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はじめに
COP21 にて採択されたパリ協定では、全ての国が参加する 2020 年以降の新たな
国際枠組みが合意された。これにより、すでに温室効果ガス排出量増加が著しい中
国やインド等の新興国や今後の排出増が見込まれる途上国も気候変動問題に取り組
み、世界全体で実施状況を確認していくこととなった。
パリ協定では、京都議定書では明言されていなかったイノベーションの重要性が
明言された。第 10 条では技術開発・移転に関する規定がなされており、気候技術セ
ンター・ネットワーク（CTCN）及び技術執行委員会（TEC）に対して、技術研究・開
発・実証等に関する追加作業も要請されている。COP22 では、技術メカニズムと資
金メカニズムの連携に関する議論が進展し、CTCN をはじめとする技術メカニズムと
緑の気候基金（GCF）等の資金メカニズムとの今後のさらなる連携促進が期待されて
いる。
日本は、低炭素技術・製品等の普及等を通じて途上国の温室効果ガス削減・吸収
に貢献するため、現在 17 か国と協定を結び、二国間クレジット制度（JCM）を推進
するとともに、COP23 期間中に「日本の気候変動対策イニシアティブ 2017」を発表
する等、独自の途上国支援取組を行っている。さらに、環境省が「気候変動緩和策に
関する国際協力のあり方検討会」を設置する等、関係省庁における議論・検討の場も
構築されており、今後の更なる具体的取組の進展も望まれる。
また、パリ協定では、2020 年までに長期戦略の策定・提出が求められている。す
でにドイツ・メキシコ等が国連に提出しており、日本も 2016 年度から環境省・経
済産業省がそれぞれ議論の場を設置・検討・取りまとめを行い、今後は日本政府全
体での議論・検討が進められる予定となっている。長期戦略策定に際しては、国内
対策に加えて、地球規模での緩和（温室効果ガス削減）と適応をいかに促進・支援し
ていくかも鍵になると考えられる。
そこで、技術・資金の枠組み及び日本の海外貢献策に関する概要・課題を共有す
るとともに、今後の政策・制度の在り方に関する議論・取組・協力を推進するため
に、本レポートを発行する。
本書が、地球規模で気候変動に対処するための技術・資金に関する日本の政策・
国際制度を検討する一助となれば幸いである。
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Ⅰ． 国 連 交 渉 と 技 術 メ カ ニ ズ ム / 気 候 技 術 セ ン タ ー・ ネ ッ ト ワ ー ク
（CTCN）の動向
（1）CTCN とは
● CTCN と技術メカニズム
気候技術センター・ネットワーク（CTCN：Climate Technology Centre and Network）と
は、国連気候変動枠組条約の下で設立された、先進国から途上国に対する、気候変動に関連する
技術の移転を促進するための技術メカニズムの一つである。
2010 年 の COP16 に お い て、 技 術 執 行 委 員 会（TEC：Technology

Executive

Committee）及び CTCN の設立・各機能の大枠について合意がなされた。TEC と CTCN から成
る技術メカニズムの役割分担としては、TEC が主に技術開発・移転に関する政策・戦略等の支援
を行い、CTCN が途上国の要請（リクエスト）に基づいて具体的な技術支援（技術ニーズ特定、技術
に関する情報提供、キャパシティビルディング、技術開発・移転促進、ネットワーキング等）を
行うこととなっている。
CTCN は、
「気候技術センター（CTC）
」
「アドバイザリーボード（諮問委員会）
」
「ネットワークメ
ンバー」
「国家指定機関（NDE）」で構成されている。
「気候技術センター（CTC）」は、途上国の NDE からの技術支援に関する要請を受付し、コンソー
シアム機関等と協力して、対応法を検討する等、CTCN の事務局業務を担っており、アドバイザ
リーボードが、運営方法・手続きに関する規則等を決定する役割を担っている。COP18 にて、
CTC のホスト機関には、UNEP コンソーシアム（13 機関）が承認された。COP23 において、今
後 4 年間における CTCN ホストに関する MOU（覚書）を更新することで合意が得られたため、引
き続き国連環境計画（UNEP）及び国連工業開発機関（UNIDO）が CTC のホスト機関を務めること
となる（CTCN2017a）
。
各国の CTCN 窓口である NDE として、
159 の窓口（2018 年 3 月現在）
が登録されている。
途上国からの技術要請に応じて実質的な支援を行うネットワーク機関として、404 機関（2018
年 3 月現在）が登録されている（民間セクター、研究機関、NGO 等が参画している）。
図 1：国連技術メカニズム

出典：地球環境センター（GEC）
「気候技術センター・ネットワーク
（CTCN）の概要」
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図２：国連技術メカニズム

出典：CTCN「Progress Report2017」

また、
CTCN では、主に３つのサービスを提供している。

図３： CTCN のサービス領域およびコアセクター

出典：CTCN「Progress Report2017」
１）Technical Assistance：NDE を通じて、途上国に対し、技術支援やキャパシティビルディ
ングを実施するサービスのことを指す。具体的には、① Technical Assessments（技術
ニーズに関連した助言やレコメンデーション等）、② Technical support for policy and
planning documents（ロードマップやアクションプラン、具体的な法令を備えた戦略や政
策立案等に対する支援）、③ Trainings、④ Tools and methodologies（ツールや方法論に
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対する支援）、⑤ Implementation plans から成っている
（CTCN2017b）
。
２）Knowledge Sharing：地域フォーラム開催や出版物、オンラインポータル、インキュベー
タープログラムを通じて、関連技術に関する知見共有やキャパシティビルディングのた
めの環境整備が進められている。例えば、オンラインポータル（The CTCN Knowledge
Portal）では、CTCN の活動やそのインパクト等に関する情報へのアクセス、出版物やケース
スタディのダウンロード、技術関連ウェビナーの視聴等が可能となっている。インキュベー
タープログラム（The CTCN Incubator Programme）では、後発開発途上国（LDCs）NDE
の組織・制度面のキャパシティ強化や優先技術の特定、適応・緩和目標の達成に向けた支援
を行っている。プログラム参加国からのフィードバックと CTCN への COP ガイダンスに基
づき、技術ロードマップの策定を通じて、NDC において示されている気候変動対処のための
行動実施を支援するようになっている（CTCN2017b）
。
３）Collaboration and Networking：気候変動に関するコミュニティが形成されており、その
中には NDE だけではなく産官学を超えた様々なステークホルダー及びネットワークが存在し
ている。CNCN はこれらのネットワークを通じて、気候変動関連政策や技術、キャパシティ
ビルディング、計画実施に関する支援やアドバイスを途上国に行っている（CTCN2017b）
。
●途上国からの要請（リクエスト）
CTCN のウェブサイトで、気候変動関連技術に関する途上国からの要請（リクエスト）
・技術
支援の状況を見ることができる。途上国から CTCN に寄せられるリクエストは年々増加傾向に
あり、2018 年 3 月時点で 200 件近くのリクエストがある。セクター別に見ると、農業・エネル
ギー・インフラ等多岐にわたっているが、分野横断的な要請も少なからずある。目的別に見ると、
緩和（温室効果ガス削減）が 5 割強、適応（気候変動への適応）が 3 割程度で、残り 1 割強は緩和と
適応の両方にまたがるものとなっている。支援タイプ別に見ると、技術の選定支援等の基礎的な
リクエストも多い。CTCNのウェブサイトには、この他に、リクエストを出している地域別のデー
タ等もある。
図４：途上国から CTCN に寄せられる要請 : セクター別（左：適応／右：緩和）

出典： CTCN Dashboard
（左）
「Distribution of requests related to adaptation by sector」
（右）
「Distribution of requests related to mitigation by sector」
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図５：途上国から CTCN に寄せられる要請
（支援タイプ別）

出典：CTCN Dashboard「Distribution of requests by type of assistance」

これらの要請は、次の 2 種類どちらかの支援タイプに分類される（CTCN2015）
。クイック・
レスポンス（Quick response）は、CTCN 設立時のコンソーシアムが直に実施する、プロジェク
ト1件あたり概ね5万米ドルまでのコストである規模の小さい支援である。レスポンス・プロジェ
クト（Response project）は、プロジェクト 1 件あたり概ね 5 万〜 25 万米ドルのコストで、よ
り規模が大きく、詳細な対応が必要な支援であり、通常ネットワーク機関が実施するものである
（ネットワーク機関に対して入札が募られる）。
● CTCN の活動資金
CTCN の活動資金は、各国・機関からの任意拠出金によって賄われている。COP22 期間中に
も、CTCN に対して、カナダ・デンマーク・EU・ドイツ・イタリア・日本・韓国・スイス・アメ
リカが合計 2300 万米ドルの追加拠出を発表した（CTCN2016）
。2018 年 1 月時点では、日本
やスペインが約束した分等も含めて計 5,550 万ドルが確保されている（CTCN2018）
。
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図６：CTCN ドナー

出典：CTCN「Donors of the CTCN」
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（２）CTCN と日本
日本は、CTCN への資金拠出や低炭素技術リストの作成・提供等を行っている。CTCN の活動
を通じて、日本の優れた環境技術の移転・普及促進や日本の技術の活用機会の拡大、パリ協定実
施に向けた交渉における日本のプレゼンス向上等を図るねらいもある（環境省 2017）。また、低
炭素技術の国際競争力強化にあたり、政府開発援助（ODA）
・国際協力銀行（JBIC）等とともに、
CTCN や緑の気候基金（GCF）等も含めた国内外の公的ファイナンスも総動員して案件形成を加
速していく動きもみられる（経済産業省 2017）
日本からは、アドバイザリーボード（諮問委員会）メンバーとして東京大学・本部和彦氏、ネッ
トワーク機関として地球環境センター（GEC）
・地球環境戦略研究機関（IGES）
・新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）
・地球環境産業技術研究機構（RITE）等が参画している。日本の
CTCN 窓口である NDE は、環境省と経済産業省である。
なお、RITE が、日本が実施する CTCN 技術支援事業第 1 号となる「南アフリカ共和国のセメン
ト産業における CO2 回収・有効利用と排熱回収を活用した CO2 削減に関する事業可能性調査」
を実施することとなり、2016 年 12 月より開始している。具体的な支援策としては、以下が挙げ
られている（RITE2016）。
①排熱利用技術と鉱物炭酸化・有効利用技術を組み合わせた日本独自の低炭素化技術を活用し、
南アフリカ共和国のセメント産業において抜本的な CO2 を削減する事業を実現するための技
術的・経済的な事業可能性調査の実施
②技術の導入による CO2 削減ポテンシャルの評価、技術の経済性評価、リサイクルされた副生
成物の市場性評価、ビジネスプランの作成
※ RITE の報道発表は、下記を参照のこと。
http://www.rite.or.jp/news/press̲releases/pdf/press20161220.pdf
※ CTCN の支援プラン等の詳細は、下記も参照のこと。
https://www.ctc-n.org/technical-assistance/projects/substantial-ghg-emissionsreduction-cement-industry-using-waste-heat
また、NEDO は、タイ鉄鋼業のエネルギー効率向上のための技術支援を実施することとなり、
日鉄住金総研株式会社、JFE テクノリサーチ株式会社の 2 社が委託先として決定している。具体
的な支援としては、以下が挙げられている（NEDO2017）
。
①鉄鋼業各プロセスのエネルギー消費量・温室効果ガス排出量を適切に評価するベンチマーキン
グツールの開発
②タイの鉄鋼業の事業所（数か所）の性能評価の実施とエネルギー効率向上のポテンシャルに係る
フィードバック
③エネルギー効率向上に関連する技術オプションと標準的な運転手法を示したタイの鉄鋼業のた
めのガイド「エネルギー効率マニュアル」の策定に係る調査・検討
※ NEDO の報道発表は、下記を参照のこと。
http://www.nedo.go.jp/koubo/AT093̲100111.html
※ CTCN の支援プラン等の詳細は、下記も参照のこと。
https://www.ctc-n.org/technical-assistance/projects/benchmarking-energy-ghgintensity-thailands-metal-industry
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（3）パリ協定における技術の位置付け・COP22/COP23 での議論
技術開発及び移転に関しては、COP21 で採択されたパリ協定第 10 条において明記された。決
定は、以下の通りである。

参考：パリ協定第 10 条（出典：GISPRI/IGES「COP21 報告シンポジウム資料集」）
1．締約国は、気候変動に対する回復力を改善し、温室効果ガスの排出量を削減するには、技術開発及び移
転の全面的な実現が重要であるとの長期ビジョンを共有する。
2．締約国は、本協定下での緩和及び適応の行動実施における技術の重要性に留意し、既存の技術の展開及
び普及の努力を認識した上で、技術開発及び移転に関する協力行動を強化するものとする。
3．条約の下で設立された技術メカニズムは、本協定においても役割を果たすものとする。
4．本項において技術枠組を設立し、本条 1 項に規定する長期ビジョンを追求し、本協定の実施を支援する
ための技術開発及び移転の強化された行動を促進し、推進するという技術メカニズムの作業に対し、全
面的な指針を提供する。
5．イノベーションを加速し、奨励し、可能にすることは、気候変動に対する効果的かつ長期の全球的対応
において極めて重要であり、経済成長及び持続可能な開発をも促進する。そのような努力は、適切に、
研究開発の協力手法のため、特に技術の初期段階である開発途上国の技術アクセスを推進するため、条
約の技術メカニズムによるものも含め、さらには条約の資金メカニズムの資金供与手段を通すものも含
め、支援を受けるものとする。
6．本条実施のため、開発途上締約国に対し、資金援助を含めた支援を提供するものとする、これには、緩
和と適応の支援の調和を達成するとの観点から、異なる技術段階にある技術の開発及び移転に関する協
力行動の強化を含める。第 14 条に規定する世界的状況把握では、開発途上締約国に対する技術開発及び
移転の支援努力に関し入手可能な情報を考慮するものとする。

第 10 条 4 項では、技術メカニズムに対してガイダンスを与える技術枠組の設立が規定され
ている。この技術枠組に関しては、COP22 においても枠組の目的・特徴・テーマに関する議論
がなされ、テーマを「イノベーション」
「実施」
「環境整備とキャパシティビルディング」
「協働とス
テークホルダー関与」
「支援」の 5 つとすることで合意した。COP23 でも、これら 5 つのテーマに
ついて議論が継続され、これまでの補助機関会合での議論・検討の進捗も踏まえた上で、次回会
合（SBSTA48）に向けて技術枠組のドラフトが準備される予定となっている（UNFCCC2017）
。
第 10 条 6 項では、資金援助についても触れられている。技術開発・移転に関し、特に議論に
上がるのが、技術メカニズムと資金メカニズムとの連携の必要性であるが、COP22 では、技術
メカニズムと資金メカニズム間の連携に関する決定も、以下の通りなされている。2017 年には、
CTCN が支援してきたガーナ・ミャンマー・トンガに対する GCF のレディネス支援プログラム
における資金援助が承認される等、具体的な事例も生まれてきている（CTCN2017c）
。
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参考：決定書 -/CP.22

技術メカニズムと条約の資金メカニズムとのリンク

（出典：GISPRI/IGES「COP22 報告シンポジウム資料集」）
締約国会議は、決定書 1/CP.18 の 62 項及び決定書 13/CP.21 を想起し、締約国による緩和行動及び適応行
動の強化を可能にするため、早期段階を含めた技術の全段階での資金源の重要性を強調し、
1．技術執行委員会、気候技術センター・ネットワーク及び資金メカニズムの運用機関との間で行われてき
た技術メカニズムと資金メカニズムとのリンクのさらなる詳細設定について、会合期間中ワークショッ
プにおけるものも含め、進捗があったことに感謝するとともに歓迎する；
2．緑の気候基金、及び技術執行委員会や気候技術センター・ネットワークなどの条約ほの構成機関との間
で年次会合を開催するという緑の気候基金理事会の決定、並びにそ第 14 回会合にこれらの組織の長を招
待するとの決定を歓迎する；
3．緑の気候基金理事会に対し、技術メカニズムと資金メカニズムの間に現在あるリンクを強化するため、
共通の関心がある問題に関しては、技術執行委員会の委員長及び気候技術センター・ネットワークの諮
問理事会の理事長を、将来の緑の気候基金理事会の会合へ招待し続けるよう推奨する；
4．特に緑の気候基金の準備性・準備力支援計画とプロジェクト策定ファシリティの活用に関し、同基金と
気候技術センター・ネットワーク間の関係性の高まりを歓迎し、そのような関係性は開発途上締約国に
よる技術プロジェクト及びプログラムの実施能力向上を支援する可能性があると指摘する；
5．開発途上締約国における環境上健全な技術に対するアクセス促進の支援、並びに開発途上締約国の緩和
及び適応行動の強化を可能にする協力的研究開発実行への支援に関し、緑の気候基金が決定書 13CP.21
に対応し行った進捗状況を感謝とともに指摘する；
6．緑の気候基金の国家認定当局及び窓口に対し、特に技術的ニーズ評価の実施、技術行動計画の策定にお
いては、準備性・準備力支援計画の下で利用可能な支援を活用するよう招請する；
7．さらに、開発途上締約国に対し、技術的ニーズ評価の結果及び気候技術センター・ネットワークの技術
援助の結果のものも含め、技術関係のプロジェクトを開発し、これをそれぞれの政策及びプロセスに従
い、実施のため、資金メカニズム運用機関に提出するよう招請する；
8．技術執行委員会、気候技術センター・ネットワーク、及び資金メカニズム運用機関に対し、技術メカニ
ズムと資金メカニズムのリンク強化の行動をとる場合は、関連の利害関係者の参画を強化するよう奨励
する；
9．技術執行委員会、気候技術センター・ネットワーク、資金メカニズムの運用機関に対し、技術メカニズ
ムと資金メカニズムのリンク強化の行動に関する情報を、それぞれの締約国会議への年次報告書に記載
し、必要な場合は、さらなる行動に対するガイダンスを受けるように招請する；
10．第 24 回会合
（2018 年 11 月）においてもこの問題の審議を継続することで合意する。
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参考：緑の気候基金（GCF：Green Climate Fund）
緑の気候基金（GCF）は、2010 年の COP16 で設立が決定した開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動へ
の適応を支援する多国間基金である。
GCF は、先進国と開発途上国から選出された代表で構成される理事会が意思決定を行い、事務局が運営を
担い、資金管理組織が具体的管理を行うこととなっている。資金支援は、GCF 理事会が認証した認証機関を
通して実施される。認証機関として世界銀行、アジア開発銀行、国連開発計画、英銀行 HSBC 等が承認され
ている。2017 年 7 月 6 日の第 17 回 GCF 理事会において、日本の機関として初めて、国際協力機構（JICA）
及び三菱東京 UFJ 銀行（2018 年 4 月 1 日より三菱 UFJ 銀行）が GCF 認証機関として承認された。今回認証
機関となったことにより、両機関には途上国の気候変動対策支援のための GCF への資金アクセスが認めら
れることとなった。2017 年 7 月現在、54 機関がなっている（外務省 2017a）
。支援手段としては、グラント
（grants）、ローン（loans）、保証（guarantees）
、エクイティ（equity）
がある。
GCF は、各国からの資金拠出によってまかなわれている。日本は、2014 年の G20 において GCF への拠出
表明を行い、2015 年 5 月「緑の気候基金への拠出、およびこれに伴う措置に関する法律」の成立を受けて 15
億米ドルの拠出を決定した（アメリカについで 2 番目となっている）。それにより拠出取り決め済の総額が 54
億 7 千万米ドルとなり、理事会が設定した GCF の稼働基準値に到達したため、GCF が稼働開始した。2016
年 12 月現在、43 か国の政府及び都市・地域が総額 103 億米ドル相当の資金拠出を表明している
（各国の拠出
表明額は、GCF ウェブサイトで閲覧可能）。
GCF は公的資金だけではなく、民間資金の取り込みも試みている。GCF のプライベートセクターファシ
リティは、民間における緩和・適応活動に対する直接または間接的な資金提供を担う。特に、途上国におけ
る現地の中小企業・地元金融機関等の参加を促進するとしている（外務省 2017b）
。
GCF では、資金支援の配分に関する取り決めがなされている。資金支援の 50 ％を緩和へ、残りの 50 ％
を適応に充てることとしており、さらに適応への資金の 50 ％（全体の 25 ％）は島嶼国（SIDS）
・後発途上国
（LDCS）
・アフリカ諸国等の脆弱国への支援に充てることと決められている。
2018年3月の理事会において、新たに23の事業案件
（総額10億9350万米ドル）
が採択された（各プロジェ
クトの概要は、GCF ウェブサイトで閲覧可能）
（GCF2018）
。
なお、経済産業省等が、民間向けに、GCF の理解促進・活用に向けた説明会を開催する等、日本国内でも、
GCF に対する認識が広まっている。
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Ⅱ．日本の気候変動における海外貢献策の動向
1．二国間クレジット制度（JCM）の概要・動向
（1）JCM とは
● JCM の基本概念
二国間クレジット制度（JCM）とは、日本国及びパートナー国が、JCM に係る二国間文書に基
づき運用する制度で、以下の 3 つを基本概念としている。
①優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、
途上国の持続可能な開発に貢献。
②温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標
の達成に活用。
③地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約
の究極的な目的の達成に貢献。

図７：JCM の基本概念

出典：日本政府「二国間クレジット制度の最新動向」

● JCM パートナー国
2017 年 10 月時点で、日本は 17 か国（モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モ
ルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サ
ウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン）と JCM を構築している。
● JCM の手続き
JCM 手続きは、提案方法論の提出→提案された方法論の承認→プロジェクト設計書（PDD）の
作成→妥当性確認→登録→モニタリング→検証→クレジット発行という流れで行われる。
日本・パートナー国政府の代表者からなる合同委員会（JC）が、JCM 実施のルール・ガイドラ
イン等の策定、提案方法論の承認、妥当性確認を行う第三者機関（TPEs）の指定、妥当性が確認
されたプロジェクトの登録決定等を行っている。
JCM プロジェクトにおける削減量評価は、
「プロジェクト実施前の排出量」と比較した値では
必ずしもなく、通常の経済活動（Business As Usual）に伴う排出量と比較した値（比較排出量：
Reference Emissions）
、もしくは、プロジェクト実施によって達成されるであろう削減量と
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実際の削減量を比較した値（プロジェクト排出量：Project Emissions）の 2 通りで評価される。
Reference Emissions 算出の際の参照排出量は、時に容易に達成可能である場合があるため
（例
えば環境負荷の高い発電設備を乱立している時の排出を参照する場合）、数年に一度見直しが行
われている。
JCM の参加国には、Microsoft Excel ベースの排出モニタリングおよび排出計算スプレッド
シートが与えられ、このスプレッドシート上にプロジェクトに関する必要情報を入力するだけで
排出量が算出されるため、排出計算式の妥当性証明の手間等がなく、その計算過程に画一性と透
明性を期待することができる。

図８：JCM のスキーム図

出典：日本政府「二国間クレジット制度の最新動向」

様々なウェブサイトで、ルール・ガイドラインや方法論の情報収集、JCM 案件事例検索、補助
金検索等を行うことが可能である（巻末の資料：気候変動交渉・JCM・技術・資金関連リンク集
も参照）。
●日本政府の取組
日本政府は、JCM 推進のための取組として支援事業を実施している。現在、JCM 支援事業は、
環境省所管のものと経済産業省所管のものがある。環境省所管事業には、案件組成事業（PS）
・実
現可能性調査（FS）
・設備補助事業等がある（P18・19 参照）。経済産業省所管事業には、実証事
業・実現可能性調査（FS）
等がある（P17・18 参照）
。
● JCM 事業例
上記の環境省や経済産業省の JCM 支援事業に採択された案件には、省エネ・再生可能エネル
ギー事業・低炭素型の廃棄物処理事業等がある。次に、採択された JCM 案件例を示す。
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JCM 案件の例
＜環境省設備補助事業＞
・フィリピン：車両工場への 1MW 屋根置き太陽光発電システムの導入（トヨタ自動車（株））
・タイ：バンコク港への省エネ設備の導入（横浜港埠頭（株））
・メキシコ：サンルイスポトシ市における 20MW 太陽光発電システムの導入（シャープ（株））
・インドネシア：大型ショッピングモールへのガスコージェネレーションシステム及び吸収式冷凍機の導入
（イオンモール（株））
・ラオス：配電網へのアモルファス高効率変圧器の導入（裕幸計装（株））
・ベトナム：ビール工場への省エネ設備の導入（サッポロインターナショナル（株））
＜経済産業省実証事業＞
・モルディブ：モルディブ共和国における離島型風力発電および再エネマネジメントシステム実証プロジェ
クト（（株）駒井ハルテック、
（株）東光高岳、東京電力パワーグリッド（株））
・インドネシア：携帯電話基地局へのトライブリッド技術導入（KDDI（株））
・ラオス：モジュール型省エネデータセンター（豊田通商（株）、
（株）インターネットイニシアティブ）
・モンゴル：高効率・低電力損失送電技術の実証事業（（株）日立製作所）
・インドネシア：離島向け薄膜太陽光発電（シャープ（株））
・ベトナム：国営病院における省エネ / 環境改善によるグリーンホスピタル促進事業（三菱電機（株）、三菱商
事（株）、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（株））
※かっこ内は、日本側のプロジェクトに参加する事業者

