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ࢲ࢙ࣥࢪە㸰㸯ࡢ┠ḟ
 ᅜ㐃⎔ቃ㛤Ⓨ㆟࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⾜ືィ⏬ࠋ 㒊ᵓᡂ
 ❶ࡽᡂࡾࠊⱥᩥ࡛  ࣮࣌ࢪཬࡪࠋ
ࠕࢭࢡࢩࣙࣥϨ㸬♫ⓗ࣭⤒῭ⓗഃ㠃ࠖࠊ
ࠕࢭࢡࢩ
ࣙࣥϩ㸬㛤Ⓨ㈨※ࡢಖㆤ⟶⌮ࠖࠊࠕࢭࢡࢩࣙࣥϪ㸬ࡓࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢᙺࡢᙉࠖࠊࠕࢭࢡ
ࢩࣙࣥϫ㸬ᐇᡭẁࠖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㈋ᅔ࣭ᾘ㈝ᙧែ࣭ேཱྀ࣭ᒃఫ࣭ዪᛶ࣭ඛఫẸ࣭㠀ᨻ
ᗓ⤌⧊࣭㈨㔠➼ࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ┠ḟࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ

➨㸯❶ ๓ᩥ

>ࢭࢡࢩࣙࣥϨ㸬♫ⓗ࣭⤒῭ⓗഃ㠃@
➨㸰❶ 㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿༠ຊ㛵㐃ᅜෆᨻ⟇
➨㸱❶ ㈋ᅔࡢ᧞⁛
➨㸲❶ ᾘ㈝ᙧែࡢኚ᭦
➨㸳❶ ேཱྀືែᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
➨㸴❶ ேࡢᗣࡢಖㆤಁ㐍
➨㸵❶ ᣢ⥆ྍ⬟࡞ே㛫ᒃఫࡢ㛤Ⓨࡢಁ㐍
➨㸶❶ ពᚿỴᐃ࠾ࡅࡿ⎔ቃ㛤Ⓨࡢ⤫ྜ

>ࢭࢡࢩࣙࣥϩ㸬㛤Ⓨ㈨※ࡢಖㆤ⟶⌮@
➨㸷❶ Ẽಖ
➨  ❶ 㝣ୖ㈨※ࡢィ⏬ཬࡧ⟶⌮ࡢ⤫ྜⓗࣉ࣮ࣟࢳ
➨  ❶ ᳃ᯘῶᑡᑐ⟇
➨  ❶ ⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢ⟶⌮㸸◁₍᪭㨧㸦ࢇࡤࡘ㸧ࡢ㜵Ṇ
➨  ❶ ⬤ᙅ࡞⏕ែ⣔ࡢ⟶⌮㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᒣᓅ㛤Ⓨ
➨  ❶ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗ㎰ᮧ㛤Ⓨࡢಁ㐍
➨  ❶ ⏕≀ከᵝᛶࡢಖ
➨  ❶ ࣂ࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ⎔ቃୖ࡞⟶⌮
➨  ❶ ᾏὒࠊ㛢㙐ᛶཬࡧ‽㛢㙐ᛶᾏᇦࢆྵࡴࡍ࡚ࡢᾏᇦཬࡧἢᓊᇦࡢಖㆤཬࡧࡇࢀࡽ
ࡢ⏕≀㈨※ࡢಖㆤࠊྜ⌮ⓗ⏝ཬࡧ㛤Ⓨ
➨  ❶ ῐỈ㈨※ࡢ㉁౪⤥ࡢಖㆤ㸸Ỉ㈨※ࡢ㛤Ⓨࠊ⟶⌮ཬࡧ⏝ࡢ⤫ྜⓗࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢ㐺⏝
➨  ❶ ᭷ᐖࡘ༴㝤࡞〇ရࡢἲ࡞ᅜ㝿ྲྀࡾᘬࡁࡢ㜵Ṇࢆྵࡴ᭷ᐖᏛ≀㉁ࡢ⎔ቃୖ㐺
ṇ࡞⟶⌮
➨  ❶ ᭷ᐖᗫᲠ≀ࡢἲ࡞ᅜ㝿ྲྀࡾᘬࡁࡢ㜵Ṇࢆྵࡴࠊ᭷ᐖᗫᲠ≀ࡢ⎔ቃୖ㐺ṇ࡞⟶⌮
➨  ❶ ᅛᙧᗫᲠ≀ཬࡧୗỈ㛵㐃ၥ㢟ࡢ⎔ቃୖ࡞⟶⌮
➨  ❶ ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢᏳࡘ⎔ቃୖ㐺ṇ࡞⟶⌮
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>ࢭࢡࢩࣙࣥϪ㸬ࡓࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢᙺࡢᙉ@
➨  ❶ ๓ᩥ
➨  ❶ ᣢ⥆ྍ⬟ࡘබᖹ࡞㛤Ⓨྥࡅࡓዪᛶࡢࡓࡵࡢᆅ⌫つᶍࡢ⾜ື
➨  ❶ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࠾ࡅࡿᏊ౪ཬࡧ㟷ᖺ
➨  ❶ ඛఫẸཬࡧࡑࡢ♫ࡢᙺࡢㄆ㆑ཬࡧᙉ
➨  ❶ 㠀ᨻᗓ⤌⧊ࡢᙺᙉ
➨  ❶ ࢪ࢙ࣥࢲ  ࡢᨭᣢ࠾ࡅࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢࢽࢩࢸࣈ
➨  ❶ ປാ⪅ཬࡧປാ⤌ྜࡢᙺࡢᙉ
➨  ❶ ⏘ᴗ⏺ࡢᙺࡢᙉ
➨  ❶ ⛉Ꮫⓗࠊᢏ⾡ⓗᅋయ
➨  ❶ ㎰Ẹࡢᙺࡢᙉ

>ࢭࢡࢩࣙࣥϫ㸬ᐇᡭẁ@
➨  ❶ ㈨㔠※ཬࡧ࣓࢝ࢽࢬ࣒
➨  ❶ ⎔ቃୖ࡞ᢏ⾡ࡢ⛣㌿ࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧᑐฎ⬟ຊࡢᙉ
➨  ❶ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫ
➨  ❶ ᩍ⫱ࠊព㆑ၨⓎཬࡧカ⦎ࡢ᥎㐍
➨  ❶ 㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᅜࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ཬࡧᅜ㝿༠ຊ
➨  ❶ ᅜ㝿ⓗ࡞ᶵᵓࡢᩚഛ
➨  ❶ ᅜ㝿ⓗἲไᗘཬࡧ࣓࢝ࢽࢬ࣒
➨  ❶ ពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢሗ
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ᣦᶆ

ᑵᴗ⪅  ே࠶ࡓࡾࡢ *'3 ᡂ㛗⋡
ປാᖺ㱋ேཱྀ༨ࡵࡿᑵᴗ⪅ࡢྜ
 ᪥  ࢻࣝ㸦㉎㈙ຊᖹ౯㸧ᮍ‶࡛⏕άࡍࡿᑵᴗ⪅ࡢྜ
⥲ᑵᴗ⪅༨ࡵࡿ⮬Ⴀᴗ⪅ᐙ᪘ປാ⪅ࡢྜ

ึ➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿ⣧ᑵᏛ⋡
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
 ᖺࡲ࡛ࠊ࡚ࡢᏊࡶࡀ⏨ዪࡢ༊ู࡞ࡃ ➨  ᏛᖺᑵᏛࡋࡓ⏕ᚐࡢ࠺ࡕึ➼ᩍ⫱ࡢ᭱⤊Ꮫᖺࡲ࡛฿㐩ࡍࡿ⏕ᚐࡢྜ
㹼 ṓࡢ⏨ዪࡢ㆑Ꮠ⋡
ึ➼ᩍ⫱ࡢㄢ⛬ࢆಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ &
పయ㔜ࡢ  ṓᮍ‶ඣࡢྜ
 ᖺࡲ࡛㣚㣹ⱞࡋࡴேཱྀࡢྜࢆ  ᖺ
࣮࢝ࣟࣜᾘ㈝ࡀᚲせ᭱ప㝈ࡢࣞ࣋ࣝᮍ‶ࡢேཱྀࡢྜ
ࡢỈ‽ࡢ༙ᩘῶᑡࡉࡏࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ %
ዪᛶࠊⱝ⪅ࢆྵࡴࡍ࡚ࡢேࠎࠊࡘ⏕⏘
ⓗ࡞㞠⏝ࠊࡑࡋ࡚ࢹ࣮ࢭࣥࢺ࣭࣮࣡ࢡࡢᥦ౪ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࠋ

 ᪥  ࢻࣝ㸦㉎㈙ຊᖹ౯㸧ᮍ‶࡛⏕άࡍࡿேཱྀࡢྜ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
 ᖺࡲ࡛  ᪥  ࢻࣝᮍ‶࡛⏕άࡍࡿேཱྀ ㈋ᅔࢠࣕࢵࣉẚ⋡
ࡢྜࢆ  ᖺࡢỈ‽ࡢ༙ᩘῶᑡࡉࡏࡿࠋ ᅜෆᾘ㈝యࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ㈋ࡋ࠸  ศࡢ  ࡢேཱྀࡀ༨ࡵࡿྜ

┠ᶆࢱ࣮ࢤࢵࢺ

ࢦ࣮ࣝ 㸸
ዷ⏘፬ࡢᗣࡢᨵၿ

ࢦ࣮ࣝ 㸸
ஙᗂඣṚஸ⋡ࡢ๐ῶ

㑊ዷලᬑཬ⋡
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ %
㟷ᖺᮇዪᏊࡼࡿฟ⏘⋡
 ᖺࡲ࡛ࣜࣉࣟࢲࢡࢸࣈ࣭࣊ࣝࢫࡢᬑ
⏘๓ࢣࡢᶵ 
㐢ⓗࢡࢭࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
ᐙ᪘ィ⏬ࡢᚲせᛶࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྜ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
ዷ⏘፬Ṛஸ⋡
 ᖺࡲ࡛ዷ⏘፬ࡢṚஸ⋡ࢆ  ᖺࡢỈ‽ࡢ
་ᖌ࣭ຓ⏘፬ࡢ❧ࡕ࠸ࡼࡿฟ⏘ࡢྜ
 ศࡢ  ๐ῶࡍࡿࠋ

 ṓᮍ‶ඣࡢṚஸ⋡
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
 ᖺࡲ࡛  ṓᮍ‶ඣࡢṚஸ⋡ࢆ  ᖺࡢỈ ஙᗂඣṚஸ⋡
ࡣࡋࡢண㜵᥋✀ࢆཷࡅࡓ  ṓඣࡢྜ
‽ࡢ  ศࡢ  ๐ῶࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
ึ➼࣭୰➼࣭㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿ⏨Ꮚ⏕ᚐᑐࡍࡿዪᏊ⏕ᚐࡢẚ⋡
ࢦ࣮ࣝ 㸸
ྍ⬟࡞㝈ࡾ  ᖺࡲ࡛ࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࠾
㠀㎰ᴗ㒊㛛࠾ࡅࡿዪᛶ㈤㔠ປാ⪅ࡢྜ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ዪᛶࡢ
ࡅࡿ⏨ዪ᱁ᕪࢆゎᾘࡋࠊ ᖺࡲ࡛࡚ࡢᩍ
ᅜ࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢྜ
ᆅྥୖ
⫱ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ⏨ዪ᱁ᕪࢆゎᾘࡍࡿࠋ

