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概要

アフリカは、気候変化と気候変動に対して最も脆弱な
大陸の一つである。その状況は、さまざまなレベルで
発生している「複合的ストレス（multiple stresses）」
の相互作用、ならびに適応能力の低さによっていっそ
う悪化する（確信度が高い）。
アフリカの主要な経済分野は、現在の気候感度に対し
て脆弱で、大規模な経済的影響を伴う。地域固有の貧
困、複雑なガバナンス、制度上の特質などの既存の開
発課題や、市場、インフラ、技術を含む資本への限ら
れたアクセス、生態系の劣化、ならびに複雑な災害や
紛争は、こうした脆弱性をいっそう悪化させている。
これらは同様に、アフリカの低い適応能力の一因でも
あり、予測される気候変動に対するアフリカ大陸の脆
弱性を増大させている［9.2.2, 9.5, 9.6.1］。

アフリカの農業従事者らは、現在の気候変動性に対処
するためにいくつかの適応オプションを開発してきて
いるが、こうした適応は、将来の気候の変化に対して
は十分でないかもしれない（確信度が高い）。
第 3次評価報告書で低いことが確認されたアフリカの
人あるいは社会の適応能力は、現在、より理解され
ており、この理解は、現在および将来両方の適応オプ
ションのいくつかの事例研究によって裏付けられてい
る。しかしながら、気候変動と気候変化に対する状況
的脆弱性と結果的脆弱性の双方を含む、気候の変化と
変動への適応の科学におけるこうした進展は、これら
の適応が将来の気候の変化に対処するには不十分であ
るかもしれないことを示している［9.2, 9.4, 9.5, 9.6.2, 

表 9.2］。

多くのアフリカ諸国や地域における農業生産と食料安
全保障（食料へのアクセスを含む）は、気候変化と気
候変動によって深刻な危険にさらされる可能性が高い

（確信度が高い）。
アフリカの多くの国々は、農業を困難にする半乾燥状
態に、既に直面しており、気候変動が、＜植物の＞成
長期間を短縮するとともに、広範囲にわたる農業限界
地域を生産できない地域へと追い込む可能性が高いだ
ろう。いくつかの国々では 2020年までに収量が 50%

まで減少しうると予測され、また、作物による純収入
は、2100年までに 90%まで落ち込む可能性があり、
小規模の農業従事者が最も影響を受ける。このことは、
アフリカ大陸の食料安全保障に悪影響を与えるであろ

う［9.2.1, 9.4.4, 9.6.1］。

気候変動は、現在、水ストレスに直面している一部の
諸国における水ストレスをさらに悪化させると同時
に、現在、水ストレスを経験していないいくつかの国々
は、水ストレスのリスクにさらされるようになるだろ
う（確信度が非常に高い）。
気候変化と変動は、アフリカにおける水利用可能量、
水へのアクセス可能性、および水需要にさらなる圧力
をかける可能性が高い。気候変動が起こらない場合で
さえも、アフリカのいくつかの諸国、特にアフリカ北
部の国々は、2025年より前に、経済的に利用可能な陸
上の水資源の限界を超えるだろう。アフリカの人口の
約 25%（およそ 2億人）が、現在、高い水ストレスを
経験している。アフリカでは、2020年代までに 7,500

万～ 2億 5,000万人が、そして 2050年代までに 3億
5,000万～ 6億人の人々が、水ストレス増大のリスク
にさらされると予測される［9.2.1, 9.2.2, 9.4.1］。

さまざまな生態系の変化が、特にアフリカ南部の生態
系において、予期されていたよりも早い速度で、既に
検知されつつある（確信度が非常に高い）。
森林破壊や森林火災などの人的動因と相互に作用する
気候変動は、アフリカの森林生態系にとって脅威であ
る。また、草地生態系や海洋生態系の変化も顕著であ
る。2080年代までに、アフリカの乾燥地と半乾燥地の
割合が 5～ 8%増加する可能性が高いと推定されてい
る。ある調査によると、サハラ以南のアフリカの国立
公園のほ乳類種の 25から 40%が絶滅危機になるであ
ろうため、アフリカの生態系に対する気候変動影響は、
おそらく、観光に負の影響を与えるであろう［9.2.2, 

9.4.4, 9.4.5］。

気候変動と変化は、低平な土地の浸水をもたらす可能
性があり、その結果として沿岸の居住への影響を伴う

（確信度が高い）。
気候変動と変化は、人為起源の変化と相まって、例え
ばマングローブやサンゴ礁などの生態系にも影響を与
えるかもしれず、漁業や観光に対するさらなる影響を
伴う。特にアフリカ東部の沿岸において、海面上昇が、
洪水を増加させうるという予測は、健康にも影響を与
えるであろう。海面上昇は、おそらく、沿岸の都市の
社会・経済的、ならびに物理的な脆弱性の高さを増大
させるであろう。海面上昇への適応のコストは、国内
総生産の少なくとも 5～ 10%に達しうる［9.4.3, 9.4.6, 
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9.5.2］。

一連の要因によって既に危険にさらされている人の健
康は、例えばアフリカ南部や東アフリカ高地のマラリ
アなど、気候変化と気候変動によってさらなる悪影響
を受けうる（確信度が高い）。
気候変動は、アフリカの一部の疾病媒介動物の生態を
変え、その結果として、当該疾病の空間的および時間
的な伝染＜のパターン＞を変化させるであろう可能性
が高い。健康に関する評価の大半はマラリアに焦点を
合わせており、アフリカの一部の場所におけるマラリ
アの再流行に関する原因特定については依然議論中で
ある。将来の気候変動による、特にデング熱、髄膜炎、
コレラなど、その他の感染症に対する脆弱性や影響を
検証する必要がある［9.2.1.2, 9.4.3, 9.5.1］。

9.1　はじめに

9.1.1　 第 3次評価報告書で評価された知見
の概要

　IPCCの第 3次評価報告書（TAR）は、気候変化と変
動に伴う一連の影響を特定したが、それらには穀物の
収量の減少、地中海地方やアフリカの南部諸国におけ
る流出量と水利用可能量の変化、干ばつと洪水の増加
がもたらすストレスの増大、ならびに相当数の動植物
種の絶滅とそれに伴う生活への影響などがあった。さ
らに、こうした要因が、適応能力の低さによって悪化
することが示された（IPCC, 2001）。こうした結論の多
くが、以下で示されるように、本第 4次評価報告書に
おいても、引き続き有効である。1

9.1.2　 第 4次評価報告書における新たな進
展と用いられるアプローチ

　影響主導のアプローチと脆弱性主導のアプローチの
双方への焦点を含む、最近の科学的な取組み（要約に
ついては、Adger et al., 2004参照）は、気候とアフリ
カで変化を引き起こすその他の一連の要因の相互に作
用する役割のより詳細な評価を可能にしている。この
アプローチは本章で理解されるほとんどのことを組み
立てるのに用いられてきており、気候ストレスへの脆

弱性を高めることにおける「複合的ストレス」の役割
に対する感度を強化し、その役割をより深く理解する
ことを可能にしている。これらのストレスのいくつか
（9.2.1、9.2.2、および 9.4節で概説されている）は、将
来の気候変化と気候変動によって悪化する可能性が高
い。最近、適応に関するさらなる事例研究もまた、着
手されてきており、新たな見識を提供している（9.5節、
表 9.2参照）。

9.2　現在の感度／脆弱性

9.2.1　気候と気象に対する現在の感度

　アフリカ大陸の気候は、例えば、熱帯多雨地域から
非常に乾燥しているサハラ地域に至るまでなど、さ
まざまな地域を横断して多種多様な気候を生じさせる
海洋と陸域の複雑な相互作用によって支配されている
（Christensen et al., 2007参照）。気候は、とりわけ農業
と水資源分野において、地域、地方、および世帯規模
でのアフリカの日々の経済開発に重大な制限を及ぼし
ている。第 3次評価報告書以降、観察された気温は、
1960年代からの温暖化トレンドの増大を示している。
こうしたトレンドはアフリカ大陸全体にわたって一致
しているように思われるが、変化は常に同じではない。
例えば、アフリカの熱帯林では、10年間の温暖化率
（Malhi and Wright, 2004）が 0.29℃であり、また南ア
フリカでは 0.1から 0.3℃である（Kruger and Shongwe, 

2004）ことが、観察されてきている。南アフリカとエ
チオピアでは、最低気温が、最高気温あるいは平均気
温より、わずかに早い速度で上昇している（Conway et 

al., 2004; Kruger and Shongwe, 2004）。1961年から 2000

年の間に、アフリカの南部と西部全体で、温暖な期間
の日数が増加し、極端に寒い日の日数が減少した（New 

et al., 2006）。アフリカ東部では、沿岸あるいは内陸の
大きな湖の近くに位置する測候所からの気温の低下ト
レンドが観察されている（King’uyu et al., 2000）。
　降水量に関しては、状況はさらに複雑である。降雨
量は著しい空間的ばらつきや時間的ばらつきを示して
いる（例えば、Hulme et al., 2005）。アフリカのほとん
どの場所では、降雨量の年々変動性が大きく、いくつ
かの地域に関しては、数十年の変動性もまた相当であ
る。西アフリカ（北緯 4～ 20度；西経 20度～東経 40

1

1   何人かの著者ら（例えば、Agoumi, 2003; Legesse et al., 2003; Conway, 2005, Thornton et al., 2006）が、一部の予測や用いられた
モデルの限界による結果の過大解釈に対して警告していることに留意すべきである。
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度）では、1960年代の終わり以降、年間降雨量の減
少が観察されてきており、1931～ 1960年および 1968

～ 1990年の期間には、20から 40%の減少が示され
た（Nicholson et al., 2000; Chappell and Agnew, 2004; Dai 

et al., 2004）。熱帯雨林地帯においては、1960～ 1998

年の期間に関して、西アフリカでは約 4%、北コンゴ
では 3%、ならびに南コンゴでは 2%の年間平均降水
量の減少が示されている（例えば、Malhi and Wright, 

2004）。しかしながら、ギニアの沿岸沿いでは、過去
30年間に年間降雨量の 10%の増加も観察されている
（Nicholson et al., 2000）。アフリカ南部などのその他の
地域においては、長期的なトレンドは示されていない。
しかしながら、1970年以降の期間では、年々変動性の
増大が観察されてきており、降雨量異常の増大や、よ
り強度が増し、かつより広い範囲での干ばつが報告さ
れている（例えば、Richard et al., 2001; Fauchereau et al., 

2003）。アフリカ南部のさまざまな場所（例えば、ア
ンゴラ、ナミビア、モザンビーク、マラウイ、ザンビア）
において、季節性の変化と気象の極端現象に関する証
拠を含む（Tadross et al., 2005a; New et al., 2006）、強い
降雨現象の著しい増加も観察されてきている（Usman 

and Reason, 2004）。ここ数十年の間、アフリカ東部は
10年単位の時間規模での降雨の双極子パターンの激化
を経験してきている。この双極子パターンは、北部全
域での降雨の増加と、南部全域での降雨量の減少によ
って特徴づけられる（Schreck and Semazzi, 2004）。
　降雨の変動性の原因である複雑なメカニズムに関
する我々の理解は進展してきている（Reason et al., 

2005; Warren et al., 2006; Washington and Preston, 2006; 

Christensen et al., 2007参照）。起こりうる気候レジーム
の変化（例えば、エルニーニョ南方振動（ENSO）の
変化）がどのようにして将来の気候の変動性に影響を
与えるであろうかについての理解は、アフリカにおい
てはきわめて重要で、さらなる研究を必要とする。例
えば、1970年代以降のサヘル地域の乾燥化は赤道イン
ド洋の海面水温（SST）の上昇トレンドと関連してい
るが、同時に ENSOが経年スケールでの降雨に顕著な
影響を与えている（Giannini et al., 2003; Christensen et 

al., 2007）。同じ地域において、アフリカ偏東風ジェッ
ト（AEJ）と熱帯偏東風ジェット（TEJ）の激化と局所
化もまた、降雨量の変動性（Nicholson and Grist, 2003）
やギニア湾の SST（Vizy and Cook, 2001）に影響を与
えており、温暖な地中海と大雨との間の関係もまた確
認されてきている（Rowell, 2003）。南西アフリカでは、
ENSOの 10年単位の変動性による影響も確認されてき

ており、一部分においては北大西洋振動（NAO）に影
響されている（Nicholson and Selato, 2000）。アフリカ
南部では、これらのメカニズムが地域的気象パターン
に影響を与える方法の変化が確認されてきており、こ
れらの地域では、深刻な干ばつが、1970年代以前は、
地域的な大気－海洋偏差と関連していたが、ここ数十
年は ENSOと関連している（Fauchereau et al., 2003）。
　いくつかの研究はまた、陸域の植生被覆の重要性と
それに伴う物理的気候への動的フィードバックを強調
している（Christensen et al., 2007参照）。例えば、アフ
リカの熱帯地を含む熱帯地方では、植生密度の増加が
年間をとおして 0.8℃の気温の低下を引き起こすこと
が示唆されている（Bounoua et al., 2000）。主に森林破
壊／土地被覆の変化、ならびに大気中の粉塵負荷によ
る複雑なフィードバックメカニズムもまた、気候変動
性、特にサヘルとその周辺地域における干ばつの継続
において、役割を果たす（Wang and Eltahir, 2000, 2002; 

Nicholson, 2001; Semazzi and Song, 2001; Prospero and 

Lamb, 2003; Zeng, 2003）。相互作用の複雑さは、「単純
な解釈（simple interpretation）」を不可能にする。例えば、
人為起源の要因（例えば、移動）が果たす役割は、気
候と相まって、複雑な方法で物理システム全体にフィ
ードバックするサヘルにおける植生の変化の一因とな
りうる（例えば、Eklundh and Olsson, 2003; Held et al., 

2005; Herrmann et al., 2005; Olsson et al., 2005参照）。鉱
物粉塵は、地球の放射強制における不確実性の最大の
原因で、サハラ砂漠がその主要な役割を果たしている
ことは長い間知られている。現在、衛星と現場双方で
の組織的活動によって、サハラの粉塵負荷と排出への
規制に関するよりよい定量的な推定が出現してきてい
る（例えば、Washington and Todd, 2005; Washington et 

al., 2006）。
　最後に、干ばつや洪水などの極端現象の変化は数多
くのアフリカの人々に大きな影響があり、さらなる注
目を必要とする。干ばつは、モデリング能力や大気シ
ステムの複雑性についての理解の現在の制約にもかか
わらず、特に生態システムと社会の両方に与える影響
に関して、過去 30年にわたって多くの関心を引き付
けてきている（AMCEN/UNEP, 2002）。干ばつは、長
い間、人の移動、文化的な分離、人口の移転、ならび
に有史以前の社会や有史初期の社会の崩壊の一因とな
ってきている（Pandey et al., 2003）。アフリカの人々
の 3分の 1は、干ばつが起こりやすい場所で暮らして
おり、干ばつの影響に対して脆弱である（World Water 

Forum, 2000）。例えば、アフリカでは数百万の人々が
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定期的に干ばつと洪水による影響を被っている。これ
らの影響は、多くの場合、特に下痢、コレラ、マラリ
アなどの健康問題によってさらに悪化させられる（Few 

et al., 2004）。1980年代中頃の期間中の干ばつによる経
済的損失は総計して数億米ドルになった（Tarhule and 

Lamb, 2003）。干ばつは、特に 1960年代の末以降、主
としてサヘル、アフリカの角、ならびにアフリカ南
部に影響を与えてきている。（9.6.2節 ; Richard et al., 

2001; L’Hôte et al., 2002; Brooks, 2004; Christensen et al., 

2007; Trenberth et al., 2007参照）。洪水もまた重大で、
アフリカの開発に影響を与える。いくつかの国々で頻
発している洪水は、場合によっては、ENSO現象と関
係している。こうした現象が発生すると、重要な経済
的損失と人的損失が生じる（例えば、モザンビークに
おいて－Mirza, 2003; Obasi, 2005参照）。乾燥地に位置
している国々（アルジェリア、チュニジア、エジプト、
ソマリア）でさえも、洪水が起こらないわけではない
（Kabat et al., 2002）。

9.2.1.1　水分野の感度／脆弱性
　水分野は、気候の変化（長期の気候変動性の期間を
含む）に強く影響され、かつそれに対して敏感である。
例えば、1960年代以降、湖面の高さの年々変動と湖面
の高さの不安定性の証拠が観測されてきており、おそ
らくは、厳しい干ばつの期間とそれに続く降雨の増加、
ならびに 1997年後半の極端な降雨現象によるもので
ある（例えば、タンガニーカ湖、ビクトリア湖、なら
びにトゥルカナ湖 ; Riebeek, 2006参照）。1997年の洪
水の後、ビクトリア湖は 1998年までに約 1.7 m、タン
ガニーカ湖は約 2.1 m、そしてマラウイ湖は約 1.8 m＜
水位が＞上昇し、コンゴ川はキンシャサで非常に高い
河川流量を記録した（Conway et al., 2005）。大雨と洪
水は、おそらくは、インド洋における大気－海洋の大
規模な相互作用が原因であった（Mercier et al., 2002）。
　複雑な相互作用をとおして気候と関係している流
出量と水循環の変化には、アフリカ南部（Schulze et 

al., 2001; New, 2002）、南中央エチオピア（Legesse et 

al., 2003）、ケニアとタンザニア（Eriksen et al., 2005）、
およびアフリカ大陸のより広い場所（de Wit and 

Stankiewicz, 2006; Nkomo et al., 2006）について、観察
されているものが含まれる。地下水と気候との相互作
用に関しては、影響と脆弱性についての評価がさらに
わずかしか入手できないが、これらは給水を地下水に
頼っている人々にとっては明らかに大きな関心事であ
る。

　現代のアフリカの人口の約 25%が高い水ストレスを
経験している。人口の約 69%は、相対的に水が充足し
ている条件下で生活している（Vörösmarty et al., 2005）。
だが、ここでいう相対的な充足は、例えば、清潔な飲
料水や衛生設備へのアクセスなど、同等に重要なその
他の要因を考慮しておらず、これらは、事実上、人間
が利用できる淡水の量を減少させる。1990年代の淡水
へのアクセスの相当な改善にもかかわらず、2000年
の時点では、アフリカの人口の約 62％のみが改善され
た給水へアクセスすることができた（WHO/UNICEF, 

2000; Vörösmarty, 2005）。9.2.2節で説明されるように、
水のガバナンスなど、水へのアクセスに影響を与える
問題もまた、アフリカにおける水ストレスに対する脆
弱性についてのあらゆる議論において考慮される必要
がある。

9.2.1.2　健康分野の感度／脆弱性
　アフリカにおける健康の評価は、多くのコミュニテ
ィが栄養不足などいくつかの原因と連結している健
康ストレスによる影響を既に受けていることを示して
いる。これらの評価は、多くのアフリカ人の貧弱な健
康状態が将来の開発に与える影響を繰り返し指摘し
ている（図 9.1a-d）（例えば、Sachs and Malaney, 2002; 

Sachs, 2005）。毎年、70万から 270万人がマラリアで
死亡していると推定されており、その 75%がアフリカ
の子どもたちである（http://www.cdc.gov/malaria/; Patz 

and Olson, 2006参照）。しかしながら、東アフリカの高
地における昨今の再流行を含むマラリアの発生は、薬
剤による治療の実施不足、薬剤耐性、土地利用の変化、
ならびに貧困を含むさまざまな社会－人口学的要因な
ど、原因となるさまざまな複合的要因と関係している
（Githeko and Ndegwa, 2001; Patz et al., 2002; Abeku et al., 

2004; Zhou et al., 2004; Patz and Olson, 2006）。マラリア
の経済的負担は、最も負担が大きいアフリカの国々に
関して、経済成長の年平均減少が 1.3%と推定されて
いる（Gallup and Sachs, 2001）。
　東アフリカの高地におけるマラリアの再流行と、気
候および／または変化の原因となるその他の「動因」
との関連性は、最近、多くの注目ならびに議論を呼
び込んでいる（例えば、Hay et al., 2002a; Pascual et al., 

2006）。例えば、東アフリカ北部の二つの雨季－ 3か
ら 6月（MAMJ）、ならびに 9から 11月（SON）－が
ある場所では、これまでに経験してきたより多くの雨
が SONに降っているという兆候がある（Schreck and 

Semazzi, 2004）。SONの期間は比較的温暖で、降雨の
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増加は、幼生の生育期間の短縮により、マラリアの流
行を増大させる可能性が高い。マラリアの新たな場所
への拡散（例えば、ケニアの中央高地でマラリア媒介
動物であるAnopheles arabiensis（ハマダラカ）が観察
されていること。この場所では、これまでマラリア媒
介動物は記録されてきていない）もまた文書で立証さ
れてきている（Chen et al., 2006）。最近の研究（例えば、
Pascual et al., 2006）は、東アフリカの 4箇所の高地に
おいて観察されている 1970年代末以降の温暖化トレ
ンドに関する新たな見識を提供している。こうしたト
レンドは、マラリア媒介動物の個体数に対して、顕著
な生物学的影響を与えるかもしれない。
　農業利用のための湿地の埋立てやケニア西部の高地
における森林破壊などの土地利用の変化に起因した微
気候の変化に関する新しい証拠は、Anopheles gambiae
（ガンビエハマダラカ）の幼生の生存に適した条件が
作られつつあることと、それゆえにマラリアのリスク
が増大しつつあることを示唆している（Munga et al., 

