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概要

両極域において、陸生種や淡水種、群集、生態系への
気候変動の影響が継続していることの有力な証拠があ
る（確信度が非常に高い）。最近の研究は、このよう
な変化が続き（確信度が高い）、生物資源や、全球的
に重要な気候へのフィードバックに影響をもたらすで
あろうことを予測している（確信度が中程度）。
北極地方における種の生息範囲と生息数、および一部
の樹木限界の位置の変化を示す確固たる証拠がある
（確信度が高い）。北極地方の一部では緑被や生物生産
力の増加が生じている（確信度が高い）。地表のアル
ベドの減少が予測され、極域の地表【訳注 15-2】と大気
との間の温室効果ガス交換に変化が生じるであろう
（確信度が非常に高い）。最近のモデルは、今世紀中に
北極地方のツンドラにおいて炭素の小規模な正味の蓄
積が生じるであろうと推測している（確信度が低い）
が、永久凍土の融解や全体的な湿地の増加に応じたメ
タン放出の増加は、放射強制力を増大させるだろう（確
信度が中程度）［15.4.1, 15.4.2, 15.4.6］。

両極域において、陸上の雪氷圏や水循環の構成要素は
ますます気候変動による影響を受けている（確信度が
非常に高い）。これらの変化は、地域の主要な生物物
理学的システムに連鎖的な影響を及ぼし、全球の気候
フィードバックを引き起こすであろう。また、北方地
域では社会経済システムに影響を及ぼすであろう（確
信度が高い）。
極域海洋に流れ込む淡水や氷の流出は海面水位に直接
影響を与え、また（海氷の融解とともに）熱塩循環を
維持するうえで重要である。北極地方では、北極海に
流れ出るユーラシアの河川の流出量が増加しており、
北極の氷体積や亜北極の氷河、グリーンランドの氷床
の縮小が続いている（確信度が非常に高い）。南極地
方の氷床の一部もまた、大量に失われつつある（確信
度が非常に高い）。雪氷過程の変化もまた、季節流量
や流路を変化させつつある（確信度が非常に高い）。
これらの複合的な効果が、北極地方や亜南極諸島周辺
の淡水や河岸、沿岸の海域システムに影響を及ぼすで
あろう（確信度が高い）。北極地方では水力発電の見
込みが増大するなどの経済的便益が生じるかもしれな
いが、生計手段の一部は悪影響を受ける可能性が高
い（確信度が高い）。氷量の消失に伴い、淡水輸送網
を維持するための適応が必要とされる（確信度が高い）
［15.4.1, 15.4.6, 15.7.1］。

極域海洋の海氷の広がり、温暖化、酸性化の継続的な
変化は、海洋生物相のバイオマスおよび群集構成、ま
た北極地方における人間活動にさらなる影響を与える
可能性が高い（確信度が高い）。
20世紀半ばに南極の海氷範囲が相当に減少したという
以前の主張はいまや疑問視されているが、最近報告さ
れたオキアミの量の減少は、南極の海氷の広がりの地
域的な減少に起因している。＜オキアミが＞さらに減
少すれば、その捕食者や生態系に悪影響を及ぼすであ
ろう（確信度が高い）。極域の水の酸性化は石灰化生
物に悪影響を及ぼし、その結果、それらに依存する種
にも影響をもたらすことが推測されている（確信度が
高い）。北極の漁業に対する気候変動の影響は、地域
固有であろう。つまり、便益を得るところもあれば、
被害を被るところもある。北極の海氷の減少は、海洋
アクセスの向上、沿岸の波の作用の増加、沿岸生態系
／生物生産力の変化、氷に依存する海洋野生生物への
悪影響をまねいており、北極の海氷の継続的な消失は、
人間にとってコストと便益の両方をもたらすだろう
（確信度が高い）［15.2.1, 15.2.2, 15.4.3］。

既に北極地方の人間社会は、気候変動に適応している
が、外的および内的なストレス要因の双方が彼らの適
応能力に困難をもたらしている（確信度が高い）。気
候変動に伴う便益は地域固有のもので、場所によって
大きく異なるであろう（確信度が中程度）。

食料の入手のしやすさや利用可能性、および個人の安
全への影響は、資源や野生生物の管理および個人の生
活（例えば、狩猟、移動）に変化をもたらしつつある（確
信度が高い）。北極の先住民が歴史的に示してきた回
復力はいま、厳しく試されようとしている（確信度が
高い）。温暖化や永久凍土の融解はコミュニティのイ
ンフラに悪影響をもたらすであろう（確信度が非常に
高い）。物理的な構造物やコミュニティを適応させた
り移転するためには、相当な投資が必要とされるだろ
う（確信度が高い）。気候の厳しさが低減することに
よる便益は、その土地の状況に依存するが、暖房費の
削減、農業や林業の機会の増加、北方海路における航
行可能性の増加、および海洋における資源へのアクセ
スなどを含む（確信度が中程度）［15.4.5, 15.5, 15.7］。

15.1　はじめに

　極域について、次のような評価が固まりつつある。
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・ 地政学的および経済的に重要である。
・ 現在のおよび予測される気候変動に対してきわめて
脆弱である。

・ 全球の気候に対して、従って人類および生物多様性
に対して影響を最も与えうる地域である。

　近年、北極地方と南極地方のサブ地域では、最も急
速な温暖化が起こっている。気候変動による相当な環
境影響は、極域内と極域間の両方で重大な地域的差異
があり、また影響間のきわめて複雑な相互作用もみら
れる。向こう 100年間にわたっての気候変動の極域へ
の影響は、＜世界の＞その他の多くの地域について見
通された影響を上回るであろうし、また地球規模で重
大な影響をもたらすであろうフィードバックを生じさ
せるだろう。しかし、生物システムおよび人間システ
ムの応答が複雑であること、またこれらのシステムが
複数のストレスにさらされていることは、将来の影響
の予測が依然としてきわめて難しいままであることを
意味している。

15.1.1　 第 3次評価報告書で評価された知見
の要約

　本章では、IPCC第 2作業部会第 3次評価報告書（TAR, 

Anisimov et al., 2001）における極域に関する議論を更
新し、拡張する。この報告書は、20世紀中に極域で観
測されてきた気候変動、それらの気候変動が環境に与
えた影響、および予測される将来の気候変動の可能性
の高い影響を取りまとめた。以下では、第 3次評価報
告書の主要な結論のうち、「確信度が非常に高い」ま
たは「確信度が高い」とされたものを要約する（＜極
域の＞概観と本章で用いられている地名については図
15.1を参照）。

第 3次評価報告書で明らかになった主要なトレンド
・ 北極地方では、20世紀を通じて広大な陸域の気温が
最高 5℃上昇した。また、海氷の厚さと面積が減少し、
北極海に流入する大西洋の海水の温度が上昇し、陸
上の永久凍土の面積とユーラシア大陸の春季の積雪
面積が減少した。

・ 南極半島では、過去半世紀にわたり顕著な温暖化が
起こっている。しかし、南極地方の海氷面積には、
1973～ 1996年の期間において全体的な変化はみら
れなかった。

第 3次評価報告書で明らかになった主要な地域的予測
・ 北極地方の氷河とグリーンランドの氷床の融解は増
加するが、南極地方の氷床は降水量増加のため厚く
なると予測された。

・ 南極半島における地表露出面積の増加とその結果と
しての陸上動植物相の変化が予期された。

・ 両極で海氷の相当な消失が予測された。
・ 北極地方で永久凍土面積の減少と活動層の厚さの広
範な増加が生じ、その結果自然環境の変化とインフ
ラへの被害がもたらされると予想された。

・ 気候変動がほかのストレスと相まって、北極地方の
人間社会、とりわけ伝統的な自給的生活様式に従っ
て生活している先住民に対して、破壊的影響を与え
ると予測された。

・ 経済的コストと便益には地域間およびコミュニティ
間でばらつきが出ることが予想された。

第 3次評価報告書で特定された地球規模での気候変動
の極域に所在する主な動因
・ 海氷面積と積雪面積の減少によるアルベドの変化
が、地表面の追加的な加熱と海氷／積雪面積のさら
なる減少を引き起こすと予測された。

　これらの諸問題の認識に端を発して、北極地方の
気候変動の影響に関する比類なく詳細な評価報告書
（ACIA, 2005） の準備が行われた。本章の北極部分の記
述は、同評価報告書をおおいに活用している。しかし、
南極地方に関しては、それと同程度に詳細な報告書は
存在しない。

15.2　現在の感度／脆弱性

15.2.1　気候、環境および社会経済状況

北極地方
　北極地方の地上気温は、この数十年間に全球の約 2

倍の速度で上昇している（McBean et al., 2005）。北緯
60度以北の地域平均気温は、最も低かった 1960年代
～ 1970年代以降、1～ 2℃上昇した。北極地方の海洋
における 20世紀中の気温の記録は、低頻度（数十年
単位）ながら強い変動で特徴づけられている（Polyakov 

et al., 2002）。Serreze and Francis（2006）は、自然変動
性と人為起源の強制力の観点から最近の＜気温＞変動
の原因を考察し、最近の＜気温＞変動の相当な割合が
循環によって駆動されたものであること、および北極
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地方が人為起源の温室効果の特徴が現れる初期段階に
あることを結論づけている。この結論は、主として 20

世紀末期と 21世紀初期のモデルシミュレーションに
おいて温室効果シグナルの発現の速度が比較的遅いこ
とに基づくものである。
　北極地方の大部分の地域における最近（1980年～現
在）の気温上昇は、冬と春に最も大きく（約 1℃ /10年）、
秋に最も小さい。また、北アジアと北アメリカ北西部
の内陸部で最も大きい（McBean et al., 2005）。とりわ
け後者の地域は、南極半島とともに、過去数十年間の
間に全球で最も気温が上昇した地域である（Turner et 

al., 2007）。北大西洋の亜北極海地域は、同じ期間中に
ほとんど気温上昇を示していないが、これはおそらく
＜同地域が＞冷たい深層水と密に関連しているからだ
ろう。北極地方の対流圏上層と成層圏の気温は最近数
十年間に低下してきたが、このことは 1979年以降の
温室効果ガスの増加と成層圏オゾンの減少と整合して
いる（Weatherhead et al., 2005）。
　北極地方の降水量は、前世紀を通じて増加の兆候を
示している。ただし、そのトレンドは弱く（十年間で
約 1%）、空間的にばらつきが大きく、しかも、降水量
の測定網の不足（McBean et al., 2005）および風の強い
極域で雨や雪の正確な測定結果を得ることが困難であ
るため、不確実性が高い。海氷の後退に伴って暴風雨
に対する沿岸の脆弱性が増しているが（15.4.6節参照）、
北極地方の激しい暴風雨が系統的に増加していると
いう証拠はない（Atkinson, 2005）。グリーンランド全
域の地域平均降水量についてはほとんど知られていな
い。北極海に注ぐユーラシア大陸諸河川からの流入量
は 1930年代以降増加しており（Peterson et al., 2002）、
このことは気温の変化および大規模な大気循環とおお
むね整合している。
　北極域の海氷と氷河の減少（Lemke et al., 2007参照）、
亜北極地方の大部分の地域における河と湖の氷結期間
の減少（Prowse et al., 2004; Walsh et al., 2005）、および
測定結果が入手可能なほぼすべての地域の永久凍土
の最近（1980年代～現在）の昇温（Romanovsky et al., 

2002; Walsh et al., 2005）は、北極地方の地上気温の最
近の変化と整合している。永久凍土崩壊の目に見える
証拠があるものの（Lemke et al., 2007）、活動層の厚さ
の広範にわたる増加を示す長期的な測定結果は不足し
ている。植生の変化、とりわけ草から低木への遷移が
北アメリカ大陸北極地方（Sturm et al., 2001）やその他
の場所（Tape et al., 2006）で報告されてきているほか、
衛星画像は北極地方の大部分の地域で正規化差植生指

数（NDVI; 活発に光合成を行うバイオマスの尺度）が
増加していることを示している（Slayback et al., 2003）。
このことは、成長期間の延長と第 3次評価報告書で報
告された大気中 CO2 濃度の季節変動性の文書で立証さ
れた変化と整合している。両極域の気候変動によるよ
り広範な生態系への影響は、Walther et al.（2002）に
よって要約されているほか、北極地方に関しては北極
地方気候影響評価（Arctic Climate Impact Assessment, 

ACIA, 2005）でより広範囲に文書で立証されている。
　空中探査データ（Krabill, et al., 2004）、衛星デー
タ（Howat et al., 2005; Luckman et al., 2006; Rigot and 

Kanagaratnam, 2006）および地震データ（Ekstrom et al., 

2006）の最近の分析は、過去 20年間にわたり夏の融
解が増加しているグリーンランド氷床の周縁部の厚さ
の減少を示している（Abdalati and Steffen, 2001; Walsh 

et al., 2005）。また、内陸部での厚さの増加速度が低下
していることの証拠もある（Johannessen et al., 2005）。
　現在、北極地方には約 400万人が居住している
（Bogoyavlenskiy and Siggner, 2004）。20世紀中の北極地
方への移住の結果、いまや全人口中に先住民が占める
割合は 10%といった人口統計上の変化が生じている。
この＜人口＞流入は、さまざまな形の社会的、文化的
および経済的変化をもたらしてきた（Huntington, 1992; 

Nuttall, 2000b）。北極地方に領土を持つほとんどの国々
の場合、全人口のごくわずかな割合しか北極地方に居
住しておらず、居住地はまだ概してまばらな状況に留
まっており（Bogoyavlenskiy and Siggner, 2004）、一部
の国では依然として遊牧民がかなりの人数となってい
る。しかし、平均すれば、北極地方の人口の 3分の 2

は住民 5,000人以上の居住地で生活している。ほとん
どの地域で、先住民は固定した場所での永住者になる
よう奨励されてきた。このことは自給活動およびコミ
ュニティの健康の一部の側面に対して主として悪影響
を与えてきた。他方で、北極の住民は、浄水供給、下
水処理、医療施設と医療サービスへのアクセスの増大、
および外部の市場の食品のような物へのアクセスを増
加させる交通インフラの改善による恩恵を受けた（Hild 

and Stordhal, 2004）。概して、北極地方には若者が多く、
人口増加が早く、国全体の平均より出生率が高い。平
均寿命は現在伸びてきているが、国全体の平均より低
い。このことは、先住民については、とりわけよく当
てはまる。しかし、例外もあり、例えばロシア北部で
は、1990年以降人口と平均寿命が減少してきている
（Einarsson et al., 2004）。
　北極域における政治・行政体制は、国ごとに異なる。

極域（北極地方および南極地方）第 15 章
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とりわけ、先住民集団に与えられた自決権と自治権の
度合いは異なっている。一部の地域（例えば、カナダ
北部やグリーンランド）では、いまや公式に認められ
た土地所有権に基づく居住地があるが、ユーラシアで
は先住民による＜土地所有権＞請求への対処は、つい
最近始まったばかりである（Freeman, 2000）。野生生
物の管理体制や資源管理における先住民／非先住民の
役割分担も地域間で異なる。今日、大規模な資源採取
イニシアティブおよび／またはさまざまな形の社会的
支援が多くのコミュニティの経済において重要な役割
を果たしている。こうした変化にもかかわらず、自給
生活や牧畜生活は依然として重要である。
　北極地方は、人口が少なく、しかも分散しているに
もかかわらず、地球規模の政治経済においてますます
重要になってきている。例えば、世界の他地域で生み
出された汚染物質が北極地方の住民の健康に及ぼす有
害な影響が、残留性有機汚染物質に関するストックホ
ルム条約などの国際協定をもたらした（Downey and 

Fenge, 2003）。そのうえ、環北極域にはかなりの量の
未開発の石油、ガスおよび鉱物資源（例えば、ダイヤ
モンド）が存在しており、このことが世界における同
地域の重要性をさらに増大させるであろう（例えば、
U.S. Geological Survey World Energy Assessment Team, 

2000; Laherre, 2001）。

南極地方
　直接測定は、南極の気温のトレンドにはかなりの空
間的変動性があることを明らかにしている。南極半島
のすべての測候所が過去 50年間にわたって強く顕著
な温暖化を記録している（15.6.3参照）。しかし、その
他の入手可能な長期（30年以上）的な年平均気温記録
では、12が温暖化を示し、7は寒冷化を示した。ただし、
これらのうち 10％台の顕著な変化を示したのはわずか
二つ（温暖化と寒冷化それぞれ一つずつ）だけである
（Turner et al., 2005）。個々の測候所の記録が独立した測
定結果であると考えれば、＜南極全体の＞平均トレン
ドは全球平均の温暖化と似通った速度の温暖化を示し
ている （Vaughan et al., 2003）。しかし、南極で大陸規
模の「極地増幅」【訳注 15-3】が生じているという証拠
はない。寒冷化が起こっている一部の地域、例えば、
アムンゼンスコット南極基地のある地域では、寒冷化
を直接的な原因とする影響の証拠はないが、寒冷化が
地方的影響を引き起こしていることが明らかな地域も
ある。例えば、ドライバレーでは、湖の一次生産量の
6～ 9%減少と土壌無脊椎動物の 10%/年以上の減少が

観測されている（Doran et al., 2002）。また、影響であ
ることの確実性は低いが、亜南極諸島でも降水量が減
少してきている（Bergstrom and Chown, 1999）。
　南極の海氷面積の最近の変化についてはほかで詳細
に論じられているが（Lemke et al., 2007）、第 3次評価
報告書（TAR, Anisimov et al., 2001）で強調された捕鯨
活動の記録（de la Mare,1997）から得られた証拠は、
もはや信頼できるものではないと考えられる（Ackley, 

et al., 2003）。このように、衛星観測以前の期間に関し
ては、その土地の直接的観測（例えば、Murphy et al., 

1995）またはそれに代わるもの（例えば、Curran et al., 

2003）だけが利用可能である。衛星観測期間（1978年
～現在）においては、南極に海氷が分布する期間に関
して遍在的トレンドはみられなかったが、強い地域的
トレンドがあった（図 15.2参照）。ロス海では海氷が
分布する期間が増加したが、ベリングスハウゼン海と
アムンゼン海では海氷が分布する期間が減少した。い
ずれの事例に関しても、このことの統計的有意性は高
い（Parkinson, 2002; Zwally et al., 2002）。このパターン
は、＜それぞれの海の＞近くにある測候所の大気温度
のトレンドを強く反映している（Vaughan et al., 2003）。
　大気中の CO2 濃度の増加は海洋による CO2 の取り
込み量の増加をもたらし、その結果として海水はより
酸性化する（Royal Soiety, 2005）。世界の海洋のその他
の部分における事例と同様に、円石藻と有孔虫が南大
洋の浮遊性微生物群集の重要な構成要素であり、大気
中 CO2 の深海への取り込みに寄与している。実験的研
究（Riebesell et al., 2000）は、CO2 濃度の上昇が有機物
生産と比較して＜石灰化による＞ CO2の取り込みを減
少させることを示している。最近の研究は、南大洋の
酸性化が現在の速度で続くと、翼足類（遠洋性軟体動
物） は 2100年以降は生存できなくなり、その喪失が海
洋の食物網に重大な結果を与えるであろうことを示唆
している（Orr et al., 2005）。同様に、冷水サンゴも酸
性化の進行による脅威にさらされている。そのうえ、
酸性化の進行は、海洋の化学的性質の変化をもたらし、
その結果栄養塩の利用可能性を変え、海洋が大気中か
ら CO2 を取り込む能力を低下させる（Royal Society, 

2005; 本巻第 4章も参照）。

15.2.2　脆弱性および適応能力

　脆弱性とは、システムがストレスの悪影響を受けや
すい、またはそれに対処できない度合いをいうのに対
し、適応能力、すなわち回復力とは、ストレスに順応し、
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機会をうまく利用し、またはその結果に対処する能力
をいう （McCarthet et al., 2005）。

15.2.2.1　陸域生態系および海洋生態系
　極地に生息する種の多くは気候変動に対してとりわ
け脆弱である。それは、極地に生息する種が特化す
ることによって厳しい状況に適応した結果として、環
境的により穏やかな地域から入ってきうる外来種に
対する競争に弱くなっている可能性が高いからであ
る （例えば、Callaghan et al., 2005; Peck et al., 2006）。ま
た、冬の積雪の存在や特定の時期に食物が入手可能で
あることなど、特別の条件を必要とする種も存在する 

（Mehlum, 1999; Peck et al., 2006）。加えて、多くの種が、
気候変動の影響を増加させるであろう多数の同時に発
生する人為起源ストレス （紫外線 B波の増加、汚染負
荷の増加、生息地の喪失と分断など） に直面している 

