（様式）	
 
	
  

資源エネルギー庁長官官房総合政策課	
  パブリックコメント担当	
  御中	
 

	
  

新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた御意見の募集について	
 
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

１	
 お名前	
 

	
  

（法人・団体等の場合は、法人・団体名、意見提出者のお名前を御記入下さい。）	
 
	
 
WWF ジャパン（公益財団法人	
  世界自然保護基金ジャパン）	
 
（担当：気候変動・エネルギーグループ	
  リーダー	
  山岸	
  尚之）	
 

WWF ː˯ˡ˸ʠʑʞɺɽǖyȜź˃˞˴ˈ˻ȎňľğǂOƳ˺˃˞˴ˈ˻

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ľȀƙʣµʓʸñǹɾʼȡʮʄɺħʘʢ˃˞˴ˈ˻ľȀƙʣɓʓʸñǹʼĔ
NʏʕʞɪʈʮʓɻɂŒöʠʢʛʞʅʷʮʓɻ	
  
ǀɂʦɺWWF ː˯ˡ˸ǧȣʥ˃˞˴ˈ˻ľȀƙʣʜʂʞʥñǹʼȮʫʮ
ʓɻ	
  
ǀɂʦɺľğǂOƳʥɽ˃˞˴ˈ˻ľȀƙʣʜʂʞʥñǹɾʥ1Rǃ
ùʣµʓʸñǹʼȮʫʏʕʞɪʂʞʅʷʮʓɻʘʙʑɺ ǷɂOʣʜʂʞʥñǹʣ
ʠʡʱʞʁʷʮʓʥʟɺCǪƟʢñǹʠʑʞʦɺǀɂʼʎoƆɪʋʮʓʠËʂʟ
ʓɻ	
  
G$Ɵʢñǹʦɺř˨˻ːɕʣʮʠʱʮʑʘʥʟɺʎňsʏʂɻ	
  

２	
 御意見	
 
及び	
 
理由	
 

	
  
1	
  

エネルギー基本計画に対する意見
自然エネルギーを中心とした社会への転換を！
WWF ジャパン
2013 年 12 月 27 日（金）

第一部	
  どのようなエネルギー基本計画であるべきか
１．再生可能エネルギー導入目標および省エネルギー目標
★再生可能エネルギーの導入数値目標を、電力および熱利用について掲げる
べき
WWF ジャパンは、日本が中長期的にめざすべきは、化石燃料や原子力を主体とした「ベストミ
ックス」に依存する社会ではなく、再生可能エネルギーを中心とした社会であると考えます。その
ような社会は、目指さなければ達成することはできません。
中期（2020／2030 年）および長期（2050 年）に関して、再生可能エネルギーの導入について、
具体的な数値目標を掲げるべきです。その際に使用するべき指標は、日本の消費電力量中に占める
再生可能エネルギーの比率と、熱消費量中に占める再生可能エネルギーの比率であるべきです。
現在の政策の指針となっている「最大限加速する」という定量的な表現は、無いよりははるかに
良いものではありますが、仮に導入が大きく進まなかった場合でも、
「これが『最大限』であった」
という言い訳を許す可能性を残しており、日本全体としてどれくらい再生可能エネルギーを導入し
ていくかの指針となりえません。固定価格買取制度という「手段」の状態を確認するにあたっても、
「目的」たる数値目標が明確でなければ、果たして「目的」に対して同制度が十分であるのかを適
切に判断することが困難です。
WWF ジャパンが 2011 年～2013 年に発表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』
では、2050 年までに日本のエネルギー需要のすべてを再生可能エネルギーから供給することが可
能であることを示しました。その際の 2020～2050 年の 10 年ごとの電力および熱・燃料における
再生可能エネルギーの比率は表のようになっています。
図 表 1：
： WWF シ ナ リ オ に お け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 割 合

ɢY
Ƈ˺ƈĥ

2008˽˽ ® ǚ ˾
11%
1%

2020

2030

29%
15%

54%
38%
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2040
81%
56%

2050
100%
73%

（出所）WWF ジャパンのエネルギーシナリオ1より作成

これらの数字は、日本が再生可能エネルギーについて最も野心的なビジョンを採択した際の数字
といえます。この数字に極力近い数値目標を採択し、エネルギー基本計画の中で、再生可能エネル
ギー中心社会への移行を明確に示すことが重要です。
原子力の方針が決まらなければ、再生可能エネルギーの目標を決めることができないという客観
的な論拠はありません。

★省エネルギーに関する目標を、原単位および総消費量の双方で持つべき
WWF ジャパンは、再生可能エネルギー導入に関する数値目標とともに、省エネルギーに関して
も数値目標を掲げることが必要であると考えます。日本は、世界で最も効率がよく、かつエネルギ
ー消費の無駄のない社会へと移行していくことが可能な国です。そのような社会へと移行するため
には、具体的な数値目標が不可欠です。
「さらに加速していく」という定量的な表現は、無いよりは良いものではありますが、仮に導入
が大きく進まなかった場合でも、「改善はされたので『加速』はされた」という言い訳を許す可能
性を残しています。企業が今後数十年にわたって使う機器の設備やインフラ投資をおこなったり、
自治体がまちづくりを検討したりする際に、積極性を引き出すような指針となりえるように、具体
的な数値を示す必要があります。
省エネルギーに関しては、「GDP 当たりの一次エネルギー消費量（供給量と同じ）」という原単
位の目標に加えて、最終エネルギー消費量の総量を減らしていくことも指標として設定することが
必要です。
原単位目標は、効率性改善を目指す観点から重要であり、総量目標は日本全体のエネルギー消費
量が減っていくことを確保するために重要です。仮に効率が改善しても、結果としてよりエネルギ
ーを使う社会になってしまっては、多くの無駄が発生する社会から脱却はできません。そのために
も、総量目標が必要です。
WWF ジャパンが 2011 年～2013 年に発表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』
は、2050 年までに最終エネルギー消費を現状の約半分まで減らすことができることを示していま
す。その際の 2020～2050 年の 10 年ごとの減少率は表のようになっています。
図 表 2：
： WWF シ ナ リ オ に お け る 最 終 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 削 減 率
2020
ķǌ˃˞˴ˈ˻ŲțɈʥUŵ
Ə
˽ 2008 Ê ş ˾

2030

-21.0%

-33.9%

2040
-42.8%

2050
-51.8%

（出所）WWF ジャパンのエネルギーシナリオより作成

エネルギー基本計画が採択するべき省エネルギー目標は、こうした野心的な省エネのビジョンに
基づいたものでなければなりません。
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http://www.wwf.or.jp/re100
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★目標値は、2020 年、2030 年、2050 年の最低 3 つの時間軸でもつべき。
再生可能エネルギーおよび省エネルギーに関する数値目標は、少なくとも 2020 年、2030 年、
2050 年の 3 つの時間軸で掲げることが必要です。
2020 年は、直近の投資判断等に指針を与え、かつ気候変動の目標の見直しの基礎とするために
必要です。
2030 年は、今後の中期での投資やまちづくりの指針とするために必要です。また、気候変動の
2020 年以降の国際枠組みにおける目標数値の基礎とするためにも必要です。
2050 年は、日本が長期に渡ってどのような社会を築いていきたいかのビジョンを内外に示すた
めに必要です。2050 年という長期に対する「予測」は難しいかもしれませんが、2050 年にこのよ
うな社会でありたいという「意志」を示すことは可能なはずです。また、この 2050 年目標は、す
でに第四次環境基本計画に存在する温室効果ガス排出量削減に関する長期目標と整合的でなけれ
ばなりません。

２．野心的な気候変動政策との整合性
★2020 年までに少なくとも 1990 年比 15％以上削減する気候変動目標と整合的な
エネルギー基本計画にするべき
日本政府が 2013 年 11 月 15 日に発表した新しい 2020 年目標（2005 年比 3.8％削減）は、基準
年（1990 年）比に換算すれば 3.1％増の実質「増加」目標であり、極めて不適切な目標です。
2020 年の目標は、25％削減目標の維持が理想ですが、残り 7 年を切ってしまったことを考える
と、不可能ではないにしても厳しくなったことは事実です。しかし、世界全体として、必要な削減
量と現状約束された削減量との間に 80～120 億トンもの「ギガトン・ギャップ」が存在し、それ
をどう埋めるかを議論している中で、いたずらに大幅に削減目標を引き下げるのは、世界に対して
無責任です。
WWF ジャパンは、2020 年に向けての中期目標が議論になった 2009 年に、15％～30％削減の
範囲の中で目標を決定するべきであると主張しました。状況が厳しくなった現在でも、少なくとも
この下限である 15％以上の削減は日本として誓約するべきです。またそれは、WWF ジャパンが発
表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』によれば、十分に余裕をもって達成可能で
あると考えます。
したがって、最低限、2020 年までに温室効果ガス排出量を 15％削減する中期目標と整合的なエ
ネルギー基本計画とするべきです。再生可能エネルギー導入目標や省エネルギー目標も、これと整
合的にするべきです。

★野心的な 2030 年・2050 年気候変動目標と整合的なエネルギー基本計画とする
べき
今後も、引き続き気候変動問題についての取り組みを実施していく上で、2030 年および 2050
年に向けての気候変動目標は重要です。今後の国際交渉では、2020 年以降の国際枠組み成立へ向
けた議論が本格化するため、2030 年目標が 1 つの焦点となることは必至です。
エネルギー基本計画自体の中では、温室効果ガス排出量削減目標を直接的に決めるべきではあり
ませんが、本来、エネルギー基本計画の議論自体、その議論と表裏一体で行うべきです。少なくと
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も、エネルギー基本計画は、野心的な 2030 年・2050 年の排出削減目標と整合的なものでなけれ
ばなりません。
WWF ジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』では、日本社会が 2050 年に
再生可能エネルギー100％を達成するような社会へと移行していった場合（つまり、エネルギー起
源の CO2 排出量は 2050 年時点でゼロ）、2030 年時点では、1990 年比で 58％削減が達成されるこ
とが示されています。
エネルギー基本計画は、この「2030 年にエネルギー起源 CO2 排出量 58％削減」と整合的に検
討がされるべきです。
図 表 3：
： WWF シ ナ リ オ に お け る エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 の 削 減 率 （ 1990 年 比 ）
˃ ˞ ˴ ˈ ˻ Ȟ ź CO2 Ď N Ɉ
ʥ U ŵ Ə ˽ 1990 Ê ş ˾

2020

2030

-25%

-58%

2040
-83%

2050
-100%

（出所）WWF ジャパンのエネルギーシナリオより作成

★国内での取り組みを大前提とした上で、海外での排出量削減に対する協力
の在り方を検討するべき
日本以外の国々の排出量増加が著しい中、それらの国々での排出量削減を後押しすることも、日
本がとるべき重要な対策の 1 つです。
ただし、これには 2 点、注意が必要です。
第 1 に、新興国など排出量増加が著しい国での削減ができたとしても、それは、日本国内におけ
る削減努力を不要にするものでは決してありません。
「2℃未満」を達成するような全世界での排出
量削減シナリオでは、新興国での大幅な排出量削減を想定したとしても、日本での大幅削減は必要
であることが示されています（図表 4）。そもそも、日本が世界全体の排出量に占める割合は 4％以
下にすぎないから、自国内での削減をしても意味がないという論調は、自らの責任放棄にすぎませ
ん。日本の排出量はいまだに世界第 5 位であり、もし日本での削減努力が必要ないというならば、
残りの世界 180 か国における努力も必要ないと言っていることになります。これは日本の本意では
ないはずです。
第 2 に、海外での協力の下に削減される排出量は、その国自身の努力も当然ながら含まれるため、
日本での純粋な削減と、単純に努力の主体の面で混同するべきではありません。たとえば、日本が
輸出した技術を購入・導入してくれた国で削減が起きた場合、その削減を「日本の貢献」として日
本の削減努力に組み込むことは、本当に適切・公平でしょうか。仮に、日本がその「貢献」を自国
の削減分として算定する一方、購入してくれた国でも購入したのは自国だからと削減分の算定が起
きれば、削減の二重カウントが起き、世界全体の削減量が水増しされてしまいます。
以上を踏まえ、日本として国内で行うべき削減と、日本が海外での技術・資金での削減努力は、
現時点では明確に峻別しておくことが必要です。そして、日本での削減努力は、これまでの姿勢を
改め、より野心的な目標の下、取り組むべきです。そして、海外での削減協力については、日本国
内での削減とは別に、実質的な貢献度合いを見極めながら、算定をしつつ、取り組みを行うべきで
す。
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図 表 4：
：世 界 全 体 で 温 室 効 果 ガ ス を 2050 年 ま で に 80％
％削減する場合の各国分担についての研究の一例

（出所）WWF インターナショナルの報告書2より

３．電力システム改革の着実な推進
★発送電分離を実現して、最終的には所有権分離へと移行する方針を出すべ
き
送電網を新規の発電会社も公平に使えるような体制をつくるには、発電・送電・配電を一括所有
する地域独占型の電力システムから、送電部門を切り離して独立性と透明性を高め、公平性を確保
することが不可欠です。
本年 4 月に採択された「電力システムに関する改革方針」では、改革の第 3 段階において、「法
的分離による送配電部門の中立性の一層の確保」が 2018～2020 年までを目途に実施されることが
目指されることとなりました。
発送電分離には、法的に分離する形式から、機能を分離する形式、所有権を分離する形式とあり
ますが、系統運用会社が自ら送電網を所有し、送電網増強計画や整備に責任を持つ形が最も効果が
高いことから、日本においても最終的には所有権分離へ移行するべきです。また、送電会社＝系統
運用会社とし、公益性が高い事業形態とするべきです。