JCM に採択される案件の審査においては、技術の導入による CO2 等の排出削減効果があるこ
とはもちろん、事業が対象国の持続可能な開発に寄与するかどうかや、費用対効果がよいかと
いった点も確認される（GEC2017、
NEDO2017）
。
（２）JCM と日本の約束草案・温暖化対策計画
2020 年以降の気候変動国際枠組みは、2015 年末に開催された COP21 での合意をめざし交渉
が進められてきた。各国は、COP21 に先立ち、2020 年以降の温室効果ガス排出削減目標等から
成る約束草案（INDC：Intended Nationally Determined Contributions）を提出することとさ
れた。
日本政府は、2015 年 7 月 17 日に、温室効果ガス削減目標「2030 年度に 2013 年度比 -26.0%
（2005 年度比 -25.4%）
」を掲げる日本の約束草案を、国連気候変動枠組条約事務局に提出した。
日本の約束草案の中では、
「途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、イ
ンフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定
量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用するため、JCM を構築・実施していく。
これにより、民間ベースの事業による貢献分とは別に、毎年度の予算の範囲内で行う日本政府の
事業により 2030 年度までの累積で 5,000 万から１億 t-CO2 の国際的な排出削減・吸収量が見
込まれる。」とされた。なお、日本政府は、約束草案の中で、
「国際貢献として、JCM のほか、産業
界による取組を通じた優れた技術の普及等により 2030 年度に全世界で少なくとも 10 億 t-CO2
の排出削減ポテンシャルが見込まれる。」とも記述している（日本の約束草案は、
P47 参照）。
また、2016 年 5 月 13 日に閣議決定された「地球温暖化対策計画」においても、JCM に関する同
様の記載がなされている。さらに、今後は、さらなるプロジェクト実施に向けて、方法論開発を
含む制度の適切な運用とともに、国際協力銀行（JBIC）
・日本貿易保険（NEXI）
・新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）
・国際協力機構（JICA）
・アジア開発銀行（ADB）等の関係機関と
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連携したプロジェクト形成・支援等も行うとしている（地球温暖化対策計画は、P47 参照）。
2016 年 6 月 2 日に閣議決定された「日本再興戦略 2016」においても、JCM に関する記載がな
されている。約束草案と同様に、民間ベースの貢献分とは別に、毎年度予算内で行う政府事業に
よる2030年度までの累積の温室効果ガス排出削減・吸収量を5千万〜１億t-CO2見込んでいる。
なお、
「民間ベースの事業について、日本企業の貢献を明示した上で、相手国の合意が得られた場
合は、原則として JCM とする」
との記載もある（日本政府 2017）。

参考：JCM 日本基金（JFJCM）
2014 年、ADB に JCM 日本基金
（JFJCM）が設立された。ADB が出資するプロジェクトにおいて、導入コ
ストが高いことから採用が進んでいない先進的な低炭素技術が導入されることを目的として、JCM 日本基金
に拠出した資金によって追加のコストを補填・削減するというもの。環境省が JCM 日本基金へ拠出し、ADB
による開発支援を持続可能な低炭素社会への移行につなげるとともに、JCM クレジットの獲得を目指すとし
ている（環境省 2016）。
対象国については、JCM 対象国のうちアジア・太平洋に位置していること及び ADB の開発途上国加盟国で
あることが条件となっており、バングラディッシュ・カンボジア・インドネシア・ラオス・モルディブ・モ
ンゴル・パラオ・ベトナム・ミャンマー・タイが該当する。すでに「モルディブ国アッドゥ環礁におけるリ
チウムイオン蓄電池や高性能エネルギーマネジメントシステムの導入」事業等が採択されている。

出典：環境省「アジア開発銀行（ADB）JCM 日本基金（JFJCM）
について」

（３）パリ協定における JCM の位置付け
日本政府は、JCM について、約束草案の中で「温室効果ガス削減目標積み上げの基礎としてい
ないが、日本として獲得した排出削減・吸収量を我が国の削減として適切にカウントする」とし
ている。COP21 での国際交渉における注目点の一つは、JCM の国際的な取扱いであった。
2011 年の COP17 におけるダーバン合意にて、市場メカニズムを含む様々なアプローチを条
約下で活用できる枠組みについて検討する作業計画実施が決定された。これまで日本政府は、
「気
候変動枠組み条約の究極的な目的達成に貢献するためには、現存の制度と、分散管理型の制度が
相互に補完し合うことが重要」等の意見を含めた意見書を提出し（経済産業省 2013）、JCM が国
際社会の中で認められるように働きかけてきた。
日本政府は、COP21 で合意されたパリ協定の第 6 条は、海外で実現した緩和成果を自国の排
出削減目標の達成に活用する場合の規定であり、2 〜 3 項で JCM を含む市場メカニズムの活用が
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「協力的アプローチ」として位置づけられたとしており、パリ協定に基づき、JCM を通じて獲得し
た排出削減・吸収量を日本の削減として適切にカウントする、今後、パリ協定締約国会議が定め
るダブルカウント防止等を含む堅固なアカウンティングのためのガイダンスの作成に貢献してい
く、としている（日本政府 2016a）
。
（なお、パリ協定第 6 条の 4 〜 7 項で「国連管理型メカニズム」
を設立すること、8 〜 9 項で「非市場アプローチ」が規定された。）
COP23 では、ダブルカウント防止等を含むクレジットの計上や、報告のあり方等のガイダン
スに記載する内容について、参加各国の意見が 1 つの文書に取りまとめられ、次回の補助機関会
合（SBSTA48）までに非公式文書がまとめられ、引き続き議論が行われる（環境省 2017a）。

参考：パリ協定第 6 条（出典：GISPRI/IGES「COP21 報告シンポジウム資料集」
）
1．締約国は、一部の締約国は自国の緩和及び適応行動の野心向上、及び持続可能な開発及び環境十全性の
促進を可能にするため、自国の国別貢献の実施の中に、自主的な協力を選択すると、認識する。
2．締約国は、国際移転の緩和成果の国別貢献への利用に関わる協力的アプローチに自主的に参加する時は、
持続可能な開発を促進し、環境十全性及び管理を含める透明性を確保することとし、特にパリ協定締約
国会議の役割を果たす締約国会議が採択する指針に合致する形で二重計算の回避を確保し、確固とした
計算手法を適用するものとする。
3．国際移転の緩和成果を本協定の国別貢献の達成のため利用することは、自主的とし、参加締約国により
認可されるものとする。
4．本項において、パリ協定締約国会議の役割を果たす締約国会議の権限と指針の下、締約国による自主的
な利用の目的で、温室効果ガス排出量の緩和に貢献し、持続可能な開発を支援するメカニズムを設立す
るものとする。本メカニズムは、パリ協定締約国会議の役割を果たす締約国会議の認定する組織の監督
を受けるものとし、以下を目指すものとする：
（a）温室効果ガス排出量の緩和を促進すると同時に、持続可能な開発も推進する；
（b）締約国が認可する公共及び民間の組織による、温室効果ガス排出量緩和への参加に向け、推奨し、参
加を推進する；
（c）主催（host）締約国の排出削減に貢献する、当該締約国は排出削減量を生じる緩和活動から利益を受け
ることになるであろうし、この排出削減量は、他の締約国の国別貢献の達成にも利用可能である；
（d）全球排出量の総合的な緩和を実現する。
5．本条 4 項規定のメカニズムから生じる排出削減量は、別の締約国による国別貢献の達成を実証する目的
で用いられた場合、主催締約国の国別貢献の達成を実証するために用いないものとする。
6．パリ協定締約国会議の役割を果たす締約国会議は、本条 4 項に規定するメカニズムの活動からの収益の
一部を、事務管理費に充当すると共に、気候変動の悪影響を特に受けやすい開発途上締約国の適応費用
の調達支援に用いるよう、確保するものとする。
7．パリ協定締約国会議の役割を果たす締約国会議は、その第 1 回会議において、本条 4 項に規定するメカ
ニズムの規則、法性、手順を採択するものとする。
8．締約国は、持続可能な開発及び貧困撲滅の観点から、協調的及び効果的な形で、各締約国の国別貢献の
実施を支援する目的で、総合的、全体的、調和的な非市場アプローチを利用可能にする重要性を認識す
る、これらの手法には、適切に、特に緩和、適応、資金、技術移転、キャパシティビルディングを含める。
これらの手法は次を目指すものとする：
（a）緩和及び適応の野心を引き上げる；
（b）国別貢献の実施における公共部門及び民間部門の参加を強化する；
（c）政策措置や関連する制度間の連携を可能にする。
9．本項において、持続可能な開発のため非市場アプローチの枠組を、本条 8 項に規定する非市場アプロー
チを推進するためのものと定義する。

17

2．日本の気候変動対策支援イニシアティブ・長期戦略策定等の概要・動向
日本政府は、JCM 以外にも、途上国の気候変動対策に関する方策を検討・推進している。
モロッコ・マラケシュで開催された COP22 期間中の 2016 年 11 月 16 日に、
「日本の気候変
動対策支援イニシアティブ〜途上国のニーズに応えて〜」
（以下、イニシアティブ）が表明された。
2015 年の COP21 にて採択された、すべての国・地域が参加する枠組みであるパリ協定を実施
するためには、国際社会が協調し、途上国に対する効果的な気候変動対策支援を進めていくこと
が不可欠である。今回発表されたイニシアティブは、日本が途上国に対して実施している主な気
候変動対策支援を取りまとめ、分かりやすく途上国等に示すものとなっている。なお、イニシア
ティブの中では、以下の通り、緩和・適応・透明性・フロン対策・SDGs といった 5 つの代表分
野及び代表的な支援施策が挙げられている。各施策については、環境省以外にも、国土交通省・
農林水産省・文部科学省・国際協力機構（JICA）等の関連省庁・機関が関わっている。
また、2017 年 11 月の COP23 前に、
「日本の気候変動対策支援イニシアティブ 2017」
（以下、
イニシアティブ 2017）が発表された。国内対策への取組に加え、途上国における気候変動対策
と持続可能な開発を進めるため、日本の技術・ノウハウを活用しつつ、途上国と協働してイノ
ベーションを創出する「Co-innovation（コ・イノベーション）」をキーワードとして、日本のビ
ジョンと具体的な取組を取りまとめたものであり、COP23 でも発信された。今後、日本政府は
イニシアティブ 2017 に基づいて国内外の幅広いステークホルダーと連携して取組を進め、パリ
協定の着実な実施を後押しするとしている（日本政府 2017b）。

18

表９．日本の気候変動対策支援イニシアティブ 5 つの代表分野及び支援施策
＜優れた低炭素技術の普及＞
・二国間クレジット制度（JCM）
・都市間連携に基づく JCM 案件形成可能性調査
・コベネフィット ･ アプローチの推進
・廃棄物分野における緩和策の推進
1

緩和

・環境共生型都市開発等の海外展開支援の推進
・農業分野における気候変動対応のための研究開発
・農業分野における温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・アライアンス
（GRA）理事会及び科学会議の我が国での開催
・途上国の森林減少・劣化の抑制と持続可能な森林経営の推進に向けた支援
・低炭素社会国際研究ネットワークを活用した長期シナリオに関する研究協力
・再生可能エネルギーの導入・電力システムの改善
＜知見・経験の共有による適応能力の拡充＞
・アジア太平洋適応情報プラットフォーム
・国際ネットワークを活用した多国間協力
・アジア太平洋地域における適応計画施策のための気候変動影響評価支援

2

適応

・気候変動適応戦略イニシアティブ
・気候変動による水災害適応策についての国際貢献の推進
・農業分野における気候変動対応のための研究開発（適応）
・全球地球観測システム（GEOSS）アジア太平洋シンポジウム
・インフラ整備によるレジリエンス強化
＜透明性枠組につながる人材育成を通じた測定・報告・検証（MRV）
の能力向上＞
・アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ

3

透明性

・地球温暖化アジア太平洋セミナー（AP セミナー）
・衛星による国別温室効果ガス排出量モニタリング
・MRV にかかる人材育成

4

フロン
対策

＜総合的なフロン排出抑制対策に向けた制度構築の促進＞
・省エネ型自然冷媒機器等の導入のための廃フロン等回収・処理体制構築可能性調査事業
＜気候変動対策と合わせた持続可能な社会への支援＞
・環境的に持続可能な都市（ESC）づくりに関する国際貢献

5

SDGs

・アジア太平洋３ R 推進フォーラム
・地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）
・グリーン成長にかかる制度構築支援

（「日本の気候変動対策支援イニシアティブ」
http://www.env.go.jp/press/ﬁles/jp/104165.pdf より JACSES 作成）
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表１０．日本の気候変動対策支援イニシアティブ 2017 支援施策（一部抜粋）
＜科学的知見に基づく適応策の構築＞
・二国間協力による気候変動影響評価や適応計画策定の支援
・気候リスクや適応策に関する情報基盤「アジア太平洋適応情報プラットフォーム（AP-PLAT）
」
構築、国際適応センター（GCECA）と連携した気候リスク情報のグローバルな基盤整備への貢
献、気候モデル高度化等の研究開発や地球環境情報プラットフォーム構築の推進

等

＜適応策の事業化＞
・気候変動への強靭性強化に資する灌漑・上水道・防災対策等におけるインフラ整備
適応

・持続可能な食糧安定供給に向けた耐乾性・短期栽培稲等の品種改良・普及
・気候変動に脆弱な小規模農家を対象とした農業保険に係る支援
・研修等を通じた GCF や GEF 等の資金アクセス向上のための能力開発支援

等

＜非国家主体による適応行動の促進＞
・防災インフラ技術、早期警戒技術、天候インデックス保険等、日本の民間企業が有する技術・
サービスと途上国ニーズのマッチングによる民間企業の参画促進を通じた適応ビジネス推進
・途上国自治体の適応行動を促進に向け、地方の研究者、自治体関係者、コミュニティを交えた
影響評価や地方適応計画の策定支援

等

＜ NDC の策定・実施・進捗管理に係る能力向上＞
・ワークショップや研修を通じた温室効果ガス排出インベントリの国内体制構築・精度向上支援
・評価モデル活用による精緻な排出削減シナリオ策定や削減に向けた必要な施策・対策技術の特
定実施による NDC 提出・更新・実施支援
・「透明性のための能力開発イニシアティブ（CBIT）
」への拠出、途上国の能力開発支援

等

＜低炭素技術のイノベーションと普及促進＞
・「エネルギー・環境イノベーション戦略」に基いた革新技術の開発促進
・国際的なプラットフォーム「Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）
」を通じたイノベー
ションの加速化推進
・JCM を通じた優れた低炭素技術の普及促進
緩和

・環境インフラの一分野である廃棄物発電導入・廃棄物管理に関する制度導入のパッケージ化に
よる支援や、民間企業による IoT を活用した既存インフラ効率化と運転・維持管理を通じた排
出削減・その効果の見える化支援

等

＜非国家主体の緩和行動の促進＞
・日本と途上国の都市間連携による、都市レベルの温室効果ガス排出インベントリや低炭素マス
タープラン策定や制度構築支援
・日本企業による「２度目標と整合した削減目標（Science Based Target）
」策定・実施の推進
や産業界による自主的な低炭素社会実行計画を通じたグローバルな排出削減への貢献活動を後
押しすることによる世界中に広がる日本企業のバリューチェーン全体の排出削減推進
・気 候 変 動 対 策 を ビ ジ ネ ス・ チ ャ ン ス と 捉 え る 日 本 気 候 リ ー ダ ー ズ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ
（Japan-CLP）等の企業連合と連携した民間主導の取組の後押し

等

・日本と途上国、国際機関が参画する「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ（見
コ・イノ
ベーション
のための透
明性パート
ナーシップ
（見える化
パートナー
シップ）

える化パートナーシップ）」を設立
・途上国のニーズが高く、かつ喫緊の課題と考えられる「NDC の作成・実施・及びその進捗評
価」、
「適応策の透明性を高めるための気候リスク情報の整備・マネージメント」について重点的
に支援
・2018 年度以降、パートナーシップを結んだ 2 〜 3 ヶ国の途上国を対象に他のドナーや国際機
関等と連携して、パイロットプロジェクトを実施
・同パートナーシップ発展に向け、さらなる資金動員や協力を促進するため、支援の透明性につ
いて、支援資金の規模とともに、支援の効果を見える化するための分析・研究を実施

（「日本の気候変動対策支援イニシアティブ 2017」
http://www.env.go.jp/press/ﬁles/jp/107493.pdf より JACSES 作成）
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こういったビジョン・戦略等を打ち出すとともに、日本国内において、今後の気候変動対策や
戦略を議論する場も各省庁によって新たに設置されている。
環境省による「気候変動緩和策に関する国際協力のあり方検討会」が設置され、2017 年 10 月
23 日に第 1 回会合が開催された。パリ協定での目標を達成するため、国内だけでなく世界全体
での温室効果ガス排出量の大幅削減が不可欠である中、日本が有する制度・技術・人材を活用し
ながら、どのような国際協力を進めていくかを長期的視点で検討していくことを目的としている
（環境省 2017b）。
また、外務省では、気候変動問題に関し、世界の最新動向・NGO や研究者・気候変動対策に
積極的な企業等の声を生かした新たな政策の方向性を打ち出すことを目的として、
「気候変動に関
する有識者会合」を設置した。本会合は、2018 年 1 月 9 日に河野外務大臣主催の下、第 1 回会合
が行われた。第 8 回会合では、エネルギーに関する提言「気候変動対策で世界を先導する新しい
エネルギー外交の推進を」を大臣に提出した。この提言は、
「再生可能エネルギー外交の推進」
「エ
ネルギー転換の実現へ日本の道筋の確立」
「脱炭素社会の実現をリードし、新たな経済システムを
構築」の3本立ての構成となっている。今後は同年4月に気候変動全般の提言を行う予定である（外
務省 2018）。
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参考：フロン対策
温室効果ガスと言えば、まず二酸化炭素（CO2）が挙げられるが、温室効果という観点では、CO2 以外の温
室効果ガスへの対策も重要である。特に、フロン類は温室効果が CO2 の数百倍〜一万数千倍と非常に高く、
大気中に長く残るものもある。
これまでフロン類対策に関しては、モントリオール議定書・京都議定書（気候変動枠組条約）の 2 つの条約
にまたがって行われてきた。モントリオール議定書では、特定フロン（CFC・HCFC 等）の全廃に向けて段階
的生産規制がなされてきた。代替フロンであるハイドロフルオロカーボン（HFC）についても、2016 年 10 月
に開催されたモントリオール議定書第 28 回締約国会合（MOP28）にて、生産・消費量の段階的削減義務等を
定めるキガリ改正が採択された。2017 年 11 月 20 日から 24 日までモントリオールにおいて、オゾン層の
保護のためのウィーン条約第 11 回締約国会議（COP11）及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオー
ル議定書第 29 回締約国会合（MOP29）が開催され、3 年に一度行われるモントリオール議定書多数国間基金
（MLF）の増資交渉が行われた。この前年、キガリ改正が採択されたことを受け、HFC 削減に関連する事項等
について議論が行われた。また、京都議定書では、HFC 類、パーフルオロカーボン類（PFC）
、六フッ化硫黄
（SF6）
が排出規制対象となっている。
最近では、自然冷媒（元々自然界に存在する、アンモニア・二酸化炭素・炭化水素等を用いる冷媒ガス）導
入の動きが進んでおり、コカ・コーラ等、自然冷媒への転換を掲げている企業も出てきている。なお、平成
30 年度予算では、環境省が経済産業省・国土交通省・農林水産省と一部連携し、
「脱フロン・低炭素社会の
早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」にて 95 億円の予算案を提出する等、行政の支援も
拡大していくと考えられる（環境省 2017c）。※2017 年 12 月 22 日に閣議決定された政府予算案では 65 億
円（財務省 2017）
。
しかし、モントリオール議定書および気候変動枠組み条約どちらの制度下においても、既に冷媒使用機器
に充填されて出回っている CFC・HCFC の排出規制が行われていないため、生産消費規制に伴う冷媒代替・
機器更新を進めていくと、既存機器内の CFC・HCFC が大量に大気中に放出される恐れがある。特に、今後
エアコン等の冷媒使用機器の増加が見込まれる新興国・途上国においては、そういった認識がなされていな
いケースが多いため、機器更新に伴うフロン回収・破壊に関する支援も必要と考えられる。なお、環境省は、
使用済み機器中の代替フロン等（エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス等）回収・破壊を通じた排出量削
減を目的とした「二国間クレジット制度を活用した代替フロン等の回収・破壊事業」にて、平成 30 年度予算
案を 4 億円で提出している。
表
種類

クロロフルオロカーボン

ハイドロクロロ
フルオロカーボン

ハイドロフルオロカーボン

フロンの環境リスク（ODP と GWP）
地球温暖化係数
オゾン破壊係数
第 4 次 IPCC 報告書
2010 年科学評価パネル
（100 年 GWP 値※）
（ODP）

製品
CFC-11

1

4750

CFC-12

0.82

10900

CFC-113

0.85

6130

HCFC-22

0.04

1810

HCFC-123

0.01

77

HCFC-141b

0.12

725

HCFC-142b

0.06

2310

HFC-32

0

675

HFC-125

0

3500

HFC-134a

0

1430

HFC-143a

0

4470

HFC-152a

0

124

HFC-227ea

0

3220

HFC-43-10mee

0

1640

HFC-245fa

0

1030

HFC365mfc

0

794

環境省「平成 23 年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」より JACSES 作成
※ 100 年 GWP 値とは、対象となる物質の影響を 100 年間に亘って積分した値
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参考：SDGs
2015 年 9 月 25 日、国連本部での「持続可能な開発に関するサミット」において「我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。その中核に「持続可能な開発・発展のための目標
‐SDGs（Sustainable Development Goals）
」がある。SDGs は 17 ゴールと、より具体的な 169 ターゲッ
トが定められており、230 の指標で測定される。
SDGs は、ステークホルダーの連帯・パートナーシップによって実施し、あらゆる形態の貧困を終わらせ
る等、
「誰一人取り残さない（no one will be left behind）
」ことを約束するとともに、３つの側面（経済、社
会、環境）がバランスした、2030 年に向けた目標を定めている。日本では、政府が、2016 年 5 月、閣議決定
により総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「SDGs 推進本部」を設置し、同年 12 月、持続可能な開発
目標（SDGs）実施指針（実施指針（本文）と持続可能な開発目標（SDGs）を達成するための具体的施策（付表）
）
を策定した。
気候変動は SDGs のゴール 13 を中心に盛り込まれている。2016 年 11 月にパリ協定が発効したが、国際
交渉においては、パリ協定をいかに実行するかは議論が始まったばかりであり、様々なステークホルダーが
各々取組を推進していくことも重要である。そうした状況の中で、SDGs では温室効果ガス削減と密接に関連
するエネルギーがゴール 7 で掲げられ、ゴール 11 はレジリエントな都市・人間居住であり、適応策と密接
に関わっている。途上国の多くは、気候変動対策と持続可能な発展の同時達成を必要としており、SDGs を効
果的に進めることが、気候変動対応をさらに促進する可能性もある。
なお、国連は、2017年7月17日、
「持続可能な開発目標（SDGs）
報告2017」
を発表した。本報告書では、
「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」実施 2 年目における 17 目標の進捗状況が概観されている。2030
年までに世界が貧困を根絶し、気候変動に対処し、平和で包摂的な社会を構築するためには、
SDGs 達成に向
けた前進を加速すべく、取組を強化する必要があるとしている
（国連広報センター 2017）
。
日本国内では、2017 年 12 月 26 日、総理大臣官邸において持続可能な開発目標（SDGs）推進本部会合（第
4 回）及び第 1 回「ジャパン SDGs アワード」表彰式が開催された。2019 年 G20 サミットやアフリカ開発会
議（TICAD）等の主催で世界の注目が集まる機会に向けて、日本の「SDGs モデル」を世界に発信することを目
指し、その方向性や主要な取組を盛り込んだ「SDGs アクションプラン 2018」を決定した。本プランにおい
て、① SDGs と連動した官民挙げた「Society 5.0」の推進、② SDGs を原動力とした地方創生、③ SDGs の
担い手である次世代・女性のエンパワーメントを柱として掲げるとともに、政府による主要な取組を打ち出
した（外務省 2017）
。

現在、検討されている長期温室効果ガス低排出発展戦略（以下、長期戦略）策定においても、気
候変動における海外支援に関する検討が進められている。長期戦略は、パリ協定において 2020
年までに各国が策定・提出することを求められており、米国・カナダ・ドイツ・メキシコ等がす
でに提出している。日本政府も環境省・経済産業省がそれぞれ議論の場（環境省：長期低炭素ビ
ジョン小委員会・経済産業省：長期地球温暖化対策プラットフォーム）を設置し、検討・とりま
とめを行った（表 11 参照のこと）。長期戦略策定にあたり、途上国を含む世界全体での温室効果
ガス削減のための貢献策をいかに進めるかも重要な課題である。
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表１１．長期低排出発展戦略の視点

出典：国際環境経済研究所
「長期低排出発展戦略の争点
（その１）
」
、
http://ieei.or.jp/2017/05/expl170522/

例えば、経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム「海外展開戦略タスクフォース」で
は、世界全体での温室効果ガス排出削減に貢献するための方策について検討されているが、特に
注目すべき点は、海外貢献をいかに定量化・可視化するかといった議論がなされていることであ
る。本タスクフォース中間整理では、日本は、JCM に加え、公的ファイナンスの活用による低炭
素技術の海外展開や民間独自の削減取組等を推進しており、今後は各取組による削減の拡大・世
界の削減貢献量の見える化に努め、世界各国が貢献量の多寡を競うことによって、世界の温室効
果ガス削減を最大化していくべきとの見解を示している（図 12）。また、世界の排出削減に貢献
するべく、日本の低炭素技術の海外展開を更に推進するためには、下記（表 13）のような支援ツー
ルを、更に活用していくことが必要とも述べている。
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図１２：海外貢献の推進

出典：経済産業省
「長期地球温暖化対策プラットフォーム
「海外展開戦略タスクフォース」
中間整理」
表１３：海外展開支援ツール
新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO）

JCM 実証事業

国際協力機構（JICA） 海外投融資
有償資金協力
（円借款）
国際協力銀行（JBIC） 地球環境保全業務：
GREEN

JCM 活用による CO2 排出削減効果の定量化を行い、低炭素技
術・製品等の省エネ効果等の有効性実証、本格運用に向けた課
題抽出・フィードバック実施
途上国において、民間企業等が行う開発効果の高い事業、かつ、
一般の金融機関だけでの対応が困難な場合の出資・融資
途上国に対して低利・長期の緩やかな条件での資金貸し付け
地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外事業に
対する融資・保証及び出資。