（Walther et al., 2002; McCarthy et al., 2005）。
　極域の動植物は、害虫（Juday et al., 2005） や寄生
虫（Albon et al., 2002; Kutz et al., 2002） からの攻撃に
対して脆弱である。これらの害虫や寄生虫は、高温多
湿になるほど成長が早くなり、また多産になる。極域
の陸上生態系の多くは脆弱である。それは、種の豊か
さが全般的に低いうえ、食物連鎖の特定の階層や一部
の種群に属する冗長性【訳注 15-4】がきわめて低いため
である （Matveyeva and Chernov, 2000）。また、キース
トーン種の喪失 （例えば、Iemmings, Turchin and Batzli, 

2001） が、生態系全体に連鎖的な影響を与えうる。

北極地方
　北極地方の生態系の適応能力は、比較的適応潜在能
力が低いクローニングによって生殖する植物から、生
活環を適応しうる一部の昆虫 （例えば、Strathdee et al., 

1993）、さらには、急速な転換と広範な分散のゆえに
高い適応潜在能力を持つ微生物に至るまで、種群によ
ってさまざまに異なる。現在の北極地方の生態系の適
応能力は低い。それは、森林の全般的な北方拡大、海
面上昇に伴う現在の海岸線＜の移動＞および北方沿岸
湿地のより長期的な洪水の間に挟まれて、また生息地
が土地利用によって失われるにつれて、生態系の広
がりが相当に削減される可能性が高いからである （図
15.3参照）。 北極地方の種と生態系の温暖化に対する
全般的な脆弱性と適応能力の不足は、過去にそうであ
ったように、新しい気候への急速な適応よりもむしろ
移行をもたらす可能性が高い（図 15.3参照）。
　ベーリング海では、気温と海水温の上昇に伴って、

海氷面積、水柱特性、および一次生産と堆積作用を
含み、また底層と結び付く諸プロセスに変化が生じて
いる （Grebmeier et al., 2006）。北極的状況から亜北極
的状況への変化が、以前はベーリング海南東部に限ら
れていた遠洋性の種が優占する海洋生態系の北方移動
を伴って起こっている。こうして、底生生物を食物と
する鳥類や海洋ほ乳類などの生物からなっていた生物
群集は、遠洋性魚種優占の生物群集に取って代わられ
つつある。また、海氷の状況の変化が、自給漁獲量お
よび商業漁獲量に影響を与えている（Grebmeier et al., 

2006）。
　北極地方と亜北極地方の多くの海（例えば、ベーリ
ング海やバレンツ海の一部）は、世界で最も生産力に
富む海に属しており （Sakshaug, 2003）、年間約 7 百万
tの魚穫量で、約 150億米ドルの収益 （Vilhjálmsson et 

al., 2005）と 60～ 100万人の雇用をもたらしている
（Agnarsson and Arnason, 2003）。加えて、北極の海洋生
態系は、伝統的で自給的生活様式に従う先住民や農村
コミュニティにとって重要である （Vilhjálmsson et al., 

2005）。
　最近の研究は、大西洋北東部の海面の温暖化に伴っ
て、大型植物プランクトンの量が寒冷な地域で増加し
て温暖な地域で減少していることを明らかにしている 

（Richardson and Schoeman, 2004）。加えて、海洋微生物
と無脊椎動物の活動の季節的サイクルおよび外洋性生
物群集の構成要素の変化への応答の仕方の差異が、被
捕食種とその捕食者の活動の歩調のずれを生じさせて
いる。ゆえに、このまま温暖化が継続すれば、生物群
集の構成と一次生産者および二次生産者の数に影響を
及ぼす可能性が高く、その結果高位の栄養段階へスト
レスを与えるだろう。このことは、経済的に重要な種
－主に魚類－およびそれに依存する捕食者、例えば、
海洋哺乳動物や海鳥類に影響を与えるだろう （Edwards 

and Richardson, 2004）。

南極地方
　温暖化が起こっている地域では、南極陸上生態系と
海洋生態系に大きな地域的変化が生じていることをか
なりの証拠が示している。浅海性海綿動物とその捕食
者の個体数の増加、オキアミ、アデリーペンギン、コ
ウテイペンギン、ウェッデルアザラシのいずれもの個
体数の減少が記録されている （Ainley et al., 2005）。現
在、在来種の顕花植物はわずか二種、つまりナンキョ
クミドリナデシコ（Colobanthus quitensis）とナンキョ
クコメススキ （Deschampsia antarctica） のみが、南極大
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陸の氷結しない孤立した生息地に存在している。それ
らの植物の存在量と分布の増加は、夏の気温上昇によ
るものとみなされた（Fowbert and Smith, 1994）。 南極
大陸のその他の諸地域においても、気候変動が植生－
主に藻類、地衣類および蘚苔類からなる－に影響を与
えている。そして、気温の変化や、水と栄養塩の利用
可能性の変化に応じて、将来変化することが予想され
る（Robinson et al., 2003）。
　ナンキョクオキアミ（Euphausia superba） のバイオ
マスについて報告された著しい減少と浮遊性被嚢類
であるサルパ（主にSalpa thompsoni） の現存量の増加
は、海氷状況の地域的変化に関連している可能性があ
る（Atkinson et al., 2004）。この変化はまた、大西洋南
西部から報告された 20世紀末期のオキアミの捕食者
（海洋ほ乳類および海鳥類） の個体数の変化 （Fraser and 

Hoffmann, 2003） の根底をなすかもしれず、こうした関
連性は気候変動への潜在的な脆弱性を示唆するもので
ある。しかし、＜ここでの要因としての＞気候変動の
重要性はまだ断定できない。
　亜南極諸島に関する最近の研究は、外来種の現存量
の増加と、Sphagnum（ミズゴケ属）のコケの塊 の数
と大きさの減少など、地方的な生物相への悪影響を
明らかにしてきた （Whinam and Copson, 2006）。これ
らの諸島では、人間活動の増加と気温の上昇が相ま
って、非在来種の広く適応した侵入を助長している
（Bergstrom and Chown, 1999）。

15.2.2.2　淡水システム
北極地方
　気候の変動性／変化は、北極地方の淡水資源に対し
て歴史的に影響を与えてきたし、将来も影響を与え続
けるだろう。＜気候の変動性／変化の＞一次的影響（例
えば、雪／氷／水収支の変化）は、フィードバック（例
えば、放射フィードバック、海洋の成層と熱塩循環の
安定性、および炭素【訳注 15-5】／メタンの放出源－吸
収源の状態の変化） を通じて、重要な全球気候プロセ
スにおける重大な役割を果たしている。カスケード効
果は、脆弱な淡水システムに対して、生態学的尺度ま
たは人間にとっての資源価値で見て重大な結果をもた
らす。
　生態学的観点から見ると、多くの高次の影響（例え
ば、水域の地球化学、生息地の利用可能性／質、およ
び生物多様性の変化）に対する脆弱性の度合いは、例
えば、水の相の変化 （例えば、淡水氷被覆の消失）や
生物化学的複合応答 （例えば、湖の生産力に関連する

溶存酸素の急激な減少） に伴うものなど、漸進的およ
び／または突然に閾値を越えることに関連している 

（Wrona et al., 2005）。歴史的に、北極地方の淡水生態系
は、長い過渡期にわたって気候の大きな変動に適応し
てきたが （例えば、Ruhland and Smol, 2002; Ruhland et 

al., 2003）、今後の 100年間には規模の大きな現象と急
速な変化が相まって、おそらくは生物相とそれに関連
する生態系の適応能力を超過してしまうだろう （Wrona 

et al., 2006a）。このことは、結果として重大な変化と好
悪両方の影響をもたらすであろう。しかし、全体とし
てはおそらく悪影響が好影響を上回ると予測され、こ
のことは、淡水システムが、気候変動に対して脆弱で
あることを意味する （Wrona et al., 2005）。
　人間による＜淡水資源＞利用の観点からは、適応策
の候補はきわめて多様であり、資源の利用方法の変
更 （例えば、氷上道路【訳注 15-6】の建設慣行の変更、
開水面を使う交通の増加、水力発電のための流量制
御、収穫戦略、飲料水アクセスの方法） を促進する方
策から、増加／減少した淡水ハザードに対処するため
の適応戦略（例えば、洪水リスク低減のための保護構
造物か、あるいは水域システムに対する浸水の増加か
（Prowse and Beltaos, 2002）；ますます危険を増す氷上を
避けての陸上交通増加への変更）までにわたる。適応
戦略を推進することの困難さは、文化的および社会的
重要性を淡水資源の伝統的な利用に見出している者の
場合に、最も大きくなるかもしれない（McBean et al., 

2005; Nuttall et al., 2005）。

南極地方
　南極地方の淡水システムは、北極地方の淡水システ
ムより少なくて小さいが、気候変動に対しては北極地
方の淡水システムと同程度に脆弱である。これらのシ
ステム内に生息する微生物群集は、栄養塩レジームの
変化によって、汚染物質によって、または状況変化に
よりよく対処できる種の侵入によって、変えられる可
能性が高い。20世紀末のドライバレーでの十年当たり
0.7℃の気温低下は、同地域内の湖沼の一次生産量を 6

～ 9%減少させた （Doran et al., 2002）。それとはきわ
めて対照的に、亜南極海のシグニー島では、夏の気温
が過去 50年間に 1℃上昇したほか、1980～ 1995年の
期間に湖沼の水温が気温の数倍も速く上昇した。この
ことは、これまでに文書で立証された南半球での地域
的気候変動への最も早い応答の一つである （Quayle et 

al., 2002）。その結果、年間無氷結期間が最高で 4週間
も長くなった。加えて、シグニー島の永久積雪面積は
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1951年以降約 45%減少してきており、それに伴う微
生物と地球化学プロセスの変化により、湖沼に入る有
機および無機栄養塩の量が増加した。また、氷被覆の
減少および休息と毛の生え替りに利用可能な面積の増
加により、同島のナンキョクオットセイ （Arctocephalus 
gazella） の個体数が爆発的に増加してきている。総じ
てこれらの変化は、栄養塩類の濃度の上昇 （富栄養化） 
による、生態系の破壊をもたらしている（Quayle et al., 

2003）。南極のその他の淡水システムにも、これと同
様の生態系の脆弱性が存在すると予想される。

15.2.2.3　永久凍土
　永久凍土－連続して 2年以上の間 0℃以下の状態に
ある地表下の土質と定義される－は、北極地方、亜北
極地方および高山地域に広く展開しているほか、南極
の氷河に覆われていない小区域にも存在する。気候と
永久凍土の間で働く相互作用の物理的プロセスや、永
久凍土の変化の観測結果については、ほかで論じられ
ている （Lemke et al., 2007）。ここでは、永久凍土の観
測された変化と予測される変化のほか、その変化が北
極地方の自然システムと人間システムに与えるかもし
れない影響に焦点を合わせる。
　観測データは限られているが、試錐孔での精密な測
定は、北極地方の永久凍土の温度が過去 50年間を通じ
て著しく上昇したこと （Romanovsky et al., 2002）、とり
わけ、アラスカ （Hinzman et al., 2005）、カナダ （Beilman 

et al., 2001）、ヨーロッパ （Harris et al., 2003）およびシ
ベリア （Pavlov and Moskalenko, 2002）で急速な温度上
昇があったことを示している。しかしながら、積雪面
積の減少に伴う短期の地方的な温度上昇 （Stieglitz et 

al., 2003） や、植生の生産力増加に伴うフィードバッ
ク（Sturm et al., 2001; Anisimov and Belolutskaia, 2004; 

Chapin et al., 2005b）も、ここで考慮に入れなければな
らない重要な事項である。
　将来の気候変動に関連して、永久凍土の融解に伴っ
て生じる二つの主要な懸念がある。一つは、永久凍土
上に建築されたインフラへの悪影響、もう一つは＜融
解に伴って＞発生しうる温室効果ガスの放出を通じた
全球気候システムへのフィードバックである。これら
は、15.7.1節と 15.4.2.3節で論じられる。

15.2.2.4　住民
　南極大陸と亜南極諸島には、永住する住民は存在せ
ず、滞在者のほとんどは科学調査基地のスタッフと
夏季限りの観光客である。気候変動が観測施設の放棄

を余儀なくさせるような特に感度の高い地域もあるが 

（15.6.3節を参照）、全球的な観点からは、これらは関
連する組織にとってだけのロジスティック上の問題に
すぎないとみなしうる。
　対照的に、北極地方には、何千年にもわたって人間
が居住してきていることが考古学記録から分かってい
る （Pavlov et al., 2001）。
　かつては、北極地方の住民の多くは、季節に応じて
居住地間を移動したり、季節に応じて活動を転換した
り （例えば、農業から漁業へ）、狩猟動物や家畜を追
って半遊牧民および遊牧民的に暮らしてきた。今日で
は、北極地方の居住者の大部分は、恒久的なコミュニ
ティに居住しており、その多くは低平な沿岸域にある。
多くの北極コミュニティは、社会経済的変化が生じて
いるいまもなお、土地および海との強い関係を維持し
ている。コミュニティの経済は、自給経済と現金経済
の組合せからなっており、鉱物、炭化水素、および資
源の開発と強く結び付いている場合もある （Duhaime, 

2004）。北極地方コミュニティ、とりわけ沿岸の先住
民コミュニティの気候変動に対する脆弱な性質は、土
地との密な関係、地理的位置、食事や経済など日常生
活の側面におけるその土地の環境への依存、さらには
これらの地域で生じている社会的、文化的、経済的お
よび政治的変化の現況から生じている。
　コミュニティは既に、野生生物の管理体制や個人の
行動の変更（つまり、特定の活動の時期や場所の変
更）を通じて、その土地の環境変化に適応しつつあり
（Krupnik and Jolly, 2002; Nickels et al., 2002）、また相当
な適応能力を保持している。このことは、経済組織の
柔軟性や詳細なその土地の知識や技術のほか、必要時
に支援を提供する分かち合いの仕組みや社会的ネット
ワークに関連している （Berkes and Jolly, 2001）。しかし、
一部の北極地方の住民にとっては、生活様式と文化の
変更を伴う恒久的コミュニティへの移動は、定住性生
活様式が移動性を最小限に抑えるため、適応能力の一
部の側面を制限する。また賃金経済労働への参加の増
加によってその土地の環境から食物を供給できる人の
数が減少する。この傾向の持続可能性はまだ不明であ
る。
　北極地方の小さなコミュニティは、いかに遠隔の地
にあろうとも、それぞれの国の主流に、政治的、経
済的かつ社会的に緊密に結び付いていると同時に、世
界経済にも結び付いており、その影響も受けている 

（Nuttall et al., 2005）。今日、貿易障壁、資源管理体制、
政治的、法律的、保全的関心、およびグローバル化な
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どすべてが北極地方のコミュニティが気候変動に適応
する能力に影響を及ぼしており、＜その能力を＞制限
し、または低下させている （Nuttall et al., 2005）。コミ
ュニティ内での近代化傾向もまた、好悪両方の影響を
適応能力に与えている。外部市場および新技術へのア
クセスの増加は、資源およびその土地の経済基盤を開
発する能力を改善する。しかし、賃金労働に費やされ
る時間の増加は、経済能力の向上を通じて個人と世帯
に大きな便益をもたらすものの、土地の観測や適応能
力を強化するための知見の形成に費やされる時間を減
少させる。このことは、気候変動が、今日、北極地方
のコミュニティと生活に影響を与えているいくつかの
相関する諸問題の一つであるという現実を際立たせて
いる （Chapin et al., 2005a）。
　場所によっては、適応戦略は伝統と文化の重要な側
面に影響を与えるため、それを受け入れることはでき
ないと先住民が考えるかもしれない。例えば、イヌイ
ット北極周辺地域会議 （Inuit Circumpolar Conference） 
は、米国連邦議会上院への提案の中で気候変動の問題
を人権への侵害であると定義した。それは、気候変動
の問題は、イヌイットが人間の基本的ニーズと考えて
いるものへのアクセスを制限し、イヌイットの文化と
アイデンティティの喪失をまねくであろうという理由
からである（Watt-Cloutier, 2004）。現在のところ、北
極の住民の適応能力の限界は分かっておらず、ある適
応策の影響がどうなるであろうかについても不明であ
る。

15.3　将来のトレンドに関する想定

15.3.1　 全球システムにとって重要な主要な
地域的影響

極域の気候変動が多くの直接の地域的影響をもたらす
ことが予想されるが、そうした直接の地域的な影響は、
次のようなプロセスおよびフィードバックを通じて全
球的な影響を持つ可能性がある。
・ 雪氷および植生の反射率：雪氷および植生は、アル
ベドおよび断熱効果を通じて全球気候システムにお
いて肝要な役割を果たす。第 3次評価報告書以降、
一部の地域 （例えば、シベリア、アラスカ、グリー
ンランド海） における積雪や海氷のより急速な消失
を示す証拠が増しており、その結果として生じるア
ルベドの変化がさらなる気候変動をもたらす可能性
がある （例えば、Holland and Bitz, 2003）。

・ 氷河と氷床の後退、淡水の流出量、海面水位および
海洋循環：北極地方の氷河の後退およびグリーンラ
ンド氷床の端部での融解の加速（15.2.1節） は、主
な寄与要因である観測された河川流出量の増加とと
もに、北極海の淡水収支を変化させるだろう。さら
なる変化が生じることが予想され、それが全球への
影響を伴う海洋循環に影響を及ぼしうる （Lemke et 

al., 2007）。
・ 北極地方の陸上炭素フラックス：モデルは、次世紀
には北極の陸上生態系および活動層が炭素吸収源と
しては小さくなるだろうと予測しているが、プロセ
スは複雑で、不確実性が高い。永久凍土の融解から
の炭素の放出量の増加が、正の気候強制力につなが
る可能性がある （Sitch et al., 2007）。こういった放出
がメタンとして大気に達するか、二酸化炭素として
達するかは重要である。それは、分子1個当たりでは、
メタンの温暖化効果は二酸化炭素の 20倍だからで
ある （Anisimov, et al., 2005b）。

・ 渡りを行う種：低緯度域から極域へ季節的に移動す
る種は、特定の極地生息地の存在に依存している。
従って、もしそうした生息地が損なわれると、その
影響は極域からはるかに離れた生物群集や食物網に
おいても感知されるであろう。これらの生息地は、
池や湿地の干上がりなど気候変動の直接的または間
接的な影響やさまざまなストレス （例えば、土地利
用の変化や狩猟規則） によって、損なわれる可能性
が高い。

・ メタンハイドレート：かなりの量のメタンハイドレ
ートが、堆積物、とりわけ北極大陸棚の堆積物の中
に含まれている。これらの領域が温暖化すると、メ
タンが放出され、温室効果ガスの大気中濃度を増加
させる可能性がある（Sloan, 2003; Maslin, 2004）。

・ 南大洋の炭素フラックス：気候モデルは、南大洋の
成層が変化するであろうことを示唆している。この
ことは、一次生産者の群集構成を変化させ、大気中
CO2 の取り込みと深海への輸送の速度を変化させう
る。

15.3.2　大気の変化の予測

　2100年までの北極地方の地域平均気温上昇幅は、モ
デルと強制シナリオに応じておよそ 2～ 9℃と予測さ
れている。予測される上昇は、＜季節的には＞北方の
秋冬に最大であり、また＜地域的には＞極域海洋の海
氷消失地域で最大である。陸域では、予測される温暖
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化の季節的変動性が小さい。ただし、カナダ群島など
の地域に関しては、十分に解明されていない。
　北極域では温暖化の極地増幅の予測に関してモデル
間の一致がみられるが、それとは対照的に、南極、と
りわけ南極大陸での極地増幅に関してはモデル間で相
違がある （Parkinson, 2004）。しかし、いくつかのシミ
ュレーションでは、海氷が後退した南大洋の狭い海域
帯で温暖化が増幅される。
　IPCC第 4次評価報告書（AR4）の SRES1A1B排出
シナリオ下のシミュレーションにより、全球の降水量
が 21世紀を通じて 10～ 20%増加すると予測されてい
る。しかし、北極地方の降水量増加の季節性と空間的
パターンにはモデル間でばらつきがある。そのほかの
IPCC AR4シミュレーションからも同様の結果が得ら
れている （Kattsov et al., 2007）。加えて、温暖化した気
候のもとでは雪と雨の分配が変わり、その結果として
地表水循環、陸域生態系および構造物への雪加重に影
響を及ぼすであろう。雪に対する雨の比率は、とりわ
け現在の気温が氷点に近い季節と北極地方の小地域に
おいて増加する。降水量と蒸発散量の差（P－ E）は、
複数年の時間スケールでは流出量（河川流量）とほぼ
同じであるが、21世紀を通じて増加すると予測され
る。2080年までの予測される流出量増加は概して 10

