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概要

温室効果ガス排出およびその他の変化が現在と同じ割
合またはそれ以上で継続すると、今世紀中に多くの生
態系の回復力（生態系が自然に適応する能力）は、気
候変動、それに伴う撹乱（例えば、洪水、干ばつ、森
林火災、昆虫、海洋酸性化）、およびその他の全球的
変動動因（特に、土地利用変化、汚染、資源の過剰開発）
のかつてない併発によって、追いつかなくなる可能性
が高い（確信度が高い）。
2100年までに、生態系は、過去 65万年間よりはるか
に高い大気 CO2レベル、および過去 74万年間に経験
した中で少なくとも最も高い水準の全球気温にさらさ
れるだろう（確信度が非常に高い）［4.2, 4.4.10, 4.4.11; 

Jansen et al., 2007］。このことは、ほとんどの生態系の
構造を変え、生物多様性を減少させ、機能を混乱させ、
また、生態系が現在提供しているサービスを危うくす
る（確信度が高い）［4.2, 4.4.1, 4.4.2-4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 

図 4.4, 表 4.1］。現在および将来の土地利用の変化とそ
れに伴う景観の分断化は、生物種の移動を妨害し、従
って、生息範囲の移動による自然の適応を損なう可能
性が非常に高い（確信度が非常に高い）［4.1.2, 4.2.2, 

4.4.5, 4.4.10］。

いくつかの主な陸域生態系の炭素蓄積は、現在の気候
変動および／または土地利用の影響に対して脆弱であ
り、気候および土地利用の変化が緩和されないと予測
した場合、高度のリスクにさらされる（確信度が高い）。
いくつかの陸域生態系は個々に、大気中の炭素を現
在と同じ程度固定する（確信度が非常に高い）［4.4.1, 

4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11］。陸域生物圏は今世紀中に正
味の炭素放出源になる可能性が高く（確信度が中程
度）、おそらくそれは、IPCC第 3次評価報告書（TAR）
で予測された時期よりも早まる（確信度が低い）［4.1, 

図 4.2］。ツンドラの凍結した黄土（「エドマ（氷楔）」
炭素約 500 Pg を含む）と永久凍土（炭素約 400 Pg を
含む）からのメタン放出は過去 20年間に加速してき
ており、さらに加速する可能性が高い（確信度が高い）
［4.4.6］。現在の人為起源の＜温室効果ガス＞排出速度
においては、海洋の緩衝能力が飽和し始める ［Denman 

et al., 2007、例えば Section 7.3.5.4］ 一方で、陸上の炭
素吸収源で進行中の増加傾向は、熱帯林の森林破壊の
傾向や生物圏のフィードバックを考慮に入れない場合
でも、今世紀半ばまでにはピークに達し、その後低減
し始め、温室効果ガスの排出および土地利用の変化の

傾向が現在と同程度またはそれ以上の速度で継続する
と仮定すると、2100年までには正味の炭素放出源に向
かうであろう（確信度が高い）［図 4.2, 4.4.1, 4.4.10, 図
4.3, 4.4.11］。低度の気候変動（全球平均の気温変化が
工業化以前の水準から約 2℃未満の上昇）の場合には、
一次生産力の増大のような影響もあるだろうが、例え
ば不可逆的な絶滅のリスクの増大など、相乗作用は好
ましくないものになる可能性が高い（確信度が非常に
高い）［4.4.1, 図 4.2, 4.4.10, 図 4.3, 4.4.11］。

全球平均気温の上昇が工業化以前の水準を 2 から 3℃
超えた場合、（無作為のサンプリングで）これまで評
価された植物および動物種のうち約 20 から 30％で絶
滅のリスクがますます高まる可能性が高い（確信度が
中程度）［4.4.10, 4.4.11, 図 4.4, 表 4.1］。
地球規模の生物多様性の消失は不可逆であるため、生
物多様性について予測される影響は深刻であり、重要
な関連性を持つ（確信度が非常に高い）［4.4.10, 4.4.11, 

図 4.4, 表 4.1］。その地域に固有の種は、地域的な古気
候変化が弱かった場所で最も豊富であり、このことは、
これら＜の種＞が予測される気候変動に対して脆弱で
あるという状況証拠を示している（確信度が中程度）
［4.2.1］。全球平均気温が工業化以前の水準より 2℃上
昇する場合、多くの陸上、淡水、海洋の生物種（特に
世界中の固有種）が、地質学的な直近の過去をはるか
に上回る絶滅のリスクにさらされる（確信度が中程度）
［4.4.5, 4.4.11, 図 4.4, 表 4.1］。全球平均気温の上昇が
工業化以前の水準を 2から 3℃超えた場合、おそらく
2100年までに、地球規模で生物種の約 20から 30％（全
球の不確実性範囲は 10から 40％であるが、その地域
の生物相によって 1％から 80％まで異なる）がますま
す高まる絶滅のリスクにさらされるだろう ［4.2, 4.4.10, 

4.4.11, 図 4.4, 表 4.1］。現在の自然保護の慣行は、一般
にこのレベルの気候変動に対する適応としては不備で
あり、効果的な適応策は実施コストが嵩む可能性が高
い（確信度が高い）［4.4.11, 表 4.1, 4.6.1］。

工業化以前の水準を 2 から 3℃以上超える地球温暖化
によって、陸域生態系の構造と機能に相当な変化が起
きる可能性が非常に高い（確信度が高い）。
2100年までに、現存する生態系の約 25％（IPCCの
SRES B1 排出シナリオ ; 3.2℃の温暖化）から約 40％
（SRES A2 シナリオ ; 4.4℃の温暖化）でかなりの変化
が明らかになり、特にアフリカと南半球の乾燥地域で
はプラスの影響もあるが、中から高緯度地域と熱帯で
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は、特に攪乱レジームの変化（特に森林火災や害虫）
に伴い、大規模な森林および疎林の減少が起きる［4.4.2, 

4.4.3, 4.4.5, 4.4.10, 4.4.11, 図 4.3］。

工業化以前の水準を 2 から 3℃以上超える地球温暖化
とこれに伴う大気 CO2 レベルの増加によって、海洋
およびその他の水界生態系の構造と機能に相当な変化
が起きる可能性が非常に高い（確信度が高い）。
気候変動（確信度が非常に高い）と海洋の酸性化（確
信度が中程度）は、サンゴや海生巻貝（翼足類）の
ように、殻または外骨格の形成にアラゴナイトを使用
する浮遊性と浅海の底生海洋生物を広範囲にわたって
損ない、特に南大洋が大きな影響を受け、冷水性サン
ゴの生息範囲が今世紀に大幅に減少する可能性が高
い［4.4.9, Box 4.4］。海氷の相当量の消失は、これに
依存する種（例えば、ホッキョクグマ）の生息地を減
少させる（確信度が非常に高い）［4.4.9, 4.4.6, Box 4.3, 

4.4.10, 図 4.4, 表 4.1, 15.4.3, 15.4.5］。陸域の熱帯および
亜熱帯の水界生態系は、少なくとも SRES A2 シナリオ
のもとでは重大なリスクにさらされ、2100年までに、
アフリカの約 25％（特にアフリカ南部および西部）に
わたるマイナスの影響が、水質と生態系の財とサービ
スの双方の低下を引き起こす（確信度が高い）［4.4.8］。

生態系と種は、その生態系固有の臨界閾値への曝露の
切迫度に応じて、気候変動に対して広範囲の脆弱性を
示す可能性が非常に高い（確信度が非常に高い）。
最も脆弱な生態系としては、サンゴ礁、海氷バイオー
ムおよびその他の高緯度生態系（例えば、北方林）、
山岳生態系、地中海性生態系が挙げられる（確信度
が高い）［図 4.4, 表 4.1, 4.4.9, Box 4.4, 4.4.5, 4.4.6, Box 

4.3, 4.4.7, 4.4.4, 4.4.10, 4.4.11］。最も脆弱性が小さい生
態系としては、サバンナと生息種の貧弱な砂漠が挙げ
られるが、この評価には特に、CO2による施肥効果と
森林火災などの攪乱レジームに関連した不確実性があ
る（確実性が低い）［Box 4.1, 4.4.1, 4.4.2, Box 4.2, 4.4.3, 

4.4.10, 4.4.11］。

4.1　はじめに

　生態系とは、動植物および微生物の群集と生物をと
りまいている環境とが一つの機能単位として相互に
作用しあう動的な複合体である、と実際的には定義
されうる（Millennium Ecosystem Assessment, Reid et al., 

2005）。生態系は、その境界内では構成要素間の相互

作用が強く、生態系の境界を越えると弱いということ
から有効に特定できるかもしれない（Reid et al., 2005, 

part 2）。生態系が人間の福利を支えるうえできわめて
重要なことは周知であり（Reid et al., 2005）、人為的な
気候変動のもとでその保護が重要であることは、国連
気候変動枠組条約（UNFCCC）第 2条（目的）で明確
に強調されている。
　本章では、集約的には管理されていない生態系や管
理されていない生態系とその構成要素（広く認めら
れている機能的構造的分類によりグループ化、図 4.1）
の特性および財とサービス、そして、主に IPCCのシ
ナリオ（第 2章および IPCC, 2007参照）に基づいた
気候変動に対するその潜在的な脆弱性に焦点を合わせ
る。生態系の財とサービスのうち、一部は分野別の他
章（本巻）で詳しく取り上げる。すなわち、第 3章（淡
水資源とその管理）、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 8章（人の
健康）である。本章で明らかになった重要な結論につ
いては、総括の章である第 17章から第 20章（本巻）
でさらに展開していく。生態系の地域特有の側面につ
いては、第 9章から第 16章（本巻）で論じる。本章
は IPCC第 3次評価報告書（TAR）（Gitay et al., 2001）
以降に公表された研究に基づいている。TARの結論を
ここでは要約しないが、主要な結論の確認または改訂
を示すために、適当とあれば、関連する TARの結果に
言及することにする。
　気候変動が生態系に及ぼす影響の予測は、生態系応
答の互いに連結する時間的、空間的スケールについて
の知見が一様に得られていないため、複雑である。空
間的に大規模な、つまり地球規模の生物圏でのプロセ
スは、およそ数百年、ときには数千年にもわたるゆっ
くりとした応答時間によって一般的に特徴づけられる
（Jansen et al., 2007）。とはいえ、古記録にみられる大規
模な応答や（Jansen et al., 2007）、エルニーニョ現象な
どの現在の気候異常に対する大規模な応答の中には、
それよりもはるかに短い時間スケールで起こるものも
あり、この点に留意することも重要である（Holmgren 

et al., 2001; Sarmiento and Gruber, 2002; Stenseth et al., 

2002; van der Werf et al., 2004）。大陸規模では、バイオ
ーム（用語解説参照）は十年から千年の時間スケー
ルで応答し（例えば、Davis, 1989; Prentice et al., 1991; 

Lischke et al., 2002; Neilson et al., 2005）、地域スケール
では生態学的群集を形成する生物の集団が数年から数
百年というより短い時間で応答する。個体群（つまり、
同一種の繁殖可能な個体の集まり）の応答は数か月か
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ら数百年という中間の時間スケールで起こり、生物多
様性の変化を支えている。これらには、例えば樹木
（Jump et al., 2006）やサンゴ（Coles and Brown, 2003）
の例で示されるように、適応性のある遺伝子レベルで
の変化も含まれる。微生物、植物、動物の速い生理学
的応答時間（つまり、数秒、数時間、数日、数か月）は、
葉や器官から細胞レベルまでの小さなスケールで作用
する。この生理学的応答時間は環境条件に対する生物
応答の基礎であり、本書では、これがスケールアップ
してより広い空間スケールで顕著な影響を与えるか、
あるいはメカニズムの理解がより高いレベルでの応答
の重要な閾値を評価するのに役立つ場合に、これらが
評価される。
　バイオームスケールにおける生態系の空間的分布
は、伝統的には、気候的決定要因の点からのみ説明さ
れてきた（Schimper, 1903）が、火災や昆虫のような撹
乱レジームが、気候とはやや無関係に植生構造に強く
影響していることがますます明らかになっている（例
えば、Andrew and Hughes, 2005; Bond et al., 2005）。バ
イオームの気候変動に対する感度はさまざまで
（例えば、Kirschbaum and Fischlin, 1996; Sala et al., 2000; 

Gitay et al., 2001）、気温に制限のあるバイオームは温
暖化の影響を受けやすく、水に制限のあるバイオーム
は干ばつの度合いの増大の影響を受けやすい。火災に
左右されるバイオームのように、気候やその他の環境
変化のもとで急変しうる準安定の状態にあるものも
ある（Scheffer et al., 2001; Sankaran et al., 2005）。 数十
年以内のより速いレジーム変化（Edwards et al., 2002; 

Richardson and Schoeman, 2004; Edwards et al., 2006）に
伴って、海洋バイオームの応答もまた十年スケールで
起こることが示されている（Beaugrand et al., 2002）。
ゆえに、バイオームは気候変動の影響をまとめるのに
有用な生態学的な単位であり、地球規模でのまとめを
行うのに十分な広がりを持ち、しかも人為的な気候変
動に適した応答時間を有している。

4.1.1　生態系の財とサービス

　生態系は、生物圏が機能するうえできわめて重要
な数々の財とサービスを提供し、人間社会に有形
の便益をもたらすための基盤を提供する。Hassan et 

al.（2005）は、これらには基盤サービス、供給サービス、
調節サービス、および文化的サービスを含むと定義し
ている。本章では、サービスを以下の 4種類に分ける。

i. 基盤サービス
　 一次生産、二次生産、生物多様性など。生物多様性
は人類が生態系から享受する財やサービスの多くを
持続させる資源としてますます認識されている。こ
れらは、より上位に分類される 3つのサービスの基
礎となる。

ii. 供給サービス
　 産品など（Gitay et al., 2001参照）。つまり、食料（猟
鳥獣、根、種子、木の実、その他の果実、スパイス、
飼料を含む）、繊維（木材、布地を含む）、医薬品お
よび化粧品（芳香植物、顔料を含む。第 5章参照）。

iii. 調節サービス
　 （a）炭素固定、（b）気候および水の規制、（c）洪水、
なだれ、落石などの自然災害からの保護、（d）水お
よび大気の浄化、（e）疾病および害虫の規制など。
これらは人間社会にとって最も重要である。

iv. 文化的サービス
　 生態系とその構成要素に対する人間の精神的かつ美
的な認識を満足させるものである。

4.1.2　主要な問題

　ここでは、TAR以降の生態系に関する新たな研究結
果に基づき、人為的な気候変動に対する生態系の脆弱
性の評価と、それに関連した応答に関係のある 5つの
包括的で主要な問題を強調する。
　まず最初に、生態系は、これまで古気候変動に対し
て繰り返し行ってきたことと同じように（Jansen et al., 

2007）、将来の気候変動に対してある程度の水準であ
れば耐えるものと予想され、そして、何らかの形で存
続していくであろう（例えば、Kirschbaum and Fischlin, 

1996; Gitay et al., 2001など）。だが、第 1の主要な問
題は、このような応答 （例えば、Harrison and Prentice, 

2003）から推察される生態系の回復力（生態系が異な
る段階へと転換する前に、生態系が耐えられる撹乱と
して理解される。例えば、Scheffer et al., 2001; Cropp 

and Gabrica, 2002; Folke et al., 2004）が、将来の人為的
な気候変動に十分耐えられるか否かである（例えば、
Chapin et al., 2004; Jump and Peñuelas, 2005）。一時的に
起こりうる生産力の増大の回復力に対する影響もま
た、＜この問題に＞大いにかかわりがある。これら＜
生産力の増大＞は、可能性が高い大気 CO2施肥効果
や小規模の温暖化（例えば、Baker et al., 2004; Lewis et 

al., 2004b; Malhi and Phillips, 2004）のほか、熱帯の雲量
の減少に起因する＜太陽＞放射量増大の実証された結
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果 （Nemani et al., 2003）として、特定の陸域生態系で
起こるかもしれない。以上のことから、生態系の回復
力は、気候変動枠組条約（UNFCCC）第 2条で強調さ
れている生態系の重要な特性、つまり「自然に適応す
る能力」に有効な形で相当すると思われる。
　第 2に、生態系は、採取による財の利用、自然の生
息地のいっそうの分断化や劣化など、その他の人為的
な圧力をますます受けるようになってきている（例え
ば、Bush et al., 2004）。特に中期的には（つまり、数十
年単位）、気候変動がこれらの人為的な圧力を一段と
悪化させ、生物多様性の減退を進行させる（Lovejoy 

and Hannah, 2005）。しかし、このことは、生態系への
土地利用圧力がある地域においては減少する場合も
あるなど、複雑な関係になる可能性が高い（例えば、
Goklany, 2005; Rounsevell et al., 2006）。
　第 3の主要な問題は、重大な閾値を越えることと、
正のフィードバックを通じてよく理解されていない
新しい状態へと導きうる生物圏における非線形反応の
引き金を引くことに関するものである。予測される将
来の気候変動や人為的な圧力は、過去数十万年と比
較して（例えば、Petit et al., 1999; Augustin et al., 2004; 

Siegenthaler et al., 2005）、前例のないものになることは
ほぼ確実である（Forster et al., 2007）。
　第 4に、大規模な生物圏の応答や種の地理的な生息
範囲の移動など、生態系の応答の時間的ずれについて
は、いまなお知見を積み上げているところである。多
くの生態系は、変化した気候への応答が起こるまでに
数百年（植生）、さらには数千年（土壌形成が関係す
る場合）もかかるかもしれない（例えば、Lischke et 

al., 2002）。重大な影響についての不確実性を狭め、人
間社会が関心のある時間スケールでの効果的な適応を
策定するには、絶え間なく変化する状況下における生
態系の一時的な応答と機能について、より理解するこ
とが必要とされる。
　第 5の主要な問題は、種の絶滅、それも地方的なも
のではなく、特に地球規模の絶滅に関するものである。
というのも、地球規模の絶滅は不可逆的な変化だから
である。これは、特に生態系サービスを維持するうえ
で生物多様性と生態系の機能とが結び付いている可能
性が非常に高いため、きわめて重要であり（Duraiappah 

et al., 2005; Hooper et al., 2005; Diaz et al., 2006; Worm et 

al., 2006）、ゆえに、地球規模のものであれ地方的なも
のであれ、生態系が機能するうえで決定的な意味をも
つ絶滅が、適応に対する社会的選択肢を減らすことは
ほぼ確実である。

4.2　現在の感度 

4.2.1　気候変動性と極端現象

　生物圏は、地質学的な歴史をとおしてずっとCO2と
気候の大きな変動性と極端現象にさらされてきた
（Augustin et al., 2004; Siegenthaler et al., 2005; Jansen 

et al., 2007）。このことは、強制因子（Overpeck et al., 

2006）や、優位を占める生態系や種が異なるために（例
えば、Velichko et al., 2002）、過去の気候アナログ（類
似現象）を将来の温暖化に正確に一致させることは不
可能ではあるが、生態系の現在の感度についてある種
の洞察を提供する。学べることは、第 1に、過去の大
きな気候の変動には種の絶滅などの大幅な生物学的変
化が伴ってきたこと（例えば、Overpeck et al., 2005）。
第 2に、地域固有の生物多様性は、更新世（約 2百万
年前から）の間に変動の少なかった地域に集中してい
ること（Jansson, 2003）。その間およそ過去 2百万年に
わたって、氷期と間氷期の状態が交互に繰り返されて
きた。第 3に、種のレベルでも、また集合としての生
態系のレベルでも、広く「自然の適応」と定義されう
る遺伝学的、生理学的応答（Davis and Shaw, 2001）も
起こってはいるが、生息域の移動こそが、生物種の主
な応答であったこと（Lovejoy and Hannah, 2005）。
　過去の IPCCの報告書では、いくつかの生態系が 1℃ま
での昇温に対しては回復力をもつと述べていたが（例
えば、Kirschbaum and Fischlin, 1996）、最近の研究では、
気候変動性と極端現象の果たす役割に関する知見も含
め、生態系の感度のより多様な見解が示されている（例
えば、Walther et al., 2002）。気候変動性と自然の生態
系についての知見は、エルニーニョ南方振動（ENSO）
や北大西洋振動（NAO）など、10年スケールの気候
振動の挙動とその影響についての理解が進むにつれ、
向上してきている（Trenberth et al., 2007, Section 3.6）。
このような低頻度で起こる現象は、特に主要な決定因
子（気温、降水量、積雪面積）の変化を通じて、間接
的に植生応答を決定する。例えばヨーロッパアルプス
では、1980年代後半と 1990年代初頭の雪不足のよう
に（Beniston, 2003）、一部は NAOの変動性が原因とみ
られる地域的な気候の変化が起きている（Hurrell and 

van Loon, 1997; Serreze et al., 1997; Wanner et al., 1997; 

Beniston and Jungo, 2002）。ENSO現象期間の太平洋地
域とその外側の地域の降水レジームの崩壊は、干ばつ、
暑熱ストレス、寄生虫や疾病の蔓延、火災の頻発をと
おして植生を破壊しうる（例えば、Diaz and Markgraf, 
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1992）。NAO についても同じような影響が報告
されている（Edwards and Richardson, 2004; Sims et al., 

2004; Balzter et al., 2005）。ENSO現象に伴う海面水温
の上昇は、海鳥の生殖障害（Wingfield et al., 1999）、イ
グアナの生存率の低下と小型化（Wikelski and Thom, 

2000）、島嶼の食物網の大幅な変化（Stapp et al., 1999）
に関係してきている。
　気候変動の重大な影響の多くは、極端な気象現象の
強度と頻度の変化を通じて現れるであろう。極端現
象は個体の大量死を引き起こし、生態系にどの種が出
現するかの決定に大きく関与しうる（Parmesan et al., 

2000）。干ばつは、森林動態において重要な役割を
果たし、アルゼンチンアンデス（Villalba and Veblen, 

1997）、北アメリカの林地（Breshears and Allen, 2002; 

Breshears et al., 2005）、および東地中海（Körner et al., 

2005b）の樹木枯死を促進させる。カナディアンロッ
キー（Luckman, 1994）とヨーロッパアルプス（Bugmann 

and Pfister, 2000）では、1696から 1701年の冷夏の期
間をとおして、極端な寒さが樹木の大規模な枯死を引
き起こした。ヨーロッパで 2003年に起きたような熱
波（Beniston, 2004; Schär et al., 2004; Box 4.1）は、特に
干ばつを伴う場合には、植生に短期的にも長期的にも
影響を及ぼす。
　ハリケーンは野生生物の広範な死をまねき、その余
波は採餌や繁殖に必要な資源の支出による＜野生生
物の＞減少を引き起こす（Wiley and Wunderle, 1994）。
1999年 12月にヨーロッパ西部および中央部を襲った
「世紀の嵐（storm-of-the-century）」は、平年の最高 10

倍の率で樹木を枯死させた（Anonymous, 2001）。ハリ
ケーンによる生息地の減少は人間との対立の拡大もま
ねきうる。例えば米国領サモアでは、直接の死亡現象
と狩猟圧力の増大が重なったため、近年、オオコウモ
リ（Pteropus spp.）が減少した（Craig et al., 1994）。 暴
風雨の激化と、極端現象の発生の増大もまた、沿岸域
の生態系の撹乱レジームを変化させ、その結果として
多様性の変化やそれによる生態系の機能の変化をま
ねくだろう。塩性湿地、マングローブ、サンゴ礁は、
特に脆弱である可能性が高い（例えば、Bertness and 

Ewanchuk, 2002; Hughes et al., 2003）。
　気候変動性の影響についての評価、そのトレンド、
および早期警戒システムの開発は、衛星を利用したリ
モートセンシングによって TAR以降大きく進歩した。
注目すべき貢献には、温暖化（例えば、Badeck et al., 

2004）およびその他の環境トレンド（例えば、Nemani 

et al., 2003）に応答した生物季節の変化への洞察、サヘ

ル地域の複雑な植生変化（例えば、Prince et al., 1998; 

Rasmussen et al., 2001; Anyamba and Tucker, 2005; Hein 

and Ridder, 2006）、森林火災の影響（例えば、Isaev et 

al., 2002; Barbosa et al., 2003; Hicke et al., 2003; Kasischke 

et al., 2003）、サンゴの白化現象（例えば、Yamano and 

Tamura, 2004）、雪氷圏の変化（Walsh, 1995; Lemke et 

al., 2007）、気候に対する移行帯（用語解説参照）の応
答（例えば、Masek, 2001）、森林破壊（例えば、Asner 

et al., 2005）や、地域的気候へのフィードバック（例え
ば、Durieux et al., 2003）、極端な気候現象の影響 （例え
ば、Gobron et al., 2005; Lobo and Maisongrande, 2006）、
および土壌水分の監視（Wagner et al., 2003）などがある。

4.2.2　生態系を変化させるその他の動因

　生態系は、気候の変化や大気中の微量気体濃度だけ
ではなく、土地利用、窒素降下物、汚染、侵入種な
どのその他の人為的な変化にも敏感である（Vitousek 

et al., 1997; Mack et al., 2000; Sala et al., 2000; Hansen et 

al., 2001; Lelieveld et al., 2002; Körner, 2003b; Lambin et 

al., 2003; Reid et al., 2005）。近年では、このような圧力
が人間活動のために大幅に増大している（Gitay et al., 

2001）。自然の撹乱レジーム（例えば、森林火災や昆
虫の大発生）もまた、気候感度が高い、生態系変化の
重要な動因である。これらの動因の相乗効果の影響を
予測することは、生態学的システムにおいては非線形
で急速な閾値型の応答の可能性があるため、大きな課
題となる（Burkett et al., 2005）。
　土地利用の変化とは、　例えば森林を耕地に転用す
る（またはその逆）などのように、土地利用の種類を
人為的に別の種類へと変えることや、農法を集約的な
ものに変えるなどのように、今ある土地利用の種類の
ままでその管理方法をわずかに変えることを指し、両
方合わせて地表の 40％に影響を与えている（Foley et 

al., 2005による概観）。土地利用の変化とそれに関連
する生息地の消失や分断化は、過去および現在の生態
系の変化、中でも生物多様性の変化の重要な動因とし
て長い間認識されてきた（Heywood and Watson, 1995; 

Fahrig, 2003）。
　火災は、火災に耐えるのみならずその拡大を助けさ
えする種を助長することにより、群落構造に影響を及
ぼすため、結果として生物種の相対的な燃えやすさと、
特定の群落内におけるその種の相対的な存在量との関
係を生み出す（Bond and Keeley, 2005）。その結果、多
くの植生タイプは、地域的な気候のみによって推測さ
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れる最大生物量（biomass）からかけ離れたものにな
る（Bond et al., 2005）。ゆえに、主要種の地理的移動や
火災は、群落の根本的変化を引き起こす可能性がある
（Brooks et al., 2004; Schumacher and Bugmann, 2006）。火
災になりやすい植生タイプは世界の地表面積の合計 40

％を占め（Chapin et al., 2002）、特に熱帯や亜熱帯地域
（Bond et al., 2005）のほか、亜寒帯地域（Harden et al., 

2000）によくみられる。少なくとも一部は 20世紀の
気候変動によって引き起こされた森林火災レジームの
激化（Gillett et al., 2004; Westerling et al., 2006）は、植
生の構造と構成を変化させていると思われ、カナダ東
部の森林とツンドラの移行帯では、Picea（トウヒ属）
が卓越する群落からPinus（マツ属）が卓越する群落
への変化と、樹木密度の 75～ 95%の減少が観測され
た（Lavoie and Sirois, 1998）。これとは対照的に、ケ
ベック州では、火災頻度が 20世紀の間に減少したも
のとみられ（Bergeron et al., 2001）、このトレンドは続
くことが予測されている （4.4.5節参照 ; Bergeron et al., 

2004）。しかしながら、北アメリカの亜寒帯地域全体
では、人による火災の焼失面積は一定であったが、火
災による総焼失面積は 1960年代から 1990年代の間に
2.5倍に増加した（Kasischke and Turetsky, 2006）。これ
に対して東南アジアでは、人間活動が、影響を受ける
生態系に害を及ぼすような方法で火災レジームを著し
く変化させてきた（Murdiyarso and Lebel, 2007）。
　干ばつは、1997/98年のエルニーニョ現象の間、熱
帯地域において人が引き起こす火災の拡大を助長し
（Randerson et al., 2005）、CO（一酸化炭素）、CH4（メ
タン）、H2（水素）などの微量気体の大気中の濃度
（Langenfelds et al., 2002; Novelli et al., 2003; Kasischke 

et al., 2005）と、半球および全球規模での CO2放出量
（van der Werf et al., 2004）に影響を及ぼした。干ばつ
状態はアマゾンの森林の可燃性を増大させる（Nepstad 

et al., 2004）。熱帯林の火災は珍しいものではなくな
り（Cochrane, 2003）、アマゾンの植生に多大な悪影響
を 及 ぼ し（Cochrane and Laurance, 2002; Haugaasen et 

al., 2003）、おそらくは降雨現象を激化させてさえいる
（Andreae et al., 2004、森林の生産性のトレンドについ
ては 4.4.1節および 4.4.5節参照）。
　第 3次評価報告書以降、全球に応用できる火災のモ
デルは著しく進歩した（Thonicke et al., 2001）。モデル
は、幅広い範囲のシナリオのもとで 21世紀中におけ
る森林火災の影響の増大（4.4.1節および 4.4.5節参照）
を示唆している（例えば、Scholze et al., 2006）。火災の
地域的および地球規模での重大さの意味合いは多種多

様である（Bond et al., 2005）。第 1に、消火対策の効
果はしばしば限られており（Keeley, 2002; Schoennagel 

et al., 2004; Van Wilgen et al., 2004）、火災が起こりやす
い天候が広く行きわたることで植生の燃えやすさが増
進し（Brown et al., 2004）、結果として生じる大森林火
災が人間の住居やインフラ、生活を脅かす（例えば、
Allen Consulting Group, 2005）。第 2に、島嶼などの一
部の生態系では、人が引き起こした火災が森林をより
燃えやすい低木地や草地へと変えてきた（Ogden et al., 

1998）。第 3に、生態系の生産力、燃料の蓄積、火災
のリスクになるような環境条件など、燃えやすさの動
因は、すべて気候変動の影響を受ける（Williams et al., 

2001; 4.4.3、4.4.4、および 4.4.5節参照）。
　虫害の空間的な影響は重大であり、一部の生態系、
特に北方林では火災の影響よりも大きい（Logan et al., 

2003）。例えば東部オンタリオ州では、1941から 1996

年の間にトウヒの葉を食べるハマキガ科のガの幼虫
（SBW）が火災による焼失面積の 20倍以上の面積を枯
らした（Fleming et al., 2002）。さらに、SBWの大発生
から 3から 9年後に火災が起こる傾向にあり（Fleming 

et al., 2002）、このことは、さらなる温暖化に伴うこれ
らの撹乱の相互作用の拡大を示唆している。カレハガ
の一種（テンマクケムシ）による撹乱もまた、過去 25

年の間にカナダ西部で増大している（Timoney, 2003）。
地中海地域では、ヨーロッパアカマツの枯死がそれ以
前の暖冬との間に有意な関係を示し、このことは、将
来の気候温暖化が虫害による被害を増大させるかもし
れないことを意味している（Hodar and Zamora, 2004; 

4.4.5節参照）。
　侵入外来種（Chornesky and Randall, 2003）は、陸域
および水界の固有種または在来の生物多様性にとって
大きな脅威である（Sala et al., 2000; Scavia et al., 2002; 

Occhipinti-Ambrogi and Savini, 2003）。生物侵入の原因
は多様で複雑だが（Dukes and Mooney, 1999）、単純
なモデルもいくつか開発されてきた（Crawley, 1989; 

Deutschewitz et al., 2003; Chytry et al., 2005; Facon et al., 

2006）。外来種の侵入もまた、その他の要因と互いに
作用し合い、ときには予期せぬ結果をまねくことがあ
る（Chapuis et al., 2004）。生物および／または非生物
の撹乱レジームの変化は、侵入外来種の第一の動因だ
と認識されており（Le Maitre et al., 2004）、将来の気候
変動のもとで予測されるような極端現象の後では、生
物群集はより侵入の影響を受けやすくなる（Smith and 

Knapp, 1999）。侵入外来種はまた、植生の燃えやすさ
を増大させることにより、撹乱レジームを変えうる
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（Brooks et al., 2004）。全体としてみると、人が介在す
る撹乱、害虫、侵入外来種および火災のレジームに現
在生じている変化は、地域的な生態系の構造、多様性
および機能を変化させるうえで重要である可能性が非
常に高い（例えば、Timoney, 2003）。

4.3　将来トレンドに関する想定

　本章で取りあげた研究は、その研究結果に伴う確信
度を評価するうえで重要なさまざまなタイプの仮定に
基づいており（Moss and Schneider, 2000）、それは、定
量化して集計することが難しいものである。気候シナ
リオに伴う仮定と不確実性（Randall et al., 2007）につ
いては、検討の対象とする文献で仮定されている温室
効果ガスの排出トレンドや社会経済の開発経路（例え
ば、SRES, Nakićenović et al., 2000など）を確認するた
め以外、ここでは考察しない（表 4.1も参照、特にス
ケーリング手法とそれに伴う不確実性）。TAR以降、
全球的または地域的なシナリオが将来の影響を定量化
するために数多く利用できるようになってきており
（Christensen et al., 2002, 2007; Meehl et al., 2007）、将来
の気候予測の確信度は近年高まっている（Nakićenović 

et al., 2000; Randall et al., 2007）。だが、気候シナリオに
対する生態系の応答を予測するためには、十分な知見
が得られていないために、多くの仮定を設けなければ
ならない。ここでは、そのうちで最も適切なものの概
略と文献案内を以下に示す。
　生態系に対する気候変動の影響を予測するには、基
本的に（i）相関アプローチ、（ii）メカニスティックア
プローチ、（iii）アナログアプローチの 3つのアプロー
チがある。相関アプローチとメカニスティックアプロ
ーチに関しては、研究と現状からの洞察は、将来も同
じ関係が維持されるという仮定を生み出している。第
3次評価報告書以降、特にこの 3つのモデリングアプ
ローチが適切な結果をもたらしてきた。第 1に、相関
モデルは、種の出現確率を気候およびその他の要因に
結び付ける関数（Guisan and Thuiller, 2005）またはア
ルゴリズム（Pearson et al., 2004）を導き出すために、
種の空間的分布に関する知見を用いている（Guisan 

and Zimmermann, 2000）。種と現在の気候との平衡に
関する仮定、種間相互作用を説明できないこと、生
理学的メカニズムが欠如していること、個体群過程お
よび個体群の移動を説明できないことで批判はあるが
（Pearson and Dawson, 2003; Pearson, 2006参照）、それで
もなお、これらの手法は、遠い過去（Martinez-Meyer 

et al., 2004）および最近（Araújo et al., 2005）における
既知の種の生息範囲の変化をシミュレートできること
を実証しており、種の減少と絶滅のリスクに関する実
用的で足掛かりとなる評価を提供する（Thomas et al., 

2004a）。第 2に、メカニスティックモデルには、陸域
生態系の構造と機能のモデリングが含まれる。メカニ
スティックモデルは、エネルギー、バイオマス、炭
素、栄養塩および水の関係と、それらと一次生産者な
どの種との間や、種間の相互作用動態に関する現在の
知見に基づいている。このようなアプローチでは、例
えば、競争的相互作用を受け入れ、森林火災を説明し
たうえで、植物機能タイプ（PFTs）の均衡状態として、
将来の植生構造の予測をはじき出す（Woodward and 

