情報交換・情報収集と会員に対する啓蒙活動を行う。
２）経済産業省と協力、日本電気計測器工業会と共催で安全保障貿易管理説明会開催
３）輸出管理、安全保障貿易管理に関する会員向けセミナー開催
（５） 海外市場における分析機器市場調査
１）海外団体との会議において各国の分析機器市場データ収集を行う。
２）海外展示会派遣時に実地調査を行う。
３）データの会員への還元を図る。

７．医療機器委員会

予算 6,130 千円（6,390 千円）

体外診断用医療機器（IVD 機器）の発展のための施策実現とその推進を目的に次の事業を行う。
（１）他団体との連携
１）医機連の関連委員会(法制､QMS 環境､販売・保守､企業倫理､UDI､PMS､技術、臨床評価、国
際政策戦略)に参画し､情報収集と JAIMA の意見を反映するよう努めると共に､薬機法(医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)関連や IVD-MD 指令（CE マーキ
ング）等について他の委員会とも連携をとり､会員への情報提供・調査等を行う。

㸰㸧⮫⸆༠ࡢ IVD-MD ㆟ࢆ㏻ࡋ࡚㺂ሗ/ពぢࡸඹ㏻ࡢㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ≉ࠊ
IVD ᶵჾࡢᆅྥୖಀࢃࡿάືࢆ⾜࠺㹿
㸱㸧ື≀⏝་⒪ᶵჾ㛵㐃ࡍࡿἲつไ᳨ウྥࡅ㛵㐃┬ᗇ࠾ࡼࡧᅋయࡢ㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊሗ㞟
ᕤᴗࡢពぢࡢᫎࢆࡣࡿࠋ
㸲㸧⮫⸆༠ࠊOMETA㸦ᾏእ་⒪ᶵჾᢏ⾡༠ຊ㸧ࡢ㸱ᅋయ༠㆟࠸࡚ࠊࢪྥࡅ
ࡓㄪᰝάືࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸳㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ IVD ࡢ⤌⧊ࡋ࡚ GDA(Global Diagnostic Alliance)ࡀ❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋࡇࢀ⮫⸆༠
ඹཧຍࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞ IVD ࡢᆅྥୖࢆᅗࡿࠋ
㸦㸰㸧⮫ᗋ᳨ᰝࡢᶆ‽ࡢ᥎㐍
㸯㸧බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ་ᖌࡼࡿᅜࣞ࣋ࣝࡢእ㒊⢭ᗘ⟶⌮ㄪᰝᴗࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ

ᐃ

⨨ࢥ࣮ࢻ⾲ࡢᨵゞ⟶⌮ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠸ࠊ㛵ಀሗࢆᕤᴗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡍࡿࠋ
㸰㸧ᾏእつ᱁㛵ࡍࡿᅜ㝿㆟ࡢཧຍ➼ࡼࡾ᭱᪂ࡢሗࢆධᡭࡋࠊဨᥦ౪ࡍࡿඹ㺂య
እデ᩿ᶵჾࡢศ㔝࡛ࡢᅜ㝿ᩚྜ㸦JIS 㸧㈉⊩ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ᅜ㝿άື
㸯㸧ᾏእ᪂つไ㛵ࡍࡿሗࡢ㎿㏿࡞ධᡭဨ♫ࡢᒎ㛤ࢆࡣࡿࠋࡲࡓࠊIVD ᶵჾࡢᅜ㝿
ⓗ࡞ᆅྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
㸰㸧㹇㹋㹂㹐㹄(ᅜ㝿་⒪ᶵჾつไࣇ࢛࣮࣒ࣛ)ཬࡧ ISO/TC212(⮫ᗋ᳨ᰝయእデ᳨᩿ᰝࢩࢫࢸ࣒)
➼་⒪ᶵჾ㛵ࡍࡿᅜ㝿つ᱁ᑂ㆟ཧຍࡋ㺂ᅜෆពぢࡢᅜ㝿つ᱁ࡢᫎࢆᅗࡿࠋ
㸱㸧EDMA㸦Ḣᕞ㸧㺂AdvaMed-dx㸦⡿ᅜ㸧➼ࡢ IVD 㛵㐃ᕤᴗࡢྜ㸦GDA ㆟㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㺂
IVD ᶵჾᴗࡢᑗ᮶ᒎᮃࡸⓎᒎࡘ࠸࡚ሗ㺃ពぢࢆࡍࡿ㹿
㸦㸲㸧ඛ➃デ᩿ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྲྀ⤌ࡳ
㸯㸧ඛ➃デ᩿ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྲྀ⤌ࡳࡋ࡚㺂᪂ࡋ࠸デ᩿ᢏ⾡ࡸࢥࣥࣃࢽ࢜ࣥデ᩿㛵ࡍࡿຮᙉ
/ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍࡿ㹿
㸰㸧ᢏ⾡ࡢ᥀㉳ࡋὶ㺃⼥ྜࡢᶵࢆᥦ౪࡛ࡁࡿሙࡋ࡚ JASIS ά⏝⟇ࢆ᳨ウࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ➼ࡢ㛤ദࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㹿
㸦㸳㸧බṇྲྀᘬࡢᚭᗏ
㸯㸧་⒪ᶵჾࡢබṇྲྀᘬ㛵ࡍࡿᣦᑟࠊ┦ㄯࠊᬑཬάື➼ࡘ࠸࡚ࠊ་⒪ᶵჾᴗබṇྲྀᘬ༠㆟
᪥ᮏศᯒᶵჾᕤᴗᨭ㒊࡛⾜࠺ࠊᨭ㒊ဨࢆᑐ㇟බṇ➇தつ⣙ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮㣴ᡂ◊
ಟࢆᐇࡍࡿࠋ
㸰㸧බྲྀ༠ࡢ㣧㣗➼ಀࢃࡿ᪂࣮ࣝࣝࡢ࿘▱㺃ၨⵚࢆᅗࡿࠋ
㸱㸧ୖグక࠺ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢసᡂࢆ⾜࠸㡺ᕸࡍࡿࠋ

