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Ⅰ．提案の骨子

はじめに
Ⅱ．理念・ねらい

近年、世界的に熱帯低気圧・洪水・豪雨・熱波・干ばつ等の極端な気象が起こる
頻度が高くなっていると懸念されている。これら全てが地球温暖化による気候変動
の影響とは断定できないが、影響が全くないとも結論づけられない。また、これら
の極端な気象が起こると、食料不足、飲料水・灌漑用水の不足、生物多様性の損失
等、様々な負の影響がもたらされる。

Ⅲ．提案①

2015年のCOP21では、全ての国・地域が参加する2020年以降の新たな国際
枠組みであるパリ協定が採択された。また、昨年12月にポーランドで開催された
COP24では、全ての国・地域に共通に適用されるパリ協定実施指針が合意された。

緩和策

気候変動の影響は国境に関係なく全世界に及ぶことから、世界全体で気候変動対策
がより一層進むことが強く期待される。
一方、ここ数年、トランプ米大統領をはじめとする気候変動に懐疑的な見方をす

Ⅳ．提案②

る人々の声が大きくなっている。温室効果ガス削減と自国の開発政策を両立しなけ
ればならない新興国・途上国のみならず、先進国の国内政治の混乱や経済・雇用の
悪化に伴い、気候変動対策が進まなくなる恐れもある。SDGsにもある通り、環境・

適応策

社会・経済課題の統合的解決が求められており、
「環境か経済か」の二者択一では
なく、同時達成しなければならない状況にきている。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

そこで、様々な関係者の方々に、今後の日本・世界における気候変動対策に関す
る議論・取組・協力を更に推進していただくために、本提言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。

Ⅵ．最後に

「環境・持続社会」研究センター（JACSES）事務局次長・プロジェクトリーダー

遠藤理紗
「環境・持続社会」研究センター（JACSES）事務局長

足立治郎
2019年3月
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Ⅰ．提 案 の 骨 子

●理念・ねらい：地球規模の気候変動対策が必要
Ⅲ．提案①

提案①

緩和策：あらゆる温室効果ガスの削減を地球規模で行う、
トータルでの対策を推進

緩和策

提案①-１

CO2削減対策：エネルギーアクセス確保と
自然エネルギーへのシフト
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提案①-４ 途上国緩和策における国連技術・資金メカニズムの活用

適応策

提案②

適応策：誰も取り残さない適応策の強化
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

提案②-１ 国内外の脆弱層・貧困層の適応策強化のための日本政府
の支援拡大
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途上国適応策における国連技術・資金メカニズムの活用

途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に

●最後に：日本の政策（長期戦略・予算策定を含め）への組み込み
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Ⅰ．提案の骨子

Ⅱ．理念・ねらい：地球規模の気候変動対策の必要性

Ⅱ．理念・ねらい

〈 提 案 要 旨 〉
気候変動の影響と懸念される国内外の被害が増えており、世界全体の
温室効果ガス（GHG）削減と被害抑制が急務。ただし、その際、貧困・
雇用対策との両立も不可欠。
なぜ地球規模の気候変動対応と途上国支援・協力が必要か

Ⅲ．提案①

パリ協定1 締約国・地域が現在示している温室効果ガス（GHG）2 削減目標を全
て合わせても、パリ協定の目標達成および気候変動による国内外の被害を防ぐには

緩和策

不十分である。特に、新興国3 におけるGHG排出量は著しい増加傾向にあり、今
後も大きく増大することが見込まれる。
日本国内の被害を避けるという国益的観点に立ったとしても、他国・他地域の対
策も進め、世界全体のGHG排出を抑制することが急務となっている。また、気候

Ⅳ．提案②

変動の被害は、適応することが難しい国内外の脆弱層（貧困層等）に顕著に現れ、
その被害抑制を進めることは私達の責務である。
よって、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

適応策

する協力が必要である。なお、他国と協力して行った気候変動対応のための取組は、
日本の各地域での取組を進める際にも参考となり、国内の取組推進の観点からも、
積極的に他国と協力していくことは有効である。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

図 1：世界のエネルギー起源 CO2 排出量の推移
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Ⅲ．提案①
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Ⅱ．理念・ねらい

その他
ブラジル 27.5 ％
0.9 ％

2012年（現状）

363億トン

緩和策

出典：IEA「CO2 emissions from fuel combustion 2014」
「World Energy Outlook（2014 Edition）
」
に基づいて環境省作成（2030 年は New Policies Scenario の値）
経済産業省ウェブサイト（http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004000/pdf/042̲
s05̲00.pdf）

Ⅳ．提案②

１．パリ協定：

適応策

COP21にて採択された、途上国を含む全加盟国が参加する2020年以降の国際枠組み。
長期削減目標として、産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑制することが規定される
とともに、1.5℃までへの抑制に向けた努力を継続することに言及している。
（外務省「パリ協定」参照：https://www.mofa.go.jp/mofaj/ﬁles/000198007.pdf）

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

２．温室効果ガス（GHG）
：
地球は太陽からのエネルギーで暖められ、海や陸等の暖められた地表面から熱が大気へ
放射されているが、その熱の一部は大気中に存在する気体の働きによって再び地表面に
戻され、地球の平均気温が14℃前後に保たれている。この現象を温室効果と呼び、それ
をもたらす気体を温室効果ガス（Greenhouse Gas）と呼ぶ。二酸化炭素、メタン、一
酸化二窒素、フロンガス等があり、これらが増えると温室効果が強まり、地球表面の気
温が上昇する。
（気象庁「温室効果ガスの種類」参照：

Ⅵ．最後に

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki̲ondanka/p04.html）

３．新興国：
明確な定義はなく、定義する国際機関によって異なる。例えば、国際通貨基金（IMF）は、
先進国（Advanced economies）以外の国々を「新興・途上国（Emerging market
and developing economies）」と定義している。具体的には、中国・インド・インド
ネシア・ブラジル・南アフリカ・アルゼンチン等が挙げられる。
（内閣府「第1節

新興国の成長鈍化の背景」参照：
https://www5.cao.go.jp/j-j/sekai̲chouryuu/sh14-01/s1̲14̲2̲1.html）
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Ⅰ．提案の骨子

貧困・雇用・経済対策と誰も取り残さないための気候変動対策の必要性
米国で地球温暖化に懐疑的なトランプ大統領が誕生した背景には、仕事を失った
労働者等の低所得者層・貧困層の支持もある。日本・先進国で気候変動対策を進め

Ⅱ．理念・ねらい

る際に、貧困・雇用対策と両立させていくことが重要である。また、新興国・途上
国は、多数の貧困層を抱え、気候変動対策を進める際に、貧困・雇用・経済対策を
進めることは不可欠である。
国 内 外 で 取 組 が 進 展 し て い る 持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs：Sustainable
Development Goals）
4 も、環境・社会・経済課題の統合的解決を掲げ、気候変動
対策推進に際し雇用・経済へのマイナス影響を最小限に食い止め、雇用・経済への

Ⅲ．提案①

プラス効果を生み出すことが重要である。

緩和策

というSDGsの理念に照らしても、国内外の脆弱層・貧困層の適応対策推進が不可

また、気候変動対策を進める必要がある最大の理由は、気候変動に適応できな
い脆弱層の被害を防ぐことにある。「誰も取り残さない（leave no one behind）
」
欠である。
以上の観点を鑑み、日本が地球規模での気候変動対応に貢献していくことが重要

Ⅳ．提案②

であり、日本政府に以下の提案の検討・実施をお願いしたい。

適応策

４．持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）:
2015年9月に採択された持続可能な世界を実現するための国際目標。17ゴール・169
ターゲットから構成され、2030年を目標達成年とする（一部、達成年が異なる）。先進国・
途上国問わずに全ての国が行動することや、環境・経済・社会課題に統合的に取り組む

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

こと、誰一人取り残さない（leave no one behind）こと等をうたっている。
（外務省「JAPAN SDGs Action Platform『SDGsとは』
」参照：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html）
（外務省「JAPAN SDGs Action Platform『SDGsについて』
」参照：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/about̲sdgs̲summary.pdf）

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

Ⅲ．提案①

緩和策：あらゆる温室効果ガスの削減を地球規模
で行う、トータルでの対策推進

Ⅱ．理念・ねらい

気候変動対策には、その原因となるGHGの削減を行い気候の変動を緩和する「緩
和策5 」と変動する気候に適応する「適応策6 」がある。
ここでは、まず、緩和策について提案する。

５．緩和策：
Ⅲ．提案①

気温上昇緩和のため、温室効果ガス削減に取り組むことであり、省エネルギー、再生可
能エネルギー普及、CO2吸収源対策等が挙げられる。
（気象庁「温室効果ガスに関する基礎知識」参照：

緩和策

https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/tour/tour̲a1.html）

６．適応策：
気候変動による様々な悪影響の防止・軽減のための対策をとることであり、渇水対策、
堤防等の施設整備、ハザードマップの作成、熱中症予防・感染症対策、農作物の高温耐

Ⅳ．提案②

性品種開発・普及、生態系の保全等が挙げられる。
（環境省「気候変動適応計画の概要」参照：http://www.env.go.jp/earth/gaiyou̲r.pdf）

適応策
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

提案①-１

CO2削減対策：
エネルギーアクセス確保と自然エネルギーへのシフト

Ⅱ．理念・ねらい

〈 提 案 要 旨 〉
化石燃料段階的削減・自然エネルギーへのシフト・省エネ推進・パリ
協定と整合する技術開発/普及/投資促進、及び、その際の生活・雇用・
生態系等への悪影響回避と安全・安定的エネルギーアクセス確保。
日本は、2030年に−26％（2013年度比）
、2050年に−80％のGHG削減目標

Ⅲ．提案①

を掲げているが、道筋は不透明な部分が多い。パリ協定は今世紀後半にGHG排出
を「実質ゼロ」にすることに合意し、日本も含め世界各国が取組を強化しなければ
ならない。

緩和策

そのためには、国内外で、化石燃料7 の割合を段階的に減らし、自然エネルギー8
割合を100％に向け増加させていく必要がある。ただし、それに伴う課題（貧困層
の生活・雇用への悪影響や生態系への悪影響の回避等）解決を目指していくことも

Ⅳ．提案②

必要となる。また、自然エネルギーのみで現在・将来のエネルギー需要がまかなえ

適応策

技術開発・普及・投資をさらに促進することも必要となる。

るのかについては懸念も示されており、自然エネルギーへのシフトに加え、国内外
の省エネ取組の着実な実施を促進していく必要がある。パリ協定の目標と整合する
なお、そもそも気候変動対策の前に途上国等ではエネルギーアクセス9 がない
人々も多く、日本政府の「日本の気候変動対策支援イニシアティブ201710 」
（以下、

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

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」と明記されている点は重要であり、誰も取り残さない観点から、あらゆる人々
の安全・安定的なエネルギーアクセス確保のための支援を強化する必要がある。

Ⅵ．最後に
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７．化石燃料：
石油、石炭、天然ガス（LNG）等の地下に埋蔵されている燃料資源。日本の場合、主に
海外から輸入されている。2011年東日本大震災後に原子力発電所が停止した影響もあり、
Ⅱ．理念・ねらい

火力発電所の稼働が増え、2016年度時点の化石燃料依存度は89％となっている。
（経済産業省資源エネルギー庁「2018―日本が抱えているエネルギー問題」参照：
http://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyissue2018.html）

８．自然エネルギー：
太陽光、太陽熱、水力、風力、潮力、地熱等の自然現象から得られるエネルギー。化石
燃料が枯渇の不安を抱えるのに対し、太陽が照りつづけ、地球内部の熱源が冷めない間

Ⅲ．提案①

は、枯渇の心配がない。

９．エネルギーアクセス：
すべての人々に手ごろで持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保すること

緩和策

は、SDGsのゴール7に含まれる主要な課題の一つである。2014年時点では約10億6
千万人がエネルギーに全くアクセスのない状況にある。
（外務省「SE4All（Sustainable Energy for All）
（万人のための持続可能なエネルギー）」参照：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page3̲000954.html）
（国連広報センター「SDGs報告2018」参照：

Ⅳ．提案②

https://www.unic.or.jp/activities/economic̲social̲development/sustainable̲
development/2030agenda/sdgs̲report/）

10．日本の気候変動対策支援イニシティブ2017：

適応策

パリ協定実施に向けては、世界全体での温室効果ガス大幅削減及び気候変動に対し強靭
な社会の構築が必要であると同時に、経済成長・雇用増加、インフラ整備、水・食料・
エネルギーへのアクセス向上等、SDGsも追求していくことが重要であるとの背景から、

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

途上国の気候変動対策と持続可能な開発を進めるための日本のビジョン及び具体的取組
を取りまとめたもの。日本の優れた技術や知識を活用し、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）
」をキーワードに掲げる。
（外務省「日本の気候変動対策支援イニシティブ2017の発表」参照：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page22̲002886.html）

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

提案①-２

CO2以外の温室効果ガス（フロン等）対策：
国内対策＋途上国システム構築支援

Ⅱ．理念・ねらい

〈 提 案 要 旨 〉
京都議定書対象フロン（HFC等）
・モントリオール議定書対象フロン
（CFC、HCFC等）の国内対策強化、及び、途上国システム構築支援
強化、対策コスト研究推進、排出実態/予測の研究/モニタリング強化。
エネルギー起源CO2以外のGHG排出の全GHGに占める割合は、世界では3分の

Ⅲ．提案①

1程度になると言われている。途上国ではその排出は今後も増大が見込まれ、気候
変動対応にはその削減への支援強化も必須である。

緩和策

特に、フロン11 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CFC12 やHCFC13 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

Ⅳ．提案②

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

適応策

い。そのために、環境省が表明した「海外展開戦略（環境）16 」に、さらに積極的

書14 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15 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
にフロン回収破壊システム17 の展開支援（技術・制度構築・人材育成支援等）等を
組み込むことも検討されたい。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

図 2：人為起源の温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合
一酸化二窒素
6.2 ％

フロン類等
2.0 ％

Ⅵ．最後に

メタン
15.8 ％
二酸化炭素
（森林減少や
土地利用変化等）
10.8 ％

二酸化炭素
（化石燃料由来）
65.2 ％

出典：IPCC 第 5 次評価報告書より気象庁作図（※2010 年二酸化炭素換算量での数値）
資

気象庁ウェブサイト（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki̲ondanka/p04.html）
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Ⅰ．提案の骨子

途上国でのフロン回収破壊については、費用が掛かりすぎるのではとの声がある
一方、そうではなく費用対効果が良いとの指摘もあり、コストに関する研究を行う
必要もある。また、海外のフロン等CO2以外のGHGの排出実態・予測に関する研

Ⅱ．理念・ねらい

究・モニタリングの強化も重要である。

11．フロン：
フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）のことで、20世紀に開発された自然界に存
在しない人口物質。不燃性・化学的に安定・液化しやすいという性質をもつことから、
エアコンや冷蔵庫等の冷媒から、断熱材等の発泡剤、半導体・精密部品の洗浄剤、スプレー

Ⅲ．提案①

噴射剤まで幅広く使用されている。
（経済産業省「（１）フロンとは」参照：
http://www.meti.go.jp/policy/chemical̲management/ozone/outline̲dispotion.html）

緩和策

12．CFC／13．HCFC：
CFC（クロロフルオロカーボン）とHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン）は「特定
フロン」と呼ばれ、大気中に放出されると上空成層圏まで達し、オゾン層を破壊すると
ともに、温室効果も非常に大きい。一方、HFC（ハイドロフルオロカーボン）は一般に「代

Ⅳ．提案②

替フロン」と言われ、オゾン層を破壊しないが、温室効果が非常に大きい。
（経済産業省「（１）フロンとは」参照：
http://www.meti.go.jp/policy/chemical̲management/ozone/outline̲dispotion.html）
（経済産業省「（２）オゾン層破壊問題の出現」参照：

適応策

http://www.meti.go.jp/policy/chemical̲management/ozone/outline̲hakai.html）

14．京都議定書：
1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）で採択された

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

2020年までの国際枠組。二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素(亜酸化窒素)、ハイドロフ
ルオロカーボン（HFC）
、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）の6種
類の温室効果ガスを対象とし、先進国の温室効果ガス排出削減における法的拘束力のあ
る数値目標が設定された。
（環境省「京都議定書の概要」参照：
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/gaiyo̲k.pdf）

15．モントリオール議定書：
オゾン層の保護を目的とした国際協力を進めるための研究や情報交換に関する基本的枠
Ⅵ．最後に

組みを定めた「オゾン層の保護のためのウィーン条約」の下で1987年に採択。オゾン層
破壊のおそれがある物質を特定し、当該物質の生産・消費・貿易を規制し、人の健康及
び環境を保護することを目的とする。
（外務省「オゾン層保護（ウィーン条約：Vienna Convention for the Protection of the Ozone
Layerモントリオール議定書：Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer）
」参照：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/ozone.html）

資
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Ⅰ．提案の骨子

16．海外展開戦略（環境）：
「インフラシステム輸出戦略（平成29年度改訂版）」に基づき、日本の環境分野における
経験・技術等を活用して、戦略的に環境インフラ展開を進めるために、各環境技術分野
Ⅱ．理念・ねらい

での課題や今後の方向性をまとめたもの。横断的な対応策として、トップセールス推進
やソフトインフラ支援等を通じて、質の高い環境インフラの海外展開を進め、途上国の
環境改善に貢献することを目指す。
（環境省「海外展開戦略（環境分野及びリサイクル分野）の策定について」参照：
https://www.env.go.jp/press/105573.html）

17．フロン回収破壊システム：
Ⅲ．提案①

オゾン層を守り地球温暖化を防ぐためには、そのまま大気に放出せず、エアコン等の各
種冷凍空調機器に充填されているフロン類（CFC、HCFC、HFC）を適切に回収・処理
をする必要がある。日本では、2001年制定のフロン回収・破壊法（特定製品に係るフロ
ン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律）等によって、フロン回収・処理シス

緩和策

テムが構築されている。
（国立研究開発法人

国立環境研究所「フロン回収・処理技術」参照：
http://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=30）

Ⅳ．提案②
適応策
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
資
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提案①-３

日本の海外貢献策の見える化の促進

〈 提 案 要 旨 〉
Ⅱ．理念・ねらい

クレジット以外の形でも日本の貢献を客観的に見える化。
京都議定書では、日本等の先進国が途上国と協力しCDM18 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日本・
先進国が自国目標に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

Ⅲ．提案①

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UNFCCC19 に

緩和策

報告する責務があるため、海外貢献分をいかにクレジット20 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

Ⅳ．提案②

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。
海外貢献策を具体化するに際し、日本のクレジット確保に固執することで途上国

適応策

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。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

また、日本政府・事業者等が途上国と協力し実施した取組に関しては、相手の途
上国に日本の貢献について国連等できちんと報告してもらうよう促し、クレジット
以外の形でも日本の貢献を客観的に見える化していくことにより、途上国支援に日
本の税金を使うことに対する納税者の理解を広げるとともに、事業者の取組に対す
る社内・株主の理解を得ていくことが重要と考えられる。
図 3：二国間クレジット制度（JCM）の基本概念

Ⅵ．最後に

日本

優れた低炭素技術等の普及や
緩和活動の実施

パートナー国

JCM プロジェクト
MRV

日本の削減目標
達成に活用

クレジット

温室効果ガスの
排出削減・吸収量

資

出典：炭素市場エクスプレスウェブサイト（https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/index.html）
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18．CDM：
Clean Development Mechanism（クリーン開発メカニズム）の略。京都議定書にお
いて定められた京都メカニズム（各国の削減目標達成のための補助的手段）の一つ。先
Ⅱ．理念・ねらい

進国が投資国として関与し、温室効果ガス排出量の上限設定がない途上国で排出削減プ
ロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量に基づいたクレジットが発行される。
そのクレジットを先進国に移転し、先進国の削減量として計上することが可能。
（炭素市場エクスプレス「クリーン開発メカニズム（CDM）
」参照：
https://www.carbon-markets.go.jp/mkt-mech/kyomecha/cdm.html）
（環境省「京都メカニズム情報コーナー」参照：
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/）

Ⅲ．提案①

19．UNFCCC：
United Nations Framework Convention on Climate Change（気候変動枠組条約）
の略。大気中の温室効果ガス濃度を安定化させることを究極目標として、1992年に採択。

緩和策

本条約に基づき、1995年から気候変動枠組条約締約国会議（COP）が毎年開催されて
いる。
（環境省「気候変動の国際交渉」参照：http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop.html）

20．クレジット：
Ⅳ．提案②

低炭素技術普及や温室効果ガスを吸収する取組等によって発生した温室効果ガスの削減

適応策

それにより得た削減分を、クレジットとして先進国の削減目標達成に活用できた。国内

量や吸収量に応じて発行され、他の企業や国との取引を可能にしたもの。例えば、CDM
では、先進国が技術・資金等を途上国に提供して温室効果ガス削減プロジェクトを行い、
では、省エネルギー機器導入や森林経営等により温室効果ガスの排出削減量・吸収量を
国がクレジットとして認証する「Ｊ−クレジット制度」がある。
（資源エネルギー庁「
『二国間クレジット制度』は日本にも途上国にも地球にもうれしい温暖化対策」

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

参照：http://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/jcm.html）
（Jクレジット制度ウェブサイト参照：https://japancredit.go.jp/）

Ⅵ．最後に
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提案①-４

途上国緩和策における国連技術・資金メカニズムの活用

〈 提 案 要 旨 〉
Ⅱ．理念・ねらい

国連技術・資金メカニズムの機能・連携強化によるGHG削減加速。
日本の機関による国連メカニズム活用支援強化。
気 候 変 動 に 関 す る 国 連 技 術 メ カ ニ ズ ム（ 気 候 技 術 セ ン タ ー・ ネ ッ ト ワ ー ク
〈CTCN〉、技術執行委員会〈TEC〉21 ）及び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〉22 等）に対し、日本政府は資金拠出を行っ

