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概要

ここで報告される結果の多くは、21世紀末まで及ぶ一
連の排出シナリオに基づいており、温室効果ガス排出
緩和のための特定の気候政策を想定していない。

現在の気候の変化の広範な影響が、ヨーロッパにおい
て初めて文書で立証された （確信度が非常に高い）。
温暖化トレンドと空間的に変動のある降雨変化は、雪
氷圏（氷河と永久凍土の範囲の後退）と自然および管
理された生態系（成長期間の長期化、種の移動）の両
方の構成要素や機能に影響を与えている ［12.2.1］。も
う一つの例としては、生物物理システムや社会に多
大な影響を与えた 2003年のヨーロッパの熱波がある
［12.6.1］。観測された変化は、気候変動による影響の
予測と一致している［12.4］。

変化は場所によって異なるであろうが、気候と関連し
た災害は、大部分の場所では増加するであろう（確信
度が非常に高い）。
沿岸地域では冬期の洪水が増加する可能性が高く、ま
たヨーロッパ全域で鉄砲水が増加する可能性が高い
［12.4.1］。暴風雨の増加と海面上昇に関連する沿岸洪
水が、毎年さらに最大 160万人に脅威を与える可能性
が高い［12.4.2］。より暖かく乾燥した状況は、干ばつ
の頻度増加や期間の延長と、特に地中海沿岸地域にお
いて、火災シーズンの長期化と火災リスクの増加を導
くであろう［12.3.1.2, 12.4.4.1］。乾燥した年には、破
滅的な火災がヨーロッパ中央部の干拓された泥炭地で
予想される［12.4.5］。落石の頻度が、気温の上昇と永
久凍土の融解による山壁の不安定化によって増加する
だろう［12.4.3］。適応策なしでは、熱波（特にヨーロ
ッパ中央部と南部）や洪水の頻度の増加と動物媒介性
や食物媒介性の疾病への曝露の拡大に起因する、健
康へのリスクが増加すると予期されている［12.3.1.2, 

12.6.1］。冬の気温上昇による極端な寒冷現象のリスク
の減少などいくつかのプラスの影響があるかもしれな
い。しかし、すべてを考慮してみると、健康リスクは
増加する可能性が非常に高い［12.4.11］。

気候変動は、ヨーロッパの自然資源と資産の地域的な
差異を拡大する可能性が高い（確信度が非常に高い）。
気候シナリオは、顕著な温暖化を示しており、北ヨー
ロッパでは冬季に、ヨーロッパ南部および中央部では
夏季により著しい［12.3.1］。年間平均降水量は、北ヨ

ーロッパで増加し、南ヨーロッパで減少すると予測さ
れる［12.3.1］。作物の適合性は、ヨーロッパ全域にお
いて変化する可能性が高く、作物の生産性は（ほかの
すべての要因は変化しないままとして）ヨーロッパ北
部で増加し、地中海沿岸およびヨーロッパ南東部で減
少する可能性が高い［12.4.7.1］。森林は、北部で拡大
し、南部で後退することが予測される［12.4.4.1］。南
ヨーロッパでは木の枯死率が加速する可能性が高い
が、森林の生産性と総バイオマスは、北ヨーロッパで
増加し、ヨーロッパ中央部で減少する可能性が高い
［12.4.4.1］。地域間の水利用可能量の差がより顕著にな
ることが予期される（年間平均流出量は北および北西
ヨーロッパで増加し、南および南東ヨーロッパで減少
する）［12.4.1］。

水ストレスおよび水ストレスが高い河川流域に居住す
る人口が増加するだろう（確信度が高い）。
水ストレスは、ヨーロッパ中央部および南部全域にお
いて増加するだろう。水ストレスが高い地域の面積の
割合は、2070年代までに現在の 19%から 35%に増加
する可能性が高く、2070年代までに影響を受ける追加
的な人口は 1,600万人から 4,400万人の間になると予
想される［12.4.1］。最も影響を受ける地域は、ヨーロ
ッパ南部とヨーロッパ中央部および東部のいくつかの
地域で、夏季の流量は最大で 80%まで減少するかもし
れない［12.4.1］。ヨーロッパの水力発電能力は、2070

年代までに平均で 6%減少すると予想されるが、地中
海周辺地域においては 20から 50%減少すると予想さ
れる［12.4.8.1］。

ヨーロッパの自然システム（生態系）と生物多様性は、
気候変動によって相当影響を受けるであろうと予期さ
れる（確信度が非常に高い）。生物と生態系の大部分
は、気候変動に適応することが困難になる可能性が高
い（確信度が高い）。
海面上昇は、海浜の内陸への移動と沿岸湿地の最大
20%までの喪失をもたらす可能性が高く［12.4.2］、
このことは、低平な沿岸地帯で繁殖または採餌をす
るいつくかの種の生息地の利用可能性を減少させる
［12.4.6］。21世紀中に小氷河は消失し、大氷河は相当
縮小するであろう［12.4.3］。北極地方では多くの永久
凍土地帯が消失すると予測される［12.4.5］。地中海で
は、多くの短寿命の水界生態系が消失し、永続的な水
界生態系は縮小することが予測される［12.4.5］。北大
西洋の海面漁業における＜資源＞加入量と生産量は
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増加する可能性が高い［12.4.7.2］。いくつかのシナリ
オ下では、森林の北方拡大が現在のツンドラ地帯を減
少させると予測される［12.4.4］。山岳植物群落は、高
排出シナリオ下で、種の 60%に至る喪失に直面する
［12.4.3］。ヨーロッパの植物相の大きな割合が、今世
紀末までに危急、絶滅危機、あるいは絶滅必至にな
る可能性が高い［12.4.6］。適応オプションは、多く
の生物と生態系にとって、限られている可能性が高
い。例えば、分散が限られていることが、大部分の爬
虫類と両生類の生息範囲を狭める可能性が非常に高い
［12.4.6］。低平地で、地質学的に沈下しつつある沿岸は、
海面上昇に適応できない可能性が高い［12.5.2］。ツン
ドラや高山植生のいずれにも、明確な気候適応オプシ
ョンはない［12.5.3］。生態系の適応能力は、人間によ
るストレスを減少させることによって高めることがで
きる［12.5.3, 12.5.5］。気候変動が多くの種にとって現
在の生息地での適合条件を変える可能性が非常に高い
ため、保護のための新しい場所が必要とされるだろう
［12.5.6］。

気候変動はヨーロッパの多くの経済分野に課題を突き
つけると推定され、経済活動の分布を変えると予想さ
れる（確信度が高い）。
農業は、ヨーロッパ南部における灌漑用水需要の増加
と、作物由来の硝酸塩溶出の増加による追加的制限に
対処しなければならないだろう［12.5.7］。冬季の暖房
需要は減少し、夏季の冷房需要が増加すると予想され
る。すなわち、2050年までに、地中海周辺では 1年の
うち暖房を必要とするであろう週が 2から 3週間減る
が、冷房を必要とするであろう週はいまよりも 2から
5週間増えるだろう［12.4.8.1］。電力需要のピークは、
いくつかの場所では冬季から夏季に移行する可能性が
高い［12.4.8.1］。地中海沿いの観光は、夏に減少し、
春と秋に増加する可能性が高い。山岳地域における冬
季の観光は、積雪の減少に直面することが予期される
［12.4.9］。

気候変動への適応は、特に事前の気候変動リスク管理
適応計画を実施することで、極端な気候現象への対応
で得た経験から便益を得る可能性が高い（確信度が高
い）。
第 3次評価報告書以降、各国政府は、極端な気候現象
に対処するための行動の数を大幅に増やしてきてい
る。極端な気候現象への適応に関する現在の考え方
は、対応的災害救済からは離れて、事前的リスク管理

へと移行してきている。顕著な例としては、数か国に
おける熱波早期警戒システムの実施がある［12.6.1］。
その他の行動は、長期の気候変動に取り組んできてい
る。例えば、気候変動に適応するための国別行動計画
が開発されてきており［12.5］、農業、エネルギー、林
業、運輸、およびその他の分野のためのヨーロッパや
国別の政策の中に、より明確な計画が取り入れられて
きている［12.2.3, 12.5.2］。研究もまた適応政策に新た
な見識を与えてきている（例えば、気候変動下におい
て経済性が悪くなる作物をバイオエネルギー作物に転
換することで利益を得られることが研究によって示さ
れた）［12.5.7］。

適応策の有効性と実現可能性は相当にさまざまである
と予想されるが、少数の政府や機関のみが適応策のポ
ートフォリオを体系的かつ批判的に検討してきている

（確信度が非常に高い）。
例えば、降水量変動への適応策として現在使用されて
いるいくつかの貯水池は、長期的に降水量が減少す
ると予測される地域ではあてにならないものになるか
もしれない［12.4.1］。森林については、気候変動に対
処する管理オプションの幅は森林の種類で大きく異な
り、種類によってはほかのものより多くのオプション
がある［12.5.4］。

12.1　はじめに

　本章では、21世紀中の気候変動に対して予期される
ヨーロッパの影響、適応および脆弱性に関する既存の
文献を再検討する。本報告書においてヨーロッパとさ
れる場所には、西はアイスランドから、東はロシア（ウ
ラル山脈以西）とカスピ海まで、ならびに南は地中海
北岸、黒海およびコーカサス山脈から、北は北極海ま
でのすべての国が含まれる。しかし、極域の問題につ
いては第 15章でより詳細に取り上げられる。

12.1.1　第 3次評価報告書からの知見の要約

20世紀の気候トレンド
　20世紀の間、ヨーロッパの大部分が年間平均地上気
温の上昇を経験し（大陸全体の平均の上昇値は 0.8℃）、
ほとんどの地域で夏より冬により大きく温暖化した。
1990年代は測器による記録の中で最も暖かかった。20

世紀中の降水トレンドはヨーロッパ北部では増加（10

から 40%）、またヨーロッパ南部では減少（いくつか

ヨーロッパ第 12 章
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の地域では最高 20%）を示した。本評価において報告
された最新のデータは、こうしたトレンドを裏付けている。

気候変動シナリオ
　第 3次評価報告書（TAR）で利用可能であった最新
の気候モデル結果は、一連のシナリオとモデルに基づ
き、21世紀中のヨーロッパにおける 0.1から 0.4℃ /10

年の年間気温の上昇を示した。モデルは、北部での広
範に広がる降水量の増加、南部での小幅な減少、ヨー
ロッパ中央部での小幅なまたは不明確な変化を示して
いる。降水量の季節性が変化し、強い降水現象の頻度
が特に冬に増加するであろう可能性が高い。TARはヨ
ーロッパ全域で夏の熱波の強度と頻度が増加する可能
性が非常に高いことを指摘し、TAR以降、そのような
重大な熱波が 1件発生している。

気候に対する感度
　気候に対する現在の感度に関して、ヨーロッパは以
下の条件に対して最も感度が高いことが分かった。
・ 極端な季節、特に異常に暑く乾燥した夏や温暖な
冬。

・ 暴風や大雨のような短期現象。
・ ゆっくりした長期的な気候の変化。複数の影響があ
るが、中でも、例えば海面上昇を通じて、沿岸地域
に著しい圧力を与えるであろう。

気候の変化に対するヨーロッパの感度の地域的なばら
つきに関するより多くの情報が現在利用可能である。

地域や社会集団間での影響のばらつき
　気候変動の影響は、地域ごと、また、＜同じ＞地域
内でも分野ごとに、相当に異なるであろう。低い適応
能力としばしば関係している経済開発がより低い地域
において、よりいっそうの悪影響が予想される。気候
変動は、異なる社会集団（例えば、年齢階級、所得階層、
職業）に対して、より大きな、もしくは、より小さな
影響を与えるだろう。

経済的影響
　TARは、ヨーロッパ経済に対する多くの気候変動影
響を特定した。
・ 海面上昇は重要な沿岸の産業に影響を与えるだろう。
・ CO2濃度の上昇は農業収量を増加させるかもしれな
いが、この影響はヨーロッパ南部とヨーロッパ南東
部における水利用可能量の減少によって弱められる

かもしれない。
・ レクリエーションの選好が変化する可能性が高い
（戸外活動が北部では増え、南部では減る）。
・ 保険産業は、気候と関連した支払要求の増加を予想
しなければならない。

・ ヨーロッパ北部ではより温暖な気温とより高い CO2

レベルが木材収穫可能量を増加させるかもしれない
が、ヨーロッパ南部ではより温暖な気温が森林火災
リスクを増加させるかもしれない。

12.2　現在の感度／脆弱性

12.2.1　気候要因とトレンド

　ヨーロッパ全域にわたる温暖化トレンドは十分確立
されている （1901から 2005年に＋ 0.90℃ ; Jones and 

Moberg, 2003を更新）。しかし、最近の期間は、平均
のトレンドよりかなり高いトレンドを示す（1979か
ら 2005年の期間に＋ 0.41℃ /10年 ; Jones and Moberg, 

2003を更新）。1977から 2000年の期間については、
トレンドは、ヨーロッパ中央部や北東部、ならびに山
岳地域においてより高いが、地中海地域においては
より低いことが分かっている（Böhm et al., 2001; Klein 

Tank, 2004）。気温は夏より冬により上昇している（Jones 

and Moberg, 2003）。1977から 2000年の期間に温度の
日々変動の増加が観測されているが、これは低温極端
現象の減少よりもむしろ高温極端現象の増加によるも
のである（Klein Tank et al., 2002; Klein Tank and Können, 

2003）。
　降水量のトレンドは、空間的によりばらつきがある。
大西洋とヨーロッパ北部の大部分において、冬季の平
均降水量が増加している（Klein Tank et al., 2002）。地
中海沿岸の場所では、年間降水量トレンドが東部では
減少し、西部では顕著でない（Norrant and Douguédroit, 

2006）。ヨーロッパ大陸の大部分において、＜つまり
＞乾燥化しつつあるいくつかの場所でさえも、降水日
1日当たりの平均降水量の増加が観測されている（Frich 

et al., 2002; Klein Tank et al., 2002; Alexander et al., 2006）。
ヨーロッパのシステムや分野のいくつかは、気温や（よ
り低い程度ではあるが）降水量の最近のトレンドに対
して、特有の感度を示している（表 12.1）。

12.2.2　非気候要因とトレンド

　ヨーロッパはすべての大陸の中で人口密度が最も高
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い（60人 /km2）。ヨーロッパ総人口のうち、73%が都
市部に居住しており（UN, 2004）、ヨーロッパ南部で
は 67%、ヨーロッパ北部では 83%である。欧州連合
に属する 25か国（EU25）は安定した経済、高い生産
性および統合市場を備えている。非 EU諸国の経済状
況はよりばらつきがある。ヨーロッパの所得（市場為
替相場に基づく一人当たり年間国内総生産（GDP））
は、モルドバの 1,760米ドルから、ルクセンブルグの
55,500米ドルまで広がっている（World Bank, 2005）。
EU25は、ヨーロッパ総人口の 60%を占めるが、ヨ
ーロッパの総土地面積のわずか 17%および農地面積
の 36%しか占めていない。2003年には、当時 15か国
（EU15）であった欧州連合（EU）が、世界の GDPの
20%と、世界の財とサービスの輸出高の 40%に寄与し
た（IMF, 2004）。また、ヨーロッパ中央部および東部
に位置する国々（CEE）とヨーロッパ・ロシアが、世
界の GDPの 16%を占めた。
　1990年以降、CEE諸国は、市場経済と民主主義に
向けて、またいくつかの国々にとっては EUへの統合
に向けて、劇的な経済的および政治的変化を経験して
きている。全 CEE諸国とロシアの年間 GDP成長率は、
EUの 2%に対し、4%を上回っている（IMF, 2004）。
　2003年のヨーロッパのエネルギー使用は、世界の
エネルギー消費の約 30%を占めた（EEA, 2006a）。こ
の消費の 60%以上は、経済協力開発機構（OECD）加
盟国において生じた（EEA, 2006a）が、一方、ロシア
一国だけの石油資源は OECD加盟ヨーロッパ諸国の
石油資源の 4倍を上回る。EU25の総エネルギー消費
量のほぼ 80%と電力生産の 55%は、化石燃料の燃焼
による（EEA, 2006a）。外部の化石燃料源への大きな
依存の結果、バイオエネルギーなどの再生可能エネル
ギー源にますます焦点を合わせるようになってきてい
る（EEA, 2006a, b）。2003年には再生可能エネルギー
は EU25の総エネルギー消費量と総電力消費量のそれ
ぞれ 6%と 13%に寄与した（EEA, 2006a）。
　2002年の EU25の平均の温室効果ガス排出量は一人
当たり CO2＜換算＞ 11トンであり（EEA, 2004a）、ベ
ースライン条件下で 2030年には一人当たり CO2＜換
算＞ 12トンに増加すると予測される（EEA, 2006a）。
ヨーロッパ諸国のほとんどが京都議定書に批准してお
り、EU15か国は 2008から 2012年の期間中に 8%と
いう共通の削減目標を持っている（Babiker and Eckaus, 

2002）。1990から 2003年までで、EU25の土地利用、
土地利用変化および林業（LULUCF）を除いた温室効
果ガス排出は、5.5%減少したが、運輸分野における排

出は 23%増加した（EEA, 2005）。
　ヨーロッパの水循環の特徴は、水利用や管理のアプ
ローチと同様、非常に多様である。ヨーロッパ 30か
国（EUと近隣諸国）の総取水量のうち、32%が農業、
31%が発電所の冷却水、24%が民生部門、13%が製造
業に用いられている（Flörke and Alcamo, 2005）。淡水
の取水は、ヨーロッパ北部では安定している、あるい
は減少しており、ヨーロッパ南部ではゆるやかに増加
している（Flörke and Alcamo, 2005）。水質や水利用可
能量に対する多くの圧力があり、それらには農業、産
業、都市部、家庭、観光からの圧力も含まれる（Lallana 

et al, 2001）。最近の洪水と干ばつは、水供給とインフ
ラに追加的圧力を課している（Estrela et al., 2001）。
　ヨーロッパは、食料と繊維の世界最大で、かつ最も
生産性が高い供給者の一つである（2004年には、世界
の肉生産量の 21%、世界の穀物生産量の 20%）。この
約 80%が EU25で生産された。ヨーロッパの農業の生
産性は概して高く、特にヨーロッパ西部で高い。EU

の平均穀物収量は世界平均より 60%以上高い。過剰
生産を削減し、環境影響を軽減し、農村開発を改善す
るために、ここ 10年間で EU共通農業政策（CAP）が
改正された。これが、短期的に農業生産に大きな影響
を与えることは予想されない（OECD, 2004）。しかし、
農業改革が、より大規模で少数の農場へと導く構造調
整の現行のプロセスを促進すると予想される（Marsh, 

2005）。
　ヨーロッパの森林面積は拡大しつつあり、年間の
伐採量は持続可能レベルよりかなり下にある（EEA, 

2002）。森林政策は、木材生産の犠牲のもと、複数の
森林サービスを促進するために過去 10年間で変更さ
れてきている（Kankaanpää and Carter, 2004）。ヨーロッ
パの森林は、炭素換算約 380 Tg/年（1990年代半ば）
の大気中 CO2の吸収源である （Janssens et al., 2003）。
しかし、農業分野と泥炭分野からの CO2排出が、ヨ
ーロッパの陸域生物圏における正味の炭素吸収を炭素
換算 135から 205 Tg/年の間に減少させるが、これは
1995年のヨーロッパの人為起源排出量の 7から 12%

に相当する（Janssens et al., 2003）。
　魚類保護のための政策にもかかわらず、乱獲が、ヨ
ーロッパ水域の多くの水産資源を持続可能な限界の外
側へと追いやっている （大西洋北東部では商業用水産
資源の 62～ 92%、アイルランド海西部では 100%、バ
ルト海では 75%、地中海では 65～ 70%） （EEA, 2002; 

Gray and Hatchard, 2003）。養殖がヨーロッパの水産物
市場での占有率を増加させてきており、このことは沿
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岸の水域に環境的な悪影響をもたらす可能性がある
（Read and Fernandes, 2003）。
　都市化や観光、ならびに農業の集約化の増大は土地
資源に大きな圧力を課してきている（EEA, 2004a）が、
土地や天然資源の持続可能な利用に対する政治的な注
目も高まっている。過去数十年でのヨーロッパにおけ
る大気汚染の度合いの全般的な低下にもかかわらず、
酸性化、陸域へのチッ素の降下、オゾン、粒子状物質
および重金属に関連する重大な問題はいまだ残ったま
まである（WGE, 2004）。EUの環境保全は、結果とし
て国別排出上限指令（Emissions Ceilings Directive）【訳

