
Information on Climate Change Adaptation
at COP26

COP��における
気候変動適応情報

Feb. 2022

PROVISIONAL TRANSLATION

暫定訳



001COP��-Explained から適応に関連する話題

010
013
016
018
025

027

世界リーダーズサミット

資金調達

自然

適応・損失・損害

科学とイノベーション

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

CONTENTS

目次

議長プログラム

グリーンゾーンプログラムイベント



Unfortunately reducing emissions is not enough. For many nations, the picture is far bleaker. I was born in 

India and for a time I served as the UK government’ s minister responsible for international aid – I have 

real sympathy with less developed countries that feel it’ s for the developed industrial nations to help sort 

out a problem largely of their making. Indeed, one of the reasons we are determined to hold COP26 in 

person is to ensure the voices of these countries are heard and acted on.

For those countries most vulnerable to the impacts of climate change - who are already seeing their 

homes disappear under water and their crops decimated by drought - COP26 simply can’ t be another 

talking shop. In 2009, rich countries promised they would work towards raising $100bn each year by 2020 

to help these countries tackle climate change. Donors need to demonstrate that the target will be met and 

surpassed. As COP President Designate, I am determined that we will.

There is no viable pathway to net zero emissions that does not involve protecting and restoring nature on 

an unprecedented scale. If we are serious about holding temperature rises to 1.5 degrees and adapting to 

the impacts of climate change, we must change the way we look after our land and seas and how we 

grow our food. This is also important if we want to protect and restore the world's biodiversity, upon 

which all life depends.

残念ながら、排出量を減らすだけでは十分ではありません。多くの国で、状況ははるかに
厳しいものとなっています。私はインドで生まれ、一時期は英国政府の国際援助担当大
臣を務めていました。先進工業国によって大部分が引き起こされる問題を解決するため
に先進工業国に助けを求めようと考える後進国には、本当に共感を覚えます。実際に、私
たちがCOP��を対面で開催することを決めた理由の一つは、確実にこれらの国々の声を
聴き行動に起こすためです。

気候変動の影響を最も受けやすい国々―つまり家が水没したり、干ばつで作物が枯れて
しまうことをすでに経験している国々ーにとって、COP��は単なる話し合いの場であっ
てはならないのです。����年、豊かな国々は、これらの国の気候変動対策を支援するた
め、����年までに毎年�,���億ドルを集めることを約束しました。資金援助国は、この目
標が達成され、上回ることを示す必要があります。今回のCOP議長として、この目標の達
成を確信しています。

前例のない規模での自然保護と修復を含まないネット・ゼロ排出への実行可能な道筋は
ありません。（ネット・ゼロ排出を実行するにあたり、前例のない規模での自然保護と修
復は必須になります。）もし私たちが気温の上昇を�.�度に抑え、気候変動の影響に適応
することを真剣に考えるならば、土地や海の扱い方と食料の育て方を変えなければなり
ません。これはまた、すべての生命が依存する世界の生物多様性を保護・修復するために
も重要です。

ALOK SHARMA
COP President-designate

アロク・シャーマ
COP議長
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Around the world storms, floods and wildfires are intensifying. Air pollution sadly affects the health of 

tens of millions of people and unpredictable weather causes untold damage to homes and livelihoods too. 

But while the impacts of climate change are devastating, advances in tackling it are leading to cleaner air, 

creating good jobs, restoring nature and at the same time unleashing economic growth.

For the first time ever, something momentous happened: every country agreed to work together to limit 

global warming to well below 2 degrees and aim for 1.5 degrees, to adapt to the impacts of a changing 

climate and to make money available to deliver on these aims. The Paris Agreement was born. The 

commitment to aim for 1.5 degrees is important because every fraction of a degree of warming results in 

the tragedy of many more lives lost and livelihoods damaged.

世界各地において、暴風や洪水、山火事などの被害が拡大しています。大気汚染は何千万
人もの人々の健康に深刻な影響を与え、予測不可能な天候は家屋や人々の生活に計り知
れない損害を与えています。しかし、気候変動の影響が壊滅的である一方で、気候変動に
進んで立ち向かうことで、空気がきれいになり、よい仕事が生まれ、自然が回復し、同時
に経済成長が促されています。

地球温暖化を�度未満に抑え、�.�度を目標とすること、気候変動の影響に適応すること、
そしてこれらの目標を実現するために資金提供に協力することに、すべての国が合意した
史上初の画期的な出来事が起こりました。パリ協定の誕生です。�.�度を目標にすると
いう約束が重要なのは、温暖化が一度進むごとに多くの命が失われ、人々の生活が被害
を被るという悲劇につながるためです。

INTRODUCTION

はじめに
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• We will spend at least £3bn of our international climate finance in the next 5 years on nature and 

nature based solutions

• We have announced plans that put farmers at the forefront of reversing environmental decline and 

tackling climate change

• We will make climate-related disclosures mandatory across the economy by 2025, with most 

requirements coming in by 2023

Leading the world in tackling and adapting to climate change is a major economic opportunity for the UK, 

that will create new skilled jobs across the country as well as export opportunities for our firms.

● 今後�年間で、国際的な気候変動対策資金のうち、少なくとも��億ポンドを、
　 自然とネーチャーベースド・ソリューションに充てる

● 環境破壊の回復と気候変動に立ち向かう最前線に、農家を位置づける計画を発表した

● ����年までに経済界全体で気候関連の情報開示を義務化し、
　 ����年までにほとんどの要件を実現する

気候変動への取り組みと適応において世界をリードしていくことは、イギリスにとって
大きな経済的機会であり、国内に技能を要する雇用を新たに創出するとともに、英国企業
に輸出機会をもたらします。

THE UK’S LEADERSHIP ON CLIMATE

気候に関するイギリスのリーダーシップ
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"In my role, I am acutely aware of the need to listen to and work with countries on the frontline of climate 

change to drive forward global action on adaptation to the impacts and avert, minimise and address loss 

and damage. With the impacts of COVID-19, it is vitally important we work together to scale up finance 

from all sources and improve access (to finance). We must push for all countries to have National 

Adaptation Plans in place and to produce Adaptation Communications sharing best practice to help turn 

ambition into action."

「気候変動影響に対するグローバルアクションを推進し、損失・損害を回避、最小化、対処
していくために、私は自分の役割として、気候変動の最前線にいる国々の声に耳を傾け、
かつ協力していく必要があると痛感しています。COVID-��の影響も考慮すると、あらゆ
る資金源からの融資を拡大し、（資金調達への）アクセスを改善するために協力すること
が非常に重要です。私たちはすべての国に対して、国家適応計画を策定し、かつ熱意をア
クションに変えていくための優良事例を共有する適応コミュニケーションを生み出し
ていけるように、働きかけなければなりません。」

WE HAVE TO WORK TOGETHER

共に協力しなくてはならない

ANNE-MARIE TREVELYAN
UK International Champion On Adaptation 
And Resilience For The COP26 Presidency

アンヌ＝マリー・トレヴリアン 
COP��議長国の適応とレジリエンスに関する
英国国際チャンピオン（推進者・担当者）
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Over 20 countries have joined the Adaptation Action Coalition, building on the 2019 Call for Action on 

Adaptation and Resilience signed by over 120 countries.

1500+ businesses, investors, regions & cities have joined the Race to Resilience all are committed to take 

action on adaptation to build a resilient future.

Over 40 countries and organisations have joined the Risk-Informed Early Action Partnership commiting to 

make 1 billion people safer from disaster by 2025.

���か国以上が署名した����年の「適応とレジリエンスに関するアクションの呼びか
け」に基づき構築された「適応行動連合」に、すでに��か国以上が参加しています。
����以上の企業、投資家、地域、都市が皆「Race to Resilience」に参加し、レジリエンスの
高い未来を築くために適応アクションを実行することを約束しています。
��以上の国や組織が「リスク情報に基づく早期行動パートナーシップ」に参加し、����
年までに��億人の人々を災害から守ることを約束しています。

WE ARE MAKING PROGRESS

私たちの進歩
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各国が、国民生活に及ぼす気候変動影響の増大に対処する必要があり、そのための資金
を必要としています。
私たちが必要とする変化の規模とスピードのためには、より環境にやさしく気候変動に
レジリエントな経済に移行するために必要なインフラ整備のための公的資金や、技術や
イノベーションに資金提供を行うことで、数十億ドルの公的資金を数兆ドルの気候変動
対策投資へと変えるための民間資金など、あらゆる形態の資金が必要となります。

特に発展途上国には支援が必要です。先進国は、途上国を支援するために、毎年少なくとも
�,���億ドルの気候変動対策資金を調達するという約束を果たさなければなりません。
OECDの推計によると、����年は���億ドルの気候変動対策資金が調達されました。この
約束には、世界中のコミュニティが変化する気候に対してアクションを実行することを
支援するために、適応と緩和のための新しい市場を構築し、資金調達の量、質、アクセス
を改善することが含まれている必要があります。

資金の動員

気候変動目標を達成するために、すべての企業、すべての金融機関、
すべての銀行、保険会社、投資家が変わらなければなりません。
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MOBILISE FINANCE.

TO ACHIEVE OUR CLIMATE GOALS, EVERY COMPANY, EVERY FINANCIAL FIRM, 

EVERY BANK, INSURER AND INVESTOR WILL NEED TO CHANGE. 

Countries need to manage the increasing impacts of climate change on their citizens’ lives and they need 

the funding to do it. The scale and speed of the changes we need to make will require all forms of finance: 

public finance for the development of infrastructure we need to transition to a greener and more 

climate-resilient economy; private finance to fund technology and innovation, and to help turn the billions 

of public money into trillions of total climate investment.

Developing countries in particular need support. Developed countries must deliver on their promise to 

raise at least $100 billion every year in climate finance to support developing countries. The OECD 

estimates that $78.9bn of climate finance was mobilised in 2018. This must include building new markets 

for adaptation and mitigation and improving the quantity, quality and access to finance to support 

communities around the world to take action on the changing climate.



“Right now our species is undermining and destabilising the very foundations that are necessary for life 

on earth to thrive. We know that things are changing, and COP26 is one of our last and most crucial 

opportunities to make sure it is humanity that has to change, and not the planet.” 

「今、私たち人類は地球上のあらゆる生命が繁栄するために必要なその基盤を傷つけ、不
安定にしています。私たちは状況が変化していることを知っていて、COP��は、地球では
なく私たち人類が変わらなければならないことを確認するための、命運を決める重要な
最後の機会の一つです。」

WE HAVE TO CHANGE

私たちは変わらなければならない

BELLA LACK
Global North Youth Co-chair Of The 
COP26 Civil Society And Youth 
Advisory Council

ベラ・ラック
COP��市民社会・青年諮問委員会
グローバル・ノース・ユース共同委員長
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A focus for the negotiations is finalising the rules needed to implement the Paris Agreement, called the 

‘Paris Rulebook’ . We must find solutions so that carbon markets can enable greater ambition in 

mitigation and adaptation actions.

今回の交渉の焦点は「パリ・ルールブック」と呼ばれるパリ協定の実施に必要なルールを
最終的にまとめることです。私たちは、炭素市場が緩和と適応における野心的な目標を
実行に移せるようにするための解決策を見つけなければなりません。

交渉で合意に達することは、
COP��議長国としての正式な責任です。
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OUR FORMAL RESPONSIBILITY AS THE PRESIDENCY OF COP��.



MICHELLE SCRIMGEOUR
Chief Executive Officer, Legal & General 
Investment Management, Co-chair, 
COP26 Business Leaders Group

ミッシェル・スクリムグール
リーガル＆ジェネラルインベスト
マネジメント最高経営責任者、
COP��ビジネスリーダーズグループ共同議長
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"To create a better future we need to harness collective agreement to focus on net zero commitments. 

Our purpose is unequivocal in protecting both society and future generations from the consequences of 

climate change.” 

「よりよい未来をつくるためには、私たちはネット・ゼロの約束に焦点を当てた団体協約
を活用する必要があります。私たちの目的が、社会と将来世代を気候変動が招く影響被
害から守ることであることは疑う余地がありません。」

INACTION IS NOT AN OPTION

何もしないという選択肢はありません



Welcoming world leaders to COP to put forward high level ambition and action towards securing global 

net zero and keeping 1.5 degrees in reach; adapting to protect communities and natural habitats; and 

mobilising finance.

世界のネット・ゼロを確保し、�.�度を維持すること、地域社会や自然生息地を守るため
の適応、そして資金調達に向けて、高い野心とアクションを実行するために、世界の指導
者をCOPに迎えます。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 1st

Week One

World Leader’s Summit Tuesday
November 2nd

世界リーダーズサミット

LEADERS’ EVENT: ACTION AND SOLIDARITY - THE CRITICAL DECADE

リーダーズイベント：行動と連帯 - 重要な��年に向けて

LEADERS’ EVENT: ACTION ON FORESTS AND LAND USE

リーダーズイベント：森林と土地利用に関するアクション
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世界リーダーズサミット



World Leader’s Summit

世界リーダーズサミット

The next decade is critical to increase ambition to keep 1.5°C in reach and adapt to the impact of climate 

change. Across mitigation, adaptation and finance, COP26 must be a turning point. Global leaders will come 

together to show that ambition, and discuss what must be done to deliver on the goals of the Paris Agreement. 

The leaders will hear the latest scientific reporting and examine the state of progress, hearing success stories, 

but also what is at stake for countries across the world if we do not take action, together, now.

�.�度を維持するための野心を高め気候変動の影響に適応するためには、今後の��年間
が非常に重要です。緩和・適応・資金調達のすべてにおいて、COP�� はターニングポイン
トにならなければなりません。世界の指導者たちが一堂に会し、野心を示し、パリ協定の
目標を実現するために何を行うべきか議論します。指導者たちは最新の科学研究報告に
耳を傾け、進捗状況を検証し、サクセスストーリーを聴くだけでなく、今、共に行動を起
こさなければ世界の国々にとって何が危機に陥るのかも検証します。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 1st

14:30 - 16:30

Week One

LEADERS’ EVENT: 
ACTION AND SOLIDARITY - THE CRITICAL DECADE

リーダーズイベント：
行動と連帯 - 重要な��年に向けて
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PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

The World Leaders Summit event on Forests and Land-use will convene ambitious governments, companies, 

financial actors, and non-state leaders to raise ambition on forests and land-use, in a way that delivers for the 

climate, people, economic development and biodiversity. The event will demonstrate how action on forests 

and land-use can contribute to keeping the 1.5 temperature goal in sight, to supporting sustainable livelihoods, 

and to meeting shared promises on adaptation and finance.

森林と土地利用に関する世界首脳会議は、野心的な政府、企業、金融関係者、非国家組織
の指導者を招集し、気候、人々、経済発展、生物多様性に貢献する形での森林と土地利用
に関する熱意を高めることを目的としています。このイベントでは、�.�度目標の達成を
視野に入れ、持続可能な生活を支援し、適応と資金調達に関する共通の約束を果たすた
めに、森林と土地利用に関するアクションがいかに貢献できるかを示します。

Tuesday
November 2nd

9:15 - 12:45LEADERS’ EVENT: 
ACTION ON FORESTS AND LAND USE

リーダーズイベント：
森林と土地利用に関するアクション
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Week One

World Leader’s Summit

世界リーダーズサミット



PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Wednesday
November 3rd

FINANCE 
Mobilising public and private finance flows 
at scale for mitigation and adaptation.

資金調達
緩和と適応のために規模に応じた
公的・私的な資金調達の流れを動かす

PAGE:

013

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

Week One

HEADLINE EVENT: FINANCING OUR FUTURE

ヘッドラインイベント：未来への資金調達

FINANCING A MORE RESILIENT WORLD

よりレジリエントな世界を目指した資金調達

Finance

資金調達



PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム
Finance

資金調達

The opening event of Finance Day will show how COP26 represents a step-change in mobilising finance at 

scale to keep 1.5°C within reach and support climate resilient development. As the COP26 Ministerial lead for 

finance, the UK Chancellor Rishi Sunak will open Finance Day with an event marking the progress since Paris. 

The event will focus on progress on the $100bn climate finance commitment, the mobilisation of private 

finance at scale to where it’ s needed most, and the resetting of the financial sector to support the real world 

outcomes on mitigation and adaptation across the globe.

「ファイナンスデー」のオープニングイベントでは、�.�度を維持し、気候レジリエントな
開発を支援するために、COP�� がどのように大規模な資金調達の一歩を踏み出すかを
示します。イギリスのリシ・スナック財務大臣は、COP��の財務担当大臣として、パリ以
降の進捗状況を紹介するイベントでファイナンスデーを始めます。このイベントの焦点
は、�,���憶ドルの気候変動対策資金の約束の進捗状況、最も必要とされるところに大規
模な民間資金を調達すること、そして金融セクターをリセットすることで世界中の緩和
と適応の現実的な成果を後押しすることです。

Wednesday
November 3rd

9:00 - 9:45

Week One

HEADLINE EVENT: 
FINANCING OUR FUTURE

ヘッドラインイベント：
未来への資金調達
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This event will bring together leadership from across the world, multilateral development banks and the private 

sector to discuss the major advances in financing adaptation since Paris in 2015. It will showcase 

achievements on managing climate risk including innovative approaches that get finance quickly to people 

most vulnerable to climate change or free up fiscal space after a disaster. Speakers will discuss a roadmap for 

greater action, including the work of the Taskforce on Access to Climate Finance, to drive new commitments 

from donors and the private sector to organise finance behind country plans.

このイベントでは、世界各国の指導者、多国間開発銀行、民間企業が一堂に会し、����年
のパリ以降、適応への資金調達における大きな進歩について議論します。気候変動の影
響に最も脆弱な人々に迅速に資金を提供したり、災害後の財政的な余地を確保したりす
る革新的なアプローチを含む、気候リスクの管理に関する成果を紹介します。さらに、ド
ナーや民間企業からの国別計画に沿って資金調達を行うといった新たな取り決めを推
進するため、「気候変動資金へのアクセスに関するタスクフォース」の活動を含め、アク
ションを拡大するためのロードマップについても話し合います。

Wednesday
November 3rd

12:00 - 13:15

Week One

FINANCING 
A MORE RESILIENT WORLD

よりレジリエントな世界を目指した
資金調達

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム
Finance

資金調達
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PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Saturday
November 6th
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Week One

NATURE AND LAND USE IN DELIVERY OF THE PARIS GOALS

パリ目標の実現に向けた自然と土地利用

Nature

自然

Ensuring the importance of nature and sustainable land use are part of global action on climate change 

and a clean, green recovery.

自然と持続可能な土地利用の重要性を確保することが、気候変動とクリーンで
グリーンな再生へ向けたグローバルなアクションのための一歩となります。

Nature

自然



PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

This event will explore how governments, scientists and Indigenous Peoples are working with nature to 

enhance climate ambition and help keep the 1.5 degree goal within reach, while delivering benefits for 

biodiversity and for the millions of people who depend on the land and ocean for their livelihoods. It will 

showcase examples of leadership in Nationally Determined Contributions, Long-term Strategies and 

Adaptation Plans and explore how the latest technology, combined with local knowledge, can be used to map 

areas of potential action, whilst highlighting the critical role of Indigenous Peoples and local communities.

このイベントでは、政府、研究者、先住民族が自然と協力して気候変動対策への野心を
強化し�.�度目標を達成するために、どのような取り組みを行っているか、また、生物
多様性と土地や海に依存して生活する何百万人もの人々にどのような恩恵を与えてい
るかを探ります。さらに、NDC（国が決定する貢献）・長期戦略・適応計画におけるリー
ダーシップの例を紹介するとともに、最新の技術と現地の知識を組み合わせて、潜在的
にアクションが実行可能な場所をマッピングする方法を探り、先住民や地域共同体の重要
な役割を強調します。

Saturday
November 6th

15:30 - 17:30

Week One

NATURE AND LAND USE IN DELIVERY OF THE PARIS GOALS

パリ目標の実現に向けた自然と土地利用
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Nature

自然



Delivering the practical solutions needed to adapt to climate impacts and address loss and damage.

