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概要

本章では、第 3次評価報告書（TAR）以降の気候変動
の影響、適応、および脆弱性（CCIAV）の評価の方法
とアプローチの発展を示す。本章はまた、本巻で報告
された研究において、将来の状況を特徴描写するため
に用いられるいくつかのシナリオとシナリオ構築のア
プローチも紹介する。

CCIAV を評価するためのさまざまなアプローチの発
展は、決定分析の改善の必要性によって、駆動されて
きている。
変動している気候に適応しなければならないという認
識が、政策に関連した情報の需要を増大させてきてい
る。本報告書で記述されている評価の大部分において
は標準的な気候シナリオ主導のアプローチが使用され
ているものの、その他のアプローチの使用も増加して
いる。これらには、気候に対する現在および将来の適
応、適応能力、社会的脆弱性、複合的ストレス、およ
び持続可能な開発の文脈での適応の評価が含まれてい
る［2.2.1］ 。

リスク管理は意思決定において有用な枠組みであり、
その利用は急速に広まっている。
リスク管理手法の長所には、不確実性を管理する形式
化された方法の利用、ステークホルダーの関与、政策
慣例的にならずに政策オプションを評価する方法の利
用、異なる学問的アプローチの統合、気候変動に係る
考慮事項をより広い意思決定文脈において主流化する
ことが含まれる［2.2.6］。

ステークホルダーは、リスクの範囲およびその管理に
ついて重要なインプットを CCIAV の評価に与える。
特に、ある集団またはシステムが現在の気候リスクに
対してどのように対処しうるかは、将来のリスクの評
価にしっかりとした根拠を提供する。ステークホルダ
ーが関与する、またはステークホルダーによって実施
される評価の数は増加している。このことは、信頼性
を確立し、結果に対する「オーナーシップ」を付与す
るのに役立つが、これは、効果的なリスク管理にとっ
て必要条件である［2.3.2］。

気候変動の影響は、非気候要因によって大きく変更さ
れうる。
多くの新しい研究は、排出シナリオに関する IPCC特

別報告書（SRES）で開発された全球シナリオから導
き出された地域スケールでの社会経済シナリオ、土地
利用シナリオ、および技術シナリオを適用してきてい
る。代替的な SRESの筋書きで示唆される地域の人口、
所得、および技術開発の大きな差異は、気候変動への
曝露や、適応能力と脆弱性における明確な対照を生む
可能性がある。従って、将来の状況についての一つの
特徴描写だけに頼らないことが最善である［2.4.6.4, 

2.4.6.5］ 。

CCIAV の研究での使用のために、より細かい地理的解
像度でのシナリオ情報がますます開発されてきている。
さまざまなダウンスケール手法が SRESの筋書きに適
用されてきており、社会経済的条件、土地利用と土地
被覆、大気組成、気候および海面水位に関する新しい
地域シナリオを生み出している。大気海洋結合大循
環モデル（AOGCM）の予測に基づく空間的解像度が
高い気候シナリオを開発するため、地域＜スケール＞
化の手法がますます利用されるようになってきている
［2.4.6.1から 2.4.6.5］。

CCIAV の研究で使用された将来の特徴描写は、緩和
シナリオ、大規模な特異事象、確率的な将来を包含す
るように進展している。
緩和された、または安定化された将来を想定する
CCIAVの研究は、気候政策決定の（影響の改善あるい
は回避を通じての）便益を評価し始めている。大規模
な特異事象の特徴描写は、それによって生じうる深刻
な生物物理的、および社会経済的な結末を評価するた
めに、使われてきている。将来の社会経済的条件や気
候条件に関する確率的な特徴描写が、ますます利用可
能になってきており、事前に定義された影響の閾値を
越える確率がより広範に推定されてきている［2.4.6.8, 

2.4.7, 2.4.8］。

2.1　はじめに

　気候変動の影響、適応、および脆弱性（CCIAV）の
評価は、不確実性環境下での意思決定に情報を与える
ために行われる。そうした評価への需要が IPCC第 3

次評価報告書（TAR）の発表後に著しく増大してきて
おり、このことは、研究者らが、利用できるアプロー
チと手法の範囲を拡大すること、ならびにそれらの手
法が必要とする将来状況（シナリオおよび類似の成果
物）の特徴描写の範囲を拡大することを動機づけてい
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る。本章は、こうした発展を記述するほか、本巻で報
告された研究において将来の状況を特徴描写するため
に用いられる主なアプローチを説明する。
　過去においては、IPCC第 2作業部会1は、特別報告
書（Special Report）および二つの章を評価手法にあて
てきている（IPCC, 1994; Carter et al., 1996, Ahmad et al., 

2001）。そのうえ、第 3次評価報告書（TAR）はシナリ
オのトピックに関する二つの章を提示しており（Carter 

et al., 2001; Mearns et al., 2001）、それは気候シナリオ開
発についての以前の記述（IPCC-TGCIA, 1999）に基づ
いたものであった。これらの中で、評価手法とシナリ
オに関して詳細に記述されているため、本評価報告書
では反復掲載されていない。
　本章で、アプローチとは、評価の全体的範囲および
方針と定義され、さまざまな異なる手法に対応しうる。
手法とは、分析の系統的なプロセスである。本章では、
CCIAVへの 5つのアプローチを特定している。4つは、
慣習的なアプローチで、影響評価、適応評価、脆弱性
評価、ならびに統合評価である。5番目のアプローチ
はリスク管理で、このアプローチは、主流の政策決定
において CCIAVの研究が大きく取り上げられ始める
につれ、浮上してきている。
　2.2節は、CCIAVの評価への主要なアプローチの発
展を記述し、それに続く 2.3節は、TAR以降に適用さ
れてきている一連の新しいおよび改善された手法につ
いて論じている。評価のためのデータの必要性に関す
る重要な問題は、この節の最後で扱われている。ほと
んどの CCIAVのアプローチがシナリオを構成要素に
持っていることから、2.4節では将来の状況を特徴描
写する手法の最近の発展が扱われる。本巻で評価され
た多くの最近の研究が排出シナリオに関する IPCC特
別報告書 （SRES; Nakićenović et al., 2000）およびその
派生的研究に基づいたシナリオを使用していることか
ら、これらの一部を例示するために Boxで事例が示さ
れる。最後に、2.5節では、本章における主要な新た
な知見を要約し、主要な科学的、技術的および情報の
不足に対処するのに必要とされる将来の研究の方向性
を提言する。

2.2　アプローチの新しい発展

2.2.1　CCIAVの評価の枠組み

　以下に述べるアプローチおよび手法はすべて TARに
記述されたものであるが（Ahmad et al., 2001）、評価に
おけるそれらの適用の範囲は、TAR以降に著しく拡大
されてきている。ある特定のアプローチを＜ほかのア
プローチと＞区別する要因には、評価の目的、評価の
焦点、利用可能な手法、および不確実性がどのように
管理されるかなどがある。CCIAVの評価アプローチの
主要な狙いは不確実性を克服するのでなく、むしろ管
理することであり（Schneider and Kuntz-Duriseti, 2002）、
その点で、各アプローチはそれぞれ長所と短所を持っ
ている。もう一つの重要な傾向は、研究により駆動さ
れる議題から意思決定志向型の評価への移行であり、
意思決定志向型の評価では、意思決定者とステークホ
ルダーが評価に参加するか、あるいは評価を駆動する
（Wilby et al., 2004a; UNDP, 2005）。
　標準的な評価アプローチは、7つのステップからな
る IPCC（1994）2の評価枠組みに基づいて開発された
気候シナリオ駆動の「影響アプローチ」である。以前
の IPCC報告書で示された CCIAVの文献で大勢を占め
ていたこのアプローチは、所与のシナリオ下での可能
性が高い気候変動影響を評価し、結果として生じる気
候リスクに対する脆弱性を低減するための適応および／
または緩和の必要性を評価することを狙いとしている。
本報告書の中の多数の評価もこの構造に従っている。
　＜本章で＞論じられるその他のアプローチは、適応
ベースのアプローチと脆弱性ベースのアプローチ、統
合評価、およびリスク管理である。これらすべては、
慣習的な環境研究で十分に説明されているが、これら
は意思決定への主流アプローチにますます組み込まれ
るようになってきており、次のような目的を達するた
めの多様な手法を要する（SBI, 2001; COP, 2005）。
・ 現在の脆弱性と適応経験の評価
・ 極端現象に取り組む際のステークホルダーの関与
・ 将来の脆弱性と適応の評価のための能力強化の必要性
・ 可能性のある適応策
・ 適応策の優先順位付けとコストの見積り
・ 脆弱性評価と適応評価の間の相互関係

1
1  これから先は、IPCCの第 1、第 2、第 3作業部会は、それぞれWGⅠ、WGⅡ、WGⅢとして言及される。
2    7つのステップとは、1. 問題を定義する、2. 手法を選択する、3. 手法／感度をテストする、4. シナリオを選択する、5. 生物
物理的／社会経済的影響を評価する、6. 自律調整を評価する、7. 適応戦略を評価する、をいう。 
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・  適応オプションを既存のまたは将来の持続可能な開
発計画に組み入れる国の開発優先順位付けと行動

適応ベースのアプローチは、気候変動にさらされるシ
ステムの回復力あるいは頑健性を改善するのに必要な
適応能力と適応策を検討することによって、リスク管
理に焦点を合わせている（Smit and Wandel, 2006）。対
照的に、脆弱性ベースのアプローチは、被害の受けや
すさに傾注したうえ、潜在的な便益の最大化と潜在的
な被害の最小化または逆転を図ることを通じて、リス
クそのものに焦点を合わせている（Adger, 2006）。し
かし、両アプローチは、とりわけ適応能力に関して相
互に関連している（O’Brien et al., 2006）。統合的アプロ
ーチは、さまざまな専門領域、分野およびスケールに
わたって CCIAVを調査し、主要な相互作用やフィー
ドバックを表現するための統合評価モデリングおよび
その他の手法を含んでいる（例えば、Toth et al., 2003a, 

b）。リスク管理アプローチは、意思決定に直接に焦点
を合わせており、本章で記述されたさまざまな研究ア
プローチや手法を考慮し、そして CCIAVの評価にお
いて蔓延する不確実性の扱いに真正面から取り組むた
めの役に立つ枠組みを提供する。リスク管理アプロー
チおよび統合評価アプローチは、緩和分析（Nakićenović 

et al., 2007）や適応と緩和の共同評価にも、直接的に
関連づけられうる（第 18章参照）。
　評価タイプの記述に用いられる二つの一般的な用
語は、「トップダウン」と「ボトムアップ」で、これ
らの語は、スケール、対象事項（例えば、ストレスか
ら影響、対応まで；物理分野から社会経済分野まで）、
および政策（例えば、全国対地方）へのアプローチ
を、ときにはこれら二つ以上が混合したものへのアプ
ローチを、さまざまに表現することができる（Dessai 

et al., 2004; 表 2.1も参照）。標準的な影響アプローチは
しばしばトップダウンとして説明されている。という
のは、このアプローチは、全球の気候モデルから地方
スケールへとダウンスケールされたシナリオ（2.4.6節
参照）を気候システムから発して生物物理的影響を経
て社会経済的評価へと進む一連の分析ステップと結び
付けているからである。ボトムアップアプローチは、
地域固有の傾向をもつ気候への社会経済的対応に取り
組むことにより地方スケールから始めるアプローチで
ある（Dessai and Hulme, 2004）。適応評価と脆弱性評価
は通常、ボトムアップアプローチに分類される。しか
し、近年、評価は、ますます複雑なものになっており、
しばしばトップダウンとボトムアップの要素を混ぜる

場合もあり（例えば、Dessai et al., 2005a）、意思決定
では両方を利用するだろう（Kates and Wilbanks, 2003; 

McKenzie Hedger et al., 2006）。国連開発計画の適応政
策フレームワーク（UNDP APF：UNDP, 2005参照）も、
政策ベースのアプローチを提示してきており、これは、
リスク管理枠組みの中で、現行の政策および計画の気
候変動下での有効性について評価する。

 2.2.2　影響評価の前進

　TAR以降、標準的な IPCC影響アプローチの適用が
顕著に拡大してきている。将来の気候状況を特徴描
写するための社会経済的および技術的な状況を用意す
ることの重要性が強調されてきており、 温室効果ガス
（GHG）排出を制限する気候政策がないと想定してい
るシナリオと GHG濃度安定化を想定しているシナリ
オとが対比されてきている（例えば、Parry et al., 2001; 

2.4.6.4および 2.4.6.8も参照）。TARで概念実証の例と
して示された影響評価における確率の使用 （Mearns et 

al., 2001） は、いまやより堅固に確立されている（2.4.8

節の例参照）。影響評価のその他の顕著な前進には、
生物気候学的生態的地位ベースモデリング、一連の評
価を要約するメタ分析、ならびに経済的被害を分析す
る新しい動的手法などがある。それでもなお、多くの
地域や分野の気候に対する感度の高い資源、とりわけ
開発途上国のこうした資源は、いまだ詳細な影響評価
の対象となっていない。
　気候温暖化の観測に基づく最近の証拠は、種分布の
デジタルマップの入手可能性と大幅に広がったコンピ
ュータ能力と相まって、生物気候学的生態的地位ベー
スモデルの新世代の研究者が、相関手法を使って温暖
化気候下での種の分布と出現頻度の変化を推測するの
を勢い付けた（例えば、Bakkenes et al., 2002; Thomas 

et al., 2004; 第 4章 4.4.11節も参照） 。しかし、同じデ
ータセットへの代替的な統計手法の適用はまた、最
近激しい論争の的となっているモデルのパフォーマ
ンスの大きなばらつきを明らかにしており（Pearson 

and Dawson, 2003; Thuiller et al., 2004; Luoto et al., 2005; 

Araújo and Rahbek, 2006）、将来の生物多様性を予測す
るためには、これらのモデルのより注意深い適用を促
進しなければならない。
　全球平均気温のさまざまなレベルでの総影響を評価
するために、さまざまな分野の一連の研究の全球規模
でのメタ分析が Hitz and Smith（2004）によって行わ
れた。農業や沿岸地帯などいくつかの分野や地域に関
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1

3   気候変動や極端現象を含む気候変化の悪影響によるシステムの影響の受けやすさ、または対処できない度合い。脆弱性はシ
ステムがさらされる気候変動の特徴、大きさ、速度と、システムの感度、適応能力の関数である。（IPCC, 2001b, Glossary）

しては、集計的な分野別影響を地球温暖化の関数とし
て要約するのに十分な情報が入手可能であった。海洋
の生物多様性やエネルギーなどその他の分野に関して
は、情報が限られていたため、確信度が低いおおまか
な結論しか得られなかった。
　一部の経済的評価では、動態的手法が統計的手法に
取って代わりつつある。例えば、最近の研究は、気
候変動の世界農業への影響に影響を及ぼす世界市場
の役割 （Fischer et al., 2002）、最適の適応策を想定した
場合の海面上昇による被害に及ぼす影響（Neumann et 

al., 2000; Nicholls and Tol, 2006）、予測された気候の不
確実性に起因する高温への適応のための追加コスト
（Hallegatte et al., 2007）、および極端現象の分布の変わ
りようを明示的に考慮する場合の自然災害の長期コス
トの増加（Hallegatte et al., 2006）を説明している。経
済の動的性質の役割も強調されている（Frankhauser 

and Tol, 2005; Hallegatte, 2005; Hallegatte et al., 2006）。こ
れまでの評価による被害の過大評価を示す新しい研究
がある一方で、過小評価を示す研究もあり、このことは、
不確実性が、これまでの推定の範囲で示唆されていたよ
りも大きくなる可能性が高いという結論を導いている。

2.2.3　適応評価の前進

　適応評価の著しい前進が生じており、その重点が、
研究によって駆動される活動から、意思決定の改善の
ためにステークホルダーらが参加する活動へと移行し
ている。主要な前進は、適応を過去および現在の気候
に取り込んだことである。このことは、評価を既知の
事実につなぎとめておく利点があり、とりわけ将来の
変動性のシナリオが不確実である、あるいは入手不可
能な場合、気候変動性や極端現象への適応を調査する
のに用いられうる（Mirza, 2003b; UNDP, 2005）。この
ように、適応評価は、主流の政策および計画策定で使
用される多様な手法を取り入れてきている。本巻の第
17章は、適応実践、適応能力のプロセスと決定要因、
および適応の制約を論じており、用いられる分析手法
がかなり多様なため、適応評価の一般的な方法論の確
立が困難であることを強調している。これらには、次
のアプローチや手法が含まれる。
・ シナリオベースのアプローチ（例えば、IPCC, 1994; 

2.2.1節も参照）、このアプローチではほとんどの影

響評価が、将来の適応をアウトプットと考える。
・ 規範的政策枠組み、どの適応が社会的および環境的
に有益かを探究し、脆弱性分析、シナリオ、費用便
益分析、多基準分析、および技術的リスク評価など
の多様な手法を適用する（UNDP, 2005）。

・ 指標、適応能力のある特定の仮説に基づく構成要素
のモデルを使用する（例えば、Moss et al., 2001; Yohe 

and Tol, 2002; Brooks et al., 2005; Haddad, 2005）。
・経済学的モデリング、個人と組織における学習を特
定するための人類学的および社会学的手法 （Patt and 

Gwata, 2002; Tompkins, 2005; Berkhout et al., 2006）。
・ シナリオおよび技術評価、将来どのような種類の適
応の可能性が高いかを探究するための（Dessai and 

Hulme, 2004; Dessai et al., 2005a; Klein et al., 2005）。
・ リスク評価、適応を評価するために費用便益分析を用い
て、気候変動性と極端現象への現在のリスクを予測さ
れる将来の変化と結び付ける（例えば、ADB, 2005）。

適応オプションの優先順位付けに利用される手法と
ツールに関する手引きには、意思決定ツールの概要
（Compendium of Decision Tools）（UNFCCC, 2004）、気
候変動の影響評価と適応戦略のための手法に関する
ハンドブック（Handbook on Methods for Climate Change 

Impact Assessment and Adaptation Strategies）（Feenstra et al., 

1998）、および気候変動による影響のコストの見積り
（Costing the Impacts of Climate Change）（Metroeconomica, 

2004）などがある。一連の異なる手法が、ステークホ
ルダーらとともに利用されうる（2.3.2節参照）。
　適応のための資金調達は、最小の注目しか集めてき
ていない。Bouwer and Vellinga（2005）は、私的資金
源と公的資金源の間でリスクを分担し、より構造化さ
れた意思決定を将来の災害管理と気候変動への適応
に適用することを提案している。Quiggin and Horowitz

（2003）は、気候変動の速度、中でも気候の極端現象
の発生に左右される適応コストが経済的コストのほと
んどを占めるであろうこと、そして既存の分析の多く
がこれらのコストを見落としていることを論じている
（2.2.2節も参照）。

2.2.4　脆弱性評価の前進

　TAR以降、IPCCによる脆弱性の定義 3は、社会的
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脆弱性を含めることによってその語の意味の拡大を
説明するように （O’Brien et al., 2004a）、また脆弱性を
リスク評価と調和させるように要求されてきている
（Downing and Patwardhan, 2005）。気候リスク下の脆弱
性には、現在の気候への脆弱性、適応策や緩和策がと
られない場合の気候変動への脆弱性、および適応能力
や緩和能力が使い果たされた場合に残る脆弱性など、
異なる状況がある （例えば、Jones et al., 2007）。主要な
脆弱性は、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）で概説
されているように、自然システムと人間システムの両
方に重大な悪影響を与える可能性があり、従って、気
候システムへの危険な人為的干渉に寄与する （第 19章
参照）。Füssel and Klein（2006）は、これらの発展を再
検討し、要約している。
　脆弱性は、状況とスケールに大きく依存しており、
その由来と意味を明確に記述すること（Downing and 

Patwardhan, 2005）と、脆弱性評価に内在する不確実性
を取り扱うこと（Patt et al., 2005）に注意が払われる
べきである。また、＜脆弱性評価の＞枠組みは、気候
変動への脆弱性の社会的側面と生物物理的側面を統合
することができなければならない （Klein and Nicholls, 

1999; Polsky et al., 2003; Turner et al., 2003a）。脆弱性評
価の定型的な手法も提案されてきている（Ionescu et 

al., 2005; Metzger and Schröter, 2006）が、きわめて予備
的なものである。
　脆弱性を評価するための手法と枠組みはまた、シス
テムの気候変動と変化への応答の可能性を調査する
ために、適応能力の決定因子も扱わなければならな
い（Turner et al., 2003a; Schröter et al., 2005a; O’Brien and 

Vogel, 2006; 第 17章 17.3.1節も参照）。多くの研究は、
脆弱性の根底にある原因を把握することと、適応能力
をさらに強化することを図ることで、人間開発の文脈
において、このことを実践しようと努めている（例え
ば、World Bank, 2006）。いくつかの定量的アプローチ
では、使用される指標が、国の経済力、人的資源、お
よび環境能力など、適応能力と関連している（Moss et 

al., 2001; 2.2.3節も参照）。適応能力を助長または制約
する状況、プロセスおよび構造に関連した情報を提供
しうる指標を含むその他の研究もある（Eriksen et al., 

2005）。
　脆弱性評価は、貧困削減、生計手段の多様化、共有
財産資源の保護、集団行動の強化など社会的側面に焦
点を合わせた政策措置のための枠組みを提供している
（O’Brien et al., 2004b）。そうした措置は、現在の状況
下において、ストレス因子に対応し、生計を確保する

能力を高めるが、このことは将来の気候変動への脆弱
性も低減しうる。対処可能性を確認するためのコミュ
ニティを基盤とした対話型アプローチは、脆弱性を形
成する根本的原因と構造への洞察を提供している（O’
Brien et al., 2004b）。最近の地域的脆弱性研究で用いら
れているその他の手法には、ステークホルダーからの
聞き出しと調査（Eakin et al., 2006; Pulhin et al., 2006）、
および多基準モデリング（Wehbe et al., 2006）などが
ある。
　その土地のコミュニティの伝統的知識は、CCIAVの
評価にとって重要であるが、現在は概して過小利用さ
れている資源である（Huntington and Fox, 2005）。干
ばつや洪水（Osman-Elasha et al., 2006）などの気候関
連の自然災害、健康危機（Wandiga et al., 2006）、なら
びに平均的状況の長期トレンド（Huntington, and Fox, 