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Niklas Höhne and Sara Moltmann. (2009) Sharing the effort under a global carbon budget (Commissioned by WWF
International). Ecofys.
2
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★広域運用体制の整備を加速するべき
大量の再生可能エネルギー電力の活用のためには、広いエリアで再生可能エネルギーの変動を吸
収していくことが欠かせません。このためには、広域運用機関が、強い権限を持って一括して中央
で電力の運用を制御できる系統運用システムの確立が必要です。
本年 11 月に電気事業法の改正案が可決されたことで、電力システム改革の第 1 段階として、「広
域的運営推進機関」が 2015 年 4 月を目途に創設されることになりました。広域運用体制確立の一
歩として評価できることで、現在広域的運営推進機関の具体的な制度設計が急ピッチで進められて
います。
この議論の中では、単にこれまでのような電力融通の延長線上にある運用を前提にするのではな
く、再生可能エネルギーを大量に活用するためには何が必要かという問題意識の下で、最適な広域
運用の在り方を設計していくことが必要です。まずは緊急時だけではなく、平常時から再生可能エ
ネルギーの変動吸収を主要な目的とした広域運用をする体制を作っていくことが肝心です。制度設
計の遅れが再生可能エネルギー普及にとっての足かせとならないように、議論を加速することが必
要です。

★気象予測を使った出力予測システムを活用するべき
再生可能エネルギーの中で主力となる風力および太陽光発電を大量に導入し、経済的・効率的に
系統運用していくには、気象予測に基づく出力予測システムの確立が不可欠です。広域的運営推進
機関には当初から出力予測システムを備える体制を作ることが急務です。広域と地域の中央給電指
令所の双方で出力予測システムを活用できるように、ユーザーの特性に合わせた様々な出力予測シ
ステムの開発と運用を同時に行っていくべきです。

★日本の再生可能エネルギーのポテンシャルの最大活用を可能にする電力系
統強化の工程表を作成するべき
WWF ジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案	
  ＜第 4 部	
  電力系統編＞』に
よれば、電力における再生可能エネルギーの割合が 50％を超えるまでは、設計上の送電容量ベー
スで言えば、既に計画されている電力系統増強の範囲内でも再生可能エネルギーの変動に十分対応
できることが示されています。
喫緊の課題は、設計上の送電容量に比べて異様に少ない現状の運用容量をあげていくことです。
ハードルとなっているこれまでの連系線運用ルールを早急に変更し、再生可能エネルギーの地域的
な偏在を有効活用できる連系線活用ルールにしていくべきです。
しかし、再生可能エネルギー中心の社会に移行していくためには、いずれにしても電力系統の増
強が必要であり、リードタイムが必要であることを考えると、現時点から 2050 年へ向けての電力
系統の増強を計画しておくことが望ましいといえます。
図表 5 は、WWF のエネルギーシナリオにおいて示された 2040 年に電力に自然エネルギーの占
める割合が 80％をこえた場合に必要な地域間連系線の容量です。少なくとも、この水準にまで地
域間連系線を増強することを考慮して、今から電力系統の強化の工程表を作成するべきです。
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図 表 5：
： 2040 年 の 地 域 間 連 系 線 の 送 電 容 量 の イ メ ー ジ 図

（出所）WWF ジャパンのエネルギーシナリオより作成

４．原子力の段階的廃止
★原子力発電は、段階的かつ着実に廃止してくべき。
原子力発電については、従来からその危険性が指摘されている中で、東京電力福島第一原子力発
電所の事故が起きてしまいました。この悲劇が改めて如実に示した発電所の事故リスク、事故後の
対応の難しさ、事故が発生した場合の被害の大きさや不可逆性、核廃棄物問題の未解決状態の継続、
電気料金に反映されていない膨大な費用、テロ等の追加的なリスクをふまえると、このエネルギー
源に対する依存をこれ以上継続することは、日本にとって望ましい選択肢ではありません。
WWF ジャパンは、段階的かつ着実に原子力発電所を廃止していく方針をエネルギー基本計画の
中で示すべきであると考えます。
まず、今後 1～2 年間の間に、すべての原子力発電所に対して、規制委員会の新規制基準を満た
し、かつ適切な避難計画等を準備することを求めます。それが満たせない原子力発電所は、即時に
廃止・廃炉過程を開始するべきです。
その他の原子力発電所については、条件が整ったことを前提として、再稼働を認めますが、その
後は、運転開始から 30 年間を経過したものから順次、廃止・廃炉過程を開始するべきです。
また、当然ながら、新規増設をしないことも方針とするべきです。
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このような方針を出しつつ、再生可能エネルギーおよび省エネルギーの進展を見て、可能であれ
ば全廃の時期を早めることも検討するべきです。

★核燃料サイクルは中止するべき
核燃料サイクル政策は、すでに 10 年以上大きな進展を見せることができていません。もんじゅ
の不備、六ヶ所再処理工場の遅延など、すでに膨大な費用を浪費してきています。原子力は日本の
エネルギーの中核を担うエネルギーとしては不適切であり、そのエネルギーのための核燃料サイク
ル政策ももはや存続させる意義はありません。終わらせるのが難しいからという理由で継続するこ
とは、将来世代に対して負担を押し付けることにつながります。これ以上の費用の浪費を避けるた
めにも、核燃料サイクルは中止することが必要です。

５．熱・燃料政策と水素
★再生可能エネルギーから作る水素の活用に重点を置くべき
再生可能エネルギーを中心とした社会を構築するにあたって、1 つの課題となりえるのが、熱・
燃料需要への対応です。現在でも、最終エネルギー消費の 4 分の 1 が電力で、残りの 4 分の 3 が熱・
燃料の形で消費されています。
この熱・燃料需要に対応する 1 つの手段として、再生可能エネルギーから作る水素の使用があり
ます。
WWF ジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』では、変動する一部の再生可
能エネルギーの余剰時を活用して水素を生産し、それを熱・燃料需要に充てるという考え方をとっ
ています。これは、変動する再生可能エネルギーの発電電力量を電力需要に極力あわせることを可
能とすると同時に、余剰時の発電電力量を無駄にすることなく、熱・燃料需要への対応を可能にす
るという利点があります。
	
  水素の活用については、今の日本では化石燃料からの生産が主に検討されていますが、過渡期や
実証期におけるそうした活用はあるとしても、将来的には再生可能エネルギーからの水素の活用へ
と発展させていくべきです。

６．実質的な市民参加の確保
★能動的に市民からの意見を収集するべき。
政府は、エネルギー基本計画のように、一般市民の生活にとっても重要でありながらも複雑な問
題については、単に形式的なパブリック・コメントをウェブサイトで募集するのみでなく、能動的
に市民からの意見を収集するべきです。
その意味で、2012 年に実施された「国民的議論」において、討論型世論調査、地域での公聴会、
ウェブサイトで具体的な選択肢を提示してのパブリック・コメントといった試みはポジティブな方
向への一歩でした。
今回のエネルギー基本計画は、2012 年の国民的議論の結果が全く考慮されないばかりか、同じ
水準での意見収集の試みを行おうとすらしないなど、一般市民からの意見を集めようという意志が
見られないことは、市民軽視の姿勢を端的に示しており、極めて問題です。
総合部会および基本政策分科会の開催期間を通じて、パブリック・コメントの時期を募集し続け
たこと自体は、震災以前のエネルギー政策過程に比べればよい点として挙げることはできますが、
あくまでウェブサイトに掲載した程度で終わってしまったこと、肝心の委員会としての原案が出て
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きたからの意見聴取は年末年始を挟んだ期間に行われ、よほど注意してみていなければ気づくこと
すらままならないタイミングで行うことなど、極めて問題が多いと言わざるを得ません。
少なくとも、地方経済産業局を通じて各地での場を設定しての意見収集、政府広報を通じての意
見募集の新聞・雑誌・テレビ CM・ラジオ番組での告知、マスメディア各社への協力依頼を行うべ
きでした。また、問題を考える材料となる資料の整備も行うべきでした。
今回のエネルギー基本計画策定自体のプロセスも問題ですが、今後、同様のエネルギー政策につ
いての重要決定を行う際には、意見募集をより能動的に行うようにするべきです。

★市民参加を組み込んだ政策設定スケジュールを設定するべき
これまで行われてきた政策決定においては、政策原案を形成するにあたっての意見募集は、あく
まで形式的なものにとどまり、その期間も、先例に倣うという言い訳の下で極めて短い期間しか実
施されませんでした。
今後は、そのような形式的な意見募集ではなく、あらかじめ、市民からの意見募集を組み込んだ
上で、政策決定スケジュール自体を設定するべきです。
今回のケースであれば、年内にエネルギー基本計画を採択することが必要なのであれば、具体的
な論点に対する市民からの意見募集期間を 2 か月程度設け、それを踏まえた議論を行った上で結論
を出すというスケジュールをあらかじめ設定するべきでした。たとえば、8 月までの議論で大まか
な論点を用意し、8～10 月までを具体的論点に沿って意見を募集し、その結果を受けて、11～12 月
で結論を得るというようなスケジュールで本来的には行うべきでした。
海外の例では、たとえば、欧州委員会が 2011 年 12 月にエネルギーロードマップを採択した際に
は、2010 年 12 月から 2011 年 3 月までの約 3 か月間にわたってパブリック・コンサルテーション
として、意見募集が具体的な論点について行われました。そして、そこから得られた意見の集約と
要約が行われ、それを踏まえた上での議論が行われ、最終的な案の採択へと議論が進みました。こ
れとて、十分なコンサルテーションとは言えないでしょうが、現状、日本で行われているプロセス
と比較すれば、１）パブリック・コンサルテーション期間が圧倒的に長いこと、２）議論の中で具
体的に必要とされる論点について意見募集を行っていること、３）意見内容の要約を行い、その後
の議論に活用していること、などの点において、学ぶべき点があります。
エネルギー問題における市民参加の軽視は、ひるがえって、具体的な政策実施における市民参加
の意識を下げます。幅広く、かつ深い市民参加は、結果として、政府としての政策実施にとっても
プラスに働くはずです。
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第二部：基本政策分科会「エネルギー基本計画についての意
見」に対する意見
第 1 章に対する意見
該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見
理由

p. 3ɺɽűʥȜźʣʈʉ*©ʓʸʍʠʣʵʸ˃˞˴ˈ˻)ǐ$TʥŊľƟʢ
ǥÖëɾ
ɽ˺˺˺˃˞˴ˈ˻ŲțʥþTʼʷɺ̂̊̈̄Êʣşʫʞķǌ˃˞˴ˈ˻Ųțʼ̃́
̂̃Êʣ̂̀̄2ʥZʣƛʱʘɻɾ
Ľ¼ʣɽʑʆʑɺGDP Ùʘʷʥķǌ˃˞˴ˈ˻ŲțɈʥĝʦ 1990 Êɕ
6ŽʑʞʂʸɻɾʼȯZʓʸʫʈʟʓɻ
īľC$ʠʑʞɺƥ˃˞˴ˈ˻ʣɓʓʸtʷǍʯʇ6Žʑʞʂʸ¯ǽƟ®ʼ
ȍɮʠʑʞȊȓʓʸʍʠʇåǷʟʓɻ
p. 3ɺɽűʥȜźʣʈʉ*©ʓʸʍʠʣʵʸ˃˞˴ˈ˻)ǐ$TʥŊľƟʢ
ǥÖëɾ
ɽʖʥǏņɺ̃́̂́Êʣʅʂʞɺl¨Yʼ|ʰ˃˞˴ˈ˻ǧǐƏʦ̂̊̀̊˼ʣʮ
ʟĝʏʹʘʇɺʢʅɺŊľƟʢǥÖëʼăʄʘŒȷʠʢʛʞʂʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺl¨Yʼ|ʮʢʂǧǐƏʼĔƯʓʸʫʈʟʓɻ
l¨YʦɽǧǐɾʟʦʢʂʆʶʟʓɻșǭwǤëʣ<ʹɺĢÊʣŶʛʞH/ĸ
ƈĥʙʋʟƕƖʇǔĊʟʈʸʍʠʢʡʼƓƘʣɺl¨YʼɽŻƖɾʠǝʑʞʂ
ʸʍʠʇǣĲʣʁʸʠĒŸʟʈʮʓʇɺșǭwǤëʇ<ʹʞʂʸʠʑʞʲɺH
ʟˁ˲˸ʇĐʹʸʻʋʟʦʢʂɺɽŻƖɾʠʂʃőèʦʳʦʷȆÔʟʓɻʮ
ʘɺʍʥ˃˞˴ˈ˻ʇĊʜ˳ˑˉʼǸʂɝʓʠʂʃɺ2011 ÊʥĠɕɺťʑʞ
ʁʛʞʦʢʶʢʂ¦bʣʜʢʇʷʮʓɻ
p. 3ɺɽ̃̀vŵ»ɺýǱɨħǁʣʵʸ ɎĻƟʢ˃˞˴ˈ˻ɣǷŒȷʥdɾ
ɽ(ʄʧɺǧ^Ȥʥƈțʳɺ²ɢʥƥ˃˞ŢŻʇ{ʑʞʂʸʬʆɺǵȷŏʥ˃
˞˴ˈ˻lh!ʲŵ»9{ʣʁʸʢʡɺ÷ʇʥƖŏƚʥ\YʣʵʷɺƩ®ʣ
ƥ˃˞˴ˈ˻dʇȹʽʟʂʸɻɾ
ǑȀʣʵʛʞʦɺǵȷŏʥ˃˞˴ˈ˻lh!ʦåʔʑʲĝʑʞʂʢʂʍʠʼȡ
ʮʄɺƥ˃˞˴ˈ˻\Yʥ6Žʼċęʓʸʫʈʟʓɻ
ɋÃŏƕƖċĢÙʘʷʥ˃˞˴ˈ˻ŲțɈǁʥċŔʟʦɺīľʥǵȷŏʥl
h!ĝʦ 1990 Êɕʦ6Žʑʞʂʮʓɻ90 Êɕʥlh!ĝʥ6
ŽʼƧĚʣʃʋʠʱɺàʥĝ\YʥųʷʼĮƯʓʸʫʈʟʓɻ
p. 4ɺɽ̅̀ƚʥŷ°]ņˇˑĎNɈʥɾ
ɽƒŷĳdɮʣʜʂʞɺʲʦʳɺ ǝƟʢǟʄĨʣʝʂʞɺ?ȹʼ
äʣ˃˞˴ˈ˻ɣǷʳSƗʥʷĨʼÃ ʓʸʙʋʟʦµMʓʸʍʠʇʟʈ
ʢʂƋũʠʢʛʞʂʸɻɾ
Ľ¼ʣʥĤʼZʄʸʫʈʟʓɻɽīľʇƏ?ʑʞǦƂǊdʼȾöʑɺ
ʣµʑʞʲʖʹʇwǤʟʁʸʍʠʼƯʑʞʂʉʍʠʇåǷʟʁʸɻɾ
ɽʲʦʳɺ ǝƟʢɾʠʂʃǲƑʙʋʟʦɺīľʇǧʶʥȘʆʶȱʹʵʃʠ
ʑʞʂʸʆʥiȔʼʄʮʓɻʮʘɺħǩǁʥtʷǍʯʼVĔʑʘʠʑʞʲɺī
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ľǧȣʥǦƂǊdʇwŘʟʁʸʍʠʥȊȓʇʢʂʆʥʵʃʢiȔʼʄʮ
ʓɻīľǧʶʇʮʔʦ\Yʼʓʸ¦bʇʁʸʍʠʼĮƭʣƯʓåǷʇʁʷʮʓɻ
該当箇所
意見
理由