～ 30%の範囲にあり、A2シナリオで最大、B1シナリ
オで最小である。主要な河川流域のうち、最大の増加
はレナ川流域について予測されている。予測される変
化に関する追加的情報はほかで記述されている （Meehl 

et al., 2007）。これらの淡水の変化の熱塩循環への影響
は不確実である。

15.3.3　海洋の変化の予測

　IPCC 第 4次評価報告書のモデルシミュレーションに
基づく新しい研究 （Zhang and Walsh, 2006） は、2080～
2100年までの北極地方の年間平均海氷面積の平均減少
を A2、A1Bおよび B1の各シナリオのもとでそれぞれ
31％、33％、22%と予測した （図 15.3参照）。一貫し
たモデル結果によると、海氷の消失は冬より夏の方が
大きいため、季節的な（冬だけの）海氷面積は多くの
モデルで実際には増加する。夏の海氷の消失は、北方
沿岸域への水蒸気供給量を変化させるであろうし、ま
た現在は年間の大半が海氷で囲まれている氷河の氷山
分離速度に影響を与える可能性が高い。また、海氷が

消失した地域で風駆動による海水の移流と混合の増加
がみられるだろう。
　北極地方の河川流量と極域海上の降水量の予測され
る増加、およびグリーンランド氷床からの＜淡水＞流
出量の増加予測 （Lemke et al., 2007） は、北半球の高緯
度海洋の表層水の淡水化の傾向を示している。しかし、
氷流出量 （氷山分離速度） の変化予測は、概してモデ
ルシミュレーションからは得られない。それは、氷床
からの氷流出が、全球結合モデルに明示的に含まれて
いないからである。

15.3.4　陸域の変化の予測

北極地方
　陸域の季節的積雪は、きわめて変わりやすいものの、
主にその断熱性と高いアルベドによって下層と地方的
気候に重要な影響を与える。ユーラシア大陸、および
北アメリカ大陸のより狭い地域において、過去 30年
間に 5～ 6日 /10年の無積雪期間の持続的増加がみら
れた （Dye, 2002）。積雪期間の減少は主として春に生じ
る。さまざまな気候モデルに基づく予測は、これらの
変化が今後も続くことでほぼ一致している。可能性が
高い影響には、地表近くの地中温度の上昇、春の雪解
け水の出水時期の変化、および交通と農業の機会の拡
大などがある （Anisimov et al., 2005a）。予測される温暖
化はまた、河川や湖の凍結時期の遅れと解氷時期の早
まりという最近の傾向が今後も続くことを示唆してい
る （Walsh et al., 2005）。
　変化の諸予測は、氷河の後退は今後も北極地方のす
べての氷河にわたって続き、その結果全球の海面水
位に影響を与えるであろう点で一致している（Meehl 

et al., 2007）。しかし、グリーンランド氷床の最近の変
化は複雑である。より寒い内陸部はおそらくは最近の
高い降水量の結果として厚くなってきており、逆に沿
岸部は薄くなってきている。ゆえに、氷床は全体と
しては厚くなってきていることを示唆する研究もあ
る （Krabill et al., 2000; Johannessen et al., 2005）。しかし
ながら、最近の夏の融解の増加に応じて沿岸部の薄氷
化が加速していることの証拠が増しており （Abdalati 

and Steffen, 2001）、多くの沿岸氷河の＜流れの＞加速
は、いまや薄氷化が氷床全体の質量収支において優位
を占めていることを示唆している （Krabill et al., 2004; 

Howat et al., 2005; Ekstrom et al., 2006; Luckman et al., 1

1 SRES:排出シナリオに関する IPCC特別報告書、Nakićenović et al, 2000参照
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2006; Rignot and Kanagaratnam, 2006）。
　21世紀の気候変動に応じて、永久凍土が下にある
土地の温暖化、融解および面積縮小が生じることが予
想される （Sazonova et al., 2004; Euskirchen et al., 2006; 

Lemke et al., 2007）。一連の IPCC気候シナリオで強制
されたモデルに基づく結果は、北半球の永久凍土の面
積は 21世紀半ばまでに 20～ 35%減少する可能性が高
いことを示している。それは、主に散在的で不連続な
南方部分の永久凍土が融解するためであるが、現在連
続した永久凍土がある地域の斑状化が進むことにもよ
る （Anisimov and Belolutskaia, 2004）。季節的な融解深
（活動層の底）の予測される変化は、空間的にも時間
的にもまちまちである。向こう 30年のうちに活動層
の深さは、永久凍土地域のほとんどにおいて現在の値
の 10～ 15%以内である可能性が高い。21世紀半ばま
でには季節的な融解深は平均で 15～ 25%増加し、最
北部では 50%以上も増加するかもしれない。2080年
までには、すべての永久凍土地域にわたり 30～ 50%

以上増加する可能性が高い（Anisimov and Belolutskaia, 

2004; Instanes et al., 2005）。

南極地方
　南極地方の氷床の現在のおよび予測される変化に
関しては、ほかで詳細に議論されているため （Lemke 

et al., 2007）、ここでは要約のみを論じる。南極地方の
氷床量の近年の変化は TARよりはるかによくマッピ
ングされ、把握されているが、変化の原因をめぐる理
論の対立が依然として将来変化の予測の確信度を制限
している。南極半島の氷床のみがおそらく現在の気候
変動に対する明確な応答を示している （15.6.3節を参
照）。より広大な西南極と東南極の氷床も変化を示し
ている。その原因が気候変動かどうかは明確でないが、
原因から気候変動を排除することもできない。西南極
では、アムンゼン海一帯に広がる氷床で最近劇的な薄
氷化が起こっており、それは最近の海洋の変化に起因
するということが示唆されている （Payne et al., 2004; 

Shepherd et al., 2004）。しかし、この解釈を裏付ける海
洋学的測定結果が今のところきわめて少ない。実際
に、最終氷河期末期の気候変動への応答としての西南
極の一部の退氷がまだ完結していないことの証拠があ
る （Stone et al., 2003）。このように依然として対立する
説はあるが、氷床の変化の新たな明白な証拠は、西南
極氷床の一部の退氷を百年から千年の時間スケールで
予想すべきか否かをめぐる論争に再び活気を与えてい
る （Vaughan, 2007）。東南極氷床に関しては、衛星観測

に基づく諸研究は氷床の質量収支に関する明確な証拠
を挙げていない。わずかな肥厚化を示していると思わ
れる研究もあるが （Davis et al., 2005）、ほとんど変化を
示さない研究もある （Zwally et al., 2005; Velicogna and 

Wahr, 2006; Wingham et al., 2006）。
　南極大陸にも無氷地域の永久凍土、季節的積雪およ
び湖氷が存在するが、それらは特定の影響に関しての
み論じられる狭い地域に存在する。

15.4　主要な将来の影響と脆弱性

15.4.1　淡水システムとその管理

15.4.1.1　北極地方の淡水システムと歴史的変化
　北極地方内にそのすべてが存在する淡水システムも
あるが、多くの淡水システムははるか南の河川システ
ムや湖沼システムによって涵養される。後者は、世界
最大級の河川流域の 5つを含んでおり、水、熱、堆積物、
栄養塩、汚染物質および生物相を北極地方に運び込む
主要な導管の役割を果たしている。これらのシステム
にとって、北極地方への影響を決定づけるのは、流域
全体にわたる変化であろう。
　歴史的に、北方の河川システムの最大の変化は、流
量制御によって生じており、その大部分は北極河川
の源流で起こっている。カナダとロシアの場合、大規
模な水力発電開発のための最大の潜在能力を持って
いるのが、これらの北へ流れる河川である （例えば、
Shiklomanov et al., 2000; Prowse et al., 2004）。気候変動
によって予想される影響と同様、水力発電による流量
制御の典型的な影響は、冬の流量を増加させるととも
に夏の流量を減少させ、それによって全体的な季節間
の変動性を変化させることである。北アメリカの北極
地方を流れる最大の河川であるマッケンジー川の場
合、気候変動の影響と流量制御の影響を分離すること
が困難であることが分かった。それは、＜マッケンジ
ー川につながる＞大きな湖沼システムの自然の貯水・
放水の効果によって生じる追加的な調節効果のため
である （例えば、Gibson et al., 2006; Peters et al., 2006）。
一部の大きなロシアの河川（オビ川およびエニセイ川） 
の場合、水力発電のための流量制御による季節的影響
が、以前は気候影響の結果だと考えられていた冬の流
量の観測されたトレンドの主な原因であることが指摘
されている （Yang et al., 2004a, b）。対照的に、レナ川
の冬の流量の増加は、主に冬の降水量の増加と温暖化
に起因するものである （Yang et al., 2002; Berezovskaya 
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et al., 2005）。しかし、流量＜増減＞の時期の空間的パ
ターンは一貫していない。隣接する大きなシベリアの
諸河川は過去 60年間にわたって、春の＜雪解け水の
＞流入の早期化 （レナ川－ Yang et al., 2002） を示した
ものもあれば、遅れ （エニセイ川－ Yang et al., 2004b） 
を示したものもある。降水量の変化が河川流出量に多
くの変化を引き起こしていると疑われることが多い
が、北極地方におけるまばらな降水量観測網がそう
した関連づけをきわめて困難にしている （Walsh et al., 

2005）。季節的な降水量に対する流出量の応答は、永
久凍土の融解とそれに関連した流れの経路と移動回数

【訳注 15-7】の変化による影響によってさらに分かりに
くくなっている （Serreze et al., 2003; Berezovskaya et al., 

2005; Zhang et al., 2005）。
　過去半世紀中にユーラシア大陸の上位 6つの大河川
を合わせた流量が約 7%、すなわち平均 2 km3/年増加
している （Peterson et al., 2002）。＜この流量増加に寄
与した＞制御因子の厳密な特定はまだなされていな
いが、永久凍土の融解、森林火災およびダム貯水に
よる影響は原因から除外されてきた （McClelland et al., 

2004）。極周辺の氷河、氷帽および氷床からの北極海
への流出量の増加もまた 20世紀末期に生じており、
この増加は全北極地方の最も大きい河川群からの総流
入量の増加とほぼ同等であることが指摘されている 

（Dyurgerov and Carter, 2004）。
　北極地方には、浅いツンドラ池から大きな湖沼に至
るまでの多数の静水システムが存在する。流量、氷
被覆、降雨量／蒸発散量、および堆積物や栄養塩の流
入の季節的変化は、すべて静水システムの生物多様性
および貯水レジームのほか、炭素【訳注 15-5】メタンの
放出源－吸収源の状況を統制する気候関連因子である
と確認されている （Wrona et al., 2005）。極周辺の北極
地方の湖沼から得られたかなりの数の古湖沼学的記録
は、生物群集の構成と堆積学的パラメータとの同時変
化を示しており、そのパラメータは、年平均気温や夏
季気温の上昇、およびそれに応じた温度成層／安定
性や氷に覆われる期間の変化に現れる気候に駆動さ
れるレジームシフト【訳注 15-8】に関係している （例え
ば、Korhola et al., 2002; Ruhland et al., 2003; Pienitz et al., 

2004; Smol et al., 2005; Prowse et al., 2006b）。
　永久凍土は、主に下層の浸透性と地面滞水への影響
をとおして、静水システムの水循環において大きな役
割を果たす （Hinzman et al., 2005）。前世紀末の約 30年
間にシベリアの約 50万 km2の地帯内の湖沼の個数と
面積にかなり大きな変化が観測された （図 15.4; Smith 

et al., 2005参照）。湖沼の消失の空間的パターンは、永
久凍土の融解がこの変化を駆動していることを強く示
唆している。

15.4.1.2　物理的レジームへの影響
　北極地方の淡水システムの変化は、北極地方の物理
的レジームに多大な影響を及ぼすであろう。とりわけ、
水文学的極端現象、地球規模でのフィードバックおよ
び汚染物質の経路に影響を与える。
　大気海洋大循環モデル（AOGCM）に基づく水文
学的モデルはまた、北極地方の主要な河川システム
の流量が増加すること、および最大の増加は寒季に
生じることを一貫して予測してきている（Miller and 

Russell, 2000; Arora and Boer, 2001; Mokhov et al., 2003; 

Georgievsky et al., 2005）。まだ十分に明らかになってい
ないことは、夏季中に何が起こるかであり、蒸発散量
が降水量を超過することにより、実際には流量が減少
することを示唆する結果もある （例えば、Walsh et al., 

2005）。夏の流量の減少は、陸域植生における優占種が、
蒸散をしないツンドラ地衣類からさまざまな樹木種へ
とシフトするにつれて蒸発散量が増すため、多くの
流域で増幅されうる （例えば、Callaghan et al., 2005）。
CO2誘発による蒸発量の低減がこれを相殺する可能性
があり、それが 20世紀中における全球流出量の変化
の原因の一部であったことが示唆されている（Gedney 

et al., 2006）。
　北極地方の河川の流量は、北極海の淡水収支の主な
構成要素であるため （Lewis et al., 2000）、北大西洋への
淡水供給およびそれに関連する熱塩循環への影響にと
って重要である （Bindoff et al., 2007）。北極海へのさま
ざまな淡水流入量の総計は、1965から 1995年の期間
に北大西洋に蓄積された淡水の量および＜蓄積＞速度
と一致している （Peterson et al., 2006）。温室効果ガスシ
ナリオのもとで、河川から北極海への年間総流入量は
21世紀末期までにおよそ 10から 30%増加すると予想
される （Walsh et al., 2005）。将来の淡水流入量の追加的
な源としては、大きな氷河および氷帽、とりわけグリ
ーンランドからの融解水があるだろう（Gregory et al., 

2004; Dowdeswell, 2006）。これらの増加する淡水供給
が熱塩循環に及ぼす累積効果はまだ不明確であるが、
重要な懸念分野である （Loeng et al., 2005; Bindoff et al., 

2007）。
　温暖化はまた、河氷や湖氷の量を減少させると見通
されており、そのことは、湖の熱構造および湖氷下
の生息地の質／量の変化や、アイスジャム【訳注 15-9】
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とそれに伴う河川氾濫への影響をもたらすであろう 

（Prowse et al., 2006a）。特に後者に関しては、早期化
が見通される雪解けによる増水が、より激しい崩壊現
象をさらに助長する状況を作り出しうる （Prowse and 

Beltaos, 2002）。ただし、温暖化の期間が長引けばその
厳しさは低減もされうる （Smith, 2000）。しかし、この
ような効果は、一部の北へ流れる大河川においては、
南北の気温とそれに関連する水文学的および物理的勾
配の地域間差異の減少のため、相殺される可能性が高
い（Prowse et al., 2006a）。
　永久凍土、植生および河川流出量の予測される変化
は、河岸と斜面の不安定化や侵食と堆積物の供給の増
加を通じて作用し、最終的には多流路と単流路の間の
転換までもたらすことにより、河川形態に顕著な影響
を及ぼすかもしれない。地質学的復元および数値シミ
ュレーションは、そのような転換、侵食現象および氾
濫リスクは、特に永久凍土の融解時に発生することを
示している （Bogaart and van Balen, 2000; Vandenberghe, 

2002）。そうした変化は、概して河川への堆積物の
供給と流量の閾値により制御される（Vandenberghe, 

2001）。しかしながら、歴史的な実例は、流量レジー
ムの変動性は、とりわけ植生被覆によって決定される
堆積物供給の変動性より重要度が低いことを示してい
る （Huisink et al., 2002; Vandenberghe and Huisink, 2003）。
従って、植生被覆の密度がますます高まることは、気
温上昇と河川流量の増加に伴って北極河川において増
加するとモデル化されてきた堆積物流出の増加に対抗
できるかもしれない （Syvitski, 2002）。
　北極地方の水収支のさまざまな変化は、溶媒の変換
または溶媒の減少のプロセスを通じて、北極地方の
水界システムに入る汚染物質（例えば、残留性有機汚
染物質や水銀）の割合に大きな変化を生じさせる可
能性がある （例えば、MacDonald et al., 2003）。北極地
方は概して「より湿潤化する」という推測を考える
と、水に強く分配される粒子や汚染物質の負荷量の増
加は、全球の排出量の削減から生じると予想される減
少を相殺する以上のものであるかもしれない （例えば、
MacDonald et al., 2003）。植生、流出量パターン、サー
モカルストからの排水などその他の水文レジームの構
成要素の変化は（Hinzman et al., 2005）、すべて汚染物
質の捕捉を増加させる能力がある。また、水界の栄養
構造とそれに関連する＜反応＞速度関数（15.4.1.3参照）
の変化には、食物網内の生物濃縮化学物質の蓄積を変
えるさらなる潜在力がある。

15.4.1.3　水界の生産性と生物多様性への影響
　流出量、河氷および湖氷レジームと、季節的および
経年の水収支と熱特性の予測される変化は、水界生態
系の生物多様性と生産性の関係を変えるだろう（Walsh 

et al., 2005; Prowse et al., 2006b; Wrona et al., 2006a）。最
終的には、水生種の分散と地理的分布パターンが、と
りわけ魚類について改変されるだろう（Reist et al., 

2006a）。無氷期の延長は、魚類の生息地の利用可能性
と適切性の低下をまねき、とりわけ冷水を好むレイ
クトラウト （Salvelinus namaycush）のような種に影響
を与えるかもしれない （Hobbie et al., 1999; Reist et al., 

2006b）。また、予測される河川流量の増加は、北極
海への堆積物および栄養塩の負荷を増加させ、それ
によって河口と海洋の生産性に影響を与えるだろう 

（Carmack and Macdonald, 2002）。
　永久凍土融解の増加と活動層の深化は、栄養塩、堆
積物および炭素の負荷を増加させるだろう。このこと
は、栄養塩が限られたシステムにおいて、微生物およ
びより高位の栄養段階の生産性を高める。水柱の溶存
有機炭素 （DOC） 濃度が増加するにつれ、有害紫外線
の透過および有機物質の光化学的プロセスが減少する
だろう。ただし、このことは生産性の高いシステムに
おけるほど顕著ではない （Reist et al., 2006b; Wrona et 

al., 2006a）。堆積物負荷の増加は、堆積作用に伴う生
物学的酸素要求量 （BOD） と貧酸素／無酸素状態の増
加を通じて底生生物と魚類の産卵生息地に悪影響を与
え、また＜堆積物が＞隙間を塞ぐことで生息地の喪失
の一因となるだろう（Reist et al., 2006a）。淡水システ
ムが正味の炭素吸収源となるか放出源となるかは、温
度、栄養状態および水位の間の複雑な相互作用によ
って左右される （Frey and Smith, 2005; Flanagan et al., 

2006）。永久凍土の初期の融解により窪みが形成され、
そこに新しい湿地と池ができ、これらは新しい排水網
によって相互に連結されるだろう。このことは、以前
は陸域種によって優占されていた場所での新しい水界
＜生物＞群集の分散と定着を可能にする （Wrona et al., 

2006b）。永久凍土の融解がさらに進行すると、地表水
がますます地下水システムへと排水されるようにな
り、その結果淡水生息地の喪失をまねくであろう。
　現在は気温／生産性の制約によって＜侵入を＞制限
されている南方の種は、おそらく北極域をコロニー
化し、新しい群集を形成するに至るだろう。これらの
多く、とりわけ魚類は、北極地方に定着している種を
競争によって排除する、あるいは捕食する可能性が高
く、結果としてそれらの種に地方的な悪影響をもたら
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すであろう （Reist et al., 2006a）。これらの北極地方へ
の南方からの侵入種はまた、北極地方に生息する種が
適応できない新しい寄生虫および／または疾病を持ち
込み、その結果、＜北極種の＞死滅率を高めるだろう 

（Wrona et al., 2006b）。直接的な環境変化は、間接的な
生態系の変化と相まって、地方の動物相に対し、生産
性、個体数および生物多様性を減じることを通じて大
きな影響を与えるだろう。そうした影響は、地方の水
界生態系にもっぱら依存している淡水魚類にとって最
もきびしくなるだろう （Reist et al., 2006c）。淡水での
繁殖のために海から河川を遡上する遡河性の魚類の分
布は、海洋状況と淡水の排水パターンが＜温暖化の＞
影響を受けるにつれ、おそらく変化するだろう （Reist 

et al., 2006c）。渡り性の水鳥や哺乳動物による生息地
利用の地理的パターンも変化するだろう （Wrona et al., 

2005）。例えば、ブロードホワイトフィッシュ（Coregonus 
nasus）、ホッキョクイワナ（Salvelinus alpinus）、イン
クヌー（Stenodus leucichthys）、アークティックグレ
イリング （Thymallus arcticus）、アークティックシスコ 

（Coregonus autumnalis） など、重要な北方系魚種は、お
そらくは（例えば、生殖の失敗による）個体数の減少
や絶滅、生息地の影響への応答としての地理的分布範
囲の縮小、侵入種による競争や捕食などを被ることに
なるだろう（Reist et al., 2006a,b,c）。

15.4.1.4　資源利用と伝統的経済／生活への影響
　北極河川について予想される大きな水文学的変化、
とりわけ春の＜雪解けによる急な＞増水の規模に関し
て考えると、気候誘発の変化は、既存のおよび将来の
開発のための構造物 （例えば、石油やガスの掘削プラ
ットフォーム、パイプライン、鉱さい池【訳注 15-10】、
ダム、水力発電用貯水池） の設計、保全および安全に
組み込まれなければならない（World Commission on 