2005; McCarthy and Long Martello, 2005）を扱う際の過
去の経験からの経験的知識は、口承の伝統に依存して
いる先住民コミュニティやその他のコミュニティの対
処戦略と適応能力を理解するうえでとりわけ役立つも
のとなりうる。

2.2.5　統合評価の前進

　統合評価は、さまざまな空間スケール、時間スケー
ル、プロセスおよび活動にわたる複雑な相互作用を表
す。統合評価は、一つまたはそれ以上の数学的モデル
を取り入れるが、さまざまな学問領域や人間集団をつ
なぐ、評価の統合プロセスをも表すかもしれない。統
合評価における不確実性の管理は、大きなスケールで
のプロセスを連結する単純なモデルから、中間的な
複雑度のモデルを経て、地球システムを物理的に率直
に描写した複雑なモデルに至るまでの諸モデルを利用
することができる。この構造は、現実性と柔軟性の間
のトレードオフによって特徴づけられ、単純なモデル
は柔軟性が高いが、詳細度が低く、複雑なモデルはよ
り詳細かつより広範なアウトプットを提供する。社会
経済システムや生物システムのさまざまなスケールで
の動的な挙動を記述し、説明する単一の理論はなく
（Rotmans and Rothman, 2003）、また、一つの対象の中
のすべての相互作用を表現できる単一のモデルも、短
い応答時間のうちに問題への答えを提供できる単一
のモデルもない（Schellnhuber et al., 2004）。従って、
CCIAVを包括的に評価するためには、さまざまなスケ
ールでの統合やスケールを超えての統合が必要とされ
る。本節ではいくつかの具体的な前進が概説され、気
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候政策の便益を評価するための統合は、2.2.6節で考察
される。
　分野横断の統合は、国別評価、経済効果および貿易
効果の分析、ならびに人口と気候の共同研究などの
目的のために、必要とされる。国別評価は、全国的
に統合されたモデルを利用することができ（例えば、
Izaurralde et al., 2003; Rosenberg et al., 2003; Hurd et al., 

2004）、また政策決定者のためのいくつもの別々の研
究を統合することもできる（例えば、West and Gawith, 

2005）。市場や貿易は、結果に対してかなりの影響を
与えうる。例えば、森林および林産物に対する気候変
動の全球的影響を評価する研究は、貿易が大気中の二
酸化炭素（CO2）＜濃度＞を安定化する努力に影響を
与えうることと、生産コストの高い地域に悪影響を与
えることで地域の厚生にも影響を与えることを示した
（Perez-Garcia et al., 2002）。気候変動による総被害の新
しい経済的評価も、複数の分野に関して作り出されて
きている（Tol, 2002a, b; Mendelsohn and Williams, 2004; 

Nordhaus, 2006）。これらの評価は、影響に対する脆弱
性の潜在的に存在する大きな地域間差異を浮き彫りに
している。Kemfert（2002）は、統合評価の一般均衡モ
デルを使用することにより、単一の分野の分析と比べ
て、分野間の相互作用が気候変動の全球的コストを増
幅するように働くことを見出した。
　統合＜評価＞は、個別＜評価＞では生みだされ得な
い結果を生む。例えば、ミレニアム生態系評価は、生
態系サービスに対する広範なストレスの影響を評価
したもので、気候変動はそのうちの一つに過ぎない 

（Millennium Ecosystem Assessment, 2005）。影響と脆弱
性の連結評価もまた、複合的ストレス因子アプローチ
から便益を得ることができる。例えば、AIR-CLIMプ
ロジェクトは、1995年から 2100年の間のヨーロッパ
の気候影響と大気汚染影響を統合し、物理的影響の結
合は弱いが、大気汚染および気候変動のコストの結
合は強いと結論づけている。気候政策の間接的影響
は、大気汚染抑制コストの 50%以上の削減を促進した
（Alcamo et al., 2002）。人の健康に対する極端な気象と
大気汚染現象の合わさった影響のいくつかは、第 8章
8.2.6節で述べられる。
　大気、海洋、雪氷圏、陸地システムおよび生物圏を
連結する中間的複雑さの地球システムモデルが、リス
クと脆弱性の枠組み内で影響（とりわけ、危険と考え
られるかもしれない全球スケールの特異事象）を評価
するために開発されつつある（Rial et al., 2004; 2.4.7節
も参照）。 全球気候モデルもまた、地球システムのよ

り完全な表現を目指す方向に進んでいる。完全な炭
素循環を通じて大気圏を生物圏と統合する最近のシミ
ュレーションは、アマゾンの多雨林が立ち枯れを被る
可能性を示しており（Cox et al., 2004）、このことは炭
素吸収源を減らして大気中の CO2 濃度を増加させる
正のフィードバックを引き起こす（Friedlingstein et al., 

2006; Denman et al., 2007）。

2.2.6　リスク管理枠組みの発展

　リスク管理は、悪影響を管理しつつ、潜在的な機会
を実現させることに向けられた文化、プロセスおよび
構造と定義される（AS/NZS, 2004）。概してリスクは
ある事象の発生確率とその結果の組合せとして測定さ
れ（ISO/IEC, 2002; 図 2.1も参照）、これら二つの要因
を組み合せるのにはいくつかの方法がある。一つ以上
の事象があるかもしれず、結果は正から負までにおよ
ぶ可能性があり、リスクは定性的にも定量的にも測ら
れうる。
　いままでほとんどの CCIAVの研究が、緩和政策が
気候変動の影響にどのような影響を及ぼすであろうか
を特に考慮することなく、気候変動を評価してきてい
る。しかし、いくらかの気候変動が起こるであろう
ことの確実性（および既に起こっていること－第 1章
参照）が、適応評価を、シナリオで駆動される手法が
提供できる限界を乗り越えて、前進させつつある。取
り組まれるべき問題には、将来の気候への適応対応を
評価する前に気候変動性と極端現象への現在の適応を
評価すること、適応の限界を評価すること、適応を持
続可能な開発に結び付けること、ステークホルダーを
関与させること、および不確実性下で意思決定するこ
となどがある。リスク管理は、既存の方法論を組み入
れ、主流化として知られるプロセスの中で、その他の
リスク源をも受け入れる方法（Jones, 2001; Willows and 

Connell, 2003; UNDP, 2005）で、これらの問題のすべて
を扱うことができる枠組みとしてみなされてきている。
　気候リスク管理の二つの主な形態は、GHG排出削
減と GHG隔離を通じての気候変動の緩和と、変化し
つつある気候の結果への適応である（図 2.1）。緩和は
変化しつつある気候災害の＜発現の＞速度と規模を低
減し、適応はこうした災害の結果を軽減する（Jones, 

2004）。緩和はまた、生じうる気候変動の範囲の上限
を引き下げるのに対し、適応は下限に対処する（Yohe 

and Toth, 2000）。従って、両者は相補的なプロセスで
あるが、＜それぞれによる＞便益はそれぞれ異なった
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時間スケールにわたって累積され、多くの場合、両者
は別々に評価および実施される（Klein et al., 2005）。こ
のような相補性と相違は、本巻の 18.4節で論じられる
が、リスク管理アプローチを利用する統合評価手法は、
Nakićenović et al.（2007）で要約されている。
　CCIAVを評価するのに適用されうるリスク管理プ
ロセスの中のいくつかの標準的要素は次のとおりであ
る。
・ スコーピング作業、ここでは評価の背景が設定され
る。これは用いられるべき全体的アプローチを特定
する。

・ リスクの特定、ここでは何がリスクにさらされてい
るか、だれがリスクにさらされているか、リスク源
である主な気候ストレスと非気候ストレス、および
受容可能なリスクのレベルが特定される。このステ
ップはまた、さらなる評価に必要とされるシナリオ
を特定する。

・ リスクの分析、ここでは結果とその＜起こる＞可能
性が分析される。これは最も開発が進んでいる＜研
究＞領域で、主流のリスク評価や CCIAVの評価で
用いられている一連の手法も利用可能である。

・ リスクの評価、ここでは適応策および／または緩和
策の優先順位が決められる。

・ リスクの処理、ここでは選択された適応策および／
または緩和策が適用され、フォローアップのモニタ
リングやレビューも行う。

二つの全体にわたる活動は、ステークホルダーとのコ
ミュニケーションと協議、およびモニタリングとレビ
ューである。これらの活動は、不確実性の管理を調整
し、用いられている想定と概念に対する明確さと透明
性を確保する。リスク管理のその他の重要な構成要素
には、改善された情報を取得することと意思決定のた
めの能力の強化への投資がある（適応管理：Dietz et 

al., 2003参照）。
　リスク管理は、研究によって駆動されるというより
はむしろ、例えば、政策、計画、および管理オプショ
ンに関する意思決定など、意思決定志向である。リス
クを管理するためのいくつかの枠組みが開発されてき
ており、それらは表 2.1で概説されているようにさま
ざまなアプローチを使用している。UNDPの適応政策
フレームワーク（UNDP, 2005）は、脆弱性と適応に
焦点を合わせた標準的な影響アプローチと人間開発ア
プローチの両方に従うリスク評価手法を挙げている
（Füssel and Klein, 2006も参照）。国別適応戦略を達成

するために構築された国別フレームワークには、英国
のもの（Willows and Connell, 2003）やオーストラリア
のもの（Australian Greenhouse Office, 2006）などがあ
る。世界銀行は、気候変動への適応への資金供給（van 

Aalst, 2006） と自然災害に関するリスク管理への気候
変動の主流化（Burton and van Aalst, 2004; Mathur et al., 

2004; Bettencourt et al., 2006）に焦点を合わせた災害と
リスク管理のための手法を追い求めている。
　従って、リスク管理はさまざまなスケールでの気候
変動リスクを管理するために追い求められているアプ
ローチである。さまざまなスケールとは、すなわち、
全球スケール（GHG排出量と濃度の「安全な」レベル
を達成するための緩和、それゆえ危険な人為的干渉を
回避する）から地方スケール（影響を被るスケールで
の適応）、さらにはその他の多数の活動とともにリス
ク＜管理＞を主流化することにまで至る。

2.2.7　不確実性と確信度の管理

　CCIAVの評価は、意思決定プロセスを改善するた
めに、排出から脆弱性までに広がる全範囲のうちでき
るだけ多くの不確実性を把握して管理することを目指
している（Ahmad et al., 2001）。それと同時に、科学的
調査の主要な目的は、知見の改善を通じて不確実性を
低減するこである。しかし、そうした調査は必ずしも
CCIAVの評価で用いられるようには不確実性幅を縮小
しない。現象やプロセスは通常、なんらかの確信度で
定量化される前に、定性的に記述される。社会経済的
な将来の側面など、決して十分には定量化されないで
あろうものもある（Morgan and Henrion, 1990）。科学の
進展は、多くの場合、新しいプロセスが定量化され、
それが不確実性の範囲に寄与する結果の連鎖に組み入
れられるにつれ、境界が定められた不確実性の範囲を
拡大させる。その例には、気候変動への植生の応答か
らの正の CO2フィードバックに起因する将来の地球
温暖化の範囲の拡大（2.2.5節；WGⅠ SPM参照）と、
とりわけ適応が含まれる場合の開発の将来を統合的影
響評価に組み入れることにより生じうる将来の影響の
範囲の拡大などがある（2.4.6.4節参照）。これらの事
例では、不確実性が拡大しているように思われるが、
これは、概して根底にあるプロセスがより理解されて
きていることによる。
　TAR以降に開発され、適用されたさまざまなアプロ
ーチはすべてそれぞれに長所と短所を持っている。影
響評価アプローチは、予測の限界ゆえに、膨れ上が

新たな評価手法および将来状況の特徴描写第 2 章



74 75

った不確実性の影響をとりわけ受けやすい（例えば、
Jones 2001）。確率的手法と閾値の使用は、こうした不
確実性が管理されつつある二つの方法である（Jones 

and Mearns, 2005; 2.4.8節も参照）。不確実性を管理する
もう一つの方法は、参加型アプローチを通じたもので、
結果的に脆弱性アプローチと適応アプローチの特有の
強みである観察をとおした学習と実行をとおした学習
につながる （例えば、Tompkins and Adger, 2005; UNDP, 

2005）。ステークホルダーの参加は、信用性を確立し、
ステークホルダーが結果を「所有する（own）」可能性
がより高く、適応の成功の可能性を高める（McKenzie 

Hedger et al., 2006）。

2.3　手法の発展

2.3.1　リスクの閾値と基準

　所与の一連の曝露に関する気候変動のリスクは、気
候影響を起こりうる結果と関連づける基準によって定
義されうる。このことは、リスクを分析することを可
能にし、また管理オプションを評価し、優先順位付け
し、実施することを可能にする。基準は通常、許容可
能なリスクのなんらかの限度を示す閾値を用いて、定
められる。閾値とは、曝露されたシステムまたは活
動に対するストレス＜の度合い＞が、その点を超過す
ると、結果としてそのシステムまたは活動の非線形的
応答をまねく点をいう。変化を評価するのに次の二つ
のタイプの閾値が用いられている（Kenny et al., 2000; 

Jones 2001; 第 19章 19.1.2.5節も参照）。
1.　  状態の非線形的な変化、この場合システムはある
特定可能な一連の状況から別の状況へと変化する
（システムの閾値）。

2.　  線形スケール上で測定される「容認不可」とみな
されるレベルの状況変化で、なんらかの形の応答
を惹起する （影響閾値）。

リスクを評価するのに用いられる閾値はふつう価値が
付与されている、すなわち規範的である。システム
の閾値は多くの場合客観的に測定されうる。例えば、
Meehl et al. （2007）では、全球の平均気温上昇の推定
される幅が報告されており、グリーンランド氷床の不
可逆的な融解が始まるであろう点を明示している。政
策目標がグリーンランド氷床の消失を回避することで
ある場合、超過してはならない温暖化の限界レベルの
点を推定される幅から選ぶには、価値判断を必要とす

るであろう。影響閾値の場合、応答は非線形的な様相
を呈すが、例としては管理閾値が挙げられる （Kenny et 

al., 2000）。管理閾値の超過は、結果として、法律的、
規制的、経済的または文化的な挙動の変化をもたらす
だろう。従って、どちらの場合も、臨界閾値の考えを
取り入れている（IPCC, 1994; Parry et al., 1996; Pittock 

and Jones, 2000）。臨界閾値とは、リスク評価の用語で、
危険な状態が許容可能なリスクのレベルを超過する点
のことをいう。臨界閾値は、対処可能範囲を定義する
ために用いられる（2.3.3節参照）。
　ステークホルダーらとともに導出された閾値は、自
らの価値を評価に付与する研究者らの過ちを回避す
る（Kenny et al., 2000; Pittock and Jones, 2000; Conde and 

Lonsdale, 2005）。それゆえ、ステークホルダーらは、
評価プロセスとその結果の所有を通じてその閾値に
伴う不確実性の管理に責任を持つことになる（Jones, 

2001）。閾値の超過が発生する確率は、地方スケール
や全球スケールでのリスク分析で利用されつつある
（Jones, 2001, 2004）。例えば、地球温暖化の関数として、
グレートバリアリーフのある場所でサンゴ礁の白化と
大量死の臨界閾値の超過が発生する確率は、約 2℃の
昇温で破局的な白化が 2年に 1回生じるであろうこと
を示している（Jones, 2004）。さらなる例が、2.4.8節
で与えられる。全球スケールでは、地球温暖化と海面
上昇を高レベルより低レベルで超過される可能性がよ
り高い累積分布関数として表現することによって、臨
界閾値を超過するリスクがベイズの枠組み内で推定さ
れている（Jones, 2004; Mastrandrea and Schneider, 2004; 

Yohe, 2004）。しかし、このような取り扱いは、主要な
全球的脆弱性については達成されるかもしれないが、
地方的臨界閾値を起こりうるさまざまな影響をカバー
する数多くの異なった測定基準を備えた「全体」被害
関数に統合するための明快な方法はないことが多い。

2.3.2　ステークホルダーの関与

　ステークホルダーらの関与は、リスク評価、適応評
価および脆弱性評価にとって決定的に重要である。そ
れは、最も影響を被り、それゆえ適応する必要がある
と思われるのはステークホルダーだからである（Burton 

et al., 2002; Renn, 2004; UNDP, 2005）。ステークホルダ
ーとは、気候変動の影響を、または予期される気候リ
スクを管理するためにとられる行動の影響を被るかも
しれない（金銭的および非金銭的）価値のある物を持
つ個人または集団と特徴づけられる。現在および将来
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において最もリスクにさらされる分野や地域における
政策決定者、科学者、コミュニティおよび／または管
理者らがステークホルダーにあたるだろう（Rowe and 

Frewer, 2000; Conde and Lonsdale, 2005）。
　個人および組織が持つ知見と専門技術は、気候変
動の影響への適応のための主要な資源となる。人々
が、ネットワーク、知見および資源を強化する時間が
あり、かつ解決策を見出す意欲がある場合、適応能力
は発展する（Cohen, 1997; Cebon et al., 1999; Ivey et al., 

2004）。Kasperson（2006）は、ステークホルダーらの
関与の成功は、利害関係のある人々や影響を被る人々
に情報を与えることだけでなく、かれらが拡大した知
見に基づいて行動するようにエンパワーすることにも
かかっていると主張する。ステークホルダーらは、進
行中の交渉と修正のプロセスを通じて、自らが置かれ
ている社会的、経済的、文化的および環境的な状況に
科学的情報を組み入れることにより、適応策の実行可
能性を評価することができる（van Asselt and Rotmans, 

2002; 第 18章 18.5節も参照）。しかし、ステークホル
ダーらの関与は、政治的な相違、不平等または紛争が
引き起こされるかもしれない状況で起こっている可能
性がある。ただし、研究者らは、自らがその一部とな
ることを望むのでない限り、そうした紛争を解決する
のは自らの役割でないことを受け入れなければならな
い（Conde and Lonsdale, 2005）。ステークホルダーの関
与のアプローチには、ステークホルダーらが情報を提
供するだけという受動的な相互作用から、ステークホ
ルダー自身がプロセスを開始および設計するレベルま
でさまざまである（図 2.2）。
　自らの適応能力を強化するために、コミュニティ、
政府、非政府組織（NGO）およびその他のステーク
ホルダー組織によって、気候リスクに対する最新の
適応実践が開発されつつある（Ford and Smit, 2004; 

Thomalla et al., 2005; Conde et al., 2006）。先住民の知見
についての研究は、とりわけ公式に収集されたデー
タや記録されたデータが乏しい場合に、CCIAVの評
価のための貴重な情報源である（Huntington and Fox, 

2005）。ステークホルダーらは、シナリオ開発 （Lorenzoni 

et al., 2000; Bärlund and Carter, 2002） や参加型モデリン
グ（例えば、Welp, 2001; van Asselt and Rijkens-Klomp, 

2002）において果たす役割がある。
　ステークホルダーらはまた、適応政策や措置を開発
することの将来の必要性を評価するに当たっても中心
的な役割を果たす（Nadarajah and Rankin, 2005）。こう
した必要性は、気候影響と適応を評価する地域別およ

び国別アプローチにおいても認められてきている。こ
うしたアプローチには、英国気候影響プログラム（UK 

Climate Impacts Programme, UKCIP）（West and Gawith, 

2005）、米国国家評価（US National Assessment）（National 

Assessment Synthesis Team 2000; Parson et al., 2003）、北
極気候影響評価（Arctic Climate Impact Assessment）
（ACIA, 2005）、フィンランド国家気候変動適応戦略
（Finnish National Climate Change Adaptation Strategy） 
（Marttila et al., 2005） とそれに関連する FINADAFT研
究コンソーシアム （Kankaanpää et al., 2005）、ならびに
マッケンジー川流域影響研究（Mackenzie Basin Impact 

Study） （Cohen, 1997） などがある。

2.3.3　対処＜可能＞範囲の決定

　気候の対処＜可能＞範囲（Hewitt and Burton, 1971）は、
TARの中で、各システムが気候状況の変動に順応する
能力と説明されており（Smith et al., 2001）、それゆえ、
変化しつつある気候災害と社会との間の関係を理解す
るための適切な枠組みとしての機能を果たす。以後、
対処＜可能＞範囲の概念は、現在と将来の適応、計画
と政策の展望および＜発生＞可能性を取り込むまでに
拡張されてきている（Yohe and Tol, 2002; Willows and 

Connell, 2003; UNDP, 2005）。従って、対処＜可能＞範
囲は、分析手法を気候と社会との関係のより広い理解
と統合するために用いられうる概念モデル（Morgan et 

al., 2001）として役立ちうる（Jones and Means, 2005）。
　対処＜可能＞範囲は、気候への現在の適応に関する
理解を気候変動下における適応の必要性と関連づける
ために用いられる。対処＜可能＞範囲は、どのリスク
が対処可能でどのリスクが対処可能でないかを直観的
に理解していることの多いステークホルダーらととも
に利用できる有用なメンタルモデルであり、後に定量
的モデルに発展されうる（Jones and Boer, 2005）。対処
＜可能＞範囲は、気候または気候関連の一つあるいは
それ以上の変数として図示することができ、そのうえ
に社会経済的対応がマッピングされる（図 2.3）。対処
＜可能＞範囲の中心には便益をもたらす結果が含まれ
ている。対処＜可能＞範囲の一方の端あるいは両端に
向かうにつれ結果はだんだんとマイナスになるが、許
容可能なものである。対処＜可能＞範囲を超えると、
損害または損失がもはや許容可能でなくなり、脆弱な
状態、すなわち臨界閾値を表す許容限界を示す（図
2.3の左側）。広く社会全体にわたる対処＜可能＞範囲
も提案されてきているが（Yohe and Tol, 2002）、対処＜
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可能＞範囲は通常、ある活動、集団および／または分
野ごとに固有のものである。
　リスクは、所与の状況下で対処＜可能＞範囲がどの
ぐらいの頻度で超過されるかを計算することによって
評価される。気候変動は閾値超過のリスクを増加させ
るかもしれないが、適応は対処＜可能＞範囲を広げる
ことによって悪影響を改善しうる（図 2.3の右側）。例
えば、Jones（2001）は、オーストラリアのマッコリ
ー川流域の灌漑用水配分と環境流量について臨界閾
値を構築した。これらの閾値の超過確率は、自然の
気候変動性と気候変化の両方の関数だった。Yohe and 

Tol（2002）は、現在および歴史的な河川流量データ
を使ってナイル川の仮想的な上限と下限の閾値を探究
した。上限の閾値は重大な洪水を意味し、下限の閾値
は水需要を満たすのに必要とされる最低流量を意味し
た。超過の歴史的な頻度が、一連の気候シナリオを用
いて変化するリスクを測定するためのベースラインの
役割を果たした。

