はじめに
1992 年の「地球サミット（国連環境開発会議、UNCED）」から 20 年を経た今年 6 月、同
会議が開催された地、ブラジル・リオデジャネイロにおいて、
「リオ +20（国連持続可能な
開発会議、UNCSD）
」が開催される。
1992 年以来、世界の温室効果ガス排出量は増え続け、生物多様性の損失も引き続き大
きな問題となっている。一方で、世界の貧困問題は解決に至っていない。
こうした状況で、リオ +20 では「持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーンエ
コノミー」が主要テーマの一つに掲げられた。リオ +20 は、世界レベルで環境・貧困問題
解決に資する経済システムを前進させる可能性がある。
本レポートは、リオ +20 開催を前に、リオ +20 に至る経緯・概要・成果文書の最新交
渉状況を共有し、リオ +20・グリーンエコノミーに関する様々なセクターの取組み・連
携の強化、環境・貧困問題解決のための経済システムの構築、リオ +20 における効果的
な成果文書の成立を目指し、発行する。
本レポートが、リオ +20・グリーンエコノミーにご関心をお持ちの方々の一助となれ
ば幸いである。
2012 年 3 月

※ グリーンエコノミーフォーラムは、NGO・事業者・研究者・政策担当者の多様なセクターの連携によ
る、環境・社会問題解決に資す経済推進のためのフォーラムです。
※ 本ペーパーにおける用語の日本語訳は、主に成果文書ゼロドラフトの環境省仮訳を使用しています。

1

目

次
はじめに …………………………………………………………

目次 ……………………………………………………………
Ⅰ．リオ +20 経緯・概要・最新準備状況編 ……………
１．リオ +20 に至る経緯とリオ +20 の概要 ……………
１−１．国連人間環境会議から、国連環境開発会議、
そしてリオ +20 へ ………………………………
１−２．リオ +20 の概要 ………………………………
２．リオ +20 の成果文書を巡る最新の交渉状況 ……
２−１．リオ +20 に向けた準備プロセス ……………
２−２．成果文書案の構成 ………………………………
２−３．成果文書に関する政府間交渉の主要論点 ……
２−４．成果文書に関する日本政府・
その他ステークホルダーの見解 ………………
最後に ………………………………………………………
Ⅱ．リオ +20・グリーンエコノミー論考編 …………
論考１．グリーンエコノミーは世界を救えるか？ ……
論考２．グリーンエコノミーと開発援助・金融 ………
論考３．グリーンエコノミーと税財政 …………………
Ⅲ．リオ +20・グリーンエコノミー資料編 …………
１．人間環境宣言 …………………………………………
２．環境と開発に関するリオ宣言 ………………………
３．ミレニアム宣言
（仮訳）………………………………
４．日本政府
「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）
成果文書へのインプット」 …………………………
５．リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に
向けた日本のステークホルダーからの提案」 ……
６．リオ＋ 20 成果文書ゼロドラフト
「我々が望む未来
（環境省仮訳）」…………………
７．国際連合機構図 ……………………………………

2

Ⅰ．リオ +20 経緯・概要・最新準備状況編

１．リオ +20 に至る経緯とリオ +20 の概要
１−１．国連人間環境会議から、国連環境開発会議、そしてリオ +20 へ
（１）1972 年国連人間環境会議から 1992 年国連環境開発会議へ
環境問題に関する初の大きな国際会議は、1972 年にスウェーデンのストックホルムで開催さ
れた「国連人間環境会議（ストックホルム会議）」であった。国連人間環境会議では、人間環境宣言
が採択され、国連環境計画（UNEP）の設立が決定した。UNEP の改革は、後に見るように、今
回開催されるリオ +20 でのテーマの一つとなっている。

●国連環境計画（UNEP）
1972 年の「国連人間環境会議」で提案され、同会議で採択された「人間環境宣言」及び「環
境国際行動計画」を実施に移すために設立された機関。取り扱う分野は、オゾン層保護、有
害廃棄物、海洋環境保護、水質保全、化学物質管理や重金属への対応、土壌の劣化の阻止、
生物多様性の保護等多岐にわたる。

その後、1984 年には、
「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」が設置され、
1987年には同委員会が、最終報告書
「Our Common Future
（ブルントラント報告）
」
を発表した。
同報告書では、持続可能な開発を「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の
世代のニーズを満たすような開発」と定義された。
80 年代後半から、国境を越えた地球環境問題がクローズアップされ、オゾン層保護に関して
は、1985 年にウィーン条約が採択され、同条約の下で 1987 年にモントリオール議定書が採択
された。気候変動問題については、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）の下
で気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が設立された。1990 年 12 月の国連総会では、気候変
動枠組み条約締結に向けた政府間交渉委員会（INC）の設置が決議された。有害廃棄物の越境移動
に関しては、1989 年にバーゼル条約が採択された。このように、新たな合意・イニシアティブ
が生まれていった。
地球環境問題の危機が高まる中で、1992年6月3〜 14日にブラジルのリオデジャネイロで「国
連環境開発会議（UNCED：通称、地球サミット）
」が開催された。
（２）1992 年国連環境開発会議での合意
1992 年の国連環境開発会議は、地球温暖化、酸性雨等顕在化する地球環境問題を人類共通の
課題と位置付け、
「持続可能な開発」という理念の下に環境と開発の両立を目指して開催されたも
ので、172 ヶ国の政府代表、国際機関、NGO が参加した。行動の基本原則を示した「環境と開発
「気候変動枠
に関するリオ宣言」1・行動計画である「アジェンダ 21」及び「森林原則声明」の採択、
組み条約」及び「生物多様性条約」の署名開始（両条約は地球サミット直前に採択）などが行われた。

1

27 原則から成る。内容については、資料編 P67 参照。
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●アジェンダ 21
国連環境開発会議で採択された、持続可能な開発を実現するための行動計画。4 部構成全
40章から成り、英文で500ページに及ぶ。
「セクションⅠ．社会的・経済的側面」、
「セクショ
ンⅡ．開発資源の保護と管理」、
「セクションⅢ．主たるグループの役割の強化」、
「セクショ
ンⅣ．実施手段」となっており、貧困・消費形態・人口・居住・女性・先住民・非政府組織・
資金等、幅広い分野を扱っている。目次は、以下の通り。
第１章

前文

第２章
第３章
第４章
第５章
第６章
第７章
第８章

[ セクションⅠ．社会的・経済的側面 ]
開発途上国の持続可能な開発を促進するための国際協力と関連国内政策
貧困の撲滅
消費形態の変更
人口動態と持続可能性
人の健康の保護と促進
持続可能な人間居住の開発の促進
意志決定における環境と開発の統合
[ セクションⅡ．開発資源の保護と管理 ]

第９章
第 10 章
第 11 章
第 12 章
第 13 章
第 14 章
第 15 章
第 16 章
第 17 章

第 20 章
第 21 章
第 22 章

大気保全
陸上資源の計画及び管理への統合的アプローチ
森林減少対策
脆弱な生態系の管理：砂漠化と旱魃（かんばつ）の防止
脆弱な生態系の管理：持続可能な山岳開発
持続可能な農業と農村開発の促進
生物多様性の保全
バイオテクノロジーの環境上健全な管理
海 洋、 閉 鎖 性 及 び 準 閉 鎖 性 海 域 を 含 む す べ て の 海 域 及 び 沿 岸 域 の 保 護 及 び
これらの生物資源の保護、合理的利用及び開発
淡水資源の質と供給の保護：水資源の開発、管理及び利用への統合的アプローチ
の適用
有害かつ危険な製品の不法な国際取り引きの防止を含む有害化学物質の環境上
適正な管理
有害廃棄物の不法な国際取り引きの防止を含む、有害廃棄物の環境上適正な管理
固形廃棄物及び下水関連問題の環境上健全な管理
放射性廃棄物の安全かつ環境上適正な管理

第 23 章
第 24 章
第 25 章
第 26 章
第 27 章
第 28 章
第 29 章
第 30 章
第 31 章
第 32 章

[ セクションⅢ．主たるグループの役割の強化 ]
前文
持続可能かつ公平な開発に向けた女性のための地球規模の行動
持続可能な開発における子供及び青年
先住民及びその社会の役割の認識及び強化
非政府組織の役割強化
アジェンダ 21 の支持における地方公共団体のイニシアティブ
労働者及び労働組合の役割の強化
産業界の役割の強化
科学的、技術的団体
農民の役割の強化

第 18 章
第 19 章
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第 33 章
第 34 章
第 35 章
第 36 章
第 37 章
第 38 章
第 39 章
第 40 章

[ セクションⅣ．実施手段 ]
資金源及びメカニズム
環境上健全な技術の移転、協力および対処能力の強化
持続可能な開発のための科学
教育、意識啓発及び訓練の推進
開発途上国における能力開発のための国のメカニズム及び国際協力
国際的な機構の整備
国際的法制度及びメカニズム
意思決定のための情報

1993 年には、アジェンダ 21 に基づいて「持続可能な開発委員会（CSD）」が設置された。CSD
の改革も、リオ +20 でのテーマの一つとなっている。

●持続可能な開発委員会（CSD）
持続可能な開発委員会（CSD）は、アジェンダ 21 において設置が提起され、1993 年に設
立された。主な役割として、アジェンダ 21 の実施進捗状況のレビュー・評価・より一層の
実施促進、部門横断的な側面に焦点を当て、改善された政策統合のための場の提供、アジェ
ンダ 21 の実施に関する新たな挑戦課題と機会への取り組みが規定されている。2 年ごとに
会期を設け、複数のテーマに限定して集中的に議論が行われている。

（３）1992 年国連環境開発会議から 2012 年リオ +20 へ
1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）以降、地球環境に関する合意はさらに進展した。
まず、1994 年には砂漠化対処条約が採択された。1997 年には、京都で開催された第三回気候変
動枠組み条約締約国会議にて、京都議定書が採択。1998 年には、国際貿易の対象となる特定の
有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム
条約が採択。2000 年には、カナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約特別締約国会
議再開会合にてカルタヘナ議定書が採択。2001 年には、残留性有機汚染物質に関するストック
ホルム条約が採択された。
一方で貧困撲滅に関する国際合意においても新たな進展が見られた。2000 年に国連ミレニ
アム・サミットにて「国連ミレニアム宣言」が採択、2001 年に「ミレニアム開発目標（Millennium
Development Goals: MDGs）
」が取りまとめられた。ミレニアム開発目標は、開発分野におけ
る国際社会共通の目標で、2015 年までに達成すべき 8 つの目標と 21 のターゲット、60 の指標が
設定されている。リオ +20 では、後に見るように、2015 年以降のミレニアム開発目標、いわゆ
るポスト MDGs に関しても、議論がなされている。
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●ミレニアム開発目標（MDGs）
目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅
・ターゲット 1.A：2015 年までに 1 日 1 ドル未満で生活する人口の割合を 1990 年の水
準の半数に減少させる。
・ターゲット 1.B: 女性、若者を含むすべての人々に、完全かつ生産的な雇用、そして
ディーセント・ワークの提供を実現する。
・ターゲット 1.C:2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を 1990 年の水準の半数に減少
させる。
目標 2：初等教育の完全普及の達成
・ターゲット 2.A：2015 年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を
修了できるようにする。
目標 3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上
・ターゲット 3.A：可能な限り 2005 年までに、初等・中等教育における男女格差を解消
し、2015 年までに全ての教育レベルにおける男女格差を解消する。
目標 4：乳幼児死亡率の削減
・ターゲット 4.A：2015 年までに 5 歳未満児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1 に削
減する。
目標 5：妊産婦の健康の改善
・ターゲット5.A：2015年までに妊産婦の死亡率を1990年の水準の4分の1に削減する。
・ターゲット5.B：2015年までにリプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを実現する。
目標 6：HIV ／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
・ターゲット 6.A：HIV ／エイズの蔓延を 2015 年までに食い止め、その後減少させる。
・ターゲット 6.B：2010 年までに HIV ／エイズの治療への普遍的アクセスを実現する。
・ターゲット 6.C：マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015 年までに食い止め、
その後発生率を減少させる。
目標 7：環境の持続可能性確保
・ターゲット 7.A：持続可能な開発の原則を国家政策及びプログラムに反映させ、環境資
源の損失を減少させる。
・ターゲット 7.B：生物多様性の損失を 2010 年までに確実に減少させ、その後も継続的
に減少させ続ける。
・ターゲット 7.C：2015 年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない
人々の割合を半減する。
・ターゲット 7.D：2020 年までに、少なくとも 1 億人のスラム居住者の生活を改善する。
目標 8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
・ターゲット 8.A：さらに開放的で、ルールに基づく、予測可能でかつ差別的でない貿易
及び金融システムを構築する（良い統治、開発及び貧困削減を国内的及び国際的に公約
することを含む。）
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・ターゲット 8.B：後発開発途上国の特別なニーズに取り組む（後発開発途上国からの輸
入品に対する無税・無枠、重債務貧困国（HIPC）に対する債務救済及び二国間債務の
帳消しのための拡大プログラム、貧困削減にコミットしている国に対するより寛大な
ODA の供与を含む。）
・ターゲット 8.C：内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む（小
島嶼開発途上国のための持続可能な開発プログラム及び第 22 回国連総会特別会合の規
定に基づく。）
・ターゲット 8.D：債務を長期的に持続可能なものとするために、国内及び国際的措置
を通じて開発途上国の債務問題に包括的に取り組む。
・ターゲット 8.E：製薬会社と協力して、開発途上国において人々が安価で必要不可欠
な医薬品を入手できるようにする。
・ターゲット 8.F：民間部門と協力して、特に情報・通信における新技術による利益が得
られるようにする。
2002 年には、リオデジャネイロでの地球サミットから 10 年目として、
「持続可能な開発に関
する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット、WSSD）」が開催され、アジェンダ 21 等の計画の
見直しや新たに生じた課題等について議論が行われた。地球サミット以降の成果を土台とし、残
されている目標の実現を促進するための実施計画として「持続可能な開発に関する世界首脳会議
実施計画（JPOI）
」が採択された。
●持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画（JPOI）2
1992 年の地球サミットで採択されたアジェンダ 21 の更なる実施のための具体的な行動
計画。11 部で構成されており、第 1 部「導入」、第 2 部「貧困撲滅」、第 3 部「持続可能でない
生産消費形態の変更」、第 4 部「経済及び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理」、第
5 部「グローバル化する世界における持続可能な開発」、第 6 部「保健と持続可能な開発」、第
7 部「小島嶼国における持続可能な開発」、第 8 部「アフリカにおける持続可能な開発」、第 9
部「その他の地域的イニシアティブ」、第 10 部「実施の手段」、第 11 部「持続可能な開発のた
めの制度的枠組み」となっている。

しかし、同サミット以降、環境問題を巡る国際的な進展はペースダウンしたかに見える。
気候変動に関しては、例えば燃料燃焼による世界の二酸化炭素排出量は 1990 年に 203.5 億ト
ンだったが、新興国の温室効果ガス排出量の急増もあり、2009 年には 279.8 億トンに急増して
いる 3。
生物多様性に関しては、2002 年の生物多様性条約第六回締約国会議（オランダ・ハーグ）で採
択された「生物多様性の損失速度を 2010 年までに顕著に減少させる」とした生物多様性 2010 年
目標は、達成できなかった 4。生物多様性条約事務局は、2010 年 5 月に公表した報告書「地球規
模生物多様性概況第 3 版（GBO3）」の中で、2010 年目標の達成状況を評価。21 の個別の目標の

2
3

4

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/pdfs/wssd̲sjk.pdf
国際エネルギー機関 (IEA), CO2 Emissions from Fuel Combustion 2011 Edition
http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/wakaru/library/ﬁles/GBO3̲booklet.pdf
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全てについて達成されていないことを指摘したのである 5。
2015 年までに収入が 1 日 1 ドル未満で生活する人々の割合、飢餓に苦しむ人々の割合を 1990
年の水準の半数に減少させるとしたミレニアム開発目標（MDGs）における重要な目標も、サブサ
ハラ、南アジア、西アジア、ラテンアメリカでは達成が不可能との見込み 6 が示されている。
こうした中、2012 年 6 月 20 日〜 22 日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、
「国連持続可
能な開発会議（リオ +20）
」7 が開催される。リオ +20 は、持続可能な社会づくりに向け停滞しつ
つある国際交渉や実施を進展させる契機となり得るかが問われている。

●国連人間環境会議（ストックホルム会議）からリオ +20 までの道のり
1972 年：「国連人間環境会議（ストックホルム会議）」開催。「人間環境宣言」採択。
「国連環境計画（UNEP）
」設立。
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条約）」
採択。
1973 年：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関するワシントン条約」採択。
1976 年：「第１回国連人間居住会議」開催。「人間居住宣言」採択。
1983 年：「国際熱帯木材協定」採択。
1984 年：「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」設置。
1985 年：「オゾン層保護に関するウィーン条約」採択。
1986 年：「国際熱帯木材機関
（ITTO）」設立。
1987 年：「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）
」が最終報告書「Our
Common Future（ブルントラント報告）
」発表。
「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」採択。
1988 年：「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」設立。
1989 年：「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」採択。
1990 年：国連総会で「気候変動枠組み条約締結に向けた政府間交渉委員会（INC）」設置が決議。
1992 年：ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議（通称：地球サミット）」開催。
「環境と開発に関するリオ宣言」
採択。
「アジェンダ21」採択。
「森林に関する原則」
採択。「気候変動枠組み条約」署名開始（条約は地球サミット直前に採択）、
「生物
多様性条約」署名開始（条約は地球サミット直前に採択）。

5

なお、2010 年に名古屋で開催された生物多様性条約第十回締約国会議では、ポスト 2010 年目標として愛知ターゲットが
採択されるとともに、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配
分に関する名古屋議定書が採択された。

6

MDGs の達成状況については、以下の外務省ウェブサイトを参照。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html
英語名は United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) で、国連の公式ウェブサイトは下記の
通り。
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
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1993 年：アジェンダ 21 に基づいて
「持続可能な開発委員会（CSD）」設置。
1994 年：「砂漠化対処条約」採択。
「国際熱帯木材協定（新協定）
」採択。
小島嶼開発途上国の持続可能な開発に関する国際会議にて「バルバドス行動計
画」採択。
1995 年：「第４回世界女性会議」開催。「北京宣言」
「行動綱領」採択。
「世界社会開発サミット」開催。「コペンハーゲン宣言」
「行動計画」採択。
1996 年：環境マネジメントシステムの国際規格
「ISO 14000」発効。
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996 年議定書
（ロンドン条約 96 年議定書）」採択。
「第２回国連人間居住会議」開催。「ハビタット・アジェンダ（居住問題解決のた
めの世界行動計画）」採択。
「世界食糧サミット」開催。「世界食糧安全保障に関するローマ宣言」
「世界食糧サ
ミット行動計画」採択。
1997 年：国連環境開発特別総会（UNGASS、リオ＋ 5）にて「アジェンダ 21 の一層の実施
のための計画」採択。
第三回気候変動枠組み条約締約国会議にて「京都議定書」採択。
企 業 の サ ス テ ナ ビ リ テ ィ・ レ ポ ー テ ィ ン グ の 国 際 基 準 で あ る「Global
Reporting Initiative」
設立。
1998 年：国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ
情報に基づく同意の手続に関する
「ロッテルダム条約」採択。
1999 年：コフィ・アナン国連事務総長が「国連グローバルコンパクト」提唱。
「世界食料安全保障サミット」開催。「世界食料安全保障サミット宣言」採択。
2000 年：国連ミレニアム・サミットにて「国連ミレニアム宣言」採択。
生物多様性条約特別締約国会議再開会合（モントリオール）にて「カルタヘナ議定
書」採択。
2001 年：残留性有機汚染物質に関する「ストックホルム条約」
採択。
アフリカ統一機構首脳会議にて「新アフリカ・イニシアティブ」採択。（後に「ア
フリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）
」へ改称。）
2002 年：「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）」開催。行
動計画として「持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画（JPOI）
」採択。
開発資金国際会議（モンテレイ会議）にて「モンテレイ合意」
採択。
2003 年：内陸開発途上国（LLDC）
の開発に関する「アルマティ行動計画」
策定。
2005 年：援助効果向上に関する「パリ宣言」採択。
「国連持続可能な開発のための教育の 10 年（UNDESD）
」開始。
国連防災世界会議にて「兵庫行動の枠組み 2005-2015」採択。
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2007 年：「先住民族の権利に関する国際連合宣言」
採択。
2008 年：援助効果向上に関する「アクラ行動計画」採択。
国連環境計画（UNEP）
が「グリーンエコノミー・イニシアティブ 8」開始。
2010 年：生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分に関する「名古屋議定書」採択。
社会的責任の国際規格「ISO 26000」
発効。
2011 年：第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム（釜山）にて成果文書を合意。
2012 年：「国連持続可能な開発会議
（通称：リオ +20）」開催。

１−２．リオ +20 の概要
2012 年 6 月 20 日〜 22 日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、
「国連持続可能な開発会議
（リオ +20）」が開催される。
リオ +20 の目的とテーマは、以下の通り定められている。
●リオ +20 の目的
1. 持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること
2. 持続可能な開発に関する主要なサミットの成果の実施における現在までの進展及び残さ
れたギャップを評価すること
3. 新しい又は出現しつつある課題を扱うこと
●リオ +20 のテーマ
1. 持続可能な開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー 9
2. 持続可能な開発のための制度的枠組み
ただ、交渉中の成果文書案では、課題別のセクションが設けられており、必ずしも上記の 2 テー
マに限定されてはいない。
なお、1992 年に地球サミットで採択された行動計画「アジェンダ 21」と 2002 年にヨハネスブ
ルクサミットで採択された「ヨハネスブルクサミット実施計画（JPOI）
」の包括的なレビューは、
2016 年〜 2017 年の第 24 会期・持続可能な開発委員会（CSD 24）で行われることになってい
る。

8

9

グリーンエコノミーレポート及び関連文書の作成、グリーンエコノミー実現を目指す国に対するアドバイサリーサービス
の提供、NGO・企業・他の国連機関によるグリーンエコノミー実現のための実施に関する調査を行うために国連環境計画
（UNEP）が開始したイニシアティブ。
http://www.unep.org/greeneconomy
グリーンエコノミーには様々な定義がある。リオ +20 準備プロセスにおいては、共通の定義を採用することはせずに成果
文書の交渉が行われている。古沢論考 P36 も参照。
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/rio20̲201107.pdf
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リオデジャネイロでは、国連の本会議と並行して各種サイドイベント、キャパシティ・ビル
ディング・イベント 10、ブース出展が行われる他、市民団体主催のピープルズサミット 11、持続
可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）
世界大会 201212 、ビジネスセクター主催のコーポレート・
サステナビリティ・フォーラム 13 などが開催される予定である。
２．リオ +20 の成果文書を巡る最新の交渉状況
２−１．リオ +20 に向けた準備プロセス 14
リオ +20 の開催は、2008 年 12 月の国連総会において正式に決定された（国連決議 64/236）。
その後、準備委員会（Preparatory Committee）
、非公式会合（Intersessional Meeting）
、地
域準備会合（Regional Preparatory Meeting）などが開催され、
「持続可能な開発及び貧困撲滅
の文脈におけるグリーンエコノミー」と「持続可能な開発のための制度的枠組み」の 2 つのテーマ
に関する議論が行われた。

●リオ +20 に向けた国際的な準備プロセス
2009 年 12 月 24 日：

国連総会で決議 64/236 が採択。リオ +20 の開催が決定。

2010 年 2 月 21 日：

国連環境計画（UNEP）がグリーンエコノミーレポート 15 を
発表。

2010 年 5 月 16 日〜 18 日：

第 1 回準備委員会会合開催。

2011 年 1 月 10 日〜 11 日：

第 1 回非公式会合開催。

2011 年 3 月 7 日〜 8 日：

第 2 回準備委員会会合開催。目的とテーマに関する事務総
長レポート 16 が提示される。

2011 年 9 月〜 12 月：

アジア太平洋地域、アラブ地域、アフリカ地域、ラテンア
メリカ及びカリブ海地域で地域準備会合開催。

10

11

12

13

14

15

16

SD-Learning と題する持続可能な開発に関するキャパシティ・ビルディング・イベントが開催される予定。内容は、オン
ライン投票によって決定することになっている。
http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings̲sdlearning.html
ピープルズサミットの詳細は下記に掲載される予定。
http://cupuladospovos.org.br/en/
持続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）
世界大会 2012 については下記参照。
http://www.iclei.org/index.php?id=12648
コーポレート・サステナビリティ・フォーラムについては下記参照。
http://csf.compact4rio.org/events/rio-20-corporate-sustainability-forum/event-summary251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx
リオ +20 の準備プロセスは、以下に詳細が掲載されている。
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=281&menu=32
国連環境計画（UNEP）のグリーンエコノミーレポートでは、
「グリーン経済への移行は年間 2% の世界 GDP（現在約 1.3 兆ド
ル）を今から 2050 年までの間、投資することによって、農業、建設業、エネルギー業、漁業、林業、製造業、観光業、運輸業、
水資源および廃棄物管理に関する事業の主要分野を環境に優しいものへ移行することが可能である」と結論付けている。
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
正式名称は「事務総長レポート・国連持続可能な開発会議の目的とテーマ」
。グリーンエコノミーを実現する政策として 7
つの柱（グリーン刺激策パッケージ、環境効率性向上策、民間市場と政府調達のグリーン化、グリーン・インフラストラク
チャーへの投資、自然資本の再生と強化、価格適正化、環境税制改革）が提示され、制度的枠組みについては、国連環境計
画（UNEP）の専門機関への格上げ、持続可能な開発委員会（CSD）の理事会への格上げなどの制度オプションが提示された。
成果文書ゼロドラフトの内容のベースになっていると考えられるが、グリーンエコノミーの政策オプションについては、成
果文書ゼロドラフトの方が内容の具体性が低くなっている。
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/N1070657.pdf
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2011 年 11 月 1 日：

成果文書へのインプット受付終了。

2011 年 12 月 15 日〜 16 日： 第 2 回非公式会合開催。
2012 年 1 月 10 日：

成果文書ゼロドラフト 17 公表。

2012 年 1 月 25 日〜 27 日：

成果文書ゼロドラフト検討会合開催。成果文書のセクショ
ンⅠ〜Ⅱについて交渉。

2012 年 1 月 30 日：

地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）報告
書が潘基文国連事務総長へ提出 18。

2012 年 3 月 19 日〜 23 日：

第 1 回成果文書交渉会合開催。成果文書案のセクションⅢ
〜Ⅴについて交渉実施。

2012 年 3 月 26 日〜 27 日：

第 3 回非公式会合開催。成果文書案のセクションⅠ〜Ⅴに
ついて交渉実施。

2012年4月23日〜 5月4日： 第 2 回成果文書交渉会合開催。
2012 年 6 月 13 日〜 15 日：

第 3 回準備委員会開催。

2012 年 6 月 20 日〜 22 日：

リオ +20 主要委員会。成果文書は 22 日午後に採択予定。

また、2011 年 11 月を期限として成果文書へのインプットの受付が行われ、各国政府 19、国際
機関、各ステークホルダー 20 など 677 の要望書が国連事務局に提出された 21。
これらをもとに、2012 年 1 月 10 日に成果文書ゼロドラフトが発表された（成果文書ゼロドラ
フトの内容については２−２・２−３を参照）
。
成果文書ゼロドラフト公開後、2012 年 1 月 23 日までにセクションⅠ〜Ⅱ、1 月 29 日までにセ
クションⅢ〜Ⅴの修正提案受付が行われ、各国政府及び 9 つのメジャーグループ（企業及び産業、
子ども及び青年、農民、先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、労働者及び労働組合）
から修正提案 22 が提出された。

17
18

19

20

21

22

成果文書ゼロドラフトの環境省仮訳は資料編を参照。
地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）は、潘基文（バン・ギムン）国連事務総長のイニシアティブにより
2010 年 8 月に設置。パネル・メンバーが個人の立場から持続可能な開発を達成するためのビジョンと具体的提言について
まとめたもの。GSP の報告書は、リオ +20 への重要なインプットとなることが期待されている。グリーンエコノミーにつ
いては、持続可能な開発のビジョンを達成するための包括的アプローチを提供するものと位置付け、技術革新の重要性、省
エネ技術・再生可能エネルギーの促進、グリーン雇用、グリーンエコノミーの各国予算・戦略における主流化などが提起さ
れている。また制度枠組みについては、持続可能な開発に関する情報を集約するアウトルック報告書の作成や、持続可能な
開発を総合的に扱う理事会を国連総会の下に設けることの検討といった提言を行っている。持続可能な開発に関する具体的
目標の策定を提言している。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0131̲01.html
2011 年 10 月 31 日、日本政府は、
「国連持続可能な開発会議（リオ +20）成果文書への日本政府インプット」を提出した。内
容については、P73 を参照。
リオ+20は、メジャーグループ（国連における政府・国際機関以外の参加グループで、企業及び産業、子ども及び青年、農民、
先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、労働者及び労働組合の 9 つのグループ分けがされている）の参加が重
視されており、各グループの調整機関としてステークホルダーフォーラムが設置されている。
http://www.stakeholderforum.org/sf/
日本においては、国内のステークホルダーの対話の促進を目的として、2011 年 7 月 13 日にリオ +20 国内準備委員会が設
立され、4 回の会合と 2 回のワークショップを経て、10 月 31 日に国連事務局にインプット「持続可能な開発の推進に向けた
日本のステークホルダーからの提案」を提出した。内容については、P93 を参照。
成果文書ゼロドラフトに対するメジャーグループの修正提案は以下参照。
http://www.uncsd2012.org/rio20/resources̲mgcomments.html
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成果文書案の交渉は、1 月 25 日〜 27 日の成果文書ゼロドラフト検討会合、3 月 19 日〜 23 日の
第 1 回成果文書交渉会合、3 月 26 日〜 27 日の第 3 回非公式会合で行われた。2012 年 1 月時点の
成果文書ゼロドラフトは、わずか 19 ページの文書だったが、各国からの修正提案が加わり、3 月
末には 206 ページに膨れ上がった。
2012 年 4 月以降は、4 月後半〜 5 月上旬にかけての第 2 回成果文書交渉会合とリオ +20 直前
の第 3 回準備委員会で成果文書案の交渉が行われる。
２−２．成果文書案の構成
2012 年 1 月に公開された成果文書ゼロドラフトの構成は、以下の通りである。

●成果文書案の構成
Ⅰ . 序文／舞台設定
ビジョン
Ⅱ . 政治的コミットメントの更新
Ａ．リオ原則と過去の行動計画の再確認
Ｂ．持続可能な開発に関する主要サミットの成果の実施におけるこれまでの前進及び
残されたギャップの評価並びに新たな課題への対応（統合、実施、一貫性）
Ｃ．主要グループの関与
Ｄ．行動のための枠組み
Ⅲ . 持続可能な開発及び貧困撲滅に関連するグリーン経済
Ａ．グリーン経済、課題及び機会の文脈の骨組み
Ｂ．ツールキット及び経験の共有
Ｃ．行動の枠組み
Ⅳ . 持続可能な開発のための制度的枠組み
Ａ．3 つの柱の強化／改革／統合
Ｂ．国連総会、経済社会理事会、持続可能な開発委員会（CSD）、持続可能な開発理事
会（SDC）に関する提案
Ｃ．国連環境計画（UNEP）
、環境に関する提案の専門機関、国際金融機関（IFI）、各国
レベルの国連業務活動
Ｄ．地域、国、地方
Ⅴ . 行動とフォローアップのための枠組み
Ａ．優先順位／カギ／テーマ／分野横断的問題及び分野
Ｂ．進展の加速及び測定
Ｃ．実施方法（資金、技術へのアクセス及び移転、能力開発）
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ゼロドラフト本文は資料編 P 111 参照。
各セクションで行動枠組みが提示されているが、重複した内容も多くなっており、整理・統合
が必要となっている。また、各国からの提案でセクションⅤの「A. 優先順位／カギ／テーマ／分
野横断的問題及び分野」の内容がかなり多岐にわたっており、テーマが拡大している 23。
2012 年 3 月の第 1 回成果文書交渉会合及び第 3 回非公式会合では、この構成についても交渉
が行われた。新興国と発展途上国の交渉グループである G77 ＋中国 24 は、セクションⅤ「行動と
フォローアップのための枠組み」の C「実施方法」を独立させ、セクションⅥを新設することを求
めた。またセクションⅢ「持続可能な開発及び貧困撲滅に関連するグリーン経済」の C「行動の枠
組み」の内容がセクションⅤと重複している箇所が多いため、両者を統合するよう求めた。一方、
EU、スイス、ノルウェー、韓国、日本などは、グリーンエコノミーのための行動枠組みを強調
すべきとして、セクションⅢの C を維持することを求めた。
２−３．成果文書に関する政府間交渉の主要論点
成果文書案は同じような内容が複数の箇所に書かれている。したがって、以下では、成果文書案
の各項目を目標、政策手段、組織、課題別に順番を並べ替え、同テーマのパラグラフを整理した上
で紹介する。各交渉テーマについて、成果文書ゼロドラフトの内容 25 と、その後の交渉における各
国政府の主な主張 26 を掲載した。

23

24
25
26

2012 年 3 月末現在、成果文書案で提示されているテーマは、貧困撲滅、食料安全保障、水、エネルギー、持続可能なツー
リズム、持続可能な交通、自然との共生、都市、健康、グリーン雇用・社会的包摂、インフラストラクチャー、海洋、小島
開発途上国（SIDS）、後発開発途上国（LDCs）、アフリカ、その他の地域、自然災害、気候変動、森林、生物多様性、土地劣化・
砂漠化、山岳、化学物質・廃棄物、大気、持続可能な生産と消費、教育、人口、ジェンダーの平等、企業、技術革新と投資、
適正価格への引き金、採掘。なお、第 1 回成果文書交渉会合（2012 年 3 月 19 日〜 23 日）及び第 3 回非公式会合（2012 年 3
月 26 日〜 27 日）における成果文書案の交渉テキストは、会合参加者限りとして配布されており、一般公開はされていない。
ただし、議論の内容は、以下の持続可能な開発に関する国際研究所（IISD）
のウェブサイトでも公開されている。
http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/
途上国や新興国から構成される交渉グループ。現時点では約 130 カ国が含まれている。
成果文書ゼロドラフトの本文は英語であるが、本稿では環境省仮訳を引用した。環境省仮訳は資料編を参照。
第 1 回成果文書交渉会合（2012 年 3 月 19 日〜 23 日）及び第 3 回非公式会合（2012 年 3 月 26 日〜 27 日）における成果文書
案の交渉テキストは、会合参加者限りとして配布されており、一般公開はされていない。ただし、議論の内容は、持続可能
な開発に関する国際研究所（IISD）
のウェブサイトでも公開されている。
http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/
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◆持続可能な開発目標（SDGs）／ポスト 2015 開発枠組み／ミレニアム開発目標（MDGs）について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 105. 我々は、持続可能な発展に向けた進展を測定、加速させるためには目標、
ターゲット及び節目（マイルストーン）が不可欠であることと認識し、2015 年までに以下を
策定するための包括的プロセスを開始することに合意する：
a）持続可能な発展の 3 つの側面の統合的で均衡の取れた取り扱いを反映し、
「アジェンダ 21」
の原則と整合的であり、国による異なるアプローチを許容しつつも普遍的で全ての国に
適用可能な、
「持続可能な開発目標（SDG）」
b）定期的なフォローアップと達成に向けた進展についての報告のメカニズム

各国の主張：
持続可能な開発目標（SDGs）の検討については、先進国・途上国とも概ね合意を得ている。
アメリカ・カナダ・日本は、ポスト 2015 開発枠組みの策定プロセスと持続可能な開発目
標（SDGs）の策定プロセスの統合・一本化を求めている。
G77 ＋中国は、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向けた進展をより重視し、SDGs の策
定によって MDGs の達成を逃れることや、SDGs を開発資金の新たな条件づけの口実にしな
いこと等を提案している。
◆グリーンエコノミーのための政策選択について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 28. 我々は、経済的、社会的及び環境面での開発の具体的現実並びに具体的な状
況及び優先事項を尊重して、各国が適切な選択を行うことを認識する。
パラグラフ 32. 我々は、各国が依然としてグリーン経済構築の初期段階にあり、お互いに学
びあうことができることを認める。我々は、発展途上国を含む一部の諸国におけるグリーン
経済開発のポジティブな経験に留意する。我々は、各国のニーズ及び選好に適合した政策及
び措置の組み合わせが必要であることを認識する。＜後略＞
各国の主張：
日本・カナダ・アメリカ・G77 ＋中国は、各国の状況に応じて政策・実施内容を選択する
ことのできるアプローチを支持している。
EU、ノルウェーは、環境外部費用の内部化、税財政改革等を行うよう奨励している。G77
＋中国はこれに反対している。
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◆グリーンエコノミー政策促進のための開発途上国の追加的コストについて
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 30．しかしながら、我々は、開発途上国が貧困の撲滅と成長の持続における大
きな課題に直面していること、そして、グリーン経済への移行は開発途上国の経済に追加的
コストをもたらす可能性のある構造調整を伴うものであることを認める。この点に関して、
国際社会の支援が必要である。

各国の主張：
G77 ＋中国は、開発途上国のグリーンエコノミーへの移行にはリスクや追加的コストを伴
うことを記載するよう求めている。
アメリカ・カナダは、グリーンエコノミーへの移行には追加的コストが伴うとの表現の削
除を求めている。EU は「短期的な追加的コスト」と書き換えるよう求めている。
◆グリーンエコノミー政策促進に伴う脅威について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 31. 我々は、グリーン経済への転換は全ての国にとって機会となるべきであり、
脅威であってはならないことに留意する。従って、我々は、各国が持続可能な開発と貧困撲
滅に関連するグリーン経済構築を支援する国際的取り組みは以下のようになってはならない
ことを決意する：
a）新たな貿易障壁の設置
b）援助及び資金供給に関する新たな条件の賦課
c）技術ギャップの拡大ないし開発途上国の先進国に対する技術依存の悪化
d）各国が持続可能な開発に向けた独自の道筋を追求する政策余地の制限

各国の主張：
G77 ＋中国は、項目に、小規模農家や漁業者への制限、貧困解消のための生産活動の制限、
食料主権への負の影響等を含めることを提案している。
EU・カナダ・アメリカ・ニュージーランド等は、上記の G77 ＋中国提案を削除するよう求
めている。
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◆グリーンエコノミー政策促進のための国際的知識共有プラットフォームの創設について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 33. 我々は、各国のグリーン経済政策設計及び実施を促進するための国際的知
識共有プラットフォームの創設を支持する。このプラットフォームには以下の事項が含まれ
る：
a）政策選択肢のメニュー
b）グリーン経済政策を地域、各国及び地方レベルに適用する際のグッド・プラクティスの
ツールボックス
c）進展を計測する一連の指標
d）発展途上国を支援しうるテクニカル・サービス、技術及び資金供給のディレクトリー
パラグラフ 34．我々は、国際機関、国連システムの関連機関及びその他の組織と協議の上、
国連事務総長に上記のプラットフォーム創設を要請する。
各国の主張：
グリーンエコノミーに関する国際的なプラットフォーム創設については韓国が積極的である。
アメリカ・オーストラリアは、既存のプラットフォームの強化を求めている。
◆グリーンエコノミー国家戦略／国家行動計画について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 38. 我々は、全ての諸国が複数のステークホルダーとの協議という透明性あるプ
ロセスを通じて独自のグリーン経済戦略を策定することを奨励する。
各国の主張：
スイスは、2015 年までに国家行動計画を策定することを合意するよう求めている。
EU は、戦略の新たな策定に限定せず、持続可能な開発に関する国家計画への統合も認める
よう求めている。
アメリカは、グリーンエコノミー戦略の国家計画への統合を推奨するよう求めている。
G77 ＋中国は、国家戦略の策定に反対している。
◆グリーンエコノミー政策促進のためのロードマップについて
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 43. 我々は、世界的な進展を測定する重要性を認識する。この点に関して、我々
は、以下の指標的目標及びスケジュールを含むロードマップに導かれる。
a）2012-2015 年：実施を評価する指標及び尺度を創設。技術移転、ノウハウ共有及び能
力増強のためのメカニズムを創設
b）2015-2030 年：実施と進展の定期的評価
c）2030 年：進展の総合的評価

各国の主張：
EU は、グリーンエコノミー政策推進のための国際的なロードマップ策定を提案している。
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アメリカ・ニュージーランド・ロシアは、具体的な時期を伴うロードマップ作成に反対している。
◆経済的手法・財政手段について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 32. 我々は、各国が依然としてグリーン経済構築の初期段階にあり、お互いに学
びあうことができることを認める。我々は、発展途上国を含む一部の諸国におけるグリーン
経済開発のポジティブな経験に留意する。我々は、各国のニーズ及び選好に適合した政策及
び措置の組み合わせが必要であることを認識する。政策の選択肢には、とりわけ、規制、経
済及び財政手段、グリーン・インフラストラクチャーへの投資、財務上のインセンティブ、
補助金改革、持続可能な政府調達、情報開示及び自主的パートナーシップが含まれる。

各国の主張：
EU・ノルウェーは、環境税 27、規制、排出量取引 28 などによる環境外部費用の内部化や生
態系サービスの価格措置制度の促進 29 を求めている。
G77 ＋中国は、経済的手法・財政手段を含むグリーンエコノミー実現のための政策手段の
例示に反対している。
◆持続可能な開発とは相容れない補助金の段階的な廃止について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
c）環境に大きな悪影響を及ぼし、持続可能な開発とは相容れない補助金を段階的に廃止す
ると当時に、貧困層及び社会的弱者を保護する措置を講じる

27

環境税とは、環境保全のために課す税のことで、主な働きとして、
「環境負荷の低減と、環境保全推進のためのインセンティ
ブ（誘導）の付加」と「税収による環境保全や、その他の政策への貢献」がある。炭素税、窒素酸化物税、硫黄酸化物税、産業廃
棄物税などが該当する。環境保全を第一の目的としたものではなく、結果的・無意識的に環境にかかわっている税は環境関
連税と呼ばれ、日本の自動車関連税やエネルギー税などが該当する。
28
排出量取引制度は、排出削減主体が市場で排出量を取引する仕組みで、国内（域内）排出量取引の他に、国際排出量取引があ
る。国内（域内）排出量取引は、海外では EU やニュージーランドが、国内では東京都と埼玉県が導入しており、政府が企業
／事業者に排出枠（キャップ）を割り当て、トレード（取引）も認めるキャップ＆トレード型の制度を採用している。国際排出
量取引は、京都議定書で「京都メカニズム」として認められている IET（国際排出量取引）
、CDM（クリーン開発メカニズム）、
JI（共同実施）がある。このうち、CDM・JI は、追加的な排出削減対策がなされない場合の排出量を「ベースライン（基準）」と
して設定し、ベースラインに対して、温室効果ガス削減プロジェクトの実施により得られた削減分が売買可能なクレジット
として与えられる、ベースライン＆クレジット方式に基づいている。
29
国際レベルでの代表的な取組みとして、生物多様性の保全が経済的利益につながることを伝えるためにはじめられた「生態
系と生物多様性の経済学（TEEB）」プロジェクトがある。同プロジェクトでは、経済学的な観点からの生物多様性喪失につい
て世界レベルで研究された成果を取りまとめており、報告書は、研究者向けの「D0（ドキュメント 0）
」、政策立案者向けの
「D1」
、地方行政担当者向けの「D2」、企業向けの「D3」、市民向けの「D4」の 5 つから構成される。D0 から D3 までを統合し
た概要版最終報告書は、2010 年 10 月に日本の愛知・名古屋で開催された生物多様性条約 COP10 で発表された。
http://www.teebweb.org/Home/tabid/924/Default.aspx
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パラグラフ 126. 我々は、脆弱なグループを保護する保障措置を維持しつつ、化石燃料、農
業、漁業に関するものを含めて、持続可能な開発への移行を妨げている市場を歪め、環境へ
悪影響を及ぼす補助金の段階的な撤廃を支持する。

各国の主張：
スイス・メキシコ・ニュージーランドは、化石燃料・農業・漁業などの補助金の段階的撤廃
に対する強いコミットメントを要求している。
EU は、化石燃料に関する補助金の段階的廃止 30 に向けた国際的な目標設定や実施促進に関
する新たなプラットフォームの設置を提案している。
カナダは、大幅な削減への修正を提案。オーストラリア・カナダ・日本は、段階的撤廃の
対象を非効率な化石燃料の補助金に限定することを提案。日本は、段階的撤廃の対象から農
業・漁業補助金を除外するよう求めている。アメリカは態度を留保している。
◆政府開発援助（ODA）の GNP 比 0.7％目標について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 112. 我々は、多くの先進国による、その国民総生産所得（GNP）の 0.7% を開発
途上国への政府開発援助に当てるという目標及び国民総生産（GNP）の 0.15% から 0.20%
を後発開発途上国への政府開発援助に当てるという目標を達成するコミットメントを含む、
全ての政府開発援助コミットメントを実現するよう求める。合意されたタイムテーブルを達
成するため、援助国は既存のコミットメント達成に向けた支援拠出割合を増やすためのあら
ゆる必要かつ適切な手段を取るべきである。我々は、いまだ目標を達成していない先進国に
対し、各国の約束に従い、後発開発途上国のためのイスタンブール行動計画（2011-2020
年）に沿って、国民総生産（GNP）の 0.15% から 0.20% を後発開発途上国への政府開発援助
に当てるという特定目標を含め、国民総生産（GNP）の 0.7% を開発途上国への政府開発援
助に当てるという目標に向けた追加的な具体的努力を強く求める。

各国の主張：
G77 ＋中国は、先進国が政府開発援助
（ODA）の GNP 比 0.7 ％目標を 2015 年までに完全実
施することを約束するよう求めている。
EU・アメリカ・スイス・日本・カナダは、G77 ＋中国の提案を削除するよう求めている。

30

化石燃料補助金については、2009 年 9 月に G20 首脳声明で「中期的に、不経済な消費を奨励する非効率な化石燃料に対する
補助金を合理化し、段階的に廃止する」が、同年 11 月に APEC 首脳会議宣言で「必要不可欠なエネルギー・サービスを要す
る者にはこれを供与する必要性を認めつつも、無駄な消費を促すような化石燃料に対する補助金を中期的に合理化し、廃止
することにコミットする」とされた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/0909̲seimei̲ka.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s̲hatoyama/apec̲09/apec̲seicho̲ka.html
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◆新たな追加的かつ大規模な資金源の提供について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する：
a）発展途上国に新たな追加的かつ大規模な資金源を提供する
パラグラフ 113. 我々は、開発途上国の優先順位とニーズに沿う形で、資源配分において持
続可能な開発を優先すること並びに持続可能な開発に向けた開発途上国への資金協力の提供
を大幅に増加させることを求める。

各国の主張：
G77 ＋中国は、気候変動枠組み条約の文脈で約束された、新規かつ追加的で政府開発援助
（ODA）を代替しない資金拠出の完全な実施を求めている。また、持続可能な開発の実現に
向けた新たな資金ファシリティを国際金融機関に設置することを提案している。
先進国各国は、上記の G77 ＋中国提案に反対している。
◆革新的な金融手段（革新的資金メカニズム）31 の促進について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
b）グリーン経済構築のための革新的な金融手段の役割を促進する国際的プロセスを立ち上
げる

各国の主張：
革新的な金融手段の促進には概ね合意を得ている。
アメリカは国際プロセスの立ち上げには反対しており、日本も立ち上げの検討にとどめるよ
う求めている。

31

貧困・疫病・気候変動などの問題に取り組むための新たな資金を創出・供給するための枠組みの総称。実施・検討されてい
るものに、国際医療品購入ファシリティ（UNITAID）
、予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIm）
、航空券連帯税、通
貨取引開発税、国際炭素税、生物多様性オフセットなどがある。
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◆技術開発・技術移転について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
d）発展途上国を関与させたグリーン技術に関する国際的共同研究を促進、開発された技術
は公有に属するものとしてとどめ、発展途上国にとって手頃な価格でアクセス可能なも
のとする
e）グリーン技術研究開発（R&D）の結節点として中核的研究拠点の創設を奨励する
f）発展途上国の科学者、エンジニア及びエンジニアリング組織によるローカルなグリーン
技術の開発及び伝統的知識の活用を行う取り組みを支援する
g）関心を示す全ての諸国に国別の助言及び必要に応じて地域及びセクター別の助言を提供
し、利用可能な資金にアクセスする上でこれら諸国を支援する能力開発スキームを創設
する
パラグラフ 119．我々は、持続可能な発展を推進するにあたって、各国の科学、技術及びイ
ノベーション能力を強化することの重要性を認識する。この点に関して、我々は、効果的な
メカニズム、高度な手法、適切な実施環境及び開発規模の拡大と開発途上国への技術移転に
関する障害の除去の必要性を強調する。
パラグラフ 120．我々は、投資と技術移転、開発及び普及につながる国際協調を強化するこ
とに合意する。

各国の主張：
ベラルーシ、カザフスタン、ロシアは、技術移転促進のためのグローバルファンドの創設を
提案しているが、韓国、アメリカ、日本、スイス、EU は、反対している。
先進国は、開発した技術の公的管理や手頃な価格での提供に懸念を示しており、技術の市場
価格での提供を提案している。
◆南南協力 32 ・三角協力 33 について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 115. 我々は、南南協力及び三角協力を強化、支援する持続的取り組みを歓迎す
る。我々は、南南協力が南北協力の代替となるものではなく、むしろ補完するものであるこ
とを強調する。我々はまた、三角協力が開発協力の効果的な形態としてより一層活用される
べきであることを強調する。

32

33

開発途上国および新興国の間での、国際開発協力の枠組み。二国間あるいは多国間で行なわれ、これらの国々の相互間にお
ける連携強化や、能力開発などが期待されている。
ドナーや国際機関など途上国以外のパートナーから支援される南南協力の枠組み。
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各国の主張：
日本、EU、スイス、カナダ、ニュージーランドは、
「共通の目標、共有の原則、差異ある約束
（common goals, shared principles and diﬀerentiated commitments）」34 に基づいて
南南協力を強化するよう求めている。
EU は、三角協力において、政府系投資ファンド（ソブリン・ウェルス・ファンド）や政府の
開発銀行の資金の動員を奨励することを含めるよう求めている。
G77 ＋中国は南南協力・三角協力のパラグラフを削除するよう求めている。
◆企業によるサステナビリティ報告の促進について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 24. 我々は、全ての上場企業及び大手民間企業が持続可能性問題を考慮し、報告
サイクルに持続可能性情報を盛り込むことを義務付ける世界的な政策枠組み 35 を求める。
パラグラフ 116．我々は、マルチ・ステークホルダー・パートナーシップを通じたものを含
め、持続可能な開発を推進する上での民間セクターの重要な役割を再確認する。公共政策は
企業及び産業による長期投資及び社会的、環境的に責任ある行動につながる安定した投資環
境と規制枠組みを構築すべきである。

各国の主張：
EU・スイス・ノルウェーは企業によるサステナビリティ報告促進のための国際的プロセス
の立ち上げに賛成している
韓国・アメリカ・カナダ・G77 ＋中国・ニュージーランド等はサステナビリティ報告の義
務付けを含む国際枠組みに反対している。

34

「共通の目標、共有の原則、差異ある約束」は、2011 年 11 月 29 日から 12 月 1 日にかけて、韓国釜山において開催された第
4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラムの成果文書・パラグラフ1において記載された文言。ハイレベル・フォー
ラムの成果文書では、
「共有の原則、共通の目標、差異ある約束」となっている。http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/
honsho/seimu/nakano/hlf4.html
35
民間企業の報告サイクルに持続可能性情報を盛り込むことを義務付ける世界的な政策枠組みを推進するマルチステークホ
ルダーの取り組みとして、2011 年 12 月にステークホルダーフォーラムと Vitae Civilis が、Dialogue on a Convention
on Corporate Social Responsibility and Accountability というイニシアティブを開始した。本イニシアティブの
Advisory Board には、国連環境計画ファイナンスイニシアティブ（UNEP-FI）
、Global Reporting Initiative（GRI）、ISO
26000、Carbon Disclosure Project などの事務局の他、Friends of the Earth UK や Civicus などの NGO、HSBC や
Aviva Investors などの金融機関の担当者が参加している。http://www.csradialogue2012.org/
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◆持続可能な開発委員会（CSD）の強化／改組について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 49. 我々は、国連システムにおける持続可能な開発に関する高級レベル委員会と
しての持続可能な開発委員会（CSD）の役割を再確認する。我々は、より限定された一連の
諸課題に対するより集中度が高く、均衡が取れ、応答性の高い関与及びその決定の実施強化
を確保する措置を含めて、持続可能な開発の実施をより良く推進、促進及び調整するために
委員会の仕事の方法、アジェンダ及び仕事のプログラムを改善するための選択肢を検討する
ことに合意する。我々はまた、自主的レビュー・プロセスを含む委員会のレビュー機能を強
化する手段を検討することに合意する。
パラグラフ 49.（代替案）我々は、CSD を持続可能な開発の 3 つの側面の統合に関連した事項
を検討する権威あるハイレベルな組織として機能する持続可能な開発理事会に改組すること
を決議する。

各国の主張：
ノルウェー、スイス、韓国は、持続可能な開発委員会（CSD）の持続可能な開発理事会への
改組を支持している。
日本、メキシコは、持続可能な開発委員会（CSD）の持続可能な開発理事会への改組に反対
している。
G77 ＋中国は、どちらのオプションを選択するかを留保している。EU は、加盟国内で検討
中であることを表明している。
◆国連環境計画（UNEP）の能力強化／環境のための国連専門機関の創設について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 51. 我々は、管理委員会における普遍的メンバーシップを創設することによりそ
のマンデートを達成するために国連環境計画（UNEP）の能力を強化することで合意し、政策
調整を深化させ、実施手段を強化するためにその資金基盤の大幅増加を求める。
パラグラフ 51.（代替案）我々は、UNEP に基づき、その管理委員会が普遍的メンバーシップ
を有し、安定的、適切かつ予測可能な資金拠出によって支えられる改定・強化されたマン
デートを持ち、他の国連専門機関と対等に活動する環境のための国連専門機関の創設を決議
する。ナイロビに本拠を置くこの専門機関は他の専門機関を緊密に協力するものとする。

各国の主張：
EU、韓国は、環境のための国連専門機関の創設を支持している。
アメリカ、カナダ、日本、ロシアは、環境のための国連専門機関の創設に反対している。
カナダ、日本は、国連環境計画（UNEP）の能力強化を支持しつつも、資金基盤の大幅増加に
反対している。
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◆国際金融機関・国際貿易機関等のプログラム戦略の見直しについて
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 54. 我々は、世界銀行と国際通貨基金（IMF）を中心とする国際金融機関、地域開
発銀行、国連貿易開発会議（UNCTAD）及び世界貿易機関（WTO）が世界貿易規制において持
続可能な開発に相応の考慮を払うべきであると認識する。この点に関して、我々は、国際金
融機関に対して持続可能な開発の実施のために発展途上国に対するより良い支援の提供を確
保するためにそのプログラム戦略の見直しを要請する。

各国の主張：
国際金融機関の戦略見直しは先進国の間では概ね支持されている。アメリカは多国間開発銀
行（MDBs）の環境・社会セーフガード政策 36 の見直しを含めることを提案している。ニュー
ジーランド、日本は、国連貿易開発会議（UNCTAD）及び世界貿易機関（WTO）を戦略見直し
の対象に含めることに反対している。
G77 とメキシコは、国際金融機関における途上国の投票権・発言権の強化を求める提案を
行っている。この提案は、EU、アメリカ、日本、カナダ、ニュージーランド、韓国がリオ
+20 で議論するべき議題ではないとして反対している。
◆オンブズパースン 37 ないし将来世代のための高等弁務官の設置について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パ ラ グ ラ フ 57. 我 々 は、 持 続 可 能 な 開 発 を 促 進 す る た め に、 オ ン ブ ズ パ ー ス ン
（Ombudsperson ＝行政監督官）ないし将来世代のための高等弁務官の設置をさらに検討す
ることで合意する。

各国の主張：
カナダ、ノルウェーは、オンブズパースンないし将来世代のための高等弁務官の設置を支持
している。EU は、高等弁務官の設置を支持している。
G77 ＋中国、日本、ロシア、ニュージーランドは、オンブズパースンないし将来世代のた
めの高等弁務官の設置に反対している。

36

37

開発の過程における人々や環境への不当な悪影響を防止・軽減することを目的として世界銀行において定められた政策。環
境アセスメント、自然生息地、森林、病害虫管理、有形文化資源、非自発的住民移転、先住民族、ダムの安全性、国際水路、
紛争地域、借入国システムの試験的活用の 11 政策から成り立っている。
http://go.worldbank.org/7LW3X1OBX0
行政機関等に対する市民の苦情を受け付け、その権利・利益を護るため、中立的立場から調査したり、救済の勧告を図る制度。
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◆食料に対する権利について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 64. 我々は、食料に対する権利を再確認し、全ての諸国に自国内の食料生産、国
内及び世界の農業食品市場へのアクセス改善及びサプライ・チェーン全体における廃棄物削
減への投資増大を通じて食料生産の持続可能な強化の重点化とともに、女性、小自作農、青
少年及び先住民の農業者に対する特段の配慮を求める。 我々は、国民の適切な栄養を確保
することにコミットしている。

各国の主張：
EU、ノルウェー、リヒテンシュタインは、食料に対する権利を支持している。
G77 ＋中国、アメリカ、日本は、文言として食料に対する権利を記載することに消極的である。
◆食料価格の安定について
成果文書ゼロドラフトの内容：
65. 我々はより透明性が高く開放されている貿易システム、さらに、必要に応じて、食料価
格と国内市場の安定に寄与し、土地、水及びその他の資源へのアクセスを確保し、社会的保
護プログラムを支援するプラクティスを求める。

各国の主張：
G77 ＋中国は、投機による食料価格の変動対策として、適切な規制の導入と監視制度の導
入による市場の透明性向上を提案している。
ニュージーランド、アメリカは G77 ＋中国の投機による食料価格の変動対策に関する提案
に反対している。
◆水について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 67. 我々は、人生の全面的喜び及びあらゆる人権にとって不可欠な人権として安
全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利の重要性を強調する。さらに、我々は、貧困と飢餓の
撲滅、公衆衛生、食料安全保障、電力、農業及び農村開発を含む持続可能な開発にとっての
水資源の死活的重要性を強調する。

各国の主張：
G77 ＋中国は、
「安全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利」を含めることを支持している。
カナダ、アメリカ、イスラエルは、
「安全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利」を「不可欠な人
権」として記載することに反対している。EU は当該記載について留保している。
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◆エネルギーについて
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 70. 我々は、2030 年までに消費及び生産の双方で拡張するための現代的エネル
ギー・サービスの基本的最小限レベルへの普遍的アクセスの提供及び全ての諸国において再
生可能エネルギー源及び技術の開発及び活用の推進を通じて世界的エネルギー・ミックスに
おける再生可能エネルギーのシェアを 2030 年までに倍増させることを目標とする、国連事
務総長が開始した「全人類のための持続可能なエネルギー」イニシアティブ 38 をさらに前進さ
せことを提案する。我々は、エネルギー源の効率的でより広範な活用を提供するために、発
展途上国に対する十分な質を有し、時宜を得た形で届けられる適切な資金源の影響を求める。

各国の主張：
EU、アイスランド、韓国は、国連事務総長が開始した「全人類のための持続可能なエネル
ギー」イニシアティブをより強いコミットメントにするよう求めている。
カナダは、このイニシアティブに含まれている「再生可能エネルギーのシェア」を「ゼロまた
は低炭素排出エネルギー」に変更するよう求めている。この変更は EU が反対している。
G77 ＋中国は、
「全人類のための持続可能なエネルギー」イニシアティブに関するパラグラフ
の削除を求めており、エネルギーアクセスの改善に重点を置いたテキストにするよう求めて
いる。
◆社会的保護について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 77．我々は、正規経済に雇用されていない者を含め、社会の成員全てに社会的
保護を提供する必要性を強調する。この点に関して、我々は、全ての市民に最低限の社会
的保護を提供することを目的とする国及び地方政府のイニシアティブを強く奨励する。

各国の主張：
G77 ＋中国は、国連総会の下でグローバルな社会的保護プログラムの立ち上げを検討する
よう求めている。
EU、アメリカ、日本は、G77 ＋中国の上記提案を削除するよう求めている。
◆持続可能な消費と生産に関する計画 10 年枠組みについて
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 97. 我々は、国連持続可能な開発委員会第 19 回会合交渉において詳述された文
書に基づき、持続可能な消費と生産（SCP）に関する国際協定の一貫として、持続可能な消
費と生産に関する計画 10 年枠組みを構築することに合意する。

38

2011 年 11 月に潘基文（バン・ギムン）国連事務総長が打ち出した国際的イニシアティブ。2030 年までに、近代的なエネ
ルギーサービスのユニバーサルアクセスの保証、エネルギー効率改善割合の倍増、全世界のエネルギーミックスにおける再
生可能エネルギーの割合の倍増を実現することを目的としている。
http://www.sustainableenergyforall.org/
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各国の主張：
アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、スイスは、持続可能な消費と生産
に関する計画 10 年枠組みを「国際協定の一環」とすることに反対している。
G77 ＋中国は、非持続可能な消費と生産のパターンの改革を先進国が優先的に取り組むこ
とを求めている。
◆リオ第 7 原則（共通だが差異ある責任の原則 39）について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 9. 我々は、共通だが差異ある責任の原則及び天然資源に対する各国の主権の原
則に従い、我々の集団的及び各国の独自の取り組みを通じて世界的に持続可能な開発を強化
する必要性を認識する。

各国の主張：
G77 ＋中国は、合意文書の各所において「共通だが差異ある責任の原則」を記載するよう提
案している。上記パラグラフについては、
「共通だが差異ある責任の原則」を含むリオ原則に
基づいて、気候変動枠組み条約、生物多様性条約、砂漠化対処条約のコミットメントの完全
実施を記載するよう求めている。
先進国各国は、リオ原則における個別の原則を抜き出して言及すべきではないとして、上記
のパラグラフを含め、合意文書の各所において「共通だが差異ある責任の原則」を記載するこ
とに反対している。
◆リオ第 10 原則（情報へのアクセスや市民参加等）40 について
成果文書ゼロドラフトの内容：
パラグラフ 17. 我々は、持続可能な開発の達成の基本的要件は意思決定への広範な国民参加
であることを強調する。持続可能な開発には主要グループ、すなわち、女性、子供と青少年、
先住民、非政府組織（NGO）、地方政府、労働者と労働組合、企業と産業、科学界と技術界
及び農業者、があらゆるレベルで意味ある役割を果たすことを求める。市民社会の全てのメ
ンバーの特定の知識及び実際的ノウハウを国及び地方の政策立案に取り込むことによって全
メンバーが持続可能な開発に積極的に関与できるようにすることが重要である。この点に関
して、我々はまた、持続可能な開発の促進における国レベルの議会の役割も認める。

39

40

環境と開発に関するリオ宣言の第 7 原則に定められたもの。
「各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及
び修復するグローバル・パートナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与とい
う観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地球環境へかけている圧力及び彼等
の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発の国際的な追及において有している義務を認識する。」と規定され
ている。
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref̲05̲1.pdf
リオ第 10 原則の内容は次の通り：環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適
切に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関
連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせる
ことにより、国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な
アクセスが与えられなければならない。
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref̲05̲1.pdf
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パラグラフ 18．我々は、市民社会の参画改善は情報アクセスの権利の強化及びこの権利を
行使する市民社会の能力を構築することにかかっていることを認識する。技術は政府が国民
と情報を共有し、国民が政策決定者に説明責任を課すことを容易にしている。この点に関し
て、情報及び通信技術への普遍的アクセスに向けて努力することが肝要である。
パラグラフ 58．我々は、必要に応じて世界、地域及び各国レベルにおいて「リオ原則 10」に
一段の効力を付与する措置を講じることに合意する。

各国の主張：
スイス、EU、アメリカは、公的な情報に対する知る権利の保証、意思決定への市民参加拡大、
司法への公平なアクセスの保証などの文言強化を求めている。
G77 ＋中国は、市民参加の拡大を支持しつつも、知る権利の保証や司法への公平なアクセ
スを含めることには反対している。
EU、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、日本は、リオ原則における個別の原則を抜
き出して言及すべきではないとして、リオ第 10 原則を示したパラグラフの削除を要求して
いる。
２−４．成果文書に関する日本政府・その他ステークホルダーの見解
（１）日本政府
日本政府は 2011 年 10 月 31 日、国連事務局に対しリオ +20 成果文書への日本政府インプッ
トを提出した。日本政府インプットでは、グリーン経済への移行に向けての道程を提案している
ほか、日本として深い知見を有する 9 つの主要セクターに関する提案を行っている。制度的枠組
みに関しては、組織の改編を前提とすることなく、現在の問題点を明確にした上で対応策を検討
することを強調している。
以下概要を示す。本文詳細については、資料編Ｐ 73 を参照。

〈持続可能な開発の実現に向けた日本国政府の提案〉
●リオ +20 では、経済・社会・環境の３要素全てをバランス良く満たす世界の構築に向け
た新たな政治的コミットメントの表明を図る。
●成果文書は、グリーン経済への移行と持続可能な開発のガバナンス強化に向けた世界の
力強いメッセージが伝わる簡潔かつ明瞭なものとする。
●成果文書は、
「１．総論」
「２．持続可能な開発及び貧困削減の文脈におけるグリーン経済」
「３．持続可能な開発のための制度的枠組み」の３部構成とする。
Ⅰ . 持続可能な開発のためのゴールの設定に向けて地球の限界や格差の拡大等、国際社会
が直面する諸課題に対応するためには、人間一人ひとりがその能力を最大限発揮し、
より良い社会づくりに参画することが不可欠。
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（１）グリーン経済
●持続可能な開発実現のための重要なツールとしてグリーン経済への移行を提案。
−グリーン経済の意義を「自然界からの資源や生態系から得られる便益を適切に保全・活用し
つつ、経済成長と環境を両立することで、人類の福祉を改善しながら、持続可能な成長を
推進する経済システム」とする。
−国際社会の主体の多様化を踏まえ、すべてのステークホルダーが参加しその能力に応じた
役割を担う。特に、新興国、民間セクターの役割により焦点をあてる。
−グリーン経済の実現のため、グリーン・イノベーションをはじめとする様々な手法や経験
を各国が共有することを提案する。また、各国が各々の発展段階に応じたグリーン経済戦
略を作成するための仕組みを構築することに合意する。
（２）新しい国際開発戦略と目標
●ポスト MDGs 策定を念頭に新しい国際開発戦略を策定する。
−持続可能な開発を達成するため、人間の安全保障を新しい国際開発戦略の指導理念と位置
づける。
− GDP 以外の豊かさの基準として「幸福度」
を提案する。
●持続可能な開発を実現するため、包括的な国際開発目標（ポストMDGs）の策定に向け、様々
なステークホルダーの関与を得つつ、プロセスを本格化し、最終的に国連の場で合意する
ことを提案。
− 2015 年以降の包括的なポスト MDGs の策定に向けて、リオ +20 で開始される議論をポ
スト MDGs に向けたビルディング・ブロックとする。
−ポスト MDGs は国際社会の新しい現状を踏まえた取組とする。
Ⅱ . 持続可能な開発実現に向けた９つの日本提案
（１）防災 ✿ポスト「兵庫行動枠組」の策定と開発政策への統合
2015 年に開催される第 3 回国連防災世界会議を日本に招致し、東日本大震災等の災
害で得られた知見・教訓を国際社会と共有。開発政策に防災を統合するため、2005
年に策定された「兵庫行動枠組」
に代わる新たな国際合意を策定。
（２）エネルギー ✿大胆なエネルギーシフトに向けて✿
各国が、低炭素社会の実現に向けて、省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーン
エネルギーを推進し低炭素社会を実現するために、作業を開始することに合意。
（３）食料安全保障 ✿持続可能な農業を通じた食料安全保障の実現✿
食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、途上国での集約
的・効率的な取組などの包括的な取組に国際社会が合意。
（４）水 ✿持続可能な発展の鍵：総合水資源管理✿
水と衛生の問題解決に向けた重点的分野を提示した「橋本行動計画Ⅱ」に代わる総合的
な水資源管理に関する目標につき検討を開始。
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（５）環境未来都市 ✿誰もが暮らしたい街✿
低炭素型まちづくり、少子高齢化対応等の取組を通じ、経済・社会・環境価値を創造
し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供。また、国際的な都市間協力を活用。
更に我が国の 3R の取組を共有することで循環型都市を広める。
（６）持続可能な開発のための教育 ✿ 持続可能な市民 育成イニシアティブ✿
一人ひとりが持続的な社会の担い手として主体的な役割を果たすための持続可能な開
発のための教育の重要性を強調。各国内および国際社会全体で、持続可能な開発のた
めの教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組むことに合
意。
（７）地球観測システム（GEOSS）✿ 地球観測ネットワーク の強化✿
気候変動、大規模災害等地球規模課題に適切に対処するために、GEOSS を通じた地
球観測体制ネットワークを一層強化。
（８）技術革新とグリーン・イノベーション ✿快適な次世代環境の実現✿
各国が技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた
取組を開始することに合意。
（９）生物多様性 ✿自然と共生する世界に向けた愛知目標の実現✿
各国が、愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛
知目標の実現に向けた取組を強化することに合意。

（２）その他ステークホルダーの見解
成果文書案に対しては様々な団体が意見を表明している。本稿でそのすべてを紹介することは
難しいが、いくつかピックアップして紹介する。
◆リオ +20 国内準備委員会からの意見
リオ +20 国内準備委員会 41 は、2011 年 10 月 31 日にリオ +20 成果文書に対するインプット
「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案 --- 世界最大規模の震災の経
験を踏まえた持続可能な21世紀国際社会の構築へ向けた提案---」をリオ+２０事務局に提出した。
キーメッセージとして、持続可能な開発の 4 本目の柱として「文化」を加え重層的な取り組みを
進めること、持続可能な開発は「社会」的公平性の下、確固たる原理・原則の下で進めること、持
続可能な開発に必要な「経済」基盤を一刻も早く安定化させること、自然「環境」保全と自然資本の
持続可能な利用に向けた仕組みを国際的に構築すること、多様な価値観を認識してすべての人が
平等に参画し、連携できる仕組みを構築すること、などが提起された。
以下骨子を示す。本文詳細については、資料編Ｐ 93 を参照。

41

リオ +20 国内準備委員会とは、リオ +20 に向けて日本国内のステークホルダー間の対話を進めるため、リオ +20 に関心を
有するステークホルダーが集まり、2011 年 7 月 13 日に設置されたもの。
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持続可能な21世紀国際社会の構築へ向けた政治的決意に対する、日本のステークホルダー
からのキーメッセージ（骨子）
東日本大震災の経験を踏まえて
「リオ +20」の成果として採択を期待する政治的決意
・ 持続可能な開発の４つ目の柱として「文化」を加え重層的な取組を進めること
※持続可能な開発の従来の３つの柱：環境、経済、社会
・持続可能な開発は「社会」的公平性の下、確固たる原理・原則にしたがって進めること
・持続可能な開発に必要な「経済」基盤を一刻も早く安定化させること
・自然「環境」保全と自然資本の持続可能な利用に向けた仕組みを国際的に構築する
・多様な価値観を認識してすべての人が平等に参画し、連携できる仕組みづくりを
持続可能な地球社会構築のための政策手段の採用
・21 世紀に必要な新たなエネルギービジョンとそれを担保するメカニズム
・地域の特性とイニシアティブに基づいた、低炭素・循環型かつ生物多様性に配慮した
都市・まちづくりの促進
・安定した経済基盤の確立に向けた経済安定・雇用を確保するメカニズム
・「国連生物多様性の 10 年」の推進、生物多様性の主流化の達成と農山漁村地域の活性化
・「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の継続的実施と消費者の責任ある主体的
な行動を促すメカニズムの担保
・持続可能な開発に関する新たな考え方を支える指標等のツールの開発・導入
・必要な資金を必要な者に提供する革新的な資金メカニズムの導入
・環境配慮型の技術・製品の世界への普及

◆世界自然保護基金（WWF）
成果文書ゼロドラフトが 2012 年 1 月 10 日に公表された後、1 月 19 日には世界自然保護基金
（WWF）が『「リオ +20」の成果文書素案（ゼロドラフト）への懸念』と題する記者発表 42 を実施。以
下の 5 点の懸念を表明した。
1.

