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概要

北アメリカは、ハリケーン、その他の激しい暴風雨、
洪水、干ばつ、熱波、および森林火災を含む気象に関
連した最近の極端現象によって、地方的に深刻な経済
的損害に加え、相当な生態系の崩壊、社会的崩壊、お
よび文化的崩壊を経験してきている（確信度が非常に
高い）。 
主にリスクにさらされたインフラの価格の上昇のた
め、過去数十年間にわたり、厳しい気象による経済的
損害は劇的に増加している。北アメリカに対する年間
のコストは、資産と経済生産性への損害、ならびに混
乱し、失われた生活において、数百億ドルに達してい
る［14.2.3, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8］。

北アメリカの脆弱性は、適応の有効性と時期、そして
対処能力の配分によって決まるが、それらは空間や分
野によってさまざまに異なる（確信度が非常に高い）。 

北アメリカはかなりの適応能力を有しているが、実際
の実践では、人々や資産を常に気候変動性や極端な気
象現象の悪影響から保護してきてはいない。特に脆弱
な集団には、先住民や社会的または経済的に不利な状
況の人々が含まれる。北アメリカの伝統と制度は、地
方分権化した対応の枠組みを奨励してきているが、こ
の枠組みでは、適応は事後対応的で、不公平に配分さ
れ、問題を予防することより対処することに重点を置
く傾向にある。気候変動の問題を意思決定において「主
流化」させることが、持続可能性のための主要な必要
条件である［14.2.6, 14.4, 14.5, 14.7］。

沿岸域のコミュニティと生息地は、開発や汚染と相互
に影響し合う気候変動の影響により、ますますストレ
スにさらされるであろう（確信度が非常に高い）。
多くの沿岸で海面水位が上昇し、将来その変化の速度
は高まり、進行する浸水、高潮による洪水、および海
岸線の侵食の影響をいっそう悪化させる。暴風雨の影
響は、特にメキシコ湾や大西洋沿岸でより深刻となる
可能性が高い。塩性湿地、その他の沿岸の生息地やそ
こに依存する種は、海面上昇、内陸への移動を妨げる
固定構築物、植生の変化によって脅威にさらされる。
沿岸域における人口増加とインフラの価値上昇は、気
候変動と将来の気候変化に対する脆弱性を増加させ
る。現在の適応は一様でなく、増大する曝露に対する
準備は不足している［14.2.3, 14.4.3, 14.5］。

気候変動は北アメリカの配分過剰な水資源に制約を与
え、農業用、都市用、工業用、および生態系のための
＜水＞利用の間での競争を増幅するだろう（確信度が
非常に高い）。
気温上昇は、雪塊を減少させ、蒸発を増加させるであ
ろうが、このことは水の季節ごとの利用可能量に影響
を及ぼす。経済開発、農業、および人口増加による需
要の増加は、地表水および地下水の利用可能量をさら
に制限するだろう。五大湖と主要な河川系では、水位
の低下が、水質、航行、レクリエーション、水力発電、
水輸送、および二国間関係に関連する困難をいっそう
悪化させる可能性が高い［14.2.1, 14.4.1, 14.4.6, Boxes 

14.2 および 14.3］ 。

気候変動が都心のインフラと人の健康および安全性に
及ぼす影響は、インフラの老朽化、適合していない都
市の形態と建築物ストック、都市のヒートアイランド
現象、大気汚染、人口増加、および人口高齢化によっ
て悪化する（確信度が非常に高い）。
政治的、経済的、および文化的システムの慣性は当面
の行動を複雑にするが、北アメリカの資本ストックは
耐用期間が長く価値が高いため、今後数十年の間のコ
ストのかかる改修を回避するには事前の適応が重要と
なる［14.4.5, 14.4.6, 14.5, Box 14.3］。

対策への投資が増加されなければ、高温と極端な気象
は、暑さに関連した死亡、汚染、暴風雨に関連した
死亡や負傷、および感染症に起因する健康への悪影響
の増大を引き起こす可能性が高い（確信度が非常に高
い）。
歴史的に重要な対策には、早期警戒と監視システム、
空調、保健医療へのアクセス、公教育、媒介動物対策、
インフラ基準、大気質の管理などがある。現在、熱波
に見舞われている都市は、今世紀末までにこうした現
象の強度と期間の増加を経験すると予想され、このこ
とは健康への悪影響を伴う。増加を続ける高齢者が最
もリスクにさらされている。強い降雨の増加に伴い、
水媒介性疾病と水質の悪化が増大する可能性が非常に
高い。温暖化と気候の極端な現象は、花粉やオゾンへ
の曝露など、呼吸器系疾患を増加させる可能性が高い。
気候変動は、ライム病やウエストナイル熱のウィルス
を含む動物媒介性感染症のリスクと地理的分布範囲を
拡大させる可能性が高い［14.2.5, 14.2.6, 14.4.5, 14.4.6, 

14.5］。
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森林火災や昆虫の大発生などの撹乱が増加しており、
将来温暖化が進むと、土壌の乾燥化や成長期間の長期
化に伴って撹乱が激化する可能性が高い（確信度が非
常に高い）。
最近の気候のトレンドは植物の成長を促進させてきて
いるが、撹乱の継続的な増加が炭素蓄積を制限し、侵
入種を促進し、生態系サービスを混乱させる可能性が
高い。夏季気温の上昇は、火災発生リスクのの高い期
間を年間で 10～ 30%引き延ばすと予想され、結果と
してカナダでは 2100年までに焼失面積が 74～ 118%

増加しうる。種を北方向およびより高標高へと移動さ
せる圧力が 21世紀にわたり北アメリカの生態系を根
本から再編するだろう。生息範囲の移動に関する能力
の差や、開発、生息地の分断化、侵入種、および生態
学的つながりの分断による制約が生態系の構造、機能、
およびサービスを変化させるだろう［14.2.4, 14.2.2, 

14.4.2, Box 14.1］。

14.1　はじめに

　米国（U.S.）とカナダは、地方的変化（例えば、気
温、降水、極端な気象現象）の直接的影響を通じての
みならず、相互に関連した経済と人間およびその他の
種の移動により地域間で伝播する間接的影響によって
も、気候変動を経験するだろう。しかし、富のばらつ
きと地理的ばらつきが、＜生じる＞可能性が高い影響、
脆弱性、および適応する能力の不均衡な配分をまねく。
本章では、北アメリカ（カナダと米国よりなる）につ
いての直接および間接的影響、脆弱性、ならびに適応
に関する現在の知見の状態を再検討してまとめる。ハ
ワイおよびその他の米国の保護領については小島嶼に
関する第 16章、メキシコおよび中央アメリカはラテ
ンアメリカに関する第 13章で取り扱われる。高緯度
地域の問題と人々については第 15章の極域で取り扱
う。

14.1.1　 第 3次評価報告書（TAR）からの主
要な結論

　第 3次評価報告書（TAR）の北アメリカの章での主
要な結論（Cohen et al., 2001）は以下のとおり：

資源と生態系
・ 西部の融雪が大半を占める流域では、季節的な流量
に変動があり、冬季に流量が増加する。適応は夏季

の水利用可能量の減少による影響を完全には相殺し
ないかもしれない。

・ 商業漁業と娯楽漁業にとって重要な魚種の現存量お
よび空間的分布の変化。

・ 北アメリカでは食料生産に関して温暖化からの便益
があるが、地域的な差異が非常に強い。

・ 気候変動が農業に及ぼす影響の改善における農地レ
ベルと市場レベルでの調整による便益。

・ 森林の面積と生産性の増大。ただし、炭素貯蔵量は
増える場合も減る場合もある。

・ 撹乱が森林生態系に果たす大きな役割。森林火災の
季節が長期化する可能性が高く、火災の危険にさら
されている面積が相当に増大する可能性が高い。

・ 冷水生態系、高山地、および沿岸と内陸の湿地の可
能性が高い喪失。

人の居住と健康
・ 北部の都市では極端な冬季の寒気が減少。北アメリ
カ全域で都市は極端な暑熱をより頻繁に経験し、ま
たいくつかの場所では、海面上昇や高潮のリスク増
大、水不足、ならびに洪水の時期や頻度、激しさの
変化を経験するだろう。

・ 激しい降雨現象による損害の増大を回避するため、
土地利用計画とインフラ設計の変更が必要。

・ 必要な財源を持つコミュニティに関しては、インフ
ラを適応することによる脆弱性の低減。

・ 死亡、傷害、感染症、ストレスに関連する障害、お
よび極端な気象の頻度増大に起因する社会の混乱と
移住に伴うその他の悪影響の増大。

・ 特に若年者、高齢者、虚弱者の間での疾病と死亡の
増大につながる熱波の頻度と激しさの増大。呼吸器
の障害は気温上昇により引き起こされる大気の質の
低下によりいっそう悪化するかもしれない。

・ 北アメリカでは動物媒介性疾病とダニ媒介性疾病の
＜発生＞範囲が拡大、ただし公衆衛生対策その他の
要因による調整を伴う。

脆弱性と適応
・ 北アメリカでは 1970年代以降、気象に関連した損
失が増大。損失補償額が増大しており、このことは
富の増加と脆弱な場所への移動を反映している。

・ 1980年代以降、災害救済および保険プログラムに
よる洪水と作物の損失のかなりの部分に対する補償
が、リスクにさらされている場所での人間活動の拡
大を促進している可能性がある。

北アメリカ第 14 章
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・ 保険の利用可能性の制限、保険料の引き上げ、およ
び新しいリスク分散の仕組みを確立することを通じ
た最近の極端現象に対する保険会社の対応。建築基
準、土地利用計画、および災害への準備もまた災害
損失を減少させる。

・ 適応対策の開発には、制度とインフラの相当な変更
を伴う、研究者とステークホルダー間での異なった
学問領域にまたがる長期的な対話が必要であるとい
うことの認識。

・ 一般に適応戦略は、将来の影響や機会よりむしろ現
在の困難に取り組んでいるという認識。

14.1.2　TARとの主要な相違

　本評価は、TARによる結論を基礎とし、文献から得
られた新しい結果を組み入れている。それらには次の
ようなものがある：
・ 降水の変動性が増大し、水管理の困難を増大させる
見込み。

・ 水資源評価に地下水と水質の影響を取り入れること
の必要性。

・ 複数の要因による影響が非線形に作用し合うかもし
れず、その結果、限界点に達する可能性。

・ 気候変動による諸影響間の相互作用、およびその他
の地方的、地域的、ならびに全球的な変化との相互
作用の潜在的な重要性。

・ 適応の可能性、ただし現在の適応は不均一。
・ 適応戦略と将来の脆弱性とを結び付けることの困難さ。
・ 北アメリカでの影響、適応および脆弱性のあらゆる
側面に関する文献の入手可能性の増大。

14.2　現在の感度／脆弱性

　北アメリカでは、全体としての年間平均気温が 1955

から 2005年の期間に上昇し、アラスカとカナダ北西
部で最も上昇し、大陸内部で相当に上昇し、米国南東
部とカナダ東部でさほどひどくない程度に上昇した
（図 14.1）。春季と冬季が最も大きな気温の変化を示し
（Karl et al., 1996; Hengeveld et al., 2005）、1日の最低気
温（夜間）は最高気温（日中）より上昇している（Karl 

et al., 2005; Vincent and Mekis, 2006）。1950年以降カナ
ダおよび米国（アラスカ、ハワイを除く）【訳注 14-1】

で植生の成長期間の長さが、平均 2日 /10年長くなっ
ており、長期化の大部分が春季の気温上昇の早期化の
結果生じている（Bonsal et al., 2001; Easterling, 2002; 

Bonsal and Prowse, 2003; Feng and Hu, 2004）。20世紀後
半の北アメリカにおける温暖化の徴候は、温室効果ガ
ス、硫酸塩エアロゾル、および自然の外部強制力の組
み合わさった影響を反映している（Karoly et al., 2003; 

Stott, 2003; Zwiers and Zhang, 2003）。
　年間降水量は北アメリカのほとんどの地域で増加し
ており、カナダ北部では大幅に増加しているが、米国
南西、カナダのプレイリー、および北極地方東部では
減少している。（第 1作業部会第 4次評価報告書（WGI 

AR4）Trenberth et al., 2007 Section 3.3.2.2、Figure 3.13

および 3.14参照）（Hengeveld et al., 2005; Shein, 2006）。
米国の激しい降水の頻度は 1920年代と 1930年代には
最低だったが、1990年代にかけて増加した（1895か
ら 2000年）（Kunkel, 2003; Groisman et al., 2004）。カナ
ダでは、極端な降水の一貫したトレンドはみられない
（Vincent and Mekis, 2006）。

14.2.1　淡水資源 

　米国東部ではこの 60年間に河川流量が 25％増加し
ている（Groisman et al., 2004）が、中部ロッキー山脈
地域では 20世紀中に約 2％ /10年減少している（Rood 

et al., 2005）。1950年以降、コロラド川とコロンビア
川双方の流域の河川流出量が減少してきており、同時
に、米国（アラスカ、ハワイを除く）の年間蒸発散
量（ET）は 55 mm増加した（Walter et al., 2004）。冬季
に降雪のある地域では、温暖化が水循環現象の規模と
時期を変化させてきている（Mote et al., 2005; Regonda 

et al., 2005; Stewart et al., 2005）。1949から 2004年に、
米国の西部山岳地で調査対象になった測候所の 74％
で、年間降水量に雨（雪ではなく）が占める割合が
増加した（Knowles et al., 2006）。カナダでは 1900か
ら 2003年にかけての温暖化が、西部とプレイリーで
の降雪による総降水量の減少をまねいた（Vincent and 

Mekis, 2006）。米国西部では春季と夏季の積雪が減少
した（Groisman et al., 2004）。北アメリカの西部山岳地、
特に標高の低いところでは、降水量の変化ではなく主
に温暖化により、1950年以来、4月 1日の積雪水量
（SWE）が 15から 30％減少してきている（図 14.1a）
（Mote et al., 2003; Mote et al., 2005; Lemke et al., 2007: 

Section 4.2.2.2.1を参照）。Whitfield and Canon （2000）と
Zhang et al. （2001）はカナダ全域での春季の流出の早
期化を報告した。夏季（5月から 8月）のアサバスカ
川の流量は 1958年以来 20％減少している（Schindler 

and Donahue, 2006）。融雪が大半を占める米国の西部山
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岳地では、河川流量のピークが 2002年には 1948年よ
り 1から 4週間早く生じた（Stewart et al., 2005）。北ア
メリカ全域で河川と湖の氷解がこの 100年で 0.2から
12.9日早まってきている（Magnuson et al., 2000）。
　干ばつの長期化に対する脆弱性は北アメリカ全域で
高まりつつある。というのは、人口増加と経済開発
が、農業用水、都市利用、および工業用水からの需要
の増加を生じさせ、その結果として水資源の頻繁な過
剰配分が起きるからである（Alberta Environment, 2002; 

Morehouse et al., 2002; Postel and Richter, 2003; Pulwarty 

et al., 2005）。米国とカナダの西部で干ばつはより頻繁
になり強度を増してきているが、東部も干ばつや、そ
れに付随する給水の減少、水質と生態系機能の変化、
および配分の困難を免れない（Dupigny-Giroux, 2001; 

Bonsal et al., 2004; Wheaton et al., 2005）。

14.2.2　生態系

　気候と陸域生態系との明らかで観測可能な三つのつ
ながりは、ライフサイクル現象の季節的なタイミング
や生物季節、植物の成長や一次生産の応答、および生
物地理学的分布である。生物への直接的影響は、生態
学的メカニズム（競争、草食 1、病気）と撹乱（森林火災、
ハリケーン、人間の活動）による間接的影響と相互に
作用し合っている。

生物季節、生産性、および生物地理学＜的状況＞
　1981年以降入手可能な毎日の全球の衛星データは春
季の「緑の程度（greenness）」が 19年で、特に北半球
の温帯地方全域において 10～ 14日早まったことを示
している（Myneni et al., 2001; Lucht et al., 2002）。実地
調査がこうした衛星観測を確かなものとしている。多
くの種の開葉期や開花期が早まりつつある（例えば、
ライラックの開花期の早期化－北アメリカ全域の 800

箇所で 1959から 1993年にかけて 1.8日 /10年（Schwartz 

and Reiter, 2000）、スイカズラ－米国西部で 3.8日 /10

年（Cayan et al., 2001）、ならびにリンゴとブドウの開
葉期－米国北東部の 72箇所で 2日 /10年（Wolfe et al., 

2005）、アスペン－エドモントンで 1900年以降 2.6日
/10年（Beaubien and Freeland, 2000））（図 14.1b）。気温、
光周期、水分の不足の組合せによって調整される秋季
の落葉の時期は＜開葉期や開花期の早期化より＞あや
ふやなトレンドを示している（Badeck et al., 2004）。

　米国本土の純一次生産力（NPP）は 1982から 1998

年までにほぼ 10％増加し（図 14.1f）（Boisvenue and 

Running, 2006）、水収支の改善に起因して中央平原の農
耕地と草地で最も増加した（Lobell et al., 2002; Nemani 

et al., 2002; Hicke and Lobell, 2004）。
　北アメリカの森林は、特に森林火災、暴風雨、昆虫、
および病気による撹乱への影響をとおして気候による
間接的な影響を受けうる。森林火災による焼失面積は
この 30年で劇的に増加している（Box 14.1参照）。

野生生物の個体群と群集動態
　北アメリカの動物は気候変動に応答しており、生
物季節、移動、繁殖、冬眠、および地理的生息範囲
に影響を及ぼしている（Walther et al., 2002; Parmesan 

and Yohe, 2003; Root et al., 2003; Parmesan and Galbraith, 

2004; Root et al., 2005）。春季の温暖化は、米国東海岸
では、28種の渡り鳥の巣作りの早期化（Butler, 2003）
を、またメキシコカケス（Brown et al., 1999）とミドリ
ツバメ（Dunn and Winkler, 1999）の産卵の早期化をま
ねいてきている。カナダ北部では、アカリスが 10年
前より 18日早く繁殖している（Reale et al., 2003）。数
種類のカエルは、現在、1世紀前よりも 10～ 13日早く、
繁殖期の鳴き声をあげ始めている（Gibbs and Breisch, 

2001）。カリフォルニアの低地では、23種のチョウの
うち 70％が 31年間で平均 24日春季の飛び始めの日を
早めた（Forister and Shapiro, 2003）。最近の温暖化に関
連したオレゴンの湖の水深減少は、ヒキガエルの卵の
UV-B曝露を増大しており、このことは寄生菌類によ
る大量死の増加をまねいている（Kiesecker et al., 2001; 