Dams, 2000, Prowse et al., 2004; Instanes et al., 2005）。
　淡水源は、人の健康にとって、とりわけ、飲用およ
び家庭用の水を、未処理のままのことが多いものの、
地表水および／または地下水に、依存する多くの北方
コミュニティにとって、決定的に重要である（United 

States Environmental Protection Agency, 1997; Martin et al., 

2005）。湖沼、河川および多年海氷の大塊から得られ
る未処理水の直接利用は、水媒介性の疾病の感染を通
じて人の健康へのリスクをもたらすという事実にもか
かわらず、伝統的な慣行であると考えられている （例
えば、Martin et al., 2005）。そうしたリスクは、種の渡
りの変化や北方への移動およびそれに随伴する疾病に

よって増大する可能性がある。水循環の変化もまた、
飲料水の利用可能性と質を低下させる可能性がある。
このことは、とりわけ海面上昇の影響を受ける沿岸コ
ミュニティに関してそうであり、そこでは、海水によ
る汚染が地下水賦存に影響を及ぼしうる （Warren et al., 

2005）。
　北方の淡水生態系は、北極地方の人々に、とりわけ、
自給経済と商業経済の両方を支えるために利用できる
収穫可能な生物相の形で、多大なサービスを提供して
いる（Reist et al., 2006b）。生態系の構造や機能が変化
すると、結果としてそうした資源の量、補充、利用可
能性およびアクセス可能性に相当な変化が生じ、さら
に今度はそうした変化が、その土地の資源利用と伝統
的で自給的な生活様式を改変させるだろう （Nuttall et 

al., 2005; Reist et al., 2006b）。自然の淡水システムに関
連したそのような変化が、気候温暖化に起因する淡水
養殖の機会の増大によって相殺される可能性は低い。
ゆえに、北極地方の水界の生物多様性の保全、伝統的
で自給的な生活様式の維持、および北極地方の淡水資
源の存続能力と持続可能な利用は、北極地方の人々、
資源管理者および政策決定者にとって重要な課題を提
起することになるだろう （Wrona et al., 2005; Reist et al., 

2006b）。 

15.4.2　陸域生態系とそのサービス

15.4.2.1　 北極地方の陸域生態系の歴史的変化と
現在の変化

　過去 2万年以上の間の気候変動が現在の生物多様性
と生態系の広がり、構造、および機能を形成してきた。
現在の北極地方の種の多様性は低いが、その一因は過
去における絶滅現象にある （FAUNMAP Working Group, 

1996）。集団としては、一般的に大型哺乳動物は、現
在の変化に対して、集団がより多くの種を含んでいた
過去に比べてより脆弱である。また、現在のツンドラ
生態系の面積は、とりわけユーラシア大陸において、
広大なツンドラ・ステップ生態系が存在した氷河期よ
り小さい（Callaghan et al., 2005）。現代の生息地の断片
化 （例えば、Nellemann et al., 2001）、成層圏オゾンの減
少および汚染物質の拡散が、生態系とそのサービスに
対する現在進行中の人為起源の気候変動と＜気候の＞
自然変動の影響を悪化させている。
　カナダの伝統的な生態学的知識 （TEK, 15.6.1節参照）
は、現在の生態系の変化を記録してきており、例えば、
東部地域で夏の温暖化と乾燥化に伴って植生の成長が
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少なくなっていること、西部地域で夏の温暖化、湿潤
化および長期化に伴って植物のバイオマスと成長が増
大していること、一部の在来種の拡大といくつかの南
方種＜の侵入＞が新たに目撃されていること、また、
一部の地域では餌となる草の利用可能性の増加に伴
ってジャコウウシやカリブーの採食行動に変化が生じ
ていることなどがその例である （Riedlinger and Berkes, 

2001; Thorpe et al., 2001; Krupnik and Jolly, 2002）。
　フェノスカンジア北部では、1980年代以降、ハ
タネズミおよびおそらくはレミングの＜個体数の＞
周期＜的変動の幅＞が、春のピーク個体数密度の低
下のため、かなり小さくなっている。このような変
化は、雪の状況の変化に起因する越冬生存率の低下
に関連している可能性が高い （Yoccoz and Ims, 1999; 

Henttonen and Wallgren, 2001; Ims and Fuglei, 2005）。ホ
ッキョクギツネ、カリガネおよびハマヒバリは激減
しており （Elmhagen et al., 2000）、ヘラジカ、アカギツ
ネ、および一部の南方系鳥種が北方に広がってきてい
る （Hörnberg, 1995; Tannerfeldt., 2002）。ただし、この
変化に気候変動が果たした具体的な役割は分かってい
ない。一部の渡り鳥個体群、とりわけ北極渉禽類は
相当に減少してきている （Stroud et al., 2004）。これに
は、気候変動や渡りルート上の生息地や越冬地の喪失
などさまざまな原因がある （Morrison et al., 2001, 2004; 

Zöckler, 2005）。対照的に、北極地方で繁殖するガン
の個体群は、冬には農作物や未収穫穀物を餌にするこ
とが多くなるので、ヨーロッパと北アメリカで個体数
の幾何級数的な増加を示している。このことは、北極
地方沿岸の繁殖生息地における採食の激化、植生の喪
失および土壌の過塩性化をもたらしている （Jefferies 

et al., 2006）。温帯地方での事例はあるものの、北極地
方における渡り鳥の到着の早期化に関する証拠は乏し
く（Gauthier et al., 2005）、このことは十分な観測プロ
グラムの必要性を強調している （Both et al., 2005）。北
極地方の一部の先住民の文化と生存にとって必須なカ
リブー／トナカイの個体群の中には、主に社会的およ
び文化的要因により、現在減少しつつあるものもある 

（Russell et al., 2002; Chapin et al., 2005a）。しかし、気候
影響もまたいくつかの個体群に影響を及ぼしている。
温暖化した冬季中の凍結現象は植生へのアクセスを制
限し、このことは一部のトナカイ／カリブーの個体群
および高緯度北極地方のジャコウウシの個体群に影響
を与えている（Forchhammer and Boertmann, 1993; Aanes 

et al., 2000; Callaghan et al., 2005 およびその中で挙げら
れている参考文献）。

　昨今の植生変化の証拠は、説得力がある。空中写真
は、アラスカの 200カ所の＜観測対象地の＞ 70%にお
いて低木の量の増加を示している（Sturm et al., 2001; 

Tape et al., 2006）。また、北極地方と亜北極地方の境
界に沿って、樹木限界が約 10 km北方に移動し、スア
ード半島にあるアラスカのツンドラの 2%が過去 50

年の間に森林に取って代わられてきている（Lloyd et 

al., 2003）。一部の地域では、樹木限界線の標高が上
がり、例えば、スウェーデン亜北極地方では 20世紀
中に約 60 m上がった （Callaghan et al., 2004; Truong et 

al., 2007）。一方で、ほかの場所では、樹木限界は一定
の標高を保ったままか、低くなってきている （Dalen 

and Hofgaard, 2005）。湿地の増大は、ヨーロッパロシ
アの北極地方の一部で樹木の枯死を引き起こしている 

（Crawford et al., 2003）。北方または上方への樹木限界
の前進のパターンは、完新世初期の変化と同様である 

（MacDonald et al., 2000; Esper and Schweingruber, 2004）
（前進の速度については以下を参照）。スウェーデン亜
北極地方では、木本植生に変化が生じたほか、不連続
永久凍土地帯の永久凍土の後退に起因して、乾燥地の
植生が部分的に湿地の植生に取って代わられてきてい
る （Christensen et al., 2004; Malmer et al., 2005）。 同 様
に、カナダ北部では、不連続永久凍土地帯内の 4カ所
で泥炭台地の永久凍土の最高 50%までが融解している 

（Beilman and Robinson, 2003）。
　成長期間の長さと時期、および植物の生産性にも変
化が生じていることを示す最近の証拠がある。しかし、
そのパターンには空間的なばらつきがある。衛星写真
の分析は、成長期間の長さがアラスカで 10年当たり
3日、ユーラシア北部で 10年当たり 1日伸びている
ことを示しているが （McDonald et al., 2004; Smith et al., 

2004; McGuire et al., 2007）、コラ半島では過去 20年間
にわたる気候の寒冷化に伴って成長期間の開始が遅れ
てきている （Høgda et al., 2007）。リモートセンシング
による一次生産力の推定もまた、空間的なばらつきを
示している。すなわち、＜一次生産力は、＞ 1982年
から 1999年の間に、北極地方南部で増加したのに対し、
ロシアの北極地方中央部と東部では減少した （Nemani 

et al., 2003）。

15.4.2.2　 生物多様性、植生帯および生産性の変
化の予測

　森林拡張のための十分な土壌がある場合は、相対的
に種に富んだ森林がツンドラに取って代わるにつれ
て、種の豊かさは増大するだろう（図 15.3; Callaghan 
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et al., 2005参照）。主な分布域のはるか北方の孤立した
好都合な微環境に生息しているいくつかの種は、温暖
化の間に急速に拡大する可能性が非常に高い。＜既に
＞最北に生息している種や北極の最高標高に生息して
いる種以外の種は、一般に生息範囲を北方および高標
高へと拡張するだろう。その一方で、多くの種の優占
度と量は減少するだろう。可能性が高い前進の速度を
確実に予測することはできない。樹木限界の前進速度
として、完新世初期の期間には最高 25 km/年が記録
されているものの、2 km/年以下の速度の方がよりあ
りそうな値である（Payette et al., 2002; Callaghan et al., 

2005）。北極地方では栄養構造が比較的単純であり、
キーストーン種の量の減少は生態学的なカスケード効
果、つまり、捕食者、食料源などへの波及効果をもた
らすことが予想される。遺伝子的に異なった個体群の
分布と存在量の地方的変化が、温暖化に対する遺伝子
的に多様な種の最初の応答だろう（Crawford, 2004）。
北極地方の動物は、温暖化により誘発された乾燥（無
脊椎動物＜の場合＞）、食物へのアクセスや捕食者か
らの保護に影響を与える積雪と凍結融解サイクルの変
化、行動（例えば、渡りや生殖）の時期に影響を与え
る変化、さらには新しい競争相手、捕食者、寄生虫お
よび疾病の到来などに対して最も脆弱である可能性が
高い。南方系の種は絶えず北極地方に到着するもの
の、定着するようになった種はほとんどない（Chernov 

and Matveyeva, 1997）。将来、予測される気候変動の
結果、定着が増加し、アメリカミンクなど一部の種は
侵入種となるだろう。一方、既に北極域の一部をコロ
ニー化している南方系の雑草種は拡大する可能性が高
い。鳥の渡りの時期とルートも、適切な北極地方の生
息地の利用可能性の減少に伴って変化する可能性が高
い（Callaghan et al., 2005; Usher et al., 2005）。
　北極地方全域の生態系に対する自然の夏季の温暖化
の影響を十分に再現した温暖化実験は、成長期間を 2

回経た後に植物群集が 1～ 3℃の温暖化に急速に応答
すること、自然の温暖化のもとで観測されるように低
木の成長が増大すること、および当初は種の多様性が
減少することを示した（Walker et al., 2006）。また、実
験的温暖化と栄養塩の追加は、維管束植物が成長を増
すのに対し、蘚苔類と地衣類の量が減ることを示した
（Cornelissen et al., 2001; Van Wijk et al., 2003）。CO2濃度
の上昇は植物の一時的応答を引き起こしたが、微生物
群集は構造と機能が変化し （Johnson et al., 2002）、一部
の植物の耐霜性が低下し（Beerling et al., 2001）、その
結果、それらの植物は早霜の影響をより受け易くなっ

た。紫外線 B波を追加したところ、植物の応答はほと
んど起こらなかったが、栄養塩循環プロセスを低下さ
せた（Callaghn et al., 2005; Rinnan et al., 2005）。この低
下は、潜在的に植物の成長を低下させうる。
　ツンドラの森林による置換に関する 2100年の「さほ
どひどくない程度（moderate）」の予測は約 10%である
が（Sitch et al., 2003; 図 15.3参照）、最高で 50%の推定
も発表されている（White et al., 2000）。しかし、これ
らのモデルでは、水循環、活動層の深さおよび土地利
用の変化の影響が除外されている。＜実際は、＞これ
らの影響は大きいものとなりうる。例えば、Vlassova

（2002）は、ロシアで 475,000 km2の樹木限界森林が破
壊され、そのためツンドラに似た生態系が作り出され
ていることを示唆している。幅の狭い沿岸ツンドラ帯
（例えば、ヨーロッパロシアの北極地方の一部）は、森林
が北極海まで到達したとき完全に置換されるだろう。
1960～ 2080年の期間に、極砂漠の約 15～ 25%がツ
ンドラによって置換されると予測され、純一次生産量
（NPP）が約 70%増加するだろう（炭素換算 2.8 Gtか
ら 4.9 Gtへ） （Sitch et al., 2003）。植生の移転に対する
地理的な制約は、予測される NPPの増加に地域間で
の大きなばらつきを生じさせる。つまり、断片化した
陸塊における約 45%増から広大なツンドラにおける約
145%増までのばらつきがある（Callaghan et al., 2005）。
　気候温暖化は、害虫、寄生虫および疾病の大発生を
増加させる可能性が高い。例えば、ジャコウウシにつ
く肺虫 （Kutz et al., 2002）やトナカイにつく第四胃内の
線虫など （Albon et al., 2002）がある。また、北方林の
特徴である大規模な森林火災や森林害虫の大発生が温
暖な気象に誘発されて、規模と頻度を増大させる可能
生が高く（Juday et al., 2005）、このことは新しい森林
ツンドラ地帯を生み出す 。アラスカ中南部のキーナイ
半島では、1990年代を通じてキクイムシが 16,000 km2

にわたって大量発生し、その結果 10～ 20%の樹木が
枯死した（Juday et al., 2005）。また、近年の気候温暖
化の結果、さらに北方でハマキガ科のガの幼虫が繁殖
し、アラスカでは問題になる数に達している（Juday et 

al., 2005）。同時に、フェノスカンジア北部では、冬の
温暖化に伴う秋蛾 による山岳樺の立ち枯れが広範に広
がる場所で生じており、さらに増大すると予測される
（Callaghan et al., 2005）。

15.4.2.3　 生態系の構造と機能の変化が気候シス
テムへのフィードバックに与える影響

　気候温暖化は、ツンドラへの低木および樹木の拡張
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によって地表の反射率を減少させるだろう（Eugster et 

al., 2000）。このことは、地域的な気候（Chapin et al., 

2005a）および全球的な気候（Bonan et al., 1992; Thomas 

and Rowntree, 1992; Foley et al., 1994; Sturm et al., 2005; 

McGuire et al., 2007）に影響を及ぼしうる。
　測定結果は、炭素の吸収源（正味吸収）または放出
源（正味放出）としての規模の大きさは空間的なば
らつきが大きく、北極地方全体としてのトレンドは存
在しないことを示している（Corradi et al., 2005）。対
照的に、諸モデルは、現在の北極地方は全体として炭
素換算約 20± 40 gm2/年の小規模な吸収源であること
を示唆している（McGuire et al., 2000; Sitch et al., 2003, 

2007）。測定結果とモデル予測の双方における高い不
確実性は、北極地方が炭素の吸収源と放出源のいずれ
かになりうることを示唆している。ゆえに、現在のと
ころ、北極周辺の植生や活動層が CO2の形での炭素
の大規模な放出源または吸収源となる可能性は低い
（Callaghan et al., 2005; Chapin et al., 2005a）。しかし、そ
れらが大量のメタン放出により、正の放射強制力の源
となっていることは十分考えられる。炭素の正味吸収
源であるツンドラ地域においてさえ、メタンの大量放
出が正の強制力をもたらしている（Friborg et al., 2003; 

Callaghan et al., 2005）。
　気温の上昇、成長期間の長期化および生産力に富む
植生の北方への移動が長期的に光合成による炭素の固
定量を増加させる可能性が高い。一方で、土壌温度の
上昇が短期的に微量ガスの放出量を増加させる可能性
が高い。温暖化および活動層の深さの増大（15.3.4節
参照）と同時に生じるツンドラの乾燥化または湿潤化
が、炭素フラックスの大きさおよび関連する微量ガス
の収支を決定するだろう。アラスカでは、乾燥化が放
出源を増大させているのに対し（Oechel et al., 2000）、
スカンディナビアとシベリアの泥炭地では、湿潤化が
吸収源を増大させている（Aurela et al., 2002; Johansson 

et al., 2006）。
　諸モデルは、不確実性は高いものの、北極地方と亜
北極地方は将来の温暖化の期間中にわずかの炭素吸
収源になる可能性が高いと予測している（1960年か
ら 2080年の間に植生、リターおよび土壌層中の炭素
貯留量が炭素約 18.3 Gt分増加する） （Sitch et al., 2003; 

Callaghan et al., 2005）。撹乱と土地利用の予測される増
加による炭素放出量の増加と、メタンと二酸化炭素放
出量の比の変化から生じる正味の放射強制力に関して
は特に不確実である（Friborg et al., 2003; Johansson et 

al., 2006）。降水量の増加と永久凍土の融解による湿潤

化は、活動層および融解する永久凍土から放出される
二酸化炭素に比してメタンのフラックスを増加させる
と予測されている（Walter et al., 2006）。
　森林地の変化は、気候に対して正負両方のフィード
バックを生じさせるだろう。ある結合気候モデルによ
ると、炭素固定による負のフィードバックとアルベド
減少による正のフィードバックが相互に作用する。こ
のモデルは、カナダ中央部の北方林が炭素固定の増加
が優勢となることで正味の負のフィードバックを生じ
させるのに対し、ロシアの北極地方の森林ではアルベ
ドの減少が優勢となるため、正味の正のフィードバッ
クを生じさせると推測している（Betts and Ball, 1997; 

Betts, 2000）。

15.4.2.4　 資源利用、伝統的経済および生活様式
への影響

　陸上資源は北極地方の住民の生活、文化、伝統お
よび健康の重要な側面である（Arctic Monitoring and 

Assessment Programme, 2003; Chapin et al., 2005a）。 ア
ラスカ州での野生食物の一人当たり一日消費量は農村
住民が 465 g （陸上ほ乳類 16%、植物生産物 10%）、都
市住民が 60 gである。アラスカ州でのこれらの食料
の総価格は、約 2億米ドル /年と推定されている。カ
ナダの北極地方のコミュニティでの消費は一人当たり
一日 106 ～ 440 gの幅があり、これはエネルギー全摂
取量の 6～ 40%、ヌナヴィックやヌナブットでは世
帯総所得の 7～ 10%に当たる（Kuhnlein et al., 2001; 

Chabot, 2004）。陸域生態系資源には、カリブー／トナ
カイ、ヘラジカ、ジャコウウシ、渡り鳥とその卵、お
よび植物やベリー類が含まれる（Arctic Monitoring and 

Assessment Programme, 2003; Chapin et al., 2005a）。野生
のおよび家畜化されたカリブー／トナカイがとりわけ
重要である。それは、これらの動物が食料、住まい、
衣服、道具、交通手段を提供し、また場合によっては
市場商品にもなるからである（Klein, 1989; Paine, 1994; 

Kofinas et al., 2000; Jernsletten and Klokov, 2002）。木材、
芝、泥炭および石炭は、北部全域で燃料として利用さ
れている。北極地方の住民にとってこれらの資源が意
味する重要な役割にもかかわらず、先住民の間での自
給活動との結び付きは、生活様式や、文化的、社会的、
経済的および政治的要因の変化のため、損なわれつつ
ある（Chapin et al., 2005a）。こうした結び付きは、気
候に駆動された陸域生態系の変化が、狩猟の条件、天
然資源の減少および伝統的知識の喪失に影響を与える
につれ、減少し続けると予想される。これらの変化は、
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合い重なって、以前はうまく適応していた北極地方の
人々を「自らの土地におけるよそ者（strangers in their 

own lands）」に変えつつある（Berkes, 2002）。
　北極地方南部の農業は、涼しく短い成長期間、なら
びに人口が少ないことと大市場までの距離が遠いこ
とによってその土地の市場が制限されていることも含
む、インフラの不足によって制限されている（Juday 

et al., 2005）。農業北限は、10℃を超える積算気温【訳注

15-11】に基づく測定基準によって大まかに近似できる
だろう（Sirotenko et al., 1997）。21世紀半ばまでに、農
業北限は、気候温暖化のため、シベリアの大部分で数
百キロメートル北に移動し、ロシアのそれ以外の場所
では最高 100 km北に移動する可能性がある（Anisimov 

and Belolutskaia, 2001）。ゆえに、気候温暖化は、市場
およびインフラが存在する、あるいは開発される場合
には、農業および林業の拡大の機会をもたらす可能性
が高い。北極地方では保全管理や保護地域が広範囲に
広がっているが、これらは直接の人間行動に対する保
護であって、気候によって誘発される植生帯の移動に
対する保護ではない。従って、将来の保全の目標と方
法に関して意思決定がなされる必要がある（Callaghan 

et al., 2005; Klein et al., 2005; Usher etal., 2005）。

15.4.3　北極地方の海洋生態系とそのサービス

15.4.3.1　海洋生態系の歴史的変化
　北大西洋の海水温は過去 200年にわたって変動して
きた。この水温変動の影響は重大で、プランクトン群
集や幼生漂流、南からの侵入種ととりわけ商業的に重
要なタラやニシンを含む多くの水産資源の分布と量に
影響を及ぼしている（Loeng et al., 2005; Vilhjálmsson et 

al., 2005; 15.6.3節参照）。水産資源に対するこれらの気
候影響は、開発によって生じる影響と重なっている。

15.4.3.2　 海洋の気候温暖化による可能性が高い
一般的影響

　北極地方および亜北極地方の海洋における気候状況
の変化は、最も明白には海氷の減少を通じて、海洋生
物相の生物多様性、分布および生産性の変化を駆動し
ている。海氷端が北方に移動するにつれて、海氷端で
の生活に適応した甲殻類（カイアシ類やヨコエビ類）
とそれを餌とするホッキョクダラ（Boreogadus saida）
などの魚類の分布も結果的に移動し、その量も減少す
るだろう（Sakshaug et al., 1994）。この減少は、食餌と
繁殖を海氷に依存するアザラシや海鳥、ホッキョクグ

