地域公共交通確保維持改善事業
平成３０年度予算案 ２０９億円

地域公共交通活性化再生法等を踏まえ、持続可能な地域公共交通ネットワークの実現
に向けた取組を支援

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

○ 地域内交通の運行
過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー
等の地域内交通の運行や車両購入等を支援。
○ 離島航路・航空路の運航
離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である
離島航路・航空路の運航等を支援。

快適で安全な公共交通の構築
＜支援の内容＞
○ ノンステップバスの導入、鉄道駅における内方線付点状
ブロックの整備 等

地域公共交通再編実施計画を実施する際には、
まちづくり支援とも連携し、支援内容を充実

＜支援の内容＞
○ 幹線バス交通の運行
地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の
運行や車両購入を支援。

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新 等

（対前年度比 ０．９８）

地域公共交通ネットワーク形成に向けた
計画策定の後押し
＜支援の内容＞
○ 地域公共交通網形成計画等の
策定に係る調査

地域公共交通網
形成計画

○ 地域公共交通再編実施計画の
策定に係る調査

地域公共交通再編
実施計画

○ 地域公共交通網形成計画等に基づく
利用促進・事業評価

国の認定

地域公共交通ネットワーク再編の促進
＜支援の内容＞
○ 国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画
に基づく事業の実施
・地方路線バスの利便性向上、運行効率化等のための
バス路線の再編やデマンド型等の多様なサービスの導入 等

【東日本大震災対応】 被災地のバス交通等に対する柔軟な支援

平成30年度予算額 12億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

＜支援の内容＞
○ 被災地の幹線バスの運行（※）

○ 仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

※福島県の原子力災害被災地域における避難住民の帰還を促進するため、幹線バスに係る特例措置を拡充。
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地域公共交通確保維持事業

（陸上交通：地域間幹線系統補助）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成す
る地域間幹線系統の運行について支援。
補助内容

○ 補助率
１／２
○ 主な補助要件
○ 補助対象経費
・複数市町村にまたがる系統であること
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額
（平成13年３月31日時点で判定）
・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
・輸送量が15人～150人／日と見込まれること
＜補助対象経費算定方法＞
○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

補助対象
経費
予測費用
予測
収益

欠損

予測費用
（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）
－
予測収益
（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）

※ １日の運行回数３回（朝、昼、夕）以上であって、１回当たりの
輸送量５人以上（乗用車では輸送できず、バス車両が必要と
考えられる人数）
※ ①復興特会から移行する応急仮設住宅非経由系統のうち、
東日本大震災前に輸送量要件を満たし、補助対象期間に輸
送量見込が要件を満たさない系統、②熊本地震前に輸送量
要件を満たし、補助対象期間に輸送量見込が要件を満たさ
ない系統については、輸送量要件を緩和（一定期間）

・経常赤字が見込まれること

補助対象系統のイメージ
Ａ町
バス停

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

Ｃ村

Ｂ市

駅

地域をまたがる幹線交通ネットワーク
黒字バス系統（補助対象外）

駅
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地域公共交通確保維持事業

（陸上交通：地域内フィーダー系統補助）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネット
ワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。
補助内容
○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者
又は地域公共交通活性化・再生法に基づく協議会

○ 補助率
１／２

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

経常
費用

補助対象
経費

欠損

経常
収益

＜補助対象経費算定方法＞
経常費用
（事業者のキロ当たり経常費用
×系統毎の実車走行キロの実績）
－
経常収益
（系統毎の運送収入、運送雑収
及び営業外収益の実績）

○ 主な補助要件
・補助対象地域間バス系統を補完するものであること
又は過疎地域等の交通不便地域の移動確保を目的
とするものであること
・補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を
有するものであること
・新たに運行又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が２人／１回以上であること
（定時定路線型の場合に限る。）
・経常収益が経常費用に達していないこと

補助対象系統のイメージ
（２）交通不便地域

（１）補助対象地域間幹線バス系統への接続
補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（路線運行）

接続

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域
フィーダー系統（路線運行）

フィーダー系統（区域運行）

接続
地域間交通ネットワーク

政令市・中核市・特別区

［政令市等が関わる場合］
補助対象地域間幹線バス
接続
政令市等以外の市町村

接続
地域間交通ネットワーク
フィーダー系統（区域運行）
①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域