2006）。例えば、ケニア西部の高地にあるカカメガの
森林が破壊された場所における 10か月間の周辺の平
均気温は、樹木に覆われた場所の平均気温より 0.5℃
高かった（Afrane et al., 2005）。カの蛹化速度と幼生か
ら蛹への成長は、湿地や森林の生息地においてよりも、
農地の生息地において、明らかにより速いことが観察
されてきている（Munga et al., 2006）。洪水もまた、乾
燥地帯と半乾燥地帯におけるマラリアの流行のきっか
けとなりうる（例えば、Thomson et al., 2006）。
　気候の変動とコレラや髄膜炎などその他の病気との
関連性も観察されてきているため、気候変動と変化に
関して、ほかの病気を考慮することもまた重要である。
アフリカの約 1億 6,200万の人々は、髄膜炎のリスク
がある場所で生活している（Molesworth et al., 2003; 図
9.1d）。人々を髄膜炎菌性髄膜炎にかかりやすくする要
因はいまだ十分に理解されていないが、乾燥、非常に
低い湿度、ならびに砂塵は考慮される必要がある要因
である。例えば、最近の研究は、2月の最初の 2週間
の風速が髄膜炎の患者数の変動の 85%を説明すること
を論証している（Sultan et al., 2005）。

9.2.1.3　農業分野の感度／脆弱性
　アフリカの一部の国々では、農業分野は、地方の生
活と国家の GDPの重要な支えである（Mendelsohn et 

al., 2000a, b; Devereux and Maxwell, 2001）。農業の GDP

への寄与は国ごとに異なるが、評価は、平均寄与率が
GDPの 21%（10から 70％に広がる）であることを示

している（Mendelsohn et al., 2000b）。農業分野は、気
候変動性の期間（例えば ENSOと乾燥期間の長期化 ; 

Usman and Reason, 2004参照）を含む気候に対して特
に敏感である。アフリカの多くの場所において、農
業従事者と牧畜民はまた、天然資源に関するその他の
極端な難題や、土壌が肥沃でないこと、害虫、作物の
病気、ならびにインプットや改良種子へのアクセス
の不足といったような制約とも戦わなくてはならな
い。こうした課題は、一般的に、長期化された干ば
つの期間、および／または洪水によって悪化させら
れ、多くの場合、エルニーニョ現象の期間中に特に深
刻である（Mendelsohn et al., 2000a, b; Biggs et al., 2004; 

International Institute of Rural Reconstruction, 2004; Vogel, 

2005; Stige et al., 2006）。

9.2.1.4　生態系の感度／脆弱性
　生態系は、アフリカにおいてはきわめて重要であ
り、生物多様性と人間の福利におおいに貢献している
（Biggs et al., 2004; Muriuki et al., 2005）。アフリカの豊
かな生物多様性は、主として正式な保護区の外側に存
在しているが、現在、気候変動と変化、ならびにその
他のストレスによる脅威にさらされている（第 4章、
4.2節参照）。アフリカの社会および経済開発は、気候
変動、生息地の喪失、特定の種の乱獲、外来種の拡散、
ならびに狩猟や森林破壊などの活動によって制約され
ており、これらは、アフリカ大陸の豊かだが壊れやす
い生態系の健全さを損なう恐れがある（UNEP/GRID-

Arendal, 2002; Thomas et al., 2004）。
　アフリカ南部地域の半湿潤地と半乾燥地のおよそ半
分は、砂漠化の中程度から高いリスクにある（例え
ば、Reich et al., 2001; Biggs et al., 2004）。西アフリカで
は、1970年代から 1990年代の長期的な降雨量減少が、
20世紀後半におけるサヘル、スーダン、およびギニア
の生態系ゾーンの 25～ 35 kmの南方への移動を引き
起こした（Gonzalez, 2001）。このことは、結果として、
草地とアカシアの喪失、植物相／動物相の喪失、なら
びにサヘルの砂丘の移動をまねいた（ECF and Potsdam 

Institute, 2004）。
　インド洋と紅海で観察された 1997/1998年のサンゴ
の白化は、強い ENSOと連結していた。インド洋の西
部地域では、サンゴの 30%の消失が結果として、モ
ンバサとザンジバルの観光の減少をまねき、約 1,200

～ 1,800万米ドルの財政的損失を引き起こした（Payet 

and Obura, 2004）。サンゴ礁はまた、特に街や観光リゾ
ート地など重要な人の居住地の近くにある場合、堆積、
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汚染、ならびに乱獲などの人為的な脅威にもさらされ
る（Nelleman and Corcoran, 2006）。エジプト、ジブチ、
およびソマリア西部では、一部のサンゴの白化となら
んで、最近、オニヒトデの大発生が起こっている（Kotb 

et al., 2004）。
　観察された生態系の変化は、気候だけに原因がある
わけではない。火災や侵入種、土地利用の変化などの
追加的な要因も相互に作用し、これらもまたアフリカ
のいくつかの場所において変化を生み出す（Muriuki 

et al., 2005）。敏感な山岳環境（例えば、キリマンジャ
ロやルヴェンゾリ山地）は、太陽放射のミクロなスケ
ールでのプロセス、氷河－気候の相互作用、ならび
に植生の変化と気候の相互作用が果たす役割を含む
さまざまな大気プロセスの間の複雑な相互関連性を
示している（Kaser et al., 2004）。例えば、19世紀末の
大気中湿度の低下とその後に生じた乾燥状況は、キリ
マンジャロで観察された氷河後退の一部を説明するの
に用いられてきている（Kaser et al., 2004）。種の移動
や火災との相互作用など、土地利用／気候の複雑な相
互作用によっても引き起こされる生態系の変化（例え
ば、Hemp, 2005）は、数々のフィードバックや「波及
的（knock-on）」影響を生じさせる。例えば、動植物種
の生息範囲の変化は、キリマンジャロの森林火災のた
めに、既に生じており、この変化は生態系サービスに
さらなる圧力を与えるかもしれない（Agrawala, 2005）。
1976年以降の火災による「雲霧林」の消失は、結果と
して「霧水」の年間推定 25%の減少（キリマンジャロ
で生活している百万人の年間の飲料水需要に相当）を
まねいており、同地域におけるもう一つの重大な影響
である（第 4章、4.2節 ; Box 9.1; Agrawala, 2005; Hemp, 

2005参照）。

9.2.1.5　居住とインフラの感度／脆弱性
　居住やインフラへの影響は、最近の極端な気候現象
に関して、十分に記録されている（例えば、モザンビ
ークにおける 2000年の洪水現象－ Christie and Hanlon, 

2001; IFRCRCS, 2002; 南アフリカのケープ西部－ http: 

//www.egs.uct.ac.za/dimp/; およびアフリカ南部－ Reason 

and Keibel, 2004における激しい暴風雨によるさまざま
なインフラ損失の推定も参照）。特に沿岸地において、
数多くの人々が現在、洪水のリスクにさらされている
（例えば、UNDP, 2004; UNESCO-WWAP, 2006参照）。
こうした沿岸地では、沿岸侵食が既に、インフラや住
居、観光施設を破壊しつつある（例えば、ベナンのア
ッパッパにある住宅地域（Niasse et al., 2004; 第 7章、 

7.2節も参照）。

9.2.2　 その他のストレスに対する現在の感
度と脆弱性

　社会経済的要因、政治的要因、環境的要因、文化的
要因、および構造的要因の複雑な組合せが作用し、あ
るいは互いに作用し、気候変化と変動を含む環境の変
化に対する脆弱性に影響を与える。アフリカの経済
開発は不安定である（Ferguson, 2006）。アフリカ経済
は、昨今、＜経済＞活動の全体としての大幅増加を記
録している（2004年は 5％以上成長している－ OECD, 

2004/2005; World Bank, 2006a, b）。例えば、サハラ以
南のアフリカは、2000年以降、平均所得の成長の 1.2

％ /年の増加を示している（UNDP, 2005）。一部には
石油の輸出増加と石油価格の上昇によって後押しされ
た、このような望ましい進展にもかかわらず、非公式
な経済活動や地方スケールでの経済活動、ならびに生
計を含むアフリカのいくつかの＜諸国の＞経済は、依
然として、地域紛争や気象と気候の予測がつかない変
化、変わりやすい商品価格、ならびにグローバル化に
よるさまざまな影響に対して、脆弱である（例えば、
Devereux and Maxwell, 2001; OECD, 2004/2005; Ferguson, 

2006参照）。サハラ以南アフリカの一部の国々は、食
料安全保障が悪化しつつあること（図 9.1a）と全体
的な実質資産の減少に悩まされており、サハラ以南
アフリカの平均的な人々は 25年ごとに 2倍貧しくな
ると推定されている（Arrow et al., 2004; Sachs, 2005）。
経済停滞と教育の進歩の遅れとの相互作用は、HIV/

AIDSの広がりによってさらに悪化させられてきてい
る。2003年、220万のアフリカ人がこの病気で死亡
し、サハラ以南アフリカの推定 1,200万の子どもたち
が HIV/AIDSのために、片親あるいは両親を亡くした
（UNAIDS, 2004; Ferguson, 2006）。このことは、人間開
発指数のランキングにおける「急落」を引き起こし、
アフリカ南部の国々が最も急激な降下のいくつかを占
めている（UNDP, 2005）。実際、サハラ以南アフリカは、
現世代においてより貧しくなっている世界で唯一の地
域であると指摘している解説者もいる（Devereux and 

Maxwell, 2001; Chen and Ravallion, 2004）。
　アフリカで起こっている変化（例えば、気候ストレ
ス）に対する脆弱性に影響を与えるさまざまな要因に
関する膨大な量の文献が存在しており、本節では、主
要な問題のいくつかを概説する（例えば、図 9.1a-d参
照）。しかしながら、これらの要因は単独では作用せず、
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通常は複雑かつ「厄介な（messy）」方法で相互に作用し、
変化に対する回復力を高めるための適切な介入への試
みを妨げる。

9.2.2.1　グローバル化、貿易、および市場改革
　アフリカでは、さまざまなスケールにまたがる気候
変動と変化に対する脆弱性を高めることにつながる
マクロレベルでの重要なプロセスがある（Sachs et al., 

2004; UNDP, 2005; Ferguson, 2006）。特に重要な問題に
は、グローバル化、貿易と衡平性（農業については、
FAO, 2005; Schwind, 2005参照）、および現代性と社会
的公正（例えば、Ferguson, 2006）などがある。数多く
の「構造的な」要因が、貧困と生計を「駆動し」、また「形
作り」（Hulme and Shepherd, 2003）、さらにはアフリカ
の農村部の様相を変えつつある（例えば、集約化対粗
放化、Bryceson, 2004; 9.6.1節参照）。複雑な市場改革
と市場の自由化を伴う構造調整（例えば、クレジット
へのアクセスや補助金協定）は、アフリカの多くの
人々、とりわけ農業に従事している人々の脆弱性を悪
化させている（例えば、Eriksen, 2004; Kherallah et al., 

2004）。例えば、補助金の撤廃に応じた肥料価格の上
昇は、結果として、農業改革に対するいくつかの入り
混じった反応をもたらしている（Kherallah et al., 2004; 

Institute of Development Studies, 2005）。従って、市場に
関係する問題と構造的な問題は、人々の農業生産性を
低下させることと、気候変動に伴うさらなる農業スト
レスに対する回復力を下げることにつながりうる。

9.2.2.2　ガバナンスと制度
　気候ストレスが生じている間に、複雑な制度的側面
がしばしば顕在化される。一部の分野では、経済パ
フォーマンスに対して大きな障害をもたらす不十分な
政策環境によって公共サービスの提供が阻害されて
いる（Tiffen, 2003）。アフリカはまた、場合によって
は、環境の悪化と災害リスクに対処するには不十分な
制度的枠組みや法的枠組みによっても特徴づけられる
（Sokona and Denton, 2001; Beg et al., 2002）。従って、農
村部と都市部の両方の状況での気候変動と変化への対
応を改善するために、アフリカ（例えば、農業で）に
おける革新プロセスを再構成するには、さまざまなア
クター、組織、およびネットワークが必要とされる。
（Tiffen, 2003; Scoones, 2005; Reid and Vogel, 2006; 9.5節
も参照）。

9.2.2.3　 市場、インフラ、技術を含む資本へのア
クセス

　技術的なオプション、インフラの限界、技術、情報、
ならびに市場へのつながりにおける制約は、気候スト
レスに対する脆弱性をさらに高めている。例えば、農
業分野では、多くのアフリカ諸国が気候変動と変化に
対する脆弱性を高める非効率的な灌漑システムに依存
している（UNEP, 2004）。アフリカは農業分野での技
術的進展が、世界の中で非常に遅れている地域として
表されてきている（Sachs et al., 2004）。例えば、開発
途上国の大半は「緑の革命」を経験した。緑の革命とは、
肥料と灌漑の利用の増大と同時に、多収量品種（HYV）
を生み出す科学的繁殖方法の結果としての、1970年
代から 1990年代にかけての作物収量の急増を意味す
る。アフリカでの HYVの取り込みは、開発途上世界
の中で最も低かった。アフリカにおける技術革新とイ
ンフラ開発のレベルの低さは、結果としてきれいな水、
食料、運輸、エネルギー、および住まいなど必要不可
欠な生活設備のための天然資源の採取をまねいている
（Sokona and Denton, 2001）。そのような活動は、環境を
低下させ、気候関係のストレスを含む一連のストレス
に対する脆弱性をさらに増大させる。サハラ以南のア
フリカ諸国はまた、鉄道と道路インフラの一人当たり
密度が極端に低い（Sachs, 2005）。結果として、アフリ
カ内の国境を越えた輸送の接続はきわめて貧弱な傾向
にあり、地域内の輸送コストを引き下げ、国境を越え
た貿易を促進するためには、早急に拡張する必要があ
る（Sachs, 2005）。このような状況は、多くの場合、干
ばつや洪水による影響をいっそう悪化させるとともに
（例えば、IFRCRCS, 2005における情報へのアクセスが
果たす役割参照）、気候ストレスに対する適応を阻害
する（9.5節; 第 17章、 17.3.2節参照）。

9.2.2.4　人口と環境の相互作用
　人口調査のデータの確度に関するさまざまな不確実
性にもかかわらず、アフリカ大陸は、特に都市部にお
いて、最も急速な人口増加のいくつかの舞台になって
いる（Tiffen, 2003）。1950から 2005年の期間で、アフ
リカの都市部の人口は、年平均増加率 4.3%で、3,300

万から 3億 5,300万人に増加した（ECA, 2005; Yousif, 

2005）。複雑な移動パターンは、通常、送金による
収入を確保するために企てられ（Schreider and Knerr, 

2000）、多くの場合、紛争および／または資源の制約
に関連するストレスによって引き起こされる移動に対
応して生じるものであるが、この複雑な移動パターン
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が一連の環境的変化や社会経済的変化をさらに誘発し
うる。移動はまた、HIV/AIDSやその他の病気の拡散
と関連している。いくつかの研究は、移動労働者は非
移動労働者に比べ HIVの感染率がより高くなりがちで
あることを示している（UNFPA, 2003）。人口の増加も
また、天然資源に対してストレスを与える。農業の集
約化および／または限界＜耕作＞地への拡大は、さら
なる紛争を誘発し、穀物の不作を引き起こし、環境劣
化をさらに悪化させ（例えば、Olsson et al., 2005）、生
物多様性を減少させうる（Fiki and Lee, 2004）。そして、
このことが、今度は複雑な経路をとおして、生物物理
学的システムにフィードバックする。気候の変動性
は、短期的なものであれ、長期的なものであれ、一般
的にそのような相互作用を悪化させる。環境に対して
顕著な圧力を与えるとしてしばしば知られている分野
であるアフリカの天水に依存する家畜数の変化は、既
に、降水量の変動と強く関連しているが、その他の社
会経済的および文化的要因とも関係している（例えば、
Little et al., 2001; Turner, 2003; Boone et al., 2004; Desta 

and Coppock, 2004; Thornton et al., 2004参照）。

9.2.2.5　水へのアクセスと管理
　水へのアクセスと水資源管理は、大陸全域で大きな
ばらつきがある（Ashton, 2002; van Jaarsveld et al., 2005; 

UNESCO-WWAP, 2006）。25本の国境を越える河川を
共有している西アフリカの 17か国は、とりわけ高い、
水への相互依存性を持っている（Niasse, 2005）。アフ
リカの東部および南部の国々もまた、気候の変動性
とより広いガバナンス問題によってもたらされる水
ストレスを特徴としている（Ashton, 2002; UNESCO 

-WWAP, 2006）。しかしながら、アフリカの一部の場所
では、この状況を改善するための大幅な進展が記録さ
れてきており、アフリカ南部の都市住民は、ここ数年
の間で、水へのアクセスの改善を達成している（van 

Jaarsveld et al., 2005）。この進展にもかかわらず、同地
域のおよそ 3,500万の人々は、依然として改善されて
いない水資源を使用しており、その割合はモザンビー
クで最も大きく、アンゴラ、南アフリカ、ザンビア、
およびマラウイがそれに続いている（Mutangadura et 

al., 2005）。水が利用可能であっても、その水の質は低
い場合が多く、それゆえに、下痢、腸内寄生虫、トラ
コーマなど、一連の健康問題の原因となっている。安
全な飲料水と衛生設備へのアクセスの不足による苦悩

の多くは、劣悪な環境で生活している貧しい人々や
圧倒的多数の女性と子どもたちの負担になっている。
1990～ 2002年期は 2.9%であるなど、年間の平均人
口増加率の推定が世界最高であることを考えると、水
不足の問題の妥当性は、北アフリカにおいても明らかで
ある。同サブ地域におけるいくつかの国々の水利用率 2

は高い。つまり、チュニジア、アルジェリア、モロッ
コ、およびスーダンは 50％より高く、エジプトとリビ
アは 90％より高い（Gueye et al., 2005）。最近まで、こ
れらの国々は、水資源の管理において供給重視型のア
プローチを採用してきている。しかしながら、水の供
給管理のみで、持続可能な方法でその国のニーズが満
たされうることを補償することはできない。
　水分野の感度と脆弱性を気候の変動性のみに原因特
定することには問題がある。例えば、乱獲、産業公害、
および堆積作用の間の複雑な相互作用もまた、ビクト
リア湖などその土地の水資源を劣化させており（Odada 

et al., 2004）、このことが漁獲高に影響を与えている。
さらに、エジプトにおける気候変動の統合的な分析は、
水管理に関する意思決定においては、気候変動に合わ
せた単独の焦点よりも、人口の変化、土地利用の変化、
ならびに国内の成長戦略がより重要になるかもしれな
いことを示している（Conway, 2005）。

9.2.2.6　健康管理
　前述した分野とほぼ同様の方法で、健康分野は、例
えば、不十分なサービス管理、貧弱なインフラ、HIV/

AIDSに押された烙印、そして「頭脳流出」などのい
くつかの「人的側面」の相互作用による影響を受け
ている。HIV/AIDSは、一連のストレスに関する脆
弱性の一因となっている（Mano et al., 2003; USAID, 

2003; Gommes et al., 2004）。例えば、妊婦のマラリア
は HIV-1ウイルスの濃度の 2倍に関係していることが
示されてきており（ter Kuile et al., 2004）、感染率は、
HIVの有病率が 10%のときは 5.5%、40%のときは
18.8%であると推定されている。アフリカ南部の HIV/

AIDSと食料不安の致命的な組合せは、人道的危機の
主要な動因である（Gommes et al., 2004; 9.6節も参照）。
コレラなどの感染症は世界のほかの場所では撲滅され
つつあるが、アフリカには再び出現しつつある。アフ
リカ大陸に立ち向かっている大きな課題は、疾病監視
システムと報告システムが相対的に不十分なことで、
このことはコレラの流行の発見と予防を妨げ、またそ1

2  水利用率（Water Exploitation Index）：長期的な淡水資源量に対する、年取水量の百分率
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の副次的な悪影響として、早期警戒システムの開発に
必要な気候と疾病に関する長期的な連結したデータセ
ットを入手することを困難にしている（WHO, 2005）。

9.2.2.7　生態系の劣化
　人的「動因」はまた、人間の福利に影響を与える生
態系サービスを形成している（例えば、Muriuki et al., 

2005; van Jaarsveld et al., 2005）。例えば、ジンバブエ、
マラウイ、ザンビア東部、モザンビーク中央部、なら
びにコンゴ民主共和国のコンゴ盆地の多雨林などのい
くつかの場所は、1990年代に、年間推定約 0.4%の割
合で、森林破壊を経験した（Biggs et al., 2004）。アフリ
カの森林に対するさらなる脅威は、農村部における主
要なエネルギー源である薪と木炭への高い依存によっ
てももたらされる。薪と木炭は、大部分のサハラ以南
諸国において、低所得世帯のエネルギーニーズの約 80

から 90%に寄与すると推定されている（IEA, 2002）。
さらに、火災事象は、アフリカの熱帯林に対するきわ
めて大きな脅威となる。発見された森林火災の推定
70%は熱帯地方で生じており、そのうち 50%がアフ
リカで生じている。2000年に、アフリカでは、すべて
の植林面積の半分以上が燃えたと推定された（Dwyer 

et al., 2000; Kempeneers et al., 2002）。低木の火災は森林
地帯に対する著しい脅威で、アフリカ東部および南部
における植物相と動物相両方のかなり大規模な破壊を
引き起こす（アフリカ南部における火災の役割につい
ての広範かつ詳細な検討に関しては、SAFARI, 2004参
照）。アフリカ大陸はまた、砂漠化による影響も受け
ている。現在、アフリカの土地面積のほぼ半分（46%）
が、砂漠化に対して脆弱である（Granich, 2006）。

