国立大学法人大阪大学総長
大阪大学は、
「 地域に生き世界に伸びる」をモッ

題を分析し、それをさらに本学の教育研究活動の礎

トーとし、人類の安寧と福祉、世界平和、社会発展と

として還元するという好循環(エコシステム)を実現

自然環境の調和に貢献することを基本理念として、

する仕組みです。これにより、卓越した教育研究成果

世界最先端の学術研究の成果を社会に還元し続けて

の持続的な創出と社会還元、そして、社会課題解決に

きました。

貢献するイノベーティブな人材の育成を一体的に連

い ま 世 界 で は 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
(COVID-19)による混乱が広がっています。この感

本学では、この「共創」を実現させる場として、サス

染症のみならず、国際連合が定めたSDGs（持続可能

テイナブルキャンパスオフィスを中心とした学内構

な開発目標）にあるように、気候変動、大気汚染など、

成員の協力のもと、地球環境とサステイナビリティ

地球規模の困難な課題に直面し、深まる不安の中で、

に配慮したキャンパスづくりにも取り組んでいま

私たち一人ひとりの未来への展望は大きく揺るがさ

す。特に2021年4月に箕面船場東地区へ移転する新

れています。こうした状況下にあって大学は、従来の

キャンパスは、その高い環境性能、持続可能性が評価

機能を保ちながらも、
「産」
「官」
「民」と「学」の間で、包

され、世界で最も認知度が高い環境性能認証システ

括的に深く連携し、課題探求や基礎研究の段階から

ムであるLEED(Leadership in Energy and

「共創（Co-creation）」することにより、イノベー

Environmental Design)において、
2019年3月に日本

ションを起こすことが必要です。
大阪大学は、創立100周年を迎える2031年までを
射程に入れ、
「 社会変革に貢献する世界屈指のイノ

の大学として初めて、街づくり・エリア開発を評価す
るLEED-ND( N e i g h b o r h o o d D e v e l o p m e n t )で
「Certified」の予備認証を取得しました。

ベーティブな大学」となる将来構想を示しました。こ

今後、本キャンパスにおいては、図書館などを広く

の構想の卓越性、将来性が評価され、2018年10月に

一般利用できる施設として開放するとともに、外国

指定国立大学法人に指定されるに至りました。たゆ

語学部のもとに世界70か国の学生が結集するとい

まぬ自己変革の指針として2016年に打ち出した

う多様性を活かし、市民と日本人学生、留学生が一体

「OUビジョン2021」は2019年12月に「OUビジョン

となったコミュニティ形成を行うことで、
「共創」を

2021－社会変革に貢献する世界屈指のイノベー

加速してまいります。そして、本取組みを好事例に、

ティブな大学へ－」として改定し、
「Diversity（多様

今後もSDGsに掲げられた目標達成に貢献すべく、

性）」と「Disruption（創造的革新）」の二つの「D」を

諸課題の改善に向けて精力的に努めてまいります。

各取組みの基軸とするとともに、
「 共創」による好循

最後になりますが、本学における環境への取組み

環を具体化した「OU(Osaka University)エコシステ

を、この環境報告書を通してご理解いただき、皆様の

ム」を取組みのエンジンとする重点施策を示しまし

さらなるご支援とご協力を賜りますよう、よろしく

た。
「OUエコシステム」とは、卓抜した教育研究成果

お願い申し上げます。

を社会実装し、その過程を通じて発掘した新たな課
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動させ、強力に推進していきます。
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『環境報告書 2020』の構成について
大阪大学環境報告書2020編集チーム

大阪大学では、2006年より環境配慮促進法に基
づき大学における環境保全活動を報告する「環境報

から構成される教職協働の体制で立ち上げ、環境報
告書のあり方について議論を続けてきました。

告書」を毎年発行しており、本号で15年目となり
ます。
この間、社会では SDGs目標達成が世界全体の課
題として認識されるなど、環境問題のみにとどまら

そこで、本号では従来の方針を更に深め、
“特集「大
阪大学の社会貢献と持続可能性」
”をサブタイトル
とし、２部構成をとることといたしました。

ず、広く事業活動の社会的責任への対応を社会に向

第１部は「キャンパスの環境負荷とその低減に対

け発信することの意義が高まっており、企業では環

する取り組み」と題し、法令に定められた環境報告

境 報 告 書 を「サ ス テ ナ ビ リ テ ィ レ ポ ー ト」や

書として、本学の概要、環境方針や環境管理体制等

「CSR 報告書」に改称し、地域社会への貢献、人権、

の紹介、環境負荷の低減に対する様々な取り組みに

コンプライアンス、ダイバーシティを含んだ内容と
している事例が多くなっています。
近年では、大学の社会的責任 (USR:University

ついて紹介しています。
第２部は「特集：大阪大学の社会貢献と持続可能
性」として、社会ソリューションイニシアティブ、

Social Responsibility) がヨーロッパを中心に話

社会技術共創研究センター、共創機構、各研究科で

題となりつつあり、関連した大学間ネットワークも

行われている教育研究面での社会貢献の一端を紹介

見られるようになってきています。

するとともに、学生の課外活動や研究成果、ダイバ

そのような変化の中で、本学の環境報告書でも、

ーシティ・インクルージョンの取り組み、安全で快

歴代の編集担当者および関係者のボランタリーな努

適なキャンパスづくり、省エネルギーの推進など、

力により、従来の環境保全活動の枠を超えた「安全・

本学における幅広い社会貢献・サステイナビリティ

安心への取り組み」
「雇用・労働等」
「教育・研究活動」

獲得のための活動を紹介する記事を取りまとめてい

「地域社会への取り組み」
「学生の環境への取り組み」
などの記事を積極的に盛り込んで参りました。

ます。
本号を地域社会の皆様や大学構成員など様々な立

2018 年 4 月からは、環境報告書の編集体制の強

場の皆様にお読みいただき、次年度以降の環境報告

化、継続性の向上を目的として、環境報告書編集チ

書のあり方について、ご意見をいただけましたら幸

ームを、施設部、サステイナブルキャンパスオフィ

いです。

ス、環境安全研究管理センター、安全衛生管理部等
大阪大学 環境報告書 2020
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対象期間

2019年度（2019年4月～2020年3月） ※一部例外があります。

公表方法

大阪大学公式 Web サイト

その他

本報告書のグラフ等について、四捨五入の都合上、合計が一致しない場合があります。

https://www.osaka-u.ac.jp/
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ǦȞǪ|

環境目標と達成状況
環境方針に基づき、環境への影響が大きいと考えられる項目に対し、2019年度は下記の表に記載している
内容について取組みを行いました。環境方針を計画的に達成するため、項目や目標について適宜見直しを行い、
環境保全に取組みます。

2019年度の環境目標と実績
環境方針

法規等の遵守

人材育成と研究
成果による貢献

持続可能な
キャンパスの構築

項目

目標

実績等

掲載頁

エネルギー使用量

原単位の前年度比
1% 削減

・ 7.3% 削減

P10-11

化学物質の取扱い

薬品管理システムの
運用の促進

・ PRTR法及び大阪府条例に
基づく排出量把握と届出

P14-15

産業廃棄物の処理

マニフェストに基づく
管理の徹底

・ 廃棄物の適正な管理と処理
・ 電子マニフェストの導入

P19-20

廃棄物リサイクル

一般廃棄物の
リサイクル率向上

・ 吹田 34.8%（1.6%pt 減）
・ 豊中 49.3%（7.4%pt 増）
・ 箕面 49.0%（4.3%pt 減）

P19

グリーン購入推進

特定調達物品の
目標 100%

・ 概ね達成

P20

環境問題の解決に
貢献する人材の輩出

・ 学生による環境関連の研究
成果

P45-46

研究成果を通じた
社会貢献

・ 持続可能性に関する研究

P23-40

安全で快適な修学・
就業環境の推進

・ ダイバーシティ・インクル
ージョンへの取組み
・ 安全衛生への取組み

P48-52

環境負荷の低減を実現
するキャンパスの構築

・ 環境負荷低減への取組み
・ サステイナブルキャンパス
への取組み

P47
P53-54

環境関連の教育・研究
の推進

サステイナブル
キャンパスの実現

キャンパスの教育
及び実証実験の場
としての活用

キャンパスを環境に関
する教育及び実証実験
の場として活用

学内イベントでの実践

・ 生協学生委員会の取組み

P17-18

先進的な
環境マネジメント
システムの導入

地域社会・周辺自治体・
企業等との連携の推進

地域社会・周辺自治体・
企業等との連携

・ 地域社会への取組み
・ 企業との連携

P41-44
P47-48
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౮็ᆪྙ
ǓǸȖǙ|ጫ
৫ब෮ුೄ
ǓǸȖǙ|ጫࡿ

౪࿊ጫདત
෫ဂfሟཨ

ᆪઅྙ

ᆪઅྙ

ᆪઅǓǸȖǙ|ጫ
႞ೄ

ᆪઅǓǸȖǙ|ጫ
႞ೄ

ੱධࡿfॺภ့

ੱධࡿfॺภ့

་ఙ་ॺƣǓǸȖǙ|ȉǸǣȌȞǳฑ

ৄ੩ଈ࣏वƣ्௹
ӼӺӻԃႩԀଈӼӿ႘ƠॺԤӽိਟಬƠſŹƛb༌
ӼӾषৄ੩ଈ࣏वǇ्௹ƌƳƌƔcேጵଞ्
ᄇሓౌਙടຳଞസӨඑੇ႞ଞࡿƣဿମӨ
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ँॺᆾಱƣጫ
ंആ૱ǇபŹbፘƁƀƘƔӻӽᆾಱԟԡԣԡඉ

ԟԡԣԡሓਸƨ་ఙᆒඞ፯ƣၫഞ

ӻӼᆾಱſƽƨᆒඞ፯ඉӻᆾಱƠƙŹƛ२ᆪઅƠ
aԟԡԣԡሓၟ࿊ँॺᆾಱƣৄ੩ƭƣჍഞፘƣႾ࠶

ኴŹǄƐbആ૱ǇபŹƳƌƔcᆒඞ፯ƣԥԞԍ৸ᄇ

ਸƨጫƣूƣ້ුƠƎǀሓጳgँሓƝ་

ตዛँᆾƠƙŹƛƤbৄ੩ࡊଞጫǦȞǪ

ఙᆒภঊৄ੩ƣᇱ့ƠƎǀඞ፯ࡒऀbᆒඞ

|ƠƛԞԍԍԢǇዿŹƛആ૱ƌƳƌƔcആ૱ƣଅऐb

፯ƣፊฑဗƣၫഞಈஶǇ෨ĨƠƳƝƶƳƌƔc

ሇெƣਟኃƣภƍƔᆾಱƤbԟԡԣԡඉƜƤbሟཨǘ

ԟԡԣԡሓƜƤჍഞፘƝࡤ၌ፘbᆒඞ፯ƜƤƒǁƾƠ

ȎȞǼǤīᆾಱǚȘȘȆȖȋbǣǚȘȘȌǪȞbǳ

इŽƛፘƷၫഞǀᅢጅƁŷƿƳƎcྔ௮ஶኬƤ

ȖǓȞb
ȃǘǠȞ
b෫ဂǘȎȞǼǤīᆾಱǍǦǳǶ

ྫྷᆪᇀƷŹƔƶbഌƀƾƣ ԟԡԣԡሓƣྔ௮Ơ
इŽƛᆒඞ፯ƣྔ௮ǇபŹbԁଈඑപƠ၍ಐƠၫഞ

༌ࡴጫँॺᆾಱ

¢Ⴭഞፘ£

ԟԡԣԡሓඉᆾಱ
ӾԀӼᆾಱ
༌ࡴ౪࿊ँॺᆾಱ

ǇபŹƳƌƔcྫྷඛԀଈӽӺ႘ƁၫഞৼƜƎƁbශ
ǞȘǵǑǏȖǤƠƽǀગ਼ಈ๓ସƣࢬƠƽƘ

་ఙᆒၤಛ౪࿊ᆾಱ
ӼӽᆾಱԥԞԍ

ƛbԁଈӽӻ႘Ơ࣊ྙƊǁƳƌƔc

¢ࡤ၌ፘ£

¿ԟԡԣԡሓƣၫഞ

¢ፘ£
¿ඞ፯ƣၫഞ

ඞ፯ඉƣჍഞፘb
ࡤ၌ፘƷၫഞ

aԞԍԍԢ་ఙ་ॺँॺዄᆀጫ౫࣍ǢǤǱȋƜ
෨ĨaԟԡԣԡሓƝᆒඞ፯ƠƽǀၫഞƠƙŹƛ
ᅳ ӻaሟཨདતaၫഞᆾಱƝƒƣჍഞፘfࡤ၌ፘfፘԽԷ
          
 

3575ౕଲে

ྖ
Ң

ࡗැড়ྭଲে 

ζέϫϫϟνϱ

ϖΫγϱ

φϩΦϱ

ϟνόʖϩ

92& 









ැ

ැ













ϫɿޮ༽ڠਭҮഋड़













ύɿౖৗഋड़ʤωҐʥ













ωɿΫϡϱϏηͶ͕͜Ζດཱིॴ

















































ɿـഋड़
ड़



έϫϫϙϩϞ

Կָ࣯໌সͳྫ൬ߺ

ഋ

               

ɿԾਭಕҢಊ

ಊ
ྖ

ϫɿΫϡϱϏηҢಊʤҐʥ
खѽྖ

          
ᅳĩa෫ဂདતaၫഞᆾಱƝƒƣჍഞፘfࡤ၌ፘfፘԽԷ
 

3575ౕଲে
Կָ࣯໌সͳྫ൬ߺ
ɿـഋड़

ഋ
ड़
ྖ
Ң

                
ࡗැড়ྭଲে 

έϫϫϙϩϞ

ζέϫϫϟνϱ

ϖΫγϱ

řŦŬŮŬƀƁ

ϟνόʖϩ

92& 









ැ

ැ













ϫɿޮ༽ڠਭҮഋड़













ύɿౖৗഋड़ʤωҐʥ













ωɿΫϡϱϏηͶ͕͜Ζດཱིॴ

















































ɿԾਭಕҢಊ

ಊ
ྖ

ϫ ɿΫϡϱϏηҢಊʤҐʥ
खѽྖ
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ৄ੩ᆟझƣ࿃ଲ
ǳȕȖbǚȘȘȆȖȋbǣǚȘȘȌǪȞbȃǘǠȞƜ

ƶƠbৄ੩ཨƭƣჍഞǇଲƾƎƽŻƟ२ଞಬȗȄ

ƌƔcƳƔbᆒඞ፯ƜƤbፊདતƝƷȌǪǹ|Ȗb

ȖƜƣƿຎƴƁᅢጅƠƟƘƛƂƳƎc

ԥԞԍƣĩᆾಱƁၫഞඉƜƌƔcၫഞᆾಱƠƙŹƛ
་ఙᆒภঊৄ੩ƣᇱ့ƠƎǀඞ፯ƜፘਸƨჍഞ
ፘfࡤ၌ፘƣႾ࠶ਸƨၫഞƣඉƝƟƘƛŹǀँॺᆾಱ
ԥԞԍg৸ᄇตዛँᆾƜbƠᆼ ӻӿӺቴተƣँॺᆾ
ಱƁड़ဴ

ƤƈƈઝᇥँƤŷƿƳƐǈc
aሟཨǘȎȞǼǤƝ෫ဂǘȎȞǼǤƣၫഞᆾಱƣჍ
ഞፘbࡤ၌ፘſƽƨፘǇƒǁƓǁᅳӻƝᅳӼƠಘ
ƌƳƌƔc୰ዿ෯ࡰbဘƭƣჍഞſƽƨቖጵƛശ

ৄ੩ࡊଞጫǦȞǪ|
ԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸԵՄԳӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄ

ᇀƤǧȘƜƌƔcదႩဗƝᄾॵƎǀƝbሟཨǘȎȞǼ
Ǥb෫ဂǘȎȞǼǤƝƷbĨআĩআ࿘ဗƣໃଲƤଣ
ƾǁƔƷƣƣb་ƂƟໃଲƤଣƾǁƳƐǈƜƌƔc་
ఙ་ॺƜƣԟԡԣԡആ૱ƣ२ஶኬ་ਂƭƣჍഞbऀ෯

ԟԡԣԡฑဗၫഞඉᆾಱƣፘ

ၗƭƣࡤ၌్ഞሑሓƠƙŹƛƤbৄ੩ࡊǶȐ|Ǥ

  

ԝՃӸӼԃƠඈഠƊǁƛŹƳƎaӨӨԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸԵՄԳӸ
ՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄӹՄԴԶӹԝԏԦԢӮӼӺӼԃӸՄԴԶcƈƣ



W




ԂӺӺԽԷb෫ဂདતƜbǓǬȗȞǕǘǢǴӾӺӺԽԷb
ǘ Ǣ ȗ Ȟ ԁ Ӽ Ӻ Խ Է bԎ Ԛ Ԑ Ӿ Ӿ Ӻ Խ Է bǳ Ȗ Ǔ Ȟ

ၤƣၫഞᆾಱǚȘȘȆȖȋbǣǚȘȘȌǪȞbǍ







ಱƁड़ဴƷഓᆷƌड़ဴƎǀƈƝƀƾbፘƤሟ





















































 ʤ೧ౕʥ

་ఙᆒඞ፯ඉᆾಱӲԥԞԍӴƣፘ

ԥԞԍƣࡤ၌ፘbჍഞፘƠƙŹƛƤbƣၫഞᆾಱ

ƔcԥԞԍƣፘ့ƣ్ഞƤbԞԍԍԢƜƣആ૱ƣ









ǠȞbȌǪǹ|ȖƟƞbƠᆼƁӻӿӺቴተƣᆾ

ƣࡤ၌ፘbჍഞፘƀƾᄾ፯૱్ƠƽƿଣูƷƿƳƌ







ǦǳǶǳȕȖbǓǬȗȞǕǘǢǴbǳȖǓȞbȃǘ

ཨƜӼӿՈb෫ဂƜԂԃՈƝᅋඛƠƄƟƘƛŹƳƎc

έϫϫϙϩϞ
ΠιφωφϨϩ





ԁԃӺԽԷȆȖȋǍȖǲǽǴ
ӾԁӺԽԷƟƞƜƌƔc
aᆒඞ፯ඉᆾಱƣၫഞᆾಱƜŷǀԥԞԍƠƤb༳

ϖΫγϱ
ζέϫϫϟνϱ
φϩΦϱ

bፘƁƀƘƔᆾಱƤbሟཨདતƜǍǦǳǶǳ
ȕȖӾӻӺԽԷbԝӶԝտǣȌǬȖȆȖȋǍȊǴԎԚԐb



ÅȌǪǹ|ȖƵ
ీ

W





ƴƜபǄǁǀƣƜbৰƠ२ଞಬƣസዛዄᆀ
ƣԞԍԍԢဎᎩƁᅢጅƠƟƿƳƎcඉᆾಱǇฝ॰
Ơ్ഞƎǀƔƶb२ଞಬƭƤƎƮƛƣዄᆀƣဎᎩ
Ǉſ৪ŹƌƛŹƳƎc
































aƈǁƾԟԡԣԡሓƹᆒඞ፯ƣኬƤbಈೄƁँॺ
ᆾಱǇƞǁƕƆჍഞƌƔƀǇႾ࠶ƌbƒƣፘǇ୰ᅳ
ƎǀƈƝƠƽƿbಈೄƣಛጫƣूǇ້ƌbৄ










੩ࣞǇቴƠሻƅƈƝƠŷƿƳƎcௗଢ଼Ƥbँॺᆾ
ಱƣჍഞፘǇణଲƌbདࡰƣৄ੩ȕǤǚǇଲƾƎƔ
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 ʤ೧ౕʥ

෯ಱࣞ༝ƣሻ
ಲଫ૩ࢻƣฝശጫ

ଈǇ૱ӻԀषபƟƘƛŹƳƎc෫ဂདતƠƙŹƛƤ
෫ဂ౦ƁபƟŻጵႚଙ௮ႩӾषƠइŽbಛଙ௮

a་ఙ་ॺƜƤଞfੱࡱƟƞƣಲଫƠƽƿჍഞƊ

ቚଈǇ૱ӻԀषபƟƘƛŹƳƎc໐࿊ଅऐƤኴ༎ᇀ

ǁǀࢻǇଯ६ƠശጫƌƛŹƳƎcჍഞƊǁƔዛ

ืǇƌƛৄ੩ࡊǶȐ|ǤƜ་ॺƠሇெƌbৄ

ࢻbኅࢻƤb२ଞಬƜଯቹƠष೭ƌᇱƌƛ

੩ࣞƣሻƠဖƶƛŹƳƎc
ৄ੩ࡊଞጫǦȞǪ|
ԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸԵՄԳӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄ

ŹƳƎƁbƒǁƾǇƳƝƶƛb࿊ৼቚଈӻӼषƠ
๔ƣೄƠ࡙༛ƌƛശጫƌƛŹƳƎcँॺตಱ
ƠഌŹbᇀᇠƌƛष೭ƝŹƘƔఢǇᄚഞఢಐƠ
มƿƵƈƝƜbৄ੩ƭƣჍഞǇ൚ƠඳŹƶ

෯༝ሓ့Ơǀၟ࿊౮็ƣၫഞ

ǀƽŻƠဖƌƛŹƳƎcƳƔb೨ƣࡴৄƝƌƛॺ
ၾ॒ƣॺภƠƤࢻശጫथ࿘ƣଫಲଫǇபŻƟ

ಲଫጺƌ༊ƹǴȔȀǳǬȎȞǻ|bྖࣿჂච

ƞbৄ੩ᆟझణଲƣഓጅตƠƎǀጫशǇŹƔƕŹ

Ɵƞb෯ಱࣞ༝ሻሓƹऀ෯ၗሓƠǀၟ࿊౮็ਸ

ƛŹƳƎc

ƨዛ॔ᆾಱౚዿၟ࿊౮็Ɓb෫ဂbሟཨǘȎȞǼǤ
ǄƐƛዃӿӶԁӺӺৰŷƿbሓ፭ƠৰƚŹƔโƟၫഞ
ƠဖƶƛŹƳƎc
ॺၾೄƠƎǀ࿊ৼƟवƜƣ๊ነƹb
ဃȌ|ȖƠƽǀভƣಲ౮ƠइŽbၫഞǁ
ǇቴƠሻƅƈƝǇኬƝƌƛbၫഞƛŹǀƛƣ
ၟ࿊౮็့Ơၟ࿊౮็ƜŷǀƈƝǇಘƎǤǱǮǖ|
ǇᆋƌƛŹƳƎcௗଢ଼ƷࢂƂ໗Ƃbಲ୲ตƣŷǀ
పǇଙ၀ƌƛŹƂƳƎc

ஸภඉƣࢻശጫఢƣଫಲଫ

୰ऀ෯ၗƭƣჍൊৰമƣള
ಲଫ૩Ⴭ෯ƣ෯ಱଙ௮

a་ఙ་ॺƜƤbሓ፭fඞ፯ƠৰƚƂb෫ဂbሟཨ
ǘȎȞǼǤƀƾ୰ऀ෯ၗƭƣሐጺ෯ಱƠƙŹƛb

ቚႩbሟཨb෫ဂƒǁƓǁƣǘȎȞǼǤƀƾჍഞƊ

࿊ৼƠபทƭሇெƌƛŹƳƎc

ǁǀಲଫ૩ࢻǇƵჍ෯ƠƙŹƛb෯ಱࣞ༝ሻ

a෫ဂǘȎȞǼǤƜƤႩǇྫྷƍƛჍൊৰമƣྖथ

ሓƟƞƣሓጳbඞ፯Ơ࣎ƘƔ෯ಱଙ௮ǇபƟƘƛŹ

ƤŷƿƳƐǈƜƌƔƁbሟཨǘȎȞǼǤƜƤৄ੩ஶ

ƳƎc໐࿊ஶኬƤƣଌஅƠǀᅇ॔ǇภƏǀſƒ

ኬภᆾँॺຍጅਿፘbǹȖȉȖȃǘǠȞ၌ඬᆾ

ǁƁŷǀᆾಱዛ॔ᆾಱƹ෯ƣࣞඡǇಘƎஶኬ

ው౻፬ƠſŹƛbైᄇƠৰമྖथƁŷƿƳƌƔc

ภঊৄ੩ஶኬbԟԡԣԡၫഞඉᆾಱƟƞƠƙŹƛ

ƈǁƠƙŹƛƤbሟཨ౦ƭਗሇெƎǀƝ၍ಐƠb

ଙ௮ƌƛŹƳƎcሟཨདતƠƙŹƛƤሟཨ౦ƁபƟ

ᆪઅ့ƝపƠƙŹƛଙ၀ƌbৰമྖथƁᄇภƌ

Żጵႚଙ௮ႩīषƠइŽb་ॺƠƽǀಛଙ௮ቚ

ƟŹƽŻƠဖƶƛŹƳƎc
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ৄ੩ᆟझƣ࿃ଲ
་ఙ་ॺภӨॺภ࡙ࡿवӨৄ੩અƣƿຎƴ
་ఙ་ॺภƤbॺภfੱධࡿƟƞƀƾஓถƊǁƔ

ƳƔௗႩဗƀƾኟਚƣଣषƿǇಲ౮Ǝǀƈ

૱ዃӼԁӶӺӺӺƣຎࡿƝƝƷƠಈࢥࢪǇபƘ

ƝƜƉƴƣᇀᇠಡƣ୶එǇƤƀƿb႘ƀƾᇀᇠ

ƛſƿbຎࡿƣƽƿƽŹภঊƣƔƶƠഓጅƟዂআ

ƹȕǠǏǚȖƟƞƣৄ੩ಡǇಏƘƛƷƾŽǀƽŻ

Ǉ༶ƘƛŹƳƎc

ูઇƠ။ƂƀƆƳƌƔc

་ఙ་ॺภƤຎࡿౄइƣຎද࡙ࡿवǇ็མƌ

Ɵſbƈƣঊ၌Ƥ་ॺఋƣࢥࢪǇƌƛŹǀ་ఙ་

ƛſƿbӨॺᆪӨӻӽႩภƜஓถƊǁຎࡿƝภƣ

ॺཨ࣡ಲப࡙ࡿवƝƌb৫बfࢥࢪƌƳƌƔc

ऑƆੲƝƟǀƮƄঊ၌ƌƛŹǀॺภ࡙ࡿवƷƒƣӨ
ƧƝƙƜƎcॺภ࡙ࡿवৄ੩અƜƤbຎࡿƁৄ੩Ơ
ኬǇ୶Ɔƛ൛ƌƜƷৄ੩ঊ၌ƠƿຎǈƜƷƾŽǀ
ƽŻƟ৫बǇቚႩ्௹ƌƛŹƳƎc
ௗ Ⴉ ဗ Ƥ Ǥ Ș | Ǘ Ȟ Ԟ Ղ Ե Ө Զ Ճ Ն Ө ԗ Ա Ղ Խ Ս Ճ Ӷ Ө

ƉƴǵǾǝ|ǢȒȞƣ็མ
་ॺఋƜ፣ಐƠ็མƊǁǀbƉƴƣᇀᇠƁ
ᅳƊǁƔၟ็ƉƴಾƛƜƎcኟਚǇഞ
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ŹŻಡǇƷƘƛŹƔƕƆǀƽŻbࡒऀƣঊ၌Ǉப
ŹƳƌƔc
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༌ҧᆪ
ၟആ Ԅ ་ఙ་ॺƣೂवଝƝಏ໗ईႷต

་ఙ་ॺƜƤዻyƟຎදƠſŹƛbੱࡱfଞ့ǇྫྷƌƔೂव
ଝƹಏ໗ईႷตƭƣƿຎƴƁபƟǄǁƛŹƳƎc
ೂवǨȕȐ|ǢȒȞǏǶǢǍǱǎȁbೂवਙടຕǦȞǪ|b
ຕஓb२ଞऎƜபǄǁƛŹǀੱࡱଞኜƜƣೂवଝƣࡴ༾
ǇൾऴƎǀƝƝƷƠbॺภƣड॒ঊ၌ƹଞถऐbǫǏǻ|Ǣ
ǱǎfǏȞǚȖ|ǣȒȞƣƿຎƴbࡊƜऻƟǘȎȞǼǤƚ
Ƅƿb൶ǓǸȖǙ|ƣ෮ුƟƞbॺƠſƆǀೂवଝƝಏ໗ई
ႷตƠ୶ƆƔᆳஃŹঊ၌ƠƙŹƛൾऴƌƳƎc

教育・研究を通した社会貢献と持続可能性

社会ソリューションイニシアティブ (SSI) と「いのち」理念・構想
社会ソリューションイニシアティブ長
社会ソリューションイニシアティブ（SSI）は、

SSIの活動の成果を踏まえ、社会の多様なステーク

今から30年先、2050年を見据えて「命を大切にし、

ホルダーとともに2050年の社会を構想するための

一人一人が輝く社会」の実現を目指し、命を「まも

シンポジウムを開催します。

る」
、
「はぐくむ」
、
「つなぐ」という視点から様々な

今後もこの取組を継続し発展させていくととも

社会課題に取り組む学内シンクタンクとして2018

に、学内の諸機関、他大学、そして海外を含む社会

年１月に設置されました。

の様々な機関や個人との連携を深め、共感に基づい

SSIは、３つのステップからなる螺旋的循環を繰

た「共創ネットワーク」を構築していきます。様々

り返しながら取組を進めてきました。最初のステッ

な人びとが集う「場」を形成し、社会の課題に取り

プは、持続可能な共生社会を構想し、解決すべき課

組むためのネットワークを整えておけば、平時はも

題を発見し整理します。具体的には、学内外の人び

ちろん非常時にも、苦境に陥っている人を見つけ、

とが集う「SSI サロン」を開催し、個別の課題や将

助け出すことができます。そのような自律的な仕組

来の社会について対話します。
「SSI サロン」の他、

みをどう形成するか、これを探求し、学術機関とし

「学生のつどい」
、「SSI 車座の会」等、学内や社会

て、探求の結果を言語化、体系化し、あらゆる課題

の様々なステークホルダーに合わせて様々な「場」

に対応するための基礎的な処方箋を発信したいと考

を作ります。第２ステップでは、SSI サロンで議論

えています。

された課題をもとに、
「基幹プロジェクト」を立ち

23

堂目卓生

2050年に「命を大切にし、一人一人が輝く社会」

上げます。プロジェクトには学内外の研究者、実務

の実現を目指すSSIは、2030年までの「持続可能な

家、大学院生等が含まれます。現在、サロンのテー

開発目標」
（SDGs）
を重要な道標として位置づけ、特

マとも関連する８つのプロジェクトがあります。サ

にSDGsのテーマ「誰一人取り残さない」の精神に則

ロン、プロジェクトのテーマは、防災・減災、教育

って、関連するプロジェクトを実施または支援しま

効果測定、平和構築、環境、高齢化社会、医療、行

す。またSDGsの推進とともに「いのち輝く未来社会

動経済学、アフリカ、コミュニティづくり、人材育成、

のデザイン」を目指す2025年の大阪・関西万博に

未来社会、文理融合、SDGs、こども、障がい、研

も協力する予定です。
「命」を起点とするSSIの取組

究と社会といったものです。第３ステップでは、

と目標は、次ページの図に示されます。
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こうしたSSIの理念と取組は、大阪大学全体の研

