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概要

気候変動の特定の影響に対する脆弱性は、そのような
影響がそのほかの原因によるストレスとともに感じ
られる時および場所において、最も深刻になるだろう 

［20.3, 20.4, 20.7, 第 17 章 17.3.3 節］（確信度が非
常に高い）。
非気候ストレスには、貧困、資源への不均等なアクセ
ス、食料安全保障、環境劣化、および自然災害から
のリスクが含まれうる［20.3, 20.4, 20.7, 第 17章 17.3.3

節］。いくつかの場所では、気候変動そのものが、独
自の複合的ストレスを生じさせうる。このような場
合、気候変動に対する総計としての脆弱性は、本質的
に、特定の影響に対する脆弱性の合計よりも大きくな
る［20.7.2］。

気候変動の影響に対処する努力と、持続可能な開発【訳

注 20-1】を促進する試みは、資源（情報と技術を含む）
へのアクセス、資源分配における衡平性、人的資本お
よび社会的資本の蓄積、リスク分担の仕組みへのアク
セス、不確実性に対処するための意思決定支援メカニ
ズムの能力など、共通の目標と決定因子を共有する 

［20.3.2, 第 17 章 17.3.3 節、第 18 章 18.6 お よ び
18.7 節］（確信度が非常に高い）。とは言うものの、開
発活動には、気候関連の脆弱性をいっそう悪化させる
ものもある ［20.8.2, 20.8.3］ （確信度が非常に高い）。
開発コミュニティに気候変動問題を持ち込み、気候変
動コミュニティに重大な開発問題を持ち込むことで、
多大な相乗作用が生まれる可能性が非常に高い［20.3.3, 

20.8.2, 20.8.3］。 評価、審査、行動における効果的なコ
ミュニケーションは、参加型評価とガバナンスの両方
において、また共同学習イニシアティブにおける有意
義な分野の特定において、重要なツールとなる可能性
が高い。こうした相乗作用にもかかわらず、これまで、
持続可能性の促進に関する議論で、気候影響への適応、
災害リスクの低減、および／または、適応能力の向上
が明示的に含められたことは、ほとんどない［20.4, 

20.5, 20.8.3］。

気候変動は、全世界にわたって集計され、現在に割り
引かれた将来の正味のコストをまねくであろう。こ
れらのコストは時間の経過とともに増大するだろう 

［20.6.1, 20.6.2］ （確信度が非常に高い）。
炭素の社会的コストに関する 100件以上の見積りが入
手可能である。それらには炭素 1トン当たり－10米

ドルから＋ 350米ドルまでの値がある。 専門家によ
る査読を受けた見積りの平均値は炭素 1トン当たり
43米ドルで、標準偏差は 1トン当たり 83米ドルであ
る。気候感度、反応の遅れ、割引率、衡平性の取扱
い、経済的および非経済的影響の評価、ならびに起こ
りうる壊滅的損失の取扱いにおける不確実性は、例え
ば Stern （2007）が発表した炭素 1トン当たり 310米ド
ルという見積りを含む、こうしたばらつきの多くを説
明している。炭素の社会的コストに関するその他の見
積りは炭素 1トン当たり 1米ドル未満から 1トン当た
り 1,500米ドルを超えるものまで、少なくとも 3桁に
またがっている ［20.6.1］。 統合評価モデルによる全世
界で集計した数値は、まだ貨幣価値化されていない重
要な影響を含めていないため、気候コストを過小評価
している可能性が高い。［20.6.1, 20.6.2, 20.7.2, 20.8、第
17章 17.2.3節、第 19章］。集計された見積りが、分野間、
地域間、国家間、および地方間での影響の顕著な差異
を覆い隠していることはほぼ確実である。［20.6, 20.7, 

20.8、第 17章 17.3.3節］。炭素やその他の温室効果ガ
スの実質社会的コストが、時間が経過するにつれて増
加するであろうことはほぼ確実であり、その増加率は
年間に 2から 4％になるであろう可能性が非常に高い 

［20.6, 20.7］。 2080年までには、11億から 32億人が水
不足を （シナリオに因る）、2億から 6億人が飢餓を、
年間 200万から 700万人がさらに沿岸洪水を経験する
であろう可能性が高い［20.6.2］。

特定の政策やプログラム、個々のイニシアティブ、参
加型計画プロセスやコミュニティによるその他のアプ
ローチをとおして、現在および将来の気候変動や極端
現象に伴う危険に対する脆弱性を軽減することは、気
候変化に対する脆弱性を低減しうる ［20.8.1, 20.8.2、
第 17 章 17.2.1、17.2.2、および 17.2.3 節］ （確信度
が高い）。 脆弱性を軽減するための取組みは、気候変
化に伴うすべての損害を解消するには十分なものでは
ないだろう ［20.5, 20.7.2, 20.7.3］ （確信度が非常に
高い）。

気候変動は、例えばミレニアム開発目標に向けた長期
的な進捗によって測られる持続可能な開発経路を達成
する国家の能力を阻げるであろう ［20.7.1］ （確信度が
非常に高い）。
次の半世紀のうちに、気候変動が、各国の今世紀半ば
に向けたミレニアム開発目標【訳注 20-2】の達成をより
困難にするであろう可能性が非常に高い。高い確信度
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でもって人為起源であると原因特定される気候変動そ
れ自体は、2015年ミレニアム開発目標を達成しようと
する各国に対する、重要でかつ追加的な障害とはなら
ないであろう可能性が非常に高い。というのは、より
至近の影響を伴うほかの多くの障害が立ちはだかって
いるからである［20.7.1］。

適応策と緩和策の相乗作用は、今世紀半ばまでは有効
であろうが （確信度が高い）、積極的な緩和と適応能力
への多大な投資の組合せであってさえも、可能性が高
い開発シナリオに沿うと、今世紀末までに押しつぶさ
れうる ［20.7.3、 第 18 章 18.4、 18.7 節、 第 19 章］ 

（確信度が高い）。
2050年頃までは、有効な温室効果ガス濃度を 550 ppm

に抑えるための地球規模の緩和努力は、気候感度が高
いか低いかによらず、また、とりわけ強化された適応
を伴う場合、開発途上国に相当な便益をもたらすであ
ろう可能性が高い。先進国もまた、とりわけ気候感度
が高い場合や、既に脆弱性の兆候を示している分野や
地域において、適応－緩和介入ポートフォリオ【訳注

20-3】から多大な便益を得る可能性が高いだろう。し
かし、たとえ積極的な緩和が、大幅に強化した適応能
力と合わせて実施されたとしても、2100年までに気候
変動が全球にわたる多大な影響をもたらすであろう可
能性が高い［20.7.3］。

20.1 はじめに－背景

　ブルントラント委員会 （WCED, 1987）に従って、第
3次評価報告書 （TAR） （IPCC, 2001b） は、持続可能な
開発を「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうこ
となく、現在の世代のニーズを満たす開発」と定義し
た。もちろん定義の代案は数多くあり、普遍的に受け
入れられているものはない。それにもかかわらず、そ
れらはすべて以下の重要な要素のうち一つあるいはそ
れ以上を重要視している。つまり、何を開発するかを
特定すること、何を持続させるかを特定すること、持
続されるべき実体と開発されるべき実体とのつながり
を特徴づけること、ならびにこれらの関係について将
来の状況を描くことである（NRC, 1999）。目標、指標、
値および実践もまた持続可能な開発の調査を組み立て
うる （Kates et al., 2005）。持続可能な開発全体における
要素は、地球の生命維持システムを保つ形で、人間の
基本的なニーズを満たしつつある （Kates et al., 2000）。
その強みは、経済と環境の間や現在と将来の間の実際

および認知された衝突を和解させることにある （NRC, 

1999）。著者らは、持続可能な開発の柱である経済的、
生態学的、および人間／社会的側面を強調してきてい
る （Robinsion and Herbert, 2001; Munasinghe et al., 2003; 

Kates et al., 2005）。経済的側面は人間の福祉 （実収入
など） の向上を目指している。生態学的側面は生態シ
ステムがもとのままの状態であり、回復力を保全する
ことを求めており、社会的側面は人間関係を豊かにす
ることと、個人や集団の願望の達成（Munasinghe and 

Swart, 2000）、ならびに、社会正義に関する懸案事項に
対処すること、および環境問題への社会の意識向上の
推進 （O’Riordan, 2004）に焦点を当てている。
　持続可能な開発の概念は、過去 20年の間、特に
1992年の 178ヶ国政府がアジェンダ 21 を受け入れた
地球サミット以来、主流の考え方に浸透してきてい
る （UNDSD、2006）。10年後、2002年の持続可能な開
発に関する世界首脳会議（WSSD、2002）は、持続可
能な開発が、広く支持された社会的および政治的目標
となったことを明らかにした。地球環境戦略研究機関 

（IGES, 2005）がアジアにおいて例証したように、実施
には問題が残っているが、持続可能な開発の三つの側
面（経済的、生態学的、人間／社会的）を統合するこ
とによって地球の生命維持システムを守りつつ、かつ
飢餓や貧困を根絶しながら、人間のニーズを満たす＜
開発＞経路への転換を、開発プログラムが助長しなけ
ればならないという国際的な幅広い合意がある（ICSU, 

2002）。「サステイナビリティ学（sustainability science）」
（Kates et al., 2000）、マルチスケール決定解析 （Adger et 

al., 2003）、および「サステノミクス【訳注 20-4】」 （Munasinghe 
et al., 2003） などの領域を統合する研究者や実務者らは
どのようにして社会がそのようになりうるかについて
の我々の理解を高めることを求めている。
　気候変動は、持続可能な開発を定義する生態学的、
経済的、および社会的目標を達成するための我々の能
力に挑むストレス要因のリストを増加させる。第 20

章は、これまでの章における評価に基づいて、開発経
路それ自体に影響を及ぼす気候変動の可能性について
言及する。図 20.1は、持続可能な開発の 3本の柱に照
らして、主要なトピックを図式化している。三角形（持
続可能な開発の「三本足スツール」）の中心に示され
たトピックは、三本の柱すべてと関連している。三角
形の外におかれた、その他のトピックは、ある 1本の足、
または別の足の近くに置かれている。中心から伸びた
矢印は気候変動への適応が、個々の柱そのものよりも
むしろ柱と柱をつなぐプロセスに対してより影響を与

気候変動と持続可能性についての展望第 20 章



790 791

えうることを示している。例えば、再生可能な資源管
理の技術的および経済的側面は、経済＜的側面＞－生
態学＜的側面＞のつながりに働きかけることで、持続
可能な開発を支えるための取組みを例示しうる。つま
り、すべてが貧困を含む地球規模でのその他の開発圧
力の意思決定空間内に収まる。
　20.2節は、既に述べたとおり、影響と適応能力につ
いての現在の知見の概略から始める（第 17章参照）。
20.3節は、複合的ストレスとの関連で影響と適応を評
価する。20.4節は環境の質との関連に焦点を合わせ、
環境影響評価の構成要素のリストに気候変動影響と適
応を加えるという考えを調査する。20.5節は、現在の
気候の変動性に対する脆弱性を軽減することや長期的
な気候変動に適応するといった難題を含む、リスクや
危険、災害管理への含意に言及している。20.6節は経
済的影響の地球規模や地域的に集計した見積りを再検
討する。20.7節は、さまざまな時間スケールにまたが
る持続可能な開発の達成への含意を評価する。20.8節
は、気候変動への適応、および国別開発計画プロセス
や地域別開発プロセスに適応を結び付ける（あるいは
主流化する）ための機会、副次的便益、および課題を
検討する。最後に、20.9節は優先的研究課題を特定する。
　この章は全体をとおして、本巻の第 1～ 19章が気
候変動の地域的および地球規模での影響、ならびに適
応の機会や課題を評価しているという認識をもって読
まれるべきである。本巻の第 17章と第 19章は、この
ことの統合的な概観を特に適応と主要な脆弱性に焦点
を合わせて示している。本巻の第 20章は、IPCC （2007a）
の第 2章および第 12章と同様、持続可能な開発との
関連を探る議論を展開する。持続可能な開発は IPCC 

（2001b）では扱われているが、IPCC （2001a）では扱わ
れていない。

20.2  影響と適応に関連した新しい知見
の統合

　影響と適応の交点にある最近の研究は、気候変動へ
の適応が、範囲は限られてはいるものの、既に起こっ
ていることを確認してきている（第 17章、17.2節）。
この章でより重要なことはおそらく、Smit et al. （2001）
で最初に紹介された処方の有用性を、最近の研究も再
確認してきていることである。それは、（1） 気候変化
と変動に対するいかなるシステムの脆弱性も、そのシ
ステムの気候による影響への曝露とそうした影響に対
する基準となる感度でうまく表される、（2）曝露と感

度はともにそのシステムの適応能力によって影響され
うる、という処方である（第 17章、17.3.3節）。Smit 

et al. （2001）では、適応能力の重要な決定因子のリス
トが示され、それは、その後、例えば、Yohe and Tol

（2002）、Adger and Vincent （2004）、Brenkert and Malone 

（2005）、および Brooks and Adger（2005）などによっ
て研究され続けてきている。このリストには経済的資
源および自然資源へのアクセス、資格（所有権）、社
会的ネットワーク、制度とガバナンス、人的資源、お
よび技術などが含まれる（第 17章、17.3.3節）。
　しかしながら、最近の研究が適応能力と適応の実施
との間の根本的な違いも強調してきていることに気づ
くことが重要である。適応の実施にはかなりの障壁が
あり（第 17章、17.3.3節）、そうした障壁は、ほぼす
べてのところで起こりうる。ニューオリンズでハリケ
ーン・カトリーナによって引き起こされた損害とコス
トに関する Kates et al.（2006）による説明は、損害と
コストを経済的な単位および人的な単位で表したもの
であり、この点に関する影響力の大きい事例を示して
いる。米国は高い適応能力を有しているという広く受
け入れられた主張にもかかわらず、ハリケーン・カト
リーナの影響は、根本的には適応インフラ（安全性に
ついての間違った認識をまねいた不適切に建設された
土手）、および計画（特に都市部のより貧困な多くの
区域における避難計画の不備）の失敗の結果である。
過去数十年間にわたって公的および民間投資によって
備えられてきた能力は、カトリーナのようなハリケー
ンに対処するために設計されていた。つまり、失敗し
たのは、＜ハリケーンの＞上陸に先立ってその保護を
提供する予見的努力および上陸後の対応努力である。
　最近の文献の中で、Smit et al. （2001）における「適
応と適応能力に関する現在の知見は、適応の信頼でき
る推測には不十分である。それはまた、計画された適
応オプション、政府の施策および政策に関する厳格な
評価にも不十分である」（880ページ）という根本的な
結論を弱めているものはない。この結論は、しばしば
社会間を越えて、あるいは社会内における適応能力の
不均等な分配に注目することによって裏付けられるが
（第 17章、17.3.2節）、強固な裏付けはまた、適応コ
ストの見積りが不足していることからも見出されうる 

（第 17章、17.2.3節）。多くの適応は低コストで実施さ
れうるが、適応のコストと便益に関する包括的な見積
りは、おそらく、海面上昇への適応、ならびにエネル
ギーの時間的および空間的な需要（暖房対冷房）の変
化に関連するコストを除いては、現在のところ存在し
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ないだろう。世界の多様性は、この点における一つの
問題であるが、問題はほかにもある。本章の次の節で
取り上げる複合的ストレスに関する議論を先取りする
ことになるが、気候変動が多くの場合、過去の経験領
域の外側に位置するまったく新しいリスクをもたらす
こと（第 17章、 17.2.1節）、また適応策が気候変動の
みに対応して企てられることはほとんどないこと（第
17章、17.2.2および 17.3.3.節）がいまや理解されている。

20.3 複合的ストレス下での影響と適応

20.3.1　複合的ストレスの一覧

　最近の文献は、生態システムや社会経済システムが
直面している複合的ストレスについての正しい理解の
高まり、次の数十年間でこうしたストレスがどのよう
に変化する可能性が高いか、そして正味の環境的影響
のいくつかがどのようになる可能性が高いかを示して
いる。世界資源研究所が作成した全球の生態系に関す
る試験的分析（Pilot Analysis of Global Ecosystems） （WRI, 

2000）は、森林、農業生態系、淡水生態系、および海
洋生態系の現状と状態を文書で立証するために文献研
究を実施した。ミレニアム生態系評価（MA）は生態
系の状態と近年のトレンド、生態系が提供するサービ
ス、およびそれらが生じる社会経済的状況を包括的に
文書で立証した。MAはまた、起こりうる将来の状態
に関するいくつかのシナリオも提供した（MA, 2005）。
参考までに、MAはいくつかの驚くべき統計も提供し
た。2000年には耕地システムが地球の陸地表面積の
25％を占めた。この面積に達する過程において、世界
の農業事業は 1950年から 1980年の間に、1700年から
1850年までの 150年間に転換されたよりも、より広い
面積を耕作地に転換した。2000年現在で、世界のマン
グローブ面積の 35％、および世界のサンゴ礁の 20％
が失われてきている（さらに 20％が著しく劣化してき
ている）。1960年以降、河川や湖からの取水が倍増し、
陸域生態系における生物学的に利用可能な窒素の流出
が倍増し、さらにリンの流出は 3倍に増加している。
主要な海面水産資源のうち少なくとも 25％は乱獲され
てきており、世界的な漁獲量は実際に減少し始めてい
る。MA （2005）は土地被覆の主な変化を特定し、その
結果は Foley et al.（2005）によって調査された。
　MA （2005） は変化の動因の二つの異なる区分を識別
した。生態系の変化の直接的動因は、特有の定量化で
きる方法で、生態系の特性に作用する。その例には、

土地被覆や土地利用の変化、気候変動、および種の移
入が含まれる。間接的動因は、一般的に一つあるいは
それ以上の直接的動因に影響を与えることで、より拡
散した方法で生態系に作用する。間接的動因の例は、
人口統計学的変化、社会政治的変化、および経済的変
化がある。動因は二つの区分ともに過去数十年間で相
当に変化してきており、今後も変化が続くであろう。
直接的動因としては、例えば、過去 40年間で、食料
生産が 150％増加した、水の使用量が 2倍になった、
パルプや紙のための木材収穫量が 3倍になった、木材
生産が 2倍になった、設置された水力発電能力が 2倍
になった、などがある。間接的なものとしては、1960

年代以降、世界人口は 2倍になり、60億人に達したが、
世界経済は 6倍以上上昇している。
　表 20.1は、生態系変化の直接的動因のいくつかが、
時間の経過とともに、規模および重要性においてどの
ように変化する可能性が高いかに関する予想を文書で
立証している。極域、沿岸生態系、いくつかの乾燥地
システム、および低山帯地域を除いては、今日、気候
変動はストレスの主な源ではない。しかし気候変動は、
一連の地域や生態系、および資源に対するその規模や
重要性が次の数十年間に拡大し続ける可能性が高い唯
一の直接的動因である。表 20.1は、こうした生態系が
変化のいくつかの直接的動因からのストレスを現在同
時に経験している度合いを例示している。表は気候変
動との潜在的相互作用が、気候変動そのものの規模に
ともない次の数十年間で大きくなる可能性が高いこと
を示している。