マ（Ursus maritimus）などのその他の捕食者（第 4章
Box 4.3; Sakshaug et al., 1994参照） 、さらにはそれら
に依存する人間にも深刻な影響を与える可能性が高い
（Loeng et al., 2005; Vilhjálmsson et al., 2005）。
　北極地方の海氷の厚さと面積の減少は、海氷と密に
関連する生態系を大きく変える可能性が高い（Loeng 

et al., 2005）。そうした生態系の重要なメンバーである
ホッキョクダラは、多くの海洋ほ乳動物にとって主要
な食物源である。繁殖、毛の生え替りの時期および休
息を海氷に依存しているワモンアザラシは、ヨコエビ
類やタラを餌にしている。早すぎる解氷は仔アザラシ
の死亡率の増加だけでなく、アザラシ個体群の行動の
変化も生じさせるかもしれない（Loeng et al., 2005）。
捕食者の頂点にあるホッキョクグマは、海氷とワモン
アザラシの両方に高度に依存している（第 4章、Box 

4.3参照）。最初は、海氷の消失とそれに伴う悪影響は
ホッキョクグマの分布の南方で生じる可能性が高い。
そこでは海氷の融解の早期化と凍結の遅延が、ホッキ
ョクグマが陸地に制限され、かつ限られた採食しかで
きない期間を長期化させる。近年、ハドソン湾地域に
おける成熟したホッキョクグマの＜栄養＞状態は衰え
てきており、生まれて 1年目の仔グマは弱った状態で
上陸してくる（Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004; 

Stirling and Parkinson, 2006）。個体群全体に占める仔グ
マの数の割合は、海氷の解氷の早期化の結果減少して
きている。海氷の消失はまた、セイウチ（Odobenus 
rosmarus）などの北極地方のその他の海洋哺乳類にも
悪影響を与えるだろう。それらは海氷を休息用の台
として利用するが、その海氷はあまり移動せず、狭
い生態学的範囲を占めている。同様に、イッカク
（Monodon monoceros）およびホッキョククジラ（Balaena 
mysticetus）は、食餌を海氷生物に依存し、呼吸を氷湖
（ポリニヤ）【訳注 15-12】に依存している（Loeng et al., 

2005）。海氷の融解の早期化は、これらの海氷生物と
二次生産のタイミングの不一致を増大させ、このこと
は海洋ほ乳類の個体数に深刻な影響を与える （Loeng et 

al., 2005）。
　その反面、開水面の拡大に伴って、海氷端の南での
一次生産量と二次生産量が増加するだろう。そしてこ
のことは、北極海と亜北極海のほぼすべての最も重要
な商業用水産資源に便益をもたらすであろう。北大西
洋のタイセイヨウダラ（Gadus morhua）とタイセイヨ
ウニシン（Clupea harengus）およびベーリング海のス
ケトウダラ（Theragra chalcogramma）がそのような水
産資源の例であり、これらの魚種は現在、上記海域の
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全漁獲高の約 70%を占めている。しかし、一部の冷
水性魚種（例えば、ホンホッコクアカエビ（Pandalus 
borealis）やタラバガニ（Paralithoides spp.））は、生息
地を失うかもしれない（Vilhjálmsson et al., 2005）。

15.4.3.3　 商業用水産資源と飼料水産資源の将来
の収量の予測

　商業用水産資源と飼料水産資源の海水温変化への応
答の数量的予測を行うことは、きわめて困難である。
（a）既存の推測モデルの解像度が不十分であること、
（b）乱獲が既に資源の大きさと基本的な生物学的／生
態学的状態を改変してきているため、水産資源が歴史
的に応答してきたように応答するとは予想されないこ
と、および （c）さほどひどくない程度の気候変動（1～
3℃の昇温）の影響は、健全な漁業政策とその効果的
な施行よりはるかに重要性が低いかもしれないこと、
がその理由である。Box 15.1で挙げる例は、海洋生態
系に影響を与える気候変動、乱獲およびその他の諸要
因が、ある特定の魚種について、その魚種の生息範囲
の北限では強く相互に作用するかもしれないが、はる
か南方ではその魚種に対してほとんど影響を与えな
いことを示している（例えば、Rose et al., 2000; Rose, 

2004; Drinkwater, 2005）。
　商業用水産資源の分布の変化は、漁業権をめぐる紛
争を生じさせる恐れがあり、漁業管理の国際協力に関
する解決策を得るための効果的な交渉を必要とするだ
ろう（Vilhjálmsson et al., 2005）。
　さらに、海水温の上昇は、有害な藻の発生のリスク
のほか、その他の海洋性の有害生物や汚染の発生を増
大させるだろう。このような危険は海運の増加によっ
て増幅されるだろう（Loeng et al., 2005; Vilhjálmsson et 

al., 2005）。

15.4.4　南極地方の海洋生態系とそのサービス

　南大洋の生態系はとうてい手つかずと言えるもので
はない。過去 200年間にわたり、アザラシやクジラの
一部の種（例えば、ナンキョクオットセイ、シロナガ
スクジラ、ナガスクジラ）はほぼ絶滅に至るまで、乱
獲され、その後、漁業が発展した。1960年代以降、魚
が乱獲され、スコシア海とその周囲ではこれらの魚種
の資源量が低水準にまで下がり、いまだに回復してい
ない。しかし、北極地方とは対照的に、南大洋の漁業
管理は、国際条約の範囲内で、生態系本位のアプロー
チに基づいて行われている。南極条約の一部である「南

極の海洋生物資源の保存に関する条約（CCAMLR）」は、
持続可能な漁獲を許容しつつも、自然の海洋生態系を
維持することを目的として策定され、個々の種の漁獲
に当たって食物網全体と環境の変化を視野に入れた
広範な文脈を考慮することの必要性を強調している。
CCAMLRは南極前線以南の海洋域に適用され、管理
に関する意思決定は全加盟国の合意に基づいてなされ
る（Constable et al., 2000）。
　現在の漁業対象の主な魚は、マゼランアイナメ
（Dissostichus eleginoides）とそれより少ない度合いでの
コオリカマス（Champsocephalus gunnari）である。ナ
ンキョクオキアミ（Euphausia superba）の漁業は 1970

年代を通じて発展し、その漁獲量は 1980年代に 50万
トン /年超でピークに達した後、現在は約 10万トン /

年で操業されている（Jones and Ramm, 2004）。これは
CCAMLRの中で、資源維持のために設定された予防
的漁獲制限を十分に下回る漁獲量である。
　20世紀を通じて、南極半島周辺（15.6.3節参照）と
スコシア海で、気温、海氷および海水温に大きな変化
が生じた。オキアミ漁業の主要漁場であるスコシア海
域でオキアミの量の 50%以上が失われた（Atkinson et 

al., 2004）。この海域におけるオキアミの量の減少は、
スコシア海南部と南極半島周辺の海氷の変化に関連し
ていると考えられる（Atkinson et al., 2004）。従って、
海氷のさらなる減少は、海域全体にわたって、オキア
ミの分布と量のさらなる変化をまねき、その結果、現
在オキアミが多くの捕食者にとっての主な食餌となっ
ていたり、またオキアミ漁が行われていたりする食物
網に影響を及ぼす。
　その他の種に関しては、気候推測の不確実性が、
影響予測の不確実性をもたらすが、温度の上昇と冬
の海氷の減少が、魚類とオキアミの繁殖、成長およ
び発達に影響を与え、個体群の規模のさらなる減少
と分布の変化を生じさせるであろうことは疑う余地
もない。しかし、適応能力は種ごとに異なる。水温
が 5～ 10℃まで上がると、死んでしまうような「冷
血な（cold-blooded）」（変温性）生物もあれば （Peck, 

2005）、0℃以下で生存するために血液中に特殊な抗凍
結タンパク質を持っているボウズハゲギス（Pagothenia 
borchgrevinki）のように、＋10℃での泳遊能力を－1℃
の泳遊能力と同じになるように順応できる種もある
（Seebacher et al., 2005）。
　南大洋の生態系を結び付けるうえでの海洋輸送の重
要性がますます認められるようになってきている。単
純な温暖化シナリオは海洋資源開発の影響が南方に移
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動するであろうことを示すようだが、従来と同じ海
域内で別の種が新しい漁業の対象となることも可能性
が高い。海洋循環パターンのより複雑な変化が、海洋
生態系や漁業に重大な影響を与えうるが、すべての変
化がマイナスに働く訳ではなく、便益を得る種もある
かもしれない。しかしながら、食物網内の複雑な相互
作用は推測が困難な二次的応答を生み出すかもしれな
い。例えば、オキアミの量の減少は、＜ある種の＞魚
類に悪影響を与えるかもしれない。というのは、その
魚類が捕食者の標的となる度合いが増すからである。
重要なことは、これらの生態系の変化の影響が、南大
洋内には留まらないであろうことである。高位の捕食
者種の多くが、南極地方の冬季や繁殖期の間、より低
緯度にある生態系に依存している。
　環境の変化に応じて開発を管理するための基本的な
予防基準は CCAMLRの中で設けられているが、変化
とその影響の確認を容易にするためには、より長期に
わたる、空間的にもより広範囲の観測データが必要で
ある。

15.4.5　人の健康と福利

　北極地方の多様なコミュニティに対する予測される
気候変動の影響は、コミュニティに対して作用する相
互に連結した社会的、文化的、政治的および経済的影
響力との関連でのみ理解されうる（Berner et al., 2005）。
しかし、北極地方の住民の健康と福利に対するそうし
た影響は、既に明白で、しかも現在進行中であり、今
後もそうあるであろう。最近、北極地方の先住民の健
康と福利、および健康の決定要因としての環境変化の
役割について、重要な研究が実施されてきている。従
って、本節では、＜北極地方の＞住民の中でより脆弱
な構成要素＜である先住民＞に重点を置く。

15.4.5.1　 北極地方の住民の健康への直接的気候
影響

　一部には極端な気温や気象現象への曝露の結果とし
て、直接的影響（傷害と死亡）が生じると予想される。
降水量の増加が、土石流、雪崩、落石などの自然災害
の頻度と規模に影響を与えると予想される（Koshida 

and Avis, 1998）。雷雨や高湿度は、呼吸器病や心臓
血管系疾患の短期的な増加に関連する（Kovats et al., 

2000）。Messner（2005）は、スウェーデンにおいて北
極振動（AO）の位相が正のときの気温上昇に伴って
非致命的な心臓発作の発生率が増加したことを報告し

たが、そのことを、個人のアテローム性動脈硬化症【訳

注 15-13】のかかりやすさの増大を引き起こしうる行動
の変化に関連づけた。また、ロシア北部では、気温の
低さおよび社会的ストレスが心筋症の症例、つまり心
筋の弱まりまたは心筋構造の変化に関連していると特
定された（Khasnullin et al., 2000）。さらに、北極地方
の一部地域の住民は、以前経験したことがない極端に
高温の夏の日々に伴う呼吸器ストレスを報告している
（Furgal et al., 2002）。
　一部の傷害（例えば、凍傷、低体温）や事故、およ
び疾病（心臓血管系、呼吸器系、循環器系、筋骨格疾患、
皮膚病）の頻度は、寒気への曝露によって増加する
（Hassi et al., 2005）。フィンランドでは寒い季節中に寒
気関連の疾病と傷害により推定 2,000～ 3,000人 /年の
死亡が発生する。このような冬関連の死亡は、同国内
のその他の一般的原因による年間死亡数を上回る（例
えば、交通事故による死亡 400人 /年、暑熱による死
亡 100～ 200人 /年）。ロシア北部では、子どもの呼吸
器系疾患の有病率が全国平均の 1.5～ 2倍である。冬
季中の北極地方の温暖化が、主に心臓血管系と呼吸器
系疾患による死亡の減少を通じて冬季の超過死亡率を
減少させるであろうことを証拠は示唆している（Nayha, 

2005）。寒気に対する防護の水準（個人の行動要因を
含む）が低下しないと想定すれば、寒気に関連した傷
害も減少する可能性が高い（Nayha, 2005）。

15.4.5.2　北極の住民の健康への間接的気候影響
　気候の変動性は、北極地方の人間と環境との相互作
用に対して一連のより複雑な間接的影響を与えるだろ
う（Berner et al., 2005）。ほぼすべての地域において、
その土地の伝統的な知見に、＜この地域に＞典型的で
はない環境状況やこれまでに経験したことがない極端
現象がますます記録されるようになってきている（例
えば、Krupnik and Jolly, 2002）。海氷の薄氷化や早期の
解氷などの「奇妙な（strange）」状況、つまり環境状
況の変化に伴って傷害を被る北方住民が増加している
が、このことが気候のトレンドと関連していることを
示唆する証拠がある（例えば、Lafortune et al., 2004）。
　エルニーニョ南方振動（ENSO）現象中の北極地方
の気候変動が、海洋ほ乳類、鳥類、魚類および貝類の
疾病に関連があるとされている。多くの病原体がこれ
らの疾病 （例えば、ボツリヌス症やニューカッスル病） 
と関連している。長期の気候変動から生じる気温変化
が、人間に感染しうるこれらの疾病の発生率の増加と
関連している可能性が高い（Bradley et al., 2005）。現在
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北極地方の宿主種の中に存在している多くの人畜共通
感染症（例えば、ウサギ、げっ歯類、マスクラットお
よびビーバーの野兎病やキツネの狂犬病）は、気候で
制御されるメカニズム （例えば、動物の個体群の移動） 
を通じて拡散しうる。同様に、疾病の媒介生物として
の役割を果たす多くの昆虫種の越冬生存および分布
は、気温の上昇によってプラスの影響を受ける。この
ことは、北極地方における多くの疾病の再出現や新し
い疾病の出現を意味するだろう（Parkinson and Butler, 

2005）。スウェーデンのダニ媒介性脳炎（脳の感染
症）（Lindgren and Gustafson, 2001）や、北極海のワモ
ンアザラシ（Phoca hispida）およびホッキョククジラ
（Balaena mysticetus）のGiardia  spp.（ジアルジア症）と
Cryptosporidium spp.（クリプトスポリジウム症）の症
例は、この潜在性を示す証拠である（Hughes-Hanks et 

al., 2005）。
　その土地の環境から得られる自給食物は、北極地方
の住民に文化的および経済的便益を与え、また数種の
ビタミンと必須食物要素の日々の要求量の大きな割合
を占めている（例えば、Blanchet et al., 2000）。野生の
食物もまた、環境汚染物質への最大の曝露源となる。
これらの化学物質の多くは、吸収、輸送および降下と
いった挙動が温度による影響を受ける。ゆえに、気候
温暖化は間接的に＜化学物質に対する＞人間の曝露に
影響するだろう （Kraemer et al., 2005）。気候変動は、北
極地方のコミュニティの社会的、文化的、経済的およ
び政治的傾向と相まって、野生生物種の入手しやすさ
と分布の変化を通じて、極周辺の住民の食事に影響を
与える可能性が高いだろう。
　北極地方の先住民の食事における市場食品の増加へ
のこれまでの移り変わりは、心臓血管系疾患、糖尿病、
虫歯、肥満症などの罹患率の増加に関連がある（Van 

Oostdam et al., 2003）。多くの先住民コミュニティでは、
自給的な食料システムが伝統と社会経済的および文化
的福利の基礎となっている。先住民たちは、非先住民
コミュニティとは異なった方法で行う伝統的な資源採
取活動を通じて、環境との強い結び付きを維持してい
る。このことが、実のところ、特定の人々が特定の地
域への基本的な帰属意識を保つことに寄与しているの
だろう（Gray, 1995; Nuttall et al., 2005）。
　気候関連の変化が一部の自給システムにおける食料
安全保障の諸側面を脅かしている反面、気温の上昇と
海氷面積の減少は交通機会の拡大と市場食品へのアク
セスの増大を意味している。動物群集の移動の変化も
また、北方地域への新しい食物種の移入の可能性を意

味している。北極地方の食料安全保障に対するこれら
の組み合わさった影響は、冬の厳しさの減少と夏の成
長期間の長期化に伴う農業および牧畜活動の機会拡大
と相まって、＜日々の＞食事がどう変化してどう健康
に影響するかの予測を困難にしている。たとえ、その
土地の環境が何を供給できるか、また何を持続できる
かについて十分な理解があると仮定したとしても、や
はり予測は困難である。また、これらの影響が、環境
の変化によってのみならず、経済的、技術的および政
治的影響力によっても左右されるであろうことは明ら
かである。
　気候変動は、河川や沿岸の洪水と侵食の増加、干ば
つの増加、および永久凍土の崩壊を通じて、結果とし
て貯水池の喪失や下水の汚染を引き起こし、とりわけ、
低平な沿岸の北極地方コミュニティ （例えば、米国ア
ラスカ州シシュマレフ；カナダ北西準州ツクトヤツク） 
において最も深刻にコミュニティや公衆衛生インフラ
を 脅かす可能性が高い。コミュニティの水源は塩水浸
入や細菌汚染を被りやすいだろう。基本衛生のために
利用可能な水の量も、干ばつやインフラ被害のために
制限されうる。また、洪水や汚水処理池などのインフ
ラの被害、あるいは不十分な衛生状態のため、汚水が
拡散した場合、屎尿との接触により引き起こされる疾
病の発生率が増加する恐れがある。しかしながら、水
温上昇によって廃水処理池の処理効率は向上する可能
性もあり、このことは、地方の人口増加に伴う自然の
廃水処理システムの拡張の必要性を遅らせる （Warren 

et al., 2005）。
　現在北極地方のコミュニティに対してまたコミュニ
ティの中で作用している結合した社会文化的、経済
的、政治的、環境的影響力（Chapin et al., 2005a）は、
住民の健康と福利に対して重大な関わりを持つ（Curtis 

et al., 2005）。特定のコミュニティを （例えば、侵食や
永久凍土の融解を通じて） 脅かし、住民の強制移転に
つながるような物理的環境の変化や、自給種へのアク
セス（例えば、イヌイットによるホッキョクグマの狩
猟）の変化を生じる結果となる資源の移動または減少
は、急速かつ長期的な文化の変化と伝統の喪失をもた
らしうる。そうした喪失が今度は個人の間に精神的苦
痛や不安を生み出しうる（Hamilton et al., 2003; Curtis et 

al., 2005）。しかしながら、北極地方の大部分において、
気候変動は、コミュニティを改変する数多くの駆動要
因の一つにすぎない。それらの諸要因はコミュニティ
の内外から生じるが、＜それらは＞結合して、生活様
式に影響を与え、社会的、文化的および精神的健康に
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相関する伝統を失わせることによって、文化の変容の
プロセスに影響を与えている（Berry, 1997）。
　北極地方のコミュニティが過去 50年間に見てきた
社会的、文化的および経済的変遷は、北極地方の健
康のすべての側面に影響を及ぼしており、この影響が
将来も続く可能性がかなり高い。おそらく、気候変動
は、北極地方の人々のアイデンティティ、文化、およ
び社会的・物理的福利の基礎となってきたその土地の
環境と、個人およびコミュニティとの関係に問題を投
げ掛けながら、コミュニティの変化を駆動していくだ
ろう（Einarsson et al., 2004; Berner et al., 2005; Chapin et 

al., 2005a）。

15.4.6　沿岸域と小島嶼

15.4.6.1　北極地方沿岸の侵食
　極域の沿岸の安定性は、あらゆる地域＜の沿岸＞に
共通の要因（曝露、相対海面水位の変化、気候、岩
相）と、高緯度地域特有の要因（低温、地下氷、海氷）
の影響を受ける。最も深刻な侵食問題は、海面水位が
上昇する場所に所在するインフラと文化的に重要なサ
イトに影響を与える。そのような場所では、温暖化が
季節的な海氷の消失が起こる場所と合致するか、あ
るいは氷分に富む永久凍土が広範に存在する （Forbes, 