Ⅲ．提案①

ており、こうした拠出を継続していくことは必要である。ただし、国連メカニズム
による支援で効果的な技術・製品・サービスの開発・普及が遅々としてきた原因の

緩和策

一つに、国連技術メカニズムと国連資金メカニズムの連携不足がある。この点は
徐々に改善しつつあるが、地球規模で気候変動に対処するには、今後、これらメカ
ニズムの機能と連携を強化し、GHG削減の実践加速に結びつけていく必要がある。
また、様々な関連技術・製品・サービスを有する日本の機関（企業・NGO等）

Ⅳ．提案②

が途上国の広範なニーズに更に貢献できる余地はあり、二国間や民間での支援に加
え、日本の機関がこうした国連メカニズムを活用しやすくする支援（情報/ノウハ
ウ提供・資金支援・人材育成等）の強化も必要である。

適応策
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
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21．気候技術センター・ネットワーク（CTCN）、技術執行委員会（TEC）
：
気候技術センター・ネットワーク（CTCN：Climate Technology Centre & Network）
と技術執行委員会（TEC：Technology Executive Committee）は、気候変動枠組条
Ⅱ．理念・ねらい

約の下に設立された気候変動に関連する技術の移転促進をはかる技術メカニズム。CTCN
は、途上国からの技術支援要請を受け、技術支援を行っている。TECは、途上国・先進
国から集まった技術専門家で構成され、技術政策課題の分析・各国政府への助言を行う。
（経済産業省「CTCN及びTEC」参照：
http://www.meti.go.jp/policy/energy̲environment/global̲warming/global2/ctcn̲tec/
index.html）

22．地球環境ファシリティー（GEF）、緑の気候基金（GCF）：
Ⅲ．提案①

地球環境ファシリティー（GEF：Global Environment Facility）と緑の気候基金（GCF：
Green Climate Fund）は、途上国の気候変動対策を支援するための国連資金メカニズ
ム。GEFは、気候変動枠組条約や生物多様性条約等5つの環境関連条約の資金メカニズム

緩和策

であり、途上国で行う地球環境保全のプロジェクトに対して主に無償資金を供与。GCF
は、途上国の温室効果ガス削減（緩和）と気候変動の影響への対処（適応）を支援する
ために、COP16で設立が決定。GCF資金へアクセスを認められた国・国際機関・民間
機関等を認証機関（AE：Accredited Entity）と呼ぶが、日本からは国際協力機構（JICA）

Ⅳ．提案②

と三菱UFJ銀行が認証機関に承認されている。
（外務省「地球環境ファシリティ（Global Environment Facility：GEF）
」参照：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/gbl̲env.html）
（外務省「緑の気候基金（Green Climate Fund: GCF）
」参照：

適応策

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w̲000123.html）

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

Ⅳ．提案②

適応策：誰も取り残さない適応策の強化

Ⅱ．理念・ねらい

提案②-１ 国内外の脆弱層・貧困層の適応策強化のための日本政府の支援拡大

〈 提 案 要 旨 〉
あらゆる人々の適応策に尽力することを国際社会に表明。途上国脆弱
層のレジリエンスを高めるため経済・雇用状況改善、防災対策支援強化。

Ⅲ．提案①

不確実な部分も残されているが、国内外での異常気象（台風・大雨等）による被
害の頻発が地球温暖化の進行と関連しているとの認識は広がりつつある。これらの
被害に最も弱いのは、国内外問わず貧困層である。特に、海外脆弱層の多くは農業

緩和策

等で生計を立てている場合が多く、一度の洪水等で命を失うことや、住居・仕事等
を失い、極度の貧困に陥る恐れがある。
富裕層は自ら適応策をとることが比較的容易であり、脆弱層の適応策を進める必

Ⅳ．提案②

要がある。そのためには、莫大な資金が必要であり、民間資金も不可欠であること
から、日本政府による適応ビジネス23 支援と企業による取組拡大が求められる。加
えて、民間資金は利益を全く考えないわけにはいかず、日本政府は途上国も含む
あらゆる人々の適応策に尽力することを国際社会に表明していただきたい。

適応策

脆弱層の適応策支援強化を明確に打ち出し、企業に加え、NGOとの連携も強化し、
また、途上国脆弱層・貧困層のレジリエンスを高めていくため、彼らの経済・雇

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

用状況の改善を図りつつ、家屋等の生活を守る防災対策への支援強化を行っていく
ことも重要である。

23．適応ビジネス：
気候変動による影響に対する適応をビジネス機会として捉え、適応を促進する製品・サー
ビス等を展開すること。特に、途上国の適応対策については高いニーズがあり、ビジネ
スとしての市場規模も拡大しているため、関係省庁も日本企業の適応ビジネスを推進す

Ⅵ．最後に

るための支援を行っている。
（気候変動適応情報プラットフォーム「事業者と適応」参照：
http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/lets/business.html）
（経済産業省「適応ビジネスの推進」参照：
http://www.meti.go.jp/policy/energy̲environment/global̲warming/tekiou.html）
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Ⅰ．提案の骨子
Ⅱ．理念・ねらい

図 4：気候変動に起因する観測された影響

世界で起きている温暖化の影響は？
Ⅲ．提案①

気候変動に起因する観測された影響
出典）IPCC 第 5 次評価報告書 WGII Figure SPM2
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Ⅳ．提案②
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Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援
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Ⅵ．最後に

出典：IPCC 第 5 次評価報告書
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）
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Ⅰ．提案の骨子

提案②-２

途上国適応策における国連技術・資金メカニズムの活用

〈 提 案 要 旨 〉
Ⅱ．理念・ねらい

途上国脆弱層まで適応策を行き渡らせるため、二国間や民間の取組に
加え、国連技術・資金メカニズム等をさらに活用。
国連技術メカニズムであるCTCNのプロジェクト割合は30％が適応である。ま
た、国連資金メカニズムであるGCFの資金の半分は、適応に充てることが規定さ
れている。被害に最も弱い途上国脆弱層・貧困層までしっかりと適応策が行き渡る

Ⅲ．提案①

ようにするため、国連のこうした仕組みをさらに効果的に活用していくよう国内外
に働きかけていくことも重要である。

緩和策

図 5：CTCN の要請割合

29.1 ％

Ⅳ．提案②

青：緩和
黒：適応と緩和
緑：適応

適応策

52.2 ％
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

18.7 ％

Mitigation

Adaptation and mitigation

Adaptation

出典：CTCN ウェブサイト（https://www.ctc-n.org/technical-assistance/request-visualizations）

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

Ⅴ．提案③

途上国の透明性向上支援

Ⅱ．理念・ねらい

〈 提 案 要 旨 〉
途上国のGHG排出や削減策・適応策の実態把握強化。
「コ・イノベー
ションのための透明性パートナーシップ」や「透明性のための能力開
発イニシアティブ」等を活用し、公正・効果的な取組を進めるモメン
タムを世界で醸成。

Ⅲ．提案①

途上国はHFCの報告義務がない等、途上国のGHGに関しては、現状把握が難し
いことも大きな課題である。ただし、途上国は人材・資金等が乏しく、その現状把
握と透明性を向上させる日本を含む先進国や新興国等の資金が豊富な国々の支援・

緩和策

協力が重要である。
そのために、他と比較して現状把握・透明性24 向上に努力する途上国に優先的に
支援を行うことを日本政府も積極的に進めるべきである。

Ⅳ．提案②

日本政府・企業が途上国の気候変動対策に協力する際に効果的な取組を行うため
にも、途上国のGHG排出や削減策・適応策の実態を極力正確に把握する必要があ
る。また、公的資金活用については納税者に対し、民間資金活用については投資家

適応策

に対し、説明を要する。自国の透明性を向上させることは、日本・他国政府・企業
の資金・投資・技術を呼び込むための重要なツールであることの理解を、途上国に
促していくことが重要である。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

具体的には、様々なGHG排出量のインベントリ25 整備を含む途上国の体制整備・
能力開発等の支援の更なる強化をお願いしたい。また、日本が進めている「コ・イ
ノベーションのための透明性パートナーシップ（PaSTI）
26 」への賛同・パートナー
国を増やし、取組を波及させるとともに、パリ協定の下でGEFに設置された「透明
性のための能力開発イニシアティブ（CBIT）27 」等の国連枠組も活用しつつ、公正
かつ効果的な取組を進めるモメンタムを世界で醸成する必要がある。

Ⅵ．最後に
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Ⅰ．提案の骨子

24．透明性：
パリ協定においては、その実施を促進するため、温室効果ガス排出量や緩和・適応対策
等の実施及び技術・資金等の支援に関する進捗・達成状況の把握に必要な情報を提供す
Ⅱ．理念・ねらい

ることが定められた透明性枠組が規定されている。
（環境省「パリ協定の概要（仮訳）」参照：
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop21̲paris/paris̲conv-a.pdf）

25．GHG排出量のインベントリ：
一国の1年間の温室効果ガス排出・吸収量をとりまとめたデータのことを一般的に「温室
効果ガスインベントリ（Greenhouse Gas Inventory）
」という。日本を含む附属書Ⅰ

Ⅲ．提案①

国（先進国）は毎年このデータを気候変動枠組条約事務局に提出しており、対象ガスは
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）
、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボ
ン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）
、三ふっ化窒
素（NF3）
。

緩和策

（環境省「温室効果ガスインベントリの概要」参照：
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html）

26．コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ
Ⅳ．提案②

（PaSTI：Partnership to Strengthen Transparency for Co-Innovation）
：
環境省が世界資源研究所（WRI）と共同で、2017年のCOP23において設立したイニシ
アティブ。各国の国家開発戦略に基づいた能力開発や組織強化、報告制度の充実、非国
家主体（企業等）の参画・取組促進等を支援することを目的とする。2018年には日本と

適応策

インドネシア間で、PaSTIに基づき民間セクターの透明性向上に関する初の二国間意向
書に署名がなされた。
（海外環境協力センター「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ(PaSTI)」参照：
https://www.oecc.or.jp/pasti/）

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

（環境省「透明性パートナーシップ（PaSTI）のための日・インドネシア協力に関する意向書の署
名について」参照：https://www.env.go.jp/press/106030.html）

27．透明性のための能力開発イニシアティブ
（CBIT：Capacity Building Initiative for Transparency）
：
2015年のCOP21にて、途上国による温室効果ガス排出削減対策における透明性確保の
ための能力開発支援を目的として設立された基金（GEFが運営）。日本も拠出しており、
CBITを通じて、透明性に関する途上国の能力開発を支援する。
（環境省「透明性のための能力開発イニシアティブ（CBIT）に対する拠出について」参照：

Ⅵ．最後に

https://www.env.go.jp/press/104790.html）
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Ⅰ．提案の骨子

Ⅵ．最後に：日本の政策（長期戦略・予算策定を含め）への
組み込み

Ⅱ．理念・ねらい

〈 提 案 要 旨 〉
長期戦略、SDGsアクションプラン、予算等へ以上の提案を組み込ん
でいただきたい。CO2以外のGHG削減や適応策もESG投資により促
進されるよう後押しいただきたい。

Ⅲ．提案①

日本政府の政策、具体的には「日本の気候変動対策支援イニシアティブ」
「海外展

緩和策

記した点を組み込んでいただきたい。

日本政府の「地球温暖化対策3本の矢28 」の1つに「国際貢献」がある。今後、
開戦略」
「気候変動適応計画29 」「SDGsアクションプラン30 」等に、是非本提案に
特に、現在検討中の日本の長期戦略（長期低排出発展戦略31）策定に際し、上記
提案を組み込み、世界全体の対策に貢献することを示していただきたい。

Ⅳ．提案②

さらに、日本の短中期戦略や地域別の戦略、具体的な政策/予算の策定時に、上
記の提起を取り込んでいただきたい。なお、民間の取組推進という観点から日本政
府はESG投資32 を積極的に推進しているが、その際、CO2以外のGHG削減や適応

適応策

策がESG投資により促進されるよう後押しもお願いしたい。

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

28．地球温暖化対策3本の矢：
経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォームにて示され、日本の長期戦略におい
ては、国内・業種内・既存技術における対策のみならず、
「国際貢献」
「グローバル・バリュー
チェーン」
「イノベーション」による地球全体の排出削減への貢献を打ち出していくべき
との考え方。
（経済産業省「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書（概要）」参照：
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170414001̲01.pdf）

29．気候変動適応計画：
気候変動適応法に基づき、気候変動適応に関する施策を総合的・計画的に推進していく
Ⅵ．最後に

ために、平成30年11月に閣議決定されたもの。気候変動適応に関する施策の基本的方向
性や分野別の施策を示すとともに、政府・地方公共団体・事業者・国民等の具体的役割
も明確化している。
（気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動への適応」参照：
http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/plan/gov.html）
（環境省「気候変動適応計画の概要」参照：http://www.env.go.jp/earth/gaiyou̲r.pdf）

資
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Ⅰ．提案の骨子

30．SDGsアクションプラン：
2019年のG20開催等で、世界の注目が集まる機会に日本の「SDGsモデル」発信を目
指し、その方向性や主要な取組を盛り込んだもの。これまで「SDGsアクションプラン
Ⅱ．理念・ねらい

2018」及び「拡大版SDGsアクションプラン2018」が発表されており、2019年版で
は、「SDGsと連動する『Society 5.0』
（※）の推進」「SDGsを原動力とした地方創生、
強靱かつ環境に優しい魅力的なまちづくり」
「SDGsの担い手として次世代・女性のエン
パワーメント」の3本柱を中核とする日本の「SDGsモデル」に基づき、SDGs実施指針
（今後の日本のSDGs取組の指針として2016年12月策定）の8つの優先分野について、
2019年におけるより具体化・拡大された政府の取組が盛り込まれている 。
（持続可能な開発目標（SDGs）推進本部ウェブサイト参照：

Ⅲ．提案①

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/）

※Society 5.0：
第５期科学技術基本計画において日本が目指すべき未来社会の姿として提唱され、狩

緩和策

猟社会（Society 1.0）
、農耕社会（Society 2.0）
、工業社会（Society 3.0）
、情報
社会（Society 4.0）に続く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）
を高度に融合させたシステムの実現により経済発展と社会課題の解決を両立する新た
な人間中心の社会のこと。IoT・人工知能（AI）等を産業や社会に取り入れ 、少子高

Ⅳ．提案②

齢化・貧富の格差等の課題解決を目指す。
（内閣府「Society 5.0」参照：https://www8.cao.go.jp/cstp/society5̲0/index.html）

31．長期低排出発展戦略：

適応策

今世紀後半に世界全体の排出量を実質ゼロにすること等を目標として掲げたパリ協定の
下で、各国が2020年までに作成するよう努力すべきと規定されている長期的な温室効果
ガス排出低減のための戦略。日本では2018年に「パリ協定に基づく成長戦略としての長

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

期戦略策定に向けた懇談会」が設置され、議論がなされている。
（外務省「パリ協定」参照：https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24̲000810.html）
（環境省「パリ協定長期成長戦略懇談会」参照：
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/post̲41.html）

32．ESG投資：
ESGとは、Environment（環境）
・Social（社会）
・Governance（企業統治）の頭文字をとっ
た言葉。投資判断において企業価値を測るために、キャッシュフローや利益率等の財務
情報に加え、ESGのような非財務情報を考慮する投資を指す。
（年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
「ESG投資」参照：

Ⅵ．最後に

https://www.gpif.go.jp/investment/esg/）
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㈐௵ཬ䜃ྛᅜ䛾⬟ຊ䛾ཎ๎䜢ᫎ䛩䜛䜘䛖ᐇ䛩䜛䚹㻌
࣭⥾⣙ᅜࡣࠊẼೃኚືࡢୡ⏺ⓗ࡞ᑐᛂࡢࠕ⮬ᅜ䛜Ỵᐃ䛩䜛㈉⊩䛃䠄௨ୗ䛂㈉⊩䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻

緩和策

㛵䛧䚸䛣䛾༠ᐃ䛾┠ⓗ㐩ᡂ䛾䛯䜑䚸㛵㐃᮲ᩥ䛻ᐃ䜑䜛㔝ᚰⓗ䛺ྲྀ⤌䜢ᐇ䛧䚸ᥦฟ䛩䜛䚹⥾⣙
ᅜ䛾ྲྀ⤌䛿䚸䛣䛾༠ᐃ䜢ᐇຠⓗ䛻ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䜢ᨭ䛩䜛ᚲせᛶ䜢ㄆ㆑䛧
䛴䛴䚸㛗ᮇⓗ䛻๓㐍䜢♧䛩䚹㻌

Ⅳ．提案②

㻌
࠙⦆㸦ฟ๐ῶࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌㸧
ࠚ㸦➨  ᮲㸧
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ
࣭⥾⣙ᅜࡣࠊ┠ⓗᥖࡆࡿ㛗ᮇ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡼ࠺ࠊ㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜࡢฟ㔞ࡀ᭱㸦㔞㸧

適応策

㐩ࡍࡿᮇࡀࡼࡾ㛗ᮇࡍࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘࠊୡ⏺ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ㔞ࡀ᭱
㸦㔞㸧㐩ࡍࡿᮇࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪩ࡃࡍࡿࡶࡢࡋࠊ⾮ᖹᇶ࡙ࡁࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㈋
ᅔࢆ᧞⁛ࡍࡿດຊࡢ㛵㐃࠾࠸࡚ࠊୡ⣖ᚋ༙ேⅭⓗ࡞

ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ྾※

ࡼࡿ㝖ཤࡢᆒ⾮ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ᭱᪂ࡢ⛉Ꮫᚑࡗ࡚᪩ᮇࡢ๐ῶࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿࠋ㻌
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸⣼ḟ䛾䛂㈉⊩䛃䠄๐ῶ┠ᶆ䞉⾜ື䠅䜢సᡂ䚸ᥦฟ䚸⥔ᣢ䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛂㈉⊩䛃䛾┠ⓗ䜢
㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᅜෆᥐ⨨䜢䛸䜛䚹㻌
䞉⣼ḟ䛾䛂㈉⊩䛃䛿䚸ྛᅜ䛾␗䛺䜛䛻↷䜙䛧䛯䛭䜜䛮䜜ඹ㏻䛻᭷䛧䛶䛔䜛䛜ᕪ␗䛾䛒䜛㈐௵ཬ
䜃ྛᅜ䛾⬟ຊ䜢ᫎ䛧䚸ᚑ๓䛾䛂㈉⊩䛃䜢㉸䛘䛯๓㐍䜢♧䛧䚸ཬ䜃ྍ⬟䛺㝈䜚᭱䜒㧗䛔㔝ᚰ䜢
ᫎ䛩䜛䚹㻌
䞉ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸⤒῭䛻䜟䛯䜛ฟ䛾⤯ᑐ㔞䛾๐ῶ┠ᶆ䜢䛸䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᘬ䛝⥆䛝ඛ㢌䛻
❧䛴䜉䛝䚹㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛿䚸⦆ດຊ䜢㧗䜑䜛䛣䛸䜢⥅⥆䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸ྛᅜ䛾␗䛺䜛䛻
↷䜙䛧䛴䛴䚸⤒῭䛻䜟䛯䜛ฟ䛾๐ῶཪ䛿ᢚไ┠ᶆ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䜢ዡບ䛥䜜䜛䚹㻌

Ⅵ．最後に

䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸䛂㈉⊩䛃䜢ᥦฟ䛩䜛㝿䛻䚸➨ 㻞㻝 ᅇẼೃኚືᯟ⤌᮲⣙⥾⣙ᅜ㆟䠄㻯㻻㻼㻞㻝䠅Ỵᐃ➼䛻ᚑ
䛳䛶᫂☜ᛶ䚸㏱᫂ᛶ䚸⌮ゎ䛻ᚲせ䛺ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹㻌
䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸㻯㻻㻼䠎䠍Ỵᐃ➼䛻ᚑ䛳䛶䚸䛂㈉⊩䛃䜢䠑ᖺ䛤䛸䛻ᥦฟ䛩䜛䚹㻌
䠄ὀ䠖䛺䛚䚸㻯㻻㻼㻞㻝 Ỵᐃ䛻䛚䛔䛶䚸㻞㻜㻞㻡 ᖺ┠ᶆ䛾ᅜ䛿 㻞㻜㻞㻜 ᖺ䜎䛷䛻䚸䛭䛾ᚋ䛿 㻡 ᖺẖ䛻᪂䛯䛺
䛂㈉⊩䛃䜢ᥦฟ䛧䚸㻞㻜㻟㻜 ᖺ┠ᶆ䛾ᅜ䛿 㻞㻜㻞㻜 ᖺ䜎䛷䛻䚸䛭䛾ᚋ䛿 㻡 ᖺẖ䛻䛭䛾䛂㈉⊩䛃䜢ᥦฟཪ䛿
᭦᪂䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹䠅㻌
䞉䝟䝸༠ᐃ⥾⣙ᅜ㆟䠄௨ୗ䛂⥾⣙ᅜ㆟䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛿䚸➨୍ᅇྜ䛻䛚䛔䛶䚸䛂㈉⊩䛃䛾ඹ㏻䛾ᮇ
1
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Ⅰ．提案の骨子

㛫䜢᳨ウ䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛜ᥦฟ䛧䛯䛂㈉⊩䛃䛿䚸බⓗ䛺Ⓩ㘓⡙䛻グ㘓䛥䜜䜛䚹㻌
Ⅱ．理念・ねらい

䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸䛂㈉⊩䛃䠄䛻䜘䜛ฟ䞉྾㔞䠅䜢ィ⟬䛩䜛䚹䜎䛯䚸ィ⟬䛻䛚䛔䛶䛿䚸⎔ቃ䛾ಖ䚸㏱᫂
ᛶ䚸ṇ☜ᛶ䚸ᛶ䚸ẚ㍑ྍ⬟ᛶཬ䜃ᩚྜᛶ䜢ಁ㐍䛧䚸୪䜃䛻㔜ィୖ䛾ᅇ㑊䜢☜ಖ䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸ྛᅜ䛾␗䛺䜛䛻↷䜙䛧䛯䛭䜜䛮䜜ඹ㏻䛻᭷䛧䛶䛔䜛䛜ᕪ␗䛾䛒䜛㈐௵ཬ䜃ྛᅜ
䛾⬟ຊ䜢⪃៖䛧䚸➨ 㻞 ᮲䠄༠ᐃ䛾┠ⓗ䠅䛻␃ព䛧䚸㛗ᮇ䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇పฟⓎᒎᡓ␎䜢సᡂ䚸
ᥦฟ䛩䜛䜘䛖ດ䜑䜛䜉䛝䚹㻌
㻌
䛆྾※䠄᳃ᯘ➼䠅䛇䠄➨ 㻡 ᮲䠅㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸
䛸䜛䜉䛝䚹㻌