フィーダー系統
※ 専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行 ＊地域間交通ネットワーク：黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれるが、地域間幹線バスは、
区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外
幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要
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地域公共交通確保維持事業

（陸上交通：車両購入に係る補助）

厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担の軽減や老朽更新による安全確保及び利用者利便を図る観点
から、バス車両の更新等について支援。
補助内容
○ 補助率
○ 補助対象事業者
１／２
【車両減価償却費等補助】
幹線系統 ：一般乗合旅客自動車運送事業者
○ 主な補助要件
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会
・補助対象期間中に新たに購入等を行うもの
・主として地域間幹線又は地域内フィーダーの補助対象系統の運行の
フィーダー系統：一般乗合旅客自動車運送事業者又は自家用有償旅客運送者
用に供するもの
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会
・地上から床面までの地上高が65センチメートル以下かつ定員11人
【公有民営補助】
以上の車両であって次のいずれかに該当するもの
地方公共団体又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
【車両減価償却費等補助】
【公有民営補助】
補助対象購入車両減価償却費及び
補助対象車両購入費用
※補助対象経費の限度額
当該購入に係る金融費用の合計額
① ノンステップ型車両 ：1,500万円
（地域公共交通再編実施計画に位置付けられた
② ワンステップ型車両：1,300万円
：1,200万円
系統については、車両購入費の一括補助も可） ③ 小型車両

①ノンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
②ワンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
③小型車両（①及び②の類型に属さない長さ７メートル以下かつ
定員29人以下の車両）
・運行区間の一部に高速道路等を含む補助対象系統の運行の用に供
するものであって道路運送車両の保安基準（座席ベルト、ＡＢＳ等の設
置）に適合した定員11人以上の車両

④ 都市間連絡用車両：1,500万円

補助方式のイメージ
車両減価償却費等補助

公有民営補助

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入し、定率法（残存価額×0.4）を用いて
５年間で償却する場合＞

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入した場合＞
（売却・廃車）

（単位：万円）

300

バス事業者
180

合計
750万円

108
81

81

購入年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

代替

地方公共団体

車両購入に係る
減価償却費・金融費用を
５年間にわたって交付
※ 補助対象金融費用は、
年2.5％が上限

バスを借りて
運行

貸渡（リース）
使用料

バス車両を

協議会で、
老朽車両の代替を含む
「収支改善計画」を策定
２年間で均等に分割して交付
１年目 375万円
２年目 375万円

所有
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ዡ࢟ᚘဒƴƓƍƯŴ؏עπσʩᡫཎܭʙಅƷƏƪž؏עπσʩᡫϐዻʙಅſƴ᧙ƢǔʙǛᚡ᠍
ƠƨئӳŴӷʙಅƷܱᚘဒưƋǔž؏עπσʩᡫϐዻܱᚘဒſǛ˺ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜ
ƷᚘဒƸŴ૾עπσ˳ׇƕʙಅᎍሁƷӷॖƷǋƱƴሊܭƠǇƢŵ

ᅜ䛜⟇ᐃ

ؕஜ૾ᤆ

ᴗ⪅䛸༠㆟䛾ୖ䚸
ᆅ᪉බඹᅋయ䛜༠㆟
䜢㛤ദ䛧⟇ᐃ

؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒ

؏עπσʩᡫཎܭʙಅ
ᴗ⪅➼䛜ᆅ᪉බඹ
ᅋయ䛾ᨭ䜢ཷ䛡䛴
䛴ᐇ

؏עπσʩᡫ
ϐዻʙಅ

ᢊᢃᡛ
᭗ࡇ҄ʙಅ
≋‾⁄⁆↝ૢͳ≌

ᤧᢊʙಅ
ϐನሰʙಅ
≋ɥɦЎᩉ≌

ᢊែᢃᡛ
᭗ࡇ҄ʙಅ
≋‴⁄⁆↝ૢͳ≌

ෙɥᢃᡛ
᭗ࡇ҄ʙಅ
≋ෙɥᢃᡛ⇛∞
⇹⇟↝ોծ≌

ᤧᢊϐဃʙಅ

ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᴗ
⪅➼䛾ྠព䛾䜒䛸䛻
⟇ᐃ

؏עπσʩᡫ
ϐዻܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

םʩᡫٻᐫⅻᛐ⅚ↆܭᚘဒ↝ܱྵ⇁ࢸↆ
Ţዡ࢟ᚘဒƱϐዻܱᚘဒƷˮፗ˄ƚ

4



؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒӏƼ؏עπσʩᡫϐዻܱᚘဒ˺ƷƨǊƷࡽƖ [λᧉዻ]