Lomas, 2004b; Lucht et al., 2006; Prentice et al., 2007。よ
り完全な議論に関しては、Betts and Shugart, 2005参照）。
これを全球規模に外挿したものを全球植生動態モデ
ル（DGVM、用語解説参照）とよぶ。海洋について
は、これに相当するアプローチがない（ただし、Field 

et al., 1998参照）。第 3に、地球システムモデルはこれ
までよりも現実的で動的な植生要素を組み入れ始めて
おり、全球の炭素循環に焦点を合わせながら、動的な
生物圏と大気循環とを結合することにより、生物の正
と負のフィードバックを定量化している（Friedlingstein 

et al., 2003, 2006; Cox et al., 2004, 2006）。
　生態系および種に基づいたモデルが適用されるスケ
ールは、全球気候モデルの解像度やその結果が高い
信頼度のもとに表示されるスケールよりもはるかに細
かいのがふつうである。必要とされる各種ダウンスケ
ール技術（統計的、力学的）は成熟してきており、必
要な時空間的詳細を提供するためにますます用いられ
ている（IPCC-TGCIA, 1999; Mearns et al., 2003; Wilby 

et al., 2004; Christensen et al., 2007）。現在では、物理的
に一貫性のある生物気候シナリオが、開発途上国（例
えば、Jones et al., 2005）や複雑な山岳地形（例えば、
Gyalistras and Fischlin, 1999; Hayhoe et al., 2004）を含む、
ほとんどの地域について得ることができる。だが、本
章に提示した影響予測には、主に多くの生態系への影
響のカギである土壌水分収支と気象の極端現象を中心
として、ダウンスケールに関する大きな不確実性が依
然として残っており、それは、最新の改善にもかかわ
らず、降水量と気候の変動性に関するシナリオの確信
度の低さの影響を受けている（Randall et al., 2007）。
　生態系を変化させる多数の動因は、その重要性が認
識されているにもかかわらず、生態系に対する気候
変動の影響評価に用いられる現在の気候および生態系
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モデルにそのすべてが含まれることはほとんどない
（Hansen et al., 2001; Levy et al., 2004; Zebisch et al., 2004; 

Feddema et al., 2005; Holman et al., 2005b; Pielke, 2005）。
将来の気候変動分析に気候以外の諸動因とそれに伴う
相互作用を明確に組み込むことは、予期せぬ結果を導
きうる（Hansen et al., 2001; Sala, 2005）。従って、土地
利用やその他の全球的な変化のトレンド（第 4.2.2項
も参照）を無視した多くの気候変動の影響研究は、予
測される生態系応答を十分に推定するものではないか
もしれない。

4.4　主要な将来の影響と脆弱性

　本節では、主要な生態系の特性、財とサービス、お
よび生物多様性に対する将来の影響に関連して IPCC

総会から要請された事項を取り上げる。しかしながら、
生態系の財とサービスについてより完璧な評価を行う
には、生物地球化学的循環やその他の基盤サービスや
調節サービスに関する問題も本節で扱うことが適切だ
と考えられる。個々の生態系に対する影響について検
討した後に、複数の生態系にまたがる影響（大規模な
植生の変化や渡りをする種など）について詳しく述べ
る。そして最後に、全球における生物多様性に対する
全体的な影響を明らかにする。関連する各項では、生
態系の特性、財とサービスについて簡潔に述べ、第 3

次評価報告書（TAR）で特定された主要な脆弱性を要
約した後、基盤サービスおよび調節サービスに焦点を
合わせながら（供給サービスについては第 3章、5章
および 6章参照）、影響に関してどのような新情報が
利用可能になったかを検討する。

4.4.1　 生物地球化学的循環と生物的フィード
バック

　化学元素と化合物の循環は、土壌、生物相、大気お
よび海洋中の化学物質濃度を調節することによって
生物圏の機能を維持し、生態系と気候を結び付ける。
TAR以降、植物の生理学的応答、土壌との相互作用、
および地域的、全球的な生物地球化学的循環に対する
それらのスケールアップされた影響によって決まる、
陸域生態系と気候システムの間の相互作用的応答に関
する理解は相当に進歩してきている（Buchmann, 2002; 

Cox et al., 2006; Friedlingstein et al., 2006; Gedney et al., 

2006）。また、海洋と大気の間の相互作用や陸地と海
洋の間の相互作用も、将来の気候の展開に決定的な役

割を果たす（4.4.9節参照。ただし主として Denman et 

al., 2007の、例えば、Secion 7.3.5.4を参照）。
　陸域生態系を全球規模にスケールアップする最も進
んだツールの一つが全球植生動態モデル（DGVM）で
あり、このモデルでは植生の分布と特性の経時変化
をシミュレートし、生態系の機能とサービスの変化
をマッピングすることができる（Schröter et al., 2005; 

Metzger et al., 2006）。木の葉レベルからバイオームレ
ベルに至るまでの階層的なレベルを適切な時間スケー
ルでテストした結果、観察との心強い一致が示され
ており（Lucht et al., 2002; Bachelet et al., 2003; Harrison 

and Prentice, 2003; Gerten et al., 2004; Joos and Prentice, 

2004; Kohler et al., 2005; Peylin et al., 2005）、現在も検証
が続いている（例えば、Woodward and Lomas, 2004b; 

Prentice et al., 2007）。近年、生物圏プロセスと大気圏
プロセスの間のフィードバック効果を調べるための
DGVMと気候モデルの完全な結合が初期の研究（例え
ば、Woodward and Lomas, 2001）より進展している（Cox 

et al., 2006; Friedlingstein et al., 2006）。このフィードバ
ック効果は当初は炭素循環に大きな影響を持つと報告
された（Cox et al., 2000）。

主要な脆弱性
　生態系は、外部強制力の増大に対して非線形に応答
する可能性が高い。生態系の初期応答のほとんどは変
化を鈍らすとみられるが（Aber et al., 2001）、変化の規
模や速度が閾値を越えると、変化を増幅させる。状態
間の移行が誘発されたり、生態系の「崩壊」すら起こ
るかもしれない。「崩壊」とは、バイオマスの減少や
土壌の劣化などその他の障害を伴って、はるかに生産
力の低い群落、または種の少ない群落へと急速に移行
することを指す（例えば、Scheffer et al., 2001; Rietkerk 

et al., 2004; Schröder et al., 2005）。火災レジームの変化
はその重要な例であって（より詳しくは 4.2.2節参照）、
火災レジームは陸域の炭素収支に関する重大な懸念で
あり（Schimel and Baker, 2002; van der Werf et al., 2004; 

Westerling et al., 2006）、特に、それは自己強化的にな
りうるからである（Bond and Keeley, 2005）。しかしそ
れほど極端でない生態系の応答でさえ、その空間的な
広がりのために、生物圏にとっては重大な結果をもた
らす可能性が高い。
　DGVMの初期のバージョン（静的な生物地理モデル
または全球生物地球化学モデル－ Neilson et al., 1998）
では、世界の陸域生態系は、何十年もの間、おそらく
21世紀をとおして正味の炭素吸収源であり続けると予
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測された。この予測では、植物の成長期間の長期化、
降水量の増加、CO2 施肥効果という便益によって、世
界は、最初は「緑化（greening）」する。2100年頃に向
けて、バイオームの相当な構造変化が予測されており、
生態系は高緯度および高標高へ向けて移動する。CO2 

施肥効果の便益が飽和点に近づき、呼吸作用と蒸散作
用に対する温度の影響が増大するにつれて、21世紀中
に初期の炭素固定の利得の逆転が予測される。この結
果、おそらく現在と比較した全球生態系の正味炭素量
の支出を引き起こす（例えば、Cramer et al., 2001）。全
球の炭素循環から大気へのフィードバックとともに起
こる、乾燥によるアマゾンの多雨林のほとんどの枯死
は、主要な脆弱性として特定されたものであったが、
その不確実性は高い（Cox et al., 2000）。第 3次評価報
告書は、正味全球陸域炭素交換量は－ 6.7 PgC/年（吸
収量 1 PgC【訳注 4-1】）から＋ 0.4 PgC/年の間であり、
21世紀の間、人為起源の CO2 排出量が大気中の CO2 

濃度の主要な決定要因であり続けるであろうと結論づ
けた。第 3次評価報告書で生態系予測に必要な主要な
ものとして特定されたのは、生態系応答における慣性
と時間の遅れを生む過程をシミュレートする時空間的
動態モデルに関することがらであった。この問題に関
する進歩により、現在では、生態系から大気組成およ
び気候変動へのフィードバックの可能性について、そ
の初期的評価が可能となった。

影響
　1982から 1999年の全球純一次生産力（NPP）の観
測は 6%の増加を示している。この増加は熱帯地域に
集中しており、ほぼ確実に、雲量の減少に起因する日
射量の拡大によるものである（Nemani et al., 2003）。こ
れは、気候変動の初期段階で生物圏の炭素吸収が増大
するという、第 3次評価報告書の予測とほぼ一致して
いる。大気 CO2 の直接的増加が植物や生態系のバイ
オマス蓄積に及ぼすスケールアップされた影響（CO2 

施肥効果）は、現在の全球モデルで予測されている純
一次生産力（NPP）の継続的増進の主たる原因である
（Leemans et al., 2002）。これとは対照的に、海洋におけ
る影響、特に酸性化による影響は、主としてマイナス
影響である（4.4.9節参照）。
　実験が改良されたにもかかわらず、陸域における 

CO2 施肥効果の大きさには相変わらず不確実性が伴っ
ている。他方、最終氷期極大期における主な植生タイ
プ（特に森林とサバンナ）について CO2 ＜施肥＞効果
を組み込んで改良したシミュレーション（Harrison and 

Prentice, 2003）は有望である。施肥効果を制限するこ
とが観測されている 3大制限因子は、元素の化学量論
（栄養塩収支）、森林樹木の動態、および CO2 が水関
係と生物多様性に及ぼす副次的効果である。経験的デ
ータにみられるトレンドは、将来における生物圏の炭
素固定の潜在力を気候変動緩和への寄与因子として推
定する際には、注意を要することを示唆している。そ
れは特に、これらの便益が土地利用の変化によるマイ
ナス影響より小さいかもしれないからである。CO2 濃
度上昇に対する草原の持続的応答、それは季節当たり
のバイオマスの増加が 0から 40%の範囲で変動する
ものだが、この応答は主に、気孔コンダクタンスの低
下のスケールアップされた影響によって引き起こされ
る CO2 による水分節約を反映している（Morgan et al., 

2004; Gerten et al., 2005）。この応答モデルは現在の水
分レジームに依存しており、この便益を打ち消しうる
将来ありそうな大気のフィードバックを欠いている。
CO2 と気候や環境との複合的相互作用（水、温度、栄
養塩供給）についての唯一の再現試験では、草地系で
の全体的な CO2 バイオマスシグナルは生じなかった
（Shaw et al., 2002）。このことは複合的に制限する環境
変数の顕著な影響を明らかにしている。
　森林に関しても同様のトレンドが明らかになりつつ
ある。ただし、CO2 処理を始める際の人工的で不連続
な変化に対するバイオマスの応答は時間的に遅れるた
め、その解釈は複雑で、新たな定常状態（例えば、葉
面積指数、細根の動態、栄養循環に関して）に至るま
でにより長期的な観察期間を必要とする。デューク
大学マツ類共同実験における三つの高木林試験系、テ
ーダマツ人工林（Oren et al., 2001; Schäfer et al., 2003）、
モミジバフウ人工林（Norby et al., 2002; Norby and Luo, 

2004）、落葉混交林（Körner et al., 2005a）は、試験区 4

対（処理区と対照区）のうちの 1対を除いて、初めバ
イオマスが著しく刺激され、それが時間とともに減少
することを示している（Schäfer et al., 2003）。ヨーロッ
パの北方林系でも、現地条件下での成木の CO2 による
成長刺激は、苗木の実験結果から予想されたものより
小さかった（Rasmussen et al., 2002）。最近の分析（Norby 

et al., 2005）は、CO2 濃度上昇に対する樹木の純一次生
産力（NPP）の応答は、さまざまな場所について比較
的予測が可能であることを示唆しており、産業化以前
に比べて 2倍レベルの CO2 中央値に対して、23±2%

の刺激を与える。これから導かれる生物の対数的成長
増大係数は 0.60である（β因子。相対的 CO2 増加の
関数として応答を表している）。それでもなお、試験
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系は成長中の若木が大半を占めるため、それが、定常
状態の栄養塩循環や CO2 濃度上昇への応答を和らげる
その他の多数の要因を備えた成熟林のバイオマス応答
についての有効なアナログになるかどうかは不確実で
ある（例えば、Karnosky, 2003）。
　CO2 施肥効果の最大の影響は、火災後のサバンナ生
態系（Bond and Midgley, 2000; Bond et al., 2003）、それ
も特に、栄養塩類があまり制約されていないところや、
樹木が火災後に再定着するために炭素貯蔵を必要とす
るシステムにみられるであろうことは、既に示唆され
ている（4.2.2節参照）。フロリダ州のヒイラギガシ類は、
火災後の再生中の生態系であるにもかかわらず、＜
CO2＞処理が進むにつれて、CO2 応答の減衰を示して
いる（Hungate et al., 2006）。地球の単一で最大のバイ
オマス炭素貯蔵庫である熱帯林については、産業化以
後の大気 CO2 の増加が成長動態を促してきたものとみ
られる（Phillips et al., 2002; Laurance et al., 2004; Wright 

et al., 2004）。長期的な種の構成の変化が生じた場合、
特に樹木の枯死率と個体群の転換を増大させるかもし
れない熱帯産ツル植物の並外れた CO2応答性を考慮す
ると（Körner, 2004）、動的な森林であるほど将来の最
終的な炭素貯蔵量は、増加するよりはむしろ減少する
であろう（Laurance et al., 2004; Malhi et al., 2006）。
　実験データによると、気孔開度が縮小して生じる 

CO2 が引き起こす一時的な水分節約の最良の推定値
は、湿潤な条件に対しては 5から 15%で（Wullschleger 

and Norby, 2001; Cech et al., 2003）、土壌が乾燥するに
つれて低下する。砂漠の低木系は、例外的な湿潤期に
おいてのみ CO2増大のもとで生産力を増し、乾期にお
いてはそうではない（Nowak et al., 2004）。このことは、
初期の予想と対照をなす（Morgan et al., 2004）。将来
の CO2 シナリオ下での温帯生態系に関する蒸発散量デ
ータは、いずれの気象条件でも、10%未満の減少が起
こるかもしれないと示唆している。CO2 濃度の上昇を
通じての水分節約は、樹木にとって干ばつの間に限定
的な便益を提供するだけであるが、やがて乾燥してい
る表土中では養分の利用可能性が妨げられるようにな
り、初期の節水分が使い果たされる（Leuzinger et al., 

2005）。高い気温とともに繰り返し起こる干ばつ（例
えば、2003年のヨーロッパ、Box 4.1）は、景観全体の
炭素貯蔵量を減少させるだろう（Ciais et al., 2005）。地
表モデルを用いた研究は、少なくとも前世紀に関して
は全球規模に及ぶ流出量増加という水文学的応答を示
しており（例えば、Gedney et al., 2006）、これは CO2 増
大に対して予測される気孔応答と整合する（例えば、

Hetherington and Woodward, 2003; Gedney et al., 2006）。
　土壌窒素の利用可能性は、特に全球の窒素降下物の
トレンドの観点から（一部の工業化地域では 2～ 10

倍の増加－Matson et al., 2002）、陸域生態系による将来
の炭素固定を推測するうえでカギとなる（Reich et al., 

2006）。生態系が全体として今後どのくらいの炭素を
固定できるかは、窒素の利用可能性と窒素固定の度合
いや、同じく一段と限られていくであろうリンなどの
主要な栄養塩類によって制約される可能性が非常に高
い（Hungate et al., 2003）。炭素循環にとって重要な土
壌中の炭素蓄積と炭素固定は（図 4.1参照）、窒素の制
約を強く受けることが判明しており、これは、土壌の
炭素固定を促すには典型的な大気からの収入量よりか
なり高いレベルの窒素が必要とされること、および自
然の窒素固定は主要な栄養塩類によって特に強く制約
されるらしいことの両方を理由とする（van Groenigen 

et al., 2006）。
　テーダマツ林（Lichter et al., 2005）と草地での実験
（Van Kessel et al., 2000）の結果は、CO2 施肥効果が促
す土壌中への炭素蓄積の可能性が低くなることを示唆
している。それはおそらく、腐植質への炭素固定が、
例えば木部形成などより、多くの栄養塩類（窒素に限
らず）を必要とするからである（Hungate et al., 2006）。
従って、土壌中の炭素増加は、（酸性雨による陽イオ
ンの減少に加えて）土壌中の栄養塩類を固定すること
により、それ自体が植物の成長にマイナスのフィード
バックを与える可能性が高く、モデルによる予測（例
えば、Scholze et al., 2006; 図 4.2参照）よりも早い生物
圏の炭素吸収の縮小に寄与することになる（図 4.2参
照 ; Reich et al., 2006）。
　周囲の CO2 濃度の上昇に対して、細根内など、季節
による一時的な土壌炭素プールへの蓄積があることが
判明しているが、このような炭素フラックス増大の一
般的な妥当性や、そのうちどのくらいの割合が難分解
性の（用語解説参照）土壌炭素貯蔵として固定される
のかは未解決のままである（Norby et al., 2004）。土壌
の温暖化は、特に、易分解性土壌有機炭素プールを減
少させることにより、炭素放出を増大させる可能性が
ある（Davidson and Janssens, 2006）。温暖化の実験結
果では、短期的な（10年未満の）炭素支出が一般に
観察され、その後に土壌炭素の収入と支出との間に新
たな平衡が確立される（例えば、Eliasson et al., 2005; 

Knorr et al., 2005）。実際に最近の観測は、この定式化
と整合する土壌からの広範な炭素の支出を示している
（Bellamy et al., 2005; Schulze and Freibauer, 2005）。 し
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かし、永久凍土が融解しつつある地域では、長い歴史
の中で貯められてきた土壌炭素の貯蔵（エドマ、1万
年より古い、図 4.1）が温暖化（Zimov et al., 2006）と
栄養塩類の堆積（Blodau, 2002; Mack et al., 2004）によ
って崩壊すると、大量の炭素が大気中に放出されうる
（4.4.6節も参照）。純一次生産力の増大（ただし Angert 

et al., 2005参照）と植生変化（4.4.5節および、例えば、
Sturm et al., 2001参照）は、こうした炭素の放出を部
分的に相殺するかもしれず（4.4.6節および Sitch et al., 

2007参照）、よって予測を複雑にする（Blodau, 2002; 

詳しくは 4.4.6節参照）。
　土地利用および土地被覆の変化に伴う生態系の変化
（4.2.2節参照）は複雑であり、多くのフィードバック
を含む（Lepers et al., 2005; Reid et al., 2005）。例えば、
自然植生の農地への転換は、亜寒帯とアマゾンの重要
な地域での夏季のさらなる温暖化とアジアの亜寒帯地
域での冬の寒冷化を引き起こす地域的アルベドと潜熱
フラックスの変化（Chapin et al., 2005b; Feddema et al., 

2005）、バイオマスと土壌炭素の支出による CO2 の放
出（Gitz and Ciais, 2003; Canadell et al., 2004; Levy et al., 

2004）、および「土地利用の増幅効果」（Gitz and Ciais, 

2003）により、気候変動を促す。それとは対照的に、
森林再生やその他の土地利用の変化、あるいは農業慣
行の変更などの土地管理の変化は、炭素固定をとお
して気候変動を緩和するように働きうる（Lal, 2003, 

2004; Jones and Donnelly, 2004; King et al., 2004a; Wang 

et al., 2004a; de Koning et al., 2005; Nabuurs et al., 2007）。
この緩和の可能性はおそらく、最終的な大気 CO2 の増
加を 2100年までに 40から 70 ppm減らすこと（House 

et al., 2002）、かつ成熟林が定着するまでのおよそ 1世
紀という時間の遅れによって限定され（4.4.5節、4.4.6

節、および 4.4.10節参照）、またおそらくは、北方林
の極方向への拡大によるアルベド低下の地域的な温暖
化効果によって相殺される（例えば、Betts, 2000；詳
しくは 4.4.6節参照）。
　陸域生態系における炭素の固定と循環は、先に述べ
た諸動因、それらの基本的に全球的な広がり、その潜
在的不可逆性、および閾値型影響の存在の可能性が高
いことを考慮に入れると、主要な脆弱性である。最近
発見された植物の葉からのメタン放出がバイオームレ
ベルまで測れる範囲（Keppler et al., 2006）は議論の最
中で（Houweling et al., 2006）、メタン循環についての
現在の理解が限られていることと、メタン循環が地球
システムモデルに織り込まれていないことを際立たせ
ている（例えば、Betts and Shugart, 2005）。とはいえ、

特に全球植生動態モデル（DGVM）アプローチを用い
た最近の研究は、重要な閾値の出現の可能性と、CO2 

固定の縮小あるいは場合によっては生態系からの正味
炭素放出を通じての大気への正のフィードバックが起
こる可能性、およびそれによる気候変動の増幅を明ら
かにし始めている（例えば、Friedlingstein et al., 2006; 

Lucht et al., 2006; Scholze et al., 2006）。
　地球規模の推定（IS92a, HACM2-SUL－ Cramer et 

al., 2001）は、熱帯と南半球の生態系の純バイオー
ム生産量（NBP）に対する気候変動の影響の結果と
し て、2000 年（0.6 ± 3.0 PgCy-1）、2100 年（0.3±6.6 

PgCy-1）の両年において、CO2 施肥効果のみのもとで
予想した場合に比べて全球の炭素吸収が縮小するこ
とを示唆している。これらのモデルによると、CO2 施
肥効果自体が飽和状態となるにつれ、2030年頃まで
には NBPの増加速度が鈍化する。さらに 6つのモデ
ルのうちの 4つでは、2050年以降、従属栄養呼吸の
増大と熱帯の NPPの減少によって、気候に起因して
NBPが減少することが示されている。大気 CO2 濃度
が安定化し、2100年以降に気候がすぐに安定化する
場合でも、今世紀半ばまではこのトレンドが続くと予
測される（Woodward and Lomas, 2004b; 次の段落の図
4.2も参照）。熱帯地域だけで予測した森林破壊と気候
変動に基づいた（IS92a 排出シナリオおよび CGCM1、
CSIRO、ECHAM、HadCM3 の各気候モデルに対す
る）最近のモデリングは、主として森林破壊のために、
101～ 367 PgCの炭素がさらに放出され、2100年まで
に全球の大気 CO2 濃度を 29～ 129ppm上昇させること
を示唆している（Cramer et al., 2004）。
　気候シナリオの不確実性は、単一の CO2 排出シナリ
オ（2100年までに大気中 CO2 濃度が 703 ppmに達する
と予測される IS92a。ただし植生のフィードバックは
除く。）に基づいた場合であっても、2100年までの全
球の陸域炭素収支に相当なばらつきを生じる。DGVM 

を実行するために 5つの大循環モデル（GCM）を用い
たところ、5つのうち 4つのモデルでは、2060年より
かなり前に炭素吸収サービスが減退したが、全球の陸
域炭素固定量は－ 106から＋ 201 PgCの間と推定され
た（Schaphoff et al., 2006）。陸域のバイオームと生物地
球化学的循環に関するリスク評価では、GCMと排出
シナリオによる 52の組合せのうちのほぼ半分で、陸
域が炭素排出源になることが推測されたほか、2℃未
満の温暖化でさえも、2100年までに森林火災の頻度が
劇的に増大することが示された（Scholze et al., 2006）。
ここでは、DGVM Lund-Potsdam-Jena モデル（LPJ）
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（Schaphoff et al., 2006）の最新バージョンから得られ
た結果を示しており、より最近の IPCC 排出シナリオ
である SRES A2と B1（Nakićenović et al., 2000）のも
とでの、バイオーム構造（優占する成長型の相対的な
被覆率）の変化と陸域炭素吸収の変化を明らかにして
いる。このことは、陸域炭素固定量が、第 3次評価報
告書（Prentice et al., 2001, Figure 3.10）で示唆されたよ
りも早く、2030年頃には減少し始めるという予測（図
4.2）、およびバイオームの構造が相当に変化する（図
4.3）という予測を支持する。これについては、4.4.10節、
および 4.4.11節でより詳しく論じる。
　大気海洋大循環モデル（OAGCM、例えば、Cox et 

al., 2000）を用いて物理的気候システムと植生とを動
的に結合するモデリングから得られた予測は、炭素
放出源となった陸域が、少なくともある程度までは、
気候とさらに植生の変化をいっそう悪化させるであ
ろうことを示唆している（例えば、Sarmiento, 2000; 

Dufresne et al., 2002; Canadell et al., 2004）。この影響の
中には、アマゾンの森林の崩壊（例えば、White et al., 

2000a; Cox et al., 2004）や亜寒帯の炭素吸収を上回る熱
帯地域からの炭素放出（Berthelot et al., 2002）があり、
2100年までに、大気 CO2 濃度を 18%（Dufresne et al., 

2002）、5から 30%（Friedlingstein et al., 2006）、または
40%（Cox et al., 2000）上昇させる。炭素循環と水循環は、
少なくとも、生物地理区の移動による影響も受けるが
（Gerten et al., 2005）、これには DGVMアプローチにま
だ組み込まれていない移動上の制約によって遅れが生
じ（4.4.5節、4.4.6節も参照）、植生の炭素固定能力の
過大評価をまねきうる。このことは、樹木や低木の移
入率が非現実的に高く予測されている亜寒帯地域に関
して特にあてはまる（Neilson et al., 2005）。
　およそ 2℃の全球温暖化によって硫化ジメチル
（DMS）の大気海洋間フラックスが－ 15%から 30%

の間で変化すると、DMSは雲凝結核の重要な生成源
であることから、地域的な放射やそれに関連する気候
への影響をもたらすと予測される（Bopp et al., 2003, 

2004）。DMSは、海水中の高い CO2 濃度に敏感な円石
藻により生成される（Riebesell et al., 2000）。地球最大
の方解石生産者であるため（Holligan et al., 1993）、こ
の生物による石灰化の減少は、全球の炭素循環（Raven 

et al., 2005）や全球のアルベド（Tyrrell et al., 1999）に
も影響を与える可能性がある。大気中に放出される
N2O（一酸化二窒素）のうち、海洋起源のものは約 33%

である（Enhalt and Prather, 2001）。表層水の成層化の拡
大（Sarmiento et al., 1998）または熱塩循環の強度低下

（IPCC, 2001）を通じた海洋中の酸素の濃度と分布の変
化は、海洋の窒素循環、特に、N2O の生成を促進する
硝化および脱窒プロセスに影響するであろう。

4.4.2　砂漠

特性、財とサービス
　最大の陸域バイオームの一つである砂漠は、2,770

万km2の面積を占め、年間平均降水量が250 mm未満で、
降水量対可能蒸発量の比が成育に適さない数値の、極
地以外の地域からなる（Nicholson, 2002; Warner, 2004; 

Reid et al., 2005）。砂漠は 1 km2当たり約 10人の人間
を支えており、すべての生態学的地域の中でも国内総
生産（GDP）が最も低い部類に入る人口過疎地帯であ
る（Reid et al., 2005）。最近の推定は、砂漠と乾燥地の
10から 20%が生態系サービスの需給の不均衡により
劣化していることを示唆している（Adeel et al., 2005）。
＜砂漠が＞供給する財とサービスの中で危機的なもの
には、野生の食料源、飼料および放牧地の牧草、燃料、
建築資材、人間用、家畜用、灌漑用および衛生用の水、
遺伝資源、特に乾燥に適応した種の遺伝資源などがあ
る（Adeel et al., 2005; Hassan et al., 2005）。＜危機的な
＞調節サービスには、特に、地域的降水や、遠く離れ
た陸域および海洋生態系の生物地球化学への、風送塵
や砂漠のアルベドの影響（Warner, 2004）を介した、大
気浄化、大気組成、および気候調節がある（Hassan et 

al., 2005）。

主要な脆弱性
　第 3次評価報告書（TAR）では乾燥地の脆弱性をい
くつか挙げたが（Gitay et al., 2001, p. 239）、特に、人
間による乱用と土地の劣化が、インフラの全体的不足
と資源管理への投資不足によってさらに悪化し、気
候変動の影響を圧倒する可能性が非常に高いと指摘し
た。ただし、ENSOの頻度が増すことによる極端な乾
燥と降雨の増大の影響、および生物多様性に富んだ地
域に予測される温暖化と乾燥化によるマイナスの影響
については例外である。その一方で、大気 CO2 の増
加に起因する地域的な生産力の増大や、さらには生物
群集の構成の変化に関する証拠も報告されており、そ
れにはバイオマスと土壌有機物の増加を伴う。CO2 濃
度の上昇がもたらす全体的な影響は、しばしば符号が
逆ではあるが、気候変動の予測に匹敵すると報告され
た。TAR以降さらに研究が進み、砂漠の生物多様性
が気候変動に対して脆弱である可能性が高く（Reid et 
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al., 2005）、冬季降雨型の砂漠の植生と動植物種は、特
に乾燥化して温暖化した状態に脆弱であり（Lenihan et 

al., 2003; Simmons et al., 2004; Musil et al., 2005; Malcolm 

et al., 2006）、大陸性砂漠は、特に人間による土地利用
圧力に伴う乾燥化と土壌移動に対して脆弱であること
が示されている（Thomas and Leason, 2005）。しかし、
大気 CO2 の増加による潜在的にプラスの影響には、か
なりの不確実性が残っている。その理由は、植物、特
に C3 植物の生産力が高まる可能性が高く（Thuiller et 

al., 2006b）、降水の変化と相まって、森林火災さえ引
き起こしうるからである（Bachelet et al., 2001; Hardy, 

2003; Duraiappah et al., 2005）。砂漠の植生の生産力や生
物地球化学的サイクルに対する CO2 濃度上昇の影響の
不確実さは、異なる砂漠地域や植生タイプに対して影
響や脆弱性に対照的な予測を生む重要な原因である。
気候変動と人間による直接的な土地利用圧力は、砂漠
の生態系と種に対して相乗的な影響を及ぼす可能性が
高いが、その影響は、少なくとも部分的には、大気
CO2 濃度の上昇から生じる植生の生産力と炭素固定の
利得によって相殺される可能性がある。このようなト
レンドから生じる正味の効果は、地域特有のものとな
る可能性が非常に高い。

影響
　GCM予測間や地域間によって相当な違いがあるが、
砂漠はより気まぐれな気候現象を経験する可能性が高
く、将来的には年ごとの変動性も大きくなるかもしれ
ない（Smith et al., 2000; Duraiappah et al., 2005）。大陸
性砂漠では、より厳しく、継続的な干ばつが起こりう
る（Lioubimtseva and Adams, 2004; Schwinning and Sala, 

2004）。全球的に厳しい干ばつの増加が示されている
ので、砂漠化に対する脆弱性は高められるであろう
（Burke et al., 2006）。南北アメリカ大陸では、CO2 倍増
の気候シナリオのもとで温帯砂漠が相当に拡大すると
予測されている（Lauenroth et al., 2004）。しかし、乾
期の長さと温暖化トレンドが植生の生産力に及ぼす影
響は、上昇する大気 CO2 濃度が植物に及ぼす効果に
よって少なくとも部分的には相殺されるかもしれず
（Bachelet et al., 2001; Thuiller et al., 2006b）、このことは、

CO2 施肥効果を組み込んだもの、あるいは無視したも
のなど、さまざまなモデリング手法に基づいた砂漠に
関するときとして対照的な予測を導く。
　大気 CO2 の増加は、乾燥地の植物の成長と生産
力にかなりの潜在的な影響を及ぼすと予測されてき
た（Lioubimtseva and Adams, 2004）。このような予測

は、冷涼砂漠の低木種（Hamerlynck et al., 2002）の
ほか、砂漠の低木種と外来の（在来種ではない）草
本について降水量の多い年に限って確認されている
（Smith et al., 2000）。全体として見ると、砂漠での CO2 

施肥効果の証拠は矛盾しており、種によって異なる
（Lioubimtseva and Adams, 2004; Morgan et al., 2004）。米
国南西部の砂漠総面積は、CO2 施肥効果が起これば、
最大 60%まで減少する可能性がある（Bachelet et al., 

2001）。大気 CO2 が直接に窒素固定に及ぼす影響は限
られていることが土壌微生物のコロニーで確認されて
いるが（Billings et al., 2003）、低木の下では土壌微生物
の活動が増大することが観察されており、植物が利用
できる窒素を減少させている（Billings et al., 2002）。
　気候変動に対する土壌の脆弱性は、高溶解性の塩分
を含んだ浅い砂漠の基質と、さまざまな藻類によって
撹乱を受けた土壌表面のゆっくりとしたコロニー再形
成によって示される（Evans and Belnap, 1999; Johansen, 

2001; Duraiappah et al., 2005）。非常に低いバイオマス
（被覆閾値の 14%よりも低下）はアフリカ南部のカラ
ハリ砂漠の砂丘系を風食を受けやすくする可能性が
非常に高く（Thomas and Leason, 2005）、地域的に 2.5

から 3.5℃の温暖化があれば、2100年までにはほとん
どの砂丘が再活性化する可能性がある（Thomas and 

Leason, 2005）。ダストフラックスの増加は、砂漠の外
での乾燥を増大させ、降雨を抑える可能性があり、降
水の多い気候シナリオ下とは逆の効果を伴いながら
（Bachelet et al., 2001; Hardy, 2003; Prospero and Lamb, 

2003; Lioubimtseva and Adams, 2004）、気候変動に対す
る遠隔地域の脆弱性に間接的に影響することになる。
サヘル地域の約 3分の 1は、1.5から 2℃の温暖化の場
合、2050年頃までに乾燥化し、植生帯が全体的に赤道
方向に移動すると予測された（van den Born et al., 2004; 

Box 4.2）。別の気候シナリオでは、それほどの変化は
示されていない（van den Born et al., 2004）。
　気まぐれな雨期は、外来種の侵入と引き続いて起こ
る火災の発生に対する脆弱性を高め、土地の乱用と相
まって、＜土地の＞劣化と砂漠化に対する脆弱性を高
めるだろう（Dukes and Mooney, 1999; Dube and Pickup, 

2001; Holmgren and Scheffer, 2001; Brooks et al., 2004; 

Geist and Lambin, 2004; Lioubimtseva and Adams, 2004）。
湿度と温度の上昇を伴う雨期は、植物の病気の広まり
を増大させるだろう（Harvell et al., 2002）。
　砂漠の生物多様性は、特にいわゆる「生物多様性ホ
ットスポット」では（Myers et al., 2000）、気候変動に
対して脆弱である可能性が高い（Reid et al., 2005）。南
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アフリカの多肉植物の豊かなカルー地域のバイオーム
（サッキャラントカルー）では、地球温暖化が産業化
以前の水準よりも 1.5～ 2.7℃進むと、生物気候学的に
適した生息地が 80%減少するため、2,800種の植物が
絶滅の可能性に直面する（表 4.1参照）。現場での日中
昇温実験は、サッキャラントカルーの固有の多肉植物
（用語解説参照）の成長型の、2100年に関する最大限
の温暖化シナリオ（現在の大気温度を平均5.5℃上回る）
に対する高い脆弱性を示唆しており、実験対象とした
多肉植物種の中には（全部ではないが）、わずか数か
月の間にかなりの枯死率を示したものもあった（Musil 

et al., 2005）。留鳥のように繁殖の開始を降雨現象で決
める砂漠種や、砂漠の上を横切るルートを持つ渡り
鳥は深刻な影響を受けるだろう（Dukes and Mooney, 

