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概要

気候変動性と極端現象は、ここ数年間にわたってラテ
ンアメリカ地域に深刻な影響を与えてきている（確信
度が高い）。
ベネズエラの豪雨（1999年、2005年）、アルゼンチン
のパンパの洪水（2000～ 2002年）、アマゾンの干ばつ
（2005年）、ボリビア（2002年）と大ブエノスアイレ
ス圏（2006年）の雹嵐、南大西洋における空前のハリ
ケーン「カタリーナ」（2004年）、カリブ海地域におけ
る 2005年の記録的なハリケーンシーズンなど、きわ
めて異例の極端な気象現象が報告された ［13.2.2］。歴
史的に、気候変動性と極端現象は、影響を受けた地域
の死亡率や罹患率を上昇させることで人々にマイナス
影響を与えてきた。気象予報技術の近年の進歩は、人々
の福祉や安全のために必要な情報の質を改善しうる。
しかし、最新の観測機器や緊急に必要とされる高層大
気情報の不足、気象台の分布密度の低さとその報告の
信頼性の欠如、および気候変数のモニタリングの不足
は、予報の質を落とし、それによる気象サービスへの
人々の評価や気候記録に対する信頼を低下させること
で、公衆へ悪影響を及ぼしている。このような欠点は、
早期警報や警戒勧告の質にマイナス影響を及ぼすこと
で、水文気象観測サービスにも影響を与えている（確
信度が中程度） ［13.2.5］。

この数十年間に、降水量の大きな変化と気温上昇が観
測されている（確信度が高い）。
ブラジル南東部、パラグアイ、ウルグアイ、アルゼン
チンのパンパ、およびボリビアのいくつかの地域にお
ける降雨量の増加は、土地利用や作物収量に影響を与
え、洪水の頻度と強度を増加させてきた。他方で、チ
リ南部、アルゼンチン南西部、ペルー南部、および中
央アメリカ西部では降水量の減少傾向が観測されてき
た。メソアメリカと南アメリカではおよそ 1℃、ブラ
ジルでは 0.5℃の気温上昇が観測された。気温上昇の
結果として、第 3次評価報告書で報告された氷河の後
退の傾向が加速している（確信度が非常に高い）。こ
の問題は、ボリビア、ペルー、コロンビアおよびエク
アドルで危機的であり、これらの地域における水利用
可能量は、消費用あるいは水力発電用のいずれにおい
ても既に危うくなっている［13.2.4.1］。このような供
給にかかる問題は将来増大することが予想され、適切
な適応策を計画し、実施しなければ、慢性的になるで
あろう。今後の 10年間で、アンデス熱帯山岳氷河が

消失する可能性が非常に高く、水利用可能量と水力発
電に影響を与えるだろう（確信度が高い）［13.2.4.1］。

土地利用の変化は、天然資源の利用を強め、多くの土
地劣化過程をいっそう悪化させてきた（確信度が高
い）。
乾燥地のほぼ 4分の 3は、劣化過程によってさほどひ
どくない程度の、または深刻な影響を受けている。人
為的行為と気候変動が組み合わさった影響で、自然の
土地被覆がきわめて急速に減少し続けている（確信度
が高い）。特に、熱帯林の破壊速度はこの 5年間で増
加している。バイオマス燃焼エアロゾルが、アマゾン
南部の地域的な気温と降水量を変化させるかもしれな
い証拠がある（確信度が中程度）。バイオマス燃焼は
地域の大気の質にも影響を与え、人の健康にも関係す
る。土地利用と気候変動が相乗的に作用することで、
植生火災リスクがかなり増加するだろう（確信度が高
い）［13.2.3,13.2.4.2］。

異なる気候モデルによると、世紀末までに予測される
ラテンアメリカの平均気温上昇は、SRES 排出シナリ
オ B2 での 1 ～ 4℃からシナリオ A2 での 2 ～ 6℃ま
で幅がある（確信度が中程度）。
大部分の大気大循環モデル（GCM）予測は、ラテンア
メリカの熱帯地域では降雨量偏差がむしろ大きくなり
（プラスもマイナスもある）、南アメリカの温帯地域で
は小さくなることを示している。加えて、気象と気候
の極端現象の発生頻度は、カリブ海域でのハリケー
ンの頻度や強度のように、将来増加する可能性が高い 

［13.3.1.1, 13.3.1.2］。

将来の気候変動のもと、熱帯ラテンアメリカの多くの
地域では重大な種の絶滅リスクがある（確信度が高
い）。
土地利用と気候変動の双方の相乗効果によって、アマ
ゾン低地東部やメキシコ中央部および南部の熱帯林は
サバンナに取って代わられ、北東ブラジルの一部とメ
キシコ中央部および北部の大部分では、半乾燥植生が
乾燥植生に交代されることが予想される（確信度が中
程度）［13.4.1］。2050年代までに、いくつかの地域で
は農業用地の 50％が砂漠化と塩性化にさらされる可能
性が非常に高い（確信度が高い）［13.4.2］。固有種の
集中度が高い、世界の最も重要な場所 25箇所のうち
7箇所はラテンアメリカにあり、これらの地域では生
息地の喪失が起きている。自然生態系における生物多
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様性を維持するために、生物保護区や生態系コリドー
が設置または計画されており、これらは気候変動に直
面した生態系の保護に役立つ適応策として機能しうる
［13.2.5.1］。

2020 年代までに、気候変動により水ストレスを受け
る人口の純増加数が 700 万～ 7,700 万人になる可能
性が高い（確信度が中程度）。
さらに、21世紀後半には、水利用可能量の起こりうる
減少と地域の人口増加による需要増加のため、この数
字は 6,000万～ 1億 5,000万人にまで増加するだろう
［13.4.3］。

CO2 による効果を考慮すると、2020 年代までにコメ
の収量の全般的減少が起こり、それと同時にダイズの
収量が増加する可能性がある（確信度が中程度）。
その他の作物（コムギ、トウモロコシ）では、気候変
動への予測される応答は、選択するシナリオによって
よりばらつきがある。CO2 による効果を考慮しない場
合、A2シナリオ下では、さらに飢餓リスクにさらさ
れる人数の増加は、2020年には 500万人、2050年に
は 2,600万人、2080年には 8,500万人に達する可能性
が高い（確信度が中程度）。一方、畜産・酪農生産性は、
気温上昇に応じて低下すると予想される［13.4.2］。

予想される海面上昇（SLR）、気象および気候の変動
性と極端現象の増加は、沿岸地域に影響を与える可能
性が非常に高い（確信度が高い）。
最近 10～ 20年間で、海面上昇率は、南アメリカ南
東部では 1 mm/年から 2～ 3 mm/年まで増加した
［13.2.4.1］。将来、悪影響は、（i） 低平地域（例えば、
エルサルバドル、ガイアナ、アルゼンチンのブエノス
アイレス州の沿岸）、（ii） 建築物と観光（例えば、メキ
シコ、ウルグアイ）、（iii） 沿岸地形（例えば、ペルー）、（iv） 
マングローブ（例えば、ブラジル、エクアドル、コロ
ンビア、ベネズエラ）、（v） コスタリカの太平洋沿岸、
エクアドル、およびラプラタ川河口域における飲料水
の利用可能量において観測されるであろう。特に、海
面上昇は、メソアメリカのサンゴ礁（例えば、メキシコ、
ベリーズ、パナマ）と、南東太平洋における水産資源
の分布（例えば、ペルー、チリ）の双方に影響を与え
る可能性が非常に高い［13.4.4］。

将来の持続可能な開発計画には、気候変動の開発政策
への統合を強めるため、適応戦略を含めるべきである

（確信度が高い）。
いくつかの国は、特に、カギとなる生態系の保全、早
期警戒システム、農業におけるリスク管理、洪水・干
ばつ・沿岸管理の戦略、疾病監視システムを通じて、
適応の努力を行ってきた。しかしながら、これらの努
力の有効性よりも、基本的な情報や観測・監視システ
ムの欠如、能力開発と適切な政治的、制度的、技術的
な枠組みの欠如、低収入、脆弱な地域への居住などの
問題が上回っている［13.2］。これらの領域での改善が
なければ、ラテンアメリカ諸国の持続可能な開発目標
はひどく危うくなり、中でも、ミレニアム開発目標を
達成する能力に悪影響を与える［13.5］。

13.1　 第 3次評価報告書で評価された知
見の概要

　第 3次評価報告書（IPCC, 2001）の主な結論は次の
とおりであった。
・ ラテンアメリカの大半の地域で平均地上気温に明確
な長期的傾向はみられない。しかし、一部（アマゾ
ン低地、南アメリカ北西部）では明らかな温暖化が
みられ、寒冷化傾向がみられる場合（チリ）もわず
かにある。

・ 降水量は、南北アメリカの中緯度地域の一部では増
加傾向、ラテンアメリカ中央地域の一部では減少傾
向を示すが、ほかの地域に関してははっきりした傾
向はみられない。例えば、アルゼンチン北東部、ブ
ラジル南部、メキシコ北西部にみられる増加傾向は、
中央アメリカの一部（ニカラグアなど）で観測され
た減少傾向とは対照的である。＜観測＞記録は過去
200年間にアルゼンチン北西部の比較的高地で増加
傾向がみられることを示している。アマゾン低地で
は、水文記録（降水と河川流量）の十年規模変動性
の方が、観測された傾向よりも重要である。

・ エルニーニョ南方振動（ENSO）はラテンアメリカ
の気候変動性における支配的モードであり、社会経
済的影響が最も大きい自然現象である。

・ ラテンアメリカの氷河はこの数十年間で劇的に減少
し、その多くは完全に消失した。最も大きな影響を
受けた地域はペルーのアンデス山脈と、南緯 25度
までのチリ南部とアルゼンチンである。退氷はこの
地域で観測された河川流量の減少傾向に寄与した可
能性がある。

・ ラテンアメリカでは、暖かく湿気の多い環境で広が
る媒介動物の発生を通じて、マラリアとデング熱を
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はじめとする多くの疾病が気象・気候と関係がある。
気候変動は、エルニーニョなどの主な支配的現象に
関連する変動性を変化させ、これらの疾病の発生頻
度に影響を及ぼすことがある（可能性が高い）。

・ ラテンアメリカの農業はこの地域の国内総生産
（GDP）の約 10％を占める非常に重要な経済活動であ
る。アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコ、ウ
ルグアイにおける大循環モデル（GCM）と農作物モ
デルに基づく研究は、二酸化炭素施肥効果と農家レ
ベルでの適度な適応策の実施が及ぼす直接的影響を
考慮しても、多くの作物（トウモロコシ、コムギ、
オオムギ、ブドウなど）の収量が減少すると予測し
ている。

・ 気候変動が自然生態系に及ぼす可能性のある影響の
評価は、メソアメリカで新熱帯区の季節性乾燥林が
深刻な脅威にさらされていると考えるべきだという
ことを示している。地球温暖化は、南アメリカの熱
帯林に適した地域を南方向に拡大しうるが、土地利
用の現状からみると、これらの新しい地域を熱帯林
が占めるようになる可能性は低い。一方、アマゾン
低地の森林の大きな部分は、土地利用の変化と気候
変動のために熱帯サバンナに取って代わられる可能
性がある。

・ 海面上昇はマングローブ生態系に影響を及ぼし、こ
の地域の漁業に損害を与えるだろう。海面上昇に起
因する沿岸の浸水と侵食は、河川沿いおよび平地の
洪水とともに、水質と水利用可能量に影響を及ぼす
であろう。海水の浸入はこれらの区域の社会経済的
問題と健康問題をいっそう悪化させるであろう。

・ ラテンアメリカの人間システムの適応力、とりわけ
極端な気候現象への適応力は低く、脆弱性は高い。
適応策には気候に関連した農林業の損失を低減でき
る可能性があるが、生物多様性に関する損失低減能
力は低い。

13.2　現在の感度／脆弱性

13.2.1　ラテンアメリカ地域の特徴

　ラテンアメリカは気候、生態系、人口分布、文化
的伝統が非常に多様である。この地域の大きな部分
は熱帯に位置し、熱帯収束帯（ITCZ）、南大西洋収束
帯（SACZ）などの収束帯に支配される気候を示して
いる（Satyamurty et al., 1998）。 熱帯および亜熱帯ラテ
ンアメリカの夏季循環は、メキシコと中央アメリカの

一部に影響を及ぼす北米モンスーンシステムと、アン
デス山脈東側の熱帯および亜熱帯南アメリカに影響を
及ぼす南米モンスーンシステムによって支配されてい
る。この両モンスーン気候は、熱帯および亜熱帯の海
洋上の大気－海洋相互作用と密接に関係している。南
アメリカのアンデス山脈の東（Marengo et al., 2004）と
西（Poveda and Mesa, 2000）、ロッキー山脈東側の北ア
メリカ、バハカリフォルニア、およびメキシコ湾・カ
リブ海上の下層ジェット＜気流＞が、暖かい海洋から
湿気を運び大陸に雨を降らす。降雨のほとんどは収束
帯や地勢によって集中しているため、メキシコ北部と
パタゴニアの亜熱帯地域では予想どおり乾燥し、チリ
北部は世界で最も乾燥した砂漠となり、ブラジル北東
部の熱帯半乾燥地域が多湿なアマゾン低地や世界で最
も多湿な地域の一つであるコロンビア西部と隣接して
いる、といったように、空間的、時間的に非常に対照
的な降雨パターンが生じる。注目すべき生態地理ゾー
ンは南アメリカ高地のそれで（Box 13.2の事例研究を
参照）、熱帯に位置し、動植物種に富んだ重要な生物
多様性を維持する深い渓谷（ユンガス）が刻まれたパ
ラモ（海抜 3,500ｍほどのアンデスの新熱帯区生態系）
のような景観を呈している。

13.2.2　気象および気候ストレス

　過去 30年間、ラテンアメリカはエルニーニョの発
生増加に起因する気候に関連した影響を受けてきた
（Trenberth and Stepaniak, 2001）。この間にエルニーニョ
現象が極端に激しい期間が 2度（1982/83年と 1997/98

年）と、その他の激しい気候の極端現象（EPA, 2001; 

Vincent et al., 2005; Haylock et al., 2006）が発生し、自然
災害（洪水、干ばつ、地滑りなど）に対する人間シス
テムの脆弱性の増大に大きく寄与した。
　第 3次評価報告書以降、1999年と 2005年のベネズ
エラ豪雨、2000年と 2002年のアルゼンチンのパンパ
での洪水、2005年のアマゾンの干ばつ、2002年のボ
リビアと 2006年のブエノスアイレスでの前例のない
破壊的な雹を伴う嵐、2004年の南大西洋の未曾有のハ
リケーン・カタリーナ、カリブ海地域における 2005

年の記録的なハリケーン ･シーズンなど、いくつかの
非常に稀で極端な気象現象が報告されてきた。気候に
関連した災害の発生は 1970～ 1999年期間と 2000～
2005年期間の間で 2.4倍になり、1990年代に観測され
たトレンドが続いている。2000～ 2005年にかけて起
きた現象のうち経済的に定量化されたのはわずか 19％
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であるが、これだけでほぼ 200億米ドルの損失に当た
る（Nagy et al., 2006a）。表 13.1は最近起きた最も重要
な現象の一部を示している。
　気象と気候に加えて、脆弱性増大の主な動因は、人
口圧、野放しの都市の発達、貧困と農村からの移住、
インフラとサービスへの低い投資、および産業部門間
協調に関する問題である。最も貧しいコミュニティ
は極端現象に対して最も脆弱なコミュニティでもあ
り（UNEP, 2003a）、この脆弱性の一因は、コミュニテ
ィがハリケーンの通り道に位置すること（中央アメリ
カの約 840万人がハリケーンの通り道に居住してい
る；FAO, 2004a）、不安定な土地にあること、人頼みの
不安定な居住地にあること、および低平地や河川の氾
濫が起きやすい場所に位置していることである（BID, 

2000; UNEP, 2003a）。

自然生態系
　ラテンアメリカの熱帯林、とりわけアマゾン低地
の熱帯林では、エルニーニョに関係のある干ばつの
増加と土地利用の変化（森林破壊、択伐、森林の分
断化）のために火災の発生に影響されやすくなって
いる（Box 13.1を参照 ; Fearnside, 2001; Nepstad et al., 

2002; Cochrane, 2003）。2001年の ENSO期間中に、ア
マゾンの森林のほぼ 3分の 1で火災が起きやすくなっ
た（Nepstad et al., 2004）。この気候現象は、アマゾン
で雨の降らない期間が延びるため、安定した密度の高
い森林さえも下層植生の火災リスクにさらされるよう
になり、大規模な森林火災を発生させる可能性がある。
（Jipp et al., 1998; Nepstad et al., 2002, 2004）。低平な沿
岸地域のマングローブ林、特にメキシコ、中央アメリ
カ、カリブ海の大陸地域のマングローブ林は（Kovacs, 

2000; Meagan et al., 2003）、海面上昇、平均気温の上
昇、ハリケーンの頻度と強度の増大に対しとりわけ脆
弱である（Cahoon and Hensel, 2002; Schaeffer-Novelli et 

al., 2002）。さらに、洪水はマングローブ域とその陸側
境界域の変化を加速させる（Conde, 2001; Medina et al., 

2001; Villamizar, 2004）。生物多様性に関しては、何年
も降水量の少ない年が続き、雲霧林のヒキガエルとカ
エルの個体群が影響を受ける（Pounds et al., 1999; Ron 

et al., 2003; Burrowes et al., 2004）。中央アメリカと南
アメリカでは、気温上昇と皮膚病（Batrachochytrium 
dendrobatidis（カエルツボカビ））によるカエルの絶滅
との関連性が判明した（Dey, 2006）。

農業
　ENSOに関連した気候変動性が農業分野に及ぼす影
響は TARで十分実証されている（IPCC, 2001）。TAR

以降の調査結果には、メキシコのソノラ州でのエルニ
ーニョまたはラニーニャ発生期間中のコムギ収量の
増加または減少（Salinas-Zavala and Lluch-Cota, 2003）、
エルニーニョ発生期間中の気温上昇によるペルー北部
沿岸での綿花とマンゴーの成長サイクルの短縮（Torres 

et al., 2001）、エルニーニョ現象中の多雨と高湿度に
起因する、アルゼンチンでの柑橘類の「かいよう病
（cancrosis）」（Canteros et al., 2004）、ブラジルとアルゼ
ンチンでのコムギのFusarium（赤カビ病）（Moschini et 

al., 1999; Del Ponte et al., 2005）、ペルーでのトウモロコ
シ、ジャガイモ、コムギ、マメのカビ・細菌病（Torres 

et al., 2001）などの植物の病気の発生増加がある。気候
変動性のほかの原因に関連して、南大西洋の海面水温
（SST）の異常はアルゼンチンのパンパ地域の作物収量
の変動とおおいに関係があった（Travasso et al., 2003a, 

b）。さらに、アルゼンチン中部の熱波によって乳牛ホ
ルスタイン（Argentine Holstein）の牛乳生産量が減少
し、この現象が終息した後も完全には回復できなかっ
た（Valtorta et al., 2004）。

水資源
　全球的にみて、ラテンアメリカは淡水資源の多い地
域と認識されている。しかし、この資源の時間的・空
間的分布が不規則であることがさまざまな地域での水
資源の入手可能量と質に影響を及ぼしている。降水
量の減少および／または気温の上昇が起きる場合、水
の入手可能量と水質に対するストレスが実証されてい
る。例えば、ラニーニャに関連した干ばつにより、南
緯 25度から 40度の間のアルゼンチン中西部とチリ
中部で水の供給と灌漑需要は厳しく制限される（NC-

Chile, 1999; Maza et al., 2001）。さらに、エルニーニョ
に関連した干ばつはコロンビアのアンデス地域の流域
（特にカウカ川の流域）の流量に影響を与え、平均水
量は 30％減少し、一部の支流では最高 80％減少する
（Carvajal et al., 1998）。ところが、ラニーニャ発生期間
中の異常洪水はひどくなる（Waylen and Poveda, 2002）。
さらに、マグダレナ川流域の脆弱性も大きい（平均流
量が 55％減少；IDEAM, 2004）。その結果、コロンビ
アでは土壌水分と植生活動がエルニーニョまたはラニ
ーニャによって大幅に減少または増加する（Poveda et 

al., 2001a）。洪水現象に対する脆弱性はラテンアメリカ
諸国のほぼ 70％の地域で高い（UNEP, 2003c）。水力は
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大半のラテンアメリカ諸国の主な電力源であり、コロン
ビア（Poveda et al., 2003）、ベネズエラ（IDEAM, 2004）、
ペルー（UNMSM, 2004）、チリ（NC-Chile, 1999）、ブラ
ジル、ウルグアイ、アルゼンチン（Kane, 2002）などで
みられるように、水力はエルニーニョとラニーニャに
起因する降雨の大規模な継続的異常に対して脆弱で
ある。増加するエネルギー需要と干ばつが重なって、
2001年にはブラジルの大半で水力発電が事実上停止
し、GDPが 1.5％低下する一因になった（Kane, 2002）。

沿岸域
　いくつかのラテンアメリカ諸国の低平な沿岸域（例
えばアルゼンチン、ベリーズ、コロンビア、コスタリカ、
エクアドル、ガイアナ、メキシコ、パナマ、エルサル
バドル、ウルグアイ、ベネズエラの一部）と大都市
（例えばブエノスアイレス、リオデジャネイロ、レシ
フェ）は気候変動性、降雨や暴風雨などの水文気象現
象、温帯・熱帯低気圧（すなわちハリケーン）とそれ
に伴う高潮に対して最も脆弱な地域の一つである（表
13.1と表 13.2）。海面上昇（一世紀当たり 10～ 20 cm