Pounds, 2001）。
　北アメリカの多くの種が、一般に北または標高の
高い方に向かってその生息範囲を移動させてきてい
る（Parmesan and Yohe, 2003）。エディタヒョウモンモ
ドキは北アメリカ西部の生息範囲のうち南部の標高
の低い場所で地方的には絶滅してきているが、その
生息範囲を北に 90km、標高の高い方に 120m拡大し
てきている（Parmesan, 1996; Crozier, 2003; Parmesan and 

Galbraith, 2004）。カナダ北部ではアカギツネ＜の生息
範囲＞が北方に拡大してきており、競争力が低いホッ
キョクギツネの退却をまねいている（Hersteinsson and 

Macdonald, 1992）。

1

1   動物による植物の摂取。
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14.2.3　沿岸地域

　北アメリカの海岸は長く多様であり、相対的海面水
位のトレンドもさまざまである（図 14.1d）（Shaw et 

al., 1998; Dyke and Peltier, 2000; Zervas, 2001）。相対的
海面水位（用語解説参照）は多くの場所で上昇しつつ
あるが、沿岸住民は多くの場合この傾向およびこの傾
向が沿岸の後退と洪水に及ぼす影響を認識していない
（O’Reilly et al., 2005）。五大湖では、極端に高い水位と
極端に低い水位の両方が損害を引き起こし、破壊的で
ある（Moulton and Cuthbert, 2000）。水辺に面した不動
産や建設用地の需要は増大を続け、リスクにさらされ
ている不動産の価値を上昇させる（Heinz Center, 2000; 

Forbes et al., 2002b; Small and Nichols, 2003）。
　北アメリカの多くの沿岸域は高潮による洪水にさ
らされるおそれがある（Titus and Richman, 2001; Titus, 

2005）。大規模なデルタにある主要な都心のいくつか
は海面より低く（例えば、ミシシッピ川河畔のニュー
オリンズ、フレーザー川河畔のリッチモンドとデル
タ）、多くの人口をリスクにさらしている。2005年の
ハリケーン・カトリーナの後のニューオリンズの防水
壁の決壊（第 6章 6.4.1.2節および Box 6.4）と 2006年
のブリティッシュコロンビア州デルタでの高潮による
堤防決壊は、脆弱性を実証している。エルニーニョ状
況下において、高水位が太平洋沿岸沿いでの冬季の暴
風雨の変化と相まって深刻な沿岸洪水と暴風雨の影
響を引き起こしてきている（Komar et al., 2000; Walker 

and Barrie, 2006）。サンフランシスコでは、140年間の
検潮データが 1950年以降の冬季の激しい暴風雨の増
加を示しており（Bromirski et al., 2003）、またいくつか
の研究は沿岸侵食の加速を検出している（Bernatchez 

and Dubois, 2004）。アラスカの一部の村は脅威にさら
されており、5,400万米ドルに及ぶと予測されている
コストでの保護や移住を必要としている（Parson et al., 

2001a）。最近の熱帯地域および熱帯地域以外の激しい
暴風雨は、高い適応能力を有すると想定される北アメ
リカの都心も依然として極端現象に対して脆弱である
ことを実証している。近年五大湖とセントローレンス
湾では、冬季の氷の減少が、沿岸の冬季の暴風雨によ
る損害への曝露を増大させてきている。冬季の氷は季
節的な護岸となるが、岸辺の家々やインフラに損害を
も与えうる（Forbes et al., 2002a）。

　大型の暴風雨が短期間に続いて起きる場合には、自
然の回復力を立て直す機会が制限され、沿岸のコミ
ュニティと生態系への影響はいっそう深刻になりう
る（Forbes et al., 2004）。現在の気候下での沿岸災害へ
の適応はしばしば不十分であり、曝露増加への備え
は乏しい（Clark et al., 1998; Leatherman, 2001; West et 

al., 2001）。極端現象は、海岸線の開発と窒素による
富栄養化 2（Bertness et al., 2002）を含む、生態系の完
全性に対するほかのストレスを増大しうる（Scavia et 

al., 2002; Burkett et al., 2005）。当初米国にあった塩性
湿地生息地の 50％以上が既に失われている（Kennish, 

2001）。内陸方向への移動が妨げられ、垂直方向への
成長が海面上昇よりも遅い場合には、海面上昇による
影響は「沿岸の圧迫（coastal squeeze）」（用語解説参照）
と浸水によって増幅されうる（14.4.3節参照）（Kennish, 

2001; Scavia et al., 2002; Chmura and Hung, 2004）。

14.2.4　農業、林業、および漁業 

農業
　20世紀中に、米国の主要商品作物の収量は、概して
1～ 2％ /年の率で一貫して増加してきている（Troyer, 

2004）が、地域ごとや年ごとに相当なばらつきがある。
収量のこうしたトレンドは、技術、肥料の利用、種子
の貯蔵、および管理技術を含む複数の要因の累積的な
変化と気候によるあらゆる変化の結果で、各要素特有
の影響はプラスの場合もマイナスの場合もある。年に
より気象が変動したため、年ごとのばらつきを伴った
が、米国中西部では 1970から 2000年までにトウモロ
コシの収量が 58％、そしてダイズの収量が 20％増加
した（Hicke and Lobell, 2004）。1951から 1998年の間に、
激しい降雨が米国のトウモロコシ価格を平均して 30

億米ドル /年減少させた（Rosenzweig et al., 2002）。米
国のトウモロコシとコムギ地帯では、1982から 1998

年にかけてトウモロコシとダイズの収量が気温上昇の
悪影響を受け、気温上昇の偏差 1℃ごとに 17％減少し
た（Lobell and Asner, 2003）。カリフォルニアでは、夜
間の気温上昇が質の高いワイン用ブドウの生産を強化
してきているが（Nemani et al., 2001）、これ以上の上
昇は同じような増加につながらないかもしれない。カ
リフォルニアの 12の主要作物に関して、この 20年間
の気候の変動は収量に大きな影響を及ぼしてはこなか

1

2   富栄養化とは、湖沼や河口、流れが遅い河川流などの水域が、植物の過度の成長（例えば、藻類ブルームや有害な植物・雑草）
を促す過剰な栄養塩を受け取るプロセスのことである。
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ったが、オレンジとクルミについてはプラスの要因、
アボカドと綿花についてはマイナスの要因であった
（Lobell et al., 2006）。
　北アメリカの農業はこの 10年間多くの深刻な気象
現象にさらされてきている。気象の変動の増大は、農
村部からの人口流出および経済ストレスと相まって、
農業分野全体の脆弱性を高めてきており、このこと
はさらに変化する気候に対処するための農業分野の
将来的な能力についての懸念を高めている（Senate of 

Canada, 2003; Wheaton et al., 2005）。しかし、北アメリ
カの農業は動的である。市場と気象の変化を含む複合
的ストレスと機会への適応は農業分野にとってはあた
り前のプロセスである。気象に関連したリスクを低減
させるために、作物と事業の多様化、ならびに土壌
と水の保全がしばしば利用されている（Wall and Smit, 

2005）。水の保全と保全耕うん【訳注 14-2】の改善を含
む北アメリカの農業分野による最近の適応は、一般に
単独の個別の活動としては企てられないが、公共政策
の変化（Goodwin, 2003）など動的で変わり続ける環境
の中での数年に及ぶ一連の決定として発展する（Smit 

and Skinner, 2002）。気候変動への適応の動態を現実的
にモデル化しようという試みがあるが（Easterling et 

al., 2003）、気候変動性に対する農業の現在の感度と気
候変動への対処能力についての理解はいまだ限定的な
ままである（Tol, 2002）。

林業
　低温と短い成長期間のために歴史的に樹木の成長が
制限されている地域で、森林の成長がゆっくりと加
速（1％ /10年未満の割合）しつつあるように思われ
る（Caspersen et al., 2000; McKenzie et al., 2001; Joos et 

al., 2002; Boisvenue and Running, 2006）。カナダ東部の森
林とツンドラの移行帯のクロトウヒは 1970年代以降、
高さが成長し続けてきている（Gamache and Payette, 

2004）。しかし、干ばつの影響を受けやすい場所では
成長が鈍化している。アラスカの乾燥した南向きの斜面
のシロトウヒの半径の成長はこの 90年間で干ばつによ
るストレスの増大によって低下してきている（Barber et 

al., 2000）。米国南西部の半乾燥林では、気温上昇に関
係している干ばつに相関して、1895年以降成長速度が
減少している（McKenzie et al., 2001）。1895から 1991

年までの太平洋岸北西部における亜高山帯の森林の年

輪の成長と気候との関係は地形に複雑な影響を及ぼ
した（Peterson and Peterson, 2001; Peterson et al., 2002）。
標高の高い北向きの斜面では、亜高山帯のモミとマウ
ンテンヘムロックの成長は春季の雪塊の深さと負の相
関関係があり、夏季の気温と正の相関関係があった
が、このことは成長期間の気温の限界を示唆してい
る。しかしながら、低い標高の場所では、成長は夏の
気温と負の相関関係があり、このことは水の限界を示
唆している。コロラドでは、アスペンがこの 100年で
より耐寒性が高いトウヒとモミの林に進行してきてい
る（Elliott and Baker, 2004）。ユーコン州では、ロッジ
ポールパインの生息範囲の北限が、以前は耐寒性がよ
り高いクロトウヒが優占だった区域に進行しつつある
（Johnstone and Chapin, 2003）。気温上昇と昆虫の侵入と
が組み合わさったことは、結果として、アラスカでも
ユーコンでも、キクイムシの一種による森林資源基盤
の多大な経済的損失を引き起こした（ACIA, 2004）。

淡水漁業
  北アメリカの大半の商業淡水漁業のほとんどが農村
部や僻地で行われており、多くの場合、先住民が主要
な役割を果たしている。内陸での娯楽漁業もまた重要
で、増加している（DFO-MPO, 2002; DOI, 2002）。魚類
および漁場の生態学的持続可能性は温度と水供給（流
量と湖水位）と密接に結び付いている。気候の変化と
変動が及ぼす直接的影響と間接的影響はますます増大
し、このいずれもが、人間開発（Schindler, 2001; Chu 

et al., 2003; Reed and Czech, 2005; Rose, 2005）、生息地
の喪失と変化（水の汚染を含む）、＜外来種の＞侵入
と導入による生物の均質化（Rahel, 2002）、および過剰
開発（Post et al., 2002; Cooke and Cowx, 2004）などの
淡水漁業に対するほかの圧力と相互に作用し合ってい
る。冷水性および冷温水性漁業、特にサケ科の魚類は、
温暖化／乾燥化条件がその生息地を減少させるにつれ
衰退してきている。遡河性 3のサケ資源は北アメリカ
の大部分で急激に減少している（Gallagher and Wood, 

2003）。最近の気候変動が及ぼす影響についての証拠
が急激に増えている。太平洋のサケが北極地方の河川
に現れてきている（Babaluk et al., 2000）。サケ科の魚
類は米国の河川の温暖化による影響を受けてきている
（O’Neal, 2002）。オンタリオ州のある湖のレイクトラ
ウトは、エルニーニョと関連のある高温のために加入4 

1

3  遡河性（Sea-run）：特に卵を生むため、海から川を遡る習性を有すること。
4  加入（Recruitment）：商業的な漁法により漁獲されるのに十分な大きさに達している新たな幼魚の数。
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の失敗を経験した（Gunn, 2002）。オンタリオ湖の年級
群生産性は気温と強い関係があり、1990年代に暖水性
魚種に移行した（Casselman, 2002）。湖沼のウォールア
イの漁獲高は、冷たく濁った生息地の量に左右される
（Lester et al., 2004）。オンタリオ湖クインテ湾における
ウォールアイの生息地の最近の縮小は一部には温暖化
と水位の低下によるものであった（Chu et al., 2005）。
カワマスの成魚の産卵と稚魚（新生魚）の生存の成功
は冷たい地下水の浸透と密接に関係している。この地
下水の浸透は湖に生息する個体群にとっての適温を提
供している（Borwick et al., 2006）。魚卵の発達と死亡
の割合は、種に固有の許容範囲内で、温度上昇に伴っ
て増加する（Kamler, 2002）。

14.2.5　人の健康

　熱波や大気汚染に起因する心血管系疾患や呼吸器系
疾患から、感染症の伝染の変化まで、人間の病気の多
くは気象に対する感度が高い。その他の活動の相乗効
果は気象への曝露をいっそう悪化させる可能性があり
（例えば、都市のヒートアイランド効果によって）、こ
のことは特定の場所の脆弱性を決定するのに分野横断
的なリスク評価を必要とする（Patz et al., 2005）。
　空気感染する感染症の発生は、気候変動性を一因と
して、季節また年により異なる。1990年代初頭、カリ
フォルニアは 5年間干ばつが続いた後、渓谷熱の流行
を経験した（Kolivras and Comrie, 2003）。あらゆる原因
による水媒介性疾病の米国での大発生は季節的にはっ
きりと異なっており、主要な流域に集中し、激しい降
水（米国について、Curriero et al., 2001）、または極端
な降水やより温暖な気温（カナダについて、Thomas et 

al., 2006）と関連している。深刻な降雨の後の激しい
流量もまた、レクリエーション用の水を汚染し、バク
テリアの数の増加をとおして、人間の病気のリスクを
増大させうる（Schuster et al., 2005）。河川に最も近い
海岸ではこの関係が最も大きい（Dwight et al., 2002）。
　食品媒介性疾病は歴史的な気温トレンドとのいくつ
かの関係を示している。アルバータ州では、気温は 3

種類の腸内病原菌、 Salmonella（サルモネラ）、 E.coli（大
腸菌）、およびCampylobacter（カンピロバクター）の
発生と線的ではないが強力に関連している（Fleury et 

al., 2006）。

　多くの人獣共通感染症 5は気候のゆらぎに対する
感度が高い（Charron, 2002）。記録的な暑さであった
1999年 7月中に北アメリカで初めて出現したウエスト
ナイル・ウィルス（WNV）の変種はほかの変種より
も高い気温を必要とする。2002から 2004年のWNV

が流行した夏季における最大の伝染は、平均を超える
気温と関連していた（Reisen et al., 2006）。WNVの主
な媒介動物であるイエカのウィルス複製の実験室での
研究は、より高い気温での高いウィルスレベルを示し
ている（Dohm and Turell, 2001; Dohm et al., 2002）。鳥
の渡りの経路と米国とカナダでのWNVの最近の西へ
の進行はWNVの主要な要因であり、WNVの動態に
おいて気温が果たす役割についての将来の評価の中で
考慮されなければならない。WNVと密接に関連して
いるウィルスであるセントルイス脳炎は、条件が脳炎
の潜伏期 6を短縮することによって伝染を助長する、
暑く乾燥したラニーニャの年に発生する傾向がある
（Cayan et al., 2003）。
　ライム病は北アメリカで流行しているダニ媒介性の
疾病であり、気温（Ogden et al., 2004）および降水量
（McCabe and Bunnell, 2004）と関連しているという新
しい証拠がある。野外では、米国において微生物の第
二宿主である Ixodes scapularis（クロアシマダニ）の個
体群の維持に、気温と蒸気圧が寄与している。ダニが
生存するためには－ 7℃より高い月平均最低気温が必
要とされる（Brownstein et al., 2003）。
　極端に暑い気象と寒い気象の両方への曝露は、中間
的な「快適な（comfortable）」気温範囲と比べて、罹
患率と死亡率の上昇に関連している（Curriero et al., 

2002）。米国の 12の都市で、高温は心血管系疾患によ
る入院の増加と関連づけられてきている（Schwartz et 

al., 2004a）。トロントでは緊急入院が極端な暑熱と直
接的に関連してきている（Dolney and Sheridan, 2006）。
暑さ対応計画と暑熱早期警戒システム（EWS）は命を
救いうる（Ebi et al., 2004）。1995年の熱波の後、ミル
ウォーキー市は「極端な暑熱状況計画（extreme heat 

conditions plan）」を開始させ、暑熱に関連する罹患率
と死亡率をほぼ半減させた（Weisskopf et al., 2002）。現
在、世界の数十を超える都市が危険な気団の監視に焦
点を合わせた警戒システムを持っている（Sheridan and 

Kalkstein, 2004）。

1
5  人獣共通感染症（Zoonotic diseases）： 動物と人間の間で伝染しうる（または共有されうる）病原菌により引き起こされる疾病。
6   潜伏期（Extrinsic incubation period）：媒介動物によって病原菌が獲得されてから媒介動物が病原菌を他の宿主に伝染させるこ
とができるまでの間の期間。
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14.2.6　人の居住

資源に依存しているコミュニティの経済基盤
　北アメリカで気候感度が最も高いコミュニティの一
つは一種類またはわずかな種類の天然資源に依存す
る先住民のコミュニティである。米国の部族民のうち
約 120万人（60％）が保留地またはその付近に居住
し、その多くが伝統的な自給活動と賃金労働をあわせ
た生活を営んでいる（Houser et al., 2001）。多くの保留
地経済と先住民政府の予算は農業、林産品、および観
光に依存している（NAST, 2001）。激しい降雨と間接
的に関連のある 1993年のハンタウィルスの大発生は、
アメリカ南西を訪れる観光の相当な減少をまねいた
（NAST, 2001）。カナダ北部とアラスカの多くの先住民
コミュニティは、海と湖の氷への信頼の減少（移動、
狩猟、漁、捕鯨に関して）、虫害による森林資源の損失、
カリブーへのストレス、および海氷の減少による沿岸
インフラの曝露の増大によって生活様式と経済活動へ
の制約を既に経験している（NAST, 2001; CCME, 2003; 

ACIA, 2005）。北アメリカの多くの農村居住地、特に
漁業や林業など限られた資源基盤に依存している居住
地は、多くの要因によって引き起こされた最近の資源
基盤の減少による深刻な影響を受けてきている（CDLI, 

1996）。しかし、すべてのコミュニティが被害を被っ
てきているわけではなく、アラスカの一部の漁業コ
ミュニティは 1970年代半ば以降一部のサケ資源の現
存量の地域的増加の便益を受けてきている（Eggers, 

2006）。

インフラと極端現象
　北アメリカ人口の 80％ほどが都市部に居住している
（Census Bureau, 2000; Statistics Canada, 2001b）。北アメ
リカの都市は、規模、機能、気候、およびその他の要
因はさまざまだが、技術システムによって自然環境か
らおおかた守られている。しかし、2004年のハリケ
ーン・アイバンと 2005年のカトリーナ、リタ、およ
びウィルマが及ぼした破壊的影響は、十分な安全範囲
で設計または維持されていなかった北アメリカのイン
フラや都市システムの脆弱性を例示している。防御シ
ステムが欠けていると、影響が広範囲で多次元になり
うる（第 7章、Box 7.2 および 7.4を参照）。ハリケー
ン・カトリーナが、貧困者、虚弱者、高齢者、および
その他の依存型の住民に及ぼした不釣合いな影響は、
公共部門の発展および／または避難と緊急支援計画の
実施が不十分であることによって増幅された（Select 