気候変動影響に適応し、損失や損害に対処するために必要な実用的ソリューション
の提供

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

Week Two

Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

HEARING FROM THE FRONTLINE

現場の声を聴く

HEADLINE EVENT : MINISTERIAL ON ADAPTATION ACTION

ヘッドラインイベント：適応アクションに関する閣僚会議

ADAPTATION FUND

適応基金

EXPLORING LOSS AND DAMAGE

損失と損害の探索

1ST HIGH LEVEL MINISTERIAL DIALOGUE ON CLIMATE FINANCE UNDER THE CMA

第�回CMA（パリ協定締約国会議）下での
気候変動資金調達に関するハイレベル閣僚級会合

BUILDING A CLIMATE RESILIENT FUTURE

気候変動にレジリエントな未来を築くために
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害



The impacts of climate change will be felt most strongly among communities and the most marginalised. 

An effective response must therefore put their voices front and centre. In this event, representatives from 

communities on the frontline of climate change will share their experiences. They will outline what more 

national governments and the international community must do to drive more inclusive, locally-led 

adaptation action.

気候変動の影響を最も強く感じるのは、地域コミュニティおよび社会から疎外された人々
です。そのため、効果的な対応として彼らの声を前面に押し出す必要があります。このイベ
ントでは、気候変動の最前線にいる地域コミュニティの代表者が自らの経験を語り共有
します。そして、より包括的で地域主導の適応アクションを推進するために各国政府や
国際コミュニティが何をすべきか概説します。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

9:15 - 10:15

Week Two

HEARING FROM THE FRONTLINE

現場の声を聴く
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害



To respond to the impacts of climate change, governments will need to develop forward looking policies 

and programmes to protect their people, societies, economies and ecosystems. This headline event will 

bring together Ministers and leaders to commit to building this more climate resilient future and how they 

will contribute.

気候変動の影響に対応するために、各国政府は国民、社会、経済、生態系を守るための将来
を見据えた政策やプログラムを策定する必要があります。このヘッドラインイベントで
は、閣僚や指導者が一堂に会し、気候変動にレジリエントな未来の構築に向けて、どのよう
に貢献していくかを表明します。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

9:15 - 10:15

Week Two
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

HEADLINE EVENT:
MINISTERIAL ON ADAPTATION ACTION

ヘッドラインイベント：
適応アクションに関する閣僚会議



CONTRIBUTOR DIALOGUE

The Dialogue will demonstrate the benefits of the Adaptation Fund and the projects it supports. We will hear 

from a range of country representatives who have worked with the Fund.

資金提供者意見交換
この意見交換では、適応基金のメリットと支援するプロジェクトを紹介します。基金とこ
れまで協力してきた様々な国の代表者からお話を伺います。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

13:00 - 14:30

Week Two
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

ADAPTATION FUND

適応基金



Even with a rapid scale-up of adaptation action, climate change will still have an impact. So the risk of 

losses and damages from climate change is growing. This session will bring together experts to deepen our 

understanding of loss and damage as well as debate how we can take practical actions to avert, minimise 

and address loss and damage.

適応アクション（適応策の実装）を急速に拡大したとしても、気候変動の影響は避けられ
ません。そのため、気候変動による損失や損害のリスクは高まっています。本セッション
では専門家が集まり損失・損害についての理解を深めるとともに、損失・損害を回避、最小
化、対処していくための実践的なアクションについて議論します。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

13:00 - 14:30

Week Two

PAGE:

022

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

EXPLORING LOSS AND DAMAGE

損失と損害の探索



The Presidency will convene the first biennial High Level Ministerial Dialogue on climate finance under the 

CMA, which will be informed by both the summary report on the biennial in-session workshop and the 

biennial communications referred to in Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement. It will include three 

panels on enhancing the predictability of climate finance, improving the scale and effectiveness of 

adaptation finance and the future trends in climate finance mobilisation, followed by an open plenary for 

Parties to provide interventions.

議長国はCMAの下で、気候変動資金調達に関する第�回隔年ハイレベル閣僚級会合を開催
します。この会合は、隔年の会合内ワークショップのサマリーレポートと、パリ協定第�条
�項で言及された隔年コミュニケーションの両方から情報を得ています。ここでは、気候
変動資金調達の予測可能性の向上、適応資金の規模と効果の改善、気候変動資金調達の今
後の動向に関する�つのパネルが設けられ、その後締約国が介入できるように全体会議が
開催されます。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

16:00 - 17:30

Week Two
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

1ST HIGH LEVEL MINISTERIAL DIALOGUE ON CLIMATE FINANCE 
UNDER THE CMA

第�回CMA（パリ協定締約国会議）下での
気候変動資金調達に関するハイレベル閣僚級会合



What would a climate resilient future look like? This event will try to answer that question, taking us on a 

global tour of how countries and communities are rising to the challenge of climate change. We will then 

hear from experts about how we turn these islands of innovation into multipliers of change as we enter this 

critical decade of action.

気候変動にレジリエントな未来とはどのようなものでしょうか？このイベントではその
問いに答えるべく、気候変動の課題に立ち向かう国やコミュニティの姿を紹介するグ
ローバルツアーにご案内します。そして、アクションが非常に重要である次の��年に向け
て、これらのイノベーションを起こす島々を多次元の変化につなげていく方法について、
専門家の話を伺います。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Monday
November 8th

16:00 - 17:30

Week Two
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Adaptation, Loss and Damage

適応・損失・損害

BUILDING A CLIMATE RESILIENT FUTURE

気候変動にレジリエントな未来を築くために



Demonstrating that science and innovation can deliver climate solutions to meet, and accelerate, 

increased ambition.

科学とイノベーションは、高まった野心に応え、それを加速させるための気候ソリュー
ションを提供できることを実証する。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Tuesday
November 9th

Week Two

Science and Innovation

科学とイノベーション

ROAR: SCIENCE & INNOVATION FOR CLIMATE ADAPTATION

ROAR（結果重視の適応研究）：
気候変動適応のための科学とイノベーション
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Science and Innovation

科学とイノベーション



Effective climate adaptation requires a paradigm shift that harnesses the full potential of science and 

innovation. Science needs to be more action-oriented and user-centred; action needs to be evidence-driven 

and fuelled by innovation; investment needs to be scaled up. We need Results-Oriented Adaptation Research 

(ROAR). To realise this systemic shift, climate adaptation researchers, practitioners, community-based 

organisations, and action and research funders from across the globe have formulated the Adaptation 

Research for Impact Principles as guiding tenets for all stakeholders engaged in climate adaptation, and 

co-developed the Adaptation Research Alliance (ARA), an innovative initiative that co-creates adaptation 

solutions with those on the frontline of risk and catalyses investment in support of results-oriented 

adaptation research.

効果的な気候変動適応のためには、科学とイノベーションの可能性を最大限に活用する
パラダイムシフトが必要です。科学はよりアクション指向でユーザー中心である必要が
あり、アクションは根拠に基づきイノベーションによって促進される必要があり、投資は
規模を拡大させる必要があります。そのためには、私たちには結果重視の適応研究

（ROAR）が必要です。このような体系的な転換を実現するために、世界中の気候変動適応
研究者、実務者、コミュニティを拠点にしている組織、活動・研究資金提供者は、気候変動
適応に携わるすべての利害関係者の指針となる「影響力のある適応研究原則」を策定し、
適応研究アライアンス（ARA）を共同構築しました。ARAは、リスクの最前線にいる人々と
適応策を共同で創造し、結果重視の適応研究を後押しするための投資を促進する革新的
なイニシアティブです。

PRESIDENCY PROGRAMME

議長プログラム

Tuesday
November 9th

11:30 - 13:00

Week Two
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ROAR: SCIENCE & INNOVATION FOR CLIMATE ADAPTATION

ROAR（結果重視の適応研究）：
気候変動適応のための科学とイノベーション

Science and Innovation

科学とイノベーション



GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント Monday
November 1st

Friday
November 12th

Catalysing our Net Zero Future: working with people to take action on climate change

ネット・ゼロの未来の実現促進に向けて：気候変動へのアクションに向けた協力

Poets for the Planet and Imperial College London present Earthsong: science-inspired poetry against climate change

ポエッツ・フォー・ザ・プラネットとインペリアル・カレッジ・ロンドンによるEarthsong：
気候変動に対する科学的根拠に基づく詩の上演
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Musicians In Exile

亡命中の音楽家たち

The Farewell Glacier by Nick Drake

ニック・ドレイクによる「別れの氷河」

Visualising Climate: Young People’s Responses to the Climate Emergency

気候の可視化：気候の緊急事態に対する若者たちの反応

The Need to Be Cold

寒い環境の必要性

Fairtrade Farmers: Our Food and the Fight for Climate Justice

フェアトレード・ファーマーズ：私たちの食糧と気候正義のための闘い

“Unlocking the nature/net zero balance” – exploring the twin challenge of tackling climate change while preserving and enhancing our natural environment

「自然とネット・ゼロのバランスを解き明かす」
気候変動への対策と自然環境の維持・強化の�つの課題を探る

Inuit Knowledge, Innovation and Infrastructure – Inuit youth perspectives on infrastructure for adaptation and resilience

イヌイットの知識、イノベーション、インフラ―
適応とレジリエンスのためのインフラに関するイヌイットの若者の視点

Covid-19: what has it meant for the people, the planet, and the future of off-grid energy access?

Covid-��は人々、地球、そして分散型エネルギーアクセスの未来に何をもたらしたか？

Faith in Action to strengthen community-led and gender inclusive adaptation for climate justice

気候正義のためにコミュニティ主導かつ性差別のない適応を強化する気候アクションへの信仰

Polar Net Zero

極地におけるネット・ゼロ

Visions of tomorrow for a sustainable future in Scotland and Malawi

スコットランドとマラウイにおける持続可能な未来に向けた明日のビジョン

Coastal Blue Carbon Panel – The vital role of mangroves for climate change mitigation and adaptation

沿岸域ブルーカーボンパネル―気候変動の緩和と適応におけるマングローブの重要な役割

Weathering the Storm: Scottish Poets Discuss Climate Change Resilience and Adaptation

嵐を乗り切る：スコットランドの詩人たちが気候変動へのレジリエンスと適応について語る



GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント Monday
November 1st

Friday
November 12th
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We cannot win on climate without winning on nature.

自然で勝たずして、気候変動に勝つことはできません。

Here We Are: Notes For Living on Planet Earth with Oliver Jeffers

ヒア・ウィー・アー：地球で生きるためのヒントをオリバー・ジェファーズと

The Political Participation of Young Migrant Women in the Pursuit of Climate Justice

気候正義を追求する若い移民女性の政治参加

Social innovation and climate justice

社会イノベーションと気候正義

Human Rights and Climate Impacts in Latin America

ラテンアメリカにおける人権と気候変動影響

Addressing Migration Driven by Disasters, Climate Change and Environmental Degradation in West Africa

西アフリカにおいて災害、気候変動、環境悪化に起因する移住民に対応する

African Women’s Grassroots Climate Action

アフリカの女性による草の根気候変動アクション

Migrant Justice = Climate Justice

移民の正義＝気候正義

Tagore and the Environment

タゴールと環境

Act4Food Act4Change: Calling all young people to be agents of change in food systems transformation

アクト�フード アクト�チェンジ（食糧のための行動、変化のための行動）：
フードシステムの変革の担い手となるべきすべての若者に向けた呼びかけ

Running the Race to Resilience Together: Communities Tapping Their Shared Cultures and Heritage for Climate Action

レジリエンスに向けたレースをともに走ろう：
文化と伝統を共有するコミュニティが気候変動対策に取り組む

Earth observation-based innovation by and for Indigenous women for climate change adaptation

気候変動適応に向けた先住民の女性による、
また先住民の女性のための地球観測に基づくイノベーション

Climate Science at the top of the world – National Geographic and Rolex Perpetual Planet Expeditions

世界の頂点に立つ気候科学－
ナショナルジオグラフィックとロレックス・パーペチュアル プラネット エクスペディション

Women leading: lessons from local action on gender and climate to inform international climate action.

女性たちの主導：
ジェンダーと気候に関する地域活動の教訓を国際的な気候変動アクションに活かす



GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント Monday
November 1st

Friday
November 12th
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Climate Challenge Cup innovation showcase and awards

気候チャレンジカップイノベーション展示と表彰

Wales and Uganda – collective communities action

ウェールズとウガンダ―共同体コミュニティ活動

All Together Now: Collaboration for Local Climate Action in Northern Ireland

皆でともに今：北アイルランドにおける地域の気候変動アクションのためのコラボレーション

Financing the Sustainable Cities of the Future: What will it take to get there?

未来の持続可能な都市のための資金調達：そのために何が必要か？

Do What You Must – an immersive scenario session

しなければならないことをする―実体験型シナリオセッション

Minga Indígena Declaration Letter for COP26 Leaders

COP��首脳陣に向けたミンガ・インディヘナ宣言文

Hope Springs Eternal – A Sonic Landscape

希望は永遠に―ソニックの風景

Climate Crisis Film Festival – Award Ceremony & Scottish Première of the film “Above Water”

気候危機映画祭－授賞式と映画 「Above Water」 のスコティッシュ・プレミア

Voices from the field – Participatory approaches of Climate Smart Agriculture practices (CSA), Farmer Field Schools (FFS) and indigenous Chakra systems

現場からの声：気候変動スマート農業（CSA）の参加型アプローチ、
農家フィールドスクール（FFS）、先住民族のチャクラシステム

Disability, Resilience and Inclusion in our Cities – inclusive design and community-led urban solutions for disability-inclusive climate resilience

都市における障害、レジリエンス、一体性－障害者を含む気候レジリエンスのために、
すべての人が参加できるデザインとコミュニティ主導の都市の解決策

The nexus between Gender-based climate adaptation and localisation – Lessons from Indonesia

ジェンダーをベースにした気候変動適応とローカリゼーションの関連性－
インドネシアからの教訓



While systemic government action is critical to our low carbon transition, people also want to know what they can do to take climate 

action. To effectively and fairly tackle climate change citizens must be engaged and have access to information that can support them 

to take action.

This session focuses on the potential for people as agents of change - in different roles and different ways - to contribute to a Net Zero 

and climate resilient future. Bringing together cutting edge data and expertise from academics and practitioners, the session will offer 

different examples of how to understand the barriers people face to taking action, and solutions on how to break them down.

The session will cover the spectrum of actions people can take, from low-carbon lifestyles; to changing social and cultural norms; 

providing social mandates for change; to pushing for systemic change through activism and advocacy.

As well as sharing our own research, we will use audience engagement to bring everyone into conversation about how we can catalyse 

our low carbon and climate resilient future.

低炭素社会への移行には政府による組織的なアクションが不可欠ですが、一方で、人々は気候変動アク

ション実行のために何ができるのかを知りたいと思っています。気候変動に効果的にかつ公平に取り

組むためには、市民が積極的に参加し、アクションを実行できるよう後押しする情報にアクセスできる

ようにしなければなりません。このセッションでは、ネット・ゼロと気候変動にレジリエントな未来に

貢献するために、様々な役割や方法で、人々が変化の担い手となる可能性に焦点を当てます。最先端の

データと研究者や実務者から専門知識を結集し、人々がアクションを実行する際に直面する障壁や、そ

の障壁を取り除くための解決策を理解するための、様々な事例を紹介します。ここでは、低炭素ライフ

スタイルから、社会的・文化的規範の変化、社会的変革の必要性、さらには積極的活動と支援運動を通じ

た体系的な転換の推進まで、人々が実行できるあらゆる角度からの様々なアクションを取り上げます。

我 （々気候アウトリーチとCAST）の研究を紹介するのに加え、聴衆参加型のプログラムにすることで、

どうしたら低炭素で気候レジリエントな未来を促進できるか、参加者全員が議論できるようにします。

気候アウトリーチ（情報ネットワーク）とCAST（気候・社会変革センター）

November 1st

9:30 - 11:00
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Catalysing our Net Zero Future: 
working with people to take action on climate change

Climate Outreach (information network) and CAST (Centre for Climate and Social Transformation)

ネット・ゼロの未来の実現促進に向けて：
気候変動へのアクションに向けた協力

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

スピーカー：

キャサリン・スティーンチュス博士（CAST）

ルイス・アケンジ博士（ホット・オア・クール研究所）

スージー・ワン博士（気候アウトリーチ）

ヴァネッサ・ティマー博士（ワン・アース・カナダ）

司会：スチュアート・キャップスティック博士（CAST）

Speakers:

Dr Katharine Steentjes, CAST

Dr Lewis Akenji, Hot or Cool institute

Dr Susie Wang, Climate Outreach

Dr Vanessa Timmer, OneEarth Canada

Chair: Dr. Stuart Capstick, CAST (Centre for Climate and Social Transformations)

Adaptation, Loss and Damage  |  Panel  |  Science and Academia



Poets for the Planet

世界中の受賞歴のある詩人やスポークン・ワード（文学芸術パフォーマンス）・アーティストたちと、イ

ンペリアル・カレッジ・ロンドンをはじめとする大学から気候変動の要因、影響、解決策を研究している

研究者たちが出会いました。エキサイティングなライブパフォーマンスと字幕付きの録音を組み合わ

せて、様々な言語で詩を披露し、その後ライブパフォーマーとの質疑応答の時間を設ける予定です。最

後には詩と科学が織りなす異文化の饗宴で、自然と人々が暮らす街が世界中で直面している危機と、私

たちがそれに対して何ができるのかを探ります。

詩人：サンティアゴ・アコスタ、アドナン・アルサイエグとジェニー・ルイス、ルカ・ベルナルディーニ、ア

ンシュ・チャウラ、モヤ・デ・フェイター、ハリー・ジョセフィン・ジャイルズ、タミー・ライミン・ホー、ロ

ビン・ランボル、ヤン・リエン、イアン・マクラクラン、ジェローム・ピネル、ピエタ・ポエタ、ジャクリー

ン・サフラ、マーヴィン・トンプソン、アントン・トゥルベイチュク、デブラ・ワトソン、タマー・ヨセロフ、

シンディスワ・ズールー

Poets for the Planet（ポエッツ・フォー・ザ・プラネット）は、意気投合した詩人、パフォーマー、アー

ティスト、クリエイティブな活動家が、あらゆる形態の詩を通して、気候変動と生態系の危機的状況に

取り組むために声を上げるコミュニティです。

ウェブサイト: poetsfortheplanet.org

Facebook/Instagram/YouTube: @poetsfortheplanet

ツイッター: @poets�theplanet

インペリアル・カレッジ・ロンドンのグランサム・インスティテュートは、気候変動と環境に関する効果

的なアクションに向けて、世界レベルの研究、トレーニング、イノベーションを提供しています。

ウェブサイト: imperial.ac.uk/grantham

ツイッター: @Grantham_IC

ポエッツ・フォー・ザ・プラネット
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Poets for the Planet and Imperial College London present Earthsong: 
science-inspired poetry against climate change

ポエッツ・フォー・ザ・プラネットと
インペリアル・カレッジ・ロンドンによるEarthsong：
気候変動に対する科学的根拠に基づく詩の上演

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Workshop

November 1st

13:00 - 14:00



Award-winning poets and spoken word artists from around the world have been matched with researchers from Imperial College 

London and beyond studying the causes, effects of, and solutions to climate change. In a mixture of exciting live performances and 

subtitled recordings, they’ ll present poetry in a range of languages, with time for questions and answers from the live performers 

afterwards. The result will be a cross-cultural feast of poetry and science, investigating the danger our natural and human landscapes 

are facing across the globe and what we can do about it.

Poets: Santiago Acosta, Adnan Al-Sayegh and Jenny Lewis, Luca Bernardini, Annsh Chawla, Moya De Feyter, Harry Josephine Giles, 

Tammy Lai-Ming Ho, Robin Lamboll, Yang Lian, Ian McLachlan, Jérôme Pinel, Pieta Poeta, Jacqueline Saphra, Marvin Thompson, Anton 

Trubaïchuk, Debra Watson, Tamar Yoseloff, Sindiswa Zulu.

Poets for the Planet is a community of kindred poets, performers, artists and creative activists raising their voices to engage with 

climate and ecological emergency through poetry in all its forms.

Website: poetsfortheplanet.org

Facebook/Instagram/YouTube: @poetsfortheplanet

Twitter: @poets4theplanet

The Grantham Institute at Imperial College London provides world-class research, training and innovation towards effective action on 

climate change and the environment.

