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太平洋地域における生態系を 

活用した対応と災害発生リスクの 

低減の必要性について  



ご説明内容 

• 太平洋地域の特徴とSPREP 

• 気候変動と自然災害への対応 

• 将来に向けて 



太平洋地域の特徴と 

SPREP 



はじめに: 太平洋地域について 

 

•広大な地域 

•互いに孤立した多数の島が存在  

•気候変動に対して脆弱性を持つ 

•対応能力が限られる  

•太平洋こそが住民の生活の源 



太平洋地域の規模とは? 
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太平洋地域には、 

地球上で最も 

海抜が低い5カ国の
うち3カ国が 

存在する 
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Jean-Christophe Vié 

IUCN Species Programme, Gland, Switzerland 

はじめに 

パートナーとクレジット 

レッドリスト・プログラム 

データ編成 

統計データのサマリー 

データソースとデータの質 

カテゴリーと基準 

典拠ファイル 

フォト・ギャラリー 

参照資料 

出版物とリンク 

よく寄せられる質問 

IUCN種の保存委員会 

 

2006年度 

IUCNによる 

絶滅危惧種に関する 

レッドリスト 

IUCN 
国際自然保護連合 

 最終更新日: 2006年4月26日 

専門家を 

検索 

種の保存委員会 

貴重な種を 

検索 
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SPREPとは 

• 太平洋地域の環境問題に取り組む 

政府組織 

• 気候、生物多様性、廃棄物管理、および 

ガバナンスの4つの領域に取り組む 

• 太平洋地域における40年間の活動実績 

• 26カ国の加盟国で構成 

• 年次のSPREP会合を通じてガバナンスを実現 



SPREP戦略計画2011-2015 

www.sprep.org 



第21回SPREP会議  
 担当者会議  

パプアニューギニア、マダン・リゾート 

2010年9月6日から10日まで開催 



SPREPの活動を支えるパートナーシップ 
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http://www.nbii.gov/portal/server.pt/community/nbii_home/236
http://manoa.hawaii.edu/hpicesu/pcsu.htm
http://www.unep.org/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=NIWA&source=images&cd=&cad=rja&docid=gM87JX6COMf8rM&tbnid=deur_ambk0XlyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencemediacentre.co.nz/2009/01/13/niwas-weather-summary-for-2008/&ei=B2keUv2yJeL0iQKNkICYCQ&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNFvWhHByjItLZUu03L8odmSD-ObfQ&ust=1377811063999788
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Australian Bureau of Meteorology Logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=pHWSmZD7y0xsWM&tbnid=qXqAId5BKXrfYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apfm.info/?page_id=370&ei=JWoeUr6wMOG2igLZmAE&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNHtrVizqymQYrVFPkAOOdPKOK3HPw&ust=1377811281183157
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=--6VhRvS9DeAjM&tbnid=BVZV6RgN8EG58M:&ved=&url=http://www.bom.gov.au/cosppac/comp/ocean-portal/&ei=d2oeUv-RBovwiQLX0oHICQ&psig=AFQjCNFrCcgqhz9pc6ORlYYT9_2x9BdlRA&ust=1377811447164424
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=PACCSAP+Logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZdkJOQqwSpgtyM&tbnid=Fncn6ZnKs0YaEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cawcr.gov.au/events/AWS/&ei=YGseUvC0E4SejAKbx4CACQ&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNFsuX828ocVeJbOGjBh9yEidcwOfg&ust=1377811549609902
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=noaa+nws&source=images&cd=&cad=rja&docid=izccsShM3GpioM&tbnid=Cz25-kT_GZzupM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crh.noaa.gov/bis/?n=nws_border_conference&ei=bG0eUqT1COa7igL4uYH4BQ&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNFEjJ2dQM9zejPrMKYGD5LJItVv1w&ust=1377812192769240
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=noaa+nws&source=images&cd=&cad=rja&docid=etH9V-GNP_hY8M&tbnid=4eQThjcStJ9w7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jpdo.gov/newsarticle.asp?id=140&ei=YG4eUpSJIKmajALg5ICwAw&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNGgZB8ry18QhbWYeWcV-ZB4MdNR4Q&ust=1377812416297833
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=finnish+foreign+affairs&source=images&cd=&cad=rja&docid=M2NJN2DVWaFCIM&tbnid=RNfC0GpvJ5zK9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deed-ks.org/&ei=4G4eUsrvNqKCiAL93YDwAQ&bvm=bv.51495398,d.cGE&psig=AFQjCNGsKPir-wNGQ_0gECxIVKSw5UKTLQ&ust=1377812535348947




