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災害と気候移民・人権
2015年は2014年の記録を塗り替え記録上最も暑い年となった。産業革命時と比べ１℃
の平均気温上昇を記録
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異常気象事象：開発途上国で多くの人命が失われている
気象事象による災害が世界の自然災害の87%、死者の61%、損害額の74%

だが中低所得国での犠
牲者が4/3以上！！

中長期的な途上国
の損害や被害に対
応するため2年前に
ワルシャワ国際メ
カニズムを設立
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災害と気候移民・人権
2013年には主要な災害により世界で新規に2,200万人が避難を
余儀なくされている。気象災害がほとんど。
IDMC (Internal Displacment Monitoring Center)より
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食糧安全保障
今日までにすでに気候変動の
影響を受けている主要穀物の
生産量とと将来の収穫量予測

右図：熱帯と温帯における主
要4穀物の1960-2013年ま
での観測された気候変動の影
響による収量評価（環境省・
IPCCAR5WG2SPM）
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持続可能な開発目標(SDGs)と気候変動

目標2 :飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するととも
に、持続可能な農業を推進する

目標11:都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

目標13:気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

「持続可能な開発目標（SDGs）」の最終文書の計１９箇所で言及

このほか目標1: 貧困の解消、目標6: 水と衛生、目標15: 生物多様性など

気候変動はポスト2015目標の達成全般に深刻な影響を与える
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パリ協定の枠組

GHG排出削減目標提出・報
告のサイクル(5年毎)

各国の気候変動の影響への対策（適
応計画・行動）立案・報告サイクル

途上国支援の実施状況の国別報告

5年毎に
グローバ
ルな評価

国際オフセット制度
熱帯林減少劣化対策(REDDプラス）

適応委員会・カンクン適応フレームワーク
損失・被害国際メカニズム

資金常設委員会、資金メカニズム（GCF,GEF)、技術執行委員会等カンクン体制機関

2020年以降、５年ごとにGHG総排出量をモニターし、予想され
る被害レベルに応じて必要対策を評価できるが、実効ある対
策・支援強化につながるかどうかはまだわからない

7



• パリ協定で採用された気温上昇を1.5℃に抑える目標達成には今後10年間がとても重要～「1.5
の十年」

• 次回会合のマラケシュ（１１月、COP22）は「実施とアクションのCOP」

• 2020年目標の強化が重要。EU、日本は既に提出した2020年目標を達成しており目標強化の余
地が。

• だが日本は国内外で高効率石炭火力発電に投資を推進 ～ パリ協定の目標と衝突。現地の国家人
権委員会の人権侵害の裁定にも拘らず６月３日にインドネシア・バタン火力発電所計画（伊藤忠
とJ-Power出資）への政府融資を決定(9民間銀行が協調融資）

• 4月初めまでに189カ国が2020年以降の行動計画（約束草案）を提出、 今後2016-2020年の
間に途上国への資金・技術の手配（ロードマップ）、途上国の能力強化がなされなければ各国の
行動の多くは実施されないリスク

• 2020年まで続く専門家プロセス（TEMs)では、アフリカ再生可能エネルギーイニシアチブ
(AREI)など大陸レベルや広域で緩和規模を伴うイニシアチブに注目（AOSISーLDC国グループも
ボンで共同声明）。

• 2018年予定の1.5℃目標に関するIPCC特別報告書とCOP24「促進的対話」が重要。2020年
及び2030年目標強化につながらなければ次は2023年なので、1.5℃目標は困難に

2020前の行動が2020後(パリ協定)の成果を左右する 
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農業と食糧安全保障がポスト・パリで浮上
• 農業に関するワークショップ：アルゼンチンから「農業は途上国経済のバックボーンかつ最
も影響を受けている部門。何百万人が生計を依存し、何億もの人々が食料を依存してい
る」と被害・影響への対策を強調。EU、カナダ、オーストラリアなどは農業部門を使った
GHG排出量削減の重要性を強調し途上国との差が鮮明に
• 1.5℃に至る道筋は？パリ会議中の議論がボンの農業交渉で表面化
• 「ネガティブ（負）・エミッション」って何？

• 大気中もしくは排出源から温室効果ガスを分離固定する技術
• IPCC第５次評価報告書の全ての1.5℃シナリオで採用。地球工学的な手法に至らな
い手段として大規模植林、炭素隔離固定と組み合わせたバイオエネルギー発電
(BECCS)がある
• パリ会議中すでにポスト2015開発アジェンダ(SDGs)目標２の飢餓の終焉と食料安
全保障を脅かすものとして懸念があり、パリ協定2.1条の長期目標に食料生産への脅
威を明記
• 世界人口の増加・飢餓終焉のために今後とも食料生産に振り向ける農地拡大が必要
で、バイオエネルギー作物への農地転用は人道上道義上の問題を提起
• 2018年のIPCC特別報告書が焦点に