投資金融

日本企業の海外投資事業に対する融資

輸出金融

日本企業等の設備の輸出等に対する融資

日本貿易保険（NEXI） 海外事業資金貸付保険 海外事業に必要な資金に対する貸付等についての保険
海外投資保険

海外投資を対象、カントリーリスクにより発生する損失をカ
バーする保険

（経済産業省「長期地球温暖化対策プラットフォーム「海外展開戦略タスクフォース」中間整理」
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170209001̲01.pdf より JACSES 作成）

2017 年度も長期戦略策定に向けた議論・検討は進められている。環境省では、引き続き長期
低炭素ビジョン小委員会にて、今年 3 月に策定された長期低炭素ビジョンに加えて、温室効果ガ
スの長期大幅削減実現に向けた道筋について議論・検討を進めている。また、経済産業省では、
今年度エネルギー情勢懇談会を設置し、第 1 回会合が今年 8 月 30 日に開催された。パリ協定に
おける「2050 年の温室効果ガス 80 ％削減」目標達成に向け、2050 年に向けた長期的なエネル
ギー政策の方向性検討を目的とし、議論・検討を進めている。
両省のこれまでのこうした議論・検討や他の環境・エネルギー関連政策の検討状況を踏まえつ
つ、2018 年度のなるべく早い段階で政府全体での長期戦略策定に向けた検討が開始されるよう、
政府内で調整を進めるとしている（環境省 2017d）。
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参考：気候変動適応法案
2018 年 2 月 20 日に「気候変動適応法案」が閣議決定された。日本の気候変動対策においては、これまで緩
和策（温室効果ガスの排出削減）が主体であったため、適応策（気候変動の影響による被害の回避・軽減）は法
的に位置づけられていなかった。しかし、昨今の農作物・生態系等への影響や頻発する異常気象等を鑑みる
と、緩和策と同様に適応策も急務となっている。本法案によって、多様なステークホルダーの連携・協働の
下で、具体的取組推進が期待される。なお、本法案の概要大枠は、①適応の総合的推進、②情報基盤の整備、
③地域での適応の強化、④適応の国際展開等となっている（環境省 2018）
。

出典）環境省「【概要】気候変動適応法案」
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Ⅲ．気候変動における途上国支援に対する課題と提起
1．技術メカニズム /CTCN に関する論点・指摘
（1）技術メカニズムと資金の連携
途上国側からの CTCN へのリクエスト内容としては、キャパシティビルディング・ニーズアセ
スメント・政策推奨等の技術移転を可能とするための環境づくりへの支援が大半である（Hombu
他 2015）
。技術を受け入れる側である途上国が、提供された情報や研究開発の成果を活用する
キャパシティがない等の事情もあるが、技術移転の実施へなかなか結びつかない原因として、
CTCN からの支援可能な技術情報が少ないこと、ネットワーク機関が提供できる技術支援が限定
的であること、CTCN の活動費用が十分確保されていないことが挙げられていた。
技術移転が進まない要因の中でもしばしば指摘されている問題が、技術移転に必要な資金をい
かに確保するかという点である。資金メカニズムとして緑の気候基金（GCF、Ⅰ．参照）等がある
が、弊センターが 2016 年 3 月 3 日に開催した研究ワークショップで本部氏より指摘があったよ
うに、技術メカニズムと資金メカニズム間のミスマッチが起きており、それを解消する必要があ
る。この点に関しては、弊センターが 2015 年 11 月 18 日に開催した COP21 直前セミナーでも
議論に上がっていた。それぞれのメカニズムは、技術の専門家と資金の専門家が別々に担当して
おり、まず効率的なコミュニケーションから始めなければならないとの声もあった。技術側が技
術移転の成功事例や選定した技術の有用性等を資金側に提示することも有効ではないかとの指摘
もあった。さらに、公的な資金のみで全てをまかなうことは困難であるため、民間資金を効果的
に動員するための方策をより検討する必要があることも指摘された。
技術メカニズム及び資金メカニズム間のミスマッチについては、COP21 に続き COP22 でも
継続して議論がなされ、両メカニズム間のこれまでの連携（ワークショップ開催や GCF 理事会へ
の TEC・CTCN 諮問委員会 Chair の招待等）
を歓迎するとともに、さらなる連携強化を要請した。
なお、GCF における Readiness Support（レディネス支援：途上国の戦略 / 計画策定・強化と
いった準備活動・技術支援に対する資金供与）や Project Preparation Facility（プロジェクト
策定ファシリティ：極小 / 小規模案件形成への支援）といった資金支援策と技術メカニズムの関
係性強化も進められており、今後さらに技術メカニズムと資金メカニズムが協力したプロジェク
トが広がることが期待される（なお、Ⅰ．で述べた通り、技術メカニズムと資金メカニズム間で
継続的な対話が行われるとともに、CTCN が支援してきたプロジェクトに GCF の資金支援が行わ
れることが決定する等、双方の連携は着実に進展しつつあると考えられる）。
（２）技術メカニズムに関する認知向上・参画支援強化
環境技術や製品・ノウハウ等をもつ日本企業に対し、CTCN に関する周知や認知度向上を図る
ことが必要と考えられる。日本企業に新たなビジネスチャンスを提供することになるとともに、
より多くの企業が参入し様々な事例が生まれることで、さらに効果的な制度構築・改善につなが
ることも期待したい。また、ネットワークメンバーが提供できる技術支援が限定的であることや
ネットワークメンバーに技術を提供できる企業が少ないことも指摘されているため、ビジネス上
のメリット等を提示した上で企業の参画を促すことで、提供できる技術支援の種類増加や民間リ
ソースの活用に繋がる可能性にも期待したい（併せて、途上国のビジネス環境の整備等も必要で
ある）。また、案件採択までには入札における提案書作成等の様々な手続きも必要である。よっ
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て、技術メカニズム /CTCN の活用における手続き上のノウハウ共有、日本のネットワークメン
バーと企業のさらなる連携促進等、様々な参画支援が必要と考えられる。
さらに、
（１）でも述べた通り、民間企業の参画で期待されるのは民間資金の更なる動員だが、
投資回収年数の多くなるインフラや環境事業では民間企業が資金を出しにくいという側面もあ
り、官民連携の枠組み構築や、JBIC 等のような政府系金融機関が民間を先導するような取組が必
要との指摘もある（本部・佐藤 2017）。
（３）技術移転と知的財産権
これまで技術移転に関しては、知的財産権をめぐり、先進国と途上国の主張に相違があった。
先進国は「技術移転は企業が主役であり、先進国企業が活動しやすくなるよう途上国が制度環
境等を整備することが必要だ」と主張してきたが、途上国は「商業ベースの移転では地球環境を
守るのに不十分であり、知財保護の緩和や先進国の公的資金投入が必要」と主張してきた（上野
2015）。インドのように知的財産権緩和を強く主張してきた国もあったが、パリ協定では、知的
財産権について言及されている部分はない（有馬 2015）。
様々な事例を見ると、知的財産権が技術移転の阻害要因になっていない場合も多く、先進国が、
ライセンスや合弁企業設立等を通じたビジネスベースの技術移転を行っていることもあるため、
事例にそった検討を進めながら、知的財産権の役割を明確にすることが重要であることが指摘さ
れている（上野 2015）。また、知的財産権保護の緩和により自由に使えるからといって、途上国
が技術をすぐに使えるようになるという訳ではないため、途上国のキャパシティを高めることも
重要であることも言及されている。
ただし、ここにきて新興国の戦略が変わってきている可能性があり、これまで知的財産権緩和
を主張してきたインドや中国が、
「協力的研究開発（collaborative R&D）
」と称して技術の開発段
階に参入する権利を確保し、開発段階から知的財産権を共有する戦略に転換した可能性が高いこ
とが指摘されている（本部 2016）。
また、UNFCCC 外の技術移転の動きと効果的に相互補完することも必要であると考えられる。
例えば、世界知的所有権機関の下にある WIPO GREEN という技術移転の枠組みでは、データ
ベースに載せた技術を保有する側と導入する側をマッチングさせるサイトが運営されている（小
野田他 2015）
。こうした UNFCCC 外の枠組みと役割を分担し、効率的に連携していくことが求
められる。
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2．二国間クレジット制度（JCM）に関する論点・指摘
京都メカニズムの 1 つであるクリーン開発メカニズム（CDM）は、審査・登録・クレジット発
行にかかる時間が長い、プロジェクト種類やプロジェクトが実施される国（ホスト国）が偏ってい
る、追加性の厳密な証明が必要である等の課題が指摘されてきたが、日本政府は、この CDM を
補う新しいメカニズムとして、JCM を提案してきた
（杉野他 2015）。
CDM と比較して、JCM は、モニタリングの簡素化等、手続きをより効率的に簡素化するよう
な試みがなされていると言われている（梅宮・碓井 2014）。ホスト国と日本の両政府代表によっ
て組織される合同委員会が、ガイドライン等の作成からクレジット発行までを管理・運営するこ
とで、国連の一括管理と比べて柔軟な管理・運営が可能となり、審査・登録・クレジット発行等
にかかる費用や不確実性を減らす効果があるのではないかとも期待されている（有村 2015）。ま
た、JCM では提案プロジェクトの妥当性の確認等のため適格性要件を採用しており、CDM のよう
な追加性証明のための審査を回避し、プロジェクト参加者が提案したプロジェクトが却下される
リスクを低減することができるとされている（日本政府2016）。その一方で、
「適格性要件の設定」
等の特性により、方法論を開発するまでが複雑で労力・時間が掛かることや、方法論がホスト国
ごとに開発・承認される必要があり汎用性が低下するため、方法論開発コストが増加する等の課
題も指摘されている（本部他 2015）。
また、JCM は、ダブルカウント（別の制度で案件登録・クレジット発行、2 か国以上がクレジッ
ト利用等）の可能性がしばしば指摘される。そこで、登録時のプロジェクト情報の詳細（位置情報
等）提出・第三者機関による確認等、二重登録・二重発行を防ぐための工夫・取組みも導入され
ている。JCM に限らず CDM 等の国連管理下のメカニズムでもダブルカウントは課題とされてき
ており、国際的なクレジット制度全体での対処も要請されている。パリ協定を受け、日本政府は、
パリ協定締約国会議が定める二重計算防止等を含むガイダンス作成に貢献していくとしており、
今後の継続的な課題となっている。JCM を自国の削減目標達成に活用する場合、
「厳格な算定方
法を適用し、特に二重計算（double counting）を避ける」
「持続可能な開発の推進」
「環境十全性お
よび透明性の確保（ガバナンス面も含む）」が条件となる。加えて、緩和成果の国際移転を行う場
合、パリ協定締約国会合が今後採択する指針（ガイダンス）と整合的であることも求められる（有
馬 2015）。
様々な課題が指摘される中、日本政府は JCM を進めてきたが、2016 年 11 月 11 日に行われた
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行政事業レビューにおいて、事業の検証がなされた。その中でまず複数指摘されていたのが、環
境省と経済産業省が異なるスキームで、各々 JCM プロジェクトを実施している点についてであ
る。表 14 にある通り、両省の事業は目的や支援内容等に差異が見られるが、
「環境省と経済産業
省の役割分担をしっかりした方がよいのではないか」
「JCM プロジェクトは両省で継続的に実施
しつつも、事業体制をより効率的にすることも必要ではないか」等の声が挙がっていた。

表１４．経済産業省と環境省の JCM 事業

出典：2016 年 11 月 11 日行政事業レビュー「内閣官房行政改革推進本部事務局説明資料」
JCM の支援内容・対象に関して、行政事業レビューにて、
「途上国で汎用性の高い技術を中心
にやったほうがよいのではないか」等の意見が出たが、こうした点に関連して、以前から「JCM
による低炭素技術・製品の移転には、政府のみならず企業等による資金提供・出資も必要である
ことから、効率的資源配分のためには、温室効果ガス削減効果とあわせて、経済・雇用効果も鑑
みて、評価をするべき」
（杉野他 2015）や、
「現状のままでは、JCM は投資環境のよい国（インドネ
シア等）で多く実施されることとなり、投資環境のあまりよくない国（モルジブ、ラオス等）にお
ける追加的な支援を検討することが望ましい」
（梅宮・碓井 2014）といった指摘もあった。さら
に、JCM 対象プロジェクトは、エネルギー需給特別会計が財源であることから、代替エネルギー
や省エネルギー関連の事業が多く、CO2 以外の温室効果ガスへの対策がほとんどなされていない
現状も指摘されている（NEDO2017）
。上記のような点に加え、フロン等も含めた温室効果ガス
全般の削減に寄与できるような事業を幅広く対象としていくことも期待されている。
図 15 を見ると、2013 年から環境省・経済産業省合わせて 100 件以上の JCM プロジェクトを
実施しているが、2030 年までに生むクレジットは累積で 580 万トンと言われており、温暖化対
策計画の中で示している「JCM の構築・実施により 2030 年度までの累積で 5 千万〜１億 tCO2
の国際的な排出削減・吸収量」には遠く及ばないこととなり、民間ベース案件が増えなければ、
約 10 倍の国費投入が必要とされている。なお、以前から、技術普及支援には巨額の資金を要す
ることから、各種既存制度とのさらなる連携強化や、JCM 事業と関連する官民連携融資制度の整
備等を推進する必要性も指摘されてきた（本部他 2015）。さらに、国家予算の効率的な運用とい
う観点から、JCM を推進する省庁間の更なる緊密な連携（MRV 共有化等）や共同での JCM 促進等
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の工夫も期待されている（NEDO2017）
。
図１５．JCM のクレジット累積発行量

出典：2016 年 11 月 11 日行政事業レビュー「国際協力②（二国間クレジット）経済産業省資料」

なお、今後も日本政府が JCM を推進していくにあたり、パリ協定が発効されたことにより、
2020 年以降 JCM を取り巻く状況は大きく変化すると見られる。そもそも前提として、先進国
が途上国で行ったプロジェクトによる削減量を自国に移転する場合には二重計上はできないこと
となっているため、先進国に移転された削減量については、途上国は自らの削減目標達成に使う
ことはできない。京都議定書とは異なり、パリ協定では先進国（附属書Ⅰ国）だけではなく、新興
国や途上国等のほぼ全ての国が 2020 年以降の温室効果ガス削減目標を持つことになる。そうな
ると、目標達成をしたい途上国が、JCM でクレジットを日本に移転されることに対する抵抗感を
持ったり、政治的に難しい問題を引き起こすといった可能性も指摘されている（足達 2016）。ま
た、技術を提供する側である日本は、
「温暖化ガス排出削減の長期計画達成手段としての JCM の
位置づけを明確にしておく必要」があり、JCM を活用した気候変動対策は日本の技術やノウハウ
等を生かした途上国支援という側面がありつつも、日本国外での排出削減に頼る面もあるため、
JCM と同時に国内での地道な排出削減努力の強化も重要といった提起もある（松村 2017）。今
後は、2020 年以降の状況も踏まえ、JCM をどのように進めていくのかと同時に、それ以外の海
外貢献策の検討も強化していく必要があると考えられる。
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3．地球規模での気候変動対応と日本の貢献のための提案＜ Ver.3 ＞
〜日本政府のイニシアティブ・短中長期戦略策定・政策構築に関して〜
「環境・持続社会」研究センター（JACSES）

【日本政府への提案骨子】
提案１： 短中長期戦略・政策 / 予算策定時に、緩和・適応の両面で、現地（気候変動による被害を受け
る貧困層を含む）ニーズに十分に配慮した、日本の途上国貢献策を更に強化されたい。また、
日本のクレジット確保に固執しすぎず、地球規模削減に貢献するプロジェクト推進手法の検
討を強化し、国際社会をリードしていただきたい。
提案２： CTCN・国連技術メカニズムへの資金等の継続的支援を行いつつ、国連資金メカニズムと
の更なる連動強化に向け、引き続き役割を果たしていただきたい。更に、日本の機関による
CTCN・国連技術メカニズム活用支援を強化されたい。
提案３： 途上国での非 CO2 温室効果ガス（GHG）削減対策支援（インベントリ整備を含む体制整備・能
力開発等）も強化されたい。特に、京都議定書対象フロンに加え、モントリオール議定書対象
フロン（CFC・HCFC）
対策への支援（回収破壊システムの展開支援等）
を更に強化されたい。

日本政府は、COP23 前に、
「日本の気候変動対策支援イニシアティブ 2017」
（以下、イニシア
ティブと略す）を発表した。各国が現在示している GHG 削減目標を合わせても、気候変動による
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被害を防ぐには不十分であり、日本の国内対策に加え、他国、特に、途上国の緩和策および適応
策に対する協力が緊急課題となっている。こうした状況で、日本政府が昨年度のイニシアティブ
を発展させ発表したことは、地球規模の気候変動対応のために重要である。
また、パリ協定が 2020 年までに各国に策定・提出を求めている長期戦略に関し、日本政府
も環境省・経済産業省がそれぞれ議論の場を設置し、検討・とりまとめ / 最終整理を行った。今
後、これらも踏まえた上で長期戦略を策定・提示していくにあたり、途上国を含む世界全体での
GHG 削減・適応策のための貢献策をいかに進めるかも課題となっている。
日本ではこれまで、国内取組が真摯に検討・推進される一方、海外取組への貢献は後回しにさ
れてしまう傾向があったが、昨今、関係省庁も新たな戦略策定・政策構築・予算確保等に力を入
れている。
（例えば、環境省は、
「環境インフラ海外展開基本戦略」策定や、
「気候変動緩和策に関す
る国際協力のあり方検討会」を設置し、年度内を目途に考え方の取りまとめ作業を進めている。）
国際的に日本政府のイニシアティブや戦略策定・政策構築等の取組が効果を発揮し、正当な評
価を得るために、以下の点をさらに補足・強化されるようお願いしたい。
提案１：短中長期戦略策定時を含む、日本の途上国貢献策の検討・推進策の構築
気候変動の被害抑制には、世界全体の GHG 削減が極めて重要である。日本が国内削減に取り
組み、世界に範を示すと同時に、大きく増加する海外の GHG 削減に貢献していく必要がある。
環境省は、
「気候変動緩和策に関する国際協力のあり方検討会」において、日本の国際協力の方
向性として、
「2050 年までを見据えた方向性及びアプローチ」
「2030 年までの国際協力の道筋」
「地域別の国際協力の方向性」等を検討している。このように、長期戦略（2050 年まで）に加え、
短中期戦略（2030 年まで）や地域別の戦略を検討・構築することも重要である。日本政府は、こ
うした戦略や具体的な政策 / 予算の検討・策定時において、国内対策に加え、日本の途上国にお
ける貢献策の検討・推進をさらに強化されたい。
京都議定書では、日本・先進国が途上国と協力し CDM プロジェクトを実施した場合、途上国
が削減目標を持たないため、プロジェクトによる削減量を自国目標に 100 ％組み込めた。しか
しパリ協定では、途上国も削減目標をもつため、途上国と協力しプロジェクトを行った場合、削
減分の分配をめぐる対立が生じる可能性がある。また、多くの国・機関が協力し行うプロジェク
トは、削減分の分配計算が難しいケースも考えられる。各国は自国の削減分を UNFCCC に報告
する責務があるため、日本の戦略・政策検討時に、海外貢献分をいかにクレジット化し、日本の
目標達成に組み込むかとの議論が先行する傾向がある。途上国支援策に関する議論が、こうした
点に集中しては、途上国に対し、日本は自らの目標達成のためプロジェクトを行い、多くのクレ
ジットを自国にもっていってしまうとのマイナスの印象を醸成したり、日本の削減量にカウント
できないが地球規模の削減に結び付くプロジェクトが行われない可能性が高まる。
現在、JCM やその他の海外貢献策の在り方の検討も進められているが、日本のクレジット確保
に固執することで途上国との協力関係を損なう可能性に十分な注意を払うとともに、日本のクレ
ジット分が明確化されないが、地球規模での削減に貢献するプロジェクト推進手法に関しても検
討を強化し、地球規模削減へ向けた国際社会の議論をリードしていただきたい。
なお、途上国への貢献戦略・政策策定にあたり、途上国における貧困・資源アクセス欠如等の
現状を十分に踏まえ、環境・社会・経済課題の統合的解決をはかる必要がある。こうした点から、
日本政府のイニシアティブに「経済成長や雇用の増加、インフラ整備、水・食料・エネルギーの
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アクセス向上等、持続可能な開発目標（SDGs）を追求していくことが重要である」と明記されて
いることは重要である。緩和・適応の両面で、現地（気候変動による被害を受ける貧困層を含む）
ニーズに十分に配慮した技術・製品・サービスの開発・普及への支援が求められる。
提案２：CTCN/ 国連技術メカニズム支援・資金メカニズムとの連動と
日本の機関の活用支援政策強化
国連技術メカニズムの一つである CTCN は、途上国の緩和と適応に対応するもので、これ
まで国際交渉等にて途上国を含む多くの国が CTCN・国連技術メカニズムへの期待を表明し、
COP22 期間中に日本をはじめとする 9 か国が CTCN に対し計 2,300 万米ドルの追加資金拠出
を公約した。
今回発表された日本政府のイニシアティブは CTCN・国連技術メカニズムに言及していないも
のの、日本政府はこれまで CTCN に資金拠出してきており、省庁から発表されている 2018 年
度予算の概算要求でも CTCN への資金拠出予算の要求がなされている。
緩和・適応の両面で効果的な技術・製品・サービスの開発・普及が遅々としてきた原因の一つ
に、CTCN・国連技術メカニズムと国連資金メカニズム（地球環境ファシリティー〈GEF〉、緑の気
候基金〈GCF〉等）の連動の不足がある。この点に関し徐々に改善が進んでいるが、地球規模で気
候変動に対処するには、今後、更なる有機的な連動を強化し、GHG 削減・適応の実践加速に結び
つけていく必要がある。
途上国の広範な支援ニーズに対応するには、様々な環境関連技術・製品・サービスを有する
日本の機関（企業・NGO を含む）が更に貢献できる可能性・余地は大きく、日本の機関がさらに
CTCN・国連技術メカニズムや国連資金メカニズムを活用しやすくする支援の強化も必要であ
る。
日本政府は、CTCN・国連技術メカニズムへの資金拠出を含む継続的支援を行いつつ、国連技
術メカニズム・資金メカニズム間の更なる有機的な連動強化による実施の進展に向け、引き続き
積極的な意見表明・役割を果たしていただきたい。さらに日本の機関の CTCN・国連技術メカニ
ズムへの参画・活用のための支援（情報/ノウハウ提供・資金支援・人材育成等）を強化されたい。
提案３：途上国での CO2 以外の多様な温室効果ガス（フロン等）削減対策・システム構築支援
途上国では CO2 以外の GHG 排出も増大しており、今後も更なる増大が見込まれ、気候変動対
応にはその削減への支援強化も必須である。途上国に対し、CO2 以外の GHG 排出量のインベン
トリ整備を含む体制整備・能力開発等の対策支援の更なる強化をお願いしたい。
特に、フロン類に関しては、途上国では既に機器に充填され市中に出回っている CFC や
HCFC の排出規制が行われず、機器交換時等にそのまま大気中に排出されるケースが多い。こ
うした状況で、日本政府によるイニシアティブに「フロン類の排出抑制についても、我が国の知
見を踏まえた支援を行い、途上国における取組の重要性に関する理解の促進を図る」とされてい
ることは意義深い。京都議定書対象フロン（HFC 等）はもちろん、CFC・HCFC といったモントリ
オール議定書対象フロン対策の支援強化を世界に表明し、世界をリードしていただきたい。その
ために、環境省が表明した「環境インフラ海外展開基本戦略」に、フロン回収破壊システムの展開
支援（技術・制度構築・人材育成支援等）を組み込むことも検討されたい。
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出典：UNFCCC「Technology Cooperation for Action on Climate Change」
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TECHNICAL ASSISTANCE REQUESTS
COMPLETED

IMPLEMENTATION

DESIGN

REVIEW

INACTIVE

Q1

Q2

Q3

Q4

2014

Q1

Q2

Q3

2015

Q4

Q1

Q2

2016

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2017

BY GEOGRAPHICAL SCOPE

66.3% National
4.2%

Regional Multi-country

4.7%
0.5%

Community-based
Other Multi-country

24.2% Sub-national

BY TYPE OF ASSISTANCE

3.4%

Research and Development
of Technologies

1.7%

Private Sector Engagement
and Market Creation
Financing Facilitation

7.3%
2.3%

Recommendations for
Law, Policy and Regulations

7.3%

Sectoral Roadmaps and Strategies

Feasibility of Technology Options 22.6%
Piloting and Deployment of
Technologies in Local Conditions

7.3%

Technology Identification 17.5%
and Prioritisation
Decision-making Tools 30.5%
and/or Information Provision
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BY OBJECTIVE

29.8%

Adaptation

25.7%

Adaptation
and Mitigation

ADAPTATION BY SECTOR

Mitigation

MITIGATION BY SECTOR

Energy 33.3%
Efficiency

29.2% Agriculture
& Forestry
18.8% Cross-sectoral

44.5%

Renewable Energy 30.3%

16.7% Water

Waste Management 12.1%

12.5% Coastal Zones

Agriculture 9.1%

10.4% Early Warning & Environmental Assessment

Industry 6.1%
Transport 4.5%

8.3% Infrastructure & Urban Planning
4.2% Human Health

Cross-Sectoral 4.5%

19

出典：CTCN「Progress Report2017」

42

36

出典：CTCN「Progress Report2017」

43

MEMBERSHIP BY INSTITUTION TYPE

24.1%

Research/Academic
Institution

41.4%
Private Sector
Organization

3%

21.3%

Non-Profit/NGO

2.2%

Intergovernmental/
Regional Organization

Partnership/Initiative

7.6%

Public Sector Organization

0.5%
Financial Institution
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MEMBERS BY SECTORAL EXPERTISE

