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はじめに
鳩山総理が掲げた 1990 年比２５％削減という新中期目標（2005 年比であれば約
３０％削減目標。その後政府は 1990 年比にこだわらないという姿勢を示しており、
以下では文脈上明示すべき場合を除き、便宜的に「新中期目標」と呼ぶ。一部の図表に
おいては 2005 年比 30％で示されている場合もある。
）はさまざまな問題を孕んでい
る。まず、当研究所が 4 月に発表した「地球温暖化国際交渉に関する政策提言～第 1
部：日本が追求すべき交渉のボトムライン～」1

に掲げた交渉妥結のための 5 つの

必要条件のうち、国際公平性、技術的実現可能性及び負担の受容可能性などを満たして
いない。同目標を掲げた目的だった「国際交渉にモメンタムを与える」という観点から
みても、米国、中国等は依然として確たる国際的コミットメントを行っておらず、欧州
も「他国も意欲的な目標に合意するなら」という条件付きで提示していた「1990 年
比 30%削減目標」を取り下げ、20%削減目標にとどめる方針だと言われており2、外
交的な成果は十分に挙がっていない。コペンハーゲンでの COP15 はどのような交渉
結果になるか予断を許さないものの、鳩山総理自身が新中期目標の前提条件として掲げ
た「世界のすべての主要国による公平かつ実効のある国際枠組みの構築」及び「すべて
の主要国の参加による意欲的な目標の合意」が満たされない場合には、日本の国際公約
を白紙から再検討することが必要となる3。
産業界は、新中期目標に対して、その根拠や実現への道筋の不透明性や国民への説明
不足などについて懸念を表明してきている。新中期目標は、前政権での中期目標検討委
員会で議論された中期目標の選択肢4のうち、最も厳しい「2005 年比 30%削減」に
当たるが、その選択肢は経済への影響が大きすぎること、実際に実現するための政策
手段や規模が非現実的なことから、採択されるに至らなかったものである。それゆえ、

1

http://www.21ppi.org/pdf/thesis/090417.pdf

読売新聞 11 月 1 日朝刊 1 面参照。
小沢環境大臣も、ロイター通信とのインタビューで、「主要排出国の参加を前提にＣＯ２、２５％削減
を国際公約している。政府としては前提条件をつけた上で国連で表明しており、当然、変わる可能性はあ
る」としている。次の記事を参照。
http://jp.reuters.com/article/economicPolicies/idJPnTK034285820091023
4 検討内容については、次を参照。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tikyuu/kaisai/index.html
2
3

i

新中期目標を実際に実施するとなった場合、産業活動にどのような影響があるのか、
特に競争力、雇用、地域経済への影響という観点からはこれまでの分析は十分ではなか
った面もある。
本報告書では、第一章で、世界の諸分析機関が公表してきた研究結果に即して、国際
的な公平性について考察する。第二章では、国際産業連関を考慮したモデルを利用して、
新中期目標実施による産業・経済への影響分析の一つを提供する。第三章では、「数値
目標のみが温暖化対策」という固定観念から脱却し、世界の温室効果ガスを実質的に
削減するために、官民のパートナーシップによってどのようなことがなしうるかを検討
し、現実的な政策提言を行う。
＊本提言は２１世紀政策研究所の研究成果であり、日本経団連の見解を示すものでは
ない。

2009 年 11 月 25 日
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ƷЈೌ٥ǓᡂǈƕൈПƢǔƜƱƴƳǖƏŵƦƏƳǕƹŴ˖ಅǍܼࡊƸЪถƷƨǊƷ
২ᘐႆǍႾǨȍȫǮȸᚨͳȷᙌԼƴ৲ƢǔǑǓǋŴƜƏƠƨႻݣႎƴܤɥƕǓƳ
ЈೌƷλƴͼƘƜƱƴƳǓŴଐஜƷࢽǍᨽဇೞ˟ƸෙٳƴЈƠƯƍƘƜƱƴƳ
ƬƯƠǇƏŵ

ᨂမЪถᝲဇרሁ҄ؕแƔǒǈƨئӳŴЭೌưᘍǘǕƨɶႸ౨᚛ۀՃ˟ưƷ
ᢠ৸ᏃƴඝƬƯᙸǕƹŴƷЪถႸƱƷπࣱǛ̬ƭଐஜƷЪถႸᢠ৸ᏃƸ
ž ࠰ൔ ᲟſưƋƬƨƜƱƕЎƔǔᲢᲫᲧᲫӋༀᲣŵૼɶႸƸŴӷۀՃ˟
Ʒᢠ৸ᏃưƍƑƹᢠ৸ᏃıưƋǓŴଐஜƷᨂမЪถᝲဇƸ  ȉȫV%1GS ǛឬƑŴ
Ʒ  ȉȫV%1GS ЭࢸƱൔǂǔƱኖ  ̿ƴǋƳǔŵКƷᚕƍ૾ǛƢǕƹŴ
ଐஜƷૼɶႸᢋƴ࣏ᙲƳᨂမЪถᝲဇ൦แưǋЪถѐщǛᘍƏƱƢǕƹŴ
ƷЪถႸƸ  ࠰ൔ ưƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƏƜƱưƋǔŵ
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ᐕฦ࿖ታ❣

ᲫᲧᲫ ӲᨂမЪถᝲဇ൦แൔ᠋ ᲢЈχ ྶעؾငಅ২ᘐᄂᆮೞನ 4+6'Უ


 ᲫᲧᲫƸଐஜƷᄂᆮೞ᧙ƷЎௌƩƕŴɭမƷᄂᆮೞ᧙ƕஊƠƯƍǔȢȇȫƴǑǔ
ЎௌƸƲƷǑƏƳኽௐǛݰƖЈƠƯƍǔƩǖƏƔŵɭမӲƷǨȍȫǮȸȷ২ᘐȷኺฎ
ȢȇȫƴǑǔӲƷᨂမЪถᝲဇЎௌƸŴᨥࣖဇǷǹȆȠЎௌᄂᆮᲢ+PVGTPCVKQPCN
+PUVKVWVGHQT#RRNKGF5[UVGOU#PCN[UKU ++#5# ᲣƕஇᡈႆᘙƠƨᛦ௹ƴૢྸƞǕ
ƯƍǔŵᲫᲧᲬƴƸŴƦƷƏƪଐŴŴ'7 ƷᨂမЪถᝲဇዴƕᅆƞǕƯƍǔƕŴ
ƲƷȢȇȫǋ  ࠰ൔƷЪถྙƕӷơƩƱƢǔƱŴଐஜƷᨂမЪถᝲဇƕஇǋ᭗ƍ
ƱƍƏໜưƸɟᐲƠƯƍǔŵ
 


0DUNXV$PDQQ3HWHU5DIDMDQG1LNODV+RKQH³*+*0LWLJDWLRQ3RWHQWLDOVLQ$QQH[
,&RXQWULHV ±&RPSDULVRQRI0RGHO (VWLPDWHVIRU´,,$6$,56HS 



4
















ᲫᲧᲬ ɭမƷɼᙲȢȇȫƴƓƚǔɼᙲƷᨂမЪถᝲဇЎௌ
 
 ƞǒƴŴ1'%&+'# ƸŴӲᄂᆮೞ᧙ƷȢȇȫƷൔ᠋ǛᘍƬƯƍǔŵᲫᲧᲭƸŴ
 ࠰  ȉȫV%1GS ưƷӲЪถȝȆȳǷȣȫƴƭƍƯƷЎௌǛǇƱǊƨǋ
ƷưƋǔŵƜƷƔǒǘƔǔǑƏƴŴ ࠰ƴӼƚƯƷșȸǹȩǤȳƔǒƷЪถ 

&KULVWD&ODSS.DWLD.DURXVDNLV%DUEDUD%XFKQHUDQG-HDQ&KDWHDX³1DWLRQDODQG



6HFWRUDO *+* 0LWLJDWLRQ 3RWHQWLDO $ &RPSDULVRQ $FURVV 0RGHOV´ 2(&',($Ŵ1RY


5

ȝȆȳǷȣȫƸŴЎௌݣᝋƷɶưஇǋݱƞƘŴ ࠰ൔưƸƻƱǱǿƷЪถȝȆ
ȳǷȣȫƠƔƳƍƱƍƏЎௌƕٻҞưƋǔƜƱƕЎƔǔŵɟ૾ŴǍɶிᜂƴ
ਘٻƠƨ '7 ƸႻ࢘ЪถȝȆȳǷȣȫǛஊƠƯƍǔƱƷЎௌƕǄƱǜƲưŴႾǨȍȫǮ
ȸƷ˷עƕǇƩǇƩƋǔƜƱƕᅆƞǕƯƍǔŵ


ᲫᲧᲭ  ࠰  ȉȫV%1GS ưƷӲЪถȝȆȳǷȣȫƴƭƍƯƷȢȇȫЎௌᙲኖ
ƸȢȇȫƴǑǔ͌ƷࠢƱɶ᧓͌ǛᅆƠƯƍǔŵݣᝋȢȇȫƸˌɦƷᡫǓŵ)%WDGF )6'/ //4(
ᝍ '%A+&;)''/% ь )'/'21.'5 '7 #+/'PFWUG&0'  ଐ .'#2/'&'%
 م#&#)''22#/'4)'5)/  CPF'08.KPMCIGU)#+05/E-KPUG[9'/CPF9+6%*
ᨥೞ᧙Ŵൟ᧓˟ᅈƳƲ 


ᲫᲨ Წ ᆔŷƷπࣱؕแƴǑǔӲЪถႸ͌

ᨂမЪถᝲဇרሁ҄ˌٳƴǋᆔŷƷπࣱؕแƕƋǔŵ̊ƑƹŴɟʴ࢘ƨǓЈ
רሁ҄ؕแŴ)&2 ࢘ƨǓЪถǳǹȈƷרሁ҄ŴഭӪႎካᆢЈᝧ˓ᛯƳƲƕǑƘਫ
ƛǒǕǔؕแưƋǔŵ
ƠƔƠŴɟʴ࢘ƨǓЈרሁ҄ؕแǛπƳؕแƴੁƑǔƴƸŴʮᣃᜭˌܭஹ
ƷؕஜႎƳȫȸȫƷ٭ƕ࣏ᙲƱƳǔŵʮᣃᜭܭǍഏኵǈʩฏƷЭ੩ƱƳƬƯ
ƍǔᎋƑ૾ƸŴžภܴјௐǬǹƷЈƷǫǦȳȈƸЈƠƨșȸǹưᘍǘǕǔſ
ƱƍƏƜƱưƋǔŵƠƔƠŴภܴјௐǬǹƸʴƷኺฎȷဃѣƴˤƬƯ҄ჽǨȍ
ȫǮȸƕෞᝲƞǕǔƜƱƴǑƬƯႆဃƠƯƍǔƜƱǛᎋƑǕƹŴɭမɶƷɟʴɟʴƕ
πƳᝧ˓ǛƏƨǊƴƸŴžșȸǹƷЈſưƸƳƘŴžǛನƢǔ̾ŷʴƷ 
҄ჽǨȍȫǮȸෞᝲſƴბႸƠƳƚǕƹƳǒƳƍŵɟʴ࢘ƨǓЈרሁ҄ؕแǛ
ဇƢǔƨǊƴƸŴภܴјௐǬǹႆဃưЈǛǫǦȳȈƢǔƷưƸƳƘŴᙌԼƷ

6

ෞᝲŴǵȸȓǹƷӖႩưŴෞᝲșȸǹưᙸƯƲǕƩƚภܴјௐǬǹǛ᧓ЈƠ
ƨƷƔǛǫǦȳȈƢǔƱƍƏȫȸȫƱǻȃȈưܱᘍƞǕǔƜƱƕ࣏ᙲவˑưƋǔŵ
ƠƔƠŴྵܱƴƸෞᝲșȸǹƷЈǛችࡇ᭗Ƙ৭੮ƢǔƜƱƸŴ২ᘐႎƴᩊư
ƋǔƏƑŴൢͅǍםƷٻƖƞŴʴӝ݅ࡇƳƲƷɧӧᢤႎƳཋྸႎཞඞǛπƴьԛ
ƢǔƜƱǋᩊƠƍŵƞǒƴʩฏɥŴݩஹƷƍƭרሁ҄ƞƤǔƷƔŴؕแ࠰ǛƍƭƴƢ
ǔƷƔƕӲЪถƴٻƖƘࢨ᪪ƠƯƘǔƨǊŴʩฏǋᩊᑋƢǔƜƱƕܾତƴʖेƞ
ǕǔŵƜƏƠƨƜƱƔǒŴɟʴ࢘ƨǓЈؕแǛဇƢǔƜƱƸբ᫆ƕٶƍƱኽᛯ
ƮƚƟǔǛƑƳƍŵ

ƦǕˌٳƷؕแǛؕᄽƱƠƨᆔŷƷ੩కǛᘙᲫᲧᲫƴǇƱǊƯƋǔŵ˴ǛπࣱƷ
ؕแƴƢǔƔƴǑƬƯŴӲƷЪถྙƸီƳƬƯƍǔƕŴዮơƯഏƷƜƱƕᚕƑǔŵ

ᇹɟƴŴƲƷؕแưᙸƯǋŴᢅӊƷႾǨȍѐщƕӒପƞǕƯƍǔƨǊŴଐஜƸ '7
ƴൔǂƯ൭ǊǒǕǔЪถࠢƸݱƞƍŵ˄ ޓ+ ᲢέᡶᲣμ˳ƕ  ࠰ൔ 
ЪถˌɦƷЪถࠢƷئӳŴଐஜƷЪถࠢƸ ˌɦƱƳƬƯƓǓŴƱƸᙲ൭Ъ
ถࠢƕᡈƍŵᨥʩฏƷئưπࡸƴƳƞǕƨ  ǫƷᡦɥσӷ੩కƴƓƍƯƸŴ
ഭӪႎᝧ˓ؕแƕဇƞǕƯƍǔƕŴƦƜưƸଐஜƸŴƴൔǂƯᙲ൭Ъถࠢƕ
Ⴛ࢘ݱƞƘƳƬƯƍǔŵ
ᇹʚƴŴ᧽ޓíμ˳ƷЪถࠢƕಊǊƯٻƖƘƳǕƹŴଐƴ൭ǊǒǕǔЪถ
ྙƸᡈƮƘŵ 
ᇹɤƴŴȭǷǢƴ൭ǊǒǕǔЪถࠢƸ᩼ࠝƴٻƖƘŴɭမႎƴπƳኵǈǛನሰ
ƠǑƏƱƢǕƹŴӷƷ  ࠰ൔ ЪถႸƸŴǑǓ࣎ႎƳǋƷƴƢǔƜƱ
ƕஓǇǕǔŵ
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ᘙᲫᲧᲫ ᲬᲪᲬᲪ࠰Ʒ᧽ޓíӲƷЪถ፯Ѧ੩కᲢᲳᲪ࠰ൔᲣ