20.3.2 持続可能な開発を支える要因

　 （持続可能な）開発を促進する国の能力を決定する
要因が、気候変化や気候変動、気候の極端現象に関
連する適応能力に影響を及ぼす要因と一致するという
根本的な見解を裏付けるには、経済開発に関する最近
の文献のいくつかに手短に触れることで十分であろ
う。特定の状況での持続可能性のための基礎をなす前
提条件は、以下の考察においてイタリック体で強調さ
れている。基礎をなす要因の一致については、イタリ
ック体の用語を上記で特定した適応能力の決定因子の
リストと適合させることによって立証される（第 17章、 
17.3.3節）：資源へのアクセス、資格（所有権）、制度
とガバナンス、人的資源（経済文献における人的資本）、
および技術。これらはすべて、ここで引用された開発
に関する文献からの一つまたはそれ以上の引用におい
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て反映されており、またこれらは Porritt（2005）で明
確に示された、人的資本、生産された資本、社会資本、
自然資本、および財政資本に関する「5つの資本」モ
デルにうまく適合している。
　Lucas（1988）は、初期に人的資本の相違は貧しい国
と豊かな国の間での長期的な成長率の相違を説明する
のに十分なほど大きいと結論づけた。例えば、Moretti

（2004）は、ビジネスは大卒（高度に教育された労働力）
の割合がより急速に増えている都市に本拠地を置き、
生産性のより大きい向上を経験していることを示し
た。Guiso et al. （2004） は、財政構造をうまく活用する
ための人々の能力における社会資本の役割を検証し、
教育水準が低く、法の執行が弱い場合において社会資
本が問題となることを見出した。Rozelle and Swinnen 

（2004）は、ヨーロッパ中央部の移行国や旧ソ連に注
目し、経済改革以後、10年間あるいはそれ以上の間、
着実に成長している国々は、一連の共通の中間目標を
達成していることを発見した。その目標とはマクロ経
済の安定の達成、所有権の改正、および為替取引を円
滑にするための制度の設立である。順番や時期は重要
ではなかったが、こうした基礎をなす目標のすべてを
達成することが重要であった。Winters et al. （2004） は、
貿易自由化と貧困削減の間のつながりに関する幅広い
文献を再検討した。彼らは、好ましい関係は、市場の
存在と市場の安定、リスクの変化に対処する経済的主
体の能力、技術へのアクセス、資源、有能で誠実な政府、
紛争解決を促進する政策、および人的資本の蓄積に依
存すると結論づけている。このような土台のどれかが
不足していることは、最も不利な立場にある国民が貿
易によるいかなる利点を見込むことをも極度に困難に
する。最後に、Sala-i-Martin et al.（2004）は、初等教
育への国民の参加のばらつき（人的資本）、人的資本
に関するその他の尺度（例えば、健康に関する尺度）、
手ごろな投資財へのアクセス、および一人当たり所得
の最初のレベル（資源へのアクセス）によって、経済
成長を説明した。

20.3.3  持続可能な開発と適応能力の双方向
的因果関係

　開発の速度と性質が適応能力に影響を与え、また適
応能力が開発の速度と性質に影響を与えることが、特
に第 3次評価報告書（IPCC, 2001b）以降、ますます明
らかになってきている。その結果、開発経路とそれを
決める選択は、曝露と感度の変化を通じてのみならず、

システムが適応する能力の変化を通じても、気候影響
の深刻さに影響を及ぼすだろう。このことは、地方ス
ケールでの災害リスク削減や資源管理（例えば、Shaw, 

2006; Jung et al., 2005）、およびガバナンス、社会的取
組みや権利、ならびに教育水準を含むより広い社会的
側面を含む（Haddad, 2005; Tompkins and Adger, 2005; 

Brooks et al., 2005; 第 17章、17.3節）。
　Munasinghe and Swart （2005）と Swart et al. （2003）は、
持続可能な開発措置と適応を含む気候変動政策は互
いに強化し合うことができると主張した。図 20.2は、
彼らが描いた相互作用のいくつかの構造を説明して
いる。1980年代には適応に関する学術論文が発表さ
れるようになったが、2001年のマラケシュ合意まで
は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）の中で適
応に焦点を合わせた政策が策定されることはなかった 

（Schipper, 2006）。Klein et al.（2005）は適応が実行可能
なオプションとしてみなされてきていないことを示唆
している。これは、一部には、多くの観察者らが、た
とえ明示的な政策がない場合でさえも、市場の力が適
応に必要な条件を作り出しているとみなしているため
であり、また、一部には、将来の適応が歴史的経験と
どのように異なりうるかの理解が限られているからで
ある。
　より持続可能な代替的な開発経路を推進する取組み
には、例えば非再生可能エネルギーの消費を削減する
措置や住居あるいは産業インフラのリスクが高い場所
を避けた建設への転換などが含まれうる（AfDB et al., 

2004）。MA （2005）は「テクノガーデン」シナリオの
中で、そのような経路の全球的描写を描き出そうとし
た。このシナリオにおける将来では、互いに関連しあ
った世界が革新的な技術の利用の拡大を推進するが、
その著者らは技術はすべての問題を解決しないであろ
うし、また先住民の文化の喪失をまねきうると警告し
た。気候変動対策はまた、こうした限界にも遭遇しう
る。Gupta and Tol （2003）は、人権と財産権の間での
競争など、さまざまな気候関連政策のジレンマについ
て述べている。
　気候変動政策に組み込まれた適応策は、コミュニテ
ィや経済の適応能力を強化することによって、意図的
に脆弱性やリスクを軽減しようとしうる。この点は持
続可能性目標と一致するだろう。研究者や実務者は脆
弱性と貧困を同一視してはいけないが、適応と適応能
力を別々に考えてもいけない。Brooks et al. （2005） は、
適応能力を高めるための取組みは、教育、健康、およ
びガバナンスの側面を取り入れ、それによってその背
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景を特定のストレス（気候変動など）を超えて、より
広い開発の文脈における重要な要因を含むまでに拡大
するべきだと結論づけている。Haddad （2005）は、経
済開発の実績についての一般的な順位や、国別および
地方別の目標や抱負の一般的な兆候がここで重要な役
割を果たすことを示し、また異なる人々が、たとえ同
じ情報を持っていたとしても、同じ組合せの代替案の
中から、どのようにして異なる開発を選ぶのであろう
かを説明した。
　過去の適応と開発の経験は混合した結果を示してい
る。Kates （2000） は、いくつかの歴史的な気候適応（例
えば、サヘルでの干ばつ）と開発策（例えば、緑の革
命）を説明し、一般的に気候適応と矛盾のない開発策
は、多くの場合いくつかの集団（例えば、資源へのア
クセスを持つ人々）に便益をもたらすが、同時に別の
集団（例えば、貧困住民、先住民）には被害を与える
と主張した。Ford et al. （2006） は、状況によっては、
新しい技術の不平等な普及が、社会的ネットワークを
弱体化させ、それによってコミュニティ内や世代間の
適応能力に変化をもたらすことで、外部ストレスに対
する脆弱性を増大させうることを示した。Belliveau et 

al.（2006）は、以前の適応を作り変えることは高価に
なりうるため、気候を明示的に考慮しないままでの非
気候強制力への適応は、気候への脆弱性の増大をまね
きうると述べることで、気候との関連を明確にしてい
る。
　持続可能な開発と気候変動との間の将来のつながり
は、現在の開発の枠組みから発展するであろう。しか
し、場所と人々の複合的ストレス（第 17章；第 19章；
20.3.1節）に対する曝露を認識し、適応を開発計画の
中で主流化することの困難を受け入れることは、どの
政策がいつ、どこで機能するであろうか理解する上で
重要であろう。例えば、スーダンでは、短期的な救済
に焦点を合わせた開発努力が、コニュニティの対処能
力を弱体化しうるリスクがある（Elasha, 2005）。緩和
領域では、炭素隔離へのインセンティブは交配種の植
林を推進し、それゆえ、生物多様性や生態系の適応能
力に脅威を与えうる（Caparrós and Jacquemont, 2003; 第
18章）。開発の意思決定はまた、累積的な脅威を生じ
出しうる。例えばコロンビア川流域では、大規模な水
資源管理は、気候変動のシナリオ内で複数の目標を伴
う流域管理に影響を及ぼしうる。というのは、流量へ
の気候の影響は意思決定者が水力発電と漁業保護の間
でバランスをとらなければならないとき、政策のジレ
ンマを引き起こすためである（Hamlet, 2003; Payne et 

al., 2004）。特に、河川内流量を今日の許容（しかし、
最適の次の）レベルに戻すことは、水力発電量の減少
と化石燃料資源からの発電量の増加を引き起こしう
る。このような相互関係は、最近の気候に関連した災
害の原因の分析に関する重要な疑問を提起している。
例えば、ケガ／死亡、および財産の損失の観測された
トレンド（Mileti, 1999; Mirza, 2003; MA, 2005; Munich 

Re, 2005）は、持続可能でない開発政策、気候変動、
あるいは異なる要因の混合によるものなのか？政策介
入はこうした損失を持続可能な開発のより広い目的を
依然として満たすような方法で軽減しうるか？＜とい
った疑問である。＞ アフリカに関して提案された対応
のいくつかは、Low （2005） と AfDB et al.（2004）の中
で、説明されている。
　グローバル化はまた、共有の貯蔵資源の管理に複雑
さを加える。というのは、相互依存の増大が、開発問
題に対する衡平な解決策を見つけることをより困難に
するためである（Ostrom et al., 1999）。さまざまな災害
に伴うコストと累積的な環境／経済的脅威の見込みの
増大は兆候として説明されてきている。Schellnhuber 

et al.（1997）は、三つの重要な区分を特定した。それ
は、過剰使用（例えば、サヘルの限界地の過度の耕作）、
一貫性のない開発（例えば、都市の乱開発とそれに伴
う景域の破壊）、および危険なシンク（例えば、長寿
命の物質の大規模な拡散）である。Schellnhuber et al. 

（2002） と Lüdeke et al. （2004） はこうした兆候のいくつ
かの将来の可能性がある分布を説明している。彼らは、
気候変動と開発の動因を含む、相互強化のメカニズム
が、兆候が拡大するかもしれない地域や、兆候が縮小
するかもしれない地域を特定するのにどのように役立
ちうるか示している。

20.4　環境の質への含意

　環境と開発の不可分性はブルントラント委員会以来
広く認識されてきている（WCED, 1987）。例えば国連
のミレニアム開発目標（MDGs）では、環境的考慮が
目標 7に反映されており、中でもその実施目標は、環
境的資源の損失を 2015年までに反転させることであ
る。全般的に言えば、持続可能な開発の原則を国別
の政策に統合し、環境的資源の損失を反転させるとい
う目標をどのように達成するかは、多くの国にとって
部分的にのみ回答された質問として依然残っている
（Kates et al., 2005）。
　最近では、変化を監視するための環境的指標や実績
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指数への関心が高まってきている。Kates et al. （2005） 
による持続可能な開発の異なる指標の編集は、その
ほとんどが黙示的に、あるいは明示的に、環境的資源
と生態学的資源の健全性、および／または環境的サー
ビスと生態学的サービスの質の反映から作り上げられ
ていることを示した。このことは先進国と開発途上国
の両方においてあてはまるが、持続可能な管理を促進
する動因は、ほぼ間違いなく、先進諸国において最も
強い。しかし Huq and Reid （2004） と Agrawala （2004）
は、気候変動が先進国と開発途上国の（持続可能な）
開発に同様に影響を与えうる主要な要因としてますま
す認識されつつあることを指摘している。Philippine 

Country Report （1999）は 153の持続可能な開発の指標
を特定した。温室効果ガスの排出レベルなど気候変動
変数に関連するものもあるが、適応に明示的に言及し
ているものは一つもない。例えば、気候関連災害の変
化の可能性についてのMDGsにおける言及や、気候変
動適応を開発プログラムに導入することの必要性につ
いての言及はまったくない（Reid and Alam, 2005）。こ
れは異常なことではない。というのは、持続可能な開
発と気候変動との関連性はこれまで主として緩和の観
点から定義されてきているからである。
　環境の質の促進は、持続可能な開発や適応能力の助
長以上のことである。それはまた、環境的資源の利用
慣行を持続可能な管理実践に転換することでもある。
多くの国々や分野において、天然資源を管理している
ステークホルダーら（個人農家、小企業、または主要
な国際企業など）は、時間とともに、資源の入手可能
性の変動や災害の影響を受けやすい。ゆえに、こうし
たステークホルダーらは、自分たちの行動をさらに持
続可能なものにするため、管理実践の見直しを現在求
めている。例えば、Hilson （2001）は、鉱物採掘業に
おける取組みを述べており、この産業は関連するプレ
ーヤーにさまざまなスケール（地方から、国、国際ス
ケールまで）で機能している公的機関も含む。持続可
能性の定義は分野によって異なるが、共通のテーマは、
下流への悪影響や次世代への悪影響が軽減されるよう
に、資源が開発される方法や災害が管理される方法を
変えることである。しかしながら、気候変動が持続可
能性に影響を与えるかもしれないストレス要因のリス
トに挙げられることは滅多にない。しかし、Arnell and 

Delaney （2006）は、英国における水管理が例外である
ことを指摘している。
　天然資源の持続可能な管理と気候変動の影響や気候
変動への適応との関係に関する公表された文献は非

常に少ない。洪水災害に対する保護の度合いや穀物生
産の量など管理目標を達成する工学技術や管理技術に
焦点を合わせているものがほとんどであるが、これ
らの環境への影響は小さい。Turner （2004） や Harman 

et al.（2002）はこの点について言及しているが、この
ような手法の性能がどのように気候変動に影響される
か、また変化する気候を目の前にしてそれらがどの程
度適切であるかを明示的に考慮している工学的分析は
ほとんどない。Kundzewicz （2002）は、非構造物的洪
水管理策が、不確実性に対して比較的ロバストである
ため、どの程度気候変動への持続可能な適応となりう
るかを示した。一方、Clark （2002）や Kashyap（2004）
で示されているように、最も広い意味での統合的な水
管理に関する文献のほとんどは、持続可能なアプロー
チや統合的なアプローチの適用を通じた、気候の変動
と変化への適応を強調している。
　コストの削減、効率性の向上、あるいはより広く解
釈された財政的パフォーマンスの向上に関して、より
持続可能な実践を適用することの便益を強調している
いくつかの研究もある。Johnson and Walck （2004）は
林業からの例を提供しているが、Epstein and Roy（2003）
はより広範な状況を例証している。＜しかし＞これら
の研究はいずれもより持続可能な実践を適用すること
の便益に対する気候変動の影響を明示的には考慮して
いない。そして、持続可能な行動を組織的な実践に取
り込むためのメカニズムやその実施を監視するための
メカニズムに関する文献（例えば、Jasch, 2003; Figge 

and Hahn, 2004）はいずれも、気候変動の影響をどのよ
うにしてメカニズムや監視手順に統合するかを考慮し
ていない。
　Clark （2002） と Bansal （2005）はより持続可能にな
るための手段の背後にあるいくつかの動因を特定し
た。まず、法的または規制の要件の変更は効果をもた
らすかもしれない。多くの政府が、自然の環境の持続
可能な使用を励行することを目的とする法案を受け入
れており、気候変動への言及を明確に含んでいる政府
もある。例えばカナダやいくつかの EU加盟国は、気
候変動をそれぞれの環境政策、特に要求される環境影
響評価の仕組みに取り入れ始めている。それゆえ、現
在および将来の気候の開発プロジェクトへの影響は軽
減されるかもしれないという望みがある（EEA, 2006; 

Barrow and Lee, 2000）。Ramus （2002） と Thomas et 

al.（2004）は、＜これまでの＞手順を改良するために
内部的に生み出される努力（例えば、影響力のある人
が持っている倫理的な態度に従うこと、コストとリス
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クを削減したいという欲求に対応すること、あるいは
潜在的顧客を引き寄せることを試みること）が、シス
テムを持続可能性に向けて後押ししうることを述べて
いる。
　もちろん、ステークホルダーの期待は時とともに変
化するかもしれない。こうした動的動因が持続可能な
管理を助長するかもしれないが、それら自体が、気候
変動の影響や気候変動への適応に関する懸案事項と直
接関連することはないだろう。Kates et al.（2005）は
持続可能性の原理、目標、および実践は、固定されて
おらず、また不変ではないことを示した。それらは、「進
化中の作業（works in progress）」である。というのは、
経済開発と環境保護の間の緊張は異なる社会的および
生態学的見地からの再解釈の余地があるからである。

20.5　 リスク、危険、および災害管理へ
の含意

　国際防災 10年（1990から 1999年）は災害の考え
方の根本的な転換を導いた。つまり、災害は人道的対
応や技術的介入によって管理される一時的な混乱であ
ったという考えから、災害は自然の動因と人的動因の
両方の関数であるという認識に変わった（ISDR 2004; 

UNDP, 2004）。災害リスク管理の概念が発展してきて
いる。災害リスク管理は、行政上の意思決定、組織、
政策を実施するための運用技術や能力、戦略、および
自然災害やそれに関連する環境的および技術的災害を
弱めるための社会や個人の対処能力の体系的な管理と
して定義されている（ISDR, 2004）。これには、緊急救
済を提供する対策のみならず、災害リスクの軽減も含
まれる。すなわち、物理的災害軽減のための技術的対
策と適応するための社会的および経済的能力を高める
ための対策の組合せにより、脆弱性と災害による影響
を最小限に止めることを目的とした政策、戦略および
実践の策定ならびに適用を意味する。災害リスクの軽
減は持続可能な開発の広い文脈において起こるものと
して考えられている（ISDR, 2004）。
　しかし実際には災害リスクの軽減と持続可能な開発
の間には断絶がある。これは制度的構造、災害リスク
の削減と持続可能な開発とのつながりに関する認識の
不足、ならびに災害に基づいたリスクの軽減、開発ニ
ーズ、および緊急救済の間にある「競争（competition）」
という見識の組合せによるものである（Yamin, 2004; 

Thomalla et al., 2006）。ミレニアム開発目標に伴う目標
を達成しようとする各国の能力に対し、自然災害が深

刻に挑んでくるという認識がますます高まっているに
もかかわらず、この断絶は続いている（Schipper and 

Pelling, 2006）。
　災害リスクの軽減と気候変動への適応との間にも
断絶があり、これもまた異なる制度的構造やつなが
りに関する認識の不足を反映している（Schipper and 