該当箇所

意見
理由

該当箇所
意見

理由

該当箇所
意見

理由

pp. 4-11ɺɽǀ̃ǅ ŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠpʨʖʥVàʆʶɰ
dʑʞʈʘȍɮɾ
CǪ
ʍʥǀ 2 ǅʥ ʣČʌʶʹʞʂʸɽȍɮɾʥ ʣɺ'ƗŴʯŉƈĥʳŉÐōƉʥ
MƓɮʇ|ʮʹʞʂʢʂʍʠʦɺǬʑʂȍɮȊȓʥŘ£ʟʁʷɺɽȍɮɾʥ
ɫƢʠʑʞĮƭʣ!ǜʝʋʸʫʈʟʓɻ
ĠʥVàʆʶɺĝʱʞȍɮʠʑʞȊȓʏʹʞʂʸʍʠʥ 1 ʜʣɺ'ƗŴʯŉƈ
ĥʳŉÐōƉʥMƓɮʇʁʸʍʠʦĮƭʟʓɻĠʣʵʛʞɺƞɢùʥșǮ
˦˻˴ʥʷĨʳʖʹʇŹńʣʢʷʜʜʁʸʍʠʇĝʱʞɰdʑʮʑʘɻp. 23
ɕʥɽl¨YğǂʥľĨɊʠğǂʥĨ{ëɾʣʅʂʞǿpʇʁʸʍʠʲʩʮ
ʄɺĮƭʣɺʍʹʇɽȍɮɾʟʁʸʠʂʃȊȓʼƯʓʫʈʟʓɻ
p. 6ɺɽ˽̂˾ɢšĥɉʥĭʠʖʥÜɩɾ
ɽ̇ɢYưʇĪʣǺTɂɏʥɢšĥɉʣʜʂʞ̇̀̃̒̊̀̉˼ʥ5ʌʢʡ
ʥĝʼǰʛʞʂʸʇɺ®ɛʣʦɺɵɴʓʸƈĥ+ŋǁʣʵʷɺCʟŔŻÅ
ʥˮ˙˴ĥɉʇ̃WƵÎĭʑʞʂʸɻɾ
ȂĤʥKɬʣʥĤʼȯZʓʸʫʈʟʓɻɽʻʇʥɢšĥɉʦáŃʆ
ʶɺɵȝʥɢšʼɆǻʓʸ9{ʳɺǖĉl+ ǝʟʥxɢYưʥ"Ñ
d\YʥȠʣʵʷɺɛƟʣʯʞʲɵʂŢŻʟʁʛʘɻɾ
ɢšĥɉʥĭÜɩʣʜʂʞǟʄʸʣʁʘʛʞʦɺɢYưǧȣʣʵʸ"Ñd
\YʇɺʍʹʮʟfOʟʁʛʘʥʆʡʃʆʲfOʣŎȁʓʸʫʈʟʓɻʑʘʇʛ
ʞɺɽȍɮɾȊȓʣʅʂʞʦɺʖʥɮʣʜʂʞʲǿpʓʸʫʈʟʓɻ
p. 6ɺɽ˽̂˾ɢšĥɉʥĭʠʖʥÜɩɾ
ɽ+ŋȚtTÎʣʝʂʞ¹BʏʹʸJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʦɺàZʑ
ʞʉʠǟʄʶʹɺɢšSƗǠʥȖĄʥĭǷʠʢʛʞʂʉʠǟʄʶʹʸɻɾ
řʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽ+ŋȚtTÎʣʝʂʞ¹BʏʹʸJƕ
wǤ˃˞˴ˈ˻ʦɺàZʑʞʂʉʠǟʄʶʹɺɢšĥɉʣ ʕʏʹʸɉɯ
ʲĭʑʞʂʉʠǟʄʶʹʸɻĨɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥZʣ ʛʞɺɵɴ
ʇ ðʏʹʸdƫƈĥʥ'ƗʇþʄʶʹɺȎȾƈĥ+ŋʇʇʸ]ņʲɰ
dʓʸʠǟʄʶʹʸɻɾ
ʁʘʆʲ+ŋȚtTÎʥʯʇɺàʥɢšĥɉʥĭʼʮʤʉʇʎʠʉɺē
LʏʹʞʂʸʥʦìñƟʟʓɻľŃʦɵɴʓʸdƫƈĥʥ'Ɨ"ʣ ʃĥɉ
"ʲǿpʏʹʸʫʈʟʓɻ

p. 7ɺɽ̅̀÷ʇʥŷ°]ņˇˑĎNɈʥêɾ
ɽʍʃʑʘdʦɺŏŭ^ʥ˲ˀˤˎˀˉ˴ʾ˓ˑ˭˸˚ʣîÜɩʼpʭʑɺŏ
ʥűƴȦʥZȶʣʜʢʇʸɻɾ
ʍʥĤǧ$ʥñ}ʇOʆʷʣʉʂʍʠʇʮʔɮʟʁʷɺľƟʣUɗʓʸʫʈ
ʟʓɻʍʥʮʮʟʦɺ˃˞˴ˈ˻Ȟźʥ CO2 ĎNɈʥZʖʥʲʥʇɺʈʢ
ƂǊTǉʇ©ʑʢʂīľʣʅʂʞɺŏʥűƴȦʥZȶʣʜʢʇʸʆʥʵ
ʃʢȋʛʘiȔʼʄʮʓɻ
CO2 ĎNɈʇZʓʸʠʂʃ˲ˀˤˎˀˉ˴ʾ˓ˑ˭˸˚ʪʥîÜɩʇɺƣđƟ
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ʣŏʥűƴȦʥZȶʣʜʢʇʸʠʂʃʥʦɺȐƓʣɲȢʇʁʷʮʓɻ
ʖʲʖʲ˃˞˴ˈ˻Ȟź CO2 ʥĎNɈʥZʇɺŏʣµʑʞƪĻƟʢȖĄʣ
ʢʷʃʸʥʦɺĮƭʢƂǊTǉʇƂǊƶʳĎNɈtÕTÎʥʵʃʢÚʟ©ʓ
ʸyʟʓʇɺƑƋʥƒŷĳdµǂƶʥŢŻ˽CO2 ˚˸Ùʘʷǉ 300 I˾ʟ
ʦɺʖʥʵʃʢTǉʣʦʢʷʄʮʕʽɻʘʠʄÈʢƂǊƶʢʡʇʁʸyʣʅ
ʂʞʲɺɽŏʥűƴȦʥZȶɾʣʜʢʇʸʆʡʃʆʦɺÙȈOɇʣʅʋʸˍˑ
˚ŒȷʳʥǷʣ*ćʑɺőʣǏȐʟʈʸʲʥʟʦʁʷʮʕʽɻƑƋʟʦɺ
űƴȦʇȞʈʞʂʸʠʓʹʧɺʖʹʦRʥǷʥÝWʇʈʂʠǟʄʶʹʮ
ʓɻ
該当箇所

意見
理由

p. 7ɺɽ˽̂˾ɢY)ǐ$Tʣʅʋʸɮɾ
ɽʏʶʣɺɢšĥɉ˺ˎ˻ˢˑʣɓʓʸ˭˝˰˻ʲœëʼŘʈɺɣǷ²7ʥŇȥ
ʢtǍʼ)ǐŒȷʣʃʮʉtʷȫʱʢʂʠʂʃ)ǐ$TʥŇȥëʥŘ£ʇŰʈ
Ûʷʠʢʛʞʂʸɻɾ
ʍʥȊȓʦɆǷʟʁʸʠǟʄʮʓɻ
àɺɣǷ²ʣµʑʞɺˣ˻ˉˆ˗˚ʳƥ˃˞ʣʜʢʇʸʵʃʢǰ^ʪʥˀ˸˓˸
˘ʿ˥ʼĈ=ʑʞʂʉåǷʇʁʷʮʓʇɺƑƋɺʖʥʵʃʣʢʛʞʂʢʂʍʠʥȊ
ȓʦɆǷʟʓɻ

第 2 章に対する意見
該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見
理由

pp. 14-15ɺɽ˽̅˾ɣǷ²ʣµʓʸœʢɀĂǢʥĔ)ʣʵʸɺɣǷˎˀ˛ʇ ¹
ʓʸ˃˞˴ˈ˻ɣǐŒȷʥ®Ƒɾ
ɽɣǷ²ʣµʑʞœʢɀĂǢʇĔ)ʏʹʸʠʠʲʣɺɣǷ²ʇɺOġ˃˞˴
ˈ˻ˏˑ˘ˬʢʡʼȵʒʞǧʶ)ǐʣoZʟʈʸʵʃʣʢʸʍʠʦɺ˃˞˴ˈ˻ɣ
ǐŒȷʣŇȥëʼʄʸʍʠʣʜʢʇʸɻɾ
ʍʥȊȓʦɆǷʟʁʸʠǟʄʮʓɻ
ɣǷ²ʣɀĂǢʼʄʸʍʠʟɺŇȥëʼƭ/ʓʸʍʠʇɆǷʟʁʸʠʂʃǽƃ
ʆʶʲɺɢYºǧƘdʣʵʛʞʖʥƔʼģ8ʓʸʍʠʇɆǷʟʓɻ
p. 15ɺɽ˽̆˾űʥïbdʥÜɩʼķºdʓʸʘʱʥƖ˃˞˴ˈ˻ǁʥɑ
ƞ˺¹Bʥ.ȹʣʵʸǧǐƏʥĝɾ
ɽʍʃʑʘȍɮʼAĹʓʸʘʱʣʦɺ÷ʇʇƖ˃˞˴ˈ˻ʠʑʞŭƗʑʞʂʉ
ʍʠʇʟʈʸJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ɺl¨Yɺʏʶʣ˭˖˸˟ˀ˛˵˻˚ʢʡʥűŬ
ʣƨʸƖȜźʢʡʼøƜƟʣŭƗʑʞʂʉʘʱʥ ɎĻƟʢtǍʼǒǓʑɺ
ǧǐƏʥĝʼ®Ƒʓʸğǂ$ǈʼģ8ʑʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
l¨YʦɽƖɾʟʦʢʂʘʱɺʍʥȂȮʆʶʦʓʫʈʟʓɻʮʘɺ˭˖˸˟ˀ˛
˵˻˚ʥɑƞʦɺĴʢʸdƫƈĥ*©ʥ[ɎʳƔÜɩǁʣʜʂʞʲŎȁʑʘ
ʟQĦʓʸʫʈʟʓɻ
l¨YʼɽƖɾʠ!ǜʝʋʸ¦bʦɺʍʥ˃˞˴ˈ˻źʪʥȼÎʢ*©ʼ[Ɏ
ʑɺʖʥ˳ˑˉʼǸʂɝʓwǤëʇʁʸʘʱɺʳʱʸʫʈʟʓɻ
ʮʘɺɦŃʥdƫƈĥʥɑƞʣʜʂʞʦɺĴʢʸdƫƈĥ*©ʥ[ɎʳɆ
ʢƔÜɩʥwǤëʼfOʣŎȁʑʘʟɺʖʥSƗʼŎȁʓʸʫʈʟʓɻ
Ɗʣɺ˭˖˸˟ˀ˛˵˻˚ʇľŋƟʣSƗwǤʣʢʸıĻʣʦɺš4^þśʥ
ǽƃʆʶɺdƫƈĥʆʶʥǦkʇȹ¾ʑʞʂʢʋʹʧʢʶʢʂʍʠʼVĔʠʑʢ
ʋʹʧʢʷʮʕʽɻ
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該当箇所