 இࢸƴŴஇᡈᨥǨȍȫǮȸೞ᧙ +PVGTPCVKQPCN 'PGTI[ #IGPE[ +'# ƕᘍƬƨ 
ЎௌǛӕǓɥƛǔŵ+'# ƸŴǨȍȫǮȸឪเ %1 ƷЈᙸᡫƠƴƭƍƯŴ

  :RUOG(QHUJ\2XWORRN,($1RY
7

࠰ǇưƷžRRO ǷȊȪǪſǛᚨܭƠŴƦƷܱྵƴ࣏ᙲƳӲƷЪถǍǳǹȈ
ƴƭƍƯЎௌǛᘍƬƯƍǔŵRRO ǷȊȪǪƴ࣏ᙲƳݣሊƷϋܾǛЎКƴᙸǔƱŴ
ႾǨȍȫǮȸƴǑǔЪถƕҞЎˌɥŴϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƕ  лŴҾ܇щƕ  лưƋ
ǓŴ ࠰ˌᨀƸ %%5 ໗እᨠᩉᝪᔺ ƕஊјƱƞǕƯƍǔŵӷǷȊȪǪưƸŴ  
ĬӲƷሊȷݣሊŴĭᤧᥟȷǻȡȳȈƳƲƷငಅЎưƷǻǯǿȸКǢȗȭȸȁŴ 
ĮႆᩓȷငಅᢿᧉưƷɭမЈӕࡽǛᡫơƨᨂမЪถᝲဇרሁ҄ǛǋƱƴŴӲƝƱ
Ʒ࣏ᙲЪถǛምЈƠƯƍǔƕŴƦƷምЈૠ͌ưྵנƷӲƷɶႸǛൔ᠋ƠƨǋƷ
ƕᘙᲫᲧᲬưƋǔŵ
$QQRXQFHG
HPLVVLRQVUHGXFWLRQ
WDUJHWIRU
86
Y
(8
Y
-DSDQ
Y
5XVVLD
WR Y
&KLQD

,QGLD

2(&'

1RQ2(&'

:RUOG


5HODWLYH WR
HPLVVLRQV
7DUJHW






6FHQDULR

5HODWLYH WR
HPLVVLRQV
7DUJHW

















6FHQDULR










$EDWHPHQW LQ
6FHQDULR Y
5HIHUHQFH
6FHQDULR 0W












ᘙᲫᲧᲬ +'# ƴǑǔ  ࠰Ӳ࣏ᙲЪถࠢЎௌ
 
 RRO ǷȊȪǪƴ࣏ᙲƳɭမμ˳ƷᡙьЪถƷƏƪŴɶƕ  лŴƕ  
 лǛҩǊŴɲưɭမμ˳ƷҞЎǛҩǊǔŵଐஜƷЪถᝡྂЎƸ ᆉࡇƴƢƗ
Ƴƍ  ŵᘙᲫᲧᲬǛᙸǔƱŴ'7 ƱƴƸ̔ƱƠƯᡙьЪถƕ࣏ᙲƱƞǕǔɶŴ  
ଐஜƷૼƨƳɶႸƸŴRRO ǷȊȪǪƴ࣏ᙲƱƞǕǔЪถࠢǛ ȝǤȳȈ
ǋٻƖƘɥׅƬƯƓǓŴଏƴҗЎƢƗǔǄƲᆳЈƠƯž࣎ႎſƳǋƷƱƳƬƯƍǔŵ 
 
ᲫᲨᲭ ᨥႎπࣱƷᙲࣱ

 ƜƏƠƯᙸƯƖƨǑƏƴŴଐஜƷႾǨȍȫǮȸೞ˟ƸଏƴႻ࢘ൽǈƭƘƞǕƯƓǓŴ
ɟޖႾǨȍȫǮȸǛᡶǊǔƨǊƴƸŴ˂ƴൔ᠋ƠƯႻ࢘ᝲဇƷ᭗ƍǪȗǷȧȳǛӕǒ
ƳƚǕƹƳǒƳƍཞඞƴƋǔƱƍƏƜƱƸɭမƷσᡫᛐᜤƴƳƬƯƍǔŵဃೌˊ



žSSP ǷȊȪǪſƸŴൢภɥଞǛᲬéˌϋƴ৮ƑǔƨǊŴέᡶƷЈǛμ˳ư 
࠰ƴ  ࠰ൔ Ŵ ࠰ƴ ЪถƢǔƱƱǋƴŴɭမμ˳ƷЈǛ  ࠰ǇưƴȔ
ȸǯǢǦȈƞƤǔ  ࠰ǇưƷǷȊȪǪŵ

ଐஜƕ

 ࠰ൔ ЪถǛܱྵƞƤǔƨǊƴƸŴҾ܇щႆᩓƷᆙྙǛ Ɣǒ
2(&' ൦แƷ ƴࡽƖɥƛƨƏƑưŴ࠰  ؕᚨŴщႆᩓƸ࠰  ؕᚨŴ
ഏɭˊᐯѣǛ Ǉư୍ӏƞƤǔƳƲƷѐщǛेܭƠƯƍǔŵ
8

ƷɶႸưƋƬƨž ࠰ൔ ЪถſƕŴӲ᧓ưƦǕƳǓƴᢘЏƳૠ͌ƩƱ
ƍƏᚸ̖ǛࢽƯƍƨƷƸŴƜƏƠƨᝅ݈ƳᄂᆮௐƷᏑƕƋƬƨƔǒưƋǔŵ
 
 ᯕޛዮྸƸŴૼɶႸǛƪЈƢƜƱƴǑƬƯŴᘍƖᛄƬƯƍǔᨥʩฏƴȢȡȳ
ǿȠǛɨƑǑƏƱƠƨƱᡓǂƯƍǔ ƕŴƦƷࢸɶǛԃǉɼᙲӲƱƷᬍᏯ˟ᛩƳƲ
Ʒٳʩႎೞ˟ƴƓƍƯŴૠ͌ႸǛǑǓ࣎ႎƴขؗƢǔǑƏႻƴ൭ǊƯƖƯƍǔ
ƱƸˡƑǒǕƯƍƳƍŵᐯƴƱƬƯžπƳኵǈſǛࠎ൭ƢǔƷưƋǕƹŴႻ
ƷɶႸƱᐯƷૼɶႸƷႻݣႎπज़ƕᛟଢưƖƳƚǕƹƳǒƳƍŵƦƏưƳ
ƚǕƹŴႻƴφ˳ႎƳᜯഩǛᡐǔƜƱǋưƖƳƍƠŴʻࢸƷʩฏƷዬᡐƠƨئ᩿ư
இኳႎƴЈƯƘǔૠ͌ႸƕŴዮྸᐯǒƕЭ੩வˑƱƠƨžπࣱſƷᚇໜƔǒӖƚλ
ǕӧᏡƳǋƷƔƲƏƔǛЙૺƢǔƜƱǋưƖƳƍŵ

 ɥưЎௌƠƯƖƨǑƏƴŴᨂမЪถᝲဇרሁ҄ؕแưƸǋƪǖǜƷƜƱŴƦƷ˂Ʒ
ؕแǛဇƍƯǋŴྵנƷଐஜƷႸƸŴ˂ƴൔǂƯᆳЈƠƯž࣎ႎſƳǋƷƱƳƬ
ƯƍǔŵˎƴŴɶႸƷЭ੩வˑưƋǔžπƔƭܱјƷƋǔᨥኵǈƷನሰſƱ
žɼᙲƴǑǔॖഒႎƳႸƷӳॖſƕŴᨥʩฏɥᄩ̬ƞǕƳƍᙸᡂǈƱƳƬƨئӳ
ƴƸŴɶႸ൦แǛࡽƖɦƛǔǂƖưƋǓŴʩฏȝǸǷȧȳǛϐࡇႉኡƔǒ౨᚛ƠႺ
ƢǂƖưƋǔŵ


 

࠰  உ  ଐᘌᜭᨈʖምۀՃ˟ƴƓƚǔᯕޛዮྸሉࡰӋༀŵ
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ᲬᲨૼɶႸƷငಅȷኺฎǁƷࢨ᪪ᚸ̖

 ᲬᲨᲫ Ўௌඥ

 ࢨ᪪ᚸ̖ƴ࢘ƨƬƯƸŴ
ᲢᝠᲣྶעؾငಅ২ᘐᄂᆮೞನᲢ4+6'Უƕ̬ஊƢǔ &'#45
Ტ &[PCOKE 'PGTI[GEQPQO[ #PCN[UKU OQFGN YKVJ OWNVK4GIKQPU CPF
OWNVK5GEVQTUᲣȢȇȫǛ̅ဇƢǔŵ
 ɶႸ౨᚛ۀՃ˟ưᘍǘǕƨЎௌƸŴ4+6' ƷɭမȢȇȫǍ˂ƷϋȢȇȫƱǋŴ
̾КငಅƴƓƚǔဃငƸƋǒƔơǊɨƱƠƯᚘምǛᘍƬƨȢȇȫưƋǔŵ̊ƑƹŴ
ቫᥟဃငƸŴӲƝƱƴٳဃႎƴɨƑŴƦǕƸ҄٭ƠƳƍƱेܭƠƯЎௌǛᘍƬƯƍ
ǔŵƜƏƠƨЎௌඥǛӕƬƨྸဌƸŴᨂမЪถᝲဇƕɭမӲ᧓ưٻƖƘီƳǒƳƍ
ƜƱǛπࣱƷؕแƱƠŴƦǕƕᄩ̬ƞǕǔኵǈǍႻݣႎႸǛٳʩႎƴܱྵƠƯƍ
ƘƜƱƕᙲƱᎋƑǒǕƯƍƨƔǒưƋǔŵ
 ƠƔƠƳƕǒŴૼɶႸǛٳʩਦᤆƱƠƨᯕޛೌƸŴࢸᡓƢǔǑƏƴƲƷǑƏƳ
πࣱؕแǛӕǔƔƕଢǒƔưƸƳƘŴžଐஜƸ ƋǓƖſƱƍƏᎋƑ૾ƴᇌƬƯ
ƍǔƨǊŴᨂမЪถᝲဇƕӲ᧓ưٻƖƘီƳǔཞඞǛ᪽ࣞƴЎௌƠႺƞƳƚǕƹƳǒ
ƳƘƳƬƯƍǔŵƜƷǑƏƳئӳŴଐஜƷᙌᡯಅƷᨥᇤʗщƸٻƖƘ᧹ܹƞǕŴෙٳ
ǁƷᨽဇŴࢽӏƼภܴјௐǬǹƷ්ЈᲢȪȸǱȸǸᲣƕឪƜǔүᨖࣱƕ᭗ǇǔŵƦƷ
ƨǊŴஜЎௌưƸŴᜂٳưƷЪถႸᚨܭǍᨥငಅᡲ᧙ǛଢᅆႎƴৢƬƨɭမעٶ
؏ٶᢿᧉưЎௌưƖǔ &'#45 ȢȇȫƴǑƬƯŴƜǕǇưɼƳЎௌݣᝋƱƸƳƬƯƜ
ƳƔƬƨငಅᇤʗщƴݣƢǔࢨ᪪ǛӕǓৢƏŵƜƷȢȇȫƸŴǨȍȫǮȸ̓ዅನᡯǛ
ЎௌӧᏡƱƠƨȜȈȠǢȃȗǨȍȫǮȸǷǹȆȠȢȇȫƱŴɭမ؏עٶƷᨥငಅᡲ
᧙ǛஊƠƨȢȇȫƱǛወӳƠƯƍǔƨǊŴภଡ଼҄ݣሊƴǑǔငಅᢿᧉ᧓Ʒᡲ᧙Ǎᨥ
ငಅᆆ᠃ǛԃǊƨѼਙႎƳᚸ̖ƕӧᏡưƋǔŵƳƓŴᙀܦႎƴŴɶႸ౨᚛ۀՃ˟ư
ဇƞǕƨ 4+6' Ʒ &0'ᲥȢȇȫǛੲဇƠƯŴǨȍȫǮȸٶෞᝲငಅƷᙌԼǳǹ
ȈƴɨƑǔЎௌǋᘍƏŵ
ƜƷȢȇȫǛဇƍƯŴᘙᲬᲧᲫƷǱȸǹƴƭƍƯЎௌƠƨŵƜƜưƸဃЭዮྸƷᨥ
ƷɶႸᲢ ࠰ൔᲫᲯᲟЪถᲣƱൔ᠋ƢǔƨǊŴᯕޛዮྸƷૼɶႸƸŴ  
ᘙɶưƷᚡ᠍ǋԃǊƯž ࠰ൔ ᲟЪถſƱƠƯƍǔƜƱƴදॖƞǕƨƍŵ







 ȢȇȫƷཎࣉƳƲƸ˄ᛯ $ ǛӋༀŵ
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ᘙᲬᲧ &'#45 ȢȇȫƴǑǔЎௌƷǱȸǹेܭ
ǱȸǹӸ

ǱȸǹƷϋܾ

ЪถǱȸǹ

ଐஜƕ  ࠰ൔư ЪถǛेܭŵ˂ƷέᡶƴƭƍƯƸŴ

ᲢဃɶႸᲣ

ྵໜưӲƕਫ਼ƛƯƍǔЈЪถႸǛेܭƠƨŵ

ЪถǱȸǹ

ଐஜƕ  ࠰ൔư ЪถᲢ ࠰ൔ ᲟЪถᲣǛे

ᲢᯕૼޛɶႸᲣ ܭŵ˂ƷέᡶƴƭƍƯƸŴྵໜưӲƕਫ਼ƛƯƍǔЈЪ
ถႸǛेܭƠƨŵ
ᲢදᲣƍƣǕƷǱȸǹǋŴٽᨗήႆᩓƸɶႸ౨᚛ۀՃ˟ƷϋᆢǈɥƛȢȇȫưЭ੩Ʊƞ
Ǖƨૠ͌ᲢӲኖ  ɢ MYŴኖ  ɢ MYᲣǛٳဃႎƴɨƑƯƍǔŵ


ᲬᲨᲬ Ўௌኽௐ
ᲬᲨᲬᲨᲫ  ငಅКƷࢨ᪪ƱȪȸǱȸǸ
ᲬᲧᲫŴᲬᲧᲬƸŴŴᲟЪถǱȸǹƷငಅКƷșȸǹȩǤȳ
ൔ˄ь̖͌᫇ȭǹǛƦǕƧǕᅆƠƯƍǔŵ
 ᲬᲧᲫƴᅆƞǕƯƍǔŴᲟЪถǱȸǹưƸŴǨȍȫǮȸٶෞᝲငಅưƋǔ  
እငಅǍᡛǵȸȓǹငಅƕݱƢǔɟ૾ᲢእငಅƸኖ ถᲣŴଐஜƴƓƚǔ  
ɼᙲငಅưƋǔᐯѣȷೞငಅƕفьƢǔᲢኖ فᲣƱƍƏǑƏƴŴϋƴƓƚǔ
ငಅನᡯ҄٭ƕྵǕǔŵƠƔƠŴ
ǑǓӈƠƍЪถႸưƋǔ ᲟЪถǱȸǹƴƳǔƱŴ
ᲬᲧᲬƴᅆƞǕƯƍǔǑƏƴŴμငಅƕݱƢǔŵཎƴŴእငಅƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
ƸŴᤧᥟƷŢǛᇿ᪽ƴŴ᠀ɳǈŢƔǒŢƴɥǓŴଐஜϋưƷဃငƸ
ࠢٻƴถݲƢǔኽௐƱƳǔŵ