ࢦ࣮ࣝ 㸸
ึ➼ᩍ⫱ࡢᬑཬࡢ㐩ᡂ

ࢦ࣮ࣝ㸸
ᴟᗘࡢ㈋ᅔ㣚㣹ࡢ᧞⁛

ࢦ࣮ࣝ

࣑ە
࣑ࣞࢽ࣒㛤Ⓨ┠ᶆ㸦0'*V㸧ࡢ┠ᶆ࣭ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭ᣦᶆ㸦እົ┬ +3 ࡼࡾ KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRRGDGRXNRXPGJVDERXWKWPOJRDOV㸧
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ᣦᶆ

㹼 ṓࡢ +,9 ឤᰁ⋡
᭱ᚋࡢࣁࣜࢫࢡ࡞ᛶ΅࠾ࡅࡿࢥࣥࢻ࣮࣒⏝⋡
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
+,9㸭࢚ࢬࡢᘏࢆ  ᖺࡲ࡛㣗࠸Ṇࡵࠊࡑ +,9㸭࢚ࢬ㛵ࡍࡿໟᣓⓗࡘṇ☜࡞ሗࢆ᭷ࡍࡿ 㹼 ṓࡢྜ
㹼 ṓࡢࠊ࢚ࢬᏙඣ࡛ࡣ࡞࠸ᏊࡶࡢᑵᏛ⋡ᑐࡍࡿ࢚ࢬᏙඣࡢᑵᏛ
ࡢᚋῶᑡࡉࡏࡿࠋ
⋡

┠ᶆࢱ࣮ࢤࢵࢺ

ࢦ࣮ࣝ 㸸
⎔ቃࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ☜ಖ

᳃ᯘ㠃✚ࡢྜ
㓟Ⅳ⣲ࡢ⥲ฟ㔞ࠊ୍ேᙜࡓࡾฟ㔞ࠊ*'3 ࢻࣝ㸦㉎㈙ຊᖹ౯㸧ᙜࡓࡾ
ฟ㔞
࢜ࢰࣥᒙ◚ቯ≀㉁ࡢᾘ㈝㔞
Ᏻ࡞⏕ែ⣔㝈⏺ෆ࡛ࡢ⁺⋓㈨※ࡢྜ
⏕ྍ⬟Ỉ㈨※⥲㔞ࡢྜ
ಖㆤᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㝣ᇦᾏᇦࡢྜ
⤯⁛༴ᶵℜࡍࡿ⏕≀ࡢྜ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ '
 ᖺࡲ࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ  ൨ேࡢࢫ࣒ࣛᒃఫ ࢫ࣒ࣛᒃఫࡍࡿ㒔ᕷேཱྀࡢྜ
⪅ࡢ⏕άࢆᨵၿࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ &
ᨵⰋ㣧ᩱỈ※ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿேཱྀࡢྜ
 ᖺࡲ࡛ࠊᏳ࡞㣧ᩱỈཬࡧ⾨⏕タࢆ⥅
ᨵⰋ⾨⏕タࢆ⏝࡛ࡁࡿேཱྀࡢྜ
⥆ⓗ⏝࡛ࡁ࡞࠸ேࠎࡢྜࢆ༙ῶࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢཎ๎ࢆᅜᐙᨻ⟇ཬࡧࣉࣟࢢࣛ
࣒ᫎࡉࡏࠊ⎔ቃ㈨※ࡢᦆኻࢆῶᑡࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ %
⏕≀ከᵝᛶࡢᦆኻࢆ  ᖺࡲ࡛☜ᐇῶᑡࡉ
ࡏࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ⓗῶᑡࡉࡏ⥆ࡅࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ %
⒪ࢆᚲせࡍࡿ +,9 ឤᰁ⪅ࡢ࠺ࡕࠊᢠࣞࢺࣟ࢘ࣝࢫ⸆ࡢࢡࢭࢫࢆ᭷
ࢦ࣮ࣝ 㸸
 ᖺࡲ࡛ +,9㸭࢚ࢬࡢ⒪ࡢᬑ㐢ⓗ
ࡍࡿ⪅ࡢྜ
+,9㸭࢚ࢬࠊ࣐ࣛࣜࠊࡑࡢ
ࢡࢭࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
ࡢࡢᘏࡢ㜵Ṇ
࣐ࣛࣜ᭷⋡ཬࡧ࣐ࣛࣜࡼࡿṚஸ⋡
ẅฎ⌮῭ࡳࡢ⺅ᖒࢆ⏝ࡍࡿ  ṓᮍ‶ඣࡢྜ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ &
㐺ษ࡞ᢠ࣐ࣛࣜ⸆ࡼࡾ⒪ࢆཷࡅࡿ  ṓᮍ‶ඣࡢྜ
࣐ࣛࣜཬࡧࡑࡢࡢせ࡞ࡢⓎ⏕ࢆ 
⤖᰾ࡢ᭷⋡ཬࡧ⤖᰾ࡼࡿṚஸ⋡
ᖺࡲ࡛㣗࠸ṆࡵࠊࡑࡢᚋⓎ⏕⋡ࢆῶᑡࡉࡏࡿࠋ
'276㸦▷ᮇ⛉Ꮫ⒪ἲࢆ⏝࠸ࡓ┤᥋┘どୗ⒪㸧ࡢୗ࡛Ⓨぢࡉࢀࠊ⒪ࡉࢀ
ࡓ⤖᰾ᝈ⪅ࡢྜ

ࢦ࣮ࣝ
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┠ᶆࢱ࣮ࢤࢵࢺ


ᨻᗓ㛤Ⓨຓ㸦2'$㸧
2'$ ᨭฟ⣧㢠㸦య࠾ࡼࡧᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜྥࡅ㸧ࡀ 2(&' 㛤Ⓨຓጤဨ㸦'$&㸧
ࢻࢼ࣮ㅖᅜࡢᅜẸ⥲ᡤᚓ㸦*1,㸧༨ࡵࡿྜ
ᇶ♏ⓗ♫ࢧ࣮ࣅࢫᑐࡍࡿ '$& ࢻࢼ࣮ࡢศ㔝ࡈ㓄ศྍ⬟࡞ᅜ㛫 2'$
ࡢྜ㸦ᇶ♏ᩍ⫱ࠊᇶ♏་⒪ࠊᰤ㣴ࠊᏳ࡞Ỉཬࡧ⾨⏕㸧
'$& ࢻࢼ࣮ㅖᅜࡢࣥࢱࢻࡉࢀࡓᅜ㛫 2'$ ࡢྜ
ෆ㝣㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ *1, ᑐࡍࡿ 2'$ ཷྲྀ㢠
ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ *1, ᑐࡍࡿ 2'$ ཷྲྀ㢠
ᕷሙࢡࢭࢫ
ඛ㐍ᅜ࠾ࡅࡿࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜཬࡧᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡽࡢ㍺ධရࡢ↓⛯࡛ 
ࡢ㍺ධྜ㸦౯᱁࣮࣋ࢫࠋṊჾࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ඛ㐍ᅜ࠾ࡅࡿࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡽࡢ㎰⏘ရཬࡧ⧄⥔࣭⾰ᩱ㍺ධရᑐࡍࡿ
ᖹᆒ㛵⛯⋡
2(&' ㅖᅜ࠾ࡅࡿᅜෆ㎰ᴗ⿵ຓ㔠ࡢᅜෆ⥲⏕⏘㸦*'3㸧ẚ
㈠᫆࢟ࣕࣃࢩࢸ⫱ᡂᨭࡢࡓࡵࡢ 2'$ ࡢྜ
മົᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
+,3& ࢽࢩࢸࣈࡢỴᐃⅬཬࡧⅬ฿㐩ࡋࡓᅜࡢᩘ
+,3& ࢽࢩࢸࣈཬࡧ 0'5, ࢽࢩࢸࣈࡢୗ࡛ࢥ࣑ࢵࢺࡉࢀࡓമົᩆ
῭㢠
ၟရཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ㍺ฟ㢠ᑐࡍࡿമົ㏉῭㢠ࡢྜ

௨ୗᣲࡆࡽࢀࡓᣦᶆࡢ࠸ࡃࡘࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊࣇࣜ࢝ࠊෆ㝣
㛤Ⓨ㏵ୖᅜࠊᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ㛵ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀಶูࣔࢽࢱ࣮ࡉࢀࡿࠋ

ᣦᶆ

ேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ㟁ヰᅇ⥺ຍධ⪅ᩘ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ )
Ẹ㛫㒊㛛༠ຊࡋ࡚ࠊ≉ሗ࣭㏻ಙ࠾ࡅࡿ᪂ ேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢᦠᖏ㟁ヰຍධ⪅ᩘ
ேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⏝⪅ᩘ
ᢏ⾡ࡼࡿ┈ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ (
〇⸆♫༠ຊࡋ࡚ࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠾࠸࡚ேࠎࡀ
Ᏻ౯࡛ᚲせྍḞ࡞་⸆ရࢆ⥅⥆ⓗධᡭ࡛ࡁࡿேཱྀࡢྜ
Ᏻ౯࡛ᚲせྍḞ࡞་⸆ရࢆධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ $
ࡉࡽ㛤ᨺⓗ࡛ࠊ࣮ࣝࣝᇶ࡙ࡃࠊண ྍ⬟࡛
ࡘᕪูⓗ࡛࡞࠸㈠᫆ཬࡧ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿ㸦Ⰻ࠸⤫ࠊ㛤Ⓨཬࡧ㈋ᅔ๐ῶࢆᅜෆⓗཬࡧᅜ
㝿ⓗබ⣙ࡍࡿࡇࢆྵࡴࠋ㸧

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ %
ᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ≉ู࡞ࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࡴ㸦ᚋⓎ
㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡽࡢ㍺ධရᑐࡍࡿ↓⛯࣭↓ᯟࠊ㔜
മົ㈋ᅔᅜ㸦+,3&㸧ᑐࡍࡿമົᩆ῭ཬࡧᅜ㛫
മົࡢᖒᾘࡋࡢࡓࡵࡢᣑࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㈋ᅔ๐ῶ
ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿᅜᑐࡍࡿࡼࡾᐶ࡞ 2'$
ࡢ౪ࢆྵࡴࠋ㸧

ࢦ࣮ࣝ 㸸㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟ ࢱ࣮ࢤࢵࢺ &
ࣂࣝ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ᥎ ෆ㝣㛤Ⓨ㏵ୖᅜཬࡧᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ≉ู࡞
ࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࡴ㸦ᑠᓥᕋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢࡓࡵࡢᣢ
㐍
⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧ➨  ᅇᅜ㐃⥲≉
ูྜࡢつᐃᇶ࡙ࡃࠋ㸧

ࢱ࣮ࢤࢵࢺ '
മົࢆ㛗ᮇⓗᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊᅜ
ෆཬࡧᅜ㝿ⓗᥐ⨨ࢆ㏻ࡌ࡚㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢമົၥ
㢟ໟᣓⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ࢦ࣮ࣝ

ەᅜ㐃ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥࣥࣃࢡࢺࡢ  ཎ๎
㸺ேᶒ㸼
ཎ๎ 1 ᴗࡣࠊᅜ㝿ⓗᐉゝࡉࢀ࡚࠸ࡿேᶒࡢಖㆤࢆᨭᣢࠊᑛ㔜ࡍࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 2 ᴗࡣࠊ⮬ࡽࡀேᶒᐖຍᢸࡋ࡞࠸ࡼ࠺☜ಖࡍࡁ࡛࠶ࡿ
㸺ປാ㸼
ཎ๎ 3 ᴗࡣࠊ⤌ྜ⤖ᡂࡢ⮬⏤ᅋయ΅ࡢᶒࡢᐇຠⓗ࡞ᢎㄆࢆᨭᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 4 ᴗࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢᙉไປാࡢ᧔ᗫࢆᨭᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 5 ᴗࡣࠊඣ❺ປാࡢᐇຠⓗ࡞ᗫṆࢆᨭᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 6 ᴗࡣࠊ㞠⏝⫋ᴗ࠾ࡅࡿᕪูࡢ᧔ᗫࢆᨭᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿ
㸺⎔ቃ㸼
ཎ๎ 7 ᴗࡣࠊ⎔ቃୖࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿண㜵ཎ๎ⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆᨭᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 8 ᴗࡣࠊ⎔ቃ㛵ࡍࡿࡼࡾࡁ࡞㈐௵ࢆ⋡ඛࡋ࡚ᘬࡁཷࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿ
ཎ๎ 9 ᴗࡣࠊ⎔ቃඃࡋ࠸ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᬑཬࢆዡບࡍࡁ࡛࠶ࡿ
㸺㏱᫂ᛶ⭉ᩋ㜵Ṇ㸼
ཎ๎ 10 ᴗࡣࠊᙉせ㉗㈥ࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ⭉ᩋࡢ㜵Ṇྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿ

出典：グリーンエコノミーフォーラム作成「国連グローバル・コンパクトの 10 原則」
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出典：財団法人日本規格協会「ISO26000 を理解する」
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ISO 26000 ߦߪ߇ⷙቯߐࠇߡࠆߩ߆㧫
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出典：財団法人日本規格協会「ISO26000 を理解する」
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दमऩःपखथुؚবभੁृ੫भৠधણ॑যਥभ௴ਡऊैनभेअपৄॊसऌऊ॑ैऊपखؚব১
ृব১भযਥ৳૧؞๑ૠधभऊऊॎॉुैऊपखथःऽघ؛
ٹऒऒदमؚব৴়َ৳૧ؚ๑लੋҧੌؚঅ४ॿ५धযਥपঢ়घॊਉಋभଡਛध્ؚप੫पঢ়ॎ
ॊਉಋभਏऩਡ॑ලၷपງஂखऽघ؛

َಹਉಋُपஅऽोॊਏऩଳਡ
ऒभਉಋमؚघसथभবੇधघसथभ੫
पి৷औोॊऒध॑અइथैोथःऽघ؛
َघसथभ੫धमؚजभૠெؚரؚುਡؚ
ਚથଙलੌ௶ଡਛपঢ়ॎैङؚবආ੫
ؚलजभभ੫॑அिُधऔोथःऽ
घ؛

َऒभਉಋमؚভपൠःয়ৃप઼ऊोؚ
ൾऔोॊজ५ॡऋৈःૐ੮ृড়ఔपരघॊয
भਥਹधॽش६ؚजभযञठऋઉએघॊୖप્
पିਔ॑௸अऒध॑ीथःऽघ؛ऽञؚਙશप
ेॊ୷શऩॉඞःऋऩःेअपؚৰऔोऩ
ऐोयऩॉऽच॒؛

䠉䠍䠉
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Protect

ব৴়َ৳૧ؚ๑लੋҧੌ

Respect

Remedy

َऒभੌमگমभप੍इैोथःॊ؛ਸ਼मؚखऊॊसऌੁؚૠؚलఘ১ଇ॑ৢखथؚ੫॑அिਸ਼ਕ
पेॊযਥ૩ऊै৳૧घॊधःअবੇभଝਜदँॊ ؛ਸ਼मؚযਥ॑๑घॊधःअ੫भிભदँॊ؛ऒोमؚ੫
ऋभਥਹ॑૩घॊऒध॑ೂघॊञीपؚऽञ੫ऋ൪॒टযਥ૩૾யपৌ૪घॊञीपॹগॹ؞شॕজ४ख़
থ५॑ৰखथষघसऌदँॊऒध॑ਔघॊ؛ਸ਼ਕमؚཇऋؚఘ১ؚశఘ১॑ਖॎङؚৰऩੋभু
पुढधઍಔप॔ॡ७५दऌॊेअपघॊਏऋँॊधःअऒधदँॊقُ؛ਉಋषभધेॉਬ৷ك

َঅ४ॿ५धযਥपঢ়घॊਉಋُभ৸৬ଡਛ
Protect
,যਥ॑৳૧घॊবੇभଝਜ

$੦ೕधऩॊਉಋقਉಋٕك
%ઈ৷भਉಋ
؞ಹऩবੇभૠलੁਃચقਉಋك
؞বੇध੫भणऩऋॉقਉಋٕك
؞ଥ୶ୠपउःथ੫भযਥ๑੍॑ରघॊऒधقਉಋك
؞ੁभฮਙ॑ન৳घॊऒधقਉಋٕك

,,যਥ॑๑घॊ੫भிભ


Respect

$੦ೕधऩॊਉಋقਉಋٕك
%ઈ৷भਉಋ
্؞ଉपेॊ॥ॵॺওথॺقਉಋك
؞যਥॹগॹ؞شॕজ४ख़থ५قਉಋٕك
؞ชਫقਉಋك
૾؞யभਖقਉಋٕك

Remedy
,,,ੋषभ॔ॡ७५

$੦ೕधऩॊਉಋقਉಋك
%ઈ৷भਉಋ
؞বੇ੦ೕभఘ১ওढ़ॽ६قਉಋك
؞বੇ੦ೕभశఘ১ౙੲ૪৶ওढ़ॽ६قਉಋك
؞శবੇ੦ೕभౙੲ૪৶ওढ़ॽ६قਉಋٕك
؞శఘ১ౙੲ૪৶ওढ़ॽ६भञीभৰਙभਏ੯قਉಋك

ڰقঌش४षك

 ,যਥ॑৳૧घॊবੇभଝਜ
َ,যਥ॑৳૧घॊবੇभଝਜُदमؚ੫धभঢ়બदবੇभযਥ৳૧ଝਜभँॉ্ऋંऔोथःऽघ؛
বੇमؚजभ୩ୠदؚऽञଵლदযਥऋ૩औोॊऒध॑ଆऍुؚख૩ऋକऒढञधऌपमؚजभ
૩૾ଙ॑ॉऌؚிભभ૪ຌधਏऩৃ়पमଓ॑ન৳घॊଝਜऋँॉऽघ؛ऽञবੇमؚ੫
पৌखथؚرऩয়১ؚఘ১ؚষ্১पेढथؚ੫ણ॑ৢगथযਥऋ๑औोॊेअؚ
ीॊਏऋँॉऽघ؛

,,যਥ॑๑घॊ੫भிભ
যਥ॑๑घॊ੫भிભमَؚघसथभ੫पୄऔोॊॢটشংঝষ੦ُदघ؛ऒऒदःअযਥमবपੳी
ैोञযਥदؚ੫मؚযਥपঢ়घॊব১ഥ॑தइॊऩব੦भᏍஹऋीैोऽघ؛৬पमؚবযਥ
ฆ๕ृَௌ௮पउऐॊ੦মਉಋलਥਹपঢ়घॊবௌ௮ਃঢ়്ُदसैोथःॊਥਹभऺऊؚব৴়द఼උऔ
ोञযਥ৺ृ്ऋඞअؚકড়ఔؚਙؚড়ఔऽञमரఔؚઇୁؚਯؚनुؚऋःलક
ௌ௮धजभੇఔभਥਹऩनभऒधदघ؛
੫मؚजभহણपेढथ५ॸشॡঝॲشभযਥ॑૩खञॉؚਬঢ়બ॑ৢगथமपؚযਥषभभ୶॑
ऻघऒधऋँॊऊुखोऽच॒؛ऒभेअऩহଙ॑ೂऐؚଆऍؚৰपযਥषभभ୶ऋ॒टৃ়पमؚऒोपి
જपৌ૪घॊிભऋँॉऽघ؛
যਥ॑๑घॊிભ॑ટञघञीप੫पीैोॊभमؚ५ॸشॡঝॲشभযਥ॑๑घॊऒधऋ੫पधढथર
ୖदँॊधःअऒध॑ঽಁखؚजो॑पखथਁपંघऒधदघ؛जभञीपमઃभेअऩষ॑धॊऒधऋপજदघ؛
 
 
 

D যਥ॑๑घॊிભ॑ટञघधःअ্ଉपेॊ॥ॵॺওথॺقSROLF\FRPPLWPHQWك
E যਥषभ୶્॑खؚଆૃखؚೄखؚजखथनभेअपৌ૪घॊऊपणःथிભ॑णधःअ
  যਥॹগॹ؞شॕজ४ख़থ५قKXPDQULJKWVGXHGLOLJHQFH؞كউট७५
F ੫ऋਬऌକऒखؚऽञमஃশघॊযਥषभभ୶॑ชਫقUHPHGLDWLRQكघॊউট७५

䠉䠎䠉

قঌش४षك
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policy commitment
্ଉपेॊ॥ॵॺওথॺقਉಋك
੫मؚघसथभ੫ણपउःथযਥ॑๑घॊிભؚ॑ऽङ্ଉधखथਁपखऽघ্؛ଉमؚ੫भॺॵউऋख
ંखؚऒो॑৸੫ऑथ৳घॊऒधऋਏदघ্؛ଉपमؚ৩यऊॉदमऩऎਬؚ੫पঢ়ॎॊभঢ়બ
पৌखथ੫ऋणؚযਥपणःथभୄऋ੶औोथःऩऎथमऩॉऽच্॒؛ଉ॑ੁघॊधऌपमযਥपणःथ
भ௧ஃ॑੭ॊऒधऋથஇदघ؛जखथؚ੫म্ؚଉ॑ଁृ૰৶॑அि੫ણभँैॅॊपੌाো
ोؚାऔचॊञीपਏऩ৬॑ତइؚৡघॊऒधऋਏदघ؛जोपम੫भॺॵউঞঋঝऊैभฮखञওॵ
७ش४धজشॲش३ॵউऋਂ૭ಳदघ؛

human rights due diligence
যਥॹগॹ؞شॕজ४ख़থ५قਉಋٕك
੫ऋ্ଉ॑ାऔचؚযਥ॑๑घॊிભ॑ટञघञीपमؚযਥॹগॹ؞شॕজ४ख़থ५॑ৰষघॊऒध
ऋથदघ؛যਥॹগॹ؞شॕজ४ख़থ५धमؚ੫ણपेॊযਥषभभ୶્॑खؚଆૃखؚೄखؚ
जखथनभेअपৌ૪घॊऊधःअ3'&$भ१ॖॡঝ॑घऒधदघ؛
যਥषभभ୶भ્ؚীෲؚ௬

ੲਾ

 ੫ऋঢ়ଖघॊؚযਥषभभ୶पणःथ્ؚ
खؚীෲखؚ௬घॊऒधऊैऽॉऽघ્؛
भহऋ્ؚभযलधपৌखथनभेअऩ୶॑
ऻघँؚॊःमऻघ૭ચਙऋँॊऊ॑৶ੰघॊ
ऒधऋপજदघ؛
 जभपमऒोऽदઞॎोथऌञজ५ॡ௬ؚ୭
؞ভ୶௬ऩनभু১॑ઞअऒधऋ૭ચदघ؛
୶॑ਭऐॊ५ॸشॡঝॲشधभੈ৮॑ऒभమ
दੌािऒधुপજदघ؛

 ੫मؚযਥषभभ୶पणःथनभेअऩ
ৌ૪॑खؚजभટमनअदँढञऊधःअऒध
पणःथؚःणदुਗपੴैचॊ৬॑ତइॊ
ਏऋँॉऽघ؛
 ୶॑ਭऐॊ५ॸشॡঝॲشपৌघॊੲਾ
म્पপજदघ؛जअघॊऒधपेढथؚ੫
ঽମऋযਥ๑॑ৰᄷखथःॊऒध॑નੳखऩऋ
ैؚযਥ॑๑घॊிભ॑ટञजअधखथःॊऒ
ध॑ਁपંघऒधऋदऌऽघ؛