の範囲内）は今のところ大きな問題ではないが、過去
10年間に海面上昇（SLR）速度が加速した（年間最高
2～ 3 mm）という証拠は低平な沿岸域の脆弱性の増
大を示唆し、現にこの地域では既に高潮が増加してい
る（Grasses et al., 2000; Kokot, 2004; Kokot et al., 2004; 

Miller, 2004; Barros, 2005; Nagy et al., 2005; UCC, 2005）。
さらに、既にブエノスアイレスで観測されているよう
に（EPA, 2001; Bischoff, 2005）、一部の沿岸地域は大雨、
海風、SLRの複合的効果の影響を受けている（例えば
ラプラタ川河口域の「スーデスターダス（sudestadas）」

【訳注 13-1】）。

人の健康
　エルニーニョ（乾燥／暑さ）が始まると、コロンビ
アとベネズエラの沿岸地域ではマラリアが流行するリ
スクがある（Poveda et al., 2001b; Kovats et al., 2003）。
コロンビアとガイアナでは干ばつが流行の広がりを助
長するが、ペルーの乾燥した北部沿岸地域では洪水が
流行を発生させる（Gagnon et al., 2002）。ホンジュラ
スとニカラグアのデング熱／デング出血熱の年間変動
は気候によって引き起こされる媒介動物の密度の変動
と関係がありそうだ（気温、湿度、太陽放射、降雨）
（Patz et al., 2005）。メキシコ湾の一部の沿岸地域では、

SST、最低気温、降水量の上昇がデング熱流行サイク
ルの増大と関連づけられた（Hurtado-Díaz et al., 2006）。

アルゼンチン、ボリビア、チリ、パラグアイ、パナマ、
ブラジルでは、長期にわたる干ばつの後、ハンタウィ
ルス肺疾患症候群の発生が報告されている（Williams 

et al., 1997; Espinoza et al., 1998; Pini et al., 1998; CDC, 

2000）。これはおそらく干ばつの後の激しい降雨と洪
水によって家の周辺にいる（屋内外に生息する）げっ
歯類が食べ物を得やすくなったためであろう（第 8章
8.2.8節を参照）。ブラジル北東部の半乾燥地域での長
期にわたる干ばつは、自給農民の農村から都市への移
住を引き起こし、内臓リーシュマニア症を再発生させ
た（Confalonieri, 2003）。1989年と 1995年にエルニー
ニョが発生した後のバイア州（ブラジル）でも内臓リ
ーシュマニア症の大幅増加が報告されている（Franke 

et al., 2002）。ベネズエラでは、皮膚リーシュマニア病
の増加が弱いラニーニャと関連づけられた。洪水は、
ブラジル、特に人口密度が高く十分な排水設備のな
い地域でレプトスピラ症を発生させた（Ko et al.,1999; 

Kupek et al., 2000; 第 8章、8.2.8節）。ペルーでは、エ
ルニーニョが、夏季の気温上昇と関係のある一部の皮
膚病に関連づけられてきた（Bravo and Bravo, 2001）；
感染原因でない高熱も熱波に関連づけられているし
（Miranda et al., 2003）、SSTはカリオン病（病原菌は
Bartonella bacilliformis）の発生に関連づけられている。
ブエノスアイレスでは、夏季の死亡のほぼ 10％が「ヒ
ートアイランド」効果に起因する熱ストレスと関連
している可能性がある（de Garín and Bejarán, 2003）。
Gouveia et al.（2003）は、ブラジルのサンパウロでは、
気温が 20℃を超えて 1℃上昇するごとに高齢者のあら
ゆる原因による罹病率が 2.6％上昇し、気温が 20℃以
下で 1℃低下するごとに 5.5％上昇すると報告した（第
8章を参照）。

13.2.3　非気候的ストレス

人口圧力の影響
　この地域の都市部への移住が都市の吸収能力を超え
た結果、失業が広がり、過密が起き、十分なインフラ
の不足や都市計画の欠如によって HIV/AIDSを含む感
染症が広がった（UNEP, 2003b）。ラテンアメリカは、
開発途上世界の中でも最も都市化の進んだ地域である
（全人口の 75％が都市に居住）。都市化が最も進んでい
る国はアルゼチン、ブラジル、チリ、ウルグアイ、ベ
ネズエラであり、最も進んでいないのはグアテマラと
ホンジュラスである（UNCHS, 2001）。その結果、こ
の地域の住民は、都市の地滑りと洪水に加えて、伝統
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的なリスク（感染症と伝染病）と現代的なリスク（慢
性疾患と変性疾患【訳注 13-2】）の両方に直面している。
現代的なリスクは、都市化と工業化に起因し、貧しい
農村部の住民は依然として「伝統的なリスク」を被っ
ている。栄養不良、悪い水質、下水／衛生サービスと
教育の不足が広がる地区では、都市の貧困という重大
な問題がある。しかし、この地域の多くの場所、特に
大都市部では、都市と農村の境界がますます曖昧にな
ってきている。
　1990年代にラテンアメリカでみられた雇用率の大幅
低下とそれに伴う社会情勢の悪化（住民の 48.3％が貧
困者、22.5％が極貧者である）は、都市部への大規模
な移住を引き起こした。この移住は継続する傾向にあ
るが、ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（ECLAC）
は、この地域はミレニアム開発目標（MDGs）の極貧
目標（2015年までに 1日 1ドル未満で生活する人数を
半減する）を達成する途上にあるものの、2006年には
38.5％までの削減で、上記貧困指標を 14.7％上回るで
あろうと報告している（La Nación, 2006）

天然資源の乱開発
　乱開発は、ラテンアメリカの沿岸水域に沿った伝
統的漁業にとって特に重要な、地元の 51の生産シス
テムのうちの 34に脅威を与え（UNEP, 2003b; FAO, 

2006）、中央アメリカとメキシコ（コスタリカのココス、
ニカラグアのトルトゥゲロ・ミスキートス島、メキシ
コのメキシコ湾）のマングローブ、河口域、塩性湿地
などの生息域の破壊を引き起こしたという確証がある
（Mahon, 2002; NOAA/OAR, 2004）。
　都市化（ほとんどの国に土地計画や法的枠組みがな
い）、大規模な養殖の開発、エコツーリズムと石油産
業の拡大、生態学的に重要な種の偶然の捕獲、外来種
の移入、沿岸・海洋汚染の陸域の汚染源、サンゴ礁の
減少と水資源の誤った管理は、環境が天然資源に及ぼ
す圧力をますます増大させている（Young, 2001; Viddi 

and Ribeiro, 2004）。
　急発展する観光産業は、リゾート地、マリーナ、ゴ
ルフ場に通じる道路を舗装し、天然の沿岸域の変容の
主な動因になっている（WWF, 2004）。帯水層の過剰開
発と灌漑システムの誤った管理が深刻な環境問題の原
因になっている。例えば、アルゼンチンにおける土壌
や水の塩性化（地下水面より下の（すなわち、常に飽
和した）50万 ha以上の帯水層は高レベルの塩分と硝
酸塩濃度を示している）（IRDB, 2000）や、メキシコシ
ティ、コスタリカのサンホセ、アルゼンチンのトレー

レウ、リオクアルト、ラプラタなど多くの都市におけ
る衛生問題などである。ベリーズシティでは、マング
ローブにふちどられた池とマングローブ湿地の排水シ
ステムが、この都市の廃水の多くの天然の下水処理施
設として役立ってきた。最近、港の大規模な拡大のた
めに浚渫が行われた結果、さらに多くのマングローブ
と、マングローブが提供していた無料の生態系サービ
スが破壊された（WWF, 2004）。

汚染
　淡水の自然に起きるヒ素汚染などの天然資源の汚染
は、アルゼンチンで約 200万人、チリで 45万人、メ
キシコで 40万人、ペルーで 25万人、ボリビアで 2万
人に影響を及ぼしている（Canziani, 2003; Pearce, 2003; 

Clark and King, 2004）。この地域で密かに広がってい
るもう一つの汚染はフッ素によるものである。プヤン
ゴ川流域（エクアドル）では、懸濁土砂と金属によ
る汚染が ENSO現象発生中に大幅に増加する（Tarras-

Wahlberg and Lane, 2003）。ボリビア南東のピルコマヨ
川上流域では、ポトシ鉱山からの重金属による汚染
が、この地域の非常に重要な収入源であるイセゴイ科
の魚（Prochilodus lineatus）の回遊と漁獲に影響を及ぼ
している（Smolders et al., 2002）。2003年にサラド・デ
ル・ノルテ川（アルゼンチン）が氾濫した結果（都市
地区の 3分の 1以上が浸水した）、サンタフェ市全域
に 6万トンの固形廃棄物が撒き散らされた。その結果、
135件の肝炎、116件のレプトスピラ症、5,000件の肺
疾患が正式に報告された（Bordón, 2003）。
　化石燃料の燃焼による大気汚染はラテンアメリカの
多くの都市に影響を及ぼしている問題である。輸送が
汚染の主要な寄与要因である（例えばメキシコシティ、
チリのサンチャゴ、サンパウロ）。リマ、キト、ラパ
スでは火力発電が 2番目に主要な大気汚染源である
（PAHO, 2005）。この状況では気候と地理が重要な役割
を果たしている。例えば、メキシコシティ、リマ、チ
リのサンチャゴなどでの＜大気の＞逆転層【訳注 13-3】

の発生がある。メキシコシティでは、地表オゾンが下
気道感染症と子供の喘息による入院増加に関連づけら
れてきた（Romieu et al., 1996）。バイオマス粒子＜（エ
アロゾル）＞への曝露の影響に関しては、Cardoso de 

Mendonça et al.（2004）が、人の健康に影響を及ぼすア
マゾンの火災の経済コストが 1996年の 340万米ドル
から 1999年には 1,070万米ドルに増加したと見積もっ
た。
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13.2.4　過去と現在のトレンド

13.2.4.1　気候トレンド
　20世紀には、ブラジル南部、パラグアイ、ウルグア
イ、アルゼンチン北東部、ペルー北西部とエクアドル
で降水量の大幅増加が観測された。一方、チリ南部、
アルゼンチン南西部、ペルー南部では降水量の減少傾
向が観測された（図 13.1、表 13.2）。さらに、南アメ
リカ南東部では過去 10～ 20年に海面上昇速度が速ま
り、年間 2～ 3 mmに達した（表 13.2）。
　南アメリカ南部（Vincent et al., 2005; Alexander et al., 

2006; Haylock et al., 2006; Marengo and Camargo, 2007）、
中央アメリカ、南アメリカ北部（Poveda et al., 2001a; 

Aguilar et al., 2005; Alexander et al., 2006）について多く
の地域研究が完了している。どの研究も極端現象の変
化パターンが全体的な温暖化に一致していることを示
している。特に＜温暖化に対して＞暑い夜の増加傾向、
寒い夜の出現の減少傾向を示している。激しい降雨現
象と継続的な乾燥日も増加傾向がみられる。Groisman 

et al.（2005）の研究は、ブラジル北東部とメキシコ中
部の非常に激しい降雨の頻度が線形の増加傾向を示し
ていることを明らかにした。しかし、熱帯南アメリカ
のほとんどの地域に関して日々の気温と降水量の長
期的な記録がないため、アマゾン低地などの地域に
おける極端現象の傾向について確定的な証拠は得ら
れない。第 1作業部会第 4次評価報告書第 3章 3.8節
（Trenberth et al., 2007）は、極端現象と熱帯低気圧の変
動性の観測状況について論じている。第 1作業部会第
4次評価報告書第 11章 11.6節（Christensen et al., 2007）
は、この地域について気温と降水量の極端現象につい
て利用可能な研究がほとんどないことを認めている。
　こういった気候変動は既に複数の産業分野に影響を
及ぼしている。報告されている大雨に関連した影響
には、オビドスにおけるアマゾン川の年間流量の増加
に起因する氾濫頻度の 10％増加（Callède et al., 2004）、
ウルグアイ川、パラナ川、パラグアイ川の河川流量の
最高 50％増加（Bidegain et al., 2005; Camilloni, 2005b）、
ボリビアアマゾン低地のマモーレ川流域における洪水
（Ronchail et al., 2005）、ボリビアにおける洪水、地滑
り、暴風雨による罹患率と死亡率の上昇（NC-Bolivia, 

2000）がある。さらに、アルゼンチンのパンパ地域で
はプラスの影響が報告されている。ここでは降水量の
増加が、ダイズで 38％、トウモロコシで 18％、コム
ギで 13％、ヒマワリで 12％近くの収量の増加をもた
らした（Magrin et al., 2005）。同様に、アルゼンチンと

ウルグアイで牧草の生産力が 7％増加した（Gimenez, 

2006）。
　TARで報告された氷河の後退傾向が強まり、ボリビ
ア、ぺルー、コロンビア、エクアドルでは危機的状態
に達している（表 13.3）。最近の研究は、コロンビア
からチリ、アルゼンチン（南緯 25度まで）に及ぶ南
アメリカのほとんどの氷河が、加速度的に体積を激減
させていることを示している（Mark and Seltzer, 2003; 

Leiva, 2006）。気温と湿度の変化が、20世紀後半に熱
帯アンデスで観測された氷河後退の主な原因である
（Vuille et al., 2003）。今後 15年間に熱帯の＜山岳＞氷
河は姿を消す可能性が非常に高く、水の利用可能量と
水力発電に影響がでるであろう（Ramírez et al., 2001）。

13.2.4.2　環境トレンド

森林破壊と土地利用の変化
　1990年にラテンアメリカの総森林面積は 10億 1,100

万 haであったが、1990年から 2000年までの 10年間
に 4,670万 ha減少した（UNEP, 2003a）（図 13.2）。ア
マゾン低地では、失われた森林の総面積は 1990年の
4,150 万 ha から 2000 年の 5,870 万 ha へ、1,720 万 ha

増加した（Kaimowitz et al., 2004）。農業開拓地と牧畜
の拡大、伐採、エネルギー生産のためのダムの建設な
どの大規模プロジェクトの資金調達、非合法作物、道
路建設、商業市場とのつながりの増大が、森林破壊の
主な原因であった（FAO, 2001a; Laurance et al., 2001; 

Geist and Lambin, 2002; Asner et al., 2005; FAO, 2005; 

Colombia Trade News, 2006）。
　自然＜植生＞による土地被覆は非常に急速に減少し
続けてきた。特に、熱帯林の破壊速度は過去 5年間に
加速した。ブラジルアマゾン低地の年間の森林破壊は、
1996～ 2000年（168万 ha）から 2001～ 2005年（223

万 ha）の間に 32％増加した。しかし、森林破壊の年
間速度は、2004年の 261万 haから 2005年の 189万 ha

に低下した（INPE-MMA, 2005a, b, c）。ブラジルアマ
ゾン低地では、道路建設とそれに続く新しい都市居住
地のために 6,000万 haを超える地域の森林が破壊され
た（Alves, 2002; Laurance et al., 2005）。バイオマスの燃
焼によって発生するエアロゾルが、アマゾン低地南部
（Andreae et al., 2004）と、南はバイアブランカまでの
パンパを含む近隣諸国の地域的な気温と降水量を変化
させる可能性があるという証拠があり（Trosnikov and 

Nobre, 1998; Mielnicki et al., 2005）、これに伴い健康に
も影響（死亡リスクの増大、活動日の制限、急性呼吸
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器症状）がでるもしれない（WHO/UNEP/WMO, 2000; 

Betkowski, 2006）。
　アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、パラグアイで
はダイズの作付ブームが森林破壊をいっそう悪化させ
た（Fearnside, 2001; Maarten Dros, 2004）。この土地利
用の決定的変化は、南アメリカの既に水ストレスを
受けている多くの地域で乾燥／砂漠化を強めるであろ
う。経済への大きな関心は、景観に影響を及ぼすだけ
でなく、乾燥地帯のほぼ 4分の 3が劣化プロセスと干
ばつの影響をさほどひどくなくまたは激しく受けてい
るこの地域の水循環と気候も変化させる（Malheiros, 

2004）。世界中の荒廃地 19億 haの 16％がこの地域に
ある（UNEP, 2000）。ブラジルでは、半乾燥と、乾燥
した亜湿潤地域を含む 1億 haが砂漠化に直面してい
る（Malheiros, 2004）。

生物多様性
　土地利用の変化が、生息地の分断と生物多様性の喪
失をもたらした。気候変動は、絶滅危惧種レッドリス
ト（IUCN, 2001）で報告されている現在の絶滅速度を
加速させるであろう。絶滅が危惧される生態地域の大
半は、アンデス渓谷・高原の北部と中部、熱帯アンデ
ス、雲霧林（例えば、中央アメリカの雲霧林）区域、
南アメリカのステップ、アマゾン流域南部のセラード
とその他の乾燥林にある（Dinerstein et al., 1995; UNEP, 

2003a）（図 13.5参照）。絶滅危惧種にはコスタリカの
キンイロヒキガエル（Bufo periglenes）とマダラカエル
（Atelopus spp.）が含まれている（Shatwell, 2006）。さ
らに、少なくとも 4種類のブラジルの両生類（カエル
とヒキガエル）が生息地の変化により減少し（Eterovick 

et al., 2005）、2種類のAtelopus が森林破壊によって姿
を消した（La Marca and Reinthaler, 2005）。山火事、伐採、
狩猟、縁辺効果、森林の分断化による森林破壊と森林
衰退が南アメリカの生物多様性に脅威を与えている主
要な変容である（Fearnside, 2001; Peres and Lake, 2003; 

Asner et al., 2005）。

サンゴ礁とマングローブ
　パナマとベリーズのカリブ海の事例研究は、複雑な
環境変化に対するサンゴ礁の応答の類似点と相違点
を、海洋間の対比という見地から明らかにしている
（Gardner et al., 2003; Buddemeier et al., 2004）。ベリー
ズ堡礁から採取したコアは、このサンゴ礁群生では少
なくとも 3,000年にわたってずっとA. cervicornis（ミ
ドリイシ属のサンゴの一種）が優占種であったが、こ

のサンゴがホワイトシンドローム（WBD）で死滅し、
1986年以降は別の種が取って代わったことを示してい
る（Aronson and Precht, 2002）。アフリカからアメリカ
に運ばれる砂塵（Shinn et al., 2000）や、大型の暴風雨
による陸域からの洪水プルームは、通常は病原体、栄
養塩、汚染物質の潜在的発生源などの影響から遠く離
れていると考えられているサンゴ礁に、中央アメリカ
本土からさまざまな物を運ぶことがある。人間の関与
も、カリブ海のDiadema＜（ガンガゼと呼ばれるウニ
の仲間）＞を死滅させた病原体の蔓延の一要因だった。
この病気はパナマから始まり、パナマ運河による輸送
との関連性の可能性を示唆している（Andréfouët et al., 

2002）。1980年以降、世界のマングローブ林のほぼ 20

％が消滅し（FAO, 2006）、漁業に影響を与えている。
メソアメリカの礁の場合、マングローブ域に近い礁で
はある種の魚の数はマングローブが破壊された区域の
最高 25倍にもなっている（WWF, 2004）。

13.2.4.3　社会経済的要因のトレンド
　1950年から 1970年代末まで、ラテンアメリカは年
平均 5％の GDP伸び率を享受した（Escaith, 2003）。こ
の目を見張る成長率は、国の産業発展、都市化、国民
教育・公衆衛生サービスの創設や拡大を可能にした。
経済開発戦略は、輸入に障壁を設け、必需品を生産す
る国内産業を発展させるという輸入代替モデルに基づ
くものだった。しかし、このモデルは国際市場で競争
力を持たない弱い産業を生み出し、この産業の発展の
資金源になっていたほかの産業部門（特に農業）に酷
い影響をもたらした。
　1980年代にこの地域は累積債務危機に直面し、国々
は経済を開放するために国家財政に関して厳格なマ
クロ経済策を実施する努力を余儀なくされた。インフ
レと財政赤字の抑制が大半の政府の主要な目標になっ
た。経済的社会的状況の悪化、失業、非公式経済の拡
大と貧困がこの 10年間を特徴づけた。ラテンアメリ
カのほとんどの地域で、経済自由化がもたらした結果
は、長期的成長のかなりの不均質性と不安定性、そし
てわずかな（あるいはマイナスですらある）経済成長
で特徴づけうる（Solimano and Soto, 2005）。
　この経済パラダイムの移行は相反する結果をもたら
した。一方では、より自由化が進んだ経済は自由化の
遅れた経済よりも大きな経済成長を達成し、より高い
水準の民主化を成し遂げた。他方では、不安定さが増
大し、繰り返される危機、貧困、不平等拡大につなが
った。政府は社会状況を改善する強力な社会的安全策
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（セーフティネット）を作り出すことに失敗した（Huber 

and Solt, 2004）。
　ラテンアメリカでは、人口の 10％の最富裕層が国民
所得の 40～ 47％を有し、人口の 20％を占める最貧困
層＜の所得＞はわずか 2～ 4％である。このようなタ
イプの所得配分に匹敵するのは一部のアフリカ諸国と
旧ソビエト諸国だけである（Ferroni, 2005）。教育、保
健サービス、司法と融資へのアクセスに衡平性がない
ことが経済開発を阻害し、投資を減少させ、貧困の継
続を許してしまっている。CEPAL（2002）が実施した
研究は、最も貧しいラテンアメリカ諸国が彼らが必要
とする 7％の GDP成長率を達成する可能性は中期的
にはほぼゼロだと結論づけている。この地域の比較的
豊かな国でさえ、4.1％という GDP成長率目標を達成
するのは難しいであろう。2015年におけるこの地域の
GDP成長予測は 2.1～ 3.8％の範囲であり、貧困削減
に必要と推定されている平均 5.7％の成長率からはほ
ど遠い。
　低い経済成長と高い水準の不平等という組合せがこ
の地域の住民の大きな部分を経済ストレスと自然スト
レスに対して非常に脆弱にする可能性があり、自然の
ストレスはそれほど大きなものでなくても大きな社会
的損害の原因となるであろう（UNDP-GEF, 2003）。気
候変動が国家経済と公的な開発援助に及ぼす影響は、
これまでほとんどの脆弱性評価で考慮されてこなかっ
た。気候変動がラテンアメリカの生産分野に及ぼす
影響は、全球気温が 2℃上昇するとこの地域の GDP