Ⅲ．提案①

௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
ᐊຠᯝ䜺䝇䛾྾※ཬ䜃㈓ⶶᗜ䛾ಖཬ䜃㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿ᙉ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨䜢

緩和策

䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻䛚䛡䜛᳃ᯘῶᑡཬ䜃᳃ᯘຎ➼䛻䜘䜛ฟ㔞䜢ῶᑡ䛥䛫䜛ྲྀ⤌
䛾䛯䜑䚸Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙䠄௨ୗ䛂᮲⣙䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻ᇶ䛵䛟㛵㐃䛩䜛ᣦ㔪ཬ䜃Ỵᐃ䛻つᐃ䛩䜛᪤

Ⅳ．提案②

Ꮡ䛾ᯟ⤌䜏䜢ᐇཬ䜃ᨭ䛩䜛䛯䜑䛾ᥐ⨨䜢䛸䜛䛣䛸䛜ዡບ䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䛆ᕷሙ䝯䜹䝙䝈䝮➼䛇䠄➨ 㻢 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛻⛣㌿䛥䜜䜛⦆䛾ᡂᯝ䜢ά⏝䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䜢ಁ㐍䛧䚸⎔

適応策

ቃ䛾ಖ䛸㏱᫂ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䚹䜎䛯䚸⥾⣙ᅜ㆟䛜᥇ᢥ䛩䜛ᣦ㔪䛻ᚑ䛔䚸ᙉᅛ䛺ィ⟬䠄≉䛻
㔜ィୖ䛾ᅇ㑊䠅䜢㐺⏝䛩䜛䚹㻌
䞉ᅜ㝿ⓗ䛻⛣㌿䛥䜜䜛⦆䛾ᡂᯝ䛾ά⏝䛿䚸⮬ⓗ䛛䛴ཧຍ⥾⣙ᅜ䛾ᢎㄆ䛻䜘䜛䚹㻌
䞉⦆䜈䛾㈉⊩ཬ䜃ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢タ❧䛩䜛䚹㻌
䞉ᙜヱ䝯䜹䝙䝈䝮䛛䜙䛾ฟ๐ῶ㔞䛿䚸䛾⥾⣙ᅜ䛜䛂㈉⊩䛃䛾㐩ᡂ䜢ド᫂䛩䜛䛯䜑䛻ά⏝䛧䛯ሙ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ྜ䛻䛿䚸ཷධᅜ䛾䛂㈉⊩䛃䛾㐩ᡂ䛾ド᫂䛻ά⏝䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䞉ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾㠀ᕷሙ䛾ྲྀ⤌䛾ᯟ⤌䜏䜢つᐃ䛩䜛䚹㻌
㻌
䛆㐺ᛂ䠄Ẽೃኚື䛾ᝏᙳ㡪䜈䛾ᑐฎ䠅䛇䠄➨ 㻣 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸Ẽೃኚື䛻ᑐ䛧䚸㐺ᛂ⬟ຊ䜢ᣑ䛧䚸ᙉ㠎ᛶ䜢ᙉ䛧䚸⬤ᙅᛶ䜢ῶᑡ䛥䛫䜛ୡ⏺య
䛾┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸䜘䜚㧗䛔Ỉ‽䛾⦆䛜㏣ຍⓗ䛺㐺ᛂດຊ䛾ᚲせᛶ䜢ῶᑡ䛧ᚓ䜛䛣䛸䚸ཬ䜃㏣ຍⓗ䛺

Ⅵ．最後に

㐺ᛂ䛾ᚲせᛶ䛿㏣ຍⓗ䛺㐺ᛂ㈝⏝䜢క䛔ᚓ䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᛂດຊ䛻㛵䛩䜛ᨭཬ䜃ᅜ㝿༠ຊ䛾㔜せᛶ୪䜃䛻㛤Ⓨ㏵ୖᅜ䠄≉䛻Ẽೃኚື䛾
ᝏᙳ㡪䜢ⴭ䛧䛟ཷ䛡䜔䛩䛔㛤Ⓨ㏵ୖᅜ䠅䛾ᚲせᛶ䜢⪃៖䛩䜛㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸ሗඹ᭷䚸ไᗘⓗ䛺ᥐ⨨䛾ᙉ䚸⛉Ꮫୖ䛾▱㆑䛾ᙉ䜢ྵ䜐䚸㐺ᛂ䛻㛵䛩䜛⾜ື䜢
᥎㐍䛩䜛༠ຊ䜢ᙉ䛩䜉䛝䚹㻌
䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸㐺ᛂィ⏬❧㐣⛬ཬ䜃⾜ື䛾ᐇ䠄㛵㐃ィ⏬䚸ᨻ⟇ཪ䛿㈉⊩
䛾❧ⱝ䛧䛟䛿ᙉ䜢ྵ䜐䚹䠅䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
2
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Ⅰ．提案の骨子

䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸㛤Ⓨ⥾⣙ᅜ䛻㏣ຍⓗ䛺㈇ᢸ䜢⏕䛨䛥䛫䜛䛣䛸䛺䛟䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸ඃඛ㡯䚸ᐇ
ཬ䜃ᨭ䛾ᚲせᛶ䚸ィ⏬ཬ䜃⾜ື䜢ྵ䜏ᚓ䜛㐺ᛂሗ࿌᭩䜢ᥦฟ䛧䚸ᐃᮇⓗ䛻᭦᪂䛩䜛䚹㻌
Ⅱ．理念・ねらい

䞉ᮏ᮲䛾ᐇ䛾䛯䜑䛾⥅⥆ⓗ䛷ᙉ䛥䜜䛯ᨭ䛜㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻ᥦ౪䛥䜜䜛䚹㻌
䞉ୡ⏺య䛾ᐇ≧ἣ䛾☜ㄆ䠄䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝖䝑䜽䝔䜲䜽䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸≉䛻䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾
㐺ᛂດຊ䛾ㄆ㆑䚸㐺ᛂሗ࿌᭩䜢⪃៖䛧䛯㐺ᛂ⾜ື䛾ᐇ䛾ᙉ䚸㐺ᛂ䛸㐺ᛂ䛾䛯䜑䛾ᨭ䛾
ጇᙜᛶ䛸ຠᯝ䛾᳨ウ䚸㐺ᛂ䛾ୡ⏺య䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻䛒䛯䛳䛶䛾యⓗ䛺㐍ᤖ䛾᳨ウ䜢⾜
䛖䚹㻌
㻌
䛆ᦆኻ䛸ᦆᐖ䠄䝻䝇䞉䜰䞁䝗䞉䝎䝯䞊䝆䠅䛇䠄➨ 㻤 ᮲䠅㻌

Ⅲ．提案①

௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸Ẽೃኚື䛾ᝏᙳ㡪䠄ᴟ➃䛺Ẽ㇟⌧㇟䛸⦆䜔䛛䛻㐍⾜䛩䜛⌧㇟䜢ྵ䜐䚹䠅䛻㛵㐃䛧䛯
ᦆኻཬ䜃ᦆᐖ䜢ᅇ㑊䚸᭱ᑠ㝈䚸ᑐฎ䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛩䜛䚹㻌

緩和策

䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸༠ຊⓗ䛛䛴ಁ㐍ⓗ䛻⌮ゎ䚸⾜ື䚸ᨭ䠄䝽䝹䝅䝱䝽ᅜ㝿䝯䜹䝙䝈䝮
䜢㏻䛨䛯䜒䛾䜢ྵ䜐䚹䠅䜢ᙉ䛩䜉䛝䚹㻌
䞉⌮ゎ䚸⾜ື䚸ᨭ䜢ᙉ䛩䜛䛯䜑䛾༠ຊཬ䜃ಁ㐍䛾ศ㔝䛿䚸᪩ᮇ㆙ᡄయไ䚸⥭ᛴែ䛾䛯䜑䛾
‽ഛ䚸⦆䜔䛛䛻㐍⾜䛩䜛⌧㇟䚸ᅇྍ⬟䛷ᜏᖖⓗ䛺ᦆኻ䛸ᦆᐖ䜢ྵ䜏ᚓ䜛⌧㇟䚸ໟᣓⓗ䛺༴

Ⅳ．提案②

㝤䛾ホ౯ཬ䜃⟶⌮䚸䝸䝇䜽ಖ㝤䚸⤒῭እ䛾ᦆኻ䚸୪䜃䛻ᆅᇦ♫䚸⏕ィཬ䜃⏕ែ⣔䛾ᙉ㠎ᛶ䜢
ྵ䜏ᚓ䜛䚹㻌

適応策

䞉䝽䝹䝅䝱䝽ᅜ㝿䝯䜹䝙䝈䝮䛿䚸༠ᐃෆእ䛾᪤Ꮡ䛾⤌⧊䜔ᑓ㛛ᐙ䜾䝹䞊䝥䛸༠ຊ䛩䜛䚹㻌
㻌
䛆㈨㔠䠄Ẽೃኚືᑐ⟇䛾䛯䜑䛾㈨㔠䠅䛇䠄➨ 㻥 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸᮲⣙䛻ᇶ䛵䛟᪤Ꮡ䛾⩏ົ䛾⥅⥆䛸䛧䛶䚸⦆䛸㐺ᛂ䛻㛵㐃䛧䛶䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙
ᅜ䜢ᨭ䛩䜛㈨㔠䜢ᥦ౪䛩䜛䚹㻌

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

䞉䛾⥾⣙ᅜ䛿䚸⮬ⓗ䛺㈨㔠䛾ᥦ౪ཪ䛿䛭䛾ᨭ䛾⥅⥆䜢ዡບ䛥䜜䜛䚹㻌
䞉ୡ⏺ⓗ䛺ດຊ䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸බⓗ㈨㔠䛾㔜せ䛺ᙺ䛻␃ព䛧䛴䛴䚸ᗈ⠊䛺㈨㔠
※䚸ᡭẁ䚸⤒㊰䛛䜙䛾䚸ᅜ䛾ᡓ␎䛾ᨭ䜢ྵ䜑䛯ᵝ䚻䛺άື䜢㏻䛨䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾ᚲせᛶ
ཬ䜃ඃඛ㡯䜢⪃៖䛧䛯䚸Ẽೃ㈨㔠䛾ືဨ䜢ᘬ䛝⥆䛝⋡ඛ䛩䜉䛝䚹Ẽೃ㈨㔠䛾ືဨ䛿䚸ᚑ๓䛾
ດຊ䜢㉸䛘䛯๓㐍䜢♧䛩䜉䛝䚹㻌
㻌 䠄ὀ䠖䛺䛚䚸㻯㻻㻼㻞㻝 Ỵᐃ䛻䛚䛔䛶䚸㻞㻜㻞㻡 ᖺ䛻ඛ❧䛳䛶䚸㻝㻜㻜㻜 ൨䝗䝹䜢ୗ㝈䛸䛧䛶䚸᪂䛯䛺ᐃ㔞ⓗ
䛺య䛾┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䜢Ỵᐃ䚹䠅㻌
䞉ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻ᥦ౪䛥䜜䜛බⓗ㈨㔠䛾ணỈ‽䜢ྵ䜑䚸

Ⅵ．最後に

ᐃ㔞ⓗ䛻ཬ䜃ᐃᛶⓗ䛻♧䛩ሗ䜢䠎ᖺ䛤䛸䛻ᥦฟ䛩䜛䚹㈨㔠䜢ᥦ౪䛩䜛⥾⣙ᅜ䛿䚸⮬ⓗ䛻ᙜ
ヱሗ䜢䠎ᖺ䛤䛸䛻ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛜ዡບ䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䛆ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃⛣㌿䛇䠄➨ 㻝㻜 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃⛣㌿䜢䛻ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䛻㛵䛩䜛㛗ᮇⓗどⅬ䜢ඹ᭷䛩䜛䚹㻌
䞉ᢏ⾡㛤Ⓨ䛸⛣㌿䛻㛵䛩䜛ᙉ䛥䜜䛯⾜ື䜢ಁ㐍䛩䜛䚸ᢏ⾡䝯䜹䝙䝈䝮䛾ᴗົ䛾䛯䜑䛾ᣦ㔪䜢
3
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Ⅰ．提案の骨子

䛘䜛ᢏ⾡ⓗᯟ⤌䜏䜢タ䛡䜛䚹㻌
䞉ᢏ⾡㠉᪂䜢ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䛿䚸Ẽೃኚື䜈䛾㛗ᮇⓗ䛺ୡ⏺య䛾ຠᯝⓗ䛺ᑐᛂཬ䜃⤒῭ᡂ㛗䚸
Ⅱ．理念・ねらい

ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛻ྍḞ䛷䛒䜛䚹㻌
䞉ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃⛣㌿䛾༠ㄪ⾜ື䛾ᙉ➼䛾䛯䜑䛾ᨭ䛜㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻ᥦ౪䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䛆⬟ຊ㛤Ⓨ➼䛇䠄➨ 㻝㻝 ᮲ཬ䜃➨ 㻝㻞 ᮲䠅㻌
䛻௨ୗ䛾ෆᐜ䜢つᐃ䚹㻌
䞉⬟ຊ㛤Ⓨ䛿䚸ຠᯝⓗ䛺Ẽೃኚື䛾䛯䜑䛾⾜ື䜢䛸䜛䛯䜑䛻䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾⬟ຊ䜢ᙉ䛩
䜉䛝䚹㻌

Ⅲ．提案①

䞉⬟ຊ㛤Ⓨ䛿䚸ྛᅜ䛾ᚲせᛶ䛻ᇶ䛵䛝䚸䜎䛯䛭䛾ᚲせᛶ䛻ᑐᛂ䛧䚸ᅜ䛜య䛻⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䜉
䛝䚹⬟ຊ㛤Ⓨ䛿䚸ᚓ䜙䜜䛯ᩍカ䠄᮲⣙䛻ᇶ䛵䛟⬟ຊ㛤Ⓨ䛾άື䛛䜙䛾ᩍカ䜢ྵ䜐䚹䠅䜢ᣦ㔪䛸䛩
䜉䛝䚹㻌

緩和策

䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾⬟ຊ䛾ᙉ䛻༠ຊ䛩䜉䛝䚹ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾⬟
ຊ㛤Ⓨ䛾ྲྀ⤌䛾ᨭ䜢ᣑ䛩䜉䛝䚹㻌
䞉㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛾⬟ຊ䜢㧗䜑䜛ྲྀ⤌䜢⾜䛖⥾⣙ᅜ䛿䚸䛭䛾ྲྀ⤌䜢ᐃᮇⓗ䛻ᥦฟ䛩䜛䚹㛤Ⓨ㏵ୖ

Ⅳ．提案②

⥾⣙ᅜ䛿⬟ຊ㛤Ⓨ䛾ྲྀ⤌䛾㐍ᤖ䜢ᐃᮇⓗ䛻ᥦฟ䛩䜉䛝䚹㻌
䞉⬟ຊ㛤Ⓨ䛾άື䛿㐺ᙜ䛺ไᗘⓗᥐ⨨䜢㏻䛨䛶㧗䜑䜙䜜䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸Ẽೃኚື䛻ಀ䜛ᩍ⫱䚸カ⦎䚸ၨⓎ䚸බ⾗䛾ཧຍཬ䜃ሗ䜈䛾䜰䜽
䝉䝇䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨䜢䛸䜛䛣䛸䛻䛴䛝༠ຊ䛩䜛䚹㻌

適応策

㻌
䛆⾜ື䛸ᨭ䛾㏱᫂ᛶ䛇䠄➨ 㻝㻟 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉┦䛾ಙ㢗䜢ᵓ⠏䛧ᐇຠⓗ䛺ᐇ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸⥾⣙ᅜ䛾␗䛺䜛⬟ຊ䜢⪃៖䛧య䛾⤒㦂䛻
ᇶ䛵䛟ᰂ㌾ᛶ䛜⤌䜏㎸䜎䜜䛯䚸⾜ືཬ䜃ᨭ䛾ᙉ䛥䜜䛯㏱᫂ᛶ䛾ᯟ⤌䜏䜢タ䛡䜛䚹㻌

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

䞉⬟ຊ䛻↷䜙䛧ᰂ㌾ᛶ䜢ᚲせ䛸䛩䜛㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻䛿䚸㏱᫂ᛶ䛾ᯟ⤌䜏䛾ᰂ㌾䛺㐠⏝䜢ㄆ䜑
䜛䚹㻌
䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸ฟ䞉྾┠㘓䚸⦆䛻㛵䛩䜛䛂㈉⊩䛃䛾ᐇཬ䜃㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛯๓㐍䜢ᤕᤊ䛩䜛䛯
䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䜢ᐃᮇⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛䚹㻌
䞉ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸㐺ᙜ䛺ሙྜ䛻䛿䚸Ẽೃኚື䛾ᙳ㡪ཬ䜃㐺ᛂ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ᥦ౪䛩䜉䛝䚹㻌
䞉ඛ㐍⥾⣙ᅜ䛿䚸㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻ᥦ౪䛥䜜䛯㈨㔠䚸ᢏ⾡⛣㌿ཬ䜃⬟ຊ㛤Ⓨ䛾ᨭ䛻㛵䛩䜛
ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᨭ䜢ᥦ౪䛩䜛䛾⥾⣙ᅜ䛿䚸ᙜヱሗ䜢ᥦ౪䛩䜉䛝䚹㻌
䞉㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛿䚸ᚲせ䛸䛥䜜䛯ཬ䜃ཷ㡿䛧䛯㈨㔠ࠊᢏ⾡⛣㌿ཬࡧ⬟ຊ㛤Ⓨࡢᨭ㛵ࡍࡿ

Ⅵ．最後に

ሗࢆᥦ౪ࡍࡁࠋ㻌
䞉ᥦฟ䛥䜜䛯ሗ䛿䚸ᑓ㛛ᐙ䛻䜘䜛᳨ウ䠄䝺䝡䝳䞊䠅䜢ཷ䛡䜛䚹㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛷䛒䛳䛶䛭䛾⬟ຊ
䛻↷䜙䛧䛶ᨭ䛜ᚲせ䛺ᅜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᑓ㛛ᐙ䛻䜘䜛᳨ウ䛻䛿䚸⬟ຊ㛤Ⓨ䛾ᚲせᛶ䛾≉ᐃ䛾ᨭ
䛜ྵ䜎䜜䜛䚹ྛ⥾⣙ᅜ䛿䚸➨ 㻥 ᮲䠄㈨㔠䠅䛻ᇶ䛵䛟ດຊ䛻㛵䛩䜛㐍ᤖཬ䜃䛂㈉⊩䛃䛾ᐇ䛸㐩ᡂ
䛻䛻䛴䛔䛶䚸ಁ㐍ⓗ䛛䛴ከᅜ㛫䛾᳨ウ䛻ཧຍ䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ㆟䛿䚸᮲⣙䛻ᇶ䛵䛟㏱᫂ᛶ䛾ᥐ⨨䛾⤒㦂䛻ᇶ䛵䛝䚸ᮏ᮲䛾つᐃ䜢䛥䜙䛻ᐃ䜑䚸ඹ㏻䛾
᪉ἲ䚸ᡭ⥆ཬ䜃ᣦ㔪䜢➨୍ᅇྜ䛷᥇ᢥ䛩䜛䚹㻌
4
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Ⅰ．提案の骨子

䞉ᮏ᮲䛾ᐇ䛾䛯䜑䛾ᨭ䚸㏱᫂ᛶ䛻㛵㐃䛩䜛⬟ຊ㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾ᨭ䛜㛤Ⓨ㏵ୖ⥾⣙ᅜ䛻ᥦ
౪䛥䜜䜛䚹㻌
Ⅱ．理念・ねらい

㻌
䛆ୡ⏺య䛾ᐇ≧ἣ䛾☜ㄆ䠄䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝖䝑䜽䝔䜲䜽䠅䛇䠄➨ 㻝㻠 ᮲䠅㻌
௨ୗࡢෆᐜࢆつᐃࠋ㻌
䞉⥾⣙ᅜ㆟䛻䛚䛔䛶䚸䛣䛾༠ᐃ䛾┠ⓗཬ䜃㛗ᮇ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛯యⓗ䛺㐍ᤖ䜢ホ౯䛩䜛
䛯䜑䚸༠ᐃ䛾ᐇ䜢ᐃᮇⓗ䛻☜ㄆ䛩䜛䚹䛣䜜䛿⾮ᖹ䛸᭱᪂䛾⛉Ꮫ䛻↷䜙䛧䚸ໟᣓⓗ䛛䛴ಁ㐍ⓗ
䛺᪉ἲ䛻䜘䜚䚸⦆䚸㐺ᛂ䚸ᐇᡭẁཬ䜃ᨭ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹㻌
䞉⥾⣙ᅜ㆟䛿䚸⥾⣙ᅜ㆟䛜ูẁ䛾Ỵᐃ䜢⾜䛖ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䚸᭱ึ䛾ୡ⏺య䛾ᐇ≧ἣ

Ⅲ．提案①

䛾☜ㄆ䜢 㻞㻜㻞㻟 ᖺ䛻䚸䛭䛾ᚋ䛿䠑ᖺ䛤䛸䛻䚸䛣䜜䜢⾜䛖䚹㻌
䞉ୡ⏺య䛾ᐇ≧ἣ䛾☜ㄆ䛾⤖ᯝ䛿䚸⥾⣙ᅜ䛜䚸䛣䛾༠ᐃ䛾㛵㐃䛩䜛つᐃ䛻ᚑ䛳䛶⮬ᅜ䛜Ỵ
ᐃ䛩䜛᪉ἲ䛻䜘䜚䚸⾜ືཬ䜃ᨭ䜢᭦᪂䛧䚸ᣑ䛩䜛㝿䛾ሗ䛸䛺䜛䚹㻌

緩和策

㻌
䛆ᐇཬ䜃㑂Ᏺ䛾ಁ㐍䛇䠄➨ 㻝㻡 ᮲䠅㻌
䛻௨ୗ䛾ෆᐜ䜢つᐃ䚹㻌
䞉䛣䛾༠ᐃ䛾つᐃ䛾ᐇཬ䜃㑂Ᏺಁ㐍䛾䛯䜑䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢タ䛡䜛䚹䛣䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛿䚸㏱᫂䛷䚸

Ⅳ．提案②

ᑐỴⓗ䛷䛺䛔䚸ᠬ⨩ⓗ䛷䛺䛔䚸ಁ㐍ⓗ䛺ᶵ⬟䜢᭷䛩䜛ᑓ㛛ᐙ䛻䜘䜛ጤဨ䛻䜘䜚ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹ྠ
ጤဨ䛿ྛ⥾⣙ᅜ䛾⬟ຊཬ䜃䛻≉ู䛾ὀព䜢ᡶ䛖䚹㻌

適応策

㻌
䛆Ⓨຠ䛇䠄➨ 㻞㻝 ᮲䠅㻌
䛻௨ୗ䛾ෆᐜ䜢つᐃ䚹㻌
䞉䛣䛾༠ᐃ䛿䚸ୡ⏺⥲ฟ㔞䛾 㻡㻡䠂௨ୖ䛾ฟ㔞䜢༨䜑䜛 㻡㻡 䜹ᅜ௨ୖ䛾⥾⣙ᅜ䛜䛣䛾༠ᐃ䜢⥾
⤖䛧䛯᪥䛾ᚋ 㻟㻜 ᪥┠䛾᪥䛻ຠຊ䜢⏕䛨䜛䚹㻌
䠄䠅㻌

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ⅵ．最後に
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㸦ู⣬㸧

Ⅱ．理念・ねらい

Υ
Υࡢᆅ⌫ ᬮ㸸Ẽೃኚືࡢ⬣ጾࡢୡ⏺ⓗ࡞ᑐᛂࡢᙉࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞
⁛ࡢດຊࡢᩥ⬦࠾ࡅࡿࠊᕤᴗ௨๓ࡢỈ‽ࡽ Υ
Υࡢᆅ⌫ ᬮࡼࡿᙳ㡪ཬࡧ㛵
㐃ࡍࡿᆅ⌫య࡛ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ *+* ฟ⤒㊰㛵ࡍࡿ ,3&&≉
≉ูሗ࿌᭩

㸧ࡢᴫせ
ᨻ⟇Ỵᐃ⪅ྥࡅせ⣙㸦SPM㸧
㸦2018ᖺ
ᖺ10᭶
᭶6᪥
᪥ᢎㄆ῭ࡳSPM IPCC-XLVIII/Doc. 5
 ᇶ࡙ࡃ௬ヂ㸧

Ⅲ．提案①

㸦ᅗ⾲ὀ㔘ࠊ
ࠊᘬ⏝ඖ❶␒ྕ➼ࡣ
ࡣ┬␎ࡋ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
㸧

A. Understanding Global Warming of 1.5°C
ᬮࡢ⌮ゎ

緩和策

A 1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

A1. Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming 㸦ὀ㔘㸳㸧 above
pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between
2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. (high confidence)

Ⅳ．提案②

ὀ㔘㸳
㸳㸧 Present level of global warming is defined as the average of a 30-year period centered on
(ὀ
2017 assuming the recent rate of warming continues.