ిજऩৌ૪भञीभষ

ಲਢ୯௬

 ৰभؚऽञमକऒॉअॊযਥषभभ୶્॑
ؚীෲؚ௬खञટؚ॑੫भৌ૪উট७५प
ੌााిؚજऩষ॑କऒखऽघ؛੫धखथி
ભ॑ટञघञीपमؚ੫भपৌ૪॑ભच
ॊटऐदमਂેীऩऒधऋँॉऽघ؛ટऩৌ૪
म੫भிભधखथষअऒधद૭ચधऩॉऽघ؛
 ਬঢ়બपेढथؚभ੫ऋ൪॒दऎॊৃ়ؚ
੫ऋनऒऽद୶ৡ॑ষઞखथਂਊऩຯষ॑इ
औचॊऒधऋदऌॊऊऋਖधऩॉऽघ؛
 যਥ૩भമऔؚਬঢ়બभਏ২ؚਬঢ়બ
भಣभ૭ચਙऩन॑અൟखऩऋैؚযਥषभभ
୶॑ଆऍؚೄखؚॉऎऒधपीॊਏऋ
ँॉऽघ؛

 ੫मؚऒोऽदऩऔोञৌ૪भટ॑୯௬
घॊਏऋँॉऽघ؛୯௬मؚସजखथ
ऩఏप੦तःथऩऔोऽघ؛
 ୯௬पेढथؚ੫भযਥ্ଉऋহણ
पउःथిજपেऊऔोथःॊऊؚযਥषभ୶
पટऩৌૢऋदऌथःॊऊऋਖ਼औोؚजभ
ৎਡदহણभిજऩఊਫؚಌऋ૭ચधऩॉ
ऽघ؛
 ऒभेअऩ୯௬म২टऐदमऩऎহऋ
ਢऎॉಲਢपষॎोऽघ؛ऽञ୶ؚ॑ਭऐ
ञ५ॸشॡঝॲ॑شஅिؚ੫ਗऊैभ
ইॕॻشংॵॡुણ৷घसऌदघ؛

1
2

4
3

remediation
ชਫقਉಋك
੫मؚযਥषभभ୶॑ਬऌକऒखؚऽञमऒो॑ஃশखञऒधऋैऊपऩॊৃ়पमؚযਥॹগॹ؞شॕ
জ४ख़থ५؞উট७५ऩन॑ৢगथ૾ய્॑खؚชਫपीऩऐोयऩॉऽच॒؛ชਫभञीभாदટ
ऩॉੌाम੫भযਥ๑ிભदघ؛੫ણपेढथ୶॑ਭऐॊযलधपৌघॊহঞঋঝभౙੲ૪৶ওढ़
ॽ६मؚชਫ॑૭ચपघॊणभ্ੁदघऋؚऒभेअऩওढ़ॽ६पमॎढथःॊसऌ੯ऋँॉؚजोम
ਉಋपถखऎसैोथःऽघ؛
䠉䠏䠉
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૾யभਖقਉಋٕك
੫मؚनऒदহ॑उऒऩअपखथुؚ১ഥ॑Ꮝஹखؚবपੳीैोञযਥ॑๑घसऌदघ؛ব১भૠ
धবपੳीैोञযਥभਉಋऋৼખघॊधःअহଙपखथमؚ॑๑दऌॊेअपؚऍॉऍॉऽद୯घ
ॊऒधऋপજदघ؛੫ऋଥ୶ୠदহણपঢ়ॎॊৃ়पमؚभ॔ॡॱشपेॊযਥ૩प੫ऋਸ૿घ
ॊজ५ॡऋৈऽॊऒधऋँॉऽघ؛ਈदमؚୠਗড়হடृؚ੫भദহிભ॑ૠघॊ౾বभ১২ऋઁऋढथ
उॉؚ੫भଵ৶ृజ৩ऋপऩযਥ૩धऩॊষನपৌघॊிભ॑ਖॎोॊ૭ચਙुলथऌथःऽघ؛
ःऎणऊभযਥषभभ୶पৎपৌ૪दऌऩःৃ়पमؚ੫मؚৌૢभोपेॉชਫ૭ચਙ॑ऩअ୶ध
धुपਈुമऩযਥषभ୶॑રघसऌदघ؛ऩऊदुषभৌૢमਈुಸ॑ਏखऽघ؛

,,,ੋषभ॔ॡ७५
বੇभযਥ৳૧ଝਜमؚजभ୩ୠधଵლपउःथ૩ऋেगञৃ়पؚয়১ؚఘ১ؚষभু॑ৢगथ୶ؚ॑
ਭऐॊযलधऋৰऩੋ॑अऐैोॊेअपखऩऐोयऩॉऽच॒؛जभञीपमੋ২षभ॔ॡ७५ऋ৳
औोॊऒधऋਏदघ؛ੋपमؚযਥ૩॑ுखؚ૩पৌखथଓघॊऒधऋँॉऽघऋؚੋ॑ન৳घॊ
২मਁؚदँॉؚྂऋऩऎؚजभभಓৡऊैஆয়खथःॊਏऋँॉऽघ؛
ੋ২मؚऒऒदमَౙੲ૪৶ওढ़ॽ६ُधళयोऽघऋؚবੇ੦ೕؚశবੇ੦ೕؚఘ১ऽञमశ
ఘ১উট७५ध২ऩୀःऋँॉऽघ؛ऒोै॑ৢखथ੫ણपेढथਬऌକऒऔोॊযਥ૩पৌघॊౙੲ
ணखয়थऋ૭ચधऩॊभदघ؛
ఘ১ऩुभमবੇ੦ೕपैोؚଇਖ਼ਚؚजभभবੇਃঢ়ऋঢ়ॎॊुभदघ؛శఘ১ऩुभमবੇ੦ೕध
శবੇ੦ೕऋँॉऽघ؛శఘ১ౙੲ૪৶ওढ़ॽ६मؚजभৰਙ॑ન৳घॊञीपमكؚਫਊਙऋँॊكؚ
॔ॡ७५दऌॊكؚউট७५भोभऋ૭ચदँॊਁكؚदँॊ්كؚਙऋँॊكؚਥਹपဤखऩःؚ
كಲਢ৾ಆभ౺धऩॊؚधःअ੯ऋाञऔोथःॊऒधऋਏदघ؛੫ृ੫भ৴়৬ऩनदॊহ
ঞঋঝभౙੲ૪৶ওढ़ॽ६दमؚऒोपਸइथكڴؚग़থ।ش४ওথॺलৌਵप੦तऎؚधःअ੯ऋਸॎॉऽ
घ؛ਹ৷धऩॊमङभ५ॸشॡঝॲॢ؞شঝشউधওढ़ॽ६भਝੑृઈपणःथੈ৮खؚౙੲपৌ૪घॊ
पमৌਵ॑ଳखऽघ؛

َঅ४ॿ५धযਥपঢ়घॊਉಋُभ୶ৡ
َ੫धযਥُ॑ीएॊऔऽकऽऩ੦ृफ़ॖॻছॖথभ
ঋش५पम਼ؚੀযਥ്धবযਥૠ৺ؚजखथ,/2রற
ௌ௮੦भઅइ্ऋँॉऽघ؛
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グリーン経済とグリーン・イノベーション

潮流となっています。

の実現に向けた我が国の取組の具体例を、それぞれ俯

瞰していきます。

のAPEC首脳の成長戦略、2011年のG8ドーヴィル・

サミット首脳宣言においても、グリーン経済・グリー

88

消費のうち60%を再生可能エネルギーで賄うことを目

標としています。中国では、第12次5カ年計画（2011）

すなわち、エネルギー・環境分野におけるイノベーシ

ョンです。

分野の新規雇用」、「日本の民間ベースの技術を活かし

た世界の温室効果ガス削減量を13億トン以上とするこ

と（日本全体の総排出量に相当）
」を実現することとして

おり、①「固定価格買取制度」の導入等による再生可能

エネルギーの急拡大、②環境未来都市構想、③森林・

林業再生プランの3つが、同戦略を推進するための重点

施策である国家戦略プロジェクトに指定されています。

でも、「技術の革新にとどまらず、これまでとは全く

違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価

値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと」と

して定義しています。このように、イノベーションは

技術開発だけではなく、新たな価値の創出や社会シス

テムの変革・社会実装を含む、統合的な概念であると

いうことができます。

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

資料：環境省

Green Growth Korea
（2008）

韓国

第 12 次 5 カ年計画
（2011）

中国

American Recovery and
Reinvestment Act of
2009（ARRA）

アメリカ

Energy Concept（2010）

ドイツ

Low Carbon
Industry Strategy（2009）

英国

・低炭素型グリーン成長のビジョンを発表。
・3 つの方向性と 10 の個別分野で目標を設定しており、実施期間は 2009 年
から 2013 年の 5 年間。
・1410〜1600 億ドルの生産波及。156〜181 万人の雇用がグリーン産業
によって創出される見通し。

・2011 年から 2015 年までの国家 5 カ年計画。
・2015 年までに GDP 当たり二酸化炭素排出量を 2010 年比で 17% 削減す
ることを目標とする。
・2011 年〜2015 年の間、環境関連産業に約 4680 億ドルを投資予定してお
り、産業の規模は 2015 年に約 7430 億ドルに達する見込。
・削減目標を達成するため、2011 年 11 月に中国国務院は二酸化炭素削減の
行動計画を承認した。

・2009 年 2 月に可決した景気刺激策。総額 7,870 億ドルのうち、940 億ド
ルを省エネ、再エネ、水、廃棄物、大量輸送機関など環境分野の投資に充当。
・省エネ、再エネプログラム等によって、2012 年を通じて約 72 万人分の雇
用創出を見込む。

・2050 年温室効果ガス排出量 80-95% 削減（1990 年比）に向けたガイド
ライン。
・2050 年までに、最終エネルギー消費のうち 60% を再生可能エネルギーで
賄うことを目標とする。

・洋上風力や潮力といった再生可能エネルギー分野をはじめ、低炭素型の自
動車の普及、化学産業の低炭素化など幅広い分野において、英国の産業競
争力を強化するための行動計画を提示。
・2015 年までに 40 万人の雇用を創出。

グリーン・イノベーションに関する各国の取組

第 1 部│第 4 章

なう安全・安心の確保、気候変動及びその対策と持続
可能性との相互関係の明確化、あるべき社会への転換
に向けての動機付けとそのプロセスの同定等の学際的
課題への取組の強化等が必要であるとの認識が示され
ました。

うことができます。我が国には、公害やオイルショッ
クといった課題を乗り越えながら国際競争の中で世界
トップレベルの環境技術力を培ってきたという歴史が
あります。その一層の拡大を図り、世界と我が国の環
境問題の解決に向けて、積極的に貢献していくことが
技術開発による成果を効率的にあげるためには、出