 ዡ࢟ᚘဒ↞ࢼஹ↝ⅤᡲઃᚘဒⅥⅺ↸˴ⅻ↝→↾٭ⅺ≢‒

؏עπσʩᡫƷࣱ҄ӏƼϐဃƴ᧙ƢǔඥࢷƷોദƕ  ࠰  உ  ଐƴᘍƞǕƨƜƱƴ
ˤƍŴࢼஹƷž؏עπσʩᡫዮӳᡲઃᚘဒᲢˌɦŴᡲઃᚘဒƱԠƼǇƢᲣſƸ˓ॖƷᚘဒƱƳǓŴૼ
ƨƴඥܭᚘဒƱƠƯዡ࢟ᚘဒǛሊܭƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǓǇƠƨŵ

ؕஜ૾ᤆ

؏עπσʩᡫዮӳᡲઃᚘဒⅨࡑഥⅩ

؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒⅨૼᚨⅩ
؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒ

 ↭←↔ⅾ↹⅚ᚇήਰᐻሁ↝؏עဦ↗ଢᄩ↚ኽ↢˄ⅳ↕ⅳ↙ⅳ
 ཎ↝ܭែዴ↚⇙∅∋⇱⇬⇉⇶⇟ሁ⇁ݰλↈ↺↰ҥ˳↝ᚘဒ↚↗
↘↭→↕ⅳ↺

 ⇙∙⇷⇕⇮⇝⇬⇉↳ᚇήᇌ↚ྵܱ↝Ӽↀӕኵ↗↝ᡲઃ
 ؏עπσʩᡫ⇛∞⇹⇟μ˳⇁ݣᝋ↗ↆዮӳႎ↙⇳⇩⇮∕∞⇕ᚘဒ⇁
ሊܭ

؏עπσʩᡫཎܭʙಅ

؏עπσʩᡫཎܭʙಅ

ᢊᢃᡛ
ᤧᢊʙಅ
ᢊែᢃᡛ
ʈዒό๖҄
᭗ࡇ҄ʙಅ
ϐನሰʙಅ
᭗ࡇ҄ʙಅ
ʙಅ
≋‾⁄⁆↝ૢͳ≌ ≋ɥɦЎᩉ≌ ≋‴⁄⁆↝ૢͳ≌ ⅨࡑഥⅩ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ෙɥᢃᡛ
᭗ࡇ҄ʙಅ
ᤧᢊϐဃʙಅ
≋ෙɥᢃᡛ⇛∞
⇹⇟↝ોծ≌

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ෙɥᢃᡛ
؏עπσʩᡫ
ᢊᢃᡛ
ᤧᢊʙಅ
ᢊែᢃᡛ
؏עπσʩᡫ
᭗ࡇ҄ʙಅ
᭗ࡇ҄ʙಅ
ϐನሰʙಅ
᭗ࡇ҄ʙಅ ≋ෙɥᢃᡛ⇛∞ ᤧᢊϐဃʙಅ
ϐዻʙಅ
ϐዻʙಅ
≋‾⁄⁆↝ૢͳ≌
≋ɥɦЎᩉ≌
≋‴⁄⁆↝ૢͳ≌
⇹⇟↝ોծ≌
ⅨૼᚨⅩ

؏עπσʩᡫ
؏עπσʩᡫ
ϐዻܱᚘဒ
ϐዻܱᚘဒ
ⅨૼᚨⅩ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ

ܱᚘဒ



ኚ᭦䛺䛧

ŢኵǈƷᙸႺƠƷǤȡȸǸ

žዡſ࢟ƱƍƏᚕᓶƕᅆƠƯƍǔƱƓǓŴዡ࢟ᚘဒưƸᡲઃᚘဒƷɶưҗЎƴৢǘǕƯƜƳƔ
ƬƨŴǇƪƮƘǓƱƷᡲઃǍŴ؏עμ˳ǛᙸบƠƨ᩿ႎƳπσʩᡫȍȃȈȯȸǯƷϐನሰǛ౨᚛Ƣǔ
࣏ᙲƕƋǓǇƢŵφ˳ႎƴƸŴዡ࢟ᚘဒƸˌɦƷႸƕᚡ᠍ƞǕƯƍǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵƜǕǒƷ
ᚡ᠍ƕƋǔᡲઃᚘဒƸŴᚡ᠍ϋܾƴƭƍƯɟܭƷᚸ̖ȷᙸႺƠǛᘍƬƨƷƪŴዡ࢟ᚘဒƴ᠃੭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵɟ૾ư̾КǳȟȥȋȆǣȐǹែዴƴᨂܭƞǕƯƍǔᚘဒሁŴϋܾƷᚡ᠍ƕҗЎưƳ
ƍǋƷƴƭƍƯƸŴૼƨƴዡ࢟ᚘဒƱƠƯܭǊǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ዡ࢟ᚘဒƴƓƍƯသॖƢǂƖʙᲢؕஜ૾ᤆʚᲫᲣ
ĬǇƪƮƘǓŴᚇήਰᐻሁƷ؏עဦƱƷɟ˳ࣱƷᄩ̬
ĭ؏עμ˳ǛᙸบƠƨዮӳႎƳπσʩᡫȍȃȈȯȸǯƷ࢟
Į؏עཎࣱƴࣖơƨٶಮƳʩᡫǵȸȓǹƷኵӳƤ
į˰ൟƷңщǛԃǉ᧙̞ᎍƷᡲઃ
İ࠼؏ࣱƷᄩ̬
ıφ˳ႎưӧᏡƳᨂǓૠ͌҄ƠƨႸ



i
Ũ
A

ዡ࢟ᚘဒƸࢼஹƷᵭᡲઃᚘဒᵮƔǒ˴ƕ٭ǘᵻƨƷƔᲹ



ؕஜ૾ᤆ

= ᛇኬዻǛᄩᛐ ?
ȷᛇኬዻžᇹᲫᇘ  ᡲઃᚘဒƱƷ᧙ᡲࣱƴƭƍƯſ

E
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ƸơǊƴᶠᲭ



 ؏עπσʩᡫϐዻʙಅ↗↞≢‒

؏עπσʩᡫȍȃȈȯȸǯƷ࢟ǛјௐႎƴܱྵƢǔƨǊƴƸŴ؏עƴǑƬƯƸŴଏ܍ƷȍȃȈȯ
ȸǯȷǵȸȓǹǛЭ੩ƱƠƨМဇ̟ᡶǍែዴሁƷ̾КႎƳᙸႺƠƩƚưƸƳƘŴ؏עμ˳Ʒπσʩᡫ
ȍȃȈȯȸǯǛμ᩿ႎƴϐዻƢǔӕኵǛᡶǊǔ࣏ᙲƕƋǔƜƱƔǒŴž؏עπσʩᡫϐዻʙಅſǛо
ᚨƠǇƠƨŵ؏עπσʩᡫϐዻʙಅƱƸŴ؏עπσʩᡫǛϐዻƢǔƨǊƷʙಅưƋƬƯŴ૾עπσׇ
˳ƷૅੲǛӖƚƭƭŴˌɦƷӲӭƴਫ਼ƛǔǋƷǛᘍƏʙಅƱܭ፯ƞǕƯƍǇƢᲢඥaŴᘍᙹЩa
Ʒ Უŵ



Ţ؏עπσʩᡫϐዻʙಅ
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؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒӏƼ؏עπσʩᡫϐዻܱᚘဒ˺ƷƨǊƷࡽƖ [λᧉዻ]