᥎ᐃࡉࢀࡿࠋᆅ⌫

㸧
ᬮ㸦ὀ㔘㸳㸧
ࡉࡏࡓ

適応策

Υ㸦ྍ⬟ᛶࡢᖜࡣ 0.8Υ
Υࡽ 1.2Υ
Υ㸧
A1. ேⅭάືࡣࠊᕤᴗ௨๓ࡢỈ‽ࡼࡾࡶ⣙ 1Υ

ᬮࡣࠊ⌧ᅾࡢᗘྜ࠸࡛⥆ࡅࡤࠊ2030 ᖺࡽ 2052 ᖺࡢ㛫 1.5Υ
Υ㐩ࡍࡿྍ⬟ᛶ

ࡀ㧗࠸ࠋ
ࠋ㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧
ὀ㔘㸳㸸
㸸⌧ᅾࡢᆅ⌫

ᬮࡢỈ‽ࡣࠊ㏆ᖺࡳࡽࢀࡿᗘྜ࠸࡛ᆅ⌫

ᬮࡀ㐍ࡴ௬ᐃࡋ࡚ࠊ2017
Ⅴ．提案③
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ᖺࢆ୰ᚰࡍࡿ 30 ᖺᖹᆒ್ࡋࡓࠋ
A2. Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for
centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea
level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global
warming of 1.5°C (medium confidence).
A2. ᕤᴗ௨๓ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢேⅭⓗ࡞ฟࡼࡿᆅ⌫

ᬮࡣࠊᩘⓒᖺࡽᩘ༓ᖺࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋࠊ

㛵㐃ࡍࡿᙳ㡪ࢆక࠸࡞ࡀࡽࠊẼೃࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿࡉࡽ࡞ࡿ㛗ᮇⓗኚ㸦࠼ࡤᾏ㠃Ỉࡢୖ᪼࡞㸧
ࢆ⥅⥆ⓗᘬࡁ㉳ࡇࡍ㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽࡢฟ㔞ࡢࡳ࡛ࠊ1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮࢆࡶ
Ⅵ．最後に

ࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡣప࠸㸦☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠋ
 1.5°C than at
A3. Climate-related risks for natural and human systems are higher for global warming of
 magnitude and rate of warming,
present, but lower than at 2°C (high confidence). These risks depend on the
geographic location, levels of development and vulnerability, and on the choices and implementation of

adaptation and mitigation options (high confidence).
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Υࡢᆅ⌫
A3. 1.5Υ

ᬮ࠾ࡅࡿࠊ⮬↛ཬࡧே㛫ࢩࢫࢸ࣒ᑐࡍࡿẼೃ㛵㐃ࡍࡿࣜࢫࢡࡣࠊ⌧ᅾࡼࡾࡶ

Ⅱ．理念・ねらい

㧗ࡃࠊ2Υ
Υࡼࡾࡶప࠸㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢡࡣࠊ ᬮࡢᗘྜ࠸ࠊᆅ⌮ⓗ࡞⨨ࠊ㛤Ⓨཬࡧ
⬤ᙅᛶࡢỈ‽ࠊ୪ࡧ㐺ᛂཬࡧ⦆ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ㑅ᐃ౫Ꮡࡍࡿ㸦 ☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧
ࠋ
B. Projected Climate Change, Potential Impacts and Associated Risks
B. ண

ࡉࢀࡿẼೃኚືࠊ₯ᅾⓗ࡞ᙳ㡪ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿࣜࢫࢡ

B1. Climate models project robust㸦ὀ㔘㸵㸧 differences in regional climate characteristics between present-day
and global warming of 1.5°C,㸦ὀ㔘㸶㸧 and between 1.5°C and 2°C. These differences include increases in:
Ⅲ．提案①

mean temperature in most land and ocean regions (high confidence), hot extremes in most inhabited regions
(high confidence), heavy precipitation in several regions (medium confidence), and the probability of drought
and precipitation deficits in some regions (medium confidence).
㸦ὀ㔘㸵㸧 Robust is here used to mean that at least two thirds of climate models show the same

緩和策

sign of changes at the grid point scale, and that differences in large regions are statistically
significant.
㸦ὀ㔘㸶㸧 Projected changes in impacts between different levels of global warming are determined
with respect to changes in global surface air temperature.

Ⅳ．提案②

ࡣࠊᆅᇦࡈẼೃ≉ᛶࣟࣂࢫࢺ

適応策

࠾ࡅࡿᖸࡤࡘ㝆Ỉ㊊ࡢ☜⋡ࡢቑຍ㸦☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ

㸧
Υ㸦ὀ㔘㸶㸧
ࡢᆅ⌫
B1. Ẽೃࣔࢹࣝࡣࠊ⌧ᅾ 1.5Υ

ᬮࡢ㛫ࠊཬࡧ 1.5Υ
Υ 2Υ
Υ㸦ࡢᆅ⌫

㸦ὀ㔘㸵㸧
㸧

ᇦཬࡧᾏᇦ࠾ࡅࡿᖹᆒẼ

࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿண
ண

ᬮ㸧ࡢ㛫࡛

ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐪࠸ࡣࠊࢇࡢ㝣

ୖ᪼㸦 ☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠊே㛫ࡀᒃఫࡍࡿࢇࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿᴟ➃࡞㧗

㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠊ࠸ࡃࡘࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿᙉ࠸㝆Ỉ⌧㇟㸦 ☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠊཬࡧ࠸ࡃࡘࡢᆅᇦ
ὀ㔘㸵㸸
㸸ࣟࣂࢫࢺࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣᑡ࡞ࡃࡶẼೃࣔࢹࣝࡢ 3 ศࡢ 2 ࡀ᱁ᏊⅬࢫࢣ࣮࡛ࣝྠࡌኚ
ࡢೃࢆ♧ࡋࠊᗈ⠊࡞ᆅᇦ࡛ࡢ㐪࠸ࡀ⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆពࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ὀ㔘㸶㸸
㸸ᆅ⌫

ᬮࡢ␗࡞ࡿࣞ࣋ࣝ㛫࡛ࡢண

ࡉࢀࡓᙳ㡪ࡢኚࡣࠊ
ࠊୡ⏺ᖹᆒᆅୖẼ

ࡢኚ

ᇶ࡙࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ
ࠋ
B2. By 2100, global mean sea level rise is projected to be around 0.1 metre lower with global warming of
1.5°C compared to 2°C (medium confidence). Sea level will continue to rise well beyond 2100 (high
confidence), and the magnitude and rate of this rise depends on future emission pathways. A slower rate of
sea level rise enables greater opportunities for adaptation in the human and ecological systems of small
islands, low-lying coastal areas and deltas (medium confidence).
Υࡢᆅ⌫
B2. 1.5Υ

Ⅵ．最後に

ண

ᬮࡢሙྜࠊ2100 ᖺࡲ࡛ࡢᾏ㠃Ỉࡢୖ᪼ࡣࠊ
ࠊ2Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮࡼ
ࡼࡾࡶ 0.1m ప࠸

ࡉࢀࡿ㸦☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠋᾏ㠃Ỉࡢୖ᪼ࡣ 2100 ᖺࡢࡣࡿඛࡶ⥅⥆ࡋ㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠊࡇࡢ

ୖ᪼ࡢࡁࡉ㏿ᗘࡣᑗ᮶ࡢฟ⤒㊰౫Ꮡࡍࡿࠋᾏ㠃Ỉࡢୖ᪼ࡀ
ࡀࡼࡾ
ࡾ⦆ࡸ
࡞ࢀࡤࠊ
ࠊᑠᓥᕋࠊ
ἢᓊపᖹᆅཬࡧࢹࣝࢱᆅᖏࡢே㛫⏕ែ⣔ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐺ᛂᶵࡀቑຍࡍࡿ㸦 ☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠋ
B3. On land, impacts on biodiversity and ecosystems, including species loss and extinction, are projected to
be lower at 1.5°C of global warming compared to 2°C. Limiting global warming to 1.5°C compared to 2°C
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is projected to lower the impacts on terrestrial, freshwater, and coastal ecosystems and to retain more of
their services to humans (high confidence).
Ⅱ．理念・ねらい

Υࡼࡾࡶ 1.5Υ
Υࡢ
B3. 㝣ᇦ࡛ࡣࠊ✀ࡢ႙ኻཬࡧ⤯⁛ࢆྵࡴࠊ⏕≀ከᵝᛶཬࡧ⏕ែ⣔ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣࠊ2Υ
ᆅ⌫

ᬮࡢ᪉ࡀప࠸ண

ࡉࢀࡿࠋᆅ⌫

ᬮࢆ 2Υ
Υࡼࡾࡶ 1.5Υ
Υᢚ࠼ࡿࡇࡣࠊ㝣ᇦࠊ
ࠊῐỈࠊཬ

ࡧἢᓊᇦࡢ⏕ែ⣔ࡀཷࡅࡿᙳ㡪ࢆపῶࡋࠊ୪
୪ࡧࡑ
ࡑࢀࡽࡀᥦ౪ࡍࡿே㛫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࡼࡾከࡃಖᣢ
ࡉࡏࡿ
ண

ࡉࢀࡿ㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋ

B4. Limiting global warming to 1.5°C compared to 2ºC is projected to reduce increases in ocean temperature
as well as associated increases in ocean acidity and decreases in ocean oxygen levels (high confidence).
Ⅲ．提案①

Consequently, limiting global warming to 1.5°C is projected to reduce risks to marine biodiversity, fisheries,
and ecosystems, and their functions and services to humans, as illustrated by recent changes to Arctic sea ice
and warm water coral reef ecosystems (high confidence).
ᬮᢚ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᾏỈ

㓟ᛶᗘ
ᗘࡢୖ᪼ཬ
ཬࡧᾏὒ㓟⣲⃰ᗘỈ‽ࡢపୗࢆపῶࡉࡏࡿண
1.5Υ
Υᆅ⌫

ࡢୖ᪼ࠊ୪ࡧࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿᾏὒ

緩和策

Υࡢᆅ⌫
B4. 㸰Υࡼࡾࡶ 1.5Υ

ࡉࢀࡿ㸦 ☜ಙᗘࡀ㧗࠸ 㸧ࠋࡑࢀక࠸ࠊ

ᬮࢆᢚ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᾏὒ⏕≀ከᵝᛶࠊ⁺
⁺ᴗ㈨※ࠊ
ࠊཬࡧ⏕ែ⣔ࠊ୪ࡧࡇࢀࡽࡀࡶ

ࡓࡽࡍே㛫ࡢᶵ⬟ࢧ࣮ࣅࢫᑐࡍࡿࣜࢫࢡࡀῶᑡࡍࡿࡇࡀண

ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣᴟࡢᾏịཬࡧᬮ
Ⅳ．提案②

Ỉᛶࢧࣥࢦࡢ⏕ែ⣔
࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢኚ
ኚࡼࡗ࡚ࡶ᫂ࡽ࡛࠶ࡿ㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋ
B5. Climate-related risks to health, livelihoods, food security, water supply, human security, and economic
growth are projected to increase with global warming of 1.5°C and increase further with 2°C.

適応策

B5 ᗣࠊ⏕ィࠊ㣗ᩱᏳಖ㞀ࠊỈ౪⤥ࠊே㛫ࡢᏳಖ㞀ࠊཬࡧ⤒῭ᡂ㛗ᑐࡍࡿẼೃ㛵㐃ࡢࣜࢫࢡࡣࠊ
1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮ
࠾࠸࡚ቑ
ቑຍࡋࠊ2Υ
Υ࠾࠸࡚ࡣࡉࡽቑຍࡍࡿண

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

B6. Most adaptation needs will be lower for global warming of 1.5°C compared to 2°C (high confidence).
There are a wide range of adaptation options that can reduce the risks of climate change (high confidence).
There are limits to adaptation and adaptive capacity for some human and natural systems at global warming
of 1.5°C, with associated losses (medium confidence). The number and availability of adaptation options vary
by sector (medium confidence).
Υࡼࡾࡶࠊ
ࠊ1.5Υ
Υࡢᆅ⌫
B6. ࢇࡢ㐺ᛂࢽ࣮ࢬࡣࠊ2Υ

ᬮ࠾࠸࡚ᑡ࡞
࡞ࡃ࡞ࡿ㸦
㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋẼ

ೃኚືࡢࣜࢫࢡࢆῶࡽࡍࡇࡀྍ⬟࡞㐺ᛂࡢ࢜ࣉࢩࣙࣥࡣᖜᗈࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸦 ☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋ࠸ࡃ
ࡘࡢே㛫ཬࡧ⮬↛ࢩࢫࢸ࣒
ࡗ࡚ࡣࠊ
ࠊ1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮ࠾࠸࡚㐺
㐺ᛂཬࡧ㐺ᛂ⬟ຊࡢ
ࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ

ᦆኻࡀక࠺㸦☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠋ㐺ᛂ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢᩘධᡭྍ⬟ᛶࡣࠊࢭࢡࢱ࣮ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ
Ⅵ．最後に

㸦☜ಙᗘࡀ
ࡀ୰⛬ᗘ㸧
C. Emission Pathways and System Transitions Consistent with 1.5°C Global Warming
C. 1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮᩚྜࡍࡿฟ⤒㊰ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛣⾜

C1. In model pathways with no or limited overshoot of 1.5°C, global net anthropogenic CO2 emissions decline
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by about 45% from 2010 levels by 2030 (40–60% interquartile range), reaching net zero around 2050 (2045–
㸯㸯㸧
㸧
CO2 emissions are projected
2055 interquartile range). For limiting global warming to below 2°C 㸦ὀ㔘㸯

Ⅱ．理念・ねらい

to decline by about 20% by 2030 in most pathways (10–30% interquartile range) and reach net zero around
2075 (2065–2080 interquartile range). Non-CO2 emissions in pathways that limit global warming to 1.5°C
show deep reductions that are similar to those in pathways limiting warming to 2°C. (high confidence)
㸦ὀ㔘 11㸧
㸧 References to pathways limiting global warming to 2oC are based on a 66% probability
of staying below 2°C.
࣮࢜ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࡋ࡞࠸ࡲࡓࡣ㝈
㝈ࡽࢀࡓ࣮࢜ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࢆకࡗ࡚ᆅ⌫
C1.࢜

ᬮࢆ 1.5Υ
Υᢚ࠼ࡿࣔ

ࢹࣝࡢ
ࡢ㸦ฟ㸧⤒㊰࠾࠸࡚ࡣࠊୡ⏺యࡢேⅭⓗ࡞ CO2 ࡢṇฟ㔞ࡀࠊ2030 ᖺࡲ࡛ࠊ2010 ᖺỈ
Ⅲ．提案①

‽ࡽ⣙ 45㸣
㸣㸦ᅄศ㛫 40-60%㸧
㸧ῶᑡࡋࠊ2050 ᖺ๓ᚋ㸦ᅄศ㛫 2045-2055 ᖺ㸧ṇࢮࣟ㐩ࡍࡿ
ண

ࡉࢀࡿࠋᆅ⌫

ᬮࢆ 2Υ
Υࡼࡾపࡃᢚ
ᢚ࠼ࡿࡓࡵࡣ㸦ὀ㔘㸯㸯㸧ࠊࢇࡢฟ⤒㊰࠾࠸࡚ࠊCO2

ฟ㔞ࡣ 2030 ᖺࡲ࡛⣙ 20%㸦
㸦ᅄศ㛫 10-30%㸧
㸧๐ῶࡉࢀࠊ2075 ᖺ๓ᚋ㸦ᅄศ㛫 2065-2080 ᖺ㸧
ṇࢮࣟ㐩ࡍࡿண ࡉࢀࡿࠋᆅ
ᆅ⌫
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ᐊຠᯝ࢞ࢫ㸧
ฟ㔞ࡣࠊ2Υ
Υࡼࡾప࠸

ᬮࢆ 1.5Υ
Υࡼࡾపࡃᢚ
ᢚ࠼ࡿฟ⤒㊰࠾࠸࡚ࡣࠊ㠀 CO2㸦
㸦
ᬮᢚ࠼ࡿฟ⤒㊰
ྠᵝࡢࠊ
ࠊᖜ࡞๐
๐ῶࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
㸦☜ಙ

ᗘࡀ㧗࠸㸧
ὀ㔘 11㸸
㸸
ࠕ2Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮᢚไࡍࡿฟ⤒㊰ࠖ
ࠖࡣࠊ66㸣
㸣ࡢྍ⬟ᛶ࡛ 2Υ
Υᮍ‶ࡲࡿ⤒
⤒㊰

ࢆཧ↷ࠋ
ࠋ
Ⅳ．提案②

C2. Pathways limiting global warming to 1.5°C with no or limited overshoot would require rapid and farreaching transitions in energy, land, urban and infrastructure (including transport and buildings), and
industrial systems (high confidence). These systems transitions are unprecedented in terms of scale, but not

適応策

necessarily in terms of speed, and imply deep emissions reductions in all sectors, a wide portfolio of mitigation
options and a significant upscaling of investments in those options (medium confidence).
C2. ࣮࢜ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࡋ࡞࠸ࡲࡓࡣ㝈
㝈ࡽࢀࡓ࣮࢜ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࢆకࡗ࡚ᆅ⌫

ᬮࢆ 1.5Υ
Υᢚ࠼ࡿࣔ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ࢹࣝࡢ
ࡢ㸦ฟ㸧⤒㊰࠾࠸࡚ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊᅵᆅࠊ㒔ᕷࠊࣥࣇࣛ㸦㏻ᘓ≀ࢆྵࡴ㸧ࠊཬࡧ⏘ᴗࢩ
ࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿࠊᛴ㏿ࡘᗈ⠊ᅖཬࡪ⛣⾜ࡀᚲせ
࡞ࡿ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦
㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸ 㸧
ࠋࡇࢀࡽࡢࢩࢫࢸ
ࢸ
࣒⛣⾜ࡣࠊつᶍࡢ
ࡢ㠃࡛ࡣ๓
๓ࡀ࡞࠸
࠸ࡀࠊ
ࠊ㏿ᗘࡢ
ࡢ㠃࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ๓
๓ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠋࡑࢀࡣࠊ
࡚
ࡢࢭࢡࢱ࣮࠾
࠾ࡅࡿᖜ࡞ฟ๐ῶཬࡧᗈ⠊࡞⦆࢜
࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠊ୪
୪ࡧࡇࢀ
ࢀࡽࡢ࢜ࣉ
ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᢞ㈨ࡢ
ᖜ࡞ࢫ
ࢫࢣ࣮ࣝࢵࣉࢆពࡍࡿ㸦☜ಙᗘࡀ୰⛬ᗘ㸧ࠋ
C3. All pathways that limit global warming to 1.5°C with limited or no overshoot project the use of carbon
dioxide removal (CDR) on the order of 100–1000 GtCO2 over the 21st century. CDR would be used to
compensate for residual emissions and, in most cases, achieve net negative emissions to return global warming
to 1.5°C following a peak (high confidence). CDR deployment of several hundreds of GtCO2 is subject to

Ⅵ．最後に

multiple feasibility and sustainability constraints (high confidence). Significant near-term emissions
reductions and measures to lower energy and land demand can limit CDR deployment to a few hundred
GtCO2 without reliance on bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) (high confidence).
ᆅ⌫
C3. ࢜ ࣮ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࡋ࡞࠸ࡲࡓࡣ㝈ࡽࢀࡓ࣮࢜ࣂ࣮ࢩ࣮ࣗࢺࢆకࡗ࡚ᆅ

ᬮࢆ 1.5Υ
Υ  ᢚ࠼ࡿ

㸦ฟ㸧
㸧⤒㊰ࡢ
ࡢࡍ࡚ࡣࠊ
ࠊ㓟Ⅳ⣲㝖ཤ㸦
㸦CDR㸧
㸧ࢆࠊ21 ୡ⣖
ࢃࡓࡗ࡚࠾
࠾ࡼࡑ 100 – 1,000 GtCO2 ࡢ
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⏝ࡍࡿ
ண
࣮࢜ࢲ࣮࡛

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠋCDR ࡣࠊṧ
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D. Strengthening the Global Response in the Context of Sustainable Development and Efforts to Eradicate
Poverty
D. ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛ࡢດຊࡢᩥ⬦࠾ࡅࡿୡ
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Ⅲ．提案①

D1. Estimates of the global emissions outcome of current nationally stated mitigation ambitions as submitted
under the Paris Agreement would lead to global greenhouse gas emissions18 in 2030 of 52–58 GtCO2eq yr-1
(medium confidence). Pathways reflecting these ambitions would not limit global warming to 1.5°C, even if

緩和策

supplemented by very challenging increases in the scale and ambition of emissions reductions after 2030 (high
confidence). Avoiding overshoot and reliance on future large-scale deployment of carbon dioxide removal
(CDR) can only be achieved if global CO2 emissions start to decline well before 2030 (high confidence).