意見
理由

該当箇所
意見
理由

該当箇所
意見

理由

該当箇所

意見

理由

p. 15ɺɽ˽̇˾Cƚʟŷ°]ņˇˑʥĎNUŵʼ®Ƒʓʸʘʱʥƒŷĳdµ
ǂʪʥȗƍɾ
ɽàʦɺīľHʥƋũĝʥʯʢʶʔɺƚC$ʥŷ°]ņˇˑĎNUŵ
ʪʥȗƍʼȹʱʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽàʦɺīľHʟʥÈU
ŵʼȾöʑʞʂʉʍʠʣZʄʞɺƚC$ʥŷ°]ņˇˑĎNɈUŵʪʥȗƍ
ʲȹʱʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
īľʠʑʞɺʥĎNɈUŵʣgYʼʑʞʂʉʍʠʥɆǷëʦàɵʮʛʞʂ
ʈʮʓʇɺʖʹʦīľǧȣʥǦƂǊdʥåǷëʼʂʏʏʆʲŵʒʸʲʥʟʦʁʷ
ʮʕʽɻʮʘɺǧʟʥUŵʇʮʮʢʶʢʂʇɽűʟʥUŵɾʼ ×ʑʞʲɺ
ȌâYʇʢʂʧʆʷʆɺȘȦ§ʠuʋtʶʹʸwǤëʓʶʁʷʮʓɻīľǧȣ
ʥǦƂǊdʼĦʠʑʞĒʑȹʱʸťñʼƯʓʍʠʇåǷʟʓɻ
p. 16ɺɽ˽̂˾ƫŧ ɸ!ǜʋ ɾ
ɽ˺˺˺ʥ¡ɢźʼĶʓʸʢʡʥÝWʼņʘʓʍʠʇʟʈɺàʠʲŭƗʑʞ
ʂʉɆǷʢ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻ ɾ
ȈÙǃùʦʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽ˺˺˺ʥ¡ɢźʼĶʓʸʢ
ʡʥÝWʼņʘʓʍʠʇʟʈʸʇɺàʦŞəƟʣǦkʑʞʂʉʫʈ˃˞˴ˈ˻
źʟʁʸɻ ɾ
dƫƈĥCǪʆʶɺŞəƟʣʟʦʁʹɺķǌƟʣʦǦkʑʞʂʉʍʠʼĮƯʓʸ
ʫʈʟʓɻ
p. 16ɺɽ˽̃˾ƅˇˑɸ!ǜʋɾ
ɽ˺˺˺xOɇʣʅʋʸƅˇˑˏˤ˚ʇȹǰʓʸǹȵʑʟʁʸʍʠʆʶɺʖʥÝW
ʼĈʑʞʂʉɆǷʢ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽ˺˺˺xOɇʣʅʋʸƅˇˑˏ
ˤ˚ʇȹǰʓʸǹȵʑʟʁʸʍʠʆʶɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʑʘưʪ
ʥƴǰĻʣʅʂʞʦʖʥɆǷëʇĈʓʸʇɺķǌƟʣʦʳʦʷǦkʑʞʂʉ
ʫʈ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ƅˇˑʦɺdƫƈĥʥ ʟʦķʲ CO2 ĎNɈʇ»ʢʂ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸ
ʘʱɺàɺıƟʣʦŭƗʼĈʑʞʂʉʫʈʟʓʇɺķǌƟʣʦɺʥdƫ
ƈĥʠzœʣǦkʼʑʞʂʉʫʈʟʓɻ
pp. 16-17ɺɽ˽̄˾ƫƂ ɸ!ǜʋɾ
ɽŷ°]ņˇˑʥĎNɈʇʈʂʠʂʃɮʇʁʸʇɺğªƟ˳ˑˉʇdƫƈ
ĥʥ ʟķʲ"ʉɺƇɈÙʘʷʥh+ʲdƫƈĥʥ ʟķʲ¬ʂʍʠʆʶɺ<ʹ
ʘ˧˻ˑɢźʥƈĥʠʑʞɆǷëʇJȅ+ʏʹʞʅʷɺƔȖǫʼ"ŵ˽ɵ]Ə
ſYƞɢýǱʥSƗǁ˾ʑʜʜŭƗʑʞʂʉ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽŷ°]ņˇˑʥĎNɈʇdƫ
ƈĥʥ ʟķʲʂʠʂʃɮʇʁʷɺğªƟ˳ˑˉʳțƗɧʟɺʎʉƪĻƟ
ʣʦSƃʇʁʸʲʥʥɺĐďʆʶ'ƗʣǨʸʮʟʥƔȖǫʲʈʉɺĬĻʣ
Ǧkʼʛʞʂʉʫʈ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ØYʢš4^ğǂʥʇȼn 20 ÊɒƵʥƫƂʥZʠɺʖʹʣʠʲʢʃ
CO2 ĎNɈʥZʼĆʂʞʈʮʑʘɻàʦɺʖʥ9{ʦrȦʏʕʸåǷʇʁ
ʷʮʓɻʮʘɺƫƂʇʲʘʶʓš4^ʥ˳ˑˉʼʘʙʑʉʖʥțƗʣrİʏʕ
ʹʧɺƫƂʦťʑʞțƗɧʟ<!ʠʦʂʄʢʂʦʔʟʓɻ
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該当箇所

意見

理由

該当箇所
意見
理由

該当箇所

意見

理由

該当箇所

pp. 16-17ɺɽ˽̄˾ƫƂ ɹğǂʥĨ{ëɾ
ɽǞĿſYƞɢùʥ˳˦˵˻ˑʳħȃʣʵʸSƗwǤʢķħýǱʥ¹Bʼ.
ȹʓʸʍʠʣZʄɺƞɢ]Əʼʈʉ{ʓʸʍʠʟƞɢɈÙʘʷʥŷ°]ņˇ
ˑĎNɈʼāľƟʣʌʸʘʱʥýǱǁʥɑƞʼʏʶʣȹʱʸɻʍʃʑʘɵ]Ə
dýǱǁʼHʥʯʢʶʔűʟʲ¹BʼĒȹʑʞʂʉʍʠʟɺƒC$ʟƔ
Ȗǫʥ"ŵʠ ƼʑʘÚʟSƗʑʞʂʉåǷʇʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽƫƂʆʶʥǦkʼʦʆʸʘʱ
ʣɺC$ʠʑʞʥƫƂʆʶʥǦkʥˏ˜˳˅ʼʱʸɻĪ©ʥƫƂſYƞɢ
ùʣʜʂʞʦŞəƟʣÐśʼʑʞʂʉɻC$ƟʢÐśˏ˜˳˅ʠģyƟʢǆH
ʟɺķħɌʥýǱʟʥ˳˦˵˻ˑʦȊʱʸʇɺħȃʦȊʱʢʂɻűʟʥý
ǱgYʥwǤëʣʜʂʞʲŎȁʑʞʂʉɻɾ
š4^þśʥǽƃʆʶɺƫƂʆʶʦƩ®ʣǦkʑʞʂʉĨɊʼĮƯʓʸʫʈ
ʟʓɻýǱɑƞʣʜʂʞʦɺHʟʥÐśˑˋː˰˻˴ʠģyƟʢǆHʟ®
ĩʓʸʫʈʟʓɻ
p. 17ɺ ɽ˽̅˾̏̐ˇˑɸ!ǜʋɾ
ɽ˺˺˺ĸʣʲȗƍʟʈʸOġʥˉ˳˻˸ʢˇˑ$ʥ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ɽ˺˺˺ĸʣʲȗƍʟʈʸOġʥˉ˳˻˸ʢˇˑ$ʥ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸʇɺķ
ǌƟʣʦǦkʼʛʞʂʉɻɾ
LP ˇˑʣʜʂʞʲɺʥdƫƈĥʠzœɺĨʢʡʥïʣɃôʑʜʜʲɺķ
ǌƟʣʦǦkʼʛʞʂʉʫʈʟʓɻ
p. 17ɺɽ˽̆˾l¨Yɸ!ǜʋɾ
ɽƈĥÿBɈʣµʓʸ˃˞˴ˈ˻NYʇ3ƟʣʈʉɺĢÊʣʻʘʛʞH/
ĸƈĥʙʋʟƕƖʇǔĊʟʈʸŻƖ˃˞˴ˈ˻źʠʑʞɺ<ʹʘ¬)ǐë
ʠ]ƏëʼĸʑʞʅʷɺȻȦˍˑ˚ʇ"Ñʟ^ʲ»ʢʉɺȻȦıʣʦŷ°]ņ
ˇˑʥĎNʲʢʂʍʠʆʶɺ¬Cëʥƭ/ʼVĔʣÕʈǓʈŭƗʑʞʂʉɺ˃
˞˴ˈ˻ɣǐŒȷʥ¬ëʼĜʄʸơʠʢʸɆǷʢ˧˻ˑɢźʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽʍʥ˃˞˴ˈ˻źʦŊźƟʢ
˳ˑˉʼĸʑʞʅʷɺʮʘɺŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠʥɛʣʦɺʍʹ
ʼǄƓʓʸ˕ˤ˚ɧʟʥǤYʥŘ£ʲɥʣʢʛʘɻʑʘʇʛʞɺʍʥ˃˞˴ˈ˻ź
ʆʶʦŞəƟʆʜƩ®ʣǦkʼʑʞʂʉɻɾ
ŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùʥĠʣʵʛʞɺʍʥ˃˞˴ˈ˻źʇʲʜŊź
Ɵʢ˳ˑˉʇĝʱʞƑ®ʠʑʞƯʏʹʸʠʠʲʣɺɽʇɾʠéʻʹʘĠʇȞ
ʍʛʘʠʈʥ$TʥƷąʏʠʖʹʼǄƓʓʸ7ʥǧů&ƗʥŘ£ʲʁʶʻʣʢʷ
ʮʑʘɻáŃʆʶɮʠʢʛʞʂʘŉÐōƉɮʥļǾťʲʩʮʄɺʍʥ˃˞˴
ˈ˻źʆʶʦŞəƟʣǦkʼʦʆʛʞʂʉʫʈʟʓɻʮʘɺHʟĐʹʸʻʋʟ
ʦʢʂɺșǭwǤëʥSƃʼʲʛʞɽŻƖɾʠʂʃ!ǜʝʋʼʄʸʍʠ
ʦɺʍʥ˃˞˴ˈ˻źʇʲʜ˳ˑˉʼǸʂɝʓʠʂʃɺl¨YƞɢùĠɕķ
ʲʁʛʞʦʢʶʢʂ¦bʪʥ Æʣʜʢʇʷʮʓɻ
p. 17ɺɽ˽̆˾l¨YɹğǂʥĨ{ëɾ
ɽlƞ*©Îʣʜʂʞʦɺƥ˃˞˴ˈ˻˺JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥ¹BʳſYƞ
ɢùʥ]ƏdʢʡʣʵʷɺwǤʢɖʷ"ŵʏʕʸɻʖʥĨɊʥʟɺ÷ʇʥ˃
˞˴ˈ˻Tǉʼǟôʑɺ¬)ǐɺˍˑ˚"ŵɺŷĳdµǂɺ¬Cƭ/ʥʘʱʣ
åǷʢýǱ˺ŀʥǔĊʥǽƃʆʶɺåǷʠʏʹʸǺŕʼfOʣǹŐʱʞɺʖʥ
Ǻŕʼƭ/ʓʸɻ
¬CëʼCʞʣ<?ʏʕɺŠʥõèʥǾŲʣCYʼČʌʸVĔʥɺƌƼʑ
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意見

