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すでに1℃を超えて加速する世界平均気温の上昇

2016年は
1.1℃に上昇



パリ協定とは
• 2015年に採択され2016年11月発効

• 今世紀末までの気温上昇を2℃未満に
抑制する目的。1.5℃までに抑える努
力

• 今世紀後半に脱化石燃料を目指す
（森林などの吸収量と均衡を図る）

• 世界のほとんどの国が国別貢献案
(INDC)を提出した

• すべての国別貢献を合わせても今世
紀末までに3℃以上の気温上昇

• 各国行動計画の達成は義務ではない

国別貢献（NDC)
2020～2025/2030年までの国別行動計画

GHG排出削減目標（すべての国）
気候変動への影響予防策（適応）（137カ国）
気候災害の損失や被害（57カ国）

• 世界の総GHG排出量は2030年ま
で増加し続ける見通し

FCCC/CP/2016/2 



パリ協定運用ルールブックに2018年までに合意
• 国別貢献の主な仕様の統一（期間、計量方法など）

• 先進国と途上国の国別進捗状況報告

• 先進国の途上国への気候変動関連の資金・技術支援の報告
（資金の定義やカウント方法）

• ５年毎の世界全体での実施状況の評価の仕方

• 国際排出量取引の運用則、取引排出量のカウント

など



パリ協定：グルーバルな汚染量の取引市場
協定6条で複数国が独自に設ける国際炭素取引制度や国連下での炭素市場メカニズムで国
別貢献を達成できる仕組みが導入された。2020年以降グローバルな新たな貿易市場が出
現する

産業界の強力なロビー活動で排出枠縮小が進まない

排出量割り当てを理由に他の炭素税・補助金導入を抑える

海外から低費用で排出枠を購入し排出を続けることができる

市場価格の上下が大きく長期的な計画を立てにくい

排出量が市場動向に左右され、事実上目標設定は政府から大口排出産業や取引産業の手に

森林や農地を使った排出量の相殺（オフセット）でとりわけ途上国での土地収奪の拡大や
食糧安全保障に障害となる

failing to deliver, 2010 FoE Europeほか 



マラケシCOP22からボンCOP23へ
マラケシュ会議
パリ協定を採択したCOP21後の最初のCOP
協定発効を受け最初の協定締約国会合を京都議
定書、国連気候条約の締約国会合と同時開催。
パリ協定ルールブックの国際交渉が行わた。
COP23で継続、2018年に交渉を完了する

• パリ協定は2020年からの実施なのに対し、
2020年前までの行動強化がテーマだった

• 先進国の2020年削減目標の見直し

• 途上国への資金技術支援（適応）

• 途上国で拡大する損失と被害のためのワル
シャワ国際メカニズムのレビュー

• 2018年COP24で行われる世界の排出量削
減状況の評価（促進的対話）の準備

• アフリカ支援

ボン会議2017年11月
パリ協定のルールブック交渉では翌年合意
のための最初のたたき台合意が目標

• 2020年までの国際行動強化では、翌年の
促進的対話の手続き、途上国への技術・資
金支援の強化、とりわけ適応事業への支援
が議論されるのは前回と同じ

• 南太平洋のフィジーが小島嶼国として初め
て議長を務めるため、ハリケーンなどの被
害の拡大が改めて取り上げられる

• 国際交渉を前進させ、米トランプ政権に対
し世界の政府・市民が一致して気候変動対
策を進める意思を示すことが重要なテーマ
となる



★気温目標に残された時間
～「1.5℃の10年」
5割の確率で1.5℃に留まるには
10年以下
このため2020年を待たず

各国の排出量削減目標の強化
途上国への削減や被害対策支援の
強化
が必須
途上国の削減計画実施能力には大
きな不安が。実施が不十分だと
3~4℃以上の気温上昇のリスク



日本の途上国への気候支援は先進国で最大
Oxfam「Climate Finance Shadow Report」2016 

贈与相当
分換算

拠出絶対額



1000億ドルへのロードマップ（COP22での中間報告）
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COP16で先進国は2020年までに既存の開発支援に追加的に気候支援を年間1000
億ドルに引き上げることに合意した

民間資金は多様な条件や
市場動向に左右され途上
国政府の長期計画づくり

を困難に



日本の気候支援（JICA)

既存の開発支援と気候
支援の区分は曖昧で、
転用のリスクがある



The Sky’s Limit 化石燃料はもう燃やせない

Oil Change International “The Sky’s Limit”より



問題の本質～巨額の化石燃料技術への投融資からの投資撤退を

現在の民間を含めた世界の気候対策
関連投融資は年間7140億ドル

化石燃料関連エネルギーへの投融資
は年間1兆6千億ドル

自然災害による世界の経済的損失は
年間1810億ドル

2070年に気候変動リスクに晒され
る見込みの固定資産額35兆ドル

パリ協定下のエネルギー部門の緩和
対策に必要な費用は年1兆1千億ドル

UNFCCC気候資金隔年評価2016より



＜1℃未満の気温上昇でも＞　国別の被害の例

モザンビークの国別貢献案
(INDC)では、2000-2015
年間に洪水で46百万人が
影響を受け、死者1204
名、１00万家屋以上が損
害を受け、119の架橋、
15千キロにわたる道路が
損傷を受けたとしている。
被害総額は3億4戦万ドル

