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A.　気候変動に関する政府間パネル

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、人為的
影響を受けた温室効果ガスの排出が気候システムを変
える可能性があるという認識の広がりに応えて、1988

年、世界気象機関（WMO）と国連環境計画プログラ
ム（UNEP）によって設立された。その役割は、気候
変動のすべての側面に対する理解の評価を提供するこ
とである。
　その最初の会合で、IPCCは三つの作業部会に組織
された。三つの作業部会の現在の役割は、第 1作業部
会が、気候システムと気候変動の科学的側面を検討す
ること、第 2作業部会が、気候変動に対する脆弱性、
気候変動の影響、気候変動への適応を検討すること、
第 3作業部会が、気候変動の緩和のためのオプション
を探ることである。今まで三つの評価報告書が、1990

年、1996年、2001年に作成された。

B.　第 2作業部会第 4次評価

　第 4次評価報告書を作成することの決定は、2002年
4月にジュネーブで開かれた IPCC第 19回会議で採択
された。報告書は、以前のものよりもより重点的かつ
短いものにすべきとされた。第 2作業部会の報告は、
2007年半ばに仕上げるべきとされた。
　IPCC第 4次評価報告書は、現在の知見のバランス
のとれた評価であることが意図されている。そこでは、
IPCC第 3次評価報告書（2001）以降に得られた新し
い知見に力点が置かれた。そのためには、英語以外の
言語による文献や、政府や NGOの報告のような「グ
レー」文献を含めた、すべての公表文献を調べること
が必要であった。　
　第 4次評価の範囲をまとめるために 2003年に 2つ
の会合が開かれ、そこから、承認とそれに引き続く承
諾のために 2003年 11月に開かれた IPCC全体会議 21

に提出される第 2作業部会評価報告の概要が出てきた。
　報告書は、全体で気候変動の文献を包括的に評価す
る 20の章からなる。それらは表 I.1に示されている。
最初の章は、観測された変化に関するもので、自然
および人為的な環境における観測された変化が人為的
な気候変動に関わるものかどうかという問題を検討す
る。第 2章は、影響分析のために利用可能な手法と、
これらの分析の基礎となる将来の気候変動のシナリオ
を扱っている。これに引き続いて、システム、分野、
地域、影響に対する脆弱性、および適応戦略に対する

今日および将来の気候変動の影響に関する文献を評価
する、中心となる各章がくる。第 17、18章では、適
応を通じた対応の可能性と、緩和との相乗作用につい
て考察する。最後の 2章では、主要な脆弱性と、気候
変動と持続可能性との相互関係に注目する。
　第 2作業部会第 4次評価報告書の第 9章から第 16

章では、地域的な気候変動の影響について考察する。
これらの地域の定義は表 I.2に示されている。

C.　章をまたいだ事例研究

　第 4次評価報告書に対する第 2作業部会の報告を書
く初期の段階で、いくつかの章で異なった見方がある、
環境上の重要事項や広く関心のある事項に関するテー
マが出てきた。これらのテーマは、一緒に集めて「章
をまたいだ事例研究」としてそっくりそのまま巻末に
載せた。表 I.3の手引きは、章をまたいだ事例研究の
題材が個々のどの章に出てくるかを示している。
　章をまたいだ事例研究の 4つのテーマは次のとおり
である。

1. 　ヨーロッパの 2003年の熱波の影響
2. 　サンゴ礁への気候変動の影響
3. 　メガデルタ：気候変動に対する脆弱性
4. 　気候変動への適応のための先住民の知識

D.　文献の地域別、事項別データベース

　評価は、世界のすべての部分についての、また、多
くの事項についての非常に多量の文献のレヴューに基
づいている。ある地域、あるいはある事項についての
文献を入手することに関心をお持ちの方のために、地
域別、事項別の文献データベースを CD-ROMで提供
する（訳注：CD-ROMは、原著にはついているがこの
日本語版にはついていない）。データベースは、この
巻に載っているすべての参考文献を含んでおり、地域
および事項で検索できる。

