ࠕேᮦࠖศ㔝ࠊྲྀࡾ⧳ࡵ
ᰝ ᪂Ẹኵ
ᰝ ῦ⏣ṇ୍㑻

 ேᮦศ㔝ࡢㄢ㢟ᢳฟ
ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࡣே࡙ࡃࡾࠖゝࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᢏ⬟ࡽඛ➃ᢏ⾡ரࡿ࡚ࡢሙྜே࡙
ࡃࡾࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࠊ ྡࡢᑓ㛛ᐙࡽ⫈ྲྀࡋࡓࠋேᮦ⫱
ᡂ㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢពぢࡣࠕ༑ศ୍࡛ࠖ⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋၥ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊึ➼ᩍ⫱
ࡽ〇㐀ᴗ♫ෆᩍ⫱ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ẁ㝵ศࡅࠊ୍᪉ࠊෆᐜࢆඛ➃ᢏ⾡ࠊᇶ┙ᢏ⾡➼ศࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᑐᛂ⟇ࢆ⾲
⾲㸯♧ࡍࠋ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾศ㔝࡛ࡣ  ᖺၥ㢟ࡀゝࢃࢀࡓࡀࠊ➨  ᮇ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣐ࡀ㏥⫋ࡍࡿ  ᖺ
㐣ࡂ᪥ᮏࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡀࡁࡃపୗࡍࡿࡢண

ࡶ࠶ࡿࠋ



 ㄢ㢟ࡑࡢ㔜せ࡞ᑐᛂ
㸺ᑠ୰㧗ẁ㝵ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾேᮦࡢ⫱ᡂ㸼
ㄢ㢟㸸⌮⛉⣔ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊ≉ࡶࡢ࡙ࡃࡾ┤⤖ࡍࡿ≀⌮ࡢᩍ⫱ࡀ࠾ࢁࡑ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ
ゎỴ⟇㸸⌮⛉⣔ࡢᩍ⫱㛫ࢆቑࡸࡋࠊ㧗ᰯ࡛ࡣ  ᩍ⛉㸦≀⌮࣭Ꮫ࣭⏕≀㸧ࢆᚲಟࡍࡿࠋ
ྠᏛධヨࡶ⌮⛉⣔࡛ࡣ  ᩍ⛉ᚲ㡲⛉┠ࡉࡏࡿࠋ
㸺Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾேᮦࡢ⫱ᡂ㸼
ㄢ㢟㸸ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⣔Ꮫ⛉࣭ᑓᨷࡀῶᑡࠊᩍ⫱࣭◊✲⪅ࡶ◊✲㈝ࡀ᮶࡞࠸ࡢ࡛ῶᑡࠋ ᖺ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᢏ⬟ᢏ⾡⪅ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⛉Ꮫ⪅ࡢ㆑ูᩍ⫱ࡀᚲせࠋ
ゎỴ⟇㸸ᚋᚲせࡍࡿᢏ⬟ᢏ⾡⪅ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⛉Ꮫ⪅ࡢᚲせேᩘࢆᢕᥱࡋࠊᏛᰯู⫱
ᡂேᩘࢆࡾࡿྠࠊᩍ⫱ෆᐜㅮᖌࡢᐇࢆࡣࡿࠋ࣏ࢫࢻࢡ㛗ᮇࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ࡞ࡢ♫⤒㦂ࢆࡉࡏࠊࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾ⛉Ꮫ⪅ࠖࡋ࡚㣴ᡂࡍࡿࠋᩍ⫱ࡢຠ⋡࣭㉁ࡢྥ
ୖࡢࡓࡵࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱⏘Ꮫ㐃ᦠࢆᑟධࡍࡿࠋ
㸺ᴗ࠾ࡅࡿேᮦࡢ⫱ᡂ㸼
ㄢ㢟㸸ᴗෆᩍ⫱ࡀࡁࡃῶᑡࠋࡘࠊ୰ᑠᴗ࡛ࡣᴗෆᩍ⫱ࡣᅔ㞴ࠋ
ゎỴ⟇㸸⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ⥲ྜᏛᰯཬࡧᆅ᪉ࡢ⫋ᴗ⬟ຊᏛᰯࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࢆィࡿࠋᴗ
ࡢ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᑠᴗ࡛ࡶά⏝࡛ࡁࡿᵝᅜࡀᨭࢆ⾜࠺ࠋ
㸺♫࠾ࡅࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾேᮦࡢ⫱ᡂయไ㸼
ㄢ㢟㸸♫యࡋ࡚ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞➇தຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬⏤➇த
௵ࡏࢀࡤࡼ࠸ࠖᴦほどࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᕤᏛ⣔㞳ࢀ࣭ࣔࣀ࡙ࡃࡾ㞳ࢀࡣᙉࡃࠊᑗ᮶ࡣᬯ࠸ࠋ
ゎỴ⟇㸸ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡❧ᅜࠖࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢᇶ࡛ࡢᡓ␎ⓗ࡞ே࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࠋ㸲ศ
㔝ࡢ◊✲ᢞ㈨୪⾜ࡋ࡚ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾศ㔝ࠖࡢᩍ⫱ᢞ㈨ࠊ≉ࠊᇶ┙ᢏ⾡ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࡀᩍ⫱ࡋ࡚⥅⥆ࢆᨭࡍࡿࠋ

 ᑐᛂࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡣ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡣ✵Ὕࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ᴗ࡛ࡶ♫ෆᩍ⫱ࡢᐇ⋡ࡣࡁࡃపୗࡋ㸪Ꮫ
ᩍ⫱࡛ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ㛵㐃Ꮫ⛉ࡣ  ᖺ๓ẚ㍑ࡋ࡚༙ῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣔࣀ࡙ࡃࡾ⣔ࡢ
3RV'RF ࡣ〇㐀ᴗࡢඹྠ◊✲ࡼࡾ⏘ᴗ⏺ࡢᑵ⫋⋡ࡀ㧗࠸ࡀ㸪୍᪉㸪ᴗഃࡣᚲせᢏ
⾡ࡢ 3RV'RF ࡋᚲせࡋ࡞࠸㸪Ꮫ⏕ࡀ  ṓࢆ㐣ࡂࡿ⏘ᴗ⏺ᐇୖ࠸ࡅ࡞࠸࡞ࡢၥ
㢟Ⅼࡀᾋࡧୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚㸪ᑐᛂ⟇ࡀࢮ࡛ࣟ࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼࡞࠸㸬ࡋࡋ㸪ከࡃࡢᑐᛂ⟇ࡣ 
㹼 ࢝ᖺ࡛㸪ᡂᯝࡀฟ࡞࠸࠺ࡕ୰Ṇ࡞ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ࠶ࡿ࠸ࡣ♫ࡢ ,PSDFW ࡣᑠࡉ࠸㸬
ࡑࢀࡺ࠼㸪ேᮦ⫱ᡂ㛵㐃ࡢ⟇ࡣ㸪‽ഛᮇ㛫  ᖺ㸪ᐇ  ᖺ㸪ࡾࡲࡵ  ᖺࡢ  ࣨᖺࢆ
༢ࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ከࡃࡢᑐᛂ⟇ࡣࠕᗘࡢヨࡳࠖ࡞ࡿࡀ㸪ᐇ⌧ᛶࢆ㔜どࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿ㸬

 ㅮᖌཬࡧ‽ഛྜฟᖍ⪅ࡢពぢࡲࡵ
 ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ⥲ྜᏛᰯᰯ㛗㻌 ྂᕝຬᵝ㻌
x ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ⥲ྜᏛᰯ䛿䛂ᑠ䛥䛺ᨻᗓ䛃ᨻ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶⤫ᗫྜ䛾༴ᶵ䛻䛒䜛㻌
x ⤒⏘┬䛷సᡂ䛧䛯䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᅜᐙ䝡䝆䝵䞁䛃䛜ᅜᐙ䝺䝧䝹䛷䜸䞊䝋䝷䜲䝈䛥䜜䛶䛔䛺䛔㻌
x 㻞㻜㻟㻜 ᖺ䛾䜒䛾䛵䛟䜚ᅜᐙᏑ⥆䜢┠ᣦ䛧䛶䚸㧗ရ㉁䛩䜚䛒䜟䛫䛾䛷䛝䜛ᢏ⬟ᢏ⾡⪅䚸䜒䛾䛵䛟䜚⛉
Ꮫ⪅䚸ᢏ⾡⤒Ⴀ⪅䛾せㄳ䛜ᚲせ䛷䛒䜛㻌
x ᑗ᮶䛾䜒䛾䛵䛟䜚ேᮦ䛻䛿≀⌮ⓗཎ⌮䠇Ꮫⓗཎ⌮䠇⏕≀Ꮫⓗཎ⌮䛾⣲㣴䛜ᚲせ䛷䛒䜛㻌
 䞞䝕䞁䝋䞊ᢏ◊䝉䞁䝍䞊㛗㻌 ᯞㄔᵝ㻌
x 䝕䞁䝋䞊䛿ᩍ⫱䛻ຊⅬ䜢䛚䛔䛶䛔䜛㻌
x ᭱㏆䛾᪂ධ♫ဨ䛿┠ᶆ䞉䝡䝆䝵䞁䛾タᐃ䛜ᙅ䛔䚹ᚿ䜢ᣢ䛳䛯ே䜢ዴఱ䛻⫱䛶䜛䛛䛻ὀຊ䛧䛶䛔
䜛䚹㻌
x 䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䠇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᮇᚅ㻌
 ୕⳻㔜ᕤᴗ䞞ᢏ⾡◊ಟᡤ㛗㻌 ⏣ཱྀಇኵᵝ㻌
x Ꮫᰯ䛷⩦䛖䛻┠ⓗ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑ᇶ♏ຊ䛜ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛔䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸ධ♫ 㻟 ᖺ
┠䜎䛷ᚲಟ䛷ᩍ⫱䛧䛶䛔䜛㻌
x ලయⓗ䛺タィ䜢䝧䞊䝇䛻ᮦຊ䚸⇕ຊ䚸ὶຊ䛺䛹䜢⥲ྜⓗ䛻⌮ゎ䛥䛫䜛㻌
x ᑠ୰㧗䚸Ꮫ䛾ᩍ⫱䜢ྵ䜑䛶ㇺ䜢ぢ䜛ᩍ⫱䛜䛺䛥䜜䛶䛔䛺䛔㻌
 ᪂ጤဨ㻌
x Ꮫ䛷䛿䜒䛾䛵䛟䜚⣔䛜ῶᑡ䛩䜛䛸ඹ䛻䚸ᩍ䛘䜛ഃ䛾㊊䜒䛒䜛䛜䚸ᕤᏛ㒊䛾ᘓ䛶┤䛧䛜ᚲせ㻌
x ⏘ᴗ⏺䛜ᩍ⫱䛻䜒䛳䛸ཱྀฟ䛧䛩䜉䛝䚹㻌
x ♫⤒㦂䜢䛥䛫䛶䝫䝇䝗䜽䛾ά⏝䜢ಁ䛧䛯䛔㻌
x 㻞㻜㻟㻜 ᖺ䜎䛷䛾ேᮦᩍ⫱䛾䛒䜚᪉䜢㆟ㄽ䛧䚸ᚲせ䛸䛥䜜䜛ேᩘ䛾䜚䜚䜢ண 䛧䚸䛭䜜䛻ᑐᛂ
䛧䛯ᩍ⫱䜢䛩䜉䛝㻌
 ῦ⏣ጤဨ㻌
x 䛛䛴䛶䛿ᚐᘵᩍ⫱䠄㻻㻶㼀䠅䛷䜒䛾䛵䛟䜚ேᮦ䜢⫱䛶䛶䛔䛯䛜䚸⌧ᅾ䛿䝇䝢䞊䝗䛜ᚲせ䛷 㻻㼒㼒㻌 㼠㼔㼑㻌
㻶㼛㼎㻌㼀㼞㼍㼕㼚㼕㼚㼓 䛜ᚲ㡲䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛㻌
 ∾㔝ෆጤဨ㻌
x ᴗ䛛䜙Ꮫᰯ䛻ᑐ䛧䛶ḧ䛧䛔ேᮦ䛾せồ䜢ฟ䛩ᚲせ䛜䛒䜛㻌
x ᴗ䛜⾜䛳䛶䛔䜛ᴗෆᩍ⫱䜢୰ᑠᴗ䛷ฟ᮶䜛䜘䛖䛻ᅜ䛜⪃䛘䜛䜉䛝㻌
 ୖ㔝ጤဨ㻌
x 䜒䛾䛵䛟䜚䛻㛵䛧䛶ᴗ䛸୰ᑠᴗ䛾ᙺศᢸ䛜㐍䜏䚸⏕⏘ᢏ⾡䛿୰ᑠᴗ䛻⛣䜚䛴䛴䛒
䜛㻌
x ୰ᑠᴗ䛾ᢏ⬟⪅䛾ᩍ⫱䛻䛿 㻻㻶㼀 䛰䛡䛷䛺䛟⏘ᴗ⬟⋡Ꮫᰯ䛾䜘䛖䛺ᅜ䛾ᨭ䛜ᚲせ㻌
 ᑿᙧጤဨ㻌
x ୰ᑠᴗ䛾ᢏ⬟⪅䛾ᩍ⫱䛻䛿䚸ᅜ䛾ᶵ㛵䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᴗ䛾⤌⧊䜒ά⏝䛩䜉䛝㻌
㻌
௨ୖ

䡚䡚㻌

⌮⣔ᩍ⫱䝺䝧䝹䛾ྥୖ㻌
〇㐀⣔ཎయ㦂䛾ቑຍ䠙ᕤሙぢᏛ㻌
㧗ᰯ⏕䞉୰Ꮫ⏕䜈䛾බ㛤ᩍ⫱㻌
⢭ᐦᕤᏛ䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᩍ⫱⏝ᩍᮦ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛃䛾
䜘䛖䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᩍ⫱䛾㧗ຠ⋡㻌
ᇶ┙ᢏ⾡ᩍ⫱᪉ἲ䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮┦⏝㻌