2.3.4　不確実性とリスクの伝達

　リスクと不確実性を伝達することは、人々の気候変
動への対応を助ける不可欠な要素である。しかしなが
ら、人々は、判断や意思決定の複雑な問題を解決する
のに、直観的な意思決定プロセス、もしくは経験則に
依存することが多い（Tversky and Kahneman, 1974）。
多くの場合、これらの経験則は、情報や時間の制約の
もとで妥当な意思決定を導くのに驚くべき成功を収め
ている（Gigerenzer, 2000; Muramatsu and Hanich, 2005）。
別の場合には、経験則が、前もって分かるような判
断の矛盾や誤りをもたらしうる（Slovic et al., 2004）。
例えば、人々は、確率の低い事象の＜発生＞可能性
を一貫して過大評価し（Kahneman and Tversky, 1979; 

Kammen et al., 1994）、その結果危険への曝露を増大さ
せるかもしれない選択をしている（Thaler and Johnson, 

1990）。不確実性を目の前にした人間の判断のこのよ
うな欠陥は、TARで詳細に論じられている（Ahmad et 

al., 2001）。
　参加型アプローチは、ステークホルダーらと専門家
の間の対話を構築し、その対話の中で、専門家は不
確実性に関してやどのような方法で不確実性が誤って
解釈される可能性が高いかに関して、説明することが
でき、ステークホルダーらは自らの意思決定の基準を
説明することができ、また両当事者がリスク管理戦略
を設計するために一体となって取り組むことができる

（Fischoff, 1996; Jacobs, 2002; NRC, 2002）。ステークホ
ルダーらは多くの場合、自らが意思決定者でもあるた
め（Kelly and Adger, 2000）、影響、適応および脆弱性
評価の伝達がいっそう重要になってくる（Jacobs, 2002; 

Dempsey and Fisher, 2005; Füssel and Klein, 2006）。適応
の決定はまた、気候変動の領域外で起こる変化にも依
存する（Turner et al., 2003b）。
　不確実性を生じさせる要因が説明されていれば
（Willows and Connell, 2003）、ステークホルダーらは、
その情報をより信頼できるとみなすかもしれない。そ
れは、ステークホルダー自らが、その質と確度に関
して判断ができるからである（Funtowicz and Ravetz, 

1990）。人々は、不確実性を自らがなじんでいる世界
の事象と心の中で関連づけることができるときには、
不確実性評価を想起し利用するであろう。気候変動の
不確実性の評価は、それが人々の気候変動経験に関す
る既存の心象地図にぴったりあてはまるとき、または
人々が新しいメンタルモデルを形成するのを助けるの
に十分な詳細が与えられたとき、より記憶に残り、そ
れゆえ影響がより大きい（Hansen, 2004）。このことは、
影響、適応および脆弱性をステークホルダーらに伝達
できる視覚ツールの開発によって促進されうるが、同
時に不確実性を適切な形で表す（例えば、Discovery 

Software, 2003; Aggarwal et al., 2006）。

2.3.5　評価のためのデータの必要性

　CCIAVの評価のための手法とツールの開発はかなり
進展してきているものの（これまでの節を参照）、そ
れらの適用は良質のデータの入手可能性やそれらのデ
ータへのアクセスが限られていることによって制限さ
れてきている（例えば、Briassoulis, 2001; UNFCCC, 2005; 

第 3章、3.8節 ; 第 6章、6.6節 ; 第 7章、7.8節 ; 第 8

章、8.8節 ; 第 9章、9.5節 ; 第 10章、10.8節 ; 第 12章、
12.8節 ; 第 13章、13.5節 ; 第 15章、15.4節 ; 第 16章、
16.7節も参照）。
　非附属書Ⅰ国の多数が、UNFCCCへの最初の国別
報告書の中で、系統的なデータ収集を実施するための
適切な制度とインフラの不足および政府省庁や機関の
内部および／または相互間の調整の乏しさを報告した
（UNFCCC, 2005）。既存の全球的および地域的な地球
観測システムの地理的カバー範囲と管理においても、
また利用可能な歴史データを検索する取組みにおいて
も、大きな空白が存在する。こうした空白は、アフリ
カなどの開発途上国地域で特に深刻で、それらの地域
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76 77

では、近代的な機器やインフラのための資金の不足、
スタッフの不十分な訓練、高い維持管理コスト、政治
的不安定さや紛争に関連した諸問題などが主要な制約
となっている （IRI, 2006）。その結果、一部の地域では
観測システムが弱体化してきている（例えば、GCOS, 

2003; 第 16章、16.7節も参照）。
　社会経済システムと人間システムの指標のためのデ
ータ供給の大きな不足が、先進国と開発途上国の両
方における自然と社会の動態に関する理解向上に対す
る主要な障壁として報告されてきている（Wilbanks et 

al., 2003; ただし、Nordhaus, 2006も参照）。変化する
気候下での政策決定とリスク管理のためのデータと情
報の重要性を認識して、新しいプログラムやイニシ
アティブが、専門領域やスケールを横断したデータ
の供給を改善するために導入されてきている。こう
したプログラムやイニシアティブの中で特に重要な
ものとして、2006年に全球地球観測システム（Global 

Earth Obseravation System of Systems, GEOSS）計画 

（Group on Earth Observations, 2005）が開始された。こ
の計画の使命は、全 61の参加国が地球観測データを
作成し、管理するのを支援することである。国際地
球科学情報ネットワーク協会（Center for International 

Earth Science Information Network, CIESIN）は、広範
な環境的および社会経済的データ成果物を提供してい
る。4加えて、IPCCの影響と気候解析のためのデータ
およびシナリオ支援タスクグループ （Task Group on 

Data and Scenario Support for Impact and Climate Analysis, 

TGICA）の監督を受ける IPCCデータ配信センター
（Data Distribution Centre, DDC）も、大気海洋結合大循
環モデル（Atmosphere-Ocean General Circulation Models, 

AOGCM）からのさまざまなアウトプットとともに、
CCIAVの評価のための環境データや社会経済データ
を収集している（Parry, 2002）。リモートセンシングか
らの新しいデータ源もまた利用可能になってきており
（例えば、Justice et al., 2002）、これは、地上ベースのデ
ータが入手できない場合の空白を埋めることができる
が、アクセスを得るには資源調達を必要とする。新規
のおよび更新された観測データセットおよびその不足
については、WGⅠの気候 （Trenberth et al., 2007）およ
び海面上昇 （Bindoff et al., 2007）に関する報告の中で
も詳細に記されている。
　人間と環境の相互作用を管理されたオンラインデー

タベースに記録する取組みも行われている。例えば、
デスインベンタール（DesInventar）データベース5は
ラテンアメリカの近過去の気候災害を記録しており、
悪い気候現象自体だけでなく、こうした現象の結果や
影響を受けた関係者も文書で立証している。さまざま
なコミュニティや分野が適用している地方の対処戦略
に関する情報も UNFCCCによって記録されつつある。6

　多くの評価が現在、ステークホルダーからの聞き出
しや調査手法を通じてデータを取得しつつある。例え
ば、多くの伝統的社会では、多数の社会的相互作用が
官僚的プロセスでは記録されないかもしれないが、社
会がどのように気候変動に適応し、リスクを認識し、
かつ自らの脆弱性を測定しているかに関する知識は、
コミュニティメンバーによって保持されている（例え
ば、Cohen, 1997; ACIA, 2005; 2.3.2節も参照）。データが
豊富な状況においてさえ、ステークホルダーからの追
加的データが必要とされるであろう可能性が高い。し
かし、このこともまた、十分な資源調達を必要とする。

2.4　将来の特徴描写

2.4.1　なぜ、そして、どのような方法で、
　　　将来状況を特徴描写するのか？

　将来の気候変動の影響、適応および脆弱性の評価は、
それが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、
将来の社会経済的および生物物理的状況がどう展開す
るかであろうかに関する想定を必要とする。将来を特
徴描写する手法に関する文献は CCIAVに関する文献
と並行して、増加してきているが、こうした手法はさ
まざまな研究コミュニティの間で一貫して定義されて
きてはいない。Box 2.1は、特徴描写という用語の本
章での用法を明確化することを目的に、TAR（Carter et 

al., 2001）で示された定義をさらに詳しく説明する特
徴描写の一貫性をもった類型を提示している。重複す
る部分があるかもしれないが、将来の特徴描写は、一
方においてはそのもっともらしさと＜起こる＞可能性
＜の度合い＞の付与の観点から、また他方においては
表現の包括性の観点から、効果的に異なるタイプに区
別されうる（定義については Box 2.1参照）。TAR以
降、包括性は増大し、＜起こる＞可能性＜の度合い＞
の付与はより一般的になってきている。以下の節では、

1
4  http://www.ciesin.org/index.html
5  http://www.desinventar.org/desinventar.html
6  http://maindb.unfccc.int/public/adaptation
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Box 2.1の類型整理を使用して、将来を特徴描写する手
法における注目すべき前進を取り上げる。

2.4.2　模擬実験【訳注 2-1】

　TAR以後の模擬実験の最も顕著な前進は、AOGCM

による新しい一組の固定実験の開発である。これら
は、特定時点の放射強制力（多くの場合、現在の強制
力）が将来まで一定に保たれると想定する気候変動予
測である（Meehl et al., 2007）。こうした予測は、放射
強制力の変化に対する気候応答の時間的な遅れ（熱の
海洋への浸透の遅れに起因する）や温暖化に対する
海面水位の応答の遅れを示している。最近の実験は、
2000年現在の放射強制力が一定に保たれると想定した
場合、2100年までに全球平均気温が約 0.6℃上昇する
と推定している（Meehl et al., 2007）。海洋の熱膨張に
起因する海面上昇は、＜気温より＞はるかにゆっくり
と、1,000年という時間スケールで応答する。CO2 濃
度が 2100年に A1Bレベルで安定化すると想定した場
合、海面水位は 2300年までに現在のレベルより 0.3 m

から 0.8 mの間の値で上昇すると推定される（Meehl et 

al., 2007）。しかし、放射強制力が即座に安定化すると
いうことは、排出率の非現実的な変化を意味すること
から、もっともらしくないため、これらの固定実験は
非現実的である（Nakićenović et al., 2007参照）。従って、
それらは、不可避とみられる影響の下限を設定するた
めにしか適さない（Parry et al., 1998）。

2.4.3　感度分析【訳注 2-1】

　感度分析（Box 2.1参照）は通常、システムの挙動を
調べる目的で、重要な駆動変数の任意で、そして多く
の場合規則的な間隔での調整という想定のもとに、多
くのモデルベースの CCIAVの研究に適用される。感
度分析は、気候変動に対する感度の評価に当たって
の標準の手法になってきており、多変量気候空間にわ
たって影響の応答予測面を構築することを可能にする
（例えば、van Minnen et al., 2000; Miller et al., 2003）。応
答予測面は、影響のリスクを評価するために、将来の
気候の確率的表現と組み合せて徐々に構築されている
（2.4.8節参照）。Dessai（2005）は、排出量、自然の気
候変動性、気候変動予測、および気候影響の不確実性
と気候適応を取り上げる感度分析を、水資源管理のた
めに提案された適応策の頑健性を評価するのに用いて
いる。感度分析はまた、例えば、森林＋ 10%、耕地－

10%のような任意の調整をある場所に適用することに
より土地利用の変化を研究する手段としても用いられ
てきている。その場合、こうした場所の変化は、空間
的に明示的であること（Shackley and Deanwood, 2003）
も、そうでないこと （Ott and Uhlenbrook, 2004; van Beek 

and van Asch, 2004; Vaze et al., 2004）もある。

2.4.4　アナログ【訳注 2-1】

　時間的および空間的アナログがさまざまなCCIAVの
研究で適用されている。最近報告された時間的アナロ
グの中で最も一般的なものは、歴史的に極端な気象現
象である。この種の現象は人為起源の気候変動下では
より頻繁に起こるかもしれず、なんらかのかたちの適
応策を必要とする。ある気候状況をアナログとして使
用することの適切性は、その有用性（すなわち、それ
が脆弱性に影響を与える主要な気象変数をどれだけ十
分に表現しているか）とその気象学的なもっともらし
さ（すなわち、それが予期される将来の気候状況をど
れほど十分に再現できるか）についての専門家の判断
を必要とする。アナログとしての機能を果たすかもし
れない今世紀末までに＜再発する＞可能性が高いかま
たは可能性が非常に高い極端現象の例（表 2.2を参照）
には、ヨーロッパの 2003年の熱波（第 12章、12.6.1

節参照）や、バングラデシュ（Mirza, 2003a）とノルウ
ェー（Næss et al., 2005）での夏の豪雨に関連した洪水
現象が挙げられる。アナログの候補として示唆されて
いるものの、その将来の変化の可能性についてはわず
かしか知られていない現象（Christensen et al., 2007a）
には、エルニーニョ南方振動 （ENSO）関連の現象
（Glantz, 2001; Heslop-Thomas et al., 2006）や、ヨーロッ
パ中央部の激しい降雨現象や洪水現象（Kundzewicz et 

al., 2005）がある。なお、そうしたアナログ現象の適
切性は、通常、極端現象に対する脆弱性を緩和するか
または悪化させるかもしれない平均的な気候の付随的
変化に関する情報とあわせて考慮されるべきことに留
意しなければならない。
　空間的アナログもまた、CCIAVの分析に適用されて
いる。例えば、ヨーロッパの選定された都市に関して
モデルでシミュレートされた 2071から 2100年の気候
が分析されてきている（Hallegatte et al., 2007）。現在の
平均気温および季節降水量と諸都市について予測され
た将来の気温および季節降水量との間に最も近い合致
を示すヨーロッパのモデルグリッドボックスが、空間
的アナログとして特定された。そうして「置換された
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1

7   SRESに基づくシナリオは、調査した 17の章のうち、5つの章では大部分の影響研究で、また 11の章では少なからぬ割合の影
響研究で利用されていた。最も一般的な用途は気候シナリオ用であるが、SRESをベースにした社会経済、環境または土地利
用シナリオを採用する研究の例も少数あり、増加しつつある。その他の影響研究は、それ以前のIPCCシナリオ（例えば、IS92)、
またはその他の情報源から導出した特徴描写を用いていた。

（displaced）」諸都市が、気候変動下での経済的影響と
適応ニーズを分析するための発見的な手段として用い
られた。関連するアプローチは、地球上の現在気候に
アナログが存在しない予測される（例えば、気候モデ
ルのシミュレーションを用いる）気候（「新奇な（novel）」
気候）を探索すること、または現在の気候が将来はも
はやみられなくなる地域（「消滅する（disappearing）」
気候 ; Ohlemüller et al., 2006; Williams et al., 2007参照）
を探索することである。こうした研究からの結果は、
生態システムや生物多様性へのリスクと関連づけられ
てきている。

2.4.5　筋書き【訳注 2-1】

　CCIAVの研究のための筋書き（Box 2.1参照）は、
複数のセクターおよび複数のストレス要因にわたるア
プローチ（Holman et al., 2005a, b）を複数のスケール
にわたって（Alcamo et al., 2005; Lebel et al., 2005; Kok 

et al., 2006a; Westhoek et al., 2006b）だんだんと採用し
つつあり、かつステークホルダーからの聞き出しも
利用しつつある（Kok et al., 2006b）。 筋書きがより包
括的になるにつれて増大した筋書きが含む情報の複雑
さと豊富さが、適応能力と脆弱性の解釈を助けてい
る（Metzger et al., 2006）。筋書きの開発もまた、主観
的であるため、より包括的な筋書きは、代替的である
が、同等にもっともらしい解釈を複数持つ可能性があ
る（Rounsevell et al., 2006）。例えば、「地域」の概念
は一つの筋書きの中で、世界の＜中での＞地域、国民
国家、国内の行政単位など、さまざまに解釈されるか
もしれない。このことは、筋書きを地方スケールでど
う特徴描写されるかにとって深い含意を持つかもしれ
ず、地方スケールでの筋書きの再現性と信頼性を制限
する（Abildtrup et al., 2006）。この代替案は、地方スケ
ールでは信頼できるとみなされる、地方から供給され
る筋書きを、全球的シナリオに関連づけることである。
　筋書きは、それ自身が終点となりうるが（例えば、
Rotmans et al., 2000）、多くの場合は定量的シナリオ
に対する根拠を提供する。筋書きとシミュレーショ
ン（SAS）のアプローチ（Alcamo, 2001）では、入力
パラメータが定性的筋書きの解釈を通じて推定される
モデルを使って定量化が行われる。専門家の判断を用

いるパラメータの推定は、多くの場合主観的である
が、一対比較のようなより客観的な手法も内部的な一
貫性の改善のために用いられてきている（Abildtrup et 

al., 2006）。アナログとステークホルダーからの聞き出
しもまた、モデルのパラメータの推定に用いられてき
ている（例えば、Rotmans et al., 2000; Berger and Bolte, 

2004; Kok et al., 2006a）。さらに、参加型アプローチ
は、長期シナリオをステークホルダーらの政策に駆動
される短期的な要求と調整するという点で重要であ
る（Velázquez et al., 2001; Shackley and Deanwood, 2003; 

Lebel et al., 2005）。

2.4.6　シナリオ【訳注 2-1】

　TAR以降のシナリオ開発の前進は、＜気候＞変動
の全球的な動因と CCIAVの評価に必要な地域的シナ
リオとの間の整合性と比較可能性に関する問題に取り
組んでいる（再検討に関しては、Berkhout et al., 2002; 

Carter et al., 2004; Parson et al., 2006参照）。全球スケー
ルからそれ以下のスケールへダウンスケールするため
の多数の手法が現れつつあり、そのいくつかは全球的シ
ナリオに根拠を与える叙述的筋書きに依存している。
　TAR当時は、ほとんどの CCIAVの研究が気候シナ
リオ （その多くは IS92排出シナリオに基づく） を利用
したが、社会経済的変化、土地利用変化またはその他
の環境変化のシナリオを適用した同時代の研究は数少
なかった。そうしたシナリオを適用した数少ない研究
は、それらを発展するのにさまざまな情報源を利用し
た。排出シナリオに関する IPCC特別報告書 （SRES： 

Nakićenović et al., 2000参照） は、相互に整合する一連
の気候および非気候シナリオを構築する機会を提供し
た。SRESシナリオは、もともと将来の GHG排出の
シナリオを提供するために開発されたものであるが、
CCIAVの研究で利用できる社会的、経済的および技術
的開発の筋書きも伴っている（Box 2.2）。
　TAR以降、SRESシナリオの理解がだんだんと増して
きており、本巻で評価されている将来の特徴描写を用い
た影響研究のかなりの数が SRESシナリオを利用した。7

このため、これらのシナリオは、2.4節の中の一連の
Boxの例で強調されている。その他の一部の研究、と
りわけ適応および脆弱性の実証的分析においては、こ
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うしたシナリオは、妥当性が限られており、採用され
なかった。
　SRESシナリオはとりわけ気候変動に対処するため
に開発されたが、その他のいくつかの主要な全球的シ
ナリオ構築作業も、全球的環境変化に関連した不確実
性とリスクを探究するために設計されてきている。そ
の最近の例としては、ミレニアム生態系評価の 2100

年までのシナリオ （MA: Alcamo et al., 2005参照）、グ
ローバル・シナリオグループの 2050年までのシナリ
オ （GSG: Raskin et al., 2002参照）および地球環境ア
ウトルックの 2032年までのシナリオ （GEO-3: UNEP 

2002参照）などがある。これらのシナリオの構築作業
は、Raskin et al.（2005）およびWesthoek et al.（2006a）
によって再検討、および比較され、彼らは、その多く
が SRESシナリオで用いられたのと同様の想定を用い
ていることや、いくつかの場合においては、主な動因
と指標を定量化するのに＜ SRESシナリオと＞同じモ
デルを用いていることを見出した。すべてのシナリオ
構築作業が筋書きとシミュレーション（SAS）アプロ
ーチを採用した （2.4.5節で紹介）。そのうえ、すべて
が CCIAVの研究に役立ちうる重要な特徴を含んでい
る。つまり、一部のシナリオ構築作業（例えば、MA

や GEO-3）は、さまざまな社会経済の経路のもとで
生じうる排出量を記述しているだけでなく、気候変数
の考えられる限りの結果とその生態システムおよび社
会システムへの影響をも含んでいる点において本元の
SRESシナリオよりさらに一歩先に進んでいる。この
ことは、リスクを例証するのにも、また起こりうる影
響に対処するためにとりうる対応戦略を例示するのに
も役立つ。
　TARでは、CCIAVの分析に関連するシナリオが 5種
類に区分された。すなわち、気候シナリオ、社会経済
シナリオ、土地利用と土地被覆のシナリオ、その他環
境（主に大気組成）のシナリオ、および海面上昇のシ
ナリオである（Carter et al., 2001）。以下に続く節では、
これら 5種類＜のシナリオ＞のそれぞれと、4つの追
加的シナリオ、すなわち、技術シナリオ、適応シナリオ、
緩和シナリオおよびシナリオ統合における最近の前進
を記述する。

2.4.6.1　気候シナリオ
　最新の気候予測手法とその結果のほとんどがWGⅠ

の報告書（とりわけ、Christensen et al., 2007a; Meehl et 

al., 2007）で広範囲に論じられているが、これらのほ
とんどが本巻で評価された CCIAVの研究には利用で
きなかった。Box 2.3では、大気海洋結合大循環モデル
（AOGCM）による最近の気候予測を、本巻の中で依拠
されているそれ以前の予測と比較している。AOGCM

は地域気候シナリオの最も一般的な源であるが、その
他の手法やツールもまた、特定の CCIAVの研究で適
用されている。高解像度の SRESに基づく気候シナリ
オを得るために数多くの地域化手法 8が用いられてき
ているが、その際、ほとんど常に低解像度の大循環モ
デル（GCM）の出力を始点として用いている。これら
の手法の一部はまた、極端な気象現象のシナリオの開
発のためにも用いられている。