理由

該当箇所
意見

理由

該当箇所

意見

理由

ʘl¨YǺT¥ʣʵʛʞƚʟķʲmʑʂŢŻʥħǺTŻʥʟ¬C
ëʇƭȊʏʹʘl¨YƞɢùʣʜʂʞʦɺJƹ^ʼȹʱʸɻ
ʮʘɺʇĠʇȞʈʘyʣǳ±ʇʈʉʢʸ˳ˑˉʼȊȓʑɺĠʪʥ8
ʄʼĈ=ʑʞʅʉʍʠʇåǷʟʁʸɻ
ʏʶʣɺl¨YSƗʣ ʂƭ®ʣƞƕʓʸ'ƗŴŉƈĥʦɺƚFȵʥíʯʟ
ʁʷɺ¸Ńʣ?ȰʷʑʢʂʵʃɺƑʥȘʠʑʞɺʖʥµǂʼƩ®ʣȹ
ʱʸʍʠʇwŘʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻ
ɽlƞ*©ÎʼŞəƟʣ"ŵʏʕɺķǌƟʣʦÐśʓʸɻC$ʠʑʞʦʓʫʞʥ
l¨YƞɢùʼȻȦɑ¤à 30 ÊʟÐś˺ÐƁʼɑ¤ʓʸʍʠʼĨɊʠʓʸɻ¬
CëʼCʞʣ<?ʏʕɺŠʥõèʥǾŲʣCYʼČʌʸVĔʥɺƌƼʑʘ
l¨YǺT¥ʣʵʛʞƚʟķʲmʑʂŢŻʥħǺTŻʥʟ¬Cë
ʇƭȊʏʹɺŉÐōƉMƓʥƢMɺʟʥɁɡȀƙǁʲfOʣģ8ʏʹʘl
¨YƞɢùʣʜʂʞʦɺJƹ^ʼȊʱʸɻŻ˺łʼŹʘʓʍʠʇʟʈʢʂl
¨YƞɢùʣʜʂʞʦɺľƟʣjıÐś˺ÐƁʠʓʸɻʏʶʣɺl¨YSƗʣ
ʂƭ®ʣƞƕʓʸ'ƗŴŉƈĥʦɺ¸Ńʣ?ȰʷʑʢʂʵʃɺƑʥ
ȘʠʑʞɺʖʥµǂʼƩ®ʣȹʱʸɻɾ
l¨YƞɢùʆʶʦɺŞəƟʆʜƩ®ʣǦkʑʞʂʉ¦bʼĮƭʣʓʸʫʈʟ
ʓɻ
p. 18ɺɽ˽̇˾JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ɸ!ǜʋɾ
ɽ¬)ǐɧɺˍˑ˚ɧʟœɼʢȍɮʇ©ʓʸʇɺŷ°]ņˇˑʼĎNʑʢ
ʂɺHʟƕƖʟʈʸĸĺʢƖ˃˞˴ˈ˻źʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽƑıƃʟʦɺ^µǂʳˍˑ˚
ʢʡȍɮʇ©ʓʸʇɺŷ°]ņˇˑʼĎNʕʔɺHʟƕƖʟʈʸ˃˞˴ˈ
˻źʠʑʞɺ÷ʇʥ äƟʢ˃˞˴ˈ˻źʠʓʸʫʈʲʥʟʁʸɻĊǓwǤë
ʣɃôʑʢʇʶɑƞʼZȶʓʸʍʠʇɆǷʟʁʸɾ
JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʓʸưʪʥƴǰʼƢċʓʍʠʼĮƯʓʸʫʈʟ
ʓɻdƫƈĥʦš4^ʳʥƔ˳ˑˉʥǽƃʆʶǦkʓʸʍʠʇåǷʟ
ʓɻl¨Yʦ¬CëʳŉÐōƉǁʥ˳ˑˉʆʶʳʦʷǦkʓʸʍʠʇåǷʟʓɻ
ʍʹʶʥƓƘʆʶɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ äʥưʪʠƴǰʓʸʍʠʇĊǓw
ǤʢưʥÚöʣʠʛʞwŘʟʓɻ
p. 18ɺɽ˽̇˾JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ɹğǂʥĨ{ëɾ
ɽà̄ÊƵÎɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥ¹BʼķɖZȶʑʞʂʉʠʠʲʣɺǈǑ
ØdɺǺTʥyƓdɺ"ˍˑ˚dʥƬƻɑƞʢʡʼƩ®ʣȹʱʸɻ
Ĩɺx˃˞˴ˈ˻źʟƊãʇƝʢʸʍʠʆʶɺʖʹʗʹʥƊãʼȡʮʄɺǎŴ
ëǁʠʥˠ˲˸ˑʥʠʹʘɑƞʼȹʱʞʂʉʍʠʇåǷʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʣʜʂʞʦɺřʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥ
ɎĻʥ¹BƢŔʼVĔʣɺʖʹʼȾöʓʸʘʱʥȑµǂʼ¹BʑʞʂʉɻG
$Ɵʣʦɺ<?ǐɢ˺<?đǓʥ®ȝƟʢƭ/ɺ˩˘˸ˏ˯˴ʼķɖŭƗʓ
ʸɢYǈǑˏˑ˘ˬʥŒǇɺƇğǂʥ=®ɺĊǓwǤëȅ+úūʥƭƼɺɓȸ
ǺTʥģƓǁʼ®ĩʑʞʂʉɻɾ
JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ äʥưʼÚöʑʞʂʉʘʱʣʦɺʍʹʮʟʥ˃˞˴ˈ
˻ğǂʥǟʄĨʼʈʉȦĖʓʸʍʠʇåǷʟʓɻʖʥʘʱʥ¹BƢŔʼ ä
ʣʅʈʜʜɺåǷʢȑµǂʣʜʂʞĮȂʑʞʅʈɺàʥG$dʼʦʆʸʍʠʇ
åǷʟʓɻ
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p. 18ɺɽ1˾ɘ@ɾ
ɽĨɺƞɢˍˑ˚ʇɵʉɺNY¬ëʢʡʥ¬)ǐʥɮʇʁʸʍʠʆ
ʶɺĴʢʸýǱɨħʇåǷʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽĨɺƑƋʥīľʟʦƞɢˍˑ
˚ʇɵʉɺ^ʓʸɢźʟʁʸʍʠʆʶʉʸȍɮʲʁʸʍʠʆʶɺĴʢʸýǱɨħʠ
ɢYǈǑȻƗʥĝʇåǷʟʁʸɻɾ
ɘ@ʣɓʓʸˍˑ˚ʦɺƚƟʣʦʈʉʇʛʞʈʞʂʸʍʠʼȊȓʓʸå
Ƿʇʁʷʮʓɻʮʘɺɘ@ʥȍɮʼɽ¬)ǐʥɮɾʠ!ǜʝʋʸʥʟʦ
ʢʉɺʁʉʮʟɽǾťʟʈʸȍɮɾʠʑʞ!ǜʝʋʸʍʠʇɆǷʟʓɻ
pp. 18-19ɺɽ̃˾ɱYɾ
ɽʘʙʑɺɣǷǺŕʇʈʂɢYǄHʣʦfOʢȎģYʇʁʸĨʟɺeűȽ
ʳŅeeɂʥɱYȿʟʦɺåʔʑʲfOʢȎģYʇʢʂʍʠʆʶɺǈǑʥģ
8ɺÌƟʢȻƗʣʵʸȎģYʥƭ/ɺǭɢŤʥŭƗǁʇåǷʠʢʸɻʍʃʑʘ
ǎŴëʲ_ŌʑʞɺSƗʼȹʱʞʂʉåǷʇʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽʘʙʑɺɣǷǺŕʇʈʂɢY
ǄHʣʦfOʢȎģYʇʁʸĨʟɺeűȽʳŅeeɂʥɱYȿʟʦɺƑ
ƋʥǈǑȻƗúūʟʦåʔʑʲfOʢȎģYʇʢʂʍʠʆʶɺɒȸǈǗʥ
ÉÇıʆʶʥķɖʥŭƗʢʡÌƟʢȻƗʣʵʸȎģYʥƭ/ɺĕŢƞɢ
ǁĪ©ʥǭɢˏˑ˘ˬʥŭƗɺHȸǈǗʥģ8ǁʇåǷʠʢʸɻʍʃʑʘ
ǎŴëʳȎģYʥĝʼƺŐƟʣȹʱʜʜɺSƗʼķɖȹʱʞʂʉɻɾ
ɱYʣȍɮʇ©ʓʸʥʦƭʆʟʓʇɺƑƋʥǈǑȻƗúūʼVĔʣʑʘȎ
ģYǁʼƓƘʣɺÙʢTɖʼʆʋʸʍʠʇʢʂʵʃɺȍɮʼǾťʑʞʂʉƺŐ
¦bʠɺĮƭʢĒȹ¦bʼĮƯʓʸʍʠɆǷʟʓɻ
p. 19ɺɽ̄˾Ƈɾ
ɽĨɺɑƞʣʦıɒʠˍˑ˚ʇʆʆʸʘʱɺÿȜ˳ˑˉʥȨŵɺȰɃɢǕʥģ
8ɺIżʣ¹BʓʸʘʱʥʠFƕʑʘɑƞʇåǷʠʢʸʢʡɺ ɎĻƟʢ
ǻƃʼȡʮʄʞĊǓwǤʢɑƞʼȹʱʞʂʉʍʠʇåǷʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽĨɺɑƞʣʦıɒʠˍˑ˚ʇʆ
ʆʸʘʱɺÿȜ˳ˑˉʥȨŵɺȰɃɢǕʥģ8ɺǧƅƔʅʵʨƕƉœë/
Cʥǽƃʆʶʥȿʥȅ+ɺIżʣ¹BʓʸʘʱʥʠFƕʑʘɑƞʇåǷ
ʠʢʸʢʡɺ ɎĻƟʢǻƃʼȡʮʄʞĊǓwǤʢɑƞʼȹʱʞʂʉɻɾ
ƇƞɢʣʜʂʞʦɺƼDʣɓʓʸɮʲʠʷʐʘʏʹʞʂʸʠʍʺʟʁʸ
ʥʟɺɽʠʥFƕɾʣZʄʞɺĮƯƟʣǧƅƔʅʵʨƕƉœë/Cʥǽ
ƃʲZʄʸåǷʇʁʷʮʓɻ
p. 19ɺɽ̆˾ˠˀ˅˪ˑ˽ˠˀ˅ƈĥʼ|ʰ˾ɾ
ɽŀĥʳÚóʇœɼʟʁʷɺˍˑ˚ǁʥȍɮʼăʄʸʍʠʆʶɺǺŕʥ˭˳˗˚ʥȯ
ţʠɺʖʥʘʱʥlŀĥʥ¬)ǐʥƭ/ʳɺĪ©ʥSƗÚóʠʥƿyʥȎ
ģǁʼȡʮʄɺOġ˃˞˴ˈ˻ˏˑ˘ˬʥ ʥ!ǜʋʲ|ʱʞɺ¹BʥĈ
ʼʛʞʂʉʍʠʇĻÞʏʹʸɻ
ȩBʇ äʠʢʛʞʂʸˠˀ˅ƈĥʣʜʂʞʦɺɛƟʢ^{ʳřˠˀ˅
ƈĥʥýǱɑƞʥ^{ʼȡʮʄʜʜɺ¹BʼǒǓʓʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽŀĥʳÚóʇœɼʟʁʷɺˍˑ˚
ǁʥȍɮʼăʄʸʍʠʆʶɺǺŕʥ˭˳˗˚ʥȯţʠɺʖʥʘʱʥlŀĥʥ¬
)ǐʥƭ/ʳɺĪ©ʥSƗÚóʠʥƿyʥȎģʅʵʨˆˑˋ˻˛SƗǁʼȡʮ
ʄɺOġ˃˞˴ˈ˻ˏˑ˘ˬʥ ʥ!ǜʋʲ|ʱʞɺƇSƗʼ?ǰʑʞ¹
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BʥĈʼʛʞʂʉʍʠʇĻÞʏʹʸɻɾ
÷ʇʣʅʂʞJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʓʸưʼÚöʓʸʣʁʘʛʞ
ʦɺƇɣǷʼʂʆʣʮʆʢʃʆʇʢȐƃʠʢʷʮʓɻʖʥ ʟɺˠˀ˅˪ˑ
ʥƇSƗʦʈʻʱʞɆǷʟʁʸʘʱɺƊʣƇOɇʟʥˠˀ˅˪ˑʥŭƗʼ?ǰ
ʑʞƺŐƟʣȹʱʸʍʠʇåǷʟʓɻʮʘɺƞɢʟ'Ɨʓʸyʦˍː˂˞˵˻
ˏ˱˸ʼ äʣŭƗʓʸ$TʼģʄʸʍʠʇɺĊǓwǤʢˠˀ˅˪ˑŭƗʣʠʛ
ʞʦɆǷʟʓɻ
pp. 19-20ɺɽ˽̂˾ř˃˞˴ˈ˻Œȷʥ äƟÝWʼĄʃɢšɾ
ɽɢY)ǐʣʅʂʞʦɺ¬ʑʞ¬+ʢ˧˻ˑɢźʠɺɣǷ^{ʣçʒNYʼŗ
^ƟʣȎģʟʈʸ˫˛˴˺ˣ˻ˉɢźʼȿPʢˠ˲˸ˑʟƭ/ʓʸʠʠʲʣɺOġ
ɢźʲǍʯyʻʕʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʑʘɢY)ǐˏˑ˘ˬʼŒǇʑʞʂʉʘʱʣʦɺʍ
ʃʑʘáŃʥɢY)ǐʥʁʷĨʆʶȦĖʼʦʆʷɺɽ^ʓʸʇ˩˘˸ˏ˯˴
ʥʈʂJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥŭƗʼķɖʣǰʂɺʖʥʟɺŝʷʥ˃˞˴
ˈ˻źʼ'ƗʑʞȎģʼǰʃɾʠʂʃǟʄĨʪƴǰʑʞʂʉ¦bʼƯʓʫʈʟʓɻ
ȈÙǃùʥʵʃʢɢY)ǐŒöʥéðʦɺdƫƈĥʳl¨Yʼ $ʠʑʘ˃˞
˴ˈ˻ˏˑ˘ˬʥǒǓʇVĔʠʢʛʞʑʮʂʮʓɻʖʃʟʦʢʉɺJƕwǤ˃˞˴
ˈ˻ʼ äʠʑʘ˃˞˴ˈ˻ˏˑ˘ˬʥŒǇʣʦɺRʥÚʇåǷʟʁʷɺʖʹʇ
ʓʟʣ®ƑwǤʟʁʸʍʠʼĮƭʣʓʸʫʈʟʓɻ
p. 22ɺɽ̄̀ğǂʥıɒȧʠ˃˞˴ˈ˻˫˗ˉˑʥɓ- ɾ
ɽľľȀƙʟʦɺɎĻ˃˞˴ˈ˻ɣǐǹȵʑʠʠʲʣʠʷʮʠʱʸʍʠʦʑʢʂ
ʲʥʥɺ ɎĻ˽à̃́ÊƵÎ˾ʥ˃˞˴ˈ˻ɣǐŒȷʼǻɇʣBʹɺàt
ʷǍʰʫʈğǂȍɮʠɺ ɎĻƟʆʜǖyƟʢ˃˞˴ˈ˻ğǂʥľƟʢĨɊ
ʼʮʠʱʞʂʸɻɾ
ɎĻʠʑʞɺ2030 Êʙʋʟʢʉɺ2050 Êʲǻɇʣʂʹʸʫʈʟʓɻ
˃˞˴ˈ˻ʥˀ˸ˤ˲ʦɺʖʥ¶~ʇ 40 ÊʼȟʄʸʲʥʲťʑʞƐʑʉʢʂʍʠ
ʆʶɺàʥưʥʁʷĨʣʜʂʞɺĨɊʼƯʓʍʠʇåǷʟʓɻ2050 Êʥư
ʼŜƭʣɽǹȵʓɾʍʠʦwǤʟʁʸʠʑʞʲɺʡʥʵʃʢưʣʑʘʂʥʆʠ
ʂʃɽñæɾʼƯʓʍʠʦwǤʢʦʔʟʓɻ
p. 22ɺɽ̄̀ğǂʥıɒȧʠ˃˞˴ˈ˻˫˗ˉˑʥɓ- ɾ
ɽğÍʦɺ˃˞˴ˈ˻˫˗ˉˑǁʥǂʢʡɺȉǋʢȍɮʣtʷǍʰʘʱʥ$T
ʼĬêʣģʄɺŎȁʼȶʳʆʣɑ¤ʓʫʈʟʁʸɻɾ
àʥğǂťȼƵʣʅʂʞɺÄŠoZʼƭ/ʓʸ¦bʼĮƭʣƯʓʘʱʣɺ
ȈÙǃùʦřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽğÍʦɺ˃˞˴ˈ˻˫˗ˉˑǁʥ
ǂʢʡɺȉǋʢȍɮʣtʷǍʰʘʱʥ$TʼĬêʣģʄɺÄŠʆʶʥñǹʼ
tʷBʹʸıɒʼfOʣƭ/ʓʸʍʠʼèɬʣɺŎȁʼȶʳʆʣɑ¤ʓʫʈʟ
ʁʸɻɾ
 ʥ˃˞˴ˈ˻ľȀƙʣµʓʸñǹʅʵʨ˃˞˴ˈ˻ľȀƙʖʥʲʥ
ʥťȼƵʣʜʂʞʦɺVʣˑˋː˰˻˴ʥȉǋʇĮƭʣʏʹʸʍʠʲʢʉɺ
ʆʜÄŠʆʶʥñǹaɞʲʈʻʱʞu^Ɵʢʲʥʣǌ¤ʑʮʑʘɻlŌʇNʞ
ʆʶʥñǹaɞʲÊĽÊ¤ʼčʽʟʥıĻʣǰʻʹʸʢʡʈʢɮʇʁʷʮ
ʓɻàʦɺʖʥʵʃʢʍʠʣʢʶʢʂʵʃʣɺŎȁ$TʖʥʲʥʣɺÄŠoZʥ
ŗʼǍʯȫʰʍʠʼĮƯʓʸʫʈʟʓɻ
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p. 23ɺɽ˽̂˾l¨YğǂʥNƞƃ˿ŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠʥƧ
Ěʢrƥɾ
ɽʮʘɺŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠVʆʶɺĠïʥɝǯɮ
ʳɺʲʽʒʴʥ˚˲˥˴ɺE˹ùJMƓÃʥÎɆʢʸȀƙȺÒɺɵ˵˧˴Ğ·
ëÐōƉʥķǌMOʥɀʥȺʹǁɺl¨Yğǂʼʱʊʸʉʥ˚˲˥˴ʳ
ˑˋː˰˻˴ʥȺÒʇŠʥ0ʼĆʂʞʈʘʍʠʲ®ʟʁʸɻɾ
ɽl¨Yğǂʼʱʊʸʉʥ˚˲˥˴ʳˑˋː˰˻˴ʥȺÒɾʠʂʃǲƑʟʦʢʉɺ
ɽȿPʢǰƄɾʳɽľŃʓʸʫʈǰƄʣʜʂʞʥ&Ƅɾʠʓʸʫʈʟʓɻ
ɽ˚˲˥˴ɾʠʂʃǲƑʟʦɺʍʹʶʥȔʇʁʉʮʟwĀYʟʁʛʘʆʥʵʃʢ
iȔʼʄʮʓɻʮʘɺɽˑˋː˰˻˴ʥȺÒɾʟʦɺɽľŃʳʸʫʈǰƄʇȺʹ
ʘʙʋɾʠʥiȔʼʄʮʓɻʍʹʮʟʥ$TʟʥǰƄʣʦɺʁʈʶʆʣɽȿ
PʢǰƄɾʇʁʛʘʍʠʼʈʚʽʠȊȓʓʸåǷʇʁʷʮʓɻ
p. 23ɺɽ˽̃˾˃˞˴ˈ˻ğǂʣʅʋʸl¨Yʥ!ǜʋʠğǂʥĨ{ëɾ
ɽl¨YƞɢʦɺƈĥÿBɈʣµʓʸ˃˞˴ˈ˻NYʇ3ƟʣʈʉɺĢÊ
ʣʻʘʛʞH/ĸƈĥʙʋʟ)ǐʇǔĊʟʈʸŻƖ˃˞˴ˈ˻źʠʑʞɺ
<ʹʘ¬)ǐëʠ]ƏëʼĸʑʞʅʷɺȻȦˍˑ˚ʇ"Ñʟ^ʲ»ʢʉɺȻ
Ȧıʣʦŷ°]ņˇˑʥĎNʲʢʂʍʠʆʶɺ¬Cëʥƭ/ʼVĔʣɺ˃˞
˴ˈ˻ɣǐŒȷʥ¬ëʼĜʄʸơʠʢʸɆǷʢ˧˻ˑɢźʠʑʞÕʈǓʈ
ŭƗʑʞʂʉɻ
lƞ*©Îʣʜʂʞʦɺƥ˃˞˴ˈ˻˺JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥ¹BʳſYƞɢ
ùʥ]ƏdʢʡʣʵʷwǤʢɖʷ"ŵʏʕʸɻʖʥĨɊʥʟɺ÷ʇʥ˃˞˴
ˈ˻Tǉʼǟôʑɺ¬)ǐɺˍˑ˚"ŵɺŷĳdµǂɺ¬Cƭ/ʥʘʱʣåǷ
ʢýǱ˺ŀʥǔĊʥǽƃʆʶɺåǷʠʏʹʸǺŕʼfOʣǹŐʱʞɺʖʥǺŕ
ʼƭ/ʓʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽlƞ*©ÎʼŞəƟʣ"ŵʏ
ʕɺķǌƟʣʦÐśʓʸɻC$ʠʑʞʦʓʫʞʥl¨YƞɢùʼȻȦɑ¤à 30
ÊʟÐś˺ÐƁʼɑ¤ʓʸʍʠʼĨɊʠʓʸɻ¬CëʼCʞʣ<?ʏʕɺŠʥ
õèʥǾŲʣCYʼČʌʸVĔʥɺƌƼʑʘl¨YǺT¥ʣʵʛʞƚ
ʟķʲmʑʂŢŻʥħǺTŻʥʟ¬CëʇƭȊʏʹɺŉÐōƉMƓʥƢ
MɺʟʥɁɡȀƙǁʲfOʣģ8ʏʹʘl¨YƞɢùʣʜʂʞʦɺJƹ^
ʼȊʱʸɻŻ˺łʼŹʘʓʍʠʇʟʈʢʂl¨YƞɢùʣʜʂʞʦɺľƟ
ʣjıÐś˺ÐƁʠʓʸɻʏʶʣɺl¨YSƗʣ ʂƭ®ʣƞƕʓʸ'ƗŴŉƈ
ĥʦɺ¸Ńʣ?ȰʷʑʢʂʵʃɺƑʥȘʠʑʞɺʖʥµǂʼƩ®ʣȹ
ʱʸɻµǂʥƢȴʇƼʜʮʟʦɺŉÐōƉʦʳʏʢʂʍʠʠʓʸɻɾ
l¨Yʦɺʖʥ¬CëɺǄƓʓʸ7ʥǧů&ƗʥŘ£ɺŉÐōƉɮǁʆʶɺ
àīľʠʑʞ*©ʼǒǓʑʞʵʂ˃˞˴ˈ˻źʠʦʢʷʄʮʕʽɻʑʘʇʛʞɺ
l¨YƞɢùʆʶʦɺŞəƟʆʜƩ®ʣǦkʑʞʂʉ¦bʼĮƭʣʓʸʫʈʟ
ʓɻl¨YʼɽƖɾʠ!ǜʝʋʸ¦bʦɺʍʥ˃˞˴ˈ˻źʪʥȼÎʢ*©ʼ
[Ɏʑɺʖʥ˳ˑˉʼǸʂɝʓwǤëʇʁʸʘʱɺʳʱʸʫʈʟʓɻʮʘŉÐō
ƉɮʥǾťʥʱʡʇCʉƼʘʢʂƑƋʟʦɺʏʶʣŉÐōƉʼƕƖʓʸǰƄ
ʦÞʜʫʈʟʓɻ
pp. 24-26ɺɽ˽̃˾Ħʥ¬Cë{ʠ¬ƟʢŏƔʥƭƼɾ
ɽʮʘɺl¨YŏǠʦɺɵʂ˵˧˴ʥl¨YýǱ˺ŀʼǔĊʑɺàZʓ
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意見
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該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見

