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概要

中緯度から高緯度の地域では、さほどひどくない程度
の温暖化は作物や牧草の収量に便益をもたらすが、乾
季のある低緯度地域では、わずかな温暖化でさえも収
量を減少させる（確信度が中程度）。
さまざまな場所に関するモデリングの結果は、中緯度
および高緯度地域では、気温のさほどひどくない程度
から中程度の地方的な上昇（1～ 3℃）とこれに伴う
二酸化炭素（CO2）の増加および降雨の変化が作物の
収量によい影響を少し与えうることを示している。低
緯度地域では、さほどひどくない程度の気温上昇（1

～ 2℃）であっても主要な穀物の収量に悪影響を及ぼ
す可能性が高い。さらなる温暖化はすべての地域にお
いていっそうの悪影響を与える（確信度が中程度から
低い） ［図 5.2］。これらの結果から、全体として、地方
平均気温が 1～ 3℃の幅で上昇すると、世界の食料生
産能力が増加するが、この幅を超えれば減少すると予
測される ［5.4, 5.6］。

社会経済的開発により全体的に飢餓が大幅に減少する
中で、気候変動は飢餓リスクに直面する人々の数を多
少増加させると見るべきである（確信度が中程度）。
「 排出シナリオに関する IPCC特別報告書（SRES）」の
気候変動を伴わない社会経済開発のシナリオは、現在
の栄養不良者 8億 2,000万人に対して、2080年までに
栄養不良者が 1億～ 2億 3,000万人（幅は SRES A1、
B1、B2 にわたる）に減少すると予測している（ある
いは SRES A2シナリオのもとでは 7億 7,000万人）（確
信度が中程度）。気候変動を伴うシナリオは、2080年
までに 1億～ 3億 8,000万人（SRES A1、B1、B2シナ
リオで、CO2 による効果を伴う場合と伴わない場合を
含む幅）になると予測している（A2シナリオのもと
では 7億 4,000万～ 13億人）（確信度が低から中程度）。
気候変動と社会経済の変化が組み合わさって飢餓の地
域的分布を変え、サハラ以南のアフリカには大きな悪
影響を及ぼす（確信度が低から中程度）［表 5.6］。

予測される平均的気候の影響に加えて、極端な気候現
象の頻度と厳しさに関し予測される変化は、食料と
林産物の生産および食料不安に重大な結果をもたらす

（確信度が高い）。
最近の研究は、暑熱ストレス、干ばつ、洪水現象の頻
度の増大を含む気候変動シナリオが、平均的＜気候＞
変数の変化のみによる影響を超えて作物の収量と家畜

の生産性を低下させ、予期しない事態を生む可能性が
あることを示している ［5.4.1, 5.4.2］。気候の変動性と
変化はまた、森林火災、害虫、病原体発生のリスクを
変化させ、食料、繊維、林業（FFF）に悪影響を及ぼす（確
信度が高い）［5.4.1 から 5.4.5］。

温暖化が進むにつれて、適応は水資源や環境資源にス
トレスを与える（確信度が低い）が、シミュレーショ
ンは、低度からさほどひどくない程度の温暖化に伴う
適応の相対的便益の上昇を示唆している（確信度が中
程度）。
FFFに関わる活動について、ある場所で実施されてい
る慣行の変更から活動の場所の変更まで、コストの異
なる複数の適応オプションがある ［5.5.1］。 適応の効
果は、悪影響をわずかに低減するだけのものから悪影
響を望ましい影響に変えるものまで、さまざまである。
平均的には、世界全体の穀作システムでは、品種と播
種時期の変更などの適応によって、1～ 2℃の地方的
気温上昇に対応する 10～ 15％の収量の減少を回避す
ることができる。適応がもたらす便益は、あるところ
までは気候変動の度合いによって増大する傾向がある 

［図 5.2］。3℃の地方的気温上昇では、低緯度地域にお
ける適応能力を超える ［図 5.2, 5.5.1節］。気候変動へ
の適応を促進するためには、政策と制度の変更が必要
である。収量の下落によって、余儀なく生産性の低い
土地を耕作したり、持続可能ではない耕作慣行を採用
したりすることが、土地の劣化と資源利用を増加させ、
野生種と栽培種双方の生物多様性を危うくするかもし
れない ［5.4.7］。適応策は、開発戦略およびプログラム、
国家プログラム、貧困削減戦略と統合されるべきであ
る ［5.7］。

小規模農家と自給農家、牧畜民、零細漁民は、気候変
動の複雑で局地的な影響を被る（確信度が高い）。
適応能力が制約されるこれらのグループは、極端現象
への高い脆弱性と相まって、低緯度作物の収量に対す
る悪影響を経験するだろう。より長期的には、<源流
の >雪積の減少（特にインダス－ガンジス平原）、海
面上昇、農業労働力の供給に影響を及ぼす人の病気の
流行の広がりなどの、ほかの気候関連プロセスの追加
的な悪影響があるだろう ［5.4.7］。