Pelling, 2006; O’Brien et al., 2006）。例えば災害リスク
の軽減はしばしば国民の擁護を担当する機関が責任機
関であるのに対し、気候変動適応は多くの場合環境
やエネルギーを担当する部局が扱っている（Thomalla 

et al., 2006）。災害リスクの軽減は、洪水や暴風雨、地
震、火山爆発など突発的で長くは続かない災害に焦点
を合わせる傾向にあり、干ばつなど「徐々に忍び寄る
襲撃（creeping onset）」にはあまり重きを置かない傾
向にある。災害のリスク軽減で扱われている災害の多
くは、気候変動に影響されない。しかし、気候変動は
物理的災害のみならず脆弱性をも変化させるので、災
害リスクの軽減と気候変動への適応との間のつながり
の認識はますます高くなってきている。Sperling and 

Szekely （2005）は、気候変動に関連した影響の多くが
既存の脅威をいっそう悪化させる、または変化させる
こと、さらに適応策が災害リスクの軽減における実際
の経験を生かしうることを指摘した。しかしながら気
候変動のいくつかの影響は人類の歴史の中では新しく
（海面上昇の影響など）、こうした影響に取り組んだ
経験はほとんどない。このため、Sperling and Szekely 

（2005）は既存の難問と新しい難問の両方に対処する
ための協調的行動が緊急に必要になると述べている。
現在と将来の脆弱性評価や、評価ツールの使用におい
て（Thomalla et al., 2006）、また能力強化対策を通じて、
協調のための絶好の機会がある。気候変動とその不確
実性を災害に対する脆弱性軽減策に取り入れること
は、それらを真に持続可能にするために不可欠であり
（O’Hare, 2002）、気候変動は災害リスク管理を開発介入
に統合することの緊急性を高めている（DFID, 2004）。
　事実上、災害リスクの軽減のためのアプローチには
大きく分けて二つあり、気候変動への適応はそれぞれ
に異なって取り込まれうる。トップダウンアプローチ
は制度的対応、財源の配分、および合意による手続き
や実践に基づいている（O’Brien et al., 2006）。これは
ほとんどの先進国でとられているアプローチで、気候
変動への適応はガイドラインや手続きを変更すること
によって実施されうる。例えば英国では、気候変動に
よる影響の可能性を反映して、計画洪水規模が 20％増
大されうる（Richardson, 2002）。しかし制度の惰性や
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強く組み込まれた実践が変更することを非常に難しく
しうる。例えば、Olsen（2006）は、米国の洪水管理
が気候変動（およびその不確実性）を考慮に入れるよ
り先に、主要な方法論的変更や制度的変更がいかに必
要であるかを示している。災害リスクの軽減のための
ボトムアップアプローチは、その土地のコミュニティ
が災害に適応する能力および災害に備える能力を強化
することに基づいている（例えば、Allen, 2006; Blanco, 

2006参照）。ここでの行動には技術的な知識と訓練の
普及、啓蒙、その土地の知識や資源へのアクセス、お
よびその土地のコミュニティの動員が含まれる（Allen, 

2006）。気候変動は、啓蒙や技術的な知識のその土地
のコミュニティへの移転をとおして、このアプローチ
に統合されうるが、科学的知識とその土地での適用
との間のギャップを埋めることは主要な課題である
（Blanco, 2006）。　
　現在の気候の変動性に対する脆弱性を軽減すること
は、気候変動に伴って増大する災害リスクに対する脆
弱性を効果的に軽減しうる（例えば、Kashyap, 2004;  

Goklany, 2007; Burton et al., 2002; Davidson et al., 2003; 

Robledoet al., 2004）。大方の場合、気候の変動性と極
端現象に対する適応策は既に存在している。例えば、
能力強化によって現在の脆弱性を軽減する対策は、災
害救済の普及よりむしろ、気候変動によって引き起こ
される災害の変化に対する回復力を増大するだろう
（Mirza, 2003）。同じように、改良された警戒方法や予
報方法の履行や土地利用計画対策の採用は、現在と将
来両方の脆弱性を軽減するであろう。しかしながら、
現在の気候の変動性に対する多くの対応それ自体は気
候変動への対応として不十分であろう。例えば、変化
する気候は水路の再編成や防御壁など物理的防御物の
設計基準を変更しうる。＜また、＞それは特定の再現
期間の現象に対する設計に基づいた建築法の有効性を
変更しうる （再現期間 10年の突風など）。災害の可能
性にさらされている場所も変更しうるが、このことは、
以前は「安全」とみなされていた開発がいまやリスク
を伴う場所に位置することを意味している。最終的に
は、それはその場所でこれまでに経験したことのない
ような災害を導きうる。Burton and van Aalst （2004）は、
世界銀行の国別戦略プログラムやプロジェクトサイク
ルの評価の中で、とりわけ気候リスクが気候変動とと
もに変化するかもしれないため、今日の気候リスクと
気候の変動性に対することの現在の適応の成果を評価
することの必要性を確認している。

20.6  地球規模での影響および集計的な
総影響

　三つのタイプの集計的な総影響が通常報告されてい
る。一つ目のタイプでは、影響は全球平均気候のある
特定の上昇に対する国内総生産（GDP）の割合として
計算されている。二つ目のタイプでは、影響はある特
定の排出シナリオに沿って、時間とともに集計され、
現在価値に割り引かれる。排出シナリオには、経済開
発、技術の変化、および適応能力に関する特定の想定
のもとで、Nakićenović and Swart （2000）において文書
で立証された排出シナリオなどがある。こうした見積
りは世界レベルで行われるものもあるが、世界での総
計を得るために地方のあるいは地域の一連の影響を集
計することもある。三つ目のタイプの見積りは最近最
も注目されている。炭素の社会的コスト（SCC）とよ
ばれ、いずれかの時点での炭素（二酸化炭素の形での）
1トンの追加的排出によって生じる追加的（あるいは
限界）影響の経済的価値の見積りである。これはまた
炭素排出を 1トン減らすことによる限界便益としても
解釈される。研究者は大気中に追加的な 1トンが残っ
ている限り、追加的な影響を加算することで SCCを算
出する。このプロセスは大気中の滞留時間に関するモデ
ルと経済的価値を排出年に割り引く方法を必要とする。
　本節では、気候変動の影響の集計的な見積りを算出
するための取組みの歴史的な状況と現在の状況につい
て簡潔に議論する。最初の項は、経済的な見積りに着
目し、二つ目の項は、ほかの測定基準で換算された見
積りを報告することで、議論を広げ始める。この広が
りの中で、気候変動に対するシステムの曝露と感度の
空間的および時間的多様性が現れ始める。

20.6.1　 集計的な総影響見積りの歴史的およ
び現在の状況

　IPCC （1996）で報告された集計的な総影響のほとん
どは一番目のタイプのものである。これらは CO2 濃度
の倍増によって引き起こされるであろう可能性が高い
損害を貨幣価値化した。先進国については、推定され
る損害は GDPのほぼ 1%であった。開発途上国はよ
り高い割合の損害を被ると予想され、そのため全球の
平均の損害は世界 GDPの 1.5から 3.5%と報告された。
IPCC （2001a）は本質的には同じ範囲の報告をした。こ
れは市場損害のより控えめな見積りが、より高い非市
場影響やさまざまな不確実性の対象範囲の改善などほ
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かの要因によって相殺されたからである。Stern（2007）
はごく最近になって、影響と起こりうる結果双方のす
べての幅を考慮に入れ、緩和されない気候変動の経済
的影響が、世界の一人当たり消費額の平均値の少なく
とも 5％の継続的な減少に相当する値で厚生を減少さ
せうることを示唆した（つまり、リスクプレミアムの
基礎的な経済学による）。環境と人の健康への直接的
影響（つまり、「非市場」影響）を含めると、気候変
動の総（平均）コストの見積りは GDPの 11%まで上
昇した。また以前に考えられていたよりも気候システ
ムが温室効果ガスに応答しやすいことを示す証拠を含
めると、その見積りは GDPの 14%まで上昇した。気
候変動による過度の負担が世界の貧しい地域に降りか
かるであろうという予想を反映するために、衡平性の
重み付けを用いると、推定される減少が一人当たり消
費量の 20％に相当するまで増加した。
　図 20.3は、Stern （2007）での全球影響と全球平均
気温の上昇との関係を IPCC （2001b）で評価された初
期の研究から導かれた推定値と比較している。Stern 

（2007） による軌跡はいずれもすべての気温に対して
マイナスの影響を示している。これらは基となって
いる PAGE2002モデルの単純な想定と温度上昇に伴
うリスクに焦点を合わせていることを反映している。
Mendelsohn et al. （1998） の推定は、衡平性を重み付け
せずに地域別の金銭的損害（プラスもマイナスも両方）
を集計している。Nordhaust and Boyer （2000）の二つの
軌跡は、人口に基づいた衡平性の重み付けをした場合
としない場合の地域別の損害の金銭的見積りの集計を
たどっている。これらは急激な変化のコストを「（防
ぐために）喜んで支払う」という考えも含んでいる。
Tol （2002）の二つの軌跡は、効用をもとに衡平性の重
み付けを行った場合と行わない場合の地域別の損害の
金銭的見積りの集計をたどっている。それゆえに、図
20.3で描かれたさまざまな関係は、衡平性の重み付け
の扱い、有益な気候変動（例えば、気温のわずかな上
昇に対する農業において；第 5章 5.4.7節参照）の可
能性を捉える試み、および気温の大幅な上昇による大
災害のリスクの扱いにおいて異なっている。
　初期の SCCの計算（IPCC（1996）は、1990年現在
のドル換算で、炭素 1トンにつき 5から 125米ドルの
範囲を推定した）は、広範囲にわたるポスト京都＜議
定書＞の対応の一環として、気候変動政策の経済的な
便益の中で、経常的な利益を刺激した（Watkiss et al., 

2005）。文献調査を行った後、Clarkson and Deyes （2002） 
は炭素 1トンにつき 105米ドル（2000年現在の価格）

という中央値を SCC とし、1トン当たりの上限値と
下限値は 50米ドルと 210米ドルであると提案した。
Pearce （2003）は、社会的割引率の妥当な代表値は 3%

で、そのため 2003年における SCCの推定範囲は炭
素 1トン当たり 4から 9米ドルであるべきだと主張し
た。Tol（2005） は 100以上の SCCの見積りを 28の発
表済みの研究から集め、確率密度関数を作るためにそ
れらを組み合わせた。確率密度関数は、炭素 1トン当
たりの中央値は 14米ドル、1トンの平均は 93米ドル、
95パーセンタイルの見積りは 1トン当たり 350米ド
ルに相当することを示した。査読を受けた研究は査読
を受けなかった研究に比べ、一般的に、より低い見積
り、およびより小さい不確実性を報告した。査読を受
けた研究の平均は炭素 1トン当たり 43米ドルで、標
準偏差は 83米ドルであった。この調査は 10%の見積
りがマイナスの値であることを示した。これらの見積
りを立証するために、気候感度は低く想定され、また
全球平均気温のわずかな上昇が便益をもたらした。（図
20.3では Tol（2002）の軌跡で示されている）。
　図 20.3に反映されている温度に対する損害感度の差
違にもかかわらず、SCCの見積りに対する割引率（用
語解説参照）の影響は最も著しい。例えば 90パーセ
ンタイルの SCCは、純粋時間選好率 3%では 62米ド
ル /tC、1%では 165米ドル /tC、0%では 1,610米ドル
/tCである。Stern （2007）は前述の損害計算に基づき、
2006年の SCCの平均見積りを CO2 1トン当たり 85米
ドルと算出した（炭素 1トン当たり 310米ドル）。も
しこれが Tol （2005）の調査に含まれていたならば、95

パーセンタイルをはるかに上回る値に減少するであろ
う。というのは、大部分が 0.1%という低い純粋時間
選好率を採用しているためである。SCCのほかの見積
りは炭素 1トン当たり 1米ドル未満から炭素 1トン当
たり 1,500米ドルを超えるものまである。Downing et 

al.（2005）は、この幅が気候と影響の不確実性、分野
と極端現象の範囲、および決定変数の選択を反映して
いると論じた。Tol （2005）は、割引と集計についての
標準的な想定を用いて、SCCが 50米ドル /tCを超える
可能性が低いと結論づけた。これに対して Downing et 

al.（2005）は、危険な気候変動の脅威を軽減し、極端
なリスクのさほどひどくないレベルでの回避、比較的
低い割引率および衡平性の重み付けを含めることに取
り組む世界的な意思決定の状況下では、50米ドル /tC

という低めの基準が妥当だと結論づけた。
　気候変動は二酸化炭素のみによっては引き起こされ
ず、統合評価モデルは、一貫した想定のもとで、そ
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れぞれの温室効果ガスの社会的コストを計算すること
ができる。例えば、PAGE2002モデルによるメタンの
社会的コストの平均見積りは、2000年ドル換算では、
2001年に排出 1トン当たり 105米ドルで、5パーセン
タイルでは 1トン当たり 25米ドル、95パーセンタイ
ルでは 250米ドルの不確実性幅を伴う。2001年に排
出された SF6の社会的コストの見積りは 1トン当たり
20万米ドルで、5パーセンタイルでは、1トン当たり
4万 5,000米ドル、95パーセンタイルでは 45万米ドル
の＜不確実性＞幅を伴う。これらはすべて、炭素 1ト
ン当たり 4から 50米ドルという 5から 95パーセンタ
イルの範囲にある対応する SCCの見積りである 1ト
ン当たり 19米ドルよりも高い（Hope, 2006b）。IPCC 

（1996）以降、SCCは時間とともに増加するであろう
ことが知られおり、現在の知見は 1年当たりの増加率
が 2.4%であると示唆している。メタンは大気中での
寿命がより短いため、メタンの社会的コストは 50%早
く増加するだろう。後の排出とは異なり、今日のメタ
ンの過剰排出は、最も深刻な気候変動影響が発生する
前に消えてしまうであろう（Watkiss et al., 2005）。
　Tol （2005）は、SCCの見積りにおける不確実性のほ
とんどが二つの想定にさかのぼりうることを見出して
いる。一つは割引率で、もう一つは衡平性の重み付け
であり、これらは貨幣価値化された影響を国を超えて
集計する際に用いられる。ほかの政策領域のほとんど
において、富裕層は、多くのモデルで用いられている
衡平性の重み付けで含意されているようには、貧困層
に関心を示さない。Downing et al.（2005）は、SCCの
見積りの極端な値は基となっている影響モデル内の気
候強制力や不確実性と同程度に、意思決定の価値（割
引や衡平性の重み付けなど）によっても左右されるこ
とを示している。統合モデルは常に単純化された現実
の描写である。包括的であるためには、その他の社会
的価値や文化的価値にも経済的価値に匹敵する重み付
けがなされる必要がある。また、これを証明するため
の原型となる統合評価モデルがある（Rotmans and de 

Vries, 1997）。
　表 20.2は、PAGE2002で計算され、Hope （2005）で
報告された 6つの主要な影響を示している。リストが
2つの科学的パラメータと 4つの社会経済的パラメー
タに分けられることは、統合評価モデル（IMA）の構
築に関するまた別の強力な議論である。つまり、もっ
ぱら科学的、またはもっぱら経済的なモデルは、依然
として深い不確実性を含む気候変動問題の一部を除外
するであろう。影響の上位二つは気候感度と純粋時間

選好率である。気候感度は SCCとプラスの相関性があ
るが、純粋時間選好率は SCCとマイナスの相関性があ
る。非経済的影響は第三位で経済的影響は第六位であ
った（Hope, 2005）。
　SCCの見積りの経時変化を追跡するのに十分に長く
存在しているモデルがいくつかある。表 20.3は、3つ
の統合評価モデルによる結果がこの 15年間にどのよ
うに進展してきているかを示している。DICEと PAGE

による見積りはこの間に大きくは変化していないが、
このことは安定性に関する誤解されやすい印象を与え
る。PAGEによる値は、非常に顕著ないくつかの変化
がおおよそのところ互いに相殺し合うために、ほとん
ど変化していない。後の研究では、先進国の市場分野
への影響についての低めの見積りが、高めの非市場影
響、衡平性の重み付け、ならびに大規模な不連続性の
生じうる影響の見積りを含めることよって相殺される
（Tol, 2005）。
　Hitz and Smith （2004） は、さほどひどくない程度の
昇温では、全球平均気温と図 20.3で示されたような影
響との関係が分野をまたいでは一貫していないことを
見出した。全球平均気温が工業化以前のレベルを約 3

から 4℃超えると、すべての分野（おそらく林業を除く）
がだんだんと負の影響を示す。Tol （2005）は非市場損
害、起こりうる極端な気象のリスク、社会的に不確か
な影響、あるいは長期的な大災害の可能性を扱ってい
る研究がほとんどないことを見出した。ゆえに、SCC

の値における不確実性はモデルでとり扱われた影響の
「真の（true）」値からだけではなく、まだ定量化され
ておらず、また価値化されていない影響からも抽出さ
れる。Watkiss et al.（2005）で論じられ、図 20.4で示
されているように、SCCの既存の見積りは完全な見積
りを求めるために、影響の一部のみを測る作業による
成果物である。それにもかかわらず、現在の見積りは、
CO2 、メタン、およびその他の温室効果ガスの排出削
減やガス間での適切なトレードオフに関する意味ある
議論を支えるのに十分な情報を提供している。
　それでもなお、SCCの見積りは、気候変動の影響に
ついての現在の知識を、民間部門や公共部門が近い将
来に行うであろう開発、緩和、および／または適応の
意思決定に内在化するための一貫した手段を提供して
いる（Morimoto and Hope, 2004）。経済理論によれば、
もし社会的コストの計算が完璧なもので、市場も完全
であれば、温室効果ガスの排出を削減する取組みは、
削減の限界コストがそれらが引き起こす影響の社会的
コストより低くなる限りにおいてずっと続くだろう。
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もし税金が使われるのであれば、それは SCCと同等に
設定されなければならない。もし、排出量取引が使わ
れるのであれば、その価格は SCCとまったく同じでな
ければならない。もしその価格が社会的コストより低
くなるなら、排出許可証の総割当量は大きくなり過ぎ、
またはその反対もある。Pearce （2003） によると、温室
効果ガスのいずれの比較においても、SCCは使用でき
る正しい数値である。参考までに、欧州排出量取引制
度【訳注 20-5】における権利の現物価格は、2005年前半
のその開始以降、SCCの範囲の最低値に向かって始ま
ったが、その価格は、ヨーロッパ委員会が計画の開始
当初に割り当てた炭素割当量は寛大すぎるという心配
の中、2006年の初夏に約 50%下落するまでは、あっ
という間に炭素 1トン当たり約 100米ドルまで上がっ
た。現実の世界では、市場は完全ではなく、SCCの計
算も完壁からは程遠い。またこの両方が地域間や影響
の種類の間での顕著な相違を覆い隠している。

20.6.2　 空間を明示した手法： 気候変動の地
球規模での影響

　Warren （2006）および Hitz and Smith （2004） は、ほ
とんどの影響評価が地方スケールで実施されていると
述べている。このため、こうした地方的研究から全球
領域にまたがる影響を見積もることは著しく困難であ
る。少数の研究のみが、全球領域にまたがる気候変動
の影響を見積もるために地理的に分布した影響モデル
を用いている。「ファストトラック」研究【訳注 20-6】