 șȸǹȩǤȳƴƭƍƯƸŴ˄ᛯ % ǛӋༀŵ
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ઃടଔ୯㗵䊨䉴(%,䊔䊷䉴䊤䉟䊮Ყ)
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ᲬᲧᲫ ᲟЪถǱȸǹƷငಅК˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ઃടଔ୯㗵䊨䉴(%,䊔䊷䉴䊤䉟䊮Ყ)
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ᲬᲧᲬ ᲟЪถǱȸǹƷငಅК˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ᲬᲧᲭᲧᲫƔǒᲬᲧᲮᲧᲭƴƔƚƯŴᲟЪถǱȸǹƱ ᲟЪถǱȸǹƴ᧙
ƢǔɼᙲƷኺฎμ˳ȷእኒငಅᢿᧉȷᤧᥟᢿᧉӲŷƷ˄ь̖͌᫇҄٭ǛᅆƢŵ
 ᲬᲧᲭᲧᲫƔǒᲬᲧᲭᲧᲭǛᙸƯƍƨƩƖƨƍŵଐஜƕ ЪถႸǛܱƢ
ǔƱŴଐஜƷኺฎᧈƕᤗ҄ƠƯෞᝲƕถݲƠŴ˂Ʒኺฎᧈƴǋफࢨ᪪ƕӏƿŵƨ
ƩƠŴእኒငಅᢿᧉưƸŴଐஜƷ˄ь̖͌᫇ถݲƴ᧙ᡲƠƯ໗እȪȸǱȸǸƕဃơŴ
 
ɶǍƦƷ˂ǢǸǢȷǢȕȪǫᜂƴဃငƕᆆǔᲢᆆ᠃έưƷ˄ь̖͌᫇ƕفьᲣ 
ƜƱƕᅆƞǕƯƍǔŵཎƴᤧᥟᢿᧉưƸŴɶǍƦƷ˂ǢǸǢȷǢȕȪǫƴݣƢǔȪȸ
ǱȸǸƕٻƖƍƜƱƕᙸƯƱǕǔŵ
ᲬᲧᲧᲫƔǒᲬᲧᲮᲧᲭƴƸŴଐஜƕ ЪถႸǛܱƠƨئӳƷࢨ᪪ƕ
ᅆƞǕƯƍǔŵǰȩȕƷݿƴදॖƠƯƍƨƩƖƨƍŵ˄ь̖͌᫇ȭǹƷȑȸǻȳȆȸ
ǸƸ  ̿ƴɥƬƯƓǓŴЪถǱȸǹƴൔǂƯŴଐஜƕɭမƷɶưᆳЈƠƯȞǤȊ
ǹƷࢨ᪪ǛӖƚǔƜƱƕЎƔǔŵƞǒƴȪȸǱȸǸƴƭƍƯǋǑǓນƠƘƳǓŴଐஜƷ
እኒငಅᢿᧉƴƓƚǔ˄ь̖͌᫇ȭǹŢƴݣƠƯŴɶ ᲫᲟŴƦƷ˂ǢǸǢȷ
ǢȕȪǫ؏עưƸ ᲭᲟƱƳǔŵཎƴŴᤧᥟᢿᧉưƸŢƴݣƠƯŴɶ ŴƦƷ
˂ǢǸǢȷǢȕȪǫ ؏עƱƳǔŵ
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ᲬᲧᲭᲧᲫ ᲟЪถǱȸǹƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ઃടଔ୯㗵䊨䉴 (%,䊔䊷䉴䊤䉟䊮Ყ)
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ᲬᲧÜ  ᲟЪถǱȸǹƷእኒᢿᧉƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ᲬᲧᲭᲧᲭ ᲟЪถǱȸǹƷᤧᥟᢿᧉƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ᲬᲧᲮᲧᲫ ᲟЪถǱȸǹƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
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ᲬᲧᲮᲧᲬ  ᲟЪถǱȸǹƷእኒᢿᧉƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ
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40.00%

ઃടଔ୯㗵䊨䉴 (%,䊔䊷䉴䊤䉟䊮Ყ)

30.00%
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ᲬᲧᲮᲧᲭ ᲟЪถǱȸǹƷᤧᥟᢿᧉƷ˄ь̖͌᫇ȭǹ


ᲬᲨᲬᲨᲬ  ᣃᢊࡅჄКƷࢨ᪪
ᲬᲧᲯŴᲬᲧᲰƸŴᲟЪถǱȸǹƱ ᲟЪถǱȸǹƷᣃᢊࡅჄКƷ˄ь̖
͌᫇ȭǹǛᅆƠƯƍǔᲢƸிʮᣃǛ  ƱƠƯᙹ҄ᲣŵᲟЪถǱȸǹưƸŴ   
ᣃᢊࡅჄКƷငಅನƴǑƬƯŴᣃᢊࡅჄКƷࠀီƸൔ᠋ႎٻƖƘŴእငಅƕᐯ˳
ƷኺฎǛૅƑƯƍǔ؏עƷᓳƪᡂǈƕນƠƘƳǔŵ
ᲟЪถǱȸǹưǋŴᲟЪถǱȸǹƱӷಮƷࠀ؏עਘͼٻӼƸᛠǈӕǕǔƕŴ
ᲟЪถႸܱƷኺฎƴɨƑǔࢨ᪪ƷٻƖƞǏƑƴŴෞᝲƷᓳƪᡂǈƕɼᙲƳҾ׆
ƴƳƬƯŴƲƷᣃᢊࡅჄǋٻƖƳ˄ь̖͌ƷถݲƔǒβǕƳƍኽௐƱƳǔŵ


㩷㪈㪉㪌
㩷㪈㪉㪇
㩷㪈㪈㪌
㩷㪈㪈㪇
㩷㪈㪇㪌



17

ᴒ✽⋵

ችፒ⋵
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㣮ఽፉ⋵

ᄢಽ⋵

ᾢᧄ⋵

㐳ፒ⋵

⾐⋵

ጟ⋵

㜞⍮⋵

ᗲᇫ⋵

㚅Ꮉ⋵

ᓼፉ⋵

ጊญ⋵

ᐢፉ⋵

ጟጊ⋵

ፉᩮ⋵

㠽ข⋵

ᄹ⦟⋵

ጊ⋵

ᐶ⋵

ᄢ㒋ᐭ

੩ㇺᐭ

ṑ⾐⋵

ਃ㊀⋵

ᗲ⍮⋵

㕒ጟ⋵

ጘ㒂⋵

㐳㊁⋵

ጊ᪸⋵

⋵

⍹Ꮉ⋵

ንጊ⋵

ᣂẟ⋵

᧲੩ㇺ

ᄹᎹ⋵

ජ⪲⋵

ၯ₹⋵

⟲㚍⋵

ᩔᧁ⋵

⨙ၔ⋵

ፉ⋵

ጊᒻ⋵

⑺↰⋵

ችၔ⋵

ጤᚻ⋵

㩷㪐㪌

㕍⋵

㩷㪈㪇㪇

ർᶏ

ઃടଔ୯↢↥䊨䉴䋨᧲੩ㇺ䋽㪈㪇㪇䋩

㩷㪈㪊㪇



㩷㪐㪏



18

ᲬᲧᲰ ᲟЪถǱȸǹƷᣃᢊࡅჄКƷ˄ь̖͌᫇ȭǹᲢிʮᣃᲷᲣ
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ᗲ⍮⋵

㕒ጟ⋵

ጘ㒂⋵

㐳㊁⋵

ጊ᪸⋵

⋵

⍹Ꮉ⋵

ንጊ⋵

ᣂẟ⋵

ᄹᎹ⋵

᧲੩ㇺ

ජ⪲⋵

ၯ₹⋵

⟲㚍⋵

ᩔᧁ⋵

⨙ၔ⋵

ፉ⋵

ጊᒻ⋵

⑺↰⋵

ችၔ⋵

ጤᚻ⋵

㕍⋵

ർᶏ

ઃടଔ୯↢↥䊨䉴䋨᧲੩ㇺ䋽㪈㪇㪇䋩

㩷㪈㪇㪉

㩷㪈㪇㪈

㩷㪈㪇㪇

㩷㪐㪐



ᲬᲨᲬᲨᲭ ଐஜኺฎμ˳ǁƷࢨ᪪
ᘙᲬᲧᲬᲧᲬƴƸŴ&'#45 ȢȇȫƴǑǔ ᲟЪถǱȸǹƱ ᲟЪถǱȸǹƷ  
ɼᙲƳȞǯȭኺฎ᧙ᡲႸƷኽௐǛᅆƢŵܱឋ )&2 ƸŴ ࠰ƴƓƍƯŴ    
ЪถǱȸǹưșȸǹȩǤȳൔŢŴЪถǱȸǹưŢƴǋɥǔŵ
ᲟЪถǱȸǹưƸŴșȸǹȩǤȳൔưЈƕǉƠǖفьƢǔͼӼǋᙸǒǕǔƕŴ 
ƜǕƸᲬᲧᲫƴᅆƞǕǔǑƏƴŴɼᙲƳତᝠưƋǓЈ᫇ƷٻƖƍᐯѣȷೞင
ಅƷဃငƕفьƢǔƜƱƴǑǔତƷفьǛᘙƠƯƍǔŵƠƔƠŴǑǓӈƠƍЪถႸ
ưƋǔ ᲟЪถǱȸǹƴƳǔƱŴᨂမЪถᝲဇᲢ/#%Უƕ  ̿ˌɥƴǋ࣯ɥଞƢǔ
ƜƱƔǒŴᐯѣȷೞငಅƴƓƍƯǋᇤʗщǛڂƏኽௐŴဃငƓǑƼЈƕݱƢǔ
ƨǊŴෙٳǁƷЈዮ᫇ƕșȸǹȩǤȳൔưݱƢǔŵ
ᲬᲧᲱƴƸŴᲟЪถǱȸǹƱ ᲟЪถǱȸǹƷ )&2 ȭǹƷᩔᙲКϋᚪǛ݃ɨ
ࡇƱƠƯᅆƢŵᲬᲧᲱƴᅆƞǕǔǑƏƴŴൟ᧓ᚨͳ৲ƸૼƠƍؾƴᢘࣖƢǔƨǊŴ
 
ᒉƷفƱƳƬƯƍǔƕŴɲǱȸǹƱǋܼᚘෞᝲƷถݲᲢӲŢŴŢᲣƴǑ
ƬƯ )&2 ȭǹƷถݲƕဃơǔኽௐƱƳǔŵ

ᘙᲬᲧᲬᲧᲬ ӲǱȸǹƷଐஜƷኺฎࢨ᪪


ታ⾰㪞㪛㪧
ኅ⸘ᶖ⾌ᡰ
᳃㑆⸳ᛩ⾗
ャ
ャ
☻↢↥㩿ో↥ᬺ㪀
☻↢↥㩿ㅧᬺ㪀
☻↢↥㩿䉣䊈ᄙᶖ⾌↥ᬺ㪀
☻↢↥㩿⾗ᧄ⽷ㅧᬺ㪀
㔚ജଔᩰ
ᦨ⚳䉣䊈䊦䉩䊷ᶖ⾌
᳃↢䉣䊈䊦䉩䊷ᶖ⾌
㔚ജ㔛ⷐ
㪤㪘㪚㩷㪲㩻㪆㫋㪚㪦㪉㪴

15%ᷫ䉬䊷䉴
Ÿ 1.8%
Ÿ 2.3%
0.1%
3.9%
5.4%
Ÿ 0.9%
0.4%
Ÿ 7.9%
Ÿ 0.6%
13.1%
Ÿ 21.3%
Ÿ 4.8%
Ÿ 16.2%
158
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㪊㪇㩼ᷫ䉬䊷䉴
Ÿ 9.1%
Ÿ 11.3%
0.2%
Ÿ 14.1%
Ÿ 15.5%
Ÿ 9.5%
Ÿ 9.7%
Ÿ 17.4%
Ÿ 0.8%
19.5%
Ÿ 33.0%
Ÿ 8.9%
Ÿ 17.1%
484



2.0%

GDP䊨䉴䈱ነਈᐲ (%)

0.0%
-2.0%
ャ
-4.0%

ャ

-6.0%

ᛩ⾗
ᶖ⾌

-8.0%

GDP
-10.0%
-12.0%
15%ᷫ䉬䊷䉴

30%ᷫ䉬䊷䉴


ᲬᲧᲱ ӲǱȸǹƷ )&2 ȭǹƷϋᚪ

 &'#45 ȢȇȫưƸܦμᨽဇǛेܭƠƯƓǓŴؕஜႎƴƸڂಅྙƸݰЈưƖƳƍŵ
ƠƔƠŴᨽဇƕƲƏƳǔƔƸภଡ଼҄ݣሊƴ᧙ᡲƠƯŴƲƷưǋٻƖƳ᧙࣎ʙƱƳƬƯ
ƍǔŵƜƜưƸŴ ࠰ЪถǱȸǹƴƓƚǔșȸǹȩǤȳƔǒƷڂಅྙ҄٭ǛŴ  
ቇဦƳƕǒਖ਼ܭƢǔƨǊƴŴܱឋ )&2 ᧈྙƱڂಅྙ҄٭ƷܭܤႎƳ᧙̞ǛᘙƠƨ
žǪȸǯȳƷඥЩſǛМဇƠƨŵǪȸǯȳƷඥЩƸŴഏࡸưᘙƞǕǔŵ

