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ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸳᭶㸰㸳᪥

ཎᏊຊጤဨ

ࡣࡌࡵ
ᨻᗓࡣࠊࡍ࡚ࡢせᅜࡼࡿබᖹࡘᐇຠᛶ࠶ࡿᅜ㝿ᯟ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡸពḧⓗ࡞┠
ᶆࡢྜពࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ2020 ᖺࡢᡃࡀᅜࡢ

ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ㔞ࢆ 1990 ᖺẚ࡛ 25㸣

๐ῶࡍࡿࡢ┠ᶆࢆᥖࡆࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࠕࢢ࣮࣭ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࠖཬࡧᗣᅜࢆ┠ᣦࡍࠕࣛࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࢆ㏻ࡌ࡚᪥ᮏࡢᙉࡳࢆⓎ
ࡍࡿࡇࠊᡂ㛗ࡢࣇࣟࣥࢸࢆ㛤ᣅࡍࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒ࢆᐇࡍࡿࡇࢆ㔜Ⅼᡓ␎ㄢ㢟ࡍࡿ᪂ᡂ㛗ᡓ␎ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆබ⾲ࡋࠊ⌧ᅾࠊࡑࡢ
ෆᐜࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ཎᏊຊጤဨࡣࠊཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᡓ␎ㄢ㢟ࡢゎỴᵝࠎ
㈉⊩࡛ࡁࡿ⪃࠼ࠊཎᏊຊᨻ⟇⥘๎ࡗ࡚ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࢆ╔ᐇ
᥎㐍ࡍࡿ୰࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓᨻᗓࡢ┠ᣦࡍࡇࢁຠᯝⓗ㈉⊩ࡍࡿほⅬࡽ㔜Ⅼⓗ᥎
㐍ࡍࡿࡁ⟇ࢆࠕᡂ㛗ྥࡅ࡚ࡢཎᏊຊᡓ␎ࠖࡋ࡚᫂☜ࡍࡿసᴗྲྀࡾࡿ
ࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ
 సᴗ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᡂ㛗ྥࡅ࡚ࡢཎᏊຊᡓ␎ࡋ࡚㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿ㡯ཬࡧ㔜
せ⪃࠼ࡽࢀࡿ㡯ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ㔜Ⅼⓗ᥎㐍ࡍࡁ⟇ࡘ࠸࡚ᅜẸࡽࡈ
ពぢࢆເ㞟ࡍࡿࡶࠊ⮫㆟ࡶ㛤ദࡋ࡚㸯㸰ேࡢ㛵ಀᑓ㛛ᐙࡽࡇࡢࡇ㛵
ࡍࡿពぢࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄪᰝ࣭ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗ࡚ࠕᡂ㛗ྥࡅ࡚
ࡢཎᏊຊᡓ␎()ࠖࢆྲྀࡾࡲࡵࠊࡇࢀᑐࡍࡿ㸲ேࡢ㛵ಀᑓ㛛ᐙ࡞ࡽࡧᅜẸࡢព
ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽᑂ㆟ࢆ㔜ࡡࠊᮏ᪥ࠊࡇࡢࠕᡂ㛗ྥࡅ࡚ࡢཎᏊຊᡓ␎ࠖࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡓࠋ
ࡇࡢࠕᡂ㛗ྥࡅ࡚ࡢཎᏊຊᡓ␎ࠖࡲࡵࡽࢀࡓࡼ࠺ࠊཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ◊✲ࠊ
㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡣࠊ᪂ᡂ㛗ᡓ␎ࡢᇶᮏ᪉㔪♧ࡉࢀࡓࠕࢢ࣮࣭ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࠊ
ࠕࣛ
ࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ
ࠊ
ࠕࣇࣟࣥࢸࡢ㛤ᣅࠖࡢほⅬࡽ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽࠕ᪂ࡓ࡞ᣮᡓࢆಁࡍ⎔ቃࠖࢆᩚഛࡋࠊࠕᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᙧᡂࠖࡶࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏᡓ␎♧ࡉࢀࡓ
ྛ⟇ࡀᡃࡀᅜࡢ᪂ࡓ࡞ᡂ㛗┿㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࡣࠊձࠕཎᏊຊᑐࡍࡿᅜẸࡢಙ
㢗ឤࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࠖ
ࠊղࠕ࠶ࡽࡺࡿ㠃࡛ᅜ㝿ᑐᛂ⬟ຊࢆᙉࡍࡿࡇࠖࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࡇࢆ≉ᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋ
ཎᏊຊጤဨࡣࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡀࡇࡇ♧ࡉࢀࡓ⪃࠼᪉ࢆᑛ㔜ࡋ࡚ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ
㛤Ⓨཬࡧ⏝ಀࡿ⟇ࢆ⏬ࡋࠊ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

┠ḟ

せ ᪨ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




㸯㸬ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡀᯝࡓࡋᚓࡿᙺ
 ࢢ࣮࣭ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᙺ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ࣛࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᙺ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




 ࣇࣟࣥࢸࡢ㛤ᣅᑐࡍࡿᙺ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



 ᡂ㛗ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧᡂᑐࡍࡿᙺ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




㸰㸬ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡀຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗࡑࡢᙺࢆᯝࡓ
ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ ᖺࡲ࡛࡞ࡍࡁࡇ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸱㸬ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᐇࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢ᥎㐍࣭࣭






ῧ㈨ᩱ㸦㸯㸧ᡂ㛗ྥࡅ࡚ࡢཎᏊຊᡓ␎ࡢ⟇ᐃࡘ࠸࡚㸦ཎᏊຊጤဨỴᐃ㸧
ῧ㈨ᩱ㸦㸰㸧᳨ウࡢ⤒⦋
ῧ㈨ᩱ㸦㸱㸧ཧ⪃ᅗ
ῧ㈨ᩱ㸦㸲㸧࡞⏝ㄒゎㄝ

せ  ᪨

㸯ཎᏊຊⓎ㟁㸸ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢタഛ⏝⋡ࡢᐇ⌧ࠊᐃ᱁ฟຊࡢྥୖࠊ㧗⤒ᖺᑐ⟇ࡢᐇࠊ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ᪂ቑタ࣭ࣜࣉ࣮ࣞࢫࢆ᥎㐍ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ẚ⋡ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ
㸯㸧㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊ㧗⤒ᖺᑐ⟇ࡢィ⏬ⓗ᥎㐍ࢆྵࡴ᪂ಖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ╔ཎᏊຊⓎ
㟁ᡤࡢ᪂ቑタάືࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡇ
㸰㸧ᅜᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺศᢸ㈐௵ࡢ᫂☜ࢆᅗࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁ࡢᏳ☜
ಖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇᐇࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆᅜẸ᫂ᛌㄝ᫂ࡍࡿࡇࠊࡲࡓཎᏊ
ຊⓎ㟁ࡢ㔜せᛶࢆᑀㄝ᫂ࡍࡿࡇ
㸱㸧⏝῭⇞ᩱࡢ୰㛫㈓ⶶࠊฎ⌮ࠊᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศࢆྵࡴ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝࡢྲྀ⤌ࡳ
ࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡉࡏࡿࡇ

㸰ᨺᑕ⥺⏝㸸་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ࢆಁ㐍ࡋ࡚ᗣᅜࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊ㎰

ᴗࠊᕤᴗཬࡧᏛ⾡ศ㔝࠾ࡅࡿ⏝ࢆಁ㐍ࡋࠊࡇࢀࡽ㛵ࡍࡿ⏘ᴗࢆᡓ␎⏘ᴗ⫱ᡂ
ࡍࡿࡇࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
㸯㸧་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿ ; ⥺ &7ࠊ3(7ࠊ⢏Ꮚ⥺ࡀࢇ⒪➼ࡢ㧗ᗘᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ࡢᬑཬࢆಁ
㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵㐃ᨺᑕ⥺་⸆ရࡢ౪⤥యไࡢᩚഛࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡶ㐺ྜࡍࡿࡼ࠺㛵㐃
ࡍࡿᏳつไࡢෆᐜࡢ⤯࠼ࡊࡿぢ┤ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡢ⏝ᚲせ࡞ேᮦࡢ⫱ᡂࠊ㛵
㐃タഛࡢప౯᱁ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
㸰㸧ᨺᑕ⥺⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢺ࣮ࣛࣝࣘࢫไᗘࡢᐇཬࡧ⏝⪅ࡢ┦Ꮫ⩦ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡍࡿࡇࠊ᪤Ꮡࡢᨺᑕ⥺タࡢ⬟ຊࡢྥୖཬࡧ㠉᪂ⓗ࡞ᨺᑕ⥺※ࡢ◊
✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
㸱㸧ᨺᑕ⥺་⒪ᢏ⾡ࠊᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ಀࡿ⏘ᴗࢆᡓ␎⏘ᴗࡍࡿࡇ

㸱᪂ࡓ࡞ᣮᡓࢆಁࡍ⎔ቃ㸸ཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࠊᴗ⤒Ⴀ⪅ࠊᆅ᪉⮬యࠊఫẸࡀᢏ⾡ࡸไᗘࠊ
ᴗࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ᡂ㛗㈉⊩ࡍࡿ᪂ࡓ࡞࡚ᣮᡓࡍࡿẼᴫࢆᣢ࡚ࡿ⎔ቃ
ࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
㸯㸧ᅜẸࡢཎᏊຊࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡㛵ࡍࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ
㸰㸧ᨻ⟇⟇ᐃಀࡿࢹ࣮ࢱࢆ᭱᪂ࡢሗᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ㄡ࡛ࡶඹ᭷࡛ࡁࡼ࠺ࡍࡿࢹ࣮ࢱබ
㛤㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ❧ࡕ࠶ࡆࡿࡇ
㸱㸧㹁㹍㸰ࡢ⤒῭ⓗ࡞౯್ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࢆ᥎㐍ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᆅ⌫

ᬮ

ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ᅜẸࡀࡼࡾຠᯝࢆឤࡌࠊࡲࡓࡇࢀ㈉⊩ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ⮬ࡽཧຍ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
㸲㸧ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝࠾ࡅࡿୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢྲྀ⤌ࡳࡀᚲせ࡞Ᏻࢆ☜ಖࡋ࡚
㐜࡞ࡃᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⊂❧ᛶࠊබ㛤ᛶࠊຠ⋡ᛶࠊ᫂ᛌࡉࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࢆ㔜どࡋࠊ
ᅜẸࡢどⅬ❧ࡗࡓຠᯝⓗࠊ⌧ᐇⓗࠊࢱ࣒࣮ࣜ࡞つไάືࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿཎᏊ
ຊᏳつไ⾜ᨻయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ
㸳㸧♫⎔ቃࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㟁※୕ἲ㔠ไᗘ➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ

1

⾜࠺ࡇࠊᅜᆅ᪉⮬యࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊཎᏊຊタ❧ᆅᆅᇦࡢேࠎࡀᆅᇦࡢ᭷ࡍ
ࡿேࠊ㈨㔠ࠊ㈨⏘㸦⏘ᴗᢏ⾡ࠊ㒊ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㟂せࠊᩥࠊ⮬↛➼㸧ࠊ࿘㎶ࡢᏛ⾡ᶵ
㛵➼ࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚ࠊ㞠⏝ࡢᣑ࣭㧗ᗘయⓗྲྀࡾ⤌ࡴάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ

㸴㸧ࢪᆅᇦࢆ୰ᚰࡍࡿཎᏊຊศ㔝࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ඹྠᴗࢆ㉳ᴗࡍࡿᶵࢆ㇏
ࡍࡿほⅬࡽࠊࡇࡢᆅᇦࡢᨻᗓẸ㛫ࡢὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡍࡿࡇ

㸲ᅜ㝿ᒎ㛤㸸ቑࡍࡿᅜ㝿♫ࡢཎᏊຊⓎ㟁᪂ቑタ㟂せࡸ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺་⒪ࢆྵࡴ
ᨺᑕ⥺⏝㟂せᑐࡋ࡚ᡃࡀᅜཎᏊຊ⏘ᴗࡀࡼࡾࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
㸯㸧ᅜ㝿♫࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸Ỉ‽ࡢཎᏊຊᏳࠊ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ᰾ᣑᩓࡀ☜ಖ࣭⥔ᣢ
ࡉࢀࡿࡇ㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ㛵ࡋ࡚ ,$($ ࡸᅜ㝿♫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᱁
ẁᙉࡍࡿࡇ
㸰㸧ཎᏊຊᕷሙࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᅜࠎࡢ㛫࡛ࠊཎᏊຊᖹ⏝ࢆᢸಖࡍࡿཎᏊຊ༠
ຊ㛵ࡍࡿᅜ㛫༠ᐃࢆ㎿㏿ࡘᡓ␎ⓗ⥾⤖ࡍࡿࡇ
㸱㸧ᅜࡈཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ㝶ࡋ࡚ᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢࢽ࣮ࢬࢆྠᐃࡋࠊ
ࡇࢀࢆ‶ࡓࡍྲྀ⤌ࡳࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡍࡿᶵ⬟ࢆᐇࡍࡿࡇ
㸲㸧ཎᏊຊᢞ㈨ᨻ⟇㔠⼥ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿ⤌ࡳࡸࡑࡢᆅ⌫

ᬮᑐ⟇ಀࡿຠᯝࢆ

ホ౯ࡍࡿ⤌ࡳཬࡧᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘ➼ࢆᩚഛࡍࡿ
ࡇ
㸳㸧㹍㹂㸿➼ࢆά⏝ࡋ࡚ᨺᑕ⥺་⒪ᢏ⾡ࡸ㎰ᴗ࣭ᕤᴗศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ࡢᬑཬ
ࢆᅗࡿࡶࠊࡇࢀᇶ࡙ࡃᴗᒎ㛤ࢆཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ㝶ࡍࡿࣥࣇࣛᩚ
ഛࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୍㒊ࡋ࡚ᥦࡋ࡚࠸ࡃࡇ

㸳ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸸ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸸ᣢ⥆ⓗᡂ
㛗ࡢࡓࡵຠᯝⓗ࡞ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ཬࡧࡇࢀࡽࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⥅⥆ⓗ
౪⤥ࡍࡿࡇࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
㸯㸧ཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ㧗㏿ቑṪ⅔ࢧࢡࣝᢏ⾡ࢆࡣࡌࡵࡍࡿୡ⏺᭱ඛ
➃ࡢཎᏊຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡇࢀࡽಀࡿࣥࣇࣛࡢᐇ
ᅜ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάືࢆᐇࡍࡿࡇ
㸰㸧ཎᏊຊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᅜ㝿ࢆᅗࡾࠊୡ⏺ࡢࡇ࡛࡛ࡶά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ
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ὉҔၲЎỆấẬỦ᭗ࡇ્ݧ
ዴМဇ২ᘐỉ୍ӏỆẴỦ
ʴᏋὉᚨͳỉ˯̖҄