1999; Hardy, 2003; Box 4.5）。南アフリカのカタジロサ
バクヒタキは、SRES A2 放出シナリオ下では 2050年
までにその生物気候学的に適した生息域の 51%を失う
と予測された（Simmons et al., 2004）。これとは対照的に、
砂漠の爬虫類種は、降水シナリオによっては温暖化か
らプラスの影響を受ける可能性がある（Currie, 2001）。

4.4.3　草地とサバンナ

特性、財とサービス
　草地とサバンナは、空間的および時間的にさまざ
まな成長型の草木が混ざりあって形成されており 

（Sankaran et al., 2005）、これに含まれるのは、熱帯の
C4草原およびサバンナ（C4草本が優占し、樹木の被
覆度が 10～ 50%のもの。面積約 2,800万 km2）と、温
帯の C4 および／または C3 草本の優占する草地 （面積
1,500万 km2。Bonan, 2002）である。これらの生態系
は、一般に、放牧された動物や自然に採食する動物、
その他の動物相に富み（アフリカのみではないが、特
にアフリカ）、火災 （Bond et al., 2005）や放牧レジーム 

（Scholes and Archer, 1997; Fuhlendorf et al., 2001）によっ
て強くコントロールされている。火災レジームは、発
火の季節性や、降水量に左右される可燃材料の蓄積に
も大きく依存しているが（Brown et al., 2005b）、撹乱レ
ジームはしばしば管理されている（例えば、Sankaran, 

2005）。温帯と熱帯の生態系はいくぶん異なった財と
サービスを提供している。温帯の草地は相当の土壌炭
素プールを有し、土壌の安定性を維持するのに重要で
あって、野生動物と家畜に飼料を提供している。熱帯
サバンナ生態系はかなりの野生動物相の多様性を有
し、それは、文化的サービス、調節サービス、基盤サ

ービスに加えて、自然をベースにした観光収入（採取
型、非採取型の両方）や自給生活（食料、薬草、建設
資材）を支えている。

主要な脆弱性
　草地とサバンナの生態系の構造、生産性および炭素
収支は、気候変動の主要な動因の変動性や変化に対し
て、TARに示されているよりも敏感に反応するようで
ある。大気 CO2 の増加から生じる直接の CO2 施肥効果
と温暖化効果は、優占する植物機能タイプに対して対
照的な影響を及ぼすが（樹木と C3 草本は CO2 上昇か
ら便益を受けるが、温暖化からの便益は受けないであ
ろう。C4 草本は温暖化からの便益を受けるが、施肥効
果からの便益は受けないであろう）、生態系の構造や
炭素貯蔵量に不確実で、非線形、かつ急激な変化を伴
う可能性が高い。炭素貯蔵量は、頻度を増す撹乱（特
に火災）のもとで大幅に減少する可能性が非常に高く、
撹乱や干ばつが植生被覆に及ぼす影響は地域的にフィ
ードバック効果をもたらすだろう。結局、サバンナと
草地では、温暖化による土壌からの呼吸に伴う支出の
増大、火災レジームの変化、降水量の変動性の増大に
より、炭素固定量が減る可能性が高いが、地域的には、
CO2 の直接的な施肥効果を通じた樹木被覆率の増大と
植物の炭素貯蔵量増加の可能性があることも見過ごす
ことはできない。現在、科学的な予測技術はわずかな
野外で行われた多要因実験に限られており、熱帯の生
態系では特にその傾向が強い。哺乳類に予測される生
息範囲の移動は、第 3次評価報告書で示唆されたよう
に、生息地の分断化と人間の圧力によって制限される
ものとみられ、特に保護地域において、種の豊かさが
低下する可能性が高い。撹乱によるコントロールは重
要であるため、炭素固定と種の保全という目標に対す
る適応戦略を開発するために、いくつかの管理オプシ
ョンが存在する。

影響
　草地とサバンナの生態系機能や種の構成は、主とし
て温帯生態系において降水量の変化と気温上昇に応
答する可能性が高いが、熱帯生態系では、CO2 の施肥
効果と、草食動物と火災レジームに対する緊急の応答
も強いコントロールを発揮するであろう。前述したよ
うな多因子要因の作用に対する生態系の応答について
は、実験的手法を用いて評価がなされたことはほとん
どない（Norby and Luo, 2004）。サバンナでは、温暖化、
降水量変化または大気 CO2 レベルに関する実験はない
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に等しく、多くの生態系研究は、主として温帯草地に
限られている（Rustad et al., 2001）。
　降水量の変化と変動性は、例えば 1970年以降の年
間約 8mmの降水量減少という観測されたトレンドに
対する応答として、アフリカ南部のサバンナにおいて
乾燥勾配に沿って植生被覆や生産力の減少がシミュレ
ートされるなど、熱帯の草地およびサバンナ生態系の
植生に影響を与える可能性が非常に高い（Woodward 

and Lomas, 2004a）。例えば、サヘルの木本植物では、
干ばつによる大量枯死と、それに引き続く降水時期
における再生が認められている（Hiernaux and Turner, 

2002）。サバンナの植生被覆の大規模な変化も、地域
的な降水パターンに対してフィードバックする可能性
がある。全球の植生被覆からサバンナを取り除くモデ
リングでは、＜サバンナが＞ほかのどのバイオームの
場合よりも大きな影響を地球の降水量に及ぼすことが
示されており（Snyder et al., 2004）、地球規模で研究さ
れている 5つのサバンナのうちの 4つでは、サバンナ
を草地に転換するモデリングは降水量の 10%の減少を
もたらし、このことは人間による影響と変動する気候
との間に正のフィードバックがあることを示唆してい
る（Hoffmann and Jackson, 2000）。大陸規模では、森林
をサバンナに転換するモデリングは、アフリカの熱帯
地域においては降水量を減少し、中央アフリカ南部で
は降水量を増加した（Semazzi and Song, 2001）。
　降水量の変化と変動性はまた、将来の気候変動に
対する温帯草地の応答を強くコントロールするだろ
う（Novick et al., 2004; Zha et al., 2005）。カナダの草地
における炭素固定量は、降水量が 30%増えると年間で
約 5倍に増えたが、降水量が 15%減少すると正味の
炭素支出となった（Flanagan et al., 2002）。同様に、モ
ンゴルのステップの草地は、年間ベースでは炭素収支
はニュートラルであったが、季節的な水ストレスへの
応答として炭素吸収から炭素放出源に転じた（Li et al., 

2005）。降水量の変動性の増大に対しては、非線形の
応答が予想される。というのは、C3 / C4 混生草地の生
態系モデルは、初めは降水量の変動性増大に対する純
一次生産力（NPP）の正の関係を示すが、降水量の変
動性がさらに高まると、たとえ降水量の合計が一定に
保たれた場合でも、最終的には NPPも生態系の安定性
も減少するからである（Mitchell and Csillag, 2001）。C4 

草地に関する経験的研究では、NPPと降水量の変動性
との間にこれとほぼ同じような単調な（こぶ形の）関
係があることが確認されている（Nippert et al., 2006）。
高草プレーリーの生産力については、降水量の変動

性増大の方が降水量よりも顕著な影響を与え（Fay et 

al., 2000, 2002）、乾期の 50%の長期化が、NPPの 10%

の減少（Fay et al., 2003）と土壌呼吸量の 13%の減少
（Harper et al., 2005）を引き起こした。
　大気 CO2 の増加から生じる CO2 の施肥効果と温暖
化効果は、サバンナに優占する植物機能タイプと草地
に優占する機能タイプに正反対の影響を与えるのがふ
つうであり、施肥効果は木本の C3 植物に恩恵をもた
らし（Ainsworth and Long, 2005）、温暖化は C4 の草本
型に恩恵をもたらす（Epstein et al., 2002）。ニュージー
ランドの C3 / C4 混生草地を対象とした熱波現象のシミ
ュレーションでは、1回の生育期間内に C4 植物の優占
率が高まったが、C4 植物のない場所では生産力が 60%

以上減少した（White et al., 2000b）。アフリカのサバン
ナにある高木の中には、季節的な極端に高い気温に敏
感なものがある（Chidumayo, 2001）。北アメリカの森
林植生タイプは、4℃までの温暖化であれば分布が拡
大しうる。それよりも温暖化が進むと、最大 50%のサ
バンナの拡大によって森林被覆は縮小されうるが、そ
の一部は火災の影響による（Bachelet et al., 2001）。
　ほとんどの草地型では、CO2 の増加が生産力と土壌
水分収支に重要な影響を与える。多くの草地型におい
て、これには、気孔コンダクタンスの低下とその結果
生じる土壌水分の増加（Leakey et al., 2006）が大きく
介在している（Nelson et al., 2004; Niklaus and Körner, 

2004; Stock et al., 2005）。低草プレーリーでは、CO2 の
増加と 2.6℃の温暖化により、草の光合成の型に関係
なく、生産量が 26から 47%増加した（Morgan et al., 

2001a）。熱帯の C4 草地では、大気 CO2 を 2倍にしても、
C3 草本の相対的増加は認められなかった（Stock et al., 

2005）。地域的な気候モデリングは、草地に対する CO2 

施肥効果が地域の気候に影響を及ぼすまでにスケール
アップする可能性があることを示している（Eastman et 

al., 2001）。
　大気 CO2 の増加が木本の成長型に及ぼす影響は、草
本に対するものとは異なる可能性が非常に高い（Bond 

and Midgley, 2000）。樹木や低木は、CO2 に対して草
本型よりも高い応答性を示す（Ainsworth and Long, 

2005）。よって、大気 CO2 が増加すれば、成長の速い
苗木に対する草本の抑制力が縮小することで、サバン
ナは樹木の優占度が高まる方向へと変化する可能性
がある（Bond et al., 2003）。シミュレーションは、予
測される温暖化のもとでさえ、CO2 が増大すると、ア
フリカの C4 草本を犠牲にする形で C3 型が増加するで
あろうことを示唆している（Thuiller et al., 2006b）。大

生態系、その特性、財とサービス第 4 章



172 173

気 CO2 の継続的な増加は、干ばつに対するサヘルのシ
ステムの回復力を増大させる可能性がある（Wang and 

Eltahir, 2002）。だが、サバンナの樹木に対する CO2 施
肥効果の決定的な検証がなければ、広く観察されてい
る草地生態系への木本植物の侵入の説明にほかの要因
が持ち出される可能性がある（Van Auken, 2000）。
　サバンナにおける地上の炭素貯蔵量は、撹乱レジー
ムに大きく左右される。オーストラリアのサバンナ生
態系は、火災の頻度と広がりに応じて、現在のところ
正味 1～ 3 t C/ha/年の炭素吸収である（Williams et al., 

2004b）。火災を外すと、サバンナが森林に変容するこ
ともありえ（例えば、Bowman et al., 2001）、全球予測
の上限では（技術的には実現不可能であるが）、林冠
が閉鎖した森林の被覆が 2倍になりうる（Bond et al., 

2005）。このようにサバンナの構造と炭素貯蔵量は、
撹乱レジーム（Bond et al., 2003; Sankaran et al., 2005）
と大気 CO2 の変化（Bond and Midgley, 2000）がそれぞ
れ単独で及ぼす効果と、両者の相互作用が及ぼす効果
に対して応答する可能性が非常に高い。
　多数の変動要因を対象とした要因実験はごくわずか
しか行われていないが、そこからは、単独の要因実験
では推測できない相互作用が示唆されている。例えば
カリフォルニアの C3 草地に関する実験では、CO2 の
増加が降水量および硝酸塩の増加ならびに気温上昇に
対する草原の応答に対して抑制効果を発揮することが
示されている（Shaw et al., 2002）。気温の上昇と降水
量の変化は、C4 草本に対してよりも C3 草本に対して
もたらされるはずの CO2 増加の便益を圧倒するとみ
られ（Winslow et al., 2003）、ヨーロッパの C3 草原は、
気温の 3℃上昇に対してわずかな応答しか示さなかっ
た。これはおそらく、付随する乾燥の影響であろう
（Gielen et al., 2005）。CO2 の増加が草地の炭素固定に与
える影響もまた、管理方法に左右されるものとみられ
（Harmens et al., 2004; Jones and Donnelly, 2004）、その影
響は、機能タイプ特有のものではなく、種特有のもの
であることから複雑である（Niklaus et al., 2001; Hanley 

et al., 2004）。
　土壌を介した応答は、植生の応答を生物地球化学的
にコントロールするうえで重要である。アフリカ南部
の C4草地の長期的な CO2 の増加は、窒素循環と土壌
の炭素固定に限られた影響しか及ぼさないことが明ら
かになり（Stock et al., 2005）、短期的な草地生態系研
究で炭素固定量が大きくなったのとは対照的な結果で
ある（例えば、Williams et al., 2004a）。同様に、CO2 の
増加が植物リターの分解と土壌動物相に与える影響は

種特有のもので、比較的わずかであった（Ross et al., 

2002; Hungate et al., 2000）。高草プレーリーの温暖化
は、土壌菌の繁殖を助長する植物の成長の増大を示し
た（Zhang et al., 2005）。しかしながら、植物と共生菌
との複雑な相互作用は、土壌侵食加速の素地をつくる
かもしれない土壌構造に対する潜在的な影響を示し
た（Rillig et al., 2002）。約 2.4℃の温暖化に対する応答
として土壌呼吸量が約 20%増加することが示されて
いる（Norby et al., 2007）が、さほどひどくない程度
の温暖化に対しては、土壌呼吸（Luo et al., 2001）と
根の成長（Edwards et al., 2004）の馴化も観察されてい
る。英国の土壌炭素支出は、多くは草地においてであ
るが、おそらく地域的な気候変動に関係して、炭素に
富む土壌から年間約 2%の炭素が失われていることが
確証されている（Bellamy et al., 2005）。アフリカのサ
バンナ生態系では、乾期の後の降雨が、土壌呼吸活性
の相当な増大と土壌呼吸による炭素支出を生んでいる
（Veenendaal et al., 2004）。このことは、降水量の変動性
に対する強い感度を示唆している。
　サバンナや草地の動物相に対する気候変動の影響研
究はほとんどない。絶滅が危惧される哺乳動物種の割
合は、2050～ 2080年の期間に 10から 40%の間に増
加する可能性がある（Thuiller et al., 2006a）。移動ルー
トの変化は、特にアフリカの移住性有蹄類とその捕食
動物を脅かす（Thirgood et al., 2004）。アフリカのサバ
ンナに生息する 3種の有蹄動物では個体数減少が観察
されており、地域的な気候変動傾向が続けば、夏の降
水量の減少によって地方的に絶滅しうることが示唆さ
れる（Ogutu and Owen-Smith, 2003）。アフリカの乾燥
サバンナの猛禽類では、乾燥度と降水の変動性を増大
させたシナリオのもとでシミュレートしたところ、個
体数の減少が示された（Wichmann et al., 2003）。南ア
フリカのサバンナと草地を中心とした動物種の約 80%

について、IS92a 排出シナリオのもとでは生息範囲が
4から 98%減少すると予測されている（Erasmus et al., 

2002）。

4.4.4　地中海性生態系

特性、財とサービス
　地中海性生態系（MTEs）は全大陸の中緯度に位置し
（総面積約 340万 km2）、土壌の栄養分が少ない沿岸地
域にあることが多い。この生物多様性に富んだ生態系
は（Cowling et al., 1996）独特な気候を持ち、一般に湿
潤な冬と乾燥した夏があるため（Cowling et al., 2005）、

生態系、その特性、財とサービス第 4 章
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火災になりやすい（Montenegro et al., 2004）。植生構造
は主に低木が優占するが、林地、森林、ときには草地
さえも、わずかな地域ながらある。多く利用されてい
る地形では、イネ科の草本、広葉草本、一年生植物種
が優占する（Lavorel, 1999）。地中海性生態系は全体に
生物多様性が高いという点で貴重であり（Myers et al., 

2000）、ゆえに自然とふれあう観光に適している。し
かし採取利用も多く、南アフリカとオーストラリアで
の野生の草花の収穫、地中海沿岸地方やチリでの薬草
やスパイス、牧草の採取などがこれに入る。南アフリ
カでは、人間の消費用や農業用に使える水収量が深刻
な状況にあるが、地中海性生態系は、基本的に生産性
が低く養分の少ない土壌に対し、全体として土壌保護
サービスを提供している。

主要な脆弱性
　第 3次評価報告書では、地中海性生態系は明確に論
評されなかったが、比較的わずかな温暖化と乾燥化の
シナリオ下で隣接する半乾燥および乾燥生態系が拡大
するために、砂漠化の脅威があることは予測された。
温暖化と乾燥化のトレンドにより、種の生息範囲の相
当な移動が引き起こされる可能性が高く、多くの固有
種の能力を超えるような移動速度が必要になることが
示唆される。土地利用、生息地の分断化および人間か
らの強い圧力によってさらに自然の適応応答が制限さ
れ、火災レジームの変化は、特定の種や植物機能タイ
プを脅かす可能性がある。優占種や普通種、侵入種に
より促される植生構造の変化もまた希少種を脅かす可
能性がある。全体として見ると、これらの地域の多く
で、生物多様性と炭素固定サービスの減少が現実のも
のとなる可能性がある。

影響
　地中海性生態系は、地球規模の変化動因によって最
も甚大な影響を受けるものの一つであろう（Sala et al., 

2000）。カリフォルニアの多様な植生タイプでは、約 2

℃よりも大きな気温上昇で、低木地の減少を代償とし
た砂漠や草原の拡大、常緑針葉樹林の減少を代償とし
た落葉混交林の拡大など、被覆率に相当な変化が生じ
る可能性がある（Hayhoe et al., 2004）。＜南アフリカ
の＞ケープフィンボスバイオームの生物気候帯では、
1961～ 1990年に比べて 1.8℃気温が上昇すると（産
業化以前と比べると 2.3℃）、その面積の 65%が失わ
れ、長期的には 23%の種が絶滅しうる（Thomas et al., 

2004b）。ヨーロッパに関しては、地中海の植生タイプ

にほんのわずかなバイオームレベルでの移動が生じる
という予測もあれば（Parry, 2000）、それとは対照的
に、ヨーロッパ南部の地中海地域では現存種の 60か
ら 80%が存続できなくなるとも予測されている（全球
平均気温が 1.8℃上昇した場合－ Bakkenes et al., 2002）。
仮説に基づいた不確実な CO2 施肥効果をバイオームレ
ベルのモデリングに組み込んだことが、このような相
違を生んだ原因の一部かもしれない。地中海沿岸地方
では、土地放棄の傾向が現在進行している森林の回復
を促進しており（Mouillot et al., 2003）、これも予測を
複雑にしている。オーストラリア南西部では、CO2 倍
増シナリオのもとで相当な植生の移動が予測されてい
る（Malcolm et al., 2002b）。
　気候変動は、火災の頻度と広がりを増大させる可能
性が高い。地中海沿岸地方では火災の頻度が増したこ
とが示されているが（Pausas and Abdel Malak, 2004）、
例外もある（Mouillot et al., 2003）。CO2 倍増シナリ
オの場合、カリフォルニアでは森林火災発生が 40～
50%増加し（Fried et al., 2004）、＜南アフリカの＞ケ
ープフィンボスでは火災リスクが倍増して（Midgley 

et al., 2005）フィンボスの萌芽性植物には有利になり
（Bond and Midgley, 2003）、地中海沿岸地方では火災に
強い低木が優占するようになり（Mouillot et al., 2002）、
カリフォルニアでは植生構造が変化して（針葉樹から
広葉樹へ、樹木から草木へ）、生産力も炭素固定量も
減少する（Lenihan et al., 2003）。
　降水量変化の予測は空間的に複雑である（例えば、
Sumner et al., 2003; Sanchez et al., 2004; Vicente-Serrano 

et al., 2004）。地中海地域の一部では降水頻度の減少が
予測されており（例えば、Cheddadi et al., 2001など）、
これにより干ばつ状態がさらに悪化するものとみられ
るが、地中海東岸ではこれがいま既に観察されている
（Körner et al., 2005b）。地中海沿岸地方の生態系では、
土壌水分量が生態系の水と CO2 のフラックスをコント
ロールしており（Rambal et al., 2003）、＜その＞減少が
生態系の炭素と水フラックスを減少させる可能性が非
常に高い（Reichstein et al., 2002）。2003年のヨーロッ
パの干ばつは、地中海地方の植生と生態系に大きな生
理学的影響を与えたが、2004年までにはほとんどが干
ばつから回復したものとみられる（Gobron et al., 2005; 

Box 4.1）。
　地中海性生態系（MTE）の多くの生物種にとっ
て、大気 CO2 の増加からはわずかな便益しか得られず
（Dukes et al., 2005）、地上の生産力がわずかに増加す
るにすぎない（例えば、Blaschke et al., 2001; Maroco et 
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al., 2002）。だがモデリングは、極端な乾燥条件を除く
すべての条件下で、気温上昇と乾燥のトレンドにもか
かわらず、前世紀にわたる CO2 の増加が地中海沿岸地
方の純一次生産力（NPP）と葉面積指数（用語解説参
照）を既に増大させていることを示唆している（Osborne 

et al., 2000）。今後数十年間については、特に降水量減
少の一貫した予測が得られていることから、大気 CO2 

の増加が地中海性生態系に大きな影響を与える可能性
がますます低いと思われる。カリフォルニアでは、降
水量が増えると、CO2 の増加によって森林拡大と炭素
貯蔵量の増加が促されると予測されている（Bachelet 

et al., 2001）。地中海沿岸地方では、降水量が減少しな
ければ、地中海東部とトルコでの森林の拡大やアフ
リカ北部での低木被覆面積の増加などのように、CO2 

施肥効果の影響があることがシミュレートされてい
る（Cheddadi et al., 2001）。現在のところ、CO2 の増加
が地中海性生態系の炭素貯蔵量をどの程度変化させる
かを予測できるだけの十分な証拠はないが、栄養分が
少ない生態系は比較的影響を受けないものとみられる
（de Graaff et al., 2006）。定着しているPinus halepensis（ア
レッポマツ）（Borghetti et al., 1998）は耐乾燥性が高いが、
Ponderosa pine（ポンデローサマツ）の森林では 1997

年の熱波の間に生産力と水フラックスが低下し、その
季節中には回復しなかった。このことは、極端現象へ
の閾値応答を示している（Goldstein et al., 2000）。地中
海沿岸地方のマツ類（Martinez-Vilalta and Pinol, 2002）
やその他の樹木種（Peñuelas et al., 2001）は、現地条
件下でそれぞれの種に特有の耐乾燥性を示した。乾燥
実験は、地中海沿岸地方の低木種（Llorens et al., 2003, 

2004; Ogaya and Peñuelas, 2004）と高木種（Ogaya and 

Peñuelas, 2003）の生産力を差別的に減少させたが、地
中海沿岸地方の低木種の開花時期を遅らせ、花の生産
量も減少させた（Llorens and Peñuelas, 2005）。このこ
とは、乾燥化シナリオのもとでの種の相対的繁殖が複
雑に変化することを示唆している。干ばつはまた、土
壌リンの利用性を低下させることにより、植物に間
接的に作用する可能性がある（Sardans and Peñuelas, 

2004）。
　ニッチ（生態的地位）をベースとした生物気候学的
なモデリング研究は、ケープ植物相地域における固有
種の地理的生息範囲が縮小し、種の多様性も減少する
ことを予測している（Midgley et al., 2002, 2003, 2006）。
IS92a 排出シナリオのもとでは、高木と低木の生息範
囲が予測できないほど移動し、分断化する可能性があ
る（Shafer et al., 2001）。ヨーロッパ南部では、さまざ

まなシナリオのもとで、種の構成が大きく変化する可
能性がある（Thuiller et al., 2005b）。生息範囲の縮小は
種の絶滅リスクを高め、2050年以降絶滅の確率が高ま
る種は、最高で 30から 40%にのぼる（Thomas et al., 

2004a）。カリフォルニア（Peterson, 2003）でもケープ
植物相地域でも（Midgley et al., 2003）、低地平野の種
の方が低山帯の種よりも高いリスクにさらされる可能
性がある。一方で、地中海沿岸地方では低山帯の種の
方が高いリスクにさらされる（Thuiller et al., 2005b）。

4.4.5　森林と林地

特性、財とサービス
　森林とは樹冠が密集した生態系であり（林地は樹
冠が大きく開く）、総面積は 4,160万 km2 （全陸地面積
の約 30%）である。このうち、42%が熱帯、25%が
温帯、33%が亜寒帯にある （図 4.1、例えば、Sabine 

et al., 2004）。森林はかなり良好な環境条件を必要と
し、最も生産性の高い陸域生態系の一つである（図
4.1）。このため森林は、気候変動を緩和するうえでも
（Watson et al., 2000; Nabuurs et al., 2007）、農業に利用す
るうえでも魅力がある。この農業への利用が、現在の
熱帯と亜熱帯地域における高い森林破壊率と劣化率の
背後にあり（Hassan et al., 2005）、CO2 の人為的排出の
約 4分の 1を占めるに至っている（例えば、Houghton, 

2003a）。それでもなお、陸域生態系の炭素貯蔵量の最
大の部分は森林に固定されており、最近の推定によれ
ばその量は 1,640 PgC （Sabine et al., 2004; 図 4.1）で、
大気中の炭素の約 220%に相当する。商業用の木材製
品に加えて（第 5章参照 ; Shvidenko et al., 2005, Section 

21.5, p. 600-607）、森林は木材以外にも自給生活に重要
なさまざまな森林製品を供給する（Gitay et al., 2001; 

Shvidenko et al., 2005）。主要な生態系サービスには、
より多くの生物多様性に対する生息地の提供（特に土
地利用圧力を受けているところで－ Hassan et al., 2005; 

Duraiappah et al., 2005）、炭素固定、気候調節、土壌と
水の保護または浄化（世界全体で利用できる淡水の
75%以上は森林流域から供給－ Shvidenko et al., 2005）、
および娯楽的、文化的、精神的な便益がある（Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Reid et al., 2005）。

主要な脆弱性
　森林、特に亜寒帯地域の森林は、長期的に見て気
候変動に対する潜在的な脆弱性が高いとされてきた
が（Kirschbaum and Fischlin, 1996）、気候変動も原因の
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一端となって撹乱レジーム（干ばつ、昆虫、火災）が
重大な閾値を越えると、直ちに気候変動に対して脆弱
性を呈するであろう（Gitay et al., 2001）。第 3次評価
報告書以降、A2 排出シナリオに基づいたほとんどの
DGVMモデルは、今世紀末に向けて、またそれ以降
に、熱帯、亜寒帯、および山岳地域で大幅な森林の枯
死が生じ、それに付随して主要なサービスも失われる
であろうことを示している（図 4.3）。種をベースとし
た研究は、特に熱帯森林の多様性ホットスポット（例
えば、アマゾン低地北東部－Miles, 2002）や熱帯アフ
リカ（McClean et al., 2005）で多様性が失われることを
示唆しており、このことは確信度が中程度である。山
岳森林では隣接した低地からの侵入がしだいに進んで
おり、同時に、温暖化によって高地の生息地が失われ
つつある（4.4.7節も参照）。

影響
　必要とする最低限の気候条件によって現在制約を
受けている一部の森林に関する予測は、気候変動に
よる利得を示しているが（図 4.3、植生変化 1およ
び 2）、多くの森林は有害な影響を受ける可能性があ
り（図 4.3、植生変化 6）、特に、大幅な温暖化とそれ
に伴う水利用可能量に対する影響についてはそうで
ある（Bachelet et al., 2001, 2003; Bergengren et al., 2001; 

Ostendorf et al., 2001; Smith and Lazo, 2001; Xu and Yan, 

2001; Arnell et al., 2002; Enquist, 2002; Iverson and Prasad, 

2002; Lauenroth et al., 2004; Levy et al., 2004; Matsui et al., 

2004; Izaurralde et al., 2005; Fuhrer et al., 2006; Lucht et al., 

2006; Schaphoff et al., 2006; Scholze et al., 2006; 図 4.3a 

対 b、植生変化 6）。生産力の増大は次の 3つのメカニ
ズムによって生じると考えられる。（i） CO2 の施肥効
果（ただしこのように寿命の長いシステムでは、どの
くらいの規模の施肥効果があるかは不確実である。第
4.4.1項参照）。（ii）寒冷気候の温暖化。ただし、これ
に伴って増大する水蒸気圧の不足分を、同時に起こる
降水量増加が補う場合。（iii）水不足の状況下での降水
量増加。　
　いくつかの要因が特に純生態系生産量に対する CO2 

や気候変動の直接的影響を和らげるかもしれないとい
う証拠が増えてきている（第 5章、5.4.1.1.節参照）。
すなわち、栄養塩動態（例えば、窒素降下物から生じ
る富栄養化または溶脱）、種の組成、齢構成動態の効
果、特に土壌生物を介した汚染と生物の相互作用で
ある（例えば、Karnosky et al., 2003; King et al., 2004b; 

Heath et al., 2005; Körner et al., 2005a; 4.4.1節）。気候変

動が森林に与える影響は、平均的な気候の変化を通じ
てだけでなく、季節的および日ごとの降水量や気温の
パターンの変化を通じても生じる（水文学的に関係の
ある林分周囲の影響を受けるため。例えば、Zierl and 

Bugmann, 2005）。近年観測されているさほどひどくな
い程度の気候変動は、地球規模での森林の生産力の増
大を引き起こし（Boisvenue and Running, 2006で概観）、
おそらくは炭素固定量も増大させたものとみられ、特
に熱帯林ではその傾向が強い（Baker et al., 2004; Lewis 

et al., 2004a, 2004b; Malhi and Phillips, 2004; Phillips et 

al., 2004）。熱帯林では、生産力と炭素固定量が水の制
約を受けて減少することはなく（例えば、Boisvenue 

and Running, 2006）、森林破壊や新たな火災レジーム
（Nepstad et al., 1999, 2004; Alencar et al., 2006）、また、
中および高緯度地域でみられるように暑さと乾燥度の
高い夏季によって相殺されることもない（Angert et al., 

2005）。
　夏季の気温上昇や降水量の減少に起因して、重要な
成長期間において干ばつ状態が増加する可能性は、い
くつかの地域（例えば、アマゾンやヨーロッパ）に
ついて定量的に予測されてきた（例えば、Cox et al., 

2004; Schaphoff et al., 2006; Scholze et al., 2006; 図 4.3、
植生変化 6）。こうした応答がすべて森林の純生態系
生産量（NEP）に影響を与える可能性があるため、炭
素の放出や地域的な気候への影響を通じて、かなり
の生物的フィードバックが起こる可能性があり、こ
のことは主要な不確実性をいっそう大きくする（例
えば、Betts et al., 2000; Peng and Apps, 2000; Bergengren 

et al., 2001; Semazzi and Song, 2001; Leemans et al., 2002; 

Körner, 2003c; Canadell et al., 2004; Cox et al., 2004; 

Gruber et al., 2004; Heath et al., 2005; 4.4.1節）。干ばつが
森林に与える影響には、枯死や潜在的な回復力の低下
（例えば、Lloret et al., 2004; Hogg and Wein, 2005）など
があり、主要な生物的フィードバックを引き起こしう
る（例えば、Ciais et al., 2005; Box 4.1）。しかし、こう
した影響は依然として十分には理解されてはおらず、
場所によっても異なる（例えば、Reichstein et al., 2002; 

Betts et al., 2004）。例えば、干ばつの影響は肥沃な土壌
で相殺されうるし（Hanson and Weltzin, 2000）、また熱
波による場合には、成長期間が延び、光合成作用も活
発になることで、冷涼な高地においては、干ばつに伴
って樹木の成長が促される可能性さえある（Jolly et al., 

2005; Box 4.1）。
　干ばつ状態はさらに、昆虫（Hanson and Weltzin, 

2000; Fleming et al., 2002; Logan et al., 2003; Schlyter et 
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al., 2006; Box 4.1）や火災（Flannigan et al., 2000）など
の撹乱とも相互に作用しあう。特に北方林の植食性昆
虫は、定期的に相当の被害をもたらしている（例えば、
Gitay et al., 2001, Box 5-10; Logan et al., 2003）。より温
暖で乾燥した条件の影響を受けている、害虫が寄生す
る樹木の分布域の南端では、樹木の減少や最終的絶滅
の少なくとも一部は、害虫が原因であることがわかっ
た（Volney and Fleming, 2000; 4.2.2節も参照）。極方向
への移行帯（用語解説参照）では、霜と通常の低温が
昆虫の大発生を抑制しているものとみられる（Virtanen 

et al., 1996; Volney and Fleming, 2000）。そのため、現
在は北側の生息範囲から抑えられている昆虫の大発生
は、将来的にはより頻繁に起こりうる（Carroll et al., 

2004）。気候が温暖化し、この移行帯が干ばつに見舞
われる頻度が増えれば、昆虫の大発生が主要な要因に
なるであろう（Logan et al., 2003; Gan, 2004）。北ヨー
ロッパの地域レベルにダウンスケールした A2排出シ
ナリオと B2排出シナリオに対して 2070から 2100年
までに予測される気候の極端現象は、キクイムシの一
種の個体群の生活環を加速し、それにあわせて害虫や
病原体を通じたドイツトウヒの二次的な被害を増加さ
せるだろう（Schlyter et al., 2006）。
　気候変動は、森林火災の規模と頻度が増す可能性を
変えるとともに（例えば、Stocks et al., 1998; Podur et 

al., 2002; Brown et al., 2004; Gillett et al., 2004）、撹乱を
間接的にさらに悪化させるようなストレスを樹木にか
けることが知られている（Dale et al., 2000; Fleming et 

al., 2002; Schlyter et al., 2006）。このことは、火災とい
う撹乱が頻発する可能性が高まることを示唆するが、
これは近年観察されているとおりである（Gillett et al., 

2004; van der Werf et al., 2004; Westerling et al., 2006; 4.2.2

節）。
　第 3次評価報告書以降、火災レジームとそれに関
連するプロセスの理解はかなり進み（Kasischke and 

Stocks, 2000; Skinner et al., 2002; Stocks et al., 2002; Hicke 

et al., 2003; Podur et al., 2003; Gillett et al., 2004）、将来
の火災レジームについて、より良い予測が可能になっ
た（Flannigan et al., 2000; Li et al., 2000; de Groot et al., 

2003; Brown et al., 2004; Fried et al., 2004）。火災レジー
ムが亜寒帯地域において担う役割はこれまで過小評価
されてきた、と主張する者もいる（例えば、Harden et 

al., 2000）。モデルによる逆推定では、2002から 2003

年にかけての全球の異常な炭素排出量の約 10%がシ
ベリアの火災によって生じた可能性があるとされて
おり（van der Werf et al., 2004）、このことはリモート

センシングによって裏付けられている（Balzter et al., 

2005）。エルニーニョ現象などの気候変動は、オー
ストラリア（Hughes, 2003; Williams et al., 2004b; Allen 

Consulting Group, 2005）、地中海沿岸地域（例えば、
Mouillot et al., 2002; 4.4.4節も参照）、インドネシア、
アラスカなど（Hess et al., 2001）、火災になりやすい地
域における火災レジームを変化させるが、さらに、以
前は火災のなかった地域にも火災を発生させる（例え
ば、Schumacher et al., 2006）。激化する火災レジーム
は、少なくとも気候変動そのものが与えるのと同じ程
度の影響を北方林に与える可能性が高く（Flannigan et 

al., 2000）、例えば、先駆種の高木や低木のツンドラへ
の侵入を容易にすることを通じて、タイガとツンドラ
の間などの移行を加速する可能性がある（Landhäusser 

and Wein, 1993; Johnstone and Chapin, 2006）。
　DGVMによって示唆された森林の拡大は、現実に
起こるのだろうか（図 4.3）。植生モデルでは、大気
CO2 が倍増した場合、ツンドラの 11から 50%がいず
れ森林に変わるであろうと予測している（White et al., 

