
� 100_LaWªFz� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ot 26p 3� 28} 

 1 

�UgM�§·f]F�
� �
±°�L[G��¬ZR@:'%aZR@")&¢j�|&WQ� � �

º¼»M�§·f]FÄ¸@�

�� M�§·f]F)²Jc[& �� pr?�ºz¼�½»� �

ot �� pr�©¶ �	��� VN�AD¶ ��
�� VN�

ot �� pr�©¶ ����� VN�AD¶ÅÅÅ;;;�p&Y�'°P-�£>�

�� �	 pr?�)85/:4º�Xeg)b��y��Æ� =N�� eg����� =G»�

º½»egE �FªÄjlK�;��K��

� � �M�§·(´,+¢QºR_w�»�

� � ��UgM�§·��)¤�ºR_w�»�

� � <��`�B��U�eg³M�§·h|¦H��ºz¾»� � � �
� � �� m³�G��¬yxºG��¬Bw4./�

� � �  m ���9��V}=��L�Y[¦G��¬^o�Dyx�]z ��

º¾»����� if]FÄ�kK�� ºz¿�Ã»� �
� � �� m´°����� Sª�¤¢j�|$>g&;]� � � �

� � �  mµ°�L[G��¬ ����� SªBh102*5 �������

� � �  m¶°� �USªIª�|7Y[J®�����¯�

� � �  m·°� �U ����� Sª�¤E{Bw�q�

� � �  m¸°� �U �� SªH_v�¥@O�9� ������

� � �  m¹°�� Sª�¤102*5®� �U¯���

ºÀ»������� �If]FÄTmK�ºz �����»� � �
� � �  m ��������  m�

� � �  m ���� �L[l�kT$G��¬�

� � �  m ���p�Y/3+*5MK�#¡(�

ºÁ»37/.9h|f]FÄ®�K�;��K�;¸@� � ºz ��»�
� � �  m ��°/3+*5£\<§&!« �

�� }��U�\�geg(��+37/.9)��c[� ºz �����»�
� m ��°��� ef ����� /3+*5^oWQ»p�Y�

� m ��°p� ����� *6-8/�u�

� � �� m ��°����� /3+*5i¨rºp�Y�

� � �� m ��°����� �¬��102*5 �������� � � �

� � �� m ��°dh �� ef ����� ���©®�¬t¥¯s���

�� ¹neg(��+37/.9)��c[� ºz �����»�
� m ���� cY[ ����� /3+*5^oWQ ���������

� m �	�� cY[*6-8/�u�

� m �
���cY[���7���� C� ����� /3+*5�X^�� ���������������
�

� ���  m ���� �²U ����� /3+*5�¬�`WQr®bNY»A�F�¯� �

ºÂ»qcf]FÄ�«K�� � �

� �

²°v��ª� �

º¼»ot �� pr37/.9Ä�eg)37/.9�*~*�&'"!¨µ�

� �Oµ;v�0126)�¥(#�$Ä®�K�;��K��
� ��� m ���� �� 4.,&�I�

� ��� m ���� ����� ^o�X�? �	��

� ��� m ���� ������~� ��� �X�]�

� �37/.9h|eg�*)�s¡Ä}��U�\�ge;¹neg�

� �^µ)¦H(#�$Ä��K��

º½»ot �� pr37/.9Ä�� eg%)37/.9h|(Z�$)�I(#�$Ä®�K��
� ��� m ���� ����� /3+*5&¢��|$>g&nP� �

º¾»�UgM�§·��)¤�du(#�$�

º¿»¬Sif]F)¤�ºf]±Ä{@x¯K�;}�e»�

ºÀ»�� if]F�*� �kK��

ºÁ»���� if]F�*� TmK��

ºÂ» )C�

Naoki Kitamura
-2



� �� �� �� �����
����	��� ���� � �

� �

Ǿ� ĵ� ĺ� ĉěǿȂĊȂĽȀǽĵǺǟǻǾȂȇǽǽȋǾȅĺǾǽ¹� �

ǿ� ë� ĝ� ń�îòǐòǚ� ǐòǚȀÒǴ� ǾǽȂ¡ǉù�

Ȁ� ðÞ�� �

� � ǜǐòåîòȇā�Ü�ĬĤ� � � � � � � � ǜǐòåîòȇǖƬî�ĬĤ� �

� � ÈşǕîòȇƆƪ� ŽĬĤ� � � � � � � � � ÈǝîòȇǶ�¢�ĬĤ� � � � � � � � � � �

����ń�îòȇÿĄËĬĤ� �������������������ń�îòȇłŞÅķĬĤ� �

� � ĂǥîòȇÈąèĬĤ� � � � � � � � � � � Ăǥîòȇłā� ǂĬĤ�

� � ǸĆîòȇŝ�Ñ�ĬĤ� � � � ������������ǷÎîò� ŤǊ� řĬĤ� � � � � � � ������

����Èǝîò÷ÞĬĤȇÕąśĐ°Ů� � � � ÈşǕîòȇ Ƭ� ƩŲĬĤǺf}m�y�ǻ�

� � � �

ȁǼǉǱ 
ǾǻŪÉòµůƾǵðÞ¡þðÞ¡7\QǓģũŘQêÙ� �

ǺǾǻµůƾǵðÞ¡ȇǶ�� Ƅſǋ��űǇĻǺ¼Ɠ ���ǻ�

� � ,éŸſƈ���Qĉě �
 ĊĎöĴƸųOǤA^ƀǁǺ¼Ɠ ����¶ƻƮǻ¶úǃķLğǁ�

Ǻǿǻîò�Ʈƣ¡ǉȇÿĄ°Ů�

� � ,µůƾǵOǤ`^Ƴ¿Q¾ĎÇQŋƹ�

� � � ƘŅQÎĞ3-�ŕǦŔƎ-Ɵ¿ƳõƌǺŉǻ¥ěȇÿĄ°ŮġĒǺĹĊĎQ¡ǉǠǻ�

%ƘŅQÎ]Ğ3OI3JǉǈašXE.�

� � ÓîòO�B^YQK2^8-Ɓ¡OûA^Ǎ«ƼQƴť7\R ��ǹaÔňťLA^.�

@7@-ǢïĒ»QĭĊǣR-ÏǵŮY»XJK2]-ÖĺO-�Ęǒ]QťĭLN^[4N

ǘºNßǱpsv8ţ®K9^7M47�ƀõƱƔ8ưĭñçA^QK-/Ưŕ@E ��ǹ0L3

4đÁŶNûĕaƢ5^=LL@E.�

� =_OI3JR-�� îòOYÚžA^8-� ĽQƂƊŪÉƄîòƜ¡O63JYǃķA^=

LL@E.�

&Ɵ¿ƳõOI3JR-ÿĄ°ŮOÉò�ƫòQ§aÌƢOÎ]ƝXa¨ǰ@E.�

'ĉě � ĊĎ7\QŁƾǵQöĴĺŀOI3JY-ÓîòQg�h���LQĮÔĖQßǱY

2]-Èî�Ɔƪ°Ů7\ßǱĨǏ82HE.�

� � ,ŪÉòµůƾǵŒŎQƺƞQŋƹ� � �

%ĉě �� Ċ 	 ĽOR-�ƧƁãŚ�L@JŒŎaƊG�<^ĔƱ82^.�

&ƺƞëĝL@J-ƛĢǋNMaƢ5^L-ĵŁŪÉŮÛƄòîòQŎ¶Of|doaǣ]

K9^[4N>ǛĚ82^LQ=LK-ı�òǚǡO¨ǰA^=LL@E.�

'ƺƞOØ;JQţ®R-łŞ°Ů8¸Ń^ĝ7\ǢïA^LQ=L.�

(ƄſǋRĉě �� ĊĎVKNQK-�� ĊĎOI3JR-�� îò7\Q¡ǋO[HJǔá?_

^=LON]-CQťOI3JY-ǀƕaƿX^=LL@E.�

ǺȀǻ$�#��� þðÞ¡ȇłā°ŮǺ¼Ɠǿ�� 7\ 
 VKǻ�

� � ,ßǱƒǙQ¥ŌǓģũŘ�

%ÓƄŹ ��� Ǳ�¶KƒǙ¥Ō8ǓbK6]-� Ľ�ORƖ�?BE3LQ=L.�

&ƒǙnot�Y-öǧOƒǙ¥Ō�OīƨOīƨaǞP-¦3ZA3YQONHE.� � �

� � ,ĉě �
 ĊĎQßǱ¥ě�õ�

%ßǱ¥ěOI3JY�x�c�aīƷ@-¸Ń_S �� îòKǃķ¡aöĴ@E3.�

Ǻȁǻ$�#��� ßǱȉȊðÞ¡ȇĉě �	 ĊƋ�âK-ŁðÞ¡Q�ÄƖ�øƶ� �

� � ,�� ŭìġĒȇǖƬ°Ů-�x�c�ġĒȇŝ�°ŮȇŴĀŶƵŠ�

� � � � ßǱƽ©QġĒałŞ°ŮO6ǲ3@E.�

� � ,µůƾǵQŋƼnot�Qý²ȇłŞ°Ů� �

%ǩ´ďO-Éò ��� QǤªƣOßǱQŋƼOI3Jźǆ?_J3^LQ=L.�ēYƙƚ@

J-ėêa²_JǬ9-ŪÉòµůƾǵQŋƼnot�aŎƐ@JǬ:=LL@E.�

ǺȂǻ$�#���� ţ®ðÞ¡ȇÈą°Ů� � �

� � ,$�#���� Qţ®ũŘ�

� ĉě �
 Ċ 
 Ľ �	 ĵþðÞ¡Ǣ¯Ǻ¼Ɠ ��� 7\ � VKǻ�

� � %���� öĴ�QßǱť�

� � &öơQöĴŉ�

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料1



� � 'n����r�¥ěƸų� �

� � (CQ�Ǻ¼Ɠ ���ȇĥťƮŉǻ�

%ţ®ũŘOI3J¼Ɠ ���1� aů3Jǃķ82HE.�

&ŁňƾǵQǧQŐţi�ec�vOI3J-cxl�OŜǗ¨ǰaA^=LKÔę.�

� ÓîòKǳěA^ĺǣLƗǋaƢ5^LŜǗQĲ8-ƾǵQŐţÇYÐƥLN]-ƗǋYó

:N^.�

'�ÀöơQ ��� a¥ě@-ÓîòOǛ�.�

(n����r�QǢŴǋLŁ¤©ňQǃķ82HE.���� ƾǵORÓîòKn����r�

aţ®A^ĲØK6ǲ3A^.�

)���� ƾǵQƽ©ƣaǳě@J-ǁõA^ðÞ¡QƊG�<QĨŉ82HE.�

*���� Qv�ec�ÌÂćĿOI3J �� îòOćĿƀǁaA^.v�ec�QöĴRĉě ��

Ċ � Ľǭa�õ@J3^.�

+įƄŻTQ ���� ĪĩQ¨ǰL-±ūǄǡƯ£7\QcwyeoOûA^ǑƍOI3J-ĢÌ

ǌİaů3Jǃķ82HE.�

Ǻȃǻv�ec�öĴðÞ¡ȇā�°Ů�Ƕ��

� � v�ec�ŉǺ¼ƓȁȇÌŦǻ�

� � µůƾǵöĴōƱQ¥ěǺĉě �
 ĊĎv�ec�OØ;Jǻ�

%v�ec�OØ;J-¸Ǳĭ-¸ǱĲďǺ}�siĭǻNMOI3Jǉǈ@E.ǀƕR-���

þðÞ¡LłŞ°ŮKƿXJǬ:�L@E.�

&��� ƾǵQöĴĺŀOI3J-ŁĊ � ĽQ³äÊǉ¡QÀQ ��� Ľ�O-�� îòOû@J-

ÓîòQöĴĺŀQc�k�vǅņaƭ4�L@E.�

'ÖĺO-ÓîòQl�{��rù½ůOI3JYǅņA^8-�"�� ƌOŖU^L-�� ½ůR

g�x�jǦŔq|vQţ®8ĔƱN=LY�ÀO6ž\BA^=LL@E.�

ǺȄǻČêðÞ¡ȇŤǊ°Ů� �

%�� KƉŵLNHJ3^ǮŹOI3J-Ĩŉ82]-¡Þ×ƑOI3JR �� îòa²_^=L

K�ğ.ÏǵŮQŷŏR-ŬĺťKRƉŵQVVLA^.�

&ŒŎQƺƊĺOR-�� YîĈOīƷLN^ĶQǃķ82HE.� �

ǺȅǻßǱ¥ě�ƒǙ�v�ec�Qq|vǢŴȇǖƬ°ŮǺ¼Ɠ 
�ƲƇY]ǻ�

%ļ»O-q|vǢŴ¡ƁaMQ[4OǙĠ@J3HE7Qǃķ82]-ăŇżQ � ƁLA^

=Lağǁ@E.�

&ßǱÍǨnot�R-ĉě �	 ĊĎ¦ůŨQ·ŎƐ�.ƒǙnot�Rôě.ƾǵnot�R

ŁĊĎǢŴ@-� ĽQĂǥîKQŪÉò¡QǧOu�8¸Ń^[4OA^LQ=L.�

'ÏǵŮQ¦ůA^l�{��rOI3JR-�ŕǦŔQť7\R �"�� Ĝ3R �"�� �!� źĒ

Ý8ļǘK2^LQ=L.ÓîòQ �� a½ůA^ëÔOR-�ŕǦŔQEXQ-Óƅq|va

ǢŴ@-�ÀOzql�KǏÃ?B^ĔƱĖ82^LQ=L.ǢŴƗǋLC_D_Q �� Oǎ²

@Jý²A^ƗǋY77]-7N]Ǫ¬K2^=L8ǃķ?_E.�

(��� ƾǵQöĴĲŚOI3JR-ĵŁŪÉŮÛƄòîòQŊŰ°Ů8ŧž?_J6]-Ŭç-

ŊŰ°ŮLźǆ@N8\ţ®aǓXJ3^LQ=L.ċ�¡KR-ŊŰ°ŮOYv�ec�ð

ÞǺȈǻL@JÌÂ@JǬ:[4O-6ǲ3A^�L@E.�

ǺȆǻ���� ţ®OǤA^�ƏĦƞQįƄŻTQ6ǲ3Ǻ¼Ɠ ���-��	-��
ǻLCQâƍǺ¼

Ɠȃǻ�

%Èą°Ů7\ǃķ82HE.°QǮŹKǃķŢW.�

Ǻ��ǻoh�o�~NMQƺƞOØ;E�ƏƱŗOI3JǺǯ¸@ǻ�

%ÓîòO ���� ƾǵţ®QEXQn����r�aţ®@E�~8ĔƱK2]-=_OI3J

Y-MQ[4O�~aţ®A^7�ēŋƹA^=LL@E.�

Ǻ��ǻCQ��

����t��ÆǨ�Ƌ � âŪÉòĬƤīǫðÞ¡¡ǉǺĳĂǥîǻ�őŁàĸ°Ů7\Q¨ǰ�

� � œâ¡ǉQǉǱL@JǈǉAU9t��a6Ƣ53EF9C_D_->Ĩŉ�?3VA7.