Ὁɭမஇ᭗൦แỉᚨͳМဇྙ
ỉܱྵẆܭЈщӼɥẆૼف
ᚨὉἼἩἾὊἋỉਖ਼ᡶ

ʴ

Ὁଏ܍ᚨỉᏡщӼɥể᪃ૼ
ႎễ્ݧዴเỉᄂᆮႆ

ᅹܖὉ২ᘐ

Ҿ܇щᚨᇌ؏עעỉʴẉầ
؏עỉငẆԗᡀỉܖᘐೞ᧙
ሁửဇẲềẆᨽဇỉਘٻὉ᭗
ࡇ҄Ệӕụኵớѣửૅੲ

ᨽဇỉਘٻὉ᭗ࡇ҄

ί᭗ᡮ໐ἇỶἁἽẆ᭗ภỾἋ໐ẆఋᗡӳႆễỄὸ

ɭမஇέᇢỉҾ܇щỺἽἀὊᄂᆮႆểᨥἕἚὁὊἁѣ

ਤዓႎᧈỉẺỜỉἩἻἕἚἧỻὊἲ

ᵡᵭᾁỉኺฎႎ̖͌ỉẐᙸảỦ҄ẑ

Ҿ܇щЎỆấẬỦỴἊỴ؏עỉ
ࡅểൟ᧓ỉʩ්ἕἚὁὊἁࢍ҄

ૼẺễਪử̟Ẵؾỉૢͳ

ᏋἉἋἘἲỉᨥ҄ỆợỦҾ܇щᨥʴỉᏋ

ൟỉᙻໜỆᇌẾẺ
Ҿ܇щܤμᙹСᘍ˳Сỉૢͳ

ឆΝСࡇሁỉૢͳ

ὉሊᗡỉဇẆҾ܇щܹ

ӕኵểἝὊἌử៊ộảẺӖදỉ
ἅὊἙỵὊἚ

Ὁ્ݧዴҔၲ২ᘐὉ્ݧዴМဇ২ᘐỆ̞Ủငಅỉဦငಅ҄

ൟỉỺἽἀὊẆᅹܖὉ২ᘐỆ᧙ẴỦἼἘἻἉὊỉӼɥ
ऴإπỶἠἫὊἉἹὅ

Ὁ̅ဇฎ༓૰ỉᝪᔺᏡщૢͳử
ԃớఋ༓૰ἇỶἁἽỉӕኵỉ
ბܱễਖ਼ᡶ

Ὁể૾עᐯ˳ỉࢫлЎਃể
ᝧ˓ỉଢᄩ҄

ὉٶಮễἝὊἌửႆẴỦʩ්ỉ

ܭỉዸኽ

ὉԧМဇửਃ̬ẴỦʚ᧓ң

ỿἷἼἘỵὉఋɧਘᵆᵑᵱᵇỉᄩ
̬ὉዜਤὉࢍ҄

ὉᵱᵮᶐᶇᶌᶅᵋᵖẆᵨᵋᵮᵟᵰᵡሁỉ᭗ࡇ
્ݧዴႆဃᚨͳửૢͳẲẆᠾ
ಅẆಅẆܖᘐሁỉМဇử̟
ᡶẴỦˁኵỚỉૢͳ

્ݧዴỉМဇỆợỦ
ᠾಅὉಅሁỉࣱ҄

Ҿ܇щႆᩓỉᨥޒ
Ὁ᭗ẟ൦แỉҾ܇щܤμὉఋἍ

ࣱ҄؏ע

ᨥޒ

ὉᵭᵢᵟሁửဇẲẺẆ્ݧዴҔၲ২ᘐӏỎငಅỆấẬỦ્ݧዴМဇỉ୍ӏểẆἣἕἃὊἊỂỉឪಅỉ੩కὉਖ਼ᡶ

્ݧዴҔၲỉޒ

Ҿ܇щႆᩓỉਖ਼ᡶ

Ὁ᭗ኺ࠰҄ݣሊẆ᎑ᩗܤμࣱᄩ
̬ỆӼẬềԼឋ̬ᚰѣỉ
ΪܱὉࢍ҄

ἻỶἧὉỶἠἫὊἉἹὅ

ἂἼὊὅῒỶἠἫὊἉἹὅ

῍ẐҾ܇щỆݣẴỦൟỉ̮᫂ज़ử᭗ỜềẟẪẮểẑẆẐẝỤỡỦ᩿ỂᨥࣖݣᏡщửࢍ҄ẴỦẮểẑ῍

ᧈỆӼẬềỉҾ܇щဦ

㸯㸬

ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡀᯝࡓࡋᚓࡿᙺ


 ࢢ࣮࣭ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᙺ
㸦㸯㸧⤒῭ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻᐃ౪⤥
పᗮ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ࢆᏳᐃⓗ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ⤒῭ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵྲྀࡾ⤌ࡴࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊຊⓎ㟁ࡣࠊ⇞ᩱ࡞ࡿ࢘ࣛࣥ㈨※ࡀྛ㝣Ꮡࡋ࡚೫ᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑ
ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࡀ㧗ࡃࠊⓎ㟁ᡤࡣ୍᪦⇞ᩱࢆⲴࡍࡿ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚Ⓨ
㟁ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊཎᏊຊタࡣࠊ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࢆෆᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊ῝ᒙ㜵ㆤࡢ⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡃᏳタィࡸᏳ⟶⌮ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊ㧗࠸Ᏻᛶࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊཎᏊຊⓎ㟁ࡢ⤒῭ᛶࡣࠊ
Ⓨ㟁ࢥࢫࢺ༨ࡵࡿ㈨ᮏ㈝ࡢྜࡀࡁ࠸ࡓࡵᘓタ㈨㔠ࡸࡑࡢㄪ㐩ࢥࢫࢺࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿᝏࡍࡿࡀࠊᘓタ࣭㐠㌿ࡀᏳᐃࡋ࡚ᐇ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࠾࠸࡚ࡣࠊ
タࡢᗫṆᥐ⨨ࡸ㐠㌿కࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศ㈝⏝ࢆ⪃៖ධࢀ࡚
ࡶࠊ᭱ࡶⓎ㟁ࢥࢫࢺࡢప࠸㟁※ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ⇞ᩱ㈝ࡀⓎ㟁ࢥࢫࢺ
༨ࡵࡿẚ⋡ࡀప࠸ࡢ࡛ࠊⓎ㟁ࢥࢫࢺࡣ࢘ࣛࣥ౯᱁ࡢ㧗ୗࡢᙳ㡪ࢆ࠶ࡲࡾཷࡅ
࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ࡣࡇࢀࡽࡶపᗮ࡛Ᏻᐃࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຊ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ㛗ᮇⓗࡣࠊ᰾⇞ᩱ㈨※ࡢ⏝ຠ⋡ࢆ㣕㌍ⓗྥୖࡉࡏࠊᆅᒙฎศࡍ
ࡿࡁ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ㔞ࢆῶࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㧗㏿ቑṪ⅔ࢧࢡࣝ➼
ࢆᐇ⏝ࡍࡿࡇࡸࠊ᰾ᣑᩓࡢྲྀ⤌ࡳࢆᙉࡍࡿほⅬࡽຠᯝⓗࡉࢀࡿᅜ
㝿᰾⇞ᩱࢧࢡࣝࢧ࣮ࣅࢫᵓࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿ࡞ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ᢏ⾡
ࡋ࡚ࡢཎᏊຊಀࡿᢏ⾡ไᗘࡢ⤯࠼ࡊࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡼࡾࠊཎᏊຊࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡍே㢮ࡀ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚౫Ꮡ࡛ࡁ
ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮※࡞ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧 ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࡢ๐ῶ
ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ㔞๐ῶ┠ᶆࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥⏝ศ㔝࠾ࡅࡿ
ᵝࠎ࡞๐ῶᡭẁࡢ⤌ྜࡏࢆ㏣ồࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ⤌ྜࡏࡢỴᐃࡣࡑࢀࡒࢀࡢᡭẁࡼࡾ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࢆ㏣ຍⓗ
㸯༢๐ῶࡍࡿࡢᚲせ࡞㈝⏝࡛࠶ࡿ㝈⏺๐ῶ㈝⏝ࡢホ౯ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
ⅆຊⓎ㟁ẚ㍑ࡋ࡚㓟Ⅳ⣲ࡢฟ㔞ࡀ᱁ẁᑡ࡞ࡃࠊ᪤つᶍ࡞Ⓨ㟁
ࢆ⤒῭ⓗᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿཎᏊຊⓎ㟁ࡢタഛ⏝⋡ࡢྥୖࡸタഛࡢ᪂ቑタࡣࠊ
ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ๐ῶᡭẁẚ࡚ࡇࡢ㝈⏺๐ῶ㈝⏝ࡀᑠࡉ࠸ࠋ≉タഛ
⏝⋡ࡢྥୖࡣࠊ㏣ຍᢞ㈨ࡀࢇᚲせ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢ๐ῶ㈝⏝ࡣ࣐ࢼࢫ
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ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢሙྜࠊ⌧ᅾ✌ാ୰ࡢ 54 ᇶࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタഛ⏝⋡ࡀ㏆ᖺ 60%ྎ
ప㏞ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⡿ᅜࠊ㡑ᅜࠊḢ➼࡛ࡣ㧗࠸Ᏻᣦᶆࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘ 90㸣
ࢆ㉸࠼ࡿ್ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡑࡢྥୖດຊࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡼࡾཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタഛ⏝⋡ࡀ 65%㸦2009 ᖺᗘᐇ⦼ 65.7%㸧
ࡽ 85%㧗ࡲࡿࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡀᖺ㛫⣙ 5,000 ࢺࣥ㸦1990 ᖺẚ 4.0%㸧
๐ῶࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࡛ࡣ 2020 ᖺࡲ࡛㸷ᇶࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ᪂タࡀィ⏬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㸷ᇶࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ✌ാࡍࡿࠊ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡣᖺ㛫⣙ 6,000
ࢺࣥ㸦1990 ᖺẚ 4.6%㸧๐ῶࡉࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡢ᥎㐍ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ྲྀ⤌ࡳࢆ 2020 ᖺࡲ࡛᥎㐍ࡍࡿࡇࡣࠊ2020 ᖺࡢᡃࡀᅜࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞
ࢆ 1990 ᖺẚ࡛ 25%๐ῶࡍࡿ࠸࠺┠ᶆࡢ㐩ᡂࡁ࡞㈉⊩ࡀ࡛ࡁࠊࢢ࣮࣭ࣜࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧㞠⏝ࡢ☜ಖཬࡧᅜ㝿ᨭࡢᨵၿ
 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࣭㐠㌿࣭ᗫṆᥐ⨨ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝάືࡢ
㒊ศࡣᅜෆ࠾ࡅࡿタഛᢞ㈨άື࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢࡓࡵㄪ㐩ࡉࢀࡿ㈨※࣭タ
ഛࡣ࢘ࣛࣥࡑࡢ⃰⦰ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ㝖࠸࡚ᅜ⏘࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࠊ
㞠⏝ࡢฟ㈉⊩ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ▼⇞ᩱ㍺ධ㔞ࢆ๐ῶࡋ࡚ᅜ㝿ᨭࡢᨵၿ
ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣛࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᙺ
ᨺᑕ⥺ᢏ⾡ࡣ་⒪ศ㔝࠾࠸࡚デ᩿ࡸ⒪࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡠᢏ⾡࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ࠼ࡤࠊデ᩿ศ㔝࡛ࡣ⣙ 200 ௳㸭᭶ࡢ X ⥺ CT ࡼࡿデ᩿ཬࡧ⣙ 140 
௳㸭ᖺࡢ᰾་Ꮫデ᩿㸦PETࠊSPECT ➼㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᅜẸࡢᗣ
ࡢቑ㐍ᑑࡢᘏఙࡣ᪩ᮇデ᩿ࠊ᪩ᮇ⒪ࠊண㜵་⒪࣭ᗣデᰝࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࡇࡽࠊᨺᑕᛶ་⸆ရࢆ⏝࠸ࡓ⣽⬊ࡸศᏊ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᶵ⬟ሗࡢྍどࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕศᏊ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡࡞ேయࡢᶵ⬟ࢆࡉࡽ㧗࠸✵㛫ศゎ⬟࡛⏬ീ
ࡍࡿ࡞᰾་Ꮫデ᩿㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㧗ᗘࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡼࡾࠊ
ࡈࡃึᮇࡢࡀࢇᕢࡢⓎぢࠊேయᶵ⬟␗ᖖࡢ㧗ᗘゎ᫂ࠊ᪂ࡋ࠸⸆ೃ⿵ྜ≀
ࡢຠᯝࡢ᳨ド➼ࡢ㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡀࢇ⒪ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊᡭ⾡ࠊᢠࡀࢇ⒪ࠊᨺᑕ⥺⒪ࡀ
୕⒪ἲࡋ࡚☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶᨺᑕ⥺⒪ࡣࠊ㛵㐃ᶵჾࡢ㐍Ṍక
ࡗ࡚ࠊ㏆ᖺࠊ⏕άࡢ㉁㸦QOL㸧ࢆୗࡆ࡞࠸⒪ἲࡋ࡚ୡ⏺ⓗᮇᚅࡉࢀࡿࡼ
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࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḢ⡿࡛ࡣࡀࢇ⒪࠾࠸࡚ᨺᑕ⥺⒪ࢆ㑅ᢥࡍࡿᝈ
⪅ࡀቑຍࡋࠊࡀࢇᝈ⪅ࡢ⣙ 60%ࡀࡇࢀࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ
యࡢ 25%ࡀཷࡅ࡚࠸ࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ᨺᑕ⥺⒪ἲࡣ X ⥺ࡸ࣐࢞ࣥ⥺ࠊ㟁Ꮚ⥺࡞ࢆࡀࢇ⣽⬊↷ᑕࡍࡿࡇࡼࡗ
࡚ࡀࢇ⣽⬊ࢆṚ⁛ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㝧ᏊࡸⅣ⣲ࡢཎᏊ᰾ࢆ⏝࠸ࡿ
⒪ἲࡶ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᛶᏊࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡶ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢࠕ⢏Ꮚ⥺⒪ࠖࡣస⏝ࡀࡼࡾᑡ࡞࠸ᨺᑕ⥺⒪ἲࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡲࡔ⨨ࡸ✌ാタࡿ㈝⏝ࡀ㧗࠸ࡇ࡞ࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ༑ศ
ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ඛ➃ⓗ࡞ᨺᑕ⥺デ᩿࣭⒪ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡳࡣࠊᗣᅜࢆ┠ᣦࡍࣛࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㔜せ࡞㈉⊩ࢆ࡞ࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇࣟࣥࢸࡢ㛤ᣅᑐࡍࡿᙺ
⌧ᅾࠊୡ⏺ྛᅜ࠾࠸࡚ࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ☜ಖࡋࠊపⅣ⣲♫ࡢᐇ
⌧ࢆ┠ᣦࡍほⅬࡽࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタࡀᩘከࡃィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ཎᏊ
ຊᶵ㛵㸦IAEA㸧ࡼࢀࡤࠊ᪤ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆ᭷ࡍࡿ 30 ࢝ᅜࡢ࠺ࡕ 24 ࢝ᅜ࡛
ቑタࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢຍ࠼࡚ࠊ40 ࣧᅜ௨ୖࡢຍ┕ᅜ࠾࠸࡚ཎᏊຊⓎ㟁ࡢ
᪂つᑟධࡀ᳨ウ࠶ࡿ࠸ࡣィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 20 ࢝ᅜ௨ୖ࠾࠸࡚ࡣ᪤
ලయⓗ࡞ィ⏬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ IAEA ࡣ 2030 ᖺࡢୡ⏺ࡢཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤタഛつᶍࡣࠊ㒊ศࡣ᪤ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆ᭷ࡍࡿᅜ࠾ࡅࡿ᪂ቑタ
ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ 372GWe ࡽ 748GWe ቑࡋᚓࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸭ཎᏊຊᶵ㛵㸦OECD㸭NEA㸧ࡣ 2050 ᖺࡢタഛつᶍࡣ
1350GWe 㐩ࡋᚓࡿࡇࠊࡇࡢ 2030 ᖺࡽ 2050 ᖺࡢቑศࡢ࡞ࡾࡢྜࡀ᪂
⯆ᅜ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢணࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ቑタࡀ㡰ㄪ㐍ࡴࡓࡵࡣࠊ࠸࡞ࡿྲྀ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࡶཎᏊຊᏳ
ࠊ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ᰾ᣑᩓࡀ☜ᐇ☜ಖࡉࢀࡿࡇࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
ඛ㐍ྛᅜࡣ᪂⯆ᅜ࠾࠸࡚ࡇࢀࡽࡀ☜ಖࡉࢀࡘࡘཎᏊຊⓎ㟁ࡀ╔ᐇᡂ㛗ࡋ࡚
࠸ࡃࡼ࠺ࠊIAEA ࡶ༠ຊࡋࡘࡘࠊேᮦࡢ⫱ᡂࢆࡣࡌࡵࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ࡢࡓࡵ
ࡢᇶ┙ࡢᩚഛ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢཎᏊຊ⏘ᴗࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᅜෆ࠾࠸࡚⥅⥆ⓗཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆᘓタ
ࡍࡿࡶࠊཎᏊຊᶵჾࡢ㍺ฟࡶᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᨻ⟇㔠⼥ࡢ
ά⏝ࡼࡾ⡿ᅜ࡛ࡢࣉࣛࣥࢺཷὀάືࡀάⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡾࠊཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤࢆタィࠊᘓタࠊ㐠㌿ࡍࡿ▱ぢᢏ⾡ࢆⓎᒎࡉࡏࡘࡘࠊ㛵㐃ᶵჾࡢ⏕⏘
⬟ຊࢆᩚഛ࣭⥔ᣢࡋࠊࡇࢀࡽࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑ
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ࡢᢏ⾡ຊࡣᅜ㝿ⓗࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ㐺ษ࡞ᴗ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡢཎᏊຊ⏘ᴗࡣࠊᘬ
ࡁ⥆ࡁඛ㐍ᅜᕷሙ࡛ࡢཷὀᣑຍ࠼࡚ࠊࣇࣟࣥࢸ࠸࠺ࡁ᪂⯆ᅜᕷሙ
࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタࠊ㐠㌿➼ࢆཷὀࡍࡿᶵࢆቑࡸࡋࠊᡃࡀᅜࡢ⤒
῭ᡂ㛗ᑡ࡞ࡽࡠ㈉⊩ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᨺᑕ⥺ࡣࠊ་⒪ศ㔝࠾࠸࡚デ᩿⒪ࠊ㎰ᴗศ㔝࠾࠸࡚㎰స≀
ࡢရ✀ᨵⰋࡸᐖࡢ㥑㝖ࠊᕤᴗศ㔝࡛ࡣ༙ᑟయࡸࣛࢪࣝࢱࣖࡢ〇㐀୪ࡧ
ྛ✀ࡢ⢭ᐦ ᐃࡸ㠀◚ቯ᳨ᰝ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㣗ရ↷ᑕࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࢪࣕ࢞ࣔࡢⓎⱆ㜵Ṇ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏእ࠾࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ
ከࡃࡢ㣗ရࡢ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡ࡋ࡚ࠊ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺᑕ⥺⏝ࡀ
㛵ಀࡍࡿᕷሙつᶍࡣᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ 4  1 ༓൨ୖࡿ㸦ᖹᡂ 17 ᖺᗘᐇ⦼ࠊฟ
㸸ᖹᡂ 19 ᖺᗘᨺᑕ⥺⏝ࡢ⤒῭つᶍ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ෆ㛶ᗓ㸧㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ་⒪ࠊ
㎰ᴗࠊᕤᴗ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ࡢ㟂せࡣࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢ㛤Ⓨ㏵
ୖᅜ࠾࠸࡚ࠊ⤒῭ᡂ㛗ཬࡧ 1 ேᙜࡓࡾ GNP ࡢቑకࡗ࡚ᛴ㏿ቑࡋ࡚࠸
ࡃࡶࡢணࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡇ࠺ࡋࡓᢏ⾡ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸
ࡃάືࡣᑗ᮶࠾࠸࡚ᡃࡀᅜࡢᡓ␎⏘ᴗࡢ୍⩼ࢆᵓᡂࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊேཱྀࡢῶᑡࠊ▱㆑ᇶ┙♫ࡢ฿᮶ࠊ⤒῭ᅪ࣭⏕ά
ᅪࡢᗈᇦࠊఫẸࢽ࣮ࢬࡢከᵝ࣭㧗ᗘ➼ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ⮬❧ࡋࡓ
ᆅᇦࡀ㐃࡞ࡿከ㍈ᆺࡢᅜᅵᵓ㐀ࡢ㌿ࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊྛᆅᇦ
࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢ▱ᜨ≉ᛶࡸ㈨⏘㸦ᆅሙ⏘ᴗࡢᢏ⾡࣭ᩥ࣭⮬↛࣭❧ᆅࡋ
࡚࠸ࡿᴗࡢồࡵࡿࢧ࣮ࣅࢫ㟂せ➼ࢆྵࡴ㸧ࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࠊᆅᇦ᰿ᕪ
ࡋࡓ㞠⏝㐀ࢆ᥎㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ
⮬↛⎔ቃࡢಖ࣭ᅇࡸ᪂ࡋ࠸ᩥ⏕άᵝᘧࡢ㐀ࠊᆅ⌫௦┦ᛂࡋ࠸ࣇ
ࣛࢵࢺ࡞▱㆑࣭ேᮦ࣭┦⿻┈ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡸᅜ㝿ὶᶵ⬟ࡢᵓ⠏࡞
ࡶ㏣ồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࣭㐠㌿࣭ᗫṆᥐ⨨ࠊ⏝῭⇞ᩱࡢ㈓ⶶ࠸࠺ྲྀ⤌ࡳࡼ
ࡗ࡚㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚ᆅᇦ♫ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊᵝࠎ࡞
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵᮦࡢ㟂せࡸேⓗ⤌⧊ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚❧ᆅᆅᇦᏳᐃࡋࡓ
㞠⏝ࢆฟࡍࡿ㉳ᴗᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢᏛࡸཎᏊຊ
◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࡣࠊᆅᇦࡢேࠎࡀࡇ࠺ࡋࡓຍ౯್ࢆ⏕ࡴྲྀ⤌ࡳࢆ㛤ጞࡍࡿࡢ
ᙺ❧ࡘ▱ⓗ㈈⏘ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊཎᏊຊタࡢ❧ᆅࡢ᥎㐍ࡣࠊ❧ᆅᆅᇦ♫ᑐࡋࠊ┈ࡢ⾮ᖹࡢ
⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㔠௨እࠊࡑࡢᆅᇦࡢࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ྥࡅࡓẼᴫࡢ࠶ࡿ
ேࠎከᵝ࡞㉳ᴗᶵࢆᥦ౪ࡋࠊᛂࡍࡿ⬟ຊࢆࡶࡗࡓேࡸ⤌⧊ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ
᪥ᮏ⤒῭ࡢ᫂᪥ࢆᨭ࠼ࡿάẼ࠶ࡿᆅᇦࢆ⏘ࡳฟࡍࡇ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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 ᡂ㛗ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧᡂᑐࡍࡿᙺ
⌧ᅾࠊཎᏊຊศ㔝࡛ࡣࠊᏳ࡛ຠ⋡ⓗ࡞ཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡ࡢ୍ᒙࡢ㧗ᗘࢆ┠
ᣦࡍḟୡ௦㍍Ỉ⅔◊✲㛤Ⓨࠊ㧗㏿ቑṪ⅔ࢆ୰ᚰࡍࡿ➨㸲ୡ௦ཎᏊ⅔ࡸ㛵㐃ࡍ
ࡿ㠉᪂ⓗ࡞⇞ᩱࢧࢡࣝᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࠾ࡼࡧ㧗 ࢞ࢫ⅔ࡽᚓࡽࢀࡿ㠀Ⅳ⣲
㧗 ⇕ࡢ⏝ᢏ⾡ࡸ୰ᑠᆺ⅔࡞ᑗ᮶ࡢ᪂ࡋ࠸ཎᏊຊᕷሙࢆ㛤ᣅࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࠊ
ᑗ᮶ࡢ᪂ࡋ࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ᢏ⾡㈉⊩ࡍࡿ᰾⼥ྜ◊✲㛤Ⓨ➼ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࡣࠊᡃࡀᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎே㢮ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎຠᯝⓗ࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊ㛤Ⓨㄢ
㢟ࡢゎỴດຊࢫࣃࣛࣝ㐃ືࡋ࡚⪏㟈ᕤᏛࠊᮦᩱᕤᏛࠊィ⟬ᶵไᚚࠊࣄࣗ
࣮࣐ࣥࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫᕤᏛࠊ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝᕤᏛࠊࣜࢫࢡ⟶⌮࡞ከ᪉㠃
ࢃࡓࡿ▱ࡢࣇࣟࣥࢸࡢ㛤ᣅࢆせㄳࡍࡿࡽࠊࡑࡇከ᪉㠃ࢃࡓࡿᢏ⾡
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ✀ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡉࡽࠊࡇࡢάື࠾࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺࠊᢏ⾡ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐇ⌧㏵ୖᶓࡓࢃࡿṚࡢ㇂ࡢඞ᭹ᚲせ࡞▱㆑㐀άືࢆ๓ಽࡋ
ࡍࡿほⅬࡽࣔࢹࣜࣥࢢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡ࡀᗈỗά⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡶᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㈉⊩ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡋ࡚ࡢཎᏊຊᢏ⾡ࡢ㧗ᗘࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᗈỗ࡞㛵㐃⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉ࠊᆺᨺᑕගタ㸦SPring-8㸧ࡸᙉᗘ㝧Ꮚຍ㏿ჾタ㸦J-PARC㸧➼ࡀᥦ
౪ࡍࡿ㔞Ꮚࣅ࣮࣒⏝⎔ቃࡣ᪂ࡋ࠸⏘ᴗᢏ⾡ࡢᡂࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋX ⥺ࡸ୰ᛶᏊ➼ࡢ㔞Ꮚࣅ࣮࣒ࡣࠊ≀㉁⛉Ꮫࠊ⏕⛉Ꮫࡢᇶ♏◊✲ࡽ
⏘ᴗᛂ⏝ࡲ࡛ᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨ࠾࠸࡚᭷⏝࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ≉㓟Ⅳ
⣲ࡢฟ๐ῶࡘ࡞ࡀࡿḟୡ௦ኴ㝧ග㟁ụࡸ㉸ఏᑟᮦᩱࠊ㧗ᛶ⬟㟁ụ࡞ࡢ
⎔ቃᢏ⾡㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㉸ᚤ⣽ᵓ㐀ࡢゎᯒࡸ㉸▷㛫࠾ࡅ
ࡿ≀㉁ࡢᵓ㐀ኚ࡞ࡢゎᯒࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ㔞Ꮚࣅ࣮࣒ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢ◊✲㛤Ⓨࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㠉᪂ⓗ࡞㔞Ꮚࣅ࣮࣒Ⓨ⏕
⨨ࡢ◊✲ࡸࡇࢀࡽࡢᑠᆺࡢ◊✲ࡣࠊ᪂ࡋ࠸⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ᢏ⾡ࣅࢪࢿࢫࡢ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳࠊᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ᕷሙࡢ῝࣭ᣑࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㔞Ꮚࣅ࣮࣒ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ◊✲㛤Ⓨࡶࡲࡓࠊᡂ㛗ࡢࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
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㸰㸬ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡀຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ ᖺࡲ࡛࡞ࡍࡁࡇ
ࠕ㸯㸬ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡣࠊᡃࡀᅜࡀࢢ࣮࣭ࣜࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࣛࣇ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ᙉࡳࢆάࡋࠊࣇࣟࣥࢸ
ࢆ㛤ᣅࡋࠊᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᙉࡋ࡚ 2020 ᖺྥࡅ࡚ᣢ⥆ⓗ
ᡂ㛗ࢆ㏣ཬࡋ࡚࠸ࡃࡇᑐࡋ࡚ࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊᅜ
ࡣ௨ୗࡢ㸲ࡘࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠓ┠ᶆ㸯ࠔ
ཎᏊຊⓎ㟁㸸ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢタഛ⏝⋡ࡢᐇ⌧ࠊᐃ᱁ฟຊࡢྥୖࠊ㧗⤒ᖺᑐ
⟇ࡢᐇࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ᪂ቑタ࣭ࣜࣉ࣮ࣞࢫࢆ᥎㐍ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ẚ⋡ࡢྥ
ୖࢆᅗࡿࡇ

 ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ۑ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊ㧗⤒ᖺᑐ⟇ࡢィ⏬ⓗ᥎㐍ࢆྵࡴ᪂ಖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ╔
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ᪂ቑタάືࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡇ

 ᖺࠊᅜࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠶ࡿタഛᶵჾࡢಖィ⏬ࢆᶵჾࡈࡢ⅏ᐖ㜵Ṇ
ୖࡢ㔜せᗘࠊᨾ㞀⋡ࠊຎ࣮ࣔࢻࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࣜࢫࢡࢆ༑ศᑠࡉࡃ⥔ᣢࡍࡿほ
Ⅼࡽᐃࡵࡿಖࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㟁Ẽᴗ⪅ࡀసᡂࡋࠊࡇࢀᇶ࡙࠸࡚ᙜヱᶵჾ
ࡢಖࢆ⾜࠺᪉ᘧࡢ᥇⏝ࢆㄆࡵࡓࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸ಖ᪉ᘧࡣࠊ㧗⤒ᖺᑐ⟇ࢆྵ
ࡴタഛࡢࣛࣇࢧࢡࣝࢃࡓࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊ⥅⥆ᨵၿάື
࠸࠺㧗ᗘࡢ▱㆑⟶⌮άືࢆ☜ᐇ࡞ရ㉁ಖドάືࡢୗ࡛ᐇࡍࡿࡇࢆせồࡍࡿ
ࡢ࡛ࠊࡑࡢᑟධࡣࡁ࡞㈨※ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮ࢥࢫࢺࡶቑࡍࡿࠋࡋࡋࠊ
㐠㌿㛫ᇶ࡙࠸ࡓಖ᪉ᘧẚ࡚ࠊᏳᛶࢆᑀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⤖ᯝ
ࡋ࡚㧗࠸タഛ⏝⋡ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇࡀࠊ᪤ࡇࢀࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿㅖእᅜ࡛
ࡢ⤒㦂ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࡇࢀࡢᐃ╔ྥࡅ࡚ࠊ࠾
࠸࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࢆඹ᭷ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ☜ᐇᐇࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊᏳ
ᛶタഛ⏝⋡ࡢྥୖࡢྠ㐩ᡂỴពࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝ࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᨻ⟇ࡢぢ┤ࡋࡢᇶᮏ᪉㔪㸦㸧
ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊᚋࡢཎᏊຊ᥎㐍ྥࡅࠊ౪⤥ィ
⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
ࠕ2020 ᖺࡲ࡛᪂ቑタ㸷ᇶ㸦タഛ⏝⋡⣙ 85%㸧ࠊ2030 ᖺࡲ࡛
ᑡ࡞ࡃࡶ 14 ᇶ௨ୖࡢ᪂ቑタ㸦タഛ⏝⋡ 90%㸧ࠖࡢ┠ᶆࢆᥖࡆࡼ࠺ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᅜࠊᆅ᪉⮬యࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣ༠ຊࡋ࡚ࠊࡇࡢ 2020 ᖺࡲ࡛ࡢ┠ᶆࢆ╔
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ᐇ㐩ᡂࡍࡃࠊດຊࡍࡁ࡛࠶ࡾࠊ2020 ᖺ௨㝆ࡶ╔ᐇ᪂ቑタࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊ
࣮ࣜࢻࢱ࣒ࡢ▷⦰ࡸᘓタࢥࢫࢺࡢᢚไ࡞ࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ⎔ቃᩚഛࡢ᳨ウ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᗈᇦ㐠Ⴀࡸඹྠ㛤Ⓨ➼ࡶど㔝ධࢀ
ࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᅜᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺศᢸ㈐௵ࡢ᫂☜ࢆᅗࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁
ࡢᏳ☜ಖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇᐇࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆᅜẸ᫂ᛌㄝ᫂ࡍࡿ
ࡇࠊࡲࡓཎᏊຊⓎ㟁ࡢ㔜せᛶࢆᑀㄝ᫂ࡍࡿࡇ
ᅜࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ᪂ቑタࡸ᪤タ⅔ࡢ᭱㝈ࡢά⏝➼ࡀᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡸ࢚
ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀ࡢ☜ಖࡢほⅬࡽ㔜せ࡛ࡘᅜẸ⤒῭ⓗ᭷ຠ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡿ
ࡇࢆᅜẸཬࡧཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡢ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢேࠎᑐࡋ࡚ᑀㄝ
᫂ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡣࠊ᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔ࡢつไ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ཎᏊ
⅔➼つไἲ㸧ࡀồࡵࡿࠕ⅏ᐖ㜵ṆࠖࡢほⅬࡽ㔜せ࡞タഛ࣭ᶵჾࡀᆅ㟈ࠊྎ㢼
࠸ࡗࡓ⮬↛⌧㇟ࡸ⤒ᖺຎࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࡑࡢ㔜せᗘᛂࡌࡓಙ㢗ᛶࢆ᭷ࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊ᭱᪂ࡢ⛉Ꮫⓗ▱ぢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᚭᗏࡍࡿࡇ
ࢆᴗ⪅ồࡵࠊ᳨ᰝ➼ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊཎᏊຊⓎ㟁ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᅜࡀࡑ࠺ࡋࡓάືࢆ
㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᕷẸࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜ
ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࡇ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿᕷẸᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢෆᐜࢆᕷẸࡢ❧ሙ❧ࡗ
࡚ᑀㄝ᫂ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛⌧ᅾ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈࡛ᚓࡓ▱ぢࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ᪂⪏㟈
タィᑂᰝᣦ㔪ᇶ࡙ࡃ᪤ᏑཎᏊຊタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡάື࡛࠶
ࡾࠊ㐠㌿ᖺᩘࡀ 30 ᖺࢆ㉸࠼ࡓࣉࣛࣥࢺࡢ㧗⤒ᖺᑐ⟇࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊ㟁Ẽᴗ
⪅ᑐࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆྵࡵ࡚ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚ぢ࠸ࡔࡉࢀࡓ
ᚲせ࡞ᙉ⟇ࢆ㎿㏿ᐇࡍࡿࡇࢆồࡵࠊࡑࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆᅜẸᑀㄝ᫂
ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᆅ᪉⮬యࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇᑐࡍࡿᅜࡢㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ㄆࡵࡿ
ࡁࡣࠊᅜᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆᑾࡃࡍࡇࢆồࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊಖᏳつᐃ
࠾࠸࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㐠㌿ไ㝈ෆ࡛࠶ࡿࡇࢆࡶࡗ࡚ࠊḞ㝗ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚
ࡶࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ࢆᴗ⪅ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇࡢุ᩿ᇶ‽➼㛵ࡋ࡚ᛕࡀ࠶ࡿࡁ
ࡣࠊࡑࡢᛕࡢゎᾘࢆᴗ⪅ồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏳつไ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿᅜ
ᑐࡋࠊࡑࡢุ᩿➼ࡀᅜẸࡢࣜࢫࢡࢆྜ⌮ⓗపࡃಖࡘほⅬࡽጇᙜ࡛࠶ࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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⇞῭⏝ۑᩱࡢ୰㛫㈓ⶶࠊฎ⌮ࠊᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศࢆྵࡴ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝ
ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡉࡏࡿࡇ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࣭㐠㌿ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝࡢ
ྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊฎ⌮࡛ᅇࡉࢀࡓࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡸ࢘ࣛࣥࢆ㍍Ỉ⅔࠾࠸࡚
⏝ࡍࡿࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࢡࢸ
ࣈヨ㦂ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾࠸࡚㧗ࣞ࣋ࣝᗫᾮࡢ࢞ࣛࢫᅛタഛࡢ㐠㌿᮲௳ࢆ☜❧
ࡍࡿࡢ㛫ࡀࡗ࡚࠸ࡿභࣨᡤฎ⌮ᕤሙࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡣᐇᶵࡢ㐠
㌿ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓሗࢆ㋃ࡲ࠼࡚ẁ㝵ⓗ㐍ࡵࡿࡇࢆᇶᮏ᪉㔪ࡋ࡚ࠊᏳ
ࡢ☜ಖࢆ๓ᥦࠊ☜ᐇฎ⌮ᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊ᰾⇞ᩱࢧࢡ
ࣝࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⥲ྜⓗࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏝῭⇞ᩱࡣࠊᙜ㠃ࡣࠊ⏝ྍ⬟࡞ࡿฎ⌮⬟ຊࡢ⠊ᅖ࡛ฎ⌮ࢆ
⾜࠺ࡇࡋࠊࡇࢀࢆ㉸࠼࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢࡣ୰㛫㈓ⶶࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ຍ࠼ࠊୖグࡢࡼ࠺ฎ⌮タࡢ✌ືࡀ㐍ࡲ࡞࠸ሙྜࡶᐃࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࢆฎ⌮ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㈓ⶶࡋ࡚࠾ࡃ⬟ຊࢆࠊࢧࢺෆእ╔ᐇᩚഛࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࡑࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ᳨ウࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᅜࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁➼క࠸Ⓨ⏕ࡍࡿపࣞ࣋ࣝཬࡧ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫ
Რ≀ࡢฎ⌮ฎศ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢᏳᛶ㔜せᛶ㛵ࡍࡿᅜẸࡢᑐヰດຊࢆ
ᙉࡋࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡀ╔ᐇ᥎㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࠓ┠ᶆ㸰ࠔ
ᨺᑕ⥺⏝㸸་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ࢆಁ㐍ࡋ࡚ᗣᅜࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡶࠊ㎰ᴗࠊᕤᴗཬࡧᏛ⾡ศ㔝࠾ࡅࡿ⏝ࢆಁ㐍ࡋࠊࡇࢀࡽ㛵ࡍࡿ⏘ᴗࢆ
ᡓ␎⏘ᴗ⫱ᡂࡍࡿࡇ

ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿ X ⥺ CTࠊPETࠊ⢏Ꮚ⥺ࡀࢇ⒪➼ࡢ㧗ᗘᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ࡢ
ᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵㐃ᨺᑕ⥺་⸆ရࡢ౪⤥యไࡢᩚഛࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡶ㐺
ྜࡍࡿࡼ࠺㛵㐃ࡍࡿᏳつไࡢෆᐜࡢ⤯࠼ࡊࡿぢ┤ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡢ⏝
ᚲせ࡞ேᮦࡢ⫱ᡂࠊ㛵㐃タഛࡢప౯᱁ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
 ་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺デ᩿ཬࡧᨺᑕ⥺⒪ࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢᢏ⾡ࢆά⏝࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࠊ㛵㐃ࡍࡿᨺᑕ⥺་⸆ရࡢ౪⤥యไࡢᩚഛࠊ
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㛵㐃ᢏ⾡ᇶ‽ࡢᩚഛࠊ㛵㐃ࡍࡿᏳつไࡢ㐺ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡇ
ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㛵ಀᏛࢆྵࡴ㛵ಀᶵ㛵ࡣࡇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࢆᙉ
ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㔜⢏Ꮚ⥺ࡸ୰ᛶᏊ⥺ࡼࡿࡀࢇ⒪ᢏ⾡ࡢᬑཬࡢࡓࡵ
ࡣࠊࡑࡢࡓࡵࡢᶵჾࡀධᡭࡋࡸࡍࡃ࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊᅜ࠾ࡼ
ࡧ◊✲ᶵ㛵ࡣࠊࡑࢀࡽ㛵ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨᐇ⏝ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᙉࡍࡿࡇ࡛ࠊ
⏘ᴗ⏺࠾ࡅࡿ㛵㐃タഛࡢప౯᱁ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᨭࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᨺᑕ⥺⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢺ࣮ࣛࣝࣘࢫไᗘࡢᐇཬࡧ⏝⪅ࡢ┦
Ꮫ⩦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡍࡿࡇࠊ᪤Ꮡࡢᨺᑕ⥺タࡢ⬟ຊࡢྥୖཬࡧ㠉᪂ⓗ
࡞ᨺᑕ⥺※ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
 Ꮫ⾡ࠊ㎰ᴗࠊᕤᴗ➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᅜ࠾
ࡼࡧ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊ᪤タࡢᨺᑕ⥺タࢆᏛ⾡⏺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㎰ᴗ㛵ಀ⪅ࠊᕤᴗ㛵
ಀ⪅➼ࡀ⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࡍࡿࡶࠊࢺ࣮ࣛࣝࣘࢫไᗘࢆᐇࡋࠊ
㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᨺᑕ⥺⏝㛵ࡍࡿ┦Ꮫ⩦ࡸ▱㆑⟶⌮ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡍࡿ࡞ࠊ⏝⪅ࡢᨭయไࡢᐇࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊᨺᑕ⥺ࢆ⏝ࡋ࡚⏘ᴗ⏺ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡶࡓࡽࡍᏛ⾡ⓗᡂᯝࢆ
ᣢ⥆ⓗ⏕ࡳฟࡍࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢᆺᨺᑕ⥺タࡢ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡶࠊ
ᑠᆺᨺᑕ⥺※ࡸ㠉᪂ⓗ࡞ᨺᑕ⥺※㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࡶ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
ۑᨺᑕ⥺་⒪ᢏ⾡ࠊᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡ಀࡿ⏘ᴗࢆᡓ␎⏘ᴗࡍࡿࡇ
 㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠾࠸࡚ࡣ⤒῭ࡢⓎᒎࡶ㧗ᗘ་⒪ࡢ㟂せࡸᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡
ࡢ⏘ᴗᛂ⏝ࡀᛴ㏿ቑࡍࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢࡓࡵࡢᶵᮦࠊ⸆ရ➼ࡢᕷሙࡣᣑ
ࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᅜࡣࠊᡃࡀᅜࡢ⏘ᴗࡀࡇࢀࡽࡢ౪⤥⬟ຊࢆࡇ࠺ࡋ
ࡓᅜ㝿ᕷሙࡢᑗ᮶ືྥࢆぢᤣ࠼࡚ᩚഛᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆᨭࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࠓ┠ᶆ㸱ࠔ
᪂ࡓ࡞ᣮᡓࢆಁࡍ⎔ቃ㸸ཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࠊᴗ⤒Ⴀ⪅ࠊᆅ᪉⮬యࠊఫẸࡀ
ᢏ⾡ࡸไᗘࠊᴗࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ᡂ㛗㈉⊩ࡍࡿ᪂ࡓ࡞࡚ᣮᡓ
ࡍࡿẼᴫࢆᣢ࡚ࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ

 ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡳࡀ≉᥎㐍ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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ۑᅜẸࡢཎᏊຊࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡㛵ࡍࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ


 ேࠎࡀཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵࡣࠊᅜẸࡀ
ཎᏊຊಀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢᇶᮏࢆ⌮ゎࡋࠊࡇࢀࡽ
㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᕷẸࡢ❧ሙࡽホ౯࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿཎᏊຊࣜࢸࣛࢩ
࣮ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᅜࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛ཎᏊຊࡸᨺᑕ
⥺⏝㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀ㐺ษ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊẸ㛫༠ຊࡋ࡚
ᕷẸᑐࡋ࡚ཎᏊຊ㛵ࡍࡿᏛ⩦ࡢᶵࡸሙᡤࢆᥦ౪ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡸࠊཎᏊຊ
㛵ࡍࡿ┦⌮ゎάືࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ➼ࡢάືࢆ୍ᒙᐇࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
ۑᨻ⟇⟇ᐃಀࡿࢹ࣮ࢱࢆ᭱᪂ࡢሗᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ㄡ࡛ࡶඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ
ࢹ࣮ࢱබ㛤㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ❧ࡕ࠶ࡆࡿࡇ
ᨻ⟇Ỵᐃ㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊཎ๎ࡋ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊᖖㄡ࡛ࡶ
࠼ࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡢඹ᭷ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᅜࡢ
◊✲㛤ⓎࡣࠊẸ㛫ࡀ㛗ᮇᛶࡸỗ⏝ᛶࡢᨾࡑࡢᡂᯝࢆ⊂༨࡛ࡁ࡞࠸ᡂᯝࢆ⏘ࡴ
ࡇࡀணᐃࡉࢀࡿࢸ࣮࣐ࢆ୰ᚰᐇࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊ
ࡑࡢᡂᯝࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅᗈࡃᅜẸඹ᭷ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࢆഛ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊẸ㛫࠾࠸࡚➇தࡢࡓࡵ㔜」ᢞ㈨ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀணぢࡉ
ࢀࡿࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡣ◊✲ඹྠయࡢᙧᡂ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜẸ⤒῭ⓗຠ⋡
ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞▱㆑㐀άືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ㄏᑟࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻᗓࡢྲྀ⤌ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࡶྵࡵ࡚ࠊᢏ⾡㐍Ṍࡸไ
ᗘࡸᨻ⟇ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊศ㔝ࢆ␗ࡍࡿᵝࠎ࡞▱㆑▱㆑ࢆ࠺ேࠎ
ࡢ┦స⏝┦Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊᨻ⟇Ỵᐃ㐣⛬
࠾࠸࡚ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢሗࡀά⏝ࡉࢀࠊࡲࡓࠊࡑࢀࢆᅜẸඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࡀᅜẸಙ㢗ࡉࢀࡿᨻ⟇Ỵᐃࡢ᥎㐍㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅜࡀࠊ᭱᪂ࡢሗᢏ⾡ࢆ
⏝࠸࡚ࠊ◊✲άືಀࡿࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᨻ⟇㑅ᢥ㛵ಀࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ࡉࢀࡿᢏ⾡ホ౯ࡢධຊ⤖ᯝࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥᗈࡃᅜẸᥦ౪ࡍࢀࡤࠊᅜẸࡀ⮬
ࡽࡑࢀࢆຍᕤࡋᨻ⟇ㄽ㆟ཧຍ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗ࡲࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊᅜࡣࠊከᵝࡍࡿ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡢศ㔝࠾࠸࡚ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ
ᨻ⟇ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⋡ඛࡋ࡚㏣ồࡍࡿࡃࠊᅜࡀ⏕ᡂࡍࡿሗࡸከᵝ࡞ᢏ
⾡ࡢ♫ᙳ㡪ホ౯㸦ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸧ࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿධຊࡸ ⤖ᯝ
ࢆ᭱᪂ࡢሗᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࢜ࣥࣛࣥබ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࢹ࣮ࢱබ㛤
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶゝ࠺ࡁ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ❧ࡕ࠶ࡆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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ۑCO2 ࡢ⤒῭ⓗ࡞౯್ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࢆ᥎㐍ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᆅ⌫
ᬮᑐ⟇ࡢ᥎㐍ᅜẸࡀࡼࡾຠᯝࢆឤࡌࠊࡲࡓࡇࢀ㈉⊩ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ⮬ࡽ
ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ
 ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢࣛࣇࢧࢡࣝࢃࡓࡿ㓟Ⅳ⣲ฟ㔞ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ
ࢆ┠ᣦࡋࡓ࣮࢝࣎ࣥࣇࢵࢺࣉࣜࣥࢺࡢྲྀ⤌ࡳࡸ CO2 ⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆࡘࡅࡿࡇ
ࡼࡾ CO2 ๐ῶࢆ┤᥋ⓗ⤒῭ཎ⌮ࡏࡼ࠺ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ㸦Ⅳ⣲⛯ࠊฟ
㔞ྲྀᘬไᗘ㸦࢟ࣕࢵࣉࣥࢻࢺ࣮ࣞࢻไᗘ㸧࡞㸧ࡀ୍㒊࡛ヨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊḢᕞ࡛ࡣไᗘࡋ࡚ࡍ࡛ᑟධࡀ㐍ࡳࠊ⡿ᅜ࡛ࡶᑟධࡀ᳨ウࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡶᆅ᪉⮬య࡛ᑟධࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㒔࠾࠸࡚㐲㝸
ᆅࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡼࡿ㟁ຊࢆ㉎ධࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ி㒔㆟ᐃ᭩࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗ༠ㄪࡋ࡚ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ๐ῶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࡢᰂ㌾ᛶᥐ⨨ࡋ࡚ࠊ
ࠕᅜ㝿ฟ㔞ྲྀᘬࠖ
㸦International Emissions Trading㸧
ࠊ
ࠕࢡ
࣮ࣜࣥ㛤Ⓨ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦CDM㸸Clean Development Mechanism㸧ࠖࠊཬࡧࠕඹྠᐇ
㸦JI㸸Joint Implementation㸧ࠖࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊཎᏊຊⓎ㟁ࡣ CDM ࡸ JI
ࡢᑐ㇟ࡽእࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᅜࡣࠊ2013 ᖺ௨㝆ࡢᯟ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࣭㐠㌿ࡼࡿ๐ῶ㔞ࢆୖグࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ࢡࣞࢪࢵࢺᑐ
㇟࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㢮ఝࡢูࡢ⤌ࡳࢆタ❧ࡍࡿࡇࢆྠࡌ⪃࠼ࢆᣢ
ࡘᅜ㐃ᦠࡋ࡚ᅜ㝿♫ᑐࡋ࡚ാࡁࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜࡣࠊᅜෆ࠾࠸࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤌ࡳࡸ⪃࠼᪉ࢆཎᏊຊⓎ㟁ࡶᑐ㇟ྵࡵ
࡚ไᗘࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅ᪉⮬యࡸᅜẸࡀཎᏊຊⓎ㟁ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᆅ⌫ ᬮ
ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡼࡾຠᯝࢆឤࡌࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ┤᥋ⓗཧຍ࡛ࡁࡿ㐨ࢆ㛤ࡃࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
ۑཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝࠾ࡅࡿୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢྲྀ⤌ࡳࡀᚲせ࡞Ᏻࢆ
☜ಖࡋ࡚㐜࡞ࡃᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⊂❧ᛶࠊබ㛤ᛶࠊຠ⋡ᛶࠊ᫂ᛌࡉࠊಙ㢗ᛶ
ࡢ☜ಖࢆ㔜どࡋࠊᅜẸࡢどⅬ❧ࡗࡓຠᯝⓗࠊ⌧ᐇⓗࠊࢱ࣒࣮ࣜ࡞つไάື
ࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿཎᏊຊᏳつไ⾜ᨻయไࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋ

 ᡃࡀᅜࡢཎᏊຊ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡀୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮࡞ࡿࡓࡵࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࠊୡ⏺ᶆ‽ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢヨࡳ
ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㐣ཤ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊຊศ㔝
࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ྲྀ⤌ࡳࡀ༑ศ࡞Ᏻࢆ☜ಖࡋ࡚ᐇ࡛ࡁࡿࡇ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ
ࡋ࡚ᐇయ௵ࡉࢀࡓࡾࠊᏳつไ⾜ᨻᙜᒁࡀៅ㔜࡞ࡾࡍࡂࡓࡓࡵࠊ
᪂ࡋ࠸ᥦࡀぢ㏦ࡽࢀࡓࡾࠊᾏእ࡛ᐇࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡀ୍࡞ࡽࡎ࠶ࡗࡓࠋࡇ

14

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡢⓎࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ⪅ࡣྲྀ⤌ࡳࡢᨵⰋ࣭ᨵၿࢆᅗࡽ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊୡ⏺ࡢཎᏊຊඛ㐍ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊつไ⾜ᨻ㈨※ࢆຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ
ά⏝ࡍࡿほⅬࡸつไุ᩿ࡢணぢᛶࢆ㧗ࡵࡿほⅬࡽࠊᆺᘧㄆドไᗘࡢࡼ࠺࡞チ
ㄆྍᡭ⥆ࡁࡢᶆ‽࣭㎿㏿ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡸᅜቃࢆቃせồࡉࢀࡿ
ᏳỈ‽ࡀ␗࡞ࡿࡇࡢྜ⌮ࡉࢆῶࡌࡿດຊࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂つཎᏊ⅔
タ ィ  ಀ ࡿ ᅜ 㝿 ⓗ ࡞ Ᏻ  ホ ౯ ᵓ  㸦 MDEP 㸸 Multinational Design Evaluation
Programࠊከᅜ㛫タィホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᡃࡀᅜࡣᚑ᮶ࡽࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿ඹྠసᴗࡢཧຍࢆ㐁ᕠࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ⏕ࡳࡔࡋࡓ⅔
ᆺࢆୡ⏺ᶆ‽ຍ࠼ࡿࡇࡢᅜẸⓗ┈㚷ࡳࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿ᶆ‽ಀࡿ
ྲྀ⤌ࡳ✚ᴟⓗཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜࡢཎᏊຊᏳつไ⾜ᨻࡢ┠ᶆࡣࠊ㧗࠸⌮ᛶᑓ㛛ᛶᇶ࡙ࡁࠊᅜẸࡢࡓ
ࡵࡢ⾜ᨻ࡛࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡋ࡚ࡢබ㛤ᛶຠ⋡ᛶࢆ⤯࠼ࡎ㏣ồࡋࠊබ⾗ࡢࣜࢫ
ࢡࢆ༑ศᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏳつไ⾜ᨻࡣࠊࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩
ᡂࡍࡿほⅬࡽ⏝ྍ⬟࡞ෆእࡢ࠶ࡽࡺࡿ⛉Ꮫⓗ▱ぢࢆືဨࡋ࡚ࠊ୍㈏ᛶࡢ࠶
ࡿㄽ⌮ⓗ࡛ᐇ㝿ⓗ࡞Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡇࢆ㏣ồࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊᐖ㛵ಀ
⪅ࡢ㛵ᚰ༑ศ⪥ࢆഴࡅࠊつไ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡇ㛵ࡋ࡚ᅜẸࡀಙ㢗ࡍ
ࡿỴᐃࢆࢱ࣒࣮ࣜ⾜ࡗ࡚ࠊࡇࢀࢆᅜẸᑀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶษ࡛
࠶ࡿࠋ
ᅜࡀ╔ᡭࡋࡓ⌧ᅾࡢᏳつไ⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᏳつ
ไࡢᇶᮏⓗせ௳ຍ࠼࡚ࠊୖ㏙ࡢㄢ㢟ࡶ␃ពࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊཎᏊ
ຊᏳつไ⾜ᨻࡀཎᏊຊタࡼࡿබ⾗ࡢࣜࢫࢡࡀ༑ศᑠࡉࡃ⥔ᣢࡉࢀࡿࢆ
ホ౯ࡋࠊ⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶࡢ࠶ࡿุ᩿ࢆࢱ࣒࣮ࣜ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡣࠊ
㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ⓗෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅜẸㄝ᫂ࡍࡿ⬟ຊࡀ༑ศഛࢃࡗ࡚
࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ࠶ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿᩍ⫱◊ಟᶵ⬟ࢆᐇࡋࠊ⬟ຊࡢ࠶ࡿேᮦࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡇ
ࡸࠊཎᏊຊᏳつไάືࢆ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡㠃࡛ᨭࡍࡿ⤌⧊ࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ
ᨵ㠉ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⤫ྜࡋࡓୖ࡛ࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ሗ⤌⧊ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡢ㔜せᛶࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
♫ۑ⎔ቃࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㟁※୕ἲ㔠ไᗘ➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚᩿ࡢ
ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࠊᅜᆅ᪉⮬యࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊཎᏊຊタ❧ᆅᆅᇦࡢேࠎ
ࡀᆅᇦࡢ᭷ࡍࡿேࠊ㈨㔠ࠊ㈨⏘㸦⏘ᴗᢏ⾡ࠊ㒊ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㟂せࠊᩥࠊ⮬↛
➼㸧
ࠊ࿘㎶ࡢᏛ⾡ᶵ㛵➼ࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚ࠊ㞠⏝ࡢᣑ࣭㧗ᗘయⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡴάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
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 ᡃࡀᅜࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊබ┈㈨ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡀ❧ᆅࡍࡿᆅᇦᑐࡋ࡚ࠊ
㟁Ẽࡢᾘ㈝ᆅ⏕⏘ᆅࡢ┈ࡢ⾮ᖹࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ㟁Ẽࡢᾘ㈝⪅ࡀ㈇ᢸࡋ࡚
࠸ࡿ㟁※㛤Ⓨಁ㐍⛯ࢆཎ㈨ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡢタ⨨ࡸ㐠㌿ࡢ㈨
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㟁※୕ἲ㔠ไᗘ➼ࢆᥐ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜࡣ♫ࡢኚ
ᛂࡌ࡚ࠊࡇࡢไᗘࢆࡑࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ❧ᆅᆅᇦ♫ࡗ࡚ᆅᇦࡢᣢ
⥆ⓗⓎᒎࡢࡓࡵά⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
  ᆅᇦࡀάຊࡢ࠶ࡿ♫ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᆅᇦࡢ▱ᜨࠊ≉ᛶࠊ㈨
⏘㸦ᆅሙ⏘ᴗࡢᢏ⾡࣭ᩥ࣭⮬↛࣭❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿᴗࡢồࡵࡿࢧ࣮ࣅࢫ㟂せ➼
ࢆྵࡴ㸧ࢆຠᯝⓗά⏝ࡋࠊᆅᇦ᰿ᕪࡋࡓ㞠⏝ࢆ㐀ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡀẼᴫࡢ࠶
ࡿேࠎࡼࡗ࡚┒ࢇ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡢ
ᴗ⪅ࠊᏛࠊ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵➼ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡢ❧ᆅᆅᇦࡢேࠎࡼࡿ
ࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿタࡸᴗ≉ᛶࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᗈࡃά⏝ࡋ࡚ᨭ
ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡢᆅᇦࡢ⮬↛⎔ቃࡢಖ࣭ᅇࡸ᪂ࡋ࠸ᩥ⏕
άᵝᘧࡢ㐀ࠊᆅ⌫௦┦ᛂࡋ࠸ࣇࣛࢵࢺ࡞▱㆑࣭ேᮦ࣭┦⿻┈ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢᙧᡂࡸᅜ㝿ὶᶵ⬟ࡢᵓ⠏ࠊ㛵㐃タᆅᇦࡢ㈨⏘ࡢ┦ຠᯝࢆ㏣ồࡍ
ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆඹྠࡋ࡚⏬࣭᥎㐍ࡍࡿ࡞ࡶࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ୍ဨࡋ࡚ࠊ✚
ᴟⓗ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋᅜࠊᆅ᪉⮬యࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࡇ࠺ࡋࡓ
ྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᡃࡀᅜࡢྛᆅ᪉⮬యࡣ⌧ᅾࠊᆅᇦ⯆ࢆ┠ᣦࡋ࡚㝈ࡽࢀࡓ㈈※ࡢ୰
ࡽᴗㄏ⮴ࡢࡓࡵࡢ㈨㔠ࢆᕤ㠃ࡍࡿࡇࡶྵࡵ࡚ពᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢᆅ᪉⮬యࡀࡦࡘࡢ⤒῭ᅪࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ≉ᐃࡢᆅ᪉⮬యࡀ༢⊂࡛Ⓨᒎࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ
ࡢྲྀ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ㟁※୕ἲ㔠➼ࡢ㏵ࡸࠊཎᏊຊⓎ㟁タ➼ࡢ❧ᆅᆅᇦࡢ
⮬❧ⓗⓎᒎࢆ┠ᣦࡍྲྀ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡣࠊ࿘㎶⮬యࡢேࠎ㐃ᦠࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊᗈᇦⓗ࡞Ⓨᒎࢆ㏣ồࡍࡿࡇࡢ᭷⏝ᛶࡶ㓄៖ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࢪۑᆅᇦࢆ୰ᚰࡍࡿཎᏊຊศ㔝࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ඹྠᴗࢆ㉳ᴗࡍࡿᶵ
ࢆ㇏ࡍࡿほⅬࡽࠊࡇࡢᆅᇦࡢᨻᗓẸ㛫ࡢὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡍࡿ
ࡇ
ࢪㅖᅜ࠾࠸࡚♫࣭⤒῭Ⓨᒎ⚟♴ᙺ❧ࡘ་⒪ࠊ㎰ᴗࠊᕤᴗศ㔝
࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊࢪཎᏊຊ༠ຊࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦FNCA㸧
ࡣࡇࢀࡲ࡛ 10 ᖺࢃࡓࡾࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺᑕ⥺⏝➼ࡢศ㔝࡛ࠊࢪ࿘㎶ㅖᅜ
ከ࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣࠊᶵᮦ౪ࡀྍ⬟࡞ ODA ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ◊
✲㛤Ⓨཬࡧேᮦ㣴ᡂ༠ຊࡢᡂᯝࡀࡑࢀࡒࢀࡢᅜ୍࡛ᒙຠᯝⓗ⏝ฟ᮶ࡿࡼ࠺
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ᕤኵࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾᡃࡀᅜ
ࡢ㛵㐃⏘ᴗࡢᡂ㛗ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊᅜࡣࢭ࣑ࢼ࣮ࡸぢᮏᕷࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡍ
ࡿ࡞ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⏘ᴗ⏺ྛᅜ࠾ࡅࡿࡑ࠺ࡋࡓ㛵ᚰࡢ⤖ྜࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊࡇࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᚋࠊཎᏊຊⓎ㟁ࡢᇶ┙ᩚഛ㛵ࡍࡿከᅜ㛫༠
ຊࡢྲྀ⤌ࡳࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊFNCA ࡣࠊࡇࡢศ㔝ࡢྲྀ
⤌ࡳࢆࠊᚑ᮶ࡽᐇࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ IAEA ┦⿵ࡍࡿほⅬࢆ㔜
どࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋࠊ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ᥎
㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣྛ✀ࡢᢏ⾡ᶆ‽ࡸ⾜ືつ⠊ࢆࡇࡢᆅᇦ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇࡶ㔜せ
࡞ࡿࡇࡽࠊ⏘ᴗ⏺ࡢඹྠసᴗࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡶㄆ㆑ࡋ࡚ࠊࢪᆅᇦࡢ
ཎᏊຊ⏘ᴗ⏺ࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡳࡢᅾࡾ᪉ࡶ᳨ウࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ


ࠓ┠ᶆ㸲ࠔ
ᅜ㝿ᒎ㛤㸸ቑࡍࡿᅜ㝿♫ࡢཎᏊຊⓎ㟁᪂ቑタ㟂せࡸ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺
་⒪ࢆྵࡴᨺᑕ⥺⏝㟂せᑐࡋ࡚ᡃࡀᅜཎᏊຊ⏘ᴗࡀࡼࡾࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓ
ࡍࡇ

 ࡇࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵࡣࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᅜ㝿♫࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸Ỉ‽ࡢཎᏊຊᏳࠊ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ᰾ᣑᩓࡀ☜
ಖ࣭⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ㛵ࡋ࡚ IAEA ࡸᅜ㝿♫ࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ᱁ẁᙉࡍࡿࡇ

 ཎᏊຊᏳࠊ᰾ᣑᩓࠊ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࡣཎᏊຊᢏ⾡ࡢ⏝࠾࠸࡚
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡣࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࡢᅜ㝿ᶆ‽ࡢ☜❧✚ᴟⓗ
㛵ࢃࡾࠊᖖࡑࡢඛᑟⓗᙺࢆᢸ࠸ࠊࡇࢀࢆᅜෆࡢྲྀ⤌ࡳᫎࡉࡏࠊᡃࡀᅜ
ࡢཎᏊຊᢏ⾡ࡸྲྀ⤌ࡳࡀᅜ㝿♫ࡽᶍ⠊ⓗಙ㢗ࡉࢀࡿ≧ែಖࡘࡇࡀ
ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊᡃࡀᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁㛵ࡍࡿࢯࣇࢺࣁ࣮ࢻ㠃ࡽᅜ㝿ᛶ
ࢆ᭷ࡍࡿホ౯ࡉࢀࡿࡓࡵࡢせ௳࡛࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ྠࠊᅜ㝿♫࠾࠸࡚ཎᏊຊᏳࠊ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ᰾ᣑᩓࡀ㧗࠸Ỉ
‽⥔ᣢࡉࢀࡿࡇࡣࠊཎᏊຊᢏ⾡ᑐࡍࡿேࠎࡢಙ㢗ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊࡇࢀࡽ㛵ࡋ࡚ IAEA ࡸᅜ㝿♫ࡢඹྠసᴗࢆ⏬࣭᥎㐍ࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡳࢆ᱁ẁᙉࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ۑཎᏊຊᕷሙࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᅜࠎࡢ㛫࡛ࠊཎᏊຊᖹ⏝ࢆᢸಖࡍࡿ
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ཎᏊຊ༠ຊ㛵ࡍࡿᅜ㛫༠ᐃࢆ㎿㏿ࡘᡓ␎ⓗ⥾⤖ࡍࡿࡇ

 ᡃࡀᅜࡣᚑ᮶ࠊᡃࡀᅜࡢཎᏊຊ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᅜ㛫
ὶࢆ㐍ࡵࡿほⅬࡽࠊඃඛ㡰ࢆᐃࡵ࡚ཎᏊຊ༠ຊ㛵ࡍࡿᅜ㛫༠ᐃࢆ⥾⤖
ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࡽᑗ᮶ࡅ࡚ࡢୡ⏺࠶ࡗ࡚ࡣࠊᡃࡀ
ᅜཎᏊຊ༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆồࡵࡿᅜࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
ࡋࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᅜࠎࡢὶ࣭᫆ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣࠊࡑࡢᅜࡢⓎᒎ༠ຊ
ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᡃࡀᅜࡢ┈ࡶ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᅜࠎࡢ㛫࡛ཎᏊຊᖹ⏝ࢆᢸಖࡍࡿཎᏊຊ༠ຊ㛵
ࡍࡿᅜ㛫༠ᐃࢆ㎿㏿ࡘᡓ␎ⓗ⥾⤖ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᅜࡈཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ㝶ࡋ࡚ᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢࢽ࣮ࢬ
ࢆྠᐃࡋࠊࡇࢀࢆ‶ࡓࡍྲྀ⤌ࡳࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡍࡿᶵ⬟ࢆᐇࡍࡿࡇ
 ྛᅜ࠾ࡅࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࣭㐠㌿ࡢྲྀ⤌ࡳࡢᅾࡾ᪉ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿ㈨※㛤Ⓨࡢྲྀ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࡣࠊ㛤Ⓨ⪅ࡀ⌧ᆅ࠾ࡅࡿྛ✀ࡢ
ࣥࣇࣛࡢᩚഛࢆ࠶ࢃࡏ࡚⾜ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᮾ༡ࢪㅖᅜ
࠾࠸࡚ࡣࠊ❧ᆅೃ⿵ᆅᇦ࡛ࡢఫẸ⌮ゎࢆᚓࡿ᪉⟇࣭ࣀ࢘ࣁ࢘࡞ᑐࡍࡿࢽ
࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆᘓタࡍࡿᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡲࡢ
ࡇࢁࠊ୍ᐃࡢ♫ࣥࣇࣛࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡽࡇࡑࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡽࠊࣥࣇࣛᩚഛࡀ㔜Ⅼㄢ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀࡿࡀࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡢᘓタ࣭㐠㌿ࡀᙜヱᅜࡗ୍࡚ᴗ࡛࠶ࡿࡽࠊ㛵㐃ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᢞ㈨ࡀ⾜
ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜࡣࠊᑗ᮶࠾࠸࡚ᕷሙ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶
ࡿᅜࠎࡢ㛫࡛ࠊ␃Ꮫ⏕ไᗘࡸᩍᤵไᗘࢆᩚഛࡋࠊẸ㛫ࡸ◊✲ᶵ㛵ࡢᑓ㛛
ᐙࡢὴ㐵ࢆཎᏊຊศ㔝㝈ᐃࡏࡎ⾜࠸ࠊከ㠃ⓗ࡞ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡋ
࡚ᙜヱᅜ࠾ࡅࡿᆅᇦ♫ࡢඹ⏕ࡢ᪉⟇ࢆྵࡵࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤᘓタᴗࡢ㐍
ࡵ᪉㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿດຊࡀ㛗ᮇⓗほⅬࡽ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡑ࠺ࡋ࡚ᚓࡓࢽ࣮ࢬ㛵ࡍࡿሗࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡑࡢᅜࡢ❧ሙ❧ࡗ࡚
ࡑࢀᛂ࠼ࡿࢩࢫࢸ࣒ᥦࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿయ
ไࢆᩚഛࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࢽ࣮ࢬࡣཎᏊຊ௨እࡢ♫ࣥࣇࣛࡢᩚഛࡸ
ᩍ⫱࣭ᩥ⎔ቃᩚഛࡀྵࡲࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡇࠊ┦ᡭᅜᑐࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓࡶࡢ
ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᥦࢆ⾜࠺ࡁ࠺ࡣ㧗ᗘࡢᨻⓗุ᩿ࢆせࡍࡿࡇࡽࠊ
ࡇࡢయไࡣࡑ࠺ࡋࡓุ᩿ࢆồࡵࠊࡑࡢุ᩿ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦࢆࡋࠊࡑࡢᥦࢆ
ᐇࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡶྵࡲࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ۑཎᏊຊᢞ㈨ᨻ⟇㔠⼥ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿ⤌ࡳࡸࡑࡢᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ಀ
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ࡿຠᯝࢆホ౯ࡍࡿ⤌ࡳཬࡧᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘ
➼ࢆᩚഛࡍࡿࡇ

 ᾏእ࠾ࡅࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤᘓタ➼ࡢᡃࡀᅜࡢ⏘ᴗࡢཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊ㔠⼥ࠊไᗘ㠃࡛ࡢ⎔ቃᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࠊ⡿ᅜ࡛ࡢࣉࣛࣥࢺཷ
ὀάື᭷ຠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᨻ⟇㔠⼥ࡢά⏝ࡼࡿ㈨㔠ࣜࢫࢡࡢపῶࡸཎᏊຊᦆ
ᐖ㈺ൾࡢᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳࡢཧ⏬࡞ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ྲྀ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᾏእ࡛ࡢཎᏊຊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢཧධࡣᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ㐍ᒎ㈉⊩ࡍࡿ
⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡽࠊࡇࢀࡀ⏕ࡳฟࡍຠᯝࢆ┦ᡭᅜࡢ㛫࡛ศࡕྜ࠺⤌ࡳࢆᩚ
ഛࡍࡿࡇࡶ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ۑODA ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ᨺᑕ⥺་⒪ᢏ⾡ࡸ㎰ᴗ࣭ᕤᴗศ㔝࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⏝ᢏ 
⾡ࡢᬑཬࢆᅗࡿࡶࠊࡇࢀᇶ࡙ࡃᴗᒎ㛤ࢆཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓタ㝶
ࡍࡿࣥࣇࣛᩚഛࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୍㒊ࡋ࡚ᥦࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ᡃࡀᅜࡢሙྜࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ❧ᆅ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡀᆅሙ⏘ᴗࡢ
⯆ࡢほⅬࡽࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ Ỉࢆ⏝ࡋࡓ㣴Ṫᴗ࡞ࢆ㉳ᴗࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┿Ỉࡢ⮬ᐙᾘ㈝ࡢࡓࡵᾏỈ⬺ሷࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶ࠶ࡿࠋࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿཎᏊຊⓎ㟁ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡇࢀ
㝶ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞㉳ᴗࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡣ࡛᫂
࠶ࡿࡀࠊ❧ᆅᆅᇦࡢඹᏑඹᰤࢆᅗࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᆅᇦࡢ≉ᛶࢆάࡍ
ほⅬࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᨺᑕ⥺⏝࣭་⒪ᢏ⾡ࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡇࡀᥦࡉࢀ࡚
ࡼ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓᥦࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡶᩚഛࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
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㸱㸬ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᐇࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢ᥎㐍
 ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣࠊ
ࠕ㸰㸬
࡛ࠖ㏙ࡓ 2020 ᖺࡲ࡛࡞ࡍࡁ᪉⟇ࢆᨭ࠼ࡿࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊ2020 ᖺ௨㝆ࡶᡃࡀᅜࡀᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ㈉⊩ࡋ⥆ࡅࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᚲせ࠶ࡿ࠸ࡣຠᯝⓗ࡞ᢏ⾡ࡸ▱
ぢࡀ⥅⥆ⓗ౪⤥ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡽࠊࡇࡢࡇࢆྍ⬟ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡀ㛗ᮇ
ⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚᥎㐍ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠓ┠ᶆ㸳ࠔ
ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸸ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵຠᯝⓗ࡞ཎᏊຊ⛉
Ꮫᢏ⾡ཬࡧࡇࢀࡽࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⥅⥆ⓗ౪⤥ࡍࡿࡇ

 ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡳࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ۑཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ㧗㏿ቑṪ⅔ࢧࢡࣝᢏ⾡ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ
ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢཎᏊຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡇࢀࡽಀࡿ
ࣥࣇࣛࡢᐇᅜ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάືࢆᐇࡍࡿࡇ
 ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀ࡢ☜ಖࠊᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ᥎㐍 2020
ᖺ௨㝆ࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡣࠊ▷࣭୰ᮇࡋ࡚ࡣᏳ࡛ຠ⋡ⓗ
࡞ཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡ࡢ୍ᒙࡢ㧗ᗘࢆ┠ᣦࡍḟୡ௦㍍Ỉ⅔◊✲㛤Ⓨຍ࠼ࠊ㛗ᮇ
ⓗࡣ㧗㏿ቑṪ⅔ࢆ୰ᚰࡍࡿ➨㸲ୡ௦ཎᏊ⅔ࡸ㛵㐃ࡍࡿ㠉᪂ⓗ࡞⇞ᩱࢧࢡ
ࣝᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࠊ㧗 ࢞ࢫ⅔ࡽᚓࡽࢀࡿ㠀Ⅳ⣲㧗 ⇕ࡢ⏝ᢏ⾡ࡸ୰ᑠᆺ
⅔࡞ᑗ᮶ࡢ᪂ࡋ࠸ཎᏊຊᕷሙࢆ㛤ᣅࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࠊᑗ᮶ࡢ᪂ࡋ࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮
౪⤥ᢏ⾡㈉⊩ࡍࡿ᰾⼥ྜ◊✲㛤Ⓨ➼ࡢ▷ᮇࠊ୰ᮇࠊ㛗ᮇࡢཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨࡢ
ྲྀ⤌ࡳࡀ╔ᐇ᥎㐍ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㔞Ꮚࣅ࣮࣒ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡘ࠸
࡚ࡶࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡸࡑࡢ௦ࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊᖖ᪂ࡓ࡞⏝᪉ἲࡸ
ࡼࡾ㧗ရ㉁࡞ࡶࡢᩚഛ࣭㧗ᗘࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤᘓタ㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡣࠊᅜࡸᆅᇦࡢ≧ἣ
ࡼࡾࠊḟୡ௦ࡢ㍍Ỉ⅔ࢆ᪩ᮇồࡵࡿࡶࡢࡸ୰ᑠᆺ⅔ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡞ከᵝ࡛
࠶ࡿࠋᡃࡀᅜ⏘ᴗࡣࡇࢀⓗ☜ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ᢏ⾡ᒎ㛤ຊࡢ⥔ᣢࠊྥୖࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊ☜ᐇᛶࢆඞ᭹ࡍࡿᣮᡓ࡛࠶ࡿࡽࠊ┠ⓗࢆ
ඹ᭷ࡍࡿㅖᅜ➼ඹྠࡋ࡚㐍ࡵࡿࡇࡀ㈝⏝ᑐຠᯝࡢほⅬࡽྜ⌮ⓗ࡞ሙྜࡀ
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿ㝿ࡣࡇࢀࡽಀࡿᅜ㝿ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡάືࢆᐇࡋ࡚ࠊ᩿ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚┦⿻┈ࡢほⅬࡽྜ⌮ⓗ࡞ྲྀ⤌
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ࡳࢆ⏘ࡳฟࡋࠊࡇࢀࢆඹྠࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆᨭ࠼ࡿᇶ♏ᇶ┙◊✲ࢆྵࡴᖜᗈ࠸⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡άື
ࡣᆺࡢ◊✲タ࣭タഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᅜࡣࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲タ࣭タ
ഛࢆ㐺ษ⥔ᣢ࣭᭦᪂ࡋࡘࡘࠊ⏝⪅ࡢ౽ᛶࡢྥୖࡸࠊ᪂ࡓ࡞⏝࣭ᛂ⏝᪉
ἲࢆᣅࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛ࡞ࡢᨭయไࡢᐇࢆᅗࡾࠊ◊✲⪅ࡢ⏝౪ࡋ
࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓタഛࡢᩚഛࡣ㛗ᮇ㛫ࢆせࡍࡿࡽࠊࡑࡢ
ᩚഛィ⏬ࢆ⤯࠼ࡎ᭦᪂ࡋࡘࡘண⟬ᯟࢆ☜ಖࡋ࡚ࠊ╔ᐇᐇ⌧⛣ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ۑཎᏊຊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᅜ㝿ࢆᅗࡾࠊୡ⏺ࡢࡇ࡛࡛ࡶά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡇ

 ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࠾࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞➇தࡀ⃭ࡋࠊࡲࡓࡑࢀᑐᛂࡍࡿࡓࡵ
ᅜቃࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡢᙉࡀάⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢࡳ࡛㛢ࡌࡓ♫ࢆ⥔ᣢࡍ
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添付資料（１）

成長に向けての原子力戦略の策定について
平成２２年２月１６日
原子力委員会決定
１．趣 旨
原子力委員会は、平成 17 年に原子力政策大綱を策定し、
「原子力発電は長期にわた
ってエネルギー安定供給と地球温暖化対策に貢献する有効な手段として期待できる」
と位置づけて、取組の基本的考え方を示しました。これを受け、現在、安全の確保を
大前提に、原子力発電の役割を増大させる様々な取組が行われています。また、放射
線利用についても「その特長を伸ばし、課題を克服する努力を継続的に推進」すると
しています。
最近に至り、政府は、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際枠組みの構築
や意欲的な目標の合意を前提として、2020 年の我が国の温室効果ガスの排出量を 1990
年比で 25％削減するとの目標を掲げました。併せて政府は、「グリーン・イノベーシ
ョン」、
「ライフ・イノベーション」などを戦略課題とする方針を含む新成長戦略の骨
子を公表し、６月までにその内容を固めるとしています。
我が国の原子力発電は、地球温暖化対策として重要な役割を果たしています。さら
に、これを担ってきた原子力産業は、この観点から引き続き国内において設備投資等
を行っていくことはもとより、原子力ルネッサンスと呼ばれる国際的な原子力発電へ
の関心の高まりに対応して貢献していくことも期待されます。また、放射線利用は医
療や農業分野を中心に国民生活の水準向上に寄与しています。したがって、政府のこ
うした目標や戦略に対して原子力が様々な役割を担いうることは明らかです。
そこで、原子力委員会は、原子力政策大綱に示す基本的考え方に則って原子力開発
利用を着実に進める中で、こうした政府の目指すところに効果的に貢献することが重
要と考え、重点的に推進すべき施策を明確化することとしました。
２．検討方法
原子力委員会において臨時会を開催し、関係専門家等からのヒアリング及びその結
果を踏まえた調査、審議を行います。なお、原子力委員会の調査、審議に当たっては、
必要に応じて有識者の参加を得ることとします。
３．検討内容
（１）原子力発電が我が国の温室効果ガスの排出削減に寄与するポテンシャルと、そ
のポテンシャルを最大限に実現するための方策
（２）発電分野及び非発電分野において、原子力が我が国の成長に果たしうる役割と
そのための具体的な方策
（３）上記の方策等が継続的に実現するための基盤的な方策
４．その他
スケジュール ： ２月中に第一回を開催する。４回程度の会合を開催し４月
中旬に報告書案をまとめる。４月下旬にはパブリックコメ
ントの手続きを開始し、５月中に報告書をとりまとめる。
以
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添付資料（２）