高解像度モデルによるシナリオ
　高解像度の地域気候モデルおよび全球大気モデル
（時間断面）による TAR以降のシナリオの開発と適用
は、解像度の向上が細かいスケールでの地形的特徴（例
えば、湖沼、山、海岸線）に対する気候の応答のより
現実的な表現を可能にすることを確認している。影響
モデルは、多くの場合、高解像度のシナリオを用いる
ことで、直接の GCM出力と比較して異なる結果を生
み出すであろう（例えば、Arnell et al., 2003; Mearns et 

al., 2003; Stone et al., 2003; Leung et al., 2004: Wood et al., 

2004）。しかし、依然としてほとんどの地域的モデル
実験は、単一の駆動 AOGCMに依拠しており、シナリ
オは通常わずか 1つか 2つの地域気候モデル（RCM）
からしか入手できない。
　より精密で広範なモデリング設計が、複数の不確実
性（さまざまな RCM、AOGCMおよび排出シナリオに
またがる）、 およびそれらの不確実性がどのようにして
＜気候＞影響に影響を及ぼすのかに関する探究を促進
してきている。ヨーロッパの PRUDENCEプロジェク
トは、2つの異なる排出シナリオに関して、ECHAM/

OPYC AOGCMシミュレーションと HadAM3H AGCM

シミュレーションに基づく複数の RCMシミュレーシ
ョンを作成した（Christensen et al., 2007b）。シナリオの
空間スケールに起因する不確実性、およびさまざまな
GCM（地域化に使用されないモデルも含む）に対して
さまざまな RCMの適用から生じる不確実性が、一連
の影響研究の中で詳しく述べられた（例えば、Ekstrom 

1

8   TARの中で「結合 AOGCMsによって提供される地域的情報を強化し、細かいスケールでの気候情報を提供する目的で開発さ
れた手法」と定義されている (Giorgi et al., 2001)。
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et al., 2007; Fronzek and Carter, 2007; Hingray et al., 2007; 

Graham et al., 2007; Olesen et al., 2007）。例えば、Olesen 

et al.（2007）は、農業への影響のシミュレーション結
果のばらつきは、さまざまな GCMにわたってまたは
さまざまな排出シナリオにわたってのばらつきより
も、単一の GCMに入れ子式に組み入れられた RCM

によるシナリオにわたっての方が小さいことを見出し
た。
　より解像度が高いシナリオ（現在は 50 km＜グリッ
ド＞より細かいものが多い）の構築は、新しいタイプ
の影響研究を促進している。例えば、地域気候モデル
の解像度が大気質モデルの解像度に収束しつつあるこ
とにより、熱ストレスの増大と大気汚染の結合影響を
考察する研究はいまやより実行可能になっている（例
えば、Hogrefe et al., 2004）。そのうえ、RCMから開発
されたシナリオ（例えば、UKMO, 2001）が、現在、
世界のますます多くの地域、とりわけ開発途上国で
用いられつつある（例えば、Arnell et al., 2003; Gao et 

al., 2003; Anyah and Semazzi, 2004; Government of India, 

2004; Rupa Kumar et al., 2006）。これらの地域モデリン
グ実験の結果は、Christensen et al.（2007a）で報告され
ている。

統計的ダウンスケーリング（SD）
　TAR以降、気候シナリオの生成に統計的ダウンスケ
ーリング（SD）の手法を使った数多くの追加的な研究
が行われてきている（Wilby et al., 2004b; Christensen et al., 

2007aも参照）。 さまざまなSDの手法が、（物理ベースの）
影響までの、および変数の極値を含む、従来より多様
な気候変数（例えば、風速）への直接のダウンスケー
リングにおいて用いられてきている。例えば、Wang et 

al.（2004）および Caires and Sterl （2005）は、波高の変化
を予測するために極値モデルを開発している。
　統計的ダウンスケーリングのほとんどが単一の場所
について適用されてきているが、Hewitson（2003）は、
多数の場所およびアフリカの各 0.1度解像グリッドに
ついてポイントスケールの降水量を作るための経験的
ダウンスケーリングを開発した。最後に、統計的ダウ
ンスケーリング手法の利用可能性の拡大は、適用の拡
大に反映されている。例えば、Wilby et al.（2002）の
統計的ダウンスケーリングモデル（SDSM）手法があ
るが、これはテムズ川流域に関するシナリオの作成に
用いられてきている（Wilby and Harris, 2006）。統計的
ダウンスケーリングにもいくつかの制約がある。例え
ば、それは、時間スケール依存性の強い小規模なスケ

ールでのプロセス（例えば、土地被覆の変化）を考慮
することができない。統計的ダウンスケーリングと動
態的ダウンスケーリングの長所と短所の完全な考察に
ついては、Christensen et al.（2007a）参照のこと。

極端な気象現象のシナリオ
　高解像度のシナリオの利用可能性の改善は、現象に
駆動される影響についての新しい研究を促進してい
る（例えば、火災リスク－ Moriondo et al., 2006; 北方
林への低温の影響－ Jönsson et al., 2004）。極端な気象
現象の予測は、堅固な関係が平均気候の変化だけに
基づく極端現象の推測を可能にしうることを期待し
て、地域平均気候の予測された変化に関連づけられて
きている。ヨーロッパの多くの地域の 1日と 5日間の
最高降水量の変化は季節平均降水量の変化に応じて
系統的に強化された（Beninston et al., 2007）ものの、
PRUDENCE RCMの出力は平均最高気温と干ばつおよ
び熱波の指標との間の非線形的な関係を示した（Good 

et al., 2006）。Goodess et al.（2003）は、統合評価モデ
ル（IAM）用の気象の極端現象のシナリオ開発に利用
可能なオプションの包括的な査読（200件以上の論文
を引用）において、直接の GCM出力、直接の RCM出力、
および SD手法を適用することの長所と短所を列挙し
ている。日別データの流れはこれらの源からの最も一
般的に用いられる出力で、これらは IAM （概して大規
模、かつ期間平均の気候しか考慮しない） での影響評
価にあたっての計算上の困難を投げ掛け、シナリオ分
析がオフライン【訳注 2-2】で行われることを必要とする。
その結果、影響の解釈が困難になり、IAMで表現され
る大規模な気候変動とオフラインでモデリングされた
気象の極端現象のそれに伴う変化の影響とを関連づけ
る手法を必要とする。Goodess et al.は、より直接的で
あるがテストされていないアプローチが、極端現象自
体（被害の源）と大規模な予測変数との間の統計的関
係を特定することにより条件付き被害関数（conditional 

damage function, cdf）を構築するものとなりうること
を示唆している。Box 2.4は、極端な気象現象の観測さ
れた変化と予測された変化の全球的な概観を提供して
いる。

2.4.6.2　大気組成のシナリオ
　大気組成の予測は、人の健康、農業および生態系に
とって重要となりうる、大気汚染と気候変動の同時に
発生する効果を明らかにする。一部の CCIAVの研究で
は CO2 濃度（［CO2］）のシナリオが必要とされているが、
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それは、［CO2］増加が海洋の酸性度（IPCC, 2007; 第 6

章、6.3.2節）、および多くの陸上植物の成長と水利用
の両方に影響を与える可能性があり（第 4章、4.4.1節
; 第 5章、5.4.1節）、地域的水循環へのフィードバック
も伴う可能性があるからである（Gedney et al., 2006）。
CO2は大気によく混ざるため、ふつうは単一の観測所
での濃度でも全球的状況を表現するのに十分であろ
う。2005年に観測された［CO2］は約 379 ppm であり
（Forster et al., 2007）、TARでは、Bern-CCモデルを使
って SRESの各マーカーシナリオ下で［CO2］が 2100

年までに次のとおりの参照、低位、および高位推定値
まで上昇すると予測された。すなわち、B1: 540 ［486

から 681］、A1T: 575［506から 735］、B2: 611 ［544か
ら 769］、A1B: 703［617から 918］、A2: 836［735から
1080］、および A1FI: 958［824から 1248］ppmである
（IPCC, 2001aの AppendixⅡ）。SRESに基づく影響研
究では、通常これらの参照レベルと似通った値が採用
されている。例えば、Arnell et al.（2004）は HadCM3 

AOGCM気候シミュレーションで想定されたレベルを
採用し、また Schröter et al.（2005b）は IMAGE-2統合
評価モデルによって生成されたレベルを使用した。し
かし、結合炭素循環モデルを使った最近のシミュレー
ションは、変化しつつある気候から炭素循環へのフィ
ードバックによる所与の排出シナリオでの［CO2］増
加の増幅を示しており、このことは、TARの参照推
定値が控えめであることを示唆している（Meehl et al., 

2007）。
　地表面のオゾン（O3）＜濃度＞レベルの上昇は多く
の植物にとって有害で（第 5章、Box 5.2 参照）、一連
の呼吸器系疾患にも強く関係している（第 8章、8.2.6

節）。二酸化硫黄の大気中濃度の増加は植物にとって有
害で、また大気中の硫黄および窒素の湿性沈着と乾性
沈着は土壌および地表水の酸性化をもたらしうるが、
窒素の降下は植物の肥料としても役立ちうる（Carter 

et al., 2001; 第 4章、4.4.1節；第 5章、5.4.3.1節も参
照）。高排出の SRES A2シナリオに関する全球大気化
学モデルを使った予測は、対流圏の全球平均 O3濃度
が、主に化石燃料の燃焼から生じる NOx、CH4、CO2

【訳

注 2-3】および＜他の＞化合物のため、2015年と 2050
年の間に 20から 25%増加し、2100年までに 40から
60%増加しうることを示している（Meehl et al., 2007）。
既に多くの地域で実施されつつあるより厳しい大気汚
染基準は、この予測された増加を低減させるだろうし、
または逆転さえさせうる（Meehl et al., 2007）。同様に、
新しい抑制政策を考慮した全球的な硫黄および NOx

の排出に関する一連の最近のシナリオは、SRES排出
シナリオに比べて下方にシフトしている（Smith et al., 

2005; Nakićenović et al., 2007）。
　CCIAVの評価の目的上、汚染に関する全球的な予
測は、地方的＜汚染＞状況の兆候に過ぎない。＜大気
汚染の＞レベルは空間的にも時間的にも大きくばら
つきがあり、最も高い値は概して工業地域や大都市の
上空で生じる。一部の地域については、大気汚染政策
の裏づけとするために高解像度の大気輸送モデルを用
いた予測が定期的に作成されているが（例えば、Syri 

et al., 2004）、気候の変化を想定しながら実行されてい
るモデルはほとんどなく、シミュレーションはふつう
気候政策よりむしろ、大気汚染政策のために策定され
た排出シナリオを想定している（Alcamo et al., 2002; 

Nakićenović et al., 2007参照）。＜しかし、＞例外もあり、
例外にはミレニアム生態系評価における生物多様性喪
失研究のための緯度経度 0.5度グリッド上の窒素降下
物についての地域的に明示的な全球シナリオ（Alcamo 

et al., 2005）や、ヨーロッパ上空（Mayerhofer et al., 

2002）とフィンランド上空（Syri et al., 2004）の硫黄と
窒素に関する SRESの排出に基づくシミュレーション、
およびフィンランドの地表オゾン（Laurila et al., 2004）
に関する SRES排出シナリオに基づくシミュレーショ
ンなどがある。

2.4.6.3　海面水位のシナリオ
　地球温暖化下で予測される主な影響の一つは海面上
昇である。そのため、海面水位のシナリオを策定する
いくつかの基本的手法が TARで記述された（Carter et 

al., 2001）。TAR以降、方法論的精緻化が、いまや海面
水位に影響を与える地域的および地方的要因をいっそ
う効果的に説明しており、そうすることで、計画目的
によりかなうシナリオを作成している。ここでは、＜
海面水位＞シナリオを、二つの主なタイプに区分する。
つまり、地域的海面水位＜シナリオ＞と高潮＜シナリ
オ＞である。第三のタイプである突然の海面上昇の特
徴描写は 2.4.7節で記述される。アナログアプローチ
も報告されてきている（例えば、Arenstam Gibbons and 

Nicholls, 2006）。海面水位および海面水位シナリオに
関するさらなる詳細は、Bindoff et al.（2007）、Meehl 

et al.（2007）および本巻の第 6章で述べられている。
SRESに基づく海面水位シナリオについての例は Box 

2.5に掲載される。
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地域的海面水位のシナリオ
　海洋密度のばらつきや循環の変化のために、海面水
位は変化する気候のもとで一様には変化しない。その
うえ、通常陸の垂直方向の動きに伴う非気候関連の長
期的トレンドが相対的な海面水位に影響を与えるかも
しれない。Hulme et al. （2002）は、地域間のばらつき
を考慮に入れるため、± 50%の変化の全球平均シナリ
オの幅を適用することを推奨している。代替的なアプ
ローチは、シナリオジェネレータを使用する。＜例え
ば、＞動態的インタラクティブ脆弱性評価（Dynamic 

Interactive Vulnerability Assessment, DIVA）モデルは、中
間的複雑度の気候モデルである CLIMBER-2による海
面上昇シナリオの全球平均または地域パターンを使っ
て、相対的海面上昇シナリオを算定している（Petoukhov 

et al., 2000, Ganopolski et al., 2001）。CLIMsystems（2005）
は、全球的、地域的、および地方的要因を考慮に入れ
ながら、21世紀中の海面水位変化についてのその土地
に基づく将来のシナリオを迅速に生成するソフトウェ
アツールを開発している。AOGCMシミュレーション
から得られる熱膨張および海洋プロセスによる海面上
昇の空間的パターンが、パターンスケーリング手法を
通じて、単純な気候モデルによる全球平均海面上昇予
測と組み合わせられた （Santer et al., 1990）。＜この手
法の＞利用者は、その地方の陸の動きを明らかにする
ために、その土地の海面上昇のトレンドの値を特定す
ることができる。

高潮シナリオ
　多くの場所で、極端な海面水位のリスクは、現在の
気候状況下でさえも十分に特徴描写されていない。そ
れは、検潮所のネットワークがまばらであることと、
高頻度の測定については比較的短期間の記録にとど
まることによる。そうした記録が存在する場合でも、
検出可能なトレンドは地方の状況に大きく依存する
（Woodworth and Blackman, 2004）。第 6章の Box 6.2は、
極端な水位シナリオを用いたいくつかの最近の研究を
要約している。これらのシナリオの開発には二つの手
法が用いられた。一つは確率的サンプリングと動態的
モデリングの組合せを用いるもので、もう一つは全球
気候モデルからダウンスケールされた地域気候予測を
用いて順圧の高潮モデルを動かすものである（Lowe 

and Gregory, 2005）。

2.4.6.4　社会経済的シナリオ
　社会経済的変化は、将来の排出と気候の予測される

変化の主要な動因であり、また、ほとんどの気候変動
の影響、適応の可能性、および脆弱性の主要な決定要
因でもある（Malone and La Rovere, 2005）。そのうえ、
社会経済的変化は、気候変動への対応のために利用可
能な政策オプションにも影響を与える。CCIAV の研究
は、将来の気候変動による影響の評価を相当に変えう
る社会経済状況の変化についてのシナリオをだんだん
と含めるようになってきている （Parry, 2004; Goklany, 

2005; Hamilton et al., 2005; Schröter et al., 2005b; Alcamo 

et al., 2006a）。概して、こうした評価は、国より下位
のレベルでの情報を必要とするが、シナリオの多くが
それより広いスケールで開発されるため、集計的社会
経済的シナリオ情報のダウンスケーリングを必要とす
る。
　現在および予測される社会経済状況の分析のための
ガイドラインは、UNDP適応政策フレームワークの一
部である（Malone and La Rovere, 2005）。同ガイドライ
ンは、社会経済の状況と見込みを特徴描写するために
指標を使用することを推奨している。指標の 5つのカ
テゴリー、つまり人口、経済、天然資源の利用、ガバ
ナンスと政策、および文化、が示されている。最近の
研究のほとんどは、このうちの最初の二つに焦点を合
わせてきている。
　社会経済状況に対する気候変動影響の感度は、一連
の複数セクター影響評価によってはっきりと示され
た（Parry et al., 1999, 2001; Parry, 2004; 表 2.3参照）。こ
れらの評価のうち 2件は、将来の社会経済状況の単一
の描写（IS92a）だけに依拠し、緩和策がとられた場
合の気候変動影響ととられない場合の気候変動影響と
を比較している（Arnell et al., 2002; Nicholls and Lowe, 

2004）。三つ目の評価は、4つの代替的な SRESに基
づく開発経路を検討し （Box 2.6参照）、これらの想定
が多くの場合気候変動そのものよりも強い影響の決定
因子であることを見出した（Arnell, 2004; Arnell et al., 

2004; Levy et al., 2004; Nicholls, 2004; Parry et al., 2004; 

van Lieshout et al., 2004）。そのうえ、気候影響それ自体
が開発経路によって左右されうることは、起こりうる
社会経済的変化を看過する人間システムの影響評価の
価値が限定的であることを浮き彫りにしている。
　いまや地域の社会経済的将来を直接に全球的なシナ
リオおよび筋書きに結び付けられることの利点が認識
されつつある。例えば、SRESシナリオは、国スケー
ル（Carter et al., 2004, 2005; van Vuuren et al., 2007）や、
国より下位のスケール （Berkhout et al., 2002; Shackley 

and Deanwood, 2003; Solecki and Oliverti, 2004: Heslop-

新たな評価手法および将来状況の特徴描写第 2 章



84 85

Thomas et al., 2006） での筋書きおよび定量的シナリオ
を開発するための土台として用いられてきている。対
照的に、AIACC（多地域や多分野における気候変動の
影響および適応に関する評価）の研究プログラムにお
けるほとんどの地域研究は、主要な社会経済指標の現
在のトレンドおよびステークホルダー間の協議を利用
しながら、社会経済シナリオを開発するために、とき
にはその場限りのものではあるが、参加型アプローチ
を採用した （例えば、Heslop-Thomas et al., 2006; Pulhin 

et al., 2006）。
　定量的な社会経済情報をダウンスケールするための
手法は、人口と国内総生産（GDP）に焦点を合わせ
てきている。人口増加のダウンスケーリングは、人口
変化の割合が世界の全地域にわたって均一であるとい
う非現実的な想定を時として行う初期の単純な運用を
超えて発展してきている（Gaffin et al., 2004）。新しい
手法は、国レベルで異なる人口状況と展望を考慮して
いる（Grübler et al., 2006; van Vuuren et al., 2007）。国
より下位のレベルにダウンスケールする新しい手法に
は、沿岸域の優先的発展に対する単純な規則 （Nicholls, 

2004）、地方の土地レベルでの最近のトレンドの外
挿（Hachadoorian et al., 2007）、都市部の優先的成長を
まねくアルゴリズム（Grübler et al., 2006; Reginster and 

Rounsevell, 2006）などがある。
　GDPのダウンスケーリング手法もまた発展しつつ
ある。最初にダウンスケールされた SRESの GDPの
想定は、当初状況や成長予想における各国固有の違い
を考慮することなしに、同地域のすべての諸国に地域
成長率を一律に適用した（Gaffin et al., 2004）。新しい
手法は、シナリオに応じて諸国間における収束のさま
ざまな度合いを想定する。これは、開発途上地域内の
豊かな国についてもっともらしくない高成長率を回避
する手法である（Grübler et al., 2006; van Vuuren et al., 

2007）。GDPシナリオもまた、個々のグリッドセル内
での GDPの一定の割り当てを想定すること（Gaffin et 

al., 2004; van Vuuren et al., 2007）、または都市部と農村
部で所得を区別するアルゴリズムを通じて（Grübler et 

al., 2006）、国より下位のレベルまでダウンスケールさ
れてきている。
 

2.4.6.5　土地利用のシナリオ
　CCIAVの研究の多くは、土地利用と土地被覆の将
来の変化を考慮する必要がある。このことは、とりわ
け、農業と水資源 （Barlage et al., 2002, Klöcking et al., 

2003）、林業（Bhadwal and Singh, 2002）および生態系

（Bennett et al., 2003, Dirnbock et al., 2003; Zebisch et al., 

2004; Cumming et al., 2005） の地域的研究にとって重要
であるが、人口と経済活動の地域的パターン（Geurs 

and van Eck, 2003）およびそれに関連する環境劣化（Yang 

et al., 2003）や汚染（Bathurst et al., 2005）の問題に対
しても大きな影響を与える。土地利用と土地被覆の変
化のシナリオはまた、気候システムへのフィードバ
ック（DeFries et al., 2002; Leemans et al., 2002; Maynard 

and Royer, 2004）や GHG発生源と吸収源へのフィード
バック（Fearnside, 2000; El-Fadel et al., 2002; Sands and 

Leimbach, 2003）を分析するためにも利用されてきて
いる。
　TARは、統合評価モデル（IAM）の利用が、土地利
用変化のシナリオを開発するための最も適切な方法で
あると結論づけており、IAMは、全球スケールの研究
に利用可能な唯一のツールであり続けている。しかし、
TAR以降、地域的な土地利用変化に対する斬新な洞察
を提供する多くの新しいモデルが出てきている。これ
らの地域モデルは、IAMによって生成されるシナリ
オとはきわめて異なった土地利用変化のシナリオを生
成する可能性があり（Busch, 2006）、多くの場合、変
化の方向が反対である。しかしながら、地域スケール
のモデルにおける土地利用に対する国際貿易などの外
部影響を定義する必要性が依然課題として残っている
ため（例えば、Sands and Edmonds, 2005; Alcamo et al., 

2006b）、IAMは地域的な土地利用変化の評価のための
全球的な境界条件を特徴描写するに当たって重要な役
割を果たす（van Meijl et al., 2006）。
　地域スケールの土地利用モデルは、多くの場合、ま
ず地域全体の土地利用の総量を評価した後、「ダウン
スケーリング」の手続により地域の土地利用パターン
を生成するという 2段階 （入れ子になったスケール） 
のアプローチを採用する（例については Box 2.7参照）。
＜土地利用の＞総量は、多くの場合、IAMか、一般均
衡モデル（van Meijl et al., 2006）や投入産出アプロー
チ（Fischer and Sun, 2001）などの経済モデルに基づい
ている。ダウンスケーリングの手法はかなり多岐にわ
たり、全球的シナリオから地域的シナリオを推定する
比例的アプローチ（Arnell et al., 2004）、地域スケール
の経済モデル（Fischer and Sun, 2001）、ルールベースの
空間配置手法（Rounsevell et al., 2006）、セル・オート
マトン【訳注 2-4】を用いたマイクロシミュレーション
（de Nijs et al., 2004; Solecki and Oliveri, 2004）、リニアプ
ログラミングモデル【訳注 2-5】（Holman et al., 2005a, b）、
および実証統計的手法（de Koning et al., 1999; Verburg 
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et al., 2002, 2006）などがある。また、エージェントベ
ーストモデル【訳注 2-6】（ABM: Alcamo et al., 2006b参
照）は、土地利用への気候変動の影響を扱う際に、適
応および脆弱性評価を支える意思決定プロセスおよび
社会的相互作用への洞察を与えることを目指している
（Acosta-Michlik and Rounsevell, 2005）。
　土地利用シナリオ評価のほとんどは、社会経済状況
と気候状況の漸進的変化に基づいているが、中央ア
メリカでのハリケーン・ミッチのような極端な気象現
象への応答も評価されてきている（Kok and Winograd, 

