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「分散型エネルギーによる地域創生」
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柏木 孝夫
１．脱炭素社会に向けて潮目が変わったエネルギー需要構造
２．第 5 次エネルギー基本計画の行間を読み解く
３．経済自立した再生可能エネルギーと地産地消システム
４．日本版シュタットベルケと地域創生
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㻌
㻌

䜶䝛䝹䜼䞊⮬⤥⋡㻌
㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ䛾䜶䝛䝹䜼䞊⮬⤥⋡䛿䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋ䛝䛟పୗ䛧 㻢䠂䛸䛺䛳䛯
䛜䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධಁ㐍䜔Ᏻᛶ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾
✌ാ䛻䜘䜚䚸㻞㻜㻟㻜 ᖺᗘ䛻䛿 㻞㻠㻑䜢ぢ㎸䜐䚹䛣䜜䛿ᖺ 㻝䠂䝫䜲䞁䝖⛬ᗘ䛾ୖ᪼䛻┦

 ᖺᗘࡢ㟁ຊࡢ⇞ᩱ㈝ ),7 ㈙ྲྀ㈝⏝➼ࢆ㊊ࡋࡓ㟁ຊࢥࢫࢺࡣࠊ 
ࠋ ᖺᗘࡣࠊ㟁ຊࢥࢫࢺࢆᘬࡁୗࡆࠊ ࡽ  ࢆぢ㎸
ࡴࠋ㊊ୗࡣࠊᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘࡼࡿ㈙ྲྀ㈝⏝ࡢቑຍࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ㈨※౯
᱁ࡢୗⴠࡼࡾయࡋ࡚  ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

䜶䝛䝹䜼䞊㉳※ 㻯㻻㻞 ฟ㔞㻌
㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ䛾䜶䝛䝹䜼䞊㉳※ 㻯㻻㻞 ฟ㔞䛿䚸㻝㻞㻚㻠 ൨䝖䞁䚹㻞㻜㻟㻜 ᖺᗘ䛻䛿 㻥㻚㻟
൨䝖䞁⛬ᗘ䜢ぢ㎸䜐䚹䛣䜜䛿ᖺ 㻜㻚㻞 ൨䝖䞁⛬ᗘ䛾๐ῶ䛻┦ᙜ䚹㊊ୗ䛷䛿䚸㻞㻜㻝㻢 ᖺ
ᗘⅬ䛷 㻝㻝㻚㻟 ൨䝖䞁⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸ᖺ 㻜㻚㻠 ൨䝖䞁⛬ᗘ䛾䝨䞊䝇䛷๐ῶ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻟㻚

⛬ᗘࡢୖ᪼┦ᙜࠋ㊊ୗ࡛ࡣࠊ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᴫࡡᖺ ࣏ࣥࢺࡎ
ࡘୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䜼䞊㻞㻞䡚㻞㻠䠂⛬ᗘ䚸ཎᏊຊ 㻞㻞䡚㻞㻜䠂⛬ᗘ䠅ࢆぢ㎸ࡴࠋࡇࢀࡣࠊᖺ ࣏ࣥࢺ

㻞㻚

㻝㻚

䜶䝛䝹䜼䞊※䚹㻌

5

ᑟධ䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌
㻔㻠㻕 ኳ↛䜺䝇㻌
▼⇞ᩱ䛾୰䛷 ᐊຠᯝ䜺䝇䛾ฟ䜒᭱䜒ᑡ䛺䛟䚸Ⓨ㟁䛻䛚䛔䛶䛿䝭䝗䝹㟁※
䛾୰ᚰⓗ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛚䜚䚸䝅䜵䞊䝹㠉䛺䛹䜢⫼ᬒ䛻䛭䛾ᙺ䜢ᣑ䛧䛶
䛔䛟㔜せ䛺䜶䝛䝹䜼䞊※䚹㻌
⏘ᴗศ㔝䛺䛹䛻䛚䛡䜛ኳ↛䜺䝇䝅䝣䝖䜢╔ᐇ䛻ಁ㐍䚹㻌
㻔㻡㻕 ▼Ἔ㻌
ㄪ㐩䛻ಀ䜛ᆅᨻᏛⓗ䝸䝇䜽䛿᭱䜒䛝䛔䜒䛾䛾䚸ྍᦙᛶ䛜㧗䛟䚸ᅜ౪⤥⥙䜒ᩚ
䛔䚸ഛ䜒㇏ᐩ䛺䛣䛸䛛䜙䚸䛾႙ኻ㟁※䜢௦᭰䛩䜛䛺䛹䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛩㔜せ䛺

䜢ᑛ㔜䛧✌ാ䜢㐍䜑䜛䚹䛭䛾㝿䚸ᅜ䜒๓㠃䛻❧䛱䚸❧ᆅ⮬య➼㛵ಀ⪅䛾⌮
ゎ䛸༠ຊ䜢ᚓ䜛䜘䛖䚸ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
ཎⓎ౫Ꮡᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධ䜔ⅆຊⓎ
㟁䛾ຠ⋡䛺䛹䛻䜘䜚䚸ྍ⬟䛺㝈䜚పῶ䛥䛫䜛䚹㻌
㻔㻟㻕 ▼Ⅳ㻌
㔜せ䛺䝧䞊䝇䝻䞊䝗㟁※䛾⇞ᩱ䛸䛧䛶䚸㧗ຠ⋡▼ⅣⅆຊⓎ㟁䛾᭷ຠ⏝➼䛻䜘
䜚⎔ቃ㈇Ⲵ䜢పῶ䛧䛴䛴ά⏝䛧䛶䛔䛟䜶䝛䝹䜼䞊※䚹㻌
⪁ᮙⅆຊⓎ㟁ᡤ䛾䝸䝥䝺䞊䝇䜔᪂ቑタ䛻䜘䜛⏝ྍ⬟䛺᭱᪂ᢏ⾡䛾ᑟධ䜢ಁ
㐍䛩䜛䚹㻵㻳㻯㻯䞉㻵㻳㻲㻯 䜔 㻯㻯㼁㻿 ➼䛾㛤Ⓨ䜢䛥䜙䛻㐍䜑䜛䚹ᾏእ䛷䛾㧗ຠ⋡ᢏ⾡䛾
㻝㻚

6

ʷ 䝅䞊䝺䞊䞁㛵ಀᅜ䞉ᆅᇦ䛸䛾㛵ಀᙉ㻌

ʷ ㈨※䛾ㄪ㐩ᅜ䠄୰ᅜ䚸㡑ᅜ䚸䜲䞁䝗䚸㻱㼁 ➼䠅䛸䛾㐃ᦠᙉ䠄ᅜ㝿㈨※ᕷሙ
䛾䝹䞊䝹ᙧᡂ➼䠅㻌

ʷ ㄪ㐩ඛᅜ䛸䛾ከ㠃ⓗ䛺㛵ಀᵓ⠏䠄⤒῭䞉ேⓗὶ䛾ᣑ䚸୰ୗὶศ㔝䛻
䛚䛡䜛䝡䝆䝛䝇ᶵฟ䚸᪂ᢏ⾡ᑟධᨭ➼䠅㻌

ʷ ⮬㛤Ⓨẚ⋡䛾ྥୖ䠄㻶㻻㻳㻹㻱㻯 䛻䜘䜛䝸䝇䜽䝬䝛䞊౪⤥ᙉ䠅㻌
z ㈨※ㄪ㐩⎔ቃ䛾ᇶ┙ᙉ㻌

ʷ ⡿䞉䝻䝅䜰䞉䜰䝣䝸䜹➼䛸䛾㛵ಀᙉ㻌

䜚䚸ᘬ䛝⥆䛝Ᏻᐃⓗ䛺㈨※☜ಖ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾⥲ྜⓗ䛺ᨻ⟇䛾᥎㐍䛜㔜せ䚹㻌
z ᪂䛯䛺㈨※౪⤥ᅜ䛸䛾㛵ಀᙉ䛸ୖὶ㐍ฟ䛾ಁ㐍㻌

㈨※☜ಖ㻌
㈨※䛾✀㢮䞉ㄪ㐩ඛ䛾ศᩓ䜔ୖὶᶒ┈䛾☜ಖ䚸౪⤥ᅜ䛸䛾㛵ಀᙉ䛻䜘䜛
ㄪ㐩䝸䝇䜽పୗ䛻ດ䜑䛶䛝䛯䚹᪉䚸᪂⯆ᅜ䛾ྎ㢌➼䛷ᡃ䛜ᅜ䛾΅ຊ䛾పୗ
䜔ᅜ㝿㟂⤥䛾Ᏻᐃ䛜㢧ᅾ䛧䛴䛴䛒䜚䚸ᚑ᮶䛾ྲྀ⤌䛻ຍ䛘䚸ᅜ㝿㈨※ᕷሙ
ᙧᡂ䜔䜰䝆䜰䛷䛾䜶䝛䝹䜼䞊䝞䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁䛾ᵓ⠏䛺䛹䚸ᅜ䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯ྲྀ
⤌䛜ే䛫䛶㔜せ䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹㈨※☜ಖ䛿䜶䝛䝹䜼䞊Ᏻಖ㞀䛾ᇶᮏ䛷䛒

➨ 㻞 ⠇㻌 㻞㻜㻟㻜 ᖺ䛻ྥ䛡䛯ᨻ⟇ᑐᛂ㻌

ⓗ䛻ไᗘ䜔䜲䞁䝣䝷䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䛶䛔䛟䚹㻌

䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝䛾୰䛷⇕⏝䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㠀㟁ຊ䛷䛾⏝㏵䛜㐣༙䜢༨䜑䚸⇕
䛾ຠ⋡ⓗ⏝䛜㔜せ䚹䝁䞊䝆䜵䝛䜔⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊⇕䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䚹㻌
㻔㻟㻕 Ỉ⣲㻌
Ỉ⣲䛿䚸⏝ẁ㝵䛷 ᐊຠᯝ䜺䝇䛾ฟ䛜䛺䛔䛺䛹䚸ከ䛟䛾ඃ䜜䛯≉ᚩ䜢᭷䛧
䛶䛔䜛䚹Ỉ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ከᵝ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䜔ప䝁䝇䝖䜢᥎㐍䛧䚸ᡓ␎

㔠㈇ᢸ䛾ᢚไ䛺䛹䚸㟁Ẽᩱ㔠䛜ᖜ䛻ୖ᪼䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻ὀど䚹㻌
㻔㻞㻕 ⇕⏝䠄䝁䞊䝆䜵䝛䚸䜶䝛⇕➼䠅䛾⏝ಁ㐍㻌

ḟ䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀䛻䛚䛔䛶䚸ᘬ䛝⥆䛝୰ᚰⓗ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䚹䝞䝷䞁䝇䛾䛸
䜜䛯㟁※ᵓᡂ䛾ᐇ⌧䛸▼⇞ᩱ䝁䝇䝖䛾పῶ䛻ὀຊ䚸ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀ䛻క䛖㈿ㄢ