注 12-1】や水枠組み指令（Water Framework Directive）
などのいくつかの指令を導いてきている。EUの種お
よび生息地指令（EU Species and Habitats Directive）と
野鳥指令（Wild Birds Directive）は、ナチュラ 2000（Natura 

2000）のネットワークに統合されてきており、これは
EU領域の 18%を超える自然を保全する。環境問題へ
の認識もまた、CEE諸国において高まりつつある（TNS 

Opinion and Social, 2005）。

12.2.3　現在の適応と適応能力

　気候の変動と変化が、ヨーロッパの生産システム 

（例えば、農業、林業、および漁業）、主要な経済分
野（例えば、観光、エネルギー）、および自然環境の
特徴と機能に既に影響を与えていることは明らかであ
る。こうした影響の中には、便益をもたらすものもあ
るが、大部分はマイナスの影響であると推定されてい
る（EEA, 2004b）。EU諸機関は、たとえ温室効果ガス
の排出が相当に削減されたとしても、こうした影響の
増大に備える必要があることを認識している（例えば、
EU環境閣僚理事会、2004年 12月）。
　気候変動に対するヨーロッパの感度には明確な南北
勾配があり、多くの研究はヨーロッパ南部がヨーロッ
パ北部よりも深刻な影響を受けるであろうことを示し
ている（EEA, 2004b）。ヨーロッパ南部の既に暑く半乾
燥化している気候は、さらに暑くなり、かつより乾燥
すると予想され、このことはヨーロッパ南部の水路や
農業生産、木材収穫を脅かすであろう（例えば、EEA, 

2004b）。とはいえ、ヨーロッパ北部の国々もまた気候
変動に対して敏感である。
　オランダは、海面上昇と河川洪水の両方の影響をき
わめて受けやすい国の例である。なぜならば、領土の
55%が海面水位より下にあり、人口の 60%がそこに居
住し、国民総生産（GNP）の 65%がそこで生産されて

いるからである。ほかの地域と同様、ヨーロッパの自
然生態系は、気候変動に対して、農業や漁業などの人
為システムより脆弱である（Hitz and Smith, 2004）。自
然生態系は通常、定着するまでに数十年もしくはそれ
以上を要するため、人為システムよりゆっくりと気候
変動に適応する。ヨーロッパの予想される気候変動の
速度は、さまざまな非栽培植物種の現在の適応能力を
超過する可能性が高い（Hitz and Smith, 2004）。異なる
生態系では気候の変動と変化に対する感度も異なる。
ヨーロッパで最も感度の高い自然生態系は、北極地方、
山岳地域、沿岸地帯（特にバルト海沿岸の湿地）およ
び地中海沿岸のさまざまな場所でみられる（WBGU, 

2003）。これらの地域の生態系は、既に気温の上昇ト
レンドやいくつかの場所での降水量減少による影響を
受けており、予想される気候変動に対処できないかも
しれない。
　ヨーロッパにおける気候変動の起こりうる結果は、
EUや各国政府、企業、非政府組織（NGO）による適
応策を策定する努力を促進している。EUは全ヨーロ
ッパレベルでの適応研究を支援しているが、同時に、
デンマーク、フィンランド、ハンガリー、ポルトガル、
スロバキア、スペイン、ならびに英国は、気候変動へ
の適応のための国別プログラムを設定しつつある。気
候変動に適応するための計画は、チェコ共和国の洪水
防護計画やオランダとノルウェーの沿岸防護計画に取
り入れられてきている。

12.3　将来トレンドに関する想定

12.3.1　気候予測

12.3.1.1　平均的気候
　本節およびこれに続く節で示される結果は、2070か
ら 2099年の期間に関するもので、そのほとんどが、
平年気候期間 （1961から 1990年）をベースラインと
して用いている排出シナリオに関する IPCC特別報告
書（SRES: Nakićenović and Swart, 2000; 12.3.2節も参照）
に基づいている 。
　ヨーロッパは、SRES A2および B2両方の排出シ
ナリオにおいて、すべての季節て温暖化を経験する
（A2：2.5から 5.5℃、 B2：1から 4℃ ; 変化の幅は異な
る気候モデルの結果による）。温暖化は、冬季（12か
ら 2月：DJF）にはヨーロッパ東部で、また、夏季（6

から 8月：JJA）にはヨーロッパ西部および南部で最
も大きい（Giorgi et al., 2004）。二つの地域気候モデ
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ルを使用している PRUDENCEプロジェクトでの結果
（Christensen and Christensen, 2007）は、ヨーロッパ北部
では夏より冬の温暖化がより大きく、ヨーロッパ南部
および中央部ではその逆であることを示した。ヨーロ
ッパの南西部では、夏季の気温の非常に大幅な昇温が
起こり、フランスとイベリア半島の一部では 6℃を超
える（Kjellström, 2004; Räisänen et al., 2004; Christensen 

and Christensen, 2006; Good et al., 2006）。
　概してすべてのシナリオについて、年間平均降水量
はヨーロッパ北部で増加し、南に進むと減少する。一
方、季節降水量の変化は、大規模循環と＜大気中の＞
水蒸気量の変化に応じ、季節や地域によって、相当に
異なっている。Räisänen et al. （2004） は、ヨーロッパ
北部と中央部における冬季降水量の増加を特定した。
同様に Giorgi et al.（2004）は、DJFにおける大西洋の
低気圧活動の増大が、ヨーロッパ西部、北部および中
央部の大部分での降水量の増加（最高 15～ 30%）を
まねくことを発見した。地中海沿岸ヨーロッパ全域で
は、高気圧性循環の強まりに応じてこの期間の降水量
が減少する。Räisänen et al. （2004） は、夏季の降水量
がヨーロッパ南部および中央部で相当減少し （A2シ
ナリオでは 70%まで減少する場所もある）、スカンデ
ィナビア中央部までのヨーロッパ北部ではそれより小
幅に減少することを発見した。Giorgi et al. （2004） は、
大西洋北東部での JJAにおける高気圧性循環の強まり
を特定した。この高気圧性循環はヨーロッパ西部に高
気圧の尾根を、ヨーロッパ東部に気圧の谷を引き起こ
す。このブロッキング【訳注 12-2】構造が、暴風雨を北
方に屈折させ、ヨーロッパ西部および中央部全域のほ
か、地中海流域全域に降水量の相当で広範な減少（30

～ 45%まで）をもたらす。冬季と夏季の変化がどちら
も、地域モデリング領域の広い範囲にわたり、統計的
に有意であることが明らかとなった（確信度が非常に
高い）。春と秋については、比較的小さい降水量の変
化であることが分かった（Kjellström, 2004; Räisänen et 

al., 2004）。
　平均風速の変化は、全球モデルの違いから生じう
る大規模循環の違いに対し、きわめて敏感である
（Räisänen et al., 2004）。ECHAM 4と A2シナリオに基
づく地域シミュレーションによれば、年間平均風速は
ヨーロッパ北部では約 8%増加し、地中海沿岸のヨー
ロッパでは減少する（Räisänen et al., 2004; Pryor et al., 

2005）。ヨーロッパ北部での増加は、平均南北気圧勾
配の増加が最大となる冬と早春において最大である。
実際、DJFの平均気圧シミュレーションは、ECHAM 

4全球モデルを使用した場合、ヨーロッパ北部全域で
平均の西風が強まるが、HadAM3Hモデル（Gordon et 

al., 2000）を使用した場合はわずかに減少することを
示している。フランスとヨーロッパ中央部に関しては、
Räisänen et al.（2004）によって文書で立証された 4つ
のシミュレーションすべてが、冬季の平均風速のわず
かな上昇と春季と秋季におけるいくらかの減少を示し
ている。報告されたシミュレーションのうち、ヨーロ
ッパ北部に関して夏季の有意な変化を示すものはなか
った。

12.3.1.2　極端現象
　年最高気温は、ヨーロッパ北部よりも、ヨーロッ
パ南部や中央部でより大幅に上昇すると予想される
（Räisänen et al., 2004; Kjellström et al., 2007）。Kjellström 

（2004）は、ヨーロッパ中央部、南部、および東部の
大部分における夏の温暖化は、全体的な温暖化よりも
暖かい日における気温の上昇に、より密接に関連して
いるかもしれないことを示している。また、ヨーロッ
パの大部分において年最低気温が大幅に上昇すること
も予想され、多くの場所で冬の平均昇温を 2から 3倍
超える。冬の温暖化の大部分は、寒い日におけるより
高い気温に関連しており、このことは冬の気温の変動
性の減少を示している。冬の最低気温の（ただし大幅
な上昇）は、第一に現在の低温の極端現象が減少する
であろうことを意味する。対照的に、夏の最高気温の
大幅な上昇はヨーロッパの人々を前例のない高温にさ
らすだろう。
　Christensen and Christensen （2003）、Giorgi et 

al.（2004）、ならびに Kjellström（2004）はいずれも、
日々の降水現象の強度の相当な増大を明らかにした。
このことは、ヨーロッパ中央部や地中海沿岸のように
平均降水量が減少する場所にさえあてはまる。夏の
間の地中海沿岸地域への影響は、強い対流性降雨の
要素と大きな空間的変動のため不明確である（Llasat, 

2001）。Palmer and Räisänen （2002）は、正常より 2標
準偏差を超える極端な冬季降水の確率が、英国とヨー
ロッパ北部の一部で 5倍高まると推定している。他方、
Ekström et al.（2005）は、英国全域で短期（1から 2日）
の降水現象が 10%増加することを明らかにしている。
Lapin and Hlavcova （2003）は、スロバキアの短期間（1

から 5日）の夏の降雨現象が、夏の 3.5℃の昇温に対
して 40%まで増加することを明らかにした。
　気温上昇と夏季の平均降水量減少の組み合わさった
効果は、熱波と干ばつの発生を高めるだろう。Schär et 
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al.（2004）は、将来のヨーロッパの夏の気候が年々変
動の顕著な増大と、それゆえの熱波と干ばつの発生の
増加を経験するであろうと結論づけている。Beniston 

et al. （2007）は、ヨーロッパ中央部の国々が、現在ヨ
ーロッパ南部で発生しているのと同じ日数の暑い日を
経験するであろうことと、地中海沿岸地域の干ばつが
早期化かつ長期化するであろうことを推定した。最も
影響を受ける地域は、イベリア半島南部、アルプス、
アドリア海沿岸東部およびギリシャ南部であろう。地
中海沿岸地域およびヨーロッパ東部の大部分でさえ、
21世紀後半までに乾燥期間の増加を経験するかもしれ
ない（Polemio and Casarano, 2004）。Good et al.（2006）
によれば、年間の最長乾燥期間が、特にフランスとヨ
ーロッパ中央部全域において、50%も増加しうる。し
かし、干ばつと熱波に関するこれらの予測が、地域気
候モデルにおける土壌水分のパラメータ化（土壌貯
留量が非常に小さいため、結果として非常に簡単に
土壌が干上がる）のために、やや過大評価されてい
るかもしれないといういくつかの最近の証拠がある
（Lenderink et al., 2007）。
　風の極端現象に関して、Rockel and Woth （2007）と
Leckebusch and Ulbrich （2004）は、ヨーロッパ西部お
よび中央部における風の極端現象の増加を明らかにし
た。ただし、変化は、年間のすべての月について統計
的に有意だったわけではない。Beniston et al. （2007）は、
風の極端現象が、アルプスとアルプスの南側を除く北
緯 45度と北緯 55度の間の場所で増加することを明ら
かにした。Woth et al. （2005） と Beniston et al. （2007） は、
このことが、北海の暴風雨を増加させ、結果として北
海の沿岸沿い、特に、オランダ、ドイツ、およびデン
マークにおいて高潮の増加を引き起こしうると結論づ
けている。

12.3.2　非気候トレンド

　ヨーロッパの人口は、2000から 2030年の期間に約
8%減少すると予想されている（UN, 2004）。ヨーロッ
パの人口は全体として比較的安定しているが、これは、
主として移民によるヨーロッパ西部の人口増加のみに
よるものである（Sardon, 2004）。現在、CEE諸国とロ
シアでは、死亡数が出生数を超過しており、移民の数
が純増しているのはロシアだけである。大陸内の出生
率には、ウクライナの女性一人当たり 1.10人からアイ
ルランドの 1.97人までとかなりのばらつきがある。ロ
シアでは 1990年代に平均寿命が低下してきているが、

大部分のヨーロッパ諸国では高齢死亡率が全般的に低
下している（Janssen et al., 2004）。低い出生率と寿命の
長期化は、全体としての高齢化を導く。EU15の 65歳
以上の人口の割合は 2000年の 16%から 2030年には
23%へと増加すると予想され、このことはレクリエー
ション面 （12.4.9節参照）と健康面（12.4.11節参照）
の脆弱性に影響を与えるであろう可能性が高い。
　社会経済開発に関する SRESシナリオ（第 2章 2.4.6

節参照）はヨーロッパの状況に適用されてきている
（Parry, 2000; Holman et al., 2005; Abildtrup et al., 2006）。

EU25の電力消費量は、総エネルギー消費量の増加の
2倍の速度で増加し続けると予測されている（EEA, 

2006a）。これは主として、暖房と冷房の需要を増加さ
せる快適水準の上昇と住居の拡大によるもので、この
ことは夏の電力需要に影響を及ぼすだろう  （12.4.8.1

節参照）。
　ヨーロッパの将来の土地利用と人間活動の環境影響
に関する想定は、新しい技術の開発と採用に大きく
依存する。SRESシナリオに関しては、2000年比の作
物生産性の上昇は、時間断面 （2020から 2080年）や
シナリオに応じて 25から 163%の間に広がりうると
推定されている（Ewert et al., 2005）。こうした上昇は
B2で最小、A1FIシナリオで最大になることがわかっ
た。SRESの 4つの中心シナリオに関して、時間的お
よび空間的に明確な将来のヨーロッパの土地利用の
シナリオが策定されてきている（Schröter et al., 2005; 

Rounsevell et al., 2006）。これらのシナリオは、農地面
積の大幅な減少を示しており、これは、気候変動もま
た一因であるかもしれない（12.5.7節参照）が、主と
して技術開発と作物収量へのその影響に関する想定に
由来する（Rounsevell et al., 2005）。都市部の拡大は、
シナリオ間で類似しており、森林面積もまたすべての
シナリオで増加する（Schröter et al., 2005）。シナリオは、
2080年に関して、ヨーロッパの耕作地の 28から 47%

の減少と草地の 6から 58%の減少を示した（Rounsevell 

et al., 2005）。この農地面積の減少は、土地資源がバイ
オ燃料の生産や自然保護区などのその他の用途に利用
できるようになるであろうことを意味するであろう。
短期的には（2030年まで）、農地面積の変化は小さい
かもしれない（van Meijl et al., 2006）。

12.4　主要な将来の影響と脆弱性

　ヨーロッパにおいて予想される広範な気候変動影響
と脆弱性について、図 12.3と表 12.4にまとめる。
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12.4.1　水資源

　気候変動が水資源に対してさまざまな影響を与え
るであろう可能性が高い。さまざまな排出シナリオ
と大循環モデル（GCM）に基づく予測は、年間流出
量が大西洋とヨーロッパ北部で増加し（Werrity, 2001; 

Andréasson et al., 2004）、ヨーロッパ中央部、地中海
沿岸のヨーロッパおよびヨーロッパ東部で減少す
る（Chang et al., 2002; Etchevers et al., 2002; Menzel and 

Bürger, 2002; Iglesias et al., 2005）ことを示している。
ここで報告される水循環影響研究のほとんどは、地域
気候モデルよりもむしろ全球気候モデルに基づいてい
る。年間平均流出量は、SRES A2および B2シナリオ、
ならびに二つの異なる気候モデルからの気候シナリ
オに関して、ヨーロッパ北部（北緯 47度より北）で
2020年代までに約 5から 15%、2070年代までに 9か
ら 22%増加すると予測される（Alcamo et al., 2007）（図
12.1）。一方、ヨーロッパ南部（北緯 47度より南）では、
（同じ組合せの想定に関して）2020年代までに 0から

23%、2070年代までに 6から 36%減少する。2020年
代までの予測される年間河川流域流出量の変化は、気
候変化からの影響と同程度、気候変動による影響を受
ける可能性が高い。地下水の涵養はヨーロッパ中央部
と東部で減少する可能性が高く（Eitzinger et al., 2003）、
谷（Krüger et al., 2002）や低地（例えば、ハンガリー
のステップ）（Somlyódy, 2002）でより大きく減少する。
　研究は、ライン川（Middelkoop and Kwadijk, 2001）、
スロバキアの河川（Szolgay et al., 2004）、ボルガ川、お
よびヨーロッパ中央部と東部（Oltchev et al., 2002）で
の冬季の流量増加と夏季の流量減少を示している。氷
河の後退は、最初のうちはアルプスの河川の夏季流量
を増加させるであろう可能性が高い。しかし、氷河が
縮小するにつれ、夏季流量は、相当に減少（Hock et 

al., 2005）、つまり 50%まで（Zierl and Bugmann, 2005）
減少する可能性が高い。夏季の低水期の流量はヨーロ
ッパ中央部で 50% まで（Eckhardt and Ulbrich, 2003）、
ヨーロッパ南部のいくつかの河川で 80%まで減少する
かもしれない（Santos et al., 2002）。
　水循環の変化は、洪水や干ばつのリスクを増加さ
せる可能性が高い。IPCC IS92aシナリオ（SRES A1B; 

IPCC, 1922に類似している）および二つの GCM（Lehner 

et al., 2006）に基づく予測は、洪水リスクがヨーロッパ
北部、中央部および東部で増加し、干ばつのリスクが
主にヨーロッパ南部で増加することを示している（表
12.2）。ヨーロッパの大部分における集中的な短期降水

は、鉄砲水のリスクの増加を導く可能性が高い（EEA, 

2004b）。しかし、地中海沿岸地域では、これを裏付け
る歴史的トレンドは十分でない（Ludwig et al., 2003; 

Benito et al., 2005; Barrera et al., 2006）。
　気候変動による洪水リスクの増加は、都市化による
不浸透性の地表面の増加により増幅され（de Roo et al., 

2003）、また小規模な流域では植生被覆の変化により
和らげられ（Robinson et al., 2003）うる。大規模な流
域で土地利用が洪水に与える影響は依然として論議さ
れている。強い洪水の頻度の増加は、現在堤防で保護
されている地域に対するリスクを増加させる。洪水の
水量とピーク時流出量の増加は、貯水池が高い流出量
を貯留し、洪水を防ぐのを、より困難にするだろう。
　ヨーロッパ西部に関して、干ばつリスクの増加（例
えば大ブリテン島 ; Fowler and Kilsby, 2004）は、主と
して気候変動により引き起こされる。ヨーロッパ南部
と東部に関しては、気候変動により増加しつつあるリ
スクは、取水量の増加により増幅されるだろう（Lehner 

et al., 2006）。干ばつリスクの増加が最も起きやすい地
域は、地中海沿岸地域 （ポルトガル、スペイン）やヨ
ーロッパ中央部と東部のいくつかの場所であり、こ
れらの場所では灌漑用水需要の最大の増加が予測さ
れる （Döll, 2002; Donevska and Dodeva, 2004）。現在は
灌漑水需要がほとんどない諸国（例えば、アイルラン
ド）においてその需要は相当なものになる可能性が高
い（Holden et al., 2003）。気候変動と取水量増加の両
方に起因して、深刻な水ストレス（取水量：利用可能
量＞ 0.40）の影響を受ける河川流域が増加し、利用可
能な水資源のための競争の激化につながるであろう可
能性が高い（Alcamo et al., 2003; Schröter et al., 2005）。
IS92aシナリオ下では、深刻な水ストレスカテゴリー
に属する河川流域の割合は、現在の 19%から 2070年
代までに 34～ 36%に増加する（Lehner et al., 2001）。
HadCM3 GCMを用いて A2および B1排出シナリオの
もとで予測された気候に基づくと、EU15ならびにス
イス、ノルウェーで水ストレスにある流域に居住す
る人々の数が、それぞれのシナリオでさらに 1,600万
から 4,400万人増加する可能性が高い（Schröter et al., 