理由

該当箇所

意見

ʸÐƁʼIżʣȹʱʜʜɺŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠʥƞƕʼ¢ŗ
ʠʑʘǺTØdʣµʑȬȶʆʜķʥ¬CµǂʼȒʒɺƒŷĳdµǂʳǺ
ŕ˧˻ˑɢźʣʵʸ¬)ǐʣȗƍʓʸʍʠʇţʱʶʹʞʂʸɻʍʥʘʱɺ
ʦɺɢYˏˑ˘ˬĝɨʣʵʛʞƿʇȹ¾ʑʘƔʣʅʂʞʲɺl¨Yŏ
Ǡʇʍʃʑʘȍɮʣµçʟʈʸʵʃɺűʥ(ʲoǟʣʑʜʜɺŏƔʥ
ʷĨʣʜʂʞŎȁʼǰʃɻɾ
ȈÙǃùʣʦɺɽǺŕ˧˻ˑɢźʣʵʸ¬)ǐʣȗƍʓʸʍʠʇɾʠʁʷʮ
ʓʇɺʍʍʼUɗʓʸʫʈʟʓɻ
ɽǺŕ˧˻ˑɢźɾʣȼÎʢ*©ʼʑʘǏņʇɺƑʥĠàʥ¬ʢƋ
ũʼĆʈɺʆʜŷ°]ņˇˑĎNɈUŵƢŔʼɡʣʑʘǏņʣʜʢʇʛʘʍ
ʠʥrƥʼʩʮʄɺzʒȼʚʼÎǛʷȭʏʢʂʍʠʇåǷʟʓɻ
pp. 26ɺɽ˽̄˾µǂʼ¸Ńʪ?ȰʷʕʔɺƩ®ʣȹʱʸtǍɾ
ɽ'ƗŴƈĥʦƚFȵʥíʯʟʁʸɻ˺˺˺ɾ
ɤʟʁʸʍʠʆʶʉʸķǌMOʥɡʑʏʢʡɺ÷ʇĸʥɡʑʏʣʜʂʞʲ
ċęʓʸʫʈʟʓɻ
ɽƚFȵʥíʯɾʠʂʃǲƑʣʵʛʞɺ÷ʇʇʆʆʸĸʥɡʑʏʳȍɮʼ
ƦȼʑʢʂʍʠʇɆǷʟʓɻ
pp. 26ɺɽɸ'ƗŴʯƈĥµǂʥāľ]ņʠǖyƟʢĒȹɾ
ɽÐōƉʼƞƕʏʕʘƑʥȘʠʑʞ¸ŃʣȖĄʼ?Ȱʷʑʢʂʵʃ
ʣɺɵ˵˧˴Ğ·ëÐōƉʥɮʥǾťʣ{ʋɺʇCɧʣƼʛʞtʷǍʰå
Ƿʇʁʸɻɾ
ɽʮʘɺ'ƗŴʯƈĥµǂʥƢȴʇʘʜʮʟʦɺʏʶʢʸ'ƗŴʯƈĥʼʳʏ
ʢʂɻɾʼȯZʓʸʫʈʟʓɻ
'ƗŴʯƈĥµǂʇʢʂʮʮɺʍʹʮʟʣʂʘʔʶʣZʏʕɺ ɒșǮʓʶŹ
ńʥƑƋʼǟʄʸʠɺJƹ:ʓʸʣʑʞʲɺµǂʥʱʡʇʘʘʢʂʮʮʟʦɺ¸
ŃʪʥȖĄʼZʏʕʞʂʉĨʟʓɻķ"ɖʥƑʥȘʠʑʞɺ'
ƗŴʯƈĥµǂʥʱʡʇƼʜʮʟʦɺʍʹʳʓʫʈʟʦʁʷʮʕʽɻ
p. 28ɺɽɹŉƈĥˎˀˉ˴ğǂʥƩ®ʢĒȹɾ
ɽŉƈĥˎˀˉ˴ʣʜʂʞʦɺE˹ùJMƓÃʥƽÃȺÒʳʲʽʒʴʥ˚˲˥
˴ʢʡʇǓʂʞʈʘɻʍʥʵʃʢƑƋʼƧĚʣuʋśʱɺʍʹʶýǱƟȍɮʳ˚
˲˥˴ʥAĹʢʡƣɧʓʸɮʼʜʜǾťʓʸʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥʵʃʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽŉƈĥˎˀˉ˴ʣʜʂʞʦɺE˹
ùJMƓÃʥƽÃȺÒʳʲʽʒʴʥ˚˲˥˴ʢʡʇǓʂʞʈʘɻʍʥʵʃʢƑ
ƋʼƧĚʣuʋśʱɺŉƈĥˎˀˉ˴ʥÐśʠɺʖʥàʥ'ƗŴʯŉƈĥ˺ŉ
ÐōƉʥMƓɮʼĬêʣŎȁʓʸɻɾ
l¨YʆʶʥǦkʼƢċʑɺŉƈĥˎˀˉ˴ʥÐśʲ|ʱʞŎȁʓʸʍʠʇå
Ƿʟʓɻ
pp. 28-29ɺɽɸŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠʼȡʮʄʘÌǡ˺Ìɾ
ɽ˺˺˺ʍʥʘʱɺl¨YʇĊʜ˳ˑˉʳĠʣʵʸÜɩʼ¤ʱɺĠʼȡʮʄʞģ
8ʑʘǺTŻʳ¬CµǂʥƋũɺɆĠʼðʑʘɔƀµǂɺ'ƗŴƈĥ
ʣɓʓʸȍɮɺl¨YʥǎŴëɺɛ^{ʢʡɺƳªƟŊćʳ¯ǽƟ®ʣ
ʝʂʘÌʼĒȹʓʸɻɾ
ʄʸʫʈɫƢʠʑʞɺɽʖʥĒȹʣåǷʠʑʞʈʘDƟĜėțƗɯɾʼZʄʸʫ
ʈʟʓɻ
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l¨YʥĒȹʣɺľÙʣʂʛʘʂʡʹʙʋʥțƗʼțʳʑʞʈʞʑʮʛʘʥʆɺ
ɢšĥɉʣ|ʮʹʔɺƶɉʣ|ʮʹʘɂOʲ|ʱʞʄʸʍʠʇåǷʟʓɻ