㻔㻝㻕 ḟ䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀䛾୰ᚰⓗᙺ䜢ᢸ䛖㟁Ẽ㻌

ḟ䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀䛾ᅾ䜚᪉㻌

᰾ሸᡤ䛾タഛᙉ䛺䛹䛾౪⤥యไ䛾ᙉ㠌䜢㐍䜑䜛䚹㻌

⅏ᐖ䛻䛿䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥䛾䛂᭱ᚋ䛾◓䛃䛸䛺䜛䛯䜑䚸ഛ䛾╔ᐇ䛺ᐇ䜔୰

ᖹ䛾ᅜẸ⏕ά䚸⏘ᴗάື䜢ᨭ䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸⥭ᛴ䛻䜒㈉⊩䛷䛝䜛ศᩓᆺ䛾䜽
䝸䞊䞁䛺䜺䝇య䛾䜶䝛䝹䜼䞊※䚹㻌

㻔㻞㻕 ཎᏊຊ㻌
Ᏻᛶ䛾☜ಖ䜢๓ᥦ䛻䚸ඃ䜜䛯Ᏻᐃ౪⤥ᛶ䛸ຠ⋡ᛶ䜢᭷䛧䛶䛚䜚䚸㐠㌿䛻
䛿 ᐊຠᯝ䜺䝇䛾ฟ䜒䛺䛔㔜せ䛺䝧䞊䝇䝻䞊䝗㟁※䚹㻌
ཎᏊຊつไጤဨ䛻䜘䜚つไᇶ‽䛻㐺ྜ䛩䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ุ᩿

㻟㻚

౪⤥※ከゅ䚸⏘Ἔᅜ༠ຊ䚸ഛ➼䛾༴ᶵ⟶⌮䛾ᙉ䜔䚸ཎἜ䛾᭷ຠ⏝䚸
㐠㍺⏝⇞ᩱ䛾ከᵝ䚸ㄪᩚ㟁※䛸䛧䛶䛾▼Ἔⅆຊ䛾ά⏝➼䜢㐍䜑䜛䚹㻌
㻔㻢㻕 㻸㻼 䜺䝇㻌

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䞉Ỉ⣲➼㛵ಀ㛶㆟䛻䜘䜚䚸ᨻᗓ䛾ྖ௧ሪᶵ⬟䜢ᙉ䚸
㛵ಀ┬ᗇ㛫䛾㐃ᦠ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹㻌

Ᏻᐃ౪⤥㠃䚸䝁䝇䝖㠃䛷ㄢ㢟䛜䛒䜛䛜䚸 ᐊຠᯝ䜺䝇䜢ฟ䛫䛪䜶䝛䝹䜼䞊Ᏻ
ಖ㞀䛻䜒ᐤ䛷䛝䜛㔜せ䛺పⅣ⣲䛾ᅜ⏘䜶䝛䝹䜼䞊※䚹㻌

㻔㻝㻕 ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㻌

ྛ䜶䝛䝹䜼䞊※䛾⨨䛡䛸ᨻ⟇䛾᪉ྥᛶ㻌

䇾ከᒙ䞉ከᵝ䛧䛯ᰂ㌾䛺䜶䝛䝹䜼䞊㟂⤥ᵓ㐀䇿䛾ᵓ⠏䛸ᨻ⟇䛾᪉ྥᛶ㻌

ᅜ㝿ⓗ䛺どⅬ䛾㔜せᛶ㻌
⤒῭ᡂ㛗䛾どⅬ䛾㔜せᛶ㻌

䜶䝛䝹䜼䞊ᨻ⟇䛾ཎ๎䛸ᨵ㠉䛾どⅬ㻌
䜶䝛䝹䜼䞊ᨻ⟇䛾ᇶᮏⓗどⅬ䠄䠏㻱䠇㻿䠅㻌

➨ 㻝 ⠇㻌 ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪㻌

➨㻞❶ 㻞㻜㻟㻜 ᖺ䛻ྥ䛡䛯ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛸ᨻ⟇ᑐᛂ㻌

㻞㻚
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ʷ ⏘ᴗ䝖䝑䝥䝷䞁䝘䞊ไᗘ䛾ᑟධᴗ✀ᣑ㻌
z 䝕䜱䝬䞁䝗䝸䝇䝫䞁䝇䛾ά⏝㻌

ʷ ┬䜶䝛䝹䜼䞊ຠᯝ䛾㧗䛔タഛ䜈䛾᭦᪂䜢ᙉ䠄」ᩘᴗ⪅䛾㐃ᦠ䚸タഛ
ᢞ㈨ᨭ䚸୰ᑠᴗ➼䜈䛾䝸䞊䝇ᡭἲ䜢ά⏝䛧䛯ᢞ㈨ᨭ➼䠅㻌

ʷ ┬䜶䝛ἲ䛾ᨵṇ䠄Ⲵつไ䛾ᅾ䜚᪉ぢ┤䛧䚸య㛫㐃ᦠಁ㐍䠅㻌
䛆⏘ᴗ㒊㛛䛇㻌

ʷ 㻞㻜㻟㻜 ᖺ䜎䛷䛻ḟୡ௦⮬ື㌴䛾᪂㌴㈍䛻༨䜑䜛ẚ⋡ 㻡䡚㻣 䜢┠ᣦ䛩㻌
ʷ ḟᮇ⇞㈝ᇶ‽䛾⟇ᐃ㻌
ʷ ⏝㌴䞉ၟ⏝㌴䛻䛚䛡䜛㟁ື㌴୧ᬑཬ⟇䚸㟁ື䛾ᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨ䠄ḟୡ
௦㟁ụ➼䠅䛾ᢤᮏⓗᙉ㻌

ʷ ᘓ⠏≀䛾┬䜶䝛ᑐᛂ䠄᪤Ꮡᘓ⠏≀䞉ఫᏯ䛾ᨵಟ䞉ᘓ䛶᭰䛘䚸᪂⠏ᘓ⠏≀䞉
ఫᏯ䛾㧗᩿⇕䚸㼆㻱㻮䞉㼆㻱㻴 䛾ᑟධಁ㐍䚸つᶍ㠀ఫᏯᘓ⠏≀䛾䜶䝛䝹
䜼䞊ᇶ‽㐺ྜ⩏ົ➼䠅㻌
䛆㐠㍺㒊㛛䛇㻌

ʷ ᪂䛯䛺ᢏ⾡䠄㻵㼛㼀䚸㻭㻵䚸䝡䝑䜾䝕䞊䝍ά⏝䜔ᶵჾ㛫㐃ᦠ➼䠅䛻ᑐᛂ䛧䛯䝖䝑䝥
䝷䞁䝘䞊ไᗘ䛻䜘䜛ᶵჾ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ᛶ⬟䛾᭦䛺䜛ྥୖ㻌

䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
z ྛ㒊㛛䛻䛚䛡䜛┬䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᙉ㻌
䛆ᴗົ䞉ᐙᗞ㒊㛛䛇㻌

ᚭᗏ䛧䛯┬䜶䝛䝹䜼䞊♫䛾ᐇ⌧㻌
䛣䜜䜎䛷䛾ᴗ䞉ᅜẸ䛾ດຊ䛾⤖ᯝ䚸ಶ䚻䛾ᴗ⪅䛾ྲྀ⤌䜔ᶵჾ䛾䜶䝛䝹䜼
䞊ᾘ㈝ᛶ⬟䛾ྥୖ䛜㐍ᒎ䚹᭦䛺䜛┬䜶䝛䛻ྥ䛡䛶䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾ྲྀ⤌䛻ຍ䛘䚸
㻵㼛㼀 䜔 㻭㻵䚸䝡䝑䜾䝕䞊䝍䛾ά⏝䜔」ᩘᴗ⪅䞉ᶵჾ䛾㐃ᦠ䛸䛔䛳䛯᪂䛯䛺┬䜶䝛

ʷ ⏝῭䜏〇ရ䛛䜙䛾㔠ᒓ㖔≀ᅇ䛾ಁ㐍㻌

ʷ 䝺䜰䝯䝍䝹ഛ䛾᥎㐍㻌
ʷ 㻱㼂 䛺䛹䛻⏝䛥䜜䜛䝁䝞䝹䝖➼䛾Ᏻᐃ౪⤥☜ಖ㻌

z 㖔≀㈨※䛾Ᏻᐃ౪⤥☜ಖ㻌

ʷ ᾏᗏ⇕Ỉ㖔ᗋ䛾㈨※㔞䛾ᢕᥱ䚸⏕⏘ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾
㧗ᗘ䚸⤒῭ᛶ䛾ホ౯ཬ䜃ἲไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛾᳨ウ㻌

ʷ 䝯䝍䞁䝝䜲䝗䝺䞊䝖䛾ၟᴗ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍㻌
ʷ ▼Ἔ䞉ኳ↛䜺䝇䛾୕ḟඖ≀⌮᥈ᰝ⯪䜢⏝䛧䛯᥈ᰝ䛾ᐇ䛸䝕䞊䝍䛾Ẹ
㛫䜈䛾ᘬ⥅䛞㻌

z ᅜෆ䛾ᾏὒ㈨※㛤Ⓨ䛾ಁ㐍㻌

ʷ ᰂ㌾䛛䛴㏱᫂ᛶ䛾㧗䛔ᅜ㝿 㻸㻺㻳 ᕷሙ䛾ᵓ⠏䠄ྥᆅไ㝈➼䛾ὶືᛶ䜢
㜼ᐖ䛩䜛ၟ័⩦䛾ᙎຊ䚸㟂⤥䜢ᫎ䛧䛯 㻸㻺㻳 ౯᱁ᣦᶆ䛾☜❧䚸䜲䞁䝣
䝷ᩚഛ䚸㻸㻺㻳 䝞䞁䜹䝸䞁䜾➼䛾᪂䛯䛺㟂せ䛾㛤ᣅ➼䠅㻌

z ㈨※ㄪ㐩᮲௳䛾ᨵၿ㻌

㻟㻚
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ʷ ᢞ㈨⎔ቃᩚഛ䠄㛤Ⓨ䝸䝇䜽పῶ䜈䛾ᨭ䚸᪤Ꮡ䝎䝮䛾Ⓨ㟁㔞䜢ቑຍ䛥䛫䜛
ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍➼䠅㻌

䛆Ỉຊ䛇㻌

ʷ ᢞ㈨⎔ቃᩚഛ䠄᥀๐䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨᨭ䚸⎔ቃ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾㎿㏿䚸
Ᏻつไ䛾ྜ⌮➼䠅㻌

ʷ 䛂㎰ᒣ⁺ᮧ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊ἲ䛃䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝㻌
䛆ᆅ⇕䛇㻌

ʷ ศᩓᆺ䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䜈䛾ᨭᐇ㻌

ʷ ὒୖ㢼ຊ䛾ᑟධಁ㐍䠄ᾏᇦ⏝䛾䝹䞊䝹ᩚഛ➼䠅㻌
z ᆅᇦ䛸䛾ඹ⏕䞉⮬❧䛻ྥ䛛䛖ᆅ⇕䞉Ỉຊ䞉䝞䜲䜸䝬䝇䛾ྲྀ⤌㻌

ʷ つไ䛾ྜ⌮䠄⎔ቃ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾㎿㏿䚸Ᏻつไ䛾ྜ⌮➼䠅㻌

ʷ ᭦䛺䜛䝁䝇䝖๐ῶ䜢┠ᣦ䛩䠄ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍䚸ᅛᐃ౯᱁ไᗘ䛻䛚䛡䜛ධᮐไ
ᗘ䞉୰㛗ᮇⓗ౯᱁┠ᶆ䛾ά⏝➼䠅㻌