Website: imperial.ac.uk/grantham

Twitter: @Grantham_IC
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グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Workshop
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Musicians In Exile

亡命中の音楽家たち

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Performance

November 1st

15:00 - 16:00

Musicians in Exile, Glasgow’ s asylum seeking and refugee musicians, perform their homelands’ music, with new songs created for 

COP26 about climate change’ s impact on refugees.

With Eyve Madyise from Zimbabwe, Jose Rojas from Chile, Midya Jan from Syria, Aref Ghorbani and Milad Gharibi from Iran, Angaddeep 

& Param Singh Vig from India/Afghanistan and Calum Ingram from Scotland.

Founded in 2018, this group provides free instruments, rehearsal space, travel expenses and gigs to Scotland’ s most vulnerable 

musicians. Shortlisted for this year’ s European, and The Herald, Diversity Awards, a project of The Glasgow Barons, Govan’ s orchestra 

www.glasgowbarons.com

グラスゴーの亡命者や難民の音楽家である”Musicians in Exile （亡命中の音楽家たち）”が、気候変動が

難民に与える影響をテーマにしたCOP��のために制作した新曲とともに、それぞれの母国の音楽を演

奏します。

ジンバブエのEyve Madyise、チリのJose Rojas、シリアのMidya Jan、イランのAref GhorbaniとMilad 

Gharibi、インド/アフガニスタンのAngaddeep & Param Singh Vig、スコットランドのCalum Ingram

とともに。

����年に設立されたこのグループは、スコットランドの最も脆弱性の高いミュージシャンに、無料で

楽器、リハーサルスペース、旅費、コンサートなど演奏の機会を提供しています。今年のヨーロピアン、

そしてヘラルド・ダイバーシティ賞の最終候補者名簿に入った、ゴバンのオーケストラ「グラスゴー・バ

ロンズ」のプロジェクト

www.glasgowbarons.com

グラスゴー・バロンズ
The Glasgow Barons



高緯度北極圏の神秘、不思議、そして気候変動の緊急的な状況を体験してみませんか？スコットランド

の作曲家、エマ・ドナルドとイスベル・ペンドルベリーは、詩人であり劇作家でもあるニック・ドレイク

とのコラボレーションにより、人々を引き付ける情報に満ちた、感動的な音楽と詩のイベントを、

COP��のために作り上げました。数々の賞を受賞したスコットランドの俳優、ピーター・マランが、ニッ

クのスヴァールバル諸島での航海からインスピレーションを得た詩を朗読します。”The Farewell 

Glacier” は、北極圏の過去・現在・未来から、人間と非人間の両方から声を集めて、探検、開発、創造の物

語を教えてくれます。最初のヨーロッパの探検家や捕鯨船から、氷床、水銀、そして未来の自分に至るま

で、これは氷の力と美の物語であり、かつ氷が失われる悲惨な物語でもあり、未来をより良い物へと変

えるために私たち一人一人の想像力へ呼びかけるものでもあります。

The Farewell Glacierは出版社Bloodaxe Books Ltd.の許可を得て演奏しています。音楽の著作権はエ

マ・ドナルドとイスベル・ペンドルベリーにあります。以下の方々のご支援とご協力に感謝いたします。

The Pebble Trust、 The Highland Museum of Childhood、気候のために私たちの物語を信じて資金を

投資してくださった個人支援者の方々。

PAGE:

034

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

The Farewell Glacier by Nick Drake

ニック・ドレイクによる「別れの氷河」

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Indigenous Peoples  |  Nature  |  Science and Academia  |  Youth

November 2nd

12:30 - 13:30

Join us for a journey into the mysteries, wonders and climate emergencies of the high Arctic.

Scottish Composers, Emma Donald and Isbel Pendlebury, in collaboration with poet and playwright Nick Drake, have created a 

compelling, informing and emotionally powerful event of music and poetry for COP26. Award-winning Scottish actor, Peter Mullan will 

read the poems inspired by Nick's voyage around the Svalbard archipelago. ‘The Farewell Glacier’ gathers together voices both human 

and non-human from across the Arctic's past, present and future to tell a story of exploration, exploitation and imagination. From the 

first European explorers and whalers to ice-cores, mercury and even the Future herself, this is a story of the power and beauty of ice, the 

calamity of its loss, and a call to the imagination of every one of us to change the future for the better.

The Farewell Glacier’ is performed by kind permission of the publishers Bloodaxe Books Ltd. Music copyright Emma Donald and Isbel 

Pendlebury We gratefully acknowledge the support and generosity of: The Pebble Trust The Highland Museum of Childhood The 

individual supporters who, for the sake of the climate, invested their trust and money in our story.

イーデル・ライ
Edel Rae

ザ・カンパニー：

ピーター・マラン：朗読者

ニック・ドレイク：詩人・劇作家

エマ・ドナルド：作曲家・ヴァイオリン

イスベル・ペンドルベリー：作曲家・ハープ

セレナ・ヒル：クリエイティブ・アソシエイト

イーデル・ライ：プロデューサー

The Company

Peter Mullan - Reader

Nick Drake - Poet/Playwright

Emma Donald - Composer/Fiddle

Isbel Pendlebury - Composer/Clarsach

Serena Hill - Creative Associate

Edel Rae - Producer



このセッションでは、気候変動の影響を最も受ける世代に力を与えることを目指します。若者世代の声

は適応とレジリエンスに不可欠であり、映画は彼らの希望と不安を伝達する強力なツールとなります。

アリソン・アンダーソン教授が、若者が気候変動に関わることができる革新的な方法について議論しま

す。このイベントを通して、SCARLET Designのキャリー・マークス氏が作成したイラスト付きのビジュ

アルアイコンを使った「対話式ゲーム」を参加者にご紹介します。このゲームは、イングランド南西部の

��歳から��歳までの若者を対象とした一連のワークショップで使用されました。また、このゲームの

視覚的に刺激的な面が、主要メディアがどのようにこの問題を取り上げているかを含め、この問題につ

いて議論するにあたり若者たちを取り込んでいくのに役立ちます。続いて、Fotonow社が制作した、

様々な経歴を持つ若者やジャーナリスト、編集者の声を選んで収録された映画の上映会が行われます。

このセッションは、若者だけでなく、教師、ジャーナリスト、政策立案者にとっても興味深いものになる

でしょう。
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Visualising Climate: Young People’s Responses to the Climate Emergency

気候の可視化：気候の緊急事態に対する若者たちの反応

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Film  |  Panel  |  Youth

November 2nd

13:30 - 14:30

This session seeks to empower the generation who will be most impacted by the effects of climate change. Young people’ s voices are 

crucial to adaptation and resilience and film provides a powerful tool to convey their hopes and fears. Professor Alison Anderson will 

discuss innovative ways in which young people can be engaged with climate change. Through this event participants will be introduced 

to an ‘interactive game’ using illustrated visual icons created by Carey Marks of SCARLET Design, used in a series of workshops held 

with young people aged 16-18 in South West England. The game provides a visually exciting means to engage young people in 

discussing the issues, including how mainstream media are covering them.

Following this there will be a screening of a film produced by Fotonow – capturing the voices of a selection of the young people from 

diverse backgrounds as well as journalists and editors. The session will be of particular interest not only to young people but also to 

teachers, journalists and policymakers.

プリマス大学
University of Plymouth

チームメンバー：

アリソン・アンダーソン教授（イギリス・プリマス大学社会文化学部、オーストラリア・モナシュ大学社会科学部兼任教授）

ジェームズ・エルウッド（映画監督、Fotonow CICディレクター）

キャリー・マークス（写真家ジャーナリスト、科学コミュニケーションデザイナー、SCARLET Design）

The team

Professor Alison Anderson(School of Society and Culture, University of Plymouth, UK,  and Adjunct Professor in the School of Social Sciences, 

Monash University, Australia)

James Ellwood (film-maker and Director of Fotonow CIC)

Carey Marks (photojournalist and science communication designer, SCARLET Design)
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Unlocking the nature/net zero balance”
– exploring the twin challenge of tackling climate change while preserving
and enhancing our natural environment

「自然とネット・ゼロのバランスを解き明かす」
気候変動への対策と自然環境の維持・強化の
�つの課題を探る

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Nature  |  Panel

November 2nd

13:30 - 14:30

私たちが消費する水の一滴一滴があるのは自然のおかげであり、私たちの健康と栄養を維持し、産業と

経済を動かしています。帯水層・湖・湿地帯は私たちに水の蓄えを提供し、河川や小川は活気に満ちた野

生生物の通り道に沿って水を運び、沿岸の塩性湿地は、暴風雨に対する自然の防壁かつ炭素の吸収源と

して役立っています。

����年、イギリスの水道会社は����年までにネット・ゼロを達成するための世界初の詳細なセクター

全体の計画である「ネット・ゼロ・����ルートマップ」を発表し、業界の低炭素化を先導しました。この

ルートマップの本質にあるのは、従来のコンクリートやスチールを使ったソリューションから、ネッ

ト・ゼロを超えた幅広いコベネフィットをもたらす、様々なネイチャーベースド・ソリューション（自然

を基盤とした解決策）へと移行したいという切なる願いです。このイベントでは、ビジネスと環境の業

界の代表者が一堂に会し、ブルー・リカバリーを後押しするためのネイチャーベースド・ソリューショ

ン開拓のコベネフィットと機会、そして成功への鍵となる障壁を探ります。また、自然再生と同時に

ネット・ゼロを実現するための課題と機会について、参加者にイギリス国内の先進的な事例を紹介する

とともに、ネイチャーベースド・プログラムの展開と拡大を支援するための規制枠組みとグリーンファ

イナンスの役割についても考察します。

Nature is behind every drop of water that we consume, keeping us healthy and fed, powering industry and the economy. Our aquifers, 

lakes and wetlands provide us with water storage; our rivers and streams convey water along vibrant wildlife corridors; while our coastal 

saltmarshes serve as both a natural barrier against storms and as a sink for carbon.

In 2020, water companies in the UK spear-headed the industry’ s low-carbon journey with the publication of the Net Zero 2030 

Routemap – the world’ s first detailed sector-wide plan to reach net zero by 2030. At the heart of the Routemap is a desire to move 

away from traditional concrete and steel solutions to a variety of nature-based solutions that bring wider co-benefits beyond net zero.

In this event, we will bring together representatives from the business and environmental communities to explore the opportunities and 

co-benefits of developing nature-based solutions in support of a Blue Recovery, and the key barriers to success. We will also offer 

insights around the challenge and opportunity of delivering net zero alongside nature recovery, providing attendees with leading 

examples from around the UK and exploring the role of regulatory frameworks and green finance in supporting the roll out and scaling 

up of nature-based programmes.

ウォーターUK
Water UK
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GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Nature  |  Panel

司会者：クリスティン・マクガーティ（ウォーターUK CEO）

基調講演：トニー・ジュニパー（ナチュラル・イングランド議長）

パネリスト：ダグラス・ミリカン（スコティッシュ・ウォーターCEO）

ダレン・ムーアクロフト（ウッドランド・トラストCEO）

ローナン・パーマー（E�Gアソシエイト・ディレクター、クリーン・エコノミー担当）

ジェームズ・ロビンソン（ワイルドファウル＆ウェットランド・トラスト（WWT）、保全部門ディレクター）

ベッキー・スピート（RSPB：英国王立鳥類保護協会 CEO）

Hosted by: Christine McGourty, CEO, Water UK

Keynote: Tony Juniper, Chair, Natural England

Panellists: Douglas Millican, CEO, Scottish Water

Darren Moorcroft, CEO, Woodland Trust

Ronan Palmer, Associate Director – Clean Economy, E3G

James Robinson, Director of Conservation, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)

Becky Speight, CEO, RSPB
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The Need to Be Cold

寒い環境の必要性

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Indigenous Peoples  |  Nature  |  Panel

November 2nd

15:30 - 17:00

A conversation and artistic intervention on the effects of global warming that threaten the livelihood of Indigenous peoples in the arctic 

region. For this panel the Goethe-Institut invites experts to discuss ‘Green Colonialism’ and Indigenous self-determination in the North.

The hybrid event is part of the cross-border, interdisciplinary project focusing on the Arctic and Boreal regions “The Right to Be Cold” *: 

It negotiates questions of Indigenous rights, ecology, climate justice and culture. The project brings together the voices of those who 

stand up for self-determination and climate-justice and connects artists and institutions from Nunavik, Sápmi and Yakutia and other 

places in the Arctic region. Besides the multilingual online platform https://www.goethe.de/prj/eco/en/rbc.html , the residency relay and 

other activities contribute to share knowledge and connect discourses in the global North with those in the South.

* The title of the project comes from the long battle of Inuit to have their rights linked to climate change. The book of the same name by 

Sheila Watt-Cloutier (2015, Allen Lane Publication), testifies of her pioneering work in connecting climate change to human rights. Okalik 

Eegeesiak, Former Chair of the Inuit Circumpolar Council (ICC) used the expression in her discourse at the United Nations Framework 

Convention on Climate Change COP 21 December 3, 2015 in Paris, France.

北極圏の先住民の生活を脅かしている地球温暖化の影響について、対話と芸術的対策を行います。ゲー

テ・インスティテュートはこのパネルのために専門家を招き、「緑の植民地主義」と北半球における先住

民の民族自決権について議論します。

このハイブリッドイベントは、北極圏・亜寒帯地域に焦点を当てた国際的・学際的なプロジェクト “The 

Right to Be Cold（寒い環境を持つ権利）”※ の一環で行われます。このプロジェクトは先住民族の権

利、生態系、気候正義、文化に関する問題を協議するものです。また、このプロジェクトは民族自決権と

気候正義のために立ち上がった人々の声を集め、ヌナヴィク、サパミ、ヤクーチアなど北極圏地域

か ら の ア ー テ ィ ス ト や 機 関 を 結 び 付 け て い ま す 。多 言 語 対 応 の オ ン ラ イ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

https://www.goethe.de/prj/eco/en/rbc.htmlのほか、研修リレーやその他の活動により、北半球と

南半球の知識を共有し、対話をつなげることに貢献しています。

※このプロジェクトのタイトルは、気候変動に関連する自分たちの権利を持つためにイヌイットが長 

 い間戦ってきたことに由来しています。シーラ・ワット・クルティエによる同名の本（����年アレン・ 

 レーン出版）は、気候変動を人権に結びつけた彼女の先駆的な活動を物語っています。イヌイット 

 周極協議会（ICC）の前議長であるオカリク・エーゲーシアク氏は、����年��月�日にフランス・パリ 

 で開催された国連気候変動枠組み条約COP�� における講演の中で、この表現を使用しました。

ゲーテ・インスティテュート（グラスゴー）
Goethe-Institut (Glasgow)
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気候変動の影響への適応と緩和に向けた世界的な取り組みを拡大するために、生産者ネットワークの

フェアトレード農家代表者とビジネスリーダーが、市民、企業、政府がどのようなアクションを行うべ

きか議論する、対話型ライブパネルディスカッションです。

世界的な気候変動目標を達成するためには、世界の食糧システムとその貿易との関係を変革する必要

があります。真に持続可能な世界の食糧システムへの正当な移行のためには、気候危機の最も厳しい影

響にすでに直面している人々が中心になって解決策を構築する必要があります。

南半球の気候変動に脆弱な国の農業コミュニティは、すでに気候変動の最も悪い影響を経験している

人々です。ここでは、気候変動に適応し、彼らのコミュニティとより気候にやさしい農法への移行を支

援するために、彼らがすでに行っているアクションをご紹介します。

フェアトレード・インターナショナル

November 2nd

16:30 - 18:00

Fairtrade Farmers: Our Food and the Fight for Climate Justice

Fairtrade Labelling Organizations International e.V.

フェアトレード・ファーマーズ：
私たちの食糧と気候正義のための闘い

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

議長：

メアリー・キンユア（オセリアン・フラワーズ・ケニア、フェアトレード・インターナショナルCOP議長市民社会・青年協議会代表）

スピーカー：

ベンジャミン・フランクリン・クアメ（ココア農家、フェアトレード・アメリカ）ルイス・アケンジ博士（ホット・オア・クール研究所）

アンドレス・ゴンザレス（砂糖農家、ラテンアメリカ・カリブ地域フェアトレード生産者・労働者ネットワーク）

ムニラジュ・シバンナ（砂糖農家、アジア太平洋地域生産者フェアトレードネットワーク）

シェリル・ピント（ベン＆ジェリーズ・グローバル価値創出調達マネージャー）

Chair: 

Mary Kinyua, Oserian Flowers, Kenya and Fairtrade International representative to the COP President’ s Civil Society and Youth Council

Speakers:

Benjamin Franklin Kouamé, Cocoa Farmer and Fairtrade Africa

Andres Gonzales, Sugar Farmer and Latin American and Caribbean Network of Fair Trade Producers and Workers

Muniraju Shivanna, Sugar farmer and Fairtrade Network of Asian & Pacific Producers

Cheryl Pinto, Global Values Led Sourcing Manager, Ben & Jerry’ s

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Nature  |  Panel
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A live, interactive panel discussion with Fairtrade farmer representatives from the Producer Networks and business leaders to discuss 

what further action is needed from citizens, business and governments to scale-up global efforts to adapt to and mitigate the effects of 

climate change.

In order to achieve global climate targets, we need to transform the global food system and its relationship with global trade. Those 

already facing the harshest effects of the climate crisis must be a central part of building solutions for a just transition to a truly 

sustainable global food system.

Farming communities in climate vulnerable nations across the Global South are amongst those already experiencing the worst effects 

of climate change. We’ ll hear some of the ways they are already taking action to adapt and support their communities and transition to 

more climate-friendly farming methods.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Nature  |  Panel
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イヌイット周極協議会（ICC）は、既存のイヌイットの知識やイヌイットのイノベーションや技術が、ど

のように気候レジリエントなインフラに役立つかという疑問への答えを探るため、イヌイットのホー

ムであり領土であるイヌイット・ヌナート全域から集まったイヌイットの若者たちによるパネルディ

スカッションを開催します。イヌイット・ヌナートのほとんどの地域では、すでに気候レジリエンスと

適応能力につながるインフラ不足に直面しています。例えば、

● 教育

ほとんどのイヌイットは、高等教育を受けるためには家から遠く離れた場所に行かなければなりません。

● 電力

多くのイヌイットのコミュニティは、電力をディーゼル発電機に頼っています。

● 住宅

イヌイットのコミュニティでは、住宅不足が慢性化しています。����年には、グリーンランドで���人

近い人々がずっと住み続けられる住宅を持っていない状況でした。

● 海洋インフラ

イヌイットは沿岸に住む人々であり、沿岸資源に依存しています。北極海は�年のほとんどの期間中開

放されているため、海は伝統的な収穫の機会を提供し、また増加した船舶アクセスからの他の機会も提

供します。しかし、そのためには適切なインフラが必要ですが、現在イヌイット・ヌナートにはあまりあ

りません。

気候変動は、私たちのコミュニティのインフラの様々な側面の完全な状態に対する挑戦です。アラスカ

では、守ってくれていた沿岸氷が激しい暴風雨を防ぐことができなくなり、イヌイットのコミュニティ

全体が脅威にさらされています。他のコミュニティでは、道路、パイプライン、上下水道管、滑走路など

の健全性が懸念されています。気候変動によって、イヌイット・ヌナートの密に連携した組織全体が危

機に瀕しているのです。このイベントでは、イヌイットの若者たちが、自分たちのホームコミュニティ

ですでに起きている変化に耐えるために必要なインフラの種類について考え、説明します。

Inuit Knowledge, Innovation and Infrastructure
– Inuit youth perspectives on infrastructure
for adaptation and resilience

イヌイットの知識、イノベーション、インフラ
― 適応とレジリエンスのための
インフラに関するイヌイットの若者の視点

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Indigenous Peoples  |  Panel  |  Presentation

November 3rd

13:30 - 15:00

イヌイット周極協議会
Inuit Circumpolar Council
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GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Indigenous Peoples  |  Panel  |  Presentation

The Inuit Circumpolar Council (ICC) will host a panel discussion with Inuit youth from across Inuit Nunaat, Inuit homelands and territory, 

to explore answers to the question of how existing Inuit knowledge and Inuit innovation and technologies might help better inform 

climate-resilient infrastructure. Most of Inuit Nunaat already has an infrastructure deficit that connects to climate resilience and 

adaptive capacity. For example:

• Education: Most Inuit must travel far from home for post-secondary education.