9.2.2.8　エネルギー
　サハラ以南のアフリカでは、エネルギーへのアクセ
スは厳しく制約されており、都市部人口の推定 51％お
よび農村部人口の約 8％のみが、電気へのアクセスを
有している。このことは、アフリカ北部では都市部人
口の約 99％ならびに農村部人口の約 80％が＜電気へ
の＞アクセスを有することと比較される（IEA, 2002）。
その他の例外には、南アフリカ、ガーナ、モーリシャ
スなどがある。極度の貧困とその他の燃料へのアクセ
スが不足していることは、アフリカの総人口の 80%が
家庭用ニーズを満たすために主としてバイオマスに依
存していることを意味しており、この燃料源がサハラ
以南のアフリカで消費されるエネルギーの 80%以上を
供給している（Hall and Scrase, 2005）。例えば、ケニア、

タンザニア、モザンビーク、ならびにザンビアでは、
農村部のほぼすべての世帯が料理に薪を使っており、
都市の世帯の 90%以上が木炭を使用している（例えば、
IEA, 2002, p. 386; van Jaarsveld et al., 2005）。バイオマス
への依存は、植生の除去を促進しうる。効率的で購入
しやすいエネルギーサービスの欠如はまた、結果とし
て、薪の運搬、屋内の汚染、ならびにその他の危険に
伴う健康影響など、数々のほかの影響を引き起こしう
る（例えば、非公式な居住における火災－ IEA, 2002）。
都市化、エネルギー需要の増大、ならびに不安定な石
油価格によるさらなる難題が、アフリカにおけるエネ
ルギー問題をさらに悪化させる（ESMAP, 2005）。

9.2.2.9　複雑な災害と紛争
　上記で概説された多くの複雑な社会経済的要因の並
置と生物物理学的災害間の相互作用（例えば、気候災
害－熱帯低気圧、火災、虫による災害）は、アフリカ
大陸のいくつかの場所における影響や、災害リスクと
紛争に対する脆弱性において、もっともらしく強調さ
れている（例えば、http://www.ifrc.org/から入手可能な
国際赤十字社・赤新月社連盟（IFRCRCS）の過去数年
間のいくつかの報告書；ならびに、http: // www. unisdr.

org/に掲載されているものなど、いくつかの関連文書
参照）（図 9.1bを参照）。多くの災害は、気候ストレス
要因（例えば、干ばつ、洪水）と、紛争、病気の発生、
ならびに長期的な経済的衰退などのその他の「徐々に
忍びよる（creeping）」要因との組合せによってもたら
される（Benson and Clay, 2004; Reason and Keibel, 2004; 

Eriksen et al., 2005）。こうした複合的相互関係が果たす
役割は、マラウイとモザンビークの事例において十分
に説明されている。マラウイでは、2000年に農業が
GDPの約 40%を占めていたが、それは 1980年に比べ
て約 4%の下落であった。1980から 2001年の農業部
門、非農業部門、ならびに総 GDPの実質年間変動は、
干ばつ期間中（例えば、1990年代中頃に起こった＜干
ばつ＞）の損失が、2001年の洪水期間中の災害損失
と比べてより深刻であったことを示している（Benson 

and Clay, 2004）（構造的な原因と干ばつの相互作用と
影響、例えば、食料安全保障、に関する詳細について
は、9.6.1節参照）。同様に、2000年のモザンビークに
おける洪水は、洪水によって高められる数々の既存の
脆弱性を明らかにした。こうした脆弱性には、貧困（人
口の推定 40%が 1日当たり 1米ドル未満で、さらに別
の 40%が 1日当たり 2米ドル未満で生活している）、
モザンビークに立ち向かう最大の課題の一つである債
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務問題、洪水の水のほとんどが国境をまたぐ共有流域
に由来すること、ダムの設計および管理に関する災害
リスク削減戦略が貧弱なこと、ならびに通信ネットワ
ークが貧弱なこと、などがある（Christie and Hanlon, 

2001; IFRCRCS, 2002; Mirza, 2003）。
　最近、アフリカの大きな角（ソマリア、エチオピ
ア、スーダン）やグレート・レークス地域（ブルンジ、
ルワンダ、コンゴ民主共和国）で、武力を伴う紛争な
らびに武力を伴わない紛争が発生している（Lind and 

Sturman, 2002; Nkomo et al., 2006）。こうした紛争の原
因には、構造的な不平等、資源の誤った管理、国家の
略奪性などがある。ほかの場所では、土地の分配と土
地不足が紛争を促進してきており（例えば、スーダン
のダルフール；例えば、Abdalla, 2006参照）、多くの場合、
環境の劣化によっていっそう悪化させられる。民族性
もまた、多くの場合、紛争の背後にある主要な駆動力
である（Lind and Sturman, 2002; Balint-Kurti, 2005; Ron, 

2005）。気候変動は、将来の紛争、中でも水不足など
資源不足に関する紛争をもたらす要因になるかもしれ
ない（Ashton, 2002; Fiki and Lee, 2004）。
　気候の変化と変動に対する脆弱性の評価は、このよ
うな背景において、状況にあてはめられなければな
らない。一般的に使用されている指標は人間の福利を
捉える上で限界があるが（Arrow et al., 2004）、アフリ
カのいくつかの国に関する気候変動に対する国家レベ
ルの脆弱性を示すいくつかの集計的代理指標が開発
されてきている（例えば、Vincent, 2004; Brooks et al., 

2005）。こうした指標には、経済、健康と栄養、教育、
インフラ、ガバナンス、人口、農業、エネルギー、な
らびに技術に関連する要素が含まれる。こうした代理
指標を使用する評価において脆弱であると分類された
諸国の大半は、サハラ以南のアフリカに位置していた
（Brooks et al., 2005によって評価された 50か国のうち

30か国はサハラ以南の諸国であった）。地方レベルに
おいても同様に、生活の構造や、社会的セーフティー
ネットが果たす役割、ならびにその他の社会保護施策
などを含むそうした「複合的ストレス」がアフリカに
おける脆弱性と適応能力に影響を与えることをいくつ
かの事例研究が示している（9.5節参照）。

9.3　将来トレンドに関する想定

9.3.1　気候変動シナリオ

　本節における各地域の境界は、Ruosteenoja et 

al.（2003）によって定義されている境界である。アフ
リカでは、地域気候モデル、あるいは、経験的なダウ
ンスケーリングを用いる地域からサブ地域の気候変動
シナリオはほとんど構築されてきておらず、これは主
として、計算設備が限られていることと人的資源が不
足していること（Hudson and Jones, 2002; Swart et al., 

2002）、ならびに気候データが不十分であるといった
問題（Jenkins et al., 2002）に起因している。中の上＜
レベルの＞排出シナリオ（SRES A1B、排出シナリオ
に関する特別報告書：Nakićenović et al., 2000参照）下
で、2080～ 2099年の期間に関して、20の大循環モ
デル（GCM）を使用した場合、年間平均地上気温は
1980～ 1999年の期間に比べて 3から 4℃の間で上昇
すると予想され、赤道域と沿岸域の温暖化がより小さ
い（Christensen et al., 2007）。その他の実験（例えば、
Rousteenoja et al., 2003）は、A1FI排出シナリオにおい
て、2070～ 2099年の期間に関して、より高いレベル
の温暖化を示している。つまり、北アフリカ（地中海
沿岸）では、6～ 8月に最高 9℃まで上昇し、アフリ
カ南部では、9～ 11月に最高 7℃まで上昇する。地域
気候モデル（RCM）の実験は、一般的により小さい気
温上昇を示す（Kamga et al., 2005）。アフリカ南部（赤
道から南緯 45度までと東経 5度から 55度までで、周
辺の海洋の一部を含む）に関しては、Hudson and Jones

（2002）が、A2排出シナリオで HadRM3H RCMを用い
て、2080年代に関する夏季（12から 2月）の平均地
上気温の 3.7℃の上昇と、冬季（6から 8月）の 4℃の
上昇を発見した。Bounoua et al.（2000）で示されてい
るように、アフリカを含む熱帯地方において年間 0.8

℃の寒冷化につながる植生密度の上昇は、温室効果ガ
スによる温暖化を部分的に相殺しうるが、土地被覆の
転換が行われる場合には、その逆の効果がシミュレー
トされ、おそらくは今後 50年間に土地被覆の転換は
増加するであろう（DeFries et al., 2002）。大気中 CO2 

濃度の 550ppm（2150年まで）、あるいは 750ppm（2250

年まで）での安定化もまた、アフリカ全体において、
温室効果ガスによって引き起こされると予想される温
暖化を、それぞれ、100年および 40年、遅らせうる
（Arnell et al., 2002）。サヘル（北緯 10度～ 20度、西経

20度～東経40度）での同じレベルの安定化に関しては、
2071～ 2100年の予想年間平均気温（5℃）が、それぞ
れ、58%（2.1℃）および 42%（2.9℃）低下するであろ
う（Mitchell et al., 2000; Christensen et al., 2007）。
　降水量予測は、概して、季節的な平均降水量の応答
に関するモデル間の大きな幅とあまり合致しない。こ
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のような不一致は、一部には、GCMが、例えば水循
環を含む、降雨の原因であるメカニズムを再現できな
いこと（Lebel et al., 2000）、あるいは、山岳学＜的現
象＞を明らかにできないこと（Hudson and Jones, 2002）
によって説明される。こうした不一致はまた、一部に
は、アフリカにおける降雨の変動性の原因であるさま
ざまなテレコネクションとフィードバックのメカニズ
ムをシミュレートする際のモデルの限界によっても説
明される。アフリカの気候学＜的現象＞を複雑にし
ているその他の要因には、サヘル地域（Hulme et al., 

2001; Prospero and Lamb, 2003）とアフリカ南部（Reason, 

2002）において特に重要な砂塵のエアロゾル濃度と海
面水温偏差、赤道地域の森林破壊（Semazzi and Song, 

2001; Bounoua et al., 2002）、およびアフリカ南部の土壌
水分（New et al., 2006）などがある。こうした不確実
性は、将来の流出量に関するどんな正確な推定を行う
ことをも困難にしており、特に降水量のわずかな変化
が結果的に流出プロセスの劇的な変化をまねきうる乾
燥地域および半乾燥地域において困難となる（Fekete 

et al., 2004）。それでもなお、予測される将来の降雨量
の推定が企てられてきている。
　SRES A1Bの排出シナリオでの 2080～ 2099年に関
して、年間平均降雨量は、サハラ北部と北緯 15度まで
の＜アフリカ大陸＞西岸沿いに広がる地中海沿岸沿い
では、減少する（20％）可能性が非常に高いが、熱帯
アフリカやアフリカ東部では増加する（約＋ 7%）可
能性が高い。一方、南半球の冬季（6から 8月）の降
水量は、おそらくは、アフリカ南部のほとんどで、特
に極西部で（最大で 40%）、減少するだろう（Christensen 

et al., 2007）。アフリカ南部では、南半球の冬の期間に
降雨量の最大の変化が起こり、この季節の降雨は非常
にわずかであるにもかかわらず、A2シナリオ下では
30%減少する（Hudson and Jones, 2002）。しかしながら、
赤道地域（南緯 10度より北と東経 20度より東）と南
緯 10度より南に位置している地域の間には違いがあ
り、前者は夏季（12から 2月）の降雨量の増加を示
し、後者は降雨日数の減少と降雨の平均強度の低下に
伴う降雨量の減少を示している。南アフリカに関する
最近のダウンスケーリング実験は、高原の中央部と東
部の対流域、およびドラケンズバーグ山脈における夏
季の降雨量の増加をが示している（Hewitson and Crane, 

2006）。Tadross et al.（2005b）は、RCMを使って、ア
フリカ南部の東側部分における初夏（10から 12月）
の降雨量減少と晩夏（1から 3月）の降雨量増加を見
出した。

　サヘル西部（北緯 10から 18度、西経 17.5度から
東経 20度）に関しては、依然としてモデル間での相
違がある。つまり、顕著な乾燥化を予測しているモ
デルもあれば（例えば、Hulme et al., 2001; Jenkins et 

al., 2005）、植生のサハラへの拡大を伴う漸進的な湿潤
化をシミュレートするモデルもある（Brovkin, 2002; 

Maynard et al., 2002; Claussen et al., 2003; Wang et al., 

2004; Haarsma et al., 2005; Kamga et al., 2005; Hoerling et 

al., 2006）。土地利用の変化や劣化は、一部のモデルで
はシミュレートされていないが、より乾燥した状態を
引き起こしうる（Huntingford et al., 2005; Kamga et al., 

2005）。偏東風ジェットとスコールラインの動きもま
た、そうした現象と雨季の発達との間の潜在的な関連
性を考慮すると、気候変動がこのサブ地域に与える影
響を推測するうえできわめて重要である（Jenkins et al., 

2002; Nicholson and Grist, 2003）。
　最後に、極端現象について、その影響も含む報告
が頻繁になされているものの（9.2.1節参照）、それ
らに関して入手可能な情報は依然として限られてい
る（Christensen et al., 2007）。サヘル地域（北緯 3.75か
ら 21.25度、西経 16.88度から東経 35.63度）に関し
て、4つの GCMを用いている最近の研究は、今世紀
中に極端に乾燥した年や極端に湿った年が増加するで
あろうことを示した（Huntingford et al., 2005）。SRES 

A2排出シナリオに基づいた 21世紀の全球干ばつ予測
に関するモデリングは、上記で概説した降雨シナリオ
と合致していると思われるアフリカ北部での乾燥化と
アフリカ中央部における湿潤化を示した（Burke et al., 

2006）。全球でもまた、干ばつは、21世紀の後半まで
に、現在と比べて、わずかに頻度が高まり、また期間
がかなり長くなると推定された。その他の実験は、よ
り温暖な世界において、今世紀末（2080～ 2100年）
までに、インド洋南部で熱帯性低気圧がより頻繁にな
り、かつより強度を増しうることを示している（例え
ば、McDonald et al., 2005）。赤道付近の気圧の谷（Near 

Equatorial Trough）の南方への移動により、熱帯低気圧
がセイシェル上空で 10から 6月にかけて発生する可
能性が高い（Christensen et al., 2007）。2～ 4℃の SST

の上昇に伴って、低気圧の強度がかなりの確率で 10

から 20%の間で増大しうる（例えば、Lal, 2001）が、
この観測は SSTが熱帯性低気圧のすべての変化を説明
していないという事実によっていっそう複雑化される
（McDonald et al., 2005）。
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9.3.2　社会経済シナリオ

　SRESシナリオは、世界の人口、経済および政治構
造が今後数十年間でどのように変化するであろうかを
説明する 4つの筋書き、すなわち「シナリオ群」を採
用している（Nakićenović et al., 2000）。「A」シナリオ
は経済成長に、「B」シナリオは環境保護に焦点を合
わせており、「1」シナリオはいっそうのグローバル化
を、「2」シナリオはいっそうの地域化を想定してい
る。SRESシナリオに含まれる人口や経済の詳細を批
判している著者らもいるが、それらのシナリオは、依
然として、温室効果ガス排出に関係する影響を研究す
るための有用な基準を提供している（Tol et al., 2005）。
サハラ以南アフリカの既に脆弱な地域の状況は、気候
の変化や変動がない場合でも、依然として厳しいよう
に思われる。例えば、サハラ以南アフリカの 24ヶ国
は、ミレニアム開発目標（MDGs）の中のいくつかを
達成することができないと予測されており、人口の多
いサハラ以南諸国の中で、子どもと母親の健康に関す
る目標の達成に向かっている国は一つもない（UNDP, 

2005）。1日の収入が 1米ドル未満の人々の世界の総数
に対してサハラ以南が占める割合もまた、現在の 24%

から 2015年までには 41%へと急速に増加すると推定
されている（UNDP, 2005）。起こりうる気候の変化と
変動に伴う将来の主要な影響と脆弱性についての以下
の概説は、9.2.2節で示された複合的ストレスを加味し
ながら、この文脈において、評価される必要がある。

9.4　 予想される将来の主要な影響と脆弱
性、およびそれらの空間的ばらつき

　＜これまでの節では、＞気候ストレスを含む一連の
要因によって引き起こされる既存の感度／脆弱性につ
いてのある程度の背景を提供してきたが、＜続いての
節では、＞さまざまなシナリオやモデル予測を指針と
して用い、変化しつつある気候のもとで、アフリカに
おいて生じるかもしれない、さまざまな分野について
の影響と脆弱性の一部が提示される。ここで留意すべ
きは、予測や使用したモデルの一部における限界のた
めに、結果が過剰解釈されることを何人かの著者ら（例
えば、Agoumi, 2003; Legesse et al., 2003; Conway, 2005;  

Thornton et al., 2006）が警告していることである。そ
の他の評価については、Biggs et al.（2004）、Muriuki et 

al.（2005）、および Nkomo et al.（2006）も参照のこと。

9.4.1　水

　気候の変化と変動は、アフリカにおける水利用可能
量、水へのアクセス可能性、ならびに水需要に追加の
圧力を課す可能性がある。気候変動がない場合であっ
ても（9.2.2節参照）、現在の人口のトレンドと水利用
のパターンは、アフリカのさらに多くの諸国が「2025

年までに、経済的に利用可能な、陸上にある水資源」
の限界を超えるであろうことを示唆している（Ashton, 

2002, p. 236）。一部の評価では、SRESシナリオのす
べての幅に関して、水ストレス増大のリスクにさらさ
れるアフリカの人口が、2020年代までに 7,500万～ 2

億 5,000万人、2050年代までに 3億 5,000万～ 6億人
になると予測されている（Arnell, 2004）。しかしなが
ら、気候変動が水資源に与える影響はアフリカ大陸
全域で均一ではない。6つの気候モデル（HadCM3、
ECHAM4-OPYC、CSIRO-Mk2、CGCM2、 GFDL_r30、
および CCSR/NIES2）と SRESシナリオ（Arnell, 2004）
の分析は、アフリカの北部および南部で、2055年ま
でに水ストレスを経験しうる人々の数の可能性が高い
増加を示している（図 9.3）。それに引き替え、アフリ
カの東部と西部では、より多くの人々が水ストレスの
増加よりはむしろ減少を経験する可能性が高いだろう
（Arnell, 2006a）。
　明らかに、こうした推定はマクロスケールでのもの
であり、一連の複雑な水循環の相互作用と地方スケ
ールでの相違を覆い隠しているかもしれない（こうし
た相互に作用するスカラー問題のいくつかが扱われて
いるアフリカ南部に関するその他の評価については、
Schulze et al., 2001参照）。1～ 4℃の気温上昇と 0から
10%の間での降水量の減少に基づいた、アフリカ北部
の詳細な評価は、モロッコのウエルガ川流域が 2000

～ 2020年の期間に変化する可能性が高いことを示し
ている。降水量のレベルが変わらないと想定すると、
1℃の気温上昇が流出量をほぼ 10%変化させうる。も
し、そのような年間の流出量の減少がほかの流域で生
じると、その場所への影響は、一つの大きなダムの 1

年当たりの損失に匹敵しうる（Agoumi, 2003）。気候と
水資源に影響を与えるその他の要因との間でのさらな
る相互作用は、エジプトに関して、はっきりと浮き彫
りにされてきている（Box 9.2）。
　2つの異なる排出シナリオとともに、5つの気候モ
デル（CSIRO2、HadCM3、CGCM2、 ECHAM、および
PCM）を用いることによって導き出される 10のシナ
リオを用いることで、Strzepek and McCluskey（2006）
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は気候変動がアフリカの河川流量に与える影響に関し
て以下の結論に到達した。第一に、アフリカ全体の気
候変動が河川流量に与える影響の可能性がある幅は、
2050年から 2100年の間に、著しく増加する。2050年
の幅は、1961～ 1990年のベースラインと比べて、河
川流量の 15%の減少から 5%の増加までである。2100

年に関しては、幅は 19%の減少から 14%の増加まで
である。第二に、アフリカ南部に関して、南アフリカ
を除くほぼすべての国々は、おそらくは河川流量の
大幅な減少を経験するであろう。南アフリカでさえ
も、高排出シナリオ下での増加は 10%未満と小さい
（Strzepek and McCluskey, 2006）。
　6つの GCM、ならびに、完全に連結された 21の海
洋－大気 GCMから導き出された 2070～ 2099年の期
間に関するアフリカの降水量モデルの複合的なアンサ
ンブルに基づいた、気候変動が水循環に与える影響
の追加的評価は、アフリカ全域におけるさまざまな排
水に関する影響を示している（de Wit and Stankiewicz, 