国ごとの「自主的な国ごとのコミットメント」では法的拘束力がない。そのため、各国が目
標を設定することや期間内に行動することは困難となることが予想される。各国政府は、
目標・実施期間・資金についての合意が必要。

2.

グリーン経済の発展に関する文章には、国民経済計算、税制度、認証制度に社会的・環境
的コストを計算にいれることが必要。

3.

食糧、水、エネルギー安全保障への取り組みに対する提案では、一定の目標と確固たる実
施策、資金提供の合意が必要。

4.

食糧、水、エネルギーの供給を下支えしている生態系サービスと、それらに非常に大きな
影響を及ぼす気候変動を文書案は考慮していない。

42

世界自然保護基金（WWF）記者発表『「リオ +20」の成果文書素案（ゼロドラフト）への懸念』は、以下を参照。
http://www.wwf.or.jp/activities/2012/01/1040923.html
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5.

森林消失抑止の目標や、効果的な水管理目標など、提案の多くに明確な目標と期限が記載
されていない。

◆第三世界ネットワーク（The Third World Network）
第 1 回成果文書交渉会合中の 2012 年 3 月 22 日には、第三世界ネットワーク（The Third
World Network）
が、以下の提案を含むブリーフィングペーパー 43 を発表した。
1.

共通だが差異ある責任を含むリオ原則を再確認するべきである。

2.

過去 20 年の経験に基づいて、政治的コミットメントを更新するべきである。

3.

企業の説明責任に関する国際枠組みにおける国連の役割を復権させるべきである。

4.

企業と政府のパートナーシップにおいて、公共政策とガバナンスの独立性を確保するべき
である。

5.

技術移転や技術革新の促進と技術アセスメントの能力開発に関する政府間機関を設立する
べきである。

◆持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）
及び国際自然保護連合（IUCN）
同じく第 1 回成果文書交渉会合中の 2012 年 3 月 22 日には、持続可能な開発のための世界経
済人会議（WBCSD）
と国際自然保護連合
（IUCN）
が、以下の 4 項目の共同提言 44 を発表した。
1.

切迫感を持った交渉をすること。経済的苦境に対処することは、持続可能性を促進するため
の緊急的課題のひとつであり、何もしないこと、または後退することはあってはならない。

2.

1992 年以来のコミットメントの実施を確保すること。リオ +20 における追加のコミッ
トメントは、以前のコミットメント履行がなくては無意味になる。

3.

持続可能性のある解決策を促すビジネスを支援する予測可能で、安定的な政策を設定する
こと。より社会的責任がありインクルーシブなビジネス慣行にインセンティブを与える明
確で長期的な政策や制度と、非持続可能なビジネスに対する規制が必要である。

4.

基準やルールに基づいたサステナビリティ・レポーティングを企業の明確な義務とするこ
とを含むようゼロドラフト文書のパラグラフ 24 を強化すること。

43

44

第三世界ネットワーク（The Third World Network）
のブリーフィングペーパーは、以下を参照。
http://www.twnside.org.sg/title2/sdc2012/sdc2012.120303/twn̲brieﬁng̲paper̲1̲Rio+20fMR.pdf
持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）
と国際自然保護連合（IUCN）
の共同提案は、以下を参照。
http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=14461&NoSearchContextKey=true
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◆ステークホルダーフォーラム等
第 3 回非公式会合中の 3 月 27 日には、イボン・インターナショナル、Vitae Civilis、アクセス・
イニシアティブ、ステークホルダーフォーラム、カナダ人評議会（Council of Canadians）
、
国 際 消 費 者 機 構（Consumers International）
、Sustain Labor、 国 際 自 由 労 働 組 合 連 合
（International Trade Union Confederation）
、
CIVICUS、
Women in Europe for a Common
Future の 9 団体が事務総長への公開書簡 45 を提出し、合同市民記者会見 46 を実施した。以下は
その概要である。
1.

食料および適切な栄養に対する権利、安全で清潔な飲料水と衛生に対する権利、開発の権
利などの権利を弱体化させようとしていること、1992 年にリオ宣言で合意された汚染者
負担の原則、予防原則、共通だが差異ある責任原則でさえも一部の国が留保していること
に危惧する。これら人権や原則について、後退するべきではない。

2.

成果文書案の交渉においてメジャーグループの発言の機会が与えられていないこと、成果
文書ゼロドラフトに対するメジャーグループの修正提案が公式の交渉テキストに反映され
ていないことを懸念する。以降の交渉においては、メジャーグループの発言の機会を確保
するべきである。

以上のように、リオ +20 に関心を持つ各ステークホルダーは、成果文書案とその交渉プロセ
スについて更なる改善を求めていることが理解できる。
最後に

リオ +20 成果文書の意義と展望

地球サミットから 20 年、持続可能な開発に関する国際交渉では、個々の環境条約・議定書・
イニシアティブにおける交渉の比重が増している。各環境条約・議定書・イニシアティブにおけ
る交渉の進展が必要とされている中、未だに取り組まれていない課題や新たに生じている課題、
包括的な課題には、リオ +20 のような会議で取り組まれるべきである。
個別の論点の差異を細かく見ていくと、中身に関し様々な懸念や異なる立場とその背景が、
様々に推測できるのではなかろうか。このような多様な意見が交錯する中で、グリーン経済の推
進は世界の潮流となりつつあり、リオ +20 における前向きな合意がそれなりに進むと思われる。
また、今回を機にSDGs・ポストMDGsに関する合意や、生産と消費・防災・エネルギー・食料・
水・都市・教育・海洋等に関する何らかの合意が進展するものと思われる。これらは、人類の持
続可能性を担保するにはまだ不十分なものであるとしても、そのための確かな一歩のための布石
としなければならない。今後とも、前向きな合意が得られるよう各国政府・各ステークホルダー
が努力することを期待したい。

45

46

事務総長に対する公開書簡は下記を参照。
http://www.stakeholderforum.org/sf/index.php/news/440-open-letter-to-uncsd-secretary-general
合同市民記者会見の様子は下記で視聴可能である。
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/03/press-conference-civil-society-organizations-on-negotiations-for-rio20.html
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Ⅱ．リオ +20・グリーンエコノミー
論考編

なお、以下の論考は個々人の見解であり、グリーンエコノミーフォーラム全体の見解ではない。

論考 1

グリーンエコノミーは世界を救えるか？

〜自然資本・生態系サービスにもとづく生命産業の育成を！〜
古沢

広祐

地球サミットから 20 年、再びリオで国連会議が開催される。国際環境条約をめぐる動きや昨
今の経済危機的状況をふまえ、グリーンエコノミーの展開について、自然・生命産業としての新
たな展開の可能性について考える。
1

地球サミットから 20 年二つの国際環境条約の文明的意味
1992 年６月にブラジルで開催された地球サミット（国連環境開発会議）は、人類の歴史におい

て一里塚を刻む重要な出来事であった。それから 20 年目となる 2012 年６月、再びブラジルの
リオデジャネイロ（以下、リオと省略）にて国連持続可能な開発会議（通称リオ＋ 20）が開催され
る。混迷を深める現代社会にとって、
「リオ＋ 20」国連会議が再びリオで開催されることは、地球
サミットが切り開いた新しい時代の幕開けの意味をあらためて再認識するうえで意義深いことで
ある。
今ふり返ると、20 年前の地球サミットを契機に生まれた二つの国際環境条約（気候変動枠組み
条約、生物多様性条約）は、破局に向かいつつある現代文明の転換をリードすべく生み出された
双子の条約と位置づけられる。すなわち、これまでの 20 世紀型文明とでも呼ぶべき発展様式は、
化石燃料（非再生枯渇資源）の大量消費に依拠した文明であった。この 化石燃料文明（非循環的
な使い捨て社会）が、気候変動枠組み条約によって終止符ないし転換を促されたのである。条約
成立後、温室効果ガス削減については十分な効果をあげているとはいいがたいが、世界は低炭素
社会へ向けた舵取りを迫られていることは確かである。
他方、生物多様性条約（以下、多様性条約と略）はというと、他の生物種を絶滅に追いやって人
類だけが繁栄する状況の脆さに警告を発し、生命循環と相互依存の原点に立ち戻っての

生命文

明 の再構築（多様性と永続的な再生産を尊重する社会）への道筋をリードすべく生まれた条約と
して位置づけることができる。現実の多様性条約の中身は、不十分きわまりないものだが、そこ
に隠れている潜在的な可能性にこそ目を向けていく必要がある。このように文明史的転換の文脈
で、この２つの条約のもつ潜在的可能性と歴史的な意義を明らかにしていくことは、現在進行中
の条約の中身（内実）と今後の動向を検討するうえで欠かせない重要な視点である。
とくに後者の生命文明の新たな胎動という視点については、これまで遅れた古い産業と見られ
がちであった第一次産業の可能性について、再評価、再認識する契機となりうるものである。化
石燃料依存型の旧来の工業的産業構造が、自然循環にもとづく自然・生命産業構造として新たに
再編成しなおされる時代がはじまりつつあるといってよかろう。
２

遅れたものが先端に躍り出る時代

〜生物多様性条約の意義

生物多様性条約をめぐっては、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10 名古屋、2010 年）
において、愛知ターゲットという保全へ向けた具体的な 20 ほどの目標（陸域 17 ％と海域 10 ％
を保護区とし、生物多様性の価値の再認識や制度・政策の推進など具体化すべき目標）が取り決
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められた。これまでは抽象的に生物多様性の破壊を大幅にくい止めるとの標語だけが示されてい
たものが、具体的な数値目標が設定されたことで大きく前進した。多様性条約の内実が今後どう
具体的に進むのかについては、各国での法的整備と運用状況にかかっており、日本でいえば生物
多様性国家戦略 2010 の改訂と具体的な政策展開でその実効性が問われていくことになる。
生物資源利用と利益配分の取り決めごとを定める名古屋議定書に関しては、利益配分のルール
作りとして論議が長年紛糾してきたもので、COP10 会合で決着が付くかどうかは予断を許さな
い状況であった。それに関しては、たんなる利益配分以上の意味合いがあり、大きな思い入れが
込められていた。途上国サイドとしては、植民地時代から生物資源を収奪されてきたという被害
者意識を背景に、持ち去られ失ってきたものの存在の大きさを再認識する目覚めの契機となって
いたからである。アフリカ諸国が、利益配分の対象を植民地時代までさかのぼるべきだと強く主
張したことにそれは現れていた（議定書では主張は盛り込まれなかった）。
また先住民サイドからも、多様性条約には深い思いが込められていた。自然に依拠した生活と
して先住民族が長年引き継いできた伝統的知識や知恵は、かつては無意味で捨て去るべき対象と
されてきたものだった。それが、多様性条約を契機に重要性が再認識されたのである。多様性条
約は、自分たちの立場（失いかけていた威信）の復権につながる、まさに文明を反転させる契機と
なるほどの意味を内在させていたのである。こうした思いが、実際の条約や議定書にどこまで反
映したかは今後に待つところだが、原産国や先住民の権利を確定し、具体的なルール作りを明確
化する国際的なルールが産み出された意義は大きい。多様性条約をめぐっては、とくに名古屋議
定書では利益配分など経済的な利害調整の側面ばかりに注目が集まったが、その奥に秘められた
より深い意味内容を読みとっていくことが重要である。
日本からは、
「里山（SATOYAMA）イニシアティブ」が提起されたが、原生的自然の保全ととも
に人の手が加わった二次的自然や農山漁村の維持についても、多様性条約は新たな地平を切り開
く可能性を秘めている。自然を人間と切り離してとらえがちな西欧的な自然観に対して、
「里山」
に象徴される人間と自然が折り合いつつ安定的な関係を形成してきた領域の保全は、人口稠密な
アジア的風土においてはとくに重要性をもつ。地域が衰退し、伝統的文化や生活が失われかけて
いるなかで、里山の存在意義と復権、そこに育まれてきた在来種や小農民たちの営みこそが、生
物多様性をも育てていたことの再認識の意味は大きい。その延長線上には、生物多様性と文化的
多様性との緊密な関係性というさらなる課題が連なっている。以上のような視点に立つならば、
遅れたものが最先端に躍り出る という、多様性条約に内在するもう一つの可能性について文明
転換的な方向性が示唆されてくると思われる（1）。

（1）國學院大學研究開発推進センター編
（古沢広祐責任編集）
『共存学：文化・社会の多様性』弘文堂、2012 年。
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３

グリーンニューディールからグリーンエコノミーへ
こうした環境サイドからの新たな枠組み形成が徐々に進む一方で、経済的には冷戦終結後、市

場経済が世界を覆い尽くす勢いで広がる局面を迎えたのだった。経済のグローバリゼーションの
進展により、とくに途上国においても発展の機会が拡大し、とりわけ中国、インド、ブラジルな
どの新興国において急速な台頭がみられた。そうした経済の活発化をうけて、各国で大小のバブ
ル経済的膨張が生じる事態が起きるなかで、ついに百年に一度といわれた金融危機（2008 年リー
マンショック）に直面したのだった（図１）。
（図１）国際状況の変遷

国際状況（環境・社会・経済）の変遷
1980 年代
オイルショック（1973）

1992 年

2002 年

湾岸戦争（1991）

ODA 批判
理念の模索

同時多発テロ（9.11）と

★地球サミット開催
理念の提示

★双子の環境条約

「人道主義」

(2012)

ODA 大綱（1992）

イラク・アフガン攻撃(2001)

*** 理念のゆらぎ*** ？
★ヨハネスブルク・サミット
＊国連MDGs 目標
★リオ±20

「相互依存関係の認識」

環境案件の浮上
制度の改善

ODA 中期政策（1999）

GEF への拠出
（1994）

JICA 開発調査環境ガイドライン(1994)

JBIC ガイドライン策定(2002)

OECF ガイドライン改定(1995) 情報公開法の施行(2001)

→冷戦構造の終焉！

★グローバル市場経済の拡大→
世界金融危機→

こうした危機的事態に対して、
「グリーンニューディール」や「グリーンエコノミー」という提起
が救世主のごとく語られ始めることになる。グリーンニューディールは、もとはといえば、米
国に端を発した経済危機への対応策として、1929 年恐慌の時期に打ち出された経済活性化の
ニューディール政策との対比で、オバマ新政権が環境投資を大きな柱にすえた政策を掲げたこと
で通称グリーンニューディール政策が注目された経緯がある。世界的には、英国の新経済財団
（New Economic Foundation）がいち早くレポート（A Green New Deal）を発表し（2008 年
７月）、国連環境計画（UNEP）
もグローバル・グリーン・ニューディールを提唱（2008年10月）
、
報告書を公表（A Global Green New Deal, Feb.2009）しており、環境面への経済的テコ入れ
にとどまらない経済システムの改善や世界的な貧困削減などより大きな視野に立った政策が提示
されるようになった。
そうした一環として同年、国連環境計画（UNEP）はグリーンエコノミー・イニシアティブを開
始した。グリーンエコノミー・イニシアティブとは、グリーンエコノミーに関するレポート及び
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関連文書の作成、グリーンエコノミー実現を目指す国に対するアドバイサリーサービスの提供、
NGO・企業・他の国連機関によるグリーンエコノミー実現のための実施をサポートするために
開始した行動である。この流れが、今回のリオ＋ 20 へと引き継がれてきたのである。
グリーンエコノミーには様々な定義がある。国連環境計画（UNEP）では、
「経済のグリーン化と
は、自然・人的・経済的資本投資に対するより良いリターンを得るために、ビジネスやインフラ
を再構築するプロセスであり、同時に温室効果ガスの排出抑制や天然資源の低利用、廃棄物の排
出削減や社会的分裂の減少を促すものである」と定義している。こうした抽象的な内容にとどめ
て、リオ +20 準備プロセスにおいては明確な定義を採用することはせずに、環境と経済に資す
る多種多様な取り組みの推進ということを成果文書の中に盛り込むことで交渉が行われている。
グリーンエコノミーの枕詞に「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈における」という文言が加わっ
た背景には、開発や貧困削減を重視したい途上国への配慮があったと推察される。
グリーンエコノミーに関して、いろいろな思惑が包摂されているわけだが、共通するのは経済
危機の認識をより深い構造問題としてとらえ、環境面における経済的テコ入れ策という狭義の政
策対応では、経済危機のみならず今日的諸矛盾の解決にはなりえないとの認識が根底にあるので
はないかと思われる。本当のところは、現代社会を成り立たせている経済発展様式とともに政治
的枠組みをも視野に入れた構造転換ないし変革を視野に入れた、いわばサステイナビリティに基
づく対応を検討する方向性を模索したいとの意図があるはずなのだが、残念がら実際の交渉では
手に余る課題として脇に置かれているというのが実態のようである。
ここであらためて確認したいことは、サステイナビリティを実現する持続可能な発展の姿と
は、無限成長・拡大型システムではなく定常・安定型システムへの移行であり、偏在的な富や消
費拡大ではなく社会的な平等や公正の重視、価値の単純化と切り捨てではなく多様性と共存を目
指す社会の実現といってよかろう。それは、持続可能性の３つの基本的構成要素、
「経済」
「環境」
「社会」の関係において表現するならば、経済的発展を２つの調整軸によって軌道修正する、すな
わち無限拡大的な生産パターンから脱却して「環境的適正」を達成するとともに、不当な格差や差
別を生まないように多様な価値を共存させる「社会的公正」の実現を目指すということである。サ
ステイナビリティの視点から今日の世界経済危機をとらえるならば、環境的適正の枠組みを考慮
しつつ経済発展を微調整していく道筋の模索という狭義のグリーンエコノミー政策では納まりき
れない奥深い問題をはらんでいる。
４

進行中の世界経済危機の本質とは
ここで今日の経済危機をどう位置づけるかについて考えてみたい。20 世紀の百年間に世界人

口は約 4 倍に増加したが（15.6 億人から 60 億人）、世界の GDP（国内総生産）
総額は約 18 倍にま
で拡大した（2 兆ドル規模から 38 兆ドル規模、1990 年基準値、Angus Maddison データ）
。経済
規模の急拡大の原動力になってきたのが様々な産品の生産増と交易の拡大であった。こうした産
業資本を拡充し経済を発展させてきた動きに対し、実体経済を支える金融や信用機能が実体経済
から乖離し各種大小のバブル経済の伸縮が起きてきた。
経済のバブル現象として見たとき、無謀な株式の高騰を契機に発生した 1929 年世界恐慌と対
比して、現在の金融危機の特徴は、サブプライムローンや CDO（債務担保証券）
、CDS（クレジッ
ト・デフォルト・スワップ）など金融商品の過度な展開として暴走状況が引き起こされたと位置
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づけられる。経済活動がモノの売買の範疇を逸脱して、信用膨張と投機（マネーゲーム）が広がり、
それがグローバル化して金融経済が実体経済を大きく侵食する事態が伸展したのだった。
世界経済が金融資本と結びついて投機的マネーに揺さぶられる状況は、世界の金融資産規模
（証券・債権・公債・銀行預金の総計）が総額 167 兆ドルとなり実体経済の約 3.5 倍に達したこと
に示されている（2006 年度）。なかでも世界のデリバティブ（金融派生商品）の市場規模は 12 兆
ドルと 2000 年の約 3 倍に拡大し（2006 年度）
、その想定元本は 516 兆ドルと実体経済の約 10
倍規模に達したのだった（通商白書 2008 年版）。実体経済がマネーゲームにより大きく翻弄され
る危うい世界経済構造が創り出されたのである。
ここで注意したい点は、各産業の個別生産活動で産み出される富の動向（諸資本が産出する富）
を把握し、高度な情報の集積・管理・運用によって儲かる投資を操ることで巨額の利益を手にす
る金融資本主義的拡大が、昨今の資源高騰や金融バブルを生じさせる大きな要因となったことで
ある。富の肥大化（諸資本の拡大・膨張）の高度展開様式（金融資本主義的発展）をどう制御するの
か、当面の金融秩序の回復が優先的に議論されているが、より本質的な経済・社会制度の変革に
まではたして本当に踏み込んで行くのかどうか、各国レベル、世界レベルの動向が気になるとこ
ろである。
他方、経済活動と環境の関係をみたとき、経済の急拡大を下支えしてきたのがエネルギーと資
源消費であり、その結果として環境問題とりわけ地球温暖化といった地球規模の環境異変を引き
起こすまでに至った。20 世紀の百年ほどの間に化石燃料使用量は十数倍、工業生産量は 20 数倍
に膨れ上がり幾何級数的成長の道を歩んできた。この傾向が将来的に続けば、環境問題の深刻化、
生物多様性の崩壊（種の絶滅）
、資源枯渇など、どの面をとっても深刻な状況が予想されている。
それは、人間社会のみならず生命・生態系への不可逆的なダメージを引き起こしつつあり、取り
返しのつかない破局的事態が懸念されるに至り、冒頭でふれたように地球サミットでの２つの国
際環境条約が成立したわけである。
「環境」
「経済」
「社会」の調和のとれたバランス形成こそが求められる目標なのであるが、その意
味で、グリーンエコノミーに何が期待されているのかについて、以下、考えていく。
５

産業ピラミッドの再編成を促す
リオ＋ 20 会合での基本テーマは、地球サミット以降の持続可能な発展をめぐる課題明示と制

度強化のために、大きく２つの柱で構成されている。一つは、持続可能な発展と貧困解消につな
がるグリーンエコノミーの形成であり、他方は国連組織改革を含む国際的な制度枠組みの検討で
ある。とくにグリーンエコノミーに関しては、リオ＋ 20 に至るプロセスでは各国の思惑もあっ
て自然エネルギーや環境ビジネスの振興など個別の技術革新や産業振興など比較的狭い考え方の
議論に傾いていた。だが、冒頭の文明的転換の視点に立つならばグリーンエコノミーは、より革
新的な意味を帯びたものとなると考えられる。
すなわち、これまでの産業革命以降の産業発展パターンが見直され再編成されるとの見通しの
中で考えるべきだということである。これまでの経済発展の道筋は、大きくは自然密着型の第１
次産業（自然資本依存型産業）から第２次産業（人工資本・化石資源依存型産業）
、そして第３次産
業（商業・各種サービス・金融・情報等）へ移行するなかで拡大・発展をとげると考えられてき
た。いわゆる「一次産業→二次産業→三次産業」を経済・産業発展パターンとする見方（ペティ・
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クラークの法則）である。これをピラミッド的に示したものが図２だが、こうした人間界での展
開に対しては、自然界でのいわゆる生態系ピラミッドの図と対比してみるとその矛盾が見えやす
くなる。
（図２）人間・社会経済系の展開

人間の社会経済システムは、これまで自然環境の限界や生態系システムとは切り離された存在
として発展してきた。しかし現代の時代状況が示すように、巨大化した人間の生産力は環境の限
界を突破し、生態系の相互関係性（循環の網の目）を破壊するまでに至ったのである。現在求めら
れている課題とは、巨大化した生産力を自然生態系と調和するものへと再編成し直すことであ
り、グリーンエコノミーは工業的な人工資本依存よりも自然生態系の保全にもとづく、自然資本
を土台とする産業育成と社会経済システムを実現するものと考えることが重要だと思われる。
それを概念的に簡潔に描けば、次のようになるだろう。かつて自然の制約下にあった近代以前
の社会産業構造（自然依存型の生産力段階）が解き放たれて、地下資源とりわけ化石燃料（過去の
エネルギーの長期集約・蓄積物）の利用による大規模工業生産が産業革命によって実現され、こ
の巨大生産力と分業ネットワークの形成が促した市場経済の発展によって、大量生産・大量消
費・大量廃棄の 20 世紀型産業社会が産み出された。日本の動向にあてはめれば、近代以前の農
耕中心社会（就業人口構成の大半が第一次産業に従事）から、近代化と工業化による高度経済成長
期（第二次・三次産業の隆盛）を経て、今日のポスト工業化・情報サービス化社会（第一次産業は
数％、３割弱が第二次産業、約７割が第三次産業に従事）が形成されてきたのであった。
国の生産力の規模は、経済指標としては国内総生産（GDP）で評価されてきたが、今後は結果
としての GDP に注目する以上に、その土台となるエネルギーや資源利用の質的違いが問題とさ
れる。すなわち持続可能な発展の原則に立つならば、使えば無くなる枯渇性資源（過去の遺産的
ストック）や生態系に悪影響を与えるものの消費を縮小し、永続的に利用可能な自然資源（再生エ
ネルギーやバイオマスなどの更新的フロー）や生態系循環をベースとしたものへの依存度を高め
ていく政策誘導が図られることになる。その関連ではグリーン GDP や持続可能性指標などの新
しい評価手法の開発もはじまっている。
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さらに先述した産業構造にあてはめれば、これまでのような逆三角形として示された産業構造
を自然生態系の循環（生態系ピラミッド）に適合させる内容に構造変革することが求められる。そ
れは最近一般化してきた農業の六次産業化とも通じる方向性だが（一次・二次・三次産業を複合
化する考え方）、たんなる六次化ではなく生命循環にもとづいた展開が重要性を帯びて進むもの
となる。すなわち、来るべき自然・生命産業の時代においては、第一次産業を経済の土台構造と
して位置づけ直し、自然素材を大切にする有機的生産といった質的意味が評価される仕組みの上
に、同様の加工・流通・消費（サービス・情報のグリーン化を含む）の高度化・高次化が図られて
いくグリーンエコノミー的展開が求められているのである。
６

風土産業論、立体農業論にみる生態系産業化
グリーンエコノミーの展開に関しては、ここで先人の問題提起に注目しておきたい。その一つ

に三澤勝衛（1885 年長野県生まれ）の風土産業論がある。長野県諏訪中学（現諏訪清陵高校）の地
理の教師として教壇に立ちながら、独自の視点で地域の個性を風土としてとらえ、風土を活かし
た人びとの暮らしや生活、農業や産業形成のあり方を考察し、風土産業という概念を提唱した人
物である。詳細は著作『風土産業』にゆずるが、大地・自然の多様性に人間が寄り添ってそこに秘
められている潜在的な可能性を見出し、地域の産業や生活に活かしていく試みは、将来の自然・
生命産業の発展にとって重要な示唆を与える。まさに来るべき時代の哲学、生活論、産業経営論
を先取りしたものとして、注目に値するものである（2）。
一例をあげれば、風土を活かした各地の人びとの暮らしに着目するとともに、地場産業的な発
展事例の土台に風土性を見出している。その具体的な循環型の産業形成の典型として「連環式経
営」が提唱されている。たとえば長野の地での昔からの特産品に凍豆腐があるが、豆腐のおから
が豚の餌となり、豚糞が肥料として桑畑や野菜の生産に活かされ、そこに各種加工産業が組み立
てられていく連環的な展開を連関式として描き出している。それはまさしく廃棄物ゼロの循環産
業形成として国連大学が提唱するゼロ・エミッション構想にも通じるものである。
同様の問題提起として注目したいものに立体農業論がある。戦前から戦後にかけて活躍した社
会活動家の賀川豊彦が紹介した翻訳書『立体農業の研究』
（1953 年、恒星社）において、傾聴に値
する問題提起がなされている。それは、平場のモノカルチャー（単一耕作）的な農業の限界を示唆
し、多様な自然環境に則した複合的で立体的な農業の展開方向を提起したものだった。原書は、
ラッセル・スミスによる「TeeCrops」
（樹木作物）という本で、米国での穀物（一年性作物）の過剰
耕作による土壌侵食を克服する手だてとして樹木作物（永年性作物）の効用を著したものであっ
た。本書は、今日的にはアグロフォレストリー（農林複合）の先駆けとして評価される内容であり、
有機農業的な展開の中ではパーマカルチャーの思想にも通じるものである（3）。
賀川は当時、貧窮にあえぐ農村と農業の再建の道を見出すべく、本書の重要性をより深く読み
込んで、以下のように解説している（以下は序論より引用）。

（2）三澤勝衛、著作集第３巻『風土産業』農文協、2008 年。
（3）ビル・モリソン、レニー・ミアスレイ著、田口恒夫・小祝慶子訳『パーマカルチャー―農的暮らしの永久デザイン』農文協、
1993 年。古沢広祐「日本の有機農業運動」玉野井芳郎・坂本慶一・中村尚司編『いのちと農の論理』学陽書房、1984 年。古
沢広祐「自然エネルギーを基礎とする農業の姿」
『八郷町のエネルギー需要構造と自然エネルギー利用（Ⅱ）』未来工学研究所、
1983 年。
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「然し立体農業は、立体的作物だけを意味しない。地面を立体的に使うという野心が含まれて
いる。われわれは、樹木作物の間に蜂を飼い、豚を飼い、山羊を飼うことは容易であり、その傍
らを流れる小川に鯉を飼うことはそう困難ではないと思っている。その他、土地を有効に、多角
的にまた立体的に組合わせて日本の土地を利用すれば、今まで棄ててあつた日本の原野が充分に
生き返ると私は思っている（4）」
ここでの賀川の主張は、第一次産業というあり方を自然の恵みを活かす産業として、より多面
的、総合的、立体的に組み立てていく可能性とその重要性について提起したものとして読むこと
ができる。戦前から戦後間もなくの当時の状況を考えてみると、世界経済の不安定化（世界恐慌）
や資源的な限界に対応を迫られるといった逼迫した事態が背景にあった。一方で外への拡大・膨
張路線へと傾く方向性が生じた反面で、逆に内への見直しないしは足下の豊かさの再発見・再構
築という方向性が模索された時代でもあったと思われる。その意味では、三澤や賀川の提起は現
在の時代背景とも相通じるところがあり、あらためて温故知新という意味合いからも興味深いも
のである。
７

自然資本・生態系サービスのもとづく多次元産業形成
過去から学ぶ視点とともに、現代的諸矛盾への批判的認識と対応についても考えておきたい。

近年の富の偏在・集中度（格差）から経済発展のパターンをみたとき、すでにふれたが第１次産
業（自然資本依存型産業）から第２次産業（人工資本・化石資源依存型産業）へ、そして第３次産業
（商業・各種サービス・金融・情報等）へ移行・拡大し、今や富の源泉が金融・マネー経済へとシ
フトし集中化してきた。それは今日の大富豪が、情報や金融分野で巨額の富を築きあげているこ
とに現れている。とくに経済発展と社会システムの関係をみたとき、20 世紀の発展パターンの特
徴は、世界人口の２割にすぎない先進工業国が、全体の資源・エネルギーの８割近くを独占的に
消費する偏在状況に象徴されるように、経済的豊かさが地球規模で一種の階級的社会を形成して
きたことである。そこでは、産業の高度化とともにグローバルに多国籍展開する投資やマネー経
済（金融の運用による利益）が、富の極端な集中化や格差の歪みを生み出し、各国レベルとともに
グローバル経済においても世界規模のピラミッド的格差構造を創り出したとみることができる。
第三次産業化とくに金融・情報関連産業自体が資源・エネルギー多消費というわけではない
が、それらは旧来の諸産業の土台の上に築かれて産業の高度化・高次化の一角として現れてお
り、全体として旧来の環境負荷拡大の構造の中に位置づけられる点に注意したい。その意味では、
一人あたりの CO2 排出量の格差とは富の偏在・集中度を示しており、これまでの経済発展の矛
盾の現れでもある。近年、先進諸国の環境負荷の改善が指摘されているが、矛盾を内包している。
グローバルな社会経済の構成形態としてみた場合、途上国サイドへの製造業の移転などは、世界
の工場として発展をとげた中国をみるように、先進諸国の資源・エネルギー多消費構造が外部へ
と置き換えられているからである。経済発展と環境負荷の相関性を脱却するプロセスとは、個別
技術（省エネ等）や産業構造の転換のみならず、個々人の消費とサプライチェーンのつながり状
況、各国の経済的基盤がグローバルにどう組み立てられているか等、その入り組んだ構造まで詳
細に分析し検討していく必要がある。

（4）ラッセル・スミス著、賀川豊彦・内山俊雄訳『立体農業の研究』恒星社、1953 年。
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このような状況認識に立ち、今日のグローバル経済の危機的状況を直視するならば、画一的
（モ
ノカルチャー）で貨幣経済一辺倒（価格づけ）に傾きがちな市場経済のグローバル統合過程とは一
線を画した、地域の資源循環を重視する産業形成と地域経済のあり方、社会形成こそがめざすべ
き方向となる。すなわち、ローカル性や多様な価値を重視する多元的な市場形成や、非貨幣的経
済（コミュニティでの互酬・相互扶助、ボランタリー経済、NPO 活動等）の発展を促すような展開
こそが重要なのである。
基本となる自然資本ないし生態系サービスに関しては、大きく４つの役割を持つとされてい
る。すなわち、基盤サービス（酸素供給、土壌形成、栄養循環、水循環など）、調整サービス（気
候緩和、洪水調節、水質浄化、環境調整など）
、供給サービス（食料、燃料、木材、繊維、薬品、
水などの供給）、文化的サービス（精神的充足、美的楽しみ、宗教・社会制度の基盤、レクリエー
ションなど）である（ミレニアム生態系評価 2005）。その価値に関しては、大きくは利用価値（直
接的・間接的効用、経済的価値等）と非利用価値（将来利用的価値、存在価値）に区分されるが、
今まで無視されてきた価値の可視化として貨幣評価する試みなどもさかんにおこなわれるように
なってきた。各種生態系サービスの貨幣換算評価をみると、人間の生産活動をはるかに超える規
模を持つことがわかる（TEEB 2010）。こうした試みや研究ははじまったばかりの段階だが、来
るべき自然・生命産業の社会を展望するうえでは重要な第一歩となる。具体的にイメージしにく
いことから、ここでは不十分ながら参考として図３を示しておこう。自然・生態系サービスを起
点に各種産業や事業活動が広がり、そこにさまざまな主体が多様に関与する様子を多少とも想像
できると思われる。
（図３）事業者の活動等と生物多様性の俯瞰図（『環境白書』H.23 年版より）
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８

脱成長・多様性・地域循環にもとづく社会
危機的状況を転機とするという意味で、今日の資本主義的な競争・成長型経済がこのまま永続

すると考えるよりは、内外とも行き詰まりを迎えているととらえる視点に立つことは重要ではな
かろうか。近年の世界経済の不安定化とバブル経済の動向については、金融資本主義的な膨張を
起因としており、いわゆる生活に密着した実体経済（生活経済）と金融を操って富（儲け）の拡大を
めざすマネー経済の離反現象として特徴づけることができる。端的にいって、より利益を生み出
すことに駆り立てられ、経済（市場）規模を拡大せざるをえない仕組みの中で、この成長・拡大の
連鎖的活動が、外には資源や環境の限界にぶつかっていく。そして、内には格差と不平等、生活・
精神面での質的な歪み（ストレス過多、いじめ、自閉、暴力、生き甲斐の喪失等）を生じさせてき
たと考えられる。
すなわちサステイナビリティ（持続可能性）を実現する持続可能な社会の姿とは、競争一辺倒の
経済や無限成長・拡大型システムではなく、相互安定型のシステムへの移行によってこそ軌道修
正されると考えられる。偏在化する富と個人的な物的消費による拡大・膨張経済は適正規模を逸
脱して調整局面を迎えており、利己的な自己実現社会から社会性を重視する公正や利他的価値の
実現（ソーシャルビジネス等）へとシフトがはじまりつつある。従来のような価値の単純化と切り
捨て（モノカルチャー社会）ではなく、多様性と共存を尊重する脱成長型の社会形成が新たな目標
として浮上しつつあるのではなかろうか（5）。
文明パラダイム的視点からきわめて単純化して表現するならば、以下のようにいってもよかろ
う。かつての自然資源の限界性の中で循環・持続型社会が存続していたが、非循環的な収奪と自
然破壊を加速化する現代文明に置き換えられて今日の世界に至った。それが、地球規模で再び持
続可能性の壁を前にすることとなり、新たな循環・持続型文明の形成を迫られている。人間存在
を支えるために築かれてきた巨大システム構造は大きな調整局面にさしかかっており、それは自
然・生態系に依拠する社会経済システムの組み直しというレベルにまで至らざるをえないと考え
られる。
９

環境と社会の持続性を実現するために
2000 年の国連会議で、世界の貧困撲滅を達成させるミレニアム開発目標（MDGs）が採択され、

2002 年のヨハネスブルグ環境開発サミットを経て、20 年目の節目としてのリオ＋ 20 が到来して
いる。しかし、この 20 年の歩みをふり返ると、深刻な事態は改善どころか危機的状況をより深め
ている。地球温暖化、生物多様性、森林保全などの地球環境問題の悪化は止まらず、南北間格差の
みならず各国内でも貧富格差など社会的な歪みが顕在化し、昨今のウォール街占拠に象徴される事
態
（1 ％に富の 99 ％が集中する格差への批判）
を生じている。
不況の克服や経済成長が叫ばれているが、現実はどうかというと、数千人規模のリストラ・解雇
（合理化）が報道されるやその企業の株価が上昇することに象徴されるように、人々の貧困化を梃子
にグローバル競争に勝ち残る弱肉強食の経済が出現しているかにみえる。産業革命以来の工業生産
による大量消費で豊かになった経済は、すでにみたとおり今日では「実体経済」を離れて、お金をど
う投資し増幅するかを先読み（先取り）して利益を生じさせる「金融経済」へと移行した。実体経済に

（5）広井良典
『コミュニティを問い直す』
筑摩書房、
2009 年。古沢広祐
『地球文明ビジョン』
日本放送出版協会、
1995 年。
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対して金融経済を急拡大させた結果の破綻が世界金融危機であった。そして金融部門を救うための
国家による巨額の財政投入が、今や各国の財政破綻を招く事態を引き起こしている。先進諸国の苦
境の一方で、中国、インド、ブラジルなどの新興国の経済発展への期待が高まっているが、従来型
の発展を遂げた場合は、資源や環境面での限界のリスクに直面することが懸念される。
社会的歪みの根元には、市場経済の無制限なグローバル競争がある。歪みの一例をあげると、
経済拡大を最優先するあまり、法人税の引き下げや所得税最高税率の引き下げ競争が各国で同時
進行し、企業サイドの経営力強化がはかられた。その一方では、コスト削減と合理化によって働
く人々の賃金低下やストレス増大が広がったのだった。
また、世界中で石油・地下資源などの確保、食料や生物遺伝資源の囲い込みなど、経済的な利
害が優先され、それを陰に陽に政治的圧力ときには軍事的圧力が後押しする旧態依然の時代状況
が再現しつつあるかにみえる。軋轢という点では、イラクやアフガニスタン、イスラエルなどに
おいて、テロリズムや民族対立の温床に火をつけるかのような様相さえ出現させている。今後の
世界情勢として、有事や戦争を想定するような事態への移行は、人類が築きあげた「民主主義と
人権」や「環境と平和」を、内にも外にも消滅させてしまう恐れを私たちに感じさせている。極端
な言い方をすれば、人を殺すための軍事費は、冷戦体制の消滅後に一時は減少したものが再び増
加し始めて、年額約１兆ドル規模となっている。本来は人々の命と生活を支援するための政府開
発援助（ODA：実際の内容の評価には検討の余地がある）の世界総額に対して、10 倍近い規模の
軍事費への支出拡大という現実を私たちは真摯に受けとめなければならない。
10

現状を打破するために〜４つの提案〜

最後に、リオ＋ 20 に期待する優先すべき課題と提案を列記して本稿を締めくくりたい。
第１の提案は、1992 年地球サミットを契機に築き上げてきた重要な展開を、包括的かつ統合
的に再構築する必要がある。双子の条約として理解されるべき 2 つの国際環境条約や、貧困撲滅
をめざす MDGs 等の動きなどが、個別ばらばらな取り組みになりがちな状況を打開すべきであ
る。環境・社会・経済の調和的な関係形成を基礎に、環境的適正と社会的公正を実現する「持続
可能な発展」の理念を統合的に明示化し、SDGs 目標として提示することが望まれる。とくに日本
からの提起としては、従来からの「人間の安全保障」
：Human Security をより拡張、深化させる
概念として、SDGs 目標とリンクする「持続可能性の保障」
：Sustainable Security の考え方を世
界に提示し、広く連携強化をはかっていくことが重要である。
第２の提案は、グローバルな持続可能性を実現するための統合的な政策枠組みとして、各国で
ばらばらな税・財政の仕組みを徐々にグリーン化していく政策展開と目標の提示が求められてい
る。環境的適正の実現のためには、持続可能性の３原則（再生可能資源を再生可能な速度内で利
用する、枯渇資源利用の再生可能化ないし置き換えを計っていく、汚染物の放出を浄化範囲内に
収める）を尊重することが重要である。たとえば地球の贈り物（悠久の時が産み出した賜物）とで
も言うべき資源の利用や、環境汚染・負荷物の排出には、永続性や公平性に配慮した課税制度な
どを組み込んでいくことが必要である。社会的公正では、国連人権宣言・国連人権規約を尊重し
て、人々の自由権とともに生活・雇用・福祉などを満たす社会的権利の充実のための目標ないし
指標を共有していくことが重要である。
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第３の提案は、持続可能な発展を実現させる財政的な基盤として、92 年地球サミット当時に期
待されていた「平和の配当」という構造転換路線を再来させる必要がある。当時、冷戦終結による
軍事費の削減が「平和の配当」として注目され、多額の軍事費を人類の福祉や南北問題、貧困の撲
滅、環境問題などにあてる地球市民的な理念と政策展開が期待された。この理念と理想を再び復
活させるメッセージを世界に発せられるのは、リオ＋ 20 の場において他は無い。年額 1 兆ドル
とは、温暖化対策に必要な途上国への資金（コペンハーゲン合意）の 10 倍規模、MDGs（国連ミレ
ニアム開発目標）達成に必要な追加資金の 20 倍規模の金額である。裏を返せば、1 ／ 10、1 ／ 20
で賄えるということである。
とくに国際社会における日本は、戦後の発展を非軍事に基礎をおいて進め（憲法９条）、それな
りの成功を収めた経験を持つことから、世界に対して「平和の配当」を率先して提起すべき位置に
ある。
第４の提案としては、将来をみすえた巨視的・長期的な視野に立って、社会経済システムの枠
組みを調整していく必要がある。すなわち、資源・環境・公正の制約下で持続可能性が確保され
るためには、新たな社会経済システムの再編が「３つのセクター」のバランス形成、
「公」
「共」
「私」
の３つの社会経済システム（セクター）の混合的・相互共創的な発展形態として展望できると思わ
れる（図４）
。
過度な成長に頼らない持続可能な社会が安定的に実現するためには、利潤動機に基づく市場経
済（私）や政治権力的な統制（公）だけでは十分に展開せず、市民参加型の自治的な協同社会の形成
（共）が加わってこそ可能になる。地域（ローカル）レベルの共有財管理やコミュニティの維持・強
化、地域再生と福祉基盤の充実、農山漁村と都市の交流などの地域間連携、世界レベルでの環境
に関わる国境調整、大気、海洋、生物多様性などグローバルコモンズの共有管理に至るまで、市
民参加や各種パートナーシップ形成こそが重要な役割を果たすからである。新たな「共」の形成・
発展を、各国レベルそして世界的にも促進・強化していくべきである。
【図４】

三つの社会経済システム
(3 Socie-Economic System)
市場経済(自由・競争)

計画経済(調整・統制)

(Market Economy:Money Base)

(Planning Economy:Control Adjustm)

公(行政)

私(企業)
(Company)

日本型
第３セクター

・多国籍企業

(Government)

(Trains National Corp)

・国連
(united Nation)

・コミュニティー企業

・国家・地方自治体

(Community Businnes)

(Community Businnes)

市民事業
コミュニティー
トラスト

協同組合
(Coop)

共
(Citizen/Community)
・NGO,NPO
・ボランティア
・相互扶助(無償労働)
・コモンズ(共有管理)

非貨幣(利潤)的経済
(Non Profit Economy:Mutual Supportance)

時代は変化しつつある。昨今の世界経済の揺らぎに対し、金融・財政的な調整だけで対応する
のか、根本的な経済・社会制度の変革にまで踏み込んで対応するのかが問われている。企業の社
会的責任の自覚と普及、通貨取引税や資産課税などの諸規制・政策の強化、社会的・環境的制度
見直しなど、各国、世界レベルでの勇気ある取り組みに期待したい。

47

論考 2

グリーンエコノミーと開発援助・資金
田辺

有輝

2000 年、国連ミレニアム・サミットにて国連ミレニアム宣言が採択された。同宣言は、ミレ
ニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）1 として取りまとめられ、2015 年ま
でに世界の収入が 1 日 1 ドル以下の人々の割合、飢餓で苦しむ人々の割合を 1990 年比で半減さ
せるなど、貧困削減に取り組む際の代表的な目標の一つとして広く認識されるようになった。
ミレニアム開発目標のうち目標 1 〜 7 については、北アフリカ、東アジア、東南アジアにおい
ては概ね達成できる見込みであるが、サブサハラ、南アジア、西アジア、ラテンアメリカでは達
「開発のためのグローバルなパートナーシッ
成が不可能との見込み 2 が示されている。目標 8 は、
プの推進」と題して、主に貧困撲滅のための資金問題の改善を扱っている。世界全体のODA額は、
増加傾向にありつつも、GNI 比 0.7 ％の目標を達成した国は、わずか 5 カ国であった。
国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）の成果文書交渉における大きな論点の一つがこの資金問
題である。途上国は、先進国に対し ODA に関する目標の達成と新たな資金の拡大、技術移転の
促進などを求めているが、先進国は金融危機による財政逼迫などもあり、資金拠出増額が難しい
状況にある。資金拠出増額が難しい中で重要なことは、現在の資金を効果的で適切に活用するこ
とであろう。つまり、援助の質の向上が求められている。
これまで日本は多額の公的資金を使って、途上国における開発事業を支援してきた。しかし、
開発事業実施地域の住民からは、環境破壊や人権侵害・貧困化に対する懸念の声、改善を求め
る声がたびたび上がっている。このような問題に対処するために、日本の援助機関である国際協
力機構（JICA）や企業の海外進出を支援する公的金融機関である国際協力銀行（JBIC）などは、援
助・支援に際して環境アセスメントの実施や情報公開などを定めたガイドラインを整備してき
た。
しかし、実際にガイドライン施行後の開発事業を見ても、環境破壊や人権侵害・貧困化に対す
る住民の懸念の声、改善を求める声は少なくない。また、気候変動対策資金をはじめとした新た
な資金スキームや中国やインドなど新興ドナーにおいて、環境社会影響を適切にチェックするた
めの制度の導入が課題となっている。
このような中で、新たな資金スキームや新興ドナーに対応した環境社会配慮制度を導入すると
ともに、環境社会配慮の徹底を持続的に行っていくための運用体制の強化が不可欠である。具体
的には、各機関内部におけるチェック体制を整えることはもちろんのこと、環境社会影響を確認
するための独立した審査・評価機能の強化が必要であろう。
1

2

ミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals: MDGs）
は、開発分野における国際社会共通の目標で、2000 年 9 月
にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめられたもの。2015
年までに達成すべき 8 つの目標（目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅、目標 2：初等教育の完全普及の達成、目標 3：ジェンダー
平等推進と女性の地位向上、目標 4：乳幼児死亡率の削減、目標 5：妊産婦の健康の改善、目標 6：HIV ／エイズ、マラリア、
その他の疾病の蔓延の防止、目標 7：環境の持続可能性確保、目標 8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進）
が設定されている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
MDGs の達成状況については、以下の外務省ウェブサイトを参照。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html
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本稿では、日本の開発援助・開発金融における環境社会配慮の現状を概観し、途上国の貧困削
減・途上国のグリーンエコノミーへの移行を実現するために、日本の開発援助・資金が果たすべ
き役割と課題について考えたい。
日本の開発援助・開発金融における環境社会配慮
日本は、毎年 1 兆円規模の政府開発援助（ODA）3 を使って発展途上国の開発を支援している。
二国間の ODA は、1）途上国に利子を付けて貸し出す有償資金協力（円借款）、2）途上国に資金贈与
する無償資金協力、3）人材育成や調査などを支援する技術協力、に分類され、有償資金協力、プ
ロジェクト型の無償資金協力、技術協力の一部を JICA が実施、外交政策に関連する無償資金協
力や技術協力の一部を外務省など各省庁が実施している。
また、多国間のODAとして、世界銀行やアジア開発銀行
（ADB）などの多国間開発銀行（MDBs）
に対しても多額の出資・拠出を行なっており、日本は、ADB に対してはアメリカと並んで最大出
資国、世界銀行に対してはアメリカに次いで第 2 位の出資国で、これら MDBs の投融資活動に
ついて大きな責任を負っている。さらに、ODA 以外にも、JBIC4 による日本企業への投融資など、
多額の公的資金が海外での開発事業に向けられている。これら公的資金を使った開発は、ダム、
発電所、道路建設、資源採掘などの大規模開発事業を支援しているが、大気汚染や水質汚濁など
の環境破壊や強制立ち退きなどの人権侵害・貧困化が生じることも少なくない。
日本の援助機関・融資機関の環境社会配慮の制度・基準については、1999 年に日本企業の海
外進出を支援する日本輸出入銀行と円借款を担っていた海外経済協力基金（OECF）が統合して
JBIC が誕生し、2003 年には「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」が施行され
た。2004 年には JICA が「環境社会配慮ガイドライン」を大幅に改訂した。JBIC のガイドライン
及び JICA のガイドラインは、それぞれ国際的に見ても遜色ない水準へ引き上げられた。具体的
には、代替案検討 5、環境アセスメントの実施及び報告書の公開、住民協議の実施 6、補償・生計
回復策の策定 7 などが案件実施の際の要件となり、異議申し立て制度も設置された。JICA では、

3

4

5

6

7

DAC（Development Assistance Committee）は、ODA を 1）政府ないし政府の実施機関によって供与されること、2）開発
途上国の経済開発や福祉の向上に役立つことを主な目的とすること、3）資金協力については供与条件が緩やかであること
（グ
ラント・エレメントが 25 ％以上のもの）の 3 要件を満たす資金として定義している。
JBIC は、資源開発や日本産業の国際競争の強化、国際金融への対処といった分野において融資・出資・保証を行う日本政
策金融金庫の国際部門。
代替案検討とは、プロジェクトによって引き起こされる望ましくない影響を、回避あるいは最小限に抑えるために、環境関
連費用・便益をできるだけ定量的に評価し、プロジェクトの経済的、財務的、制度的、社会的及び技術的分析との密接な調
和を図るような案を検討することである。代替案検討の際には、複数の代替案が検討されていることが望ましく、それが環
境社会配慮上よりよい案を選択することにつながる。
プロジェクトが計画されている国、地域において社会的に適切な方法で合意が得られるよう、地域住民等のステークホル
ダーとの協議を持つことをいう。特に環境に与える影響が大きいと考えられるプロジェクトについては、プロジェクト計画
の代替案を検討するような早期の段階から情報公開をした上で、住民協議の実施をし、その結果をプロジェクト内容に反映
することが必要となる。
非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならないが、回避することが不可能な場
合には、プロジェクト実施主体者は、移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水準において改善または少なくとも回避
できるように、補償・生計回復策を策定しなければならない。補償・生計回復策には、土地や金銭による（土地や資産の損
失に対する）損失補償、持続可能な代替生計手段等の支援、移転に要する費用等の支援、移転先でのコミュニティ再建のた
めの支援等が含まれる。
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JICA が行う調査案件の環境社会配慮について、独立した専門家が助言を行なう環境社会配慮審
査会 8 が設置された。
2003 年に施行された JBIC ガイドラインには、
「ガイドラインが施行されて 5 年以内に包括的
な検討を行なって、その結果、必要に応じて改訂を行う」との規定が定められていた。そのため、
JBIC の国際金融部門は、日本貿易保険と共同で、JBIC の海外経済協力部門は JICA と共同で、
それぞれガイドラインの見直し作業を 2007 年にスタートした 9。改訂の初期段階では、ガイド
ラインの実施状況に関する評価が行なわれたが、個々の案件におけるガイドラインの遵守や課題
が明らかではなかったために、NGO は追加調査を要請。JBIC と JICA は、それぞれ現地調査を
含めた個別の案件の評価を実施した。行政機関が自ら実施した案件に対して批判的な課題を示す
ことが難しい中で、不十分ではあるものの自ら課題を示したことは意義深いことである。
JBIC は、14 回のパブリックコンサルテーションを経て、2009 年 10 月 1 日に改訂ガイドライン
を施行した。住民移転計画書 10 や先住民族計画書 11 の公開、住民移転に伴う補償の支払い基準の
改善、自然生態系の保護対象の拡大などが新たに規定された。JICA は、33 回の有識者委員会を経
て、2010 年 4 月 1 日に新ガイドラインを公布した。JICA のガイドラインにおいても JBIC と同様
の規定が含まれており、加えて JICA が実施する各種調査業務の報告書の公開も規定された。
環境社会配慮を適切に実施することは、開発事業そのものを成功に導く上でも必要不可欠だ。
まず、公的資金の透明性を高めることによって、資金の問題ある使われ方を減らすことができる。
民主党政権は、公的資金のムダをなくすことを強く掲げているが、これを実現する上で環境社会
配慮を徹底させることは不可欠だ。また、プロジェクトを実施する前の早期段階から適切な調査
を行い、環境社会影響を回避・最小化することによって、開発事業そのものの成功率を高め、貧
困撲滅・途上国のグリーンエコノミー化への効果が期待できる。事業の着工後に問題が生じた場
合、着工前に取り組むよりも多額のコストを要することも少なくない。あらかじめ予防的な措置
を講じることによって、プロジェクトの経済性の向上にも有効だろう。
開発事業の環境社会配慮における課題
環境社会配慮に対する意識は高まり進展してきたものの、課題は少なくない。特に以下の 3 点
を今後の課題として上げたい。

8

9

10
11

環境社会配慮審査会は JICA の協力事業における環境社会配慮の支援と確認に関する助言を得るために、必要な知見を有す
る外部の専門家からなる審査諮問機関。第三者的な機関として常設された。JICA からの諮問に対応して支援の是非につい
て答申するほか、個々の協力事業における環境社会配慮の面での助言を行う。2010 年 4 月からは環境社会配慮助言委員会
に改組された。
2008 年 10 月に一連の政策金融改革の一環として、JBIC の国際金融等業務（旧日本輸出入銀行、海外に進出する日本企業支
援のための開発金融などを行う部門）は日本政策金融公庫の国際部門として存続し、JBIC の海外経済協力業務（旧 OECF、有
償資金協力を行う部門）は、JICA と統合することになった。また、無償資金協力のうち、主にプロジェクト関連の無償は外
務省から JICA に引き継がれることになった。その後、JBIC は 2012 年 4 月に日本政策金融公庫から分離され、再び独立す
ることになった。
住民移転が行われる際に、その手順や実施スケジュール、補償・支援の対象者やその内容などを詳しく規定したものである。
先住民族計画書とは、先住民族が開発プロセス進行中に悪影響を受けることがないよう、そして彼らが文化的に矛盾するこ
とのない社会・経済的利益を受けることを保証するために、必要な条件や開発計画のプロセスなどを定めたものである。
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（１）独立性の高い審査・評価体制づくり
開発事業における NGO と政府・援助機関・融資機関との協議や環境社会配慮ガイドラインは
整備されつつある。しかし、実際のガイドラインの運用では、まだまだ課題が多いのが現実だ。
例えば、旧 JBIC が有償資金協力を実施したインドの「オリッサ州森林セクター開発事業」では森
林資源に依存する地元の住民や NGO が植林事業によって生計に影響を受けることの懸念を表明
していたが、案件形成段階でそれらの懸念を汲み取れるほどのステークホルダー協議や情報公開
は十分に行なわれなかった。また、JICA が行なった開発調査「インド国幹線貨物鉄道輸送力増強
計画調査」では、約 3000 キロの新軌道敷設の計画にもかかわらず、わずか 3 ヵ月半の環境アセ
スメント調査で終了し、生物種、騒音、振動、水質、土壌の調査が不十分であった。
ガイドラインが適切に実施されない背景には、環境社会配慮に関する途上国政府の認識が低
く、実施体制が整っていないことの他、資金を拠出する援助機関・融資機関側の認識も十分では
ないことがあげられる。援助機関・融資機関側は、環境社会被害・貧困化を生じさせないという
認識を常に持つべきである。現時点でその認識は広く浸透していないようで、実際に、環境社会
配慮について厳しい注文をつける世界銀行よりも、注文の少ない日本から援助を受けたい、との
インドの政府関係者の談話が現地の新聞に掲載されたこともある。
2008 年に世界最大の援助機関 12 となった JICA は、職員 1 人当たりの事業規模が世界銀行や
USAID など他の援助機関の 2 倍〜 3 倍となっており、これまで以上に 1 事業あたりの対応が手薄
になるのではないかという懸念があがっている。今後、特に環境審査部門など内部チェック機能
のキャパシティについては、さらなる拡充を図るべきである。
加えて、環境社会影響を確認するために独立性の高い審査・評価機能の強化も必要であろう。
例えば、世界銀行や ADB の評価局は事業実施部局から予算・人事とも独立しており、たびたび
世界銀行や ADB 自身に厳しい評価結果を発表している 13。一方、JICA の開発事業の評価は、コ
ンサルティング会社等への委託で行なわれており、予算・人事の独立性は低い。ガイドラインを
適切に運用するための独立性の高い審査・評価体制づくりが次なる課題だ。
（２）新興ドナーによる南南協力及び民間開発資金における環境社会配慮
近年、これまで援助を受けてきた中国などの途上国が経済成長を遂げたことにより、逆に援助
を供与するドナーとしての立場に立つようになった。こうした国々は新興ドナーと呼ばれてい
る。また、財政逼迫で先進国の公的ドナーによる追加的な資金拠出が困難になる中、民間開発資
金への期待が高まっている。リオ＋ 20 の成果文書交渉においても、南南協力と民間開発資金を
強調する動きが見られる。
ただ、新興ドナーの台頭を巡って大きな懸念としてあげられているのは、これら新興ドナーの
環境社会配慮が不十分な点である。例えば、中国は、スーダンやビルマなど深刻な人権被害を起
こして国際社会から孤立しているような国々に対して援助を行ったことで問題となった。また重

12

13

2008 年 10 月 1 日の新 JICA 発足に伴い、JICA は年間 1 兆円を超える予算規模と約 100 カ国にわたる海外ネットワークを
持つ世界最大規模の二国間援助の実施機関となった。
例えば、ADB の評価局が 1994 年〜 2005 年の非自発的住民移転を伴う案件を調査したところ、案件実施後に実際に影響を
受けた住民の数は、実施前に見積もった数よりも 65 ％も多かったとのことである。ADB は、被影響住民の見積もりを極度
に過小評価していることが明らかとなった。
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大な環境社会影響が懸念される採掘事業やダム建設といった案件に次々と投資している。また、
民間資金においても赤道原則など環境社会配慮に関するルールは設けられているが、巨大インフ
ラ事業等のプロジェクトファイナンスに限定されているため、民間資金の流れが適切にカバーさ
れている状態ではない。
このような中で、新興ドナー・民間資金の環境社会配慮基準を高めることが早急に求められて
いる。今後は、国際機関・日本政府が他国とも協力して、新興ドナー・民間資金に関する環境社
会配慮基準の整備を促していくべきである。
（３）気候変動対策のための資金と環境社会配慮
気候変動が国境を越えた脅威として、協調に基づく問題解決への取り組みを国際社会に促して
いる。先進国の削減目標の設定に注目が集まる一方で、急増する新興国の排出量をどのように削
減するか、気候変動によってより大きな影響を受ける途上国がどのように対処するか、というこ
とも大きな課題となっている。
2009 年 9 月に就任した鳩山首相は、国連気候変動サミット（2009 年 9 月）において 2020 年
までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で 25 ％削減することを表明し、発展途上国に日本の省
エネ技術や資金を積極的に提供して温暖化対策を支援するという内容の鳩山イニシアティブを発
表した。さらに、2009 年 12 月、COP15 における政治合意の成立を前提として、2012 年末まで
の 3 年間に官民合わせて 1 兆 7500 億円規模の支援を実施することを表明した。今後、気候変動
対策のために新たに資金を拠出する際には、既存のスキームを包括的に見直し、環境的適正と社
会的公正を確保できる案件のみを適用対象とすることが必要である。
日本政府は途上国の温室効果ガス排出量の削減取組みを促進する方針を見せているものの、
現行の支援内容との間には大きなギャップが生じている。米国環境 NGO の Environmental
Defense Fund の試算によると、1994 年〜 2009 年の 15 年間に石炭火力発電事業に世界で最も
多額の支援を行った国際金融機関は JBIC であり、JBIC が融資した石炭火力発電所による CO2
の年間排出量は、日本国内の年間排出量の 25 ％以上に及んでいることが明らかとなった 14。こ
の事実を前に、果たして日本は途上国の排出削減に寄与していると言えるだろうか。途上国のグ
リーンエコノミーへの移行のために、公的資金をどのように供与するのかという方針について、
マクロな視点での見直しが求められている。
さらに、気候変動対策に伴って、国際的な資金源が新たに設けられようとしているが、十分な
環境社会配慮基準が適用されるかどうか定かでないという問題もある。EU は、必要な資金を賄
うために国際炭素市場や途上国自身による国内調達を提案している。しかし、国際炭素市場で調
達した資金を活用する際の環境社会配慮基準は明確でなく、途上国の中には、資金供与における
環境社会配慮基準が十分に整備されていない国も多い。環境社会影響を回避・最小化するため、
国際的に新たな資金源を設定する際は、適切な環境社会配慮基準が導入されていることを前提と
するべきだろう。