؏עπσʩᡫϐዻʙಅƱƸᲹ




؏עπσʩᡫϐዻʙಅ↚᧙ↈ↺သॖໜ‒
ݩஹႎƴϐዻܱᚘဒǛ˺ƢǔᨥƴƸŴዡ࢟ᚘဒƴž؏עπσʩᡫϐዻʙಅƴ᧙ƢǔʙſǛ
ܭǊǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ؏עπσʩᡫཎܭʙಅƴ᧙ƢǔʙǛܭǊǔئӳƸŴݲƳƘƱǋٻǇƔƳʙ
ಅƷܱǨȪǢӏƼʙಅϋܾᲢţţǛʈዒਗໜƱƢǔŨŨዴƷЎлŴggˌᢒƷࡑഥŴሁᲣǛᚡ᠍Ơ
ƨɥưŴƲƷʙಅƴƭƖŴ؏עπσʩᡫཎܭʙಅƱƠƯƷܱǛʖܭƠƯƍǔƔǛଢᅆƢǔ࣏ᙲƕƋ
ǓǇƢŵ


i
Ũ
A

= ᛇኬዻǛᄩᛐ ?
ȷᛇኬዻžᇹᲬᇘ  ϐዻܱᚘဒƱƸſ

E
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ዡ࢟ᚘဒȷϐዻܱᚘဒƷᏑȷឯଓǛჷǓǇƠᵾƏ

ƸơǊƴᶠᲮ


Ţ؏עπσʩᡫϐዻʙಅƷဇǤȡȸǸ

 ↙ ↋ ዡ ࢟  ᚘ ဒ∝ϐ ዻ ܱ  ᚘ ဒ ⇁ ˺  ↈ ↨ ⅼ ↙ ↝ ⅺ ≢ ˺  ↝
∇∐⇩⇮↞≢‒

ዡ࢟ᚘဒȷϐዻܱᚘဒƷሊܭƴǑǔȡȪȃȈᲢ˺Ʒॖ፯ᲣƴƭƍƯŴɼƳǋƷǛˌɦƴኰʼ
ƠǇƢŵ

ȡȪȃȈĬ ؏עπσʩᡫሊƷžঙඥſ
ዡ࢟ᚘဒȷϐዻܱᚘဒƸŴžᐯЎƨƪƷ؏עưƸƜƷǑƏƳᎋƑ૾ưπσʩᡫȍȃȈȯȸǯǛ
ૢͳƠǇƢſƱƍƏܳᚕ૨ưƢŵ؏עƷ૾ŷƔǒ݃ƤǒǕǔžƳƥƜƷ؏עƴȐǹƕᡫƬƯƍƯŴК
Ʒ؏עƴƸᡫƬƯƍƳƍƷƔᲹſŴžƲƏƍƏؕแưπσʩᡫǵȸȓǹǛݰλƠƯƍǔƷƔᲹſƱƍ
ƬƨŴʩᡫሊƷנǓ૾Ǎ̾КʙಅƷܱྸဌǍјௐƴ᧙ƢǔբƍƔƚƴଢᄩƴׅሉƢǔƜƱƕưƖ
ǔǑƏƴƳǓǇƢŵǇƨŴᚘဒƴʙಅƷˮፗ˄ƚƕଢᄩ҄ƞǕǔƜƱƴǑƬƯʙಅܱƷఌਗƱƳǓŴ
ʖም҄ǍᙀяဎᛪŴ࠻ϋưƷңᜭƕǹȠȸǺƱƳǔƜƱǋᎋƑǒǕǇƢŵ

ȡȪȃȈĭ ǇƪƮƘǓƱƷᡲઃࢍ҄
ࣱ҄ϐဃඥƷોദƴǑǓŴǇƪƮƘǓƱᡲઃƠƨ᩿ႎƳπσʩᡫȍȃȈȯȸǯǛϐನሰƢǔƜƱ
ƕଢᚡƞǕƨƜƱưŴǳȳȑǯȈƳᣃࠊನᡯƷܱྵǛૅੲƢǔዡ࢟ᚘဒƷ౨᚛ƕӧᏡƴƳǓǇƢŵ

ȡȪȃȈĮ ᧙̞ᎍ᧓Ʒᡲઃࢍ҄
ඥܭңᜭ˟ǛᚨፗƠƯŴңᜭȷॖᙸʩ੭ȷӳॖƷǋƱƴᚘဒሊܭǛᡶǊǔƜƱưŴᘍƷѣƖƱഩ
ᛦǛӳǘƤƨൟ᧓ƷᚘဒǛᇌƯǔƜƱƕưƖǔƱƱǋƴŴૼƨƳբ᫆ǛᚐൿƢǔƨǊƷңᛦᘍѣǛᛅ
ƠӳƏƜƱǋưƖǇƢŵǇƨŴƜƏƠƨ᧙̞ᎍ᧓ƷᡲઃƷࢍ҄ǛዒዓƢǔƜƱƸŴπσʩᡫƷദƷǹ
ȑǤȩȫǁƷ᠃੭ƷƖƬƔƚƮƘǓƱƳǓࢽǇƢŵ