ܱឋ )&2 ᧈྙᲷ&) נ2 ᧈྙᲧǪȸǯȳ̞ૠgڂಅྙ҄٭

ӷࡸǑǓŴЪถǱȸǹƴƓƚǔڂಅྙ҄٭Ǜਖ਼ܭƢǔƨǊƴƸŴ ࠰Ʒ
ܱឋ )&2 ᧈྙƱǪȸǯȳ̞ૠŴ&) נ2 ᧈྙǛᚨܭƢǔ࣏ᙲƕƋǔŵ&'#45
ȢȇȫƔǒਖ਼ᚘƞǕƨܱឋ )&2 ᧈྙƸŴșȸǹȩǤȳŴᲟЪถŴᲟЪถǱȸ
ǹưƦǕƧǕ ࠰ŴᲟ࠰Ŵ࠰ưƋǔŵǪȸǯȳ̞ૠƸŴ
࠰ƷଐஜƷǪȸǯȳ̞ૠ  ǛМဇƠƨŵ
ˎƴ&) נ2 ᧈྙƸЪถǱȸǹƴǑǒƣɟܭưƋǔƱˎܭƢǔƱŴӷࡸɶƷנ
)&2 ᧈྙƸܭૠƱƳǓŴ&) נ2 ᧈྙƷेܭƸŴЪถǱȸǹƴƓƚǔșȸǹ
ȩǤȳƔǒƷڂಅྙ҄٭ƴࢨ᪪ǛɨƑƳƍŵƨƩƠŴ&) נ2 ᧈྙƷेܭƸŴ
࠰șȸǹȩǤȳƷڂಅྙǛਖ਼ܭƢǔƨǊƴƸ࣏ᙲưƋǔŵ ࠰ǇưƷଐஜƷנ
)&2 ᧈྙǛਖ਼ܭƢǔƷƸᩊƩƕŴƜƜưƸŴ ࠰ ࠰ǇưƷ&) נ2
ᧈྙƸŴ ࠰ƷșȸǹȩǤȳܱឋ )&2 ᧈྙƱሁƠƍƱेܭƠƨŵƢ
ƳǘƪŴ
 ࠰Ɣǒ  ࠰ǇưƷșȸǹȩǤȳƷڂಅྙ҄٭ƸǼȭưƋǓŴ

ݱᨙپŴኺฎܴŴଐஜኺฎૼᎥ  ࠰  உ  ଐஔБӋༀŵ
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࠰ˌᨀڂಅྙƕɟܭưƋǔ  ƱेܭƢǔŵ
ᘙᲬᲧᲭƴŴɥᚡ૾ඥƴؕƮƍƨ  ࠰șȸǹȩǤȳŴᲟЪถŴᲟЪถǱ
ȸǹƷਖ਼ڂܭಅྙƱșȸǹȩǤȳƔǒƷڂಅྙ҄٭ǛᅆƢŵЪถŴᲟЪถǱȸ
ǹưƸڂಅྙƸƦǕƧǕ ᲟŴưƋǓŴșȸǹȩǤȳƔǒƷڂಅྙ҄٭ƸƦ
ǕƧǕ ŴȝǤȳȈưƋǔŵ ࠰ˌᨀƷଐஜƴƓƚǔᢅӊƷڂಅྙƷ
இ͌ٻƸ   ࠰ ưƋǓŴଐஜኺฎƴࠢٻƳࢨ᪪ǛɨƑƏǔ ᲟЪถǱȸǹ
ưƸᢅӊஇڂٻಅྙǛឬƑǔӧᏡࣱǛᅆՐƠƯƍǔŵ

ᘙᲬᲧᲭ ЪถŴᲟЪถǱȸǹƷڂಅྙ
ƔƬƜϋƸŴșȸǹȩǤȳƔǒƷ҄٭ŵ


 ࠰

 ࠰ ܱ
ጚ͌ 

ڂಅྙ  



ș ȸ ǹ  Ჟ Ъ ถ  Ჟ Ъ ถ
ȩǤȳ

Ǳȸǹ

Ǳȸǹ







Ტ Უ

Ტ Უ


ᲬᲨᲭ ኺฎႎྵܱƔǒƷЎௌ

ɥᚡƷǑƏƳȞǯȭȢȇȫưኺฎࢨ᪪ǛЎௌƢǔˌٳƴǋŴငಅܱ७Ǎ؏עኺฎƷ
ྵܱႎƳཞඞǛǋƱƴŴ˖ಅѣȬșȫƕɦᨀƢǔƱƲƷǑƏƳࢨ᪪ƕЈƯƘǔƔǛ
౨᚛ƢǔƜƱǋӧᏡưƋǔŵ
̊ƑƹŴᤧᥟಅƴƭƍƯᙸƯǈǑƏŵƍǇŴቫᥟဃငǛ  ɢȈȳЪถƤƟǔǛ
ࢽƳƘƳƬƨƱƠǑƏŵˌɦƷǑƏƴŴ˖ಅኺփƷᙻໜƔǒƦƷࢨ᪪ǛᎋƑƯǈǔƱŴ
ᤧᥟಅưኖ  ʴƷᨽဇࢨ᪪Ŵ᧙ᡲငಅưኖ  Ϋ  ҘΕόƷဃငถŴȪȸǱȸǸЎ
ƕɶưӖƚഥǊǒǕƨئӳኖ  ɢȈȳƷ %1 ЈفьƴƭƳƕǔŵ
ǇƣŴቫᥟ  Ȉȳ࢘ƨǓƷМႩƸŴ ࠰  όŴ ࠰  όŴᲪ ࠰
 όưƋǔŵƠƨƕƬƯŴ ɢȈȳဃငЪถƴǑǔڂМႩᲢ˖ಅኺփ
ƷᙻໜưƸǳǹȈᲣƸŴ ࠰Ძ ΕόŴ ࠰  ΕόŴ ࠰  Εό
ƱƳǔŵڂМႩ g іЎᣐྙᲢʴˑᝲᲩ˄ь̖͌᫇Უh ɟʴ࢘ƨǓרᲢʴ
ˑᝲᲩіʴӝᲣǛᎋƑǔƱŴᨽဇዒዓƴƭƍƯЙૺǛᙲƢǔʴૠƸŴ ࠰ 
ʴŴ ࠰  ʴŴ ࠰  ʴƱƍƏƜƱƴƳǔŵ 
ǇƨŴ ɢȈȳቫᥟถငƴǑǔ᧙ᡲငಅǁƷࢨ᪪ǛŴ᧙ᡲȇȸǿƕࢽǒǕǔ
 ࠰șȸǹưǈǔƱŴഏƷǑƏƴƳǔŵ
ᤧᥟಅƷဃင᫇Ʒถ ࠢݲᲴ ኖ  Εό

 ඥʴ˖ಅወᚘƴǑǔ٥ɥ᭗ᲫΕόˌɥƷᤧᥟ˖ಅșȸǹŵ
 ᧙ᡲȇȸǿƸžᲫᲳ࠰ࡇඥʴ˖ಅወᚘ࠰إſ
ᲢᝠѦႾᲣƴǑǔŵ
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ᲷɼᙲᥟᲮԼƷ̖ר  όVᲢ ࠰ࡇרᲣg ɢᳮ
ɥᚡถݲ᫇ǛșȸǹƱƠƯŴငಅᡲ᧙ᘙɥƷᤧᥟƴǑǔဃငඬӏщ  ƴǑƬ
ƯᚾምƢǔƱŴ᧙ᡲငಅƷဃင᫇ƷถࠢݲƸኖ  Ϋ  ΕόŴ᧙ᡲငಅƷ˄ь̖͌
ƷถࠢݲƸኖ  ΕόƱƳǔŵ
ǇƨŴᙹྶעưƷᲽᲬƷفьǛᚾምƢǔƱŴ ɢȈȳᲷᲫ ɢᳮg
Ტቫᥟ %1 ҾҥˮᲴ ࠰ࡇᲣgᲢᲣᲢ4+6' ᨥൔ᠋ ଐஜɶ
ൔᲣƱƳǓŴ໗እȪȸǱȸǸբ᫆ƸขЦưƋǔŵ                

ჽ҄ܖငಅƷئӳŴૼɶႸƷܱưଐஜƷǨȁȬȳǻȳǿȸƕٻƖƳએǛӖ
ƚǔƱᎋƑǒǕƯƍǔƕŴբ᫆ƸǨȁȬȳȗȩȳȈƴƱƲǇǒƳƍŵƳƥƳǒŴǨȁȬ
ȳဃငƕഥǇǔƱŴǨȁȬȳǛȑǤȗư̓ዅǛӖƚƯƍƨǑƏƳئǋҾ૰̓ዅเǛڂ
ƏŵƩƔǒƱᚕƬƯŴƢƙƴˊஆ̓ዅเƕМဇưƖǔǘƚưƸƳƍŵ
̊ƑƹŴမࣱ᩿дǍԈ൦ࣱᏢƷΨƴƳǔǨȁȬȳǪǭǵǤȉᲢᣠ҄ǨȁȬȳᲣƸ
ǬǹཞƔƭүᨖཋưƋǔƨǊŴןƠƯȭȸȪȸưᢃƿƴǋᨂမƕƋǔŵෙɥᡛƴ
ƭƍƯǋŴᢂ˞עםǛஊƠƯƍƳƍئưƸŴӖƚλǕᚨͳᲢǿȳǯŴ̽ࡉƋǔƍƸӖ
ƚλǕఠᲣǋᚨưƖƣŴႎƳਃƷǈƳǒƣŴཋྸႎᨂမƕ໗እСኖǛʈǓឭ
ƑǔُƴƳǔኽௐŴǨȁȬȳǻȳǿȸƷෞ๒ƱƦǕƴǑǔ؏עኺฎƷ၅ࡴƕভࣞƞǕǔŵ

ჽ҄ܖငಅƱɼƳ᧙ᡲಅမƷࢼಅՃૠƸŴኖ  ɢʴƱƳƬƯƍǔŵྵנƷǨȁ
ȬȳȗȩȳȈૠƸᲫᲯؕƳƷưŴᲫؕƋƨǓרኖᲯɢʴƕႺႎƴࢨ᪪ǛӖƚǔі
ᎍưƋǔŵƴŴ᧙ᡲƢǔᢃŴ̬μሁƴઃǘƬƯƍǔʴૠǛᲬлƱेܭƠƯŴƦƷ 
ʴૠǋԃǊǔƱᲫؕ࢘ƨǓኖᲰɢʴƴɥǔŵ
 ɥᚡᲬᲧᲯǍᲬᲧᲰưᙸƨǑƏƴŴૼɶႸܱưŴ˂Ʒ؏עƴൔǂƯႻݣႎ
ƴٻƖƳࢨ᪪ǛӖƚǔᣃᢊࡅჄƸŴჽ҄ܖငಅƕנ܍ƠƯƍǔƱƜǖƕٶƍŵƦǕƸŴ
҄ܖငಅƷ˖ಅ؉ɦထƴƳƬƯƍǔ؏עƕٶƘŴˎƴ҄ܖငಅƷѣƕڂǘǕǔƱŴ
ԗᡀƷʙಅૅੲǵȸȓǹಅƔǒՠࡃᘑŴݱ٥ಅǇưࠢ࠼ƍᨽဇƴࢨ᪪ƠŴ؏עኺฎ
μ˳Ʒᘛᡚƕૠ͌ƴྵǕƯƍǔƔǒưƋǔŵ
 ̊ƑƹޛӝჄԗҤࠊƷʴӝƸᲫᲯɢʴƩƕŴˎƴᲬлƕԗᡀǵȸȓǹಅƴࢼʙƠƯƍ
ƨƱƢǔƱŴᲭɢʴƷᨽဇƴࢨ᪪ƕӏƿƜƱƴƳǔŵƦƷኽௐƱƠƯŴǨȁȬȳȗȩȳ
ȈᲫؕƕࡑഥƞǕǕƹŴஇኳႎƴרᲳɢʴƷᨽဇǍဃƴࢨ᪪ƕưǔƱਖ਼ᚘƞǕǔŵ
 
ǇƨŴǻȡȳȈಅမưƸŴଏƴᲫᲳᲳᲪ࠰ᲲᲱᲪᲪɢȈȳƔǒᲬᲪᲪᲲ࠰ᲰᲰᲪᲪɢ
ȈȳȘƱŴϋưƷဃငƸ ถݲƠƯƍǔŵƦƷဃငถݲƴˤƬƯŴנቔࢼಅՃ
ƸᲫɢᲲᲪᲪᲪʴƔǒᲳᲪᲪᲪʴƱҞถƠƯƓǓŴʻࢸૼɶႸܱƴǑƬƯŴƞǒ
ƴဃငЪถǛࢍƍǒǕǔƱƢǕƹŴᨽဇƴႻ࢘ٻƖƳࢨ᪪ƕƋǔƱʖेƞǕǔŵ


žჽ҄ܖಅƷྵཞſ
Ტჽ҄ܖಅң˟Უ ࠰༿ƴǑǔŵ
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ȢȇȫƴǑǔȞǯȭႎƳЎௌǋᙲƩƕŴဃܱज़Ʊ˖ಅኺփƷྵܱǛ៊ǇƑƨӲင
ಅƴƓƚǔᨽဇǍ؏עኺฎǁƷࢨ᪪ƴƭƍƯƸŴӲಅမƕŴʻࢸƱǋǑǓɟޖᛇኬƳ
ЎௌǛዓƚƯƍƘƜƱƕࢳƞǕǔŵཎƴŴૼɶႸƕܱƞǕǕƹŴဃ࣏ᩔԼư
ƋǔǨȍȫǮȸ̖Ʒ᭗ᬸƸᢤƚǒǕƣŴࢽЎᣐƴ᧙ƠƯᡞᡶႎƳࢨ᪪ƕƋǔŵ
ࡅƕྵܱנɶƷžϐᚘምſưǋŴࢽЎᣐƴɨƑǔࢨ᪪ǛЎௌƠƯƍǔƱƸˡƑǒ
ǕƯƍƳƍŵưƸ࢘ƷࢽЎᣐǍ؏עኺฎƴӏƼࢨ᪪ЎௌǋŴଐஜưƸǄƱǜƲ
ᙻƞǕƯƍǔƜƱƸٻƖƳբ᫆ưƋǔŵӲငಅမƴƓƍƯŴƜƏƠƨဃᎍȷෞᝲᎍ
ƷᙻໜƴᇌƬƯŴ࢘ᛆငಅƷࢫлǛ៊ǇƑƭƭŴኺฎࢨ᪪ЎௌǛȜȈȠǢȃȗႎƴᡶǊ
ƯƓƘƜƱƕᙲưƋǔŵ

ɭမƷငಅನᡯƱෞᝲನᡯƷ҄٭ƷɶưŴǵȸȓǹ҄ƠƯƍƘƱƸီƳǓŴଐஜ
ƸŴɭမƷෞᝲᎍƷ᭗˄ь̖͌ƳᙌԼᩔᙲǛƨƢƨǊƷဃငؕעƷࢫлǛௐƨƠƯƖ
ƨƷưƋǓŴʻࢸƱǋƦƷࢫлƸ٭ǘǒƳƍŵငಅನᡯǛ᠃੭ƢǕƹЈЪถƕưƖǔ
ƱƍƏᜭᛯƕƋǔƕŴɭမƷෞᝲನᡯƱӲဃငࣱƷನᡯƕ҄٭ƠƳƍᨂǓŴɟư
ငಅನᡯǛʴໝႎƴ᠃੭ƠƯƍƘƜƱƸŴเᣐЎƷᚇໜƔǒ᩼јྙưƋǔƠŴኺฎҾ
ྸǛപƠƯତನᡯǛ҄٭ƞƤǑƏƱƢǕƹŴൟƷҽဃƸ˯ɦƢǔƜƱǛᛐᜤƢ
ǔ࣏ᙲƕƋǔŵ