324

221

MITIGATION

192

ADAPTATION

218
ENERGY EFFICIENCY

CROSS-CUTTING

138
WATER

217
RENEWABLE ENERGY

91
EARLY WARNING AND ENVIRONMENTAL ASSESMENT

120

75
INFRASTRUCTURE AND URBAN PLANNING

INDUSTRY

65

113
WASTE MANAGEMENT

COASTAL ZONES

84

61
AGRICULTURE AND FORESTRY

AGRICULTURE

79
TRANSPORT

59
FORESTRY

35
HUMAN HEALTH

25
MARINE AND FISHERIES

33
CARBON FIXATION AND ABATEMENT
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Request Handling Process Overview
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Figure 2: Request Processing Flowchart

NDE Manual version 1.1
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⟇䞉⟇䜔ᢏ⾡䛾✚䜏ୖ䛢䛻䜘䜛ᐇ⌧ྍ⬟䛺๐ῶ┠ᶆ䛸䛧䛶䚸ᅜෆ䛾ฟ๐ῶ䞉྾㔞䛾
☜ಖ䛻䜘䜚䚸㻞㻜㻟㻜ᖺᗘ䛻㻞㻜㻝㻟ᖺᗘẚ䕦㻞㻢㻚㻜㻑䠄㻞㻜㻜㻡ᖺᗘẚ䕦 㻞㻡㻚㻠㻑䠅䛾Ỉ‽䠄⣙㻝㻜൨㻠㻘㻞㻜㻜
㼠㻙䠟䠫䠎䠅䛻䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹
᫂☜ᛶ䞉㏱᫂ᛶ䞉⌮ゎಁ㐍䛾䛯䜑䛾ሗ

䕿䠦䠟䠩䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ┠ᶆ✚䜏ୖ䛢䛾ᇶ♏䛸䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸᪥ᮏ䛸䛧䛶⋓
ᚓ䛧䛯ฟ๐ῶ䞉྾㔞䜢ᡃ䛜ᅜ䛾๐ῶ䛸䛧䛶㐺ษ䛻䜹䜴䞁䝖䛩䜛䚹
ཧ⪃ ᑐ㇟䜺䝇ཬ䜃ฟ䞉྾㔞
䠦䠟䠩ཬ䜃䛭䛾䛾ᅜ㝿㈉⊩

䕿㏵ୖᅜ䜈䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶᢏ⾡䚸〇ရ䚸䝅䝇䝔䝮䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜲䞁䝣䝷➼䛾ᬑཬ䜔ᑐ⟇
ᐇ䜢㏻䛨䚸ᐇ⌧䛧䛯 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ䞉྾䜈䛾ᡃ䛜ᅜ䛾㈉⊩䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ホ౯䛩
䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᡃ䛜ᅜ䛾๐ῶ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑䚸䠦䠟䠩䜢ᵓ⠏䞉ᐇ䛧䛶䛔䛟䚹
䕿䛣䜜䛻䜘䜚䚸Ẹ㛫䝧䞊䝇䛾ᴗ䛻䜘䜛㈉⊩ศ䛸䛿ู䛻䚸ẖᖺᗘ䛾ண⟬䛾⠊ᅖෆ䛷⾜䛖᪥ᮏ
ᨻᗓ䛾ᴗ䛻䜘䜚2030ᖺᗘ䜎䛷䛾⣼✚䛷5,000䛛䜙1൨㼠㻙䠟䠫䠎䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ฟ๐ῶ䞉྾
㔞䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚹

9

ᆅ⌫

ᬮᑐ⟇ィ⏬䠄ᖹᡂ28ᖺ5᭶13᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅䠄ᢤ⢋䠅

➨䠏❶䠖┠ᶆ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇䞉⟇ ➨䠎⠇䠖ᆅ⌫

ᬮᑐ⟇䞉⟇ 䠎䠊ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺⟇

䕿ඃ䜜䛯పⅣ⣲ᢏ⾡➼䛾ᬑཬ➼䜢㏻䛨䛶ฟ๐ῶ䞉྾䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛿䚸┦ᡭᅜ䛾䜏䛺䜙䛪ᡃ
䛜ᅜ䜒ྵ䜑䛯᪉䛾పⅣ⣲ᡂ㛗䛻㈉⊩䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䕿䛣䛾䛯䜑䚸㏵ୖᅜ䜈䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶᢏ⾡䚸〇ရ䚸䝅䝇䝔䝮䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜲䞁䝣䝷➼䛾ᬑཬ䜔
ᑐ⟇ᐇ䜢㏻䛨䚸ᐇ⌧䛧䛯 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ䞉྾䜈䛾ᡃ䛜ᅜ䛾㈉⊩䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ホ౯䛩䜛
䛸䛸䜒䛻䚸ᡃ䛜ᅜ䛾๐ῶ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑䚸䠦䠟䠩䜢ᵓ⠏䞉ᐇ䛧䛶䛔䛟䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸Ẹ
㛫䝧䞊䝇䛾ᴗ䛻䜘䜛㈉⊩ศ䛸䛿ู䛻䚸ẖᖺᗘ䛾ண⟬䛾⠊ᅖෆ䛷⾜䛖ᨻᗓ䛾ᴗ䛻䜘䜚2030
ᖺᗘ䜎䛷䛾⣼✚䛷5,000䛛䜙䠍൨㼠㻙䠟䠫䠎䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ฟ๐ῶ䞉྾㔞䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚹JCM䛻
䛴䛔䛶䛿䚸 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ┠ᶆ✚䜏ୖ䛢䛾ᇶ♏䛸䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸᪥ᮏ䛸䛧䛶⋓ᚓ䛧䛯ฟ๐
ῶ䞉྾㔞䜢ᡃ䛜ᅜ䛾๐ῶ䛸䛧䛶㐺ษ䛻䜹䜴䞁䝖䛩䜛䚹
䕿ᚋ䛿䚸ලయⓗ䛺ฟ๐ῶ䞉྾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾᭦䛺䜛ᐇ䛻ྥ䛡䛶䚸MRV᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ䜢ྵ
䜐ไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝䚸㒔ᕷ㛫㐃ᦠ䜔JBICཬ䜃NEXI䛸㐃ᦠ䛧䛯JCM≉ู㔠⼥䝇䜻䞊䝮䛾ά⏝
䜢ྵ䜐㏵ୖᅜ䛻䛚䛡䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾⤌ᡂ䜔ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䛾ㄪᰝ䚸ᮏไᗘ䛾ά⏝䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䛟䛯
䜑䛾ᅜෆไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝䚸NEDO䜔JICA䚸ADB䛺䛹䛾㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䜒ྵ䜑䛯᭦䛺䜛䝥
䝻䝆䜵䜽䝖ᙧᡂ䛾䛯䜑䛾ᨭ➼䜢⾜䛖䚹
➨䠐❶䠖ᆅ⌫ ᬮ䜈䛾ᣢ⥆ⓗ䛺ᑐᛂ䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻
➨䠍⠇䠖ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬䛾㐍ᤖ⟶⌮ 䠎䠊ᐃ㔞ⓗホ౯䞉ぢ┤䛧᪉ἲ䛾ᴫ␎
䕿JCM䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐇ⌧䛧䛯ฟ๐ῶ䞉྾㔞䚸䛖䛱᪥ᮏ䛸䛧䛶⋓ᚓ䛧䛯ฟ๐ῶ䞉྾㔞䛻
ຍ䛘䚸Ⓩ㘓䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᩘ䚸᥇ᢥ῭䜏MRV᪉ἲㄽᩘ䜢ྵ䜐ไᗘ䛾ᐇ≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䚸⥲ྜ
ⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
䕿䜎䛯䚸ᅜ㝿㈉⊩䛸䛧䛶䚸JCM䛾䜋䛛䚸⏘ᴗ⏺䛻䜘䜛✚ᴟⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜚䚸
䛭䛖䛧䛯ྲྀ⤌䜢ಁ䛧䛶䛔䛟ほⅬ䛛䜙䚸䛭䛾ྲྀ⤌≧ἣ䛻䛴䛔䛶ྍ⬟䛺㝈䜚ᐃ㔞ⓗ䛻ᢕᥱ䛩䜛䚹

10

出典：日本政府「二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism (JCM)) の最新動向」
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᪥ᮏ⯆ᡓ␎2016䠄ᖹᡂ28ᖺ6᭶2᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅䠄ᢤ⢋䠅
➨䠎 ලయⓗ⟇ 10䠊⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ไ⣙䛾ඞ᭹䛸ᢞ㈨䛾ᣑ
Ͼ䠅᪥ᮏ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䞉ᚠ⎔⏘ᴗ䛾ᅜ㝿ᒎ㛤䛾᥎㐍

䕿JCM䛻䛴䛔䛶䚸Ẹ㛫䝧䞊䝇䛾ᴗ䛻䜘䜛㈉⊩ศ䛸䛿ู䛻䚸ẖᖺᗘ䛾ண⟬䛾⠊ᅖෆ䛷⾜䛖
ᨻᗓ䛾ᴗ䛻䜘䜚2030ᖺᗘ䜎䛷䛾⣼✚䛷䠑༓䡚䠍൨t-CO2䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇䛾ฟ๐ῶ䞉
྾㔞䜢ぢ㎸䜣䛷䛚䜚䚸ᮏᖺᗘ୰䛻䠑䛛ᅜ௨ୖ䛷㒔ᕷ㛫㐃ᦠᴗ䜢ᒎ㛤䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛾ᣑ䜔௳ᙧᡂ䛾ᨭ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹
䕿Ẹ㛫䝧䞊䝇䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸᪥ᮏᴗ䛾㈉⊩䜢᫂♧䛧䛯ୖ䛷䚸┦ᡭᅜ䛾ྜព䛜ᚓ䜙䜜䛯
ሙྜ䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶JCM䛸䛩䜛䚹
䕿䛣䜜䜙䛾JCM➼䜢㏻䛨䛯ඃ䜜䛯పⅣ⣲ᢏ⾡䛾ᾏእᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䚸Ẹ㛫άຊ䜢᭱㝈ά⏝
䛧䛴䛴䚸2020ᖺᗘ䜎䛷䛾⣼✚䛷1䛾ᴗつᶍ䜢┠ᣦ䛩䚹

11

䝟䝸༠ᐃ䛻䛚䛡䜛JCM䛻㛵ಀ䛩䜛᮲ᩥ
䝟䝸༠ᐃ➨6᮲
2.Partiesshall,whereengagingonavoluntarybasisincooperativeapproachesthat
involvetheuseofinternationallytransferredmitigationoutcomestowards
nationallydeterminedcontributions,promotesustainabledevelopmentand
ensureenvironmentalintegrityandtransparency,includingingovernance,and
shallapplyrobustaccountingtoensure,interalia,theavoidanceofdouble
counting,consistentwithguidanceadoptedbytheConferenceoftheParties
servingasthemeetingofthePartiestotheParisAgreement.
3.Theuseofinternationallytransferredmitigationoutcomestoachievenationally
determinedcontributionsunderthisAgreementshallbevoluntaryandauthorized
byparticipatingParties.
ͤ㉥Ꮠ㒊ศ䛾௬ヂ䠖ᅜ㝿ⓗ䛻⛣㌿䛥䜜䜛⦆䛾ᡂᯝ䜢⮬ᅜ䛜Ỵᐃ䛩䜛㈉⊩䛻ά⏝
¾ ᮏ᮲䛿䚸ᾏእ䛷ᐇ⌧䛧䛯⦆ᡂᯝ䜢⮬ᅜ䛾ฟ๐ῶ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ά⏝䛩䜛ሙྜ䛾つᐃ
䛷䛒䜚䚸㻶㻯㻹䜢ྵ䜐ᕷሙ䝯䜹䝙䝈䝮䛾ά⏝䛜⨨䛵䛡䜙䜜䛯䚹
¾ ᪥ᮏ䛿䚸䝟䝸༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛝䚸㻶㻯㻹䜢㏻䛨䛶⋓ᚓ䛧䛯ฟ๐ῶ䞉྾㔞䜢ᡃ䛜ᅜ䛾๐ῶ䛸䛧
䛶㐺ษ䛻䜹䜴䞁䝖䛩䜛䚹
¾ ᚋ䚸䝟䝸༠ᐃ⥾⣙ᅜ㆟䛜ᐃ䜑䜛䝎䝤䝹䜹䜴䞁䝖㜵Ṇ➼䜢ྵ䜐ሀᅛ䛺䜰䜹䜴䞁䝔䜱䞁䜾
䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝎䞁䝇䛾సᡂ䛻㈉⊩䛧䛶䛔䛟䚹
12
出典：日本政府「二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism (JCM)) の最新動向」
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⤒῭⏘ᴗ┬JCMᨭᴗ
䠍䠊JCMᐇドᴗ䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘண⟬䠖䠎䠐൨䠅
䠅
䕔ᴫせ䠖NEDO䠄ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ䠅䛾ጤクᴗ
䛸䛧䛶䚸 JCM䛾ά⏝䛻䜘䜚䚸CO2ฟ๐ῶຠᯝ䛾ᐃ㔞䠄ぢ䛘䜛䠅䜢⾜䛔䚸పⅣ⣲
ᢏ⾡䞉〇ရ➼䛾┬䜶䝛ຠᯝ➼䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇド䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᮏไᗘ䛾ᮏ᱁ⓗ䛺㐠⏝
䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䛾ᢳฟ䜔䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⾜䛖䚹
䕔ጤク㡯┠䠖ᐇドタഛ䛾ᑟධᕤ䚸ᐇドヨ㦂㐠㌿䚸JCM䛾ά⏝䠄MRV䛾ᐇ➼䠅
䕔JCMᐇドᴗ䛾せ௳䞉ᑂᰝᇶ‽䠄୍㒊䠅
Ͳ ඃ䜜䛯ᢏ⾡䚸䝜䜴䝝䜴䚸〇ရ➼䛾ά⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇཬ䜃ᥦ
䛥䜜䛯ᢏ⾡䛾ᬑཬ䛻䜘䜛ฟ๐ῶຠᯝ䛜㧗䛔䛣䛸䚹
Ͳ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ䛻䜘䜛MRV᪉ἲㄽ䛾᭷ຠᛶ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䛣䛸䚹
Ͳ ඹྠᴗ䛸䛧䛶ᐇ䛥䜜䠄ᛂເ⪅䛿᪥ᮏⓏグἲே䠅䚸䠏ᖺ௨ෆ䛻ᐇド䛜⤊䛩䜛
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛒䜛䛣䛸䚹

䠎䠊JCMᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ䠄FS䠅
䕔䠦䠟䠩䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ྥ䛡䚸䐟ฟ๐ῶ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾Ⓨ᥀䞉⤌ᡂ䚸䐠ྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䜘
䜛ฟ๐ῶ㔞䛾ホ౯᪉ἲ䛾ᵓ⠏䞉㐺⏝䚸䐡┦ᡭᅜᨻᗓ䛻ᑐ䛩䜛ᨻ⟇ᥦゝ䛾ᐇ

䠏䠊䠩䠮䠲㐺⏝ㄪᰝ
䕔ᑟධ῭䜏/ணᐃ䛾పⅣ⣲ᢏ⾡タഛ䛻ᑐ䛧䚸MRV᪉ἲㄽ䜢㐺⏝䛧䚸ᙜヱタഛ䛾 ᐊຠᯝ
䜺䝇๐ῶ㔞䛻䛴䛔䛶䚸୧ᅜ䛾JCMୗ䛾➨୕⪅ᶵ㛵䛾᳨ド䜢ᚓ䜛䛸䛸䜒䛻䚸MRV䛾ຠᯝ☜
ㄆ䜔㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛾᳨ウཬ䜃䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢ᐇ

䠐䠊䜻䝱䝟䝅䝔䜱䞉䝡䝹䝕䜱䞁䜾
䕔㏵ୖᅜഃ䛷పⅣ⣲ᢏ⾡䞉〇ရ䜢ᑟධ䛧䛯㝿䛾ฟ๐ῶ㔞䜢ィ 䛩䜛ேᮦ➼䜢⫱ᡂ䚹

29

䛆⤒῭⏘ᴗ┬䞉䠪䠡䠠䠫䛇ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ ᅜ㛫䜽䝺䝆䝑䝖ไᗘᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ䠄䠢䠯䠅䠋䠩䠮䠲㐺⏝ㄪᰝ
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ䠄䠢䠯䠅
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ
ڸї䠪䠡䠠䠫 䠩䠮䠲㐺⏝ㄪᰝᴗ
ї⤒῭⏘ᴗ┬
 ї䠪䠡䠠䠫

䝯䜻䝅䝁㻦
䝯䜻䝅䝁༡㒊䛻䛚䛡䜛㻯㻯㻿㻙㻱㻻㻾ᴗ

䝞䞁䜾䝷䝕䝅䝳:

㝣ୖἜ⏣䛻䛚䛡䜛㻯㻯㻿

䜹䞁䝪䝆䜰:

 ڸ㧗ຠ⋡ⅆຊⓎ㟁䠄ᖹᡂ25ᖺᗘ䛛䜙䠅

EMSᑟධ䛻䜘䜛ᕤሙ┬䜶䝛
 ㉸㍍㔞ኴ㝧㟁ụ䝰䝆䝳䞊䝹䝯䜺䝋䞊䝷䞊

䝃䜴䝆䜰䝷䝡䜰:
㧗ຠ⋡ᾏỈῐỈ䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛┬䜶䝛

䠄ᖹᡂ26ᖺᗘ䛛䜙䠅

࣋ࢺࢼ࣒:

 CCS

EMSᑟධ䛻䜘䜛ᕤሙ┬䜶䝛
 ✵ㄪ┬䜶䝛

Ţ䜶䝁䞉䝁䞁䝡䝙䜶䞁䝇䝇䝖䜰䠄ᖹᡂ26ᖺᗘ䛛䜙䠅

䜲䝷䞁:
JCM䜢㏻䛨䛯పⅣ⣲ᢏ⾡䞉

〇ရ䛾ᬑཬಁ㐍

ࢳࣜ:
 ⅆຊⓎ㟁ᡤ䜈䛾ኴ㝧⇕䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥

䜲䞁䝗:
㎰ᴗศ㔝䛾℺₅⏝㧗ຠ⋡䝋䞊䝷䞊䝫䞁䝥

䝅䝇䝔䝮ᑟධ
㕲㗰ᴗ䜈䛾┬䜶䝛ᢏ⾡䛾ᑟධ

䝰䝹䝕䜱䝤:

䝘䝡䝮䞁䝞䜲䛾䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱

 ୰ᆺ㢼ຊⓎ㟁

䝍䜲:

ࣥࢻࢿࢩ:

ⷧ㗰ᯈ〇㐀ᕤሙࡢ┬࢚ࢿᢏ⾡ᑟධ

䝞䜲䜸䝬䝇䜢⏝䛧䛯༙Ⅳཬ䜃ΰ↝䝅䝇䝔䝮

 ┬䜶䝛␃ሪ

 ┬䜶䝛ᆺ」ྜ⏘ᗫᲠ≀ฎ⌮⇕ᅇ䝅䝇䝔䝮

 㧗ຠ⋡ⅆຊⓎ㟁
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䛆⤒῭⏘ᴗ┬䞉䠪䠡䠠䠫䛇ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ ᅜ㛫䜽䝺䝆䝑䝖ไᗘᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ䠄䠢䠯䠅䠋䠩䠮䠲㐺⏝ㄪᰝ
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ䠄䠢䠯䠅
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ
ڸї䠪䠡䠠䠫 䠩䠮䠲㐺⏝ㄪᰝᴗ
ї⤒῭⏘ᴗ┬
 ї䠪䠡䠠䠫

䜲䝷䞁:

࣋ࢺࢼ࣒:

㒔ᕷ䝂䝭↝༷Ⓨ㟁

Ţ䜶䝁䞉䝁䞁䝡䝙䜶䞁䝇䝇䝖䜰䠄ᖹᡂ26ᖺᗘ䜘䜚䠅

䝯䜻䝅䝁㻦
㝣ୖἜ⏣䛻䛚䛡䜛㻯㻯㻿

䝣䜱䝸䝢䞁:
㟁ụᢏ⾡ᦚ㍕ࡢ㟁ືࢪ࣮ࣉࢽ࣮ᑟධ
ᆅ⇕Ⓨ㟁ᑟධ

ڦᑠᆺᆅ⇕Ⓨ㟁ᑟධ

䜿䝙䜰:
⢭⡿ᕤሙ䜈䛾ኴ㝧ගⓎ㟁ᢏ⾡ᑟධ

䝍䜲:

䕦䝬䜲䜽䝻ỈຊⓎ㟁䜢⏝䛧䛯ᆅ᪉㟁

䝉䝯䞁䝖⏘ᴗ䛻䛚䛡䜛CO2ᅇ䞉ᅛᐃ

䕔⮬ື㌴ᕤሙ䛻䛚䛡䜛┬䜶䝛
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䛆⤒῭⏘ᴗ┬䞉䠪䠡䠠䠫䛇 ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ ᅜ㛫䜽䝺䝆䝑䝖ไᗘᐇドᴗ
䠄ᐇドᴗ䛿NEDO䜒䛧䛟䛿UNIDO䛻䜘䜛䜒䛾䠅

ࣔࣥࢦࣝ:
࣋ࢺࢼ࣒:

z ┬䜶䝛㏦㟁䝅䝇䝔䝮䠄᪥❧〇సᡤ䠅䈜25ᖺᗘ䜘䜚

┬䜶䝛ᆺ䛾㏦㟁⥺䜢ᑟධ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⣔⤫ゎᯒ䛾
ᐇ䛻䜘䜚䚸㏦㟁䝻䝇䜢᭱ᑠ㝈䛻䛧CO2䜢๐ῶ䚹

z ᅜ❧㝔䛾┬䜶䝛䞉⎔ቃᨵၿ䠄୕⳻㟁ᶵ䠅ͤ25ᖺᗘ䜘䜚

㧗ຠ⋡䛾䜲䞁䝞䞊䝍䞊䜶䜰䝁䞁䜢ᅜႠ㝔䛻ᑟධ䛧䚸䛭䜜䜙䜢᭱㐺䛻ไᚚ䛩䜛䜶䝛䝹
䜼䞊䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䝅䝇䝔䝮䠄EMS䠅䜢⏝䛔䛯ᢏ⾡ᐇド䜢ᐇ䚹
z BEMS㛤Ⓨ䛻䜘䜛䝩䝔䝹┬䜶䝛䠄᪥ẚ㇂⥲ྜタഛ䠅ͤ25ᖺᗘ䜘䜚

䛂䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮ᢏ⾡䛃䛂㧗ຠ⋡⤥ᢏ⾡䛃䛂㧗ຠ⋡↷᫂ᢏ⾡䛃䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䝡
䝹య䛾┬䜶䝛䜢ᐇ⌧䛧䚸CO2๐ῶ䚹

ࢣࢽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ
z 䝬䜲䜽䝻ỈຊⓎ㟁䛻䜘䜛䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊㟁䠄NTT

䝕䞊䝍⤒Ⴀ◊✲ᡤ䠅ͤ25ᖺᗘ䜘䜚
ᆅ᪉㟁⋡䛜㠀ᖖ䛻ప䛔䚸䜶䝏䜸䝢䜰䞉䜿䝙䜰୧ᅜ
䛻䛚䛔䛶䚸పⴠᕪ䛷Ⓨ㟁ྍ⬟䛺䝬䜲䜽䝻ỈຊⓎ㟁䝅
䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊㟁䜢ᐇ⌧䚹

z ┬䜶䝛ᆺ〇⣬䝥䝷䞁䝖ᑟධ䠄⣚䠅ͤ26ᖺᗘ䜘䜚

᪂タ䛩䜛ẁ䝪䞊䝹ཎ⣬〇㐀ᕤሙ䛻䛚䛔䛶䚸〇⣬ᕤ⛬䛾ᶵᲔຠ⋡䜢ྥୖ䛥䛫䚸ⷧ䛔ཎ⣬
䜢ຠ⋡ⓗ䛻⏕⏘䛷䛝䜛〇㐀䝷䜲䞁䜢ᑟධ䛧㻯㻻㻞䜢๐ῶ䚹

䈜㼁㻺㻵㻰㻻䛻䜘䜛ᐇドᴗ䠄䜿䝙䜰䚸䜶䝏䜸䝢䜰䛾䜏ᑐ㇟䠅

z ⁺⯪⏝≉ṦLED↷᫂ᑟධ䠄䝇䝍䞁䝺䞊㟁Ẽ䠅ͤ27ᖺᗘ䜘䜚

䝧䝖䝘䝮୰㒊ᆅ༊䛾⁺⯪䛻䚸䝇䝍䞁䝺䞊㟁Ẽ䛜⊂⮬㛤Ⓨ䛧䛯㧗ຠ⋡䞉㧗⪏ஂ䛺≉Ṧ䠨䠡䠠
ᢏ⾡䜢ᑟධ䛧䚸┬䜶䝛䜢ᐇド䚹

ࣛ࢜ࢫ
z 䝰䝆䝳䞊䝹ᆺ┬䜶䝛䝕䞊䝍䝉䞁䝍䞊䠄㇏⏣㏻ၟ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤䠅ͤ26ᖺᗘ