が 1.3％低下すると推定されている（Mendelsohn et al., 

2000）。しかし、この推定では非市場分野と極端現象
が考慮されていないため、影響はさらに大きくなる可
能性が高い（Stern, 2007）。経済政策の構造的変化が生
まれて投資、雇用、生産性が促進されなければ、プラ
スの外的ショックの稀有な組合せが起きない限り、こ
の地域の経済的社会的な将来シナリオはこの地域の発
展に必要な経済成長を保持しない（Escaith, 2003）。

13.2.5　現在の適応

気象・気候変動性予測
　1982/83年の巨大エルニーニョを契機に、この大気
海洋現象を理解し予測しようとする国際的な取組み
（熱帯海洋全球大気（TOGA）計画）が始まった。その
結果、世界の多くの地域、とりわけラテンアメリカに
関して季節予報の信頼性がしだいに高まった。1990年
代半ばから熱帯太平洋北部の TOGA観測値を用いるこ

とによって、この気候予測の信頼性はさらに高まった
が、一部のエルニーニョ現象とラニーニャ現象の開始
はまだ正確に予測することはできない（Kerr, 2003）。
今日では、このような予測システムでは大気海洋結合
モデルが利用され、予報期間は 3か月から 1年以上で
ある。このような気候予測は多くの応用を生んできて
おり、以下のような多くの分野で利用されてきた。す
なわち、1980年代後半の東太平洋の漁業とペルーの作
物から始まり（Lagos, 2001）、ブラジル北東部の自給
農業（Orlove et al., 1999）、熱帯南アメリカの植生火災
の防止（Nepstad et al., 2004; http://www.cptec.inpe.br/）、
ウルグアイ川の水力発電のための河川流量予測（Tucci 

et al., 2003; Collischonn et al., 2005）、南西大西洋の漁業
（Severov et al., 2004）、ブラジルのデング熱の流行（IRI, 

2002）、マラリア予防（Ruiz et al., 2006）、コロンビア
の水力発電（Poveda et al., 2003）などである。
　農業は、ENSOに基づく気候予測を適応策としての
生産戦略の策定に利用できる可能性がある重要な分野
である。気候予測は 1990年代初めからブラジル北東
部で利用されてきた。1992年には、セアラ州での乾
燥状態の予測に基づき、干ばつ状況への適応力が比較
的高い作物を育てることが推奨され、それによって
穀物生産量の減少を抑えることができた（降雨の状
況が似ていたが気候予測が実施されなかった 1987年
に記録された減少と比較して 67％）。しかし、予測に
このシステムの信頼性を損なう欠落があったため、こ
の方法はまだ全面的に適用されてはいない（Orlove et 

al., 1999）。最近トラスカラ（メキシコ）で、エルニー
ニョ現象発生中の転作（トウモロコシからオーツム
ギへ）のために ENSO予測が用いられた（Conde and 

Eakin, 2003）。これが成功したのは、ステークホルダー
の強力な参画によるものである（Conde and Lonsdale, 

2005）。最近の研究は ENSOに基づく気候予測の潜在
的経済価値を定量化し、正味の利益の増加は、チリ
のジャガイモと冬季の穀類が 10％に達し（Meza et al., 

2003）、アルゼンチンのトウモロコシが 6％でダイズが
5％（Magrin and Travasso, 2001）、メキシコのサンタユ
リアのトウモロコシが 20％以上（Jones, 2001）、作物
管理が最適に実施されたなら（例えば、播種日、施肥、
灌漑、作物の品種）メキシコの商業的農業分野では 30

％（Adams et al., 2003）に達する可能性があると結論
づけた。アルゼンチンでは、混作の割合を調整すると、
場所、農家のリスク回避、価格、それまで作られてい
た作物に応じて、9％に近い利益がもたらされる可能
性がある（Messina, 1999）。保健医療分野では、気候
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予測の応用は比較的新しい（13.2.5.5節を参照）。早期
警戒システムのための制度的支援が、環境を損なわな
い早期の公衆衛生介入活動の推進に役立つかもしれな
い。例えば、コロンビア保健省は、1997/98年のエル
ニーニョ現象に関連した疫病を予防する非常時対応計
画を策定した（Poveda et al., 1999）。
　一部のラテンアメリカ諸国では、天気予報技術の改
善が水文気象監視 ･ 警報サービスにより良い情報を
提供することになるであろう。近代的な気象レーダー
観測所（ドップラーレーダーを備えている）が設置さ
れれば、この警報の信頼性が高まるであろうが、観
測網はまだまばらである（WMO, 2007）。さらに、地
表・高層大気観測網の不足が天気予報の信頼性に悪影
響を及ぼしている。しかし、気象および気候条件の悪
化や極端現象に起因する問題の発生は、世界気象監視
計画（WWW）の観測、通信、データ処理システムを
改善するための計画および実施行動を取らせるに至
った。さらに、UN-IDSRにラテンアメリカ諸国が参
加すれば、この地域の新しい監視・警報サービス（と
既存のものを発展させた監視・警報サービス）が実施
されることになるであろう。季節的気候と気候の極端
現象を予測するネットワークの例としては、ラテンア
メリカ・カリブ地域防災情報機構（Regional Disaster 

Information Centre-Latin America and Caribbean, CRID）、
国際エルニーニョ現象研究センター（the International 

Centre for Research on El Nino Phenomenon）（ エクア
ドル）、南太平洋常任委員会（Permanent Commission 

of South Pacific）（CIIFEN; CPPS）、共同防災災害復興
委員会（Andean Committee for Disaster Prevention and 

Response）（CAPRADE）がある。影響への対応と予防
のために設けられたネットワークの例としては、ペル
ーで開発されたマルチステークホルダー意思決定シス
テム（Warner, 2006）、メキシコで実施されている全国
開発計画（National Development Plan）と全国リスク地
図（National Risk Atlas）（Quaas and Guevara, 2006）、地
元の言語による通信を基にした先住民向け通信プログ
ラム（Alcántara-Ayala, 2004）がある。

13.2.5.1　自然生態系
　自然生態系の生物多様性を維持するために保護区域
間の生態的コリドー【訳注 13-4】が計画された。メソア
メリカ生物コリドー（Mesoamerican Biological Corridor）
など、このうちのあるものは既に実施され、適応策と
しても役立っている。重要なプロジェクトは、アマゾ
ン森林と大西洋森林における自然のコリドー（de Lima 

and Gascon, 1999; CBD, 2003）と、ぺルーとボリビア
におけるビルカバンバ・アンボロ生物コリドーである
（Cruz Choque, 2003）。保全努力は、礁の魚群量を増やし、
地域の漁業コミュニティに利益をもたらし、持続可能
な生計に寄与するため、マングローブ、藻場、サンゴ
礁を含む保護コリドーの実現にも向けられるであろう
（WWF, 2004）。この地域でみられるほかのプラスの実
践例は、自然生態系の維持と修復や、ボリビアのノエ
ル・ケンプ・メルカード気候行動計画（Noel Kempff 

Mercado Climate Action Project）における炭素固定など、
生態系サービスの保護と強化を目指している（Brown 

et al., 2000）。生物多様性の保全および生態系の構造と
機能の維持は、遺伝学的に多様な個体群と種の豊かな
生態系の保護による、気候変動への適応戦略にとって
重要である（World Bank, 2002a; CBD, 2003）。その一例
が、コロンビアやほかのアンデス諸国で展開されてき
た高山地域で適応策を実施するイニシアティブである
（Vergara, 2005）。山岳森林の保全を推進する新しい方
法は、森林が社会にもたらす環境サービスに対して森
林所有者に代償を支払うことである（UNEP, 2003a）。
代償の資金は、森林からもたらされる水の利用者にわ
ずかな追加料金を課すことでまかなわれることが多
い。このような方式は現在ラテンアメリカのさまざま
な国で実施され、コスタリカでは試験的に導入された
（Campos and Calvo, 2000）。ブラジルでは、政府の環境
クレジットプログラム「ProAmbiente」があり、森林を
保全する小農地所有者が提供する環境サービスの対価
を支払っている（MMA, 2004）。ブラジルのもう一つ
のイニシアティブに環境付加価値税がある。自然を保
護して環境サービスをもたらす市町村に代償を支払う
財政手段であり、当初パラナ州とミナスジェライス州
が採用し、最近ではアマゾンの諸地域でも実施された
（May et al., 2004）。

13.2.5.2　農業
　農業分野では、気候変動性に対処するため、土地利
用の変更、持続可能な管理、保険制度、灌漑、適応し
た遺伝子型と農学的な作物管理の変化などの適応策が
利用されている。加えて、かなり以前から経済的多様
化がリスク管理（気候に関するリスクと市場リスク）
戦略として実施され、近年増えてきた。経済的多様化
は、気候変動に対する直接的な適応策ではないが、農
家の農業所得への依存度を軽減し、環境変化の管理に
おける柔軟性を高めることを可能にしている（Eakin, 

2005）。米国とメキシコの国境付近の農家は、干ばつ
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と乱開発によって地元の帯水層が危機的状況になった
にもかかわらず、灌漑技術の変更、作物の多様化、市
場志向によって＜リオグランデ川＞流域で農業を続け
てくることができた（Vásquez-León et al., 2003）。よく
知られた慣行（等高線に沿った柵、緑肥、輪作、刈り株）
による持続可能な土地管理によって、ニカラグアの小
農地所有者はハリケーン・ミッチの影響により良く対
処することができた（Holt-Giménez, 2002）。メキシコ
では、一部の小規模農家が、点滴灌漑システム、温室、
コンポストの使用を実施することで、現在と将来の気
候に関する適応策を試験している（Conde et al., 2006）。
Wehbe et al.（2006）によると、播種日の調整と作物選択、
土堤の建造、農業から酪農への転換はゴンザレス（メ
キシコ）でますます普及してきている適応策であるが、
コルドバ州南部（アルゼンチン）では、気候リスク保険、
灌漑、播種日の調整、地理的に分かれた小区画を通し
てのリスクの空間的分散、作物の変更、家畜群の維持
が気候の危険性への一般的な対処方法として確認され
た。

13.2.5.3　水資源 
　ラテンアメリカ諸国に洪水と干ばつの危険とリス
クに対処する十分な適応戦略がないのは、低い国民
総生産（GNP）、脆弱な地域（洪水、地滑り、干ばつ
を被りやすい）に居住する人口の増加、適切な政治
的、制度的、技術的枠組みがないためである（Solanes 

and Jouravlev, 2006）。しかし、一部のコミュニティと
都市は、自らを組織して災害防止に積極的になってい
る（Fay et al., 2003）。多くの貧しい居住者は、洪水の
起きやすい地域からより安全な場所への住み替えを奨
励された。彼らは IRDBの援助と IDFBの融資を受け
て家を新築した。1992年の洪水の後の、ラテンアメリ
カのアルゼンチンのパラナ川流域での再定住がその一
例である（IRDB, 2000）。ある場合には、パンパの典型
的な経済に影響を及ぼす環境条件の変化が、ペヘレイ
（Odontesthes bonariensis）＜（スズキ目の淡水魚）＞な
どのこの地域の在来種を利用した養殖による新しい生
産活動の導入をもたらした（La Nación, 2002）。もう一
つの例は、この場合は水ストレスへの住民の適応力に
関連しているが、極貧コミュニティでの水の供給シス
テムを改善する「自己組織化」プログラムである。水
と衛生クラスター開発のためのビジネスパートナー
（Business Partners for Development Water and Sanitation 

Clusters）という組織は、カルタヘナ（コロンビア）、
ラパスとエルアルト（ボリビア）、グランブエノスア

イレスの一部の恵まれない区域（アルゼンチン）とい
うラテンアメリカの 4つの「重点計画」に取り組んで
きた（The Water Page, 2001; Water 21, 2002）。天水農耕
と貯水システムは、半乾燥熱帯地域の持続可能な開発
の重要な特徴である。特に、NGOネットワーク ASA

プロジェクトがブラジルで展開した、市民社会が 100

万基の貯水槽を分散して設置する P1MCプロジェクト
と呼ばれる共同プロジェクトがある。このプロジェク
トは、ブラジルの半乾燥熱帯地域（BSAT）の干ばつが
続く地域で 100万の農村世帯に飲料水を供給する計画
である。第一段階で、ASAとブラジル環境省が 12,400

基の貯水槽を建造し、2004年末までにさらに 21,000

基の建造が計画されていた（Gnadlinger, 2003）。アル
ゼンチンでは、サンチャゴ・デル・エステロ州の乾燥
地域の地元コミュニティのための全国安全水プログラ
ムで、2000～ 2002年にかけて雨水集水・貯水システ
ムが設置された（Basán Nickisch, 2002）。

13.2.5.4　沿岸域
　ラテンアメリカの数か国は、現在の気候変動性がそ
れぞれの沿岸域に及ぼす影響に対応して計画的で自発
的な適応策を策定した。そのほとんど（例えば、アル
ゼンチン、コロンビア、コスタリカ、ウルグアイ、ベ
ネズエラ）が総合的な沿岸管理に適応の焦点を合わせ
ている（Hoggarth, et al., 2001; UNEP, 2003b, Natenzon et 

al., 2005a, b; Nagy et al., 2006b）。全球気候変動へのカリ
ブ適応計画（Caribbean Planning for Adaptation to Global 

Climate Change）は、脆弱性（特に海面上昇に関する
脆弱性）を評価する行動と、適応と適切な能力開発の
ための計画を促進している（CATHALAC, 2003）。2000

年以降、一部の国は、大気汚染の規制設定と海洋・沿
岸統合規制（例えば 2002年以降のベネズエラの統合
的沿岸区域計画）に関する法的枠組みを改善してき
た。人間の居住と経済活動の強い圧力のため、ベネズ
エラ （MARN, 2005）やコロンビア（INVEMAR, 2005）
など、「統合的沿岸管理」モデルに総合的な政策設計
を盛り込んでいる国もある。ベリーズとガイアナでは、
土地利用計画や区画割の実施が、気候変動の考慮とと
もに全産業分野の日常管理で用いられているインフラ
基準、沿岸域管理計画、建築基準の調整、および災害
緩和戦略（氾濫原とほかのハザードマッピングを含む）
を強めている（CDERA, 2003; UNDP-GEF, 2003）。

13.2.5.5　人の健康
　ラテンアメリカでは、保健医療分野の適応策は基本
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的にほかの分野とは切り離した単独のイニシアティブ
とみなすべきである。コロンビアで実施されている気
候の変化と変動への適応に関するプロジェクトは、人
の健康の脆弱性を縮小し、影響に対処する方策を考え
出す方向を目指している。このプロジェクトは、マラ
リアとデング熱に関わりのある媒介動物に適した地域
の拡大に関連した、高山生態系、島嶼、人の健康問題
に関する統合的全国パイロット適応計画（INAP）の
開発を含んでいる（Arjona, 2005）。プロジェクトには、
この両方の病気の感染率を 30％低下させることを目指
す、総合的、統合的デング熱・マラリア監視制御シス
テムの開発も含まれている（Mantilla, 2005）。これ以
外にも単独イニシアティブが数か国で確認された。例
えばボリビアでは、気候変動が健康に及ぼす影響に関
する適応策には、媒介動物制御と医学的監視に関する
活動が含まれている。また、コミュニティの参加と保
健教育、昆虫学的研究、衛生サービスの強化、熱帯病
に取り組む研究センターの開発も目指している。政府
プログラムは、気候変動下でマラリアとリーシュマニ
ア症のリスクが高くなる地域にも重点を置くであろう
（Aparicio, 2000）。

13.3　将来トレンドに関する想定

13.3.1　気候

13.3.1.1　気候変動シナリオ
　気候変動シナリオを作成する方法はいくつかある
が（IPCC, 2001）、第 4次評価報告書（AR4）では、排
出シナリオに関する特別報告（SRES: Nakićenović and 

Swart, 2000）に基づく GCMの結果の利用が採用され
ている。多くの GCMから導かれた今世紀中の平均気
温と降雨偏差の予測は、典型的なモデル解像度 300 km

で、異なる 2種類の温室効果ガス（GHG）排出シナリ
オ（A2と B2）について、IPCCデータ配信センター
（IPCC Data Distribution Centre）（IPCC DDC, 2003; http://

www.ipcc-data.org//）から入手することができる。さら
に、第 1作業部会第 4次評価報告書第 11章（Christensen 

et al., 2007）では、世界の多くの地域に関する地域予
測が示されている。表 13.4は、7つの GCMと 4つの
主要な SRES排出シナリオから得られた、複数の時間
断面（2020年、2040年、2080年）についてのラテン
アメリカのサブ地域の気温と降水量の変化幅を示して
いる。
　2020年の気温の変化幅は 0.4～ 1.8℃の上昇、2080

年には 1.0～ 7.5℃の上昇である。温暖化の最高値は熱
帯南アメリカに出現する（表 13.4ではアマゾン低地と
表示されている）と予測されている。降水量の変化は、
地域気候予測の不確実性の度合いがはるかに大きいた
め、気温より複雑である。南アメリカの中部と熱帯地
域では、2080年時点の降水量は 20～ 40％の減少から
5～ 10％の増加までの幅がある。南アメリカ南部では
冬季も夏季も不確実性はさらに大きいが、降水量の変
化の割合は熱帯ラテンアメリカの場合よりも多少小さ
い。これらのシナリオの分析から、気温と降水量の変
化の差は、モデル間の方が同じモデルに関する排出シ
ナリオ間よりも大きいことが明らかである。予想され
る通り、地域気候変動シナリオに関する不確実性の主
な原因は、GCMが違えば予測が異なることに関連し
た不確実性である。降雨変化に関する分析ははるかに
複雑である。さまざまな気候モデルがかなり異なるパ
ターンを示し、予測がほぼ正反対になっている場合も
ある。要するに、現在の GCMは、地域規模の水循環
の変化を高い確信度で予測することはできない。特に、
降水量予測の不確実性は高いままである（例えば、10

種類の GCMを用いた南アメリカの気候変動シナリオ
に関しては Boulanger et al., 2006a, b）。これは、このよ
うな予測を積極的な適応政策や緩和政策の指針に利用
する場合の大きな制限要因である。
　地域的な、あるいは場所固有のシナリオを作成する
には、一般に、CGMから得られるシナリオを統計的
あるいは動的アプローチを用いてダウンスケールさせ
る。このアプローチについては第 1作業部会第 4次評
価報告書第 11章で詳しく説明している（Christensen 

et al., 2007）。南アメリカに関しては、南アメリカ南部
（Bidegain and Camilloni, 2004; Nuñez et al., 2005; Solman 

et al., 2005a, b）、ブラジル（Marengo, 2004）、 コロンビ
ア（Eslava and Pabón, 2001; Pabón et al., 2001）、メキシ
コ （Conde and Eakin, 2003）について、通常 SRES排出
シナリオ A2と B2について、一連の GCMシナリオ
（HADCM3、ECHAM4、GFDL、CSIRO、CCCなど）を
用いて、これまでに多くのこのようなダウンスケール
が実施されてきた。ダウンスケールされたシナリオは、
地形の特徴やメソスケールの気象システムおよび土地
利用の変化に関連する小規模な現象を明らかにするか
もしれないが、一般にダウンスケールされたシナリオ
では、異なる GCMを用いることに伴う不確実性が目
立つ（Marengo and Ambrizzi, 2006）。
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13.3.1.2　極端現象の発生の変化
　現在の気候変動研究の多くは、極端現象の発生頻度
が将来増加することを示している。気候変動が及ぼ
す多くの影響は、数時間から数日にわたる暴風雨、竜
巻、雹、熱波、強風、大雨、異常気温のような、極端
な気象現象の出現頻度の変化の結果として認識される
であろう。第 4次評価報告書（AR4）で評価された全
球モデルによる極端現象に関する数少ない研究（例え
ば Tebaldi et al., 2007）は、A1B排出シナリオ下で現在
および 21世紀末までにシミュレートされる、季節的
な気温と降水量の極端現象の頻度の推定値を提示して
いる。中央アメリカでは、予測される時間平均降水量
の減少に伴い、すべての季節で極端な乾燥の頻度が増
加する。南アメリカでは、アマゾン地域と南アメリカ
南部で極端な雨季を予測しているモデルがあるが、そ
の逆の傾向を示すモデルもある。

13.3.2　土地利用の変化

　ラテンアメリカの熱帯地域の森林破壊はこの地域が
直面している最も深刻な環境災害の一つであろう。現
在、ラテンアメリカは世界の GHG排出の 4.3％を排出
している。このうち 48.3％は森林破壊と土地利用の変
化に起因する（UNEP, 2000）。2010年までに、南およ
び中央アメリカの森林地域は、それぞれ、1,800万 ha