ᲬᲨᲮ ǨȍȫǮȸٶෞᝲငಅƷᙌԼǳǹȈƴɨƑǔࢨ᪪Ўௌ

 ഏƴŴૼɶႸƷܱƕᙌԼƷᨥᇤʗщƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛǋƨǒƢƔǛ౨᚛Ƣ
ǔŵཎƴŴᨥᇤʗщƕբ᫆ƱƳǔତᝠưƋǔᤧᥟӏƼǻȡȳȈƴƭƍƯЎௌƠƨŵ
 ᲬᲨᲮᲨᲫ Ўௌ૾ඥ
 ɶႸ౨᚛ۀՃ˟ưМဇƠƨ &0' ȢȇȫǛੲဇƠŴǨȍȫǮȸٶෞᝲငಅư
ƋǔᤧᥟငಅŴǻȡȳȈငಅƷᙌԼǳǹȈƴɨƑǔࢨ᪪ƷЎௌǛᘍƬƨŵ&0' Ȣ
ȇȫưƸᙌԼƷဃင ቫᥟŴǯȪȳǫ Ǜ؏עКƴǷȊȪǪƱƠƯٳဃႎƴɨƑŴЭራ
ưᡓǂƨ &'#45 ȢȇȫƷǑƏƴᨥငಅᆆ᠃ƸϋဃႎƴӕǓৢƬƯƍƳƍŵ
ƭǇǓŴ
ႻݣႎƴӈƠƍЈЪถႸǛਫ਼ƛƨ؏עƸŴദԛЪถᝲဇᲢႾǨȍƴǑǔǳǹȈЪถ
ǋǫǦȳȈƠƨȍȃȈƷǳǹȈفᲣǍᆋਃƷ᩿ưਃƕٻƖƘƳǔƕŴ؏עϋƴƱƲ
ǇƬƯဃငƢǔƱेܭƠƯƍǔŵஜЎௌưƸŴᘙᲬᲧᲮƷǑƏƳǱȸǹेܭƷɦŴƜƷ
ദԛЪถᝲဇǍᆋਃƷ؏עКࠀီǛܭႎƴᚸ̖Ơƨŵ




 ˌЭƴႆᘙƠƨ࢘ᄂᆮƷžϋЈೌӕࡽƴƭƍƯƷݱᛯſ
ᲢᲬᲪᲪᲲ࠰ᲫᲫஉᲣ
KWWSZZZSSLRUJSGIWKHVLVSGI ưƸŴƦƷໜǛЎௌƠƯƍǔŵ
23

ᘙᲬᲧᲮ Ǳȸǹेܭ


ദԛЪถᝲဇƷǳǹȈف

ദԛЪถᝲဇᲥᆋਃ

ᲢЪถЎƷǈƷǳǹȈǛѥకᲣ

ᲢЪถЎƷǳǹȈƴьƑŴЈ
μ˳ƴᆋƕᛢƞǕǔئӳᲣ

 Ჟ Ъ ถ Ǳ ȸ Ǳȸǹ +CᲴଐஜƸ  ࠰ൔ Ǳȸǹ +DᲴଐஜƸ  ࠰ൔư
ǹ

ư ЪถǛेܭŵ˂Ʒέᡶ ЪถǛेܭŵ˂Ʒέᡶƴƭ
ƴƭƍƯƸྵໜưӲƕਫ਼ ƍƯƸྵໜưӲƕਫ਼ƛƯƍǔ
ƛƯƍǔЈЪถႸǛेܭŵ ЈЪถႸǛेܭŵᙌԼǳǹȈ
ᙌԼǳǹȈǁƷࢨ᪪ƸദԛЪถ ǁƷࢨ᪪ƸദԛЪถᝲဇӏƼᆋ
ਃǛᎋॾŵ

ᝲဇǛᎋॾŵ

 Ჟ Ъ ถ Ǳ ȸ Ǳȸǹ ++CᲴଐஜƸ  ࠰ൔ Ǳȸǹ ++DᲴଐஜƸ  ࠰ൔư
ǹ

ư ЪถǛेܭŵ˂Ʒέᡶ ᲭᲪЪถǛेܭŵ˂Ʒέᡶƴ
ƴƭƍƯƸྵໜưӲƕਫ਼ ƭƍƯƸྵໜưӲƕਫ਼ƛƯƍ
ƛƯƍǔЈЪถႸǛेܭŵ ǔЈЪถႸǛेܭŵᙌԼǳǹ
ᙌԼǳǹȈǁƷࢨ᪪ƸദԛЪถ ȈǁƷࢨ᪪ƸദԛЪถᝲဇӏƼᆋ
ᝲဇǛᎋॾŵ

ਃǛᎋॾŵ


ᲬᲨᲮᲨᲬᲨЎௌኽௐ
ᲬᲧ ƴŴ ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷ %1 ᨂမЪถᝲဇǛᅆƢŵଐஜƷ %1 ᨂမ
ЪถᝲဇƸŴᲟЪถǱȸǹưV%1ŴᲟЪถǱȸǹưV%1 Ʊ˂Ʒ
έᡶƴൔǂƯ᩼ࠝƴ᭗ƍŵཎƴ ᲟЪถǱȸǹƴƓƍƯƸŴV%1 ࢊƷǍ
'7 ƱൔǂƯ %1 ᨂမЪถᝲဇƕɟఐǋီƳǓŴ˂ƷЈЪถႸƱൔǂƯ᩼ࠝƴ
ӈƠƍႸƱƳƬƯƍǔŵ
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ᲬᲧᲲ  ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷ %1 ᨂမЪถᝲဇ

ᲬᲨᲮᲨᲬᲨᲫ ᤧᥟᢿᧉǁƷࢨ᪪
 ɼᙲ؏עƴƓƚǔᤧᥟᢿᧉƷദԛЪถᝲဇǛᲬᲧᲳƴᅆƢᲢǱȸǹ +CŴ++CᲣ
ŵ
ǇƨŴᆋਃǛьƑƨǋƷǛᲬᲧᲫᲪƴᅆƢᲢǱȸǹ +DŴ++DᲣ
ŵ
ദԛЪถᝲဇƴƭƍƯƸŴǫȊȀƕஇǋ᭗ƘƳƬƯƍǔŵƜƷྸဌƸŴᲫᲣᐯ
ႸƕƴൔǂƯӈƠƍ %1 ᨂမЪถᝲဇƕ᭗ƍ ƜƱŴᲬᲣᤧᥟᢿᧉƷǨȍȫ
ǮȸјྙƕႻݣႎƴ˯ƍƨǊŴႸƱƢǔᨂမЪถᝲဇưƷЪถ ৲Ʒ ƕٶ
ƍƜƱƔǒŴဃင࢘ƨǓƷǳǹȈفƕٻƖƘƳƬƨኽௐưƋǔŵ
ଐஜƴƭƍƯƸŴЪถЎƴ࣏ᙲƳǳǹȈفƷǈƕਃƱƳǔئӳŴᲟЪถǱȸ
ǹưƸኖVETWFGUVGGN Ʊ˂ƷέᡶƱൔǂƯૠȉȫƷࠀƴӓǇƬƯƍǔƕŴ
ᲟЪถǱȸǹưƸVETWFG UVGGN ưƋǓŴƦƷࠀီƸ  ȉȫᆉࡇƱٻƖƘ
ƳǔŵྵנƷቫᥟƷࠊ̖ئƸŴȈȳ࢘ƨǓ ᳸ ɢόᆉࡇưƋǔƨǊŴЪ
ถǱȸǹƴƓƚǔദԛЪถᝲဇفьЎƸࠊ̖ئƷ ƴႻ࢘ƠŴƦƷЎ˂ƴൔ
ǂƯ̖ᇤʗщƕࢊƘƳǔŵ
ǇƨŴЪถЎƴ̞ǔദԛᝲဇƴьƑƯŴЈዮЎƷᆋਃǛᛢƞǕǔئӳƴƸŴ
ଐ ஜ Ƹ  Ჟ Ъ ถ Ǳ ȸ ǹ ư Ƹ VETWFG UVGGN Ŵ  Ჟ Ъ ถ Ǳ ȸ ǹ ư Ƹ
VETWFG UVGGNᲢྵנƷࠊ̖ئƱӷᆉࡇƷᡙьᝲဇƕႆဃƢǔᲣƱƳǓŴ
ᆋƕᢩΨƞǕƳƍᨂǓŴᨥᇤʗщƸǄƱǜƲႏƱƳƬƯƠǇƏŵ

25
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ᲬᲧᲫᲪ  ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷᤧᥟᢿᧉദԛЪถᝲဇ ᆋਃ
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ᲬᲧᲳ  ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷᤧᥟᢿᧉദԛЪถᝲဇ





ᷫ䉬䊷䉴



ᲬᲨᲮᲨᲬᲨᲬ ǻȡȳȈᢿᧉǁƷࢨ᪪
   ᲬᲧᲫᲫŴᲬᲧᲫᲬƴƸŴǻȡȳȈᢿᧉƴƭƍƯƷኽௐƕᅆƞǕƯƍǔŵ
ଐஜƴƓƚǔദԛЪถᝲဇƸ ᲟЪถǱȸǹưVENKPMGTŴᲟЪถǱȸǹ
ưVENKPMGT ưƋǔŵƠƔƠŴǻȡȳȈƷࠊ̖ئƸȈȳ࢘ƨǓ  ɢόᆉࡇư
ƋǔƜƱǛᎋƑǔƱŴǻȡȳȈᢿᧉƷ̖ᇤʗщ˯ɦƸŴᤧᥟᢿᧉǑǓǋကٻưƋ
ǔŵ
ദ ԛ Ъ ถ ᝲ ဇ ƴ ᆋ  ਃ Ǜ ь Ƒ ƨ  ئӳ Ŵ ଐ ஜ Ƹ  Ჟ Ъ ถ Ǳ ȸ ǹ ư Ƹ
VENKPMGTŴᲟЪถǱȸǹưƸVENKPMGT ƱƳǓŴᆋƕᢩΨƞǕƳ
ƍᨂǓŴᨥᇤʗщƸߐْƠƯƠǇƏƜƱƸᤧᥟᢿᧉƱӷಮưƋǔŵƠƔǋŴǻȡ
ȳȈƷࠊ̖ئƔǒƢǔƱŴᤧᥟᢿᧉˌɥƴٻƖƳਃƱᚕƑǔŵ


6
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ᲬᲧᲫᲫ  ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷǻȡȳȈᢿᧉദԛЪถᝲဇ
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ᲬᲧᲫᲬ  ࠰ƴƓƚǔɼᙲƷǻȡȳȈᢿᧉദԛЪถᝲဇ ᆋਃ
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ᲭᲨ
žέᡶᲧᡦɥ᧓ңщȢȇȫನेſ
ÜငಅမƷྶעภଡ଼҄ݣሊᨥᝡྂƴӼƚƯȸ

ᲭᲨᲫ ƕငಅမƷᨥᝡྂƴ᧙ƢǔؕஜႎᎋƑ૾
 
ƜǕǇưƷЎௌưŴᯕޛዮྸƕƪЈƠƨૼƨƳɶႸƸŴĬπࣱؕแƕƋƍǇ
ƍưƋǓŴĭȞǯȭኺฎǍଐஜƷငಅᇤʗщƴٻƖƳȞǤȊǹƷࢨ᪪ƕӏƿƜƱǛଢǒ
ƔƴƠƯƖƨŵࡅƸŴʻࢸᨥʩฏƷئưᡦɥǛԃǉ˂ƷɼᙲЈƴݣƠƯŴƦ
ǕǒƷƕྵໜưᘙଢƠƯƍǔႸǑǓǋႻ࢘៊ǈᡂǜƩŴǑǓž࣎ႎſƳЪถ 
ႸƴӳॖƢǔǑƏƖƔƚƨǓŴϋݣሊ᩿ưൟဃȷ؏עኺฎȷȞǯȭኺฎǁƷ
ࢨ᪪ӏƼᡞᡶႎƳࢽЎᣐƕᡶǉƜƱǛዼԧƢǔሊਜ਼ፗǛӕǔƜƱƕ࣏ᙲƴƳǔŵ
 
 ɟ૾ŴငಅမƱƠƯǋŴᨥʩฏƕᘍƖᛄƬƯƍǔٻƖƳҾ׆ưƋǔέᡶƱᡦɥ
ƱƷ᧓ƷМܹݣᇌƴᚐൿሊǛ੩̓ƠƯƍƘƱƍƏໜưŴᨥᝡྂሊǛ౨᚛ƠƯƍƘǂƖ
ưƋǔŵƦƷئӳƷؕஜႎƳᎋƑ૾ƸŴഏƷ  ໜưƋǔŵ
ĬଐஜƷႾǨȍȫǮȸǛڼǊƱƢǔภଡ଼҄ݣሊ২ᘐǛŴɼᙲƴᆆ᠃ƢǔƜƱƴǑƬ
ƯŴɭမƷภܴјௐǬǹЪถƴᝡྂƢǔŵ
ĭPCVKQP UVCVG ᧓Ʒภଡ଼҄ᨥʩฏƕᘍƖᛄǇƬƯƍǔƜƱưŴภܴјௐǬǹЪถƴ
ӼƚƯƷᘍѣƕࡨƠƳƍǑƏŴငಅȷ˖ಅƕؾǛឭƑƯңщƠƭƭŴܱឋႎƳЪถ
ᘍѣǛዒዓȷࢍ҄ƢǔƨǊƷСࡇᚨᚘǛ࣯ƙŵ
Įภଡ଼҄ݣሊƷஜឋƸŴෞᝲșȸǹưƷ҄ჽǨȍȫǮȸ̅ဇЪถƴბႸƠƯɭမႎƴ
ž˯໗እෞᝲᅈ˟ſǛನሰƠƯƍƘƜƱƴƋǔŵƠƨƕƬƯŴᧈႎƴƸЈșȸǹư
ӲࡅƕЪถ፯ѦǛƏኵǈƔǒᡶ҄ƠŴ.%#ᲷȩǤȕȷǵǤǯȫȷǢǻǹȡȳ
ȈႎႆेƴǑǔᨥႎƳภܴјௐǬǹЪถƕ࣏ᙲŵ
 ƜƏƠƨǢȗȭȸȁƸŴࢼஹƷǻǯǿȸКǢȗȭȸȁƷࡨᧈዴɥƴƋǔ૾ඥƩƕŴƦ
ǕǏƑŴɥᚡᲬưЎௌƠƨȪȸǱȸǸƷভࣞǛݲƠưǋᚐෞƢǔȡȪȃȈǋࢳưƖǔŵ