2002）。確率的アプローチ＜の使用＞は稀であるが、
例外として水循環に関する変数に対する土地利用変化
の代替的描写の不確実性の影響がある（Eckhardt et al., 

2003）。気候変動が重要となるであろう時間フレーム
を取り扱っていても、すべての土地利用シナリオ実行
が気候変動の影響を取り上げているわけではない。こ
のことは、気候変数に対する感度についての認識が不
足していることを反映しているのかもしれないし（例
えば、都市部の土地利用に関する研究：Allen and Lu, 

2003; Barrendo et al., 2003, 2004; Loukopoulos and Scholz, 

2004; Reginster and Rounsevell, 2006）、また分析からの
省略によるのかもしれない（Ahn et al., 2002; Berger and 

Bolte, 2004）。

2.4.6.6　技術のシナリオ
　技術の重要性が、とりわけ土地利用の変化（Ewert 

et al., 2005; Rounsevell et al., 2005, 2006; Abildtrup et al., 

2006）、および農業生産、水管理または気候調整な
どの生態系サービスの変化に関して （Easterling et al., 

2003; Nelson et al., 2005） 強調されてきている。技術変
化はまた、GHG排出の主な動因である。TAR以降、
気候変動の緩和と適応のためのさまざまな技術経路を
扱うシナリオの数が増加してきている（Nakićenović 

et al., 2007参照）。技術変化は、経済システムに対す
る外生的要因として扱われることもありうるし、また
経済的および政治的インセンティブによって内生的に
駆動されることもありうる。最近のモデリング実践
は、シナリオ開発において「誘発的革新理論 （Induced 

Innovation Theory）」のような技術的および制度的革新
についての理論を表現してきているが（Grübler et al., 

1999; Grubb et al., 2002）、こうした手法を洗練するには
さらなる研究が必要とされる。
　全球規模の統合的シナリオ実践に関して、技術開発
の速度と大きさは、多くの場合、専門家の判断およ
びメンタルモデルに基づいている。続いて、筋書きの

想定が環境モデルの入力パラメータ（例えば、生態
系、土地利用、または気候に関する）を修正するのに
用いられ、その後モデルシミュレーションが実施さ
れる（例えば、Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 

Ewert et al., 2005）。そうしたアプローチは、技術変化
へのさまざまなシステムの相対的感度を示すのに役立
つものの、技術の役割は依然として将来の特徴描写に
おける主要な不確実性のままであり、シナリオの構築
には単純なモデルのみが用いられるべきであると主張
する者もいる（Casman et al., 1999）。とりわけ、新技術
の導入と普及の速度についてなどの問題は、いっそう
大きな注目に値する。というのは、このことが特に気
候変動への適応に影響を与えるからである（Easterling 

et al., 2003）。しかし、技術＜の問題＞に取り組んでき
ている研究はごくわずかである。このことは、多くの
CCIAVのシナリオ研究の中での環境変化動因の取り扱
いにおける不均衡を示唆しており、将来の研究はそれ
を是正するよう努めなければならない。

2.4.6.7　適応シナリオ
　将来の適応の代替的な経路の特徴描写には、限られ
た注意しか払われてきていない。シナリオに含まれた
叙述的情報は、気候変動への潜在的な適応応答を特徴
描写する際に役立ちうる。例えば、ヨーロッパに関し
て適応能力の決定要因とその指標が質問票調査を通じ
て特定されてきている（Schröter et al., 2005b）。これら
の指標と 1960から 2000年までの人口および GDPと
の実証的関係もまた構築され、適応能力のシナリオを
導出するために、ダウンスケールされた SRESに基づ
く GDP予測と人口予測に適用された（2.4.6.4節参照）。
SRESの筋書きはまた、ある研究では気候変動下での
人間集団の将来の沿岸防護基準に基づいた沿岸洪水に
対する曝露を推定するために（Nicholls, 2004）、また別
の研究では下痢の発生率に関連する安全な水へのアク
セスを推定するために（Hijioka et al., 2002）、 一人当た
り GDPのシナリオを用いて解釈されてきている。農
業分野に関して、技術革新導入の代替的シナリオを用
いて、気候変動への適応の速度が分析された（Easterling 

et al., 2003）。分析に当たっては、トウモロコシ収量の
違いを適用し、適応なしから遅れた適応速度と応答（ロ
ジスティック曲線に従った）を経て完全な（千里眼的）
適応に至るまでの適応シナリオを表している。この研
究は、暗に想定される農場スケールでの適応速度の重
要性を示し、適応への千里眼的アプローチ（CCIAVの
研究で最も一般的に用いられている）は、気候変動へ
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対応する個人の能力を過大評価する可能性が高いこと
を示唆している。
　Easterling et al.（2003）が考慮に入れなかった適応戦
略の一つは、個々の土地利用者の意思決定によって駆
動される気候変動への自律的適応の形での土地利用変
化だった（Berry et al., 2006）。従って、以前に報告さ
れた土地利用変化のシナリオは適応シナリオだと考え
られうる。主要なステークホルダーとの協議を受けて
の将来の研究は、社会経済シナリオの開発の一環とし
て適応を明示的に含める可能性がより高い。それゆえ、
適応オプションの有効性を適応なしのシナリオとの比
較で測る機会を提供する（Holman et al., 2005b）。

2.4.6.8　緩和／安定化シナリオ
　緩和シナリオ（気候干渉または気候政策シナリオと
しても知られている）は、TARの中で（Morita et al., 

2001）、「（1） GHG排出削減を主たる目標とする明示的
な政策および／または措置（例えば、炭素税）を含み、
および／または （2） 気候政策および／または措置には
言及しないものの、特定の気候目標（例えば、GHG排
出量レベル、GHG濃度レベル、放射強制力レベル、気
温上昇、または海面上昇限度）を達成するのに必要と
される GHG排出源または動因の時間的変化を想定す
る」 シナリオとして定義されている。安定化シナリオ
は、逆計算による緩和シナリオの重要なサブセットで
あり、GHG濃度、放射強制力または全球平均気温の変
化が所定の限度を超えないように排出削減が実施され
る将来を描写している。
　さまざまな緩和シナリオが開発されてきているが、
そのほとんどは排出削減の経済的および技術的側面に
重点を置いている（Morita et al., 2001; van Vuuren et al., 

2006; Nakićenović et al., 2007参照）。緩和シナリオか
ら導出された詳細な気候変動予測が不足していること
は、影響評価を妨げてきている。簡易気候モデルは、
全球平均気温への含意を探求するために用いられてき
ているが（Box 2.8および Nakićenović et al., 2007参照）、
AOGCMのランはわずかしか実施されてきておらず
（最近の例についてはMeehl et al., 2007参照）、地域影
響評価への直接の適用はほとんどない（例えば、Parry 

et al., 2001）。代替的アプローチは、安定化下での地球
温暖化の簡易気候モデルの予測を使って、緩和策がと
られない排出を想定する気候変動の AOGCMパターン
をスケールし、その結果得られたシナリオを地域的影
響を評価するのに用いている（例えば、Bakkenes et al., 

2006）。

　緩和策がとられた将来に相応する地域的な社会経済
状況、土地利用およびその他の詳細＜に関する情報
＞の不足もまた、影響評価を妨げている（Arnell et al., 

2002の考察参照）。代替的なアプローチには、SRES

シナリオを一部の安定化シナリオの代わりに用いて
（Swart et al., 2002; 表 2.4参照）、例えば生態系への影
響（Leemans and Eickhout, 2004）や沿岸地域への影響
（Nicholls and Lowe, 2004）を評価することなどがあり、
社会経済的想定が脆弱性の主な決定因子であることを
示している。ここで留意すべきは、WGⅠが、2100年
までの SRESの A1Bおよび B1排出経路とそれに続く
CO2濃度のおおむね 715 ppmと 550 ppm（ほかの GHG

を含めた場合、CO2換算濃度 835 ppmと 590 ppmに相
当 ; Meehl et al., 2007参照）での安定化によって強制さ
れた AOGCM実験について報告していることである。
　二つ目のアプローチは、影響と気候変動の特定のレ
ベルまたは速度を結び付けるもので、それらの結果を
回避するであろう排出および濃度経路も決定づけるか
もしれない。気候変動と影響の結果は、気候システム
への危険な干渉の基準（Mastrandrea and Schneider, 2004; 

O’Neil and Oppenheimer, 2004; Wigley, 2004; Harvey, 2007）
または諸文献のメタ分析（Hitz and Smith, 2004）に基づ
いて特定されてきている。これらのタイプの分析の限
界は、こうした分析が、社会経済状況、適応とセクタ
ー間相互作用および地域的気候変動に関する一貫した
想定に基づいていないことである。
　三つ目のアプローチは、さまざまに異なる源から得
られた情報を活用して、シナリオ想定の単一のセット
を構築することである。例えば、ある一組の分析は、
長期の海面上昇による沿岸洪水と沿岸湿地の喪失を評
価するために（Nicholls, 2004; Hall et al., 2005）、また
自然植生、水資源、作物収量や食料安全保障、および
マラリアに対する全球的影響を推定するために（Parry 

et al., 2001; Arnell et al., 2002）、S750および S550の各
CO2濃度安定化シナリオに基づく HadCM2モデルから
の気候変動の予測と IS92a基準シナリオからの社会経
済情報とを組み合わせている。

2.4.6.9　シナリオの統合
　本報告書で記述された諸研究において SRESに基
づくシナリオが広範に採用されている（Box 2.2から
2.7参照）ことは、さまざまな研究や地域にわたって
一貫したシナリオの適用に努めることの望ましさを認
めている。例えば、ダウンスケールされた SRESに基
づく社会経済的予測が SRESから導出された気候シナ
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リオとあわせて、一連の全球的影響研究で用いられ
た（Arnell et al., 2004; 2.4.6.4節参照）。地域スケールで
は、主要な全球的変化の動因（社会経済的要因、大気
中 CO2濃度、気候要因、土地利用、および技術）に関
する複数のシナリオが、IPCCの全球的な SRES筋書
きの解釈に基づいて、ヨーロッパに関して開発された
（Schröter et al., 2005b; Box 2.7参照）。
　国のスケールでは、社会経済開発（Kaivo-oja et al., 

2004）、気候（Jylhä et al., 2004）、海面水位（Johansson 

et al., 2004）、地表オゾンの曝露（Laurila et al., 2004）、
および硫黄と窒素降下物（Syri et al., 2004）に関するシ
ナリオが、フィンランドに関して開発された。SRES

の駆動要因が統合のための枠組みとして用いられたも
のの、複数のタイプのシナリオの間の一貫性は地域的
モデリングによってのみ確保されうる。それは、全球
的シナリオからの単純なダウンスケーリングは、重要
な地域的な依存関係（例えば、気候と大気汚染の間や
気圧と海面水位の間＜の関係＞：Carter et al., 2004参照）
を考慮しなかったからである。同様の実践が、イング
ランドの東部（Lorenzoni et al., 2000）や、北西部 （Holman 

et al., 2005b）でも行われてきている。
　人間の福利に対する生態系変化の影響を評価する目
的で 2001年から 2005年までの間に行われたミレニア
ム生態系評価（MA）のために開発された諸シナリオ
の中で、スケール間の統合が強調された（Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005）。SASアプローチ（2.4.5節
参照）に従って、地域から、国、流域および地方ま
でのさまざまなスケールでのシナリオが開発された
（Lebel et al., 2005）。その多くは、同じく構築された一
組の全球的なMAシナリオとは大幅に異なっていた
（Alcamo et al., 2005）。このことは、一部には、各スケ
ールでのシナリオの開発に異なるステークホルダーが
関与したことによるものであるが、全球より下位のス
ケールから全球スケールへのフィードバックの欠如も
反映している（Lebel et al., 2005）。

2.4.7　大規模な特異事象

　大規模な特異事象は、地球システムの極端で、とき
に不可逆的な変化であり、例えば大西洋の子午面循
環（MOC）の突然の停止やグリーンランドまたは西南
極の氷床の融解などがそれである（Meehl et al., 2007; 

Randall et al., 2007; 第 19章、19.3.5節も参照）。そう
した現象は、わずかな例外を除き、気候変動の社会経
済的評価に当たっては考慮されない。MOCの停止は、

大きく急速な放射強制力を想定した中位の複雑さの地
球システムモデルでシミュレートされている（Meehl 

et al., 2007; 第 19章、19.3.5.3節も参照）。MOCの停止
を誘発するために、高緯度の海洋への大量の淡水の注
入を想定した模擬的な「注水（hosing）」実験もまた、
AOGCMを使って行われてきている（例えば、Vellinga 

and Wood, 2002; Wood et al., 2003）。温室効果ガスによ
る温暖化の相当な低減が北半球で生じ、正味の寒冷化
が主に北大西洋地域で生じる（Wood et al., 2003）。次
いで、そうしたシナリオが影響研究で適用されてきて
いる（Higgins and Vellinga, 2004; Higgins and Schneider, 

2005; 第 19章、19.4.2.5節も参照）。
　グリーンランド氷床と西南極氷床（WAIS）の完全
な融解は、それぞれ 7 mと約 5 mの海面上昇を引き起
こすだろう（Meehl et al., 2007; 第 19章、19.3.5.2節も
参照）。最近のある一つの研究は、適応と意思決定の
限界をテストするため（Dawson et al., 2005; Tol et al., 

2006）、2100年までに 5 mという極端な速度の海面上
昇を想定した（Nicholls et al., 2005）。また別の研究は、
対象となる期間の TARの最高予測値に氷床からの寄与
を加えることにより、2100年までに 2.2 mという急速
な海面上昇のシナリオを採用した。この増加の傾向は
2100年以降も弱まることなく持続する（Arnell et al., 

2005）。これらの研究はどちらも、専門家の評価に基
づいて、ヨーロッパにおけるそうしたシナリオの潜在
的影響を記述している。

2.4.8　確率的将来

　TAR以降、多くの研究が、影響評価での利用に適し
た将来の気候変動および社会経済状況の確率的表現を
生み出してきている。これらの研究で直面する選択に
は、社会経済モデルと気候変動モデルのどの構成要素
を確率的に扱うべきかの選択やそれぞれの構成要素に
ついての入力値の確率密度関数 （pdf）をどのように定
義するかの選択などがある。統合アプローチは、気候
変動の確率密度関数を、排出量の入力値の確率密度関
数と、温室効果ガス循環、放射強制力および気候シス
テムのモデルの主なパラメータの入力値の確率密度関
数から導出する。次に、モデルは、例えば、全球気温
の変化や降水量の変化など、結果の確率密度関数を導
き出すために、入力値とモデルのパラメータ値の不確
実性分布から繰り返しサンプル採取する。簡易気候モ
デル（例えば、Wigley and Raper, 2001）あるいは中位
の複雑度の気候モデル（Forest et al., 2002）のいずれか
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が適用されてきている。
　排出量に関する確率密度関数を開発する代替的な手
法が Nakićenović et al.（2007）の中で記述されているが、
それらの手法はすべて、異なる将来結果の重み付けに
当たって主観的判断を必要とし、このことについては
かなりの論議が交わされている（Parson et al., 2006）。
一部の論者は、この判断は専門家によってなされるべ
きであり、さもなければ政策決定者は、不可避的に、
主観的判断におけるよく知られたバイアスを抑制する
ための確立した手法の恩恵を受けないままに確率その
ものを割り当てるであろうと主張している（Schneider, 

2001, 2002 ; Webster et al., 2002, 2003）。また別の論者は、
気候変動問題は、「根深い不確実性（deep uncertainty）」
－すなわち、システムモデル、パラメータ値および相
互作用が未知で、また異議が唱えられている－によっ
て特徴づけられることと、それゆえに、導き出され
た確率が直面する不確実性の本質を正確に表現して
いないかもしれないことを主張している（Grübler and 

Nakićenović, 2001; Lempert et al., 2004）。
　影響評価にとって最も妥当な尺度である地域的気候
変動の確率密度関数で表されるべき最も重要な不確実
性は、GHG排出量、気候感度および地域スケールで
の気候変数のモデル間差異である。その他の重要な要
因には、ダウンスケーリング手法や、エアロゾルや土
地被覆の変化などの地域的強制力などがある（例えば、
Dessai, 2005）。気候感度の確率密度関数を報告してい
る急速に増加しつつある文献は、大気中の CO2濃度を
倍増させた場合の全球平均年間気温の変化の（非確率
的）幅として長年唱えられている 1.5から 4.5℃という
IPCCの推定値に対する顕著な方法論的進歩を遂げて
いる（詳細な議論については、Meehl et al., 2007参照）。
地域的変化に関しては、気候の複数モデルアンサンブ
ル予測に異なった重み付けスキームを適用するとい
う最近の手法が Christensen et al.（2007a）に記述され
ている。排出量から地域気候までの一連の不確実性の
すべてを検討しているその他の研究もある。例えば、
Dessai et al. （2005b）は、気候感度、GCMシミュレー
ションおよび排出シナリオを含む一連の不確実性発
生源に対する確率的地域気候変動の感度を検証した。
ENSEMBLES研究プロジェクトは、気候変動とそのヨ
ーロッパへの影響の地域的発生確率を得るためにさま
ざまな不確実性発生源をモデリングしている（Hewitt 

and Griggs, 2004）。
　確率的気候変動を影響評価での使用のために転換
する手法（例えば、New and Hulme, 2000; Wilby and 

Harris, 2006; Fowler et al., 2007）には、影響閾値超過の
確率を評価する手法が含まれる（例えば、Jones, 2000, 

2004;  Jones et al., 2007）。Wilby and Harris （2006） は、
テムズ川流域の低水期の流量の＜発生＞確率を推定す
るために、さまざまな不確実性発生源 （排出シナリオ、
GCM、統計的ダウンスケーリング、水文モデルパラメ
ータ） からの情報を組み合わせ、最も重大な不確実性
が GCM間の差異であることを見出した。これは、オ
ーストラリアの水資源評価で裏付けられる結論であ
る（Jones and Page, 2001; Jones et al., 2005）。Scholze et 

al.（2006）は、全球スケールでの主要な生態系プロセ
スの変化のリスクを、個々の排出シナリオの＜実現＞
確率を考慮することによってではなく、むしろ全球平
均気温の変化の幅に応じて、シナリオをグループ分
けすることによって、定量化した。排出量、気候感
度、および地域的気候変動の不確実性全体にわたって
サンプリングを行う確率的影響研究が、コムギの収量
（Howden and Jones, 2004; Luo et al., 2005）、サンゴの白
化（Jones, 2004; Wooldridge et al., 2005）、水資源（Jones 

and Page, 2001; Jones et al., 2005）および淡水生態系
（Preston, 2006）について行われている。

2.5　主要な結論と将来の方向

　気候変動の影響、適応および脆弱性（CCIAV）の評
価は、いまや、理論的かつ学究的な試みだった初期の
段階に比べてはるかに前進している。本巻のほかの箇
所で報告されているように、気候変動は既に進行し、
影響は感じられつつあり、かついくつかの適応が起こ
っている。このことは、CCIAVの評価をもっぱら研究
志向の活動から実際の意思決定用に設計される分析枠
組みへと変質させている。それらの枠組みは、限られ
た一連のアプローチからなっているが、各アプローチ
内では多様な手法が適用できる（2.2節で記述）。
　研究と意思決定分析の狙いは、不確実性の扱いにお
いて若干異なる。研究は不確実性を理解して低減する
ことを目指しているのに対し、意思決定分析は行動を
優先順位付けして実施するために不確実性を管理する
ことを目指して行われる。従って、科学的理解の改善
は、不確実性の幅の縮小をもたらしたかもしれないし 

（例えば、地域的気候変動に関する GCM予測相互間の
一致の増加）、また別の場合にはその拡大をもたらし
たかもしれない（例えば、社会経済および技術開発の
代替的経路を考慮したことによって得られる適応能力
と脆弱性の推定幅の拡大）が、これらの結果は、概し
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て不確実性を扱う手法の進歩の表れである。
　政策決定者らは、研究者コミュニティに対し、次のよ
うな事項についての情報を提供するようますます要求し
ている。
・ 現在どのような影響が発生しているかや、発生の場
所、および最も強く影響を被っている集団またはシ
ステムについての良質な情報

・ 予測された気候変動のもとで予想される影響の信頼
できる推定

・ 警告すべきまたは不可逆的な生じうる影響の早期の
警戒

・ 気候変動に伴うさまざまなリスクと機会の推定
・ 既存の適応策および適応戦略と将来実施の見込みが
ある適応策および適応戦略の両方を特定して評価す
るための効果的なアプローチ

・ さまざまな結果と対応策のコストを計算する信頼で
きる手法

・ 適応と緩和の両方を含む代替的な対応策を比較し、
優先順位付けするための十分な根拠

これらの要求を満たすため、将来の研究努力は、ある
種の行動を求める一連の方法論的、技術的、および情
報の空白に対処する必要がある。
・ リスク管理手法の継続的開発。＜リスク管理の＞手
法とツールは、特定の気候変動問題へ対処すること、
およびそれらを主流の政策や計画の意思決定に導入
すること両方のために設計されなければならない。

・ 地域と地方への適用に適した新しい手法とツール。
地方スケールでの気候変動への適応にますます焦点
が合わされていることは、新しく発生する問題に対
処するための新しい手法、シナリオおよびモデルを
必要とする。新しいアプローチはまた、例えば、地
域的な筋書きを解釈する手法や定量化する手法を改
善することによってや、スケールの異なるシナリオ
を入れ子状にすることを通じてなど、シナリオ開発
におけるスケールの問題を調整している。

・ 分野横断的評価。これまでのほとんどの CCIAVの
評価は、データや技術的複雑性による制限のため、
一つの分野のみに的を絞って行われてきている。し
かし、一つの分野への気候変動の影響は、直接的お
よび／または間接的にほかの分野に影響－悪影響も
好影響もある－を与えるであろう。より政策に適し
たものとするために、将来の分析は、特に国レベル
での、また世界貿易や資金の流れを通じた異なる分
野間の相互作用を考慮する必要がある。