14

出典：Environmental Defense Fund「Foreclosing the Future」5 〜 6 ページ
http://www.edf.org/climate/report-foreclosing-future
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援助機関・融資機関にアカウンタビリティを求める NGO の役割と課題
開発事業の環境社会配慮を強化するために政府や JBIC、JICA に提言活動を行なう NGO の意
義とは何であろうか。まず、問題をいち早く明らかにすることができるという意義がある。実際
に環境破壊が生じ、住民が反対運動を起こしていたとしても、援助機関・融資機関が問題を十分
に把握していないことも少なくない。NGO が現場に入り、住民や NGO に聞き取りすることで、
住民の視点に立って問題をいち早く明らかにすることが可能になる。
例えば、ADB がネパールで融資を検討していた西セティ水力発電事業 15 では、ダムによって水
没する土地に住む住民たちが、事業者による不適切な対話姿勢や不十分な補償方針に懸念を表明
しているにもかかわらず、ADB は水没予定地を訪問せず、現地で直接住民と対話していなかった。
また、住民が移転する予定地の地下水に砒素が含まれている問題についても調査していなかっ
た。NGO の働きかけの結果、ADB は現地を訪問。事業者は、地下水の砒素汚染の問題を調査す
ることを約束した。
また、政策の適切な改善を促すという意義もある。前述のように JBIC ガイドラインと JICA
ガイドラインの改訂においても、JBIC、JICA が実施した評価では、ガイドライン実施における具
体的な課題は明らかになっておらず、NGO の働きかけで追加調査を行うことになった。行政機関
は、自らの課題を適切に評価しようとしない傾向が強く、政策や方針の策定においても、外部か
らの働きかけが重要である。
このように、開発事業の環境社会配慮の強化には欠かせない役割を果たす調査・提言型 NGO
であるが、そのような NGO の抱える悩みとして、安定した資金源が国内で確保できていないこ
とがあげられる。実際に、日本の助成財団の資金の多くが研究助成や案件実施型の NGO に向け
られており、提言活動で助成金を獲得することが困難な状況が続いている。また、専門的な内容
のため、幅広い市民からの寄付も集まりにくい。結果的に、活動資金の多くを欧米の民間財団に
依拠しているのが現実だ。
一方で、安定した財源がないことによって、人材を育成する機会が少ないことも課題だ。提言
活動には、幅広い知識や経験が問われるが、資金不足のため短期間で人が入れ替わってしまうこ
とも多く、欧米と比べ、人材の層が薄いことも課題である。資金を安定的に確保し、人材が育つ
基盤作りが必要である。
貧困撲滅と途上国のグリーンエコノミーへの移行を実現するために
2012 年 6 月、ブラジルのリオデジャネイロで開催される国連持続可能な開発会議（リオ +20）
では、
「持続可能な発展と貧困根絶の文脈におけるグリーンエコノミー」がテーマに掲げられてい
る。2015 年以降のポスト・ミレニアム開発目標として、持続可能な開発目標（SDGs）の策定に
向けたスケジュールの合意も期待されている。貧困撲滅と途上国のグリーンエコノミーへの移行
を実現するためには、質の高い開発援助資金・開発金融資金の運用が不可欠であろう。今こそ、
開発援助・資金に関する審査・評価機能を再構築する絶好のチャンスではないだろうか。

15

本事業はネパール政府からの事業者への開発許可が 2011 年 3 月に期限切れとなり、事業者が撤退することとなった。

53

論考 3

グリーンエコノミーと税財政改革

〜持続可能で公正な経済社会の構築に向けて〜
足立

治郎

＜はじめに＞
本論考は、一部、国際社会及び各国における短期的な合意形成という観点からは、大胆すぎる
のでは、と思われる提案も含んでいることを、最初にお断りしておきたい。こうした提案を敢え
て含めたのは、
「『持続可能な社会が希求されている』＝『人類の持続性に疑問が呈されている』」今、
現実的でありつつも、思い切った改革が要請されている故である。本論考を、政策担当者・事業
者・生活者・NGO の方々等の今後の取組・政策議論のたたき台として活用いただければ、誠に
幸いである。
１．リオ＋ 20 における
「グリーンエコノミー」議論が問う、経済のあり方
１−１．環境・社会と共存する、
「人類全体の経済の変革」が問われている
世界レベルでの持続可能な社会構築を目指して、今年６月ブラジル・リオデジャネイロで開催
される「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）」の中で、
「グリーンエコノミー」が大きなテーマとし
て取り上げられる。これは、
「地球温暖化問題」
「生物多様性の喪失」等の地球レベルの環境問題が、
私たちの経済のあり方に変化を求めており、
「経済のグリーン化」が、世界的関心事となっている
ことを示している、といえよう。
注意しなければならないのは、リオ＋ 20 でテーマとされるのが、厳密には「持続可能な開発と
貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー」である点だ。「グリーンエコノミー」に「持続可能な
開発と貧困撲滅の文脈における」との文言が付されているのは、多くの途上国・貧困層にとって
の最優先課題が貧困からの脱却であることと関係している。経済のグリーン化が進んでも、貧困
のまま、仕事がないという状態は望まれていない。
日本も、貧困層・失業者を多数抱えている。特に、東日本大震災被災地にて必要とされている
のは、早急な生活再建である。震災により被災地で 10 万人程度の雇用が失われた、との試算も
ある 1。雇用対策強化が急務である。未曾有の円高が進む中、日本の製造業の海外移転検討も進
んでいる 2。雇用者１千万人を超える製造業の海外移転が進めば、最初に仕事を失うのは、短期
契約の労働者等だ。海外移転がさらに進めば、失業者や自殺者のさらなる増大も懸念される。
リオ＋ 20 で主要テーマに掲げられている「持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーン
エコノミー」が行きつくべき先は、単に「経済の中にすこしだけグリーン経済を入れ込む」という
ことではなく、
「環境・社会と共存すべく、人類全体の経済を変革する」ことだ、といえよう。

1

2

BPnet 復興ニッポン「「震災失業地獄」から被災地が抜け出す「いくつかの方策＋ 1」清家篤慶応義塾長に聞く（前編）」2011 年
７月 15 日
日本経済新聞「３年内に海外移転４割」2011 年７月 15 日朝刊など
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１−２．環境・社会と共存する経済への変革には、
「持続不可能かつ不公正な生産消費形態の変
革」が要請される
そもそも、経済とは、
「モノやサービス等を交換する仕組み」
「モノ・サービス・お金の流れ」
「モ
ノやサービスの生産・流通・消費にかかわる人間活動の全体」を指す。従って、経済を環境・社
会と共存するように変えることは、私たち人類の生産・消費のあり方全体を持続可能で公正なも
のに変革することを意味するといえる。
では、ここで、私たち人類の生産・消費の現状を少し考えてみたい。
人類は、生存し、その生活を楽しむため、食料をはじめとする様々なモノを生産し、消費して
きた。古くは、資源採取・生産・流通・消費・廃棄という一連の過程は、家族単位や村単位で完
結していただろう。やがて、モノの交換は、家族単位や村単位を超え、農業を営む者と漁業を営
む者等の分業が進展していった。分業化の進展は、資源採掘者・生産者・流通業者・廃棄物業
者・金融業者等の分業も生み出した。グローバル化（地球規模化）が進んだ現在、そうした分業は
世界レベルにまで広がっている。
こうした分業の拡大は、これまで消費したことのないモノやサービスを人々が享受することを
可能とした。知ることもなかった異国の地から運ばれてきた食材を得ることも、異国の地へ旅す
ることも可能となった。
それに伴い、エネルギー資源をはじめとする様々な資源の消費量は、拡大していった。一人あ
たり消費量の増大と人口増加により、特に 20 世紀に入ってから、資源消費量は幾何級数的に増
大した。21 世紀に入ると、日本を含む先進国のみならず、中国をはじめとする新興国が台頭し、
人類の資源消費量はさらに拡大を続けている。こうした消費拡大は、様々な地球環境問題を生み
出し、人類の持続性を脅かすようになったのである。このような背景から、リオ＋ 20 成果文書
ゼロドラフトにおいて、
「持続可能な消費と生産に関する計画 10 年枠組みを構築することに合意
する」との記述がなされることとなった。
人類全体の消費拡大といっても、重要なことは、こうした資源消費には、大きな格差が存在す
ることである。途上国と先進国の一人当たり平均の資源消費には大きな格差があり、現在の地
球環境問題に対する責任の多くは、先進国にある。そのため、リオ＋ 20 の交渉プロセスでも、
G77 ＋中国（いわゆる途上国グループ。現時点では約 130 カ国）は、先進国に対して持続不可能
な消費と生産パターンを変えていくことを求めている。ただし、G77 ＋中国には新興国が多数含
まれ、そうした国々には、すでに、先進国企業以上に大きな利益をあげている企業も多数存在し
ており、先進国・途上国の二分論にあまりに傾斜すべきではない。
また、各国間の格差のみならず、各国内の格差にも注目することが重要である。日本では、日
雇い・非正規雇用者が増え、自殺者が年間３万人と高水準となる等、社会格差が社会問題化して
いる。新興国・途上国には、貧困層が多数存在する一方で、先進国に住む平均的な人々をはるか
に超える消費を行う超富裕層もいる。貧困層が基本的なニーズの充足すら困難である状況を克服
するとともに、富裕層が過剰な消費を行っている現状を変えることが問われているのである。
１−３．持続可能な生産消費形態の中身・可能性
こうした人類の資源利用の急拡大は、日本での４大公害に象徴されるように、各国・各地域の
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水・大気・土壌汚染を引き起こし、人々の健康・生命および生態系の危機を生み出してきてい
る。そして、地球温暖化や生物多様性喪失に象徴されるように、世界レベルでの環境問題をも引
き起こし、人類全体の生活を脅かす危機をも生み出すに至っている。
人類の資源利用の急拡大は、こうした「環境問題・環境汚染」による人類の生活・健康・生存へ
の脅威を生み出しているだけでなない。増大する資源利用は、
「資源枯渇」や「廃棄物処分場の不
足、不適切な廃棄物処理」の脅威も増大させており、これらも、人類の生産・消費の持続可能性
及び健康な生活を脅かす事態となっているのである。
以上を鑑みると、持続可能な生産・消費形態を実現するためには、
「将来世代・地域住民・私た
ち自身の生活環境を脅かさないレベルまで資源採取・生産・流通・消費・廃棄各過程において発
生する環境汚染を制御すること」
「資源枯渇を招かない持続可能なレベルまで資源採取を抑えるこ
と」
「廃棄物処分能力の範囲内に廃棄物の発生を抑えること」が課題となる。
（p59 の図１も参照さ
れたい。）
こうした課題に対応するために、ファクター４、ファクター 10 という資源生産性（資源投入量
あたりの財・サービス生産量）
を４倍ないし10倍にする、といった考え方が国際的に有名である。
これらによれば、資源の投入や廃棄物の発生を２分の１にするには、生産や消費、我々の享受す
る便利さを半分にしなければならないわけではない。以下のような方法で我々が得られるサービ
ス量を維持・増大させつつ資源投入と廃棄物発生を抑えられる可能性が見い出される、としてい
る。
効率向上：資源利用効率を２倍にすることができれば、資源の投入や廃棄物の発生を２分の１
に抑えることができる。
製品の長期使用：消費段階でメンテナンスやリフォームをしながら長期間大事に使っていく。
一つの製品を従来より２倍の期間利用すれば、資源の投入や廃棄物の発生が２分の１となる。
レンタル進展：コピー機などのように、消費段階で物を共有・レンタルするシステムを進め
る。製品生産量と廃棄物発生量を抑制することができる。
リユース促進：一人の消費者が消費を終えたものを別の消費者の利用に活かす（古着など）。製
品の生産のための資源利用を減らすことができる。
リサイクル進展：消費を終えたものを廃棄せずに生産工程に戻す。これにより、資源採取量お
よび廃棄物発生量を減らすことができる。
リサイクルにともなう新たなエネルギー投入・廃棄物発生など、これらの方法を実社会へ適用
するには検討を要する課題もある。しかし、重要なことは、以上のような方法を適切に組み合わ
せれば、私たちは、得られるサービス量を必ずしも減らすことなく、生産消費活動における資源
投入および廃棄物排出を大きく減らせる可能性がある点である。
１−４．持続可能な生産消費形態の実現に向け、事業者や消費者に期待される役割
人類の持続可能性が脅かされている事態に対応するため、事業者や消費者には、自主的に生
産・消費形態を改善することが期待される。
例えば、モノの生産者には、次のような点が期待されよう。
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＜生産者に期待される事項の例＞
生産工程での資源利用効率を高め、資源投入や廃棄物の発生を減少させる。
消費過程や廃棄過程における有害物質の環境への放出の危険のより少ない生産品を作る。
生産する製品の寿命を伸ばし、消費者の長期利用を可能にする。
リサイクル（再生）可能な製品を生産する
ある製品の「製造・販売」により利益を得る方法から、同じ製品を「製造・レンタル・メンテ
ナンス」することによって利益を得る方法へ切り替えていく
環境汚染除去装置を生産する

等

こうした活動を行う生産者の増加は、環境にとって好ましい消費者の取り組みを容易にする。
また、消費者には、以下のような点が期待される。
＜消費者に期待される活動の例＞
すぐに廃棄してしまうものは極力購入せず、長期間利用できる製品を購入する。
生産・流通・消費段階での環境負荷が小さく、自分にとっても安全な製品を購入する。
モノはできる限りレンタルし、リユースやリサイクルも進める。

等

こうした消費者の行動の拡大は、適切な生産者・流通業者・サービス業者を支援・育成し、生
産消費システム全体を改善していくことにつながる。3
１−５．生産消費形態の持続可能性・公平性を阻む重要な要因−環境コスト・公平性を十分考慮
できない現状の経済社会システム
ただし、社会全体が持続可能な生産消費形態に移行するためには、大きな障害がある。それが、
「経済メカニズムに環境コストを組み込む仕組みの欠如」である。つまり、環境汚染のコストをモ
ノやサービスの価格に反映させる社会全体の仕組みが十分ではない点である。
現状では、環境を汚染しても、そのコストを社会から負担するように強制されるケースは決し
て多くない。わざわざ手間・コストをかけ環境に配慮して製品を生産しようとすると、多くの場
合、そうした手間・コストをかけない場合より、製品価格を高くせざるを得ない。環境を汚染す
るような生産方法が、価格競争上、有利となるケースが多い。その結果、環境負荷の大きな生産
や消費が拡大し、有限な自然資源が乱獲され、環境汚染・廃棄物が増大することとなる。
また、現状では、労働者を不当な低賃金で、あるいは、奴隷的 4 に働かせる方が、モノやサー
ビスの価格を安くすることができ、競争力を高めることが可能である。よって、公正でない生産
や消費が継続・強化され、不当な労働・生活環境を強いられている人々が世界全体にいまだに多
く存在している。

3

4

具体的に自分の生活のどこをどのようにすればよいのか、を考えたい方は、
「環境・持続社会」研究センターウェブサイト
http://www.jacses.org/ecosp/index.html もご参照ください。
アフリカにおけるカカオ・チョコレート生産における事例や世界全般に広がる家事使用人の事例など、数多くの事例が存在
する。
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よって、資源採掘・生産・流通・消費・廃棄において、環境コストや社会的公平性を反映し、
自然資源や製品の価格が決定されるシステムを作っていくことが重要である。そうなれば、持続
可能で公正な生産消費形態を、
「環境に良ければ、あるいは、社会的公正さが担保されれば、たと
え自分の金銭的な負担が増えてもいい」という意志、かつ、金銭的余裕を持った特定の生産者や
消費者の間から、より多くの生産者や消費者に拡大していくことが可能となる。
途上国・新興国に多大な貧困層が存在し、日本・欧州・米国ですら失業・貧困が広がっている
現代世界において、環境・社会に良いが高額なモノ・サービスの購入を多くの人々に期待してい
るだけでは、人類全体の生産消費形態を持続可能で公正なものにすることは、無理であろう。経
済社会システムに、環境コストや公平性を組み込むことが求められているのである。
２．グリーンエコノミーと税財政改革
２−１．環境コスト内部化・持続可能な生産消費形態のための税財政改革
環境コスト内部化・持続可能な生産消費形態実現のために、非常に有効と考えられる手段が、
政府の税財政の活用である 5。その全体像を表１に示す 6。
表１：持続可能な社会に向けた税財政改革

地球環境問題や資源枯渇・廃棄物問題が顕在化し、社会の持続可能性が脅かされ、経済の変革
が求められている今、そうした状況に対応するための、政府の税財政改革進展も急務となってい
る。
それは、
「①持続可能な生産・消費形態を推進するための税の減免・補助金付与等の優遇措置実
施」と「②持続可能性の面から問題の大きい生産・消費形態に対する課税強化や補助金削減・撤
廃」の双方を含むものである。

5

6

持続可能な生産・消費形態実現のためには、税財政の活用のみならず、環境汚染や過度の資源採取・野放図な廃棄物排出に
対する時期を逸しない規制強化を、各自治体・各国・国際社会全体で行う必要もある。
なお、労働者を不当な低賃金、あるいは、奴隷的に働かせるような状況に対しては、政府の税財政を活用しインセンティブ
を与えるより、そうした状況を各国政府・国際社会全体で規制・禁止することが必要と考える。
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これまで日本では、環境関連の補助金や租税特別措置（税の減免等の優遇措置）、つまり、前段
落の①が積極的に実施されてきた。ただし、こうした政府の歳出拡大・歳入削減を伴う措置の強
化・拡大は、政府の財政破綻回避・財政赤字縮小が急務となっている現状において、容易でない
状況となっている。
一方、持続可能性の面から問題の大きい生産・消費形態に対する環境税導入や補助金撤廃、つ
まり、前段落の②は、これまで日本政府は積極的に進めてこなかった。しかし、政府財政がひっ
迫している今、こうした措置の導入・強化は、政府財政健全化の観点からも時代の要請にも沿う
ようになってきている。
以下、
「環境税の導入」及び「環境に悪影響を及ぼす補助金の削減・撤廃」について、その可能性
及び課題を考察していく。
２−２．環境税の可能性と課題−国際社会全体の導入・調整も要検討
㸰㸫㸰㸬⎔ቃ⛯ࡢྍ⬟ᛶㄢ㢟㸫ᅜ㝿♫యࡢᑟධ࣭ㄪᩚࡶせ᳨ウ
2012 年 3 月、日本政府は 2012 年 10 月からの地球温暖化対策のため税（炭素税）の導入を決

定した。これは、地球温暖化を引き起こす主たる原因とされる二酸化炭素の排出に対し課税する
もので、これまで北欧諸国を中心として導入されてきている。日本では、環境税というと、この
炭素税のことを指すと考える方も少なくないが、炭素税は、数ある環境税の一例に過ぎない。炭
素税のみならず、
「様々な環境汚染物質排出への税（窒素酸化物税・硫黄酸化物税等）」
「資源利用へ
の税（砂利税・水税等）」
「廃棄物への税（産業廃棄物税等）」といった環境税の導入が、各国・各地
域で様々な形で進められ始めている 7。日本でも、都道府県レベルで、産業廃棄物税がすでに導
入されている。
これら環境税によって、資源利用効率の向上、製品の長期使用、レンタル・リユース・リサイ
クル進展等を図り、持続可能な生産消費システムの構築を進める事が期待される。
図１：持続可能な社会像と環境税
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7

海外の環境税導入状況に関してご興味のある方は、OECD データベース、
「環境税」
（築地書館）をご参照ください。
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環境税を盛んに導入している欧州諸国は、環境税導入により、環境汚染など社会的に悪影響を
及ぼす行為に対する課税を強化しつつ、同時に、労働など社会的に有益な行為に対する減税を行
う「バッズ（Bads）課税・グッズ（Goods）減税」を推進してきた。温暖化対処のための環境税を導
入する場合も、導入国 8 のほとんどは、その税収の多くを雇用対策や低所得者対策のための減税
に充ててきている（温暖化対策に充てる割合は税収の 2 割程度）。環境税を、環境問題対応に加え、
貧困・失業問題にも対応するために活用し、環境・経済・社会が鼎立する社会の構築を目指して
きたのである。日本では、税収の全てを温暖化対策に充てる制度としての導入を決定したが、経
済への悪影響を避けるため、その税率がかなり低率に抑えられている。
環境税導入国は、環境税が全世界で導入されていない現状で、各国毎に導入するにあたり、国
際競争にさらされている企業に対し減免措置を設けたり、極めて低税率にするなどの制度設計を
選択している。そのため、環境コストを十分に経済システムに内部化することに成功していると
は言い難く、持続可能な生産消費形態がそうでない生産消費形態よりもコスト的に不利を被らな
い状況を作り出すことに成功しているとは言い難い。日本で、震災後の景気低迷の中、地球温暖
化対策税導入に与野党が合意したことは画期的なことといえるが、導入される地球温暖化対策税
の税率は、きわめて低い税率であり、十分なものではない、といわざるをえない。
本来あるべき、環境コストを十分に内部化する環境税導入に向け、各国がさらに努力する必要
がある。ただし、そのためには、世界全体で導入するほうがより効果的である。そうなれば、国
際競争を考慮した税の減免の必要はなくなる。EU では、EU 全体での環境税導入がこれまでも追
求されてきている。その実施は、現実の政治状況を考えると容易ではないが、環境コスト内部化
のための国際的な管理・規制システムの強化、それをバックアップする国際経済システムの検討
は必須であり、国際社会全体の環境税の導入も、検討を開始・強化すべきである。
２−３．国際社会で検討が進む、環境に悪影響を及ぼす補助金の削減・撤廃―マイナス面も含め、
より詳細な検討が課題
リオ＋ 20 準備会合で大きな焦点があたっているのが、
「環境上有害な活動への補助金の削減・
撤廃」である。
昨今の各国の財政危機は、持続可能な生産・消費形態に対する補助金の拠出を困難にしてい
る。こうした状況で、持続不可能な生産・消費形態に対する補助金の削減・撤廃は、政府の財政
赤字縮小をももたらすものであり、そうした観点からも推し進めるべきである。
こうした補助金の削減・撤廃は、持続可能性確保の観点から、
「環境への有害物質を排出する生
産消費に対する補助金の削減・撤廃」のみならず、
「希少な自然資源の利用を促す補助金の削減・
撤廃」や「廃棄物の排出に対する補助金の削減・撤廃」も含むべきである。
また、
「持続不可能な生産・消費活動への補助金の削減・撤廃」は、それにより新たな資金を捻
出でき、それを「持続可能な生産・消費活動への補助金・優遇措置の実施」へ振り向けることもで
きる。

8

北欧諸国・オランダ・英国・ドイツ・イタリア・スイス等
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ただし、このような補助金の削減・撤廃は、各国経済の過度の失速や社会不安等を生み出す可
能性がある 9。現実に実施するには、多角的な側面からの検討を要する。
環境に有害な補助金の撤廃は、一国だけで実施しても、効果が薄く、環境に有害な産業の海外
移転・空洞化を招くだけの結果になる可能性もあり、各国それぞれの実施のみならず、国際社会
全体での実施の検討を加速することが重要である。ただし、こうした措置の実施は、環境上好ま
しい製品を生産・販売する産業の育成を促す一方で、環境負荷の大きな産業の衰退を促すことに
なるため、短期的に失業増大を促し、格差を拡大してしまう可能性がある。また、途上国の貧困
層の生活を圧迫してしまう可能性もある 10。国際社会全体での実施検討にあたっては、雇用や格
差の観点からの検証も必要である。
２−４．環境・経済・社会鼎立のため、総合的な税財政改革が必要−法人税・所得税の改革・
国際的調整や革新的資金メカニズムの検討も課題
企業経営陣の多くは、海外移転の検討理由の一つに、日本の法人税率の高さをあげる。所得税
率の高さが有名なスウェーデンも、法人税率は比較的低く、それが産業の国際競争力・国の経済
力を強くし、福祉国家の基礎となっている、との考察もある 11。新興国の多くも、日本より法人
税率が低い。
昨年末に少なからぬ日本企業トップが政府の地球温暖化対策税の導入方針に強く反対しなかっ
たのは、法人税減税の実施とセットであった点が大きい。震災後、政府は、復興財源確保のため
法人税の減税をとりやめ、その増税も検討し始めた。その一方で、地球温暖化対策税導入作業も
進めてきた。このような状況において、人件費や税率が低い他国への工場移転を考える経営者も
出てきている。
この状況を打開すべく、政府には、税財政改革を含む、総合的な雇用・空洞化対策実施が急務
となっている。
その際、他国の法人税率の低さに対抗して、他国への工場移転を抑制し、日本に投資を呼び込
むために、日本の法人税率を引き下げることも、とりうる選択肢となる。ただし、各国の法人税
の引き下げ競争が、各国の財政危機を生み、それが世界レベルの経済停滞・経済恐慌に結び付い
ている側面もある。従って、こうした状況の解消のためには、国際社会全体での法人税率の調整
に関する合意を追求することも、検討に値する。
また、各国の財政危機に対応しつつ、貧困削減・格差解消を進める観点からは、高額所得者の
所得税率を引き上げ、税の所得再分配機能を改めて強化することも重要である。しかし、もしこ
うした税制改革を行うと、高額所得者が税率の低い国に移り、かえって税収を失うことも懸念さ
れる。そこで、現実には、高額所得者を呼び込むため、各国の所得税最高税率の引き下げ競争も
起きている。格差解消・財政健全化の観点から、各国は、高額所得者の所得税率を引き上げる検
討を進めるとともに、それに関する何らかの国際社会全体の合意形成を目指すことも検討に値し
よう。

9
10

11

実際に、ナイジェリアでは 2012 年 1 月、燃料補助金廃止による暴動が起こり、それによる死者も出た。
例えば、途上国における化石燃料補助金の撤廃は、化石燃料に依拠して生活する貧困層の生活を圧迫することが懸念されて
いる。
湯元健治、佐藤吉宗『スウェーデン・パラドックス』日本経済出版社、2010 年 11 月など
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政治家にとって、増税は人気を落とす結果を招くことが危惧されるため、回避される傾向にあ
る。それが各国の財政危機の進展の一因となっている。こうした状況を鑑みれば、各国の財政危
機に対応するには、国際社会全体で共通する資金メカニズムの導入を検討すべきである。これは、
２−２で述べた国際環境税の検討のみならず、様々な税制・資金メカニズムの可能性がある。リ
オ＋ 20 においても、革新的な資金メカニズムに関する議論が行われている（P21 参照）。こうし
た資金メカニズムは、貧困・疫病・気候変動問題等に取り組むための新たな資金を創出・供給し
つつ、各国の財政危機の回避にも貢献しうる。これまでに国際社会で検討・提案されている様々
な革新的資金メカニズムのそれぞれには、制度設計における困難な点も伴う。しかし、各国の財
政危機は、世界全体の経済に暗い影を落としている。多くの場合、各国の経済停滞の最も強い影
響を受けるのは、貧困層である。各国の財政破綻は、貧困層のみならず、世界全体の多くの人々
の生活を破綻させてしまう可能性もある。こうした観点から、難しい課題ではあるが、国際的な
革新的資金メカニズムの検討を加速する必要がある。
＜おわりに＞
ここまで持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー実現に向けた、経済変
革の必要性と税財政改革について検討してきた。一言にグリーンエコノミーの推進といっても、
社会の多様な側面を考慮せずに実施されれば、別の問題を引き起こす可能性が小さくない。グ
リーンエコノミーは、政府の取組みのみで達成されるものではなく、企業・NGO・市民・研究
者などの積極的な取組みが求められるとともに、国際的な協調・連携も非常に重要となる。その
意味で、リオ＋ 20 を機に、意義深い国際合意が形成されるかはもちろんのこと、いかに各セク
ターの取組・連携が広がるか、も問われている。
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ものは、熱烈ではあるが冷静な精神と、強烈ではあるが秩序だった作業である。自然の
世界で自由を確保するためには、自然と協調して、より良い環境を作るため知識を活用
しなければならない。現在及び将来の世代のために人間環境を擁護し向上させることは、
人類にとって至上の目標、すなわち平和と、世界的な経済社会発展の基本的かつ確立し

境を無数の方法と前例のない規模で変革する力を得る段階に達した。自然のままの環境

と人によって作られた環境は、共に人間の福祉、基本的人権ひいては、生存権そのもの

の享受のため基本的に重要である。

あろうが、その広がりにおいて地域的又は全地球的なものであり、また共通の国際的領
域に影響を及ぼすものであるので、共通の利益のため国家間の広範囲な協力と国際機関
による行動が必要となるであろう。国連人間環境会議は、各国政府と国民に対し、人類
とその子孫のため、人間環境の保全と改善を目指して、共通の努力をすることを要請す
る。

は地球上の多くの地域において、人工の害が増大しつつあることを知っている。その害

とは、水、大気、地球、及び生物の危険なレベルに達した汚染、生物圏の生態学的均衡

に対する大きな、かつ望ましくないかく乱、かけがえのない資源の破壊と枯渇及び人工

の環境、特に生活環境、労働環境における人間の肉体的、精神的、社会的健康に害を与

-1-

境の保全、改善の必要性を念頭において、その努力を開発に向けなければならない。同

水準をはるかに下回る生活を続けている。このため開発途上国は、開発の優先順位と環

食物、衣服、住居、教育、健康、衛生を欠く状態で、人間としての生活を維持する最低

（４）開発途上国では、環境問題の大部分が低開発から生じている。何百万の人々が十分な

出典：環境省環境基本問題懇談会（第 2 回）参考資料 3「人間環境宣言（ストックホルム人間環境会議の宣言）」
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-

-2-

（１）人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基

〔環境に関する権利と義務〕

共通の信念を次のとおり表明する。

則

るのを助けるため、財源調達の国際協力も必要とされる。環境問題は一層複雑化するで

らば、同じ力は、人間と人間環境に対しはかり知れない害をもたらすことにもなる。我々

２．原

な環境政策とその実施に関し最大の責任を負う。この分野で開発途上国が責任を遂行す

と生活の質を向上させる機会をもたらすことができる。誤って、又は不注意に用いるな

える甚だしい欠陥である。

環境を形成することになろう。地方自治体及び国の政府は、その管轄の範囲内で大規模

日四囲の環境を変革する人間の力は、賢明に用いるならば、すべての人々に開発の恩恵

の個人も、すべての分野の組織体も、それぞれの行動の質と量によって、将来の世界の

ベルで責任を引き受け、共通な努力を公平に分担することが必要である。あらゆる身分

（７）この環境上の目標を達成するためには、市民及び社会、企業及び団体が、すべてのレ

（３）人は、絶えず経験を生かし、発見、発明、創造及び進歩を続けなければならない。今

の義務である。

す主要な課題である。これは、全世界の人々が緊急に望むところであり、すべての政府

た目標と相並び、かつ調和を保って追求されるべき目標となった。

できる。環境の質の向上と良い生活の創造のための展望は広く開けている。いま必要な

の苦難に満ちた長い進化の過程で、人は、科学技術の加速度的な進歩により、自らの環

（２）人間環境を保護し、改善させることは、世界中の人々の福祉と経済発展に影響を及ぼ

自身と子孫のため、人類の必要と希望にそった環境で、より良い生活を達成することが

を与えることになる。逆に十分な知識と賢明な行動をもってするならば、我々は、我々

は、我々の生命と福祉が依存する地球上の環境に対し、重大かつ取り返しのつかない害

深い注意を払いながら、行動をしなければならない。無知、無関心であるならば、我々

とともに、知的、道徳的、社会的、精神的な成長の機会を与えている。地球上での人類

言

（１）人は環境の創造物であると同時に、環境の形成者である。環境は人間の生存を支える

１．宣

（６）我々は歴史の転回点に到達した。いまや我々は世界中で、環境への影響に一層の思慮

展、生産及び科学技術の進歩とともに、環境を改善する人間の能力は日に日に向上する。

のとおり宣言する。

せ、労働の努力を通じて人間環境を常に変えてゆくのは人間そのものである。社会の発

保全と向上に関し、世界の人々を励まし、導くため共通の見解と原則が必要であると考え、以下

も貴重なものである。社会の進歩を推し進め、社会の富を作り出し、科学技術を発達さ

るため、適切な政策と措置が十分に講じられなければならない。万物の中で、人間は最

（５）人口の自然増加は、絶えず環境の保全に対し問題を提起しており、この問題を解決す

ならない。先進工業国では、環境問題は一般に工業化及び技術開発に関連している。

じ目的のため先進工業国は、自らと開発途上国との間の格差を縮めるよう努めなければ

参考資料３

国連人間環境会議は、1972 年 6 月 5 日から 16 日までストックホルムで開催され、人間環境の

人 間 環 境 宣 言

国連人間環境会議（ストックホルム会議：1972 年）

参考資料３
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ればならないからである。

ならない。

性を保ち、調整をとらなければならない。

停止されなければならない。環境汚染に反対するすべての国の人々の正当な闘争は支持

らない。

出典：環境省環境基本問題懇談会（第 2 回）参考資料 3「人間環境宣言（ストックホルム人間環境会議の宣言）」
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-

-4-

民地主義者及び人種差別主義者による支配のため立案された計画は放棄されなければな

ある。

-3-

的、経済的及び環境上の利益を得るよう、立案されなければならない。これに関し、植

のであり、かつ、生活の質の向上に必要な条件を地球上に作りだすために必須のもので

（15）居住及び都市化の計画は、環境に及ぼす悪影響を回避し、すべての人が最大限の社会

〔居住及び都市化の計画〕

須の手段である。

（14）合理的な計画は、開発の必要性と環境の保護向上の必要性との間の矛盾を調整する必

（８）経済及び社会の開発は、人にとって好ましい生活環境と労働環境の確保に不可欠なも

〔経済社会開発〕

め、あらゆる可能な措置をとらなければならない。

な環境を損ない、海洋の正当な利用を妨げるような物質による海洋の汚染を防止するた

（７）各国は、人間の健康に危険をもたらし、生物資源と海洋生物に害を与え、海洋の快適

〔海洋汚染の防止〕

〔合理的計画〕

り国民の利益のために人間環境を保護し向上する必要性と開発が両立しうるよう、総合

び熱の放出を、それらを無害にする環境の能力を超えるような量や濃度で行うことは、

されなければならない。

（13）合理的な資源管理を行い、環境を改善するため、各国は、その開発計画の立案に当た

〔総合的な開発計画〕

されなければならない。

な技術援助及び資金援助が必要であることを考慮し、環境の保護向上のため援助が供与

とから生ずる費用を考慮に入れ、さらに要求があったときは、この目的のための追加的

（12）開発途上国の状態とその特別の必要性を考慮し、開発計画に環境保護を組み入れるこ

〔環境保護のための援助〕

当な措置をとらなければならない。

内及び国際的な経済的帰結を調整することの合意に達するため、各国及び国際機関は適

良い生活条件の達成を妨げてはならない。また、環境上の措置によってもたらされる国

ならず、その可能性に対して悪影響を及ぼすものであってはならず、すべての人のより

（11）すべての国の環境政策は、開発途上国の現在又は将来の開発の可能性を向上させねば

（６）生態系に重大又は回復できない損害を与えないため、有害物質その他の物質の排出及

〔有害物質の排出規制〕

果がすべての人間に分かち与えられるような方法で、利用されなければならない。

（５）地球上の再生できない資源は将来の枯渇の危険に備え、かつ、その使用から生ずる成

〔非再生可能な資源〕

生物を含む自然の保護は、経済開発の計画立案において重視しなければならない。

な危機にさらされており、人はこれを保護し、賢明に管理する特別な責任を負う。野生

（４）祖先から受け継いできた野生生物とその生息地は、今日種々の有害な要因により重大

〔野生生物の保護〕

されなければならない。

（３）再生可能な重要な資源を生み出す地球の能力は維持され、可能な限り、回復又は向上

〔環境政策の影響〕

境の管理に不可欠である。生態学的なプロセスと並んで経済的な要素を考慮に入れなけ

源は、現在及び将来の世代のために、注意深い計画と管理により適切に保護されなければ

〔再生可能な資源〕

（10）開発途上国にとって、一次産品及び原材料の価格の安定とそれによる十分な収益は環

（２）大気、水、大地、動植物及び特に自然の生態系の代表的なものを含む地球上の天然資

〔一次産品の価格安定〕

た際の時宜を得た援助で促進された開発により、最もよく救済することができる。

れなければならない。

〔天然資源の保護〕

途上国の自らの努力を補うための相当量の資金援助及び技術援助の提供と、必要が生じ

民地主義その他の圧制及び外国支配を促進し、又は恒久化する政策は非難され、排除さ

〔開発の促進と援助〕
（９）低開発から起こる環境上の欠陥と自然災害は重大な問題になっているが、これは開発

参考資料３

任を負う。これに関し、アパルトヘイト（人種隔離政策）
、人種差別、差別的取扱い、植

本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のため環境を保護し改善する厳粛な責
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展せしめるよう協力しなければならない。

た汚染その他の環境上の損害の被害者に対する責任及び補償に関する国際法を、更に発

（22）各国は、自国の管轄権内又は支配下の活動が、自国の管轄権の外にある地域に及ぼし

〔補償に関する国際法の発展〕

国家の管轄権の範囲を越えた地域の環境に損害を与えないよう措置する責任を負う。

発する主権を有する。各国はまた、自国の管轄権内又は支配下の活動が他国の環境又は

（21）各国は、国連憲章及び国際法の原則に従い、自国の資源をその環境政策に基づいて開

〔環境に対する国の権利と責任〕

とを促進するような条件で提供されなければならない。

に関連した技術は、開発途上国に経済的負担を負わせることなしに、広く普及されるこ

な交流は、環境問題の解決を促進するため支持され、援助されなければならない。環境

において推進されなければならない。これに関連し、最新の科学的情報及び経験の自由

（20）国内及び国際的な環境問題に関連した科学的研究開発は、すべての国特に開発途上国

〔研究開発の促進、交流〕

ることが必要である。

ばすことができるよう、環境を保護改善する必要性に関し、教育的な情報を広く提供す

マスメディアは、環境悪化に力を貸してはならず、すべての面で、人がその資質を伸

発し、責任ある行動を取るための基盤を拡げるのに必須のものである。

て行うものとし―個人、企業及び地域社会が環境を保護向上するよう、その考え方を啓

（19）環境問題についての若い世代と成人に対する教育は―恵まれない人々に十分に配慮し

（1972 年 6 月 16 日）

出典：環境省環境基本問題懇談会（第 2 回）参考資料 3「人間環境宣言（ストックホルム人間環境会議の宣言）」
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-

-6-

かめるよう、環境省担当者が付したものである。

（注）宣言の原則の各項目に付してある〔 〕書きの見出しは、項目の内容を一目でつ

て、すみやかに合意に達するよう努めなければならない。

ない。各国は、適当な国際的機関において、このような兵器の除去と完全な破棄につい

（26）人とその環境は、核兵器その他すべての大量破壊の手段の影響から免れなければなら

〔核兵器その他の大量破壊兵器〕

るよう、協力しなければならない。

（25）各国は、環境の保護と改善のため、国際機関が調整され能率的で力強い役割を果たせ

〔国際機関の役割〕

における活動から生ずる環境に対する悪影響を予防し、除去し、減少し、効果的に規制

ばならない。

〔教育〕

方法による協力は、すべての国の主権と利益に十分な考慮を払いながら、すべての分野

危険を見極め、回避し、制御すること、及び環境問題を解決することに利用されなけれ

精神により扱われなければならない。多国間取り決め、二国間取り決めその他の適当な

（24）環境の保護と改善に関する国際問題は、国の大小を問わず、平等の立場で、協調的な

〔国際協力〕

することが重要である。

（18）科学技術は経済・社会の発展への寄与の一環として、人類の共通の利益のため環境の

〔科学技術〕

理し、又は規制する任務が委ねられなければならない。

（17）国の適当な機関に、環境の質を向上する目的で、当該国の環境資源につき計画し、管

不当な社会的費用をもたらすことがあり、このような基準の適用の限度についても考慮

も進んだ先進国にとって妥当な基準でも開発途上国にとっては、不適切であり、かつ、

口の過疎が人間環境の向上と開発を妨げるような地域で、実施されなければならない。

〔環境所轄庁〕

あれ、それぞれの国の価値体系を考慮することがすべての場合において重要である。最

率若しくは過度の人口集中が環境上若しくは開発上悪影響を及ぼすような地域、又は人

〔基準の設定要因〕
（23）国際社会において合意されるクライテリアであれ、国によって決定されるべき基準で

〔人口政策〕
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開発途上国、特に最貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必要性に対し

第 6 原則

な課題において協力しなければならない。

をより良く充たすため、持続可能な開発に必要不可欠なものとして、貧困の撲滅という重要

すべての国及びすべての国民は、生活水準の格差を減少し、世界の大部分の人々の必要性

第 5 原則

らず、それから分離しては考えられないものである。

持続可能な開発を達成するため、環境保護は、開発過程の不可分の部分とならなければな

第 4 原則

るよう行使されなければならない。

開発の権利は、現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要性を公平に充たすことができ

第 3 原則

の限界を超えた地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する。

源を開発する主権的権利及びその管轄又は支配下における活動が他の国、又は自国の管轄権

各国は、国連憲章及び国際法の原則に則り、自国の環境及び開発政策に従って、自国の資

第 2 原則

な生活を送る資格を有する。

人類は、持続可能な開発への関心の中心にある。人類は、自然と調和しつつ健康で生産的

第１原則

我々の家庭である地球の不可分性、相互依存性を認識し、以下のとおり宣言する。

つ地球的規模の環境及び開発のシステムの一体性を保持する国際的合意に向けて作業し、

規模のパートナーシップを構築するという目標を持ち、全ての者のための利益を尊重し、か

社会の重要部門及び国民間の新たな水準の協力を作り出すことによって新しい公平な地球的

開催され、ストックホルム宣言を再確認するとともにこれを発展させることを求め、各国、

前

環境と開発に関するリオ宣言

国連環境開発会議（地球サミット：1992 年、リオ・デ・ジャネイロ）

参考資料５−１
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http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref̲05̲1.pdf
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べきである。環境の目的のための貿易政策上の措置は、恣意的な、あるいは不当な差別又は

続可能な開発をもたらすような協力的で開かれた国際経済システムを促進するため、協力す

各国は、環境の悪化の問題により適切に対処するため、すべての国における経済成長と持

第 12 原則

すかもしれない。

他の国、特に発展途上国にとっては不適切であり、不当な経済的及び社会的な費用をもたら

適用される環境と開発の状況を反映するものとすべきである。一部の国が適用した基準は、

各国は、効果的な環境法を制定しなくてはならない。環境基準、管理目的及び優先度は、

第 11 原則

アクセスが与えられなければならない。

を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な

を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加

公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会

に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、

環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切

第 10 原則

な開発のための各国内の対応能力の強化のために協力すべきである。

かつ革新的なものを含む技術の開発、適用、普及及び移転を強化することにより、持続可能

各国は、科学的、技術的な知見の交換を通じた科学的な理解を改善させ、そして、新しく

第 9 原則

ある。

可能でない生産及び消費の様式を減らし、取り除き、そして適切な人口政策を推進すべきで

各国は、すべての人々のために持続可能な開発及び質の高い生活を達成するために、持続

第 8 原則

の国際的な追及において有している義務を認識する。

球環境へかけている圧力及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発

いう観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地

トナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与と

各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及び修復するグローバル・パー

第 7 原則

国の利益と必要性にも取り組むべきである。

て、特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における国際的行動は、全ての
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被るかも知れない国に対し、事前の時宜にかなった通告と関連情報の提供を行わなければな

各国は、国境をこえる環境への重大な影響をもたらしうる活動について、潜在的に影響を

第 19 原則

会によるあらゆる努力がなされなければならない。

急事態を、それらの国に直ちに報告しなければならない。被災した国を支援するため国際社

各国は、突発の有害な効果を他国にもたらすかも知れない自然災害、あるいはその他の緊

第 18 原則

国家機関の決定に服す活動に対して実施されなければならない。

環境影響評価は、国の手段として環境に重大な悪影響を及ぼすかもしれず、かつ権限ある

第 17 原則

手段の使用の促進に努めるべきである。

公益に適切に配慮し、国際的な貿易及び投資を歪めることなく、環境費用の内部化と経済的

国の機関は、汚染者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつつ、また、

第 16 原則

れてはならない。

性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使わ

ばならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実

環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなけれ

第 15 原則

に協力すべきである。

かなる活動及び物質も、他の国への移動及び移転を控えるべく、あるいは防止すべく効果的

各国は、深刻な環境悪化を引き起こす、あるいは人間の健康に有害であるとされているい

第 14 原則

関する国際法を、更に発展させるべく協力しなくてはならない。

下における活動により、管轄外の地域に及ぼされた環境悪化の影響に対する責任及び賠償に

くてはならない。更に、各国は、迅速かつより確固とした方法で、自国の管轄あるいは支配

各国は、汚染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償に関する国内法を策定しな

第 13 原則

対処する環境対策は、可能な限り、国際的な合意に基づくべきである。

対処する一方的な行動は避けるべきである。国境を越える、あるいは地球規模の環境問題に

国際貿易に対する偽装された規制手段とされるべきではない。輸入国の管轄外の環境問題に

参考資料５−１
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出典：環境省環境基本問題懇談会（第 2 回）参考資料 5 − 1「環境と開発に関するリオ宣言」
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref̲05̲1.pdf

い。

際法の一層の発展のため、誠実に、かつ、パートナーシップの精神で協力しなければならな

各国及び国民は、この宣言に表明された原則の実施及び持続可能な開発の分野における国

第 27 原則

り解決しなければならない。

各国は、すべての環境に関する紛争を平和的に、かつ、国連憲章に従って適切な手段によ

第 26 原則

平和、開発及び環境保全は、相互依存的であり、切り離すことはできない。

第 25 原則

ればならない。

における環境保護に関する国際法を尊重し、必要に応じ、その一層の発展のため協力しなけ

戦争は、元来、持続可能な開発を破壊する性格を有する。そのため、各国は、武力紛争時

第 24 原則

抑圧、支配及び占領の下にある人々の環境及び天然資源は、保護されなければならない。

第 23 原則

続可能な開発の達成への効果的参加を可能とさせるべきである。

おいて重要な役割を有する。各国は彼らの同一性、文化及び利益を認め、十分に支持し、持

先住民とその社会及びその他の地域社会は、その知識及び伝統に鑑み、環境管理と開発に

第 22 原則

である。

の創造力、理想及び勇気が、地球的規模のパートナーシップを構築するよう結集されるべき

持続可能な開発を達成し、すべての者のためのより良い将来を確保するため、世界の若者

第 21 原則

持続可能な開発の達成のために必須である。

女性は、環境管理と開発において重要な役割を有する。そのため、彼女らの十分な参加は、

第 20 原則

らず、また早期の段階で誠意を持ってこれらの国と協議を行わなければならない。

参考資料５−１
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（仮訳）

ミレニアム宣言
平成12年9月8日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s̲mori/arc̲00/m̲summit/sengen.html (1/7) [2012/05/28 23:31:49]

5. 今日我々が直面する主たる課題は、グローバリゼーションが世界の全ての人々にと
り前向きの力となることを確保することである。というのも、グローバリゼーショ
ンは大きな機会を提供する一方、現時点ではその恩恵は極めて不均等に配分され、
そのコストは不均等に配分されている。我々は開発途上国及び経済が移行期にある
諸国がこの主たる課題に対応する上で特別の困難に直面していることを認識する。
したがって、我々に共通な多様な人間性に基づく、共通の未来を創るための広範か
つ持続的な努力を通じてのみ、グローバリゼーションは包括的かつ衡平なものとな
りうる。これらの努力は、開発途上国及び移行期にある経済のニーズに対応し、こ
れら諸国の効果的な参加により形成され実施される、世界レベルの政策や手段を含
まねばならない。

4. 我々は、憲章の目的と原則にしたがい、世界中に公正で持続的な平和をうち立てる
ことを決意する。我々は、全ての国家の主権的平等、全ての国家の領土保全と政治
的独立性の尊重、平和的手段による公正の原則と国際法に則った紛争の解決、依然
として植民地支配や外国による占領下にある人民の自決権、国家の内政への不干
渉、人権及び基本的自由の尊重、人種・性別・言語・宗教の違いによらない万人の
平等な権利の尊重、及び経済的・社会的・文化的或いは人道的性格の国際問題の解
決のための国際協力を支持するあらゆる努力を支援することに改めて献身する。

3. 我々は、時を越え普遍的なものであることが明らかな国連憲章の目的と原則に対す
るコミットメントを再確認する。国家と人民がますます相互に関連し依存するよう
になってきたことから、国連憲章の目的と原則の重要性と示唆力は大きくなってき
た。

2. 我々は、各々の社会に対する個別の責任に加え、全世界にわたり人間の尊厳、平等
及び衡平を支持する集団的責任を有していることを認識する。したがって、我々は
指導者として世界の全ての人々、特に、最も弱い人々、就中未来を担う世界の子供
達に対して責任を負っている。

1. 我々、元首及び政府首脳は、新たな千年期の黎明に際して、2000年9月6−8日に
NYの国連本部に参集し、より平和で繁栄し公正な世界の不可欠の基礎としての国
連及び国連憲章に対する信頼を再確認した。

I. 価値と原則

トップページ ＞ 会談・訪問 ＞ 過去の記録

ミレニアム宣言（仮訳）

出典：外務省 HP「ミレニアム宣言（仮訳）」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s̲mori/arc̲00/m̲summit/sengen.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s̲mori/arc̲00/m̲summit/sengen.html (2/7) [2012/05/28 23:31:49]

9. それゆえ我々は、
● 国内問題と同様に国際問題においても、法の支配の尊重を強化し、特に、加
盟国が当事者である場合に、国連憲章に則り、国際司法裁判所の決定の遵守
を確保することを決意する
● 国連に紛争予防、紛争の平和的解決、平和維持、紛争後の平和構築・復興の
ために必要な資源と手段を与えることによって、平和と安全の維持に関して
国連をより効果的なものとすることを決意する。この関連で、国連平和活動
検討パネルの報告に留意し、総会に対して、速やかにその勧告を検討するよ
う要請する。
● 国連憲章第8章の規定にしたがい、国連と地域機関の協力を強化することを
決意する。
● 加盟国による、軍備管理・軍縮分野の条約及び国際人道法・人権法の履行を
確保することを決意し、全ての国に対し、国際刑事裁判所ローマ規程に署名
し批准することを検討するよう呼びかける。
● 国際テロに対して協調した行動をとること、及び全ての関連国際条約に可能
な限り早期に加入することを決意する。

8. 我々は、過去10年間に500万人以上の命を奪った、国内或いは国家間の戦禍から
人々を解放するため、いかなる努力も惜しまない。我々はまた、大量破壊兵器がも
たらす危険を根絶することを追求する。

II. 平和、安全および軍縮

7. これらの共有される価値を行動に変えるために、我々が特に重要と考える主要な目
標を確認した。

6. 我々は、いくつかの基本的価値が、21世紀における国際関係にとり不可欠であると
考える。それらの価値には以下が含まれる。
● 自由：男性も女性も、尊厳を有し、飢餓から解放され、暴力・抑圧・不公平
の恐怖から解放されて、生活を営み子供を育てる権利を有する。民意に基づ
く民主的で参加型の統治がこれらの諸権利を最大限に保障する。
● 平等：いかなる個人、いかなる国家も、開発から恩恵を得る機会を否定され
てはならない。女性と男性の権利と機会の平等は保障されねばならない。
● 団結：グローバルな課題には、衡平と社会正義という基本的な原則にした
がって、コストと負担が公正に分担されるような方法で、取り組まねばなら
ない。苦しんでいる者、恩恵を受けることの最も少ない者は、最も恩恵を受
ける者から支援を受ける資格がある。
● 寛容：人類は、信仰、文化及び言語の全ての多様性において相互を尊重しな
ければならない。社会の中の差異、及び社会同士の差異を畏れてはならず、
抑圧してはならず、人間性の貴重な資産として大切にしなければならない。
平和の文化と全ての文明間の対話は積極的に推進されねばならない。
● 自然の尊重：全ての生物及び天然資源の管理においては、持続可能な開発と
いう指針にしたがって、慎重さが示されねばならない。それによってのみ、
我々が自然から享受している計り知れない富を保全し、我々の子孫に伝える
ことができる。現在の持続不可能な製造・消費様式は、将来の我々の福利及
び我々の子孫の福利のために、変更されねばならない。
● 責任の共有：世界の経済・社会開発並びに国際の平和と安全に対する脅威へ
の取組の責任は、世界の国々によって分かち合われ、多角的に果たされなく
てはならない。世界で最も普遍的で最も代表的な機関として、国連は中心的
な役割を果たさなくてはならない。
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世界の薬物問題に対処するための我々の公約を実施するための努力を倍加す
ることを決意する。
人の密輸及び不法移民、資金洗浄を含む、国際犯罪のあらゆる面に対処する
ための努力を強化する。
国連の経済制裁の、罪のない人々に対する負の効果を最小限にとどめ、かか
る制裁体制を定期的に再検討し、制裁の第三者に対する負の効果をなくする
ことを決意する。
大量破壊兵器とりわけ核兵器の廃絶に向けて努力し、核兵器の危険根絶のた
めの方策を検討する国際会議を開催する可能性を含め、この目標の達成に向
け全ての選択肢を残したままにしておくことを決意する。
来る国連小型武器会議の全ての勧告を考慮し、特に兵器取引をより透明にす
ること及び地域的軍縮措置を支援することにより、小型武器と軽兵器の不正
取引を終結させるために、協調した行動をとることを決意する。
全ての国家に対し、対人地雷禁止条約及び特定通常兵器使用禁止制限条約の
改正された地雷議定書への加入を呼びかけることを決意する。
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15. 我々はまた、後発開発途上国の特別なニーズに対処することを企図する。この関連
で、2001年5月の第三回国連LDC会議を歓迎し、その成功を確保するため努力す
る。我々は先進国に対し、
● 望ましくは第三回国連LDC会議までに、後発開発途上国からの実質的に全て
の輸出品に対し、無税・無枠のアクセスの政策を採用するよう求める。
● 重債務貧困国が貧困削減への決意を目に見える形で示すことと引き替えに、
重債務貧困国に対する拡充された債務救済プログラムをこれ以上の遅滞なく
実施するよう、また、これら諸国の全ての二国間公的債務の帳消しに同意す
るよう求める。
● より寛大な無償開発援助を、特に自国の資源を専ら貧困削減のために活用す
る努力をしている諸国に提供するよう求める。

14. 我々は、開発途上国が持続的開発に必要な資金を調達するために必要な資源を動員
する上で直面している障害を懸念する。それゆえ、我々は、2001年に開催される
開発資金会議の成功を確保するため、あらゆる努力を行う。

13. これらの目標の達成の成功如何は、とりわけ国内のよい統治にかかっており、ま
た、国際レベルでのよい統治、及び金融・通貨・貿易体制における透明性にもか
かっている。我々は、開かれ、衡平で、ルールに則り、予見可能で、無差別な多角
的貿易・金融体制にコミットしている。

12. それゆえ我々は、開発及び貧困撲滅に資する環境を、各国及び世界レベルで同様に
創出することを決意する。

11. 我々は、我々の同胞たる男性、女性そして児童を、現在十億人以上が直面してい
る、悲惨で非人道的な極度の貧困状態から解放するのため、いかなる努力も惜しま
ない。我々は、全ての人々が開発の権利を現実のものとすること、並びに全人類を
欠乏から解放することにコミットする。

III. 開発および貧困撲滅

10. 我々は、加盟国に対し、個々にまた集団的に、現在および将来において、オリン
ピック停戦を遵守するよう、また、スポーツとオリンピックの理念を通じて平和と
人類の理解を促進する国際オリンピック委員会の努力を支持するよう促す。

●

●

●

●

●

●
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21. 我々は、全ての人類、就中、我々の子供達や孫達を、人間の諸活動によって回復不
能なまでに損なわれ、必要な資源が十分でなくなった地球に暮らす脅威から解放す
るため、いかなる努力も惜しまない。

IV. 共有の環境の保護

20. 我々は、また、
● 貧困、飢餓や疾病に取り組み、また真に持続可能な開発を促進する効果的な
方途として、男女平等と女性のエンパワメントを促進することを決意する。
● 全ての地域の若者に適切かつ生産的な仕事を得る真の機会を与えるような戦
略を策定し実施することを決意する。
● 基本的薬品を、開発途上国でそれを必要とする全ての人々がより広く入手で
き、購入可能なものとするよう、製薬産業を奨励することを決意する。
● 開発と貧困撲滅の推進の追求において、民間部門、市民社会団体と強力な
パートナーシップを発展させることを決意する。
● 最新技術、とりわけ情報通信技術の恩恵が、経済社会理事会2000の閣僚宣言
に含まれる勧告にしたがい、全ての人々に行き渡るよう確保することを決意
する。

19. 我々は、更に
● 2015年までに、一日の所得が1ドル以下の人口の比率、及び飢餓に苦しむ人
口比率を半減すること、また同期日までに、安全な飲料水を入手できず、ま
たはその余裕がない人口比率を半減することを決意する。
● 同期日までに、全ての地域の児童が、男子も女子も同様に、初等教育課程を
完全に修了できるようにすること、また、全ての段階の教育についての男子
と女子の均等な機会を確保することを決意する。
● 同期日までに、出産死亡率を4分の3、また5歳以下の乳幼児死亡率を3分の
2、それぞれ現在の数値から削減していることを決意する。
● 同期日までに、HIV/AIDS感染、マラリアや人類を苦しめるその他の主要疾病
の災禍の蔓延を止め、減少させ始めていることを決意する。
● HIV/AIDSによる孤児に対して特別な支援を行うことを決意する。
● 2020年までに、「スラム街なき都市」イニシアティヴの提案の通り、少なく
とも1億人のスラム居住者の生活の顕著な改善を達成していることを決意す
る。

18. 我々は内陸開発途上国の特別のニーズと問題を認識する。我々は、二国間及び多国
間の援助国に対し、これらの諸国の特別な開発上のニーズに沿うよう資金協力およ
び技術協力を増加させ、交通・輸送体制の改善により地理的障害の克服を支援する
よう促す。

17. 我々は、また、バルバドス行動計画および第22回特別総会の成果の迅速かつ完全な
実施により、小島嶼開発途上国の特別なニーズに対処することを決意する。我々
は、国際社会に対し、脆弱性指標の改善において小島嶼開発途上国の特別なニーズ
が考慮されることを確保するよう促す。

16. 我々は、また、低・中所得開発途上国の債務問題に、これら諸国の債務を長期的に
持続可能なものとするような様々な国内的及び国際的措置を通じて、包括的かつ効
果的に取り組むことを決意する。
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26. 我々は、自然災害、ジェノサイド、武力紛争、その他の人道的緊急事態の影響をを
不釣り合いに被る、児童や全ての市民が、できる限り早期に通常生活を再開できる
ように、あらゆる支援と保護が与えられることを確保するため、いかなる努力も惜
しまない。
それゆえ我々は、

VI. 弱者の保護

25. それゆえ我々は、
● 世界人権宣言を完全に尊重し支持することを決意する。
● 全ての国において、万人の市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利
の完全な保護と促進のために努力することを決意する。
● 民主主義、及び少数者の権利を含む人権の尊重の原則と実践を実施する全て
の国の能力を強化することを決意する。
● 女性に対するあらゆる形態の暴力に対抗し、女子差別撤廃条約を実施するこ
とを決意する。
● 移民、移住労働者、及びその家族の人権の尊重と保護を確保し、多くの社会
で増加しつつある人種主義や外国人排斥の行動を撲滅し、及び、全ての社会
においてより一層の協調と寛容を促進するための措置をとることを決意す
る。
● 全ての国で全ての市民の真正な参加を可能にする、より包括的な政治プロセ
スのために協力して取り組むことを決意する。
● メディアがその本質的役割を果たす自由と、大衆の情報アクセスの自由を確
保することを決意する。

24. 我々は、民主主義を推進し、法の支配並びに発展の権利を含む、国際的に認められ
た全ての人権および基本的自由の尊重を強化するため、いかなる努力も惜しまな
い。

V. 人権、民主主義および良い統治

23. それゆえ我々は、我々の全ての環境関連の行動において、保全と管理の新しい倫理
を採用することを決意し、その第一歩として、
● 望ましくは2002年の国連環境開発会議十周年までに京都議定書の発効を確保
すべく、あらゆる努力を行うこと、また、必要とされる温室効果ガス排出の
削減に乗り出すことを決意する。
● 全ての種類の森林の管理、保全及び持続可能な開発のための集団的努力を強
化する。
● 生物多様性条約、及び、深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国、特にアフリ
カにおいて砂漠化に対処するための条約の完全実施を急ぐことを決意する。
● 地域、国家、地方レベルで、衡平なアクセス及び適正な供給の双方を促進す
る水管理戦略を策定することにより、持続不可能な水資源の利用を停止する
ことを決意する。
● 自然災害および人によってもたらされる災害の数とこれによる被害を削減す
るための協力を強化することを決意する。
● ヒト・ゲノム塩基配列に関する情報への自由なアクセスを確保することを決
意する。

22. 我々は、国連環境開発会議（UNCED）で合意されたアジェンダ21に盛り込まれた
原則も含め、持続可能な開発の原則に対する支持を再確認する。

ミレニアム宣言（仮訳）

国際人道法に則り、複雑な緊急事態における市民の保護を強化し拡大するこ
とを決意する。
難民の受入国に対する人道支援の負担分担と調整を含む国際協力を強化する
こと、及び全ての難民と避難民が安全かつ尊厳をもって自発的に帰還し、社
会に円滑に再統合できるよう援助することを決意する。
児童の権利に関する条約、児童の武力紛争への参加に関する選択議定書、並
びに児童売買、児童買春、及び児童ポルノに関する選択議定書の批准および
完全な実施を奨励することを決意する。

出典：外務省 HP「ミレニアム宣言（仮訳）」
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30. それゆえ我々は、
● 国連の主たる審議機関、政策形成機関、代表的機関として、総会の中心的地
位を再確認し、その役割を効果的に果たすことを可能にすることを決意す
る。
● 全ての面における安保理の包括的な改革の実現のための努力を強化すること
を決意する。
● 近年の成果の上に、経社理が憲章で付与された役割を遂行することを支援す
るため、これを一層強化することを決意する。
● 国際問題における公正と法の支配を確保するために、国際司法裁判所を強化
することを決意する。
● 国連の主要機関がそれぞれの役割を遂行する中で、それらの間で、定期的な
協議・調整を奨励することを決意する。
● 国連が、任務遂行に必要な資源を時宜を得、かつ予見可能な方途で供給され
ることを確保することを決意する。
● 事務局に対し、総会で合意された明確な規則と方法に従い、全ての加盟国の

29. 我々は、国連を、全世界の人民の開発のための闘い、貧困・無知・疾病との闘い、
不公正との闘い、暴力・恐怖・犯罪との闘い、及び我々共通の住まいの劣化・破壊
との闘いという全ての優先課題の追求のためのより効果的な機関にするため、いか
なる努力も惜しまない。

VIII. 国連の強化

28. それゆえ我々は、
● アフリカにおける振興民主主義国の政治組織及び組織構造に対して完全な支
持を与えることを決意する。
● 紛争予防、政治的安定促進のための地域的及び準地域的メカニズムを奨励、
支持すること、アフリカ大陸における平和維持活動のための確かな資源の流
れを確保することを決意する。
● 債務帳消し、市場アクセスの改善、政府開発援助(ODA)の拡大や外国直接投
資（FDI）の流入増加、並びに技術移転を含む、アフリカにおける貧困撲滅
と持続可能な開発の諸課題に対処するための特別な措置をとることを決意す
る。
● HIV/AIDS及びその他の感染症の蔓延に対するアフリカの対処能力の向上を支
援することを決意する。

27. 我々は、アフリカにおける民主主義の強化を支持し、持続的平和、貧困撲滅及び持
続可能な開発におけるアフリカの人々の努力を支援し、それにより世界経済の主潮
流にアフリカを統合していく。

VII. アフリカの特別なニーズへの対応

●

●

●
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利益のために、得られる最良の管理実践と技術を採用し、加盟国の合意され
た優先課題を反映する任務に専念することにより、これらの資源を最もよく
利用するよう促すことを決意する。
国連要員及び関連要員の安全に関する条約への遵守を促進することを決意す
る。
平和と開発の課題への完全に調整された取組を達成するために、政策のより
大きな一貫性を確保し、国連、国連機関、ブレトン・ウッズ機関、WTO並び
にその他の多国間機関との間の協力を一層拡大することを決意する。
平和と安全、経済・社会開発、国際法と人権、民主主義及び女性問題等の
様々な分野における、各国議会の世界機関である列国議会同盟を通じた、国
連と各国議会の協力を更に強化することを決意する。
民間部門、NGO、及び市民社会一般に対し、国連の目標と計画の実現に貢献
する、より大きな機会を提供することを決意する。
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32. 我々は、この歴史的な機会に際し、国連が人類全体という家族の共通の不可欠な家
であり、これを通じて平和、協力、及び開発のための普遍的な目標の実現を追求す
ることを厳かに再確認する。それゆえ我々は、これら共通の目標に対する惜しみな
い支持と、その実現の決意を誓う。

31. 我々は総会に対し、この宣言の規定の実施の進展を定期的に再検討するよう要請
し、事務総長に対し、総会における検討のため及び更なる行動の基礎として定期的
な報告を発行するよう要請する。

●

●

●

●

ミレニアム宣言（仮訳）

出典：外務省 HP「ミレニアム宣言（仮訳）」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s̲mori/arc̲00/m̲summit/sengen.html
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䈐䋬൮⊛䈭䉝䊒䊨䊷䉼䉕ᬌ⸛䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱㓙䋬ੱ㑆䈱ో㓚䉕ᜰዉℂᔨ䈫
䈚䈩⟎䈨䈔䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯ੱ㑆৻ੱ䈵䈫䉍䈏䋬䈠䈱⢻ജ䉕ᦨᄢ㒢䈮⊒ើ䈚䋬䉋䉍
⦟䈇␠ળ䉕▽䈒䈢䉄䈮ෳ↹䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ೋ䉄䈩䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈲㆐ᚑ䈘䉏ᓧ䉎䇯
ੱ㑆৻ੱ䈵䈫䉍䈱ᗧ⼂䉕ⷡ㉕䈚䋬䈜䈼䈩䈱䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䈏දജ䈚䈩ᧂ᧪䉕ഃㅧ䈚䈩
䈇䈒䇯㚂⣖䈲䋬䈠䈱䉋䈉䈭ᣇะᕈ䉕␜䈚䋬ੱ㑆䈱ో㓚䉕ౕൻ䈜䉎䈢䉄䈱ⅣႺᢛ
䈮ᜰዉജ䉕⊒ើ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
㩷

․䈮ᚒ䈏࿖䈲䋬䋳䋱䋱ᣣ䈱᧲ᣣᧄᄢ㔡䈱⚻㛎䈎䉌䋬ᄢⷙᮨ䈭⥄ὼἴኂ䈏䋬࿖ౝ⚻
ᷣ䈱䉂䈭䉌䈝䋬⇇䈱⚻ᷣ䈮䉅↟ᄢ䈭ᓇ㗀䉕ਈ䈋ᓧ䉎䈖䈫䉕り䉕䉅䈦䈩㛎䈚䈢䇯ᄢἴኂ
䈏⚻ᷣ⊒ዷ䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䉕ᦨዊ㒢䈮䈚䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䉕ㅴ䉄䉎䈢䉄䈮䈲䋬␠ળ䈱ᒝ

