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気候変動政策

＜外国人研究者からの報告/Foreign Researcher Report＞

①研究課題　/　Theme of Research

National and international climate funds, state administrative traditions and intrinsic policy implications in implementing climate change adaptation
policy in Bangladesh

②研究概要　/　Outline of Research

Given the high vulnerability and impact of climate change, Bangladesh is a representative case among the developing nations in terms of climate
adaptation policy. The study aims to analyze climate change adaption funding policy, its effect on national administrative traditions and eventual
evolving development implications thereof. Conceptualizing the idea of international development cooperation and state administrative traditions
with hands-on climate adaptation funding data, they emphasize the role of participating governance actors (national/international), the
administrative framework/traditions in which the policy actors operate and the underlying politics and mode of operation therein that aims to
dictate the adaptation policy implementation in Bangladesh.

③研究成果　/　Results of Research

Expert consultations at Japan supported analyzing the results. The research results inform us: i) climate adaptation policy action is quite cross-
sectoral and also that management of water resources is being placed as the key adaptation policy priority in the country, ii) although major
adaptation funding sourced from the domestic government, external funds are playing a decisive role that influence country’s adaptation
policy/administration, iii) an elite general administration cadre based bureaucratic tradition persists, that might offer limited technical inputs and
sustainable operation to govern the climate policy. The adaptation policy framework should be transformed towards shaping of a more general-
technical co-existence and fusion of ideas.

④今後の計画　/　Further Research Plan

Specifically, as a representative case of developing country, the results and empirical perspectives could be demonstrated among scientists and
policy makers for further implication research and policy action and also could be a good starting point for comparative research with other
developing and developed nations. This research findings as well as mutual exchange of knowledge with experts in Japan motivated me to do
further research particularly regarding policy instruments and policy diffision on climate change policy comparing the case of Bangladesh and
Japan - a typical case for both the developing and developed nations.

研究室の風景/Research work at desk level



地球温暖化による海面上昇から多大な影響を被ることが予想されているバングラデシュを事例として、その気候変動適応政策の実施状
況に対して、国の内外の適応活動への支援基金や、国の行政制度・運営方針が持つ政策的な含意を明らかにする研究。

＜受入研究者からの報告/Research Advisor Report＞

①研究課題　/　Theme of Research

写真貼り付け 写真貼り付け

②研究概要　/　Outline of Research

バングラデシュは気候変動から著しい影響を受ける開発途上国の一つであり、気候変動適応政策の策定に関する研究に恰好の事例を提
供している。こうした国々は、さまざまな適応の努力を独自に進めているが、同時に先進国からの多額の援助にも依存している。そう
した適応支援基金が流入することで、国の従来からの行政の仕組みに摩擦が生じている。そうした摩擦を解消しようという努力の結果
として、行政改革や行政能力の向上が進むと期待できるのか。また、そうだとすればいかなるプロセスを辿るのか。本研究はこれらの
疑問に答えることを目的とし、国際開発協力と行政学の既存の研究を踏まえ、バングラデシュの行政の特色に注意を払いつつ、気候変
動適応に関する最新のデータと援助関係者の証言を集めている。そのために、バングラデシュ国内での調査をほぼ終えて、同国へ主要
な援助国である日本に来て関係者からの聞き取り等を行った。

③研究成果　/　Results of Research

日本では、政治学的な政策学の観点から環境政策の研究を行なっている国立研究開発法人国立環境研究所の亀山康子研究員（社会環境
システム研究センター副センター長）と、環境経済学の観点から温暖化対策の評価を行っている早稲田大学政治経済学術院の有村俊英
教授から詳しくお話をうかがったのを皮切りに、研究者及び実務者からの聞き取りを実施した。その結果、例えば、先進国から派遣さ
れた技術系コンサルタントを迎えて技術を教わるはずの途上国側の行政官が、実は技官ではなくゼネラリスト的な官僚であるため、技
術移転は起こらないし、途上国側が抱える問題を正確にコンサルタントに伝えて適切なアドバイスを受けることも出来ていないという
ミスマッチの実態を示す証拠を得ることができた。そのほかにも、バングラデシュでの調査で浮上した疑問を解く貴重な知見や示唆を
いただくことができ、収穫が多かった。

④今後の計画　/　Further Research Plan

来日前から書きかけてあった論文が、来日中に初稿完成の段階にまで至った。英文を繰り返し推敲して、より読みやすく、誤りのない
論文に仕上げて、国際的な学術誌へ投稿する計画である。それと同時に、今回の来日で得たさまざまな貴重な情報や知見から、政策手
段や環境政策の普及に関して新しい論文の構想も湧いてきているようである。今回の来日中にひととおり書き上げた論文を、確実に出
版の段階まで持っていくことと、新しい研究の構想を文章化して具体的な計画作成へ向かっていくように指示したところで、帰国の途
についた。順調に研究が進展して喜ばしく思っている。これから1カ月足らずのうちに私がバングラデシュへ訪問する機会があるので、
その際に進捗を確かめる。その後は、電子メールやスカイプで交流を続け、研究を指導していきたい。

専門家との意見交換/Exchange of views with expert 研究アドバイザーとの面談/Meeting with research advisor