2006）。例えば、乾燥サハラを湿潤なアフリカ中央部
から切り離しているセネガルからスーダンに至る東西
帯など、いくつかの地区については、危機的に「不安
定な」場所が特定されている。アフリカ南部の一部は、
流出量の大幅な損失を経験すると予測されており、一
部の地域（例えば、南アフリカの一部）は特に影響を
受ける（New, 2002; de Wit and Stankiewicz, 2006）。その
他の地方的な評価は、気候の変化によって悪影響を受
けうるいくつかの主要な水システム（例えば、オカバ
ンゴ川流域）の水循環の新たな変化を報告している。
つまり、影響は、おそらくは、人間活動に関連する影
響よりも大きくなりうる（Biggs et al., 2004; Anderssen 

et al., 2006）。
　既に示したとおり、水資源に対する影響についての
評価は、現在のところ、将来の複数の水利用や水スト
レスを十分に捉えておらず、慎重に対処されなければ
ならない（例えば、Agoumi, 2003; Conway, 2005参照）。
Conway（2005）は、流域における降雨パターンについ
ての不確実性と複雑な水管理と水ガバナンス構造の影
響のために、ナイル川の流出量がどのようにして気候
変動の影響を受けるであろうかに関する明確な兆候は
ないと論じている。水循環、排水、および気候変動に
関するより詳細な研究が、明らかに必要とされる。下
流の地表水の流れから＜水を＞引いている、農村部に
おける将来の水へのアクセス＜の問題＞についても、
河川流域を共有している国々によって取り組まれる必
要がある（de Wit and Stankiewicz, 2006参照）。従って、

その他のさまざまな水のガバナンス問題の中でも、＜
特に＞気候変動は、ナイル川の水を共有するための将
来のいかなる交渉においても考慮されなければならな
い（Conway, 2005; Stern, 2007）。

9.4.2　エネルギー

　気候変動がアフリカにおけるエネルギー利用に与え
る影響について調査している入手可能な研究は著しく
少ない（ただし、Warren et al., 2006による最近の地域
的評価参照）。しかしながら、気候変動が起こらない
場合でさえも、エネルギー分野では数々の変化が予想
される。アフリカの最近の急速な都市の成長（UNEP, 

2005）は、特に、大部分が規制されていない都市部、
都市周辺部、および農村部の居住からの商業的エネ
ルギーの総需要と排出レベルの増加（Davidson et al., 

2003）、ならびに粗放的な土地利用と土地被覆の変化
につながるであろう（UNEP/GRID-Arendal, 2002; du 

Plessis et al., 2003）。こうした変化は、既存の地表の微
気候と水循環を変化させるであろうし、おそらくは、
気候変動影響の範囲とスケールをいっそう悪化させる
であろう。

9.4.3　健康

　健康分野で働いている人々の間での積極的な討論
は、気候変動性（極端な気象現象を含む）と感染症
との関連性についての我々の理解を向上させてきて
いる（van Lieshout et al., 2004; Epstein and Mills, 2005; 

McMichael et al., 2006; Pascual et al., 2006; Patz and Olson, 

2006）。議論を呼ぶさまざまな問題にもかかわらず
（9.2.1.2節参照）、第 3次評価報告書以降、気候変動影
響が健康に対して果たす役割についての新たな評価が
出現してきている。「アフリカにおけるマラリア・リ
スクのマッピング」プロジェクト（MARA/ARMA）の
結果は、気候的にマラリアに適した場所の、位置に応
じた、2020年、2050年、および 2080年までの起こり
うる拡大と縮小を示している（Thomas et al., 2004）。例
えば、2050年までに、そして 2080年へと続いて、サ
ヘル西部の大部分、および、アフリカ中央部の南側の
大部分が、マラリアの伝染に適さなくなる可能性が高
いことが示されている。16の気候変動シナリオを使用
しているその他の評価（例えば、Hartmann et al., 2002）
は、2100年までに、気温と降水量の変化がジンバブエ
におけるマラリアの地理的な分布を変化させうること
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を示しており、以前は＜マラリアの＞流行に適さなか
った人口密度の高い場所が流行に適した場所になる。
流行ゾーンの南に向かう猛烈な拡大は、おそらく南ア
フリカまで続くだろう。
　HadCM3 GCMからの結果とともに寄生虫の調査デ
ータを用いて、予測されるシナリオは、マラリア分布
の 5～ 7%の可能性のある増加（主に高さに関する）
を推定しているが、2100年までは疾病の緯度方向への
広がりの増加はほとんど伴わない（Tanser et al., 2003）。
以前はマラリアが発生していなかったエチオピア、ケ
ニア、ルワンダ、ブルンジの高地もまた、2050年代ま
でにマラリアのわずかな侵入を経験し、2080年代まで
には＜マラリアの＞流行にきわめて適した状態になり
うる。ソマリアの中央部やアンゴラの高地にある現在
はマラリアの伝染率が低い場所もまた、この時期まで
に、＜流行に＞かなり適した場所になりうる。すべて
のシナリオに共通して、アフリカ東部の高地、ならび
にアフリカ南部の区域が流行により適した場所になる
可能性が高い（Hartmann et al., 2002）。
　高地におけるマラリア伝染の割合が増えるにつれ、
この流行の可能性が高くなるかもしれない。というの
は、新たに影響を受ける人々には、防護的な遺伝子改
変が欠如しているからである。東アフリカの高地や季
節的に＜マラリアが＞流行するその他の場所など、流
行が低いから中程度の場所では、マラリアに伴う深
刻な疾病がより一般的である。例えば、ルワンダにお
ける＜マラリアの＞流行は、妊婦のマラリアによる入
院の 4倍の増加とマラリアによる妊産婦死亡の 5倍
の増加を引き起こした（Hammerich et al., 2002）。マラ
リアの社会的コストと経済的コストもまた非常に大き
く、個人や世帯に対するかなりのコストとコミュニテ
ィや国レベルでの高いコストが含まれる（Holding and 

Snow, 2001; Utzinger et al., 2001; Malaney et al., 2004）。
　気候の変動性は、将来、免疫力が低下した人々（HIV/

AIDS）や紛争と戦争など、背景にあるその他のスト
レスや追加的な脆弱性とも相互に作用するかもしれず
（Harrus and Baneth, 2005）、その結果、ほかの感染症（例
えば、コレラ）へのかかりやすさとリスク、ならびに
栄養不良の増大を引き起こす。気候変動が洪水パター
ンを強める、あるいは、変化させる可能性は、洪水に
よる将来の健康リスクの主要な追加的動因になるかも
しれない（Few et al., 2004）。海面上昇が洪水を増加さ
せうる可能性もまた、特にアフリカ東部の沿岸におい
て（Nicholls, 2004）、健康に影響を与えるかもしれない
（McMichael et al., 2006）。

　気候の変動と変化から生じる動物の健康の将来の起
こりうる変化の評価は比較的少ない数しか行われてき
ていない。例えば、トリパノソーマ症への人口動態的
影響は、ツェツェバエに適した生息地の変化を通じて
生じうる。こうした変化は、気候の変動と変化によっ
ていっそう悪化させられうる。気候変動はまた、湿度
と気温の変化を通じて、病原体と媒介動物双方の生息
地の適合性に影響を与えると予想される（Baylis and 

Githeko, 2006）。疾病の分布、範囲、流行、発生、およ
び季節性の変化はすべて予想されうる。しかしながら、
変化の度合いについての確実性は低い。リフトバレー
熱の流行は、東アフリカにおける 1997/98年のエルニ
ーニョ現象の期間に明らかで、洪水と関連しているが、
エルニーニョ現象の頻度の増加に伴って、増加しう
る。最後に、暑熱ストレスと干ばつは、米国で既に観
察されているように、動物の健康と酪農製品の生産に
さらなる悪影響を与える可能性が高い（St-Pierre et al., 

2003; Warren et al., 2006も参照）。

9.4.4　農業

　さまざまな気候モデルや SRES排出シナリオに基づ
く気候変動が農業に与える影響についてのさまざまな
評価からの結果は、よくない変化を経験するかもしれ
ないいくつかの農業地を示唆している。2100年まで
に、サハラの一部が最も脆弱な場所として浮上する可
能性が高いことが推定されており、GDPの 2から 7%

の間での可能性が高い農業損失を示している。アフリ
カ西部と中央部もまた脆弱で、影響は＜ GDPの＞ 2

から 4%の範囲である。しかしながら、アフリカ北部
と南部は 0.4から 1.3%の損失を受けると予想される
（Mendelsohn et al., 2000b）。
　全球および地域スケールでの分析、成長期間と農業
システムへの気候変動の影響、ならびに可能性のある
生活への影響を組み合わせたより最近の評価も調査さ
れてきている（Jones and Thornton, 2003; Huntingford et 

al., 2005; Thornton et al., 2006）。A1FIシナリオに基づく
と、アフリカ南部および東部の沿岸システムが変化す
る場所に関して、HadCM3 と ECHAM4 両方の GCMが
一致している（図 9.4）。A1と B1両方のシナリオにお
いて、サヘルの混合天水半乾燥システム、ならびにグ
レート・レーク地域と東アフリカのその他の場所での
混合天水および高地多年性システムが影響を受けるこ
とが示された。B1の世界では、限界に近い場所（例え
ば、半乾燥地）はより限界に近くなり、さほどひどく
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ない程度の沿岸システムへの影響もある（Thornton et 

al., 2006; 第 5章、5.4.2節参照）。成長期間のこうした
変化は、9.2.1節や 9.3.1節で示されているように、特に、
降雨の季節性、降雨日の始まり、および降雨の強度の
可能性のある変化に照らした場合に重要である。
　IIASAの世界食料システムあるいは基本連結システ
ム（BSL）、ならびに 4つの SRES排出シナリオ下に
おける 5つの異なる GCMからの気候変数とともに、 
FAO/IIASAの農業－生態学的ゾーンモデル（AEZ）を
使用しているその他の最近の評価は、農業の可能性の
2080年代までの変化など、農業におけるさらなる影響
を示している（Fischer et al., 2005）。気候変動下では、
天水＜栽培＞に適した範囲と穀物の生産可能性の 2080

年代までの大幅な減少が推定される。さらに、同じ予
測および同じ対象期間において、アフリカの乾燥地な
らびに半乾燥地の面積は 5～ 8%（6,000万～ 9,000万
ヘクタール）増加しうる。この研究は、2080年代ま
でに、コムギ生産がアフリカから姿を消す可能性が高
いことを示している。より地方的なスケールでは、評
価はさまざまな影響を示してきている。アフリカ南部
は、ENSO状態の起こりうる増加のもと、トウモロコ
シ生産のかなりの減少を経験する可能性が高いだろう
（Stige et al., 2006）。
　その他の国々では、気候変動によっていっそう悪
化しうる追加的なリスクとして、侵食の拡大、2000

～ 2020年の期間中の天水農業による収量の最大 50%

の不足、ならびに作物の成長期間の短縮などがある
（Agoumi, 2003）。3つのシナリオに基づいた南アフリ
カの農業影響についての最近の研究は、作物による純
収入が 2100年までに 90%ほど減少する可能性が高い
であろうことを示しており、小規模な農業従事者らが
最も深刻な影響を受ける。しかしながら、適応がこれ
らの悪影響を軽減しうる可能性がある（Benhin, 2006）。
例えば、エジプトでは、気候変動は、2050年までに、
多くの産物の国内生産を、現在の気候条件下での生産
より、減少させうる（コメの－11%からダイズの－28%

まで）（Eid et al., 2006）。その他の農業活動もまた、降
雨日の始まりの変化や乾季の変動などの気候の変化
と変動による影響を受けうる（例えば、Reason et al., 

2005; 第 5章も参照）。
　しかしながら、気候の変化と気候変動性のすべてが
マイナス＜の影響＞にはならないだろう。というの
は、いくつかの場所（例えば、エチオピア高地の一部
や、モザンビークなどアフリカ南部の一部）では、気
候変動下において、農業の季節と成長期間が、気温の

上昇と降雨変化との組合せにより、長くなるかもしれ
ないからである（Thornton et al., 2006）。温暖な気候シ
ナリオは、アフリカの耕作地全域において、灌漑され
た農場、とりわけ乾燥地農場に対するさらなる便益を
予測している。しかしながら、これらの望ましいシナ
リオ下であっても、アフリカの地中海岸や中央部、西
部、および南部の人口密集地域は悪影響を受けると
予想されることは注目に値する（Kurukulasuriya and 

Mendelsohn, 2006a）。
　漁業は、収入、雇用、およびタンパク質のもう一つ
の重要な＜供給＞源である。漁業は、ナミビアおよび
セネガルの GDPの 6%以上に寄与している（Njaya and 

Howard, 2006）。しかしながら、この分野への気候変動
の影響は、淡水と海水のガバナンスから生じるかもし
れない影響など、その他の人間活動とともに調査され
る必要がある（AMCEN/UNEP, 2002）。漁業は、その基
盤となっている資源に応じて、気候変動がもたらす異
なる生物物理学的影響を受けうる（Niang-Diop, 2005; 

Clark, 2006）。全球の年間気温の上昇（おおよそ 1.5か
ら 2.0℃）に伴い、北西アフリカと東アフリカの湖沼
における漁業が影響を受けることが示されている（ECF 

and Potsdam Institute, 2004; Warren et al., 2006参照）。大
規模なラグーンあるいは湖沼システムがある沿岸地域
では、淡水の流れの変化やラグーンへの塩水の浸入の
拡大が、内陸の漁業あるいは水産養殖の基礎になる
種に影響を与えるだろう（République de Côte d’Ivoire, 

2000; République du Congo, 2001; Cury and Shannon,  

2004）。南アフリカでは、漁業は、河口域やサンゴ
礁、湧昇の変化による影響を受けうるが、河口域とサ
ンゴ礁の生態系に依存している漁業が最も脆弱である
（Clark, 2006）。二酸化炭素倍増下で、NCAR GCMに基
づいた最近のシミュレーションは、極端な風と乱気流
が生産性を 50～ 60%減少させうる一方、乱気流が、
おそらくは、産卵場所では生産性の約 10%の低下、主
な餌場では 3%の増加をもたらすであろうことを示し
ている（Clark et al., 2003）。
　アフリカの畜産業への気候変動の影響は、Seo and 

Mendelsohn（2006a, b）で調査された。彼らは、2.5℃
の温暖化が、小規模な畜産農場の収入を 26%増加させ
うる（＋14億米ドル）ことを示した。この増加は、家
畜の増加によってもたらされると予測される。その後、
さらなる気温上昇は、家畜 1頭当たりの純収入の漸進
的な減少をもたらすであろう。5℃の温暖化は、おそ
らくは、主として家畜の増加の結果、小規模畜産農場
の収入を約 58%増加させる（＋32億米ドル）であろう。
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対照的に、2.5℃の温暖化は、大規模な畜産農場の収入
を 22%減少させる（－ 130億米ドル）可能性が高く、
そして、5℃の温暖化は、おそらくは、＜大規模畜産
農場の＞収入を 35%も減少させる（－ 200億米ドル）
だろう。大規模畜産農場の収入のこうした減少は、お
そらくは、家畜数の減少と家畜 1頭当たりの純収入の
減少の両方の結果、生じるであろう。降水量の 14%の
増加は、主に家畜数の減少のために、小規模畜産農場
の収入を 10%減少させる（－ 6億米ドル）可能性が高
いだろう。降水量の同様の減少は、家畜数と家畜 1頭
当たりの純収入双方の減少のために、大規模畜産農場
の収入を約 9%減少させる（－ 50億米ドル）可能性が
高いだろう。
　さらに、Seo and Mendelsohn（2006a）による研究は、
気温の上昇がヤギやヒツジを飼っている小規模農場に
とって有益であることを示している。なぜなら、熱耐
性が高い動物に置き替えることが容易だからである。
一方、大規模農場は畜牛などの種により依存しており、
これらの種は熱に耐えられない。降水量の増加は、草
地から森林への変化や有害な疾病媒介動物の増加、な
らびに家畜から作物への転換を意味するため、草食動
物にとって害になる可能性が高い。
　アフリカにおける農業生産の将来のトレンドを評価
することは、気候変動がない場合でさえも、依然とし
てきわめて困難なままにある（例えば、気候の変動性
とその他の要因による GDPへの寄与、および GDPへ
の影響－例えば、Mendelsohn et al., 2000b; Tiffen, 2003; 

Arrow et al., 2004; Desta and Coppock, 2004; Ferguson, 

2006参照）。アフリカでは、農業は生活の主要な源で
はあるものの、一部の地域では農業外収入が増加しつ
つあるという証拠がある－場合によっては、総収入の
最大 60から 80%（Bryceson, 2002）。都市化と農業外収
入の増加もまた、農場の大きさの縮小の一因となって
いるように思われる。従って、将来のシナリオと予測
は、HIV/AIDSによる特に農場労働生産性への影響を
考慮しながら、こうした変化や関連する人口推定を含
める必要があるかもしれない（Thornton et al., 2006）。

9.4.5　生態系

　気候変動下における陸域生態系や水界生態系へ
のさまざまな影響が示唆されてきており（例えば、
Leemans and Eickhout, 2004参照）、それらの一部が表
9.1にまとめられている（さらに詳細については、第 4

章; Nkomo et al., 2006; Warren et al., 2006参照）。

　山岳の生態系は観測された顕著な変化を経験してい
るように思われ（9.2.1.4節参照）、こうした変化の状
況は、複雑な気候－陸域の相互作用と関連している可
能性が高く、気候変動下で継続するかもしれない（例
えば、IPCC, 2007a）。例えば、キリマンジャロ山の氷
帽は、2020年までに、11,000年間で初めて姿を消し
そうである（Thompson et al., 2002）。気候変動によっ
て引き起こされる変化はまた、結果として、種の生息
範囲の移動や樹木の生産性の変化を引き起こす可能性
が高く、森林の生態系にさらなるストレスを加える
（UNEP, 2004）。草地などのその他の生態系の変化もま
た可能性が高い（詳細については、Muriuki et al., 2005; 

Levy, 2006による評価参照）。
　アフリカの主要な沿岸生態系であるマングローブと
サンゴ礁は、おそらくは、気候変動による影響を受け
るだろう（第 4章、Box 4.4； 第 6章、6.4.1節、Box 

6.1参照）。マナティーやウミガメなど、これらの生
態系と関連する絶滅危機種も、渡り鳥と並んで、リ
スクにさらされうる（Government of Seychelles, 2000; 

Republic of Ghana, 2000; République Démocratique du 

Congo, 2000）。マングローブはまた、海面上昇により、
沿岸のラグーンに定着しうる（République du Congo, 

2001; Rocha et al., 2005）。
　9.2.1節で示したように、1997/1998年の極端なエル
ニーニョ＜現象＞に続くサンゴの白化は、気候変動
によって引き起こされる海洋の温暖化のサンゴ礁への
起こりうる影響の表れである（Lough, 2000; Muhando, 

2001; Obura, 2001）。低平なところにあるサンゴの消失
と生物多様性の喪失もまた予想されうる（République 

de Djibouti, 2001; Payet and Obura, 2004）。これらの温
暖化現象の期間中の藻類と渦鞭毛藻の激増は、海産の
食料源の摂取が原因で毒素による影響（シガテラ中
毒など）を受ける人の数を増加させうる（Union des 

Comores, 2002; 第 16章、16.4.5節も参照）。長期的に
は、これらの影響はすべて、漁業と観光に悪影響を与
えるだろう（第 5章、 Box 5.4も参照）。南アフリカでは、
主に河川流出量の減少と海面上昇に続いて起こる塩性
湿地の水没の結果として、河口域の変化が予想される
（Clark, 2006）。
　サハラ以南アフリカの 141の国立公園にいるアフリ
カのほ乳類の種の感度が、生息範囲の起こりうる喪失
に関する単純な IUCNレッドリスト評価を適用しなが
ら（Thuiller et al., 2006）、2つの気候変動シナリオ（2050

年と 2080年に関して、SRES A2および B2排出シナリ
オで HadCM3 GCMを使用）を用いて評価された。種
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が移動しないと想定した場合、種の 10～ 15%が 2050

年までに IUCNの絶滅寸前あるいは絶滅のカテゴリー
の範囲に入ると予測され、2080年にまでには、種の
25～ 40%までに増加する。種が無制限に移動すると
想定した場合、結果はそれほど極端でなく、この割合
は減少し 2080年までに約 10～ 20%となる。減少と増
加の空間的なパターンは、対照的な緯度方向のパター
ンを示しており、アフリカ中央部の種が豊富な赤道付
近の移行帯周辺では種の生息範囲が西向きに移動し、
アフリカ南部では東向きに移動する。こうした移動は、
主に、これらの生態学的移行帯をまたがる緯度方向の
乾燥状態の勾配に関係すると思われる。

9.4.6　沿岸地帯

　アフリカでは、生産性がかなり高い生態系（マング
ローブ、河口域、デルタ、サンゴ礁）が、観光や漁業
などの重要な経済活動の基礎を形成しており、こうし
た生態系は沿岸地帯に位置している。西アフリカの人
口の 40%が沿岸の都市で生活しており、アクラとニ
ジェールデルタとの間の 500 kmの海岸線は、2020年
までに、5,000万人以上の居住者がいる連続的な都市
部の巨大都市になるだろう（Hewawasam, 2002）少な
くとも 800万人の居住者をもつ三つの沿岸大都市が、
2015年までにアフリカに出現するだろう（Klein et al., 