「成長に向けての原子力戦略」
検討の経緯
平成２２年２月１６日（第６回原子力委員会）
・委員会決定「成長に向けての原子力戦略の策定について」
平成２２年２月１８日（第７回原子力委員会）
・成長に向けての原子力戦略の策定方針について
平成２２年２月２３日（第８回原子力委員会）
・成長に向けての原子力戦略策定についての意見募集について
平成２２年３月１６日（第１５回原子力委員会）
・意見募集に寄せられたご意見の概要
・有識者との意見交換
財団法人日本エネルギー経済研究所 常務理事 伊藤浩吉氏
「原子力発電の温室効果ガス 限界削減コストについて」
東京電力株式会社 常務取締役 原子力・立地本部副本部長 武藤栄氏
「電気事業者の観点における「成長に向けての原子力戦略」について」
平成２２年３月２３日（第１７回原子力委員会）
・有識者との意見交換
電源開発株式会社 常務取締役 渡部肇史氏
「J-POWER 海外事業の概要」
平成２２年３月３０日（第１８回原子力委員会）
・有識者との意見交換
社団法人日本原子力産業協会 理事長 服部拓也氏
「(社)日本原子力産業協会における原子力の国際展開に関わる活動について」
社団法人日本電機工業会 国際化対応特別委員会委員長 吉村真人氏
「国際化対応に向けた取り組みについて」
平成２２年３月３０日（第１９回原子力委員会）
・有識者との意見交換
一般社団法人日本原子力技術協会 最高顧問 石川迪夫氏
「原子力成長戦略への助言」
独立行政法人放射線医学総合研究所 理事 辻井博彦氏
「放射線の医学利用と波及効果」
平成２２年４月１日（第２０回原子力委員会）
・有識者との意見交換
財団法人電力中央研究所 研究参事 システム技術研究所長 栗原郁夫氏
「スマートグリッドを巡る欧米の動向と日本型スマートグリッド」
慶應義塾大学 産業研究所 准教授 野村浩二氏
「地球温暖化対策中期目標の経済評価」
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平成２２年４月６日（第２１回原子力委員会）
・有識者との意見交換
経済産業省 産業技術環境局 研究開発課長
「産業技術を巡る環境変化」

土井良治氏

平成２２年４月２０日（第２３回原子力委員会）
・有識者との意見交換
株式会社開発計画研究所 代表取締役 石井政雄氏
「原子力施設の立地と地域振興に係る基本的考え方」
平成２２年４月２３日（第２４回原子力委員会）
・有識者との意見交換
日揮株式会社 執行役員 営業統括本部 新事業推進本部長 篠田裕介氏
「水ビジネスの国際展開」
財団法人日本エネルギー経済研究所 常務理事 伊藤浩吉氏
「原子力発電の温室効果ガス 限界削減コストについて（補足説明）」
平成２２年４月２７日（第２５回原子力委員会）
・成長に向けての原子力戦略（案）に対する意見募集について
平成２２年５月１１日（第２６回原子力委員会）
・有識者との意見交換
NPO 法人気候ネットワーク代表・弁護士 浅岡美恵氏
「日本の成長戦略と原子力について」
一橋大学大学院商学研究科教授 橘川武郎氏
「「成長に向けた原子力戦略」に係る三つの提案」
独立行政法人国際交流基金日米センター特別参与 沼田貞昭氏
「成長に向けての原子力戦略（コメント）」
平成２２年５月１３日（第２７回原子力委員会）
・有識者との意見交換
アジア経済研究所 地域研究センター長 平野克己氏
平成２２年５月２５日（第２９回原子力委員会）
・成長に向けての原子力戦略について（決定）
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添付資料（３）

成長に向けての原子力戦略
参考図

1

設備利用率の向上について
・2000年以降、米国、韓国フィンランドでは90％程度の設備利用率で推移。
・日本では90年代半ば以降80％を超える水準にあったが、その後、事故、トラブル、
地震等による点検期間延長や計画外の点検等により低水準で推移。
日本及び米国の運転期間、定期検査期間の推移

運転期間※1

定期検査期間※2

（月数）

（月数）

1990年

日本
12.4

米国
14.2

日本
4.6

米国
3.1

1995年

13.1

15.5

3.2

2.1

2000年

13.5

17.5

2.9

1.4

2005年

12.4

18.9

4.2

1.3

※1 日本：併入から定期検査開始による発電停止までの期間（定期検査以外により
停止期間は除く）
※2 日本：定期検査開始による発電停止から併入までの期間（800日以上の定期検
査を除く）、
出典：総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会
米国：燃料交換期間
第22回原子力部会資料（H22.3.5）

日本及び米国の停止頻度と停止期間
主な国の原子力発電設備利用率の推移
出典:原子力委員会 国際専門部会資料

基数

停止頻度

平均停止日数

日本

55基

0.55回/年・基

37.2日

米国

103基

1.50回/年・基

5.1日

日本においては、主に2007年～2008年に定検停止に入った1運転サイクル。
米国においては、主に2004年～2005年に燃料交換停止に入った1運転サイクル。
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出典：武藤栄氏（東京電力） 第15回原子力委員会資料（H22.3.16）

2

設備利用率の向上（ベストプラクティスの共有）
・2009年、九州電力・川内1号機が、世界一の設備利用率105%を記録し、
ベスト20の中に日本の６基が入っている。
・これら６基は2007年-2009年平均でも81%～93% （６基の平均は約86%）。
順位

国

1
2

プラント名

事業者

タイプ

ベンダー

日本

川内－1

U.S.

San Onofre-3

九州電力

PWR

MHI

SCE et al

PWR

CE

3

U.S.

Comanche Peak-1

Luminant Power

PWR

West

4

U.S.

Susquehanna-1

PPL Susquehanna

BWR

5

日本

高浜－4

関西電力

6

日本

伊方－3

四国電力

7

U.S.

FitzPatrick

8

U.S.

9

U.S.

10
11
12

定格出力
MW

2009年

2007-2009 平均

発電電力量
MWh

設備利用率
％

発電電力量
MWh

設備利用率
％

890

8,186,427

104.99

6,724,957

86.18

1,127

10,283,101

104.16

8,842,962

89.51

1,215

11,022,673

103.56

9,994,115

93.81

GE

1,202

10,875,525

103.29

10,029,543

95.17

PWR

MHI

870

7,848,689

102.97

6,340,566

83.12

PWR

MHI

890

8,026,654

102.94

7,274,782

93.22

Entergy

BWR

GE

849

7,650,216

102.86

7,243,376

97.31

St. Lucie-1

FloridaP&L

PWR

CE

872

7,845,120

102.7

7,148,400

93.5

Millstone-3

Dominion Energy et al

PWR

West

1,206

10,840,563

102.61

9,718,972

91.92

日本

泊－1

北海道電力

PWR

MHI

579

5,198,597

102.48

4,218,953

83.11

U.S.

Limerick-1

Exelon

BWR

GE

1,163

10,377,108

101.86

10,145,936

99.5

Lithuania

Ignalina-2

Lietuvos Energija

RBMK

MAE

1,300

11,598,200

101.83

10,459,700

91.76

13

日本

大飯－4

関西電力

PWR

MHI

1,180

10,498,543

101.55

8,916,095

86.18

14

South Korea

Yonggwang-2

KHNP

PWR

West

978

8,674,891

101.24

7,899,387

92.11

15

U.S.

Byron-2

Exelon

PWR

West

1,210

10,690,001

100.85

10,063,757

94.86

16

South Korea

Yonggwang-3

KHNP

PWR

KHIC-CE

1,039

9,174,997

100.79

8,521,338

93.53

17

U.S.

Calvert Cliffs-1

Constellation

PWR

CE

890

7,857,418

100.78

7,771,094

99.59

18

日本

福島第二－3

東京電力

BWR

Toshiba

1,100

9,702,910

100.68

7,841,887

81.31

19

U.S.

Vermont Yankee

Entergy

BWR

GE

635

5,594,248

100.57

5,215,741

93.68

20

South Korea

Ulchin-2

KHNP

984

8,665,788

100.52

8,013,341

92.87

PWR Framatome

出典：ニュークレオニクス・ウィーク

3

建設中、計画中の原子力発電所
・２０２０年度までに９基（赤字）、２０３０年度までに５基の建設を計画
発電所名称
・設備番号

出力（万kW）

着工年月

運転開始年月

浪江・小高

82.5

2016年度

2021年度

東通２号

138.5

2016年度以降

2021年度以降

福島第一７号

138.0

2012年4月

2016年10月

福島第一８号

138.0

2012年4月

2017年10月

東通１号

138.5

2010年12月

2017年3月

東通２号

138.5

2013年度以降

2020年度以降

浜岡６号

140級

2015年度

2020年度以降

島根３号

137.3

2005年12月

2011年12月

上関１号

137.3

2012年6月

2018年3月

上関２号

137.3

2017年度

2022年度

九州電力

川内３号

159

2013年度

2019年度

電源開発

大間原子力

138.3

2008年5月

2014年11月

敦賀３号

153.8

2010年10月

2016年3月

敦賀４号

153.8

2010年10月

2017年3月

事業者名
東北電力

東京電力

中部電力
中国電力

日本原子力発電

（出典） 平成２２年度電力供給計画（経済産業省）より抜粋
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4

新増設・リプレースの円滑な推進
・原子力発電所のリードタイムが長期化。2030年以降に、リプレース必要量が急増
することも踏まえ、新規立地に向けた努力が必要。
・トピカルレポート制度の運用と推進や、設計認証制度の導入など、国の審査・規制
体制も迅速化に向けた取組みが必要。
30

15

リードタイム（年）

25

10

20

10

15
5
10

5

5

新規サイト数

電調審～運開
申入れ～電調審
新規サイト数

1

0

0
70年代

80年代

90年代

原子力発電所の立地にかかる平均リードタイム
出典:武藤栄氏（東京電力） 第15回原子力委員会資料（H22.3.16）

5

工業分野における放射線利用
＜工業分野の主な放射線利用＞
ラジアルタイヤの製造

半導体の製造
電子線を利用した微細加工に
よるリソグラフィや、イオン
ビームや中性子ビームを利用
した不純物導入等、放射線に
よって可能となる加工技術を
利用して半導体を製造。
半導体

電池用隔膜の製造
ボタン型電池

電子線照射によりゴム
の粘着性の制御を容
易にできることを利用
して、ラジアルタイヤを
製造。

電子線、γ線照射による放
射線グラフト重合で容易に
物質に電気伝導性を付与
できることを利用して。ボタ
ン電池用隔膜を製造。
世界で使用されているボタ
ン型電池全てに使用。

＜今後有望な利用＞
燃料電池用膜の開発
電子線を利用した橋かけによ
り耐久性を高めるとともに、グ
ラフト重合によりイオン伝導度
を高めることが可能であること
から、燃料電池膜の有望な製
造方法と考えられている。

ナノデバイスの開発
中性子や放射光の利用により
材料の磁気構造、電子構造の
解明が可能となることから、磁
気特性、電子特性を応用した
高密度ナノ記憶素子等の開発
が可能となる。

新計画策定会議（第１９回）資料第３号「放射線利用について」より
添3－3
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医療分野における放射線利用
＜放射線による診断＞

＜重粒子線がん治療の進展＞

○国内の病院における診断機器類保有状況
台数 （平成２０年）
ﾏﾙﾁｽﾗｲｽCT（その他のCT）
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

5,960 (6,040)
3,792

RI 検査(ｼﾝﾁｸﾞﾗﾑ)

1,577

SPECT

1,337

PET

199

PET CT

267

○放射線医学総合研究所におけるこれまでの経過
・平成６年より炭素線を用いた臨床試験を開始。
・平成15年10月、厚生労働省より高度先進医療
の承認。
・平成21年7月までに 4,818名に適用（放医研）

厚生労働省「医療施設調査｣
X線ＣＴ

PET(陽電子放射断層撮像法)装置

ＣＴとは、Computed Tomography
の略で、コンピュ－タを使って断
層撮像を行う装置。Ｘ線発生装置
が身体の周りを３６０°回転しな
がらＸ線を照射し、身体を透過し
たＸ線の情報をコンピｭータ処理
することにより、断層画像が得ら
れる。

ＰＥＴとは、Positron Emission Tomography
の略であり、がんの悪性度、部位、大きさ及
び治療効果判定や脳機能障害などの診断や
病態解明などができる新しい診断方法である。
がん細胞など特定の部位に集積する特性を
有する短半減期の放射性医薬品（陽電子を
放出するブドウ糖薬剤など）を用いることで、
がんの早期発見などが可能である。

放射線医学総合研究所HPより

○重粒子線がん治療の今後の展開
・臨床試験の継続
超難治性がんへの適用の拡大のための高度な治療法の開発等
・小型治療装置の開発

・照射方法の高度化に関する研究開発等
ＣＴ装置

ＰＥＴ－ＣＴ装置

スポットスキャニング（点描）照射法、呼吸同期照射法など
の研究開発

新計画策定会議（第１９回）資料第３号「放射線利用について」を一部改訂
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農業・環境・資源分野における放射線利用
＜農業分野の利用の現状＞
食品照射

放射線育種

害虫防除

(未照射)
（照射済み)
放射線照射によるジャガイモ芽止め

放射線による不妊化でウ
リミバエを根絶

耐病性イネの作出

放射線照射による突然変異を利用して新品種を開発
→１８８品種を開発（２００８年現在)
（原子力委員会定例会第４３回 資料第２－２－１号より）

＜環境・資源分野の利用の現状＞

有用金属捕集材の開発

電子線を用いた排煙処理
電子ビームの利用により、有
害な触媒等を利用せずにダ
イオキシン等の分解・除去を
実現。
→中国・ポーランドにおいて
汚染
実用化
ガス

カーネーション等の作出

温泉
温泉
水
水

電子加速器

捕集材

放射線グラフト重合により、特定
の有用金属のみ選択的に捕集
できる新しい材料を開発

有用金属
マグマ
ガス中汚染物質
分解・除去

温泉水中のバナジウム等の有用
金属を捕集

新計画策定会議（第１９回）資料第３号「放射線利用について」を一部改訂
添3－4
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各種電源からの二酸化炭素排出
・太陽光、風力、原子力は、発電過程からの二酸化炭素排出がなく、ライフサイクル
全体でも発電量当たりの二酸化炭素排出量は小さい。
1372

発電過程からの排出
その他の過程からの排出

1062

1200

1026
1000

834

774

800

657

600

469

400

499
398
245

褐炭
亜炭

石炭

重油

天然ガス

太陽光

水力

バイオ
マス

風力

低

高

陸上低

陸上高

海上低

IG C C 低
海上高

49 15 22 9 15 7 40
3

5

IG C C 高

90

低

高

CCS

SCR

低

高

CCS

CCS
低NOx

低

高

低

0

13

高

104

低

187

200

高

発電電力量当たりのＣＯ
T o n s o f C O２2排出量［eq.t/GWh］
[e q .t/G W h ]

1400

原子力

注：各電源の高低は、条件設定の相違による排出量の最大値と最小値を示す。原子力の場合の最大値は、ウランの濃縮
にガス拡散法を用いた場合が該当する。（ガス拡散法施設の容量は、世界の濃縮施設の設備容量のうちの約20％）
出典:World Energy Council “Comparison of Energy System Using Life Cycle Assessment”
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電源別温室効果ガス削減量とコスト
・IEA450シナリオでの、2030年断面の電源別温暖化ガス削減量と削減コスト
・原子力は削減量が最大で、コストも低い。

08

潮力波力

太陽光

石炭ガス化
火力

地熱

太陽熱

洋上風力

バイオマス

陸上風力

化石燃料

高効率化

水力

ＣＣＳ

原子力

電源別温室効果ガス削減量（青帯）

トン当り削減コスト（ 年米ドル、赤線）

(10億トン)

【出典】World Energy Outlook(2009)
添3－5
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CO2限界削減コストカーブ、2020年
・原子力の推進は、その経済性とCO2削減規模から見て、最も有効な対策。
$/tCO2 1400

太陽光発電

1200
1000
800

自動車単体対策
情報通信技術
(グリーンIT)

600
400

製造プロセス省エネ技術

原子力
（新規建設） エネルギー
転換
自家発電

トップランナー家電

200

原子力
（設備利用率向上）
高効率照明
61%→80%

業務用給湯器
省エネ住宅
高効率給湯器
省エネディスプレイ
BEMS

風力
太陽熱

万tCO2

0

-200
高効率空調

5,000

10,000

エネルギー回収利用技術

15,000

20,000

25,000

廃棄物等利用技術

業務横断的技術(4業種以外)

-400

（出典） 伊藤浩吉氏：原子力発電による温室効果ガス削減の限界コス
トについて(補足説明) 第24回原子力委員会（H22．4.23）資料
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原子力安全規制に係る今後の課題
●安全規制における経験と知見の活用
－ 経験と知見に基づく規制制度の充実
－ 安全研究等による新たな技術的知見の活用

●規制対象の変化を見越した取組
－
－
－
－
－

発電炉の更なる高経年化への対応
中間貯蔵事業の進展への対応
原子炉施設の廃止措置の本格化への対応
放射性廃棄物の処理・処分に係る状況の進展への対応
次世代軽水炉等の開発への対応

●経済的・国際的な状況変化への対応
－ 既存設備の有効利用に対する安全規制
－ 原子力利用のグローバル化への対応
－ 安全規制の国際的協調

●ステークホルダー・コミュニケーションに関する取組
－ 立地地域を中心とした国民とのコミュニケーションの充実
－ 産業界とのコミュニケーションの充実

●機能的な規制機関への取組
－ 規制当局の品質保証活動の充実
－ 規制業務の適正化
－ 人材育成対策の充実・強化
（出典） 原子力安全規制に関する課題の整理（H22.2 原子力安全・保安部会 基本政策小委員会）より

添3－6
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立地地域活性化（福井県の例）
エネルギー研究開発拠点化
推進会議

エネルギー研究開発拠点化
推進組織

エネルギー研究開発拠点化計画における
人材の育成・交流の取組み

あと施工アンカー作業

電線結線・端末処理

配管締付継手作業

原子力保修技術技量認定制度
出典：福井県（第6回原子力委員会（H22 2.16）資料より抜粋）

13

立地地域活性化（九州シンクロトロン光研究センターの例）

有田焼の赤絵など独自の色彩技
術が江戸時代から継承されてい
ます。この赤絵や青磁に熱処理
による色調変化と化学構造の関
連をXAFS法を用いて調べてい
ます。また。新規の絵具・釉薬
の開発を進めています。