2020年前に世界的な排出量削減に弾みをつけ、負の排出技術に頼らない1.5/ 
2℃への道をキープ

9



気候変動による損失と被害への対策
• 世界の気象災害（干ばつ、台風、海面上昇など）による損失と被害は
予想を上回るペースで拡大している。防災の脆弱な途上国で大きな被害
•パリ会合では米国が汚染者責任と賠償を放棄する一筆を合意に含める
よう途上国に迫り、パリで最も困難な交渉となった
•パリ決定文書パラ51でパリ協定に基づく法的責任と賠償の放棄を定め
ているが、他の条約・法廷での化石燃料関連企業・政府など汚染責任
者への訴訟を妨げるものではない。既存の国内・国際法制度に基づく
訴訟は今後も増大
•今年のマラケシュCOP22で、損失と被害への資金支援と国際メカニズ
ムの包括的見直しが焦点。策定中の５カ年計画でパリ協定の内容を実
施するためメカニズムへの支援や機能拡大が必要
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★気温目標に残された時間
～「1.5の十年」

現状の年間総排出量で残さ
れた炭素バジェット年数
（5割の確率で1.5℃に留まるには
9.8年しか残されていない）

参考資料
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災害と気候移民・人権
エルニーニョだから暑かっただけではない

参考資料
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北米大陸と干ばつ
10年とそれを超える干ばつ
の危険 (the American Association 
for the Advancement of Science)

2014年第一四半期で中南米で
140万人が洪水を主とした異常
気象の影響を受け、環境移民と
なっている(UN OCHA)

we have demonstrated that the mean state of drought in the late 21st cen-
tury over theCentral Plains and Southwest will likely exceed even themost
severemegadrought periods of theMedieval era inbothhigh andmoderate
future emissions scenarios, representing an unprecedented fundamental
climate shift with respect to the lastmillennium.Notably, the drying in our
assessment is robust across models and moisture balance metrics. Our
analysis thus contrasts sharply with the recent emphasis on uncertainty
about drought projections for these regions (21, 27), including the most re-
cent Intergovernmental Panel on Climate Change assessment report (28).

Our results point to a remarkably drier future that falls far outside the
contemporary experience of natural andhuman systems inWesternNorth
America, conditions thatmay present a substantial challenge to adaptation.
Human populations in this region, and their associated water resources
demands, have been increasing rapidly in recent decades, and these
trends are expected to continue for years to come (29). Future droughts
will occur in a significantly warmer world with higher temperatures
than recent historical events, conditions that are likely to be amajor added
stress on both natural ecosystems (30) and agriculture (31). And, perhaps
most importantly for adaptation, recent years havewitnessed thewidespread
depletion of nonrenewable groundwater reservoirs (32, 33), resources that
haveallowedpeople tomitigate the impactsofnaturallyoccurringdroughts.
In some cases, these losses have even exceeded the capacity of Lake Mead
and Lake Powell, the two major surface reservoirs in the region (34, 35).
Combinedwith the likelihoodof amuchdrier futureand increaseddemand,
the loss of groundwater and higher temperatures will likely exacerbate the
impacts of future droughts, presenting a major adaptation challenge for
managing ecological and anthropogenic water needs in the region.

MATERIALS AND METHODS

Estimates of drought variability over the historical
period and the last millennium used the latest ver-
sion of the NADA (1), a tree ring–based reconstruc-
tion of summer season (JJA) PDSI. All statistics were
based on regional PDSI averages over the Central
Plains (105°W–92°W, 32°N–46°N) and the South-
west (125°W–105°W, 32°N–41°N).We restricted our
analysis to 1000–2005CE; before 1000CE, the quality
of the reconstruction in these regions declines.

The 21st century drought projections used out-
put from GCM simulations in the CMIP5 database
(22) (table S1). All models represent one or more
continuous ensemble members from the historical
(1850–2005 CE) and RCP 4.5 (15 models available)
and 8.5 (17 models available) emissions scenarios
(2006–2099 CE). We used the same methodology
as in (13) to calculatemodel PDSI for the full interval
(1850–2099CE), using thePenman-Monteith formu-
lation of potential evapotranspiration. The baseline
period for calibrating and standardizing the model
PDSI anomalies was 1931–1990 CE, the same baseline
period as the NADA PDSI. Negative model PDSI
values therefore indicate drier conditions than the
average for 1931–1990.

To augment the model PDSI calculations and
comparisons with observed drought variability in the
NADA, we also calculated standardized soil mois-
ture metrics from the GCMs for two depths: ~30
cm (SM-30cm) and ~2 to 3 m (SM-2m) (table S2).

For these soilmoisturemetrics, the total soilmoisture from the surfacewas
integrated to these depths and averaged over JJA. At each grid cell, we then
standardized SM-30cm and SM-2m to match the same mean and inter-
annual SD for the model PDSI over 1931–1990. This allows for direct
comparison of variability and trends between model PDSI and model
soil moisture and between the model metrics (PDSI, SM-30cm, and
SM-2m) and the NADA (PDSI) while still independently preserving
any low-frequency variability or trends in the soil moisture that may be
distinct from the PDSI calculation. The soil moisture standardization
does not impose any artificial constraints thatwould force the threemetrics
to agree in terms of variability or future trends, allowing SM-30cm and
SM-2m to be used as indicators of drought largely independent of PDSI.