2000b; Harding et al., 2002; Kaplan et al., 2003; Callaghan 

et al., 2005。図 4.3、植生変化 1）。しかしこのような
移行は、まだモデルに織り込まれていない多くの過程
によって、現実には和らげられる可能性が高い（例え
ば、Gamache and Payette, 2005; 以下を参照）。さまざま
な GCMと駆動シナリオを用いたその他の研究は、全
球の平均温暖化が産業化以前に比べて 2℃未満にとど
まるならば、シミュレートされたシナリオの 40%以上
で、また産業化以前に比べて 3℃を超えるならば、シ
ナリオのほぼ 90%で、森林が地球規模で重大な変化（耕
地以外の面積の少なくとも 10%以内で、非森林が森林
へ、森林が非森林へと変化）のリスクに直面すること
を示している（Scholze et al., 2006）。こうしたリスクは
特に北方林で高いと推定されており（それぞれ 44%、
88%）、一方、ラテンアメリカの熱帯林ではそれほど高
くないと推定されている（それぞれ 19%、38%；図 4.3

も参照）。
　このような変化をコントロールしている主要なプ
ロセスの一つは、移動である（例えば、Higgins and 

Harte, 2006）。古生態学的記録から推定した高木種の
移動速度は平均で年間 200～ 300 mであり、予期され
る将来の気候変動への対応に必要な速度（≥ 1 km/年、
Gitay et al., 2001, Box 5.2）よりもかなり遅い。ただし、
これには次のようにかなりの不確実性がある。
・ 完全に定量化されているわけではないが、多くの
種は、迅速で大規模な移動を達成することができ
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る（Reid のパラドックス（用語解説参照）。例えば、
Clark, 1998）。しかし、移動速度を最も低く見積も
った推定値からは、応答の遅れにかなりの幅がある
ことが示唆される（Clark et al., 2001; 例えば、0～
20年の遅れ、Tinner and Lotter, 2001; 数千年の遅れ、
Johnstone and Chapin, 2003）。

・ 最近の遺伝子分析（<100 m/ 年 , McLachlan et al., 

2005）は、一般に花粉から算定する推定値では分散
速度が過大評価されていることを示したが、花粉の
観察記録は低い密度で散在するいくつかの避難場所
（レフュジア）からの多方面への再定着により説明
される（Pearson, 2006）。

・ 将来の景観は、過去の気候変動状況下と比べて相当
に異なるものとなり、景観の分断化は移動の大きな
妨げとなる（例えば、Collingham and Huntley, 2000）。
・ 競争、被食、土壌形成など、移動を減速させる過程
（土地利用－ Vlassova, 2002; 沼沢化－ Crawford et al., 

2003; 被食－ Cairns and Moen, 2004; Juday, 2005; 病原
体－Moorcroft et al., 2006; 4.4.6節）が不確実である。

・ 変化する気候への高木種の応答は、移動によるだけ
でなく、遺伝的適応を含む局所的な適応にもよる
（Davis and Shaw, 2001; Davis et al., 2005）。
　過去の分散を再構築するモデリング研究（例えば、
Lischke et al., 2002）、あるいは将来の分散を予測するモ
デリング研究（Malcolm et al., 2002b; Iverson et al., 2004; 

Neilson et al., 2005）は、いずれも、より現実的な移動
速度をとれば、タイガの北方向への移動が時間的に遅
れる結果になることを示している（遅れは 150～ 250

年、Chapin and Starfield, 1997; Skre et al., 2002）。低木と
高木限界線（用語解説参照）は、近年の温暖化に応答
して極方向に進んでいることが確認されたが（Sturm et 

al., 2001; Lloyd, 2005; Tape et al., 2006; 第 1章）、タイガ
がツンドラにゆっくりと侵入するという予想について
は、衛星データによって北方林の林分がまったく拡大
していないことが確認され（Masek, 2001）、森林限界
（用語解説参照）が北方に移動するには 1世紀という
時間の遅れがあることを示している（Lloyd, 2005）。以
上の研究結果はいずれも、森林がどれくらいの速度で
北へ移動するのか（例えば、Clark et al., 2003; Higgins 

et al., 2003; Chapin et al., 2004; Jasinski and Payette, 2005; 

McGuire et al., 2007）、その結果として気候システムに
どのような影響があるのか（4.4.6節で論じる）という
点でかなりの不確実性があることを示唆している。ま
た大部分の種にとっては、よりゆっくりした移動速度
がおそらく現実的である。なぜなら、将来の状態は、

急速な変化（4.2.1節および 4.4.11節）を含む前例のな
い気候の特徴と、（いくつかのゼネラリスト（用語解説
参照）を除いて）局所的な適応と移動への障害が組み
合わさったものとの双方から成り立つからである。
　第 3次評価報告書に比べて（Gitay et al., 2001）、土地
利用の変化による全球の森林被覆の正味減少速度は鈍
化したものとみられるが（Stokstad, 2001; FAO, 2001）、
一部の熱帯や亜熱帯の地域、特に東南アジアやアマ
ゾン地方では（例えば、Nepstad et al., 1999）、森林破
壊速度は依然として高い（0.01～ 2.01%/年 , Lepers et 

al., 2005; Alcamo et al., 2006）。一方、シベリアなどの
一部の北方地域では、主として持続可能でない伐採の
ために劣化速度が増している（Lepers et al., 2005）。減
少速度の推定にはかなりの不確実性が伴うが（例え
ば、FAO, 2001; Houghton, 2003b; Lepers et al., 2005）、現
在の土地利用圧力のトレンド（Nelson, 2005）は、明
らかに危機的地域における森林破壊と劣化の継続をま
ねき（歴史的に累積された損失量は 182～ 199 PgC－
Canadell et al., 2004; 21世紀の予想排出量は 40～ 100 

PgC－ Gruber et al., 2004; Shvidenko et al., 2005）、それ
に付随して生物多様性（Duraiappah et al., 2005）やその
他の基盤サービス（Hassan et al., 2005）にも影響を及
ぼすだろう。ほとんどの先進国では森林面積が増加す
ると予想されており（例えば、SRES B2 シナリオでは、
ヨーロッパの森林面積が 2080年までに最高で 6%増加
－ Karjalainen et al., 2002; Sitch et al., 2005）、これは部分
的には集約的な農業管理と気候変動に起因する。
　地域によっては土地利用の変化が影響を支配する可
能性があるが、気候変動は生物多様性のリスクをさ
らに悪化させるのがふつうであり、特に生物多様性ホ
ットスポットにおいて、またとりわけ 21世紀前半に
おいてそうである（山地雲霧林－ Foster, 2001; ハワイ
－ Benning et al., 2002; コスタリカ－ Enquist, 2002; アマ
ゾン低地－Miles, 2002; オーストラリア－Williams et 

al., 2003）。熱帯山地雲霧林における両生類の絶滅は、
近年の気候変動が原因だとされている（Pounds et al., 

2006; 4.4.7節および表 4.1、No2参照）。わずかな例外
では、気候変動が地方的あるいは地域的な多様性を増
大させる可能性もあるが（Kienast et al., 1998）、ほとん
どの場合は絶滅のリスクが高まると予測されている。

4.4.6　ツンドラおよび北極／南極の生態系

特性、財とサービス
　ツンドラとは、閉鎖北方林の樹木限界の北側にある
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植生や生態系を指し、面積は約 560万 km2であるが、
本項では、極緯度地域の生態系、特に南北両半球の海
氷バイオーム（例えば、Arrigo and Thomas, 2004; 4.4.9

節）および亜南極地方の島々（ただし、第 15章も参照）
も扱うことにする。生態系サービスには、炭素固定、
気候調節、生物多様性、文化の維持、燃料、食料およ
び繊維の生産などがある（Chapin et al., 2005a, p.721-

728）。気候調節は、積雪面積の減少や将来の森林拡大
（Chapin et al., 2005b）、メタンを中心とする温室効果ガ
スの正味放出量を通じて、気候とアルベド変化との間
の正のフィードバックに大きく支配される可能性が高
い。北極地方は全球の生物多様性に大きく寄与してい
る（Chapin et al., 2005a; Usher et al., 2005）。この地方
の現金と自給からなる混合経済は、その土地の資源の
収穫、食料の準備、貯蔵、流通、消費に大きく依存し
ている。そしてこれが、伝統的に世代から世代へと伝
承されてきた多数の独特な文化的知識を形作っている
（Hassol, 2004a）。

主要な脆弱性
　永久凍土層の上にある北極および亜北極の生態系
（特に降水栄養性の酸性湿地群落、用語解説参照）は、
気候変動に対して最も脆弱である可能性が高いと考え
られていた。というのは、＜気候変動の＞影響によっ
て北極地方が正味の炭素吸収源から放出源へと転じる
かもしれないからである（Gitay et al., 2001）。第 3次
評価報告書以降の文献は、これまで過小評価されてい
たアルベドの変化と炭素貯蔵からのメタン放出量の増
加（例えば、Christensen et al., 2004）が、北極地方全
体にわたって気候への正の放射強制力をもたらすであ
ろうことを示唆している（Camill, 2005; Lelieveld, 2006; 

Walter et al., 2006; Zimov et al., 2006）。海鳥、アザラシ、
ホッキョクグマ、ツンドラの鳥類と有蹄類などの種に
ついては（Gitay et al., 2001）、汚染などの悪影響が予
測された（第 15章も参照）。ほかに類のない固有の生
物多様性（例えば、ホッキョクグマ、Box 4.3）のほか、
渡り鳥（例えば、水鳥、Box 4.5、4.4.8節、表 4.1）の
ようにツンドラに依存する種については、ますます絶
滅のリスクにさらされていることが確認されており、
これに付随して先住民の生活と食料安全保障も脅かさ
れる。

影響
　地球温暖化は高緯度の地域において最も顕著に現
れると予測される（Phoenix and Lee, 2004; Meehl et al., 

2007; Christensen et al., 2007）。現在進行している急速
な気候変動は、成長に時間のかかる植物群落の応答
の時間的な遅れを引き起こしつつ（Camill and Clark, 

2000; Chapin et al., 2000; Callaghan et al., 2004a, 2004c; 

Velichko et al., 2004）、かつてない速度でツンドラを極
方向へ押しやるであろう（Velichko, 2002）。生息地を
形成するいくつかの植物種（エディフィケーター）の
移動は、その移動能力を超えた大きな拡大速度を必要
とする（Callaghan et al., 2005）。極方向に向かってツン
ドラに侵入するタイガの移動もまた、これらの変化を
時間的に遅れさせる可能性が高い（4.4.5節および例え
ば、 Callaghan et al., 2004b）。北極地方北部の植生変化
に対する予測は、2080年頃までには、現在の極砂漠の
17.6%（14～ 23%の範囲）のツンドラ植生への転換が
始まっているだろうと示唆している（Callaghan et al., 

2005）。カナダの北極地方では、2100年までに矮性低
木ツンドラが低木ツンドラに代わることが予測されて
いる（Kaplan et al., 2003）。ツンドラ地域をまたがった
11か所での気温操作実験もまた、ツンドラの植物群落
が種の優占度、キャノピー高度、および多様性の変化
を通じて相当に推移し（Walker et al., 2006）、とりわけ
隠花植物が脆弱であることを示している（Cornelissen 

et al., 2001; van Wijk et al., 2004）。1～ 3℃の昇温が短
期的な多様性の減少を引き起こしたが、実験期間が十
分な長さでないことから、これを一般化することはで
きない（Graglia et al., 2001; Dormann and Woodin, 2002; 

van Wijk et al., 2004; Walker et al., 2006）。
　熱的に安定している海洋気候の亜南極地方のマリオ
ン島では、＜気候の＞変化が進行中であるものとみ
られ、1969から 1999年の間に年平均地上気温が 1.2

℃上昇した。それとほぼ同時期に年間降水量が減少
し、1990年代は島の 50年の記録の中で最も乾燥した
（Smith, 2002）。こうした変化は、1980年頃以降に南半
球で起きた年内周期振動の位相変化と関連しているも
のとみられる（Rouault et al., 2005）。気候変動は今後、
亜南極地方の島々の在来の生物相に直接影響を及ぼす
であろう（Smith, 2002; Barnes et al., 2006）。マリオン島
のキーストーン種であるAzorella selago というクッシ
ョン植物の乾燥実験では、わずか数か月後に測定でき
るほどの悪影響が示された（Le Roux et al., 2005）。
　一部の脊椎動物にとっては夏の間に得られる食料
が増えるかもしれないが（Hinzman et al., 2005）、重
要な冬の時期に氷でできた堅雪が形成されること
で、積雪下にある食料の存在量は減少する可能性が
ある（Yoccoz and Ims, 1999; Aanes et al., 2002; Inkley et 
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al., 2004）。ツンドラ湿地にある渡り鳥の生息地はしだ
いに乾燥化が進むだろう （Hinzman et al., 2005; Smith et 

al., 2005）。 北極で繁殖するシギ・チドリ類や水鳥の多
くの種は、ツンドラの生息地が縮小するにつれて（Box 

4.5、表 4.1）個体数が大幅に減少するものと予測され
る。それとは対照的に、より南側に生息するヘラジカ
やアカギツネなどの種では、生息地が北側に拡大する
と予想される（Callaghan et al., 2005）。一部の移住種に
ついては、最終的に「侵入」種とみなす必要が生じる
かもしれない（例えば、アメリカミンク－ Neuvonen, 

2004）。例えば、現在は限られた個体群である南側の
低木種は、より温暖な気候において拡大する可能性が
高く（Forbes, 1995）、このことはおそらく炭素固定量
の増加をまねくだろう（Sturm et al., 2001; Tape et al., 

2006; 気候に及ぼす全体的な影響についての議論は、
4.4.6節の終わり部分参照）。ホッキョクグマなどの北
極種については絶滅のリスクが高まっており、これは
海氷バイオームの広がりと海氷面積の大幅な減少が予
測されていることと関係がある（Box 4.3）。
　ツンドラにおける顕著な変化には、主に 2種類ある
（Velichko et al., 2005）。すなわち、植生構造（とそれに
関連するアルベド）の変化と、もう一つは、気温の上昇、
活動層（用語解説参照）の深度増大および水分含有量
の増大が複合的に関係する地下部プロセスの変化であ
る。こうした変化が沼沢化（用語解説参照 ; Crawford 

et al., 2003）やサーモカルストプロセス（用語解説参
照）を促し、隆起部の乾燥度を増大させる。水分の供
給は、ツンドラ景観の最も重要な構成要素の一つであ
る永久凍土層の状態に相当な影響を及ぼす（Anisimov 

et al., 2002a, 2002b）。活動層の不安定度が増すことは、
土壌の鉱物基質のより大規模な混合と変化を引き起こ
し、植物の根を傷つける。一般にこれは、水分を好む
種（例えば、スゲ）には好都合であるが、永久凍土層
を覆う泥炭酸性湿地の植生はいっそうの乾燥条件にさ
らされうる（Camill, 2005）。
　永久凍土層とエドマ（氷楔、用語解説参照）の炭素
貯蔵量（図 4.1）に関する最近の相当な上方修正（Zimov 

et al., 2006）、およびシベリア北部の凍土融解湖（Walter 

et al., 2006）や、スカンディナビアの泥沼（Christensen 

et al., 2004）、カナダの永久凍土層（Camill, 2005）か
らのメタン放出量の測定は、ツンドラがこれまで認識
されていたよりもはるかに大きな大気メタンの放出源
であることを示している。シベリア北部の推定値だけ
に基づいて算定しても、北部湿地帯からのメタン放出
量に対する現行推定値は 10～ 63%増加する。凍土融

解湖（Walter et al., 2006）と泥沼は（Christensen et al., 

2004）温暖化に応じて拡大しているため、このメタン
発生源からは気候変動への正のフィードバックが生じ
る。人為起源の排出に比べれば、サーモカルストから
生じる＜炭素＞放出量は現在のところそれほど多くな
いが、エドマ永久凍土層に蓄えられている約 500 Pg の
易分解性炭素（図 4.1）は、現在予測されている高緯
度での温暖化トレンドに対する正のフィードバックを
著しく強めうる（Sazonova et al., 2004; Mack et al., 2004; 

Lelieveld, 2006; Zimov et al., 2006）。
　積雪面積の減少に伴うアルベドの変化と、結果とし
て起こる常緑針葉樹のツンドラ植生への侵入は、地域
のアルベドを大幅に減少させ、高木（4.4.5節）と低木
（Betts, 2000; Sturm et al., 2001, 2005; Chapin et al., 2005b; 

McGuire and Chapin, 2006; McGuire et al., 2007）の進出
による炭素吸収量増加から予測される冷却効果を上回
る温暖化効果をもたらす可能性が高い。リモートセン
シングは既に、ツンドラがこの 20年で緑化してきて
いることを示している（Sitch et al., 2007）。だが CO2 

固定可能量は地域によってさまざまであり（Callaghan 

et al., 2005）、モデルの不確実性は高い（Sitch et al., 

2007）。それは、移動速度（4.4.5節）のほか、水循環、
火災、害虫の大発生に関する変化、さらには炭素循環
に関連する人間の影響が十分に組み込まれていないか
らである（4.4.1節、4.4.5節も参照）。

4.4.7　山岳地域

特性、財とサービス
　山岳地域（全陸域のおよそ 20～ 24%、全球に散在
している）は、短い水平距離内で、幅広く区分され
た緯度帯に対応する多種類の気候型を示している。そ
の結果、標高が高くなるにつれて種の多様性は減少す
るものの、山岳地域は数多くのさまざまな生態系を支
え、全球で最も種の豊かな地域の一つとなっている
（例えば、Väre et al., 2003; Moser et al., 2005; Spehn and 

Körner, 2005）。山岳生態系は生物圏の炭素貯蔵と炭素
固定の面で重要な役割を果たしており、特に半乾燥地
域や乾燥地域での役割は大きい（例えば、米国西部－
Schimel et al., 2002; チベット高原－ Piao et al., 2006）。
水の浄化や気候調節といった山岳生態系のサービスは
地理的な境界を越えて広がり、全大陸に影響を及ぼす
（例えば、Woodwell, 2004）。地方的な主要なサービス
としては、例えば、斜面の安定化や、なだれや落石な
どの自然災害からの保護を通じて、山岳地域を居住で
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きる場所にしていることが挙げられる。多くの固有種
にとって、山岳地域は人間の直接的な影響からの避難
場所となることが増えている。山岳地域は、自給生活
のための多くの財を提供し、多くの先住民の住みかと
なり、レクリエーション活動や観光にとって魅力的で
ある。重要なことに、山岳地域は生物圏の炭素のかな
りの部分を収容している（森林の 28%は山岳地域にあ
る）。

主要な脆弱性
　第 3次評価報告書では、山岳地域は 20世紀の間に
平均以上の温暖化を経験し、そのトレンドは今後も
続く可能性が高いことが確認された（Beniston et al., 

1997; Liu and Chen, 2000）。これに関連する影響として
は融雪期の到来の早まりと融雪期間の短縮などがあ
り、これに伴う急激な水の放出と下流域の洪水は、氷
河の面積の縮小と相まって夏季成長期に水不足を引き
起こしうる。第 3次評価報告書は、このような影響が、
土地利用の変化や過放牧、踏みつけ、汚染、植生の不
安定化および土壌の流出など、生態系を劣化させる圧
力によってさらに悪化する可能性を示唆し、それは特
に、コーカサス山脈やヒマラヤ山脈のように多様性の
高い地域においてそうである（Gitay et al., 2001）。一般
に適応能力は限られていると考えられているが、高い
脆弱性は固有性の高い多くの高山生物相の特徴となっ
ている（Pauli et al., 2003）。第 3次評価報告書以降、文
献において、熱帯山地雲霧林やいくつかの大陸にある
その他の熱帯地域の森林（Williams et al., 2003; Pounds 

and Puschendorf, 2004; Andreone et al., 2005; Pounds et al., 

2006）などのさまざまな山岳生態系や、全球的には温
暖化による生息地の消失が固有種を脅かしている場所
で（Pauli et al., 2003; Thuiller et al., 2005b）、多くの固有
種が不釣り合いに高い絶滅の危険にあることが確認さ
れている。

影響
　標高が 1 km高くなるにつれて温度は 5～ 10℃下
がるため、生き残るには上方への比較的短い移動が
必要になる（例えば、MacArthur, 1972; Beniston, 2000; 

Theurillat and Guisan, 2001）。だがこれが可能なのは山
頂よりも下にある比較的温かい生態系分布域だけで
ある（Gitay et al., 2001; Peñuelas and Boada, 2003）。反
対に、尾根部分は、多くの種にとって分散の大きな障
害となり、上方への移動を妨げる傾向がある（例え
ば、Foster, 2001; Lischke et al., 2002; Neilson et al., 2005; 

Pounds et al., 2006）。（山頂の面積は山麓よりも小さい
ので、）尾根は必然的に生物種の地理的分布を狭める。
このことは生物種内の遺伝的多様性を減少させ、付随
的なストレスによる絶滅のリスクを確率的に増大させ
ると予想されており（Peters and Darling, 1985; Gottfried 

et al., 1999）、この仮説は、過去の気候変動による遺
伝的浮動効果を示した最近の遺伝子分析によって確
認されている（例えば、Alsos et al., 2005; Bonin et al., 

2006）。個々の種は寿命や生存率をさまざまに変える
ことで応答を調節しており、その応答の結果として各
標高地点での種の入れ替えが起こるものと予測され
る。これは言い換えれば、厳しい山岳気候に対する高
度な進化的特殊化の結果であり（例えば、Theurillat et 

al., 1998; Gottfried et al., 1999; Theurillat and Guisan, 2001; 

Dullinger et al., 2005; Klanderud, 2005; Klanderud and 

Totland, 2005; Huelber et al., 2006）、場合によっては侵入
外来種からの影響も含む（例えば、Dukes and Mooney, 

1999; Mack et al., 2000）。例えば Fagus sylvatica（ヨー
ロッパブナ）から得られた遺伝的証拠は、気候変動に
応答してこの群落が本来の＜生息＞場所においてある
程度の適応力を持つことを示唆している（Jump et al., 

2006）。だが現在起きている分布域の変化は（Peñuelas 

and Boada, 2003）、この応答が必ずしもこの種を分布域
全域にわたって存続させるとは限らないであろうこと
を示している。
　亜高山帯森林と丈の低い高山草地との境界にあた
る高木限界の上端は、長い間、炭素収支によってあ
る程度決定されると考えられてきた（Stevens and Fox, 

1991）。この仮説に異議が唱えられている（Hoch and 

Körner, 2003; Körner, 2003a）。世界的に見て、低温によ
る高木限界は季節的な平均大気温度約 6℃を特徴とす
るようである（Körner, 1998; Körner, 2003a; Grace et al., 

2002; Körner and Paulsen, 2004; Millar et al., 2004; Lara et 

al., 2005; Zha et al., 2005）。多くの山岳地域では、放牧
あるいは風や火災などの撹乱により、その高木限界の
上端は気温から考えられる位置よりも低いところにあ
る。ヒマラヤなどの地域では、過去数十年の森林破壊
が環境を大きく変えてきており、生態系の分断化を
まねいている（Becker and Bugmann, 2001）。気温によ
るコントロールは地理的な分布域を決める支配的な決
定要因であるだろうが、高木種は移動することがで
きず、また温度帯の変化についていくこともできな
い（Shiyatov, 2003; Dullinger et al., 2004; Wilmking et al., 

2004）。
　気候の温暖化と乾燥化が予測されるところでは、山
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地植生の蒸発散量が増加しやすいと予測される（Ogaya 

et al., 2003; Jasper et al., 2004; Rebetez and Dobbertin, 

2004; Stampfli and Zeiter, 2004; Jolly et al., 2005; Zierl and 

Bugmann, 2005; Pederson et al., 2006）。これは干ばつの
増大をまねくが、干ばつは、特に山脈の内側（例えば、
Fischlin and Gyalistras, 1997; Lischke et al., 1998; Lexer et 

al., 2000; Bugmann et al., 2005）や内陸の大陸性気候で
森林の立ち枯れを引き起こすと予測されている。湿潤
熱帯地域でさえ、山岳地域では動植物が水ストレス
に敏感なことが示されている（例えば、ボルネオ－
Kitayama, 1996; コスタリカ－ Still et al., 1999）。多くの
高原地方では、病原性Batrachochytrium（カエルツボ
カビ）菌にとって好ましい条件がしだいに生み出され
ることにより、温暖化が両生類の大量絶滅の動因にな
ることの確信度が非常に高い（Pounds et al., 2006）。
　積雪の期間と深さは、平均気温および平均降水量
としばしば関連しており（Keller et al., 2005; Monson et 

al., 2006）、多くの高山生態系の主要な要因になってい
る（Körner, 2003c; Daimaru and Taoda, 2004）。積雪が不
足すると動植物が霜にさらされることになり、春の水
供給にも影響する（Keller et al., 2005）。コロラドで見
られるように（Inouye et al., 2000）、降雪パターンの変
化によって動物の移動が妨げられると、野生動物死亡
率が高まる結果になる可能性がある。標高の高い地域
では、温暖化に伴う可能性が高い冬季降水量の増加が
降雪の増加をまねくため、早い時期に高地に移動する
生物は融雪の遅れに直面することになる（Inouye et al., 

2000）。
　なだれや落石、火災、風、草食動物による食害など
の撹乱は、相互に作用し合い、また気候に強く依存
している（例えば、Peñuelas and Boada, 2003; Whitlock 

et al., 2003; Beniston and Stephenson, 2004; Cairns and 

Moen, 2004; Carroll et al., 2004; Hodar and Zamora, 2004; 

Kajimoto et al., 2004; Pierce et al., 2004; Schoennagel et al., 

2004; Schumacher et al., 2004）。これらの影響は、＜個
体数＞の補充を妨げ、それゆえ移動という生物種の適
応応答を制限する可能性があるだけでなく、人間の土
地利用やその他の人為起源の圧力によってさらに悪化
させられる（例えば、Lawton et al., 2001; Dirnböck et 

al., 2003; Huber et al., 2005）。
　山岳地域の高木限界の上端など、移行帯（用語解説
参照）の気候変動に対する感度（例えば、Camarero et 

al., 2000; Walther et al., 2001; Diaz, 2003; Sanz-Elorza et 

al., 2003）は、山岳地域にしか生息しないいくつかの
生物種の個体群は減少する可能性が高いことを示して

いる（例えば、Beever et al., 2003; Florenzano, 2004）。
移行帯に生息する種の中で最も脆弱なものは、急速な
環境の変化に対する適応力が遺伝的に乏しく、繁殖速
度が遅く、分散が乏しく、環境ストレスに対する感
度が高いために孤立または高度に特殊化した種であ
る（McNeely, 1990）。空間的に粗い分析ではあるが、
ヨーロッパに関する最近の分析結果は、山岳種が気候
変動に対して不釣り合いに感度が高いことを示してい
る（約 60％の種の喪失－ Thuiller et al., 2005b）。山岳
生物相に対して、気候変動からの影響に加えて人間に
よる圧力がかかれば、相当な生物多様性の喪失が起
こる可能性が高い（Pounds et al., 1999, 2006; Lawton et 

al., 2001; Pounds, 2001; Halloy and Mark, 2003; Peterson, 

2003; Solorzano et al., 2003; Pounds and Puschendorf, 

2004）。

4.4.8　淡水湿地、湖沼、河川

特性、財とサービス
　陸水生態系（面積約 1,030万 km2）の特性はさまざ
まであり、全球の分布も一様ではない。自然の淡水湖
の大半は高緯度地域にあり、人工湖の大部分は中緯度
から低緯度地域にある。多くの塩水湖は標高 5,000 m

までのところにあり、ヒマラヤやチベットでは特にそ
うである。自然の湿地（泥炭地）は大半が亜寒帯地域
にあるが、人為的な湿地（水田）は大部分が熱帯と亜
熱帯にある（泥炭地もある）。全球の河川、湖沼およ
び湿地とされる面積の推定は定義によって大きく変わ
る（Finlayson et al., 2005）。本章では、第 3次評価報
告書に従って、「湿地」を河川や湖沼と分けて考える。
湿地は、水文学的および栄養塩類の勾配に沿って、最
も雑多な生息域を含んでおり、提供される財やサービ
スを含むあらゆる主要なプロセスは、集水域レベルの
水循環に依存している。陸水は人間活動による多くの
圧力にさらされている。水界生態系は広範にわたる財
とサービスを提供している（Gitay et al., 2001; Finlayson 

et al., 2005）。湿地はしばしば生物多様性の「ホットス
ポット」である（Reid et al., 2005）。また湿地は、汚染
の点源や非点源の両方から発生する汚染物質のろ過器
としても機能しており、炭素固定や放出にとっても重
要である（Finlayson et al., 2005）。河川は水と栄養塩類
を陸地から海洋へと運び、特に河川の水が山岳地域の
湧水や氷河から供給されている場合、干ばつの期間に
はきわめて重要な緩衝力となる（例えば、2003年の
ヨーロッパの夏 ; Box 4.1; 第 12章、12.6.1節）。外への
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流出がない閉塞した湖は堆積物や炭素の吸収源となり
（Cohen, 2003）、過去の気候変動に関する非常に重要な
情報の貯蔵庫となっている。

主要な脆弱性
　Gitay et al.（2001）は、気候変動に最も脆弱なもの
としていくつかの陸水生態系（北極および亜北極の永
久凍土上の降水栄養性の酸性湿地群落、小さな集水域
を持つ凹湿地、排水されたあるいは転換された泥炭地）
を記述しており、外部的な要因によってコントロール
される水利用可能量に依存しているために、その適応
には限界があることを指摘している。これよりも新し
い研究結果は、脆弱性が地理的な地域によって異なる
ことを示している（Van Dam et al., 2002; Stern, 2007）。
2100年までにアフリカの 25%がかなりのマイナス影
響を受けるというのもその一つであり（SRES B1 排出
シナリオ , de Wit and Stankiewicz, 2006）、水質の悪化、
生態系の財とサービスの悪化を伴う。水文学的レジー
ムを制御するのは困難で費用もかかるのがふつうであ
るため、国境をまたがる集水域間が相互に依存してい
る場合、適応の余地がほとんど残されていない。

影響
　陸水生態系に対する気候変動の影響は、温度上昇や
CO2

 濃度の上昇といった直接的な影響から、地域的ま
たは全球的な降水レジームの変化や、氷河や氷の被覆
の融解から生じる水文学的な変化による間接的な影響
まで、広範にわたるであろう（例えば、第 1章および
第 3章 ; Cubasch et al., 2001; Lemke et al., 2007; Meehl et 

al., 2007など）。
　第 3次評価報告書以降の研究は、温度上昇が、湖
沼深水層（用語解説参照）の酸素濃度の低下、堆積
物からのリン（P）の放出、熱安定性の増大、および
混合パターンの変化を通じて湖沼の水質を低下させ
るであろうという以前の研究の結論を確認し、強め
てきた（McKee et al., 2003; Verburg et al., 2003; Winder 

and Schindler, 2004; Jankowski et al., 2006）。北方の緯
度では、湖沼や河川に張った氷の割れる時期が今後
も早まり、氷のない期間が増えるであろう（第 1章 ; 

Weyhenmeyer et al., 2004; Duguay et al., 2006）。温度の上
昇は微生物や底生無脊椎動物（Kling et al., 2003）に、
また、多くの種の魚類の分布（Lake et al., 2000; Poff et 

al., 2002; Kling et al., 2003）に悪影響を及ぼし、無脊椎
動物、水鳥および熱帯の侵入生物相は極方向に移動
する可能性が高く（Moss et al., 2003; Zalakevicius and 

Svazas, 2005）、その中には絶滅するものもあるとみら
れる（Jackson and Mandrak, 2002; Chu et al., 2005）。プ
ランクトン群集の種組成、季節性および生産（例え
ば、有毒なアオコの発生の増大）やその食物網の相互
作用（Gerten and Adrian, 2002; Kling et al., 2003; Winder 

and Schindler, 2004）には大きな変化が起こる可能性
が高く、その結果として起こる水質の変化を伴う
（Weyhenmeyer, 2004）。紫外線 B波の放射の強まりと夏
季降水量の増加は、溶存有機炭素（DOC、用語解説参照）
の濃度を大幅に上昇させ、主要な生物地球化学的循環
を変化させるだろう（Zepp et al., 2003; Phoenix and Lee, 

2004; Frey and Smith, 2005）。スウェーデンの標高勾配
に沿った研究は、6℃の気温上昇に対して、純一次生
産力（NPP）が 1桁増加しうることを示した（Karlsson 

et al., 2005）。だが、熱帯の湖沼は一次生産力の減少と
漁獲高の減少という応答を示すかもしれない（例え
ば、タンガニーカ湖では、前世紀の温暖化によって一
次生産力が 20%、漁獲高が 30%減少－ O’Reilly et al., 

2003）。CO2 濃度が上昇すると、多くの湿地では純一
次生産力が増えるのがふつうであろう。ただし、沼地
や水田ではメタンフラックスも刺激するため、プラス
の影響が打ち消される（Ziska et al., 1998; Schrope et al., 

1999; Freeman et al., 2004; Megonigal et al., 2005; Zheng et 

al., 2006）。
　亜寒帯の泥炭地は、動植物群集の種組成が大幅に変
化するため（Weltzin et al., 2000, 2001, 2003; Berendse et 

al., 2001; Keller et al., 2004; 4.4.5節および 4.4.6節）、温
暖化（4.4.5節および 4.4.6節参照）と冬季の降水量の
増加によって最も影響を受けるであろう。2～ 3℃の
温度上昇で、北極地方のいくつもの湖沼が干上がるで
あろう（Smith et al., 2005; Symon et al., 2005）。多くの
湿地種がその季節的な移動パターンや移動経路を変更
しなければならず、中には絶滅の危機にさらされる
ものもあるだろう（Inkley et al., 2004; Finlayson et al., 

2005; Reid et al., 2005; Zalakevicius and Svazas, 2005; Box 

4.5）。
　降水レジームの変動性が少しでも増大すると、生活
環のさまざまな段階にある湿地動植物にかなりの影響
が及ぶであろう（Keddy, 2000）。モンスーン地域では、
インドのケオラディオ国立公園の例にみられるよう
に、変動性の増大が減少しつつある湿地の生物多様性
を危険にさらし、乾期の長期化が湿地の陸化を促進す
る（Chauhan and Gopal, 2001; Gopal and Chauhan, 2001）。
乾燥地にある湿地では、降水レジームの変化が生物多
様性の減少を引き起こす可能性がある（Bauder 2005）。
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世界の多くの河川沿いにある渓流生態系は既にストレ
スにさらされており、気候と土地利用の変化がそこに
さらに圧力をかけるであろう（Naiman et al., 2005）。淡
水の流量の増減も、塩分濃度、堆積物の収入量および
栄養負荷を変化させることにより、沿岸の湿地（第 6

章）に影響を及ぼすであろう（Schallenberg et al., 2001; 