・ 過去の経験からの経験的知識の収集。気候関連の自
然災害に対処することから得られ、近代的手法と伝
統的知識の双方を使って文書で立証された経験は、
脆弱なコミュニティの対処戦略と適応能力を理解す
ることと、回避されるべき影響の臨界閾値を定める
ことに役立ちうる。

・ 観測網の強化と既存データへのアクセスの改善。
CCIAVの研究は、今日の環境状況と社会経済状況を
描写するデータをますます必要とするようになって
いる。一部の地域、とりわけ開発途上国内は、既存
データへのアクセスが限られており、観測網の減少
を阻止するための緊急の留意が必要とされる。人間
と環境の相互作用を観測するため、統合的なモニタ
リングシステムが必要とされる。

・ ほかの評価でのシナリオとの関連で一貫したアプロ
ーチ。気候関連シナリオとほかの諸国際機関によっ
て広範に受け入れられ使用されているシナリオを統
合することは望ましい（すなわち主流化）。研究コ
ミュニティと政策コミュニティの間での考えや情報
の交換は、シナリオの質、有用性および受容性を大
幅に改善するだろう。

・ 詳述が不十分な指標に関するシナリオの改善。
CCIAVの評価結果は、現在理解が不足している将来
の技術や適応能力などの要因に関する想定に対して
きわめて敏感である。例えば、技術革新の理論やプ
ロセスと、その教育、富、ガバナンスなどのほかの
指標との関係は、適応のプロセスとコストの研究と
同様に、よりいっそうの配慮を必要とする。

・ 統合的なシナリオ。シナリオの中での変化の主要な
動因間の相互作用の表され方には不十分な点があ
る。そのうえ、社会経済シナリオや技術シナリオは、
緩和と適応行動双方のコストおよび付随的影響を考
慮する必要があるが、これらは現在のところ稀にし
か考慮されていない。

・ 短期計画期間に関する改善された気候予報の提供。
気候変動の最も厳しい影響の多くは、極端な気象や
気候現象を通じて明白に表れる。資源計画立案者は、
向こう数十年の期間に関して、河川流域スケールやコ
ミュニティスケールでの不都合な気象現象リスクに関
する信頼性の高い情報をますます必要としている。

・ 気候変動のリスクと不確実性に関する効果的な伝
達。信頼を獲得し、意思決定を改善するために、啓
蒙ならびに共有すべき知識を持つステークホルダー
（研究者を含む）間での対話や幅広い国民との対話
が必要である。
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表 2.1　CCIAVの評価へのさまざまなアプローチのいくつかの特徴。ここで留意すべきは、脆弱性ベースのアプローチと適応
ベースのアプローチが高度に相補的なことである。

アプローチ
影響 脆弱性 適応 統合的

研究対象 将来の気候のもとでの
影響とリスク

気候変動への脆弱性に
影響を与えるプロセス

適応と適応能力に影響
を与えるプロセス

複数の動因と影響との
間の相互作用および
フィードバック

実際的目標 リスク低減のための行
動

脆弱性の低減のための
行動

適応の改善のための行
動

全球的政策オプション
とそのコスト

研究手法 CCIAVへの標準的なア
プローチ
動因－圧力－状態－影響
－応答（DPSIR）手法
災害によって駆動され
るリスク管理

脆弱性の指標とプロファイル
過去と現在の気候リスク

生計分析
エージェントベースの手法

筋書きの手法
重大な閾値を含むリスク認識

開発／持続可能性政策パフォーマンス
適応能力と持続可能な開発との関係

統合的評価モデリング
セクターをまたがる相
互作用
気候とその他の駆動要
因との統合
ステークホルダーの議論
タイプやスケールを超
えてのモデルの連結評
価アプローチ／手法の
結合

空間的領域 トップダウン
全球 → 地方

ボトムアップ
地方 → 地域

（マクロ経済的アプローチはトップダウンである）

スケールの連結
通常は全球／地域
しばしばグリッド・
ベース

シナリオタイプ【訳注 2-7】 気候およびその他の要
因に関する探索的シナ
リオ（例えば、SRES）
規範的シナリオ（例え
ば、安定化）

社会経済状況
シナリオ手法または逆
算的手法

ベースライン適応
歴史、ほかの場所、他
活動からの適応アナロ
グ

探索的シナリオ：外生
的だがしばしば内因性
（フィードバックを含む）
規範的経路

動機 研究によって駆動される 研究／ステークホルダー
によって駆動される

ステークホルダー／研究
によって駆動される

研究／ステークホルダー
によって駆動される

【図、表、Box】
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processes, but the benefits will accumulate over different time-
scales and, in many cases, they can be assessed and implemented
separately (Klein et al., 2005). These complementarities and
differences are discussed in Section 18.4 of this volume, while
integrated assessment methods utilising a risk-management
approach are summarised by Nakićenović et al. (2007).

Some of the standard elements within the risk-management
process that can be adapted to assess CCIAV are as follows.

• A scoping exercise, where the context of the assessment is
established. This identifies the overall approach to be used.

• Risk identification, where what is at risk, who is at risk, the
main climate and non-climate stresses contributing to the
risk, and levels of acceptable risk are identified. This step
also identifies the scenarios required for further assessment.

• Risk analysis, where the consequences and their likelihood
are analysed. This is the most developed area, with a range
of methods used in mainstream risk assessment and CCIAV
assessment being available.

• Risk evaluation, where adaptation and/or mitigation
measures are prioritised.

• Risk treatment, where selected adaptation and/or mitigation
measures are applied, with follow-up monitoring and review.

Two overarching activities are communication and consultation
with stakeholders, and monitoring and review. These activities

co-ordinate the management of uncertainty and ensure that
clarity and transparency surround the assumptions and concepts
being used. Other essential components of risk management
include investment in obtaining improved information and
building capacity for decision-making (adaptive governance: see
Dietz et al., 2003).

Rather than being research-driven, risk management is
oriented towards decision-making; e.g., on policy, planning, and
management options. Several frameworks have been developed
for managing risk, which use a variety of approaches as outlined
in Table 2.1. The UNDP Adaptation Policy Framework (UNDP,
2005) describes risk-assessment methods that follow both the
standard impact and human development approaches focusing
on vulnerability and adaptation (also see Füssel and Klein,
2006). National frameworks constructed to deliver national
adaptation strategies include those of the UK (Willows and
Connell, 2003) and Australia (Australian Greenhouse Office,
2006). The World Bank is pursuing methods for hazard and risk
management that focus on financing adaptation to climate
change (van Aalst, 2006) and mainstreaming climate change into
natural-hazard risk management (Burton and van Aalst, 2004;
Mathur et al., 2004; Bettencourt et al., 2006).

Therefore, risk management is an approach that is being
pursued for the management of climate change risks at a range
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Figure 2.1. Synthesis of risk-management approaches to global warming. The left side shows the projected range of global warming from the TAR
(bold lines) with zones of maximum benefit for adaptation and mitigation depicted schematically. The right side shows likelihood based on
threshold exceedance as a function of global warming and the consequences of global warming reaching that particular level based on results
from the TAR. Risk is a function of probability and consequence. The primary time horizons of approaches to CCIAV assessment are also shown
(modified from Jones, 2004).
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⑤適応によるリスク管理は損害を軽減する

⑧脆弱性および適応アプローチの対象期間
⑨影響アプローチの対象期間
⑩統合的アプローチの対象期間
⑪確率－地球温暖化が所与のレベルに到達する、あるいは超過する可能性
⑫結果－地球温暖化が所与のレベルに到達または超過した場合の影響
⑬リスク = 発生可能性×結果
⑭適応と緩和の中核となる便益

図 2.1　地球温暖化へのリスク管理アプローチの統合。左側は、TARに基づく地球温暖化の予測される幅（太線）と、図式的
に描かれた適応と緩和の最大便益のゾーンを示している。右側は、TARからの結果に基づき地球温暖化の関数としての閾値超
過に基づく＜起こる＞可能性と、地球温暖化がある特定のレベルに達した結果を示している。リスクは、確率と結果の関数で
ある。CCIAVの評価アプローチの主な対象期間も示されている（Jones, 2004を修正）。

⑥ ⑦
⑥－１　確率が低い
⑥－２　わずかな可能性
⑥－３　ほどほどの可能性
⑥－４　高い可能性
⑥－５　ほとんど確実
⑥－６　現在起こっている

⑦－１　極端な結果  
⑦－２　ほとんどのシステムに対するかなりの被害
⑦－３ 　ほとんどのシステムに対する被害が増加し、好影響が減る
⑦－４ 　感度が最も高いシステムに対する被害、多くの好影響
⑦－５　現在の気候に対して脆弱である

確率 結果
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risks. They might be policy-makers, scientists, communities,
and/or managers in the sectors and regions most at risk both now
and in the future (Rowe and Frewer, 2000; Conde and Lonsdale,
2005).

Individual and institutional knowledge and expertise
comprise the principal resources for adapting to the impacts of
climate change. Adaptive capacity is developed if people have
time to strengthen networks, knowledge, and resources, and the
willingness to find solutions (Cohen, 1997; Cebon et al., 1999;
Ivey et al., 2004). Kasperson (2006) argues that the success of
stakeholder involvement lies not only in informing interested
and affected people, but also in empowering them to act on the
enlarged knowledge. Through an ongoing process of negotiation
and modification, stakeholders can assess the viability of
adaptive measures by integrating scientific information into their
own social, economic, cultural, and environmental context (van
Asselt and Rotmans, 2002; see also Chapter 18, Section 18.5).
However, stakeholder involvement may occur in a context where
political differences, inequalities, or conflicts may be raised;
researchers must accept that it is not their role to solve those
conflicts, unless they want to be part of them (Conde and
Lonsdale, 2005). Approaches to stakeholder engagement vary
from passive interactions, where the stakeholders only provide
information, to a level where the stakeholders themselves initiate
and design the process (Figure 2.2).

Current adaptation practices for climate risks are being
developed by communities, governments, Non-Governmental
Organisations (NGOs), and other organised stakeholders to
increase their adaptive capacity (Ford and Smit, 2004; Thomalla
et al., 2005; Conde et al., 2006). Indigenous knowledge studies
are a valuable source of information for CCIAV assessments,
especially where formally collected and recorded data are sparse
(Huntington and Fox, 2005). Stakeholders have a part to play in

scenario development (Lorenzoni et al., 2000; Bärlund and
Carter, 2002) and participatory modelling (e.g., Welp, 2001; van
Asselt and Rijkens-Klomp, 2002).

Stakeholders are also central in assessing future needs for
developing policies and measures to adapt (Nadarajah and
Rankin, 2005). These needs have been recognised in regional
and national approaches to assessing climate impacts and
adaptation, including the UK Climate Impacts Programme
(UKCIP) (West and Gawith, 2005), the US National Assessment
(National Assessment Synthesis Team 2000; Parson et al., 2003),
the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA, 2005), the
Finnish National Climate Change Adaptation Strategy (Marttila
et al., 2005) and the related FINADAPT research consortium
(Kankaanpää et al., 2005), and the Mackenzie Basin Impact
Study (Cohen, 1997).

2.3.3 Defining coping ranges

The coping range of climate (Hewitt and Burton, 1971) is
described in the TAR as the capacity of systems to accommodate
variations in climatic conditions (Smith et al., 2001), and thus
serves as a suitable template for understanding the relationship
between changing climate hazards and society. The concept of
the coping range has since been expanded to incorporate
concepts of current and future adaptation, planning and policy
horizons, and likelihood (Yohe and Tol, 2002; Willows and
Connell, 2003; UNDP, 2005). It can therefore serve as a
conceptual model (Morgan et al., 2001) which can be used to
integrate analytical techniques with a broader understanding of
climate-society relationships (Jones and Mearns, 2005).

The coping range is used to link the understanding of current
adaptation to climate with adaptation needs under climate
change. It is a useful mental model to use with stakeholders –
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Figure 2.2. Ladder of stakeholder participation (based on Pretty et al., 1995; Conde and Lonsdale, 2005).

自己動員：ステークホルダーらが評価を開始し、
評価プロセスを支配し、必要に応じて熟練した支
援＜者＞が参加するよう契約する

パートナーシップ：ステークホルダーらはプロセスにおいて
対等のパートナーとして行動し、資源を拠出し、成果の所有
権を得る

参加：ステークホルダーらは、第三者によって駆動されるプロセスの
中で協力し、外部資源に依存しているが、プロセスと結果が適切であ
ることを確保するように行動できる

協議：ステークホルダーらは、情報を提供するよう研究者らから相談を受け、その情
報は評価プロセスを調整するのに用いられる

情報＜提供＞：ステークホルダーらは、インタビューや質問票調査に関与するが、プロセスには影
響を与えない　
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図 2.2　ステークホルダー参加のはしご＜のたとえ＞ （Pretty et al., 1995; Conde and Lonsdale, 2005に基づく）。
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who often have an intuitive understanding of which risks can be
coped with and which cannot – that can subsequently be
developed into a quantitative model (Jones and Boer, 2005). It
can be depicted as one or more climatic or climate-related
variables upon which socio-economic responses are mapped
(Figure 2.3). The core of the coping range contains beneficial
outcomes. Towards one or both edges of the coping range,
outcomes become negative but tolerable. Beyond the coping
range, the damages or losses are no longer tolerable and denote
a vulnerable state, the limits of tolerance describing a critical
threshold (left side of Figure 2.3). A coping range is usually
specific to an activity, group, and/or sector, although society-
wide coping ranges have been proposed (Yohe and Tol, 2002).

Risk is assessed by calculating how often the coping range is
exceeded under given conditions. Climate change may increase
the risk of threshold exceedance but adaptation can ameliorate
the adverse effects by widening the coping range (right side of
Figure 2.3). For example, Jones (2001) constructed critical
thresholds for the Macquarie River catchment in Australia for
irrigation allocation and environmental flows. The probability
of exceeding these thresholds was a function of both natural
climate variability and climate change. Yohe and Tol (2002)
explored hypothetical upper and lower critical thresholds for the
River Nile using current and historical streamflow data. The
upper threshold denoted serious flooding, and the lower
threshold the minimum flow required to supply water demand.
Historical frequency of exceedance served as a baseline from
which to measure changing risks using a range of climate
scenarios.

2.3.4 Communicating uncertainty and risk

Communicating risk and uncertainty is a vital part of helping
people respond to climate change. However, people often rely on
intuitive decision-making processes, or heuristics, in solving
complicated problems of judgement and decision-making
(Tversky and Kahneman, 1974). In many cases, these heuristics
are surprisingly successful in leading to successful decisions

under information and time constraints (Gigerenzer, 2000;
Muramatsu and Hanich, 2005). In other cases, heuristics can
lead to predictable inconsistencies or errors of judgement (Slovic
et al., 2004). For example, people consistently overestimate the
likelihood of low-probability events (Kahneman and Tversky,
1979; Kammen et al., 1994), resulting in choices that may
increase their exposure to harm (Thaler and Johnson, 1990).
These deficiencies in human judgement in the face of
uncertainty are discussed at length in the TAR (Ahmad et al.,
2001).

Participatory approaches establish a dialogue between
stakeholders and experts, where the experts can explain the
uncertainties and the ways they are likely to be misinterpreted,
the stakeholders can explain their decision-making criteria, and
the two parties can work together to design a risk-management
strategy (Fischoff, 1996; Jacobs, 2002; NRC, 2002). Because
stakeholders are often the decision-makers themselves (Kelly
and Adger, 2000), the communication of impact, adaptation, and
vulnerability assessment has become more important (Jacobs,
2002; Dempsey and Fisher, 2005; Füssel and Klein, 2006).
Adaptation decisions also depend on changes occurring outside
the climate change arena (Turner et al., 2003b).

If the factors that give rise to the uncertainties are described
(Willows and Connell, 2003), stakeholders may view that
information as more credible because they can make their own
judgements about its quality and accuracy (Funtowicz and
Ravetz, 1990). People will remember and use uncertainty
assessments when they can mentally link the uncertainty and
events in the world with which they are familiar; assessments of
climate change uncertainty are more memorable, and hence
more influential, when they fit into people’s pre-existing mental
maps of experience of climate variability, or when sufficient
detail is provided to help people to form new mental models
(Hansen, 2004). This can be aided by the development of visual
tools that can communicate impacts, adaptation, and
vulnerability to stakeholders while representing uncertainty in
an appropriate manner (e.g., Discovery Software, 2003;
Aggarwal et al., 2006).
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Figure 2.3. Idealised version of a coping range showing the relationship between climate change and threshold exceedance, and how adaptation
can establish a new critical threshold, reducing vulnerability to climate change (modified from Jones and Mearns, 2005).

①

③

④

②
⑥

⑦

⑧

⑨
⑤

①安定している気候と対処＜可能＞範囲
②変化している気候
③脆弱な
④脆弱な
⑤計画期間
⑥脆弱な
⑦適応
⑧対処＜可能＞範囲
⑨脆弱な

図 2.3　気候変動と閾値超過との関係、および適応が、気候変動への脆弱性を軽減しつつ、どのようにして新しい臨界閾値を
構築しうるかを示す対処＜可能＞範囲の理想的な説明（Jones and Mearns, 2005を修正）。
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Box 2.1　将来の特徴描写の定義

図 2.4は、CCIAVの研究で最も一般的に使用されている将来の特徴描写の諸分類の間の関係を図解している。
定義が領域ごとに異なるため、ここでは本章で一貫して使用される単一の分類を示す。分類は、包括性ともっ
ともらしさ＜の度合い＞に応じて区別される。

図 2.4　将来の特徴描写。

包括性（comprehensiveness）は、将来の特徴描写が、それが表現しようとしている社会経済的／生物物
理的システムのさまざまな側面をどの程度捉えているかの度合いを表す。包括性は、二次的に、それによっ
てある特定の要素が特徴描写される詳細を示す。

もっともらしさ（plausibility）は、将来の特徴描写＜の内容＞が起こりうるかどうかの主観的な度合いである。
もっともらしくない将来は、＜起こる＞可能性がゼロまたはごくわずかと想定される。もっともらしい将来
は、ある特定の＜起こる＞可能性＜の度合い＞が付与されているかどうかで細分することができる。

模擬実験（artificial experiment）。プロセスの研究、または識見の伝達のため、もっともらしさを考慮せず
に構築された（その結果、多くの場合もっともらしくない）一貫した論理に従う将来の特徴描写。模擬実験は、
包括性＜の度合い＞において単純な思考実験から詳細な統合的モデリング研究までにわたる。

感度分析（sensitivity analysis）。感度分析は、参照ケースとの比較に当たって一つまたは複数の変数の任
意の調整または漸増的な調整を伴う特徴描写を用いる。これらの調整は、もっともらしい （例えば、＜調整
による＞変化が現実的な大きさである）場合も、もっともらしくない （例えば、調整された複数の変数の間
の相互作用が無視される）場合もあるが、主な目的は、入力に対するモデルの感度および可能であれば出力
の不確実性を探究することである。

アナログ （analogue）。アナログは、研究対象地域の将来の状況を十分に表現していると考えられる記録さ
れている状況に基づいている。これらの記録は、過去の状況（時間的アナログ）の記録である場合もあるし、
また他の地域からの場合 （空間的アナログ）もある。アナログの選択は、AOGCMなどの情報源からの情報
によって導かれる。アナログは、他の手段からは現実には得られえないような詳細なシナリオを生成するの
に利用される。アナログは、現実の状況を反映している点ではもっともらしいが、二つの場所または時間が
あらゆる点で同一なことはあり得ないため、もっともらしくないかもしれない。
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Box 2.1. Definitions of future characterisations

Figure 2.4 illustrates the relationships among the categories of future characterisations most commonly used in CCIAV studies.
Because definitions vary across different fields, we present a single consistent typology for use in this chapter. Categories are
distinguished according to comprehensiveness and plausibility.

Comprehensiveness indicates the degree to which a characterisation of the future captures the various aspects of the socio-
economic/biophysical system it aims to represent. Secondarily, it indicates the detail with which any single element is characterised.

Plausibility is a subjective measure of whether a
characterisation of the future is possible.
Implausible futures are assumed to have zero or
negligible likelihood. Plausible futures can be
further distinguished by whether a specific
likelihood is ascribed or not.

Artificial experiment. A characterisation of the
future constructed without regard to plausibility
(and hence often implausible) that follows a
coherent logic in order to study a process or
communicate an insight. Artificial experiments
range in comprehensiveness from simple thought
experiments to detailed integrated modelling
studies.

Sensitivity analysis. Sensitivity analyses employ
characterisations that involve arbitrary or
graduated adjustments of one or several
variables relative to a reference case. These

adjustments may be plausible (e.g., changes are of a realistic magnitude) or implausible (e.g., interactions between the adjusted
variables are ignored), but the main aim is to explore model sensitivity to inputs, and possibly uncertainty in outputs.

Analogues. Analogues are based on recorded conditions that are considered to adequately represent future conditions in a study
region.These records can be of past conditions (temporal analogues) or from another region (spatial analogues). Their selection is
guided by information from sources such as AOGCMs; they are used to generate detailed scenarios which could not be realistically
obtained by other means. Analogues are plausible in that they reflect a real situation, but may be implausible because no two places
or periods of time are identical in all respects.

Scenarios. A scenario is a coherent, internally consistent, and plausible description of a possible future state of the world (IPCC, 1994;
Nakićenović et al., 2000; Raskin et al., 2005). Scenarios are not predictions or forecasts (which indicate outcomes considered most
likely), but are alternative images without ascribed likelihoods of how the future might unfold. They may be qualitative, quantitative,
or both. An overarching logic often relates several components of a scenario, for example a storyline and/or projections of particular
elements of a system. Exploratory (or descriptive) scenarios describe the future according to known processes of change, or as
extrapolations of past trends (Carter et al., 2001). Normative (or prescriptive) scenarios describe a pre-specified future, either
optimistic, pessimistic, or neutral (Alcamo, 2001), and a set of actions that might be required to achieve (or avoid) it. Such scenarios
are often developed using an inverse modelling approach, by defining constraints and then diagnosing plausible combinations of
the underlying conditions that satisfy those constraints (see Nakićenović et al., 2007).

Storylines. Storylines are qualitative, internally consistent narratives of how the future may evolve. They describe the principal trends
in socio-political-economic drivers of change and the relationships between these drivers. Storylines may be stand-alone, but more
often underpin quantitative projections of future change that, together with the storyline, constitute a scenario.

Projection. A projection is generally regarded as any description of the future and the pathway leading to it. However, here we define
a projection as a model-derived estimate of future conditions related to one element of an integrated system (e.g., an emission, a
climate, or an economic growth projection). Projections are generally less comprehensive than scenarios, even if the projected
element is influenced by other elements. In addition, projections may be probabilistic, while scenarios do not ascribe likelihoods.