べき姿をにらみながら今後5年間で取り組むべき環境

104

推進戦略において示された方向性の下、新しい技術
の普及を進めていくに当たっては、その技術の成熟度

央環境審議会は、中長期（2020 年、2050 年）のある

口を見据えた研究開発の重点化が重要となります。中

イ）環境技術の普及のための政策支援

ば全領域共通の課題として、資源の戦略的利用にとも

イノベーションにおける一つの重要な側面であるとい

重要です。

は推進戦略の第1回のフォローアップが行われ、例え

ととしています（表4-1-2）。2011年（平成23年）7月に

めのシステム構築や社会シナリオ等の研究を進めるこ

断的研究（領域横断分野）、技術の社会実装を進めるた

合的研究（全領域共通分野）、複数の領域にまたがる横

技術開発に加え、中長期のあるべき社会像に関する総

指すこととしており、これら4つの個別領域の研究・

③自然共生社会、④安全が確保される社会の達成を目

社会の構築に向けて、①脱温暖化社会、②循環型社会、

いう。）を取りまとめました。同戦略では、持続可能な

境研究・環境技術開発の推進戦略」
（以下「推進戦略」と

明らかにした答申として、2010年（平成22年）6月、
「環

研究・技術開発の重点課題やその効果的な推進方策を

新たな技術を生み出すための投資である技術開発は、

ア）環境研究・環境技術開発の目指すべき方向性

（1）グリーン・イノベーションと環境技術

点から見ていきます。

役割を果たす施策について、主に技術開発と金融の観

ます。本項では、イノベーションの実現を下支えする

側面から政策的支援を行うことが効果的であるといえ

概念であり、これを実現させるためには、さまざまな

創出や社会システムの変革・社会実装を含む統合的な

前項で見たとおり、イノベーションは新たな価値の

2．グリーン・イノベーションを実現させるための施策

表 4-1-1

平成 23 年度

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）

103

に「50 兆円超の環境関連新規市場」、「140 万人の環境

ノベーション25」
（2007年（平成19年）6月閣議決定）

よって創出される見通しを示しています。

は新しい品質の財貨）の生産」
「新しい生産方法の導入」

促進や総合的な政策パッケージによって、2020年まで

の生産波及と156〜181万人の雇用がグリーン産業に

捉えており、5つの類型として、「新しい財貨（あるい

その打破）」を提示しています。また、長期戦略指針「イ

分野で目標を設定するとともに、1410〜1600億ドル

ども含めたより一般的な概念としてイノベーションを

我が国においても、新成長戦略（2010年（平成22年）

ン成長のビジョンを発表し、3つの方向性と10の個別

J.シュンペーターは、新しいビジネスモデルの開拓な

6月閣議決定）において、グリーン・イノベーションの

の投資を予定しています。韓国では、低炭素型グリー

般的でした。一方、オーストリアの経済学者である

給源の獲得」
「新しい組織の実現（独占的地位の形成や

2011年〜2015年の間、環境関連産業に約4680億ドル

り、「技術上の発明」という意味で用いられることが一

「新しい販路の開拓」「原料あるいは半製品の新しい供

量 を2010年 比 で17%削 減 す る こ と を 目 標 に 掲 げ、

かつて経済白書で「技術革新」と訳されていたこともあ

において、2015年までにGDP当たり二酸化炭素排出

ラインを示しており、2050年までに、最終エネルギー

きな原動力となるのが、「グリーン・イノベーション」、

「イノベーション」という言葉について、我が国では、

ける「Energy Concept」
（2010）では、2050年温室効

ョンの推進策を進めています（表4-1-1）。ドイツにお

として捉えるのではなく、持続的な好循環を生み出し

果ガス排出量80-95%削減（1990年比）に向けたガイド

るとともに、目標達成に向けたグリーン・イノベーシ

第1章で見たように、双方を単にトレードオフの関係

ります。こうした社会のシステムを実現させる上で大

べき姿と達成すべき目標について国の戦略として定め

が、世界が直面する環境制約に対応していくためには、

ていく関係として、その実現を目指すことが重要とな

現在各国では、環境・経済・社会の中長期的なある

グリーン・イノベーションとは

環境と経済の間には密接なかかわり合いがあります

1

グリーン経済とグリーン・イノベーション

節以降では、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会

また、2010年のG20ソウル・サミット文書、2010年

第1節

イノベーションに関する世界と我が国の現状を、第2

（OECD）が「グリーン成長に向けて」を採択しています。

こうした潮流を踏まえ、第4章第1節では、グリーン・

グリーン成長の実現に向けた取組は、昨今の国際的な

の 一 つ と な っ て お り、2011年 に は、 国 連 環 境 計 画

（UNEP）が「グリーン経済」を発表、経済協力開発機構

ン成長に係る記述が盛り込まれており、グリーン経済・

第1章で見たとおり、リオ＋20では「持続可能な開発

及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済」がテーマ

第4章
世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

第1節

第4章

15．国土・水・自然資源の持続的な保全と利用

14．生物多様性の確保

13．レアメタル等の回収・リサイクルシステムの構築

12．熱回収効率の高度化

11．3R・適正処理の徹底

10．地球温暖化現象の解明と適応策

9．エネルギー供給システムの低炭素化技術の推進

8．エネルギー需要分野での低炭素化技術の推進

7．低炭素で気候変動に柔軟に対応するシナリオづくり

6．環境要因による社会への影響と適応

5．複数領域間のトレードオフを解消する研究開発

4．複数領域に同時に寄与する Win-Win 型の研究開発

3．アジア地域をはじめとした国際的課題への対応

2．持続可能社会への転換に係る研究

1．長期的な国家ビジョンの中でのあるべき社会（持続可能社会）に係る研究

重点課題

出典：環境省 「環境研究・環境技術開発の推進戦略」
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モーターシステムの効率化

商業用施設の断熱改装

家庭用照明 白熱球から LED へ変換

20

有機土壌復元
地熱
草原管理

小規模水力発電

放牧地転換の削減
焼畑農業への転換を削減

15

第 1 世代のバイオ燃料
米穀管理
その他の産業の効率化
埋立て地ガスによる発電

10

建築効率化（新規建築）

第 2 世代のバイオ燃料

荒廃森林の復元
原子力
放牧地の林野化
荒廃地の復元

石炭殻（クリンカ）を石炭灰（フライアッシュ）で代用
農作好適地の養分管理

5

廃棄物リサイクル

全面ハイブリット車化

住宅断熱改装

耕運・残滓管理

家庭用冷暖房改装

家庭用電化製品

家庭用エレクトロニクス

25

30

35

38

温室効果ガス削減ポテンシャル
（10 億二酸化炭素換算トン / 年）

太陽光発電
太陽熱発電

高浸透風力

発電所における
バイオマス共燃焼石炭
低集約農業への転換

見込量の把握等に役立てることができます。図4-1-1は、

世界における温室効果ガス削減対策を表す削減コスト

及に関する政策支援のあり方について見てみましょう。

さまざまな温室効果ガス削減対策について、縦軸に

等によってはマイナスの値をとることもあります。こ

うした対策は実行に移したほうが経済的利益を得るこ

とができるといえます（図4-1-1において左方に位置す

う。）、横軸に「実現し得る削減ポテンシャルの大きさ」

を取り、コストの低いものから順に並べて表現したも

のを、削減コストカーブといいます。削減コストカー

電池生産量の世界シェアは減少し、2008 年にはドイ
ツ、中国の後塵を拝する状況になりました（図4-1-3）。

ます（図4-1-1において右方に位置する対策）。

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて
2000

2001

その他の地域
中国・台湾
ヨーロッパ
アメリカ
日本
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24.6

2008

17.6

2009

14.1

2010

9.1
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こうした対策の普及策として、事業者向けの事業で

あると考えられます。

不足等により、普及が進んでいないものが少なからず

減ポテンシャルの存在や講ずべき対策に関する情報の

導入によって経済的利益を得ることができますが、削

一方、削減費用がマイナスである対策については、

用化されることが期待されます。

の達成が大きく促進され、高効率太陽電池が早期に実

率36.9％を達成しました。本成果によって、この目標

変換する化合物3接合型太陽電池で、世界最高変換効

ープ株式会社が太陽光を高い効率で電気エネルギーに

ロジェクトにおいて、2011年（平成23年）11月、シャ

新的太陽光発電技術研究開発」を行っています。同プ

2050年までの実現を目指すプロジェクトとして、「革

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）
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資料：環境省
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世界における太陽電池生産量の推移
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図 4-1-3

資料：環境省

対策を導入したときの
削減費用

④温室効果ガス削減ポテンシャル

①＋②
（イニシャルコスト÷耐用年数）
＋年間ランニングコスト

③
対策導入による年間の節約費用
（主に省エネルギーによるもの）

年間削減費用
（ユーロ/二酸化炭素換算トン）
＝①
（イニシャルコスト÷耐用年数）
＋②年間ランニングコスト
−③対策導入による年間の節約費用
（主に省エネルギーによるもの）
÷④温室効果ガス削減ポテンシャル

温室効果ガス削減に係る対策ごとの削減費用
の考え方

金並み（7円/kWh）」達成のための探索研究を行い、

図 4-1-2

発電の「変換効率40％」かつ「発電コストが汎用電力料

今も世界最高水準を維持しています。これらのアドバ

ポイントとなります。

界をリードする存在でした。また変換効率においては、

ように、この変換効率を向上させていくことが重要な

しょう。

独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構

いくためには、狭い面積でも十分な発電量が得られる

開発に対する国の支援プロジェクトについて見てみま

（NEDO）では、新材料・新規構造等を利用して太陽光

効率を有しています。太陽光発電をさらに普及させて

ジェクトが成果を挙げた例として、太陽光発電の研究

2005年までは世界シェアの約半分を占めるなど、世

ン結晶の太陽電池は、市販製品で最高20%程度の変換

く必要があります。ここでは、国による研究開発プロ

我が国の太陽電池生産量は、長らく世界一を続け、

在、導入されている太陽電池の約80%を占めるシリコ

削減費用が大きな値を取る対策については、研究開

電気エネルギーに変換する「変換効率」があります。現

太陽電池の重要な性能の一つに、光のエネルギーを

術開発プロジェクトが始動しています。

発等によって生産性の向上とコストの削減を図ってい

す（図4-1-2）。

条件によって大きく変わってくることに留意が必要で

ャルコストや耐用年数、ランニングコストなど、前提

そこで、太陽光発電「世界一」奪還へ向けて、次世代技

果であると考えられます。しかしその後、日本の太陽

策の正味コストの低減を図っていくことが必要となり
なお、削減費用の数値については、機器等のイニシ

ンテージは、我が国におけるこれまでの研究開発の成

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

削減費用が高い対策は、研究開発や実証を通じて、対

第 1 部│第 4 章

る対策）。一方、削減ポテンシャルこそ大きいものの

平成 23 年度

年間生産量﹇MW／年﹈
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削減費用は、省エネルギーによる光熱費の削減効果

化炭素換算トン当たり削減費用、以下「削減費用」とい

カーブの例です。

のコスト及び規模の比較や全体での温室効果ガス削減

ここでは温室効果ガス削減対策を例に、環境技術の普

「温室効果ガスを1単位削減するのに必要な費用」
（二酸

ブは、その時点における個々の温室効果ガス削減対策

に応じた形で適切な政策対応を行う必要があります。

資料：Mckinsey ＆ Company「Pathways to a Low-Carbon Economy Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve」より
環境省作成
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16．化学物質等の未解明なリスク・脆弱性を考慮したリスクの評価・管理
個別領域④
安全が確保される社会 17．健全な水・大気の循環

個別領域③
自然共生型社会

個別領域②
循環型社会
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脱温暖化社会
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環境研究・環境技術開発の推進戦略における各領域とその重点課題

図 4-1-1 削減コストカーブの例

表 4-1-2

第1節

第4章

世界に占める日本のシェア ％( )

90

地域の低炭素事業等の一環として実施

診断

診断員

診断実施団体

自治体

補助金の申請の
審査・交付

補助金の申請

補助金

国︵環境省︶

民間団体︵公募︶

指定リース事業者

リース先︵家庭・事業者︶

診断実施
団体

平成 23 年度は、
2 社が試行実施

活性化が期待されます。

的に優位であった同年代においても国内特許ほどの
出願数は見受けられません。さらに、ドイツ等で太

なども含めた総合的な対応を国を挙げて進めていく

導入され世界的に太陽光発電市場の拡大が進んだ
2000年代以降の国際特許出願数においては、技術

内特許出願数の時系列変遷等を分析した「平成23年
日本の環境技術の優位性

度

入が進まない対策については、こうした初期投資の負

担を軽減するための対策が効果的です。環境省では、

等における設備の導入・運用状況等を無料で計測・診

断しており、二酸化炭素削減・節電のために有効と考

108

を示しています。

を重視した総合的な政策支援を行う必要があること

的な潮流も見据え、知的財産戦略等も含めた国際面

から国内市場における普及を促すのみならず、国際

期的な視野を持って供給サイド、需要サイドの両面

ある時点で優位性を持つ環境技術については、中長

く普及を促し世界的な市場を獲得していくためには、

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）
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また、削減費用がゼロ近辺もしくはマイナスであっ