ࣔࣝࢹࣈ:
z 㞳ᓥᆺ୰ᆺ㢼ຊⓎ㟁䝅䝇䝔䝮ཬ䜃䜶䝛䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅

䝇䝔䝮ᑟධ䠄㥖䝝䝹䝔䝑䜽䠅䈜28ᖺᗘ䜘䜚
䝕䜱䞊䝊䝹Ⓨ㟁䛜䝯䜲䞁䛷䛒䜛䠎䛴䛾ᓥ䜢ᑐ㇟䛻䚸⌧ᆅ䛾
⣔⤫䞉㟁ຊ㟂⤥➼䛻㐺䛧䛯300kW㢼ຊⓎ㟁ᶵ䛸䚸ReMS
䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯㟁ຊ౪⤥䝅䝇䝔䝮䜢ᑟධ䚹᪤Ꮡ䝕䜱䞊䝊
䝹Ⓨ㟁ᶵ䛾⇞ᩱ㈝๐ῶཬ䜃CO2๐ῶ䜈䛾᭷ຠᛶ䜢᳨
ド䚹

䜘䜚
䝡䝹ᆺ䝕䞊䝍䝕䞁䝍䞊䛻ẚ䜉䛶Ᏻ౯䛛䛴㎿㏿䛻ᘓタྍ⬟䛺䝰䝆䝳䞊䝹ᆺ䛾┬䜶䝛䝕䞊
䝍䝉䞁䝍䞊䜢䚸㧗 ከ‵䚸㧗⃰ᗘ䛾ᇕ䚸Ᏻᐃ䛺㟁ຊ౪⤥䜢క䛖ᆅᇦ䛻ᑟධ䛧䚸CO2䜢
๐ῶ䚹

ࣥࢻࢿࢩ:
z ▼Ἔ⢭〇ࣉࣛࣥࢺࡢ㐠㌿ไᚚ᭱㐺䠄ᶓἙ㟁Ẽ䠅ͤ25ᖺᗘ䜘䜚

▼Ἔ⢭〇䝥䝷䞁䝖䛷ཎἜ䜢␃䚸ศゎ䛩䜛ྛ⨨䛾㐠㌿䜢᭱㐺䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚┬
䜶䝛䜢ᐇ⌧䛧䚸CO2๐ῶ䚹
z ືຊࣉࣛࣥࢺࡢ㐠⏝᭱㐺ᢏ⾡䠄䜰䝈䝡䝹䠅ͤ25ᖺᗘ䜘䜚

ྜィ䠖䠍䠎௳᥇ᢥ䠄䠓䛛ᅜ䠅
ୗ⥺䠄䝧䝖䝘䝮䠎௳䠅䛿㻶㻯㻹䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䛸䛧䛶Ⓩ㘓䛥䜜䛯䜒䛾

▼Ἔ⢭〇䝥䝷䞁䝖䛾䝪䜲䝷䞊䚸䝍䞊䝡䞁➼䛾タഛ䛾㐠⏝䜢㐃ᦠ䛥䛫䛶᭱㐺䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䜚䚸ᕤሙయ䛾┬䜶䝛䜢ᐇ⌧䛧䚸CO2๐ῶ䚹
z ᦠᖏ㟁ヰᇶᆅᒁࡢࢺࣛࣈࣜࢵࢻᢏ⾡ᑟධ㸦KDDI㸧ͤ27ᖺᗘ䜘䜚

KDDI䛾ไᚚᢏ⾡䛂䝖䝷䜲䝤䝸䝑䝗䝅䝇䝔䝮䛃䠄ኴ㝧ග䞉㟁ụ䠋䝕䜱䞊䝊䝹䠋⣔⤫䠅䜢
ᦠᖏᇶᆅᒁ䛻ᑟධ䛧䚸↓㟁ᆅᇦ➼䛻䛚䛡䜛㟁ຊᏳᐃ౪⤥䞉┬䜶䝛ᐇ⌧䚹
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ؾႾƴǑǔJCMȗȭǸǧǯȈႆӏƼऴ୍إӏ
JCMకˑႆ
•䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛻䛚䛡䜛JCM䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛤Ⓨ䛾䛯䜑䚸ᢏ⾡䚸㈨㔠䚸䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑
䝥➼䛾ഃ㠃䛛䜙㞀ቨ䜔䝙䞊䝈䜢≉ᐃ䛧䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜔ᴗྠኈ䛾䝬䝑䝏
䞁䜾䜢㏻䛨䛶䚸䛭䜜䜙䛾㞀ቨ䜈䛾ゎỴ⟇䜢ᥦ౪䛩䜛䚹
•䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䚸䝉䝭䝘䞊䚸◊ಟ䚸䝃䜲䝖ゼၥ➼䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸JCM䛾䝹䞊
䝹ཬ䜃䜺䜲䝗䝷䜲䞁㢮䜔MRV᪉ἲㄽ䛾⌮ゎ䜢ಁ㐍䛧䚸JCM䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ䛾䛯
䜑䛾⯡ⓗ䛺⬟ຊ䛾ᙉ䜢⾜䛖䚹
•ᮇᚅ䛥䜜䜛ฟ๐ῶ㔞䜢⪃៖䛧䛴䛴ᢞ㈨ィ⏬䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䚸≉ᐃ䛾௳䛻㛵
䛩䜛௳ᙧᡂㄪᰝ䜢ᐇ䛩䜛䚹䛣䜜䜎䛷䛾ㄪᰝሗ࿌᭩䛿ୗグ䛾URLཧ↷䠖
<http://gec.jp>
㟰ẞ⼊ㆸ婧㞣䛾✀㢮
㒔ᕷ㛫㐃ᦠ䛻ᇶ䛵䛟JCM௳ᙧᡂྍ⬟ᛶㄪᰝᴗ
JCMつᶍ๐ῶ௳ᙧᡂྍ⬟ᛶㄪᰝᴗ

ऴ୍إӏ
•᪂䝯䜹䝙䝈䝮ሗ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻䛚䛔䛶JCM䛾ྛ
✀᭱᪂ሗ୪䜃䛻᪥ᮏᨻᗓ䛻䜘䜛JCM㈨㔠ᨭ
ᴗ➼䛾㛵㐃䝥䝻䜾䝷䝮䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ᥖ㍕
<http://www.mmechanisms.org/>
•䝯䝹䝬䜺 䜔㛵㐃᭱᪂ሗ䜢ᐃᮇⓗ䛻㓄ಙ䚹ୗグ䛾
URL䛛䜙Ⓩ㘓䠖
(᪥)<http://www.mmechanisms.org/newsletter/index.html>
(ⱥ)<http://www.mmechanisms.org/e/newsletter/index.html>
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䠦䠟䠩タഛ⿵ຓᴗ
㻞㻜㻝㻣ᖺᗘண⟬㻦
㻞㻜㻝㻣ᖺᗘ䛛䜙㛤ጞ䛩䜛ᴗ䛻
ᑐ䛧䛶䚸㻟䛛ᖺ䛷ྜィ㻢㻜൨

JICA䛺䛹ᨻᗓ⣔㔠⼥ᶵ㛵䛜
ᨭ䛩䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㐃ᦠ䛧
䛯㈨㔠ᨭ䜢ྵ䜐

⎔ቃ┬

MRV䛾ᐇ䛻䜘䜚GHGฟ๐ῶ
㔞䜢 ᐃ䚹䜽䝺䝆䝑䝖䛾Ⓨ⾜ᚋ䛿
1/2௨ୖ䜢᪥ᮏᨻᗓ䛻⣡ධ

ึᮇᢞ㈨㈝⏝䛾1/2௨ୗ
䜢⿵ຓ

ᅜ㝿䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
㻔᪥ᮏ䛾Ẹ㛫ᅋయ䜢ྵ䜐㻕㻕

⿵ຓᑐ㇟⪅
䠄᪥ᮏ䛾Ẹ㛫ᅋయ䜢ྵ䜐䠅ᅜ㝿䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮

ᴗᐇᮇ㛫
᭱3ᖺ㛫
⿵ຓᑐ㇟せ௳

⿵ຓᑐ㇟
䜶䝛䝹䜼䞊㉳※CO2ฟ๐ῶ䛾䛯䜑䛾タ
ഛ䞉ᶵჾ䜢ᑟධ䛩䜛ᴗ䠄ᕤ㈝䚸タഛ㈝䚸
ົ㈝➼䜢ྵ䜐䠅

⿵ຓỴᐃ䜢ཷ䛡䛯ᚋ䛻タഛ䛾タ⨨ᕤ䛻╔ᡭ䛧䚸
3ᖺ௨ෆ䛻ᕤ䛩䜛䛣䛸䚹䜎䛯䚸JCM䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸䛧䛶
䛾Ⓩ㘓ཬ䜃䜽䝺䝆䝑䝖䛾Ⓨ⾜䜢┠ᣦ䛩䛣䛸
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ᅜ㛫䜽䝺䝆䝑䝖ไᗘ䜢⏝䛧䛯REDD+⿵ຓᴗ
䛀ᴗ䛾ᴫせ䛁

䛆ᴗᐇ䛾⫼ᬒ䛇
•㏵ୖᅜ䛻䛚䛔䛶
⇕ᖏ㞵ᯘ䛾◚ቯ
䛜῝้
•2011䡚14ᖺ䜎䛷
䛻17௳䛾FS䜢ᐇ

䛆2017ᖺᗘண⟬䛇8,000

પଓஃ

ᅜ㝿䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
䠄᪥ᮏ䛾Ẹ㛫ᅋయ䜢
ྵ䜐䠅
ॡঞ४ॵॺ
ವোٮ

⎔ቃ┬

䛆ᮇᚅ䛥䜜䜛ຠᯝ䛇
•ఫẸཧຍ䛻䜘䜛㐪
ἲఆ᥇┘ど䚸⅏ᐖ
ண㜵䚸᳃ᯘ⏕
•௦᭰⏕ィᡭẁ䛾
☜❧

*ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟ᴗᐇᅜ䜈䛾㓄ศ㔞䜢㝖䛔䛯䜒䛾䛾
䛖䛱䚸⿵ຓᑐ㇟⤒㈝䛻༨䜑䜛⿵ຓ㔠㢠䛾ྜ䛸1/2䜢
ẚ㍑䛧䛶䛝䛔᪉௨ୖ䜢᪥ᮏᨻᗓ䛻⣡ධ
ͤᮏᴗ䛿JICAᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖➼䚸ᶵ㛵䛸
䛾㐃ᦠ䜒┠ᣦ䛩䚹

ͤREDD+(ReducingEmissionsfromDeforestationandForestDegradationindevelopingcountries;andtheroleof
conservation,sustainablemanagementofforestsandenhancementofforestcarbonstocksindevelopingcountries)䠖㏵ୖ
ᅜ䛻䛚䛡䜛᳃ᯘῶᑡ䞉᳃ᯘຎ䛻⏤᮶䛩䜛ฟ䛾ᢚไ䚸୪䜃䛻᳃ᯘಖ䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺᳃ᯘ⤒Ⴀ䚸᳃ᯘⅣ⣲✚䛾ቑᙉ

┠ⓗ

⿵ຓᑐ㇟⪅
ᅜ㝿䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾௦⾲ᴗ⪅䛷䛒䜛᪥ᮏἲே

REDD+䛻ྥ䛡䛯άື䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
JCM䜢㏻䛨䛶᪥ᮏ䛾๐ῶ┠ᶆ㐩ᡂ䛻
㈉⊩

⿵ຓᑐ㇟ᮇ㛫䞉㔠㢠
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䠍ᖺ㛫䞉ᐃ㢠䠄䠍௳䛒䛯䜚᭱8,000䠅

⎔ቃ┬JCM㈨㔠ᨭᴗ ௳୍ぴ(2013䡚2017ᖺᗘ) 2017ᖺ11᭶6᪥Ⅼ
ঔথ०ঝ؟੯
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ٳҸӌ௶ਃ ূӞ ٳҸӌഐ๋ਃҩҾӡӐӣӞҳҿҴ ӃӊҴӂӔҾӡӄӢҼӄӓӊұӐҫҼӅҰӜӡҼӢ
ٳৈ૨ഐ๋ਃ ഏഒਓ
ٳҾҴӀӢҮӌӞҴӀҲӡӀӁӇӕ ৗளકসҸӡӀӢӊҵӜӡҼӢ
ٳҸӌ૬৹ӀӁӇӕ؞ഐ๋ਃ ӃӊҴӂӔҾӡӄӢҼӄӓӊұӐҫҼӅҰӜӡҼӢ
ٳҸӌഐేӀӁӇӕ ැૈ ٳৈ૨ਗ਼ੰဓ ᅾ
ٳҸӌഐஔӀӁӇӕ মӇӏӣҵ ٳ๘/(' ӐҫҴӁӈӜӇҶӜӡҼӢ
ٳӂӖӡӈੵৃ0:ఀਗ਼ 177ӇӢҴӄ৽ଢ଼ਚ ٳঽષੵৃҾӀӢҮӌ ӇӢӡӃҴ
ٳഐ๋ਃध෯ೠਃ ੈਮᇪӎӢҶҹ ٳӑӣҶӡӈੵৃ0:୬഻ਗ਼ध(06 ӐҫҶӡӇҳҼ
ٳҸҵҾӡષੵৃ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ ٳഐആৎॉলखӏҴӈӒӣӡӐӣ &3)-$3$1
ٳ0:୬഻ਗ਼ ӇҬҴҸӁӏӢҴ ٳӁҴӎӣҴӓҴҽҳӈ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ
ٳҾӢӕӑӢӝӈੵৃৈ૨ӒӢҶӛ ӎӢӡӈӢҴ৲৾ ٳ૬৹౪ӀӁӇӕ әҵҿૹহ
ٳӎӢҶҹӓӁҾӀӢҮӌ ୕୫ષ ٳӁӓҴӈӒӣҴӈ ૯ଘ᎙୍ ٳ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ

१क़४॔ছঅ॔؟੯

ढ़থ४॔؟੯

ٳ0:ӖӄӡҺӢӁઽਗ਼ 177ӇӢҴӄ৽ଢ଼ਚ
ٳฮӒӢҶӛҴधમૡఌ ҿӡӈӜҴӁӏӣӜҳӆ
ٳ0:ҷҬӡӈӢӐҫҴӕ һұҴӇӢӡҶӡӄҴӉӀҲӉӝ
ٳ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ

ٳৈ૨/('ඌଡ଼ྩ ӔӌӑӢҵӔӆӔ ૅ৾ٳN:୬഻ਗ਼ ҵӀӢҵҽӢҴӈҷҮҶ
ٳ0:୬഻ਗ਼धৈ૨ӅӛҴ ҶҹӡӗҴӝ  ૅ৾ٳN:୬഻ਗ਼ ҵӀӢҵҽӢҴӈҷҮҶ
ٳଦӒӣӡӐӣभҶӡӎӢҴӄ৲قӖӄҷүҴӄҴك

ٳӎӢҶҹӓӁҾӀӢҮӌ ӎӣӀӐҬҳҼҾ
ӡҿӝӄӡӆ

ঃছड़؟੯

ૹٳਝN:୬഻ਗ਼ ӎӣӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ پ
ૅ৾ٳN:୬഻ਗ਼ ӎӣӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ پ
ૹٳਝN:୬഻ਗ਼⋜ ӎӣӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ

ॣॽ॔؟੯

কথঐ؟ش੯

ওय़३॥؟੯

ٴ൏ഒ೪5('' ଫഏিপ৾
سৈ૨ಓஓ ඥౘੑಎ
س0:୬഻ਗ਼ ӇҬҴҸӁӏӢҴ

ग़ॳड़আ॔؟੯

ٳ0:৵ৡਗ਼ ӎӣӀӐҬҳ
ҼҾӡҿӝӄӡӆ
ৃੵٳ0:୬഻ਗ਼ ӎӣ
ӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ

پ

ٳӇӢӀӢӄӝӄҾҼӢӛӐ মৢઈ پ
ٳৈ૨ಓஓ ඥౘੑಎ پ
ٳৈ૨ҸҵҾӡ 177ӇӢҴӄ৽ଢ଼ਚ
ٳҸӌ૬৹ ӜҾҴ
ٳਗ਼ဓ৲ਛਝ য়৲ਛ
ٳӀҲҳӏӣӡҼӢӗҴӝN:୬഻ਗ਼ ҶҹӡӜӇҴӝ
ٳવ؞রୠৈ૨ಓஓ ඥౘੑಎ
ٳ૬৹౪ӀӁӇӕ ඥౘੑಎ
ٳৈ૨൏ਛັ 7272 ٳৈ૨ӒӣӡӐӣ ૯ଘҷүҴӄҴ ৃੵٳҸӌ +2<$
ٳਨୠಉৈ૨ಓஓ ඥౘੑಎ ٳਗ਼ଲୗੵৃҸӌ ൰ષ
ٳৈ૨ಓஓ ඥౘੑಎ
ٳӏӢҴӝੵৃҸӌ ҿҳӒӣӟҶӡӄҴӉӀҲӉӝ
ٳৈ૨ӄҴӒӢഐ๋ਃ әҵҿૹহ

ছड़५؟੯

ٳৈ૨ਗ਼ੰဓ ැૈ

ٳৃ0:୬഻ਗ਼ ӐҫҴӕӈӢҭ
ٳৃ0:୬഻ਗ਼ ӐҫҴӕӈӢҭ

ঋॺॼ؟੯

ংথॢছॹ३গ؟੯

ٳ୫ષੵৃҸӌഐ๋ਃ ਉഐӀӁӇӕ
ٳৈ૨௶ਃ ௹িৢૹ
ৃੵٳN:୬഻ਗ਼ <..
ٳ0:୬഻ਗ਼ ӎӣӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ
ٳၯౚੵৃҸӌഐ๋ਃ ਉഐӀӁӇӕ
ٳ૬৹ग़ॿ ਉഐӀӁӇӕ

پپ

॥५ॱজढ़؟੯
پ

ٳ0:୬഻ਗ਼ 177ӇӢҴӄ৽ଢ଼ਚ
ٳৈ૨ӅӛҴ 177ӇӢҴӄ৽ଢ଼ਚ

ॳজ؟੯

ইॕজআথ؟੯

ٳ0:৵ৡਗ਼ق௹িৢૹٳك0:৵ৡਗ਼قশপك
ٳ0:୬഻ਗ਼ ূӂӡӅұӜҴ ٳ0:୬഻ਗ਼ ӈӚӄঽ 

ٳ0:୬഻ਗ਼ ଫഏি୭ଢ଼ਚ
ٳ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ

ॖথॻॿ३॔؟੯

ٳN:ఀಣਗ਼ -)(ҸӡӀӢӊҵӜӡҼӢ
ٳग़ॿᅿୗਝ һӜӡӒҴӝӇӢҬӡҼӢӁ
ٳৈ૨ฮӒӢҶӛ ҸҴӁҾҳҼ
ٳ0:ुाᅊਗ਼ ӐӀӢӄ
ٳҸӌഐ๋ӀӁӇӕقӒҴӝӇӢҬӡҼӢӁك

ৃੵٳ૬৹ҸӌӝһӢҴచ %DWDQJ ਉഐӀӁӇӕ پ
ٳҾӡӏӢӊҸӡӁӁӈҵҸӌ ӟҴӃӡ پ
ٳৈ૨ഐేಎ઼ ਆଲਚ پپ
ٳഐആৎলखӏҴӈӒӣӡӐӣ ௹িৢૹ پ
ৃੵٳ૬৹ҸӌӝһӢҴచ ਉഐӀӁӇӕ ٳ پӂӖӡӈੵৃ0:ఀਗ਼ -)(ҸӡӀӢӊҵӜӡҼӢ
ٳN:୬഻ਗ਼ӎҶӐӢӜҳӈӢӀӁӇӕ టઢෑૹহ
ٳӜӀӢҮӌӎӢҴӉҴ ௹ৢӓӀӉӜҴ
ٳҸӌഐ๋ਃ ਉഐӀӁӇӕ پ
ٳҸӌӒӢҴӝଽ૪৶ӀӁӇӕ ැૈ
ٳҸӌ௶ਃ ূӞ
ٳৈ૨ഐ๋ਃ 177ӐҫӀӜӇҬҴӁӢ
ٳӁӓҴӈ/('ඌଡ଼ྩ 177ӐҫӀӜӇҬҴӁӢ
ٳӐҬӝӕੵৃৈ૨ฮӒӢҶӛ ਕഇҽӔҺӝ
ٳҺӢӁҾӀӢҮӌ ௹িৢૹ
ٳҾӢӝӐӒӢҴӝੵৃৈ૨ฮӒӢҶӛ ક௵ҾӢӕੵ
ٳӀӢҰҺӎӢӜӡ0:୬഻ਗ਼ ӀҰҴӐӣ
ٴ൏ഒ೪5('' ැૈ
ٳ0:৵ৡਗ਼ ӈҴӚҴҸӌӝһӢҴӐҫҴӕ
ٳৈ૨௶ਃ ၯӇһӁӄҶӝ
ٳ๘/(' ӐҫҴӁӈӜӇҶӜӡҼӢ
ٳਓൾ૪৶Ҹӌ ঢ়ਧ୭ଵ৶ૼӂӡӄҴ
ٳN:୬഻ਗ਼ ӌҼӁӈҸӉӀӢҴҵӡӈӢӜӃҴӁ
ٳҺӢӁҾӀӢҮӌ ҶҹӡӗҴӝ
ٳ0:୬഻ਗ਼ ৈෛ৾ੵ
ٳ૬૬৹౪ӀӁӇӕ ҵҶӐүҴҾӕ

ঔঝॹॕঈ؟੯

ૅٳༀN:୬഻ਗ਼ ӎӣӀӐҬҳҼҾӡҿӝӄӡӆ
ٹҵҳӈӢҭ୭ᆁӁӓҴӈӓҶҼӟҼӢӜҳӈӢ

ٳফ২ਝଓஃ؟੯఼උ ऊব ٳফ২ਝଓஃ؟੯఼උ ऊব
ٹফ২$'%੦স؟੯఼උ ऊব ٳফ২ਝଓஃ؟੯఼උ ऊব
ٳফ২ਝଓஃ؟੯఼උ ऊব ٴ5(''ӐӣӟӀӢҮҼӈଓஃ؟੯఼උ ऊব
ٳফ২ਝଓஃ؟੯఼උ ऊব
پजभؚঐঞش३॔द੯ৰ

ৣमઈૡ৫खञुभ়قੑ੯؛अठ੯मઈૡ৫ك

ঃشॼॺشব়ੑ؟੯఼උ ऊব

پम-&0উট४ख़ॡॺधखथఃஈऔोञुभ়قੑ੯ك
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JCM䝥䝻䝆䜵䜽䝖Ⓩ㘓䞉䜽䝺䝆䝑䝖Ⓨ⾜ᡭ⥆ (1/2)
(䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛸䛾䛥䜙䛺䜛᳨ウ䞉༠㆟䛻䜘䜚ኚ᭦䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚)

䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཧຍ⪅

➨୕⪅ᶵ㛵

ྜྠጤဨ

ᨻᗓ

 PDD䛾ᡂཬ䜃䝰䝙
䝍䝸䞁䜾ィ⏬䛾సᡂ
*PDD⏝⣬ཬ䜃䝰䝙䝍䝸䞁

䜾䝇䝥䝺䝑䝗䝅䞊䝖

PDD䛾సᡂ

*PDD䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜺䜲䝗䝷 PDD(క)ӏƼMoCǛ੩ЈƠŴࣱ࢘ڲᄩᛐӏƼȑȖȪȃǯȷǤȳȗȃ
ȈǛᙲᛪ
䜲䞁

 㐃⤡᪉ἲᐉㄋ᭩
(MoC)⏝⣬䛾సᡂ
*㐃⤡᪉ἲᐉㄋ᭩⏝⣬
੩ЈཋƷӖ᪸Ǜᡫჷ

ጇᙜᛶ☜ㄆ

 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ጇᙜᛶ☜ㄆ
 ጇᙜᛶ☜ㄆሗ࿌᭩䛾‽
ഛ

ጇᙜᛶ☜ㄆཬ
䜃᳨ド䛿ྠ
ཪ䛿ู䚻䛻ᐇ
ྍ⬟

 䝟䝤䝸䝑䜽䞉䜲䞁䝥䝑䝖
[30᪥㛫](ົᒁ)

* ጇᙜᛶ☜ㄆ䞉᳨ド䜺䜲䝗䝷䜲䞁
*ጇᙜᛶ☜ㄆሗ࿌᭩⏝⣬
ࣱ࢘ڲᄩᛐإԓ

 Ⓩ㘓⏦ㄳ᭩䛾సᡂ
*Ⓩ㘓⏦ㄳ⏝⣬

Ⓩ㘓

ႇဎᛪဇኡŴࣱ࢘ڲᄩᛐฎǈPDDŴMoCŴ
ӏƼࣱ࢘ڲᄩᛐإԓǛ੩Ј

ဎᛪӖྸƷᡫჷ  ᛶ☜ㄆ [7᪥㛫]
ኽᛯƷᡫჷ (ົᒁ)
ႇƷᡫჷ  Ⓩ㘓

ႇƷᡫჷ
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JCM䝥䝻䝆䜵䜽䝖Ⓩ㘓䞉䜽䝺䝆䝑䝖Ⓨ⾜ᡭ⥆ (2/2)

(䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛸䛾䛥䜙䛺䜛᳨ウ䞉༠㆟䛻䜘䜚ኚ᭦䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚)

䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཧຍ⪅

䝰䝙䝍䝸䞁䜾

➨୕⪅ᶵ㛵

ྜྠጤဨ

ᨻᗓ

 䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾ᐇ
 䝰䝙䝍䝸䞁䜾ሗ࿌᭩ ౨ᚰƷƨǊƴȢȋǿȪȳ
ǰإԓǛ੩Ј
䛾‽ഛ
*PDD䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜺䜲䝗