g�h���ZòíƦčöơQüŃNM�ēǈǉ8ĔƱNt��YƘŎKA@-VE�ħÓt

��ašÇ?B^>ĨŉYľęƠ7LƢ5VA.�

Èî� Ƭ°Ů7\-ƃQŪÉò¡O6;^īǫ¡ǉQt��OI3J>źǆ82HE.�

œâĂǥîòKQīǫðÞ¡¡ǉ� � Ľ �� ĵǺæǻ���������� OǢ¯�õ� �

�

�



 1 

� Ë× �	 ÌÏ� ĭƎªĔ�·�Ęŏƅ¶¨w� ŚlŴ� �

� �

ƍ� ê� ì� Ë×ƎƑÌƔîƎƐêƊ®Ƌ� �Ò � ì%DƐì �� ��

Ǝ� ´� Ø� ôoµ·Ţ·ŭ� Ţ·ŭƏ�Ƅ� Ăė·Ĩ� wŚ»�

Ə� ¶¨�� �

� � ŰŢ·µ·ƖÀh§päÝ� +þÉ� � � � ŰŢ·µ·ƖũńµmäÝ� �

� � �ĊŦµ·ƖĪł� ģäÝ� � � � � � � � � �űµ·ƖƇnxmäÝ� � � � � � � � � � �

����ôoµ·Ɩ¿Ä�äÝ� �������������������ôoµ·Ɩóĉ�ëäÝ� +þÉ� �

� � ÁŹµ·Ɩ�Å°äÝ� � � � � � � � � � � ÁŹµ·ƖóÀ� œäÝ�

� � ƉÇµ·ƖĈn��äÝ� � � � ������������ƈ�µ·� Ďś� ąäÝ� � � � � � � ������

�����űµ·º¨äÝƖ¢ÅćÐ�Ė� +þÉ� �êñĔ�Ė¦Ĩ·µ� ùę� ŧÔřÈ�� ��

� � �ĊŦµ·Ɩvń� ŁěäÝ� +þÉ� � � � êñĔ�Ė¦Ĩ·µ� èn� ãŬäÝ�

� � � �

ƐƌŚƂ�

ƍƋĔ�·�Ęŏƅ¶¨w¾¶¨w%D;ŤÛēĄ;³¥� �

ƊƍƋ�Ęŏƅ¶¨wƖƇn� �

� � �ħµ�câÂwŵ%D;}ƁæíƊşçƍƋ�

� � �*G?6;ĶŞ:Ÿ-FŏĮøƊşçƎƋ�

� � ţ�ŏƅ;êĩc´Ø98:4"5�őĲJúŊ-F*77,1��

ƊƎƋµ·tņļwŚƖ¿Ä�Ėcóĉ�Ė�

� � ��Ęŏƅ:ŸIFň�;�Ï�;úŊƊŃ·;�Ęŏƅ �� �đƖşçƏƋ�

� � �Ĕ�·�Ęŏƅýü;Ōĺ;úŊ�

� � eŀĦ«Ćp�Ĕ�ıµ·ŷ�Ęŏƅ¹éŎ~ýü�¸ĀƊøƋƊşçƐƋ� � �

ƊƏƋ������ ¾¶¨wƖóÀ�Ė� Égůsşç!E�

� � �©Ƃİū;{ûŤÛēĄ� � ĨġJŻ"5İū&ĴI31��

� � �Ë× �	 ÌÏ;©Ƃ{×cİū;ÿ;SVU[:4"5Ɩk¸ņ;Ŕë&!31��

� � �İū¶¨:LbPdWŖõJ¹é,17*H�QSV]à{Ö:BƆ"Ŏ~JÓ5�ŝ

Ú:4"5BÑ"iċB9'�Ūā©Ƃ�ĕå& ��� Ƃ'D"7;�žJÓ17;³¥��

ƊƑƋ������� Č�¶¨wƖ�Å�ĖƊşçƑ�� �Ƌ� � �

� � �������� ;Č�ēĄ�

� � őĲ:4"5şç6Ŕë�ŶĝŞÜ�;1A:�æĨĢ>;Ěŗ³¥&!31��

ƊƒƋW^ML`¹é¶¨wƖÀh�ĖcƇn�

ƊƓƋÍ³¶¨wƖĎś�Ė� � ýü:931ìď6 �� ;áŉ�� �

ƊƔƋ��� ¹éTZW;ŶĝēĄ:4"5Ɩũń�Ėcùę�ĖƊşçƒƋ�

� � � şçJĘ"5ŶĝēĄ;Ŕë&!31��

� � � ñÌÏ;W^ML`:ŷ:¡#C#:�ƂTZW;ŶĝJÕ"6ſ'*77931��

ƊƕƋŐƂß|� �

� � ��·ŭĜźŵwŚ� ��� ¡÷ĂČķe>Ɗşç �Ƌ�

� � �Ĕ�·äĽ�Ĩw;Ĭ2g):4"5ƊŇïƋƊşç �Ƌ�

Ɗ��Ƌřč}ƁƊũń�ĖƋ;³¥�

� ��î �� ê� ŲĖ�Ē�·w� oŮ� � �Ęŏƅ;+ĳq�

� �î �� ê� �ĊŦµ·£īw� òÊ� � �Ęŏƅ;�Eĵ@:Ÿ-F+ĳq�

�

ƎƋ¼ŚlƀƊ�¬�Św:$(FúŊŕƂ:4"5Ƌ�

ƍƋ��� ;¡÷ďå7�0;�EăA:4"5�

��� :4"5<ŧ×Ï²Čď7,5 
��ď7-F*77,1��

ƎƋ��� 7 ���� ;¹éìð:4"5ƊşçƕƋ�

ÃÙµ·; ���� ¹éìð&ŢÆµ7Ũ#ď:4"5�Š©&!E�N_RY`ZKM`6

ĥŒ-F*77,1��

ƏƋË× �� ÌÏ;kĮƖ�
 µ·%D;|�ų:4"5ccuh;ßøJ�¬�Św6Ņ#*7

7,1��

�Ë× ����
 ÌÏ;ĨĤŞc²Ġ �;Ò;ƍÌŷ;kĮ:Ÿ-FßøƊşç ��Ƌ�

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料2



 2 

�"/�¬�Św:�ýüJĬ2g)7£ì:�Ęŏƅ¹é¶¨wJŌĺ,��
 µ·%DË×

�� ÌÏ;ťšşųJŽAF*7Jßø-F�0;ż; µ·;|�ų<�ĸ¯į·ĖåJƒ6

�31�¹ŠĞ9 � O^S·Ėå: � f�JÞ(1ųƃ7-FßøJ-F��è�ļåƖ��	� f

�Ò���

&�/ĨĤŞ6�ñ÷¹é;�ÌƊË× �� ÌÏƋ;W^ML`j=:�ĘŏƅČ�:Þ%FŞ

ĘJĚŗ,�ĥ¹:ĥ�-F�ō<Đ"��ğļŝÚ6Č�,1"��
'���-�$(,� !*��
� ��+.�

���*%)� �� �� 	 ���� �� ���� � 	 �#���0�� � �����

�

ƐƋ¹éýüĬ2g)<Ë× �� Ì � î � ê7-F��

ƑƋ¹éýü;ŌĬ:Ÿ-FadX\U[�

ƒƋ��±ĿÎ¹Ļ;�yĞ9úŊJŅ#ĵĹ{E:4"5cc�;Ø6ŚŘ�

ƓƋW^ML`��ö;úŊƊêĔµ7ƉÇµƋ� �yøƊêĔµƋ;ßø�

� ".GBĔ�·Ĩ 	Ìÿ·Ė � ¤J½Ŝ:Ņ#k¸6$E?-��

� ����� ¹éê� Ë× �
 Ì � î �	 êƖă¸�

����� ¹é�ľêƖË× �	 Ì �� î �� ê��
 ê�

� � � � � Ë× �
 Ì � î �� ê��� ê�

QSV]ŶĝēĄ:¡I/5�gŋ;zG%:ă¸-F�� �

ƔƋ0;r�

�

�

�

�



1 

�
����	������
�

��Ö&¥^l$c���
! b��Ę�

! ]�ĝĜ��

! ��Û~�

! �â¼&ĒÂ��â������Ö�

! ]Ã&ĒÂ����"�

! þÀ�&Æ��đĖ*ê)�

! ďÃ�¾"�÷��

! ]�Ð�(&hÍ�

! R
WÛ~�¬ë�

�

����í�;=CQ&Û~��
! :ZJS
@&Û~��C=EUZ�����ø" ��ø&�;=CQ�

! ���?KE23/H
<TZ/BL�21W=h�¯b��Ď[&ě�×

*�

! D
@&HB8/BL����8U2F`& �6��

! ��OGS/W&×Ë�¡Ġ�

! ��r}©�ÂÆ"°æ�

�

�¸ÿ¯���
! [u�Á�&¯��

! Èòv]&b��Á�k&�×�/FH1=�

! �\�z]"&�×�

! ¦mÒ�Èò�¯�"ÕÀ�

! È��Ó�d£Ĝ&¯�"Ĉo�

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料3



2 

! ��¿=9<S
W��ïć&�Á��

! È��Îâ{½�ă&V=E�

! Îâ{½�xOGS/W×Ë�

! Îâ��]�&OGS/W�

! ć	�

� �

������
! �â�£Ĝ¯���ČāÒ�Æ���� 	��¯»ª�4U
A3B8�

��(&»ª�

! �âõ¯��ÕÀ��

! {½�ĕ&»ª�¸ÕÀ�

! ���&cjA3B8��q�[�

! ���&{½��q�[�

! ��� ��³j&�ÚA3B8���� ��� >BE��� ������ ��� ��� ���

������

! Îâ�]�&ãċ�×"�¶¸�ä�

! Îâ¤¹&Æ�"a�

! Îâ¤¹&¨ė���¿��àčñ¿$#î	$©�"&�r�

! Îâ¤¹&s«���"��Ý��

! Îâi/Z9
E���"��"�&K0
FHB8�

! ���OGS/W×Ë��Ö��k�-�ØÇ§�

! péÊ²¸&A3B8�ęĢ��&ýù�

�

�������
! ����Îâß�&�k�

! ����Îâ�Ă¬	�&¯�"ÕÀ�

! ����Îâ�Ă&Æ�"a�O
8;
E
Ä�



3 

! �����^Îâ"åÎâ&=9<S
W�×�{½����q�[�

! �nö®d&ãċ�×�

! ûÅ8U1/ZEą�%r�-/G:Q"&Ā��

! ûÅ8U1/ZE&áú�

! ûÅ8U1/ZE&ãċ�×�

! {Ñö®d&ªk�ĐĆ]ć&{½�

! ;PSX
@
&»|�

! ±��

! ����OGS/W×Ë�

! cj{Ć&×Ë�

�

������¯�"Û~��
! ��¯�&Čā���q�[�

! ��ĉ�&Čā��

! Ğì��&fÿ&»ª�ĉy��&ğ,�×�

! ���&�×�ĉ����q�&Ô�$#�ĉyv]!+,�.$��

��"�

! ��_&ô�è´&�×�¢�

! ĕ�·Í~É&{½"º��

! ��¯�OGS/W×Ë�

�

�±�r}��
! ����©�°æ�

! N
QM
<Û~�

! ±�ġ�&¯���q�[ïu�

! GS
=X@
&g���q�[ïu�

! �¶¸�[��



4 

�

�áðb���
! Îât¡ü&��"áð�

! :/6VC7=E" ���&×e��¢µáð�

! :/6V¡k(&hÏ�:/6V�x&Û~�

! ��Ü�`&Ċ&�Ù"áð�ç�'�ôĔ��&ó��

! ����Ê²¸��ÌĔ&¯��

! ���� ����ĄĆ�ID5¯�"�w�

!  �ô¸"&}�áð�

! ����w%�� ���×~�

! yēĚ&Y
C
;TZ�¢Þ�

! }���&áð�
 



vetCBTO½>p0�¶´s���9i�7] 

 

 ep 26f 3y 10x 

 CBTcZN< 

 

��� � �������� �� ����

� � a. � 1QO½�¶>�¿H25.3.12�7.31À 

� � � � 050���K�� 100½:4 

� � � � 0�¶ZN 153LÃ��°;¢ 20L���ZN 3LÁ��¿133LÀ 

� � � � 0�¶>��6� 47��¿3533½À 

� � � � 0�¶>�z6� 3��¿233½À 

� � � � 0������¿100½:3���À22�� 

� � � � � � � � ��¶>�z6O½Ã2866½¿�¶²5�¹�M�À 

 

 

 b. �«�tP¿alÀ~ 

� � 0�¶ !"*���¥X���C� 

� � 0��ZN��� 100½�h�µ��1Q� 100½:A���ZNT 

0����F°;¢�¯qW������F°;¢T 

0�CBTO½�µ
��»½�V�J£m 

� � � � � �7n�©� 80%:3�O½Iº¿O½>p)%+�-�tªÀ 

 

���� �� ��	�
 ������� �� ����

� � � 2QO½>p>�¿H25.12.28�H26.1.31À 

� � 0O½>p)%+�-�tª¿ep 25fh� v2.6À¿±w 1À 

0��·~A¿ID�&!.1$À�#,'- 

0�CBT�RU�B½J¿�b{��k¨Ã?[��	À 

� � 0B½u 5632½Á�·¢u 714L¿28eS 8½À¿±w 2À 

 

!"# $%& '(& )'(& '(*+,-

./01234567812!" 99: ;:< :;: =<>?

.@A67812!" ;?: B9C CDC =;>C

.EF67812!" DDB B;< GB 9?

.HI67812!" C?;D 99= B=9 ;D

J ?B?? :BB9 G9D =C>?

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料4



��� �������� �� ����

� � a. �ÂQO½�¶>�¿H26.3.10�5.12À¿±w 3À 

� � � � 050��¿62�¶�-1(ÆÀ 

� � � � � � ÂÆ¿ÄÅÀÃ©E\��¡\���\��H\�¦�\�^¾G�\��m\ 

� � � � � � � � � � � � � ��\�j��\�G�o|�\�_�§�\�¤g �\ 

� � � � 0�¶ZN 149LÃ��°;¢0ZN 36L���ZNÂLÁ��¿113LÀ¿±w 4À 

� � � � 0O½�¶)%+�-�v@¿±w 5À 

� � � � 04L`}¿��ZN 2L0��F°;¢0��°;¢ÀÁ�� 

� � � � 0�¶a® 100½:4ÁÆ 

� � � � 03y 10x¿yÀ� 1Q0�¶>�¸Y¿50GÀ¿�4.7À 

� � � � 04y 8x¿yÀ� 2Q0�¶>�¸Y¿12ÆÀ¿�5.12À 

 

����������� �� ����

� � 0�¶ZNa®��/�1#}����« 

� � � � �r�J£�O½>p0�¶=D���  

� � � � �����O½��¶ 

� � � � �B½�d����0¼���al¿� 3QO½>pÀ 

� � � � �#,��-¬¾�³���¶O½��« 



 1 

� ±x�q´Òè ������ �æj�WPZD\ �������é�� �� ��®ê� �

�î�æ3r��

(1) zŚx¬�2*üĻ(��#�!IDF[¬�NGLO&50'#�5
 

(2) �G<BH�Û}'£�	¥�¹2�$3��.´�=@-�?�¿§5�(¡©±x�h¶�~´

Ôä�http://ttjsvs.org/?v=top�şö�ª	üĻ"áĝŠ8�Ĥ#�5
 

(3) zÜ5��y`3r�#�	Ğ���Ś8ō�52�&�5
 

(4) �¾»×B� �æ#�	Â9�4Ĥ���52�%�Ś(ō�5
 

(5) ëtgr.zÄ"�5x¬#�5
 

(6) «ÚĺŜĕ"	ªú'ívga"«Ï(?À�3�æ]T\#�5
 

(7) �A;?��+!%��æBÜ%?
 