ʷ ᣢ⥆ྍ⬟䛺㟁※䛸䛧䛶䛾⎔ቃᩚഛ䠄ᑠつᶍ䛺ᴗ⏝ኴ㝧ගⓎ㟁䛾䝯䞁䝔
䝘䞁䝇☜ಖ䚸ᢞ㈨ಁ㐍䚸䝟䝛䝹䛾㔞ᗫᲠၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ䠅㻌
䛆㢼ຊ䛇㻌

ʷ ศᩓᆺ㟁※䛸䛧䛶䛾ά⏝ಁ㐍䠄㐟ఇᆅ䜔ᒇ᰿䛾⏝➼䛾᥎㐍䚸㈙ྲྀᮇ㛫
䛜⤊䛩䜛ఫᏯ⏝ኴ㝧ගⓎ㟁䛾⮬❧䛧䛯ά⏝䛻ྥ䛡䛯ᗈሗ䞉࿘▱䚸
㟁ụ䛾౯᱁పῶ᥎㐍䠅㻌

ʷ ᭦䛺䜛䝁䝇䝖๐ῶ䜢┠ᣦ䛩䠄ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍䚸ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ䛻䛚䛡䜛ධ
ᮐไᗘ䞉୰㛗ᮇⓗ౯᱁┠ᶆ䛾ά⏝➼䠅㻌

᪉䚸Ⓨ㟁䝁䝇䝖䛿ᾏእ䛻ẚ䛧䛶㧗Ṇ䜎䜚䛧䛶䛚䜚䚸㈙ྲྀ䛻క䛖㈿ㄢ㔠⥲㢠䛿㊊
ඖ䛷᪤䛻 㻞 䠋ᖺ⛬ᗘ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸᪤Ꮡ䛾㏦㟁⣔⤫䛸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹
䜼䞊䛾㐺ᆅ䛸䛜ᚲ䛪䛧䜒୍⮴䛧䛶䛚䜙䛪䚸⣔⤫᥋⥆䛻ไ⣙䛜⏕䛨䜛䜿䞊䝇䜒⏕䛨
ጞ䜑䛶䛔䜛䚹䛣䛾䚸㛫Ḟᛶ䛾ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛸䛧䛶䛾ㄪᩚᶵ⬟☜ಖ䛺䛹䚸㔞ᑟ
ධ䛻క䛔ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛣䛖䛧䛯ㄢ㢟䛻╔ᐇ䛻ᑐᛂ
䛩䜛ᨻ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛷䚸ຊ㟁※䜈䛾ᕸ▼䜢ᡴ䛴䚹㻌
z ኴ㝧ග䞉㢼ຊ䛾ຊ㟁※䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌㻌
䛆ኴ㝧ග䛇㻌

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධຍ㏿㻌 䡚ຊ㟁※䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䡚㻌
⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛿䚸㻞㻜㻝㻞 ᖺ 㻣 ᭶䛾ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘᑟධ௨㝆䚸ኴ㝧ග
Ⓨ㟁䜢୰ᚰ䛸䛧䛶╔ᐇ䛻ᑟධ䛜㐍ᒎ䚹Ỉຊ䜢㝖䛟⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛜㟁ຊ౪
⤥䛻༨䜑䜛ẚ⋡䛿䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛷䛿 㻝䠂⛬ᗘ䛷䛒䛳䛯䛜䚸㊊ୗ䛷䛿 㻤䠂⛬ᗘ䜎䛷
ᣑ䚹ᚋ䜒᭦䛺䜛㔞ᑟධ䛻䜘䜚ຊ㟁※䛾୍⩼䜢ᢸ䛖䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹㻌

ʷ 䝇䝬䞊䝖䝯䞊䝍䞊䛾ୡᖏ䞉ᴗᡤ䜈䛾ᑟධ㻌
ʷ 䝕䜱䝬䞁䝗䝸䝇䝫䞁䝇䛾⎔ቃᩚഛ䠄㟂せไᚚ㔞䛾ホ౯䜔ྲྀᘬ䛻ᚲせ䛸䛺䜛
㡯䜢ᐃ䜑䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁ᩚഛ➼䠅㻌

㻠㻚
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䛾⥔ᣢ䞉ᙉ䛺䛹䚸♫ⓗಙ㢗䛾⋓ᚓ䛻ྥ䛡䛯⥲ྜⓗ䛺ྲྀ⤌䜢㐍䜑䜛䚹㻌

ᛶ䛾ྥୖ䚸㜵⅏䞉ᨾᚋᑐᛂ䛾ᙉ䚸᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹䞉䝞䝑䜽䜶䞁䝗ᑐ⟇䚸≧ἣኚ
䛻༶䛧䛯❧ᆅᆅᇦ䜈䛾ᑐᛂ䚸ᑐヰ䞉ᗈሗ䛾ྲྀ⤌ᙉ䚸ᢏ⾡䞉ேᮦ䞉⏘ᴗ䛾ᇶ┙

䛻䛒䜛䚹ᅜẸ䛾㛫䛻䛒䜛ཎᏊຊⓎ㟁䛻ᑐ䛩䜛Ᏻឤ䜔䚸ཎᏊຊᨻ⟇䜢᥎㐍䛧䛶䛝
䛯ᨻᗓ䞉ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ಙឤ䛻ᑐ䛧䛶䚸ṇ㠃䛛䜙ྥ䛝ྜ䛔䚸┿ᦸ䛻ཷ䛡Ṇ䜑䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䜎䛯䚸⚟ᓥ䛾⯆䞉⏕䛻ྥ䛡䚸ᗫ⅔䞉ởᰁỈᑐ⟇䚸ཎᏊຊᦆᐖ
㈺ൾ䚸᪂䛯䛺⏘ᴗ䞉㞠⏝䛾ฟ䚸ᴗ䞉䛺䜚䜟䛔䛾ᘓ䚸㢼ホ⿕ᐖᑐ⟇䚸㝖ᰁ䞉୰
㛫㈓ⶶタᴗ䛺䛹䛻ຊ䛷ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
ཎᏊຊ䛾⏝䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸䛔䛛䛺䜛䜘䜚䜒Ᏻᛶ䜢䛶䛻ඃඛ䛥
䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸♫ⓗಙ㢗䛾⋓ᚓ䛻ດ䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䚹䛣䛾䛯䜑䚸᭦䛺䜛Ᏻ

ཎᏊຊᨻ⟇䛾ᵓ⠏㻌
ཎᏊຊᨻ⟇䛾ฟⓎⅬ䛿䚸ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛾┿ᦸ䛺┬

ʷ ᆺᾋయᘧὒୖ㢼ຊ䛾ᐇドᐇ㦂䛾ᐇ㻌
ʷ 䛂⚟ᓥ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊◊✲ᡤ䛃䛻䛚䛡䜛◊✲άື䛾ᐇ㻌
ʷ 䛂⚟ᓥ᪂䜶䝛♫ᵓ䛃䛻ᇶ䛵䛟⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊ᑟධᣑ䛻ྥ䛡䛯
㏦㟁⥺䛾ቑᙉ➼䜈䛾ྲྀ⤌㻌

ʷ 㟂⤥䝞䝷䞁䝇ㄪᩚ䛻ᐤ䛩䜛᪂䛯䛺ᢏ⾡䛾ᵓ⠏䠄㟂せᐙഃ䛾䜶䝛䝹䜼䞊
䝸䝋䞊䝇䜢㐲㝸ไᚚ䛩䜛䝞䞊䝏䝱䝹䝟䝽䞊䝥䝷䞁䝖䚸㻱㼂 䛛䜙䛾㏫₻䜢ไᚚ
䛩䜛 㼂㼑㼔㼕㼏㼘㼑㻌㼠㼛㻌㻳㼞㼕㼐 ➼䠅㻌
z ⚟ᓥ䛾⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗ䛾ᣐⅬ䛾᥎㐍㻌

ʷ ⮬↛ኚື㟁※䛾ᑟධ㔞ቑຍ䜈䛾ᑐᛂ䛸䛧䛶䛾ㄪᩚຊ☜ಖ䠄᪂䛯䛺ᕷሙ䛾
ᩚഛ䚸䜶䝛⮬㌟䛾ㄪᩚᶵ⬟ά⏝䚸㐃⣔⥺ά⏝➼䠅㻌

ʷ ᪤Ꮡ⣔⤫䛾᭱㝈䛾ά⏝䠄䛂᪥ᮏ∧䝁䝛䜽䝖䠃䝬䝛䞊䝆䛃䛾ලయ䠅㻌
ʷ ḟୡ௦ᆺ䝛䝑䝖䝽䞊䜽㌿䜈䛾ྲྀ⤌䠄⣔⤫䛾䝁䝇䝖๐ῶ䚸ᢞ㈨䜢ಁ㐍䛩䜛䛯
䜑䛾ク㏦ᩱ㔠ไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ➼䠅㻌

ʷ ᅜẸ㈇ᢸ䜈䛾㐺ษ䛺㓄៖䠄ධᮐไᗘ䛾ά⏝䚸୰㛗ᮇⓗ䛺౯᱁┠ᶆタᐃ䚸
䝁䝇䝖పῶᐇ⦼䜢㋃䜎䛘䛯ㄪ㐩౯᱁䛾ぢ┤䛧䚸ᮍ✌ാ௳䛾㜵Ṇ䠅㻌
z ⣔⤫ไ⣙䛾ඞ᭹䚸ㄪᩚຊ䛾☜ಖ㻌

ʷ ⇕౪⤥タഛ䛾ᑟධᨭ䚸」ᩘ⏝ᙧែ䛾ᐇド䜢ᐇ㻌
z ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ䛾ᅾ䜚᪉㻌

䛆⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊⇕䛇㻌

ʷ つᶍ䝞䜲䜸䝬䝇䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ䛾ධᮐไᗘ䜢㏻䛨䛯䝁
䝇䝖ຠ⋡ⓗ䛺ᑟධ䜢ಁ䛩㻌

ʷ ᚠ⎔ᆺ⤒῭䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䚸᳃ᯘ㈨※䛾᭷ຠά⏝䞉ᯘᴗάᛶ䛾᥎㐍㻌
ʷ 㒔ᕷᆺ䝞䜲䜸䝬䝇䠄ୗỈởἾ䚸㣗ရᗫᲠ≀➼䠅䚸⇞ᩱస≀䝞䜲䜸䝬䝇䛾
⏝᥎㐍㻌

䛆䝞䜲䜸䝬䝇Ⓨ㟁䛇㻌
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ʷ Ᏻ☜ಖ䜢๓ᥦ䛻䚸䝥䝹䝃䞊䝬䝹䚸භ䜿ᡤฎ⌮ᕤሙ䛾❹ᕤ䚸㻹㻻㼄
⇞ᩱຍᕤᕤሙ䛾ᘓタ䚸䜐䛴୰㛫㈓ⶶタ䛾❹ᕤ➼䜢᥎㐍㻌

ʷ 㛵ಀ⮬య䜔ᅜ㝿♫䛾⌮ゎ䜢ᚓ䛴䛴䚸᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹䜢ᘬ䛝⥆䛝╔ᐇ
䛻᥎㐍㻌

ʷ ᨺᑕᛶᗫᲠ≀䛾ῶᐜ䞉᭷ᐖᗘపῶ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍㻌
z ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹ᨻ⟇䛾᥎㐍㻌