2005）。

12.4.2　沿岸システムと海洋システム

　北大西洋振動（NAO）に伴う気候の変動性は、沿
岸気候の季節性、冬季の風速、および北西ヨーロッ
パにおける暴風雨と沿岸洪水のパターンの変動を含
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む（Lozano et al., 2004; Stone and Orford, 2004; Yan et al., 

2004）、ヨーロッパの多くの物理的な沿岸プロセスを
決定づける（Hurrell et al., 2003, 2004）。NAOはまた、
ヨーロッパの大西洋沿岸と沿海に関して、力学的海面
高度【訳注 12-3】と海面上昇の地理的分布（Woolf et al., 
2003）、ならびにカスピ海での沿岸洪水や水位との関
係に強い影響を与える（Lal et al., 2001）。SRESに基づ
いた気候シナリオの大部分が、21世紀の最初の数十年
間に関して、沿岸域への顕著な影響を伴う現行の NAO

の正の位相の継続を示している（Cubasch et al., 2001; 

Hurrell et al., 2003）。
　風によって引き起こされる波と暴風雨は、多くのヨ
ーロッパ沿岸域に対する短期的な沿岸プロセスの主要
な動因とみられている（Smith et al., 2000）。IS92aシ
ナリオおよび SRESの A2、B2シナリオを使用した気
候シミュレーション（Meier et al., 2004; Räisänen et al., 

2004）は、暴風雨の既存のトレンドを強固にしている。
これらは、少なくとも 21世紀初期（2010～ 2030年）
に大西洋北東部における風速と暴風雨の強度がさらに
増大し、暴風雨の中心の＜風速の＞最大域がヨーロッ
パ沿岸に近づくこと（Knipperz et al., 2000; Leckebusch 

and Ulbrich, 2004; Lozano et al., 2004）を示している。こ
れらの実験はまた、暴風雨と風の強度が地中海沿岸地
域へと東方に向かって低下し （Busuioc, 2001; Tomozeiu 

et al., 2007）、アドリア海、エーゲ海および黒海の一
部での暴風雨の強さの局地的な増大を伴う（Guedes 

Soares et al., 2002）ことを示している。
　沿海における高潮と潮位のアンサンブルモデルは、
いくつかの SRES排出シナリオ下では、特にバルト海
と北海南部に関して、高潮現象の数は減るがより極
端な現象になることを示している（Hulme et al., 2002; 

Meier et al., 2004; Lowe and Gregory, 2005）。さらに、波
のシミュレーションは、大西洋北東部における 2080

年代までの 0.4mを上回るより高い顕著な波高を示
している（Woolf et al., 2002; Tsimplis et al., 2004a: Wolf 

and Woolf, 2006）。波高や高潮の高さがより高くなる
ことは、河口域、デルタおよび湾の侵食と洪水を引
き起こすであろうため、特に重要である（Flather and 

Williams, 2000; Lionello et al., 2002; Tsimplis et al., 2004b; 

Woth et al., 2005; Meier et al., 2007）。
　IPCC SRESシナリオのモデルは、2100年までの全球
平均海面上昇は 0.09～ 0.88 mで、現在の約 2から 4倍
の速さで上昇すると予測している（EEA, 2004b; Meehl 

et al., 2007）。ヨーロッパでは、地域的影響が結果とし
て、こうした全球レベルの推定値を最大で 50%まで上

回る海面上昇を引き起こすかもしれない（Woodworth 

et al., 2005）。冬の海面水位への NAOの影響は、これ
らの推定値にさらに 0.1から 0.2 mの不確実性を与え
る（Hulme et al., 2002; Tsimplis et al., 2004a）。さらに、
気候温暖化のもとでのグリーンランドの氷やその他の
貯留雪氷（ice store）の継続的融解は、2100年以降に
起こりうる大西洋の子午面循環（MOC）の急激な停
止の影響と相まって、ヨーロッパの海面上昇にさらな
る不確実性を与える（Gregory et al., 2004; Levermann et 

al., 2005; Wigley, 2005; Meehl et al., 2007）。
　海面上昇は、ヨーロッパの沿岸地域に、広範にわた
るさまざまな影響を及ぼしうる。つまり、洪水、土
地の消失、地下水の塩水化、および建物とインフラ
の破壊を引き起こす（Devoy, 2007; Nicholls and de la 

Vega-Leinert, 2007）。かつては氷河に覆われていた沿
岸地域の広大な場所にわたってアイソスタシーによ
る土地隆起【訳注 12-4】の継続的な低下が、多くの場
所を海面上昇の範囲内に置きつつある（Smith et al., 

2000）。バルト海および北極海の沿岸については、い
くつかの SRESシナリオ下での海面上昇予測が、2050

年以降の洪水と沿岸侵食のリスクの増加を示している
（Johansson et al., 2004; Meier et al., 2004, 2006; Kont et al., 

2007）。干満の差が小さい地中海沿岸や黒海地域のよ
うに、沿岸の沈下や地殻活動が盛んな地域では、気候
に関連した海面上昇が高潮や津波による起こりうる被
害を顕著に増加させうる（Gregory et al., 2001）。海面
上昇はまた、ヨーロッパの砂浜と低平で軟らかい堆積
物からなる沿岸域の内陸への移動を引き起こすであろ
う（Sánchez-Arcilla et al., 2000; Stone and Orford, 2004; 

Hall et al., 2007）。沿岸の後退速度は、暴風雨の影響を
最も強く受けている大西洋沿岸のいくつかの部分で
現在 0.5～ 1.0 m/年であり、これらの速度は海面上昇
下で増加すると予想される（Cooper and Pilkey, 2004; 

Lozano et al., 2004）。
　海洋、沿岸水域、および多くの沿岸の脆弱性は、そ
の土地の要因に大きく依存する（Smith et al., 2000; 

EEA, 2004b; Swift et al., 2007）。人口密度が高く潮差が
小さい低平な海岸線は海面上昇に対して最も脆弱にな
るだろう（Kundzewicz et al., 2001）。海面上昇に伴う
沿岸洪水は、多くの人口に影響を及ぼしうる（Arnell 

et al., 2004）。SRESの A1FIシナリオのもとでは、地
中海沿岸地域、ヨーロッパ北部および西部において、
2080年までに、毎年さらに最大 160万人が沿岸洪水に
よる影響を受けるもしれない（Nicholls, 2004）。SRES

シナリオのもとでは、既存の沿岸湿地の約 20%が
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2080年までに海面上昇のために消失するかもしれな
い（Nicholls, 2004; Devoy, 2007）。沿岸および海洋の生
態系に対する気候温暖化の影響はまた、富栄養化とこ
れらの生態系に対するストレスの問題を深刻化させる
可能性が高い（EEA, 2004b, Robinson et al., 2005; SEPA, 

2005; SEEG, 2006）。

12.4.3　山岳地域と亜北極地方

　中標高のアルプス地域では、気温が 1℃上昇するご
とに積雪の期間が数週間減少すると予想される（Hantel 

et al., 2000; Wielke et al., 2004; Martin and Etchevers, 

2005）。氷河均衡線【訳注 12-5】の上方への移動は、60
から 140 m/℃と予想される（Maisch, 2000; Vincent, 

2002; Oerlemans, 2003）。氷河は 21世紀を通じて相当
な後退を経験するだろう（Haeberli and Burn, 2002）。
2050年までに小氷河は消失し、より大きい氷河は 30

％から 70%の間での体積の減少を経験するだろう
（Schneeberger et al., 2003; Paul et al., 2004）。氷河の後
退の間、春と夏の流出量は減少するだろう（Hagg and 

Braun, 2004）。永久凍土の限界標高は数百メートル上昇
する可能性が高い。気温上昇と永久凍土の融解は、山
壁を不安定化し、落石の頻度を増加させるであろうが、
このことは山間の谷間を脅かす（Gruber et al., 2004）。
ヨーロッパ北部では、低地の永久凍土がゆくゆくは消
失するだろう（Haeberli and Burns, 2002）。雪塊氷原お
よび氷河面積の変化もまた、地表面の形状、降水量お
よび気温の間の複雑な相互作用に応じて、雪崩や氷雪
崩の発生の可能性を変えるだろう（Martin et al., 2001; 

Haeberli and Burns, 2002）。
　ヨーロッパの山岳地域の植物相が気候変動に起因
する大きな変化を経験することはほぼ確実である
（Theurillat and Guisan, 2001; Walther, 2004）。積雪期間
と成長期間の長さの変化は、気温変化の直接的影響よ
りもはるかに顕著な影響を代謝作用に与える に違い
ない（Grace et al., 2002; Körner, 2003）。全体的なトレ
ンドは、成長期間の長期化、生物季節の早期化、およ
び種の分布のより高い標高への移動に向かっている
（Kullman 2002, Körner, 2003; Egli et al., 2004; Sandvik et 

al., 2004; Walther, 2004）。動物種についても、同様の標
高の移動が文書で立証されている（Hughes, 2000）。樹
木限界は、数百メートル高標高へ移動すると推測され
る（Badeck et al., 2001）。このプロセスがスカンディ

ナビア （Kullman, 2002）、ウラル山脈（Shiyatov et al., 

2005）、西カルパチア （Mindas et al., 2000）および地
中海沿岸地域（Peñuelas and Boada, 2003; Camarero and 

Gutiérrez, 2004）で既に始まっていることを示す証拠
がある。これらの変化は、伝統的な高山牧草地の放棄
の影響と相まって、高山帯をより高標高に制限するで
あろうが（Guisan and Theurillat, 2001; Grace et al., 2002; 

Dirnböck et al., 2003; Dulling et al., 2004）、このことは雪
中植物相 2を深刻に脅かす （Gottfried et al., 2002）。高
山および雪中の群集の構成と構造は変化する可能性が
非常に高い（Guisan and Theurillat, 2000; Walther, 2004）。
A1シナリオでは、2080年代までに、地中海沿岸地域
とルシタニア山地で、その土地の植物種の 62%までの
消失が予測される（Thuiller et al., 2005）。山岳地域は、
侵入種が原因で、固有種のさらなる喪失を経験するだ
ろう（Viner et al., 2006）。生息地と動物の多様性につい
ても同様の極端な影響が予想され、このことが山岳生
態系をヨーロッパで最も脅威にさらされるものの一つ
にしている（Schröter et al., 2005）。

12.4.4　森林、低木地、および草地

12.4.4.1　森林
　ヨーロッパの森林生態系は、気候変動やその他の地
球規模の変化に強く影響される可能性が非常に高い
（Shaver et al., 2000; Blennow and Sallnäs, 2002; Askeev et 

al., 2005; Kellomäki and Leinonen, 2005; Maracchi et al., 

2005）。森林面積は、北ヨーロッパで拡大すると予想
され（Kljuev, 2001; MNRRF, 2003; Shiyatov et al., 2005）、
2100年までに現在のツンドラ地を減少させる（White 

et al., 2000）が、南ヨーロッパでは縮小すると予想さ
れる（Metzger et al., 2004）。ヨーロッパ西部および中
央部では、自生の針葉樹が落葉樹に取って代わられる
可能性が高い（Maracchi et al., 2005; Koca et al., 2006）。
地中海沿岸地域では、多くの典型的な樹種の分布が減
少する可能性が高い（Schröter et al., 2005）。樹木の脆
弱性は、個体群や植林地が自然の生息範囲外で成長す
るように管理されるにつれ、増大するだろう（Ray et 

al., 2002; Redfern and Hendry, 2002; Fernando and Cortina, 

2004）。
　ヨーロッパ北部では、気候変動が生物季節を変え
（Badeck et al., 2004）、森林の純一次生産量（NPP）と
森林バイオマスを相当増加させるだろう（Jarvis and 1

2  雪中植物相（Nival flora）： 雪の中または下で成長する。
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Linder, 2000; Rustad et al., 2001; Strömgren and Linder, 

2002; Zheng et al., 2002; Freeman et al., 2005; Kelomäki et 

al., 2005; Boisvenue and Running, 2006）。北方林では、
土壌から大気への CO2フラックスが気温および大気中
CO2 濃度の上昇に伴い増加する（Niinisto et al., 2004）
が、多くの不確実性が残っている（Fang and Moncrieff, 

2001; Ågren and Bosatta, 2002; Hyvönen et al., 2005）。
気候変動は、枝葉への炭素の再配分を引き起こし
（Magnani et al., 2004; Lapenis et al., 2005）、炭素の喪失
をまねくかもしれない（White et al., 2000; Kostiainen et 

al., 2006; Schaphoff et al., 2006）。気候変動は木部の化学
組成と密度を変えるかもしれないが、木部の生体構造
への影響は依然として不確実なままである（Roderick 

and Berry, 2001; Wilhelmsson et al., 2002; Kostiainen et al., 

2006）。
　ヨーロッパの北部と臨海温帯、およびアルプスのよ
り高標高の場所では、NPPが今世紀を通じて増加する
可能性が高い。しかし、ヨーロッパ中央部や南部の大
陸では、21世紀末（2071から 2100年）までに、針葉
樹の NPPが、水による制約（Lasch et al., 2002; Lexer 

et al., 2002; Martinez-Vilalta and Piñol, 2002; Freeman et 

al., 2005; Körner et al., 2005）や、気温上昇（Pretzch 

and Dursky, 2002）のために減少する可能性が高い。落
葉樹林への干ばつによる負の影響もまた可能性が高
い（Broadmeadow et al., 2005）。南ヨーロッパにおけ
る水ストレスは、水の利用効率の向上（Magnani et al., 

2004）や CO2 濃度の上昇（Witting et al., 2005）、および
葉面積指数の増加（Kull et al., 2005）により、部分的
に相殺されるかもしれない（Magnani et al., 2004）が、
このことは現在議論中である（Medlyn et al., 2001; Ciais 

et al., 2004）。
　森林に対する非生物的災害は増加する可能性が高い
が、予想される影響は地域に固有で、使用される森林
管理システムに相当に依存するだろう（Kellomäki and 

Leinonen, 2005）。風による被害の相当な増加は推測さ
れない（Barthod, 2003; Nilsson et al., 2004; Schumacher 

and Bugmann, 2006）。ヨーロッパ北部では、積雪面
積が減少するであろうし、土壌の無霜期間や冬季降
雨量が増加し、土壌の浸水と冬季の洪水の増加を導
く（Nisbet, 2002; KSLA, 2004）。温暖化は低温要求が
満たされるのを妨げ 3、秋と春の耐寒性を低下させ、
針葉樹の喪失を増大するだろう（Redfern and Hendry, 

2002）。霜害は、地域や種によりばらつきがあるもの

の（Jönsson et al., 2004）、冬には減少し、春は変わり
なく、秋にはハードニング【訳注 12-6】がより遅くなる
ためより深刻になる（Linkosalo et al., 2000; Barklund, 

2002; Redfern and Hendry, 2002）と予想される。ただし、
樹木への霜害リスクは、冬や早春の温暖な期間に起こ
りうるデハードニング【訳注 12-6】や成長開始の後に、
増加さえ起こるかもしれない（Hänninen, 2006）。火災
の危険、火災シーズンの長さ、火災の頻度および重大
さが、地中海沿岸地域において増加する可能性が非常
に高く（Santos et al., 2002; Pausas, 2004; Moreno, 2005; 

Pereira et al., 2005; Moriondo et al., 2006）、高木に対して
低木の優占度の増大を導く（Mouillot et al., 2002）。＜
地中海沿岸地域＞より少ないものの、火災の危険は、
ヨーロッパ中央部、東部、および北部でも増加する
可能性が高い（Goldammer et al., 2005; Kellomäki et al., 

2005; Moriondo et al., 2006）。しかし、これが直接的に
火災発生の増加や植生の変化につながるわけではない
（Thonicke and Cramer, 2006）。森林とツンドラの移行帯
では、火災およびその他の人為起源の影響の頻度の増
加が、森林の広い範囲にわたる生産性の低い草で覆わ
れた低湿地または湿地への長期的な（数百年以上）転
換を導く可能性が高い（Sapozhnikov, 2003）。主要な
森林害虫の生息範囲は北方へ拡大するかもしれない
（Battisti, 2004）が、気候変動と人為起源の変化による
正味の影響は複雑である（Bale et al., 2002; Zvereva and 

Kozlov, 2006）。

12.4.4.2　低木地
　ヨーロッパの低木地の面積は、特に南ヨーロッパ
で過去数十年間にわたり増加してきている（Moreira 

et al., 2001; Mouillot et al., 2003; Alados et al., 2004）。気
候変動は炭素貯留、栄養循環および種の構成などの低
木地の主要な生態系機能に影響を与える可能性が高い
（Wessel et al., 2004）。温暖化や干ばつに対する応答は
現在の状況によって決まり、寒冷で湿潤な場所は気温
変化に対してより反応し、温暖で乾燥した場所は降雨
の変化に対してより反応する（Peñuelas, et al., 2004）。
ヨーロッパ北部では、温暖化は微生物活動（Sowerby 

et al., 2005）、成長および生産性（Peñuelas, et al., 2004）
を増加させ、従って、放牧密度を高めることを可能に
するであろう（Wessel et al., 2004）。草の侵入（Werkman 

and Callaghan, 2002）や窒素溶脱の増加（Emmet et al., 

2004; Gorissen et al., 2004; Schmidt et al., 2004）もまた可1

3 多くの植物および大部分の落葉果樹は、春につぼみを開くために冬の間の冷温な期間（低温要求）を必要とする。
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能性が高い。ヨーロッパ南部では、温暖化および特に
干ばつの増加が、植物の成長と一次生産の減少（Ogaya 

et al., 2003; Llorens et al., 2004）、栄養塩の回転と利用
可能性の減少（Sardans and Peñuelas, 2004, 2005）、植物
の補充の変化（Lloret et al., 2004; Quintana et al., 2004）、
生物季節の変化（Llorens and Peñuelas, 2005）、およ
び種間の相互作用の変化（Maestre and Cortina, 2004; 

Lloret et al., 2005） を導く可能性が高い。低木地の火災
は、そのより高い可燃性のため、増加する可能性が
高い（Vázquez and Moreno, 2001; Mouillot et al., 2005; 

Nunes et al., 2005; Salvador et al., 2005）。さらに、＜火
災の＞激しさの増大（Giorgi et al., 2004）が、頻繁な火
災後の植物の再生の減少（Delitti et al., 2005）に起因す
る侵食リスクの増大をもたらす可能性が高い（de Luis 

et al., 2003）。

12.4.4.3　草地
　2000年には、ヨーロッパの農地面積の 37%を永続
的牧草地が占めていた（FAOSTAT, 2005）。今世紀末ま
でに草地面積は減少すると予想され、その規模は排出
シナリオにより異なる（Rounsevell et al., 2006）。気候
変動は、草地の群落構造をそれぞれの場所と種類に特
有の方法で変える可能性が高い（Buckland et al., 2001; 

Lüscher et al., 2004; Morecroft et al., 2004）。管理と種の
豊富さが＜気候＞変動に対する回復力を増大させるか
もしれない（Duckworth et al., 2000）。肥沃で遷移の初
期にある草地は、より成熟している、および／または
肥沃度がより低い草地よりも、気候変動に対してより
反応することが分かった（Grime et al., 2000）。一般的
に、集約的に管理され、栄養塩に富む草地は、水と栄
養塩の供給が十分であれば、CO2 濃度の増加と気温上
昇の両方に対して積極的に反応するだろう（Lüscher 

et al., 2004）。窒素に乏しく、種に富んだ草地は、短期
的には生産性がわずかに変化することで、気候変動に
応答するかもしれない（Winkler and Herbst, 2004）。全
体として、温暖なヨーロッパの草地の生産性は全体
として増加すると予想される（Byrne and Jones, 2002; 

Kammann et al., 2005）。しかし、気温上昇のみでは、生
産性と種の混合状態に対して悪影響を与える可能性
が高い（Gielen et al., 2005; de Boeck et al., 2006）。地中
海沿岸地域では、降水パターンの変化が、草地の生産
性と種の構成に対して悪影響を及ぼす可能性が高い
（Valladares et al., 2005）。

12.4.5　湿地と水界生態系

　気候変動は、北部の泥炭地に顕著な影響を与える
かもしれない（Vasiliev et al., 2001）。一般的な仮説で
は、気温上昇が湿地の生産性を増加させ（Dorrepaal et 

al., 2004）、泥炭の分解を促進するであろうとされてい
るが、このことは大気中への炭素と窒素の放出を加速
するであろう（Vasiliev et al., 2001; Weltzin et al., 2003）。
しかし、これと反対の結果もあり、フィンランドの
干拓された泥炭地の放射強制力の減少を報告してい
る（Minkkinen et al., 2002）。北極地方の永久凍土の消
失（ACIA, 2004）は、現在の永久凍土地帯にあるいく
つかの種類の湿地の減少を引き起こすであろう可能性
が高い（Ivanov and Maximov, 2003）。乾燥した年には、
ヨーロッパ・ロシアの干拓された泥炭地において破滅
的な火災が予想される（Zeidelman and Shvarov, 2002; 