ᲭᲨ Წ έᡶÜᡦɥ᧓ңщȢȇȫನे
ƜƜưŴǳȚȳȏȸǲȳưƷ &23ᲫᲯƷኽௐƴǋǑǔƕŴᡲȗȭǻǹᲢ81)&&&Უ
ƷኵǈǛᙀܦƢǔ࢟ưŴݲૠƷέᡶӏƼᡦɥƴǑǔңщȢȇȫǛСࡇ҄Ƣǔ੩క
ǛƠƨƍŵ
ƦƷɟ̊ƱƠƯŴɭမƷЈƷኖҞЎǛҩǊǔଐȷȷɶƕŴႾǨȍȫǮȸȷϐဃ
ӧᏡǨȍȫǮȸȷҾ܇щЎưңщƠŴႻ࢘ᙹƷภܴјௐǬǹЪถǛᡶǊƯƍƘನे
Ǜ౨᚛ƢǔŵƜƜưŴଐȷȷɶǛݣᝋƴƠƯƍǔƷƸƋƘǇư̊ᅆưŴέᡶÜᡦɥ
᧓ưƋǕƹŴˌɦƷನेƸŴƲƷǑƏƳ؏עƴƓƍƯǋ࢘ᛆ؏עǍӋьƷཎࣱƴࣖ

29

ơƯφ˳ႎƳᚨᚘƕӧᏡưƋǔŵǇƨŴஜನेƸŴஇИƔǒٶƷӋьǛʖܭƢǔ࣏ᙲ
ƸƳƘŴʚ᧓ưǋڼӧᏡưƋǔŵƞǒƴŴЎǋᡛŴಅѦŴܼࡊŴǷȳǯƳƲƴ
ǋਘƛǔƜƱƕӧᏡưƋǔŵ
ஜನेƷؕஜႎƳᙲእƸഏƷƱƓǓƩƕŴƜǕǇư APPᲢǢǸǢٽබȑȸȈȊȸǷ
ȃȗᲣưਫƛƯƖƨငಅ᧓ңщƷௐǍŴǻǯǿȸКǢȗȭȸȁƴ᧙ᡲƠƯӲᄂᆮೞ
᧙ƳƲư౨᚛ƞǕƯƖƨᡦɥƴݣƢǔңщ᩿ưƷᆔŷƷǢǤȇǢǋӋᎋƴưƖǔŵ
ྶעภଡ଼҄᧸ഥႻʝңщƷƨǊƷᘍңܭſǛ
ᲢᲫᲣଐɶᲭǫƷ᧓ưŴžע
ዸኽŵ
ᲢᲬᲣӷңܭƷᙲእƸഏƷƱƓǓŵ
Ĭ ႾǨȍȫǮȸȷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸȷҾ܇щƷЎưŴᲭǫࡅӏƼ
ൟ᧓ܼᧉݦƕŴσӷƠƯᡶǊǒǕǔȗȭǸǧǯȈǛᛦ௹ƠƯൿܭƢǔŵ
ӷƴӋьƷ᧙ᡲ˖ಅ᧓ưǋŴൿܭƞǕƨȗȭǸǧǯȈƷφ˳ႎᡶǊ
૾ƴƭƍƯƷңᜭǛڼŵ
ĭ ƦǕǒƷȗȭǸǧǯȈưЪถưƖǔภܴјௐǬǹƷșȸǹȩǤȳƔǒ
ƷЪถႸ͌Ტ̊Ƒƹ 5-10 ΕȈȳᲣӍƸҾҥˮႸ͌Ǜᚨܭŵ
Į ĭƷႸ͌ǛᢋƠƨئӳƴဃơǔǪȕǻȃȈȷǯȬǸȃȈǛŴᲭǫ
᧓ưӳॖƢǔ૾ඥᲢMRVᲵยܭȷإԓȷ౨ᚰӧᏡƳ૾ඥᲣƴǑƬƯŴᲭ
ǫࡅƕσӷưžᛐܭſƠŴȷ২ᘐƷᝡྂƴࣖơƯਨЎƢǔŵƜ
ǕƴǑƬƯဃǇǕǔǪȕǻȃȈȷǯȬǸȃȈƸŴӲƷϋСࡇƴƓƍ
Ư̅ဇӧᏡƱƢǔŵ̊ƑƹŴଐஜưƸŴ̊ƑƹᐯɼᘍѣᚘဒƷᢝܣƷƨ
ǊƷǪȕǻȃȈȷǯȬǸȃȈȷǫǦȳȈƴ̅ဇƢǔƜƱǛᛐǊǔŵ
ƴƓƍƯƸŴൢͅ٭ѣȷǨȍȫǮȸܤμ̬ᨦඥƴƓƚǔෙٳǯȬǸȃȈ
ᛐܭƴᗡӳƞƤǔŵ
į ǇƨŴᲭǫƷ˯໗እෞᝲᅈ˟ನሰƷƨǊŴLCA ႎᚇໜƔǒภܴјௐǬ
ǹǛЪถƢǔǑƏƳᙌԼƷ̓ዅƴݣƢǔπႎૅੲƴƭƍƯǋŴǯȬǸȃ
ȈႆဃƷݣᝋƱƠƯ౨᚛Ƣǔŵ
İ ᲭǫƸŴܫൟӳӷǢȉȐǤǶȪȸۀՃ˟ǛᚨፗƠƯŴƱ২ᘐƷ
̓ɨǛːʼƠŴMRV ૾ඥƷܱᘍɥƷբ᫆ǛϼྸƢǔŵǇƨŴତᨦُ
ᲢؾȕȬȳȉȪȸƳᝠƴݣƢǔ᧙ᆋሁᲣƷગࡑǛܱƢǔŵ
ı ଐƸŴσӷؕǛᚨፗӍƸɲπႎᗡೞ᧙ǛᡫơŴɶƴݣƠƯ
πႎƴǑǔ̮ဇ̓ɨǛᘍƏŵ
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ᲢᲭᲣஜңܭƷӋьᙲˑƸǪȸȗȳƴƠƯƓƖŴ˂ƷέᡶǍᡦɥƷӋьǛ
ԠƼੑƚǔŵƨƩƠŴӋьƸҾҥˮӍƸዌݣЪถႸƴƭƍƯŴ 
ѐщႸˌɥƷ፯ѦǛƏƜƱǛᙲˑƱƢǔŵǇƨŴǪȕǻȃȈȷǯȬ
ǸȃȈƴ᧙ƠƯǋŴݩஹ UNFCCC ưૼƨƳǪȕǻȃȈȷǯȬǸȃȈȡǫ
ȋǺȠƕᄩܭƢǕƹŴƦƷȡǫȋǺȠƱȪȳǯƢǔǑƏңܭǛોܭƢǔŵ
ᲢᲮᲣUNFCCC șȸǹưƷᨥʩฏƕȇȃȉȭȃǯƴʈǓɥƛǔǑƏƳئӳŴ
ஜನेƷݩஹႎƳޒǛŴഏኵǈƷɧӧഎƳᙲእȖȭȃǯƱƠƯ
žUNFCCC ƴૼƨƴȬǸǹȈȪȸǛᚨፗƠƯŴᨥႎƳငಅ᧓২ᘐңщ
ƱዌݣӍƸҾҥˮોծƴ᧙ƢǔǻǯǿȸКӳॖǛႇƞƤŴƦƷܱ
ƴƭƍƯɶᇌႎᇹɤᎍܼᧉݦƕȢȋǿȪȳǰȷ౨ᚰǛᘍƏſƱƍƬƨ 
ˁኵǈƴਤƬƯƍƘƜƱǋӧᏡƱƳǔŵ

ᲭᲨᲭ ܫൟσӷƷૼኵጢᚨᇌನे

ଐஜƷငಅမƸŴஜನेƷӖƚႤƳƲƷࢫлǛௐƨƢƨǊƴŴࡅƱƷңщƷɦŴ 
ഏƷǑƏƳೞᏡǛਤƭኵጢᲢ
žภଡ଼҄᧸ഥዮӳǨȳǸȋǢȪȳǰೞನſᲢˎᆅᲣᲣǛᚨᇌ
ƢǔƜƱǋஊႩƳ౨᚛ǪȗǷȧȳưƋǔŵᚨᇌƴƋƨƬƯƸŴžܫൟӳӷȑȸȈȊȸǷ
ȃȗſǛφྵ҄ƢǂƘŴൟ᧓ЈƴьƑŴ
žଐஜሊ৲ᘍſӏƼž,$+%ſƷЈǛ
ࢽǔŵࡅ᧙̞Ⴞ࠻ƸŴภଡ଼҄ݣሊƷᨥңщƴƭƍƯƸஜኵጢǛஊјƴဇƢǔƜƱ
ƱƠŴ᧙ᡲʖምᙲ൭ǛᘍƏƜƱƕࢳƞǕǔŵ
ᲢᲫᲣ ɼᙲᡦɥƴƓƚǔภܴјௐǬǹЪถƷƨǊƷȗȭǸǧǯȈᛦ௹Ŵ
ǳȳǵȫȆǣȳǰŴǨȳǸȋǢȪȳǰ
ᲢᲬᲣ ȕǡǤȊȳǹȷǢȬȳǸȡȳȈ
ᲢᲭᲣ ǻǯǿȸКǢȗȭȸȁሁƴ࣏ᙲƳșȳȁȞȸǭȳǰƴ࣏ᙲƳӲҾҥ
ˮȇȸǿӓᨼ
ᲢᲮᲣ ᐯɼᘍѣᚘဒƷᢝܣƴ࣏ᙲƳǪȕǻȃȈȷǯȬǸȃȈƷӕࢽ
ᲢᲯᲣ /48 ૾ඥᛯŴภଡ଼҄᧙ᡲᨥแƴ᧙Ƣǔᛦ௹Ŵ୍ӏ
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ƓǘǓƴ

ૼɶႸƸŴٳʩɥଐஜƕᨥႎȪȸȀȸǷȃȗǛӕǔƜƱƕႸႎƩƬƨƱƢǕ
ƹŴƜǕƔǒ %12 ƦǕˌᨀƷᨥʩฏƴƓƍƯŴଐஜƕנ܍ज़ǛႆੱƠƯƍƘ 
࣏ᙲƕƋǔŵǇƨŴᯕޛዮྸᐯ៲ƕЭ੩ƱƠƨᙲእǍவˑƴƭƍƯǋŴܦμƴƨƞǕ
ǔǑƏٳʩʩฏǛᡶǊƯƍƘƜƱƕŴࡅƷภଡ଼҄ሊƴݣƠƯൟƔǒƷ̮᫂Ǜࢽǔ
ƜƱƕưƖǔƔƲƏƔƷᚾჽƴƳǔŵƦƏƠƨவˑƕૢǘƳƚǕƹŴཎƴȪȸǱȸǸ
ƴǑǔᨽဇȷ؏עኺฎǁƷએǛԃǉኺฎǁƷफࢨ᪪ƕဃơǔƜƱƸᄩܱưŴૼႸƷ
ႉעƔǒƷϐ౨᚛ƕ࣏ᙲƱƳǔŵ 

ɟ૾ŴငಅမƱƠƯƸŴࡅ᧓ʩฏƕ๛ƬƯƍǔƔǒƱƍƬƯŴภଡ଼҄ݣሊǁƷ 
ᝡྂƴǛƜǇƶƍƯƍǔƜƱƸᚩƞǕƳƍŵཎƴŴଐஜƷǨȍȫǮȸȷؾ২ᘐǍ 
ဃငȗȭǻǹǍෞᝲșȸǹư %1 ǛЪถƢǔƜƱƕӧᏡƳᙌԼȷᚨͳǛŴɭမƴ̓ዅ
ƢǔƜƱƴǑƬƯŴᨥᝡྂƴᆢಊႎƴӕǓኵǜưƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵྵנࡅư౨᚛ɶ
Ʒᡦɥૅੲሊƴᆢಊႎƴ᧙ɨƢǔƱƱǋƴŴ ࠰ƔǒӕǓኵǜưƖƯƍǔᐯɼ
ᘍѣᚘဒǛƜƏƠƨᨥᝡྂƴǑǔ %1 Ъถǋԃǉ࢟ưᢝݣܣᝋǛਘٻƠƯƍƘƜƱ
ƕᙲưƋǔŵƦƏƠƨ౨᚛ᢅᆉưŴɭမǁƷ২ᘐȷᝡྂǛܫൟӳӷưᘍƏƨǊƷ
ኵጢǛૼƨƴᚨᇌƠƯƍƘƜƱǋᄂᆮᛢ᫆ƱƳǔƜƱƕࢳƞǕǔŵ







ˌ ɥ

32

˄ᛯ # &'#45 ȢȇȫƷಒᙲ

&'#45 &[PCOKE'PGTI[GEQPQO[#PCN[UKUOQFGNYKVJOWNVK4GIKQPUCPF
OWNVK5GEVQTU ȢȇȫƸŴᨥငಅᡲ᧙ǛৢƬƨ᩺ܖႎƳٶ؏עٶᢿᧉɟᑍרᘖȢȇȫ
ưƋǔ )6#2 )NQDCN6TCFG#PCN[UKU2TQLGEV ȢȇȫӏƼƦƷȇȸǿșȸǹƴؕƮƖ
ƭƭǋŴᙐૠໜǛӷஇᢘ҄Ƣǔ᩼ዴ࢟ᚘဒȢȇȫưƋǔŵȢȇȫưƸŴлࡽࢸƷμ
᧓ȷμ؏עƷෞᝲјဇƷዮԧƕஇٻƱƳǔǑƏƴŴӲ؏עƴƓƚǔငಅКဃင᫇Ʒᣐ
ЎƱŴƦǕǒဃငѣƓǑƼܼᚘෞᝲѣƴ࣏ᙲƳǨȍȫǮȸƷǳǹȈјྙႎƳ̓ዅನ
ᡯǛૢӳႎƴᚘምƢǔನᡯƴƳƬƯƍǔŵஜȢȇȫưƸŴɟഏǨȍȫǮȸᝠ  ᆔ ჽ
໗ŴҾŴټǬǹŴȐǤǪȞǹŴҾ܇щŴщȷ28Ŵ൦щ ƱʚഏǨȍȫǮȸᝠ  ᆔ
˳༓૰Ŵ෩˳༓૰Ŵൢ˳༓૰Ŵᩓщ ǛݣᝋƴƠƨቇତႎƳǨȍȫǮȸǷǹȆȠȢǸ
ȥȸȫǛǋƬƯƍǔŵɶƷภଡ଼҄ݣሊƴǑǔǨȍȫǮȸǷǹȆȠӏƼငಅನᡯƷ҄٭
ǛЎௌƢǔƜƱƴᢘƠƯƓǓŴ؏עКȷငಅКƷႆޒႎЎௌȷᚸ̖ǋӧᏡưƋǔŵ
# ƴȢȇȫƷλщӏƼЈщႸǛᅆƢŵӲȷӲ؏עƴƓƚǔǨȍȫǮȸȷኺฎƷ
ѣƸŴငಅᡲ᧙ȢȇȫǛșȸǹƱƢǔٶᢿᧉኺฎȢǸȥȸȫƱŴǨȍȫǮȸȕȭȸǛ
ᚡᡓƠƨȜȈȠǢȃȗǨȍȫǮȸǷǹȆȠȢǸȥȸȫƱƕȏȸȉȪȳǯƞǕƯƍǔƷ
ƕཎࣉưƋǔŵஜȢȇȫƸŴɭမ  ؏עȷ ᩼ǨȍȫǮȸငಅᢿᧉǛݣᝋƱƠƯƍ
ǔŵ # ƴƸȢȇȫƕݣᝋƱƢǔɭမ  ؏עғЎǛᅆƢŵᘙ # ƴƸȢȇȫƕݣ
ᝋƱƢǔ  ᩼ǨȍȫǮȸငಅЎǛᅆƢŵ