㸶㸬ᗈሗጤဨ

ண⟬ 8,080 ༓㸦8,980 ༓㸧

 ᭷ຠࠊ᭷┈࡞ᩚ⌮ࡉࢀࡓሗࢆྛጤဨࡸົᒁ㐃ᦠࡋࢱ࣒࣮ࣜୟࡘ㎿㏿ෆእⓎಙࡋࠊᕤᴗ
ࡢㄆ▱ᗘ㸭▱ྡᗘྥୖཬࡧဨࢧ࣮ࣅࢫྥୖࢆ┠ⓗḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸯㸧JAIMA ᡤ᭷ WEB3 ࢧࢺࡢ㐃ᦠཬࡧ WEB ࢧࢺࡢ᭦᪂㸦᪥࣭ⱥ㸧
 㸯㸧JAIMA Web ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊJASIS WebࠊWeb ศᯒ⥲ぴࢆྵࡴ 3 ࡘࡢࢧࢺࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᙉ
ࡋࠊሗⓎಙຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ
 㸰㸧᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࡶ⣽࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊሗⓎಙຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ
 㸱㸧ဨྥࡅ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࢆ᪂つᑟධࡋࠊつไືྥ➼ࠊᅜෆእࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧JAIMA SEASON ࡢᐃᮇห⾜
ᕤᴗࡢෆእࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ሗࢆⓎಙࡋࠊဨࢧ࣮ࣅࢫࠊෆእࣇ࡙ࣥࡃ
ࡾ㈉⊩ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ㄅ㠃ᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᐃᮇห⾜ࡢᐇࠋ
㸦㸱㸧JAIMA ሗࡢእ㒊Ⓨಙ
ົᒁࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࠊྛᴗሗࡼࡾࠊ♫ᛶࠊබඹᛶࡢ࠶ࡿ㩭ᗘࡢ㧗࠸ሗࢆࢱ࣒࣮ࣜ
Ⓨಙࡋࠊグດࡵࡿࠋࡲࡓࠊᾏእྥࡅ࣮ࣜࣜࢫࢆቑຍࡉࡏࠊJAIMA ࡢᅜ㝿ⓗㄆ▱ྥୖ
ᐤࡍࡿࠋ