Bannikov et al., 2003）。北部地域では、沼沢化 4のプロ
セスが降水量の増加を伴いながら、加速する可能性が
高い（Lavoie et al., 2005）。
　ヨーロッパ全域の冬季凍結する湖沼および河川に
おいて、気温上昇は結果として、解氷の早期化と成
長期間の長期化をもたらすかもしれない。これらの
変化の結果、湖沼における藻の大発生のリスクの増
大や有毒なシアノバクテリアの成長の増大が起こり
う る（Moss et al., 2003; Straile et al., 2003; Briers et al., 

2004; Eisenreich, 2005）。降水量の増加と霜の減少は耕
地からの栄養塩の消失を促すかもしれない（Eisenreich, 

2005）。これらの要因は、結果として内陸水域での栄
養塩負荷の増大（Bouraoui et al., 2004; Kaste et al., 2004; 

Eisenreich, 2005）と、溶存有機物濃度の上昇（Evans 

and Monteith, 2001; ACIA, 2004; Worrall et al., 2006）を
引き起こすすだろう。栄養塩負荷の増大は、湖沼や湿
地の富栄養化を強めるかもしれない（Jeppesen et al., 

2003）。不浸透性土壌を持つ流域での流水は冬季の流出
量と夏季の有機物の堆積を増加させたかもしれず、こ
のことは無脊椎動物の多様性を減少させうる（Pedersen 

et al., 2004）。
　ヨーロッパ南部の内陸水域は、水量が減少し、塩
水化が進む可能性が高い（Williams, 2001; Zalidis et 

al., 2002）。多くの短命な生態系が喪失するかもしれ
ず、永続的な生態系は縮小するかもしれない（Alvarez 

Cobelas et al., 2005）。全体として乾燥化する気候は、内
陸水域への外部からの栄養塩負荷を減少させるかもし1

4 泥炭湿原の形成。
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れないが、内陸水域の水量減少のために栄養塩濃度は
増加するかもしれない（Zalidis et al., 2002）。また、強
い降雨現象の頻度の増加は、いくつかの湿地への栄養
塩の流出を増加させうる（Sánchez Carrillo and Alvarez 

Cobelas, 2001）。
　温暖化は、内陸水域の物理的性質に影響を与えるだ
ろう（Eisenreich, 2005; Livingstone et al., 2005）。夏の成
層化した湖沼の水温躍層は下がるであろうが、底層水
温と成層期間は増加し、水温躍層より下の酸素減少の
リスクをまねくであろう（Catalán et al., 2002; Straile et 

al., 2003; Blenckner, 2005）。温度上昇はまた、溶存酸素
の飽和レベルを低下させ、酸素減少のリスクを高める
だろう（Sand-Jensen and Pedersen, 2005）。

12.4.6　生物多様性

　気候変動はヨーロッパの動植物種の生理機能、生
物季節および分布に影響を及ぼしている（例えば、
Thomas et al., 2001; Warren et al., 2001; van Herk et al., 

2002; Walther et al., 2002; Parmesan and Yohe, 2003; Root 

et al., 2003, 2005; Brommer, 2004; Austin and Rehfisch, 

2005; Hickling et al., 2005, 2006; Robinson et al., 2005; 

Learmonth et al., 2006; Menzel et al., 2006a, b）。さまざ
まな SRESシナリオ下での、1,350の植物種（ヨーロ
ッパの植物相のほぼ 10%）の将来の分布に関するヨ
ーロッパ全体の評価は、もし分散できなければ、2080

年までにモデル対象の種の半分以上が、危急、絶滅危
機、絶滅寸前、あるいは絶滅必至になりうることを示
した（Thuiller et al., 2005）。最も厳しい気候シナリオ
（A1）のもとで、種が分散によって適応できると想定
した場合、考慮された種の 22%が絶滅寸前、2%が絶
滅必至となるだろう。質的に類似した結果が Bakkenes 

et al.（2002）によって得られた。これらの分析によれば、
植物の生息範囲は北方に拡大し、ヨーロッパ南部の山
岳地域と地中海沿岸地方で縮小する可能性が非常に
高い。地域研究（例えば、Theurillat and Guisan, 2001; 

Walther et al., 2005b）は、ヨーロッパ全体の予測と一致
している。
　ヨーロッパの動物相の評価は、さまざまな SRESシ
ナリオ下でもし分散に制約がなければ、両生類（45か
ら 69%）および爬虫類（61から 89%）の種の大部分が、
その生息範囲を拡大しうることを示した（Araújo et al., 

2006）。しかし、もし種が分散できなければ、大部分
の種（＞ 97%）の生息範囲は小さくなり、特にイベリ
ア半島やフランスで小さくなるだろう。英国、ヨーロ

ッパ南東部、およびスカンディナビア南部の種はより
好適な気候から便益を得ると予測されるが、分散の制
約がそれらの種が新しい好適地を優占することを妨げ
るかもしれない（図 12.2）。これらの結果と一致して、
植物、昆虫、鳥類およびほ乳類の 47種に関する別の
ヨーロッパ全体の研究は、一般的に種が南西から北東
へ移動するであろうことを見出した（Berry et al., 2006; 

Harrison et al., 2006）。地中海沿岸地方の固有の植物お
よび脊椎動物もまた、気候変動に対して特に脆弱であ
る（Malcolm et al., 2006）。気候変動と土地利用変化の
両方のために、生息地の分断化が増大する可能性が高
い（del Barrio et al., 2006）。
　現在、内陸の淡水システムにおける種の豊富さはヨ
ーロッパ中央部で最も高く、南ヨーロッパや北ヨー
ロッパへと向かうにつれ、周期的な干ばつと塩水化に
より低下する（Declerck et al., 2005）。北ヨーロッパに
おける予測される流出量の増加と干ばつリスクの低下
はこれらシステムの動物相に益するであろう（Lake, 

2000; Daufresne et al., 2003）が、南ヨーロッパにおけ
る干ばつの増加は逆の影響を及ぼすだろう（Alvarez 

Cobelas et al., 2005）。気温上昇はヨーロッパ北部におけ
る淡水生態系での種の豊富さの増加とヨーロッパ南西
部の一部においての減少を導く可能性が高い（Gutiérrez 

Teira, 2003）。北ヨーロッパでは侵入種が増加するかも
しれない（McKee et al., 2002）。木本植物が泥炭地や湿
地【訳注 12-7】に侵入するかもしれない（Weltzin et al., 
2003）。寒さに適応した種は、さらに北方および上流
へ＜の移動を＞強いられ、最終的にヨーロッパから消
失するかもしれない種もある（Daufresne et al., 2003; 

Eisenreich, 2005）。
　海面上昇は、生物多様性に大きな影響を与える可能
性が高い。その例としては、アザラシが繁殖と子育
てや休養に用いる上陸場の冠水などがある（Harwood, 

2001）。海水温の上昇はまた、地中海のイルカとヨー
ロッパのアザラシの疾病に関連した大量死といった現
象を引き起こすかもしれない（Geraci and Lounsbury, 

2002）。養育＜場所＞を氷に依存するアザラシはまた、
かなりの生息地の消失を被る可能性が高い（Harwood, 

2001）。海面上昇は、低平な沿岸地で営巣や採餌を行
う鳥種の生息地の利用可能性を減少させるだろう。こ
のことは、北極地方で繁殖し、その後ヨーロッパの沿
岸で越冬するシギ・チドリ類の個体群にとって、特に
重要である（Rehfisch and Crick, 2003）。地下水面の低
下と人為的利用や内陸湿地からの取水の増加は、ヨー
ロッパ域内やヨーロッパとアフリカ間の渡りの際にこ
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うした場所を利用する渡り鳥やコウモリの個体群にと
って深刻な問題を引き起こす可能性が高い（Robinson 

et al., 2005）。

12.4.7　農業と漁業

12.4.7.1　作物と家畜
　気候変動と大気中 CO2増加の影響は、ヨーロッパの
作物生産性の全体としての小幅な増加を導くと予想さ
れる。しかし、技術開発（例えば、新しい作物品種や
耕作慣行の改善）は気候変動の影響をはるかに上回る
かもしれない（Ewert et al., 2005）。2050年までのコム
ギの総収量の増加は、B2シナリオ下での 37%から A1

シナリオ下での 101%までの範囲に広がりうる（Ewert 

et al., 2005）。作物収量の増加と食料および繊維の需要
の減少または不変は、ヨーロッパの農地の総面積の減
少をまねきうる（Rounsevell et al., 2005）。気候に関連
した作物収量の増加は、主にヨーロッパ北部で予想さ
れる。例えば、イングランドとウェールズでは、コム
ギは 2020年までに＋ 2から＋ 9%、2050年までに＋ 8

から＋ 25%、2080年までに＋ 10から＋ 30%増加し
（Alexandrov et al., 2002; Ewert et al., 2005; Audsley et al., 

2006; Olesen et al., 2007）、テンサイは 2050年代までに
＋ 14から＋ 20%増加する（Richter and Semenov, 2005）
だろうが、一方ですべての作物＜の収量＞の最大の減
少が地中海沿岸地域、バルカン半島の南西およびヨー
ロッパ・ロシアの南で予想される（Olesen and Bindi, 

2002; Alcamo et al., 2005; Maracchi et al., 2005）。ヨーロ
ッパ南部では、春播き作物に関して収量の全般的な
減少（例えば、2050年までに、マメ科植物－30から
＋5%；ヒマワリ－12から＋3%；塊茎作物－14から
＋ 7%）と水需要の増加（例えば、2050年までに、ト
ウモロコシ用は＋ 2から＋ 4%、およびジャガイモ用
は＋ 6から＋ 10%）が予想される（Giannokopoulos et 

al., 2005; Audsley et al., 2006）。秋播き作物への影響は、
地理的によりばらつきがある。収量は南部のほとんど
の場所で大幅に減少し、北部やより寒冷な地域では増
加すると予想される （例えば、コムギ：2020年までに
＋ 3から＋ 4%、2050年までに－8から＋ 22%、2080

年までに－15から＋32%）と予想される（Santos et 

al., 2002; Giannakopoulos et al., 2005; Audsley et al., 2006; 

Olesen et al., 2007）。
　現在大部分がヨーロッパ南部で栽培されているいく
つかの作物（例えば、トウモロコシ、ヒマワリ、お
よびダイズ）は、さらに北、あるいは南ヨーロッパの

より高い標高の場所で成長できるようになるだろう
（Audsley et al., 2006）。一連の SRESシナリオに関する
予測は、アイルランド、スコットランド、スウェーデ
ン南部およびフィンランドを含むヨーロッパで、21世
紀末までに、トウモロコシ粒生産に適した場所が 30か
ら 50%増加することを示している（Hildén et al., 2005; 

Olesen et al., 2007）。2050年までエネルギー作物（例え
ばナタネやヒマワリなどの脂肪種子）、澱粉作物（例
えばジャガイモ）、穀物（例えばオオムギ）、および固
形バイオ燃料作物（例えばモロコシやイネ科ススキ属
植物）は、耕作可能な場所の北方への拡大を示すが、
ヨーロッパ南部では減少を示す（Tuck et al., 2006）。例
えば、高温や干ばつが続くなど極端な気象現象の推測
される増加（Meehl and Tebaldi, 2004; Schär et al., 2004; 

Beniston et al., 2007） は、収量の変動性を増大させ（Jones 

et al., 2003）、平均収量を減少させる （Trnka et al., 2004）
と予想される。特に、ヨーロッパの地中海沿岸地域で
は、ある特定の作物の成長段階における極端な気候現
象（例えば、開花期中の暑熱ストレス、種蒔き期中の
降雨日数）の頻度の増加は、降雨強度の増加および乾
燥期間の長期化と相まって、夏の作物（例えばヒマワ
リ）の収量を減少させる可能性が高い。気候変動は、
農地に対するその他のプロセスも変えるだろう。冬コ
ムギに関して計算された予測は、2070年より先の気候
変動が、ヨーロッパ東部の大部分およびスペインのそ
れより狭い場所で農地からの硝酸塩溶脱の減少を、ま
た英国およびヨーロッパのその他の場所では増加を導
くかもしれないことを示した（Olesen et al., 2007）。
　大ブリテン島での厳しい熱暑ストレスの頻度の増加
が、集約的な畜産システムで飼育されている豚や若鶏
の死亡リスクを高めることが予想される（Turnpenny 

et al., 2001）。大西洋沿岸（例えばアイルランド）沿い
での干ばつの頻度の増加は、灌漑なしではもはや現在
の家畜密度での家畜には不十分なほどにまで、飼料
作物の生産性を低下させるかもしれない（Holden and 

Brereton, 2002, 2003; Holden et al., 2003）。気温の上昇も
また、（i） ブルータング病（BT）やアフリカ馬疫（AHS）
など何種かのアルボウイルスの主な媒介動物である
Culicoides imicola（ヌカカ）などの昆虫の分散を後押
しすること、（ii） ウイルスの越年生存を高めること、
（iii）より寒冷な気温によって現在制約されている、新
しい媒介昆虫のための条件を改善すること、によっ
て家畜の疾病リスクを高めるかもしれない（Wittmann 

and Baylis, 2000; Mellor and Wittmann, 2002; Colebrook 

and Wall, 2004; Gould et al., 2006）。
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12.4.7.2　海面漁業と養殖業
　北東大西洋の海洋の生態学的地域における脆弱性に
関する評価は、気候変動が＜評価の＞対象となった海
洋の魚貝類に多大な影響を与える可能性が非常に高い
と結論づけた（Baker, 2005）。温度の上昇は北大西洋
の漁業生産に大きな影響を与え、種の分布の変化、北
部水域における加入と生産の増加、および現在の生息
範囲の南端での著しい減少を引き起こす（Clark et al., 

2003; Dutil and Brander, 2003; Hiscock et al., 2004; Perry et 

al., 2005）。高い漁獲圧力は、例えばコマイなどの漁業
への脅威をいっそう悪化させる可能性が高い（Brander, 

2005）。2002年までの 45年間での 0.9℃程度の海面水
温変化が北海の植物プランクトン群集に影響を及ぼし
てきており、群集全体の栄養段階（用語解説を参照）
と季節循環との間の不一致を導いてきている（Edwards 

and Richardson, 2004）。こうした変化は、漁獲圧力と相
まって、動物プランクトン生産の変化に近い栄養段階
で操業している地域漁業の大部分に影響を与えると予
想される（Anadón et al., 2005; Heath, 2005）。長期の気
候変動性は、地域規模での漁業生産の重要な決定因子
であり（Klyashtorin, 2001参照 ; Sharp, 2003）、生態系
や生計に対する複合的な正負の影響を伴う（Hamilton 

et al., 2000; Eide and Heen, 2002; Roessig et al., 2004）。沿
岸および海洋生態系における気候変動の生物多様性へ
の影響、生態系への効果、および社会経済的コストを
評価する我々の能力はまだ限られているが、＜それら
に＞かなり依存しているコミュニティや企業のいくつ
かにとっては相当なものとなる可能性が高い（Gitay 

et al., 2002; Pinnegar et al., 2002; Robinson and Frid, 2003; 

Anadón et al., 2005; Boelens et al., 2005）。海面上昇（養
殖場や産卵環境の喪失を伴う沿岸の圧迫）、暴風雨の
増加、NAOの変化、塩分濃度の変化、沿岸水域の酸性化、
および汚染物質などのその他のストレス要因の海洋生
物相に対する全体的な相互作用や累積的影響は可能性
が高いが、ほとんど知られていない。
　海洋および淡水の魚貝類の養殖は、2002年の EUの
漁業生産総額の 33%、その量の 17%に相当した（EC, 

2004）。海水温の上昇は、成長期間、成長速度、食餌
効率および一次生産を増大させ（Beaugrand et al., 2002; 

Edwards et al., 2006）、これらのすべてが貝類生産に便
益をもたらすだろう。地理的分布と範囲の拡大により
新しい種のための機会が生じる（Beaugrand and Reid, 

2003）が、温度上昇がストレスおよび病原体に対する
感受性を増大させるだろう （Anadón et al., 2005）。ゼラ
チン質の動物プランクトンやクラゲのような新しい侵

入種や非在来種、有害な藻の大発生、＜生物＞付着の
増加、および低溶存酸素現象を伴う生態系の変化は操
業コストを増加させるだろう。機材や施設に対する暴
風雨が引き起こす被害の増加は資本コストを増加させ
るだろう。養殖自体、粒子状有機性廃棄物や病原体の
野生個体群への拡散に由来する地方的な環境影響をも
たらすが、こうした影響は気候誘因の生態系ストレス
を増幅する可能性が高い（SECRU, 2002; Boelens et al., 

2005）。

12.4.8　エネルギーと運輸

12.4.8.1　エネルギー
　将来の気候変動のもとでは、1961から 1990年レベ
ルと比較して、暖房需要は減少し、冷房需要は増加す
る（Santos et al., 2002; Livermore, 2005; López Zafra et 

al., 2005; Hanson et al., 2006）。英国とロシアでは、2050

年までの 2℃の昇温が冬の暖房需要を減少させ、結果、
化石燃料需要が 5から 10%、電力需要が 1から 3%減
少すると推定される（Kirkinen et al., 2005）。2021から
2050年の期間までに、冬の暖房需要がハンガリーとル
ーマニアでは 6から 8%減少し（Vajda et al., 2004）、フ
ィンランドでは 10%減少する（Venalainen et al., 2004）
と予想される。この減少＜率＞は、2100年までに、フ
ィンランドでは 20から 30%まで増し（Kirkinen et al., 

2005）、スイスの居住用建物の場合は約 40%まで増す
（Frank, 2005; Christenson et al., 2006）。地中海沿岸地域
周辺では、2050年までに暖房を必要とする期間が年間
2から 3週間少なくなるであろうが、冷房を必要とす
る期間は 2から 3週間（沿岸沿い）から 5週間（内陸部）
長くなるだろう（Giannakopoulos et al., 2005）。Cartalis 

et al.（2001）は、地中海南東地域に関して、2030年に
は暖房用エネルギー需要が 10%まで減少し、冷房用需
要が 28%まで増加すると推定した。Fronzek and Carter

（2007）は、ヨーロッパ中央部および南部に関して、
2071から 2100年までに、年々変動性の増大に関連
して冷房需要が大幅に増加する （マドリードに関して
は、114%に達する）と報告した。夏の空調用冷房需
要は特に電力需要に影響を及ぼし（Valor et al., 2001; 

Giannakopoulos and Psiloglou, 2006）、イタリアとスペイ
ンでは 2080年代までに 50%まで増加する（Livermore, 

2005）。スペインでは、夏の熱波期間中の電力需要の
ピークが寒い冬の期間中の需要のピークと同じにな
る、あるいは＜それを＞超える可能性が非常に高い
（López Zafra et al., 2005）。
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　ヨーロッパの現在の主要な再生可能エネルギー源は
水力発電（発電電力量の 19.8%）と風力である。2070

年代までにヨーロッパ全体の水力発電可能能力は 6%

低下すると予想され、言い換えると、地中海地域周辺
での 20から 50%の減少、ヨーロッパ北部と東部での
15から 30%の増加、およびヨーロッパ西部と中央部
では変化なし、といった水力発電パターンが予想され
る（Lehner et al., 2005）。大西洋沿岸のヨーロッパとヨ
ーロッパ北部では、2071から 2100年までに年間の風
力発電源がわずかに増加し、冬季期間中により大幅に
増加するだろう（Pryor et al., 2005）。バイオ燃料の生
産は水分供給と成長期間の長さによって大きく決定づ
けられる（Olesen and Bindi, 2002）。22世紀までに、バ
イオ燃料にあてられる土地面積がヨーロッパ全域で 2