（Arnell, 2004; Nicholls, 2004; Arnell et al., 2002; Levy et 

al., 2004; Parry et al., 2004; Van Lieshout et al., 2004）は、
HadCM3気候モデルに基づいたシナリオの水資源利用
可能量、食料安全保障、沿岸洪水リスク、生態系変化
およびマラリアへの曝露に対する効果を推定するため
に一貫性のあるシナリオ群と想定を用いた。Schroeter 

et al.（2005）は ATEAMプロジェクトで、同様の手法
を使い、多数の気候モデルから構築されたシナリオを
用いて、ヨーロッパ全域にわたる影響を表にした。こ
れらの研究は双方とも、分野間で異なる広範囲の測定
基準を用いた。表 20.4は定義された気候変動シナリオ
の全球スケールでの影響のいくつかを要約している。
正確な数値は使用される気候モデルといくつかの主要
な想定（特に、CO2濃度上昇の穀物生産性に対する影響）
によって左右されるが、気候変動の将来影響が、気候
変動の速度のみならず、世界の将来の社会的、経済的、
および技術的状態にも大きく依存していることは明ら

かである。例えば、A2の世界では、影響が最も大き
くなるが、これは気候変動が最も大きくなるからでは
なく、影響を受ける人の数がより多くなるためである。
影響はまた地域によっても異なり、表 20.5は世界の主
要な地域ごとの影響を要約している。CO2濃度上昇の
穀物生産性への想定される影響は、飢餓のリスクにあ
る人口の想定される変化に重大な影響を与える（第 5

章、5.4.7節）。
　表 20.6は、CO2 濃度が年 1％上昇した場合の地球規
模での影響 （すなわち IS92aシナリオ。IPCC, 1992参
照）と、＜濃度を＞ 750（S750）、および 550（S550）
ppmで安定させた場合の排出経路の影響を比較してい
る（Arnell et al., 2002）。準備段階で使用された人口想定
や方法、指標が異なるため、結果を表 20.4で報告され
た結果と直接比較することはできない。それでもなお、
結果は 750 ppmでの安定化を目指すことが、550 ppm

での安定化と比べてほとんどの分野で相対的に小さい
影響をもたらすことを示唆している。 S550経路は飢
餓への曝露に対して、より大きい明らかな影響をもた
らす。というのは、S750での CO2濃度の上昇は結果
として穀物生産性のより大きな上昇をもたらすからで
ある （しかしここでもまた、CO2濃度上昇の効果はか
なり不確実性が高いことに留意されたい）。
　それぞれの表は時間が経つにつれ生じるであろう適
応を考慮に入れていない影響の指標を表している。こ
のため、これらは気候変動の影響のいくつかを相殺す
るための適応によって乗り越えられるべき課題を示す
ものとして捉えられうる。気候変動影響の全球スケー
ルでの評価に適応を組み入れることは今のところ多く
の理由（状況の多様性、適応の潜在的な目標の多様性、
適応目標を達成する方法の多様性、および適応オプシ
ョンの有効性に関する不確実性を含む）のために困難
であり、また依然としてさらなる研究が必要とされる
領域である。
　影響を地域スケールや全球スケールに集計すること
は、地理的に分散されているそのような影響評価に伴
うもう一つの主要な問題である。例えば表 20.4から
20.6までは、水関連ストレスの増大に直面するであろ
う流域で生活する人々の経過を追っている。もちろん、
多くの人々は気候変動が流出量を増加させる流域に住
んでおり、それゆえ、（もし彼らが洪水のリスクの増
加を見込むのであれば、）明らかに水関連ストレスの
減少も見込むであろう。しかしながら、気候変動の「純」
影響を単純に計算することは複雑である。特に「勝者」
と「敗者」が地理的に異なる地域に住んでいる場合、
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または「コスト」と「便益」が対称的でない場合にそ
うである。例えば、流出量の増加を伴う流域が東アジ
アに集中しているのに対し、流出量の減少を伴う流域
はより広く分布している。同様に水ストレスの増加に
さらされている 1億人が感じる悪影響は、ストレスが
減少した 1億人の「便益」を簡単に上回りうる。
　Defra Fast Trackおよび ATEAMの研究はともに定義
されたシナリオに沿った影響について説明している
ため、気候変動の異なる速度や度合いの異なる社会経
済世界に対する影響を推察するのが難しい。より一般
化されたアプローチは、特定の社会経済状況への影響
を推定するのに変化の異なる速度を表す気候シナリ
オの幅広い範囲を適用している。例えば Leemans and 

Eickhout （2004）は、ほとんどの種、生態系、および
景域が、全球気温が 2000年レベルより 1から 2℃の間
で上昇することによって影響を受けるであろうことを
示している。Arnell （2006）は、2050年までに 1961か
ら 1990年の平均より気温が 2℃上昇することは、結
果として、SRES （Special Report on Emissions Scenario, 

Nakićenović and Swart, 2000）A1および B1世界の両方
において、5億 5,000万人から 9億人を水関連ストレ
スの増大に苦しませることを示した。この場合、推定
値間の幅は、2℃の昇温に対する降雨パターンの異な
る変化の影響を表している。

20.7　 地域別、サブ地域別、地方別、お
よび分野別開発への含意； 資源と
技術へのアクセス；衡平性

　本節の最初の項では、ミレニアム開発目標のターゲ
ットの 2015年までの達成、およびミレニアム開発目
標の今世紀半ばまでの達成の可能性によって測られる
衡平性や資源へのアクセスに関する問題に言及する。
ほとんどの国にとって、2015年の目標を達成しよう
とする際に、気候変動への脆弱性がトラブルの最も有
力な要因となることは可能性が低い。しかし、種々の
気候関連の脆弱性は、今世紀半ばの目標の達成に向け
ての進展を著しく遅らせるであろう。最後の項で、適
応能力の強化、および／または緩和努力を伴う場合と
伴わない場合の脆弱性の全球での分布の描写を示す前
に、二つ目の項では、2050年および 2100年における
全地域や分野のこうした脆弱性の範囲について考察す
る。

20.7.1　ミレニアム開発目標－2015年時間断面

　ミレニアム開発目標（MDGs）は、それによって各
国が持続可能な開発に向けての確実な進展をはかるこ
とができる枠組みについての国際的な合意の成果物で
ある。目標は表 20.7に列挙した。UN（2005）は、8

つのミレニアム開発目標と 2015年あるいは 2020年ま
でに進展すべき 11の具体的目標、および測定基準と
して使用されている 32の数値目標についての最も最
近の文書である。本章は、持続可能な開発と気候変動
に対処する適応能力が共通の決定因子を持つことを主
張してきている。このため、気候変動が持続可能性に
向けた国家と社会の進歩に影響を与える可能性がある
と結論づけることは容易である。MA（2005）もこの
結論を支持している。例えば、利用可能な淡水資源の
時期、流量、および量への気候変動の影響は、開発途
上国の飲料水へのアクセスを増加させる能力に影響を
与えうる：目標 #7、ターゲット #10、指標 #30（UN, 

2005）。気候変動が少なくとも世界のいくつかの場所
において、食料安全保障に関する進展の指標に計測可
能な影響を与えうることは考えられる：目標 #1、ター
ゲット #2、指標 #4および #5（UN, 2005）。気候変動影
響は目標 #6の一つの指標（マラリアに関連した有病
率および死亡率）に、中期にわたって影響を及ぼす可
能性がある（UN, 2005）。リストはさらに拡大されうる。
　気候変動の人為的動因それ自体は二つの方法での
み、直接的に MDG指標に影響を及ぼす。つまり、
GDP 1ドル当たりのエネルギー利用と一人当たりの
CO2 排出の二つである。気候変動がMDGsにとって重
要な持続可能性の側面に相当な影響を及ぼす可能性が
あり、このことは確信度が高いが、とりわけ短期的に
は、測定基準自体が気候変動の影響に対して敏感なの
か、それとも気候変動の動因の進歩に対して敏感なの
かについて、文献はあまり決定的ではない。MDGsの
短期目標（つまり 2015年から 2020年のターゲット）
はいずれの場合においても達成が難しいだろう。気候
影響は、現在、いくつかの場所で、ある程度の確信度
で観察されてきているが、ミレニアム開発目標のター
ゲットに向けた進展の制約を気候変動のせいにするの
は難しいだろう。
　長期的には、Arrow et al.（2004）は適応の意思決定は、
MDGsを達成するために利用可能な効果的な投資を減
少しうると主張している。それに関して、彼らは機会
コストに関する問題を提起している。つまり、気候適
応への投資は持続可能な開発を達成するための取組み

気候変動と持続可能性についての展望第 20 章



802 803

を遅らせるであろう。しかしながら、適応能力の決定
因子と持続可能な開発の決定因子は相当に重複するた
め（20.2節参照）、気候適応に費やされた 1ドルが持
続可能な開発に向けた進歩を強化しうるということも
起こりうる。
  相乗的影響かトレードオフのいずれが、気候影響、
適応決定、および持続可能な開発決定の間の相互関係
において優位になるであろうかは、少なくとも一部に
は、特定の意思決定によって左右される。例えば、増
大する需要を支えるために、国がどのようにして十分
なエネルギーを入手するかに関する意思決定は、経済
開発の持続可能性を決定するに当たり、重要な役割を
果たす。もし、このような需要が化石燃料の燃焼によ
って満たされるのであれば、気候変動に対するフィー
ドバックの増幅が予想されるにちがいない。このこと
が現在起こっていることを示す証拠がいくつかある。
開発途上国における一人当たりの CO2 排出量は、先進
国で消費された一人当たりの CO2 量 12.6トンよりはる
かに少ないままであったものの（UN, 2005）、1990年
の 1.7トンから 2002年には 2.1トンに増加した。それ
ゆえ、化石燃料の生産拡大のためにあてられた資源は、
気候変動影響の拡大の原因としてもみなされうる。一
方、食料安全保障に関するMDGs（例えば、目標 #1）
を支持する土壌肥沃度の維持と向上のために計画され
た林業および農業分野への投資は、気候緩和（炭素隔
離を通じて）と適応（その土地のコミュニティへのよ
り大きな経済的見返りが適応に投資されうるため）に
対して相乗作用をもたらすかもしれない。どちらの効
果が優勢になるであろうかを事前に見分けることは単
に不可能である。それぞれの状況は定性的かつ定量的
に分析されなければならない。
　このような複雑性は、気候変動に対する影響や適応
能力に対する影響という観点において、すべての開発
経路が同じではないことを明確にしている。さらにミ
レニアム生態系評価（MA, 2005）やその他＜の文献＞
（例えば、AfDB et al., 2004）は、気候変動が長期的に
は、MDGs達成の著しい妨害になるだろうと主張して
いる。気候変動によるストレスは長期的には増大する
であろうため、ここには矛盾はない。地域や国の中に
は既にMDGsに向けての進展に遅れがでているところ
もあり、こうしたところは 21世紀中に気候脆弱性が
高くなる可能性が高い場所に位置しがちである。例え
ば、サハラ以南のアフリカ、東南アジアとラテンアメ
リカ、およびカリブ海では、森林に覆われた地表の割
合が 1990年から 2000年までの間に減少したが、先進

国では安定しているようであった（UN, 2005）。GDP 1

単位当たりのエネルギー利用は先進地域と開発途上地
域の両方において、1990年から 2002年の間に減少し
たが、先進地域は依然として、開発途上地域よりも約
10%効率がよい（UN, 2005）。端的に言えば、生態系
サービスや人間の福利への寄与が複合的な外部ストレ
スによって既に蝕まれつつある地域は、低い適応能力
をもつ可能性がより高い。

20.7.2　分野別および地域別影響

　次の何世紀間かにかけて予想されうる全球平均気温
の上昇幅はかなり不確実である。全球平均気温のいく
つかの変化に対する気温変化の地域的パターンの複雑
な相違は IPCC（2007b, Figure SPM.6）のほかの箇所で
叙述されている。また降水量の変化の地理的相違と、
この変化の徴候についてでさえもモデルが不一致であ
ることの説明図もほかの箇所で示されている（IPCC, 

2007b, Figure SPM.7）。本章のこれまでの節もまた、適
応能力の発展とコミュニティが現行の機会を利用する
能力を予期することの困難さを強調してきている。し
かしながら、こうした複雑性のすべてにもかかわらず、
本報告書全体にわたって報告されているように、地域
や分野を超えた脆弱性についてのいくつかの結論を提
供することができる。
　気候変動の予期される影響を地図に位置づけること
は、おそらくこの点について見てみる最も簡単な方法
である。例えば、図 9.5は第 9章でアフリカについて
報告された影響予測の空間的分布を示している。この
ような地図の強みは、気候変動のさまざまな発現が地
理的にどのように集中しうるかを示す能力にある。気
候変動が、結果として、その複合的な側面のために、
それ自体が複合的ストレスの原因になりうることは明
らかである。従って、気候変動に対する脆弱性は、直
接的にアフリカの南東部の沿岸やマダガスカルのよう
な地域で（気候変動に対する脆弱性の総計が、特定の
影響に対する脆弱性の合計より大きいという意味にお
いて）、容易に増幅されうるということになる。
　しかしこの種の地図は、気候変動のより大きい兆候
（全球平均気温の上昇など）に対する感度は捉えてい
ないし、また脆弱性が増大するタイミングについての
いかなる洞察も提供していない。
　表 20.8および 20.9は、全球平均気温の変化の幅に
対する全球スケールと地域スケールでの推定される影
響を要約することで、こうした不足に対処している。
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それぞれの記載項目は本報告書のこれまでの章から引
用されており、評価された確信度のレベルが示されて
いる。記載項目はこれまでの章の著者らによって選択
されており、選択は人間の福祉にとって重要な影響を
例証することを目的としている。重要性を判断するた
めの基準には影響の規模、速度、タイミング、および
持続性／不可逆性、ならびにそれらに適応する能力が
含まれる。可能な場合には、記載項目は影響のトレン
ドとその定量的レベルについて示唆する。わずかな事
例であるが、気候変動の異なる程度に対する影響の定
量的尺度が現在推定されてきており、それゆえ、全球
気温変化のある量を超えないことによって避けられる
かもしれない同じ影響の異なるレベルを示そうとして
いる。
　時間的側面は表 20.8の一番上に引かれた棒線で捉
えられている。これらの棒線は、緩和されない SRES

シナリオ、ならびに代替案となる一連の安定化経路
のうち、2020年代 , 2050年代および 2080年代の期間
に予想されうる全球平均気温上昇の幅を示している
（Nakićenović and Swart, 2000）。これらのシナリオを含
めることから引き出されるべき真のメッセージは次の
とおりである。つまり、何が「危険な」気候変動を構
成するであろうかについてのあらゆる主観的判断に関
連する気温閾値は、少なくとも現在の知識に基づくと、
最も厳しい緩和介入による方法以外では保障されえな
い。さらに、過去の排出に起因して 0.6℃の温暖化が
避けられないと推定されており、将来の排出を削減す
るための今後のいかなる努力にかかわらず、このこと
による影響が予想されるに違いない。

20.7.3　緩和と適応能力強化の相補的役割

　IPCC（2001a）は緩和と適応の副次的便益について
最小限の焦点しか合わせなかったが、本報告書では適
応と緩和の重なり方についての現在の知見に関して一
章分の長さの評価を加えている。「適応行動と緩和行
動のポートフォリオ」を構築することが重視され始め
ている（第 18章、18.4および 18.7節）。さらに、いず
れの側面における対応能力も、「同じような要因の組
合せ」によって支えられている（第 18章、18.6節 ）。
もちろん、こうした要因自体は、場所や時間に特有の
根底にある社会経済的および技術的開発経路によって
決定づけられている。
　Yohe et al.（2006a, b）は適応／緩和ポートフォリオ
における相乗作用の可能性について示唆に富む実例を

示している。つまり、一方が他方をより生産的にする
経済学的意味においての相補性である。図 20.5および
20.6は、緩和があった場合となかった場合、および適
応能力の強化があった場合となかった場合の 2050年
および 2100年までの国別脆弱性指標について、こう
した相乗作用の地理的分布を示している。脆弱性は、
Brenkert and Malone （2005）による適応能力の国別推
定値から抽出された脆弱性指標と全球大循環モデルの
小規模なアンサンブルから導き出された気温変化の地
理的分布をもとに個々の国に割り当てられた。図 20.5

および 20.6の上段左のパネルはそれぞれの適応能力
が現在のレベルのままであるという限定的な想定のも
とで、気候感度が 5.5℃の SRES A2排出シナリオに沿
った 2050年と 2100年の脆弱性の地理的分布を表して
いる。＜この場合、＞全球平均気温が 2050年および
2100年までにそれぞれ 1990年レベルより 1.6℃および
4.9℃上昇する。この二つのパネルはほかのオプション
が評価されうる際の最大の脆弱性の基準となる。ここ
で留意すべきは、アフリカの大部分および中国が 2050

年に最大の脆弱性を示し、ほとんどすべての国が 2100

年までに極端な脆弱性を示すことである。気温変化の
みに関して明確に説明するために A2が選ばれた。さ
らには、いずれの解釈も A2シナリオの根底にある筋
書きに依存していない。Yohe et al.（2006b）は、その
他のシナリオに関して比較可能な結果を説明している。
　上段右のパネルは、適応能力が、特に開発途上国に
重点を置きながらも、すべての場所で向上するという
想定に基づいた、比較可能な地理的分布を示している。
開発途上国の適応能力は、図 20.5では 2050年までに、
図 20.6では 2100年までに現在の世界平均まで発展す
ると想定されている。
　2050年に顕著な改善がみられるが、それでもやはり
適応だけでは 2100年の世界的な極端な脆弱性を軽減
することができない。下段のパネルは最小コストの排
出軌跡に沿って大気中の温室効果ガス濃度を 550 ppm

に制限した効果を示している。この場合、全球平均気
温は 2050年までに 1990年レベルより 1.3℃、2100年
までに 3.1℃上昇する。下段左のパネルでは、適応能
力はここでも現在のレベルに保たれている。2050年に
は、緩和が世界のほとんどの場所において脆弱性を軽
減させるが、開発途上国では極端な脆弱性が存続し、
2100年には先進国を脅かす。緩和だけでは気候リスク
を克服することはできない。最後に、下段右のパネル
は適応能力の強化と緩和への投資の組み合わさった効
果を表している。2050年には気候リスクは相当に軽減
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されるが、2100年までに顕著な脆弱性が再現する。開
発途上国は依然、最も脆弱性が高い。先進国もまた脆
弱であるが、政策ポートフォリオの相補的効果からの
著しい便益も見込まれる。これらの結果は、2050年ま
での地球規模の緩和努力は、適応の強化と組み合わさ
った場合、先進国より開発途上国により多くの便益を
もたらすであろうことを示唆している。しかし、たと
え比較的厳しい濃度制限が、適応能力を相当に強化す
るために計画されたプログラムとあわせて実施された
としても、気候変動は 2100年までに至るところで重
大な脆弱性を生み出すだろう。