䋱䋮䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈱ᗧ⟵㩷 䅜䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䉕ㅢ䈛䈢ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒㩷
䌉䋮䈱⁁䉕೨䈮䋬⇇䈏৻⥌䈚䈩ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ䈮ะ䈔䈩ข䉍⚵䉃ᔅⷐ䈏䈅
䉎䇯䈠䈱ਥⷐ䈭ᚻᲑ䈫䈭䉎ᣂ䈢䈭ᚑ㐳䊝䊂䊦䈲䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䋯䉫䊥䊷䊮ᚑ㐳䈪䈅䉎䇯ᚒ
䈏࿖䈲䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈫䈲䋬䇸⥄ὼ⇇䈎䉌䈱⾗Ḯ䉇↢ᘒ♽䈎䉌ᓧ䉌䉏䉎ଢ⋉䉕ㆡಾ䈮
ో䊶ᵴ↪䈚䈧䈧䋬⚻ᷣᚑ㐳䈫ⅣႺ䉕ਔ┙䈜䉎䈖䈫䈪䋬ੱ㘃䈱䉕ᡷༀ䈚䈭䈏䉌䋬ᜬ⛯น
⢻䈭ᚑ㐳䉕ផㅴ䈜䉎⚻ᷣ䉲䉴䊁䊛䇹䈪䈅䉎䈫⠨䈋䉎䇯䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈲䋬ⅣႺ䋬␠ળ䈮㈩ᘦ
䈚䈧䈧ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䉕ታ䈜䉎䈢䉄䈱ല䈭ᚻᲑ䈪䈅䉍䋬ᚑഞ䈱㎛䈪䈅䉎䇯㩷
䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䈲䋬䈅䉌䉉䉎࿖䇱䈱ᛛⴚ㕟ᣂ䈶↥ᬺ䈮ᣂ䈢䈭ዷᦸ䉕ឭ␜䈚䋬

㩷

㩷

䋨䋳䋩 ᩰᏅ䈱ᄢ㩷
వㅴ࿖䈫ㅜ࿖䋬ㅜ࿖㑆䋬ㅜ࿖䈱ౝㇱ䈮䈍䈔䉎ᄙ㕙⊛䈭ᩰᏅ䈏ᄢ䈚䈩䈇䉎䇯ᜬ
⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ᩇ䈱৻䈧䈪䈅䉎␠ળ⊛㕙䈮䈩䉌䈚䋬ᩰᏅ䉕ᤚᱜ䈚䋬ᚑ㐳䈱ᕲᕺ䈏ో
䈮ⴕ䈐䉒䈢䉎␠ળ䉕᭴▽䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯․䈮䋬䊙䉪䊨ᜰᮡ䈪䈲ᔅ䈝䈚䉅ᝒ䈋䉌
䉏䈭䈇࿖ౝᩰᏅ䈱㗴䈲䋬ੱ㑆৻ੱ䈵䈫䉍䈮⌕⋡䈜䉎ੱ㑆䈱ో㓚䈱⋉ᕈ䈫䋬
㪞㪛㪧 䉕䈋䉎ᣂ䈢䈭ᜰᮡ䈱ᔅⷐᕈ䉕␜ໂ䈜䉎䇯㩷
䋨䋴䋩 ⥄ὼἴኂ䈱Ⴧട㩷
ㄭᐕ䈲䋬䊊䊥䉬䊷䊮╬ᾲᏪૐ᳇䈱ᄢဳൻ䋬ᾲᵄ䋬ᵩ᳓䋬ᐓ䈳䈧䋬ᄙ㔎╬⇣Ᏹ᳇⽎䈏
ේ࿃䈫䉂䉌䉏䉎⥄ὼἴኂ䈏⇇ฦ䈪ᄙ⊒䈚䈩䈇䉎䇯㩷

䋳䋮ၮᧄ⊛䈭⁁⼂㩷 䅜䋱䋹䋹䋲ᐕ䈎䉌䈱䋲䋰ᐕ㑆䈮䈐䈢ᄌൻ㩷
䋨䋱䋩 ࿖㓙␠ળ䈱ਥ䈱ᄙ᭽ൻ㩷
䉰䊚䉾䊃䈏㐿䈘䉏䈢䋱䋹䋹䋲ᐕ䈎䉌䋬ᣂ⥝࿖䉇䋬Ꮢ᳃䋬䌎䌇䌏䋬᳃㑆ડᬺ䋬ᣇ⥄
ᴦ╬䈱ሽᗵ䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎╬䋬࿖㓙␠ળ䈱᭴ㅧ䈲ᄢ䈐䈒ᄌൻ䈚䈩䈇䉎䇯ᜬ⛯น⢻䈭㐿
⊒䈱䈢䉄䈮䈲䋬䈖䉏䉌䈱ᄙ᭽䈭ਥ䈏䈠䉏䈡䉏䈱⢻ജ䈮ᔕ䈛䈢ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈖䈫䈏ᔅⷐ
䈪䈅䉎䇯หᤨ䈮䋬వㅴ࿖䊶ㅜ࿖䈫䈇䈦䈢၂ᩮ䉕ਸ਼䉍䈋䈩දജ䈚䈅䈉࿖㓙␠ળ䉕ታ䈜
䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䋬వㅴ࿖䈫ㅜ࿖䈱ੑಽᴺ䉕⋥䈜ᤨᦼ䈮᧪䈩䈇䉎䇯㩷
䋨䋲䋩 䈱㒢⇇㩷
⇇䈱ੱญჇട䈮䈇䋬ᓟ䋬䉣䊈䊦䉩䊷䉇᳓䊶㘩ᢱ㗴䈏৻ጀᷓೞൻ䈜䉎䈖䈫䈏
੍᷹䈘䉏䉎䇯䈱⾗Ḯ䈏㒢䉌䉏䈩䈇䉎ታ䉕⋥ⷞ䈚䋬᧪䈱ઍ䈏䈠䈱䊆䊷䉵䉕ల⿷
䈜䉎⢻ജ䉕៊䈭䉒䈭䈇䉋䈉䈮䈱ઍ䈱䊆䊷䉵䉕ల⿷䈘䈞䉎ᣂ䈢䈭ᚑ㐳䊝䊂䊦䉕ᮨ⚝
䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯㩷

▽䈮ะ䈔䈢ᣂ䈢䈭ᴦ⊛䉮䊚䉾䊃䊜䊮䊃㩷
䋱䋹䋹䋲ᐕ䈮䈲䉰䊚䉾䊃䈏䋬䋲䋰䋰䋰ᐕ䈮䈲࿖ㅪ䊚䊧䊆䉝䊛䊶䉰䊚䉾䊃䈏㐿䈘䉏䋬ᜬ⛯
น⢻䈭㐿⊒䈱䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩৻ቯ䈱ᣇะᕈ䈏␜䈘䉏䈢䇯䈚䈎䈚䋬࿖㓙␠ળ䈱᭴ㅧ䈲ᄢ䈐
䈒ᄌൻ䈚䋬ⴕᐲ䉇⋡ᮡ䈪䈲චಽ䈮ኻᔕ䈚䈐䉏䈭䈇ᣂ䈢䈭⺖㗴䈏↢䈛䈩䈇䉎䇯࿖㓙␠
ળ䉕᭴ᚑ䈜䉎ਥ৻ੱ䈵䈫䉍䈏䈠䈱⢻ജ䈮ᔕ䈛䈢ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䋬ⅣႺ䈻䈱⽶⩄䉕ᦨዊ㒢
䈮䈚䈧䈧䋬ᩰᏅ䉕⸃ᶖ䈜䉎ᒻ䈪␠ળో䈫䈚䈩ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䉕⛯䈔䈩䈇䈒䈖䈫䈏㊀ⷐ
䈪䈅䉎䇯䈠䈱䈢䉄䈮䋬䋲䋱♿䈮䈸䈘䉒䈚䈇⚻ᷣ䊶␠ળ䊶ⅣႺ䈱䋳ᧄᩇ䈱ਔ┙䈱䉍ᣇ䈏䋬
䊥䉥䋫䋲䋰䈱႐䈪⼏⺰䈘䉏䋬࿖㓙␠ળ䈮䉋䉍䈘䉏䉎䈼䈐䈫⠨䈋䉎䇯㩷
ฦ࿖㚂⣖䈲䋬䊥䉥䋫䋲䋰䈮䈍䈇䈩䋬ᣂ䈚䈇ᤨઍ䈮䈸䈘䉒䈚䈇䊌䊤䉻䉟䊛䉲䊐䊃䋬䈜䈭䉒䈤
䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䉕ਥዉ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
䉁䈢䋬ฦ࿖㚂⣖䈲䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䉕น⢻䈫䈜䉎࿖㓙⊛䈭ᐲ⊛ᨒ⚵䉂䈱ታലᕈ䉕
⏕䈜䉎䈢䉄䈮䋬ᜰዉജ䉕⊒ើ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷

㪠㪅㩷 ✚⺰䋨ᣂ䈢䈮↢䈛䈧䈧䈅䉎⺖㗴䉕〯䉁䈋䈢䊥䉥䋫䋲䋰䈪␜䈘䉏䉎䈼䈐ᣇะᕈ䋩㩷
䋱䋮ᚑᨐᢥᦠ䈱䈅䉍ᣇ㩷 㩷 䅜◲ẖ䈎䈧⍎䈭䊜䉾䉶䊷䉳䈱⊒ା㩷
䊥䉥䋫䋲䋰䈮㑐䈜䉎࿖ㅪ✚ળ䈱วᗧ䉕〯䉁䈋䋬ᚑᨐ‛䈢䉎䇸ὶὐ䉕⛉䈦䈢ᴦ⊛ᢥᦠ䇹
䈲䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈮ะ䈔䈢⇇䈱ജᒝ䈇䊜䉾䉶䊷䉳䈏વ䉒䉎◲ẖ䈎䈧⍎䈭ᴦት
⸒䈫䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
ౕ⊛᭴ᚑ䈫䈚䈩䋬䇸䋱䋮✚⺰䇹䋬䇸䋲䋮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈶⽺࿎ᷫ䈱ᢥ⣂䈮䈍䈔䉎䉫
䊥䊷䊮⚻ᷣ䇹䋬䇸䋳䋮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱䈢䉄䈱ᐲ⊛ᨒ⚵䉂䇹䈫䈜䉎䈖䈫䉕ឭ᩺䈜䉎䇯㩷
㩷
䋲䋮䊥䉥䋫䋲䋰䈱⋡⊛㩷 㩷 䅜⚻ᷣ䊶␠ળ䊶ⅣႺ䈱䋳ⷐ⚛ో䈩䉕䊋䊤䊮䉴⦟䈒ḩ䈢䈜⇇䈱᭴

㩷 䋽㩷 ╙䋱ㇱ㩷 䋽㩷
ᚑᨐᢥᦠ䈮㑐䈜䉎ᚒ䈏࿖䈱ၮᧄ⊛䈭⠨䈋㩷
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1ᚒ䈏࿖䈫䈚䈩䈲䋲䋰䋲䋰ᐕ䉁䈪䈮䈅䉌䉉䉎ಽ㊁䈪ᜰዉ⊛䈮ᅚᕈ䈏භ䉄䉎ഀว䈏ዋ䈭䈒䈫䉅䋳䋰䋦⒟ᐲ䈮

䋳䋮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒ታ䈱䈢䉄䈱╷䉿䊷䊦䊗䉾䉪䉴䈱㩷
䋨䋱䋩ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ䈱䈢䉄䈱ᦨᄢ䈱䉿䊷䊦䈏䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈪䈅䉎䇯䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ
ታ䈱䈢䉄䈮䈲䋬䉫䊥䊷䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈏ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯ఝ䉏䈢ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷
ᛛⴚ䉕ᵴ䈎䈜䈖䈫䈪䋬ⅣႺ䈻䈱⽶⩄䉕シᷫ䈜䉎䈫หᤨ䈮䋬ᣂⷙ㔛ⷐ༐䈮䉋䉎⚻ᷣ⊒ዷ䋬
ᣂⷙ㓹↪䈱ഃ䈏ㄟ䉁䉏䉎䇯䉫䊥䊷䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱㎛䈫䈭䉎䈱䈲ᛛⴚ䈪䈅䉍䋬䈠
䈱ᛛⴚ䈲䉴䊙䊷䊃䉫䊥䉾䊄䉲䉴䊁䊛䉇䊍䊷䊃䊘䊮䊒䋬ᄥ㓁శ⊒㔚䋬ᾲ⊒㔚䋬䉣䉮ቛ䋬⋭
䉣䊈ဳኅ㔚䋬䌌䌅䌄ᾖ䋬ㆡᱜ䈭⾗Ḯ▤ℂ䋨䋳䌒䋩䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱ᛛⴚ䋬᷹ⷰ䊶᳇
ᄌേ੍᷹䊶⛔ว⸃ᨆ╬䋬ᭂ䉄䈩ᄙጘ䈮䉒䈢䉎䇯ᛛⴚ㕟ᣂ䈻䈱ᛩ⾗䉕ଦㅴ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬
ᛛⴚ㐿⊒䉇᥉ଦㅴ䈱䈢䉄䋬⍮⊛⽷↥ᮭ䈱⼔䉕䉄䈢ᴺᢛ╬䉅ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯㩷
䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ⒖ⴕ䈱䈢䉄䈱ઁ䈱ᚻᴺ䈫䈚䈩䈲䋬䈋䈳એਅ䈏䈕䉌䉏䉎䇯㩷
Ꮢ႐⊛ᚻᴺ㩷
䋭䌃䌏䋲ឃᷫ㊂䉕䉪䊧䉳䉾䊃䈫䈚䈩⸽䈚䋬᳃㑆⾗㊄䉕ᵴ↪䈚䈧䈧ૐⅣႺ⽶⩄ဳ⸳

䋭ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䈱ో㊂⾈ขᐲ╬㩷
㩷
䉫䊥䊷䊮⺞㆐㩷
䋭⊛䉶䉪䉺䊷䈮䉋䉎䋬ⅣႺ⽶⩄䈱ዋ䈭䈇ຠ䈱⺞㆐ଦㅴ㩷
䋭㪠㪪㪦㪈㪋㪇㪇㪈䋨ⅣႺ䊙䊈䉳䊜䊮䊃ⷙᩰ䋩䈱⸽䉕ขᓧ䈚䈢ડᬺ䈎䉌䈱ఝవ⊛⺞㆐╬㩷
㊄Ⲣ䈱䉫䊥䊷䊮ൻ㩷
䋭ⅣႺ䈮ଥ䉎⸳ᛩ⾗䈮ኻ䈜䉎䋬䊥䊷䉴䉇ሶ⛎╬䉕ㅢ䈛䈢㊄Ⲣ㕙䈪䈱ᡰេ㩷
䋭㊄Ⲣᯏ㑐䈏⥄䉌⟑ฬ䈜䉎ⅣႺ㊄Ⲣⴕേේೣ䈱╷ቯ╬㩷
ⅣႺ㈩ᘦဳ⚻༡䈶ⅣႺႎ๔䈱᥉ᄢ㩷

ჿ䉅䈅䉎䈏䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈮䉋䉎ᣂ䈢䈭ᚑ㐳ᯏળ䈱ഃ䈮䈲䉎䈎䈮ᄢ䈐䈭ᦼᓙ䈏䈅䉎䇯
ᚑ㐳䈱ᣧ䈇Ბ㓏䈎䉌䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈱ⷐ⚛䉕䈫䉍䈇䉏䉎䈖䈫䈪ᜬ⛯⊛㐿⊒䈮䈧䈭䈏䉎䈫
䈱⼂䉕䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
㩷
䋲䋮䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䉕ㅢ䈛䈢ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ䈮ะ䈔䈢ෳടਥ䈱ᄢ㩷 䅜ో䈩䈱䉴
䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䈏⥄䉌ⴕേ䈜䉎䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽㩷
䋱䋹䋹䋲ᐕ䈱䊥䉥ት⸒䈮䈍䈇䈩䋬ⅣႺ䈱ᖡൻ䈮㑐䈜䉎䇸ㅢ䈣䈏Ꮕ⇣䈅䉎⽿છ䇹䈏
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䈭䈍䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒⋡ᮡ䋨㪪㪛㪞㫊䋩䈮䈧䈇䈩⸒䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇䈏䋬ᜬ⛯น⢻ᕈ
䋨㫊㫌㫊㫋㪸㫀㫅㪸㪹㫀㫃㫀㫋㫐䋩䈫䈇䈉ᢥ⸒䈲᭽䇱䈭ᗧ䉕䈜䉎䈖䈫䈎䉌䋬㪪㪛㪞㫊 䈱▸࿐䉇ኻ⽎䈮䈧䈇䈩
䉅᭽䇱䈭ᗧ䈏ሽ䈜䉎䇯䈅䉎⠪䈲䋬㪪㪛㪞㫊 䈫䈲䋬ⴕ䌍䌄䌇䌳䉕ቢ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䋬
ⴕ䌍䌄䌇䌳䈮䉁䉏䈭䈇⁜⟵䈱ᜬ⛯น⢻ᕈ䉕ኻ⽎䈫䈜䉎⋡ᮡ䈪䈅䉎䈫⠨䈋䈩䈇䉎䇯䈱

ℂᔨ䉕⏕䈮䈜䉎࿖㓙㐿⊒ᚢ⇛䉕ቯ䉄䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䋬㚂⣖䈲䋬ᜬ⛯น⢻䈭
㐿⊒䈮ะ䈔䈢ᗧ䈫䊎䉳䊢䊮䉕␜䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㩷

ੱ㑆䈱ో㓚䈲䋬ⴧᐔᕈ䉇⋧ᛔഥ䈫䈇䈦䈢䋬ᣂ䈚䈇࿖㓙㐿⊒ᚢ⇛䈮䉁䉏䉎䈼
䈐ઁ䈱㊀ⷐ䈭ⷐ⚛䈫䉅ኒធ䈮㑐ㅪ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉅ᜰ៰䈚䈢䈇䇯㩷
㩷
䋨䋳䋩ᣂ䈚䈇࿖㓙㐿⊒ᚢ⇛䈱⠨䈋ᣇ㩷
ᣂ䈚䈇࿖㓙㐿⊒ᚢ⇛䈲䋬ㅜ࿖䈣䈔䈪䈭䈒䋬వㅴ࿖䉅ኻ⽎䈮䈚䋬䈘䉌䈮䈲࿖ኅ䈣䈔䈪䈭
䈒䋬᳃㑆ડᬺ䋬Ꮢ᳃␠ળ࿅䋬䊐䉞䊤䊮䉸䊨䊏䊷䈫䈇䈦䈢ᄙ᭽䈭䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䈱䊌䊷䊃
䊅䊷䉲䉾䊒䉕ଦㅴ䈜䉎䉅䈱䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䈖䈱䉋䈉䈭䋲䋱♿ဳ䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒
䈱᭴▽䈲䋬ᒝ䈇ᴦ⊛䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈮䉋䈦䈩䈖䈠น⢻䈫䈭䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯㩷
䈠䈱䈢䉄䈱ផㅴജ䈫䈚䈩䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ේ⾗䈫䈭䉎䇸ን䈱ഃ䇹䉕࿑䉎䈢䉄䈮䋬⚻

࿖㓙␠ળ䈲䋬䋲䋰䋰䋱ᐕએ㒠䋬䊚䊧䊆䉝䊛㐿⊒⋡ᮡ䋨䌍䌄䌇䌳䋩䈱ਅ䈪䋬⽺࿎ᠡṌ䉕ᆎ䉄䈫

ఽ┬䋬⽺࿎⠪䈫䈇䈦䈢⣀ᒙ䈭䈲⢿ᆭ䈮䈘䉌䈘䉏䈩䈇䉎ੱ䇱䉕⼔䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬䇱ੱ
䈮⢿ᆭ䈮ኻಣ䈜䉎䈢䉄⥄䉌ㆬᛯ䊶ⴕേ䈜䉎⢻ജ䈏䉒䉎䈖䈫䈪ೋ䉄䈩䋬ᒝ㕢䈭䉮䊚䊠䊆䊁
䉞䊷䈏㉯ᚑ䈘䉏䋬ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䈏ታ䈘䉏䉎䇯㩷

䈜䉎⺖㗴䈮ข䉍⚵䉖䈪䈐䈢䇯䈖䈱ข⚵䈲䋬䌍䌄䌇䌳䈱ᦼ㒢䈏᧪䈜䉎䋲䋰䋱䋵ᐕએ㒠䉅⛮⛯
䈘䉏䋬䉃䈚䉐৻ጀᒝൻ䈘䉏䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱㓙䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䈏ᜬ⛯น⢻䈭
㐿⊒䈮䈍䈇䈩ᨐ䈢䈜ᓎഀ䉕䉄䋬࿖㓙␠ળ䈱ᣂ䈚䈇⁁䉕〯䉁䈋䈢ข⚵䈏䈭䈘䉏䉎䈖䈫
䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䋲䋰䋱䋵ᐕએ㒠䈱൮⊛䈭࿖㓙㐿⊒⋡ᮡ䋨䊘䉴䊃䌍䌄䌇䌳䋩䈲䋬䈖䈉䈚䈢ⷰὐ
䉕〯䉁䈋䈩╷ቯ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㚂⣖䈲䋬䊥䉥䋫䋲䋰䈮䈍䈇䈩䋬䋨䉝䋩ᣂ䈚䈇࿖㓙㐿⊒ᚢ⇛
䋨䈲䈠䈱ᩇ䋩䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䋬䋨䉟䋩䊘䉴䊃䌍䌄䌇䌳╷ቯ䈮ะ䈔䋬᭽䇱䈭䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷
䈱㑐ਈ䉕ᓧ䈧䈧䊒䊨䉶䉴䉕ᧄᩰൻ䈚䋬ᦨ⚳⊛䈮䈲࿖ㅪ䈱႐䈮䈍䈇䈩࿖ㅪട⋖࿖䈮䉋䉍ว
ᗧ䈘䉏䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈮วᗧ䈚䋬䊘䉴䊃䌍䌄䌇䌳䈱╷ቯ䈮ะ䈔䈢ᒝ࿕䈭ၮ␆䉕▽䈒䈼䈐

䈜䉎䈢䉄䈱⚵䉂䉕᭴▽䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯㩷
㩷
䋴䋮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ㩷 䅜䊘䉴䊃 㪤䌄䌇䌳䈮ะ䈔䈩㩷

78

࿖㓙⊛䈭ห⎇ⓥ䈱ታᣉ䋬⢻ജ᭴▽䋬㽴ቭ᳃ㅪ៤䈱ផㅴਗ䈶䈮⋭䉣䊈䈪ૐ⚛䈭䉣䊈
䊦䉩䊷ଏ⛎䋬㽵ᑪ‛䋬↥ᬺ䈶ㆇャ䈻䈱ㆡಾ䈭䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䈱ઃਈ䉕䉃䋬䉪䊥䊷䊮䉣
䊈䊦䉩䊷䈱ᛛⴚ䈶ᐲ䈱᥉䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ភ⟎䉕䈫䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈫⠨䈋
䉎䇯㩷
ᚒ䈏࿖䈲䋬䊥䉥䋫䋲䋰䈱႐䈮䈍䈇䈩䋬ฦ࿖䈏⋭䉣䊈䊦䉩䊷䋬ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䋬䉪䊥
䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷䉕ផㅴ䈚ૐ⚛␠ળ䉕ታ䈜䉎䈢䉄䈮䋬ᬺ䉕㐿ᆎ䈜䉎䈖䈫䈮วᗧ䈜䉎
䈖䈫䉕ឭ᩺䈜䉎䇯㩷
䈭䈍䋬ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬ቭ᳃䉒䈝ᐢ䈒⋭䉣䊈ᛛⴚ䈏᥉䈚䈩䈍䉍䋬ૐ⚛ဳ䊤䉟䊐䉴䉺䉟
䊦䉅ᐢ䈒ᶐㅘ䈚䈩䈇䉎䇯䉣䊈䊦䉩䊷䉕ᄙ䈒ᶖ⾌䈜䉎ᯏེᲤ䈮⋭䉣䊈ᕈ⢻䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄

䋵䋮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈮ะ䈔䈢ᣣᧄ䈱䋹ឭ᩺㩷
ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ䈱䈢䉄䋬ᚒ䈏࿖䈫䈚䈩䈲䊥䉥䋫䋲䋰䈱ᯏળ䈮䋬એਅ䋹䈧䈱䉟䊆䉲
䉝䊁䉞䊑䉕ឭ᩺䈚䈢䈇䇯䈖䉏䉌䈲䈇䈝䉏䉅ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ታ䈱䈢䉄䈱ਥⷐ䉶䉪䉺䊷
䈪䈅䉎䈫หᤨ䈮䋬ᚒ䈏࿖䈫䈚䈩ᷓ䈇⍮䉕䈜䉎ಽ㊁䈪䈅䉎䇯㩷
㩷
䋨䋱䋩㒐ἴ㩷 䆇䊘䉴䊃䇸ᐶⴕേᨒ⚵䇹䈱╷ቯ䈫㐿⊒╷䈻䈱⛔ว䆇㩷
㔡䋬ᐓ䈳䈧䋬ᵩ᳓䋬บ㘑䋬ጊἫ䋬ἫጊྃἫ䈭䈬䈱⥄ὼἴኂ䈲䋬ᄙ䈒䈱ੱ䈫ੱ䇱
䈱↢ᵴ䉕ᅓ䈉䈣䈔䈪䈭䈒䋬⚻ᷣ䊶␠ળၮ⋚䉕⢿䈎䈚䋬ᷓೞ䈭ⅣႺ⎕უ䉕䉅䈢䉌䈜䇯ㄭᐕ䈱
⥄ὼἴኂ䈱ỗൻ䈫㗫⊒ൻ䈲䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈫⽺࿎䈱ᠡṌ䉕ታ䈜䉎䈪㊀ᄢ䈭㓚ო
䈫䈭䈦䈢䇯䈖䈠䇸ἴኂ䈲㐿⊒䉕㒖ኂ䈜䉎㩿㪻㫀㫊㪸㫊㫋㪼㫉㫊㩷㪻㪼㫉㪸㫀㫃㩷㪻㪼㫍㪼㫃㫆㫇㫄㪼㫅㫋㪀䇹䈫䈱⠨䈋䈱ਅ䋬

䈅䉎䇯䈘䉌䈮ㅜ࿖䈪䈲䋬ၞ⾗Ḯ䉕ᵴ↪䈚䈭䈏䉌ㆡಾ䈭ㄘᬺᛩ⾗䋨᳓ᣉ⸳䉇ㄘᢛ
䋬ㄘᬺ⎇ⓥ䋬⢈ᢱ䋬ㄘ⮎䋬Ꮢ႐䉝䉪䉶䉴╬䋩䉕ଦㅴ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬㓸⚂⊛䊶ല₸⊛䈭ข⚵
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出典：日本政府「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）成果文書へのインプット」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/10/1031̲05̲02.pdf

╬䈱䊥䉴䉪䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈱ㄘᬺ↢↥䈱ၞ⊛ಽᢔ䈱ⷞὐ䈎䉌䉅䋬ᓟㅴ㐿⊒࿖䈪䈖䉏
䉌䈱ข⚵䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ฦ࿖⍮䈱䋬ㅜ࿖䈻䈱ᡰេ䉅ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯ᦝ䈮䋬⽿
છ䈅䉎ㄘᬺᛩ⾗䋬Ꮢ႐䈱ㅘᕈ䈱ᡷༀ䋬䉝䉫䊥䊎䉳䊈䉴ⅣႺ䈱ᡷༀ䈭䈬䋬࿖㓙⊛䈭╷
ද⺞䋬㘩♳Ⴧ↥䈮ะ䈔䈢ㄘᬺಽ㊁䈻䈱ᛩ⾗ᄢ䉅ᕆോ䈪䈅䉎䇯ᛩ⾗䈲䋬ᛩ⾗ኅ䋬ᛩ⾗
ฃ࿖䈶䈱ੱ䇱䈱ਃ⠪䈱⋉䉕⺞䈚ᦨᄢൻ䈜䉎䈢䉄䋬ᚒ䈏࿖䈏㑐ㅪ࿖㓙ᯏ
㑐䋨䌆䌁䌏䋬㌁䋬㪬㪥㪚㪫㪘㪛䋬㪠㪝㪘㪛䋩╬䈫ផㅴ䈚䈩䈐䈢䇸⽿છ䈅䉎ㄘᬺᛩ⾗䋨㪩㪘㪠䋩䇹䉕೨ㅴ䈘
䈞䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
䉁䈢䋬㘩ᢱో㓚䈱ታ䈱䈢䉄䈮䈲䋬䊘䉴䊃䊊䊷䊔䉴䊃䊨䉴䈱ૐᷫ䉇㘩ᢱ䈶ㄘ↥
‛䈱⾏ᤃ䈱Ṗൻ䋬⾗Ḯ▤ℂ䈱ᜂ䈇ᚻ䈫䈭䉎ㄘ᳃䈱⚵❱ൻ䋬ੱ᧚⢒ᚑ䈏ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪

䉌䈭䈇䈫੍ᗐ䈘䉏䈩䈍䉍䋬ㄘᬺ↢↥䈶↢↥ᕈ䈱Ⴧᄢ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䋬ᄙ᭽䈭ㄘᬺ
䈱ሽ䋬ἴኂኻᔕ䈱ᡷༀ䋬ㄘၞ䈱ᝄ⥝䉅ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䈖䈱㓙䋬᳇ᄌേ䈮䉋䉎ἴኂ

ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒╷䈱ਥⷐ䈭ⷐ⚛䈫䈚䈩㒐ἴ䋨ἴኂ䊥䉴䉪シᷫ䋩䉕⟎䈨䈔䉎ᔅⷐ䈏䈅
䉎䇯㩷
ᣣᧄ䈲䋬䋱䋹䋹䋴ᐕ䈱╙䋱࿁࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏䋨ᮮᵿળ⼏䋩䈶䋲䋰䋰䋵ᐕ䈱╙䋲࿁࿖ㅪ
㒐ἴ⇇ળ⼏䋨ᚭળ⼏䋩䉕䊖䉴䊃䈜䉎䈭䈬䋬৻⽾䈚䈩㒐ἴ䈱㊀ⷐᕈ䉕ਥ໒䈚䈩䈐䈢䇯․
䈮䋬䋲䋰䋰䋵ᐕ䈱ᚭળ⼏䈪ណᛯ䈘䉏䈢䇸ᐶⴕേᨒ⚵䋲䋰䋰䋵䋭䋲䋰䋱䋵䇹䈲䋬㒐ἴ䈮ะ䈔
䈢ఝవⴕേ䉕ቯ䉄䉎䉅䈱䈪䈅䉍䋬หಽ㊁䈮䈍䈔䉎໑৻䈱࿖㓙วᗧ䈫䈚䈩ฦ࿖䈱ᮡ䈱ᓎ
ഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈐䈢䇯㩷
⥸䈱᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䉕ฃ䈔䈩ᓧ䉌䉏䈢㒐ἴ䈮㑐䈜䉎⍮䊶ᢎ⸠䉇䋬䉋䉍ᒝ㕤䈪ᜬ⛯
น⢻䈭␠ળ䈱᭴▽䈮ะ䈔䈢ᚒ䈏࿖䈱ข⚵䈲䋬䋲䋰䋱䋵ᐕ䈮⚳ᦼ䉕ㄫ䈋䉎䇸ᐶⴕേᨒ⚵䇹
䈮ઍ䉒䉎ᣂ䈢䈭࿖㓙วᗧ䈻䈱㊀ⷐ䈭䉟䊮䊒䉾䊃䈫䈭䉎䇯䈒䈚䈒䉅หᤨᦼ䈮⚳ᦼ䉕ㄫ䈋䉎䌍䌄
䌇䌳䈱⋥䈚䈮ะ䈔䈢ᬌ⸛䈫ᱠ⺞䉕ว䉒䈞䋬㒐ἴ䉕䊘䉴䊃䌍䌄䌇䌳䈱ਛ䈮⏕䈮⟎䈨䈔
䉎䈫䈫䉅䈮䋬㐿⊒╷䈮䈍䈔䉎㒐ἴ䈱ਥᵹൻ䉕ታ䈜䉎䈢䉄䈱ౕ⊛䈭䉿䊷䊦䉇ᣇᴺ⺰
䉕⋓䉍ㄟ䉖䈣䊘䉴䊃䇸ᐶⴕേᨒ⚵䇹䈱ᚑ䉕ឭ᩺䈜䉎䇯㩷
ᚒ䈏࿖䈲䋬䈖䈱ᣂ䈢䈭ᨒ⚵䈱╷ቯ䈮ะ䈔䈩⽸₂䈜䉎䈢䉄䋬⇇ฦ䈪ᄙ⊒䈜䉎ᄢⷙ
ᮨ⥄ὼἴኂ䈱⚻㛎䉕䈜䉎䊊䉟䊧䊔䊦࿖㓙ળ⼏䉕䋲䋰䋱䋲ᐕ䈮᧲ർ䈪㐿䈜䉎䇯䉁䈢䋬
䋲䋰䋱䋵ᐕ䈱╙䋳࿁࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏䉕ᣣᧄ䈪㐿䈚䋬䊘䉴䊃䇸ᐶⴕേᨒ⚵䇹䈱࿖㓙ว
ᗧ䈱႐䈫䈜䉎䈖䈫䉕ឭ᩺䈜䉎䇯㩷
㩷
䋨䋲䋩㩷 䉣䊈䊦䉩䊷㩷 䆇ᄢ⢙䈭䉣䊈䊦䉩䊷䉲䊐䊃䈮ะ䈔䈩䆇㩷
ੑ㉄ൻ⚛䈱ឃ䉕ᦨዊൻ䋨䉦䊷䊗䊮䊶䊚䊆䊙䊛䋩䈚䈢␠ળ䈪䈅䉎䋬ૐ⚛␠ળ䈱ታ
䈱䈢䉄䈮䈲䋬↥ᬺ䋬ⴕ䋬࿖᳃䈭䈬␠ળ䈱䈅䉌䉉䉎䉶䉪䉺䊷䈏䋬⋭䉣䊈䊦䉩䊷䊶ౣ↢น⢻
䉣䊈䊦䉩䊷╬䈱ផㅴ䈮ദ䉄䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯䉣䊈䊦䉩䊷䈮㑐䈚䈩䈲䋬࿖ㅪ䉣䊈䊦䉩䊷䈮䉋
䉍㽲䋲䋰䋳䋰ᐕ䉁䈪䈮ઍ⊛䈭䉣䊈䊦䉩䊷䈻䈱᥉ㆉ⊛䉝䉪䉶䉴䉕㆐ᚑ䈚䋬㽳หᐕ䉁䈪䈮
ઍ⊛䈭䉣䊈䊦䉩䊷ല₸䉕䋴䋰䋦䉁䈪㜞䉄䋬㽴หᐕ䉁䈪䈮⇇⊛䈭䉣䊈䊦䉩䊷ଏ⛎䈮භ䉄

䈱⋡ᮡၮḰ䉕⸳䈔䉎䊃䉾䊒䊤䊮䊅䊷ၮḰᐲ䈱ዉ╬䋬᭽䇱䈭ᐲ䉅ᢛ䈘䉏䈩䈍䉍䋬
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓟ䈱㔚ജਇ⿷䈮ኻᔕ䈪䈐䈢䈱䉅⛮⛯䈚䈩⋭䉣䊈䋬䊏䊷䉪䉦䉾䊃䉇▵㔚ദജ
䈮ข䉍⚵䉖䈪䈐䈢䈖䈫䈮ട䈋䋬⋭䉣䊈ᛛⴚ䈮䉋䉎䈫䈖䉐䉅ᄢ䈐䈇䇯㩷
㩷
䋨䋳䋩㘩ᢱో㓚㩷 䆇ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䉕ㅢ䈛䈢㘩ᢱో㓚䈱ታ㩷 䆇㩷
⇇⊛䈭ੱญჇട䉇㘩ᢱଔᩰ䈱㜞㛛䋬㒢䉍䈅䉎⾗Ḯ䋬⇣Ᏹ᳇⽎䈱Ⴧട╬䈱ਅ䋬㘩ᢱ
ో㓚䈱⏕䈲⇇⊛䈭⺖㗴䈪䈅䉎䇯หᤨ䈮䋬䊶᳓䊶↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱䉋䈉䈭ᄤὼ⾗
Ḯ䈱ᜬ⛯⊛↪䈶ㄘᬺ䈱ᱜ䈱ᄖㇱ⚻ᷣ䈮ነਈ䈜䉎䉋䈉䈭ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䉲䉴䊁䊛
䈶‛䈱ᄙ᭽ൻ䉕ଦㅴ䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯㩷
એ䉕〯䉁䈋䋬ᚒ䈏࿖䈲ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䉕ㅢ䈛䈢㘩ᢱో㓚䈱ታ䉕ឭ᩺䈜䉎䇯
䈠䈱ౝኈ䈫䈚䈩䈲એਅ䉕⋓䉍ㄟ䉃䈼䈐䈪䈅䉎䇯䉁䈝䋬䋲䋰䋵䋰ᐕ䈮䋹䋰ంੱએ䈮㆐䈜䉎䈫
੍ᗐ䈘䉏䉎⇇ੱญ䉕㙃䈉䈢䉄䈮䈲䋬ㄘᬺ↢↥䉕䉋䉍 㪎㪇䋦⒟ᐲჇട䈘䈞䈭䈔䉏䈳䈭

䉎ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䈱Ყ₸䉕ዋ䈭䈒䈫䉅䋳䋰䋦䉁䈪㜞䉄䉎䈫䈱⋡ᮡ䈏ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯㩷
ૐ⚛␠ળ䈱ታ䈮ะ䈔䈩䋬⋭䉣䊈䊦䉩䊷䊶ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䊶䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩
䊷╬䈱ផㅴ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䋬㽲⋭䉣䊈ຠ䈮ଥ䉎⾏ᤃ䈶ᛩ⾗䈮ኻ䈜䉎㓚ო䈱ᷫ䋬㽳

䋨䉡䋩ᐘᐲᜰᮡ䈱╷ቯᬺ䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䇯㩷
㩷 䈭䈍䋬䈠䈱ㆊ⒟䈪䈲䋬ኾ㐷ኅ䈱ᗧ䉅⡬ข䈜䉎䇯㩷
㩷
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䋨䋵䋩ⅣႺᧂ᧪ㇺᏒ㩷 䆇⺕䉅䈏䉌䈚䈢䈇ⴝ㩷 䆇㩷
ᓟ䋬ᣂ⥝࿖䉕ਛᔃ䈮ㇺᏒ䈱ዬੱญ䈏Ⴧ䈋䉎䈖䈫䈏੍ᗐ䈘䉏䉎৻ᣇ䋬వㅴ࿖䈪䈲
ዋሶ㜞㦂ൻ䈏ᷓೞൻ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䋬ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷㗴䈲䋬⇇ㅢ䈱༛✕䈱⺖㗴
䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⁁䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䋬ᚒ䈏࿖䈲䋬ᣂ䈢䈮⺀↢䈜䉎ㇺᏒ䈫ᣢሽ䈱
ㇺᏒ䈫䈏䋬䉫䊥䊷䊮⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䉕䈉䇸ⅣႺᧂ᧪ㇺᏒ䇹䈫䈭䉎䈖䈫䉕ឭ᩺䈜䉎䇯ⅣႺᧂ
᧪ㇺᏒ䈫䈲䋬ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ၮᧄ䈪䈅䉎⚻ᷣ䊶␠ળ䊶ⅣႺ䈫䈇䈉䋳䈧䈱ⷐ⚛䈏䋬৻ቯએ
䈱᳓Ḱ䈪䊋䊤䊮䉴䈏ข䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈮䈫䈬䉁䉌䈝䋬䈖䈱䋳䈧䈱ⷐ⚛䈎䉌ᣂ䈢䈭ଔ୯䉕ഃ
ㅧ䈚⛯䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎ㇺᏒ䈪䈅䉎䇯䋳䈧䈱ⷐ⚛䈎䉌ଔ୯䉕ഃㅧ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䋬ૐ⚛ဳ
䉁䈤䈨䈒䉍䋬ዋሶ㜞㦂ൻኻᔕ╬䈱ข⚵䉕䋬㕙⊛䈭ᐢ䈏䉍䈱ਛ䈮ⶄว⊛䈭ᯏ⢻䉕䈜䉎ㇺ

㩷

䉏䉌䈱⋡ᮡ䈮ട䈋䋬ឃ᳓▤ℂ䉇ㄘᬺಽ㊁䈮䈍䈔䉎䉋䉍ല₸⊛䈭᳓↪䈏ᣂ䈢䈭⋡ᮡ䈫
䈚䈩ឭ᩺䈘䉏䈩䈇䉎䇯䊥䉥䋫䋲䋰䈮䈍䈇䈩䋬⸥䈱䉋䈉䈭ᚒ䈏࿖䈱ข⚵䈱ଦㅴ䉕ᔨ㗡
䈮䋬ᜬ⛯น⢻ᕈ䈱ⷰὐ䈎䉌䋬䋲䋰䋱䋳ᐕએ㒠䈱᳓⾗Ḯ䈱▤ℂ䈮㑐䈜䉎⋡ᮡ䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛
䉕㐿ᆎ䈜䉎䈖䈫䉕ឭ᩺䈜䉎䇯䈖䉏䈲䊘䉴䊃 㪤㪛㪞䌳䈱㊀ⷐ䈭ⷐ⚛䈫䈭䉎䇯㩷

ะ䉕〯䉁䈋䉎䈫䋬䈖䉏䉁䈪એ䈮ല₸⊛䈭᳓⾗Ḯ䊶᳓ⅣႺ▤ℂ䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᚒ䈏
࿖䈪䈲䋬⤑ᛛⴚ䈮䉋䉎ਅ᳓䈱㜞ᐲಣℂ䉇ਅ᳓䊋䉟䉥䊙䉴䈱䉣䊈䊦䉩䊷↪䉲䉴䊁䊛䋬䉝
䉶䉾䊃䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉲䉴䊁䊛䈭䈬䈱వ┵⊛ᛛⴚ䋬䊉䉡䊊䉡䉕࿖ౝ䈶ᶏᄖᬺ䈻ㆡ↪䈜䉎
䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䋬ᚒ䈏࿖䈱᳓㑐ㅪᛛⴚ䉇䉲䉴䊁䊛䉕ᶏᄖ䈮᥉䈘䈞䉎
䈢䉄䈱࿖㓙ᮡḰൻ䈮䉅ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯㩷
࿖ㅪ䇸᳓䈫ⴡ↢䈮㑐䈜䉎⻁ᆔຬળ䇹䋨㪬㪥㪪㪞㪘㪙䋩䈲䋬䋲䋰䋰䋶ᐕ䈱╙䋴࿁⇇᳓䊐䉤䊷䊤
䊛䈮䈍䈇䈩䇸ᯅᧄⴕേ⸘↹䇹䉕⊒䈚䋬䈘䉌䈮䋲䋰䋱䋰ᐕ䈮䇸ᯅᧄⴕേ⸘↹㸈䇹䉕⊒䈚䈢䇯
䈖䉏䉌䈱⸘↹䈲䋬᳓䈫ⴡ↢䈻䈱䉝䉪䉶䉴ᡷༀ䋬✚ว᳓⾗Ḯ▤ℂ䋬ἴኂኻ╷䈫䈇䈦䈢⋡ᮡ
䉕╷ቯ䈚䋬᳓⾗Ḯ䈱ലᵴ↪䈮ᄢ䈐䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈐䈢䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䋬䈠䈱ᦼ㒢䈲䋲
䋰䋱䋲ᐕ䈮㆐䈜䉎䇯㪉㪇㪈㪈 ᐕ 㪐 䈮䈘䉏䈢 㪬㪥㪪㪞㪘㪙 䈎䉌䊥䉥䋫䋲䋰䈻䈱ឭ⸒䈪䈲䋬䈖

䊚䊧䊆䉝䊛㐿⊒⋡ᮡ䈮䈍䈇䈩䉅䋬䋲䋰䋱䋵ᐕ䉁䈪䈮䋬ో䈭㘶ᢱ᳓䈶ⴡ↢ᣉ⸳䉕⛮⛯⊛
䈮↪䈪䈐䈭䈇ੱ䇱䈱ഀว䉕ඨᷫ䈜䉎䈖䈫䈏⋡ᮡ䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䋬ੱญ䈱
ᕆჇ䋬ㇺᏒൻ䈱ㅴዷ╬䈮䉋䉍䋬᳓䈮ኻ䈜䉎㔛ⷐ䈱Ⴧᄢ䋬᳓⾰ᳪỘ㗴䈱ᷓೞൻ䈏ㄟ
䉁䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䋬᳇ᄌേ䈮䉋䉎ᵩ᳓䉇ᷢ᳓䈱㗫ᐲ䈱Ⴧട䈮䉋䉍᳓ⅣႺ䈏ഠൻ䈜䉎

䉕ㅴ䉄䈩䈇䈒䈖䈫䈏ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䋬వㅴ࿖䈪䈲䋬․䈮ⅣႺ䈮⽶⩄䉕ਈ䈋䉎ㆊ䈭ᛩ
⾗䉕ᷫ䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯㩷
㩷
䋨䋴䋩᳓㩷 䆇ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䈱㎛䋺✚ว᳓⾗Ḯ▤ℂ䆇㩷
᳓䈲㘩ᢱ䋬䉣䊈䊦䉩䊷䋬ੱ㑆䈱ஜᐽ䈫䈇䈦䈢␠ળ⊛ଢ⋉䈫ᄢ᳇䋬⥄ὼ䈮䈍䈔䉎᳓ᓴⅣ
䊒䊨䉶䉴䈱ᣇ䉕ᯅᷰ䈚䈜䉎ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䈱㎛䈪䈅䉎䇯䈮䋬ㄘ↥‛↢↥䈱䋱䋰䋰䋦䋬
䉣䊈䊦䉩䊷↢ᚑ䋨Ἣജ䋬᳓ജ䋬ầജ䋬ේሶജ䈣䈔䈪䈭䈒ᄢ㊂䈱⚐᳓䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎ᄥ㓁శ䉅䋩
䈱䋹䋵䋦䈲䈠䈱ㆊ⒟䋬↢↥䋬ᑄ᫈䈱Ბ㓏䈪᳓䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉎䇯㩷
৻ᣇ䈪䋬⇇䈮䈲䈇䉁䈣ో䈭㘶ᢱ᳓䉇ⴡ↢䈻䈱䉝䉪䉶䉴䉕䈚䈭䈇ੱ䈱ᢙ䉅ᄙ䈇䇯

出典：日本政府「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）成果文書へのインプット」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/10/1031̲05̲02.pdf
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㑐䈜䉎ᢎ⢒䉕ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ⷰὐ䈎䉌✚ว⊛䈮䈧䈭䈕䉎䇸ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䋨䌅䌓㪛䋩䇹䈫䈇
䈉ᔨ䈫䈮䋬䋲䋰䋰䋵ᐕ䈎䉌䈱䋱䋰ᐕ㑆䉕䇸࿖ㅪᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䈱䋱䋰ᐕ䋨䌄䌅䌓䌄䋩䇹䈫䈜䉎䈖䈫
䉕ឭ᩺䈚䈢䇯䈘䉌䈮䋬䋲䋰䋱䋴ᐕ䈮䈲ᣣᧄ䈪䇸䌄䌅䌓䌄ᦨ⚳ᐕળว䇹䉕㐿੍ቯ䈪䈅䉎䇯ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬ᢎ⢒ᝄ⥝
ၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩ᜬ⛯⊒ዷᢎ⢒䉕䇸ᚒ䈏࿖䈱ᢎ⢒䈱㊀ⷐ䈭ℂᔨ䈱৻䈧䇹䈫䈚䈩⟎䈨䈔䋬ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔
䈮䉅䈠䈱ℂᔨ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯

4ᚒ䈏࿖䈲䋬䋲䋰䋰䋲ᐕ䈱䊣䊊䊈䉴䊑䊦䉫䊶䉰䊚䉾䊃䈮䈍䈇䈩ⅣႺᢎ⢒䋬ၮ␆ᢎ⢒䋬࿖㓙ℂ⸃╬䋬⺖㗴䈮

⢻䈭Ꮢ᳃㵱䉕⢒ᚑ䈪䈐䉎䈫⠨䈋䉎䇯ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䈲ሶଏ䈣䈔䈪䈲䈭䈒䋬
ઍ䉕䈋䈩␠ળో䈮䈘䉏䉎䈼䈐䉅䈱䈪䈅䉎㪋䇯㩷
․䈮䋬ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬䋲䋰䋱䋱ᐕ䋳䈱ᄢ㔡ἴ䉕ฃ䈔䈩䋬䈖䉏䉁䈪એ䈮㒐ἴᢎ⢒䋬䉣䊈
䊦䉩䊷ᢎ⢒䈱㊀ⷐᕈ䈏⼂䈘䉏䈢䇯ᄢⷙᮨἴኂ䉇᳇ᄌേ䈫䈇䈦䈢ⷙᮨ䈱⺖㗴䉕

ᢎ⢒䋬ቇᩞᄖᢎ⢒䉕䉒䈝䋬࿖㓙ᯏ㑐䋬ฦ࿖ᐭ䋬ᢎ⢒㑐ଥ⠪䋬䌎䌇䌏䋬ડᬺ╬䈅䉌䉉䉎
ਥ㑆䈪ㅪ៤䉕࿑䉍䈧䈧䈖䈱䉋䈉䈭ᢎ⢒䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭ข⚵䉕ㅢ䈛㵰ᜬ⛯น

䋨䋶䋩ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒㩷 䆇㵰ᜬ⛯น⢻䈭Ꮢ᳃㵱⢒ᚑ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䆇㩷
᧪䈮䉒䈢䈦䈩ᜬ⛯น⢻䈭␠ળ䉕▽䈇䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䋬৻ੱ䈵䈫䉍䈏䈱⾗Ḯ䈱
㒢ᕈ䉕⼂䈜䉎䈖䈫䋬ᜬ⛯น⢻䈭␠ળ䈱ᜂ䈇ᚻ䈫䈚䈩ਥ⊛䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈖䈫䈏ਇ
นᰳ䈪䈅䉎䇯䈖䈱ⷰὐ䈎䉌䋬ᚒ䈏࿖䈪䈲ⅣႺ䋬㒐ἴ䋬↢‛ᄙ᭽ᕈ䋬᳇ᄌേ䋬ᐔ䋬࿖
㓙ℂ⸃䋬䋬㐿⊒䋬䉳䉢䊮䉻䊷䋬ሶ䈬䉅䈱ੱᮭ䋬䉣䉟䉵䋬⚗㒐ᱛ䈭䈬᭽䇱䈭⺖㗴
䈮㑐䈜䉎ᢎ⢒䉕ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ⷰὐ䈎䉌✚ว⊛䈮䈧䈭䈕䉎ᢎ⢒䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯ቇᩞ

㩷

䈏⇇ฦ䈮⺀↢䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯㩷
䉁䈢䋬ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬⥄ᴦ䉇ၞ᳃䈏ਥ䈫䈭䈦䈩Ⓧᭂ⊛䈮䋳䌒䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯Ⅳ
Ⴚᧂ᧪ㇺᏒ䈲ᓴⅣဳㇺᏒ䈫䈚䈩䋬ᑄ᫈‛䈱ᦨዋൻ䋬ౣ↪䋬䊥䉰䉟䉪䊦䈍䉋䈶ⅣႺ䈮ఝ
䈚䈇ઍᦧ‛⾰䉕ᦨᄢ㒢䈮ᵴ↪䈜䉎䋳䌒ㇺᏒ䈱ⷐ⚛䉅䉃䇯ᣣᧄ䈏䈖䉏䉁䈪ၭ䈦䈩䈐䈢ᑄ
᫈‛ಣℂ䋬䊥䉰䉟䉪䊦╬䈱䊉䉡䊊䉡䊶ข⚵䉕ᑄ᫈‛▤ℂ䈮㑐䈜䉎࿖㓙⊛䈭䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾
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䈱ᓳ⥝䈶ἴኂ䈱⚻㛎䈱⛮ᛚ䉕ⴕ䈉੍ቯ䈪䈅䉎䇯㩷
䈘䉌䈮䋬ೋേኻᔕ䉕ᒝൻ䈜䉎䈢䉄䋬৻ၞ䈣䈔䈪䈲䈠䈱ኻᔕ⢻ജ䈏㒢⇇䈮䈅䉎႐ว䈪
䉅䋬ⵍἴၞᄖ䈱ἴኂኻᔕⷐຬ䉕ᐢၞ⊛䈮േຬ䈚䋬ᢇᕆᢇ⼔䈱ᡰេ䈱ᒝൻ䋬ἴኂ
ᓳᣥ䈱ㄦㅦൻ䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䋬ἴኂ䈮䉋䉎ᓇ㗀䈱㐳ᦼൻ䉕࿁ㆱ䈚䋬
ੑᰴἴኂ䉕㒐ᱛ䈜䉎ᐢၞ㒐ἴ䉕ᒝൻ䈜䉎੍ቯ䈪䈅䉎䇯㩷
䈖䈉䈚䈢ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎ἴኂ▤ℂ䈱⚻㛎䈮ၮ䈨䈇䈢⍮⼂䊶ᛛⴚ䈲䋬࿖㓙␠ળ䈱ᜬ⛯น
⢻䈭⊒ዷ䈮ᄢ䈐䈒⽸₂䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䋬䉝䉳䉝㒐ἴ䉶䊮䉺䊷䋨㪘㪛㪩㪚䋩䉕ㅢ䈛䈩
⥄ὼἴኂ䈏ᄙ⊒䈜䉎䉝䉳䉝ၞ䈪䈱㒐ἴ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ల䉇㒐ἴ⍮⼂䈱᥉䉕ଦㅴ

ᐕ㑆䈪䋲䋵ం䊄䊦એ䈱ᡰេ䉕䈚⌕ታ䈮ታᣉ䈜䉎䈭䈬䋬㒐ἴ䈮㑐䈜䉎ᡰេ䉕Ⓧᭂ⊛
䈮ⴕ䈦䈩䈐䈢䇯㩷
ᦝ䈮䋬ᚒ䈏࿖䈲䋬䉝䉳䉝⻉࿖䈱ⴡᤊ↹╬䈱ἴኂ㑐ㅪᖱႎ䉕䋬䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕ㅢ䈛䈩
䉝䉳䉝ᄥᐔᵗၞ䈪䈜䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇸䉶䊮䉼䊈䊦䉝䉳䉝㪈㪈䇹䉕ਥዉ䈚䈩䈇䉎䇯㩷
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈪䉅䉌䉏䈢䉋䈉䈮䋬ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬Ꮒᄢᵤᵄ䈮䉋䉎ἴኂ䈏➅䉍䈘䉏䈩
䈐䈢ᱧผ䈏䈅䉎䇯᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈱⚻㛎䈫ᢎ⸠䉕〯䉁䈋䋬ᚒ䈏࿖䈲㔡䊶ᵤᵄኻ╷ో⥸䉕
⋥䈜䈖䈫䈫䈚䋬䈠䈱ၮᧄ⊛ᣇะᕈ䈏ਛᄩ㒐ἴળ⼏ኾ㐷⺞ᩏળ䉋䉍䋹䈮␜䈘䉏䈢䈫䈖
䉐䈪䈅䉎䇯ᦨᄢ䉪䊤䉴䈱ᵤᵄἴኂ䈮ኻ䈚䈩䈲䋬䈢䈫䈋ⵍἴ䈚䈢䈫䈚䈩䉅ੱ䈏ᄬ䉒䉏䈭䈇
䈖䈫䉕ᦨ㊀ⷞ䈚䋬ἴኂᤨ䈱ⵍኂ䉕ᦨዊൻ䈜䉎䇸ᷫἴ䇹䈱⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈐䋬䊊䊷䊄䊶䉸䊐䊃䈱
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㩷 䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䇸䉲䊚䊠䊧䊷䉺䇹䉕ᵴ↪䈚䋬᳇ᄌേ੍᷹䊝䊂䊦䈮䉋䉎䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮⸘▚䉕ⴕ
䈇䋬ⅣႺ੍᷹䋬ㄭᧂ᧪੍᷹䋬ᭂ┵⽎੍᷹╬䈱⎇ⓥ䉕ታᣉ䇯․䈮䋬࿖㓙⊛䈮᳇䊝䊂䊦䈱⋧Ყセ
ታ㛎䉕ⴕ䈉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋨㪚㪤㪠㪧㪌䋩䈱ᚑᨐ䈲䋬᳇ᄌേ䈮㑐䈜䉎ᐭ㑆䊌䊈䊦䋨㪠㪧㪚㪚䋩╙ 㪌 ᰴ⹏ଔႎ๔ᦠ
䋨㪘㪩㪌䋩䈱╷ቯ䈮⽸₂䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬᳇ᄌേ䈱✭䊶ㆡᔕ䈮㑐䈜䉎╷䈮ၮ⋚⊛ᖱႎ䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯
㪈㪋
㩷 䇸㪉㪈 ♿᳇ᄌേ੍᷹㕟ᣂ䊒䊨䉫䊤䊛䇹䈱ో䊧䊔䊦䈪䈱᳇ᄌേ੍᷹⚿ᨐ䉕ၞ䊧䊔䊦䈪↪䈪䈐
䉎♖ᐲ䈮♖⚦ൻ䈜䉎䈢䉄䈱䉻䉡䊮䉴䉬䊷䊥䊮䉫ᚻᴺ䋬䊂䊷䉺หൻᛛⴚ䋬᳇ᄌേㆡᔕ䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ
䉕㐿⊒䈜䉎䉅䈱䇯
15 䇸ૐ⚛␠ળ࿖㓙⎇ⓥ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨㪣㪚㪪㪄㪩㪥㪼㫋䋩䇹䈫䈲䋬㪞㪏 ⅣႺᄢ⤿ળว䈱䉅䈫 㪉㪇㪇㪐 ᐕ䈮⊒⿷䈚䈢䋷
䉦࿖ 㪈㪍 ⎇ⓥᯏ㑐䈮䉋䉎䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇯䌇䋸䉇䉝䉳䉝ฦ࿖䈱⎇ⓥᯏ㑐䈏ૐ⚛␠ળ䉲䊅䊥䉥ಽᨆ䈭䈬䉕ㅢ䈛䋬
ૐ⚛␠ળ᭴▽䈱䈢䉄䈱᭽䇱䈭⺖㗴䊶ᚻᲑ䈮䈧䈇䈩ᖱႎ឵䋬⍮䈱䋬⎇ⓥදജ䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯
16 䇸䉝䉳䉝ᄥᐔᵗ᳇ᄌേㆡᔕ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨䌁䌐䌁䌎䋩䇹䈫䈲䋬䌕䌎䌅䌐䈏䌃䌏䌐䋱䋵䈪ឭ໒䈚䈢⇇᳇ᄌേ
ㆡᔕ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨㪞㫃㫆㪹㪸㫃㩷㪘㪻㪸㫇㫋㪸㫋㫀㫆㫅㩷㪥㪼㫋㫎㫆㫉㫂䋩䉕᭴ᚑ䈜䉎䉝䉳䉝ၞ䈮䈍䈔䉎䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇯䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻
䊷㑆䈮䈍䈔䉎᳇ᄌേ䈻䈱ㆡᔕ䈮㑐䈜䉎⍮䋬⚻㛎䋬ᖱႎ䈱䈶ㅜ࿖䈱ㆡᔕ䊆䊷䉵䈫ᡰេ䈱䊙䉾
䉼䊮䉫䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯
㪈㪎
ㅢಽ㊁䈱᳇ᄌേኻ╷ଦㅴ䈮ὶὐ䉕ᒰ䈩䈢ਥⷐ࿖䈱ㅢᜂᒰᄢ⤿䊶㑐ଥ࿖㓙ᯏ㑐䈮䉋䉎ળว䇯䋲䋰䋰
䋹ᐕ䈱╙䋱࿁ળว䉕ᚒ䈏࿖䈏ਥ䇯䋲䋰䋱䋰ᐕ䈮䉟䉺䊥䉝䈪㐿䈘䉏䈢╙䋲࿁ળว䈮䈲䋬䋲䋸䊱࿖䋬䋵࿖㓙ᯏ㑐䋬
䋳㑐ㅪᬺ⇇࿅䈏ෳട䇯
㪈㪏
㩷 䇸࿑䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈫䈲䋬ⅣႺ㗴╬䈮ኻಣ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈭䉎䋬ో䈱ℂⓨ㑆ᖱႎ䉕ᢛ
䈜䉎࿖㓙䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇯䋬㪈㪏㪈 䉦࿖䊶ၞ䈱࿖ኅ࿑ᚑᯏ㑐䈏ෳട䇯㪈㪐㪐㪉 ᐕ䈮ᚒ䈏࿖䈏ឭ໒䈚䋬࿖
ℂ㒮䈏࿖㓙ㆇ༡ᆔຬળ䈱ോዪ䉕ോ䉄䉎䈭䈬䋬䊒䊨䉳䉢䉪䊃ផㅴ䈱ਛᔃ⊛ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䇯
19⇇䈱 㪊㪉 䊱࿖䈏ෳട䈜䉎ㄘᬺಽ㊁䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴ᷫ╬䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇯⇓↥䊶᳓↰䊶⇌
䈱 㪊 ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䋬᷷ቶലᨐ䉧䉴ᷫ╬䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䉕ታᣉ䇯ᣣᧄ䈲᳓↰ಽ㊁䈱⼏㐳࿖䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯

䇸䉝䊐䊥䉦ૐ⚛ᚑ㐳䊶ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒ᚢ⇛䇹㩷
㩷 ᧄᐕ䋵䈱䌔䌉䌃䌁䌄㑑⚖䊐䉤䊨䊷䉝䉾䊒ળว䋨ᣈ䋺䉻䉦䊷䊦䋩䈮䈩䋬䉝䊐䊥䉦⻉࿖䈫䈱㑆䈪䇸䉝䊐䊥䉦ૐ⚛
ᚑ㐳䊶ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒ᚢ⇛䇹䉕╷ቯ䈜䉎䈫วᗧ䈚䋬หળว䉮䊚䊠䊆䉬䈮䉅⸥タ䈘䉏䈢䇯ᧄᚢ⇛䈲䋬䋲䋰䋱䋲ᐕ
䈱䌔䌉䌃䌁䌄䊐䉤䊨䊷䉝䉾䊒ળว䈮䈍䈇䈩ਛ㑆ႎ๔䉕ⴕ䈇䋬䋲䋰䋱䋲ᐕਛ䉕⋡ㅜ䈮ᦨ⚳ႎ๔䉕ⴕ䈉䇯䋬䉝䊐䊥
䉦ฦ࿖䋬䌔䌉䌃䌁䌄ᯏ㑐䈫䈫䉅䈮╷ቯ䈮ะ䈔䈢ᬌ⸛䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
㪉㪈
㩷 䇸᧲䉝䉳䉝ૐ⚛ᚑ㐳䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䇹᭴ᗐ㩷
㩷 ⇇䈱ᚑ㐳䉶䊮䉺䊷䈎䈧ᦨᄢ䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴ឃၞ䈪䈅䉎᧲䉝䉳䉝䈮䈍䈔䉎䋬ૐ⚛ᚑ㐳䊝䊂䊦䈱
᭴▽䉕䌅䌁䌓䈱ਅ䈪ផㅴ䈜䉎᭴ᗐ䇯ฝ䈲䋬ᧄᐕ䋷䈱᧲䉝䉳䉝㚂⣖ળ⼏䋨䌅䌁䌓䋩ෳട࿖ᄖ⋧ද⼏䈱⼏㐳ჿ
䈮⋓䉍ㄟ䉁䉏䈢䇯᧪ᐕ䋴䈮ᧄ㇌䈮䈩䋬᧲䉝䉳䉝䈮䈍䈔䉎䊔䉴䊃䊒䊤䉪䊁䉞䉴䊶⍮䊶ᖱႎ䈱ଦㅴ䈱䈢
䉄䈱ળ⼏䉕㐿䈜䉎䈖䈫䉕ᬌ⸛ਛ䇯

㪈㪊

出典：日本政府「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）成果文書へのインプット」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/10/1031̲05̲02.pdf
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䋨䋱䋩⇇ㅢ䈱⺖㗴䊶⼂㩷
⇇⊛䈭ੱญჇട䉇㘩ᢱଔᩰ䈱㜞㛛䋬㒢䉍䈅䉎⾗Ḯ䋬⇣Ᏹ᳇⽎䈱Ⴧട╬䈱ਅ䋬㘩ᢱ
ో㓚䉕⏕䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈲⇇⊛䈭⺖㗴䈪䈅䉎䇯䊚䊧䊆䉝䊛㐿⊒⋡ᮡ䈮䈍䈇䈩䉅䋬䋱䋹
䋹䋰ᐕ䈎䉌䋲䋰䋱䋵ᐕ䉁䈪䈮 㪈 ᣣ 㪈 䊄䊦ᧂḩ䈪↢ᵴ䈜䉎ੱญ䈱ഀว䈫䋬㘫㙈䈮⧰䈚䉃ੱ䇱䈱
ഀว䉕ඨᷫ䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈠䈱⋡ᮡ䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯㩷

㩷
䋳䋮㘩ᢱో㓚㩷

䈇䈩ᧄᐲ䈱ዉ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈣ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷․ភ⟎ᴺ᩺䈏ᚑ┙䈚䋬ᐔᚑ䋲䋴
ᐕ䋷䈮ᣉⴕ䈘䉏䉎䇯㩷

⼂䈫䈘䉏䈢䇯䈠䈱ਅ䈪䋬ᣂᚑ㐳ᚢ⇛䈮ឝ䈕䈢䇸ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷ᄢ࿖ᚢ⇛䇹䉕ᦝ䈮లታ䈘
䈞䋬✚ว⊛䈭䉫䊥䊷䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䉕ቯ䈚䈢䇯╙䋱䋷䋷࿁࿖ળ䈮䈍

䈘䉌䈮䋬ᤓᐕ䋱䋲䈮㐿䈘䉏䈢᷷ᥦൻ㗴䈮㑐䈜䉎㑑ᆔຬળ䈮䈍䈇䈩䈲䋬䇸ᛛ
ⴚ㕟ᣂ䈖䈠䋬䇸ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷䊶ᚑ㐳䈮㑐䈜䉎ൎ䈱ᣇ⒟ᑼ䈱⸃䇹䇹䈪䈅䉎䈖䈫䈏ၮᧄ

䈏ቯ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯╙৻䈮䋬䉣䊈䊦䉩䊷╷䈱⋥䈚䉕䉄䈢䇸ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷ᄢ࿖ᚢ
⇛䇹䈱⾰⊛ォ឵䉕࿑䉎䈖䈫䇯╙ੑ䈮䋬ᧄᐕ䋵䈮㑑⼏ቯ䈚䈢䇸╷ផㅴᜰ㊎䌾ᣣᧄ䈱
ౣ↢䈮ะ䈔䈩䌾䇹䈮ၮ䈨䈒䇸㕟ᣂ⊛䉣䊈䊦䉩䊷䊶ⅣႺᚢ⇛䇹䈱ၮᧄ⊛䈭ᣇ㊎䉕䋲䋰䋱䋱ᐕᧃ
⋡ಣ䈪ข䉍䉁䈫䉄䋬䇸ᣣᧄౣ↢䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䇹䈻ᤋ䈜䉎䈖䈫䇯╙ਃ䈮䋬䇸ᣂᚑ㐳ᚢ⇛䇹䈮
䈍䈔䉎䇸ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷ᄢ࿖ᚢ⇛䇹䈱ᣢሽ䈱Ꮏ⒟䈮䈧䈇䈩䋬ේ⊒䈻䈱ଐሽᐲㅛᷫ䈱䉲
䊅䊥䉥䉕ౕൻ䈚䋬䉫䊥䊷䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䈲ᒝൻ䋬೨ୟ䈚䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋ᣇ䈱䉅䈫
ᬌ⸛䈚䋬䇸㕟ᣂ⊛䉣䊈䊦䉩䊷䊶ⅣႺᚢ⇛䇹䈫䈚䈩ᣂ䈢䈭Ꮏ⒟䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯㩷

䈻䈱ᓇ㗀䉕〯䉁䈋䋬ᧄᐕ䋸䋵ᣣ䈮䇸ᣣᧄౣ↢䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䈮ะ䈔䈩䇹䉕㑑⼏ቯ䈚䈢䇯
䈠䉏䈮ၮ䈨䈐䋬ේೣ䋬⋡ᮡ䊶Ꮏ⒟䉕ၷᜬ䈚䈠䈱ታ䈮ข䉍⚵䉃䈫䈫䉅䈮䋬ᣂ䈢䈭ᚑ㐳䈻ะ
䈔䈩ᚢ⇛䈱ౣ⸳⸘䊶ౣᒝൻ䉕ⴕ䈇䋬ᐕౝ䈮䇸ᣣᧄౣ↢䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䇹䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈫䈚
䈩䈇䉎䋨䇸╷ផㅴ䈱ో䇹ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋸䋱䋵ᣣ㑑⼏ቯ䋩䇯䉁䈢䋬ᣂᚑ㐳ᚢ⇛䈱ᚢ⇛
ಽ㊁䈱䈉䈤䇸䉫䊥䊷䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉎ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷ᄢ࿖ᚢ⇛䇹䈮䈧䈇䈩䈲䋬એਅ
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出典：日本政府「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）成果文書へのインプット」
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出典：日本政府「国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）成果文書へのインプット」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/10/1031̲05̲02.pdf
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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viii)ⅣႺ㈩ᘦဳߩᛛⴚຠߩ⇇߳ߩ᥉
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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ਅ࿁ࠆޔࠕࠫࠕ᧲ޕਛධ☨ߥߤߢᄢ߈ߊᡷༀ߇࿑ࠄࠇߚ৻ᣇߢߦ․ޔධࠕࠫࠕࠨޔ
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߮ࠣࡠࡃ࡞ߥᏒ႐┹ߩỗൻߪ⾗ޔ‛ޔੱޔ㊄ޔᖱႎߩᵹㅢࠍടㅦൻߐߖޔᱜ⽶ਔ㕙ߩ

࠶࠻ᓟޔ⇇⾏ᤃޔᄖ࿖⋥ធᛩ⾗߮⾗ᧄᏒ႐ߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆࠣࡠࡃ࡚ࠪࡦ߅ࠃ

ࠍଦߔࡔࠞ࠾࠭ࡓߩᜂ
(p) ࿖ㅪᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᢎ⢒ߩ(એ㒠ޟޔESD ߩ 10 ᐕߦ)ޠၮߠߊቇᩞᢎ⢒ޔ
␠ળᢎ⢒ޔડᬺᢎ⢒ߩផㅴࠍㅢߓߚੱ᧚⢒ᚑޔ
ޟESD ߩ 10 ᐕޠᓟߦะߌߚౕ⊛
ߥⴕേ⸘↹ߩ╷ቯߣታᣉ
(q) ↥ᬺ᭴ㅧߩォ឵ߦߟߥ߇ࠆޔᶖ⾌⠪ߩ⽿છࠆਥ⊛ⴕേࠍଦߔᶖ⾌⠪Ꮢ᳃ᢎ⢒
ߣߘߩߚߩᖱႎᢛ╙ޕਃ⠪߆ࠄߩክᩏࠍฃߌࠆߥߤࡘࠪ࠶ࠜ࠙ࡦࠣޔ
ࠍ㒐ᱛߔࠆࡔࠞ࠾࠭ࡓ

vi)ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆᣂߚߥ⠨߃ᣇࠍᡰ߃ࠆᜰᮡ╬ߩ࠷࡞ߩ㐿⊒ዉ
(r) MDGs ߩ⽸₂ߩ⹏ଔߣ 2015 ᐕ㐿⊒⋡ᮡᜰᮡߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛วᗧታߦะߌߚ
ࡠ࠼ࡑ࠶ࡊߩᚑ
(s) ᓥ᧪ߩ GDP ᚑ㐳ᜰᮡߦઍࠊࠆ↢ᵴߩ⾰ߩะ߿␠ળ⊛ᱜࠍ␜ߔᜰᮡߩዉߦࠃ
ࠆ㐿⊒᳓Ḱߩ᷹ቯ
(t) ⥄ὼ⾗ᧄߩࠬ࠻࠶ࠢ⾗ޔḮ↢↥ᕈޔౣ↢ㅦᐲࠍߚޔᜬ⛯น⢻ᕈᜰᮡߩ⏕┙
(u) ⥄ὼⅣႺߩో࿁ᓳߦ⾗ߔࠆᑄ᫈‛ࡠⅣႺᛛⴚຠࠨࡆࠬߩ↢↥ࠍ
ਥᵹൻߒߚૐ⚛↥ᬺ᭴ㅧ߳ߩォ឵ߣߘߩߚߩ IT ߩᐢ▸ߥᔕ↪╬ᛛⴚ㕟ᣂߩផ
ㅴ
(v) ↥ᶖߦၮߠߚၞ㐿⊒߿વ⛔ᢥൻ⧓ⴚߩ⛽ᜬ㕟ᣂ



ࠣࡠࡃ࡞ൻ߇ㅴዷߔࠆਛߢޔ⇇ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴ㅧߪᄢ߈ߊᄌൻߒߚޕ1992 ᐕߩࠨࡒ

ࠝߩࠨࡒ࠶࠻߆ࠄ 20 ᐕޕ⇇ߪ 21 ♿ߦࠅޔ಄ᚢߪ⚳⚿ߒޔᣂ⥝࿖߇บ㗡ߒޔ





v)࿖ㅪᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᢎ⢒ߩ 10 ᐕߩ⛮⛯⊛ታᣉߣᶖ⾌⠪ߩ⽿છࠆਥ⊛ߥⴕേ

iv)࿖ㅪ↢‛ᄙ᭽ᕈߩ 10 ᐕߩផㅴ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩਥᵹൻߩ㆐ᚑߣㄘጊṪၞߩᵴᕈൻ
(l) ↢ᘒ♽ߩోߣ࿁ᓳ⾗‛↢ޔḮߩᜬ⛯น⢻ߥ↪ޔㆮવ⾗Ḯߩ↪߆ࠄ↢ߕࠆ
⋉ߩᱜ߆ߟⴧᐔߥ㈩ಽޔㆡಾߥ⾗㊄⾗Ḯߩឭଏߣޔ⢻ജ㐿⊒ଦㅴޔ⇇ฦߩ
ࠣ࠶࠼ࡊࠢ࠹ࠖࠬߩ
(m) ↢‛ᄙ᭽ᕈߩᗧଔ୯ߩ᥉ߣ↢‛ᄙ᭽ᕈࠍࡌࠬߦߒߚ╷⛔วߦࠃࠆ↢‛
ᄙ᭽ᕈߩਥᵹൻ߮ㆡಾߥ╷ߩലᨐ⊛ߥታᣉޔ߮ᗧᕁቯߩ੍㒐⊛ࠕࡊࡠ
࠴ޕ
(n) ⚻ᷣ⊛ߦ┙ߜⴕ߆ߥߊߥߞߡࠆㄘጊṪၞߩᝄ⥝ߣㄘጊṪߩ⥄ὼ⾗Ḯߩㆡ
ᱜߥ▤ℂ
(o) ᨋߩᄙ㕙⊛ߥ↪ේೣޔㆡಾߥ▤ℂߣᜬ⛯น⢻ߥ⚻༡ߩផㅴ

ะߌߚࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ᭴▽
(k) వㅴ࿖߿ᄙߊߩࠕࠫࠕ⻉࿖߇ᓟᕆㅦߦ㜞㦂ൻ␠ળ߳⓭ߔࠆߎߣࠍᔨ㗡ߦ⟎
ߚኻᔕ╷㧔㜞㦂⠪ጀߩ㓹↪ᄢ߳ߩ⒢㊄Ⲣߩఝㆄភ⟎ߩల╬㧕


ࠠࡔ࠶ࠫ
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ᯏ⢻ࠍߔࠆᨋ߇ઁ↪ㅜ߳ߩォ↪߿ᨋἫἴ⥄ޔὼἴኂޔ㆑ᴺબណ╬ߦࠃࠅᄬࠊ
ࠇ⛯ߌߡࠆߎߣࠍᷓߊᘷᘦߔࠆޕᨋߩᷫዋഠൻߪࠝ 3 ᧦⚂ࠍߪߓߣߔࠆ

࿖ߩᦨ⽺ጀᏪߩሶߤ߽ߪᦨޔንጀᏪߩሶߤ߽ߦᲧߴޔ5 ᱦߩ⺀↢ᣣࠍᓙߚ

ߕߦࠍ⪭ߣߔෂ㒾ᕈ߇ 2 એ㜞ߊߥߞߡࠆޕ

ߎߣ߇ႎ๔ߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕㅜ࿖ߢߪޔኂᑄ᫈‛ಣℂߩ⋙ⷞߩᢛ߇ਇ
චಽߥ߹߹ᕆㅦߥ⚻ᷣ⊒ዷࠍㆀߍߚ࿖߽ᄙߊߚߒ߁ߘޔ࿖ߦ߅ߌࠆኂᑄ᫈‛ಣℂ

ߒߡࠆઁޕᣇޔᣂ⥝࿖ߥߤߢߪ⚻ޔᷣᚑ㐳ࠍ⢛᥊ߦ↢↥ߣᶖ⾌߇ㅦߦᄢߒߡ

߅ࠅޔᄢ㊂ߩᑄ᫈‛߇⊒↢ߔࠆߣߣ߽ߦ⾗ޔḮᶖ⾌㊂߽ᄢߒߡࠆޕ
⚳ಣಽߩ⺖㗴߽ᶋ߈ᓂࠅߦߥߞߚޕ

ᄢ߇⺖㗴ߢࠆޔߚ߹ޕౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߩ᥉ߦߪޔ㐳ᦼ⊛ߥ↪ᄢࠍ
ᝪ߃ߟߟ߽ޔㆡಾߥ᥉ࠬࡇ࠼߿⾌↪ⷙᮨ߮ߘߩ⽶ᜂߩࠅᣇߥߤᬌ⸛ߔߴ߈
⺖㗴߽ᄙޕ
ߥ߅ࠡ࡞ࡀࠛޔᶖ⾌Ⴧޔൻ⍹Άᢱߩᨗᷢޔ᳇ᄌേ╬߳ߩኻಣߩᗧ߆ࠄᦼᓙ߇

⇇ోߢข⚵ࠍㅴࠆᔅⷐᕈ߇㜞߹ࠆਛޔᣂߚߥ⺖㗴ࠍ〯߹߃ߚᨒ⚵ߺߩ᭴▽߇

᳞ࠄࠇߡࠆߚ߹ޕ᳇ᄌേ⽎߇ฦߢ㗼ൻߒߩߘޔኻ╷߽✕ᕆߩ⺖㗴ߢ

ࠆޕ

ᕈߩ⽺࿎ߪଐὼߣߒߡᄢ߈ߥ⺖㗴ߢࠆޕ

⹏ଔ߿ⷙᮨ↢‛ᄙ᭽ᕈᴫߥߤߩࠣࡠࡃ࡞ߥ⹏ଔߢߪ‛↢߽ࠇߕޔᄙ᭽ᕈ

╬ᢎ⢒ߩ࿖ߩᢎ⢒╷߮ࠞࠠࡘࡓ߿ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒߮ⅣႺᚢ⇛ߦ⚵ߺㄟ߹
ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ࿖߇Ⴧ߃ߚ߇ߛ߹ޔ࿖ࡌ࡞ߩ․ቯߩ ESD ╷߹ߚߪᚢ⇛߇ߥ
ߊߩߘޔ᥉߇⺖㗴ߦߥߞߡࠆ࿖߽ᄙߊᱷߐࠇߡࠆઁޕᣇޔᢎ⢒એᄖߦ᭽ޘ
ߥᒻߢᢎ⢒㨯ᗧ⼂⊒ߩᯏ⢻ࠍᜂߞߡࠆࠕࠢ࠲߇ሽߔࠆ߇ߩߘޔಽᨆ߿⹏ଔߪ

ၮᧄ⊛ੱᮭߢࠅ࠳ࡦࠚࠫޔᐔ╬ޔᢎ⢒∛∉ޔ㒐ᱛߩၮᧄࠗࡦࡈߢࠆ߇ࠕޔ

ࡈࠞਛ᧲ࠕࠫࠕၞߢߪ MDG㨟ߩ㆐ᚑ߇࿎㔍ߥㅢߒߢࠆ࿖߇ޘᄙޕ

(h) ᨋ㧦ᨋߩ⺖㗴ߪฦ࿖ߢ⇣ߥࠆߎߣ߿ޔ㊀ߨߡߘߩ⺖㗴ߪ⋧ߦ㑐ㅪߒߡࠆߎ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

8

ޟᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᢎ⢒㧔ESD㧕ߩ 10 ᐕߩޠਅߢޔESD ߇ߦ․ޔೋ╬ਛ

ߢߞߚ߇ޔ᳓㔛ⷐߩჇടߪ⚂㧣ߦ߽㆐ߒߡࠆޕ᳓ߣⴡ↢ߪߔߴߡߩੱߩޘ

7

৻ᣇߢޔ7,600 ਁੱߩሶߤ߽߇ೋ╬ᢎ⢒ࠍฃߌࠄࠇߡߥޕ

ਅޔḓᴧᳪᨴޔႮ᳓ൻ߇ੱޕࠆߡߒ⧰ࠍޘㆊߩ 100 ᐕ㑆ߢੱญߩિ߮ߪ 3.7

ࠍߖߚߎߣߪ╷ߩታⴕߣ⾗㊄ߩേຬߦࠃࠅ⋡ᮡ߇㆐ᚑน⢻ߥߎߣࠍ␜ߒߚ߇ޔ

ഠൻߦࠃࠅ⇇ߩ᳓㗴ߪᷓೞߐࠍჇߒߡࠆޕ⇇ਛߢᄢᐓ߫ߟޔਅ᳓ߩૐ

(g) ᳓ߣⴡ↢㧦21 ♿ߦࠅ᳇ᄌേޔㇺᏒൻੱޔญჇޔ᳓Ḯࠍ߆ࠎ㙃ߔࠆᨋߩᷫዋ

(l) ሶߤ߽⧯⠪㧛ᢎ⢒㧦MDGs ߩ⋡ᮡߩ߭ߣߟߢࠆೋ╬ᢎ⢒߳ߩዞቇ₸߇ᄢߥ

߳ߩෳ↹ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬߽㆐ᚑߐࠇߡߥߦ․ޕ㐿⊒ㅜ࿖ߦ߅ߌࠆᅚ

᧦⚂ߩ⼏㐳࿖ߢࠅࠄ⥄ޔផㅴߔࠆ⽿છࠍߒߡࠆ↢ࡓࠕ࠾ࡒޔߒ߆ߒޕᘒ♽

ࠍߋࠆ⁁ᴫߪᖡൻߒߡࠆߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ

߈ߊ⽺ޔ࿎ጀߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᲧ₸߽㜞ޔߚ߹ޕᢎ⢒߿⢻ജะߩᯏળޔᗧᕁቯ

ᄙ᭽ᕈߩోߦ㑐ߔࠆ㨬ᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻㨭߇วᗧߐࠇߡࠆޕᣣᧄߪ↢‛ᄙ᭽ᕈ

ࠅᣇߦߟߡ⸃߇ᄢ߈ߊಽ߆ࠇࠆޕ
(k) ᅚᕈࠫࠚࡦ࠳㧦ᅚᕈߩዞᬺᯏળߪଐὼߣߒߡ㒢ࠄࠇߡ߅ࠅޔᕈ⾓㊄ᩰᏅ߽ᄢ

ᐕ 10 ߦណᛯߐࠇߚ㧕ޔㆮવሶ⾗Ḯߩ↪ߣ⋉ಽ㈩ߦ㑐ߔࠆฬฎደ⼏ቯᦠ‛↢ޔ

ࠞ࡞࠲ࡋ࠽⼏ቯᦠ߇ᢛߐࠇ㧔ߥ߅ޔฬฎደࠢࠕ࡞ࡦࡊ࡞⿷⼏ቯᦠ߇ 2010

ነߖࠄࠇߡߚේሶജ⊒㔚ߩ⹏ଔߦߟߡߪ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔ㑆ߢᓟߩ↪ߩ

↪ߪޔవㅴ࿖ㅜ࿖ߩ৻ㇱߩ࿖ߢዉ߇ㅴࠎߢࠆ߇ޔᄙߊߩ࿖ߢߪ↪ߩ

ߣߒߚᣂ⥝࿖ߩ⚻ᷣ⊒ዷߦࠃࠆ᷷ቶലᨐࠟࠬឃ㊂ߩᕆჇ╬ߩ㗴߇↢ߓߡࠆޕ

(f) ↢‛ᄙ᭽ᕈ㧦↢‛ᄙ᭽ᕈ᧦⚂ߪട⋖࿖߇ 193 ࠞ࿖ߦჇ߃ޔㆮવሶᡷᄌ↢‛ߦ㑐ߔࠆ

ߩࠛࡀ࡞ࠡࠪࠬ࠹ࡓߪଐὼߣߒߡ⺖㗴ߣߒߡᱷߞߡࠆޕౣ↢น⢻ߥࠛࡀ࡞ࠡ

ቯᦠਅߩᷤߣข⚵߇ㆃࠇߡࠆࠡ࡞ࡀࠛޕḮߩ CO2 ߢޔ⇇╙ 2 ߩឃ࿖

(j) ࠛࡀ࡞ࠡ㧦࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠣታᣉ⸘↹ߦ⋓ࠅㄟ߹ࠇߚᣇ㔚ൻߩᄢ߿ၞಽᢔဳ

ߢࠆࠕࡔࠞߩ੩ㇺ⼏ቯᦠ߳ߩ㕖ᛕಎ߿߿ޔ⇇ᦨᄢߩឃ࿖ߢࠆਛ࿖ࠍᆎ

߁⼂߆ࠄࠝࠨࡒ࠶࠻ߢ᳇ᄌേᨒ⚵᧦⚂߇↢߹ࠇߚߩߦ߽㑐ࠊࠄߕ⼏⚂᧦ޔ

㐿⊒ㅜ࿖߳ߩᛛⴚ⒖ォ߇৻ቯ⒟ᐲㅴࠎߛ߇ޔ᳇ᄌേߦߪ✕ᕆߥኻᔕ߇ᔅⷐߣ

߇⺖㗴ߣߥߞߡࠆޔ߅ߥޕ࿁ߩේሶജ⊒㔚ᚲߩߢߪ↪ޔᷣߺᩭΆᢱߩᦨ

࡞ⅣႺߩ᭴▽߇ᧂᢛߢࠅޔਇㆡᱜߥࠨࠗࠢ࡞ߦࠃࠅஜᐽⵍኂ߇⊒↢ߒߡࠆ

ᶖ⾌⠪ᢎ⢒ࠍㅢߒߡ⾗Ḯ▵⚂ⅣႺో╬ߩⷰὐࠍ〯߹߃ߚᶖ⾌ⴕേ߇ᓢߦޘㅴዷ

(e) ᳇ᄌേ㧦੩ㇺ⼏ቯᦠ߇⊒ലߒޔవㅴ࿖ߢߩ᷷ቶലᨐࠟࠬឃ㊂ᷫߩ⟵ോൻ߿ޔ

ൻ߇ⴕࠊࠇߡᯏེߦ߹ࠇࠆኂ‛⾰⥄ߩᷫ߇ㅴࠎߛ߇ޔㅜ࿖ߢߪࠨࠗࠢ

ᓇ㗀㧔ࡔ࠶࠻࠺ࡔ࠶࠻㧕ߦ㑐ߔࠆᱜ⏕ߥᖱႎࠍᶖ⾌⠪ߦឭଏ⊒ߔࠆߥߤޔ

࿖㓙␠ળߩദജ߇᳞ࠄࠇߡࠆޕ
(i) ኂൻቇ‛⾰ኂᑄ᫈‛㧦㔚᳇㔚ሶᯏེߩኂ‛⾰ኻ╷ߪߎߎޔᢙᐕⷙߩᒝ

⾌ߣ↢↥ߦ⧯ᐓߩㅴዷ߇ࠄࠇߚޔߦ․ޕᶖ⾌ⴕേ߇ⅣႺ㗴߿ㇺᏒ㗴ߦਈ߃ࠆ

㧾࡞ࠢࠗࠨޔ㑐ㅪᛛⴚ㐿⊒ޔ᥉⊒ᵴേߦࠃࠅޔవㅴ࿖ߦ߅ߌࠆᜬ⛯น⢻ߥᶖ

⊛⺖㗴ߦᄢ߈ߊ㑐ࠊߞߡࠆߣߩ⼂ߦၮߠ߈ߩߎޔะࠍォߐߖࠆߚߦ

߮࿖㓙⊛ߥࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉߩദജࠍ᱑ㄫߔࠆ߇ޔᲤᐕ 1300 ਁࡋࠢ࠲࡞ߩᄙ㕙⊛

1 ߇㊀ਇ⿷ߢࠅߩߘޔਛߢᦨ߽ᷓೞߥߩߪᦨ⽺ጀߩሶߤ߽ߚߜߢࠆޕ㐿⊒ㅜ

(d) ᜬ⛯น⢻ߥᶖ⾌ߣ↢↥㧦ᣣᧄ߿᰷Ꮊߦ߅ߌࠆ㧟㧾㑐ㅪᴺᐲߩᢛߣ㧰㨒㧱߿㧰㨒

ߦ㑐ߔࠆᴺ⊛᜔᧤ജࠍߐߥᢥᦠ㧔NLBI㧕ޠ߮ޟᄙᐕᐲᵴേ⸘↹㧔MYPOW㧕ޠ
ߦၮߠߊᜬ⛯น⢻ߥᨋ⚻༡ߩផㅴߦะߌߚߔߴߡߩࡌ࡞ߢߩฦ࿖ޔ࿖㓙ᯏ㑐

ߣߦኻߔࠆੱߩ⼂߇ૐޕ2008 ᐕ 1 ߩ࿖ㅪ✚ળߢ⼏ߐࠇߚߩߡߴߔޟᨋ

ᮡ㧔MDGs㧕ႎ๔ߦࠃࠆߣޔ2009 ᐕߩᤨὐߢޔ㐿⊒ㅜ࿖ߢߪሶߤ߽ߩ߶߷ 4 ಽߩ

↢ᵴߪ৻ጀᷓೞߥ߽ߩߣߥߞߡࠆޕ



(c) ஜ㧦ᦨ⽺ጀߩሶߤ߽ߩஜᐽ⁁ᴫߩᡷༀ߇․ߦㆃࠇߡࠆޕ࿖ㅪࡒ࠾ࠕࡓ㐿⊒⋡
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ߩGNIᲧ 0.7㧑⋡ᮡࠍ㆐ᚑߢ߈ߕߦࠆޕ

㑐ߔࠆ⼂⠪ᙣ⺣ળޠႎ๔ᦠߢޟޔᓟߩࠕࠗ╷ߪ߇ޘੱߩࠗࠕޔవ᳃ᣖ

ߢࠅߩߘޔᢥൻߩᓳ⥝ߦ㈩ᘦߔߴ߈ᒝ⽿છ߇࿖ߦࠆߣ߁⼂ߦၮߠ߈ޔవ

ߩᦨ㜞ᴺⷙߢࠆᙗᴺ╬ࠍ〯߹߃ޔዷ㐿ߒߡߊߴ߈ߢࠆߣޠޕႎ๔ߐࠇߚޕ

ᨐ⊛ߦផㅴߔࠆߚޔ㒐ἴࠣࡠࡃ࡞ࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓ߇⸳⟎ߐࠇࠆߥߤ⥄ޔὼ

࡞ࠡଏ⛎ߩࠍࠪࡈ࠻ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

9

ㅴ࿖ࠍਛᔃߦ⫾Ⓧߐࠇߡࠆ߇ߩߎޔ⍮ࠍ⇇ోߢߒ᥉ߐߖࠆᔅⷐ߇

ߒߚ㓹↪ߩ⾰ࠍ࿁ᓳߐߖࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

10

ෳ⠨㧦࿖ㅪ㐿⊒⸘↹㧔70&2㧕ߩੱޟ㑆㐿⊒ႎ๔ ߢޠ⇇⊛ߦឭ໒ߒߚᔨ

ߡ߅ࠅޔ᳇ᄌേߩᓇ㗀ߦࠃࠅߘߩⵍኂ߇ᄢߒߡࠆ⥄ޕὼἴኂ߳ߩኻᔕ╷ߪవ

߈߇ߩࠆੱ㑆ࠄߒ㧕ࠍਛᔃߦᝪ߃ߚ㓹↪ߩᄢࠍߪ߆ࠆߣߣ߽ߦޔഠൻ

⺖㗴ߦ⋥㕙ߒߡࠆޕ

(c) ᄙ⊒ߔࠆ⥄ὼἴኂ߳ߩኻᔕ㧦᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ㒢ࠄߕޔ⇇ోߢ⥄ὼἴኂ߇⊒↢ߒ

ฦߢᷓೞߥᐓ߫ߟ߿ਅ᳓ߩૐਅ߇⊒↢ߒߡ߅ࠅޔ᳓ߣ㘩ᢱߩో㓚ߪ෩ߒ

ഭߢណᛯߒߚޕᣂߚߥࠣࡠࡃ࡞ࠟࡃ࠽ࡦࠬߩᒻᚑ߇᳞ࠄࠇߡ߅ࠅޔ㊀ጀ⊛

ߥⓍᭂ⊛㓹↪ኻ╷߿␠ળ⊛ࡈ࠹ࠖࡀ࠶࠻ࠍలߒࠢࡢ࠻ࡦࠖ࠺ޔ㧔

ߣߥߞߡࠆޕ᳇ᄌേޔᄢ㊂ᶖ⾌ޔㇺᏒൻੱޔญჇߦࠃࠆㆊข᳓ߦࠃࠅޔ⇇

2009 ᐕ 6 ߦ ILO ߪ(࠻ࠢࡄ࠭ࡉ࡚ࠫ࡞ࡃࡠࠣޟߦ㑐ߔࠆ⇇දቯ)ࠍޠ

ࠆߴ߈ၞߩో㓚ߩ⺖㗴ߢࠆޕၞ㑆ߩ᳓ߩ⪾⮮ߩ㗴ߦߣߤ߹ࠄߕޔ㘩

ߞߡࠆޕ

㜞㛛ߪⷙᮨߢᵄߒޔ࿖ኅ㑆ߩ㘩ᢱᅓᚢߣ߁ⷙᮨߩో㓚ߩ⺖㗴

ࡦࡈߢࠆޕ⇇ฦߢ⊒↢ߒߡࠆ᳓ࠍᎼࠆ⪾⮮߿⚗ߪᦨޔఝవߢ⸃ߐࠇ

ᷣࠅࠃߣ߽ߚ߹ޔᴦ⊛ᗧᕁߩᰳᅤߦࠃࠅᤨޔὐߢߎߩ⚂ࠍ 36 ం࠼࡞ਅ࿁

ෂᯏ߳ߩᛮᧄ⊛ᡷༀߦߪߢ⾰⦟ޔቯ⊛ߥ㓹↪ࠍ↢ߺߔߎߣ߇ਇนᰳߢࠆޕ

ߡઍᦧᕈߩߥၮᧄ⊛ᮭߢࠅ␠ޔળߩᜬ⛯น⢻ߥ⊒ዷߦߣߞߡᦨ߽ၮᧄ⊛ߥࠗ

᧤ߒߚ߇ޔ᥊᳇߿੍▚ߩ෩ߒ⚂߿৻ㇱߩௌോ࿖ߦࠃࠆ ODA Ⲣ⾗ߩᣧᦼᄢဳ

ᢱߩଏ⛎ߣᶖ⾌߇ࠣࡠࡃ࡞ൻߔࠆਛߢࠆޔၞߩᐓ߫ߟߦࠃࠆ㘩ᢱଔᩰߩ

ⷙᮨߢߩ㘩ᢱߩో㓚ࠍ⏕ߔࠆ⺖㗴ߦ⋥㕙ߒߡࠆޕ᳓ߪੱ↢ߩޘሽߦߣߞ

ࡒ࠶࠻ߢ 2005㨪2009 ᐕߦ ODA ࠍ 2004 ᐕߩ᳓Ḱࠃࠅ 100 ం࠼࡞Ⓧߺߔࠆߣ⚂

⧯⠪ޔ㜞㦂⠪ߤߥࠖ࠹ࡁࠗࡑޔᒙߣߎࠈߦߘߩᓇ㗀߇ࠎߢࠆޕ⇇⊛㓹↪

ⷙᮨߢㅪ㎮ᔕߔࠆਛߢޔ࿖ኅ㑆ߢߩ㘩ᢱࠍߋࠆ߇ ᔨߐࠇࠆੱޕ㘃ߪ

Ყ 0㧚7㧑ࠍ㆐ᚑߔࠆ⋡ᮡߩታ߇㔍ߒ⁁ᴫߦࠆޕᣣᧄߪࠣࡦࠗࠣ࡞࠭ࠨ

(p) 㓹↪ഭ㧦2008 ᐕߦᒁ߈ߎߐࠇߚ⇇หᤨ㊄Ⲣෂᯏߪޔᄙߊߩ㓹↪ᯏળࠍᅓޔ

ߡ߅ࠅޔ᳇ᄌേߣߩᣇᓇ㗀߽ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕᛩᯏ⾗㊄߽↪ߒ㘩ᢱଔᩰ߇

(o) ⾗㊄Ḯ⾗㊄ࡔࠞ࠾࠭ࡓ㧦᰷Ꮊߩ৻ㇱߩ࿖ࠍߩߙߡޔ2015 ᐕ߹ߢߦ ODA ߩ GNI

D ᳓ߣ㘩ᢱߩో㓚㧔᳓ߣ㘩ᢱߩቯ⊛ଏ⛎㧕㧦⇇ฦᚲߢᐓ߫ߟߩ⊒↢߇Ⴧടߒ

ലᨐࠟࠬߩឃߦࠃࠆ᳇ᄌേߩㅴዷ߇ㅴዷߔࠆߥ߆ߢޔൻ⍹Άᢱߦଐሽߒߚࠛࡀ

ߚߥ⣀ᒙᕈߦޠኻಣߔࠆߚߦ⥄ޔὼἴኂߦኻߒߡߒߥ߿߆ߢᒝ㕢ߥ␠ળࠍߟߊࠄ

ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣࠍᚒߪޘᡷߡ⼂ߒߚޕ

(a) ⇇⊛ߥࠛࡀ࡞ࠡ㔛ⷐߩჇട㧦⇇ోߢࠛࡀ࡞ࠡ㔛ⷐ߇㜞߹ࠅޔߟ߆ޔ᷷ቶ

⊕ᦠ 2011 ߇␜ߔࠃ߁ߦ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩ㔡ߣᄢᵤᵄޔේሶജ⊒㔚ᚲߩߦ

ࠃࠆⶄޟวἴኂޔߤߥޠઍ␠ળߦ߅ߌࠆᛛⴚߩⶄ㔀ߐ߿⋧ଐሽ߆ࠄᵷ↢ߔࠆޟᣂ



ߥㇺᏒߠߊࠅޔ㜞㦂⠪ੱญߩჇടߣㆊ⇹ൻߩㅴዷ߇ߍࠄࠇࠆޕ

ἴኂߦᒝࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ᭴▽ߦะߌߡ߇ޠណᛯߐࠇޔᐶⴕേᨒ⚵ࠍല₸⊛ޔല

ἴኂߦኻߒߡ࿖㓙⊛ߦㅪ៤ߒߡߊ⚵ߺ߇᭴▽ߐࠇߡ߈ߚઁޕᣇޔ࿖ㅪ⇇㒐ἴ

ᚒޔߪޘᣂߚߥ⺖㗴߳ߩኻᔕߦ߽ㄼࠄࠇߡࠆߦ․ޕ㊀ⷐߥ⺖㗴ߣߒߡޔࠡ࡞ࡀࠛޔ
㘩ᢱߩో㓚㧔㘩ᢱߩቯ⊛ଏ⛎ޔㆮવሶ⚵឵߃㘩ຠߩ㗴㧕⥄ޔὼἴኂኻᔕޔᜬ⛯น⢻

ᚢ⇛ോዪ㧔UN/ISDR㧕߇⸳┙ߐࠇޔ࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏ߢޟᐶⴕേᨒ⚵ 2005-2015

(n) ⥄ὼἴኂኻ╷㧦1990 ᐕઍߩޟ࿖㓙㒐ἴߩ 10 ᐕߩޠᵴേࠍᒁ߈⛮߉࿖ㅪ࿖㓙㒐ἴ


 ᣂߚߥ⺖㗴 GOGTIKPIKUUWGU 
 ⇇߇⋥㕙ߔࠆᣂߚߥ⺖㗴

৻ᣇߢޔᤓߪ࿖ౝߩ⚻ᷣਇᴫߩߺߥࠄߕޔᴦ⊛ᗧᕁߩᰳᅤߦࠃࠅޔ࿖㓙วᗧߢࠆODA

ࠊ߇࿖ߩޟవ᳃ᣖ ޕߚߣޠᐕᐭ߇⸳⟎ߒߚࠗࠕޟޔ╷ߩࠅᣇߦ

᳃ᣖߦଥࠊࠆ╷ߩࠅᣇߩ৻⥸⊛ߥᜰ㊎ߣߒߡߩޡ࿖ㅪት⸒ߩޢᗧ⟵߿ࠊ߇࿖

ߢޟᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᢎ⢒ߩ 10 ᐕࠍޠឭߒߚ⻉ࠕࠫࠕޕ࿖ߦኻߒߡ⾗ޔ㊄㕙ᛛ
ⴚ㕙ੱ᧚㕙ߩ⽸₂ࠍⴕ⻉ࠕࠫࠕޔ࿖ߩ⊒ዷߦነਈߒޔฦ࿖߆ࠄ৻ቯߩ⹏ଔࠍᓧࠄࠇߚ

߇⸥ߐࠇߚޕᣣᧄߢߪ ޔᐕߦ⼏ⴐޔ㒮ෳ⼏㒮࿖ળߦ߅ߡࠗࠕޔ᳃ᣖࠍ

ᣣᧄ߽ߚߒ߁ߎޔ⇇ߩ⺖㗴⸃ߦ⽸₂ߔࠆߚޔ᭽ߥޘข⚵ࠍㅴߡ߈ߚޕᣣᧄᐭ
ߪޔ1997 ᐕߩࠕࠫࠕㅢ⽻ෂᯏߩਛߢੱޔ㑆ߩో㓚ߩᔨࠍ␜ߒ 5 ޔ2002 ᐕߩࠝ㧗10

⸒ޠ㧔70&4+2㧕ߦవ᳃ᣖߦ࿕ߩၮᧄ⊛ੱᮭߣ߇ዅ㊀ߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߎߣ

߳ߩᵹࠍ⺃⊒ߒޔ⇇⊛ߥ㘩ᢱଔᩰ㜞㛛ࠍ߈⚿ޔᨐߣߒߡ⽺࿎ጀߩ↢ᵴࠍㄼߒߚޕ

ࠇߚ‛↢ޔ߫߃ޕᄙ᭽ᕈ᧦⚂ߦޟవ᳃ᣖၞห㧔+.%㧕߇ޠ⸥ߐࠇߚߎߣ



߽ߎࠇࠍ␜ߒߡࠆ ޕᐕߩ࿖ㅪ✚ળߢߪޔవ᳃ᣖߩᮭߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ㅪวት

ߚࡃࠗࠝΆᢱផㅴ╷ߪࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑޔᓟⴕ߈႐ࠍᄬߞߚᛩᯏࡑࡀߩవ‛Ꮢ႐

(m) వ᳃ᣖߩᮭ㧦 ᐕߩ࿖ㅪⅣႺ㐿⊒ળ⼏ߢߪޔవ᳃ᣖߩᮭ߇ᄢ߈ߊଦㅴߐ

߹ߚޔ⸥ߩࠃ߁ߥߩ⺖㗴ߦട߃ޔᣥ᧪ߪ㗴ⷞߐࠇߡߥ߆ߞߚ⺖ޔ㗴㑆ߩࠫ
ࡦࡑ߽㗼⪺ߦߥߞߡ߈ߡࠆޔ߫߃ޕ᷷ቶലᨐࠟࠬᷫ╷ߣߒߡ᰷Ꮊ☨ޔ࿖ߥߤ߇ㅴ

߹ߛචಽߦߥߐࠇߡߥޕᚑੱᢎ⢒߿↢ᶦቇ⠌ߩ㊀ⷐᕈࠍౣ⼂ߒޔ൮⊛ߦߣ

ࠅߊᔅⷐ߇ࠆ߇ޔESD ߣቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒ㇱ㐷ߩㅪ៤දജߪ㒢ቯ⊛ߢࠆޕ
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ࠆޕ

ࡆ࡚ࠫࡦࠍᛂߜ┙ߡࠆᔅⷐᕈߦㄼࠄࠇߡࠆޕ

ᓟᢙචᐕߦࠊߚࠅㇺᏒߩࠛࡀ࡞ࠡᶖ⾌㊂ߣ᷷ቶലᨐࠟࠬߩឃ㊂ࠍ࿕ቯൻߔࠆޕ

⸳⟎ߒޔవ㆜㓌ࠍⵍἴߦᵷ㆜ߒޔᒰᣇㅪวળߣදജߒޔၞᵴേ߿ὐߠߊࠅޔ
ㅢᚻᲑߩ⏕ߥߤࠍ⺞ᢛߔࠆߣߣ߽ߦޔᐭౄ⚻ޔᷣ࿅߳ߩ✕ᕆⷐ⺧ޔἴኂᢇេࠞ
ࡦࡄޔᡰេ‛⾗ߩឭଏ߽ታᣉߒߚޔߚ߹ޕᄙߊߩ⥄ᴦ߇ⵍἴߒ߇ࠬࡆࠨޔឭଏߢ
߈ߥߊߥߞߚ߇ޔᣣᧄ࿖ౝߩᄙߊߩઁߩ⥄ᴦ߆ࠄߩᗂߒߺߥഥജߦࠃࠅޔᯏ⢻࿁ᓳ߇
ㅴࠎߛޔߚ߹ޕᓟ 2 ᐲߣߎߩࠃ߁ߥੱ⊛‛⊛ⵍኂࠍߎߐߥࠃ߁ోߥㇺᏒߠߊࠅ

ߩޟߜࠊߥߔޔ߆ߩߚߞ߹ߒߡߞߥߣޠㆊ㐿⊒㧔over-development㧕ੂޟ߿ޠ㐿⊒

㧔mal-development㧕ࠍޠᒁ߈ߎߒߡ߈ߚේ࿃߿⚵ߺࠍ಄㕒߆ߟ⻞⯯ߦ⥄⥄╵ߔࠆߎ

ߣ߇ᓟߩข⚵ߩᄢ೨ឭߦߥࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ␠ળࠍ᭴▽ߔࠆߚߦߪࠝޔࠨࡒ࠶࠻

ᤨߦߪᗐቯߒߡߥ߆ߞߚᣂߚߥ⺖㗴ߦኻߒߡޔ⇇ోߢදജߒߡኻಣߖߨ߫ߥࠄߥޕ

11

ߔࠆ㔡ἴኻ╷ߦขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚޔ߫߃ߣߚޕㅪวߪޔ㔡ἴ⊒↢ᓟߦߜ⋥ޔἴኂኻ╷ᧄㇱࠍ

⻉㗴ࠍ⸃ߒߡߎ߁ߣߒߡࠆ߇ޟߗߥޔߪߦߚߩߘޔ㐿⊒ޟ߇ޠᜬ⛯ਇน⢻ߥ߽

12

ෳ⠨㧦ዊችጊብ⺖ޡޟ㗴వㅴ࿖ޢᣣᧄ̆ࠠࡖ࠶࠴ࠕ࠶ࡊ߆ࠄࡈࡠࡦ࠻ࡦ࠽߳ ޠᐕ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf



ߩߚߦޔᄙߊߩ⥄ᴦ߇ἴኂᓳ⥝ᚢ⇛ߩ⋥ߒࠍⴕߥ⥄ޔᴦࠍᩭߣߒߚᓳ⥝ࠍⴕ߅

ഭ⚵วߪߘߩࠬࠤ࡞ࡔ࠶࠻ࠍᵴ߆ߒⵍἴߦ߅ߌࠆᢇេᡰេᵴേߥߤࠍߪߓߣ

㗴㧔global issues㧕ߦ⋥㕙ߒߡࠆޟߪߜߚ⑳ޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍޠㅴࠆߎߣߢߘ߁ߒߚ

േ␠ޔຬ↢ᵴၮ⋚ߩ৻ೞ߽ᣧ࿁ᓳߦะߌߡડᬺ↥ᬺ߽᭽ߥޘദജߣᡰេࠍⴕߞߡࠆޕ

⠪ሶߤ߽ޔ㧺㧳㧻ߦࠃࠆࡏࡦ࠹ࠖࠕ߇ജࠍวࠊߖߡᓳ⥝ߩᡰេࠍⴕߞߡࠆ↥↢ޕᵴ

ߡߊᔅⷐ߇ࠆߩ߆ߦߟߡੱޔ㘃ోߩㅢ⼂ߩ㉯ᚑ߇༛✕ߩ⺖㗴ߢࠆޕ

ߎߩࠃ߁ߦ 21 ♿ࠍㄫ߃ߚ࿖㓙␠ળߪޔᣧᕆߥ⸃߇ᓙߚࠇࠆᷓೞߥ⊛ⷙᮨߩ⻉



ᬺ↥ᬺޔㄘᬺ⠪ޔഭ⚵วޔදห⚵ว߇ᓳ⥝ߦะߌߡḄりߩദജࠍㅴࠆ৻ᣇޔNGO ߇
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ᓎߣߥߞߡ႐ߩ⚦߆ߥ࠾࠭ࠍๆߍޔ⇇ฦ࿖߆ࠄ㓸߹ߞߚ⧯

⚂߇ᓟߤߩ⒟ᐲߣߥࠅߩࠄߊࠇߤޔౝኈㅦᐲⷙᮨߢ⊒ዷࡄ࠲ࡦࠍᄌ߃

߇දജߒߡขࠅ⚵ᄙߊߩᅢ߇↢߹ࠇߟߟࠆޕᣇ࿅߅ࠃ߮ၞ᳃ޔડ

ߢᷫዋߒߡࠆ⊒ߩ߹߹ߩߎޕዷߩࡄ࠲ࡦߢߪޔᓟ 90 ంੱߦߥࠆ⇇ߩੱญ

ࠍᡰ߃ࠄࠇߥߊߥࠆᕟࠇ߇ࠆߎߣ߆ࠄ⥄ޔὼ⾗ᧄߩᷫ៊ഠൻߦࠃߞߡ⺖ߐࠇࠆ

ޔᣣᧄߢߪ⇛ޔᅓ߽േ߽⊒↢ߔࠆߎߣߥߊ߇ޘੱޔᕁ߿ࠅࠍߒߞ߆ࠅᜬߞߡޔ
࿖ోߢදജߒߡ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝ߦขࠅ⚵ߺߟߟࠆߩߘޕਛߢޔ᭽࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߥޘ

ߔࠆਛੱ৻ޔᒰߚࠅ߇↪น⢻ߥ⥄ὼ⾗ᧄߩ㊂ߪᶖ⾌㊂ߩჇടㅦᐲࠍ࿁ࠆࡍࠬ

ࠆޕ

⊛ߥ⒘ዋᕈߪㅒォߒߦ․ޔㄭᐕߢߪޔవㅴ࿖߮ᣂ⥝࿖ࠍਛᔃߦ⇇ߩᶖ⾌߇ᕆჇ

ߣᒁ߈឵߃ߦ⥄ὼ⾗ᧄߩᷫ៊߿ഠൻࠍߡ߈ߚ߇⚿ߩߘޔᨐߎࠇࠄߩ⾗ᧄߩ⋧ኻ

ઁᣇޔᏂᄢ㔡ߩਛߢޔᣂᐙ✢߇ㆡಾߦ✕ᕆᱛߒߡ㊀ᄢ߇⊒↢ߖߕޔ㜞ጀᑪ▽߇
߶ߣࠎߤୟუߖߕޔᣣᧄߩ㔡ἴኻ╷ᛛⴚߩലᕈߦߟߡ⼂߇㜞߹ߞߚߎߣ߽ታߢ

(g) ⥄ὼ⾗ᧄߩᕆㅦߥᷫ៊ഠൻߦࠃࠆ⚂㧦ੱ㘃ߪ↥ᬺ⾗ᧄ㊄Ⲣ⾗ᧄߩᕆỗߥ⫾Ⓧ

ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ޔᛛⴚ߳ߩㆊାߥߤࠍ⋥ߔߎߣߦߟߥ߇ߞߡࠆޕ

⒖േ߽⧯ޔᐕጀ߇ਛᔃߢࠅޔㄘጊߩ㜞㦂ൻ߇⇇⊛ߦᐢ߇ࠆߎߣ੍߽ᗐߐࠇࠆޕ

ߩ⺖㗴ߣߥߞߡࠆޕේሶജ⊒㔚ᚲߩ⚻㛎ߪޔᣣᧄ␠ળߦߩࠡ࡞ࡀࠛޔᄢ㊂ᶖ⾌ޔ

ߦࠃࠆᕈ‛⾰ߩᢔߦࠃࠅ↟ޔᄢߥⅣႺ⊛␠ળ⊛ⵍኂ߇⊒↢ߒߡࠆޕߢ߽ޔ

ࠅߩࠅᣇࠍឭ␜ߒޔ⇇ోߢㅴࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ൻ߇ㅴਛߢޔᚒߪޘᣂߚߥኻᔕ߇ᔅⷐߦߥࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆޕㅀߩㇺᏒ߳ߩ

ⴕᣇਇ⠪߇ࠆߣߣ߽ߦޔ࿖㓙ේሶജ⽎⹏ଔዤᐲ㧔INES㧕ࡌ࡞㧣ߩේሶജ⊒㔚ᚲ

ଏ⛎ࠍࠃࠅᜬ⛯น⢻ߥᒻ߳⒖ⴕߔࠆޔᜬ⛯น⢻ߥㇺᏒ⥄ޔὼߣ⺞ߒߚㇺᏒߠߊ

ᄙߊߩⵍἴ⠪ߪ⸳ቛߢߩ↢ᵴࠍߥߊߐࠇߡ߅ࠅ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝߇ᚒޘ

ᦨᄢ⚖ߩἴኂࠍ㛎ߒߚޕᵤᵄߩᗐቯߩ↞ߐ߽ࠅޔᏂᄢᵤᵄߦࠃࠅ㧞ਁੱߦ߱ᱫ⠪

ㇺᏒߠߊࠅ߿ㇺᏒߩౣ㐿⊒߇᳞ࠄࠇߡࠆޕㇺᏒߦ߅ߌࠆዬޔ⒖േࠡ࡞ࡀࠛޔ

ࠇࠄߪᓢߦޘ⇇⊛ߥ⺖㗴ߦߥࠆߣᕁࠊࠇࠆੱޕญߪჇ߃ࠆ৻ᣇޔోߩ㜞㦂

 4 ⇟⋡ߦᄢ߈㔡ߣޔᣣᧄ᷹ⷰผᦨ㜞ߩ 40.5m ࠍ⸥㍳ߒߚᵤᵄߩⵍኂߣ߁ޔ⇇

᷷ቶലᨐࠟࠬ߇Ⴧടߒߡࠆߎߣ߆ࠄࠡ࡞ࡀࠛߢ࠻ࠢࡄࡦࠦࠅࠃޔᶖ⾌ߩዋߥ

(f) 㜞㦂ൻߣㆊ⇹ൻߩㅴዷ㧦ᣣᧄ߇⋥㕙ߒߡࠆ㜞㦂ൻߩ㗴ߪޔ㐳ᦼ⊛ߦࠆߣߎޔ

2011 ᐕ 3  11 ᣣߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߪޔ
ޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߪߣޠ߆߇ᡷߡࠊࠇࠆߎ
ߣߣߥߞߚޕ2011 ᐕ 3  11 ᣣޔᣣᧄߪ ࠼ࡘ࠴࠾ࠣࡑޔ9.0 ߣ߁ޔ⇇ߩ㔡ߩ᷹ⷰผ

ߢߩੱญჇട߇ᕆㅦߦㅴࠎߢࠆޕㇺᏒ㐿⊒ߣ⚻ᷣᵴേߩᄢߦࠃߞߡឃߐࠇࠆ

ᄢߔࠆޕ


(e) ᣂߚߥᜬ⛯น⢻ߥㇺᏒߠߊࠅߩ࠾࠭ߩᄢ㧦ㄘੱญߩㇺᏒ߳ߩ⒖േ߮ㇺᏒㇱ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ

ᣣᧄߪޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩవߦࠆℂᗐߩᆫޔ
ޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߡߟߦޠ⠨߃ޔ㐳ᦼ⊛ߥ

ߦㅴߺࡔࠟࠪ࠹ࠖ߇⋧ᰴߢ⊓႐ߔࠆ߇ޔᣣᑪ⸳ߐࠇࠆᑪ▽‛߿ㇺᏒࠗࡦࡈߪޔ

⤘ᄢߥㇺᏒᑪ⸳㔛ⷐߣߘߩૐ⚛ൻߪ⚻ࡦࠣޔᷣࠍ‧ᒁߒࡦࠣޔ㓹↪ࠍ

㜞㦂ൻ߿ⅣႺࠛࡀ࡞ࠡ㗴ߥߤޔᣣᧄߪ⺖ޟ㗴వㅴ࿖ 6 ઁޔߡߒߣޠ࿖߇ߎࠇ߹ߢ⚻
㛎ߒߡߥ߆ߞߚࠃ߁ߥᣂߚߥ⺖㗴ߦ⋥㕙ߒߡࠆ ⺖ߩࠄࠇߎޕ㗴ߦኻᔕࠍㅴࠆߢޔ

ߒߡࠆ߇ ޔᐕߦߪ ߦ߹ߢჇടߔࠆޕㅜ࿖ᣂ⥝࿖ߢߪㇺᏒᑪ⸳߇ᕆㅦ

 ⺖㗴వㅴ࿖ᣣᧄߣ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ
⺖㗴వㅴ࿖ᣣᧄ



ญߩඨᢙࠍ߃ ޔᐕߦߪ ߦ㆐ߔࠆޕㇺᏒߪ⇇ߩࠛࡀ࡞ࠡߩ ࠍᶖ⾌

F ㇺᏒ߳ߩੱญ㓸ਛ߅ࠃ߮ㇺᏒࠗࡦࡈᢛ㔛ⷐߩᄢᣢߦㇺᏒੱญߪ⇇ੱ



99


ઍࠍߪߓߣߔࠆ᧪ઍߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃߇ߜߚ⑳ߟ߆ޔት⸒⚂᧤ߔࠆߎ
ߣࠍታⴕߒߥߌࠇ߫ߌߥߩߪ᧪ઍߢࠆߎߣࠍᗧ⼂ߒޔሶߤ߽⧯⠪ߩᗧ

㔡ἴේሶജ⊒㔚ᚲߩߣ߁ෂᯏߩਛߢㅴߟߟࠆޕ

ᴦߩᓎഀߩ㊀ⷐᕈࠍ৻ጀ⼂ߒޔᣇ⥄ᴦߦኻߔࠆ࿖㓙␠ળߩᡰេ㧔ᐲ⊛ࡃ
࠶ࠢࠕ࠶ࡊ㧕ࠍㅴࠆᔅⷐ߇ࠆޕኂ㑐ଥ߇ユマߔࠆⅣႺ㗴ߢߪవⴕ⊛߇
ోߩℂ⸃ࠍ‧ᒁߒޔวᗧࠍᒻᚑߔࠆޕㇺᏒ⥄ᴦߩవⴕ⊛ข⚵߇ૐ⚛␠ળߣ
ࠣࡦ⚻ᷣ߳ߩℂ⸃ࠍ㜞ޔ࿖㓙วᗧࠍᓟߔࠆޕᣇ⥄ᴦߩవㅴࠍ࿖㓙

ߦᔕߓߚᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩℂᗐࠍ೨ឭߣߒߟߟ․ޔቯߩଔ୯ⷰߦࠅㆊ߉ߕߦޔᄙ᭽ߥ

ⷞὐ߆ࠄᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍㅴࠆߎߣ߇㊀ⷐߣ⠨߃ࠆޕᣣᧄߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߇⠨߃ࠆ

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߢ․╩ߔߴ߈ὐߪએਅߩㅢࠅߢࠆ㧦

13

(b) ␠ળ⊛ߦჿ߇ᤋߐࠇߦߊੱߚߜߩⷞὐߩዅ㊀㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᐲ⊛

ࡔࡦࠣࠬ࠻߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߥߤߦࠃࠆኻ߽ᵴ↪ߔࠆޕ

ળࠍ⏕ߒޔⓍᭂ⊛ߦ⼏⺰ߦෳടߔࠆߦࠖ࠹࡚ࠫࡑ࠻ࡦࠗࠨޔ߅ߥޕ㈩ᘦߒޔ

ߩࡑ࡞࠴ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ኻࠍ㊀ⷞߒޔฦࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߣ߽ߦෳടߩᯏ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

14

ᣣᧄߩࠕࠗ᳃ᣖߪޟޔᄤ߆ࠄᓎഀߥߒߦ㒠ࠈߐࠇߚ߽ߩߪ߭ߣߟ߽ߥࠗࠕ߁ߣޠ᳃ᣖ
ߩߎߣࠊߑߦࠆㅢࠅޔേᬀ‛߽⾰‛ޔ߇ߩ߽ߩߘޔᜬߞߡࠆ‛ᕈ․ᕈߦ⌕⌒ߒߘޔ
ߩ࿕ߩଔ୯ࠍዅ㊀ޔᗵ⻢ߒߦࠇߙࠇߘޔࠍ൮៨ߒߡࠆ߽ߩߣᝒ߃ߡࠆޕ

(g) ᨋߩ㊀ⷐᕈ߮ߘߩᨋߩㆡಾߥ▤ℂࠍታߦዉߊᒝ࿕ߥ࿖㓙᧦⚂ߩ㊀ⷐᕈߩ

ߢ߈ࠆߒߊߺߩഃ⸳ࠍᦼᓙߔࠆޕ

⊛ߦ߽ᵴ↪ߔࠆߚޔ࿖㓙␠ળߩㅜ࿖ᡰេ⾗㊄ࠍᣇ⥄ᴦ㑆ߩ࿖㓙දജߦᵴ↪

ᕈ߇ోߐࠇޔᜬ⛯น⢻ߥ↪߇࿑ࠄࠇࠆㄘጊ␠߮ࠃ߅ޔળߩታߦะߌߡ⥄ޔ

ߩᄌൻࠍ〯߹߃ߚߢޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩ⠨߃ᣇࠍ⋥ߔᔅⷐ߇ࠆࠝޔߦ․ޕ㧗20 ߦ

㑐ࠊࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩ⇇ᗵޔଔ୯ⷰ߇⇣ߥࠆߎߣࠍ⼂ߒߚߢߩࠇߙࠇߘޔၞ

(a) ࡑ࡞࠴ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ኻߩዉ㧦ฦ࿖ᐭߪ࿖㓙ࡌ࡞߅ࠃ߮࿖ౝࡌ࡞ߢ

(f) ᣇ⥄ᴦߩࠛࡦࡄࡢࡔࡦ࠻ߩᡰេ㧦ૐ⚛ဳߢࠫࠕࡦ࠻ߥㇺᏒ‛↢ޔᄙ᭽

⸒ࠍ⇇ߩ࿖߇ޘዅ㊀ߔߴ߈ߢࠆޕ

2007 ᐕߦޟ⇇ߩవ᳃ᣖߦ㑐ߔࠆᮭት⸒߇ޠណᛯߐࠇߚߎߣ߆ࠄߩߎޔᮭት

ࠆޕવ⛔⊛⍮⼂߿ᘠ⠌߽ዅ㊀ߒ 7 1992 ᐕ߆ࠄ࿁ߩࠝ㧗20 ߹ߢߩ㑆ߦ࿖ㅪߢߪ

⟵⊛ߥଔ୯ⷰߦᕁ⠨ࠍᆔߨㆊ߉ߕޔࠅߩߥࡃࡦࠬᗵⷡࠍߟߎߣ߇⢄ⷐߢ

ߴ߈ߥߤࠝޔ㧗20 ࠍᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩ⠨߃ᣇࠍ⋥ߔᯏળߣߒߚߣ⠨߃ߡࠆᤨޕઍ

ᣣᧄߩᄙߊߩ㑐ଥ⠪ߪ⚻ߩߢ߹ࠇߎޔᷣ␠ળⅣႺߦട߃ߡޔᢥൻ⊛ߥ߽ߩࠍᩇߣߔ

㧞㧚㧝 ࠝ  ߦᦼᓙߔࠆᚑᨐ

㧞㧚 ࠝ  ߩᚑᨐߦ㑐ߔࠆឭ᩺

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ࠊࠆ㑐ଥ⠪ߪޔ⇇ⷰޔଔ୯ⷰߦߪߩߎޔ᭽ߥࠕࡊࠝ㧔వ
ⷰ㧕ߩ෩ὼߚࠆᏅ⇣߇ࠆߎߣࠍ⼂ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ⑼ޔߦ․ޕቇ⚻ᷣ⥋ਥ

ࠍߪߓߣߔࠆవ᳃ᣖߩଔ୯ⷰߦߢ߹ࠇߎޔએߦ㊀߈ࠍ⟎ߡߊߴ߈ߢࠆޕ

 ߩᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩ⼏⺰ߩෳ⠨ߦ߽ߥࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ

(e) వ᳃ᣖߩⷞὐߣଔ୯ⷰߩዅ㊀㧦ᓟߩⅣႺޔ㐿⊒ࠍ⠨߃ࠆߢࠗࠕޔ᳃ᣖ

ข⚵ޔේሶജߦࠃࠆ⢻ᳪᨴኻᔕߪޔᄙߊߩ⺖㗴ࠍᶋ߈ᓂࠅߦߒߚߎߣߢࠝޔ㧗

ࠇࠆߩᦥᧂޕἴኂ߆ࠄߩᓳ⥝ޔ᭽߇ߩ߽ߥޘᄬࠊࠇߡߒ߹ߞߚਛߢᣂߚߦ᭴▽ߒߡߊ

ࠍࠃࠅⓍᭂ⊛ߦᤋߔߴ߈ߢࠆޕ

ߩߦ߽ઍ߃߇ߚ╙㧝ߩଔ୯ߢࠆ߇ߜߚ⑳ޔߚ߹ޕขࠅ⚵⺖㗴߇ሶߤ߽⧯⠪

ㅴߣ⋭ࠛࡀ࡞ࠡߦࠃࠆⅣႺ⽶⩄ૐᷫߣ߁ޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍㅴࠆਛߢ㊀ⷐߥข⚵ࠍޔ

ߎ߁ߒߚᣣᧄߩ⚻㛎ߪࠝޔ㧗20 ߦ߅ߌࠆᜬ⛯น⢻ߥ⊒ዷߩ⼏⺰ߦ߽ෳ⠨ߦߥࠆߣᕁࠊ

ߒ⺖ޔ㗴ࠍ⸃ߒߡߦ↢߈ࠆᐔߥ␠ળࠍഃㅧߔࠆߎߣ߇ੱ㘃ߦߣߞߡ߽

ജଏ⛎ߦ㑐ߔࠆෂᯏᗵߪޔ࿖᳃ߩࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ࠍ߽ᄌ߃ߚޕౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡ↪ଦ

ߴ߈ߢࠆޕ

ᐕᄐߦ㔚ജ㔛⛎߇ㅼㄼߔࠆਛޔડᬺߩദജߣ࿖᳃ߩ▵㔚ข⚵ߢኻᔕߒߚ⚻㛎߽ᄢ߈ޕ㔚

ࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ␠ળᒻᚑߦᅚᕈߩⷞޟὐ߇ޠടࠊࠆߎߣߩὐࠍ⏕ߦᛂߜߔ

ߡޔౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߩ↪ࠍ৻ጀଦㅴߒߡߊߎߣߦߟߡߪ↥ޔᬺ߿࿖᳃߳ߩ⽶ᜂ

(d) ሶߤ߽⧯⠪ߩჿࠍᤋߐߖߚ⇇ߩഃㅧ㧦ት⸒ߩ⋡ᜰߔㅢߩ⍮⼂߿ଔ୯ࠍ

⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ⾗Ḯ߳ߩォ឵ߦ߅ߌࠆ↵ᅚߩᐔ╬ߥቯෳ↹ߣଢ⋉ߩ੨ฃ߇ᔅⷐߢ

ߥߞߚޕ⣕ේሶജߦߟߡߪ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔ㑆ߢ⸃߇ࠊ߆ࠇࠆ߽ߩߩޔ㐳ᦼ⊛ߦ

߽⠨ᘦߒߟߟޔㆡಾߦታᣉߔࠆߎߣߢ߅߅ߨࠦࡦࡦࠨࠬ߇ขࠇߡࠆޔߦࠄߐޕ2011

ࡦߥߤߩᣇᴺࠍߣࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕၞಽᢔဳߩᄙ᭽ߢᜬ⛯⊛߆ߟౣ↢น⢻ߥ

ߥᣇ㊎ቯ߳ߩෳ↹߇ਇนᰳߢࠆߎߣߩߘޔផㅴߩߚߦߪࡐࠫ࠹ࠖࡉࠕ࡚ࠢࠪ

ߢ߈ߚޕ

㕙ߒߡࠆߩࠡ࡞ࡀࠛޕ㗴ߩ㊀ⷐᕈߦߟߡޔᡷߡ࿖᳃৻ੱ߭ߣࠅ߇⠨߃ࠆᯏળߣ

␠ળ⊛ᱜߩታࠍᒝ⺞ߔߴ߈ߢࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩផㅴߦߪ↵ޔᅚߩᐔ╬

ߦኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅޔᅚᕈ߇╷ቯࡊࡠࠬߦෳ↹ߔࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔߎߣ߇

ޔේሶജ⊒㔚ᚲߩߦࠃߞߡޔᣣᧄߪࠛࡀ࡞ࠡߦ㑐ߔࠆࡄ࠳ࠗࡓࠪࡈ࠻ߦ⋥

(c) ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߩⷞὐߩ⠨ᘦ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩቯ⟵ߦࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߩ㆐ᚑࠍ

ࠊࠆߴ߈ߎߣ߇߁ߚࠊࠇߚࠅࠃߦࠇߎޕᅚᕈ㜞㦂⠪ሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪ߥߤᒙ⠪ߩ࠾࠭

␠ળ⊛ߦჿ߇ᤋߐࠇߦߊੱߚߜߩⷞὐࠍዅ㊀ߔࠆߎߣޕ

ቯߔࠆߎߣߩߘߚ߹ޕ㓙ޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔࠖ࠹ࡁࠗࡑޔ㓚ኂ⠪ޔవ᳃ᣖߥߤߩ

߹ߚޔᓳ⥝ၮᧄᴺ߿ၮᧄᣇ㊎ߥߤߢޔᓳ⥝ߦะߌߚฦ⒳ߩ╷ቯࡊࡠࠬߦᅚᕈ߇ട

ߥᨒ⚵ߺߪޔᏒ᳃ߩ␠ળෳ↹ߩታߣޔฦࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩ⋧ቇ⠌ߦࠃߞߡ

߁ߣߒߡࠆޕᓳ⥝ߩࡊࡠࠬߢߪޔߦߐ߹ޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦะߌߚ᭽ߥޘข⚵߇㐿ᆎ



ߐࠇߟߟࠆߣ⸒߃ࠆޕ
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⾗ᧄߩ▤ℂਥߦߥࠆߎߣ߇ᦨ߽ఝࠇߚ↢ߩᣇᴺߢࠅޔၞਥᮭဳߩ࿖ㆇ༡ޔ
╷ㆇ༡ߦォ឵ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

น⢻ᕈޔ㘩ᢱో㓚ߣㄘᬺޔࠡ࡞ࡀࠛޔ᳓ޔ᳇ᄌേߩ✭ߣㆡᔕ⍾ޔṼൻ߿

⼏⺰ࠍߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕฦ࿖ߪޔౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡޔࠡ࡞ࡀࠛ⋭ޔἫജ⊒㔚ߩᦝߥࠆ
ല₸ൻߩㅊ᳞ߥߤࠍਛᔃߦᝪ߃ߚޔᜬ⛯น⢻ߥࠛࡀ࡞ࠡ↪ߦ㑐ߔࠆਛ㐳ᦼ⊛ߥࡆ࡚ࠫ
ࡦࠍߞߡߊߴ߈ߢࠆޕ

Goals 㧕 ޔฦ ⒳ Ⅳ Ⴚ ᧦ ⚂ ߩ CEPA (Communication, Education and Public

Awareness)ޔᚑੱᢎ⢒↢ᶦቇ⠌ߥߤ㧕ࠍᮮᢿߔࠆ⚵❱⊛ᐲ⊛⾗㊄⊛ߥᨒ⚵

࠹ࠖࡉ߿ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦⓍᭂ⊛ߦෳടࠍߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

16

࠶ࡊߦߟߥߍߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޔߚ߹ޕᣣᧄߪ㑐ㅪߔࠆ࿖㓙⊛ߥห⎇ⓥࠗ࠾ࠪࠕ

ߢߥߊޔ᭽ߩ࡞ࡌߥޘᐢࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߇㑐ਈߒㅪ៤ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ

15

⚻㛎⺖ޔ࠙ࡂ࠙ࡁޔ㗴ࠍޔ⇇ߩ⽷↥ߣߒߡߊߎߣߢޔᓟߩේ⊒▤ℂߩࡌ࡞ࠕ

ஜᐽ▤ℂߥߤේሶജ⊒㔚ᚲߩኻ╷ߢ⚻㛎ߒߚ㧔ࠆߪᓟ⚻㛎ߔࠆ㧕ߐ߹ߑ߹ߥ⍮ޔ

ࠍ⏕┙ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

࠽ࡦࠬ߇⚻್ᷣᢿߦ߹ࠇࠆߎߣ߇ᔅ㗇ߢࠆޕലᨐ⊛ߥࠟࡃ࠽ࡦࠬߦߪᐭߛߌ

ߚࠎᷓೞߥἹᔃṁⲢ߇⊒↢ߒޔ⢻ṳᵨ߇߈ߚ㓙ߩޔ⍴ᦼޔ㐳ᦼߩኻ╷ޔ㒰ᨴޔ

⇇ߩ࿖ߩޘ᳇㘑ߦߨߑߒߚવ⛔ㄘṪᴺ↢‛ᄙ᭽ᕈࠍ㊀ⷞߒߚ㘩ᢱჇ↥

(l) ⥄ὼ⾗ᧄߩ▤ℂࠟࡃ࠽ࡦࠬ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ⊒ዷߩߚߦߪ⥄ޔὼ⾗ᧄߩ▤ℂࠟࡃ