䝷䜲䞁
*䢏䢂䡼䢔䢙䡴䢚ሗ࿌᭩⏝⣬

 ฟ๐ῶ㔞䛾᳨ド
 ᳨ドሗ࿌᭩䛾‽ഛ

᳨ド

*ጇᙜᛶ☜ㄆ䞉᳨ド䜺䜲䝗

ጇᙜᛶ☜ㄆཬ
䜃᳨ド䛿ྠ
ཪ䛿ู䚻䛻ᐇ
ྍ⬟

䝷䜲䞁
*᳨ドሗ࿌᭩⏝⣬

౨ᚰإԓƷ੩Ј

 䜽䝺䝆䝑䝖㓄ศ䛾Ỵ
ᐃ
 䜽䝺䝆䝑䝖Ⓨ⾜⏦ㄳ
⏝⣬䛾సᡂ

Ⓨ⾜

ႆᘍᡫჷƷဎᛪ
ဎᛪӖྸƷᡫჷ

*䜽䝺䝆䝑䝖Ⓨ⾜⏦ㄳ⏝⣬

ኽௐƷᡫჷ

 ᛶ☜ㄆ [7᪥㛫]
(ົᒁ)
 Ⓨ⾜䛩䜛䜽䝺䝆䝑䝖
㔞䛾㏻▱䛻㛵䛩䜛
Ỵᐃ

ႆᘍƢǔǯȬǸȃȈƷᡫჷ

ǯȬǸȃȈႆᘍƷᡫჷ  䜽䝺䝆䝑䝖䛾Ⓨ⾜
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ྜྠጤဨ㐠Ⴀつ๎
(䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛸䛾䛥䜙䛺䜛᳨ウ䞉༠㆟䛻䜘䜚ኚ᭦䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚)

䝯䞁䝞䞊
¾ ྜྠጤဨ䠄JC䠅䛿୧ᅜᨻᗓ䛾௦⾲⪅䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹
¾ ྛᅜᨻᗓ䛿䛊10䛋ྡ䜢㉸䛘䛺䛔⠊ᅖ䛷䝯䞁䝞䞊䜢ᣦᐃ䛩䜛䚹
¾ JC䛿䚸ྛᅜᨻᗓ䛻䜘䜚ᣦྡ䛥䜜䜛2ྡ䛾ඹྠ㆟㛗䠄䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ1ྡ䚸᪥ᮏ1ྡ䠅䜢᭷䛩䜛䚹ྛඹྠ
㆟㛗䛿䚸JC䝯䞁䝞䞊䛛䜙௦⌮䜢ᣦᐃ䛷䛝䜛䚹

JC䛻䛚䛡䜛ពᛮỴᐃ
¾ JC䛿ᑡ䛺䛟䛸䜒ᖺ1ᅇྜ䜢㛤ദ䛩䜛䚹䜎䛯JC䛾Ỵᐃ䛿䝁䞁䝉䞁䝃䝇᪉ᘧ䛷᥇ᢥ䛥䜜䜛䚹
¾ JC䛿䚸௨ୗ䛾ᡭ⥆䛻䜘䜚䚸㟁Ꮚⓗ䛻Ỵ㆟䜢᥇ᢥ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䠖
(a) ඹྠ㆟㛗䛻䜘䜚Ỵ㆟䛜䛶䛾JC䝯䞁䝞䞊䛻ᅇ䛥䜜䜛䚹
(b) Ỵ㆟䛿䚸ୗグ䛾ሙྜ䛻᥇ᢥ䛥䜜䛯䛸䜏䛺䛥䜜䜛䠖
i) ᅇᚋ䚸䛊10䛋᪥㛫௨ෆ䛻JC䝯䞁䝞䞊䛜␗㆟⏦䛧❧䛶䜢⾜䜟䛪䚸୧ඹྠ㆟㛗䛜㈶ព䜢⾲᫂
䛧䛯ሙྜ䚸ཪ䛿
ii) 䛶䛾JC䝯䞁䝞䞊䛜㈶ព䜢⾲᫂䛧䛯ሙྜ䚹
¾ JC䝯䞁䝞䞊䛛䜙ᑐពぢ䛜⾲᫂䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸ඹྠ㆟㛗䛜ᙜヱJC䝯䞁䝞䞊䛾ពぢ䜢⪃៖䛧䚸㐺ษ
䛺ᑐᛂ䜢⾜䛖䚹
¾ JC䛿㟁Ꮚⓗ䛺ពᛮỴᐃ䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䛻䚸㟁ヰ㆟䜢ᐇ䛷䛝䜛䚹

እ㒊ᨭ
¾ JC䛿䚸ᴗົ䛾୍㒊䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝟䝛䝹䛾タ⨨䚸እ㒊ᑓ㛛ᐙ䛾௵䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䚹

ゝㄒ: ⱥㄒ ົᒁ: ົᒁ䛿JC䛾ົ䜢ᐇ䛩䜛䚹
Ᏺ⛎⩏ົ: JC䝯䞁䝞䞊䚸ົᒁ➼䛿䚸Ᏺ⛎⩏ົ䜢㑂Ᏺ䛩䜛䚹
ྜ䛾グ㘓: JC䛻䜘䜛䛶䛾Ỵᐃᩥ᭩䛿බ㛤䛥䜜䜛䚹

44
出典：日本政府「二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism (JCM)) の最新動向」
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JCM䛻䛚䛡䜛䜽䝺䝆䝑䝖Ⓨ⾜䛻㛵䛩䜛ᇶᮏᴫᛕ
(䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛸䛾䛥䜙䛺䜛᳨ウ䞉༠㆟䛻䜘䜚ኚ᭦䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚)

¾ JCM䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜽䝺䝆䝑䝖䛾Ⓨ⾜ᑐ㇟䛸䛺䜛ฟ๐ῶ㔞䛿䚸䝸䝣䜯
䝺䞁䝇ฟ㔞ཬ䜃䝥䝻䝆䜵䜽䝖ฟ㔞䛾ᕪ䛸ᐃ⩏䛥䜜䜛䚹
¾ 䝸䝣䜯䝺䞁䝇ฟ㔞䛿䚸䝟䞊䝖䝘䞊ᅜ䛻䛚䛡䜛ᥦ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸ྠ
➼䛾䜰䜴䝖䝥䝑䝖ཪ䛿䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛾䜒䛳䛸䜒䜙䛧䛔ฟ
㔞䛷䛒䜛BaU䠄businessͲasͲusual䠅ฟ㔞䜘䜚䜒ప䛟ィ⟬䛥䜜䜛䚹
¾ ᙜヱ䜰䝥䝻䞊䝏䛿䚸 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ㔞䛾⣧๐ῶཬ䜃䠋ཪ䛿ᅇ
㑊䠄netdecreaseand/oravoidance䠅䜢ಖド䛩䜛䚹
 吮
ฟฟ 呄
㔞※ 吏
厭叾
吆
只吟
叏双
ྵ
ᐊ叟
ຠ䜜
ᯝ召
吃
吐

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾✌ാ㛤ጞ
ᐃ䛥䜜䜛BaUฟ㔞䛾⠊ᅖ

䝸䝣䜯䝺䞁䝇ฟ㔞
ฟ๐ῶ㔞
(䜽䝺䝆䝑䝖)

䝥䝻䝆䜵䜽䝖ฟ㔞

㛫
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出典：日本政府「二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism (JCM)) の最新動向」
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᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ 


㸯㸬ࣅࢪࣙࣥ
ᖺ  ᭶ࠊࣃࣜ༠ᐃࡀ᪩ᮇⓎຠࡋࠊୡ⏺ࡣࣃࣜ༠ᐃࡢᐇྥࡅ࡚ືࡁฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣃࣜ༠ᐃࡢ㸰Υ┠ᶆ㸦Υ㏣ồ㸧ࢆ㐩ᡂࡋࠊୡ⣖ᚋ༙

ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢேⅭ

ⓗ࡞ฟ྾ࢆᆒ⾮ࡉࡏࡿ⬺Ⅳ⣲♫ྥࡅ࡚ࡣࠊୡ⏺య࡛ࡢᖜ๐ῶࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡶࠊẼೃኚືᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࢆపῶࡋࠊᙉ㠌࡞♫ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡸ㞠⏝ࡢቑຍࠊࣥࣇࣛࡢᩚഛࠊỈ࣭㣗
ᩱ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࢡࢭࢫྥୖ➼ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ୡ⏺ࡢ㌿ࡢࡓࡵࡣࠊᢏ⾡ཬࡧ♫࣭⤒῭ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡾࠊࣥࣇࣛࢽ࣮ࢬࡀ㢧ᅾࡋ࡚࠸ࡿ㏵ୖᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࣟࢵࢡࣥຠᯝࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡶࠊࡲࡉࠕࠖࠊ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊࣃࣜ༠ᐃࡢୗࠊ ᖺ 㸣๐ῶ┠ᶆࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵᅜෆᑐ⟇ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣃࣜ༠ᐃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡚ࡢせᅜࡀ
ཧຍࡍࡿබᖹࡘᐇຠᛶ࠶ࡿᅜ㝿ᯟ⤌ࡳࡢୗࠊせฟᅜࡀࡑࡢ⬟ຊᛂࡌࡓฟ
๐ῶྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ᅜ㝿♫ࢆᑟࡋࠊᆅ⌫ ᬮᑐ⟇⤒῭ᡂ㛗ࢆ୧❧ࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽࠊ㛗ᮇⓗ┠ᶆࡋ࡚ ᖺࡲ࡛ 㸣ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ๐ῶࢆ┠ᣦࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᑐ⟇ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡢ
ඃࢀࡓᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ㏵ୖᅜࡢㄢ㢟࣭ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ༠ാ
ࡋࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃ͆&RLQQRYDWLRQ㸦ࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧͇ࢆ᥎
㐍ࡋࠊୡ⏺యࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ๐ῶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋᡃࡀᅜ㏵ୖᅜࡀ㐃ᦠ
ࡋ࡚ࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊẸ㛫ᴗࡸ⮬యࢆᕳࡁ㎸ࡳࡘ
ࡘࠊྛᅜࡢࢽ࣮ࢬᡃࡀᅜࡢẸ㛫ᴗཬࡧ⮬యࡀ᭷ࡍࡿᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢࢩ࣮ࢬ
ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏ࡚ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆぢฟࡍලయⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡑࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬࢩ࣮ࢬࡢ͆ぢ࠼ࡿ͇ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡞ࡿࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢᶵࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ㏵ୖᅜ࠾࠸࡚ไᗘ㠃࡛ࡢయไᵓ⠏ࡸ⬟ຊ㛤
Ⓨ➼ࡢᇶ┙ᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚ࠊẸ㛫ᴗࡸ⮬యࡢẼೃኚືᑐ⟇ࡢᶵ㐠ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ⯡ࠊࠕࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢩࢵࣉ㸦㏻⛠㸸ぢ࠼ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ࠖࢆタ❧ࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜෆࡢ㛵ಀ┬ᗇࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊᴗࠊ⮬య➼ࠊᖜᗈ
࠸యࡀ⥭ᐦ༠ຊࡍࡿࡶࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡸ 1'& ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ➼ᅜ㝿ⓗ࡞
ࢽࢩࢸࣈࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࢀࡽࡢࣅࢪࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ᛂཬࡧ⦆ಀࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ཬࡧ⯡タ
❧ࡍࡿࠕࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ❶
௨㝆⤂ࡍࡿࠋ
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出典：日本政府「日本の途上国対策支援イニシアティブ 2017」
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㸰㸬㐺ᛂࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
㸦㸯㸧⛉Ꮫⓗ▱ぢᇶ࡙ࡃ㐺ᛂ⟇ࡢᵓ⠏
㐺ษ࡞㐺ᛂ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⛉Ꮫⓗ▱ぢᇶ࡙ࡃࣜࢫࢡホ౯ࢆᐇࡋࠊ
ࡑࢀࢆ㐺ᛂィ⏬ᫎࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊඛ㐍ᅜ࣭㏵ୖᅜ᪉࠾ࡅࡿᨻ
⟇ࣉࣟࢭࢫࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡣࠊ⏘ᐁᏛ୍య࡞
ࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓ᭱ඛ➃ࡢᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ㞟⣙ࡋࠊࡇࢀࡽࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊẼೃࣜࢫࢡሗࡢᩚഛࡸࣜࢫࢡホ౯ᡭἲࡢ☜❧ࠊ㐺ᛂィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆᨭ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ලయⓗࡣࠊᅜ㛫ࡢ༠ຊࡼࡾࠊẼೃኚືࡢᙳ㡪ホ౯ࡸ㐺ᛂィ⏬⟇ᐃࡢᨭࢆ
⾜࠺ࠋ࠼ࡤࠊࣇࢪ࣮ࠊࣂࢾࢶࠊࢧࣔ➼ࡢᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿࢧࢡ
ࣟࣥ⏤᮶ࡢ㧗₻࣭㧗Ἴࡢ㛗ᮇⓗࣜࢫࢡホ౯ᡭἲ☜❧ࡸࠊẼೃኚືୗ࡛ࡢ㣗⣊Ᏻಖ
㞀ࡢᙳ㡪ࢆᆅᅗࡍࡿ㸦$0,&$)㸧యไࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋຍ࠼࡚ࠊኴᖹὒᆅ
ᇦ⎔ቃィ⏬ົᒁ㸦635(3㸧ࡢ༠ຊࢆ㏻ࡌࡓኴᖹὒẼೃኚືࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧ࡸࠊࢱ
ࡢẼೃኚືᅜ㝿◊ಟࢭࣥࢱ࣮㸦&,7&㸧ࡢᙉࡼࡗ࡚ࠊẼೃኚືศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂ
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦࡢ㏵ୖᅜࡸࢪ㛤Ⓨ㖟⾜㸦$'%㸧༠ຊࡋ࡚ࠊྠᆅᇦ
ࡢẼೃࣜࢫࢡࡸ㐺ᛂ⟇㛵ࡍࡿሗᇶ┙࡛࠶ࡿࠕࢪኴᖹὒ㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ
࢛࣮࣒㸦$33/$7㸧ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊᅜ㝿㐺ᛂࢭࣥࢱ࣮㸦*&(&$㸧ࡶ㐃ᦠࡋࡘ
ࡘࠊẼೃࣜࢫࢡሗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᇶ┙ᩚഛ㈉⊩ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡢᇶ♏࡞
ࡿẼೃࣔࢹࣝࡢ㧗ᗘ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࡸᆅ⌫⎔ቃሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏ࢆᘬ
ࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊẼೃኚືᏳಖ㞀ࡢほⅬࡽࠊ ᖺ㸷᭶Ⓨ⾲ࡋࡓࠕẼೃኚືక
࠺ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦ࠾ࡅࡿ⮬↛⅏ᐖࡢศᯒ⬤ᙅᛶࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓእᨻ
⟇ࡢศᯒ࣭❧ࠖࡢሗ࿌᭩ࢆᵝࠎ࡞እศ㔝ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡸࡇࢀࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࣭ᩍカ➼ࡘ࠸࡚ࠊࢪኴᖹὒ㐺ᛂ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$3$1㸧ࠊୡ⏺㐺ᛂࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦*$1㸧ࠊ⌫ᆅ⌫ほ ࢩࢫࢸ࣒㸦*(266㸧
ࢪኴᖹὒࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢᅜ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃඹ᭷ࡋࠊྛᅜࡢࡉ
ࡽ࡞ࡿ㐃ᦠά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ࢪۑኴᖹὒᆅᇦ࠾ࡅࡿẼೃ⬤ᙅᛶࣜࢫࢡ㸸ࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ᚋࡢㄢ㢟
㸦 ᭶㸴᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑᅜ㝿㐺ᛂࢭࣥࢱ࣮㸦*&(&$㸧タ❧࣋ࣥࢺ㸦 ᭶㸷᪥㸾81)&&& බᘧࢧࢻ
࣋ࣥࢺ㸧
ۑᅜ㝿㐺ᛂࢭࣥࢱ࣮㸦*&(&$㸧ࣁࣞ࣋ࣝྜ㸦 ᭶  ᪥㸾ࣈࣛࢰ࣮ࣥ㸧
ۑ㐺ᛂࢡࢩࣙࣥ⛉Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࡀᯝࡓࡍᙺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃ
ࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮Ẽೃኚືࡢ㐺ᛂ㸸*$1 ࡢᙺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥ
ࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
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㸦㸰㸧㐺ᛂ⟇ࡢᴗ
-,&$ ࡸ -%,& ➼ࡢᅜෆࡢᨭᶵ㛵ࡸᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊẸ㛫㈨㔠ࡢື
ဨࢆྵࡵ㈨㔠ࡢከᵝࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛᅜࡢඃඛศ㔝ࡸࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ᛂᴗ
ᑐࡍࡿᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ලయⓗࡣࠊẼೃኚືࡢᙉ㠌ᛶࡢᙉ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ℺₅ࠊୖỈ㐨ࠊ㜵⅏ᑐ⟇
➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿࣥࣇࣛᩚഛࡸࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㣗⣊Ᏻᐃ౪⤥ྥࡅࡓ⪏ᛶ࣭▷ᮇ
᱂ᇵ✄➼ࡢရ✀ᨵⰋ࣭ᬑཬࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞ᑠつᶍ㎰ᐙࢆᑐ㇟ࡋࡓ㎰ᴗಖ㝤
ಀࡿᨭࠊࢧࣥࢦ♋࣭࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ࡞ᆅᇦࡢ⏕ែ⣔ࢆά⏝ࡋࡓᾏᓊಖࡢ㐺ᛂ
➼ࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊ≉ࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜᑐࡋ࡚ࡣࠊ
㜵⅏ࡢほⅬࢆ୰ᚰࠊẼ㇟ほ ࣭⅏ᐖண㆙ሗᶵᮦ➼ࠊᚲせ࡞ࡿᶵᮦ౪ᢏ⾡༠
ຊࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊ಟ➼ࢆ㏻ࡌࠊ*&) ࡸ *() ➼ࡢ㈨㔠ࢡࢭࢫྥୖࡢࡓࡵࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆᨭ
ࡍࡿࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ࢪۑኴᖹὒᆅᇦ࠾ࡅࡿẼೃ⬤ᙅᛶࣜࢫࢡ㸸ࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ᚋࡢㄢ㢟
㸦 ᭶㸴᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ☜ᐇᛶࡢࡁ࡞≧ἣୗ࡛ࡢ㐺ᛂᛶࡢ㧗࠸ᢞ㈨ุ᩿㸸☜ᐇ࡞ୡ⏺࡛ᣢ⥆
ྍ⬟࡞㛤Ⓨィ⏬ࢆࡍࡿࡓࡵࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸦 ᭶㸶᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜
ࣥ㸧
ۑẼೃኚືࡢ㐺ᛂࡢຓ㸸᭷ຠᛶࡢホ౯㸦 ᭶㸶᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ
࢜ࣥ㸧
⇕ۑᖏࡢ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ㸸Ẽೃኚືࡢ⦆㐺ᛂᑐࡍࡿ₯ᅾ⬟ຊ㸦 ᭶ 
᪥㸾81)&&& බᘧࢧࢻ࣋ࣥࢺ㸧
)ۑ$2 ദࣁࣞ࣋ࣝ༟㸸ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືୗࡢ㣗ᩱᏳ
ಖ㞀ࠊᰤ㣴Ỉ⏘ᴗ㸦 ᭶  ᪥㸾ࣈࣛࢰ࣮ࣥ㸧

㸦㸱㸧㠀ᅜᐙయࡼࡿ㐺ᛂ⾜ືࡢಁ㐍
ྛᅜࡢ㐺ᛂ㛵ࡍࡿከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊᆅᇦࡢᐇྜࢃࡏࡓࡁࡵ⣽ࡸ࡞㐺
ᛂ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊẸ㛫ᴗࡸ⮬యࡢᙺࡀࡁ࠸ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ㜵⅏ࣥࣇࣛᢏ⾡ࠊ᪩ᮇ㆙ᡄᢏ⾡ࠊ⾨ᫍࡼࡗ࡚᥎ᐃࡉࢀࡓ㞵㔞ࢹ࣮
ࢱࢆά⏝ࡋࡓኳೃࣥࢹࢵࢡࢫಖ㝤➼ࠊᡃࡀᅜࡢẸ㛫ᴗࡀ᭷ࡍࡿඛ➃ⓗ࡞ᢏ⾡࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ㏵ୖᅜࡢࢽ࣮ࢬࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊẸ㛫ᴗࡢཧ⏬ࢆಁࡋࠊ㐺ᛂࣅࢪ
ࢿࢫࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ㏵ୖᅜࡢᆅ᪉⮬యࡢ㐺ᛂ⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᆅ᪉
ࡢ◊✲⪅ࠊ⮬య㛵ಀ⪅ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ࠼ࠊᙳ㡪ホ౯ࡸᆅ᪉㐺ᛂィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ
ᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ۑẼೃኚືࡢ㐺ᛂ㎰ᴗಖ㝤㸦 ᭶㸶᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
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ࡁືۑጞࡵࡓẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡼࡿ㐺ᛂࡢ㈉⊩㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃ
ࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮Ẽೃኚື㐺ᛂ㸸*$1 ࡢᙺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅ
ࣜ࢜ࣥ㸧


㸱㸬⦆ࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
㸦㸯㸧1'& ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ࣭㐍ᤖ⟶⌮ಀࡿ⬟ຊྥୖ
ࣃࣜ༠ᐃ࠾࠸࡚ࡣࠊྛᅜࡣ 1'& ࢆసᡂ࣭ᥦฟࡍࡿࡶࠊ1'& ࡛ᥖࡆࡓ๐ῶ┠
ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᅜෆᑐ⟇ࢆ㐙⾜ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊຠᯝⓗ࡞ᐇࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᙉࡉࢀࡓ㏱᫂ᛶᯟ⤌ࡢୗ࡛ࠊྛᅜࡣᑐ⟇ࡢᐇ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊሗ࿌ࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊࣃࣜ༠ᐃࡢᐇྥࡅ࡚ࠊ㏵ୖᅜࡢయไᩚഛࡸ⬟ຊ
㛤Ⓨࡢࢽ࣮ࢬࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᑐ⟇ࡢ๓ᥦ࡞ࡿ *+* ฟࣥ࣋ࣥࢺࣜࡢᩚഛࡸࠊྛᅜࡀ๐ῶ┠ᶆࢆ㐩
ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡸᑐ⟇ࡢ≉ᐃࠊ┠ᶆ㐩ᡂᚲせ࡞ไᗘࡢᵓ⠏㸦 ᐊ
ຠᯝ࢞ࢫฟ㔞⟬ᐃሗ࿌බ⾲ไᗘࠊᅜ㝿ᶆ‽㸦,62㸧ࢆά⏝ࡋࡓẸ㛫ࡼࡿฟ๐ῶィ
⏬ࡢ⟇ᐃᨻᗓࡼࡿࡑࡢホ౯᳨࣭ドࡢ⤌ࡳ➼㸧ࠊཬࡧィ⏬ࡢ㐍ᤖホ౯➼ࡘ࠸࡚ࠊ
ᡃࡀᅜࡢ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࠊ-,&$ ࡸᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤࠊ1'& ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ➼
ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢽࢩࢸࣈ㐃ᦠࡋࠊ⬟ຊ㛤Ⓨࡸ⤌⧊యไࡢᩚഛ➼ࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋࡇ
ࢀࡼࡗ࡚ࠊ㏵ୖᅜࡢᴗ࣭⮬య࠾ࡅࡿ ᬮᑐ⟇ࡢᶵ㐠ࢆᙉࡋࠊᑐ⟇ࡢࣥ
ࢭࣥࢸࣈࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ලయⓗࡣࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸ◊ಟࢆ㏻ࡌࡓ *+* ฟࣥ࣋ࣥࢺࣜࡢᅜෆయไᵓ
⠏࣭⢭ᗘྥୖࢆᨭࡍࡿࡶࠊホ౯ࣔࢹࣝࡢά⏝ࡼࡿ⢭⦓࡞ฟ๐ῶࢩࢼࣜ࢜
ࡢ⟇ᐃࡸ๐ῶྥࡅ࡚ᚲせ࡞⟇࣭ᑐ⟇ᢏ⾡ࡢ≉ᐃࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ1'& ࡢᥦฟ࣭
᭦᪂ཬࡧᐇࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㏱᫂ᛶྥୖࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ㏱᫂ᛶࡢࡓࡵࡢ⬟ຊ㛤
Ⓨࢽࢩࢸࣈ㸦&%,7㸧
ࠖࡢᣐฟࢆ⾜࠺ࡶࠊ*() ➼ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ&%,7 ࡢ
ຠᯝⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍ࡋ࡚㏵ୖᅜࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࠋࡉࡽࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫほ ᢏ
⾡⾨ᫍࠕ࠸ࡪࡁࠖ
㸦*26$7㸧ࢩ࣮ࣜࢬࡼࡿ⌫つᶍ࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ほ ࡸ ,&7 ࢆά⏝ࡋ
ࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢᡭἲࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬ➼ࢆ㏻ࡌࠊྛᅜࡢฟ㔞ࡢᢕᥱཬࡧ๐ῶྲྀ⤌ࡢ㏱᫂
ᛶᢸಖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ࣜࣃۑ༠ᐃ㈨ࡍࡿ᭱ඛ➃ࡢ⾨ᫍほ ⛉Ꮫⓗ▱ぢ㸸,3&& ࣥ࣋ࣥࢺ࣭ࣜ࢞
ࢻࣛࣥࡢྲྀ⤌ࡳࢆ୰ᚰ㸦 ᭶㸵᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑᮾ༡ࢪᆅᇦᑐヰ㸸1'& ࣞࢹࢿࢫᵓ⠏ྥࡅࡓᅜෆດຊᐇ㊶ⓗᩍカ
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ㏵ୖᅜࡢᅜᐙ ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜసᡂ⬟ຊྥୖ㛵ࡍࡿᥦゝ㸸㏱᫂
ᛶᯟ⤌ࡳྥࡅ࡚㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑἾⅣᆅ࠾ࡅࡿࣜࣝࢱ࣒Ỉࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸸ࣥࢻࢿࢩ࠾ࡅࡿヨ
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ࡳ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
⇕ۑᖏἾⅣᆅࡳࡿ⎔ቃ࣭♫⤒῭ࡢ┈ࡢࡓࡵࡢἾⅣᆅ⟶⌮
㸦 ᭶  ᪥㸾81)&&& බᘧࢧࢻ࣋ࣥࢺ㸧