�î�æ��

(1) Ġ�ŚÒţ� Yd 10Śh[ş[ŗ4,�9'"	�Ĩ%ŗ4¥�u��!����Š 

(2) Yĭĉãţ� 5 h[ 

(3) ~Ŋĉãţ� 1~Ŋĉã& 1Ś'- 

ð 1ţ�"&ŢŚh[zŚ�6!�5~Ŋĉã&(u�"�,�9
�

	î ��Ã�

(1) Ġ©Òţ� Ĺ�Ó#ŌÉĦ8�/! 150 ©hx 

(2) Ĺ�Óţ� 90©hxş�Ĩ%ŗ4 50©xŠ 

(3) ŌÉĦţ� �Ļ�Ù,���	Óē#�5£�&( 30 ©hx#�5şŌÉĦŕ"©Ò�¦��ÿ%3%

�2�&�5Š 

(4) ķĽţ� � 200©hxş�Ĩ"6)zw'Ðđ×	�Ĥ×'ĸŃŠ 

(5) e�«Ï²î��ga'�Ś8lÇ�5
 

��
���

(1) ��#�!�ç��'($6���ü�365áàï($6��ĕ'É�}B´�?
1.8¼��«�

8ü�5£�&(�ļ�!�5'($6�����'lü"%�'($6��ĕ'2�&�«�&\ġ8

¶�
 

������

(1) ŌÉĦ'x¬(�YĘĀ&�5½ĵ(%��	,4ĒË¨0%�ŌÉĦ&�%�
ŌÉĦ(�Ļ�Ù

,���	1.8¼�Óē#�5£�&(Ì�3r�B�91�2�&�5
 

(3) 1.8¼�Ĺ�Ó&�«�8ü�5£�(	ŌÉĦ'x¬8�«Ó&�%�
 

����	��

(1) �ŚěŌ'�Ĥ#%5?OWH8ĸu�5ş�Ŝĥ(Ķ5�#�"�%�Š
�Ĩ"6)	zw	ĳf

�ĕ�ň�52�	x¬�ÎŃ�6!�5�¿§�{Ç§Ã/)3U_K8Đ�
 

��������

(1) �ş;RBH	>RN	yČ%$Š1ı8ü���Ś8æń�5
 

(2) �ı(	h\'¸µ'��6�'�YU;QXþr#�5ţJPG, JPEG, PNG 

(3) �ı'¬Œ(	500 <VK;Hh\	@;C( 200x200 M=DTh\#�5
 

(4) �ı(	�ŚćœENH&zŚĥ�ĊÍćœ�5��·ß��JLNXn.i¸B�9 ������� SHM\

3µo2�¦(?3.½Ó(?&/�
 

(5) �ı1yČ& �!(	��Ś'ķĽä�&zw8ĸŃ�5
şĬl'£�(]ĵŠ�

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料5



 2 

���� ��� �æ/'-º�'$1��æk�

Ĺ�ţh\'ĸņ"ç��0'($6� 

ķĖ� 1. āª'{Ýŀ(	±&od"5 

� � � 2. ZśÅßă(	Åß�	őęÀ%$�3	�ŘÀ�â/!ŝ� 

� � �3. ÃÀÔúõ(	È��'Z¦é�'Y "5 

� � � 4. ¯¨ŝŞ�&24	�q�d�(¤��5 

� � � 5. ²¡®�#(	šè'#�'²¡k�"5 

ùýţ1. Ñ�BÕC.��æ3r�"t!=1� 

� � � 2. Û�2ª�1tÞ3r���,6!�5 

 

���� ��� �æ/'-º�'$1��æk�

Ĺ�ţ�íİú'��&Ŗ�!	h\'ĸņ"ç��0'($6� 

ķĖţ1. ŝŞ�'¹ř�3	Ņ³	ĩįėĂÁ&25éc÷(ò¯�!�5 

� � � 2. È��'`téc÷(åĚľ�#ìł�!ŝ� 

� � �3. ÃÀÔúõ(	È��'Z¦é�'Y "5 

� � � 4. ¯¨ŝŞ�&24	�q�d�(¤��5 

� � � 5. È��'ģ³�ÌÒ(	åĚľ�#ì+!i�Õ"5 

ùýţ��íİú'���#����Å�.sæ'**9�Û�2ª�1r�B�8ğÞ#%�!�,�� 

 

��	� ��kîsæ3Å�B°9?�

Ĺ�ţ¯¨ŝŞ�&Ŗ�!	h\'ĸņ"ç��0'($6� 

ķĖţ1. ¯¨ŝŞ�&24	eº	»°d�ÌÒ'¤��aÄ�65 

� � � 2. È��"(	ŝŞ�&24	ħó&25éc÷�ò¯�!�5 

� � �3. ø 	È��'ģ³�ÌÒ( 1008Ł�!�5 

� � � 4. ¯¨ŝŞ�&24	eº	úû³Şd�'��'ò¯�aÄ�65 

� � � 5. È��'ģ³�ÌÒ(	åĚľ�#ì+!i�Õ"5 

ê5�Śôţ¼�¤à.�ì,3Û�È3 ÂBp-³Ï'1%@51=1�3.�Ê�.41� 

 

����� �æ/'-Ê�/(?*92�

��
� ���2á'-«'�ÐØ40@!����2á'-àÙ+*ÐØ40@!�BÜ%?�

Ĺ�ţÈ��'LH'Z¦é�($6��

ķĖţ���Ĭë�

� � � ���ģĲ�

� � ����ÃÀÔúõ�

� � � ���]Æ'bÏ�

� � � ���Ī]v�

VE^Oî�

���Ĺ��3ķĖ'pĴ8¿�ñ�+5�#�"�5�

���ķĖ'ŌÉĦ8Óē#��	�Ļ#�5�

���¢ďĈ%x¬" ��h['çķ÷#�5�/	ķĖ&Ň�2�%ŌÉĦ8u6%� 



 3 

���� ��� �æ/'-º�'$1��æk�

Ĺ�ţĮõgĿ&Ŗm�5ŏĜ�¾#�!Ø0§·%0'($6��

ķĖ� ����Ő��

� � � � ���Ŏs�

� � � � ����î{ķ�

� � � � ���Ê��

� � � � ������

ùýţ���Ĺ�'^'�¨:��1:3�&ċ·�5ıø�	ĺŜvj'����'^&�,6!�5�/&

m�3Ñ�24bÍ
�

� � � ���ĮõgĿ&Ŗ75ÝÆ|�4�Áç�>�)@Bâ�'1�Ñ�#%�!�5�/&ŋ|%�Ė8

Ō+%�
�

� � � ���Û�È"bÚu"5�/	�Ė8Ō+%�
�

�

���� ��� 3��kî�¨:��1:3�Bã�*Ñ�/'�Ñ�3c.Ë¯fÖÝÆ|�Bâ�'�7*�

�Ä"`,/1?< 2Û�ÈBl«'*��

Ĺ�ţĮõgĿ&��5ĔYċ�¾($6��

ķĖ� ����Ő��¾�

� � � � ���>T=VWŐÊ��¾�

� � � � ���ĎŐ��¾�

� � � � ���>SAWÊ��¾�

� � � � ���:DFT��¾�

�

�

	��� ��� �æ/'-º�'$1��æk�

Ĺ�ţPTLJ'Įùlü($6��

ķĖ� � ���ĆĄ�

� � � � ���Ć��

� � � � �����nŉ�

� � � � ���\ą�

� � � ����Ģč�

ùýţ�PTLJ'Ë³j´24Á��4	Úu1�ÄBÛ6&/".#1�
�

�

	��� 	�� 3��kîw¯ÁB¢½2'*Ñ�/'�å£�3Î!=Y\RQ3d*?Ë³j´B� �æ

2l«'*��

Ĺ�ţ;I&��!ī´üŒ"Ķ365PTLJ'_�5Įùlü($6��

ķĖ� � ���Ć��

� � � � ���\ą�

� � � � ���į�[Ö�

� � � ����ŔĄ�

� � � � ���Ñč�

�



-?�7��%#HG?B<>?<?E�G?C<><@>;

*4.� *4�7� *4�7�I>�

20���� CE @DD B<B

�$1�� BD B@C F<A

��)(�� AD @AC D<A

�3�� AC AAC F<D

���� ?E ?AE E<F

"�0��� @D ??D C<>

"��� AD ?>? A<B

 !�� @F ?BD C<C

:��� CF AFE D<??

�5�� @? @=A F<B

�6�,�� @E A=F >=<E

8	�� @A @D> >=<F

�
�� @D @@F F<?

���� @> ?@C D<C

9���� @E @>? E<?

 !&�'�+��� CC B>A D<E

/ D>A BC@? D<F

���

Naoki Kitamura


Naoki Kitamura
資料6



vetCBT小委員会 

第2回 
vetCBT問題精選・修正作業!

平 
成 
28 
年 
頃 

獣医学教育改善と共用試験 

参加型臨床実習 

ＣＢＴ 問題精選・トライアル 

モデル・コア・カリ 教科書整備、一部改訂 

分野別第三者評価 実施体制・基準・・・ 

教育・研究体制整備 共同獣医・教育連携 

動物病院実習環境 整備 参加型臨床実習・高度化 

OSCE 実施体制・トライアル 

なぜ、共用試験？ 

◆ 参加型臨床実習の実現 

◆ 参加する学生の質の保証（対社会） 

大学毎　or　全国大学で 

全国大学獣医学代表者協議会 

各大学の責任で参加 

周りの状況：医歯薬で共用試験実施 

平成28年度実施 

共用試験委員会 

組　織 

vetCBT小委員会 

vetOSCE準備小委員会 

トライアル実施小委員会 

広報小委員会 

共用試験委員会 

全国大学獣医学代表者協議会 

第2回vetCBT問題内容検討部会 
　導入・行動分野 
　基礎・毒性分野 
　病態分野 
　応用分野 
　臨床分野Ａ 
　臨床分野Ｂ 

コアカリ50科目 
62精選グループ・科目委員2名 

＝124名（延べ） 

科目責任者 
科目副責任者 
36名 

共用試験（CBT） 
　300題出題／人（仮） 

獣医師国試：必須1分、学説1.5分、実地2分 
医学・歯学320問（6時間）、薬学310問（6時間） 

300×1分 ＝ 300分 ＝ 5時間（丸1日） 

ひねった問題、凝った問題、難問・奇問排除・・・ 

1問1分 
シンプル 
肯定型 

CBT問題とは？ 

出題7700題 問題ストック 精選・修正 出題へ 

第1回問題作成（予想正解率60％以上）→第2回（80%以上） 

精選・修正作業のポイント【全体】 

① 1問1分程度で解答＝シンプルな表現 
② 肯定的表現で出来るだけ単一な内容 
③ 簡単な修正で良問となる場合→修正 
　 大幅な修正が必要な場合 
　　　　　　　→該当する理由を選択し、不採択 
④ 類似問題への対応 
　　　類似問題も、そのまま単独の問題として評価 
　　　　　　　←重複排除の仕掛け有り 
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精選・修正作業のポイント【設問】 
① 出題内容・用語：原則としてコアカリ準拠テキストにあるもの 

② 同テキストが未刊の場合（暫定措置） 
　　・多くの大学で共通的に用いられている教科書 
　　・日本獣医学会疾患名用語集を参考 

③ 出来るだけ単一の内容とし、組合せ問題を避ける 

④ 基礎知識を問う問題＝悩んだり考えさせるような問題を避ける 

⑤１分以内で即答できる内容 

⑥ 定期試験等で、学生の８割以上が正解する程度の問題レベル 

⑦ いわゆる「引っかけ」問題を避ける 

精選・修正作業のポイント【選択肢】 

①  選択肢の内容は、原則として同一範疇内 

②  一つの選択肢には単一の内容（例外：組合せ問題） 

③ 選択肢の内容は肯定形で 

④ 選択肢から間違いと分かるものは選択肢として不適 
　　　　→修正可→ＯＫ 
　　　　→修正難→ＮＧ 

本精選・修正システムの考え方 

出 

題 

者 
科目委員１ 科目委員２ 科目 

副責任者 
科目 

責任者 

修正記録 修正記録 

最終案 進化 

方向性 

判断 

方向性 

評　価 判　断 

書き込み 

次に送る 

守秘の程度 

科目委員２ 科目委員１ 

出題7700題 問題ストック 精選・修正 

試験・トライアルを通した精選 

問題ストック 

出題へ 

試験250題 
（評価試験） 

結果から新問題評価 

悪問排除 良問 

50題 
（新問題） 

これがCBT問題だ！ 

試験問題300題（仮） 

出題7700題 問題ストック 精選・修正 

試験・トライアルを通した精選 

問題ストック 

出題へ 

試験250題 
（評価試験） 

50題 
（新問題） 

これがCBT試験だ！ 

試験問題300題（仮） 

複数セット 

重複問題チェック 排除 
ランダム 
割り振り 

共用試験 
（CBT） 

今後のスケジュール 

～3月9日（日）ダミー問題でのシステムの試行（初めての方） 

3月10日（月）第2-1回・精選作業開始（単独・Ａグループ＊） 

4月7日（日）作業終了（2-1） 

4月8日（月）第2-2回・精選作業開始（Ｂグループ） 

5月12日（日）作業終了（2-2） 

＊Ａグループは次のBグループが作業するため、 
　時間厳守でお願いいたします。 
　期限内で終了しない場合、一旦終了し、 
　5月13日以降に作業を再開していただきます。 
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� Åȑ+ǽɂćŗş+ÜɂǀŪŉǏ�ǣ)Ȫ�>\seu,��ĄĆ(`Z\x{LŉǏ)Ȉ

í��� 

Ɏɉ\seu+�Åƪơ  
� ǽɂŘ�Å) 30 ÞƻĞ�;. 40 ÞƻĞ%ćŗ��[T\%,�âƼ+\seu,ƪơ�(
�"�� 

ɏɉ\seu¶ĉ&¾ŧčĭ  
� »ȾRT[m),�
<��7`Z\x{L+|şƬ(vTjyT��9½Ŕ)čĭ�>�
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"��4� DHCP żǟBÜ�Ń���u{W{+tDuWFmo
_W{%8 CPU �;.notÁƢ+ȅǦ,ȵę)��"�ɈCPU ÁƢƝ,�23Vw�<2
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ɓɉǌȁ  
� �ì+ŏǶ&�$�Ȗę¡Ƣ%ĄĆƽ®ćǔ+
>`Z\x{LƠø%
"�&�$8�

vetCBT)¡Ƣ�>Ȱ),�ūǽɂ&âǂǯŻ);>�ÅÍ Ƶǿ Ŷ�īȺ%
>�&�ƶ�
?�� 
 
 
>:�.)'�

ɍɉ²Ǣ)Ȏȗ)ìǃ�ș5�Ȩā 30	45 ¼Ħ),ü�+Üɂơ�ìǃBą��$��� (ï
ɍɋǁ 5ewZL%ǱƏ�?�ǲǃșŇƚƆBÚƗ)� 
ɎɉŚŧ)ǉ���ăơ�ü�"��7�łŬşȩƴǓBŧ�$�ăơ)Ƶǿ�ĿȂBĨ�~

%ǁ 3�<ǁ 5ewZL4%, 5¼ƴǓ� 55¼%ćŗ��� 
 



� 25�� ��������
� 
vetCBT �������	� 

page 5 of 8 

 5 

 
?:&4*���

� ěóɖ52.1 ɇɈƙĆewZLũÜɂǛBå6²�ěóɉ 
� ¼ĕ,ïɎ+Ȗ=&("�� 
� �Ħ��¬Ų0+©�ĻǔdE{]bZL+ŝȵ�
>�,�+ŖƇ)#�$ŵǵ�1�&

įA?�� 
 
 
@:
����/#�

� ŢǉewZLÜɂơ 84ã)č��3Ł�;.ǡƤǷȑ+DyN{\ɈÀƌȆŒÚƗɉBǩ"
�� 
� ¶ĉ,�şȩ)Ȫ�>ȸƮ�&�iPad +ō İ)Ȫ�>ȸƮ�)ýÀ���<)�ǡƤǷȑ
Ž�Bǹ��éȾ¶ĉ)#�$+ǹé,ǩA(�"�� 
� ŷǭB��)�4�ǾǈBÀƌȆŒɈ�ěĻ 25 ĜĞŘūƜÑơçƹăýă vetCBT \sFD
uDyN{\ǌű�ɉ)ƶ�� 
 
�:c;\j>)

�UY ]gZb0Y 8UY %�.

<��: JGBCJNEND JIBCKGEHD FBCFD FBCFD

9UY ]gZb0Y *UY %�.

,&?[i�"�: IOBCJLEJD JJBCKHEJD GBCGEHD FBCFD

��-��: JHBCKFEFD JHBCKFEFD FBCFD FBCFD

4A�$	�: KNBCLOEFD HLBCIGEFD FBCFD FBCFD

4A3.�: LNBCNGEFD GKBCGMEOD FBCFD GBCGEHD

��� JBCJEND MGBCNJEKD NBCOEKD GBCGEHD

��� HIBCHMEJD KJBCLJEID JBCJEND IBCIELD

��e JBCJEND LOBCNHEGD GGBCGIEGD FBCFD

UUT!�.NJ7d5���utv

SPQRd���c;\j>)

0UY  U7 �UY %�.