E.　 この評価において執筆者、査読者、
参加政府がとった手順

　第 2作業部会第 4次評価報告書は、全部で、70ヶ国
から参加した 48人の総括執筆責任者（CLAs）、125人
の執筆責任者（LAs）、45人の査読編集者（REs）が関
係した。それに加えて、183人の執筆協力者と 910人
の経験を積んだ査読者がいた。
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　第 2作業部会第 4次評価報告書の各章の執筆チーム
は、2人から 4人の CLAsと 6人から 9人の LAsから
構成された。CLAsに導かれたこの執筆チームの責任
は、各章の草稿と最終稿を作成することであった。必
要があれば、彼らは、作業を補助するための執筆協力
者を募ることができた。最終稿を作成する前に、各章
の草稿を 3回書いた。草稿は、専門家によるものと政
府によるものと、二つの別の流れの査読を受けた。査
読コメントが執筆者によって適切に検討されたことを
確認するのが REs（一章に 2、3人）の役割だった。
　執筆者と REsは、各国政府によって推薦された専門
家のリストから、第 2作業部会事務局によって選ばれ
た。開発途上国と先進国、そして移行経済を適切に代
表するよう、執筆チームのバランスをとる必要性にと
くに留意した。専門家による査読では、各章の原稿は、
各政府によって推薦されたが評価報告書には含まれな
かったすべての専門家と、第 2作業部会の共同議長と
副議長たちによって文献や世界の研究界についての彼
らの知識から選ばれた科学者や研究者たちを含む専門
家に送られた。

F.　 第 2作業部会第 4次評価報告書にお
ける不確実性の表現方法 

　IPCC第 4次評価報告書の全編にわたり、現在の知
見の不確実性を表現するために共通の用語が用いられ
ており、それは、2005年 7月に IPCCによって作成さ
れた、「不確実性の表現についての IPCC第 4次評価報
告書の執筆責任者のための手引き」 1に基づく。

確信度の表記
　文献の包括的な読み取りと専門家としての判断か
ら、執筆者は、現在の知見の評価に基づき、報告書に
おける主要な記述に対して、確信度の程度を次のよう
に指定している。

用語
正しさについての確信度

確信度が非常に高い（Very high confidence）
10のうち少なくとも 9が正しい

確信度が高い（High confidence）
10のうち約 8が正しい

確信度が中程度（Medium confidence）
10のうち約 5が正しい

確信度が低い（Low confidence）
10のうち約 2が正しい

確信度が非常に低い（Very low confidence）
10のうち 1未満が正しい

可能性の表記
　「可能性」は、ある特定の結果が起きている、ある
いは将来起きる可能性の評価を示しており、定量的分
析もしくは専門的見地からの論理的帰結に基づいてい
る。報告書では、執筆者がある結果の可能性を評価す
る際、それぞれの用語の意味は次のとおりである。