• Power: Many Inuit communities are reliant on diesel generators to provide power.

• Housing: Lack of sufficient housing is chronic in Inuit communities. In 2017, there were almost 900 people in Greenland with no    

   permanent housing.

• Marine infrastructure: Inuit are coastal people and rely on marine resources. With an Arctic Ocean open for more of the year, the seas  

  present opportunities for traditional harvesting pursuits, and other opportunities from increased shipping access. But this require  

  appropriate infrastructure that is currently sparse in Inuit Nunaat.

Climate change is a challenge to the integrity of various aspects of our community infrastructure. In Alaska, whole Inuit communities are 

threatened, as big storms are no longer buffered by protective shore ice. In other communities, there are concerns about the integrity of 

roads, pipelines, water and sewer pipes, and runways. The whole connective tissue of Inuit Nunaat is being challenged by climate 

change. This event will engage Inuit youth in thinking about and describing the sorts of infrastructure that will be necessary to withstand 

the changes already occurring in their home communities.
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November 4th

09:30 - 10:30

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Panel

Bboxx Ltd

オフグリッド分野の専門家や有力者であるパネリストが、サハラ以南のアフリカおよび南半球におけ

る分散型クリーンエネルギーへのアクセスの提供に、Covid-��パンデミックがどのような影響を与え

ているかを探ります。また、気候変動関連の目標、具体的にはSDG�―「クリーンなエネルギーをみんな

に」を達成するために必要な、包括的でレジリエントな、グリーン・リカバリー（環境重視の経済回復）を

実現するために、オフグリッド・エネルギー分野に何が必要かを議論します。豊富で幅広い議論の中で、

パネリストは「Covidの章」から生まれた様々な仮説を検証します。これらの成果は、主要なオフグリッ

ド関連企業、投資家、ファンドマネジャーが共同で執筆するポストCOP��レポートに公開されます。

デューク大学エネルギー・アクセス・プロジェクトのジョナサン・フィリップスがパネルの司会を務め、

デューク大学が成果レポートの作成を担当します。

ビーボックス有限会社

Covid-19: what has it meant for the people, the planet,
and the future of off-grid energy access?

Covid-��は人々、地球、
そして分散型エネルギーアクセスの未来に
何をもたらしたか？

The panelists, the top off-grid sector experts and players, will explore the impacts of the Covid-19 pandemic on provision of 

decentralised clean energy access in Sub-Saharan Africa and the Global South more broadly. They will discuss what the off-grid energy 

sector now needs to ensure the inclusive, resilient, and green recovery required for reaching climate-related goals, and specifically SDG7 

– clean energy for all. In a rich and wide-ranging discussion, panelists will interrogate different emerging hypotheses from the ‘Chapters 

of Covid’ . These takeaways will be published in post-COP26 report, co-authored by a range of leading off-grid companies, investors and 

fund managers. Jonathan Phillips of Duke University’ s Energy Access Project will moderate the panel and Duke will lead the 

development of the takeaways report.
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November 5th

09:30 - 10:30

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Faith  |  Panel

Islamic Relief Sweden in collaboration with Act Church of Sweden

気候変動対策を持続可能で公正なものにするためには、性差別を排除し、地域主導である必要がありま

す。信仰関係者は、危機に見舞われたコミュニティにとって不可欠な存在であり、気候変動によって引

き起こされる危機の前、最中、後にもいつでも存在しています。信仰の視点はどのような役割を果たし

ているでしょうか？また、信仰関係者がジェンダーと気候正義を確実に形にしていくための積極的な

力になるよう促すには、何が必要なのでしょうか？

必要な合意、原則、計画は既に存在しています。例えば、COP��で採択された「ジェンダー・アクション・

プラン」、世界資源研究所(WRI)と国際環境開発研究所(IIED)が策定し、イスラミック・リリーフとアク

ト・チャーチ・オブ・スウェーデンが最初の署名者であった「地域主導型適応の原則」があります。信仰

は、価値観、倫理観、態度、行動の型枠を作り、気候変動対策と社会変革を理解し評価するための重要な

基盤となります。

しかし、その進展は遅々として進まず、気候変動対策資金も不足しています。今こそ、言葉を行動に移す

ときです。

イスラミック・リリーフ・スウェーデンがアクト・チャーチ・オブ・スウェーデンと共同で企画したこの

イベントでは、地域の状況に応じた気候変動適応の事例を共有し、気候変動影響を受けているコミュニ

ティの体験に耳を傾けます。また、信仰関係組織の代表者を含む専門家パネルが、政策をアクションに

変えていくための現在の取り組みについてコメントします。そして、地域主導の適応、ジェンダー平等

に対応したプログラム、信仰との相互関係について議論し、信仰関係者に何ができるかについて話し合

います。そうすることで、気候変動の影響を受ける人々を気候変動適応・包括的な意思決定・説明責任に

関する議論の中心に据えることを目指します。宗教間の声明「聖なる人々、聖なる地球」を引用しなが

ら、気候変動による危機に見舞われた人々やコミュニティのために、信仰を気候正義とジェンダー正義

の推進力にしていくために、信仰関係者と国際コミュニティに何ができるのかを探っていきます。

イスラミック・リリーフ・スウェーデン、協力：アクト・チャーチ・オブ・スウェーデン

Faith in Action to strengthen community-led 
and gender inclusive adaptation for climate justice

気候正義のためにコミュニティ主導かつ
性差別のない適応を強化する
気候アクションへの信仰
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スピーカー：

●  アンティエ・ジャケレン博士（スウェーデン国教会大司教）

●  シェイク・ハッサン・ラバニ（イマーム｛イスラム教指導者｝、スコットランド・ムスリム・フォーラム議長）

●  ヌハッド・アワッド（グリーンピース中東・北アフリカ、

 ウンマ｛イスラム教コミュニティ｝のための地球プロジェクト・キャンペーン担当者）

●  ワシーム・アフマド（イスラミック・リリーフ・ワールドワイド、最高経営責任者）

●  エリック・ライセン（アクト・チャーチ・オブ・スウェーデン、ディレクター）

モデレーター：

シャヒン・アシュラフMBE（イスラミック・リリーフ・ワールドワイド、グローバル・アドボカシー部門責任者）

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Faith  |  Panel

To be sustainable and just, climate adaptation efforts need to be gender inclusive and locally led. Faith-based actors are an integral part 

of crisis-affected communities, and are present before, during and after a climate induced crisis. What role does the faith perspective 

play, and what is needed to allow and spur faith actors to be a positive force for ensuring gender and climate justice?

The needed agreements, principles and plans are already in place. These include the Gender Action Plan adopted at COP25, and the 

Principles of locally-led adaptation formulated by World Resources Institute (WRI) and International Institute for Environment and 

Development (IIED), to which Islamic Relief and Act Church of Sweden were among the first signatories. Faith is a frame of values, 

ethics, attitudes and behaviours which is an important foundation for understanding and assessing climate action and societal 

transformation.

However, progress is slow and climate finance is lacking. It is high time to transform words into action.

During this event, arranged by Islamic Relief Sweden in collaboration with Act Church of Sweden, we will share examples of climate 

adaptation from local contexts and listen to the experience of communities affected by climate change. A panel of experts, including 

representatives of faith-based organisations, will provide comment on current efforts to transform policies into action. We will discuss 

the interconnections between locally-led climate adaptation, gender-responsive programming and faith, and what can be done by faith 

actors and others to put affected people at the centre of discussions on adaptation, inclusive decision-making and accountability. 

Drawing on the inter-religious statement “Sacred People, Sacred Earth” , we will explore what can be done by faith actors and the 

international community to ensure that faith becomes a catalytic force for climate- and gender justice for crisis-affected people and 

communities.

Speakers:

• Dr Antjé Jackelén, Archbishop, Church of Sweden.

• Sheikh Hassan Rabbani, Imam, chair of Scottish Muslim Forum.

• Patriciah Roy Akullo, climate and gender expert, DanChurchAid, Uganda,

• Nouhad Awwad, Ummah for Earth Project Campaigner, Greenpeace-MENA

• Waseem Ahmad, Chief Executive Officer, Islamic Relief Worldwide

• Erik Lysén, Director, Act Church of Sweden

Moderator:

Shahin Ashraf MBE - Head of Global Advocacy, Islamic Relief Worldwide
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Polar Net Zero

極地におけるネット・ゼロ

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Cities and Built Environment  |  Energy  |  Panel

November 5th

09:30 -  11:00

This interactive event challenges young people around the globe to think about the part they can play in creating a low carbon future.

By questioning world-leading experts who are developing sustainable solutions to reduce energy use at British Antarctic Survey research 

stations school children will learn how human ingenuity, creativity, and technology can help people live with and adapt to climate 

change. Its key message to students is ‘you can help ensure a greener, more resilient future for us all’ .

この対話型イベントは、世界中の若者たちに、低炭素社会の実現に向けて自分たちが果たすことができ

る役割について考えるよう呼びかけます。

英国南極研究所の観測所でエネルギー使用量を削減するための持続可能な対策を開発している世界を

率いる専門家に質問をすることで、人間が気候変動と共存し、適応するために、子どもたちは人間の創

意工夫・創造性・技術がどのように役立つのかを学びます。

学生たちへの重要なメッセージは、「あなたは私たち全員のために、もっと環境にやさしく、もっとレジ

リエントな未来を得ることができる」ということです。

英国南極研究所
British Antarctic Survey
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Speakers:

Brenda Mwale – Malawi Climate Leaders network

Chloe Campbell – 2050 Climate Group

David Samikwa - Malawi Climate Leaders network

Emma Yule – 2050 Climate Group

Màiri McAllan - Minister for Environment and Land Reform, Scottish Government

Sarah Knight – 2050 Climate Group

Tom McKennna – 2050 Climate Group

Lotte Beekenkamp (Moderator) – 2050 Climate Group

スピーカー：

ブレンダ・ムワレ（マラウイ気候リーダーズネットワーク）

クロエ・キャンベル（����クライメート・グループ）

デビッド・サミクワ（マラウイ気候リーダーズネットワーク）

エマ・ユール（����クライメート・グループ）

マアイリ・マッカラン（スコットランド政府、環境・土地改革担当大臣）

サラ・ナイト（����クライメート・グループ）

トム・マッケンナ（����クライメート・グループ）

ロッテ・ビーケンカンプ（司会、����クライメート・グループ）

Our generation, and those that follow, will live with the consequences of the decisions being made now at COP26 in Glasgow.

The international collaboration between Malawi Scotland Partnership and 2050 Climate Group was announced by the First Minister 

Nicola Sturgeon in 2018 at the 2050 Climate Group Youth Summit. We’ ve been supported by the Scottish Government since then and 

we are thrilled to have Màiri McAllan, Minister for Environment and Land Reform join our session to discuss the importance of 

supporting collaborations between Scotland and Malawi young leaders.

Our partnership is based on the premise that young people are at the forefront of climate action. We believe that the urgent work of 

addressing the climate crisis is one that needs collaboration and a global mindset.

Our session will cover the work that we do in our respective countries, our visions for the future and our key asks out of COP26. You will 

hear from leaders in Malawi and Scotland. Come and hear our stories.

私たちの世代、そしてそれに続く世代は、グラスゴーのCOP��で今決められる意思決定の結果を背負って

生きていくことになります。

マラウイ・スコットランド・パートナーシップと����クライメート・グループの国際協力が、����年の����

クライメート・グループ・ユースサミットにおいてニコラ・スタージョン第一首相によって公表されまし

た。私たちはそれ以来、スコットランド政府の支援を受けており、今回環境・土地改革担当大臣のマアイリ・

マッカラン氏にセッションに参加していただき、スコットランドとマラウイの若いリーダーのコラボレー

ションを支援することの重要性について議論することができることをとても嬉しく思います。

私たちのパートナーシップは、若本が気候変動対策の最前線にいるという前提に基づいています。私たちは

気候危機へ取り組むという緊急を要する問題には、協力とグローバルな考え方が必要だと信じています。

このセッションでは、私たちがそれぞれの国で行っている活動、未来へのビジョン、そしてCOP��での私

たちの重要な要望について説明します。マラウイとスコットランドのリーダーの話を聞くことができます

ので、是非私たちの話を聞きに来てください。

����クライメート・グループ

November 5th

15:00 - 16:00

Visions of tomorrow for a sustainable future in Scotland and Malawi

2050 Climate Group

スコットランドとマラウイにおける
持続可能な未来に向けた明日のビジョン

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Panel
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グリーンゾーンプログラムイベント

November 6th

09:30 - 10:30

Adaptation, Loss and Damage  |  Nature |  Panel

Blue Ventures

マングローブ林は、気候変動の緩和と適応の両方にとって究極のネイチャーベースド・ソリューション

（自然を基盤とした解決策）です。マングローブ林は二酸化炭素を吸収し、蓄えます。これは沿岸ブルー

カーボンと呼ばれ、この蓄積はほとんどの熱帯雨林よりもはるかに高い割合で行われています。マング

ローブを保護・再生することは、温室効果ガスの排出量を削減すると同時に、気候変動への適応を推進

する、非常に効率的で効果的な方法です。そのため、もし私たちが地球温暖化を�.�度に抑えられるとす

るならば、マングローブの保護・再生は、大規模な炭素吸収を達成するために不可欠な要素です。

マングローブの保全と再生の鍵を握るのは、沿岸の熱帯諸国とその市民です。

このパネルでは、コロンビア、マダガスカル、コスタリカ、セイシェル、インドネシアの政府、市民社会、

そして世界的に著名な科学者が一堂に会し、以下のような方法を用いて、南南（南半球に位置する国同

士）の知識共有を促進する対話型の議論を行います。

●  （気候変動の）最前線で生活している沿岸地域のコミュニティや、自国のブルーエコノミーを確実に 

 守るために取り組む政府の視点から、地球規模の気候崩壊の文脈におけるマングローブの重要性を

 明らかにする

●  パリ協定下での各国のNationally Determined Contribution（国が決定する貢献）が気候緊急

 事態に対処するにあたり十分に大規模なものであることを保証するために、沿岸のブルーカーボン 

 の保全・再生が役立つことを示す

●  もし必要な政策と保護の枠組みが整備されていれば、持続可能なマングローブの管理と再生に

 資金とインセンティブを与えるために、どのように炭素市場を活用できるかを説明する

●  マングローブのブルーカーボンがその可能性を最大限に発揮できるために、取り組まなければならない

 政策上と実行上における障壁を明らかにし、またそれらの障壁に対する潜在的な解決策も強調する

また、パネルディスカッションでは、様々なメディアを使って観客との対話型質疑応答も行われます。

環境保護団体ブルー・ベンチャーズ

Coastal Blue Carbon Panel 
– The vital role of mangroves
for climate change mitigation and adaptation

沿岸域ブルーカーボンパネル
―気候変動の緩和と適応における
マングローブの重要な役割
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Adaptation, Loss and Damage  |  Nature |  Panel

Mangrove forests are the ultimate nature-based solutions for both climate change mitigation and adaptation. They capture and store 

carbon dioxide - coastal blue carbon - and they do this at rates far greater than most tropical rainforests. Protecting and restoring 

mangroves is a highly efficient and effective way to simultaneously reduce GHG emissions, and supporting adaptation to climate 

change . Mangrove protection and restoration is a vital component of achieving the large-scale carbon drawdown essential if we are to 

have a chance of limiting global warming to 1.5C.

Coastal tropical nations and their citizens hold the key to mangrove conservation and restoration.

This panel will bring together governments, civil society and world renowned scientists from Colombia, Madagascar, Costa Rica, 

Seychelles and Indonesia for an interactive discussion that will promote south-south knowledge sharing by:

• Bringing to light the importance of mangroves in the context of global climate breakdown, from the perspective of coastal 

   communities living on the frontline and governments working to ensure their countries’ blue economies are safeguarded

• Demonstrating how the conservation and restoration of coastal blue carbon can help ensure that countries’ Nationally Determined 

   Contributions under the Paris Agreement are sufficiently ambitious to tackle the climate emergency

• Explaining how, if the necessary policy and safeguarding frameworks are in place, carbon markets can be leveraged to fund and 

   incentivise sustainable mangrove management and restoration

• Highlighting some of the policy and implementation barriers that must be tackled if mangrove blue carbon is to reach its full 

   potential, as well as some potential solutions to these barriers

The panel discussion will be supplemented by mixed media and interactive audience Q&A.
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Three Scottish poets, Roseanne Watt from Shetland, with Pàdraig MacAoidh and Donald S. Murray, both from Lewis, will give readings 

of their work which reflects the challenges faced by island communities due to climate change and the ecological degradation it causes. 

They also represent the diverse linguistic traditions of the Scottish islands which have persisted to this day despite many hardships and 

offer an insight into their unique form of resilience. The readings will be in English, Scottish Gaelic and Shetlandic with accompanying 

text for the English speaking and D/deaf audience members. We wish to extend a warm welcome to all of the delegates and visitors to 

the COP especially to the indigenous peoples from around the world and hope that you will be able to attend. Ceud mìle fàilte! The event 

is chaired by Drew McNaughton, poet and former events coordinator for the Scottish Poetry Library and committee member of 

Seachdain na Gàidhlig. We are grateful for the support of the Gaelic Books Council, Scottish Book Trust and Scottish Poetry Library. This 

event is also one of a number that have emerged out of Possible Dialogues, a collaboration between artists and indigenous people from 

Colombia and Scotland.

シェットランド島出身のロザンヌ・ワット、ルイス島出身のパドレイグ・マカオイドとドナルド・S・マ

レーの�人のスコットランド人の詩人が、気候変動やそれに伴う生態系の悪化によって島のコミュニ

ティが直面する問題を反映した彼ら自身の作品を朗読します。彼らはまた、多くの困難があったにもか

かわらず今日まで存続してきたスコットランドの島々の多様な言語の伝統を象徴しており、彼らの持

つユニークなレジリエンスの形についての洞察を与えてくれます。朗読は、英語、スコットランドゲー

ル語、シェットランド語で行われ、英語話者と耳の不自由な人のためのテキストも用意されています。

私たちは、COPに参加するすべての代表者と来場者、特に世界中の先住民の方々を温かくお迎えします

ので、ご参加をお待ちしております。Ceud mìle fàilte!（��万人を歓迎します！） 本イベントの司会は、

詩人かつ元スコティッシュ・ポエトリー・ライブラリーのイベントコーディネータであり、Seachdain 

na Gàidhlig（ゲール語週間）の委員でもあるドリュー・マクノートンが務めます。ゲーリック・ブック

ス・カウンシル、スコティッシュ・ブック・トラスト、スコティッシュ・ポエトリー・ライブラリーのご支

援に感謝いたします。また、このイベントは、コロンビアとスコットランドのアーティストと先住民の

コラボレーションである「ポッシブル・ダイアログ（対話の可能性）」から生まれたものの一つです。

ゲール語週間（エディンバラ・ゲール・フェスティバル）

November 6th

10:30  - 12:00

Weathering the Storm:
Scottish Poets Discuss Climate Change Resilience and Adaptation

Seachdain na Gàidhlig

嵐を乗り切る：
スコットランドの詩人たちが気候変動への
レジリエンスと適応について語る

Adaptation, Loss and Damage  |  Performance
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Unilever will be hosting a film screening about action towards a nature positive, net zero world.

The event will explore a combination of solutions including the role of technology, use of data, engagement of people and partnerships.

This will be followed by a moderated panel discussion with 4-5 participants with a possible Q&A with the audience.

ユニリーバは、ネイチャー・ポジティブ（自然優先）な、ネット・ゼロの世界に向けたアクションについて

の映画上映会を開催いたします。

このイベントでは、テクノロジーの役割、データの活用、人々の積極的な関与、パートナーシップなど、

様々な解決策を探ります。

その後、�～�名の参加者とモデレーターによるパネルディスカッションが行われ、観客との質疑応答も

予定されています。

ユニリーバ

November 6th

16:30  - 18:00

We cannot win on climate without winning on nature.

Unilever

自然で勝たずして、
気候変動に勝つことはできません。

Adaptation, Loss and Damage  |  Film  |  Nature  |  Panel  |  Principal Partner
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Join artist and author Oliver Jeffers for a screening of the Apple Original film “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth,” available 

on Apple TV+.

After the film, Jeffers will lead families in an interactive discussion about Earth, in celebration of the place we call home.