(�
� HKBCHOEND JOBCKNEID GFBCGGEOD FBCFD

�@�2'= IJBCJFEKD JLBCKJEND IBCIELD GBCGEHD

�@3.'= IIBCIOEID JIBCKGEHD LBCMEGD HBCHEJD

VXa`+6Wqms KNBCLOEFD HJBCHNELD GBCGEHD GBCGEHD

prnk/��# IKBCJGEMD JJBCKHEJD HBCHEJD IBCIELD

�U1 b]h`f0Y �U1 %�.

lmsoc^Y_ LHBCMIEND HFBCHIEND HBCHEJD FBCFD

UUT!�.NJ7d5���utv  
 
 



� 25�� ��������
� 
vetCBT �������	� 

page 6 of 8 

 6 

ɍɉşȩ)#�$  

ɈɍɉȲáşȩ,Ś�&Ĵ�>ăơ8ü�"���ǉ�şȩBǚ>&96Ɩ�&+¿ŔB�

��ăơ�ü�"�;�%
>�Ħȑ+țƢáƟÏ);"$²�+şȩBƴǓ�>�&�%�

>+%
?-�ȲáşȩBȚ��>�&8Ýǟ&įA?�� 

ɈɎɉǹé�ƸƘȻ�=şȩ���öƺÍşȩ��ǽɂÅƒ«şȩ�+�1$%ȧ�&Ĵ�>ă

ơ�ü�ǿ7<?���ì+ǽɂ,²ñ¾%
=�4�Ħ+ǁ}ǛǼ¥8ǚĸ�$±ǽ)ƒ�

>Øċ�#¹ȧİBŃ���ǽɂțƢ%ǠC ���%)ýăơƊ+�%ǽɂķ?�$�>ă

ơ)&"$,ƖɁ(ĥ!şȩ�ü�ÖȄB��Ĵ�
>�5şȩ+ǽɂ+�7) 9şȩȏ�+

łŬBƄ7<?��&)áƟİBĴ�<?(�"�ăơ�ü���Ħ�țƢȶ+ǾǈBǮƯ��

ÄƎÝǟ(şȩ)#�$,�Ħ+ǁ}ǛǼ¥)ĤȷB�(�Ǆî%¨ſ�>īǭ�
>� 

Ɉɏɉǽɂ,�ÒÅ)ď�žɈ10¼ȩɉBņC% 2ewZL�ÒĦ)ď�žɈ10¼ȩɉBņC

% 2ewZLɊ��ĹɈ30¼ȩɉĦ) 1ewZL+ŸĻ&����ǌűƬ)łŬşȩ�Ġȧ�

>�&)(>��ĹB&>;=8�ď�Ĺ+5%ÒĦ, 3 ewZLBȘǏ�$ćŗ�>ŸĻ�

Ā4��;�%
>� 

Ɉɐɉ� ���+Åŋŭ�&�$ɀŒ+Ń!ȍ5+ǺÝ�īǭ&įA?>�ď�Ĺ+Ȱ)ê

BƓ��&�%�(�+,Ø��&+Ony\�ü��ǜ�Û=%8�+ƕ,Ģ�Ƅ7<?��

ǽɂ�,ɀƃƷž&�>��ď�ĹƢ)hZ\i\u+Ń!ȍ5BǺÝ��ǽɂ�,FT+�

)ǖ��>�&�8��,īǭ%
?-i\u+sguBÆ��$Ń!ȍ4�>�&�ǂ+ŵ

ǵ�īǭ&įA?�� 

Ɉɑɉ�ǽɂǲǃşȩ�)#�$,�éȾȳŜĞ)č�$ǽɂşȩ�ȧ��>&+ĴĲ�ü�Ċ

�<?��ǜ�Û=B��
>ăơ,�şȩ��>�&)#�$�k{LR{\)��>ǲǃ

ȋǷ�÷=#/� Ŷ�ȩȞ�+Ȱ+Ƌ�Pm�� Ŷǂ�ƱƦ�?>�7��+şȩ��ǭ

&(>�&BŅ�$���ƞò+ vetCBT+éȾ ĻɘéȾǅȠ+Ŗäİ��;=ěŜ(éȾB

Ʈń�$�>�&�<��Ħ Ļ�?>éȾ%,ǲǃşȩ��<)ƴǓ�>Ýǟİ�
>�ł

Ŭşȩ+ƴǓBǚ>+%
?-�Õ�şȩ
�=+éȾŐB8�Đ�ù9�$8ǣ�+�8

�?(�Ɉ¢ɖ75éɌ60¼ȩ
>�, 100éɌ60¼ȩɉ����(�<�ǡȊ+ǠĝćǙÚË

Ȇų�ĺ�"$�>ūŗǩ+Ȱ),ƲÇĞ�ƨ(=��+ȭ=%,Ɩ�&8įA?�ǽɂǲǃ

şȩ)#�$,Ķȥ(ŵǵ�Ƅ7<?;�� 

Ɏɉ iPad +ō İ)Ȫ�>ȸƮ  

ɈɍɉÜɂƧß±Ê)Ȫ�>\seu,��Å+ǒǙ);=ǲƋ�>8+&įA?>��ì,�

RT[mȨƪTNSq{u+ȣá%�����şȩ�Ƶ§%�(�"���ŮĜĞ�Ȭ,ǒǙ

ż�BŃ$>;�ƒ«���� 

ɈɎɉǲǃȨāĦ+ iPad+ō İ,���6*ĀǼ%
"��vTjyT)Ȫ�>ǥı)#�

$,���<�,~ȑ+`Z\x{L+éȾ)Ę�>8+&ǚ<?>��\{WuRT[m

&�$+Ķȥ(ŵǻ�īǭ%
@�� 

ɈɏɉȖę+ 5 Łǽɂ%,ƋÙƇ%ȠŁǞBǍ=ȍ6�&�ü���RT[m~�����é

ȾƢǇ)č�>k{L�ǩ(��&)#�$+�Ɛ�|Ȣ)ǿ7<?�� 

Ɉɐɉ�ì�ǽɂƬ) iPadTWy]ɈTablet PC Folding Stand�ƫ·ó|RrZfKpy]

GɉB 50©ȇ±�$Ó¼+ăơ)ÒÅ�¡Ƣ���Ħ�Ş�5)���$ÒĦ)ƀ=+ăơ)

¡Ƣ����+¡ƢĴ)#�$DyN{\��&�@�ĀǼBĨ��ȧşȩ+ iPadÜɂ+öá�

ěǖ�%(���<�+TWy]BƢĳ�$ū�Bœ��>�&%ÜɂƠø�ä~�>�ǀ



� 25�� ��������
� 
vetCBT �������	� 

page 7 of 8 

 7 

ŪBTWy]%ý��œ���=�ĽŃ!%�$ìǃ�>Üɂơ85<?���ȏȱ+ǀ

ŪƥȶBǮ$8Iy_yM�»Ů(�;�)��ǬŐ+éȾUZ\�<+»Ⱦ���»Ⱦȹ+Rp

Zdu���;.�ȠŁǞ+RpZdu�+żǟ�»ȾQ{b)ćǫ�?$�>�7�ƙ)Âž

,�(�"�� 
ɏɉǡƤǷȑŽ)#�$,�Ony\B��;�¼ȿ�$Åȑ+ÀƌȆŒ)4&7�� 
 
 
A:�"8�$�592��

� Ɇĕýă�<ŏèɎã+ǰČBÜ��� 
� ǰČ+ƮƬɖ�)ǽɂșǩ)ȪA> ŶĽȹ+ƵǿɈ��+ȸƮɉ 
� zǽɂȨā4%+ƒ«ƚƆƵǿ 
� zşȩȤ¼+Ƶǿǽɂ)
�"$+�èȤǖz�è¯ȉĞ+Ƶǿ 
� zÜɂǛ+ǽɂ0+čĭƚƆɈ�C(=&ǽɂ)ȹĭ�$�>�ɉ 
� z�ĖƭƳǛ+ Ŷ¶ĉ 
� zǽɂǉ�ş+�ȸƵǿǂ 
�

�

B:,���0�

z²ñƜÑăȪ¦ýă�ǪǛÔȃ��

� � �Ǩ°ơ�Ðý��

z³ƢǽɂĂè��<+o_W{�

� � Ēē°ơɈůýɉ�\sFDu�;.ňƕBo_W{��� 
�

 

 
�;:- �����3(�	�4.6 )' 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

)������

��-(�

51�59 

41�50 

31�40 

21�30 

11�20 

L�10 

�3,���

*0�1I�J�

�("!I�2�J�



� 25�� ��������
� 
vetCBT �������	� 

page 8 of 8 

 8 

 

MKEFDCG.3A ($��4 5�/@ -$IHJB+/@��B&?64

4

4

＜参考資料：受験生タイムテーブル＞ 
8:45 集合会場受験生入場開始 
9:00 集合会場集合・点呼・事前説明 ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり 
9:15 移動開始  
9:25 第１ブロック開始準備  
9:30 第１ブロック開始  
10:30 第１ブロック終了・小休憩 ⇐行動制限 
10:40 第２ブロック開始準備  
10:45 第２ブロック開始  
11:45 第２ブロック終了・昼休み ⇐預かり品返却 
12:55 集合会場集合・点呼・事前説明 ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり 
13:10 移動開始  
13:20 第３ブロック開始準備  
13:25 第３ブロック開始  
14:25 第３ブロック終了・小休憩 ⇐行動制限 
14:35 第４ブロック開始準備  
14:40 第４ブロック開始  
15:40 第４ブロック終了・集合会場に戻り中休憩 ⇐預かり品返却 
16:10 集合会場集合・点呼  ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり 
16:25 移動開始  
16:35 第５ブロック開始準備  
16:40 第５ブロック開始  
17:40 第５ブロック終了・試験会場でのアンケート実施のためそのまま学生待機 
17:45 集合会場でのアンケート記入開始  
18:00 アンケート回収・受験生退室 ⇐預かり品返却 
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日本獣医生命科学大学vetCBTトライアル手順書
◎試験およそ1ヶ月前
　・受験者名簿および受験時席次表の共用試験委員会への提出　⇒12/16
　・不正行為罰則（別紙）についての学科内申し合わせ　⇒12/16学科会承認

◎試験およそ１週間前
　・試験監督および関係者（大学ICT担当者、事務系等）を集め説明会　⇒1/6
　・２日前くらいまでには試験監督マニュアルを関係教員に配付　⇒12/25仮配付⇒1/7本配付⇒1/14要領配付
　・説明会に参加できなかった監督者には別途説明会開催　⇒1/8＆９
　・学生向け説明会　⇒12/27概要w受験票見本＆1/10詳細w受験票配付

◎試験８日前まで（受験番号確定後）
　・受験票印刷
　・受験生解説印刷
　⇒1/7

◎試験７日前
　・受験票配付：不在者は日を改めて再配布　⇒1/10配付・不在者は当日

◎試験５日前まで
　・ドキュメント準備　⇒1/7
　　　・受験者名簿　⇒12/16中央へ（問題セット作成用）⇒戻った受験番号ベースで印刷
　　　・出欠簿（５ブロック分）
　　　・試験監督票（５ブロック分）：欠席者、開始時刻、終了時刻、特記事項
　　　・アンケート印刷
　　　・アンケート用筆記用具（消しゴム付き鉛筆？削る）（＆アンケート回収トレイおよび鉛筆回収箱準備？）
　　　・試験監督書類用クリップボード
　　　・受験前諸注意（朝ver.／昼ver.／夕方ver.）?　⇒監督要領としてセリフ独立冊子体作成
　・座席ラベル準備（教務課より定期試験用100番バージョン２セット）
　・外部監査者昼食手配　⇒1/6
　・採点用PC環境手配（施錠、インターネット接続環境（incケーブル）･機材はディスプレイのみで可？⇒不要）
　　　⇒第3会議室1/14～16全日確保　別途見学者用に応接室1/14全日確保
　・集合会場私物入れ関係物品準備（私物用袋、記名用ペン、ダンボール箱、ゴミ袋）
　・集合会場および受験会場ドア掲示
　　　・獣医学共用試験実習中ｘ４
　　　・学生入室禁止ｘ２

◎試験前日まで
　・機器に関すること
　　・試験出題サーバの設置および動作確認
　　・監督者用PCの準備および動作確認（全席の受験状況を一覧で表示する予定なので、大きめのディスプレイを持つPCが

好ましい･ソフトウェア的にはWebブラウザが起動すればよい（アプリ指定？））
　　・必要であればあらかじめ共用試験委員会に認められた手順書に従ってネットワークの構成変更および確認

　　・iPadを使用する場合
　　　　・無線接続環境の設定および動作確認
　　　　・暗号化無線接続用SSID（ステルス化）およびパスワードの設定変更【守秘･責任者：　森田　　】
　　　　・ConfiguratorによるiPadの設定
　　　　　　・プロファイルの設定
　　　　　　　　・各種機能制限
　　　　　　　　・無線接続のためのSSIDとパスワードの登録【守秘･責任者：　森田　　】
　　　　　　　　・試験出題サーバのIPをWebクリップとして登録
　　　　　　　　　（「フルスクリーン」チェック確認）
　　　　　　・初期化（準備･監視）
　　　　　　・iPad一台ごとに「アクセスガイド」機能設定
　　　　　　　（「自動ロック：しない」、パスコード設定：無し）
　　　　　　　　　アクセスガイド設定incパスワード【守秘･責任者：　森田　　】

Naoki Kitamura
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　　　　　　　　　⇒「ホームボタン」トリプルクリック
　　　　　　　　　⇒ハードウェアボタン：常にオフ、タッチ：オン、動作：オフ
　　　　　　　　　⇒「キャンセル」ボタンタップ
　　　　　　　　　⇒「ホームボタン」をクリックし、ホーム画面に戻る
　　　　　　　　　⇒「電源ボタン」を一押ししてスリープ（電源OFF不要））
　　　　・iPadの充電
　　　　・必要であれば補助電源の準備（充電）

　　・PCを使用する場合
　　　・あらかじめ共用試験委員会に認められた手順書に従って各種設定および動作確認

　・受験会場および集合会場の座席ラベル貼付
　　　・受験会場：あらかじめ共用試験委員会と調整して定めた席次表に従いラベル貼付
　　　・集合会場：受験会場と同じ配列だが長机一つに一人が座るようラベル貼付
　　　・ドア掲示（※メンディングテープ）
　・試験後アンケート準備、消しゴム付き鉛筆を削る、（アンケートおよび鉛筆回収箱準備）
　・集合会場私物入れ関係物品準備（私物用袋、記名用ペン、ダンボール箱、ゴミ袋）
　・当日受験票忘れ学生用の予備受験票
　・当日用予備マニュアル
　・携帯カイロ
　・会場施錠
（・採点場所準備）
　　（・施錠可能かつインターネット接続環境のある部屋を試験前日から試験翌日まで確保）
　　（・大画面ディスプレイとLANケーブル（または無線LAN環境）準備）
　　（・プリンター？）

　・貸出&設置
　　　・延長ケーブル
　　　　　・10mリール＠教務x3（ストーブ用：踊場２トイレ前１）
　　　・吐物処理セット（保健室・N馬場）
　　　・ストーブ
　　　　　・石油ストーブ：学生相談室より
　　　　　・セラミックファンヒーター：生化学教室より
　　　・立て看板x4
　　　・隔離受験用パーティション（蛇腹）x3

◎試験前日に外部評価者と共に
　・出題サーバに試験データ入力
　　　・管理端末と出題サーバ起動
　　　・外部評価者が暗号化USBメモリに入れて運搬してきた試験データを出題サーバに入力（原則的に大学側の人間はその
場に立ち会わないこと）。
　　　・関係書類および実施環境確認

◎試験当日
　・会場準備（8:30までに完了すること）
　　　・事務＆関係教員8:00集合　（7:15～）
　　　・荷物運び上げ
　　　　　・iPadは大学手提げ
　　　　　・カートは16台用のみ
　　　　　・立て看板ｘ４
　　　　　・蛇腹パーティションｘ３
　　　　　・ストーブ設置
　　　　　・関係書類＆小物ダンボール
　　　・受験会場と集合会場の入り口（各二カ所）に「学生入室禁止」掲示
　　　・会場外監視者用のイス（できればテーブル付き？）設置　⇒自由着席　⇐本部必要（来年）
　　　・集合会場の確認
　　　　　・私物入れの封筒、記名用ペン、およびダンボール箱、ゴミ袋確認
　　　・受験会場の確認



　　　　　・机の配置、ラベル
　　　・試験出題サーバ起動
　　　　　・外部評価委員？／各大学vetCBT担当者？
　　　・iPadを使用する場合
　　　　　・iPadの運搬、設置
　　　　　・一台ごとにiPadを起動⇒ウェブクリップをタップ⇒縦位置確認
　　　　　　　⇒アクセスガイド機能起動（ホームボタンのトリプルクリック⇒「開始」）
　　　　　　　⇒試験出題サーバ初期画面の表示確認
　　　・PCを使用する場合
　　　　　・あらかじめ共用試験委員会に認められた手順書に従って各種設定および動作確認
　・集合会場開放、学生招き入れ（8:45予定）

　　以下、タイムテーブルに準ずる
　　詳細は試験監督マニュアル参照

◎受験生タイムテーブル
8:45 集合会場受験生入場開始
9:00 集合会場集合・点呼・事前説明 ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり
9:15 移動開始
9:25 第１ブロック開始準備
9:30 第１ブロック開始
10:30 第１ブロック終了・小休憩 ⇐行動制限
10:40 第２ブロック開始準備
10:45 第２ブロック開始
11:45 第２ブロック終了・昼休み ⇐預かり品返却
12:55 集合会場集合・点呼・事前説明 ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり
13:10 移動開始
13:20 第３ブロック開始準備
13:25 第３ブロック開始
14:25 第３ブロック終了・小休憩 ⇐行動制限
14:35 第４ブロック開始準備
14:40 第４ブロック開始
15:40 第４ブロック終了・集合会場に戻り中休憩 ⇐預かり品返却
16:10 集合会場集合・点呼 ⇐試験会場持ち込み品確認･預かり
16:25 移動開始
16:35 第５ブロック開始準備
16:40 第５ブロック開始
17:40 第５ブロック終了・試験会場でのアンケート実施のためそのまま学生待機
17:45 集合会場でのアンケート記入開始
18:00 準備が整い次第、受験生退室 ⇐預かり品返却
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� � � ©Ƈ	ǦøãéPCiiPadvetCBTRb><dšà)îşƀ
:¾Ř� 
� � �  
@>�=()�+8�

ǪǩXfOAŎ)ÂǤƒĦ�  
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【獣医学共用試験】

麻布大学

PC・iPad併用vetCBTトライアル環境の実現策

平成26年2月28日 Ver0.99

学校法人麻布獣医学園
麻布大学附属学術情報センター
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運用管理サーバ2号機運用管理サーバ1号機

CBTトライアル出題サーバ
（獣医学共用試験委員会から提供されたサーバ）

外部FireWall

PC教室スイッチ

PC教室コアスイッチ

全学コアスイッチ

サーバスイッチ

iPad mini(ﾚﾝﾀﾙ)

【9号館メディアステーションサーバルーム】

【9号館PC教室サーバルーム】

【8号館8301講義室】

内部FireWall

PC教室スイッチ

インターネット

受験者
用PC

【9号館9101PC教室】
受験者用端末＝PC60台

受験者用端末＝iPad mini20台

受験者用端末として、9号館PC教室でPC使用、8号館8301講義室(関東地区獣医系4大学教育推進事業経費で無線LAN環境設置)でiPad(iPad mini)使用の

PC/iPad併用環境において、「vetCBT実施環境要件」(獣医学共用試験委員会が策定)を満足する試験環境を実現する。

（１） PC教室・受験者用PC及び8310講義室・受験者用iPad(iPad mini)から、9号館メディアステーションサーバルーム内の内部FireWall配下に設置したCBT

トライアル出題サーバを利用。 CBTトライアル出題サーバに対する学内外からの不正アクセスをこの内部FireWallにより防止。

（２） 本出題サーバ及びスイッチを物理的接近が防止された環境（施錠サーバルーム内、施錠ラック内）に設置し、LAN上のパケット傍受による漏えいを防止。

【9号館9102PC教室】
受験者用端末＝PC110台

8号館スイッチ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

関東地区獣医系4大

学教育推進事業経費
で設置した無線LAN環
境(*1)を使用

(*1)平成25年5月に無線
LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置 2

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

主席監督者操
作用PC
(試験開始等
操作,受験状
況監視等)

受験者
用PC

主席監督者
監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)

監督者

試験監視
用iPad
(受験状況
監視等)

１．【獣医学共用試験】vetCBTトライアルにおけるPC・iPad併用環境イメージ
※平成26年2月28日追記

DNS/DHCP
専用装置

Naoki Kitamura



２．【PC使用】麻布大学における実現策概要

受験者用端末として、9号館PC教室(9101PC教室、9102PC教室)において、PCを使用したvetCBT実施環境を実現する。

２．２．PC教室受験者用PCの基本環境

２．１．受験環境整備の具体的対策ポイント（獣医学共用試験委員会のvetCBT実施環境要件による）

項番 受験環境整備の具体的対策ポイント（獣医学共用試験委員会のvetCBT実施環境要件） 備考

（１） 試験前後におけるPC上の全ユーザデータ、及び標準アプリケーション以外のプログラムの完全消去

（２） ハードウェア（PCのUSBメモリ及びCD/DVD）へのアクセス防止

（３） PCのネットワーク接続先制限（LAN・WAN共に）

（４） LAN上のパケット傍受による漏えいの防止

（５） 出題サーバへの不正アクセス防止

（６） 試験中の目視による不正防止

項
番

PC教室 受験者用PC
の設置台数

ハードウェア仕様 Windows OS Internet Explorer 主なPC管理ソフトウェア等

1 9101 PC教室 60台 デスクトップPC
・CPU:ntel Corei3-530
・メモリ: 4GB
液晶モニタ
・17インチ液晶モニタ

Windows7  
Professinal
(32bit)

Internet Explorer 9 ・環境復元ソフトウェア「瞬快NAMI」
・イメージ配信ソフトウェア

「Symantec Ghost Solution Suite」
・アンチウィルス対策ソフト

「Symantec Endopoint Protection」

2 9102 PC教室 110台 デスクトップPC
・CPU:ntel Corei3-530
・メモリ: 4GB
液晶モニタ
・17インチ液晶モニタ

Windows7  
Professinal
(32bit)

Internet Explorer 9 ・環境復元ソフトウェア「瞬快NAMI」
・イメージ配信ソフトウェア

「Symantec Ghost Solution Suite」
・アンチウィルス対策ソフト

「Symantec Endopoint Protection」

CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞ

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ仕様 ｻｰﾊﾞOS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｿﾌﾄｳｪｱ Webｻｰﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱ CBTﾄﾗｲｱﾙWebｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 備考

A10-688K(AMD CPU 
4コア)搭載機

Ubuntu Linux My SQL Apache CBT Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ(Ruby 
on Rails)

獣医学共用試験委員会
から提供されたｻｰﾊﾞ 3



（１）試験前後におけるPC上の全ユーザデータ、及び標準アプリケーション以外のプログラムの完全消去

２．【PC使用】麻布大学における実現策概要

➀PC教室のPC環境では、もともとユーザデータを保存しない仕組みを構築しており、この仕組みを使用して、全ユーザデータを完全消去する。

・既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装された環境復元ソフトウェア「瞬快NAMI」を使用し、PCの再起動ごとに【初期vetCBT受験者用

PC環境】を復元して、全ユーザデータを完全消去。

②PC教室の受験者用PCにおいて、不要なアプリケーションを全て削除し、vetCBT試験用Webアプリケーションだけが動作する環境とする。

・OS/ドライバー、セキュリティ対策及び運用管理のために必須のソフトウェア(*1)を除き、不要なアプリケーションを全てアンインストールし、

vetCBT試験用Webアプリケーションだけが動作するPC環境とした受験者用PCのPCマスターイメージ【vetCBT試験用PCマスターイメージ】
の作成。

(*1) 受験者用PCのｿﾌﾄｳｪｱ一覧(OS/ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ､ｾｷｭﾘﾃｨ対策及び運用管理のために必須の8ｿﾌﾄｳｪｱ)
(a)Intel  Network Connections 14.8.43.1、(b)Intel Management Engine Components、(c)Java 7 Update40、(d)Symantec Endpoint Protection、
(e)Symantec Ghost Console Client、(f)Wingnet、(g)ｲﾝﾃﾙｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｱｸｾﾗﾚｰﾀ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、(h)ｲﾝﾃﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｾﾝﾀｰ

受験者用端末として、9号館PC教室(9101PC教室、9102PC教室)において、PCを使用したvetCBT実施環境を実現する。

２．３．実現策概要(その1)

③既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装されたイメージ配信ソフトウェア「Symantec Ghost Solution Suite」を使用して、受験者用全
PCに【vetCBT試験用PCマスターイメージ】を配信し、vetCBT試験用Webアプリケーションだけが動作するPC環境を一括セッアップ。

4

（２）ハードウェア（PCのUSBメモリ及びCD/DVD）へのアクセス防止

①PC教室の受験者用PCにおいて、USBメモリ及びCD/DVDドライブのアクセアス権拒否を設定し使用を不能とする。

・PCのローカル・グループポリシーで、USBメモリ及びCD/DVDドライブのアクセアス権の拒否を設定した【vetCBT試験用PCマスターイメージ】の作成。

②既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装されたイメージ配信ソフトウェア「Symantec Ghost Solution Suite」を使用して、受験者用全PC
に【vetCBT試験用PCマスターイメージ】を配信し、USBメモリ及びCD/DVDドライブの使用を禁止するPC環境を一括セッアップ。



２．【PC使用】麻布大学における実現策概要

２．３．実現策概要(その2)

5

（３）PCのネットワーク接続先制限（LAN・WAN共に）

PC教室の受験者用PCの接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに限定し、接続先が変更できないように設定する。

①受験者用PCのローカル・グループポリシーで、ブラウザの操作制限を設定する。

・ブラウザ操作制限として、インターネットオプションコマンドの使用を許可しない設定及びブラウザウィンドウを閉じる操作を許可しない設定を行う。

②受験者用PCのデスクトップにあるアイコンを全て削除する。

・受験者用PCにおいて、ショートカットアイコンの削除、マイコンピュータ及びごみ箱等を非表示に設定し、デスクトップには何もない状態とする。

③ Internet Explorerのショートカットをデスクトップに作成し、プロパティから受験者用PCの接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに設

定(*1)する。

④Internet Explorerは、全画面固定モード（キオスクモード）で起動する設定(*1)とし、ブラウザのURL表示及びナビゲーションボタン（「戻る」、「進む」

ボタン）を非表示とする。

⑤上記③のInternet Explorerショートカットをスタートアップ(*2)に追加し、PCのログイン(*3)後にブラウザが全画面表示で自動的に立ち上がる設定と

する。

⑥上記③のInternet Explorerショートカットをデスクトップに配置(*4)し、何らかの状況によりブラウザが強制終了した場合には、このショートカットをク

リックすることにより、速やかにCBTトライアル出題サーバのWebサイトに接続できる仕組みを設ける。

⑦上記①～⑥を設定した【vetCBT試験用PCマスターイメージ】の作成。

(*1) “C:¥program files¥internet explorer¥explorer.exe” [-k][URL] 

[-k]：全画面固定モード（キオスクモード）で表示するように設定。 [URL]：CBTトライアル出題サーバに自動接続されるようにURLを指定。

(*2) "C:¥User¥VetCBT¥AppData¥Roaming¥Microsoft¥Windows¥Start Menu¥Programs¥スタートアップ"

(*3)  通常どおり、学生自身の認証(ID/パスワード)でPCのログイン。

(*4) PC ログオン直後にブラウザが全画面表示で自動起動されるため、受験者からデスクトップは見えない。

⑧既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装されたイメージ配信ソフトウェア「Symantec Ghost Solution Suite」を使用して、受験者用全PC
に【vetCBT試験用PCマスターイメージ】を配信し、受験者用PCの接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに限定するPC環境を一括
セッアップ。
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（５）出題サーバへの不正アクセス防止

➀CBTトライアル出題サーバを、9号館メディアステーションサーバルーム内の内部FireWall配下に設置し、この内部FireWallにより学内外からCBTト
ライアル出題サーバに対する不正アクセスを防止する。

(a) CBTトライアル出題サーバを内部FireWallの管理下に設置する。

(b) 内部FireWallのアクセス設定を、9号館PC教室(9101PC教室、9102PC教室)の受験者用PC及び8号館8301教室のiPadからのアクセスのみを許
可する設定として、学内外からCBTトライアル出題サーバに対するアクセスを禁止する。

（６）試験中の目視による不正防止

以下の①及び②により、試験中の目視による不正を防止する。

①「試験室は試験監督が監視可能な机の配置をとっている。」（10/24vetCBTトライアル打合せ及び環境調査において、酪農学園大学遠藤先生、

日本獣医生命科学大学森田先生のPC教室の確認結果等による。）

②試験問題の出題順をシャッフルする。（獣医学共用試験委員会による対策）

２．３．実現策概要(その3)

２．【PC使用】麻布大学における実現策概要

それぞれの試験会場（9号館9101PC教室、9号館9102PC教室及び8号館8301講義室）に、以下のように監督者用PC/iPadを設置し、試験開始操作や
試験開始等を実施する。

①9号館9102PC教室に、「主席監督者操作用PC(試験開始等操作、受験状況監視等)」を設置。

②9号館9101PC教室に、「監督者試験監視用PC(受験状況監視等)」を設置。

③8号館8301講義室 に、「監督者試験監視用iPad（受験状況監視等）」(*1)を設置。

(*1)8号館8301講義室の環境においては、iPadは監督者が試験監視等実施時に扱う情報の完全消去を行うために最適。

２．４．主席監督者用PC及び監督者用PC/iPadについて

（４）LAN上のパケット傍受による漏えいの防止

➀CBTトライアル出題サーバ及びスイッチ(全学コアスイッチ、PC教室コアスイッチ、PC教室スイッチ及び8号館スイッチ)を物理的接近が防止された
環境（施錠サーバルーム内、施錠ラック内など）に設置し、LAN上のパケット傍受による漏えいを防止する。



３．【PC使用】麻布大学における具体的実現方法

7

３．１．「PC上の全ユーザデータの完全消去」

運用管理ｻｰﾊﾞ1号機

Windows Server OS 

環境復元ｿﾌﾄｳｪｱ
瞬快NAMI 

ｲﾒｰｼﾞ配信ｿﾌﾄｳｪｱ
Symantec Ghost Solution Suite

ｻｰﾊﾞﾊｰﾄﾞｳｪｱ
運用管理ｻｰﾊﾞ2号機

Windows Server 
OS 

ﾛｸﾞ管理ｿﾌﾄｳｪｱ
WING NETLAN

ｻｰﾊﾞﾊｰﾄﾞｳｪｱ

受験者用PC

【9号館9101PC教室】 【9号館9102PC教室】

受験者用PC

受験者用PC

受験者用PC

受験者用PC

①PCの再起動

②受験者用PC環境の復元
→全ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀの完全消去

①PCの再起動

■既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装された環境復元ソフトウェア「瞬快NAMI」を使用し、PCの再起動ごとに受験者用PC環境に
復元して、全ユーザデータを完全消去する。

OS

ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ

vetCBT試験用
Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

vetCBT試験使用時

OS

受験者用PC環境の復元→
ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ完全消去

②受験者用PC環境の復元
→全ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀの完全消去

vetCBT試験用Web
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

②全てのアプリケーションをアンインストールし、vetCBT
試験用Webアプリケーションだけが動作するPC環境

③PCののローカル・グループポリシーで、USBメモリ及び
CD/DVDドライブの使用禁止を設定したPC環境

④受験者用PCのネットワーク接続先をCBTトライアル出
題サーバのWebサイトに限定し、接続先が変更できない設
定としたPC環境

①全ユーザデータを完全消去したPC環境

OS

ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ

標準ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

他ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

通常PC教室利用

OS

受験者用PC環境

【vetCBT試験用
PCﾏｽﾀｰｲﾒｰｼﾞ】

✕ 完全消去削
除

P
C
再
起
動

✕

✕

削
除

削
除

✕削
除

PCﾏｽﾀｰｲﾒｰｼﾞ作成

環境復元
ｿﾌﾄ･瞬快

受験者用PC

受験者用PC環境の全ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀの完全消去 受験者用PC環境の全ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀの完全消去

受験者用PC環境

環境復元ｿﾌﾄｳｪｱ瞬快NAMIを使用した受験者用PC環境の復
元/ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ完全消去のｲﾒｰｼﾞ

主席監督者操
作用PC
(試験開始等
操作,受験状
況監視等)主席監督者監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)
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３．２．「ハードウェア（PCのUSBメモリ及びCD/DVD）へのアクセス防止」及び「PCのネットワーク接続先制限」

運用管理ｻｰﾊﾞ1号機
運用管理ｻｰﾊﾞ2号機

Windows 
Server OS 

ﾛｸﾞ管理ｿﾌﾄ
ｳｪｱ

WING 
NETLAN

ｻｰﾊﾞﾊｰﾄﾞｳｪｱ

受験者用PC

【9号館9101PC教室】 【9号館9102PC教室】

受験者用PC

受験者用PC

受験者用PC

受験者用PC

Windows Server OS 

環境復元ｿﾌﾄｳｪｱ
瞬快NAMI 

ｲﾒｰｼﾞ配信ｿﾌﾄｳｪｱ
Symantec Ghost Solution Suite

ｻｰﾊﾞﾊｰﾄﾞｳｪｱ

(b)【 vetCBT試験用PCﾏｽﾀｰｲﾒｰｼﾞ】の一括配信→受験者用全PCの一括設定

■既設のPC教室システムの運用管理サーバに実装されたイメージ配信ソフトウェア「 Symantec Ghost Solution Suite 」を使用し、受験者用全PC
に【vetCBT試験用PCマスターイメージ】を配信し、以下のPC環境を一括セットアップする。

①PCのUSBメモリ及びCD/DVDドライブの使用を禁止

②受験者用PCのネットワーク接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに限定し、接続先が変更できないように設定。((*1)～(*4)を参照)
(*1) Internet Explorerのプロパティから受験者用PCのネットワーク接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに設定。
(*2) PCのローカル・グループポリシーで、ブラウザ操作制限として、インターネットオプションコマンドの使用を許可しない設定及びブラウザウィンドウ

を閉じる操作を許可しない設定。
(*3) PCのデスクトップにあるアイコンを全て削除。（ショートカットアイコンの削除、マイコンピュータ及びごみ箱等の非表示。）
(*4) Internet Explorerは全画面固定モード（キオスクモード）で起動する設定とし、ブラウザのURL表示及びナビゲーションボタンを非表示。