「いのち構想」はSDGsの理念にも共鳴し、また

究の方向性にも影響を与えました。大阪大学は、社

SDGsで掲げられた2030年の達成目標とする社会

会的課題の解決を志向した研究のさらなる推進に向

像を包摂し、さらに長い今後100年を見据えた構想

けて、2019年に、
「いのち」を普遍的な共有概念と

です。「いのち構想」のもと、社会の多様なステー

して、100年を見据えた独自の研究推進構想「いの

クホルダーと共に研究分野を捉え直すことで、
「研

ち構想」を掲げました (『
「いのち」にむきあう研

究開発エコシステム」を循環させ、社会的課題の解

究のために―社会的課題に取り組む大阪大学』) 。

決に資する社会とのイノベーション共創を推進する

いのち構想は、いのちに「むきあう」という標語の

大阪大学に対して、SSIは羅針盤としての役割を果

もと、SSIが掲げた視点と共通の、いのちを「まも

たしていきます。

る」
、いのちを「つなぐ」、いのちを「はぐくむ」と
いう三つの観点から構成されています。
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教育・研究を通した社会貢献と持続可能性

大学が ELSI 研究に取り組むこと
社会技術共創研究センター センター長

岸本充生

2020年4月に社会技術共創研究センターが発足

を科学技術全般に広げたわけです。新しい技術が社

しました。通称「ELSIセンター」です。ELSIとは

会に導入される際には、その時点での社会のルール

「エルシー」と読み、倫理的・法的・社会的課題

と合ってない場合が多々あります。過去にはこうし

（ethical, legal and social issues）の略称で

たズレが事故や事件につながってしまい、技術その

す。ELSIという略語はもともと、アメリカで1990

ものが葬られてしまい、社会にとっての有益な用途

年に開始されたゲノム解析プロジェクトに伴って実

が実現しなかった例も数多くあります。民泊やライ

施された研究プログラムの名前でした。ヒトの全ゲ

ドシェアサービスは便利なものですが、当時の日本

ノムが解析され配列が決定されると社会にどんな影

の法律では違法でした。安価なドローンが出てきた

響が生じそうかをあらかじめ予測して備えようとし

際には、航空法が対応してなかったので急遽改正さ

たのです。

れました。人事評価が人工知能（AI）によって自

大阪大学ELSIセンターでは、これまで主に生命

動的になされるとしたら違和感を覚える人は多いの

科学の分野で取り組まれていたELSIという切り口

ではないでしょうか。ノンアルコールビールは会社

(/6,ق৶؞১؞ভୖكभ়ଢ଼ುਡ
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ELSI センター キックオフ・トーク
（オンライン開催）
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༎ǇཬഞƌᇀืƎǀƣƜƎcƒƌƛƒƣड༎ƹኴ

ഞƎƔƶƣǍȂȘ|ǬƝƌƛb
ຕƣ౽Ɓᅢጅ

༎ǇƷŻࡴဗଞଵƣৰຉଞƠጜƝƌǈƜ

ᆊईଁƝƟƘƛŹǀƣƜƎc

ŹƄƈƝƁฌ༉ƣॹශअཏƠƙƟƁƿbƒƣଅ

a་ఙ་ॺຕஓƜƤӼӺӼӺႩӾଈƠຎද௺ᇨƁ

ऐbଞƣஏƟǀ་ƂƟǤǼǏȔȖǇภƴഞƎƈƝ

பǄǁbདࡰᎌૢbᆪઅƝƣ૬ƁƿƠƽǀೂवड༎ƣ

ƁƜƂǀƣƜƎc

೭ആbᇀืƝଞଵƭƣȀǎ|ǴǻǮǚƠƿຎ

aƎƟǄƖଞ्ᄇǓǞǢǤǱȋƤb་ॺƣౚ

ƵƈƝƠƽƿbଞ्ᄇǓǞǢǤǱȋ
ऀ෨ౄ൴

ƜŷǀಛዡƟଞƹఔƣࡱถƠइŽƛbԢԎԑՇƠ
༉ᅳƊǁǀೂवड༎ƣशଂƠƙŹƛbࡊ࿊ƀƙಏ
໗Ơ෮ුƌƛŹƄƔƶƣ་ॺƣৰሑǇᅳƎƷ
ƣƟƣƜƎc
aೂॺຕᆪƜƤདሑಛಓƝƣᎌૢƠƽǀདࡰ
ƣड༎शଂƹb৫ƝƣᎌૢƠƽǀཨਊኟƣདࡰड
༎शଂǇ౨୶ƌbಏ໗ईႷƟೂॺຕঊ၌ƣ्Ǉ
ኬ౪ƌƛŹƳƎcભƟঊ၌፯ƝƌƛbӼӺӻԃႩဗ
ƠſŹƛƤbሟཨ౦ƣưƀኁ৫bԝԟԞbॺภ့Ɲ
ᎌૢƌbሟཨႊᆪདࡰƠſƆǀೂवड༎ǇཬഞƌƔ
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එƜbೂवड༎
श ଂ Ǉኬ౪ƌ
ƔӻӺƣ Ȃ Ș ǣ
ǒǚǳೂवಲ
ආ৫बࡎǇျ
ƌƔ་ఙ་
ॺ  ຕ Ȕ ȇ
ԣԞԨԞԝԋԝ
ǇጵƖඑƇƳ
ƌƔc
aӼӺӼӺႩဗƠ
ſŹƛƤbଞ
्ᄇǓǞǢ
ǤǱȋǇಲ
Ǝǀƀƾb

ଞ्ᄇǓǞǢǤǱȋƣȂȘǣǒǚǳ፯b་ఙ་ॺຕȔȇ ԣԞԨԞԝԋԝ

ƈǁƾƣȂȘ
ǣǒǚǳƣೂवಲົǇኬ౪ƌƛb་ఙ་ॺƣ௹Ơ

ƛƿຎǈƜƂƔԣՃՋՂӨӯӨԑՃՋՂƝƷሑ୶ตǇ

ƽƿb२ȂȘǣǒǚǳƣ৫बጵࡎೄƁࢂƂ໗Ƃౄइ

ዛƎǀƷƣƜŷƿbೂवໜఓƜŷǀ་ॺƣ૪ࢪ

ƎǀbශਊಈຕഞƣƔƶƣಈँǍǚǦȔȗ|Ǣ

ǇணŽǀŻŽƜᅢጅᆊईଁƟዂআƝସŽƳƎc
ଞ

ȒȞȂȘǛȔȋǇಲ౮ƌƛŹƳƎc
ƊƾƠbӼӺӼӺႩ

्ᄇǓǞǢǤǱȋƣഩৄƠƽǀೂवड༎शଂǇ

ဗƠſŹƛƤb་ఙ་ॺƝࡹኪ౦Ɲƣ௹Ơƽƿbࡹ

इ໒ƎǀƔƶƠƷbೂॺຕᆪƤೂवड༎शଂƠ

ኪ౦ƣೂवड༎शଂƠ୶ƆƔ၍ዻƣȂȘǛȔȋƣಲ

౨ŷǀౌॺኁƣǨ|ǢȎȖfǏǹȄ|Ǫ|ƁആŻ

౮ƠƙŹƛb
৫बb
ଙ၀ƌƛŹǀƝƈǂƜƎc

ƣǞ|ǲǎǸ|ǳዂƝƌƛbශƔƟೂवअཏຕ່

aೂवƝ་ॺƣຕƤbࣨᇚƣ་ॺƁྙႩƠǄƔƘ

ǇྩਿƌƛŹƀƟƆǁƥƟƾƟŹƝணŽƛŹƳƎc
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ԢԎԑՇ ƣ෯fࢸภኬᅮƝఙ་ภƠƽǀ୰ࢸภȇȔȞǱǎǍƣਟ
ऎॺଞऎӨനੱ೨aฃဂࢭጫ

ԢԎԑՇ ƣ෯fࢸภኬᅮƝ
ǞȘǵশ४་ያሻ

ఙ་ภbǪȞǡǶǍƜŹ౪၏
ƝƈǂƜbॺƜƤऎॺଞऎᆣ໔ቴຕ

ԢԎԑՇƠƤӻԁƣኬᅮƁŷƿƳƎƁb२ኬᅮƣऀƠ

ǦȞǪ|ƝேஓԕԔԍԋƁ࿊Ǉଅƨb

ƽƿભँƌƔǪ|ǝǮǳƁŹƄƙƀ࿊ƶƾǁb

ఙ་ภǇԕԔԍԋƣ༽ৼȇȔȞǱǎǍƝƌƛǍȀȕǖ

ƊƾƠ२Ǫ|ǝǮǳǇ໐ǀƔƶƣ౪ᅮƁ็࿊Ɗ

ƠჃଧƎǀฑǇธŽƳƌƔcƒƣ༌ĨৼภīƁb

ǁƛŹƳƎcǪ|ǝǮǳƤ૱ӻԀԃb౪ᅮƤӼӽӼŷ

ӼӺӻԃႩԂଈԃଈƠǪȞǡǶǍƠჃଧƊǁƳƌƔc

ƿƳƎcԢԎԑՇƤຳचƜኬᅮƁஸƎƃǀƝᄻᄕƊ

ଵདƣ൚fཨॺīǇඉƠb୰ࢸภƠƙƟƁ

ǁǀƈƝƷŷƿƳƎcƌƀƌbԢԎԑՇƣኬᅮƹǪ|

ǀঊ၌ǇபŹƳƌƔƁbၟƠഓǇſŹƔƣƁ

ǝǮǳƣ็࿊ƠŷƔƘƛƤbႩǇƀƆƛ२ᇀኾƣ

Ź౪၏ƜƌƔcฝƌŹŹƣሑሓǇఢƿƣȈǤ

๔ऌƁःဗƷആƳƘƛਢᎪǇഓƢƔଅऐbഓጅƟ

Ǫ|ǇౚƘƛภညƔƖƠ๊ነƌbŹǨȞǛǇऒ

ஶኬǇǈƕ૪ࡦƁŷƿƳƎc෯fࢸภᇀኾƠƙŹ

ŹƟƁƾุବƠƽǀŹǇষƚƆǀƈƝƣ་โ

ƛƷƌƀƿƜƎc

ƊǇੱŽƳƌƔcƳƔཨॺภƠƤbǼȞƣǖǾƣภ

ࡊƟ෯ƝǳǏȗǇฌैཨƠǇᅮƝƎǀኬ
ᅮĭƣǪ|ǝǮǳƝ౪ᅮǇଣƛŹƄƝbࡊƟࢃፍ

Žሑƣ௭ࡣǇಲଫƜಘƎƈƝƜbุବƠƽǀŹ
ƣഓጅตǇᄇƌƳƌƔc

෯ǇƛƣyƠƎǀƈƝƣbตƹඏख़ೄ
ƠვፄƌƔǳǏȗbƒƌƛุବƜǇŽǀ็ᅏƁ
ŷǀƈƝƣᅢጅตƁಘƊǁƛŹƳƎcӼӺӼӺႩଵఓb
ǞȘǵखƠŷǀฌै२དƜุବƠƽǀŹƁ෮ൕ
ƊǁbŹǇईႷƠƎǀ෯ƣ॰ᇱƣഓጅตƁ੫ྔ
ƊǁƛŹƳƎƁbಲƤƒŻƌƔƈƝƤ ԢԎԑՇኬᅮĭ
Ɯ৻ƠૡƇƾǁƛŹƔƣƜƎcƳƔbŹƹ෯f
ࢸภৄ੩ƣूƤbኬᅮĪƎƮƛƣƠଌஅƝᆵ
Ǉƣ༥ถƠƷଝƌƳƎc
ŹሑሓƣȈǤǪ|ƝŹǨȞǛ
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ƒƣဴಐƤbශǞȘǵশ൵ƁǼȞǲȊǮǚƝ

ŹǀƽŻƜƎcǞȘǵखƠƟƘƛƀƾbଵདƣ๐ภ

ƟƿbಛᇀƔƖƣภঊƁ་ƂƄᇥǄǀƈƝƠƟǀƝ

ƀƾूƶƛԢԝԢǇྫྷƍƛſ፵ƣȌǮǦ|ǣƁఙ་

Ƥbఙ་ภƷǪȞǡǶǍƣƞƷƔƖƷያມƕƠƌ

ภƠၫƂƳƌƔc

ƛŹƟƀƘƔƜƌƼŻcƌƀƌbଵఓƤǪȞǡǶǍ

ƽƿፕŹቴƣಲଵƣƔƶƣৰƜŷƿ७ƝƟǀ

ƠſŹƛƷǞȘǵያሻపƝƌƛุବƠƽǀŹƁ

౪ƁԢԎԑՇƠƤƳǁƛŹǀƝŹŻƈƝƜƤƟŹ

෮ൕƊǁǀཨbఙ་ภƔƖƣੱŽƁଵདƜዂጵƘƛ

ƜƌƼŻƀc

ŹƠƽǀǼȞƣǖǾƣภŽሑƣ௭ࡣǇಘƎಲଫ
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དࡰƝƣຕƠƽǀภᆾዻตƣᇱ
ೂवǨȕȐ|ǢȒȞǏǶǢǍǱǎȁӨੱ೨aaࡓ

ဿᆦ౨

ጫॺଞऎӨൣƭŹଞࡿ་ఙ་ॺഞᄟवaaૄମ௨པ
ጫॺଞऎӨൣƭŹଞࡿ་ఙᆒጵဟஸ့ॺӨੱዏaa൪

ॠ

ጫॺଞऎӨภᆾऎॺ๔ӨॺǛȖ|Ȃଽࣴଞಬaaཨ

ဥ་ઃ

ጫॺଞऎӨനੱ೨aaଽ

ࣴፀ

ǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤǕȀǎǤӨനੱ೨aaਦ

ࣰີ

a་ఙ་ॺƤ๑ጰፙƠᎌƟǀూƙƣǘȎȞǼǤǇ

aȂȘǣǒǚǳƜౡƶƔঊ၌ƤƠႏƙŷƿbࡴ

ዛƌb็ጵࡒႩଈǇ૪ƛbƒƣಛৄ੩Ƥ౦ज़ད

ƙƤॺภੱධࡿƝདࡰƣഉኁƹൂཆƁ၍ƌbੱ

ƠౖƊǁƔདƝƟƘƛŹƳƎcሟཨདતƣ

ࡱfଞঊ၌ǇྫྷƍƛǘȎȞǼǤၾƹདࡰƣภᆾ

ƠƤሟཨ౦Ɯ৵൛ƝƟƘƔඬᆾƹශƣƁภໍ

ዻตǇႾ࠶ƎǀƈƝƜƌƔcੱࡱঊ၌ƜƤbශႚภ

ƌbৰຉॺိဪ໊ೀኜƠƤ་ఙᆒȗǮǴȕǤǳ

୶Ɔƣ೨ॺኴƭƣᄺǇ्ƌƛภᆾዻตǇ

ӼӺӻӾƜമ์ኗ৭ᛖƣǽȌȇǪȖƣภໍདƁŷ

ॺƫǇ࿓ƌbଞঊ၌ƜƤbǽȌȇǪȖƹඬภ

ƿbሟཨ౦ƣᇱვፄདતƝƟƘƛŹƳƎcӼӺӻԃ

ƣྔ௮ǇபƘƛŹƳƎc

ႩဗƠຕஓೂॺຕᆪƜం༖ƊǁƔೂॺຕ

aƷŻࡴƙƣঊ၌ƤbॺภੱධࡿƝདࡰƣഉኁƹൂ

ǚȔǤǪ|་ॺfདࡰƣຕƠƽǀภᆾዻตᇱ

ཆƁbภᆾዻตǇƿࡱƛǀঊ၌ǇॼƌƴƟƁ

ƣಲଵȂȘǣǒǚǳƜƤbƈƣƽŻƠഓƝƟ

ƾபŻƈƝƜbཀྵǇໃƹƌƟƁƾbདࡰೂवƣಏ

ƘƔಛৄ੩ƣᇱ୦ƠƙŹƛbԢԎԑՇƣƀƾ৫

໗ईႷตǇ୶එƊƐǀƿຎƴƣǸǮǳȚ|ǚƹƻ

ƣԍԢԡঊ၌့ƝƌƛƷǇାƨƀƆǀƈƝƹb

ǀƹƀƟฑǇƙƄǀƈƝƜƎcሟཨ౦ƣಛǇྔ

ॺภbੱධࡿbདࡰഉኁƝಛಓƝƝƷƠಡƎǀ

௮ƎǀԝԟԞb
ǍǣǒȞǫӼӻಛᆪवƣưƀbཕဂ౦b

ǇƙƄƿภᆾዻตǇᇱƎǀƈƝƝੱࡱƠျ

෫ဂ౦ƝƷᎌૢǇƝƿƟƁƾbபทb౦ኁb་ॺƣ

ƠƿຎǈƜŹƳƎcƈƣƽŻƟᇱƣƔƶƣ

ᎭƣǇ૫໗ƌbၾ॒ƣೄƝƝƷƠbॺၾƜ

ธᅏƤbདࡰഉኁƝᎌૢƌƔሻఆbሻᄠƠƷƙƟƁ

ગ਼ตƣŷǀภᆾƣᇱ୦ƀƾዓ๐Ơƿຎƴƙ

ǀƈƝƹbྙৼƟǓǞǢǤǱȋƣ॰ጵƠଅƨᆋƄ

ƙbฑƣธᅏǇුƶƛŹƳƎc

ƈƝƜb་ॺƝೂवƣຕƠƽǀೂवड༎ƣशଂ
ƠƷƙƟƁƿƳƎc
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ࡓဿ