20.8  適応の機会、副次的便益、および
課題

　本節は Najam et al.（2003）で概説された考えのいく
つかを拡大＜して説明＞する。彼らは、特に参加型プ
ロセスを強調しながら、気候変動適応を計画立案意思
決定の中で主流化することに焦点を合わせている。

20.8.1  国別、地域別、および地方別の開発
プロセスにおける適応主流化の課題
と機会

　適応策を国別、地域別、および地方別の開発プロセ
スにおいて主流化するための国際的な機会は、2005年
1月に日本の兵庫県神戸市で開催された防災世界会議
（Hyogo Declaration, 2005）で採択された災害管理のた
めのコミュニティアプローチとともに、最近浮上して
きている。このアプローチは、例えば UNCRD （2003）
で説明されている。世界気象機関（WMO）と世界水
パートナーシップ（GWP）による支援で、2002から
2004年の期間に限られた規模ではあるが、バングラ
デシュ、インド、およびネパールで実施された行動研
究とパイロット活動の結果（APJED, 2004）が報告さ
れてきている。パイロット活動は洪水管理のためのコ
ミュニティアプローチに焦点を合わせたもので、その
土地に組織され、関連する地方自治体との協働で機能
しており、かつその国の政府の政策に支持されている
洪水管理委員会が、洪水による悪影響を顕著に減少さ
せうることを発見した。しかし多くの課題がある。分
析の実施や何が必要で何をすることができるかの特定
における進展は文書で立証されうるが、気候変動への
適応を主流化する現場での行動は、特に後発開発途上
国で、依然として限られている。この状況下では、国

の政策立案は依然として適応と災害管理のための国際
的な資金の増大によってのみ満たされうる主要な難題
のままである（Ahmad and Ahmed, 2002; Jegillos, 2003; 

Huq et al., 2006）
　ほとんどの開発途上国が気候変動や持続可能な開発
に関係するさまざまな国際的な協定や条約に参加し
ており、国家環境保全政策や自然災害管理政策を採択
しているにもかかわらず、開発途上国の社会経済政
策アジェンダやさらには環境政策アジェンダでさえ
も、いまだ気候変動をはっきりと取り込んではいな
い（Beg et al., 2002）。Watson International Scholars of the 

Environment（2006）は、多国間環境協定の中での主流
化を改善するためのいくつかの提案を提供している。
その提案には、貧困削減とのつながりを助長すること
や途上国の地方レベルにおいて専門家や研究者、政府
がより直接的に関与できるよう計画された支援を増大
することなどが含まれる。
　経済成長が追及されているときでさえ、健康、教育、
訓練、および安全な水と衛生へのアクセスに向けての
進展、ならびに適応能力を含むその他の社会的および
環境的進展を示す指標＜の改善＞は依然として重要な
課題である。こうした課題は、適切な政策や貧困を終
結させるための公約によって対処されうる（WSSD, 

2002; Sachs, 2005 ）。政府と国民との連携の強化、そし
てその結果として生じる地方レベルでの能力強化は、
草の根レベルでの持続可能性に向けた堅固な進歩のた
めの主要な要因である（Jegillos, 2003）。しかし、経済
成長が優先すると、社会問題や環境（気候変動）問題
は資源の制約を受けたり、効果的な制度的支援を受け
られないまま放置される（UNSEA, 2005）。

20.8.2 研究と実践における参加型プロセス

　参加型プロセスは、研究者、実務者、コニュニティ、
および政府を結び付け、互いに教え合う対話を創り出
すのに役立ちうる。しかしながら、社会的学習やガバ
ナンスを含む意思決定に影響を与えるために、対話や
筋書きを用いる方法（つまり、定量的および定性的情
報の伝達）としてこうしたプロセスを採用するのには
課題がある。
　気候変動への適応や持続可能な開発についての知識
は、使用可能な知識を創出するプロセスをとおして公
共政策に転換されうる。気候評価における使用可能な
知識という考え方は、透明性のある学際的プロセスを
通じて、政策立案者に信頼でき、かつ合法的な情報を

気候変動と持続可能性についての展望第 20 章



804 805

提供している国内あるいは国際的な組織（高等教育機
関、会議、委員会、討論会など）の経験に由来する（Lemos 

and Morehouse, 2005）。科学的研究を通じて生み出され
たより形式的な技術的理解を補完する先住民の知識を
含むその土地の知識を取り入れること（Box 20.1参照）
と、科学的情報を有効な行動に転換する際の制度やガ
バナンスが果たす役割についての考慮が必要である。
　気候変動のような複雑な問題についての社会的学習
は、科学的な論文と政策討論の両方を含む合意を通じ
て浮上する。気候変動の場合、参加型プロセスは気候
に敏感な活動（水管理、土地利用計画など）を行って
いる地方の実務者が関与するようになることを促し、
その結果過去の経験を将来の気候変動や開発圧力の
研究（や計画）に取り込むことができる。どのように
して地域の資源システムを運営するかについての知見
や、どのようにして資源システムが、将来の気候の変
化の幅広い可能性を含む、生物物理学的および社会経
済的勢力に影響されるかについての理解のさまざまな
側面を統合するように計画されたプロセスが不可欠で
ある。こうした必要性が、結果として、参加型統合評
価（PIA）や参加型マッピング（例えば、特別に設計
された地理情報システム（GIS）を用いる）のような
多くの参加型プロセスへの関心を高めてきている。
　PIAは、統合評価において研究者でない人たちが積
極的役割を果たすアプローチを表す包括的用語である
（Rotmans and van Asselt, 2002）。参加型プロセスは、学
習、問題定義、および可能性がある解決策の策定にお
ける経験を共有するための機会を作り出すことによっ
て、気候変動への適応の生物物理学的および社会経済
的側面と開発との統合を容易にするために用いられう
る （Hisschemöller et al., 2001）。Van Asselt and Rijkens-

Klomp （2002） はさまざまな意見をマッピングする方法
（例えば、フォーカス・グループ、参加型モデリング）
や合意に達するための方法（例えば、市民陪審や参加
型プランニング）を含む、いくつかのアプローチを特
定している。Kangur （2004） は、市民陪審を用いた水
政策に関する最近の実践について報告した。PIAはま
た、統合モデルの開発を促進するために用いられてき
ており（例えば、Turnpenny et al., 2004）、さらに政策
対話を促進するのにそのモデルを使用するために用い
られてきている（例えば、van de Kerkhof, 2004）。
　参加型マッピングは、先住民の知識を含むその土地
の情報が情報管理システムに組み込まれるプロセスで
ある（Corbett et al., 2006）。参加型マッピングには、紙
ベースの地図から GISまであり、ますます人気が高

まってきている。また参加型マッピングは、農村開発
を支援する手法としての参加型農村調査法（PRA）や
農村簡易調査法（RRA）の適用の増加に寄与してきて
いる（Chambers, 2006）。地図は天然資源や、社会的パ
ターン、可動性を表しており、景域の変化や不動産の
保有権、境界線、文化的に重要な場所を特定するのに
も用いられてきている（Rambaldi et al., 2006）。最新の
GIS技術の出現に伴って、訓練不足によるコミュニテ
ィのディスエンパワメントに関する懸念が提起されて
きている。誰が地図を所有するのか、また、誰が使用
を管理するのかに関する問題もまた提起されてきてい
る（Corbett et al., 2006; Rambaldi et al., 2006）。
　参加型アプローチの成功には、対話プロセスの長期
的な持続性が重要である。PIAや PRA、参加型 GIS、
および＜その他の＞同様のプロセスが学習経験の共有
として成功するには、これらが包括的かつ透明性のあ
るものでなければならない。Haas （2004） は持続可能
な開発と気候変動に関する社会的学習の経験事例を記
述し、長期的に学習プロセスを持続することと、対象
としている科学と政策の相互関係を促進しながらも、
科学と政策の間に距離を保つことの重要性を指摘して
いる。フォーカス・グループやステークホルダーの関
与のためのその他の手法の適用はヨーロッパ（Welp et 

al., 2006）やアフリカ（Conde and Lonsdale, 2004） での
いくつかの研究について述べられている。しかし、貧
しい国々における開発プロセスや危険管理でのこう
した手法の適用に関しては特有の懸念がある。Cooke 

and Kothari （2001）や Garande and Dagg（2005）は、い
くつかの問題を文書で立証しており、地方スケールで
の利害関係者のエンパワメントを妨げる、現行の権力
構造を強化する、ならびにその土地の知識の表され方
を制限するなどがある。障壁には、スケールを超え
た相互関係からの不公平な利得や（Adger et al., 2005; 

Young, 2006）、能力が強化されないままでの責任の増
大などがある（Allen, 2006）。参加者の特定や従事に
関する合意を得る際（Bulkeley and Mol, 2003; Parkins 

and Mitchel, 2005）や、対話の結果を文化的および認
識論的に異なる背景において解釈する際（例えば、
Huntington et al., 2006）に困難が生じうる。対話の質
（討論、議論）、特にプロセスの透明性、学習の推進、
ならびに影響の指標を測る際にも困難がある（van de 

Kerkhof, 2004; Rowe and Frewer, 2000）。
　参加型ガバナンスは天然資源管理のさまざまな側面
を分散させるために拡大しつつある世界規模での動
向の一つである。Hickey and Mohan （2004） は、社会
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の主流から外れたコミュニティのエンパワメントに伴
って、参加型開発と参加型ガバナンスが収束するいく
つかの例を提供している。その他の例としては、フ
ィリピンの農地改革、ボリビアの国民参加法（Poprlar 

Participation Law）（Schneider, 1999; Iwanciw, 2004）、日
本の名古屋における水資源問題に対処するための「検
討委員会」の任命（Kabat et al, 2002） などがある。い
ずれの事例も重要なのは、資源へのアクセスを改善
し、社会資本を強化することである（Larson and Ribot, 

2004a および 2004b）。残念なことに、意思決定の拡大
は脆弱性をいっそう悪化させるように働きうる。例え
ば、ラテンアメリカからの事例があり、この事例は国
の適応能力の構築における困難を説明している。とい
うのは、国と地方の組織はガバナンスにおけるその役
割を変えるからである。持続可能性と共同ガバナンス
という言葉は広く受け入れられているが、適応能力の
強化において、グローバル化から便益を得ることは難
しい（Eakin and Lemos, 2006）。
　評価や審査における対話プロセスが、参加型プロセ
スの支援において重要なツールになりつつある。PIA

と PRAは比較的同じような活動として理解されてき
ているかもしれないが、これらは異なる使命を担って
いる。後者は政策プロセス内に直接に組み入れられる
（開発オプションの中からの選択）のに対し、前者は
複雑な問題（例えば、開発の環境への影響、気候変動
影響／適応）を評価する研究手法で、政策的含意をも
ちうる結果を生み出す。本章の PIAについての議論は、
20.6節と 20.7節で報告された統合モデリングの結果を
補完するものとして提供されており、PIAが分権化さ
れたガバナンスの情報ニーズのスケールに合致させる
ための地域スケールでの技術支援を提供するのに役立
つかもしれないことを示唆している。
　気候変動適応に関する PIAの農業での事例が、英国
東部でみられる（Lorenzoni et al., 2001）。適応オプショ
ン（例えば、耕作時期の変更、保水性を高め、圧縮を
避けるための土壌管理の改善）が特定されているが、
現在気候以外の問題に取り組んでいる方法にどのよう
にして気候に関連する要素を取り込みうるかについて
の疑問が明らかになっている。長期的な対策には地域
全体の穀物収量のより大きな変動を含む必要があるか
もしれない。その結果、もし収入や雇用を確保するこ
とを目的とするならば、農場経営は多様化する必要が
あるかもしれない。地域での意思決定の細分化は、気
候変動が進展する期間中のより持続可能な土地管理を
推進することへの障壁とみなされている。カナダから

の事例の中で、Cohen and Neale （2006） と Cohen et al. 

（2004） は、オカナガン地域における水管理と人口増加
および気候変動のシナリオとの関連性について説明し
ている（第 3章、Box 3.1も参照）。水需要を管理する
ための新しい対策の事前的実施に対するガバナンス関
連の障害が過去には明らかになっていたが（Shepherd 

et al., 2006）、ある地区の計画立案者は気候変動への適
応を長期的な水計画の中に組み入れることで対応してき
ている（Summit Environmental Consultants Ltd., 2004）。
　極端な気候変動の影響の包括的な理解には、影響を
受けるステークホルダー集団と国民の認識や反応の徹
底的な調査が必要である。Toth and Hizsnyik （2005）は、
突然の気候変動の可能性がある状況において、参加型
手法が意思決定を知らせるためにどのように適用され
るであろうかを説明している。彼らのプロジェクトは、
そのような事例の一つ、つまり西南極氷床の崩壊とそ
れによる 5から 6メートルの海面上昇について研究し
ている。影響と適応の社会的重要性を評価するための
可能な手法には、フォーカス・グループとの方向づけ
られた会話のほか、シミュレーション・ゲーミング手
法、政策演習手法などがある。それぞれの手法は、地
球規模での現象に対する地方での対応としての適応を
調査するために計画されうる。その結果、おのおのは、
適応が全球での気候変動による影響のトップダウンの
説明と、地方、国、および地域での経験に根づいたボ
トムアップの考察の融合によって、知らされているこ
とを理解する（第 2章、2.2.1節参照）。

20.8.3　 持続可能な開発を推進するための気
候変動適応コミュニティと開発コミ
ュニティの団結

　ミレニアム開発目標（MDGs）は、開発途上国での
貧困の根絶とそれに関連した目標に取り組む、最も新
しい国際宣言である（20.7.1節参照）。貧困削減やその
他のミレニアム目標を促進するには経済成長は必要で
ある。しかし成長が衡平に分配されなければ、結果は
不公平が増大する偏った開発となる。多くの国々は市
場の自由化政策をとった結果、貧困の激化と不平等な
苦境に直面している（UNDP, 2003; UNSEA, 2005）。し
かし前述したように、気候変動はミレニアム目標の中
では GDP 1単位当たりのエネルギー使用の変化の指標
および／または CO2の総排出量あるいは一人当たりの
CO2排出量によってのみ表される。生物学的多様性の
ための保護地区、森林の変化、および水へのアクセス
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の指標を追跡記録することはすべて目標の中に現れて
いるが、それらは気候変動の影響または適応とはつな
がっていない。それらはまた、気候変動に適応する国
の能力の一部としても特定されていない。
　特に懸念されるその他の問題には、エネルギーサー
ビスの確保、農業と産業化の推進、貿易の推進、およ
び技術の更新などがある。持続可能な天然資源管理は、
経済成長の維持と貧困削減のための解決の鍵である。
持続可能な天然資源管理はクリーンエネルギー資源を
求めている。また、自然と農業のパターン、産業な
らびに貿易は、生態系の健全性や回復力に過剰に影響
を及ぼしてはいけない。そうでなければ、経済成長の
基盤そのものが環境の劣化を通じて、さらには気候変
動の結果として、損なわれるであろう（Sachs, 2005）。
Swaminathan （2005） による別の言い方をすれば、「エ
コ技術」（伝統的な技術と最先端の技術の統合に基づ
いており、バイオテクノロジーや再生可能エネルギー、
近代的な管理技術を含む）の開発と活用は、気候変動
を十分に強調しつつ、経済、ジェンダー、社会的衡平性、
および雇用創出の原理に根ざした非常に重要な構成要
素である。
　それゆえ、環境的に持続可能な経済成長と社会的進
歩のためには、開発政策問題についての論点は気候変
動コミュニティの成果に触れなければならない。そう
することで、二つのコミュニティは貧困の存続と環境
的ニーズがどのようにして気候変動の悪影響をいっそ
う悪化させるかを認識する統合アプローチと、プロセ
スの形成と実施に関連するそれぞれの見解を持ち寄る
ことができる。このプロセスでは、一般的な現実や可
能性が高い将来のシナリオの評価、ならびに開発と気
候変動のあらゆる側面に対処するための政策や費用対
効果手法の特定において、科学が重要な役割を果たす。
また、すべての関連するステークホルダーが科学に基
づいた対話に参加していることも重要である（Welp et 

al., 2006）。この統合的かつ参加型の道を本気で進むた
めには、経済成長、社会発展、環境保全、ならびに気
候変動への適応に同時に焦点を合わせながら、持続可
能な開発を推進する強い政治的意思と公約が必要とさ
れる（World Bank, 1998; AfDB et al., 2003）。また民間
部門と公共部門がそれぞれに割り当てられた役割の枠
組みの中で、プロセスの中に確立された経済的、社会
的、および気候変動の観点を理解して、協働すること
も重要である。さらに、国内の開発コミュニティと気
候変動コミュニティ間での調整、ならびに適切な国内
機関と国際機関の間での調整も避けられない。

　このことは、気候変動と持続可能な開発を一体化す
るためのプロセスに関する重大な問題を提起する。こ
れらのつながりに対する関心が高まってきているこ
とは一連の最近の研究においても明らかである。最
近 の研究には、Toth （1999）、Yamin （2004）、Collier 

and Löfstedt （1997）、Jepma and Munasinghe （1998）、
Munasinghe and Swart （2000, 2005）、Abaza and Baranzini 

（2002）、Markandya and Halsnaes （2002）、Cohen et al. 