Ⅳ．提案②
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D2. The avoided climate change impacts on sustainable development, eradication of poverty and reducing

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

inequalities would be greater if global warming were limited to 1.5°C rather than 2°C, if mitigation and
adaptation synergies are maximized while trade-offs are minimized (high confidence).
D2. ࡶࡋᆅ⌫
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D3. Adaptation options specific to national contexts, if carefully selected together with enabling conditions,
will have benefits for sustainable development and poverty reduction with global warming of 1.5°C, although
trade-offs are possible (high confidence).

Ⅵ．最後に

㐺ᛂ࢜ࣉࢩࣙࣥࡣࠊࡶࡋྍ⬟ࡍࡿ᮲௳ࡶៅ㔜㑅ᢥࡉࢀࡿࡍࢀࡤࠊ
D3. ᅜ ࡢᩥ⬦ᅛ᭷ࡢ㐺
1.5Υ
Υࡢᆅ⌫

ᬮ
࠾࠸
࠸࡚ࠊ㈇
㈇ࡢᙳ㡪㸦ࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇ㸧ࡢ
ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᣢ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㈋ᅔ

๐ῶࡗ࡚ࡢ౽┈ࢆ
ࢆక࠺㸦
㸦☜ಙᗘࡀ㧗࠸㸧ࠋ
D4. Mitigation options consistent with 1.5°C pathways are associated with multiple synergies and trade-offs
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Ⅰ．提案の骨子

across the Sustainable Development Goals (SDGs). While the total number of possible synergies exceeds the
number of trade-offs, their net effect will depend on the pace and magnitude of changes, the composition of
Ⅱ．理念・ねらい

the mitigation portfolio and the management of the transition. (high confidence).
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D5. Limiting the risks from global warming of 1.5°C in the context of sustainable development and poverty

Ⅲ．提案①

eradication implies system transitions that can be enabled by an increase of adaptation and mitigation
investments, policy instruments, the acceleration of technological innovation and behaviour changes (high
confidence).
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Ⅳ．提案②

D6. Sustainable development supports, and often enables, the fundamental societal and systems transitions
and transformations that help limit global warming to 1.5°C. Such changes facilitate the pursuit of climateresilient development pathways that achieve ambitious mitigation and adaptation in conjunction with
poverty eradication and efforts to reduce inequalities (high confidence).
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Ⅴ．提案③
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࠸㸧ࠋ

D7. Strengthening the capacities for climate action of national and sub-national authorities, civil society,
the private sector, indigenous peoples and local communities can support the implementation of ambitious
actions implied by limiting global warming to 1.5°C (high confidence). International cooperation can
provide an enabling environment for this to be achieved in all countries and for all people, in the context of
sustainable development. International cooperation is a critical enabler for developing countries and
vulnerable regions (high confidence).
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Ⅵ．最後に
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᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ 


㸯㸬ࢧ࣐࣮ࣜ
ୡ⏺ྛᆅ࡛ࡣࠊ㞵࣭ᖸࡤࡘ࣭⇕Ἴ࡞ࡢ␗ᖖẼ㇟ࡀほ ࡉࢀࠊࡁ࡞⿕ᐖࡀฟ࡚
࠸ࡿࠋẼೃኚືࡀ㐍ᒎࡍࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞␗ᖖẼ㇟ࡢࣜࢫࢡࡣࡉࡽ㧗ࡲࡿࠋᮏᖺ 
᭶බ⾲ࡉࢀࡓ ,3&&Υ≉ูሗ࿌᭩ ,3&& VSHFLDO UHSRUW ͆*OREDO :DUPLQJ RI
Υ͇ ࡛ࡣࠊ୍้ࡶ᪩ࡃୡ⏺య࡛ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡢ㔜せᛶࡀ♧

Ⅲ．提案①

ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㐺ᛂྥࡅࡓྛᅜࡢᅜෆࡢయไᩚഛཬࡧᅜ㝿༠ຊࡸ▱ぢࡢඹ᭷➼ࡀ㠀
ᖖ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

緩和策

ࣃࣜ༠ᐃࡢ㸰Υ┠ᶆ㸦Υࡢດຊࡢ⥅⥆㸧ࢆ㐩ᡂࡋࠊୡ⣖ᚋ༙ ᐊຠᯝ࢞ࢫ
ࡢேⅭⓗ࡞ฟ྾ࢆᆒ⾮ࡉࡏࡿ⬺Ⅳ⣲♫ྥࡅ࡚ࡣࠊୡ⏺య࡛ࡢᖜ๐ῶࡀ
ᚲせࠋࡲࡓࠊẼೃኚືᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࢆపῶࡋࠊᙉ㠌࡞♫ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௨㝆ࡢࣃࣜ༠

Ⅳ．提案②

ᐃᐇྥࡅ࡚㸪*&) ࡢᙺࡣ┈ࠎ㔜せᛶࢆቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡣࠊ⌧ᅾࠊᐇୖࡢࢺ
ࢵࣉࢻࢼ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣࠊ*&) ࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢࡓࡵᚋࡶᛂ
ศࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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1'& ࡢ╔ᐇ࡞ᐇࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢᖜ࡞๐ῶྥࡅ࡚ࠊపⅣ⣲࣭⬺Ⅳ⣲ᢏ⾡ࡢ
㔞ᬑཬࡢࡓࡵᐁẸ㈨㔠ࡢືဨࢆᙉࡋࠊ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛࡢᩚഛࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧ࡢᐇ⦼ࢆά⏝ࡋࠊࣃࣟࢵࢺࢫࢣ࣮ࣝࡽᆺࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢᒎ㛤ࠊไᗘᵓ⠏ࢆ㏻ࡌࡓᕷሙࡢᣑࢆಁ㐍ࡋࠊ᪥ᮏ㏵ୖᅜࡀඹྠࡋ࡚ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃ͆ࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ͇ࣙࣥࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ࣃࣜ༠ᐃࡢᙉࡉࢀࡓ㏱᫂ᛶᯟ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ྛᅜࡀሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡣࠊຠᯝⓗ࡞
ᐇࡢᇶ♏࡞ࡿࠋ ᐊຠᯝ࢞ࢫほ ᢏ⾡⾨ᫍࡼࡿᆅ⌫ୖࡢẼࡢ &2ࠊ࣓ࢱࣥ
⃰ᗘࢆほ ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ,3&& ⥲ࢆ࣍ࢫࢺࡋ ᐊຠᯝ࢞ࢫ
ࣥ࣋ࣥࢺ࣭ࣜ࢞ࢻࣛࣥࡢᨵၿࢆᨭࡍࡿࠋᅜࡔࡅ࡛࡞ࡃẸ㛫ᴗ࠾ࡅࡿ ᬮ
ᑐ⟇ࡶࠊୡ⏺య࡛ࡢ ᬮᑐ⟇᥎㐍ࡣྍḞ࡛࠶ࡾࠊẸ㛫ᴗࡢ㏱᫂ᛶྥୖ㈨
ࡍࡿྛ✀ࢶ࣮ࣝࡢᩚഛࡸ⬟ຊྥୖࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ㏻ࡌ࡚ᨭࡋࠊ₯ᅾⓗ࡞ฟ
๐ῶᶵࡢᢕᥱࡸࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᶵࡢฟࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋ

Ⅵ．最後に

㐺ᛂศ㔝ࡢᨭ࠾࠸࡚ࡣࠊࡾࢃࡅࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡸᚋⓎ
㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᨭࢆᒎ㛤ࡋࠊ┦ᡭᅜᨻᗓ࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠయไ࡙ࡃࡾ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᙳ㡪ホ౯ࡸ㐺ᛂィ⏬⟇ᐃࡢ༠ຊࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊẼೃኚື
ࡢᙉ㠎ᛶࡢᙉ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㛵㐃ࡢࣥࣇࣛᩚഛࡸࠊ㣗ᩱࠊᗣ࡞ࡢศ㔝ࡘ࠸
࡚⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࠋࡉࡽຠᯝⓗ࡞ᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ྍḞ࡞⛉Ꮫⓗ▱ぢ
ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱࡸሗࡢඹ᭷ά⏝ࠊ㐺ᛂάືࡢᴗࡸࣅࢪࢿࢫᶵࡢ☜ಖࡘ࡞ࡀ
ࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
-1-

資

出典：日本政府「日本の気候変動対策支援イニシアティブ 2018」

料
44

Ⅰ．提案の骨子

㸰㸬 ࡽࡢ㐍ᤖ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌
㸦㸯㸧㐺ᛂ
Ⅱ．理念・ねらい

᪥ᮏࡢẼೃኚື㐺ᛂィ⏬ࢆ㛶㆟Ỵᐃ㸦 ᖺ  ᭶㸧
ࠋࡇࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮾ༡
ࢪ㸦ࣥࢻࢿࢩࠊࣇࣜࣆࣥ➼㸧
ࠊᓥᕋᅜ㸦ࣇࢪ࣮ࠊࣂࢾࢶࠊࢧࣔ㸧࡞
ࡢ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᙳ㡪ホ౯ࡸ㐺ᛂィ⏬⟇ᐃࡢ༠ຊࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕ᪥ $6($1 ⎔ቃ༠ຊࢽࢩࢸࣈࠖᇶ࡙ࡃࠕ᪥ $6($1 Ẽೃኚືࢡࢩ࣭ࣙࣥ
ࢪ࢙ࣥࢲࠖࢆᥦၐ㸦 ᖺ㸵᭶㸧
ࠋࡇࢀᇶ࡙ࡁࠊ㐺ᛂࠊ⦆ཬࡧ㏱᫂ᛶࡢ  ࡘ
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᪥ᮏࡢඃࢀࡓపⅣ⣲ᢏ⾡ࡢ」ᩘࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣭࢝ࢫࢱ࣐ࢬ࣭ᬑཬࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㏵
ୖᅜࡢ༠ാࡼࡿ᪉⿻┈࠶ࡿࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿᴗࢆጞࡵࡿࠋ
ᆅ⇕࣭㢼ຊⓎ㟁タࡢᘓタࡸࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ⬟ඃࢀࡓࢫ࣐࣮ࢺࢩࢸ࣮ࡢ㛤
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ᚋ㸱ᖺ࡛ᐁẸྜィ⣙  ൨ࢻࣝࡢ㈨㔠ᥦ౪ࢆ┠ᣦࡍ㸦 ᖺ㸴᭶Ᏻಸ⥲⌮⾲
᫂㸧
ࠋ
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-,&$ ୡ⏺㒔ᕷẼೃඛᑟࢢ࣮ࣝࣉ㸦&㸧࡛ࠕᮾ༡ࢪࡢ㒔ᕷ࠾ࡅࡿẼ
ೃኚືᑐ⟇ᨭࡢࡓࡵࡢ㐃ᦠ༠ຊ༠ᐃࠖࢆ⥾⤖㸦 ᖺ  ᭶㸧
ࠋ& ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࣞ࣋ࣝࡢᐃᮇⓗ࡞ሗඹ᭷ࠊࢧࢻ࣋ࣥࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ➼࡛༠ຊࠋ
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途上国の透明性向上支援

᪥ᮏࡀ㐠⏝ࡍࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫほ ᢏ⾡⾨ᫍࠕ࠸ࡪࡁ㸰ྕࠖ
㸦*26$7㸧ࡢᡴࡕୖࡆ
ᡂຌ㸦 ᖺ  ᭶㸧ࠋᏱᐂࡽᆅ⌫Ẽࡢ &2ࠊ࣓ࢱࣥ⃰ᗘࢆ⥅⥆ⓗࡘ㧗
⢭ᗘほ ࡍࡿࠊ㒔ᕷ༢ࠊつᶍฟ※༢࡛ࡢேⅭ㉳※ࡢ ᐊຠᯝ࢞
ࢫฟ㔞ࢆィ ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢྥୖཬࡧฟ㔞๐ῶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
,3&& ➨  ᅇ⥲ࢆ᪥ᮏ㸦ி㒔㸧࡛㛤ദࡍࡿࡇࡀỴᐃ㸦 ᖺ  ᭶㸧
ࠋ,3&& ⥲
ࡢ㛤ദࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛᅜࡢ *+* ฟ㔞ࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱࠊࣃࣜ༠ᐃࡢ╔ᐇ࡞ᐇࢆ
ᨭࡍࡿࠋ

Ⅵ．最後に



ࠕࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦ぢ࠼ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ࢵࣉ㸧
ࠖಀࡿ༠ຊࡘ࠸࡚ࣥࢻࢿࢩᨻᗓึࡢᅜ㛫ពྥ᭩ࢆ⨫ྡ㸦
ᖺ  ᭶㸧
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㸱㸬㐺ᛂࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
㸦㸯㸧᪥ᮏࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㛤Ⓨ㏵ୖᅜᨭ
,3&&ࠕΥ≉ูሗ࿌᭩ࠖࡣࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊཬࡧᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡣࠊᴟᇦࡢ
⏕ែ⣔ࠊ⇱ᆅᇦྠࡌࡃࠊΥཬࡧࡑࢀ௨ୖࡢᆅ⌫ ᬮࡼࡿ㐣ᗘ㧗࠸ࣜࢫ

Ⅲ．提案①

ࢡ᭚ࡉࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿሗ࿌ࡋࠊࡑࡢ⏕ィࢆࠊ㎰ᴗཪࡣ⁺ᴗ➼ἢᓊᇦ౫Ꮡࡍࡿᆅ
ඖࢥ࣑ࣗࢽࢸ➼ࡣࠊΥཬࡧࡉࡽ㧗࠸Ẽ ࡢᆅ⌫ ᬮࡼࡿᝏ࠸ᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡿࣜࢫࢡࡀ೫ᅾࡍࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿༠ຊࡣࠊࡇࢀࡽ㛤Ⓨ㏵ୖᅜཬ
ࡧ⬤ᙅ࡞ᆅᇦࡗ࡚ᡂຌࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡋ࡚ࡣࠊࡾࢃࡅࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆྵࡴ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ
ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᅜࡢࢽ࣮ࢬࡸᨻ⟇ⓗඃඛㄢ㢟ࢆᛕ㢌ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮㓄៖ࡸᆅᇦ
ఫẸࡢཧຍࡢಁ㐍➼ཬࡧࠊᅜูࡢ㐺ᛂィ⏬ࡢ⟇ᐃ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠊ࢞ࢲࣥࢫ
ἢ࠺ࡼ࠺␃ពࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏࡢ㐺ᛂィ⏬⟇ᐃࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┦ᡭᅜᨻᗓ࣭㛵ಀᶵ㛵

緩和策

ࡢ㐃ᦠయไ࡙ࡃࡾ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᙳ㡪ホ౯ࡸ㐺ᛂィ⏬⟇ᐃ
ࡢ༠ຊࢆ⾜࠺ࠋ
࠼ࡤࠊࢪἢᓊᆅᇦࡢሷᐖ㎰ᆅ࠾ࡅࡿ㎰స≀ࡢရ✀ᨵⰋࢆ㏻ࡌࡓ⏕⏘ᛶྥୖࠊ
ὥỈ➼ࡢᑐࡍࡿ㜵⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃᨭࡸ㜵⅏ࡢ๓ᢞ㈨ࠊࢧࣥࢦ♋࣭࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈ
ᯘ࡞ᆅᇦࡢ⏕ែ⣔ࢆά⏝ࡋࡓᾏᓊಖࡢᥦࠊ㜵⅏༠ാᑐヰࡢ᥎㐍ࠊࢹ࣮ࢱ⤫ྜ࣭

Ⅳ．提案②
適応策

ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㸦',$6㸧➼ࢆ㏻ࡌࡓᆅ⌫⎔ቃࢹ࣮ࢱ㸦ᆅ⌫ほ ࢹ࣮ࢱࡸࠕ⤫ྜⓗẼೃࣔ
ࢹࣝ㧗ᗘ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧࠕẼೃኚື㐺ᛂᢏ⾡♫ᐇࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡼࡗ࡚
ฟࡉࢀࡓẼೃኚືண ࢹ࣮ࢱ➼㸧ࡢᥦ౪ࠊ⏘ᐁᏛ୍య࡞ࡗࡓᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ
౪➼ࢆ㏻ࡌࠊ᪥ᮏࡢᢏ⾡ࢆ㐺ᛂศ㔝࡛ࡢᅜ㝿༠ຊά⏝ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢪኴᖹὒ㐺ᛂࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$3$1㸧
ࠊୡ⏺㐺ᛂࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦*$1㸧
ࠊᆅ⌫

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ほ 㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ྜ㸦*(2㸧
ࠊ⌫ᆅ⌫ほ ࢩࢫࢸ࣒㸦*(266㸧ࢪኴᖹὒࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘➼ࡢᅜ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌࠊ᪥ᮏࡢ⤒㦂࣭▱ぢ➼ࢆᗈࡃඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
㐺ᛂศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂ㈉⊩ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠕྎ㜵⅏ᯟ⤌ ࠖࡸࠕ6'*Vࠖࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊྛᅜࡢẼೃኚືᑐ
⟇ཬࡧࠕ㜵⅏ࡢὶࠖྥࡅࡓྲྀ⤌ࡸࠕࣇ࣮ࣗࢳ࣮࣭࣮ࣕࢫࠖᵓࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙ࢆࡣࡌࡵࠊ6'*Vࠊྎ㜵⅏ᯟ⤌  ➼ࡢከᵝ࡞ᅜ㝿ⓗᯟ⤌
ἢࡗ࡚ࠊ*ࠊ* ➼ࡢᅜ㝿㆟ࡢᶵࡶά⏝ࡋࠊ㐺ᛂ⟇ࠊ㜵⅏ࠊẼೃኚືࡢ⬤ᙅᛶࣜ
ࢫࢡࡢᑐ⟇㛵ࡍࡿ▱ぢࡢඹ᭷㈉⊩ࡍࡿࠋ


Ⅵ．最後に

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ۑẼೃࣜࢫࢡᆺ㈨㔠ᢞ㈨ࡢᨵၿࡼࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞⤒῭⏘ᴗࡢᐇ⌧
㹼Ẽೃࣜࢫࢡಀࡿ㈈ົሗࡢබ㛤㹼㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧

㸦㸰㸧㐺ᛂ⟇ࡢᴗ
-,&$ ࡸ -%,& ➼ࡢᅜෆࡢᨭᶵ㛵ࡸᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊẸ㛫㈨㔠ࡢື
1

ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥࡢヲ⣽ࡣࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡶྵࡵࡇࡕࡽࡢ HP ࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
http://copjapan.env.go.jp/
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ဨࢆྵࡵ㈨㔠ࡢከᵝࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛᅜࡢඃඛศ㔝ࡸࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ᛂᴗ
ᑐࡍࡿᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ලయⓗࡣࠊẼೃኚືࡢᙉ㠌ᛶࡢᙉ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ℺₅ࠊୖỈ㐨ࠊ㜵⅏ᑐ⟇

Ⅲ．提案①

➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿࣥࣇࣛᩚഛࡸࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㣗⣊Ᏻᐃ౪⤥ྥࡅࡓ⪏ᛶ࣭▷ᮇ
᱂ᇵ✄➼ࡢᬑཬࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞ᑠつᶍ㎰ᐙࢆᑐ㇟ࡋࡓ㎰ᴗಖ㝤ಀࡿᨭࠊ
ࢧࣥࢦ♋࣭࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ࡞ᆅᇦࡢ⏕ែ⣔ࢆά⏝ࡋࡓᾏᓊಖࡢ㐺ᛂ➼ࡢᨭࢆ
⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ',$6 ࢆά⏝ࡋࠊ༡ࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣐ࣛࣜὶ⾜ண ࡸࢫࣜࣛࣥ࢝
࠾ࡅࡿὥỈᑐ⟇➼ࡢࡓࡵࡢሗᥦ౪ࢆᐇࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ≉ࠊẼೃኚື⬤ᙅ࡞
ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜᑐࡋ࡚ࡣࠊ㜵⅏ࡢほⅬࢆ୰ᚰࠊẼ㇟ほ ࣭⅏ᐖண㆙ሗᶵᮦ➼ࠊ
ᚲせ࡞ࡿᶵᮦ౪ᢏ⾡༠ຊࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊ಟ➼ࢆ㏻ࡌࠊ*&) ࡸ *() ➼ࡢ㈨㔠ࢡࢭࢫྥୖࡢࡓࡵࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆᨭ

緩和策

ࡍࡿࠋ᪥ᮏࡀ  ൨ࢻࣝࡢᣐฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ *&) ࡣࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜᑐࡍࡿ⦆㐺
ᛂࡢᨭࢆ  ㈨㔠㓄ศࡋࠊᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ㸦/'&㸧
ࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊ
ࣇࣜ࢝㐺ᛂࡢ㈨㔠ࡢᑡ࡞ࡃࡶ 㸣ࢆ㓄ศࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡶ㋃
ࡲ࠼㐺ษ࡞ᴗ᥎㐍ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
ຠᯝⓗ࡞㐺ᛂ⟇ࡢ⟇ᐃ࣭ᴗࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࠊ⛉Ꮫⓗ▱ぢᇶ࡙࠸ࡓࢹ࣮ࢱཬ

Ⅳ．提案②

ࡧሗࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅ⌮ⓗ࣭⤒῭ⓗ᪥ᮏᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࢪ
ኴᖹὒᆅᇦࡢ㏵ୖᅜࢆᑐ㇟ࠊẼೃࣜࢫࢡሗࡸᨭࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡍࡿࠕࢪ

適応策

ኴᖹὒ㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦$33/$7㸧ࠖࢆ  ᖺࡲ࡛ᵓ⠏ࡍࡿࠋࡉࡽྠ
ሗᇶ┙ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࠊ㐺ᛂάືࡢᴗ࣭᥎㐍ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢࠕ$33/$7 ࣃ
࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᵓࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡿࠋྠࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢୗࠊከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࡢ
ሗࡸᴗ➼ࢆ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡉࡏࠊ㈨㔠ࢡࢭࢫᙧᡂᨭࡸࠊࣅࢪࢿࢫᶵࡢ☜ಖ
ࡘ࡞ࡀࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ


Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
ۑ$33/$7 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢᵓ⠏㹼⛉Ꮫⓗ▱ぢࢆά⏝ࡋࡓ㐺ᛂࢡࢩࣙࣥ
ྥࡅ࡚㹼㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧

㸦㸱㸧㠀ᅜᐙయࡼࡿ㐺ᛂ⾜ືࡢಁ㐍

Ⅵ．最後に

ྛᅜࡢ㐺ᛂ㛵ࡍࡿከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊᆅᇦࡢᐇྜࢃࡏࡓࡁࡵ⣽ࡸ࡞㐺
ᛂ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊẸ㛫ᴗࡸ⮬యࡢᙺࡀࡁ࠸ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ㜵⅏ࣥࣇࣛᢏ⾡ࠊ᪩ᮇ㆙ሗᢏ⾡ࠊ⾨ᫍࡼࡗ࡚᥎ᐃࡉࢀࡓ㞵㔞ࢹ࣮
ࢱࢆά⏝ࡋࡓኳೃࣥࢹࢵࢡࢫಖ㝤➼ࠊ᪥ᮏࡢẸ㛫ᴗࡀ᭷ࡍࡿඛ➃ⓗ࡞ᢏ⾡࣭ࢧ
࣮ࣅࢫ㏵ୖᅜࡢࢽ࣮ࢬࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊẸ㛫ᴗࡢཧ⏬ࢆಁࡋࠊ㐺ᛂࣅࢪࢿ
ࢫࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ㏵ୖᅜࡢᆅ᪉⮬యࡢ㐺ᛂ⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᆅ᪉ࡢ
◊✲⪅ࠊ⮬య㛵ಀ⪅ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ࠼ࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࡼࡾࠊẼೃኚືᙳ㡪ホ
౯ࡸᆅ᪉㐺ᛂィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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㸲㸬⦆ࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
㸦㸯㸧1'& ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ࣭ᨵᐃࡿᨭ
ࣃࣜ༠ᐃ࠾࠸࡚ࡣࠊྛᅜࡣ 1'& ࢆసᡂ࣭ᥦฟࡍࡿࡶࠊ1'& ࡛ᥖࡆࡓ๐ῶ┠
ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᅜෆᑐ⟇ࢆ㐙⾜ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ ᖺྥࡅ࡚ 1'& ࡢ

Ⅲ．提案①

ᨵᐃ࣭ᥦฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ㏵ୖᅜࡢᐇయไࡢᩚഛࡸ⬟ຊ㛤Ⓨࡢࢽ
࣮ࢬࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎฟ๐ῶࡢᇶ┙ᩚഛࡋ࡚ࠊ1'& ⟇ᐃ࣭⦆⟇ಀࡿィ⏬⟇ᐃᨭࡸࠊ*+* 
ฟ๐ῶࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘ㸦つไࠊᇶ‽ࠊ⛯ไࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᾘ㈝㔞ࡢሗ࿌ไᗘࠊ┬࢚ࢿࣛ࣋ࣝࠊࣇࣟࣥࡢฟᢚไࢩࢫࢸ࣒➼㸧ࡢᵓ⠏ࠊ᪤Ꮡไᗘ
ࡢᨵၿ࣭ᙉࡢᨭ࡞ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ࡘつᶍ࡞๐ῶࡢࡓࡵࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆዎᶵࡋࡓ⌧ᆅᇶ‽ࡢᑟධࡸᅜࡢᒎ㛤࡞ࡑࡢἼཬຠᯝࡼࡿ᭦࡞ࡿ๐ῶࡀ

緩和策

㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪤ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ᑟධࡉࢀࡓᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ
ᴗⓎὀࡢᇶ‽ᩚഛࠊ᪂ࡓ࡞ᕷሙࡢ㛤ᣅ➼ࡢࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞㛵ಀయ༠
ാࡋ࡚ࠊձࣃࣟࢵࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡽᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫࢣ࣮ࣝࢵࣉࠊղຠ
ᯝⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᶓᒎ㛤ࠊճつᶍࣥࣇࣛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⬺Ⅳ⣲ᢏ⾡ࡢࣅࣝ
ࢺࣥ㸦ไᗘࡸつไࡢᫎྵࡴ㸧ࡢ㸱ࡘࡢ㍈࡛ࠊ-&0 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡽࡢᒎ㛤ࢆࡣ

Ⅳ．提案②

ࡌࡵࡋࡓࠕᡂຌࣔࢹࣝࠖࡢฟᣑࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊୡ⏺య࡛ࡢᖜ๐ῶࢆᐇ⌧ࡍࡿࡣࠊ㏵ୖᅜ࡛ࡶࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍

適応策

ࡋ⦆ᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢඃࢀࡓᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࡘ
ࡘࠊ㏵ୖᅜ༠ാࡋ࡚ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃ͆&RLQQRYDWLRQ㸦ࢥ࣭ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ㸧
͇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ᅵᆅศ㔝࠾ࡅࡿᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡶࠊᐁẸ㐃ᦠࡼࡿ 5(''㸩㸦㏵ୖᅜࡢ᳃ᯘῶᑡ࣭ຎ
⏤᮶ࡍࡿฟࡢ๐ῶ➼㸧ࡢ᥎㐍ࠊ㎰ᴗศ㔝ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜ
ࢧ࣮ࢳࣛࣥࢫ㸦*5$㸧ࡢ㆟㛗ᅜࡋ࡚ࠊపⅣ⣲ᆺࡢ℺₅ᢏ⾡ࡢᨵⰋࡸ㏵ୖᅜ࡛ࡢ
ᬑཬಁ㐍ࢆ⾜࠺ࠋ

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
&ۑ23-&0 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜࣁࣞ࣋ࣝྜ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜

Ⅵ．最後に

ࣥ㸧
ࡿࡼࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀۑẼೃኚືᑐ⟇㹼,QQRYDWLRQIRU&RRO(DUWK)RUXP
㹇㹁㹃㹄 ͇࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉබ㛤グᛕ࣋ࣥࢺ㹼㸧
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃ
ࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẼೃᢏ⾡ࡢ㠉᪂ⓗࢽࢩࢸࣈࡼࡿࢿࢵࢺࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩࣙࣥࡢᣮᡓ
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
 ۑᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ๐ῶ㈉⊩㔞ࡢᐃ㔞㛵ࡍࡿඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚㸦௬
㢟㸧
㸦 ᭶  ᪥ 㸾81)&&& බᘧ࣋ࣥࢺ㸧
⏕ۑែ⣔㓄៖ࡋࡓࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ 5(''㸩ࡢᐇ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥ
ࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
-5-
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ۑຎࡋࡓ⇕ᖏᯘࡢ⏕㸸Ⅳ⣲ࠊ⏕≀ከᵝᛶࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࡢㄪࢆ⪃࠼ࡿ㸦 ᭶  ᪥ 㸾81)&&& බᘧࢧࢻ࣋ࣥࢺ
&ۑ23⎔ቃ┬࣭ୡ⏺㖟⾜ࢧࢻ࣋ࣥࢺ㸸ࣃࣜ༠ᐃ➨  ᮲ࡢᐇྥࡅ࡚
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧

㸦㸰㸧Ẽೃኚືᑐ⟇ࡢᢞ㈨ࡢಁ㐍
Υ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊせ࡞㏵ୖᅜࡶ  ᖺࡢฟ㔞ࢆᡂࡾ⾜ࡁࢣ࣮ࢫ㸦%$8

Ⅲ．提案①

ẚ㍑ࡋ࡚㸰㹼㸱⛬ᗘ๐ῶࡍࡿ┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵ᪂⯆ᅜࡢ
࢚ࢿ࣭┬࢚ࢿ➼ࡢศ㔝࡛ࡣ  ࢻࣝ௨ୖࡢᢞ㈨ᶵࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊపⅣ⣲࣭⬺
Ⅳ⣲ᢏ⾡ࡢ㔞ᬑཬྥࡅ࡚ -,&$ࠊ-%,& ➼ࡢබⓗࣇࢼࣥࢫࡢ㐃ᦠࠊẸ㛫㈨㔠
ࡢືဨࢆᙉࡍࡿࠋ
Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙ࡢ㈨㔠࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ *&) ཬࡧ *() ࢆ㏻ࡌࠊຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞

緩和策

ᴗᐇࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ㛵ࡋࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ *&) ࡢࢡࢭࢫྥୖࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡸ௳ᙧᡂྥࡅࡓᐇ⌧ྍ⬟ᛶㄪᰝ➼ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡸ㏵ୖᅜࡢ
ᴗࡀ *&) ࡸ *() ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡋࠊࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟ㈉⊩࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊ㈨㔠࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧࢡࣝ➼ಀࡿ⌮ゎࡢಁ㐍ࡸᐇᶵ㛵ࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

Ⅳ．提案②

ࣥࢻኴᖹὒᆅᇦࢆྵࡵࠊᆅ⇕࣭㢼ຊⓎ㟁タࡢᘓタࡸࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ⬟ඃࢀ
ࡓࢫ࣐࣮ࢺࢩࢸ࣮ࡢ㛤Ⓨ࡞ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛࢆࡘࡃࡿࡓࡵࠊ-%,& ࡀタࡅࡿ᪂ࡓ

適応策

࡞㔠⼥ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᚋ㸱ᖺ࡛᪥ᮏࡢᐁẸྜィ࡛࠾ࡼࡑ  ൨ࢻࣝࡢ㈨㔠ᥦ౪
ࢆ┠ᣦࡍࠋ
⬺Ⅳ⣲♫ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗࡢྲྀ⤌ࡸẸ㛫㈨㔠ࡢά⏝ࡀࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࠋ
Ẹ㛫㈨㔠ࡢά⏝ࢆಁࡍࣜࢫࢡపῶࡢࣇࢼࣥࢫ࡞ࠊබⓗ㈨㔠ࢆຠᯝⓗࣞࣂࣞࢵ
ࢪࡋ࡚ά⏝ࡋࠊẸ㛫ᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ(6* ᢞ㈨ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⎔ቃ㔠⼥

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

㛵ࡋࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ➼ࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ୍ᒙಁ㐍ࡋࠊࢢ࣮ࣜࣥ࣎ࣥࢻ➼ࡢ⎔ቃᴗᑐࡍ
ࡿᢞ⼥㈨ࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ㏻ࡌࠊᅜෆࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㏵ୖᅜࢆྵࡴᾏእ࠾ࡅࡿẼ
ೃኚືᑐ⟇࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐࡍࡿᢞ⼥㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ⌧ᆅࡢබⓗ࣭Ẹ㛫㔠⼥
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡸẼೃኚືศ㔝ࡢࣇࢼࣥࢫಀࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺㖟
⾜㸦:%㸧ࠊࢪ㛤Ⓨ㖟⾜㸦$'%㸧➼ࠊ᪥ᮏཬࡧࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜࡢ⮬యࠊẸ㛫ᴗࠊ

2

Ⅵ．最後に

㔠⼥ᶵ㛵ࡢᑐヰࡢᶵࢆタࡅࡿ➼ࡼࡾ᪉ࡢ㐃ᦠࢆᚋᢲࡋࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜ࠾
ࡅࡿẸ㛫㈨㔠ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸦㸱㸧㠀ᅜᐙయࡢ⦆⾜ືࡢಁ㐍
ࣃࣜ༠ᐃࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⮬యࠊᴗࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊ1*2 ➼
ࡢ㠀ᨻᗓయࡢάືࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
≉ᚋ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷࡢேཱྀࡀᣑࡋࠊ㒔ᕷࣥࣇࣛࠊẸ⏕ࠊၟᴗࠊ㏻➼ࡢࢭࢡ
ࢱ࣮ࡽࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࡀቑ࠼ࡿࡇࡀᐃࡉࢀࠊ⮬యཬࡧ㒔ᕷࡢ㛵ಀయ

ᅜ㝿㔠⼥බ♫᥎ィ
-6資
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ࡀᑟࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢭࢡࢱ࣮࠾࠸࡚㐃ᦠࡍࡿࡇࡣࠊᆅ⌫つᶍࡢ⬺Ⅳ⣲♫ࢆᵓ
⠏ࡍࡿ࠺࠼࡛㠀ᖖ᭷ຠ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷ㛫ࡢ㐃ᦠࡢᯟ⤌ࡳ
ࢆಁ㐍ࡋࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ไᗘᵓ⠏ࡸ⬟ຊ㛤Ⓨࡢྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

Ⅲ．提案①

᪉ࡢ㒔ᕷࡢㄢ㢟ࢆࣔࢹࣝⓗゎỴࡍࡿྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
-,&$ ୡ⏺㒔ᕷẼೃඛᑟࢢ࣮ࣝࣉ㸦&㸧ࡼࡿࠕᮾ༡ࢪࡢ㒔ᕷ࠾ࡅࡿ
Ẽೃኚືᑐ⟇ᨭࡢࡓࡵࡢ㐃ᦠ༠ຊ༠ᐃࠖᇶ࡙ࡁࠊ& ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞ࣋ࣝࡢᐃ
ᮇⓗ࡞ሗඹ᭷ࠊࢧࢻ࣋ࣥࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ➼࡛༠ຊࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
ࢱ࠾࠸࡚ࡣࠊᶓᕷࣂࣥࢥࢡ㒔ࡢ㒔ᕷ㛫㐃ᦠࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊẼೃኚື࣐ࢫ
ࢱ࣮ࣉࣛࣥࡢᐇᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ


緩和策

Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
⬺ۑⅣ⣲௦ࡢ㒔ᕷᆅᇦ㸸6'*V ࡢ࣮ࣟ࢝ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥᆅᇦᚠ⎔ඹ⏕
ᅪࡀ♧ࡍ㒔ᕷᆅᇦ࠾ࡅࡿ⎔ቃ࣭♫࣭⤒῭ࡢ࠶ࡾ᪉㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪ
ࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑẸ㛫ᴗࡢ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿᅜ㝿㈉⊩ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃ
ࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ1RQVWDWHDFWRUV ࡀ࣮ࣜࢻࡍࡿẼೃኚືᑐ⟇ 㸫⬺Ⅳ⣲♫ྥࡅࡓ᪂ࡓ

Ⅳ．提案②

࡞ᡂ㛗Ⓨᒎࡢᶵ㸫㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ۑ᪥୰㡑ඹྠẼೃ◊✲ࢽࢩࢸࣈ㸸⬺Ⅳ⣲ྥࡅ࡚㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪ
ࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥࠊ ᭶  ᪥ 㸾81)&&& බᘧࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧

適応策

⬺ۑⅣ⣲♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ㸹ྎ㢼࡛ࡶⓎ㟁ྍ⬟࡞ୡ⏺ึࡢᆶ┤
㍈࣐ࢢࢼࢫᘧ㢼ຊⓎ㟁ᶵࡼࡿ⦆࣭㐺ᛂศ㔝ࡢᣮᡓ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪ
ࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧

Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

ࠐ/,0(;▼⅊▼࡛ᣅࡃ⬺Ⅳ⣲ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ㐨㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃ
ࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࠐୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ⎔ቃᛶ⬟ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠊ᪥ᮏࡢ⮬ື㌴⏘ᴗࡢ  ᖺྥ
ࡅࡓᒎᮃㄢ㢟㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࠐ࢞ࣛࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ࣮࢝࣎ࣥࣇࢵࢺࣉࣜࣥࢺ 㹼࢞ࣛࢫࡼࡿẼೃኚື⦆
ࡢ㈉⊩㹼㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࠐ͆ᢏ⾡࡛ኚ࠼ࡿ㸟͇&&6 ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅ
ࣜ࢜ࣥ㸧

Ⅵ．最後に







-7資
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㸳㸬ࣃࣜ༠ᐃᐇಀࡿ㏱᫂ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢ㈉⊩
 ࣃࣜ༠ᐃࡢᙉࡉࢀࡓ㏱᫂ᛶᯟ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛᅜࡀ⾜ືࡸᨭ㛵ࡍࡿሗࢆඹ
᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊྛᅜࡀ࠸ಙ㢗ࡋࠊᏛࡧࠊ㧗ࡵ࠶࠺ࡇࢆಁ㐍ࡋࠊ࡚ࡢᅜࡀཧ
ຍࡍࡿຠᯝⓗ࡞ࣃࣜ༠ᐃࡢᐇࡢᇶ♏࡞ࡿࠋሗ࿌ࡢ㡯┠ࡼࡗ࡚ࡣࠊ⬟ຊ㊊

Ⅲ．提案①

ࡼࡾሗ࿌ࡀᅔ㞴࡞ᅜࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡣ⬟ຊᙉ࡞ࡢᨭࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
᪥ᮏࡀ㐠⏝ࡍࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫほ ᢏ⾡⾨ᫍࠕ࠸ࡪࡁ㸰ྕࠖ
㸦*26$7㸧ࡣࠊᏱᐂࡽ
ᆅ⌫Ẽࡢ &2ࠊ࣓ࢱࣥ⃰ᗘࢆ⥅⥆ⓗࡘ㧗⢭ᗘほ ࡍࡿࠊ㒔ᕷ༢ࠊ
つᶍฟ※༢࡛ࡢேⅭ㉳※ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࢆィ ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢྥୖཬࡧฟ
㔞๐ῶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
 ྛᅜࡀ *+* ࣥ࣋ࣥࢺࣜࢆᩚഛࡋࠊẸ㛫ᴗ⮬㌟ࡀ⮬㌟ࡢฟ㔞ࢆᢕᥱ࣭ሗ࿌ࡍ
ࡿ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡣࠊ₯ᅾⓗ࡞ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶࡢྍ⬟ᛶࡢᢕᥱࡘ࡞ࡀ
ࡾࠊ1'& ࡢᨵᐃࢆᚋᢲࡋࡍࡿୖ࡛ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ,3&& ࡢసᡂࡍࡿ *+* ࣥ࣋ࣥࢺ

緩和策

࣭ࣜ࢞ࢻࣛࣥࡣࡑࡢᇶ♏࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡣࠊᮏ࢞ࢻࣛࣥࡢసᡂ࣭ᨵၿࢆᨭ
ࡍࡿࡃࠊ,3&& ➨  ᅇ⥲ࢆ᪥ᮏ㸦ி㒔㸧࡛㛤ദࡋࠊྛᅜࡢ *+* ฟ㔞ࡢ㐺ษ࡞ᢕ
ᥱࠊࣃࣜ༠ᐃࡢ╔ᐇ࡞ᐇࢆᨭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᖺ &23 ࠾࠸࡚タ❧ࡋࡓࠕࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉ㸦ぢ࠼ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ࠖᇶ࡙ࡁࠊẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡢ㏱᫂ᛶྥୖࡘ࠸

Ⅳ．提案②

࡚࢟ࣕࣃࢩࢸࣅࣝࢹࣥࢢ࡞ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ࠼ࡤࠊẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡀሗ࿌ࢆ⾜࠺
ࣥࢭࣥࢸࣈࡢ⟇ᐃࡸ 059㸦⟬ᐃ࣭ሗ࿌᳨࣭ド㸧ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ㛵㐃ࡍࡿᅜࡸᆅ

適応策

᪉ࡢ㏱᫂ᛶ⾜ືࡢᙉ࡞ࢆᨭࡍࡿࠋ㏱᫂ᛶࡢྥୖࢆ㏻ࡌࠊྛᅜࡢᑐ⟇ࡢ࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝࡸࢽ࣮ࢬࠊ᪥ᮏࡢẸ㛫ᴗཬࡧ⮬యࡀ᭷ࡍࡿᢏ⾡࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀྍど㸦ぢ࠼ࡿ
㸧ࡉࢀࠊẸ㛫ࡢཧ⏬࣭ᢞ㈨ࡸ᭦࡞ࡿ༠ຊࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣭ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢฟࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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Ӑ&23 ୰ࡢ࣋ࣥࢺӑ
⾨ۑᫍࡼࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫほ 㸸⾨ᫍࡣࣃࣜ༠ᐃࡢࡼ࠺㈉⊩ࡍࡿ㸽
㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
ࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࣭ࢥۑ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ㏻ࡌࡓẸ㛫ࢭࢡࢱ
࣮ཧ⏬ࡢಁ㐍㸦 ᭶  ᪥㸾ࢪࣕࣃࣥࣃࣅࣜ࢜ࣥ㸧
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Ⅰ．提案の骨子