ǘȎȞǼǤƣඬᆾƣྔ௮Ɲళव

ƤǍǖȉǯbȍǬǯǯǣbǨȓǟbǸǣǘb
ǢȐȞȔȞƟƞbฦƣyƠၟ྇ƟඬภǇౖƌb

aӼӺӺԂႩbӼӺӺԃႩƠੱࡱଞ့ഓ෮ු૪ᅉƣ

ǚǷǙƹǞǵȔbǚǤǹǘƣ೩ধƝȍǑǨǑǬǚƟ

ం༖ǇƆǘȎȞǼǤƠఝƄच
ᆵ৵ࡴfૄ

ƞbƣጦዿƠƽǀඬภƣඹඳǇƆƟƁƾƷb

ମ௨པᇨེb་ఙ་ॺഞᄟव෫ဂᇨƝሟཨᇨ

ƠƙŹƛƤƈƣӻӺႩưƞƜ་ƂƟໃଲƤƴƾǁ

ǇƒǁƓǁഞᄟƌbॺၾƣඬภǇൾऴƌƳƌƔc

ƳƐǈcƤภಐ༉ƀƾ೮ᇩƠƁ੍ഉƌb

ിƤৰຉǦȊǵ|ඬᆾǇཐƿඬᆾƠॺƫƣ೨

ଽᇃƁౖǀຸຽƣདƜŷƿbพ൛ႶସƤຶ

ၾዴƣƟƀƜශ೨्ᄇȂȘǣǒǚǳƠం༖Ɗ

ƣཨƜbƣࡴƙƝƌƛੑƇƛŹƳƎcཨฌࡒவ

ǁbภƝƝƷƠྔ௮ƝƝƿƳƝƶǇபŹbॺၾ

ƤႚवདƝƌƛጦዿƊǁƟƁƾӻԂԀԃႩƠ་ఙॺ

ੱධࡿƹ໘ภƣǇၜƛഞᄟƌƔƷƣƜƎቷ

Ɓ्็Ɗǁƛࡒb་ฝசƝச൨Ꭼச

ኜǘȎȞǼǤƤྔ௮ƣƴƝƟƿƳƌƔ
cྔ௮ଅऐ

ƣபஂb๗ఆbॺƨƣདƝƌƛᄊంƝඬఃbଔᆾ

ƤbຳॺടშᆾƠǲ|ǪȄ|ǤƝƌƛᇱໜƊǁ

ƣଔ็ƝbƣഞႚƿƁૅƿᇪƊǁƛƂƳƌƔcƠ

ƛŹƳƎcƈƣถऐǇƆӼӻฌਈिၝ၎ƣጅษƜb

ƷƀƀǄƾƏb೮ᇩƣyƝᄾॵƎǁƥነƾƀƠ

ӼӺӻӺႩƽƿണƝƠ२ĩषƏƙbඬᆾ༷ଙ༆Ɲൺ

ƜƤᎀǀƷƣƣbƠƤŹƳƕƠሟƀƟጰ

ƌƛbƣඬᆾƝƒƣถƿጵƖǇൾऴƎǀళ
वǇಲ౮ƌƳƌƔcƈƣƿຎƴƤӼӺӻԃႩƣƳ
Ɯਂ௶Ɲƌƛ૫໗Ɗǁb୰ኁƟƞॺ॒ཆƀ
ƾƣጅษƷŷƿ൛ƟƄƝƷ࣊ƮԂӺӺࡒඑƣೄ
Ɓ೮ᇩǇƶƅƿƳƌƔc
ǘȎȞǼǤƠఝƄचƣ೭ఐඬᆾƤ෫ဂfሟཨ
ፊǘȎȞǼǤƜӼӺӺࡒඑƠƷਸƨƳƌƔcƒƣଢ଼
Ʒళवƣྔ௮ƜƤቚषዃӻӼӺƣඬᆾǇᎩ
ƌƳƌƔƁbಈྔ௮Ƥྔ௮ƜƤƟŹƔƶbਆ
ǇྫྷƍƛళईႷƟƤƈǁǇඑषƿƳƎc
Ɯƣඬᆾ༷ଙ༆
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教育・研究を通した社会貢献と持続可能性

の名残があるといえます。街中の大学の中にある、
人とともにあった歴史と記録がある貴重な山、それ

豊中キャンパスの
ヒメボタルの幼虫調査

が待兼山です。
また現在は、旧制浪速高等学校尋常科博物教室に

ヒメボタルはホタル科に属す甲虫の一種で、北海

よる昭和４
（1928）
年の御大典記念研究、
『待兼山産

道を除く日本列島に広く分布します。ゲンジボタル

薬用及有毒植物目録』
、
「待兼山植物目録」をデータ

やヘイケボタルとは異なる陸棲のホタルで、短くフ

化して、「御大典記念標本」と、現在の植生との周

ラッシュ発光します。近年、各地の市民グループに

辺環境の変遷の比較検討を試みながら、保全の活動

よる調査により多くの生息地が見つかり、成虫の発

とリンクさせることにも取り組んでいます。

生時期、発光時間帯、大きさなどに地域変異がある

（栗原）

ことが明らかになりました。その一方で市街地に近
い個体群は開発などにより消滅し、大阪府のレッド
データリストでは準絶滅危惧種に指定されていま
す。特に豊中市では、豊中キャンパスの他には、春
日町に生息地が残されるのみとなり、2016年より
都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」に指定さ
れました。キャンパス内のヒメボタルは、2015年
に理学研究科から基礎工学研究科研究棟の東側斜面
（市立豊中病院との境界部分）を中心に分布が確認
されました。しかし、生育域の詳細や密度などにつ
いての情報はなく詳しい調査が求められています。
2019年度は、幼虫の生育域や成長段階を調べるた
め、トラップ調査を行いました。
トラップは小さな穴
をあけたプラ製小型円筒ケースを用い、その中に誘

『待兼山産薬用及有毒植物
目録』 表紙・折込地図
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引用の餌（生きた巻貝を潰したもの）を入れ、幼虫の

生育場所と考えられる地表面に上下左右１ｍの間
隔、99個を12月21日に埋設しました。1 週間後の12
月28日に回収し、幼虫数をカウントした結果、99ト
ラップ中50トラップに幼虫が見つかり、合計78匹
の幼虫が捕獲できました。生息密度は１㎡あたり
0.5 匹（総設置面積 148㎡）で、他の地域のデータと
比較すると高密度な生息地と考えられます。幼虫の
体長は 9㎜～15㎜、平均 12.1㎜
（78匹）
、中央値 11㎜
（20匹)でした。9㎜の２匹を除いて、他は終齢幼虫
で、12月末の時点でほとんどの幼虫が終齢に達して

中島大暁 撮影
＜撮影条件：2020/05/30 22:48, 55'40",
f/1.8, ISO 1600, 50mm（35mm 換算）＞

いることが明らかになりました。
この調査は、社学共
創クラスター（2020年度より SSI 協力プロジェク
トへ移行）
「大学・地域の共創による生物多様性保全

ミミズも複数確認されました。このことから、幼虫

の実現」
構成メンバーで行い、大阪大学生物研究会お

の生育場所にはこれら土壌動物が生息し、また幼虫

よび大阪府立刀根山高等学校生物エコ部に協力をい

の捕獲場所によっては、餌となる陸生貝類の生育し

ただきました。

ていないポイントもみられるため、幼虫たちは広範

調査トラップには、ヒメボタルの幼虫の他に、ヤ
スデ、ムカデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、およびゴ
ミムシ類が混獲され、調査トラップを埋設する際、

囲に餌を求めて移動しているか、他の生物を食べて
いることも示唆されました。
（松本／中島）
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ྛ፬ƤƠƝƳƿ

॰ႡƊǁƛŹƳƎcƈǁƳƜ൛ƟƄƝƷӻӺƣຩ

ǇƶƔƿbຩǇƙƄƿᄣතƌƔƿƎǀƕƆƜƟ
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ǓǵǗ
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෨ ӻaႨဃȍǣȐ|Ȗƣॗጸaഋᅪ଼ƣ Մ bՂ Ⴈဃ
ຍƁbဃጺƠƌƛྞƠbႨጺƠƌƛᇖƠვམƊǁǀ
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ถƣ਼፰ƠƽǀᅑຎදƣถƟƞǇಀƴƛŹƳ

ൾऴƊƐƛŹƔƕŹƔଞƣưƀbஏƟǀႨဃຍ

Ǝc෨ĩӲԱӴƤࢻະ൲ଅƜఢลƌƔԢԺӷԍՃԢԺӼǞȞȈ

ƣตႷ୶එbƳƔශਊఔፍƣ༷ఫǇྫྷƍbႨဃᇥহ

ǣǮǳƣᅑຎදƜƎԪӼԬc
Ө෨ƣཨƠଣŽǀோƁ

Ơƽǀஸ୲ጴႨጦዿǢǤǱȋƣಲዿँƠƿຎǈƜ

ࡔƜŷƿbଅ൩ஓ່ƣጞǁǇᅳƌƛŹƳƎc

ౄƿƳƎc

ԍՃԢԺӼƁࡴᆪዽዩƎǀƽŻƟඞଉƜ൲ଅƎǀƈƝ
ƜbઁିಐƣูᇥँƠƽƘƛถƊǁƔƷƣƝண
ŽƾǁƳƎcƈƣଅ൩ƣጞǁƁႨጺƣጺǁǇຑ॔
ƌbଅऐƝƌƛႨ၏ጴǇ࿃ଲƜƂǀƈƝǇ॰ƀƶ

ౄணᇌଝ
ԪӻԬӨԎӸӨԗՆԱԵՁԵՆӨԵՈӨԱՀӸӶӨNat. Mater., 10ӶӨӿӽӼӨӲӼӺӻӻӴӸ
ԪӼԬӨԕӸӨԧԺԵӨԵՈӨԱՀӸӶӨJ. Appl. Phys.ӶӨ123ӶӨӻӻӿӻӻӾӨӲӼӺӻԂӴӸ
ԪӽԬӨԚӸӨԝӸӨԝՃՆԺՎԱՂӨԵՈӨԱՀӸӶӨJ. Elec. Mater.ӶӨ47ӶӨӼӽӽӺ
ӨӨӨӨӨӲӼӺӻԂӴӸ

ƛŹƳƎc෨ĩӲԲӴƤ൩ຎถƣԢԺӷԍՆԢԺӼǇ፰ਯƌ
ƔƝƂƠƜƂƔຎදƜƎcƔƕዽशƌƔƕƆƜƷ
μՁॸƣȔȌȔඡຎදƁถƊǁƛŹƳƎƁbƈ
ǁǇƊƾƠ໒Ƅ፰ਯƎǀƈƝƜbӼӺՂՁॸƣᅑ
ຎදƁถƜƂƛŹƳƎcƈƣຎදƷႨ၏ጴǇ࿃
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་ఙ་ॺৄ੩Ǡ|ǚȖ ԑԏԍԢ
a་ఙ་ॺৄ੩Ǡ|ǚȖ ԑԏԍԢࡒऀb
ԑԏԍԢƤb

ȞǳǇ৫बfಲ౮ƌƳƌƔcƈƣǏȄȞǳƤbƣ

ॺภƝŹŻጵƀƾৄ੩ኴ༎ƣूƠଝƎǀ

ཨƜƣಛଫƝŹŻbৄ੩ঊ၌ƽƿƷිઝƟ

ƝŹŻጫႪƣƷƝb་ఙ་ॺሟཨǘȎȞǼǤǇ

ƷƣǇႚ୵ƝƎǀƈƝƜbǏȄȞǳౄइƭƣǺ|Ǵ

Ơ་ॺၾ॒Ɯৄ੩ঊ၌ǇபƘƛŹǀ་ఙ་ॺ୰ႡǠ

ȖǇऀƇǀbƝŹŻॺภƟƾƜƤƣഎႌƟᄇມǇঊ

|ǚȖƜƎc་ॺ॒ƣƟঊ၌സƤ෫ဂ౦fቷኜ

ƀƌƔƷƣƝƟƘƛŹƳƎcƒƣưƀbቚႩபƘƛ

౦fሟཨ౦Ɯbདࡰ୪ጺǇƤƍƶƝƌƛbౌॺƣ

Źǀ๖พຣǏȄȞǳƤௗႩƜӻӽႩኬǇŽƳƌƔc

ᎌૢƠƷูઇƠƿຎǈƜŹƳƎcଵఓƣఓฺೄ

ƳƔbĮƙƣৄ੩ᇀኾৄ੩ੱࡱbᇝኜँbȕǠ

ƤԁӼưƞƜƎc

ǏǚȖbৄ੩ᄇbདࡰพຣbȕȑ|Ǥbू

aƔƖƣঊ၌გƠƤbৄ੩ኴ༎Ɓƽƿෆँƌ

Ơᇀƀǁƛᄡঊ၌ƠƷǇႚǁƛŹƳƎcඈƌŹၾ

ƛŹǀదௗƠſŹƛƷƟſbৄ੩ঊ၌ƁŹƷƣ

ዴƤ ԒԟǇƉጥƄƕƊŹc
ԸՈՈՄԄӹӹԷԵԳՇӸՁԱԺՂӸԻՄ

ႍƌŹƷƣƝ౩ǄǁbૣࣙƊǁƛŹǀbƝŹŻ
ଵඡƁŷƿƳƎcƒƈƜbƔƖƤbৄ੩ኴ༎Ơ
ƣჰŹພƁৄ੩ঊ၌ƠታǇಏƙƔƶƣƂƘƀ

ቷኜ๖พຣǏȄȞǳ

ƆఢƿǇபŻƈƝǇኬƝƌbॼƌƊǇඛƠ

aԑԏԍԢƜƤbቚႩԀଈቨƉǂƠbቷኜ౦ዂസǇƤ

ഓ౽ƌƛŹƳƎcƒƈƜbӼӺӻԃႩဗƤƔƀƙǘ

ƍƶƝƌƔዻyƟཆƣƉ౫࣍ƣƷƝbቷኜ๖พຣ

ȞǛǫȋƱƄƾƤƴƞƿƣሳ༆ƝŹŻǏȄ

ǏȄȞǳǇ௹ƌƛŹƳƎc๐ഠƣྫྷƿbӼӺӻԃႩ
ဗƣ्௹ƜӻӽႩኬƝƟƿƳƌƔc
aƈƣ๖พຣƤb
ࡴषภǏȄȞǳƝƷାƥǁǀb
ශႚภǇཨƝƌƔǏȄȞǳƜƎcӾଈƠԑԏԍԢƠ
ႚƘƔශႚภƁƝƟƘƛb৫बfࢥࢪfஃሇƣ
ƎƮƛǇࡴƀƾபŹƳƎcƒǁǇྫྷƌƛbශႚภƁ
དࡰ୪ጺƣ་โƊƹǏȄȞǳࢥࢪƣǹǑǺǑǇॺƫ
ƈƝƤƷƖǂǈb
ੌႩ၍ƍ૪ଫǇƌƔ๐ეƔƖƣ
ൃƆǇೊƿƟƁƾཀྵƔƖƝƌŷŻƝŹŻथ
࿘ǇྫྷƌƛǠ|ǚȖƣƙƟƁƿǇ੫ିƠƎǀƈ
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ƝƷईႷƠƟƘƛŹƳƎc