および 120万 haが失われるであろう。これらの地域（図
13.3参照）は、牧草地や家畜生産の拡大に利用される
だろう（FAO, 2005）。
　ブラジルのアマゾン低地の 2002～ 2003年の森林
破壊速度（230万 ha/年）がそのまま続けば、2020年
までに 1億 haの森林（もとの森林の約 25％）が消失
し（Laurance et al., 2005）、2050年までに（特段の対
策をしないシナリオの場合）2億 6,980万 haの森林が
破壊されるだろう（Moutinho and Schwartzman, 2005）。
シミュレーションモデルによって、Soares-Filho et 

al.（2005）は、ブラジルのアマゾン低地に関して、最
悪の場合のシナリオでは、予測される森林破壊トレン
ドによれば 2050年までに現在 5億 4,000万 haである
アマゾンの森林の 40％が消え、大気中に 32 Pg（109

トン /ha）の炭素を放出すると推定した。さらに、現
在の傾向が続けば、農業の拡大は、164のほ乳動物種
生息域の 40％以上の喪失に加え、5つの主要な流域と
10の生態域の森林被覆の3分の2を消失させるであろう。
　将来の土地利用変化の主な動因の一つと予測され
ている南アメリカのダイズ耕作面積は、2003/04年の

3,800万 haから 2019/20年には 5,900万 haに増加する
と予想されている（Maarten Dros, 2004）。アルゼンチン、
ブラジル、ボリビア、パラグアイの全生産量は 85％増
加して 1億 7,200万トンになり、世界生産の 57％を占
めるであろう。この生産拡大に充当するため直接的、
間接的に転換される自然の生息地は 2,160万 haになる。
最大の面積が失われると予測される生息地は、セラー
ド（960万 ha）、乾燥および湿潤チャコ（アルゼンチン、
パラグアイ、ボリビア、ブラジルの一部を覆う南アメ
リカ最大の乾燥林 ; 630万 ha）、アマゾンの移行帯の森
林・多雨林（360万 ha）、大西洋沿岸域の森林（130万
ha）、チキターノ林（アマゾンの森林とチャコ森林と
の移行帯；50万 ha）およびユンガスの森林（20万 ha）
である。この大規模な森林破壊は南アメリカの生物多
様性と生態系組成に悪影響を及ぼし、地域的、地方的
気候条件にも重要な影響を及ぼすであろう。

13.3.3　開発

13.3.3.1　人口構成と社会
　ラテンアメリカ地域の人口は増加を続けてきてお
り、2050年までに 2000年より 50％増加すると見込
まれている。人口の年間増加率は低下し、2015年ま
でに 0.89％になる見込みである。この数字は 1975～
2002年期間の平均値 1.9％をかなり下回る。農村から
都市への人口移動が続いてきて、2015年までに、1960

年代よりも 30％ほど多い、人口の約 80％が都市に居
住することになるであろう。15歳未満の人口は減少
し、同時に 65歳超の人口は増加するだろう。合計出
生率（一人の女性が生む子供の数）は、1970～ 75年
期と 2000～ 2005年期の間で 5.1人から 2.5人に減少し、
2015年までに 2.2人に減少する見込みである（ECLAC, 

1998）。
　ECLAC（1998）によると、被扶養者になる年齢区分
（0～ 14歳までと 65歳超）の人口は現在の 54.8％から
2050年にはほぼ 60％に増加する。このことは、この
地域の社会保障システムへの圧力を増加させ、保健・
教育サービスの利用可能性を維持してゆくために労働
年齢人口が負わなければならない負担を増加させる。
平均余命は 1970年代の 61.2歳から 2000～ 2005年の
5年間には 72.1歳に延びたが、2015年までには 74.4

歳になる見込みである。粗死亡率は現在の 7.8人（1,000

人当たり）から 2050年までにはおよそ 12人になる見
込みである。
　人の移動はこの地域の重要な問題になった。最近の
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研究（ECLAC, 2002b）は、2,000万人のラテンアメリ
カとカリブ海諸国の国民が自国外に居住し、その大半
は北アメリカであると推定した。この現象は国家経済
に大きな影響を及ぼし、社会の依存度が高くなってい
る。すなわち、この地域では全世帯の 5％が送金を受け、
その額は 2003年に 380億米ドルに達した（2002年よ
り 17.6% 増加；IMO, 2005）。
　人間開発指数【訳注 13-5】によると、この地域のすべ
ての国は、開発ランクが高いおよび中程度に分類され
ている。さらに、ラテンアメリカ諸国は人間貧困指数

【訳注 13-6】の上位半分以内にランクづけされ、1975～
2002年にかけて一貫した改善をみせた。ラテンアメリ
カには低開発ランクに分類されている国はないが、技
術開発、金融部門の洗練の程度、輸出能力、所得配分
といったことの水準という点では、国の間で、あるい
は国内で大きな違いがあるという事実を無視すること
はできない（CEPAL, 2002）。

13.3.3.2　経済シナリオ
　この地域の経済発展予測は、この地域がこの 20年
間経験してきた自由化プロセスの成果をどのように
解釈するかということに大きく左右され、相反するも
のになる可能性もある。ラテンアメリカ経済の自由化
に賛成するエコノミストは、自由化政策を実施した国
は成長率、安定性、民主主義の点で改善し、不平等と
貧困に関してさえ改善したと主張している（例えば
Walton, 2004; World Bank, 2006）。その一方で、経済学、
社会学、政治学の別の専門家グループは、新自由化が
この地域に及ぼした影響、特に不平等と貧困の拡大だ
けでなく、経済成長の欠如という点についても懸念し
ている（Huber and Solt, 2004）。この論争にはまだ決着
がついておらず、ラテンアメリカの経済シナリオに多
大な不確実性をもたらしている。
　最初のグループの見解は経済予測に次のような洞察
を与えている。世界銀行のアナリストは、ラテンア
メリカの実質一人当たり GDPの成長率は非常に低か
ったが－ 1990～ 2000年の期間で平均して年約 1.3％
－、長期的には（2006～ 2015年）地域の GDPは年間
3.6％ずつ増加すると予測され、一人当たりの所得は
平均して年 2.3％ずつ増加する見込みだと主張してい
る（World Bank, 2006）。現在の推定値は、この地域の
2006年の成長率を年 4％、2007年には年 3.6％、一人
当たり GDP伸び率をそれぞれ年 2.6％と 2.3％と予測
している（Loser, 2006; World Bank, 2006）。このように
予測がプラスになるのは、過去に成長を抑制していた

財政不均衡とインフレを大幅に縮小させた経済政策の
実施による。この情報源によれば、この地域は、貧困
に関するミレニアム開発目標（MDGs）を達成する途
上にある。しかしながら、この地域のパフォーマンス
が、中央アジアや、特に中国など、ほかの開発途上地
域ほど良くないことに注意することが重要である。こ
の成長率の改善は、現行の経済政策の強化によって達
成できるであろう（Walton, 2004; World Bank, 2006）。
　二つ目の専門家グループは、自由化がもたらした結
果は、経済成長の健全な基盤の確立からはほど遠く、
地域経済を弱体化させ、成長率を低下させ、さらに不
安定にし、社会的不平等と貧困をいっそう悪化させ、
この地域の将来的な成長力を制限したと主張してい
る（Huber and Solt, 2004; Solimano and Soto, 2005）。経
済成長の欠如、不平等、法的枠組みの不備、人口圧力
は、気候変動性と極端現象に対する環境の消耗と脆弱
性を増大させる重要な要因であることが立証されてい
る（CEPAL, 2002）。

13.4　 予想される主要な将来の影響と脆
弱性のまとめ

13.4.1　自然生態系

　生物系は気候の比較的急速な変化に対してゆっく
りと応答するため、熱帯植物種は気候のわずかな変
動に敏感である。この事実は、種の多様性の縮小を
まねくことになるかもしれない。A2排出シナリオに
関するハドレーセンターの大気海洋結合大循環モデ
ル（AOGCM）予測によると、地上気温が 2℃上昇す
ると 2050年までに中央ブラジルのサバンナ（セラー
ド）の 138種の樹木のうち 24％が絶滅する可能性があ
る（Siqueira and Peterson, 2003; Thomas et al., 2004）。ア
マゾン低地では、今世紀末までに、研究対象となった
69種の樹木の 43％が絶滅する可能性がある（Miles et 

al., 2004）。種とバイオームの分布変化に関しては、ア
マゾン低地西部よりもアマゾン低地北東部の方で影響
が大きくなるであろう。AOGCMのいくつかのシナリ
オは、アマゾン低地東部（Nobre et al., 2005）とメキシ
コ中部・南部の熱帯林（Peterson et al., 2002; Arriaga and 

Gómez, 2004）の「サバンナ化」傾向を示している。ブ
ラジル北東部では、メキシコ中部・北部のほとんどの
地域と同じように（Villers and Trejo, 2004）、半乾燥植
生が乾燥域の植生に取って代わられるであろう（Nobre 

et al., 2005）。
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　アマゾン低地の森林の 40％までもが、降水量のわず
かな減少に大きく反応する可能性がある。このことは、
南アメリカの熱帯植生、水循環、気候システムがかな
り急速に変化して現在とは異なる安定状態になり、必
ずしも現在の状態から将来の状態へと徐々に変化する
わけではないことを意味している（Rowell and Moore, 

2000）。森林が、熱帯サバンナなど、気温上昇、干ばつ、
火災によって引き起こされる複合的ストレスへの抵抗
力が森林よりも高い生態系に置き換わる確率の方が高
い。
　主要な生態系プロセスにおいて気候により引き起こ
される変化の研究（Scholze et al., 2005）では、シミュ
レートされた地球温暖化の程度、すなわち 2℃未満、2

～ 3℃、3℃超に従って 3組にグループ分けしたモデル
ラン内での推定結果の分布を検討している。中央アメ
リカとアマゾン低地では森林損失のリスクの増大、ア
マゾン低地では野火の頻度の増大、南アメリカ北西部
では河川流量の増加、中央アメリカでは河川流量の減
少が示されている。南アメリカの多くの地域で野火の
頻度が高まる可能性が高い（気温が 3℃上昇すると頻
度は 60％増大する）。中央アメリカとアマゾン低地で
現存する森林が破壊される確率はこれより低い。気温
上昇が 3℃を超えた場合、アマゾン低地の一部の地域
での森林損失リスクは 40％を超える（図 13.3を参照）。
　年間 2 mずつ上昇するであろう乾季の雲底高度の変
化により、今後 50年間に気温が 1～ 2℃上昇すると、
山岳地域の熱帯雲霧林は絶滅の脅威にさらされるであ
ろう。標高が低くほかの山から離れた山地では、気温
上昇に自然に適応することができない標高範囲にある
ため、局地的に絶滅する植物もあるであろう（FAO, 

2002）。これらの森林における気温と雲底の変化は種
の多様性と構成に多大な影響を及ぼす可能性がある。
例えば、コスタリカのモンテベルデの雲霧林では、こ
れらの変化が既に起こっている。霧がかかる日の発生
頻度の減少は、両生類個体群の減少（50種のうち 20種）
と強く関連づけられており、おそらく鳥類と爬虫類の
個体群の減少とも関連がある（Pounds et al., 1999）。
　モデル研究は、現在多くの種がみられる分布範囲が、
気候変動に伴いこれらの種にとって不適当になること
を示している（IUCN, 2004）。Thomas et al.（2004）は、
将来的な気候シナリオに対する種の分布のモデリング
予測を用い、2050年までの中期的気候変動シナリオの
場合、メキシコでは種の絶滅が急増し、ほ乳類種の 8

％または 26％（新しい地域への分散がある場合とない
場合）、鳥類種の 5％または 8％（分散がある場合とな

い場合）、チョウ種の 7％または 19％（分散がある場
合とない場合）が失われる可能性があることを示した。

13.4.2　農業

　ラテンアメリカにおける商業用の一年生作物に関し
て、作物シミュレーションモデルと将来の気候シナリ
オを用いたいくつかの研究が行われた（表 13.5を参
照）。全球評価（Parry et al., 2004）によると、CO2の効
果を考慮しない場合、温暖化シナリオ（HadCM3 SRES 

A1FI）では穀物収量の減少は 2080年までに 30％に達
する可能性があり、A2シナリオでは飢餓のリスクに
さらされる人数の増加が 2020年には 500万人、2050

年には 2,600万人、2080年には 8,500万人に達する可
能性が高い（Warren et al., 2006）。しかし、CO2の直接
的な効果を考慮すると、収量の変化は、メキシコの 30

％減少からアルゼンチンの 5％増加まで幅があり（Parry 

et al., 2004）、SRES A2のもとでは、飢餓のリスクにさ
らされる人数が 2020年には 100万人増加し、2050年
には変化なく、2080年には 400万人減少するであろう。
　作物ごと、国ごとに検討するさらに詳しい研究も表
13.5に示している。収量予測の不確実性が大きいのは、
使用される GCMや漸増シナリオの違い、検討対象と
なる時間断面と SRESシナリオ、CO2効果を含めるか
含めないか、検討対象となる場所の違いによる可能性
がある。収量予測はばらつきが大きいが、CO2効果を
考慮した場合の 2010年以降のコメ収量の減少の予測
やダイズ収量の増加の予測など、この地域全域で予測
が一致している場合もある。気温の変動が 2倍になれ
ば、将来的な作物収量の減少はさらに大きくなると予
想される（表 13.5参照）。小農地所有者の場合、トウ
モロコシの収量は 2055年までに平均 10％減少する予
想だが、コロンビアでは基本的に収量に変化はなく、
一方ベネズエラのピードモントでは収量が減少してほ
ぼゼロになると予測されている（Jones and Thornton, 

2003）。さらに、既に作物の高温耐性限界に近くなっ
ている熱帯地域と亜熱帯地域では、熱ストレスと乾燥
した土壌の増加によって収量が 3分の 1に減少するか
もしれない。草原でも牧草地でも生産性は影響を受
け、有機質土壌の炭素貯留が減少し、有機物も失われ
る（FAO, 2001b）。その他の重要な問題は、ブラジルに
おけるコーヒー栽培に適した土地の減少と、メキシコ
におけるコーヒー生産の減少が予想されることである
（表 13.5を参照）。
　アルゼンチンやウルグアイのパンパなどの温帯地域
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では、2020年の SRES A2シナリオ下の HadCM3予測
によれば、牧草生産性は 1～ 9％増加する可能性があ
る（Gimenez, 2006）。肉牛生産に関する限り、CO2効
果を考慮しなければ、ボリビアにおける将来気候シナ
リオが家畜重量に及ぼす影響はわずかであるが、CO2

が倍増し、気温が 4℃上昇すると、体重は減少する可
能性が非常に高く、家畜の遺伝子型と地域によっては
減少が 20％にもなりうる（NC-Bolivia, 2000）。
　さらに、気候変動と土地利用の変化が食料生産と
食料安全保障に及ぼす複合的影響は、土地の劣化と
侵食パターンの変化に関連づけられる（FAO, 2001b）。
World Bank（2002a, c）によると、一部の開発途上国は
環境劣化に関連する生産性と資本の損失により、GDP

が 4～ 8％低下している。チリ中部と北部、ペルー沿
岸地域、ブラジル北東部、乾燥したグランチャコとク
ヨ、アルゼンチン中部・西部・北西部、およびメソア
メリカのかなりの部分など、ラテンアメリカの乾燥し
た地域では（Oropeza, 2004）、気候変動が農地の塩性化
と砂漠化をもたらす可能性が高い。砂漠化と塩性化は、
2050年までにラテンアメリカとカリブ海地区の農地の
50％に影響を及ぼすであろう（FAO, 2004a）。
　害虫と疾病に関しては、将来ブラジルの生産地域
でコーヒーハモグリバエ（Perileucoptera coffeella）と
線虫（Meloidogyne incognita）が増加する可能性が高
い。SRES A2シナリオのもとでは、コーヒーハモグリ
バエの発生周期が 2020年には 4％、2050年には 32％、
2080年には 61％増加する可能性がある（Ghini et al., 

2007）。Fernandes et al.（2004）によると、ブラジル南
部とウルグアイでは気候変動によりコムギにFusarium 
（赤カビ病）が発生するリスクが増大する可能性が非
常に高い。気候が温暖化すると灌漑用水需要が増加し、
工業用水に加え、農業用水と家庭用水の間の競合が増
大すると予測されている。地下水面の低下とその結果
生じる揚水に利用されるエネルギーの増加により、農
業のコストは高くなるだろう（Maza et al., 2001）。セ
アラ州（ブラジル）では、貯水した地表水の利用可能
性が大幅に低下することにより、2025年以降水の需
要と供給の不均衡が増大する可能性がある（ECHAM 

scenario; Krol and van Oel, 2004）。

13.4.3　水資源

　ラテンアメリカの人口のほぼ 13.9％（7,150万人）
が安全な水の供給を受けられない。このうち 63％（450

万人）が農村地域に居住している（IDB, 2004）。多く

の農村コミュニティは限られた淡水資源（地表水また
は地下水）に依存し、その他の多くは雨水に依存し
て、干ばつに対して非常に脆弱な雨水利用法を用いて
いる。気候変動がない状態で、水ストレスのある（年
間一人当たり 1,000 m3未満）流域に居住する人々は、
1995年には 2,220万人と推定された（Arnell, 2004）。
SRESシナリオのもとで水ストレスの増大を経験する
人数は 2020年代には 1,200万～ 8,100万人、2050年代
には 7,900万～ 1億 7,800万になると推定されている
（Arnell, 2004）。この推定値では水ストレスのある地域
から出てゆく人数は考慮されていない（表 13.6とは異
なる）。ラテンアメリカ諸国の多くの地域で観察され
る現在の脆弱性は、人口増加に起因する家庭用と灌漑
用の水需要の増大と、多くの流域で予想されている乾
燥状態の進行の複合的な悪影響を受けて増大するであ
ろう。従って、水ストレスの軽減を経験する人数を考
慮しても、水ストレスを受けるようになる人数の正味
の増加があるだろう（表 13.6を参照）。
　深刻な水ストレスが予想されるラテンアメリカの一
部の区域（中央アメリカ東部の平野部、グアテマラ
のモタグア渓谷と太平洋側斜面、エルサルバドルの東
部地域と西部地域、コスタリカの中部渓谷と太平洋地
域、ホンジュラスの北部、中部、西部の山間地域、お
よびパナマのアスエロ半島）では、水の供給と水力発
電が多大な影響を受けるであろう（Ramírez and Brenes, 

2001; ECLAC, 2002a）。
　脆弱性の研究は氷河後退の進行を予測している。コ
ロンビアの水利用可能量は 2015～ 2025年にかけて高
いストレス状況が予測され、パラモ【訳注 13-7】の水供
給と生態系の機能に影響を及ぼし（IDEAM, 2004）、ペ
ルーの人口の 60％に供給される水の利用可能量に影響
を及ぼす見込みが非常に大きい（Vasquez, 2004）。予測
される氷河の後退も、コロンビア（IDEAM, 2004）や
ペルーなど一部の国の水力発電に影響を及ぼすであろ
う。最も影響を受ける河川の一つは、一箇所の水力発
電所でペルーの電力の 40％を発電し、リマに集中する
同国の工業の 70％にエネルギーを供給しているマンタ
ロ川であろう（UNMSM, 2004）。
　エクアドルでは 11の主要な流域のうち 7つが年間
流量の減少による影響を受け、気温が 2℃上昇し降水
量が 15％減少するシナリオに対して、2010年に、月
間減少量は、変動はあるものの、（平均月間流量に関
して）未充足需要が 421％にまで達することを最近の
研究が示している（Cáceres, 2004）。チリでは、沿岸の
都市における給水・衛生サービスに対する被害の可能
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性と、塩水の浸入による地下水の汚染を最近の研究が
裏付けている。中央地域の河川流域では、河川流量の
変化によって、多くの水制御のための仕掛けの設計し
直しが必要となるであろう（NC-Chile, 1999）。
　ひどい乾燥状態の場合、不適切な農業慣行（森林破
壊、土壌侵食、農薬の過度な使用）が地表水と地下水
を減少させ、水質を悪化させるであろう。このような
ことは、ニカラグアのレオン、セバコ渓谷、マタガルパ、
ヒノテカ、コスタリカの大都市地域と農村地域、中央
アメリカの中部渓谷の諸河川、コロンビアのマグダレ
ナ川、チリのラペル川流域、ブラジル、ウルグアイ、
アルゼンチンのウルグアイ川など、現在劣化がみられ
る地域で起きるであろう（UNEP, 2003b）。
　地滑りは激しい／長期にわたる降水現象と暴風雨に
よって引き起こされる。さらに、ラテンアメリカでは、
地滑りは、森林破壊、土地計画と災害警報システムの
欠如に関連づけられる。既に地滑りと泥流に対して脆
弱になっているラテンアメリカの多くの都市が、極端
現象の悪化の被害を受け、地域住民が被るリスク／危
険が増大する可能性が非常に高い（Fay et al., 2003）。
加速する都市の発展、貧困の増大、給水への低い投資
は、多くの都市での水不足、衛生サービスを受けられ
ない都市住民の割合の高さ、＜水＞処理施設の欠如、
高レベルの地下水汚染、都市の排水システムの欠如、
雨水溝への家庭排水の流入、渇水期中の氾濫谷の占拠、
および洪水時期における大きな影響、に寄与するであ
ろう（Tucci, 2001）。