㸷㸬ᒎ♧ጤဨ

ண⟬ 367,045 ༓㸦375,105 ༓㸧
㸦ᢏ⾡ጤဨཬࡧᅜ㝿ጤဨᇳ⾜ศࢆྵࡴ㸧

ศᯒᶵჾ㛵ࡍࡿᒎ♧ཬࡧሗᥦ౪㸦ࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദ➼㸧㛵ࡋࠊḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧JASIS2015 ࡢ㛤ദ
㸯㸧JASIS2015㸦➨ 4 ᅇ㸧ࡢ㛤ദ
 JSIA ඹ JASIS ጤဨࢆ⤌⧊ࠋJASIS ጤဨࡢୗࠊ㸲ࡘࡢᑠጤဨ㸦ᒎ♧ࠊᒎ♧ᗈሗࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ᪂ᢏ⾡ㄝ࣭᫂࣋ࣥࢺ⏬᳨ウ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ᮶ሙ⪅ 3 ேࠊฟᒎ 500 ♫࣭1,500
ᑠ㛫ࢆ┠ᶆᥖࡆࠊ✚ᴟⓗ࡞⏬❧ࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸧ඛ➃デ᩿ศ㔝ࡢฟᒎ♫࣭᮶ሙ⪅㛤ᣅ
ձ3 ᖺ┠࡞ࡿࠕඛ➃デ᩿ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ⏬ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉὀຊࡍࡿࠋᚋࠊඛ➃デ᩿
ศ㔝࡛ࡢ᭱ඛ➃ศᯒᶵჾ㛤Ⓨࡢᡂᯝࡀᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ 3 ศ㔝ࠕ⸆ࠖ
ࠕᮍࠖ
ࠕࣇ࣮
ࢻࢧ࢚ࣥࢫࠖࢆࡶ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ⏬ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࢆᅗࡿࠋ᭱ඛ➃ศᯒᶵჾࡢᢏ⾡ࡢ
⼥ྜࢆಁ㐍ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ฟᒎ♫࣭᮶ሙ⪅ JASIS ࢆάⓎά⏝࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ
┠ᣦࡍࠋ
ղᅜෆእࡢඛ➃デ᩿࣭ᮍ࣭⸆࣭ࣇ࣮ࢻࢧ࢚ࣥࢫศ㔝㛵ಀࡍࡿㅖᶵ㛵༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡢᅜෆእࡢ᭱᪂ືྥࡘ࠸࡚ࡶ JASIS ࡛ሗᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ճሗ㐨ᶵ㛵ྥࡅඛ➃デ᩿ศ㔝ࢆศࡾ᫆ࡃゎㄝࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᗈሗጤဨ༠ຊࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡛
JASIS ࣐ࢫ࣓ࢹࡢ㛵ಀࢆ῝ࡵࠊJASIS ࡢࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࢆᅗࡿࠋ

㸱㸧ࠕJASIS 㛵す᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ࠖࡢᑗ᮶ࣅࢪ᳨ࣙࣥウ
ᖺᗘࡢ᪂⏬ࠕ㛵す᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ࠖࡣࠊJASIS ࡋ࡚ึࡵ࡚㛵ᮾ௨እ࡛㛤ദࡋࠊዲホࢆ༤ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ2016 ᖺ௨㝆ࡢ㛤ദணᐃ࣭㛤ദ᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
㸲㸧ࢪࡢ୰ᚰⓗᒎ♧ྥࡅࡓ JASIS ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ᥎㐍
ձ㛵ಀྛጤဨ༠ຊࡋࠊPittconࠊAnalytica ➼ᾏእᒎ♧ฟᒎࡍࡿ࡞ࡢᡭẁࡼࡾࠊJASIS
ㄆ▱ᗘྥୖࢆᅗࡿྠࠊJASIS ࢢ࣮ࣟࣂࣝྥࡅࡓሗࢆ㞟ศᯒࡍࡿࠋ
ղᾏእฟᒎ♫ቑຍ⟇ࡋ࡚ࠊ≉ูᘬฟᒎᩱཬࡧ᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ྠ㏻ヂ≉ูࣉࣛࣥࢆ⥅⥆ࠋ
ճᮇ୰ึ᪥➨ 4 ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝࣞࢭࣉࢩࣙࣥࢆᐇࡋࠊᴗ⏺ࡢᅜෆእࡢὶಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
㸳㸧ᑗ᮶ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡶࡋࡃࡣᴗ⏺ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ⌮⣔Ꮫ⏕᮶ሙ⪅ࡢ㞟ᐈὀຊࡍࡿࠋ
㸴㸧ᅜෆฟᒎ♫ቑຍ⟇ࡋ࡚ฟᒎເ㞟ㄝ᫂ࡢᐇࠋ
㸵㸧JASIS ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ ሗⓎಙᡭẁࡢᣑࠋ
㸶㸧᪂ᢏ⾡ㄝ᫂ࠊࢥࣥࣇࣞࣥࢫࡢ㛤ദࠋ
ձྛ㛵㐃ᅋయ࣭Ꮫ➼࠾ࡼࡧᕤᴗࡼࡿ JASIS ࢥࣥࣇࣞࣥࢫࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
ղࢥࣥࣇࣞࣥࢫཧຍ⪅ࢆᒎ♧ሙㄏᑟࡍࡿ᪉⟇ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࠋ
㸦㸰㸧JASIS2016㸦➨ 5 ᅇ㸧ࡢ㛤ദ‽ഛ
㸯㸧JASIS2016 ࡢ㛤ദྥࡅࠊ᭦࡞ࡿᅜ㝿ࣉࣞࢮࣥࢫࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ⏬ࢆ᳨ウ࣭᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸰㸧JASIS ጤဨࡢྛᑠጤဨࡢ㐠Ⴀෆᐜࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ጤဨ࣭≉ูጤဨࡢཧ⏬㐃ᦠ
JASIS 㛵㐃ࡍࡿጤဨ࣭≉ูጤဨࡢཧ⏬࣭㐃ᦠࡼࡗ࡚ᕤᴗᴗࡢ᥎㐍㈉⊩ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧JASIS ୰ᮇᡓ␎᳨ウ≉ูጤဨ༠ຊࡋࠊ୰ᮇⓗㄢ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウࠋJASIS2015ࠊ2016 㛤ദ
࠾࠸࡚ࡶࡑࡢ᳨ウ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏬㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