柿右衛門様式赤絵皿
出典：（財）佐賀県地域産業支援センター
添3－7

第10回原子力委員会資料（H22.2.26）より抜粋
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世界における原子力発電の拡大の動向
・1990年代以降、米欧では新設がなかったが、ここ数年、新設再開の動き。
・日米露中印等で大幅な増設が計画・構想されている。
6.0(6)

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

2.7(4)1.6(1)1.0(1)

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ

0.5(1)1.0(1)

ｵﾗﾝﾀﾞ

9.0(10)

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

5.7(7)

21.7(31)15.3(16)

3.6(6)3.4(2)

9.6(6)
11.0(19) 6.6(4)

ﾁｪｺ

英

ﾘﾄｱﾆｱ

12.7(18) 5.9(6) 3.8(3)

2.0(2)2.0(2)

独
63.2(58)

ｶﾅﾀﾞ

ﾍﾞﾗﾙｰｼ
13.2(15)1.9(2) 27.0(20)

1.7(4)0.8(2)1.2(1)

仏
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1.9(2)1.9(2)
ｱﾙﾒﾆｱ
7.4(8) 17.0(10)
1.8(4)
ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ

ｽﾍﾟｲﾝ

1.0(1)

ﾊﾝｶﾞﾘｰ 2.0(2)1.2(1)
2.0(2)
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0.7(1)1.0(1)
ｲﾗﾝ
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

3.2(5)4(3)

ｽｲｽ

1.0(1)1.0(1)

1.2(1)

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｲｽﾗｴﾙ

韓国
8.6(11)

中国

0.4(2)0.9(3)

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

46.2(53)

北朝鮮

伊

17.7(20)14.8(12)日本

20.2(15) 1.3(1)
101.1(104)

15.0(12) 25.0(19)

米国
79.0(90)

56.2(53)

1.3(2) 2.0(2)

2.0(2)

ｲﾝﾄﾞ

ﾒｷｼｺ

2.0(2)8.0(8)

4.5(3)15.5(11)
UAE
3.8(17)24.5(29)

ﾍﾞﾄﾅﾑ
2.0(2)

ﾀｲ
20.0(15)

4(4)

2.0(2)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

〈稼働中〉
) ３０カ国で４３５基、約３７３GW

2.0(2)4.0(4)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

1.9(2)1.2(1)

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
4(4)

〈建設・計画中〉
) ２８カ国で、１８９基、約１９９GW
1.8(2)3.6(3)

南ｱﾌﾘｶ
4(24)

<将来構想>

0.9(2)1.4(2)0.7(1)

：３７カ国で、合計２９９基、約３０４GW

<欧州> 代表例

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

<アジア>代表例

<北米>

ロシア

37基、約37GW

米国

19基、約25GW

中国

90基、約79GW

ｳｸﾗｲﾅ

20基、約27GW

カナダ

3基、約4GW

インド

15基、約20GW

その他、中東諸国、
南ア、ブラジル及び
東南アジアで構想

数値は設備容量（カッコ内は基数）を示す。
出典：世界原子力協会（ＷＮＡ）2009年12月データより作成
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世界の原子力発電量の将来予測
・今後も原子力発電設備容量の増加が予測されている。
世界の原子力発電設備容量の推移
（経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)予測）

世界の原子力発電設備容量の推移
（国際原子力機関(IAEA)予測）
800

（ＧＷｅ）

（ＧＷｅ）

低位予測
高位予測

700
600
500
400
300
200
100
0
2007

2010

2020

2030

（年）

出典：Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for
the Period up to 2030, 2008 Edition, IAEA RDS-1

（年）

出典：Nuclear Energy Outlook 2008, OECD/NEA

添3－8
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主な国々の間の二国間原子力協定
・日本はこれまで、先進国を中心として二国間協定を締結。
・世界では多くの協力関係が構築されつつある。
（署名済。未発効含む。）
米国
ベトナム

仏国

ロシア

○

○

ブラジル

○

○

○

ヨルダン

交渉中

○

○

トルコ

○

○

インドネシア

○

タイ

○

エジプト

○

カザフスタン

○

UAE

○

○

インド

○

○

○

アルゼンチン

○

○

○

南アフリカ

○

新

英国

カナダ

韓国

中国

日本

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

交渉中

○

○

規

導

入

国

○

○
○

○
交渉中

交渉中

交渉中

○

○

○

○

○
出典：総合資源エネルギー調査会 電気事業
分科会第23回原子力部会資料（H22.3.29）
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世界のプラントメーカーの建設実績
・プラントメーカーを有するのは１０カ国程度、日本メーカーは海外での建設経験はない。
2009年1月現在。赤字は自国製。
閉鎖した炉も含む。
三菱重工
日本
米国
フランス
英国
ドイツ
ロシア
カナダ
韓国
ウクライナ
インド
スウェーデン
中国
スペイン
ベルギー
チェコ
台湾
スイス
フィンランド
ハンガリー
スロバキア
イタリア
ブラジル
アルゼンチン
ブルガリア
メキシコ
パキスタン
ルーマニア
南アフリカ
リトアニア
アルメニア
オランダ
スロベニア
計
メーカー別シェア

AREVA
（仏）

19

東芝

17

WH
（東芝子会社）

4
74

GE-

アトムエネル

日立ＧＥ HITACHI ゴプロム(露)

11

SIEMENS
（独）

AECL
（加）

CNNC
（中）

NPCIL
（印）

斗山重工 NPC,NNC他
（韓）
（英）

ASE-ATOM
(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）

7
40

その他

9
11

59
45
2
2

5
30

20

9
1
24
4

6

8

18

1

2

2

13

3

9

4

2
6

2

2
2

4

3

1

1

1

2

2
4
1
1

1
2
1
7
6

2
4
2

1
2
1

1
2

2
1

1

2
2
2
2
1
19
4%

68
13%

17
3%

1
100
19%

11
2%

60
11%

63
12%

26
5%

1
35
6%

4
1%

13
2%

8
1%

45
8%

11
2%

60
11%

計

58
123
70
45
36
31
24
20
19
17
13
11
10
7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
540
100%

添3－9 出典：日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向 2009年版」をもとに事務局作成18

日本のメーカーの原子力機器輸出実績
・日本のメーカーは、主要な原子力機器を輸出した実績を有する。
日本からの原子力機器の輸出実績
国・地域

品 名

契約件数

1973

1

制御棒駆動装置

2004

1

取替用上部原子炉容器

2003

1

北 米

米 国

取替用蒸気発生器

仏 国

取替用蒸気発生器

フィンランド 原子炉圧力容器
取替用蒸気発生機
ベルギー
欧 州

取替用上部原子炉容器
スウェーデン

制御棒駆動装置

ブラジル

輸出年

契約件数

蒸気タービン

品 名

1976

1

取替用上部原子炉容器

(2010)

1

1985

1

1986

1

2004

1

炉内構造物

2005

4

原子炉圧力容器

2006

2

1999

1

1987

1

2009～
(2010)

1

主給水ポンプ

(2012)

１

(2012)

1

補助給水ポンプ

1986

1

2006

1

主冷却材ポンプ

2001

1

(2009)

1

(2010)

1

2006

1

(2011)

1

(2014)

1

2008

1

1995

1

2001

1

2004

1

中 国
充填ポンプ

1999

1

(2009)

1

(2011)

2

2000

1

タービン、発電機及び
プラント補助系

(2013)

1

(2014)

1

デジタル計装制御システム

(2014)

2

原子炉格納容器

1973

1

原子炉圧力容器、炉内構造
物

2004

1

発電タービン及び
プラント補助系

(2009)

1

1996

1

2005

1

2005

1

放射性廃棄物処理設備

2005

1

2008

1

蒸気タービン発電機

2006

1

パキスタン 蒸気タービン発電機

1972

1

ス イ ス

炉内構造物

1978

1

スペイン

タービンロータ

1999

1

スロベニア タービンロータ

2006

1

ロ シ ア

1996

1

プラント・シミュレータ

メキシコ

ア ジ ア

取替用加圧器

国・地域

中南米

輸出年

原子炉圧力容器

台 湾

出典：(社)日本電機工業会調査をもとに事務局作成
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各国によるＵＡＥ原子力プラントの応札仕様
・韓国、仏国からはニーズに応じた包括的な提案がなされている。
韓国（韓国電力）

仏国（ＡＲＥＶＡ）

米＋日（ＧＥ日立）

炉型

APR-1400

165万kW級EPR

135万kW級ABWR

建設入札額※

約200億＄

約360億＄

仏とほぼ同額

UAEに対する国際協力
の申し入れ※

（参考）
原発の建設費用
（参考）
設備利用率(2008年)

・原子力、再生可能エ
ネルギー、情報通信技
術、造船、半導体、人
材育成などで協力
・防衛産業技術交流、
軍教育訓練協力、軍高
官関係者交換

・駐屯仏軍の増強
・ルーブル美術館分館
の建設
・原発警備に仏軍駐留

（報道が見あたらず、
不明）

2,300＄/kW

2,900＄/kW

米：3,582＄/kW
日：2,900＄/kW

93.3%

76.1%

米：89.9%
日：59.2%
※：韓国国内の報道による

・ ＵＡＥ（ＥＮＥＣ）による韓国電力およびAPR-1400の評価
9 APR-1400は米NRCの新しい原子炉安全指針を反映している。（最高の国際安全基準を満たす。）
9 コンソーシアムの代表企業が、その他の参画企業の業務遂行の責任を持つことを確認した。
9 韓国電力コンソーシアムが、過去30年間に蓄積した原発技術を積極的にUAEに伝授すると約束。

【出展】報道（Newcleonics Week等）による
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添付資料（４）

主な用語解説
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【あ行】
アクティブ試験
日本原燃株式会社の六ヶ所再処理工場において、機器類が所定の機能を発揮し、安
全かつ安定に運転できるかを事前に確認するため、工場を本格操業する前に行ってい
る、使用済燃料を用いた総合試験のこと。
アジア原子力協力フォーラム (FNCA, Forum for Nuclear Cooperation in Asia)
我が国が主導するアジア地域における原子力平和利用協力の枠組み。積極的な地域
のパートナーシップを通じて、社会・経済的発展を促進することを目的としている。
1999 年に発足。2010 年 3 月現在 10 カ国が参加。各国の原子力担当大臣の参加の下で
政策対話を行う大臣級会合、プロジェクトの評価及び全体計画を討議するコーディネ
ーター会合、工業・農業・医療等の各分野別(8 分野 12 プロジェクト)の個別プロジェ
クトにおけるワークショップの開催等の協力活動が実施されている。
イノベーション
オーストリアの経済学者シュンペーター（Schumpeter）によって定義された言葉。新しいものを生
産する、あるいは既存のものを新しい方法で生産すること（生産とはものや力を結合すること）。イノ
ベーションの例としては、創造的活動による新製品開発、新生産方法の導入、新マーケットの開拓、
新たな資源（の供給源）の獲得、組織の改革など。

ウラン
原子力発電で使用する核燃料となる物質。原子力発電では重さの異なる同位体ウラ
ン-235(天然のウランに 0.7%含有)とウラン-238(天然ウランの大部分を占める)のう
ち、核分裂しやすい前者を 2～3%程度に濃縮して使用している。ウランを含む鉱石は
主にニジェール、南アフリカ、カナダ、オーストラリア、カザフスタンなどで産出す
る。
温室効果ガス
大気中に含まれる特定の気体成分が、地表から宇宙空間に放射される熱（赤外線）
を吸収し大気及び地表が暖められる現象を温室効果と呼ぶ。このような温室効果を引
き起こす気体を温室効果ガスといい、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフ
ルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）など
が知られている。
【か行】
海水脱塩
海水に含まれる塩分を除去し、飲料水等として供すること。
害虫の駆除（不妊虫放飼法）
放射線で不妊化した害虫を大量に野外に放すと、野生虫同士の交尾頻度が低下し、
さらに、不妊雄と交尾した雌が産んだ卵は孵化しないので、次世代の野生虫数は減少