Film Synopsis: On the eve of Earth Day, a precocious seven-year-old learns about the wonders of the planet from his parents- and a 

mysterious exhibit at the aptly named Museum of Everything. Based on the bes

November 7th

10:00 - 11:30

Adaptation, Loss and Damage  |  Civil society  |  Film  |  Science and Academia

Apple & Oliver Jeffers Studio

アーティストであり作家でもあるオリバー・ジェファーズ氏と一緒に、アップルTV+でご覧いただける

アップルのオリジナル映画「ヒア・ウィー・アー：地球で生きるためのヒント」の上映会に参加しません

か。

映画の後には、私たちが故郷と呼ぶ場所に敬意を表しながら、ジェファーズが地球についての対話型議

論において家族をリードします。

映画のあらすじ：アース・デーの前夜、早熟な�歳の少年は、両親から地球の素晴らしさについて学びま

す。そして「Museum of Everything」と名付けられた博物館の、不思議な展示物についても。オリバー・

ジェファーズのベストセラー児童文学を原作としています。

アップル株式会社＆オリバー・ジェファーズ・スタジオ

Here We Are:
Notes For Living on Planet Earth
with Oliver Jeffers

ヒア・ウィー・アー：
地球で生きるためのヒントを
オリバー・ジェファーズと
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November 7th

14:00  - 15:00

Adaptation, Loss and Damage  |  Panel  |  Youth

Food Foundation

私たちの惑星と個人個人の健康を形成する上で、フードシステムが重要な役割を果たすことについて

は、今や議論の余地がありません。私たちのフードシステムは、温室効果ガス排出量の��％を占める責

任を負っており、生物多様性損失の主な要因となっています。世界では、��億人もの人々が健康的な食

生活を送ることができず、一方で�人に�人が体重過多や肥満の状態で暮らしています。また、世界の成

人死亡率の��％の要因を貧しい食生活が占めています。私たちには変革が必要です。あらゆる場所のす

べての人が、安全で持続可能かつ健康的な食生活を確実に手に入れることができるフードシステムが

私たちは必要なのです。

「Act�Food Act�Change（食糧のための行動、変化のための行動）」は、世界のフードシステムを改善す

ることを目標に、より公平で、より健康的で、より持続可能なフードシステムを目指す若者主導のキャ

ンペーンです。「食糧のための行動」の誓いは、飢餓をなくし健康を増進することで地球を救うために、

若者の行動を活性化するという若者主導の約束です。「変化のための行動」は、フードシステムの持続可

能性を改善させるために、若者が企業や政府に求めている行動のリストです。「変化のための行動」の最

優先事項に投票し、その声を届けるために、私たちは今すべての若手変革者を募集しています！

このイベントは、WWFと協力してフード・ファウンデーションがお届けします。司会はカナダの

「Act�Food Act�Change」若者リーダーであり、フード・ファウンデーションのグローバル・ユース・

リーダーでもあるダラ・カリコリスが務めます。彼女とともに世界各国、様々な分野の若者団体のリー

ダーたちにも参加していただきます。フードシステム変革における若者の関与について、実りある包括

的なセッションになるよう是非ご参加下さい。

フード・ファウンデーション（財団）

Act4Food Act4Change:
Calling all young people to be agents of change
in food systems transformation

アクト�フード　アクト�チェンジ
（食糧のための行動、変化のための行動）：

フードシステムの変革の担い手と
なるべきすべての若者に向けた呼びかけ



PAGE:

054

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

The critical role that the food system plays in shaping our planetary and individual health is now undisputed. Our food systems are 

responsible for 30% of greenhouse gas emissions and the primary driver of biodiversity loss. Globally, 3 billion people cannot afford a 

healthy diet, whilst 1 in 3 people are living with overweight or obesity. Poor diets are responsible for 22% of adult deaths globally. We 

need change. We need a food system that ensures everyone, everywhere can access and afford a safe, sustainable and healthy diet.

Act4Food Act4Change is a youth led campaign which strives for a fairer, healthier and more sustainable food system with a goal of 

improving our global food system. The Act4Food pledge is a youth-led promise galvanising youth action to defeat hunger, improve 

health and heal the planet. Act4Change is a list of actions that young people want businesses and governments to make to improve the 

sustainability of our food system. We are now inviting all young change makers to vote for their top priority Actions 4 Change and to 

make their voice heard!

This event is brought to you by The Food Foundation working in partnership with WWF. It will be hosted by Dara Karakolis, Act4Food 

Act4Change Youth Leader from Canada & Global Youth Lead at The Food Foundation. She will be joined by youth leaders from countries 

across the globe, differing sectors and youth organizations. Join us for a fruitful and inclusive session on youth involvement in food 

systems transformation.

Adaptation, Loss and Damage  |  Panel  |  Youth
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November 8th

09:00 - 10:30

Why do young female migrants' voices matter in the pursuit of climate resilience and adaptation? How can we encourage migrant 

women’s political participation and leadership? What tools are available for migrant women to meaningfully address broader 

frameworks of injustice in the struggle for climate justice?

Join a panel of young migrant women and members of RadicalGirlsss in a conversation on feminist political participation, the CEDAW 

convention and climate justice.

なぜ若い女性移民の声を聴くことが、気候変動に対するレジリエンスと適応を追求していくうえで重

要なのでしょうか？私たちは移民女性たちの政治参加とリーダーシップをどうやって促進させていけ

るでしょうか？気候正義のために苦闘する移民女性たちが、より幅広い不当な枠組みに有意義に対処

していくためには、どのようなツールが利用可能なのでしょうか？

若い移民女性たちとラディカル・ガールズズズのメンバーによるパネルディスカッションで、フェミニ

ストの政治参加、CEDAW条約（女性差別撤廃条約）、そして気候正義について語り合いましょう。

ラディカル・ガールズズズ
Radical Girlsss

注目のパネリスト：

アリッサ・アハラバレ（欧州移民女性ネットワーク・プロジェクト担当官、オゼ・ル・フェミニスム！・女性広報担当者）

アズラ・ファレル＝マクラウド（エコフェミニスト、慈善団体理事）

ナターシャ・ノリーン（フェミニスト活動家、社会学専攻学生）

ファシリテータ：ベック・ワンダーズ（研究者、アーティスト）

Featured panellists:

Alyssa Ahrabare (project officer of the European Network of Migrant Women and spokeswoman of Osez le féminisme)

Azura Farrell-McLeod (ecofeminist and charity administrator)

Natasha Noreen (feminist activist and sociology student)

Facilitated by Bec Wonders (researcher and artist)
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Adaptation, Loss and Damage  |  Panel

Climate Heritage Network

文化―芸術から遺産に至るまで―は、気候レジリエンスを高めるための世界中の野心的な取り組みを、

変革させるきっかけとなり得ます。これまで、この可能性はしばしば活用されずに見過ごされてきまし

たが、最新の「マラケシュ・パートナーシップ・レジリエンス・パスウェイ」や新しい「レジリエンスに向

けたレース」において、文化をベースにした戦略が含まれていることからも根拠づけられているよう

に、この状況は変わりつつあります。このイベントでは、こうした前進を踏まえて、文化関係者のさらな

る奮起を促すとともに、気候アクションの他の分野で活動している方たちに、文化機関や支援者、組織

との連携がもたらす利益についてご紹介します。

コミュニティの歴史の中にレジリエンスの物語を描き形づくることは、過去の不確実性をうまく克服

したという知見から生まれる自信を築くことができます。また一方で、先住民族や地域コミュニティ

の、既存のコミュニティ活動・文化・遺産・知識にレジリエンス対策を根付かせることは、より効果的で

永続的な結果を得ることに役立ちます。芸術・文化・遺産は、包括的で人々を中心としたアプローチにつ

ながることで、地域主導のレジリエンス活動を後押しし、公平性を中心に置くことができます。

このイベントでは食品と農業、建物と都市、海岸と海洋などを含めた、多様な意見や背景から集められ

た地域の事例をご紹介します。スピーカーは以下の通りです。

気候遺産ネットワーク

Running the Race to Resilience Together:
 Communities Tapping Their Shared Cultures and Heritage
for Climate Action

レジリエンスに向けたレースをともに走ろう：
文化と伝統を共有するコミュニティが
気候変動対策に取り組む

● アンジェリカ・アリアス・ベナビデス（エクアドル・元文化遺産大臣）

● アンドレア・カルメン（ヤキ族、UNFCCC地域コミュニティおよび先住民プラットフォーム進行作業部会担当者）

● テン・チャムチュムルス（タイ・チェンマイ）

● ユアン・ヒスロップ（スコットランド歴史環境公共団体）

● リム・ケルアゼ（アフリカ世界遺産青年フォーラム）

● クレア・マクガイア（国際図書館連盟）

● シャノン・シェア・ミラー（米国サンアントニオ市歴史保存局）

● ナヴィン・ピプラニ（インド国立芸術文化遺産トラスト）

● ジュリアン・ポランコ（カリフォルニア州歴史保存局）

● ロージー・ポール（インド・Mason’s Ink社共同設立者兼主席建築家）

● + Google Arts & Culture（グーグル アーツ＆カルチャー）の「Heritage on the Edge（危機にさらされる遺産）」

　プロジェクトを通じて、気候変動の影響を最前線で受けているコミュニティの声もご紹介します。
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Culture -- from arts to heritage -- can help catalyse a step-change in the global ambition for climate resilience. In the past, this potential 

has often gone untapped, but this is changing as evidenced by the inclusion of culture-bases strategies in the updated Marrakesh 

Partnership Resilience Pathway and the new Race to Resilience. This event will build on these advances to inspire even greater 

mobilisation on from cultural actors, while also introducing those working in other fields of climate action to the benefits of partnering 

with cultural institutions, advocates and organisations.

Framing resilience narratives in the history of communities builds confidence born of the knowledge that past uncertainties were 

successfully met, while rooting resilience measures in existing community action, culture, heritage and knowledge of Indigenous 

Peoples and local communities helps assure more effective and durable outcomes. Arts, culture and heritage can bring inclusive and 

people-centred approaches that support locally-led resilience work and help centre equity.

This event will feature local examples drawn from diverse voices and contexts, including food & agricultural, buildings and cities and 

coasts and oceans. Speakers include:

• Angélica Arias Benavides, Former Minister of Culture and Heritage, Ecuador

• Andrea Carmen, Yaqui Nation, Facilitative Working Group, UNFCCC Local Communities and Indigenous Peoples Platform

• Teng Chamchumrus, Chiang Mai, Thailand

• Ewan Hyslop, Historic Environment Scotland

• Rim Kelouaze, African World Heritage Youth Forum

• Claire McGuire, International Federation of Library Associations and Institutions

• Shanon Shea Miller, City of San Antonio Office of Historic Preservation (USA)

• Navin Piplani, Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage

• Julianne Polanco, California Office of Historic Preservation

• Rosie Paul, Co-founder and Principal Architect, Mason’s Ink (India)

• + voices of communities on the frontlines of climate impacts via the Google Arts & Culture Heritage on the Edge project.
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November 8th

11:30 - 13:00

As the University for the Common Good and a leading widening-access higher education institution, Glasgow Caledonian University 

seeks to enhance resilience and adaptability to change in local and international communities. The first university to adopt the 

Sustainable Development Goals as the framework for its research strategy, GCU seeks to transform communities across the globe.

Here, we bring together world-renowned thought-leader and Nobel Peace Laureate Professor Muhammad Yunus with the younger 

generation to address the issue of combatting climate change and injustice through social innovation.

The agenda will be driven by those who will face the climate emergency head-on over the coming decades. Our chair is the renowned 

broadcaster Sally Magnusson.

Professor Yunus will be joined by a leading professor and expert on sustainable fashion, two early career researchers from GCU’s Centre 

for Climate Justice and Yunus Centre who, together, are investigating the role of microfinance and climate change adaptation in 

Rwanda.

Students from our Glasgow campus, as well as GCU London and Glasgow Caledonian New York College, will drive the event. This group 

will, in the form of a short movie presented in three parts, pose questions to our panel; their voices being crucial in framing the debate. 

They are well-equipped, better-educated than any generation in history, are highly diverse and globally connected. They will experience 

the consequences of industrialisation and need to be the engine of change.

グラスゴー・カレドニアン大学は、「公益のための大学」として、またアクセスを拡大している主要な高

等教育機関として、地域社会や国際社会における変化に対するレジリエンスと適応力を高めることを

目指しています。SDGsを研究戦略の枠の中に取り入れた最初の大学であるGCUは、世界中のコミュニ

ティの変革を模索しています。

ここでは、世界的に有名な思想的指導者でありかつノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス教授

と若い世代の人々とを引き合わせ、社会的イノベーションを通じて気候変動と不公正に立ち向かう課

題に取り組みます。

アジェンダは、今後数十年にわたって気候緊急事態に正面から直面する人々によって活発に議論され

ます。司会は著名な放送作家のサリー・マグヌソン氏です。

ユヌス教授とともに、持続可能なファッションの専門家である著名な教授と、グラスゴー・カレドニア

ン大学の気候正義センターとユヌス・センターから、ルワンダにおけるマイクロファイナンスと気候変

動適応の役割について一緒に調査を行っている�人の若手研究者が参加します。

このイベントを率いるのは、グラスゴー・キャンパス、GCUロンドン、グラスゴー・カレドニアン・ニュー

ヨーク・カレッジの学生たちです。このグループが、�部構成のショートムービーの形式で、パネリスト

に質問を投げかけます。彼らの声は議論を形づくる上で非常に重要です。彼らは歴史上のどの世代より

も十分な知識を持ち、優れた教育を受け、多様性に富み、世界中とつながっています。彼らは今後工業化

の成り行きを経験し、変化の原動力となる必要があります。

グラスゴー・カレドニアン大学
Glasgow Caledonian University
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GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Global South  |  Panel 

主な講演者・パネリスト：

サリー・マグヌソン（スコットランド・放送作家、ライター）（司会）

ムハマド・ユヌス教授（ノーベル平和賞受賞者、グラスゴー・カレドニアン大学名誉学長）

パメラ・ギリーズ教授（グラスゴー・カレドニアン大学学長）

オルガ・ビオスカ博士（CBE、グラスゴー・カレドニアン大学　ソーシャルビジネス＆ヘルス・ユヌス・センター）

マイケル・ミクレウィッツ博士（グラスゴー・カレドニアン大学　気候正義センター）

ナタシャ・ラドクリフ・トーマス教授（GCUロンドン・ファッション学英国大学院）

Key speakers/panellists:

Sally Magnusson, Scottish broadcaster and writer (Chair)

Professor Muhammad Yunus, Nobel Peace Laureate and Emeritus Chancellor Glasgow Caledonian University

Prof Pamela Gillies CBE, Principal and Vice-Chancellor, Glasgow Caledonian University

Dr Olga Biosca, Yunus Centre for Social Business & Health, Glasgow Caledonian University

Dr Michael Mikulewicz, Centre for Climate Justice, Glasgow Caledonian University

Professor Natascha Radclyffe-Thomas, British School of Fashion, GCU London
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Human Rights and Climate Impacts in Latin America

ラテンアメリカにおける人権と気候変動影響

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Gender  |  Panel  |  Youth

November 8th

12:30 - 14:00

Participatory dialogue on the rights of vulnerable communities in Latin America due to climate change impacts. This space will short 

interventions from adaptation and loss and damage experts and grassroots advocates from Latin America.

気候変動の影響を受けているラテンアメリカの脆弱なコミュニティの権利について参加型対話を行い

ます。このスペースでは、ラテンアメリカの適応・損失・損害についての専門家と、草の根の支援団体に

よる介入が行われます。

クライメート・ルート協会
Asociación La Ruta del Clima

スピーカー：

マリア・アレハンドラ・アギラール（環境・社会貢献協会、気候正義コーディネーター・）

ハビエル・ダバロス・ゴンザレス（アメリカ大陸諸国間環境保護協会〔AIDA〕、気候変動プログラム・コーディネーター）

アドリアン・マルティネス・ブランコ（クライメート・ルート協会、ディレクター）

ビクター・マヌエル・カンポス・クバス（フンボルト・センター、ディレクター）

イングリッド・ハウジンガー（ハインリッヒ・ベッル財団エルサルバドル、プログラム・コーディネーター）（確認中）

タニア・ギレン（GERICS研究員） 

Speakers:

Maria Alejandra Aguilar, Climate Justice Coordinator, Asociación Ambiente y Sociedad.

Javier Dávalos Gonzalez, Coordinator of the Climate Change Program, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Adrián Martínez Blanco, Director, La Ruta del Clima.

Victor Manuel Campos Cubas, Director, Centro Humboldt.

Ingrid Hausinger, Program Coordinator, Heinrich Böll Foundation – El Salvador. (TBC)

Tania Guillen, Researcher, GERICS.
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Brief background: In West Africa, population movements have always been linked to the environment, be it in form of displacement in the 

context of disasters, transhumance or longer-term labour migration in the context of agricultural activities. Over the last decades, the 

adverse effects of climate change have intensified environmental events and processes in the region, such as droughts, desertification, 

water scarcity, rising sea levels, coastal erosion and flooding, compelling more people directly and indirectly to leave their homes. States 

have made commitments in the GCM to address these dynamics in Objectives 2 and 5, and the Paris Agreement together with the 

Recommendations of the UNFCCC Task Force on Displacement call for addressing these trends.

Side event objectives:

• Raise awareness of the links between migration, displacement, planned relocation and disasters, climate change and environmental 

   degradation in West Africa.

• Demonstrate how partnerships contribute to facilitating pathways for regular migration and minimizing displacement in the context  

   of climate change, environmental degradation and disasters in line with the guiding principles and commitments of States in the GCM, 

   especially Objectives 2 and 5, and the Paris Agreement and the recommendations of the UNFCCC Task Force on Displacement.

• Highlight solutions for people compelled to move in the context of disasters, climate change and environmental degradation in West Africa.

背景の要約：西アフリカでは、災害を受けたことによる移住、移牧、農業活動に伴う長期的な労働力の移

動など、人々の移動は常に環境と関連しています。過去数十年にわたり、気候変動の悪影響は、例えば干

ばつ・砂漠化・水不足・海面上昇・海岸浸食・洪水などのように、地域の環境現象や過程を激化させ、直接

的にも間接的にも多くの人々が自宅を離れざるを得なくなっています。各国はGCMにおいて、目的�と

�でこれらのダイナミクスに対処することを約束しており、パリ協定及びUNFCCC「気候変動によって

移動を余儀なくされる人々に関するタスクフォース」の提言は、これらの傾向に対処することを求めて

います。

サイドイベントの目的：

● 西アフリカにおける移住・移動・計画的移転と災害・気候変動・環境悪化との間の関連性について

 意識を高める。

● GCMにおける各国の指導原則と公約、特に目的�と�、そしてUNFCCC「気候変動によって移動を 

 余儀なくされる人々に関するタスクフォース」の提言に沿って、気候変動・環境悪化・災害の状況下 

 においてパートナーシップがいかにして定期的な移住の道筋を推進し、転居を最小限に抑えること 

 ができるかを示す。

● 西アフリカにおける災害・気候変動・環境悪化の状況下で、移動を余儀なくされている人々のための 

 ソリューションを紹介する。

November 8th

17:30 - 18:30

Addressing Migration Driven by Disasters,
Climate Change and Environmental Degradation in West Africa

西アフリカにおいて災害、気候変動、
環境悪化に起因する移住民に対応する

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Panel

国際移住機関
IOM
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基調講演：

アイサタ・ケイン氏（国際移住機関〔IOM〕サハラ以南アフリカ地域担当上級顧問）

スピーカー：

●  アマドゥ・ディアウ博士（セネガル政府、外務・在外セネガル人省、技術顧問）

●  ボンディ・ゲバオ博士（シエラレオネ政府環境保護庁長官）

●  NGO「ツリーズ・フォー・フューチャー」代表

●  学術界代表（ママドゥ・ンドンゴ・ダイム博士、セネガル・サンルイ市、ガストン・ベルジェ大学教授、

 あるいはシェイク・ティディアン・ワデ博士、セネガル・ジガンショール町、アサン・セック大学講師）

●  ジャーナリスト代表（IOM西アフリカ・ジャーナリスト・コンテストの優勝者）

●  ハインド・アイサウイ・ベナニ氏（セネガル・ダカール、IOM西・中央アフリカ地域事務所、

 移住・環境・気候変動に関する地域テーマ別専門家）

Keynote Remarks: 

 Ms. Aissata Kane, Senior Regional Adviser for Sub-Saharan Africa, International Organization for Migration (IOM)

Speakers:

• Dr. Amadou Diaw, Technical Advisor, Ministry of Foreign Affairs and Senegalese Abroad, Government of Senegal

• Dr. Bondi Gevao, Executive Chairman, Environment Protection Agency, Government of Sierra Leone

• Representative of the NGO Trees for the Future

• Representative of academia (Dr Mamadou Ndongo Dime, Professor, Gaston Berger University of Saint-Louis, Senegal or Dr. Cheikh  

  Tidiane Wade, Lecturer, Assane Seck University, Ziguinchor, Senegal)

• Representative of journalists (the winner from the IOM West Africa journalist competition)

• Ms. Hind Aïssaoui Bennani, IOM Regional Thematic Specialist on Migration, Environment and Climate Change, Regional Office for  

  West and Central Africa, Dakar, Senegal

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Global South  |  Panel
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The Group on Earth Observations (GEO) Indigenous Alliance in collaboration with Cultural Survival is organising an Indigenous-led 

session to address the under-representation and inequality that Indigenous women face, as well as inspire the next generation of 

women to leverage existing technologies to find creative, low-cost and sustainable solutions to the climate crisis in particular 

addressing adaptation and nature-based solutions.