から 3倍増加するかもしれない（Metzger et al., 2004）。
地中海沿岸地域ではより多くの太陽エネルギーが利用
可能になるだろう（Santos et al., 2002）。気候変動は火
力発電に悪影響を与えうる。これは、気候関連の減少
（Arnell et al., 2005）または河川流出量の季節的な変化
（Zierl and Bugmann, 2005）のために、いくつかの場所
で、冷却水の利用可能量が減らされるかもしれないか
らである。エネルギーの配給もまた、気候変動に対し
て脆弱である。最高気温の上昇に起因する電線のたる
みやガスパイプラインのコンプレッサーの効率性への
悪影響（López Zafra et al., 2005）に加えて、平均気温
の上昇に伴う電線の抵抗のわずかな増加（Santos et al., 

2002）が生じる。これらすべての複合効果が、配電網
に対する気候変動の影響の全体的な不確実性を増大さ
せる。

12.4.8.2　運輸
　気温上昇は鉄道のレールや道路の表面を損ない
（AEAT, 2003; Wooller 2003; Mayor of London, 2005）、旅
客の快適性に影響を与えうる。自家用車での空調使
用が増加する可能性が高く、公共輸送機関が快適で
ないと認識される場合には、結果として輸送手段の
転換が起こるかもしれない（London Climate Change 

Partnership, 2002）。極端な気象現象の可能性が高い増
加は、特に地下鉄や排水の不十分な道路における洪
水を引き起こすかもしれない（London Climate Change 

Partnership, 2002; Defra, 2004a; Mayor of London, 2005）。
強風は航空、海上および陸上輸送の安全性に影響を与
えるかもしれないが、強い降雨もまた、道路安全に悪
影響を与えうる。ただし、降雪日数が少なくなること
で、この悪影響がある程度相殺される場所もあるかも

しれない（Keay and Simmonds, 2006）。霜や雪の発生率
の減少もまた、維持コストや処理コストを削減するだ
ろう。干ばつやそれに伴う流出量の減少は、ライン川
などの主要な水路における河川航行に影響を与えるか
もしれず（Middelkoop and Kwadijk, 2001）、＜地盤＞収
縮や＜地盤＞沈下はインフラに被害を与えるかもしれ
ない（Highways Agency, 2005a）。北極地方での海氷の
減少や地面の融解は、海上アクセスと北極海航路の航
行可能期間を増加させるだろう。しかしながら、地上
の永久凍土の融解は氷道の＜利用可能＞期間の短縮に
よりアクセスを途絶えさせ、既存のインフラに被害を
与えるであろう（ACIA, 2004）。

12.4.9　観光とレクリエーション

　観光客の出発国と目的国の気候、ならびに気候の季
節性－すなわち、ヨーロッパの夏季休暇の需要を誘発
する季節間の差異－の観点から、観光は気候と密接に
関連している（Viner, 2006）。観光快適指数（Tourism 

Comfort Index） （Amelung and Viner, 2006）で表される
観光のための条件は、ヨーロッパ北部と西部で向上
すると予想される（Hanson et al., 2006）。Hamilton et 

al.（2005）は、1℃の＜昇温の＞任意の気候変動シナ
リオが、ヨーロッパ西部および北部からの太陽や海浜
愛好者らの選好に影響を及ぼし、観光目的地を徐々に
北方や山の高標高部へと移動させるであろうことを示
した。フランス、イタリアおよびスペインの山岳部
は、比較的涼しいために人気が高まりうる（Ceron and 

Dubois, 2000）。地中海沿岸地域では、夏の気温上昇が、
夏の観光の漸進的な減少を導くかもしれないが、春お
よびおそらくは秋には増加するかもしれない（Amelung 

and Viner, 2006）。Maddison （2001）は、ギリシャとス
ペインが 2030年までに観光シーズンの長期化と平坦
化を経験するであろうことを示している。地中海沿岸
地域での観光シーズンの長期化に伴う客室稼働率は、
需要を均一に広げるであろうため、夏の給水とエネ
ルギー需要への圧力を軽減するだろう（Amelung and 

Viner, 2006）。
　ヨーロッパ中央部のスキー産業は、特にスキーシー
ズンの始まりと終わりの自然積雪の顕著な減少によ
って混乱させられる可能性が高い（Elsasser and Burki, 

2002）。Hantel et al.（2000）は、オーストリア・アル
プスの最も感度が高い標高（冬季の 600 mと春季の
1,400 m）において、人工造雪による適応が考慮されな
い場合、1℃の上昇が冬のスキー可能日の 4週間の減
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少と春の 6週間の減少をまねくことを明らかにした。
Beniston et al.（2003）は、2℃の気温上昇がスイスの高
山地での季節的な積雪を、降水量に変化がない場合に
は 50日 /年減少させ、降水量が 50%増加の場合には
30日 /年減少させるであろうと算出した。

12.4.10　損害保険

　保険制度は国によって大きく異なり（例えば、多く
の国で洪水被害は補償されない）、このことが気候変
動に対する財産の脆弱性に影響を及ぼす。リスクにさ
らされた財産の価額も国ごとに異なる。200 km/時の
風速による被害は、オーストリアでの被保険財産価値
の 0.2%からデンマークでの約 1.2%までばらつきがあ
る（Munich Re, 2002）。保険会社は原則として気候変
動のような新たなリスクに対して迅速に適応できるも
のの、将来の気候影響の不確実性が保険会社がこの新
たな脅威に対処することを困難にしている。
　将来の気候と社会経済的要因の不確実性が、将来の
洪水被害コストに関する幅広い見積りにつながってい
る。例えば、英国の年間の河川洪水被害は、2080年代
までに現在の被害レベルと比べ、B2シナリオ下での
2倍未満から、A1シナリオ下での 20倍超までの間で
増加すると予想される（ABI, 2004）。さらに、現在は
稀な事象がより一般的になれば、将来の保険コストは
著しく増加するだろう。これは、頻度の低い破壊的現
象のコストはより頻度の高い現象よりもはるかに高い
ためである。例えば、英国では、1,000年に 1度規模
の極端な気候現象のコストは、100年に 1度規模の現
象のコストよりおおよそ 2.5倍高く（Swiss Re, 2000）、
ドイツでは、保険金請求が最大風速の 3乗で増加する
（Klawa and Ulbrich, 2003）。

12.4.11　人の健康

　ヨーロッパの国々は、現在、暑熱と寒気による死亡
を経験している（Beniston, 2002; Ballester et al., 2003; 

Crawford et al., 2003; Keatinge and Donaldson, 2004）。比
較的穏やかな気温での熱暑に関連した死亡が明らか
である（Huynen et al., 2001; Hajat et al., 2002; Keatinge, 

2003; Hassi 2005; Páldy et al., 2005）が、熱波の期間中
に深刻な影響が生じる（Kosatsky, 2005; Pirard et al., 

2005; Kovats and Jendritzky, 2006; WHO, 2006; 12.6.1 節
も参照）。次の世紀にかけて、熱波はより一般的で
厳しいものになる可能性が非常に高い（Meehl and 

Tebaldi, 2004）。暑熱に関連した死亡は、順応を想定
した後でさえも増加する可能性が高い（Casimiro and 

Calheiros, 2002; Department of Health, 2002）。中緯度地
域では、寒気による死亡が問題である（Keatinge et 

al., 2000; Nafstad et al., 2001; Mercer, 2003 Hassi, 2005）
が、より温暖な冬になるにつれて減少する可能性が
高い（Department of Health, 2002; Dessai, 2003）。冬の
死亡の主な決定因子には、呼吸器感染と低質な住宅
などがある（Aylin et al., 2001; Wilkinson et al., 2001, 

2004; Mitchell et al., 2002; Izmerov et al., 2004; Díaz et al., 

2005）。気候変動は、暴風、鉄砲水、および沿岸洪水
による死傷リスクを増加させる可能性が高い（Kirch et 

al., 2005）。高齢者、障がい者、子ども、女性、少数民
族、および低所得者はより脆弱で、特別の配慮を必要
とする（Enarson and Fordham, 2001; Tapsell and Tunstall, 

2001; Hajat et al., 2003; WHO, 2004, 2005; Penning-

Rowsell et al., 2005; Ebi, 2006）。
　気候の温暖化と合致するダニの分布の変化は、ヨ
ーロッパのいくつかの場所で報告されてきているが、
証拠は確実ではない（Kovats et al., 2001; Lindgren and 

Gustafson, 2001; Department of Health, 2002; Bröker and 

Gniel, 2003; Hunter, 2003; Butenco and Larichev, 2004; 

Korenberg, 2004; Kuhn et al., 2004）。ダニ媒介性脳炎
（TBE）またはライム病の発生に対する気候変動性の
影響は、まだ明らかでない（Randolph, 2002; Beran et 

al., 2004; Izmerov et al., 2004; Daniel et al., 2006; Lindgren 

and Jaenson, 2006; Rogers and Randolph, 2006）。疾病の
伝染に関しては、ダニ宿主の生息地や人間とダニの接
触の将来の変化の方が、気候変動より重要であるかも
しれない（Randolph, 2002）。内臓リーシュマニア症は
地中海沿岸地域に現存しており、気候変動はこの疾
病の範囲を北方に拡大するかもしれない（Department 

of Health, 2002; Molyneux, 2003; Korenberg, 2004; Kuhn 

et al., 2004; Lindgren and Naucke, 2006）。気候変動に起
因してヨーロッパで流行性マラリアが再出現すること
は可能性が非常に低い（Reiter, 2000, 2001; Semenov et 

al., 2002; Yasukevich, 2003; Kuhn et al., 2004; Reiter et al., 

2004; Sutherst, 2004; van Lieshout et al., 2004）。ロシアで
は、2025年まで現在のマラリア状況が維持されると
予測される（Yasyukevich, 2004）。気候変動に起因した
地方的大発生のリスクが増加する可能性はあるが、適
した媒介動物が十分な数存在する場合においてのみで
ある（Casimiro and Calheiros, 2002; Department of Health 

2002）。ヨーロッパ域外でのマラリアの増加が、輸入
症例のリスクに影響を及ぼすかもしれない。げっ歯類
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に付随する疾病は気候変動性に対する感度が高いこと
が分かっているが、ヨーロッパに関する気候変動影響
についての評価はまったく出版されていない。
　気候変動はまた、ヨーロッパの水の質や量に影響
を与え、それゆえに、公共および私有の水供給の汚
染リスクに影響を与える可能性が高い（Miettinen et 

al., 2001; Hunter, 2003; Elpiner, 2004; Kovats and Tirado, 

2006）。気温上昇は食品の安全性に対しても影響を及
ぼす。というのは、サルモネラ症の伝染は温度に対す
る感度が高いからである（Kovats et al., 2004; Opopol 

and Nicolenco, 2004; van Pelt et al., 2004）。極端な降雨と
干ばつの両方が、淡水中の総微生物負荷を増加させ、
疾病の大発生と水質モニタリングに影響を与えうる
（Howe et al., 2002; Kistemann et al., 2002; Opopol et al., 

2003; Knight et al., 2004; Schijven and de Roda Husman, 

2005）。
　ヨーロッパでは大気の質に対する重大な気候変動影
響がある可能性が高い（Casimiro and Calheiros, 2002; 

Sanderson et al., 2003; Langner et al., 2005; Stevenson et 

al., 2006）。気候変動は、気温上昇に起因する夏の光化
学スモッグの発生を増加させるかもしれず、また冬の
＜大気の＞停滞に伴う悪い大気質の発生を減少させた
（Hennessy, 2002; Revich and Shaposhnikov, 2004; Stedman, 

2004; Kislitsin et al., 2005）が、モデル結果は一貫して
いない。成層圏オゾンの減少と夏の温暖化は、人間の
紫外線への曝露に影響を及ぼし、従って皮膚がんのリ
スクを増加させる（Inter-Agency Commission, 2002; van 

der Leun and de Gruijl, 2002; de Gruijl et al., 2003; Diffey, 

2004）。花粉の生物季節は、観測された気候変動に応
じて、特にヨーロッパ中央部では、幅広い標高で変
化しつつある（Emberlin et al., 2002; Bortenschlager and 

Bortenschlager, 2005）。アレルギー誘発性花粉の開始
の早まりと期間の延長は、いくつかのアレルギー性疾
患に影響を与える可能性が高い（van Vliet et al., 2002; 

Verlato et al., 2002; Huynen and Menne, 2003; Beggs, 2004; 

Weiland et al., 2004）。

12.5　適応：実践、オプション、制約

12.5.1　水資源

　気候変動は、ヨーロッパにおいて、二つの大きな水
管理上の難題を提起するだろう。つまり、主にヨーロ
ッパ南東部での水ストレスの増加と大陸の大部分にわ
たる洪水リスクの増加である。これらの難題に対処す

るための適応オプションは十分に文書で立証されてい
る（IPCC, 2001）。洪水防止のための主要な構造的手段
は、依然として、高地では貯水池、低地では堤防であ
る可能性が高い（Hooijer et al., 2004）。しかし、氾濫
原面積の拡大 （Helms et al., 2002）、緊急用洪水貯水池
（Somlyódy, 2002）、遊水池（Silander et al., 2006）、お
よび特に鉄砲水に関する洪水警戒システムなど、その
他の計画された適応オプションもより一般化しつつあ
る。リスクの軽減には、相当なコストがかかるかもし
れない。
　増大する水ストレスに適応するための最も一般的で
計画された戦略は、依然として河川内貯水池を形成
するために河川を囲いこむなどの供給側の手段のま
まである（Santos et al., 2002; Iglesias et al., 2005）。し
かし、ヨーロッパでは新規の貯水池建設は、環境規
制（Barreira, 2004）や高い投資コスト（Schröter et al., 

2005）によって、ますます制限されるようになってき
ている。廃水再利用や淡水化のようなその他の供給
側のアプローチがより広く考慮されるようになって
きているが、それらの人気は、廃水を利用すること
に関連する健康上の懸念 （Geres, 2004） や淡水化の高
いエネルギーコストによって低下している（Iglesias 

et al., 2005）。家庭用、工業用および農業用水の節約、
都市の水システムや灌漑水システムの水漏れの削減
（Donevska and Dodeva, 2004; Geres, 2004）、ならびに水
の価格付け（Iglesias et al., 2005）など、いくつかの計
画された需要側の戦略もまた、実現可能である（AEMA, 

2002）。灌漑用水の需要は、気候の変化により適した
作物の導入により削減されるかもしれない。供給側の
アプローチに関する場合と同様に、需要側のアプロー
チのほとんどがヨーロッパに特有のものではない。水
ストレスに適応するためのヨーロッパ特有のアプロー
チの一例は、国別の戦略が既存のガバナンス体制に
適するように設計されている（Donevska and Dodeva, 

2004）一方で、気候変動に適応するための地域や流域
レベルの戦略が統合的水管理計画に組み入れられつつ
あることである（Kabat et al., 2002; Cosgrove et al., 2004; 

Kashyap, 2004）。

12.5.2　沿岸システムと海洋システム

　海面上昇に適応するための戦略は十分に文書で立証
されている（Smith et al., 2000; IPCC, 2001; Vermaat et 

al., 2005）。ヨーロッパの海岸線の大部分は海面上昇に
対して比較的堅固であるが（Stone and Orford, 2004）、
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例外は、北海南部や地中海、カスピ海および黒海の沿
岸平原／デルタなどにある、地盤が沈下しつつあり、
地質学的に「軟らかく（soft）」、人口の多い低平な沿岸
である。低平な沿岸に関する適応策は、沼地、砂浜お
よび砂丘からの土砂流出の問題に取り組まなければな
らない（de Groot and Orford, 2000; Devoy et al., 2000）。
海面上昇に起因して生じるかもしれない沿岸侵食の度
合いは非常に不確実である（Cooper and Pilkey, 2004）
が、沿岸システムのフィードバックプロセスはそうし
た変化に対する適応の手段の一つを提供する（Devoy, 

2007）。気候温暖化シナリオ下での沿岸の堆積物フラ
ックスのモデリングの変化は、いくつかの「軟らか
い」沿岸が、＜堆積物＞増加により約 10 m/100 年の速
度で＜海浜＞を拡大するほかの沿岸とは対照的に、＞
40 m/100年の速度での海浜の後退でもって応答するこ
とを示している（Walkden and Hall, 2005; Dickson et al., 

2007）。
　沿岸システムのための適応策の開発は、海岸線への
気候変動の脅威に関する公共および科学的な認識の高
まりによって促進されてきている（Nicholls and Klein, 

2004）。北西ヨーロッパの多くの国々は、適応策を海
岸線防護、順応および撤退の戦略に結び付ける詳細な
海岸線管理計画を開発するアプローチを採用している
（Cooper et al., 2002; Defra, 2004b; Hansom et al., 2004）。
地中海沿岸地域とヨーロッパの東部地域の一部は、こ
のパターンに従うのがより遅く、管理アプローチはよ
り断片的である（Tol et al., 2007）。
　海岸線に関する適応策の主要な要素の一つは、沿岸
の土地を管理するための新たな法律と制度の開発であ
る（de Groot and Orford, 2000; Devoy, 2007）。例えば、
EU加盟国政府は 2006年までに沿岸政策声明を策定し
発表することが要求されているものの、沿岸管理に関
する EU指令は存在しない。指令がないことは、沿岸
の土地利用に関連する社会経済問題の複雑さと、沿岸
域に関連するさまざまな住民、利用者および利益集団
にとって受容可能な管理戦略を定義することの困難さ
を反映している（Vermaat et al., 2005）。

12.5.3　山岳地域と亜北極地方

　山岳地域と亜北極地方には限られた数の適応オプシ
ョンしかない。ヨーロッパ北部では、永久凍土の劣化
と最終的な消失をインフラ計画（Nelson, 2003）や建築
技術（Mazhitova et al., 2004）の中で考慮することが必
要になるだろう。ツンドラや高山植生に関しては明確

な適応オプションはほとんどない。多くの高山種を高
標高の管理された公園で保護することは可能かもしれ
ない。というのは、多くの山岳植物は、ほかの植物か
らの競争に直面しなければ気温の上昇を乗り切る可能
性が高いからである（Guisan and Theurillat, 2005）。し
かし、山岳植物種の分布を決定する生物的因子が十分
に分かっていないため、このオプションは依然として
非常に不確実なままである。その他の最低限の適応オ
プションは、高標高の生態系に対するその他のストレ
スを、例えば観光の影響を少なくすることなどによっ
て、軽減することである（EEA, 2004b）。山岳森林に
関しては、具体的な管理戦略はまだ定義されていない
（Price, 2005）。

12.5.4　森林、低木地、および草地

　ヨーロッパでは森林は集約的に管理されているた
め、森林を気候変動に適応させるために採用されうる
利用可能な幅広い管理オプションがある。適応のため
の一般的な戦略には、林分の種構成の変更や、（もし
遺伝子的に改良された種のリスクが受容可能と考えら
れるならば、）新たな気候に適応した遺伝子改良され
た苗木の植林などがある（KSLA, 2004）。商業的に重
要な樹種のローテーション期間の長期化は、炭素の隔
離および／または貯留を増大させるかもしれず、適応
策の一つとしてみなされうる（Kaipainen et al., 2004）。
適応的な森林管理は、風やその他の極端な気象現象
による森林破壊リスクを相当に減少させうる（Linder, 

2000; Olofsson and Blennow 2005; Thurig et al., 2005）。針
葉樹林のための戦略には、新しい気候により適した落
葉樹を必要に応じて植林することや、現在単一種の針
葉樹からなっている植林地に多種の植林を導入するこ
となどがある（Fernando and Cortina, 2004; Gordienko 

and Gordienko, 2005）。
　適応策は、ヨーロッパのそれぞれの場所に固有なも
のである必要がある。代替策の範囲は、その他の要因
の中でも、特に、森林のタイプによって制約される。
既に湿度で制限されている森林（地中海沿岸域の森林）
や気温で制限されている森林（北方林）は、ヨーロッ
パ中央部の森林などその他の森林より、気候変動への
適応における困難が大きいだろう（Gracia et al., 2005）。
防火は、地中海沿岸地域の森林や北方林において重
要であり、可燃性の高い樹種の置換、樹齢分布の調
整、および蓄積された可燃物を最終的には決められた
方法で焼却するというような拡大的な管理手法を含む
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（Baeza et al., 2002; Fernandes and Botelho, 2004）。公教育、
森林目録の先進的なシステムの開発、および森林の健
康モニタリングは、適応と緩和の重要な前提条件であ
る。
　生産性の高い草地は、家畜生産と密接に関連してい
る。酪農業や畜産業は、飼料生産に対する気候リスク
のために、存続可能性が低下するかもしれない。それ
ゆえ、草地は農耕地またはその他の用途に転換されう
る（Holman et al., 2005）。草地は、刈り取りや放牧の度
合いを変えること、または現在乾燥地にある牧草地を
灌漑することによって、気候変動に適応されうる（Riedo 

et al., 2000）。その他のオプションは、ヨーロッパで相
次いでいる耕作地の放棄（Rounsevell et al., 2005）を活
用して、新しい草地を作ることである。