添4－2

する。このような不妊虫の放飼を続けることによって害虫を根絶する方法。この方法
によって沖縄県ではウリミバエを撲滅した。
核医学診断
放射性同位元素を利用した画像診断法。被験者に放射性医薬品を投与し、体内から
放出される放射線を体外から計測・画像化することにより、被験者の疾患、代謝機能
を診断する。テクネチウム-99m などで標識した放射性医薬品を使う単一フォトン断層
撮影法（SPECT）、フッ素-18 などの陽電子放出核種で標識した放射性医薬品を使用す
る陽電子断層法（PET）がある。
核セキュリティ
核物質や放射線源がテロリスト等の手に渡り悪用された場合、人の生命、身体、財
産に対し甚大な損害がもたらされることが予想される。IAEAは、テロリスト等による
核物質や放射線源の悪用が想定される脅威を、①核兵器の盗取、②盗取された核物質
を用いて製造される核爆発装置、③放射性物質の発散装置（いわゆる「汚い爆弾」）、
④原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為の4つの範疇に分類してい
る。IAEAは、このような脅威が現実のものとなることのないようにするために講じら
れる様々な措置を、一般的に核セキュリティという概念として捉えている。
核燃料サイクル（燃料サイクル）
天然ウランの採鉱・精錬、転換、ウラン濃縮、再転換及び核燃料の加工からなる原
子炉に装荷する核燃料を供給する活動と、使用済燃料の中間貯蔵、使用済燃料再処理、
MOX燃料への再加工及び放射性廃棄物の処理・処分からなる使用済燃料から不要物を
廃棄物として分離・処分し、有用資源を回収し、再び燃料として利用する活動から構
成される一連の過程。我が国においては、核燃料資源を合理的に達成できる限り、で
きるだけ有効に利用することを目指して、安全性、核不拡散性、環境適合性を確保す
るとともに、経済性にも留意しつつ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウ
ム、ウラン等を有効利用するという核燃料サイクルに取り組むことを基本的方針とし
ている。
核不拡散
原子力の平和利用において、核物質やそれに関連する施設が軍事目的に転用されるこ
とを防止あるいは阻止すること。核物質の平和利用を担保するため、①保障措置、②
核物質防護処置、③NSGガイドラインに基づく原子力関連資機材の輸出管理などが行
われている。
核融合
２つの原子核が融合し新たな原子核が作られる反応を核融合反応と呼ぶ。太陽の内
部では水素が核融合反応しヘリウムが生じている。核融合研究では、水素、重水素、
三重水素などの軽い元素の核融合反応を研究している。これらの軽い元素の核融合反
応では、大きな反応エネルギーが発生する。
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カーボンフットプリント
商品・サービスのライフサイクル全般（原材料調達から廃棄・リサイクルまで）で
排出される温室効果ガスを二酸化炭素量に換算し、商品に表示するもの。
ガラス固化
再処理工程において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃液を、ガラスを形
成する成分と一緒に過熱することにより水分を蒸発させて非結晶に固結（ガラス化）
させ、物理的・化学的に安定な形態にするプロセス。ガラス固化体は、廃液をステン
レス製の堅牢な容器（キャニスター）にガラス固化したものであり、放射性物質が安
定な形態に保持され地下水に対する耐浸出性に優れていることから、人工バリアの構
成要素の一つとなる。
京都議定書
温室効果ガスの大気中濃度を気候に危険な影響を及ぼさない水準で安定化させる
ことを目的として、気候変動に関する国際連合枠組み条約が締結され、1994 年に発効
した。この条約の目的を達成するための法的拘束力を持った最初の取り決めとして、
1997 年 12 月に京都で開催された第 3 回締約国会議（COP3）において京都議定書が採
択された。京都議定書は、地球温暖化の原因になる二酸化炭素など 6 種類の温室効果
ガスの国別排出削減目標、削減目標を達成するための仕組み等を定めたものである。
先進国に対して 2008 年～2012 年の期間の温室効果ガスの年平均排出量を原則 1990
年比で 5%以上削減することを義務付けており、主要国の削減率は、日本 6%、EU8%、
米国 7%、カナダ 6%、ロシア 0%などとなっている。米国は 2001 年 3 月に京都議定書か
らの離脱を表明したが、2004 年 11 月にロシアが批准したことによって発効要件が満
足され、2005 年 2 月 16 日に発効した。
空間分解能
大きさを測定・識別する能力。見分けることができる最小の距離であらわされる。
軽水炉
減速材及び冷却材に水（軽水）を使用している原子炉。沸騰水型（BWR）と加圧水
型（PWR）がある。発電用原子炉として米国、フランス、日本を始め世界で最も多く
使われている。
限界削減費用
単位量の温室効果ガスを追加的に削減するのに必要な費用。
原子力発電施設等立地地域振興特別措置法
原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産
業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講じる等により、当該地域の
振興を図ること等を定めた法律。この法律に基づき、都道府県知事は、関係市町村長
及び振興計画に基づく事業を行うこととなる者等の意見を聴きつつ、振興計画を作成
し、内閣総理大臣に提出し、国の補助を受ける。事業の内容は、交通施設及び通信施
設の整備、農林水産・商工業・その他産業の振興、生活環境の整備等、法律に定めの
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あるもの。
原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定 (RCA, Regional
Cooperation Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear
Science and Technology)
アジア・太平洋地域の開発途上国を対象とした原子力科学技術に関する共同の研究、
開発及び訓練の計画を、締約国間の相互協力及び IAEA その他の国際機関等との協力
により、適当な締約国内の機関を通じて、促進及び調整することを目的とした協力。
2007-2008 年に実施されているプロジェクトは、医療、農業、工業等の 8 分野 20 プロ
ジェクト。2010 年 4 月現在で 17 の締約国。
原子力損害賠償制度
原子力事業遂行に伴って生じる原子力損害の賠償処理に関する制度であり、被害者
の保護を図るとともに原子力事業の健全な発達に資することを目的とするものであ
る。このために、我が国においては、賠償責任を原子力事業者に集中し、その責任を
無過失責任に厳格化するとともに、原子力事業者に原子力損害賠償責任保険等の損害
賠償措置を義務付け賠償義務の確実な履行を担保し、仮に、損害賠償措置によって填
補されない原子力損害が発生した場合には、国が損害補償を行うこととし、「原子力
損害の賠償に関する法律」（原賠法）及び「原子力損害賠償補償契約に関する法律」
が、1962年3月15日に施行されている。なお、原賠法は、ほぼ10年ごとに改正されて
いる。
高速増殖炉
高速で動く中性子（高速中性子）を使う原子炉は、燃えにくいウランをプルトニウ
ムに転換してウラン資源の利用効率を高めることができるとともに、プルトニウム、
ネプツニウム、アメリシウム、キュリウム等多様な燃料組成や燃料形態にも柔軟に対
応し得る。中でも、燃えてなくなった以上の燃料が転換によってできる（増殖する）
よう設計された原子炉を高速増殖炉という。
高温ガス炉
黒鉛減速ヘリウム冷却型炉を高温ガス炉という。燃料として主にウランが用いられ
る。原子炉冷却材ヘリウムガス温度を700℃以上とすることにより、ガスタービン高
効率発電のみならず、水素製造、合成燃料製造プロセス等の様々な核熱利用を可能に
する。我が国では日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉（HTTR、初臨界1998
年11月）が、2004年4月に世界初の取り出しガス温度950℃を達成している。
高経年化対策
長い間使用している原子力発電所に対し、安全確保活動をより慎重かつ適切に行う
ため、起こりうる劣化（機器や設備の機能や性能の低下）などの特徴を最新知見に基
づき把握した上で、通常の保全活動に加えて新たな保全策を行うなど、機能や性能を
維持・回復するために必要な保守管理を確実に実施すること。運転開始から30年を経
過する原子力発電所は、10年ごとに、高経年化に関する評価及び長期保守管理方針の
策定を行い、保安規定に反映させるとともに、これを国（原子力安全・保安院）に対
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し認可の申請を行うことが義務付けられている。
高レベル放射性廃棄物
再処理工程において使用済燃料から有用な資源であるウラン、プルトニウム等を回
収した後には、液体状の廃棄物が生じる。日本ではこの液体の廃棄物をガラス原料と
混ぜて固化処理している。これらの廃棄物は、放射能レベルが高いことから「高レベ
ル放射性廃棄物」と呼ばれる。高レベル放射性廃棄物は、低レベル放射性廃棄物に比
べその発生量自体は少ないが、放射線管理に一層の注意が必要な半減期の長い核種も
比較的多く含まれるため、長期間にわたり人間環境から隔離する必要がある。
国際原子力機関 (IAEA, International Atomic Energy Agency）
世界の平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献の促進増大と原子力の軍事転用が
なされないようにするための保障措置の実施を目的として 1957 年に設立された国連
と連携協定を有する技術的国際機関。2009 年 9 月における加盟国は 150 ヶ国。
【さ行】
新耐震設計審査指針
平成 18 年 9 月 19 日、原子力安全委員会により改訂された「発電用原子炉施設に関
する耐震設計審査指針」。地震動の評価・策定方法の高度化、耐震安全に係る重要度
分類の見直し、確率論的安全評価手法活用に向けた取組等が主な変更点。
この指針の改定を機に、原子力安全委員会は、行政庁に対し、新耐震指針に照らし
た既設の発電用原子炉施設等に関する耐震安全性の確認の実施（バックチェック）を
要請した（行政庁からの要請により各事業者が保有する既設プラントのバックチェッ
クを実施している）。なお、原子力安全委員会からのバックチェックの要請の後に新
潟中越沖地震（平成 19 年 7 月 16 日）が発生したが、バックチェックはこの知見も踏
まえて行われている。
新保全プログラム
原子力安全・保安院を中心に策定された新しい検査制度。従来の定期検査では 13
ヶ月毎に原子力発電施設を停止することを要求していたのに対し、新しい制度では原
子力発電施設の設備の劣化状態等を踏まえた適切な点検間隔（13 ヶ月、18 ヶ月、24
ヶ月）を設定することとしている。
再処理
使用済燃料を、再び燃料として使用できるウラン、プルトニウム等と、不要物とし
て高レベル放射性廃棄物に分離し、ウラン、プルトニウム等を回収する処理。我が国
には、独立行政法人日本原子力研究開発機構の東海再処理施設及び日本原燃株式会社
の六ヶ所再処理工場があり、これらの再処理工場では、分離したプルトニウムは分離
したウランと工程内で混合され、製品としては混合酸化物が得られる。
次世代軽水炉
2030 年頃から見込まれる国内の代替炉建設需要等に備えるため、エネルギー総合工
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学研究所を中心に開発が進められている。ウラン-235 の濃縮度 5%超の燃料、プラン
トデジタル化技術、免震技術等の革新技術を適用し、電気出力 170～180 万 KW 級、プ
ラント寿命 80 年の BWR 及び PWR 各 1 炉型の開発を目指している。
死の谷
研究開発が次の段階に発展しない状況やその状況の原因となっている障壁。
出力向上
既存の原子力発電プラントで安全を損なうことなく、原子炉の熱出力を上げて発電
出力を数%～20%程度増大すること。米国や欧州などの原子力発電プラントにおいては、
すでに約 30 年間にわたって原子炉出力向上を実施した数多くの事例がある。
重粒子線がん治療
重粒子線とは一般にヘリウムより重い粒子線の総称。電子線や X 線に比較して、患
部に放射線を集中させやすいこと、がん細胞の殺傷効果が高いことから、がん治療に
利用されている。現在、放射線医学総合研究所、兵庫県立粒子線医療センター、群馬
大学重粒子線医学研究センターで治療が行われており、佐賀県では九州国際重粒子線
がん治療センターの建設が開始している。
食品照射
放射線による生物学的作用（致死作用、代謝撹乱作用）を利用して、食中毒菌の殺
滅や、腐敗菌・食品害虫の制御、農産物の発芽防止をおこない、食品の衛生化や貯蔵
性を向上させる技術。
深層防護
原子力施設の安全性確保の基本的考え方の１つ。原子力施設の安全対策を多段的に
構成しており、次の３段階からなる。 ①異常発生防止のための設計。②万一異常が
発生しても事故への拡大を防止するための設計。 ③万一事故が発生しても放射性物
質の異常な放出を防止するための設計。
型式認証制度（設計認証制）
原子力分野における設計認証制度の事例として、米国では、原子力規制委員会（Ｎ
ＲＣ）が、プラント設計の標準化促進、設計関係の問題の早期解決、作業重複の回避
等を目的として、標準設計に対する認証制度を1989年に導入した。詳細な設計段階ま
でを一括で審査し、施設の建設認可や一括認可とは別に、原子炉施設の標準設計に認
証（型式認定）を付与している。
設備利用率
発電用原子炉の稼働状況を表す指標の一つである。１月、１年あるいは運転開始以
来などの計算期間中、常に定格出力で発電した場合の仮想の発電量に対して実際に発
電した電力量を%で表す。すなわち次式のように計算される。
設備利用率＝（実際の発電量／定格出力×その期間の時間数）×100 （%）
上式で「その期間」が 1 年間の場合には、歴時間の 8760 時間になる。原子力発電
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所は設備費の割合が高いので、可能な限り設備利用率を高くした方が、発電コストが
低くなる。
【た行】
第４世代原子炉
黎明期の原子炉を第1世代、現行の軽水炉等を第２世代、改良型軽水炉等を第3世代
とし、これらに対して、経済性、安全性、持続可能性（省資源性と廃棄物最小化）、
核拡散抵抗性などを総合して他のエネルギー源に対しても十分な優位性を持ち将来
の基幹エネルギーを担い得る次世代の革新的な原子力システムを第4世代原子力シス
テムとして、米国エネルギー省が提唱。1999年、米国ブッシュ政権はこれを国際的な
枠組みで推進するために各国の参画を呼びかけ、第4世代原子力システムに関する国
際フォーラム（Generation-IV International Forum: GIF）が2001年7月に結成され
ている。
炭素税
地球温暖化対策のため、二酸化炭素の排出量に応じて徴収する税制度。二酸化炭素
の排出削減の経済的インセンティブと温暖化対策の財源の確保を目的とする。
知識管理（ナレッジマネジメント）
通常、企業などの組織において、その共有資産としての“知識”の発見、蓄積、交
換、共有、創造及び活用を行うプロセスを体系的な形で運営及び管理すること。
地層処分
人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築すること
により処分の長期的な安全性を確保する処分方法。「地層処分」という用語の「地層」
には、地質学上の堆積岩を指す「地層」と、地質学上は「地層」とみなされない「岩
体」が含まれている。
中間貯蔵
原子力発電所で使い終わった燃料（使用済燃料）を、再処理するまでの間、当該発
電所以外の使用済燃料貯蔵施設において貯蔵すること。1999年6月原子炉等規制法の
改正により中間貯蔵に関する事業、規制等が定められた。
中小型炉
IAEA では電気出力 30MW 以下の炉を小型炉、
30-70MW の炉を中型炉と分類している。
送電インフラが未整備の国への導入、海水の淡水化のための熱源等、多様な用途に適
する。
中性子
陽子とともに原子核を構成する電気的に中性の粒子。水素の原子核である陽子とほ
ぼ同じ質量を持ち、中性子ビームを物質で散乱させた場合には、物質内の水素などの
軽い原子に対し敏感な挙動を示す。
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中 性 子 線 に よ る が ん 治 療 技 術 （ ホ ウ 素 中 性 子 捕 捉 療 法 Boron Neutron Capture
Therapy, BNCT)
がん細胞に選択的に取り込まれるホウ素薬剤を投与した後に患部に原子炉等から
発生する中性子線を照射して、がん細胞を選択的に殺傷する治療法。ホウ素の同位体
のホウ素-10 は中性子を吸収するとヘリウム-4 及びリチウム-7 粒子を発生するが、
これらの飛距離は短く、細胞内で止まるため、ホウ素薬剤を取り込んだがん細胞のみ
を選択的に殺傷できる。外科手術や粒子線等による治療が難しい、正常組織に浸潤し
たがんに特に効果的な治療法。
低レベル放射性廃棄物
原子力発電所、再処理工場、RI 使用施設等において、施設の運転・保守、放射性物
質の使用、施設の解体等に伴っｓて発生する放射性廃棄物のうち高レベル放射性廃棄
物以外の放射性廃棄物。低レベル放射性廃棄物は、その放射能濃度に応じて、地表か
ら比較的浅い地層中（「浅地中」と呼ばれている）などに処分される。低レベル放射
性廃棄物のトレンチ処分及びコンクリートピット処分については既に処分事業が実
施されている。
電源開発促進税
一般電気事業者の販売電気に課せられる税。原子力発電施設、水力発電施設等の設
置の促進及び運転の円滑化、発電施設の利用の促進及び安全の確保、発電施設による
電気の供給の円滑化を図る等のための費用に充てられている。
電源立地交付金制度（電源三法交付金制度）
1974年に創設された電源三法（電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、
発電用施設周辺地域整備法の総称）に基づき、発電用施設の立地地域である地方公共
団体に対して、交付金を交付する制度。本交付金を活用して当該地域の公共用の施設
の整備、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進する等によ
り、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円滑化に資す
ることを目的としている。
トライアルユース
中性子線、放射光施設等において、実験環境整備、コーディネータ及びスタッフによる
実験企画・準備、実験実施、実験解析に至る技術支援や利用料金の優遇措置等を行うこと
により、産業界等の施設利用を促進する制度。
【な行】
新潟県中越沖地震
平成 19 年 7 月 16 日（月）午前 10 時頃、柏崎刈羽原子力発電所の北方にあたる、
新潟県上中越沖を震源としたマグニチュード 6.8 の地震が発生。原子力発電所の所在
する新潟県柏崎市、刈羽村のほか、長岡市、長野県飯綱町で震度 6 強、新潟県上越市、
小千谷市、出雲崎町で震度 6 弱を観測した。
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地震発生当時運転中又は起動中であった原子炉（2、3、4、7号機）については、全
て安全に自動停止し、緊急時に要求される「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」
という原子炉の安全を守るための最も重要な安全機能は確保された。しかし、変圧器
火災、微量の放射性物質の漏えい等が生じた。
また、この地震では柏崎刈羽原子力発電所に対して設計時に想定した最大加速度を
上回る大きな揺れをもたらしたため、この要因の解明、これを踏まえた柏崎刈羽原子
力発電所の耐震安全性の確認、他の発電所等のバックチェックに反映すべき教訓、新
たな知見も明らかにすることとして経済産業省原子力安全・保安院での検討が行われ
た。
原子力協力に関する二国間協力協定
核物質などの原子力関連品目が平和利用のみに利用されることを確保しつつ原子
力の平和利用における協力を推進することを主な目的として二国間で締結されてい
る協力協定。平成21 年（2009 年）1 月現在、我が国は、英国、カナダ、米国、オーストラ
リア、仏国、中国及びEURATOM（欧州原子力共同体）との間で原子力協定を締結している。ま
た、ロシアとの間で日露原子力協力協定に署名し、カザフスタンとの間で日カザフスタン原
子力協定に署名（未発効）
。韓国とは交渉中。これらの協定の下で、原子力の平和利用の

ために専門家や情報の交換、原子力関連品目や役務の受領、供給などの協力を行って
きている。
【は行】
廃止措置
運転を停止した原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の運び出し、核燃料物
質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の必要な措置を
すること。
排出量取引（キャップアンドトレード）
環境汚染物質等の排出量低減のための経済的手法のひとつ。全体の排出量を抑制す
るために、あらかじめ国や自治体、企業などの排出主体間で排出する権利を決めて割
振っておき（排出権制度）、権利を超過して排出する主体と権利を下回る主体との間
でその権利の売買をすることで、全体の排出量をコントロールする仕組みを、排出権
取引（制度）という。二酸化炭素など地球温暖化の原因とされるガスに係る排出権等
の事例が見られる。
バックチェック

→

新耐震設計審査指針

ヒューマンインターフェース
人が機械を操作したり、人が機械から情報を受け取るためのハードウェアおよびソ
フトウェア等の総称。
品質保証
機器、装置、部品、材料等全てが仕様書や設計どおりに製作され、所定の性能をも
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つことを確認する一切の活動のこと。材料組成、製造方法、製造工程、製品の性能を
はじめ、作業要領書、設計図面や工程表等の全ての文書や試験・検査、運転計画等の
審査承認記録、測定試験機器の校正、監査、是正措置、記録の保管等を行う。社会の
信頼と付託に答えられる企業活動の根幹をなすもの。
品種改良（放射線育種）
放射線を照射することにより、細胞レベルでの突然変異の頻度を高め、形質が様々
に変化した突然変異体の中から人類にとって有用な形質を持つものを選別する品種
改良法。化学変異源と比較して DNA（塩基対）の欠失による突然変異頻度が高い。
プルサーマル
使用済燃料の再処理により回収されるプルトニウムを、ウランと混合した燃料（Ｍ
ＯＸ燃料という）として一般の原子力発電所（軽水炉）で利用すること。
プルトニウム
原子番号 94 の元素。原子炉の核燃料中に生成する人工元素で、核燃料物質として
高速増殖炉やプルサーマル発電炉に用いられる。原子炉内の核燃料中のウラン-238
が中性子を吸収したのち、崩壊するとプルトニウム-239 が生成する。これがさらに中
性子を吸収して、プルトニウム-240、241、242 など複数のプルトニウムが生成する。
このうち、プルトニウム-239 および 241 は核分裂しやすい性質を持つことから、核分
裂性プルトニウムといわれている。
フィージビリティ調査
原子力発電所導入等の事業の実現可能性等を事業の実施前に多面的に調査・検討す
ること。
分子イメージング
生体内での遺伝子やタンパク質などの様々な分子の挙動を、生物が生きたままの状
態で画像化して観察する技術。生体を構成する分子の動的で総合的な活動を把握でき
るため、新しい薬の開発、疾患の診断、治療の評価等に役立つ技術として、近年、世
界中で活発に研究が進められている。
保安規定
核燃料物質等又は原子炉による災害の防止を図るために、事業者が発電所における
保安のために必要な措置（保安活動）を定め、原子炉等規制法に基づき国の認可を受
けた規定。
放射線
法令上、放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能
力をもつものであると定義されており、α線、β線、γ線、X 線、中性子線、電子線、
重荷電粒子線、X 線等が含まれる。
【ら行】
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ラジアルタイヤ
複合的にゴム繊維を重ね合わせて強化した自動車タイヤ。部材の一部の製造に電子
線照射を行っている。
粒子線治療
粒子線とは、陽子や重粒子（炭素イオン）などを加速器によって高速に加速したも
の。粒子線がん治療では、体内に粒子線の一種である陽子線または炭素線を照射して
がん細胞を破壊する。従来のエックス線などによるがん治療と異なり、体の表面では
なく、病巣に近い場所で放射線量が最大となるため、高精度でがんの病巣のみを破壊
することができる。また、身体機能の喪失や副作用といった人体の悪影響も少ないこ
とが特長。
量子ビーム
加速器、高出力レーザー装置、研究用原子炉等の施設・設備からの光量子、放射光、
γ線等の電磁波や、中性子線、電子線、イオンビーム等の粒子線の総称。高精度な加
工や観察、治療等に利用される。
リードタイム
原子力発電所の立地計画から運転開始までの先行期間。
六ヶ所再処理工場

→

再処理
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【アルファベット順】
CDM (Clean Development Mechanism)
京都議定書による京都メカニズムの一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、
先進国が、途上国において排出削減・植林事業を行い、その結果生じた削減量・吸収
量を「認証された排出削減量（クレジット）」として事業に貢献した先進国等が獲得
できる制度。途上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。
JI (Joint Implementation）
京都議定書による京都メカニズムの一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、
先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた
削減量・吸収量を当事国の間で分配することのできる制度。
J-PARC
日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構とが共同で建設した大強
度陽子加速器施設。世界最大級の強度を有する陽子ビームを標的に照射することによ
り、中性子を始めとする多くの二次粒子を取り出し、生命科学、物質科学、材料科学、
原子核・素粒子物理、未来型原子力システムなどの分野での研究が行われる。
MDEP（Multinational Design Evaluation Program、多国間設計評価プログラム）
経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）を事務局とする多国間で原子炉設計を
評価するプログラム。
ODA（Official Development Assistance）
先進国の政府や関係機関等による開発途上国への協力であり、政府もしくは政府の
実施機関によって供与される資金であること、途上国の経済開発や福祉の向上への寄
与を目的とすること、贈与の比率が 25％以上であること等の基準を満たすもの。ODA
には二国間援助(贈与と貸付から成る)と多国間援助(国際機関への出資・拠出)がある。
また、二国間援助の贈与には無償資金援助と技術協力がある。
PET (Positron Emission Tomography)
陽電子断層撮影法。陽電子(ポジトロン)を放出する放射性核種(フッ素-18 等)で標
識した放射性医薬品を被験者体内に投与し、体内から放出される放射線を測定して人
体の機能、疾患を診断する方法。陽電子は電子との対消滅により互いに 180°の角を
なして 2 本のガンマ線を放出するため、これを同時検出することで高感度かつ、3 次
元的に放射性医薬品の体内挙動を検出できる。
SPECT (Single Photon Emission Computing Tomography)
単一フォトン断層撮影法。テクネチウム-99m などで標識した放射性医薬品を被験者
体内に投与し、体内に代謝された放射性医薬品から放出されるγ線を測定することで
人体の機能、疾患を診断する方法。初期は、2 次元画像撮影としてはじまったが、そ
の後、検出器の回転やリング状配置により、収集したデータから 3 次元像を再構成す
る方法が開発されている。
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SPring-8
兵庫県西播磨に設置された最先端の放射光による大型研究施設。8GeV の周回電子か
ら発生するＸ線領域や紫外線領域の放射光を用いて、生命科学、物質科学などの研究
が行われている。
X 線 CT
X 線を多方向から照射し、検出された X 線の透過データをコンピュータ処理し、断
層画像または 3 次元画像を得る方法。主に医療診断技術として使用されている。単純
X 撮影に比較して診断時の被ばく線量は高くなる。
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