（1998）、Kok et al. （2002）、 Swart et al. （2003） などがあ
る。特に適応に関連した数々のテーマがこれらの文献
で扱われている。こうしたテーマの中には、あらゆる
気候変動対応枠組み内での権利と責任の描写における
先進国と開発途上国の間での衡平性の必要性も含まれ
る。Shue （1999）、Thomas and Twyman （2004）、および
Paavola and Adger （2006）はまた、不相応に気候変動影
響にさらされる脆弱な集団間での衡平性の必要性を指
摘している。Hasselman （1999）、Gardiner （2004）、およ
び Kemfert and Tol （2002）は世代間倫理に関する懸念
を提起する経済学からのいくつかの例を明らかにして
いる。つまり、短期的な問題を優先することで、将来
世代の関心の度合いに比較的低い重み付けが与えられ
る。個人と共同体に関する世代間の公平の含意は Page 

（1999）で述べられている。Masika （2002）は特に脆
弱性格差のジェンダー的側面について概説している。
Swart et al. （2003） は SRESの筋書きにおける脆弱性と
適応能力の可能性がある変化について説明する必要性
を明らかにしている。
　気候変動適応と持続可能な開発とのつながりは自明
のことであるように思われるべきだが、実際にはそう
したつながりに基づいて行動することは難しい。Beg 

et al. （2002） は、気候変動と、例えば砂漠化や生物多
様性に対処する政策など適応を容易にしうるその他の
政策との相乗作用の可能性を明らかにしている。さま
ざまな精神的原因や宗教的原因からの倫理的ガイダン
スはCoward （2004）で再検討された。しかしながら、「適
応の不足（adaptation deficit）」が存在する。Burton and 

May （2004）はこれを気候関連事象（極端現象を含む）
への適応の現在のレベルと最適レベルとの間のギャッ
プとみなしている。気候変動と不十分な開発意思決定
は、将来、適応の不足の増大をまねくであろうと予想
される。UNFCCCの中での緩和は、明確に定義された
目標、対策、コスト、および手段を含んでいるが、適
応に関してはこのとおりではない。Agrawala （2005）は、
いかにして開発を気候変動影響に対してより高い回復
力をもつものにしうるかには余り注意が払われてきて
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いないことを示し、開発活動の中での気候変動適応の
主流化に対するさまざまな障壁を特定している（第 17

章、17.3節も参照）。
　こうした障壁の存在は、開発コミュニティが開発と
気候変動適応のつながりを認識していないことを意味
しているわけではない。気候変動は開発途上国の貧困
削減に対する深刻なリスクとして特定されている。特
にこうした国々は、将来の気候変動は言うまでもな
く、現在の気候の変動性や極端現象に対応する能力が
限られているからである（Schipper and Pelling, 2006）。
適応策は持続可能な開発を確実にするために貧困削減
戦略の中に統合される必要があるだろう。それにはガ
バナンスの改善、気候変動対策の主流化、ならびに気
候変動影響に関する情報を国家経済予測の中に取り込
むことが必要になるだろう （AfDB et al., 2003; Davidson 

et al., 2003）。Brooks et al. （2005）は気候変動に対する
国家レベルの脆弱性の代理となりうる指標の膨大なリ
ストを提供しており、これには健康、ガバナンス、な
らびに技術に関する指標が含まれている。Agrawala 

（2005） は、ネパール、バングラデシュ、エジプト、フ
ィジー、ウルグアイ、タンザニアにおける天然資源管
理の事例について説明し、気候関連リスクをスクリー
ニングするプロジェクト、環境影響評価への気候影響
の包含、および新しい計画を作ることから既存の対策
のより良い実施への重点の移行など、主流化に対する
障壁を克服するためのいくつかの優先的行動を奨励し
ている。適応と開発を一体化させるためのアプロー
チは東アフリカに関して概説されている （Orindi and 

Murray, 2005）。Commission for Africa （2005） は気候変
動リスクに対処する必要性を貧困削減および持続可能
な成長の達成と明確に関係づけている。
　近年、後発開発途上国（LDC）基金、特別気候変動
基金、適応基金など、適応を支援するための新しいメ
カニズムが設立されてきている（Huq, 2002; Brander, 

2003; Desanker, 2004; Huq, 2006, Huq et al., 2006）。これ
らは適応を地方／地域の開発活動において主流化する
ための見通しと機会を提供している。しかしながら、
地球環境ファシリティー（GEF）など UNFCCCのメ
カニズム内の特定の行動に関する適応の便益を定義す
ることに関連する技術的な課題がある。例えば Burton 

（2004） と Huq and Reid （2004） は、（現在の気候の変動
性とは対照的に）将来の気候変動に対する適応コスト、
ならびに結果として生じる便益の地方的性質の計算
は、双方ともに、全球の環境上の便益を明確にするた
めの GEFの条件に対して、問題が多いことを指摘して

いる。一方、機会もある。Dang et al.（2003）は、ベト
ナムでの「緩和による適応の便益」の包含がどのよう
にしてクリーン開発メカニズムへの統合のための可能
性のあるプロジェクトの分析において、両方の基準を
結びつける方法を提供するかを例示している。Bouwer 

and Aerts （2006） および Schipper and Pelling （2006） は保
険の仕組みや政府開発援助、進行中の危険管理プログ
ラムを通じて、気候変動適応と災害リスク管理を統合
するための機会を特定している。Niang-Diop and Bosch 

（2004）は国別適応計画（NAPA）の一環として、国お
よび地方スケールで適応策を持続可能な開発と結び付
ける方法を概説している。2006年の秋現在、LDC基
金は LDC諸国における NAPAの支援において運用可
能で、締約国会議（COP）と GEFはともに NAPAで
強調されている適応活動の実施がどのように資金供給
されうるかを定義する過程にあった（Huq et al., 2006）。

20.9　 不確実性、未知の要素、および研
究の優先事項

　不確実性、未知の要素、および研究の優先事項は政
策コミュニティのメンバーに伝えられる科学的結論を
修正する確信度の記述を明らかにする。しかし、研究
コミュニティにとっては、これらは理解を高め、出所
の確信度を精密にするために計画される課題として解
釈されうる。従って、本節では一連の課題をとりまと
める。
　適応能力の強化と持続可能な開発の推進における同
時進行の相乗作用および／または同時進行への障害に
ついての理解を広げること。適応能力と脆弱性を将来
に向けることに関する現在の知識は未発達である。適
応能力と脆弱性が特定の開発経路に沿って経時的に展
開するプロセスのより完全な理解が必要とされる。適
応能力と緩和能力の決定因子や持続可能な開発を支え
る要因のいたるところで共通性があるが、それらがど
のように認識され、活用されうるかについての現在の
理解は最小限である。
　開発コミュニティと気候変動コミュニティの現在の
成果をより密接に統合すること。持続可能な開発コミ
ュニティと気候変動コミュニティの実務者と研究者の
間には相乗作用が存在するが、これらのコミュニティ
がそれぞれの取組みをより生産的に統合しうる手段を
開発する必要がある。こうした統合を促進するために
必要とされる対話プロセスと新しいツールの相対的有
効性、ならびにそれぞれの取組みを支援するために必
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要とされるさまざまなな参加型アプローチおよび／ま
たはモデルに基づいたアプローチが改良される、また
はゼロから開発されなければならない。学習の共有の
ための機会が特定され、調査され、かつ有効に利用さ
れるべきである。
　脆弱性の空間を明示した分析と集計的統合評価モデ
ルの間の共通の基盤を探究すること。開発と気候イニ
シアティブの地理的スケールと時間的スケールは大き
く異なっている。空間を明示したモデルと集計的統合
評価モデルの相互作用と共通部分についてはこれから
厳密に調査されなければならない。例えば集計的統合
評価モデルにおける適応能力や結果として生じる脆弱
性の説明は、いまだ初歩的なものである。現実を描く
ための能力の改善における進歩が奨励されるにつれ、
研究イニシアティブもまた、モデルが構築され、使わ
れるスケールと意思決定のスケールを合致させること
の困難を認識し、それを克服するために尽力しなけれ
ばならない。新しいツールは、こうした違い、特に適
応ならびに開発プログラムやプロジェクトの地方や国
の短中期のスケールと、緩和の全球で中長期なスケー
ルとの間の違いを扱うことを必要とされる。
　不確実性が広がり、持続し続けるであろうことを認
識し、この不確実性に直面してでさえも堅固な対処戦
略を特定できる新しい意思決定支援メカニズムを開発
し、改善すること。温室効果ガスの社会的コストを見
積もる際の顕著な不確実性が存在し、こうした不確実
性の原因の多くが明らかにされてきている。実際それ
らの原因の多くが前述した研究の必要性の中にある。
こうした不確実性を減少させることは確かに生産的で
あろうが、将来の研究がこの件に関して大きく進歩さ
せるであろうことは保証され得ない。つまり、既存の
意思決定支援ツールを使う我々の能力や、予見できる
将来において必要とされるであろう不確実性や関連の
リスクに対処するための新しいアプローチを設計する
能力の同時的な改善がいっそう不可欠であるというこ
とになる。つまり、適切な意思決定支援ツールを特定
し、不確実な世界においてそうしたツールが情報を与
えうる基準を明らかにすることである。
　将来の起こりうるあらゆる気候と、それらを促進す
るであろう経路を特徴づけること。気候と開発両方
の研究コミュニティは、実務者や意思決定者らと同様
に、気候変動やその結果の中心的な傾向についてのみ
ならず、自然科学コミュニティがあまりあてにしてい
な異常値の可能性についても知らされなければならな
い。もしその特性や可能性について述べられていなけ

れば、確率は低いが重要性の高い結果を伴うリスクを
把握することは単に不可能である。
　本章は気候変化と気候変動に関連したリスクに立ち
向かう際、あるいはうまく対処するにあたって指針
を向けなければならない方向を示している。実際、気
候問題は意思決定者らも既によく知っているような古
典的なリスク管理問題である。リスクを＜起こる＞可
能性と結果の積として捉えること、気候影響の＜起こ
る＞可能性が自然と人間のシステムに左右されること
を認識すること、そしてそうした影響の結果が通貨交
換比率基準（通貨、リスクにある人口、種の絶滅、突
然の物理的変化など）の規模によって測られうること
を理解することが重大である。リスクのこうした表現
は根本的に時間的および空間的所在によって決定され
る。
　この章はまた、主として持続可能な開発の目標の多
くが適応能力（および、ついでに言えば、緩和能力）
の決定因子と合致することを初めて示すことで、持続
可能な開発と適応能力との結び付きに存在する相乗作
用を指摘している。そのため意思決定が集約する世界
中の省庁の計画立案者らは既に、包括的メカニズムに
精通している。この包括的メカニズムによって気候変
動を開発プログラムのリスク評価へ導入することは、
計画立案者らの意思決定を複雑にしうる。ゆえに、あ
る特定の状況下での目標達成に向けた進展を妨げうる
複合的ストレスのリストに気候を加えることは新しい
問題ではない。気候変動は、その影響がほかのストレ
スの効果によって増幅される時でさえも、もう一つの
追加的なことに過ぎない。つまり、立ち向かうべきも
う一つの問題であるが、複合的領域に沿った進展を推
進するといった方法で行動するためのもう一つの理由
でもある。相乗効果の活用は自動的なものではないた
め、気候変動、または＜その＞影響をいっそう悪化さ
せうる開発活動を避けるためには、気候リスクを明確
に考慮するために気にかけなければならない配慮と同
様に、配慮されなければならない。
　国連気候変動枠組み条約は各国政府が「気候系に対
して危険な人為的干渉」を回避することを約束してい
る。しかし、各国政府は、何が「危険」で、何が「危
険でないか」の検討において、リスクの多様性を損害
の不完全な集計的指標に埋め込むのではなく、地球全
体にそして次の数十年間に広がるさまざまな気候リス
クを明示的に反映するアプローチによってのみ、それ
らについて知らされるであろう。リスク管理技術はこ
のような課題のために計画されてきている。しかし、
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リスクに基づいたアプローチが、文献における合意に
よって導かれる評価の焦点である気候変動の中心的傾
向による影響だけではなく、現在の理解の「裾（tails）」
にあるより好ましくない（あるいはより好ましい）将
来による影響についての調査も必要としていることを
示すことは重要である。気候問題をリスクの観点から
見ることは、気候政策の検討と交渉に相乗作用に関す
る新しい見識を提供することができ、それによって各
国政府は持続可能な開発を推進し、気候関連の損害の
リスクを軽減し、気候関連の機会をうまく利用するこ
とができる。
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and Brooks and Adger (2005) – a list that includes access to
economic and natural resources, entitlements (property rights),
social networks, institutions and governance, human resources
and technology (Chapter 17, Section 17.3.3).
It is, however, important to note that recent work has also

emphasised the fundamental distinction between adaptive
capacity and adaptation implementation. There are significant
barriers to implementing adaptation (Chapter 17, Section 17.3.3)
and they can arise almost anywhere. The description offered by
Kates et al. (2006) of the damages and costs caused by Hurricane
Katrina in New Orleans, denominated in economic and human
terms, provides a seminal example of this point.
Notwithstanding the widely accepted assertion that the United
States has high adaptive capacity, the impacts of Hurricane
Katrina were fundamentally the result of a failure of adaptive
infrastructure (improperly constructed levées that led to a false
sense of security) and planning (deficiencies in evacuation plans,
particularly in many of the poorer sections of the cities). The
capacity provided by public and private investment over the past

few decades was designed to handle a hurricane like Katrina; it
was the anticipatory efforts to provide protection prior to landfall
and response efforts after landfall that failed.
Nothing in the recent literature has undermined a fundamental

conclusion in Smit et al. (2001) that “current knowledge of
adaptation and adaptive capacity is insufficient for reliable
prediction of adaptations; it is also insufficient for rigorous
evaluation of planned adaptation options, measures and policies of
governments.” (page 880). This conclusion is often supported by
noting the uneven distribution of adaptive capacity across and
within societies (Chapter 17, Section 17.3.2), but strong support
can also be derived from the paucity of estimates of the costs of
adaptation (Chapter 17, Section 17.2.3). While many adaptations
can be implemented at low costs, comprehensive estimates of
costs and benefits of adaptation currently do not exist except,
perhaps, for costs related to adapting to sea-level rise and changes
in the temporal and spatial demand for energy (heating versus
cooling). Global diversity is one problem in this regard, but there
are others. Anticipating the discussion of multiple stresses that
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Figure 20.1. Sustainable development and adaptation to climate change. An outline of Chapter 20 is mapped against the pillars of sustainable
development. The figure is adapted from Munasinghe and Swart (2005).
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⑱ ⑲

⑯

⑰

①持続可能な開発と気候変動への適応－第 20 章の概略

②資源への不平等なアクセス
③災害／極端現象
④不十分な人的および制度的能力
⑤貧困

⑥気候変動

⑦経済的側面
⑧社会的側面
⑨生態学的側面
⑩気候変動への適応

⑪20.5 災害リスク管理
⑫20.8 適応とSDをつなぐプロセスと課題
⑬20.3 複合的ストレスへの応答
⑭20.2 共通の問題と適応能力の決定因子
⑮20.7 開発目標達成への含意
⑯20.6 気候変動の地球規模および集計的な総影響
⑰20.4 天然資源の持続可能な管理
⑱20.3、20.8 適応能力の強化－SDと結び付ける機会
⑲20.4 環境の質への含意

図 20.1　持続可能な開発と気候変動への適応。第 20章の概略が持続可能な開発の柱に対して位置づけされている。この図は
Munasinghe and Swart （2005）から編集した。

【図、表、Box】
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participation in primary school education (human capital), other
measures of human capital (e.g., health measures), access to
affordable investment goods and the initial level of per capita
income (access to resources).

20.3.3 Two-way causality between sustainable
development and adaptive capacity

It has become increasingly evident, especially since the TAR
(IPCC, 2001b), that the pace and character of development
influences adaptive capacity and that adaptive capacity
influences the pace and character of development. It follows that
development paths, and the choices that define them, will affect
the severity of climate impacts, not only through changes in

exposure and sensitivity, but also through changes in the
capacities of systems to adapt. This includes local-scale disaster
risk reduction and resource management (e.g., Shaw, 2006; Jung
et al., 2005), and broader social dimensions including
governance, societal engagement and rights, and levels of
education (Haddad, 2005; Tompkins andAdger, 2005; Brooks et
al., 2005; Chapter 17, Section 17.3).
Munasinghe and Swart (2005) and Swart et al. (2003) argued

that sustainable development measures and climate-change
policies, including adaptation, can reinforce each other; Figure
20.2 portrays some of the texture of the interaction that they
envisioned. Although scholarly papers on adaptation began to
appear in the 1980s, it was not until the 2001MarrakechAccords
that a policy focus on adaptation within the United Nations
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Table 20.1. Drivers of change in ecosystem services. Source: Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005).
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表 20.1　生態系サービスにおける変化の動因。出典：Millennium Ecosystem Assessment （MA, 2005）。

①森林
②北方林
③温帯林
④熱帯林
⑤乾燥地
⑥温帯草地
⑦地中海沿岸
⑧温帯草地およびサバンナ
⑨砂漠
⑩陸水
⑪沿岸

⑫海洋
⑬島嶼
⑭山地
⑮極地
⑯生息地変化
⑰気候変動
⑱侵入種
⑲過剰開発
⑳汚染（チッ素、リン）
㉑ 過去の展開の結果
㉒  過去 100 年における生物多様性に

対する動因の影響

㉓低い
㉔さほどひどくない程度
㉕高い
㉖非常に高い
㉗今日何が起きているか
㉘動因の現在のトレンド
㉙影響の減少
㉚影響の継続
㉛影響の増加
㉜影響の非常に急速な増加
㉝出典：ミレニアム生態系評価
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Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
developed (Schipper, 2006). Klein et al. (2005) suggest that
adaptation has not been seen as a viable option, in part because
many observers see market forces creating the necessary
conditions for adaptation even in the absence of explicit policies
and, in part, because understanding of how future adaptation
could differ from historical experience is limited.

Efforts to promote alternative development pathways that are
more sustainable could include measures to reduce non-
renewable energy consumption, for example, or shifting
construction of residential or industrial infrastructure to avoid
high-risk areas (AfDB et al., 2004). The MA (2005) attempted
to describe a global portrait of such a pathway in its “Techno
Garden” scenario. In this future, an inter-connected world
promotes expanded use of innovative technology, but its authors
warned that technology may not solve all problems and could
lead to the loss of indigenous cultures. Climate-change measures
could also encounter such limitations. Gupta and Tol (2003)
describe various climate-policy dilemmas including competition
between human rights and property rights.

Adaptation measures embedded within climate-change
policies could, by design, try to reduce vulnerabilities and risks
by enhancing the adaptive capacity of communities and
economies. This would be consistent with sustainability goals.
Researchers and practitioners should not equate vulnerability to
poverty, though, and they should not consider adaptation and
adaptive capacity in isolation. Brooks et al. (2005) conclude that
efforts to promote adaptive capacity should incorporate aspects
of education, health and governance and thereby extend the
context beyond a particular stress (such as climate change) to
include factors that are critical in a broader development context.
Haddad (2005) noted the critical role played here by general
rankings of economic development performance and general
reflections of national and local goals and aspirations, and

explained how different people might choose different
development from the same set of alternatives even if they had
the same information.

Past adaptation and development experience displays mixed
results. Kates (2000) described several historic climate
adaptations (e.g., drought in the Sahel) and development
measures (e.g., the Green Revolution) and argued that
development measures that were generally consistent with
climate adaptation often benefited some groups (e.g., people
with access to resources) while harming others (e.g., poor
populations, indigenous peoples). Ford et al. (2006) showed that
unequal acquisition of new technologies can, under some
circumstances, increase vulnerability to external stresses by
weakening social networks and thereby altering adaptive
capacity within communities and between generations.
Belliveau et al. (2006) makes the link to climate explicit by
observing that adaptation to non-climatic forces, without
explicitly considering climate, can lead to increased
vulnerability to climate because adapting previous adaptations
can be expensive.