Bipartisan Committee, 2006）。
　20世紀末の北アメリカにおける気象に関連した自然
災害のコストは、主にリスクにさらされているインフ
ラの価格が上昇した結果、増大した（Changnon, 2003, 

2005）。曝露増大の主要な要因には、基準を満たして
いない建築物と不十分な建築基準と相まって、富の増
大、人口の沿岸域への移動、暴風雨が起きやすい場所
の都市化、インフラの老朽化などがある（Easterling 

et al., 2000; Balling and Cerveny, 2003; Changnon, 2003, 

2005）。北アメリカの極端現象の件数と強度のトレン
ドにはばらつきがあり、多くは（例えば、靄現象、竜
巻、激しい暴風、冬季の暴風雨）横ばいであるか、あ
るいは減少してさえいる（Kunkel et al., 1999; McCabe 

et al., 2001; Balling and Cerveny, 2003; Changnon, 2003; 

Trenberth et al., 2007: Section 3.8.4.2）。
　北アメリカは、単にリスクにさらされる資産価値の
上昇と人口の増加によっても、人命と財産の重大な喪
失を被り続けるであろう可能性が非常に高い（確信度
が非常に高い） （Pielke Jr., 2005; Pielke et al., 2005）。米
国諸州の北大西洋のハリケーンにさらされる付保され
ているすべての住宅用不動産と商業用不動産の価値 19

兆米ドルのうち 7兆 2,000億米ドル（41％）が沿岸部
の郡に所在している。この経済的価値には、フロリダ
州の不動産の 79％、ニューヨーク州の不動産の 63％、
コネティカット州の不動産の 61％が含まれる（AIR, 

2002）。米国のハリケーンの十年累積強度は、20世紀
半ばにピークに達してその後低下した後、この過去 25

年間には増大してきている（図 14.1e）。ハリケーン、
竜巻、洪水、および雷による北アメリカの死亡（死者
数と死亡率）は、主に警戒システムが改善されたこ
とにより、20世紀初め以降概して減少してきている
（Goklany, 2006）。死者の大半は、警戒／避難システム
がタイムリーな避難を誘導できなかった 3件の暴風雨
－ 1900年のガルベストン、1926年のオキチョビー、
2005年のカトリーナ－で占められた。
　洪水ハザードは沿岸域に限定されない。大洪水の歴
史を持つ河川流域（例えば、サクラメント川（Miller, 

2003）、フレーザー川（Lemmen and Warren, 2004）、レ
ッド川（Simonovic and Li, 2004）、およびミシシッピ川
上流（Allen et al., 2003））は、河川洪水の極端現象へ
の感度を例証し、インフラの設計基準、土地利用計画、
および気象／洪水予報がきわめて重要であることを浮
き彫りにしている。
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14.2.7　観光とレクリエーション 

　米国とカナダは国際観光収益でトップ 10国に入
り（それぞれ、1,120億米ドルと 160億米ドル）、国内
観光と野外レクリエーションの市場はその数倍の規
模である（World Tourism Organization, 2002; Southwick 

Associates, 2006）。気候変動性は成長を続けるこの経
済分野の多くの部分に影響を及ぼす。例えば、コロラ
ド州（2002年）とブリティッシュコロンビア州（2003

年）の森林火災は、訪問の減少とインフラの破壊によ
って数千万ドルの観光損失を引き起こした（Associated 

Press, 2002; Butler, 2002; BC Stats, 2003）。米国西部と五
大湖の一部では同様の経済的損失が河川と貯水池の干
ばつの影響による水位＜の変化＞によって引き起こさ
れた。フロリダキーズでは、ハリケーン・ジョージ（1998

年 9月）の後の 10日間の閉鎖と清掃が、約 3,200万ド
ルの観光収入損失を引き起こした（EPA, 1999）。北ア
メリカの観光産業は気候が及ぼす重要な影響を認識し
ているが、その影響は総合的には分析されてきていな
い（Scott et al., 2006）。

14.2.8　エネルギー、産業、および運輸

　北アメリカの産業、エネルギー供給、および運輸の
ネットワークは、その安全範囲を超える気象の極端
現象に対する感度が高い。これらの影響のコストは高
くなりうる。例えば、米国では停電による経済コスト
は年間 300億から 1,300億米ドルである（EPRI, 2003; 

LaCommare and Eto, 2004）。2004年の夏にフロリダを
通過したハリケーンは、結果的にフロリダ州の関連
する四つの公共事業会社に対して 14億米ドルのシス
テム復旧の直接コストをもたらした（EEI, 2005）。米
国の 14の公共事業会社は 1994から 2004年にかけて
その他に 81の大きな暴風雨を経験し、暴風雨一件当
たり平均コストは 4,900万米ドルで、一つの暴風雨の
最大の影響コストは 8億 9,000万米ドルだった（EEI, 

2005）。
　2003年の米国北東部とカナダ南東部の夏季の停電
は、とりわけ同時に起こった暑い気象によって引き起
こされたわけではなかったが、需要の高い時期の大
規模な停電の結果生じる北アメリカ社会に対するコス
トを例示した。5,000万人以上の電力が断たれた結果、
損失保障額は 1億 8,000万米ドル、損失総額は 100億
米ドルに及んだ（Fletcher, 2004）。事業の中断は特に深
刻で、最近調査対象になった企業の上位 4分の 1によ

って生じたコストは 25万米ドル /時間を超えた（RM, 

2003）。
　2005年のハリケーン・カトリーナ、リタ、およびウ
ィルマと 2004年のアイバンの影響は、メキシコ湾沖
合いの石油と天然ガスのプラットフォームとパイプラ
イン、石油精製所、および補助インフラが大型ハリケ
ーンによる深刻な被害を受けうることを示し、このこ
とは全国レベルでの影響を生じさせ、数か月かそれ以
上に及ぶ復旧期間を必要とする（Business Week, 2005; 

EEA, 2005; EIA, 2005a; Levitan and Associates Inc., 2005; 

RMS, 2005b; Swiss Re, 2005b, c, d, e）。
　水力発電は全流量、流出のタイミング、および貯水
池の水位に対する感度が高いことで知られている。例
えば、1990年代に、長期にわたる干ばつの結果五大湖
の水位が低下し、1999年にはナイアガラとスーセン
トマリーの両方で水力発電が相当に減少した（CCME, 

2003）。

14.3 　将来トレンドに関する想定 

14.3.1　気候

　最近の気候モデルのシミュレーション（Ruosteenoja 

et al., 2003）は、CGCM2または HadCM3のいずれかの
気候モデルを用いた 1000年大気海洋結合大循環モデ
ル（AOGCM）に基づいて、2010から 2039年の時間
断面までに、年間気温が北アメリカ全体にわたって現
在の自然な変動の範囲からはみ出るであろうことを示
している。モデル、シナリオ、季節、および地域のほ
とんどの組合せで、2010から 2039年の時間断面での
昇温が 1から 3℃の範囲内になるであろう。21世紀後
半に、予測される年間の気温上昇は大陸の西部、南部、
および東部の端全体にわたり 2から 3℃になるが、高
緯度の場所では 5℃を超える可能性が高い（Christensen 

et al., 2007: Section 11.5.3.1）。予測される気温上昇は、
冬季には高緯度の地域、夏季には米国南西部で最大に
なる。北アメリカ全域での暑さの極端現象は、より頻
繁になり、かつ長期化すると予測される（Christensen 

et al., 2007: Section 11.5.3.3）。
  年間平均降水量は、米国南西部では減少するが、大
陸のほかの場所では増加すると予測される（Christensen 

et al., 2007: Section 11.5.3.2）。カナダの降水量の増加は
年平均では＋ 20％の範囲、冬季では＋ 30％の範囲に
なると予測される。一部の研究は、極端な降水量の広
範囲にわたる増加を予測しており（Christensen et al., 
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2007: Section 11.5.3.3）、強い降水による洪水のリスク
だけでなく、降水の時間的変動性の拡大による干ばつ
のリスクも増大する。一般に、降水の極端現象の予測
される変化は平均降水量の変化よりも大きい（Meehl 

et al., 2007: Section 10.3.6.1）。
　ハリケーンの頻度と強度の将来のトレンドは依然と
して非常に不確実なままである。個々のハリケーン
の一部の側面を描き出すのに十分な解像度の気候モデ
ルを用いた実験は最大風速と降水強度両方のいくぶ
んかの増大を予測する傾向にある（Meehl et al., 2007:  

Section 10.3.6.3）。熱帯以外の暴風雨のパターンはより
はっきりしており、強度はより強くなるが、頻度は
おそらくは低くなる可能性が高く、このことは中緯
度の場所での極端な波高の増大をまねく（Meehl et al., 

2007: Section 10.3.6.4）。
　エルニーニョ現象は、米国南東部などの一部の地域
では降水量の増加と激しい暴風雨、そして米国西部
のグレートベースンでは降水量の増加と関連している
が、太平洋岸北西部、カナダ西部、およびアラスカの
一部などその他の場所では、気温上昇や降水量の減少
と関連している（Ropelewski and Halpert, 1986; Shabbar 

et al., 1997）。最近の分析は、エルニーニョの振幅や頻
度について将来の一貫したトレンドを示していない
（Meehl et al., 2007: Section 10.3.5.4）。

14.3.2　 社会的、経済的、ならびに制度的文脈 

　カナダと米国は経済を発展させてきており、2005年
の一人当たり国内総生産（GDP）はそれぞれ 31,572米
ドルと 37,371米ドルであった（UNECE, 2005a, b）。将
来の人口増加は移民によって占められる可能性が高い
（Campbell, 1996）。先住民の関心事は、特に土地管理の
問題との関係で、カナダと米国の両方において重要で
ある。人口高齢化に伴い、今後数十年で保健医療のコ
ストが上昇する可能性が高い（Burleton, 2002）。
　大規模な農業（2005年の価値は 3,160億米ドル）
（Economic Research Service, 2006; Statistics Canada, 

2006）、運輸分野（2004年の価値は 5,100億米ドル） 
（Bureau of Transportation Statistics, 2006; Industry Canada, 

2006）、および観光分野を含むカナダと米国の経済の
主要部分は、直接的に気候に対する感度が高い（14.2.4、
14.2.7、および 14.2.8節参照）。多くの活動が気候に
対する直接的感度を限定してきているが（Nordhaus, 

2006）、暴風雨、洪水、あるいは干ばつの頻度と強度
が気候変動に伴い増大するという証拠が増加すること

で、気候感度の高い活動の潜在的範囲は拡大している
（Christensen et al., 2007: Section 11.5.3.3およびMeehl et 

al., 2007: Section 10.3.6.1および 10.3.6.2）。
　カナダと米国の経済は、大規模な民間部門と公共部
門を有しており、自由市場メカニズムと私有財産の哲
学に強い焦点を合わせている。過去数十年のグローバ
ル化に向けた強力な傾向が 21世紀にわたって継続す
れば、生産、市場および所有の手段は圧倒的に国際的
になるであろう可能性が高く、政策とガバナンスはま
すます国際市場に合わせて策定される（Stiglitz, 2002）。

14.4　主要な将来の影響と脆弱性

14.4.1　淡水資源 

　カナダと米国の全域で淡水資源は気候変動の影響を
受けるであろうが、脆弱性の性質は地域によって異な
る（NAST, 2001; Environment Canada, 2004; Lemmen and 

Warren, 2004）。コロラド川、コロンビア川、オガララ
帯水層を含むいくつかの地域では、しばしば競合する
農業用水、都市利用、工業用水、および生態学的需要
のために地表水資源および／または地下水資源が集中
的に利用されており、このことはタイミングと水の利
用可能量の将来の変化に対する潜在的脆弱性を高めて
いる（Box 14.2参照）。

地表水 
　シミュレートされた流域の年流出量は、地域や、大
循環モデル（GCM）または地域気候モデル（RCM）
のシナリオ（Stonefelt et al., 2000; Fontaine et al., 2001; 

Stone et al., 2001; Rosenberg et al., 2003; Jha et al., 2004; 

Shushama et al., 2006）、ならびに気候モデルの解像度
（Stone et al., 2003）によって異なる。温暖化に関連し
た蒸発の増加は、降水量増加が及ぼす影響を相殺する
傾向があるが、その一方で降水量減少の影響を増大さ
せる（Stonefelt et al., 2000; Fontaine et al., 2001）。
　温暖化、ならびに降水の形態、時期および量の変化
は、21世紀半ばまでに西部山岳における雪塊の融雪の
早期化と大幅な減少をまねく可能性が非常に高い（確
信度が高い）（Loukas et al., 2002; Leung and Qian, 2003; 

Miller et al., 2003; Mote et al., 2003; Hayhoe et al., 2004）。
山岳の融雪が大半を占める流域に関する予測では、融
雪からの流出が進み、冬季と早春の流量が増加し（洪
水の可能性を高める）、夏季の流量が相当に減少する
（Kim et al., 2002; Loukas et al., 2002; Snyder et al., 2002; 
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Leung and Qian, 2003; Miller et al., 2003; Mote et al., 2003; 

Christensen et al., 2004; Merritt et al., 2005）。コロンビア
川など、米国とカナダの西部の融雪による流出に頼り
配分が過剰になっている水システムは特に脆弱になる
であろう（Box 14.2参照）。
　五大湖の水位低下は、多面的で相互に作用し合う影
響でもって、多くの分野に影響を与える可能性が高い
（図 14.2）（確信度が高い）。すべてではないが多くの
評価が、五大湖－セントローレンス川流域について正
味の流域供給と水位の低下を予測している（Mortsch 

et al., 2000; Quinn and Lofgren, 2000; Lofgren et al., 2002; 

Croley, 2003）。不確実性には、気候シナリオに起因
する違いに加えて、大気と湖の相互作用も含まれる
（Wetherald and Manabe, 2002; Kutzbach et al., 2005）。イ
ンフラと浚渫を水位の変化に対処するよう適応させる
ことにはさまざまなコストを伴うだろう（Changnon, 

1993; Schwartz et al., 2004b）。セントローレンス川の商
業航行を継続するのに十分な適応には、最低限の調整
からコストのかさむ大規模な構造上の変化まで多岐
にわたりうる（St. Lawrence River-Lake Ontario Plan of 

Study Team, 1999; D’Arcy et al., 2005）。五大湖地域では、
特にシカゴで、この地域外の水質、航行、水需要、お
よび干ばつの緩和に対処するために分水することにつ
いての論争がある。気候変動はこれらの問題をいっそ
う悪化させ、二国間協力の新たな困難を生じさせるで
あろう（確信度が非常に高い）（Changnon and Glantz, 

1996; Koshida et al., 2005）。

地下水
　気候変動に伴って、地下水の利用可能量は水の汲み
上げ（開発、需要、およびほかの水源の利用可能量
を反映する）と涵養（気温、降水の時期と量、およ
び地表水の相互作用によって決まる）による影響を
受ける可能性が高い（確信度が中程度）（Rivera et al., 

2004）。シミュレートされた年間地下水ベース流量と
帯水層水位は、気温、降水量、および汲み上げに反応
して、乾燥が進んでいるまたは汲み上げが増加するシ
ナリオでは減少し、より湿潤化するシナリオでは増加
する。ベース流量が変化する場合もあり、冬季に増加
し、春季と初夏に減少する（Kirshen, 2002; Croley and 

Luukkonen, 2003; Piggott et al., 2003）。ブリティッシュ
コロンビア州の南部から中部の沖積谷の帯水層の場
合、気温と降水量のシナリオが地下水の涵養と水位に

及ぼす影響は、予測される河川水位 7の変化が及ぼす
影響より小さい（Allen et al., 2004a,b）。
　米国南西部で多く利用されている地下水を基盤とし
たシステムは、涵養の減少をもたらす気候変動による
さらなるストレスを経験する可能性が高い（確信度が
高い）。テキサスのエドワーズ帯水層の平均的涵養の
もとでのシミュレーションは、水源からの流れの減少
または停止と、水不足、環境への多大な悪影響を予測
している（Loáiciga, 2000; Loáiciga et al., 2000）。予測
される流量の減少（10から 24％）に関連する地域的
厚生の損失は 220万米ドル /年から 680万米ドル /年
におよび、水の配分が都市利用と工業用水に移行する
結果、純農業収入は減少する（Chen et al., 2001）。オ
ガララ帯水層地域では、予測される地下水の自然涵養
は、すべてのシミュレーションで、2.5℃またはそれ以
上の気温上昇で 20％以上減少する（3種類の CO2大気
中濃度 365、560、750 ppm での GISS AOGCM、UKTR 

AOGCM、BMRC AOGCMの結果に基づく）（Rosenberg 

et al., 1999）。

水質
　北アメリカ全域の湖、貯水池、河川、および河口の
シミュレートされた将来の表面水温と底層水温は一貫
して 2から 7℃上昇し（2× CO2と IS92aシナリオに基
づく）（Fang and Stefan, 1999; Hostetler and Small, 1999; 

Nicholls, 1999; Stefan and Fang, 1999; Lehman, 2002; 

Gooseff et al., 2005）、中西部と南部の湖と貯水池で夏
季の表面温度は 30℃を超える（Hostetler and Small, 

1999）。温暖化は夏季の水温成層を拡大し、強化する
可能性が高く、このことは酸素欠乏に寄与する。北部
の浅い湖で氷に覆われる期間が短くなることは、低
酸素による冬季の魚の死亡を減少させうる（Fang and 

Stefan, 1999; Stefan and Fang, 1999; Lehman, 2002）。 川
の温度の上昇は、魚の＜川への＞アクセス、生存、お
よび産卵（例えば、西海岸のサケ）に影響を及ぼす
（Morrison et al., 2002）。
　気候変動は現行の水質目標の達成をいっそう困難に
する可能性が高い（確信度が高い）。中西部に関して、
汚染物質排出限度（Total Maximum Daily Loads）を策
定するのに利用されるシミュレートされた低水期の流
量は、平均降水量が 25％減少すると 60％以上減少し、
灌漑需要も考慮すると減少は 100％に達する（Eheart 

et al., 1999）。五大湖水質協定に基づく有効利用の回1

7  河川水位（River stage）：所定のポイントに対する水位。
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復（例えば、生息地の喪失、富栄養化、海浜の閉鎖に
対処すること）は水位の低下、水温の上昇、および降
水強度の増大に対して脆弱になるであろう可能性が高
い（Mortsch et al., 2003）。シミュレーションによると、
クインテ湾（オンタリオ湖）と周辺の流域に関するリ
ンの汚染修復目標は損なわれうる。というのは、水温
の 3から 4℃の上昇がこの湾の夏季のリン濃度の 77か
ら 98％の上昇に寄与し、降水量、流量、侵食の変化
が河川中の平均リン濃度の 25から 35％の上昇をまね
くからである（Walker, 2001）。積雪の減少とむき出し
の土壌に降る冬季の雨の増加は侵食シーズンを長期化
させ、侵食を強化する可能性が高く、このことは農業
地での水質への影響の可能性を増大させる（Atkinson 

et al., 1999; Walker, 2001; Soil and Water Conservation 

Society, 2003）。コーンベルトの土壌管理慣行（例えば、
作物残渣、不耕起）は、将来の激しい降水とそれに伴
う流出による侵食に対する十分な保護を提供しない
かもしれない（Hatfield and Pruger, 2004; Nearing et al., 