〇㐀ᴗ䛾䝃䞊䝡䝇䠄䝰䝜䛸䝁䝖䛾⏕⏘䠅㻌

Ꮫ䛻䛚䛡䜛䜒䛾䛵䛟䜚ᇶ┙ᢏ⾡䛾⨨䛵䛡㻌
䜒䛾䛵䛟䜚ᅜᐙᡓ␎ไᐃ䛸䛭䛾ᐉఏ㻌

㼀㼂 䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜛⛉Ꮫᢏ⾡⯆㻌
㻹㻻㼀 䛾ᙉ㻌

ඛ➃ᢏ⾡䛿Ꮡᅾ┠ⓗ㻌
䛂ᩡᢏ⾡䛃䛒䜛䛔䛿䛂➨䠎✀ᇶ♏◊✲䛃
䛾ᐇ㻌
㻌

⎔ቃᢏ⾡䠇䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹㻌

୰ᑠᴗ䛷䛿ᩍ⫱䛜ᅔ㞴䠄ྠ䛻ඛ➃
ᢏ⾡䛿୰ᑠᴗ䛾➇தຊ䛾※Ἠ䠅㻌

ᩍ⫱ᶵ㛵య㻌

Ꮫ㻌

〇㐀ᴗ㻌

♫㻌

䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡❧ᅜ䛾☜ㄆ
䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᅜᐙ䝡䝆䝵䞁䛃ᡓ␎㻌

㻌㻌

⏕⏘Ꮫ⾡㐃ྜ䞉ᶓᖿ㐃ྜ㻌
බ┈ἲே䜢㻌 Ꮫ⾡ἲே䜈㌿㻌

䡚䡚㻌

䡚䡚㻌

ᕤᏛ⣔㞳䜜㜵Ṇ㻌
◊✲㈝ 㻝㻜䠂⤥㻌
タィ⣔ᩍ⫱䛾ᐇ㻌

䡚䡚㻌

ᕤᏛⓗどⅬ䛾ᩍ⫱䛾ᑟධ㻌

ᕤᏛ䞉⏘ᴗᵓ㐀ᩍ⫱㻔䛂〇㐀ᴗබ
ᐖ䛾ඖ䛃ㄽ䛾ಟṇ㻕㻌

䜒䛾䛵䛟䜚ᡓ␎ᩥ㻌

&3'&RQWLQXLQJ3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW ⥅⥆ᑓ㛛ᩍ⫱
3%/3URMHFW%DVHG/HDUQLQJ㸦᪥ᮏ࡛ࡣᐇ㉁ 3URJUDP%DVHG/HDUQLQJ㸧
ᩡᢏ⾡㸸&RQYHUJLQJ7HFKQRORJ\ቃ⏺㡿ᇦ࡞」ᩘࡢ㡿ᇦࡀ㛵ࢃࡿㄢ㢟࡛ࠊಶࠎࡢᢏ⾡㡿ᇦࢆ &RQYHUJH ᩡ ࡉࡏ࡚⤫ྜࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ࠋ
➨  ✀ᇶ♏◊✲㸸⏘⥲◊ࡀᙇࡍࡿᇶ♏◊✲ᛂ⏝◊✲ࡢ㛫ࢆ⤖ࡪࡶࡢ࡛㸪ከᵝ࡞⛉Ꮫࡑࢀࡽࢆࡘ࡞ࡆࡿᏛၥయ⣔ࡢ୧⪅ࢆ◊✲ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬

ᢏ⬟䜸䝸䞁䝢䝑䜽㻌
ᢏ⾡ఏᢎไᗘ㻌
ᴗෆᩍ⫱ไᗘ䛾┦⏝㻌
⫋カ⥲ྜᏛ䛾ᶵ⬟ά⏝㻌
䜒䛾䛵䛟䜚᪥ᮏ㈹㻌
ᖹᆒ⤥䛾ྥୖ䞉䝇䜻䝹せ
䛾ὴ㐵ປാ⚗Ṇ䞉䜒䛾䛵䛟䜚⤒
⏤⮬❧ᨭ㻌

䡚䡚㻌

䡚䡚㻌

㻯㻼㻰㻌
ᩍ⫱㌿䝅䝇䝔䝮䛾♫ⓗᵓ⠏㻌

㛗ᮇ 㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼟㼔㼕㼜㻌
㻼㼛㼟㻰㼛㼏 䛾䛂䜒䛾䛵䛟䜚⛉Ꮫ⪅䛃䛸䛧䛶䛾
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「環境・資源」分野、取り纏め案
主査 中江秀雄
副査 前田正史
総論
この数百年の世界人口の増大、産業規模の拡大は食糧問題と共に地球資源の乱獲からその枯渇をもたらし、
その結果として環境汚染も深刻になってきた。金属資源に限定すれば、人類はこれまでに地球に存在する資源の
50%を使用してしまった(図 1)、と言っても過言ではない。化石燃料も同様である。人類が持続的に金属資源を使
用するとすれば、省資源およびリサイクルを行うことは必然である。
ローマクラブ(1970)以来資源の枯渇は叫ばれているが、人類が消費する資源は毎年増大を続けており、減少に
向かう傾向は見出せない。しかしエネルギー・鉱物資源の価格の上昇がリサイクルを促進させていることは事実
である。一方では、資源供給産業は探鉱の経費とリスクの上昇から、世界な寡占化が進行している。また、図 2
に示すように、企業の寡占と利益率の間には極めて明確な相関関係があり、これからも資源の寡占化が進行する
と予想される。これは資源価格の高騰を意味する。また環境問題は、温暖化対策はもちろん、大気汚染や酸性雨
問題など、我が国だけの対策では不十分であり、地球規模の視点からの対応が不可欠となってきた。この様な状
況の下、
資源に乏しい我が国が、
如何にして環境･資源･エネルギー問題をグローバルな視点から解決すべきかを、
金属、エネルギー資源とプラスチックを中心に問題点の抽出を論じる。

図 1 金属資源の残存量

(西山 孝:資源経済のすすめ、中公新書(1993)

図 2 素材別、企業の寡占状況と利益率

我が国の問題点と利点
資源問題は省資源技術、すなわち省エネ(高効率化)とリサイクルによる対応がある。リサイクルに関しては、
我が国は都市の近郊に製鉄所などのコンビナート(大規模リサイクル処理施設)が存在し、都市鉱山と呼ばれる資
源の供給源としての大都会とリサイクル処理施設が近接している、世界に例を見ない国家といえる。また、非鉄
製錬所は極めて高い処理技術を持ち少量高付加価値の資源および、処理の困難な二次資源の最終処理などに世界
的にトップクラスの技術を持っている。リサイクル技術に関しては、我が国は世界の最先端を走っており、また
省エネ技術、例えば発電や製鉄のためのエネルギー消費量も世界で最も少ないことが知られている。しかしなが
ら、リサイクルを我が国だけで閉じることはできない。金属やプラスチックなどの各種スクラップは国際的な商
品価値を持ちこれらはより高値を付ける地域へ移動する。国内だけのマテリアルフローを前提にするとリサイク
ル材の安定確保にも問題が生じ、リサイクル産業の存続をすでに危うくしている。一方で劣化プラスティックス
に必要以上のエネルギーを掛けてマテリアルリサイクルを行うことは現実的ではなく、カスケードリサイクルも
合わせた最適なリサイクルプロセスを構築すべきである。プラスチックは、現状ではマテリアルリサイクルより
も高炉でのコークス代替材としての使用が増大しているが、マテリアルリサイクル促進の施策が打たれているた
め、製鉄所でのケミカルリサイクルは減少傾向にある。