Future links between sustainable development and climate
change will evolve from current development frameworks; but
recognising the exposure of places and peoples to multiple
stresses (Chapter 17; Chapter 19; Section 20.3.1) and accepting
the challenge of mainstreaming adaptation into development
planning will be critical in understanding what policies will
work where and when. For example, in the Sudan, there is a risk
that development efforts focusing on short-term relief can
undermine community coping capacity (Elasha, 2005). In the
mitigation realm, incentives for carbon sequestration could
promote hybrid forest plantations and therefore pose a threat to
biodiversity and ecosystem adaptability (Caparrós and
Jacquemont, 2003; Chapter 18). Development decisions can also
produce cumulative threats. In the Columbia River Basin, for
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Figure 20.2. Two-way linkages between climate and sustainable development. Source: Swart et al. (2003).

①
②

③

④ ⑥
⑤

①持続可能な開発政策

②
・開発経路の代替案
・分野別環境／経済政策
・制度上／管理上の変化
・革新／技術的変化

③気候変動

④持続可能な開発

⑤
・気候変動による損害の回避
・付随的な便益／コスト
・国／分野別の直接コスト
・波及効果／取引効果
・革新／技術的変化

⑥気候変動政策

図 20.2　気候と持続可能な開発の双方向的関係。出典：Swart et al. （2003）。
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agriculture for small increases in temperature; see Chapter 5,
Section 5.4.7) and in their treatment of the risks of catastrophe
for large increases in temperature.

Early calculations of the SCC (IPCC (1996) estimates ranged
from US$5 to $125 per tonne of carbon in 1990 dollars)
stimulated recurring interest, as part of wider post-Kyoto
considerations, in the economic benefits of climate-change
policy (Watkiss et al., 2005). After surveying the literature,
Clarkson and Deyes (2002) proposed a central value of US$105
per tonne of carbon (in year 2000 prices) for the SCC, with
upper and lower values of US$50 and $210 per tonne. Pearce
(2003) argued that 3% is a reasonable representation of a social
discount rate so the probable range of the SCC in 2003 should
have been in the region of US$4 to 9 per tonne of carbon. Tol
(2005) gathered over 100 estimates of the SCC from 28
published studies and combined them to form a probability
density function; it displayed a median of US$14 per tonne of
carbon, a mean of US$93 per tonne and a 95th percentile
estimate equal to US$350 per tonne. Peer-reviewed studies
generally reported lower estimates and smaller uncertainties than
those which were not; their mean was US$43 per tonne of
carbon with a standard deviation of US$83. The survey showed
that 10% of the estimates were negative; to support these
estimates, the climate sensitivity was assumed to be low and
small increases in global mean temperature brought benefits (as
suggested by the Tol (2002) trajectories in Figure 20.3).

Notwithstanding the differences in damage sensitivity to
temperature reflected in Figure 20.3, the effect of the discount rate
(see glossary) on estimates of SCC is most striking. The 90th
percentile SCC, for instance, is US$62/tC for a 3% pure rate of
time preference, $165/tC for 1% and $1,610/tC for 0%. Stern
(2007) calculated, on the basis of damage calculations described
above, a mean estimate of the SCC in 2006 of US$85 per tonne
of CO2 (US$310 per tonne of carbon). Had it been included in the
Tol (2005) survey, it would have fallen well above the 95th
percentile, in large measure because of their adoption of a low
0.1% pure rate of time preference. Other estimates of the SCC run
from less than US$1 per tonne to over US$1,500 per tonne of
carbon. Downing et al. (2005) argued that this range reflects
uncertainties in climate and impacts, coverage of sectors and

extremes, and choices of decision variables. Tol (2005) concluded,
using standard assumptions about discounting and aggregation,
that the SCC is unlikely to exceed US$50/tC. In contrast,
Downing et al. (2005) concluded that a lower benchmark of
US$50/tC is reasonable for a global decision context committed
to reducing the threat of dangerous climate change and including
amodest level of aversion to extreme risks, relatively low discount
rates and equity weighting.

Climate change is not caused by carbon dioxide alone, and
integrated assessment models can calculate the social cost of
each greenhouse gas under consistent assumptions. For instance,
the mean estimate from the PAGE2002 model for the social cost
of methane is US$105 per tonne emitted in 2001, in year 2000
dollars, with a 5 to 95% uncertainty range of US$25 to $250 per
tonne. The estimate for the social cost of SF6 is US$200,000 per
tonne emitted in 2001 with a 5 to 95% range of US$45,000 to
$450,000 per tonne. These are all higher than the corresponding
US$19 per tonne estimate for SCC that is surrounded by a 5 to
95% range of US$4 to $50 per tonne (Hope, 2006b). It has been
known since IPCC (1996) that the SCC will increase over time;
current knowledge suggests a 2.4% per year rate of growth. The
social cost of methane will grow 50% faster because of its
shorter atmospheric lifetime. Unlike later emissions, any extra
methane emitted today will have disappeared before the most
severe climate-change impacts occur (Watkiss et al., 2005).

Tol (2005) finds that much of the uncertainty in the estimates
of the SCC can be traced to two assumptions: one on the
discount rate and the other on the equity weights that are used to
aggregate monetised impacts over countries. In most other
policy areas, the rich do not reveal as much concern for the poor
as is implied by the equity weights used in many models.
Downing et al. (2005) state that the extreme tails of the estimates
of the SCC depend as much on decision values (such as
discounting and equity weighting) as on the climate forcing and
uncertainty in the underlying impact models. Integrated models
are always simplified representations of reality. To be
comprehensive, other social and cultural values need to be given
comparable weights to economic values, and there are prototype
integrated assessment models to demonstrate this (Rotmans and
de Vries, 1997).
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Figure 20.3. (a) Damage estimates, as a percent of global GDP, as correlated with increases in global mean temperature. Source: IPCC (2001b). (b)
Damage estimates, as a percent of global GDP, are correlated with increases in global mean temperature. Source: Stern (2007).（a） 
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縦軸：一人当たり GDP の損失の百分率
凡例：－ベースラインの気候、市場影響および大災害リスク
　　　－高い気候、市場影響および大災害リスク
　　　－ ベースラインの気候、市場影響および大災害リスク、ならびに非市場影響
　　　－高い気候、市場影響および大災害リスク、ならびに非市場影響

図 20.3　（a）世界 GDPに対する百分率で示された、全球平均気温の上昇と相関する損害見積り。出典：IPCC（2001b）。（b）
世界 GDPに対する百分率で示された損害見積りは全球平均気温の上昇と相関している。 出典：Stern（2007）。

表 20.2　炭素の社会的コストの不確実性を引き起こす主な要因。相対的重要度はパラメータと SCCの間での各部分の順位相
関係数の規模によって計測され、最も重要なものに 100を割り当てた。＋の符号はこのパラメータの上昇が SCCの上昇を導く
こと、また－の符号はその反対を示している。出典：Hope（2005）。

注）非経済的影響と経済的影響の幅はヨーロッパに適用する；その他の地域での影響はこの倍数で表される。

パラメータ 定義 符号 範囲 重要度
気候感度 CO2濃度倍増での平衡温度上昇 ＋ 1.5～ 5℃ 100

純粋時間選好率 1年という期間よりむしろ現在の消費の純粋時間選好 － 1～ 3％ /年 66

非経済影響 気温が 2.5℃上昇した時の非経済的影響の評価 ＋ GDPの 0～ 1.5％ 57

衡平性の重み付け 所得に対する限界効用の弾力性の負値 － 0.5～ 1.5 50

気候変動半減期 放射強制の増大に対する全球の応答の半減期（年） － 25～ 75年 35

経済的影響 2.5℃の温度上昇に対する経済的影響の評価 ＋ GDPの－ 0.1～ 1.0％ 32
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表 20.3　３つのモデルによる経時的な炭素の社会的コストの見積り（2000年現在の米ドル換算）。 出典：Nordhaus and Boyer
（2000）の DICE による最善の推量は Pearce （2003）からのものである；FUNDによる見積りは、Tol（1999）、ならびに Downing 

et al.（2005）から引用した政府刊行物に示されている割引＜率＞および衡平性の重み付けを設定した場合の 25から 75%の範
囲の結果である；PAGEの 5および 95パーセンタイルの範囲は 2000年を基盤に再計算した Plambeck and Hope（1996）からの
ものと Hope（2006a）からのものである。

①

②

③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

①予測
②限定されたリスク
③システムの変化／予期せぬ事象

④市場
⑤非市場
⑥社会的に不測の事態

⑦ Mendelsohn を含むいくつかの研究の対象範囲の限界
⑧いくつかの研究、Tol など
⑨ Nordhaus and Boyer / Hope のみ
⑩なし

図 20.4　気候関連のリスク原因に対する炭素の社会的コストの見積りを計算する研究の対象範囲。ほとんどの研究の対象範囲
は市場を基盤とする分野に限られており、そのうちわずかのみが左上の角の範囲を越えて、限定されたリスクや突然のシステ
ムの変化を＜対象範囲に＞含んでいる。

表 20.4　2080年までの気候変動による地球規模の影響。

注）HadCM3気候モデルから抽出された気候の変動。影響は気候変動を伴わない 2080年の状況と比較されている。SRES A2お
よび B2シナリオ（Nakićenović and Swart, 2000）に基づいた影響の範囲は異なる気候シミュレーション間の範囲を表している。
沿岸洪水で浸水する人口の増加数（単位 100万人）は、低い地盤沈下率と沿岸地帯における低い人口密度を想定している。

見積りの年代 1990 1995 2000 2005
DICE 10ドル 7ドル 6ドル
FUND 9～ 23ドル － 15～ 110ドル
PAGE 12～ 60米ドル 4～ 51米ドル

気候と社会経済的シナリオ
A1F1 A2 B1 B2

全球気温の変化（1961～ 1990年期間からの違い（℃）） 3.97
3.21～

3.32
2.06

2.34～
2.4

飢餓リスクの増大にさらされる人口、単位 100万人（Parry et al., 2004）；CO2

効果なし 263 551 34 151

飢餓リスクの増大にさらされる人口、単位 100万人（Parry et al., 2004）；CO2

による最大の直接影響を考慮 28
－ 28～
－ 8

12
－ 12～
＋ 5

水資源ストレスの増大にさらされる人口、単位 100万人（Arnell, 2004） 1,256
2,583～

3,210
1,135

1,196～
1,535

沿岸洪水で浸水する人口の毎年の増加数（単位 100万人）、遅れを伴いながら
も、徐々に進歩させていく＜沿岸＞防護を考慮（Nicholls, 2004） 7 29 2 16
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表 20.5　2080年までの地域スケールでの気候変動の影響（単位 100万人）。

表 20.6　緩和されない経路や安定化経路に基づく世界スケールでの影響。出典：Arnell et al., 2002 。

表 20.7　ミレニアム開発目標。

注）HadCM3気候モデルから抽出された気候の変動。影響は、気候変動を伴わない 2080年の状況と比較されている。SRES A2
および B2シナリオ（Nakićenović and Swart, 2000）に基づいた影響の範囲は異なる気候シミュレーション間の範囲を表している。
沿岸洪水で浸水する人口の増加数（単位 100万人）は、低い地盤沈下率と沿岸地帯における低い人口密度を想定している。
1この表のために実施されたプロジェクト結果の分析。

注）HadCM2シミュレーションに基づいた気候シナリオ：緩和されない排出に伴う幅はアンサンブルシミュレーション間での
違いを反映している。

１．極度の貧困と飢餓の撲滅
２．普遍的初等教育の達成
３．ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
４．幼児死亡率の削減
５．妊産婦の健康の改善
６．HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止
７．環境の持続可能性の確保
８．開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
出典：http://www.un.org/millenniumgoals/documents.html【訳注 20-7】

水資源ストレスの増大を伴う流域に
住む人口（Arnell, 2004）

沿岸洪水被害者の平均年間数の増加
（Nicholls, 2004）

飢餓リスクにある人口の増加数　
（Parry et al., 2004）1

カッコ内の数値は CO2 増加による
最大の直接影響を想定している

気候および社会経済シナリオ： 
A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2

ヨーロッパ 270 382～493 233 172～183 1.6 0.3 0.2 0.3 0 0 0 0

アジア 289 812～1197 302 327～608 1.3 14.7 0.5 1.4
78

 （6）
266

 （－21）
7 
（2）

47 
（－3）

北アメリカ 127 110～145 107 9～63 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0

南アメリカ 163 430～469 97 130～186 0.6 0.4 0 0.1
27 
（1）

85
 （－4）

5
 （2）

15 
（－1）

アフリカ 408 691～909 397 492～559 2.8 12.8 0.6 13.6
157 
（21）

200 
（－2）

23 
（8）

89 
（－8）

オーストラ
ラシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2050 2050
シナリオ： シナリオ：

緩和
されない S750 S550 緩和

されない S750 S550

おおよその CO2換算濃度 520 485 458 630 565 493

おおよその全球気温変化（1961～ 1990年との相違（℃）） 2 1.3 1.1 2.9 1.7 1.2

植生の立ち枯れを経験する可能性がある場所（単位 100万 km2 ） 1.5～ 2.7 2 0.7 6.2～ 8 3.5 1.3

水ストレスの増大にさらされる人口、単位 100万人 200～
3,200

2,100 1,700
2,830～

3,440
2,920 760

沿岸洪水で浸水する人口の増加数（100万人 /年） 20 13 10 79～ 81 21 5

飢餓リスクの増大にさらされる人口（100万人） － 3～ 9 7 5 69～ 91 16 43

気候変動と持続可能性についての展望第 20 章



816 817

Perspectives on climate change and sustainable development Chapter 20

828

Table 20.8. Examples of global impacts projected for changes in climate (and sea level and atmospheric CO2 where relevant) associated with dif-
ferent amounts of increase in global average surface temperature in the 21st century. This is a selection of some estimates currently available. All
entries are from published studies in the chapters of the Assessment. (Continues below Table 20.9)

①

⑩

⑩

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

④-1
④-2

④-3 ④-4

⑤-1

④-5

⑥-2
⑥-3

⑦-1

⑧-1

⑨-1

⑤-2 ⑤-3

⑤-4 ⑤-5
⑤-6

⑤-7
⑤-8 ⑤-9

⑥-1

⑥-4

⑥-7
⑥-5 ⑥-6

⑦-2
⑦-3

⑦-4
⑦-5

⑧-2
⑧-3 ⑧-4

⑨-2 ⑨ -3

⑨-4

④-6

　　　　　　　＜表 20.8 ＞
①CO2安定化：第3次評価報告書
②SRES：第4次評価報告書第1作業部会 複数の情報源
③SRES：第4次評価報告書第1作業部会 簡易気候モデル
④水

④‐1 　湿潤熱帯および高緯度における水利用可能量の増加 1

④‐2 　中緯度および半乾燥低緯度における水利用可能量の減少と干ばつの増加 2

④‐3 　4 億～ 17 億人 3　　
④‐4 　10 億～ 20 億人 3　　
④‐5 　11 億～ 32 億人 3　　
④‐6 　水ストレスの増大を受ける人口の増加

⑤生態系
⑤‐1 　両生類の絶滅の増加 4　　
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1

a   第 1作業部会第 4次評価報告書からとられた、7種類の CO2換算濃度の安定化水準に対する平衡状態における気温上昇の最良
の推定値および可能性が高い幅は、350 ppmで 1.0［0.6～ 1.4］℃、450 ppmで 2.1［1.4～ 3.1］℃、550 ppmで 2.9［1.9～ 4.4］℃、
650 ppmで 3.6［2.4～ 5.5］℃、750 ppmで 4.3［2.8～ 6.4］℃、1,000 ppmで 5.5［3.7.～ 8.3］℃、1,200 ppmで 6.3［4.2～ 9.4］℃である。

⑤‐2 　約 20 ～ 30％の種がますます高い絶滅リスクに直面 4　　
⑤‐3 　全球で多数の種が絶滅 4

⑤‐4 　サンゴの白化の増加 5　　
⑤‐5 　ほとんどのサンゴが白化 6　　
⑤‐6 　広範囲にわたるサンゴの大量死 6

⑤‐7 　種の生息範囲の変化および森林火災リスクの増大 7　　
⑤‐8 　陸域生物圏が正味の炭素放出源に向かう：～ 15％の生態系が影響を受けることになって 8　　
⑤‐9 　～ 40％の生態系が影響を受けることになって 8

⑥食料
⑥‐1 　穀物生産性　　
⑥‐2 　低緯度
⑥‐3 　いくつかの穀物で減少 9　　
⑥‐4 　すべての穀物が減少 9

⑥‐5 　いくつかの穀物で増加 9　
⑥‐6 　いくつかの地域で減少 9

⑥‐7 　中～高緯度　
⑦沿岸域

⑦‐1 　洪水と暴風雨による損害の増加 10

⑦‐2 　沿岸湿地の約 30％が消失 11

⑦‐3 　沿岸域の洪水のリスクにさらされる人口の毎年の増加数　　
⑦‐4 　0 ～ 300 万人 12　　
⑦‐5 　200 万～ 1,500 万人 12

⑧健康
⑧‐1 　栄養不良、下痢、心臓・呼吸器系疾患、感染症による負担の増加 13

⑧‐2 　熱波、洪水、干ばつによる罹病率および死亡率の増加 14

⑧‐3 　いくつかの感染症媒介動物の分布変化 15

⑧‐4 　保健サービスへの相当な負担 16

⑨特異事象
⑨‐1 　グリーンランドおよび西南極氷床の地方的な後退 17

⑨‐2 　氷床の消失による、数メートルの海面上昇の長期的な発生がさけられない 17

⑨‐3 　世界中の海岸線の再編成と低平地の浸水に至る 18

⑨‐4 　子午面循環が弱まることによる生態系の変化 19

⑩1980～1999年と比較した全球平均年間気温の変化（℃）

表 20.8　21世紀の全球平均地上気温の上昇量の違いに関連した気候変動（および関係のある場合は、海面水位と大気中 CO2 ）
に関して、予測される地球規模での影響の例。これは、現在入手可能ないくつかの推定から選択したものである。すべての事項は、
本評価報告書の各章の公表されている研究から引用している。

箱の縁と記述の位置は、影響が関係する気温変化の範囲を示している。箱の間の矢印は、推定値の間で影響の度合いが増加し
ていることを表す。その他の矢印は影響のトレンドを示している。水ストレスと洪水に関するすべての項目は、SRESシナリオ
の A1FI、A2、B1、B2にわたって予測される条件に対応した気候変動による追加的な影響を表す。気候変動に対する適応はこ
れらの推定には含まれていない。絶滅に関しては、「多数」は評価された種の最大 40％から最大 70％を意味している。

また表は、1980～ 1999年と比較した、SRESシナリオおよび安定化シナリオの予測で選ばれた期間における全球気温の変化を
示している。1850～ 1899年と比較した気温変化を表すためには 0.5℃を加える。より詳細な内容は第 2章で示されている［Box 
2.8］。推定値は 2020年代、2050年代、2080年代（IPCCデータ配信センターで使われている期間で、それゆえ多くの影響研究
においても使用されている）および 2090年代に対するものである。SRESに基づく予測は二つの異なるアプローチを用いて示
されている。中央のパネル：複数の情報源に基づく第 1作業部会第 4次評価報告書政策決定者向け要約からの予測。最良の推
定値は AOGCMに基づいている（色づけされた点）。2090年代のみに適用されている不確実性幅は、モデル、観測上の制約、
専門家の判断に基づいている。下段のパネル：簡易気候モデル（SCM）に基づいた最良の推定値と不確実性幅で、第 1作業部
会第 4次評価報告書（10章）からとられている。上段のパネル：SCMを用いた、4つの CO2安定化シナリオに対する最良の推
定値と不確実性幅。第 4次評価報告書では 21世紀について比較可能な予測が得られないため、結果は第 3次評価報告書からの
ものである。しかし、CO2換算濃度の安定化時の平衡状態における気温上昇の推定値は、第 1作業部会第 4次評価報告書で報告
されている a。温室効果ガスが安定化した後、何十年、何百年後まで、平衡気温に達することはないであろう点に留意しなけれ
ばならない。

表 20.8　出典：1, 3.4.1; 2, 3.4.1, 3.4.3; 3, 3.5.1; 4, 4.4.11; 5, 4.4.9, 4.4.11, 6.2.5, 6.4.1; 6, 4.4.9, 4.4.11, 6.4.1; 7, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.4 
から 4.4.6, 4.4.10; 8, 4.4.1, 4.4.11; 9, 5.4.2; 10, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2; 11, 6.4.1; 12, 6.4.2; 13, 8.4, 8.7; 14, 8.2, 8.4, 8.7; 15, 8.2, 8.4, 8.7; 
16, 8.6.1; 17, 19.3.1; 18, 19.3.1, 19.3.5; 19, 19.3.5
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a Best estimate and likely range of equilibrium warming for seven levels of CO2-equivalent stabilisation from WGI AR4 are: 350 ppm, 1.0°C [0.6–1.4]; 450 ppm, 2.1°C
[1.4–3.1]; 550 ppm, 2.9°C [1.9–4.4]; 650 ppm, 3.6°C [2.4–5.5]; 750 ppm, 4.3°C [2.8–6.4]; 1,000 ppm, 5.5°C [3.7–8.3] and 1,200 ppm, 6.3°C [4.2–9.4].