2004）。

14.4.2　生態系 

　いくつかのシミュレーション（Cox et al., 2000; 

Berthelot et al., 2002; Fung et al., 2005）は、21世紀にわ
たり温暖化が成長期間を長期化するであろうことを示
し、このことは北アメリカの森林の炭素吸収源を維持
する。ただし、一部は西部の森林の水不足の拡大と熱
帯での土壌呼吸の増加の結果、吸収源の強度を低下さ
せた（確信度が中程度）。生態系の構造と機能への影
響は、極端な気象現象の変化、撹乱頻度の増大によっ
て増幅されるかもしれない。人為的な現象または自然
現象のいずれかによって引き起こされる生態系の撹乱
は、在来種の喪失と外来種の侵入の両方を加速する
（Sala et al., 2000）。

一次生産 
　高緯度では、いくつかのモデルが、森林のツンドラ
への拡大と成長期間の長期化の結果として、NPPの上
昇をシミュレートしている（Berthelot et al., 2002）。中
緯度では、シミュレートされた NPPの変化は、温暖
化の進んだ気候での蒸発散の増加を相殺するのに十
分な降水増加があるかどうかにより、ばらつきがあ
る。（Bachelet et al., 2001; Berthelot et al., 2002; Gerber 

et al., 2004; Woodward and Lomas, 2004）。Bachelet et 

al.（2001）は、米国本土では干ばつによって制限を受

ける生態系の面積が、気温 1℃の上昇に対して 11％増
加すると予測している。21世紀末までに、米国の北東
と南東の生態系は炭素発生源になるであろう可能性が
高く、一方、米国西部は引き続き炭素吸収源であり続
ける（Bachelet et al., 2004）。
  次の世紀にわたり成長期間の長期化と CO2上昇の結
果として、北アメリカ全体の森林はわずか（10～ 20

％）に増加するであろう可能性が高いが、時空間的に
大きなばらつきがある（確信度が中程度）。ケベック
でのシロトウヒの成長は気温の 1℃の上昇によって促
進されるであろうが、4℃上昇では弱められるであろ
う（Andalo et al., 2005）。オリンピック山塊（米国）で
は、2℃の気温上昇は優占する樹種が分布する標高を
300から 600m上方に移動させ、このことは 300から
500年かけて亜高山帯樹種の温帯樹種への置き換えを
引き起こすであろう（Zolbrod and Peterson, 1999）。ロ
ッジポールマツなど広範に分布する樹種については、
3℃の気温上昇が分布範囲の北の部分での成長を増大
し、中間では成長を低下させ、森林の南部を激減させ
るであろう（Rehfeldt et al., 2001）。

個体群と群集動態 
　産卵と繁殖池への移動が気温および湿度と密接に
結び付いている多くの両生類に関して、繁殖の生物
季節と池の乾燥とのずれは繁殖の失敗をまねきうる
（Beebee, 1995）。池に到着する、あるいは池に居続け
る種の間での応答の違いは、群集の構成と池の中の栄
養塩の流れの変化につながる可能性が高い（Wilbur, 

1997）。気候変動に応答した植物種の構成の変化は、
火災（Smith et al., 2000）や生物の侵入（Zavaleta and 

Hulvey, 2004）を含むほかの撹乱を助長しうる。5つ
の GCMからのアウトプットに基づく生物気候学的モ
デリングは、長期的傾向（数千年を超える）は最終的
には一部の分類群と場所の種の豊富さの増大に有利に
働くものの、次世紀にわたっては、脊椎動物と樹種の
種の豊富さは米国（アラスカ、ハワイを除く）の大
半の部分で減少するであろうと示唆している（Currie, 

2001）。生息地と種の多様性との間の関係に基づくと、
全球からのサンプルの 15から 37％の植物種と動物種
が 2050年までに「絶滅必至となる」可能性が高い。
ただし、実際の絶滅は人為的な力による強い影響を受
けるであろうし、また数世紀かかりうる（Thomas et 

al., 2004）。
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14.4.3　沿岸地域

　今後 25年間に米国の沿岸の人口が 2,500万人増加
することを含む急速な沿岸開発によるストレスの増大
は、自然の保護特性の有効性を低減させ、回復力の低
下をまねくであろう。資産の価値と投資が上昇し続け
るにつれ、沿岸の脆弱性は幅広いスケールでに高まる
傾向があり（Pielke Jr. and Landsea, 1999; Heinz Center, 

2000）、感度は適応策へのコミットメントと柔軟性に
より左右される。社会経済的状態に起因する不釣合
いな影響は海面の上昇と暴風雨の激しさの増大によ
っていっそう悪化する可能性が高い（Wu et al., 2002; 

Kleinosky et al., 2006）。
　19世紀後半以来、北アメリカ東部では海面上昇が
加速してきており（Donnelly et al., 2004）、さらに加速
すると予想される（確信度が高い）。排出シナリオに
関する IPCC特別報告書（SRES, Nakićenović and Swart, 

2000）のシナリオ A1Bに関して、全球の平均海面水位
は 1980から 1999年の期間から 2090から 2099年の期
間の間で 0.35 ± 0.12 m上昇すると予測される（Meehl 

et al., 2007: Section 10.6.5）。海面上昇の空間的ばらつき
は TAR以降、よりよく定義されてきており（Church et 

al., 2004）、A1Bに関するアンサンブル平均は、北アメ
リカの大半の沿岸で全球平均に近い数値を示し、カナ
ダ東部とアラスカ西部ではこれよりわずかに高い割合
で、また北極地方ではプラスの偏差がより強い（Meehl 

et al., 2007: Figure 10.32）。土地の垂直移動は、場所を
問わず相対的な海面上昇を減少させたり（隆起）、増
大させたり（沈下）するであろう（Douglas and Peltier, 

2002）。
　海面上昇の加速に、現在の暴風雨と波の気候学およ
び高潮の度数分布を重ね合わせることは、沿岸の洪水
と侵食による災害の激化という予報を導く。水位の確
率分布は上方に移動し、このことは潜在的洪水位を高
め、今日滅多に経験することのない水位での洪水の頻
度を高める（確信度が非常に高い）（Zhang et al., 2000; 

Forbes et al., 2004）。土砂供給を含む沿岸システムがほ
かの面で変化しなければ、海面上昇は沿岸侵食の加速
と相関する可能性が高い（Hansom, 2001; Cowell et al., 

2003）。
　米国の中部大西洋地域に残る沿岸の湿地の最大 21

％が 2000から 2100年までの間に浸水のリスクにさ
らされる可能性がある（IS92a 排出シナリオ）（Najjar 

et al., 2000）。チェサピーク湾やその他の場所では沿岸
湿地の喪失の速度（Kennish, 2002）が、「沿岸の圧迫

（coastal squeeze）」を一因として、海面上昇の加速とと
もに速まるであろう（確信度が高い）。スパルティナ
（Spartina alterniflora）【訳注 14-3】 が高湿地の種を犠牲に
して拡大することを通じて、北東の塩性湿地では塩性
湿地の生物多様性が縮小する可能性が高い（Donnelly 

and Bertness, 2001）。低開発地の多くの塩性湿地は、垂
直方向の拡大を通じて（ある限度まで）海面上昇にペ
ースを合わせるいくらかの潜在力がある（Morris et al., 

2002; Chmura et al., 2003; Chmura and Hung, 2004）。しか
しながら、ミシシッピデルタにみられるように、急速
な沈下が相対的な海面上昇の速度を速める場合には、
大きな堆積物負荷でさえも浸水による損失を相殺でき
ない（Rybczyk and Cahoon, 2002）。
　暴風雨がさらに激しくなる可能性とエルニーニョの
変化の可能性（Meehl et al., 2007: Section 10.3.5.4およ
び 10.3.6.3）は、結果として沿岸の不安定さの増大を
引き起こす可能性が高い（確信度が中程度）（14.3.1

節参照） （Scavia et al., 2002; Forbes et al., 2004; Emanuel, 

2005）。沿岸の暴風雨現象（高潮、波、風、氷による侵食）
とその他の要因（凍結融解など）による損害コストは
この数十年間で相当に増加してきており（Zhang et al., 

2000; Bernatchez and Dubois, 2004）、今後も増加を続け
ると予想される（確信度が高い）。海面の上昇は高潮
と組み合わさって、メキシコ湾と大西洋の沿岸沿いで
運輸に関する広範囲にわたる問題を引き起こすであろ
う（Titus, 2002）。セントローレンス湾で海氷が少ない
冬が増えることは、結果として冬季の暴風雨のシーズ
ンにおける開水面を増大させ、年ごとの平均高潮現象
件数の増加をまねき、沿岸侵食をさらに加速するだろ
う（確信度が中程度）（Forbes et al., 2004）。

14.4.4　農業、林業、および漁業

農業  

　TAR以後の研究は、さほどひどくない程度の気候
変動は北アメリカの天水農業の収量を増加させる可能
性が高いであろうという結論を裏付けているが、これ
までの推定より増加は少なく、空間的ばらつきは大き
い（確信度が高い）（Reilly, 2002）。大半の研究は、今
世紀最初の 10年での、収量の気候に関連した 5～ 20

％の可能性が高い増加を予測しており、全体的な気候
のプラスの影響は 21世紀全般または大半におよび継
続する。このパターンは、灌漑農業により栽培された
穀物（Thomson et al., 2005b）を含むトウモロコシ、コ
メ、モロコシ、ダイズ、コムギ、一般的な飼い葉、綿、
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一部の果物に関する最近の評価（Adams et al., 2003; 

Polsky et al., 2003; Rosenberg et al., 2003; Tsvetsinskaya et 

al., 2003; Antle et al., 2004; Thomson et al., 2005b）から
明らかになっている。米国南東部と米国コーンベルト
では気候感度の増大が予期されている（Carbone et al., 

2003）が、大平原地帯では予期されていない（Mearns 

et al., 2003）。現在気候閾値に近い作物（例えば、カリ
フォルニアのワイン用のブドウ）は、さほどひどくな
い程度の温暖化であっても、収量の減少、質の低下、
またはその両方を被る可能性が高い（確信度が中程度）
（Hayhoe et al., 2004; White et al., 2006）。
　最近の統合評価モデル研究は、米国（アラスカ、ハ
ワイを除く）において、気候と経済的要因が農業、水
資源、およびバイオーム境界に及ぼす相互に作用し合
う影響を探り（Edmonds and Rosenberg, 2005; Izaurralde 

et al., 2005; Rosenberg and Edmonds, 2005; Sands and 

Edmonds, 2005; Smith et al., 2005; Thomson et al., 2005a, 

b, c, d）、降水量が減少するシナリオは重大な困難を生
じさせ、灌漑用の水の利用可能量を制限すると同時に、
灌漑農業と都市用水、生態系のための水の需要を増加
させると結論づけた。
　農業に関連した特定の気候現象（例えば、終霜）が
きわめて重要であることは、作物の成長の CO2への感
度に関する継続的な議論（Long et al., 2005）と同じよ
うに、将来の予測に不確実性をもたらす（Mearns et al., 

2003）。気候変動は五大湖地域とカナダ東部の気候を果
樹生産に合ったものに改善すると予想されているが、
早い時期の霜や冬季の融雪に損害を与えるリスクがあ
る（Bélanger et al., 2002; Winkler et al., 2002）。米国のダ
イズ収量に関しては、播種日を調整することはシーズ
ン末の暑熱ストレスによる悪影響を軽減し、気候変動
の直接的影響を相殺する以上となりうる（Southworth 

et al., 2002）。
　北アメリカの農業の気候の変化に対する脆弱性は多
面的であり、以前からある条件、気候変動から生じる
間接的ストレス（例えば、害虫の競争、水利用可能量
の変化）、およびほかの地域からの経済競争や栽培品
種と農場経営の進歩を含む複数の相互に作用し合う要
因に対処するこの分野の能力の間での相互作用によっ
て決まる（Parson et al., 2003）。水へのアクセスは、ア
リゾナ南東部の農業を制限する主要な要因であるが、
この地域の農業従事者らは、技術や作物保険などの適
応が、近年、脆弱性を軽減してきていると認識してい
る（Vasquez-Leon et al., 2002）。財政的分与や資源分与
が不十分な場所（例えば、米国の平原北部）は気候変

動に対して特に脆弱である（Antle et al., 2004）。持続不
可能な土地利用慣行は米国の大平原地帯の気候変動に
対する農業の脆弱性を高める傾向にあるだろう（Polsky 

and Easterling, 2001）。

林業
　北アメリカ全域で、気候変動が商業森林の潜在力に
及ぼす影響は、昆虫（Gan, 2004）、病気（Woods et al., 

2005）、森林火災による撹乱の変化（Dale et al., 2001）
に対して敏感である可能性が高い（確信度が高い）（Box 

14.1参照）。夏季の気温上昇は年間の発火リスクの高
い期間を 10～ 30%長期化すると予測され、その結果
2100年までにカナダでは焼失面積が 74～ 118%増加し
うる（Brown et al., 2004; Flannigan et al., 2004）。2040年
代に関するある研究では、撹乱の劇的増加がなければ、
気候変動が商業的収穫の潜在力に及ぼす影響は、低排
出シナリオ（EPPA LLH 排出シナリオ）での＜プラス
マイナス＞混合から、高排出シナリオ（EPPA HHL 排
出シナリオ）でのプラスまで幅があった（Perez-Garcia 

et al., 2002）。収穫が増加するシナリオは価格の低下を
まねく傾向にあり、その結果、特にカナダにおいて収
穫を減少させた（Perez-Garcia et al., 2002; Sohngen and 

Sedjo, 2005）。気候変動が撹乱の増大を伴うならば、北
アメリカの生産者が損失を被る傾向は増大し、シミュ
レートされた損失の平均は 21世紀にわたり 10億から
20億米ドル /年になる（Sohngen and Sedjo, 2005）。対
流圏オゾンの増加は樹木の成長のさらなる低下を引き
起こしうる（Karnosky et al., 2005）。キクイムシの一種
（southern pine beetle）による損失のリスクは気温上昇
の季節性に左右される可能性が高く、冬季と春季の気
温上昇は最大の被害をまねく（Gan, 2004）。
　凍結と融解がより散逸的になる冬の温暖化は、林
道の侵食と地滑りを増大させ、冬季の収穫のための
アクセスを縮小させる可能性が高い（Spittlehouse and 

Stewart, 2003）。

淡水漁業  

　冷水性漁業（cold-water fishery）は気候変動の悪影
響を受ける可能性が高く、暖水性漁業（warm-water 

fishery）は一般にプラスの影響を受け、冷温水性漁業
（cool-water fishery）は、生息範囲の北部ではプラス、
南部ではマイナスといった混合の影響になるであろう
（確信度が高い）（Stefan et al., 2001; Rahel, 2002; Shuter 

et al., 2002; Mohseni et al., 2003; Fang et al., 2004）。冷た
く澄んだ水を好むサケ科の魚は最大の悪影響を経験す
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るであろう可能性が高い（Gallagher and Wood, 2003）。
北極地方の淡水は、最大の温暖化を経験するため、
最も大きな影響を受ける可能性が高い（Wrona et al., 

2005）。多くの暖水性魚種と冷温水性魚種はその分布
範囲を北方または標高のより高い方向へと移動させる
であろう（Clark et al., 2001; Mohseni et al., 2003）。米国
本土では、深い湖を除くすべての湖で冷水性魚種が姿
を消す可能性が高く、冷温水性魚種は主に浅い湖から
いなくなり、暖水性魚種は、浅い湖の水温が生存閾値
を越えるはるか南部を除いては、うまく育つであろう
（14.4.1節）（Stefan et al., 2001）。危惧種として既にリ
ストされている魚種は、コクチバスのような捕食性の
種の拡大によっていっそう悪化する気候からの圧力と
ともに（Jackson and Mandrak, 2002）、絶滅のリスク増
大に直面するであろう（Chu et al., 2005）。エリー湖では、
川で産卵するウォールアイの稚魚の加入は温度と流れ
の変化に左右されるであろうが、湖で産卵する水産資
源は温暖化と水位低下の影響により減少するであろう
可能性が高い（Jones et al., 2006）。イエローパーチに適
した温度の生息地は拡大するであろうが、レイクトラ
ウトに適した温度の生息地は縮小するであろう（Jansen 

and Hesslein, 2004）。 気温上昇はコクチバスなどの暖水
性の魚には有利に働くかもしれないが、水供給と流出
レジームの変化は悪影響を及ぼす可能性が高いように
思われる（Peterson and Kwak, 1999）。 

14.4.5　人の健康 

　気候変動による人の健康に対するリスクは、保健医
療のインフラ、技術、および利用可能性の変化、なら
びに人口の高齢化と移入および／または移出のパター
ンによって大きく変わるだろう（UNPD, 2005）。北ア
メリカ全域で、2010年まで 65歳超の人口が徐々に増
加し、その後はベビーブーマーが高齢者の分類に加わ
るために、劇的に増加するであろう。その高齢者とは、
熱波による死亡リスクが最も高い人口区分である。

熱波と健康 
　停滞した暖かい気団と最低気温の高い夜が続くこと
によって特徴づけられる厳しい熱波は、米国とカナ
ダの既に熱波が起きている場所で規模が増大し、か
つ長期化するであろう（確信度が高い）（Cheng et al., 

2005）。今世紀後半には、シカゴは年間の熱波頻度の
25％の増大を経験すると予測され（2080から 2099年
の期間に関して、特段の対策をしない排出シナリオ

で PCM AOGCM を用いた予測）（Meehl and Tebaldi, 

2004）、ロサンゼルスでは熱波の予測される日数が 12

日から 44～ 95日に増加する（2070から 2099年の期
間に関して、A1FIシナリオと B1シナリオでの PCM 

と HadCM3に基づく）（Hayhoe et al., 2004）。

大気汚染  

　地表オゾン濃度は気候温暖化に伴い上昇するかもし
れない。オゾンは肺組織を損ない、喘息やその他の肺
疾患を患っている人々に特有の問題を引き起こす。わ
ずかなオゾンへの曝露でさえも子どもの喘息の進行を
助長するかもしれない（McConnell et al., 2002; Gent et 

al., 2003）。一般に、 オゾンと非揮発性二次粒子状物質
は、気温が上昇すると気相反応速度が速くなるために
増加する（Aw and Kleeman, 2002）。多くの樹種は、オ
ゾン前駆体であるイソプランなどの揮発性有機化合物
（VOC）（Lerdau and Keller, 1998）を、気温上昇に伴っ
て急速に加速する速度で（Guenther, 2002）、排出する。
　2050年代に関しては、米国東部全域で 1日の平均オ
ゾンレベルが 3.7 ppb 上昇すると予測され（GISS/MM5 