一方、環境問題の歴史を紐解いて見ると、1990 年代までは排出物の削減とその無害化が主要テーマであり、2000
年以降は戦略的な管理と活用へと開発課題が変化してきた。これは資源循環であり、ゼロエミッションである。
また、商品の使用材料そのものに関しても、国内市場を越えたグローバルな環境ルール、例えば EU を中心に化学
物質の REACH 規則(Registration Evaluation, Authorization of Chemicals; 化学物質の登録･評価･認可そして制限) が進
んでおり、我が国の産業としてもこれを無視して輸出することはできない状況に置かれている。これらの考え方
は、基本的には有害性のある元素は使用しないことで、厳しい規制で安心を確保することにある。当然のことな
がらこれらは、科学的な根拠に基づいた規制で有るべきであり、その効果の評価が必要である。
このように見てくると、例えば高性能ハイブリッド車のように、省エネ・環境対策ともに進んだ世界標準の乗
用車に代表されるように、
わが国の環境・資源に関する技術は世界で最も進んでいると位置づけることができる。
個々の技術は進んでいる。例えば、産業機械用素材(特に特殊鋼)、排ガス・排水処理など資源における環境技術、
製錬・精錬技術(微少金属の回収と省エネルギー)、 Geographic information system (GIS)（輸送機械の運行シ
ステムなどを含む）などが挙げられる。我が国としては、これらの技術を活かして、トータルシステムとしての
世界戦略を組むべきではなかろうか。環境・リサイクル技術を実用化するには、環境規制との対応、低コストで
のリサイクル材の収集、その高効率な資源化、すなわち、技術とシステムの連携が重要になる。

解決策
単一業種や国内に限定することなく、例えば図 3 のように、熱・素材・エネルギー・環境を考慮したトータル
の最適化を試行すべきである。つまりエコ・コンビナートの形成である。これらのシステムを如何にして世界標
準とするかが問われている。これを世界に拡大してマテリアルフローを考えると図 4 が得られる。これは、コス
ト、CO2 発生量、資源性、人の健康へのリスクなどの項目を、グローバルに、しかも長期的な視野での取り組みを
考えたモデルであり、このような視点を強調する必要がある。

図 3 エコ・コンビナートのイメージ

図 4 マテリアルフローモデルによる最適化評価

このようなエコ・コンビナートのモデル施設を、公共事業の一環として地方の空いた工業用地に『国際展示場』
として作る。現在の金融危機は国際的には危機であっても、わが国としては環境技術を売り込む好機と捉えるべ
きである。これらのプラントの輸出を通じて、わが国をエンジニアリング・サービス事業の発信基地とする。こ
れにより、グローバル産業としてエコ・コンビナートを育成・輸出する。更には、資源確保のための新しい環境
技術開発を行い、その輸出と技術指導を行う。また、これら技術の更なる発展を促進する手段として、環境規制
を如何に産業に結びつけるかの真のシンクタンクとしての『研究所』の設置が望ましい。技術は常に進歩するも
のであり、現状に甘んじることなく、常に一歩先を歩くための研究所であり、これらの技術の提供を通じて資源
確保することを考える。或いは、資源確保ができる新しい技術の開発を協力続行すべきである。

ࠕࡍࡾྜࢃࡏ࣭సࡾ㎸ࡳࠖศ㔝 ࠊྲྀࡾ⧳ࡵ
ᰝ ⸨ᮏ㝯ᏹ
ᰝ ᯇᮌ๎ኵ
㸯㸬せ᪨
㸦㸯㸧
ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡ࠖࡣࠊຍ౯್㸦タィሗ㸧ࡢⰋ࠸ὶࢀࢆࡘࡃࡿỗ⏝ࡢ⟶⌮ᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ⏘
ᴗࡸᴗࢆ㉸࠼࡚ඹ᭷࡛ࡁࡿ⌧ሙࡢ▱㆑࡛࠶ࡿࠋ㺀ࡍࡾྜࢃࡏࠖࡣࠊ〇ရせồࡉࢀࡿᶵ⬟㒊ရ㸦࠶
ࡿ࠸ࡣᕤ⛬㸧ࡢ㛵ಀࡀ㘒⥈ࡍࡿ」㞧࡞タィᛮ㸦࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸧ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ〇ရタィ࣭
ᕤ⛬タィ࣭⏕⏘࣭㉎㈙➼࠾࠸࡚ࡣࠊከ⬟ᕤࡸࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ❧⬮ࡍࡿࠕ⤫ྜᆺ⤌⧊⬟ຊࠖࢆᣢࡘ⌧
ሙࡀඃᛶࢆᣢࡘࠋࡲࡓࠕసࡾ㎸ࡳࠖࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓタィሗࢆṇ☜࣭ຠ⋡ⓗ⣲ᮦ㌿ࡍࡿ⌧ሙ
άືࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋᡓᚋ᪥ᮏࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ⌧ሙࡣࠊ⏕⏘㈨※㸦ປാຊࠊ⏕⏘タഛࠊ㈨ᮦ࡞㸧ࡀ៏ᛶ
ⓗ㊊ࡍࡿ୰ࠊ㧗ᗘᡂ㛗ᛂࡌࡓࡓࡵࠊ㛗ᮇ㞠⏝࣭㛗ᮇྲྀᘬࡶ࡙ࡃ⤫ྜᆺ⤌⧊⬟ຊࡀከࡃⓎ㐩
ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ➇தඃࡢ୍ᅉ࡞ࡗࡓࠋࠕࡍࡾྜࢃࡏ㺁ࠕసࡾ㎸ࡳࠖࢆ≉ᚩࡍࡿ〇ရࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ
⤫ྜᆺ⤌⧊⬟ຊ㐺ྜⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏࡀ➇தඃࢆᣢࡘഴྥࡀணࡉࢀࠊᐇ㝿ࠊ⤫ィⓗᐇドศᯒ
ࡸศᯒ࡛ࡶࡑ࠺ࡋࡓഴྥࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧㏫ゝ࠼ࡤࠊࠕࡍࡾྜࢃࡏ࣭సࡾ㎸ࡳࠖࢆ᪥ᮏேࡢ⏕ᚓࡢᚓពᢏࡍࡿࡢࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ㛤Ⓨࠊ
⏕⏘ࠊ㉎㈙࡞㛵ࢃࡽࡎࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾ⌧ሙࡢࠕ⤫ྜᆺ⤌⧊⬟ຊࠖࢆᆅ㐨㘫࠼ࠊ⬟ຊᵓ⠏➇தࢆ⥆
ࡅࡓᴗࡸ⌧ሙࡢࡳࡀࠊ➇தඃࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡢࡔࠋ☜ᡓᚋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊṔྐⓗ⤒⦋ࡽࠊ⌧ሙࡢ
⤫ྜຊ࣭ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡຊࡀ✚ࡉࢀࡸࡍࡗࡓࠋࡋࡋࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தࡢ⃭ࡍࡿᚋࠊ⬟ຊᵓ⠏ດ
ຊࢆᛰࡿ⌧ሙࡣࠊࡍࡾྜࢃࡏᆺ〇ရ࡛ࡢ➇தຊࢆࡓࡕࡲࡕኻ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ᪥ᮏࡢከࡃࡢ⌧ሙࡀࠊࡇࡢᒱ
㊰❧ࡗ࡚࠸ࡿぢࡽࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧ྠᵝࠊ〇ရࡸ⏘ᴗࡢᅛ᭷ࡢ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸦タィᛮ㸧ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊಶࠎࡢ〇ရ
ࡈࠊタィ⪅ࡀ๓㑅ᢥࡋࠊࡘࠊ♫ࡸᕷሙࡀᚋⓗ㑅ᢥࡍࡿࠋ୍⯡ࠊ㢳ᐈせồࡀཝࡋࡃࠊ
♫ࡀせồࡍࡿ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭Ᏻつไ࡞ࡢไ⣙᮲௳ࡀཝࡋࡃࠊᢏ⾡ⓗ࡞ไ⣙ࡶཝࡋ࠸୰࡛タ
ィࡉࢀࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࡍࡾྜࢃࡏᆺ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ⮬ື㌴ࡸ⢭ᐦ࡞㈨ᮏ㈈ࡣࡑࡢᆺ࡛࠶ࡿࠋ୍
᪉ࠊไ⣙ࡀ⦆ࡵࡤࠊୡ⏺୰࡛タィྜ⌮ࡢດຊࡀ㐍ࡴ⤖ᯝࠊ〇ရࡣᛴ㏿ࣔࢪ࣮ࣗࣛࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
タィ῭ࡳࡢᶵ⬟⤖㒊ရ㸦ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸧ࡼࡿᐤࡏ㞟ࡵタィࡀᐜ᫆࡞ࡿࠋከࡃࡢࢹࢪࢱࣝሗ㈈ࡣ
ࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ〇ရࡢタィᛮࡣࠊಶࠎࡢ〇ရ࣭ရ✀ࡈ␗࡞ࡾࠊࡲࡓࡶኚ
ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀࠊ᪥ᮏࡢ⌧ሙࡀ➇தຊඃࢆಖࡕࡸࡍ࠸ࠕࡍࡾྜࢃࡏᆺࠖ
࡛࠶ࡿ࠺ࡣࠊ⌧ሙ࣭⌧≀࡛ࠊタィࡢไ⣙᮲௳ࡸ〇ရࡢᶵ⬟࣭ᵓ㐀㛵ಀࢆุᐃ࣭

ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ

ศࡽ࡞࠸ࠋᚑ᮶ࡢᶆ‽⏘ᴗศ㢮ࢆぢ࡚ࡶࠊࡢ〇ရࡀタィୖࡢẚ㍑ඃࢆᣢࡘࢆ▱ࡿୖ࡛ࡣᙺ
❧ࡓ࡞࠸ࠋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠊಶࠎࡢ〇ရ⣽ศ㢮ࡈ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࢆ

ᐃࡋࠊ⏘ᴗ⣽ศ㢮ࡢࡦࡶ࡙ࡅ

ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆᐃᮇⓗ⧞ࡾ㏉ࡍࡇࡀࠊ᪥ᮏࡢタィ㠃࡛ࡢẚ㍑ඃࢆᅜࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡣᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊ〇ရࡈタィࡢࡍࡾྜࢃࡏᗘ㸦ࣥࢸࢢࣛࣝᗘ㸪ᐦ╔ᗘ㸧ࢆᩘ್ࡋ㸪

1

ࡼࡾ⢭ᐦ࡞⏘ᴗศ㢮࠶ࡿ࠸ࡣ〇ရ✀࣭ᕤ⛬ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔᙉࡳ࣭ᙅࡳࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓ㸪
⏘ᴗ⫱ᡂ⟇㸪⌧ሙᙉ⟇ࠊᾏእὶฟ㜵Ṇ⟇࡞ࢆㅮࡎࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸬
㸦㸲㸧⌧ሙᙉࡢ᪉⟇ࡢࡦࡘࡣ㸪᪥ᮏࡢᙉ࠸⌧ሙࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓ⏘ᴗேᮦࡢά⏝㸪ࡃ㹍㹀ࡢά⏝
࡛࠶ࡿࠋࡃᆅᇦࡢ୰ᑠᴗ࡛ࡣࠊୡ⏺ἣୗ࡛⤒Ⴀ⪅ࡀཷὀ☜ಖ࣭㈨㔠⧞ࡾዑ㉮ࡍࡿ㛫ࠊ⫢ᚰ
ࡢ⌧ሙຊࡀᔂቯࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᐃᖺ࡛ᴗࡢ⫋ሙࢆ㞳ࢀࡿ⌧ሙࡢ࣋ࢸࣛࣥேᮦࢆ୰ᚰࠊ
ᴗࡶ⏘ᴗࡶ㉸࠼࡚㸦⮬♫ࡢᚋ㐍⫱ᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸧ᆅᇦయࠕຍ౯್㸦タィሗ㸧ࡢⰋ࠸ὶࢀࠖ
ࢆసࡿࠕ⌧ሙᨵၿࡢඛ⏕ࠖࠊࡘࡲࡾࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࠖࢆ㣴ᡂࡋࠊἣୗ࡛⌧ሙຊࡀ⾶ᙅ
ࡍࡿែࢆ㜵ࡀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧ሙࡣࠊᅛ᭷ᢏ⬟ຍ࠼ࠊᮏேࡶẼ࠸࡚࠸࡞࠸ࠕࡍࡾྜࢃࡏ࣭స
ࡾ㎸ࡳࠖࡢ⌧ሙᨵၿ⬟ຊࢆᣢࡗࡓ࣋ࢸࣛࣥேᮦࡀከᩘ࠸ࡿࠋࡇࡢ₯ᅾ⬟ຊ⌧ሙᣦᑟຊࢆຍ࠼ࠊᅜෆ
⏘ᴗ㸪≉୰ᑠᴗ࠾࠸࡚ࠕຍ౯್ࡢὶࢀࢆⰋࡃࡍࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾᨵၿࠖⓎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ
⟇ࡀࠊᆅᇦάᛶࡢࡓࡵࡶ᭷ຠࡳࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢ㣴ᡂࡣࠊᴗ⮬㌟ࠊ
⮬యࠊᅜ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋㄡࡀࡸࡿࡣูࡋ࡚ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊᶵ⬟ࡋ࡚
ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛ࠊࡑࡢ㍍どࡣࠊᅜయࡢ㛗ᮇⓗ࡞➇தຊࡢẋᦆࢆᣍࡁࡡ࡞࠸ࠋ
㸦㸳㸧ྛ┬ࡢ⏘ᴗᨻ⟇ࡣಶูࡣ᭷ຠ࡞ࡶࡢࡶከᩘ࠶ࡿࡀ㸪యࡣࠊ࠸ࡐࢇᅛ᭷ᢏ⾡ࠊಶูタഛ
ࡢ㈨㔠ᨭ೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉ࠸࠺㠃࡛ࠊ༑ศᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼
࡞࠸ࠋࡲࡓ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡶࠊᕧඛ➃ᢏ⾡ࡢᨭ೫ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡢ᪥ᮏࡣࠕඛ
➃ᢏ⾡ࡢ㞳ࢀᑠᓥࠖ
ࠕ᪂㗦タഛࡢ㞳ࢀᑠᓥࠖࡀከᩘᩓࡽࡤࡿ㠃ࠊࡑࢀࡽࢆᕷሙࡘ࡞ࡄຍ౯್ࡢὶ
ࢀࡀᙅࡃࠊ⤖ᒁࠊᆅᇦ࣭⏘ᴗ࣭ᴗࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ༑ศ࡞ຍ౯್㐀ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ⌧
≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㺀ࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡㺁ࡢ⯆⟇ࡣࠊ⏝⪅ࡢどⅬࡓࡕࠊ
ࠕ᪥ᮏ୰ຍ౯್ࡢⰋ࠸ὶࢀࢆస
ࡿࠖ࠸࠺⤫୍ⓗ࡞┠ᶆྥࡅࠊྛ┬ᗇ⟇ࡢᶓ᩿ⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⤒῭⏘ᴗᨻ
⟇࠾࠸࡚ࡶࠊᙜ㠃ࡣࠊ⤫ྜᆺ⤌⧊⬟ຊࡢᵓ⠏ᔂቯ㜵Ṇࠊࡍࡾྜࢃࡏᆺ〇ရࡢ➇தຊྥୖࠊ⌧ᅾ
ࡣᙅ࠸ഴྥࡢ࠶ࡿᴗࡢᡓ␎ᵓຊࡸࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺࣅࢪࢿࢫࡢ㛗ᮇⓗᙉ࡞ࠊ᪥ᮏࠕⰋ࠸タィ࣭
Ⰻ࠸ὶࢀࠖࢆṧࡍࡃࠊᨷࡵᏲࡾࡢ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠸ࡓᨻ⟇ࢆᐇࡍࡿయไࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸬
㸦㸴㸧ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡ࠖศ㔝ࡣ㸪ࠕຍ౯್ࡢࡼ࠸ὶࢀ࡛ࠖࠊྛศ㔝ࡢᅛ᭷ᢏ⾡࣭ඛ➃ᢏ⾡⩌ࢆࡘ࡞
ࡂࠊ⤒῭ᡂᯝࡘ࡞ࡆࡿ㔜せ࡞ỗ⏝⟶⌮ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊࡢ㔜Ⅼศ㔝㸪᥎㐍ศ㔝ᑐࡋࠊ
ᶓ୵ࡋ࡚ᶵ⬟࡛ࡁࡿ၏୍ࡢศ㔝ࡢᮇᚅࡣࡁ࠸ࠋࡃࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞ୡ⏺ἣࡢ୰࡛ࠊ༑ᖺ༢
࡛⌧ሙຊࡢ㛗ᮇⓗ࡞⥔ᣢࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ⌧≧࡛ࡣࠊᙜศ㔝ࡢண⟬
㓄ศࡢ᪉㔪࣭ᛮ࣭ဴᏛࡣ᫂░࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ࠕᶓ୵ࠖࡋ࡚༑ศᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊୗᡭࢆࡍ
ࢀࡤࠊࠕࡑࡢᅛ᭷ᢏ⾡⩌ࠖࡢண⟬ࢆ㥑ࡅ㎸ࡳせồࡍࡿࠕⲡสሙࠖࡍᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ
⾡ࠖࡣࠊ⌧ሙ࣭ᴗ࣭ᆅᇦ࣭⏘ᴗຍ౯್ࡢⰋ࠸ὶࢀࢆࡶࡓࡽࡍỗ⏝ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠊࡢㄆ㆑❧ࡕࠊ
ᨻ⟇ᙜᒁࡣࠊ
ࠕຍ౯್ࡢⰋ࠸ὶࢀࡢ㈉⊩ࡀ᫂░࡞ᢏ⾡ࡢண⟬㓄ศࡣࠊࢇ࡞ඛ➃ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ
⾡࡛࠶ࡗ࡚ࡶ༷ୗࡍࡿࠖࡢ᫂☜࡞ᣦ㔪Ỵពࢆᣢࡕࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾᢏ⾡ᨻ⟇ࡢᙧ㧁ࢆ㜵ࡂࠊࡇࡢᢏ
⾡ࢆࠊ⏘ᴗᨻ⟇ࡢ୰᰾ࡢࡦࡘࡋ࡚⨨࡙ࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
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㸰㸬⿵㊊ㄝ᫂
㸦㸯㸧
㸦㸰㸧ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊㸸᪥ᮏࡢᙉࡳࡀࠕࡍࡾྜࢃࡏࠖ࠶ࡿ㸪࠸࠺ㄝࡀ᭷ྡ࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㯲
ࡗ࡚࠸࡚ࡶ᪥ᮏࡣࡍࡾྜࢃࡏࡀᙉ࠸㸪࠸࠺ㄗゎࡀᗈࡲࡗࡓ㸬᪥ᮏࡀࠕࡍࡾྜࢃࡏࠖᙉࡃ࡞ࡗࡓࡢ
ࡣ㸪ࠕ㊊ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸦㸸✵Ẽࡢⷧ࠸ᅜࡢࣛࣥࢼ࣮ࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ㸧ࠖࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗ࡚㸪᪥ᮏேࡢ
DNA ࡍࡾྜࢃࡏ⬟ຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ㄗゎࢆᡶᣔࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᴗࡸ
⌧ሙࡀ⬟ຊᵓ⠏ࢆᛰࢀࡤࠊࡑࡢ⌧ሙࡢ➇தຊࡣࡓࡕࡲࡕᔂቯࡍࡿࠋ㔜せ࡞ࡇࡣ㸪ୡ⏺ᕷሙࡢᶵ⬟ⓗ
࡞せồࢆࠊཝࡋ࠸ไ⣙᮲௳ࡢ୰࡛ᐇ⌧ࡍࡿࠕタィᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࠕタィሗࠖࢆࠕⰋ࠸ὶࢀࠖ
࡛ᕷሙఏ࠼ࡿࠕ⌧ሙ⟶⌮ᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ⤌⧊⬟ຊࡢᙉࡉࡣ㸪ࡇࡢタィሗࡢࠕὶࡋ᪉
ࡢୖᡭࡉࠖ࠶ࡿ㸬୍᪉ࠊ〇ရࡢタィᛮ㸦࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸧ࡣ㸪ᶵ⬟࣭ᵓ㐀࣭ᕤ⛬㛵ࡍࡿタィ
ሗࡢࠕୖᡭ࡞ࡘ࡞ࡂࡓࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡘࠊࡘࡲࡾࠊ⌧ሙࡢ⤌⧊⬟ຊ〇ရࡢタィᛮ㸦
࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸧ࢆ㐺ྜࡉࡏࡿࡇࡼࡾ㸪≉ᐃᅜ࣭≉ᐃ〇ရ࣭≉ᐃⅬ࠾ࡅࡿࠊタィ❧ᆅ࣭⏕⏘❧
ᆅࡢẚ㍑ඃࡀ⏕ࡌࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ➇தほࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏘ᴗᨻ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
㸦㸱㸧ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊㸸タィࡢ➇தඃࢆព㆑ࡋࡓᨻ⟇⛣⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡋ
࡚ࠊ〇ရ࣭ᕤ⛬ࡢࣥࢸࢢࣛࣝᗘ࣭ࣔࢪ࣮ࣗࣛᗘࢆࠊࡋࡿࡁᡭἲ࡛ᩘ್ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᐃࡢᡭἲࡣ࠸ࡃࡘࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡏࡼࠊࡇࢀࡽࢆࡗࡓࠊಶࠎࡢ〇ရࢪࣕࣥࣝࡢ
タィ≉ᛶࢆࠊࡁࡵ⣽࡞ศ㢮࡛㆟ㄽࡍࡿࡇࡀ᭷⏝࡛ࡣ࡞࠸㸬᪥ᮏ࡛ࡶᅜ㝿➇தຊࡢ࠶ࡿ⧄⥔ᴗ
ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪࠶ࡿ✀㢮ࡢ㗰ᯈࡣ➇தຊࡀ↓࠸㸬ࡘࡲࡾࠊ⧄⥔⏘ᴗ㸪〇㕲ᴗ࠸ࡗࡓᣓࡾࡢᶆ‽⏘
ᴗศ㢮ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊᚤ⣽࡞⏘ᴗෆ㈠᫆ࢆ≉ᚩࡍࡿ 21 ୡ⣖ࡢ㈠᫆ᵓ㐀ࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏᴗࡣࠊ⌧ሙ⤌⧊ࡼࡿࠕヨ⾜㘒ㄗⓗㄪᩚࠖࡼࡾࠊタィࢆึᮇ್ࡽ᭱㐺ᆅ
ᛴ㏿ᩡࡉࢀࡿࡢࡣୖᡭ࠸ࡀ㸪ࡑࢀඛ❧ࡕࠊୡ⏺ศᩓࡋࡓ⛉Ꮫ▱㆑ࢆ࠺ࡲࡃ⤫ྜࡋ࡚➽ࡢⰋ
࠸ึᮇ್ࢆタᐃࡍࡿࠕ⛉ᏛⓗㄪᩚࠖࡣḢ⡿ࡢ᭷ຊᴗ࠺ࡲࡃ࡞࠸ࠋ〇ရࡀ㧗ᗘࡍࢀࡤࡍࡿ
⛉Ꮫ❧⬮ࡋࡓ☜ᗘࡢ㧗࠸ㄪᩚᢏ⾡ࡢ㔜せᗘࡀቑࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᮏᴗࡣ࠸ࡲࡽࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⤫ྜ⬟ຊ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊㸸㸰㸮㸮㸵ᖺၥ㢟ࡣ⤊ࢃࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ጞࡲࡗࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬ᅋሢୡ௦ࡢ
ά⏝ࡀ㘽ࢆᥱࡿ㸬ᅜࡋ࡚⮬యࡋ࡚ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮㣴ᡂࡢࠕᆅᇦᖌ⠊Ꮫᰯࠖࡢ㛤
タ࣭㐠Ⴀࠊᴗࡢࠕ♫ෆᖌ⠊Ꮫᰯࠖ㛤タࡢ㈨㔠ⓗ࣭ேⓗᨭࠊᨵၿࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮୰ᑠᴗࡢ
㟂⤥࣐ࢵࢳࣥࢢసᴗࠊ୰ᑠᴗࡀᡶ࠺ࠕᨵၿᣦᑟᩱࠖࡢ㢠࣭༙㢠ච㝖ࠊࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮⤌⧊ࡢ㈨
㔠ᨭ࡞ࠊᆅᇦⰋ࠸ὶࢀࢆసࡿࠕࡧỈⓗ࡞ᨻ⟇ࠖࢆᐇࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸬
㸱㸬㔜せ࡞≧ἣࡢኚ
࣭ୡ⏺ྠἣࡶࢃࡽࡎࠊ㈈ࡢ➇தࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡣ୍ᒙࡢ㐍ᒎࢆࡳࡿ
  Ѝ ྛᅜ࡛ࣇࣝࢭࢵࢺࡢ⏘ᴗࢆᥞ࠼ࡿࡇࡣ↓⌮ࠋẚ㍑ඃࡢཎ๎ࡣ࠸ࡼ࠸ࡼ㔜せࠋ
  Ѝ ἣࡽࡢᅇࠊྛᅜࡢ≉Ⰽ࣭ẚ㍑ඃࢆ⏕ࡋࡓ⏘ᴗᵓ㐀㏆࡙ࡃணࡉࢀࡿ
࣭ྛᅜࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢᛴ⃭࡞ኚ Ѝ ࡓ࠼ࡤ୰ᅜᣐⅬࡢ✵Ὕ࡛ࠊࡣࡸࡃࡶጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