12.5.5　湿地と水界生態系

　ヨーロッパ北部での水界生態系への耕作地からの栄
養塩負荷の気候に関連した生じうる増加を相殺するた
めには、管理慣行の改善が必要とされる（Ragab and 

Prudhomme, 2002; Viner et al., 2006）。こうした慣行には
「最適化された」肥料利用や、栄養塩の吸収源として
の湿地や河畔緩衝帯の（再）定着がある（Olesen et al., 

2004）。新たな湿地はまた、洪水の頻度増加の影響を和
らげうる。家庭排水や工業廃水の処理の高度化や農地
面積の減少は、地表水への栄養塩負荷をさらに減少さ
せ、またこうした負荷の気候に関連した増加を相殺し
うる。＜ヨーロッパ＞北部の湿地における適応の現実
的な可能性は限られており、統合的な景域管理の一環
としてのみ実現可能かもしれない。これは無規制の人
為的圧力の最小化を含み、地表面の物理的破壊を回避
し、かつ、永久凍土上のインフラ開発のために適切な
技術を適用する（Ivanov and Maximov, 2003）。ヨーロ
ッパ・ロシアの干上がった泥炭地の火災に対する保護
は、こうした領域における水系の修復と水レジームの
調整を必要とする重要な地域的問題である（Zeidelman 

and Shvarov, 2002）。
　ヨーロッパ南部では、気候に関連するリスク （地下
水面の低下、塩水化、富栄養化、種の喪失） の増大を
相殺する（Williams, 2001; Zalidas et al., 2002）ために、
水資源に対する人間による全般的な負担を軽減するこ
とが必要とされる。このことは、中でも、農業での節
水を促進すること、集約的農業を環境的な感度がより
低い場所へ移転させ、拡散汚染を低減すること、水の
再生利用を増やすこと、さまざまな利用者間での水の

配分を効率化すること、帯水層の涵養を助けること、
ならびに川岸の植生を復元することなどを必要とする
だろう（Alvarez Cobelas et al., 2005）。

12.5.6　生物多様性

　気候変動は、現在の保全政策を支える静的な種の生
息範囲の想定を脅かす。EU指令およびその他の国際
条約の要求を満たす各国の能力は気候変動によって危
うくされる可能性が高く、生物多様性を維持するため
には、より動的な保全戦略が必要とされる（Araújo et 

al., 2004; Brooker and Young, 2005; Robinson et al., 2005; 

Harrison et al., 2006）。気候変動に関連した保全戦略は、
少なくとも二つの形態をとりうる。本来の生息場所内
での保全戦略と生息場所以外での保全戦略で、前者は、
保全地区 （保護地区、自然保護区、ナチュラ 2000のサ
イト、広範な田園地方）の選定、設計および管理など
で、後者は、植物園、博物館および動物園での遺伝資
源（germplasm）の保全などである。両者を合わせた戦
略は、新しい地域または生息地への種の移転である（例
えば Edgar et al., 2005）。ヨーロッパでは、気候変動影
響を緩和するための適切な生息場所内および生息場所
外の保全策はまだ導入されていない。保全の専門家は、
ヨーロッパでの種の保全のためには保全地区の拡大が
必要になるだろうと結論づけている。例えば、Hannah 

et al.（2007）は、少なくとも 100 km2の生息地でヨー
ロッパの 1,200の植物種が成長し続けられる条件を提
供するといった EUの目標を満たすためには、ヨーロ
ッパの保全地区を 18%増加させる必要があると算出し
た。彼らは、気候変動のもとでこの目標を達成するた
めには、現在の保全地区は 41%増大されなければなら
ないと推定した。彼らはまた、気候変動の影響が発生
するのを待って、対応的に行動するよりもむしろ、事
前に保全地区を拡大するほうがより費用効率が高いと
指摘した。種の分散のためのコリドー【訳注 12-8】の確
保は、もう一つの重要な適応手段である（Williams et 

al., 2005）が、微気候の変動性を最大化する大規模な
異種混合の保全地区も場合によっては適切な代替策で
あるかもしれない。保全地区を改善することの重要性
にもかかわらず、渡り種のいくつかはヨーロッパ外の
生息地の喪失に対して脆弱である（例えば、Viner et 

al., 2006）。これらの渡り種に関しては、大陸間の保全
政策が導入される必要がある。
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12.5.7　農業と漁業

　ヨーロッパ南部における農業の短期的な適応には、
作物種（例えば冬コムギに代えて春コムギ）（Mínguez 

et al., 2007）、栽培品種（干ばつ耐性がより高く、登熟
期間がより長い）（Richter and Semenov, 2005）、また
は、播種時期 （Olesen et al., 2007） の変更などがある。
新しい作物や品種を導入することもまた、たとえロシ
ア北部などでは土壌の肥沃度によって制限されるか
もしれないとしても、ヨーロッパ北部にとっては、代
替案である（Hildén et al., 2005）。実行可能な長期的な
適応策の一つは、気候変動下での適性の変化に応じて
農地の配分を変更することである。SRESシナリオの
もとで推定されたヨーロッパの耕作地の大規模な放
棄（Rounsevell et al., 2006）は、バイオエネルギー作物
の栽培を拡大するための機会を提供するかもしれない
（Schröter et al., 2005）。さらに、Schröter et al.（2005）
と Berry et al.（2006）は、異なる IPCC SRESシナリオ
下や異なる場所では、異なる種類の農業適応（集約化、
粗放化、ならびに放棄）が適切になるかもしれないこ
とを明らかにした。EU農業政策の改革が、ヨーロッ
パ農業の気候変動への適応を促進し（Olesen and Bindi, 

2002）、農業分野の脆弱性を軽減するための（Metzger 

et al., 2006）重要な手段になるであろうことは議論の
余地がない。
　小さいスケールでは、魚貝類養殖産業がその技術と
運営を、例えば、沖合いへの拡大や、貝類養殖用の
カゴに最適な養殖場所の選択などにより、気候状況の
変化に適応させていることの証拠がある（Pérez et al., 

2003）。しかし、新たな漁場まで長距離を航行するオ
プションを有しない沿岸を基盤とする小規模な漁業に
とっては、適応は遠洋漁船隊を持つより規模が大きい
事業と比べて、より困難である。より大きな規模では、
適応オプションは、EU共通漁業政策（CFP）のような
重要な政策制度の中ではまだ考慮されていないが、そ
の漁獲割当や技術手段は、そのような適応行動のため
の理想的な基盤となる。その他の重要な適応オプショ
ンは、気候変動の長期的な影響の可能性を新しい海洋
保護区の計画に組み入れることである（Soto, 2001）。
適応戦略は、最終的にはヨーロッパの沿岸域を管理す
るための包括的な計画に統合されなければならない。
しかし、このような計画は、特に地中海周辺で、不足
しており、緊急に策定される必要がある（Coccossis, 

2003）。

12.5.8　エネルギーと運輸

　エネルギー分野では、エネルギー供給システムの再
設計から人間行動の改善まで、さまざまな適応策が
利用可能である（Santos et al., 2002）。ヨーロッパのエ
ネルギーシステムの気候変動への感度は、配電網の相
互接続能力の強化と、より分散した発電システムやそ
の土地のマイクロ配電網の利用により軽減されうる
（Arnell et al., 2005）。ほかの種類の適応は、例えば、全
体的なエネルギー利用を削減することなどによる、温
室効果ガス排出の緩和を通じて、好ましくない気候の
影響へのエネルギー利用者と生産者の曝露を低減する
ことだろう。このことは、省エネルギーの建築基準法
や新しい電気器具に対する低電力基準、エネルギー価
格の引き上げ、および訓練や公教育を通じてなど、さ
まざまなエネルギー保全策を通じて達成されうる。中
長期的には、化石燃料から再生可能なエネルギー利
用への転換が効果的な適応策であろう（Hanson et al., 

2006）。
　明らかに、適応の一つの側面は、よりクリーンな技
術や適応行動を通じて運輸からの排出を緩和する方策
を介するものであろう（National Assessment Synthesis 

Team, 2001; AEAT; 2003; Highways Agency, 2005a）。 偶
発的な出来事への対応、リスク評価、維持管理の進
展、慣行の更新、ならびに新しいインフラに関する
設計基準における能力強化の必要性が明らかにある
（Highways Agency, 2005b; Mayor of London, 2005）。 一
連の潜在的な影響に対するシステムの回復力と信頼性
を改善するために既存のインフラを適応させることや
新しい車両やインフラの設計基準を引き上げることに
関するコストと便益の評価は、輸送システムへの混乱
の広範な経済的影響および社会的影響を考慮すべきで
ある。

12.5.9　観光とレクリエーション

　観光業については、多様な適応策が利用可能であ
る（WTO, 2003, Hanson et al., 2006）。冬季の観光に関
しては、降雪の減少を人工造雪により埋め合わせるこ
とが、既に積雪の年々変動性に対処するための一般的
な実践である。しかし、この適応策は、短期的、また
は山岳地域のきわめて高標高のリゾート地の場合にお
いてのみ、経済的である可能性が高く、生態学的に好
ましくないかもしれない。グラススキーやハイキング
などの新しいレジャー産業は、降雪の減少によりスキ
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ー産業が被る収入の減少を埋め合わせうる（Fukushima 

et al., 2002）。沿岸観光に関しては、海面上昇からのリ
ゾート地の保護は、＜防護＞壁を構築することや観光
インフラを沿岸からさらに後退させることにより実現
可能かもしれない（Pinnegar et al., 2006）。地中海沿岸
地域では、より暑い夏の月々の間の観光の可能性が高
い落ち込みは、例えば、より涼しい月々の間の観光客
を奨励するなど、海岸観光の時間的パターンの変更を
促進することにより、埋め合わされるかもしれない
（Amelung and Viner, 2006）。健康、水利用可能量、エネ
ルギー需要およびインフラに対する、増加しつつある
新たな気候関連のリスクは、地方政府との効率的な協
力を通じて対処される可能性が高い。ヨーロッパ観光
に関するその他の適応策は、概して、エコツーリズム
や文化ツーリズムなどの新たな形態の観光を促進し、
自然のアトラクションよりもむしろ気象条件への感度
がより低い人工のアトラクションにより重点を置いて
いる（Hanson et al., 2006）。また、人々が新しい気候条
件に対応してレクリエーションや旅行の行動パターン
を変更することで、自律的かつ対応的に適応するであ
ろう可能性が高い（Sievanen et al., 2005）。

12.5.10　損害保険

　保険産業は、財産に対する増加しつつある気候関連
リスクに適応するためのいくつかのアプローチを持っ
ている。これらには、保険料のコストの引き上げ、補
償範囲の制限や補償範囲の解除、再保険、ならびに保
険損失の改善などがある（Dlugolecki, 2001）。保険会社
は、保険料金を気候関連リスクに応じて調整するのに
必要とされる情報を提供するために地理情報システム
（GIS）を使用し始めている（Dlugolecki, 2001; Munich 

Re, 2004）。ただし、将来の気候変動の不確実性はこう
した調整を行う際の明らかな問題である。保険会社も
また、気候変動の緩和や適応に関する対策についての
議論にかかわっている。こうした対策には、氾濫原開
発のより厳しい管理、ならびに気象作用や極端現象に
由来する被害への救済措置などが含まれる （ABI, 2000; 

Dlugolecki and Keykhah, 2002）。
　財産被害に対する明確な適応策の一つは、建物やイ
ンフラが極端な気候現象に対してより堅固であるよう
ように建築技術を改善することである。しかし、たと
え建築技術がいますぐ改善されたとしても、現存の建
物ストックには長い残存耐用期間があるため、その便
益はすぐには表れないだろう。従って、これらの建物

は、改修されない限り、長年の間、より回復力の高い
構造には置き替えられないだろう。改修は効果的な適
応策となりうるが、欠点もある。多くの場合コストは
高く、居住者の生活は阻害され、さらに建築法規や建
設実施の不十分な施行が不満足な結果をまねきうる。

12.5.11　人の健康

　気象の極端現象がもたらすリスクは、社会の備えを
必要とする点で最も重要である（Ebi, 2005; Hassi and 

Rytkönen, 2005; Menne, 2005; Menne and Ebi, 2006）。熱
波に対する主要な適応策には、早期健康警戒システム
や予防的緊急計画の開発などが含まれる（Garssen et 

al., 2005; Nogueira et al., 2005; Pirard et al., 2005）。ヨー
ロッパの多くの国および都市は、このような対策を、
特に 2003年夏以降に開発している（Koppe et al., 2004; 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004; Menne, 2005; 第
8章 Box 8.1も参照）。その他の適応策は、都市計画を
通じた「ヒートアイランド」の緩和、住宅設計のその
土地の気候への適応と空調の拡大、勤務パターンの変
更、ならびに死亡率モニタリングを目的としている
（Keatinge et al., 2000; Ballester et al., 2003; Johnson et al., 

2005; Marttila et al., 2005; Penning-Rowsell et al., 2005）。
　洪水リスクを低減するための主要な戦略には、公共
の洪水警戒システム、低地からの撤退、病院設備の耐
水化、および病院と行政当局の間の意思決定階層の確
立などがある（Ohl and Tapsell, 2000; Hajat et al., 2003; 

EEA, 2004b; WHO, 2004; Hedger, 2005; Marttila et al., 

2005; Penning-Rowsell et al., 2005）。

12.6　事例研究

12.6.1　2003年の熱波

　2003年のヨーロッパの大部分における熱波は 6月か
ら 8月半ばまで続き、ヨーロッパ南部および中央部の
大部分で夏の気温を 3から 5℃上昇させた（図 12.4）。
6月の高温偏差は 6月中ずっと続いた（6から 7℃まで
の月平均気温の上昇）が、7月は平均よりわずかに暖
かっただけであり（＋ 1から＋ 3℃）、8月 1日から 13

日の間に最大の異常＜昇温＞に達した（＋ 7℃） （Fink 

et al., 2004）。35～ 40℃の最高気温が繰り返し記録さ
れ、ピーク時の気温は 40℃を大きく上回るまで上がっ
た（André et al., 2004; Beniston and Díaz, 2004）。
　夏（6～ 8月）の平均気温は、長期平均気温をはる
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かに上回り、最大で標準偏差の 5倍にまでなった（図
12.4）。このことは、2003年の夏の気温が現在の気候
状況のもとでは可能性が極めて低い事象であったこと
を意味している（Schär and Jendritzky, 2004）。しかし、
これは、平均気温と気温の変動性が組み合わさった増
加と一致している（Meehl and Tebaldi, 2004; Pal et al., 

2004; Schär et al., 2004）（図 12.4）。このように、2003

年の熱波は、地域気候モデルによる A2シナリオ下で
の 21世紀後半の夏の気温のシミュレーションと類似
している（Beniston, 2004）。従って、人為起源の温暖
化は既に、2003年に経験したような熱波のリスクを高
めているかもしれない（Stott et al., 2004）。
　熱波は、年間降水量の 300 mmまでの不足を伴った。
この干ばつは、ヨーロッパ全域の陸域生態系の総一次
生産の推定 30%の減少に寄与した（Ciais et al., 2005）。
このことは、農業生産量を減少させ、生産コストを
増加させ、その結果、推定 130億ユーロを超える損
害を生み出した（Fink et al., 2004; 第 5章 Box 5.1も参
照）。暑く乾燥した状況は、多くの大規模な森林火災
を、特にポルトガルで引き起こした（39万 ha; Fink et 

al., 2004; 第 4章 Box 4.1も参照）。多くの大河川（例え
ば、ポー川、ライン川、ロワール川、ドナウ川）は記
録的な低水位にあり、その結果、内陸航行、灌漑およ
び発電所の冷却が阻害された（Beniston and Díaz, 2004; 

Zebisch et al., 2005; 第 7章 Box 7.1も参照）。アルプス
地域での極端な氷河融解がドナウ川とライン川の流量
のさらなる低下を防いだ（Fink et al., 2004）。
　6から 8月までの期間中の極端な高温による過剰死
亡は合計で 35,000人に達したかもしれず（Kosatsky,  

2005）、高齢者は最も影響を受けた集団の一つであっ
た（WHO, 2003; Kovats and Jendrizky, 2006; 第 8章 Box 

8.1も参照）。2003年の熱波は、フランス（Pascal et 

al., 2006）、スペイン（Simón et al., 2005）、ポルトガル
（Nogueira, 2005）、イタリア（Michelozzi et al., 2005）、
英国（NHS, 2006）、およびハンガリー（Kosatsky and 

Menne, 2005）を含む、多くのヨーロッパ諸国での、暑
熱健康監視警戒システムの開発につながっている。

12.6.2　 北大西洋における熱塩循環の変化：
　　　  ヨーロッパへの起こりうる影響

　北大西洋の熱塩循環（THC）としても知られる子
午面循環（MOC）の急激な変化の起こりうる影響
についてのこれまでの研究は現在更新されつつある
（Vellinga and Wood 2002, 2006; Alley et al., 2003; Jacob 

et al., 2005; Rahmstorf and Ziekfeld, 2005; Stouffer et al., 

2006; Schlesinger et al., 2007）。北大西洋の MOCの突
然の停止についてのモデル・シミュレーションは、こ
のことが 2100年より前に起こる可能性が低いことと、
それ以前の循環の減速によるヨーロッパの気温＜低下
＞影響が、温室効果ガス増加のもとでの、正の放射強
制力の直接効果で相殺される可能性が高いことを示し
ている（Arnell et al., 2005; Gregory et al., 2005; Vellinga 

and Wood, 2006; Meehl et al., 2007）。大西洋のMOCの
減速または完全な停止のもとでは、ヨーロッパ沿岸で
の相対的海面水位がさらに上昇するとともに、ヨーロ
ッパの西端の気温が最も影響されるであろう（Vellinga 

and Wood, 2002, 2006; Jacob et al., 2005; Levermann et al., 

2005; Wood et al., 2006; Meehl et al., 2007）。北大西洋の
THCの差し迫った変化の兆候はない（Dickson et al., 

2003; Curry and Mauritzen, 2005）が、万一MOCの停止
が発生するならば、ヨーロッパおよびより広範な範囲
で社会経済的影響を与える可能性が高いことが認識さ
れている（表 12.3）。従って、気候政策の策定にあたり、
これらの影響を考慮することは有用であろう（Defra, 

2004c; Keller et al., 2004; Arnell et al., 2005; Schneider et 

al., 2007）。そうした政策を定量化することは現時点で
は困難である（Manning et al., 2004; Parry, 2004）。北大
西洋のMOCの急停止がヨーロッパのさまざまな経済
分野や社会分野に及ぼす可能性が高い影響の評価が、
例えば FUNDなどの統合評価モデルを使用し行われて
いる（Tol, 2002, 2006; Link and Tol, 2004）。その結果は、
社会経済的要因への悪影響が、従来考えられていたよ
りは深刻でない可能性が高いことを示唆している。

12.7　結論：持続可能な開発への含意

　総植物成長量や純一次生産量の人に充当される部
分 （HANPP）は「地球の生態系の人による支配」を評
価するために広く用いられている尺度である（Haberl 

et al., 2002）。現在、ヨーロッパ西部（WE）の HANPP

は 2.86トン炭素 /人 /年で、これはヨーロッパ西部の
陸域の純一次生産量の 72.2%にあたる。この数値は、
世界平均である 20%をはるかに上回る（Imhoff et al., 

2004）。「エコロジカル・フットプリント」（EF）とは、
ある人口によって消費される資源を供給するのに必要
とされる土地面積の推定値のことである（Wackernagel 

et al., 2002）。2001年には、ヨーロッパ中央部および東
部（CEE）の EF は 3.8 ha/ 人で、WE の EF は 5.1 ha/

人であった（WWF, 2004）。これらの数値もまた、世界
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平均である 2.2 ha/人をはるかに上回っている（WWF, 

2004）。WEは、農産物の純貿易収支を意味する、土
地の最大の「輸入者」の一つである（van Vuuren and 

Bouwman, 2005）。世界的には、総 EFは 2050年まで
には 70%（B2シナリオ）から 300%（A1Bシナリオ）
の間の値で増加する可能性が非常に高く、このことは
現在既に持続不可能な水準にあると考える人々もい
る地球にさらなる負荷を課す （Wackernagel et al., 2002; 