ʷ ୰㛫㈓ⶶタ䜔ᘧ㈓ⶶタ➼䛾ᘓタ䞉ά⏝ಁ㐍䜔ᨻᗓ䛾ྲྀ⤌ᙉ䛻
䜘䜛⏝῭⇞ᩱ䛾㈓ⶶ⬟ຊ䛾ᣑ㻌

ʷ ᆅᇦ䞉ఫẸ䛸䛾ᑐヰᡭἲ䛾ඹ᭷䜔ᅜෆእ䛾◊✲ᇶ┙䛾┦ά⏝᥎㐍䛺
䛹䛾ᅜ㝿༠ຊ䛾᥎㐍㻌

ʷ 䛂⛉Ꮫⓗ≉ᛶ䝬䝑䝥䛃䛾බ⾲䜢ዎᶵ䛸䛧䛯ᅜẸ䛸䛾ᑐヰάື䛾᥎㐍㻌
ʷ ᆅᒙฎศ䛾ᢏ⾡ⓗಙ㢗ᛶ䛻㛵䛩䜛᭱᪂䛾⛉Ꮫⓗ▱ぢ䛾ホ౯䞉ᫎ㻌
ʷ ཎᏊຊⓎ㟁⎔ቃᩚഛᶵᵓ䠄㻺㼁㻹㻻䠅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯◊✲㛤Ⓨయไ䛾ᙉ䛻
ྥ䛡䛯◊✲ᡂᯝ䞉ேᮦ䛾⥅ᢎ䞉Ⓨᒎ㻌

ʷ ᗫ⅔➼䛻క䛳䛶⏕䛨䜛ᨺᑕᛶᗫᲠ≀䛾ฎศ䛾䛺ᐇ㻌
ʷ ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘ䛾ぢ┤䛧㻌
ʷ 㛵ಀ⮬య䛾ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬䞉㑊㞴ィ⏬䛾ᐇᨭ䛺䛹䛾⅏ᐖᑐ⟇䛾
ᙉ㻌
z ⏝῭⇞ᩱၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾ᢤᮏᙉ䛸⥲ྜⓗ䛺᥎㐍㻌

ʷ ከᵝ䛺♫ⓗせㄳ䜢㋃䜎䛘䛯ᢏ⾡㛤Ⓨ➼䜢㏻䛨䛯㧗䛔䝺䝧䝹䛾ཎᏊຊே
ᮦ䞉ᢏ⾡䞉⏘ᴗᇶ┙䛾⥔ᣢ䞉ᙉ䚸✌ാ䜔ᗫ⅔➼䜢㏻䛨䛯⌧ሙຊ䛾⥔
ᣢ䞉ᙉ㻌

ʷ ➇த䛜㐍ᒎ䛧䛯⎔ቃୗ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛺ᗫ⅔䚸㎿㏿䛺Ᏻᑐ⟇䚸Ᏻᐃ
౪⤥䜈䛾㈉⊩䛸䛔䛳䛯ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᴗ⎔ቃ䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ㻌

ʷ ཎᏊຊ䛾䛂Ᏻ⚄ヰ䛃䛸Ỵู䛧䚸ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽䛾Ᏻᛶ䜢᩿䛻㏣ồ㻌
ʷ 䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯ពᛮỴᐃ䠄㻾㻵㻰㻹䠅䝥䝻䝉䝇ᑟධ䛻ྥ䛡䛯ᇶ┙ᩚഛ㻌
ʷ Ⓨ㟁ᡤ䛾Ᏻ⟶⌮యไ䜈䛾䝢䜰䝺䝡䝳䞊άື䛾⥅⥆ⓗ䛺ᐇ㻌
ʷ 䝯䞊䜹䞊➼䜒ྵ䜑䛯⏘ᴗ䛷䛾㐃ᦠᙉ䞉▱ぢ㞟⣙䚸⾜ᨻ䛾䝃䝫䞊䝖ᙉ㻌

z ཎᏊຊ⏝䛻䛚䛡䜛᩿䛾Ᏻᛶྥୖ䛸Ᏻᐃⓗ䛺ᴗ⎔ቃ䛾☜❧㻌

䠉㻌 ᢏ⾡䞉▱ぢ䛾ඹ᭷䛻䜘䜚䚸ྛᅜ䛾ཎᏊຊタ䛻䛚䛡䜛Ᏻᛶ䛾ྥୖ䜔㜵
⅏ᶵ⬟䛾ᙉ䛻㈉⊩㻌

䞁䝍䞊䚸ᗫ⅔ᅜ㝿ඹྠ◊✲䝉䞁䝍䞊䚸⇃ศᯒ䞉◊✲䝉䞁䝍䞊➼䠅㻌

䠉㻌 䛂ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䠄ᰴ䠅⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾ᗫṆᥐ⨨➼䛻
ྥ䛡䛯୰㛗ᮇ䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛃䛻ᇶ䛵䛟Ᏻ䛛䛴╔ᐇ䛺ᗫ⅔䞉ởᰁỈᑐ⟇䛾
ᐇ㻌
䠉㻌 ᗫ⅔䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䜢☜❧䛩䜛䛯䜑䛾ᣐⅬᩚഛ䠄ᴍⴥ㐲㝸ᢏ⾡㛤Ⓨ䝉

z ⚟ᓥ䛾⯆䞉⏕䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌㻌

㻢㻚

㻡㻚
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ⶶ䞉㐠ᦙ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚸≉ᐃᅜ䛻೫ᅾ䛩䜛▼⇞ᩱ䛻䛝䛟౫Ꮡ䛧䛯ᡃ

Ỉ⣲♫ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾ᢤᮏᙉ㻌 䡚Ỉ⣲ᇶᮏᡓ␎䛻ᇶ䛵䛝䚸䜶䝛䝹䜼䞊
Ᏻಖ㞀䛸 ᬮᑐ⟇䛾ษ䜚ᮐ䛻䡚㻌
Ỉ⣲䛿䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䜢ྵ䜑ከ✀ከᵝ䛺䜶䝛䝹䜼䞊※䛛䜙〇㐀䛧䚸㈓

ʷ බṇ䛛䛴㏱᫂䛺▼Ἔ〇ရྲྀᘬᵓ㐀䛾☜❧䠄䛂䜺䝋䝸䞁㐺ṇྲྀᘬ័⾜䜺䜲䝗
䝷䜲䞁䛃䛾ᾐ㏱䠅㻌

ᨭ䚸䛂ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾䜲䞁䝣䝷䛃䛸䛧䛶䛾ᶵ⬟ᙉ䜔ḟୡ௦䛻ྥ䛡䛯
ไᗘᨵ㠉䠅㻌

ʷ ▼Ἔ䞉㻸㻼 䜺䝇䛾᭱⤊౪⤥యไ䛾☜ಖ䠄䛂㻿㻿 㐣ᆅၥ㢟䛃䜔㞳ᓥ䜈䛾ᑐᛂ
䛸䛧䛶ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯▼Ἔ〇ရὶ㏻⥙䛾ᩚഛ䚸㻿㻿 䛻ᑐ䛩䜛タഛᢞ㈨

ʷ ▼Ἔ⏘ᴗ䠄⢭〇䞉ඖ䠅䛾ᴗ⦅䞉ᵓ㐀ᨵ㠉䠄䜾䝻䞊䝞䝹⎔ቃୗ䛻䛚䛡
䜛➇தຊᙉ䚸ᴗศ㔝䞉ᾏእ㐍ฟ䛾ᙉ䛻䜘䜛┈ຊ䛾ྥୖ䠅㻌

ʷ 㠀ຠ⋡▼Ⅳ䠄㉸⮫⏺௨ୗ䠅䛾䝣䜵䞊䝗䜰䜴䝖㻌
ʷ ᾏእ䛛䜙䛾せㄳ䛻ᇶ䛵䛝䚸㻻㻱㻯㻰 䝹䞊䝹䜒㋃䜎䛘䛴䛴䚸ཎ๎䚸ୡ⏺᭱᪂
㗦䛷䛒䜛㉸䚻⮫⏺ᅽ䠄㼁㻿㻯䠅௨ୖ䛾ຠ⋡䛾Ⓨ㟁タഛ䜔㧗ຠ⋡ 㻸㻺㻳 ⅆຊ
Ⓨ㟁タഛ䛾ᑟධ䜢ᨭ㻌
z ▼Ἔ⏘ᴗ䞉㻸㻼 䜺䝇⏘ᴗ䛾ᴗᇶ┙䛾ᵓ⠏㻌

ʷ ḟୡ௦㧗ຠ⋡▼ⅣⅆຊⓎ㟁ᢏ⾡䠄㻵㻳㻯㻯䚸㻵㻳㻲㻯 ➼䠅䚸㓟Ⅳ⣲ᅇ䞉
᭷ຠ⏝䞉㈓␃䠄㻯㻯㼁㻿䠅ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䞉ᐇ⏝㻌

ʷ 㧗ᗘἲ䛻䜘䜛㠀▼㟁※ẚ⋡ 㻠㻠䠂䛾ᐇ⌧㻌
ʷ ┬䜶䝛ἲ䛻䜘䜛䜶䝛䝹䜼䞊䝭䝑䜽䝇䛸ᩚྜⓗ䛺Ⓨ㟁ຠ⋡ 㻠㻠㻚㻟䠂䛾ᐇ⌧㻌

▼⇞ᩱ䛾ຠ⋡ⓗ䞉Ᏻᐃⓗ⏝㻌
z 㧗ຠ⋡▼Ⅳ䞉㻸㻺㻳 ⅆຊⓎ㟁䛾᭷ຠά⏝䛾ಁ㐍㻌

㻣㻚

㻤㻚

12

ᅜෆ䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥⥙䛾ᙉ㠌㻌
z ▼Ἔഛ➼䛻䜘䜛ᾏእ䛛䜙䛾౪⤥༴ᶵ䜈䛾ᑐᛂ䛾ᙉ㻌

ʷ 䜶䝛䝹䜼䞊䛾పⅣ⣲䛻ྥ䛡䛯䚸⇕䛾᭷ຠά⏝䚸౪⤥※䛾పⅣ⣲㻌

ʷ ኳ↛䜺䝇⏝ಁ㐍䠄㧗ຠ⋡ 㻸㻺㻳 ⅆຊ䚸㧗ຠ⋡䝪䜲䝷䞊䚸䜺䝇✵ㄪ䜔⯪
⯧䞉⮬ື㌴➼䛾⇞ᩱ⏝ᣑ➼䠅㻌

ʷ ⮬⏤䠄㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻠 ᭶䛾ᑠ㠃⮬⏤䚸㻞㻜㻞㻞 ᖺ 㻠 ᭶䛾䜺䝇ᑟ⟶㒊㛛䛾
ἲⓗศ㞳䠅㻌

z 䜺䝇䝅䝇䝔䝮ཬ䜃⇕౪⤥䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉㻌

ʷ 㟁※䞉㏦㓄㟁䛾᭦䛺䜛ຠ⋡䜔ᚲせ䛺ᢞ㈨䛾ಁ㐍䛺䛹䛾බ┈ⓗㄢ㢟䜈䛾
ᑐᛂ䠄ᐜ㔞ᕷሙ䞉㟂⤥ㄪᩚᕷሙ䞉㠀▼౯್ྲྀᘬᕷሙ䛸䛔䛳䛯᪂䛯䛺ᕷ
ሙ䛾タ䚸ク㏦ไᗘᨵ㠉➼䠅㻌

ʷ ➇தάᛶ䠄䝧䞊䝇䝻䞊䝗ᕷሙ䛾タ䚸㛫᥋䜸䞊䜽䝅䝵䞁䛾ᑟධ➼䠅㻌

ʷ ୕ẁ㝵䛷䛾⮬⏤䠄㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻠 ᭶䛾㟁ຊᗈᇦⓗ㐠Ⴀᶵ㛵タ❧䚸㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻠
᭶䛾ᑠ㠃⮬⏤䚸㻞㻜㻞㻜 ᖺ 㻠 ᭶䛾Ⓨ㏦㟁ศ㞳䠅㻌

䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉㻌
z 㟁ຊ䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉㻌

ʷ 㻞㻜㻞㻜 ᖺᮾி㍯䛷䛾Ỉ⣲♫䛾䝅䝵䞊䜿䞊䝇䠄⚟ᓥ䛷䛾 㻼㼛㼣㼑㼞㻙㼠㼛䇲
㻳㼍㼟 䝅䝇䝔䝮䛾ᐇド䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚸㑅ᡭᮧ䜔✵ 䛷䛾Ỉ⣲ά⏝➼䠅㻌

ʷ ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊⏤᮶䛾Ỉ⣲䛾⏝ᣑ䛻ྥ䛡䛯 㻼㼛㼣㼑㼞㻙㼠㼛䇲㻳㼍㼟 ᢏ
⾡䛾㛤Ⓨ䛾᥎㐍䛸ᆅᇦ㈨※䛾ά⏝㻌

ಀ䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍䠅㻌

ʷ ᅜ㝿ⓗ䛺䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䛾ᵓ⠏䛻䜘䜛పᗮ䠄ᾏእ䛾Ᏻ౯䛺䜶䝛䝹䜼䞊
䠄〓Ⅳ䠇㻯㻯㻿䚸䜶䝛䠅䛛䜙䛾Ỉ⣲䛾㔞ㄪ㐩䚸Ỉ⣲䛾〇㐀䞉㍺㏦䞉Ⓨ㟁䛻

ʷ 䝰䝡䝸䝔䜱䛻䛚䛡䜛Ỉ⣲⏝䛾ຍ㏿䠄Ỉ⣲䝇䝔䞊䝅䝵䞁ᩚഛ䚸㻲㻯㼂 ᬑཬಁ
㐍䚸ᚲせ䛺つไᨵ㠉䞉ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍䚸䝞䝇䞉䝖䝷䝑䜽䞉㟁㌴➼䜈䛾ᒎ㛤䠅㻌

ʷ ᨾ䛾⤒㦂䛸ᩍカ䛻ᇶ䛵䛝Ᏻᛶ䜢㧗䜑䛯ཎᏊຊᢏ⾡䜢ᥦ౪䛧䚸ୡ⏺䛾
ཎᏊຊᏳ䚸᰾ᣑᩓ䛚䜘䜃᰾䝉䜻䝳䝸䝔䜱䚸ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛻㈉⊩䛩䜛

䛸䛸䜒䛻䚸ཎᏊຊ᪂つᑟධᅜ䛾ேᮦ⫱ᡂ䞉ไᗘᩚഛᨭ➼䜢ᣑ㻌

ʷ ⇞ᩱ㟁ụ䛾ᬑཬಁ㐍䠄䜶䝛䝣䜯䞊䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍䚸ᴗົ䞉⏘ᴗ⏝䛾ᬑ
ཬ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍䠅㻌

㔞ᾘ㈝䛩䜛Ỉ⣲Ⓨ㟁䜢ᑟධ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢㐍䜑䚸⬺Ⅳ⣲䛧䛯䜶䝛䝹䜼䞊
䛸䛧䛶䚸Ỉ⣲䜢㐠㍺䛾䜏䛺䜙䛪䚸㟁ຊ䜔⏘ᴗ➼ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛡䜛⏝䜢ᅗ䜛䚹㻌㻌
z Ỉ⣲ᇶᮏᡓ␎䛾ᐇ⾜㻌

␎䠄ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍䠎᭶䠎䠒᪥⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䞉Ỉ⣲➼㛵ಀ㛶㆟Ỵᐃ䠅➼䛻
ᇶ䛵䛝䚸㊊ඖ䛷䛿⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝰䝡䝸䝔䜱䛻䛚䛡䜛Ỉ⣲㟂せ䛾ᣑ
䜢ຍ㏿䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸୰㛗ᮇⓗ䛺Ỉ⣲䝁䝇䝖䛾పῶ䛻ྥ䛡䚸Ỉ⣲䛾䛂〇㐀䚸㈓
ⶶ䞉㍺㏦䚸⏝䛃䜎䛷୍Ẽ㏻㈏䛧䛯ᅜ㝿ⓗ䛺䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䛾ᵓ⠏䚸Ỉ⣲䜢

䛜ᅜ䛾୍ḟ䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀䜢ከᵝ䛥䛫䜛䝫䝔䞁䝅䝱䝹䜢᭷䛩䜛䚹Ỉ⣲ᇶᮏᡓ

ʷ ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䜔ᐈほⓗᐇ䛻ᇶ䛵䛔䛯ᗈ⫈䞉ᗈሗ㻌
ʷ ❧ᆅ⮬య➼䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾ᵓ⠏䠄ᆅᇦ䛤䛸䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯❧ᆅᆅᇦᨭ
䛾ᐇ䛺䛹䠅㻌

z ᅜẸ䚸⮬య䚸ᅜ㝿♫䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾ᵓ⠏㻌

ʷ 䜒䜣䛨䜕䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䜒䜣䛨䜕䛾ᗫṆᥐ⨨䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸
╔ᐇ䛛䛴ィ⏬ⓗ䛺ᗫṆᥐ⨨䛻㈐௵䜢䜒䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜐㻌

ʷ ⡿➼䛸ᅜ㝿༠ຊ䜢㐍䜑䚸㧗㏿⅔➼䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䚹㧗㏿⅔䛻䛴䛔䛶
䛿䚸ᡓ␎䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢⟇ᐃ䛧䚸㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛㻌

ʷ ⏝┠ⓗ䛾䛺䛔䝥䝹䝖䝙䜴䝮䛿ᣢ䛯䛺䛔䛸䛾ཎ๎䛾ୗ䚸䝥䝹䝖䝙䜴䝮䜢㐺
ษ䛻⟶⌮䞉⏝㻌

ʷ 䝞䜲䜸⇞ᩱ䛾ᬑཬಁ㐍䠄ᅜ⏘ḟୡ௦䝞䜲䜸䜶䝍䝜䞊䝹䛾ᑟධᨭ➼䠅㻌
ʷ ⮬ື㌴௨እ䛷䛾䜶䝛䝹䜼䞊※䛾ከᵝ䠄⯟✵ᶵ䛾䝞䜲䜸⇞ᩱ䚸⯪⯧䛻䛚
䛡䜛 㻸㻺㻳䞉㻸㻼㻳䚸ᴗົ䞉ᐙᗞ㒊㛛䛾䜶䝛䝣䜯䞊䝮䜔⇞ᩱ㟁ụ䝁䞊䝆䜵䝛➼䠅㻌

ʷ ḟୡ௦⮬ື㌴䠄㻴㼂䚸㻱㼂䚸㻼㻴㼂䚸㻲㻯㼂䚸䜽䝸䞊䞁䝕䜱䞊䝊䝹㌴䚸㻯㻺㻳 ⮬ື㌴
➼䠅䛾ᬑཬᣑ䠄◊✲㛤Ⓨᨭ䚸㟁ჾ䛾ᬑཬಁ㐍䞉Ỉ⣲䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛾
ᡓ␎ⓗᩚഛ䛸䛔䛳䛯䜲䞁䝣䝷ᩚഛಁ㐍䠅㻌

ʷ ᑟධ䛾ಁ㐍䠄ᢏ⾡㛤Ⓨᨭ䚸ᅜ㝿ᶆ‽䚸ప䝁䝇䝖䛾ྲྀ⤌➼䠅㻌
z 㐠㍺㒊㛛䛾ከᵝ䛺䜶䝛䝹䜼䞊※㑅ᢥ䛾䛯䜑䛾⎔ቃᩚഛ㻌

ʷ ᐙᗞ⏝䜢ྵ䜑䛯ᑟධᨭ⟇䛾᥎㐍㻌
z 㟁ụά⏝㻌

ḟ䜶䝛䝹䜼䞊ᵓ㐀䛾ᨵၿ㻌
z 䝁䞊䝆䜵䝛䝺䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍㻌
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z ඛ➃ᢏ⾡ᑟධᨭ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᅜ㝿㈉⊩䛸๐ῶ㈉⊩㔞䛾ᐃ㔞㻌

㻝㻝㻚 ᅜ㝿༠ຊ䛾ᒎ㛤㻌
z ከᅜ㛫䜶䝛䝹䜼䞊༠ຊ䛾ᯟ⤌䜏䛾ᣑ䠄㻵㻱㻭䚸㻵㻭㻱㻭䚸㻭㻼㻱㻯䚸㻱㻾㻵㻭䚸㻱㻭㻿䚸
㻵㻱㻲䚸㻯㻱㻹䚸㻵㻾㻱㻺㻭䚸㻵㻼㻱㻱㻯 ➼䠅㻌
z ᅜ㛫༠ຊ䛾㧗ᗘ䠄᪥⡿䚸᪥䝻䚸䜰䝆䜰ྛᅜ䚸䛭䛾䠅㻌

z ᪤Ꮡ䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥ᴗ⪅䛾⥲ྜ䜶䝛䝹䜼䞊ᴗ㻌
z ᆅ⏘ᆅᾘᆺ䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾᥎㐍䚸᪂ᢏ⾡䜢ᐇ䛧䛯ศᩓᆺ䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏㻌
z 䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝䛻䛚䛡䜛᪂ᕷሙ䛾ฟ䛸ᅜ㝿ᒎ㛤䛾ᙉ䠄ᅜෆᴗయไᩚ
ഛ䚸㐺ษ䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤タィྵ䜐ᅜෆไᗘᨵ㠉➼䠅㻌
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z ᵝ䚻䛺䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛜ཧຍ䛩䜛ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᵓ⠏㻌

z ᪉ྥⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ㻌
z 㼃㼑㼎 䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䠄䝇䝨䝅䝱䝹䝁䞁䝔䞁䝒➼䛻䜘䜛䜟䛛䜚䜔䛩䛔ᗈሗ䠅㻌

z ⤫ィሗ䛺䛹䛾ሗᥦ౪䛾ᐇ㻌
z 䜶䝛䝹䜼䞊ᩍ⫱䛾᥎㐍㻌

㻝㻜㻚 䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗᨻ⟇㻌
z 䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉➼䛾ไᗘᨵ㠉䜢㉳⇿䛸䛩䜛䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗᵓ㐀䛾㌿䠄᪂
つཧධ䛺䛹䜢㏻䛨䛯ᕷሙ䛾άᛶ䚸⏘ᴗᵓ㐀䛾ኚ㠉䠅㻌

