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FoEJapanのインドネシア
での気候変動適応支援事業
FoE Japanは中部ジャワ・サマラン市（人口250万人）周辺で2008年から、現地のコミュニティー
や住民組織、自治体と協力してコミュニティーが主導する気候変動の影響に適応するための支援事業
を実施しています

• インドロキロ村
• 降水パターンが変わり、干ばつや土砂崩れを起こす集中豪雨による洪水が頻発するようになっ
た
• これまでの単一種プランテーションからコミュニティーが運営するアグロフォレストリーへ以
降するイニシアチブ

• タパック村
• 産業化と気候変動により沿岸部の海面水位が上昇中
• マングローブを養殖池と海岸の間に植林し侵食を抑える活動を支援

• プカロンガン市
• 2006年ごろより海水の侵食が急速に拡大し現在までに1-1.5mの深さの海水に覆われ、
100haの肥沃な稲作農地やジャスミン畠を放棄 (インドネシア全土の平均海面上昇は年間4 
cm) 。これにより生計手段の喪失、居住環境の悪化や疾病の蔓延などをもたらしている
• 当初のマングローブ植林による海面侵食抑止ではこのレベルの影響には適応できず、住民は故
郷に住み続けたい願いが強いが、方策は見つかっていない
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People’s Test 2015 
パリ合意に求めた「民衆によるテスト」

•持続可能なエネルギー改革を実現する。早急かつ緊急に
大胆な排出削減を実現し、またそのために必要な支援が
なされる

•食料と水への権利を守る

•気候変動への影響を受ける人々へ必要かつ十分な支援を
となる

•抜本的な改革をもたらす

• http://peoplestestonclimate.org
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パリ協定
歴史的な外交上の成果だが............

• 公平な責任と能力に基づくものでなく、先進国が大量排出を続けられる仕組み ー 予
想される気温上昇は3̊C以上

• 1.5̊C 抑える努力をする合意だが、どうやってそれを達成するのかの道筋は不明

• 脱化石燃料加速のシグナルになる。同時に排出量を農地や森林をつかった吸収量で相
殺するとの目標は、途上国の人々の食料や土地への権利を脅かすことになる

• 国際炭素取引制度を各国が自由に創設・運用できることを通じて先進国の大量排出削
減のかなりの部分を途上国が肩代わり

• 途上国での気候変動への被害への対策やエネルギー改革を先進国がしっかり支援する
ものとはなっていない

• 合意目標達成と各国の約束の実施を担保する仕組みはなく、定期報告と全体評価のみ

.......それと各国の行動計画には様々な問題ある（誤った）解決策が盛り込まれている

実施
の過程で検証されねばなら

ないことは多い
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世界の科学者の予想を上回る気温上昇
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2016年１月からは毎月記録を更新。NASAや世界気象機関から排出量削減の早急な前倒しを求める声明を発表
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アジアでの気候変動による典型的な影響
• 長期的緩やかに発生する現象(SOE) - 海面と気温の上昇：
　家屋土地の喪失、食料生産、生態系の喪失

• 熱波の増大、熱中症死の増加

• 長期化広域化する森林火災

• 食料安全保障 

• 安全な水の供給 - 河川流域での利水権の競合・衝突

• 感染症の広域化長期化 (蚊によって媒介される疾病等) 
   衛生状況の悪化と医療費の増大

• 気象事象による異常気象・災害（台風、洪水、干ばつなど）
   人命損失、被害および再建にかかる費用

➡ 土地、コミュニティー、伝統文化、国を失う
➡ 貧困と移民（毎年百万人規模での気候変動の影響を受けた人口移動が
すでに発生している）
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アジアの異常気象事象への脆弱性
アジアは気候変動に脆弱な最大の人口を抱える大陸

maplecroft climate change vulnerability index
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食料安全保障 - 食料と水への権利を脅かす

国際稲研究所によ
れば気温が1̊C上
昇するごとにアジ
アでの稲作の収穫
量は20%低下す
る

開花期に35̊Cを
超える気温に１時
間以上曝されると
稲は不稔となり結
実しない

Sources: Met office, FAO. Graphic: Giulio Frigieri
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アジアでの気象災害による人命の損失
世界人口の６割が住むアジア、世界の26大都市の17はアジアにある。
2001-2010年の10年間で22億人が気象災害で命を落とし若しくは影響を受け
ている