2002; Armah et al., 2005; Gommes et al., 2005）。海面水
位の予測される上昇は、これらの沿岸の大都市に深刻
な影響を与えるだろう。というのは、こうした変化に
対して特に脆弱になるかもしれない潜在的に危険な場
所に、貧しい人々が集中しているからである（Klein et 

al., 2002; Nicholls, 2004）。ラゴスやアレクサンドリア
などの都市がおそらくは影響を受けるだろう。一連の
SRESシナリオや気候変動予測において 2080年までに
生じるかもしれない＜とされる＞起こりうる洪水リス
クについてのごく最近の評価では、世界の沿岸地およ
びデルタ地で洪水のリスクにあると示された五つの地
域のうち三つがアフリカに位置している。その三つの
地域は、北アフリカ、西アフリカ、およびアフリカ南
部である（Nicholls and Tol, 2006参照；より詳細な評価
については、Warren et al., 2006参照）。
　海面上昇のその他の可能性がある直接的な影響も調
査されてきている（Niang-Diop et al., 2005）。例えば、
カメルーンでは、2100年までの降雨量の 15%の増加
が、ウーリー川河口域での塩水の浸入を減少させる可
能性が高いだろうとする指摘がある（République de Côte 

d’Ivoire, 2000）。また、降雨量の 11%の減少で、塩水は
上流約 70 kmまで達しうる。ギニア湾では、海面上昇
は越流ならびに沿岸のラグーンを制限する堤防の低い
海岸の破壊さえも引き起こしうるが、同時に降水量の
変化はここに流れ込む流出量に影響を与えうる。これ
らの変化はまた、ラグーンの漁業と養殖業にも影響を
及ぼしうる（République de Côte d’Ivoire, 2000）。インド
洋の島嶼もまた、低気圧の位置、頻度、および強度の
可能性のある変化によって脅かされうる。一方、東ア
フリカの沿岸は、ENSO現象の頻度と強度の可能性が
ある変化とサンゴの白化による影響を受けうる（Klein 

et al., 2002）。沿岸の農業（例えば、ベナンとコートジ
ボワールのヤシ油とココナッツのプランテーション、
ガーナのエシャロット）は、水没と土壌の塩性化のリ
スクにさらされうる。ケニアでは、1 mの海面上昇に
対して、3種類の作物（マンゴー、カシューナッツ、
ココナッツ）の損失額がほぼ 5億米ドルに達しうる
（Republic of Kenya, 2002）。ギニアでは、考慮される水
没のレベル（5 mから 6 mの間）によっては、2050年
までに、永続的な洪水の結果として、130 から 235 km2

の間の田んぼ（既存の田んぼ面積の 17から 30%の
間）が失われうる（République de Guinée, 2002）。エリ
トリアでは、海面水位の 1 mの上昇が、同国の二つの
港湾都市の一つであるマッサワのインフラやその他の
経済施設の冠水の結果、2億 5,000万米ドルを超える
被害を引き起こすと推定されている（State of Eritrea, 

2001）。これらの結果は、限界地に位置する居住の社
会経済的および物理的に大きな脆弱性を強調している
これまでの研究を裏付けている。

9.4.7　観光

　気候変動はまた、観光、とりわけ沿岸地帯や山岳地
域の観光をリスクにさらしうる。そのような環境下で
は、市場の重大な変化もまた、気候変動の結果、生じ
うる（World Tourism Organization, 2003）。アフリカの観
光による経済的便益は 2004年の統計によると、世界
の観光の 3%を占めているが、気候変動とともに変化
するかもしれない（World Tourism Organization, 2005）。
しかしながら、予測される観光への影響と気候変動に
ついての評価で、特にシナリオと GCMのアウトプッ
トを使用している評価は、ほとんど入手できない。気
候変動、ならびに個人の選好、選択、およびその他の
要因を含む人間の行動をモデリングすることは、きわ
めて複雑である。科学的な証拠は依然として不足して
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いるが、低平な地域（沿岸地）の洪水のリスクと水質
汚染に関係する疾病、ならびに気候変動の結果として
のサンゴ礁の白化が観光に悪影響を与えることは起こ
りそうである（McLeman and Smit, 2004）。著しい気候
変動のもとでは、野生生物区や公園など、アフリカに
ある観光客にとって興味深い場所もまた、観光客をあ
まり魅了しなくなるかもしれない。例えば、気候変動
は、観光活動の中心の極方向への移動と低地観光か
ら高地観光への移動をもたらしうる（Hamilton et al., 

2005）。

9.4.8　居住、産業、インフラ

　暴風雨、洪水、持続的な干ばつなどの極端現象を含
む気候の変動性は、居住とインフラに既に大きな影響
を与えている（Freeman and Warner, 2001; Mirza, 2003; 

Niasse et al., 2004; Reason and Keibel, 2004）。事実、都
市計画者にとって、気候変動と変化によって課される
局在的な人口集中に対する最大の脅威は、多くの場合、
高潮、鉄砲水、熱帯低気圧など、ほとんど特徴づけら
れていない推測不可能で急速に始まる災害から生じる
と予想される（Freeman, 2003）。気候変動によるマイ
ナスの影響は、新たな難民集団を生み出しうるが、そ
うした難民は、新たな居住に移動し、新たな生計手段
を求め、そして、インフラのさらなる必要性を課すか
もしれない（Myers, 2002; McLeman and Smit, 2005）。
従って、例えば、反復的な移住者（気候変動への継続
的な適応の一環として）や衝撃による短期的な移住者
（特定の気候現象への対応）など、さまざまな移住パ
ターンが出現しうる。しかしながら、アフリカに関し
ては、気候を駆動要因として用いた、このような影響
についての詳細な評価は、ほとんど行われてきていな
い。
　要約すれば、本節では、気候変動によって起こりう
るさまざまな影響が議論されてきている（その他の
要約については、Epstein and Mills, 2005; Nkomo et al., 

2006参照）。気候が引き起こす変化をさらにひどくす
るかもしれないその他のいくつかのストレスが果たす
役割も考慮されてきている。いくつかの領域は、明ら
かに、より詳細な調査を必要とする（特に、エネルギー、
観光、居住、およびインフラ分野）。科学の不確実性、
および概説された一連の問題のかなりの複雑性にもか
かわらず、初期の評価は、アフリカのいくつかの地域
が気候変動によるさまざまな影響を受けるかもしれな
いことを示している（図 9.5）。こうした影響がアフリ

カにおける発展とMDGsの達成をさらに抑制するかも
しれないことがここでは論じられている。それゆえ、
適応能力と適応は、この大陸を考えるに当たってのき
わめて重要な分野として浮上する。

9.5　適応の制約と機会

　アフリカにおける気候のストレスとその他の要因と
の共変的混合は、アフリカの多くの人々にとって、適
応は一つのオプションではなく、必須の事項であるこ
とを意味している（例えば、Thornton et al., 2006）。そ
れゆえに、アフリカの気候変動と変化への適応に関す
る一連の研究がますます多く出現してきており、そ
のいくつかの例が以下に示されている（第 18章も参
照）。スペースに制約があるため、ここではすべての
事例やすべての詳細を示すことはできない。富、技術、
教育、情報、技能、インフラ、資源へのアクセス、お
よびさまざまな心理的要因などの一連の要因、ならび
に管理能力が、適応能力を変えうる（例えば、Block 

and Webb, 2001; Ellis and Mdoe, 2003; Adger and Vincent, 

2005; Brooks et al., 2005; Grothmann and Patt, 2005）。適
応は、有効なガバナンスシステム、公民権や政治的権
利、ならびに識字能力と組み合わされたときに成功
し、持続可能になることが示されている（Brooks et al., 

2005）。

9.5.1　適応実践

　観察されている一連の新たな生活適応実践（表 9.2）
の中でも、生活活動の多様化、制度的な構造（ガバナ
ンスの規則や規範を含む）、農場経営の調整、生計向
上プロジェクトと労働力の販売（例えば、収入を得る
ための移動－ 9.6.1節参照）、ならびにアフリカの一部
地域における農場から離れた生計手段による収入や農
外生計手段からの収入への移行が主要な適応オプショ
ンとして繰り返し表面化している（例えば、Bryceson, 

2004; Benhin, 2006; Osman-Elasha et al., 2006）。9.2.1 節
で示されているように、可能性がある将来の現象に関
するリスクの軽減は、将来のショックに対する回復力
を確保するためのより強固な生活の構築に左右される
だろう（IFRCRCS, 2002）。適応策の一つとして移動が
果たす役割もまた、特に干ばつや洪水への対応として、
よく知られている。しかしながら、最近の証拠は、そ
のような移動は気候ストレスの期間によってのみ駆動
されるのではなく、その他の生じうる一連の要因によ
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っても駆動されることを示している（例えば、9.2.2.9

節参照）。移動は労働の主要な様式（季節的な移動）
で、生活の重要な源となっている。移動から得られる
送金が果たす役割は、干ばつおよび非干ばつの年にお
ける重要な対処メカニズムであるが、食料価格などの
生活必需品に対する調整が食料援助やその他の介入に
よって影響される場合、気候ショック期間による劇的
な影響を受けうるものの一つでもある（Devereux and 

Maxwell, 2001）。
　制度、ならびにそれが有効に機能することは、適応
の成功においてきわめて重要な役割を果たす。従って、
そのような制度の設計と機能を理解することが重要で
ある（表 9.2）。より地方的なスケールで制度が果たす
役割もまた、公式的な制度および非公式的な制度とと
もに、より深く理解される必要がある（例えば、Reid 

and Vogel, 2006）。
　創出されうる適応へのその他の機会には、技術と関
連する多くのものがある。いくつかのアフリカの文脈
においては、季節予報の役割、ならびにその予報の結
果、普及、取り込み、およびモデルに基づく意思決定
支援システムへのその統合が、かなり幅広く調査され
てきている（表 9.2）。しかしながら、重大な制約として、
農業における気候リスク管理への支援が限られている
こと、それゆえにそのような季節予報の結果に対する
需要が限られていることなどがある（例えば、O’ Brien 

and Vogel, 2003）。
　将来の干ばつストレス期への回復力の強化は、例え
ば、半乾燥農業システムにおける灌漑慣行を補完する
雨水利用システムなど、現行の天水農業システムの改
善によっても後押しされうる（Rockström, 2003）（「1

滴当たりの作物増大（more crop per drop）」戦略、表
9.2参照）。早期警戒システムとその適用の改善もま
た、気候の変動と変化に伴う将来のリスクに対する脆
弱性を軽減するかもしれない。例えば、マラリアの研
究では、高地での流行は気温と降雨の正の偏差に関係
している（Githeko and Ndegwa, 2001; 9.4.3節で論じら
れるとおり）が、半乾燥地帯での流行は、主に過度の
降雨と関係していることが示されている（Thomson et 

al., 2006）。このような気候情報を活用することで、あ
る事象が始まる前に 2から 6ヶ月の間の準備期間とと
もに展望を示すことが可能かもしれない（Thomson et 

al., 2006）。こうした準備期間は、介入を実施する機会、
ならびに、マラリア流行中の過度な罹病率と死亡率を
防ぐ機会を提供する。
　アフリカでは、バイオテクノロジー研究もまた、そ

うした研究がとりわけ耐乾性で害虫に強いコメ、干
ばつに耐えるトウモロコシ、ならびに耐虫性の高いキ
ビ、モロコシ、およびキャッサバなどにつながる場
合、多大な便益を生み出しうる（ECA, 2002）。エジプ
トにおいて、現在および将来の気候条件のもとで（例
えば、1.5および 3.6℃の上昇）栽培される穀物の収量
は、数々の適応策を浮き彫りにしており、灌漑農業シ
ステムにおいて必要とされるかもしれないさまざま
な技術的オプションも含まれている（例えば、Abou- 

Hadid, 2006）。アフリカの気候変動に対する適応策の
一つとしての現在の作物選択についての詳細な研究
（Kurukulasuriya and Mendelsohn, 2006b）は、農業従事
者がアフリカの寒冷地域ではモロコシやトウモロコシ
－キビ、さほどひどくない程度に温暖な地域ではトウ
モロコシ－マメ、トウモロコシ－ラッカセイ、および
トウモロコシ、そして、暑い地域ではササゲ－モロコ
シ、およびキビ－ラッカセイを選択することを示して
いる。この調査は、さらに、条件が乾燥しているとき
には、農業従事者はモロコシおよびキビ－ラッカセイ
を、中程度に湿潤なときには、ササゲ、ササゲ－モロ
コシ、トウモロコシ－キビ、および、トウモロコシを、
そして非常に湿潤なときには、トウモロコシ－マメ、
およびトウモロコシ－ラッカセイを選択していること
を示している。気象がより温暖になるにつれ、農業従
事者らは、より暑熱耐性が高い作物へと移行する傾向
にある。降水量が増加するか減少するかによって、農
業従事者らは水を好む作物、もしくは干ばつに強い作
物に移行するだろう。
　対応的よりむしろ事前的な戦略の設計と使用もま
た、適応を強化しうる。ジンバブエにおける農業資本
ストックや普及アドバイスなどの事前の介入（Owens 

et al., 2003）は、世帯の厚生を引き上げ、非干ばつ年
における回復力を高めうる。多くの場合において、こ
れらの介入もまた災害リスク削減戦略と併用されうる
（http://www.unisdr.org/にあるいくつかの参考資料を参
照）。資本サービスや普及サービスは、正味の民間移
転をクラウディングアウト【訳注 9-1】することなしに、
作物による純利益を増大させうる。干ばつなどのショ
ックに対する回復力を強化するとして調査されうるそ
の他の要因には、国家による穀物の備蓄、穀物の先物
市場、天候保険、食品価格補助金の役割、送金、およ
び学校給食のスキームなどがある（詳細な議論につい
ては、Devereux, 2003参照）。
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9.5.2　適応のコスト、制約、および機会

　上記で概説したオプションの多くは、多額の取引コ
ストを含む一連のコストと制約を伴う。しかしなが
ら、気候変化の影響がもたらす可能性があるコスト
（あるいは、干ばつや洪水などの気候変動に伴うコス
ト）、および適応が行われないときのコスト（Yohe and 

Schlesinger, 2002）の定量的な見積りは困難である。デ
ータの利用可能性が限られていることや、将来の気候、
社会および経済状況の変化、ならびにこうした変化に
対処するためにとられる対応に関係するさまざまな不
確実性は、正確なコストと経済的損失の明細目録＜の
作成＞を妨げている。こうした問題にもかかわらず、
経済的損失のいくつかの明細目録と見積りが企てられ
ている（例えば、Mirza, 2003）。いくつかの場合では（例
えば、エジプトとセネガル）、評価は気候変動による
影響に適応する場合、ならびに適応しない場合に生じ
るかもしれないコストを測定することを試みてきてい
る。かなり多くの住民が起こりうる気候変動に関連す
る影響のリスクにさらされると推定されている。沿岸
諸国における海面上昇の影響の評価は、適応のコスト
が少なくとも GDPの 5～ 10%に達しうることを示し
ている（Niang-Diop, 2005）。しかしながら、適応が何
も着手されなければ、気候変動による損失が GDPの
14%まで達しうる（Van Drunen et al., 2005）。南アフリ
カでは、バーグ川流域における適応コストの初期の評
価もまた、気候変動に対する適応を行わない場合のコ
ストが、気候変動への柔軟でかつ効率的なアプローチ
を管理オプションに組み込むコストに比べて、はるか
に大きくなることを示している（Stern, 2007参照）。
　いくつかの成功＜事例＞はあるものの（表 9.2の事
例を参照）、土地利用におけるさまざまな変化や社会
政治的および文化的なストレスの結果として、対処お
よび適応戦略が衰退していることの証拠もある。例え
ば、土壌の補充をなおざりにした継続的な耕作は、結
果として、真の意味での「農地の劇的状況（agrarian 

dramas）」を引き起こしうる（例えば、Rockström, 

2003）。従って、社会的なストレス（例えば、食料へ
のアクセス）と生物物理学的なストレス（例えば、干
ばつ）双方の相互作用は組み合わさることで、危機的
なストレス期間（例えば、ENSO現象中および ENSO

現象後）をいっそう悪化させる。伝統的な対処戦略
（9.6.2節参照）は、この文脈においては、現在あるい
は将来のいずれにおいても十分ではないかもしれず、
より長期的には持続可能でない対応をまねくかもしれ

ない。伝統的な対処対応の衰退は、次の気候ショック
への回復力を下げるばかりでなく、貧しい人々がさら
されるあらゆるショックとストレスへの回復力をも低
下させる（DFID, 2004）。科学的能力やその他の科学的
資源が限られていることもまた、適応を妨げる要因で
ある（例えば、Washington et al., 2004, 2006参照）。
　本章のいくつかの節で示されているように、アフリ
カの低い適応能力は、主に、多くのアフリカ人の極度
な貧困、干ばつや洪水などの自然災害の頻発、降雨に
大きく依存している農業、そして、マクロおよびミク
ロでのさまざまな構造的問題によるものである（9.2.2

節参照）。しかしながら、気候変動の開発への全面的
な影響は、現在のところ、明確には理解されていない。
例えば、気候変動に対する脆弱性を高め、国家レベル
の適応に影響を与える要因には、地方および国家のガ
バナンスの問題、公民権や政治的権利、そして、識
字能力が含まれることが示されてきている（例えば、
Brooks et al., 2005）。Brooks et al.（2005）で着手され
た評価（気候による結果の指標として気候関連の災害
による死亡数を使用している）における最も脆弱な国
家は、サハラ以南に位置している国々と最近紛争を経
験している国々であった。より地方レベルでは、貧し
い人々は、多くの場合、多様化を適応戦略として採用
できず、そして、彼らが利用できる多様化オプション
が非常に限定的であることが多い（例えば、Block and 

Webb, 2001; Ellis and Mdoe, 2003）。現在および将来の
ショックやストレスに対する適応を強化する手段とし
ての、マイクロファイナンスやその他の社会的セーフ
ティーネット、および社会厚生補助金は、長期的に持
続可能な方式で地方の制度的取決めによって支援され
る場合、こうした制約を克服するのに成功するかもし
れない（Ellis, 2003; Chigwada, 2005）。
　アフリカは、長期にわたる気候変動と変化への適応
能力の増大に焦点を合わせる必要がある。その場限
りの対応（例えば、短期的な対応、非協調的なプロセ
ス、孤立したプロジェクト）は、一つの種類の解決策
に過ぎない（Sachs, 2005）。考慮されうるほかの解決策
には、国家開発プロセスの中に適応を主流化すること
などがある（Huq and Reid, 2004; Dougherty and Osman, 

2005）。災害リスクの軽減、貧困、および開発を結び
付けるいくつかの機会があるかもしれない（例えば、
兵庫宣言など、そのような行動に対するいくつかの要
求や計画－ http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-

doc/L-docs/Hyo-go-declaration-english.pdfを参照）。コミ
ュニティがさまざまなリスクとともに生活していると
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ころでは、リスクの軽減と開発活動をつなぐことが、
さらなる適応の便益をもたらしうる（例えば、Yamin 

et al., 2005）。食料不安に対する短期的な緊急対応への
依存から離れ、政府とのより緊密なパートナーシップ
を伴うより長期的な開発志向の戦略に移行する方策を
探るために、政府、人道的機関、開発機関が協力する
前例のない取組みも増加している（いくつかの事例研
究については、食料不安に関する以下の事例研究や
SARPN参照‐http://www.sarpn.org/；可能性のあるその
他の適応オプションについては、表 9.2も参照）。
　これらの取組みや提案にもかかわらず、一連のスト
レス、とりわけ気候変化と変動に対する脆弱性の原
因の背景ならびに現実＜の研究＞は、最前線に置いて
おかれなければならず、国際レベル、国家レベル、そ
して地方レベルでの貧困（構造的、およびその他の貧
困の双方）の原因のより深いさらなる調査が含まれる
（Bryceson, 2004）。貧困緩和や気候変動を含むストレス
への適応に関する議論においては、さまざまな戦略－
自由化政策、構造調整プログラム（SAP）の数十年、
および市場状況を含む－の理由、影響、ならびに遺産
は無視され得ない。こうした動因と気候との複雑な相
互作用の一部は、以下の二つの事例研究においてさら
に例示されている。

9.6　事例研究

9.6.1　 食料不安：気候変動、変化、および
その他のストレス要因が果たす役割

　気候変動と変化が食料生産に影響を与えること
は長年にわたって認識されてきている（例えば、
Mendelsohn et al., 2000a, b; Devereux and Maxwell, 2001; 

Fischer et al., 2002;  Kurukulasuriya and Rosenthal, 2003）。
ただし、この影響の範囲と性質はいまだ不確実である。
おおまかに言うと、食料安全保障は世界および国家の
十分な農業食料生産の観点から捉えられることは少な
く、各個人や世帯に十分な食料を提供するのに足りる
生計の観点から捉えられることがより多い（Devereux 

and Maxwell, 2001; Devereux, 2003; Gregory et al., 2005）。
この焦点のずれにおける主要な認識は、十分な食料に
アクセスする個人あるいは世帯の能力に影響を与える
複合的要因がすべてのスケールにおいて存在するとい
うことである。こうした要因には、世帯の収入、人の
健康、政府の政策、紛争、グローバル化、市場の失敗、
ならびに環境問題などがある（Devereux and Maxwell, 

2001; Marsland, 2004;  Misselhorn, 2005）。
　この認識を基に、食料安全保障の三つの主要な構成
要素が特定されるかもしれない。
i.  　（市場や自己生産を通した、）食料の入手可能性。
ii. 　 食料を入手する、あるいは食料にアクセスするの

に十分な購買力、および／または、相関的な力。
iii.      入手可能な食料からの十分な栄養の摂取。これ
は、人の健康に必要な栄養素を消化および吸収す
る能力、安全な飲料水へのアクセス、環境的衛生、
および食料そのものの栄養素含有量による影響
を受ける（Swanimathan, 2000; Hugon and Nanterre, 