Probabilistic futures. Futures with ascribed likelihoods are probabilistic. The degree to which the future is characterised in
probabilistic terms can vary widely. For example, conditional probabilistic futures are subject to specific and stated assumptions about
how underlying assumptions are to be represented. Assigned probabilities may also be imprecise or qualitative.

Figure 2.4. Characterisations of the future.

①

②

③ ④

⑥

⑦

⑧ ⑩

⑫⑪⑨

⑤

①包括性
②模擬実験
③アナログ
④シナリオと筋書き
⑤確率的将来
⑥予測
⑦感度分析
⑧もっともらしくない将来
⑨＜起こる＞可能性がゼロまたはごくわずか
⑩もっともらしい将来
⑪ ＜起こる＞可能性＜の度合い＞が付与さ

れていない
⑫ ＜起こる＞可能性＜の度合い＞が付与さ

れている

新たな評価手法および将来状況の特徴描写第 2 章



94 95

シナリオ（scenario）。シナリオは、世界の起こりうる将来状況の整合性がある、内部的に一貫した、もっ
ともらしい記述である（IPCC, 1994; Nakićenović et al., 2000; Raskin et al., 2005）。シナリオは、推測や予報（最
も可能性が高いと考えられる結果を示す）ではなく、将来がどう展開するかの代替可能なイメージで、その
＜起こる＞可能性＜の度合い＞は付与されていない。シナリオには、定性的な場合、定量的な場合、または
その両方の場合がある。包括的なロジックが、例えば、システムの諸要素の筋書きおよび／または予測など
シナリオのいくつかの構成要素をしばしば関連づける。探索的（すなわち記述的）シナリオは、将来を、変
化の既知のプロセスに基づいて、または過去のトレンドの外挿として記述する（Carter et al., 2001）。それに
対し、規範的（すなわち規定的）シナリオは、＜作成者が＞前もって特定した楽観的、悲観的または中立的
な将来 （Alcami, 2001）、 およびそうした将来を実現（または回避）するために必要とされるかもしれない一組
の行動を記述する。このようなシナリオは、多くの場合、逆モデリングアプローチを用い、まず制約＜要因
＞を明らかにし、その後そうした制約を満たす基礎条件のもっともらしい組合せを診断することによって開
発される（Nakićenović et al., 2007参照）。

筋書き（storyline）。筋書きは、将来がどう展開するであろうかについての定性的で、内部的に一貫した叙
述である。筋書きは、変化の社会・政治・経済的動因の主要なトレンドと、これらの動因間の関係を記述し
ている。筋書きは、単独で用いられる場合もあるが、筋書きとともにシナリオを構成する将来の変化の定量
的予測の基礎となる場合の方が多い。

予測（projection）。一般的には、予測は将来とそこに至る経路の記述としてみなされている。しかし、こ
こでは、予測を、統合システムの一つの要素（例えば、排出、気候、または経済成長予測）に関連する将来
の状況の、モデルによって導かれる推定として定義する。予測は、たとえ予測される要素がその他の要素に
よる影響を受けるとしても、概してシナリオより包括性が低い。加えて、予測は確率的であるかもしれないが、
シナリオは＜起こる＞可能性＜の度合い＞を付与していない。

確率的将来（probabilistic future）。＜起こる＞可能性＜の度合い＞が付与されている将来は確率的である。
将来が確率的に特徴描写される度合いは広範に異なりうる。例えば、条件つきの確率的将来は、基礎となる
想定がどのように表現されるべきかに関する具体的で明記された想定に左右される。付与された確率もまた、
不正確で、定性的かもしれない。
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Box 2.2　SRES の全球的な筋書きとシナリオ

図 2.5　4つの SRES筋書きの特徴の要約（Nakićenović et al., 2000に基づく）。

SRESは、A1、A2、B1、B2とよばれる 4つの叙述的筋書きを提示した。これらの筋書きは、大規模な世界
の地域についてや全球的に GHGとエアロゾルの排出を駆動する諸要因の間の関係と 21世紀を通じてのその
展開を記述している （図 2.5）。各筋書きは、ますます不可逆的になる形で分岐し、結果として異なるレベル
の GHG排出量をもたらす、人口、社会、経済、技術および環境の異なる展開を示している。これらの筋書
きは、特定の気候政策が実施されないことを想定している。従って、これらの筋書きは、ベースラインを形
成し、これに対して、特定の緩和策や適応策を含んだ叙述が比較されうる。

SRESの筋書きは、TARで発表されたさまざまな数値モデルを用いて、定量的シナリオの開発のための基盤
を形成した。排出シナリオは、大気中の GHGとエアロゾルの濃度、気候の放射強制力、地域気候への影響、
および全球的海面水位への気候の影響の予測へと転換された（IPCC, 2001a）。しかし、TARにおいては、こ
れらの予測の地域的な詳細はわずかしか入手できず、それらの予測を利用した CCIAVの研究はまったく入手
できなかった。それ以降、多くの CCIAVの研究が SRESに基づくシナリオを適用してきている。さまざまな
シナリオの種類を例示するために、SRESに基づくシナリオの一部が Box 2.3から Box 2.7までに記述される。

経済重視　→

←
　
世
界
統
合

Ａ 1　筋書き
世界：市場志向型
経済：一人当たりの成長が最速
人口：2050 年にピークでその後減少
ガバナンス：地域の相互作用が強い、所得の収斂
技術：3つのシナリオグループ
　・A1FI：化石燃料に集中
　・A1T：非化石燃料のエネルギー源
　・A1B：全エネルギー源でバランス化

Ａ 2　筋書き
世界：差別化型
経済：�地域志向、一人当たりの成長が＜全筋書き

中で＞最低
人口：継続的に増加
ガバナンス：地域の独自性を保護する独行独立型
技術：最も遅く最もばらばらな発展

地
域
重
視
　
→

Ｂ 1　筋書き
世界：収斂型
経済：サービスと情報を基盤；A1よりは低い成長
人口：A1と同じ
ガバナンス：�経済的、社会的および環境的持続可

能性への地球規模での解決
技術：環境負荷が小さく資源効率がよい

Ｂ 2　筋書き
世界：地域解決型
経済：中間的な成長
人口：A2より低率での継続的な増加
ガバナンス：�環境保護や社会的衡平性に対する地

方的および地域的な解決
技術：�A2よりは速い；A1/B1 よりは遅く、より

多彩
←　環境重視
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Box 2.3　本報告書の中で想定される SRES に基づく気候シナリオ

この評価の中で報告されている影響研究のすべてが SRESに基づく気候シナリオを用いてはいない。これま
でのシナリオについては、以前の IPCC報告書（IPCC, 1992, 1996; Greco et al., 1994）の中で記述されている。
以下の論考は、現在行われているほとんどの CCIAVの研究で適用されている SRESに基づく気候予測に焦点
を合わせる。

近年、SRES排出シナリオに対する全球的気候応答の数多くのシミュレーションが AOGCMを備えるように
なってきており、予測される気候に関する地域的詳細をも提供している。初期の AOGCMのラン（「TAR以
前」と分類される）は TARで報告されており（Cubasch et al., 2001）、IPCC DDCから入手できる。その多く
が、本巻で報告されている CCIAVの研究で採用されてきている。新世代の AOGCM－その一部は気候シス
テムプロセスと地表面＜放射＞強制力の改善された表現を組み入れている－は、いまや影響と政策に関連す
るその他の排出シナリオに加えて SRESシナリオも利用している。新しいモデルとそれによる予測はWGⅠ
（Christensen et al., 2007a; Meehl et al., 2007; Randall et al., 2007）で評価され、以下で TAR以前の結果と比較さ
れる。SRESおよび CO2濃度安定化プロファイルでの全球平均年間気温の変化の予測は、Box 2.8で示される。

DDCで保有されている TAR以前の AOGCM結果が、世界 32地域の季節平均気温変化と降水量変化に関し
て 4つの SRES排出シナリオ（B1、B2、A2、A1FI）にまたがるモデル間相互比較に含められた（Ruosteenoja 

et al., 2003）。9 A2シナリオに関して、21世紀末までの変化のモデル間での幅が図 2.6で要約されており、1世
紀当たりの変化率で表されている。WGⅠで報告されている最近の A2予測もまた、比較のため、同じ諸地
域について示されている。

モデルでシミュレートされたほぼすべての気温変化とそれより例は少ないが降水量変化は、1,000年にわたっ
て気候強制力を入れない結合 AOGCMシミュレーションから計算された 95%の信頼区間と比較して統計的
に有意だった（Ruosteenoja et al., 2003; 図 2.6も参照）。モデル対象の地上気温はすべての地域と季節において
増加し、ほとんどの陸域で全球平均より速く昇温する（Giorgi et al., 2001; Ruosteenoja et al., 2003）。昇温は、
北半球の冬季の高緯度北方地域と、北半球の夏季のヨーロッパ南部およびアジア中央部と北部の一部におい
てとりわけ顕著である。アジアと南アメリカの南部の一部、南洋地区（多くの小島嶼を含む）および北大西
洋では、昇温は全球平均を下回る（図 2.6a）。

降水量に関しては、増減両方の変化が予測されるが、地域的な降水量の増加の方が減少より一般的である。
すべてのモデルが、夏冬両シーズンにおいて高緯度地域で、北半球の冬季において北方中緯度地域で、降水
量の増加をシミュレートし、また北半球の夏季においてアジア南部および東部でモンスーン降水量の増大を
シミュレートした。モデルはまた、一部の季節における中央アメリカ、アフリカ南部およびヨーロッパ南部
での降水量の減少について一致している（Giorgi et al., 2001; Ruosteenoja et al., 2003; 図 2.6bも参照）。

TARでの予測と最近の予測の比較
WGⅠ報告書は、最も多くのシミュレーション（21件）が入手可能であった SRES A1B排出シナリオを想定
している予測に焦点を合わせて、AOGCMによる最近の地域的予測の広範囲にわたる相互比較を提供してい
る（Christensen et al., 2007a; Meehl et al., 2007）。また、同報告書には、予測された地域気候変動の多数のマッ
プも含まれる。要約すると、次のとおりである。
 ● 予測される昇温の基本的なパターンは以前の評価からほとんど変わっていない。
1

9  散布図は次のサイトからダウンロード可能：http://www.ipcc-data.org/sres/scatter_plots/scatterplots_region.html
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 ● 2030年までの予測される昇温速度は SRESシナリオの選択に対して鈍感である。
 ● 1980～ 1999年と比べた 2090～ 2099年までの全球平均昇温は、分析対象の複数の AOGCMにわたる平均
で、B1、A1B、および A2の各シナリオでそれぞれ 1.8、2.8、3.4℃と予測される。ほぼすべての地域での、
地方的気温応答は、全球の気温応答の率に密接に従っている。

 ● モデル平均の地方の平均降水量応答もまた、複数の排出シナリオにわたっての全球平均気温の応答に、気
温ほど密接ではないものの、おおむね対応する。

 ● A2シナリオ下での季節昇温のモデル間での幅は、モデル数が多くなったにもかかわらず、2100年におい
てほとんどの地域で TAR以前より小さい（図 2.6aの赤と青の棒線を比較）。

 ● A2シナリオ下での季節降水量の変化の方向と規模は、ほとんどの地域でTAR以前の変化と似通っているが、
モデル間での幅がより広い地域／季節もあれば、より狭い地域／季節もある（図 2.6b）。

 ● 地域的予測の確信度は、TARのそれに比べて、気温に関してはほとんどの地域で高く、降水量に関しても
一部の地域で高い。

New assessment methods and the characterisation of future conditions Chapter 2
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＜図 2.6 ＞
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＜図 2.6 ＞

（a） 気温上昇（℃ /100 年）
（b） 降水量変化（％ /100 年）

（a）と（b）に関する凡例：
① ▄ A2 排出シナリオに対する TAR 以前の７つの AOGCM シミュレーションから得られた変動範囲
② ▄ A2 排出シナリオに対する最近の 15 の AOGCM シミュレーションから得られた変動範囲
③ ▄ HadCM3 の 1000 年間コントロールシミュレーションに基づきモデル化された 30 年間の自然変動の 95% 信頼限界
④ ▄ CGCM2 の 1000 年間コントロールシミュレーションに基づきモデル化された 30 年間の自然変動の 95% 信頼限界

Chapter 2 New assessment methods and the characterisation of future conditions

151

Figure 2.6. AOGCM projections of seasonal changes in (a) mean temperature (previous page) and (b) precipitation up to the end of the
21st century for 32 world regions. For each region two ranges between minimum and maximum are shown. Red bar: range from 15
recent AOGCM simulations for the A2 emissions scenario (data analysed for Christensen et al., 2007a). Blue bar: range from 7 pre-
TAR AOGCMs for the A2 emissions scenario (Ruosteenoja et al., 2003). Seasons: DJF (December–February); MAM (March–May); JJA
(June–August); SON (September–November). Regional definitions, plotted on the ECHAM4 model grid (resolution 2.8 × 2.8°), are
shown on the inset map (Ruosteenoja et al., 2003). Pre-TAR changes were originally computed for 1961-1990 to 2070-2099 and
recent changes for 1979-1998 to 2079-2098, and are converted here to rates per century for comparison; 95% confidence limits on
modelled 30-year natural variability are also shown based on millennial AOGCM control simulations with HadCM3 (mauve) and
CGCM2 (green) for constant forcing (Ruosteenoja et al., 2003). Numbers on precipitation plots show the number of recent A2 runs
giving negative/positive precipitation change. Percentage changes for the SAH region (Sahara) exceed 100% in JJA and SON due to
low present-day precipitation.
Key for (a) and (b):
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①
②
③
④

Polar regions；極域
North America；北アメリカ
Latin America；ラテンアメリカ
Europe；ヨーロッパ
Africa；アフリカ
Asia；アジア
Australia & New Zealand；オーストラリアとニュージーランド
Small islands；小島嶼
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図 2.6　世界 32地域の 21世紀末までの （a）平均気温（前々頁）および （b）降水量＜（前頁）＞の季節変化の
AOGCM予測。地域ごとに最低値と最高値の間の 2つの範囲が示されている。赤い棒線：A2排出シナリオに
関する最近の 15の AOGCMシミュレーションによる範囲（Christensen et al., 2007aで分析されたデータ）。青
い棒線：A2排出シナリオ下の 7つのTAR以前の AOGCMによる範囲（Ruosteenoja et al., 2003）。季節：DJF（12

～ 2月）； MAM（3～ 5月）； JJA（6～ 8月）； SON（9～ 11月）。地域の定義は、ECHAM4モデルのグリッド（解
像度 2.8× 2.8°）にプロットする形で、挿入地図上に示されている（Ruosteenoja et al., 2003）。TAR以前の変化
は 1961～ 1990年から 2070～ 2099年について、最近の変化は 1979～ 1998年から 2079～ 2098年について、
もともとは計算されていたが、ここでは比較のために 100年当たりの割合に換算されている；モデル化され
た 30年間の自然変動の 95%信頼限界も、一定の強制力を想定した HadCM3モデル（ふじ色）と CGCM2モ
デル（緑色）による AOGCM1000年間コントロールシミュレーションに基づいて示されている（Ruosteenoja 

et al., 2003）。降水量の図に記された数字は、降水量変化の減少／増加を示す最近のA2ランの数を表している。
SAH地域（サハラ）の変化百分率は、今日の降水量のレベルが低いため、JJAと SONには 100%を超過する。

New assessment methods and the characterisation of future conditions Chapter 2
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Box 2.4　気候変動性と極端現象の SRES に基づく予測

＜気候の＞変動性と極端現象の頻度／強度の生じうる変化は、現実的な CCIAVの評価の実施にとって決定的
に重要である。極端な気象と気候現象の過去のトレンド、その人間＜活動＞による影響への原因特定、およ
び予測される（SRESに強制された）変化の過去のトレンドについては、WGⅠ（IPCC, 2007）で全球的に要約
されてきており、表 2.2で転載されている。  

表 2.2　極端な気象現象のうち 20 世紀後半の観測から変化傾向がみられたものの最近の傾向、その傾向に対
する人間活動の影響評価、および予測。出典：IPCC, 2007, Table SPM-2.【訳注 2-8】

       

注釈：
a   専門家の判断を用いた成果または結果についての可能性の評価：「ほぼ確実」は＞ 99%の発生確率、「可能
性が極めて高い」は＞ 95%、「可能性が非常に高い」は＞ 90%、「可能性が高い」は＞ 66%、「どちらかとい
えば」は＞ 50%。

b    寒い日や夜（最も寒い上位 10%）の頻度の減少。
c   各年の最高気温を記録した日／夜の昇温。
d    暑い日／夜（最も暑い上位 10%）の頻度の増加。
e    人間活動の寄与の大きさは評価されていない。これらの現象に対する原因特定は、正式な研究よりは専門
家の判断によるものである。

f   極端な高潮位の発生は、平均海面水位および地域的な気象システムに依存する。ここで極端な高潮位は、あ
る観潮所において一定の期間に観測された 1時間ごとの海面水位のうち、最も高い 1%と定義する。

g    観測された極端な高潮位の変化は、平均海面水位の変化によく従っている。人間活動が平均海面水位上昇
に寄与している可能性は非常に高い。

h   すべてのシナリオにおいて、2100年における世界の平均海面水位予測値は基準期間の値より高い。地域的
な気象システムの変化が高潮位に及ぼす効果は評価されていない。

現象および傾向 20 世紀後半（主に 1960 年
以降）に起こった可能性 a

観測された傾向に対する人
間活動の寄与の可能性 a

SRES シナリオを用いた 21
世紀の予測に基づく傾向の
継続の可能性 a

ほとんどの陸域で寒い日や
夜の減少と昇温

可能性が非常に高い b 可能性が高い c ほぼ確実 c

ほとんどの陸域で暑い日や
夜の頻度の増加と昇温

可能性が非常に高い d 可能性が高い（夜）c ほぼ確実 c

ほとんどの陸域で継続的な
高温／熱波の頻度の増加

可能性が高い どちらかといえば e 可能性が非常に高い

ほとんどの地域で大雨の頻
度（または総降水量に占め
る大雨による降水量の割合）
の増加

可能性が高い どちらかといえば e 可能性が非常に高い

干ばつの影響を受ける地域
の増加

多くの地域で 1970 年代以降
可能性が高い

どちらかといえば 可能性が高い

強い熱帯低気圧の活動度の
増加

いくつかの地域で 1970 年代
以降可能性が高い

どちらかといえば e 可能性が高い

極端な高潮位の発生の増加 
（津波を含まない）f

可能性が高い どちらかといえば e,g 可能性が高い h
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Box 2.5　SRES に基づく海面水位のシナリオ

TARではすべての SRESシナリオにまたがる全球で平均した平均海面上昇の推定値を得るために、全球レベ
ルで、海水の膨張と、陸地にある氷床と氷河の融解／崩落を表現する単純なモデルが用いられ、1990年と比
べて 2100年までに 0.09から 0.88 mの幅＜での上昇＞を算出している（Church et al., 2001）。この幅はWGⅠ
によって再評価されてきており、1980～ 1999年に対する予測を 6つの SRESマーカーシナリオに関して算
出している。すなわち、B1：0.18～ 0.38 m、A1T：0.20～ 0.45 m、B2：0.20～ 0.43 m、A1B：0.21～ 0.48 m、
A2：0.23～ 0.51 m、A1FI：0.26～ 0.59 mである（Meehl et al., 2007）。熱膨張は、これらの推定値に約 60～
70%寄与している。これらの予測値は TARでの予測値より小さく、これは主として海洋熱吸収の推定の改
善によるものであるが、氷河および氷冠の変化の不確実性が小さく評価されたことにもよる。しかしながら、
炭素循環のフィードバック、氷の流れのプロセスおよび最近観測された氷の流出速度に関する不確実性は、
理解が不十分なため考慮されていない（Meehl et al., 2007）。

数々の研究が TARの海面水位のシナリオを利用してきている。Nicholls（2004）は、沿岸洪水と湿地喪失に
関する全球的な研究の中で、4つの SRES筋書きに関する 2025年、2055年および 2085年までの全球平均
海面上昇の推定値を使用した（2.4.6.4節参照）。これらの推定値は、同時に並行して行われた研究で用いら
れた気候シナリオと整合していた。既に沿岸の地盤沈下を経験している国々では、相対的な海面上昇＜値
＞を得るために 2つの沈下速度値が適用された。英国気候影響プログラム（United Kingdom Climate Impacts 

Programme）は、2080年代までの国家シナリオの中で TARの全球平均海面上昇推定値を採用した。高い海面
水位のシナリオもまた、高潮モデルを使い、平均海面水位の変化を将来の＜高潮の＞激しさと結び付けるこ
とによって開発された（Hulme et al., 2002）。全球平均海面水位、地方的地盤隆起およびバルト海の水収支の
推定を考慮に入れたフィンランドの沿岸に関する 2100年までの SRESに基づく海面水位のシナリオが、不確
実性および極端な高潮位に関する計算とともに、Johansson et al.（2004）によって推定された。

表 2.3　3つの全球スケール多セクター評価のもととなっているシナリオの主要な特徴：［a］Parry et al. （1999）; ［b］ Arnell et al. 
（2002）;  ［c］ Parry （2004）。

緩和されない排出の影響［a］ CO2 濃度安定化の影響［b］ SRES 排出シナリオの影響［c］
排出シナリオ IS92a（CO2換算濃度が 1990年

以降毎年 1%ずつ増加）
750 ppm と 550 ppmで安定化 4 つの SRES 排出シナリオ；

A1FI、A2、B1、および B2

気候シナリオ
（AOGCM に基づく）

IS92a排出シナリオで強制され
た 4つの HadCM2アンサンブ
ルシミュレーションと 1つの
HadCM3シミュレーションから
導出

550 ppmと 750 ppm での安定化
を想定する HadCM2実験から
導出 ; IS92aとの比較

HadCM3アンサンブル実験から
導出（括弧内の数字はランの回
数）：A1FI（1）、A2（3）、B1（1）、
B2（2）

社会経済シナリオ IS92a－一貫した GDPaと人口
予測

IS92a－一貫した GDPaと人口
予測

SRESに基づく社会経済予測

a GDP = 国内総生産。
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Box 2.6　SRES に基づく社会経済の特徴描写