AOGCMと SRES A2 排出シナリオに基づく）、現在汚
染が最も激しい都市がオゾンによる汚染の最大の上昇
を経験する（Hogrefe et al., 2004）。1時間当たりの最
大オゾン＜濃度＞は似たようなパターンを描き、米国
の 8時間規制値を超える夏季の日数は 68％増加すると
予測される（Bell et al., 2007）。人口と用量反応特性が
変わらないとすると、気候変動によるオゾン関連の死
亡は 1990年代から 2050年代までに約 4.5％増加する
（Knowlton et al., 2004; Bell et al., 2007）。戸外で大気汚
染にさらされる可能性のある人口の多さは、この相対
的に小さいリスクを原因特定できる相当な健康リスク
に転換する。

花粉  

　もう一つの大気汚染物質である花粉は気温と大気中
の CO2 濃度の上昇とともに増加する可能性が高い。大
気中の CO2 濃度の倍増は、ブタクサの花粉の生成を
50％以上促進した（Wayne et al., 2002）。ブタクサは農
村地よりも都市で、早く成長し、開花も早く、また相
当に多くの地上バイオマスと花粉を生成した（Ziska et 

al., 2003）。

ライム病 
　ダニが媒介するライム病の北限は低温がダニ（鹿
ダニ（Ixodes scapularis））に及ぼす影響によって制限
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される。このダニの分布範囲の北限は 2020年代まで
に 200 km 、2080年代までに 1,000 km 北に移動しうる
（SRES A2 排出シナリオのもとでの CGCM2 AOGCMと

HadCM3 AOGCMによる予測に基づく）（Ogden et al., 

2006）。 

14.4.6　人の居住

経済基盤
　北アメリカの資源に依存するコミュニティと先住民
コミュニティの経済は気候変動に対する感度が特に高
く、重要なその土地の資源への影響によって制御され
る勝者と敗者を伴う可能性が高い（14.4.1、14.4.4およ
び 14.4.7節参照）。 カナダ北部とアラスカの住民は、
先住民の生計と福利に不可欠な野生種の生息範囲や存
在量の変化を含む、気候変動による最も破壊的な影響
を経験する可能性が高い（確信度が高い）（第 15章
15.4.2.4および 15.5節参照）（Houser et al., 2001; NAST, 

2001; Parson et al., 2001a; ACIA, 2005）。

インフラ、気候トレンド、および極端現象 
　気候変動が北アメリカのインフラに及ぼす影響の多
くは降水量の変動性と極端現象の将来の変化に左右さ
れ、これらは増大する可能性が高いが相当な不確実性
を伴う（Meehl et al., 2007: Section 10.5.1; Christensen et 

al., 2007: Section 11.5.3）。アラスカとカナダ北部のイン
フラは温暖化に対して脆弱なことで知られている。最
も感度の高い場所には、沿岸の侵食と氷の豊富な永久
凍土の融解の影響を受ける場所がある（第 15章 15.7.1

節 参 照 ）（NAST, 2001; Arctic Research Commission, 

2003; ACIA, 2005）。永久凍土の融解のため、基礎、パ
イプライン、道路と鉄道の盛土の建設、設計、および
維持にかかるコストがより高額になるであろう（ACIA, 

2005）。21世紀半ばにインフラが「中程度から高い危
険」にさらされると予測される例には、アラスカのシ
シュマレフ、ノーム、およびバロー、ノースウェスト
準州のツクトヤツク、アラスカのダルトンハイウェイ、
ユーコンのデンプスターハイウェイ、ハドソン湾地域
の飛行場、アラスカ鉄道などが含まれる（ECHAM1-A、 
GFDL89、および UKTRの気候モデルに基づく）（Nelson 

et al., 2002; Instanes et al., 2005）。
　TAR以降、いくつかの研究が、適応が効果的でない
限り、気候温暖化に関連した極端な気象に対するイン
フラの脆弱性は高まると予測してきている（確信度が
高い）。この例には、ニューヨーク大都市圏（Rosenzweig 

and Solecki, 2001）（Box 14.3参照）、中部大西洋地域
（Fisher, 2000; Barron, 2001; Wu et al., 2002; Rygel et al., 

2006）、およびボストン大都市圏の都市交通網が含ま
れる（Suarez et al., 2005）。ボストンに関しては、100

年規模の高潮の確率の斬新的な上昇（0.31%/年）と
3mm/年の海面上昇の予測が、都市の河川洪水と沿岸
洪水を引き起こす（CGCM1気候モデルに基づく）が、
予測される経済的損害は運輸インフラを気候変動に適
応させるコストを正当化するほどではない。 　
　給水の信頼性の低下は、都市給水システムの管理と
大量の水に依存する産業に対する困難を生じさせる可
能性が高い（14.2.1および 14.4.1節参照）。米国の水
管理者らは今後十年間における地方的、地域的あるい
は州全域での水不足を予期している（GAO, 2003）。安
定した水の供給に対する脅威は、多くの水資源が最大
限利用されている、またはその状況に近づきつつある
西部諸州では、高い人口増加率によって複雑化されて
いる（GAO, 2003）（14.4.1節参照）。激しい降雨増加
の可能性は、不浸透面の拡大と相まって、都市洪水の
リスクを増大させ、設計上の困難を増やし、豪雨によ
る雨水の管理のコストを増大させうる（Kije Sipi Ltd., 

2001）。

14.4.7　観光とレクリエーション 

　沿岸域は北アメリカの最も重要なレクリエーション
資源の一つであるにもかかわらず、主要な観光地の海
面上昇に対する脆弱性は総合的には評価されてきてい
ない。砂を補充して 0.5ｍの海面水位の上昇からフロ
リダの浜辺を保護するコストは 17億から 88億米ドル
と推定された（EPA, 1999）。
　自然を基盤とした観光は主要な市場区分であり、
2001年にはのべ 9億人以上が国／省／州管轄の公園
を訪れた。温暖な気象の観光シーズンが長期化する結
果、カナダの国立公園システムへの来訪は 9から 25％
（2050年代）および 10から 40%（2080年代）増加す
ると予測される（PCM GCMと SRES B2排出シナリオ、
および A1での CCSR GCMに基づく）（Jones and Scott, 

2006）。このことは公園所轄機関と近隣コミュニティ
に経済的便益をもたらすであろうが、一部の公園では
来訪者に関連した生態系への圧力をいっそう悪化しう
る。気候によってもたらされる環境の変化（例えば、
氷河の喪失、生物多様性の変化、火災あるいは昆虫に
よる影響を受けた森林）もまた、公園の観光に影響を
及ぼすであろう。ただし、地域的特性とこれらの影響
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の規模については不確実性がより大きい（Richardson 

and Loomis, 2004; Scott et al., 2007a）。
　気候変動がスキー産業に及ぼす影響に関する初期の
研究は人工の雪製造が考慮されていなかった。人工雪
製造は、激しい（A1）温暖化ではなく、さほどひど
くない程度の温暖化（B2 排出シナリオ）の場合には、
北アメリカ東部のスキー場の脆弱性を相当に低減させ
る（2050年代に関する 5つの GCMに基づく）（Scott 

et al., 2003; Scott et al., 2007b）。人工雪製造が行われな
ければ、北アメリカ西部のスキーシーズンは相当に短
くなるであろう可能性が高く、予測される短縮はカリ
フォルニアのシエラネバダで 3から 6週間（2050年
まで）ならびに 7から 15週間（2080年代）（B1 シナ
リオと A1FIシナリオでの PCMと HadCM3の GCMに
基づく）で、アルバータ州バンフの標高がより低い場
所では 7から 10週間、より高い場所では 2から 14週
間である（2050年代に関して、B2 排出シナリオでの
PCM GCM、および A1シナリオでの CCSR GCMに基
づく）（Hayhoe et al., 2004; Scott and Jones, 2005）。 人工
雪製造が進むと、バンフの標高が低い場所ではスキー
シーズンが短縮するが、標高の高い場所では短くなら
ない。北アメリカのスノーモービル産業（270億米ド
ルと評価されている）（ISMA, 2006）は、自然の降雪
に頼っているため気候変動に対してより脆弱である。
2050年代までに、これまでトレイル・ネットワーク
を発展させてきた北アメリカ東部の大半の地域で安定
したスノーモービル・シーズンはなくなる（IS92a 排
出シナリオでの CGCM1 GCMと HadCM3 GCM、B2

排出シナリオでの PCM GCM、ならびに A1排出シナ
リオでの CCSR GCMに基づく）（Scott, 2006; Scott and 

Jones, 2006）。

14.4.8　エネルギー、産業、および運輸 

エネルギー需要 
　最近の北アメリカの研究は概して、建築物の純エ
ネルギー需要はわずかに変化する（方法、シナリ
オ、および場所によって増える場合もあれば減る場合
もある）が、冷房用の電力需要は大幅に増加し、エ
アコンの市場浸透がさらに進むことによりさらなる
増大が引き起こされることを示している以前の研究
を裏付けている（確信度が高い）（Sailor and Muñoz, 

1997; Mendelsohn and Schlesinger, 1999; Morrison and 

Mendelsohn, 1999; Mendelsohn, 2001; Sailor, 2001; Sailor 

and Pavlova, 2003; Scott et al., 2005; Hadley et al., 2006）。

Ruth and Amato（2002）は 2020年にマサチューセッツ
州の年間の暖房用燃料消費が 6.6％減少し（暖房度日
の 8.7％減少と関連）、夏季の電力消費量が 1.9％増加
する（年間の冷房度日は 12%増加）と予測した。ケベ
ック州では、全分野にわたる暖房と冷房の正味エネル
ギー需要が 2100年までに 2001年のレベルより 9.4％
減少し、住宅用暖房は 10から 15％減少し、冷房は 2

から 4倍になりうる（CGCM1 GCMと IS92a 排出シナ
リオに基づく）。ピーク時の電力需要は、冬季にピー
クを迎えるケベック州のシステムでは減少する可能性
が高く、一方でニューヨーク大都市圏では夏季のピー
ク需要が 7から 17％増加する可能性が高い（Ouranos, 

2004）。 

エネルギー供給 
　TAR以降、気候変動が北アメリカの将来の水力発電
資源に及ぼす影響について、国レベルではないが、地
域レベルの評価が行われてきている。コロンビア川流
域とブリティッシュコロンビア州水力発電供給区域
で 2から 3℃昇温すると、冬季のピーク需要のための
最悪の水条件下での水力発電力供給が増加するであろ
う可能性が高い（確信度が高い）。しかしながら、夏
季の発電は、夏季の河川流量目標や絶滅の危機に瀕す
る種の保存に関する法律のもとで設定されたサケの回
復目標と対立するであろう可能性が高い（Payne et al., 

2004）。この結論は、米国とカナダの西部の水循環レ
ジームが変化していることについての増加しつつあ
る証拠によって裏付けられている（14.2.1、14.4.1節、
Box 14.2参照）。同様に、コロラド川の水力発電力量は、
五大湖の水力発電と同じように（Moulton and Cuthbert, 

2000; Lofgren et al., 2002; Mirza, 2004）、相当に減少する
であろう可能性が高い（確信度が中程度）（Christensen 

et al., 2004）。ジェームズ湾の水力発電力は増加するで
あろう可能性が高い（Mercier, 1998; Filion, 2000）。五
大湖の水位の低下は大きな経済的損失をまねく可能
性があり（4億 3,700万から 6億 6,000万カナダドル /

年）、水位上昇はわずかな利益をもたらす（2,800万か
ら 4,200万カナダドル /年）（Buttle et al., 2004; Ouranos, 

2004）。ケベック北部の水力発電は降水量の増加と開
水条件の増加による便益を受ける可能性が高いが、ケ
ベック南部の水力発電所は水位低下による影響を受け
る可能性が高いだろう。流量の季節分布と氷生成の時
期の変化の結果は不確実である（Ouranos, 2004）。
　風力資源と太陽資源が増加するか、増加しないかは
どちらも同程度である（確信度が中程度）。風力資源
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の実現可能性は風速と安定性の両方に依存する。これ
までの研究は、風力資源は気候変動によって変化しな
い（HadGCM2 CGSa4 実験に基づく）か、または 0か
ら 40%減少する（CGCM1と SRES A1シナリオ、およ
び HadCM2と RegCM2ならびに CO2の 1％ /年の増加
に基づく）と予測している（Segal. et al., 2001; Breslow 

and Sailor, 2002）。雲量の将来の変化は、北緯 60度よ
り南の北アメリカで太陽エネルギーの潜在力をわずか
に高めうる（多くのモデル、A1Bシナリオを利用した、
2080から 2099年と 1980から 1999年の比較）（Meehl 

et al., 2007: Figure 10.10）。しかし、Pan et al.（2004）は、
その逆を予測した。つまり、雲量の増加は、太陽光発
電の潜在的出力を 0から 20％減少させるであろう可能
性が高い（2040年代に関する、HadCM2と RegCM2、
ならびに 1％ /年の CO2の増加に基づく）。
　バイオエネルギーの潜在能力は作物の成長と灌漑用
水利用可能量に対する直接的影響を通じて気候感度が
高い。バイオエネルギー作物は、33米ドル /Mg、すな
わち 1.83米ドル /109ジュールで、農業用の土地をうま
く獲得できると予測される（Walsh et al., 2003）。温暖
化と降水量の増加がバイオエネルギー作物であるスイ
ッチグラスの米国中部における伝統的な作物との効果
的な競争を可能にすると予想されている（RegCM2と
2×CO2シナリオに基づく）（Brown et al., 2000）。

建設
　TARで予測されたように、カナダと米国北部の建設
シーズンは温暖化とともに長期化するであろう可能性
が高い（14.3.1節 および Christensen et al., 2007 Section 

11.5.3参照）。カナダとアラスカの永久凍土地では、「活
動層」の深さの増大や永久凍土の喪失は土壌強度の相
当な低下をまねきうる（ACIA, 2004）。現在永久凍土
が土台となっている場所では、建築方法は変更を必要
とする可能性が高く（Cole et al., 1998）、建設と維持の
コストを増大させる可能性がある（確信度が高い）（第
15章 15.7.1節参照）（ACIA, 2005）。

運輸
　暖かい冬や雪の少ない冬は、遅延を減少させ、陸上
運輸と航空運輸の信頼性を高め、冬季の道路補修の
必要性を減少させるであろう可能性が高い（Pisano et 

al., 2002）。しかし、冬季の暴風雨の強度の激化は、旅
行者の安全に対するリスクを増大させ（Andrey and 

Mills, 2003）、除雪の拡大を必要としうる。北アメリ
カの少なくとも何か所かにおける霧の減少傾向の継続

（Muraca et al., 2001; Hanesiak and Wang, 2005）は運輸に
便益をもたらすはずである。技術と情報システムの改
善は、気候変動に対する脆弱性を調整するであろう可
能性が高い（Andrey and Mills, 2004）。
　気候変動が運輸に及ぼす悪影響は、沿岸洪水と河川
洪水および地滑りにより生じるであろう可能性が非常
に高い（Burkett, 2002）。氷が航海に及ぼす脅威の低下
によってある程度相殺されるものの、五大湖の水深の
低下は、「積み荷の軽量化（light loading）」の必要性と、
それゆえに生じるマイナスの経済影響をもたらすであ
ろう（14.4.1節参照）（du Vair et al., 2002; Quinn, 2002; 

Millerd, 2005）。航行用の水路を深くするといった適応
策は、制度面と環境面の両方の困難に対処する必要が
あるだろう（Lemmen and Warren, 2004）。
　温暖化は北部の高緯度地域での陸上運輸のためのイ
ンフラに悪影響を及ぼすであろう可能性が高い（Nelson 

et al., 2002）。永久凍土の崩壊は地表の荷重負担能力を
低下させ、地滑りを引き起こす可能性がある（Smith 

and Levasseur, 2002; Beaulac and Doré, 2005）。はしけに
よる運輸のシーズンが拡大される可能性が高い一方
で、氷上道路【訳注 14-4】のシーズンは圧縮されるであ
ろう可能性が高い（Lonergan et al., 1993; Lemmen and 

Warren, 2004; Welch, 2006）。ほかのタイプの道路は、
コストのかさむ設計や建設の改良が発生するであろう
可能性が高い（Stiger, 2001; McBeath, 2003; Greening, 

2004）（第 15章 15.7.1節参照）。
　暑熱期間の頻度や強度、継続期間の増大は鉄道の
軌道の反りやねじれを引き起こし（Rosetti, 2002）、軟
化や通行に関連するわだちを介して、道路に影響を及
ぼしうる（Zimmerman, 2002）。温暖化に伴ういくつか
の問題は、アスファルトの混合の変更や春季の荷重制
限のタイミングの変更を含む、道路の設計、建設、お
よび管理の変更によって改善されうる（Clayton et al., 

2005; Mills et al., 2006）。

14.4.9　相互に作用し合う影響

　北アメリカでの気候変動の影響は単独で生じるの
ではなく、技術的、経済的（Nakićenović and Swart, 

2000; Edmonds, 2004）、社会的（Lebel, 2004; Reid et al., 

2005）、および生態学的（Sala et al., 2000）変化との関
連で生じるであろう。さらに、気候変動による困難は、
一つの分野や地域、または一つの集団に対する孤立し
た影響としては現れないだろう。それらは、一斉に発
生し、気候変動の影響とその他の社会トレンドや生態
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系トレンドの両方を含めた、一連の地方的ならびに遠
く離れた相互作用の可能性を生じさせる（NAST, 2001; 