バングラディシュ共和国	  INDCより抜粋仮訳
2007年の32千平方キロが洪水になり85千件以上の家屋瓦解、100万家屋が損傷、12百万エーカーの作物が損害を受
け、死者649人、被害総額は10億ドルを超えた。気候変動は同国の経済成長に著しい影響を与えるだろう。
気候変動への強靭性と災害への脆弱性への対策に政府は100億ドルを投入し、防災、シェルター建設などに充てて
いる。

政府は予算から気候変動信託基金と海外からの支援による気候変動強靭化基金を設け、国家適応行動計画、気候変
動行動計画を策定した。信託基金から2015年までに236のコミュニティレベルのプロジェクトに4億ドル相当を拠
出。これら開発プロジェクトに国家予算の32％を充てている。

世銀の推計では2050年までにサイクロン対策だけで55億ドル、毎年の対策費に1億ドル以上必要となると予測されて
いる。2015-‐2030年間で400億ドルが気候変動の影響対策に必要となる



＜1℃未満の気温上昇でも＞
年百万人単位の人口移動が
すでにアジアで発生中

国連難民高等弁務官事
務所によれば、2008年
以降年間2640万人が新
たに家屋土地を失い移
動を余儀なくされてい
る。70年代から倍増

今後５０年で世界で２
億５千万人から１０億
人が住居を失う、また
は移住を余儀なくされ
るとしている 

IDMC 2013



今後予想される気候変動の影響による損失と被害

2030年までに農村
部を中心に気候変
動で貧困化する人
口を3500万～1億
2200万人と予測 
(世界農業機関2016)



気候変動と移民（climate change induced migration)
2014年までの6年間で１億4千万人以上が気候変動
と関係した災害により移動を余儀なくされている
(Climate refugees: human insecurity in a warming world, Steve Trent, 
Environmental Justice Foundation, 2015)

人口移動(human mobility) には３ケースがある　
1)（主に強いられた）移住、2) 自主的な決断による
移民、3) 計画移転　(Cancún Climate Change Adaptation 
Framework). (Platform on Disaster Displacement leaflet)

難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定
の社会的集団の構成員であることまたは政
治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあ
るという十分に理由のある恐怖を有するた
めに、国籍国の外にいる者で.....（中略）....
当該常居所を有していた国に帰ることができ
ない者またはそのような恐怖を有するため
に当該常居所を有していた国に帰ることを望
まない者」（難民の地位に関する1951年の条約
及び難民の地位に関する1967年の議定書） 

環境移民、環境難民、気候移民、気候難民

これらの用語は広く使われているが、多くの
人口移動専門家はこれらの表現を避ける。
例えば Platform on Disaster 
Displacement では、気候難民はしばしば
マスコミで干ばつ、海面上昇、竜巻など異
常気象で移住した人間を指す。この概念は国
際法上存在せず、PDDが承認する者でもな
い、としている

以下の国際イニシアチブが、国際移住機関IOM, 国連難民高等弁
務官事務所、国連人道問題調整事務所OCHA、世界移民グルー
プ、移民と開発世界フォーラムなと協力して実施されている

• Nansenイニシアチブ 114カ国が承認、ノルーウェーとスイ
ス主催

• Platform for Disaster Displacement ドイツ・バングラ
デシュ政府がホスト, Nansenの2016年以降の後継

• 仙台防災枠組2015-2030
• 国連気候変動枠組条約・損失被害ワルシャワ国際メカニズ
ム・人口移動タスクフォース

• SDGs 国連持続可能な開発目標 パラ14、移民難民の権利と
人道的扱い



気候脆弱性リスク(Climate Fragility)
気候変動は様々な経路を通じて人間の安全保
障にリスクをもたらす。例えば、天然資源へ
のアクセ スを困難にし、生計手段を脅かし、
文化や民族の特徴を衰えさせ、移住を増長さ
せる 

脆弱な国や紛争の影響国は、開発 に関連する
様々なリスクに対応する能力とガバナンスが
限られているため、気候変動の影響に特に脆
弱である 

例えば、途上国では、水利施設が十分に整備
されておらず、多くの人々が天水農業を営んで
生活 している。天水農業は気候変動に影響さ
れやすく、食料不安を増大させ、生計手段を
失わせる。さ らに気候変動により、南アジア
や東南アジアで大河川の洪水が増加し、中東
の紛争の影響国では 河川から利用できる水量
が減少する、と予測されている。 このような
問題が人間の安全保障に与える影響は大きい

「日本の開発援助における気候脆弱性リスク」
　石渡幹夫, 国際協力機構JICA, 2017

気候変動は時代が変わるような人道的危機と成り得
る。食糧不足、水の確保が困難になっており、また
異常気象により、世界中で大勢の人々の移住が見ら
れており、これが新しい現実となりつつある。

気候変動の影響は中東やアフリカといった欧州の間
の前の世界の不安定化を促進する加速剤ともなって
おり、気候変動はアラブの春、シリア紛争やサヘル
のテログループBoko Haramの台頭と直接に関係し
ている

Stephen Cheney准将, 米国国務省外交政策理事会、the American 

Security Project社長, 2016年12月1日英ガーディアンより仮訳

政府は海外の被害
が日本経済や安全保障
に与える影響を今だに
評価していない！

旱魃による食料価格高沸（黒）
アラブの春・暴動件数（赤）

The Center for Climate & Security, USA 



ありがとうございました
Thank you

FoE Japan 小野寺ゆうり
yurio@iea.att.ne.jp