たとしても、イニシャルコストが高額であるために導

業」では、環境省が派遣する診断機関が、工場やビル

度化に向けた検討を今後行う予定です（図4-1-4）。

もに、中立性と信頼性を担保するための要件、資格制

ルの改善及びより効果的な診断手法の検討を行うとと

中核を成す制度であり、本格実施に向けて、診断ツー

いて創設が謳われている「環境コンシェルジュ制度」の

ロ・エミッション化を実現させるため新成長戦略にお

度の検討を行っています。うちエコ診断は、家庭のゼ

のある診断手法等を検証し、マニュアル策定や資格制

また実施者の事業形態に応じて、診断の効果や信頼性

等において適切に実施できるよう、気候や居住形態、

結果として1980年代前半の関連技術の国内特許出

なかったことが分かります。

コ診断（通称「うちエコ診断」）の推進のため、公平かつ

ます。また、この診断事業が地方公共団体や民間企業

刺激策などによって日本企業の優位性が確立しきれ

「家庭エコ診断推進基盤整備事業」では、家庭向けのエ

下記2つのグラフのとおり、我が国の政策支援の

戦略の視点が十分でなかったことや、需要サイドの

実施を支援しています。また、家庭向けの事業である

正確なアドバイスを確保する診断ツールを開発してい

国に優位性のあった環境技術の知的財産管理に世界

これはあくまで特許データを基にした分析結果で
すが、我が国の優れた環境技術を国際標準として広

基づき進めてきましたが、我が国の関連企業の国内、
国際の特許出願数の変遷について分析すると、我が

ることとの関係性を踏まえる必要がありそうです。

サイドを重視した政策支援をサンシャイン計画等に

ます。

以降に外国メーカーの国際特許の出願数が増えてい

進みましたが、その特許が切れる20年後の2000年

学院大学准教授ほか）
」において詳しく分析されてい

1970年代のオイルショック等を踏まえ、サプライ

これは、1980年代には日本企業の国内特許出願が

ノベーション政策に関する研究（角南篤 政策研究大

例 え ば 太 陽 光 発 電 技 術 に つ い て は、 我 が 国 は

的に優位にあったはずの日本のメーカーではなく、
外国のメーカーが多数に上っていることが分かります。

と国際競争力に関する分析・評価及びグリーン・イ

環境経済の政策研究

価格買取制度といった需要サイドを重視した政策が

この点については、環境技術についての国際、国

陽光発電などの再生可能エネルギーについての固定

っていましたが、国際特許出願数においては、技術

標準をタイムリーに獲得していくなど知的財産戦略
ことが重要となります。

願数においては日本メーカーが他国メーカーを上回

グリーン・イノベーションによる環境技術の革新
を促すに当たっては、優位性を持つ環境技術の国際

我が国の環境技術の国際優位性について

を10％に引き上げています。本事業は、23年度におい

器の普及に伴う製品価格の低下、内需の拡大、産業の

おける低炭素機器に係るリース契約に限定して補助率

多くの低炭素機器での利用が期待されるとともに、温
暖化対策以外にも、日々の暮らしの快適化、低炭素機

れています。今後は家庭向けの太陽光パネル等さらに

具体的には、リース料総額の3％の補助を行います。
域の復興に資するため、岩手県、宮城県又は福島県に

高効率空調、高効率冷凍冷蔵庫など）等で多く利用さ

部について補助を行う事業を開始しました（図4-1-5）。
なお、平成23年11月からは、東日本大震災の被災地

ては主に事業者向けの高効率設備（高効率ボイラー、

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

スにより低炭素機器を導入した場合に、リース料の一

第 1 部│第 4 章

平成23年度より、家庭・中小企業等が頭金なしのリー

平成 23 年度

ることによって、事業者における費用効果的な対策の

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

えられる設備導入や運用改善等に関する情報を提供す

民間企業等のサービスの一環として実施

診断実施
民間企業

分野横断的な
全国規模の
コミュニティ

平 成 23 年 度 は 約 8,000
件の家庭を診断

ある「二酸化炭素削減ポテンシャル診断・対策提案事

資料：環境省

補助対象製品の例
・家庭向け：太陽光パネル 等
・事業者向け：高効率ボイラー、高効率空調、高効率冷凍冷
蔵庫、高効率建設機械、太陽光パネル 等

リース料
の低減

リース契約

図 4-1-5 家庭・事業者向けエコリース促進事業のス
キーム図

資料：環境省

自治体

診断ツールの提供、
資格制度による診断員の供給
コミュニティサーバの運用

診断支援体制の確立

▶うちエコ診断の実施がベース
▶機器の提案・見積もり、関連団体や業者の紹介
▶補助金等の各種制度の活用支援
▶アフターフォローの充実（継続的な相談等）

地域の
コミュニティ

診断実施団体

平成 23 年度は、19
自治体にて自主的に
試行実施

環境コンシェルジュ への発展

診断員

対面方式で
約 50 分間の診断

二酸化炭素排出量の「見える化」
＆
家庭の実情に合わせた提案

家庭のエネルギー消費情報

グリーン経済とグリーン・イノベーション

・具体的な情報提供や行動支援をワンストップサービスで行う

確かな
行動変容

家庭

図 4-1-4 うちエコ診断の概要と将来の展開
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す。地球温暖化対策をはじめとする環境の保全のため

の取組に対して、的確に資金を供給することが、金融

内外の資金が、環境保全に資する事業活動に対して効

率的かつ十分に供給されることが重要です。

取組を促す投融資です。環境という社会のニーズに応

える企業に対して資金を供給することは、CSR（企業

れる投融資です。その具体的な資金使途は多岐にわた

りますが、例えば地球温暖化対策について、「地球温

暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試案）」

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて
1.4

69.7

75.1

89.6

（％）
100

現状、評価要素ではないが、
中長期的に評価要素となり得る
43.8%

わからない
20.8%

評価要素である
27.1%

（2011 年度金融機関向け意識調査）

無回答
2.1%

110

多くの企業では、環境課題を事業の成長要因、環境リ

要請の高まりや環境規制・法令の厳格化などを背景に、

年（平成23年）に実施した意識調査によれば、社会的な

一般企業及び金融機関を対象として環境省が2011

ンセンティブになると考えられます。

「環境力」が競争力につながり、企業の環境の取組のイ

した取組が社会に広く浸透することによって、企業の

の社会的責任）の観点から重要であると同時に、こう

資料：環境省「環境情報の利用促進に関する検討委員会」資料より
環境省作成

現状、評価要素
ではなく、中長
期的にも評価要
素とならない
6.3%

n＝48

図 4-1-7 投融資先環境・社会的取組が評価要素となるか

資料：環境省「環境情報の利用促進に関する検討委員会」資料より
環境省作成

無回答 0.9

経営課題には、含まれていない

事業の成長要因として位置づけている

環境リスク低減として位置づけている

50

（2011 年度一般企業向け意識調査）

0

（％）
100

5.9

20.6

4

3

38.2

20.6

2

1

26.5

38.2

0 全く有効でない

32.4

5.9 2.9

26.5

5.9

訂が検討されています。

ライン等改訂に関する検討委員会」において、その改

関する個々の論点を盛り込むべく、「環境報告ガイド

インについても、投資家の視点を加味した環境報告に

を支援するために国が策定している環境報告ガイドラ

求めています。さらに、企業による環境報告書の作成

いて、大企業に環境配慮等の状況の公表に努めるよう

活動の促進に関する法律（平成16年法律第77号）にお

供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業

では、2004年（平成16年）に公布された環境情報の提

適切に開示されることが不可欠です。そこで、我が国

このような評価手法の確立のためには、環境情報が

が課題となっています（図4-1-8）。

実には、その評価手法が十分に確立されていないこと

題への対応を含めた企業評価が必要になりますが、現

の投融資判断に当たっては、金融機関における環境課

えられます（図4-1-7）。一方で、こうした環境配慮型

への対応を含めた企業の評価が必要になっていると考

持続的な事業成長）の観点から、中長期的に環境課題

持続可能な投融資（顧客におけるリスク軽減、顧客の

ても、社会的な要請の高まりのみならず顧客企業への

っています（図4-1-6）。また、多くの金融機関にとっ

スクとして位置づけており、経営上の重要な課題とな

資料：環境省「環境情報の利用促進に関する検討委員会」資料より
環境省作成

5 非常に有効

評価手法の確立
（n＝34）

2.9

29.4
2.9

75

11.8

52.9

35.3

26.5

35.3

50

専門部署の整備
11.8 17.6
（n＝34）
5.9
投融資先評価に当たる
従業員への教育研修
（n＝34）
評価に詳しい外部人材の利用
（n＝34）

32.4

25

投融資先の環境・社会的取組の評価を行う上
での有効な取組 （2011 年度一般企業向け意識調査）
経営者による積極的な推進
11.8
（n＝34）

図 4-1-8

広域関東圏における環境技術シーズの事業可能性調査報告書」

「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づいて組成された有限責任 有限責任組合（運用は
組合に投資家が資金を出資し、運用会社がその資金を株式や不動産、あるい ベンチャーキャピタル
等）
は特定の事業などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する。

資本金を提供（＝株式を取得）して会社の所有者（株主）となること。資本金 ベンチャーキャピタル
は返済する必要も利息を払う必要も無いが、株主は受益権（経済的利益を受け 一部、銀行、信用金庫、
る権利：利益分配など）と共益権（経営に参加する権利：株主総会での決議等） 生命保険等
を持つ。

企業の信用力や担保価値に依存するのではなく、経営ノウハウや技術力等に着 都市銀行、地方銀行、
目し、事業そのものが生み出すキャッシュフローに返済原資を限定する融資形 日本政策投資銀行等
態。一般的には、その事業を行うためだけに新たに設立された特別目的会社
（SPC：Special Purpose Company）へ融資が行われる。

一般企業における環境課題の位置付け

0

主な主体

将来金利をつけて返済する契約の基で資金を貸すことで、会社の貸借対照表上 銀行、信用金庫等
は「負債」として扱われる。

資料：関東経済産業局「平成 18 年度産業公害総合対策調査
より環境省作成

投資ファンド

投資（株式取得）

プロジェクト
ファイナンス

融資

概要

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

金融面での支援の種別

第 1 部│第 4 章

社会的責任として位置づけている

n＝221

図 4-1-6

表 4-1-3

平成 23 年度

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）
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もう一つは、企業行動に環境への配慮を組み込もう

とする経済主体を評価・支援することで、そのような

一つは、環境負荷を低減させる事業に資金が直接使わ

の大きな役割として期待されています（表4-1-3）。

100兆円程度の追加的な資金が必要と見込まれていま

1,400兆円を超える我が国の個人金融資産を含め、国

環境金融の具体的役割は大きく分けて二つあります。

陽光発電、風力発電等）などに今後10年間で数十〜

効率給湯器、省エネ家電等）、再生可能エネルギー（太

では、ゼロ・エミッション住宅・建築物（断熱化、高

キャノン
シャープ
サムソン
セイコーエプソン
サムソン SDI
三洋電機
（現パナソニック）
三菱電機
コダック
フラウンホーファー
NEC
東芝
日立
IBM
シーメンス
松下電器産業
（現パナソニック）
富士通
富士電機
工業技術院
半導体エネルギー研究所
松下電工