⚂᧦ઙ

ภଡ଼҄ዼԧሊᚸ̖

&'#45Ȣȇȫ

ȷ%1 Ј৮СǷȊȪǪ

ȷ)&2
ȷငಅᢿᧉКǨȍȫǮȸෞᝲ
ȷငಅᢿᧉ˄ь̖͌ဃင᫇
ȷငಅᢿᧉКɶ᧓৲λ᫇
ȷஇኳෞᝲ᫇

Э੩வˑ
ȷʴӝ
ȷ২ᘐᡶഩྙ
ȷɶ᧓৲λ̞ૠ
ȷତӓૅǷȊȪǪ

⚻ᷣ䊝䉳䊠䊷䊦

ሁ

ሁ

ȷɟഏǨȍȫǮȸเ
ȷ҄ჽ༓૰ဃငǳǹȈ
ȷǨȍȫǮȸ٭੭јྙ
ȷ%1 ᝪသӧᏡܾŴᝪသǳǹȈ

䉣䊈䊦䉩䊷䉲䉴䊁䊛
䊝䉳䊠䊷䊦

ሁ

ᦨㆡൻ
⸘▚

ȷɟഏǨȍȫǮȸဃင
ȷɟഏǨȍȫǮȸෞᝲ
ȷႆᩓᩓщ
ȷ%1 Ј ༓૰ᆔКȷငಅᢿᧉК
ȷ%1 ׅӓȷᝪသ
ȷǨȍȫǮȸ̖
ȷ%1 Ъถᨂမᝲဇ
ሁ


 #&'#45 ȢȇȫƷλЈщႸ
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䈠䈱ઁ

䉦䊅䉻

ᣥ䉸ㅪ

᰷
᧲᰷
ᣣᧄ

☨࿖
ർ䉝䊐䊥䉦

ਛ࿖

ਛ☨
ਛᄩ䉝䊐䊥䉦

ਛ᧲
䉟䊮䊄
䉝䉳䉝NIES

䊑䊤䉳䊦
ධ☨

ධ䉝䊐䊥䉦

䉥䉶䉝䊆䉝


 #&'#45 ȢȇȫನሰƴƓƚǔɭမ  ؏עЎл

ᘙ #&'#45 ȢȇȫನሰƴƓƚǔငಅЎ
&'#45 ƴƓƚǔЎ

ஜȚȸȑȸƴƓƚǔٻЎ

ᠾಅ

ᠾ൦ငಅ

ᤧᥟ

እ

҄ܖ
᩼ᤧ
᩼ޓ
ኡȑ
ங
ᐯѣ

ᐯѣȷೞ

ೞ
ƦƷ˂ᙌᡯ
ᤸಅ
Լ

᠉ಅ

ጞዜ
ᚨ

ᚨ

ȓǸȍǹǵȸȓǹ

ǵȸȓǹငಅ

ᅈ˟ǵȸȓǹ
ᨕෙᢃ

ᡛငಅ

ᆰᢃ
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Ȣȇȫư̅ဇƠƯƍǔኺฎȇȸǿƸŴ)6#2  ࠰ؕแ࠰ ƴؕƮƖŴǨȍȫǮ
ȸወᚘƴ᧙ƠƯƸ +'# ወᚘƴؕƮƘŵ&'#45 ȢȇȫưƸŴʴӝǷȊȪǪƴ᧙ƠƯƸ
ٳဃ٭ૠƱƠƯৢƬƯƓǓŴ+2%%54'5$ ǷȊȪǪƱӷಮƷᡲɶˮወᚘǛ̅ဇƠ
Ưƍǔŵ)&2 ƴ᧙ƠƯƸෞᝲјဇஇ҄ٻբ᫆ƷɶưϋဃႎƴൿܭƞǕǔƕŴ54'5$
ǷȊȪǪƷ )&2 ƱᛦԧƢǔǑƏƴ২ᘐᡶഩྙሁƷӲᆔȑȩȡȸǿǛᛦૢƠƯƍǔŵӲ
ƷȞǯȭኺฎƸʴӝŴஜŴǨȍȫǮȸƔǒǔǳȖȀǰȩǹဃင᧙ૠƴؕƮƖŴʴ
ӝˌٳƸϋဃႎƴȢȇȫưൿܭƞǕǔŵӲငಅƷဃငನᡯƸؕஜႎƴȬǪȳȁǧȕဃ
င᧙ૠƔǒǓŴƜƷဃင᧙ૠƴဇƍǒǕǔɶ᧓৲λ̞ૠƸݩஹငಅನᡯǛǋƱƴໜ
КƴٳဃႎƴेܭƠƯƍǔŵǨȍȫǮȸ᧙ᡲƷȑȩȡȸǿƴ᧙ƠƯƸ &0' Ȣȇȫ
Ǎ &0' Ȣȇȫƴ̔ǔŵ
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˄ᛯ $ șȸǹȩǤȳƴƭƍƯ

ӲငಅКဃင᫇Ƹᨥငಅᡲ᧙ǛᎋॾƠƨȢȇȫưϋဃႎƴൿܭƞǕǔˁኵǈưƋ
ǓŴɶႸ౨᚛ۀՃ˟șȸǹƱƸӷơưƸƳƍŵ)&2 ƴ᧙ƠƯƸ 54'5$ ǷȊȪ
ǪƴӳƏǑƏƴ২ᘐᡶഩሁƷӲᆔȑȩȡȸǿǛᛦૢƠƯƍǔƕŴଐஜƴ᧙ƠƯƸ
&0' ƷșȸǹȩǤȳे͌ܭƱǄǅᡈƍ͌ǛƱƬƯƍǔŵଐஜƷ  ࠰ )&2 ƴ
᧙ƠƯŴɶႸ౨᚛ۀՃ˟ƴƓƍƯ &0' Ȣȇȫư̅ဇƠƨ  $KNNKQP ƴݣ
ƠƯŴʻׅƷᚾምưဇƍƨ &'#45 Ȣȇȫư̅ဇƠƨ͌Ƹ  $KNNKQP ưƋǓŴ
&0' ǑǓኖ ǄƲ᭗ƍ͌ưƋǔŵ&'#45 ȢȇȫƷଐஜƷᢿᧉКဃင᫇Ƹ $Ŵ
ɼᙲငಅƷ؏עКǷǧǢƴ᧙ƠƯƸ $ ǛӋༀƷƜƱŵ

ㇱ㐷ઃടଔ୯㗵 (10ం䊄䊦)
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&'#45 ȢȇȫưƸଢᅆႎƴဃငǛৢƬƯƍƳƍƕŴɶႸ౨᚛ۀՃ˟ưဇƍƨ
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Ʒဃင᫇Ʒᧈਖ਼ᆆǛˌɦƴൔ᠋Ơƨŵ
ᲢᲫᲣᤧᥟᢿᧉ
ɶႸ౨᚛ۀՃ˟ƴƓƍƯŴଐஜƷቫᥟဃငƸ ;T ưفьƢǔ
ेܭƩƬƨƕŴ&'#45 ȢȇȫưƸŴᤧᥟᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưف
ьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵ&0' ƷቫᥟဃငƷǋƱưŴቫᥟဃင࢘ƨǓ
˄ь̖͌᫇ǛᚘምƢǔƱŴ&'#45 ƷेܭƸ  ࠰ƴƔƚƯ᭗˄ь̖͌҄
ƕᡶǈ࠰ྙ ;T ưӼɥƢǔƜƱƴႻ࢘ƢǔŵɶƷᤧᥟᢿᧉƴ᧙ƠƯŴ
&0' ȢȇȫưƸቫᥟဃငƸ  ࠰ƴƔƚƯ ;T ưفьƢǔ
ेܭƩƬƨƕŴ&'#45 ȢȇȫưƸŴᤧᥟᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưفь
ƢǔǷȊȪǪưƋǔŵɶƷቫᥟဃင࢘ƨǓ˄ь̖͌᫇Ƹ  ࠰ƴƔƚ
Ư ;T ưفьƢǔŵɭမμ˳ưƸŴ&0' ȢȇȫưƸቫᥟဃငƸ
 ࠰ƴƔƚƯ ;T ưفьƢǔेܭưƋƬƨƕŴ&'#45 Ȣȇȫư
ƸŴᤧᥟᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưفьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵ
ᲢᲬᲣ᩼ޓᢿᧉᲢǻȡȳȈǛԃǉᲣ
᩼ޓᢿᧉưƸŴᢿᧉܭ፯ƷርƕٻƖƘီƳǔƨǊҥኝƴൔ᠋ƢǔƜƱ
ƸᩊƠƍƕŴ&0' ȢȇȫƷଐஜƷǯȪȳǫဃငƸ;T ưفьƢ
ǔेܭưƋǓŴ&'#45 ȢȇȫưƸŴ᩼ᤧᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư;T ưف
ьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵƷ᩼ᤧᢿᧉƴ᧙ƠƯŴ&0' ȢȇȫưƸǯȪȳ
ǫဃငƸ  ࠰ƴƔƚƯ ;T ưفьƢǔेܭƩƬƨƕŴ&'#45
ȢȇȫưƸŴ᩼ᤧᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưفьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵ
ɭမμ˳ưƸŴ&0' ȢȇȫưƸǯȪȳǫဃငƸ  ࠰ƴƔƚƯ
;T ưفьƢǔेܭƩƬƨƕŴ&'#45 ȢȇȫưƸŴ᩼ᤧᢿᧉ˄ь̖
͌᫇ư ;T ưفьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵ
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&'#45 ȢȇȫưƸŴኡȑȫȗᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưفьƢǔǷȊȪ
ǪưƋǔŵɶƷኡȑȫȗᢿᧉƴ᧙ƠƯŴ&0' ȢȇȫưƸኡெኡဃင
Ƹ  ࠰ƴƔƚƯ ;T ưفьƢǔेܭƩƬƨƕŴ&'#45 Ȣȇȫư
ƸŴኡȑȫȗᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư ;T ưفьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵɭမμ
˳ưƸŴ&0' ȢȇȫưƸኡெኡဃငƸ  ࠰ƴƔƚƯ ;T ư
فьƢǔेܭƩƬƨƕŴ&'#45 ȢȇȫưƸŴኡȑȫȗᢿᧉ˄ь̖͌᫇ư
;T ưفьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵɭမƷኡெኡဃင࢘ƨǓ˄ь̖͌᫇
Ƹ  ࠰ƴƔƚƯ ;T ưفьƢǔŵ
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ьƢǔǷȊȪǪưƋǔŵ
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地球温暖化問題における新たな政策課題

〜1990 年比 25％削減構想の検証と
実質的削減に向けた新提案〜

21 世紀政策研究所 研究プロジェクト
「ポスト京都議定書」に向けた日本の戦略と国際協力策
（研究主幹：澤

昭裕）
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東京都千代田区大手町 1-3-2
経団連会館 19 階