該当箇所

p. 29ɺɽɹƼǧŨ$ǁʠʥ0ɭɓ-ʥŒǇɾ
ɽʦɺƼǧŨ$ǁʠʥ´ʢµȇʼȵʒʞ0ɭɓ-ʼŒǇʓʸʠʠʲʣɺl
¨Yƞɢùʥƹ:ƋũǁʲȡʮʄɺħʘʢƖŏ˺ɟƗXNʲ|ʱɺʥ®ó
ʣjʑʘƼĜėµǂʼȹʱʸɻɾ
àʦɺlƞƼʥʘʱʥĜėµǂʥĈ=ʟʦʢʉɺǧŨ$ʠʠʲʣɺʂʆ
ʣʑʞŞəƟʣlƞʠʖʹʣ ʃĜė*©$TʆʶǦkʑʞʂʋʸʆʼɺµȇʼ
ȵʒʞŎȁʑʞʂʉʫʈʟʓɻ
ȼÎʢĜėǂʇåǷʟʁʹʧɺưƟʢțƗʥǽƃʆʶɺʓʟʣʖʥl¨Yƞ
ɢùʦǎŴƟʣöʷƼʘʢʂʍʠʥ>4ʟʲʁʷʮʓɻ

意見
理由

該当箇所

意見
理由

該当箇所

意見

理由

該当箇所

意見

p. 36ɺɽǀ̄ǅ ƕƖ˽ȎȾ˾/ŮȵŞə̋ɣǷ²ʥɀĂǢʼĈʑɺÄʥŊʼ
ʑʞʂʉ)ǐŒȷĝɨǁʥĒȹɾ
ɽ˺˺˺ʍʃʑʘƋũʼȡʮʄɺTÎĝɨʣʵʸÄʥŊʥěÐʳɺɐɍƟʟʁʛ
ʘ˃˞˴ˈ˻ƖŏŒȷʣýǱɨħʳƝŏƸʣʅʋʸ]ƏƟʢǎúūʼtʷ
ȫʰʍʠʟɺʵʷZ+5ʇɵʉɺ]ƏƟʢƖŏŒȷʪʠɨʑɺOĦʏʹʘ˃˞
˴ˈ˻ÄʼŢÉƟʣǑyʏʹʘŒȷʪʠȦĖʼʸʍʠʇåǷʟʁʸɻɾ
ʍʥȊȓʦɆǷʟʓɻ
àɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʑʘ˃˞˴ˈ˻ưʪƴǰʑʞʂʉʟʦɺ
dƫƈĥʼʍʹʮʟ äʣtʷüʛʞʂʘŏʇ˃˞˴ˈ˻)ǐʼƢƟʠʑʘ
˃˞˴ˈ˻ŏʪʠȕʼʠʌʞʂʉʍʠʇåǷʟʓɻʖʥʘʱʣʦɺʍʃʑʘÄ
ʥǑydʲåǷʠʂʄʮʓɻ
pp. 37-38ɺɽ˽̃˾¬ʑʘɢY)ǐʼƭ/ʓʸʘʱʥɢYˏˑ˘ˬĝɨʥG$
ƟTÎȃȀɾ
ɽʢʅɺɢYˏˑ˘ˬĝɨʠɢźŒöʥɓ-ʣʜʂʞʦɺɢźʥ¬C˺¬Ɵʢ
SƗʥƭ/ʼȡʮʄʜʜɺ(ʄʧJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥ¹BĈʥʘʱʥt
ǍʥʵʃʣɺĺʮʑʂɢźŒöʼ®ƑʓʸʘʱʥĩǂʼȒʒʸyʣʦɺɢYˏ
ˑ˘ˬĝɨʣɓʓʸȉǋTÎȃȀʣʅʂʞɺʖʃʑʘĩǂʠģyƟʣʢʸʵʃɃ
ôʼǰʃɻɾ
ɢYˏˑ˘ˬĝɨʇɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥʵʃʢɽĺʮʑʂɢźŒöʼ®Ƒɾ
ʓʸʘʱʥĩǂʠģyƟʣʢʸʫʈʠʥɃôʦɆǷʟʓɻʘʙʑɺľŃʦɺɽJ
ƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʇ äʠʢʸɢYˏˑ˘ˬʇŒǇʟʈʸʵʃʣɺɢYˏˑ˘ˬ
ĝɨʼȹʱʸɾʫʈʟʓɻ
ɢYˏˑ˘ˬĝɨʥƢƟʣʦɺľŃɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʼ äʠʓʸưʪ
ʥƴǰʼˑˬ˻˒ʣǰʃʍʠʼĮƯƟʣǍʯȫʰʫʈʟʓɻ
pp. 41ɺɽ˽̃˾Oġ˃˞˴ˈ˻ˏˑ˘ˬʣʅʋʸJƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥSƗ.
ȹɾ
ɽ#«ʳDFĩȃʥ½Ŋʣ³įʣȃǜʟʈʸɘ@ʳɺºŦÁʳȪŏƗŢʢʡ
ʼŭƗʑʘºǺŕŢYɺŷŪȜźʼŭƗʑʘºǺŕƇƞɢɺɘƇ˺ Ƈ
ǁʥJƕwǤ˃˞˴ˈ˻Ƈǁʦɺˍˑ˚"ŵʣȜʓʸtǍʼȹʱʸʍʠʟɺˍˑ
˚ɧʟʲˠ˲˸ˑʥʠʹʘOġ˃˞˴ˈ˻ʠʑʞɆǷʢÝWʼņʘʓwǤëʇ
ʁʸɻɾ
ˠˀ˅˪ˑƇSƗʣʜʂʞʲɺɽǁɾʥ ʣƥƜʓʸʥʟʦʢʉɺĮƯƟʣBʹȫ
ʰʫʈʟʓɻ
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īľʣʅʋʸƇɣǷµçʥʘʱʣʦɺˠˀ˅˪ˑʥŭƗʦåǷʟʓɻʖʥʘʱ
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該当箇所

p. 42ɺɽ˽̄˾+ŋȚtTÎʥʷĨɾ
ɽĨɺŠȖĄʥǽƃʆʶɺūßʥǺʣáʂɺˍˑ˚"ŵ®ǚʼȡʮʄʘȎ
Ⱦ+ŋʥǹƣʑʼǰʃʢʡɺÇʣȿPʣɃôʼǰʃʍʠʇŘʆʕʢʂɻɾ
ʍʥʘʱʣʦɺJƕwǤ˃˞˴ˈ˻źʖʹʗʹʣµʓʸțƗïʥ¯ǽƟʢģ
Ɠʠɺ ɁwǤl+ʣɓʓʸïʥ¯ǽƟʢģƓ˺DǲʇåǷʟʓɻ
JƕwǤ˃˞˴ˈ˻ʥțƗʠ,ƠʼȿPʣQĦʓʸʘʱʥïʇɺ¯ǽƟʣģ
ƓʏʹʸʍʠʇåǷʟʓɻ
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理由