ƹƎƈƝƜbƞƷƔƖƁৄ੩ঊ၌ǇಛᄇƠபŻ

aௗႩဗƤbԑԏԍԢƣȌȞǻ|ƹࡴᄤౄइೄǇƶ

ƔƶƣƂƘƀƆఢƿƝƟƘƛŹƳƎcƳƔbǏ

ƛӻӻӼƁആƳƿbࡴಐưƞƜ૱ӻӼӼӸӼԽԷƣǟ

ȄȞǳࢥࢪǇபŻԑԏԍԢƣĨषภƠƝƘƛƷbৄ੩

ȊǇष೭ƌƳƌƔcௗႩဗƤ་ƉƴƁƄആƳƘ

ঊ၌ƠƙŹƛணŽǀ༌ࡴᇶƝƟǀƣƜƎc

Ɣ Ɣ ƶ ద Ⴉ ƽ ƿ Ʒ ൛ y ໃ इ ƌ Ɣ Ʒ ƣ ƣbƀ ƙ ƛ
ӽӺӺԽԷưƞŷƘƔƈƝǇணŽǀƝbƝƌƛƤ
ଲ൛୶ƠŷƿƳƎcƳƔbౄइƌƔƞƷƔƖƣ
ཨƠƤbƿኦƹƀƉǇಏౄƌƛbǡȕǗǶƟ

ƔƀƙǘȞǛǫȋ
ƱƄƾƤƴƞƿƣሳ༆

ƞƣภᆾళǇபƘƛŹǀዻƷଣƾǁƳƌƔc

aӼӺӻԃႩԂଈӼӻ႘b་ఙᆒஸྰ౦ƣๅྥ੪୰ࣆƠ

aဴ႘Ƥb๖ǇพຣƎǀƕƆƜƤƟƄbౄइೄ၍ౠ

ƛbಛଫƣৄ੩ǏȄȞǳƔƀƙǘȞǛǫȋ

ƣ୪ጺǇෆƶǀƔƶƣǍǏǤȁȗǏǘȞǛƹৄ੩Ɲ

ƱƄƾƤƴƞƿƣሳ༆Ǉ्௹ƌƳƌƔc

ዥƨǇጛƶƔࣴ༊৫बƷபŹƳƌƔcॆƣภƂᆾƹ

ԑԏԍԢƜƤቚႩԂଈƠৄ੩ǏȄȞǳǇ्௹ƌƛſ

ৄ੩ƠƎǀǚǏǥǇபƘƔ࿀ǀࣴ༊bৄ੩ǚ

ƿbƒƣƠƤbᆗཌঊ၌ƌƛŹǀᄡƣॢǇྖŽb

ǏǥƣးŽƠ୶ƀƘƛȇ|ȖǇဴƛǀဨƇǀࣴ

ԑԏԍԢƜ৫बfࢥࢪǇුƶƳƎcௗषƣǏȄȞ

༊bᆊጅƠƟƘƔ౸ǼǮǚǇఢƎǀఢǀࣴ༊

ǳƜƤbԑԏԍԢƠƽǀǏȄȞǳƟƾƜƤƣ

ƣ ӽ ƙǇ৫बƌƳƌƔc

੫ƴǇƊƾƠঊƀƎƮƄb
ᄡƉƝƠȁ|ǤǇ็Ɔb

aƈƣǏȄȞǳƤbዥƨƜƷŷǀ๖ǇƂǁŹƠƎ

ƒǁƓǁƣȁ|ǤƜࡣƟƘƔଫƣ৫बǇಲ౮Ǝ

ǀƈƝƹbǚǏǥ৫बƠƽƿৄ੩ƠƎǀཐಡǇໃ

ǀƝŹŻශƔƟಀƴǇபŹƳƌƔcƳƔbऊƤਂ
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ࣽƁஸƄb୭Ʒᆊࡊ࿊ƟƔƶb॒ࣴƣǏȄȞǳƤ

ƷƾŹƳƌƔcȀ|ǴȉǏȗ|ǣƁ་ƂŹඳᆀƤ

ႍƌŹƝŹŻƣƁƈǁƳƜƣணŽƜƌƔcƌƀƌb

ȁ|ǤƣࣙƄƠვམƌbਲ਼ƠȀ|ǴȉǏȗ|ǣƁ൚

ௗႩဗƤึƠᄾƮ॒ࣴƜዥƫवƁ൛ƟƄƟƘƛ

ƊŹඳᆀƤȁ|ǤƣઝƄƠვམƎǀbƝŹƘƔಠ

ŹǀௗƕƀƾƈƒbƞƷƔƖƠಛଫǇƌƛƷ

ƜƎcಲƠಛᇀƣ໑ƜඳఔǇƿƠபƄƈƝƜb

ƾŹƔŹjƝணŽb॒ࣴƜƣǏȄȞǳǇ৫बƎǀ

Ȁ|ǴȉǏȗ|ǣƣ་ƂƊǇᄁƜশƍǀƈƝƁƜƂ

ƈƝǇଂƶƳƌƔcƒŻƌƛbஸྰ౦ዂസƣଢ଼࣍b

ƳƎcƒƣŷƝƣȁ|ǤƜƷbऔƈƌଫƹ๖ƣ

ஸྰ౦ኁৄ੩वਢƝƣ௹ƣƷƝb
ƔƀƙǘȞǛ

ภᆾంƟƞbಛƣཨƟƾƜƤƣ৫बǇዿƌƛ

ǫȋƱƄƾƤƴƞƿƣሳ༆ƣ्௹Ơ౼ƿƳ

ŹƳƌƔƁbǏȄȞǳဴ႘ƤਂƁሌǁƛƌƳŹb

ƌƔc

ǏȄȞǳထཨƜƹƵǇၜƏཨƝƟƿƳƌƔc

a॒ࣴƝŹŻᆊষǁƟৄ੩ƜƣǏȄȞǳƜŷƘƔƔ

aශƔƟಀƴƕƘƔƔƶᆊষǁƟᆪᇀƁƄbᄗ൶

ƶbƔƖƁƷਂǇვƘƔƣƤႨཨ൵పƝࡊ

ƷŷƿƳƌƔƁbԑԏԍԢƠƝƘƛഓƟ૪ଫƝƟ

॰ᇱƜƎcषƠǄƔƿԑԏԍԢƣȌȞǻ|ƜऀଣǇ

ƿƳƌƔcௗषƣᄗ൶Ǉঊƀƌbௗଢ଼ƷॺภƟƾƜ

பŹbஸྰ౦ኁৄ੩वਢƣሑyƹๅྥ੪୰ࣆƣ౮็

ƤƣශƟৄ੩ǏȄȞǳǇ৫बƌƛŹƂƔŹƝ౩Ź

ࢥࢪƣሑyƀƾಈஶǇඈƌƄੱŽƛŹƔƕƂƳ

ƳƎc

ƌƔcƒǁǇಏƖƘƛऀଣƠౄइƜƂƟƀƘƔȌ
Ȟǻ|ƠƷዛƌbƒǁƓǁƣȁ|ǤƜƣ৫बၾዴ
ƠᄗࢭƊƐƳƌƔc
aഷƣȁ|ǤƜƤbૺǇ୪ŽƔǚǏǥಠƜb
ƠƎǀཐಡƹಈஶǇౄइೄƠƷዛƌƳƌ
Ɣcƒƌƛbȁ|Ǥࡤ၌ƠƤbኬƣƠஃƁǀಛ
Ǉश๊ƌb
ᆗཌǁǀƈƝƣƜƂƟŹ་ಛǇಲ
শ
ƌƛƷƾŹƳƌƔcƠb
ଫȀ|ǴȉǏȗ|
ǣƣȁ|ǤƜƎcඳƠƤbԑԏԍԢƁዿƌƔ
ఢƿƣǖȗ|ǇවǀᆧƘƔƣƜƎƁbƒƣǖȗ|Ơ
ႚǁǀભఔǇƈƣȁ|ǤƜƣǝ|ȋǇྫྷƌƛആƶƛ
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་ఙ་ॺৄ੩Ǡ|ǚȖ ԑԏԍԢ
aӻԀ ৼ༉ᅳaཨᎬፕॺᆪĪႩ
ԸՈՈՄԄӹӹԷԵԳՇӸՁԱԺՂӸԻՄ
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ज़ƜདࡰঊตँƠƿຎƵॺภǠ|ǚȖุੲఙ་

ุੲఙ་ŹƌƥƌƀƆǀƤǈƕŹƤ་ఙ་
ॺॺภƣዛ౨ƁࢥࢪƎǀཆƜbఙ਼ุੲఙ་ࢾ
Ơ፥ไƎǀุੲज़ƝƌƛƊƳƋƳƟ৫बǇ
பŹbདࡰƝॺภƣƙƟƁƿǇఢƿbஃƇǀঊ၌Ǉ
ƌƛŹƳƎcॺภƁ໊Ơ௶Ƙƛ൚ॺภƣഗ༎ƹᇭ੫
ǇŻሐडଢ଼Ǥȅ|ǤƄƄǀƹุੲࢾ୰ࣆ
Ɯ्௹ƊǁǀऊఋƿƭƣഞƟƞǇபƘƛŹƳƎc
ƒƌƛ൚ॺภǇඉƠ्௹ƌƔऊഗӨ ԺՂӨ ุੲ
ज़ƜƤbǿǡfǼȞfƞƾ൲ƂఢƿƣଫǇ
ƌbƴǈƟƜऊƴƣഗ༎Ǉුƶb൚ॺƜᆑཆǇ
ᆕŹƛǀƝŹƘƔȂȘǛȔȋǇ૪ଫƌƛƷƾŹb
ౄइƌƔ൚ॺภƝැƊǈƀƾ་ᅴǇŹƔƕƂƳ

ԀӺǇྖŽbǫȞǤfǍǖȅȔfിၗƟƞƣǼ

ƌƔc

Ȁǔ|ȉȞǤƹbȗǟƹ಼bཆƣঊ၌ሇெȈǤ

aӼӺӻԃႩӻӼଈƠĭषኬǇŽƔſƤƈᇌँఋ

Ǫ|ƣಘbƠƷƄƣཆƠƽǀणᄦპƷ

ƤƔŹƭǈƄƣሑƠౄइƌƛŹƔƕƂƳƌƔc

பŹƳƌƔc

ſƤƈᇌँఋƤज़ƜபŻᇌँఋƝŹŻǞȞ
ǦȂǳƣƷƝƜ्௹ƌƔǏȄȞǳƜƎcౄइཆƤ

ุੲఙ་༉ᅳaፋऴ॒ேॺᆪĪႩ
ԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸԶԱԳԵԲՃՃԽӸԳՃՁӹԺՇԸԺԲԱՇԸԺӸԸԱՂԴԱԺ
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ฌ༉ȕ|ǫ|ƣࡱถ

ॺภƣඊ
a་ఙ་ॺƜƤbƊƳƋƳƟੱࡱfଞǇྫྷƍƛbฌ༉Ǉ༶ŻఔƣࡱถƠƿຎǈƜŹƳƎcৄ੩ᇀኾƠ
ſŹƛƤbӼӺӻԃႩဗƷƄƣॺภƣଞถऐƁᅴअƊǁbඊƠ౼ƿƳƌƔc
ӼӺӻԃႩဗӨဘኪॺवฦ౫ᆪӨႩॺട࣏व
ዓ브ඊӨӲ ༌Ҭᆪ ӴӨ
ࣰఞӨዢ೩¢ॺfԚӻ£

႘ဒ౦૱बॺवฦ౫ᆪଞ브वaൕ፱ඊ

ฦ༾Өዒ¢ॺfԚӻ£

་ఙ౦ǇඉƝƌƔಛ၌ೆແࣿƠƽǀଌஅȕǤǚᅴअӨ
་ਂࣞᆾಱƝƣᄾॵƠৰƚƄணళ

႘ଔཝॺवઝ౫ᆪଞ브वaዓ브ඊ

൚ཕӨƣƞƀ¢ॺfԚӻ£

ဒ౦୰ࣆၾƠ็མƊǁƔᇱࡱസƣ୰ଝႷ

ࣤዿ໐ፘਙടଞ브वaᎪᇌൕ፱ඊ

Өᇓ¢ॺfԎӽ£

དࡰౌƣᇥँƠࣤƍƔᇌँƣᇱƠƎǀଞ
aጫሐ৾ƊǁƔஓถጅຍƣጫ༶ŹƝƌƛ
ƣདࡰ॒ఔ၏ႚईႷตƣଙ၀

૱్็૱ॺேवਢ ԺӽԍԎԏӨӼӺӻԃ
ԌԵՇՈӨԟԱՄԵՆӨԋՋԱՆԴዓᎪᇌඊ
Өᇓ¢ॺfԎӽ£

Ӽ ༊ƣ ԚԚԢ ȑǶǮǳǇዿŹƔၗ ӽ ଭ૱໐ƣƔ
ƶƣǘȎȕȁȗ|ǢȒȞሓƣଙ၀

ӼӺӻԃӨԔՂՈԵՆՂԱՈԺՃՂԱՀӨԍՃՂԶԵՆԵՂԳԵӨՃԶӨԋՇԺԱӷԟԱԳԺ㉀ԳӨ
ԟՀԱՂՂԺՂԷӨԢՈՉԴԺԵՇӨӲӼӺӻԃӨԔԍԋԟԟԢӴaԌԵՇՈӨԟԱՄԵՆӨ
ԟՆԵՇԵՂՈԱՈԺՃՂӨԋՋԱՆԴӨ
ԚՃՂԺԳԱӨԔՆԺՇԱӨԍՀԱՆԱӨԑՃՂԴՃԽՉՇՉՁԱ¢ॺfԚӻ£