Flöder and Burns, 2004）。

4.4.9　海洋と浅海域

特性、財とサービス
　海洋は極域から熱帯地域までの地球の表面積の 71%

を占め、平均深度は 4,000m、体積にして約 14億 km3

【訳注 4-2】からなる。海洋は巨大な無機炭素の貯蔵庫で
あるが、含まれる有機炭素の量はたかだか 698～ 708 

Pgであり、そのうちの 13～ 23 Pgが生きているもの
と死んだバイオマスにある（図 4.1; Denman et al., 2007, 

Section 7.3.4.1）。植物プランクトンは、少ないバイオマ
スにもかかわらず、全球の一次生産のほぼ半分を担っ
ており、海洋食物網の基盤をなす（Field et al., 1998）。
外洋および底生界、そして沿岸沿いには、生産性の高
い生態系（例えば、湧昇流域）から低い生態系（例え
ば、海洋渦）までの多様な生態系の中に、相当な生物
多様性が存在する。海洋の一次生産力は、太陽光と深
海域から供給される栄養塩に依存している（Sarmiento 

et al., 2004a）。海洋生態系の提供する財やサービスに
は、漁業、エネルギー提供、レクリエーションと観光、
CO2 固定と気候調節、有機物の分解と栄養塩の再生、
および沿岸の防護などがあり、その多くが地球システ
ムの機能にとって重要である（第 5章 ; Costanza et al., 

1997; McLean et al., 2001, Sections 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.5 

and 6.4.6; Hassan et al., 2005, Table 18.2）。海洋の生物多
様性は生態系の機能およびそれが提供するサービスを
支えており（Worm et al., 2006）、特に開発途上国では、
10億人以上の人たちが主な動物性タンパク源として魚
類に頼っている（Pauly et al., 2005）。沿岸地域、それ
も特に低平な沿岸地域や、それが提供するきわめて価
値の高い地方的または地球規模の社会経済的サービス
（例えば、農地、住居とそれに関連するインフラ、産業、
養殖業および漁業、そして淡水の供給）は、特に気候
変動に対して脆弱である（McLean et al., 2001, Section 

6.5; Hassan et al., 2005, Section 19.3.2, Table 19.2）。

主要な脆弱性
　第 3次評価報告書以降、文献によれば、特に脆弱な

生態系は暖海性サンゴ礁（Box 4.4）、冷水性サンゴ、
南大洋および海氷縁域の生態系であることが確認され
てきた。大気 CO2 濃度の上昇から生じる海洋への CO2 

吸収は海面の pHを低下させ、炭酸イオン濃度を低下
させるが、第 3次評価報告書ではこの影響が見落とさ
れていた。このことはサンゴ礁、冷水性サンゴのほか、
アラゴナイト（多くの生物が殻や骨格を作るのに用い
ている）の飽和度が低下または不飽和になる生態系（例
えば、南大洋）に影響すると予想される。このような
生態系のほか、石灰質生物（例えば、翼足類、用語解
説参照）が重要な役割を果たしている生態系は、今世
紀には脆弱になるであろう（Raven et al., 2005による概
説 ; Haugan et al., 2006; 表 4.1）。海水温の上昇と炭酸イ
オンの減少との相乗的な影響がこれらの生態系をさら
に脆弱にする（例えば、Raven et al., 2005; Turley et al., 

2006; Box 4.4）。海氷縁域とその周辺の生態系は温暖化
に脆弱であり、北半球では特にそうである（Sarmiento 

et al., 2004b; Christensen et al., 2007）。

影響
　気候変動は次のようなプロセスをとおして海洋生態
系に影響を与えうる。つまり、温度成層化の増大と湧
昇の減少（Cox et al., 2000; Sarmiento et al., 2004a）およ
び海面上昇 （IPCC, 2001）による海洋の温暖化 （Wang 

et al., 2004b）、高潮の潮位上昇幅や頻度の増大 （Monahan 

et al., 2000; Wang et al., 2004b）、海氷の減少（Sarmiento 

et al., 2004b; Meehl et al., 2007; Christensen et al., 2007）、
海洋生物相の病気にかかるリスクの増大（Harvell et 

al., 2002）、海面における pHと炭酸イオン濃度の低下 

（Caldeira and Wickett, 2003; Feely et al., 2004; Sabine et 

al., 2004; Raven et al., 2005）である。
　理論的には、今世紀に予測される pH低下により、
栄養塩の化学形態が影響を受けうる（Zeebe and Wolf-

Gladrow, 2001; Raven et al., 2005）。深層水の湧昇と形成
の双方の減少と海洋上層の成層化の増大は、海洋にお
ける太陽光の当たる場所への必須栄養塩類の収入を減
少させ、生産力を低下させる（Cox et al., 2000; Loukos 

et al., 2003; Lehodey et al., 2003; Sarmiento et al., 2004a）。
沿岸域および沿海では、温度成層化の増大が酸素欠乏
や、生息地、生物多様性、種の分布の減少をまねき、
生態系全体に影響する可能性がある（Rabalais et al., 

2002）。このような低酸素化現象は、降水量の変化や
陸地からの栄養塩フラックスの変化によっていっそう
悪化する可能性がある（Rabalais et al., 2002）。
　2050年までの気候温暖化に対する海洋生物の応答予
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測は、きわめて生産性の高い海氷縁域のバイオームが
北半球で 42%、南半球で 17%減少することを示して
いる（Sarmiento et al., 2004b; Meehl et al., 2007も参照 ; 

Christensen et al., 2007）。海氷バイオームは極水域にお
ける一次生産のかなりの部分を担っており、相当な食
物網を支えている。植物性プランクトンの春季ブルー
ムの時期は海氷縁域と関連しているため、海氷の減少
（Walsh and Timlin, 2003）や北半球における海氷縁域の
バイオームの総一次生産量の大幅な減少（Behrenfeld 

and Falkowski, 1997; Marra et al., 2003）は、例えばベ
ーリング海の生産性などに大きく影響するであろう
（Stabeno et al., 2001）。冬の海氷の減少は魚類、オキアミ、
およびアザラシやアザラシを食べるホッキョクグマな
どその補食者の繁殖、成長および発育に影響し（例え
ば、Barber and Iacozza, 2004; Box 4.3）、海洋生物種の個
体数や分布の変化をまねく（第 15章、15.4.3節）。常
に成層化している生産性の低い亜熱帯環流内のバイオ
ームについては、北半球で 4%、南半球で 9.4%の拡大
が予測されており、極に近い環流内のバイオームの拡
大は北半球で 16%、南半球で 7%であると予測されて
いる。この現象は既に北太平洋と大西洋で観測されて
いる（McClain et al., 2004; Sarmiento et al., 2004b）。さ
らに、2050年までには、気候温暖化により、季節的に
成層化する亜熱帯環流が南北両半球で 11%縮小すると
予測されている。こうした変化は全球で海洋生態系の
生産性にかなりの影響を及ぼす可能性が高いが、主と
して IS92aに基づく 6つのシナリオを用いた純一次生
産力（NPP）の予測では、今世紀半ばまでの増加幅が
0.7%～ 8.1%の間に狭まっており（ΔTglobal ～ 1.5－3℃）、
不確実性を伴う。
　北海では 1955年から浮遊性および底生生物群集の
構成と生産性の変化が観察されてきており（Clark and 

Frid, 2001）、1980年代半ばからはタラの稚魚の生存率
が低下してきたようだ（Beaugrand et al., 2003）。外洋
の生物多様性（Beaugrand et al., 2002）と魚類群集の構
成に大きな変化がみられる（Genner et al., 2004; Perry 

et al., 2005）。ある地域の海洋物理環境の変化や生産性
の高い期間の季節性や再現時期の変化は、漁業や養殖
業に利用されるものを含む多くの海洋個体群への栄養
的つながりに影響されうる（Stenseth et al., 2002, 2003; 

Platt et al., 2003; Llope et al., 2006）。温度上昇によって
ヒラメの卵と稚魚の死亡率が増加し（Keller and Klein-

Macphee, 2000）、産卵回遊の時期が遅くなっている
（Sims et al., 2004）。海面水温（SST）が 2℃上昇すると、
南極地方の二枚貝やカサガイが南大洋から消えること

になるであろう（Peck et al., 2004）。マグロの個体群分
布は、推測されている海面水温の上昇および中高緯度
地域における一次生産の増大に基づき、現在の温帯地
域方向に拡大する可能性がある（Loukos et al., 2003）。
　プランクトンや魚類、イカを常食とする海洋のほ乳
類、鳥類、クジラ類、ひれ足類（アザラシ、アシカ、
セイウチ）は、気候要因に対する応答として生じる被
食者の分布、生息数および群集構成の気候変動に起因
する変化に対して脆弱である（Learmonth et al., 2006）。
水温の変化はクジラ類とひれ足類の生殖にも影響を及
ぼす。この影響は被食者の現存量を介した間接的なも
のであり、個々が繁殖を試みる時間間隔の延長、ある
いは母動物の繁殖条件の低下のいずれかから引き起こ
されるものである（Whitehead, 1997）。現在の極端な気
候現象は、将来起こりうる影響を暗示している。例え
ば ENSOの暖水期は、プランクトン現存量の大規模な
変化とそれに伴う食物網への影響（Hays et al., 2005）や、
海洋ほ乳類の行動（Lusseau et al., 2004）、性比（Vergani 

et al., 2004）、摂食行動や摂食習慣（Piatkowski et al., 

2002）の変化を伴う。
　北極地方の氷床の融解は海洋の塩分濃度を低下さ
せ（IPCC, 2001）、群集の極方向への移動や極域に生
息するいくつかの種（例えば、イッカク（Monodon 
monoceros））の減少の可能性を含めて、北極地方の
食物網の主要な構成要素の分布やバイオマスにおけ
る種特有の変化を引き起こす。北極地方の餌場で夏
を過ごす回遊性のクジラ（コククジラ（Eschrichtius 
robustus））は、餌の枯渇を経験する可能性が高い
（Learmonth et al., 2006）。ウミガメの営巣習性は、時期
の点でも幼生の性比の決定という点でも、温度の影響
を強く受けるが（Hays et al., 2003）、個体数に対する影
響は不明である。カリブ海では、推測されている 0.5m

の海面上昇により、ウミガメの営巣する海岸が最高で
32%消失するであろう（Fish et al., 2005）。
　海面の pHは、人為起源の CO2排出を吸収したため
に既に 0.1ユニット低下しており（水素イオン濃度に
して 30%の上昇に相当する）、2100年までにさらに
0.3～ 0. 4ユニット低下すると推測されている（Caldeira 

and Wickett, 2003）。これは、底生性の石灰化生物（例
えば、棘皮動物、腹足類、甲殻類）の浮遊性幼生およ
び成体を含む広範にわたる生物と生態系に影響し（例
えば、サンゴ礁、Box 4.4、Raven et al, 2005による概説）、
またその個体数の増加に影響するであろう（Turley et 

al., 2006による概説）。極域および極域に近い表層水と
南大洋は 2100年までにアラゴナイトに関して不飽和
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になり（Orr et al., 2005）、北極地方の水域も同様に脅
かされるであろう（Haugan et al., 2006）。アラゴナイト
で殻を作っている生物（例えば、翼足類）は危険にさ
らされ、このような生物が食物網や炭素循環に主要な
役割を果たしている南大洋や北極海などの生態系も脅
かされる（Orr et al., 2005; Haugan et al., 2006）。
　冷水性サンゴの生態系は世界のほぼすべての海洋に
存在し、その面積は暖海性サンゴ礁と同等ないしはそ
れ以上でありうる（Freiwald et al., 2004; Guinotte et al., 

2006）。冷水性サンゴは独特で豊かな生態系を育み、
商業用の魚類、以前は絶滅したと考えられていた数多
くの新たな種など、さまざまな生物種の生息地や稚魚
の成育場となっている（Raven et al., 2005）。この地質
学的に古く、寿命が長く、成長が遅く、壊れやすいサ
ンゴ礁は、石灰化の鈍化に苦しむであろう。アラゴナ
イト飽和層＜の下限＞が海面に向かって移動するにつ
れて、2100年までには海洋の大部分がこの生態系を支
えきれなくなるであろう（Feely et al., 2004; Orr et al., 

2005; Raven et al., 2005; Guinotte et al., 2006）。冷水性サ
ンゴは共生藻を持たず、表層水から沈んでくる食物粒
子や海流によって運ばれてくる食物粒子を取り込んで
生きているため、海流、一次生産力および食物粒子
フラックスの変化に対して脆弱である（Guinotte et al., 

2006）。暖海性サンゴ礁も同じく、海面水温の上昇や
今世紀中に起こるアラゴナイトの飽和度【訳注 4-3】の
低下など、多くの影響に対して敏感である（Box 4.4）。

4.4.10　複数のバイオームにまたがる影響

　本節では、植生の大規模な地理的移動（図 4.3）や
動物の移動パターン（例えば、Box 4.3; Box 4.5）、土地
利用や水域システムの変化などのように、複数のバイ
オームにまたがる問題を取り上げる。

バイオームの移動
　北方林および北極地方のツンドラの生態系は、成長
期間が延びて温かくなることから、一般に成長が増大
すると予測されている（Lucht et al., 2002; 図 4.3）。北
方木本植生は高緯度や高地のツンドラへ向かって広が
っていくと予測されている（Grace et al., 2002; Kaplan 

et al., 2003; Gerber et al., 2004）。大陸の草原を伴う南
側の移行帯（用語解説参照）では、干ばつ、昆虫お
よび火災の影響が増大して北方林が縮小するととも
に（Bachelet et al., 2001; Scholze et al., 2006）、若木の生
存率が低下すると予測されている（Hogg and Schwarz, 

1997）。干ばつストレスは、同時に起こる CO2に誘導
される水利用効率の増大（Gerten et al., 2005）や、わ
ずかながらの地域的な降水量の増加、および永久凍土
層の融解深度の増大によって、一部は和らげられう
る。夏季ピーク時の北方樹種にかかる暑熱ストレス
が、温帯森林種が繁茂するには依然として大陸の冬の
気候が寒すぎる草原への地域的移行を引き起こすかど
うかは、不確実である（Gerber et al., 2004; Lucht et al., 

2006）。温帯林では、冬の寒さが和らぐために冬季に
おける樹木の耐寒性（ハードニング）が低下し、霜
に対する脆弱性が増す可能性がある（Hänninen et al., 

2001; Hänninen, 2006）。
　低から中緯度地域の植生変化については、熱帯砂漠
と木本植生タイプの間の移行を見通すのが難しいた
め、不確実である。気候モデルでは、大気循環と気候
変動性、特に降水量について予測される変化のパター
ンと規模が一致しない（例えば、インドモンスーン、
西アフリカモンスーン）。モデルの中には、サヘルや
その他の半乾燥地域について干ばつが増大すると推測
しているものもあれば（Held et al., 2005）、火災の頻
度増大を伴うものの、水利用効率の増大によって緑化
が進むと予測しているものもある（図 4.3）（Bachelet 

et al., 2003; Woodward and Lomas, 2004b; Ni et al., 2006; 

Schaphoff et al., 2006）。サバンナでは、水利用効率の
増大と一部地域での降水量増加の結果として、樹木の
侵入が起こると予測されている（Bachelet et al., 2001; 

Lucht et al., 2006; Ni et al., 2006; Schaphoff et al., 2006; 

4.4.3節 ;図 4.3）。アフリカ南部、サヘル地域、オー
ストラリア中部、アラビア半島および中央アジアの一
部分（図 4.3）に予測されているような、砂漠改善を
含むさほどひどくない程度の乾燥は、感度分析により
ナミビア東部において示されたように（Thuiller et al., 

2006b）、大気 CO2濃度の上昇によるプラスの影響によ
るものかもしれない。
　米国東部やアジア東部の森林は乾燥ストレスに対す
る感度が高く、シナリオによっては減少しそうなもの
の、一般的には、いずれの緯度域でも、常緑植生に代
わって落葉樹が増大すると推測されている（Bachelet et 

al., 2001; Gerten et al., 2005; Lucht et al., 2006; Scholze et 

al., 2006）。熱帯生態系は、特にアマゾン地方で変化が
現れると予想され、大循環モデル（GCM）のサブセッ
トでは、熱帯常緑林が雨緑林や草地へと移行する結果、
降水量が大きく、ないしはさほどひどくない程度減少
することが示されている（Cox et al., 2004; Cramer et al., 

2004; Woodward and Lomas, 2004b）。しかし現在のモデ
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ルでは、熱帯の＜生態系の＞遷移【訳注 4-4】の表現の
開発が不十分である。全球の陸域生物圏に関して、気
温上昇が 3℃を超えると主として温帯および亜寒帯土
壌から炭素が減少し（Gerber et al., 2004）、5℃を超え
ると植生の炭素が減少すると予測しているモデルもあ
る（Gerber et al., 2004）。主に北極地方とサバンナ草原は、
炭素吸収源であり続ける（Woodward and Lomas, 2004b; 

Schaphoff et al., 2006）。しかしながら、ある排出シナ
リオに対して、異なる植生モデル（Cramer et al., 2001）
と気候モデル（Schaphoff et al., 2006）の予測の間には
大きなばらつきがある。

移動パターン
　ホッキョクグマ（海氷バイオーム、ツンドラ ; Box 

4.3）のような移動性の動物（用語解説参照）と、その
中でも特に季節的に長距離移動する動物（ツンドラ、
湿地、湖沼、熱帯林、サバンナなど ; Box 4.5）は、バ
イオーム内の影響にも複数のバイオームにまたがる影
響にも応答する。多くの種は一つの場所で繁殖してか
ら別の場所に移動して非繁殖期を過ごす（Robinson et 

al., 2005）。多くの長距離移動する種は、定住種よりも
気候変動に対して脆弱であるだろう（Price and Root, 

2005）。それらの種は、毎年、季節的な気候変動に応
答して移動することが多いため、移動経路を含めてそ
の行動は気候に敏感である。これらの種の多くで＜移
住地への＞到着時期が早まっていることが多数の研究
で確認されている（第 1章および例えば、Root et al., 

2003）。生物学的事象の時期が変化することは特に懸
念される。それは、それぞれの生物季節が異なる速度
で早まれば、移動する生物とその食料資源との間にず
れが生じうるからである（Inouye et al., 2000; Root et al., 

2003; Visser et al., 2004）。気候変動が渡り鳥に及ぼしう
る影響については、特に良く研究されてきている（Box 

4.5）。

土地利用
　生態系の変化に対する主要な動因の相対的重要性
は、地域によって、またバイオームによって異なる
（Sala et al., 2000; Sala, 2005）。いくつかの全球的研究
は、人間が優占する地域では、少なくとも 2050年ま
でには、土地利用の変化が陸域生物多様性の減少の
最も有力な動因になることを示唆している（Sala et 

al., 2000; UNEP, 2002; Gaston et al., 2003; Jenkins, 2003; 

Scharlemann et al., 2004; Sala, 2005）。それとは逆に、気
候変動は、ツンドラや北方林、冷温帯針葉樹林、砂漠

およびサバンナのバイオームなど、人間の介入が限
られている地域を支配する可能性が高い（Sala et al., 

2000; Duraiappah et al., 2005）。気候変動以外の動因を
勘案した場合は、生物多様性への影響の評価は異なる
（Thomas et al., 2004a; Sala, 2005; Malcolm et al., 2006）。
これらの動因の相互作用は、気候変動の全体的な影響
を緩和させるかもしれないし、いっそう悪化させるか
もしれない（Opdam and Wascher, 2004）。土地利用の
変化が地域的な規模で景観を分断化することによって
種に及ぼす影響は、気候変動による影響をいっそう悪
化させるだろう（Holman et al., 2005a; Del Barrio et al., 

2006; Harrison et al., 2006; Rounsevell et al., 2006）。
　地球規模での土地利用変化に関する研究は、非工業
化諸国と乾燥地域で、主に人口増加に押されて農業や
都市による土地利用が拡大し、在来の植生（大部分は
森林）が大幅に減少すると予測しており、特にアフリ
カ、南アメリカ、南アジアにおいてそうである（Hassan 

et al., 2005）。このような在来の生息地の減少は、生物
多様性が減少する結果となる（例えば、Duraiappah et 

al., 2005; 4.4.11節）。気候変動への応答として種の分布
域が極方向および標高の高い方へと移動するため、生
物多様性および種の保全にとって、北半球高緯度の
国々および標高の高い地域がますます重要になるだろ
う（Berry et al., 2006）。北半球高緯度の諸国および標
高の高い地域は、気候変動が土地利用に与える影響、
特に農業に与える影響にも敏感である。このことは、
これらの地域が将来の気候変動および土地利用の変化
のマイナスの影響を緩和するための適応策を支えよう
とする場合には、特にかかわりがある。まだ農地に転
換されていないきわめて高緯度の地域にあるバイオー
ムは、将来も比較的変化のない状態にとどまる可能性
が高い（Duraiappah et al., 2005）。

水域システム
　CO2濃度が高まると陸上リターの栄養塩類の質が低
下 し（Lindroth et al., 2001; Tuchman et al., 2002, 2003a, 

2003b）、ひいては河川の底生生物群集の食物網関係に
影響するだろう。CO2濃度の上昇で泥炭地に放出され
る大量の溶存有機炭素（DOC）は河川へと運ばれ、や
がては沿岸水域へと達する（Freeman et al., 2004）

4.4.11　 生物多様性への影響を含めた地球規
模での統合

　第 3次評価報告書以降、将来の気候変動が種と生態
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系に及ぼす影響の予測を可能にする主要な分野におい
てかなりの進展がみられた。そのうちの二つの分野、
つまり気候エンベロープモデル【訳注 4-5】（ニッチベー
スモデル、生物気候モデルとも呼ばれる）と全球植生
動態モデルから、近年、多くの結果が得られた。これ
らの結果を統合すると、起こりうる影響とリスクの全
体像が得られる。これは完璧というにはほど遠く、場
合によっては明らかに矛盾することもあるが、全体と
しては主要な脆弱性を幅広く浮き彫りにするものであ
る（図 4.2、4.4、4.5、表 4.1）。
　気候エンベロープモデルは、利用できる種の分布デ
ータが増加したほか、より細かいスケールでの気候デ
ータやこの相関法を広く適用できるようにした新たな
統計手法が得られるようになったために、近年急速に
発展してきている（例えば、Guisan and Thuiller, 2005; 

McClean et al., 2005; Thuiller et al., 2005b）。いくつかの
制約はあるものの（4.3節およびそこでの引用文献）、
これらのモデルには、気候変動が生物多様性に及ぼす
影響を定量的に評価できるという利点がある（例えば、
Thomas et al., 2004a）。気候エンベロープモデルは動的
な個体群や移動プロセスをシミュレートしておらず、
一般にその結果は地域レベルに限られているため、全
球レベルでの生物多様性に対する影響を推察すること
は難しい（Malcolm et al., 2002a）。
　生態系の機能および植物機能タイプの応答のモデル
化においては、結果として生じる不確実性は依然と
して残っているものの、第 3次評価報告書以降、理解
が深まっている。気候変動によって影響を受ける生
態生理学的プロセス、および、気候変動がバイオー
ム、土壌などの生態系の構成要素、火災挙動、そして
植生構造（つまり、バイオマス分布と葉面積指数）に
影響を及ぼすメカニズムはいまや明確にモデル化さ
れており、実験結果によって支持されている（例え
ば、Woodward and Lomas, 2004bなど）。こうして出て
きた重要なメッセージは、気候変動が基本的な調節サ
ービスに及ぼす影響はこれまで過小評価されてきたか
もしれないということである（4.4.1節、4.4.10節、図
4.2、4.3、4.4）。それでもなお、全球に適用できる全球
植生動態モデル（DGVM）は、モデルの中で使用され
るいくつかの植物機能タイプがいくつもの種を一つの
グループとしてまとめてしまっているため、限界があ
る（Sitch et al., 2003）。これらの種はきわめて幅広い環
境耐性を有するグループで、不変でかつ絶滅のおそれ
がないと仮定されている。そのため種の豊かさの根底
にある変化は考慮されておらず、植物機能タイプが同

時に自由に分散していると仮定されている（例えば、
Neilson et al., 2005; Midgley et al., 2007）。DGVMの強み
は、特に全球に適用できること、現実的な動態である
こと、かつ全球の炭素循環の基本要素を含む生態系プ
ロセスのシミュレーションであることにある（例えば、
Malcolm et al., 2002b）。そのため、DGVMでシミュレー
トされた植生の変化（例えば、図 4.3）を現実の世界の
生物群集と個体群構造の変化と同等とみなすことは妥
当である。
　ここで検討した結果からはどのような全体像が浮か
び上がるだろうか。現状に比べて大気 CO2 濃度の上昇
と気候変動がさほどひどくない程度であれば、緯度、
各植物機能タイプの CO2 応答性、在来生物相の自然の
適応能力（主に、現在広く観察されているような生息
域の移動による。第 1章参照）に応じて、便益となる
地域もあるだろう（Nemani et al., 2003）。しかし変化が
持続するにつれて影響は大きくなると予測されるが、
生態系と種の応答に時間的遅れが生じる可能性がある
（4.4.5節、4.4.6節）。重要な時点では（図 4.4）、炭素
固定などの生態系サービスが停止し、逆方向にさえ向
かう可能性がある（図 4.2）。相当な不確実性を伴うこ
となしに、こうした「限界点（ティッピングポイント）」
（Kemp, 2005）を特定することは不可能であるが、そ
れらが、生物多様性の喪失などの取り返しのつかない
影響や、少なくとも、回復に時間のかかる影響（例えば、
土壌やサンゴへの影響など）をまねく可能性がある。
　図 4.2に示した二つのシミュレーション（1961～
1990年のベースラインに比べて 2100年までに陸上の
温度上昇が 2.9℃と 5.3℃と仮定）では、炭素固定とい
う世界の生態系の重要な調節サービスが顕著に変化す
ることが、DGVMアプローチにより明らかにされてい
る。図 4.3では、生態系の空間的な分布の変化が示さ
れている（この図では、かなり大きな植生タイプの変
化を表現することにより、主要な脆弱性のみを際立た
せている点を強調しておかなければならない。かなり
大きな植生タイプの変化とは、モデルのいずれの 1ピ
クセルが示す面積においても 20%を超えるような植物
機能タイプの変化をいう）。B1排出シナリオ（図 4.3b）
では、2100年までに現存生態系の約 26%がかなり大
きな変化を示し、特にアフリカや南半球ではいくらか
のプラスの影響も生じる。しかしながら、このプラス
の変化は、想定された CO2施肥効果による可能性が高
い（4.4.10節、図 4.3）。これとは対照的に、すべての
大陸の中緯度から高緯度の地域では、常緑樹林よりむ
しろ雨緑林や夏緑林ないし落葉樹林の方向に森林構造
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が相当に変化し、森林と林地は減少し、2030年以降に
見込まれる全球陸域における炭素固定能力の全般的な
落ち込みの基となり、2070年頃までには正味の放出源
へと近づく（図 4.2、図 4.3）。A2排出シナリオでは、
現存生態系の約 37%が 2100年までにかなり大きな変
化を示す。砂漠の乾燥緩和は上述の地域に存続するが、
北半球の熱帯および亜熱帯地域では森林と林地の相当
な減少がみられる。いずれのシナリオにおいても、現
在の全球の炭素吸収が 2030年以後低下し、2070年（産
業化以前に比べて最大 2.5℃の温度上昇（ΔT））まで
に、陸域生物圏がしだいに炭素放出源となる（図 4.2; 

Scholze et al., 2006も参照）。これに付随して正のフィ
ードバックのリスク、つまり気候変動を増幅するよう
な展開が伴う。さまざまな気候モデルからも同じよう
な結果が得られており、産業化以前に比べて 3℃を超
える地球温暖化に伴って、生物圏は今世紀中に確実に
正味の CO2放出源になることが示されている（Scholze 

et al., 2006）。一方で、モデル化された生物圏は、それ
でもなお、2100年頃までには 2000年と比較してさら
に 205 Pg（A2排出シナリオ）～ 228 Pg（B1排出シナ
リオ）の炭素を固定していることに留意しなければな
らない（Lucht et al., 2006）。
　気候エンベロープモデルは、気候変動の影響で一部
の生態系の面積が減少し（例えば、産業化以前の温
度よりも 1.6℃上昇しただけで 2～ 47%減少。表 4.1、
No.6）、全球では多くの生態系の財とサービスに影響
することを示唆している。気候影響だけでは地域やバ
イオームによってまちまちであるが、全球の生物多様
性の支出のレベルの上昇をまねくであろう。これは野
生生息地の面積減少や、野生生物種を絶滅のリスクに
追いやることによる野生種の存在数の減少で示され
る（例えば、2.2℃の温暖化でヨーロッパの植物の 3～
16%が減少（表 4.1、No.20）。産業化以前に比べて 2.5

℃の温暖化でアマゾンの多雨林の大幅な減少、図 4.4、
表 4.1、No.36）。地球規模では、生物多様性（種の豊か
さと相対的存在度で示される）は、4つのシナリオの
もとでは、土地利用変化、気候変動、窒素の降下物の
組合せによって、1970年に存在した種に比べて 2050

年までに 13～ 19%減少するだろう（Duraiappah et al., 

2005）。土地利用の変化（在来生息地の消失）のみに
よる減少の予測を見ると、消失すると予測されている
種の 80%（約 30,000種－ Sala, 2005）が、熱帯の森林
と疎林、サバンナおよび温帯混交林における生息地
減少によるものである。植物機能タイプ（PFT）の予
測（DGVM）と、種に対する予測（気候エンベロープ

モデル）で示される大きな影響とが明らかに相違する
のは、いくつかの理由による可能性が高い。特に重要
なのは、実際の生物種は、ほぼ確実に PFTよりも気候
耐性の範囲が狭いという点であり、気候エンベロープ
モデルの方がより現実的に表しているという事実であ
る。DGVM予測は、生息域の広い、ゼネラリストの植
物がますます増加する様子を明らかにするが、気候エ
ンベロープモデルの結果は固有種に焦点を合わせてい
る。固有種は生息範囲が狭く、気候変動に対して脆弱
性が大きいことが示されている（Thuiller et al., 2005a）。
さらに、固有種は、DGVMではその関係が無視されて
いるキーストーン種に依存している。それゆえ、絶滅
リスクを評価するには、現在のところ気候エンベロー
プモデルの方がより現実的な結果を与えるものと思わ
れる。
　第 3次評価報告書で示されたように、気候変動は、
ほかのかなり大きな損害を与える圧力を受けている生
態系に、さらに重圧をかけている。評価対象となった
生態系の約 60%は、現在、持続不可能な形で利用され
ており、ますます劣化の徴候を示している（Reid et al., 

2005; Hassan et al., 2005; Worm et al., 2006）。あらゆる主
要な分類学上のグループから 15,589種が既に絶滅危惧
種としてリストに挙げらていることを考えれば（Baillie 

et al., 2006）、このことだけでも広範にわたる生物多様
性の減少を引き起こす可能性が高いだろう（Chapin et 

al., 2000; Jenkins, 2003; Reid et al., 2005）。気候変動と
土地利用変化が固有種に及ぼす相乗的な影響の可能性
が高いことについては広く確認されており（Hannah 

et al., 2002a; Hughes, 2003; Leemans and Eickhout, 2004; 

Thomas et al., 2004a; Lovejoy and Hannah, 2005; Hare, 

2006; Malcolm et al., 2006; Warren, 2006）、海洋生態系の
乱開発についても同様である（Worm et al., 2006; 第5章、
第 6章）。
　全体として見ると、気候変動が、冷温帯針葉樹林、
サバンナ、地中海性生態系、熱帯林、北極ツンドラお
よびサンゴ礁の生物多様性減少の主要な動因であると
推定されている（Thomas et al., 2004a; Carpenter et al., 

2005; Malcolm et al., 2006）。それ以外の生態系では、少
なくとも短期的には、土地利用の変化が生物多様性減
少のより強い動因である可能性がある。2100年までの
SRESシナリオの分析によると（Strengers et al., 2004）、
A2以外のシナリオではいずれも森林破壊が止まると
報告されており、このことは、2050年以降は、気候変
動が全球の生物多様性減少の主な動因になる可能性が
非常に高いことを示唆している。気候変動だけで 2100
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年までに固有種の 1～ 43%（平均 11.6%）が絶滅に瀕
するであろうと推定されているが（DGVMに基づく
研究－Malcolm et al., 2006）、別のアプローチでは（同
じく気候エンベロープモデルに基づく研究、Thomas 

et al., 2004a）、平均で種の 15～ 37%（最も楽観的な仮
定による 9%と、最も悲観的な仮定による 52%の組合
せ）が 2050年までに絶滅に瀕するであろうと推定さ
れている（つまり、絶滅への加速が確実になるような
形で生息域が縮小し、分断化し始めるであろう）。熱
帯の生物多様性ホットスポットにおける気候変動によ
る絶滅率は、今世紀の森林破壊から推測された絶滅を
上回る可能性が高い（Malcolm et al., 2006）。南アフリ
カの地中海性気候地域では、気候変動が、2020年まで
に、少なくとも土地利用の変化が及ぼすのと同じくら
い顕著な影響を固有のプロテア種の絶滅リスクに及ぼ
すかもしれない（Bomhard et al., 2005）。以上の研究結
果と我々のまとめ（図 4.4、表 4.1）に基づいて、我々
は、全球平均気温が産業化以前の水準に比べて 2～ 3

℃上昇するのに伴い（本章）、評価対象とした種の平
均 20～ 30%が気候変動の影響でおそらく今世紀中に
絶滅するリスクがますます高まる可能性が高いと推定
する。だがこれには、依然として大きな不確実性が残
る。なぜなら、温度上昇が約 2℃ならばこの率は 10%

程度だが、約 3℃ならば 40%であり、生物相によって
は 1～ 80%と幅があるからである（表 4.1; Thomas et 

al., 2004a; Malcolm et al., 2006）。モデルによる予測は、
全球平均気温が産業化以前の水準よりも 4℃を超えて
上昇する場合には、全球で大幅な絶滅（評価対象とし
た種の 40～ 70%）が起こると示唆している（表 4.1）。
　生物多様性の減少は、おそらく生態系の財とサービ
スの供給の減少をまねき、生態系サービス間でのト
レードオフが増大する可能性が高いだろう（National 

Research Council, 1999; Carpenter et al., 2005; Duraiappah 

et al., 2005）。サービス供給（例えば、食料供給、水
の利用）の増大は、一部には、遺伝資源、生息地提
供、気候と流出量の調節など、ほかの調節サービスや
基盤サービスを犠牲にして起こるもと予測される。予
測される変化はまた、人間の福利にとって有害な予期
せぬ生態学的事象の可能性を増大させる可能性がある
（Burkett et al., 2005; Duraiappah et al., 2005）。予期せぬ
生態学的事象には、洪水、火災、地滑りなどの極端現
象の増大をまねくことになる気温と降水量の突然で急
激な変化、富栄養化の増大、外来種の侵入、急速で突
発的な病気の増大などがある（Carpenter et al., 2005）。
このこともまた、生態系の望ましくない状態への急激

な変化を引き起こしうる（Scheffer et al., 2001; Folke et 

al., 2004; 例えば Chapin et al., 2004）。この変化は、例え
ば、温度が重大な閾値を越えることによって起こるも
のであり、結果として、それまでの状態に依存してい
た生態系サービスの取り返しのつかない支出をもたら
す（Reid et al., 2005）。

4.5　 生態系の財とサービスのコストと見
積り

　環境に関する勘定の構築に対して関心が高まってき
ている。これを受けて、生態系の財とサービスの定
義は現在のところ流動的である。例えば、生態系サー
ビスは自然資本への投資や保全の見返りとして社会が
得るものである（Heal, 2007）とか、生態系サービス
は自然の最終生産物で、人々がそれについて選択を行
う自然の側面である（Boyd, 2006）などがある。こう
した定義はさておき、人間がみな生態系サービスに
依存していることには疑いの余地がない（Reid et al., 

2005）。これまで、標準的な経済手法を用いて生態系
の財とサービスの経済価値を見積もるべく、さまざ
まな試みがなされてきた（Costanza et al., 1997, 2000; 