Reid et al., 2005）。これらの相互作用が影響を軽減し、
脆弱性を低減する場合もあるが、影響を増幅し、脆弱
性を高める場合もあるだろう。
　気候変動が生態系に及ぼす影響は単独では生じな
い。土地利用の変化（Foley et al., 2005）、大気汚染
（Karnosky et al., 2005）、森林火災（Box 14.1参照）、変
化する生物多様性（Chapin et al., 2000）、および侵入種
との競争（Mooney et al., 2005）を含むほかの多くの要
因と同時に起きる。生態系機能の水蒸気収支への強い
依存（Baldocchi and Valentini, 2004）は、将来の気温に
関する不確実性を上回る将来の降水量に関する不確実
性と相まって（Christensen et al., 2007: Section 11.5.3）、
北アメリカの生態系に起こりうる将来状況の幅をさら
に拡大する。
　人間もまた、ほかの分野の変化とその適応能力によ
って強く条件づけられる状況の中で気候変動を経験す
る。物質的な豊かさの変化（Ikeme, 2003）、その土地
のコミュニティの活力（Hutton, 2001; Wall et al., 2005）、
主要なインフラの完全性（Jacob et al., 2001）、緊急施
設の状態と準備や計画（Murphy et al. 2005）、公衆衛生
システムの精巧さ（Kinney et al., 2001）、および対立へ
の曝露（Barnett, 2003）との相互作用、このどれもが、
気候変動への脆弱性を悪化させる、あるいは改善する
可能性がある。2005年のハリケーン・カトリーナによ
って引き起こされた住民の強制退去による予想されな
かった結果には、暴風雨避難者の健康状態の著しい悪
化があり、その多くが職や健康保険、医療専門家との
安定した関係を失った（Columbia University Mailman 

School of Public Health, 2006）。
　本章で査読された文献の中で、気候変動の影響を受
ける分野間での相互作用、特に経済活動、土地利用、
人口、変化する個人の優先事項や政治的優先事項とい
った気候以外の変化との関連での相互作用を扱ってい
るものはほとんどない。同様に、ほかの地理的地域に
おける気候変動が北アメリカに及ぼす間接的影響につ
いての知見は非常に限られている。

14.5　適応：実践、オプション、制約

　米国とカナダは、地域的ばらつきや社会経済的ば
らつきも大きいが、大規模なインフラと成熟した制
度を備えた先進経済である（NAST, 2000; Lemmen and 

Warren, 2004）。こうした能力が、さまざまな歴史的な

状況をまたいでの適応戦略や対処戦略を導いてきてお
り、成功もあれば失敗もある。適応戦略に関するほ
とんどの研究が過去の経験に基づく＜適応の＞実施
を検討している（Paavola and Adger, 2002）。将来の予
測に基づく適応の例は稀である（Smit and Wall, 2003; 

Devon, 2005）。対応型の適応を超えて事前的、予見的
適応戦略へと拡大することには多くの困難がある。こ
うした困難の達成に向けた前進は北アメリカで始まっ
たばかりである。

14.5.1　実践とオプション

　カナダと米国は市場経済を重視している。政府は、
多くの場合、大規模な適応策の実施と、民間の意思
決定者らによる適応能力の開発を支援するための情報
とインセンティブの提供において役割を果たしている
（UNDP, 2001; Michel-Kerjan, 2006）。 このことは、実際
には、個人、企業、およびコミュニティの指導者らが、
適応オプションに関する自己の知見を拠り所として認
識した自己の関心に基づいて行動することを意味す
る。北アメリカにおける適応実践の多くの例にもかか
わらず、気候の極端現象に起因する物的損害が最近急
増していることにおいても、適応への投資不足は明白
であり（Burton and Lim, 2005; Epstein and Mills, 2005）、
現在の適応の不足を例示している。

個人と民間企業による適応 
　気象の歴史的な変動への適応を取り上げている研究
はいくつかあるものの、予測される気候変動に対処す
るための適応行動に関する研究は最低限しかない。企
業の約 70％がなんらかの気象リスクに直面している。
気象が米国の企業に及ぼす影響は推定 2,000億米ドル
/年である（Lettre, 2000）。気候変動は事業機会も生み
出すかもしれない。例えば、耐暴風雨設備や災害に耐
える住宅の建設への支出（Koppe et al., 2004; Kovacs, 

2005b; Kunreuther, 2006）は、大災害に関する債務保障
契約の利用と同様に、2004年と 2005年の大西洋ハリ
ケーン後に相当に増加した（CERES, 2004; Byers et al., 

2005; Dlugolecki, 2005; Guy Carpenter, 2006）。

　カナダと米国の企業は気候に関連した適応に投資し
ているが、このうち将来の気候変動に関する予測に基
づいていると思われるものはほとんどない。その例を
以下に挙げる：
・保険会社は損失防止戦略に投資する持ち家所有者と
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企業を対象にインセンティブを導入している（Kim, 

2004; Kovacs, 2005b）。
・保険会社は、付保財産に対する将来の災害による被
害を予防すること、および価格決定モデルを調整
するための研究に投資している（Munich Re., 2004; 

Mills and Lecomte, 2006）。
・スキーリゾートの事業者はより高い標高に到達す
るためのリフトと人工雪製造装置に投資している
（Elsasser et al., 2003; Census Bureau, 2004; Scott, 2005; 

Jones and Scott, 2006; Scott et al., 2007a）。
・農業従事者らは、気象条件に関するきわめて詳細な
情報を得て、作物と品種の選択、灌漑戦略、および
農薬の適用を調整している（Smit and Wall, 2003）。

・森林資源分野は改良種、森林保護、森林再生、育林
管理、および森林運営に投資している（Loehle et al., 

2002; Spittlehouse and Stewart, 2003） 

政府とコミュニティによる適応 
　気候関連のリスクに対する北アメリカの多くの適応
はコミュニティレベルで実施されている。これらに
は、熱波、干ばつ、洪水、森林火災、および竜巻によ
る被害を最小限にする努力が含まれる。こうした行動
は、土地利用計画、建築法の施行、コミュニティの教
育、および重要インフラへの投資を伴うかもしれな
い（Burton et al., 2002; Multihazard Mitigation Council, 

2005）。
　洪水と干ばつは、北アメリカの多くのコミュニティ
にとって繰り返される困難である（Duguid, 2002）。カ
ナダのピーターバラ市は 100年に 1度規模の洪水を 3

年間に 2度経験したとき、排水システムに水を流すこ
とと、より極端な 5年に 1度規模の洪水基準を満たす
ために、主要な下水道システムを取り換えることで対
応した（Hunt, 2005）。ニューヨークとロサンゼルスを
含む米国の 6つの大都市における最近の干ばつは、水
保全システムと新しい給配水施設への投資を含む適応
策につながった（Changnon and Changnon, 2000）。オン
タリオ州のバーリントンとオタワは、激しい降雨の 15

％増加に対処するため、構造的措置と非構造的措置の
両方を用いたが、それらには浸透を促進するために縦
樋を芝生に向けることや窪地と街路上の滞留槽の増加
などがある（Waters et al., 2003）。 

　一部の大都市（例えば、ニューオリンズ）と重要な
インフラ（例えば、ノバスコシアとカナダのほかの地
域とをつなぐ唯一のハイウェイと鉄道）は、継続的に
高くしなければ徐々に保護力が低下するであろう堤防

の上、または背後に位置する。いくつかの生じうる損
害は、構築物を再設計すること、等級を引き上げるこ
と、あるいは場所を移動することによって回避される
かもしれない（Titus, 2002）。1996年のサゲーネー洪水
と 1998年の氷雨を伴う暴風の後、ケベック州は市民
保護法（Civil Protection Act）を改正し、現在は市町村
が適応戦略を含む総合的危機管理計画を策定すること
を要求している（McBean and Henstra, 2003）。ハリケ
ーン・カトリーナによるニューオリンズの壊滅的被害
の後、より多くのコミュニティが災害管理システムを
再検討していると予想される（Kunreuther et al., 2006）。
　暴風雨の影響に対する感度が高い多くの沿岸域で急
激な開発と人口増加が起きている（Moser, 2005）。過
去の極端現象がいくつかの積極的な適応策を動機づけ
てきているが（例えば、テキサスのガルべストン）（Bixel 

and Turner, 2000）、時間の経過、新しい住民、水辺の不
動産に対する高い需要が、沿岸開発を脆弱な場所へと
押しやっている。
　気候変動は森林火災のリスクを増大させるであろう
可能性が高い（Box 14.1参照）。 FireWiseと FireSmart

はそれぞれ米国とカナダの森林火災に対する安全を
促進するプログラムである（FireSmart, 2005; FireWise, 

2005）。＜このプログラムには＞個々の持ち家所有者
と企業が参加できるが、最大のリスク削減は、山焼き
と間伐によって森林を管理し、適切な屋根材を奨励ま
たは義務づけ、建物ごとに周囲に防御空間を確保する、
総合的なアプローチをとったコミュニティにおいて生
じるであろう（McGee et al., 2000）。 

　公共制度は、それぞれが所有する法律、プログラム、
および実践を予見される気候変動に適切に適応させる
責任を負っている。例えば、最近のケベック州の計画
は、公共政策に気候変動科学を統合している。公共制
度はまた、民間の意思決定者による投資を促進するこ
とや、投資の阻害要因を克服するためにインセンティ
ブを利用しうる（Moser, 2006）。税的支援、融資保証、
および補助金を含むオプションは、極端現象に対する
回復力を向上させ、政府の災害管理のためのコストを
削減しうる（Moser, 2005）。全米洪水保険制度は、洪
水による複数の支払い要求のリスクを減少させるため
に方針を変更しつつある。というのもこのことにより
プログラムは 2億米ドル /年を超えるコストを負って
いる（Howard, 2000）。洪水に関連する 2件の支払要求
を行っている世帯は、いまや、家を 100年に 1度規模
の洪水レベルよりも 2.5 cmかさ上げすること、あるい
は転居することが要求されている。これを補完するた
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めに、洪水地図改定およびデジタル化のための 5年間
にわたる 10億米ドルのプログラムが 2003年に開始さ
れた（FEMA, 2006）。しかし、適切な地域区分の実施
の遅れは、沿岸コミュニティと氾濫原での適応が不十
分な開発の加速を助長しうる。 

14.5.2　適応の主流化

　北アメリカを気候変動へ適応させることにおける最
大の困難の一つは、個人がしばしば変更に抵抗し、変
更を遅らせることである（Bacal, 2000）。 気候変動へ
の適応についての良い決定は、関連する経験（Slovic, 

2000）、社会経済的要因（Conference Board of Canada, 

2006）、ならびに政治的および制度的考慮事項（Yarnal. 

et al., 2006; Dow et al., 2007）に左右される。適応は複
雑な概念であり、富やその他のいくつかの側面が含ま
れる（Smit et al., 2000; Dolan and Walker, 2006）。

経験と知見 
　北アメリカの人の行動とシステムはこれまでの気候
に関する歴史的経験をよく反映しており（Schipper et 

al., 2003）、経験は、建築基準、洪水管理インフラ、水
システム、およびその他のさまざまなプログラムをと
おして制度化されてきている。カナダと米国の市民は、
歴史的な条件下で容認できる性能に合わせて設計され
た建物、インフラ、水および洪水管理システムに投資
してきている（Bruce, 1999; Co-operative Programme on 

Water and Climate, 2005; UMA Engineering, 2005; Dow et 

al., 2007）。コミュニティの水管理者による決定（Rayner 

et al., 2005; Dow et al., 2007）と沿岸域のセットバック
規制（Moser, 2005）もまた歴史的な経験を考慮してい
るが、気候変動や海面上昇に関する情報を取り込んで
いることは滅多にない。一般に、意思決定者らは、将
来の気候、特に歴史的な基準を超える現象を統合する
手段と見通しを欠いている（UNDP, 2001）。
　気候変動の予測のみの影響を受けた、または主とし
て気候変動の予測による影響を受けた適応行動の例は
文献にはほとんどないが、エンジニアリング業界、保
険会社、水管理者、公衆衛生にかかる職員、森林管理者、
および水力発電力生産者らによって、計画された適応
に向けた初期の段階が実施されてきている。いくつか
のイニシアティブは気候変動に関する考慮を環境影響
評価プロセスに統合している。フィラデルフィア、ト
ロント、およびその他のいくつかのコミュニティは熱
波の健康への脅威を管理するために警戒プログラムを

導入してきている（Kal.kstein, 2002）。トロントの暑熱
／健康警戒プログラムの導入は、気候予測と過去の熱
波による災難の両方からの影響を受けた（Koppe et al., 

2004; Ligeti, 2006）。 

　気象の極端現象はコミュニティの脆弱性や回復力を
明らかにし（RMS, 2005a）、将来の現象に対する可能
性のある適応対応を理解するうえでの手がかかりとな
りうる。1998年の氷雨を伴う暴風雨以降、カナダの
最も人口の多い州の 2つにあたる、オンタリオ州とケ
ベック州は、緊急事態への備えと対応の能力を強化し
てきている。これらには極端現象に対する脆弱性を低
減するための総合的な災害削減措置と損失防止戦略が
含まれる。これらの戦略には、広報プログラムと安全
なインフラに投資するための長期的な投資戦略の両方
が含まれるかもしれない（McBean and Henstra, 2003）。
概して、適応行動は最近自然災害を経験したコミュニ
ティにおいてより大きい（Murphy et al., 2005）。しかし、
2003年の北アメリカ東部における大停電の後も個人の
備えがほとんどないことは、適応行動が常に重大な危
機に続いて起こるわけではないことを示した（Murphy, 

2004）。 

社会経済的要因 
　より裕福な社会は、技術、情報、進歩したインフ
ラ、および安定した制度へのアクセスがより優れてい
る傾向にあり（Easterling et al., 2004）、このことは気候
変動に適応するための個人の行動や集団的行動のため
の能力を構築する。しかし、平均的経済状態は適応能
力の十分な決定因子ではない（Moss et al., 2001）。カナ
ダと米国の貧困者と社会の主流から取り残された人々
は、歴史的に、気象がもたらすショックによるリスク
に最もさらされてきており（Turner et al., 2003）、脆弱
性は所得の不平等と直接関連している（Yohe and Tol, 

2002）。極端な気象に対処する各人の能力の差は、ハ
リケーン・カトリーナ襲来時とその後のニューオリン
ズで明らかであった（Kunreuther et al., 2006）。このと
き避難の援助を必要としていた人々の大多数は、貧困
者であるか、高齢者、入院患者、および障がい者を含
む移動が制限された集団に属する人々だった（Murphy 

et al., 2005; Kumagi et al., 2006; Tierney, 2006）。 

自律的適応のための政治的および制度的能力 
　一般に、カナダと米国の役人は緊急時に早期の広範
囲に及ぶ支援を提供する。しかし、米国とカナダの危
機対応システムは、世帯と企業は災害発生から 72時
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間後までにそれぞれの基本的ニーズに対処できなけ
ればならないという哲学に基づいている（Kovacs and 

Kunreuther, 2001）。 住民の脆弱性は、住民自身の資源
に加えて公共サービス機関、民間企業およびその他か
ら提供される資源に左右される（Fischhoff, 2006）。あ
る世帯が極端現象によって打ちのめされた場合、世帯
員は物的および精神的サポートを、友人、家族、そ
の他の社会的ネットワークに頼る（Cutter et al., 2000; 

Enarson, 2002; Murphy, 2004）。北アメリカのコミュニ
ティが気象の極端現象に対応する場合、非政府組織が
コミュニティを基盤とした活動に対する支援を調整す
ることが多い（National. Voluntary Organizations Active 

in Disaster, 2006）。 

　ステークホルダーらと政治制度との間での積極的対
話は、変化する気候への適応の機会を明らかにする
可能性がある。しかし、米国とカナダでの適応に関
する公的な議論は初期段階である（Natural Resources 

Canada, 2000）。これは、主に中央政府が緩和に焦点を
合わせてきており、適応に注目してこなかったためで
ある（Moser, 2005）。いくらかの公的資金が影響と適
応に関する研究に向けられてきており、両国ともに全
国的評価を実施してきており、適応に関する文献の統
合を行ったが、どちらの国も正式な適応戦略をもって
いない（Conference Board of Canada, 2006）。気候変動
に関する観点を法律や規制に取り込むことは、適応行
動を促進する、あるいは抑制する可能性がある（Natural 

Resources Canada, 2000）。適応行動に影響を及ぼす公共
政策の北アメリカの例には、米国西部の水の割り当て
にかかる法律（Scheraga, 2001）、農業助成金（Goklany, 

2007）、米国の公営洪水保険（Crichton, 2003）、湿地保
全に関する手引き、ならびに危機管理が含まれる。 

14.5.3　制約と機会 

社会的障壁と文化的障壁 
　北アメリカの大半でみられるような高い適応能力
は、気候変動に対処したり、気候変動から便益を得た
りするのに役立つに違いない。しかし、能力は積極的
な行動を保証するものではなく、また、いかなる行動
を保証するものではない。社会的価値、認識、および
認知レベルが適応行動を形作る（Schneider, 2004）。北
アメリカでは、気候変動に関する情報は通常「主流化」
されていない。すなわち、全体的な意思決定プロセス
の中で（Slovic, 2000; Leiss, 2001）明確に考慮されてい
ない（Dougherty and Osaman Elasha, 2004）。このことは、

例えば気候変動に対して脆弱であると知られている氾
濫原や沿岸域付近での開発など、誤った適応行動をま
ねきうる。水管理者は、たとえ脆弱性を認識していて
も、予報情報が日々の管理決定に直接に適合できない
限り、気候予報を利用する可能性が低い（Dow et al., 

2007）。 

情報に関する障壁と技術的障壁 
　気候変動の地方的な影響に関する不確実性は行動を
妨げる障壁である（NRC, 2004）。防災オプションに関
する不完全な知識（Murphy, 2004; Murphy et al., 2005）
は適応行動をさらに抑制する。気候変動情報は意思
決定者のニーズに合った形で入手できなければならな
い。例えば、保険会社は、支払い不能、価格設定、お
よび免責額に関するリスク、規制や格付機関に関する
考慮、ならびに再保険に関連した意思決定を助けるた
めに具体的に設計されたアウトプットを伴う気候モデ
ルを使用する（Swiss Re, 2005a）。一部の電力事業会社
は気候モデルのアウトプットを水力発電の計画と管理
に統合し始めている（Ouranos, 2004）。
　大きな困難は効率的な技術と知識移転の必要性であ
る。 概して、研究への資金提供、ステークホルダーを
取り込むこと、ならびにコミュニティと政府、市場と
を結び付けることの責任に関する問題は回答されてき
ていない。もう一つの制約は新技術（例えば、遺伝子
組み換え作物）への抵抗であり、このため、農業分野、
水資源管理分野、および森林分野におけるいくつかの
見込みのある適応は実現される可能性が低い（Goklany, 

2000, 2001）。

財政的障壁と市場の障壁 
　米国の極端現象に対する適応への最近の支出は健全
な投資であり、死傷者の減少と多大な経済的便益に貢
献してきている。Multihazard Mitigation Council（2005）
は、1993から 2003年の間に、洪水、激しい風、およ
び地震による将来の損害を低減するためのプログラム
に支出された 35億米ドルが、140億ドルの社会的便益
に寄与していることを見出した。最大の節約は洪水（5