3

ࠕ〇ရ⏬ࠖศ㔝ࠊྲྀࡾ⧳ࡵ
ᰝ ᑿᙧோኈ
ᰝ ᑠᯘⱥὠᏊ
  

㸯㸬ᡓ␎⟇ᐃࡽࡢ㔜せ࡞ኚ

  ࣭㈨※ࠊ㣗ᩱ࡞ࡢ୍ḟ⏘ရࡢ౯᱁ࡢ㧗ୗ
  ࣭㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࡢಙ㢗ࡢኻቒୡ⏺つᶍࡢἣ
  ࣭ࠕඈࡅࠖࡢᵓ㐀ࡢኚ
    ࣁ࣮ࢻ࢚࢘ࡸࢯࣇࢺ࢚࢘ࡽࢧ࣮ࣅࢫࡢ┈ࡢ⛣㌿ഴྥࡀ㢧ⴭ
           㸦ࠕࡶࡢ㹻ࡽࠕࡇࠖ㸧
    ୍ேࡕ㸦ୗ࣓࣮࢝ࡣῈửࠊᴗ⏺⦅㸧
  ࣭ୡ⏺ᕷሙࡢᗈࡀࡾ
    %5,&㹱ࠊ$6($1ࠊᮾḢ࡞ࡢୡ⏺㈠᫆ࡢཧධࡼࡿ➇த⃭ࠊ࠾ࡼࡧ
    ప౯᱁ᡤᚓ᱁ᕪࡢᣑ
 