㸦㸰㸧పⅣ⣲ᢏ⾡ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᬑཬಁ㐍
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡼࡾୡ⏺యࡢᖜ๐ῶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ ᖺ㸲᭶⟇
ᐃࡋࡓࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ࠖᇶ࡙ࡁࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚๐
ῶ࣏ࢸࣥࢩ࣭ࣕࣝࣥࣃࢡࢺࡢࡁ࠸㠉᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ࠼ࡤࠊỈ⣲
➼࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜࡢ〇㐀࣭㍺㏦㈓ⶶ࣭⏝ࠊ❅࣒࢞ࣜ࢘㸦*D1㸧➼ࢆ⏝࠸ࡓḟ
ୡ௦ࣃ࣮࢚࣡ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫࠊ&2 ࡢᅇ࣭㈓␃㸦&&6㸧ࡸ᭷ຠ⏝㸦&&8㸧ࡘ࠸࡚
◊✲㛤Ⓨࠊᐇドࡸࣔࢹࣝᴗ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺ࡢᏛ⏺࣭⏘ᴗ⏺࣭ᨻᗓ㛵ಀ⪅㛫
ࡢ㆟ㄽ༠ຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛࠶ࡿࠕ,QQRYDWLRQ IRU
&RRO(DUWK)RUXP㸦,&()㸧ࠖࢆ㏻ࡌࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢຍ㏿ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡉࡽࠊඃ
ࢀࡓపⅣ⣲ᢏ⾡ࢆ㏵ୖᅜࡢ≉ᛶ➼ᛂࡌᢤᮏⓗᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢆฟࡍࡿࡓࡵࡢᐇドᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ⏺ࡀᑟࡍࡿ㏵ୖᅜ
ࡢᴗ࣑ࢵࢩࣙࣥὴ㐵ࢆ㏻ࡌࡓࢩ࣮ࢬࢽ࣮ࢬࡢྜ⮴ࡼࡿࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
௳ࢆฟࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ୧ᅜࡢẸ㛫ᴗཬࡧ⮬యࡢ㐃ᦠࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊ
㏵ୖᅜࡢ㠉᪂ᢏ⾡ࡢᬑཬࡸຠᯝ➼ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᭦࡞ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᢏ⾡ᬑཬࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᅜࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᵓ⠏ࡋࠊ ௳௨ୖࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺᐇ⦼ࡀ࠶ࡿᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧ࢆ㏻ࡌࠊᐁẸࡀ㐃ᦠࡋ࡚ඃࢀࡓపⅣ⣲ᢏ
⾡ࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⎔ቃࣥࣇࣛࡢ୍ࡘࡢศ㔝࡛࠶ࡿᗫᲠ≀Ⓨ㟁ࡢᑟධᗫ
Რ≀⟶⌮㛵ࡍࡿไᗘᑟධࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪࡼࡿᨭࡸࠊẸ㛫ᴗࡼࡿ ,R7 ࢆά⏝
ࡋࡓ᪤Ꮡࣥࣇࣛࡢຠ⋡㐠㌿࣭⥔ᣢ⟶⌮㸦2 0㸧ࢆ㏻ࡌࡓฟ๐ῶࡑࡢຠᯝࡢぢ
࠼ࡿࡢᨭࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋຍ࠼࡚ࠊつᶍࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇࡸపⅣ⣲ᢏ⾡ࡢ
㔞ᬑཬྥࡅ࡚ -,&$ࠊ-%,& ➼ࡢබⓗࣇࢼࣥࢫࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࡶࠊ*&)
ࡢࢡࢭࢫྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡸ௳ᙧᡂྥࡅࡓᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ➼ࢆ⾜
࠺ࠋࡇࡢࠊ㎰ᴗศ㔝ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳࣛࣥࢫ㸦*5$㸧
ࡢ㆟㛗ᅜࡋ࡚ࠊపⅣ⣲ᆺࡢ℺₅ᢏ⾡ࡢᨵⰋࡸ㏵ୖᅜ࡛ࡢᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࠊ
ࣇࣟࣥ㢮ࡢฟᢚไࡘ࠸࡚ࡶࠊᡃࡀᅜࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨭࢆ⾜࠸ࠊ㏵ୖᅜ࠾ࡅ
ࡿྲྀ⤌ࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ۑ1'& ࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ -&0 ࡢ㈉⊩㸦 ᭶㸷᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࢫࢭࢡ )&*ۑᨭࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ᭶㸵᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẼೃኚືࡢୗ࡛ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㣗ᩱ⏕⏘ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ
ࣛࣥࢫ㸦*5$㸧ࡢྲྀ⤌㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
⦆ࡿࡅ࠾ࢩࢿࢻࣥۑ⾜ື㸸పⅣ⣲ᆺ㛤Ⓨࡸ -&0 ➼ࡢᐇ㛵㐃༠ຊ
ᴗࡽᚓࡽࢀࡓᩍカ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
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ࡿࡼࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀۑẼೃኚືࡢྲྀ⤌㸸,&() ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉⓎ⾲࣋ࣥࢺ
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ-&0 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜྜ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑⅣ⣲ᕷሙ㛶⣭ᐉゝ㛵ࡍࡿ࣋ࣥࢺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜
ࣥ㸧

㸦㸱㸧㠀ᅜᐙయࡢ⦆⾜ືࡢಁ㐍
 㒔ᕷࣞ࣋ࣝࠊᴗࣞ࣋ࣝࡢ⾜ືࢆᙉࡋࠊ᭦࡞ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆฟࡍࡿࡓࡵࠊ
᪥ᮏ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷ㛫࠾ࡅࡿ༠ຊཬࡧ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷ㛫ࡢྲྀ⤌ࡢ┦Ꮫ⩦ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡶࠊẸ㛫ᴗࡼࡿ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿపⅣ⣲ᢏ⾡ᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ᪥ᮏ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷ࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ⮬యࡢ᭷ࡍࡿ⤒
㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㒔ᕷࣞ࣋ࣝࡢ *+* ฟࣥ࣋ࣥࢺࣜࡸపⅣ⣲࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛ
ࣥࡢ⟇ᐃࡸไᗘᵓ⠏ࡢᨭࢆᐇࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢᴗࡢẼೃኚືศ㔝࡛ࡢྲྀ⤌ࢆᚋࡍ
ࡿほⅬࡽࡣࠊ᪥ᮏᴗࡼࡿࠕ㸰ᗘ┠ᶆᩚྜࡋࡓ๐ῶ┠ᶆ㸦6FLHQFH%DVHG7DUJHW㸧ࠖ
ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇࡢ᥎㐍ࡸࠊ⏘ᴗ⏺ࡼࡿ⮬ⓗ࡞పⅣ⣲♫ᐇ⾜ィ⏬ࢆ㏻ࡌࡓࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ࡞ฟ๐ῶࡢ㈉⊩άືࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿฟ๐ῶຍ
࠼࡚ࠊୡ⏺୰ᗈࡀࡿ᪥ᮏᴗࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥయࡢฟ๐ῶࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋຍ࠼
࡚ࠊẼೃኚືᑐ⟇ࢆࣅࢪࢿࢫ࣭ࢳࣕࣥࢫᤊ࠼ࡿ᪥ᮏẼೃ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ࢵࣉ㸦-DSDQ&/3㸧➼ࡢᴗ㐃ྜࡶ㐃ᦠࡋࠊẸ㛫ᑟࡢྲྀ⤌ࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ
ࠊᐁẸ㐃ᦠࡼࡿ 5(''㸩㸦㏵ୖᅜࡢ᳃ᯘῶᑡ࣭ຎ⏤᮶ࡍࡿฟࡢ๐ῶ➼㸧ࢆ᥎
㐍ࡍࡿࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
⬺ۑⅣ⣲࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎྥࡅࡓ㒔ᕷࡢྲྀ⤌㸸᪥୰㡑⬺Ⅳ⣲㒔ᕷඹྠ◊
✲ࡢ⤂㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ5(''㸩࠾ࡅࡿ‽ᅜࣉ࣮ࣟࢳᡓ␎ࡑࡢྍ⬟ᛶ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ
࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ㒔ᕷᆅᇦ㸸⬺Ⅳ⣲࡛ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞ᮍ᮶ࡢࣃ࢜ࢽ㸦 ᭶  ᪥㸾
ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࡢࢪۑ㒔ᕷࢆపⅣ⣲ඛ㐍㒔ᕷࡍࡿ㸸᪥ᮏ࣭ࢪࡢ㒔ᕷ㛫㐃ᦠࢆ୰ᚰ
ࡋࡓྲྀ⤌㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑᮾ༡ࢪᆅᇦᑐヰ㸸せ㒔ᕷ࠾ࡅࡿẼೃኚືィ⏬࣭ᐇྥࡅࡓᢏ⾡
ຊᙉྲྀ⤌ࡳࡢᩍカ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
⬺ۑⅣ⣲♫ྥࡅࡓᵓ㐀ᨵ㠉㸸⏘ᴗࠊ㒔ᕷࠊᅜࡢᙺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕ
ࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡢ༠ാࡼࡿ 5(''㸩ࡢ᥎㐍㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅ
ࣜ࢜ࣥ㸧
⎔ۑቃཬࡧ⤒῭ᡂ㛗ㄪࡍࡿ⾜ື㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
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㸲㸬ࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦ぢ࠼ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ࢵࣉ㸧
㛗ᮇ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࣃࣜ༠ᐃࢆᐇຠᛶ࠶ࡿᯟ⤌ࡍࡿࡓࡵࡣࠊྛᅜࡢẼೃኚ
ືᑐ⟇ಀࡿᇶ♏ሗࠊไᗘᩚഛࡸᑐ⟇➼ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㏱᫂ᛶࡢྥୖࢆ㏻ࡌࠊྛᅜࡢᑐ⟇ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡸࢽ࣮ࢬࠊᡃࡀᅜࡢẸ㛫ᴗ
ཬࡧ⮬యࡀ᭷ࡍࡿᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀྍど㸦ぢ࠼ࡿ㸧ࡉࢀࠊẸ㛫ࡢཧ⏬࣭ᢞ㈨ࡸ
᭦࡞ࡿ༠ຊࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ⯡ࠊᡃࡀᅜ㏵ୖᅜࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡀཧ⏬ࡍࡿࠕࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓ
ࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦ぢ࠼ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ࠖࢆタ❧ࡍࡿࠋ
ᮏࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡛ࡣࠊ ᖺ㸷᭶ 㹼 ᪥ࣇࢪ࣮࡛㛤ദࡋࡓ &23 ࡢබ
ᘧ࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ &23 ‽ഛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㏵ୖᅜࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗
ࡃࠊࡘႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊୖ㏙ࡋࡓලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㔜Ⅼⓗᨭࢆࡍࡿࠋ
࣭1'& ࡢసᡂ࣭ᐇ࣭ཬࡧࡑࡢ㐍ᤖホ౯㸦ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸱㸦㸯㸧グ
㍕ࠋ
㸧
࣭㐺ᛂ⟇ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢẼೃࣜࢫࢡሗࡢᩚഛ࣭࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ㸦ලయⓗ
࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰㸦㸯㸧グ㍕ࠋ㸧
 ࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡘ࠸࡚ࠊḟᖺᗘ௨㝆ࠊࡲࡎࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⤖ࢇࡔ㸰ࠥ㸱ࣨᅜ
ࡢ㏵ୖᅜࢆᑐ㇟ࡢࢻࢼ࣮ࡸᅜ㝿ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊࣃࣟࢵࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇ
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊྠࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎᒎྥࡅ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ㈨㔠ࡢືဨࡸ༠ຊࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᨭࡢ㏱᫂ᛶࡘ࠸࡚ࠊᨭ㈨㔠ࡢつᶍࡶࠊᨭࡢຠᯝࢆぢ࠼ࡿࡍࡿ
ࡓࡵࡢศᯒ࣭◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 
Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ۑ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉタ❧࣋ࣥࢺ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ࣭ࣥࣃࣅࣜ࢜
ࣥ㸧
&ۑ%,7㸦㏱᫂ᛶࡢࡓࡵࡢ⬟ຊྥୖࢽࢩࢸࣈ㸧㸸ᙉࡉࢀࡓ㏱᫂ᛶྥ
ࡅࡓྛᅜࡢ⬟ຊᙉ㸦 ᭶  ᪥㸾81)&&& බᘧࢧࢻ࣋ࣥࢺ㸧
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Ẽೃኚື㛵㐃ࣜࣥࢡ㞟
Ẽೃኚື΅ࣃࣜ༠ᐃ   
እົ┬ ࣃࣜ༠ᐃ
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMLODHWSDJHBKWPO
ࣃࣜ༠ᐃ᭩㸦ᩥ㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
81)&&& 3DULV$JUHHPHQW (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVPHHWLQJVSDULVBQRYBDSSOLFDWLRQSGISDULVBDJUHHPHQWBHQJOLVKBSGI
81)&&& $'237,212)7+(3$5,6$*5((0(17 (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSHQJOUSGI
እົ┬ ࣃࣜ༠ᐃ㸫Ṕྐⓗྜព⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMSUHVVSUZDNDUXWRSLFVYROLQGH[KWPO
81)&&&
/LQNDJHVEHWZHHQWKH7HFKQRORJ\0HFKDQLVPDQGWKH)LQDQFLDO0HFKDQLVPRIWKH&RQYHQWLRQ (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWILOHVPHHWLQJVSDULVBQRYBDSSOLFDWLRQSGIDXYBFRSESGI
⎔ቃ┬ &23 ࡢᡂᯝᚋ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDFRSBSDULVSDULVBFRQYFSGI
እົ┬ Ẽೃኚື΅᪥ᮏࡢྲྀ⤌
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
%%& ࢺࣛࣥࣉẶࠊࣃࣜ༠ᐃࠕṧ␃ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠖ㸻⡿ᅜົ㛗ᐁ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
KWWSZZZEEFFRPMDSDQHVH
%%& &OLPDWHFKDQJH7UXPSVD\V86 FRXOGFRQFHLYDEO\ UHMRLQ3DULVGHDO 㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
KWWSZZZEEFFRPQHZVZRUOGXVFDQDGD
ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧
Ⅳ⣲ᕷሙ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMS
Ⅳ⣲ᕷሙ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ 㹈㹁㹋ࡘ࠸࡚
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSMFPLQGH[KWPO

᪥ᮏᨻᗓ ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘࡢ᭱᪂ືྥ  ᖺ  ᭶ 
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSGRFXPHQWB-&0BJRMBMSQSGI
7KH-RLQW&UHGLWLQJ0HFKDQLVP -&0  (QJOLVK 
KWWSVZZZMFPJRMS
᪥ᮏᅜ -&0 ᐇせ⥘
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSGRFXPHQWB-&0BJXLGHOLQHBMSQSGI
᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸦1('2㸧
KWWSZZZQHGRJRMS
ᆅ⌫⎔ቃࢭࣥࢱ࣮㸦*(&㸧
KWWSJHFMSMFPMS
⎔ቃ┬ࠕᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦-,&$㸧ࡸࢪ㛤Ⓨ㖟⾜㸦$'%㸧➼ࡢ㛤Ⓨᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊ-&0 ࢆά⏝ࡋ࡚ࢪྛᅜ࡛
ࡢపⅣ⣲ᆺ㛤Ⓨࡢ᥎㐍ࠖ
KWWSVZZZHQYJRMSJXLGHEXGJHWKKJDL\RSGI
⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮⿵ຓ㔠ࢧࢺ࢚ࢿ࣏
KWWSZZZHQHSRFRP
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᪥ᮏࡢ⣙᮰ⲡ࣭

ᬮᑐ⟇ィ⏬➼

⎔ቃ┬ࠕ᪥ᮏࡢ⣙᮰ⲡࠖ
㸦 ᖺ  ᭶㸧

KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDJKJKWPO
⎔ቃ┬ࠕᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬ࠖࡢ㛶㆟Ỵᐃࡘ࠸࡚㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬ࡢᴫせ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDNHLNDNXWLN\XRQGDQNDWDLVDNXNHLNDNXBJDL\RXSGI
ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ
KWWSHODZVHJRYJRMSVHDUFKHODZV6HDUFKHODZVBVHDUFKOVJGHWDLO"ODZ,G $& RSH
QHU&RGH 
⎔ቃ┬ &22/&+2,&(
KWWSVRQGDQNDWDLVDNXHQYJRMSFRROFKRLFH
ᅜᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇάື᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ -&&&$-DSDQ&HQWHUIRU&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ 
KWWSZZZMFFFDRUJ
Ẽೃᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦&7&1㸧
&OLPDWH7HFKQRORJ\&HQWUHDQG1HWZRUN (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵ㛵 (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJQHWZRUNQHWZRUNPHPEHUV
81)&&& -RLQW$QQXDO5HSRUWRI7(&DQG&7&1 (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVVEHQJSGI
7HFKQRORJ\OLEUDU\ (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJVLWHVGHIDXOWILOHV$%D.06&OLPDWH7HFKQRORJ\/LEUDU\)
LQDOIRUUHYLHZSGI
7HFKQLFDO$VVLVWDQFH GDVKERDUG (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJWHFKQLFDODVVLVWDQFHWHFKQLFDODVVLVWDQFHGDVKERDUG
⥳ࡢẼೃᇶ㔠㸦*&)㸧
*UHHQ&OLPDWH)XQG (QJOLVK 
KWWSZZZJUHHQFOLPDWHIXQGKRPH
6WDWXVRI3OHGJHVDQG&RQWULEXWLRQVPDGHWRWKH*UHHQ&OLPDWH)XQG (QJOLVK 
KWWSVZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV6WDWXVBRIB3OHGJHVSGIHHIGFF
HGDIG
3URMHFW%ULHIV (QJOLVK 
KWWSZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV*&)B3URMHFWB%ULHIVBSGIEFEFGFDF
IHDGIEE
ࠕࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊ⥳ࡢẼೃ㈨㔠ࢆ  ಸቑຍࠖ㸦*&)ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZJUHHQFOLPDWHIXQGQRUZD\WRGRXEOHLWVSOHGJHWRWKHJUHHQFOLPDWHIX"LQKHULW5HGLU
HFW WUXH UHGLUHFW )KRPH
ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ⥳ࡢẼೃ㈨㔠  ⡿ࢻࣝࡢᣐฟ⾲᫂ࠖ㸦VXVWDLQDEOHMDSDQࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧
KWWSVXVWDLQDEOHMDSDQMSYLHWQDPJFI
ࢪ㛤Ⓨ㖟⾜㸦$'%㸧ࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZDGERUJMDQHZVDGESURMHFWILMLDPRQJWKRVHILUVWILQDQFHGJUHHQFOLPDWHIXQG
ᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬㸦81'3㸧ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZMSXQGSRUJFRQWHQWWRN\RMDKRPHSUHVVFHQWHUSUHVVUHOHDVHVJFIKWPO
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ࠕ⥳ࡢẼೃᇶ㔠ࡢᣐฟཬࡧࡇࢀక࠺ᥐ⨨㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡘ࠸࡚㸦እົ┬㸧
ZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
ࠕ⥳ࡢẼೃᇶ㔠ࡢᣐฟཬࡧࡇࢀక࠺ᥐ⨨㛵ࡍࡿἲᚊࠖ
KWWSODZHJRYJRMSKWPOGDWD+++2KWPO
ࠕ⥳ࡢẼೃᇶ㔠ࡀ✌ാࠊࣃࣜࡢ &23 ࡢ๓㈨㔠㓄ศࢆ㛤ጞࠖ㸦እົ┬㸧
㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
,QYHVWPHQW)UDPHZRUN (QJOLVK 
KWWSZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV*&)B%BBB,QYHVWPHQWB)UDPHZRUNSGIGIFIIH
DEGHDFIEF
ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*()㸧
እົ┬ ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ ᴫせ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRNDQN\RNLNDQJEOBHQYKWPO 
ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*()㸧ࢽ࣮ࣗࢫ࣮࣒ࣝ (QJOLVK 
KWWSVZZZWKHJHIRUJJHIQHZVURRP 
ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*()㸧 ᆅ⌫ࡢᮍ᮶ࡢᢞ㈨
KWWSZZZZRUOGEDQNRUJMDFRXQWU\MDSDQEULHIJHI
*() ࡢ⤌⧊ᴫせࠊṔྐࠊᵓ㐀ࡘ࠸࡚
KWWSSXELJHVRUMSPRGXOHVHQYLUROLEXSORDGDWWDFKUHSRUWSGI
5HSRUWRIWKH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\WRWKH7ZHQW\VHFRQG6HVVLRQRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV
WRWKH8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH   (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSHQJSGI
6SHFLDO&OLPDWH&KDQJH)XQG㸦6&&)㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZWKHJHIRUJWRSLFVVSHFLDOFOLPDWHFKDQJHIXQGVFFI
/HDVW'HYHORSHG&RXQWULHV)XQG㸦/'&)㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZWKHJHIRUJWRSLFVOHDVWGHYHORSHGFRXQWULHVIXQGOGFI
Ẽೃኚືᙳ㡪ࡢ㐺ᛂィ⏬࣭ᨭ
⎔ቃ┬ࠕẼೃኚືᙳ㡪ࡢ㐺ᛂィ⏬ࡢᴫせࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧

KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDWHNLRXVLU\RSGI 
1DWLRQDO3ODQIRU$GDSWDWLRQWRWKH,PSDFWVRI&OLPDWH&KDQJH (QJOLVK 
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDWHNLRXDGDSWDWLRQSODQVXPPDU\SGI
ᅜᅵ㏻┬ࠕᅜᅵ㏻┬Ẽೃኚື㐺ᛂィ⏬ࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI
㸦ᴫせЍKWWSZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI㸧
㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ㎰ᯘỈ⏘┬Ẽೃኚື㐺ᛂィ⏬ࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPDIIJRMSMSUHVVNDQERNDQN\RSGISGI 
㸦ᴫせЍKWWSZZZPDIIJRMSMSUHVVNDQERNDQN\RSGISGI㸧
⎔ቃ┬ Ẽೃኚື㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ $3/$7 
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMS
⎔ቃ┬ Ẽೃኚືᙳ㡪⤫ィ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ
KWWSZZZQLHVJRMSRFFFRVWDWLVWLFVBSRUWDO
Ẽೃኚື㐺ᛂ♫ࢆࡵࡊࡍᆅᇦࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦␎⛠㸸ᆅᇦ㐺ᛂࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧
KWWSZZZDGDSWIRUXPMSLQGH[KWPO
㐺ᛂᨻ⟇ࡢᯟ⤌ࡳࡢ⏝ㄒゎㄝ㸦&23㸧
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KWWSZZZLJHVRUMSILOHVFOLPDWHSGIFRSBHQGRBILQDOSGI
ᦆಖࢪࣕࣃ࣏࣮ࣥࣞࢺ ࣜࢫࢡపῶ㸦ࣇࣜ࢝㸧
KWWSZZZVMQNUPFRMSSXEOLFDWLRQVSGIUSGI
ࢠࣜࢫࠊࢻࢶ࡛ࡢ㐺ᛂᨻ⟇ࡢ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDSDPSKBWHNLRXWHNLRXBFKSGI
$GDSWDWLRQ)XQG (QJOLVK  
KWWSVZZZDGDSWDWLRQIXQGRUJ
(8$GDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH㸦㸧㸦HQJOLVK㸧
KWWSVHFHXURSDHXFOLPDVLWHVFOLPDILOHVGRFVIDFWVKHHWBDGDSWDWLRQBBHQSGI
:+,7(3$3(5$GDSWLQJWRFOLPDWHFKDQJH7RZDUGVD(XURSHDQIUDPHZRUNIRUDFWLRQ   HQJOLVK 
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;73')"XUL &(/(;'& IURP (1
(XURSHDQ&OLPDWH$GDSWDWLRQ3ODWIRUP &/,0$7($'$37 
KWWSFOLPDWHDGDSWHHDHXURSDHX
$IULFD$GDSWQHWZRUN
KWWSZZZDIULFDDGDSWQHWHQXV
$VLD3DFLILF$GDSWDWLRQ1HWZRUN $3$1 
KWWSZZZDVLDSDFLILFDGDSWQHW
*OREDO$GDSWDWLRQ1HWZRUN *$1 
KWWSZHEXQHSRUJJDQDGDSW
&DULQJIRU&OLPDWH5HSRUWࠕ$GDSWLQJIRUD*UHHQ(FRQRP\&RPSDQLHV&RPPXQLWLHVDQG&OLPDWH&KDQJHࠖ
(QJOLVK   
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJGRFVLVVXHVBGRF(QYLURQPHQWFOLPDWH&&B5HSRUWB$GDSWLQJBIRUB*UHHQ
B(FRQRP\SGI
1'&
1'&3DUWQHUVKLS (QJOLVK 
KWWSZZZQGFSDUWQHUVKLSRUJ
1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQV1'&V
(QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWIRFXVLWHPVSKS

8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH 

81)&&&6HFUHWDULDW1'&5HJLVWU\ᅜู 1'&㹱 HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3DJHV$OODVS[
&$1$'$̓61$7,21$//<'(7(50,1('&2175,%87,2168%0,66,21727+(81,7('1$7,216)5$0(:25.&219(17,21
21&/,0$7(&+$1*( HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV&DQDGD)LUVW&DQDGD)LUVW1'&5HYLVHG
VXEPLVVLRQSGI
,1'&
,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQV,1'&V 8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH
&KDQJH  (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWIRFXVLQGFBSRUWDOLWHPVSKS
6XEPLVVLRQRI-DSDQ̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ ,1'&    HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV-DSDQ)LUVWB-DSDQV,1'&SGI
6XEPLVVLRQRI 8QLWHG6WDWHV̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ ,1'&    HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD)LUVW86
$)LUVW1'&6XEPLVVLRQSGI
,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQRIWKH(8DQGLWV 0HPEHU6WDWHV㸦㸧 HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV)UDQFH)LUVW/9(8,1'&SGI
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&KLQD̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ   ୰ᅜㄒࠊHQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV&KLQD)LUVW&KLQDV)LUVW1'&6XE
PLVVLRQSGI
,QGLD̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ   HQJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3XEOLVKHG'RFXPHQWV,QGLD)LUVW,1',$,1'&7281)&&&SG
I
ᐊຠᯝ࢞ࢫపฟᆺⓎᒎࡢࡓࡵࡢྛᅜࡢ㛗ᮇᡓ␎㸦81)&&&㸧
7KH)UHQFKQDWLRQDOORZFDUERQVWUDWHJ\SDJHU㸦)UDQFH㸧 (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVDSSOLFDWLRQSGIIUDQFHBQDWLRQDOBORZBFDUERQBVWUDWHJ\BBBSDJHUSGI
1DWLRQDO/RZ&DUERQ6WUDWHJ\ )UDQFH  HQJOLVK  SDJHV 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIQDWLRQDOBORZBFDUERQBVWUDWHJ\BH
QSGI
8QLWHG6WDWHV0LG&HQWXU\6WUDWHJ\IRU'HFDUERQL]DWLRQ 8QLWHG6WDWHV  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIPLGBFHQWXU\BVWUDWHJ\BUHSRUWIL
QDOBUHGSGI
'RFXPHQWDWLRQDQG2XWSXW 8QLWHG6WDWHV  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIXVBPFVBGRFXPHQWDWLRQBDQGBRXWSX
WSGI
0H[LFR V&OLPDWH&KDQJH0LG&HQWXU\6WUDWHJ\ 0H[LFR  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIPH[LFRBPFVBILQDOBFRSQRYBUH
GSGI
&OLPDWH$FWLRQ3ODQ *HUPDQ\  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIBFOLPDWHBDFWLRQBSODQB
BHQBEISGI
&DQDGD V0LG&HQWXU\/RQJ7HUP/RZ*UHHQKRXVH*DV'HYHORSPHQW6WUDWHJ\ &DQDGD  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIFDQBORZJKJBVWUDWHJ\BUHGSGI
7KH8QGHU&RDOLWLRQ (QJOLVK 
KWWSXQGHUPRXRUJ
⎔ቃ┬㛗ᮇపⅣ⣲ࣅࢪࣙࣥ
㛗ᮇపⅣ⣲ࣅࢪࣙࣥ ࣭ᴫせ  㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSFRXQFLOHDUWK\PDWSGI
㛗ᮇపⅣ⣲ࣅࢪࣙࣥ㸦࣭ཧ⪃㈨ᩱ㞟㸧
KWWSZZZHQYJRMSFRXQFLOHDUWK\PDWSGI
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ పⅣ⣲♫ࢩࢼࣜ࢜ /&6V 
KWWSQLHVJRMS/&6LQGH[BMKWPO
⤒῭⏘ᴗ┬㛗ᮇᆅ⌫

ᬮᑐ⟇ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒

ࠕᅜෆᢞ㈨ᣑ猕ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ᭱⤊ᩚ⌮
KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWZKLWHSDSHUGDWDKWPO
ࠕᾏእᒎ㛤ᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ᭱⤊ᩚ⌮
KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWZKLWHSDSHUGDWDKWPO
⤒῭⏘ᴗ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉᪂ᡓ␎ 
ᴫせ
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉᪂ᡓ␎
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KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
ෆ㛶ᗓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ 1(67, 
KWWSZZZFDRJRMSFVWSQHVWLLQGH[KWPO
ᐊຠᯝ࢞ࢫ
 ᖺᗘ㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞㸦☜ሗ್㸧㸺ᴫせ㸼
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
せඛ㐍ᅜࡢ *+* ฟ㔞ࡢ᥎⛣ཬࡧ  ᖺ┠ᶆ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKFRSZRUOGWDUJHWSGI
81)&&&*UHHQKRXVH*DV,QYHQWRU\'DWD'HWDLOHGGDWDE\3DUW\
KWWSGLXQIFFFLQWGHWDLOHGBGDWDBE\BSDUW\

&2HPLVVLRQVVWDWLVWLFV㸦,QWHUQDWLRQDO(QHUJ\$JHQF\㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZLHDRUJVWDWLVWLFVWRSLFV&2HPLVVLRQV
&2(PLVVLRQV)URP)XHO&RPEXVWLRQ+LJKOLJKWV㸦,($㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZLHDRUJPHGLDVWDWLVWLFV&2+LJKOLJKWV[OV
&2(PLVVLRQV)URP)XHO&RPEXVWLRQ+LJKOLJKWV㸦,($㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZLHDRUJSXEOLFDWLRQVIUHHSXEOLFDWLRQVSXEOLFDWLRQ&2(PLVVLRQVIURP)XHO&RPEXVWLRQ+LJKO
LJKWVSGI
75(1'6,1*/2%$/&2(0,66,2165HSRUW 3%/1HWKHUODQGV(QYLURQPHQWDO$VVHVVPHQW$JHQF\  (QJOLVK 
KWWSHGJDUMUFHFHXURSDHXQHZVBGRFVMUFWUHQGVLQJOREDOFRHPLVVLRQVUHSRUW
SGI
75(1'6,1*/2%$/&2$1'727$/*5((1+286(*$6(0,66,2165HSRUW 3%/1HWKHUODQGV(QYLURQPHQWDO
$VVHVVPHQW$JHQF\  (QJOLVK 
KWWSZZZSEOQOVLWHVGHIDXOWILOHVFPVSXEOLFDWLHVSEOWUHQGVLQJOREDOFRDQGWRWDOJUH
HQKRXVHJDVHPLVVRQVUHSRUWBSGI
*UHHQKRXVH*DV3URWRFRO *+*3URWRFRO  (QJOLVK 
KWWSZZZJKJSURWRFRORUJ
㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᑐ⟇ᨭ
㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿࣇࣟࣥ➼ᑐ⟇ᨭᴗ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDRGDSURMHFWKWPO
ࣥࢻࢿࢩ࠾ࡅࡿࣇࣟࣥ◚ቯฎ⌮タࡢ✌ാࡘ࠸࡚㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVKWPO 
ࣥࢻࢿࢩ ࠕẼೃኚືࣉࣟࢢ࣒࣭࣮ࣛࣟࣥࠖ㸦እົ┬㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMDUHDLQGRQHVLDYLVLWSGIVBVNSGI
࣋ࢺࢼ࣒ ᳜ᯘࢡ࣮ࣜࣥ㛤Ⓨ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦$5&'0㸧 㸦-,&$㸧
KWWSVZZZMLFDJRMSDFWLYLWLHVVFKHPHVSULYBSDUWQHURWKHUVFDOHXSBKWPO
Ẽೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨྥࡅࡓᅜ㝿⎔ቃ༠ຊ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKFRRSFRRSLQGH[KWPO
*OREDO&OLPDWH&KDQJH$OOLDQFH *&&$ 㸦(QJOLVK㸧
KWWSZZZJFFDHX
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&OLPDWH,QYHVWPHQW)XQGV &,) 
KWWSZZZFOLPDWHLQYHVWPHQWIXQGVRUJ
)DVW6WDUW)LQDQFH )6) 
KWWSXQIFFFLQWFOLPDWHILQDQFH"IVIBKRPH
-DSDQ̓V)DVW6WDUW)LQDQFHIRU'HYHORSLQJ&RXQWULHVXSWR $VRI'HFHPEHU   
KWWSXQIFFFLQWILOHVFRRSHUDWLRQBVXSSRUWILQDQFLDOBPHFKDQLVPIDVWBVWDUWBILQDQFHDSSOLFDWLRQSG
IMDSDQBIVIBGHFBBSGI
&OLPDWH)XQGV8SGDWH HQJOLVK 
KWWSVFOLPDWHIXQGVXSGDWHRUJ
81)&&&1$7,21$/$'$37$7,21352*5$00(62)$&7,21,QGH[RI1$3$3URMHFWVE\&RXQWU\   (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVFRRSHUDWLRQBVXSSRUWOHDVWBGHYHORSHGBFRXQWULHVBSRUWDOQDSDBSURMHFWBGDWDEDV
HDSSOLFDWLRQSGIQDSDBLQGH[BE\BFRXQWU\SGI
81)3$&OLPDWHFKDQJH (QJOLVK 
KWWSVZZZXQISDRUJFOLPDWHFKDQJH
ࢡ࣮ࣜࣥ㛤Ⓨ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦&'0㸧
&OHDQ'HYHORSPHQW0HFKDQLVP㸦81)&&&㸧 (QJOLVK 
KWWSVFGPXQIFFFLQW
ࢡ࣮ࣜࣥ㛤Ⓨ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦-4$㸧
KWWSVZZZMTDMSVHUYLFHBOLVWHQYLURQPHQWVHUYLFHFGP
࢜ࢰࣥᒙ
࢜ࢰࣥᒙಖㆤ࣭ᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇࣇࣟࣥᑐ⟇㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHR]RQHKWPO
࢜ࢰࣥᒙ➼ࡢ┘ど⤖ᯝ㛵ࡍࡿᖺḟሗ࿌᭩㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHRBUHSRUWLQGH[KWPO
࢜ࢰࣥᒙ㛵ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHSDPSKLQGH[KWPO
࢜ࢰࣥᒙ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㸦Ẽ㇟ᗇ㸧
KWWSZZZGDWDMPDJRMSJPGHQYR]RQHKSLQIRBR]RQHKWPO
ࣇࣟࣥ㢮ᑐ⟇
ࣇࣟࣥ㢮ᑐ⟇ᢚไἲ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFODZNDLVHLBKLQGH[KWPO
ࣇࣟࣥࡢᅇ⏕࣭◚ቯ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFKWPO
ࣀࣥࣇࣟࣥࡢ᥎㐍㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHQRQFIFKWPO
┬࢚ࢿ⮬↛෭፹෭࣭෭ⶶ࣭✵ㄪᶵჾࡢᑟධᨭ㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHKRMRNLQKWPO
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDOBSURWRFROKWPO
࢜ࢰࣥᒙࡢಖㆤࡢࡓࡵࡢ࣮࢘ࣥ᮲⣙
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDO9LHQQDBFRQYHQWLRQSGI
࢜ࢰࣥᒙࢆ◚ቯࡍࡿ≀㉁㛵ࡍࡿࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩
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KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDO0RQWUHDOBSURWRFROSGI
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩ᇶ࡙ࡃ࢜ࢰࣥᒙ◚ቯ≀㉁๐ῶࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDO6FKHGXOHBSUHVHQWMSJ
ᅜᐙࣁ࣐ࣟࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺᡓ␎
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFKDORQMDSGI
ᅜᐙ㹁㹄㹁⟶⌮ᡓ␎㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFFIFMDSGI
⮯࣓ࢳࣝࡢྍḞ⏝㏵ᗫࡢࡓࡵࡢᅜᐙ⟶⌮ᡓ␎㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFPHWK\OBMDSGI
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩ࡢᐇࡢࡓࡵࡢከᩘᅜ㛫ᇶ㔠㸦0XOWLODWHUDO)XQG㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZPXOWLODWHUDOIXQGRUJGHIDXOWDVS[
ி㒔㆟ᐃ᭩
ி㒔㆟ᐃ᭩㸦ⱥᩥ㸧
㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRQYNSNSHQJSGI
ி㒔㆟ᐃ᭩㸦ᩥ㸧
㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDPHFKDQLVPNSHQJBMSGI
Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙࣭ி㒔㆟ᐃ᭩ࡢ⥾⣙ᅜ 㸰㸮㸯㸲ᖺ㸱᭶⌧ᅾ ⎔ቃ┬ 
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDPHFKDQLVPN\RWRBKLMXQSGI
࣐ࣛࢣࢩࣗྜព㸦7KH0DUUDNHVK$FFRUGV㸧㸦81)&&&㸧 (QJOLVK 
࣭5HSRUWKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
Ẽೃኚືࡢᅜ㝿΅㸦⎔ቃ┬㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDFRSKWPO
7KH 0HFKDQLVPV XQGHU WKH .\RWR 3URWRFRO &OHDQ GHYHORSPHQW PHFKDQLVP MRLQW LPSOHPHQWDWLRQ DQG
HPLVVLRQVWUDGLQJ
KWWSXQIFFFLQWN\RWRBSURWRFROPHFKDQLVPVLWHPVSKS
Ẽೃኚື㛵㐃ᶵ㛵➼
ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙㸦81)&&&㸧ົᒁ (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWSKS
KWWSVFRSXQIFFFLQW
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦,3&&㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZLSFFFK
ᅜ㐃⎔ቃィ⏬㸦81(3㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZXQHQYLURQPHQWRUJ
81(3ࠕ2=21( 6(&5(7$5ࠕ2=21(6(&5(7$5,$7ࠖ (QJOLVK 
KWWSR]RQHXQHSRUJHQDERXWVHFUHWDULDW
*ORVVDU\RIFOLPDWHFKDQJHDFURQ\PVDQGWHUPV 81)&&& 
KWWSXQIFFFLQWHVVHQWLDOBEDFNJURXQGJORVVDU\LWHPVSKS(
&23 ࡘ࠸࡚
⤒῭⏘ᴗ┬ 㹁㹍㹎㸰㸰ࡢ⤖ᯝᴫせ 㸦 ᖺ  ᭶㸧
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KWWSVZZZLJHVRUMSILOHVFOLPDWHSGIFRSSGI
⎔ቃ┬ &23 ࡢᡂᯝᚋ 㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZLJHVRUMSILOHVFOLPDWHSGIFRSSGI
&23 ࡘ࠸࡚
⎔ቃ┬ &23㸦ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨  ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸧ࡢ⤖ᯝᴫせ  ᖺ  ᭶ 
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDFSDULNDWDFRQIFSBUHISGI
,*(6 &23 ΅࣏࣮ࣞࢺヂ∧
KWWSVZZZLJHVRUMSMSFOLPDWHHQHUJ\FRSHQEKWPO
⎔ቃ┬ ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨㸰㸱ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ி㒔㆟ᐃ᭩➨㸯㸱ᅇ⥾⣙ᅜྜ㸦&03㸧ࣃࣜ༠
ᐃ➨㸯ᅇ⥾⣙ᅜ➨㸰㒊㸦&0$㸧➼㸦ᴫせホ౯㸧
㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
ඹྠᐇ㸦-,㸧
-RLQW,PSOHPHQWDWLRQ 81)&&&㸧㸦HQJOLVK㸧
KWWSMLXQIFFFLQWLQGH[KWPO
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦,3&&㸧
,3&&5HSRUWV
KWWSZZZLSFFFKSXEOLFDWLRQVBDQGBGDWDSXEOLFDWLRQVBDQGBGDWDBUHSRUWVVKWPO
,3&&'DWD'LVWULEXWLRQ&HQWUH
KWWSZZZLSFFGDWDRUJ
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦,3&&㸧➨  ḟホ౯ሗ࿌᭩ ➨  సᴗ㒊ሗ࿌᭩㸦⮬↛⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ㸧ࡢබ⾲
ࡘ࠸࡚㸦ሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱ㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZMPDJRMSMPDSUHVVDLSFFBDUBZJSGI
,3&&*OREDO:DUPLQJRIr&
KWWSZZZLSFFFKUHSRUWVU
㔠⼥㛵㐃
7KH%DQNLQJ(QYLURQPHQW,QLWLDWLYH㸦HQJOLVK㸧
KWWSVZZZFLVOFDPDFXNEXVLQHVVDFWLRQVXVWDLQDEOHILQDQFHEDQNLQJHQYLURQPHQWLQLWLDWLYH
)DLU)LQDQFH*XLGH-DSDQ㸦᪥ᮏㄒ㸧
KWWSVIDLUILQDQFHMS
7KH6XVWDLQDEOH6WRFN([FKDQJHV 66( *UHHQ)LQDQFH
KWWSZZZVVHLQLWLDWLYHRUJJUHHQILQDQFH
7KH,QYHVWRU$JHQGD
KWWSVWKHLQYHVWRUDJHQGDRUJ
7KH*OREDO,QYHVWRU&RDOLWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH *,& 
KWWSJOREDOLQYHVWRUFRDOLWLRQRUJ
7KH$VLD,QYHVWRU*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH $,*&& 
KWWSDLJFFQHW
7KH,QVWLWXWLRQDO,QYHVWRUV*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH ,,*&& 
KWWSZZZLLJFFRUJ
&HUHV
KWWSVZZZFHUHVRUJ
7KH,QYHVWRU*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH ,*&& 
KWWSVLJFFRUJDX
&OLPDWH%RQGV,QLWLDWLYH
KWWSVZZZFOLPDWHERQGVQHW
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7KH3RUWIROLR'HFDUERQL]DWLRQ&RDOLWLRQ 3'& 
KWWSXQHSILRUJSGF
WKH0RQWU«DO&DUERQ3OHGJH
KWWSPRQWUHDOSOHGJHRUJ
8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDPPH)LQDQFH,QLWLDWLYH 81(3), &OLPDWHFKDQJH
KWWSZZZXQHSILRUJFOLPDWHFKDQJHFOLPDWHFKDQJH
⎔ቃ┬ࠕࢢ࣮ࣜࣥ࣎ࣥࢻ࢞ࢻࣛࣥᖺ∧ࠖ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
7KH5HVHDUFK&ROODERUDWLYH7UDFNLQJSULYDWHFOLPDWHILQDQFH
KWWSZZZRHFGRUJHQYUHVHDUFKFROODERUDWLYH
(QYLURQPHQWDO6RFLDODQG*RYHUQDQFH (6* &ULWHULD
KWWSVZZZLQYHVWRSHGLDFRPWHUPVHHQYLURQPHQWDOVRFLDODQGJRYHUQDQFHHVJFULWHULDDVS
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿẸ㛫ࡶྵࡵࡓࢽࢩࢸࣈ
:H0HDQ%XVLQHVV HQJOLVK 
KWWSVZZZZHPHDQEXVLQHVVFRDOLWLRQRUJ
7KH&OLPDWH*URXS HQJOLVK 
KWWSVZZZWKHFOLPDWHJURXSRUJ
᪥ᮏẼೃ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦-DSDQ&/3㸧
KWWSVMDSDQFOSMSLQGH[SKS
81*OREDO&RPSDFW&DULQJIRU&OLPDWH
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJWDNHDFWLRQDFWLRQFOLPDWH
5( HQJOLVK 
KWWSWKHUHRUJ
%XVLQHVVIRU HQJOLVK 
KWWSZZZEXVLQHVVIRURUJ
6FLHQFH%DVHG7DUJHWV
KWWSVFLHQFHEDVHGWDUJHWVRUJ
/2:&$5%217(&+12/2*<3$571(56+,36LQLWLDWLYH /&73L 
KWWSVOFWSLZEFVGRUJ
7KH)6%7DVN)RUFHRQ&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV 7&)' 
KWWSVZZZIVEWFIGRUJ
7KH&DUERQ3ULFLQJ/HDGHUVKLS&RDOLWLRQ
KWWSVZZZFDUERQSULFLQJOHDGHUVKLSRUJ
࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿືࡁ
6XVWDLQDEOH(QHUJ\IRU$OO 6(IRU$// 
KWWSVZZZVHIRUDOORUJ
*OREDO(QHUJ\(IILFLHQF\DQG5HQHZDEOH(QHUJ\)XQG *((5() 
KWWSJHHUHIFRP
EHORZ
KWWSVEHORZRUJDERXW
WKH$OOLDQFHWR6DYH(QHUJ\ HQJOLVK 
KWWSZZZDVHRUJ
5(VFDOH
KWWSVZZZZEFVGRUJ&OXVWHUV&OLPDWH(QHUJ\5(VFDOH
2LODQG*DV&OLPDWH,QLWLDWLYH㸦2*&,㸧
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KWWSRLODQGJDVFOLPDWHLQLWLDWLYHFRP
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW *RDOV㸦6'*V㸧
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ㸰㸮㸱㸮ࢪ࢙ࣥࢲࠖ㸦እົ┬ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
እົ┬ 6'*V㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸧ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ  ࢪ࢙ࣥࢲ
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRRGDDERXWGRXNRXSDJHBKWPO
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦㹑㹂㹅㹱㸧᥎㐍ᮏ㒊
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJV
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦㹑㹂㹅㹱㸧᥎㐍ᮏ㒊ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦㹑㹂㹅㹱㸧ᐇᣦ㔪ࠖ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥
㹑㹂㹅㹱᥎㐍ᮏ㒊Ỵᐃ㸧
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVGDLVLU\RXSGI
6'*V ᥎㐍ᮏ㒊ࠕᅜ㐃ࣁࣞ࣋ࣝᨻࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌᭩㹼᪥ᮏࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ࡢᐇࡘ࠸࡚㹼ࠖ
㸦 ᖺ㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRRGDILOHVSGI
6'*V ᥎㐍ᮏ㒊ࠕ㹑㹂㹅㹱ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ㸰㸮㸯㸶㹼㸰㸮㸯㸷ᖺ᪥ᮏࡢࠗ㹑㹂㹅㹱ࣔࢹࣝ࠘ࡢⓎಙࢆ┠ᣦࡋ
࡚㹼ࠖ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVSGIDFWLRQSODQSGI
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV*RDO7DNHXUJHQWDFWLRQWRFRPEDWFOLPDWHFKDQJHDQGLWVLPSDFWV
HQJOLVK 
KWWSZZZXQRUJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFOLPDWHFKDQJH
ᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬㸦81'3㸧6'*㹱┠ᶆ Ẽೃኚືලయⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ
KWWSZZZMSXQGSRUJFRQWHQWWRN\RMDKRPHVGJSRVWGHYHORSPHQWDJHQGDJRDOKWPO
8QLWHG1DWLRQV6WDWLVWLFV'LYLVLRQ㸦816'㸧7KH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV5HSRUWJRDO
HQJOLVK 
KWWSVXQVWDWVXQRUJVGJVUHSRUWJRDO
6'*㹱79 Ẽೃኚືලయⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ
KWWSVVGJVWYFDWHJRU\JRDO
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV *RDO(QVXUHDFFHVVWRDIIRUGDEOHUHOLDEOHVXVWDLQDEOHDQGPRGHUQ
HQHUJ\IRUDOO㸦HQJOLVK㸧
KWWSZZZXQRUJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWHQHUJ\
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV*RDO(QVXUHVXVWDLQDEOHFRQVXPSWLRQDQGSURGXFWLRQSDWWHUQV㸦HQJOLVK㸧
KWWSZZZXQRUJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVXVWDLQDEOHFRQVXPSWLRQSURGXFWLRQ
*&1-࣭,*(6ࠕືࡁฟࡋࡓ 6'*V ࣅࢪࢿࢫ㹼᪥ᮏᴗࡢྲྀ⤌ࡳ⌧ሙࡽ㹼ࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSXQJFMQRUJVGJVSGIHOHPHQWVBILOHBSGI
*&1-࣭,*(6ࠕᮍ᮶ࡘ࡞ࡆࡿ 6'*V ࣅࢪࢿࢫ㹼᪥ᮏ࠾ࡅࡿᴗࡢྲྀ⤌ࡳ⌧ሙࡽ㹼ࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVSXELJHVRUMSSXE6'*VB%XVLQHVVBIRUBWKHB)XWXUH
6'*&RPSDVV HQJOLVK 
KWWSVVGJFRPSDVVRUJ
6'*&RPSDVV6'*Vࡢᴗ⾜ືᣦ㔪̾6'*Vࢆᴗࡣ࠺ά⏝ࡍࡿ̾ ᪥ᮏㄒ∧ 
KWWSZZZXQJFMQRUJVGJVSGI6'*B&203$66B-SQSGI
6'*,QGXVWU\0DWUL[
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJOLEUDU\
.30*DQG8QLWHG1DWLRQV*OREDO&RPSDFWࠕ6'*,1'8675<0$75,;̽&/,0$7(23325781,7,(6ࠖ (QJOLVK 
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJGRFVLVVXHVBGRFGHYHORSPHQW6'*0DWUL[FOLPDWHH[WUDFWSGI
.30*DQG8QLWHG1DWLRQV*OREDO&RPSDFWࠕ6'*,1'8675<0$75,;̽(1(5*<1$785$/5(6285&(6 &+(0,&$/6
ࠖ (QJOLVK 
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJGRFVLVVXHVBGRFGHYHORSPHQW6'*LQGXVWU\PDWUL[HQUFSGI
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.30*࣭*&1-ࠕ6'*,QGXVWU\0DWUL[ࠖ᪥ᮏㄒ∧
KWWSXQJFMQRUJDFWLYLWLHVWRSLFVGHWDLOSKS"LG 
୍⯡♫ᅋἲே 6'*V ᕷẸ♫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦␎⛠㸸6'*V ࢪࣕࣃࣥ㸧
KWWSVZZZVGJVMDSDQQHW
23(1352-(&7
KWWSRSHQSURMHFWFRP
81*OREDO&RPSDFWࠕ0DNH*OREDO*RDOV/RFDO%XVLQHVVࠖ㸦 ᖺ㸧
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJGRFVSXEOLFDWLRQV0**/%81*$SGI
6'*V+ROLVWLF,QQRYDWLRQ3ODWIRUP㸦6+,3㸧
KWWSVZZZVGJVVKLSFRP
&DOOIRU,QQRYDWLRQVIRUWKH6'*V㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥㸧
KWWSVWLVROXWLRQVVGJVJOREDOLQQRYDWLRQH[FKDQJHRUJ
81$OOLDQFHIRU6'*)LQDQFH
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJWDNHDFWLRQDFWLRQJOREDODOOLDQFHIRUVGJILQDQFH
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