該当箇所
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理由

該当箇所
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理由

該当箇所

pp. 43ɺɽ̆̀ɵ]ƏƫƂſYƞɢʥĸ]ŭƗʥ.ȹɾ
ɽ¬)ǐëʠǎŴëʣ<ʹʘƫƂſYƞɢʦɺŷ°]ņˇˑʥĎNʼþTʓ
ʸķħýǱʼŭƗʓʸʍʠʟɺƔȖǫʥ"ŵʠʂʃȍɮʠ ƼʑʘÚʟSƗʑ
ʞʂʉʍʠʇwǤʠʢʸɻƔʾ˓ˑ˭˸˚ʣǷʓʸĻɒʼɺ˳˦˵˻ˑʥyʦ
áŃ̄ÊƵÎʆʆʸʠʍʺʼķƪ̂ÊØʣƪǙʓʸʠʠʲʣɺħȃʥyʲƪ
Ǚdʓʸɻ _
Zʄʞɺŷ°]ņˇˑʥš ʪʥĎNʼʏʶʣþʄʸʘʱɺřɵ]Əƫ
ƂſYƞɢýǱ˽̎̍̌̌ǁ˾ʥɑƞ˺®ƗdʼĒȹʓʸʠʠʲʣɺƑtʷǍʽʟ
ʂʸɅdƂǊOɠ sșƛýǱ˽̌̌̑˾ʥƬƻɑƞʲÕʈǓʈǒǓʑɺƔ
Ȗǫʥ¿ʥ"ŵʣɃôʑʘƫƂʥĸ]ŭƗʼȹʱʸɻ _
ʮʘɺƚƟʣʦɺÕʈǓʈƫƂʥSƗʇĈʑʞʂʉʍʠʇǹȫʮʹʸʍʠʼ
ȡʮʄɺűʣʅʂʞʲɺƔȖǫʥ"ŵʠ ƼʑʘÚʟƫƂʥSƗʇǰʻʹ
ʸʵʃɺ÷ʇʥ?ƾƟʢɵ]ƏƫƂſYƞɢʥȩNʼ.ȹʓʸɻ _ɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽƫƂʆʶʥǦkʼʦʆʸʘʱ
ʣɺC$ʠʑʞʥƫƂʆʶʥǦkʥˏ˜˳˅ʼʱʸɻĪ©ʥƫƂſYƞɢ
ùʣʜʂʞʦŞəƟʣÐśʼʑʞʂʉɻC$ƟʢÐśˏ˜˳˅ʠģyƟʢǆH
ʟɺķħɌʥýǱʟʥ˳˦˵˻ˑʦȊʱʸʇɺħȃʦȊʱʢʂɻűʟʥý
ǱgYʥwǤëʣʜʂʞʲŎȁʑʞʂʉɻɾ
š4^þśʥǽƃʆʶɺƫƂʆʶʦƩ®ʣǦkʑʞʂʉĨɊʼĮƯʓʸʫʈ
ʟʓɻýǱɑƞʣʜʂʞʦɺHʟʥÐśˑˋː˰˻˴ʠģyƟʢǆHʟ®
ĩʓʸʫʈʟʓɻ
pp. 43-44ɺɽǀ̅ǅ ŲțŞə̋ɣǷ²ʥɀĂǢʥĈʼȵʒʘɺ]ƏƟʢ)ǐ
ŒȷʼƕʯNʓˑ˪˻˚ʟŇȥʢŲțŭ^ʥ®Ƒɾ
ɽʮʘɺ÷ʇʇƚƟʣʲʈʉ˳˻˛ʑʞʂʸƥ˃˞˴ˈ˻ʥtǍʼɺɂɏʎ
ʠʣ]ņƟʢĨūʣʵʛʞʏʶʣZȶʑʞʂʉʍʠʟɺʵʷyƓƟʢ˃˞˴ˈ˻ɣ
ǐŒȷʥ®Ƒʠɺŷ°]ņˇˑʥĎNþTʼzıʣȹʱʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁ
ʸɻɾ
ɽɂɏʎʠɾʥtʷǍʯʙʋʟʢʉɺĎNɈtÕTÎǁʥOɇŖĦƟʢğǂʲŭ
Ɨʑʞɺŷ°]ņˇˑʥĎNɈUŵʣtʷǍʰʫʈʟʓɻ
ɂɏʎʠʥtʷǍʯʥ=®ʲåǷʟʓʇɺǺŕʢĎNźʣµʑʞʦɺĎNɈ
tÕTÎʢʡʥŖĦƟğǂʇĸ]ʟʓɻŚÂʳˆ˳ˤ˄˴˝ʾʥ(ʼoǟʣ
ʑʜʜɺTÎȃȀʇʏʹʸʫʈʟʓɻ
p. 44ɺɽ̂̀ɣǷ²ʥˑ˪˻˚ʢQĦʇ˃˞˴ˈ˻)ǐʥ]Ədʼ.ȹʓʸ˙ʿ
˪˸˛˳ˑ˩˸ˑʥŭƗɾ
ɽʍʥʘʱɺǶĢʥɣǷ²ʥ˞ˇ˷˗˚˽ǅɢ³Ɉ˾ʼŁʤʞtÕʓʸ˃˞˴ˈ˻
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SƗïǄƓȻǠ˽ʾˊ˳ˌ˻˖˾ʼʓʢʡʑʞɺºŏǠʳȰɃɢŏ
ǠʥǷȏʣçʒʞɣǷ²ʇɣǷþTʼǰʂɺʖʥµ+ʠʑʞºŏǠʳȰɃ
ɢŏǠʇɣǷ²ʣɄʼĜûʃǍʯʥƭƼʣtʷǍʽʟʂʉɻG$Ɵʣ
ʦɺʍʃʑʘ˙ʿ˪˸˛˳ˑ˩˸ˑʥ]ņʳ+5ʼ®ȄʑɺɈƟʣǄƓʟʈʸʵ
ʃʣʑʞʂʉʠʠʲʣɺɣǷþTʥŸĨūǁʣɓʓʸˇˀ˛˲ˀ˸ʼǂʓʸɻɾ
ʍʃʑʘtʷǍʯʦɆǷʟʓɻ
˞ˇ˷˗˚ʥŭƗʦɺ¸ŃƟʣʦƞɢȃ8țƗʥ"ŵʣʲʜʢʇʸʘʱɺĒȹ
ʓʸʫʈʟʓɻ
pp. 45-46ɺɽ˽̂˾ŏ`˺²Ïɂɏʣʅʋʸƥ˃˞˴ˈ˻ʥØdɾ
ɽʏʶʣɺʍʃʑʘƔģ8ʼȹʱʜʜɺħǇʥÓǇƉ˺#«ʣµʑʞ̃́̃́Êʮ
ʟʣŞəƟʣƥ˃˞˴ˈ˻Żʥȿyǝ`ʼ¹Bʓʸɻɾ
ɆǷʢȂȮʟʓʇɺ2020 ÊʮʟʥɽĬĻʆʜwǤʟʁʹʧV3ʑʟɾʠʂʃǲƑ
ʣʓʸʫʈʟʓɻ
ÓǇƉʥ¶~ʦɎʉɺĬĻʣğǂˏˊ˜˴ʼNʓʍʠʇåǷʟʓɻ2020 Êʮʟ
ǺT¹BʼÞʜʥʟʦʢʉɺĬĻʣ¹BʓʸʍʠʇåǷʟʓɻ
pp. 48ɺɽ˽̂˾Ī©˃˞˴ˈ˻)ǐŏǠʥƤÄoBʣʵʸǖy˃˞˴ˈ
˻ŏdɾ
ɽTÎĝɨʼȹʱɺOɇʎʠʣǘWʥŒȷʼĊʜ˃˞˴ˈ˻ÄʼɺǑyʏʹ
ʘÄŒȷʪʠȦĖʓʸʍʠʟɺ˃˞˴ˈ˻ɓ-ŏʇƤʣÄoBʼǰʄ
ʸƔʼģ8ʑɺʖʹʗʹʥØʯʼƮʣʑʞ]ƏëʳZ+5ʥɵʂˎ˻ˢ
ˑʥ)ǐʼƿʑʢʇʶħʘʢɣǷʼƎâʑʞʂʉɺħʘʢöɎøƜʼēʈNʓ
ʍʠʇwǤʠʢʸɻɾ
ȈÙǃùʟċęʏʹʞʂʸʵʃʢɽǖy˃˞˴ˈ˻ŏɾʥXNʦɆǷʟʓʇɺ
ʖʍʟĔ)ʏʹʸʫʈ˃˞˴ˈ˻ʦɺɂëʼrİʑʘĊǓwǤʢ˃˞˴ˈ˻ʟ
ʁʸʫʈƃʼØȎʓʸʫʈʟʓɻ
àɺĒȹʏʹʸʫʈ˃˞˴ˈ˻ʦɺɦĊǓwǤʢ˃˞˴ˈ˻ʟʦʢʉɺĊǓw
Ǥʢ˃˞˴ˈ˻ʠʑʞɺǖy˃˞˴ˈ˻ŏʥőèʼĒȹʓʸʫʈʟʓɻ
pp. 51-52ɺɽ̃̀ɶŢǊưɷʥ®Ƒʣ{ʋʘtǍʥZȶɾ
CǪ
ŢǊưʥ®Ƒǧ$ʦɆǷʟʓʇɺʁʉʮʟʖʥơʦɺķǌƟʣʦJƕwǤ
˃˞˴ˈ˻ʆʶƕƖʏʹʘŢǊʠʓʸʫʈƃʼɺʡʍʆʣĮȂʓʸʫʈʟʓɻ
dƫƈĥʆʶŢǊʼ&ʸɖʷɺdƫƈĥ*©ʇǒǓʑʞʑʮʂʮʓɻ
pp. 53ɺɽ˽̃˾ɒ˃˞˴ˈ˻gY$TʥɵÎdɾ
ɽɒʥȸĘʣʜʂʞʦɺȜź˺˃˞˴ˈ˻ʥƭ/ʳ˃˞˴ˈ˻Ɩŏʥɛ
¾ɑʼĒʑȹʱʸʘʱɺƫŧɺƅˇˑɺƫƂɺɋƉʢʡʥȜźɺɵ]ƏſY
ƞɢɺl¨YɺJ˃˞˺ƥ˃˞ýǱɺˑ˪˻˚ˍ˫˰˝˘ʿǁʥžƟʢÄʠʢ
ʸʠʥɒɓ-ʼØdʑʞʂʉɻɾ
l¨YʣɓʓʸgYʦɺ¬Cƭ/ʳĠµǂʣɓʓʸOɇʣɖʓʸʫʈʟ
ʓɻ
l¨YƞɢʣʜʂʞʦɺŅɢYƲÀǀl¨YƞɢùĠʥǎɳʲȡʮʄ
ʘ¬Cƭ/ʳĠµǂʥʁʷĨʣʜʂʞʥʯʟɺʁʄʞʣʅʋʸl¨YS
Ɨʣɖʓʸʫʈʟʓɻ
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pp. 55ɺɽ̃̀ƒŷĳdʥľȝƟǾťʣ{ʋʘ÷ʇʥ˃˞˴ˈ˻ɓȸ?ƾ
ýǱ¹BĜėʼ äʠʑʘɛȗƍɾ
ɽŷ°]ņˇˑʥĎNɈʦɺʳħǩʇ?ȹʥĎNɈʼȲȦʓʸƋũʠʢ
ʷɺ ǝƟʢµçʟʦɺʲʦʳľȝƟʢǾťʼâʶʹʢʂƋũʠʢʛʞʂ
ʸɻɾ
ÙȈǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽŷ°]ņˇˑʥĎNɈʦɺʳ
ħǩʇ?ȹʥĎNɈʼȲȦʓʸƋũʠʢʛʞʂʸɻàʦɺīľHʟʥ
ÈUŵʼȾöʑʞʂʉʍʠʣZʄʞɺƚC$ʥŷ°]ņˇˑĎNɈUŵʪ
ʥȗƍʲȹʱʞʂʉʍʠʇɆǷʟʁʸɻɾ
īľʠʑʞɺʥĎNɈUŵʣgYʼʑʞʂʉʍʠʥɆǷëʦàɵʮʛʞʂ
ʈʮʓʇɺʖʹʦīľǧȣʥǦƂǊdʥåǷëʼʂʏʏʆʲŵʒʸʲʥʟʦʁʷ
ʮʕʽɻʮʘɺǧʟʥUŵʇʮʮʢʶʢʂʇɽűʟʥUŵɾʼ ×ʑʞʲɺ
ȌâYʇʢʂʧʆʷʆɺȘȦ§ʠuʋtʶʹʸwǤëʓʶʁʷʮʓɻīľǧȣ
ʥǦƂǊdʼĦʠʑʞĒʑȹʱʸťñʼƯʓʍʠʇåǷʟʓɻ
pp. 59-60ɺɽ˽̂˾˃˞˴ˈ˻ʣɓʓʸÌʥʷĨɾ
ɽĨɺʍʃʑʘÚʟŠx¿ʇ˃˞˴ˈ˻ïʣµʓʸƓǾʼųʱʸŗʼ=
®ʏʕʞʂʉʟʈʢɜ±ʠʢʸʥʇɺɽ¬CƱȇɾʥ©ʟʁʸɻɽ¬CƱȇɾ
ʦɺğÍʳŏǠʇȃʑʘŻʳłʼŹʘʕʧɺ˳ˑˉʦ˔˶ʠʢʷɺʖʹ
ʥƓǾʼåǷʠʑʢʂʆʥʵʃʢiȔʼʄʸʍʠʠʢʛʘɻ
ʑʘʇʛʞɺàʥ˃˞˴ˈ˻ÌʥʷĨʣʜʂʞʦɺɓäʥÎyʂʣçʒʞ
ïɈʼȿPʣģƓʑʘǶĢʥcĉƟʢ˃˞˴ˈ˻ïʼƗñʑʜʜɺÇʣ˳
ˑˉʇ©ʓʸʍʠʼĮƯʑɺʏʶʣɓäʼĊʛʞʲʶʃʍʠʟƓǾʼųʱʞʂʉ^
ŗʋʠ˳ˑˉʣɓʓʸŜʑʂƓǾʼâʞʂʉtǍʼØdʓʸɻɾ
ȈÙǃùʦɺřʥȵʷʣĵʈĝʱʸʫʈʟʓɻɽ˺˺˺ɽ¬CƱȇɾʦɺğÍʳŏ
ǠʇȃʑʘfOʢŻʳłʼʲʛʞɺ¬Cʇƭ/ʏʹʞʂʸʠʂʃȋʛʘ
ïʇĔƯʏʹʘʍʠʇɮʟʑʘɻɾ
¬CƱȇʇŊľƟʣɮʟʁʛʘʥʦɺǪʥɼʥ˳ˑˉȊȓʥĨʇf
OʟʁʛʘʍʠʇɮʢʥʟʦʢʉɺʖʲʖʲɺğÍʳŏǠʥ7ʥ¬CŻʳ
łʣɮʇʁʛʘʍʠʼȊȓʓʸʫʈʟʓɻʮʘɺɽ¬Cʟʢʋʹʧʢʶʢʂʆ
ʶ˳ˑˉʦʢʂʠǿʻʢʋʹʧʢʶʢʂɻʖʑʞɺĠʇʁʛʘyʥµǂʦɺ
ĠʇʁʸwǤëʼȊʱʢʋʹʧʂʋʢʂʆʶȀƙʟʈʢʂɾʠʂʃ¦bʣʝ
ʈɺʖʲʖʲl¨Yƞɢùʣµʓʸ˳ˑˉʠʖʹʪʥµǂʇĮƯƟʣƯʏʹʢʆ
ʛʘʍʠʇɮʟʑʘɻ
pp. 60-61ɺɽ̃̀qĨ{Ɵʢˍ˫˰˝ˋ˻ˏ˱˸ʥ=®ɾ
ɽ˃˞˴ˈ˻ʼʱʊʸƋũʥC$;ʣʜʂʞƓǾʼųʱʞʲʶʃʘʱʥķɖʥ
\YʼǰʃĨʟɺ˃˞˴ˈ˻ğǂʥƼŌ˦˶˓ˑʥȳĮëʼɵʱɺğǂʣµ
ʓʸ0ɭʼâʞʂʉʘʱɺŠx¿ʠʥµȇʼȹʱʞʂʉʘʱʥˍ˫˰˝ˋ˻ˏ˱
˸ʼØdʑʞʂʉɻɾ
ğǂʣµʓʸ0ɭʼâʸʘʱʣʦɺƼŌȼƵʖʥʲʥʣɺÄŠʆʶʥñǹʼţ
ʱʸıɒ˺ŗʼɺfOʢ%Ǵʼʲʛʞ!ǜʝʋɺʖʥñǹʼʲʛʞJÎlŌʼ
ŎȁʓʸʵʃʢȼƵʼ&ʸʍʠʇåǷʟʓɻ
ʍʹʮʟʥŎȁȼƵʟʦɺÄŠʆʶʥñǹaɞ˽ˡ˥˳˗ˉ˺ˍ˭˸˚˾ʦʁʉʮʟ
ɚƟʣǰʻʹʞʈʮʑʘʇɺàɺğǂʣµʓʸ0ɭʳğǂʥŜÙëʼƭ/
ʑʞʂʉʘʱʣʦɺÄŠʇɽoZʑʘɾʠ®òʟʈʸʵʃʢ˦˶˓ˑʼʁʶʆʒʱƯ
ʓʍʠʇåǷʟʓɻ ʥñǹaɞʥʵʃʢŲŐƟʢ¦bʼĝʱʸʍʠʲåǷʟ
ʓɻ
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