㸯㸮㸬⤫ィጤဨ

ண⟬ 1,220 ༓㸦620 ༓㸧

 ⤫ィሗࡢဨࡢᥦ౪➼ࠊḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧ဨࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ㞟ཬࡧ㓄ᕸ
 ṇဨᴗࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓᅄ༙ᮇࡈࡢ⏕⏘㧗ཬࡧ㍺ฟ㧗ࢹ࣮ࢱࢆࡲࡵࠊ⌮ሗ࿌ࡍ
ࡿඹබ⾲ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ᾏእ༠ຊᅋయࡢࢹ࣮ࢱཬࡧ㓄ᕸ
 ⡿ᅜ ALDAࠊḢᕞ EUROM ➼ཷὀ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆࡋࠊୡ⏺ᕷሙࢹ࣮ࢱࡋ࡚ဨᥦ౪ࡍ
ࡿࠋ
㸦㸱㸧㍺ධ㢠ࡘ࠸࡚ࡣᚑ᮶ࡢࢹ࣮ࢱ㞟᪉ἲࢆᨵࡵࠊဨࡽࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ᪉ྥ࡛ࣜࡲࡵ
ࡿࠋ

 
ϫ㸬ࡋ࡚ົᒁࡀ⾜࠺ᴗ
㸯㸬ศᯒᶵჾࡢ⏕⏘ࠊὶ㏻ࠊ㈠᫆ཬࡧ⏝㛵ࡍࡿㄪᰝᴗ



 ⏕⏘࣭㍺ฟධࡘ࠸࡚⤫ィጤဨ㐃ᦠࡋ࡚௨ୗࡢືྥㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧ᅄ༙ᮇẖࠊ⏕⏘࠶ࡗ࡚ࡣ〇ရศ㢮ูࠊ㍺ฟ࠶ࡗ࡚ࡣ㍺ฟᆅᇦูࠊ〇ရศ㢮ูࠊဨ
ࢆᑐ㇟ㄪᰝࡋ㞟ィࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㍺ฟ㛵ࡋࠊ㈈ົ┬㈠᫆⤫ィࡼࡾࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࠊ⥲㢠ཬࡧᅜู㞟ィࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧㍺ධ⥲㢠ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ⤫ィࢆᩚഛࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊဨࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ➼యไࡢᩚഛ
ࢆࡍࡿࠋ
㸰㸬ศᯒᶵჾಀࡿἲ௧ࡢ⾜ཬࡧ⾜ᨻ⟇ࡢᐇᑐࡍࡿ༠ຊ
ィ㔞ἲ㛵ಀࠊ⎔ቃබᐖ㛵ಀἲ௧ࠊ⸆ἲ௧ࠊᏳಖ㞀㈠᫆⟶⌮௧➼ࡢ⾜୪ࡧண⟬ᇳ⾜➼⾜ᨻ
⟇ࡢᐇ㛵ࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡ࢆᐦࡋࠊဨሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊィ㔞ἲࠊẼởᰁ㜵ṆἲࠊỈ㉁ở⃮㜵Ṇἲࠊ⸆ἲࠊປാᏳ⾨⏕ἲ➼㛵㐃ࡍࡿἲ௧ࡢ
ືྥࢆဨ࿘▱ᚭᗏࡉࡏࡿࠋ
5,750 ༓㸦5,250 ༓㸧