㻥㻚

z 䜶䝛䝹䜼䞊ᗈሗ䛾ᐇ䠄ᨻ⟇ሗ䛺䛹䛾✚ᴟⓎಙ䠅㻌

ʷ 㟁ຊ౪⤥䞉ኳ↛䜺䝇䛾౪⤥యไ䛾ᙉ㠌㻌

➨ 㻠 ⠇㻌 ᅜẸྛᒙ䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᐇ㻌

➨ 㻟 ⠇㻌 ᡓ␎ⓗ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍㻌
z ▷ᮇ䞉୰ᮇ䛾ほⅬ䛻ᇶ䛵䛟㛤Ⓨ䛾㛫㍈䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍䠄䛂䜶䝛䝹䜼
䞊㛵ಀᢏ⾡㛤Ⓨ䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛃䠄ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻝㻞 ᭶䠅䚸䛂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ䜲䝜䝧
䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䛃䠄ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶䠅䠅㻌
z 㟁ụ䜔Ỉ⣲䞉⇞ᩱ㟁ụ䛾ప䝁䝇䝖䚸▼Ⅳ䞉㻸㻺㻳 ⅆຊⓎ㟁➼䛾㧗ຠ⋡䚸
᰾⇞ᩱᗫᲠ≀ῶᐜ䞉᭷ᐖᗘపῶᢏ⾡䛺䛹㠉᪂ⓗᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍㻌

㻌

ʷ ᅜ䚸⮬య䚸▼Ἔᴗ⏺䜢ྵ䜑䛯カ⦎䛾⥅⥆䛸యไᵓ⠏㻌

ʷ ▼Ἔ䝁䞁䝡䝘䞊䝖ᆅ༊➼䛾ᙉ㠌䚸㻿㻿 䛾⅏ᐖᑐᛂ⬟ຊᙉ䠄ఫẸᣐⅬ 㻿㻿
䛾ᩚഛ➼䠅㻌

ʷ つᶍ⅏ᐖ䛾▼Ἔ౪⤥☜ಖ䛾䛯䜑䛾⣔ิ 㻮㻯㻼䞉㻮㻯㻹䠄ᴗົ⥅⥆యไ䠅
䛾☜❧䛸⣔ิ䜢㉸䛘䛯༠ຊ䛾䠄䛂⅏ᐖ▼Ἔ౪⤥㐃ᦠィ⏬䛃䠅㻌

ʷ ᅜᐙഛཎἜ䞉㻸㻼 䜺䝇ཬ䜃ᅜᐙഛᇶᆅタ䛾ຠ⋡ⓗ䛺⥔ᣢ䛸᭷ຠά
⏝䛾᳨ウ㻌
z 䛂ᅜෆ༴ᶵ䛃䠄ᆅ㟈䞉㞷ᐖ䛺䛹䛾⅏ᐖ䝸䝇䜽➼䠅䜈䛾ᑐᛂᙉ㻌

ʷ ༴ᶵⓎ⏕䛻䛚䛡䜛ᶵືຊྥୖ䠄ᑐᛂカ⦎䛾ᙉ䚸⏘Ἔᅜ䜔䜰䝆䜰ᾘ㈝
ᅜ䛸䛾༠ຊᙉ䠅㻌

⬺Ⅳ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮㛫䛾䝁䝇䝖䞉䝸䝇䜽᳨ド㻌
䜶䝛䝹䜼䞊※䛾䜏䛾䝁䝇䝖䞉䝸䝇䜽ẚ㍑䛷䛿䝅䝇䝔䝮య䛾⬺Ⅳ⣲䜔䝸䝇䜽䛾⛬
ᗘ䛿 䜜䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸䛂㟁※ู䛾䝁䝇䝖᳨ド䛃䛛䜙䛂⬺Ⅳ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮
㛫䛾䝁䝇䝖䞉䝸䝇䜽᳨ド䛃䜈䛾㌿䛜ᚲせ䚹㻌

㻞㻚

㻝㻚

ཎᏊຊ䛾ㄢ㢟ゎỴ᪉㔪㻌
z Ᏻ᭱ඃඛ㻌

㛤Ⓨ➼䠅㻌
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z 䜎䛪䚸౯᱁䜢ᅜ㝿Ỉ‽୪䜏䛻ᘬ䛝ୗ䛢䚸㻲㻵㼀 䛛䜙䛾᪩ᮇ⮬❧䜢ᅗ䜚䚸᪤Ꮡ㏦㟁
⥙㛤ᨺᚭᗏ䚸⿵㟁※䛸䛧䛶䛾ⅆຊᐜ㔞⥔ᣢ䛻ྲྀ䜚⤌䜐㻌
z ᭦䛺䜛㔞ᑟධ䛻ྥ䛡䚸ᢏ⾡㠉᪂䛻ṇ㠃䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜐䠄Ⓨ㟁ຠ⋡ᢤᮏྥୖ䚸
㟁ụ䞉Ỉ⣲䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䚸䝕䝆䝍䝹ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸㏦㟁 㻺㼃 䛾ᵓ⠏䚸ศᩓ 㻺㼃

z ⤒῭ⓗ䛻⮬❧䛧⬺Ⅳ⣲䛧䛯ຊ㟁※䜢┠ᣦ䛩㻌

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ㄢ㢟ゎỴ᪉㔪㻌

➨㻟⠇ྛ㑅ᢥ⫥䛜┤㠃䛩䜛ㄢ㢟䚸ᑐᛂ䛾㔜Ⅼ㻌

㻟㻚

⛉Ꮫⓗ䝺䝡䝳䞊䝯䜹䝙䝈䝮㻌
᭱᪂䛾ᢏ⾡ືྥ䛸ໃ䜢⛉Ꮫⓗ䛻ᢕᥱ䛧䛶䚸㏱᫂䛺⤌䜏䞉ᡭ⥆䛝䛾ୗ䚸ྛ㑅

㻞㻚

ᢥ⫥䛾㛤Ⓨ┠ᶆ䜔┦ᑐⓗ㔜Ⅼᗘྜ䛔䜢ᰂ㌾䛻ಟṇ䞉Ỵᐃ䛧䛶䛔䛟䛂⛉Ꮫⓗ䝺䝡䝳
䞊䝯䜹䝙䝈䝮䛃䛾ලయ䛻ྥ䛡䛯㆟ㄽ䜢᪩ᮇ䛻㛤ጞ䚹㻌

䛂䜘䜚㧗ᗘ䛺䠏㻱䠇㻿䛃㻌
z Ᏻ᭱ඃඛ䜢䚸ᢏ⾡䛸䜺䝞䝘䞁䝇ᨵ㠉䛻䜘䜛Ᏻ䛾㠉᪂䛷ᐇ⌧㻌
z ㈨※⮬⤥⋡䛻ຍ䛘䚸ᢏ⾡⮬⤥⋡ྥୖ䛸᭱䝸䝇䜽䛾᭱ᑠ䛾䛯䜑䛾䜶䝛䝹䜼
䞊㑅ᢥ䛾ከᵝ䜢☜ಖ㻌
z ⎔ቃ㐺ྜ䛛䜙䚸⬺Ⅳ⣲䜈䛾ᣮᡓ䛻ྲྀ䜚⤌䜐㻌
z ᅜẸ㈇ᢸᢚไ䛻ຍ䛘䚸⮬ᅜ⏘ᴗ➇தຊ䛾ᙉ䜢ᅗ䜛㻌

㻝㻚

➨㻞⠇㻞㻜㻡㻜 ᖺ䝅䝘䝸䜸䛾タィ㻌

➨㻝⠇㔝ᚰⓗ䛺」⥺䝅䝘䝸䜸䛾᥇⏝䡚䛒䜙䜖䜛㑅ᢥ⫥䛾ྍ⬟ᛶ䜢㏣ồ䡚㻌
㻞㻜㻡㻜 ᖺ䛸䛔䛖㛗ᮇᒎᮃ䛻䛿䚸ᢏ⾡䛾ྍ⬟ᛶ䛸☜ᐇᛶ䚸ໃኚ䛾㏱᫂ᛶ䛜క
䛔䚸↛ᛶ䜢䜒䛳䛯ண 䛜ᅔ㞴䚹せᅜ䛿䚸㔝ᚰⓗ䛰䛜Ỵ䜑ᡴ䛱䛿䛧䛶䛚䜙䛪䚸䜶䝛
୍ᮏ䛾䝗䜲䝒䜘䜚᪉䛾ⱥᅜ䚸䛺䛹䛜䚸 ᐊຠᯝ䜺䝇䛾ฟ䜢╔ᐇ䛻ῶ䜙䛧䛶䛔䜛䚹
⤒῭ⓗ䛷⬺Ⅳ⣲䛥䜜䛯⎍䛺䜶䝛䝹䜼䞊䛜䛺䛔⌧ᐇ䛾୰䚸㔝ᚰⓗ䛺┠ᶆ䜢ᥖ䛢䛴
䛴䜒䚸ᖖ䛻᭱᪂䛾ሗ䛻ᇶ䛵䛝㔜Ⅼ䜢Ỵ䜑䛶䛔䛟」⥺ⓗ䛺䝅䝘䝸䜸䛸䛩䜛䚹㻌

➨㻟❶ 㻞㻜㻡㻜 ᖺ䛻ྥ䛡䛯䜶䝛䝹䜼䞊㌿䜈䛾ᣮᡓ㻌

㻌

z ᢏ⾡㠉᪂䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䜚䚸ຠ⋡ⓗ䛷⬺Ⅳ⣲䛧䛯ศᩓᆺ䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇
䝔䝮䛾ᡂ❧䛾ྍ⬟ᛶ䜢㧗䜑䛶䛔䛟㻌
z ⏘ᴗ䝖䝑䝥䝷䞁䝘䞊ไᗘ䛾᳨ド䞉ά⏝➼䜢㏻䛨䛶䚸䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛻
䛒䜛ᡃ䛜ᅜ䛾┬䜶䝛Ỉ‽䛾᭦䛺䜛ྥୖ䜢ᅗ䜛㻌

┬䜶䝛䝹䜼䞊䞉ศᩓᆺ䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾ㄢ㢟ゎỴ᪉㔪㻌

䛾ྍ⬟ᛶ䜢㏣ồ㻌
z ᪤Ꮡ䜲䞁䝣䝷䛾ᶵ⬟䜢ᦆ䛺䛖䛣䛸䛺䛟䚸ᢏ⾡㠉᪂䛾㐍ᒎ䛸Ṍㄪ䜢ྜ䜟䛫䜲䞁䝣䝷
᭦᪂䜈䛾ணぢྍ⬟ᛶ䜢㧗䜑䜛㻌

⇕䝅䝇䝔䝮䞉㍺㏦䝅䝇䝔䝮䛾ㄢ㢟ゎỴ᪉㔪㻌
z 㧗 䛾⇕䜔㉸ᆺ㍺㏦䛺䛹䛾㞴᫆ᗘ䛜㧗䛔㡿ᇦ䜢㝖䛝䚸㟁䞉Ỉ⣲䜈䛾㌿

z 䜘䜚䜽䝸䞊䞁䛺䜺䝇⏝䜈䛾䝅䝣䝖䛸㠀ຠ⋡▼Ⅳ䛾䝣䜵䞊䝗䜰䜴䝖㻌
z 㧗ຠ⋡䜽䝸䞊䞁䝁䞊䝹䛻䜘䜚ୡ⏺䛾పⅣ⣲䜢ᨭ㻌
z 㛗ᮇ䛷䛿䚸㻯㻯㻿䠇Ỉ⣲䜈䛾㌿䜢᪥ᮏ䛜ᑟ㻌

ⅆຊ䛾ㄢ㢟ゎỴ᪉㔪㻌
z 䜶䝛䝹䜼䞊㌿䞉⬺Ⅳ⣲䛜ᐇ⌧䛩䜛䜎䛷䛾㐣Ώᮇ䛻䛚䛔䛶ຊ㻌
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ʷ 䜶䝛䝹䜼䞊ᨻ⟇䛾ᒎ㛤㻌
ʷ ᅜ㝿㐃ᦠ䛾ᐇ⌧㻌
ʷ ⏘ᴗᙉ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䜲䞁䝣䝷䛾ᵓ⠏㻌
ʷ ㈨㔠ᚠ⎔䝯䜹䝙䝈䝮䛾ᵓ⠏㻌