用語
発生する可能性

ほぼ確実（Virtually certain）
99%を超える確率

可能性が非常に高い（Very likely）
90から 99%の確率

可能性が高い（Likely）
66から 90%の確率

どちらも同程度（About as likely as not）
33から 66%の確率

可能性が低い（Unlikely）
10から 33%の確率

可能性が非常に低い（Very unlikely）
1から 10%の確率

ほぼありえない（Exceptionally unlikely）
1%未満の確率

G.　主要な用語の定義 

　IPCCが使用する「気候変動」は、自然の変動性に
よるか人間の活動の結果かによらず、時につれて気候
に生ずるいかなる変化をも意味する。この使用法は気

1
1  http://www.ipcc.ch/activity/uncertaintyguidancenote.pdf
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候変動に関する枠組条約での使われ方とは異なってお
り、そこ（枠組条約）では、「気候変動」は、地球大
気の組成を変えるような、また、それに匹敵する期間
の自然の気候変動性に付け加わる、直接的にせよ間接
的にせよ人間活動に原因が帰せられる気候の変化を意
味する。
　「適応」は、実際の、あるいは予想される気候刺激
またはその影響に応答して、自然または人間のシステ
ムに起きる調節作用で、損害を和らげ、便益の機会を
切り開く。
　「脆弱性」は、気候変動性と極端現象を含む気候変
動の悪影響に対して、あるシステムが影響を受けや
すい、そして対処できない程度である。「脆弱性」は、
そのシステムがさらされる気候の変化と変動の性質、
強度、速度、およびそのシステムの感度と適応能力の
関数である。
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表 I.1　IPCC第 4次評価報告書への第 2作業部会報告の章立て。

A.  観測された変化の評価
第 1章         自然および人為システムにおける観測された変化と応答の評価
B.  将来の影響と適応の評価：システムと分野
第 2章         新たな評価手法および将来状況の特徴描写
第 3章         淡水資源とその管理
第 4章         生態系、その特性、財とサービス
第 5章         食料、繊維、林産物
第 6章         沿岸システムおよび低平地
第 7章         産業、居住、および社会
第 8章         人の健康
C.  将来の影響と適応の評価：地域
第 9章         アフリカ
第 10章      アジア
第 11章      オーストラリアおよびニュージーランド
第 12章      ヨーロッパ
第 13章      ラテンアメリカ
第 14章      北アメリカ
第 15章      極域（北極地方および南極地方）
第 16章      小島嶼
D.　 影響に対する応答の評価
第 17章      適応の実践、オプション、制約、および能力評価
第 18章      適応と緩和の相互関係
第 19章      主要な脆弱性と気候変動によるリスクの評価
第 20章      気候変動と持続可能性についての展望
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表 I.2　第 2作業部会第 4次評価報告書における地域別の国々（第 9～ 16章参照）。

アフリカ

アルジェリア アンゴラ ベナン ボツワナ

ブルキナファソ ブルンジ カメルーン 中央アフリカ共和国

チャド コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 コートジボワール

ジブチ エジプト 赤道ギニア エリトリア

エチオピア ガボン ガーナ ギニア

ギニアビサウ ケニア レソト リベリア

リビア マダガスカル マラウイ マリ

モーリタニア モロッコ モザンビーク ナミビア

ニジェール ナイジェリア レユニオン ルワンダ

セネガル シエラレオネ ソマリア 南アフリカ

スーダン スワジランド タンザニア ガンビア

トーゴ チュニジア ウガンダ ザンビア

ジンバブエ

アジア

アフガニスタン バーレーン バングラデシュ ブータン

ブルネイダルサラーム カンボジア 中国 東ティモール

インド インドネシア イランイスラム共和国 イラク

イスラエル 日本 ヨルダン カザフスタン

朝鮮民主主義人民共和国 大韓民国 クウェート キルギス共和国

ラオス レバノン マレーシア モンゴル

ミャンマー ネパール オマーン パキスタン

パプアニューギニア フィリピン カタール ロシア‐ウラル山脈より東

サウジアラビア シンガポール スリランカ シリア

タジキスタン タイ トルコ トルクメニスタン

アラブ首長国連合 ウズベキスタン ベトナム イエメン

オーストラリアおよびニュージーランド

オーストラリア ニュージーランド

ヨーロッパ

アルバニア アンドラ アルメニア オーストリア

アゼルバイジャン ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ

ブルガリア クロアチア チェコ共和国 デンマーク

エストニア フィンランド フランス グルジア

ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド

イタリア ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア

ルクセンブルク マケドニア モルドバ共和国 モナコ

モンテネグロ ノルウェー ポーランド ポルトガル

ルーマニア ロシア‐ウラル山脈より西 サンマリノ セルビア

スロバキア共和国 スロベニア スペイン スウェーデン

スイス オランダ ウクライナ 英国【訳注】

バチカン市国 

極域

南極地方 北緯 60°より北（グリーンラ
ンドとアイスランドを含む）
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ラテンアメリカ