受験者用PCのvetCBT
試験用ﾏｽﾀｰPC

(a)【vetCBT試験
用PCﾏｽﾀｰｲﾒｰ
ｼﾞ】の登録

①USBﾒﾓﾘ及びCD/DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ使用禁止 ②USBﾒﾓﾘ及びCD/DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ使用禁止

【vetCBT試験用PCマスターイメージ】

②全てのアプリケーションをアンイ
ンストールし、 vetCBT試験用Web
アプリケーションだけが動作するPC
環境

③PCのローカル・グループポリシー
で、USBメモリ及びCD/DVDドライブ
の使用禁止を設定したPC環境

④受験者用PCのネットワーク接続
先をCBTトライアル出題サーバの
Webサイトに限定し、接続先が変更
できない設定としたPC環境((*1)～
(*4)を参照)

①全ユーザデータを完全消去した
PC環境

受験者用PC環境

受験者用全PC
の一括設定

OS

受験者用PCの
vetCBT試験用ﾏ
ｽﾀｰPC

【vetCBT試験
用PCﾏｽﾀｰｲ
ﾒｰｼﾞ】

一
括
配
信

ｲﾒｰｼﾞ配信用ｿﾌﾄ

Symantec Ghost Solution 
Suite OS

【vetCBT試験
用PCﾏｽﾀｰｲ
ﾒｰｼﾞ】

ｲﾒｰｼﾞ配信ｿﾌﾄｳｪｱSymantec Ghost 
Solution Suiteを使用した受験者用PC環境
の一括設定

CBTトライアル出題サーバ

全学コアスイッチ

サーバスイッチ

内部FireWall

【9号館メディアステーションサーバルーム】

②受験者用PCのﾈｯﾄﾜｰｸ接
続先をCBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞ
のWebｻｲﾄに限定し、PCの

ﾛｰｶﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎﾟﾘｼｰでのﾌﾞﾗ
ｳｻﾞ操作制限、ﾌﾞﾗｳｻﾞの全
画面固定ﾓｰﾄﾞ(ｷｵｽｸﾓｰﾄﾞ)
での起動等により､接続先が
変更できないように設定。
((*1)～(*4)を参照)

３．【PC使用】麻布大学における具体的実現方法

主席監督者操
作用PC
(試験開始等操
作,受験状況監
視等)

主席監督者監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)

※平成26年2月28日追記

DNS/DHCP専用装置
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運用管理サーバ2運用管理サーバ1

CBTトライアル出題サーバ
（獣医学共用試験委員会から提供されたサーバ）

外部FireWall

PC教室スイッチ

PC教室コアスイッチ

全学コアスイッチ

サーバスイッチ

受験者用iPad mini(ﾚﾝﾀﾙ)

【9号館メディアステーションサーバルーム】

【9号館PC教室サーバルーム】

【8号館8301講義室】

内部FireWall

PC教室スイッチ

インターネット

受験者
用PC

【9号館9101PC教室】

受験者用端末＝PC  60台

受験者用端末＝iPad mini20台

【9号館9102PC教室】
受験者用端末＝PC  110台

8号館スイッチ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

関東地区獣医系4大学
教育推進事業経費で
設置した無線LAN環境
(*1)を使用

(*1)平成25年5月に無線
LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

３．３．「出題サーバへの不正アクセス防止」（内部FireWall等による）

■CBTトライアル出題サーバを、9号館メディアステーションサーバルーム内の内部FireWall配下に設置し、この内部FireWallにより学内外からCBTトラ
イアル出題サーバに対する不正アクセスを防止する。

①CBTトライアル出題サーバを内部FireWallの管理下に設置。

②内部FireWallのアクセス設定を、9号館PC教室(9101PC教室、9102PC教室)の受験者用PC及び8号館8301講義室の受験者用iPadからのアクセス
のみを許可する設定として、CBTトライアル出題サーバに対する学内外から不正アクセスを防止。

受験者PCのﾈｯﾄﾜｰｸ接続先を
CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄ
に限定

CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞに対し､
9号館PC教室及び8号館8301
講義室からのｱｸｾｽのみを許可

CBTﾄﾗｲｱﾙ
出題ｻｰﾊﾞ
に対する学
内外から
の不正ｱｸ
ｾｽを防止

受験者PCのﾈｯﾄﾜｰｸ接
続先をCBTﾄﾗｲｱﾙ出題
ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄに限定

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続先をCBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄに限定

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続先をCBTﾄﾗｲｱﾙ
出題ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄに限定

３．【PC使用】麻布大学における具体的実現方法

主席監督者操
作用PC
(試験開始等
操作,受験状
況監視等)主席監督者監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)

監督者

試験監視
用iPad
(受験状況
監視等)

※平成26年2月28日追記

DNS/DHCP
専用装置
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CBTトライアル出題サーバ
（獣医学共用試験委員会から提供されたサーバ）

全学コアスイッチ

サーバスイッチ

受験者用iPad mini(ﾚﾝﾀﾙ)

【9号館メディアステーションサーバルーム】

【8号館8301講義室】

内部FireWall

インターネット

受験者用端末＝iPad mini20台

8号館スイッチ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

関東地区獣医系4大学

教育推進事業経費で
設置した無線LAN環境
(*1)を使用

(*1)平成25年5月に無線
LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置

３．４．「出題サーバへの不正アクセス防止」（受験者用端末（PC/iPad mini）のIPアドレス割り当てによる）

■ 既設のDNS/DHCP専用装置により、全ての受験者用端末(9号館9101PC教室/9102PC教室の受験者用PC及び8号館8301講義室の受験者用iPad)
のMACアドレスとIPアドレスを1対1で紐付け、静的なIPアドレスを割り当てる。これにより、CBTトライアル出題サーバに対するアクセスを制限する。

①全ての受験者用端末のネットワーク設定をDHCP（IPアドレスの自動取得）に設定。

②既設のDNS/DHCP専用装置により、全ての受験者端用末のMACアドレスとIPアドレスを1対1で紐付け、静的なIPアドレスを割り当てる。（動的なIPア
ドレスの割り当てを制限。）これにより、CBTトライアル出題サーバに対するアクセスを制限｡

CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞに対し､
9号館PC教室及び8号館
8301講義室からのｱｸｾｽの
みを許可

受験者用iPadのIPｱﾄﾞﾚｽとして、
CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞにｱｸｾｽ
可能なIPｱﾄﾞﾚｽを割り当てる

３．【PC使用】麻布大学における具体的実現方法

外部FireWall

受験者用PCのIPｱﾄﾞﾚｽとして、
CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞにｱｸｾｽ
可能なIPｱﾄﾞﾚｽを割り当てる

【9号館9102PC教室】 受験者用端末＝PC  110台

受験者
用PC

受験者
用PC

主席監督者操
作用PC
(試験開始等
操作,受験状
況監視等)主席監督者

監督者

試験監視
用iPad
(受験状況
監視等)

※平成26年2月28日ﾍﾟｰｼﾞ追加

DNS/DHCP専用装置

MACｱﾄﾞﾚｽとIPｱﾄﾞﾚ
ｽを1対1で紐付け、
静的なIPｱﾄﾞﾚｽを割
り当てる

運用管理サーバ2運用管理サーバ1

PC教室コアスイッチ

PC教室スイッチPC教室スイッチ【9号館PC教室サーバルーム】

受験者
用PC

【9号館9101PC教室】
受験者用端末＝PC  60台

受験者
用PC

監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)

受験者用PCのIPｱﾄﾞﾚｽとして、
CBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞにｱｸｾｽ
可能なIPｱﾄﾞﾚｽを割り当てる



■iPad標準機能（アクセシビリティ）及びApple社「Configurator」を使用し、iPadによるvetCBT実施環境を実現する。
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➀ iPadの初期化を行う。
②iPadの「Configurator」の設定で、ネットワーク接続先及びWebブラウザ接続先をCBTトライアル出題サーバのWebサイトに限定する。
③ iPadの「Configurator」の設定で、“「Webクリップのフルスクリーン」をオン”に設定し、ブラウザにおけるURL表示及びナビゲーションボタンを非表示

とする。
④iPadの標準機能（アクセシビリティ）で、画面ロック（ボタンロック）等の設定を行い、試験中の起動アプリケーションをvetCBT試験用Webアプリケー

ション(Safari)のみに限定し、試験以外の操作を禁止する。

４．【iPad使用】麻布大学における具体的な実現方法

受験者用端末として、8号館8301講義室(関東地区獣医系4大学教育推進事業経費で無線LAN環境設置)において、iPad mini(20台)を
使用したvetCBT実施環境を実現する。

運用管理サーバ2号機運用管理サーバ1号機

CBTトライアル出題サーバ

外部FireWall

PC教室スイッチ

PC教室コアスイッチ 全学コアスイッチ

サーバスイッチ

【9号館メディアステーションサーバルーム】

【9号館PC教室サーバルーム】

内部FireWall

PC教室スイッチ

インターネット

受験者
用PC

【9号館9101PC教室】

受験者用端末＝PC60台

【9号館9102PC教室】

受験者用端末＝PC110台

iPad mini(ﾚﾝﾀﾙ)

【8号館8301講義室】

受験者用端末＝iPad mini20台

8号館
スイッチ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

受験者
用PC

関東地区獣医系4大学教育推進事業経費で設置した無線LAN環境を使用

･iPadの初期化
・ﾈｯﾄﾜｰｸ接続先及びWebﾌﾞﾗｳｻﾞ接続

先をCBTﾄﾗｲｱﾙ出題ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄ
に限定

･Webｸﾘｯﾌﾟをﾌﾙｽｸﾘｰﾝとして、ﾌﾞﾗｳｻﾞの
URL表示及びﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝﾎﾞﾀﾝを非表示

・画面ﾛｯｸし、試験中の起動ｱﾌﾟﾘｹｰｼ
ｮﾝをvetCBT試験用Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの
みに限定し、試験以外の操作を禁止。

iPad標準機能(ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ)+Configurator
設定 ﾈｯﾄﾜｰｸ接続先をCBTﾄﾗｲｱﾙ

出題ｻｰﾊﾞのWebｻｲﾄに限定

受験者
用PC

主席監督者操
作用PC
(試験開始等操
作,受験状況監
視等)主席監督者監督者

試験監視
用PC
(受験状況
監視等)

監督者

試験監視
用iPad
(受験状況
監視等)

※平成26年2月28日追記

DNS/DHCP
専用装置



５．麻布大学におけるvetCBTトライアル試験日程

マイルストーン

N
o

項目 平成25年 平成26年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
vetCBTﾄﾗｲｱﾙ打合せ及び環境調査(共用試験委員会)

2
受験者用端末 PC・iPad併用の決定

3 8号館8301講義室(四大連携事業で無線LAN環境設

置)で受験者用iPad使用の決定

4
麻布大学vetCBTトライアル環境構築及び動作検
証

5
麻布大学vetCBTトライアル試験場の準備

6
麻布大学vetCBTトライアル試験実施

7
麻布大学vetCBTトライアル試験場の原状回復

日程（案） 内容 試験場

平成26年2月14日（金）、2月17日（月） vetCBTトライアル試験場の準備 ①9号館 9101PC教室(設置PC台数 60台)
②9号館 9102PC教室(設置PC台数 110台)
③8号館 8301講義室（設置iPad mini 台数 20台）平成26年2月18日(火) vetCBTトライアル試験実施（試験時間合計2時間）

平成26年2月19日（水）、20日（木） vetCBTトライアル試験場の原状回復

10/24 酪農遠藤先生, 日獣森田先生 vetCBTトライアル打合せ及び環境調査

1/下旬～2/上旬
構築及び動作検証完了

構築及び動作検証

2/14、17
vetCBTトライアル試験場の準備

2/18
vetCBTトライアル試験実施

2/19、20
vetCBTトライアル試験場の現状回復

11/19

11/25

12/27 PC・iPad併用
受験環境設定試験

1/24 PC・iPad併用
CBTトライアル出題サーバ負荷試験
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vetCBT実施環境要件（案) Ver0.672 
 
 

暫定改訂版 2013年12月11日 
共用試験委員会システム担当 
 遠藤大二（酪農大） 
 森田達志（日獣大） 

 
 
本要件を提案するにあたっての背景  
 
 獣医学教育改革における共用試験は、その第一の目的である参加型臨床実習を可能にするための社
会からの信頼を得るために全国の獣医学教育関係者が力を併せて構築する仕組みです。獣医学教育の
5・6年生が、一般の患者動物に対して、責任を持った診療の一部を分担するだけの知識と技術を持っ
ていることを示すための仕組みとして、それぞれveterinary Computer Based Testing (vetCBT) と
veterinary Objective Structured Clinical Examination (vetOSCE) の準備が進んでいます。 

CBTのシステムは、全国の大学の教員が参加した共用試験委員会を中心に、2012年度から準備が開
始されました。その時点で、先行して試験システムが整備されていた医学、歯学および薬学と比べ、
受験者数が限られているため、開発経費を抑える必用がありました。vetCBTが置かれている状況おい
て先行分野に比較して有利な点を分析したところ、開発コストの安いオープンソースの実用性と各大
学の学内LANにおけるセキュリティー管理技術の向上が挙げられました。これをふまえ、限られた予
算で社会的にも十分な信頼を得るために下記の方針が決定されました。 

 
1 試験システムは低コストで開発可能で、無償で複製が作成可能なオープンソースのWeb型ソフト

ウェアとする 
2 試験用のサーバーは、システムを複製した上で試験を実施する各大学に設置する 
3 試験問題の漏洩防止などのセキュリティーは大学が整備し、外部の第三者に評価を受けることに

より信頼性を保つ 
 
本文書は、上記の方針に基づき試験を実施する大学に整備いただくべき要件を示したものです。 
 

要件の概要  
 
 開発の方針に基づき、vetCBTは、試験システムを組み込んだWebサーバー（出題サーバー）を各試
験実施校に設置し、このサーバーに試験端末からWebブラウザによりアクセスして試験を実施する仕
組みをとります。この実施方法はシステム開発の費用と時間を大きく削減できる一方、一定の対策を
とらなければ不正行為や問題流出が比較的容易に起こってしまうため、実施にあたっては各試験実施
校における試験環境の整備が不可欠となります。vetCBT実施環境整備にあたり、特に重視すべき要件
は以下の三項です。 
 
 １．公平かつ円滑な試験の実施（受験生にとっての公平な環境） 
 ２．受験生が不正に利益を得る行為（いわゆるカンニング）の防止 
 ３．精選問題の外部漏洩防止 
 

2013年11月までに、数校での準備状況を検討した結果、上記三点の要件を満たすためには、各大学
ごとに、具体的に下記の項目について整理して準備いただき、要件を満たしていることを記録いただ
くことが、試験システムの信頼につながると考えるに至りました。 

 １．出題サーバーからの試験問題の漏洩防止 
 ２．出題サーバーから受験端末までのLAN経路にからの試験問題の漏洩防止 
 ３．受験端末からの試験問題の漏洩防止 
 ４. 受験端末の出題サーバー以外との接続の遮断 
 ５．受験時における学生の不正情報の入手（いわゆるカンニング）防止 
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 今後、準備を検討している大学ごとに、上記5項目について対応方法を整理いただき、最終的には、
外部の評価にも応えられる準備体制の説明文書を整備いただきたいと考えております。 
 

 本文書は、これらに配慮して策定する試験実施要綱の叩き台になるものです。iPad およびPCに分
けて、準備方法の要点と事例を記載させていただきます。内容を確認いただき、試験システムとして
の安全性の要件を満たしていただくととともに、各試験実施大学におけるご準備の参考にいていただ
くことを目的として作成いたしました。 
 
 小さなワークグループでの作業のため、不備不足が多々あるかと存じますが、お気づきの点がござ
いましたら、ご面倒ですが書面（含･メール：遠藤大二 <dendoh@rakuno.ac.jp>）にてご指摘頂き、
より適切なvetCBT実施に向けご協力いただけますよう衷心よりお願い申しあげます。 
 

 以下、A）iPadを使用した実施方法と、B）PCを使用した実施方法、の２つに分けてお示しします。 
 

A．iPadを使用したvetCBT実施  
 iPadは端末標準で種々の機能制限を実現しやすく、無線接続環境とiPadを組み合わせた場合、適切
な受験環境を低コストで実現する。しかし試験前および試験当日に個々の端末に対し若干の操作が必
要となる。 
 