THE U.S. ASIA-PACIFIC REBALANCE, NATIONAL SECURITY AND CLIMATE CHANGE   24The Center for Climate and Security
www.climateandsecurity.org

Climate-Related Disasters in Asia
Climate-related hazards – such as floods, wildfires, storms, droughts, and hurricanes – endanger 
the lives of millions around the world. In some situations, resilient communities and capable 
governments are able to prevent exposure to a natural hazard from becoming a disaster, a situation 
where large impacts on the local population occur. However, in other instances, an absence of 
investments in risk reduction and preparedness make communities vulnerable to large-scale loss 
of life, humanitarian emergencies from the dislocation of local populations, and emergent food 
insecurity and disease risks. In such situations, civilian agencies are often overwhelmed. 

Asia is particularly vulnerable to the effects of disasters because of its high population and the 
concentration of large numbers in mega-cities, defined as cities with a population in excess of 
ten million people. Sixty percent of the world’s population lives in Asia. By one count, as many 
as 17 of 26 megacities are located in Asia.5 As a consequence, of the 2.22 billion people killed and 
affected by climate-related disasters worldwide from 2001 to 2010,6 89% were located in Southeast, 
Southern and Eastern Asia (see Figure 1).7These numbers are estimates derived from the EM-
DAT International Disaster Database, the main dataset that compiles information and statistics on 
disasters.

Source: CRED, “EM-DAT.”

Figure 1. Reported number of victims of climate-related disasters by region

CRED, “EM-DAT.” 
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climate disasters
過半数の経済
的損失は先進
国で発生して
いる

人命喪失の
3/4 は低所得
もしくは低中
所得国が被っ
ている

気象災害の世界的勃発
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2013年のアジアの自然災害により避難・移住を余儀なくされた人口

2013年のアジアの自然災害で千九百万が避難・移住を余儀なくされている（地震等気象
外災害を含む）

IMDC

26 Internal Displacement Monitoring Centre | September 2014

than its proportion of the world’s population (15 per cent)  
because, compared to other regions, a smaller share of 
Africa’s population is exposed to intense hazards that 
drive the global figures (see figure 3.2). 

Exposure to hazards that trigger displacement is expect-
ed to increase faster in Africa than in other regions in 
the coming years and decades. Its population is growing 
more quickly and is predicted to double between 2015 and 
2050, while Asia’s is predicted to level off and begin to 
fall in the next few decades (see figure 3.3). This makes 
it all the more important for the region’s governments 

and their partners to reduce people’s vulnerability and 
improve their resilience to natural hazards.2 

The Americas had an unusually quiet hurricane season in 
2013 and the region did not experience any major geophysi-
cal disasters either. Almost 900,000 people were displaced, 
accounting for only 4.1 per cent of global total (see figure 
3.1a). In the six-year period, 16.6m people displaced in the 
region accounted for 10.1 per cent of the global total. These 
figures are the consequence of a small number of major 
disasters and the relatively low vulnerability of the popula-
tion to hazards. These largest disasters included hurricane 

Figure 3.1 Global displacement by region, 2013 and 2008 - 2013
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Figure 3.1 Global displacement by region, 2013 and 2008 - 2013
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アジアでの気象災害
2013年気象災害（嵐、洪水、熱波等）によって被害を受けた国のトップ１０
のうち、６カ国はアジアである

The Global Climate Risk Index 2015, Germanwatch
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年百万人単位の
人口移動がすで
にアジアで発生
している
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
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気候変動は根本的に基本的人権の問題
アジアの何百万人の人々、とりわけ経済的社会的文化的に脆弱な層
がすでに生計手段を失い、農地や森林を追われ、家屋、食料や安全
な水を得られなくなり、命を落とすことも多い 

UNHCR は今後５０年で世界で２億５千万人から１０億人が住居
を失う、移住を余儀なくされるとしている 

気候変動により影響を受けた災害や被害を被るすべての人間・コ
ミュニティー、特に家や土地を捨てることを強いられた人々の人間
の尊厳とあらゆる形での基本的人権が尊重されなければならない

これには大量の汚染（排出）を続けることで気候変動を引き起こし
ている側の道義的法的な責任を果たすことを伴う
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Thank you
ありがとうございました

FoE Japan 小野寺ゆうり
yurio@iea.att.ne.jp
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