気候変動と 

自然災害への対応: 

災害に強い 

太平洋地域の構築 



IPCCが2100年までに発生すると 

予測した事象（4つのシナリオ） 

• 気温が最高4.8度（摂氏）上昇する 

• 海面が最大で97 cm上昇する 

• 海の酸性化が継続し、悪化する 

• 猛暑日の日数が増える 

• 降水パターンが変化する 

• 熱帯低気圧の数が増える 
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影響と対応策 

• 太平洋地域の国のトップにとっての 

懸案ポイント: 太平洋地域が直面する 

最も重要な脅威とは気候変動である 

• 2013年の太平洋諸島フォーラムは、  

「気候変動に関するマジュロ宣言」 を 

採択 



キリバスにおける脆弱な要素 

Water 
resource 
security 

Coasts 
Food 

security 
Health 

Bio-
diversity 

based 
resources 

Social 
Dimensio

n 

国家安全保障 

水資源の 

安全保障 

 

海岸 食料安全
保障 

健康 

生物多様性
に基づく 

資源 

社会的な
側面 
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 海水温度が2度上昇すると、 

サンゴ礁が白化し、死滅する 
 
 





災害に強い太平洋地域の構築 

• 太平洋地域の諸国は気候変動と自然災害に
対応するための独自のアプローチの構築に 

取り組んでいる（太平洋の問題には、 

太平洋の解決策を適用する） 

• マーシャル諸島のロヤック大統領（議長） 

「我々は、海岸に立って助けを求めるだけで
はいけない」 



太平洋の14の 

国と領土 
クック諸島 

フィジー 

ナウル 

ニウエ 

パプアニューギニア 

サモア 

ソロモン諸島 

トケラウ 

トンガ 

ツバル 

バヌアツ 

 







太平洋地域における気候変動への対応(PACC)  

www.sprep.org/climate_change/pacc 

PACCに参加するソロモン諸島: 食料安全保障 

ソロモン諸島  

これまでにない耕作手法と農作物の品種の耕作に 

取り組む（ソロモン諸島、オントンジャワ） 



バヌアツ（エピ島）: 
 気候変動に耐性のある道路の整備 



災害に強い太平洋地域の構築 

• 沿岸地域のマングローブの森の保護
や生態系の管理の改善のような 

生態系を活用した対応がより大きな
重要性を持つようになっている 
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護岸 
護岸 

13km 

マング
ローブ 



増大する環境問題と開発問題 

 

鉱物の採掘と 

森林伐採 

これまでにない 

資源の活用 

外来 

侵入種 

持続可能性の 

ない漁業 
沿岸地域の開発 

気候変動 
公害と 

廃棄物 

海面上昇 



気候変動による
脆弱性の評価 

 

ソロモン諸島 

チョイスル州 



生態系を活用した対応のためには、生物多様性と 

生態系に関する知識を高めることが不可欠 

アオウミガメの回遊 

巣作りから狩猟に至るプロセス:  

ひれ足に付けたタグのトラッキング・
データ（1994年から2011年まで） 

巣作り後の回遊パターン 

マルキーズ諸島 ヌク・イヴァ 



オセアニアにおける自然保護の現状 

第9回自然保護と保護地域に関する 

太平洋島嶼会議 



災害に強い太平洋地域の構築 

• 太平洋地域においては、外来侵入種
が主な脅威となっている  

• 生態系の管理を改善するには、 

効果的な制御と管理が重要である 



 

 

 

外来侵入種 
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グローバル・レベルのコスト:  

年間1.4兆米ドル（2001年度のグローバルのGDPの約5%） 

サモアにおけるタロイモの葉の
葉枯れ病の発生:  
輸出額が1993年の320万米ドルから
1994年の6万米ドル以下へと激減 



 



災害に強い太平洋地域の構築 

•太平洋地域においては、廃棄物と
有害廃棄物が主な課題となって 
いる 

•生態系を活用した対応には、 
総合的なアプローチが必要である 





太平洋地域における廃棄物管理戦略 

2010-2015 

ビジョン: 将来にわたって、健康で 

社会的・経済的・環境的に持続可能
な太平洋を実現する 

 