グリーン・イノベーションの推進に当たっては、

（2）グリーン・イノベーションと環境金融

角南篤准教授ほか論文より環境省作成

2008
2007
2006
2005
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2003
2002
2001
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1997
1996
1995
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1993
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資料：政策研究大学院大学
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

第1節

第4章

また、環境金融の普及・促進に向けた自主的な取組

原則４．持続可能な社会の形成には、多様なステークホルダーが
連携することが重要と認識し、係る取組に自ら参画する
だけでなく主体的な役割を担うよう努める。

イン」、「保険業務ガイドライン」という3つのガイドラ

92

資金の使途を環境分野に限定した環境クラブ型シン

ジケートローン「エコノワ」を開始しました。これに

より、環境経営に前向きな企業の取組を支援すると

関が果たすべき責任と役割は非常に大きいというこ

とができます。ここでは、個々の金融機関が実際に

行っている環境金融の取組事例について、見てみま

参加金融機関

参加金融機関

・環境格付取得企業の紹介
・CSR /IR 効果のアピール

アレンジ

参加金融機関

参加金融機関

参加金融機関

資料：株式会社日本政策投資銀行（DBJ）作成資料を基に環境省作成

金融機関は、
「環境クラブメンバー」の一員として地域の環境改善に
シンジケート・ローンを通じて貢献
金融機関は、経済的観点のみに着目した純粋投資ではなく、持続的
な環境経営を支援

企業の環境配慮に関するコスト（環境投資）を資金使途とするシン
ジケート・ローン（DBJ 融資以外も環境関連資金に限定）
ジェネラル型での招聘ではなく、「環境関係者」（企業の工場が立地
する地域等の金融機関）による環境応援団づくり

借入企業

・環境スクリーニング
・環境覚書締結
・環境モニタリング

環境シンジケート･ローン
『エコノワ』

『エコノワ』環境シンジケート･ローンの概要

4

403

5

447

6

365

7

358

8

603

資料：株式会社日本政策投資銀行（DBJ）
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11 年度

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

類が多すぎて消費者の負担となっている）、③消費者
への説明不足（情報量の不足等が環境配慮型商品・サ

施策は、多くの主体に対して効率的かつ効果的に働き
かけることができる特長があります。先に見た環境金

きれない。また、今後も取組を継続させることの意義
を感じにくくなっている）を挙げています。これに対し、
市場のグリーン化のための政策に関する4つの方向性
として、①対象商品・サービスの新規開拓（環境配慮
型商品・サービスの範囲の拡充）、②先進的な基準の

行いました。2012年（平成24年）1月にとりまとめた
報告書「市場の更なるグリーン化に向けて」では、市場
のグリーン化について「環境保全の視点を大胆に社会
経済活動に織り込み、環境配慮型の製品・サービスを
開発・提供することを需要の拡大につなげることをは

グリーン化された市場のイメージ

市場
メカニズム

【事業者】
・環境に配慮した生産活
動を行うとともに、消
費者に正確で分かりや
すい情報提供を行う。

112

出典：環境省 グリーン・マーケット＋
（プラス）研究会報告書
「市場の更なるグリーン化に向けて」

【施策】
・事業者が提供した情報を基に環境に配慮した商品・サービスや事業者
が評価されて、消費者に分かりやすく伝わる。

【消費者】
・評価された結果に基づ
き、消費者が自然体で
環境に配慮した商品・
サービスを選択する。

【商品・サービス市場、金融市場】
・市場において「環境」の価値が認められ、事業者に対
し環境配慮を求める意識が浸透する。
・環境に配慮した商品・サービスが新たに開発され、市
場に普及するとともに、継続的な取組の中で「環境配慮」
のレベルアップが図られる。

図 4-1-9

という2つの評価軸によって区別できることを示して

体にどのような形でインセンティブを付与するのか」

階）いずれの行動を主に促すのか」
「市場を構成する主

のための施策は、「供給側（川上段階）、需要側（川下段

と」と位置づけています（図4-1-9）。市場のグリーン化

きな利潤を得ることができるような市場を形成するこ

補助金（消費者行動）

環境ラベル（エコマーク等）

国民運動・環境教育（消費者行動）

カーボン・オフセット（商品等）

グリーン契約（自動車・ESCO 等）

グリーン購入

（製品・サービスの需要側の行動を
促す）※川下段階

エコ・アクション・ポイント

エコ・リース促進事業

※主に需要側の行動を促す施策であって、あわせて供給側の行動を
促す施策も含む。
出典：環境省 グリーン・マーケット＋
（プラス）研究会報告書
「市場の更なるグリーン化に向けて」

社会的インセンティブ

エコ・ファースト認定・各種表彰

エコアクション 21

国民運動・環境教育（事業活動）

カーボン・オフセット（事業活動）

環境報告書・環境会計

川上段階（製品・サービスの供給
側の行動を促す）

利子補給

補助金（事業活動）

税制優遇（消費者行動）

経済的インセンティブ

市場のグリーン化に向けた施策の俯瞰図

税制優遇（事業活動）

図 4-1-10

なる取組の加速化が期待されます。

出しています。今後、市場のグリーン化に向けたさら

かつ効果的な施策を実施していくことが重要）を打ち

要）、④施策の連携と相乗効果（全体最適な形で効率的

重要であり、消費者の納得感、共感を高める工夫が必

消費者に「届く」情報提供（行動につながる情報提供が

設定（先進性を評価するための多段階基準の設定）、③

企業が環境配慮商品・サービスの供給に積極的になり

進めていくための検討（＝グリーン・マーケット＋）を

じめ、環境に配慮した企業行動が評価を受け、より大

④事業者の動機不足（市場での評価が不十分であり、

環境省では平成23年度に、市場のグリーン化を一層

ら消費者への情報提供の難しさも指摘されている）、

組や環境ラベルも少なくなく、環境に関する表示の種

「市場」に着眼し、そのグリーン化を図っていくための

ービスの購入阻害要因となっており、また、事業者か

係る基準の分かりにくさ（認知度の不十分な施策・取

普及拡大を後押しすることが不可欠です。とりわけ、

施策の一つということができます。

グリーン化は必ずしも十分ではない）、②環境配慮に

的な政策パッケージにより、環境技術・製品の急速な

融も、こうした市場のグリーン化を図っていくための

また、市場のグリーン化に向けた4つの課題として、
①市場での不十分なスコープ（市場全体で見た場合の

います（図4-1-10）。

設計や制度の変更、新たな規制・規制緩和などの総合

グリーン・イノベーションを推進していくためには、

グリーン・イノベーションと市場のグリーン化

しています。事例の共有により、取組の推進の加速

化が期待されます。

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

環境分野における技術革新を実現しつつ、新たな制度

3
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をまとめた事例集を2012年（平成24年）3月に公表

平成 23 年度

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）

10

782

1,301

けた金融行動原則」事務局が、署名金融機関の取組

得点に応じて3段階の金利を適用する「DBJ環境格

DBJ 環境格付融資の実績

した取組については、
「持続可能な社会の形成に向

ングシステムにより企業の環境経営度を評点化し、

『エコノワ』（環境クラブ型シンジケート・ローン）

持続可能な社会の形成に向けての金融機関のこう

向上をサポートしています。

16年）、世界で初めて、独自に開発したスクリーニ

株式会社日本政策投資銀行（DBJ）は2004年（平成

ともに、地域金融機関の取引機会の提供と預貸率の

2009年（平成21年）
には、DBJ環境格付に基づいて、

あるように、持続可能な社会の形成のために金融機

しょう。

付」の手法を使った融資の運用を開始しました。

出典：
「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21 世紀金融
行動原則）
」

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」に

我が国における環境金融の取組事例

ドプラクティスの共有等が行われました。

原則７．上記の取組を日常業務において積極的に実践するために、
環境や社会の問題に対する自社の役職員の意識向上を図
る。

原則６．社会の持続可能性を高める活動が経営的な課題であると
認識するとともに、取組の情報開示に努める。

開催され、署名機関相互のコミュニケーション、グッ

す。2012年3月には署名金融機関による第1回総会が

原則５．環境関連法規の遵守にとどまらず、省資源・省エネルギー
等の環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプライヤー
にも働き掛けるように努める。

平成24年4月末時点で180の金融機関が署名していま

インをあわせて策定しています（表4-1-4）
。同原則には、

ガイドライン」、「運用・証券・投資銀行業務ガイドラ

原則３．地域の振興と持続可能性の向上の視点に立ち、中小企業
などの環境配慮や市民の環境意識の向上、災害への備え
やコミュニティ活動をサポートする。

原則２．環境産業に代表される「持続可能な社会の形成に寄与す
る産業」の発展と競争力の向上に資する金融商品・サー
ビスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社会の
形成に貢献する。

原則１．自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプロー
チの視点も踏まえ、それぞれの事業を通じ持続可能な社
会の形成に向けた最善の取組を推進する。

表 4-1-4 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則
（21 世紀金融行動原則）

グリーン経済とグリーン・イノベーション

具体的な行動指針として、「預金・貸出・リース業務

べき行動指針として7つの行動原則を示しており、
また、

た。同原則は、持続可能な社会の形成のために果たす

た金融行動原則」
（21世紀金融行動原則）を策定しまし

ための行動原則として「持続可能な社会の形成に向け

成23年）10月に、環境金融への取組の輪を広げていく

として、約30の我が国の金融機関が協働し、2011年（平

第1節
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結果を我が国企業に還元することにより、アジアにお

ける我が国の環境対策技術を活用した環境保全対策ビ

ジネス展開の普及促進が図られ、中・長期的な国際競

争力の強化も期待されます。

ョンを起こすことが可能です。特に、開発途上国にお

けるグリーン・イノベーションを考える場合、それぞ

れの国のニーズや技術水準、固有の歴史、社会的条件

等を踏まえて技術を選択、改良、開発していくことで、
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深刻な大気汚染の状況を改善した。
また、企業の社会的責任についての
考え方を浸透させた。

・公害防止投資の強化
・公害対策のための技術者の養成

企業

への進展の好例として、再評価することができます。

るとともに、低炭素社会の実現に向けたグリーン・イ
ノベーションの取組について、先進的な事例を紹介し
ていきます。

第一原子力発電所の事故を踏まえ、我が国の状況及び
今後目指すべき社会の姿を見据えて地球温暖化対策を
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2020 年
以降の
取組

カンクン合意

２０２０年までの取組
資料：環境省

2012 年

第 1 約束期間
（〜2012 年）

議定書作業部会
（AWG-KP）

COP18 で
作業完了予定

条約作業部会
（AWG-LCA）

COP18 で
作業完了し、
役割終了予定

18

・各国による、
批准、締結
・国内法整備

第 2 約束期間（2013 年〜2017 年 or 2020 年）

各国が掲げる削減目標・行動の推進と国際的 MRV、適応、
資金、技術、キャパシティビルディング

カンクン合意の実施

長期目標のレビュー
（2013−15 年）

IPCC
第 5 次報告書

21

2015 年
遅くとも2015年までに採択
ダーバン・プラットフォーム特別作業部会

2012 年前半に立ち上げ

2014 年

2020 年

極的に取り組むという我が国の姿勢は今後も変わらな

2013 年

えるべく最大限努力していること、気候変動問題に積

日本国政府は、すべての主要排出国が参加する公平

将来枠組みに向けた道筋

臨みました。また、東日本大震災という国難を乗り越

枠組条約第17回締約国会議（COP17）が行われました。

図 4-2-1

かつ実効性のある国際枠組みの構築を目指し、交渉に

2011年（平成23年）11月28日から12月11日まで、
南アフリカ共和国のダーバンにおいて、国連気候変動

世界における低炭素社会の実現に向けた動き〜COP17〜

国内の低炭素社会づくりに関する状況について概観す

要があります。また、東日本大震災及び東京電力福島

1

組み立てていくことが重要です。本節では、国外及び

地球温暖化の防止、地球温暖化への適応は人類共通
の課題であり、国際的協調の下に取組を進めていく必

ＣＯＰ

京都議定書

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

出典：環境省「平成 24 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（第１部第４章第 1 節 グリーン経済とグリーン・イノベーション）
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まさに、イノベーションを通じた経済のグリーン化