アルゼンチン ベリーズ ボリビア ブラジル

チリ コロンビア コスタリカ エクアドル

エルサルバドル 仏領ギアナ グアテマラ ガイアナ

ホンジュラス メキシコ ニカラグア パナマ

パラグアイ ペルー スリナム ウルグアイ

ベネズエラ

北アメリカ

カナダ 米国【訳注】

小島嶼 : 主権のない小島嶼も評価には含まれているが、ここには載せられていない

アンティグア・バーブーダ バルバドス カーボベルデ コモロ

クック諸島 キューバ キプロス ドミニカ

ドミニカ共和国 ミクロネシア連邦 フィジー グレナダ

ハイチ ジャマイカ キリバス モルディヴ

マルタ マーシャル諸島 モーリシャス ナウル

パラオ セントキッツ・ネイビス セントルシア セントビンセントおよびグレ
ナディーン諸島

サモア サントメ・プリンシペ セイシェル ソロモン諸島

バハマ トンガ トリニダード・トバゴ ツバル

バヌアツ

【訳注】本巻においては United Kingdom（U.K.）を英国、United States of America（U.S.A.）を米国と訳すこととした。
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表 I.3　章をまたいだ事例研究：本文中の位置。

ヨーロッパの 2003 年の熱波の影響
題目： 章： 章中の位置：
状況設定と概観
2003年のヨーロッパの熱波 第 12章 12.6.1節
分野への影響
2003年ヨーロッパ熱波の生態学的影響 第 4章 Box 4.1

ヨーロッパの熱波の農業分野に対する影響 第 5章 Box 5.1

産業、居住、および社会：ヨーロッパにおける 2003年熱波の影響 第 7章 Box 7.1

2003年のヨーロッパ熱波：健康の影響と適応 第 8章 Box 8.1

サンゴ礁への気候変動の影響
サンゴ礁の今日の変化
サンゴ礁の観測された変化 第 1章 1.3.4.1節
環境閾値と観測されたサンゴ礁の白化 第 6章 Box 6.1

サンゴ礁への将来の影響
サンゴ礁は気候変動による絶滅危機にあるか？ 第 4章 Box 4.4

サンゴ礁への影響 第 6章 6.4.1.5節
気候変動とグレートバリアリーフ 第 11章 Box 11.3

サンゴの大量死がサンゴ礁の漁業に与える影響 第 5章 Box 5.4

サンゴ礁への複合的ストレス
小島嶼のサンゴ礁に対する非気候変動の脅威 第 16章 Box 16.2

メガデルタ：気候変動に対する脆弱性
はじめに
デルタとメガデルタ：脆弱性のホットスポット 第 6章 Box 6.3

アジアのメガデルタ
アジアのメガデルタ 第 10章 10.6.1節 , 表 10.10

気候変動とメコン川下流域の漁業－人間活動による、メガデルタの漁業システムに対す
る複合的ストレスの例

第 5章 Box 5.3

北極地方のメガデルタ
北極地方のメガデルタ 第 15章 15.6.2節
ハリケーン・カトリーナの事例研究
ハリケーン・カトリーナと、ミシシッピデルタの沿岸生態系サービス 第 6章 Box 6.4

複合的ストレスを背景とするメガデルタでの極端な気象現象に対する脆弱性：ハリケー
ン・カトリーナの事例

第 7章 Box 7.4

気候変動への適応のための先住民の知識
概観
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 第 20章 Box 20.1

事例研究
南アメリカ高地の先コロンブス期社会の適応能力 第 13章 Box 13.2

アフリカの先住民の知識システム 第 9章 9.6.2節
北極地方の人々の間での適応に関する伝統的な知識 第 15章 15.6.1節
先住民の間での気候変動による健康影響への適応 第 8 章 Box 8.6
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