Indigenous women are key climate defenders who possess invaluable knowledge and expertise for climate change responses, yet they 

are the most affected by climate change. Earth observation (EO) data and tools co-designed by and/or with Indigenous communities, 

are enabling Indigenous women and youth to integrate their Indigenous knowledge with climate change adaptation plans. This is also 

enabling their voices to be heard in climate policy decisions at the local, national and international levels. Indigenous women will share 

their innovative projects whilst also outlining the challenges and barriers they face implementing their projects.

November 9th

11:30 - 13:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Indigenous Peoples  |  Panel

Group on Earth Observations (GEO) Indigenous Alliance

地球観測に関する政府間会合（GEO）先住民族連合は、NGOカルチャー・サバイバルと共同で、先住民族

の女性たちが直面している存在の過小評価と不平等に対処するとともに、次世代の女性たちが既存の

技術を活用して、気候危機に対する創造的かつ低コストで持続可能な解決策、特に適応策やネイチャー

ベースド・ソリューションを見つけることを促すことを目的とした、先住民族主導のセッションを開催

します。

先住民族の女性は、気候変動に対応するための貴重な知識と専門性を持った重要な気候擁護者であり

ますが、同時に気候変動の影響を最も受けやすい存在でもあります。先住民のコミュニティによって、

または共同で設計された地球観測（EO）データやツールは、先住民族の女性や若者が自分たち先住民の

知識を気候変動の適応計画に組み込むことを可能にしています。また、このデータやツールは地域、国、

国際レベルの気候政策決定において、彼らの声を取り込むことができるようになります。先住民族の女

性たちが、自分たちの革新的なプロジェクトをご紹介するとともに、プロジェクトを実施する上で直面

する課題や障壁についても説明します。

地球観測に関する政府間会合（GEO）先住民族連合

Earth observation-based innovation 
by and for Indigenous women for climate 
change adaptation

気候変動適応に向けた先住民の女性による、
また先住民の女性のための
地球観測に基づくイノベーション
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講演予定者：

●  ニコル・ココ・ワーナー博士（UNFCCC適応プログラム「影響・脆弱性・リスク」サブプログラムマネージャー）

●  ガリーナ・アンガロヴァ（カルチャー・サバイバル執行役員）

●  タイタス・レタアポ（GEO先住民族連合共同設立者、サララ財団執行役員）

●  ポリーナ・ショルバエワ（CBDプロセスにおけるIIFBのロシア先住民コーディネーター、北部先住民支援センター（CSIPN）、

 生物多様性に関する国際先住民族フォーラム（IIFB）および生物多様性先住民女性ネットワーク（IWBN）メンバー）

●  リリアン・ングーラチャ（Women Conserve設立者）

●  キラック・エヌアラック=ストラウス（「イヌイット・ヌナンガット・SIKUコーディネーター」北極アイダー/シク）

●  ヨアンナ・ディミトロワ（シンボルマップチームのメンバー、GEO 先住民ハック・フォーCovid ����の優勝者）

●  ノーン・アルティジャニ・オスマン・アバカー（オックスフォード大学研究員）

●  クラウディネテ・コール（オリキシミナ市残存キロンボ・コミュニティ協会（ARQM）コーディネーター）

●  マリオ・バルガス・シャカイム（GEO先住民族連合共同代表、アマゾン川流域先住民組織（COICA）

 「アマゾンのすべての目」プロジェクト・テクニカルコーディネーター）

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Indigenous Peoples  |  Panel

Confirmed speakers:

• Dr. Nicholle Koko Warner, Manager of the "Impacts, Vulnerability, and Risks" subprogramme, Adaptation Programme at UNFCCC

• Galina Angarova, Executive Director, Cultural Survival

• Titus Letaapo, Co-founder of the GEO Indigenous Alliance, Managing Director of the Sarara Foundation

• Polina Sholbaeva, Russian Indigenous coordinator for IIFB at the CBD process/Center for support of indigenous peoples of the North  

 (CSIPN)/Member of the International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) and the Indigenous Women Biodiversity Network (IWBN)

• Lilian Nguracha, Founder of Women Conserve

• Killaq Enuaraq-Strauss, "Inuit Nunangat SIKU Coordinator" Arctic Eider/Siku

• Yoanna Dimitrova, Member of the Symbols Maps Team, winners of the GEO Indigenous Hack4Covid 2020

• Noon Altijani Osman Abbakar, Researcher at Oxford University

• Claudinete Cole, Coordinator of the Association of Remaining Quilombo Communities of the Municipality of Oriximiná (ARQM)

• Mario Vargas Shakaim, co-foudner of the GEO Indigenous Alliance, Technical coordinator of “All Eyes on the Aamzon” project at the  

   Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin (COICA)
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African Women’s Grassroots Climate Action

アフリカの女性による草の根気候変動アクション

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Gender  |  Panel

November 9th

12:30 - 14:00

This event represents a unique opportunity to engage directly with women on the “frontline” of the climate emergency in sub-Saharan 

Africa about their experience of the climate crisis and their leadership to help communities adapt. In 2019 CAMFED won a UN Global 

Climate Action Award at COP25 in recognition of African women’ s remarkable climate action. For COP26 we are bringing together 

young African women, who are leading action for climate resilience and girls’ education in rural Africa, for an interactive roundtable.

Participants will share their personal insights of how the climate emergency is affecting their communities through unpredictable 

weather, reduced farming yields and hunger. They will explain how girls and women are particularly affected by climate change and the 

action they are taking as “Agriculture Guides” to help school children, “forgotten farmers” and community groups to build resilience. 

They will describe how their own education has been critical to enable their climate leadership, and how they are supporting the next 

generation of girls to go to school and succeed.

The event will be run as a hybrid live and virtual event and we will encourage wide engagement for questions and reflections. We 

anticipate this event will appeal to policymakers who wish to learn from women on the frontline of climate change. We also hope this 

will be an exciting opportunity for members of the public to participate in COP26, especially other women in rural Africa and young 

people worldwide.

このイベントは、サハラ以南のアフリカで気候緊急事態の「最前線」にいる女性たちに、気候危機の経験

やコミュニティの適応を支援するためのリーダーシップについて直接話を聞くことができる、またと

ない機会です。����年、CAMFEDはCOP��において、アフリカ女性の目覚ましい気候アクションが評価

され、国連グローバル気候アクション・アワードを受賞しました。今回のCOP��では、アフリカの農村部

で気候レジリエンスや女子教育のためのアクションを先導しているアフリカの若い女性たちを集め、

対話型の円卓会議を開催します。

参加者は、予測不可能な天候、農作物の収穫量の減少、飢餓など、気候緊急事態が自分たちのコミュニ

ティにどのような影響を与えているかについて個々人の洞察を語ります。また、どのように少女や女性

が特に気候変動の影響を受けているかを説明し、「農業ガイド」として、学校の子どもたちや「忘れられ

た農民」、コミュニティグループのレジリエンスを構築するために行っている支援アクションをご紹介

します。また、気候変動に対するリーダーシップを発揮するために、彼らの教育がいかに重要であった

か、そして、次世代の少女たちが学校に通い成功するためにどのような支援を行っているかをご説明し

ます。

本イベントはライブとバーチャルのハイブリッド形式で行われる予定で、質問や感想などの幅広いご

意見をお待ちしております。私たちはこのイベントが、気候変動の最前線に立っている女性たちから学

びたいと考えている政策立案者に訴えかけるものになると期待しています。また、COP�� に参加する

予定の一般の方々、特にアフリカの農村部に住む女性や世界中の若者にとって、このイベントが刺激的

な機会になるよう願っています。

CAMFED（女性教育キャンペーン）
CAMFED (Campaign for Female Education)
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Chair: Rt Hon Helen Grant, Prime Minister’ s Special Envoy for Girls’ Education

Fiona Mavhinga, Executive Advisor, CAMFED Association

Forget Shareka, CAMFED Association member and Entrepreneur, Zimbabwe

Esnath Divasoni, Core Agriculture Trainer, CAMFED Zimbabwe

Harriet Cheelo, Climate-smart Agriculture Research Fellow, CAMFED Zambia

Catherine Boyce, Director of Enterprise Development, CAMFED International

議長：ヘレン・グラント閣下（女子教育担当首相特使）

フィオナ・マビンガ（CAMFED協会エグゼクティブ・アドバイザー）

フォゲット・シャレカ（CAMFED協会メンバー、ジンバブエ・起業家）

エスナート・ディバソーニ（CAMFEDジンバブエ・地方研修農業教官）

ハリエット・チーロ（CAMFEDザンビア・気候変動スマート農業研究員）

キャサリン・ボイス（CAMFEDインターナショナル・企業開発担当ディレクター）

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Gender  |  Panel
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November 9th

12:30 - 14:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Documentary  |  Film  |  Nature  |  Panel  |  Science and Academia

National Geographic Society

このセッションは、気候変動が山岳システムや氷河、そして、水資源をそれらに頼る人々に与える影響

を強調するため、科学、探索、物語の読み聞かせを組み合わせています。まずは「エクスペディション・エ

ベレスト」の上映を行います。これは����年に行われたナショナルジオグラフィックとロレックス・

パーペチュアル プラネットによるエベレスト遠征に焦点を当てたドキュメンタリーで、数十人の研究

者が集結し、変化する気候について世界最高峰のエベレストがどのような秘密を持っているかを調査

したものです。悪名高いクンブ氷河の驚くほど詳細な地図が作成され、生物学者は極限地で生きる生命

体を研究し、シェルパと気候研究者のチームは世界で最も標高の高い気象観測所を設置するために「死

のゾーン」に向かって真っすぐ登っていきます。

上映後には、エベレスト遠征を行った研究者や専門家によるパネルディスカッションが予定されてい

ます。また、こちらもナショナルジオグラフィックとロレックス・パーペチュアル プラネット エクスペ

ディションの提携の一環として最近行われた、チリのトゥプンガート火山遠征の遠征隊も参加します。

この遠征では、チリ政府と協力して、南半球で最も標高の高い気象観測所を設置し、チリの首都サン

ティアゴが水供給を頼っている南アンデスで最も脆弱な給水塔を調査しました。

議論の焦点は以下の通りです。

● 変化する世界を理解するために、なぜ最も過酷な環境で研究を行うことが重要なのか

● 世界の屋根（ヒマラヤ山脈）と重要であるのに脆弱な「給水塔」で何が起きているのか

● 気候変動の影響に対し地域社会はどのように解決策を考えだしているのか

講演者には、ラフバラ大学の気候研究者であるトム・マシューズ氏、ネパールの熟練登山家で山岳ガイ

ドであるダワ・ヤンツム・シェルパ氏、米国からエベレスト＆トゥプンガート遠征隊共同隊長のベイ

カー・ペリー氏、その他ナショナルジオグラフィック協会の代表者が含まれます。

ナショナルジオグラフィック協会

Climate Science at the top of the world
– National Geographic
and Rolex Perpetual Planet Expeditions

世界の頂点に立つ気候科学
－ナショナルジオグラフィックと
ロレックス・パーペチュアル プラネット エクスペディション
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This session brings together science, exploration and storytelling to highlight the impact of climate change on mountain systems and 

glaciers - and the people who depend on them for water. We will start with a screening of Expedition Everest, the documentary that 

highlights the 2019 National Geographic and Rolex Perpetual Planet Everest Expedition where dozens of scientists converge to 

investigate what secrets the world’s highest peak has to tell us about our changing climate. The notorious Khumbu Glacier is mapped in 

stunning detail, biologists study extreme lifeforms, and a team of Sherpas and climate scientists climb straight towards the “death 

zone” to install the highest weather station in the world.

The screening will be followed by a panel discussion with scientists and experts from the Everest Expedition, as well as the more recent 

expedition to Chile’s Tupungato Volcano, also part of the National Geographic and Rolex Perpetual Planet Expeditions partnership. This 

expedition, in partnership with the Chilean Government, installed the highest weather station in the Southern Hemisphere and explored 

the most vulnerable water tower in the Southern Andes where the capital city of Santiago, Chile relies on this water tower for its water 

supply.

The discussion will focus on:

• Why conducting science in the most extreme environments is important in understanding our changing world

• What is happening at the roof of the world and critical, but vulnerable, “water towers”

• How are local communities devising solutions to the impacts of climate change.

Speakers will include: Tom Matthews, Climate Scientist at Loughborough University; Dawa Yangzum Sherpa, expert climber and 

mountain guide from Nepal; Baker Perry, Everest and Tupungato Expedition co-lead from the US, and other representatives from the 

National Geographic Society.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Documentary  |  Film  |  Nature  |  Panel  |  Science and Academia
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Migrant Justice = Climate Justice”

移民の正義＝気候正義

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Performance  |  Presentation

November 9th

14:00 - 15:00

グッド・チャンスと今回のゲストらは、この特別イベントで移民の正義と気候正義の問題を同時に探求

していきます。

気候危機により人々は移住を余儀なくされており、今後将来にわたって何百万人もの人々が移動せざ

るを得なくなるでしょう。安全に移動することは喫緊の課題です。

グッド・チャンス・シアターとハンドスプリング・パペット・カンパニーが共同で制作した「ザ・ウォーク」

では、高さ�.�mの人形である若き難民「小さなアマル」が����㎞の素晴らしい旅をようやく終えました。

その旅の途中で、アマルは自分と同じように気候危機の影響を直接受けている多くの難民たちと出会

いました。国境が取りざたされる中、安全を求めて移住する必要性の高まりに、私たちはどのように対

応すべきでしょうか？

グッド・チャンス・シアターはCOP��の中心で、以下の方々とディスカッションを行います。

●  オンジャリ・ラウフ（サンデー・タイムズ紙のベストセラー絵本「The Boy at the Back of the  

 Class〔和名：「����キロ逃げてきたアーメット」〕」の著者であり、Making Herstory〔女性史を作る〕と 

 O's Refugee Aid Team〔Ｏの難民支援チーム〕の創設者兼CEO）

●  キム・ブライアン（国際的な気候変動対策団体���.orgのコミュニケーション・ディレクター）

●  ジョジー・ノートン（世界的な難民支援団体Choose LoveのCEO）

●  先だって開催されたプレCOP��ユース・フォー・クライメート サミットの成果を語っていただく 

 コネクト・フォー・クライメートの若きリーダー

●  「ワン・ヤング・ワールド」「ミシュコンデレイヤ有限責任事業組合」「民主主義・文化財団」が主催する 

 「グローバル・ユース・クライメート・インクワイアリー」のパネリスト

これらのパネリストは変化する未来のために、気候、移民、そして新しい物語を緊急につくる必要性の

共通点をともに探っていきます。

協力：���.org、Choose Love、コネクト・フォー・クライメート（世界銀行）、ワン・ヤング・ワールド、ミ

シュコンデレイヤ有限責任事業組合、民主主義・文化財団

www.goodchance.org.uk

グッド・チャンス・シアター
Good Chance Theatre
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Good Chance and guests explore the joint issues of migrant justice and climate justice in this special event.

The climate crisis is forcing people to move, and it will force millions more to move in the future. The issue of safe passage is an urgent 

one.

Little Amal, a young refugee and 3.5m high puppet, has just completed a remarkable 8000km journey - The Walk, produced by Good 

Chance Theatre in association with Handspring Puppet Company.

Along the way, Amal met with refugees like her, many affected directly by the consequences of the climate crisis. As borders are raised, 

how should we respond to this growing need to move to find safety?

In the heart of COP26, Good Chance Theatre will chair a discussion with:

• Onjali Rauf, author of Sunday Times bestselling children's book, The Boy at the Back of the Class, and founder and CEO of Making  

   Herstory and O's Refugee Aid Team

• Kim Bryan, Director of Communications at international climate organisation 350.org

• Josie Naughton, CEO of global refugee support organisation Choose Love

• A Connect4Climate young leader discussing the outcomes of the recent Pre-COP26 Youth4Climate summit

• A panellist from The Global Youth Climate Inquiry, an initiative of One Young World, Mishcon de Reya LLP and the Democracy and 

Culture Foundation

Together they will explore the intersections of climate, migration and the urgent need to shape new narratives for our changing future.

In partnership with 350.org, Choose Love, Connect4Climate - World Bank Group, One Young World, Mishcon de Reya LLP, Democracy 

and Culture Foundation

www.goodchance.org.uk

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Performance  |  Presentation
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This panel event from Climate Action Network Europe, CARE International and PACJA will share experiences of local to international 

action on gender and climate, including grassroots initiatives in areas such as agroecology and adaptation, and renewable energy. This 

will be followed by discussion on how this should inform the approach to the Gender Action Plan and Strategy at the UNFCCC, 

considering the UK COP26 Presidency’s commitments to advance gender, and through the UK’s and EU’s climate finance and 

development cooperation, and the new EU Africa Partnership Strategy.

With facilitation by CAN Europe and speakers including representatives from:

- Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA)

- CARE International Southern Africa

- European Commission

- African government representatives

- Other African CSOs

November 9th

16:00 - 17:30

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Gender  |  Panel

Climate Action Network Europe

気候行動ネットワーク ヨーロッパ、ケア・インターナショナル、PACJAによるこのパネルイベントで

は、ジェンダーと気候について、地域レベルから国際的な規模にまで及ぶアクションに至るまでの経験

を、農業生態学、適応、再生可能エネルギーなど多岐にわたる分野での草の根活動の例などを交えなが

ら紹介します。続いて、UNFCCCにおけるジェンダー・アクション・プランと戦略への情報提供アプロー

チについて、COP��議長国である英国のジェンダー推進へのコミットメントや、英国とEUの気候金融

と開発協力、新しいEU・アフリカパートナーシップ戦略などを考慮しながら、どのように提供するべき

かを議論していきます。

CANヨーロッパが進行役を務め、以下の代表者を含む講演者らが登壇する予定です。

● パンアフリカ気候正義連盟（PACJA）

● ケア・インターナショナル 南アフリカ

● 欧州委員会

● アフリカ政府代表

● その他アフリカの市民社会団体（CSO）

気候行動ネットワーク ヨーロッパ

Women leading: 
lessons from local action on gender and climate
to inform international climate action.

女性たちの主導：
ジェンダーと気候に関する地域活動の
教訓を国際的な気候変動アクションに活かす
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Join Dr Bashabi Fraser CBE for this insight into the wisdom of Rabindranath Tagore.

Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature but he was also an environmentalist with a global perspective. Rabindranath and his 

circle’s ecological consciousness is as relevant today as ever. His legacy can be seen in current sustainability policies. His spirit is alive 

in all voices calling for climate justice and urgent reform.

‘We may become powerful by knowledge, but we attain fullness by sympathy. The highest education is that which does not merely give 

us information but makes our life in harmony with all existence.’

-Rabindranath Tagore, ‘My School’

Bashabi Fraser is also an award winning poet with a global vision. This is an event to refresh and nourish our minds and spirits, from 

one of Scotland’s finest academics and co-founder of the Scottish Centre for Tagore Studies (ScoTs). Followed by audience discussion.