➨㻠⠇䝅䝘䝸䜸ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯⥲ຊᡓ㻌
z 䜶䝛䝹䜼䞊㌿䛻ྥ䛡䚸ᨻ⟇䞉እ䞉⏘ᴗ䞉㔠⼥䛾ዲᚠ⎔䜢ᐇ⌧㻌
z 䜶䝛䝹䜼䞊㌿䞉⬺Ⅳ⣲䛾୰䛷⏕䛨䜛㐣ᑡᢞ㈨ၥ㢟䜈䛾ᑐฎ䛾ᚲせᛶ㻌
z 㻠 ᒙ䛾ᐇ⾜䝅䝘䝸䜸㻌

㻡㻚

㻠㻚

㻟㻚

ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛㻌

㝈䜚౫Ꮡᗘ䜢పῶ㻌
z ᐇ⏝ẁ㝵䛻䛒䜛⬺Ⅳ⣲䛾㑅ᢥ⫥㻌
z ♫ⓗಙ㢗ᅇ䛜ྍḞ䚹ேᮦ䞉ᢏ⾡䞉⏘ᴗᇶ┙䛾ᙉ䛻┤䛱䛻╔ᡭ㻌
z Ᏻᛶ䞉⤒῭ᛶ䞉ᶵືᛶ䛻ඃ䜜䛯⅔䛾㏣ồ䚸䝞䝑䜽䜶䞁䝗ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯

z ⤒῭ⓗ䛻⮬❧䛧⬺Ⅳ⣲䛧䛯⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᣑ䜢ᅗ䜛୰䛷䚸ྍ⬟䛺

2018

②Do

①Plan

 既存の人材
 既存の技術
 既存のインフラ

 インフラ・システム所与

③Check

3年見直し

エネ基

④Action

（PDCAサイクル）

2030

 自給率 6%→概ね25%
 電力コスト抑制
 CO2排出25%削減

（＝2030年ミックス）

具体的な行動目標
（Target）

実現重視の直線的取組

 相応の蓋然性をもって
予見可能な未来
（予見性⇔現実的）

（決定）

③Decide

（方向付け）

②Orient

④Act

①Observe

（OODAサイクル）

●主要国の比較

１．エネルギー政策の基本的視点(３E＋S)の確認：安全性を前提にエネルギー安定供給を第一とし、

低炭素を超え、
脱炭素化に挑戦

野心的なビジョン
（Goal）

第３節 各選択肢が直面する課題、対応の重点
●再エネ：経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指す。高性能低価格の蓄電池の開発等
●原子力：実用段階にある脱炭素化の選択肢。社会信頼回復のため安全炉追求・バックエンド技術開発等

第３節 技術開発の推進

１．エネルギー関係技術開発の計画・ロードマップ：エネルギー・環境イノベーション戦略の推進等
２．取り組むべき技術課題：再エネの革新的な技術シーズを発掘・育成、社会的要請を踏まえた原子力

国際連携の実現、産業の強化とエネルギーインフラの再構築、資金循環メカニズムの構築等

●総力戦対応：官民を挙げて、継続的な技術革新と人材の育成・確保に挑戦
●世界共通の過少投資問題への対処：必要な投資が確保される仕組みを、着実に設計し構築
●実行シナリオ：エネルギー転換・脱炭素化に向けた政策資源重点化、市場・制度改革等の政策展開、

１．国民各層の理解の増進：情報提供・広報の継続的な改善、わかりやすい積極的な広報
２．政策立案プロセスの透明化と双方向的なコミュニケーションの充実

政策立案プロセスの最大限のオープン化、双方向型のコミュニケーション充実、
地域共生に関するプラットフォームを通じた原子力に関するコミュニケーションの実施など

第４節 シナリオ実現に向けた総力戦

●化石：脱炭素化実現までの過渡期主力。ガス利用へのシフト、非効率石炭フェードアウト、CCS・水素転換等

第４節 国民各層とのコミュニケーション充実

関連技術のイノベーション、水素コストの低減、メタネーションの技術開発等

「電源別のコスト検証」から「脱炭素化エネルギーシステム間でのコスト・リスク検証」に転換
－電源別では、実際に要する他のコスト（需給調整、系統増強等のコスト）も含めたコスト比較は困難
－熱・輸送システムも含めてエネルギーシステム間の技術やコストをトータルに検証、ダイナミックなエネルギー転換へ

３．脱炭素化エネルギーシステム間のコスト・リスク検証とダイナミズム

最新の技術動向と情勢を定期的に把握し、各選択肢の開発目標や相対的な重点度合いを柔軟に修正・決定

２．科学的レビューメカニズム

Safety：安全最優先＋技術・ガバナンス改革による安全の革新
Energy Security：資源自給率向上＋技術自給率向上・多様化確保
Environment：環境適合＋脱炭素化への挑戦
Economic Efficiency：国民負担抑制＋産業競争力強化

１．「より高度な3E＋S」

１．資源確保の推進：化石燃料の自主開発の促進と強靱な産業体制の確立等
２．徹底した省エネルギー社会の実現：省エネ法に基づく措置と支援策の一体的な実施
３．再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組：低コスト化,系統制約克服,調整力確保等
４．原子力政策の再構築：福島の復興・再生,不断の安全性向上と安定的な事業環境の確立等
５．化石燃料の効率的・安定的な利用：高効率な火力発電の有効活用の促進等
６．水素社会実現に向けた取組の抜本強化：水素基本戦略等に基づく実行
７．エネルギーシステム改革の推進：競争促進、公益的課題への対応・両立のための市場環境整備等
８．国内エネルギー供給網の強靱化：地震・雪害などの災害リスク等への対応強化等
９．二次エネルギー構造の改善：コージェネの推進、蓄電池の活用、次世代自動車の普及等
１０．エネルギー産業政策の展開：競争力強化・国際展開、分散型・地産地消型システム推進等
１１．国際協力の展開：米国・ロシア・アジア等との連携強化、世界全体のCO2大幅削減に貢献等
〇
〇
〇
〇

第２節 2050年シナリオの設計

第２節 2030年に向けた政策対応

→あらゆる選択肢の可能性を追求する野心的な複線シナリオの採用

●我が国固有のエネルギー環境（資源に乏しく、国際連系線が無く、面積制約が厳しい）

－英国：再エネ拡大・ガスシフト・原子力維持・省エネなど脱炭素化手段を組み合わせ→効果的にCO2を削減
－ドイツ：省エネ・再エネ拡大のみで脱炭素化を追求→石炭依存によりＣＯ２削減が停滞

第１節 野心的な複線シナリオ～あらゆる選択肢の可能性を追求～

経済効率性を向上しつつ環境適合を図る。3E+Sの原則の下、2030年エネルギーミックスの確実な実現を目指す
２．“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の構築と政策の方向：AI･IoT利用等
３．一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本的な方向：各エネルギー
源の位置づけ、2030年ミックスの実現に向けた政策の方向性、再エネの主力電源化への布石を打つ等
４．二次エネルギー構造の在り方：水素基本戦略等に基づき、戦略的に制度やインフラの整備を進める等

 インフラ更新

多様な選択肢による
複線シナリオ

（VUCA：Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity）

 不確実であり、それゆえ可  インフラ・システム可変
能性もある未来
 人材育成
（不確実性⇔野心的）
 技術革新

第３章 2050年に向けたエネルギー転換への挑戦

2030年度に24％を見込み、
2016年度時点で8％程度

⑤エネルギー自給率

2030年度に9.2～9.5兆円を見込み、
2016年度時点で6.2兆円程度

④電力コスト

2030年度に9.3億トン程度を見込み、
2016年度時点で11.3億トン程度

③エネルギー起源CO2排出量

2030年度に44％程度を見込み、
2016年度は16％(再エネ15%,原子力2%)

②ゼロエミッション電源比率

2030年度に0.5億kl程度削減を見込み、
2016年度時点の削減量は880万kl程度

●2050年に向けた考え方

第１節 基本的な方針

第２章 2030年に向けた基本的な方針と政策対応

国家による野心的ビジョン設定、企業による新技術の可能性追求、金融資本市場の呼応

３．国家間・企業間の競争の本格化

地政学的リスクに左右される構造の継続、地経学的リスクの顕在化、太陽光パネルの中国依存等

２．技術の変化が増幅する地政学的リスク

再エネ・蓄電・デジタル制御技術等を組み合わせた脱炭素化エネルギーシステムへの挑戦等

１．脱炭素化に向けた技術間競争の始まり

第２節 エネルギーをめぐる情勢変化

2016年320億トン→2040年約360億トン(IEA新政策シナリオ), パリ協定・SDGsのモメンタム

４．世界の温室効果ガス排出量の増大

需要動向変動(中国等)と供給構造変化(シェール革命等)→2040年油価60～140ドル(IEA)

３．資源価格の不安定化（新興国の需要拡大等）

人口減少による需要減＋AI･IoTやVPPなどデジタル化による需要構造の変革可能性

２．中長期的な需要構造の変化（人口減少等）

●2030年に向けた考え方

●2030年ミックス実現は道半ば
①省エネルギー

１．資源の海外依存による脆弱性

原子力発電所の停止等により状況悪化、2016年度のエネルギー自給率は８％程度に留まる

第３節 2030年エネルギーミックスの実現と2050年シナリオとの関係

第１節 我が国が抱える構造的課題

第１章 構造的課題と情勢変化、政策の時間軸

第５次エネルギー基本計画の構成

科学的レビューで重点を決定（技術熟度・コスト・リスク）＠数年ごと

➡ 2030年24％

2030年24％
➡ 2050年80%
ゼロエミッション80
(国内＋海外)
・開発着手（安全炉・小型炉・バックエンド）
→ 10％
ZE化24％➡➡80%
・開発着手（蓄電・水素）
→ 14％
・開発着手（CCS・水素）
→ 76％
国内排出超の海外貢献も
・開発着手（分散・デジタル化）
→ ▲5000万kl

●AI・IoTなどの普及により電化が進む時代を支える
●エネルギー供給の質・価格面で国際競争力を高める

成長と生活の基礎とする

●Safety：安全最優先＋技術・ガバナンス改革による安全の革新
●Energy Security：資源自給率向上＋技術自給率向上・多様性確保
●Environment：環境適合＋脱炭素化に向けた挑戦
●Economic Efficiency：国民負担抑制＋産業競争力強化

技術に基づく３Ｅ＋Ｓの実現

●エネルギー産業の強化
＆
●エネルギー産業・金融対話メカニズム

●海外投資での貢献
世界で数10～100億トン削減といったわが国の排出量を上回る削減を目指す
●国際ルールの形成
●全方位
-あらゆる手段に着手（低炭素化手段、脱炭素化手段等）
-あらゆる技術に投資（水素、蓄電、原子力等）
-あらゆる国に貢献 （資源国、新興国等）