Wilson, 2002）。人口増加率の高い地域における土地需
要の大きな変化と消費習慣の変化が予想され、この
ことが結果として、WEの輸入の減少（の必要性）を
引き起こす可能性が高い（van Vuuren and Bouwman, 

2005）。WEと CEEの一人当たり EFは、今世紀半ばま
でに収束すると予測され、その時点では、WEの値は
現在よりわずかに減少（B2シナリオ）あるいは増加
（A1Bシナリオ）し、CEEの値はWEの値に達するま
で増加する。いずれの場合においても、ヨーロッパの
EFは、世界平均よりはるかに高い水準にとどまる可能
性が非常に高い（van Vuuren and Bouwman, 2005）。
　ヨーロッパでの気候変動は、いくつかの好影響（例
えば、森林面積の増加、ヨーロッパ北部における作物
収量の増加）を与え、また新しい機会（例えば「余剰
地」）を提供する可能性が高い。しかし、気候変動の
多くは、中でも生態系サービスによる供給の減少（水
利用可能量、気候調整能力、または生物多様性の減
少）、および気候関連の災害や生産分野の混乱の増加
などのために、脆弱性を増大させる可能性が非常に高
い（Schröter et al., 2005; Metzger et al., 2006）（表 12.4）。
そのため、既に相当の圧力にさらされているヨーロッ
パの環境（EEA, 2003）、および社会経済システムに対
して、さらなる圧力がかけられる可能性が非常に高い。
さらに、気候変動は、ヨーロッパの自然資源と資産の
地域的な差異を拡大する可能性が高い。というのは、
影響が地理的に不均等に分布される可能性が高いから
であり、最大の悪影響は南ヨーロッパと東ヨーロッパ
で生じる （表 12.4）。社会経済システムが異なるため、
国ごとに大きく異なる（南および東ヨーロッパより北
ヨーロッパで高い）ものの、＜ヨーロッパの＞適応能
力は高い（Yohe and Tol, 2002）。適応能力は将来増加す
ると予想されるが、国ごとの差異は残るだろう（Metzger 

et al., 2004, 2006）。従って、気候変動は、適応能力が
最も低いところで負の影響が最も大きくなる可能性が
高いために、さらなる不均衡を作りだす可能性が高い。
　持続可能性目標のその他の分野別政策領域への統合
は、例えば、国別、地域別、および地方別の持続可能

な開発戦略や計画を通じて進みつつある。しかし、こ
れらはいまだ政策に対する決定的な影響を持っていな
い（EEA, 2003）。気候変動政策と持続可能な開発政策
は強いつながりがあるにもかかわらず、両者は並行し
て発展してきており、ときには競合しあってさえいる。
気候変動は既に確立している持続可能性の目標に難題
を課す可能性が非常に高い。統合モデルアプローチ
（Holman et al., 2005; Berry et al., 2006）、統合フレームワ
ーク（Tschakert and Olsson, 2005）、およびシナリオ構
築（Wiek et al., 2006）などのツールは、気候変動が最
終的にどのようにして持続可能性に影響を与えるであ
ろうかに関する我々がもつ限られた知見の空白を埋め
るのに役立ちうる。気候変動政策目標の達成のために
は、気候変動政策そのものより、持続可能な開発目標
の追求の方が、より良い道筋であるかもしれない。

12.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　将来の気候予測の不確実性は、第 1作業部会 10.5節
でかなり詳細に論じられている（Meehl et al., 2007）。
ヨーロッパに関しては、主要な不確実性は、NAOと
北大西洋の THCの将来の挙動である。ヨーロッパ固
有ではないものの、GCMのいまだ不十分な解像度（例
えば、Etchevers et al., 2002; Bronstert, 2003）や、ダウン
スケーリング技術ならびに地域気候モデル（Mearns et 

al., 2003; Haylock et al., 2006; Déqué et al., 2007） に伴う
不確実性もまた重要である。気候影響評価の不確実性
もまた、EU政策（例えば CAP）および EC指令（水
枠組み指令、欧州海事戦略指令（European Maritime 

Strategy Directive））を受けての土地利用変化や社会経
済開発の不確実性から生じている（Rounsevell et al., 

2005, 2006）。大部分の影響研究は SRESシナリオを用
いているが、シナリオ開発の手順は議論の主題とな
っている（Castle and Henderson, 2003a, b; Grübler et al., 

2004: Holtsmark and Alfsen, 2005; van Vuuren and Alfsen, 

2006）。現在のシナリオは、近年の趨勢をよく反映し
ているように思われる（van Vuuren and O’Neill, 2006）
が、ありうるシナリオの範囲をさらによく説明するた
めにはさらなる研究が必要とされる（Tol, 2006）。この
ことは、多くの経済移行国を考えると、ヨーロッパに
とって重要である。
　将来の気候影響の評価における不確実性は、気候影
響モデルの限界からも生じる。それらには、（i）モデ
ルですべての影響要因を捉えることが不可能であるこ
とに起因する構造的不確実性、例えば、気候変動の健
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康影響の評価に用いられるモデルは通常疾病の拡大に
おける社会的要因を無視している（Kuhn et al., 2004; 

Reiter et al., 2004; Sutherst, 2004）。また、気候－流出量
モデルは多くの場合、CO2 濃度上昇による植物の蒸散
への直接影響を無視している （Gedney et al., 2006）、（ii）
モデル評価のための長期の代表データの不足、例えば、
現在の媒介動物監視システムは、多くの場合、変化の
信頼できる特定を行うことができない（Kovats et al., 

2001）、などがある。従って、モデルの構造的な改良と
長期の環境モニタリング努力の強化、ならびにフィー
ルド試行実験または流域モニタリングプログラムで観
測されるデータに対するモデルの体系的な検定にいっ
そう注意がそそがれるべきである（Hildén et al., 2005）。
決定論的モデルの不確実性に対処するためのほかの方
法は、シナリオのアンサンブルを生み出すことができ
る確率モデルを用いることである（例えば、Wilby and 

Harris, 2006; Araújo and New, 2007; ENSEMBLES project, 

http://ensembles-eu.metoffice.com/）。
　これまで、大部分の影響研究は、同じ研究の中にい
くつかの分野が含まれる場合であっても、分野別に
行われてきた（例えば、Schröter et al., 2005）。統合モ
デルアプローチを用いて、起こりうる相互作用も含
め、さまざまな分野やシステムに対する影響に取り組
んでいる研究はごくわずかである（Holman et al., 2005; 

Berry et al., 2006）。このような事例においてでさえも、
合わせて考慮される必要があるさまざまなレベル（超
国家、国、地域、およびサブ地域）がある。なぜならば、
もし適応策が実施されるのであれば、最も低い意思決
定レベルに至るまでの知識が必要とされるであろうか
らである。 ヨーロッパの地理、気候、および人的価値
の多様性が、気候変動の最終的な影響の評価に対して
大きな難題を提起している。
　ESPACEプロジェクト（Nadarajah and Rankin, 2005）
や FINADAPTプロジェクトのような国家規模のプロ
グラムなど、いくつかのよい事例があるが気候変動へ
の適応の研究、および適応コストの研究は、初期段階
にあり、緊急に実施される必要がある。これらの研究
は、適応策と特定の気候変動影響を適合させる（例え
ば、ある特定の種類の農業、水管理、あるいは特定の
場所での観光に対する影響を軽減することを目標とす
る）必要がある。これらの研究は、適応能力の地域的
な差異を考慮に入れる必要がある（例えば、ヨーロッ
パでは沿岸管理の様式と適用に大きな地域差がある）。
適応研究は、気候変動の結果、正負両方の影響が生じ
るかもしれないことを考慮する必要がある（例えば、

同じ場所でも、生産性が向上する作物もあれば、低下
する作物もある、例えば、Alexandrov et al., 2002）。気
候変動の影響、適応、および含意に関する主要な優先
的研究課題が表 12.5で示されている。 
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表 12.1　自然生態系と管理された生態系における最近の変化の、気温および降水の最近のトレンドへの原因特定。さらなるデー
タについては第 1章 1.3節を参照。

地域 観測された変化 参考文献
沿岸および海洋システム
北東大西洋、北海 プランクトンと魚類の北方移動 Brander and Blom, 2003; Edwards and 

Richardson, 2004; Perry et al., 2005

陸域生態系
ヨーロッパ 樹木限界の高標高への移動 Kullman, 2002; Camarero and Gutiérrez, 2004; 

Shiyatov et al., 2005; Walther et al., 2005a

ヨーロッパ 生物季節変化（春季現象の時期の早まりと成長期間
の長期化）；
1950から 1999年の期間の森林の生産性と炭素吸収源
の増加（30か国において）

Menzel et al., 2006a

Nabuurs et al., 2003, Shvidenko and Nilsson, 
2003; Boisvenue and Running, 2006

アルプス 森林における常緑広葉樹種の侵入； Viscum album（ヤ
ドリギ） の高標高への移動

Walther, 2004; Dobbertin et al., 2005

スカンディナビア llex aquifolium （セイヨウヒイラギ）生息範囲の北方
拡大

Walter et al., 2005a

フェノスカンジア山地
および亜北極地方

ラップランドの湿地（パルサ泥炭地 1）における数種
の消失； 植物の標高限界における種の豊かさと出現
頻度の増加

Klanderud and Birks, 2003; Luoto et al., 2004

高山 高山植生のタイプの変化と、高い山頂部での新しい
高山植生の発生

Grabherr et al., 2001; Kullman, 2001; Pauli et 
al., 2001; Klanderud and Birks, 2003; Peñuelas 
and Boada, 2003; Petriccione, 2003; Sanz 
Eloza and Dana, 2003; Walther et al., 2005a

農業
ヨーロッパ北部 より暑く、より乾燥した夏の期間における作物スト

レスの増加； 雹による作物へのリスクの増加
Viner et al., 2006

大ブリテン島、
スカンディナビア南部

サイレージ用トウモロコシの面積の増加（夏の気温
上昇によるより適した条件）

Olesen and Bindi, 2004

フランス ブドウの木の成長期間の長期化； ワインの品質の
変化

Jones and Davis, 2000; Duchene and 
Schneider, 2005

ドイツ 果樹の成長期間の開始の早期化 Menzel, 2003; Chmielewski et al., 2004

雪氷圏

ロシア 永久凍土の厚さと面積の減少およびインフラへの被害 Frauenfeld et al., 2004; Mazhitova et al., 2004

アルプス 季節的な積雪の減少（より低い標高において） Laternser and Schneebeli, 2003; Martin and 
Etchevers, 2005

ヨーロッパ 氷河の体積と面積の減少（ノルウェーのいくつかの
氷河を除く）

Hoelzle et al., 2003

健康
北部、東部 媒介ダニの北方、およびおそらくは高標高への移動 Lindgren and Gustafson, 2001; Randolph, 

2002; Beran et al., 2004; Danielova et al., 
2004; Izmerov, 2004; Daniel et al., 2005: 
Materna et al., 2005

地中海沿岸、西部、南部 犬や人間のVisceral Leishmaniasis（内蔵リューシュマ
ニア症）の北方移動［確信度が低い］

Molyneux, 2003; Kuhn et al., 2004; WHO, 
2005; Lindgren and Naucke, 2006

地中海沿岸、大西洋、
中央部

熱波による死亡率 Fischer et al., 2004; Kosatsky, 2005; Nogueira 
et al., 2005, Pirard et al., 2005

大西洋、中央部、東部、
北部

アレルギー誘発性花粉の季節の開始早期化と長期化 Huynen and Menne, 2003; van Vliet et al., 
2003; Beggs, 2004 ［Chapter 1.3.7.5］1

1   パルサ泥炭地（Palsa mires）：永久に凍結した中心部をもつ高い土の盛り上がりを特徴とし、湿った窪みによって切り離され
た泥炭地の一種；地表面が年間の一時期だけ凍る場所に形成される。

【図、表、Box】
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①A2 2020年代 Echam4
②A2 2070年代 Echam4
③A2 2020年代 HadCM3
④A2 2070年代 HadCM3
⑤流出量の相対的変化［％］

図 12.1  1961～ 1990年のベースライン期間と A2シナリオに関する将来の 2つの時間断面（2020年代と 2070年代）との間の
年間河川流出量の変化 （Alcamo et al., 2007）。

crop yield (Rounsevell et al., 2005), although climate change
may also play a role (see Section 12.5.7). The expansion of
urban area is similar between the scenarios, and forested areas
also increase in all scenarios (Schröter et al., 2005). The
scenarios showed decreases in European cropland for 2080 of
28 to 47% and decreases in grassland of 6 to 58% (Rounsevell
et al., 2005). This decline in agricultural area will mean that land
resources will be available for other uses such as biofuel
production and nature reserves. Over the shorter term (up to
2030) changes in agricultural land area may be small (van Meijl
et al., 2006).

12.4 Key future impacts and vulnerabilities

The wide range of climate change impacts and vulnerabilities
expected in Europe is summarised in Figure 12.3 and Table 12.4.

12.4.1 Water resources

It is likely that climate change will have a range of impacts on
water resources. Projections based on various emissions
scenarios and General Circulation Models (GCMs) show that

annual runoff increases in Atlantic and northern Europe
(Werritty, 2001; Andréasson et al., 2004), and decreases in
central, Mediterranean and eastern Europe (Chang et al., 2002;
Etchevers et al., 2002; Menzel and Bürger, 2002; Iglesias et al.,
2005). Most of the hydrological impact studies reported here are
based on global rather than regional climate models. Annual
average runoff is projected to increase in northern Europe (north
of 47°N) by approximately 5 to 15% up to the 2020s and 9 to
22% up to the 2070s, for the SRES A2 and B2 scenarios and
climate scenarios from two different climate models (Alcamo et
al., 2007) (Figure 12.1). Meanwhile, in southern Europe (south
of 47°N), runoff decreases by 0 to 23% up to the 2020s and by
6 to 36% up to the 2070s (for the same set of assumptions). The
projected changes in annual river basin discharge by the 2020s
are likely to be affected as much by climate variability as by
climate change. Groundwater recharge is likely to be reduced in
central and eastern Europe (Eitzinger et al., 2003), with a larger
reduction in valleys (Krüger et al., 2002) and lowlands (e.g., in
the Hungarian steppes) (Somlyódy, 2002).

Studies show an increase in winter flows and decrease in
summer flows in the Rhine (Middelkoop and Kwadijk, 2001),
Slovakian rivers (Szolgay et al., 2004), the Volga and central
and eastern Europe (Oltchev et al., 2002). It is likely that glacier
retreat will initially enhance summer flow in the rivers of the
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Figure 12.1. Change in annual river runoff between the 1961-1990 baseline period and two future time slices (2020s and 2070s) for the A2 scenarios
(Alcamo et al., 2007).

①

②

③

④

⑤
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An assessment of European fauna indicated that the majority
of amphibian (45% to 69%) and reptile (61% to 89%) species
could expand their range under various SRES scenarios if
dispersal was unlimited (Araújo et al., 2006). However, if unable
to disperse, then the range of most species (>97%) would
become smaller, especially in the Iberian Peninsula and France.
Species in the UK, south-eastern Europe and southern
Scandinavia are projected to benefit from a more suitable
climate, although dispersal limitations may prevent them from
occupying new suitable areas (Figure 12.2). Consistent with
these results, another Europe-wide study of 47 species of plants,
insects, birds and mammals found that species would generally
shift from the south-west to the north-east (Berry et al., 2006;
Harrison et al., 2006). Endemic plants and vertebrates in the
Mediterranean Basin are also particularly vulnerable to climate
change (Malcolm et al., 2006). Habitat fragmentation is also
likely to increase because of both climate and land-use changes
(del Barrio et al., 2006).

Currently, species richness in inland freshwater systems is
highest in central Europe declining towards the south and north
because of periodic droughts and salinisation (Declerck et al.,
2005). Increased projected runoff and lower risk of drought in
the north will benefit the fauna of these systems (Lake, 2000;
Daufresne et al., 2003), but increased drought in the south will
have the opposite effect (Alvarez Cobelas et al., 2005). Higher
temperatures are likely to lead to increased species richness in
freshwater ecosystems in northern Europe and decreases in parts
of south-western Europe (Gutiérrez Teira, 2003). Invasive

species may increase in the north (McKee et al., 2002). Woody
plants may encroach upon bogs and fens (Weltzin et al., 2003).
Cold-adapted species will be forced further north and upstream;
some may eventually disappear from Europe (Daufresne et al.,
2003; Eisenreich, 2005).

Sea-level rise is likely to have major impacts on biodiversity.
Examples include flooding of haul-out sites used for breeding
nurseries and resting by seals (Harwood, 2001). Increased sea
temperatures may also trigger large scale disease-related
mortality events of dolphins in the Mediterranean and of seals in
Europe (Geraci and Lounsbury, 2002). Seals that rely on ice for
breeding are also likely to suffer considerable habitat loss
(Harwood, 2001). Sea-level rise will reduce habitat availability
for bird species that nest or forage in low-lying coastal areas.
This is particularly important for the populations of shorebirds
that breed in the Arctic and then winter on European coasts
(Rehfisch and Crick, 2003). Lowered water tables and increased
anthropogenic use and abstraction of water from inland wetlands
are likely to cause serious problems for the populations of migratory
birds and bats that use these areas while on migration within
Europe and between Europe and Africa (Robinson et al., 2005).

12.4.7 Agriculture and fisheries

12.4.7.1 Crops and livestock
The effects of climate change and increased atmospheric CO2

are expected to lead to overall small increases in European crop
productivity. However, technological development (e.g., new
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Figure 12.2. Change in combined amphibian and reptile species richness under climate change (A1FI emissions; HadCM3 GCM), assuming unlimited
dispersal. Depicted is the change between current and future species richness projected for two 30-year periods (2021 to 2050 and 2051 to 2080),
using artificial neural networks. Increasing intensities of purple indicate a decrease in species richness, whereas increasing intensities of green
represent an increase in species richness. Black, white and grey cells indicate areas with stable species richness: black grid cells show low species
richness in both periods; white cells show high species richness; grey cells show intermediate species richness (Araújo et al., 2006).