う動学的最適化モデルをベースに、独自の経済モデ

低炭素社会の実現に向けた我が国の取組

経済的にも利益をもたらしたということができます。

所のRichard Richelsが共同開発したMERGEとい

第2節

加を未然に食い止めることができたということで、

得をしていた可能性が高いとしています。

スタンフォード大学のAlan Manneと米国電力研究

の減少のほうが上回り、実際の場合よりも経済的に

イノベーションを達成したということができます。

経済的にはどのように評価されているのでしょうか。

グを8年程早めていれば、GDPの減少よりも被害額

合的に推進されることにより、公害被害の克服という

日本の大気汚染対策は1970年代の膨大な公害防

上っていたと予想されます。一方、対策のタイミン

各主体の大きな努力がありました。これらの取組が総

止投資により、その後予想された膨大な被害額の増

兆円に対し、大気汚染の累積被害額は12兆円以上に

ムの整備、企業による対策技術の開発・導入など、

劇的な改善を見せました。では、これらの対策は、

実際よりも10年遅れていたならば、GDPの増加額6

地方公共団体の先駆的な取組、国による対策システ

これらの取組により、日本における公害の状況は

ル分析を行った研究によると、もし排煙脱硫対策が

世界をリードするグリーン成長国家の実現に向けて

我が国が公害を克服するに当たっては、被害者を

第 1 部│第 4 章

中心とする住民運動、地域住民の健康保護のための

平成 23 年度

ＣＯＰ

資料：日本の大気汚染経験検討委員会編「日本の大気汚染経験」より環境省作成

公害対策を制度化した。

国

果

・公害対策基本法（1967 年）
による総合的な法体系の整
備、及び各種環境関連法の制定・改正
・公害防止計画の施策を推進するための財政支援
・低硫黄化対策と燃料転換の推進
・公害防止投資を支援するための低利による政策金融
・環境庁の設置（1971 年）
・汚染者負担の原則（PPP）
に基づく公害健康被害補償制
度の確立

成

・当時の国の法律を上回る環境上の基準の設定や総量規制
国による法制度化の先駆けとして、
の導入
地域の切実な状況に対処した。
・企業との間の公害防止協定の締結、技術面の指導

組

地方公共団体

体

・コンビナート建設反対運動、公害被害者運動などの住民 地方公共団体、国、企業の公害対策
運動の展開
を促す原動力となった。

主

住民

取

つとなりました。

我が国の公害経験とイノベーション

い産業であり、産業公害の激甚化を招いた要因の一

は1950年代後半が8.8％、1960年代前半が9.3％、

占める割合は33.7％から73.0％に増加し、重化学工

す。

工業は一般に生産額当たりの潜在的な排出量が大き

学工業の比率は44.7％から62.6％へ、同じく輸出に

が多様なあり方で展開された様子について見てみま

成長を遂げることに成功しました。実質経済成長率

と1970年を比較すると、工業生産額に占める重化

服するための過去の取組において、イノベーション

道に乗せることに官民挙げて努めた結果、未曾有の

量は10年間で約3倍となりました。また、1955年

について振り返り、深刻な大気汚染と健康被害を克

業化が顕著に進展しました。しかしながら、重化学

役は石炭から石油へと入れ替わり、エネルギー消費

1955年以降の高度成長期は、経済を高度成長軌

1960年代後半が12.4％であり、エネルギー源の主

本節ではグリーン・イノベーションについて述べ

てきましたが、最後に、我が国における過去の取組

我が国の公害経験とイノベーション

持続可能な産業育成や雇用確保を実現させることがで

けた課題、事業展開が有望視国の情報収集・分析等の

せて推進することにより、アジア諸国の環境改善と環

社会実装させる上で重要となります。

す。また、本事業から得られた環境技術の事業化に向

各国の状況に応じた規制体系の整備・人材育成とあわ

ろにある機会を、適切に捉えることが、新たな価値を

既存の技術や考え方の組合せによっても、イノベーシ

環境対策技術等のアジア諸国における普及・展開を、

い知識を活用する」を挙げています。さまざまなとこ

れまでにない先進技術だけによるものではありません。

の深刻な環境汚染に直面していることから、我が国の

造の変化に着目する」「認識の変化をとらえる」「新し

境立国としての我が国のプレゼンスの向上につなげま

諸国は人口の増加や急激な経済発展に伴い水質汚濁等

「ニーズを見つける」
「産業構造の変化を知る」
「人口構

革新的な技術やシステムというのは、必ずしも、こ

業（PROTECT）を平成24年度から実施します。アジア

「予期せぬ成功と失敗を利用する」「ギャップを探す」

きます。

環境省では、環境技術移転による海外の公害削減事

オーストリア出身の経営学者であるP.ドラッカーは、

グリーン・イノベーションのアジアへの展開

グリーン経済とグリーン・イノベーション

イノベーションを創出するための7つの機会として、
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すべての国が参加する法的枠組み発効・実施

ཧ⪃㈨ᩱ㸸ࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮ࡢᅜෆእືྥ㛵ࡍࡿࣜࣥࢡ㞟
ەᐁᗇ㛵ಀ
እົ┬࣭እᨻ⟇࣭ᆅ⌫⎔ቃ࣭ᅜ㐃ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ㆟(ࣜ࢜㸩20)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html
እົ┬࣭እᨻ⟇࣭ᆅ⌫⎔ቃ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/
እົ┬࣭ODA ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࣭⎔ቃ㸦ศ㔝ࢆࡵࡄࡿᅜ㝿₻ὶ㸧
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/environment/
⎔ቃ┬࣭ᆅ⌫⎔ቃ࣭ᅜ㝿⎔ቃ༠ຊ
http://www.env.go.jp/earth/
⎔ቃ┬࣭⮧グ⪅ぢ࣭ㄯヰ➼࣭
ࠕࢢ࣮ࣜࣥᡂ㛗ࡢᐇ⌧ࠖࠕ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㣕㌍ⓗᑟධࠖ
ྥࡅࡓࢽࢩࢸࣈ
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h24/s0831.html
⎔ቃ┬࣭ࢢ࣮࣐࣮ࣜࣥࢣࢵࢺ㸩㸦ࣉࣛࢫ㸧◊✲
http://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com.html
⎔ቃ┬࣭⎔ቃⓑ᭩࣭ᚠ⎔ᆺ♫ⓑ᭩࣭⏕≀ከᵝᛶⓑ᭩
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/
⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᨻ⟇୍ぴ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/index.html
ᅜᅵ㏻┬࣭⎔ቃ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/
㎰ᯘỈ⏘┬࣭⎔ቃᨻ⟇
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/
ەᅜ㝿㛵ಀ
ࣜ࢜㸩20 බᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ(ⱥᩥ)
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
UNEP࣭ࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮(ⱥᩥ)
http://www.unep.org/greeneconomy/
OECD࣭ࢢ࣮ࣜࣥᡂ㛗㸦ⱥᩥ㸧
http://www.oecd.org/greengrowth/
TUNZA࣭2012 ᖺ
http://www.ourplanet.jp/tunza/2012.html
ᅜ㝿㐃ྜᗈሗࢭࣥࢱ࣮࣭ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࢆࡵࡊࡋ࡚࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ㈋ᅔࡢ᧞⁛ࡢ㐨➽̺ᨻ⟇
❧⪅ࡢࡓࡵࡢ⤫ྜⓗ᪉⟇
http://unic.or.jp/unic/single_event/2070
ەᴗ㛵ಀ
⥲◊࣭⎔ቃ࣭♫࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㸦ESG㸧
http://www.dir.co.jp/research/report/esg/

出典：グリーンエコノミーフォーラム作成「グリーンエコノミーリンク集」

94

ᐩኈ㏻⥲◊࣭ࣜ࢜㸩20 ࢆ࠸ᴗᡓ␎άࡍ
http://jp.fujitsu.com/group/fri/column/opinion/201206/2012-6-4.html
ࣇࣝࢵࢱࣇࣝࢵࢱࡀ┠ᣦࡍࢢࣟࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣮࣐࣮ࣜࢣࢸࣥࢢࡣ࣭ࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮
http://www.frutafruta.com/greeneconomy/index.html
Global Reporting Initiative
https://www.globalreporting.org/
Rain Forest Alliance࣭ㄆドࠊ᳨ドࠊ㐺ྜᑂᰝࢧ࣮ࣅࢫ
http://rainforest-alliance.org/ja/certification-verification
ࢹ࣓ە㛵ಀ
᪥⤒࢚ࢥࣟࢪ࣮࣭ࠕࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮ࠖࢆ⪃࠼ࡿ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20120607/233062/?rt=nocnt
ࢦ࣭ࣛゝㄽࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࣭ᅜ㐃ࢧ࣑ࢵࢺࠕࣜ࢜㸩20ࠖཧຍሗ࿌ ྜពᩥ᭩ࡢゎㄝ㸦ୖ㸧
http://agora-web.jp/archives/1481533.html
ᛴ㏿࡞ᴗࡢព㆑ྥୖࡀồࡵࡽࢀࡿࠕ⮬↛㈨ᮏࠖࡣ㸽㸦᪂つ㐃㍕ࠕࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮ࠖ➨୍
ᅇ㸧
http://www.globis.jp/2240
ᮅ᪥ᆅ⌫⎔ቃࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2012࣭ᮍ᮶ࢆࡦࡽࡃɆᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡃࡽࡋ♫㸫 ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭
ᴗᡓ␎ࢆ⪃࠼ࡿ
http://www.asahi.com/eco/forum/presen/theme3_3_1.html
ەNGO ➼
ࣜ࢜㸩20 ᅜෆ‽ഛጤဨ
http://www.mri.co.jp/SERVICE/thinktank/kankyou/2030913_1458.html
IGES: Rio+20࣭ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭
http://www.iges.or.jp/jp/rio20/ge.html
THE CLIMATE EDGE ࣜ࢜㸩20 ྜ࡛ࡢࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭㆟ㄽࡢ⪃ᐹ
http://climate-edge.net/?p=3048
GREEN.TV JAPAN
http://www.japangreen.tv/gtv_geconomy
ᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⤒Ⴀࡢࡓࡵࡢຮᙉ㒊ᒇ
http://homepage2.nifty.com/fujiwara_studyroom/index.html
WWF࣭Rio+20 㛤ദグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌࣭ࢢ࣮࢚ࣜࣥࢥࣀ࣑࣮௦ࢆ⏕ࡁᢤࡃࠕᆅ⌫୍ಶศ
ࡢᴗࠖࡣ㸽
http://www.wwf.or.jp/activities/2012/09/1088727.html
ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⎔ቃබ㛤ㅮᗙ 2012
http://www.sjef.org/kouza/kouza2012/
ECO ࢿࢵࢺᮾி 62࣭࢚ࢥ࢝ࢹ࣑࣮
http://all62.jp/ecoacademy/15/01.html
togetter ࢢ࣮ࣜࣥ⤒῭ࡲࡵ 2012/06/27
http://togetter.com/li/328143

出典：グリーンエコノミーフォーラム作成「グリーンエコノミーリンク集」

95

グリーン経済の課題と展望

グリーン経済の課 題と展望
〜リオ＋ 20（国連持続可能な開発会議）の成果と
国内外の最新動向を踏まえ〜
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