ȡȪȃȈį πσʩᡫೞ᧙ӷٟƷࢫлЎਃƷଢᄩ҄Ʊᡲઃࢍ҄
ዡ࢟ᚘဒƸҥɟƷπσʩᡫೞ᧙ƷᢃᘍᚘဒưƸƳƘŴ؏עμ˳ƷπσʩᡫǛžȍȃȈȯȸǯſƱ
ƠƯዮӳႎƴਵƑǔǋƷưƢŵዡ࢟ᚘဒƷሊܭǛƖƬƔƚƴŴ؏עμ˳ƷȍȃȈȯȸǯƷנǓ૾ƴ
ƭƍƯŴᤧᢊŴȐǹŴǿǯǷȸƳƲǛɟ˳ƱƠƯ౨᚛ƠŴӲ؏עưဇưƖǔπσʩᡫೞ᧙μ˳Ʒᡲ
ઃǛࢍǊƨǓŴјྙࣱǛ᭗ǊǔƨǊƷ૾ᤆǍႸŴʙಅǛ᧙̞ᎍμՃưᎋƑƨǓƢǔƜƱƕưƖǔໜ
ƕȡȪȃȈưƢŵ

ȡȪȃȈİ πσʩᡫਃ࢘ᎍƷžᢡᚕſᲢሊƷዒዓࣱᲣ
૾עπσ˳ׇƷᎰՃƸૠ࠰᧓ưီѣƠƯƠǇƏƜƱƕٶƘŴƍƘǒΟǕƨπσʩᡫሊǛܱƠƯ
ǋŴࡽዒƗƕƏǇƘೞᏡƠƳƍئӳŴਃ࢘ᎍƷ٭ƴǑƬƯ૾ᤆƕƿǕƯƠǇƬƨǓŴʙಅƕ᪶ਯƠ
ƯƠǇƬƨǓƢǔүᨖࣱƕƋǓǇƢŵƠƔƠŴዡ࢟ᚘဒȷϐዻܱᚘဒƕžᢡᚕſƱƠƯഏƷਃ࢘
ᎍƴࡽƖዒƕǕǔƜƱƴǑǓŴሊƷዒዓࣱƕᄩ̬ƞǕŴπσʩᡫǛბܱƴોծƢǔƱƱǋƴŴᜂ
ዓƷႾщ҄ƕưƖǔȡȪȃȈǋƋǓǇƢŵ

8

؏עπσʩᡫዡ࢟ᚘဒӏƼ؏עπσʩᡫϐዻܱᚘဒ˺ƷƨǊƷࡽƖ [λᧉዻ]

؏עπσʩᡫϐዻʙಅǛဇƢǔئӳƴƸŴϐዻܱᚘဒƷᛐܭǛӖƚǔƜƱƴǑǓŴˌɦƴᅆƢ
ཎ̊СࡇǍƴǑǔᝠૅੲƷཎ̊ሁǛဇƢǔƜƱƕưƖŴᐯ˳ƕɶ࣎ƱƳƬƨ؏עƷ᩿ႎƳπ
σʩᡫȍȃȈȯȸǯƷϐನሰƷਖ਼ᡶƕƠǍƢƘƳǓǇƢᲢඥaᲬᲱƷᲮ᳸aᲬᲲᲣŵ


Ƴƥዡ࢟ᚘဒȷϐዻܱᚘဒǛ˺ƢǂƖƳƷƔᲹ˺ƷȡȪᶅȈƸᲹ



Ţ؏עπσʩᡫϐዻܱᚘဒƷᛐܭǛӖƚǔȡȪȃȈ


i
Ũ
A

E

= ᛇኬዻǛᄩᛐ ?
ȷᛇኬዻžᇹᲬᇘ  ϐዻܱᚘဒƱƸſ
ȷᛇኬዻžᇹᲬᇘ  ϐዻܱᚘဒƷȡȪȃȈſ
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ƸơǊƴᶠᲯ