2003）。

干ばつや洪水の期間、ならびに長期的な変化といった
気候変動は、食料安全保障を形成するにあたり、直接
的あるいは間接的に、これら三つの構成要素すべてに
大きく影響する（Ziervogel et al., 2006; 図 9.6）。
　図 9.6の食料へのアクセスに対する気候変動の可能
性のある影響は、例えば、アフリカの生活環境の変化
に照し合わせると、よりうまく理解されるかもしれな
い。サハラ以南アフリカの多くの場所における農村部
の人々の生活の中で、農業を基盤にした活動から離れ
る多様化、つまり「脱農業活動（deagrarianisation）」の
軌跡が見出されてきている。人々の食料安全保障の
第一の源としての食料生産に対する信頼の低下は、ア
フリカにおける人々の食料安全保障が、彼ら自身によ
る農業生産によってのみ（あるいは主として農業生産
によって）引き出されるとする想定に逆行している
（Bryceson, 2000, 2004; Bryceson and Fonseca, 2006）。だ
が、同時に、アフリカ大陸全体では、降水量にかなり
依存している農業分野が、全雇用の約 60%を占めてい
ると推定され、このことは生計、および購入による食
料へのアクセスを通じて引き出される食料安全保障に
おける農業のきわめて重要な役割を示している（Slingo 

et al., 2005）。
　気候変動と変化が、生計や食料へのアクセスに対し
て与えるその他の多くの事例的影響があり、その影
響の多くが、食料の入手可能性、および食料安全保障
の栄養素へのアクセスの側面にも影響を与える。これ
らには、観光分野への影響（例えば、Hamilton et al., 

2005）や市場へのアクセスに対する影響もあり、その
両方が、農業従事者らが農業用インプットを得る能力
や、余剰作物を販売する能力、そして、代替食料を購
入する能力に影響を与える。これらの影響は、生計戦
略を変更する、あるいは抑制することをとおして、食
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料安全保障に影響を与えるとともに、入手可能な食料
の種類と栄養素の摂取にも影響を与える（Kelly et al., 

2003）。市場へのアクセスは、幅広い社会経済的、な
らびに政治的な要因による影響を受けるのみならず、
市場からの距離や、気候現象の間に損傷を受けうる道
路などのインフラの状況による影響も受ける（例えば、
Abdulai and Crolerees, 2001; Ellis, 2003）。
　従って、気候変動と変化がアフリカの食料安全保障
に与える潜在的な影響との関連での主要な問題は、食
料生産へのそうした影響についての狭い知見のみなら
ず、そうした変化や影響が、世帯、コミュニティ、国
家の脆弱性、ならびに、それらの適応能力を決定づ
ける環境的、社会的、経済的、および政治的な要因
と、どのようにして相互に作用するかについての幅広
い知見をも含んでいる（Swaminathan, 2000; Adger and 

Vincent, 2005; Brooks et al., 2005）。従って、気候変動と
変化が食料安全保障に与える影響は、人間の安全保障
に関するより幅広い問題から切り離しては考えられ得
ない（O’Brien, 2006）。人間の脆弱性と適応を理解する
際に気候変動と変化を取り入れることは、世帯および
コミュニティのレベルで、ならびにアフリカにおける
地域的な農業－気候学的研究を通じて、だんだんと調
査されつつある（例えば、Verhagen et al., 2001）。
　資源が乏しい農業従事者やコミュニティが、気候変
化と変動に直面した際に、食料安全保障と持続可能な
生計を確保するために、さまざまな対処メカニズムや
適応メカニズムを使用することを示す、数々の研究が
企てられてきている（表 9.2も参照）。しかしながら、
適応能力と選択は、さまざまな複雑な因果関係を示す
メカニズムに基づいている。例えば、作物の選択は、
単に干ばつや病気への抵抗力に基づくのではなく、文
化的な選好、味のよさ、ならびに種子の保管能力など
の要因にも基づいている（Scoones et al., 2005）。世界
のその他の場所での研究もまた、社会資本（協会、ネ
ットワーク、および信頼のレベルなど）に関する要素
が、気候変動に対する社会的回復力や対応の重要な決
定因子であることを示しているが、これらがどのよう
に発展し、脆弱性を緩和するのにどのように使用され
るのかについては、依然として不明確のままである。
　気候変動に対する人々の脆弱性の地方レベルでの動
態（適応能力は、その主要な構成要素の一つである）
を調査すると同時に、調査結果をより広いスケール
（例えば、国や地域スケール）での評価に組み込む方
法を探ることが重要である（Brooks et al., 2005）。数々
の最近の研究は、複数のスケールでの適応能力のシナ

リオを開発するという非常に大きな課題を調査し始め
ている。こうした研究から、行動経済学（Grothmann 

and Patt, 2005）、国家の願望と社会政治的目標（Haddad, 

2005）、ガバナンス、公民権と政治的な権利、識字能力、
経済的な福利と安定、人口構造、世界の相互接続性、
制度的安定と福利、ならびに天然資源への依存（Adger 

and Vincent, 2005）などの一連の複雑な要因が、すべて、
気候変動への脆弱性と適応能力の強力な決定因子とし
て浮上してきている。こうした決定因子は、食料「シ
ステム」を通じて全体に広がり、さまざまなレベルで
の食料安全保障に影響を与えている。従って、気候変
動に直面した際のミレニアム開発目標の達成、とりわ
け、極度の貧困と飢餓の撲滅という最初の目標の達成
には、複雑な社会的、経済的、政治的、および生物物
理学的システムという文脈の中で、食料不安を人間の
脆弱性の必須の要素として明確に考慮する科学、なら
びにすべてのスケールにおける意思決定者のための有
用な調査結果を提供できる科学が必要である。

9.6.2　先住民の知識システム

　「先住民の知識（indigenous knowledge）」という言
葉は、一般的に「現代的な（modern）」知識とよばれ
る科学的な知識とは対照的に、コミュニティによって
発展した知識システムを説明するために用いられてい
る（Ajibade, 2003）。先住民の知識は、多くの農村コミ
ュニティにおいて、地方レベルでの意思決定の基盤で
ある。その知識は、それが発展している文化に対して
のみ価値があるのではなく、農村部の状態の改善に努
力している科学者や計画者にとっても価値がある。先
住民の知識を気候変動政策に組み込むことは、費用対
効果が高く、参加型で、かつ持続可能である有効な適
応戦略の策定につながりうる（Robinson and Herbert, 

2001）。

9.6.2.1　気象予報に関する先住民の知識
　アフリカのその土地のコミュニティと農業従事者ら
は、気象に関して、収集する、推測する、解釈する、
ならびに意思決定を行う複雑なシステムを開発してき
ている。例えば、ナイジェリアでの研究は、農業従事
者らが、将来の気象に備えるために、降雨、激しい雷雨、
暴風、ハルマッタン（アフリカの北西部の沿岸に沿っ
て吹く、乾燥したほこりっぽい風）、および晴天など
の気象システムに関する知識を活用できることを示し
ている（Ajibade and Shokemi, 2003）。ナイジェリアで
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は、気象予報に関する先住民の手法が農業従事者らの
計画活動を補完することが知られている。ブルキナフ
ァソでの同様の研究は、農業従事者らの予報知識には
共有されている経験や選択的経験が含まれることを示
した。年配の男性の農業従事者らは、自然現象を観察
することによって、季節的降雨についての仮説を策定
するが、文化や儀式の専門家は、占い、予見力、ある
いは夢から、推測を描く（Roncoli et al., 2001）。最も広
く信頼されている指標は、乾季（11から 1月まで）の
始まりの頃の低温のタイミング、強度、および期間で
ある。その他の予報指標には、その土地の特定の木に
実がなるタイミング、河川や池の水位、ウズラのよう
な小さな鳥の巣作り行動、および囲いの壁の外側のゴ
ミの山における昆虫の行動などがある（Roncoli et al., 

2001）。

9.6.2.2　緩和と適応に関する先住民の知識
　アフリカのコミュニティと農業従事者らは、変化す
る環境に常に対処してきている。彼らは、望ましくな
い環境とショックに対処するための知識と習慣を持っ
ている。先住民の能力の強化が、その土地のコミュニ
ティのエンパワメントと開発プロセスへの彼らの効果
的な参加へのカギである（Leautier, 2004）。人々は、新
たな考えが既存の慣行という文脈の中で理解されうる
ときに、それをよりうまく適用できる。ジンバブエで
の研究は、季節予報が、その土地の先住民の気候予報
とともに、あるいは比較して、示された際に、農業従
事者らの季節予報を積極的に使う意欲が増大すること
を観察した（Patt and Gwata, 2002）。
　アフリカのいくつかの場所におけるその土地の農業
従事者らは、不耕起栽培、マルチング【訳注 9-2】、およ
びその他の土壌管理技術を利用することを通じて、炭
素を土壌の中に保存することで知られている（Dea and 

Scoones, 2003）。自然のマルチは、土壌の温度と極端
現象を和らげ、病気や有害な害虫を抑え、土壌の水分
を保持する。小規模な農業従事者らの間では、普段か
ら食用作物を攻撃する害虫と戦うための農薬など、そ
の土地固有の植物性の素材が広く利用されていること
もまた報告されてきている（Gana, 2003）。気候変動が
疾病媒介動物の生態を変化させるであろう可能性が高
く、先住民によるこのような害虫管理慣行が有用な適
応戦略になるだろう。その土地の農業従事者らによっ
て採用されたその他の先住民の戦略には、低木の管理
的な除去；流出によって流された土壌表面の栄養分を
固定するためのAndropogon gayanus（イネ科の牧草）

などの高草の利用；流出による影響を大幅に削減する
ための侵食を防止する堤防作り；緑肥を使用すること
による土地の回復；石の堤防の建設；低平な土地の管
理と河岸の保護などが含まれる（AGRHYMET, 2004）。
　牧畜民らによって干ばつ時に適用される適応戦略に
は、非常用の飼料の使用、食料＜確保＞のために弱っ
た家畜を殺すこと、気候の極端現象を生き延びるため
に群れを複数の種で構成すること、などがある。牧畜
民らや農牧畜民らは、干ばつ期間中には、ウシの畜産
からヒツジやヤギの畜産に変える。というのは、ヒツ
ジやヤギの方が飼料の必要量が少ないからである（Seo 

and Mendelsohn, 2006b）。牧畜民らの遊牧的移動は、サ
ヘル北部の乾燥した場所から南部のより湿潤な場所へ
の周期的な移動を通じて、＜生産＞能力が低い牧草地
への圧力を削減する。
　アフリカの女性は、とりわけ干ばつや飢饉のときに
世帯の食料安全保障を維持するのに役立つ先住民の
知識を持っていることで特に知られている。彼女ら
は、多くの場合、より干ばつに強く、害虫に対して
より耐性があるその土地固有の植物に依存しており、
経済的に困難な期間の長期化への蓄えとなっている
（Ramphele, 2004; Eriksen, 2005）。例えば、スーダン南
部では、女性らは、毎年、植えるために残しておくす
べてのモロコシの種子の選択に対して直接的な責任が
ある。彼女らは、どの成長期間においても生じるかも
しれない一連の状況に対する抵抗力を保証するであろ
うさまざまな種類の種子の普及を維持している（Easton 

and Roland, 2000）。

9.7　 結論：気候変動と持続可能な開発と
の関連性

　アフリカの人々や環境は、気象や気候の予期せぬ変
化と常に戦ってきている（9.2.1節参照）。しかしながら、
これらの戦いは、しだいに、HIV/AIDS、紛争、土地
をめぐる闘争などその他の一連のストレスとともに行
われている（9.2.2節参照）。アフリカの一部の国々と
分野における良好な経済成長にもかかわらず（OECD, 

2004/2005）、格差は依然として大きいままで、いくつ
かの出典は、2015年までにMDGsを達成する希望が
低下していることを示唆している（UNDP, 2005）。気
候変動は、MDGs の設定において直接的には特徴づけ
られていないが、ここで示された証拠から、気候変化
と変動がMDGsの達成に対する追加的な障害になる
であろうことは、明らかである（表 9.3; Thornton et al., 
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2006）。
　将来の気候変動は、ほかの開発問題と比べるとわ
ずかにのみ重要であるように思えるかもしれないが
（Davidson et al., 2003）、気候変化と変動、およびそれ
に伴う災害リスクの増大が将来の開発を深刻に阻止す
るであろうことは明白である。例えば、年間計算では、
開発途上国は、既に 350億米ドルの自然災害からの直
接的損害を負担している（Mirza, 2003）。しかしながら、
こうした数字には、生活における資産や損失、および、
多くの場合、評価するのがより困難である感情的なス
トレスやその他のストレスは含まれていない。従っ
て、課題は、気候変化と変動に関連するものなど、シ
ョックに対する抵抗力をも構築する開発を形づくり、
管理することである（Davidson et al., 2003; Adger et al., 

2004）。

9.8　 主要な不確実性、確信度、未知の要
素、研究の空白、および優先的研究
課題

　気候変動と変化については多くのことが発見されつ
つあるが、影響やこうした変化に対する生じうる応答
が、結果として、より協調的な取組みと学習を必要と
する重要な領域を生じさせている。

9.8.1　不確実性、確信度、および未知の要素

・ 気候モデルは、一般的に、アフリカの温暖化の方向
については合致しているが、降水量の予想される変
化については、あまり合致していない。

・ 土地利用と土地被覆の変化が果たす役割（つまり、
さまざまな外観の土地設計）が、主要なテーマとし
て浮上している。土地利用の変化、気候ストレス、
および起こりうるフィードバックの間の関連性は、
まだ明確には理解されていない。

・ アフリカの食料安全保障に対する気候の寄与、中で
も、干ばつと洪水の影響、ならびに可能性のある将
来の気候変動を増大させるほかの複合的ストレスが
果たす役割については、いまだ十分に理解されてい
ない。干ばつは、数年間の生産に影響を与えるかも
しれないが、気候変動だけでは、アフリカにおける
食料生産の限界を説明できない。従って、複合的ス
トレス、中でも、全球、地域、および地方スケール
などさまざまなスケールにある複合的ストレスに関
する理解を高めるための、そして気候変化と変動が

果たす役割を取り込むより良いモデルと手法が必要
とされる。

・ 特に健康、水分野、および山岳環境などの特定の生
態系の応答に関して、論争や議論になっているいく
つかの領域も存在している。これらの領域に関する
より多くの研究が明らかに必要とされる。

・ 水分野における影響は、全球および地域スケールの
モデル評価で取り組まれているものの、特に地方＜
スケール＞での評価や地下水における影響に関して
は、依然として、あまり十分には研究されていない。
水循環システムの評価を含む「システム」の詳細な
評価に関しても、さらに発展させる必要がある。

・ 全球モデルから導き出され、ここでも提示したいく
つかの影響と脆弱性は、現在のところ、地方レベル
の変化と影響を解決していない。地域レベルおよび
地方レベルの気候モデルならびにシナリオの開発と
改良は、さまざまな予測に付随する確信度を向上さ
せうる。

・ 適応研究を含む、さまざまな種類の地方スケールで
の評価は、現在の脆弱性と適応策を理解することに
依然として焦点を合わせている。地域内では、総合
的かつ比較可能な研究、とりわけ適応のための将来
のオプションと経路に焦点を合わせている研究で入
手可能なものはほとんどない。

・ 最後に、複合的ストレスの相互作用によって形成さ
れる複雑なシステムにおいて、気候変動が果たす役
割を評価する際には、依然として、多くの不確実性
がある。予備的な調査がこれらの相互作用のいくつ
かの兆候を示しているが、さらなる分析が必要とさ
れる。

9.8.2　研究の空白と優先的研究課題

　本章の冒頭で示したように、気候変動の科学におい
ては、影響主導のアプローチから脆弱性主導のアプロ
ーチへと大幅に変わってきている。このような変化に
もかかわらず、気候変動の研究の大部分が、依然とし
て影響に焦点を合わせたままである。しかしながら、
本章が示そうと試みてきているように、アフリカに関
しては、気候変化と変動に対する脆弱性と適応の間の
相互作用、ならびに気候変動と変化の短期的および長
期的な結果を理解し、示すためには、まだまだかなり
多くのことがなされる必要がある。
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9.8.2.1　気候
　ここ数年の著しい進展、特にモデル評価を用いて成
し遂げられた進展にもかかわらず（例えば、アフリカ
の一部においては、Christensen et al., 2007参照）、アフ
リカの多くの場所の気候は、依然として十分には理解
されていない。GCMから開発された気候シナリオは
非常に粗く、通常、アフリカの気候における重要な地
域的ばらつきを十分に捉えていない。意思決定者にと
って意味のあるスケールでの地域気候モデルやサブ地
域気候モデルをさらに開発すること、ならびにさらな
る調査を必要とするかもしれないいくつかの問題の骨
組み作りにステークホルダーらを含めることが必要で
ある。さらに、気候システムの十分な説明、および地
域の海洋が果たす役割やさまざまなフィードバックメ
カニズムが果たす役割を含む、気候の変動性に関する
理解の改善が必要である。

9.8.2.2　水
　水に関しては、例えば、当該流域の水のガバナンス
の複雑な相互作用を含む、アフリカの分水界と河川流
域についてなど、気候変化と変動による影響、および
それに対する脆弱性についての詳細な地域スケールで
の研究が必要とされる。水質、ならびに水質の水利用
パターンとの関係もまた、将来の予想に組み込まれる
必要がある重要な問題である。気候変動と変化の地下
水への影響についてのさらなる研究も必要とされる。

9.8.2.3　エネルギー
　アフリカのエネルギー分野における気候変化と変動
に特有の影響や脆弱性に関する詳細な情報で、特に
SRESシナリオと GCMのアウトプットを使用し、かつ
適用しているものはほとんどない。また、代替の、そ
して再生可能なエネルギー源、特に太陽エネルギー、
への転換と採用に対する（技術的、経済的、および社
会的）障壁、ならびに現在の緩和オプション（例えば、
炭素隔離を含む、クリーン開発メカニズム（CDM））
の設計、含意、影響、および可能性がある便益を特定し、
評価する必要もある。

9.8.2.4　生態系
　気候推測においては、研究と技術開発の十分に確立
したプログラムがおおいに必要であり、これによって
気候変動の生態系へのリスクと影響を評価しうる。気
候変動と変化がアフリカの重要で、感度が高く、そし
て独自の生態系（ホットスポット）に与える影響、コ

ンゴ盆地の多雨林に与える影響、山岳の生物多様性を
もつ場所に与える影響、ならびに内陸や海洋の水産資
源に与える影響の評価は、依然としてさらなる研究を
必要とする。

9.8.2.5　観光
　＜観光の気候変動に対する＞脆弱性と気候変動が観
光に与える影響については、実用的な研究を強化する
必要がある。というのは、観光は、アフリカにおける
最も重要で、かつかなり有望な経済活動の一つだから
である。気候変動と変化が、例えば気候変化のサンゴ
礁への影響など、観光およびそれに関連する事項に与
える影響、についての研究と、これらの影響がどのよ
うにしてエコツーリズムに影響を与えるであろうかに
ついての研究には大きな空白が存在するように思われ
る。

9.8.2.6　健康
　健康に関する評価の大半は、マラリアに焦点を合わ
せており、アフリカの一部の場所におけるマラリア
の再流行に関する原因特定については依然議論中であ
る。将来の気候変動が、例えばデング熱や髄膜炎など、
その他の健康問題に与える影響、ならびにそれに関連
する脆弱性を調査する必要がある。また、HIV/AIDS

に伴う脆弱性や気候ストレスと気候変動の期間に伴う
脆弱性の高まりに関する対話と研究努力をただちに開
始する必要もある。

9.8.2.7　農業
　さまざまな問題に関するより地域的および地方的研
究、例えば、CO2の増加とアフリカにおける農作物の
将来の生産の関係、塩分に強い植物、および沿岸地帯
のその他の樹木や植物に関する研究などが、依然とし
て、必要とされている。気候変動が家畜、植物の害虫、
および病気に与える影響については、ほとんど研究が
行われてきていない。アフリカでは畜産分野は非常に
重要であり、気候変動と変化に対して非常に脆弱であ
ると考えられている。農業、土地利用、および炭素隔
離との間の関係、ならびにバイオ燃料用の農業利用に
ついての研究も拡大される必要がある。

9.8.2.8　適応
　複雑な社会経済的、社会文化的、および生物物理学
的なシステムが果たす役割についての我々の理解を高
める必要がある。これには、環境変化に関する俗説、
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ならびにアフリカでの気候変動、適応、および開発の
間の関係性の再検討が含まれる。このような調査は、
適応に関して出現しつつある論説の多くをほぼ間違い
なく実証する。現在および予想される将来の影響と脆
弱性、ならびにアフリカのコミュニティの対処能力に
対する複数のストレス因子の相互作用に起因するかも
しれない将来の適応オプションと経路を評価する必要
もある。

9.8.2.9　脆弱性とリスク削減
　リスク削減活動の強化に努めている人々を取り込む
共同活動がいくつかはあるものの、本質的に類似した
テーマを研究している各コミュニティ間の積極的な関
与は、依然としてほとんどない。従って、災害リスク
削減活動、脆弱性評価、および気候変化と変動の評価
を合わせ、それらを結び付ける取組みを強化する必要
がある。また、現在および将来の気候変動と変化に対
処するアフリカのコミュニティの能力を向上するため
に、手段（制度の設計や要件を含む）を改善し、評価
し続ける必要がある。この手段によって、科学的な知
識と先進的な技術製品（例えば、早期警戒システム、
季節予報）がアフリカの脆弱なコミュニティの回復力
を強化するのに用いられうる。