13.4.4　沿岸域

　ラテンアメリカでの脆弱性・影響評価の大半は
UNFCCC（国連気候変動枠組条約）への国別報告書
（NC）の枠組みのもとで実施された。残念なことに、
採用された方法論的アプローチは非常に多様である。
多くは漸増シナリオに基づくものであり（SLR 0.3-1.0 

m）、沿岸域の河川洪水と組み合わされている場合も
ある。対策を講じた場合と講じない場合の費用便益分
析を含むものもある（例えば、エクアドル、エルサル
バドル、コスタリカ）。SLR、洪水、高潮の長期的な、
また最近のトレンドは必ずしも常に入手できるわけで
はなく、分析されているわけでもない。ENSO現象と
SST上昇が漁業に及ぼす影響を優先している国（例え
ば、チリ、ペルー）もある。
　予測される気候変動と海面上昇は 2050～ 2080年に
ラテンアメリカの沿岸域に多大な影響を及ぼすと予測

されている。沿岸域の大半の住民、経済活動、インフ
ラが海面レベルかその近くに位置しているため、沿岸
域は洪水や侵食の被害を被り、住民、資源、経済活動
に多大な影響を受ける可能性が非常に高い（Grasses et 

al., 2000; Kokot, 2004; Barros, 2005; UCC, 2005）。SLR増
分シナリオと将来の気候変動シナリオを用いたいくつ
かの研究の結果を表 13.7に示す。重大な社会経済的結
果を引き起こすと予測される影響としては、洪水、住
民の立ち退き、飲料水源に影響を及ぼす低地の塩性化
（Ubitaran Moreira et al., 1999）、沿岸の暴風雨レジーム
の変化、侵食の増加と沿岸地形の変化（Conde, 2001; 

Schaeffer-Novelli et al., 2002; Codignotto, 2004; Villamizar, 

2004）、農地の転換、漁場へのアクセスの支障、マン
グローブを含む種の多様性への悪影響、地下水を含む
水資源の塩水化と乱開発（FAO, 2006）、海洋および沿
岸環境における汚染と海水の酸性化（Orr et al., 2005）
がある。このほかに、沿岸の砂州の人工的除去、観
光からの圧力、外来種の過剰な植林、パタゴニアの
河川流量の減少から始まった沿岸の後退などの要因
が、沿岸域の環境に影響するであろう（Grasses et al., 

2000; Rodríguez-Acevedo, 2001; OAS-CIDI, 2003; Kokot, 

2004）。
　沿岸の観光に関しては、最も大きな影響を受ける
国々は、GDP、国際収支、雇用に対する観光部門の貢
献度が比較的高く、暴風と予測される海面上昇の脅威
を受けている国、すなわち中央アメリカ諸国、南アメ
リカのカリブ海沿岸諸国、ウルグアイであろう（Nagy 

et al., 2006a, c）。このように、気候変動はすべての沿岸
諸国にとって大きな課題となる可能性が非常に高い。

13.4.5　人の健康

　南北アメリカでの気候変動に起因する健康への影
響の地域別評価は、主として懸念されるのが熱スト
レス、マラリア、デング熱、コレラ、その他の水を
媒介とする病気であることを示している（Githeko and 

Woodward, 2003）。マラリアはラテンアメリカで深刻な
健康リスクを与え続け、熱帯・亜熱帯地域に居住する
2億 6,200万人（ラテンアメリカの人口の 31％）に何
らかの伝染リスクの可能性があり、その人口比率はア
ルゼンチンの 9％からエルサルバドルでは 100％に及
ぶ（PAHO, 2003）。SRES排出シナリオと社会経済シナ
リオに基づく予測の中には、アマゾンや中央アメリカ
など、降水量の減少が予測されている多くの地域でマ
ラリア感染シーズンの短縮を示しているものもある。
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評価結果は、南アメリカにおけるマラリア分布の南限
周辺地域でリスクにさらされる人数が増加することを
報告している（van Lieshout et al., 2004）。ニカラグアと
ボリビアは 2010年にマラリアの発生が増加する可能
性を示し、季節による変動を報告している（Aparicio, 

2000; NC-Nicaragua, 2001）。マラリアとそのリスクにさ
らされる人口の増加は、治療と社会保障費を含む保健
医療サービスのコストに影響を及ぼす可能性がある。
　Kovats et al.（2005）は、中央アメリカと南アメリ
カの 2030年におけるさまざまな健康被害に関する相
対的リスク（曝露を受けなかった人々の疾病／被害ま
たは死亡リスクに対する曝露を受けた人々のリスクの
比率）を推定したが、相対的リスクが最も高かったの
は沿岸洪水による死亡（溺死）、これに下痢、マラリ
ア、デング熱が続いている。別のモデルは、メキシ
コ、ブラジル、ペルー、エクアドルで、感染の地理的
範囲が変化することによりデング熱のリスクにさらさ
れる人々が大幅に増加することを予測している（Hales 

et al., 2002）。ペルー、ブラジル、パラグアイ、ウルグ
アイ、アルゼンチン、ボリビアにおける皮膚リーシュ
マニア症の空間的分布の変化（伝染）（Aparicio, 2000; 

Peterson and Shaw, 2003）とデング熱媒介動物の月別の
分布（Peterson et al., 2005）を予測しているモデルもあ
る。
　気候変動は森林火災のリスクを増大させる可能性が
高い。一部の国では、野火と森林の人為火災が呼吸器
系疾患による外来通院リスクの増加と呼吸障害リスク
の増大に関連づけられている（WHO, 2000; Mielnicki et 

al., 2005）。「ヒートアイランド」効果にさらされ、気
団の停滞とその結果起きる大気汚染を助長する地勢の
付近に位置する都市地域では、健康問題、特に地上オ
ゾン濃度に起因する健康問題がいっそう悪化するであ
ろう（PAHO, 2005）。さらに、土質のゆるい丘陵地に
ある都市居住地は地滑りと泥流の影響を受け、その結
果質の悪い住宅に住む人々の脆弱性が非常に高くなる
であろう。
　プンタアレナス（チリ）では、過去 20年間に相当
異常な成層圏オゾンの喪失と UV-B波の増加が起き、
その結果、光に適応していない人々が、変化した太陽
紫外スペクトルに繰り返しさらされ、紅斑と光発癌の
リスク拡大を引き起こした。Abarca and Cassiccia（2002）
によると、非メラノーマ皮膚がん率は全体の 81％で、
10万人当たり 5.43人から 7.94人に増加した（46％の
増加）。
　干ばつ、環境劣化、経済的理由による人の移動は病

気を予期せぬ方法で広げる可能性があり、都市地域の
貧困増大と農村地域の森林破壊、環境劣化により、媒
介動物の新しい繁殖地が生じる可能性がある（Sims 

and Reid, 2006）。
　最近の研究は、ベネズエラ（Feliciangeli et al., 2003; 

Ramírez et al., 2005）とアルゼンチン（PNC, 2005）で
シャーガス病【訳注 13-8】が再発生する可能性と、ペル
ーでの媒介動物の分布拡大（Cáceres et al., 2002）を警
告している。
　ブラジル諸地域の全国的評価は、北東部が、その社
会指標の示す貧困、高い流行性感染症レベル、この半
乾燥地域に影響を及ぼす周期的な干ばつのために、気
候変動が健康に及ぼす影響に対して最も脆弱であるこ
とを示した（Confalonieri et al., 2005）。

13.5　適応：実践、オプション、制約

13.5.1　実践とオプション

13.5.1.1　自然生態系
　気候変動への適応力を増大させるオプションには、
政策、企画、管理の改善と強化をとおしてラテンアメ
リカの生態系劣化を縮小させることが含まれている。
Millennium Ecosystem Assessment（2005）、Biringer et 

al.（2005）、FAO（2004b）、Laurance et al.（2001）、Brown 

et al.（2000）、Nepstad et al.（2002）によると、この適
応力増大オプションには基本的に次のものがある。
・ 政府に関して：政策が生態系保護に重点を置くよう
にするため、さまざまな部局と産業部門の間で意思
決定を統合し、国際機関に参加する。

・ シナジー（相乗作用）を特定し活用する：既存の適
応政策・適応行動と提案されているものとの間の相
乗作用を活用することで、この両方の努力に多大な
便益をもたらすことができる（Biringer et al., 2005）。

・ 周縁化された集団とその生態系サービスに影響を及
ぼす決定に感化を及ぼすため、この集団に権限を付
与させ、天然資源に対する地元コミュニティの所有
権を法的に認めさせる運動を行う。このオプション
は、森林火災の発生抑制の鍵である。

・ ボリビアのノエル・ケンプ・メルカード気候行動プ
ロジェクトやベリーズのブラボー川炭素固定パイロ
ット・プロジェクトなどのような、あらゆる地域計
画の決定と貧困削減戦略に生態系サービスの健全な
評価と管理を含める。

・ 自然の生息地の分断を防ぐ目的で、保護地域間のつ
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ながりを保つために、保護地域、特に生物コリドー
や生態的コリドーを増やす。実施程度は異なるが行
動を伴うプログラムとプロジェクトには次のもの
がある：メソアメリカ生物コリドー、二国間のコ
リドー（例えば、アルゼンチンとボリビア間のタリ
キア・バリツ、ペルーとボリビア間のビルカバン
バ・アンボロ、ペルーとエクアドル間のコンドル・
クツク、エクアドルとコロンビア間のチョコ・マナ
ビ）、ブラジルのアマゾン地域とコロンビアの大西
洋側の森林で現在実施されている自然コリドープロ
ジェクト（例えば、グアチャロ・プラセ生物コリド
ーとロブレ大西洋沿岸林コリドー）、ベネズエラの
自然コリドー（例えば、シエラ・デ・ポルトゥゲ
サ生物コリドー）、チリ（例えば、アンデス山脈・
海岸山脈コリドーとゴンドワナプロジェクト）、ア
ルゼンチンでのいくつかのイニシアティブ（例え
ば、アルゼンチン河岸湿地コリドーイニシアティブ
（Iniciativa Corredor de Humedales del Litoral Fluvial de 

la Argentina）、ミシオネスの緑のコリドー（Corredor 

Verde de Misiones）、沿岸生物多様性計画（Proyecto 

de Biodiversidad Costera）。
・ この地域の熱帯諸国は、ブラジルのアマゾンの一部
で最近提案されたような、環境立法の強化のための
プログラムへの十分な資金提供、広大な森林開墾に
代わる経済的代替案（炭素のクレジット化を含む）
の支援、遠隔地の森林地域での能力開発により、森
林破壊を削減することができる（Nepstad et al., 2002; 

Fearnside, 2003）。さらに、十分な資金を得ることが
できれば、保護地域でかなりの量の森林を救うこと
ができる（Bruner et al., 2001; Pimm et al., 2001）。

・ 評価モニタリング（M & E）適応戦略は、生物多様
性に影響を及ぼす。生物システムの変化を監視する
プロセスは複雑かつ資源集約的になり、複雑な観測
やデータ収集、骨の折れる分析などを必要とする。
堅固だが能率的なM & Eプロセスを確実にする計画
を開発するように留意しなければならない（Biringer 

et al., 2005）。
・ 保護地域と農業地域とが重なっている場合、農業生
態学的方法を用いた農林業は、ラテンアメリカで生
物多様性を維持するための高い可能性をもたらす
（Morales et al., 2007）。

13.5.1.2　農林業
　農業分野では気候変動の影響抑制を目指す適応策が
提案されてきた。例えばエクアドルでは、農業生態学

的区域割りと適切な播種・収穫シーズン、収量の多い
種の導入、灌漑システムの設置、肥料の適切な使用、
害虫・病気制御システムの実施などのオプションが提
案された（NC-Ecuador, 2000）。ガイアナでは、作物の
種類（熱や湿気からの要求と短期間で成長する種類）
に関するいくつかの調整、土壌管理、耕作可能面積を
増加させるための土地配分、新しい水源の利用（廃水
のリサイクル）、収穫効率、生産を補うための購入品（肥
料や機械）が確認された（NC-Guyana, 2002）。
　作物シミュレーションモデルによって適応策が評価
されてきた国もある。例えば、アルゼンチンのパン
パ地域では、播種日を早め、コムギとトウモロコシの
成長サイクルがより長い遺伝子型を利用すれば、霜
の期間が短くなる結果予測される成長シーズンの長
期化をうまく活かすことになるであろう（Magrin and 

Travasso, 2002）。もっと最近では、Travasso et al.（2006）
が、南ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンで、将来
の気候がトウモロコシとダイズの生産に及ぼす悪影響
を、播種日を変え、補助的灌漑を増やすことで相殺で
きると報告した。
　食料安全保障の面では、かなりの数の小農地所有者
と自給農家が短期的には気候変動に対して特に脆弱に
なる可能性があり、彼らの適応オプションはさらに限
られることになるかもしれない。特に懸念されるのは、
乾燥傾向が既に報告されている中央アメリカと、アン
デスの貧しい地域の農家である。こういったコミュニ
ティでの適応には、新規の、および既存の作物・畜産
物の市場開発政策、干ばつに強い作物の品種改良、農
場管理慣行の改正、農外雇用創出のためのインフラ改
善があるかもしれない。こういったコミュニティの
適応オプションを検討する場合、部門横断的見方が
ますます必要になっている（Jones and Thornton, 2003; 

Eakin, 2005）。小規模農家が気候変動に最も脆弱な社
会グループに入るブラジル北東部の乾燥地域では、原
産植物（例えば、トウゴマの実）からのバイオディー
ゼル産業用の植物油の生産が適応策として提案された
（La Rovere et al., 2006）。
　地球規模の研究（アルゼンチン北部とブラジル南東
部の事例研究を含む）は、アルゼンチン北部では、現
在の気候下で時折起きている農業用水の問題が気候変
動によっていっそう悪化する可能性があり、作物の栽
培品種の時宜を得た改良、灌漑・排水技術、水管理が
必要になるかもしれないと結論づけた。逆に、ブラジ
ル南東では、将来的な農業用水の供給は豊富になる可
能性が高い（Rosenzweig et al., 2004）。

ラテンアメリカ第 13 章



560 561

　地域的気候に及ぼす可能性が高い森林破壊の影響を
回避する方法として、現在この地域ではいくつかの方
策がとられ始めており、将来的に強化される可能性が
高い。アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、ペルーは、
より良い規制策、持続可能性の原則、保護地域の拡大、
林産物の認可、非森林地域への植林地の拡大を含む、
森林に関する新しい法律と政策を採択した（Tomaselli, 

2001）。2003年に 1万 8,000 km2の森林とサバンナが
牧草地とダイズ畑に転換されたブラジルアマゾンのマ
ットグロッソ州では、森林伐採の免許とダイズの環境
認証を必要とするということが環境保護の方法として
導入された。マットグロッソの畜産業についても同じ
ような提案が策定されているところである（Nepstad, 

2004）。ほとんどの国が、天然林管理のための奨励制
度を用意している。すなわち、土地税免除（チリ , エ
クアドル）、技術援助（エクアドル）、補助金（アルゼ
ンチン、メキシコ、コロンビア）土地税免除（チリ , 

エクアドル）、技術援助（エクアドル）、補助金（アル
ゼンチン、メキシコ、コロンビア）である。 チリとガ
イアナは、森林プロジェクトを承認する前に、プロジ
ェクトの大きさに応じて環境影響の事前調査を要求し
ている。メキシコ、ベリーズ、コスタリカ、ブラジル
は、既に森林認証を適用している。アルゼンチン、チリ、
パラグアイ、コスタリカ、メキシコは、生産面と環境
面を考慮し、コミュニティ集団と先住民集団を含む市
民社会が広く参加する、持続可能な管理の適用を証明
するためのモデル森林を確立した。

13.5.1.3　水資源
　ラテンアメリカの水管理政策は、ラテンアメリカ諸
国の水資源の利用可能量と需要を管理する能力を強化
し、変化する気候条件下で人々の安全と所有物の保護
を確実にするために確立すべき適応基準の中心になら
なければならない。この点に関して、主な適応策は、
以下のことを含まなければならない。すなわち、危険
地区・氾濫源の利用・建築基準の現行規則の遵守を確
実にする氾濫源での土地利用に関連した法律の改正と
さらなる策定、水管理のための構造面での方策の設計
と安全基準の再評価、乾季に備えた貯水のための地下
水の保護・復旧計画の策定、気候変動性の増大に対す
る緩衝剤としての河川と湿地の価値を強調し、洪水に
対する適応・緩和プログラムへの脆弱な集団の参加を
改善する国民意識高揚キャンペーンの展開、である
（IRDB, 2000; Bergkamp et al., 2003; Solanes and Jouravlev, 

2006）。

　ラテンアメリカ地域の 60％を占める乾燥した条件に
適応するには、安全な水に関するミレニアム宣言（The 

Millennium Declaration for Safe Water）の目標を 2015年
までに達成するための、1億 2,100万人に安全な水を
供給するシステムを作り上げるのに必要な 177億米ド
ルに加え、給水システムへの投資額の大幅増加が必要
であろう（ただし、これでもラテンアメリカ人口の 10

％は安全な水を得られないままである）（IDB, 2004）。
　世界の一部の地域、特にカリフォルニアでは、流域
間分水の管理が水開発の解決策であった。ラテンアメ
リカでは、ヤカンブ流域（ベネズエラ）、カタマヨ・
チラ流域（エクアドルおよびペルー）、アルトピウラ
とタンマロの流域（ペルー）、サンフランシスコ川（ブ
ラジル）での流域間分水が、住民への給水に対して生
じる可能性が高いストレスを緩和するオプションにな
るであろう。流域間分水は、環境への影響と水循環レ
ジームを考慮し、責任を持って実施されるべきである
（Vásquez, 2004; Marengo and Raigoza, 2006）。
　都市と農村の地下水利用は、各地域で確認された水
質、分布、長期的トレンドを考慮して管理され、合理
的に扱われる必要がある。持続可能な地下水と帯水層
の管理を開発するためには、過剰な取水の影響を制限
または低減し、取水の増加速度を低下させ、帯水層の
人工的涵養の可能性を開拓し、地下水貯留の計画的利
用のオプションを評価するというルールを適用すべき
であろう（IRDB, 2000; World Bank, 2002b; Solanes and 

Jouravlev, 2006）。水保全の慣行、水の再利用、産業プ
ロセスを変えることによる水のリサイクル、水消費の
最適化が、水ストレス発生期間に適応する機会をもた
らす（COHIFE, 2003）。

13.5.1.4　沿岸域
　ラテンアメリカの沿岸システムの将来的な適応は、
主に沿岸区域の管理、監視、保護計画を基礎としてい
る（13.2.5.4および 13.4.4節）。これらの計画は、気候
の変動と変化に固有のものではなく、まだ十分に実施
されていない。しかし、現在の沿岸環境の枠組みは、
気候変動への適応オプション実施の重要な支えになる
はすである。表 13.8は、気候変動への適応に関連した
実践とオプションの例を示している。
　たいていの漁業国には、漁場へのアクセスを管理す
る規則があり（アルゼンチン、チリ、エクアドルな
ど）、沿岸資源と漁業資源の利用を制御し、適応策を
導入するために、新しい法律を起草している国もある
（コスタリカ、ガイアナ、パナマ、ペルー、ベネズエ
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ラなど）。海洋環境の保護、海洋や陸域の汚染源から
の汚染の防止、商業漁業の管理について多くの地域協
定も締結されてきた（Young, 2001; UNEP, 2002; Bidone 

and Lacerda, 2003; OAS-CIDI, 2003）。ブラジルとコスタ
リカは、ストラドリングフィッシュストック 1と著しく回
遊性の漁業資源の保護と管理に関する国連海洋法条約
（UNCLOS, 2005）を批准した。
　沿岸域の生物多様性は、マングローブや零細漁業な
どの沿岸資源の持続可能な開発の一環として保護を取
り入れる、地域社会による管理を推進することによる
持続可能な利用をとおして維持し、さらに改善するこ
とさえ可能であろう。これに関連して、メキシコ、エ
クアドル、グアテマラ、ブラジル、ニカラグアは、沿
岸域の森林管理への地元コミュニティの参加を発展さ
せるイニシアティブを推進してきた。

13.5.1.5　人の健康
　ラテンアメリカ諸国の気候変動に起因する健康への
さまざまな影響に対処するために実施すべき多くのイ
ニシアティブがある。この地域では、コミュニティの
参加などを含め、影響に関する認識を高めるべきであ
る（第 8章 8.6.1節を参照）。情報の欠如は意思決定に
悪影響を及ぼす大きな欠点であり、研究と人的資源の
訓練は欠かせない。従って、研究と意思決定を支える
ためになすべき主要なことの一つは、気候感度の高い
疾病に関する監視システムの強化に基づき、健康状態
と事象を対応する気候と関連する環境問題（洪水、竜
巻、地滑りなど）に関係づける統計情報を構築するこ
とである（第 8章 8.6節を参照）（Anderson, 2006）。こ
のような情報を報告、分類し、データを衛生／保健
状態の広域化に組み込み、そうすることで伝染病流
行の早期警戒を改善するには、全米保健機構（PAHO/

WHO）との定期的なコミュニケーション経路の確立が
不可欠である。グローバル・ヘルス・ウォッチ（Global 

Health Watch）2005-2006などの国際的イニシアティブ
の利点も、単に情報の受け手としてだけでなく、情報
の提供者としても考慮すべきである。評価では、気候
変動に対する人の健康の脆弱性と公衆衛生の適応を考
慮に入れるべきである。
　人の健康は多くの異なる分野間の相互作用の結果で
あるため、水媒介性疾患と脆弱な住民の監視に重点を
置く方策をみきわめるためには、農業分野、生物多様
性、天然資源、大気汚染、干ばつの影響と同時に、水