ߦߟߡ⇇ߢൻߒޔ⇇ਛߩේ⊒ߩోᕈࠍ㜞ߡߊߴ߈ߢࠆޕหᤨߦߞޔ

(k) ᜬ⛯น⢻ߥㄘᬺߦࠃࠆ㘩ᢱߩో㓚㧦ᜬ⛯น⢻ߥㄘᬺߦࠃࠆ㘩ᢱߩో㓚ߦߪޔ

ේሶജ⊒㔚ᚲߦߟߡߪߩߘޔේ࿃ߩᔀᐩⓥߣߦࠇߘޔၮߠߊోၮḰߩ⋥ߒ

ߡߪޔታߣ⺰ℂߦ߽ߣߠ߈ޔචಽߥᖱႎ㐿ߣㅘᕈࠍ⏕ߒߡޔวℂ⊛߆ߟᄙ㕙⊛ߥ

ታ〣㧔߃߫ޔESDޔEFA㧔Education for All㧕ޔMDGs㧔Millennium Development

ࠍౣ᭴▽ߒ⋧ߩࠇߙࠇߘޔਸ਼ലᨐࠍ㜞ߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ

ߣߩᗧ߽ࠆਛޔᘕ㊀ߦᬌ⸛ߔߴ߈ߣߩᗧ߽ࠆߩ࠻ࡈࠪࠡ࡞ࡀࠛޕࠅᣇߦ㑐ߒ

࡚࠽࠭ࡓࠍឃߒߡޔ
ޟᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦะߌߚੱߠߊࠅߦޠ㑐ଥߔࠆ᭽߿↹⸘ߥޘ

ߩᐔᕈߥߤ߽ࠄ߆ߦߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޔߚ߹ޕ㔚ജᏒ႐ߩౣ᭴▽⛔♽ޔㅪ៤ߩ࡞
࡞ࠅޔ㑐ㅪᴺᐲߩ⋥ߒ╬ߦࠃࠅၞಽᢔဳߩࠛࡀ࡞ࠡ↪ߩផㅴࠍ࿑ࠆߴ߈

ߦߟߡᝒ߃ߥ߅ߔߚߦޔ᭽↪ࠍ࠲࠺ߥޘᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆߩઁߚ߹ޕ㔚Ḯߣߩ┹

ᴦ⺖㗴ߣߔࠆߎߣࠍ⏕ߖߨ߫ߥࠄߥޕ

ഀ߿ߘߩ㊀ⷐᕈࠍౣ⏕ߔࠆߣߣ߽ߦޔฦࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߿ᜂᒰㇱ⟑㑆ߩࠢࠪ

⠨߃ᣇߦ߇ࠆޕේሶജ⊒㔚ߦߟߡߪޔ⇇ోߢ㐿⊒↪ߦ߁ߔߴߡߩࠬࠢ

╷ߣߘߩታᣉ⁁ᴫߦߟߡ⏕ߒޔ⇇ߩ㚂⣖߇ⅣႺ㗴ߩ⸃ࠍᦨఝవߩ

(j) ᢎ⢒ߩᨐߚߔߴ߈ᓎഀߩౣ⼂㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦะߌߚޟᢎ⢒ߩޠᨐߚߔߴ߈ᓎ

ߔࠆߴ߈ߣߩ⠨߃߿ߪߢ⁁ޔේ⊒ߦଐሽߖߑࠆࠍᓧߥߣ߁⠨߃ߥߤޔᣣᧄ࿖ౝߢ߽

ࡀࠬࡉ࡞ࠣએ㒠ߩᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩㅴࠍ✚ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ⇇߮ฦ࿖ߩ

ߩォ឵ߦߟߡ⠨߃ࠆ㊀ⷐߥ߈ߞ߆ߌࠍਈ߃ߚޕ⣕ේ⊒ߦߟߡߪޔේ⊒߆ࠄᣧᦼߦ᠗ㅌ

(i) ⅣႺ㗴ߩ⸃ࠍᦨఝవߩᴦ⺖㗴ߣߒߡ⸳ቯ㧦ࠝ+20 ߢߪࠝޔ࡛߮ࡂ

ⷐߢࠆޕ

ᣣᧄߢ⊒↢ߒߚේሶജ⊒㔚ᚲߩߪᷓೞߥ㗴ߢࠅޔᜬ⛯น⢻ߥࠛࡀ࡞ࠡ␠ળ߳

ౣ⏕ߔࠆߴ߈ߣߩឭ᩺߇ߞߚޕ

ࠆᘒᐲޔᆫߘߩ߽ߩߩ⾆㊀ߐ߇ዅ߫ࠇࠆࠃ߁ߥⅣႺ߿႐ߩ⸳ቯ࡞࡞ޔࠅ߇ᔅ

ో㓚ߩᮭࠍߔࠆᣇะࠍ⏕ߔࠆߎߣޔᛛⴚ⒖ォ᧚ੱޔ㐿⊒ޔᢎ⢒ߩ㊀ⷐᕈߥߤࠍ

㑐ଥ⠪߇ᘕ㊀߆ߟৼካߦℂ⸃ଦㅴࠍ࿑ࠆߴ߈ߢࠅ⺈ޔᗧࠍᜬߞߡ⌀ߦߦᒰߚ

▽ߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ

ࡒ࠶࠻ޔ⇇㘩ᢱో㓚ᆔຬળߩᑧ㐳ߣߒߡㅜ࿖ࠍ߰ߊ⁛┙ߒߚ࿖ኅߣߒߡߩ㘩ᢱ

ࠇߡࠆ᧚ੱޔߦ․ޕ⢒ᚑߦ㑐ߒߡߪޔᚒ߇࿖߆ࠄߩឭ᩺ࠍ〯߹߃ޔ
ޟ࿖ㅪᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒

ߦ㑐ㅪߒߡࠆߎߣߦኻߔࠆੱߩ⼂߇ૐߎߣ߇ᡷༀߐࠇࠆ⚵ߺ߿߇᭴

ⷰὐߦᰳ⪭߇↢ߓߚࠅޔ⊒߇ߟ߈߹ߣ߁ߎߣߦߥࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩታߦߪޔ

ᛛⴚ⒖ォ᧚ੱޔ㐿⊒ޔᢎ⢒߮⸠✵ࠍ⏕ߢ߈ࠆࠃ߁ߦขࠅ⚵ߩߣޠౝኈ߇⋓ࠅㄟ߹

ផㅴߔߴ߈ߢࠆߚ߹ޕᨋߩ⺖㗴߇ฦ࿖ߢ⇣ߥࠆߎߣ߿ޔ㊀ߨߡߘߩ⺖㗴ߪ⋧

⇇ߢขࠅ⚵ߎߣߩ㊀ⷐᕈ߿ޔ࿖ㅪ✚ળޟ㘩ᢱߩᮭߦ㑐ߔࠆ⼏߿ޠ㧲㧭㧻⇇㘩ᢱࠨ

ࠍ⏕ߒޔ㐿⊒ࠍ߽ߚࠄߔᦨᣂߩᛛⴚࠍ↪ߒޔߚ߹ޔૐ㐿⊒ࠍ᳗㆙ߦᛄߩߌࠆߚߩ

߅ߌࠆᨋߩᷫዋഠൻኻ╷ޔ㆑ᴺબណኻ╷߿ㆡಾߥᨋ▤ℂޔᜬ⛯น⢻ߥ⚻༡ࠍ

߇⁁ߢࠆޕੑ㗄ኻ┙ߩ᭴࿑ߢ‛ࠍᒝߊਥᒛߒߔ߉ࠆߣޔੱࡌ࡞ߩ⇣ߥࠆ

⾗㊄Ḯ߳ߩࠕࠢࠬࠍ₪ᓧߒޔᏒ႐㐿߆ࠄߩ⋉ࠍᓧߡࠣࡦࠖ࠺࡞ࡆࠖ࠹ࠪࡄࡖࠠޔ

߈ߢࠆޕᨋߩᜬߟੑ㉄ൻ⚛ߩๆ⾂⇐ലᨐࠍᵴ↪ߔߴ߈ߢࠅޔㅜ࿖ߦ

ߩߚߩᢎ⢒ߩ 10 ᐕ ߇ޠ2005 ᐕ߆ࠄ㐿ᆎߐࠇߡࠆޕᣣᧄߩ㑐ଥ⠪߆ࠄߪޔ᳓㗴ߦ

ၮᧄ⊛ߥⷐઙ߳ߩࠕࠢࠬࠍᕆㅦߦჇടߐߖࠆߎߣࠍᗧߔࠆޕหᤨߦޔᚒޔߪޘߦޔ

ࠬ߿࿖㓙ᯏ㑐㑆ߢㅪ៤ࠍขࠅߥ߇ࠄࠣࡠࡃ࡞ߦኻಣߔࠆࠃ߁ߥࠍᒝൻߔߴ

㗴ࠍධർ㗴ޔవㅴ࿖ߣㅜ࿖ߣ߁ੑ㗄ኻ┙⊛ߦߣࠄ߃ࠆߎߣߢߪ⸃ߒߥߩ

ⴡ↢ޔㆡಾߥዬޔࠡ࡞ࡀࠛޔஜක≮ޔ㘩ᢱో㓚߮↢‛ᄙ᭽ᕈߩోߣߞߚ

ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔޕᓥߞߡޔᨋߦଥࠆ㗴ߪࠝޔ㧟᧦⚂ࠍߪߓ㑐ㅪߔࠆࡊࡠ

(h) ߔߴߡߩࡄ࠻࠽ߩኻ╬ߥ┙႐ߣ⽿છ㧦⇇߇ᦝߦᄙ᭽ൻߒߡࠆਛߢޔⅣႺ

ᣣᧄߩᄙߊߩ㑐ଥ⠪ߪࠝޔ㧗20 ࠍޔㆊߩት⸒ߢ⋓ࠅㄟ߹ࠇߚౝኈߦߟߡᡷߡࠦ
ࡒ࠶࠻ߔࠆ႐ߦߔߴ߈ߣ⠨߃ߡࠆޟޔߪߢ࠻࠶ࡒࠨࠣ࡞ࡉࠬࡀࡂ࡛ޔ߫߃ޕᷡᵺߥ᳓ޔ

㔀ߢ⋧ߦ㑐ㅪߒߚⷙᮨߩ⺖㗴ߦኻಣߔࠆߚߦᄙ㕙⊛ᯏ⢻ࠍߔࠆᨋߪ㊀

ഠൻ߳ߩኻಣ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩోޔᵹၞߩో߿ἴኂࠬࠢߩૐᷫߦ㑐ߔࠆⶄ

ࠆޕᄢ߿㘑ߩᄙ᭽ᕈޔၞ․⇣ᕈ߆ࠄᕲᕺ߿ⵍኂࠍ⋥ធฃߌࠆੱߎߘ߇⥄ޔὼ

ౣ⼂㧦⇇ੱญߩ 4 ಽߩ 1 ㄭߊߦᒰߚࠆ 16 ంߩੱ↢ޔ߇ޘሽޔ⸘↢ޔ㓹↪߿



⏕ߩߚߦᨋߦଐሽߒߡࠆ⚻ޕᷣ߿␠ળߩ⊒ዷ⽺ޔ࿎ߩᷫޔⅣႺߩᜬ⛯
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ߩ᳓ࠗࡦࡈߩᢛߣㆇ༡⛽ᜬ▤ℂߢࠆޕᄙߊߩ࿖ߢߪޔਛᄩᐭ߹ߚߪᣇ
ᐭ߇᳓ࠗࡦࡈߩᢛㆇ༡⛽ᜬ▤ℂࠍᜂᒰߒߡ߅ࠅޔ᳓ᢱ㊄ߩᓽ߿ṳ᳓
㗴ߢ⧰㑵ߒߡࠆࠄࠇߎޕ᳓㗴ߩ⸃ߦߪᦨޔవ┵ᛛⴚࠃࠅ߽᳓ࠪࠬ࠹ࡓో
ߩ⛽ᜬ▤ℂ߇ᔅⷐߢࠆޔߪߩࠆࠇࠄ߃╵ߦ⺧ⷐߩߎޕ㐳ߊ᳓ࠗࡦࡈߩᢛߣ⛽

⋡ᮡ߆ࠄߥࠆޟᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻ߦޠวᗧߒߡࠆޔߚ߹ޕ࿖ㅪ✚ળߦ߅ߡߪߢ߹ࠇߘޔ

ߩ 10 ᐕ㧔2011-2020㧕ࠍޟ࿖ㅪ↢‛ᄙ᭽ᕈߩ 10 ᐕޔߡߒߣޠᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻ߩ㆐ᚑࠍ⋡ᜰ

ߔߎߣࠍ⼏ߒߡࠆߩߎޕ㊀ⷐᕈࠍࠝ+20 ߩ⼏⺰ߩਛߢ߽ᡷߡ⼂ߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢ

ࠆޕ

↢ߩᜬ⛯น⢻ᕈߪ⏕ߢ߈ߥౕޕ⊛ߦޔవㅴ࿖ޔㅜ࿖ࠍࠊߕޔฦ࿖ߩ⽿
છߣ⢻ജߦᔕߓߚᄢᷫޔ⣀ᒙߥㅜ࿖߳ߩ⾗㊄ᡰេㆡᔕኻ╷ᛛⴚ⒖ォࠠ
ࡖࡄࠪ࠹ࠖࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣᨋᷫዋഠൻኻ╷ߩᒝൻࠍࡄ࠶ࠤࠫߢวᗧߒߢޔ
߈ࠆߛߌᣧߊᴺ⊛᜔᧤ജࠆᨒ⚵ߺࠍណᛯߔߴ߈ߢࠆޕᓟᷓೞൻ߇੍ᗐߐࠇࠆ
᳇ᄌേߦߣ߽ߥ߁⇣Ᏹ᳇⽎⽎(extreme climate events)ߦࠃࠆ↟ᄢߥⵍኂߦኻ
ߔࠆࠫࠛࡦࠬࠍචಽߦ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆߩߘޕታߦߪ␠ߚߒ߁ߎޔળߩ᭴
▽ࠍଦㅴߔࠆߚߩޔᣂߒᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᐲ⊛ᨒ⚵ߺ(IFSD)߇ਇนᰳ
ߢࠅߚ߹ޔἴኂߩ੍น⢻ᕈߩะߦ⾗ߔࠆࠃ߁ޔWMO ࠍਛᔃߦㅴࠄࠇߡ

ࠍࠬ࠲࠻ߐߖޔ㑐ㅪ╷ኻ╷ࠍዉߔࠆߎߣࠍฦ࿖ߦ൘๔ߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇ

ࠆࠡ࡞ࡀࠛޕ㔛⛎ߦ㑐ߒߡߪߩߢ߹ࠇߎޔଏ⛎ࠨࠗ࠼ߩ╷⼏⺰㊀߆ࠄޔ㔛ⷐ

ࠨࠗ࠼㧔߃߫ޔᏪ߿ਛዊડᬺ㧕ߩ⋭ࠛࡀ࡞ࠡ╷⼏⺰ࠍᵴ⊒ൻߔࠆ╬ޔ㔛⛎

ߩ࠻࠲࡞ࡃࡦࠬࠍౣᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޔߚ߹ޕᓟ㔛ⷐߩჇട߇੍ᗐߐࠇࠆ

ㅜ࿖ߦะߌߡߪޔౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߦ㑐ߔࠆᛛⴚ߿ࡁ࠙ࡂ࠙ߩ⒖ォࠍല₸⊛ߦ

ⴕߥ߁ߚߩ⚵ߺࠍឭଏߔࠆߥߤޔ
ߦޟ⠨߃ࠆࠍࡓࠜࡈ࠻࠶ࡊߩߚޠ᭴▽

ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ߣߦߘࠇࠄࠍᡰ߃ࠆ⺰ߩᒻᚑ߇ᔅⷐ⽺ޕ࿎ጀ⣀ᒙጀߦ⋥ធࠕࡊࡠ࠴ߒޔㅜ

ߔࠆߎߣޔߚ߹ޕ╷ᒻᚑߦㅜ࿖ߩᏒ᳃ੱߒ⽺߽ᦨߦ․ޔ㆐ߩෳ↹ࠍ㓚ߔࠆ
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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⊛ߥ․ᓽࠍౣ߮⊒ើߐߖࠆᣇะߢ╷⺃ዉߒ㧔ⅣႺోဳㄘᨋṪᬺ㧕ߩߘޔᣇะߦദ

ߩ  ᐕߩⓍᭂ⊛ߥផㅴࠍ࿑ࠆޔߚ߹ޕᣣᧄߩ╙৻ᰴ↥ᬺ߇ᧄ᧪ᜬߞߡࠆ⥄ὼ↢

ะߌޔ࿖ㅪ߿ฦ࿖ᐭਗ߮ߦ㑐ଥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩㅪ៤ߩ߽ߣޔ࿖ㅪ↢‛ᄙ᭽ᕈ

↢‛ᄙ᭽ᕈߩోⅣႺోဳㄘᨋṪᬺߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻ߩ㆐ᚑߦ

ࠆฦ࿖᳇⽎࠺࠲ߩ㐿␜ផㅴ߇ᦸ߹ࠇࠆޕ

േኻ╷߳ߩ࿖㓙วᗧࠍቯߩߘޔߢฦ࿖ߩข⚵ࠍㅴߥߌࠇ߫ޔߦ߅ߌࠆ

᧪ߩઍߩߚߦ߽ᣧᕆ߆ߟ㊁ᔃ⊛ߥኻ╷  ߩታᣉ߇ਇนᰳߢࠆޕฦ࿖߇㐳ᦼ

㧔  ᐕ㧕ߩౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡ⋡ᮡࠍቯࡉࠖ࠹ࠕࠪ࠾ࠗߩߚߩߘߡߒߘޔ

⽺࿎ኻ╷ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦⽺࿎ጀ⣀ᒙጀߩੱᮭߩ㓚ߣࠛࡦࡄࡢࡔࡦ࠻ࠍታ

㊁ᔃ⊛ߢ(ambitious)᧤᜔ޔജ߇ࠆ(binding)ᨒ⚵ߺߦวᗧߔࠆߎߣࠍ⚂᧤ߒޔ
UNFCCC ᷤߩടㅦࠍᓟߒߔߴ߈ߢࠆᦨޕᣂߩ⑼ቇ⊛⍮ࠍ〯߹߃ޔ᳇ᄌ

ታᣉ߆ࠄߘߩലᨐ߇ࠇࠆ߹ߢᄢᄌ㐳ᤨ㑆ࠍⷐߔࠆߚޔߩઍߩߚߦ߽

ᰴᦼᨒ⚵ߺࠅ߇߽⛯ߡࠆޕUNFCCC ࡊࡠࠬߦ߅ߡޔᱜߢ㧔fair㧕ޔ

ࠛࡀ࡞ࠡߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ࠛࡀ࡞ࠡߦ㑐ߔࠆ╷ߪޔ࿖ౝᄖߩቯ⊛ߥ⚻ᷣᚑ

ߩวᗧࠍ⚂᧤㧦ࠦࡍࡦࡂࠥࡦળ⼏ߢߩวᗧታ߇ฟࠊߥ߆ߞߚᓟޔ2013 ᐕએ㒠ߩ

㐳߮᳇ᄌേߥߤⅣႺ㗴ߩ⸃ߦ߅ߡߣߡ߽㊀ⷐߢࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ

ߚߛߒޔផㅴߔߴ߈ౕ⊛ߥ╷ߦߟߡߪޔᣣᧄߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߢ߽ᗧ߇ಽ߆ࠇࠆ
㧔㧦㔚ജ࿕ቯଔᩰ⾈ขᐲ㧔(GGFKP6CTKHH(K6㧕㧕ޕ



b)

a)

G

ࡆࠫࡀࠬߣ߁⇇ߦ߇ߥᄢಾߥࠍㅜ࿖ߢዷ㐿ߒߡߊޕ
ᄢ᳇ో᳇ᄌേߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦᳇ᄌേ㒐ᱛߦะߌߚᴺ⊛᜔᧤ജࠆᨒ⚵߳

߁ࡆࠫࡀࠬߩߦᚑ┙ߔࠆޕᣣᧄߩ⥄ᴦߪ⊛♖ࠍᜬߜߟ߆ޔ㐳⛯߈ߔࠆ᳓

ޔᚒޔߪߦޘᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ㐳ᦼࡆ࡚ࠫࡦߣߘࠇߦᴪߞߚౕ⊛ߥⴕേ߇᳞

ࠄࠇߡࠆޕᣣᧄߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߆ࠄߩਥߥឭ᩺ࠍએਅߦ␜ߔޕ

₂ߪනߥࠆࡏࡦ࠹ࠖࠕߢߪߥߊޔẢㅊ᳞ਥ⟵ߢ߽ߥߪࠇߘޕㆡᱜߥẢࠍ

ߦ⋓ࠅㄟߴ߈ߣ⠨߃ߡ߅ࠅޔߪࠬࡦ࠶ࠛߩߘޔ౨㗡ߩࠠࡔ࠶ࠫߢㅀߴߡࠆޕ

ࡈߩᢛ⛽ᜬ▤ℂߩᣂߒࡆࠫࡀࠬߦะ߆ߞߡᱠߺᆎߚޕ㐳⛯߈ߔࠆ࿖㓙⽸

ᣣᧄߩᄙߊߩ㑐ଥ⠪߇ޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆㅢ⼂ࠍᡷߡࠝ㧗20 ߩᚑᨐᢥᦠ

d)

ߩ⽸₂߳ߩᦼᓙߪᄢ߈ޕ⇇ਛߩㅜ࿖߇⋥㕙ߒߡࠆ࿎㔍ߥ㗴ߪޔਅ᳓

ࡔࡦ࠻ߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆ‛↢ޔߦ․ޕᄙ᭽ᕈ᧦⚂ߢߪޔ2020 ᐕࠍ⋡ᮡᐕߣߒߡ 20 ߩ

ᜬ▤ℂߩ⚻㛎ࠍⓍࠎߢࠆᣣᧄߩ⥄ᴦߢࠆޕᣣᧄߩ⥄ᴦߪޔㅜ࿖ߩ᳓ࠗࡦ

⢻ߥᚻᴺ߇ㆬᛯߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔߦ․ޕᣣᧄߩᣇ⥄ᴦ߇ᨐߚߔㅜ࿖߳

᧦⚂㧕ߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑߦะߌߡޔട⋖࿖ోߡ߇ోജࠍߍߡขࠅ⚵ߎߣߦᡷߡࠦࡒ࠶࠻

㧞㧚㧞ࠝ  ߦኻߔࠆౕ⊛ឭ᩺

ߦߪ৻ᓞߩวℂ⊛ߥᚻᴺߢߪߥߊߩߘޔၞߩᢥൻࠍዅ㊀ߒߚ߈⚦߆ᜬ⛯น

ࠨࡒ࠶࠻ߢ↢߹ࠇߚࠝ 3 ᧦⚂㧔↢‛ᄙ᭽ᕈ᧦⚂ޔ᳇ᄌേᨒ⚵᧦⚂⍾ޔṼൻ㒐ᱛ

᳓ߣⴡ↢ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦᳓㗴ߪၞߏߣߦᄙ᭽ߥⷐ࿃ߦᩮᏅߒߡ߅ࠅ⸃ߩߘޔ

ࠆޕ

ࡆ࡚ࠫࡦⴕേ⸘↹ࠍᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦޔㆡಾߥᜰᮡࠍ↪ߡㅴࠍᛠីߔࠆߎߣ߇㊀ⷐ
c)

ࠬ࠹ࡓޔ߃ᝒߡߒߣޠሽ↢␠ળ⊛ᱜߩታߩࡊࡠࠬࠍ᭴▽ߔߴ߈ߢ

ᤋߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޔߚ߹ޕ/&)U ߩࡐࠬ࠻  ᐕ⋡ᮡߩᬌ⸛ߣหᤨߦޔᔅⷐߥ㐳ᦼ

ߢࠆޕ

࿖ߩᏒ᳃ߩ࠾࠭ࠍᤋߒߚ╷ߩታᣉߣߘࠇࠍᡰ߃ࠆ⺰ࠍᒻᚑߔࠆᔅⷐ߇
ࠆ⚻ࡦࠣޕᷣࠍ⽺ޟ࿎⸃ᶖ߿ੱᮭ⼔ߥߤߩ␠ળ㗴ࠍขࠅㄟࠎߢᚑ┙ߔࠆࠪ

ࠝ㧗 ߣ /&)U ߩࡐࠬ࠻  ᐕ⋡ᮡߣࠍ⚿߮ߟߌࠆ㊀ⷐᕈߦߟߡ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕㆊ



  ᐕࠍᝄࠅࠅߩߘޔㅴᱷߞߚ⺖㗴ࠍㆡಾߦᛠីߒߚߢޔ/&)U╬ߩ㐿⊒⋡ᮡߦ
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j)

K

J

I

H

ࠍߟߊࠆߴ߈ߢࠆޔ߫߃ߣߚޕฦ࿖ߪ 0.7%⋡ᮡ㆐ᚑߩߚߩᎿ⒟ࠍᚑߔࠆߎ
ߣࠍ⟵ോઃߌࠆߥߤߩᣇ╷߇⠨߃ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕᣣᧄߩ৻ㇱߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪޔ
ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦଥࠆߐ߹ߑ߹ߥᬺታᣉࠍน⢻ߦߔࠆ੍▚ភ⟎ߣߒߡޟᰴઍ⒢ޠ
߿ޟ࿖㓙ㅪᏪ⒢ࠍޠታߐߖࠆߴ߈ߢࠆߣ⠨߃ߡࠆޔߒߛߚޕ⒢ߪ⽷Ḯ⏕ߩ
ߚߩജߥ࠷࡞ߣߥࠅᓧࠆ߇ౕޔ⊛ߥᬌ⸛ߦߚߞߡߪޔ⒢ߩ⋡⊛߿ㅜޔ
⽶ᜂߥߤࠍ⏕ߦߒޔᐢ⼏⺰ࠍㅢߓߡޔ࿖᳃ฦጀߩℂ⸃ߣวᗧࠍᒻᚑߒߚߢ

(Non-formal education)ߩ႐ߢ⊛ޔᯏ㑐߿ NGO ߩᯏ⊛ߥࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦ

ࠃࠅផㅴߔࠆߣߣ߽ߦޔሶߤ߽߿⧯⠪߇࿖߿ᣇߩ╷ቯޔ࿖㓙ળ⼏╬ߦ㓙ߒߡ

ᗧࠍߔࠆᯏળࠍ㘧べ⊛ߦჇ߿ߔߎߣ߇ᔅⷐߢࠆౕޕ⊛ߦቇ߱ౝኈߣߒߡ

ߪ߫߃ޔၞߩ⺖㗴߇ⷙᮨߩ⺖㗴ߣ❬߇ߞߡࠆߎߣࠍ⼂ߒޔၞߢᵴേ

ߒⷙᮨߢᕁ⠨ߔࠆࠃ߁ߥ(Think globally and act locally)ᵴേࠍផㅴߔࠆߎߣޕ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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ߦߔࠆߣ߁⋡ᮡߦߟߡౕࠅࠃޔ⊛ߥࡕ࠾࠲ࡦࠣߩߚߩᒝ࿕ߥᨒ⚵ߺ

ᚑࠍ⋡ᜰߔߎߣޕ⸥ߩᢎ⢒ࠍቇᩞᢎ⢒㧔Formal Education㧕߮␠ળᢎ⢒
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ᦸ߹ࠇࠆޔߚ߹ޕMDGs ㆐ᚑߩߚߩ⾗㊄ࠍ⏕ߔࠆߚߦޔGNI ߩ 0.7%ࠍ ODA

ߩේೣߦᩮᏅߒޔ㒾ࠍ㊄Ⲣᯏ㑐ߦ߅ߡޔESG㧔ⅣႺ␠ળࠟࡃ࠽ࡦࠬ㧕

ࠝ㧗 ߢౣ⏕ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥⷞὐߢࠆޕ

ᶦቇ⠌ߥߤࠆࠁࠄߩ↢ੱޔᐕᲑ㓏ߦࠆੱߩ߳ޘᢎ⢒ᵴേࠍㅢߓߡ⋡ޔᮡߩ㆐

ࠃ߁ޔ࿖ㅪⅣႺ⸘↹㊄Ⲣࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉ㧔UNEP FI㧕ߩਅߢ╷ቯᷣߥߒ╷ቯਛ

߇⸽ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߚߒ߁ߎޕദജߪޔᣣᧄᐭߩ࿖㓙⊛ߥ⟵ോߢࠅޔ

⺖㗴ߦၮߠߚᗧᕁቯࡊࡠࠬ߇ᶐㅘߒޔ
ޟ㊄Ⲣߩࠣࡦൻ߇ޠㅴዷߔࠆߎߣ߇

㊄Ⲣᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ SRI ߇৻ጀផㅴߐࠇࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆ߇ߩߎޔേᯏઃߌߣߥࠆ

Ḯߩᮭޔᢎ⢒ߣᖱႎߩᮭ⚻ޔᷣ⊛␠ળ⊛ᮭޔෳടߩᮭ⥄ޔᏆቯߩᮭ

ߡᢎ⢒ࠍฃߌࠄࠇࠆ␠ળߩታ߇ਇนᰳߢࠆߎߣޕቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒↢ޔ

ᬌ⸛߇ߥߐࠇࠆߴ߈ߢࠆࠄࠇߎޔߚ߹ޕ᳃㑆⾗㊄߇ẢṖߦଏ⛎ߐࠇࠆߚߦ߽ޔ

ߢࠆࠗࠕޕ᳃ᣖߩࠕࠗ⺆ߩሽߣᝄ⥝ࠗࠕޔᢥൻߣቬᢎߩᮭޔߣ⾗

ሶߤ߽⧯⠪ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ࠝት⸒ߩታߦߪ߇ੱߩߡߴߔޔၮᧄ⊛ᮭߣߒ

ቭ᳃ㅪ៤ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻╬ࠍㅢߓޔ᳃㑆⾗㊄߇ࠃࠅലߦᵴ↪ߐࠇࠆ⚵ߺߦߟߡ

వ᳃ᣖߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦వ᳃ᣖߩᮭߩ೨ㅴߪࠝޔ㧗 ߩ㑐ᔃߢࠆߴ߈

⾗㊄Ḯ߮ࡔࠞ࠾࠭ࡓߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ฦ࿖ߩ⽷ᖡൻ߇ᷓೞߦߥࠆਛߦ߅ߡޔ

࡚ࡉߩഃߦ߅ߌࠆࡒ࠾ࡑࡓၮḰࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ઙઃߌߥߤߩౕ⊛ᚻᴺࠍᦠ߈ㄟޕᅚᕈߩ⢻ജะߩߚߩᯏળࠍჇ߿ߔޕ

࿖ߦ߅ߌࠆ┬ఽޔഭߩ⸃↵ޔᅚᐔ╬ෳ↹ᦨޔૐ⾓㊄ߩ㓚ߥߤࠫࡦࠣޔ

ߤߩࡐࠫ࠹ࠖࡉࠕ࡚ࠢࠪࡦ⾗ߩߤߥࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦࠬࡠࠢޔ㊄ഥᚑߦ㓙ߒߡߩ᧦

ࡦ࠻ޟߟ߆ޠࡦࠣޟߢޠᜬ⛯น⢻ߥ ޠ㓹↪ߩ⛽ᜬഃޔౣዞ⡯వߩᢷᣓߥߤ
߇ᔅⷐߢࠆߩࠄࠇߎޕ㓹↪ኻ╷ࠍߪߓࠆࠃߦ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬ࠴࡞ࡑޔᱜᑼ

࠲ࡦࠣᯏ⢻ߩ⋥ߒ߇ᔅⷐߢࠆޕ


ࠅ⺖ߩߘޔ㗴ߣታߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛ߥวᗧᒻᚑ߇ᦼᓙߐࠇࠆߦ․ޕ㐿⊒ㅜ

߇ᦼᓙߐࠇࠆޕഭ⠪ߦኻߔࠆᢎ⢒⸠✵ߩታᣉޔዬ↢ᵴߩᡰេ߿ޔ
ࠖ࠺ޟ

ߦਈ߃ࠆᖡᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛⑼ቇ⎇ⓥߦၮߠߚ࿖㓙⊛ోၮḰߩ⋥ߒߣࡕ࠾

ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩഀวࠍޔᐕ㒢ࠍ␜ߒߚᢙ୯⋡ᮡޔ
ޟఝㆄᐲޔޠ
࠲ࠝࠢޟᐲߥޠ

ࠍ৻ጀଦㅴዷ㐿ߔࠆᔅⷐߢࠅ⺖ߩߘޔ㗴ߣታߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛ߥวᗧᒻᚑ

߅ߌࠆේሶജ⊒㔚ߩోᕈᒝൻߦ⽸₂ߒߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ⢻߇ੱേᬀ‛

ߥද⼏ࠍㅢߓޔ᳇ᄌേኻ╷ߣ㓹↪ኻ╷ࠍหᤨߦផㅴߔࠆޟᱜߥ⒖ⴕ ߇ޠᔅⷐߢ

⚛␠ળߩታߦߟߥߍࠃ߁ߣߔࠆ㐳ᦼ⊛ߥᚢ⇛ߢࠆޔ
ࡉ࡚ࠫࡦࠣޟᚢ⇛ޠ

ὼߦ㒐ߋߣߣ߽ߦޔ߇߈ߚ႐วߩ࿖㓙⊛ߥදജࠍᢛߔࠆߥߤޔฦ࿖ߦ

ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߩ㆐ᚑᅚᕈߩෳ↹ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦╷ቯߩ႐ߦᅚᕈ߇ടࠊࠆ

ߔߣߣ߽ߦޔ᳇ᄌേ㗴߳ߩኻಣߣ㓹↪ഭߩ᭴ㅧォ឵ࠍหᤨߦㅴⴕߐߖޔૐ

⢻ᳪᨴߩෂ㒾ᕈ✕ޔᕆኻ╷ޔᕡਭኻ╷ߥߤߦ㑐ߔࠆᖱႎ឵ࠍⴕޔࠍᧂ

ߎߣߢޔᅚᕈߩⷞὐߢኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅᐢ߇ࠆߩߡߴߔޕಽ㊁ߩᗧᕁቯߩ႐

ᔅⷐߢࠆޕ2015 ᐕ߹ߢߦࠣࡦߢ࠺ࠖࡦ࠻ߥࠍዋߥߊߣ߽ 50㧑Ⴧ߿

ߡᣣᧄ߇น⢻ߥ㒢ࠅ࿖㓙␠ળߣߩࠍ࿑ࠅޔߚ߹ޔ⇇ⷙᮨߢޔේሶജޔ

㊄ߩ㓚ߥߤߩࡉ࡚ࠫࡦࠣޔഃߦ߅ߌࠆࡒ࠾ࡑࡓၮḰࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߇

ߊᐲ⸳⸘߇᳞ࠄࠇߡࠆޕ


ේሶജߩోᕈᒝൻߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ේሶജ⊒㔚ᚲߩ߇ࠄ߆ߦߒߚ⺖㗴ߦߟ

․ߦ㐿⊒ㅜ࿖ߦ߅ߌࠆ┬ఽޔഭߩ⸃↵ޔᅚߩᐔ╬ߥዞᬺᯏળߩ㓚ᦨޔૐ⾓

ࠢ⾗Ḯߩᨗᷢ߇ታ⊛ߦߥߞߡ߈ߚߩߢ߹ࠇߎޔ㨬⊒ዷᚢ⇛㨭ࠍᩮᧄ⊛ߦォ឵ߒߡ

m)

ߣߔࠆ⥄ᴦߦኻߒޔⅣႺ㗴߳ߩข⚵ࠍ⏕ߦⷐ⺧ߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ߘ߁ߒߡߚࠃ߁ߦഭ㓸⚂⊛ߦ߈⚦߆ߊᚻࠇࠍߒ↥↢ߟ߆߅ߥޔᵴേ߇⚻ᷣ

㓹↪߮ഭ⠪ഭ⚵วߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦⇇⊛ߥ␠ળ⊛⼔ߩਅ㒢ࠍ⸳ቯߔࠆޕ

ߪࠅࠃޔᄙߊߩ⥄ᴦߩⓍᭂ⊛ෳ↹ࠍᓟߒߔࠆߚޔ࿖㓙␠ળ߇ޔᄢㇺᏒࠍߪߓ

⊛ᡰេࠍᒁ߈ߔ╷ࠍㅴࠆߴ߈ߢࠆߥ߆⼾᧪ᧄޕㄘጊṪߩ⥄ὼ⾗Ḯࠍᧄ᧪
l)

ߦߟߡℂ⸃ࠍᓧࠄࠇߡߥߣߎࠈ߽ᄙࠝޔߚߩߘޕ㧗㧞㧜ߩᚑᨐᢥᦠߢ

ࠄࠇޔᚑഞߒߡࠆ࿖ౝᄖߩࠣ࠶࠼ࡊࠢ࠹ࠖࠬߦቇ߮ޔㇺᏒ᳃ߩੱ⊛⽷ޔ

⊛ߦᚑࠅ┙ߜޔ㓹↪ࠍ↢ߎߣ߇ᦨౖ߽ဳ⊛ߥࠣࡦ⚻ᷣߦઁߥࠄߥ࠶࠻ࠬޕ

߇ࠄ߆ߦߥߞߡ߈ߚ⥄ߦߛ߹ޔߒ߆ߒޕᴦ߇ⅣႺ㗴ߦขࠅ⚵ᔅⷐᕈ

ၞߩᝄ⥝ࠍ࿑ࠆߚޔరߩࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉߢၞ⥄ὼ⾗Ḯࠍᵴ߆ߒߚౣ↢ᚢ⇛߇

ᣇ⥄ᴦߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ੱญߣ↥ᬺ߇㓸ਛߔࠆㇺᏒߢߩⅣႺ⽶⩄シᷫߩߚߩ

߹ߚޔㅜ࿖ߦኻߔࠆᢎ⢒ಽ㊁ߩ⾗㊄ឭଏ߽㊀ⷐߢࠆޕ
⥄ᴦߩⓍᭂ⊛ߥኻ╷߇ᄢ߈ߥലᨐࠍ߽ߚࠄߒ⥄ޔᴦ߇㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ

M



ㄘጊṪၞߩᝄ⥝ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦⚻ᷣ⊛ߦ┙ߜⴕ߆ߥߊߥߞߡࠆㄘጊṪ

ߞߚᒻߢႎࠊࠇࠆࠃ߁ߥ⚵ߺࠍ߅ߎߔᔅⷐ߇ࠆޕ

ജߒߡࠆㄘᨋṪᬺ⠪߅ࠃ߮ߘߩၞ߇⋥ធᡰᛄᐲ߿ㇺᏒ᳃߆ࠄߩᡰេߣ



103



߿࿖㓙㑆ߢ↪ߒ߿ߔᒻߢൻߒ⋧ࠍࠇߘޔ⊒ାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔ
ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ߚߩࠗࠬ࠲ࡦࡉ࡞ේೣ㧔Open Forum CSO Development Effectiveness㧕ࠍⷙ

▸ߦߔࠆߣߣ߽ߦޔฦ࿅ߢࠕࠞ࠙ࡦ࠲ࡆ࠹ࠖะߩߚߩข⚵ࠍᒝൻߔࠆߎߣޕ

߁⠨߃ᣇࠍਛᔃߣߒߚޟ↪⠪࿁ᓳߩේೣޔߒ┙⏕ࠍޠ㑐ଥ࿖ߢᐲൻߩᣇะᕈ
ߦߟߡวᗧߔߴ߈ߣߩឭ᩺߇ߞߚޕ


సߒߡᚑ㐳ࠍߒߡ߈ߚㆊ⒟ߢ⾗ߚߒ߁ߘޔḮ▵⚂ဳᛛⴚဳ⚂▵ࠡ࡞ࡀࠛޔᛛⴚޔ

ⅣႺోᛛⴚ࡞ࠢࠗࠨߥ߹ߑ߹ߐߪߦࠄߐޔᛛⴚߦࠃࠆᓴⅣ⚻ᷣ߳ߩၮ⋚ᛛⴚࠍ

ࠍߔࠆᨒ⚵ߺߦะߌߚ⛮⛯⊛ߥ⼏⺰ࠍ⸳ߌࠆߚ߹ޕ࿖㓙⊛ߥᏒ᳃ࡌ࡞ߢߩࡀ࠶
࠻ࡢࠢ㧛ࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓࠍ᭴▽ߔࠆߎߣߦࠃࠅߣੱޔᖱႎߩᵹ߇ଦㅴߒޔ

ߣWin-Winߩ㑐ଥࠍߜߟߟ⒖ォߒߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆ 9 ߥ࠭ࡓࠬߩߘޕផㅴ

ߩߚߦߪޔ⍮⊛ᚲᮭߩᜂ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ᕈߩ㜞ᜰᮡࠍ⏕┙ߔࠆޕၮᧄ⊛ߦߪޔᡷቯᬺ߇ⴕࠊࠇߡࠆⅣႺ⚻ᷣ⛔วൊቯ
㧔SEEA㧕߿ޔOECD ߿ UNEP ߢᬌ⸛ߐࠇߡࠆࠣࡦ⚻ᷣᜰᮡߦ㓸⚂ߔࠆᒻߢޔ࿖㓙
␠ળߩᬌ⸛ࠍߐࠄߦଦㅴߔࠆߚߒ߁ߎޔߚ߹ޕᜬ⛯น⢻ᕈᜰᮡߩᨒ⚵ߺߩ৻Ⅳߣߒߡ⥄ޔ
ὼ⾗ᧄߩࠬ࠻࠶ࠢ㊂߿⾗Ḯ↢↥ᕈߦട߃ޔౣ↢ㅦᐲߩᔨࠍዉߒޔᒰᜰᮡߦ߅ߌࠆ⥄

ࡊࡠࠣࡓߩޠቯߥߤ߽ࠆߣߣ߽ߦޔ2007 ᐕߦ࿖ㅪ✚ળߦߡណᛯߐࠇߚవ

᳃ᣖߦ㑐ߔࠆት⸒ߩጁⴕ⏕߿࿖ㅪ᳇ᄌേᨒ⚵᧦⚂‛↢ޔᄙ᭽ᕈ᧦⚂⍾ޔṼൻኻ

ಣ᧦⚂╬ߦ߅ߌࠆ⢻ജ⢒ᚑޔ᥉⊒ᬺ╬ߣߩࠪ࠽ࠫലᨐߦߟߡ㈩ᘦߔࠆᔅ

ⷐ߇ࠆޕ

21

⹜ߺ߿ⅣႺ⹏ଔᚻᴺߦߟߡߩ⫾Ⓧࠍ〯߹߃ޔ࿖㓙␠ળߩข⚵ߩၮ⋚ߣߥࠆࠃ߁ߥޔ᳢↪

ߦߟߡߪޔ
⚻ࡦࠣޟᷣᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓޟ߿ޠᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩ↢ᶦቇ⠌

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

22

ὼ⾗ᧄߩ⹏ଔᣇᴺߩ৻Ⅳߣߒߡ⚵ߺࠇࠆޕ

ࠆ⊒ޟޕዷࠆ߃ᝒࠍޠᜰᮡߩࠅᣇߦߟߡߩߢ߹ࠇߎޔᜬ⛯น⢻ᕈᜰᮡߦߟߡߩฦ⒳ߩ

⁁ߢ߽࿖ㅪࡌ࡞ߩ᭽⋡ߥޘᮡ߇ࠆਛߢ⋡ޔᮡߩᢛวᕈࠍ⏕ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ

⢻ߥᵴ↪߿␠ળ⊛ᱜߩታ߇೨ឭߣߒߡߐࠇߡࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ࠣࡦ⚻ᷣࡠ࠼ࡑ࠶ࡊߦߟߡߪࡦࠣޔᚑ㐳ߩᔨߩਛߦ⥄ޔὼ⾗ᧄߩᜬ⛯น

㧞㧚㧟࿖ㅪߩᣢሽߩឭ᩺ߦኻߔࠆᗧ

ቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒╬ߩࠄࠁࠆᢎ⢒⸠✵ࠍㅢߓߡㅴࠆᔅⷐ߇ࠆⴕޕേ⸘↹

ㅪ៤දജࠍផㅴߔࠆߚߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩ⢒ᚑߣ⢒ᚑᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽╬ࠍޔ

ᜬߟ᳃ߩ⢒ᚑޔၞߢᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߠߊࠅࠍㅴࠆ᭽ߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߥޘ

㊄ភ⟎ޔESD ߦ㑐ߔࠆᖱႎ⚻㛎ߩ⚵ߺߠߊࠅޔၞ߳ߩࠝ࠽ࠪ࠶ࡊࠍ

ㅴߔࠆࠃ߁ߥ⚵ߺߠߊࠅ߇ᔅⷐߢࠆౕޕ⊛ߦߪޔ⇇⊛ⴕേ⸘↹ߩ╷ቯߣ⾗

ㅴߔࠆߣߣ߽ߦޔ2014 ᐕߩޟESD ߩ 10 ᐕੌ⚳ޠᓟ߽ᒁ߈⛯߈⇇⊛ߦ ESD ࠍផ

ᨋߩ⺖㗴ߦኻߔࠆ⼂߇ะߒⴕޔേߩᄌൻࠍߎߔᔅⷐ߇ࠆޕ

ᨋߩ㊀ⷐᕈߩౣ⼂ޔ߮ߘߩᨋߩㆡಾߥ▤ℂߩታߦዉߊᒝ࿕ߥᴺ⊛᜔᧤ജ

ࠍ㜞ߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ⇇⊛ߦ㜞᳓ḰߦࠆᣣᧄߩⅣႺᛛⴚࠍޔㅜ࿖

ᢎ⢒ޔᗧ⼂⊒߮⸠✵ߩផㅴߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦࿖ㅪޟESD ߩ 10 ᐕࠍޠᒝജߦផ

ࠍᵴ↪ߔߴ߈ߢࠆޔߚ߹ޕㆡಾߥᨋ▤ℂޔᜬ⛯น⢻ߥ⚻༡ࠍផㅴߔߴ߈ߢࠆޕ

ߢޔోߩ⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡ▵⚂ޔⅣႺోࠍታߒޔోߩᜬ⛯น⢻ᕈ

ᨋߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ᨋߪੑ㉄ൻ⚛ߩๆ⾂⇐ലᨐࠍᜬߞߡ߅ࠅߩߎޔᯏ⢻

⛯น⢻ߥࡍࠬࠍㅺ⣕ߒߡ↪ߒߚ႐วߩේ⁁࿁ᓳߣ⾌↪⽶ᜂߩ⽿છࠍߔࠆ̍ߣ

ߪㆊࠝࠗ࡞࡚ࠪ࠶ࠢ߿㜞ਇᴫޔኂ㗴ߣߞߚߐ߹ߑ߹ߥ␠ળޔⅣႺ⚂ࠍ

ᜬߞߡ߅ࠅߚߒ߁ߎޔᛛⴚ߇ᓟ⇇ߦ᥉ߒޔㅜ࿖ߩ⚻ᷣ⊒ዷߦଏߐࠇࠆߎߣ

ߔࠆ⥄ὼ⾗ᧄࠍޔઍࠍ߃ߡᜬ⛯⊛ߦ↪ߔࠆߚޔ
̌⥄ὼ⾗ᧄߩ↪⠪ߪޔᜬ

࡞ࠡᶖ⾌ߢᦨᄢߩንߣ␠ળၮ⋚ࠍታߔࠆߚߩᛛⴚߢࠆޕᣣᧄߩડᬺ↥ޔᬺ

V

ߪᦸ߹ߒߎߣߢࠆ߇৻ޔᣇߢ㒢ࠄࠇߚ⾗Ḯߩ⚂߿ࠛࡀ࡞ࠡଏ⛎⚂߇ޔ

⥄ὼ⾗ᧄߩోߣᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦㧺㧳㧻߆ࠄߪ⊛᧚ޔᕈ⾰ࠍ

߆ࠄ␜ߐࠇߚޕ

⽺࿎㗴߿⥄ὼἴኂߥߤߩㅜ࿖ߩᛴ߃ࠆߐ߹ߑ߹ߥ␠ળ㗴ࠍసߒߡߊߎߣ

ߘ߁ߒߚ⊒ዷߩᅹߍߣߥࠆ⸃ࠍࡑࡦࠫߩߎޕߔࠆߩ߇ᦨޔዊߩ⾗Ḯᶖ⾌ࡀࠛޔ

␠ળߩ᭴▽ࠍଦㅴߔࠆߚߦߪޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᐲ⊛ᨒ⚵ߺ㧔IFSD㧕߇
ਇนᰳߢࠆ␠ߚߒ߁ߎޕળߩࠅᣇࠍት⸒ߩਛߦᡷߡ␜ߔߎߣ߇ᣣᧄߩ㑐ଥ⠪

Ⴚ⚂ࠍ⠨߃ߚߣ߈ޔᓟਛ࿖ߦߟߠ߈ᄙߊߩㅜ࿖⚻ᷣ߇⊒ዷ゠ߦߩࠆߎߣߢޔ

ߐࠇߚߩߎޕㆊ⒟ߦ߅ߡ⚻ࡦࠣޔᷣߩㅊ᳞߇㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒߚߒ߁ߎޔ

ߦޔಽᢔဳߩࠫࠕࡦ࠻㧔࿁ᓳജߩࠆ㧕ߥ␠ળࠍታߔࠆߎߣߩᔅⷐᕈ߽ឭ໒

ⅣႺㆡᱜߥᛛⴚߩ⒖ォޔදജ߮ኻಣ⢻ജߩᒝൻߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦⾗Ḯ⚂߿Ⅳ

㑆ࠢ࠲ࠍ⼏⺰ߦᏎ߈ㄟࠎߢߊߎߣ߽㊀ⷐߢࠆޕ

U

߅ࠃ߮ߘߩઁߩ↪น⢻ߥ࠷࡞ߢ㐿ߔࠆࠍࠇߘߚ߹ޕ↪ߔࠆߚߦޔઍ㑆

ࡓߢቯߐࠇࠆ੍ቯߩวᗧ㗄ࠍㆩߔࠆߎߣ ߚ߹ޕNGO ߪޔ㐿⊒ലᨐࠍ㜞ࠆ

ಽᢔဳߩ␠ળߩ⏕┙ߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦⥄ὼἴኂߦኻᔕߒޔ᳇ᄌേߦㆡᔕߔࠆߚ

ࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ࠺࠲ࠍ㓸ޔᄙ᭽ߥ࠺࠲ࡌࠬࠍࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

ࠕࠢⴕേ⸘↹ࠍㆩߔࠆߣߣ߽ߦޔ㧞㧜㧝㧝ᐕ㧝㧞ߩ㊍ጊࡂࠗࡌ࡞ࡈࠜ

ߐࠄߦޔេഥലᨐ㧛㐿⊒ലᨐะߩߚߦޔᣂߚߥࠕࠢ࠲ߢࠆᣂ⥝࠼࠽߿᳃

ីߒޔኻಣߔࠆߚߩ࠺࠲ߣߘࠇࠍઍ㑆ߢߔࠆߎߣ߇࿖㓙⊛ߦਇ⿷ߒߡ

ᨐߩะߣߣ߽ߦ␠ળ⊛ᱜߩታࠍ࿑ࠆദജࠍߔࠆߎߣޕฦ࿖ᐭߪࡄት⸒ޔ

ᗧᕁቯߩߚߩ⛔⸘࠺࠲߅ࠃ߮ᖱႎ㓸ᢛߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦ᅚᕈ߿ሶߤ߽
⧯⠪ߩᗧᕁቯ߳ߩෳ↹ࠍଦㅴߔࠆߚޔᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩታߦะߌߚ⺖㗴ࠍᛠ

r)

q)



េഥലᨐ㧛㐿⊒ലᨐߩะߦ㑐ߔࠆឭ᩺㧦㐿⊒ࠍⴕ߁㓙ߦߪޔេഥലᨐ㧛㐿⊒ല

ታᣉߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ߘߩ㓙ߩࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬߽㊀ⷐ

p)

o)

n)
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ຠߩⷙߩ⋥ߒޔᜬ⛯⊛⊒ዷน⢻ߥ␠ળታߩߚߦታᣉߐࠇࠆነઃ␠ޔળ⽸₂ᵴേޔ
ᛩ⾗ߦኻߔࠆ⒢ߩఝㆄភ⟎ߥߤ߇ᣣᧄߩ㑐ଥ⠪߆ࠄߪឭ᩺ߐࠇߚޕ

ߒߡޔߦ․ޔㅴ߇ㆃࠇߡࠆ⽺࿎ߩ㗴ߪޔනߦᚲᓧ߇ૐߣ߁㗴ߢߪߥߊ␠ޔળ

⊛ᴦ⊛ߥᮭߩᅓߩ㗴ߢ߽ࠆߣ⼂ߒ␠ޔળ⊛ᒙ⠪ߩᮭ㓚ߩߚߦߔߴߡ

ߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߇ᔅⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔᔅⷐ߇ࠆࡊࠕࠬࡌ࠷ࠗޔߜࠊߥߔޕ

㧞㧚㧡ౕ⊛ߥදജࡔࠞ࠾࠭ࡓ㧛ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊ㧛ታᣉ࠷࡞㧔ౕ㧕ߦ㑐
ߔࠆឭ᩺

ߢ߅ޔߩᗧ⼂ࠍ㜞ࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕᶖ⾌⠪߇㑐ᔃࠍ߽ߜޔᶖ⾌⠪ߩᣣᏱߩ‛߿
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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⚛ဳߩㇺᏒᑪ⸳ࠍଦㅴߒ⚻ࡦࠣޔᷣࠍᵴᕈൻߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ⥄ޕᴦߩㇺᏒᑪ⸳
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出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf
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දห⚵วߩᓎഀ㧦දห⚵วߪ⚵ޔวຬ߇⾗ߒหߢᚲߒ᳃ਥ⊛ߦ▤ℂߔࠆᬺࠍ
ㅢߓߡޔㅢߩ⚻ᷣ⊛␠ળ⊛ᢥൻ⊛࠾࠭ߣ㗿ࠍḩߚߔߚߦߦ⊛⊒⥄ޔᚻࠍ⚿ࠎ

ࠍቯޔഭ⠪㧔ഭ⚵ว㧕ߦኻߒⴕേࠍ᳞ߚޕ

␠ળߦኻߒߡሶߤ߽⧯⠪ߩჿ߇ᤋߐࠇߚ⇇ࠍഃㅧߒߡߊߴ߈ߢࠆߩߘޕታߦ

㧺㧳㧻ߩᓎഀ㧦ᄙ᭽ߥ␠ળߦ߅ߡᨵエߢ߈⚦߆ⴕേ߇ߢ߈ࠆߩߪޔNGO ߩ․ᕈߢ

ߟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળᒻᚑߦ⽸₂ߔࠆߚ⽿࡞࠲ࡇࡖࠠ࠭ࠞࡢޟછᛩ⾗ࠟࠗ࠼ࠗࡦޠ

ࠣࠍታᣉߔࠆߴ߈ߢࠆޔߚ߹ޕሶߤ߽⧯⠪ߩ␠ળߦኻߔࠆ⥄ࠄߩข⚵ࠍࠃࠅᒝൻߒޔ

ߪޔሶߤ߽⧯⠪ࠣ࡞ࡊߩߺߥࠄߕߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬࠆࠁࠄޔᡰេ߇ᔅⷐߢࠆޕ

߹ߚ 2011 ᐕ 8 ߦߪޔഭ⠪߇ߒߚߪߒߥޔഭ⠪ߩߚߦߐࠇߚၮ㊄ࠍ␠
ળ⊛⽿છߦ㈩ᘦߒߚડᬺⴕേ߅ࠃ߮㊄Ⲣขᒁࠍଦߔ⽿છᛩ⾗ࠍታⴕߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᐔ

'5& ߥߤߩข⚵ࠍߪߓࠆࠁࠄޔᚻᲑࠍㅢߓߡሶߤ߽⧯⠪ߩࠠࡖࡄࠪ࠹ࠖࡆ࡞࠺ࠖࡦ

ߩᔅⷐᕈࠍ␜ߒߚޕ

ḩߚߒߚ㨬࠺ࠖࡦ࠻ࡢࠢ㨭ߣ㨬ᱜߥ⾗Ḯ㈩ಽ㨭ޔ㨬࿖ኅ㑆ߩ✕ᒛ✭ߣᐔߩ㆐ᚑ㨭

ߚޔሶߤ߽⧯⠪ઍߩℂ⸃߿දജޔታ〣߇ᔅⷐਇนᰳߢࠆޕᣣ߹ߢⴕࠊࠇߡ߈ߚ

ሶߤ߽⧯⠪ߩᓎഀᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩታߪ᧪ઍ߇ᒰ⠪ߣߥࠆ㊀ⷐߥ㗴ߢࠆ

ࠍㅢߓߡࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߩផㅴࠍ࿑ࠆޕ

ࡦ࡚ࠫࡉߩഃ㨭ߩᔅⷐᕈࠍ␜ߔߣߣ߽ߦࠆߥ߆ޔ࿖ߦ߅ߡ߽ਛᩭ⊛ഭၮḰࠍ

ⴡ↢ߥߤߦᖡᓇ㗀ࠍ߷ߒ߆ߨߥ㕙ߦߤ߁ኻಣߔߴ߈߆ឭ⸒ߔࠆ᳃ਥ⊛ߥ␠ળኻࠍ

1992 ᐕߩࠨࡒ࠶࠻ߢࡔࠫࡖࠣ࡞ࡊߣߒߡ 9 ࠣ࡞ࡊ߇⼂ߐࠇߡࠆ߇ߩߘޔ

⋥ߒ߇ᄢ೨ឭߢࠆޔ߫߃ޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆᶖ⾌⠪ޔද

ᅚᕈߩᓎഀ㧦ᅚᕈࠍࠣࡦ⚻ᷣࠍផㅴߔࠆਥߣߒߡ⟎ઃߌࠆ⚻ࡦࠣߚ߹ޕᷣ

ࠆ ITUC ߣߣ߽ߦޔᏒ᳃␠ળߣදജߒߡޔ㓹↪⾓ޔ࠳ࡦࠚࠫޔ㊄ޔഭ᧦ઙޔഭో

㧞㧚㧢ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩផㅴ㧔⚻ᷣߩࠣࡦൻࠍ㧕ߦะߌߚฦࠬ࠹ࠢ
ࡎ࡞࠳ߩᓎഀ

㧔Just Transision㧕ࠍޠታⴕߔࠆߚޔഭ⚵วߩ࠽࡚ࠪ࠽࡞ࡦ࠲ߢࠆㅪว߇ട⋖ߔ

ߐࠇߚޟ߈߇ߩࠆੱ㑆ࠄߒ㧔࠺ࠖࡦ࠻ࡢࠢ㧕ࠍޠഃߔࠆޟᱜߥ⒖ⴕ

2007 ᐕ 6 ߦ ILO ߇ឭߒߚࠣࡦ࡚ࠫࡉ᭴ᗐߪޔ2008 ᐕ 9 ޔITUCޔILOޔUNEPޔ



WSSD ࠲ࠗࡊ 2 ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߩࡆࡘ㧦WSSD ߦ߅ߡ㐿ᆎߐࠇߚ࠲ࠗࡊ 2 ࡄ

ഭ⚵วߩᓎഀ:᳇ᄌേ߳ߩኻᔕޔᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߥ⾰⦟ޔ㓹↪ߩഃࠍ⋡⊛ߣߒߡ

⚦߆ߥᜰዉ߿ഥ⸒߇น⢻ߢࠅߩࠡ࡞ࡀࠛޔ㔛ⷐࠨࠗ࠼ߦ߅ߌࠆኻ╷ࠍᔀᐩߒߡⴕ߁ߎ

ᵴ↪ߒߚੱ᧚⢒ᚑ߇㊀ⷐߢࠆޔߚߩߘޕၞߦ߅ߌࠆߐ߹ߑ߹ߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߇ޔ

㙃ᚑ߿ ESD ផㅴߩߚߩၞߩ⍮ߩὐߠߊࠅ߇ᔅⷐߢࠆޕ

߈ࠆޔߚ߹ޕၞߩᬺ⠪߿ᶖ⾌⠪ߦᦨ߽ㄭᐭߣߒߡࠡ࡞ࡀࠛޔᶖ⾌ߦ㑐ߒߡ߈

㧔local community㧕ࡌ࡞ߦ߅ߡቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒ޔડᬺ⎇ୃ╬ࠄࠁࠆᢎ⢒ᯏળࠍ

ⷙ⊛ᮭ⢻߿Ꮢ႐ࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍᵴ↪ߒߚᐲߦࠃࠅޔ᳃㑆ࠢ࠲ࠍၞ␠ળోߢ
ߩᑪ▽‛ߩ⋭ࠛࡀᕈ⢻ߩะ߿⚻ޔᷣ↥ᬺᵴേ߆ࠄߩ GHG ឃᛥ╬ࠍផㅴߔࠆߎߣ߇ߢ

㧱㧿㧰ផㅴߩߚߩၞߩὐࠅ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߦߪޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ

ᓙߐࠇࠆޕ



106

߿ኅ㔚ຠߥߤߦኻߔࠆࡌࡦࠣޔ↥ᶖޔゞߩല₸⊛ߥᵴ↪ߩߚߩࠗࡦࡈᢛ
ߣߘߩߚߩ⛔⸘ᢛޔㅢߩ↪ଦㅴ╬␠ޔળࠦࠬ࠻߇ᦨዊߣߥࠆࠃ߁ߥޔㅢ
⒖േⅣႺߩᢛ╬㧕ߔࠆߎߣߥߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ߊ⺑ߔࠆߩ߽⑼ቇ⠪ߩᓎഀߢࠆޔߦ․ޕᣣᧄߪޔℂᖱႎޔ᷷ቶലᨐࠟࠬ‛↢ޔᄙ᭽

ᕈߩ⁁ᴫߣߞߚⅣႺ㗴ߦ⾗ߔࠆၮ␆⊛ߥ⑼ቇ࠺࠲ࠍឭଏߒޔㅜ࿖߇ਥ⊛ߦ

ߩⷰὐࠍዉߔࠆߣߣ߽ߦ⊒ޔ㆐Ბ㓏㧔ᐕ㦂㧕ߦᔕߓߚ⢻ജ⢒ᚑ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔቇᐕ㑆ޔ

ࠬ࠻߿ޔ᧪ઍࠍߚੱ㑆ߦኻߔࠆࠬࠢࠍᤋߒߚ⚻ᷣߩ⚵ߺ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ߦ߅ߡណᛯߒߚᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻߅ࠃ߮ฬฎደ⼏ቯᦠߦၮߠ߈ޔᜬ⛯น⢻ߥ↢ᘒ♽ࠨࡆ
ࠬߩ↪߽ផㅴ߇ᦸ߹ࠇࠆޕ㊄Ⲣ߿ㄘᨋ᳓↥ᬺߩࠣࡦൻ߽㊀ⷐߥ㗴ߢࠆޕ

ߩⴕേࠍㅢߓޔᣣᧄߪߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗޔォ឵߽ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩ㊀ⷐߥ

27

ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ߩォ឵ߩߚߦߪࠍࠇߘޔଦߔ߈ߞ߆ߌ߇ᔅⷐߢࠆޔ߫߃ޕኅᐸޔ

28

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

ࠇߚޕ

ࠣࡦ⚻ᷣࠍផㅴߔࠆߚߦᔅⷐߥข⚵ข⚵ᚻ㗅ߣߒߡޔ᭽߇ࠕ࠺ࠗࠕߥޘឭ᩺ߐ

឵ޔޔౣ↢⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ↪╬㧕ޕ
ᤓᐕߩ↢‛ᄙ᭽ᕈ᧦⚂╙ 10 ࿁✦⚂࿖ળว CBD-COP10㧕

₂߇ᄢ߈߇ߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗޔォ឵߽⽸₂ߒߡࠆޕᾖࠍࠞ࠶࠻ߒ߽ⵝޔᄌ߃ࠆ╬

ⷐ⚛ߢࠆߎߣࠍ㛎ߒߚޕ

ᛛⴚߩ㐿⊒ᡷༀ᥉ޔ㐳ኼ᧚ᢱຠߩ㐿⊒᥉ࡀࠛ⋭ޔૐ⚛߳ߩ↥ᬺ᭴ㅧォ

ߚޕᣣᧄߢ㔡ἴᓟߩ㔚ജෂᯏࠍਸ਼ࠅಾߞߚߩߪޔડᬺߦࠃࠆ▵㔚ദജ߿ࡇࠢࠞ࠶࠻ߩ⽸

࡞ࠡߩផㅴߦ⾗ߔࠆಽ㊁ߩข⚵ࠍㅴࠆߎߣ߇ᔅ㗇ߩ⺖㗴ߢࠆޕ
㧔㧦⋭ࠛࡀૐ⚛

ᣣᧄߢߪߩޠߥߚߞ߽ޟޔ⠨߃ᣇߦᴪߞߡޔવ⛔⊛ߦ⾗Ḯߩല₸⊛ߥ↪ߦദߡ߈

㧞㧚㧣ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍ㆐ᚑߔࠆߩࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ォ឵

ല₸⊛ߥ⾗Ḯ↪ᛛⴚߩ㐿⊒߿ޔ〝ᑪ▽‛╬ࠗࡦࡈಽ㊁ߢߩࠣࡦࠗࡁࡌ
࡚ࠪࡦߦࠃࠆૐ⚛ᚢ⇛ߪఝవ⊛ߦขࠅ⚵ߴ߈ಽ㊁ߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆࡀࠛ⋭ޔߚ߹ޕ

㩷

േߔࠆߎߣ߇ߩߡߴߔޔᄌ㕟ߩ㎛ߢࠆޕ

ᓎഀࠍᜂߞߡߡ߽ޔᜬ⛯น⢻ߥᧂ᧪߳ߩᦨ⚳⽿છߪੱߢࠆߣߩᒝ⼂ࠍᜬߞߡⴕ

c) ⾗Ḯ⚂߿᳇ᄌേਅߦ߅ߡߪޔ⚂ࠍᗧ⼂ߒߚ⚻ᷣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ⷡࠍᜬߜޔᜬ⛯น⢻ߥࠣࡦ⚻ᷣ߳ߩ⾼⾈ᤨޔ㑆ㆬᛯޔ╷ߩㆬᛯߦ߅ߌࠆࠦࡦࡊࠗ

ࠕࡦࠬ߇᳞ࠄࠇࠆޕੱ߇ޔ⡯႐߿ࡊࠗࡌ࠻߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢߘࠇߙࠇߤߩࠃ߁ߥ

b) ⚻ᷣᵴേࠍᡰ߃ࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈ߿⥄ὼ⾗ᧄߪ⪺ߒߊഠൻߒߡ߅ࠅ⥄ޔὼ⾗ᧄഠൻߩࠦ

ੱ߇ⶄᢙߩࡔࠫࡖࠣ࡞ࡊߦዻߒߡࠆࠤࠬ߇ᄙޕੱߦߪޔᶖ⾌⠪ߣߒߡߩ⥄

a) ⅣႺ㗴ߩᩮᐩߦߪ⚻ᷣᵴേ߇ࠅޔᩮᧄ⊛ߥ⺖㗴ࠍ⼏⺰ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ࠄࠇߚޕ