9.8.2.10　アフリカの能力の強化
　アフリカ人によって設立され、アフリカの科学者
らによって開発される認定されたアフリカの「ハブ
（hubs）」、つまり中核的研究拠点が必要である。また、
さまざまな地域における制度上の「受容能力（absorptive 

capacity）」の強化も必要で、このことは若い科学者らに、
気候変動の影響、脆弱性、および適応に関する領域で
の研究を向上させるための機会を提供する。

9.8.2.11　行動のための知識
　気候に関する研究の多くは、大気科学コミュニティ
によって、またより最近では、生物物理学の科学者と
のより積極的な交流によって、促進されてきている（例
えば、IGBP/WCRPなどの地球変化プログラム）。しか
しながら、本章は、社会学や経済学の領域で働いてい
る人々（例えば、IHDPやその他多数）を含んだより
繊細なアプローチから得られるものが多くあることを
示している。さらに、公共および民間双方のパートナ
ーシップへの関心の高まり、ならびに、大企業、公式
および非公式なビジネス、そして幅広い市民社会を取
り込むことは、より包括的なプロセスと活動を必要と

する。しかし、そのような活動は、特に変化が急速な
場合には、十分でないかもしれない。このため、より「迅
速」かつ「創造的な」相互関係（例えば、科学のユー
ザーとプロデューサーとの相互関係、ステークホルダ
ーらの相互関係、コミュニケーション、制度設計など）
が必要とされるだろう。災害リスク削減コミュニティ、
開発コミュニティ、および気候科学コミュニティから
の人々の間のさらなる相互関係によっても、多くのこ
とが得られうる。
　最後に、「影響主導」の研究から「脆弱性主導」の
研究への焦点の移行にもかかわらず、アフリカにおけ
る複合的ストレスとそうしたストレスに対する適応と
の間の相互作用を明確に示す研究は、依然としてほと
んどない。土地利用と土地被覆の変化が果たす役割は、
そうした理解を高めるためにさらに調査されうる領域
の一つである。同様に、研究者らが、例えば、災害リ
スクの削減や気候変動など、研究のさまざまなパラダ
イムに取り組んでいることの証拠はあるが、（歴史的
な、現在の、そして、将来のシナリオの性質に基づく）
「人的側面」の相互作用、適応、および気候変動につ
いての研究の詳細、かつ内容の充実した概説は、依然
としてほとんどない。アフリカの文脈での開発活動と
気候リスク削減など、相互に作用する複数の要因が果
たす役割の地方レベルでのより詳細な分析が必要であ
ることは、本章における多くのことから明らかである。
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Figure 9.1. Examples of current ‘hotspots’ or risk areas for Africa: (a) ‘hunger’; (b) ‘natural hazard-related disaster risks’; (c) regions prone to
malaria derived from historical rainfall and temperature data (1950-1996); and (d) modelled distribution of districts where epidemics of
meningococcal meningitis are likely to occur, based on epidemic experience, relative humidity (1961-1990) and land cover (adapted from IRI et al.,
2006, p. 5; for further details see also Molesworth et al., 2003; Balk et al., 2005; Dilley et al., 2005; Center for International Earth Science
Information Network, 2006; Connor et al., 2006).

①

②

③

④

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑤

⑥

⑦

⑧

（a） １平方キロメートル当たりの低体重児＜数＞
凡例：①データなし　② 1 ＜人＞より少ない　③ 1 ～ 10 ＜人＞　④ 10 から 25 ＜人＞以上

（b） 高い死亡リスク
凡例：⑤次の項目によるリスクにさらされている上位 30％　⑥干ばつのみ　⑦水＜関連＞のみ　⑧干ばつと水＜関連＞

（c）流行性マラリア
凡例：⑨リスク地帯

（d） 流行性髄膜炎
凡例：⑩リスク地帯　⑪ 0.0 ～（低い）　⑫ 0.4 ～（中程度）　⑬ 0.6 ～（高い）　⑭ 0.8 ～（非常に高い）

図 9.1　アフリカの現在の「ホットスポット」、すなわち、リスクにある場所の例：（a）「飢餓」；（b）「自然災害に関連する災
害リスク」；（c）過去の降水量と気温のデータ（1950～ 1996年）から導き出されるマラリアが発生しやすい地域；および（d）
＜これまでの＞流行経験、相対湿度（1961～ 1990年）、ならびに土地被覆に基づく、髄膜炎菌性髄膜炎が発生する可能性が
高い地区の分布のモデル　（IRI et al., 2006, p.5から引用 ; 詳細については、Molesworth et al., 2003; Balk et al., 2005; Dilley et al., 
2005; Center for International Earth Science Information Network, 2006; Connor et al., 2006も参照）。

【図、表、Box】
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Box 9.1　キリマンジャロにおける環境の変化

気候が、キリマンジャロにおける太陽放射のミクロなスケールでのプロセスなど、複雑な相互作用とフィー
ドバックをとおして、自然の山岳生態系を変化させていることの証拠がある（Mölg and Hardy, 2004; Lemke et 

al., 2007）。火災、植生の変化、人為的な改良など、変化のその他の動因もまた、山の環境を変化させている
（Hemp, 2005）。20世紀の間に、キリマンジャロの氷原の面積が約 80%減少した（図 9.2）。もし現在の気候
条件が継続すれば、残っている氷原は 2015から 2020年の間に消滅する可能性が高いことが示唆されている
（Thompson et al., 2002）。

in Mozambique – Christie and Hanlon, 2001; IFRCRCS, 2002;
see also various infrastructural loss estimates from severe storm
events in the western Cape, South Africa –
http://www.egs.uct.ac.za/dimp/; and southern Africa – Reason
and Keibel, 2004). Large numbers of people are currently at risk
of floods (see, for example, UNDP, 2004; UNESCO-WWAP,
2006), particularly in coastal areas, where coastal erosion is
already destroying infrastructure, housing and tourism facilities
(e.g., in the residential region of Akpakpa in Benin (Niasse et
al., 2004; see also Chapter 7, Section 7.2.).

9.2.2 Current sensitivity and vulnerability to other
stresses

Complex combinations of socio-economic, political,
environmental, cultural and structural factors act and interact
to affect vulnerability to environmental change, including
climate change and variability. Economic development in
Africa has been variable (Ferguson, 2006). African economies
have recently registered a significant overall increase in activity
(growing by more than 5% in 2004 – OECD, 2004/2005; World
Bank, 2006a, b). Sub-Saharan Africa, for example, has shown
an increase of 1.2%/yr growth in average income since 2000
(UNDP, 2005). Despite this positive progress, boosted in part by
increases in oil exports and high oil prices, several African
economies, including informal and local-scale economic
activities and livelihoods, remain vulnerable to regional
conflicts, the vagaries of the weather and climate, volatile
commodity prices and the various influences of globalisation
(see, e.g., Devereux and Maxwell, 2001; OECD, 2004/2005;
Ferguson, 2006). Certain countries in sub-SaharanAfrica suffer
from deteriorating food security (Figure 9.1a) and declines in
overall real wealth, with estimates that the average person in
sub-Saharan Africa becomes poorer by a factor of two every
25 years (Arrow et al., 2004; Sachs, 2005). The interaction
between economic stagnation and slow progress in education
has been compounded by the spread of HIV/AIDS. In 2003,
2.2 million Africans died of the disease and an estimated
12 million children in sub-Saharan Africa lost one or both
parents to HIV/AIDS (UNAIDS, 2004; Ferguson, 2006). This
has produced a ‘freefall’ in the Human Development Index
ranking, with southernAfrican countries accounting for some of
the steepest declines (UNDP, 2005). Indeed, some
commentators have noted that sub-Saharan Africa is the only
region in the world that has become poorer in this generation
(Devereux and Maxwell, 2001; Chen and Ravallion, 2004).
A large amount of literature exists on the various factors that

influence vulnerability to the changes taking place in Africa
(e.g., to climate stress), and this section outlines some of the
key issues (see, for example, Figure 9.1a-d). However, these
factors do not operate in isolation, and usually interact in
complex and ‘messy’ways, frustrating attempts at appropriate
interventions to increase resilience to change.

9.2.2.1 Globalisation, trade and market reforms
There are important macro-level processes that serve to

heighten vulnerability to climate variability and change across a
range of scales in Africa (Sachs et al., 2004; UNDP, 2005;
Ferguson, 2006). Issues of particular importance include
globalisation, trade and equity (with reference to agriculture, see
FAO, 2005; Schwind, 2005) and modernity and social justice
(e.g., Ferguson, 2006). Numerous ‘structural’ factors are
‘driving’ and ‘shaping’ poverty and livelihoods (Hulme and
Shepherd, 2003) and changing the face of rural Africa (e.g.,
intensification versus extensification, see Bryceson, 2004;
Section 9.6.1). Structural adjustment accompanied by complex
market reforms and market liberalisation (e.g., access to credit
and subsidy arrangements) has aggravated the vulnerability of
many in Africa, particularly those engaged in agriculture (see,
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Box 9.1. Environmental changes
on Mt. Kilimanjaro

There is evidence that climate is modifying natural mountain
ecosystems via complex interactions and feedbacks
including, for example, solar radiation micro-scale
processes on Mt. Kilimanjaro (Mölg and Hardy, 2004; Lemke
et al., 2007). Other drivers of change are also modifying
environments on the mountain, including fire, vegetation
changes and human modifications (Hemp, 2005). During the
20th century, the areal extent of Mt. Kilimanjaro’s ice fields
decreased by about 80% (Figure 9.2). It has been suggested
that if current climatological conditions persist, the
remaining ice fields are likely to disappear between 2015
and 2020 (Thompson et al., 2002).

Figure 9.2. Decrease in surface area of Mt. Kilimanjaro glaciers
from 1912 to 2003 (modified from Cullen et al., 2006).

Reusch Crater；ロイシュクレーター
Ash pit；火山灰ピット
Kilometers；キロメートル

凡例：■ 1912 年のおよその氷河範囲
　　　■ 2003 年の氷河範囲
　　　－山頂大地の縁

Cullen et al., 2006 を修正

図 9.2　1912から 2003年までのキリマンジャロ山
の氷河の表面積の減少（Cullen et al., 2006を修正）。
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of people who could experience water stress by 2055 in northern
and southern Africa (Figure 9.3). In contrast, more people in
eastern and western Africa will be likely to experience a
reduction rather than an increase in water stress (Arnell, 2006a).
Clearly these estimations are at macro-scales and may mask

a range of complex hydrological interactions and local-scale
differences (for other assessments on southern Africa, where
some of these interacting scalar issues have been addressed, see
Schulze et al., 2001). Detailed assessments in northern Africa
based on temperature increases of 1-4°C and reductions in
precipitation of between 0 and 10% show that the Ouergha
watershed in Morocco is likely to undergo changes for the period
2000-2020. A 1°C increase in temperature could change runoff
by of the order of 10%, assuming that the precipitation levels
remain constant. If such an annual decrease in runoff were to
occur in other watersheds, the impacts in such areas could be
equivalent to the loss of one large dam per year (Agoumi, 2003).
Further interactions between climate and other factors
influencing water resources have also been well highlighted for
Egypt (Box 9.2).

Chapter 9 Africa
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Figure 9.3. Number of people (millions) with an increase in water
stress (Arnell, 2006b). Scenarios are all derived from HadCM3 and the
red, green and blue lines relate to different population projections.

Box 9.2. Climate, water availability and
agriculture in Egypt

Egypt is one of the African countries that could be
vulnerable to water stress under climate change. The water
used in 2000 was estimated at about 70 km3 which is
already far in excess of the available resources (Gueye et
al., 2005). A major challenge is to close the rapidly
increasing gap between the limited water availability and the
escalating demand for water from various economic
sectors. The rate of water utilisation has already reached its
maximum for Egypt, and climate change will exacerbate this
vulnerability.

Agriculture consumes about 85% of the annual total water
resource and plays a significant role in the Egyptian national
economy, contributing about 20% of GDP. More than 70%
of the cultivated area depends on low-efficiency surface
irrigation systems, which cause high water losses, a decline
in land productivity, waterlogging and salinity problems (El-
Gindy et al., 2001. Moreover, unsustainable agricultural
practices and improper irrigation management affect the
quality of the country’s water resources. Reductions in
irrigation water quality have, in their turn, harmful effects on
irrigated soils and crops.

Institutional water bodies in Egypt are working to achieve
the following targets by 2017 through the National
Improvement Plan (EPIQ, 2002; ICID, 2005):
• improving water sanitation coverage for urban and rural
areas;

• wastewater management;
• optimising use of water resources by improving irrigation
efficiency and agriculture drainage-water reuse.

However, with climate change, an array of serious threats is
apparent.
• Sea-level rise could impact on the Nile Delta and on
people living in the delta and other coastal areas
(Wahab, 2005).

• Temperature rises will be likely to reduce the productivity
of major crops and increase their water requirements,
thereby directly decreasing crop water-use efficiency
(Abou-Hadid, 2006; Eid et al., 2006).

• There will probably be a general increase in irrigation
demand (Attaher et al., 2006).

• There will also be a high degree of uncertainty about the
flow of the Nile.

• Based on SRES scenarios, Egypt will be likely to
experience an increase in water stress, with a projected
decline in precipitation and a projected population of
between 115 and 179 million by 2050. This will increase
water stress in all sectors.

• Ongoing expansion of irrigated areas will reduce the
capacity of Egypt to cope with future fluctuation in flow
(Conway, 2005).

図 9.3　水ストレスが増大する人々の数（単位、百万人）
（Arnell, 2006b）。シナリオは、すべて HadCM3から導かれて
おり、赤、緑、および青の線は、さまざまな人口予測に関連
している。

上のグラフ
アフリカ北部：2055 年

横軸：気温の変化（℃）
縦軸：ストレスが増大する人口（単位、百万人）
　

下のグラフ
アフリカ南部：2055 年

横軸：気温の変化（℃）
縦軸：ストレスが増大する人口（単位、百万人）
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Box 9.2　エジプトにおける気候、水利用可能量、および農業

エジプトは、気候変動下で、水ストレスに対して脆弱になりうるアフリカ諸国の一つである。2000年に使用
された水は約 70 km3であったと推定され、既に利用可能な資源をはるかに超過している（Gueye et al., 2005）。
主要な課題は、限られた水利用可能量と、さまざまな経済分野からの水需要の上昇との間の急速に増大しつ
つあるギャップを閉じることである。エジプトに関しては、水利用の割合は既に最大に達しており、気候変
動はこの脆弱性をいっそう悪化させるだろう。

農業は年間の総水資源の約 85%を消費しており、エジプトの国民経済において大きな役割を果たし、GDP

のおよそ 20%に寄与している。耕作地の 70%以上が効率性の低い地表の灌漑設備に依存しており、このこ
とが、高い水損失、土地生産性の低下、湛水、ならびに塩性問題を引き起こしている（El-Gindy et al., 2001）。
さらに、持続不可能な農業慣行や不適切な灌漑管理は、エジプトの水資源の質に影響を与える。続いて、灌
漑の水質の低下は、灌漑された土壌と作物に悪影響を与える。

エジプトの制度化された水組織は、国家改善計画（National Improvement Plan）をとおして、2017年までに以
下の目標を達成しようと努めている（EPIQ, 2002; ICID, 2005）。
 ● 都市部および農村部の水の衛生＜が確保されている＞範囲の拡充
 ● 廃水管理
 ● 灌漑の効率性と農業の排水再利用を改善することによる水資源利用の最適化

しかしながら、気候変動に伴って、数々の深刻な脅威が明らかになっている。

 ●  海面上昇は、ナイルデルタとそのデルタで生活している人々、ならびにその他の沿岸域に影響を与えうる
（Wahab, 2005）。

 ●  気温上昇は、主要な作物の生産性を減少させ、それらの作物の水分要求量を増大させ、それゆえ作物の水
利用効率を直接的に減少させる可能性が高いだろう（Abou-Hadid, 2006; Eid et al., 2006）。

 ● おそらくは、灌漑需要の全体的な増加があるだろう（Attaher et al., 2006）。
 ● ナイル川の流出量についての不確実性の度合いも高くなるだろう。
 ●   SRESシナリオに基づくと、エジプトは、予測される降水量の減少と 2050年までに人口が 1億 1,500万か
ら 1億 7,900万人の間になるという予測に伴い、水ストレスの増大を経験する可能性が高いだろう。この
ことはすべての分野における水ストレスを増大させるだろう。

 ●  灌漑面積の継続的な拡大は、流出量の将来の変動に対処するエジプトの能力を低下させるであろう
（Conway, 2005）。
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compromised populations (HIV/AIDS) and conflict and war
(Harrus and Baneth, 2005) in the future, resulting in increased
susceptibility and risk of other infectious diseases (e.g., cholera)
and malnutrition. The potential for climate change to intensify or
alter flood patterns may become a major additional driver of
future health risks from flooding (Few et al., 2004). The
probability that sea-level rise could increase flooding,
particularly on the coasts of easternAfrica (Nicholls, 2004), may
also have implications for health (McMichael et al., 2006).
Relatively fewer assessments of possible future changes in

animal health arising from climate variability and change have
been undertaken. The demographic impacts on trypanosomiasis,
for example, can arise through modification of the habitats
suitable for the tsetse fly. These modifications can be further
exacerbated by climate variability and climate change. Climate
change is also expected to affect both pathogen and vector
habitat suitability through changes in moisture and temperature
(Baylis and Githeko, 2006). Changes in disease distribution,
range, prevalence, incidence and seasonality can all be expected.
However, there is low certainty about the degree of change. Rift
Valley Fever epidemics, evident during the 1997/98 El Niño
event in EastAfrica and associated with flooding, could increase
with a higher frequency of El Niño events. Finally, heat stress
and drought are likely to have further negative impacts on
animal health and production of dairy products, as already
observed in the USA (St-Pierre et al., 2003; see also Warren et
al., 2006).

9.4.4 Agriculture

Results from various assessments of impacts of climate
change on agriculture based on various climate models and
SRES emissions scenarios indicate certain agricultural areas that
may undergo negative changes. It is estimated that, by 2100,
parts of the Sahara are likely to emerge as the most vulnerable,
showing likely agricultural losses of between 2 and 7% of GDP.
Western and central Africa are also vulnerable, with impacts
ranging from 2 to 4%. Northern and southern Africa, however,
are expected to have losses of 0.4 to 1.3% (Mendelsohn et al.,
2000b).
More recent assessments combining global- and regional-

scale analysis, impacts of climate change on growing periods
and agricultural systems, and possible livelihood implications,
have also been examined (Jones and Thornton, 2003;
Huntingford et al., 2005; Thornton et al., 2006). Based on the
A1FI scenario, both the HadCM3 and ECHAM4 GCMs agree
on areas of change in the coastal systems of southern and eastern
Africa (Figure 9.4). Under both theA1 and B1 scenarios, mixed
rain-fed semi-arid systems are shown to be affected in the Sahel,
as well as mixed rain-fed and highland perennial systems in the
Great Lakes region and in other parts of East Africa. In the B1
world, marginal areas (e.g., semi-arid lands) become more
marginal, with moderate impacts on coastal systems (Thornton
et al., 2006; see Chapter 5, Section 5.4.2). Such changes in the
growing period are important, especially when viewed against
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Figure 9.4. Agricultural areas within the livestock-only systems (LGA) in arid and semi-arid areas, and rain-fed mixed crop/livestock systems (MRA)
in semi-arid areas, are projected by the HadCM3 GCM to undergo >20% reduction in length of growing period to 2050, SRES A1 (left) and B1
(right) emissions scenarios, after Thornton et al. (2006).