2005）。氷分に富む永久凍土は、カナダの北極地方西部、
アラスカ北部およびロシアの大部分の北極地方沿岸部
において広範囲に広がっている（例えば、Smith, 2002; 

Nikiforov et al., 2003）。波の侵食作用と夏の高気温は海
岸線の後退を加速する。このことは、場合によっては、
海洋環境への土砂や有機炭素の地域的流入のかなりの
部分に寄与する （Aré, 1999; Rachold et al., 2000）。耐久
力ある基盤岩の上や氷河アイソスタシーの反発力【訳注

15-14】が働いているところに所在するコミュニティは、
侵食に対する脆弱性が低い。
　沿岸の不安定性は、うまく適応されていない開発に
よってさらに増幅される可能性がある。例えば、バラ
ンデイ（ロシア連邦）などの場所では、工業活動が侵
食を加速しており、このことが住宅団地や工場施設の
倒壊をまねいている（Ogorodov, 2003）。人間と自然の
影響の相互作用もまた沿岸侵食への感度を増加させる
だろう。例えば、シシュマレフ（米国アラスカ州）や
ツクトヤツク（カナダ北西準州）では、海氷の縮小、
永久凍土の融解、高潮および波の複合効果が、財産の
かなりの喪失を引き起こしており、その結果、住宅
やその他の施設の移転や放棄が生じている（Instanes 

et al., 2005）。伝統的な場所から転出することへの文化
的な抵抗感にもかかわらず、これらの変化は最終的に
移転を強いることになるかもしれない。侵食が加速し
ていることの明確な証拠はまだ少ないものの、カナダ
のハーシェル島の地下氷がきわめて多い沿岸地域にお
いて 1954～ 1970年と 1970～ 2000年の間に侵食速
度が増したことが文書で立証されている（Lantuit and 

Polland, 2003）。あるモデル実験（Rasumov, 2001）の結
果は、シベリア北極地方東部の侵食速度が夏の平均気
温の 3℃上昇に伴って 3～ 5 m/年増加しうることを示
唆した。さらに、アラスカのネルソンラグーンで観測
されているように、海氷の予測される減少もまた侵食
の増大に寄与するであろう （Instanes et al., 2005）。

15.4.6.2　亜南極諸島
　亜南極諸島のいくつかは、最近の相当な気候変動
を経験している。その影響は大きく、重大な物理的・
生物学的変化を含んでいる（具体的な例については、
第 11章、11.2.1節および 11.4.2節、表 11.1; 第 16章、
16.4.4節を参照）。

15.5　適応：実践、オプション、制約

　北極周辺の国々は世界の CO2 排出量のかなりの割合
に責任があり、また北極地方は重要な化石燃料産出地
である。一部の住民や低開発地域はこれらの諸国の排
出量のごくわずかな割合にしか寄与していないだろう
が、この地域において進行中の資源開発や近代化の傾
向に鑑み、極域では緩和と適応の双方を考慮する必要
がある。北極地方の住民が直面する負担は、北極地方
で観測され予測される気候変動の増幅によっても、ま
た劇的な環境影響の可能性によっても拡大される。世
界のその他の脆弱な地域の場合と同様、人間、とりわ
けその土地の環境と最も密接に関係して生活している
人々の適応が肝要である。
　歴史的に、北極先住民の文化的な適応とその土地の
資源の利用能力は、季節的変動と生態学的状況の変
化に関連するかまたは影響されてきた。これまでに成
功した適応の特徴の一つは、技術と社会組織の柔軟
性、および気候変動に対処し、その悪影響のいくつか
を回避する知識と能力にある。先住民集団は、狩猟者
と会社員を結び付ける親族関係網の中で、さらには現
金経済分野の中でさえも、資源を共有することを通じ
て回復力を発展させてきた。多くの人々は、頻繁に職
を替えたり、いくつかのパートタイム職を兼ねるなど
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して柔軟に働いている（Chapin et al., 2006）。歴史的
には、大きな気候変動や環境変化への対応の仕方とし
ては、集団の大きさの変更や適当な新しい場所への移
転、季節的循環と収穫に関する柔軟性、および共有の
仕組みと支援網の構築などがあった（Krupnik, 1993; 

Freeman, 1996）。これらの戦略の多くは、集団の移転
を除き、今日でも依然としてさまざまな形で用いられ
ている（例えば、Berkes and Jolly, 2001; Nickels et al., 

2002; McCarthy et al., 2005）。しかし、将来は、こうし
た対応も、外部および内部の双方からコミュニティに
対して作用する社会的、文化的、経済的および政治的
力によって制約されるかもしれない。
　詳細なその土地の知識とそれが存在する社会制度は
人々と彼らを取り巻く環境の相互作用を理解するため
の重要な基礎であり、それゆえ、コミュニティの適応
能力にとってきわめて重要である（15.6.1節参照）。し
かし、この知識の生成には環境との積極的な関わりが
必要であり、この相互関係の性質 （例えば、その土地
で過ごす、あるいは自給活動に携わる時間や頻度） が
変わると同様に、そこから得られる情報も変わる。そ
の土地の環境の変化は、この知識にさらなる難題を課
し、気候変動と社会の変化に対する人間の脆弱性を増
大しうる。
　食料安全保障に対する不確実性と脅威の増大は、回
復力がある柔軟な資源調達システムの必要性を強調
している。回復力と適応力は、生態系の多様性と社会
経済システムを規定する制度上の規範によって決ま
る（Adger, 2000）。再生可能資源と再生不能資源の両
方の革新的な共同管理は、柔軟な管理体制を通じて適
応能力を支えうると同時に、その土地の経済的便益お
よび生態系と社会の回復力を強化する機会を提供する
（Chapin et al., 2004）。
　適応の機会は、既に生じているいくつかの変化の中
に存在する。新種の出現 （例えば、Babaluk et al., 2000; 

Huntington et al., 2005） や高緯度農業における成長期間
の延長と機会の増大は、その土地の食料システムの回
復力を強化する機会を提供する。また、エコツーリズ
ムの拡大は、環境エリアの保護に関するインセンティ
ブを増大させるだろう。しかし、これらの好影響の機
会をうまく利用するためには、制度の柔軟性と経済的
支援の枠組みが必要である。
　北極地方の生態系と人間社会との相関性を考える
と、多分野にまたがる適応を支える広範なアプローチ
をとる戦略が必要になる。例えば、その土地の人々が
保護区域内で自給活動を行うことを許容する政策は、

生物多様性と文化の保全の両方に寄与する（Chapin et 

al., 2005a）。気候状況の変化を補償する柔軟な境界線を
備えた公園などの重要な場所の設置や保全は、野生生
物の保護と人間が利用するその土地から提供される サ
ービス（例えば、観光やレクリエーション）を強化す
る（Chapin et al., 2005a）。
　多くの地域の北極コミュニティは大きな回復力と適
応能力を示しているが、一部の対応は社会政治的変化
によって損なわれてきている。今日、北極地方の諸地
域間に存在する政治的、文化的および経済的多様性は、
コミュニティが環境の変化にどう影響され、どう対応
するかに影響を与えている。また、そうした多様性は、
気候変動や影響、対応のある特定の経験が普遍的でな
いかもしれないことを意味している。現在のところ、
先住民であるか先住民でないかにかかわらず、コミュ
ニティや個人が、リスクの認識の仕方においてどのよ
うに相違するか、また、不利な変化に応えて自らの生
活の諸側面 （例えば、収穫戦略） をどう適応させるで
あろうかに関しては、ほとんど知られていない。その
土地の適応戦略の有効性は北極地方の全地域にわたっ
て一様というわけではなく、また、たとえ諸コミュニ
ティが同様の資源および生態学上の環境を共有してい
る場合でさえ、うまく適応するコミュニティもあれば、
変化の動因に対して脆弱なコミュニティもあることの
理由については、知見に大きな空白がある。結局、適
応に関する理解は、すべての北極地方の住民の社会的
および経済的脆弱性の理解を深めることからしか得る
ことができない（Handmer et al., 1999）。

15.6　事例研究

15.6.1　事例研究：適応に関する伝統的な知識

　北極地方の人々の間では、有効な知識基盤の発展に
関して、選択に対する圧力がきわめて強い。その原動
力となっているのは、遠隔の過酷な北極環境の中でき
わめて変わりやすい天然資源に頼って生活するための
必要性である。それに応じて、彼らは気象や雪、氷の
状態に関する強い知識基盤を構築してきている。とい
うのは、これらの事象が、狩猟、移動および天然資源
の利用可能性に関連しているからである（Krupnik and 

Jolly, 2002）。知識、信条および慣行のこれらのシステ
ム＜つまり、知識基盤＞は、経験を通じて進展してき
ており、メンバー間や世代間で文化的に伝達されてき
ている（Huntington, 1998; Berkws, 1999）。こうした北
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極地方の先住民の知識は、通常の科学や環境観測に加
えて、また、環境、天然資源および文化の全体的な理
解に対して、詳細な情報を提供する（Huntington et al., 

2004）。北極地方の先住民の知識の価値への認識がま
すます高まってきており、それを文書で立証するため
の共同努力が拡大しきている。加えて、これらの知識
は、環境やその他の形の変化に対応する適応および天
然資源管理戦略を策定するための貴重な基礎となる。
最後に、その土地の知識は、先住民コミュニティへの
気候変動の影響（Riedlinger and Berkes, 2001; Krupnik 

and Jolly, 2002）を理解するためにも、また、例えば一
部のコミュニティが伝統的な狩猟、漁業および採取慣
行の柔軟性を通じてどのようにして変化を受け入れて
きたかを理解するためにも必要不可欠である。
　このような知識の生成と応用は、以下のようなこと
で証拠だてられている。すなわち、イヌイット狩猟
者が氷の安定性と安全性の低下にもかかわらず新たな
移動・狩猟ルートを見つける能力（例えば、Lafortune 

etal., 2004）、多くの先住民集団が渡りの時期やルート
を変えたガンやカリブーなどの種を見つけて狩猟した
り、地域内に移入した代替種を見つけて狩り始める能
力（例えば、Krupnik and Jolly., 2002; Nickels et al., 2002; 

Huntington et al., 2005）、本来の特徴とは異なる気象が
ますます増加する環境において安全な海氷と気象状態
を検出する能力（George et al., 2004）、年の遅い時期に
海氷状況の異なる中、開水面で海洋種を狩るのに必要
な知識と技術 （Community of Arctic Bay, 2005）などで
ある。
　北極地方の住民は強い回復力と適応性を示している
が、環境の変化に対する伝統的な対応の一部は既に最
近の社会政治的な変化によって損なわれてきている。
将来の相当な気候変動に対して、自らの文化や生活様
式に基本的な脅威をまねくことなしに対処する彼らの
能力が無限であるとはとうてい考えられない。伝統的
知識の生成と応用には、環境への積極的な関わりとコ
ミュニティ内の密な社会的ネットワークのほか、この
ような形態の知識や理解の価値に対する尊重と承認が
必要である。一部のコミュニティおよび主に若い世代
に見受けられるより欧米的な生活様式への最近の社会
的、経済的および文化的傾向は、伝統的な知識の生成
と継承のサイクルを損ない、従ってまた、適応能力へ
のその寄与を損なう恐れがある。

15.6.2　事例研究：北極地方のメガデルタ

　北極地方の沿岸やそこに注ぐ河川に沿って多数の河
川デルタが存在する。中でも特に重要なのはレナ川の
メガデルタ（44,000 km2）とマッケンジー川のメガデ
ルタ（9,000 km2）であり、それぞれユーラシア大陸と
北アメリカ大陸で最大の北極河川によって涵養されて
いる。極域以外に所在するメガデルタとは対照的に、
これらのシステムの物理的展開と生態系の健康は雪氷
圏特有のプロセスによって強く制御されており、それ
ゆえ気候変動の影響をきわめて受けやすい。
　現在、北極地方の沿岸デルタの前進／後退は、海岸
近くの流氷や陸につながった定着氷によって与えられ
る保護に強く依存している（Solomon, 2005; Walsh et 

al., 2005）。温暖化に伴うそうした保護の消失は、波や
高潮による侵食の増大をまねくだろう。そうした問題
は、海面水位の上昇、海氷面積の縮小による＜波の＞
吹送距離の増大、また可能性があるものとして暴風雨
の頻度の増加によっていっそう悪化するだろう。同様
に、現在デルタの構成物質を凝固させている永久凍土
と地下氷の融解は、デルタの前部と河岸沿いの流体力
学的な侵食を引き起こすだろう。デルタ平野自体での
永久凍土の融解も同様の変化をもたらすだろう。例え
ば、サーモカルスト作用の増大につれて、最初は水溜
りが発達するが、それらは最終的には、地表水システ
ムと地下水システムが連結することにより干上がるに
至るだろう。20世紀末期にユーコン川デルタ上で湖
沼が広がったように、気候の温暖化は既に湿地の喪失
を引き起こしている可能性がある（Coleman and Huh, 

2004）。また、融解による地盤沈下は、春の増水と高
潮によるデルタ洪水の規模と頻度に影響を与える可能
性がある（Kokelj and Burn, 2005）。
　北極地方デルタのツンドラ平原の大部分に所在する
多数の湖沼と池にとって、現在の水収支と堆積物‐栄
養塩の供給は、春の増水期の川のアイスジャムによっ
て生じる氾濫水の供給に強く依存している。マッケン
ジー川流域の巨大な河川デルタ（ピース ･アサバスカ
デルタ）の将来の気候状況に関する研究は、河氷の薄
氷化と春の流出量の減少が組み合わさって、アイスジ
ャムによる洪水の減少をまねくであろうことを示して
いる（Beltaos et al., 2006）。このような変化と気温上昇
による夏の蒸発量の増大が相まって、デルタ内の池の
水位低下をもたらすだろう（Marsh and Lesack, 1996）。
北極地方の多くの地域では、夏の蒸発量が既に降水量
を超過しているため、アイスジャム洪水の喪失は、デ
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ルタにある池の干上がりや、湖沼生態系の健康に必須
であることが知られている堆積物と栄養塩の喪失を引
き起こしうる（Lesack et al., 1998; Marsh et al., 1999）。
デルタにある池の干上がりの効果に対抗するために既
に実施され、成功している適応戦略には、アイスジャ
ムの形成とそれに伴う洪水の可能性を高めるための貯
水池からの放水管理がある （Prowse et al., 2002）。

15.6.3　 事例研究：南極半島－手つかずの環
境での急速な温暖化

　南極半島は、概して標高 2,000 m以上の険しい山系
からなっており、夏の融解期がある点で南極大陸の大
部分の地域と異なっている。夏の融解により数多くの
孤立した無積雪域が生み出されるが、それらの無積雪
域は、原始的植物、微生物および無脊椎動物からなる
単純な生物群集にとっての生息地、および海洋ほ乳類
や鳥類の繁殖地となる。南極半島では、世界平均の数
倍という劇的な速度で温暖化が進んでいる（Vaughan 

et al., 2003; Trenberth et al., 2007）。第 3次評価報告書以
降、こうした温暖化の原因とその重大な影響の理解に
相当な進歩があった。
　50年前に記録が始まって以来、南極半島の年平均
気温は急上昇している。例えば、ベルナドスキー（旧
称ファラデー）基地では 2.5℃以上上昇した（Turner et 

al., 2005）。＜南極半島＞西岸では、夏と春の温暖化の
速度は冬や秋に比べてはるかに遅かったものの、それ
でもなお気温が 0℃を上回る日数を 74%増加させるの
に十分であり（Vaugham et al., 2003）、その結果として
の融解の増大が、南極半島の環境と生態に対して劇的
な影響をもたらしている。
　10箇所の浮遊棚氷から約 14,000 km2の氷が失われ 

（King, 2003）、氷河末端の 87%が後退し（Cook et al., 

2005）、また季節的積雪面積が縮小してきている（Fox 

and Cooper, 1998）。季節的積雪と浮遊氷の消失は全
球の海面水位に直接の影響を与えていないが、棚氷
の消失に起因する内陸の氷河の加速（De Angelis and 

Skvarca, 2003; Scambos et al., 2004; Rignot et al., 2005）
と融解水の流出量の増加（Vaughan, 2006）が、海面水
位上昇への寄与の増大を引き起こすであろう。もし、
夏の温暖化が続くならば、これらの影響も大きくなる
だろう。
　海洋堆積物コアは、棚氷が＜現在の＞最低規模に似
通った規模まで縮小したことは、おそらく少なくとも
過去 10,000年間にはなかったであろうこと（Domack 

et al., 2005）、および間違いなく 1,000年間にはなかっ
たこと（Pudsey and Evans, 2001; Donmack et al., 2003）
を示している。このことは、＜棚氷の＞後退が単に地
方的気候の周期変動によるものではないことと、最近
の温暖化が過去 10,000年間の中で特異であることを
示唆している（Turner et al., 2007）。温暖化をまねくプ
ロセスははっきりしないが、大気循環と相関している
と思われ（van den Broeke and van Lipzig, 2003）、とり
わけ人為起源の影響により惹起される南半球環状モー
ド（SAM）の変化と相関していると思われる（Marshall 

et al., 2004; Marshall et al., 2006）。＜南極半島＞西岸の
冬の温暖化もまた、ベリングスハウゼン海の海氷の絶
えざる後退（図 15.2; Parkinson, 2002を参照）および
温暖化と関連していると思われる（Meredith and King, 

2005）。南極大陸上空のオゾンの春の減少（南極オゾ
ンホ－ル）もまた、大気循環の変化の駆動に関係して
いるとされているが（Thompson and Solomon, 2002）、
これには異論もある（Marshall et al., 2004）。しかし、
現在の大循環モデル（GCM）は、過去 50年間にわた
って観測されているこの温暖化をシミュレートしてい
ないため（King, 2003）、将来も急速な温暖化が続くか
どうかについて、確信をもって推測することはできな
い。
　もし温暖化が続く （とりわけ夏に） とすれば、重大
な影響が生じるだろう。沿岸氷の後退と積雪の消失は、
岩盤と永久凍土の新たな露出を引き起こし、植物相と
動物相の拡大と侵入によるコロニー化のための新しい
生息地を提供する。しかし、植物相と動物相に対する
気候変動の直接の影響は推測が困難である。それは、
これらの生態系が多数のストレス要因の影響を受けや
すいからである。例えば、オゾン濃度の減少と夏の乾
燥のために紫外線曝露による被害が増加し、そのこと
が温暖化への＜動植物の＞直接の応答を阻害する可能
性がある（Convey et al., 2002）。加えて、外来種による
侵入の脅威が増大する。というのは、気候の改善によ
って、外来種の定着を阻んでいた気候障壁が損なわれ、
また人間活動の増加が侵入の機会を増大させるからで
ある。そうした侵入は既に多くの亜南極諸島で起こっ
ており、在来種に対して有害な結果を引き起こしてい
る（Frenot et al., 2005）。さらに、急速な気候変動の間の、
在来種の増殖速度の低下は、それらの種の移行の可能
性を制限している可能性がある。
　南極半島西方の海洋生態系のすべての栄養段階にお
いて、ある傾向がある。これらの傾向は、海氷の面積
と期間の減少によって駆動されている。一次生産量の
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変化もまた、氷河の融解水の供給の増加による影響を
受けてきているかもしれない（Smith et al., 2003）。同
様に、海氷面積の減少は、植物性プランクトンの主な
捕食者であるオキアミとサルパの量のバランスの劇的
な変化の原因となった可能性が高い（Atkinson et al., 

2004）。オキアミの減少は、おそらくはより高位の捕
食者（アホウドリ、アザラシ、クジラおよびペンギン
: ペンギンの個体数は既に変化している ; Smith et al., 

2003）に影響を与えるだろうが、より遠くにまで及ぶ
影響も考えられ、おそらくは南大洋の一部での CO2 固
定にさえ影響を与えうる（Walsh et al., 2001）。
　南極半島の温暖化の地球規模での意義を要約するこ
とは難しいが、主な懸念はその比類ない自然環境と生
物相の喪失である。南極半島の温暖化は、地球上のあ
らゆる地域の近年の温暖化の中で最も早い速度で進ん
でおり、このことは、微妙な気候力学的プロセスがい
かに地域的な気候変動を駆動しうるか、そして人間に
よる影響が最も小さい環境でのその影響の複雑さを、
劇的に喚起させる。