ԚԵԱՇՉՆԺՂԷӨԡԱԺՀՆՃԱԴӨԢՋԺՈԳԸӨԲՍӨԤՇԺՂԷӨԣՋՃӨ
ԚՃԲԺՀԵӨԙԱՇԵՆӨԢԳԱՂՂԵՆՇӨԎԺՆԵԳՈՀՍӨԋԲՃՊԵӨՈԸԵӨ
ԡԱԺՀՇ

༌ ӽӻ ष७ႭፍᆪवऊৼǦȊǵ|aዓȈǤǪ|ඊ

ᘇ࣊Өነ¢ॺfԌӾ£

ԢՁԱՆՈӨԍՃՁՁՉՂԺՈՍӨԎԵՊԵՀՃՄՁԵՂՈԄӨԤՆԲԱՂӨ
ԏՂԵՆԷՍӨԎԵՊԵՀՃՄՁԵՂՈӨԏՇՇԵՂՈԺԱՀӨԋՇՄԵԳՈՇӨԱՂԴӨ
ԚԵԱՇՉՆԵՇӨԺՂӨԕԱՄԱՂԵՇԵӨԢՁԱՆՈӨԍՃՁՁՉՂԺՈՍ

ԣԸԵӨӻԁՈԸӨԔՂՈԵՆՂԱՈԺՃՂԱՀӨԳՃՂԶԵՆԵՂԳԵӨՃՂӨՀԺՅՉԺԴӨԱՂԴӨ
ԱՁՃՆՄԸՃՉՇӨՁԵՈԱՀՇ  ԢԵԳՃՂԴӨՄՆԺՎԵӨՃԶӨՈԸԵӨԲԵՇՈӨ
ՄՃՇՈԵՆӨԱՋԱՆԴӨԺՂӨԶՉՂԴԱՁԵՂՈԱՀӨՆԵՇԵԱՆԳԸ
ઝဿӨഡ೩¢ॺfԎӽ£

෯ຍँᆾǇƮǤƝƌƔཨตೇᇗఔƣৰຉᆾต

႘ମॺवӼӺӻԃႩဗ७Ⴍፍᆪवaᆪवඊॺव࣏ඊ
Ө

ԢՉՆԶԱԳԵӨՈԵՂՇԺՃՂӨՁԵԱՇՉՆԵՁԵՂՈӨՃԶӨՈԸԵӨ
ՁՃՀՈԵՂӨԩՆԞӼ

ԣԸԵӨӻӺՈԸӨԔՂՈԵՆՂԱՈԺՃՂԱՀӨԐՃՆՉՁӨՃՂӨԚԱԷՂԵՈԺԳӨԐՃՆԳԵӨ
ԍՃՂՈՆՃՀӨӲԔԐԚԐԍӼӺӻԃӴӨaԌԵՇՈӨԟՃՇՈԵՆӨԋՋԱՆԴ
ฦӨፖถ¢ॺfԚӻ£

ઝဿӨഡ೩¢ॺfԎӽ£
ԚՉՀՈԺӷՄԸՍՇԺԳՇ ȍǲȕȞǛƠƽǀ ԏՌӷԥԵՇՇԵՀ ዽዩ
ᆾੑ၌ጫशƣෆँӨǗǤᆘዥሓǇዿŹƔँᆾዽዩᆾƣ
ᆾตᅴअ

႘ဒ౦૱बॺवฦ౫ᆪଞ브वaൕ፱ඊ

ԢՈՉԴՍӨՃՂӨԥՃՀՉՁԵӨԡԵԴՉԳՈԺՃՂӨԱՂԴӨԡԵԳՍԳՀԺՂԷӨ
ՃԶӨԍԵՇԺՉՁӨԍՃՂՈԱՁԺՂԱՈԵԴӨԢՃԺՀӨԲՍӨԋԴՊԱՂԳԵԴӨ
ԍՀԱՇՇԺ㉀ԳԱՈԺՃՂӨՋԺՈԸӨԢԵՀԵԳՈԺՃՂӨԟԺՄԵ

ӻԀՈԸӨԔԌԟԢԋӨԔՂՈԵՆՂԱՈԺՃՂԱՀӨԍՃՂԶԵՆԵՂԳԵӨӯӨԏՌԸԺԲԺՈԺՃՂӨ
ԌՉԺՀԴԺՂԷӨԢԺՁՉՀԱՈԺՃՂӨӼӺӻԃaԌԵՇՈӨԟՃՇՈԵՆӨԋՋԱՆԴ
ฃӨƴƟƴ¢ॺfԚӼ£

ࣰဂӨວఀ¢ॺfԚӻ£
དሑဒ౦ཨ౦ज़དƣƂᇲ့ঊዿຎදƣዂআ

¢ቐ፯£a
aॺgॺଞऎfॺᆪ
aȗ|ǡ|ଞgȗ|ǡ|ऎॺଞസ
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ԌīgॺᆪīႩ
ԚӻӲӼӴgშౠৼड࿘ ӻӲӼӴ Ⴉ
ԎӻӲӼӶӽӴgშౠଢ଼ৼड࿘ ӻӲӼӶӽӴ Ⴉ

ԡԵՅՉԺՆԵԴӨԢՄԵԳԺ㉀ԳԱՈԺՃՂӨՃԶӨԡԵՇԺԴԵՂՈԺԱՀӨ
ԏՂԴӷՉՇԵӨԏՂԵՆԷՍӨԎԵՁԱՂԴӨԚՃԴԵՀӨԶՃՆӨ
ԋՄՄՀԺԳԱՈԺՃՂӨՈՃӨԝԱՈԺՃՂԱՀӨԑԒԑӨԚԺՈԺԷԱՈԺՃՂӨ
ԟՃՀԺԳՍӨԚԱԽԺՂԷ

ӼӺӻԃႩဗଔཝॺव་वሾጲaዓ브ඊ

ཕኾӨᎬႱऴ¢ॺfԚӻ£
ԎԵՊԵՀՃՄՁԵՂՈӨՃԶӨԥԺՇՉԱՀԺՎԱՈԺՃՂӨԢՍՇՈԵՁӨԶՃՆӨ
ԢՃՉՂԴӨԏՂՊԺՆՃՂՁԵՂՈӨԢԺՁՉՀԱՈԺՃՂӨՃԶӨԎԺՇԱՇՈԵՆӨ
ԋԴՁԺՂԺՇՈՆԱՈԺՊԵӨԡԱԴԺՃӨԤՇԺՂԷӨԚԺՌԵԴӨԡԵԱՀԺՈՍ

႘ᆾጫॺवॺภዓ브ඊ

൪ᅐӨࡴਏ¢ȗ|ǡ|ଞfԎӽ£
ȉȖǬǿǞᅹȅǪȚǮǳȗ|ǡ|ƣႨ४ైइႨƠƽǀ
ஸǓǸȖǙ|ቹဗǞǍƣภถ

༌ ӻԂ षಗਂฑfಗࣤዿऊƣॺaዓ브ඊ

ӨౠᎤ¢ॺfԚӻ£
ಗਂᇀጱሓƠƽǀऔᄇဃസȇǏȔ|෯ཨƣँ
Ǥǜ|ȖൊੌӨ}ँॺචȔǏȞƭƣ၏ႚ}

༌ ӾӾ षဘኪගሇॺǢȞȈǣǑȋaዓ브ඊ

္Өፁࢍ¢ॺfԚӼ£
ෆພॺǇዿŹƔளຎஓ່ƠſƆǀഞଙഞƠ
Ǝǀৰຉଙ၀

႘ȕǤǚॺवӼӺӻԃႩဗ་वaዓ브ඊ

ဂཨӨየ་¢ॺfԌӾ£
་ఙᆒƠſƆǀདූƁࢂƂƈƎँॺᆾಱጺഞಈƣ
ဘƭƣࢬƝపǕȂǢȒȞᅴअ

ӾՈԸӨԔՂՈԵՆՂԱՈԺՃՂԱՀӨԍՃՂԶԵՆԵՂԳԵӨՃՂӨԍԺՊԺՀӨԱՂԴӨԌՉԺՀԴԺՂԷӨ
ԏՂԷԺՂԵԵՆԺՂԷӨԔՂԶՃՆՁԱՈԺԳՇԔԍԍԌԏԔӨӼӺӻԃ
ԌԵՇՈӨԟԱՄԵՆӨԋՋԱՆԴӨԒՃՂՃՆԱԲՀԵӨԚԵՂՈԺՃՂԵԴ

༌ ӿ षฦேಗตଞवaዓȈǤǪ|브ඊ

ӨౠᎤ¢ॺfԚӻ£
ಗਂᇀጱሓƠƽǀऔᄇဃസȇǏȔ|෯ཨƣँ
Ǥǜ|ȖൊੌӨ}ຍശጫǤǜ|Ȗƣᇀጱඞଉ}

ࡴᄤೂཆሓ႘୯ॺवӨӼӺӻԃႩဗǞǶǖȊǹȖǪ୯ƴƾŹൕ
፱ઞ
ऀඞӨዣ¢ॺfԚӻ£
୯ಓፑƠſƆǀภຎද୯ॺƠৰƚŹƔ૱్፣൞ಀ
ଫሓƣຕഞ

ӼӺӻԃႩဗಬၾৄ੩ॺवඊfᎪᇌඊ

ฬኪӨஂภ¢ॺfԎӼ£
ᇀვ၌ȍǲȖǇዿŹƔǺǑǤǫǤǳཨƣ ԢԥԞԍ Ⴕ
ဗƣ෮్

႘ଔཝॺवઝ౫ᆪဒ౦૱बᆪव௹༌ ӻӺ षǍ|ǻȞǲ
ǡǏȞஙࣆaዓඊമዓ്
፷ኪӨࠩቴශӨౝࣰဂӨວఀ
൚ཕӨƣƞƀஸᅐӨ൜ฦ༾Өዒ
ओਗ਼Өื൪ࣰӨ་¢ॺfԚӻ£
ƽƴƝƂbƙƟƇǀആጜƠඛᎌ
ƝŹŻǄƿǇ

႘ଔཝॺवӨ༌ ӾӼ षගሇfǢǤǱȋfጦዿfਙടǢȞȈǣǑ
ȋaԋԔԕԔԢԋӨԨԞԤԝԑӨԟԡԏԢԏԝԣԋԣԔԞԝӨԋԦԋԡԎዓ
브ඊ
ཕኾӨᎬႱऴ¢ॺfԚӻ£
ந಼ᆋƂ ӽ ଭȍǲȖǇዿŹƔǲǎ|ȂȔ|Ƕ
ȞǛƣƔƶƣȉǤǚबໂಛ၌ภถሓƣଙ၀

ӼӺӻԃႩဗ Ӳ ༌ ӻӼ ष Ӵ ႘ମॺवȀǒȘ|ඊ

ᘇ࣊Өነ¢ॺfԌӾ£
္Өፁࢍ¢ॺfԚӼ£

ԩՆ ෯ຍँᆾƣჅኜƠſƆǀଅ൩ሑࡔᅴअ

ԋԢӷԌԤԔԙԣӨԎԏԣԏԍԣԔԞԝӨԞԐӨԢԣԏԏԙӨԐԡԋԚԏӨ
ԢԣԡԤԍԣԤԡԏӨԤԢԔԝԑӨԎԏԏԟӨԙԏԋԡԝԔԝԑ
ÅૡఐവƤඊ႘ƣവƜƎcඊೄƣॺႩƤඊဴಐƣƷƣƜƎc
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ฌ༉ȕ|ǫ|ƣࡱถ

ǳǏȗธᅏƣǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤඊൕ፱ඊƣඊ

ӼӺӻԃႩӻӻଈӼӽ႘Ơଽࣴ་ॺƜ्௹ƊǁƔǠ
ǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤ෮ුਢवԍԋԢӷԝԵՈӨ

ȗǇ็མƌƔƷƣƜƎc

ԕԋԟԋԝӨӼӺӻԃႩ་वƠſŹƛbǼǵǨǶǮǚ

aǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤ෮ුਢवƤbேၾƠ

খಠवೂbॺภཆ་ఙ་ॺǳǏȗଞवਸƨ

ſƆǀಏ໗ईႷƟৄ੩ვፄೂवƣஓཝƠଝƎǀ

౮็ᆪƣ။Ț|ǚǢȒǮȂƠƽƿธᅏƌƔॺੱ

ƈƝǇኬƝƌbӼӺӻӾႩ
ᇓถӼԀႩӽଈƠᄇ໑ƌ

ࡱ෮ුஓƣǳǏȗธᅏƣಈ፯ƁᅴअƊǁbॺƤ

ƳƌƔcǘȎȞǼǤƣǠǤǱǏǵǾȕǱǎƠვፄƌ

ǘȎȞǼǤƣǠǤǱǏǵǾȕǱǎƠვፄƌƔॺภঊ

Ɣଔཝf็ᅏᆪb
་ॺࢥࢪfདࡰᎌૢᆪ
b
ॺ

၌ᆪƠƛǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤඊ ӼӺӻԃӨ

ภঊ၌ᆪƣĪᆪƠſŹƛbዓǁƔǠǤǱǏǵ

ൕ፱ඊǇඊƌƳƌƔc

ȁȖǘȎȞǼǤஓཝƠǀຎಈ፯ƁᅳൠฑဗƠƽ

aƈƣธᅏƤbॺຕጵԃӺ೮Ⴉf་ఙ॒ே་ॺ

ƘƛପൠƊǁƳƎcௗषƣඊƜƤॺภƣड॒ঊ၌

ຕጵӻӺӺ೮ႩႪಈƣࡴৄƝƌƛbǼǵǨǶǮǚ

ƝŻƳƄᎌૢƌbተ໑ဗƣஸŹ౮็ธᅏƁಲଵƌƔ

খಠवೂƀƾƣƉ৳ᆋƣƷƝ་ఙ་ॺƝǼǵǨǶ

ƈƝƁᅴअƊǁƳƌƔc

ǮǚƜශƌŹǳǏȗƣຕ່ƠྉƵƝ༎ƌƛb
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ॺੱࡱ෮ුஓĹိĨॎƠǼǑǫ|Ȗ|ȋƝǳǏ

ௗଢ଼ƷॺภƝᎌૢƌƔ౮็ธᅏǇ෮ුƌbዻต

ॺภf৫f་ॺƣຕƠƽǀශƌŹƿຎƴ

ǇࡱƵǕ|ȂȞƜǠǤǱǏǵȁȖƟǘȎȞǼǤǇಲ

ƝƌƛӼӺӻԂႩဗƀƾ्ౡƌƔȂȘǣǒǚǳƠƽƿb

ଵƌƛŹƂƳƎc
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ǫǏǻ|ǢǱǎ´ǏȞǚȖ|ǣȒȞ

ౌॺᎌૢƠƽǀตঊ෮ුಈ
a་ఙ་ॺƜƤbƈǁƳƜॺၾᇱࡱࣆƣธᅏƹଞ

ࡱถȂȘǛȔȋ
ࡱཨǘȎȕǍǍǮȂ౫࣍ȂȘ

౫࣍ࡿฑဗǇƤƍƶƝƎǀಈƝऌƣፊጵ౫࣍Ǉ

ǛȔȋƣĩƙǇ्ౡƌƳƌƔc

ුƶbƞƣƽŻƟȔǏȀǤǱ|ǣƠŷƘƛƷࡴƧ

a৫ƣೂࡿƝॺƣॺภƁ၍ƍॺƨƜƎǀ

ƝƿƣஓถࡿƁƒƣ଼ตƝႷǇ་Ơᄇ৸ƜƂ

ƈƝƠƽƿb৫ƠƝƘƛƤตǓȞǣǶǍȕ|ǫ

ǀධৄ੩fଞৄ੩ƚƄƿǇුƶƛƂƳƌƔc

|ƣࡱถƹࡱಋएཨƣೂࡿƣǘȎȕǍถƁƜ

aӼӺӻԀႩဗƀƾᇌᆪऎॺ൶ऎॺਙടఔࡱถᅉᇸ

ƂbॺภƠƝƘƛƤිઝƟȘ|ȖȍǲȖƝไƎǀƈ

ൃಈǫǏǻ|ǢǱǎଞৄ੩ಲଵǏǶǢǍǱǎ

ƝƜ൙ƣǘȎȕǍถǇணŽǀŻŽƜዛࢽƝƟǀ

ȁଛࢂ
ƠৰƚƂbตଞೄƣಏ໗Ɵࡱ

့bຖሑƠƝƘƛፕŹະඔ୲ऐƁৼƜƂƳƎc

ถƝঊ෮ුƠ୶ƆbǫǏǘȞখಠवೂƝᎌૢ

aӼӺӼӺႩဗƀƾƤƊƾƠƣ৫ƠƷඉǇஃ

ƌƛƿຎǈƜƂƳƌƔc

ƇbॺภƝ৫ƣೂࡿƁƝƷƠॺƮǀǇ४ഊƌƛ

aӼӺӻԃႩӻӺଈƀƾƤbตƣǘȎȕǍƹǤǘȖǍ

ŹƂƔŹƝணŽƛŹƳƎc

ǮȂƠ୶Ɔƛ་ॺƝ৫Ɓ၍Ɯಲ౮ƎǀੱࡱȂȘ
ǛȔȋƣ๐પƆƝƌƛbตǓȞǣǶǍȕ|ǫ|

ཌྷ။෮ුǦȞǪ|Ө
ԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸԴԱՂԻՃӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄ
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ǫǏǻ|ǢǱǎ´ǏȞǚȖ|ǣȒȞ