全般的な目標: 太平洋の島嶼国と 

地域が、コスト効果が高く自律的な 

廃棄物管理システムを導入する 



有害廃棄物の管理 

 

 
 

 

 

総合的な廃棄物管理には、 

有害廃棄物の管理が含まれます 

 

•アスベスト 

•E-waste（電子機器の廃棄物） 
•塩素化有機物 

•殺虫剤と除草剤 

•重金属 

•廃油 

•医療廃棄物 

•オゾン層破壊物質を含むガス 





災害リスクの削減と 

気候変動への対応の統合 

• 太平洋地域は、自然災害と気候変動による 

大きな課題に直面している 

• 災害と気候変動の両方の問題が存在すること
によって、太平洋地域の生活と持続可能な 

開発が脅かされている 

• 太平洋地域のリーダーは、気候変動と自然 

災害への対応が国レベルと地域レベルで統合
されていなければならないと考えている 





さまざまな計画が連携 

兵庫行動枠組み2005 

太平洋地域における災害リスク削減および 

災害管理のための行動枠組み2005-2015 

パシフィック・ 
プラン 

2005 

WMO戦略計画 

(SO) 2012-2015 

RAV戦略計画 

(SOP) 2012-2015 

気候変動に関する国際連合枠組条約1992 

気候変動に関する太平洋島嶼による 

行動枠組み2005-2015 

結果 

• 対応策の実施 

• 気候変動に関する理解の促進 

• 知識、情報、一般市民の認知度、および教育 

• 天気と気候に関するサービスの改善 

• 災害への準備、対応、復旧 

• 早期警告システム 

• 天気と気候に関するタイムリーな情報提供と予測 

• リスク要因の削減 

• 根本原因と脆弱性の把握 

戦略運用計画 

(SOP) 2012-2015 



災害リスクの削減と 

気候変動への対応の統合 

• どうして総合的な対応が必要となるのか? 

(a) 多くの対応策が似ている。 

(b) 対応のための能力とリソースが限られ
ているため、対応を統合したほうが合理的
かつ現実的である。 

(c) 総合的な対応によって、シナジー効果
を生み出す可能性を見極め、実現すること
ができる。 



災害リスクの削減と 

気候変動への対応の統合 

• 国レベルでは、多くの国が気候変動と 

災害管理を担当する政府機関を統合し、
国レベルの統合アクション・プランの構築
を行っている。地域レベルでは、 

災害リスクの削減と気候変動の両方に 

対応する統合戦略の構築が行われて 

いる。 



太平洋島嶼の気象戦略(PIMS)  

 
• 2009年から2010年に大々的に 

検証された後、気象戦略を構築。 

• 検証によって気象サービスの重要性が
強調され、太平洋気象評議会 (PMC)、
太平洋気象デスク、およびPIMSが 

構築された。 

• PIMSはWMO RAV戦略計画2012-15

に基づく14の優先課題で構成され、 

天気と気候に関するサービスを改善 

することを目指している。 



将来に向けて 



将来に向けて 

• 太平洋諸国とSPREPは効果的なパートナー
シップ（日本政府および日本国民とのパート
ナーシップを含む）を構築することによって、 

これらの課題に対応する必要があります。 

• 日本から提供されるサポートに非常に感謝して
います。J-PRISMプロジェクト（大洋州地域廃
棄物管理改善支援プロジェクト）のような成功
事例に基づいてさらに活動を拡充する必要が
あります。 



将来に向けて 

• 太平洋地域における気候変動と自然災
害への対応策として、生態系を活用した
対応が不可欠であるとの認識が高まって
います。 

• 日本をはじめとする支援国やパートナー
からの支援には、生態系を活用した対応
の視点が含まれるべきと考えます。 



将来に向けて 

• 太平洋諸国は日本の経験から大いに 

学ぶ必要があり、今回の沖縄で開催され
た会議のような機会は非常に貴重なもの
です。 

• 日本の大学の研究者が太平洋諸国や
SPREPや南太平洋大学と協力すること
によって、この課題にさらに深く取り組む
ことが必要と考えます。  



結論 

• 太平洋地域は、気候変動と自然災害と 

いう大きな課題に直面しています。 

• 日本政府と日本国民は太平洋島嶼国に
支援を提供する重要な役割を果たす能力
を持ち、実際に支援を提供しています。 

この支援が今後も継続することを願って
います。 

• ご支援・ご協力に感謝します。 



ご清聴ありがとうございました 