㸰㸬⌧≧࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼ

 D ᴗࡢ➇தຊࡢ※Ἠ
  ࣭࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢຠ⋡㸦-,7ࠊ࢝ࣥࣂࣥ᪉ᘧ࡞㸧⤒Ⴀ⬟ຊ㸦ᡓ␎⟇
   ᐃ⬟ຊࡑࡢᐇ⾜ຊ㸧
     ᪥ᮏࡣ๓⪅ࡣ❧ὴࡔࡀࠊᚋ⪅ࡣ୍ࡘࠊࡢホ౯ࡣṇࡋ࠸㸽
  ࣭᪥ᮏ⏕ά≀㈨ࡀ㊊ࡋࠊࡘရ㉁ཝࡋ࠸ᅜࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊෆ㟂࡛ᡂຌ
   ࡍࢀࡤᾏእ࡛ࡢ⟬ࡀ࠶ࡿࡣࡎࠋࡇࢀࡀ⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸽
  ࣭ᴗࢻ࣓ࣥ㸦⌧ᐇࡢᴗ㡿ᇦ㸩ᑗ᮶ࡢ࠶ࡿࡁጼ㸧ࡢ☜ㄆ
     㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡣୡࡢ୰ࡢࠕὶࢀࠖࡸࠕໃ࠸ࠖ㌟ࢆ௵ࡏ࡚࠸ࢀࡤᡂ㛗࡛
     ࡁࡓࡀࠊࡣ⤒Ⴀࡢຊ㸦࠼ࡤᴗࢻ࣓ࣥࡢᵓຊ㸧ࡼࡗ࡚⮬ࡽ
     ࠕὶࢀࠖࠕໃ࠸ࠖࢆసࡽ࡞࠸ᡂ㛗ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰᵓ࠼ࡀ
     ከࡃࡢᴗ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸽
 E 〇ရ⏬㸦ຍ౯್ࢆࡿࡇࡀᙅ࠸㸧
  ࣭ࡘ࡚ࡣ⤊㌟㞠⏝ࡢࡓࡵ㉥ᏐᴗࢆΎ⟬ࡋࡃࡗࡓ㸦ࡣ㸽㸧
  ࣭ᅜ㝿➇தຊࡢ࡞࠸⏕⏘ᛶࡢప࠸⏘ᴗࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸㸦㍺ฟᆺ〇㐀ᴗ௨እࡣ
     ࡚㸧ࡓࡵ㧗ࢥࢫࢺᵓ㐀
  ࣭㈨ᮏࢥࢫࢺࡀప࠸㸦ప㔠㸧ࡓࡵపຍ౯್⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡓࠊ
   ࡞ࡀ⫼ᬒ㸽

 F ࠕ᪥ᮏᰴᘧ♫ࠖࡢ⌧≧㸦୍ഃ㠃㸧
  ࣭ᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ಀண⟬㸱㸬㸴ࡢ࠺ࡕẸ㛫ᴗࡢ㓄ศࡣ㸲㸣ࠋࡇࢀࡣ
   Ẹ㛫ᴗࡢ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢ㸯㸣ࠋ


㸱㸬ᑐᛂࡢ᪉ྥ

 D᪥ᮏࡢ〇㐀ᴗᅛ᭷ࡢࠕⒷࠖࢆ⏕ࡍ
    ᒁⓗᡓ␎ⓗᛮ⪃ࡼࡾࡶᒁᡤⓗ⌧ሙⓗᛮ⪃ࠊᢤᮏⓗᨵ㠉ࡼࡾࡶ㏲ḟⓗ
    ᨵၿࠊࡍࡆ᭰࠼ࡼࡾࡶࡋࡘࡇࡃ࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸ࡇࠊࡀᚓពࠋ᪥ᮏࡣࡇ
    ࡢࠕⒷࠖࢆᙉࡳࡋ࡚ࠊ⮬ศࡀศࡿᴗࢆࡸࡓࡽᗈࡆࡎហ┤⮬ศ
    ࡢ㢌࡛⪃࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿඃ⚽࡞ᴗࡀከ࠸ࠋࡇࡢࠕⒷࠖࢆ⎔ቃኚ
    㐺ᛂࡉࡏ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿᙉࡳ㐍ࡉࡏࡿ㸦ᅜࡢᮇᚅ㸽㸧ࠋ
 Eᅜࡢ5 'ᢞ㈨ࡣ౫↛ࡋ࡚ᡤㅝඛ➃ศ㔝ࡤࢀࡿศ㔝㔜Ⅼᢞධࡋ࡚࠸
   ࡿࡀࠊࡇࢀࡣṇゎ㸽 ᪥ᮏࡢ➇தຊࡢ࠶ࡿඃ⚽࡞⏘ᴗࡸᴗࡣඛ➃ࡣ
   ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ศ㔝ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋඛ➃ศ㔝೫㔜ࡽᅾ᮶ࡢ
   ᙉ࠸ศ㔝ࢆࡼࡾᙉࡃࡍࡿᡓ␎㌿ࠋ
Fᅜࡢ࡞ᙺࢆࠕಶࠎࡢᢏ⾡ࠊ〇ရࠊ⏘ᴗࡢඛᑟᙺࠖࡽࠕࣀ࣮࣋ࢩࣙ
  ࣥࢆㄏⓎ่࣭⃭ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡢᩚഛࠖ㌿ࠋ
   ࣭ேᮦᩍ⫱㸦ึ୰➼ᩍ⫱ࡢᵓ⠏ࠊୡ⏺㏻⏝ࡍࡿᏛࡢᵓ⠏ࠊᕤᏛ⣔ࡢ
    ⯆ࠊ♫ேᩍ⫱ࠊ᪥ᮏㄒ∧72)(/ࠊ࡞㸧
   ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࣥࢭࣥࢸࣈ㸦⛯ไ࠼ࡤ◊✲㛤Ⓨ
    ࡸᐤᑐࡍࡿ⛯᥍㝖ࠊ᪂⯆ᴗ⫱ᡂࠊ▱㈈ᶒಖㆤ࣭ᶆ‽ࠊ࡞㸧
   ࣭⛉Ꮫᢏ⾡ࣥࣇࣛࡢᩚഛ
GᐁẸ୍య࡞ࡗࡓࣅࢪࢿࢫດຊ
   ࣭㛤Ⓨ㏵ୖᅜ➼ࡢࣥࣇࣛᩚഛࡢ༠ຊ㸦㏻ಙ࣭ᨺ㏦ࣥࣇࣛࠊ┬࢚ࢿࠊ
    ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ㕲㐨࣭㐨㊰ࠊ㎰ᴗᇶ┙ࠊ࡞㸧
   ࣭ࢃࡀᅜࡢࣈࣛࣥࢻࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖ㸦᪂ᖿ⥺ࠊ᪥ᮏᩱ⌮ࡢㄪ⌮ㄆᐃࠊほගࠊ
    ⨾⾡࣭₇࣭ᕤⱁࠊ࡞㸧
   ࣭ᅾ᪥ྛᅜ㤋ྠᵝࡢ͇Ⴀᴗດຊ͇
Hேཱྀῶᑡᅜࡢᡂ㛗ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㸦ୡ⏺ࡢඛᑟᙺ㸧
   ࣭⌧ᅾไᗘ⑂ປࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿᖺ㔠ࠊ་⒪㸦ಖ㝤㸧ࠊ㞠⏝➼ࡢᵓ⠏
   ࣭⎔ቃࠊ㣗ᩱࠊ㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮➼㓄៖ࡋࡓᡂ㛗ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏

௨ୖ