〒100-0004

ＴＥＬ：03-6741-0901
ＦＡＸ：03-6741-0902
ホームページ：http://www.21ppi.org/

研究主幹に聞く

地球温暖化国際交渉
ムードに流されず
合理的な議論をしたい

国際交渉というのは必ずアメとムチを用意するものです
が、日本は技術や資金支援というアメはあるものの、ムチが
ありません。

誰もが正しく理解できるように
すべての情報を行き渡らせる

アメリカは「ＣＯ２対策に乗り出さない国には貿易制限措

̶̶年末にコペンハーゲンで開かれるCOP15に向け、内外

置をするぞ」ということを法案に書いていますが、日本はそ

の関心がさらに高まってくると思います。今後、21世紀政策

こまでは言えない。途上国が本当に交渉に真剣になるとし

研究所としてどのように取り組んでいかれますか。

たらアメリカのムチによってであって、日本の影響力はほ

年末に向けて各国とも動きが活発になってきているの

澤 昭裕氏

とんどないでしょう。ムチを持たない日本としては、国民の

で、落ち着いて何かをシミュレーションするというより、や

税金や公的資金を使う途上国支援は、甘いアメではなく塩

はり時宜に適った政策提言的なものになるでしょう。どう

アメ程度に抑えておくべきです。特に中国やインドのよう

いう視点でものを考えるべきかをはっきりさせていきたい

「ポスト京都の国際枠組みプロジェクト」研究主幹である

しまって、今からアメリカ、ヨーロッパに日本並みに厳しい

に目覚ましく経済発展している国は、技術も資金もかなり

と思います。これからアメリカもＥＵも中国も交渉の過程

澤 昭裕さんは、京都議定書が批准された際（2002年）の

目標を掲げさせる、ということですが、本当にできるのか、

の部分を民間ベースで調達する力がありますので、公的な

でいろんな数字や条件を出してくると思いますが、国際交

経済産業省環境政策課長であり、まさに交渉の当事者で

外交手腕が問われるところです。

支援は極力厳しいハードルを設けると主張するのは当然で

渉はリアルタイムで日本国民に十分に見えるわけではあり

した。21世紀政策研究所では、2007年から研究主幹と

̶̶どうすれば日本政府は欧米に「数値目標の深掘り」をさ

はないでしょうか。

ません。21世紀政策研究所としては、交渉のプロセスで各

して５本の提言を取りまとめ、政策関係者のみならず、テ

せられるのでしょうか。

̶̶削減目標と費用負担の問題は不可分で、15％削減する

国がどういう主張をしているのか、それを何故、どのように

日本が提唱してきたセクター別アプローチでアメリカや

には世帯あたり年間７万 6000 円の負担が生じるとの試算

変えていったのかという点を押さえて、それに対して日本

ＥＵを分析して、誰が削減余力を持っているかということ

があります。一方で「国民負担や経済のマイナスを論じす

はどうすべきなのか、といった提言をしていきたいと思い

を全世界に具体的に示すべきでしょう。日本は厳しいダイ

ぎ」
「国民負担ばかり言うのはオドシに近い」という論調も

ます。これだけ国民的な関心の高いテーマですから、国際交

エットをした、あなた方はまだ削減余地があるのにどうし

ありますが。

渉で何がポイントになっているのかがわかる「観戦ガイド」

レビ、ラジオ、雑誌、講演活動などを通じて一般の方々に
も直接訴えています。

「日本だけが不利」
にならないように
̶̶澤さんは経済産業省を離れてからも、積極的に地球温

てやらないのかと、問い詰める。
そこで欧米が「わかりました」と言ってくれればいいが、

そういう人は誠実さに欠けますね。民主主義の国ですから、

のようなものを出せたらな、と考えています。私が講演をす

何かの政策を行う際に、どの程度の負担が国民に及ぶ可能

ると、「目からウロコが落ちました」という感想が多いので
すが、提言でも講演でも本質論をわかりやすく提示する、

暖化問題に取り組んでおられますが、そのエネルギーはど

ダメだったときには日本が一度掲げた目標をどうするかが

性があるのかを知らせるのは最低限の義務だと思います。

こからきているのでしょうか。

問題です。
「日本だけが不利にならないようにする」という

温暖化問題は国民一人ひとりが原因物質の排出主体です

というのが大事でしょうね。

じつは京都議定書以前は、環境問題に触れたことも関心

ことですからマイナス15％を撤回することになりますが、

から、国民全員が費用を負担しなければなりません。ですか

̶̶なぜ、多くの人の目にウロコが張りついているのでし

もなかったのです。ところが批准のプロセスに携わるうち、

国内外で相当な軋轢があるでしょうね。まずは「衡平性の観

ら、すべての情報が行き渡った上で、国民が正しく判断する

ょうか。

世論によってこんなにも大きく揺れる政策分野があったの

点から日本は4％やるが、
皆がもっとやるなら15％まではや

というのが重要です。世論調査で国民負担に触れずに質問

かと驚きました。いろんな人の感情から倫理感、思い入れか

る用意がある」といった言い方をすべきだったと思います。

すると、半数近くが「15％は妥当だ」と答える（＊1）一方で、

ら思惑まであらゆるものが含まれ熱病のように盛り上が

本末転倒、無責任な議論が横行

る。その中で冷静で合理的な議論はかき消されていく。そも

日本の場合はアカデミアと国民、アカデミアと政府の距
離が遠すぎるのが原因だと思います。欧米はこの距離がも

「年間７万6000 円かかるがどう思うか」と聞くと半数以上が

っと近いので質の良い議論が多くなされています。そうい

（＊2）
ようでは、まだまだ国民
「削減幅が大きすぎる」
と答える

う社会では政策についてのアイデアが豊富に出されます

̶̶ 一方で「中国やインドなどの主要途上国に削減義務を

負担に関する情報が行き渡っているとは思えません。

し、政策の選択肢を議論するには良い環境だと言えます。す

いと、どんな環境問題も決して解決しないわけですが、そん

課すためには、日本が “ 野心的な目標 ” を率先して掲げる

̶̶産業構造をドラスティックに転換すれば国民負担は減

べての情報が役所に集中して、そこから国民に対してはほ

な本質は忘れられ、キャンドルナイトには共感するけれど、

べきだ」という、いわゆる率先垂範論も根強くあるようで

る、という論調もあります。

とんど情報が出てこないというのは、先進国では日本くら

家計の負担は月1000円だって嫌だ、
となる。そういうムード

す。日本が “ 野心的な目標 ” を掲げれば、本当に中国やイン

先行、矛盾だらけの環境議論がはびこる中で、もっと冷徹

ドは乗ってくるのでしょうか。

そも大量生産・大量消費の従来型ライフスタイルを変えな

産業構造は、需要に応じて転換するものであって、人為的

いではないでしょうか。温暖化の国際交渉でも、交渉がいっ

に転換できるものではありません。たとえば自動車メーカ

たいどうなっているのかについて、政府関係者から国民や

あり得ないですね。中国は「先進国は 40％削減しろ」と言

ーが「構造を転換したので明日から自転車を買ってくれ」と

アカデミアに対してメーリングリストで直接、タイムリー

̶̶なるほど。澤さんは「日本が追求すべき交渉のボトムラ

っていますし、インドは「79.6％削減しろ」と言っています。

言っても誰も買わないでしょう。多くのビジネスではお客

に流されるべきです。政府の側からの情報のオープンネス

イン」という提言書で、「ポスト京都議定書での日本の中期

そういう中では日本が仮に「35％」と言っても「少ない」と言

のニーズが先にあるのであって、需要に変化がないのに産

があれば、それに対して国民やアカデミアの側からのアイ

削減目標は国際的衡平性が必須である」と主張されていま

われるだけです。途上国ではないですが、京都議定書から

業構造を変えればいいじゃないか、というのは本末転倒で

デアが入ってきます。日本は情報の流通が悪すぎますので、

すが、麻生総理は6月に
「2005年比マイナス15％」
という中

米国が離脱するときに「日本が率先して批准したら米国は

無責任ですね。また、仮にある国の産業構造が変わっても、

21世紀政策研究所として、できるだけ質の良い情報、アイデ

期目標を発表しました。これをどうお考えですか。

京都議定書に戻ってきてくれる」と真剣に言う人もいまし

その国民の消費行動が変わらなければ地球規模ではＣＯ２は

アの提供に努めていきたいと思っています。

た。温暖化問題では、日本が率先垂範したので他国が動いた

減りません。イギリスは製造業が衰退して金融業にシフト

ね。マイナス15％という日本の目標は限界削減費用から見

ということは過去に例がありません。

していきましたが、自国で作らないものは外国から輸入し

た衡平性という点ではアメリカやヨーロッパよりもはるか

̶̶そこで主要途上国を巻き込むには、数値目標ではなく、

ますから、結局はＣＯ２の発生場所が外国に移っただけなの

に厳しいものですが、総理は「日本だけが不利になることの

技術支援や資金支援の枠組みが必要なわけですね。６月に

です。消費行動でＣＯ２を減らしていくには、人口が多くて

ないように国際交渉に全力で取り組む」と言っています。つ

発表した提言書「途上国支援のあり方」について、ポイント

モノを沢山買うところ、アメリカや中国やＥＵが全部変わ

まり交渉の最後に近い段階で切るべきカードを先に切って

を教えてください。

らなければ意味がないのですが、難しいでしょうね。

な、合理性を持った話をしたいと思ったのです。

一言で言えば外交的ギャンブルに出た、という感じです
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インタビューを終えて
批准の過程に政府当局者の一人として深く関わった京都
議定書は、さまざまな限界が指摘されるだけに、澤さんの
「ポスト京都」への想いは大きいようです。国際交渉、政策プ
ロセスの裏表を熟知した澤さんの「目からウロコ」の解説や
提言がこれからも楽しみです。 （主任研究員 寺本将人）
The 21st Century Public Policy Institute

いきたいと思っています。

研究主幹に聞く

地球温暖化国際交渉
ムードに流されず
合理的な議論をしたい

国際交渉というのは必ずアメとムチを用意するものです
が、日本は技術や資金支援というアメはあるものの、ムチが
ありません。

誰もが正しく理解できるように
すべての情報を行き渡らせる

アメリカは「ＣＯ２対策に乗り出さない国には貿易制限措

̶̶年末にコペンハーゲンで開かれるCOP15に向け、内外

置をするぞ」ということを法案に書いていますが、日本はそ

の関心がさらに高まってくると思います。今後、21世紀政策

こまでは言えない。途上国が本当に交渉に真剣になるとし

研究所としてどのように取り組んでいかれますか。

たらアメリカのムチによってであって、日本の影響力はほ

年末に向けて各国とも動きが活発になってきているの

澤 昭裕氏

とんどないでしょう。ムチを持たない日本としては、国民の

で、落ち着いて何かをシミュレーションするというより、や

税金や公的資金を使う途上国支援は、甘いアメではなく塩

はり時宜に適った政策提言的なものになるでしょう。どう

アメ程度に抑えておくべきです。特に中国やインドのよう

いう視点でものを考えるべきかをはっきりさせていきたい

「ポスト京都の国際枠組みプロジェクト」研究主幹である

しまって、今からアメリカ、ヨーロッパに日本並みに厳しい

に目覚ましく経済発展している国は、技術も資金もかなり

と思います。これからアメリカもＥＵも中国も交渉の過程

澤 昭裕さんは、京都議定書が批准された際（2002年）の

目標を掲げさせる、ということですが、本当にできるのか、

の部分を民間ベースで調達する力がありますので、公的な

でいろんな数字や条件を出してくると思いますが、国際交

経済産業省環境政策課長であり、まさに交渉の当事者で

外交手腕が問われるところです。

支援は極力厳しいハードルを設けると主張するのは当然で

渉はリアルタイムで日本国民に十分に見えるわけではあり

した。21世紀政策研究所では、2007年から研究主幹と

̶̶どうすれば日本政府は欧米に「数値目標の深掘り」をさ

はないでしょうか。

ません。21世紀政策研究所としては、交渉のプロセスで各

して５本の提言を取りまとめ、政策関係者のみならず、テ

せられるのでしょうか。

̶̶削減目標と費用負担の問題は不可分で、15％削減する

国がどういう主張をしているのか、それを何故、どのように

日本が提唱してきたセクター別アプローチでアメリカや

には世帯あたり年間７万 6000 円の負担が生じるとの試算

変えていったのかという点を押さえて、それに対して日本

ＥＵを分析して、誰が削減余力を持っているかということ

があります。一方で「国民負担や経済のマイナスを論じす

はどうすべきなのか、といった提言をしていきたいと思い

を全世界に具体的に示すべきでしょう。日本は厳しいダイ

ぎ」
「国民負担ばかり言うのはオドシに近い」という論調も

ます。これだけ国民的な関心の高いテーマですから、国際交

エットをした、あなた方はまだ削減余地があるのにどうし

ありますが。

渉で何がポイントになっているのかがわかる「観戦ガイド」

レビ、ラジオ、雑誌、講演活動などを通じて一般の方々に
も直接訴えています。

「日本だけが不利」
にならないように
̶̶澤さんは経済産業省を離れてからも、積極的に地球温

てやらないのかと、問い詰める。
そこで欧米が「わかりました」と言ってくれればいいが、

そういう人は誠実さに欠けますね。民主主義の国ですから、

のようなものを出せたらな、と考えています。私が講演をす

何かの政策を行う際に、どの程度の負担が国民に及ぶ可能

ると、「目からウロコが落ちました」という感想が多いので
すが、提言でも講演でも本質論をわかりやすく提示する、

暖化問題に取り組んでおられますが、そのエネルギーはど

ダメだったときには日本が一度掲げた目標をどうするかが

性があるのかを知らせるのは最低限の義務だと思います。

こからきているのでしょうか。

問題です。
「日本だけが不利にならないようにする」という

温暖化問題は国民一人ひとりが原因物質の排出主体です

というのが大事でしょうね。

じつは京都議定書以前は、環境問題に触れたことも関心

ことですからマイナス15％を撤回することになりますが、

から、国民全員が費用を負担しなければなりません。ですか

̶̶なぜ、多くの人の目にウロコが張りついているのでし

もなかったのです。ところが批准のプロセスに携わるうち、

国内外で相当な軋轢があるでしょうね。まずは「衡平性の観

ら、すべての情報が行き渡った上で、国民が正しく判断する

ょうか。

世論によってこんなにも大きく揺れる政策分野があったの

点から日本は4％やるが、
皆がもっとやるなら15％まではや

というのが重要です。世論調査で国民負担に触れずに質問

かと驚きました。いろんな人の感情から倫理感、思い入れか

る用意がある」といった言い方をすべきだったと思います。

すると、半数近くが「15％は妥当だ」と答える（＊1）一方で、

ら思惑まであらゆるものが含まれ熱病のように盛り上が

本末転倒、無責任な議論が横行

る。その中で冷静で合理的な議論はかき消されていく。そも

日本の場合はアカデミアと国民、アカデミアと政府の距
離が遠すぎるのが原因だと思います。欧米はこの距離がも

「年間７万6000 円かかるがどう思うか」と聞くと半数以上が

っと近いので質の良い議論が多くなされています。そうい

（＊2）
ようでは、まだまだ国民
「削減幅が大きすぎる」
と答える

う社会では政策についてのアイデアが豊富に出されます

̶̶ 一方で「中国やインドなどの主要途上国に削減義務を

負担に関する情報が行き渡っているとは思えません。

し、政策の選択肢を議論するには良い環境だと言えます。す

いと、どんな環境問題も決して解決しないわけですが、そん

課すためには、日本が “ 野心的な目標 ” を率先して掲げる

̶̶産業構造をドラスティックに転換すれば国民負担は減

べての情報が役所に集中して、そこから国民に対してはほ

な本質は忘れられ、キャンドルナイトには共感するけれど、

べきだ」という、いわゆる率先垂範論も根強くあるようで

る、という論調もあります。

とんど情報が出てこないというのは、先進国では日本くら

家計の負担は月1000円だって嫌だ、
となる。そういうムード

す。日本が “ 野心的な目標 ” を掲げれば、本当に中国やイン

先行、矛盾だらけの環境議論がはびこる中で、もっと冷徹

ドは乗ってくるのでしょうか。

そも大量生産・大量消費の従来型ライフスタイルを変えな

産業構造は、需要に応じて転換するものであって、人為的

いではないでしょうか。温暖化の国際交渉でも、交渉がいっ

に転換できるものではありません。たとえば自動車メーカ

たいどうなっているのかについて、政府関係者から国民や

あり得ないですね。中国は「先進国は 40％削減しろ」と言

ーが「構造を転換したので明日から自転車を買ってくれ」と

アカデミアに対してメーリングリストで直接、タイムリー

̶̶なるほど。澤さんは「日本が追求すべき交渉のボトムラ

っていますし、インドは「79.6％削減しろ」と言っています。

言っても誰も買わないでしょう。多くのビジネスではお客

に流されるべきです。政府の側からの情報のオープンネス

イン」という提言書で、「ポスト京都議定書での日本の中期

そういう中では日本が仮に「35％」と言っても「少ない」と言

のニーズが先にあるのであって、需要に変化がないのに産

があれば、それに対して国民やアカデミアの側からのアイ

削減目標は国際的衡平性が必須である」と主張されていま

われるだけです。途上国ではないですが、京都議定書から

業構造を変えればいいじゃないか、というのは本末転倒で

デアが入ってきます。日本は情報の流通が悪すぎますので、

すが、麻生総理は6月に
「2005年比マイナス15％」
という中

米国が離脱するときに「日本が率先して批准したら米国は

無責任ですね。また、仮にある国の産業構造が変わっても、

21世紀政策研究所として、できるだけ質の良い情報、アイデ

期目標を発表しました。これをどうお考えですか。

京都議定書に戻ってきてくれる」と真剣に言う人もいまし

その国民の消費行動が変わらなければ地球規模ではＣＯ２は

アの提供に努めていきたいと思っています。

た。温暖化問題では、日本が率先垂範したので他国が動いた

減りません。イギリスは製造業が衰退して金融業にシフト

ね。マイナス15％という日本の目標は限界削減費用から見

ということは過去に例がありません。

していきましたが、自国で作らないものは外国から輸入し

た衡平性という点ではアメリカやヨーロッパよりもはるか

̶̶そこで主要途上国を巻き込むには、数値目標ではなく、

ますから、結局はＣＯ２の発生場所が外国に移っただけなの

に厳しいものですが、総理は「日本だけが不利になることの

技術支援や資金支援の枠組みが必要なわけですね。６月に

です。消費行動でＣＯ２を減らしていくには、人口が多くて

ないように国際交渉に全力で取り組む」と言っています。つ
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