分野の影響を考慮することが重要である。健康に関す
る重要な懸念事項は人の移動の増大と疾病パターンの
変化の影響であり、このことは、政府間協力と国境を
越えた行動の重要性を意味する。感染速度の自動予測
により疾病の予防と治癒のために資源利用を最適化す
る新しい可能性をもたらすには、疾病媒介動物に関す
る生態的地位モデリングに基づく将来分析が非常に役
立つであろう（Costa et al., 2002; Peterson et al., 2005）。

13.5.2　適応に対する制約

　現在のところ、この地域では、気候変動への適応の
ために政策の有効性と経済効率を達成するステーク
ホルダーの許容力と意思決定者の能力を損なう可能性
が非常に高い、さまざまな性質の制約がみられる。限
られた信用能力や技術支援などの社会経済的、政治的
要因、農村地域のインフラへの公共投資の低さが、農
業分野、特に小規模生産者の適応オプション実施能力
を大きく低下させていることが示されている（Eakin, 

2000; Vásquez- León et al., 2003）。さらに、不十分な教育・
公衆衛生サービスは、主に貧しい農村地域で、気候の
変化と変動の影響低減と、洪水や干ばつなどの極端な
気象現象への対処メカニズムの開発にとって大きな障
害になっている（Villagrán de León et al., 2003）。
　リスクの不十分な評価、技術的知識の欠如、不適切
なモニタリング、不十分または不完全なデータベース
と情報は、現在みられる気候トレンドへの適応に対す
る重大な制約である。この地域の天気予報と早期警戒
システムの有効性は、これらを実施・運営するための
資源の欠如とともに、主にこういった要因による制約
を受けている（NC-Ecuador, 2000; Barros, 2005）。
　公衆衛生政策は、大規模な予防プログラムではなく
治療に重点が置かれ、気候変動による影響への取り組
みで公衆衛生政策の効果を高めうるほかの社会経済政
策と統合されていない。分野横断的問題と長期的な公
衆衛生の課題に取り組む方法に欠けている。ほとんど
の国で、保健医療部門と環境、水資源、農業、気候学
的／気象学的サービスなどほかの分野との分野間協力
はきわめて限られている（Patz et al., 2000）。沿岸地域
では、環境に関する政策、法規、規制が、気候変動に
関連する影響への適応オプションの実施でこれまでず
っと対立してきた（UNEP, 2003b）。

1

1  ストラドリングフィッシュストック（漁業資源）：ある国の排他的経済水域（沿岸域）と＜それに続く＞公海にまたがって分布。
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13.6　事例研究

　＜南アメリカに関する事例研究を Box 13.1、Box 13.2

に示す。＞

13.7　結論と持続可能な開発への含意 

　ラテンアメリカでは、極端な気候現象が増加し、気
候変動が起きているという十分な証拠がある。TAR以
降、継続的な干ばつ／洪水現象、南大西洋のハリケー
ン・カタリーナ、カリブ海地域での 2005年の記録的
なハリケーンシーズンなどの異常で極端な気象現象が
ほとんどの国で起きてきた。さらに、20世紀中には、
いくつかの地域について気温上昇、降雨量の増加と減
少、極端現象の変化が報告された。極端現象の変化と
しては、暑い夜の増加傾向、激しい降雨現象と連続的
な乾燥日の増加傾向があった。このような変化の悪影
響は、氷河の後退、洪水頻度の増加、罹患率・死亡率
の上昇、森林火災の増加、生物多様性の喪失、植物の
病気の増加、乳牛生産の減少、水力発電に伴う問題で
あった。しかし、温帯域の農業分野に関しては便益の
ある影響が報告された。Swiss Reの推定によると、ラ
テンアメリカで気候変動を減速させる措置がとられな
ければ、次の数十年の間に気候に関連した災害のコ
ストは年間 3,000億米ドルになりうる（CEPAL, 2002; 

Swiss Re, 2002）。
　一方、森林破壊の速度は TAR以降加速している（例
えばブラジルのアマゾン低地）。アルゼンチン、ボリ
ビア、ブラジル、パラグアイでは、農業の拡大、主に
ダイズ耕作のブームは、森林破壊をいっそう悪化させ、
土地の劣化プロセスを激化させてきた。この危機的な
土地利用の変化は、南アメリカの既に水ストレスを受
けている地域の多くで乾燥と砂漠化を進め、景観に影
響を及ぼすだけでなく、この地域の水循環と気候も変
化させるであろう。
　気候ストレスや土地利用の変化とともに、ほかのス
トレスもラテンアメリカの持続可能な開発を危うくし
ている。都市域への移住の結果生じた人口圧が、失業
の拡大、過密、感染症の蔓延を引き起こす。さらに、
過剰開発は大半の地方的生産システムにとっての脅威
であり、帯水層の乱開発と灌漑システムの誤った管理
が土壌と水の塩性化と衛生問題を引き起こしている。
　21世紀末までのラテンアメリカの予測される平均気
温の上昇幅は、シナリオに応じて 1～ 4℃または 2～
6℃であり、気象と気候の極端現象の頻度が高まる可

能性が非常に高い。森林破壊が 2002/03年の速度で進
めば、2020年までにブラジルのアマゾン低地の森林の
うち 1億 haが消失し、南アメリカのダイズ耕作面積は
5,900万 haに達して、世界のダイズ生産の 57％を占め
る可能性がある。2050年までにラテンアメリカの人口
は 2000年の 50％増になる可能性が高く、田舎から都
市への移住が続くであろう。
　予測される変化は、以下のことによって多くの生態
系や分野に深刻な影響を及ぼす可能性が非常に高い
（図 13.5を参照）：
・ 植物と動物の種の多様性を減少させ、生態系の構成
とバイオーム分布の変化を引き起こす。

・ 近い将来（2020～ 2030年）大半の熱帯＜山岳地帯
の＞氷河を融解させる。

・ 水の利用可能量を低下させ、水力発電量を減少させる。
・ 砂漠化と乾燥を増大させる。
・ 沿岸地域の住民、資源、経済活動に重大な影響を及
ぼす。 

・ 害虫と作物の病気を増加させる。
・ 一部の人間の病気の分布を変化させ、新しい病気を
もたらす。 

気候変動は、南アメリカ南部のダイズ収量の増加予測
という便益のある影響をもたらす可能性が高い。しか
し、ダイズ生産の拡大に応じて自然の生息地が将来ダ
イズ畑に転換されると、コリドー、乾燥および湿潤チ
ャコ、アマゾンの移行帯の森林と多雨林、大西洋沿岸、
チキターノ、ユンガスの森林などの一部の生態系に重
大な影響を及ぼす可能性が非常に高い。
　ラテンアメリカ諸国が「特段の対策をしない」シナ
リオを続ければ、この地域の経済的、社会文化的発展
を支えてきた豊富な天然資源はさらに劣化し、この地
域の成長能力は低下する。環境面と社会面の考慮を、
意思決定と開発戦略の縁辺から前面に押し出す手助
けをするため、緊急措置をとらねばならない（UNEP, 

2002）。
　気候変動は、気象と気候プロセスの時間と場所、お
よび頻度と強度が変化する結果生じる、新しい環境条
件をもたらすであろう。これらの大気プロセスは、開
発の基盤となる環境的、社会的、経済的支柱と密接に
関連し合い、それらはまとまって持続可能な開発経路
の選択に影響を及ぼす可能性がある。新しい気候シス
テム、とりわけ極端現象のいっそうの悪化に直面して、
持続可能性を達成するためには人間と自然のシステム
を管理する新しい方法が必要となるであろう。地域、
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サブ地域、地方における将来の開発は、信頼できる十
分緻密な基礎データに基づかなければならない。従っ
て、どんなものであれ持続可能な開発を目指す行動は、
既に政府やステークホルダーに対し、移行期間から新
しい気候システムが確立されるまでの気候現象の悪影
響に対処するために必要な、また、新しい気候システ
ムの潜在的利点を活用するために必要な行動を促進す
るうえで欠かせない情報の開発で先導的役割を担うこ
とを求めている。

13.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　本章で言及した予測は、利用できる数学的モデルの
質に左右される。さまざまな節でみられるように、矛
盾する記述がある。このような矛盾は、ほかの分野や
地域に関する章でもみられるが、特に必要な観測的基
礎がない場合に、モデルの欠点を目立たせる。モデル
の欠点に加え、地域の社会経済的条件を十分に代表し
ていない社会経済的シナリオの利用や、ダウンスケー
リング技術が今でも直面している問題によって、情報
不足が致命的な不確実性としていっそう強調される。
加えて、不確実性のもとでのステークホルダーと意思
決定者へのリスクの伝達は、早々に取り組む必要のあ
る重大な弱点とみられてきた。
　将来的な適応に関する経済効率と政策効果を高める
には、情報ギャップを縮小するために重要な分野横断
的研究努力が必要である。気候変動が将来この地域に
課す課題に備えて、現在直面している気候の変動性と
トレンドに関して既に特定されている、次のような制
約を解決することが優先適研究課題である：
・ 認識の欠如
・ うまく配置された信頼できる観測システムの欠如
・ 十分な監視システムの欠如
・ 乏しい技術的能力
・ 農村地域でのインフラ開発のための投資と融資の欠如
・ 主として分野間の統合的評価の不足
・ 現在および将来の気候の変動と変化が経済に及ぼす
影響に関する研究の不足

・ 気候変動が社会に及ぼす影響に関する研究の不足
・ 地域全体に関するテーマの扱いにおける明確な優先
順位付けの欠如

さらに、これ以外の気候変動に関する優先課題として
は次のものがある：
・ 将来予測における不確実性を低減する。

・ 脆弱性の減少および／または適応力の増大に対する
さまざまな政策オプションの影響を評価する。

我々が計画から観測および警報システムの効果的運営
へと姿勢を変えなければならないことにも触れておく
べきであろう。現在、重大な気候現象への対応は事後
介入というかたちでなされるのが一般的で、現象が起
こる前に状況を復旧する資金は不十分な場合が多い。
必要な変化は、対応する＜社会＞文化から予防する＜
社会＞文化に移ることである。
　さらに、熱塩循環の擾乱による突然の気候変動の可
能性は、その起こりうる影響についての研究がこれま
で行われていなかったラテンアメリカ地域での懸念す
べき新たな課題をもたらしている。もう一つの関連す
る問題は、一定の閾値を超過して負のフィードバック・
メカニズムが引き起こされた場合に、さまざまな分野
と資源に影響を及ぼす気候の「不意打ち」が（気候が
斬進的に変化している場合であっても）起こる可能性
である。熱帯林と熱帯＜山岳地域の＞氷河が「不意打
ち」の候補である可能性が高い。
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表 13.1　主な極端現象とその影響（期間 2004～ 2006年）。

現象／発生時 国／影響

ハリケーン・ベータ
2005 年 11 月

ニカラグア：死者 4人；負傷者 9,940人；506世帯、250 haの作物、240 km2の森林、2,000人の伝
統的漁師が影響を受けた（SINAPRED, 2006）。

ハリケーン・ウィルマ
2005 年 10 月

メキシコ：主にユカタン半島で何箇所か山崩れが起きた。損失額は 18億 8,100万米ドルで、観光
インフラの 95％が深刻な被害を受けた。

ハリケーン・スタン
2005 年 10 月

グアテマラ、メキシコ、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ：損失額 30億米ドル、死者
1,500人以上。グアテマラは最も被害が大きく、死傷者の 80％、インフラ被害の 60％以上を占める
（Fundación DESC, 2005）。

熱帯外低気圧
2005 年 8 月

ウルグアイ南部：熱帯外低気圧（最大風速 187 km/時の風と高潮）、10万人が被害を受け、100人
以上が負傷、10人が死亡し、2万世帯に停電、電話の不通および／または断水が起きた（NOAA, 
2005; Bidegain et al., 2006）。

ハリケーン・エミリー
2005 年 7 月

メキシコ－コスメル島とキンタナロー州：8億 3,700万米ドルの損失。観光損失：1億米ドル。砂
丘とサンゴ礁が被害を受けた。1,506のカメの産卵場所が失われた。1～ 4 mの高潮（CENAPRED-
CEPAL, 2005）。

豪雨
2005 年 9 月

コロンビア：死者 70人、負傷者 86人、行方不明者 6人、洪水被害者 14万人（NOAA, 2005）。

豪雨
2005 年 2 月

ベネズエラ：豪雨（主に中部の沿岸とアンデス山脈）、大洪水と大規模な地滑り。5,200万米ドルの
損失、死者 63人、負傷者 17万 5,000人（UCV, 2005; DNPC, 2005/06）。

ハリケーン・カタリーナ
2004 年 3 月

ブラジル：南大西洋で初めてのハリケーン（Pezza and Simmonds, 2005）、ブラジル南部で家屋 3,000
棟以上が倒壊（Cunha et al., 2004）;アマゾン低地東部を何度かの洪水が襲い、何万人もが被害を受
けた（http://www.cptec.inpe.br/）。

干ばつ
2004 ～ 2006 年

アルゼンチン－チャコ：損失は推定 3億 6,000万米ドル；2004年に 12万頭の牛が死亡、1万人が
避難した（SRA, 2005）。 ボリビアとパラグアイでも 2004/05年に発生。
ブラジル－アマゾン低地：おそらく熱帯北大西洋の高い海面温度と関連する極度の干ばつがアマゾ
ン低地の中央部と南西部に被害を与えた。（http://www.cptec.inpe.br/）。
ブラジル－リオ・グランデ・ド・スール：ダイズの生産が 65％、トウモロコシの生産が 56％減少
した（http://www.ibge.gov.br/home/）。

図 13.1　（a）南アメリカの降雨のトレンド（1960-2000年）。増加は＋、減少は○で表されている。太い印は有意性 5％を示
す。Haylock et al. （2006）；米国気象学会（AMS）から許可を受けて転載。（b）中央アメリカと南アメリカ北部の降雨のトレン
ド（1961-2003年）。赤色の大きい三角形はプラスの有意なトレンド、赤色の小さい三角形はプラスの有意ではないトレンド、
青色の大きい三角形はマイナスの有意なトレンド、青色の小さい三角形はマイナスの有意ではないトレンドを示す。Aguilar et 
al. （2005）；米国地球物理学連合（AGU）から許可を受けて転載。

116 of leptospirosis and 5,000 of lung disease were officially
reported as a result (Bordón, 2003).

Air pollution due to the burning of fossil fuels is a problem
that affects many cities of Latin America. Transport is the main
contributor (e.g., in Mexico City, Santiago de Chile and São
Paulo). Thermoelectric energy generation is the second primary
source of air pollution in Lima, Quito and La Paz (PAHO, 2005).
Climate and geography play a significant role in this situation;
e.g., the occurrence of thermal inversions, such as in Mexico
City, Lima and Santiago de Chile. In Mexico City, surface ozone
has been linked to increased hospital admissions for lower
respiratory infections and asthma in children (Romieu et al.,
1996). Regarding exposure effects to biomass particles, Cardoso
de Mendonça et al. (2004) have estimated that the economic
costs of fire in the Amazon affecting human health increased
from US$3.4 million in 1996 to US$10.7 million in 1999.

13.2.4 Past and current trends

13.2.4.1 Climate trends
During the 20th century, significant increases in precipitation

were observed in southern Brazil, Paraguay, Uruguay, north-east
Argentina and north-west Peru and Ecuador. Conversely, a
declining trend in precipitation was observed in southern Chile,
south-west Argentina and southern Peru (Figure 13.1, Table
13.2). In addition, increases in the rate of sea-level rise have
reached 2-3 mm/yr during the last 10-20 years in south-eastern
South America (Table 13.2).

A number of regional studies have been completed for
southern South America (Vincent et al., 2005; Alexander et al.,
2006; Haylock et al., 2006; Marengo and Camargo, 2007),
Central America and northern South America (Poveda et al.,

2001a;Aguilar et al., 2005;Alexander et al., 2006). They all show
patterns of changes in extremes consistent with a general
warming, especially positive trends for warm nights and negative
trends for the occurrence of cold nights. There is also a positive
tendency for intense rainfall events and consecutive dry days. A
study by Groisman et al. (2005) identified positive linear trends
in the frequency of very heavy rains over north-east Brazil and
central Mexico. However, the lack of long-term records of daily
temperature and rainfall in most of tropical South America does
not allow for any conclusive evidence of trends in extreme events
in regions such as Amazonia. Chapter 3, Section 3.8 of the
Working Group I Fourth Assessment Report (Trenberth et al.,
2007) discusses observational aspects of variability of extreme
events and tropical cyclones. Chapter 11, Section 11.6 of the
Working Group I Fourth Assessment Report (Christensen et al.,
2007) acknowledges that little research is available on extremes
of temperature and precipitation for this region.

These changes in climate are already affecting several sectors.
Some reported impacts associated with heavy precipitation are:
10% increase in flood frequency due to increased annual
discharge in the Amazon River at Obidos (Callède et al., 2004);
increases of up to 50% in streamflow in the rivers Uruguay,
Paraná and Paraguay (Bidegain et al., 2005; Camilloni, 2005b);
floods in the Mamore basin in Bolivian Amazonia (Ronchail et
al., 2005); and increases in morbidity and mortality due to
flooding, landslides and storms in Bolivia (NC-Bolivia, 2000).
In addition, positive impacts were reported for the Argentinean
Pampas region, where increases in precipitation led to increases
in crop yields close to 38% in soybean, 18% in maize, 13% in
wheat and 12% in sunflower (Magrin et al., 2005). In the same
way, pasture productivity increased by 7% in Argentina and
Uruguay (Gimenez, 2006).
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(a) (b)

Figure 13.1. Trends in rainfall in (a) South America (1960-2000). An increase is shown by a plus sign, a decrease by a circle. Bold values indicate
significance at P ≤ 0.05. Haylock et al. (2006); reprinted with permission from the American Meteorological Society. (b) Central America and
northern South America (1961-2003). Large red triangles indicate positive significant trends, small red triangles indicate positive non-significant
trends, large blue triangles indicate negative significant trends, and small blue triangles indicate negative non-significant trends. Aguilar et al.
(2005); reprinted with permission from the American Geophysical Union.

【図、表、Box】
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1

1  蘚類湿地（bofedales）： アンデス高原の湿地および湿度の高い地域。

表 13.2　現在の気候トレンド。

降水量（特に記されていなければ％で示した変化） 期間 変化
アマゾン低地－北部／南部（Marengo, 2004） 1949～ 1999年 － 11～－ 17/－ 23～＋ 18

ボリビアのアマゾン低地（Ronchail et al., 2005） 1970年以降 ＋ 15

アルゼンチン－中央部／北東部（Penalba and Vargas, 2004） 1900～ 2000年 ＋ 1 STD～＋ 2 STD

ウルグアイ（Bidegain et al., 2005） 1961～ 2002年 ＋ 20

チリ－中央部（Camilloni, 2005a） 過去 50年間 － 50

コロンビア（Pabón, 2003a） 1961～ 1990年 － 4～＋ 6

平均気温（℃ /10 年）
アマゾン低地（Marengo, 2003） 1901～ 2001年 ＋ 0.08

ウルグアイ、モンテビデオ（Bidegain et al., 2005） 1900～ 2000年 ＋ 0.08

エクアドル（NC-Ecuador, 2000） 1930～ 1990年 ＋ 0.08～＋ 0.27

コロンビア（Pabón, 2003a） 1961～ 1990年 ＋ 0.1～＋ 0.2

最高気温（℃ /10 年）
ブラジル－南部（Marengo and Camargo, 2007） 1960～ 2000年 ＋ 0.39～＋ 0.62

アルゼンチン－中央部（Rusticucci and Barrucand, 2004） 1959～ 1998年 － 0.2～－ 0.8 （DJF）
アルゼンチン－パタゴニア（Rusticucci and Barrucand, 2004） 1959～ 1998年 ＋ 0.2～＋ 0.4 （DJF）
最低気温（℃ /10 年）
ブラジル－南部（Marengo and Camargo, 2007） 1960～ 2000年 ＋ 0.51～＋ 0.82

ブラジル－カンピナスおよびセテ・ラゴアス（Pinto et al., 2002） 1890～ 2000年 ＋ 0.2

ブラジル－ペロタス（Pinto et al., 2002） 1890～ 2000年 ＋ 0.08

アルゼンチン（Rusticucci and Barrucand, 2004） 1959～ 1998年 ＋ 0.2～＋ 0.8 （DJF/JJA）
海面上昇（mm/ 年）
ガイアナ（NC-Guyana, 2002） 前世紀 ＋ 1.0～＋ 2.4

ウルグアイ、モンテビデオ（Nagy et al., 2005） 過去 100/30/15年間 ＋ 0.1/＋ 2.5/＋ 4.0

アルゼンチン、ブエノスアイレス（Barros, 2003） 過去 100年の間 ＋ 1.7

ブラジル－いくつかの港（Mesquita, 2000） 1960～ 2000年 ＋ 4.0

パナマ－カリブ海沿岸（NC-Panama, 2000） 1909～ 1984年 ＋ 1.3

コロンビア（Pabón, 2003b） 1961～ 1990年 ＋ 1～＋ 3

STD＝ standard deviation; 標準偏差、DJF＝ December/January/February; 12月 /1月 /2月、JJA＝ June/July/August; 6月 /7月 /8月。

表 13.3　氷河の後退トレンド。

氷河／期間 変化／影響

ペルー a, b

過去 35年間
氷河全体で 22％減少。沿岸区域（この国の人口の 60％が居住）の淡水が 12％減少。推定 70億 m3の
水が失われた。

ペルー c 

過去 30年間
小さな山脈で氷河表面積が最高 80％減少。過去 50年間に 1億 8,800万 m3の水貯留量が失われた。

コロンビア d

 1990－ 2000年
氷河が 82％減少し、氷は年間 10～ 15 mずつ直線的に後退している。現在の気候トレンドのもとでは、
コロンビアの氷河は今後 100年以内に完全になくなる。 

エクアドル e

1956－ 1998年
氷河の長さが徐々に短くなってきた。灌漑用水の供給、キト市へのきれいな水の供給、ラパス市とリ
マ市の水力発電が減少した。

ボリビア f 

1990年代半ば以降
チャカルタヤ氷河の表面積の半分、体積の 3分の 2が失われ、2010年までには消える可能性がある。
観光とスキーが全面的に失われる。

ボリビア f 
1991年以降 

ゾンゴ氷河の表面積の 9.4％が失われ、2045～ 2050年までに消える可能性がある。農業、「蘚類湿地
（bofedales）」1の持続可能性に重大な問題があり、農村住民に社会経済的影響がある。

ボリビア f 
1940年以降

チャルキニ氷河は表面積の 47.4％を失った。

aVásquez, 2004; bMark and Seltzer, 2003; cNC-Perú, 2001; dNC-Colombia, 2001; eNC-Ecuador, 2000; fFrancou et al., 2003。 
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13.2.4.2 Environmental trends

Deforestation and changes in land use
In 1990, the total forest area in LatinAmerica was 1,011Mha,

which has reduced by 46.7 Mha in the 10 years from 1990 to
2000 (UNEP, 2003a) (Figure 13.2). In Amazonia, the total area
of forest lost rose by 17.2 Mha from 41.5 Mha in 1990 to
58.7 Mha in 2000 (Kaimowitz et al., 2004). The expansion of
the agricultural frontier and livestock, selective logging,
financing of large-scale projects such as the construction of
dams for energy generation, illegal crops, the construction of
roads and increased links to commercial markets have been the
main causes of deforestation (FAO, 2001a; Laurance et al., 2001;
Geist and Lambin, 2002; Asner et al., 2005; FAO, 2005;
Colombia Trade News, 2006).