ዻƟఔƣঊǇኬ౪ƌƛ
a་ఙ་ॺƜƤbዻƟఔƁƽƿࡴພঊƎǀƈ

Ƃƌƛb৫ƣཨƜƣ

ƝƣƜƂǀৄ੩ƣಲଵƠ୶ƆƛbॺǇŷƇƛඏƁ

ƿຎƴಈ፯ǇൾऴŹ

ŹೄዿƠƿຎǈƜƂƳƌƔc

ƔƕƂbӿӺƣౄइƁ

aƒƣƿຎƴƣࡴৄƝƌƛbॺၾৄ੩ƣࡥಏfᅖ

ŷƿƳƌƔc

ँǇኬƝƎǀຎදƜŷǀඏƁŹೄዿపǬ|

aௗଢ଼ƤǫǏǻ|Ǣ

ȋƜƤbԀӾӼӺӼӺႩӾଈӻ႘ଵఓƣǤǪǮ

Ǳǎ´ǏȞǚȖ|ǣȒ

ȀƁ२ǘȎȞǼǤƣพຣƹൊຶ့ƣኃƠഌಈƌ

Ȟƣƀƾbࡴ

ǓǞfȗȞǣȎ|ƝŹŻൺƜැƌƳǁƟƁ

ƧƝƿŻ଼ตƣy

ƾb႘yኃƠ፱ǈƜŹƳƎc

ƁbſୗŹƠໞഓƌb

aƳƔbॺၾƠſƆǀඏƁŹೄዿƠƎǀጫशƝ

ႡƶŹbঊƀƌŽǀຎදǇኬ౪ƌbƽƿย

ႡಡǇෆƶbඏƁŹೄዿƣࡴພƣ້ුǇ෨ǀƔ

ƠඏƁŹೄዿƠƿຎǈƜŹƂƳƎc

ƶbቚႩ࣏वǇ्௹ƌƛŹƳƎc
aӼӺӻԃႩӻӼଈӻԁ႘्௹ƣ࣏वƜƤb౧Ɲƌƛ
ዛवೂුǢǤǱȋӨ ༉ᅳ࿙ዂӨ ᎰॺǇſൣ
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ຳኃᆪಈडӨ
ԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄӹԻԱӹԷՉԺԴԵӹԴԺՊԵՆՇԺՈՍӹ

ࡊƜऻƟǘȎȞǼǤƚƄƿ

ࡊࢸภƣƿຎƴ
ƎǀƔƶƣౄணƠƜƂǀƽŻb

ࡊࢸภጫฑ

२๔ᇀኾƣੱධࡿƣƣ
ຳྙ

ƷƝb
ቚႩࡊƣƔƶƣࢂ
ǇᇨആfᄇபƌƛŹƳƎc

ዂࡿव

ിƜƤbಲଫǇபŻੱධ
ࡊࢸภጫᆪ

ࡊࢸภጫ
࡙ࡿव

ಈࡊࢸภ
࡙ࡿव

ຳኃᆪ
ࡊࢸภጫಬ
२๔࡙ࡿव

ࡿfॺภƝƌƛጫशƌƛſƄ
ƮƂࡊጫƠƎǀৰ
ಈஶǇँॺዄᆀ
ภᆾಲଫ့ƣᇀኾᇠƠಲ
ƣಈಈ፯ƷൾऴƌƟƁƾश๊ƌƛŹƳƎcƳƔb
ಲଫଞǇபƎǀƠŷƔƘƛƤbಛිƣࡊ

་ఙ་ॺƣࡊࢸภጫฑƤbࡊࢸภǇ๔

ƣƴƟƾƏbිƣषƿƣৄ੩ƠƷഋᇀვፄƌb

ƠபŻᆪƝƌƛࡊࢸภጫᆪǇຎදƌb࿊

ೂवƠ႞ŷǀப၌ƁਿƶƾǁƳƎcƒƈƜ་ॺ

ৼല౽bಈಐƣࣤbಈගሇƣ೭ആb२ሓ፭

ƠſƆǀ႘yƣଞঊ၌ƀƾ์ŽƏภƍǀಲଫ૩

ࣤኃbƒƌƛࡊࢸภƠƎǀੱࡱǇபƘƛŹ

ࢻ့ƣ৾ᆾƣฝƟശᇀȖ|ȖƠƙŹƛƷbભ

ƳƎc

Ơ๊ነƌƛŹƳƎc

ࡊࢸภጫᆪƤbസ໔Ǝǀੱࡿ့ƣƟঊ
၌ƝbຳኃᆪࡊࢸภጫಬƣಈኃǠȈ|ǳƣƷƝb
ॺၾƣዻyƟസbඡੳƠ႘yࣤƌƛŹƳƎcƳ
Ɣb२ǦȞǪ|ਸƨ๔࡙ࡿवƟƞƝ၍ƜॺၾƜ
ƣࡊࢸภঊ၌ǇபƘƛŹƳƎc

ႩᅮࡊࢸภǱ|ȉ
ࡊƜऻƟǘȎȞǼǤƚƄƿǇାƨƀƆǀbǄ
ƀƿƹƎƄැƌƴƹƎŹ་ఙ་ॺࡊࢸภႩᅮ
ǇஃƄॺၾƜᇻആƌƛŹƳƎcӼӺӻԃႩဗƤଣ

ࡊȉǶȐǍȖ
ॺภ့ƁࡊƝৄ੩ǇඛƠಡƌƟƁƾbಈf
ఆ॔ƣᄇภǇሻƌbࡊƜऻƟಲଫଞǇப

၄ƎƟjaŹƙƷƝŻࣿfනfƠſŹ
ਂǇƙ
Ɔƛ！ষǁƝውཉƁӨಈƣƷƝƣĩఢᆀǇ
࿊ƌb२ஃሇƠঊዿƌƳƌƔc
Ƴ ƔゅӿԢธ ጫbธ ၸbพ ଃbพ ຣb ষ ँ
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ࡊƜऻƟǘȎȞǼǤƚƄƿ

ࡊࢸภƣƿຎƴ
ƜԢՈԱՆՈ
ሻఆfଲఆƭƣƿຎƴƟƞࡊࢸภ

ƶƣ৭ಈࣤ
Ɲ༎ƌƛbॺࡊࢸภጫᆪƣ

ƠƎǀଈƉƝƣǱ|ȉƠ࣎ƘƔȈǤǪ|Ǉఢถ

კဂஂಓൣƭŹੱ೨Ơƽǀ࣏ǇபŹƳƌƔc

ƌbᄇǇபƘƛŹƳƎも

ᆗྫྷव
ࡊࢸภጫᆪƜƤb२౦൯ሻᆪƣǇၜƛb
დຏภゅԋԏԎƣౚŹሑゅӨǜǗƣဴƟƞƣ਼ࣤ
ဴǇၜƎǀƔƶbॺၾƜᆗྫྷवǇቚႩ्
௹ƌƛŹƳƎcӼӺӻԃႩဗƤbĭଈӼӻ႘fӼӾ႘ਸƨ
ԁଈӻ႘fӽ႘fӾ႘fԃ႘Ơbሟཨゅ෫ဂゅቷኜƣ२ǘȎ
ȞǼǤƜಲ౮ƌƳƌƔcࡴǇຮŻ਼ೄǇŻ
ƠƤb਼ೆƁြཧƎǀƳƜƣbƒƣƠ੍Ǆ
ƐƔƠƽǀโƟ਼ࣤဴƁƷഓጅƜŷƿbௗ
ଢ଼ƷवǇ૫໗Ơಲ౮ƌƛŹƄያ࿊ƜƎc

ࡊࢸภ࣏व
ӼӺӻԃႩӻӺଈӼӾ႘ゅ෫ဂǘȎȞǼǤƣઠࡑवƠ
ſŹƛ་ఙ་ॺࡊࢸ生࣏वǇ्௹ƌƳƌƔc
࣏वƤbӻӺଈƣ་ఙ་ॺࡊࢸ生੫ँଈ
ƠǄƐቚႩ्௹ƌƛŹǀƷƣƜƎc
దௗb৫့ƠſŹƛഓ་Ɵಈଉbಈ့Ɓᄇภ
ƌb་ƂƟᅇ॔ƁഞƛƌƳƘƔbƒƣࣤƣฏᅋǇ
ኴǄǁǀƈƝƁŷƿƳƎcƈǁƾƣ৭ಈƁᄇ
ภƌƔƝƂƠbᅇ॔Ǉ൚ƠጌŽǀƔƶƠƤƞƣ
ƽŻƟࣤƁᅢጅƟƣƀǇጫशƌƛſƄƈƝƤ་ᇥ
ഓጅƟƔƶbॺஓถࡿǇඉƠb
ᅇ॔൚ँƣƔ
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ࡊࢸภጫᆪӨ
ԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄӹԻՄӹԶԱԳԺՀԺՈԺԵՇӹ
ԱՂՎԵՂӹԺՂԴԵՌӸԸՈՁՀ

ಲଫಬƣఢৄ੩໐࿊
ँॺᆾಱǇዿŹǀଞƠഌಈƎǀॺภfੱධࡿƣ
ዛ॔ᆾಱƠƽǀଌஅඏ॔bዛዽఒƟƞƠƽǀཨၣ
ǇያሻƎǀƔƶƠbሓጳ᎕။ࡊࢸภሓƠഌƘƛb
ఢৄ੩ƣ໐࿊ǇபƟƘƛŹƳƎc໐࿊ङസƤड़ဴ
ƎǀƛƣଞസƜbƒƣƤႩb࣊ƮӻӶӼԂӾ
ǖസb໐࿊ஶኬዃԀӶӺӺӺƠƷਸƨƳƎc२yƣസ
ƜƿŻँॺᆾಱƁࡣƟǀƔƶbƒƣസƠƌ
Ɣஶኬƣ໐࿊ǇபƟƘƛŹƳƎc໐࿊Ƥ๔Ơ
ƽƿಲ౮Ɗǁb࿊ƶƾǁƔᅴअƠৰƚƂຂམǇƍ
ƛŹƳƎc

ࡊव
२ॺᆪb๔༳ࡔƜƷॺภƣࡊੱࡱƠƿຎǈ
ƜŹƳƎcƔƝŽƥଞƜ৭ᆾǇƽƄౚŻॺᆪ
ँॺ૩ƜƤbॺᆪīႩภƝ་ॺࢇƀƾƤƍƶƛ་ఙ
་ॺƠႚॺƎǀॺภƠƌƛbଞಬვ໔Ơĩ႘
bࡊੱࡱॺƠſƆǀࡊƝ፝ጫƝ༎Ǝǀ
೨ǇபƘƛŹƳƎcƌƟƆǁƥଞಬƜಲଫ
ǇபŻƈƝƁƜƂƳƐǈc೨Ƥb
৭ᆾb
ஸ࠽ǗǤb
ሐಽᆾಱƣƹ৾ሓƟƞᆷƣੱࡿƜ༶ဴƌ
ƛŹƳƎcƝƄƠb൯ሻሓ৭ᆾƠƙŹƛƤb෫ဂ
൯ሻാƣǇƆbᄖ႘ƠǄƔƿಲདોᎉǇƶ
ƔਟǇபƘƛŹƳƎc
ৄ੩ࡊଞጫǦȞǪ|
ԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸԵՄԳӸՃՇԱԽԱӷՉӸԱԳӸԻՄ
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ǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤƣஓཝ
ǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤǕȀǎǤӨ

ৄ੩fǓǸȖǙ|ጫᆪ

ǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤǕȀǎǤৄ੩fǓǸȖǙ|ጫᆪӨᆪྙӨऀဂਦႱ
aǠǤǱǏǵȁȖǘȎȞǼǤǕȀǎǤԍԢԞৄ੩f

ǖǱǟȕ|Īg

ǓǸȖǙ|ጫᆪƤbӼӺӻӻႩƠৄ੩fǓǸȖ

་ਊኟ౮็g॒ᆪ๔ऌƠƽǀǓǸȖǙ|ෑཉ့Ǉ

Ǚ|ጫᆪƝƌƛᄇ໑ƌbӼӺӻԁႩƽƿԍԢԞƣࡴ

ƪƳŽƔ൶ǓǸȖǙ|ूೲfࢥዿूc

ᆪƝƟƿଵఓƠ౼ƘƛŹƳƎc

aᄇ໑ဴഷƤ་ॺƣጅƟଔᆾႏᅪഋိǇඉƝ

a་ఙ་ॺƣ෫ဂǘȎȞǼǤƤ෫ဂ౦ၾƜ་ƣࣽ

ƌƔဃई౽ँǢǤǱȋƠƽǀǓǸȖǙ|൯ᅉƣई

ಬ୲ऐǗǤჍഞಈസƜŷƿbሟཨǘȎȞǼǤƷሟ

౽ँǇ෨ǀƝƝƷƠbǖǱǟȕ|ĪపƝƌƛ७ᆾ

ཨ౦ƣཨƜưƱ၍ዻƟࡔམƚƆƠŷƿƳƎc་ఙᆒ

ጫଞസbॺᆪᆣ໔ᅸࢇbȗ|ǡ|ऎॺଞസǇ

ၾƠſŹƛƷ་ਊኟƟƹඑऀ෯ၗ့ǇࢥࢪƎǀ

ඉƠԏԢԍԞಈල௮ƠƽƿƥǁƔಈೄƠƽ

ಛಓǇൊƆƥ་ੇƣࣽಬ୲ऐǗǤჍഞಈೄƜ

ǀb൶ǓǸȖǙ|୲ऐǇᇱආƌƛƣ౮็ूೲǇಲ

ƎcƒƣƔƶbॺƤಈೄƝƌƛ൶ǓǸȖǙ|ƹ

౮ƌb་ƂƟ൶ǓǸȖǙ|୲ऐǇၜƳƌƔcƳƔဴ

௺ภईႷǓǸȖǙ|ƣƿຎƴƟƞࣽಬ୲ऐǗǤణ

ಐƤဪ႘་ූఆƣྞଢ଼ƜॺƣஓถࡿƣƠƽ

ଲƭƣ་ƣဖƁਿƶƾǁƛŹƳƎc

ǀ้ဃపƁුǈƕƈƝƷŷƿbᄇ໑ƣӼӺӻӺႩ

aৄ੩fǓǸȖǙ|ጫᆪᄇ໑ƣႩဗƠƤೄ

ƀƾӼӺӻӿႩƳƜƣĬႩƜ൞ኜูŷƔƿӼӻӮƣ་

ƠƽƿǘȎȞǼǤ࿃༼ຍँ෮ුଞवǇ्௹ƌb

ľŁӹӇ

๑ľŁ

ӼӸԃӺ

ӼӶԁӺӺ

၍ᆪƣঊ၌ሑƝƌƛ౮็ǇĪƙƣતᇀƠᇀ፬ƌ
ӼӶӿӺӺ

ƛƒǁƓǁƠƌƔపǇಲ౮ƎǀƈƝǇ૱बƌƳ
ƌƔc

ӼӸԁӺ

ӼӸԀԀӨ

་ఙ་ॺཨৼኬᅮཏ
ӼӺӻӺႩဗᄾӻӺ²ଲ

ӼӸӿӽӨ

ӼӸӽԁӨ
ӼӸӽӺ

ӼӸӼԃӨ

ǖǱǟȕ|Ĩg
ӼӶӻӺӺ

ӼӸӻԂӨ

ǖǱǟȕ|ĩg

ӼӸӻӽӨ
ӼӸӺԃӨ

ᇌऎ૩fಈኃ૩Ɵƞgଔཝfྔf൴ነfப၌
့ഌƣ൶ǓǸȖǙ|పǇ੫ँc

ӼӸӿӺ

ӼӸӽԃӨ

ӼӶӽӺӺ

ӼӸӺԃӨ

ӼӸӻӺ
ӼӸӺԀӨ

ӻӶԃӺӺ

ӻӸԃӻӨ
ӻӸԃӺ

ӻӶԁӺӺ
ӻӸԁӺ

ጫ૩ಲଫଞ౮็g२๔ፚࡰƠၟዛƣ൶ǓǸ
ȖǙ|పƁුƵǢǤǱȋfฑဗƚƄƿc

ӻӸӿӺ

ӻӶӿӺӺ

ࡴǓǸȖǙ|൯ᅉፘľŁ
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ࡴǓǸȖǙ|൯ᅉፘମ༳ࡔӲԑԕӹӇӴ