ߩ⊒ା߇㊀ⷐߣߥࠆޕ

ੱߩᓎഀ㧦ੱߩᓎഀ߽㊀ⷐߢࠆޕ⇇ߩࠄࠁࠆ⚵❱ߪੱߢᒻᚑߐࠇߡ߅ࠅޔ

ᣣᧄߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪ⚻ࡦࠣޔᷣࠍޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍㅴࠆߢ㊀ⷐߥ߽ߩ
ߣߒߡ⼂ߒߡࠆ⚻ࡦࠣޕᷣࠍ⼏⺰ߔࠆᔅⷐᕈߦߟߡޔએਅߩࠃ߁ߥℂ↱߇ߍ

᧪ဳߩ৻ᣇะߩ⊒ାߛߌߢߥߊޔෳടဳ␠ળࠍផㅴߔࠆ࠰ࠪࡖ࡞ࡔ࠺ࠖࠕߥߤޔᣇะ

㧟㧚㧝㧝⚻ޟᷣߩࠣࡦൻߢޠఝవ⊛ߦขࠅ⚵ߴ߈ಽ㊁㧘ข⚵ᚻ㗅

㧟㧚㧝ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒߮⽺࿎ᩮ⛘ߩᢥ⣂ߦ߅ߌࠆࠣࡦ⚻ᷣߦ㑐ߔࠆឭ
᩺

ߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߒߡቯ⟵ߒߩߘޔᓎഀࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޔߦࠄߐޕᓥ

ⷐߢࠅߩߘޔ㓙ߦ߽ߞߣ߽ᄢ߈ߥᓇ㗀ജࠍ߽ߟߩ߇ࠍࠕࠖ࠺ࡔޕࠆߢࠕࠖ࠺ࡔޔ㊀ⷐ

ࡔ࠺ࠖࠕߩᓎഀ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍㅴࠆߢޔᏒ᳃ડᬺߩᗧ⼂ᡷ㕟ࠍଦߔߎߣߪ㊀

ᦼᓙߐࠇࠆޕ

ߩࠗࡦ࠲ࡊ࠲╬߽ၞߦ߅ߌࠆ '5& ߩផㅴߦะߌߡⓍᭂ⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ߇

ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޔߦࠄߐޕᢎຬߩߺߥࠄߕޔඳ‛㙚߿࿑ᦠ㙚ޔ᳃㙚╬ߩቇ⧓ຬ߿⥄ὼ

㧟㧚 ․ቯ࠹ࡑߦኻߔࠆᗧ

ߢࠆޕ



ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ߦ㑐ߒߡߪޔᐜ⒩߆ࠄ㜞ᩞ߹ߢߩߔߴߡߩᲑ㓏ߩᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓߦ '5&

ᩞ⒳㑆ߩᖱႎ឵ޔㅪ៤ࠍᒝൻߒ'ޔߚ߹ޔ5& ផㅴߦะߌߚၞߩ㑐ଥ⠪╬ߣߩදࠍᮨ⚝

ੱߦߣߞߡߩ Green Economy ߩᗧ⟵߇⏕ߦߥࠇ߫ⴕޔേߦߟߥ߇ࠆޕᜬ⛯น⢻ߥᧂ
᧪߳ߩᦨ⚳⽿છ߇ੱߦࠆߎߣࠍᗧ⼂ߒߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗޔᄌ㕟ߦߟߥߍࠆߎߣ߇㊀ⷐ

ၞ␠ળߢߩᒝൻߥߤᦸ߹ࠇࠆޕ

᧪␠ળߩࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࡑࠬࠍ᭴ᚑߔࠆߣᦼᓙߐࠇࠆቇ↢ߦኻߔࠆ '5& ᢎ⢒ࠍផㅴߔࠆ

ߌࠆᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߠߊࠅߦะߌߚᵴേߦኻߔࠆഥ⸒╬ߩᡰេࠍⴕ߁ߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕ

ὐ㧔㧾㧯㧱㧕ޔ㧱㧿㧰ࠆߪ㧱㧿㧿㧔Education for Sustainable Society㧕ᵴേߩฦ

߇߈ࠊߡ㊀ⷐߢࠆޕᄢቇ╬ߩ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ߪޔᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓߩ⋥ߒ╬ߦࠃࠅޔ

ߣߣ߽ߦ'ޔ5& ࠍℂ⸃ߒߚᢎຬߩ㙃ᚑߦദޔߚ߹ޔኾ㐷ኅߣߒߡޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ߅

ផㅴߐࠇߡࠆቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒ޔડᬺ࿅ᢎ⢒ޔᏒ᳃ᢎ⢒ߣߎࠇࠄࠍ❬ߋၞߩ ESD



ᢎ⢒⠪ߩᓎഀ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߦะߌߚੱ᧚⢒ᚑߦ㓙ߒߡߪޔᢎ⢒⠪߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀ

߹ߚߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗޔォ឵ߦߪᢎ⢒ߩᓎഀ߽㊀ⷐߢࠆޕޟESD ߩ 10 ᐕࠅࠃߦޠ

ో࿖⊛ߦዷ㐿㧔␜㧦ᡷༀဳࠛࠦࡐࠗࡦ࠻ࠦࠛޔၞㅢ⽻ᐲߩዉ᥉ޔㄘᨋ᳓↥‛

੍᷹ޔ᷹ࠍ〯߹߃ߚኻ╷ࠍឭ␜ߔࠆᓎഀ߇᳞ࠄࠇࠆߩߘߚ߹ޕᖱႎࠍ৻⥸ߦࠊ߆ࠅ߿ߔ

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍ⠨߃ࠆⅣႺߩᢛߩߚߦ⽸₂߇ߢ߈߁ࠆޕ

ੱߩࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞߇⋭⾗Ḯ⋭ࠛࡀૐ⚛ဳ߳ォ឵ߢ߈ࠆࠃ߁ߥⅣႺᢛࠍၞ⊛ޔ

ߊਛߢޔᱜߒᖱႎ߇ฦࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߦࠗࡦࡊ࠶࠻ߐࠇߡࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

⑼ቇ⠪ߦߪޔⅣႺߩ⁁ߦ㑐ߔࠆࡕ࠾࠲ࡦࠣߚߺࠍ࠲࠺ߚߒࠣࡦ࠲࠾ࡕޔ᧪ߩ੍
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⒢ᐲߩᵴ↪ޔⅣႺⷙߩᒝൻ╬

ߴ߈ޕ

ᴺᢛⴕޔᐲᡷༀޔᖱႎ㐿࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬోޔෳട╙ޔਃ⠪⋙ⷞᯏ㑐ࠍᢛߔ

ࠆㅢߩຠࡊࡠ࠻ࠦ࡞ࠍᚑߒ␠ޔળࠦࠬ࠻ߩᷫࠍ࿑ࠆ㧕
ޔ㧟㧕࠻࠶ࡊࡦ࠽
ᣇᑼߩ᥉ޔ㧠㧕⥄ὼ⾗ᧄ↪ߩᜬ⛯น⢻ᕈߩᐲวߩนⷞൻ㧔ᶖ⾌⠪߇りㄭߦ⸅ࠇࠆ⽷

ᣇะᕈߦߟߡᬌ⸛ߔࠆޕ

(a)

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

30

࿖㓙ㅪᏪ⒢ߥߤޔ᧪ઍࠍઁޟ⠪ࠍࠢࠬ߿࠻ࠬࠦߚߒ⺖߳ޠᤋߒߚ⺖

29

ࠣࡦ⚻ᷣߩផㅴߪޔᓥ᧪ߩ⾗Ḯᅓ⊛ߥ⚻ᷣᚑ㐳ࠍᛂ㐿ߒޔߩⅣႺኈ㊂ߦೣߒ
ߚ⚻ᷣᚑ㐳߳ߣᚑ㐳ߩᣇะᕈࠍォะߔࠆߎߣࠍᗧߔࠆޕᣂߚߥⅣႺᛛⴚ㐿⊒ߩଦㅴ߿ޔ

ⷙ㧦࿕ቯଔᩰ⾈ขᐲߥߤߩౣ↢ࠛࡀ࡞ࠡଦㅴߩߚߩᐲዉ߿ޔⅣႺ⒢ޔ

࡞߇ലߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧟㧚㧝㧟⚻ޟᷣߩࠣࡦൻࠍޠㅢߓߡ⚻ᷣᚑ㐳ߣ⽺࿎ᩮ⛘ࠍ࿑ࠆߚߦᔅⷐߥข⚵

ࡦ⚻ᷣߩផㅴࠍ࿑ࠆޕ

ⷙߣࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉ⥄ޔ࡞࠷࠻ࡦࡔࠫࡀࡑޔਥ⊛ข⚵ߦಽߌࠄࠇޔએਅߩࠃ߁ߥ࠷

⚻ޟᷣߩࠣࡦൻࠍޠផㅴߔࠆߚߩ࠷࡞ߪᄙጘߦࠊߚࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚޕᄢ߈ߊߪޔ

ᕈᩰᏅߦၮߠߊࠣࡦ⚻ᷣߪᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߣߪ⸒߃ߥߎߣ߆ࠄ⚻ࡦࠣޔᷣ
ࠍផㅴߔࠆㇱ㐷ߣࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ࠍផㅴߔࠆㇱ㐷ߩᐲ⊛⚵❱⊛ㅪ៤ߦၮߠߡࠣ

ࠆޕ

⇇㌁ⴕߢታᣉߒߡࠆ↢ᘒ♽ࠨࡆࠬߩ࿖᳃⚻ᷣ⸘▚߳ߩ⚵ߺㄟߺߥߤ߇ෳ⠨ߦߥ

ᐭ߿ขᒁᚲߪߎ߁ߒߚႎ๔ࠍᐲൻߔࠆޕ

ડᬺߪ⽷ޔോ㕙ߛߌߢߥߊᜬ⛯น⢻ᕈ⺖㗴߽૬ߖߚ⛔ว⊛ߥડᬺႎ๔ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔ

ᱤᱛ⊛ⷙߥߤ߇೨ឭߣߥࠆޕ

⚻ᷣߩࠣࡦൻߩ೨ឭߣߒߡ⥄ޔὼ⾗ᧄࠍታ⚻ᷣߢ⠨ᘦߒߡߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ࠣࡦ⚻ᷣࠍᡰ߃ࠆ⾗ᧄᏒ႐ߩᒻᚑࠍ࿑ࠆߚޔ⇇ߩᯏ㑐ᛩ⾗ኅߦኻߒߡ⽿છᛩ⾗
ේೣ߳ߩෳടࠍ᳞ࠆߣߣ߽ߦޔᛩ⾗ⴕേߦߟߡߩㅘᕈࠍ㜞ࠆࠃ߁ⷐ⺧ߔࠆޔߚ߹ޕ

ߥ㓚ኂߣߥࠅޔផㅴജߩᓟㅌࠍߊޕㆊᐲߥᛩᯏ⊛ߥᛩ⾗ߦኻߔࠆⷙੂޔ㜞ਅߦኻߔࠆ

ߤࠍቯ㊂⊛ߦ␜ߒ⥄ޔὼ⾗ᧄ↪ߩᜬ⛯น⢻ᕈߩᐲวࠍนⷞൻ㧕ߥߤߩข⚵ࠍⴕ߁ޕ

⚛ߣߥࠆ⚻ࡦࠣޕᷣផㅴߩߚߦߪޔડᬺᵴേ߇㒖ኂߐࠇࠆࠃ߁ߥ㊄Ⲣਇቯߪᄢ߈

↪ߩഃ߇೨ឭߣߥࠆޔߚ߹ޕߩ⾗ᧄᏒ႐ߦ߅ߡߪޔ㊄ⲢᏒ႐ߩቯൻ߇㊀ⷐߥⷐ

߿ࠨࡆࠬߦߟߡߩߘޔㅧߦⷐߒߚ⥄ὼ⾗ᧄߩ㊂߿ౣ↢ߐࠇࠆ߹ߢߩ̌ᓙߜᤨ㑆̍ߥ

⸘ߦ⾗ߔࠆㅢຠࡊࡠ࠻ࠦ࡞ߩ╷ቯ㧔ࠨࠗࠢ࡞߿࡙ࠬߩゲߣߥࠆᎿ⒟߿ㇱຠߦଥ

ߣ߁⠨߃ᣇࠍਛᔃߣߒߚޟ↪⠪࿁ᓳߩේೣࠍ⺰⼏ߡߟߦޠᷓޔ㑐ଥ࿖ߢᐲൻߩ

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒⊒ዷߦߪޔߩⅣႺኈ㊂ߩ㒢⇇ࠍ〯߹߃ߟߟ⚻ޔᷣᚑ㐳ߩታߣ㓹

ࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉޔߖߐ⿷⊒ࠍޠ㧝㧕㒢⸳⸘⎇ⓥߦଥࠆ㑐ଥᯏ㑐ߩㅪ៤ᒝൻޔ㧞㧕㒢⸳

᧚⊛ᕈ⾰ࠍߔࠆ⥄ὼ⾗ᧄࠍઍࠍ߃ߡᜬ⛯⊛ߦ↪ߔࠆߚޔ
̌⥄ὼ⾗ᧄߩ↪

࠺ࠩࠗ࠽ޔડᬺޔવ⛔Ꮏ⧓ኅޔᶖ⾌⠪╬߇ෳടߒߚޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળࠍᡰ߃ࠆ㒢⸳⸘

⠪ߪޔᜬ⛯น⢻ߥࡍࠬࠍㅺ⣕ߒߡ↪ߒߚ႐วߩේ⁁࿁ᓳߣ⾌↪⽶ᜂߩ⽿છࠍߔࠆ̍

㧟㧚㧝㧞⚻ޟᷣߩࠣࡦൻࠍޠផㅴߔࠆߚߦฦಽ㊁ߦ߅ߡᔅⷐߥ╷

⾗Ḯ⚂ਅߦ߅ߌࠆࡊࡠ࠳ࠢ࠻࠺ࠩࠗࡦࠍଦㅴߔࠆߚޔฦ࿖ߩ⎇ⓥᯏ㑐߿ࡊࡠ࠳ࠢ࠻

ߢ᭴▽ߔࠆߣߣ߽ߦ ߩߘޔ↪⁁ᘒߦߟߡߩ⋙ⷞ⹏ଔᬌ⸽ࠍ⏕┙ߔࠆޕ

ᢎ⢒ߦ✵⸠ޔ㑐ߔࠆฦ࿖ߩ⟵ോߣߩ⋧ਸ਼ലᨐࠍଦߔߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ



࿖㓙ᯏ㑐߮ฦ࿖ᐭߪ⥄ޔὼ⾗ᧄߩోߣᜬ⛯น⢻ߥ↪ࠍଦㅴߔࠆߚߩᖱႎⅣႺ
ߣߒߡޔ⇇ฦၞߦ߅ߌࠆ⥄ὼ⾗ᧄߩ⾮ሽ㊂╬ߦߟߡߩ࿖㓙⊛ߥ࠺࠲ࡌࠬࠍห

ߩߚߩ CEPA ᵴേߪߦࠄߐޔ᳇ᄌേᨒ⚵᧦⚂⍾Ṽൻ㒐ᱛ᧦⚂╬ߦ߅ߌࠆ᥉⊒ޔ

ߢߪਇචಽߥὐࠍ⋥ߒޔ࿖㓙⊛ߦᡷༀࠍ࿑ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

⾌⠪ߩ㑆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߽㊀ⷐߢࠆޕലߥ࠷࡞ߣߒߡߪߩⴕޔⅣႺࡌ࡞

ࠣࡦ⚻ᷣࠍផㅴߔࠆߢޔᶖ⾌⠪ߩᓎഀ߽㊀ⷐߢࠆ↥↢ޔߪߦߚߩߘޕ⠪ߣᶖ

㊀ⷐߢࠅࠍࠇߘޔᡰ߃ࠆߚߩᐲࠅ߽㊀ⷐߢࠆޕ

ࠍ⟎ߠߌ‛↢ޔᄙ᭽ᕈ᧦⚂ߦ߅ߌࠆᗲ⍮࠲ࠥ࠶࠻㆐ᚑ߮࿖ㅪ↢‛ᄙ᭽ᕈߩ 10 ᐕផㅴ

ࠝ㧗20 ࠍᄾᯏߣߒߡ࿖㓙␠ળ߇ㅴࠆࠣࡦ⚻ᷣߩข⚵ߩၮ␆ߣߒߡ CEPA ߩⷞὐ

g) ㆡಾߥᜰᮡࠍᵴ↪ߒޔㅴࠍᛠីߒߟߟข⚵ࠍㅴࠆߴ߈ޕ

f)

⥄ਥ⊛ข⚵㧔Pleadge and review㧕
㧦ࠣࡦ⚻ᷣࠍផㅴߔࠆߚߩ⥄ਥ⊛ข⚵߇

ߣ߽㊀ⷐߢࠆޕ

ߚߩߚߩߘޔᖱႎࠍឭଏߔߴ߈ޕ

⚻༡ߦ߅ߡౕൻߔࠆߚߩ࠷࡞ߣߒߡ⟎ઃߌޔ࿖㓙ࡌ࡞ߢផㅴߔࠆߎ

㓙ᮡḰߩᵴ↪߽ലޕᤓᐕ 11 ߦ⊒ⴕߐࠇߚ ISO26000 ࠍ⚻ࡦࠣޔᷣࠍ⚵❱

࿖㓙ⷙᩰࠟࠗ࠼ࠗࡦߩᵴ↪㧦ࠣࡦ⚻ౕᷣൻߩߚߩ࠷࡞ߣߒߡߩ࿖

ળ⸘ၮḰߩㆡᱜൻ

⒢㊄Ⲣ⽷ߩఝㆄភ⟎ޔᓆᐲߩలޔᬺ⠪ߩข⚵ߩ⹏ଔ╬ޔ㧫㧫

ࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉ㧦ⅣႺߦఝߒᛛⴚຠ㐿⊒᥉ࠍផㅴߔࠆડᬺޔ࿅╬߳ߩ

e) ࠇߙࠇߘ߇ੱޘⅣႺ╬ߩᖱႎࠍ⼂ߒߚߢ⾼⾈ᗧᕁቯࠍⴕ߁ߎߣ߇㊀ⷐߢࠆ
(d)

(c)

(b)



d) ⥄ὼ⾗ᧄߩࡃࡦࠬࠍ፣ߐߥߚߩᶖ⾌ࠬ࠲ࠗ࡞ࠍ⏕┙ߔࠆߴ߈ޕ

⍮߇ᔅⷐߢࠆޕ

c) ࠣࡦ⚻ᷣߦ㑐ߔࠆᏒ᳃ߩ⼂⍮⼂߇ᰳߌߡ߅ࠅޔቇᩞᢎ⢒߿Ꮢ᳃␠ળࠍㅢߓߚ

ߥข⚵ࠍߐࠄߦㅴࠆߴ߈ޕ

b) ࠣࡠࡃ࡞ߥᄙ࿖☋ડᬺߣ㊄Ⲣࠪࠬ࠹ࡓߩࠟࡃ࠽ࡦ߽ࠬ㊀ⷐߢࠅޔISO26000 ߩࠃ߁

ࡓ߿ᴺⷙ⾏↱⥄ޔᤃ߿ᛩ⾗ࠍଦㅴߔࠆ⚵ߺ߇ᔅⷐߢࠆޕ

a) ⚻ᷣࠍṖߦㅴࠆߚߦߪฦ࿖ߩࠟࡃ࠽ࡦࠬߩቯᕈ߇㊀ⷐߢࠅޔ᳃ਥ⊛ߥࠪࠬ࠹
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ᔨࠍዉߒ⥄ޔὼ⾗ᧄߩ⹏ଔᣇᴺߩ৻Ⅳߣߒߡ⚵ߺࠇࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ࠆࠆࠁࠄޕข⚵ߦ߅ߡ⽺ޔ࿎ጀߦ․ޔㅜ࿖ߩ⽺࿎ᅚᕈ߇ࠣࡦ⚻ᷣߩଢ⋉ࠍฃ

ࡦ࠳ᐔ╬߇㆐ᚑߐࠇߚߎߣࠍ␜ߔ߽ߩ߽ࠆߴ߈ߢࠆޕ

ߩ⊒ዷߪหߓߊ⥄ὼ⾗Ḯ߳ߩଐሽᐲ߇㜞ㄘㇱߩ⽺࿎ጀߦኻߒޔ㓹↪߿㘩ᢱߩ⏕ߣ

⽺࿎ᩮ⛘ࠍ࿑ࠆߚߦޔᜬ⛯น⢻ߥ BOP㧔Base of the Pyramid㧕ࡆࠫࡀࠬ߇⣉శࠍᶎ߮

ߡߩࡌ࡞ߢኻಣߔࠆᔅⷐ߇ࠆ ╙ޕ2 ߦߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬ࠴࡞ࡑޔෳടߩ㊀ⷐᕈߢ
ࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߪޔᐭߩߺߦછߖࠄࠇࠆߎߣߢߪߥߩઁߩߘޕᄙ᭽ߥࠬ࠹ࠢ
ࡎ࡞࠳߽߹ߚޔࠬࡠࡊޔᗧᕁቯߦෳടߔࠆᔅⷐ߇ࠆ ╙ޕ3 ߦޔ࿖ㅪߦߔߴߡߩ
㗴⸃ࠍ㗬ࠆߎߣߪߢ߈ߥߣ߁⼂ߢࠆޕ

ࡦ⚻ᷣߩផㅴߪࠆ᭴ㅧ⊛ᩰᏅࠍ࿕ቯൻߔࠆ߽ߩߢߪߥߊޔᩰᏅߩᤚᱜߦነਈߔࠆߴ

߈ߢࠆߌࠊࠅߣޕ㓹↪ଦㅴߩ㕙ߪᭂߡ㊀ⷐᕈ߇㜞ޕฦ࿖߇ࠣࡦ⚻ᷣ㑐ㅪߩ㓹

↪⋡ᮡࠍߘࠇߙࠇߦቯޔᣣᧄߦ߅ߡ߽ 140 ਁੱⷙᮨߩ㓹↪ഃ߇ᣂᚑ㐳ᚢ⇛ߦឝߍࠄ

ࠇߡࠆޕᓟߪ⚻ࡦࠣޔᷣߦࠃࠆࡀ࠶࠻ߩᕈߦᐔ╬ߥ㓹↪ഃߩታ߇ᦼᓙߐࠇ

ᦨૐ㒢ߩ↢ᵴࠍ㓚ߔࠆࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽߇ఝవߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ

ઍࠍઁޟ⠪߇╬ࠢࠬ߿࠻ࠬࠦߚߒ⺖߳ޠ⠨ᘦߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕ

㧟㧚㧝㧡⚻ޟᷣߩࠣࡦൻ↢ߢޠᵴᔃߩ⼾ߐ߿ᓥ᧪⠨ᘦߒߡߥ߆ߞߚࠦࠬ࠻߿ࠬ

߮࿖㓙ᯏ㑐ߛߌߢߪߥߊޔၞޔ࿖ޔᣇߚߞߣ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߩߡߴߔ߮ࠃ߅ޔᄙ

32

Ḯࠛࡀ࡞ࠡല₸߿ੑ㉄ൻ⚛ឃ㊂ߥߤޔᣢሽߩᜰᮡߦട߃ߡޔᣂߚߥᜰᮡ߇ᔅⷐߢ

31

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

ࠅߩᤨ㑆ࠍⷐߔࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇޔലᨐ߇ࠇࠆߩߪਛ㐳ᦼ⊛ޕ࿖ㅪᡷ㕟ߪฦ࿖ᐭ߅ࠃ

↢ᵴᔃߩ⼾ߐ߿ᓥ᧪⠨ᘦߒߡߥ߆ߞߚࠦࠬ࠻߿ࠬࠢࠍ⋡ߦ߃ࠆᒻߦߔࠆߦߪ⾗

⠨߃ࠄࠇࠆޕ㧡ߟߩㆬᛯ⢇ߪߔߴߡޔ࿖ㅪߩ⚵❱᭴ㅧߩᡷ㕟ߣ㑐ㅪߔࠆߚޔታᣉߦ߆ߥ

Ბ㓏ߢᔅⷐߥߩߪޔㆬᛯ⢇ࠍࠃࠅౕൻߔࠆߎߣߢࠆޔ߫߃ޕ࿖ㅪⅣႺ⸘↹㧔UNEP㧕ޔ
࿖ㅪ⚻ᷣ␠ળℂળ(ECOSOC)ޔ࿖ㅪᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ᆔຬળ(CSD)ߩᒝൻߦߪ᭽ߥޘᣇᴺ߇



ࠢࠍ⋡ߦ߃ࠆᒻߦߔࠆߚߩㆡಾߥᜰᮡߪ߆

ߒ߽චಽߦౕ⊛ߥឭ᩺ߦߥߞߡߥߚߩࠄࠇߘޔᲧセ⹏ଔߪၮᧄ⊛ߦ࿎㔍ߢࠆޕ

ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ߩᔒะࠍଦߔޕ

UNEP ߆ࠄឭ᩺ߐࠇߡࠆ 5 ߟߩㆬᛯ⢇ߪߥ߆߹߅߅ޔᣇะᕈࠍ␜ߔ߽ߩߢࠅޔᔅߕ

ᚑࠅ┙ߟߚߩࡆ࡚ࠫࡦߣࠪࠬ࠹ࡓ߇㊀ⷐߢࠆޕ㘩ᢱ᳓ߪੱ㑆ߦߣߞߡၮᧄߢࠅޔ

⥄ὼ⾗ᧄߩ⼾߆ߐ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߊᚑຬ⋧ߩήఘߩදജߩ߶߆ߊߦ߃ޔᒻߢ᧪

⚻ᷣߩࠣࡦൻߪߩޘੱޔଔ୯ⷰੱߩㆬᛯ⢇ߩᄌ㕟ࠍଦߒߩޘੱޔᜬ⛯น⢻ߥ

߹ߚޔ᳓㘩ᢱࠛࡀ࡞ࠡ⾗Ḯ⢻ᳪᨴߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ࠟࡃ࠽ࡦࠬߩ᭴▽߇ᕆോ
ߢࠆߦ․ޕㄘᬺ⠪ߦߪޔో㓚ߩߚߦ߽㘩ᢱߩ⥄⛎߇ᦨ߽㊀ⷐߢࠅ৻ޔᰴ↥ᬺ߇

⚻ᷣߩࠣࡦൻߦࠃࠅޟޔ㕖⚻ᷣ⊛ଔ୯߽ޠᡷߡ⼂ߐࠇࠆ⚻ޕᷣଔ୯ߢߪ᷹ࠇߥޔ

ലߥᐲ⸳⸘ߪߢ߈ߥޕ

නߦᐲߛߌߢߪߥߊࠍࠇߘޔ㗴ߩోࠍᛒࠊߥߌࠇ߫ޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦะߌߚ

ଔᩰ㜞㛛ߦኻߒߡ߽ޔኻᄖଐሽᐲࠍᷫߔࠆߎߣߢㆡᔕജࠍะߐߖࠆߎߣ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ

ߩ㐿⊒߇ଦㅴߐࠇᓧࠆߎߣ߆ࠄޔ࿖㓙␠ળ߇⋥㕙ߒߡࠆ㘩ᢱ߿⾗Ḯߩࠡ࡞ࡀࠛޔ

߹ߚ⚻ࡦࠣޔᷣߦ߅ߡߪᜬ⛯น⢻ߥ࿖ౝ↥ᬺߩ⢒ᚑ߿ઍᦧ⾗Ḯઍᦧࠛࡀ࡞ࠡ

ᐲᡷ㕟ߦߟߡߪޔᡷ㕟᩺ߩ⋡ᮡޔࡦ࡚ࠫࡆޔ߮ᤨޔ㑆ゲࠍ⏕ൻߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ⷐᕈߢࠆޕᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߪޔ࿖ㅪߛߌߢߪߥߊޔᄙ࿖㑆ޔၞޔ࿖ޔᣇޔRCE ߩߔߴ

ߥ⾗Ḯ↪ߩታߦ⽸₂ߒޔหᤨߦ⽺࿎ᷫߦ߽ነਈߔࠆ߽ߩߢࠆߴ߈ߢࠆࠣޕ

ࠆޕ

ࠅޔᰴߩ 3 ὐ߇ၮᧄ⊛ߥⷞὐߣߒߡ㊀ⷐߢࠆ ╙ޕ1 ߦߩࠬࡦ࠽ࡃࠟ࡞ࡌ࠴࡞ࡑޔ㊀

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆᐲ⊛ᨒ⚵ߺߪᤨޔઍߩᄌൻࠍขࠅࠇߚᐲ⸳⸘߇ᔅⷐߢ

ࠝ㧗20 ࠍᄾᯏߦᒝൻߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ

ᣂߚߥ⺖㗴ߩ⋧㆑ߩⴕޔ࿖ㅪࠪࠬ࠹ࡓߪᤨઍㆃࠇߢࠅޔᐲ⊛ᨒ⚵ߺߩ⼏⺰ߪޔ

ༀᣇᴺ

㧟㧚㧞㧝ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛࿖ౝ⊛ߥ⚵❱⊛ᐲ⊛ᨒ⚵ߺߩ㗴ὐ߮ᡷ



⚻ᷣߩࠣࡦൻߪ⚻ᷣᚑ㐳߿㓹↪ଦㅴޔ㘩ᢱో㓚ߥߤߣ߽ߦޔૐ⚛ൻ߿ᜬ⛯⊛

㧟㧚㧝㧠⚻ޟᷣߩࠣࡦൻࠆࠇߐࠄߚ߽ߡߞࠃߦޠଔ୯

ߩޔBOP ࡆࠫࡀࠬߦข⚵㓙ߩᡰេߩᨒ⚵ߺࠍࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ࠆޕవㅴߦߟߡ᥉⊒ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦߦࠇߎޔ㑐ਈߔࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩද⼏

ࠃࠅޔᕆㅦߦ㘈ቴጀࠍᐢߍޔᓐࠄߩ⚻ᷣᚑ㐳ߣߣ߽ߦᬺᄢߦߟߥ߇ࠆߣ߁ⷞὐߢ

ߡࠆ⽺ޕ࿎ߢࠄߒߡࠆੱߩޘ㓹↪ᬺࠄߒࠍᔕេߒ⾈⾼ޔജࠍ㜞ࠆߎߣߦ

㧟㧚㧞ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩᐲ⊛ᨒ⚵ߺߦ㑐ߔࠆឭ᩺

৻⊛ߥᜰᮡߢߪ࿑ࠇߥߣߩᜰ៰߽ߞߚ␠ޕળ⹏ଔᜰᮡߦߪࠣࡦ⚻ᷣࠍㅢߓߡࠫࠚ

ጀ߳ߩᑇଔߥࠛࡀ࡞ࠡߩឭଏߦ⽸₂ߔࠆޔߚ߹ޕᜬ⛯น⢻߆ߟኻᔕജߩࠆㄘᨋ᳓↥ᬺ

߁ὐ߆ࠄነਈߔࠆน⢻ᕈ߇㜞ޕ

⊛ߥᜰᮡ߇ᔅⷐߢࠆ↢ޟޔߒߛߚޕᵴߩ⼾߆ߐߩޘੱޔߪޠଔ୯ⷰߦ߽ଐሽߒߡ߅ࠅ↹ޔ

ⅣႺᛛⴚ㐿⊒ߌࠊࠅߣޔౣ↢น⢻⾗Ḯߦၮߠߊዊⷙᮨ⊒㔚ᛛⴚߩㅴዷߪޔㄘㇱߩ⽺࿎

‛ℂ⊛ቴⷰ⊛ߥ␠ળ⹏ଔᜰᮡߣߣ߽ߦ↢ޔᵴߩਥߢࠆੱߩޘḩ⿷ᐲߣߞߚਥ

⠨߃ࠄࠇࠆ⥄ߦ․ޕὼ⾗ᧄߦߟߡߪࠢ࠶࠻ࠬߩߘޔ㊂߿⾗Ḯ↢↥ᕈߦട߃ޔౣ↢ㅦᐲߩ

ࡊࠗ࠴ࠚࡦోߢⅣႺ߿ੱᮭߦ㈩ᘦߒߚㅧࠨࡆࠬឭଏࠍߔࠆߎߣ╬߽ਇนᰳߢ

ߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦᐲ⊛⚵ߺࠍᢛ߃ࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ࠆࡦࠣޔߦ․ޕൊቯ╬↢ޔᘒ♽ࠨࡆࠬߩ⚻ᷣ⊛ߥଔ୯ࠍ࿖ኅળ⸘ࠪࠬ࠹ࡓߦᤋ
ߐߖࠆߎߣߪޔ㐿⊒ߦࠃࠆ⥄ὼⅣႺ߳ߩ⽶ߩᓇ㗀ࠍ⼂ߔࠆߢᭂߡ㊀ⷐߢࠆ߽ߩߣ

ഭ㓸⚂⊛߆ߟᜬ⛯น⢻ߥ࿖ౝ↥ᬺߩౣᑪࠍㅢߓߡ⚻ޔᷣᚑ㐳߿㓹↪ଦㅴޔ㘩ᢱో㓚

ߥߤߣ߽ߦޔૐ⚛ൻ߿ᜬ⛯⊛ߥ⾗Ḯ↪ࠍ࿑ࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆ↥ޔߚ߹ޕᬺ⇇߇ࠨޔ
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వㅴ࿖߆ࠄ⊒ዷㅜ࿖߳ߩࡌࠬ࠻ࡊࠢ࠹ࠖࠬߩ╬ࠍㅢߓߡߦ⊛⛯⛮ޔၞޔ࿖ኅޔ
߮⥄ᴦߦ߅ߌࠆ㑐ㅪᴺߩ㗅ߣᣉⴕࠍᒝൻߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޔߪߦߚߩߎޕᄙ

ࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣߪߩ❱⚵ߩઁޔᣇ߇ㆡᒰߢࠆߣߞߚ⠨߃ᣇ߇ࠆ৻ᣇޔUNEP ߩᒝൻ߇

వߢࠆߣߩᗧ߿ WEO ߩᯏ⢻ࠍ⏕ߦߔߴ߈ߣߩᗧ߽ߞߚޕ

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍᜂߔࠆ⾗㊄ࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ᭴▽㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ਈߔࠆᯏ㑐ߩല

ߦ࿖㓙⊛ߦ⊒ାߔࠆᔅⷐ߇ࠆ࡞ࡃࡠࠣޔߚ߹ޕડᬺߩᵴേࠍㆡಾߦࡕ࠾࠲ࡦࠣߒޔ
⋙ⷞߔࠆߚߩ⚵ߺ߇৻ޔㇱߩಽ㊁㧔߃߫ޔ࿖㓙ᷣ㌁ⴕ Bank for International

⊛ߦឭߢ߈ࠆၮ␆⥄ᴦߦࠃࠆ╷⛔ว߇᱑ㄫߐࠇޔዅ㊀ߐࠇࠆࠃ߁ߥ㨬ቢᕈߩේ

ೣ㨭ߦ┙⣉ߒߚᐲ߇᳞ࠄࠇࠆޕ

33

࠳ࠪ࠶ࡊߢࠆ․ޕቯߩ࿖ኅߩ࠳ࠪ࠶ࡊߦᦼᓙߔࠆߩߢߪߥߊޔBottom-up

ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊࠕࡊࡠ࠴ߩផㅴ㧦ᐲ⊛ᨒ⚵ߺߦ߅ߡޔᩮᧄ⊛ߦࠊࠇߡࠆߩߪ

ᒝൻ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ᐽⵍኂ߅ࠃ߮ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߣ൘๔ߩᯏ⢻ࠍߔࠆ NGO ࠍട߃ߚኾ㐷⊛ߥ࿖㓙⚵❱ߩ

ߩᒝൻ߇ᔅⷐߢࠆޔߚ߹ޕ⢻ᳪᨴߦߟߡߪޔౝㇱⵍ߫ߊߥߤߩ⢻ᳪᨴ╬ߩஜ

出典：リオ＋ 20 国内準備委員会「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101̲rioj.pdf

34

⟎ߔࠆߥߤߩᚻᴺࠍណ↪ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ߩࠄࠁࠆㇱዪㇱ⟑ߦ↵ޔᅚหෳ↹ࠍផㅴߔࠆኾછߩㇱዪㇱ⟑ࠍ⸳⟎ߒᜂᒰ⠪ࠍ㈩

ᅚᕈߩࠛࡦࡄࡢࡔࡦ࠻߇ਇนᰳߢࠆߎߣ߆ࠄޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩផㅴߦ㑐ଥߔࠆቭ᳃

ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ផㅴ╷ߣߩ⛔ว㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍㅴࠆߚߦߪࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߣ

↪ߔࠆࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⊒ߔߴ߈ޕ

ⅣႺ᳇⾗㊄ࡊࡠࠣࡓ߳ߩ⥄ᴦߩࠕࠢࠬࠍน⢻ߦߒޔవㅴ⥄ᴦߩࡁ࠙ࡂ࠙ࠍᵴ

㑆࿖㓙දജࠍᡰេߔࠆߚޔ⇇㌁ⴕޔၞ㐿⊒㌁ⴕޔGEFޔCIFࡦࠣޔ᳇ၮ㊄╬ߩ

ࡕ࠾࠲ࡦࠣᯏ⢻ߩᒝൻ㧦ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߒߡޔᏒ᳃ߦࠃࠆ check and balance ᯏ⢻

ࡢࠢࠍࠟࡃ࠽ࡦࠬߦߤߩࠃ߁ߦ⟎ߠߌࠆ߆ߦߟߡᬌ⸛ࠍߔߴ߈ߢࠅ⥄ޔᴦ

ߩᔅⷐᕈ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ታ⊛ߢࠆޕ

⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚ࿖㓙දജࠍㅴߡࠆ࿖㓙ᯏ㑐ߣߩ࿖㓙⊛ߥࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߩᒝൻ

ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕᣇ⥄ᴦߦⓍᭂ⊛ߥข⚵ࠍ߮߆ߌ⥄ޔᴦ㑆ߩ࿖㓙දജࠍᡰេ

᧦⚂⚂᧦ࡦ࠻ࡦࠪࡢޔ㧕㑆ߢߪോዪ㑆ߢߩදജ߇ㅴࠎߢ߅ࠅ߇࠴ࡠࡊࠕߚߒ߁ߎޔ

ଦㅴߔࠆᣂߒᯏ⢻ࠍ⸳ߌࠆᔅⷐ߇ࠆޔࠗࠢࠗޕC40 ╬ߩ⥄ᴦᄢㇺᏒ࿖㓙ࡀ࠶࠻

╷ߦ߅ߌࠆਥⷐߥਥߢࠆߎߣࠍ⏕ߦ⼂ߒࠍࠇߎޔᤋߒߚࠟࡃ࠽ࡦࠬࠍ᭴▽

ߦ⺞ᢛߔࠆߩߪ࿎㔍ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⚂᧦ߥ࡞ࡃࡠࠣޕ㧔߃߫ൻቇ‛⾰᧦⚂‛↢ޔᄙ᭽ᕈ

࿖ㅪߣࡉ࠻ࡦ࠙࠶࠭ᯏ㑐╬ઁߩ࿖㓙⊛ߥࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߣߩᒝൻ㧦࿖ㅪᯏ㑐ߪޔᜬ

ᣇ⥄ᴦߩᒝൻࠍᔨ㗡ߦ߅ߚࠟࡃ࠽ࡦࠬߩ᭴▽㧦ᣇ⥄ᴦ㧔․ߦᄢㇺᏒ㧕߇᳇
ᄌേኻ╷ߦ߅ߌࠆਥⷐߥਥߢࠅ⥄ޔὼ⾗Ḯࠍᄙߊᛴ߃ࠆᣇ⥄ᴦ߇↢‛ᄙ᭽ᕈ

᧦⚂ߩ߶ߣࠎߤߪၞ⊛ߥ᧦⚂ߢࠅޔട⋖࿖߇ฦ࡞ࡃࡠࠣࠍࠇߎޕࠆߡߞߥ⇣ߦޘ

Settlement㧕ߢᣢߦሽߔࠆ߇ޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆߔߴߡߩಽ㊁ߢᔅⷐߢࠆޕ

ᬺࠍട߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߚ߹ޕડᬺߩౕ⊛ߥⅣႺᵴേ㧔ࡌࠬ࠻ࡊࠢ࠹ࠖࠬ㧕ࠍᦝ

ߓࠆ೨ߦޔⅣႺోࠍఝవߔࠆᗧ࿑⊛ߥ⹜ߺߢࠆޔߌࠊࠅߣޕ╷⛔วߔߴ߈⺖㗴ࠍౕ

᧦⚂㑆ߩ⺞ᢛ㧦ᄙߊߩᄙ࿖㑆᧦⚂╬ߦࠃࠅޔᐲ߇ಽᢔߐࠇ⺞ᢛ߇ਇචಽߢࠆޕⅣႺ

᳃㑆ෳ↹ߩᒝൻ㧦࿖ㅪ㊄ߩჇടߪᦼᓙߢ߈ߥਛޔ᳃㑆⾗㊄ࠍᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ↢
߆ߔߚߦߪ࡞ࡃࡠࠣ߫߃ޔડᬺ߆ࠄ⾗ޔ㊄ࠍᒁ߈ߔߚߦߪޔᨒ⚵ߺߩਛߦޔડ

ᣇᴺߩ߭ߣߟߢࠆޔߪࠇߎޕⅣႺ⚻ޔᷣ␠߮ࠃ߅ޔળ⊛ߥ⋡ᮡ㑆ߦ߅ߡ឵᧦ઙ߇↢

࿖ߪޔ⍮ᕺࠍ⛉ࠅޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍᜂߔࠆ⾗㊄ࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ᭴▽ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ᨐࠍ㜞ࠆߚߦߪޔㅊടⲢ⾗ߩ⏕ߣޔᣢሽߩ⾗㊄ߩലᵴ↪ߪᭂߡ㊀ⷐߢࠆޕฦ

ߦޔ࿖ࡌ࡞ߢ৻ጀߩദജ߇ߥߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ
ޟⅣႺోߩ╷⛔ว㧔EPI㧕ߪޠലߥ

ⅣႺోߩ╷⛔ว㧔EPI㧕ߩផㅴ㧦ⅣႺߣ㐿⊒╷ߣታ〣ߩ㑆ߩ⋧ਸ਼ലᨐࠍ㜞ࠆߚ

ߥឭ᩺

ߊߩㅜ࿖ߢᴺᣉⴕߩߚߩࠠࡖࡄࠪ࠹ࠗࡆ࡞࠺ࠗࡦࠣߣߘߩ࿖㓙ᡰេ߇ਇนᰳߢࠆޕ

ߣታⴕ߇ߥߌࠇ߫ੱޔ㑆ߩஜᐽߣᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ࠍ⋡ᜰߔᣉ╷ߪᄬᢌߦ⚳ࠊࠆߢࠈ߁ޕ

ߌࠆⅣႺⷞὐߩਥᵹൻޔⅣႺࠕࠬࡔࡦ࠻߿⊒ߩᒝൻߦᵈജߔߴ߈ߢࠖ࠹ࠪࡄࡖࠠޔ

㧟㧚㧞㧞ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛࿖ౝ⊛ߥ⚵❱⊛ᐲ⊛ᨒ⚵ߺߦ㑐ߔࠆౕ⊛

ᴺ㗅ߣᣉⴕߩᒝൻ㧦ฦ࿖ߩ࿕ߩ᧦ઙߦวߞߚᴺᓞ߿ⷙߪޔⅣႺߣ㐿⊒ߦ߆߆ࠆ
╷ࠍⴕേߦ⒖ߔߚߦᭂߡ㊀ⷐߥᚻᲑߩ৻ߟߢࠆߩࠄࠇߎޕᴺᓞ߿ⷙߩലᨐ⊛ߥ㗅

߃ࠆߩߪ⺋ࠅߢࠅޔUNEP ߩᡷ㕟ߪ⚻߫߃ޔࡓࠣࡠࡊߩⴕޔᷣ␠ળ㐿⊒╷ߦ߅

ࡃ࡞ࠦࡦࡄࠢ࠻ߪߘߩ╙৻ᱠߣߒߡ⹏ଔߢ߈ࠆޕ

߽㊀ⷞߔߴ߈ߢࠆޔߚ߹ޕᴦ⊛ߥታน⢻ᕈ߽⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
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63-104
105-111

A. ඃඛ㡰/࢝ࢠ/ࢸ࣮࣐/ศ㔝ᶓ᩿ⓗၥ㢟ཬࡧศ㔝        
B. 㐍ᒎࡢຍ㏿ཬࡧ ᐃ



59-62

D. ᆅᇦࠊᅜࠊᆅ᪉                          
⾜ືࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ

50-58

C. UNEPࠊ⎔ቃ㛵ࡍࡿᥦࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࠊIFIࠊྛᅜࣞ࣋ࣝࡢᅜ㐃ᴗົάື

112

ᗎᩥ/⯙ྎタᐃ

ࣥࢲ 21ࠖࡸ㛵㐃ྜពࡢᐇࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆᙉࡵ࡚࠸ࡿࠋ
13. ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎࡣࠊ࡚ࡢᅜࡢᨻᗓࡸ㠀ᨻᗓయࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶࢃࡽࡎࠊᣢ
⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡣ㐲࠸┠ᶆࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗྜពࡉࢀࡓࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢᐇ
ࡣࡁ࡞㞀ᐖࢩࢫࢸ࣒ୖࡢࢠࣕࢵࣉࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

7. ᡃࠎࡣࠊ
ࠕ⎔ቃ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿࣜ࢜ᐉゝࠖࠊ
ࠕࢪ࢙ࣥࢲ 21ࠖ
ࠊ
ࠕࢪ࢙ࣥࢲ 21 ࡢ୍ᒙࡢ

ᐇࡢࡓࡵࡢィ⏬ࠖࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿࣚࣁࢿࢫࣈࣝࢢᐉゝࠖࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ

㛵ࡍࡿୡ⏺ࢧ࣑ࢵࢺ㸸ᐇィ⏬ࠖ
ࠊࠕࣂࣝࣂࢻࢫ⾜ືࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᐇࡢࡓࡵࡢ࣮ࣔࣜࢩ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

ィ⏬ࠊἲᚊཬࡧไᗘࠊᅜ㝿⎔ቃ༠ᐃࡢᢈཬࡧᐇࢆ㏻ࡌ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧࠕࢪ࢙

ᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

ࣕࢫᡓ␎ࠖࡢᐇྥࡅࡓ㐍ᒎࢆಁ㐍ࡍࡿᡃࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ࠕࣜ࢜ཎ๎ࠖ

ࡸከࡃࡢㅖᅜࡢᨻᗓࡀ⤒῭ᨻ⟇⎔ቃཬࡧ♫ၥ㢟ࢆ⧊ࡾ㎸ࡴࡶࠊྛᅜࡢᨻ⟇ࡸ

6. ᡃࠎࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᅜ㝿㐃ྜ᠇❶ࡢ┠ⓗཬࡧཎ๎ᑟࢀࠊᅜ㝿ἲࡑࡢཎ๎ࢆ㠃ⓗ

12. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᑐࡍࡿྛᅜࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ῝ࡋࡓࡇ␃ពࡍࡿࠋ

ࡣ 2050 ᖺࡲ࡛ 90 ൨ே㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

[A. ࣜ࢜ཎ๎㐣ཤࡢ⾜ືィ⏬ࡢ☜ㄆ]

ᨻⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢ᭦᪂

ࡼࡾᮏ᱁ⓗ࡞⤫ྜࢆ㐩ᡂࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

II.

ᅾࡍࡿ⬣ጾ࡛࠶ࡿࡇࢆ῝ࡃᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡀᆅ⌫ࡢ㝈ࡾ࠶ࡿኳ↛㈨※

ࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡶࠊ⤒῭ࠊ♫ࠊ⎔ቃ࠸࠺ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ᮏࡢᰕࡢ㛫ࡢ

ཬࡧ⏕ែ⣔ࡢ⬟ຊᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌫ࡣ 70 ൨ேࢆᨭ࠼࡚࠾ࡾࠊୡ⏺ேཱྀ

ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿᚑ᮶ࡢၥ㢟ࡢ୍ᒙࡢᝏࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡣࠊ⣙ 14 ൨ேࡢேࠎࡀ౫
↛ࡋ࡚ᴟᗘࡢ㈋ᅔ≧ែ࠶ࡾࠊୡ⏺ேཱྀࡢ 6 ศࡢ 1 ࡀᰤ㣴Ⰻ࡛࠶ࡾࠊẼࡢὶ⾜ࡀ೫

ࡢࡓࡵࡢไᗘⓗᯟ⤌ࡳࢆᙉࡍࡿᡃࠎࡢỴពࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ⥲ྜࡍࢀࡤࠊᡃࠎࡢ⾜ືࡣᐇ

ከᵝᛶᦆኻࡣ㛤Ⓨࡢ┈ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ᪂ࡓⓎ⏕ࡋࡘࡘ࠶ࡿㄢ㢟ࡣࡼࡾ⥭ᛴࡢ

㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࢆ㏣ồࡍࡿᡃࠎࡢỴពࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡉࡽࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ

11㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎࡣࠊ㔠⼥ࠊ⤒῭୪ࡧᏳᐃ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ཬࡧ㣗ᩱ౯᱁࠸࠺」ᩘ

5. ᡃࠎࡣࠊᮏ㆟ࡢ┠ⓗཬࡧࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚⫹ࡘ᩿ᅛࡓࡿ⾜ືࢆồࡵࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ

ࡢ┦㛵㐃ࡋࡓ༴ᶵࡢࡓࡵᚋ㏥ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡶㄆࡵࡿࠋ㣗ᩱ㊊ࠊẼೃኚືཬࡧ⏕≀

ࡉࢀࡓ⤖ྜᛶࢆྵࡴ㐍ᒎࡢᙉࡃඖẼ࡙ࡅࡽࢀࡿࡀࡳࡽࢀࡿࠋ

୰ཬࡧⓎ⏕ࡋࡘࡘ࠶ࡿㅖၥ㢟ᑐᛂࡍࡿࡇࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᑐࡍࡿᡃࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛

10. ᡃࠎࡣࠊ1992 ᖺࡢࠕᆅ⌫ࢧ࣑ࢵࢺࠖ௨㝆ࡢ 20 ᖺ㛫㐍ᒎኚࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆㄆ㆑
ࡍࡿࠋ㈋ᅔ᧞⁛ࠊ⤒῭ⓗࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢศ㔝ཬࡧேࠎຊࢆ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ሗᢏ⾡ಁ㐍

ಖࠊಖㆤࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡚ࡢேࠎࡢᶵࢆቑࡉࡏࠊே㢮Ⓨᒎ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ᪉ἲ࡛⥅⥆

ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

4. ᡃࠎࡣࡲࡓࠊ༠ຊࢆᙉࡋࠊᡃࠎࡢඹ㏻ࡢᐙ࡛࠶ࡿඹ᭷ࡍࡿᆅ⌫ࡢ⏕⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒ࢆ

[B. ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿせࢧ࣑ࢵࢺࡢᡂᯝࡢᐇ࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ๓㐍ཬࡧṧࡉ
ࢀࡓࢠࣕࢵࣉࡢホ౯୪ࡧ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᑐᛂ㸦⤫ྜࠊᐇࠊ୍㈏ᛶ㸧]

ࡲ࡛㐩ᡂࡋࠊ᭱㈋ᅔᒙࡢ⏕άࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ㐍ᒎࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵຊࢆᑾࡃࡍࡇ

せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

ᡃࠎࡢ㞟ᅋⓗᑿཬࡧྛᅜࡢ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ୡ⏺ⓗᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆᙉࡍࡿᚲ

ຊࡍࡿ࠸࠺ᡃࠎࡢỴពࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

3㸬ᡃࠎࡣࠊ
ࠕ࣑ࣞࢽ࣒㛤Ⓨ┠ᶆ㸦MDG㸧
ࠖࢆྵࡴᅜ㝿ⓗྜពࡉࢀࡓ㛤Ⓨ┠ᶆࢆ 2015 ᖺ

9. ᡃࠎࡣࠊඹ㏻ࡔࡀᕪ␗࠶ࡿ㈐௵ࡢཎ๎ཬࡧኳ↛㈨※ᑐࡍࡿྛᅜࡢᶒࡢཎ๎ᚑ࠸ࠊ

ᜠᜨࢆࡶࡓࡽࡍ⤒῭ⓗᏳᐃᡂ㛗ࡢࡓࡵබṇࠊබᖹࡘໟྵⓗ࡞♫ࢆసࡿࡓࡵດ

2. ᡃࠎࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ㈋ᅔࡢ᧞⁛ࢆ㏻ࡌ࡚ே㛫ࢆ㣚㣹Ḟஈࡽゎᨺࡋࠊ࡚ࡢேࠎ

ࠕࣇࣜ࢝ࡢ㛤Ⓨࢽ࣮ࢬ㛵ࡍࡿᨻᐉゝࠖཬࡧࠕᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢࡓࡵࡢࢫࢱࣥࣈ࣮
ࣝ⾜ືィ⏬ࠖᑐࡍࡿᡃࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

8. ᡃࠎࡣࡲࡓࠊࠕ㛤Ⓨ㈨㔠ᅜ㝿㆟ࡢࣔࣥࢸࣞྜពࠖࠊࠕ㛤Ⓨ㈨㔠㛵ࡍࡿࢻ࣮ࣁᐉゝࠖࠊ

ࢆỴពࡍࡿࠋ

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡣᘬࡁ⥆ࡁᅜ㝿♫ࢆᑟࡁࠊ༠ຊࠊ୍㈏ᛶཬࡧྜពࡉࢀࡓࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢᐇࡢᇶ♏࡛

ࡋࠊᡃࠎࡢᅜẸᡃࠎࡢᆅ⌫ࡢ㇏࡛Ᏻ࡞ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᮍ᮶ࡢࡓࡵࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡇ

1. ᡃࠎࠊᅜᐙᨻᗓࡢ㤳⬻ࡣࠊ2012 ᖺ 6 ᭶ 20-22 ᪥ࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࡛ࣟྜ

I.

113

ᫎࡉࡏࡿᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

࠾࠸࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆὶࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᣢ⥆

ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭

ඛ㡯ࠊࡢ㐩ᡂᐤࡍࡿ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕࣜ࢜ཎ๎ࠖ
ࠊ≉ඹ㏻ࡔࡀᕪ␗ࡢ࠶ࡿ
㈐௵ࡢཎ๎ᇶ࡙ࡃࡁ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ࡚ࡢᕷẸཬࡧ࡚ࡢᅜᶵ┈ࢆᥦ౪ࡍࡿ

ඹ᭷ࡋࠊᅜẸࡀᨻ⟇Ỵᐃ⪅ㄝ᫂㈐௵ࢆㄢࡍࡇࢆᐜ᫆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊ

ሗཬࡧ㏻ಙᢏ⾡ࡢᬑ㐢ⓗࢡࢭࢫྥࡅ࡚ດຊࡍࡿࡇࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ

㛤Ⓨࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢᡭẁࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㈋ᅔ᧞⁛

࣮ࢩࢵࣉࢆ♧ࡍࡇࢆᙉࡃồࡵࡿࠋ

ࡵࡿࠋ
27. ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡀᅛᐃࡉࢀࡓ୍㐃ࡢ࣮ࣝࣝࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊබⓗཬࡧẸ㛫ࢭ

ࡢ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ㠃ⓗ⤫ྜࡍࡿᚲせᛶࢆㄆࡵࡿࠋ

21. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᡓ␎ࡢୡ⏺ⓗࠊᆅᇦⓗཬࡧྛᅜࡢᐇ࠾ࡅࡿࠕඛఫẸࡢᶒ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

㈝ཬࡧ⏕⏘ࣃࢱ࣮ࣥࢆಁ㐍ࡋࠊୡ⏺ࢆపⅣ⣲㛤Ⓨࡢ᪉ྥືࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁࡇࢆㄆ

20. ᡃࠎࡣࡲࡓࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢ㔜せ࡞ᙺཬࡧᆅ᪉ᨻᗓࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿពᛮỴᐃ

㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡣኳ↛㈨※ࡢᇶ┙ࢆಖㆤ࣭ᙉࡋࠊ㈨※ຠ⋡ࢆ㧗ࡵࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ

26. ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࢆᡃࠎࡢ⯡ⓗ࡞┠ᶆࡲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᣢ⥆ྍ⬟࡞

ࡣࠊᴗཬࡧ⏘ᴗࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡢಁ㐍࣮ࣜࢲ

19. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨྥ࠺࠶ࡓࡾẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡢ㔜せ࡞ᙺࢆㄆࡵࡿࠋᡃࠎ

ཬࡧ㟷ᑡᖺࡢࡓࡵࡢ㞠⏝ࢆྵࡴ㞠⏝ฟ㈨ࡍࡿᣢ⥆ⓗࠊໟྵⓗࡘබᖹ࡞ᡂ㛗࡞ࡢඃ

ࡼ࠺࡞ே㛫୰ᚰࡘໟྵⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷࠊᾏὒ⟶⌮ࠊᅇຊᨵၿཬࡧ⅏ᐖࡢ‽ഛ୪ࡧබ⾗⾨⏕ࠊேⓗ㈨※㛤Ⓨ

Ẹ♫ࡢ⬟ຊࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᢏ⾡ࡣᨻᗓࡀᅜẸሗࢆ

᧞⁛ࠊ㣗ᩱᏳಖ㞀ࠊ࡞Ỉ⟶⌮ࠊ⌧௦ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑ㐢ⓗࢡࢭࢫࠊ

25. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡀせ┠ᶆࠊ≉㈋ᅔ

[A. ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࠊᣮᡓཬࡧᶵࡢᩥ⬦ࡢ㦵⤌ࡳ]

III.

ᣢ⥆ྍ⬟ᛶሗࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇࢆ⩏ົࡅࡿୡ⏺ⓗ࡞ᨻ⟇ᯟ⤌ࡳࢆồࡵࡿࠋ

24㸬ᡃࠎࡣࠊ࡚ࡢୖሙᴗཬࡧᡭẸ㛫ᴗࡀᣢ⥆ྍ⬟ᛶၥ㢟ࢆ⪃៖ࡋࠊሗ࿌ࢧࢡࣝ

18㸬ᡃࠎࡣࠊᕷẸ♫ࡢཧ⏬ᨵၿࡣሗࢡࢭࢫࡢᶒࡢᙉཬࡧࡇࡢᶒࢆ⾜ࡍࡿᕷ

㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣࡲࡓࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢಁ㐍࠾ࡅࡿᅜࣞ࣋ࣝࡢ㆟ࡢᙺࡶㄆࡵࡿࠋ

࣓ࣥࣂ࣮ࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ✚ᴟⓗ㛵࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ

ࣂ࣮ࡢ≉ᐃࡢ▱㆑ཬࡧᐇ㝿ⓗࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᅜཬࡧᆅ᪉ࡢᨻ⟇❧ྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡼࡗ࡚

㎰ᴗ⪅ࠊࡀ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝព࠶ࡿᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆồࡵࡿࠋᕷẸ♫ࡢ࡚ࡢ࣓ࣥ

Ẹࠊ㠀ᨻᗓ⤌⧊㸦NGO㸧
ࠊᆅ᪉ᨻᗓࠊປാ⪅ປാ⤌ྜࠊᴗ⏘ᴗࠊ⛉Ꮫ⏺ᢏ⾡⏺ཬࡧ

ࢆᙉㄪࡍࡿࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡣせࢢ࣮ࣝࣉࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊዪᛶࠊᏊ౪㟷ᑡᖺࠊඛఫ

17. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ㐩ᡂࡢᇶᮏⓗせ௳ࡣពᛮỴᐃࡢᗈ⠊࡞ᅜẸཧຍ࡛࠶ࡿࡇ

[C. せࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛵]

ᡃࠎࡣࠊᡃࠎࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿඹ㏻ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᣮᡓᑐฎࡍࡿࡓࡵྛᅜࡀ
༠ຊࡋࠊ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᡭࢆᦠ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

23. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢୡ⏺ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢάᛶࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

㛤Ⓨࡢయⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆồࡵࡿࠋ

ࢩࢸࢆᨵၿࡍࡿࡇࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

㐍ࡍࡿࡓࡵࠊୡ⏺ⓗࠊᆅᇦⓗࠊྛᅜཬࡧᆅ᪉ࡢ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ࢞ࣂࢼࣥࢫཬࡧ࢟ࣕࣃ

22. ᡃࠎࡣࠊ⤫ྜࡉࢀࡓᨻ⟇Ỵᐃࢆಁ㐍ࡋࠊᐇࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࠊྛไᗘ㛫ࡢ୍㈏ᛶࢆಁ

ᩥࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊே㢮ࡀ⮬↛ㄪࡋ࡚⏕άࡍࡿࡼ࠺ᑟࡃᣢ⥆ྍ⬟࡞

⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒ࡢಖㆤᐤࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡗ࡚ࡢ

16. ᡃࠎࡣࠊୡ⏺ࡢከᵝᛶࢆㄆࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿᩥཬࡧᩥ᫂ࡀே㢮ࢆ㇏ࡋࠊᆅ⌫ࡢ⏕

࢝ㅖᅜࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ≉ูࡢㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

15㸬ᡃࠎࡣࠊᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊෆ㝣㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊ୰ᡤᚓᅜཬࡧࣇࣜ

[D.
 ⾜ືࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ]

᪥ࡢ㟷ᑡᖺཬࡧࡑࢀ⥆ࡃୡ௦ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡽࠊᏊ౪ࡸ㟷ᑡᖺࡢពぢࢆ

㔜ࡍࡿࡼ࠺࡞࠾୍ᒙດຊࡍࡿỴព࡛࠶ࡿࠋᡃࠎࡣࠊᡃࠎࡢ⏕άࡢ᪉ࡢ࠶ࡽࡺࡿഃ㠃

ྍ⬟࡞ᾘ㈝ཬࡧ⏕⏘ࣃࢱ࣮ࣥࢆຓ㛗ࡍࡿ≉ูࡢ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇࢆㄆࡵࡿࠋ

㛵ࡍࡿᅜ㐃ᐉゝࠖࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊᡃࠎࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿㅖၥ㢟ࡣ

14. ᡃࠎࡣࠊ㈋ᅔ㣚㣹ࢆ᧞⁛ࡋࠊே㢮ࡢάືࡀᆅ⌫ࡢ⏕ែ⣔ཬࡧ⏕⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑛ
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ࢡࢱ࣮࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡢ࠶ࡽࡺࡿ㛵㐃㡿ᇦ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ᮏࡢᰕ㛵ࡍࡿ

ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ
C. ⾜ືࡢᯟ⤌ࡳ

31. ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡢ㌿ࡣ࡚ࡢᅜࡗ࡚ᶵ࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ⬣ጾ࡛࠶

ࡿ౯್ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

ࢆỴពࡍࡿ㸸

ປാ⪅ཬࡧປാ⤌ྜ୪ࡧࡑࡢࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮༠㆟ࡋ࡚ࠊࢿࢵࢺࡢ㞠⏝ฟࢆྵ
ࡴලయⓗ┠ᶆཬࡧ㐍ᒎࡢᇶ‽ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࡑࢀࡒࢀࡢࢭࢡࢱ࣮ࡢࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭࣮ࣟࢻ࣐ࢵ
ࣉࢆసᡂࡍࡿࡇࢆᙉࡃዡບࡍࡿࠋ

ࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆㄆࡵࡿࠋᡃࠎࡣࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࢆྵࡴ୍㒊ࡢㅖᅜ࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭㛤

Ⓨࡢ࣏ࢪࢸࣈ࡞⤒㦂␃ពࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊྛᅜࡢࢽ࣮ࢬཬࡧ㑅ዲ㐺ྜࡋࡓᨻ⟇ཬࡧᥐ

⨨ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᨻ⟇ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࠊࡾࢃࡅࠊつไࠊ⤒῭

a) ᨻ⟇㑅ᢥ⫥ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ

ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢタࢆᨭᣢࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣ௨ୗࡢ㡯ࡀྵࡲࢀࡿ㸸

33. ᡃࠎࡣࠊྛᅜࡢࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᨻ⟇タィཬࡧᐇࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ▱㆑ඹ᭷ࣉࣛ

⿵ຓ㔠ᨵ㠉ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᨻᗓㄪ㐩ࠊሗ㛤♧ཬࡧ⮬ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡀྵࡲࢀࡿࠋ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

42. ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᵓ⠏ྥࡅ࡚ࡁ࡞㐍ᒎࢆᐇ⌧ࡍࡿࡣ࡚ࡢㅖᅜ࠾࠸࡚᪂

ࢵࢺ࣓ࣥࢺཬࡧ⾜ືࢆㄆࡵࠊዡບࡍࡿࠋ

యཬࡧࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡼࡿࠊ㠉᪂ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᙧᡂࢆྵࡴ⮬ⓗ࡞ᅜูࢥ࣑

41. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛㛵㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᅜࡢ

40㸬ᡃࠎࡣࠊᴗཬࡧ⏘ᴗࡀࠊ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡈ⤌⧊ࡉࢀࠊྛᅜᶓ᩿ⓗ༠ຊࡋࠊᨻᗓࠊ

32. ᡃࠎࡣࠊྛᅜࡀ౫↛ࡋ࡚ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᵓ⠏ࡢึᮇẁ㝵࠶ࡾࠊ࠾࠸Ꮫࡧ࠶࠺ࡇ

ཬࡧ㈈ᨻᡭẁࠊࢢ࣮࣭ࣜࣥࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡢᢞ㈨ࠊ㈈ົୖࡢࣥࢭࣥࢸࣈࠊ

ࣥ⤒῭㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࡇࡀዡບࡍࡿࠋ

[B. ࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺཬࡧ⤒㦂ࡢඹ᭷]

39. ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ࡀࡢ㛵㐃ࡍࡿᅜ㝿ᶵ㛵༠ຊࡋ࡚ࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡢせㄳᚑࡗ࡚ࢢ࣮ࣜ

㏻ࡌ࡚⊂⮬ࡢࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࠋ

c) ᢏ⾡ࢠࣕࢵࣉࡢᣑ࡞࠸ࡋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢඛ㐍ᅜᑐࡍࡿᢏ⾡౫Ꮡࡢᝏ

d) ྛᅜࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨྥࡅࡓ⊂⮬ࡢ㐨➽ࢆ㏣ồࡍࡿᨻ⟇వᆅࡢไ㝈

38. ᡃࠎࡣࠊ࡚ࡢㅖᅜࡀ」ᩘࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ༠㆟࠸࠺㏱᫂ᛶ࠶ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ

b) ຓཬࡧ㈨㔠౪⤥㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᮲௳ࡢ㈿ㄢ

a) ᪂ࡓ࡞㈠᫆㞀ቨࡢタ⨨

37. ᡃࠎࡣࠊ␗࡞ࡿᅜཬࡧ␗࡞ࡿࢭࢡࢱ࣮ࡢࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡍࡿ୍㐃ࡢᕪ␗࠶ࡿᡓ␎ࢆ᭷ࡍ

㐃ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᵓ⠏ࢆᨭࡍࡿᅜ㝿ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ

ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ␃ពࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣࠊྛᅜࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㈋ᅔ᧞⁛㛵

36㸬ᡃࠎࡣࡲࡓࠊ࡚ࡢせࢢ࣮ࣝࣉࠊ≉ᴗ⏘ᴗࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡢ⤒㦂ࢆඹ᭷

ࡢᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㛵ࡋ࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡿࠋ

ࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᵓ㐀ㄪᩚࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆࡵࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᅜ㝿♫

┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡢ⛣⾜ࡣ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ⤒῭㏣ຍⓗࢥࢫࢺࢆ

30㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎࡣࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡀ㈋ᅔࡢ᧞⁛ᡂ㛗ࡢᣢ⥆࠾ࡅࡿࡁ࡞ㄢ㢟

35. ᡃࠎࡣࠊຍ┕ྛᅜᚋẁࡢࢭࢡࢩࣙࣥ IV ࡛♧ࡍ㐺ษ࡞ᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡑࡢ⤒㦂

⥲㛗ୖグࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒タࢆせㄳࡍࡿࠋ

ࡽࡍ㸧
ࠖᶵࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ

34㸬ᡃࠎࡣࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛵㐃ᶵ㛵ཬࡧࡑࡢࡢ⤌⧊༠㆟ࡢୖࠊᅜ㐃ົ

ࢃࡽࡎࠊ⤒῭㛤Ⓨࡢ⎔ቃᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ⤫ྜࢆᨵၿࡍࡿࠕwin-win㸦᪉┈ࢆࡶࡓ

࣮ࣜ

d) Ⓨᒎ㏵ୖᅜࢆᨭࡋ࠺ࡿࢸࢡࢽ࣭࢝ࣝࢧ࣮ࣅࢫࠊᢏ⾡ཬࡧ㈨㔠౪⤥ࡢࢹࣞࢡࢺ

c) 㐍ᒎࢆィ ࡍࡿ୍㐃ࡢᣦᶆ

ࢫࡢࢶ࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫ

b) ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᨻ⟇ࢆᆅᇦࠊྛᅜཬࡧᆅ᪉ࣞ࣋ࣝ㐺⏝ࡍࡿ㝿ࡢࢢࢵࢻ࣭ࣉࣛࢡࢸ

29. ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡢᨻ⟇ཬࡧᥐ⨨ࡣࠊ࡚ࡢㅖᅜࠊࡑࡢ⤒῭ᵓ㐀ࡸⓎᒎẁ㝵

ඛ㡯ࢆᑛ㔜ࡋ࡚ࠊྛᅜࡀ㐺ษ࡞㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

28. ᡃࠎࡣࠊ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧ⎔ቃ㠃࡛ࡢ㛤Ⓨࡢලయⓗ⌧ᐇ୪ࡧලయⓗ࡞≧ἣཬࡧඃ

⤫ྜⓗ⪃៖ࢆຓ㛗ࡍࡿࡓࡵࡢពᛮỴᐃࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡍࡿࠋ

115

ࡲ࠼࡚ࠊ
ࠕࢪ࢙ࣥࢲ 21ࠖཬࡧ㛵㐃ᡂᯝࡢᐇࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

ࣥࢫࢆᥦ౪ࡋࠊලయⓗ⾜ືࢆ≉ᐃࡍࡿ

ᐃࡍࡿ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣࠊ௨ୗ

ࡢᐇ࠾ࡅࡿ㐍ᒎࢆࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿ

ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢไᗘⓗᯟ⤌ࡳ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

ࡢࡢ᪉ἲࠊࢪ࢙ࣥࢲཬࡧࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ

ࡍࡿᥐ⨨ࢆྵࡵ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤ⓎࡢᐇࢆࡼࡾⰋࡃ᥎㐍ࠊಁ㐍ཬࡧㄪᩚࡍࡿࡓࡵጤဨ

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

a) ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ᮏࡢᰕࢆ⤫ྜࡋࠊࠕࣜ࢜ཎ๎ࠖࠊ≉ඹ㏻ࡔࡀᕪ␗ࡢ࠶ࡿ㈐௵

⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨጤဨ㸦CSD㸧ࡢᙺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊࡼࡾ㝈ᐃࡉࢀࡓ୍㐃ࡢㅖㄢ㢟
ᑐࡍࡿࡼࡾ㞟୰ᗘࡀ㧗ࡃࠊᆒ⾮ࡀྲྀࢀࠊᛂ⟅ᛶࡢ㧗࠸㛵ཬࡧࡑࡢỴᐃࡢᐇᙉࢆ☜ಖ

ࡗ࡚㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡍࡿࠋไᗘⓗᯟ⤌ࡳࡢᙉᨵ㠉ࡣ௨ୗࡢㅖⅬࢆྵࡴ

49㸬ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ㧗⣭ࣞ࣋ࣝጤဨࡋ࡚ࡢᣢ

[ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨጤဨ]

ࡢᙺࢆಁ㐍ࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

44. ᡃࠎࡣࠊᆅ᪉ࠊᅜࠊᆅᇦཬࡧᅜ㝿ⓗࣞ࣋ࣝࡢᙉᅛ࡞࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ㐍ᒎ

A. 3 ᮏࡢᰕࡢᙉ/ᨵ㠉/⤫ྜ

IV.