Costanza, 2000, 2001; Daily et al., 2000; Giles 2005; Reid 

et al., 2005）。しかし、その一方で、このような試みは
概して無益で欠陥がある（Pearce, 1998; Toman, 1998b; 

Bockstael et al., 2000; Pagiola et al., 2004）だけでなく、
実は社会に害を及ぼす可能性がある（Ludwig, 2000; 

Kremen, 2005）とする議論もある。こうした手法によ
る見積りでは、人間社会ではそれに代わるものがない
という理由により、その価値を不明（比較できない、
Chang, 1997参照）、評価できないほど貴重、無限（Toman, 

1998b）とするものから、年間約 38× 1012 米ドル（2000

年レベルに更新―Costanza et al., 1997; Balmford et al., 

2002; Hassan et al., 2005）というものまである。この
数字は全世界の年間国民総生産である 31× 1012米ドル
（2000年レベル）を上回ってはいるが、同規模である。
通常、こうした金銭的見積もりは、費用便益の理論的
枠組みに対応して、政策決定者が自然環境のもたらす
経済的便益を評価する助けとなることを目的としてい
る（Farber et al., 2006）。生態系の価値が経済的な尺度
で認識されない限り、生態系はその価値を低下させ続
け、地球の生態系の健全さを危険にさらすことになる
（Millennium Ecosystem Assessment, 2005）という議論も
ある（Balmford et al., 2002, 2005; Reid et al., 2005）。ま
た、生態系の財とサービスは評価できないほど貴重で
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あり、その保全には、より根本的な原則、すなわち、
人間が地球上で尊敬に値し、健康的で安全な生活を営
むための条件を脅かさないという予防原則（例えば、
Costanza et al., 2000; van den Bergh, 2004）や、自然のシ
ステムを破壊しないという道徳的、倫理的責任に基づ
く必要があるとする議論もある。
　このような議論が時折見逃してしまうのは、自然資
本（生態系の財とサービスを含む）が社会の資本資産
の一部であるという点である（Arrow et al., 2004）。そ
うすると、現在の価値を最大化すべきか、それともあ
る程度の持続可能性を達成しようとすべきかという問
題があるだろう。いずれの場合でも考慮されるべきは、
（生態系サービスを含む）資本ストックの量的変化で
ある。生態系サービスを見積もる一つの方法は、ある
資本資産に 1ユニットの支出が生じた場合、その支出
を埋め合わせるのに別の資本資産がどれだけ必要とな
るかを計算することである（Arrow et al., 2004）。議論
されていない問題は、金銭価値に置き換えるか、金銭
価値以外の別の尺度に置き換えるかはさておき、生態
系の財とサービスの価値のすべてを計算に入れると、
ある国が、実際には天然資源の支出により貧しくなっ
ているのに、従来の経済指標では富が成長していると
判断されるというように、経済的豊かさの尺度を歪め
るということである（Balmford et al., 2002; Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Mock, 2005 p. 33-53）。この
側面を無視すると機会コストが発生することはほぼ間
違いない。例えば、Balmford et al. （2002）は、従来無
視されていた側面をすべて計算に入れた場合、現在の
地表の 15％を除いた効果的な全球保全事業の便益費用
比率は少なくとも 100：1になると見積もった。さらに、
多数の分野や産業が直接的または間接的に生態系およ
びそのサービスに依存している。気候変動の影響は、
森林や沿岸海洋システムと同様に人為的農業システム
にも甚大なコストを抱えうる（Epstein and Mills, 2005; 

Stern, 2007）。木材、漁業、旅行、観光、農業など多く
の産業が気候変動に起因する撹乱によって脅かされて
いる。こうした分野への影響は金融市場や保険会社、
大規模な多国籍の投資家に影響を及ぼすだろう（Mills, 

2005）。
　国連は環境と経済を統合した勘定を開発する必要性
を認識しているものの、依然として課題は多い。とり
わけ、生態系は環境資産の中で最も数値化が難しいか
もしれない（Boyd, 2006）。国民経済計算は、生態系の
財とサービスの価値を盛り込むよう修正される必要が
あるとの認識が高まっている（Heal, 2007）。前述の手

法（しばしば仮想評価を用いる）のほか、自然の状態
や価値を表すグリーン GDP、あるいは、人間社会の
福利に対する自然の貢献をすべて考慮する生態系サー
ビス指標（Ecosystem Services Index）の開発に関して
も議論されてきている（Banzhaf and Boyd, 2005; Boyd, 

2006）。結局、気候変動の直接的な影響に対して最も
感度が高いのは開発途上国であろう。なぜなら、開発
途上国は生態系と農業へより依存しているからであ
る（Stern, 2007）。同様に、生態系サービスに最も直接
的に依存しているのは貧しい人々である。ゆえに、生
態系のシステムおよびサービスの低下は、最終的には
貧困、飢餓、疾病をいっそう悪化させ、持続的な開
発を妨げるであろう（例えば、Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005; Mock, 2005; Mooney et al., 2005; Stern, 

2007）。

4.6　 順応と適応：実践、オプション、制約

　気候変動は地球規模の問題ではあるが、地方的な取
り組みによって回復力を維持し、強化させ、気候変
動がもたらす長期的損害の一部を抑えることができ
る（例えば、Hughes et al., 2003; Singh, 2003; Opdam and 

Wascher, 2004）。本節では、自然の生態系に関する適
応のオプションについて検討する。これらの生態系の
適応には、気象変動性や極端現象といった現在進行中
の気候変動に対して、対応的で、自律的な応答しか含
まない。しかし、生態系の管理者は、生態系が進んで
いく周囲の状況を事前に変えうる。このようにして、
管理者は、生態系の回復力（用語解説参照）、つまり
対処能力を向上させることができる。このような生態
系管理には、予見的適応オプションが含まれる。適応
応答と適応オプションの特定は急速に発展している分
野であるため、下記の考察は網羅的ではない。しかし
ながら、気候変動が一定のレベルを超えると（Hansen 

et al., 2003; 表 4.1、図 4.4）、生態系への影響は深刻で、
そのほとんどが不可逆的であるということを認識しな
ければならない。

4.6.1　適応のオプション

　気候変動が起きた際、自然資源管理技術は、生態系
の回復力を増大させるために適用されうる。回復力の
増大は、生物多様性条約（CBD）において開発された「生
態系アプローチ」とも合致する。この生物多様性条約
とは、「衡平な方法での保全と持続可能な利用を促進
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する、土地、水および生物資源の管理のための戦略」
である（Smith and Malthby, 2003）。回復力向上の機会
は数多くある（Cropp and Gabrica, 2002; Tompkins and 

Adger, 2003）が、それらは、低レベルの気候変動（≤ 2

～ 3℃、概要、図 4.4、表 4.1）にだけ有効かもしれない。
　効果的な対応＜ができるかどうか＞は、その地域で
＜起きる＞可能性が高い気候変動と生態学的変化の
理解によって決まる。気候などの環境変化や、それに
伴う生態系の応答を監視することは、管理戦略を調整
していくうえでは不可欠である（例えば、Adger et al., 

2003; Moldan et al., 2005）。野生生物の管理者にとって
は利用可能な適応オプションは多くあるが、気候変動
の規模や時期に関する不確実性や、生態系の応答の遅
延（例えば、4.4.5節）が、それらのオプションの適用
を思い留まらせるかもしれない。それでもやはり、「予
防原則」を踏まえた「悔いのない」決定が望ましいと
思われる。生息地の分断や破壊、汚染、外来種の侵入
などその他の脅威の影響を軽減するための行動が、気
候変動に対する回復力を高める可能性が非常に高い
（例えば、Goklany, 1998; Inkley et al., 2004; Opdam and 

Wascher, 2004）。このような事前的アプローチは、現
在だけでなく将来にも通用する保全計画を促すであろ
う。気候変動性に応じた保全資源の管理を可能とする
技術が、生態系の回復力を高めることによって、起こ
りうる急激な気候変動に備える最も有効な方法である
ことが、最終的にははっきり示されるだろう（Bharwani 

et al., 2005）。
　集中的に管理された生態系（第 5章）において、少
なくとも低レベルの気候変動に適応できる主要なオ
プションが、これまでにいつくか示唆されている（例
え ば、Hannah et al., 2002a, 2002b; Hannah and Lovejoy, 

2003; Hansen et al., 2003）。保護システムの拡張適用
は、気候変動に対する生態系の脆弱性を軽減しうる
（McNeely and Schutyser, 2003）。保護システムは、動植
物の分布の長期にわたる変化、自然の撹乱レジーム、
保護された種や生態系の総合的な健全さを考慮に入れ
て設計されている（例えば、Williams et al., 2005）。最
終的に、適応の可能性は、各保護区内における保全優
先度、および気候の変化の規模や性質によって決定さ
れる。気候変動に対処するための戦略が保全において
考慮され始めており（Cowling et al., 1999; Chopra et al., 

2005; Scott and Lemieux, 2005）、将来の気候シナリオに
沿った立案の重要性が強調されている。
　気候変動や、現在起きている気候変動性にも対応で
きる主要な適応戦略は、生息地の分断や破壊、乱獲、

富栄養化、砂漠化、酸性化などの種や生態系へのほ
かのストレスを軽減し、管理することである（Inkley 

et al., 2004; Duraiappah et al., 2005; Robinson et al., 2005; 

Worm et al., 2006）。Robinson et al.（2005）は、海洋生
態系にはこれが唯一現実的かつ大規模な適応政策であ
るかもしれないと示唆している。ほかのストレス要因
の排除に加え、生存力のある、相互に連結した、遺伝
的に多様な個体群を維持する必要がある（Inkley et al., 

2004; Robinson et al., 2005）。孤立した小規模の個体群
は、広域に広がっている大規模な個体群よりも地方
的に絶滅しやすい（例えば、Gitay et al., 2002; Davis et 

al., 2005; Lovejoy and Hannah 2005）。連続性や遺伝的
多様性、個体群の規模は、現在の重要な保全目標であ
るが、気候変動によってその重要性が増している。ま
た、生息地の減少や分断は、農業生産性の向上により
（例えば、Goklany and Trewavas, 2003）、自然生態系へ
の圧力が減り、軽減される可能性がある。しかしなが
ら、ある種のバイオ燃料の需要増加は、このような生
じ得る便益を打ち消してしまうかもしれない（例えば、
Busch; 2006）。
　生態系へのストレスを軽減するのは、個体密集地に
おいては特に難しい。アフリカ南部での最近の研究は、
保護地域以外の地域の管理に焦点を合わせた政策の
必要性を示した（例えば、自給のための放牧地－ Von 

Maltitz et al., 2006）。このことは、一部にはコミュニテ
ィへの資源所有権と管理の移譲、コミュニティによる
所有権の保護、資源活用のインセンティブをとおして
達成しうる。この論拠となっているのは、保護地域外
のより広い地域の方が種の多様性が大きいという観察
である（Scholes et al., 2004）。気候条件の変化に応じて
種が保護地域間を移動することは、より大きな生態学
的連続性を伴った景観づくりという、多くの場合多大
な費用がかかる介入によって支援されない限り、妨げ
られる可能性が高い。国の戦略的政策は、地域コミュ
ニティや個人の土地利用システムと連携しうる。特に
多くの小規模な保護区が含まれている場合などはそう
で、このような場合は、気候変動に事前に取り組めば、
コスト面からみて非常に効果的であろう。最後に、移
動戦略は、広範な地域や国境を越えて実施される場合、
さらに相当効果的になる可能性が非常に高い（例えば、
Hansen et al., 2003）。
　人為的な火災利用などの技術は、燃料負担や悲惨な
森林火災の可能性を軽減するのに有効であるかもしれ
ない。また、干ばつ期の水位を維持するための水利権
の確保、あるいは、洪水を乗り切るためのインフラの
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整備などによって、深刻な気象現象の影響を最小限に
留めることができるだろう。また、生存力があり、広
範囲に分散している個々の種の個体群を維持すること
は、地方的で壊滅的な事象（例えば、ハリケーン、台風、
洪水）が深刻な悪影響を引き起こす可能性を最小限に
抑える。
　気候変動は、撹乱に対する適応能力が高い外来種の
侵入機会を増加させる可能性が高い（Stachowicz et al., 

2002; Lake and Leishman, 2004）。再導入のための飼育下
繁殖や移転、あるいは森林管理における産地選別試験
の利用はコストがかかるうえ、気候変動がより急速に
進むと功を奏さない可能性が高い。このような気候変
動は、結果として、一部の、あるいはすべての生物種
の生息域にわたって、現存する生息地の減少や大きな
変化を含む環境条件の大規模な変更をもたらす。従っ
て、飼育下繁殖や移転を、大規模な気候の変化に伴う
生物多様性の消失への万能薬とみなすべきではない。
多くの生物種の個体群は既に危険なほど小さく、深刻
な気候変動に伴う生息地のさらなる消失とストレスが
多くの分類群を絶滅へと追い込むかもしれない。
　コストのかかる適応オプションとしては、現在深刻
な脅威にさらされている生息地の復元や、自然の定
着が起こる可能性が低い地域に新たな生息地を作り出
すといったものがある（Anonymous, 2000）。多くの場
合、生態系の相互作用や生物種の必要条件に関する知
識が不足している。生物種の移動を促すような生息地
の設計には、まったく新しい分野の研究が必要とな
る。例えば、海岸線を保護するための工学的相互作用
は、沿岸生態系の連続性を変化させ、外来種の分布拡
大（Bulleri, 2005）や、暖帯種の極方向への進出（Helmuth 

et al., 2006; Mieszkowska et al., 2006）を助長する。
　結局のところ、管理者は低下したあるいは失われた
生態系サービスを強化し、または元に戻さなければな
らないだろう。これは、人間による種子散布やポリネ
ーター（花粉媒介者）の導入を意味することもある。
害虫が発生した場合には、農薬の使用が必要となるか
もしれない。栄養塩循環、生態系の安定性、生態系の
多様性への寄与など、ほかのサービスを強化するある
いは元に戻すことはさらに難しいかもしれない。生態
系サービスの消失や能力の低下が、気候変動による「サ
プライズ」の主な原因となる可能性が高い。

4.6.2　 適応オプションの有効性とコストの
評価

　生態系における適応オプションの有効性とコストを
証明した事実研究はほとんどない。このため、回避
された損害（すなわち、便益）とコストの総合的な評
価を行うのは、残念ながら不可能である（4.5節も参
照）。しかし、監視、保全ネットワークの回復力の強
化、適応管理などにかかるコストは明らかに多大であ
る。例えば、最近推定された、オランダにおける自
然保全の年間コストは 10億ユーロである（Milieu en 

Natuurplanbureau, 2005）。このうち、2億 8,500万ユー
ロは国立公園と保護区の管理に、2億 8,000万ユーロ
は新たな保護区ネットワーク地域や生息地の改善に充
てられ、主な目的は、絶滅が危惧される個体群間の分
断の軽減や、ほかの脅威への対応である。オランダで
計画されている保護区ネットワーク（2020年までに完
成予定）は、気候変動に対する生物種や個体群、生態
系の回復力を増大させるであろうが、高いコストがか
かる。このように明示的に定義はされていないものの、
自然保全コストのうちかなりの割合が気候適応コスト
であると解釈しうる。

4.6.3　生物多様性への含意

　気候変動が生物多様性にもたらす悪影響を強調す
る研究や評価は多数ある（例えば、Gitay et al., 2002; 

Hannah and Lovejoy, 2003; Thomas et al., 2004a; Lovejoy 

and Hannah, 2005; Schröter et al., 2005; Thuiller et al., 

2005b; van Vliet and Leemans, 2006）が、減少しつつあ
る生物多様性に対応するための適応オプションの総合
的評価はほとんどない。
　国連生物多様性条約（CBD, http://www.biodiv.org）は、
生物多様性の保全、生物多様性とその構成要素の持続
的な利用、そして、生物多様性の利用から生じる利益
の公正かつ衡平な分配を目標としている。これは、ほ
とんどの国の生物多様性に関する政策のさらに先を行
くものである。CBDは、生物多様性や生態系および生
態系サービスの利用を明確に認識し、これを開発の問
題として構想している。そのため、CBDは、「生態系
が自然に適応できないレベルでの、気候システムへの
危険な人為的干渉を回避する」という UNFCCCの目
標よりも広い枠組みである。CBDが提案する主要ツー
ルは、統合的な対応オプションに基づく生態系アプロ
ーチ（Smith and Malthby, 2003）であり、それらの対応

生態系、その特性、財とサービス第 4 章



192 193

オプションは、生態系サービス（生物多様性を含む）
および人間の福利に、同時に、意図的かつ積極的に取
り組むもので、さまざまな組織レベルのすべてのステ
ークホルダーを巻き込む。生態系アプローチは持続可
能な森林管理プロジェクト（FAO, 2001）に類似してい
る。理論上は、生態系アプローチは生物多様性の保全
と持続可能な利用を支援するはずだが、このアプロー
チの適用からはまだ限られた成果しか得られていない
（Brown et al., 2005a）。しかし、統合的な対応には、や
ってみながら学ぶことも含まれる。つまり、生態系と
生物多様性の回復力を増大させる事前的アプローチで
ある。

4.6.4　 ほかの諸政策との相互作用と政策的
含意

　UNFCCC、CBD、そして砂漠化対処条約（CCD）と
いった複数の国連条約にまたがる統合的な政策の策定
は、気候変動に取り組み、回復力を強化し、ほかの政
策課題に対処することで、win-win（共勝ち）の状況を
作り出しうる（Nnadozie, 1998）。例えば、砂漠化防止
を目指す戦略は、土壌炭素と土壌水分量の増加をもた
らす。クリーン開発メカニズム（CDM、用語解説参照）
に基づくプロジェクトなど、植林に焦点を合わせた緩
和戦略は、生態学的連続性を高めることで生態系の適
応を助ける。生態系アプローチは、さまざまな条約が
定めた目的を果たしうる（Reid et al., 2005）。適応戦略
を評価することで、このような相乗作用が特定され、
また促進されうる。

4.7　持続可能な開発への含意

　この 50年、人類は、人類史上の匹敵するどの期間
よりも凄まじい速さで、かつ広範囲にわたって自然生
態系を変化、変更させてきた（例えば、Steffen et al, 

2004）。これらの変化は、食料、魚類、淡水、木材、繊維、
燃料に対する急激な需要の増大によって引き起こされ
ており（例えば、Vitousek et at., 1997）、人間の福利、
経済開発に相当な正味の利得をもたらし、一方できわ
めて重大かつ大規模な生物多様性の不可逆的支出、お
よび生態系やそのサービスの悪化をもたらした（Reid 

et al., 2005）。
　気候変動に対する生態系の脆弱性に取り組む政策の
結果は、国レベルでも国際レベルでもまだ完全には分
かっていない。環境への重大な影響は、他分野におけ

る政策の予想に反したあるいは意図していない効果に
起因するかもしれず、それが直接的もしくは間接的に
生態系やほかの環境プロセスに好ましくない結果をも
たらしている、という証拠が増えている（Chopra et al., 

2005）。例えば、土地再配分の政策は食料自給を向上さ
せるために策定されたが、一方で大規模な皆伐による
炭素固定の減少や生物多様性の消失をまねいている。
　分野横断的影響を分析し、新しい科学的知見を政
策策定に盛り込むための有効な仕組みが必要である
（Schneider, 2004）。気候変動に対する生態系の脆弱性
を低減する政策や戦略の策定や実施は、現在のニーズ
に取り組む能力の有無と密接に関連していることを示
す相当な証拠がある（例えば、Chanda, 2001）。従って、
例えば、干ばつや洪水に対する慢性的な脆弱性を引き
起こす要因（例えば、人口増加、貧困、グローバル化）
が解決されない限り、気候変動への適応を成功させる
見通しは限られたままであろう（Kates, 2000; Reid et 

al., 2005）。

4.7.1　生態系サービスと持続可能な開発

　地域における自然条件および社会経済状況の大きな
違いが、生態系の劣化やサービスの消失といった問題
の単純な解決を困難にしている。空間的、時間的、組
織的スケールに横断的に作用するものを含め、多くの
相互作用、時間的遅延、フィードバックには複雑なパ
ターンがあり、これらはまだ完全には理解されていな
い。生態系劣化を遅らせる、もしくは回復させるため
のこれまでの方策は大きな成果を上げてきたが、こう
した改善は概して増大する圧力に追いついてはいない
（Reid et al., 2005）。しかし、生態系サービスを健全に
管理することで、複数の開発目標に向けて相乗的に取
り組むための、いくつかのコスト効率性の高い機会が
提供される（Reid et al., 2005）。
　もし生態系サービスの悪化が続けば、ミレニアム開
発目標（MDGs）への取組みにおいて達成された進展も、
持続される可能性が低い（Goklany, 2005）。持続可能な
開発、およびミレニアム開発目標達成において生態系
が果たす役割には、多くのステークホルダーがかかわ
っている（Jain, 2003; Adeel et al., 2005）。世界各地域か
らの証拠は、将来の気候下での状況はいうまでもなく、
多くの場合、生態系の長期的持続性に対して誰が「責
任」を負っているのかが明らかでないことを示してい
る。生態系に対する気候変動の影響に対応し、適応す
るには、すべてのレベルにおける意思決定の明快かつ
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体系化されたシステムが必要である（Kennett, 2002）。
生態系に対する気候変動の影響は、生態系プロセスと
人間活動の、長期にわたるさまざまな規模での強い相
互関係も示している。これらの影響に取り組むために
は、協調的で、統合された、分野横断的な、長期的視
野を持つ政策の枠組みが必要になる。これは、これま
で実施が容易ではなかった戦略である（Brown, 2003）。

4.7.2　自給生活と先住民

　気候変動が生態系やそのサービスに与える影響は、
全世界に均等に分配されないだろう。乾燥地域、山岳
地域、内陸地域は、ほかに比べてより脆弱である可能
性が高く（Gitay et al., 2001）、これらの地域では生態
系の劣化が最も著しい（Hassan et al., 2005）。気候変動
はさらなる不衡平を引き起こす可能性が高い。それは、
その影響が時空間を越えて不均等に分配され、貧困
層に偏って影響を及ぼすためである（Tol, 2001; Stern, 

2007）。「二重曝露（double exposure）」という言葉は、
気候変動の影響と経済のグローバル化の影響の両方を
受ける地域や分野、生態系、社会集団に対して使われ
てきた （O’Brien and Leichenko, 2000）。ゆえに、自給
生活をする先住民や、情報へのアクセスが限られてお
り、適応の手段をほとんど持たない集団に対しては特
別な配慮がなされなければならない。結果として、気
候変動と持続可能な開発には衡平性の問題を盛り込む
必要があるのである（Kates, 2000; Jain, 2003; Richards, 

2003）。

4.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　ここに挙げる主要な不確実性には、気候変動が生態
系に与える影響を予測する我々の能力を制限するもの
（ただし、その影響が亜大陸以上の空間スケールに及
ぶ場合に限る）、多くの生物種、個体群、生物群集に
かかわるもの、もしくはモデリングの結果を著しく弱
めるものがある。気候の不確実性に関していえば、降
水量予測の方が気温の予測に比べて不確実性がはるか
に高いにもかかわらず、モデリングアプローチによる
予測の多くでは降水量の方が重要な役割を担っている
ことを強調しておくことが重要である。気候変動が生
態系に及ぼす影響の予測に関して、不確実性の主要因
と認められるものには以下のようなものがある。

・ 生態系と気候システムとの相互作用的結合、さらに、

全球的な変化をもたらす相互作用をする複数の動因
に関して、記述が不十分であること。このため、気
候変動が生態系サービスに及ぼす影響に関して統合
的な評価を十分に行うことができない。

・ 気候システムへの主要な生物的フィードバック。特
に、全生態系の土壌から放出される微量気体と、湿
地や泥炭地、永久凍土、エドマ（氷楔）などの不安
定な炭素プールから放出されるメタンによるフィー
ドバック。

・ 個々の生物種の機能的役割と、それら生物種の即時
的移動の仮定に関して、現行の全球植生動態モデル
（DGVMs）における集計が、影響推定にどのような
偏りを生じさせるか。

・ 撹乱レジームの変化（特に火災や昆虫、土地利用の
変化による）が、大気、生態系構造、機能、生物多
様性、生態系サービスに対する生物的フィードバッ
クへ与える正味の結果。

・ 陸域生物圏とその構成要素に対する長期にわたる
CO2の施肥効果の規模。

・ 気候変動に対する個々の生物種の反応予測や、生物
種の絶滅リスクの推定を導き出すのに用いられる気
候エンベロープモデルの限界。

・ 生物多様性と生態系機能の双方において侵入外来種
が果たす相乗的役割。

・ 海面の CO2濃度の上昇と pHの降下が、海洋生産性、
生物多様性、生物地球化学、生態系機能に及ぼす影
響。

・ 気候変動と、人間による生態系の利用と管理の変化、
さらには地球規模の環境変化の諸動因の相互作用の
影響。

上記に基づき、以下の研究ニーズが不確実性の低減に
向けた優先事項として認められる。

・ 高緯度地域における永久凍土－土壌－植生相互作用
の主要な脆弱性と、生物圏内の微量気体組成に対
して、この脆弱性が起こしうるフィードバックを
特定すること。最近の推定は、陸上の永久凍土が
1,000 Pg（1018 g）以上の炭素を蓄積しており、CO2 

や、さらに重要なことに、メタンをますます多く
放出していることを示唆している（例えば、Walter 

et al., 2006; Zimov et al., 2006）。このことが急激かつ
重大な気候強制力に与える影響は大きい（例えば、
Schellnhuber, 2002; iLEAPS, 2005; Symon et al., 2005, 

p. 1015; Lelieveld, 2006; Zimov et al., 2006）。
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・ 個別に開発されたいくつかの全球植生動態モデルと
地球システムモデルを用いた、生物相とその地球
物理的環境との相互作用のより確固としたモデリ
ング。モデルの相互比較を越えた検証（Price et al., 

2001）が、特にメタン循環に関して必要である。そ
の目的は、生態系の炭素固定能力の脆弱性に関する
不確実性を狭めることであり、応答の時間的ずれや
閾値のより現実的な推定を含む（例えば、Scheffer et 

al., 2001; iLEAPS, 2005）。
・ 降水量予測（例えば、Handel and Risbey, 1992）と、
結果として生じる水レジームへの影響をさらに重
視。中でも、北半球の成熟林や熱帯季節林、乾燥・
半乾燥草地、およびサバンナにおける CO2 施肥効果
を含む、植生と大気の相互作用を重視すべきである
（例えば、Jasienski et al., 1998; Karnosky, 2003など）。
・ 撹乱レジームの役割、つまり偶発的な事象（干ば
つ、火災、昆虫の大発生、疾病、洪水、暴風）の頻
度や強度、また、外来種による侵入の役割について
の理解の改善。というのは、これらは気候変動それ
自身や汚染に対する生態系の応答と相互作用するか
らである（例えば、Osmond et al., 2004; Opdam and 

Wascher, 2004）。
・ 気候システムと生態系とのスケールの不一致（Root 

and Schneider, 1995）により上手く対応するための、
長期的な野外調査を伴った大きな空間スケールの
統合リモートセンシング技術の開発（May, 1999b; 

Kräuchi et al., 2000; Morgan et al., 2001b; Osmond et al., 

2004; Opdam and Wascher, 2004; Symon et al., 2005, p. 

1019）。
・ 大気 CO2 濃度の上昇が海洋の酸性化に及ぼす影響
と、温暖化がサンゴ礁とその他の海洋システムに及
ぼす影響（Coles and Brown, 2003; Anonymous, 2004）
の研究、ならびに CO2 施肥効果に対する応答の定量
化が行われてきた陸域生態系の範囲の拡大（例えば、
Bond et al., 2003）。

・ モデル予測を自然界で観察されるおびただしい生息
範囲移動に照らし合わせて検証することで、種特有
の気候エンベロープモデルを確証すること（例えば、
Walther et al., 2001; 第 1章）。

・ 人間の福利に適したスケールでの、生物多様性と生
態系サービスの回復力との関連性について理解を深
めること。Robert May卿（1999a）は次のように述
べている「生態科学が比較的未発達な状態にあるこ
とは、自然システムが崩壊するまでにどれだけの生
物多様性が失われ、我々が依存するサービスがどれ

だけ奪われることになるのかについて、信頼性の高
い予測を行うことを妨げる。」

・ 経済的影響についての定量的な情報（適応コスト
へのかかわりを含む - Toman, 1998a; Winnett, 1998; 

Kremen, 2005; Symon et al., 2005, 例えば , p. 1019）と
ともに、生態系の機能と提供するサービスを決定す
る生態系の構造に影響を及ぼす主要な環境要因の特
定の改善。

・ 土地利用変化や気候変動に起因する圧力に関連し
て、生物多様性（保全および保存管理を含む）や
生態系サービスの保護を目的とした適応管理対応
についての統合的脆弱性研究（Kappelle et al., 1999; 

Lorenzoni et al., 2005; Stenseth and Hurrell, 2005; Symon 

et al., 2005）。
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will cause a decline in both water quality and ecosystem goods
and services (high confidence) [4.4.8].

Ecosystems and species are very likely to show a wide
range of vulnerabilities to climate change, depending on
imminence of exposure to ecosystem-specific, critical
thresholds (very high confidence).
Most vulnerable ecosystems include coral reefs, the sea-ice
biome and other high-latitude ecosystems (e.g., boreal forests),
mountain ecosystems and mediterranean-climate ecosystems
(high confidence) [Figure 4.4, Table 4.1, 4.4.9, Box 4.4, 4.4.5,
4.4.6, Box 4.3, 4.4.7, 4.4.4, 4.4.10, 4.4.11]. Least vulnerable
ecosystems include savannas and species-poor deserts, but this
assessment is especially subject to uncertainty relating to the
CO2-fertilisation effect and disturbance regimes such as fire (low
confidence) [Box 4.1, 4.4.1, 4.4.2, Box 4.2, 4.4.3, 4.4.10,
4.4.11].

4.1 Introduction

An ecosystem can be practically defined as a dynamic
complex of plant, animal and micro-organism communities, and
the non-living environment, interacting as a functional unit
(Millennium Ecosystem Assessment, Reid et al., 2005).
Ecosystems may be usefully identified through having strong
interactions between components within their boundaries and
weak interactions across boundaries (Reid et al., 2005, part 2).
Ecosystems are well recognised as critical in supporting human
well-being (Reid et al., 2005), and the importance of their
preservation under anthropogenic climate change is explicitly
highlighted in Article 2 (The Objective) of the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

In this chapter the focus is on the properties, goods and
services of non-intensively managed and unmanaged
ecosystems and their components (as grouped by widely
accepted functional and structural classifications, Figure 4.1),
and their potential vulnerability to climate change as based on
scenarios mainly from IPCC (see Chapter 2 and IPCC, 2007).
Certain ecosystem goods and services are treated in detail in
other sectoral chapters (this volume): chapters 3 (water), 5 (food,
fibre, fisheries), 6 (coasts) and 8 (health). Key findings from this
chapter are further developed in the synthesis chapters 17 to 20
(this volume). Region-specific aspects of ecosystems are
discussed in chapters 9 to 16 (this volume). This chapter is based
on work published since the Third Assessment Report of the
IPCC (TAR) (Gitay et al., 2001). We do not summarise TAR
findings here, but refer back to relevant TAR results, where
appropriate, to indicate confirmation or revision of major
findings.

Projecting the impacts of climate change on ecosystems is
complicated by an uneven understanding of the interlinked
temporal and spatial scales of ecosystem responses. Processes
at large spatial scales, i.e., the biosphere at the global scale, are
generally characterised by slow response times on the order of
centuries, and even up to millennia (Jansen et al., 2007).
However, it is also important to note that some large-scale

responses in the palaeorecord (Jansen et al., 2007) and to current
climate anomalies such as El Niño events may emerge at much
shorter time-scales (Holmgren et al., 2001; Sarmiento and
Gruber, 2002; Stenseth et al., 2002; van der Werf et al., 2004).
At continental scales, biomes (see Glossary) respond at decadal
to millennial time-scales (e.g., Davis, 1989; Prentice et al., 1991;
Lischke et al., 2002; Neilson et al., 2005), and groups of
organisms forming ecological communities at the regional scale
have shorter response times of years to centuries. Responses of
populations (i.e., interbreeding individuals of the same species)
occur at intermediate temporal scales of months to centuries, and
underpin changes in biodiversity. These include changes at the
genetic level that may be adaptive, as demonstrated for example
for trees (Jump et al., 2006) and corals (Coles and Brown, 2003).
Fast physiological response times (i.e., seconds, hours, days,
months) of micro-organisms, plants and animals operate at small
scales from a leaf or organ to the cellular level; they underlie
organism responses to environmental conditions, and are
assessed here if they scale up to have a significant impact at
broader spatial scales, or where the mechanistic understanding
assists in assessing key thresholds in higher level responses.