図 9.4　HadCM3 GCMによると、乾燥地および半乾燥地の家畜のみのシステム（LGA）内、ならびに、半乾燥地の天水によ
る作物／家畜混合システム（MRA）内の農地が、2050年までに、成長期間の長さの＞ 20%の減少を経験すると予測される。
SRES A1（左）および B1（右）排出シナリオ。Thornton et al.,（2006）に基づく。
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表 9.1　アフリカにおける気候変動との関連で推定される生態系の顕著な応答。これらの推定は、さまざまなシナリオに基づ
いている（使用されたモデルと影響に関するさらなる詳細については、第 4章、4.4節および表 4.1参照）。

生態系の影響 影響を受ける場所 使用されたシナリオと出典
約 5,000 のアフリカの植物種が影響を受ける：
調査した 5,197のアフリカの植物のうち、81～
97%＜の植物＞にとって、＜生息に＞適した気
候である場所が大幅に減少し、2085年までには
25～ 42%が＜適した気候である＞場所をすべて
失う。

アフリカ 2025 年、2055 年、2085 年 に 関 す る
HadCM3とその他のモデル－気候の適合
性の変化が調査された（McClean et al., 
2005）

フィンボスバイオームとサッキャラントカルー
バイオーム：51から 61%の間での喪失。

南アフリカ 2050年までの消失の予測、シナリオの
詳細参照（Midgley et al., 2002; 第 4章、4.4
節、表 4.1参照）

絶滅寸前の分類群（例えば、ヤマモガシ科）：喪
失が増え、227種のうち最大で 2%が絶滅種と
なる。

低平な沿岸地 4つの土地利用シナリオと 4つの気候変
動シナリオ（HadCM2 IS92aGGa）
（Bomhard et al., 2005）

ニアーラとシマウマの喪失：クルーガー公園の
研究は、種の 66%の喪失を推定している。

マラウイ
南アフリカ（クルーガー公園）

（Dixon et al., 2003）
ハドレー・センター統一モデル（Hadley 
Center Unified Model）、硫酸塩はなし
（Erasmus et al., 2002; 第 4章、 4.4.3節参
照）

鳥類種の生息範囲の喪失：（移動の制限）。推定
された 6種が生息範囲の相当な部分を失いうる。

アフリカ南部の鳥類種
（ナマ－カルー地）

A2排出シナリオとともに、HadCM3 
GCMを使用したところ、2050年までに
一部の種の 50%以上の喪失が予測され
る（Simmons et al., 2004; 第 4 章、4.4.8
節参照）

砂丘の流動：砂丘活動の増強。 カラハリ盆地の南部－南アフリ
カ北部、アンゴラ、およびザン
ビア。サヘルの詳細については、
9.6.2節および第 4章、4.3節参照。

シナリオ：HadCM3 GCM、SRES A2、
B2、および A1fa、IS92a。2099年までに、
すべての砂丘地がかなり動的になること
が示された（Thomas et al., 2005; 第 4章、
4.4.2節参照）

湖沼の生態系、湿地 タンガニーカ湖 炭素同位体のデータは、約 20%の水界
＜生態系＞の消失とそれに伴う漁獲高の
30%の減少を示している。気候変動が
湖沼の生産性をさらに減少させるかもし
れないと推定されている（O’Reilly et al., 
2003; 第 4章、4.4.8節参照）

草地 火災が果たす役割など、草地へ
の複雑な影響（アフリカ南部）

第 4章、4.4.3節の詳細な議論参照
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Figure 9.5. Examples of current and possible future impacts and vulnerabilities associated with climate variability and climate change for Africa (for
details see sections highlighted in bold). Note that these are indications of possible change and are based on models that currently have
recognised limitations.

Assessments of water availability, including water stress and water drainage, show that parts of 
southern Africa are highly vulnerable to climate variability and change. Possible heightened water 
stress in some river basins. (9.4.3)
Southward expansion of the transmission zone of malaria may likely occur. (9.4.3)
By 2099, dune fields may become highly dynamic, from northern South Africa to Angola and Zambia. 
(9.4.5)
Some biomes, for example the Fynbos and Succulent Karoo in southern Africa, are likely to be the 
most vulnerable ecosystems to projected climate changes, whilst the savanna is argued to be more 
resilient. (9.4.5)
Food security, already a humanitarian crisis in the region, is likely to be further aggravated by 
climate variability and change, aggravated by HIV/AIDs, poor governance and poor adaptation. 
(9.4.4) (9.6.1)

Rainfall is likely to increase in some parts of 
East Africa, according to some projections, 
resulting in various hydrological outcomes.

Previously malaria-free highland areas in 
Ethiopia, Kenya, Rwanda and Burundi could 
experience modest changes to stable 
malaria by the 2050s, with conditions for 
transmission becoming highly suitable by 
the 2080s. (9.4.3)
Ecosystem impacts, including impacts on 
mountain biodiversity, could occur. Declines 
in fisheries in some major East African lakes 
could occur. (9.4.5)

Impacts on crops, under a range of scenarios. 
(9.4.4)
Possible agricultural GDP losses ranging from 
2% to 4% with some model estimations.  
(9.4.4)
Populations of West Africa living in coastal 
settlements could be affected by projected rise 
in sea levels and flooding. (9.4.8)
Changes in coastal environments (e.g. 
mangroves and coastal degradation) could 
have negative impacts on fisheries and 
tourism. (9.4.6)

West and Central Africa

East Africa

North Africa

Southern Africa

Climate change could decrease mixed rain-fed and semi-arid systems, 
particularly the length of the growing period, e.g. on the margins of the Sahel. 
(9.4.4)
Some assessments show increased water stress and possible runoff
decreases in parts of North Africa by 2050. While climate change should be 
considered in any future negotiations to share Nile water, the role of water
basin management is also key. (9.4.1)

 (9.4.1)

Agricultural changes
(e.g. millet, maize)

Changes in 
ecosystem range
and species location
Changes in water
availability coupled
to climate change

Possible changes in
rainfall and storms

Desert dune shifts

Sea-level rise and
possible flooding in
megacities

Changes in health
possibly linked to
climate change

Conflict zones

Mt.
Kilimanjaro

①

①－1 ②－1

②－2

②－3

①－2

③－1

③－2

③－3

③－4

④－1

④－2
④－3

④－4

④－5

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

②

＜図 9.5 ＞

①北アフリカ
①－ 1
■例えば、サヘルの端では、気候変動は混合天水システムと半乾燥システム、中でも成長期間の長さを減少させうる。（9.4.4）
①－ 2
■ いくつかの評価は、アフリカ北部の一部における 2050年までの水ストレスの増加と起こりうる流出量の減少を示している。
ナイル川の水を共有するための将来の交渉においては常に気候変動が考慮されるべきだが、同時に流域の水管理が果たす役
割もまた重要である。（9.4.1）
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②東アフリカ
②－ 1
■ いくつかの予測によると、東アフリカの一部の場所では降雨が増加する可能性が高く、水循環に関するさまざま結末をもた
らす。（9.4.1）

②－ 2
■ エチオピア、ケニア、ルワンダ、およびブルンジの以前はマラリアが発生しなかった高地は、緩やか変化を経験し、2050年
代までにマラリアが定着する可能性があり、2080年代までには、＜マラリアの＞流行にかなり適した条件になる。（9.4.3）

②－ 3
■ 山岳の生物多様性への影響など、生態系への影響が生じうる。東アフリカのいくつかの主要な湖沼では、漁業の衰退が生じ
うる。（9.4.5）

③西および中央アフリカ
③－ 1
■一連のシナリオ下における、作物への影響。（9.4.4）
③－ 2
■いくつかのモデル推定では、農業 GDPの 2から 4%の可能性のあるの損失。（9.4.4）
③－ 3
■沿岸の居住地で生活している西アフリカの住民は、予測される海面上昇と洪水による影響を受けうる。（9.4.8）
③－ 4
■沿岸の環境の変化（例えば、マングローブや沿岸の劣化）は、漁業と観光に悪影響を与えうる。（9.4.6）

④アフリカ南部
④－ 1
■ 水ストレスと排水を含む、水の利用可能量の評価は、アフリカ南部の一部が気候の変動と変化に対してきわめて脆弱である
ことを示している。いくつかの河川流域では、水ストレスが高まる可能性。（9.4.3）

④－ 2
■マラリアの流行地帯の南方への拡大が起こるかもしれない可能性が高い。（9.4.3）
④－ 3
■ 2099年までに、南アフリカの北部からアンゴラおよびザンビアにかけて、砂丘地がかなり動的になるかもしれない。（9.4.5）
④－ 4
■ アフリカ南部のフィンボスやサッキャラントカルーなどのいくつかのバイオームは、予測される気候変動に対して最も脆弱
な生態系になる可能性が高い。一方、サバンナはより回復力が高いと論じられている。（9.4.5）

④－ 5
■ この地域では既に人道的危機とされている食料安全保障は、気候の変動と変化によってさらに悪化させられ、HIV/AIDS、貧
弱なガバナンス、および不十分な適応によっても悪化させられる可能性が高い。（9.4.4）（9.6.1）

凡例：
⑤農業の変化（例えば、キビ、トウモロコシ）
⑥生態系の生息範囲と種の位置の変化
⑦気候変動と連結した水利用可能量の変化
⑧降雨と暴風雨の変化の可能性
⑨砂漠の砂丘の移動
⑩海面上昇と巨大都市における洪水の可能性
⑪おそらくは気候変動と関連している健康＜状態＞の変化
⑫紛争地帯

図 9.5　アフリカの気候の変動と変化に伴う現在の影響と将来の可能性がある影響、ならびに脆弱性の例（詳細については、
太字で示されている節を参照）。ここで留意すべきは、これらが起こりうる変化の兆候であり、現在や限界を認識しているモデ
ルに基づいていることである。
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表 9.2　気候やその他のストレスに対応して、アフリカで既に観察されている複雑な適応のいくつかの例（Rockström, 2003の
最初の分類から引用）。

テーマ 適応の新たな特徴 著者

社会的回復力
社 会 的 ネット
ワークと社 会
資本

・ 農村コミュニティによるリスクの認識は、問題（例えば、気候リスク）
を構成するうえで重要である。認識は、とられるさまざまな適応行動
を決定しうる。
・コミュニティ集団のネットワークも重要である。
・ 地方的貯蓄スキームは、その多くが定期的な会費を基盤としたもので
あるが、ストレスの期間中に利用される有用な財政的「貯蓄（stores）」
である。

Ellis and Bahiigwa, 2003; Quinn et al., 
2003; Eriksen et al., 2005; Grothmann 
and Patt, 2005

制度 ・ 制度の設計と機能の役割と構造は、気候変動への回復力を強化するた
めの政策／措置を理解し、よりよく伝える上できわめて重要である。
・ さまざまなレベル（国家、地域、および地方レベル）でのガバナンス
に関連した介入は、適応能力を強化する、あるいは抑制する。

Batterbury and Warren, 2001; Ellis 
and Mdoe, 2003; Owuor et al., 2005; 
Osman-Elasha et al., 2006; Reid and 
Vogel, 2006

経済的回復力
衡平性 ・衡平性の問題は、いくつかのスケールで考慮される必要がある。

・ 地方スケール：（コミュニティ内およびコミュニティ間）
　 － コミュニティの回復力を強化するための介入は、支援（援助／財源）
を得るためのセンターへのアクセスが不可能なことによって妨害
されうる。

・世界スケール：IPCC, 2007b、re CDMSなどを参照。

Sokona and Denton, 2001; AfDB et 
al., 2002; Thomas and Twyman, 2005

生計手段の多
様化

・ 多様化は、ストレスに対する回復力を増大させるための非常に強力で、
かつ不可欠な経済戦略であることが示されてきている。
・ 例えば、家畜密度の増加、自然の肥料の使用、土壌と水の保全などに
基づく農業の集約化は、有用な適応メカニズムになりうる。

Ellis, 2000; Toulmin et al., 2000; 
Block and Webb, 2001; Mortimore 
and Adams, 2001; Ellis, 2003; Ellis 
and Mdoe, 2003; Eriksen and Silva, 
2003; Bryceson, 2004; Chigwada, 
2005

技術 ・ いくつかのアフリカの文脈では、季節予報、その成果物、普及、取り
込み、およびモデルに基づく意思決定支援システムへの統合が調査さ
れてきている（示されている例参照）。
・ 干ばつストレスの将来の期間に対する回復力の強化は、以下の事項を
とおした現在の天水農業システムの改良によっても後押しされるかも
しれない。
　－雨水利用
　－ダム建設
　－節水と農業実践
　－点滴灌漑
　－ 干ばつ耐性の高い、早く成長する作物品種や代替作物、ならびに

ハイブリッド品種の開発

Patt, 2001; Phillips et al., 2001; 
Roncoli et al., 2001; Hay et al., 
2002b; Monyo, 2002; Patt and Gwata, 
2002; Archer, 2003; Rockström, 
2003; Ziervogel and Calder, 2003; 
Gabre-Madhin and Haggblade, 2004; 
Malaney et al., 2004; Ziervogel, 
2004; Ziervogel and Downing, 2004; 
Chigwada, 2005; Orindi and Ochieng, 
2005; Patt et al., 2005; Matondo et al., 
2005; Seck et al., 2005; Van Drunen 
et al., 2005; Ziervogel et al., 2005; 
Abou-Hadid, 2006; Osman-Elasha et 
al., 2006

インフラ ・物理的なインフラの改良は、適応能力を改善するかもしれない。
・ 知識と情報のよりよい交換のためのコミュニケーションネットワーク
と道路ネットワークの改善。
・インフラの全体的な劣化は、干ばつや洪水期間中の給水を脅かす。

Sokona and Denton, 2001
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agricultural production (Bryceson, 2000, 2004; Bryceson and
Fonseca, 2006). At the same time, however, for the continent as
a whole, the agriculture sector, which is highly dependent on
precipitation, is estimated to account for approximately 60% of
total employment, indicating its crucial role in livelihoods and
food security derived through food access through purchase
(Slingo et al., 2005).

There are a number of other illustrative impacts that climate
variability and change have on livelihoods and food access,
many of which also impact on food availability and nutrient
access aspects of food security. These include impacts on the
tourism sector (e.g., Hamilton et al., 2005), and on market
access, which both affect the ability of farmers to obtain
agricultural inputs, sell surplus crops, and purchase alternative

foods. These impacts affect food security through altering or
restraining livelihood strategies, while also affecting the variety
of foods available and nutritional intake (Kelly et al., 2003).
Market access is influenced not only by broader socio-economic
and political factors, but also by distance from markets and the
condition of the infrastructure, such as roads, which can be
damaged during climate events (e.g., Abdulai and Crolerees,
2001; Ellis, 2003).

The key issues, therefore, in relation to the potential impacts
of climate variability and change on food security in Africa
encompass not only a narrow understanding of such impacts on
food production but also a wider understanding of how such
changes and impacts might interact with other environmental,
social, economic and political factors that determine the
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Figure 9.6. Linkages identified between climate change in Africa and three major components of food security. Adapted from inputs of (1)
Swaminathan, 2000; Fischer et al., 2002; Turpie et al., 2002; Rosegrant and Cline, 2003; Slingo et al., 2005. (2) Fischer et al., 2002; Slingo et al.,
2005. (3) Turpie et al., 2002; African Union, 2005. (4) Piot and Pinstrup-Anderson, 2002; Turpie et al., 2002; Mano et al., 2003; USAID, 2003;
Gommes et al., 2004; van Lieshout et al., 2004. (5) Adger and Vincent, 2005; Brooks et al., 2005; Gregory et al., 2005; Thomas and Twyman, 2005;
O’Brien, 2006. (6) Slingo et al., 2005. (7) Swaminathan, 2000; Schulze et al., 2001; Gommes et al., 2004.
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④

③

②

①食料の入手可能性
①－１➢ �CO2レベルの上昇、気温および成長期間の降水量と長さの変動、作物の害虫と病気の増加、ならびに土壌の肥沃度の

変化（例えば、乾燥や塩性化による）を通じた、作物収量（穀物、野菜、果物、および食用油）、放牧地および食肉生産、
漁業、ならびに野生の食料源への直接的な影響（1）

①－２➢�劣化を増大させ、ミクロ気候やマクロ気候に影響を与える限界に近い土地の利用などの対応をとおした、間接的な環
境フィードバック（2）

②食料へのアクセス
②－１➢�収入と仕事をもたらす農業地帯、およびさまざまな方法（例えば、社会保障の形態）で順々に生活を形作るマクロ経

済への直接的影響（3）
②－２➢�人の健康、ならびに、生計能力や食料安全保障を弱体化させるマラリアや HIV/AIDSなどの疾病に対するかかりやす

さへの直接的影響（4）
②－３➢�土地利用や適応対応などの人間の対応を通じた、生計、食料システム、および開発プロセスの社会経済的側面への間

接的変更（5）

③栄養素へのアクセス
③－１➢�タンパク質の含有量や穀物のグルチンの含有量、および害虫や病気による毒素のレベルなど、食料の栄養素含有量に

対する直接的影響（6）
③－２➢�疾病（HIV/AIDSやマラリアなど）に対する脆弱性の増大、衛生システムへの影響、飲料水を通じた、人の健康とそ

れに起因する栄養素を吸収する能力への直接的影響（7）

④気候変動と食料安全保障

図 9.6　アフリカにおける気候変動と、食料安全保障の 3つの主要な構成要素との間の確認された関連性。（1）は、Swaminathan, 
2000; Fischer et al., 2002; Turpie et al., 2002; Rosegrant and Cline, 2003; Slingo et al., 2005、（2）は、Fischer et al., 2002; Slingo et al., 2005、
（3）は、Turpie et al., 2002; African Union, 2005、（4）は、Piot and Pinstrup-Anderson, 2002; Turpie et al., 2002; Mano et al., 2003; USAID, 
2003; Gommes et al., 2004; van Lieshout et al., 2004、（5）は、Adger and Vincent, 2005; Brooks et al., 2005; Gregory et al., 2005; Thomas and 
Twyman, 2005; O’Brien, 2006、（6）は、Slingo et al., 2005、（7）は、Swaminathan, 2000; Schulze et al., 2001; Gommes et al., 2004による
情報から引用。
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表 9.3　ミレニアム開発目標に対する気候変動の起こりうる影響（AfDB et al., 2002; Thornton et al., 2006から引用）。

ミレニアム開発目標：分野横断的課題としての気候変動

起こりうる影響 ミレニアム開発目標 *

気候変動（CC）は、例えば、健康、水へのアクセス、住居、ならびにインフラなど
貧しい人々の生活における資産を減少させるかもしれない。CCはまた、自然システ
ムや資源、インフラ、ならびに労働生産性の変化により、経済成長の経路と速度を
変更するかもしれない。経済成長の鈍化は、収入機会の減少を通じて、直接的に貧
困に影響を与える。食料安全保障が悪化すると予想されるアフリカでは特に、CCに
加えて、地域的な食料安全保障への予想される影響は可能性が高い（9.4.1、9.4.3、9.4.4、
および 9.4.8節参照）。

極度の貧困と飢餓の撲滅（目標 1）

気候変動は、子どもや妊婦に直接的な影響を与える可能性が高い。というのは、彼
らは特に、動物媒介性や水媒介性の疾病にかかりやすいからで、例えば、マラリアは、
現在、妊婦死亡率の 4分の 1を占めている。その他の予想される影響には、以下の
ものがある。
 ・ 熱波に伴う暑熱に関連する死亡や病気の増加（この現象は、一部の国々では、冬の
寒気に関連する死亡の減少によって相殺されるかもしれない）；

 ・ いくつかの動物媒介性の疾病（例えば、マラリア、デング熱）の罹患率、ならびに、
水、食料、あるいは人から人への疾病（例えば、コレラ、赤痢）に対する脆弱性の
増大（9.4.3節参照）；

 ・ 飲料水の量と質が低下し、このことは栄養不良を悪化させる。というのは、飲料水
は健康の必須条件だからである；

 ・  特にサハラ以南のアフリカでは、天然資源の生産性が低下し、食料安全保障が脅か
される（9.4.3、9.4.3、9.4.4、9.6.1節参照）。

健康関連の目標：
・幼児死亡率の削減（目標 4）；
・妊産婦の健康の改善（目標 5）；
・主要な疾病の蔓延の防止（目標 6）

直接的影響：
 ・ 気候変動は、天然資源と自然生態系の質と生産性を変えるかもしれず、そのうちの
いくつかは取り返しがつかないまでに損なわれるかもしれない。そして、これらの
変化はまた、生物学上の多様性を減少させ、現存の環境劣化を悪化させるかもしれ
ない（9.4.4節参照）。

 ・ 気候変動は、生態系と人間との間の接点や相互作用を変化させるであろう。この
ことは、生物多様性の喪失をまねくかもしれず、それゆえにアフリカの多くの人々
の生計のための基本的なサポートシステムを徐々に破壊するかもしれない（9.4節、
表 9.1、および第 4章参照）。

環境の持続可能性の確保（目標 7）

間接的影響：気候変動と関連するものには、以下のものがある。
 ・ 生活における資産（自然、健康、金融および物的資本）の喪失は、さまざまな方法
で、全日制の教育機会を減少させるかもしれない。

 ・ 自然災害と干ばつは、子どもが利用できる時間を減少させる（その時間は、家事に
転換されるかもしれない）。さらに、移転や移住は、教育機会へのアクセスを削減
しうる（9.2.1および 9.2.2節参照）。

普遍的初等教育の達成（目標 2）

気候変動がもたらすと予想される影響の一つは、農業生産性の減少につながる天然
資源基盤に影響を与えることを通じて、現在のジェンダー格差をさらに悪化させう
ることである。このことは、女性の健康にさらなる負担をかけるかもしれず、また
意思決定への参加にあてられる時間や収入向上活動の実践に利用できる時間を削減
するかもしれない。気候関連の災害は、母子家庭、特に資産がより少ない母子家庭
に影響を与えることが見出されてきている。（9.7.1節、表 9.2参照）。

ジェンダーの平等の推進と女性の地
位向上（目標 3）

全球の気候変動はグローバル・イシューであり、その対応は、特に、開発途上国が
気候変動による悪影響に適応するのを助けるために、世界的な協力を必要とする。

グローバル・パートナーシップ（目
標 8）

*  ここでリストされているミレニアム開発目標の順番は、まず最初に直接的に影響を受ける目標を置き、続いて、間接的に影響
を受ける目標を並べている。
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【第 9章　訳注】

【訳注 9-1】 原文の英語は crowding-out。クラウディングアウトとは「押し出す」の意味。政府の経済活動が民間
の経済主体の活動を圧迫すること。

【訳注 9-2】 原文の英語は mulching。保温や保水、雑草対策の目的でビニールシート、ワラなどで樹木や農作物
の周囲を覆うこと。
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