Table 20.9. Examples of regional impacts. See caption for Table 20.8.

Table 20.8. (cont.) Edges of boxes and placing of text indicate the range of temperature change to which the impacts relate. Arrows between
boxes indicate increasing levels of impacts between estimations. Other arrows indicate trends in impacts. All entries for water stress and flooding
represent the additional impacts of climate change relative to the conditions projected across the range of SRES scenarios A1FI, A2, B1 and B2.
Adaptation to climate change is not included in these estimations. For extinctions, ‘major’ means ~40 to ~70% of assessed species.

The table also shows global temperature changes for selected time periods, relative to 1980-1999, projected for SRES and stabilisation scenarios. To
express the temperature change relative to 1850-1899, add 0.5°C. More detail is provided in Chapter 2 [Box 2.8]. Estimates are for the 2020s, 2050s
and 2080s, (the time periods used by the IPCC Data Distribution Centre and therefore in many impact studies) and for the 2090s. SRES-based
projections are shown using two different approaches. Middle panel: projections from the WGI AR4 SPM based on multiple sources. Best estimates
are based on AOGCMs (coloured dots). Uncertainty ranges, available only for the 2090s, are based on models, observational constraints and expert
judgement. Lower panel: best estimates and uncertainty ranges based on a simple climate model (SCM), also from WGI AR4 (Chapter 10). Upper
panel: best estimates and uncertainty ranges for four CO2-stabilisation scenarios using an SCM. Results are from the TAR because comparable
projections for the 21st century are not available in the AR4. However, estimates of equilibrium warming are reported in the WGI AR4 for CO2-
equivalent stabilisationa. Note that equilibrium temperatures would not be reached until decades or centuries after greenhouse gas stabilisation.

Table 20.8. Sources: 1, 3.4.1; 2, 3.4.1, 3.4.3; 3, 3.5.1; 4, 4.4.11; 5, 4.4.9, 4.4.11, 6.2.5, 6.4.1; 6, 4.4.9, 4.4.11, 6.4.1; 7, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.4 to 4.4.6, 4.4.10; 8, 4.4.1,
4.4.11; 9, 5.4.2; 10, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2; 11, 6.4.1; 12, 6.4.2; 13, 8.4, 8.7; 14, 8.2, 8.4, 8.7; 15, 8.2, 8.4, 8.7; 16, 8.6.1; 17, 19.3.1; 18, 19.3.1, 19.3.5; 19, 19.3.5
Table 20.9. Sources: 1, 9.4.5; 2, 9.4.4; 3, 9.4.1; 4, 10.4.1; 5, 6.4.2; 6, 10.4.2; 7, 11.6; 8, 11.4.12; 9, 11.4.1, 11.4.12; 10, 11.4.1, 11.4.12; 11, 12.4.1; 12, 12.4.7;
13, 13.4.1; 14, 13.2.4; 15, 13.4.3; 16, 14.4.4; 17, 5.4.5, 14.4.4; 18, 14.4.8; 19, 14.4.5; 20, 15.3.4, 21, 15.4.2; 22, 15.3.3; 23, 16.4.7; 24, 16.4.4; 25, 16.4.3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①-1 ①-2 ①-3
①-4

①-5
①-6 ①-7

②-1 ②-2
②-3

②-4 ②-5 ②-6

②-7 ②-8
②-9

③-1
③-2

③-3 ③-4 ③-5
③-6

④-1 ④-2
④-3 ④-4

④-5

④-6
④-7

④-8
④-9

④-10
④-11

④-12

⑤-1 ⑤-2

⑤-3 ⑤-4
⑤-5 ⑤-6

⑤-7
⑥-1 ⑥-2

⑥-3

⑥-4 ⑥-5
⑦-1 ⑦-2 ⑦-3 ⑦-4 ⑦-5

⑦-6 ⑦-7

⑦-8

⑧-1
⑧-2

⑧-3

⑨

⑨　　　　　　　＜表 20.9 ＞
①アフリカ

①‐1 　10 ～ 15％ 1

①‐2 　25 ～ 40％ 1

①‐3 　絶滅のリスクにあるサハラ以南の種
①‐4 　半乾燥／乾燥地が 5 ～ 8％増加 2

①‐5 　7,500 万～ 2 億 5 千万人 3

①‐6 　3 億 5 千万～ 6 億人 3

①‐7 　水ストレスの増大にさらされる人口の増加
②アジア

②‐1 　インドでコムギとトウモロコシが 2 ～ 5％減少 4

②‐2 　中国でコメが 5 ～ 12％減少 4

②‐3 　穀物収穫可能量
②‐4 　最大 200 万人 5

②‐5 　最大 700 万人 5

②‐6 　沿岸域の洪水のリスクにある人口の毎年の増加数
②‐7 　1 億～ 12 億人 6

②‐8 　2 億～ 10 億人 6

②‐9 　水ストレスの増大にさらされる人口の増加
③オーストラリア／ニュージーランド

③‐1 　グレートバリアリーフの毎年の白化 7

③‐2 　暑熱に関連した死者がさらに 3,000 ～ 5,000 人 / 年 8

③‐3 　－ 10％　　　　　　　　　　　
③‐4 　マレー ･ ダーリング川の流量 9　　　　　　　
③‐5 　－ 50％
③‐6 　オーストラリア南部と東部およびニュージーランド東部の一部で水の安全保障が低下 10
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④ヨーロッパ
④‐1 　ヨーロッパ北部では＋ 5 ～＋ 15％ 11

④‐2 　＋ 10 ～＋ 20％ 11

④‐3 　ヨーロッパ南部では 0 ～－ 25％ 11

④‐4 　－ 5 ～－ 35％ 11

④‐5 　水利用可能量
④‐6 　ヨーロッパ北部では＋ 2 ～＋ 10％ 12

④‐7 　＋ 10 ～＋ 25％ 12

④‐8 　＋ 10 ～＋ 30％ 12

④‐9 　ヨーロッパ南部では＋ 3 ～＋ 4％ 12

④‐10 　－ 10 ～＋ 20％ 12

④‐11 　－ 15 ～＋ 30％ 12

④‐12 　コムギ収穫可能量
⑤ラテンアメリカ

⑤‐1 　中央ブラジルサバンナの樹種の約 25％が絶滅の可能性 13

⑤‐2 　アマゾンの樹種の約 45％が絶滅の可能性 13

⑤‐3 　多くの熱帯の氷河が消失 14

⑤‐4 　多くの中緯度の氷河が消失 14

⑤‐5 　1 千万～ 8 千万人 15

⑤‐6 　8 千万～ 1 億 8 千万人 15

⑤‐7 　水ストレスの増大にさらされる人口の増加
⑥北アメリカ

⑥‐1 　穀物収穫可能量が 5 ～ 20％増加 16

⑥‐2 　カナダで森林の焼失面積が 70 ～ 120％増加 17

⑥‐3 　暖房の減少と冷房の増加 18

⑥‐4 　オゾンが危険濃度となる日数が約 70％増加 19

⑥‐5 　いくつかの都市で熱波の日数が 3 ～ 8 倍増加 19　
⑦極域

⑦‐1 　北極地方の永久凍土の季節的な融解深度の増加
⑦‐2 　10 ～ 15％ 20

⑦‐3 　15 ～ 25％ 20

⑦‐4 　30 ～ 50％ 20

⑦‐5 　北極地方のツンドラの 10 ～ 50％が森林に置換 21

⑦‐6 　北極地方の永久凍土地の 20 ～ 35％の減少 20

⑦‐7 　極砂漠の 15 ～ 25％がツンドラに置換 21

⑦‐8 　北極地方の年平均海氷面積が 20 ～ 35％減少 22

⑧小島嶼
⑧‐1 　海面上昇による沿岸域の浸水とインフラへの損害の増加 23

⑧‐2 　中および高緯度の島嶼で外来種がコロニーを形成 24

⑧‐3 　高標高の島嶼では GDP の最大 5％、低標高の島嶼では GDP の最大 20％の農業損失 25

⑨ 1980 ～ 1999 年と比較した全球平均年間気温の変化（℃）

表 20.9　地域規模の影響の例。 表 20.8のキャプションを参照。

表 20.9　出典：1, 9.4.5; 2, 9.4.4; 3, 9.4.1; 4, 10.4.1; 5, 6.4.2; 6, 10.4.2; 7, 11.6; 8, 11.4.12; 9, 11.4.1, 11.4.12; 10, 11.4.1, 11.4.12; 11, 
12.4.1; 12, 12.4.7; 13, 13.4.1; 14, 13.2.4; 15, 13.4.3; 16, 14.4.4; 17, 5.4.5, 14.4.4; 18, 14.4.8; 19, 14.4.5; 20, 15.3.4, 21, 15.4.2; 22, 
15.3.3; 23, 16.4.7; 24, 16.4.4; 25, 16.4.3
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（a）
①気候変動への脆弱性の全球分布  
　曝露と感度の合成国別指標
② 9　深刻な

7　中程度の
6　中程度の
5　低度の
4　低度の
3　わずかな
2　わずかな脆弱性
データなし

③シナリオ A2、2050 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　集計された影響で補正した年間平均気温

（b）
④気候変動への脆弱性の全球分布 
　曝露と感度の合成国別指標
⑤ 5　低度の

4　低度の
3　わずかな
2　わずかな脆弱性
データなし

⑥シナリオ A2、2050 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　 集計された影響で補正し、かつ適応能力の向上を考慮した

年間平均気温 

（c）
⑦気候変動への脆弱性の全球分布  
　曝露と感度の合成国別指標
⑧ 7　中程度の

6　中程度の
5　低度の
4　低度の
3　わずかな
2　わずかな脆弱性
1　脆弱性なし
データなし

⑨シナリオ A2-550、2050 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　集計された影響で補正した年間平均気温

図 20.5　5.5℃の気候感度を仮定した SRES A2排出シナリオに沿った、緩和の有無による 2050年における脆弱性の地理的分
布。 （a） は現在の適応能力が変わらない場合の脆弱性を示している。 （b） は世界中で適応能力が向上した場合の脆弱性を示し
ている。 （c） は大気中の温室効果ガス実効濃度を 550 ppmに抑えるように計画された緩和の地理的な影響を示している。 （d） 
は濃度を同様に 550 ppmに抑えるための緩和と適応能力の向上が組み合わさった補完的効果を描写している。出典：Yohe et al., 
2006b 。

（d）
⑩気候変動への脆弱性の全球分布 
　曝露と感度の合成国別指標
⑪ 4　低度の

3　わずかな
2　わずかな脆弱性
1　脆弱性なし
データなし

⑫シナリオ A2-550、2050 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　 集計された影響で補正し、かつ適応能力の向上を考慮した

年間平均気温 
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（a） 
①気候変動への脆弱性の全球分布
　曝露と感度の合成国別指標
② 10 　極端な脆弱性

9　　厳しい
8　　深刻な
7　　中程度の
6　　中程度の
5　　低度の
データなし

③シナリオ A2、2100 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　集計された影響で補正した年間平均気温

図 20.6　5.5℃の気候感度を仮定した SRES A2排出シナリオに沿った、緩和の有無による 2100年における脆弱性の地理的分
布。 （a） は現在の適応能力が変わらない場合の脆弱性を示している。 （b） は世界中で適応能力が向上した場合の脆弱性を示し
ている。 （c） は大気中の温室効果ガス実効濃度を 550 ppmに抑えるように計画された緩和の地理的な影響を示している。 （d） 
は濃度を同様に 550 ppmに抑えるための緩和と適応能力の向上が組み合わさった補完的効果を描写している。出典：Yohe et al., 
2006b 。

（c）
⑦気候変動への脆弱性の全球分布
　曝露と感度の合成国別指標
⑧ 10 　極端な脆弱性

9　　厳しい
8　　深刻な
7　　中程度の
6　　中程度の
5　　低度の
4　　低度の
データなし

⑨シナリオ A2-550、2100 年、気候感度を 5.5℃と
仮定
　集計された影響で補正した年間平均気温

（b） 
④気候変動への脆弱性の全球分布
　曝露と感度の合成国別指標
⑤ 10 　極端な脆弱性

9　　厳しい 
8　　深刻な
7　　中程度の
6　　中程度の
5　　低度の
4　　低度の
データなし

⑥シナリオ A2、2100 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　集計された影響で補正し、かつ適応能力の向上を
　考慮した年間平均気温

（d）
⑩気候変動への脆弱性の全球分布
　曝露と感度の合成国別指標
⑪ 10 　極端な脆弱性 

9　　厳しい
8　　深刻な
7　　中程度の
6　　中程度の
5　　低度の
4　　低度の
3　　わずかな
データなし

⑫シナリオ A2-550、2100 年、気候感度を 5.5℃と仮定
　集計された影響で補正し、かつ適応能力の向上を
　考慮した年間平均気温
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Box 20.1　適応および持続可能性研究におけるその土地ならびに先住民の知識の役割

先住民の環境に関する知識についての研究は多くの国で、しばしばその土地の口伝えの歴史や土地への文化
的な愛着を理解するといった文脈において、取り組まれている。1980年代および 1990年代初頭の研究につ
いての調査は Johnson （1992） によって行われた。Reid et al.（2006）は異なる知識体系が交わることに関連し
た多くの技術的および社会的問題と、こうした形態の知識に関連するスケールと状況を結び付けることの課
題について概説している。気候変動と地球規模での環境変化に対する関心が高まる中、先住民の知識がどの
ようにして気候変動影響や適応に対処するための共同学習の取組みの一部となりうるかや先住民の知識と持
続可能性とのつながりを調査する最近の研究が浮上してきている。ここではいくつかの例を示す。

Sutherland et al.（2005）はサモアでのコミュニティによる脆弱性評価について述べており、ここでは気候に
関連した曝露の将来の変化および適応能力を向上するための将来の課題の両方を扱っている。Twinomugisha 

（2005） はウガンダでの食料安全保障に関する対話の中で、その土地の知識を考慮に入れないことの危険性に
ついて述べている。

ミレニアム生態系評価計画（MA, 2005）の一部として、コスタリカではシナリオ構築の訓練が行われてい
る。これは先住民コミュニティと科学者が将来の開発についての共通のビジョンを策定した共同研究であっ
た。開発の外部動因に対処するといった側面も取り入れながら、二つの試験的な 5年間の筋書きが作られた
（Bennett and Zurek, 2006）。この筋書きは、直接に気候変動を扱うものではなかったが、異なる形態の知識を
取り入れた共同のシナリオ構築の可能性を実証している。

北極地方のカナダでは、伝統的な知識が、広大な淡水デルタにおける生態系の完全性に対する気候変動の影
響を識別する評価の一部として使用された（NRBS, 1996）。別の事例では、鉱山採掘の提案についての環境
評価が、政府と先住民との協同で行われた。持続可能な開発を促進するための知識が評価の明確な目標とし
て特定され、また気候変動の影響はその地域の長期的な懸案事項の一つとしてリストに入れられた（WKSS, 

2001）。

Vlassova（2006）は、ロシアの北方林における気候と環境のトレンドについてのロシア北部の先住民とのイ
ンタビューの結果を説明している。北極地方からのほかの事例は、ACIA（2005）、Reidlinger and Berkes（2001）、
Krupnik and Jolly（2002）、Furgal et al.（2006）、および第 15章 で述べられている。

気候変動と持続可能性についての展望第 20 章



826

【第 20章　訳注】

【訳注 20-1】 原文の英語は sustainable development。「持続的発展」などと訳されることもあるが、本巻では、一
貫して「持続可能な開発」と訳した。

【訳注 20-2】 原文の英語はMillennium Development Goals。2000年 9月の国連ミレニアム総会で採択された開発
目標で、2015年までに達成すべき 8のゴール、18のターゲットと 48の指標からなる。ここでは、「今
世紀半ばに向けたミレニアム開発目標の達成」となっているが、これはいくつかの国や目標に関し
て、2015年までの達成が既に困難であると考えられていることによると思われる。

【訳注 20-3】 原文の英語は adaptation-mitigation intervention portfolio。Interventionとは、なんらかの政策的な介入
を行うことであり、ここでは、気候変動問題に対する適応策や緩和策全般を指している。

【訳注 20-4】原文の英語は sustainomics。開発をより持続的にするための実践的な枠組みを指す。

【訳注 20-5】 原文の英語は European Carbon Trading Scheme。The European Union Greenhouse Gas Emission Trading 

Scheme（EU域内排出量取引制度や欧州連合温室効果ガス排出枠取引）を指していると思われる。

【訳注 20-6】 原文の英語は “Fast Track” studies。英国の DEFRAのファンドによる研究プロジェクト。本文にも
挙げられている Global Environmental Change volume 14 に成果が示されている。

【訳注 20-7】 日本語訳は、http://www.undp.or.jp/aboutundp/mdg/mdgs.shtmlにある表記に従った。
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