Natural land cover has continued to decline at very high rates.
In particular, rates of deforestation of tropical forests have
increased during the last five years. Annual deforestation in
Brazilian Amazonia increased by 32% between 1996 and 2000
(1.68 Mha) and 2001 and 2005 (2.23 Mha). However, the annual
rate of deforestation decreased from 2.61 Mha in 2004 to
1.89 Mha in 2005 (INPE-MMA, 2005a, b, c). An area of over
60 Mha has been deforested in Brazilian Amazonia due to road
construction and subsequent new urban settlements (Alves,
2002; Laurance et al., 2005). There is evidence that aerosols
from biomass burning may change regional temperature and
precipitation south of Amazonia (Andreae et al., 2004) and in
neighbouring countries, including the Pampas as far south as
Bahía Blanca (Trosnikov and Nobre, 1998; Mielnicki et al.,
2005), with related health implications (increases in mortality
risk, restricted activity days and acute respiratory symptoms)
(WHO/UNEP/WMO, 2000; Betkowski, 2006).

The soybean cropping boom has exacerbated deforestation
in Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay (Fearnside, 2001;
Maarten Dros, 2004). This critical land-use change will enhance
aridity/desertification in many of the already water-stressed
regions in South America. Major economic interests not only
affect the landscape but also modify the water cycle and the

climate of the region, in which almost three-quarters of the
drylands are moderately or severely affected by degradation
processes and droughts (Malheiros, 2004). The region contains
16% of the world total of 1,900 Mha of degraded land (UNEP,
2000). In Brazil, 100 Mha are facing desertification processes,
including the semi-arid and dry sub-humid regions (Malheiros,
2004).

Biodiversity
Changes in land use have led to habitat fragmentation and

biodiversity loss. Climate change will increase the actual
extinction rate, which is documented in the Red List of
Endangered Species (IUCN, 2001). The majority of the
endangered eco-regions are located in the northern and mid-
Andes valleys and plateaux, the tropicalAndes, in areas of cloud
forest (e.g., in CentralAmerica), in the SouthAmerican steppes,
and in the Cerrado and other dry forests located in the south of
the Amazon Basin (Dinerstein et al., 1995; UNEP, 2003a) (see
Figure 13.5). Among the species to disappear are Costa Rica’s
golden toad (Bufo periglenes) and harlequin frog (Atelopus spp.)
(Shatwell, 2006). In addition, at least four species of Brazilian
anurans (frogs and toads) have declined as a result of habitat
alteration (Eterovick et al., 2005), and two species of Atelopus
have disappeared following deforestation (La Marca and
Reinthaler, 2005). Deforestation and forest degradation through
forest fires, selective logging, hunting, edge effects and forest
fragmentation are the dominant transformations that threaten
biodiversity in SouthAmerica (Fearnside, 2001; Peres and Lake,
2003; Asner et al., 2005).

Coral reefs and mangroves
Panama and Belize Caribbean case studies illustrate, in terms

of inter-ocean contrasts, both the similarities and differences in
coral-reef responses to complex environmental changes (Gardner
et al., 2003; Buddemeier et al., 2004). Cores taken from the
Belizean barrier reef show that A. cervicornis dominated this
coral-reef community continuously for at least 3,000 years, but
was killed by white band disease (WBD) and replaced by another
species after 1986 (Aronson and Precht, 2002). Dust transported
from Africa to America (Shinn et al., 2000), and land-derived
flood plumes from major storms, can transport materials from
the Central American mainland to reefs, which are normally
considered remote from such influences, as potential sources of
pathogens, nutrients and contaminants. Human involvement has
also been a factor in the spread of the pathogen that killed the
Caribbean Diadema; the disease began in Panama, suggesting a
possible link to shipping through the Panama Canal (Andréfouët
et al., 2002). Since 1980 about 20% of the world’s mangrove
forests have disappeared (FAO, 2006), affecting fishing. In the
Mesoamerican reef there are up to 25 times more fish of some
species on reefs close to mangrove areas than in areas where
mangroves have been destroyed (WWF, 2004).

13.2.4.3 Trends in socio-economic factors
From 1950 to the end of the 1970s Latin America benefited

from an average annual GDP growth of 5% (Escaith, 2003). This
remarkable growth rate permitted the development of national
industries, urbanisation, and the creation or extension of national
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Deforestation in Latin America between 1990-2000

Figure 13.2. Total deforestation in Latin America (Mha) between 1990
and 2000. Number indicates deforestation rate (%/yr) for each country.
Based on FAO (2001a).

1990 ～ 2000 年間のラテンアメリカにおける森林破壊（横軸：100 万 ha）

図 13.2　1990年～ 2000年の間のラテンアメリカにおける森林破壊総面積（100万 ha）。数字は各国の森林破壊率（％ /年）を
示している。FAO（2001a）に基づく。

表 13.4　 Ruosteenoja et al.（2003）に基づく中央アメリカと南アメリカの広範なサブ地域の気温（℃）と降水量（％）の変化予測。
数値の範囲は 7つの GCMと 4つの主要な SRESシナリオからの推定値の範囲。

2020 年 2050 年 2080 年
気温の変化（℃）
中央アメリカ 乾季 ＋ 0.4 ～ ＋ 1.1 ＋ 1.0 ～ ＋ 3.0 ＋ 1.0 ～ ＋ 5.0

雨季 ＋ 0.5 ～ ＋ 1.7 ＋ 1.0 ～ ＋ 4.0 ＋ 1.3 ～ ＋ 6.6

アマゾン低地 乾季 ＋ 0.7 ～ ＋ 1.8 ＋ 1.0 ～ ＋ 4.0 ＋ 1.8 ～ ＋ 7.5

雨季 ＋ 0.5 ～ ＋ 1.5 ＋ 1.0 ～ ＋ 4.0 ＋ 1.6 ～ ＋ 6.0

南アメリカ南部 冬（JJA） ＋ 0.6 ～ ＋ 1.1 ＋ 1.0 ～ ＋ 2.9 ＋ 1.8 ～ ＋ 4.5

夏（DJF） ＋ 0.8 ～ ＋ 1.2 ＋ 1.0 ～ ＋ 3.0 ＋ 1.8 ～ ＋ 4.5

降水量の変化（%）
中央アメリカ 乾季 － 7 ～ ＋ 7 － 12 ～ ＋ 5 － 20 ～ ＋ 8

雨季 － 10 ～ ＋ 4 － 15 ～ ＋ 3 － 30 ～ ＋ 5

アマゾン低地 乾季 － 10 ～ ＋ 4 － 20 ～＋ 10 － 40 ～＋ 10

雨季 － 3 ～ ＋ 6 － 5 ～＋ 10 － 10 ～＋ 10

南アメリカ南部 冬（JJA） － 5 ～ ＋ 3 － 12 ～＋ 10 － 12 ～＋ 12

夏（DJF） － 3 ～ ＋ 5 － 5 ～＋ 10 － 10 ～＋ 10

DJF＝ December/January/February; 12月／ 1月／ 2月、JJA＝ June/July/August; 6月／ 7月／ 8月。
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図 13.3　南アメリカと中央アメリカの 2000～ 2010年における森林破壊のホットスポットと散在する森林破壊区域（http://
www.virtualcentre.org/en/dec/neotropics/south_america.htmおよび http://www.virtualcentre.org/en/dec/neotropics/central_america.htmで
入手可）。
expected to increase from 38 Mha in 2003/04 to 59 Mha in
2019/20 (Maarten Dros, 2004). The total production of
Argentina, Brazil, Bolivia and Paraguay will rise by 85% to
172 million tonnes or 57% of world production. Direct and
indirect conversion of natural habitats to accommodate this
expansion amounts to 21.6 Mha. Habitats with the greatest
predicted area losses are the Cerrado (9.6 Mha), dry and humid
Chaco (the largest dry forest in South America, which covers
parts of Argentina, Paraguay, Bolivia and Brazil; 6.3 Mha),
Amazon transition and rain forests (3.6 Mha), Atlantic forest
(1.3 Mha), Chiquitano forest (transition between Amazonian
forest and Chaco forest; 0.5 Mha) and Yungas forest (0.2 Mha).
This massive deforestation will have negative impacts on the
biological diversity and ecosystem composition of South
America as well as having important implications for regional
and local climate conditions.

13.3.3 Development

13.3.3.1 Demographics and societies
The population of the LatinAmerican region has continued to

grow and is expected to be 50% larger than in 2000 by the year
2050. Its annual population growth rate has decreased and is
expected to reach a value of 0.89% by 2015, which is
considerably less than 1.9%, the average rate for the 1975-2002
period. The population has continued to migrate from the
countryside to the cities, and by 2015 about 80% of the
population will be urban, almost 30% more than in the 1960s.
The population aged under 15 years will decline and at the same
time the population aged over 65 years will increase. Total
fertility rate (births per woman) decreased from 5.1 to 2.5
between 1970-1975 and 2000-2005 and is expected to decrease
to 2.2 by 2015 (ECLAC, 1998).

According to ECLAC (1998) the number of people in an age-
range making them dependent (between 0 and 14 and over 65
years) will increase from 54.8% at present to almost 60% in
2050. This will increase pressure on the social security systems
in the region and increase the contributions that the population of
working age will have to make in order to maintain the
availability of health and educational services. Life expectancy at
birth increased from 61.2 years in the 1970s to 72.1 years in the
2000-2005 five-year period, and is expected to increase to
74.4 years by 2015. Crude mortality rate is expected to increase
from the current value of 7.8 (per thousand) to almost 12 by 2050.

Human migration has become an important issue in the
region. Recent studies (ECLAC, 2002b) have estimated that
20 million Latin American and Caribbean nationals reside
outside their countries, with the vast majority in NorthAmerica.
This phenomenon has important effects on national economies
and creates important social dependencies: 5% of households in
the region benefit from remittances which in 2003 amounted to
US$38 billion (17.6% more than in 2002; IMO, 2005).

According to the Human Development Index, all countries in
the region are classified within high and medium development
ranks. In addition, Latin American countries are ranked within
the upper half of the Human Poverty Index and have shown a
systematic improvement between 1975 and 2002. It is difficult
to ignore the fact that, although there are no Latin American
countries classified in the low development rank, there are huge
contrasts among and within countries in terms of levels of
technological development, sophistication of financial sectors,
export capacities and income distribution (CEPAL, 2002).

13.3.3.2 Economic scenarios
Projections of economic evolution for the region strongly

depend on the interpretation of the results of the liberalisation
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Figure 13.3. Predicted 2000-2010 South American and Central American deforestation hotspots and diffuse deforestation areas (available at:
http://www.virtualcentre.org/en/dec/neotropics/south_america.htm and http://www.virtualcentre.org/en/dec/neotropics/central_america.htm).

Generalised land use；一般化した土地利用
■forest；森林
■grazed pasture；放牧地
■cropland；耕作地
■urban, bare or water；市街地、裸地または水域
■shrubland；低木地
■fixed vegetation；固定された植生地

national boundary；国境

凡例：
Deforestation hot spot；森林破壊ホットスポット
■crop land expansion；耕作地の拡大
■pasture expansion；牧草地の拡大

Diffuse deforestation；散在する森林破壊
■crop land expansion；耕作地の拡大
■pasture expansion；牧草地の拡大
■crop and pasture expansion；耕作地と牧草地の拡大
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 表 13.5　農業分野への将来的影響。

収量への影響（%）
研究（文献） 気候シナリオ コムギ トウモロコシ ダイズ コメ その他

ガイアナ
（NC-Guyana, 2002）

CGCM1 2020－2040（2×CO2） －3 Sg: －30
CGCM1 2080－2100（3×CO2） －16 Sg: －38

パナマ
（NC-Panama, 2000）

HadCM2－UKHI （IS92c－IS92f）
2010/2050/2100 （1×CO2）

+9/－34/－21

コスタリカ
（NC-Costa Rica, 2000） +2ºC －15% 降水量（1×CO2） －31 Pt: ↓

グアテマラ
（NC-Guatemala, 2001）

+1.5ºC －5% 降水量 +8～－11 －16 Bn: +3～－28

+2ºC +6% 降水量 +15～－11 －20 Bn: +3～－42

+3.5ºC －30%降水量 +13～－34 －27 Bn: 0～－66

ボリビア
（NC-Bolivia, 2000）

GISS and UK89 （2×CO2）.I －25 －2
漸増シナリオ （2×CO2） +50
+3ºC －20%降水量 －15
楽観的－悲観的（1×CO2） Pt: +5 ～+2*2

楽観的－悲観的（2×CO2） Pt: +7 ～+5*2

IS92a （1×CO2）*1 －3～－20
IS92a （2×CO2）*1 +12～+59

ブラジル
（Siqueira et al., 2001） GISS （550 ppm CO2） －30 －15 +21

SESA*3

（Gimenez, 2006）
Hadley CM3－A2（500 ppm） +9～+13 －5～+8 +31～+45
Hadley CM3－A2（500 ppm）.I +10～+14 0～+2 +24～+30

アルゼンチン、パンパ
（Magrin and 
Travasso, 2002）

+1/+2/+3ºC （550 ppm CO2）.I +11/+3/－4 0/－5/－9 +40/+42/+39

UKMO（+5.6ºC）（550 ppm 
CO2）.I

－16 －17 +14

ホンジュラス
（Díaz-Ambrona et al., 
2004）

Hadley CM2 （1×CO2） 2070 －21

Hadley CM2 （2×CO2） 2070 0

アルゼンチン中部
（Vinocur et al., 2000; 
Vinocur, 2005）

Hadley CM3－B2 （477ppm） +21
ECHAM98－A2 （550ppm） +27
+1.5/+3.5ºC（1×CO2） －13/－17
+1.5/+3.5ºC（1×CO2）（2T ）*4 －19/－35

ラテンアメリカ
（Jones and Thornton, 
2003）

HadCM2
（小農地所有者） －10

ラテンアメリカ
（Parry et al., 2004）

HadCM3 A1FI （1×CO2） 穀物の収量：－5～－2.5 （2020）     －30 ～－5    （2050）  －30  　　     （2080）
HadCM3 B1 （1×CO2）  －10～－2.5  （2020） －10 ～－2.5  （2050） －30 ～－10  （2080）
HadCM3 A1FI （2×CO2）  －5 ～  + 2.5  （2020） －10～ + 10   （2050） －30 ～ + 5    （2080）
HadCM3 B1 （2×CO2）  －5 ～－2.5  （2020） －5～ + 2.5 （2050） －10～ + 2.5  （2080）

メキシコ、ベラクルス
（Gay et al., 2004） HadCM2 ECHAM4（2050） コーヒー：73～78%生産量の減少

ブラジル、サンパウロ
（Pinto et al., 2002）

+1ºC + 15% 降水量 コーヒー：10%コーヒーに適した土地の減少
+5.8ºC + 15%降水量 コーヒー：97%コーヒーに適した土地の減少

コスタリカ
（NC-Costa Rica, 
2000）

感度分析 コーヒー：温度上昇（2℃までの）は作物収量に益するであろう

I = Irrigated crops 灌漑作物 ;*1 値は、2010年と 2020年の冬と夏に種を播くダイズに相当する : *2 10年ごとに増加 ; *3 SESA = 南
東南アメリカ ; *4 2Tσ : 気温の標準偏差（2σ）。Bn: マメ , Sg: サトウキビ , Pt: ジャガイモ。
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表 13.6　ラテンアメリカの水ストレスのある流域に住む人口の 2025年および 2055年までの正味の増加（単位：100万人）（Arnell, 
2004）。

1995 年 2025 年 2055 年
シナリオ／ GCM 気候変動なし（1） 気候変動あり（2） 気候変動なし（1） 気候変動あり（2）

A1
HadCM3 22.2 35.7 21.0 54.0 60.0

A2
HadCM3 22.2 55.9 37.0－ 66.0 149.3 60.0－ 150.0

B1
HadCM3 22.2 35.7 22.0 54.0 74.0

B2
HadCM3 22.2 47.3 7.0－ 77.0 59.4 62.0

（1）Arnell （2004, Table 7） による ;（2）Arnell （2004, Table 11および 12） による。

 表 13.7　ラテンアメリカにおける気候の変化と変動の将来的な影響と脆弱性：住民と沿岸システム。

国／地域 気候シナリオ 影響／コスト（住民、インフラ、生態系、産業部門）
ラテンアメリカ HADCM3：SRES 

B2、B1、A2、
A1FI。　
SLR （Nicholls, 
2004）

人口増加が一様で、暴風の強度が増大せず、適応策がとられない（現状のままの防護）
と想定すると、2080年代までに沿岸洪水の年平均犠牲者数は、おそらく、シナリオ
Aの 300万からシナリオ Bの 100万の範囲になるであろう。富が増すにつれて沿岸
防護が改良されるとすると（発展的適応）、犠牲者数は最悪シナリオ（A1FI）で 100
万人になるであろう。沿岸防護が海面上昇に応じて改良されるとすると（強化適応）、
影響を受ける者はいないはずである（Warren et al., 2006）。
沿岸の氾濫原でリスクにさらされる人々 1は 1990年の 900万人から 2080年代までに
は 1,600万人（B1）と 3,600万人（A2）になる可能性が高い。

ブラジル、エクア
ドル、コロンビア、
ガイアナ、エルサ
ルバドル、ベネズ
エラの低平な沿岸
地域

SRES A2：38～
104 cm

より曝露の激しい限界環境からはマングローブ地域が消える可能性があり、一方でマ
ングローブにより適した、堆積量が多く、潮位が高い溺れ谷環境では広がりが最も大
きくなるであろう。エビの生産が影響を受け、その結果、生産と GDPに対するシェ
アが低下するであろう（Medina et al., 2001）。

エルサルバドル SLR：13～110  cm 総面積の 10～ 27.6％の土地損失（141-400.7 km2）（NC-El Salvador, 2000）
ガイアナ SLR：100 cm 

GCMによる予測
人口の 90％以上と最も重要な経済活動が、2.5 kmもの後退が予想される沿岸地域に
ある（NC-Guyana, 2002）

メキシコ湾のメソ
アメリカのサンゴ
礁とマングローブ

SSTの上昇：
IPCC SRESシナ
リオで 2080年代
までに 1～ 3℃

サンゴ礁とマングローブは絶滅の恐れにさらされると予想され、その結果、アオウミ
ガメ、タイマイ、アカウミガメ、アメリカマナティー、アメリカワニ、モレレットワ
ニなど、多くの絶滅危惧種が影響を受ける（Cahoon and Hensel, 2002）。

コスタリカ、プン
タアレナス沿岸

SLR 0.3～ 1.0 m 海水が内陸 150～ 500 mまで入り込み、都市地域の 60～ 90%に影響を及ぼす可能性
がある（NC-Costa Rica, 2000）

エクアドル、グア
ヤス川システム、
付 随 す る 沿 岸 区
域、グアヤキル市

変化なし： LANM0、 
中程度： LANM1、
激しい変化： LANM2、
経済開発がある場合
とない場合

1兆 3,050億米ドルの損失は、エビの養殖、マングローブ、都市・レクリエーション地域、
飲料水の供給、バナナ・コメ・サトウキビの耕作を含む。1兆 400億米ドルがリスク
にさらされるであろう。避難者は 32万 7,000人、リスクにさらされる人々は 20万人
に増加するであろう。現在の 1,214 km2のマングローブのうち、LANM2シナリオで
は 44％が影響を受けるであろう（NC-Ecuador, 2000）

ペルー ENSO現象の激化
と SSTの上昇。
SLRの可能性

カタクチイワシの産卵域と漁獲量が減少するであろう。インフラ、住宅、漁業の洪水
による損害は 1億 6,830万米ドルになるであろう。ペルーの 8つの沿岸域での損失合
計は 10億米ドルと推定されている（NC-Perú, 2001）。