Risk of decadal and multidecadal megadrought occurrence in the
multimodel ensemble is estimated from 1000 Monte Carlo realizations
of each moisture balance metric (PDSI, SM-30cm, and SM-2m), as in
(17). This method entails estimating the mean and SD of a given
drought index (for example, PDSI or soil moisture) over a reference pe-
riod (1901–2000), then subtracting that mean and SD from the full
record (1850–2100) to produce a modified z score. The differences
between the reference mean and SD are then used to conduct (white
noise) Monte Carlo simulations of the future (2050–2100) to emulate
the statistics of that era. The fraction of Monte Carlo realizations exhibit-
ing a decadal or multidecadal drought are then calculated from each
Monte Carlo simulation of each experiment in both regions considered
here. Finally, these risks from eachmodel are averaged together to yield
the overall risk estimates reported here. Additional details on the meth-
odology can be found in (17).

Fig. 5. Risk (percent chance of occurrence) of decadal (11-year) andmultidecadal (35-year)
drought, calculated from the multimodel ensemble for PDSI, SM-30cm, and SM-2m. Risk
calculations are conducted for two separate model intervals: 1950–2000 (historical scenario)
and 2050–2099 (RCP 8.5). Results for the Central Plains are in the top row, and those for the South-
west are in the bottom row.
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中東の干ばつと難民危機
もともとシリア政府の拙い政策や持続可能でない農業形態であったところ、気候変動の影響により
三年越しの記録上最悪の干ばつが直撃し、農地を捨てた地方農業者家族の災害難民が根本にある 
(Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought)

過去５年間の紛争による避難民数

Climate change in the Fertile Crescent and 
implications of the recent Syrian drought

参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（１／３）参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（２／３）参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（３／３）参考資料
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パリ合意要旨（パリ協定及び決定文書）その１

• 長期気温目標として今世紀末までの平均気温上昇を2℃未満に抑えることを協定本文に明記

• 1.5℃未満を目指す努力目標を併記

• 提出されている2030年までの各国目標累積では3.5℃前後の気温上昇

• 国際対策の長期目標として今世紀後半までに温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくし純排
出量をゼロに

• 今世紀半ばまでに化石燃料インフラへの投資を抑える強いシグナル

• 森林、農地転換とバイオエネルギーなど大規模な吸収源対策の展開のリスク

• 全ての国が５年ごとに排出削減対策の目標を提出する義務を負う

• 先進国は国別総排出量目標、途上国は部門別、原単位など他の目標形式で

• 全ての国は気候変動の影響への国内対策を立案実施し（国家適応計画）定期的に国連に報
告する義務を負う

• 日本は2015年11月に国家適応計画を閣議決定
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831

参考資料
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パリ合意要旨（パリ協定及び決定文書）その２
•先進国は途上国の排出削減対策及び影響への対策を資金支援、技術移転及び能力強化を
通じて支援する義務を負う（実施手段）

• 2020年までに年間1000億ドル、そのあとはこの額を低限とした途
上国支援目標額を2025年までに定める

• ５年毎に各国は排出削減対策実施状況の評価を受ける義務があり、全ての国の対策を合
わせた効果、影響への対策、途上国支援の状況を合わせた評価を実施 (グローバルストッ
クテイク）

•最初の評価は2018年、以後2023年と続く
•適応することのできない気候変動の影響による損失や被害を認知し、恒久的な国際メカ
ニズムを強化する

•気候変動による人口移動に対応するため国際タスクフォースを設置 
•国際排出量オフセット制度の設置と各国の独自の国際取引制度の奨励

•日本政府の二国間クレジット制度（JCM）も2020年まで継続、それ
までに2020年以降の新運用ルールに国際合意の予定 
•日本が主導する海外での高効率石炭火力や原発輸出推進に伴うリスク

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831

参考資料
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アフリカ再生可能エネルギーイニシアチブ（AREI）
• 大陸規模の基本エネルギーサービスへのユニバーサルアクセス
• 地域社会（コミュニティ）ベースの「自分たちのエネルギー」
• 2020年までに再エネ 10 GW、2030年までに 300 GWの設備増強、ア
フリカのエネルギー需要見込みの半分を再エネで賄う

• SDGs
– 目標7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアク
セス を確保する 

– 目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と
働き がいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

– 目標17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活 性化する  

– 目標1 貧困の解消、目標2 飢餓終焉と食料安全保障・持続可能な農業など他の目標
達成に貢献

• 先進国からの公的資金（GCF他）による固定買取制度を支援
• Support

– 2020年前の行動としてパリ決定文書前段および専門家プロセス(TEMs)で取り上げ
られ、日本を含む8カ国とEUが2015-2020年100億ドルの支援を表明

– ６月に閣僚級タスクフォースによる初の理事会など2016年内は主に組織立上げ

www.arei.org参考資料
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