倍）と風（4倍）による損害の低減においてであった。
適応はまた政府に便益をもたらしており、支出 1ドル
につき、結果として 3.65米ドルの節約または税収の増
加をまねいた。これは、1968年にマニトバ洪水放水路
の建設のために投資された 6,500万カナダドルが、数
十億ドルの洪水による損害を防止している（Duguid, 

2002）とする以前の事例研究と合致している。 
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　経済問題はしばしば適応に関する意思決定に影響を
及ぼす支配的要因である。これには、沿岸侵食への
コミュニティの対応（Moser, 2000）、水資源システム
強化のための投資（Report of the Water Strategy Expert 

Panel, 2005）、住宅への保護設備（Simmons et al., 2002; 

Kunreuther, 2006）、および保険実践の変化（Kovacs, 

2005a）などがある。コストと経済的資源の利用可能
性は、受益者が民間であるか公共であるかと同様に
（Moser, 2000）明らかに選択に影響を及ぼす（WHO, 

2003）。 

　財政的障壁が既存のインフラのゆっくりとした入れ
替えと相互に作用することもある（図 14.3）。1992年
のハリケーン・アンドリューの期間中のフロリダでの
大規模な物的損害は、建築基準の相当な改定につなが
った。もしフロリダ南部のすべての建築物が 1992年
にこの改定された基準を満たしていたならば、ハリケ
ーン・アンドリューによる物的損害は 45％ほど少なか
ったであろう（AIR, 2002）。しかしながら、フロリダ
は多数のより古い家屋と企業に対する損害を通じて、
いまだハリケーンによる大規模な損害を経験するであ
ろう。その他の財政的障壁は、資産所有者が自己防衛
のためのコストを回収する際に直面する困難から生じ
ている。隠れた適応は明らかな適応と比べて、過小評
価されがちである。例えば、雨戸のついた家は、この
目に見える適応のない家よりも高く売られるが、一方
で強風時に屋根を抑えるために縛り付けるストラップ
など目に見えにくい装備は、それにかかるコストに比
べて低い価値しか家の再販価格に付加しない（Simmons 

et al., 2002）。

14.6　事例研究

　本章で議論した論題の多くは、ほかの分野、地域、
およびプロセスとの相互作用を含む重要な側面をもっ
ており、このことは、それらの論題を単一の分野の観
点から評価することを困難にしている。本章は北アメ
リカにとって特に重要な三つのテーマである森林撹乱
（Box 14.1参照）、水資源（コロンビア川を例とする）
（Box 14.2参照）、および沿岸都市（Box 14.3参照）に
ついて複数のセクターにわたる事例研究を展開してい
る。 

14.7　結論：持続可能な開発への含意

　気候変動は、持続可能性目標の達成に影響を及ぼす

さまざまな難問を生じさせる。最も困難なことのいく
つかは、変動が起きる時間スケールが長いことから生
じており（14.3節参照）、影響の規模（および確実性）
＜が明らかになる＞よりかなり前に可能性のある行動
をとる必要性があることは明らかである（14.5節参照）。
その他の困難な問題は、気候変動が本質的に全球スケ
ールであることから生じている（EIA, 2005b）。気候変
動の動因はまさしく全球的であるため、地域スケール
でのひたむきな行動でさえも、地域スケールでの影響
を改善する見込みは限られている。時間スケールに関
連した困難と気候変動の全球的性質に関連した困難と
いうこうした 2組の困難は、カナダと米国を歴史的に
特徴づける自由市場メカニズムと政治的意思決定に、
伝統的に委ねてきたような類いのものではない（14.5

節参照）。しかし、気候変動による困難の規模は、事
前の適応、ならびに技術的および社会的革新を必要と
する。これはカナダと米国が十分な能力を備えている
領域である。成功のための重要な鍵は、ほかの技術的、
社会的、経済的、および生態学的傾向に照らして、気
候変動情報を適応に組み入れる能力を開発することで
あろう。 

　前述の節は、北アメリカの気候に関する最近の経験、
既に起きている変化の影響、および将来の変化の見込
みに関する現在の知見を述べている。また、気候影響
の取り扱いに関するこれまでの経験と将来の見込みも
述べている。その要点は次のとおりである：
・北アメリカは、最近の気候に関連した極端現象、特
に暴風雨、熱波、および森林火災に起因する、相当
な社会的、文化的、経済的、および生態学的混乱を
経験してきている［14.2］ 。

・特に脆弱な地区での継続的なインフラ開発は極端な
気象による経済的損害の継続的な増加をもたらすで
あろう可能性が高い［14.2.6, 14.4.6］。

・北アメリカの脆弱性は適応の有効性と対処能力の分
布に左右される。現在、このどちらもが不均一で、
脆弱な集団を気候変動性と極端な気象現象の悪影響
から常に保護してきているわけではない［14.5］。 

・持続可能性のための重要な前提条件は気候問題を意
思決定にいおて「主流化する」ことである［14.5］。

・気候変動は、都心、沿岸コミュニティ、人の健康、
水資源、管理された生態系と管理されていない生態
系などを含み、かつこれらに留まらない北アメリカ
のさまざまな分野に対するストレスをいっそう悪化
させるであろう［14.4］。

・北アメリカの先住民と社会的および経済的に不利な
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人々は、気候変動に対して不釣合いに脆弱である
［14.2.6, 14.4.6］。

14.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　気候変動が北アメリカに及ぼす影響、およびこうし
た変動に適応する北アメリカの住民、経済、ならびに
生態系の能力に及ぼす影響についての理解における主
要な制限は 7つの領域に分類しうる。
・気候変動の予測にはいまだ大きな不確実性があり、
特に地域スケールにおいてそうである（Christensen 

et al., 2007: Section 11.5.3）。 北アメリカの場合、将
来の気温についての不確実性より大きい将来の降水
についての不確実性が、生態系（14.4.2節参照）、 水
循環と水資源（14.4.1、14.4.7節）、および産業（14.4.6、
14.4.7節）に対する幅広い影響の不確実性を相当に
拡大する。 

・北アメリカの住民、経済、および生態系は、平均的
状況に対してよりも極端現象に対して感度がはるか
に大きくなる傾向がある［14.2］。平均的な気候の
変化と極端現象との関係の不十分な理解（Meehl et 

al., 2007: Section 10.3.6; Christensen et al., 2007: Section 

11.5.3.3）が、将来の状況を将来の影響や適応オプシ
ョンと結び付ける我々の能力を制限する。平均的な
気候の変化と、ハリケーンやその他の激しい暴風雨、
熱波、洪水、ならびに長引く干ばつを含む北アメリ
カで最大の影響を及ぼす可能性がある極端な現象と
の関係の理解を向上させる必要がある。

・気候変動が及ぼすほとんどの影響に関して、我々は
少なくとも漸進的変動を推定するいくつかの手段を
もっているが（14.4節参照）、限界点、つまりさら
なる強制力がなくてもシステムが急激に変化する、
あるいは劣化する点、を導く条件を評価する手段は
ほとんどもっていない。

・過去の研究のほとんどが、単一の分野（例えば、健康、
運輸、管理されていない生態系）への影響を扱って
きている。気候変動の影響を受けるさまざまなセク
ターの相互に作用し合う応答を取り上げている研究
はわずかであり、このことが、複数の分野の応答が
どの程度オプションを制限するか、またどの程度状
況を限界点に押しやるかを評価することを非常に困
難にしている（14.4.9節参照）。

・気候変動の影響を、気候変動の影響をいっそう悪化
させる、または対応オプションの範囲を限定する可
能性のあるほかの傾向との関連で取り上げている研

究はごくわずかしかない（14.4.9節参照）（ただし、
重要な例外については Reid et al., 2005参照）。北ア
メリカでみられる、気候変動への対応戦略の策定を
複雑にする可能性が高い傾向の少数の例には、沿岸
域の継続的開発（14.2.3節参照）、淡水資源の需要増
大（14.4.1節参照）、森林火災になりやすい森林生態
系での燃料＜となる枯れ木＞の蓄積（Box 14.1参照）、
および農業と生態系プロセスを崩壊させる恐れのあ
る侵入種の継続的導入（14.2.2、14.2.4節参照）が含
まれる。人間による最も集中した管理の対象になる
分野（例えば、健康、農業、居住、産業）では、技
術や組織の変化が気候変動の影響をいっそう悪化
させることもあれば、改善させることもありうる
（14.4.9節参照）。
・気候変動の間接的影響はよく理解されていない。グ
ローバル化が進み続ける世界において、北アメリカ
の住民、経済、および生態系の将来は、文化交流、
貿易、生態系の混合、人の移動、そして残念ながら
対立といった密度の濃いネットワークをとおして世
界のほかの地域とつながっている（14.3節参照）。
この相互につながり合った世界で、気候変動が北ア
メリカに及ぼすきわめて重要な影響は、気候変動が
ほかの地域、特に住民、経済、または生態系が通常
脆弱である地域、に及ぼす影響の間接的な結果にな
るだろう。

・気候関連の影響に対する北アメリカの適応例は豊富
にあるが、歴史的経験の範囲を超える状況への事前
の適応のオプションについての理解は限られている
（14.5節参照）。

　これらの領域はすべて潜在的に相互に作用してお
り、地域間、産業間、ならびにコミュニティ間で不平
等に配分される影響を伴う。これらすべての領域で研
究と管理の進展が生じつつある。しかし、ステークホ
ルダーらと意思決定者らは、今すぐに情報を必要とし
ており、現時点での知見との関連で、役に立つ意思決
定支援を提供することに高い優先度をおいているが、
それはその知見の限界についての認識によって左右さ
れる。
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Annual precipitation has increased for most of NorthAmerica
with large increases in northern Canada, but with decreases in
the south-west U.S., the Canadian Prairies and the easternArctic
(seeWorking Group I FourthAssessment (WGIAR4) Trenberth
et al., 2007 Section 3.3.2.2, Figures 3.13 and 3.14) (Hengeveld
et al., 2005; Shein, 2006). Heavy precipitation frequencies in the
U.S. were at a minimum in the 1920s and 1930s, and increased
to the 1990s (1895 to 2000) (Kunkel, 2003; Groisman et al.,
2004). In Canada there is no consistent trend in extreme
precipitation (Vincent and Mekis, 2006).

14.2.1 Freshwater resources

Streamflow in the eastern U.S. has increased 25% in the last
60 years (Groisman et al., 2004), but over the last century has
decreased by about 2%/decade in the central Rocky Mountain
region (Rood et al., 2005). Since 1950, stream discharge in both
the Colorado and Columbia river basins has decreased, at the
same time annual evapotranspiration (ET) from the
conterminous U.S. increased by 55 mm (Walter et al., 2004). In
regions with winter snow, warming has shifted the magnitude
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-1 30 1 2
Change in annual mean temperature (°C): 1955 to 2005

Figure 14.1. Observed trends in some biophysical and socio-economic indicators. Background: change in annual mean temperature from 1955 to
2005 (based on the GISS2001 analysis for land from Hansen et al., 2001; and on the Hadley/Reyn_V2 analysis for sea surface from Reynolds et al.,
2002). Insets: (a) trend in April 1 snow water equivalent (SWE) across western North America from 1925 to 2002, with a linear fit from 1950 to 2002
(data from Mote, 2003), (b) Spring bud-burst dates for trembling aspen in Edmonton since 1900 (data from Beaubien and Freeland, 2000), (c)
anomaly in 5-year mean area burned annually in wildfires in Canada since 1930, plus observed mean summer air temperature anomaly, weighted
for fire areas, relative to 1920 to 1999 (data from Gillett et al., 2004) (d) relative sea-level rise from 1850 to 2000 for Churchill, MB, Pointe-au-Père,
QB, New York, NY, and Galveston, TX, (POL, 2006) (e) hurricane energy (power dissipation index (PDI) based on method of Emanuel, 2005),
economic damages, million U.S. dollars (adjusted to constant 2005 US dollars and normalized accounting for changes in personal wealth and
coastal population to 2004), and deaths from Atlantic hurricanes since 1900 (data from Pielke Jr. and Landsea, 1998 updated through 2005), and,
(f) trend North American Net Primary Production (NPP) from 1981 to 1998 (data from Hicke et al., 2002).

①

②

①
②

④

③

①

②

③

年間平均気温の変化（℃）：1955 から 2005 年

図 14.1　いくつかの生物物理学的指標と社会経済的指標の観測されたトレンド。背景図：1955から 2005年までの年間平均気
温の変化（Hansen et al., 2001からの土地に関する GISS2001分析；および Reynolds et al., 2002からの海面に関する Hadley/Reyn_
V2分析に基づく）。差し込み図：（a） 1925から 2002年までの北アメリカ西部全域にわたる 4月 1日の積雪水量（SWE）のトレ
ンド、1950から 2002年までの直線回帰を含む（Mote, 2003からのデータ）、（b）1900年以降のエドモントンにおけるアスペン
の春季の発芽日（Beaubien and Freeland, 2000からのデータ）、（c）1930年以降のカナダの森林火災による年間焼失面積の 5年間
平均の偏差および 1920から 1999年までの火災のあった地域に関して重み付けして観測された夏季の平均気温の偏差（Gillett et 
al., 2004からのデータ）、（d）1850から 2000年までのマニトバ州チャーチル、ケベック州ポワントペール、ニューヨーク州ニュー
ヨーク、テキサス州ガルべストンの相対的な海面上昇（POL, 2006）、（e）ハリケーンのエネルギー（Emanuel, 2005の手法に基
づく PDI【訳注 14-5】、経済的損害、単位 100万米ドル（2005年の米ドルに換算し、2004年までの個人の富と沿岸人口の変化を
考慮して正規化されている）、および 1900年以降の大西洋ハリケーンによる死亡者数（Pielke Jr. and Llandsea, 1998からのデー
タで、2005年まで更新）、ならびに（f）1981から 1998年までの北アメリカの純一次生産力（NPP）のトレンド（Hicke et al., 
2002からのデータ）。

（a）4 月 1 日の積雪水量：北アメリカ西部
　　横軸：西暦
　　縦軸：4 月 1 日の積雪水量（cm）

（b） 春季の発芽日：エドモントンにおけるアスペン
　　横軸：西暦
　　縦軸：日にちのずれ　Earlier；より早い←　→Later；より遅い

（c） 森林の焼失面積：カナダ
　　横軸：西暦
　　縦軸（左）：焼失面積の偏差（105 km2）
　　縦軸（右）：気温の偏差（℃）
　　①焼失面積の偏差
　　②気温の偏差

（d） 相対的な海面水位：北アメリカ沿岸
　　横軸：西暦
　　縦軸：年平均海面水位（ｍ）
　　①マニトバ州チャーチル
　　②ケベック州ポワントペール
　　③ニューヨーク州ニューヨーク
　　④テキサス州ガルベストン

（e）   ハリケーンのエネルギー、死亡者数、および経済的損害：米国
　　横軸：西暦
　　縦軸（左）：平均 PDI
　　縦軸（右）：死亡者数または調整された損害
　　① PDI
　　②損害
　　③死亡者数

（f） NPP のトレンド：北アメリカ
　　横軸：西暦
　　縦軸：NPP（炭素換算 Pg/ 年）

【図、表、Box】
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Box 14.1　森林火災の加速と生態系の撹乱の動態

1980年以降、米国の森林火災で平均 22,000 km2/年が焼失してきており、これは 1920から 1980年の平均で
ある 13,000 km2/年のほぼ 2倍である（Schoennagel et al., 2004）。1987から 2003年までに米国西部で焼失し
た森林面積は 1970から 1986年までに焼失した面積の 6.7倍である（Westerling et al., 2006）。カナダでは、焼
失面積が 60,000 km2/年を超え、この数値は 1990年から 3倍、長期平均の 2倍を示している（Stocks et al., 

2002）。北アメリカ亜寒帯地域の森林火災による焼失面積は 1960年代の 6,500 km2/年から 1990年代には
29,700 km2/年にまで増加した（Kasischke and Turetsky, 2006）。荒地と都市との境界域の人口増大に伴い、森
林火災に対する人の脆弱性も高まってきている。

気候の温暖化は、燃料を乾燥させ、発火しやすくし、火の廻りを速くする夏季の長期化によって森林火災を
助長する（Running, 2006）。Westerling et al.（2006）は、この 30年間で、春季－夏季の 0.87℃の気温上昇に応
答して、米国西部の森林火災の季節は 78日長期化し、面積 1,000 haを超える火災期間が 7.5から 37.1日に増
えていることを見出した。春季の融雪時期の早期化は、特に森林火災活動の増加が最大であった標高がより
高い地域で、成長期間と干ばつの長期化をまねいてきている（Westerling et al., 2006）。カナダでは、1970年
以降の 5から 8月の 0.8℃の気温上昇が焼失面積とかなり相関している（図 14.1c）（Gillett et al., 2004）。米国
南西部では、火災活動はエルニーニョ南方振動（ENSO）の正の位相（Kitzberger et al., 2001; McKenzie et al., 

2004）およびパルマー干ばつ指数の上昇と相関している。

昆虫と病気は生態系の自然な側面である。森林では、定期的な昆虫の異常発生が広い地域にわたって木々を
枯らし、広範な森林火災の原因となる、枯れて、乾燥した燃料になる。こうした異常発生は気候感度の高い
昆虫のライフサイクルの諸側面と関連している（Williams and Liebhold, 2002）。北部の昆虫の多くは 2年＜単
位＞のライフサイクルを有しており、冬季気温の上昇は、冬を越す幼虫が生存する割合を増加させる。最近、
アラスカでは、トウヒの葉を食べるハマキガ科の幼虫がこれまでの 2年ではなく 1年でライフサイクルを完
結してきている（Volney and Fleming, 2000）。キクイムシの一種（mountain pine beetle）はブリティッシュコロ
ンビアでの生息範囲を以前は寒すぎた場所にまで拡大してきている（Carroll et al., 2003）。昆虫の大発生には
複雑な原因があることが多い。何年にもわたる干ばつが自衛のために化学物質を生成する樹木の能力を低下
させると、樹木の昆虫による影響の受けやすさが増大する（Logan et al., 2003）。アルバータ州でのアスペン
林分の最近の立ち枯れは、カレハガの一種（tent caterpillar）や、それに続いて発生する木に穴をあける昆虫
と菌類病原体の原因となる 1980年代の雪塊の少なさと干ばつによって引き起こされた（Hogg et al., 2002）。
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Box 14.2　気候変動はコロンビア川水系の管理に対する困難を増大させる