具体的要件の充足記載事例--------------------------------------------------------------- 

1)  サーバーおよび受験端末の設置方法の概要 
  ａ）概要  

受験室内に限定した無線LANにより出題サーバーと受験端末を接続する。 
 iPadは製造メーカーAPPLE社純正の無料管理ソフトウェア「Configurator」を使用すること
により、厳格な機能制限下での試験が実施する。 
(Configuratorで使用する機能は、iPadの初期化と機能制限、ネットワーク接続先設定、および
Webブラウザ接続先設定である。さらにiPad標準の「アクセス制限」機能を使用することで、試
験中の起動アプリケーションを機能制限状態のWebブラウザに限定する)  

 

  ｂ）ネットワーク構成  

      i）スイッチ 

       ※iPadのIPアドレスはDHCP機能が付いた無線ルータによる付与する。 

      ii）無線アクセスポイント 

       ・iPadとサーバーの接続速度を確保するため、以下の能力を持つアクセスポイントを
設置する。 

         ・802.11a/n 5GHz接続 

         ・通信暗号化WPA2-PSK（WPA2パーソナル）対応 

         (※可能であればチャンネルボンディング（2チャンネル以上、最大通信速度
150Mbps以上）に対応することで、受験端末のレスポンスが向上する。ただし、
下記のように教室内に異なるチャンネルを設定した複数のアクセスポイントを
設置する場合、チャンネル数が消費されてしまうのでこの限りではない。) 

   ｃ）出題サーバー  

       ・共用試験委員会指定機種を用いる 
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        (CPU A10-6800K 搭載ミニタワー型デスクトップPC) 
       ・サーバー設置環境 
         vetCBT実施プログラムのインストール（試験実施の数日前を想定）以降は、試

験完了まで関係者以外が物理的に接近できない環境を設置室への施錠により整備。 
       ・出題サーバーは施錠可能な試験会場隣室へ設置する。 

       ・監督者不在の場合には試験会場全体を施錠管理し、試験中も部外者のサーバーへの
接近を常時監視する。 

2) 出題サーバーからの試験問題の漏洩防止 

①受験教室ネットワークを学内LANから切り離すことにより出題サーバーへのアクセスを物理的に
不可能とする。(他に ・出題サーバーと試験教室のスイッチ間をVPNで接続する。・出題サーバーと
スイッチの間に簡易のファイアウォールを設置する。などの方法を講じることが可能) 
 
3) 出題サーバーから受験端末までのLAN経路にからの試験問題の漏洩防止 

① 受験室内スイッチに接続されたバーソナルコンピュータから出題サーバーへの予定外の接続を防
止するため、試験問題の出題サーバーへの格納後試験終了までの期間において受験室内スイッチの監
視動画を全て記録するとともに、監視員が不在と成る場合には受験室を施錠し、ヒトが立ち入れない
ようにする。    
 
4) 受験端末からの試験問題の漏洩防止 
①iPadは製造メーカーAPPLE社純正の無料管理ソフトウェア「Configurator」を使用することによ
り、不正に出題サーバーに接続することはできない。 
②試験室の無線LANは公開されない固定IPのみの接続を許可するため、時間外に不正に出題サーバー
に接続することはできない。 
③受験端末は試験時間外には施錠可能な部屋に格納するため、時間外に不正に出題サーバーに接続す
ることはできない 
 
5) 受験端末の出題サーバー以外との接続の遮断 
①Configuratorにより受験端末の接続可能サーバーを出題サーバーのみに限定する。 
 
6) 受験時における学生の不正情報の入手（いわゆるカンニング）防止 
①Configuratorにより受験端末の接続可能サーバーを出題サーバーのみに限定する。 

②受験端末を用いず、スマートフォン等の独自のインターネット接続機器を用いて不正情報を入手す
ることは可能であるが、この行為は、試験室への携帯電話スマートフォンの持ち込み禁止と試験監督
官による監視により不可能とできる。 

③隣接する受験者の回答を覗き見ることによる不正情報の入手については、試験監督官の監視に加え、
隣接する学生との出題問題または出題パターンの変更により抑止できる。 

④IT機器を用いず、メモ等の持ち込みによる不正な情報入手は、試験監督官の監視により抑止する。 
 
以上2)-6)の対応および方法により、CBTの安全実施ための具体的要件を充足する。 
 

なお、本対応および方法は2013年12月11日現在の情報を元に構成しており、これ以降に安全性を脅か
す可能性のある技術が判明・公表された場合、または、本対応に用いた機器・プログラム等に欠陥が
判明した場合には、新規に対応を策定するものとする。 
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なお、安定した試験実施のためには、無線LANおよび iPadの安定した運用が必要となる。この
運用については、本校とは別に運用マニュアルを整備する。  
------------------------------------------------------------------------------ 
 

B．PCを使用したvetCBT実施環境整備の例  
 PCをvetCBTに使用する場合、不正および問題漏洩の可能性が大きく増加する一方、各大学の試験
実施環境ごとに対策が大きく異なるため、「実施校自身の責任のもとに」十分な対策を取っていただ
く必要があります。後年予定されているvetCBT実施にかかる外部評価において、試験実施環境の妥
当性が問題とならないよう、対策の過不足については、共用試験委員会のCBT担当者会議（仮称）等
における慎重な議論が必要となることが予想されます。ただし、共用試験の実施にあたってのセキュ
リティーの整備は、大学間の信頼の元で実施するものであり、一般の企業のセキュリティー認証とは
異なります。教育機関という基本的な社会的信頼の上で、誠意を持って公平性を担保していることを
示すことが必要なことと考えております。 
 
再度掲載しますが、CBTの安全実施ための具体的要件は下記の５点です。 

１．(大学内の)試験(配信)サーバーからの試験問題の漏洩防止 
２．出題サーバーから受験端末までのLAN経路にからの試験問題の漏洩防止 
３．受験端末からの試験問題の漏洩防止 
４. 受験端末の出題サーバー以外との接続の遮断 
５．受験時における学生の不正情報の入手（いわゆるカンニング）防止 
 

これらの要件を満たす方法は、サーバーの設置場所、受験端末までの経路および受験端末の仕様等に
よって異なりますので、接続形態ごとに、具体的要件の実現方法が異なります。準備および説明方法
を一般化して記載することは難しいため、本文書では、受験室の隣室にサーバーを設置する事例を一
例として掲載いたします(図面参照)。 
 

具体的要件の充足記載事例--------------------------------------------------------------- 

1)  サーバーおよび受験端末の設置方法の概要 

 

 
出題サーバーの設置形態: 通年設置するが試験時以外は、出題サーバーの電源を停止する 
出題サーバーの設置場所:試験会場と廊下を挟んだPC実習準備室に設置する。PC実習準備室には常時

職員が配置されており、職員不在の際には、部屋に施錠する。出題サーバーはActive 
Directory(AD)サーバーとともに、施錠可能なサーバーラックに格納する。 

���� (PC���) 

���� 

���� 

���� 

���� ���	� 

���� 

�� LAN 

���� 

�
����� 

AD��	� 



������ ������ ���	�����

��������
��
 
出題サーバー受験端末間の接続: 受験室内に設置されたスイッチを介して全ての受験端末と接続する。

スイッチは、受験室であるPC演習室の入り口天井近くに設置されており、当該位置は準備室に接
続されたカメラで監視されている。PC準備室に職員が不在の場合には、受験室も施錠される。 

出題サーバーと学内LANの接続: PC実習準備室に設置されたスイッチを介して学内LANに接続され
る。学内LANは学内に設置されたプロキシーサーバーを介してインターネットに接続される。 

受験端末のOS: 受験端末のOSはWindows7であるが、各受験端末はADと同一のサーバーから配信さ
れるOSのイメージを読み込んで起動される(シンクライアント)。CBTに際しては、専用のOSイ
メージを設計する。 

受験端末の機能制御:受験端末の起動時に USB機器の接続の可否、インターネットの接続先、および
起動可能なソフトをADサーバーにより制御する 

(実際の説明文書では、機器の型式等を記載する) 
この設置方法配置に基づき、具体的な個別要件を下記のように実現する。 
 
2) 出題サーバーからの試験問題の漏洩防止 
①出題サーバーに対する学内LANからの不正なアクセスを防止するため、試験問題の出題サーバーへ
の格納後試験終了までの期間において、出題サーバーを設置しているPC実習準備室内スイッチから学
内LANを接続しているLANケーブルを引き抜き、物理的に不通にする。このことにより、学外から出
題サーバーにアクセスすることも不可能となる 
②受験室内スイッチから出題サーバーへの不正なアクセスを防止するため、試験問題の出題サーバー
への格納後試験終了までの期間において受験室内スイッチの監視動画を全て記録するとともに、監視
員が不在と成る場合には受験室を施錠し、ヒトが立ち入れないようにする。 
③受験用端末から出題サーバーへの不正なアクセスを防止するため、試験問題の出題サーバーへの格
納後試験終了までの期間においてCBT以外の端末の使用を禁止する。 
 

 
 
3) 出題サーバーから受験端末までのLAN経路にからの試験問題の漏洩防止 
① 受験室内スイッチに接続されたバーソナルコンピュータから出題サーバーへの予定外の接続を防
止するため、試験問題の出題サーバーへの格納後試験終了までの期間において受験室内スイッチの監
視動画を全て記録するとともに、監視員が不在と成る場合には受験室を施錠し、人が立ち入れないよ
うにする。 
 
4) 受験端末からの試験問題の漏洩防止 
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① 受験用端末から出題サーバーへの試験時間外のアクセスを防止するため、試験問題の出題サーバー
への格納後試験終了までの期間においてCBT以外の端末の使用を禁止する。 
②試験時間内において試験問題を受験端末内およびその接続機器に記録されることのを防ぐため、外
部接続用USB端子をADにより不動化する。また、コンピュータ内へのスクリーンキャプチャを防ぐ
ため、OSイメージにおいてスクリーンキャプチャ機能を削除する。さらに、メモ帳ソフトに記録を残
すことを防ぐため、メモ帳の起動をADにより禁止するとともに、IME機能をOSイメージにおいて抑
制する。IME機能については、受験端末の操作で再起動が可能であるが5分を要するため、監督者は5
分を越えない時間に一回は、学生の画面を確認する。 
③シンクライアントの起動時に、PC内の全ユーザー情報および個人データがリセットされ、試験用の
最小限のアプリケーションのみ起動できる環境を構築する。 
 
5) 受験端末の出題サーバー以外との接続の遮断 
①ADにより接続先を出題サーバーに限定する。このため、出題サーバー以外の情報をブラウザに表示
することはできない。  
 
6) 受験時における学生の不正情報の入手（いわゆるカンニング）防止 

① 受験端末を外部のサーバーに接続して情報を入手することは、ADおよび学内LANへの回線をスイ
ッチから抜くことにより抑止できる。 

②通常、USB型無線LAN子機を受験端末に接続することによりインターネット接続が可能になる場合
があるが、ADによりUSB接続を停止しているため、受験端末を用いた不正情報の入手は抑止される。 
③受験端末を用いず、スマートフォン等の独自のインターネット接続機器を用いて不正情報を入手す
ることは可能であるが、この行為は、試験室への携帯電話スマートフォンの持ち込み禁止と試験監督
官による監視により不可能とできる。 

④隣接する受験者の回答を覗き見ることによる不正情報の入手については、試験監督官の監視に加え、
隣接する学生との出題問題または出題パターンの変更により抑止できる。 

⑤IT機器を用いず、メモ等の持ち込みによる不正な情報入手は、試験監督官の監視により抑止する。 
 
以上2)-6)の対応および方法により、CBTの安全実施ための具体的要件を充足する。 
 
なお、本対応および方法は2013年12月11日現在の情報を元に構成しており、これ以降に安全性を脅か
す可能性のある技術が判明・公表された場合、または、本対応に用いた機器・プログラム等に欠陥が
判明した場合には、新規に対応を策定するものとする。 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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0�Ņł�

cęȔȖțȭ�

5ƊȔȖțȭ�

_Ɗþ¤ȔȖ
țȭ�

ȗȎȱȴțȇȻ
jòǯØŃ�

ȝȳȈȆȵ�

ƙƗƘƛ��łā�

ǈƼǆƦƥƴňƌȔȖțȭŷăǯÚĽ�

•  �
ěǪǯŷu�
– ĐxČĕŘǯű63Ǫǯŷu�
– �9
ěɁɄȿ�4ǎšAű�ƘƞƗ�4Ē��

•  �ȑȖȝŷăȺ�ȑȖȝ|¿ǯǣǺǯȐȳȹȞ
ȜȓȈȹ�
– ȘȦȝŷăǪȑȖȝǖǕǕȁŰ6ȅȍȚȝ�
• ¹^ǖjÐŅłǎȘȦȝ�ďǳǯ!Ɖ6ȅȍȚȝ�

– <�ŷu�SsxǪǯ|¿ÅǯȑȖȝȅȍȚȝ�
•  ȘȦȝǯß;ȅúGx2ÿňƌv^�ƐàÛƑǖ$Ëǎ
�RǪǻȑȥȻǪǗȁ�<ǯč$�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

ƚ�

�ȑȖȝŷăǯǣǺǯ�Ě�
•  ȘȦȝȉȊȆŷăǯȑȖȝÛ
Ť�
–  Ľ�{ĬǌŷăǌI�ȺĤ
TȺĩTțȖȝ�

•  ȑȖȝ>ðƇć�
–  Ľ�{Ĭǌ.Ĺ6ųȅľÐ
ǮĮǓȁ�

–  ĤTȺĩTțȖȝǌȝȳȈȆȵ
Ǫ_Ɗȅ©5Ǡȁ�

–  $ņǌjÐĄǮĵ�ŗ�Ǫ
_ƊǖǐǦǩǻȘȦȝŷă�
ďȅŗǺǭǑ�

�ƍ%Ɖ�ƍȑȖȝȔȖțȭǮ�Ȅȁĵ�$ņơ�
¹ĲàŹǫ¹^ǰxþȺď�ǯ%Ɖ�ȅ�ǩǑȁ
ǣǺǎƍƋǪǯƍ%Ɖ�ȔȖțȭǮ�Ȅȁ%Ɖ�
ȅsxǫ¹ı^ǮīǘƐǞǕǭǑƑ�

ǛǛǤǚ�

ňƌǯ%Ɖ�ǫňƌȔȖțȭǯ%Ɖ��

•  ňƌǯ%Ɖ�ǯĽġ�
– à��Ⱥ1���
– 5ƊȺĻĎ3~ǯ%Ɖ�Ɛsx¹^ǖ|ſǮľȁƑ�
– cęȜȻșǯ%Ɖ��
– ®õũĒǯ%Ɖ��

•  ňƌȔȖțȭǯ%Ɖ�ȅ�ÈQĳǭsx¹ı^�
– �ǮƍǑ%Ɖ�ȅæǺǿȂȁňƌȅ|¿ǞǩǑȁǏ�
–  ȝȳȧȵǮ�ǞǩǰǎƍƋǭȔȖțȭǾȀǻ�ÿ@ǖƍǑ�
•  ơƏȗȹșȻňƌǯȴȖȟȹȐțȖȝǍàbǮĂ
�ǖǐȂǱǠǙǮǼȀǭǔǠǏǢǯǣǺǯý
m»(ǼđCǰǠǴǩ¹^ĘǖĹǒǏ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

ƛ�

GxäxĸxƦƥƴÞ'iƦƥƴŷă�

•  1ŷǝȂǩǑȁ kǕǿǪǗȁǤǚÞ'�
– _Ɗ���
– _ƊǯŜŢǍǍǍǍǍǌǍǍȘȦȝȉȊȆŅł�
– cęÅǯ§ƈ�

•  ȜȻșǫ�ǯCǗǕǿǯȔȖțȭŅł§é�
– ȌȧȕȊȏȝWȘȦȝȉȊȆ�
– ȖȏȴȨȝŁŌǌǍƲǇƹǋ�
– ƮƶƦŷăǌǍƲǇƹǋƏǂǁƏƲƸƾǀǅ�

ňƌȔȖțȭÚĽǯç{�

•  ňƌȔȖțȭǯÛ¤�
– ňƌ_ƊȺ��Ļ�¤ȔȖțȭ�
– ňƌÖǪǯ5ƊȔȖțȭ�
– ňƌcęȔȖțȭ�

•  ňƌȔȖțȭǯȡȻȞȉȊȆ�
– jÐėÏƏǍƾƱƸƻƏƐǐǘǷǪǛȂǖjÐǪǠƑ�
– �ÈėÏǍƷƾǁƻǂǉǅƱƦƏ�

•  ƐƷƾǁƻǂǉǅƏƞƖƟƓƏƫǁǆƼǄǁƼǆƏƨǊǃǀǂǄƼǄƏƘƗƖƘƘƑǍ�
•  ÷ĪƭƤƯĘǯýmǯ»(ǖdƂǪÀŅǯŅ(ǖǐȁlTǮŻ
ȁ�

– ǢȂ�qǯėÏǍ2ÿňƌv^�ǫHœǠȁǖǎjÐĄ
ǮǎǢǯėÏȅ�ǒǛǫǮǾǦǩăþǠȁŘÿǰĵ�ŕ
ª�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ɯ�

ňƌÖǯ|¿ýmjòǮ�ǠȁĮǓ¾ǫ
��Ɛř¼ơňƌ|¿Ľ�Ƒ�

•  �ǯǣǺǯ|¿ýmjòǕ�
–  MAiĴ�|ĭMAįǯřŚǮŹǠȁ%Ɖ��

•  �ǮŹǠȁ|¿ýmjòǕ�
–  ǍɀȾ1�Ǖǧ4óǭňƌǯ|¿ȼPƌþǮǫǦǩǯ1�ǭýmȽ�
–  ǍɁȾPƌþǖ�ãǮ;ąȅ�ȁĹöȼǑȄǽȁȍȹȟȹȐȽǯźâ�
–  ǍɂȾĞŮ_ƊǯqŰôëźâ�

•  ňƌȔȖțȭĽ�Çǯ�¤�
–  %Ɖ�č$ǯǣǺǯņ£�
–  %Ɖ�ǖñǣǝȂǩǑȁǛǫȅńŶǫǞǩåǠ�

•  qŰŇ"Ǯ���
–  �¤ŵȅ2ÿňƌv^�ǖ±ĎƐƫƴª�įǮű%Ƒ�
–  ��ǎSsxǯȔȖțȭĽ�Çȅ2Ë�

•  ǬǛǷǪ1ŷǠȁǕȅ��ØŃ�
•  ćÝȴȖȏȅŅ{�

–  0_ƊǖôǓǑǠȁǭǬǯ�¸ǖƙƗ�Ÿňƌȅ|¿ǞǩǑȁŸƘÖÎ
ñǮȴȖȏȅ¨ǓȁƐř¼ơƦƥƴȴȖȏǯňěƑ�
•  ȴȖȏ¨<ćÝȅ÷ŻǮ�ǘǠȁǫrsǭȑȖȝǖǕǕȁ�

ȝȳȈȆȵÖǯňƌùèŐÕ�
ƙƗƘƚ�ƘƗÊƙƛÁ�

•  Ǝ�sxǔǾǲÁÐúGþ\Đxsx�
– �l�
– ňƌėÏ�

•  ZeǯPƌþǯėÏāƅǖľǓȁǕ�
•  ƵƳƥǭǬǯqŰ¯ħàbǖ¯ħQĳǕ�

– ňƌ5ƊȒȻȢȻŅīl¦�
•  Ėǥ/Ȁȅ<ŻǪǗȁǕ�

– ĆĊėÏŅīl¦�
•  PƌþȅĆĊǪǗȁl¦ǮƱƦǖŅīǪǗȁǕ�

– ňƌ5ƊȒȻȢȻǕǿPƌėÏǷǪǯȠȚȝȸȻȏģś�
•  �ãǭ¯ħȅźâǪǗȁǕ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ɲ�

ȝȳȈȆȵǮWǚǣňƌȔȖțȭ
ǯ�ÜpÆƐƙƗƘƚ�ƘƘÊƑ�

•  ƷƾǁƻǂǉǅƱƦ;ÿǯǣǺǯȔȰȚȦȵǯ�/�
– Ǝ�sxǪǰƷƾǁƻǂǉǅėÏȅ;ÿǠȁÒ�ǖǢ
ȃǦǩǑȁǣǺǎƾƱƸƻ;ÿqǯPƌþǮǧǑǩ
Ʒƾǁƻǂǉǅǯ;ÿȅQĳǮǞǣǏ�

– ƷƾǁƻǂǉǅýmǪǰZeǯāƅǖľǓȁǣǺǎ_
ƊȅȔȰȚȦȵǞǎľǓȁǛǫǮ¢[ǖ÷ǑǾǒǮ
5ƊȨȷȐȳȭǯ�ÜȅpÆǞǣǏ�

• ĤÔĄǮňƌ_Ɗ�¤ǔǾǲ5ƊȔȖțȭǯò(ǖ
ŧȂǎƙƗƘƚ�ƘƙÊÏǮz¤ǞǣǏ�

ȝȳȈȆȵňƌ_Ɗǯò(�

•  ĞŮz	_ƊǕǿǯđĹ�
– ĞŮ_ƊNƁȒȻȢȻǕǿĈ¯/§�
– ňƌ_Ɗ�¤ȒȻȢȻǳOȀŞǸ�

•  
¡qǯò(�Ù�
– ĞŮ_ƊNƁȒȻȢȻǮ$wǝȂǩǑȁ_ƊǮ
ǰǎȧȳȉȓǪǰĻĎǝȂǭǑȑȹȝȷȻȵȑȻȞ
ǖsŴǮXǷȂǩǑȁ�

– ňƌ_Ɗ�¤ȒȻȢȻǪǰĻĎǮ�ƆǠȁJ
Ž�ǖǐȁǣǺǎ§�ÙƐÁÐúGþ\Đxs
xƑǷǣǰȨȷȐȳȭƐƎ�sxƑǮǾȀżǑǣ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

ƞ�

ÁúsǮǔǚȁȝȳȈȆȵ�
Ɛř¼ơÁÐúGþ\ĐxsxȝȳȈȆȵkYÇƑ�

•  ƾƱƸƻǯǸǪǯPƌ�
•  ÷ĪƭƤƯ¯ħǪǯȝȳȧȵǰǐǦǣǖců¾
éȅĚ{�

•  ňƌŦĹÅǯPƌùèĻĎǮǧǑǩµ��
Ǯķ�ǯ_Ɗ�

•  ňƌ_ƊǯȝȳȧȵǰǭǕǦǣ�
•  ®õǮǧǑǩǰǎá��ǮWǚǣŏƊǖÄ
čEǝȂǣ�
– ĞŮǖĢ	Ǟǣ-ȜȻșȩȻȖǫ5Ɗ_ƊŸǯ
ť´ǖ¡{ǝȂǩǑǭǕǦǣ�

ȝȳȈȆȵ�ǯ&ã�

•  ňƌÖȒȻȢǯC�ǮŹǠȁ&ã�
– ňƌŦĹÅǯPƌùèĻĎǯ&ã�

•  ®õǯǣǺǯ&ã�
– ĞŮǖĢ	Ǟǣ-ȜȻșȩȻȖǫ5Ɗ_ƊŸǯ
ť´ȅŅ{�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ɵ�

Ǝ�sxǮǔǚȁȝȳȈȆȵ�
Ɛř¼ơƎ�sxȝȳȈȆȵkYÇƑ�

•  ƷƾǁƻǂǉǅǔǾǲƾƱƸƻ�ÿýmǪǯPƌ�
– ļº}Pƌ�
– 5ƊȒȻȢȻǰ�R�
– ��ĆĊįǖ0�ȅȑȹȝȷȻȵ�
– SŰ�ǫǯťĥǰ3ĪǔǾǲ´�ƃŉ�
– ĆĊ�ǯ_ƊǰǭǕǦǣ�

•  ňƌÅŸǯŅ{pÆǖňƌĈ?ǮǐǦǣǖǎňƌŷuÅ=ǯ
pÆǪ���

•  ňƌ_ƊǯĻĎǮŹǞǩȝȳȧȵǖăþ�
– ĞŮȒȻȢȻÅõǪǯȑȹȝȷȻȵȑȻȞǯżLǖ�Ľ�
– úGxĄċŒǖǐȁ�Ñǖ_Ɗ3~ȅćĿǪčŋǠȁ
�ĽƐ�cǰÅŸǖǭǘ��ǭčŋǰǭǕǦǣƑ�

ɁÖȝȳȈȆȵǯĩ«�
•  ňƌȒȻȢǯC�~Ŵ�
– �cǰƚƙȤȚȝŅ{ǫǑǒǎ~Ŵȅ�Ǒ7ǦǩǑ
ǭǑýmǪǰǐȁǖǎǵǶ_Ɗǭǘē+ǞǣǏ�
•  ňƌȒȻȢȻơƏƦƱƵơƤƘƗƔƝƟƗƗƬƐüĹƤƘƗƔƞƟƜƗƬƓƏƦǂǄƼƏƾƞĉ�]Ƒǎ
ȮȯȴƛƩƥɆƛǎƪƧƧƜƗƗƩƥǎƧƶƧȞȳȈȧ�Ǘ�

•  Pƌþǯ�ǭǑf1ĖsxǪǰȮȯȴȻȅ�ǘǞǩǻĶǑQĳ��

•  ¹^ǖª�ǠȁǛǫǮǾȁȗȎȱȴțȇȻǫ%Ɖ��
–  �ÖǪňƌÅŸȅŧǿǡȁǭǬǯpÆǖĹȄȂǣǖňƌĵ�ǰƄ
ĔȺ1�ǭýmǪ|¿ǝȂǣǏ�

•  ¹ı^ǖŨaǠȁǛǫǮǾȁ%Ɖ�ǫ��ĳ@ǖĎǝȂǣ�

•  cęÅŸǖ�ȁƐÁúskYÇMøǎƎ�sxǪǻUÜǯ*WƑ�
– I�ÅŸǐǣȀǯ5ƊºnAȅØŃǠǴǗƣ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ơ�

ȝȳȈȆȵȅǒǚǣ·`õǯÄčE�

•  ňƌ_Ɗ�¤Ǖǿ5ƊǷǪ�
–  ȝȳȈȆȵ_ƊȅŮ{ǞǎćĿčŋƐ|ſǮcęȺ®õƑǠȁ�ȐȵȻ
Ȩǖ�Ľ�
•  _ƊNƁȺĞŮȅĹǦǩǑȁŹ#įǫØŃ�

–  _Ɗºǰ�Ŋ��;ÿ6ǯǸǪĶǑǯǪƙÁŸĒ�ǯT���Ǫ
|¿ƣ�
•  ȠȚȝȸȻȏTœ¾�ǭǬļºǯ¾�ȅØŃ�

•  ȒȻȢjÐĳ@ǯŇ"�
–  Ǝ�sxȝȳȈȆȵǪǯŐÕĤÔǮǾȀǎjÐ�ĳǮ_ƊǰǭǑǫ
:½�

–  ƝƛȤȚȝEǫȨȷȐȳȭǯŐ»ǮǾȀy{�ȅnǠ�
•  ®õ¾é�

–  ŎǖǎǑǧǬǯǾǒǮ®õȅ|¿ǠȁǕȅ<�EǠȁ�

ňƌÖǯȗȎȱȴțȇȻǯǐȀ¾�
$ņǕǿĉ�%Ɖǳ�

•  ňƌȔȖțȭǯC�%Ɖ�ȅæǺǣlTr
ƋǯŘÿǖăþǠȁǛǫǖ:Ä�
– ňƌÖǜǫǮȔȖțȭȋȹȕȟȆȅƙVƙǕÊǨǧ
űīǠȁǛǫǖÉ��Ľ�

– ňƌÖǜǫǯC�$ņǮǰƝƛƗƗ�4Ē�ǯŘ
ÿǖ�Ľ�

•  ȝȳȈȆȵȅţǟǩǎ¹ı^ǮǾȁ%Ɖ�č
$ǯȪțȹȔȰȵǯƍǝǖĎǝȂǣ�
– ňƌȔȖțȭĵ�ǮǧǑǩǰǎȝȳȧȵǖǐȂǱ
²ǫǑǒ��Ǫǻ%Ɖ�ǰč$QĳǪǰƣ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

ƘƗ�

ɁȿɀɃ��ŷăjÐ¾ŵǯØŃ�

•  ňƌȔȖțȭǮǧǑǩƍȑȖȝƍ%Ɖ�Ǖ�
ȑȖȝ�%Ɖ�ǕȅÃÍǮç{Ǡȁ�Ľ�
– ƍȑȖȝǯlTǍĸxǯ ȅMøǠȁǫƘƝÖTł
ǪƘ,4Ē�ǯŘÿȅØŃǠǴǗ�

– �ȑȖȝ�%Ɖ�ǰǎǐǘǷǪňƌȔȖțȭǯ%
Ɖ�ǯ_ƊǪǐȀǎňƌ<�0�ǫǞǩǰ¹ı
^ǯB@ǮǾȀƍ%Ɖ�ȅū¤Ǡȁ�

•  ǛǯǷǷ�ȑȖȝǪŦǹlTǎƛƗƗ�4Ē�
ǯŘÿǖ°{ǝȂȁ�
– .þ¾ǎsxǫǞǩ%Ɖ�ȅč$ǠȁǫǑǒ¢Œ
ǰ�Ľ�

�ȑȖȝŷăǯlTǯ���łā�

ƙƗƘƛ� ƙƗƘƜ�

ƚ� ƛ� Ɯ� Ɲ� ƞ� Ɵ� Ơ� ƘƗ� ƘƘ� Ƙƙ� Ƙ� ƙ� ƚ�

ȡȻȞým»
(¶³�<�

ȔȖțȭ·`�

ȝȳȈȆȵ_Ɗ
Ů{�<�

ƫƴª�įČ&�

ȝȳȈȆȵ
Ĺ�

ȝȳȈȆȵ�

ƙƗƘƜ��łā�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

ƘƘ�

ǈƼǆƦƥƴŹťàb�/¶³�
•  5ƊȒȻȢȻ�
– ȣȘȑȹŖo�ďǔǾǲȘȦȝ�ď
ǫť´ǞǩǈƼǆƦƥƴȈȹȖȝȻȵîǸ
ȣȘȑȹǯŖo�<�
•  ȣȘȑȹŘÿƒȈȹȖȝȻȵŘÿƒŢ¼
ƢƟƕƛ�4ǪăêQĳ�

–  ƤƘƗƔƞƟƜƗƬȜȖȏȝȚȨȣȘȑȹ�
–  ȣȘȑȹ�¥���ǯª�įǫï
îǸƐưƳƒȘȦȝȈȹȖȝȻȵéȅŲŝ
xgsxǪ�
{Ƒ�

•  ÷ĪƭƤƯȆȏȗȖȪȈȹȝ�
– �"×Ǫƍ%Ɖ�ǯàbȅØŃ�

•  ühƥǇƽƽƸǀǂǯÙDÿȆȏȗȖȪȈȹȝ
Ɛƚƕƞ�4ƑǪǯŅ{ȅØņ��

ǈƼǆƦƥƴȒȻȢȘȦȝĦ��ǯĨ¬¾é�

•  ňƌýmȅĦ�ǠȁǣǺǎňƌȔȖț
ȭǯ·`Ǯ��ǠȁǣǺ�Ľ�

•  ¾éĵ�ȅØŃ��
– ȫȔȹŢ�ǮǾȁȆȚȨȜȻȝ�
• ŜŢǮǫǻǭǒ�¸ǯQĳ��

– Ŭžµ�ýmǪǯȘȦȝȆȚȨȜȻȝ�
• Ssxǯ5ƊȒȻȢȻȅ�
ÂǉƾƽƾǪĈ¯ȘȦȝ�ďǫǧǭ
ǑǪǻǿǒ�
• ƱǂƺƿƼǆƷƾƽƾǭǬǯ÷Īàbǫ
ǯtĠ¾éȅØŃ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ƙƙ�

ɁȿɀɃ��ȝȳȈȆȵǮWǚǣxqŇ"įŮ{
¾é�

•  ȝȳȈȆȵ|¿0sxǮìŭǠȁǣǺȝȳȈ
Ȇȵ|¿Öǯşƀǯsxǯ¹^ȅŮ{�

•  xqŇ"įǯőĭǻ|¿�
– ňƌȜȻșǯPǚOȀ¾�
– ňƌȜȻșǯ$Ĝ¾é�
– ňƌȜȻșǯňƌȒȻȢȻǳǯōǸŞǸ¾é�
– cęȜȻșǯcN¾éǍǭǬ�
– ƠÊǯúGx�ÅǮ|¿
{�

ÁÐúGx�xĺƁ�Åǯőĭ��

•  �Ŕ�
– SÖƫƴª�į�
– xqŇ"
{į�

•  3~�
– őĭǔǾǲĽÌĘǯŉǞTǑ�

•  úGx�xĺƁ��)ÖǯFíŪsSú
GxČĕĐǮ�lĘǮǧǑǩǜH@ǑǣǤ
ǗǷǠǏ�



ƘƛƖƗƚƖƘƙ�

Ƙƚ�

ȝȳȈȆȵÖǮǔǚȁ
Ĺňƌ�

•  ¯ħ�
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