The spatial distribution of ecosystems at biome scale has
traditionally been explained only in terms of climate control
(Schimper, 1903), but it is increasingly apparent that disturbance
regimes such as fire or insects may strongly influence vegetation
structure somewhat independently of climate (e.g., Andrew and
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Figure 4.1. Major ecosystems addressed in this report, with their
global areal extent (lower panel, Mkm2), transformed by land use in
yellow, untransformed in purple, from Hassan et al. (2005), except for
mediterranean-climate ecosystems, where transformation impact is
from Myers et al. (2000), and total carbon stores (upper panel, PgC) in
plant biomass (green), soil (brown), yedoma/permafrost (light blue). D =
deserts, G&S(tr) = tropical grasslands and savannas, G(te) = temperate
grasslands, ME = mediterranean ecosystems, F(tr) = tropical forests,
F(te) = temperate forests, F(b) = boreal forests, T = tundra, FW =
freshwater lakes and wetlands, C = croplands, O = oceans. Data are
from Sabine et al. (2004, Table 2.2, p. 23), except for carbon content of
yedoma permafrost and permafrost (light blue columns, left and right,
respectively, Zimov et al., 2006), ocean organic carbon content
(dissolved plus particulate organic; Denman et al., 2007, Section
7.3.4.1), and ocean surface area from Hassan et al. (2005, Summary,
Table C2, p. 15, inserted as a number). Figures here update the TAR
(Prentice et al., 2001), especially through considering soil C to 3 m
depth (Jobbagy and Jackson, 2000), as opposed to 1 m. Approximate
carbon content of the atmosphere (PgC) is indicated by the dotted
lines for last glacial maximum (LGM), pre-industrial (P-IND) and current
(about 2000).
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図 4.1　本報告書で取り上げた主な生態系の全球総面積（下側のパネル、単位：100万 km2）。土地利用により変化した面積（黄
色）と変化していない面積（紫）。Hassan et al. （2005）による。ただし、地中海性気候の生態系の変化による影響はMyers et al. 
（2000）によった。および、植物バイオマス（緑）、土壌（茶）、エドマ（氷楔）および永久凍土（水色）に含まれる総炭素貯蔵
量（上側のパネル、単位：PgC）。D＝砂漠、G&S（tr）＝熱帯草地とサバンナ、G（te）＝温帯草地、ME＝地中海性生態系、F（tr）
＝熱帯林、F（te）＝温帯林、F（b）＝北方林、T＝ツンドラ、FW＝淡水湖沼と湿地、C＝耕地、O＝海洋。データは Sabine 
et al. （2004, Table2.2, p23）による。ただし、エドマ永久凍土および永久凍土の炭素含有量（水色の棒グラフのそれぞれ左、右）
は Zimov et al.（2006）、海洋の有機炭素含有量（溶存量＋粒子状有機物）は Denman et al.（2007） Section 7.3.4.1、海洋表面積（数
字で挿入）は Hassan et al. （2005） Summary, Table C2, p15による。本図は第 3次評価報告書（Prentice et al., 2001）を、特に深度
1 mであった土壌中の炭素を深度 3 mまで考慮することにより更新したものである（Jobbagy and Jackson, 2000）。点線は、最終
氷期極大期（LGM）、産業化以前（P-IND）、現在（2000年頃）の大気中の炭素含有量（PgC）概算値を示す。

横軸： D ＝砂漠、G&S（tr）＝熱帯草地とサバンナ、G（te）＝温帯草地、ME ＝地中海性生態系、F（tr）＝熱帯林、F（te）
＝温帯林、F（b）＝北方林、T ＝ツンドラ、FW ＝淡水湖沼と湿地、C ＝耕地、O ＝海洋。

縦軸上側：炭素量（PgC）
縦軸下側：面積（100 万 km2）
Atmosphere~2000；現在（2000 年頃）の大気中の炭素量概算値
Atmosphere P-IND ; 産業化以前（P-IND）の大気中の炭素量概算値
Atmosphere LGM ; 最終氷期極大期（LGM）の大気中の炭素量概算値 

【図、表、Box】
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Box 4.1　2003 年ヨーロッパ熱波の生態学的影響

異常な猛暑と乾燥状態が 2003年 6月から 8月中旬までヨーロッパを襲った（Fink et al., 2004; Luterbacher et 

al., 2004; Schär et al., 2004）。例えば、｢排出シナリオに関する特別報告書 ｣（SRES; Nakićenović et al, 2000）の
A2シナリオでは、同じように暑い夏が 2080年まで少なくとも 1年おきに到来するであろう（Beniston, 2004; 

Schär et al., 2004）としているので、2003年に観察された生態系への影響は、将来の影響の控えめなアナログ
を与える。2003年の熱波による植生と生態系への主な影響は、暑熱と干ばつのストレスと、森林火災による
ものであったと考えられる。

干ばつストレスが植生に及ぼす影響により（Gobron et al., 2005; Lobo and Maisongrande, 2006）、ヨーロッパ
では総一次生産量（GPP）＜用語解説参照＞が 30%減少し、呼吸作用もいくぶん低下したため、全体とし
て 0.5 PgC/年 の純炭素排出源となった（Ciais et al., 2005）。しかしながら、熱暑に対する植生応答は標高な
どの環境傾度によって異なり、例えば高地には成長期間の長期化などがもたらされた（Jolly et al., 2005）。リ
モートセンシングによる観測では、2004年までに通常の状態に回復した植生タイプも認められたが（例えば、
Gobron et al., 2005）、2004年における卓越する森林樹木の樹冠の損害の拡大などは、時間的に遅れて発生す
る複雑な影響を示している（Fischer, 2005）。淡水生態系では、熱波の期間中に湖沼深層部での酸素欠乏状態
が長引いたほか（Jankowski et al., 2006）、ソーヌ川では軟体動物の種の多様性が激減し、その後も十分には
回復しなかった（Mouthon and Daufresne, 2006）。以上のことをまとめると、異なる型の生態系における回復
力にはかなりのばらつきがあり、このような現象の頻度が増せば、生態系の構成と機能が悪化していく可能
性が非常に高いことを示唆している（例えば、Lloret et al., 2004; Rebetez and Dobbertin, 2004; Jolly et al., 2005; 

Fuhrer et al., 2006）。

高温と乾燥した期間の長期化は、植生の燃えやすさを増大させる（例えば、Burgan et al., 1997）。2003年の熱
波の期間中、ヨーロッパ諸国では記録破りの広域森林火災の発生が観測され（Barbosa et al., 2003）、ヨーロッ
パ大陸全体でおよそ 65万 haの森林が焼失した（De Bono et al., 2004）。この 2003年のヨーロッパの森林火災
は、発生数ではなく、火災の範囲（焼失面積）が並はずれたものであった。このことは、2000年の米国の異
常な火災シーズンでみられたのと同様で（Brown and Hall, 2001）、米国では 1980年代以降この傾向が増大し
ていることが指摘されている（Westerling et al., 2006）。ポルトガルでは、焼失面積は前回の極端現象（1998年）
の 2倍以上で、1980～ 2004年の平均の 4倍であった（Trigo et al., 2005, 2006）。ポルトガルの森林総面積の
5%以上が焼失し、その経済的打撃は 10億ユーロを上回った（De Bono et al., 2004）。

これと同じような現象が頻発すると、その長期的な影響としてバイオームの型に変化が生じる可能性が非常
に高い。これは特に、森林のように比較的燃えにくい植生タイプより、より頻繁に燃える、きわめて燃えや
すい低木植生を助長させることによって生じる（Nunes et al., 2005）。こうした現象は、一度焼失した林地が
さらに短い間隔で再度火災になる傾向に表れている（Vazquez and Moreno, 2001; Salvador et al., 2005）。植生構
造がこのような形で大規模に転換すると、生物圏に貯蔵されている炭素の減少を通じて、気候変動の加速さ
え引き起こすかもしれない（Cox et al., 2000）。ヨーロッパに関する将来予測は、平均的な気候変動の条件下
であっても、種の多様性が大幅に減少することを示唆しており（Thuiller et al., 2005b）、こうした極端現象の
頻度の増加は（例えば、Schär et al., 2004 が示すように）、全体としての生物多様性の減少をいっそう悪化さ
せる可能性が高い（Thuiller et al., 2005b）。
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2100 (Woodward and Lomas, 2004b; see also next paragraph,
Figure 4.2). More recent modelling based on projected
deforestation and climate change (for the IS92a emissions
scenario and the CGCM1, CSIRO, ECHAM, HadCM3 climate
models) in the tropics alone suggests an additional release of
101 to 367 PgC, adding between 29 and 129 ppm to global
atmospheric CO2 by 2100, mainly due to deforestation (Cramer
et al., 2004).

Climate scenario uncertainty provides a substantial variance
in global terrestrial C balance by 2100, even under a single CO2
emissions scenario (IS92a, projected to reach 703 ppm
atmospheric CO2 concentration by 2100, excluding vegetation
feedback). Using five General Circulation Models (GCMs) to
drive DGVMs, global terrestrial C-sequestration is estimated at
between −106 and +201 PgC (Schaphoff et al., 2006), though in
four out of five, the sink service decreased well before 2060. A
risk assessment for terrestrial biomes and biogeochemical
cycling shows that a terrestrial carbon source is predicted in
almost half of 52 GCM × emissions scenario combinations, and
that wildfire frequency increases dramatically even for a
warming of <2°C by 2100 (Scholze et al., 2006). Here we show
model results for the most recent version of the DGVM Lund-
Potsdam-Jena Model (LPJ) (Schaphoff et al., 2006) highlighting
changes in biome structure (relative cover of dominant growth
forms) and the terrestrial carbon sink under more recent IPCC
emissions scenarios SRESA2 and B1 (Nakićenović et al., 2000).
This supports projections of diminishing terrestrial C-
sequestration as early as 2030 (Figure 4.2) – earlier than
suggested in the TAR (Prentice et al., 2001, Figure 3.10) – and
substantial shifts in biome structure (Figure 4.3); discussed more
fully in Sections 4.4.10 and 4.4.11.

Projections frommodelling that dynamically link the physical
climate system and vegetation, using Ocean-Atmosphere
General Circulation Models (OAGCMs, e.g., Cox et al., 2000),
suggest a terrestrial C source that will exacerbate both climate
and further vegetation change to at least some degree (e.g.,
Sarmiento, 2000; Dufresne et al., 2002; Canadell et al., 2004).
Impacts include the collapse of the Amazon forest (e.g., White
et al., 2000a; Cox et al., 2004), and an overall C source from the
tropics that exceeds the boreal C sink (Berthelot et al., 2002),
leading to an 18% (Dufresne et al., 2002), 5 to 30%
(Friedlingstein et al., 2006), and 40% (Cox et al., 2000) higher
atmospheric CO2 concentration by 2100. Carbon and water
cycling, at least, are also affected by shifting biogeographical
zones (Gerten et al., 2005) which will be lagged by migration
constraints that are not yet incorporated in DGVM approaches
(see also Sections 4.4.5 and 4.4.6), leading to a potential
overestimation of vegetation C-sequestration potential. This is
especially so for boreal regions, due to unrealistically high
projections of in-migration rates of trees and shrubs (Neilson et
al., 2005).

Changes in air-sea fluxes of dimethyl sulphide (DMS) from
−15% to 30% caused by global warming of about 2°C are
projected to have a regional radiative and related climatic impact
(Bopp et al., 2003, 2004), as DMS is a significant source of
cloud condensation nuclei. DMS is produced by
coccolithophores, which are sensitive to high sea-water CO2
(Riebesell et al., 2000). As the largest producers of calcite on
the planet (Holligan et al., 1993), reduced calcification by these
organisms may also influence the global carbon cycle (Raven et
al., 2005) and global albedo (Tyrrell et al., 1999). N2O of marine
origin contributes about 33% of total input to the atmosphere
(Enhalt and Prather, 2001). Changes to the concentration and
distribution of oxygen in the oceans, either through increased
stratification of the surface waters (Sarmiento et al., 1998) or
through a decrease in the strength of the thermohaline circulation
(IPCC, 2001), will impact the ocean nitrogen cycling, especially
the processes of nitrification and denitrification which promote
N2O production.

4.4.2 Deserts

Properties, goods and services
One of the largest terrestrial biomes, deserts cover

27.7 Mkm2, comprising extra-polar regions with mean annual
precipitation <250 mm and an unfavourable precipitation to
potential evaporation ratio (Nicholson, 2002; Warner, 2004;
Reid et al., 2005). Deserts support on the order of 10 people per
km2, in sparse populations with among the lowest gross domestic
product (GDP) of all ecoregions (Reid et al., 2005). Recent
estimates suggest that between 10 and 20% of deserts and
drylands are degraded due to an imbalance between demand for
and supply of ecosystem services (Adeel et al., 2005). Critical
provisioning goods and services include wild food sources,
forage and rangeland grazing, fuel, building materials, and water
for humans and livestock, for irrigation and for sanitation, and
genetic resources, especially of arid-adapted species (Adeel et
al., 2005; Hassan et al., 2005). Regulating services include air
quality, atmosphere composition and climate regulation (Hassan
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Figure 4.2. Net carbon exchange of all terrestrial ecosystems as
simulated by the DGVM LPJ (Sitch et al., 2003; Gerten et al., 2004 –
negative values mean a carbon sink, positive values carbon losses to
the atmosphere). Past century data are based on observations and
climate model data were normalised to be in accord with these
observations for the 1961-1990 data (CRU-PIK). Transient future
projections are for the SRES A2 and B1 emissions scenarios
(Nakićenović et al., 2000), forcing the climate models HadCM3 and
ECHAM5, respectively (cf. Lucht et al., 2006; Schaphoff et al., 2006).
In contrast to previous global projections (Prentice et al., 2001 –
Figure 3.10), the world’s ecosystems sink service saturates earlier
(about 2030) and the terrestrial biosphere tends to become a carbon
source earlier (about 2070) and more consistently, corroborating other
projections of increased forcing from biogenic terrestrial sources (e.g.,
Cox et al., 2000, 2004; White et al., 2000a; Lucht et al., 2006;
Schaphoff et al., 2006; Scholze et al., 2006; see Figure 4.3 for maps on
underlying ecosystem changes). Note that these projections assume
an effective CO2-fertilisation (see Section 4.4.1).

凡例：① A2 放出シナリオに対して気候モデル HadCM3 を実行
　　　② B1 放出シナリオに対して気候モデル ECHAM5 を実行
　　　③観測データ
横軸：西暦年
縦軸：正味炭素交換量（PgC/ 年 )

図 4.2　DGVM LPG によりシミュレートした全陸域生態系の正味炭素交換量（Sitch et al., 2003; Gerten et al., 2004 – マイナス
の値は炭素吸収、プラスの値は大気中への炭素放出を示す）。20世紀のデータは観測に基づいており、気候モデルのデータ
は 1961～ 1990年の観測データ（CRU-PIK）と一致するように正規化された。短期的将来予測は、SRES A2および B1放出シ
ナリオ （Nakićenović et al., 2000）に対して、気候モデル HadCM3および ECHAM5をそれぞれ実行している（Lucht et al., 2006; 
Schaphoff et al., 2006参照）。過去の全球予測（Prentice et al., 2001 – Figure 3.10）に比べると、世界の生態系の炭素吸収サービス
はより早く（2030年頃）飽和状態になり、陸域生物圏はより早く（2070年頃）炭素放出源に転じる傾向にあり、生物活動に
よる陸域の発生源からの強制力が増大するというほかの予測を裏付けている（例えば、Cox et al., 2000, 2004; White et al., 2000a; 
Lucht et al., 2006; Schaphoff et al., 2006; Scholze et al., 2006。もととなる生態系の変化に関する地図は、図 4.3参照）。これらの予
測は効果的な CO2 施肥効果を想定していることに注意されたい（4.4.1節参照）。

①
②
③
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Box 4.2　サヘル地域における降水量の変動性に対する植生の応答

サヘル地域は、等降水量線 100～ 200 mm/年（北部境界線）と 400～ 600 mm /年（南部境界線）の間に
おおよそ位置し、サハラ砂漠から湿潤な熱帯サバンナへの移行帯をなす乾燥サバンナの植生を支えている
（Nicholson, 2000; Hiernaux and Turner, 2002; Anyamba and Tucker, 2005）。この移行帯は歴史的に降水量の変化に
応じて変動してきており（Hiernaux and Turner, 2002）、20世紀中に測定された数十年単位の変動性を最も明
確に示す例である（Hulme, 2001）。極端な干ばつに見舞われる陸域が 2090年代までに全球で 1%から約 30%

へ増大するであろうという予測に照らして見ると、サヘル地域の過去の降水量変動に対する生態系の応答は、
将来の気候変動の影響のアナログとして役立つ可能性がある（Burke et al., 2006）。

完新世中期に、中湿性の植生と豊かな野生生物を支える状況が急速に悪化したことは（ECF, 2004; Foley et al., 

2003）、外的作用に対するサヘル地域の感度を浮き彫りにしている。20世紀に全球で観測された年間降水量
の中で、サヘル地域は最大の減少傾向を示したが、この傾向は 1970年代後半以降いくらか上向いた（Trenberth 

et al., 2007）。1900年頃から数十年規模の降雨の変動性が続いており、1930～ 1950年頃と 1960～ 1985年頃
は乾燥傾向にあった（Hulme, 2001; Nicholson, 2001）。1950～ 1960年の間は状態が明らかに改善したが、人
間と家畜の数の増加を示唆する証拠は限られている（Reij et al., 2005）。1980年代初頭は厳しい干ばつが広が
り（Hulme, 2001; Trenberth et al., 2007）、地下水位は低下し、木本植物の種固有の枯死率は増加し（主に比較
的小さい植物）、水分利用効率の高い優占種の多年生 C4植物さえも減少した。露出した土壌は大気中のダス
ト負荷の増大を引き起こした（Nicholson, 2000, 2001）。これらの現象は砂漠化の概念とその原因に関する後
の議論を促した（Herrmann and Hutchinson, 2005）。

20世紀後半に続いた干ばつは、土地被覆の変化が干ばつ状況を強める正のフィードバックを与えてきたと
する示唆を促したが、この結果を引き起こすのに必要な植生変化のモデルは現実を反映していない（Hulme, 

2001）。比較的降水のあった時期には（Nicholson et al., 2000; Anyamba and Tucker, 2005; Trenberth et al., 

2007）、草本層と木本層のいずれにおいても、空間的に変わりやすい再生が観測されている （Gonzalez, 2001; 

Rasmussen et al., 2001; Hiernaux and Turner, 2002）。リモートセンシングは、干ばつに対するサヘル地域の植
生の回復力を示しており、砂漠への移行の位置にも植生被覆にも方向性の変化は認められない（Nicholson 

et al., 1998）。1982～ 1998年（Prince et al., 1998; Hickler et al., 2005）と 1994～ 2003年（Anyamba and Tucker, 

2005）の期間において、サヘル地域の緑が増えたことが指摘されたが、近年、この解釈に対する疑義が持ち
上がっている（Hein and Ridder, 2006）。

サヘル地域の植生を変化させる動因は依然として不確かである（Hutchinson et al., 2005）。その理由としては、
特に、降水量と正規化差植生指数（NDVI）との相関関係が弱いことが挙げられ、このことは、降水量の増
加によって緑化が十分に説明できないこと（Olsson et al., 2005）、また緑化が、初めにあった種の構成や被覆
や表土の状態への回復になっていないかもしれないこと（Warren, 2005）を示している。サヘル地域の植生動
態に対する解釈が確定しないことは、乾燥環境に対する人間の土地利用と気候変動性の複雑で結合した影響
を反映しているのかもしれない（Rasmussen et al., 2001）。気候変動、土地利用活動、CO2 濃度上昇の相互に
作用する効果がサヘル地域に将来どのような影響を与えるかは、まったくの未知数である。CO2 濃度の上昇
と水利用効率の強化（Herrmann et al., 2005によって観測された）による緑の増加、あるいは乾燥緩和（図 4.3 

植生分類 4）は、降水量のあった年にのみ生じるであろう（Morgan et al., 2004）。
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Box 4.3　ホッキョクグマは危機に瀕している種か？

世界にはおよそ 2万～ 2万 5,000頭のホッキョクグマ（Ursus maritimus）がいると推定され、主に、北極周辺
の大陸棚や群島周辺に毎年形成される海氷を住みかとして、そこで年間何千キロメートルも移動するようで
ある。ホッキョクグマは氷上で繁殖するアザラシに特化した捕食動物である。それゆえ、海氷に依存して生
きている。雌グマは 5～ 7か月間何も食べずに子育て用の巣穴にこもり、春になって出てきたときには食料
が必要になるため（Ramsay and Stirling, 1988）、解氷前の陸地と海氷がごく近い距離にあることが大変重要で
ある。海氷があればクマは一年中獲物を捕れるが、海氷が毎年夏に完全に融ける地域では、彼らは蓄えた脂
肪分だけを糧に結氷期までの数か月をツンドラで過ごさなければならない。

ホッキョクグマは気候温暖化の影響を受けて危機に立たされている（Stirling and Derocher, 1993; Stirling et al., 

1999; Derocher et al., 2004）。予測される海氷の減少により、ホッキョクグマや氷上を住みかとするアザラシな
どの動物の海洋生息地が大幅に縮小するからである（Hassol, 2004b）。カナダのハドソン湾西部ではすでに、
1970年代初頭に比べて約 3週間も解氷時期が早まっているため、この地域のホッキョクグマは体内の脂肪の
蓄えが少ない状態（体脂肪の 15%低下）で以前より早く陸地に戻り、以前よりも絶食期間が延び、繁殖力も
低下している（Stirling et al., 1999）。予察的な推定では、ハドソン湾西部における個体数は減少し、1987年に
1,200頭だったものが 2004年には 950頭を割っている。この変化は一つの亜個体群に見られたものだが、ホッ
キョクグマのほかの亜個体群にも同じような影響があることは当然予想されうる。2005年、IUCNのホッキョ
クグマ専門家グループは、今後 35～ 50年の間に合計個体数が 30%を超えて減少する可能性に基づき、ホッ
キョクグマの IUCNレッドリストの分類を「軽度懸念」（LC）から「危急」（VU）に引き上げるべきである
との結論に達した。米国魚類野生生物局も、一つには気候変動が種に及ぼす将来のリスクに基づいて、ホッ
キョクグマを絶滅危惧種のリストに入れることの申請を検討している。いくつかの予測どおりに海氷が減少
すれば（Meehl et al., 2007, Figure10.13; 図 4.4、表 4.1）、産業化以前よりも 2.8℃（2.5～ 3.0℃の範囲、表 4.1 

No.42）の温暖化で、ホッキョクグマは高い絶滅のリスクに直面するであろう。北極地方のみならず南極地方
でも、氷に依存しているほかの生物種が同じような危機に直面している（第 1章 ; Barbraud and Weimerskirch, 

2001; Croxall et al., 2002）。
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Box 4.4　サンゴ礁：気候変動による絶滅の危機か？

礁（リーフ）は海洋生物種の約 4分の 1の生息地となっており、海洋生態系の中で最も多様性に富む（Roberts 

et al., 2002; Buddemeier et al., 2004）。礁はその土地の沿岸の保護や漁業、観光を支えており（第 6章 ; Hoegh-

Guldberg et al., 2000; Cesar et al., 2003; Willig et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2004, 2005）、世界の漁獲高から見れば
2～ 5%ほどを占めるにすぎないとはいえ、開発途上諸国では重要な自給タンパク源および収入源となって
いる（Whittingham et al., 2003; Pauly et al., 2005; Sadovy, 2005）。

サンゴは、白化（共生藻の喪失のことをいう－第 6章、 Box 6.1）をもたらす表面水温上昇の影響を受けている（第6章、
Box 6.1; Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 2004; McWilliams et al., 2005）。多くの研究で、サンゴの白化と海面水温上昇は明
白に関係しているとされ（例えば、McWilliams et al., 2005）、大量白化やサンゴの大量死は、カギとなる閾値温度を
超えると頻繁に発生する（第 6章、Box 6.1）。世界の大多数のサンゴ礁では、2030から 2050年までに、白化の閾値を
毎年あるいは半年ごとに越えると予測される（Hoegh-Guldberg, 1999; Sheppard, 2003; Donner et al., 2005）。白化が起こ
ると、死んだサンゴを大型藻類が速やかに覆って、その後のサンゴの再生を妨げるようである（例えば、McClanahan et 

al., 2001; Szmant, 2001; Gardner et al., 2003; Jompa and McCook, 2003）。モデル研究は、グレートバリアリーフとカリブ
海のサンゴ礁が大型藻類の優占状態へと遷移する時期を 2030～ 2050年と推測している（Wooldridge et al., 2005）。

サンゴ礁は、大気 CO2 濃度上昇の影響も受け（Orr et al., 2005; Raven et al., 2005; Denman et al., 2007, Box 7.3）、結
果として石灰化が低下するであろう。＜将来に＞予想されるアラゴナイト飽和度での実験から、サンゴの石灰
化の減少（Marubini et al., 2001; Langdon et al., 2003; Hallock, 2005）、サンゴ骨格の弱体化（Marubini et al., 2003）、
温度に対する強い依存性（Reynaud et al., 2003）が明らかになった。海洋 pHの予測値は、過去 2,000万年に経験
したことのない速さで経験したことのない水準まで低下する（Caldeira and Wickett, 2003; Raven et al., 2005; Turley 

et al., 2006）。CO2 濃度が倍増すると、アラゴナイトからなるサンゴの石灰化は 20～ 60%低下するであろう
（Kleypas et al., 1999; Kleypas and Langdon, 2002; Reynaud et al., 2003; Raven et al., 2005）。多くのサンゴ礁では、2070

年までにアラゴナイト飽和度は危機的状態になり（Feely et al., 2004; Orr et al., 2005）、その結果、サンゴの被度
が減少し、サンゴ礁海岸構造が大きく崩れる可能性がある（Kleypas et al., 2001; Guinotte et al., 2003）。

サンゴ礁にすむ生物が持つ適応の潜在能力については（Hughes et al., 2003）、詳しい実験研究や応用研究が必要で
ある（Coles and Brown, 2003; Hughes et al., 2003）。地球上の場所により大きく異なるだろうが（Donner et al., 2005）、
自然の適応変化により、共生生物が 2℃の昇温に耐えられるものに移り変われば、サンゴ礁の壊滅は今世紀半ば
（Hoegh-Guldberg, 2005）ではなく、およそ 2100年頃（Sheppard, 2003）まで遅れるかもしれない。過去 20～ 25年間
で、暖水性サンゴの被度は 30%以上減少したと推定されており（Wilkinson, 2004; Hoegh-Guldberg, 2005）、これは主に、
海面水温の上昇頻度が増したことが原因である（Hoegh-Guldberg, 1999）。カリブ海などいくつかの地域では、サンゴ
の減少が 80％にもなってしまったと推定されている（Gardner et al., 2003）。サンゴがより最適な海面水温を持つ高緯
度地域へと移動することは、高緯度方向のアラゴナイト飽和度低下と、予測される大気 CO2 濃度増大から、可能性
が低い【訳注 4-6】（Kleypas et al., 2001; Guinotte et al., 2003; Orr et al., 2005; Raven et al., 2005）。サンゴの移動は着床できる
岩盤が得られないと制限される（第 6章、6.4.1.5節）。海面水温の上昇とアラゴナイト飽和度の低下は複雑に相乗作
用するのであるが（Harvell et al., 2002; Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 2004; Kleypas et al., 2005）、サンゴ礁を大きく変
化させうる（Guinotte et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2005）。 CO2 の増加と白化現象の頻度の増大（2～ 3倍【訳注 4-7】の 
CO2 レベル）が相まって作用し、熱帯と亜熱帯では 2050年までにサンゴ礁が珍しいものになってしまうかもしれな
い（Kleypas and Langdon, 2002; Hoegh-Guldberg, 2005; Raven et al., 2005）。その他の気候変動の要因（例えば、海面上昇、
暴風雨の影響、エアロゾル）および非気候要因（例えば、魚の乱獲、外来種の侵入、汚染、栄養塩類と土砂の流入
負荷（これは、降水量と河川流量の変化を通じて気候変動と関係しうるのであるが；第 6章、Box 6.1; 第 11章、Box 

11.3; 第 16章））はサンゴ礁にさらに複合的な影響を与え（第 16章、Box 16.2）、気候変動に対する脆弱性を高め、回
復力を低下させる（Koop et al., 2001; Kleypas and Langdon, 2002; Cole, 2003; Buddemeier et al., 2004; Hallock, 2005）。
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Figure 4.3. Projected appreciable changes in terrestrial ecosystems by 2100 relative to 2000 as simulated by DGVM LPJ (Sitch et al., 2003; Gerten
et al., 2004) for two SRES emissions scenarios (Nakićenović et al., 2000) forcing two climate models: (a) HadCM3 A2, (b) ECHAM5 B1 (Lucht et al.,
2006; Schaphoff et al., 2006). Changes are considered appreciable and are only shown if they exceed 20% of the area of a simulated grid cell (see
Figure 4.2 for further explanations).

凡例：
1. 森林被覆の増大
2. 低木／疎林被覆の増大
3. 草本被覆の増大
4. 砂漠の乾燥緩和
5. 草本／樹木被覆の減少
6. 森林／疎林の減少
7. 森林タイプの変化

図 4.3　西暦 2000年と比較した 2100年までの陸域生態系のかなり大きな変化の予測。2つの SRES排出シナリオ（Nakićenović 
et al., 2000）を設定して 2つの気候モデル（a）HadCM3 A2,（b） ECHAM5 B1（Lucht et al., 2006; Schaphoff et al., 2006）を実行し、
LPJ‐DGVM（Sitch et al., 2003; Gerten et al., 2004）によりシミュレートした。変化がシミュレートした格子セル面積の 20%を上
回る場合、変化は「かなり大きい」とみなされ、本図にはその変化のみを示している（詳しい説明は図 4.2参照）。
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Box 4.5　バイオーム間の横断：気候変動が渡り鳥に及ぼす影響

移動性の種は、その繁殖地や越冬地、重要な中継地が気候変動によって影響を受けうる。モデルでは、将来、
多くの種の生息範囲が変化すると予測しており（Peterson et al., 2002; Price and Glick, 2002; Crick, 2004）、なか
には、移動性の種の生息範囲のほうが非移動性の種のものよりも大きく変化するだろうと示唆するモデルも
ある（Price and Root, 2001）。ある場合には、これによって渡りの経路が長くなることもあれば、別の場合には、
短くなることもあるだろう。さらに、風のパターンの変化が、特に季節的な渡りの時期との関係で、渡りに
プラスになることもあればマイナスになることもある（Butler et al., 1997）。その他予測される影響としては、
生物季節、行動、個体数、場合によっては遺伝子における継続的な変化がある（Crick, 2004; Robinson et al., 

2005による概説）。

多くの移動性の種は、越冬地と繁殖地の間を移動する際に、地理的障壁（例えば、サハラ砂漠や大洋）を越
えなくてはならない。多くの種が、繁殖地から越冬地への渡りの途中でエネルギーを補給するため、サヘル
地域に立ち寄らなければならない。＜そのため、＞サヘル地域の植生の質の低下（Box 4.2）は、サヘルから
遠く離れた地域における移動性の種の個体数の減少をまねく可能性がある（Robinson et al., 2005）。

北極圏に生息する種の 80%以上は南に渡って越冬する（Robinson et al., 2005）。しかしながら、気候が誘発す
る生息地の変化は北極地方で最も大きいだろう（Zöckler and Lysenko, 2000; Symon et al., 2005）。例えばコオ
バシギは、2100年までにツンドラの繁殖地の 15～ 37%を失う可能性がある（HadCM2a1, UKMO）。さらに、
この種の個体群のうち少なくとも一部は、海面上昇のせいで渡りの重要な中継地となる生息地（米国のデラ
ウェア湾）を失いうる（Galbraith et al., 2002）。

全球の気温が産業化以前よりも 2℃上昇すると、北極地方で繁殖する多くのシギ・チドリ類とカモ類などの
水鳥の繁殖地が、最大でそれぞれ 45%と 50%減少すると予測される（Folkestad et al., 2005）。産業化以前よ
りも 2.9℃上昇すると、シギ・チドリ類の繁殖地は最大で 56%、カモ類の繁殖地は最大で 76%と、さらに大
きな減少の原因となるだろう。北米のプレーリーのポットホール地域では、地域的に 3℃気温が上昇して降
水量がさまざまに変化すると、干ばつが増大して湿地が大きく減少し、そこを繁殖地とするカモ類の個体数
が減少することが、モデルによって予測されている（Johnson et al., 2005）。これらの種の多くはまた、海面
上昇の影響を受けやすい沿岸地域で越冬している（Inkley et al., 2004）。渡り鳥 300種を対象とした調査は、
84%の種が気候変動からのなんらかの脅威に直面しており、そのおよそ半分は水レジーム（地下水面低下と
干ばつ）の変化により、これはすべての人為的な原因による脅威の合計と等しいことを明らかにした（Robinson 

et al., 2005）。
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allowed this correlative method to be widely applied (e.g.,
Guisan and Thuiller, 2005; McClean et al., 2005; Thuiller et al.,
2005b). Despite several limitations (Section 4.3 and references
cited therein) these models offer the advantage of assessing
climate change impacts on biodiversity quantitatively (e.g.,
Thomas et al., 2004a). Climate envelope models do not simulate
dynamic population or migration processes, and results are
typically constrained to the regional level, so that the
implications for biodiversity at the global level are difficult to
infer (Malcolm et al., 2002a).

In modelling ecosystem function and plant functional type
response, understanding has deepened since the TAR, though
consequential uncertainties remain. The ecophysiological
processes affected by climate change and the mechanisms by
which climate change may impact biomes, ecosystem
components such as soils, fire behaviour and vegetation
structure (i.e., biomass distribution and leaf area index) are now
explicitly modelled and have been bolstered by experimental
results (e.g., Woodward and Lomas, 2004b). One emerging key
message is that climate change impacts on the fundamental
regulating services may previously have been underestimated
(Sections 4.4.1, 4.4.10, Figures 4.2; 4.3; 4.4). Nevertheless, the

globally applicable DGVMs are limited inasmuch as the few
plant functional types used within the models aggregate
numerous species into single entities (Sitch et al., 2003). These
are assumed to be entities with very broad environmental
tolerances, which are immutable and immune to extinction.
Therefore, underlying changes in species richness are not
accounted for, and the simultaneous free dispersal of PFTs is
assumed (e.g., Neilson et al., 2005; Midgley et al., 2007). The
strength of DGVMs is especially in their global application,
realistic dynamics and simulation of ecosystem processes
including essential elements of the global C-cycle (e.g.,
Malcolm et al., 2002b). Thus, it is reasonable to equate changes
in DGVM-simulated vegetation (e.g., Figure 4.3) to changes in
community and population structures in the real world.