࣒ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢὶࡋ࡚ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ ECOSOC ࡢᴗົάືཬࡧே

㏙ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆ➨ 67 ᅇᅜ㐃⥲ᥦฟࡍࡿࡼ࠺せㄳࡍࡿࠋ

㐨ⓗࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆά⏝ࡍࡿࡇࢆྵࡴᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ᮏࡢᰕࡢ⤫ྜ࠾ࡅࡿ ECOSOC

ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢࡼࡾⰋ࠸ά⏝ࡍࡿࡇࠊࡲࡓࠊྠᵝࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢᅜ㐃ᶵ㛵ࣉࣟࢢࣛ

48㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿྜពࡢᐇࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵࡢ ECOSOC ࡢㄪᩚ

࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

࠶ࡾࠊᙜヱศ㔝࠾ࡅࡿ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᅜ㐃ᴗົάືᑐࡋ࡚࢞ࢲࣥࢫཬࡧㄪᩚࢆᥦ౪ࡋ

47. ᡃࠎࡣࡲࡓࠊECOSOC ࡀ⤒῭ཬࡧ♫ၥ㢟㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫༠㆟ࡢ୰᰾ⓗࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ

ࡢ⿵ຓᶵ㛵ࠊ≉ᶵ⬟ⓗጤဨࡢ┘╩ࡢ୰᰾ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

46㸬ᡃࠎࡣࠊ⤒῭♫⌮㸦ECOSOC㸧ࡀᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࡑࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡢㄪᩚ୪ࡧࡑ

[⤒῭♫⌮]

άືࡢໟᣓⓗᯟ⤌ࡳࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡋ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆ୍ᒙ⤫ྜࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ

45. ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ࡢ᭱㧗ពᛮỴᐃᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ⥲ࡢ୰ᚰⓗᙺࢆ☜ㄆࡋࠊ⥲ࡀᅜ㐃

[⥲]

B. GAࠊ
ࠊECOSOCࠊCDSࠊSDC ࡢᥦ                 

࠾ࡅࡿ୍㈏ᛶࢆᙉࡍࡿ

d) ᅜ㝿ⓗ㔠⼥࣭㈠᫆ᶵ㛵ࢆྵࡵࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ࡢྛᶵ㛵ࠊᇶ㔠ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛫

ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ᐦ᥋༠ຊࡋ࡚ࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ࡇࡢⅬ㛵ࡍࡿ୍ẁࡢᥐ⨨ࢆヲ

c) 2030 ᖺ㸸㐍ᒎࡢ⥲ྜⓗホ౯

b) 2015-2030 ᖺ㸸ᐇ㐍ᒎࡢᐃᮇⓗホ౯

⬟ຊቑᙉࡢࡓࡵࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆタ

a) 2012-2015 ᖺ㸸ᐇࢆホ౯ࡍࡿᣦᶆཬࡧᑻᗘࢆタࠋᢏ⾡⛣㌿ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ඹ᭷ཬࡧ

ࡢᣦᶆⓗ┠ᶆཬࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆྵࡴ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉᑟࢀࡿࠋ

43. ᡃࠎࡣࠊୡ⏺ⓗ࡞㐍ᒎࢆ

࣮࣒࢟ࢆタࡍࡿ

ࢆᥦ౪ࡋࠊ⏝ྍ⬟࡞㈨㔠ࢡࢭࢫࡍࡿୖ࡛ࡇࢀࡽㅖᅜࢆᨭࡍࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࢫ

g) 㛵ᚰࢆ♧ࡍ࡚ࡢㅖᅜᅜูࡢຓゝཬࡧᚲせᛂࡌ࡚ᆅᇦཬࡧࢭࢡࢱู࣮ࡢຓゝ

࣮ࣜࣥᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨཬࡧఏ⤫ⓗ▱㆑ࡢά⏝ࢆ⾜࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭࡍࡿ

f) Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡢ⛉Ꮫ⪅ࠊ࢚ࣥࢪࢽཬࡧ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢ⤌⧊ࡼࡿ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࢢ

e) ࢢ࣮ࣜࣥᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ㸦R&D㸧ࡢ⤖⠇Ⅼࡋ࡚୰᰾ⓗ◊✲ᣐⅬࡢタࢆዡບࡍࡿ

ࢭࢫྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿ

ࡓᢏ⾡ࡣබ᭷ᒓࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࡵࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡗ࡚ᡭ㡭࡞౯᱁࡛ࢡ

d) Ⓨᒎ㏵ୖᅜࢆ㛵ࡉࡏࡓࢢ࣮ࣜࣥᢏ⾡㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࢆಁ㐍ࠊ㛤Ⓨࡉࢀ

ᗫṆࡍࡿᙜࠊ㈋ᅔᒙཬࡧ♫ⓗᙅ⪅ࢆಖㆤࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ

c) ⎔ቃࡁ࡞ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸⿵ຓ㔠ࢆẁ㝵ⓗ

c) ᆅ᪉ࠊᅜࠊᆅᇦ࠾ࡼࡧୡ⏺ⓗ࡛ࣞ࣋ࣝࠕࢪ࢙ࣥࢲ 21ࠖ୪ࡧ㛵㐃ᡂᯝཬࡧྜព

b) ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ㠉᪂ⓗ࡞㔠⼥ᡭẁࡢᙺࢆಁ㐍ࡍࡿᅜ㝿ⓗࣉࣟࢭࢫࢆ

❧ࡕୖࡆࡿ

ࣥࢲࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ୍㈏ࡋࡓᨻᗓᑟࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᨻ⟇࢞ࢲ

a) Ⓨᒎ㏵ୖᅜ᪂ࡓ࡞㏣ຍⓗࡘつᶍ࡞㈨㔠※ࢆᥦ౪ࡍࡿ

b) ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ⤫ྜⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢಁ㐍ࢆ㏻ࡌ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢪ࢙

ࣥࢢ㸦⬟ຊ㛤Ⓨ㸧ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚Ⓨᒎ㏵ୖᅜ

ᨭᥦ౪ࡍࡿ≉ูࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆㄆࡵࠊ௨ୗࡘ࠸࡚ྜពࡍࡿ㸸

␃ពࡋࡘࡘࠊᬑ㐢ᛶࠊẸ⩏ࠊ㏱᫂ᛶࠊ㈝⏝ຠ⋡ཬࡧㄝ᫂㈐௵ࡢㅖཎ๎ࢆ㋃

ࡓ࡞ᢞ㈨ࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⬟⫱ᡂࠊᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊ⛣㌿ཬࡧࢡࢭࢫ୪ࡧ࢟ࣕࣃࢩࢸ࣭ࣅࣝࢹ
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52. ᡃࠎࡣࠊᆅ⌫ࡢ≧ែᆅ⌫ࡢᐜ⬟ຊ㛵ࡍࡿᐃᮇⓗࣞࣅ࣮ࣗࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋࠊᅜ

ཪࡣࠊ

54㸬ᡃࠎࡣࠊୡ⏺㖟⾜ᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠㸦IMF㸧ࢆ୰ᚰࡍࡿᅜ㝿㔠⼥ᶵ㛵ࠊᆅᇦ㛤Ⓨ㖟⾜ࠊ
ᅜ㐃㈠᫆㛤Ⓨ㆟㸦UNCTAD㸧ཬࡧୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵㸦WTO㸧ࡀୡ⏺㈠᫆つไ࠾࠸࡚ᣢ⥆ྍ
⬟࡞㛤Ⓨ┦ᛂࡢ⪃៖ࢆᡶ࠺ࡁ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣࠊᅜ㝿㔠⼥
ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤ⓎࡢᐇࡢࡓࡵⓎᒎ㏵ୖᅜᑐࡍࡿࡼࡾⰋ࠸ᨭࡢᥦ౪ࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᡓ␎ࡢぢ┤ࡋࢆせㄳࡍࡿࠋ

49㸬
㸦➨ 2 ௦᭰㸧ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ⌮ࡢࡣࢪ࢙ࣥࢲ 21ࠊࣜ࢜ཎ๎ཬࡧ㛵㐃ᡂᯝ࡞

ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗᩥ᭩ᇶ࡙ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋྠ⌮ࡣࠊࡾࢃࡅࠊᣢ

⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨጤဨࡢᶵ⬟ཬࡧ࣐ࣥࢹ࣮ࢺࢆ㠃ⓗᐇ⾜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋྠ⌮ࡣᣢ⥆

ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ᮏࡢᰕࡢ⤫ྜࢆಁ㐍ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝࡢຠᯝⓗ࡞ᐇࢆಁ㐍ࡋࠊຠᯝ

ⓗ࡞ไᗘⓗ୍㈏ᛶࢆಁ㐍ࡍࡿᚲせᛶࡼࡗ࡚ᑟࢀࡿࠋྠ⌮ࡣࠕࣜ࢜+20ࠖࡢࣇ࢛࣮ࣟ

ࡿࡓࡵࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢไᗘⓗᯟ⤌ࡳෆ㒊࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ⎔ቃ㛵㐃࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᙉࡍ

Ᏻᐃⓗࠊ㐺ษࡘண

ྍ⬟࡞㈨㔠ᣐฟࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡿᨵᐃ࣭ᙉࡉࢀࡓ࣐ࣥࢹ࣮ࢺࢆ

51㸬
㸦௦᭰㸧ᡃࠎࡣࠊUNEP ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ⟶⌮ጤဨࡀᬑ㐢ⓗ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࢆ᭷ࡋࠊ

59㸬ᡃࠎࡣࠊྛᅜࡢ㛤Ⓨィ⏬⧊ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿໟᣓⓗ࡞ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᡓ␎ࡀᆅᇦࠊᅜ

ཪࡣࠊ

ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

ཬࡧᆅ᪉ࡢࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᐇࡢࡓࡵࡢ㟂せྡᡭẁ࡛࠶ࡿ

D. ᆅᇦࠊᅜࠊᆅ᪉ 

ຊࢆࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

῝ࡉࡏࠊᐇᡭẁࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡑࡢ㈨㔠ᇶ┙ࡢᖜቑຍࢆồࡵࡿࠋ

࣮ࢺࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᅜ㐃⎔ቃィ⏬㸦UNEP㸧ࡢ⬟ຊࢆᙉࡍࡿࡇ࡛ྜពࡋࠊᨻ⟇ㄪᩚࢆ

51. ᡃࠎࡣࠊ⟶⌮ጤဨ࠾ࡅࡿᬑ㐢ⓗ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࢆタࡍࡿࡇࡼࡾࡑࡢ࣐ࣥࢹ

58㸬ᡃࠎࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ୡ⏺ࠊᆅᇦཬࡧྛᅜࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࠕࣜ࢜ཎ๎ 10୍ࠖẁࡢຠ

57㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ࢜ࣥࣈࢬࣃ࣮ࢫࣥ㸦Ombudsperson㸻⾜ᨻ
┘╩ᐁ㸧࡞࠸ࡋᑗ᮶ୡ௦ࡢࡓࡵࡢ㧗➼ᘚົᐁࡢタ⨨ࢆࡉࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡛ྜពࡍࡿࠋ

50㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡞⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧ⎔ቃ㠃࡛ࡢᰕࡢᆒ⾮࠶ࡿ⤫ྜࢆಁ㐍ࡍ

ࡿᚲせᛶࢆ☜ㄆࡋࠊࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ㸸

ࡢᒎ㛤ࢆᙉࡍࡿᚲせᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋ

56㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᴗົάືࠊࡾࢃࡅࡇࡢศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒

C. UNEPࠊ⎔ቃ㛵ࡍࡿᥦࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࠊIFIࠊྛᅜࣞ࣋ࣝࡢᅜ㐃ᴗົάື

せㄳࡍࡿࠋ

ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ MEA 㛫ࡢㄪᩚཬࡧ༠ຊࢆᙉࡍࡿ୍ᒙࡢᥐ⨨ࢆồࡵࡿࠋ

ࡅࡿ 3 ࡘࡢ᮲⣙ࡢ㛫ࡢ┦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡍ࡛ᐇࡉࢀࡓసᴗࢆḼ㏄ࡍࡿࠋ
ᡃࠎࡣࠊ

ᵝᘧࠊᶵ⬟ࠊつᶍࠊᵓᡂࠊᵓᡂဨࠊసᴗ᪉ἲཬࡧᡭ⥆ࡁࢆタࡍࡿ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚ࠊබ㛤ࡉ

ࢀࡓ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃໟྵⓗ࡞΅ࢆ⾜࠸ࠊ➨ 67 ᅇ⥲ᮇᮎ௨๓ࡑࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺

㛫ࡢㄪᩚཬࡧ༠ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡣࠊᏛ〇ရཬࡧᗫᲠ≀ࡢศ㔝࠾

49㸬
㸦➨ 3 ௦᭰㸧ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃⥲㆟㛗ᑐࡋ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ⌮ࡢ࣐ࣥࢹ࣮ࢺࠊ

55㸬ᡃࠎࡣࠊࡾࢃࡅࠊᨻ⟇ศᑐฎࡋࠊ㔜」ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊከᅜ㛫⎔ቃ༠ᐃ㸦MEA㸧

ᨻ⟇❧ࡢ㛫ࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࡀᙉࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ࢵࣉせࢢ࣮ࣝࣉࢆ୰ᚰࡋࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㛵ࡢᙉࢆᨭࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

53㸬ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒యࡢពᛮỴᐃࡢ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡢᙉࢆồࡵࡿࡶࠊ⛉Ꮫ

ഛࡢㄪᩚࢆせㄳࡍࡿࠋ

ࡿᶒጾ࠶ࡿࣁࣞ࣋ࣝ࡞⤌⧊ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ⌮ᨵ⤌ࡍࡿࡇࢆỴ㆟

49㸬
㸦௦᭰㸧ᡃࠎࡣࠊCSD ࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ 3 ࡘࡢഃ㠃ࡢ⤫ྜ㛵㐃ࡋࡓ㡯ࢆ᳨ウࡍ

㐃ົ⥲㛗ᑐࡋࠊ㛵㐃ᅜ㝿ᶵ㛵ཬࡧᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒༠㆟ࡢୖࠊࡇࡢᐃᮇⓗࣞࣅ࣮ࣗࡢ‽

ࢼࣟࣅᮏᣐࢆ⨨ࡃࡇࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡣࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࢆ⥭ᐦ༠ຊࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡍࡿᡭẁࢆ᳨ウࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

[ᣢ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ⌮]

ᣢࡕࠊࡢᅜ㐃ᑓ㛛ᶵ㛵ᑐ➼άືࡍࡿ⎔ቃࡢࡓࡵࡢᅜ㐃ᑓ㛛ᶵ㛵ࡢタࢆỴ㆟ࡍࡿࠋ

ྜពࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊ⮬ⓗࣞࣅ࣮࣭ࣗࣉࣟࢭࢫࢆྵࡴጤဨࡢࣞࣅ࣮ࣗᶵ⬟ࢆᙉ
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බ⾗⾨⏕ࠊ㣗ᩱᏳಖ㞀ࠊ㟁ຊࠊ㎰ᴗཬࡧ㎰ᮧ㛤Ⓨࢆྵࡴᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡗ࡚ࡢỈ㈨
※ࡢṚάⓗ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋ

ࢆタ࣭ᙉࡋࠊ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ⤫ྜཬࡧ㠃ⓗཧຍࢆࡶࡗ࡚ࠊྠ༠㆟ࡼ

ࡿ᭱㧗ពᛮỴᐃᶵ㛵࠾ࡅࡿศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ㅖㄢ㢟ࡢ࣓ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣜࣥࢢࡢㄪᩚࠊ⤫ྜཬ

せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

ࡢ⤫ྜࡋࠊࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ୰ኸᨻᗓࡼࡾ⥭ᐦ༠ຊ࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆࡍࡿ

70㸬ᡃࠎࡣࠊ2030 ᖺࡲ࡛ᾘ㈝ཬࡧ⏕⏘ࡢ᪉࡛ᣑᙇࡍࡿࡓࡵࡢ⌧௦ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡢᇶᮏⓗ᭱ᑠ㝈ࣞ࣋ࣝࡢᬑ㐢ⓗࢡࢭࢫࡢᥦ౪ཬࡧ࡚ࡢㅖᅜ࠾࠸࡚⏕ྍ⬟࢚

ཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿㄆ㆑ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣ௨ୗࡢ⾜ືࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

ࢆᥦࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡢຠ⋡ⓗ࡛ࡼࡾᗈ⠊࡞ά⏝ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊⓎᒎ
㏵ୖᅜᑐࡍࡿ༑ศ࡞㉁ࢆ᭷ࡋࠊᐅࢆᚓࡓᙧ࡛ᒆࡅࡽࢀࡿ㐺ษ࡞㈨㔠※ࡢᙳ㡪ࢆồࡵࡿࠋ

⏺ࡢ㎰ᴗ㣗ရᕷሙࡢࢡࢭࢫᨵၿཬࡧࢧࣉ࣭ࣛࢳ࢙࣮ࣥయ࠾ࡅࡿᗫᲠ≀๐ῶࡢ

ᢞ㈨ቑࢆ㏻ࡌ࡚㣗ᩱ⏕⏘ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙉࡢ㔜Ⅼࡶࠊዪᛶࠊᑠ⮬స㎰ࠊ㟷ᑡᖺ

ῶࠊ⅏ᐖᑐࡍࡿ‽ഛཬࡧᑐᛂࡢᨵၿࠊẼೃኚືᑐࡍࡿඖຊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

࠸ᘓ≀ຠ⋡ⓗ࡞ே㛫ᐃఫཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ㏦㐩ࢩࢫࢸ࣒ࠊẼ㉁ཬࡧỈ㉁ࡢᨵၿࠊᗫᲠ≀๐

ᴗ⪅ᑓ㛛ᐙࡢ㛫ࡢ┦స⏝ࢆᙉࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᢏ⾡ࡢά⏝ࢆ㧗ࡵ

72㸬ᡃࠎࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓᑐࡍࡿᨭࠊຠ⋡ⓗ࡞㍺㏦࣭㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࡼࡾ⎔ቃඃࡋ

[㒔ᕷ]

ࣝࢠ࣮࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭ࢶ࣮ࣝࡢࡼࡾᗈ⠊࡞ά⏝ࢆዡບࡍࡿࠋ

ཬࡧࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࡑࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆㄪᩚࡍࡿࡓࡵࡢሀᅛ࡞ᯟ⤌ࡳࢆᥦ౪ࡍࡿ࢚ࢿ

66㸬ᡃࠎࡣࠊሗࡢࢡࢭࢫࢆᨵၿࡋࠊᩍ⫱࢚ࢡࢫࢸࣥࢩ࣭ࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫࢆ㏻ࡌ࡚㎰

ⓗಖㆤࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᨭࡍࡿࣉࣛࢡࢸࢫࢆồࡵࡿࠋ

ᩱ౯᱁ᅜෆᕷሙࡢᏳᐃᐤࡋࠊᅵᆅࠊỈཬࡧࡑࡢࡢ㈨※ࡢࢡࢭࢫࢆ☜ಖࡋࠊ♫

65㸬 ᡃࠎࡣࡼࡾ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃ㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈠᫆ࢩࢫࢸ࣒ࠊࡉࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ㣗

ࡿࡇࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

71㸬ᡃࠎࡣࠊྛᅜࡀపⅣ⣲㛤Ⓨດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇྜពࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᨭ౪ᅜ

ࡀ㛤ጞࡋࡓࠕே㢮ࡢࡓࡵࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖࢽࢩࢸࣈࢆࡉࡽ๓㐍ࡉࡏࡇ

64㸬ᡃࠎࡣࠊ㣗ᩱᑐࡍࡿᶒࢆ☜ㄆࡋࠊ࡚ࡢㅖᅜ⮬ᅜෆࡢ㣗ᩱ⏕⏘ࠊᅜෆཬࡧୡ

ཬࡧඛఫẸࡢ㎰ᴗ⪅ᑐࡍࡿ≉ẁࡢ㓄៖ࢆồࡵࡿࠋ ᡃࠎࡣࠊᅜẸࡢ㐺ษ࡞ᰤ㣴ࢆ☜ಖࡍ

⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࢩ࢙ࢆ 2030 ᖺࡲ࡛ಸቑࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᶆࡍࡿࠊᅜ㐃ົ⥲㛗

[㣗ᩱᏳಖ㞀]

ࢿࣝࢠ࣮※ཬࡧᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨཬࡧά⏝ࡢ᥎㐍ࢆ㏻ࡌ࡚ୡ⏺ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭࣑ࢵࢡࢫ࠾ࡅࡿ

[࢚ࢿࣝࢠ࣮]

࠾ࡅࡿ㐍ᒎࡢホ౯ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ⇕ᮃࡉࢀࡿ┠ᶆࠊ┠ⓗཬࡧᣦᶆࡢ᫂☜ࡢᜠᜨࢆ

ࡍࡿࠋ

᫆ࡋ࠸ᢏ⾡ཬࡧࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷ࢆ㏻ࡌࡓỈ㈨※⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ༠ຊࢽࢩࢸࣈࢆዡບ

ࡣࠊ≉⬟ຊ㛤Ⓨࠊ⤒㦂ࠊ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸࢫཬࡧᏛࢇࡔᩍカࡢ୪ࡧ㐺ษ࡞⎔ቃ

ศ㔝㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾὀពࢆᡶ࠺ᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢศ㔝

63. ᡃࠎࡣࠊᐇ࠾ࡅࡿ㐍ᒎࡣከࡃࡢศ㔝ูཬࡧศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ඃඛศ㔝୪ࡧ␗࡞ࡿ

A. ඃඛ㡰/࢝ࢠ/ࢸ࣮࣐/ศ㔝ᶓ᩿ⓗၥ㢟ཬࡧศ㔝 

V. ⾜ືࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ

ࣝࢢᐇィ⏬㸦JPOI㸧࡛ࠖ⾜ࡗࡓᡃࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊࠕ
ࠗࡢࡓࡵ

ࡵࠊᆅ᪉ᨻᗓ㛫ࡢᅜ㝿ⓗ༠ຊࢆᨭࡍࡿࡇࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

ࡢỈ࠘ᅜ㝿⾜ືࡢ 10 ᖺ㸦2005-2015 ᖺ㸧
ࠖᑐࡍࡿᡃࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋᡃࠎ

69㸬ᡃࠎࡣࠊ⤫ྜⓗ࡞Ỉ㈨※⟶⌮ཬࡧỈຠ⋡ᛶィ⏬ࡢ⟇ᐃཬࡧᐇ㛵ࡋ࡚ࠕࣚࣁࢿࢫࣈ

ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡀⓏሙࡋࡓࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡽࡢᨭࢆཷࡅࡓࡶࡢࢆྵ

ᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ⾜ືࡢᑟⓗຊࡋ࡚㒔ᕷ㛫ࡢࣃ࣮

ᕷ⾤ᆅᣑ࠾ࡅࡿỈࡢ㈨※ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢಁ㐍ࢆྵࡴỈ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ┠ᶆタᐃࡢᚲ

62㸬ᡃࠎࡣࠊᅜࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨᨻ⟇ࡢせ࡞ᵓᡂせ⣲ࡋ࡚ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ㛤Ⓨᨻ⟇

68㸬ᡃࠎࡣࠊᐙᗞࠊ⏘ᴗཬࡧ㎰ᴗ㉳※ࡢỈ㉁ởᰁ๐ῶ୪ࡧỈຠ⋡ᛶࠊỈฎ⌮ཬࡧ≉

࡞㣧ᩱỈཬࡧබ⾗⾨⏕ࡢᶒࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡉࡽࠊᡃࠎࡣࠊ㈋ᅔ㣚㣹ࡢ᧞⁛ࠊ

ࡧ☜ಖࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ

67㸬ᡃࠎࡣࠊே⏕ࡢ㠃ⓗ႐ࡧཬࡧ࠶ࡽࡺࡿேᶒࡗ࡚ྍḞ࡞ேᶒࡋ࡚Ᏻ࡛Ύ₩

ᙉㄪࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣࠊྛᅜᑐࡋ࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊྛᅜࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ⌮

Ỉ]
[Ỉ

ࡿ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿࢽࢩࢸࣈࢆ୍ᒙᨭࡍࡿࠋ

61. ᡃࠎࡣࠊྛᅜࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿࡼࡾ୍㈏ᛶ⤫ྜᛶࡢ࠶ࡿ⏬ཬࡧពᛮỴᐃࡢᚲせᛶࢆ

㐍ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᆅᇦጤဨࢆྵࡴ᪤Ꮡࡢᆅᇦཬࡧᆅ᪉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᙉࢆồࡵࡿࠋ

60㸬ᡃࠎࡣࠊ⬟ຊ㛤Ⓨࠊሗ࣭⤒㦂ࡢཬࡧᑓ㛛▱㆑ᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆಁ
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ࢩࢸࣈ㸦CTI㸧ࠖཬࡧࠕᅜ㝿ࢧࣥࢦ♋ࢽࢩࢸࣈ㸦ICRI㸧ࠖᇶ࡙ࡃ༠ຊࢆᨭࡍࡿࠋ

ࡋࠊᅜᐙ⟶㎄ᾏᇦእ࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ከᵝᛶࡢಖᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࡘ࠸࡚ᑐᛂࡍࡿᅜ
㐃ᾏὒἲ᮲⣙㸦UNCLOS㸧ࡢᐇ༠ᐃ㛵ࡍࡿ΅ࢆྍཬⓗ㏿ࡸ㛤ጞࡍࡿࡇྜព

ࡣࠊᴗཬࡧ⏘ᴗࡀࠊ୰ᑠᴗࡢᨭࢆ㏻ࡌࡓࡶࡢࢆྵࡵࠊୡ⏺ⓗ࡞ࢧࣉ࣭ࣛࢳ࢙࣮

ࣥయ࠾ࡅࡿ⎔ቃඃࡋ࠸㞠⏝ฟᐤࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࠋ

ࡢ⤒῭⤫ィ⤫ྜࡍࡿࠋ

ㄆ㆑ࡍࡿࠋᾏὒཬࡧࡑࡢ㈨※ࡢὀព࡞㛤Ⓨࡣᾏὒࡀே㢮㣗ᩱࠊࡑࡢࡢ⤒῭ⓗ┈ཬ

78㸬ᡃࠎࡣࠊᾏὒࡀᆅ⌫ࡢ⏕⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ

[ᾏὒࠊSIDS]

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

85. ᡃࠎࡣࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ㸦SIDS㸧ࡀࡑࡢᅛ᭷ࡘ≉ู࡞⬤ᙅᛶ↷ࡽࡋ࡚౫↛ࡋ

ࢆᙉࡃせㄳࡍࡿࠋ

ᅜࡼࡿᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡢྜព␃ពࡍࡿࡶࠊᙜヱྜពࡢᮍຍ┕ᅜᑐࡋ࡚ຍ┕

↓ሗ࿌࣭↓つไ⁺ᴗ㸦IUU㸧ᑐฎࡍࡿࡼ࠺ᙉࡃせㄳࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊ2009 ᖺ㣗⣊㎰ᴗᶵ
㛵㸦FAO㸧ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ㐪ἲ࣭↓ሗ࿌࣭↓つไ⁺ᴗࢆ㜵Ṇࠊ㜼Ṇཬࡧ㝖ࡍࡿࡓࡵࡢ

౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿᅜཬࡧᆅ᪉ᨻᗓࡢࢽࢩࢸࣈࢆᙉࡃዡບࡍࡿࠋ

ᐤ

84㸬ᡃࠎࡣࠊྛᅜᑐࡋࠊᅜ㝿ἲᇶ࡙࠸࡚ຠᯝⓗᡭẁࢆ᥇⏝ࠊᐇࡍࡿࡇࡼࡾ㐪ἲ࣭

ࡍࡿᚲせᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣࠊ࡚ࡢᕷẸ᭱ప㝈ࡢ♫ⓗಖㆤࢆᥦ

࡙ࡃ⟶⌮ィ⏬ࢆᐇࡍࡿࡇࢆ⣙᮰ࡍࡿࡼ࠺せㄳࡍࡿࠋ

ࡍࡿࡇࢆᨵࡵ࡚⣙᮰ࡍࡿࡇ୪ࡧ 2015 ᖺࡲ࡛ࡢ㈨※㔞ᅇྥࡅࡓࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ

ࡿࠋᡃࠎࡣࠊྛᅜᑐࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ỉ‽㐩ࡍࡿࡲ࡛ᯤῬ⁺ᴗ㈨※㔞ࢆ⥔ᣢࡲࡓࡣᅇ

ࢃࡽࡎࠊከࡃࡢ㈨※ࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨྍ⬟࡞Ỉ‽ࡲ࡛ᯤῬࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ␃ពࡍ

77㸬ᡃࠎࡣࠊṇつ⤒῭㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⪅ࢆྵࡵࠊ♫ࡢᡂဨ࡚♫ⓗಖㆤࢆᥦ౪

ฟࢆྍ⬟ࡍࡿ⎔ቃࢆฟࡍࡿࠋ

c) ୰ᑠᴗࢆྵࡵࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᢞ㈨ࡍࡿẸ㛫ᴗࡼࡿⰋ㉁࡞㞠⏝ࡢ╔ᐇ࡞

㊊ᑐᛂࡍࡿࠋ

b) ᢏ⬟࣐ࢵࣆࣥࢢཬࡧ⎔ቃ㛵㐃ࡢ⫋ᴗカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛಁ㐍ࢆ㏻ࡌ࡚⪃࠼ᚓࡿᢏ⬟

83㸬ᡃࠎࡣࠊ2015 ᖺࡲ࡛ୡ⏺ࡢ⁺ᴗ㈨※ࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞Ỉ‽ᅇࡍࡿ࠸࠺ྜពࡶ

ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ༠ㄪࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆᥦࡍࡿࠋ

a) ⎔ቃ㛵㐃ࡢ㞠⏝ࡢࢺࣞࣥࢻཬࡧᒎ㛤㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆྥୖࡉࡏࠊ㛵㐃ࢹ࣮ࢱࢆྛᅜ

ࢆ⌮ゎࡋࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇྜពࡍࡿ㸸

ࢦ࣑ཬࡧᾏὒởᰁᡓ࠺ࡓࡵࡢᅜ㝿⾜ືィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࢆྛᅜせㄳࡍࡿࠋ

ᢞ㈨ࡢᙉࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

82㸬ᡃࠎࡣࡲࡓࠊᾏὒ㓟ᛶࢆほᐹࡍࡿᅜ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇ୪ࡧ୍ᒙࡢᾏὒ㓟ᛶ

ࠕ㝣ୖάືࡽࡢᾏὒ⎔ቃࡢಖㆤ㛵ࡍࡿୡ⏺⾜ືィ⏬ࠖࡢᐇࢆ㐍ࡵࡿࡇ୪ࡧᾏὒ

ࡋࠊㄆࡵࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ

76㸬ᡃࠎࡣࠊࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ᵓ⠏ࡀ⎔ቃ㛵㐃ࡢ㞠⏝ฟỴᐃⓗ౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ

81. ᡃࠎࡣࠊᗫᲠ≀ཬࡧᗫỈฎ⌮㛵ࡍࡿᢞ㈨ࡢࡓࡵࡢࡉࡽ࡞ࡿ⬟ຊ㛤Ⓨ㈨※ືဨࢆྵࡵࠊ

ྍ⬟ࡍࡿሀᅛࡘⰋ㉁࡞ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡢᇶ♏ࡢୖࡶᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇࢆㄆ㆑

ࡍࡿࠋ

ၥ㢟ࢆ◊✲ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗᅜ㐃⥲ࡀ㠀බᘧ↓ᮇ㝈≉ูసᴗ㒊ࢆタ⨨ࡋࡓࡇ␃ព

75㸬ᡃࠎࡣࠊ♫⚟♴ཬࡧᡂ㛗ࡀࠊ㞠⏝ᐩࢆฟࡋࠊ㛗ᮇⓗ౯್ࢆຍ࠼ࠊᖜᗈ࠸ໟྵࢆ

80㸬ᡃࠎࡣࠊᅜᐙ⟶㎄ᾏᇦእ࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ከᵝᛶࡢಖཬࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝㛵ࡍࡿ

ࡢබඹᴗࡢᢞ㈨ࢆ㏻ࡌ࡚ࡁ࡞㞠⏝ฟᶵࡀ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎ

࣓ࣥࢺ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ

⌮ⓗά⏝୪ࡧ⏕ྍ⬟ཬࡧ㠀ᅾ᮶ᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ࡍࡿ᪂ᕷሙࡢᅇཬࡧቑ㐍ࡢࡓࡵ

ඃࡋ࠸㎰ᴗࠊ᭷ᶵ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⟶⌮ࠊ⤒῭┠ⓗࡢࡓࡵࡢ⏕≀ከᵝᛶࡢྜ

74㸬ᡃࠎࡣࡲࡓࠊ⮬↛㈨ᮏࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᅵᆅཬࡧỈ⟶⌮ࣉࣛࢡࢸࢫࠊᐙ᪘㎰ᴗࠊ⎔ቃ

ࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ᨭᣢࡋࠊ2014 ᖺࡲ࡛ࡢᾏὒ⎔ቃ≧ែࡢ➨ 1 ᅇ┠ࡢ⤫ྜⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ

ࢆᚓࡿࡢᚲせ࡞ᢏ⬟ಖㆤࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢆᨭࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᅜูࠊᆅᇦⓗཬࡧୡ⏺ⓗ࡞ᾏὒᨻ⟇ࡢ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡇࡢࢭࢫ

79㸬ᡃࠎࡣࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᾏὒࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢ㏻ᖖࣉࣟࢭࢫࠖࢆಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸࡞

࡞㞠⏝ࢆฟࡋ㈋ᅔࢆ᧞⁛ࡉࡏࡿࡁ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ཧຍࡋࠊࡑࡢᜠᜨ

⚟♴ࡢಁ㐍ཬ⎔ቃᨵၿྍḞ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋປാ⪅ࡣࠊ≉ⱝᖺᒙྥࡅࡢⰋ㉁

ࡍࡿࢧࣥࢦ♋ࡢ㔜せ࡞⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧ⎔ቃ㠃ࡢ㈉⊩ࢆㄆ㆑ࡋࠊ
ࠕࢧࣥࢦ♋୕ゅᆅᖏࢽ

73㸬ᡃࠎࡣࠊேⓗ⬟ຊࡢ㛤Ⓨࡀᖜᗈ࠸⤒῭ᡂ㛗ࠊຊᙉࡃᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫ࡢᵓ⠏ࠊ♫

ᣢ⥆ྍ⬟࡞⟶⌮ཬࡧබᖹ࡞ඹ᭷ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊᓥᕋᅜཬࡧἢᓊᅜᑐ

ࡧ⎔ቃࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ⥆ࡅࡿ⬟ຊࢆ༴㝤ࡉࡽࡍࡇ࡞ࡿࠋᡃࠎࡣࠊᾏὒ㈨※ࡢಖࠊ

⎔ቃඃࡋ࠸㞠⏝࣭♫ཧຍ]
[⎔

ᕷࡢ⏬ཬࡧᵓ⠏ࡢ⤫ྜⓗࡘయⓗࣉ࣮ࣟࢳࡢ᥎㐍ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣮ࣅࢫࡢὶࢆᨭᣢࡍࡿࡶࠊ⏕≀ከᵝᛶ⏕ែ⣔ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡛බᖹ࡞⏝ࢆᨭ࠼

ⓗᨭࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡶࡲࡓࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ

ࣇࣜ࢝ᆅᇦ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡗ࡚῝้࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ␃ពࡍࡿࠋ
ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃◁₍㜵Ṇ᮲⣙㸦UNCCD㸧ࡢᐇᑐࡍࡿᅜ㝿♫ࡢᨭࡢᣑࢆồࡵࡿࠋ
93. ᡃࠎࡣࠊ
ࠕᅜ㝿ᅵተࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦GSP㸧
ࠖ࡞ࡢࠊᅵተ㈨※ࡢಖㆤྥࡅࡓࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢩࢵࣉཬࡧࢽࢩࢸࣈࢆᨭࡍࡿࡇྠពࡍࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊ࡛⏕⏘ⓗ࡞
ᅵᆅᅵተࢆᐇ⌧ࡍࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᅵᆅ⟶⌮ᨻ⟇ࡢ⤒῭ⓗ౽┈ࡘ࠸࡚ࡢᖜᗈ࠸ㄆ㆑ࡢྥୖ
ࢆ┠ⓗࡋࡓ⛉Ꮫⓗ◊✲ࢽࢩࢸࣈࢆዡບࡍࡿࠋ

ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉࢆồࡵࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ

➨ 3 ᅇᅜ㝿㆟ࢆ 2014 ᖺ㛤ദࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࠋ

[⮬↛⅏ᐖ]

87. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢᩥ⬦࠾࠸࡚ࠊ⅏ᐖࣜࢫࢡࡢ๐ῶ⥅⥆ࡋ࡚ᑐฎࡍࡿ

ࡶࠊ2015 ᖺ௨㝆ࡢ㛤Ⓨࢪ࢙ࣥࢲྵࡵࡿࡇࢆᨵࡵ࡚ồࡵࡿࠋ ᡃࠎࡣࠊ࣏ࢫࢺරᗜ

⾜ືᯟ⤌ࡳࡢ᥇⏝㛤Ⓨᨻ⟇ࡢ⤫ྜࢆྵࡵࠊᅜ࣭ᆅᇦ࣭ᅜ㝿ࡢྛࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ⎔ቃ㠃

ࡣ㧗࠸㈋ᅔ⋡⮬↛ࣜࢫࢡཬࡧ㣗ᩱ㊊ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿඛఫẸࢆྵࡴࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ
ᨾ㒓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᒣᓅཬࡧࡑࡢ⏕ែ⣔ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡿ౽┈ࢆ
ㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡲࡓࠊᒣᓅࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⏕ែ⣔ಖࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᑐࡋ࡚ࠊ
⿵ൾࡋࠊሗ࠸ࡿࡓࡵࡢᅜ㝿࣭ᆅᇦ࣭ᅜ࣭ᆅ᪉ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᥈ồࡍࡿᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ

ࡶࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡀ≉Ẽೃኚືᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊ㣗ᩱᏳಖ㞀ཬࡧ㈋ᅔ᧞⁛ྥࡅ

ࡓດຊࢆⴭࡋࡃᦆ࡞࠺ࡶࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ㡿ᅵಖࠊ⥔ᣢ⬟ຊཬࡧࡑࡢᏑᅾࡑ

ࡢࡶࡢࢆ⬣ጾࡉࡽࡋ࡚࠸ࡿẼೃኚືࡢቑࡍࡿᝏᙳ㡪ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇᑐࡋ࡚ᙉ࠸

95. ᡃࠎࡣࠊᏛ≀㉁ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢࣛࣇࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌࡓࠊࡼࡾᙉᅛ࡛㤳ᑿ୍㈏ࡋࠊຠ

ࡍࡿࠋ

࣮ࣟࢳࡼࡿ࡞Ꮫ≀㉁ཬࡧᗫᲠ≀ࡢ⟶⌮ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡣᣢ⥆ྍ⬟࡛㐺ษ࡞㛗ᮇ
ⓗ㈨㔠౪⤥ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
96. ᡃࠎࡣࠊࣂ࣮ࢮࣝ᮲⣙ࠊࣟࢵࢸࣝࢲ࣒᮲⣙ཬࡧṧ␃ᛶ᭷ᶵởᰁ≀㉁㛵ࡍࡿࢫࢺࢵࢡ࣍
࣒ࣝ᮲⣙㛫ࡢ୍ẁࡢㄪᩚཬࡧ༠ຊࢆ㈹㈶ࡍࡿࡶࠊ⎔ቃ㠃࡛࡞ᗫᲠ≀⟶⌮ࡢࡓࡵ
ࡢ⬟ຊᢏ⾡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᐁẸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆồࡵࡿࠋᡃࠎࡣࡲࡓࠊ
ᐙ㟁ᗫᲠ≀ཬࡧᾏὒ⎔ቃ࠾ࡅࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡘ࠸࡚ᠱᛕࢆᣢࡗ࡚

ᦶ᧿ࡢ᭱ᑠࡢࡓࡵࠊỈࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ㣗ᩱࠊẼೃኚືࡢ㛫ࡢ┦㛵ಀᑐฎࡍࡿᅜ㝿

ࢽࢩࢸࣈཬࡧࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆዡບࡍࡿࠋ

[᳃ᯘཬࡧ⏕≀ከᵝᛶ]

90. ᡃࠎࡣࠊ᳃ᯘࡢ◚ቯຎࢆຠᯝⓗῶ㏿ࠊṆࠊ㏫㌿ࡉࡏࠊ᳃ᯘࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝

⟶⌮୪ࡧಖᅇࢆಁࡍᨻ⟇ᯟ⤌ࡳᕷሙᡭẁࢆᨭᣢࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊ
ࠕࡍ࡚ࡢࢱࣉ

ࡢ᳃ᯘ㛵ࡍࡿἲⓗᣊ᮰ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ᩥ᭩㸦NLBI㸧
ࠖࡢ⥭ᛴࡢᐇࢆồࡵࡿࠋ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

ࡓࡵࡢᡓ␎ⓗࣉ࣮ࣟࢳ㸦SAICM㸧ࠖࢆᙉࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࠋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ⤫ྜⓗ࡞ࣉ

89. ᡃࠎࡣࠊ⬤ᙅ࡞ேࠎཬࡰࡍᙳ㡪≉㓄៖ࡋࡘࡘࠊᨻ⟇┠ⓗ㛫ࡢࢩࢼࢪ࣮ࡢᐇ⌧

ᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᅜ㝿ࣞࢪ࣮࣒ྥࡅࡓດຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠕᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ≀㉁⟶⌮ࡢ

[Ꮫ≀㉁ཬࡧᗫᲠ≀]

㸦COP17㸧ࡢᡂᯝࢆḼ㏄ࡍࡿࡶࠊ࡚ࡢྜព㡯ࡀ㏿ࡸᐇࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅ

ᠱᛕࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊࢲ࣮ࣂࣥ࠾ࡅࡿᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌ࡳ᮲⣙➨ 17 ᅇ⥾⣙ᅜ㆟

ከࡃࡢሙྜᒣᓅࡀ㈨※ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊࡋࡤࡋࡤ㐣ᑠホ౯ࡉࢀࠊ

88. ᡃࠎࡣࠊẼೃኚືࡀ⌧௦࠾࠸࡚᭱ࡶࡁ࡞⬣ጾࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ

94. ᡃࠎࡣࠊᒣᓅࡀẼೃኚືࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ኚᴟࡵ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇࠊࡉࡽ

[Ẽೃኚື]

⥭ᛴᑐᛂࠊ᪩ᮇᪧཬࡧ㛤Ⓨດຊࡢ㛫ࡢࡼࡾ⥭ᐦ࡞ㄪᩚࢆồࡵࡿࠋ

[ᒣᓅ]

᧞⁛ࡢ㈉⊩ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡶࠊࣇࣜ࢝ࡢከࡃࡢ⪔సྍ⬟࡞ᅵᆅࡢ◁₍ࡢ⃭ࡀ

ࢩࣕࢫᡓ␎㸦MSI㸧
ࠖࡢᐇཬࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆᨭ

᪩ᮇ㆙ᡄࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿྥࡅࡓ୍ᒙࡢㄪᩚ୪ࡧ

92. ᡃࠎࡣࠊᅵᆅࡢᣢࡘ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗ㔜せᛶࠊࡾࢃࡅࠊᡂ㛗ࠊ㣗ᩱᏳಖ㞀ཬࡧ㈋ᅔ

㸦BPOA㸧ࠖཬࡧࠕSIDS ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ⾜ືィ⏬ࡢ᭦࡞ࡿᐇࡢࡓࡵࡢ࣮ࣔࣜ

ࡢ⥭ᛴែࡢᙉᅛ࡞ᑐᛂཬࡧண

[ᅵᆅຎࠊ◁₍]

ᙉࡍࡿࡇࢆྵࡵࠊࠕ⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢಖࡸேⓗ㈨※ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗࡋࡓ⾜ືィ⏬

ࡿ㐺ษ࡞ࣥࢭࣥࢸࣈᨻ⟇ࢆ㏻ࡌࡓ⮬↛㈨ᮏࡢᢞ㈨ࢆዡບࡍࡿࠋ

ᡃࠎࡣࠊᅜ㝿࣭ᆅᇦ࣭ᅜࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿ⏕≀ከᵝᛶ⏕ែ⣔ࢧ

ࡾ㢖⦾ࡘᙉ࡞⮬↛⅏ᐖཬࡧ⇞ᩱࠊ㣗ᩱཬࡧ㔠⼥༴ᶵࢆྵࡴእⓗࢩࣙࢵࢡ࠶ࡾࠊᅜ㝿

86㸬ᡃࠎࡣࠊSIDS ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢᨭ࠶ࡓࡿᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ෆࡢ㛵ಀయࢆᨵၿ࣭

91. ᡃࠎࡣࠊ⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙➨ 10 ᅇ⥾⣙ᅜ㆟࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕྡྂᒇ㆟ᐃ᭩ࠖࢆḼ㏄ࡍࡿࠋ

20 ᖺࢃࡓࡗ࡚ᝏࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡿせᅉࡣࠊẼೃኚືࡼࡿᝏᙳ㡪ࡢቑࠊࡼ

࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎྥࡅ࡚ࡢ≉Ṧ࡞ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋSIDS ࡢ⬤ᙅᛶࡣ㐣ཤ
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ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᖹ➼ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢಁ㐍ࡢࣜࣥࢣ࣮ࢪࡢ୍ᒙࡢ㛵ᚰႏ㉳࠾ࡅࡿ
ᅜ㐃ዪᛶᶵ㛵ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭᣢࡍࡿࠋ

97. ᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨጤဨ➨ 19 ᅇྜ΅࠾࠸࡚ヲ㏙ࡉࢀࡓᩥ᭩ᇶ࡙

ࡁࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝⏕⏘㸦SCP㸧㛵ࡍࡿᅜ㝿༠ᐃࡢ୍㈏ࡋ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝⏕

ࡓࡵࡢໟᣓⓗࣉࣟࢭࢫࢆ㛤ጞࡍࡿࡇྜពࡍࡿ㸸

࣒ࣗࣛ㛤Ⓨࢆྵࡵ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢ㏣ồᑐࡍࡿᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㈉⊩ࢆᙉࡍࡿࡇ

ᬑ㐢ⓗ࡛࡚ࡢᅜ㐺⏝ྍ⬟࡞ࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸦SDG㸧
ࠖ

ࢀࡤ 2030 ᖺࡲ࡛㐩ᡂࡉࢀࡿ≉ᐃࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡼࡗ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࢆᥦ
ࡍࡿࡶࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ࡇࡢⅬ㛵ࡍࡿᥦࢆ⾜࠺ࡇࢆồࡵࡿࠋ
110㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆྥࡅࡓ㐍ᒎࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᨭ࠼ࡿࡢᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱ
ཬࡧሗࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ㞟ࠊศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ࡚ࡢᅜࡢ⬟ຊࢆᙉࡍࡿࡇࢆỴព
ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ᑐࡋࠊ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨭ౪ᅜࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡑ

ࢀ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ⓗ࡞♫ⓗཬࡧ⤒῭ⓗᖹ➼ࡀ㈋ᅔ⏕ά

⪅ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿዪᛶཬࡧᏊ౪ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇᠱᛕࢆࡶࡗ࡚␃ពࡍࡿࠋ

103. ᡃࠎࡣࠊዪᛶࡀ⤒῭࠾ࡅࡿ࡞ࡿཧຍ⪅࡞ࡿࡇࢆ㜼ࢇ࡛ࡁࡓ㞀ᐖࡢ㝖ཤ୪ࡧ

ዪᛶࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ᥎㐍⪅࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆゎࡁᨺࡘࡼ࠺ồࡵࡿࡶࠊᡃࠎࡢ♫

య࠾࠸࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᖹ➼ࢆಁ㐍ࡍࡿᥐ⨨ࢆඃඛⓗᐇࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋࡇ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

109㸬ᡃࠎࡣࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ┠ᶆྥࡅࡓ㐍ᒎࡣࠊ㐺ษ࡞ᣦᶆࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࠊྍ⬟࡛࠶

102. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡀṇつࠊ㠀ṇつ୧㠃࠾ࡅࡿዪᛶࡢ⤒῭ⓗ㈉⊩㛵㐃ࡋࠊࡑ

[ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᖹ➼]

࡞ࡿ┠ᶆ⩌ࢆ 2015 ᖺ☜❧ࡍࡿࡢほⅬࡽࠊ࣏ࢫࢺ 2015 ᖺᮇ㛫ྥࡅࡓ㛤Ⓨࢪ࢙ࣥ
ࢲ࠾࠸࡚ MDG ࢆ⿵ࠊᙉࡍࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

108㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆࡣࠊ࣏ࢫࢺ 2015 ᖺࡢࠕᅜ㐃㛤Ⓨࢪ࢙ࣥࢲࠖࡢ୍㒊

ࡢᩍ⫱ࡢ 10 ᖺࠖࡀ⤊ࡍࡿ 2014 ᖺ௨㝆࠾࠸࡚ࡶࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎྥࡅࡓᩍ⫱ࢆ᥎㐍

ຊ࡞ࡢඃඛศ㔝ࢆྵࡳ࠺ࡿࡇࢆᥦࡍࡿࠋ

ࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

㝿ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡘ࠸࡚ࠊ᪂ୡ௦ࡢᏛ⏕ࢆᩍ⫱ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕᅜ㐃ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵ

⋡ᛶࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷࠊ⎔ቃ㛵㐃ࡢ㞠⏝ࠊⰋ㉁࡞㞠⏝♫ⓗໟྵࠊ⅏ᐖࣜࢫࢡ๐ῶᅇ

ᩱᏳಖ㞀ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࠊ࡚ࡢேࠎࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊỈࡢࢡࢭࢫຠ

✲ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ዡບไᗘཬࡧዡᏛไᗘࡢタࡀྵࡲࢀࡿࠋ

101㸬ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢ᥎㐍ྍḞ࡞౯್ほࠊ࢝ࢠ࡞ࡿᏛၥศ㔝ࠊໟᣓⓗ࡛Ꮫ

107. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝⏕⏘ࣃࢱ࣮ࣥࡶࠊᾏὒࠊ㣗

ົ⥲㛗ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡢㄪᩚࢆồࡵࡿࠋ

106. ᡃࠎࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢཧຍࢆࡧࡅࡿࡶࠊᅜ㐃

b) ᐃᮇⓗ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㐩ᡂྥࡅࡓ㐍ᒎࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒

ࡋࡓάືࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢ᥎㐍㛵㐃ࡍࡿᏛၥศ㔝ཬࡧᏛ㝿ⓗศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿◊

100. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎྥࡅࡓᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢᅜ㝿ᩍ⫱ὶάືࢆዡບࡍࡿࠋࡇ࠺

⾜ື⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ࢫኚ㠉ࡢࣔࢹࣝ࡞ࡿࡇࢆồࡵࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣉࣛࢡࢸࢫࡀᏛ⩦

ࡢᏛ⛉ඹ㏻ࡢ༢ࡋ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸ

99. ᡃࠎࡣࠊᏛࡀࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫෆタࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢලయࢆタ⨨ࡍࡿࡶࠊ࡚

࢙ࣥࢲ 21 ࠖࡢཎ๎ᩚྜⓗ࡛࠶ࡾࠊᅜࡼࡿ␗࡞ࡿࣉ࣮ࣟࢳࢆチᐜࡋࡘࡘࡶ

a) ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢ 3 ࡘࡢഃ㠃ࡢ⤫ྜⓗ࡛ᆒ⾮ࡢྲྀࢀࡓྲྀࡾᢅ࠸ࢆᫎࡋࠊࠕࢪ

ཬࡧ⠇┠㸦࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥ㸧ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡇㄆ㆑ࡋࠊ2015 ᖺࡲ࡛௨ୗࢆ⟇ᐃࡍࡿ

ⓗໟᦤࡢࡓࡵࡢྍḞ࡞᮲௳࡛࠶ࡿࡇㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᩍᖌカ⦎࢝ࣜ࢟

ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ

105. ᡃࠎࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎྥࡅࡓ㐍ᒎࢆ ᐃࠊຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࡣ┠ᶆࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ

98㸬ᡃࠎࡣࠊ࡚ࡢேࠎࡀ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢡࢭࢫࢆᣢࡘࡇࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ♫

[ᩍ⫱]

ᐃ

104. ᡃࠎࡣࠊ⏕άࡢ࡚ࡢഃ㠃࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᖹ➼ዪᛶࡢᶒࡢᐇ⌧୪ࡧ

[ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝⏕⏘]

B. 㐍ᒎࡢຍ㏿ཬࡧ

ᗘⓗពᛮỴᐃࠊㆤཬࡧᐙᗞࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⟶⌮ࡀྵࡲࢀࡿࠋ

ࡸࡉࡋ࠸ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ᑐฎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

⏘㛵ࡍࡿィ⏬ 10 ᖺᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

ࡢࡼ࠺࡞ᡭẁࡣࠊᩍ⫱ࠊ㞠⏝ࠊ㈨※ࡢᡤ᭷ࠊṇ⩏ࡢࢡࢭࢫࠊᨻ࠾ࡅࡿ௦⾲ࠊไ

␃ពࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣࠊࡾࢃࡅ㐺ษ࡞ᨻ⟇≀㉁ཬࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅇࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ
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116㸬ᡃࠎࡣࠊ࣐ࣝࢳ࣭ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ㏻ࡌࡓࡶࡢࢆྵࡵࠊᣢ⥆ྍ
⬟࡞㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࡢẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡢ㔜せ࡞ᙺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋබඹᨻ⟇ࡣᴗཬࡧ
⏘ᴗࡼࡿ㛗ᮇᢞ㈨ཬࡧ♫ⓗࠊ⎔ቃⓗ㈐௵࠶ࡿ⾜ືࡘ࡞ࡀࡿᏳᐃࡋࡓᢞ㈨⎔ቃつ
ไᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
117. ᡃࠎࡣࠊ㈨㔠ࣇ࣮ࣟࡢつ๎ᛶཬࡧࡼࡾ㏱᫂ࡘẸⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥ

111. ᡃࠎࡣࡲࡓࠊ⚟♴ࡢᣦᶆࡋ࡚ࡢᅜෆ⥲⏕⏘㸦GDP㸧 ࡢ㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊ

⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧ⎔ቃୖࡢഃ㠃ࢆᆒ⾮ࡢྲྀࢀࡓᙧ࡛⤫ྜࡍࡿ GDP ࢆ⿵ࡍࡿᣦᶆࡢ㛤Ⓨ

ᙉࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡇྜពࡍࡿࠋᡃࠎࡣࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ᑐࡋࠊᅜ㐃ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧ

ࡢ㛵㐃⤌⧊ࡢ༠㆟ࡢୖࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࢆせㄳࡍࡿࠋ

C. ᐇ᪉ἲ

118㸬ᡃࠎࡣࠊ⎔ቃ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿࠕࣜ࢜ᐉゝࠖ
ࠊࠕࢪ࢙ࣥࢲ 21ࠖ ཬࡧࡢᅜ㐃ࢧ࣑ࢵࢺ
ཬࡧ㆟ࡢᡂᯝྵࡲࢀࡿࠊ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

Ⓨ㏵ୖᅜࡢᨻᗓ㛤Ⓨຓᙜ࡚ࡿ࠸࠺┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆྵࡴࠊ࡚ࡢ

ᨻᗓ㛤Ⓨຓࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋྜពࡉࢀࡓࢱ࣒ࢸ࣮ࣈࣝࢆ㐩ᡂࡍ

࣒ࠊ㧗ᗘ࡞ᡭἲࠊ㐺ษ࡞ᐇ⎔ቃཬࡧ㛤Ⓨつᶍࡢᣑ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᢏ⾡⛣㌿㛵ࡍࡿ
㞀ᐖࡢ㝖ཤࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋ

ᖺ㸧ἢࡗ࡚ࠊᅜẸ⥲⏕⏘㸦GNP㸧ࡢ 0.15%ࡽ 0.20%ࢆᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᨻᗓ㛤Ⓨ

ຓᙜ࡚ࡿ࠸࠺≉ᐃ┠ᶆࢆྵࡵࠊᅜẸ⥲⏕⏘㸦GNP㸧ࡢ 0.7%ࢆ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᨻᗓ㛤Ⓨ

ᚲせ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢᵓ⠏ࢆಁࡍᚲせᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

ඃඛ㡰ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊຓࡢ᭷ຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆồࡵࡿࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤

ࡿࠋ

出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf

㛤Ⓨࡢホ౯㛵㐃ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ⛉Ꮫ⪅ࡀཧຍࠊ௦⾲ࡉࢀࡿࡇࢆᙉࡃồࡵ
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出典：国際連合「我々が望む未来（環境省仮訳）」
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf
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国連社会開発研究所
（UNRISD）
国連軍縮研究所
（UNIDIR）*2

国連開発計画（UNDP）
国際婦人開発基金
（UNIFEM）
国連ボランティア
（UNV）
国連資本開発基金
（UNCDF）
国連人口基金（UNFPA）

国際婦人調査訓練研修所
（UN-INSTRAW）

国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）
世界食料計画（WFP）
国連パレスチナ難民救済
事業機関（UNRWA）*2
国連人間居住計画
（UN-HABITAT）

国連平和構築委員会（PBC）

連

8

国連民主主義基金（UNDEF)

機

関

各部局

事 務 局

化学兵器禁止機構（OPCW）*6

包括的核実験禁止条約機構
準備委員会（CTBTO Prep.com）*6

国際原子力機関（IAEA）*5

世界貿易機関（WTO）

関連機関

先住民に関する常設フォーラム
国連森林フォーラム
会期/常設委員会
専門家、アドホック、及び関連組織

その他

アフリカ経済委員会（ECA）
ヨーロッパ経済委員会（ECE）
ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）
アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
西アジア経済社会委員会（ESCWA）

地域委員会

注：主要機関からの実線は直接の報告関係を示す。
点線は、補助機関の関係にないことを示す。

国際労働機関（ILO）
事務総長室（OSG）*3
国連食糧農業機関（FAO）
内部監査部（OIOS）
国連教育科学文化機関
法務局（OLA）
（UNESCO）
政治局（DPA）
世界保健機関（WHO）
平和維持活動局（DPKO）
世界銀行グループ
フィールド支援局（DFS）*4
国際復興開発銀行（IBRD） 人道問題調整部（OCHA）
国際開発協会（IDA）
経済社会局（DESA）
国際金融公社（IFC）
総会・会議管理局（DGACM）
多国間投資保証機関
広報局（DPI）
（MIGA）
管理局（DM）
ࠉ国際投資紛争解決センター
後発開発途上国ならびに
（ICSID）
内陸開発途上国、
国際通貨基金（IMF）
小島嶼開発途上国のための
国際民間航空機関
（ICAO）
高等代表事務所（UN-OHRLLS）
国際海事機関（IMO）
国連人権高等弁務官事務所
国際電気通信連合（ITU）
（OHCHR）
万国郵便連合（UPU）
国連薬物犯罪事務所（UNODC）
世界気象機関（WMO）
安全保安局（DSS）
世界知的所有権機関（WIPO）
国際農業開発基金（IFAD）
国連ジュネーブ事務所（UNOG）
国連工業開発機関（UNIDO） 国連ウィーン事務所（UNOV）
世界観光機関（UNWTO）*3
国連ナイロビ事務所（UNON）

国際司法裁判所

専門機関* 7

経済社会理事会

要

麻薬委員会
犯罪防止刑事司法委員会
開発のための科学技術委員会
持続可能開発委員会
女性の地位委員会
人口開発委員会
社会開発委員会
統計委員会

主

機能委員会

の

8.国際的パートナーシップのための国連基金(UNFIP)は副事務総長の主導の下にある信託基金である。国連民主主義基金(UNDEF)諮問理事会は事務総長の承認のため、資金計画案の勧告をする。
2008.7.17

出典：国際連合広報センター「国際連合機構図」
http://www.unic.or.jp/know/pdf/organize.pdf

6.CTBTO準備委員会とOPCWは総会に報告する。 7.専門機関は、政府間レベルでは、ECOSOCを通して、また事務局間レベルでは、主要執行理事会(Chief Executives Board for coordination ＝ CEB)を通して、国連や専門機関とともに活動する自治機関である。

情報技術担当チーフオフィサー (the Chief Information Technology Oﬃcer)は、事務総長に直接報告する。 4.特別な場合、フィールド支援局事務次長は平和維持活動担当事務次長に直接報告する。 5.国際原子力機関(IAEA)は,安全保障理事会と総会に報告する。

1. 国連薬物統制計画(UNDCP)は国連薬物犯罪事務所(UNODC)の一部である。 2.UNRWA及びUNIDIRは総会に対してのみ報告する。 3.国連倫理事務所（The United Nations Ethics Oﬃce）
、国連オンブズマン事務所(the United Nations Ombudsman's Oﬃce )、

国際的パートナーシップのための国連基金（UNFIP）

その他の信託基金

国連プロジェクトサービス機関（UNOPS） 国連システム・スタッフ・カレッジ（UNSSC）
国連大学（UNU）
国連エイズ合同計画（UNAIDS）

その他の国連機関

国連地域間犯罪司法研究所
（UNICRI）
国連訓練調査研修所
（UNITAR）

研究及び研修所

国連貿易開発会議
（UNCTAD）
国際貿易センター（ITC）
（UNCTAD/WTO）
国連薬物統制計画（UNDCP）*1
国連環境計画（UNEP）
国連児童基金（UNICEF）

計画と基金

主要委員会
人権理事会
会期委員会
常設委員会及びアドホック組織
その他の補助機関

諮問的補助機関

補助機関

総 会

軍事参謀委員会
常設委員会及びアドホック組織
旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所（ICTY）
ルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）
平和維持活動・ミッション
テロ対策委員会

安全保障理事会

補助機関

信託統治理事会

国

国 際 連 合 機 構 図