ᆳƟ൶ǓǸȖǙ|ƠถୱƌƛŹƳƎcӼӺӻԀႩƠƤ

Ơƽǀ൶ǓǸȚ|ǘȞǛƭƣౄबbᇌᆪऎॺ

ƈǁƾƣถऐƝᆪƣᄇ໑ࡒƠಲ౮ƌƔ་ఙ་ॺव

൶ǇƤƍƶ२Ɓ௹Ǝǀ൶ǓǸȖǙ|व

ƣ๐ුƟ൶ǓǸȖǙ|ूೲಈ့Ơƽƿb་ਊ

ƭƣഞbேၾ॒ƣ་ॺƝƣǘȎȞǼǤ൶ǓǸȖǙ

ኟேጵ་ॺƜƤƤƍƶƛ൶ǓǸ་ඊӨಃଳǓǸȖ

|ǇǱ|ȉƠƌƔ୪ጺಈ့Ǉྫྷƍƛถऐƣॺ॒ƭ

Ǚ|ྙඊǇඊƌƳƌƔc

ƣᆗਸƠဖƶƛŹƳƎc

aƒƣଢ଼ƤǖǱǟȕ|ĩǇඉƝƌƔಲଫ౮็ƣ൶

aேƜƤདࣽཊँప૱बƠƽƿbࣽಬ୲ऐǗǤ

ǓǸȖǙ|ƣࢂƂƣఢถbဃई౽ँǢǤǱȋǇ

ƣ Ⴭ ഞ ፘǇӼӺӽӺႩ Ƴ ƜƠӼӺӻӽႩᄾӼԀӮ་ ॺ Ǉ

ጦዿƌƔ་ॺǘȎȞǼǤƣǓǸȖǙ|൯ᅉಲƣᇀ

ƵኃᆪƜƤӾӺӮbӼӺӿӺႩƳƜƠԂӺ²ణଲ

ืƝෑཉǢǤǱȋƣ࿓b෨ി့Ɯƣ൶ǓǸǬȐ

ƎǀƈƝǇኬᅮƝƌbஏƠௗฌਈଢ଼ᄖƣƜƂǀƕƆ

|ǶȞǛ့Ǉಲ౮ƌbӼӺӻԃႩƠƤӼӺӻӺႩƠᄾƮƛ

ວŹಐৼƠƤࣽಬ୲ऐǗǤƣฝታƣჍഞፘǇǧȘƝ

൞ኜูŷƔƿǓǸȖǙ|൯ᅉፘӼԂӮణଲǇ༥ถƌb

Ǝǀ༨༼ຍೂवǇಲଵƎǀƈƝǇૡƇƛŹƳƎc

ӼӺӻӺႩƠૡƇƔӼӺӼӺႩƳƜƠӻӺ²ణଲƣኬᅮǇ

ॺƤǘȎȞǼǤǇภƂƔಲଫಬƝƌƛঊዿƌb

་ᆳƠྖथƌƛ༥ถƌƛŹƳƎcƳƔᇓபƌƛb

༨༼ຍೂवƣಲଵƠଝƎǀఔƣࡱถƹଞƣ

ॺᆪᆣ໔ᅸࢇ௺्ᄇಈƟƞॺၾƣශཝfूཝಈ
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ƣ൶ǓǸȖǙ|ኜƜƣೲbශቷኜǘȎȞǼǤ्ᄇ

၌Ǉௗଢ଼ƷಲƌƛౄƿƳƎc

ಈƠſƆǀ൶ǓǸȖǙ|fǤȉ|ǳँƣƿຎƴ
့ǇුƶƛŹƳƎcӼӺӼӺႩƀƾƤb་ॺǘȎȞǼ
Ǥƣྔf൴ነ็ᅏƣࡴƟȉǸǣȌȞǳƝ
ฑǇኬ౪ƌƛbॺƣ็ᅏྔ௮Ɲྔ็ᅏƣആཨ
ฑƣಲଫƠཧƌƛŹƳƎc
aǓǸȖǙ|൯ᅉƣణଲƠǀঊ၌ࡒ॒ƠƷbᎌ
ƌƔଞᎪᇌƣ브bǘȎȞǼǤƣ൶ǓǸȖǙ|Ơ
Ǝǀශႚภ୶Ɔਟƣ्bॺภৄ੩Ǡ|ǚȖƝ
ƣଣ୪হवಲ౮b෫ဂ౦Ɓ௹Ǝǀ౦ၾ་ॺfଞ
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aƔƖƤ๑ጃ་ॺƣৄ੩ȉǸǣȌȞǳǢǤǱȋƣ

ตƜƤb་ఙ་ॺƣ๐ුตƠƙŹƛཐǀƈƝƁƜ

ࢥዿƠૢǄƿb་ॺƣǠǤǱǵǾȕǱǎȗȈ|ǳƷ

ƂƳƌƔc་ఙ་ॺೂवǨȕȐ|ǢȒȞǏǶǢǍǱ

ᇨആƌƛŹƳƎcƒƣ૪ଫǇ၃ƳŽb༌ూೄଣǇ
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ഠƮƊƐƛŹƔƕƂƳƎc

ŽƛbӼӺӿӺႩƠŷǀƮƂೂवໂǇૡƇƛb་ॺၾ

aઝႩbৄ੩f૪అfೂवƣƙƟƁƿƁഓጅ౽Ɗǁb

॒ƭƣ။ƂƀƆǇபŻౣฒƁ་ᇥຍบƾƌŹƝশƍ

་ॺƷৄ੩ᆟझƣ࿃ଲƠƝƞƳƾƟŹၾዴǇ୰ᅳƎ

ƳƌƔՄՄӸӼӽӷӼӾ
cƳƔbǪȞǡǶǍƠƛॺภ

ǀƈƝƁਿƶƾǁƛŹƳƎcሇெിƜƷ༌ҦᆪƤ
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ƌƔՄՄӸӽӻӷӽӼ
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ƠၥƴƹƎƄশƍƳƌƔcƳƔbԢԎԑՇǍǏǞȞƁ

aሇெിƤৄ੩ሇெിƜƤƟƄǠǤǱǵǾ

२ȅ|ǣƠམƀǁb་ఙ་ॺƁԢԎԑՇǇ੫Ƅಡƌ

ȕǱǎȗȈ|ǳƝŹŻൺƣሑƁƌƛŹǀƽŻ

ƛŹǀƈƝƁǄƿƳƌƔcथႩဗƝᄾॵƌƛbႏ

ƠশƍƳƌƔcƳƔbၥƴƹƎƊƝŹŻƜbƎƮ

ᆪஓถƠƌƔƿbሳ၈Ơஓถƣ๊ነȅ|ǣǇ็ƆƔ

ƛƣ಼ƠǘȎȂǢȒȞǇƙƆƔƿbԤԡԙƠƤԠԡ

ƿƝbශƌŹಀƴǇƊǁƛŹƳƎc

Ǟ|ǴǇૡఐƌƔƿƎǀƈƝƷƜƂǀƝ౩ŹƳƎc

aƈƣሇெിƠƽƘƛb་ఙ་ॺƁ་ᆳƟ൶ǓǸȖ

Ɵſb๑ጃ་ॺƣȗȈ|ǳƜƤॺඏ॔ƹනॲඏ॔

Ǚ|Ǉ༥ถƊǁƛŹǀƈƝǇཐƿƳƌƔՄՄӸӿӽӷ

ƁŷǀƠƷၥƴƹƎŹƽŻƠǍǚǦǢǾȕǱǎǬ

ӿӾcဪ႘་ූఆଢ଼bӼӺӻӺႩƀƾӼӺӻӿႩƳƜƠ

ǒǮǚǇƆb
ԤԎȀǔȞǳǇౚዿƌƛŹƳƎcƳƔb

ԏԢԍԞಈƟƞƜ൞ኜูဴƔƿӼӻ²ƣ൶ǓǸǇ༥

ሇெിƤৰƠదႩဗƣಈஶǇሇெƎǀƷƣƜƎ

ถƌƔଢ଼b་ƂƟȕǻǑȞǴǇƈƊƏ൶ǓǸಲ

ƁbǘȎȞǼǤၾƜƣශǞȘǵǑǏȖǤশ൵

ǇูƴഓƢƛŹƳƎcӼӺӼӺႩƀƾƤǘȎȞǼǤ

పƣƽŻƟƣஸŹಈஶƤૡఐƌƛƷፕŹƝ౩Ź

ƣྔf൴ነƣࡴฑǇኬ౪ƌƔಲଫƷුƶ

ƳƌƔc

ƛŹƳƎcௗଢ଼Ʒ་ॺƠſƆǀ൶ǓǸȖǙ|ƣ๐ු

aଢ଼ƠƟƿƳƌƔƁbሇெിƁஃƄၥƳǁǀƈ

ȍǲȖƝƌƛᄇǇৼƌƛſƿƳƎc

ƝƠƽƿb་ॺƣትƁƄƣƠǄǀƈƝǇ

aƳƔb༌ҧᆪƣ་ఙ་ॺƣೂवଝƝಏ໗ईႷ

ৼƌbଅƨƣସጃƝƊƐƛŹƔƕƂƳƎc
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環境省「環境報告書ガイドライン (2018年版 )」対照表

項目
1

2

経営責任者のコミットメント

ガバナンス

掲載頁

ー

P01

事業者のガバナンス体制

P07

重要な環境課題の管理責任者

ー

重要な環境課題の管理における執行組織の役割

ー

ステークホルダーへの対応方針
3

P07

ステークホルダーエンゲージメントの状況
実施したステークホルダーエンゲージメントの概要

P23-44

リスクの特定、評価及び対応方法
4

P14-16,20,52

リスクマネジメント
上記の方法の全学的なリスクマネジメントにおける位置付け

5

6

7

8

ビジネスモデル

バリューチェーンマネジメント

長期ビジョン

戦略

事業者のビジネスモデル

ー

バリューチェーンの概要

ー

グリーン調達の方針、目標・実績

P20

環境配慮製品・サービスの状況

ー

長期ビジョン

ー

長期ビジョンの設定期間

ー

その期間を選択した理由

ー

持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略
事業者が重要な環境課題を特定した際の手順
特定した重要な環境課題のリスト

9

P07

P53-54
ー
P08

重要な環境課題の特定方法
特定した環境課題を重要であると判断した理由

ー

重要な環境課題のバウンダリー

ー

取組方針・行動計画
実績評価指標による取組目標と取組実績

P07-08

P08

実績評価指標の算定方法

ー

実績評価指標の集計範囲

P03

10 事業者の重要な環境課題

リスク・機会による財務的影響額と算定方法

ー

報告事項に独立した第三者による保証報告書

ー
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ƹƎƄǄƀƿƹƎŹஓถƝᅳଵƝƎǀƈƝǇྫྷ

}}ƈƣƧƝƙƣኴŹƀƾௗႩƣৄ੩ሇெിƣฑఢ

ႡಡƝƌƛbಈǇആƶbஓถǇᎉƿb
ৄ੩ሇெി

ƤౡƳƿƳƌƔc

ӼӺӼӺӨƣরถƠŹƔƿƳƌƔc

aব၈ƣৄ੩ሇெി ӼӺӼӺƣஓถƠƙŹƛƠŷ

aǕȋǶǻǤƣƽŻƟஓถඑb৳ƐആƶশƤŹƟƶ

ǀƽŻƠb་ॺƠſŹƛƷੱࡱଞঊ၌ƠᄔŻೂव

ƳƐǈƁb་ఙ་ॺƝŹŻbƧƝƙƣဒ౦ƠƷᅚƎ

႞ƭƣࣤƁኴǄǁǀᆭྌƣƟƀbƈƈႩb

ǀਊኟƣǘȎȞǼǤƜbƊƳƋƳƟຎදƁƁbੱࡱ

ॺƜƤৄ੩ሇெിƣŷƿሑǇኟఫƌƛƂƳƌƔc

ଞǇྫྷƌƛೂवଝƝಏ໗ईႷตƭ୶Ɔƛƿຎ

aৄ੩ሇெിƁඉƝƎǀb་ఙ་ॺƠƝƘƛƣǤ

ǈƜŹǀƝŹŻଵඡǇጴྞƠſŽƎǀƈƝƁƜƂ

Ǳ|ǚȆȖǫ|ጦ॔ೄƝƤƕǁǇ౪Ǝƣƀi

ƔƣƜƤƟŹƀƝಛᆟƌƛſƿƳƎc

ƎƟǄƖbƈƣৄ੩ሇெിƤƕǁƠၥǈƜƷƾŹbः

aශǞȘǵǑǏȖǤশ൵Ơǀગ਼ಈ๓ସƠ

ǇƞƣƽŻƠŽǀƣƀiaᇨആǬ|ȋǇཨƠਢ

ƽƿbॺƣঊ၌Ʒ་ƂƄฑǇƆǀƟƀb፯Ⴉࡒ

ᎪǇഓƢƔଅऐb
ॺၾೄƤƷƝƽƿbདࡰೂव

එƠႍƟඡੳƜƣఢƝƟƿƳƌƔƁbƫƍப

ƣƴƟƊƳbॺƣঊ၌Ơƣŷǀ৫ƣሑyƟ

ƜƂƳƌƔƈƝbᅤfᇨആǇƤƍƶbሇெിƣฑ

ƞb་ఙ་ॺƠǄƿb་ఙ་ॺƠታƣŷǀƎƮƛ

ఢƠƉŹƔƕŹƔƴƟƊƳƭ୴Ƅ፵ƌඑƇ

ƣሑǇၥೄƝƌƛມ࿊ƎǀƈƝ
ॺƣৄ੩ვፄf

ƳƎc

ೂवଝfಏ໗ईႷตƭƣঊ၌ƠƙŹƛbǇƷ

aଢ଼ƳƜſၥƴŹƔƕƂƳƌƛbŷƿƁƝŻƉƋ

ƘƛၥǈƜŹƔƕƆǀƽŻƟၾዴǇƫƈƝ
ၥƴ

ŹƳƌƔc
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大阪大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