What overall picture emerges from the results reviewed here?
It appears that moderate levels of atmospheric CO2 rise and
climate change relative to current conditions may be beneficial
in some regions (Nemani et al., 2003), depending on latitude,
on the CO2 responsiveness of plant functional types, and on the
natural adaptive capacity of indigenous biota (mainly through
range shifts that are now being widely observed – see Chapter
1). But as change continues, greater impacts are projected, while
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Figure 4.4. Compendium of projected risks due to critical climate change impacts on ecosystems for different levels of global mean annual
temperature rise, ∆T, relative to pre-industrial climate (approach and event numbers as used in Table 4.1 and Appendix 4.1). It is important to note
that these impacts do not take account of ancillary stresses on species due to over-harvesting, habitat destruction, landscape fragmentation, alien
species invasions, fire regime change, pollution (such as nitrogen deposition), or for plants the potentially beneficial effects of rising atmospheric
CO2. The red curve shows observed temperature anomalies for the period 1900-2005 (Brohan et al., 2006, see also Trenberth et al., 2007,
Figure 3.6). The two grey curves provide examples of the possible future evolution of temperature against time (Meehl et al., 2007, Figure 10.4),
providing examples of higher and lower trajectories for the future evolution of the expected value of ∆T. Shown are the simulated, multi-model
mean responses to (i) the A2 emissions scenario and (ii) an extended B1 scenario, where radiative forcing beyond the year 2100 was kept constant
to the 2100 value (all data from Meehl et al., 2007, Figure 10.4, see also Meehl et al., 2007, Section 10.7).
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⑯
⑰
⑱

⑲

凡例：WGI A2；A2 排出シナリオ
　　　WGI B1+stabil；拡大 B1 シナリオ
横軸：西暦
縦軸：産業化以前の気候と比較した全球平均年間気温上昇（ΔT）（℃）

①＞ 4℃　全球での大規模な絶滅（米国とオーストラリアの例）
②ニュージーランドの高山植物のうち、200 ～ 300 種が絶滅する可能性が高い
③わずかの生態系しか適応できない。自然保護区の 50% がその目的を果たせない
④全球の生物多様性ホットスポットにおける固有種の 15 ～ 40% が絶滅すると予測
⑤サンゴが絶滅し、藻類の繁殖によりサンゴ礁が衰退する
⑥ツンドラの 50% が消失。世界全体で種の 21 ～ 52% が絶滅に瀕する
⑦ホッキョクグマに高い絶滅のリスク。陸域生物圏が正味の炭素放出源になるリスク
⑧全球の生態系の 16% が姿を変える
⑨アマゾンの多雨林とその生物多様性の大きな消失
⑩南アフリカにおいて 51 ～ 65% のフィンボスの消失、13 ～ 80% の多様な動物相の消失
⑪南アフリカ、ナミビアの固有植物種の 41 ～ 51% が消失
⑫クイーンズランドの多雨林分布地の 47% が消失
⑬サンゴ礁がすべて白化
⑭ 9 ～ 31% の種が絶滅に瀕する
⑮北アメリカの淡水魚の生息環境の 8% が消失
⑯北極の生態系の損傷が増加
⑰サンゴ礁の白化が増大
⑱山岳部において両生類の絶滅が増加
⑲表 4.1 での番号

図 4.4　産業化以前の気候と比較した全球平均年間気温上昇（ΔT）のさまざまなレベルにおける、気候変動が生態系に及ぼす
重大な影響のために起こりうるリスクの概要（アプローチと事象の番号は、表 4.1および Appendix 4.1で使用したものと同じ）。
これらの影響では、乱獲、生息地破壊、景観の分断化、外来種の侵入、火災レジームの変化、汚染（例えば、窒素の降下物）
により種にかかる副次的ストレスや、植物に対して大気 CO2 濃度の上昇から生じる潜在的なプラスの効果を考慮していない。
赤の曲線は1900～2005年の期間に観測された温度偏差を示す（Brohan et al., 2006。その他Trenberth et al., 2007, Figure 3.6も参照）。
2本の灰色の曲線は、将来に起こりうる経時的な温度変化の例であり（Meehl et al., 2007, Figure 10.4）、見込まれる気温上昇（ΔT）
の将来の変化について高い場合と低い場合を例示したものである。ここで示されているものは、（i）A2排出シナリオおよび（ii）
拡大 B1シナリオでシミュレートした複数のモデルによる平均応答であり、2100年以降の放射強制力は 2100年の値で一定に保
たれるとしている（データはすべてMeehl et al., 2007, Figure 10.4による。その他Meehl et al., 2007, Section 10.7も参照）。
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表 4.1　全球年平均気温が産業化以前の気候（平均値および範囲）に比べてさまざまな水準で上昇した場合（ΔTg）に、気候
変動が生態系および移動者が影響を及ぼす生態システムに及ぼすと文献で予測された影響（項目番号は図4.4およびAppendix 4.1
と同じ）。全球の気温の変化値は、例えば降水量の変化や、場合によっては大気中の温室効果ガス濃度の変化など、その気温上
昇の変化量（ΔTg）に匹敵する、それに伴うほかの気候変動の指標として使用されている。文献から得られた予測は、複数の
GCMを用いて、地方から全球の気温上昇へと必要に応じてダウンスケールまたはアップスケール【訳注 4-8】することにより、
また、1990年を全球平均気温の共通の基準点とすることによって、共通の枠組に合わせてある（Warren, 2006にならった）。文
献によっては、影響を全球平均気温の上昇や特定の GCMシナリオに直接に関連づけているものもあるが、多くの研究では地
方的気温上昇（ΔTreg）のみを取り上げているため、アップスケールが必要になる。使用した 13の GCM出力データセットは、
IPCC DDC（http://www.ipcc-data.org/）から入手した。

番
号
i

∆ Tg
産業化
前比 ii

∆ Tg
産業化
前比

（温度範囲）
iii

∆ Treg
1990年比

（温度範囲）

固有の、あるいは広範な分布を持つ生態系または移動者
が影響を及ぼす生態システムへの影響

地域 参考
文献
番号

1 0.6 サンゴ白化現象が増大

カリブ海、
インド洋、
グレートバリア
リーフ

2

2 0.6 気候変動によって引き起こされた病気の発生により、山
岳地域の両生類が絶滅または絶滅のリスク。

コスタリカ、
スペイン、
オーストラリア

52,54

3 <1.0
オキアミの継続的減少が海洋生態系に影響し、おそらく
はアデリーペンギンの個体数に影響。北極地方の生態系
の被害増大。

南極、北極地方 42, 
11,14

4 1.3 1.1-1.6 1 淡水魚類の生息地が 8%消失。ロッキー山脈では 15%
消失。サケが 9%消失。 北アメリカ 13

5 1.6 1.2-2.0 0.7-1.5 種の 9～ 31%（平均 18%）が絶滅に瀕する。 全球 iv 1

6 1.6

最終的に生物気候エンベロープを超え、全球生態系の
10%の変容をまねく。疎林ツンドラの 47%、冷温帯針
葉樹林の 23%、低木地の 21%、草地やステップの 15%、
サバンナの 14%、ツンドラの 13%、温帯落葉樹林の
12%が消失。生態系は、ばらつきがあるが、面積の 2
～ 47%を喪失。

全球 6

7 1.6 1.1-2.1 1 ユーカリ林の 25％にとって、適切な気候条件を上回る オーストラリア 12

8 1.7 1-2.3 1℃
海面水温 すべてのサンゴ礁が白化。

グレートバリア
リーフ、東南アジ
ア、カリブ海

2

9 1.7 1.2-2.6 セラード地域の植物の 38～ 45%が絶滅に瀕する。 ブラジル 1, 44

10 1.7 1.3-3 ほ乳類の 2～ 18%、鳥類の 2～ 8%、チョウ類の 1～
11%が絶滅に瀕する。 メキシコ 1, 26

11 1.7 1.3-2.4 2 淡水魚類の生息地が 16%消失。ロッキー山脈では 28%
消失。サケが 18%消失。 北アメリカ 13

12 <1.9 <1.6-2.4 <1 オウゴンニワシドリの分布範囲が失われ始める。 オーストラリア 4

13 1.9 1.6-2.4 1
クイーンズランドでは適当な生息地の 47%が消失する
ことで、爬虫類の 7～ 14%、カエルの 8～ 18%、鳥類
の 7～ 10%、ほ乳類の 10～ 15%が絶滅に瀕する。

オーストラリア 1, 7

14 1.9 1.6-2.4 1 オウゴンニワシドリの分布範囲が 40～ 60%消失。 オーストラリア 4

15 1.9 1.0-2.8

火災気象指数（FWI）が 45を超える日が 7日以上続く
期間の数が、ほとんどの地域で 8～ 20%増加。火災の
発生頻度が増加して森林や地中海の叢状低木林が雑木林
に変わるため、病害虫の発生が増大。

地中海 34

16 2.1 固有植物種の豊かさが 41～ 51%消失。 南アフリカ、ナミ
ビア 39

17 2.1 1.0-3.2 1-2       
アルプスの高山生態系は 1～ 2℃の地方的な温度上昇に
は耐えられるが、この耐性は土地利用の変化によって打
ち消される可能性が高い。

ヨーロッパ 8
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番
号
i

∆ Tg
産業化
前比 ii

∆ Tg
産業化
前比

（温度範囲）
iii

∆ Treg
1990年比

（温度範囲）

固有の、あるいは広範な分布を持つ生態系または移動者
が影響を及ぼす生態システムへの影響

地域 参考
文献
番号

18 2.1 1.4-2.6 チョウ類の 13～ 23%が絶滅に瀕する。 オーストラリア 1, 30

19 2.1 1.4-2.6 植物の 2～ 10%の生物気候エンベロープが上限を超え、
絶滅危機または絶滅をまねく。平均的な種変化の割合
48%（空間的変動 17～ 75%）。平均的な種の消失の割合
27%（空間的変動 1～ 68%）。

ヨーロッパ 22

20 2.2 植物の 3～ 16%が絶滅に瀕する。 ヨーロッパ 1

21 2.2 2.1-2.3 1.6-1.8 種の 15～ 37%（平均 24%）が絶滅に瀕する。 全球 iv 1

22 2.2 1.7-3.2 141か所の国立公園にいる 277の中型・大型ほ乳類のうち、
8～ 12%が絶滅寸前または絶滅、22～ 25%が絶滅危機。

アフリカ 23

23 2.3 1.5-2.7 2℃
海面水温

南極地方の二枚貝とカサガイが消失。 南大洋 51

24 2.3 2.0-2.5 魚類個体数が減少。湿地生態系が乾燥して消失。 マラウイ、アフリ
カ大湖地域

20

25 2.3 1.5-2.7 2.5-3.0 固有種の 10%が絶滅（潜在的な生息域は 100%消
失）。フィンボスの 51～ 65%が消失。ヤマモガシ科
（Proteaceae）の 21～ 40%が絶滅に瀕する。多肉植物の
豊かなカルー地域（サッキャラントカルー）の面積が
80%減少し、2,800種の植物が絶滅に脅かされる。5つ
の公園で植物種の 40%超が消失。

南アフリカ 1, 5, 
24, 25

26 2.3 2.3-4.0 2.5-3.0 ほ乳類の 24～ 59%、鳥類の 28～ 40%、チョウ類の 13
～ 70%、その他無脊椎動物の 18~80%、爬虫類の 21～
45%が絶滅に瀕する。66%の動物種がクルーガー国立
公園から消失する可能性あり。

南アフリカ 1, 27

27 2.3 2.2-4.0 ほ乳類の 2～ 20%、鳥類の 3～ 8%、チョウ類の 3～
15%が絶滅に瀕する。

メキシコ 1, 26

28 2.3 1.6-3.2 セラード地域の植物の 48～ 57%が絶滅に瀕する。 ブラジル 1

29 2.3 生態系の構成が変化。固有種が絶滅する可能性のある地
域の 44%から、植物の 32%が移動。

ヨーロッパ 16

30 2.3 1.6-3.2 3 淡水魚類の生息地が 24%消失。ロッキー山脈では 40%
が消失。サケが 27%消失。

北アメリカ 13

31 2.4 研究対象となった 165河川のうちの 63で、魚種の 10%
超が消失。

全球 19

32 2.4 5,197の植物種のうち、十分に種子散布できる場合は 25
～ 57%、種子散布できない場合には 34～ 76%が生物気
候的な適域を外れる。

サハラ以南のアフ
リカ

3

33 >2.5 陸域生物圏の吸収源サービスが飽和状態になり、正味炭
素放出源へと転換し始める。

全球 55,56

34 2.5 2℃
海面水温

サンゴ礁生態系絶滅（藻類の繁茂）。 インド洋 9

35 2.5 1.9-4.3 英国の陸地面積の 42%が現在見られないような生物気
候になる。ハンプシャー州ではダイシャクシギとシメが
減少し、キクビアカネズミが増加。スコットランドでは
低山帯の生息地が消失。スノードニアの低山帯に大型シ
ダ植物侵入の可能性あり。

57

36 2.5 2.0-3.0 アマゾンの多雨林が大幅に減少し、生物多様性が大幅に減少。 南アメリカ、全球 21,46

37 2.5 4地点で鳥類の沿岸生息地が 20～ 70%（平均 44%）消失。 米国 29

38 2.6 1.6-3.5 火災気象指数（FWI）が 45を超える日が 7日以上続く
期間の数が、ほとんどの地域で 20～ 34%増加。火災の
発生頻度が増加して森林や地中海の叢状低木林が雑木林
に変わるため、病害虫の発生が増大。

地中海 34

＜表 4.1（続き）＞
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iii
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1990年比
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固有の、あるいは広範な分布を持つ生態系または移動者
が影響を及ぼす生態システムへの影響

地域 参考
文献
番号

39 2.6 種の 4～ 21%が絶滅に瀕する。 ヨーロッパ 1

40 2.7 生物気候エンベロープを外れ、最終的に全球生態系の
16%が様相を変える。林地ツンドラの 58%、冷温帯針
葉樹林の 31%、低木地の 25%、草地やステップの 20%、
ツンドラの 21%、温帯落葉樹林の 21%、サバンナの
19%が消失。生態系は、ばらつきがあるが、面積の 5
～ 66%を喪失。

全球 6

41 2.8 1.2-4.5 1-3 海面上昇と塩水浸入により、カカドゥ湿原の生息地が広
範囲にわたって減少／転換。

オーストラリア 10

42 2.8 2.5-3.0 北極地方の夏季海氷面積が複数のモデルの平均で 62%（幅
40～ 100%）減少。ホッキョクグマ、セイウチ、アザラ
シに高い絶滅のリスク。北極地方の生態系にストレス。

北極地方 11,53

43 2.8 2.3-4.6 2.1-2.5
雲霧林地域は標高数百メートル分が消失し、地域的な気
温上昇（∆ Treg）が中央アメリカでは 2.1℃、アフリカで
は 2.5℃で絶滅の可能性あり。

中央アメリカ、
熱帯アフリカ、
インドネシア

17

44 2.8 2.1-3.1 3 グレートベースン低山帯からほ乳種の 9～ 62%が最終
的に消失。

米国 32

45 2.8 1.9-3.8 3 プレーリーポットホール地域のカモ類の生息地が 38～
54%消失。

米国 37,38

46 2.9 3.2-6.6

現存するツンドラの 50%が消失し、そのうち最終的な増
大分で相殺されるのは 5%のみ。北極地方で営巣する何
百万羽のシギ・チドリ類の繁殖地の 5～ 57%が消失。カ
ナダの北極圏地域の種のほとんどがリスクにさらされる。
ばらつきがあるが、ガン類の繁殖地域の 5～ 56%が消失。

北極地方 14

47 2.9 森林北限の緯度が西ヨーロッパで0.5°、アラスカで1.5°、
チュコトカで2.5°、グリーンランドで4°北方向へ移動。

北極地方 40

48 2.9 1.6-4.1 アラゴナイト質翼足類の減少により、海洋生態系が崩壊
するおそれ。

南大洋 49

49 2.9 1.6-4.1 深海の冷水性アラゴナイト質サンゴが 70%減少。 海盆 48

50 2.9 2.1-3.9 チョウ類の 21～ 36%が絶滅に瀕する。緯度方向に制約
のある 24種のうち、83%が生息域の 50%超を喪失。

オーストラリア 1, 30

51 2.9 2.6-3.3 2.1-2.8 種の 21～ 52%（平均 35%）が絶滅に瀕する。 全球 iv 1

52 2.9 北方林が大幅に消失。 中国 15

53 3.0 研究対象となった 165河川のうちの 66で、魚種の 10%
超が消失。

全球 19

54 3.0 1.9-3.5 渡り鳥の沿岸生息地が 20%消失。 米国デラウェア 36

55 3.1 2.3-3.7 2℃
海面水温

残存するサンゴ礁生態系の絶滅（藻類の繁茂）。 全球 2

56 3.1 1.9-4.1 3-4 アルプスの高山生態系が劣化。 ヨーロッパ 8

57 3.1 2.5-4.0 2 90%の生息地減少により、オウゴンニワシドリ絶滅の
高いリスク。

オーストラリア 4

58 3.1 1.8-4.2 3-4 高山種に絶滅のリスク。 ヨーロッパ 41

59 3.3 2.0-4.5 暖海性アラゴナイト質サンゴの成長が 20～ 60%減少。
全球の植物プランクトンの生産力が 5%減少。

全球 2, 47, 
48

60 3.3 2.3-3.9 2.6-2.9 高山帯とそれに伴う動植物相の大幅な減少（例えば、高
山性スカイリリーやブーラミス（フクロネズミ類）など）。

オーストラリア 45

61 3.3 2.8-3.8 2 適当な生息地が 62～ 89%減少するため、ハワイミツス
イに絶滅のリスク。 ハワイ 18

62 3.3 3.7 鳥類の 4～ 38%が絶滅に瀕する。 ヨーロッパ 1

＜表 4.1（続き）＞
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63 3.4 沿岸湿地の 6～ 22%が消失。特に米国、バルト海、地
中海で渡り鳥の生息地が大幅に消失。 全球 35,36

64 3.5 2.0-5.5 全球の生物多様性ホットスポットで固有種の 15～ 40%
が絶滅すると予測（「バイオームの特異性が狭い」場合）。 全球 50

65 3.5 2.3-4.1 2.5-3.5 オオカバマダラの温帯林越冬地の消失。 メキシコ 28

66 3.6 2.6-4.3 3 ユーカリ林の 50%が生物気候限界を外れる。 オーストラリア 12

67 3.6 2.6-3.7 141か所の公園にいる 277のほ乳類のうち、30～ 40%
が絶滅寸前または絶滅、15～ 20%が絶滅危機。 アフリカ 23

68 3.6 3.0-3.9 米国の一部地域では新熱帯区の渡り鳥の種の豊かさが
30～ 57%消失。 米国 43

69 3.7 ほとんどの生態系が適応不能。 全球 6

70 3.7 全自然保護区の 50%で保全目標達成不能。 全球 6

71 3.7

生物気候エンベロープを外れ、全球生態系の 22%が最
終的に様相を変える。林地ツンドラの 68%、冷温帯針
葉樹林の 44%、低木地の 34%、草地やステップの 28%、
サバンナの 27%、ツンドラの 38%、温帯落葉樹林の
26%が消失。生態系は、ばらつきがあるが、面積の 7
～ 74%を喪失。

全球 6

72 3.9
植物の 4～ 24%が絶滅寸前または絶滅。平均的な種変
化の割合 63%（空間的変動 22～ 90%）。平均的な種の
消失の割合 42%（空間的変動 2.5～ 86%）。

ヨーロッパ 22

73 4.0 3.0-5.1 3 高山植物相のうちの 200～ 300種（32～ 63%）が絶滅
する可能性が高い。 ニュージーランド 33

74 >4.0 3.5
クイーンズランドでは適当な生息地の 85～ 90%が消
失するので、カエルの 38～ 67%、ほ乳類の 48～ 80%、
爬虫類の 43～ 64%、鳥類の 49～ 72%が絶滅に瀕する。

オーストラリア 1, 7

75 >>4.0 5 ユーカリ林の 73%が生物気候限界を超える。 オーストラリア 12

76 >>4.0 5 固有種のカエルとほ乳類 57種が最終的に絶滅。8種が
絶滅危機。 オーストラリア 7

77 >>4.0 7 クイーンズランドの多雨林の固有種すべてが最終的に絶滅。 オーストラリア 7

78 5.2 主要沿岸 4地点で鳥類の生息地が 62～ 100%消失。 米国 29

参考文献の出典： 1-Thomas et al., 2004a; 2-Hoegh-Guldberg, 1999; 3-McClean et al., 2005; 4-Hilbert et al., 2004; 5-Rutherford et al., 
2000; 6-Leemans and Eickhout, 2004; 7-Williams et al., 2003; 8-Theurillat and Guisan, 2001; 9-Sheppard, 2003; 10-Eliot et al., 1999; 
11-Symon et al., 2005; 12-Hughes et al., 1996; 13-Preston, 2006; 14-Zöckler and Lysenko, 2000; 15-Ni, 2001; 16-Bakkenes et al., 2002; 
17-Still et al., 1999; 18-Benning et al., 2002; 19-Xenopoulos et al., 2005; 20-ECF, 2004; 21-Cox et al., 2004; 22-Thuiller et al., 2005b; 
23-Thuiller et al., 2006b; 24-Midgley et al., 2002; 25-Hannah et al., 2002a; 26-Peterson et al., 2002; 27-Erasmus et al., 2002; 28-Villers-
Ruiz and Trejo-Vazquez, 1998; 29-Galbraith et al., 2002; 30-Beaumont and Hughes, 2002; 31-Kerr and Packer, 1998; 32-McDonald and 
Brown, 1992; 33-Halloy and Mark, 2003; 34-Moriondo et al., 2006; 35-Nicholls et al., 1999; 36-Najjar et al., 2000; 37-Sorenson et al., 1998; 
38-Johnson et al., 2005; 39-Broennimann et al., 2006; 40-Kaplan et al., 2003; 41-Theurillat et al., 1998; 42-Forcada et al., 2006; 43-Price 
and Root, 2005; 44-Siqueira and Peterson, 2003; 45-Pickering et al., 2004; 46-Scholze et al., 2006; 47-Raven et al., 2005; 48-Cox et al., 
2000; 49-Orr et al., 2005; 50-Mlcolm et al., 2006; 51-Peck et　al., 2004; 52-Pounds et al., 2006; 53-Arzel et al., 2006; 54-Bosch et al., 2006; 
55-Lucht et al., 2006; 56-Schaphoff et al., 2006; 57-Berry et al., 2005.

表 4.1の各項の導出方法に関する詳しい情報は Appendix 4.1に載せてある。

i　   Appendix4.1の最初の列と同じ番号が使われている。
ii　  平均気温変化は、文献から直接引用したもの、文献で与えられた幅の中央値、もしくはアップスケールした計算の平均値
である（表の説明文参照）。

iii　気温変化の範囲は、全球気温変化を計算するために異なる GCMモデルを用いたことから生じる不確実性を表している。
iv　地球の陸地表面の 20％が研究で扱われている。

＜表 4.1（続き）＞
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Appendix 4.1

　以下の表は、表 4.1の各項について、モデルと、実
施したアップスケール法とダウンスケール法について
の詳細な情報を示す（表 4.1と同じ番号を使用）。
　それぞれの場合において、Eは経験的導出、Mはモ
デリング研究、数字は原文献で用いられた GCM（用
語解説参照）の数を示し（本表で用いる GCMの略称
については後述参照）、それ以外のコードは、モデル
の予測がそれぞれ降水量（P）、海洋酸性化（pH）、海
氷（SI）、海面上昇（SLR）、海面水温（SST）、人為的
な水利用（W）を含むかどうかを示す。文献から得ら
れる分散の仮定については、仮定している場合を D、
仮定していない場合を ND、生息地が孤立した山の頂
上や南方の陸地の南限にあるなどにより、種や生態系
が温暖化から逃げようとしても分散する場所がないた
めに該当しないときは NRで示す。
　IMAGE、BIOME3、BIOME4、LPJ、MAPSS は研究
に用いた個々のモデルを示し、例えば LPJは、Lund-

Potsdam-Jena 全球植生動態モデルを指す（LPJ-DGVM

－ Sitch et al., 2003; 用語解説も参照）。
　小文字の a～ hはアップスケールやダウンスケール
に関して、文献でどのように取り上げられているのか
を示している（a－ベースラインからの特定の気温変
化（ΔT）に対して地球規模の影響が明確に定義され
ているため、アップスケールは必要なし。b－特定の
地域的な気温変化（ΔT）における地域的な影響が明
確に定義されており、GCMは使用せず。ｃ－特定の
GCMシナリオの結果として地域的な影響が明確に定
義されているが、研究では地域的な気温変化（ΔT）だ
けを使用。d－ cと同じだが、影響には地域的な降水
量変化の結果も入っている。e－ bと同じだが、影響

i

i 表 4.1の 1列目で用いた番号と同じ

番号 i 表 4.1 に示されたそれぞれの項目の感度を導き出すために用いられた研究タイプ、モデル、モデル結果および方法
に関する詳細

1 M, 4, SST

2 E

3 E, SI

4,11,30 M, 7, ND, c; 文献では 6、7、 8月の 1℃の気温上昇に対してロッキー山脈では 13.8%の消失を引用、 CS, PCM, CGを
用いてアップスケールした。

5 M, D&ND, P, a; 18%が予想される最小の気候変動シナリオに合致する。最小の気候変動シナリオとは、文献の Table 
3（付録資料）で、1961－ 1990年の平均に対して 0.9～ 1.7℃（平均 1.3℃）のΔTとされている ; 9つのサブ研究
のうち、8つは H2を用い、1つが H3を用いた。

6 M, 5, IMAGE, a; 著者らは気温のベースラインが 2000年であることを確認した。その気温は 1990年より 0.1℃高い。

には地域的な降水量変化の結果も入っている。f－地
域的な気温変化が、利用できる 2100年までの GCMパ
ターンでアップスケールできる範囲にない。そのため、
可能ならばMeehl et al.（2007）の Figure 10.5と Figure 

10.8を用いて概算している。g－全球の気温変化に関
連するマルチモデルアンサンブルを勘案して、一つの
場所や地域にもたらされうる結果の範囲を推定する研
究。この場合、GCMの不確実性は既に原文献で考慮
されているので、アップスケールは実施せず。h－海
面水温が重要な変数となるため、Meehl et al.（2007）
の地図ならびに Figure 10.5と Figure 10.8を用い、局地
的な年平均（または適切な場合には、Figure 10.9から
の季節平均）海面気温の上昇を、局地的な年平均また
は季節平均海面水温の上昇に等しいものとしてアップ
スケールを実施。ここで使用する GCMの略称は次の
とおり。H2 – HadCM2, H3 – HadCM3, GF – GFDL, EC 

–ECHAM4, CS – CSIRO, CG – CG, PCM– NCAR PCM。
　今回の計算に用いた以下の GCM出力値は第 3次評
価報告書（IPCC, 2001）で用いられたものであり、解
像度は 5°である：HadCM3 A1FI, A2, B1, B2（ただし
A2は 3回のランのアンサンブルであり、B2は 2回
のランのアンサンブルである）; ECHAM4 A2 and B2

（ただしアンサンブルランではない）; CSIRO mark 2 

A2, B1, B2; NCAR PCM A2 B2。CGCM2 A2 B2（それ
ぞれ 2回のランのアンサンブル）。GCMシナリオの
名称だけを記載しているときは、詳細は次のものか
ら得られた : HadCM2/3 （Mitchell et al., 1995）, http://

www.ipcc-data.org/（Gyalistras et al., 1994; IPCC-TGCIA, 

1999; Gyalistras and Fischlin, 1999; Jones et al., 2005も参
照）。使用した GCMおよび AOGCMはすべて以下の
文献で概説されている : IPCC（1990）,  IPCC（1996）,  

Neilson and Drapek（1998）,  IPCC（2001）。
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番号 i 表 4.1 に示されたそれぞれの項目の感度を導き出すために用いられた研究タイプ、モデル、モデル結果および方法
に関する詳細

7 M, D, b; H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
8 M, SST, h

9 M, H2, P, ND, d; 文献 1の table 3は全球のΔTが 1961－ 1990年に対して 1.35℃としている；H3の HHGSDX; H3を
用いてダウンスケールしたあと、H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。

10 M, H2, P, D&ND, d; 9と同様
11 4と同様
12,14 M, P, NR, e: H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
13 M, D, b; H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
14 12と同様
15 M, P, NR, d; 2050年における HadRM3PA2, 文献の figure 13は、1961－ 1990年の平均に対して 1.6℃上昇する H3の

B2に合致するΔTを示す ; H3を用いてダウンスケールし、H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
16 M, H3, P, D, e; H3 2050年 SRES平均
17 E, P, D, b; H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
18 M, 10, P, D, d, g; 文献 1の table 3は、全球のΔTが 1961－ 1990年に対して 1.35℃の上昇としている ; H3, EC, CS, 

PCM, CGを用いてアップスケールした；オーストラリア中の地方的なΔTの幅を利用。
19 M, H3, P, D&ND, d; 文献はベースラインである 1961－ 1990年に対してΔTが 1.8℃上昇する 2050年の B1を示し

ている；H3を用いてダウンスケールしたあと、H3, EC, CGを用いてアップスケールした。
20 M, H2, P, D&ND, d; 1961－ 1990年の平均に対して 1.9℃の全球年間平均ΔTを用いた研究。
21 M, P, D&ND, a; 文献の table 3 中間の幅の気候シナリオで 1961－ 1990年に対して平均 1.9℃のΔT。
22 M, H2, P, D&ND, d; 文献は 1961－ 1990年に対してΔT が 1.9℃上昇する 2050年における H3の A2を用いている

（Arnell et al.,2004）;  H3を用いてダウンスケールしたあと、H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
23 h; 第 1作業部会の地図を用いてアップスケールした , 第 10章
24 E, P, NR, a

25 M, 2, P, NR, d; 1961－ 1990年に対して 2.0℃のΔTを伴う CRUのウェブサイト上のシナリオ。1961－ 1990年の
平均に対して 2.0℃のΔTを示す文献 1の table 3に合致する；H3を用いてダウンスケールしたあと、H3, EC, CS, 
PCM, CGを用いてアップスケールした。

26 M, H2, P, D, d; 66%というのは代表的な 179種の組み合わせから得られた値である。文献 1の table 3は 1961－ 1990
年の平均に対する全球の 3℃のΔTを示している。H3, EC, CS, CGを用いてアップスケールした。

27 M, H2, P, D&ND, d; 文献 1の table 3は HHGGAXを用いて 1961－ 1990年の平均に対する 2.0℃のΔTを示している； 
H3を用いてダウンスケールしたあと、H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。

28 M, H2, P, ND, d; 27と同様
29 M, IMAGE, P, D&ND; 文献は 1990年と比較した全球気温変化を示している。
30 4と同様
31 M, H3, W, a; 文献は 1961－ 1990年の平均に対してΔTが 2.1℃上昇する 2070年における H3の B2を用いている。
32 M, P, D&ND;  （Arnell et al.,2004）による 2080年代の H3の B1を用いている。
33 M, 2, P, LPJ; H3, EC5を用いてアップスケールした（図 4.2；4.3も参照）。
34 M, SST, h

35 M, P, D, d; 中央値として UKCIP02高排出シナリオを用いた ; ハンプシャーに関しては、UKCIP02の地域マップから
H3, EC, CSを用いてアップスケールした。

36 M, a

37 M, SLR, a; 1990年のベースラインに対してΔTが 2℃上昇する US EPAシナリオを用いた、海面上昇の短期的な確
率 50%に基づいた分析

38 M, P, NR, d; 15参照 ; 文献の Figure 13からとられた 2050年における HadRM3PA2 

39 M, H2, D&ND, d; 文献は 1961－ 1990年の平均に対する 2.3℃の全球ΔTを用いている。
40 6と同様
41 M, CS, b; H3, EC, CS, PCM, CGを用いてアップスケールした。
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番号 i 表 4.1 に示されたそれぞれの項目の感度を導き出すために用いられた研究タイプ、モデル、モデル結果および方法
に関する詳細

42 M, 15, SI, a; Arzel （Arzel et al.,2006） は 2080年代に関して、A1Bに基づいて 15の GCMを用いている。Meehl et 
al.,2007によるマルチモデルの A1B 2080年代平均ΔT。Figure 10.5は 1990年より 2.5℃の気温上昇；ACIAは B2に
基づいて 4つの GCMを用いている。マルチモデルΔTは 1961－ 1990年に対して 2.2℃、もしくは 1990年に対し
て 2.0℃。

43 M, GE, P, NR, d; 345ppmから 690ppmへの CO2倍増に対して 2.5℃の気温上昇を伴う GENESIS GCM。345ppmは
1961年から 1990年の平均にかなり近い；アップスケールし、その後、対象としたすべての場所に変動幅を与える；
H3, EC, CS, CGをさまざまに使用した。

44 M, NR, b; H3 ,EC, CSおよび CGを用いてアップスケールした。
45 M, 2, P, d, g; 幅は降水量変化の重要性による。GFDLの CO2倍増は、1990年頃の数値である 300ppmに対するもの。SAR

における気候感度は 3.7；2050年の UKMOは 1961－ 1990年の平均に対して 1.6℃上昇、産業化以前に対して 1.9℃上昇。
46,47 M, H2, BIOME4, P, NR, c; H2GSの A1シナリオでは 1961－ 1990年の平均に対するΔTは 2.6℃。
48,49 pH, g; 2100年の IS92aの CO2は 788ppmで 1990年に対して 1.3から 3.5℃のΔT（IPCC, 1996, Figure 6.20）
50 M, 10, P, D, d, g; 1961－ 1990年の平均に対して 2.6℃上昇。下端では H3, EC, CS, CGを用いてアップスケールした。

上端は範囲から外れる。
51 M, P, D&ND, a; 文献の表 3、最大の気候シナリオは 1961－ 1990年に対して平均 2.6℃のΔTあるいは 1990年に対

して 2.3℃のΔT；9つのサブ研究のうち、8つは H2を用い、1つが H3を用いた。
52 M, BIOME3, P, d, f; エアロゾルを伴う 2080年代の H2 （HHGSA1） は 1961－ 1990年の平均に対して、2.6℃の全球

ΔTを示す。
53 M, H3, W, a; 文献は 2070年の H3の A2を用いており、1961－ 1990年の平均に対して 2.7℃のΔT、また 1990年に

対しては 2.5℃のΔTを示す。
54 M, 2, SLR, a;  2100年の IS92aの CO2は 788ppmで、1990年に対して 1.3から 3.5℃のΔT（IPCC,1996, Figure 6.20）。
55 M, SST, h

56 E, P, D, e; H3, EC, CSを用いてアップスケールした。
57 M, P, NR, e; H3, C, CS, CGを用いて、文献の地図から得られたいくつかの場所に関してアップスケールした。
58 M, NR

59 pH, a; CO2倍増下での影響。気温の幅は平衡気候感度に関する第 1作業部会から得られた。
60 M, CS, P, d; H3, EC, CS, CGを用いてアップスケールした。
61 M, NR, b; %は研究対象となった 3つの島のすべての森林の合計に関して文献の Table 1から求められた値。アップ

スケールは 3つの島の平均の変化を考慮しており、H3, EC, CS, CGを用いている。
62 M, H3, P, D&ND, d, f; 文献の table 3は 1961－ 1990年の平均に対する 3℃の全球ΔTを示す。
63 M, H2, SLR, NR, a; エアロゾルを伴わない 2080年代のH2は産業化以前に対して3.4℃の全球ΔTを示す（Hulme et al.,1999）。
64 M, 7, BIOME3, MAPSS, P, D&ND, a; Neilson & Drapek （1998） Table 2による漸増および平衡 CO2倍増シナリオを用い

ている。；基準濃度はモデル開発者から直接得た；ゆえにこの研究に対して求められた全球平均ΔT。
65 M, 2, P, D, d; 研究は平衡 CO2倍増シナリオを用いた。倍増時における CCCΔTは 1990年に対して 3.5℃であるが、

GFDL R30は 1900年に対して 3.3℃である；アップスケールは H3, EC, CGの幅を与える。
66 M, D, b; H3, EC, CSを用いてアップスケールした。
67 M, H3, P, D&ND, d; 文献は 2080年におけるH3のA2を用いており、1961－ 1990年に対して 3.3℃のΔTである（Arnell 

et al., 2004）。
68 M, CCC, P, D, d; 2平衡 CO2倍増シナリオは 1900年に対して 3.5℃のΔTを示す；CGCMを用いてダウンスケールし、

H3, EC, CS, CGを用いてアップスケールした。
69,70,71 M, 5, IMAGE, a; 著者らは気温のベースラインが 2000年であることを確認した。その気温は 1990年より 0.1℃高い
72 M, H3, P, D&ND, d; 文献は、1961－ 1990年に対する 2080年における A1によるΔTが 3.6℃であることを示す。

H3を用いてダウンスケールし、H3, EC, CGを用いてアップスケールした。
73 M, NR, b; H3, EC, CGを用いてアップスケールした。
74 M, NR, b, f;  Meehl et al., 2007 Figure 10.5および 10.8は、1990年に対して 3.5℃の全球ΔTを示唆している。
75 M, D, f; Meehl et al., 2007 Figure 10.5は 1990年に対して 3.5℃以上のΔTでこれが生じることを示している。
76 M, NR, b, f; 75と同様
77 M, NR, b, f

78 M, SLR, a; 1990年に対して 4.7℃上昇する US EPAシナリオ
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【第 4章　訳注】

【訳注 4-1】原文の英語は PgC。炭素化合物を炭素に換算した量。Pg（ペタグラム）は 1015g。

【訳注 4-2】 原文の英語は 14 billion km3（140億 km3）であるが、実際の海洋の容積は約 14億 km3であるので、
原文を誤りとして訂正した。

【訳注 4-3】 原文は aragonite concentrations（アラゴナイト濃度）であるが、ここでは海水温上昇や pHの低下によっ
て海水のアラゴナイト飽和度が低下することを意味するので、訳文をアラゴナイト飽和度とした（Box 

4.4 およびその訳注を参照）。

【訳注 4-4】 原文の英語は succession。ある場所の植生の種組成や構造が相互の競争関係を経て時間的に変化し、
安定した生態系へと向かっていく現象のこと。

【訳注 4-5】原文の英語は Climate envelope modelling。気候条件で範囲を決定するモデルのこと。

【訳注 4-6】 本 Box中の原文の aragonite concentrations（アラゴナイト濃度）は、aragonite saturation（アラゴナイ
ト飽和度）の意味として訳した。

【訳注 4-7】 例えば、2050年大気 CO2濃度は、SRESシナリオのうち排出量上位の場合で、産業化以前の 2倍程
度になりうる。

【訳注 4-8】 原文の英語は down/upscaling。より大きな空間的広がり（スケール）から詳細化（ダウン）したり、
より小さな空間的広がりから集約化（アップ）することで、異なるスケールの情報を利用すること。
アップスケールの例として、地点での現地観測データを集計して全国平均を求める、ダウンスケー
ルの例として、衛星で観測された地域平均を標高を加味して地点ごとに割り付ける、など。
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