㸱㸬⏕⏘ᛶྥୖタഛᢞ㈨ಁ㐍⛯ไ㛵ࡍࡿド᫂᭩Ⓨ⾜ᴗ

ᨻᗓࡢ⏕⏘ᛶྥୖタഛᢞ㈨ಁ㐍⛯ไ༠ຊࡋࠊศᯒᶵჾ㛵ࡍࡿㄆᐃ᭩ࢆᑂᰝⓎ⾜ࡍࡿࠋ
㸲㸬ᕤᴗ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᐇ
JAIMA ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢥࣥࢸࣥࢶᐇࡘ࠸࡚ࠊᗈሗጤဨ㐃ᦠࡋࠊྛ✀ጤဨሗࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿᕤᴗㅖάືࡢ≧ἣࢆࢱ࣒࣮ࣜⓎಙࡍࡿࠋᖺᗘ㛤ጞࡍࡿ࣓࣐ࣝ࢞ࡢ㐃ᦠ࡛ဨ

ࡢሗఏ㐩ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
㸳㸬ศᯒᶵჾᕤᴗࡢ⤒Ⴀᐇែㄪᰝ
 ศᯒᶵჾᕤᴗࡢ⤒Ⴀᐇែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊဨࡢᐇែㄪᰝࢆᐇࡍࡿඹࠊ≉ᐃࡢဨᑐ
ࡋ࡚ẖ᭶ฟⲴ㢠ࠊཷὀ㢠➼ࡢ㟂⤥ືྥㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
㸴㸬ᕤᴗ㛵ಀࡍࡿᅋయദࡢᒎ♧ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ᑐࡋ༠㈶ྡ⩏ࠊᚋྡ⩏➼ࡼࡾ༠ຊ࣭
ᨭࡍࡿࠋ
㸵㸬ศᯒᶵჾ㛵ࡍࡿ〇ရᏳᴗࡋ୍࡚⯡ࡼࡾ᭷࡞ᅜෆཬࡧ㍺ฟྥࡅᅋయ㹎㹊ಖ㝤ไᗘࢆ⥅⥆
ᐇࡍࡿࠋ
㸶㸬ศᯒᶵჾ࣭⛉Ꮫᶵჾ㑇⏘Ⓩ㘓ㄆᐃ
 ⏬⥺ᡓ␎㆟༠ຊࡋ࡚ศᯒᢏ⾡/ศᯒᶵჾཬࡧ⛉Ꮫᢏ⾡/⛉Ꮫᶵჾ㛵㐃ࡢ㑇⏘ㄆᐃࢆ⾜࠸ࠊ㔜せ࡞
ศᯒᶵჾ࣭⛉Ꮫᶵჾࡢᩥⓗ㑇⏘ࡋ࡚ಖᏑࡋᚋୡఏ࠼ࡿࠋ
㸷㸬❧㸳㸳࿘ᖺグᛕ⾜

  2,500 ༓㸦0 ༓㸧

 ᮏᖺᗘ㸳㸳࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿ࠶ࡓࡾࠊᐃ⥲㛤ദ࠶ࢃࡏグᛕᘧࢆ㛤ദࡍࡿࠋ⾲ᙲつᐃ➼ᇶ࡙
ࡁࠊඃ⚽ᚑᴗဨࡢ⾲ᙲࠊឤㅰ≧㉗࿊ཬࡧỌᖺ⥆ົᒁ⫋ဨ⾲ᙲࢆ⾜࠺ࠋ

㸯㸮㸬㢧ᙲ➼㛵ࡍࡿᴗ
㸦㸯㸧ᅜࠊබඹᶵ㛵ࠊᅋయ➼ࡀ⾜࠺ླྀࠊ〔❶ࠊ⮧⾲ᙲࡑࡢࡢ⾲ᙲไᗘࢆဨ⤂ࡋೃ⿵⪅ࡢ
᥎⸀㈨ᩱసᡂࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧(බ♫)᪥ᮏศᯒᏛࡀᐇࡍࡿඛ➃ศᯒᢏ⾡ JAIMA ᶵჾ㛤Ⓨ㈹ᑐࡋᘬࡁ⥆ࡁ༠ຊࡍࡿࠋ
                                  ௨ୖ

                  