脱炭素化への国際貢献

●エネルギー転換プロジェクト （脱炭素化に資する分野への集中的な取組＋官民協調）
●エネルギー転換アライアンス （資源国・先進国・新興国とのエネルギー外交を推進）
●エネルギー転換政策の強化 （エネルギー転換・脱炭素化に向けた投資の内外での加速）

エネルギー転換イニシアティブ～ゼロエミ80とネガエミへの総力戦～

･自国技術で大幅に海外貢献
・世界で数10～100憶トン削減
の可能性追求

海外貢献・ネガエミッション

2050年シナリオ＝革新技術での野心的複線シナリオ（GHG▲80％）

●脱炭素化エネルギーシステム間のコスト検証も実施
【原子力10円～・再エネ蓄電60円～・化石水素転換100円～➡10円強への挑戦】

ゼロエミッション(ZE)比率 2010年19％
2030年エネルギーミックス
・原子力
:安全最優先の再稼働
・再エネ
:低コスト化(40円➡7円)
・化石燃料 :高効率化、多様化
・省エネ
:徹底した取組

2030年計画＝既存技術での最大限対応（GHG▲26％）

①東京電力福島第一原発事故 ➡ 原発依存度低減、再エネの拡大、化石依存度低減 ②石油と国際連系線の欠如 ➡ 技術こそ希少資源、全ての選択肢の可能性追求

我が国固有の経験・状況からの共通する要請

本質：①エネルギー相対価格の変化とエネルギー技術間競争の始まり、②新興国の台頭と新たな地政学リスク、③エネルギー技術の覇権を巡る国家間競争の本格化

ここ数年のエネルギー情勢変化の本質の見極め

2030年を念頭にしたエネルギー基本計画見直し（GHG▲26%） ➡➡➡ 2050年を見据えたパリ協定への対応（GHG▲80%）

検討の契機

第５次エネルギー基本計画の実行

▲80%
（2005年比）

▲80%以上

（2005年比）

(再エネ全体で55~65%)

（1990年比）

▲80%以上

(CCS: 0~25%)

●幅を持った想定

●各分野での電化は
排出削減に不可欠

（CCS: 0~10%）

●CCS付含めて想定
●2025年までにCCS
が無い石炭火力廃止

●今後15年で原子力に ●次世代原子力の
開発等に向けた
250億ドル投資予定
(5~50%)
イノベーションを支援

（再エネ全体で50~80%等）

目標達成に向けた
あり得る経路

排出削減に向けた
方向性を提示

ドイツ

（1990年比）

▲80~95%

▲80%

(野心的複線シナリオ)

エネルギー転換への
イニシアティブ

日本

●安定再エネ開発
●安全炉・
バックエンド技術開発
●資源国でCCS
水素・合成ガス輸入
●水素発電開発

●原子力比率50%へ
（エネルギー転換法）
●極端なゼロエミ化
シナリオではCCSが
不可欠

●石炭火力新設を
支援しない

●再エネ統合のために ●変動再エネをセクター ●超高効率再エネの
開発、蓄電池・水素
カップリングで最適化
更なる柔軟性が必要
（再エネ全体で80%）
蓄電の開発

（1990年比）

▲75%

（行動計画ではない） （マスタープランを模索
するものではない）
（長期予測は困難）

経路検討による
今後数年の
打ち手の参考

フランス

海外貢献

省エネ

※定量値は長期戦略中のシナリオの幅や各国個別目標値等。

定期的レビュー

●米国製品の市場
拡大を通じた貢献

定期的レビュー

(0~15%)

●国際貢献を視野

カーボンバジェット

●環境投資で
世界を先導

カーボンバジェット

●仏企業の国際開発
支援を通じて貢献

●全ての家庭の省エネ ●各分野における
●エネルギーシステム ●エネルギーシステム
全体で効率向上必要 全体で効率向上必要 性能を一定水準まで 大幅な省エネ必要
（▲50% 1990年比)
(▲24~30% 2005年比) （▲5~35% 2014年比）
引き上げ必要

●電化が進展

●低炭素化投資＋
脱炭素化開発

脱炭素化システム
コスト・リスク評価
＋
科学的レビュー
科学的な検証・
公共との対話

（小型脱炭素化発電、車の
蓄電利用、AI・IOT利用、
自動走行開発、需要制御等）

●分散型エネルギー
システム開発を主導

●途上国投資機運の
維持・強化

（▲50%2008年比)

●経済成長とエネ消費
の強いデカップリング
が必要

●ヒートポンプ・EVの ●省エネ促進に向けて ●自動車・民生熱利用 ●高性能HPの開発・
（45~65%）
普及推進
EV/PHVの開発
の電化(30%程度)
電化が重要
熱・輸送の
（40~72%）
●CCUS技術を先導
電化・水素化
●多排出産業CCS余地
●水素還元システムの
●水素・CCUSは
●多排出産業で
●水素は電化困難な
●水素はFCV,産業と
CCUS活用
開発・FCV開発等
重工業分野での
CCS活用
分野で重要な役割を ●重工業・船舶で
民生の熱供給に利用
水素活用の可能性あり
脱炭素化に貢献
担う可能性

(CCS・
水素)

火力

安定 ●運転延長＆次世代
再エネ･ 原子力投資が必要
原子力 (17~26%)

実行の
メカニズム

目
標
・
政
策
方
向
性

ゼ
ロ
エ
ミ

（政策の青写真
ではない）

（足下での政策立案を
意図するものではない）

議論のための
情報提供

削減目標に向けた
野心的ビジョン

英国

●洋上風力など新規
変動 ●インフラ・規制両面で ●風力・太陽光、
支援必要
水力も更に拡大必要
市場参入を支援
再エネ

削減目標

（柔軟性の確保）

コンセプト

カナダ

米国

各国長期戦略等の比較～日本は欧米に遜色無い野心さであり、実行重視かつ柔軟～

ベンチマークコスト
(ベースの場合:10円)

(メガ)

(陸上)

蓄電池・水素利用等
で脱火力依存・ゼロエミ化

再エネ

太陽光

水素

~200円

メタン化

~130円

7円

24円

風力

8~9円

発電コストから
脱炭素化システムコスト検証へ

※第９回エネルギー情勢懇談会資料より（数字は概数）

原子力

10円~

火力

LNG

水素・メタン化等
でゼロエミ化

石炭

14円

再エネ
蓄電池

100円

再エネ
水素

60円

＜システムコスト：足下→2050年＞

安全性・経済性
・機動性向上

※発電コスト検証WGより
※火力は2014年モデルプラントの値
※再エネの2030年は目標値

原子力

10円~

12円

22円

＜発電コスト：足下 → 2030年＞

発電コストからシステムコスト検証へ

国内
再エネ
＋
蓄電池

ベース

56%

（高効率化）

火力

22～20％

(安全優先
の再稼働)

原子力

～2030年
直線的取組

H2

国内
再エネ
＋
水素

H2

海外
再エネ
+
水素

H2

海外
化石CCS
＋
水素

再エネ
最大限
＋
（火力）

～2050年 野心的複線シナリオの例

22～24%

（低コスト化）

再エネ
･火力補完

ピーク

30年単一ターゲットから50年複数ゴールへ

野心的複線シナリオの具体

（安全等）

次世代
原子力

Ｃ
原子力発電

参考資料

水素ネットワーク

柏木孝夫 作成

柏木孝夫

CEMS：地域内エネルギー管理システム
BEMS：ビル内エネルギー管理システム
HEMS：家庭内エネルギー管理システム
FEMS：工場内エネルギー管理システム
CGS ： コージェネレーションシステム
EV ： 電気自動車
PHV ： プラグインハイブリッド車
FCV ： 燃料電池自動車
LRT ： 次世代型路面電車
BRT ： 幹線快速バス

コージェネの活用で、
分散型エネルギーの活用で
スマートコミュニティの便益が増進
スマートコミュニティの便益が増進

エネルギー需要構造のグランドデザイン
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巻頭言

超スマート社会 Society 5.0 による
スマートシティ
柏

木

孝

夫

超スマート社会 Society 5.0 は，サイバー層と物理

や IoS で結びつくことで，さまざまなサービスや機能

層を高度に融合させたシステムにより人類がゆとりと

を提供するということである。すなわち，利便性，融

豊かさを実感出来る社会と定義している。人類史にお

通性が担保され，そして環境にやさしく長期にわたっ

ける狩猟社会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），

て 維 持・ 継 続 が 見 込 ま れ る 暮 ら し 方， そ の 実 現 が

工業社会（Society 3.0），情報社会（Society 4.0）に

Society 5.0 の目指すところである。

続く，
人間中心のネットワーク社会を指すものであり，

車の技術革新では AI による自動運転と同時に，電

日本が目指すべき未来社会の姿として 2016 ～ 2020 年

化や水素利用も進む。ただ水素はインフラ整備がネッ

までの第 5 期科学技術基本計画において提唱された。

クなので，当面はプラグインハイブリッド（PHV）

そ の 要 は， 最 先 端 の 技 術 を 駆 使 し て“System of
Systems”の構築を目指すことにある。
これは，特定のシステムの構築のみで多様な課題を
解決するのではなく，大きなシステムの枠組みの中に

が普及する。そうなると，蓄電池を設置したパーキン
グビルで利用者が PHV から電気を売ることもできる。
電力自由化の中で，パーキングビルも仮想発電所とし
て IoT に入り込んでいくだろう。

個別のシステム分野が内包され，相互関連しあって相

ライフスタイルの安全性，多様性を充足させるため

乗効果を発揮するという考え方で，各種インフラから

にも，IoT や AI などのサイバー層と，インフラ設備

AI，エネルギーまであらゆるものを包含する概念で

や乗り物の物理層を一体化させることで，人間中心の

ある。

社会を構築する必要がある。たとえば，現在 E－モビ

特にエネルギーシステムの観点から考えると，IoT

リティの波が急激に進み，クルマ自体がセンサーの塊

（モノのインターネット），ビッグデータ，AI（人工

になると，そこに自動運転技術があいまって，いずれ

知能）に代表されるサイバー層と燃料電池・蓄電池・

は運転せずとも寝ている間にクルマが目的地に運んで

太陽光や風力発電，EV（電気自動車）や次世代型家

くれるという世界が実現するかもしれない。運転する

電などを高度に制御し，IoS（サービスのインターネッ

クルマから運んでくれるクルマへ，今われわれは次の

ト化）を実現することにある。これまで我が国は車両

社会の姿が実現される，その大きな転換期を迎えよう

に代表されるように“One of the Systems”は得意で

としているわけである。これはまさに，サイバー層と

あったが“System of Systems”については諸外国に

物理層が融合した一例だといえるだろう。

遅れを取っていた。Society 5.0 により，その遅れを一
気に取り戻す可能性があるものと期待されている。

このように後世につながるゆとりと豊かさのある暮
らし方，それが“超スマート社会”である。世界は一

“System of Systems”が具体化されたイメージと

様にこの社会の実現を目指しているため，日本も日本

しては，都市づくり，まちづくりが分かりやすいと思

の良さを生かした社会を構築していかなくてはならな

われる。ビルから工場，一般住居などの各種建屋があ

い。

り，それら建築群には太陽光発電，蓄電池，熱電供給
を行うコージェネレーションなどの仕組みが導入さ
れ，さらにはクルマや鉄道などの交通網も含めて IoT

─かしわぎ

たかお
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