SRESは、世界を大きくくくった 4地域（1990年の OECD加盟国、市場経済移行国、アフリカ＋ラテンアメ
リカ＋中東、およびアジア）に関して、人口、国内総生産（GDP）、および技術進歩の速度に関する社会経済
情報を筋書きと定量的想定の形で提供する。TAR以降、SRESの駆動強制力のいくつかに関する新しい情報
が発表されてきている（Nakićenović et al., 2007の論考も参照）。例えば、主要な人口動態＜研究＞機関による
世界人口の予測幅は、SRESの準備＜段階＞以降、約 10～ 20億人減少してきている（van Vuuren and O’Neill, 

2006）。それにもかかわらず、SRESで用いられた人口想定のほとんどはいまだ最新予測の幅の範囲内に留まっ
ている。ただし、A2シナリオの一部地域は例外で、現在最新予測の幅をいくらか超えている（van Vuuren and O’
Neill, 2006）。いまや研究者らは、気候変動研究での使用のために、SRESの人口想定の代替的解釈または新
しい予測を作成している（Hilderink, 2004; O’Neil, 2004; Fisher et al., 2006; Grübler et al., 2006）。

ALM地域（アフリカ、ラテンアメリカ、および中東）に対する SRESの GDP成長想定は、とりわけ A1お
よび B1シナリオに関して、より最近の予測による想定より概して高い（van Vuuren and O’Neill, 2006）。しかし、
その他の諸地域－アジアの急成長地域も含む－に関しては、SRESの GDPの想定は最近の予測と概して一致
しており、全世界の GDPに占める ALM地域の割合が小さいことを考えれば、世界全体の最近の予測とも概
して一致している。

経済データは、国際比較のために、共通単位に換算されなければならない。最も一般的な選択は、市場為替
相場（MER）に基づく米ドルである。諸国間の物価水準の違いが補正される購買力平価（PPP）での推定は
諸地域や諸国の間での所得水準を比較するためのより良い代替物と考えられている。しかしながら、ほとん
どのモデルや経済予測はMERベースの推定値を使用している。その一因は、一貫した PPPベースのデータ
セットが不足していることにある。MERベースのデータの使用は結果としてインフレの経済成長予測をも
たらすことが指摘されてきている（Castles and Henderson, 2003）。現在進行中の論争の中で、一部の研究者ら
は、PPPが実により良い尺度であること、また経済が収束するシナリオの文脈でのその使用が、開発途上国
のより低い経済成長と排出経路をもたらすであろうことを論じている。別の研究者らは、PPPベースあるい
はMERベースいずれかのデータおよび予測の一貫した使用は、排出量のせいぜいわずかな相違しかもたら
さないであろうと主張している。この論議は Nakićenović et al. （2007） で要約されており、代替的な GDP尺
度の使用による排出量への影響はわずかである可能性が高いと結論づけているが、代替的な見解も示してい
る（van Vuuren and Alfsen, 2006）。これらの代替的尺度の使用は、CCIAVの評価にも影響を与える可能性が高
く（Tol, 2006）、とりわけ脆弱性と適応能力が地方的に取引される財とサービスへのアクセスに関連する場合
にはそうである。
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Box 2.7　SRES に基づく土地利用と土地被覆の特徴描写

将来の土地利用は SRESの筋書きを特徴描写するのに用いられたほとんどの IAMによって推定されたが、ど
の筋書きに対する推定もモデルに依存しており、それゆえ大きなばらつきがある。例えば、B2筋書きのもと
では、1990年から 2050年の間の世界の草地面積の変化は－ 4,900万から＋ 62,800万ヘクタールの間の幅が
あり、マーカーシナリオでは＋ 16,700万ヘクタールだった（Nakićenović et al., 2000）。A2マーカーシナリオ
の特徴描写に用いられた IAMは土地被覆の変化を含んでいなかったので、A1シナリオのもとでの変化が A2

にも適用すると想定される。＜しかし、＞土地利用の変化に影響を与えうる A1と A2の間の社会経済的動因
の相違を考慮に入れると、この想定は適切でない。SRESの土地被覆シナリオもまた、将来の土地被覆への
気候変動の影響を含んでいない。このような内部整合性の欠如は、とりわけ、作物生産性の変化が重要な役
割を果たす農地利用の描写に影響を与えるだろう（Ewert et al., 2005; Audsley et al., 2006）。SRESの土地被覆
シナリオをダウンスケールする比例アプローチが、変化の速度が SRESのマクロ地域内のあらゆる場所で均
一であると想定することによって、全球生態系モデリングに適用されてきている（Arnell et al., 2004）。しかし、
実際には、土地被覆の変化は、人口および人口増加率が最大の場所で最大となる可能性が高い。また、耕地
と森林に関する最近のトレンドと予測されたトレンドとの間の不整合も、SRES筋書きの一部において、また、
一部地域に関して、見出された（Arnell et al., 2004）。

図 2.7　SRESの４つの筋書き（A1FI、A2、B1、B2）に関して 2000年のベースラインと比べた 2080年まで
の耕地面積（食料生産用）の変化の百分率。気候は HadCM3 AOGCMによる計算値を用いている。Schröter 

et al., 2005b より。AAASの許可を得て転載。

SRESシナリオのより精巧なダウンスケーリングがヨーロッパ内の地域スケールで行われてきている
（Kankaanpää and Carter, 2004; Ewert et al., 2005; Rounsevell et al., 2005, 2006; Abildtrup et al., 2006; Audsley et al., 

2006; van Meijl et al., 2006）。これらの分析は、将来の土地利用変化における気候変動以外の動因が果たす潜在
的役割を浮き彫りにした。実際、社会経済的変化と比べて、気候変動は、土地利用にわずかな影響しか与え
ないことが多くの事例の中で示された（Schröter et al., 2005b）。技術は、とりわけ作物収量の発達に影響する
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Box 2.7. SRES-based land-use and land-cover characterisations

Future land use was estimated by most of the IAMs used to characterise the SRES storylines, but estimates for any one
storyline are model-dependent, and therefore vary widely. For example, under the B2 storyline, the change in the global area
of grassland between 1990 and 2050 varies between −49 and +628 million ha (Mha), with the marker scenario giving a
change of +167 Mha (Nakićenović et al., 2000). The IAM used to characterise the A2 marker scenario did not include land-
cover change, so changes under the A1 scenario were assumed to apply also to A2. Given the differences in socio-economic
drivers between A1 and A2 that can affect land-use change, this assumption is not appropriate. Nor do the SRES land-cover
scenarios include the effect of climate change on future land cover. This lack of internal consistency will especially affect the
representation of agricultural land use, where changes in crop productivity play an important role (Ewert et al., 2005; Audsley
et al., 2006). A proportional approach to downscaling the SRES land-cover scenarios has been applied to global ecosystem
modelling (Arnell et al., 2004) by assuming uniform rates of change everywhere within an SRES macro-region. In practice,
however, land-cover change is likely to be greatest where population and population growth rates are greatest. A mismatch
was also found in some of the SRES storylines, and for some regions, between recent trends and projected trends for
cropland and forestry (Arnell et al., 2004).

More sophisticated downscaling of the SRES scenarios
has been undertaken at the regional scale within Europe
(Kankaanpää and Carter, 2004; Ewert et al., 2005;
Rounsevell et al., 2005, 2006; Abildtrup et al., 2006;
Audsley et al., 2006; van Meijl et al., 2006). These analyses
highlighted the potential role of non-climate change drivers
in future land-use change. Indeed, climate change was
shown in many examples to have a negligible effect on
land use compared with socio-economic change (Schröter
et al., 2005b). Technology, especially as it affects crop yield
development, is an important determinant of future
agricultural land use (and much more important than
climate change), contributing to declines in agricultural
areas of both cropland and grassland by as much as 50%
by 2080 under the A1FI and A2 scenarios (Rounsevell et
al., 2006). Such declines in land use did not occur within
the B2 scenario, which assumes more extensive
agricultural management, such as ‘organic’ production
systems, or the widespread substitution of agricultural
food and fibre production by bioenergy crops. This
highlights the role of policy decisions in moderating future
land-use change. However, broad-scale changes often
belie large potential differences in the spatial distribution
of land-use change that can occur at the sub-regional
scale (Schröter et al., 2005b; see also Figure 2.7), and
these spatial patterns may have greater effects on CCIAV
than the overall changes in land-use quantities (Metzger et
al., 2006; Reidsma et al., 2006).

Figure 2.7. Percentage change in cropland area (for food production)
by 2080, compared with the baseline in 2000 for the four SRES
storylines (A1FI, A2, B1, B2) with climate calculated by the HadCM3
AOGCM. From Schröter et al., 2005b. Reprinted with permission
from AAAS.
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だけに、将来の農地利用の重要な決定因子（気候変動よりはるかに重要）であり、A1FIおよび A2シナリ
オのもとでの 2080年までの耕地と草地の両方の農地面積の 50%ほどの減少に寄与する（Rounsevell et al., 

2006）。そのような土地利用の減少は、「有機」生産システムなどより粗放的な農業管理や、バイオ燃料作
物による農業食料生産や繊維生産の広範な置換を想定している B2シナリオでは生じなかった。このこと
は、将来の土地利用の変化を加減するに当たっての政策決定が果たす役割を浮き彫りにしている。しかし、
広いスケールでの変化は、多くの場合、地域より下位のスケールで起こりうる土地利用変化の空間的分布
の生じうる大きな差異を誤って伝えており（Schröter et al., 2005b; 図 2.7も参照）、これらの空間的パターン
は、CCIAVに対して土地利用量の全体的な変化より大きな影響を与えるかもしれない（Metzger et al., 2006; 

Reidsma et al., 2006）。
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Box 2.8　CO2 安定化と全球平均気温の応答

全球平均年間気温（GMAT）は、IPCCで最も一般的に用いられている測定基準であり、また国際政策の領域
では全球的気候の将来の変化とその可能性が高い影響を要約するために採用されている（第 19章、Box 19.2

参照）。SRESの 6つの例示シナリオに関する 21世紀中の全球平均昇温の予測がWGⅠによって示されてお
り（Meehl et al., 2007）、図 2.8で要約されている。これらは明示的な気候政策を想定しないベースラインシ
ナリオである（Box 2.2参照）。WGⅡによって報告された多数の影響研究は、2020年代、2050年代、および
2080年代を中心とした予測期間 10に関して実施されてきているが、これらの期間に関しては GMATの変化
の最良の推計値だけが、AOGCMに基づく 3つの SRESシナリオについて利用可能だった（図 2.8の中央の
パネル内の色付きの点）。6つの SRESシナリオすべてについての最良の推計値（赤い点）と可能性が高い幅
（赤い棒線）は、2090～ 2099年の期間についてのみ報告されている。幅は、モデルのヒエラキー、観測上の
制約および専門家の判断に基づいている（Meehl et al., 2007）。

これらの 3期間と 2090年代に関するより包括的な予測のセットが、図 2.8の下のパネルに示されている。
これらは、簡易気候モデル（SCM）に基づいており、WGⅠでも報告されている（Meehl et al., 2007, Figure 

10.26）。2090～ 2099年に関する SCM予測は中央のパネルに示された可能性が高い幅を構築するのに用いら
れた複合情報に寄与したものの、中央のパネルと下のパネルに示された予測は、異なったアプローチを使っ
て構築されているため、直接に比較されるべきではない。SCM予測は、温暖化予測のタイミングと不確実性
の幅が排出シナリオに応じてどう異なりうるかを読者が解釈するのを助けるために含められた。それらは、
21世紀初期における温暖化の割合は異なる排出シナリオによる影響をほとんど受けないが（図 2.8の茶色の
棒線）、21世紀半ばまでには排出シナリオの選択が温暖化の大きさにとってより重要になる（青色の棒線）
ことを示している。21世紀終期までに、シナリオ間の相違は大きくなり（例えば、中央のパネルの赤い棒線；
下のパネルのオレンジ色と赤色の棒線）、排出量が最も低いシナリオ（B1）での多モデル平均昇温は、排出
量が最も高いシナリオ（A1FI）での昇温より 2℃以上低い。

GHGの緩和はベースライン排出量に対する GMATの変化を減少させると予想され、このことは気候変動に
よる悪影響の一部を回避しうる。21世紀中に緩和が気温に及ぼす影響の予測を示すために、そしてWGⅠの
報告書の中により新しい比較可能な推計値がないために、以前のバージョンの SCMに基づく第 3次評価報
告書からの結果が図 2.8の上のパネルに第 3次評価報告書から複製された。これらは、4つの CO2安定化シ
ナリオに関する 21世紀の初期 （2025年）、中期（2055年）、および終期（2085年）の 3つの期日までの GMT

の応答を描いている。＜ただし、＞WGⅠは、CO2換算濃度安定化時の平衡状態における気温上昇の推定値
は報告している（Meehl et al., 2007）11。ここで留意すべきは、温室効果ガスが安定化した後、何十年、何百
年後まで、平衡温度に達することはないであろう点である。

1

10  IPCCデータ配信センターで保有されているモデル予測に関する 30年平均化期間。
11   7種類の CO2換算濃度の安定化水準に対する、平衡状態における気温上昇の最良の推定値および可能性が高い幅は、350 ppm
で 1.0℃（0.6～ 1.4℃）、 450 ppmで 2.1℃（1.4～ 3.1℃）、 550 ppmで 2.9℃（1.9～ 4.4℃）、 650 ppmで 3.6℃（2.4～ 5.5℃）、
750 ppmで 4.3℃（2.8～ 6.4℃）、 1,000 ppmで 5.5℃（3.7から 8.3℃）、1,200 ppmで 6.3℃（4.2～ 9.4℃）である （Meehl et al., 
2007, Table 10.8）。
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Global mean annual temperature change relative to 1980-1999（℃）；
1980 ～ 1999 年と比較した全球平均年間気温の変化

① CO2 stabilisation: TAR；CO2 安定化 : 第 3 次評価報告書
450 ppm; 450 ppm

（560ppm CO2 eq.）; （CO2 換算 560ppm）
550 ppm; 550 ppm

（680 ppm）; （680 ppm）
650 ppm; 650 ppm

（810 ppm）; （810 ppm）
750 ppm; 750 ppm

（945 ppm）; （945 ppm）

② SRES: AR4 WG1 multiple sources; SRES: 第 4 次評価報告書 WG1 複数の情報源

③ SRES: AR4 WG1 simple climate model; SRES: 第 4 次評価報告書 WG1 簡易気候モデル

凡例：
2020s；2020 年代
2050s；2050 年代
2080s；2080 年代
2090s；2090 年代
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absence of more recent, comparable estimates in the WG I report, results from the Third Assessment Report based on an
earlier version of the SCM are reproduced in the upper panel of Figure 2.8 from the Third Assessment Report. These portray
the GMAT response for four CO2-stabilisation scenarios by three dates in the early (2025), mid (2055), and late (2085) 21st
century. WG I does report estimates of equilibrium warming for CO2-equivalent stabilisation (Meehl et al., 2007)11. Note that
equilibrium temperatures would not be reached until decades or centuries after greenhouse gas stabilisation.

Figure 2.8. Projected ranges of global mean annual temperature change during the 21st century for CO2-stabilisation scenarios (upper
panel, based on the TAR) and for the six illustrative SRES scenarios (middle and lower panels, based on the WG I Fourth Assessment).
Different approaches have been used to obtain the estimates shown in the three panels, which are not therefore directly comparable.
Upper panel. Projections for four CO2-stabilisation profiles using a simple climate model (SCM) tuned to seven AOGCMs (IPCC, 2001c,
Figure SPM-6; IPCC, 2001a, Figure 9.17). Broken bars indicate the projected mean (tick mark) and range of warming across the AOGCM
tunings by the 2020s (brown), 2050s (blue) and 2080s (orange) relative to 1990. Time periods are based on calculations for 2025, 2055 and
2085. Approximate CO2-equivalent values – including non-CO2 greenhouse gases – at the time of CO2-stabilisation (ppm) are also shown.
Middle panel. Best estimates (red dots) and likely range (red bars) of warming by 2090-2099 relative to 1980-1999 for all six illustrative
SRES scenarios and best estimates (coloured dots) for SRES B1, A1B and A2 by 2020-2029, 2050-2059 and 2080-2089 (IPCC, 2007,
Figure SPM.5). Lower panel. Estimates based on an SCM tuned to 19 AOGCMs for 2025 (representing the 2020s), 2055 (2050s) and 2085
(2080s). Coloured dots represent the mean for the 19 model tunings and medium carbon cycle feedback settings. Coloured bars depict the
range between estimates calculated assuming low carbon cycle feedbacks (mean - 1 SD) and those assuming high carbon cycle feedbacks
(mean + 1 SD), approximating the range reported by Friedlingstein et al., 2006. Note that the ensemble average of the tuned versions of the
SCM gives about 10% greater warming over the 21st century than the mean of the corresponding AOGCMs. (Meehl et al., 2007, Figure
10.26 and Appendix 10.A.1). To express temperature changes relative to 1850-1899, add 0.5°C.

11 Best estimate and likely range of equilibrium warming for seven levels of CO2-equivalent stabilisation: 350 ppm, 1.0°C [0.6–1.4]; 450 ppm,
2.1°C [1.4–3.1]; 550 ppm, 2.9°C [1.9–4.4]; 650 ppm, 3.6°C [2.4–5.5]; 750 ppm, 4.3°C [2.8–6.4]; 1,000 ppm, 5.5°C [3.7–8.3] and 1,200 ppm,
6.3°C [4.2–9.4] (Meehl et al., 2007, Table 10.8).

①

②

③
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図 2.8　 CO2安定化シナリオ（上のパネル、TARに基づく）と 6つの例示的 SRES シナリオ（中央と下のパ
ネル、WGⅠ第 4次評価に基づく）に関する 21世紀中の全球平均年間気温の変化の予測される幅 。3つの
パネルに示された推定値を得るために＜それぞれ＞異なるアプローチが用いられている。それゆえ、これら
の推定値は直接には比較できない。上のパネル。7つの AOGCMにチューニング【訳注 2-9】した 4つの CO2安
定化プロファイルに関する簡易気候モデル（SCM）を使った予測（IPCC, 2001c, Figure SPM-6; IPCC, 2001a, 

Figure 9.17）。破線は、AOGCMチューニングにわたっての 1990年比での 2020年代（茶色）、2050年代（青色）
および 2080年代（オレンジ色）までの気温上昇の予測された平均（チックマーク）と幅を示している。期間
は、2025年、2055年および 2085年に関する計算に基づいている。CO2濃度（ppm）安定化時のおおよその
CO2換算値－ CO2以外の温室効果ガスも含む－も示されている。中央のパネル。6つの例示的 SRESシナリ
オすべてに関する 1980～ 1999年に対する 2090～ 2099年までの気温上昇の最良の推定値（赤い点）と可能
性が高い幅（赤い棒線）、および SRESの B1、A1Bおよび A2に関する 2020～ 2029年、2050～ 2059年およ
び 2080～ 2089年までの＜気温上昇の＞最良の推定値（色付きの点）（IPCC, 2007, Figure SPM.5）。下のパネ
ル。19の AOGCMにチューニングされた SCMに基づく 2025年（2020年代を表す）、2055年（2050年代を
表す）および 2085年（2080年代を表す）の推定値。色付きの点は、19のモデルチューニングおよび中位の
炭素循環フィードバック設定に関する平均を示す。色付きの棒線は、低い炭素循環フィードバック（平均－
1標準偏差）を想定して計算された推定値と高い炭素循環フィードバック（平均＋ 1標準偏差）を想定して
計算された推定値との間の幅を描いており、これは Friedlingstein et al., 2006で報告されている幅を近似して
いる。ここで留意すべきは、SCMのチューニングされたバージョンのアンサンブル平均が、21世紀を通じて、
対応する AOGCMの平均より約 10%大きい気温上昇値を与えることである（Meehl et al., 2007, Figure 10.2お
よび Appendix 10.A.1）。1850～ 1899年に対する気温の変化を表すためには、0.5℃を加算すること。

表 2.4　6つの SRESの例示シナリオとそれぞれが最も似ている安定化シナリオ（CO2 ppm） （Swart et al., 2002に基づく）。

SRES の例示シナリオ 排出に関する記述 代わりになる安定化シナリオ
A1FI SRESの範囲の上端 安定化しない
A1B 中位の事例 750 ppm

A1T 中位の／低い事例 650 ppm

A2 高い事例 安定化しない
B1 SRESの範囲の下端 550 ppm

B2 中位の／低い事例 650 ppm
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【第 2章　訳注】

【訳注 2-1】Box 2.1参照のこと。

【訳注 2-2】 原文の英語は offline 。ある変数を計算するためのモデル式を主計算のプログラムコード中に組み込
み、主計算の一部として同変数を計算することを「オンライン計算」とよぶ。一方で、同変数の計
算を主計算から切り離し、主計算終了後に主計算の結果を用いて別途その変数を計算することを「オ
フライン計算」とよぶ。

【訳注 2-3】原文は CO2であるが、COを指すと思われる。

【訳注 2-4】原文の英語は cellular automata。格子状のセルと単純な規則からなる離散的な計算モデルのこと。

【訳注 2-5】 原文の英語は linear programming models。目的関数と制約条件がすべて線形の最適化問題。その特徴
として、すべての局所最適解はおのずと大域的最適解になる。

【訳注 2-6】 原文の英語は Agent-Based Model（ABM）。自律的な主体（エージェント）の行動や相互作用をシス
テム全体への影響を考察する目的でシミュレートするモデルのこと。ボトム・アップ型のモデルと
いえる。

【訳注 2-7】 この行の探索的シナリオ、規範的シナリオ、および規範的経路の原文はそれぞれ “exploratory 

scenario,” “normative scenario,” “normative pathway” である。

【訳注 2-8】 この表での訳語は、AR4 WG1SPMの気象庁訳（http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar4/

ipcc_ar4_wg1_spm_Jpn_rev3.pdfから入手可能）に従 った。よって、本書の他の箇所での訳語の使い
方とは異なる場合もある。

【訳注 2-9】 原文の英語は Tunings。簡易気候モデル（SCM）は、全球で一つもしくは半球別に二つのボックス
として大気海洋システムを表現し、エネルギーバランス式、事前に与える気候感度、および海洋熱
吸収の基本的表現を用いて、全球平均地表気温を予測する。ここでは、TARで評価された 7個の
AOGCMならびに AR4で評価された 19個の AOGCMについて、おのおのの全球平均地表気温変化
をまねるように、気候感度および海洋熱吸収の基本的表現に関する SCMのパラメータを「調整」し、
分析に用いられた。
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