コロンビア SLR1.0 m 4,900 km2の低平な沿岸が恒久的に浸水する。約 140万人が影響を受け、29％の世帯
が非常に脆弱になり、農業分野が浸水にさらされ（例えば、720万 haの作物と牧草が
失われるであろう）、沿岸道路網の 44.8％が非常に脆弱になるであろう（NC-Colombia, 
2001）。

1  1,000年に 1回の洪水レベルで生活している人々と定義される。

ラテンアメリカ第 13 章



570 571

国／地域 気候シナリオ 影響／コスト（住民、インフラ、生態系、産業部門）
アルゼンチン （ブ
エノスアイレス）

2070/2080年の高
潮と SLR

常時浸水する可能性が高い非常に低平な土地は、現在人口密度が低い。脆弱性は主に
将来の極端な高潮リスクによって決まる。沿岸線の後退をもたらす急速な侵食は、そ
の地域の地質学的特性に左右される。現在の高潮の状況に対して適応策がとられる
と、将来の恒久的浸水の社会的影響は比較的小さくなるであろう（Kokot, 2004; Kokot 
et al., 2004; Menéndez and Ré, 2005）。

アルゼンチン と
ウルグアイ（モン
テビデオ西部）の
沿岸地域。ブエノ
スアイレス州とリ
オネグロ州

SLR、気候変動
性、ENSO、高潮
（「sudestadas」）

海面変動以外の要因（すなわち、「sudestadas」（ラプラタ川沿岸に沿った強い南東風）
と淡水流入の増加は、後者はしばしばエルニーニョに関連づけられるが、ラプラタ川
における SLRを加速し、今後数十年にわたってアルゼンチンとウルグアイ両国の沿
岸の環境と社会に多様な影響、すなわち沿岸の侵食と浸水をもたらすであろう。低平
な地域（生物多様性にたいへん富む河口の湿地と砂丘）は、SLRと高潮（南風）に対
してたいへん脆弱であろう。土地の損失は、ウルグアイ GDPの 3.8％を占める観光産
業に多大な影響を及ぼすであろう（Barros, 2003; Codignotto, 2004; Kokot, 2004, Kokot 
et al., 2004; NC-Uruguay, 2004; Nagy et al., 2005, 2006c; Natenzon et al., 2005b）。

＜表 13.7（続き）＞

表 13.8　ラテンアメリカ沿岸域に関する適応の実践とオプション：一部の国々。

国／研究 気候シナリオ 適応（実践とオプション）／費用
エクアドル

（NC-Ecuador, 2000）
LANM2 （+1.0 m） 厳しいシナリオ条件からの保護：費用 20億米ドル未満で 2、3倍の便益

をもたらすグアヤス川流域の沿岸防護；1,204 km2とエビ養殖場（エビ産
業はエクアドル第 3の輸出産業）を洪水から保護するマングローブ林の
再生と洪水域の保全。

ガイアナ
（NC-Guyana, 2002）

LANM2 エセキボ地方の幅 77 kmの東部の低平地沿岸地域と幅 26 kmの西部の低
平地沿岸地域での堆積促進。

コロンビア
（NC-Colombia, 2001）

SLR SLRへの自然の適応を促進するための自然システムの回復と回復力強化、
および浸水しやすい湿地と価値の高い湿地の保全を強化する沿岸区域管
理プログラム。

パナマ
（NC-Panama, 2000）

SLR 主としてソフトエンジニアリングに基づく、海岸が失われないように守
るための自律的および計画的適応策。

ペルー
（NC-Perú, 2001）

ENSO, SST 国際プログラム TOGAと CLIVARに類似した海洋と大陸の近代的な衛星
観測システム、および海洋・大気・水循環に関するモデリングと GISシ
ステムについての 50人以上の科学者の能力開発。

ウルグアイ
（NC-Uruguay, 2004）

洪水と SLR 沿岸域への影響を追跡観測、劣化した地域の復旧、統合的沿岸管理（ICM）
の制度的枠組みを開発し、セットバック規制を決定し、養浜に関する地
元の知識の改善、洪水に備えた緊急事態計画の策定、社会経済的および
環境ニーズの評価、およびステークホルダーの参加を奨励するためのモ
ニタリングシステム。

アルゼンチン
（Kokot, 2004; Menéndez 
and Ré, 2005）

SLR 2070 SLRのトレンド、高潮記録（「sudestadas」）、および二次元流体力学モデ
ルに基づくブエノスアイレスの洪水リスク地図。この地図は極端現象の
早期警戒に役立つであろう。
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Box 13.1　アマゾン低地：地球システムの「ホットスポット」

アマゾン流域はほぼ 580万 km2におよぶ地球最大の広がりを持つ熱帯林を有する（図 13.3を参照）。ここで
はおそらく地球上の植物種と動物種の 20％がみられる。水資源は豊富で、アマゾン川は全世界の海洋に注ぐ
淡水の 18％を占めている。アマゾン低地の急速な開発により、過去 30年間にわたってブラジルだけでほぼ
60万 km2の森林が破壊され（INPE-MMA, 2005a）、この地域は地球上の環境変化の「ホットスポット」の一
つになった。過去 20年にわたって実施された現地調査は、森林破壊、伐採、森林分断化、バイオマス燃焼
により、水、エネルギー、炭素および栄養塩の循環と大気組成が局地的に変化したことをはっきりと示して
いる。現在のトレンドが継続すれば、2050年までに 30％を超える森林が消えるかもしれない（Alencar et al., 

2004; Soares- Filho et al., 2006）。過去 10年間に、アマゾン低地における大規模生物圏・大気圏実験計画（LBA）
による研究が、植生に覆われた地表と大気の間の多くの空間的・時間的スケールでの複雑な相互関係の新し
い特徴を明らかにしている。LBA実験は、アマゾン低地の物理的・化学的・生物学的機能、地球にとっての
役割、気候と土地利用の変化に起因するこういった機能への影響について新たな知識をもたらしている（http://

lba.cptec.inpe.br/lba/site/）。

バイオマスの燃焼によるエアロゾル負荷に起因する地表面エネルギー収支と大気境界層より下の雲量の地域
内変化、下部対流圏放射伝達の広域変化の証拠が観測されている。バイオマス燃焼に起因する多数の雲凝結
核（CCN）が発見された結果、この雲凝結核が雲の形成と降雨において直接的、間接的に果たしうる役割と、
乾季の降水量を減少させる可能性が推測されてきた（例えば Andreae et al., 2004）。一方、雨季には、生物起
源の CCNの量は非常に少なく、アマゾン低地の雲は海洋雲の特徴を示す。LBA実験の炭素循環研究は、ア
マゾン低地の影響を受けない森林が年間約 1億～ 4億トンの炭素の吸収源になり、森林破壊、バイオマス燃焼、
森林分断化に起因する年間約 3億トンの炭素に相当する CO2の排出をほぼ相殺するかもしれないことを示し
ている（例えば Ometto et al., 2005）。一方、森林破壊と森林分断化の影響により森林火災が発生しやすくなっ
ている（Nepstad et al., 2004）。

観測は、大きなアマゾン支流域の一つであるトカンチンス川流域では、流量が減少し、降水量に変化はない
ことを示しているが、土地利用の変化に起因する水循環の変化についての観測証拠は現時点では決定的なも
のではない（Costa et al., 2003）。大規模な森林破壊に関するモデル研究は、森林破壊後の乾燥化と温暖化の可
能性を示している（例えば Nobre et al., 1991など）。地域的降水量の減少が、離れた地域の気候に影響を及ぼ
す大気のテレコネクションを引き起こす（Werth and Avissar, 2002）。要するに、森林減少は、アマゾン低地の「サ
バンナ化」をもたらす地域的気候変動を起こすかもしれない（Oyama and Nobre, 2003; Hutyra et al., 2005）。こ
の要因は地球温暖化によって大幅に増幅する可能性がある。地域的変動と世界的変動の相乗的組合せは、ア
マゾン低地の生態系の機能に重大な影響を及ぼし、種の破滅的消失を伴うバイオームの大変化をもたらすか
もしれない（Nobre et al., 2005）。
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Box 13.2　南アメリカ高地の先コロンブス期社会の適応能力

アメリカの先住民文明の存続は、居住地周辺に広くいきわたっている気候条件のもとで収穫される資源に左
右されていた。今日でいうラテンアメリカの高地では、発展に影響を及ぼす最も重要な制限要因の一つは、
現在と同じく、水の不規則な分布であった。この状況は、大気過程と極端現象、深い渓谷での急な流出、変
化する土壌条件という特徴の結果である。熱帯アンデスの融雪水は、現在と同じように信頼できる水源であっ
た。しかし、水流は限られた流路内の渓谷に流れ込み、一定の場所だけに水をもたらしている。さらに、ブ
ランカ山群の氷河と積雪の範囲外の渓谷や丘陵地帯およびアルティプラノ【訳注 13-9】には、融水はほとんど
またはまったく流れ込まない。従って、広い地域で人間活動は季節的な降雨に頼っていた。その結果、先コ
ロンブス期の社会は、需要を満たすためにさまざま適応策を発展させた。水の利用可能量と需要とのバラン
スをとるという問題は、規模こそ違うかもしれないが、今でも事実上同じである。

このような制限要因のもと、今日のメキシコからチリとアルゼンチンの北部まで、先コロンブス文明はその
土地の環境条件への適応に必要な能力を発展させた。このような能力には、水理学的問題を解決し、気候
変動と雨季を予測する能力が含まれていた。エンジニアリング面の開発には、雨水利用、雨水のろ過・貯
水、貯水量測定装置を含む地表 ･地下灌漑用水路の建設があった（図 13.4）（Treacy, 1994; Wright and Valencia 
Zegarra, 2000; Caran and Nelly, 2006）。彼らはまた、クンベ渓谷とカハマルカ（ペルーアンデス）で太平洋側
と大西洋側の河川流域を相互につなげることができた（Burger, 1992）。

 

図 13.4　地下水路に雨水を集め、帯水層に給水するナスカ（ペルー南部沿岸）のシステム

これ以外に、播種スケジュールを組み、収量を予定するために気候変動と雨季を予測する能力が開発された
（Orlove et al., 2000）。このような努力により、インカ文明最盛期には現在のペルーとエクアドルにあたる場所
で 1,000万人ほどのコミュニティの存続が可能になった。

当時のエンジニアリングの能力は、ウルバンバ川の事例にみられるような河川流路の変更や、吊橋か川底に
橋脚を立てる橋の建設も可能にした。彼らはまた、地熱を源とするバーニョ・デル・インカ（インカのス
パ）やクスコ近郊のタンプマチャイの音楽庭園の遺跡にみられるように、流水を娯楽や礼拝目的にも用いた
（Cortazar, 1968）。チャビン文化の司祭は、寺院の建物内に穴をあけた管の中に流れ込む水を使ってジャガー
の雄たけびのような音を出した。ジャガーは彼らにとって神の一つであった（Burger, 1992）。水は建築用の
石の切断にも使われた。マチュピチュへの途中のオリャンタイタンボでみられるように、これらの石材は、
巧みに作られた隙間に水を漏入させ、この水を氷点下になるアルティプラノの夜間に凍らせることによって、
規則的で幾何学的な形に切断された。当時の人々は、エルニーニョによるものなどの気候変動を予測する能
力も獲得し（Canziani and Mata, 2004）、食料の生産を最も都合よく時宜に合わせて組織することができた。
要するに、彼らは地方的な悪条件に適応し、持続可能な開発経路を決定する先駆者的な努力をしたのである。

今日、温室効果の増大と氷河の急速な後退によっていっそう悪化した気象と気候の気まぐれな変動のもと
（Carey, 2005; Bradley et al., 2006）、このような適応策を再び取り上げ、最新の形にすることが非常に役立つで
あろう。現在のコミュニティメンバーを彼らの祖先の知識と技術的能力について教育し、訓練することが前
進につながるであろう。持続可能な開発の管理のための ECLACの手法（Dourojeanni, 2000）は、高地での極
端な気候条件を管理する必要性を考察する際に、先コロンブス期の灌漑戦略を振り返って参照している。

Chapter 13 Latin America

605

The subsistence of indigenous civilisations in the Americas relied on the resources cropped under the prevailing climate
conditions around their settlements. In the highlands of today’s Latin America, one of the most critical limitations affecting
development was, as currently is, the irregular distribution of water. This situation is the result of the particularities of the
atmospheric processes and extremes, the rapid runoff in the deep valleys, and the changing soil conditions. The tropical Andes’
snowmelt was, as it still is, a reliable source of water. However, the streams run into the valleys within bounded water courses,
bringing water only to certain locations. Moreover, valleys and foothills outside of the Cordillera Blanca glaciers and extent of
the snow cover, as well as the Altiplano, receive little or no melt-water at all. Therefore, in large areas, human activities depended
on seasonal rainfall. Consequently, the pre-Colombian communities developed different adaptive actions to satisfy their
requirements. Today, the problem of achieving the necessary balance between water availability and demand is practically the
same, although the scale might be different.

Under such limitations, from today’s Mexico to northern Chile and Argentina, the pre-Colombian civilisations developed the
necessary capacity to adapt to the local environmental conditions. Such capacity involved their ability to solve some hydraulic
problems and foresee climate variations and seasonal rain periods. On the engineering side, their developments included rainwater
cropping, filtration and storage; the construction of surface and underground irrigation channels, including devices tomeasure the
quantity of water stored (Figure 13.4) (Treacy, 1994; Wright and Valencia Zegarra, 2000; Caran and Nelly, 2006). They also were
able to interconnect river basins from the Pacific and Atlantic watersheds, in the Cumbe valley and in Cajamarca (Burger, 1992).

Figure 13.4. Nasca (southern coast of Peru) system of water cropping for underground aqueducts and feeding the phreatic layers.

Other capacities were developed to foresee climate variations and seasonal rain periods, to organise their sowing schedules
and to programme their yields (Orlove et al., 2000). These efforts enabled the subsistence of communities which, at the peak
of the Inca civilisation, included some 10 million people in what is today Peru and Ecuador.

Their engineering capacities also enabled the rectification of river courses, as in the case of the Urubamba River, and the building
of bridges, either hanging ones or with pillars cast in the river bed. They also used running water for leisure and worship purposes,
as seen today in the ‘Baño del Inca’ (the spa of the Incas), fed from geothermal sources, and the ruins of a musical garden at
Tampumacchay in the vicinity of Cusco (Cortazar, 1968). The priests of the Chavin culture used running water flowing within
tubes bored into the structure of the temples in order to produce a sound like the roar of a jaguar; the jaguar being one of their
deities (Burger, 1992). Water was also used to cut stone blocks for construction. As seen in Ollantaytambo, on the way to Machu
Picchu, these stones were cut in regular geometric shapes by leaking water into cleverly made interstices and freezing it during
the Altiplano night, reaching below zero temperatures. They also acquired the capacity to forecast climate variations, such as those
from El Niño (Canziani and Mata, 2004), enabling the most convenient and opportune organisation of their foodstuff production.
In short, they developed pioneering efforts to adapt to adverse local conditions and define sustainable development paths.

Today, under the vagaries of weather and climate, exacerbated by the increasing greenhouse effect and the rapid retreat of the
glaciers (Carey, 2005; Bradley et al., 2006), it would be extremely useful to revisit and update such adaptation measures.
Education and training of present community members on the knowledge and technical abilities of their ancestors would be
the way forward. ECLAC’s procedures for the management of sustainable development (Dourojeanni, 2000), when considering
the need to manage the extreme climate conditions in the highlands, refer back to the pre-Colombian irrigation strategies.

Box 13.2. Adaptation capacity of the South American highlands’ pre-Colombian communities
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13.7 Conclusions and implications for
sustainable development

In Latin America there is ample evidence of increases in
extreme climatic events and climate change. Since the TAR,
unusual extreme weather events have occurred in most
countries, such as continuous drought/flood episodes, the
Hurricane Catarina in the South Atlantic, and the record
hurricane season of 2005 in the Caribbean Basin. In addition,
during the 20th century, temperature increases, rainfall increases
and decreases, and changes in extreme events, were reported for
several areas. Changes in extreme episodes included positive
trends in warm nights, and a positive tendency for intense
rainfall events and consecutive dry days. Some negative impacts
of these changes were glacier retreat, increases in flood
frequency, increases in morbidity and mortality, increases in
forest fires, loss of biodiversity, increases in plant diseases,
reduction in dairy cattle production and problems with
hydropower generation. However, beneficial impacts were
reported for the agricultural sector in temperate zones.
According to Swiss Re estimations, if no action is taken in Latin
America to slow down climate change, in the next decades
climate-related disasters could cost US$300 billion per year
(CEPAL, 2002; Swiss Re, 2002).

On the other hand, rates of deforestation have increased since
the TAR (e.g., in Brazilian Amazonia). In Argentina, Bolivia,
Brazil and Paraguay, agricultural expansion, mainly the soybean
cropping boom, has exacerbated deforestation and has
intensified the process of land degradation. This critical land-
use change will enhance aridity and desertification in many of
the already water-stressed regions in South America, affecting
not only the landscape but also modifying the water cycle and
the climate of the region.

As well as climatic stress and changes in land use, other
stresses are compromising the sustainable development of Latin
America. Demographic pressures, as a result of migration to
urban areas, result in widespread unemployment, overcrowding
and the spread of infectious diseases. Furthermore, over-
exploitation is a threat to most local production systems, and
aquifer over-exploitation and mismanagement of irrigation
systems are causing salinisation of soils and water and sanitation
problems.

By the end of the 21st century, the projected mean warming
for Latin America ranges from 1 to 4°C or from 2 to 6°C,
according to the scenario, and the frequency of weather and
climate extremes is very likely to increase. By the year 2020,
100 Mha of Brazil Amazonia forest will have disappeared if
deforestation rates continue as in 2002/03, and the soybean-
planted area in SouthAmerica could reach 59 Mha, representing
57% of the world’s soybean production. By 2050, the population
of LA is likely to be 50% higher than in 2000, and migration
from the countryside to the cities will continue.

Predicted changes are very likely to severely affect a number
of ecosystems and sectors (see Figure 13.5) by:
• decreasing plant and animal species diversity, and causing
changes in ecosystem composition and biome distribution,

• melting most tropical glaciers in the near future (2020-2030),
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Figure 13.5. Key hotspots for Latin America.
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図 13.5　ラテンアメリカの主要なホットスポット。

North America；北アメリカ
The Caribbean；カリブ海地域
Mesoamerica；メソアメリカ
Bridge between the continents；大陸間の陸橋
South America；南アメリカ
Brazilian Cerrado；ブラジルのセラード【訳注13-10】

Tropical Andes；熱帯アンデス
Atlantic Forest；大西洋沿岸森林
Central Chile；チリ中央部

凡例：
① 海面水温の上昇により深刻な脅威にさらされるサンゴ礁と

マングローブ林
② 最悪の海面上昇シナリオ下で、マングローブは低平な海岸

線から消滅する可能性が非常に高い
③ アマゾン低地：21 世紀末までに 69 種の樹木の 43％が失

われる；東部地域のサバンナ化
④ セラード：気温が 2℃上昇すると、138 種の樹木の 24％

が失われる
⑤コーヒー栽培適地の減少
⑥乾燥と水資源不足の増大
⑦  2050 年までに、ほ乳類、鳥類、チョウ類、カエル、爬虫

類の絶滅の急増
⑧氷河の減少による、水利用可能量と水力発電量の深刻な減少
⑨オゾンの減少と皮膚ガン
⑩深刻な土地劣化と砂漠化
⑪高潮の増加と海面上昇に脅かされるラプラタ川沿岸
⑫極端現象への脆弱性の増大
⑬ 赤色の枠内は、生物多様性が現在深刻な脅威にさらされて

おり、その傾向が将来にわたって続く可能性が非常に高い地
域
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【第 13章　訳注】

【訳注 13-1】原文の英語は sudestadas。表 13.7を参照のこと。

【訳注 13-2】原文の英語は degenerative disease。動脈硬化や糖尿病など組織の変質を伴う各種の病気のこと。

【訳注 13-3】 原文の英語は inversions。地表近くの空気が冷却されて重くなり、上空の大気と混ざりにくい層が
できる現象。メキシコシティやリマ、サンチャゴのような山間部の盆地で夜間に発生しやすい。逆
転層の中では排気ガスなどが拡散されにくくなる。

【訳注 13-4】 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のこと。回
廊ともいう。

【訳注 13-5】 原文の英語は Human Development Index。人間開発指数。経済力、教育水準、健康を加味した生活
の質を表す指標。

【訳注 13-6】 原文の英語は Human Poverty Index。人間貧困指数。非識字率や平均寿命の短さなどに基づく生活の
不便さを表す指標。

【訳注 13-7】 原文の英語は páramos。北部アンデス高地（特にコロンビア）に特徴的にみられる新熱帯生態系で、
起伏に富む、大部分が氷河によって形成された谷と平原からなり、点在する低木地や森林と混じり
合ったさまざまな湖、泥炭湿地、草原湿地を伴う。

【訳注 13-8】原文の英語は Chagas’ disease。用語解説参照のこと。

【訳注 13-9】原文の英語は Altiplano。ペルー、ボリビアのアンデス山脈山間部にまたがる高原地帯のこと。

【訳注 13-10】 原本の図 13.5のBrazillian Cerradoの位置は誤植と思われる。地図上のセラード（Cerrado）の位置（濃
い緑色の丸）はアマゾン低地（Amazonia）で、セラードの本来の位置はそれより南東方の内陸部（黄
緑色の丸）である。図の気候と説明文の対応は正しい。
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