Ẽೃኚື㛵㐃ࣜࣥࢡ㞟

Ⅱ．理念・ねらい

Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦,3&&㸧

Ⅲ．提案①

,3&&㸦(QJOLVK㸧
KWWSVZZZLSFFFK
,3&&5HSRUWV (QJOLVK 
KWWSZZZLSFFFKSXEOLFDWLRQVBDQGBGDWDSXEOLFDWLRQVBDQGBGDWDBUHSRUWVVKWPO
,3&&'DWD'LVWULEXWLRQ&HQWUH (QJOLVK 
KWWSZZZLSFFGDWDRUJ
-&&&$,3&& ➨  ḟホ౯ሗ࿌᭩≉タ࣮࣌ࢪ
KWWSZZZMFFFDRUJLSFFDUZJKWPO
,3&& ➨  ḟホ౯ሗ࿌᭩ ➨  సᴗ㒊ሗ࿌᭩ ᨻ⟇Ỵᐃ⪅ྥࡅせ⣙ Ẽ㇟ᗇヂ
KWWSVZZZGDWDMPDJRMSFSGLQIRLSFFDULSFFBDUBZJBVSPBMSQSGI
,3&&*OREDO:DUPLQJRIΥ㸦(QJOLVK㸧
KWWSZZZLSFFFKUHSRUWVU
Υ≉ูሗ࿌᭩ሗ࿌᭩ 630 ⎔ቃ┬ࡼࡿ௬ヂ࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKLSFFVSHFLDOBUHSRUWVVUBVSPSGI
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦,3&&㸧➨  ḟホ౯ሗ࿌᭩㸦$5㸧➼ࡘ࠸࡚
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKLSFFWKLQGH[KWPO


緩和策
Ⅳ．提案②

Ẽೃኚື΅ࣃࣜ༠ᐃ

適応策

ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙㸦81)&&&㸧 (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQW

81)&&&*ORVVDU\RIFOLPDWHFKDQJHDFURQ\PVDQGWHUPV (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWSURFHVVDQGPHHWLQJVWKHFRQYHQWLRQJORVVDU\RIFOLPDWHFKDQJH
DFURQ\PVDQGWHUPV
እົ┬ ࣃࣜ༠ᐃ
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMLODHWSDJHBKWPO
ࣃࣜ༠ᐃ᭩㸦ᩥ㸧
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
81)&&&3DULV$JUHHPHQW (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWILOHVPHHWLQJVSDULVBQRYBDSSOLFDWLRQSGISDULVBDJUHHPHQWBHQJ
OLVKBSGI
81)&&&$'237,212)7+(3$5,6$*5((0(17 (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSHQJOUSGI
እົ┬ ࣃࣜ༠ᐃ̿Ṕྐⓗྜព⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ  ᖺ  ᭶ 
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMSUHVVSUZDNDUXWRSLFVYROLQGH[KWPO
81)&&&/LQNDJHVEHWZHHQWKH7HFKQRORJ\0HFKDQLVPDQGWKH)LQDQFLDO0HFKDQLVPRI
WKH&RQYHQWLRQ (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWILOHVPHHWLQJVSDULVBQRYBDSSOLFDWLRQSGIDXYBFRSESGI
⎔ቃ┬ Ẽೃኚືࡢᅜ㝿΅
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDFRSKWPO
⎔ቃ┬ 㐣ཤࡢẼೃኚືᯟ⤌᮲⣙⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ࡢ㛤ദ≧ἣ⤖ᯝࡘ࠸࡚
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKFRS
,*(6 &23 ≉㞟
KWWSVZZZLJHVRUMSFRSLQGH[KWPO
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Ⅰ．提案の骨子
Ⅱ．理念・ねらい

ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨㸰㸯ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ி㒔㆟ᐃ᭩➨㸯㸯ᅇ⥾⣙ᅜྜ㸦&03㸧
➼㸦ᴫせホ౯㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKFRSFRSFRSBKSGI
ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨  ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ி㒔㆟ᐃ᭩➨  ᅇ⥾⣙ᅜྜ㸦&03㸧ࣃ
ࣜ༠ᐃ⥾⣙ᅜྜ㸦&0$㸧➼㸦ᴫせホ౯㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨  ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ி㒔㆟ᐃ᭩➨  ᅇ⥾⣙ᅜྜ㸦&03㸧ࣃ
ࣜ༠ᐃ➨㸯ᅇ⥾⣙ᅜྜ➨  㒊㸦&0$㸧➼㸦ᴫせホ౯㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨ᅇ⥾⣙ᅜ㆟㸦&23㸧ி㒔㆟ᐃ᭩➨ᅇ⥾⣙ᅜྜ㸦&03㸧
ࣃࣜ༠ᐃ➨  ᅇ⥾⣙ᅜྜ➨㒊㸦&0$㸧➼㸦ᴫせホ౯㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVV&23($($($($(%($
BSGI


Ⅲ．提案①

ி㒔㆟ᐃ᭩

緩和策

.<27235272&2/727+(81,7('1$7,216)5$0(:25.&219(17,2121&/,0$7(&+$1*(
㸦(QJOLVK㸧
KWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRQYNSNSHQJSGI
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿᅜ㝿㐃ྜᯟ⤌᮲⣙ࡢி㒔㆟ᐃ᭩㸦ᩥ㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDPHFKDQLVPNSHQJBMSGI
81)&&&7KH0DUUDNHVK$FFRUGV㸦࣐ࣛࢣࢩࣗྜព㸧 (QJOLVK 
࣭5HSRUWKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
࣭$GGKWWSXQIFFFLQWUHVRXUFHGRFVFRSDSGI
81)&&&0HFKDQLVPVXQGHUWKH.\RWR3URWRFRO
KWWSXQIFFFLQWN\RWRBSURWRFROPHFKDQLVPVLWHPVSKS
⎔ቃ┬ ி㒔࣓࢝ࢽࢬ࣒ሗࢥ࣮ࢼ࣮
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDPHFKDQLVP
81)&&&&OHDQ'HYHORSPHQW0HFKDQLVP (QJOLVK 
KWWSVFGPXQIFFFLQW
᪥ᮏရ㉁ಖドᶵᵓ ࢡ࣮ࣜࣥ㛤Ⓨ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦&'0㸧
KWWSVZZZMTDMSVHUYLFHBOLVWHQYLURQPHQWVHUYLFHFGP
ࠕ⎔ቃ࣭ᣢ⥆♫ࠖ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦-$&6(6㸧&'0 ࡢ⌧≧ㄢ㢟࠙ヲ⣽ࠚ
KWWSMDFVHVRUJFOLPDWHFGPKWP
81)&&&-RLQW,PSOHPHQWDWLRQ (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWSURFHVVWKHN\RWRSURWRFROPHFKDQLVPVMRLQWLPSOHPHQWDWLRQ
Ⅳ⣲ᕷሙ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫඹྠᐇ㸦-,㸧
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSPNWPHFKN\RPHFKDMLKWPO
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ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0 
᪥ᮏᨻᗓ ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘࡢ᭱᪂ືྥ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSGRFXPHQWB-&0BJRMBMSQSGI
7KH-RLQW&UHGLWLQJ0HFKDQLVP -&0  (QJOLVK 
KWWSVZZZMFPJRMS
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Ⅰ．提案の骨子
Ⅱ．理念・ねらい

᪥ᮏᅜ -&0 ᐇせ⥘
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSGRFXPHQWB-&0BJXLGHOLQHBMSQSGI
Ⅳ⣲ᕷሙ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSMFPLQGH[KWPO
⤒῭⏘ᴗ┬ -&0㸦ᅜ㛫ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸧
KWWSVZZZPHWLJRMSSROLF\HQHUJ\BHQYLURQPHQWJOREDOBZDUPLQJJOREDOKWPO
ᆅ⌫⎔ቃࢭࣥࢱ࣮ *(&  -&0 ᴫせ
KWWSJHFMSMFPMSDERXW
⎔ቃ┬ ࢪ㛤Ⓨ㖟⾜ $'% -&0 ᪥ᮏᇶ㔠 -)-&0 ࡘ࠸࡚
KWWSVZZZFDUERQPDUNHWVJRMSGRFXPHQW-)-&0B,QWURGXFWLRQB-DSDQHVHB8SORDGSGI
⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮⿵ຓ㔠ࢧࢺ࢚ࢿ࣏
KWWSZZZHQHSRFRP


Ⅲ．提案①

,1'&࣭1'&

緩和策

እົ┬ ࠕ⮬ᅜࡀỴᐃࡍࡿ㈉⊩㸦,1'&㸧ࠖࡣ㸸 ᖺࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ๐ῶ┠ᶆ
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMLFFKSDJHZBKWPO
81)&&& 1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQV1'&V (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWIRFXVLWHPVSKS
81)&&&6HFUHWDULDW1'&5HJLVWU\ (QJOLVK 
KWWSZZZXQIFFFLQWQGFUHJLVWU\3DJHV$OODVS[
1'&3DUWQHUVKLS (QJOLVK 
KWWSZZZQGFSDUWQHUVKLSRUJ
,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQV,1'&V 8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN
&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH  (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWILOHVDGDSWDWLRQDSSOLFDWLRQSGIDOOBBSDUWLHVBLQGFSGI
&$1$'$̓6(19,5210(17$//<'(7(50,1('&2175,%87,2168%0,66,21727+(81,7('
1$7,216)5$0(:25.&219(17,2121&/,0$7(&+$1*( (QJOLVK 
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVQGFVWDJLQJ3XEOLVKHG'RFXPHQWV&DQDGD)LUVW&DQDGD
)LUVW1'&5HYLVHGVXEPLVVLRQSGI
6XEPLVVLRQRI-DSDQ̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ ,1'&   
(QJOLVK 
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVQGFVWDJLQJ3XEOLVKHG'RFXPHQWV-DSDQ)LUVWBDSDQ V,1'&SGI
6XEPLVVLRQRI 8QLWHG6WDWHV̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ ,1'& 
  (QJOLVK 
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVVXEPLVVLRQV,1'&3XEOLVKHG'RFXPHQWV8QLWHG6WDWHV
RI$PHULFD86&RYHU1RWH,1'&DQG$FFRPSDQ\LQJ,QIRUPDWLRQSGI
6XEPLVVLRQE\/DWYLDDQGWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQRQ%HKDOIRIWKH(XURSHDQ8QLRQDQG
LWV0HPEHU6WDWHV (QJOLVK   
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVQGFVWDJLQJ3XEOLVKHG'RFXPHQWV(XURSHDQ8QLRQ)LUVW
/9(8,1'&SGI
&KLQD̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ   ୰ᅜㄒࠊ(QJOLVK 
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVQGFVWDJLQJ3XEOLVKHG'RFXPHQWV&KLQD)LUVW&KLQD V
)LUVW1'&6XEPLVVLRQSGI
,QGLD̓V,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ   (QJOLVK 
KWWSVZZZXQIFFFLQWVLWHVQGFVWDJLQJ3XEOLVKHG'RFXPHQWV,QGLD)LUVW,1',$,1
'&7281)&&&SGI
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Ⅰ．提案の骨子

᪥ᮏࡢ⣙᮰ⲡ࣭

ᬮᑐ⟇ィ⏬➼
Ⅱ．理念・ねらい

⎔ቃ┬ࠕ᪥ᮏࡢ⣙᮰ⲡࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDJKJKWPO
⎔ቃ┬ࠕᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬ࠖࡢ㛶㆟Ỵᐃࡘ࠸࡚㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬ࡢᴫせ㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDNHLNDNXWLN\XRQGDQNDWDLVDNXNHLNDNXBJDL\RXSGI
ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ
KWWSHODZVH
JRYJRMSVHDUFKHODZV6HDUFKHODZVBVHDUFKOVJGHWDLO"ODZ,G $& RSHQH
U&RGH 


Ⅲ．提案①

ᐊຠᯝ࢞ࢫపฟᆺⓎᒎࡢࡓࡵࡢྛᅜࡢ㛗ᮇᡓ␎

緩和策

ࣃࣜ༠ᐃ㛗ᮇᡂ㛗ᡓ␎᠓ㄯ㸦ࣃࣜ༠ᐃᇶ࡙ࡃᡂ㛗ᡓ␎ࡋ࡚ࡢ㛗ᮇᡓ␎⟇ᐃྥࡅࡓ᠓ㄯ
㸧
KWWSVZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLSDULN\RXWHL
⎔ቃ┬ ㅖእᅜࡢ㛗ᮇᡓ␎ࡘ࠸࡚
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVV\PDWSGI
7KH)UHQFK1DWLRQDO/RZ&DUERQ6WUDWHJ\SDJHU (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVDSSOLFDWLRQSGIIUDQFHBQDWLRQDOBORZBFDUERQBVWUDWHJ\BB
BSDJHUSGI
1DWLRQDO/RZ&DUERQ6WUDWHJ\ )UDQFH  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJ
WHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIQDWLRQDOBORZBFDUERQBVWUDWHJ\BHQSGI
8QLWHG6WDWHV0LG&HQWXU\6WUDWHJ\IRU'HFDUERQL]DWLRQ 8QLWHG6WDWHV  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJ
WHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIPLGBFHQWXU\BVWUDWHJ\BUHSRUWILQDOBUHGSGI
'RFXPHQWDWLRQDQG2XWSXW 8QLWHG6WDWHV  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJ
WHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIXVBPFVBGRFXPHQWDWLRQBDQGBRXWSXWSGI
0H[LFR V&OLPDWH&KDQJH0LG&HQWXU\6WUDWHJ\ (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJ
WHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIPH[LFRBPFVBILQDOBFRSQRYBUHGSGI
&OLPDWH$FWLRQ3ODQ *HUPDQ\  (QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJ
WHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIBFOLPDWHBDFWLRQBSODQBBHQBEISGI
&DQDGD V0LG&HQWXU\/RQJ7HUP/RZ*UHHQKRXVH*DV'HYHORSPHQW6WUDWHJ\ &DQDGD 
(QJOLVK 
KWWSXQIFFFLQWILOHVIRFXVORQJWHUPBVWUDWHJLHVDSSOLFDWLRQSGIFDQBORZ
JKJBVWUDWHJ\BUHGSGI
7KH8QGHU&RDOLWLRQ (QJOLVK 
KWWSXQGHUPRXRUJ
6WDWHVDQG5HJLRQV3OHGJH)XUWKHU)XQGLQJIRU&OLPDWH$FWLRQ (QJOLVK 
KWWSVZZZXQGHUFRDOLWLRQRUJQHZVVWDWHVDQGUHJLRQVSOHGJHIXUWKHUIXQGLQJ
FOLPDWHDFWLRQ
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Ⅰ．提案の骨子

⎔ቃ┬ 㛗ᮇపⅣ⣲ࣅࢪࣙࣥ
Ⅱ．理念・ねらい

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 
᪥ᮏపⅣ⣲♫ࢩࢼࣜ࢜
KWWSQLHVJRMS/&6MSQMDSDQKWPO
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ పⅣ⣲♫ࢩࢼ୍ࣜ࢜ぴ
KWWSQLHVJRMS/&6LQGH[BMKWPO


Ⅲ．提案①

⤒῭⏘ᴗ┬㛗ᮇᆅ⌫

ᬮᑐ⟇ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒

緩和策

ࠕᅜෆᢞ㈨ᣑ⤎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ᭱⤊ᩚ⌮

KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWZKLWHSDSHUGDWDKWPO
ࠕᾏእᒎ㛤ᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ᭱⤊ᩚ⌮
KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWZKLWHSDSHUGDWDKWPO


Ẽೃᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ &7&1 
Ⅳ．提案②

&OLPDWH7HFKQRORJ\&HQWUHDQG1HWZRUN (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJ
Ẽೃᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦&OLPDWH7HFKQRORJ\&HQWUH㸤1HWZRUN㸸&7&1㸧ࡘ࠸࡚
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDFWFQKWPO
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵ㛵 (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJQHWZRUNQHWZRUNPHPEHUV
ᖹᡂᖺᗘᆅ⌫ ᬮၥ㢟➼ᑐ⟇ㄪᰝ㸦ᢏ⾡࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝᴗ㸧㈨ᩱ&7&1
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୍ぴSS
KWWSZZZPHWLJRMSPHWLBOLEUHSRUW+)<SGI
81)&&&-RLQW$QQXDO5HSRUWRI7(&DQG&7&1 (QJOLVK 
KWWSVXQIFFFLQWVLWHVGHIDXOWILOHVUHVRXUFH6%BBSGI
7HFKQLFDO$VVLVWDQFH (QJOLVK 
KWWSVZZZFWFQRUJWHFKQLFDODVVLVWDQFHWHFKQLFDODVVLVWDQFHGDVKERDUG


適応策
Ⅴ．提案③
途上国の透明性向上支援

⥳ࡢẼೃᇶ㔠 *&) 

Ⅵ．最後に

*UHHQ&OLPDWH)XQG (QJOLVK 
KWWSVZZZJUHHQFOLPDWHIXQGKRPH
6WDWXVRI3OHGJHVDQG&RQWULEXWLRQVPDGHWRWKH*UHHQ&OLPDWH)XQG㸦 ᖺ  ᭶㸧
(QJOLVK 
KWWSVZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV6WDWXVBRIB3OHGJHVSGIHHIG
FFHGDIG
6HYHQWK5HSRUWRIWKH*UHHQ&OLPDWH)XQGWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVWRWKH
8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH
KWWSVZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV*&)B%BB
B6HYHQWKB5HSRUWBRIBWKHB*UHHQB&OLPDWHB)XQGBWRBWKHB&RQIHUHQFHBRIBWKHB3DUWLHVBWRBWKHB8Q
LWHGB1DWLRQVB)UDPHZRUNB&RQYHQWLRQBRQB&OLPDWHB&KDQJHSGIHDIFGIG
GIIGEH
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,QYHVWPHQW)UDPHZRUN (QJOLVK 
KWWSVZZZJUHHQFOLPDWHIXQGGRFXPHQWV*&)B%BB
B,QYHVWPHQWB)UDPHZRUNSGIGIFIIHDEGHDFIEF
እົ┬ࠕ⥳ࡢẼೃᇶ㔠㸦*UHHQ&OLPDWH)XQG*&)㸧ࠖ
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMLFFKSDJHZBKWPO
ࠕ⥳ࡢẼೃ㈨㔠ࡢᣐฟཬࡧࡇࢀࡽక࠺ᥐ⨨㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡘ࠸࡚㸦እົ┬㸧㸦 ᖺ
 ᭶㸧
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI


ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*()㸧
Ⅲ．提案①

እົ┬ ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\㸸*()㸧
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRNDQN\RNLNDQJEOBHQYKWPO
*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\㸦(QJOLVK㸧
 KWWSVZZZWKHJHIRUJ
ᆅ⌫⎔ቃࣇࢩࣜࢸ㸦*()㸧ᆅ⌫ࡢᮍ᮶ࡢᢞ㈨
KWWSZZZZRUOGEDQNRUJFRQWHQWGDP:RUOGEDQN)HDWXUH6WRU\MDSDQSGI*()B-DSDQ
BILQDOSGI
,*(6 *() ࡢ⤌⧊ᴫᛕࠊṔྐࠊᵓ㐀ࡘ࠸࡚
KWWSVSXELJHVRUMSV\VWHPILOHVSXEOLFDWLRQBGRFXPHQWVSXEFRPPLVVLRQHGUHSRU
WSGI


緩和策
Ⅳ．提案②

ᐊຠᯝ࢞ࢫ

適応策

ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ✀㢮 KWWSVZZZGDWDMPDJRMSFSGLQIRFKLVKLNLBRQGDQNDSKWPO
ᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞 ㏿ሗ್ ᴫせ!
KWWSVZZZQLHVJRMSZKDWVQHZMTMPH]VDWWMTMPH]VXSGI
᪥ᮏᅜ ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜሗ࿌᭩  ᖺ
KWWSZZZFJHUQLHVJRMSSXEOLFDWLRQVUHSRUWLLSGI
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&R
PEXVWLRQ+LJKOLJKWVSGI
75(1'6,1*/2%$/&2(0,66,2165HSRUW 3%/1HWKHUODQGV(QYLURQPHQWDO$VVHVVPHQW
$JHQF\  (QJOLVK 
KWWSHGJDUMUFHFHXURSDHXQHZVBGRFVMUFWUHQGVLQJOREDOFRHPLVVLRQV
UHSRUWSGI
75(1'6,1*/2%$/&2$1'727$/*5((1+286(*$6(0,66,2165HSRUW 3%/1HWKHUODQGV
(QYLURQPHQWDO$VVHVVPHQW$JHQF\  (QJOLVK 
KWWSZZZSEOQOVLWHVGHIDXOWILOHVFPVSXEOLFDWLHVSEOWUHQGVLQJOREDOFR
DQGWRWDOJUHHQKRXVHJDVHPLVVRQVUHSRUWBSGI
ᐊຠᯝ࢞ࢫ㸦*+*㸧ࣉࣟࢺࢥࣝ
KWWSVZZZHQYJRMSFRXQFLOHDUWK\UHISGI
*UHHQKRXVH*DV3URWRFRO *+*3URWRFRO  (QJOLVK 
KWWSZZZJKJSURWRFRORUJ
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Ⅰ．提案の骨子