図 12.2　分散制限がないと想定した場合の気候変動（A1FI排出 ; HadCM3 GCM）下での両生類と爬虫類を合わせた種の豊か
さの変化。図示されているのは、2つの 30年単位の期間（2021から 2050年および 2051から 2080年）に関して、人工ニュー
ラルネットワーク【訳注 12-9】を用いて予測された現在と将来の間での種の豊富さの変化である。紫の濃さの増加は種の豊富さ
の減少を、緑の濃さの増加は種の豊富さの増加を示す。黒、白および灰色は、種の豊富さが安定した地域を示す。黒は両期間
において種の豊富さが低いこと、白は種の豊富さが高いこと、灰色は種の豊富さが中ぐらいであることを示す（Araújo et al., 
2006）。

表 12.2　ECHAM4モデルと HadCM3モデルに基づいたさまざまなシナリオ下でのさまざまな時間断面に関するヨーロッパに
おける水利用可能量、干ばつおよび洪水の発生に対する気候変動の影響。

期間断面 水利用可能量と干ばつ 洪水
2020年代  ヨーロッパ北部では年間流出量が 15%まで増加、南ヨー

ロッパでは 23%まで減少。a
夏の流量の減少。b

 ヨーロッパ北部での冬季の洪水リスク、ヨーロッパ全
域での鉄砲水リスクの増加。雪解け洪水リスクが春か
ら冬へ移動。c

2050年代 ヨーロッパ南東部で年間流出量が 20～ 30%減少。d

2070年代  北ヨーロッパでは年間流出量が 30%まで増加、南ヨー
ロッパでは 36%まで減少。a
夏の低水期の流量が 80%まで減少。d,b
 ヨーロッパ北部で干ばつリスクが減少、ヨーロッパ西
部および南部での干ばつリスクの増加。ヨーロッパ南
部および南東部（ポルトガル、すべての地中海沿岸諸国、
ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、モルドバ、ウ
クライナ、ロシア南部）で現在 100年に一度規模の干
ばつが、50年ごと（またはそれより短い期間）に再現。c

 ヨーロッパ北部および北東部（スウェーデン、フィン
ランド、ロシア北部）、アイルランド、ヨーロッパ中央
部およびヨーロッパ東部（ポーランド、アルプス河川）、
ヨーロッパ南部の大西洋沿岸部分（スペイン、ポルト
ガル）で現在 100年に一度規模の洪水が、より頻繁に
発生し、ヨーロッパ南部の大部分では頻度が少なくな
る。c

a Alcamo et al., 2007; b Santos et al., 2002; c Lehner et al., 2006; d Arnell, 2004
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①  AT： 沿岸侵食と沿岸洪水の増加；海洋の生物システムへのストレスと生息地の喪失；沿岸への観光圧力の増大；冬の暴風
雨リスクと風に対する輸送の脆弱性の増大

② BO：浸水；湖沼や湿地の富栄養化；沿岸洪水と沿岸侵食の増加；冬の暴風雨リスクの増加；スキーシーズンの減少
③ TU：永久凍土の融解；ツンドラ面積の減少；沿岸侵食と沿岸洪水の増加
④ CE：冬の洪水の頻度と規模の増加；作物収量の変動性の増加；熱波の健康影響の増加；干拓された泥炭地での深刻な火災
⑤ MT： 氷河の消失；積雪期間の減少；樹木限界の高標高への移動；生物多様性の激しい喪失 ;　スキーシーズンの減少；落石

の増加
⑥ ME： 水利用可能量の減少；干ばつの増加；生物多様性の激しい喪失 ; 森林火災の増加；夏の観光の減少；耕作適地面積の減少、 

夏のエネルギー需要の増加、 水力電力の減少；河口域とデルタにおける土地消失の増加；沿岸水域の塩性と富栄養化の
上昇；熱波の健康影響の増加

⑦ ST ： 作物収量の減少；土壌侵食の増加；正の NAO に伴う SLR の増大；内海の塩性の上昇

図 12.3　ヨーロッパの主要な生物地理区に関するヨーロッパのシステムと分野の 21世紀中の気候変動に対する主要な脆弱性 
（EEA, 2004a）：TU：ツンドラ地帯、淡青緑色。BO：亜寒帯地域、濃青色。AT：大西洋沿岸地域、明るい青色。CE：中央地域、
緑色；パンノニア地域を含む。MT：山岳地域、紫色。ME：地中海沿岸地域、オレンジ色；黒海地域を含む。ST：ステップ地域、
クリーム色。SLR：海面上昇。NAO：北大西洋振動。Copyright EEA, Copenhagen. http://www.eea.europa.eu

quality associated with winter stagnation (Hennessy, 2002;
Revich and Shaposhnikov, 2004; Stedman, 2004; Kislitsin et al.,
2005), but model results are inconsistent. Stratospheric ozone
depletion and warmer summers influence human exposure to
ultra-violet radiation and therefore increase the risk of skin
cancer (Inter-Agency Commission, 2002; van der Leun and de
Gruijl, 2002; de Gruijl et al., 2003; Diffey, 2004). Pollen

phenology is changing in response to observed climate change,
especially in central Europe, and at a wide range of elevations
(Emberlin et al., 2002; Bortenschlager and Bortenschlager,
2005). Earlier onset and extension of the allergenic pollen
seasons are likely to affect some allergenic diseases (van Vliet
et al., 2002; Verlato et al., 2002; Huynen and Menne, 2003;
Beggs, 2004; Weiland et al., 2004).
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Figure 12.3. Key vulnerabilities of European systems and sectors to climate change during the 21st century for the main biogeographic regions of
Europe (EEA, 2004a): TU: Tundra, pale turquoise. BO: Boreal, dark blue. AT: Atlantic, light blue. CE: Central, green; includes the Pannonian Region.
MT: Mountains, purple. ME: Mediterranean, orange; includes the Black Sea region. ST: Steppe, cream. SLR: sea-level rise. NAO:
North Atlantic Oscillation. Copyright EEA, Copenhagen. http://www.eea.europa.eu

①

④

⑤

⑥
⑦
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図 12.4　2003年夏の熱波の特徴（Schär et al., 2004から採用）。（a） 1961から 1990年に対する、6、7、8月の気温偏差。（b）から（d）：
スイスの 6、7、8月に関して、1864から 2003年の期間に観測された気温（b）、1961から 1990年の期間に関して地域気候モデ
ルを用いたシミュレーション値 （c）、および  A2シナリオのもとで HadAM3H GCMによる境界値を使用した 2071から 2100年
のシミュレーション値（d）。（b）～（d）のパネルにおいて、黒い線は考察の対象となった期間における夏の平均気温の理論的
頻度分布を示し、青と赤の縦棒は各年の夏の平均気温を示す。Macmillan Publishers Ltd. ［Nature］ の許可で転載した （Schär et al., 
2004） 、copyright 2004。

表 12.3　「工業化以前」の気候と比較した、子午面循環の急停止後のヨーロッパへの影響の主要な種類 （Arnell et al., 2005; 
Levermann et al., 2005; Vellinga and Wood, 2006に準拠）。

adjustments. Insurers are also involved in discussions of
measures for climate change mitigation and adaptation,
including measures such as more stringent control of flood-
plain development and remedial measures for damages derived
from weather action and extreme events (ABI, 2000;
Dlugolecki and Keykhah, 2002).

An obvious adaptation measure against property damage is
to improve construction techniques so that buildings and
infrastructure are more robust to extreme climate events.
However, even if building techniques are immediately
improved, the benefits will not be instantaneous because current
building stock has a long remaining lifetime. Hence these
buildings would not be replaced for many years by more resilient
structures unless they are retrofitted. While retrofitting can be
an effective adaptation measure it also has drawbacks. Costs are
often high, residents are disrupted and poor enforcement of
building regulations and construction practices could lead to
unsatisfactory results.

12.5.11 Human Health

Risks posed by weather extremes are the most important in
terms of requiring society’s preparedness (Ebi, 2005; Hassi and
Rytkönen, 2005; Menne, 2005; Menne and Ebi, 2006). Primary
adaptation measures to heatwaves include the development of
health early warning systems and preventive emergency plans
(Garssen et al., 2005; Nogueira et al., 2005; Pirard et al., 2005).
Many European countries and cities have developed such
measures, especially after the summer of 2003 (Koppe et al.,
2004; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004; Menne, 2005;
see also Chapter 8 Box 8.1). Other measures are aimed at the
mitigation of ‘heat islands’ through urban planning, the
adaptation of housing design to local climate and expanding air
conditioning, shifts in work patterns and mortality monitoring
(Keatinge et al., 2000; Ballester et al., 2003; Johnson et al., 2005;
Marttila et al., 2005; Penning-Rowsell et al., 2005).

Principal strategies to lessen the risks of flooding include
public flood warning systems, evacuations from lowlands,
waterproof assembling of hospital equipment and the
establishment of decision hierarchies between hospitals and
administrative authorities (Ohl and Tapsell, 2000; Hajat et al.,
2003; EEA, 2004b; WHO, 2004; Hedger, 2005; Marttila et al.,
2005; Penning-Rowsell et al., 2005).

12.6 Case studies

12.6.1 Heatwave of 2003

A severe heatwave over large parts of Europe in 2003
extended from June to mid-August, raising summer
temperatures by 3 to 5 °C in most of southern and central Europe
(Figure 12.4). The warm anomalies in June lasted throughout
the entire month (increases in monthly mean temperature of up
to 6 to 7°C), but July was only slightly warmer than on average
(+1 to +3°C), and the highest anomalies were reached between
1st and 13th August (+7°C) (Fink et al., 2004). Maximum

temperatures of 35 to 40°C were repeatedly recorded and peak
temperatures climbed well above 40°C (André et al., 2004;
Beniston and Díaz, 2004).

Average summer (June to August) temperatures were far
above the long-term mean by up to five standard deviations
(Figure 12.4), implying that this was an extremely unlikely
event under current climatic conditions (Schär and Jendritzky,
2004). However, it is consistent with a combined increase in
mean temperature and temperature variability (Meehl and
Tebaldi, 2004; Pal et al., 2004; Schär et al., 2004) (Figure
12.4). As such, the 2003 heatwave resembles simulations by
regional climate models of summer temperatures in the latter
part of the 21st century under the A2 scenario (Beniston,
2004). Anthropogenic warming may therefore already have
increased the risk of heatwaves such as the one experienced in
2003 (Stott et al., 2004).

The heatwave was accompanied by annual precipitation
deficits up to 300 mm. This drought contributed to the
estimated 30% reduction in gross primary production of
terrestrial ecosystems over Europe (Ciais et al., 2005). This
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Figure 12.4. Characteristics of the summer 2003 heatwave (adapted
from Schär et al., 2004). (a) JJA temperature anomaly with respect to
1961 to 1990. (b) to (d): JJA temperatures for Switzerland observed
during 1864 to 2003 (b), simulated using a regional climate model for
the period 1961 to 1990 (c) and simulated for 2071 to 2100 under the
A2 scenario using boundary data from the HadAM3H GCM (d). In
panels (b) to (d): the black line shows the theoretical frequency
distribution of mean summer temperature for the time-period
considered, and the vertical blue and red bars show the mean summer
temperature for individual years. Reprinted by permission from
Macmillan Publishers Ltd. [Nature] (Schär et al., 2004), copyright 2004.

①

②

③

④

①気温偏差（K）
②Observations；観測値
　1864-2002；1864～2002年
　2003；2003年
③Climate Simulation；気候シミュレーション　　　　
　Present；現在
　1961-1990；1961～1990年
④Climate Simulation；気候シミュレーション
　Future；将来
　2071-2100；2071～2100年

横軸（b）～（d）共通：気温（℃）
縦軸（b）～（d）共通：頻度

・ヨーロッパ南部での流出量および水利用可能量の減少；ヨーロッパ西部での雪解けによる洪水の大幅増加。
・ヨーロッパ西部の沿岸と地中海沿岸における海面上昇の増加。
・作物生産の減少と、その結果として起こる食料価格への影響。
・ ヨーロッパ西部と地中海沿岸地域の生態系に影響を与える気温の変化（例えば、生物多様性、林産物および食料生産に影響
を与える）。
・冬季の旅行機会に及ぼす混乱と＜ヨーロッパ＞北部の港湾および海洋の凍結の増加。
・寒気や暑熱に関連した死亡と健康障害の増加対減少の地域的パターンの変化。
・ヨーロッパ南部への人々の移住と経済の重心の移動。
・スカンディナビア基準へとインフラを一新する義務。
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分野および
システム

場所
影響 北ヨーロッパ 大西洋沿岸 中央ヨーロッパ 地中海沿岸 東ヨーロッパ

水資源
洪水 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓↓
水利用可能量 ↑↑ ↑↑ ↓ ↓↓↓ ↓↓
水ストレス ↑↑ ↑↑ ↓ ↓↓↓ ↓↓

沿岸システムと
海洋システム

海浜、砂丘：低平な沿岸の侵食による「沿
岸の圧迫」 ↓↓↓ ↓↓↓ na ↓↓ ↓↓

SLRや高潮が誘発する洪水 ↓↓↓ ↓↓ na ↓↓ ↓↓↓
河川から河口域およびデルタへの土砂供給 ↓↓ ↓ na ↓↓↓ ↓
帯水層への塩水の侵入 ↓ ↓ na ↓↓ ↓
海洋生物相の北方への移動 ↑ ↑↑↑ na ↑ ↑
SSTの上昇、富栄養化、および生態系へ
のストレス ↓↓↓ ↓↓ na ↓↓ ↓

ICZMの開発 ↑↑ ↑↑ na ↑↑ ↑
沿岸海域の深化と拡大 ↑↑ ↑ na ↑ ↑↑

山岳地域、雪
氷圏

氷河の後退 ↓↓↓ ↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
積雪期間 ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
永久凍土の後退 ↓↓↓ ↓ ↓ na ↓
樹木限界の高標高への移動 ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑↑↑
雪中種の喪失 ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

森林、低木地、
および草地

森林の NPP ↑↑↑ ↑↑ ↑ to↓ ↓ ↑ to↓
樹木種の北方／内陸への移動 ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ to↓ ↓↓
森林生態系の安定性 ↓↓ ↓ ↓ ↓↓↓ ↓↓↓
低木地の NPP ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↓↓↓ ↓↓
自然の撹乱（例えば、火災、害虫、暴風） ↓ ↓ ↓ ↓↓↓ ↓↓
草地の NPP ↑↑↑ ↑↑ ↑ to↓ ↓↓↓ ↑

湿地および水
界生態系

湿地の乾燥化／転化 ↓↓ ↓ ↓ ↓↓↓ ↓↓↓
種の多様性 ↑ to↓ ↑ ?? ↓↓ ↓
富栄養化 ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓
干拓された泥炭地の撹乱 ↓↓↓ ↓ ↓↓ na ↓↓↓

生物多様性

植物 ↓↓ ↓↓ ↓↓↓（Mt） ↓↓↓ ↓
両生類

↓↓ ↓↓↓ ↑↑
↓↓↓（SW） ↑↑↑
↑↑（SE）

爬虫類
↓↓ ↓↓ ↑↑

↓↓↓（SW） ↑↑↑
↑↑↑（SE）

海洋ほ乳類 ↓↓↓ ?? na ↓↓↓ ??

低平な沿岸の鳥類 ↓↓↓ ↓↓↓ na ↓↓↓ ??

淡水の生物多様性 ↑ to↓ ?? ?? ↓↓↓ ??

農業および漁業

耕作適地 ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓↓ ↓
農地面積 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
夏季作物（トウモロコシ、ヒマワリ） ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓↓↓ ↓↓
冬季作物（冬コムギ） ↑↑↑ ↑↑ ↑ to↓ ↓↓ ↑
灌漑の必要性 na ↑ to↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓
エネルギー作物 ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓↓ ↓
家畜 ↑ to↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
海面漁業 ↑↑ ↑ na ↓ na

 表 12.4　適応なしと想定した場合の 21世紀中のヨーロッパにおける気候変動の予想される主要な影響の要約。 
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分野および
システム

場所
影響 北ヨーロッパ 大西洋沿岸 中央ヨーロッパ 地中海沿岸 東ヨーロッパ

エネルギー
および運輸

エネルギー供給および分配 ↑ ↑↑ ↑ ↓ ↑
冬季エネルギー需要 ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑
夏季エネルギー需要 ↓ ↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓
運輸 ↑ ↓ ↓ ↓ ↑

観光
冬季（スキーを含む）観光 ↑↑ ↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↓↓
夏季観光 ↑ ↑↑ ↑ ↓↓ ↑

損害保険
洪水保険の支払要求 ?? ↓↓ ↓↓ ?? ??

暴風雨保険の支払要求 ↓ ↓↓ ↓↓ ?? ??

人の健康

暑熱に関連する死亡率／罹病率 ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓
寒気に関連する死亡率／罹病率 ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑↑
洪水の健康影響 ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
動物媒介性疾病 ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓↓
食品安全性／水媒介性疾病 ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓↓
空気アレルゲンによるアトピー性疾病 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

評価は、a）  影響の地理的広がり／曝露される人口、b）　影響の強度と深刻さ、を考慮している。予測される影響の規模は矢印
の数（1から 3）とともに増加する。影響の種類：正（上向き、青）；負（下向き、赤）；世紀の途中での影響の種類の変化は、
矢印の間に「to」と記されている。na = 該当なし； ?? = 情報不足；北ヨーロッパ = 亜寒帯および北極地方；中央ヨーロッパ、大
西洋沿岸、および地中海沿岸は、図 12.3のとおりで、それらの場所の山岳地域も含む；東ヨーロッパ =ステップ地帯のロシア、
コーカサス山脈、およびカスピ海； Mt = 山岳地域；SW = 南西；SE = 南東；SLR = 海面上昇；ICZM = 統合的沿岸域管理；SST 
= 海面水温；NPP = 純一次生産量 。

表 12.5　主要な不確実性と研究ニーズ。

＜表 12.4（続き）＞

気候変動の影響
 ・ 気候感度の高い物理分野（例えば、雪氷圏）、生物分野（例えば、生態系）、および社会分野（例えば、観光、人の健康）
の長期モニタリングの改善。

 ・ 気候影響モデルの改善、気候影響メカニズムのさらなる理解を含む。例えば、暑熱／寒気関連の罹病率、短期の気候変動
による影響と長期の気候変化による影響との相違、および、管理された生態系と自然生態系双方の長期動態への熱波、干
ばつなどの極端現象の影響などに関する理解。

 ・ 気候要因と非気候要因の同時考慮、例えば、建物に対する気候変動と大気汚染の相乗的影響、または動物媒介性疾病の流
行に対する気候変動とその他の環境要因の相乗的影響；実証研究の促進を通じての気候影響モデルの検証と試験；空間ス
ケールの拡大；長期の実地研究と統合影響評価モデルの開発。

 ・ これまで調査がまったくまたは少ししか行われていない領域での気候変動影響評価の促進。例えば、地下水、浅い湖沼、山
岳河川の流出量レジーム、再生可能エネルギー源、旅行行動、運輸インフラ、観光需要、主要な生物地球化学的循環、森林、
自然の草地および低木地の安定性や構成と機能、栄養循環、ならびに農業における作物保護など。

 ・より感度が高い生態系の人的側面も含む研究などより統合的な影響研究。
 ・適応能力が異なるヨーロッパのそれぞれの地域に対する気候変動の社会経済的影響のさらなる理解。

適応策
 ・ 過去にヨーロッパの異なる地域で気候変動性および極端な気象現象の悪影響を軽減するために用いられた適応策の包括的
評価（すなわち、有効性、経済性、および制約＜の評価＞）。

 ・ 作物の生産性、水界生態系の質、沿岸管理および保健サービスの能力に対する気候変動の悪影響に対処するための適応オ
プションのさらなる理解、特定および優先順位付け。

 ・ 潜在的な適応オプション、適応策および適応技術の実現可能性、コストおよび便益の評価。
 ・ 普及している植物種の生物気候的限界の定量化。
 ・適応能力の地域的な差異に関する研究の継続。

実施
 ・リスクにさらされている人口と気候変動影響の時間的なずれの特定。
 ・気候変動を管理政策や制度に組み入れるためのアプローチ。
 ・土木構造物の設計における一定しない気候の考慮。
 ・水、大気、健康、および環境基準への気候変動の関連性の特定。
 ・適応責任者の実用的情報ニーズの特定。
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【第 12章　訳注】

【訳注 12-1】 原文の英語は Emissions Ceilings Directive。EUの協定は National Emission Ceilings Directiveとされる。

【訳注 12-2】 原文の英語は blocking。中高緯度の対流圏上層を、通常は、ほぼ東西に流れる偏西風ジェット気流
が南北に大きく蛇行あるいは分流する状態が一週間程度またはそれ以上持続する現象を意味する。
（出典：朝倉書店『気象ハンドブック　第 3版』）

【訳注 12-3】 原文の英語は dynamic sea-surface height。水温・塩分をもとに計算した海面の高さ。（気象庁『気候
変動監視レポート 2006』）

【訳注 12-4】 原文の英語は isostatic land uplift。「アイソスタシーによる土地隆起」は、氷河が消滅した後、かつ
て氷河の重みで押し下げられていた地表面が徐々に上昇すること（第 15章【訳注 15-14】参照）で、
ここでは、氷河がなくなってしまったことでその効果が徐々に薄れて、土地隆起の程度が小さくなっ
ていることを意味する。

【訳注 12-5】 原文の英語は the glacier equilibrium line。第 1章【訳注 1-25】参照のこと。

【訳注 12-6】 原文の英語は hardeningまたは dehardening。「本来は frost-hardeningというのが正しいが、生物の耐
寒性を高める処理を指している。落葉樹はかなり大きな耐寒性を遺伝的に備えているが、暖地の冬
にかけて最低気温 5℃以下の日が続くと急に耐寒性が大きくなるが、これをハードニングされると
いっている。反対に、加温処理で耐寒性を小さくするのをデハードニングといい、春になって気温
が上がり、生育が再開されると急激に耐寒性が小さくなりデハードニングされる。」（出典：日本農
業気象学会『新編農業気象学用語解説集－生物生産と環境の科学－』）

【訳注 12-7】 原文の英語は bogs and fens。用語解説参照のこと。

【訳注 12-8】 原文の英語はcorridor。 道路や農地を越えて野生生物が移動できるよう設置された通路。 回廊ともいう。

【訳注 12-9】 原文の英語は artificial neural networks。人間の脳神経細胞の働きをモデル化したもので、パターン判
別の道具としてさまざまな分野に応用されている。気象の分野では、気象衛星などのリモートセン
シングデータの解析や、天気予報への応用が試みられている。（出典：朝倉書店『気象ハンドブッ
ク　第 3版』）
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