The event is hosted by the Junor Gallery, which had a presence in the heart of St Andrews, Scotland from 2017 to 2020 and is now 

online. Its open door policy with its focus on art and poetry, discussion and debate honours the vital role of culture in reflecting on our 

experience and effecting social change.

Tagore and the Environment

タゴールと環境

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Faith  |  Indigenous Peoples  |  Nature  |  Presentation

November 9th

17:00 - 18:00

バシャビ・フレイザー博士（CBE）と一緒にラビンドラナート・タゴールの知恵について考えてみません

か。

タゴールはノーベル文学賞を受賞しましたが、世界的な視野を持った環境保護主義者でもありました。

ラビンドラナートと彼の仲間たちのエコロジー意識は、今も昔も変わらずつながっています。彼の遺産

は現在の持続可能な政策に見ることができます。彼の精神は気候正義と緊急改革を求めるすべての声

の中に生きています。

「私たちは知識によって力を得ることができるかもしれないが、充実感は共感によって得ることができ

る。最高の教育とは、単に情報を与えるものではなく、私たちの人生をすべての存在と調和させるもの

である。」

― ラビンドラナート・タゴール、『私の学校』より

バシャビ・フレイザー氏も世界的なビジョンを持った受賞歴のある詩人です。このイベントは、スコッ

トランドで最も優れた研究者の一人であり、タゴール研究スコットランドセンター（ScoTs）の共同設

立者でもあるバシャビ・フレイザー氏が、私たちの思考と精神をリフレッシュさせ、栄養分を与えてく

れるものです。最後には、観客とのディスカッションを行う予定です。

このイベントを主催するのは、����年から����年までスコットランドのセント・アンドリュースの中

心部において存在感を残し、現在はオンラインでつながっている、ジュナー・ギャラリーです。アートや

詩、ディスカッション、ディベートに焦点を当てたその門戸開放主義は、私たちの経験を振り返り、社会

的変化をもたらす上で、文化が果たす重要な役割を称えています。

バシャビ・フレイザー博士（CBE）
Dr Bashabi Fraser CBE
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November 10th

09:00 - 10:30

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Panel  |  Workshop

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAO主催のイベント「現場からの声」は、気候変動への熱心な取り組みを実施・拡大するために、農業にお

けるコミュニティをベースとしたボトムアップ戦略の可能性を訴えかけることを目的としています。特

にこのイベントでは、この可能性を最大限活用する�つのアプローチ：すなわち農家フィールドスクール

（FFS）、先住民族のチャクラシステム、そして気候変動スマート農業（CSA）をご紹介します。

講演者は、エクアドル、インド、セネガル、タンザニア、ザンビアにおける農業食品部門の気候レジリエン

ス強化に貢献した、現場での実践的な経験をご紹介し、得られた教訓、機会、そして課題を共有します。

双方向のディスカッションでは、コミュニティをベースとした気候アクションを促進し、世界や国家の

公約を地域や国のレベルで具体的なアクションに移していくための効果的なツールとして、FFS・先住

民族システム・CSAの可能性について深く考察します。

本イベントは、政策立案者、農家団体、NGO、開発実務者など、現場に関与しているすべての関係者を対

象としています。

招待講演者は以下の通りです。

●  エウラリア・ズールー（農家、チョンウェ地区アグリビジネス・ハブ会長）

●  ペタン・ハマザカザ博士（ザンビア農業研究所　主席研究員）

●  ラミン・ディアッタ（セネガル環境・持続可能開発省　気候変動課　農林業その他土地利用〔AFOLU〕 

 プログラムオフィサー）

●  ジオバンニ・エンリケス（FAOエクアドル・CSAココアプロジェクトコーディネーター）

●  ビジェイ・クマール（インド　アンドラ・プラデシュ州政府・自然農法担当特別主席事務官）

●  ダミアン・ルブバ（タンザニア政府ムフィンディ県農業事務所　灌漑・協同組合担当官〔DAICO〕）

コミュニティをベースとしたアプローチを推進することは、農業分野において気候変動に対する具体

的で適応した持続可能な解決策を見出すために、非常に重要です。なぜなら、そうすることにより科学

的な洞察を地域の知識体系に統合し、地域のアクターが生産システムの改善において主導的な役割を

果たすことができるようになるためです。

国際連合食糧農業機関（FAO）

Voices from the field
–Participatory approaches of Climate Smart Agriculture practices (CSA),
Farmer Field Schools (FFS) and indigenous Chakra systems

現場からの声：
気候変動スマート農業（CSA）の
参加型アプローチ、農家フィールドスクール（FFS）、
先住民族のチャクラシステム
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The event “Voices from the field” , organized by FAO, aims at highlighting the potential of community-based, bottom-up strategies in 

agriculture to implement and scale up climate change commitments. In particular, the event will showcase three approaches that 

leverage this potential: Farmer Field Schools (FFS), indigenous Chakra systems and Climate-Smart Agriculture (CSA).

Speakers will present practical on-the-ground experiences contributing to enhance climate resilience of the agri-food sector in Ecuador, 

India, Senegal, Tanzania and Zambia, and will share lessons learned, opportunities and challenges.

An interactive discussion will encourage deeper reflection on the potential of FFS, indigenous systems and CSA as effective tools to 

promote community-based climate action and turn global and national commitments into concrete actions at the local and national 

levels.

The event targets policy makers, farmers’ organizations, NGOs, development practitioners and all actors involved on the ground.

The invited speakers are:

• Ms Eularia Zulu, Farmer and Chairperson, Chongwe District Agribusiness Hub

• Dr Petan Hamazakaza, Principal Research Officer, Zambia Agriculture Research Institute

• Mr Lamine Diatta, Program Officer, Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), Climate Change Division, 

   Ministry of Environment and Sustainable Development, Senegal

• Mr Geovanny Enriquez, Coordinator CSA Cocoa Project, FAO Ecuador

• Mr Vijay Kumar, Special Chief Secretary, Natural Farming, Government of Andhra Pradesh, India

• Mr Damian Lubuva, Irrigation and Cooperative Officer (DAICO) at Mufindi District Agriculture office, Government of Tanzania

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Panel  |  Workshop
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Climate Challenge Cup innovation showcase and awards

気候チャレンジカップイノベーション展示と表彰

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Cities and Built Environment  |  Panel  |  Presentation

November 10th

18:00 - 21:00

誰も一人では気候変動と闘うことはできません。そのため、気候チャレンジカップでは、気候変動に取り

組むために組織で協力して活動している英国と米国の市民研究パートナーシップを表彰しています。

この国際コンテストは、英国では研究機関かつ社会投資家であり、コミュニティの実践者でもあるヤング

財団が、米国では市民研究とイノベーション共同体であるメトロラボ・ネットワークが実施しています。

私たちは、COP��におけるインスピレーション、ネットワーク形成、そして祝賀の夕べに皆様をお招き

できることを嬉しく思います。

気候アクションについて議論し、森林火災から大洪水にいたる気候変動の影響に対して、コミュニティの

レジリエンスを高めるための革新的で大規模に拡張可能なプロジェクトについてお話を聞きに来てくだ

さい。また、都市部のネット・ゼロ目標の達成を支援するパートナーシップについてもご紹介します。

イベントは授賞式によって締めくくられ、以下の専門家が審査員を務めます。

エミリー・ライカート博士（グリーンタウン・ラボCEO）

ダゼ・アガジ（英国の若手気候正義活動家）

ニコラ・イェーツ（OBE、コネクテッド・プレイス・カタパルトCEO）

アティヤ・マーティン博士（オール・エース株式会社CEO兼創設者）

アレックス・ハリデイ教授（地球研究所所長、コロンビア気候創設学部長）

気候チャレンジカップは、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省からの助成金、グラスゴー市、英国

サイエンス・イノベーション・ネットワーク、イノベートUK、グラスゴー大学、ヴァーティゴ・ベン

チャーズの支援を受けています。

詳細はwww.climatechallengecup.comをご覧ください。

ヘレン・ゴールドン（ヤング財団CEO）
Helen Goulden, CEO of The Young Foundation
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GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Cities and Built Environment  |  Panel  |  Presentation

No one can fight climate change alone. That is why the Climate Challenge Cup is celebrating civic research partnerships in the UK and 

US, where organisations are working collaboratively to tackle climate change.

This international competition is delivered by the research organisation, social investor and community practitioner, The Young 

Foundation, in the UK, and by MetroLab Network, a civic research and innovation collaborative, in the US.

We are delighted to invite you to an evening of inspiration, networking, and celebration at COP26.

Join us to discuss climate action and hear about innovative and scalable projects that are helping communities become more resilient 

to the effects of climate change, from wildfires to extreme flooding. You'll also hear from partnerships helping cities achieve their net 

zero targets.

The event will culminate in an award ceremony, with an expert panel of judges including:

Dr. Emily Reichert, CEO of Greentown Labs

Daze Aghaji, Young UK Climate Justice Activist

Nicola Yates OBE, CEO of the Connected Places Catapult

Dr Atyia Martin, CEO and Founder of All Aces, Inc

Professor Alex Halliday, Director of the Earth Institute and Founding Dean of the Columbia Climate School

The Climate Challenge Cup is supported by the UK’ s Department for Business, Energy and Industrial Strategy with grant funding, and by 

the City of Glasgow, as well as the UK's Science and Innovation Network, Innovate UK, The University of Glasgow and Vertigo Ventures.

Find out more on www.climatechallengecup.com



PAGE:

077

Inform
ation on Clim

ate Change Adaptation at COP 26

PROVISIONAL TRANSLATION

November 1st

13:00  - 14:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Cities and Built Environment  |  Disability  |  Gender  |  Panel

Global Disability Innovation Hub
Elham Youssefian, International Disability Alliance (IDA)

このサイドイベントでは、気候変動にレジリエントな都市のインクルーシブ・デザインに向けたアジェ

ンダを設定します。

気候変動と、COVID-��によって拡大した不平等によって、人々の多様なニーズを支援かつニーズに適

応し、気候変動にレジリエントな都市を設計する必要性が明らかになりました。障がいを持つ人々が気

候変動に関する議論から取り残されないようにするためには、さらに多くのことを行う必要がありま

す。それはなぜでしょうか？地球上の�人に�人は障がいを持っており、潮位の上昇や温暖化した地球に

備えるためには、障がい者も含めなければなりません。

グローバル・ディスアビリティ・イノベーション・ハブ（GDIハブ）とアジア開発銀行（ADB）は、この課題

について議論するため、独自の専門知識を持つパネリストに集まっていただきました。対話の中では、

資源の少ない都市部で障がい者が現在直面している問題や、インクルージョンと持続可能性に関する

優良事例をご紹介します。また、インクルーシブ・デザインやイノベーションが、どのように都市の気候

変動に対するレジリエンスや障がいを持つ人々の権利を向上させることができるかを考えていきます。

パネリストは以下の通りです。

● イアン・マッキノン（GDIハブ　インクルーシブ・デザイン・ディレクター）

● マノジ・シャルマ（ADB都市分野グループ・チーフ）

● イブヌ・シナ（インドネシア・バンジャルマシン市長）

● アフマド・リファイ（コタキタ財団常任理事）

● アシャ・ハンス（ジェンダー・障がい・気候変動学者）

グローバル・ディスアビリティ・イノベーション・ハブ
エルハム・ユッセフィアン（国際障害同盟：IDA）

Disability, Resilience and Inclusion in our Cities
– inclusive design and community-led urban solutions
for disability-inclusive climate resilience

都市における障害、レジリエンス、
一体性－障害者を含む気候レジリエンスのために、
すべての人が参加できるデザインとコミュニティ
主導の都市の解決策
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This side event will set an agenda for the inclusive design of climate resilient cities.

Climate change and widening inequality driven by COVID-19 has highlighted the need to design cities that support and adapt to 

people’ s diverse needs and are resilient in changing climates. More needs to be done to ensure persons with disabilities are not left 

behind in conversations on climate change. Why? 1 in 7 people on the planet are disabled and must be included as we prepare for rising 

tides and a warmer earth.

The Global Disability Innovation Hub (GDI Hub) and Asian Development Bank (ADB) are bringing together a panel with unique expertise 

to discuss this challenge. Conversations will profile issues persons with disabilities currently face in low-resource urban areas and good 

practice on inclusion and sustainability. It will consider how inclusive design and innovation can advance climate resilience in cities and 

the rights of persons with disabilities.

Panellists include:

• Iain McKinnon, Director of Inclusive Design, GDI Hub

• Manoj Sharma, Chief of Urban Sector Group, ADB

• Ibnu Sina, Mayor of Banjarmasin, Indonesia

• Ahmad Rifai, Executive Director, Kota Kita Foundation

• Asha Hans, gender, disability and climate change scholar

The panel will present cutting edge work by GDI Hub, ADB and international partners in Mongolia, India, Indonesia, and Sierra Leone.

The design and planning of urban built environments and infrastructure has a crucial role in achieving a more equitable and resilient 

future. Considering disability inclusion in the design of solutions will create opportunities for resilience and ensure marginalised groups 

are not left behind. Inclusive design must be sustainable, and sustainable design must be inclusive – for people and planet.

Join us to be part of the conversation.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Cities and Built Environment  |  Disability  |  Gender  |  Panel

パネルディスカッションでは、GDIハブ・ADB・国際パートナーが、モンゴル・インド・インドネシア・シエ

ラレオネで行っている最先端の活動をご紹介します。

都市の建築環境とインフラの設計・計画は、より公平でレジリエントな未来を実現するために重要な役

割を担っています。解決策の設計段階において障がい者の議論への取り込みを考慮することは、レジリ

エンスの機会を生み出し、社会から疎外された人々が確実に取り残されないようにすることにつなが

ります。インクルーシブ・デザインは持続可能でなければならず、持続可能なデザインは、インクルーシ

ブなものでなければなりません⸺人と地球にとって。

私たちの対話へのご参加をお待ちしております。
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November 11th

11:00 - 12:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Gender  |  Panel

Islamic Relief Worldwide

気候変動は地球規模の問題ですが、その影響は地域レベルで顕在化し、社会的・経済的要因によって異なる

体験がなされ、その負担は不平等に分配されます。公平で、持続可能で、包括的であるためには、気候変動に

対する適応は地域が主導し、自分事としてとらえなければなりません。

現地の人々に適切なリソース・権限・情報・ツール・能力を与えることで、彼らは現地の状況に関する地域固

有の知識を用いて、それぞれの状況に最も適した適応策を優先付けし、設計することができます。

イスラミック・リリーフ・インドネシアがKONSEPSIと協力して企画したこのイベントの中では、ロンボク

島の気候危機に悪戦苦闘するコミュニティの声を聴き、コミュニティが実践している地域の適応活動事例

をご紹介します。例えば作物や農法を決定するために、天候や気候パターンを理解しようと現地土着の知

識を活用するなどの事例です。

また、地方自治体や市民社会組織の代表者を含む、専門家パネルが、気候変動の緩和と地域における包括的

な適応に向けた課題と機会について意見を述べます。パネルディスカッションでは、西ヌサ・トゥンガラ州

で得られた教訓に触れながら、ジェンダーをベースにした気候変動への適応を地域の計画や予算に主流化

していくための方策とともに、低炭素開発や気候レジリエンス戦略を通じた気候変動緩和と適応に関する

インドネシアの進捗状況についても議論します。

また、イスラミック・リリーフ・インドネシアとKONSEPSIはこのイベントで、天水農業・塩生産・ロブス

ター養殖を行う�つの対象コミュニティでジェンダーをベースとした気候変動適応フィールドスクールか

ら得られた教訓などを含めた、ジェンダーをベースにした気候変動適応に関するイニシアティブ経験と教

訓を共有します。

イスラミック・リリーフ・ワールドワイド

The nexus between Gender-based climate adaptation
and localisation
– Lessons from Indonesia

ジェンダーをベースにした気候変動適応と
ローカリゼーションの関連性
－インドネシアからの教訓
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Panellists: 

1. Ela Nurhayati (Senior Climate Change Adaptation Officer, Islamic Relief Indonesia)

2. Dr Mohamad Taqiuddin (Director, KONSEPSI)

Moderator:

1. Shahin Ashraf (Head of Global Advocacy, Islamic Relief Worldwide)

Climate change is a global issue, but its impacts manifest at local levels and are experienced differently according to social and 

economic factors, the burden of which is inequality distributed. To be equitable, sustainable and inclusive, climate change adaptation 

must be locally led and owned.

Giving local people the right resources, agency, information, tools, and capabilities enables them to use their unique indigenous 

knowledge of local conditions to prioritise and design adaptation solutions that best suit their unique circumstances.

During this event, arranged by Islamic Relief Indonesia in collaboration with KONSEPSI, we will hear from communities struggling with 

the climate crisis and share examples of local adaptation practices from communities in Lombok, such as the use of indigenous 

knowledge to understand weather and climate patterns to make decisions about crops and farming practices.

A panel of experts, including representatives from local government and civil society organisations will provide insights into the 

challenges and opportunities in climate change mitigation and inclusive adaptation in local contexts. Drawing upon lessons learned 

from the province of West Nusa Tenggara, the panel will also discuss measures to mainstream gender-based climate change 

adaptation into local planning and budgeting as well as Indonesia’s progress on Climate Change Mitigation and Adaptation through Low 

Carbon Development and Climate Resilience Strategy.

The event will also share Islamic Relief Indonesia and KONSPSI’s experiences and lessons learned on gender-based climate change 

adaptation initiatives including learnings from the implementation of gender-based climate adaptation field schools in 3 targeted 

communities of rain-fed agriculture, salt production, and lobsters cultivation.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Gender  |  Panel

パネリスト：

�.エラ・ヌルハヤティ（イスラミック・リリーフ・インドネシア　気候変動適応シニア担当官）

�.モハマド・タチウディン博士（KONSEPSIディレクター）

モデレーター：

�.シャヒン・アシュラフ（イスラミック・リリーフ・ワールドワイド　グローバル・アドボカシー部門責任者）
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Wales and Uganda – collective communities action

ウェールズとウガンダ ― 共同体コミュニティ活動

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Business  |  Panel

November 11th

11:30 - 12:30

For decades, people in Wales and the Mt Elgon region of Uganda have been exchanging ideas, sharing learning and working hand-in-hand to 

tackle some of the biggest challenges facing both the region and the world. Born from this friendship, Jenipher’s Coffi is a new brand of coffee 

that, by doing business differently, unites communities to take collective action against climate change.

Come to hear Jenipher share her story. As a leader of a cooperative of over 3,600 farmers, Jenipher’s faced with the challenge of securing their 

livelihoods and protecting their lives as they face climate change up close. Floods and mudslides arrive with ever more frequency, washing 

precious soil, crucial for growing quality coffee down the mountain. Alongside their pursuit of the highest quality coffee, the farmers are also 

on a mission to protect the soil and the environment.

Adopting agroforestry and organic principles over a decade ago, the farmers of the co-operative are an integral part of the Welsh 

Government’s 25 million tree planting scheme. Since its inception, the farmers have seen their coffee yield increase and the quality enhanced. 

By trading on Fairtrade terms and inspiring community-led action, supported by the Welsh Government, Jenipher’s Coffi is demonstrating that 

a holistic approach to growing commodities through small-scale farming can deliver climate justice.

Invited parties will participate in an open dialogue exploring how governments, business and communities can, through novel and innovative 

approaches work together to deliver on the climate agenda, and support the realisation of the UN sustainable development goals.

This interactive session will inspire, challenge and motivate action.