࢜ࢰࣥᒙ࣭ࣇࣟࣥ㢮ᑐ⟇
Ⅱ．理念・ねらい

⎔ቃ┬ ࢜ࢰࣥᒙಖㆤ࣭ᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇࣇࣟࣥᑐ⟇
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHR]RQHKWPO
⎔ቃ┬ ࢜ࢰࣥᒙ➼ࡢ┘ど⤖ᯝ㛵ࡍࡿᖺḟሗ࿌᭩
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHRBUHSRUWLQGH[KWPO
⎔ቃ┬ ࢜ࢰࣥᒙ㛵ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHSDPSKLQGH[KWPO
࢜ࢰࣥᒙ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㸦Ẽ㇟ᗇ㸧
KWWSZZZGDWDMPDJRMSJPGHQYR]RQHKSLQIRBR]RQHKWPO
⤒῭⏘ᴗ┬ ࢜ࢰࣥᒙಖㆤ࣭ ᬮᑐ⟇ ࢹ࣮ࢱ㞟
KWWSZZZPHWLJRMSSROLF\FKHPLFDOBPDQDJHPHQWR]RQHGDWDKWPO
࢜ࢰࣥᒙࡢಖㆤࡢࡓࡵࡢ࣮࢘ࣥ᮲⣙
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDO9LHQQDBFRQYHQWLRQSGI
⎔ቃ┬ ࣇࣟࣥฟᢚไἲ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFODZNDLVHLBKLQGH[KWPO
⎔ቃ┬ ࣇࣟࣥฟᢚไἲࡢ⾜≧ἣㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ࣇࣟࣥ㢮ࡢ⏝ࡢྜ⌮ཬࡧ⟶⌮ࡢ㐺ṇ㛵ࡍࡿἲᚊ⾜≧ἣㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ
 ᖺᗘ㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ࣇࣟࣥࡢᅇ⏕࣭◚ቯ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHFIFKWPO
⎔ቃ┬ ࣀࣥࣇࣟࣥࡢ᥎㐍
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHQRQFIFKWPO
⎔ቃ┬ ┬࢚ࢿ⮬↛෭፹෭࣭෭ⶶ࣭✵ㄪᶵჾࡢᑟධᨭ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHKRMRNLQKWPO
⎔ቃ┬ ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDOBSURWRFROKWPO
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩ᇶ࡙ࡃ࢜ࢰࣥᒙ◚ቯ≀㉁๐ῶࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKR]RQHPRQWUHDO6FKHGXOHBSUHVHQWMSJ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㆟ᐃ᭩ࡢᐇࡢࡓࡵࡢከᩘᅜ㛫ᇶ㔠㸦0XOWLODWHUDO)XQG㸧 (QJOLVK 
KWWSZZZPXOWLODWHUDOIXQGRUJGHIDXOWDVS[
⎔ቃ┬ ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿࣇࣟࣥ➼ᑐ⟇ᨭᴗ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDRGDSURMHFWKWPO
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࣓ࢱࣥ

Ⅵ．最後に

Ẽ㇟ᗇ ࣓ࢱࣥ
KWWSVGVGDWDMPDJRMSJKJNDQVKLLQIRBFKKWPO
ᆅ⌫⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 㓟Ⅳ⣲௨እࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶࡢຠᯝ
KWWSZZZFJHUQLHVJRMSMDOLEUDU\TDTDBMKWPO
⎔ቃ┬ ᗫᲠ≀⣔ࣂ࣐࢜ࢫࡢ࣓ࢱࣥ࢞ࢫࡘ࠸࡚
KWWSZZZHQYJRMSUHF\FOHZDVWHELRPDVVELRJDVVLQIRUPDWLRQKWPO
7KH&&$&2LO *DV0HWKDQH3DUWQHUVKLS
KWWSFFDFRDOLWLRQRUJHQDFWLYLW\FFDFRLOJDVPHWKDQHSDUWQHUVKLS
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5HGXFLQJPHWKDQHHPLVVLRQVDFURVVWKHQDWXUDOJDVYDOXHFKDLQ*XLGLQJSULQFLSOHV
KWWSZZZFFDFRDOLWLRQRUJHQUHVRXUFHVUHGXFLQJPHWKDQHHPLVVLRQVDFURVVQDWXUDO
JDVYDOXHFKDLQJXLGLQJSULQFLSOHV
,PSOHPHQWLQJWKH7&)'5HFRPPHQGDWLRQVIRU2LODQG*DV0HWKDQH'LVFORVXUH
KWWSVZZZXQSULRUJGRZQORDG"DF 
⎔ቃ┬ ࣓ࢱࣥಀࡿᆅ⌫ ᬮᑐ⟇᥎㐍⥘ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢホ౯ࡘ࠸࡚
KWWSZZZHQYJRMSFRXQFLOHDUWK\PDWSGI


㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿẼೃኚືᑐ⟇ᨭ

Ⅲ．提案①

᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ㹼㏵ୖᅜࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼࡚㹼
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ 
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVV᪥ᮏࡢẼೃኚືᑐ⟇ᨭࢽࢩࢸࣈ  ᪥ᮏ
ㄒSGI
⎔ቃ┬ Ẽೃኚື⦆⟇㛵ࡍࡿᅜ㝿༠ຊࣅࢪࣙࣥ
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKSRVWBKWPO
ࢥ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㏱᫂ᛶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ 3D67, 
KWWSVZZZRHFFRUMSSDVWL
⎔ቃ┬ ᾏእᒎ㛤ᡓ␎㸦⎔ቃ㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ᾏእᒎ㛤ᡓ␎㸦ࣜࢧࢡࣝ㸧
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨྥࡅࡓᅜ㝿⎔ቃ༠ຊ
KWWSVZZZHQYJRMSHDUWKFRRSFRRSLQGH[KWPO
እົ┬ Ẽೃኚື
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRNDQN\RNLNRLQGH[KWPO
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦-,&$㸧Ẽೃኚື
KWWSVZZZMLFDJRMSDFWLYLWLHVLVVXHVFOLPDWHLQGH[KWPO
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦-,&$㸧 ᆅ⌫ࡢᮍ᮶ࢆࡳࢇ࡞࡛ࡘࡃࡿѸ-,&$ ࡢ⎔ቃ࣭Ẽೃኚືᑐ⟇ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ
KWWSVZZZMLFDJRMSDFWLYLWLHVLVVXHVVSHFLDOBHGLWLRQVSHFLDOKWPO
ᅜ㝿༠ຊ㖟⾜㸦-%,&㸧⎔ቃศ㔝
KWWSVZZZMELFJRMSMDEXVLQHVVDUHDVVHFWRUVHQYLURQPHQWKWPO
&OLPDWH,QYHVWPHQW)XQGV &,) 
KWWSZZZFOLPDWHLQYHVWPHQWIXQGVRUJ
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Ẽೃኚືᙳ㡪ࡢ㐺ᛂ
Ⅵ．最後に

Ẽೃኚືࡢᙳ㡪ࡢ㐺ᛂィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧

KWWSZZZHQYJRMSHDUWKRQGDQNDWHNLRXVLU\RSGI
⎔ቃ┬ Ẽೃኚື㐺ᛂἲࡢᴫせ
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKWHNLRXWHNLRXKRXBJDL\RXSGI
Ẽೃኚື㐺ᛂィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧
KWWSZZZHQYJRMSHDUWKWHNLRXWHNLRXNHLNDNXSGI
⎔ቃ┬ ⎔ቃ┬Ẽೃኚື㐺ᛂ⟇ࣃࢵࢣ࣮ࢪ
KWWSVZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
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ᅜᅵ㏻┬ ᅜᅵ㏻┬Ẽೃኚື㐺ᛂィ⏬㹼Ẽೃኚືࡀࡶࡓࡽࡍᡃࡀᅜࡢ༴ᶵ⥲ຊ࡛ഛ࠼
ࡿ㹼㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI
㸦ᴫせЍKWWSZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI㸧
㎰ᯘỈ⏘┬ ㎰ᯘỈ⏘┬Ẽೃኚື㐺ᛂィ⏬㸦 ᖺ  ᭶㸧
KWWSZZZPDIIJRMSMSUHVVNDQERNDQN\RSGISGI
 ᴫせЍKWWSZZZPDIIJRMSMSUHVVNDQERNDQN\RSGISGI 
Ẽೃኚື㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦$3/$7㸧
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMS
Ẽೃኚື㛵ࡍࡿ⤫ィࢹ࣮ࢱ㞟
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMSWRROVWDWLQGH[KWPO
㐺ᛂ⟇ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMSGEPHDVXUHVLQGH[KWPO
$GDSWDWLRQ)XQG (QJOLVK 
KWWSVZZZDGDSWDWLRQIXQGRUJ
(XURSHDQ&OLPDWH$GDSWDWLRQ3ODWIRUP (QJOLVK 
KWWSVFOLPDWHDGDSWHHDHXURSDHX
81(3&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ (QJOLVK 
KWWSVZZZXQHQYLURQPHQWRUJH[SORUHWRSLFVFOLPDWHFKDQJHZKDWZHGRFOLPDWH
DGDSWDWLRQ
$IULFD$GDSWQHWZRUN (QJOLVK 
KWWSDIULFDDGDSWQHWHQXV
$VLD3DFLILF$GDSWDWLRQ1HWZRUN (QJOLVK 
KWWSDVLDSDFLILFDGDSWQHW
*OREDO$GDSWDWLRQ1HWZRUN *$1  (QJOLVK 
KWWSZHEXQHSRUJJDQDGDSW
⤒῭⏘ᴗ┬ 㐺ᛂࣅࢪࢿࢫࡢ᥎㐍
KWWSZZZPHWLJRMSSROLF\HQHUJ\BHQYLURQPHQWJOREDOBZDUPLQJWHNLRXKWPO
Ẽೃኚື㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ 㐺ᛂࣅࢪࢿࢫ
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMSOHWVDGDSWDWLRQEL]KWPO
Ẽೃኚື㐺ᛂሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ ⏘ᴗ࣭⤒῭άືࡢᙳ㡪
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMSLPSDFWHFRQHFRQBLPSDFWKWPO
81*OREDO&RPSDFW࣭81(3%XVLQHVVDQG&OLPDWH&KDQJHDGDSWDWLRQ (QJOLVK 
KWWSFDULQJIRUFOLPDWHRUJZS
FRQWHQWXSORDGV%XVLQHVVBDQGB&OLPDWHB&KDQJHB$GDSWDWLRQSGI
81,'2 పⅣ⣲ࡘẼೃኚືᙉ㠌࡞⏘ᴗ㛤Ⓨ
KWWSZZZXQLGRRUMSQHZV
⤒῭⏘ᴗ┬ ᴗࡢࡓࡵࡢ ᬮ㐺ᛂࣅࢪࢿࢫධ㛛
KWWSVZZZPHWLJRMSSROLF\HQHUJ\BHQYLURQPHQWJOREDOBZDUPLQJSGI-&0B)6$GDSWDWLR
QBEXVLQHVVBJXLGHERRNSGI
⤒῭⏘ᴗ┬ ᪥ᮏᴗࡼࡿ㐺ᛂࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ㞟
KWWSVZZZPHWLJRMSSROLF\HQHUJ\BHQYLURQPHQWJOREDOBZDUPLQJSGI-&0B)6DGDSWDWLR
QBJRRGSUDFWLFHB)<-31B),1SGI
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⤒῭⏘ᴗ┬ Ẽೃኚືࢆࡵࡄࡿᢞ㈨࣭㔠⼥ࡢືࡁ
KWWSZZZPHWLJRMSSROLF\HQHUJ\BHQYLURQPHQWJOREDOBZDUPLQJLQYHVWPHQWBDQGBILQDQF
HKWPO
⎔ቃ┬ ࢢ࣮ࣜࣥ࣎ࣥࢻ࢞ࢻࣛࣥᖺ∧
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI
⎔ቃ┬ (6* 㔠⼥᠓ㄯ
KWWSZZZHQYJRMSSROLF\HVJNLQ\XNRQGDQNDLKWPO
⎔ቃ┬ ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᕠࡿㄢ㢟ࢆ⪃៖ࡋࡓᢞ㈨㛵ࡍࡿ᳨ウ㸦(6* ᳨ウ㸧
KWWSZZZHQYJRMSSROLF\HVJLQGH[KWPO
⎔ቃ┬ ⎔ቃሗ㛤♧ᇶ┙ᩚഛᴗ㹼(6* ᑐヰࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㹼
KWWSVZZZHQYUHSRUWHQYJRMS
⤒῭⏘ᴗ┬ ࢢ࣮ࣜࣥࣇࢼࣥࢫᴗࡢሗ㛤♧ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿࠕ7&)' ◊✲ࠖ
KWWSVZZZPHWLJRMSVKLQJLNDLHQHUJ\BHQYLURQPHQWJUHHQBILQDQFHLQGH[KWPO
⤒῭⏘ᴗ┬ ࢢ࣮ࣜࣥࣇࢼࣥࢫᴗࡢሗ㛤♧ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿࠕ7&)' ◊✲࣮ࠖ࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
KWWSVZZZPHWLJRMSVKLQJLNDLHQHUJ\BHQYLURQPHQWJUHHQBILQDQFHZJLQGH[KWPO
㔠⼥ᗇ 㔠⼥⾜ᨻ 6'*V
KWWSVZZZIVDJRMSSROLF\VGJV)VD6WUDWHJ\IRU6'*VBUHYSGI
ᖺ㔠✚❧㔠⟶⌮㐠⏝⊂❧⾜ᨻἲே㸦*3,)㸧(6* ᢞ㈨
KWWSVZZZJSLIJRMSLQYHVWPHQWHVJ
*3,) (6* ᣦᩘࡢ㑅ᐃ
KWWSVZZZJSLIJRMSLQYHVWPHQWHVJSGIHVJBVHOHFWLRQSGI
3ULQFLSOHVIRU5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQW㸦35,㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZXQSULRUJ
35, ㈐௵ᢞ㈨ཎ๎
KWWSVZZZXQSULRUJGRZQORDG"DF 
35,$FDGHP\ (QJOLVK 
KWWSVSULDFDGHP\RUJ
8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDPPH)LQDQFH,QLWLDWLYH 81(3),  (QJOLVK 
KWWSVZZZXQHSILRUJ
7KH,QYHVWRU$JHQGD (QJOLVK 
KWWSVWKHLQYHVWRUDJHQGDRUJ
7DVN)RUFHRQ&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV㸦7&)'㸧 (QJOLVK 
KWWSVZZZIVEWFIGRUJ
7KH%DQNLQJ(QYLURQPHQW,QLWLDWLYH㸦(QJOLVK㸧
KWWSVZZZFLVOFDPDFXNEXVLQHVVDFWLRQVXVWDLQDEOHILQDQFHEDQNLQJHQYLURQPHQW
LQLWLDWLYH
7KH6XVWDLQDEOH6WRFN([FKDQJHV 66( *UHHQ)LQDQFH (QJOLVK 
KWWSZZZVVHLQLWLDWLYHRUJJUHHQILQDQFH
7KH*OREDO,QYHVWRU&RDOLWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH *,&  (QJOLVK 
KWWSJOREDOLQYHVWRUFRDOLWLRQRUJ
7KH$VLD,QYHVWRU*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH $,*&& (QJOLVK 
KWWSDLJFFQHW
7KH,QVWLWXWLRQDO,QYHVWRUV*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH ,,*&&  (QJOLVK 
KWWSZZZLLJFFRUJ
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&HUHV (QJOLVK 
KWWSVZZZFHUHVRUJ
7KH,QYHVWRU*URXSRQ&OLPDWH&KDQJH ,*&& (QJOLVK 
KWWSVLJFFRUJDX
&OLPDWH%RQGV,QLWLDWLYH
KWWSVZZZFOLPDWHERQGVQHW
7KH3RUWIROLR'HFDUERQL]DWLRQ&RDOLWLRQ 3'& 
KWWSXQHSILRUJSGF
7KH0RQWU«DO&DUERQ3OHGJH
KWWSPRQWUHDOSOHGJHRUJ
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࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃
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࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬
KWWSVZZZHQHFKRPHWLJRMSFDWHJRU\RWKHUVEDVLFBSODQ
⤒῭⏘ᴗ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉᪂ᡓ␎ᴫせ
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉᪂ᡓ␎  ᖺ  ᭶ 
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
ෆ㛶ᗓ ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎㸦1(67,㸧
KWWSZZZFDRJRMSFVWSQHVWLLQGH[KWPO
⤒῭⏘ᴗ┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ
KWWSVZZZHQHFKRPHWLJRMSDERXWVSHFLDOMRKRWHLN\RPHWKDQHK\GUDWHKWPO
࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※㛤Ⓨ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ
KWWSZZZPKMDSDQJUMSSGIPKSDQIOHWSGI
Ỉ⣲ᇶᮏᡓ␎
KWWSVZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
Ỉ⣲ᇶᮏᡓ␎㸦ᴫせ㸧
KWWSVZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
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KWWSVMDSDQFOLPDWHRUJ
:H0HDQ%XVLQHVV (QJOLVK 
KWWSVZZZZHPHDQEXVLQHVVFRDOLWLRQRUJ
7KH&OLPDWH*URXS (QJOLVK 
KWWSVZZZWKHFOLPDWHJURXSRUJ
᪥ᮏẼೃ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦-DSDQ&/3㸧
KWWSVMDSDQFOSMSLQGH[SKS
81*OREDO&RPSDFW&DULQJIRU&OLPDWH
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJWDNHDFWLRQDFWLRQFOLPDWH
5( (QJOLVK 
KWWSWKHUHRUJ
%XVLQHVVIRU (QJOLVK 
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/2:&$5%217(&+12/2*<3$571(56+,36LQLWLDWLYH /&73L  (QJOLVK 
KWWSVOFWSLZEFVGRUJ
7KH&DUERQ3ULFLQJ/HDGHUVKLS&RDOLWLRQ (QJOLVK 
KWWSVZZZFDUERQSULFLQJOHDGHUVKLSRUJ
6XVWDLQDEOH(QHUJ\IRU$OO 6(IRU$//  (QJOLVK 
KWWSVZZZVHIRUDOORUJ
*OREDO(QHUJ\(IILFLHQF\DQG5HQHZDEOH(QHUJ\)XQG *((5() 
KWWSJHHUHIFRP
%HORZ (QJOLVK 
KWWSVEHORZRUJDERXW
7KH$OOLDQFHWR6DYH(QHUJ\ (QJOLVK 
KWWSZZZDVHRUJ
5HVFDOH (QJOLVK 
KWWSVZZZZEFVGRUJ&OXVWHUV&OLPDWH(QHUJ\5(VFDOH
2LODQG*DV&OLPDWH,QLWLDWLYH㸦2*&,㸧 (QJOLVK 
KWWSRLODQGJDVFOLPDWHLQLWLDWLYHFRP
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6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW *RDOV㸦6'*V㸧
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ᡃࠎࡢୡ⏺ࢆኚ㠉ࡍࡿ㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࢪ࢙ࣥࢲ㸦௬ヂ㸧
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMILOHVSGI
እົ┬ -$3$16'*V$FWLRQ3ODWIRUP
KWWSVZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRRGDVGJVLQGH[KWPO
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧᥎㐍ᮏ㒊
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJV
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ᐇᣦ㔪㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ 6'*V ᥎㐍ᮏ㒊Ỵᐃ㸧
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVGDLVLU\RXSGI
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦6'*V㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ⟇㸦⾲㸧
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVGDLVLU\RXSGI
6'*V ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 㹼 ᖺ᪥ᮏࡢࠗ6'*V ࣔࢹࣝ࠘ࡢⓎಙࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼㸦 ᖺ
 ᭶㸧
KWWSZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVSGIDFWLRQSODQSGI
6'*V ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 㹼 ᖺ᪥ᮏࡢࠕ6'*V ࣔࢹࣝࠖࡢⓎಙࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼㸦 ᖺ
 ᭶㸧
KWWSVZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLVGJVSGIDFWLRQSODQSGI
6RFLHW\㸦ࢯࢧ࢚ࢸ 㸧
KWWSVZZZFDRJRMSFVWSVRFLHW\BLQGH[KWPO
&OLPDWH$FWLRQ6XPPLW (QJOLVK 
KWWSZZZXQRUJHQFOLPDWHFKDQJH
6'*&RPSDVV (QJOLVK 
KWWSVVGJFRPSDVVRUJ
6'*&RPSDVV6'*Vࡢᴗ⾜ືᣦ㔪̾6'*Vࢆᴗࡣ࠺ά⏝ࡍࡿ̾ ᪥ᮏㄒ∧ 
KWWSZZZXQJFMQRUJVGJVSGI6'*B&203$66B-SQSGI
6'*,QGXVWU\0DWUL[ (QJOLVK 
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJOLEUDU\
.30*࣭*&1- 6'*,QGXVWU\0DWUL[ ᪥ᮏㄒ∧
KWWSXQJFMQRUJDFWLYLWLHVWRSLFVGHWDLOSKS"LG 
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*&1-࣭,*(6 ᮍ᮶ࡘ࡞ࡆࡿ 6'*V ࣅࢪࢿࢫ㹼᪥ᮏ࠾ࡅࡿᴗࡢྲྀ⤌ࡳ⌧ሙࡽ㹼
KWWSVSXELJHVRUMSSXE6'*VB%XVLQHVVBIRUBWKHB)XWXUH
*&1-࣭,*(6 ὶྥ࠺ 6'*V ࣅࢪࢿࢫ㹼᪥ᮏ࠾ࡅࡿᴗ࣭ᅋయࡢྲྀ⤌ࡳ⌧ሙࡽ㹼
KWWSVSXELJHVRUMSSXE0DLQVWUHDPLQJBWKHB6'*VBLQB%XVLQHVV
୍⯡♫ᅋἲே 6'*V ᕷẸ♫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
KWWSVZZZVGJVMDSDQQHW
81*OREDO&RPSDFW 0DNH*OREDO*RDOV/RFDO%XVLQHVV
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJGRFVSXEOLFDWLRQV0**/%81*$SGI
6'*V+ROLVWLF,QQRYDWLRQ3ODWIRUP㸦6+,3㸧
KWWSVZZZVGJVVKLSFRP
81$OOLDQFHIRU6'*)LQDQFH
KWWSVZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJWDNHDFWLRQDFWLRQJOREDODOOLDQFHIRUVGJILQDQFH
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ᅜẸ㐠ື
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⎔ቃ┬ &22/&+2,&(
KWWSVRQGDQNDWDLVDNXHQYJRMSFRROFKRLFH
ᅜᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇάື᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦-&&&$㸧
KWWSZZZMFFFDRUJ
⎔ቃ┬ ⎔ቃಖ㈨ࡍࡿ〇ရࡢᬑཬಁ㐍
KWWSZZZHQYJRMSVHLVDNXOLVWNHL]DLBSURGXFWKWPO
ᾘ㈝⪅ᗇ ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ᬑཬ࣭ၨⓎάື
KWWSVZZZFDDJRMSSROLFLHVSROLF\FRQVXPHUBHGXFDWLRQSXEOLFBDZDUHQHVVHWKLFDO
᪥ᮏ⎔ቃ༠㸦-($㸧
KWWSZZZMHDVRUMS
Ẽೃኚືࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ Ẽೃኚືᬽࡽࡋ
KWWSZZZDGDSWDWLRQSODWIRUPQLHVJRMSOHWVSHRSOHBOLIHKWPO
⎔ቃ┬ ࢚ࢥࣇ࣮ࢫࢺไᗘ
KWWSZZZHQYJRMSJXLGHLQIRHFRILUVWLQGH[KWPO
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