15.7　結論：持続可能な開発への含意

15.7.1　 北極地方の経済活動、インフラおよび
持続可能性

　氷分に富む永久凍土の融解は地盤沈下と石油や天然
ガスの採取および輸送施設を含むインフラへの被害の
可能性を作り出す（Hayley, 2004）。そして、気候温暖
化は既存の地盤沈下問題をいっそう悪化させるだろう
（Instanes et al., 2005）こうしたリスクは「永久凍土ハザ
ード」指数を使って評価されており（例えば、Nelson 

et al., 2001; Anisimov and Belolutskaia, 2004; Anisimov and 

Lavrov, 2004; Smith and Burgess, 2004）、それらは、気候
予測と相まって、21世紀半ばまでにリスクが高い地帯
（居留区、パイプライン、採取施設が含まれる）が北
極海周辺に不連続に展開するであろうと示唆している
（Nelson et al., 2001）。同様に、中程度のリスク地帯には、
より大きな居住地（ヤクーツク、ノリリスク、ボルク
タ）のほか、シベリア横断鉄道とバイカル・アムール
鉄道の大部分が含まれる。しかし、永久凍土への気候
変動の広範な影響と地方的な人為起源の変化との区別
は、いまだに大きな課題として残っている（Tutubalina 

and Rees, 2001; Nelson, 2003）。最近のいくつかの科学
論文やメディア報道は広範に広がっているインフラの
被害を気候変動に関連づけているが（例えば、Smith et 

al., 2001; Couture et al., 2003）、暖房された建物がその下
にある氷分に富む永久凍土に与える影響は、気候変動
の影響と間違えられやすい。同様に、北方の居住地で
は都市のヒートアイランド現象が生じており（例えば、
Hinkel et al., 2003）、それが永久凍土の地方的な崩壊の
一つの要因となっている可能性がある。
　永久凍土の融解によって被害を受けたコミュニティ
インフラの修復にかかるコストは相当なものとなりう
る（Couture et al., 2000, 2001; Chartrand et al, 2002）。永
久凍土のある環境向けに特別に設計された建物でさ
え、設計基準を超えた場合は厳しい被害を受ける可能
性がある（Khrustalev, 2000）。ごみ廃棄場や汚染物質
収容施設は、設計要素として氷分に富む永久凍土の不
透水性に依存しているが（Snape et al., 2003）、そうし
た場所が融解すると、たとえ比較的小規模な漏出であ
っても、結果として、水資源の深刻な汚染と多額の浄
化コストを生じさせうる（Roura, 2004）。また、氷分
に富む永久凍土のある地域の沿岸侵食の速度は、あら
ゆる地域の侵食速度の中で最も早く、しかも海面上昇
によって加速されうる（Brown et al., 2003）。＜沿岸侵
食の＞脅威にさらされた居住地の移転には、きわめ
て多額の費用がかかるであろう。アラスカ州キバリ
ナ市を近隣の場所に移転するコストは 5,400万米ドル
になるだろと見積もられている（U.S. Arctic Research 

Commission Permafrost Task Force, 2003）。しかし、コス
トの一部は、北方コミュニティが受ける経済的便益に
よって相殺されるだろう。例えば、暖房費の節約が生
じる。モデルは、北極地方および亜北極地方の人口集
中地域における熱エネルギー需要の 15%の減少と要暖
房期間の最高 1か月の減少を推測している（Anisimov, 

1999）。
　歴史的に、湖面や河面の氷は、冬の主な交通ルート
および小規模居住地への連絡路を提供してきた。薄氷
化は＜氷の＞荷重負担能力を低下させ、結氷期間の短
縮は利用可能な期間を減少させるだろう。気候変動の
初期段階の適応は、建設技術、輸送車両、スケジュー
ルなどを通じて改善されるであろうが、長期的戦略は
新しい交通の方法やルートを必要とするだろう。開水
面ネットワークが実現可能な場所では、水上交通への
依存の拡大が賢明だろう。内陸部では、全天候型の道
路の建設が唯一の実現可能なオプションであるかもし
れない。ただし、それはかなりのコストの増大を意味
する（例えば、Lonergan et al., 1993; Dore and Burton, 

2001）。同様の問題が、主に沖合施設へのアクセスに
用いられている海氷上の道路の利用にも影響を与える
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だろう。
　夏の海氷の減少は、北西航路（Northwest Passage）
の航行可能性をますます高めるであろうし、北極海航
路（Northern Sea Route）は船による輸送の新しい機会
を作り出すだろう。北極海航路では、2050年には、砕
氷仕様の貨物船の航行に適する条件である海氷面積が
75%以下となる日数が年間 125日となるであろうと予
測されている （Instanes et al., 2005）。海上航行の増加と
夏の長期化は、観光や調査旅行のための条件を改善す
るだろう（Instanes et al., 2005）。そうした効果は、既に
北アメリカ大陸の北極地方で報告されている（Eagles, 

2004）。
　たとえ気候変動がなくとも、北極地方の持続可能
な開発のための実現可能な計画の立案は複雑であろ
う。しかし、そこに気候変動の不確実性と北極地方に
おけるその可能性が高い増幅が加わると、その作業は
莫大なものとなる。上述のようなインフラへの影響
は、おそらく成長期間が長期化することと農業努力の
増大、新しい海上航路の開設、水産資源の変化および
生態系の変化と相まって、北極地方の経済開発のため
の多くの新しい機会をもたらすだろう。しかし、その
ことはまた、どの程度の開発が実際のところ持続可能
なのかについて制限を課すことにもなるだろう。とは
言え、いまや政府および住民の間で、環境保護と持続
可能な開発は表裏一体であるとの理解が増してきてい
るように思われ（Nuttall, 2000a）、北極評議会（Arctic 

Council）には環北極協力のためのフォーラムが存在す
る。同フォーラムは 8カ国と 6つの先住民組織で構成
され、持続可能な開発の概念を受け入れている。北極
評議会は、国際北極科学委員会（IASC）と提携して、
最近の北極圏気候影響評価（ACIA, 2005）の責任を負
っている。同評価は、北極地方における気候変動の影
響の理解を相当に改善してきており、地域的影響評価
の基準となるものであり、北極地方の持続可能な管理
計画の基礎となるであろう。

15.7.2　南極地方の経済活動および持続可能性

　漁業と観光が現在の南極地方での唯一の顕著な経
済活動である。2005/06年夏には 27,000人以上の観光
客が南極を訪れており、観光産業は急成長しつつある
（IAATO, 2006）。気候変動と南極半島上の人間活動の
増大による複合的ストレスは、明らかな脆弱性を表し
ており（15.6.3節を参照）、南極半島に上陸する観光客
に対する服装由来の汚染を除去する厳しいガイドライ

ンの実施を必要としている（IAATO, 2006）。
　しかしながら、漁業は南極で行われている唯一の大
規模な資源開発であり、1982年以降、南極の漁場は
「南極の海洋生物資源の保存に関する条約（CCAMLR）」
によって規制されてきている。同条約は許容漁獲量の
決定に当たって気候変動を考慮に入れている。しかし、
CCAMLRの施行前にサウスジョージア島周辺で行わ
れていた過激な漁業が一部の＜水産＞資源の大幅な減
少をまねいており、それはまだ完全には回復していな
い。また、マゼランアイナメ（Dissostichus eleginoides）
の違法で無秩序かつ無報告の漁獲が懸念されている。
というのは、このことが気候変動と並行して、＜水産
＞資源の持続可能な管理を弱体化するように働きうる
からである（Bialek, 2003）。そのうえ、こういった漁
業は混獲された種の死をもたらす漁法をしばしば不法
に使用する。混獲された種の例としてアホウドリとミ
ズナギドリが挙げられ、これらはいまや絶滅が危惧さ
れる（Tuck et al., 2001）。

15.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　第 3次評価報告書（TAR, Anisimov et al., 2001）およ
び北極圏気候影響評価報告書（ACIA, 2005）以降、極
地システムに関する我々の理解にかなりの前進がみら
れた。第 3次評価報告書で予期されていた気候誘発に
よる変化の多くがいまや文書で立証されている。こう
した検証は、モデルの改善、新しいデータおよび伝統
的な知識やその土地の知識の利用の増大と相まって、
極域の将来の変化の予測に関する我々の確信度を高め
てきている。しかし相当な不確実性が残っており、ま
た極域の遠隔で過酷な環境が、データの収集を制約し
ており、観測網がまばらでほとんどは最近設置された
ばかりである。極域での気候変動の影響を理解するう
えでの困難さは、個々の極地システムの内部や相互間
に存在する複雑性、極地システムのフィードバックと
感度、およびさまざまな（非）平衡状態への転換の可
能性によっていっそう悪化させられる。
　第 3次評価報告書以降、かなりの研究が北極先住民
に対する気候変動の影響に焦点を合わせてきており、
従って本章では極域住民の中でも先住民の部分に重点
を置いた。しかし、より広範な住民への影響もまた考
慮される必要があり、とりわけ現在は情報不足のため
取組みが困難な経済面への影響も考慮されるべきであ
る。
　主要な不確実性に取り組むためには、特別のアプ
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ローチが必要とされるであろう（表 15.1）。北極地方
に関しては、国際科学コミュニティによって将来の研
究に関する詳細な提言が起草されている（ICARP II, 

2006）。また、国際極年（International Polar Year） であ
る 2007～ 2009年中に、南北両極で組織的な研究が一
気に進むことが予期される。
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図 15.1　本文中で用いられている地名を含む、北極域と南極
域の位置図。氷河地と非氷河地の地形が異なる色の濃淡で表
されている。南北の極前線は極からの冷水の広がりのおおよ
その位置を示す目的で掲げたが、位置は所々で解釈が分かれ
たり移動したりすることがある（この地図およびその他の地
図は P.Fretwell, British Antarctic Societyから引用した）。

and the likely impact of projected climate change in the future.
The following summarises the key findings of that assessment to
which ‘very-high confidence’ or ‘high confidence’ was attached
(see Figure 15.1 for overview and place names used in this chapter).

Key trends highlighted in the TAR
• In the Arctic, during the 20th century, air temperatures over

extensive land areas increased by up to 5°C; sea ice thinned
and declined in extent; Atlantic water flowing into the Arctic
Ocean warmed; and terrestrial permafrost and Eurasian spring
snow decreased in extent.

• There has been a marked warming in the Antarctic Peninsula
over the last half-century. There has been no overall change in
Antarctic sea-ice extent over the period 1973-1996.

Key regional projections highlighted in the TAR
• Increased melting of Arctic glaciers and the Greenland ice

sheet, but thickening of the Antarctic ice sheet due to
increased precipitation, were projected.

• Exposure of more bare ground and consequent changes in
terrestrial biology on the Antarctic Peninsula were anticipated.

• Substantial loss of sea ice at both poles was projected.
• Reduction of permafrost area and extensive thickening of the

active layer in the Arctic was expected to lead to altered
landscapes and damage to infrastructure.

• Climate change combined with other stresses was projected
to affect human Arctic communities, with particularly
disruptive impacts on indigenous peoples following
traditional and subsistence lifestyles.

• Economic costs and benefits were expected to vary among
regions and communities.

Key polar drivers of global climate change identified in the TAR
• Changes in albedo due to reduced sea-ice and snow extent

were expected to cause additional heating of the surface and
further reductions in ice/snow cover.

Awareness of such issues led to the preparation of a uniquely
detailed assessment of the impacts of climate change in the
Arctic (ACIA, 2005), which has been drawn upon heavily in the
Arctic component of this chapter. There is no similarly detailed
report for the Antarctic.

15.2 Current sensitivity/vulnerability

15.2.1 Climate, environment and
socio-economic state

Arctic
For several decades, surface air temperatures in the Arctic

have warmed at approximately twice the global rate (McBean
et al., 2005). The areally averaged warming north of 60°N has
been 1-2°C since a temperature minimum in the 1960s and
1970s. In the marine Arctic, the 20th-century temperature record
is marked by strong low-frequency (multi-decadal) variations
(Polyakov et al., 2002). Serreze and Francis (2006) have
discussed the attribution of recent changes in terms of natural

variability and anthropogenic forcing, concluding that a
substantial proportion of the recent variability is circulation-
driven, and that the Arctic is in the early stages of a
manifestation of a human-induced greenhouse signature. This
conclusion is based largely on the relatively slow rate of

Polar regions (Arctic and Antarctic) Chapter 15

656

Figure 15.1. Location maps of the North and South polar regions,
including place names used in the text. The topography of glaciated
and non-glaciated terrain is shown by using different shading schemes.
The polar fronts shown are intended to give an approximate location
for the extent of cold, polar waters but are, in places, open to
interpretation and fluctuations. (This and other maps were drawn
by P. Fretwell, British Antarctic Survey.)

①

②

③              ④

⑤

⑥

⑦

①グリーンランド
②北極海
③西南極
④東南極
⑤南極半島
⑥南大洋
⑦極前線
Depth（ｍ）：深さ（ｍ）
Sea-bed depth：海底の深さ
Non glaciated land：非氷河地
Height（m）: 標高（ｍ）
Glaciated land：氷河地

【図、表、Box】
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although only two of these (one of each) are significant at the
10% level (Turner et al., 2005). If the individual station records
are considered as independent measurements, then the mean
trend is warming at a rate comparable to mean global warming
(Vaughan et al., 2003), but there is no evidence of a continent-
wide ‘polar amplification’ in Antarctica. In some areas where
cooling has occurred, such as the area around Amundsen-Scott
Station at the South Pole, there is no evidence of directly
attributable impacts, but elsewhere cooling has caused clear
local impacts. For example, in the Dry Valleys, a 6 to 9%
reduction in primary production in lakes and a >10%/yr decline
in soil invertebrates has been observed (Doran et al., 2002).
Although the impacts are less certain, precipitation has also
declined on sub-Antarctic islands (Bergstrom and Chown,
1999).

Recent changes in Antarctic sea-ice extent are discussed in
detail elsewhere (Lemke et al., 2007), but evidence highlighted
in the TAR (Anisimov et al., 2001) gleaned from records of
whaling activities (de la Mare, 1997) is no longer considered
reliable (Ackley et al., 2003). So, for the period before satellite
observation, only direct local observations (e.g., Murphy et al.,
1995) and proxies (e.g., Curran et al., 2003) are available. For
the satellite period (1978 to present) there has been no
ubiquitous trend in Antarctic sea-ice duration, but there have
been strong regional trends (see Figure 15.2). Sea-ice duration
in the Ross Sea has increased, while in the Bellingshausen and
Amundsen Seas it has decreased, with high statistical
significance in each case (Parkinson, 2002; Zwally et al., 2002).

This pattern strongly reflects trends in atmospheric temperature
at nearby climate stations (Vaughan et al., 2003).

Increasing atmospheric CO2 concentrations are leading to an
increased draw-down of CO2 by the oceans and, as a consequence,
sea water is becoming more acidic (Royal Society, 2005). As is the
case in other parts of the world’s oceans, coccolithophorids and
foraminifera are significant components of the pelagic microbial
community of the Southern Ocean and contribute to the draw-
down of atmospheric CO2 to the deep ocean. Experimental studies
(Riebesell et al., 2000) indicate that elevated CO2 concentration
reduces draw-down of CO2 compared with the production of
organic matter. Recent investigations suggest that at the present
rate of acidification of the Southern Ocean, pteropods (marine
pelagic molluscs) will not be able to survive after 2100 and their
loss will have significant consequences for the marine food web
(Orr et al., 2005). Similarly, cold-water corals are threatened by
increasing acidification. Furthermore, increasing acidification
leads to changes in the chemistry of the oceans, altering the
availability of nutrients and reducing the ability of the oceans to
absorb CO2 from the atmosphere (Royal Society, 2005; see also
Chapter 4 this volume).

15.2.2 Vulnerability and adaptive capacity

Vulnerability is the degree to which a system is susceptible to,
or unable to cope with, adverse effects of stress; whereas
adaptive capacity, or resilience, is an ability to adjust to stress,
to realise opportunities or to cope with consequences (McCarthy
et al., 2005).

15.2.2.1 Terrestrial and marine ecosystems
Many polar species are particularly vulnerable to climate

change because they are specialised and have adapted to harsh
conditions in ways that are likely to make them poor competitors
with potential immigrants from environmentally more benign
regions (e.g., Callaghan et al., 2005; Peck et al., 2006). Other
species require specific conditions, for example winter snow
cover or a particular timing of food availability (Mehlum, 1999;
Peck et al., 2006). In addition, many species face multiple,
concurrent human-induced stresses (including increased
ultraviolet-B radiation, increasing contaminant loads, habitat
loss and fragmentation) that will add to the impacts of climate
change (Walther et al., 2002; McCarthy et al., 2005).

Plants and animals in the polar regions are vulnerable to
attacks from pests (Juday et al., 2005) and parasites (Albon et al.,
2002; Kutz et al., 2002) that develop faster and are more prolific
in warmer and moister conditions. Many terrestrial polar ecosystems
are vulnerable because species richness is low in general, and
redundancy within particular levels of food chains and some
species groups is particularly low (Matveyeva and Chernov,
2000). Loss of a keystone species (e.g., lemmings, Turchin and
Batzli, 2001) could have cascading effects on entire ecosystems.

Arctic
In Arctic ecosystems, adaptive capacity varies across species

groups from plants that reproduce by cloning, which have
relatively low adaptive potential, through some insects (e.g.,
Strathdee et al., 1993) that can adapt their life cycles, to micro-

Figure 15.2. Trends in annual Antarctic sea-ice duration in days per year,
for the period 1978-2004, after Parkinson (2002). Hatched areas show
where trends are not significant at the 95% level. (Data compiled by
W.M. Connolley, British Antarctic Survey.)
図 15.2　1978～ 2004年期間における南極海の海氷が分布す
る期間の年間日数のトレンド 。Parkinson（2002）に準拠。網
かけの部分は 95%レベルの有意なトレンドがない場所を示し
ている（W.M.Connolley, British Antarctic Surveyが編集したデー
タによる）。

Trend in sea-ice duration days per year；海氷が分布す
る期間の年間日数のトレンド
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organisms that have great adaptive potential because of rapid
turnover and universal dispersal. The adaptive capacity of
current Arctic ecosystems is small because their extent is likely
to be reduced substantially by compression between the general
northwards expansion of forest, the current coastline and longer-
term flooding of northern coastal wetlands as the sea level rises,
and also as habitat is lost to land use (see Figure 15.3). General
vulnerability to warming and lack of adaptive capacity of Arctic
species and ecosystems are likely, as in the past, to lead to
relocation rather than rapid adaptation to new climates (see
Figure 15.3).

As air and sea water temperatures have increased in the
Bering Sea, there have been associated changes in sea-ice cover,
water-column properties and processes including primary
production and sedimentation, and coupling with the bottom
layer (Grebmeier et al., 2006). A change from Arctic to sub-
Arctic conditions is happening with a northward movement of
the pelagic-dominated marine ecosystem that was previously
confined to the south-eastern Bering Sea. Thus communities that
consist of organisms such as bottom-feeding birds and marine
mammals are being replaced by communities dominated by
pelagic fish. Changes in sea ice conditions have also affected
subsistence and commercial harvests (Grebmeier et al., 2006).

Many Arctic and sub-Arctic seas (e.g., parts of the Bering and
Barents Seas) are among the most productive in the world
(Sakshaug, 2003), and yield about 7 Mt of fish per year, provide
about US$15 billion in earnings (Vilhjálmsson et al., 2005), and
employ 0.6 to 1 million people (Agnarsson and Arnason, 2003).
In addition, Arctic marine ecosystems are important to
indigenous peoples and rural communities following traditional
and subsistence lifestyles (Vilhjálmsson et al., 2005).

Recent studies reveal that sea surface warming in the north-
east Atlantic is accompanied by increasing abundance of the
largest phytoplankton in cooler regions and their decreasing
abundance in warmer regions (Richardson and Schoeman,
2004). In addition, the seasonal cycles of activities of marine
micro-organisms and invertebrates and differences in the way
components of pelagic communities respond to change, are
leading to the activities of prey species and their predators
becoming out of step. Continued warming is therefore likely to
impact on the community composition and the numbers of
primary and secondary producers, with consequential stresses
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Figure 15.3. Present and projected vegetation and minimum sea-ice
extent for Arctic and neighbouring regions. Vegetation maps based on
floristic surveys (top) and projected vegetation for 2090-2100, predicted
by the LPJ Dynamic Vegetation Model driven by the HadCM2 climate
model (bottom) modified from Kaplan et al. (2003) in Callaghan et al.
(2005). The original vegetation classes have been condensed as follows:
grassland = temperate grassland and xerophytic scrubland; temperate
forest = cool mixed forest, cool-temperate evergreen needle-leaved and
mixed forest, temperate evergreen needle-leaved forest, temperate
deciduous broadleaved forest; boreal forest = cool evergreen needle-
leaved forest, cold deciduous forest, cold evergreen needle-leaved
forest; tundra = low- and high-shrub tundra, erect dwarf-shrub tundra,
prostrate dwarf-shrub tundra; polar desert/semi-desert = cushion forb,
lichen and moss tundra. Also shown are observed minimum sea-ice
extent for September 2002, and projected sea-ice minimum extent,
together with potential new/improved sea routes (redrawn from Instanes
et al., 2005; Walsh et al., 2005).