何十年もの間、ウェールズとウガンダ・エルトン山地域の人々は、意見交換し、教訓を共有し、手を取り合っ

て、地域と世界が両方直面している最大のいくつかの課題に取り組んできました。この友情関係から生まれ

た「ジェニファーのコーヒー」は、これまでとは異なる方法でビジネスを行うことで、気候変動に対して共同

アクションを起こすためにコミュニティを一致団結させる、新しいコーヒーブランドです。

ジェニファーが共有してくれる話を聞きに来てください。ジェニファーは、�,���人以上の農家を束ねる

協同組合のリーダーとして、彼らが間近で気候変動に直面している事実を受けて、彼らの生活を保障し、

命を守るという課題に直面しています。洪水や土砂崩れはかつてないほど頻繁に発生し、高品質なコー

ヒーの栽培に欠かせない貴重な土壌が山から流されています。最高品質のコーヒーを追求する一方で、農

家たちは土壌と環境を守るという使命も担っています。

��年以上前にアグロフォレストリーとオーガニックの原則を導入した、この協同組合の農家たちは、

ウェールズ政府の�,���万本植樹計画に欠かせない存在となっています。その発端以来、農家たちはコー

ヒーの収穫量を増やし、品質を向上させてきました。フェアトレードの条件で取引を行い、ウェールズ政

府の支援を受けてコミュニティ主導の活動を鼓舞することで、「ジェニファーのコーヒー」は、小規模農業

を通じた、大規模に取引される農産物に対する総合的なアプローチが、気候正義につながることを実証し

ています。

招待された関係者は、気候変動問題をうまく解決し、国連の持続可能な開発目標の実現を後押しするため

に、どのように政府・企業・コミュニティが、斬新で革新的なアプローチを通じて共に協力できるかを探

る、率直な対話に参加します。

この双方向のセッションは、アクションにインスピレーションを与え、挑戦し、アクションを促すものです。

ジェニファーのコーヒー
Jenipher's Coffi
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November 11th

12:00 - 13:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Civil society  |  Panel

Northern Ireland Environment Link (Climate NI)

北アイルランドは紛争後の社会であり、次のような課題を抱えています。国内の気候法制の欠如、北ア

イルランド議会が�年間機能していなかったことによる政策の処理遅れ、欧州との国境を越えたリソー

スの共有、また、人口の�分の�が食糧配給を受けるほどの非常に貧しい状態で生活しており、その多く

が気候危機の影響を受ける危険性の高い地域に住んでいます。このような状況ではあるものの、地方自

治体は気候行動計画を策定しガバナンス改善するために、互いにサポートし合い、また英国内外で適用

可能な優良事例のメッセージを用いて、協力的で革新的、かつレジリエントな未来に備えています。

このセッションでは、北アイルランドの地方・地域の気候アクション実践例を紹介し、以下の点を

探っていきます。

●  より広範な気候アクションのために、適応とレジリエンスをどのように触媒として利用していけるか

●  適応とレジリエンス、ネット・ゼロ・シティ、コミュニティの深い関与、金融、気候正義を含む問題に 

 ついて、地域ネットワークがどのようにアクションを後押しし、都市・地域間で優良事例を伝達して 

 いくことができるか

このセッションは以下の方々に興味を持っていただけると思われます。

●  適応実務者、ネットワーク・コーディネーター、地域・地方・国レベルにおいて気候アクションの 

 計画・体系化に携わっている方。

●  英国とアイルランド共和国の代表者で、北アイルランドの状況についてもっと知りたい方。

●  国際的な利害関係者で、通常よりも政治的な緊張関係において運営されている地域や自治体、 

 かつ/あるいは、国の気候法制が制定されていない地域の方。

北アイルランド環境リンク（クライメート北アイルランド）

All Together Now:
 Collaboration for Local Climate Action
in Northern Ireland

皆でともに今：
北アイルランドにおける地域の
気候変動アクションのためのコラボレーション
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Northern Ireland is a post-conflict society with challenges which include: a lack of national Climate Legislation, a backlog in policy due to 

the three-year absence of the NI Assembly, shared resources across a European border and one third of the population living below the 

breadline, often in areas at most risk of being impacted by the climate crisis. Despite this, local authorities are supporting each other to 

develop climate action plans and improve governance, preparing for a collaborative, innovative and resilient future with best practice 

messages which are applicable across the UK and beyond.

This session will present practical examples of local and regional climate action from Northern Ireland, to explore:

• How adaptation and resilience can be used as a catalyst for wider climate action and;

• How regional networks can support action and the transfer of good practice between cities and regions on issues including 

 adaptation and resilience, net zero cities, community engagement, finance and climate justice.

This session will be of interest to:

• Adaptation Practitioners, network co-ordinators, and those involved in planning or organising climate action at a local, regional and  

   national level.

• UK and Republic of Ireland representatives seeking to know more about the NI context.

• International stakeholders from regions and municipalities operating within greater than normal political tension and/or without  

   national climate legislation.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Civil society  |  Panel

Speakers:

• Stephen Jones, Resilience Co-Ordinator, Climate Northern Ireland

• Karen Smyth, Head of Policy and Governance, Northern Ireland Local Government Association

• Cathy Burns, Climate Manager, Derry City and Strabane City Council

• Richard McLernon, Project Co-ordinator, Climate Unit, Belfast City Council

スピーカー：

● ステファン・ジョーンズ（クライメート北アイルランド　レジリエンス・コーディネーター）

● カレン・スミス（北アイルランド地方政府協会　政策・ガバナンス部長）

● キャシー・バーンズ（デリー市・ストラベーン市議会　クライメート・マネジャー）

● リチャード・マクラーノン（ベルファスト市議会気候ユニット　プロジェクト・コーディネーター）
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都市が気候変動緩和のために必要な低排出かつレジリエントなインフラを構築するためには、この��

年間で何兆ドルもの資金が必要です。しかし、気候変動の緩和・適応のプロジェクトの準備や資金調達

において、都市はキャパシティの点で大きな制約に直面しています。COVID-��が流行する前でさえ、地

方自治体は、地域レベルで必要なグリーン移行を推進するための気候変動対策資金の調達に苦慮して

いました。この過去二年間、パンデミックが世界に広がるにつれ、都市の財政的健全性とキャパシティ

がさらに試されています。

このイベントでは、都市気候ファイナンス・リーダーシップ連合、C��都市ファイナンス支援、GIZ、イク

レイ― 持続可能性をめざす自治体協議会、世界気候基金が、都市における低炭素かつ気候レジリエン

トなインフラ整備のために今後��年間で必要となる数兆円規模の資金調達を切り開いていくために、

官民の資金融資を最大限活用していく革新的なソリューションをご紹介します。このイベントは都市

レベルの気候変動対策資金の調達に関わる主要な市場関係者を集め、以下の事を行う予定です。

●  気候変動の緩和・適応活動のための資金調達を行う際に、都市が直面する主な課題と、COVID-��の 

 文脈で何が変化したのかを検証する

●  すべての関係者を巻き込み、野心を高めさせ、都市に対する気候変動対策資金の供給側と需要側の 

 間の資金調達ギャップを解消する方法を議論する

●  各国政府や気候変動に関する交渉が、どのように都市レベルの気候変動対策資金調達の増加に影響を 

 与えているかを分析する

以下の登壇者を予定しています。

● リチャード・ベル（グラスゴー市議会議員）

● バーバラ・ブフナー（気候政策イニシアティブ〔連合事務局〕　グローバル・マネジメント・ディレクター）

● ハイケ・ヘン（BMZディレクター）

● マリーケ・ヴァン・スターデン（イクレイ　ビジネス開発・低排出経路担当ディレクター）

都市気候ファイナンス・リーダーシップ連合（気候政策イニシアティブ）、
C��都市ファイナンス支援、GIZ、イクレイ
― 持続可能性をめざす自治体協議会、世界気候基金

November 11th

15:30 - 17:00

Financing the Sustainable Cities of the Future:
 What will it take to get there?

Cities Climate Finance Leadership Alliance (Climate Policy Initiative), 
C40 Cities Finance Facility, GIZ, ICLEI
– Local Governments for Sustainability, World Climate Foundation

未来の持続可能な都市のための資金調達：
そのために何が必要か？

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Cities and Built Environment  |  Finance  |  Panel
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Trillions of dollars will be required in this decade to support cities build the low-emissions, resilient infrastructure necessary to mitigate 

climate change. However, cities face major capacity constraints in preparing and financing climate change mitigation and adaptation 

projects. Even before the COVID-19 pandemic, subnational governments struggled to access climate finance to promote the needed 

green transition at the local level. Over the past two years, as the pandemic has spread across the world, we have seen cities’ fiscal 

health and capacity being even further tested.

At this event, the Cities Climate Finance Leadership Alliance, C40 Cities Finance Facility, GIZ, ICLEI – Local Governments for 

Sustainability, and the World Climate Foundation will showcase innovative solutions on how to best leverage public and private finance 

to unlock the trillions of financing needed over the next decade for low-carbon, climate-resilient infrastructure in cities. This event will 

bring together the main market players in city-level climate finance to:

• Examine the major challenges cities face when seeking to finance climate mitigation and adaptation activities, and what has changed  

   in the context of COVID-19

• Discuss how to involve all relevant actors, raise ambition, and close the financing gap between the supply and demand sides of  

   climate finance for cities

• Analyze how national governments and the climate negotiations influence the increase of city level climate finance

Confirmed speakers include:

• Councillor Richard Bell, City of Glasgow, UK

• Barbara Buchner, Global Managing Director of Climate Policy Initiative (Alliance Secretariat)

• Heike Henn, Director, BMZ

• Maryke van Staden, ICLEI, Director of Business Development and Low Emission Pathway

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Cities and Built Environment  |  Finance  |  Panel
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Do What You Must uses immersive narrative and interactivity to introduce participants to climate risk considerations in an engaging 

way. It is a collaboration between critically- acclaimed digital studio Fast Familiar and neuroscientist Dr Kris De Meyer. The format – 

a blend of interactive discussion and digital ‘storytelling’ – is novel and engaging, and has resulted in articles in The Observer and 

New York Times.

A small group of participants take on the role of an advisory board to a North American ski conglomerate. Carefully crafted video 

‘testimonies’ draw the audience into the scenario, equipping them with knowledge about the company - which, like all winter leisure 

providers, is severely affected by our changing climate. The participants review information and make decisions to safeguard the 

future of their fictional company. The activity’s bespoke control system alters the trajectory of the scenario in real time, in response 

to participant decisions. In a world full of uncertainty and competing values, how will they know the right thing to do?

Fast Familiar have created events in this format with partners as diverse as the Leverhulme Research Centre for Forensic Science, 

NESTA and Chatham House. Do What You Must is a unique opportunity to rehearse adaptation and resilience in the face of climate 

risk. It has been developed with Professor Neville Morley, from Exeter University.

fastfamiliar.com | @fastfamiliar

Do What You Must（しなければならないことをする）は、実体験型の物語と双方向の対話を用いて、参

加者に魅力的な形で気候変動リスクを考える機会を提供します。これは、批評家から高い評価を得てい

るデジタルスタジオ「ファスト・ファミリア」と、神経科学者のクリス・デ・メイヤー博士のコラボレー

ションによるものです。双方向性のある議論とデジタルな「読み聞かせ」を融合させた形式は斬新で魅

力的なものであり、『オブザーバー』紙や『ニューヨークタイムズ』紙にも掲載されました。

少人数の参加者が、北米スキー複合企業の諮問委員会の役割を担います。丁寧に作成されたビデオの

「証言」によって、観客はシナリオの中に引き込まれ、他の冬季レジャー企業と同様に、変化する私たち

の気候によって深刻な影響を受けている企業について知識を身につけることができます。参加者は情

報を確認し、架空の会社の将来を守るために決断を下します。このアクティビティでは参加者の決断に

応じて、特注のコントロールシステムがシナリオの軌跡をリアルタイムで変化させます。不確実性と矛

盾する価値観に満ちた世界で、参加者はどのように正しい行動を見極めるのでしょうか？

「ファスト・ファミリア」はリーヴァーヒューム法医学研究センター・NESTA・チャタムハウス（王立国際

問題研究所）など、多様なパートナーとこの形式のイベントを生み出してきました。Do What You Must

は、気候変動リスクに直面した際の適応力と強じん性をリハーサルできる唯一の機会です。これは、エ

クセター大学のネヴィル・モーリー教授とともに開発されました。

fastfamiliar.com | @fastfamiliar

ファスト・ファミリア

November 12th

12:30 - 14:30

Do What You Must – an immersive scenario session

Fast Familiar

しなければならないことをする
― 実体験型シナリオセッション

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Workshop
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Minga Indígena, a civil society organization born in the Andes, brings Indigenous leaders—youth and elders— from all over the world. 

At COP26 they will present the first chapter of the docu-series “Aprendiendo a Ser Humanos. Learning To Be Human” produced 

alongside The Allianza, which features thirteen elders and protectors of the most iconic territories of the world sharing wisdom that 

is crucial to buffer extreme weather events across regions, with the intention of inspiring others. Three indigenous youth will then 

read and hand in a collective Letter to members of the IPCC and of the COP26 Presidency as well as the Champion, with a special 

request that their petitions be included in climate negotiations. The event will be followed by a press conference.

アンデスで生まれた市民社会団体「ミンガ・インディヘナ」は、世界中の先住民族のリーダー—若者も年

長者も—を集めて活動しています。今回のCOP��では、彼らが「ザ・アリアンサ」と共同で制作したド

キュメンタリーシリーズ「Aprendiendo a Ser Humanos.（人間になることを学ぶ）」の第�章を発表し

ます。このドキュメンタリーでは、世界で最も象徴的な地域の長老や擁護者��人が主役となって、地域

間の異常気象災害を和らげるために重要な知恵を共有し、他の人々にインスピレーションを与えるこ

とを目的としています。また、�人の先住民族の若者が、IPCCとCOP��のメンバー、そしてチャンピオン

（推進担当者）に充てて共同で作成した手紙を読み上げ、気候変動交渉に彼らの嘆願が反映されるよう

に特別要請します。イベント終了後には、記者会見を行う予定です。

Desarrollo Intercultural（異文化開発）チリ

November 12th

13:30 - 15:00

Minga Indígena Declaration Letter for COP26 Leaders

Desarrollo Intercultural Chile

COP��首脳陣に向けた
ミンガ・インディヘナ宣言文

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Film  |  Global South  |  Indigenous Peoples  |  Presentation
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Hope Springs Eternal – A Sonic Landscape

希望は永遠に湧き出る ― 音風景

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Nature  |  Performance  |  Youth

November 12th

16:00 - 17:00

英国王立スコットランド音楽院は、COP��への貢献の一環として、スコットランドの国際的な企業ネッ

トワークであるスコットランド・ハウスと協力して、気候変動に関する議論に対しグローバルな対話を

促し、多様で芸術的な応答を行ってきました。

今年は振り返りの年として、COP��の目標に焦点を当て、RCSの若手アーティストのコミュニティから

創造的な応答を提供する、新しい作品の学際的なプログラム「ホープ・スプリングス・エターナル」を開

発しました。

気候変動、特に適応・レジリエンス・自然をテーマにしている特別に依頼を受けたシリーズです。これら

の作品は新世代のアーティストが世界で起こっていることにどのように応答するかを示し、また私た

ちがそれを理解し、疑問を持ち、嘆き、祝い、そこから学ぶことの手助けをしてくれます。

英国王立スコットランド音楽院のギタリストたちによる、気候変動にインスピレーションを受けた音

楽の演奏で力強いアンサンブルをお楽しみください。それぞれの作品は、RCS映画学科の学生たちがそ

の音楽にインスピレーションを受けて新たに制作した映画とともに演奏されます。

私たちの音楽と映画のパフォーマンスは、レオ・ブローウェル、エディ・マグワイア、フィリップ・グラス

らによる作品も含み、それぞれの作品は変化の不変性を意図的に反映しています。私たちは自然と調和

し、より明るい未来へと前進するために共に協力することで、進化に積極的に貢献することもできれ

ば、何も知らずに平然としていることもできるのです。

また、このパフォーマンスは、自転車でグラスゴー内外周辺の小さな会場や学校を巡回するほか、ブリ

ティッシュ・カウンシルが支援する、スコットランドと世界をつなぐ役割を持った創造性・コラボレー

ション・対話のための世界的なポータルとして機能する「クライメート・ポータル」でも紹介されます。

英国王立スコットランド音楽院
Royal Conservatoire of Scotland
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In our contribution to COP26, the Royal Conservatoire of Scotland has worked in partnership with Scotland House, Scotland’s 

international enterprise network, to stimulate global conversations and provide a diverse range of artistic responses to the climate 

change debate.

In a year of reflection, and focused on the goals of COP26, we have developed a multi-disciplinary programme of new works offering a 

creative response from our community of young artists at RCS - Hope Springs Eternal.

Climate change, and in particular adaptation, resilience and nature, are at the forefront of this specially commissioned series. These 

works share how a new generation of artists can respond to what is happening in the world, and to help us understand it, question it, 

mourn it, celebrate it, and learn from it.

Join us to enjoy a vibrant ensemble of Royal Conservatoire of Scotland guitarists performing music inspired by climate change. Each 

work will be performed alongside a newly commissioned film, inspired by the music, created by RCS Film students.

Our performance of music and film will include works by Leo Brouwer, Eddie McGuire and Philip Glass with each work purposely 

reflecting the constancy of change: we can either contribute positively to evolution by harmonising with nature and working together to 

forge a brighter future- or stand by in placid ignorance.

This performance will tour, travelling by bicycle, to small venues and schools in and around Glasgow as well as feature in the British 

Council-supported ‘Climate Portal’ that will act as a global portal to creativity, collaboration and conversation, connecting Scotland to the 

rest of the world.

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Nature  |  Performance  |  Youth

パフォーマー：

ティム・ビーティー

フィンレイ・ヘイ

ドミニカ・ダウィドフスカ

レニー・ランナロ

Performers:

Tim Beattie

Finlay Hay

Dominika Dawidowska

Lenny Rannallo
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The Climate Crisis Film Festival, presented by Doconomy, concludes two weeks of climate films and special events with an Award 

Ceremony and Special Film Screening, celebrating underrepresented voices within the climate movement. This evening's program will 

showcase stunning, diverse and eye-opening cinema from BIPOC filmmakers (black, indigenous and people of colour), popping the 

“Western bubble” with authentic perspectives from around the globe. OCEAN BOTTLE FILM AWARD We'll announce the winner of the 

£6,000 Ocean Bottle Film Award, the first-ever Award program for climate films open exclusively to underrepresented BIPOC 

filmmakers. The four Nominees represent powerful climate stories from the Phillippines, Mexico, Nicaragua and Indigenous Hawaii. 

SCOTTISH PREMIERE - "Above Water" by Aïssa Maïga

The Award Ceremony will be followed by the screening of "Above Water" (Marcher Sur L'Eau, 2021), introduced virtually by the director, 

Senegal-born Aïssa Maïga. This breathtakingly photographed portrait of a young girl's life in Niger, as water becomes scarcer and 

scarcer, will be presented in partnership with Goethe Institut, Alliance Française and Institut Français.

November 12th

18:00 - 21:00

GREEN ZONE PROGRAMME OF EVENTS

グリーンゾーンプログラムイベント

Adaptation, Loss and Damage  |  Documentary  |  Film  |  Global South  |  Youth

Climate Crisis Film Festival

ドコノミーが開催する気候危機映画祭では、�週間にわたって行われた気候変動関連の映画や特別イベ

ントの締めくくりとして、受賞式と特別映画作品の上映を行い、気候変動活動の中でこれまで取り上げ

られていなかった人々の声をご紹介します。この夜のプログラムでは、BIPOC（黒人、先住民族、有色人

種）の映像作家による、見事で目を見張るような多様性に富んだ映画をご紹介し、世界中の信ぴょう性

のある視点から「西洋のバブル」を吹き飛ばします。

「オーシャン・ボトル映画賞」�,���ポンドのオーシャン・ボトル映画賞を発表します。この賞は気候変動

をテーマにした映画を対象に、これまで過小評価されてきたBIPOCの映像作家のみが参加できる初め

ての表彰プログラムです。ノミネートされた�作品は、フィリピン、メキシコ、ニカラグア、ハワイ先住民

からお届けするパワフルな気候変動の物語です。

スコティッシュ・プレミア　—　アイサ・マイガによる「Above Water」

授賞式に続いて、セネガル出身のアイサ・マイガ監督がオンラインでご紹介する「Above Water（水面上

で）」（Marcher Sur L'Eau〔水の上を歩く〕、����年）が上映されます。水がどんどん枯渇していくニ

ジェールでの少女の生活を、息をのむような写真で描かれたこの作品は、ゲーテ・インスティテュート、

アライアンス・フランセーズ、アンスティチュ・フランセの協力を得て上映されます。

気候危機映画祭

Climate Crisis Film Festival
– Award Ceremony & Scottish Première
of the film “Above Water”

気候危機映画祭
－ 授賞式と映画 「Above Water」 の
スコティッシュ・プレミア