コロンビア川流域の現行の水管理には、水力発電、航行、洪水制御、灌漑、都市利用、および絶滅危惧種や
絶滅危機種（例えば、サケ）のいくつかの個体群の維持の＜間での＞複雑でしばしば競合する需要のバラン
スをとることが含まれる。このような用途に関する現在の需要と予測される需要は現行の供給能力以上に＜
水需要を＞割り当てる。この流域の水管理は二つの主権国家（1964年に批准されたコロンビア川条約）、定
められた条約上の権利を持つ先住民諸部族（1974年の米国対ワシントン州の「ボルト判決」）、ならびに数々
の連邦、州、省および地方政府機関がかかわる複雑な制度環境の中で実施される（Miles et al., 2000; Hamlet, 

2003）。汚染（主に非点源汚染）は多くの支流の重要な問題である。この流域の米国部分での西部の水に関
する法律の早い者勝ちの規定が、管理を複雑にし、後からやってきた水利用者が利用できる水を減少させて
いる（Gray, 1999; Scott et al., 2004）。流量が多い時と少ない時、あるいは支流、本流、または海洋に保護種が
いる場合には、複雑さが異なる管区の責任にまで広がる。（Miles et al., 2000; Mote et al., 2003）。

気候変動に伴い予測されるコロンビア川の年間流量変化は比較的わずかであるが、季節ごとの流量は著しく
変化し、冬季と春季の流量は増加に向かい、夏季と秋季の流量は減少に向かう（Hamlet and Lettenmaier, 1999; 

Mote et al., 1999）。流量のこうした変化は、主として地域的な成長によるが気候変動によっても引き起こされ
る水需要の増加と同時に起こるであろう可能性が高い。夏季の水利用可能量の減少は、既に流量が少ない年
に現れている水をめぐる争いをいっそう悪化させるであろう（Miles et al., 2000）。気候変動はまたこの流域内
における都市の給水にも影響を与えると予測される。例えば、2040年代に関して予測される 2℃の気温上昇は、
オレゴン州ポートランドの水需要を人口増加による 2,080万㎥ /年の追加的な需要に加えて、570万㎥ /年増
加させるであろうが、一方で＜水の＞供給を 490万㎥ /年減少させる（Mote et al., 2003）。この川の管理で
は長期気候予報がますます考慮されているが、限られた方法においてである（Hamlet et al., 2002; Lettenmaier 

and Hamlet, 2003; Gamble et al., 2004; Payne et al., 2004）。この水系の 43のサブ流域がそれぞれ魚類と野生生物
のためのサブ流域管理計画をもっているが、気候変動下での夏季の流量減少に包括的に取り組んでいるもの
はない（ISRP/ISAB, 2004）。

コロンビア川流域の水管理についての困難は、雪塊と季節流量の変化のために気候変動とともに、拡大す
るであろう可能性が高い（Miles et al., 2000; Parson et al., 2001b; Cohen et al., 2003）。管理者の運営目標達成能
力（信頼性）は気候変動（2020年代と 2090年代に関して、IPCC IS92a 排出シナリオ下で HadCM2 AOGCM

と ECHAM4/OPYC3 AOGCMによって予測）のもとで相当に低下するであろう可能性が高い（Hamlet and 

Lettenmaier, 1999）。信頼低下は 21世紀末までに 25％に達し（Mote et al., 1999）、運営ルールの要件と相互に
作用し合うと予測される。例えば、「魚優先（fish-first）」ルールは現在の気候下での常時電力に対する信頼性
を 10％低下させ、また太平洋 10年規模振動の暖かいフェーズ中の年には＜信頼性を＞ 17％低下させるであ
ろう。適応策は 4月の雪塊の減少による影響を緩らげる可能性があるが、常時水力発電力の 10から 20％の
低下と、魚のための現在の夏季の流量の低下をまねく（Payne et al., 2004）。気候変動への適応の地域計画プ
ロセスへの統合は、発展の初期の段階にある（Cohen et al., 2006）。
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Box 14.2. Climate change adds challenges to managing the Columbia River system

Current management of water in the Columbia River basin involves balancing complex, often competing, demands for hydropower,
navigation, flood control, irrigation, municipal uses, and maintenance of several populations of threatened and endangered species
(e.g., salmon). Current and projected needs for these uses over-commit existing supplies. Water management in the basin operates
in a complex institutional setting, involving two sovereign nations (Columbia River Treaty, ratified in 1964), aboriginal populations
with defined treaty rights (‘Boldt decision’ in U.S. vs. Washington in 1974), and numerous federal, state, provincial and local
government agencies (Miles et al., 2000; Hamlet, 2003). Pollution (mainly non-point source) is an important issue in many
tributaries. The first-in-time first-in-right provisions of western water law in the U.S. portion of the basin complicate management
and reduce water available to junior water users (Gray, 1999; Scott et al., 2004). Complexities extend to different jurisdictional
responsibilities when flows are high and when they are low, or when protected species are in tributaries, the main stem or ocean
(Miles et al., 2000; Mote et al., 2003).

With climate change, projected annual Columbia River flow changes relatively little, but seasonal flows shift markedly toward
larger winter and spring flows and smaller summer and autumn flows (Hamlet and Lettenmaier, 1999; Mote et al., 1999). These
changes in flows will likely coincide with increased water demand, principally from regional growth but also induced by climate
change. Loss of water availability in summer would exacerbate conflicts, already apparent in low-flow years, over water (Miles et
al. 2000). Climate change is also projected to impact urban water supplies within the basin. For example, a 2°C warming projected
for the 2040s would increase demand for water in Portland, Oregon by 5.7 million m3/yr with an additional demand of 20.8 million
m3/yr due to population growth, while decreasing supply by 4.9 million m3/yr (Mote et al., 2003). Long-lead climate forecasts are
increasingly considered in the management of the river but in a limited way ( Hamlet et al., 2002; Lettenmaier and Hamlet, 2003;
Gamble et al., 2004; Payne et al., 2004). Each of 43 sub-basins of the system has its own sub-basin management plan for fish
and wildlife, none of which comprehensively addresses reduced summertime flows under climate change (ISRP/ISAB, 2004).

The challenges of managing water in the Columbia River basin will likely expand with climate change due to changes in snowpack
and seasonal flows (Miles et al., 2000; Parson et al., 2001b; Cohen et al., 2003). The ability of managers to meet operating goals
(reliability) will likely drop substantially under climate change (as projected by the HadCM2 and ECHAM4/OPYC3 AOGCMs under
the IPCC IS92a emissions scenario for the 2020s and 2090s) (Hamlet and Lettenmaier, 1999). Reliability losses are projected to
reach 25% by the end of the 21st century (Mote et al., 1999) and interact with operational rule requirements. For example, ‘fish-
first’ rules would reduce firm power reliability by 10% under present climate and 17% in years during the warm phase of the
Pacific Decadal Oscillation. Adaptive measures have the potential to moderate the impact of the decrease in April snowpack, but
lead to 10 to 20% losses of firm hydropower and lower than current summer flows for fish (Payne et al., 2004). Integration of climate
change adaptation into regional planning processes is in the early stages of development (Cohen et al., 2006).

Figure 14.2. Interconnected impacts of lower water levels in the Great Lakes - St Lawrence system (modified from Lemmen and Warren, 2004).

五大湖における水位低下 - セントローレンス川水系　

影響を受ける分野

運輸 観光とレクリエーション 漁業 産業とエネルギー 市町村 保健

潜在的影響（例）　

航路の深さの減少、
埠頭および港への
アクセス不可

海浜の増加、美観
に関する問題、マ
リーナおよび湖畔
へのアクセスの低下

種の喪失、生息地
の 喪 失（ 例 え ば、
産卵地）、汚染

水力発電能力の低
下、工業用水の減
少

水 質 問 題 の 増 大、
潜在的な水供給問
題

水汚染と水質低下
による病気の増加、
海浜の閉鎖

全体的結果

需要と供給の不適合および以下の項目の間での配分の問題

・分野
・さまざまなレベルの政府
・管区（例えば、省／州、カナダ／米国）
・経済のための利用と生態系のための需要
・上流と下流の関心事

図 14.2　五大湖における水位低下の相互に関連する影響 ― セントローレンス川水系（Lemmen and Warren, 2004を一部修正）。
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Box 14.3　北アメリカの都市は複数のスケールと分野にわたる影響を統合している

北アメリカの大都市地域での気候変動の影響は多くの点で類似しているであろう。インフラ、エネルギー、
給水を含む影響を受ける分野のいくつかについて説明するためにロサンゼルス、ニューヨーク、バンクーバー
が取り上げられている。適応は数十年規模で、かつ多次元にわたる必要があり、また、適応は既に始まりつ
つある（14.5節参照）。

インフラ
北アメリカの大都市のほとんどが海岸低地帯か河川沿い、またはその両方が重なる場所にあるため、気候
変動の影響には海面上昇（SLR）および／または河岸の洪水が含まれるであろう可能性が高い。SLR、激し
い河川流量、満潮、および暴風雨が同時に起こるとき影響は最大になると予想される（California Regional 
Assessment Group, 2002）。ニューヨークでは、SLRと高潮の組合せによる洪水の深さが数メートルに及びう
る（Gornitz and Couch, 2001; Gornitz et al., 2001）。著しい温暖化シナリオ下では、（CCGG 排出シナリオに基づ
く CGCM 気候モデル）、2090年までに現在の 100年に 1度規模の洪水レベルの再現期間が 3から 4年に、ま
た現在の 500年に 1度規模の洪水が 50 年に 1度の現象になる可能性があり、このことはこの地域のインフ
ラの多くをリスクの増大にさらす（Jacob et al., 2001; Major and Goldberg, 2001）。 

エネルギーの供給と需要 
気候変動は北アメリカの大半の都市で夏季の冷房用電力需要の相当な増加をまねくであろう可能性が高い
（14.4.8節参照）。このことは、地元でも遠隔地でも多くの対立を生じさせる。カリフォルニア南部では、夏
季の電力需要の増加が、州全域の水力発電と洪水制御という目的の間に内在する対立を激化させるであろう
（California Regional Assessment Group, 2002）。バンクーバーの電力の 90％を供給しているコロンビア川ダムの
運営は、流量減少と環境用水要求量によってより複雑になるであろう（Box 14.2参照）。ニューヨークでは、
夏季の電力需要を満たすことが大気汚染物質（例えば、オゾン）のレベルを上昇させる可能性があり（Hill 
and Goldberg, 2001; Kinney et al., 2001; Knowlton et al., 2004）、健康への影響は都市のヒートアイランド効果と
相互に作用する気候変動によってさらに悪化しうる（Rosenzweig et al., 2005）。1999年のニューヨークの熱波
の際にマイノリティ地区でみられたような、不安定な電力は健康と環境正義についての懸念を増幅させうる
（Wilgoren and Roane, 1999）。

給水システム 
北アメリカの都市給水システムは多くの場合、非常に遠い場所から水を引いているため、都市に影響を及ぼ
す気候変動は必ずしもその土地で起こるものではない。2020年代までに、カリフォルニア南部への供給の
41％が、シエラネバダとコロラド川流域の雪塊の喪失により、温暖化に対して脆弱になる可能性が高い（14.4.1
節参照）。 同じように、山岳の雪塊と夏季の流量の減少は、バンクーバーがさらなる保全と水制限を実施し、
貯水池を拡大し、追加的な水源を開発することを必要としうる（Schertzer et al., 2004）。ニューヨーク地区は
給水のばらつきの拡大を経験するであろう可能性が高い（Solecki and Rosenzweig, 2007）。ニューヨークのシ
ステムはこのことに順応しうる可能性が高いが、地域のより小規模なシステムは脆弱になるかもしれず、こ
のことは地域配水に関する協定の強化の必要性につながる（Hansler and Major, 1999）。

適応 
北アメリカの多くの都市が、歴史的経験に基づき「悔いのない（no regret）」行動を開始してきている。ロサ
ンゼルス地区では、地方の水管区によるインセンティブ・プログラムと情報プログラムが節水を促進してい
る（MWD, 2005）。1970年以降の 35％を超える人口増加（約 100万人）は、ロサンゼルスにおける水利用を
わずか 7％のみ増加させている（California Regional Assessment Group, 2002）。ニューヨークは、1980年代初
頭以降、総水消費量を 27％、一人当たり消費量を 34％減少させてきている（City of New York, 2005）。バンクー
バーの「CitiesPLUS」100年計画は、自然の場所と水路をつなげること、地方において回復力のあるより小
規模なシステムを開発すること、および日常保守の際にパイプの主要部分の性能を高めることによって、排
水システムの性能を高めるであろう。（Denault et al., 2002）。
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both countries have undertaken national assessments with a
synthesis of the adaptation literature, but neither country has a
formal adaptation strategy (Conference Board of Canada, 2006).
Integrating perspectives on climate change into legislation and
regulations has the potential to promote or constrain adaptive
behaviour (Natural Resources Canada, 2000). North American
examples of public policies that influence adaptive behaviour
include water allocation law in the western U.S. (Scheraga,
2001), farm subsidies (Goklany, 2007), public flood insurance in
the U.S. (Crichton, 2003), guidance on preservation of wetlands
and emergency management.

14.5.3 Constraints and opportunities

Social and cultural barriers
High adaptive capacity, as in most of North America, should

be an asset for coping with or benefiting from climate change.
Capacity, however, does not ensure positive action or any action
at all. Societal values, perceptions and levels of cognition shape
adaptive behaviour (Schneider, 2004). In North America,
information about climate change is usually not ‘mainstreamed’
or explicitly considered (Dougherty and Osaman Elasha, 2004)
in the overall decision-making process (Slovic, 2000; Leiss,
2001). This can lead to actions that are maladapted, for example,
development near floodplains or coastal areas known to be
vulnerable to climate change. Water managers are unlikely to
use climate forecasts, even when they recognise the
vulnerability, unless the forecast information can fit directly into
their everyday management decisions (Dow et al., 2007).

Informational and technological barriers
Uncertainty about the local impacts of climate change is a

barrier to action (NRC, 2004). Incomplete knowledge of disaster
safety options (Murphy, 2004; Murphy et al., 2005) further
constrains adaptive behaviour. Climate change information must
be available in a form that fits the needs of decision-makers. For
example, insurance companies use climate models with outputs
specifically designed to support decisions related to the risk of
insolvency, pricing and deductibles, regulatory and rating
agency considerations, and reinsurance (Swiss Re, 2005a). Some
electrical utilities have begun to integrate climate model output
into planning and management of hydropower production
(Ouranos, 2004).

A major challenge is the need for efficient technology and
knowledge transfer. In general, questions about responsibility
for funding research, involving stakeholders, and linking
communities, government and markets have not been answered
(Ouranos, 2004). Another constraint is resistance to new
technologies (e.g., genetically modified crops), so that some
promising adaptations in the agricultural, water resource
management and forestry sectors are unlikely to be realised
(Goklany, 2000, 2001).

Financial and market barriers
In the U.S., recent spending on adaptation to extremes has

been a sound investment, contributing to reduced fatalities,
injuries and significant economic benefits. The Multihazard
Mitigation Council (2005) found that US$3.5 billion in spending

between 1993 and 2003 on programmes to reduce future
damages from flooding, severe wind and earthquakes
contributed US$14 billion in societal benefits. The greatest
savings were in flood (5-fold) and wind (4-fold) damage
reduction. Adaptation also benefited government as each dollar
of spending resulted in US$3.65 in savings or increased tax
revenue. This is consistent with earlier case studies; the
Canadian $65 million invested in 1968 to create the Manitoba
Floodway has prevented several billion dollars in flood damage
(Duguid, 2002).

Economic issues are frequently the dominant factors
influencing adaptive decisions. This includes community
response to coastal erosion (Moser, 2000), investments to
enhance water resource systems (Report of the Water Strategy
Expert Panel, 2005), protective retrofits to residences (Simmons
et al., 2002; Kunreuther, 2006), and changes in insurance
practices (Kovacs, 2005a). The cost and availability of economic
resources clearly influence choices (WHO, 2003), as does the
private versus public identity of the beneficiaries (Moser, 2000).

Sometimes, financial barriers interact with the slow turnover
of existing infrastructure (Figure 14.3). Extensive property
damage in Florida during Hurricane Andrew in 1992 led to
significant revisions to the building code. If all properties in
southern Florida met this updated code in 1992, then property
damage from Hurricane Andrew would have been lower by
nearly 45% (AIR, 2002). Florida will, however, still experience
extensive damage from hurricanes through damage to the large
number of older homes and businesses. Other financial barriers
come from the challenge property owners face in recovering the
costs of protecting themselves. Hidden adaptations tend to be
undervalued, relative to obvious ones. For example, homes with
storm shutters sell for more than homes without this visible
adaptation, while less visible retrofits, such as tie-down straps to
hold the roof in high winds, add less to the resale value of the
home, relative to their cost (Simmons et al., 2002).
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Figure 14.3. Typical infrastructure lifetimes in North America (data from
Lewis, 1987; Bettigole, 1990; EIA, 1999, 2001; Statistics Canada, 2001a;
BEA, 2003), in relation to projected North American warming for 2000 to
2100 (relative to 1901-1950) for the A1B scenario, from the IPCC AR4
Multi-Model Dataset (yellow envelope). Measured and modelled
anomalies for 2000 are shown with black and orange bars, respectively.
Projected warming for 2091 to 2100 for the B1, A1B and A2 scenarios
are indicated by the blue, yellow and red bars, respectively at the right
(data from Christensen et al., 2007: Box 11.1 Figure 1).
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図 14.3　IPCC AR4 マルチモデル・データセット（黄色の包
絡線）からの、A1Bシナリオについての 2000から 2100年の
期間における予測される北アメリカの気温上昇（1901～ 1950
年との比較）に対する北アメリカの典型的なインフラの耐
用期間（Lewis, 1987; Bettigole, 1990; EIA, 1999, 2001; Statistics 
Canada, 2001a; BEA, 2003からのデータ）。 2000年に関する測
定された偏差は黒の棒線、モデル化された偏差はオレンジの
棒線で示されている。B1シナリオ、A1Bシナリオ、A2シナ
リオに関する 2091から 2100年の期間について予測される気
温上昇は、右側にそれぞれ青、黄色、赤色の棒線で示されて
いる（Christensen et al., 2007: Box 11.1 Figure 1からのデータ）。
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縦軸：気温の偏差（℃）
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【第 14章　訳注】

【訳注 14-1】原文の英語は conterminous U.S.。本章では、「米国（アラスカ、ハワイを除く）」と訳すこととした。

【訳注 14-2】 原文の英語は conservation tillage。播種後に地表面の 30％以上が前作物の残渣で覆われている耕う
ん法。

【訳注 14-3】原文の英語は cordgrass。第 1章【訳注 1-26】を参照のこと。

【訳注 14-4】原文の英語は ice roads。第 15章【訳注 15-6】を参照のこと。

【訳注 14-5】原文の英語は power dissipation index（PDI）。熱帯低気圧の潜在的破壊力を表わす指標の一つ。
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