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

図 15.3　北極地方とその近隣地域の現在の植生と最小海氷面積および予測される植生と最小海氷面積。植生図は植物相調査に
基づくもの（上図）と、2090～ 2100年の予測植生 （下図）。予測植生は HadCM2気候モデルで駆動された LPJ動態植生モデル
により予測されたもので、Callaghan et al.（2005）中の Kaplan et al.（2003）を修正した。原植生区分は、次のように簡略化され
ている：草地 = 温帯草地、乾生低木地 ; 温帯林 = 冷温帯混合林、冷温帯常緑針葉樹林および混合林、温帯常緑針葉樹林、温帯
落葉広葉樹林 ; 北方林 = 冷帯常緑針葉樹林、寒帯落葉樹林、寒帯常緑針葉樹林 ; ツンドラ = 樹高が低い／高い潅木ツンドラ、直
立性の矮性潅木ツンドラ、匍匐性の矮性潅木ツンドラ ; 極砂漠／半砂漠 = クッション植物を含む草本ツンドラ、地衣類ツンドラ、
蘚苔類ツンドラ。また、図には、2002年 9月に観測された最小海氷面積と予測された＜将来の＞最小海氷面積のほか、可能性
がある新規／改良航路も示されている（Instanes et al., 2005; Walsh et al., 2005から再掲）。

Current Arctic Conditions： 現在の北極地方の状態
Projected Arctic Conditions： 予測される北極地方の状態

凡例：
①温帯林
②北方林
③草地
④極砂漠／半砂漠
⑤ツンドラ
⑥氷
⑦ 2002 年 9 月に観測された氷の範囲
⑧ 2080 ～ 2100 年に予測される氷の範囲
⑨北西航路
⑩北方海路
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Over the last half-century, the combined flow from the six
largest Eurasian rivers has increased by approximately 7% or an
average of 2 km3/yr (Peterson et al., 2002). The precise
controlling factors remain to be identified, but effects of ice-melt
from permafrost, forest fires and dam storage have been
eliminated as being responsible (McClelland et al., 2004).
Increased runoff to the Arctic Ocean from circumpolar glaciers,
ice caps and ice sheets has also been noted to have occurred in
the late 20th century and to be comparable to the increase in
combined river inflow from the largest pan-Arctic rivers
(Dyurgerov and Carter, 2004).

The Arctic contains numerous types of lentic (still-water)
systems, ranging from shallow tundra ponds to large lakes.
Seasonal shifts in flow, ice cover, precipitation/evapotranspiration
and inputs of sediment and nutrients have all been identified as
climate-related factors controlling their biodiversity, storage
regime and carbon-methane source-sink status (Wrona et al.,
2005). A significant number of palaeolimnological records from
lakes in the circumpolar Arctic have shown synchronous
changes in biological community composition and
sedimentological parameters associated with climate-driven
regime shifts in increasing mean annual and summer
temperatures and corresponding changes in thermal
stratification/stability and ice-cover duration (e.g., Korhola et
al., 2002; Ruhland et al., 2003; Pienitz et al., 2004; Smol et al.,
2005; Prowse et al., 2006b).

Permafrost plays a large role in the hydrology of lentic
systems, primarily through its influence on substrate
permeability and surface ponding of water (Hinzman et al.,
2005). Appreciable changes have been observed in lake
abundance and area over a 500,000 km2 zone of Siberia during
an approximate three-decade period at the end of the last century
(see Figure 15.4; Smith et al., 2005). The spatial pattern of lake

disappearance strongly suggests that permafrost thawing is
driving the changes.

15.4.1.2 Impacts on physical regime
Changes in Arctic freshwater systems will have numerous

impacts on the physical regime of the Arctic, particularly
affecting hydrological extremes, global feedbacks and
contaminant pathways.

Hydrological models based on atmosphere-ocean general
circulation models (AOGCMs) have consistently also predicted
increases in flow for the major Arctic river systems, with the
largest increases during the cold season (Miller and Russell,
2000; Arora and Boer, 2001; Mokhov et al., 2003; Georgievsky
et al., 2005). Less clear is what may occur during the summer
months, with some results suggesting that flow may actually
decrease because of evaporation exceeding precipitation (e.g.,
Walsh et al., 2005). Reductions in summer flow could be
enhanced for many watersheds because of increases in
evapotranspiration as dominant terrestrial vegetation shifts from
non-transpiring tundra lichens to various woody species (e.g.,
Callaghan et al., 2005). CO2-induced reductions in transpiration
might offset this, and have been suggested as being responsible
for some 20th-century changes in global runoff (Gedney et al.,
2006).

Since Arctic river flow is the major component of the
freshwater budget of the Arctic Ocean (Lewis et al., 2000), it is
important to the supply of freshwater to the North Atlantic and
related effects on the thermohaline circulation (Bindoff et al.,
2007). The sum of various freshwater inputs to the Arctic Ocean
has matched the amount and rate at which freshwater has
accumulated in the North Atlantic over the period 1965 to 1995
(Peterson et al., 2006). Under greenhouse gas scenarios, the total
annual river inflow to the Arctic Ocean is expected to increase
by approximately 10 to 30% by the late 21st century (Walsh et
al., 2005). An additional source of future freshwater input will
be from melting of large glaciers and ice caps, most notably from
Greenland (Gregory et al., 2004; Dowdeswell, 2006). The
cumulative effect of these increasing freshwater supplies on
thermohaline circulation remains unclear but is a critical area of
concern (Loeng et al., 2005; Bindoff et al., 2007).

Warming is also forecast to cause reductions in river- and
lake-ice cover, which will lead to changes in lake thermal
structures, quality/quantity of under-ice habitat and effects on
ice jamming and related flooding (Prowse et al., 2006a). Specific
to the latter, forecasts of earlier snowmelt freshets could create
conditions more conducive to severe break-up events (Prowse
and Beltaos, 2002), although a longer period of warming could
also reduce severity (Smith, 2000). This effect, however, is likely
to be offset on some large northward-flowing rivers because of
reduced regional contrasts in south-to-north temperatures and
related hydrological and physical gradients (Prowse et al.,
2006a).

Projected changes of permafrost, vegetation and river-runoff
may have noticeable impacts on river morphology, acting
through destabilisation of banks and slopes, increased erosion
and sediment supply, and ultimately leading to the
transformation between multi- and single-channel types.
Geological reconstructions and numerical simulations indicate
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Figure 15.4. Locations of Siberian lakes that have disappeared after
a three-decade period of rising soil and air temperatures (changes
registered from satellite imagery from early 1970s to 1997-2004), overlaid
on various permafrost types. The spatial pattern of lake disappearance
suggests that permafrost thawing has driven the observed losses. From
Smith et al., 2005. Reprinted with permission from AAAS.

図 15.4　土壌温度と気温が上昇した 30年の期間のあとに
消失したシベリアの湖沼の位置 （1970年代初期から 1997～
2004年までの衛星画像から記録された変化） をさまざまな永
久凍土のタイプの上に重ね合わせた。湖沼の消失の空間的パ
ターンは、永久凍土の融解が観測された消失を駆動してきた
ことを示唆している。Smith et al., 2005による。AAASの許可
を得て転載。

凡例：
Vanished lakes：消失した湖
Flood plains：氾濫原
Permafrost Types：永久凍土のタイプ
Continuous：連続
Discontinuous：不連続
Isolated：孤立
Sporadic：点在
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Box 15.1　 20 世紀におけるタイセイヨウダラ－歴史的な事例

この Boxは、タラの個体群が、20世紀を通じておよび 2005年までの間、海水温の変化、漁獲、食餌種と捕
食者の量の変化などの多数のストレスに対してどう応答してきたかを示すものである。＜ここで取り上げた
＞ 4つのタラ個体群のすべてが現在までに相当な減少を示している。このことは、これらの個体群がいまや
将来の気候と開発の両方の変化に対して脆弱であることを示唆している。しかし、データは、極前線以南の
群体は、極前線以北の群体に比べて脆弱性が低いことを示唆している。

 

＜（a）～（d）共通＞
凡例：
FSB：Fishable stock biomass：漁業資源バイオマス
F%：Fishing pressure（% of stock; scale 0-60）：漁業圧力（資源の百分率；スケール 0-60）
△ t℃：Temperature deviation: 気温偏差
横軸：西暦
縦軸（左）：漁業資源バイオマス（100 万 t）
縦軸（右）：気温偏差（℃）

図 15.5　北大西洋の 4つの主要なタラの群体の地理的分布（赤色の箇所）。青の実線は極前線の平均的な地
理的位置を示す。グラフ（a: 西グリーンランド b: ニューファンドランド／ラブラドル c: バレンツ海 d; アイ
スランド）は 1900～ 2005年における漁業資源 （黄色の部分）、漁獲量（赤線）および温度（青線）の変化
を示す。データ源：グリーンランド（Buch et al., 1994; Horsted, 2000; ICES, 2006）; ニューファンドランド／
ラブラドル（Harris, 1990, Lilly et al, 2003）; アイスランド（Schopka, 1994; Hafrannsó knastofnunin, 2006; ICES, 
2006）; バレンツ海（Bochkov, 1982; Hylen, 2002; ICES, 2005a）、1981年以降のデータはロシアのムルマンスク
にある極域漁業海洋研究所（Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, PINRO）から提供さ
れた。

グリーンランド
1870年代に西グリーンランド沖で始まった海水温記録は、1920年頃に突然昇温するまでは、＜水温は＞きわ
めて低温であったこと、そして 1960年代末期に突然に低下するまでは高い温度を維持していたことを示した
（Jensen, 1939; Buch et al., 1994; Vilhjálmsson, 1997; 図 15.5a参照）。19世紀後半、グリーンランド水域にはタイ
セイヨウダラは存在しなかったが（Jensen, 1926; Buch et al., 1994）、アイスランド沖にはすぐれたタラ漁場が
存在した（Jensen, 1926, 1939; Buch et al., 1994）。1920年代初期の海水温上昇と同時に、アイスランド沖から
大量の若いタラが西グリーンランド沖に移動し、そこで自立した群体を形成した。その群体は 1970年代に
消滅した（Buch et al., 1994; Vilhjálmsson, 1997; Vilhjálmsson et al., 2005）。
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Box 15.1. Atlantic cod in the 20th century: historical examples

This box illustrates how cod populations have responded through the 20th century and until 2005 to the multiple stresses of
ocean temperature change, exploitation, changing abundance of food species and predators. All four cod populations show
substantial decreases to the present, and suggest that they are now vulnerable to future changes in both climate and exploitation.
However, the data suggest that the vulnerability of stocks south of the polar front is less than that to the north of the polar front.

Greenland
Ocean temperature records, begun off West Greenland in the 1870s, showed very cold conditions until temperatures warmed
suddenly around 1920, and maintained high levels until they dropped suddenly in the late 1960s (Jensen, 1939; Buch et al., 1994;
Vilhjálmsson, 1997; see Figure 15.5a). There were no Atlantic cod in Greenland waters in the latter half of the 19th century (Jensen,
1926; Buch et al., 1994), while there was a good cod fishery off Iceland (Jensen, 1926, 1939; Buch et al., 1994). Concurrent with
the warming in the early 1920s, large numbers of juvenile cod drifted from Iceland toWest Greenland and started a self-supporting
stock there, which vanished in the 1970s (Buch et al., 1994; Vilhjálmsson, 1997; Vilhjálmsson et al., 2005).

Comparison of catches and temperature records shows that the occurrence of cod off Greenland depends principally on West
Greenland water temperature (Horsted, 2000). Thus the reappearance of cod off Greenland will probably depend on drift of
juvenile cod from Iceland as it did in the 1920s. West Greenland waters may now be sufficiently warm for this to happen. Indeed
such drifts did occur in 2003 and 2005, but the numbers were small; a probable consequence of the depleted and younger
spawning stock of Icelandic cod, which has not produced a strong year class for 20 years (ICES, 2005b).

Newfoundland/Labrador
Beginning in the 16th century, annual catches from this stock increased until the mid-1800s. From 1920 to 1960, catches varied
then increased rapidly, peaking in 1968. Catches then dropped sharply until about 1977 when Canada acquired its 200-mile
Exclusive Economic Zone (Rose, 2004). Total allowable catches were increased in the mid- to late 1980s, but dropped again after
1989. Amoratorium on fishing was imposed in 1992 (see Figure 15.5b). While fishing was the primary cause of the decline (Walters
and Maguire, 1996), decreased productivity in cod and a reduction in their primary food (capelin) also occurred in the late 1980s
and 1990s (Rose and O’Driscoll, 2002; Shelton et al., 2006). Furthermore, a moratorium on seal hunting led to an explosion in
seal abundance and thus increased mortalities of their prey, including cod (Lilly et al., 2003). High mortality remains the key
obstacle to population growth. While future warming climate is likely to promote recovery of cod (Drinkwater, 2005), an increase
in abundance of the main forage fish, capelin, is likely to be a necessary precursor.

Iceland/Barents Sea
In the face of exploitation, the comparative resilience of these cod stocks is high because they are south of the polar front and,
therefore, well inside the limit tolerance of the species to cold temperatures (see Figure 15.5c, d).

Figure 15.5. The geographical distribution of four major cod stocks in the North Atlantic (red patches). The continuous blue line indicates an
average geographical position of the Polar Front. The graphs (a: West Greenland; b: Newfoundland/Labrador; c: Barents Sea, and d: Iceland)
show the developments of fishable stock (yellow shading), catches (red line) and temperature (blue line) during the period 1900-2005. Data
sources: Greenland (Buch et al., 1994; Horsted, 2000; ICES, 2006); Newfoundland/Labrador (Harris, 1990; Lilly et al., 2003); Iceland (Schopka,
1994; Hafrannsóknastofnunin, 2006; ICES, 2006); Barents Sea (Bochkov, 1982; Hylen, 2002; ICES, 2005a), data since 1981 were kindly
provided by the Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), Murmansk, Russia.
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漁獲量と海水温記録との対比は、グリーンランド沖のタラの出現が主に西グリーンランドの水温の上昇に起
因していることを示した（Horsted, 2000）。従って、グリーンランド沖へのタラの再出現は、おそらくは 1920

年代にそうであったようにアイスランドからの若いタラの移動によって決まるだろう。いまや西グリーンラ
ンドの水温はこのことが起こるのに十分なほど上がっている可能性がある。実際、そうした移動は 2003年と
2005年に起こったが、数が少なかった。これは、おそらくはアイスランドのタラの群体の減少と産卵の若年
化の結果であり、このため 20年間にわたり強い年級群が産まれていない （ICES, 2005b）。

ニューファンドランド／ラブラドル
この群体からの年間漁獲高は、16世紀から始まって 1800年代半ばまで増加した。1920から 1960年まで漁獲
高はまちまちだったが、その後急増して 1968年にピークに達した。その後漁獲高は、カナダが 200マイル
排他的経済水域を設定した 1977年頃まで急角度で減少した（Rose, 2004）。漁獲可能量は 1980年代中期から
末期まで増加したが、1989年以降再び減少した。漁獲の一時禁止が 1992年に課された（図 15.5b参照）。漁
業が減少の主な原因であったが（Walters and Maguire, 1996）、タラの生産力の減少とその主な食餌（カラフト
シシャモ）の減少も 1980年代末期と 1990年代に起こった（Rose and O’Driscoll, 2002; Shelton et al., 2006）。そ
のうえ、アザラシ猟の一時禁止がアザラシの量の爆発的増加をもたらし、その結果、タラを含むアザラシの
被食者の死滅率が増加した（Lilly et al., 2003）。高い死滅率は依然として個体群の増加を阻む主な障害である。
将来の気候温暖化はタラの回復を促進する可能性が高いが（Drinkwater, 2005）、主な食餌であるカラフトシ
シャモの量の増加がその前提となる可能性が高い。

アイスランド／バレンツ海
開発にもかかわらず、これらのタラの群体の相対的回復力は高い。それは、これらの群体が極前線以南に分
布しているため、冷水温に対する種の耐性限界内に十分入っているからである。

表 15.1　主要な不確実性と関連する科学的提言／アプローチ。

不確実性 提言およびアプローチ
南北両極地方の陸域、淡水および海洋の生物多様性の変化と、
資源利用と気候フィードバックへの含意の検出と予測。

統合的なモニタリング網とマニピュレーション実験のさらな
る開発 ; 長期データセットの照合の改善 ; 伝統的知見の利用
拡大と適切なモデルの開発。

北極地方の自然環境と極域の海洋の現在と将来の地域的炭素
収支、およびそれが全球の気候変動を駆動する可能性。

観測およびモニタリング網とモデリング戦略の拡大。

両極において気候変動の影響を変化させ、あるいは増幅しさ
えする複数の動因（例えば、人間活動の増加、海洋酸性化）
の影響。

統合的な生物地球物理学的研究および社会経済学的研究の進
展。

気候変動の細かいスケールでの空間的および時間的変動性
と、その南北両極地方の諸地域への影響。

気候推測のダウンスケーリングの改善、および影響の「ホッ
トスポット」を特定してそこに焦点を合わせる努力の増進。

北極地方の淡水の流出、海氷の形成／融解および南北両極地
方の氷河／氷床の融解が一体となって、熱塩循環を含む全球
の海洋プロセスに果たす役割。

淡水の生産性と海洋システムの応答に焦点を合わせた水循環
および雪氷圏の観測と研究活動の統合。

北極地方の人の健康と社会経済的、文化的および政治的状況
の多様性と複雑性のなりゆき ; これらのシステムのスケール
間での相互作用と適応能力への含意。

極周辺地域における人間システムの標準化されたベースライ
ンデータの開発 ; 多分野統合的研究 ; 分野特有、地域特有の
人間の脆弱性に関する研究の実施。

閾値、極端現象、階段関数的変化および非線形相互作用、と
りわけ、縮小する雪氷圏構成要素により生成される相変化に
伴う相互作用や生態系への撹乱に伴う相互作用を含む、南極
および北極システムのモデル予測

非線形性に焦点を合わせた、既存の長期データセットの適切
な調査 ; 科学の諸分野にまたがり、非線形性とフィードバッ
クプロセスを確実に推測するモデルの開発。

変化の臨界速度や閾値／ティッピングポイントに対処するた
めの自然システムおよび人間システムの適応能力。

生物の適応能力を特定し、モデル化すること、また人間の適
応戦略を策定することを目的とする人間と生物の気候影響に
関する既存の研究の統合。
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【第 15章　訳注】

【訳注 15-1】 原文の英語は Polar regions（Arctic and Antarctic）。他章では「地方」は主として“local”の訳語としたが、
本章では “region” の訳語としても使用した。ここでは北極および南極の周辺領域を広く指す。

【訳注 15-2】 原文の英語は landscape。他章では多くの場合、「景域」と訳したが、本章では文脈に応じて、「地表」
または「自然環境」と訳した。

【訳注 15-3】 原文の英語は polar amplification。気候モデルによる温暖化予測の結果にみられる特徴で、気温上昇
が低緯度と比べて極域で顕著に現れること。

【訳注 15-4】 原文の英語は redundancy。生態系の中で、ある役割を複数の生物種が担うことで系が安定化する、
という概念のこと。

【訳注 15-5】 原文の英語は carbonであるが、ここでは二酸化炭素のことを指すと思われる。

【訳注 15-6】 原文の英語は ice-road。冬季に凍結した湖、川や海の表面を整備して通行できるようにした道路の
こと。北極地方に点在する孤立した居住地へ物資を輸送する経路として利用される。

【訳注 15-7】 原文の英語は transfer times。移転回数が増えることにより、海までの到達時間が長くなることを意
味するか。

【訳注 15-8】 原文の英語は regime shift。ここでは気候がある準定常状態から別の準定常状態へ急激に遷移する
こと。

【訳注 15-9】 原文の英語は ice jamming。海峡に砕けた海氷が詰まったり、河川で河氷が詰まったりする状態の
こと。

【訳注 15-10】 原文 の英語は mine tailing pond。鉱山の施設のひとつで、鉱石を採鉱、選鉱したあとに残った鉱物
残渣（廃棄鉱物）を沈殿させるために人工的に作った池のこと。

【訳注 15-11】 原文の英語は cumulative degree-days。気温がある閾値以上であった時間とその間の平均気温を掛
けた値のこと。

【訳注 15-12】原文の英語は polynya。用語解説参照のこと。

【訳注 15-13】 原文の英語はatherosclerotic diseases。脂肪性物質のまだらな沈着物が動脈の内壁で大きくなるため、
血流が減少したり遮断されたりする病気のこと。欧米諸国では主要な病因、死因である。

【訳注 15-14】 原文の英語は glacio-isostatic rebound。氷河が消滅した後、かつての氷河の重みで押し下げられて
いた地表面が徐々に上昇することで力学的バランスを回復する作用のこと。
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