地球規模では、林業の生産性は、全球的なトレンドに
対して大きな地域的変動性があるものの、短・中期的
な気候変動に伴ってやや上昇する（確信度が中程度）。
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地球規模の林業生産の変化は、地域的、地方的な変化
は大きいだろうが、小規模な増加からわずかな減少ま
で幅がある ［5.4.5.2］。生産の増加は短期的には低緯度
地域で生じ、長期的には高緯度地域に移動するだろう 

［5.4.5］。

特定魚種の地方的な絶滅が、分布域の辺縁において生
じると予想される（確信度が高い）。
継続する温暖化に起因して、特定魚種の分布と生産性
の地域的変化が予想され、特に淡水魚種と通し回遊性
魚種（例えばサケ、チョウザメ）では、分布域の辺縁
において地方的な絶滅が生じるだろう。ある場合には、
分布域と生産性が増大するだろう ［5.4.6］。新たな証拠
は、子午面循環が、漁業に深刻な結果をもたらす可能
性を伴いながら、減速していることを示唆している（確
信度が中程度）［5.4.6］。

食料と林業の貿易は、大半の開発途上国の食料輸入依
存度を高めつつ、気候変動に応じて増加すると予測さ
れる（確信度が中程度から低い）。
食料の購買力は 2050年までの期間には実質価格の低
下により強化されるが、2050から 2080年までは食
料の実質価格の上昇によって悪影響を受けるだろう 

［5.6.1, 5.6.2］。温帯域から熱帯域諸国への食料の輸出
は増加するだろうが ［5.6.2］、林業では短期的にはその
逆になるだろう ［5.4.5］。

上昇した CO2  濃度に対する作物の応答に関する実験
的研究は、第 3 次評価報告書（TAR）の結論を裏付け
る（確信度が中程度から高い）。新たな開放系 CO2 増
加実験（FACE）の結果は、森林の応答がより低いこ
とを示唆している（確信度が中程度）。
FACE研究の最近の再解析は、大気中 CO2 濃度 550 

ppmでは、ストレスのない条件下での C3 作物の収量
が 10～ 25％増加し、C4 作物は 0～ 10％増加すること
を示しており（確信度が中程度）、以前の TARの推定
と一致する（確信度が中程度）。CO2 濃度の上昇下で
の作物モデルシミュレーションはこれらの幅と一致す
る（確信度が高い）［5.4.1］。近年の FACEの結果は、
成熟した森林の木立では著しい応答がないことを示唆
し、若い樹木では成長が促進されることを確認してい
る ［5.4.1.1］。作物と森林の双方において、オゾン曝露
が CO2 への応答を制限する。

5.1　 はじめに：重要性、範囲と不確実
性、第 3次評価報告書（TAR）の概要、
および手法

5.1.1　農業、林業、漁業の重要性

　現在、地球の地表の 40%は、農地および牧草地とし
て管理されている（Foley et al., 2005）。自然の森林は
地表の 30%（39億 ha）を覆っているが、そのわずか
5%が（FAO, 2000）全世界の丸太の 35%を供給してい
る。開発途上国では、国民のほぼ 70%が農村地域で暮
らしており、そこでは農業が最大の生計手段である。
開発途上国における農業収入の増加は、人類の発展に
とって必須である非基本的な財とサービスに対する需
要を増大させる。国連食料農業機関（FAO）は、世界
で最も貧しい約 4億 5,000万の人々の暮らしは管理さ
れた生態系サービスに完全に依存している、と推定し
ている。漁業は、26億以上の人々に、動物タンパク質
の一人当たりの平均摂取量の少なくとも 20%を提供し
ているが、全世界の漁場の 4分の 3は、現在、完全に
利用されているか、乱獲状態にあるか、あるいは枯渇
状態にあるかのいずれかである（FAO, 2004c）。

5.1.2　本章の扱う範囲と不確実性の取扱い

　食用作物、牧草地と家畜、工芸作物【訳注 5-1】とバ
イオ燃料、林業（商業林）、養殖業と漁業、小規模農
家と自給農家、および零細漁民に焦点を合わせて、本
章の扱う範囲は、次のとおりである。
・ 現在の気候に対する感度／脆弱性を調査する。
・ 気候、世界および地域の食料安全保障、および林業
と漁業の生産量の将来トレンドを考察する。

・ 気候変動が、食用作物、牧草と家畜の生産、工芸作
物とバイオ燃料、林業、漁業、小規模農家と自給農
業に与える主要な将来の影響を概観する。

・ 損害を相殺する際の適応の有効性を評価し、気候変
動に対する計画的な適応をはじめとする適応オプシ
ョンを同定する。

・ これらの分野における気候変動の社会的、経済的な
コストを調査する。

・ 持続可能な開発にとって気候変動への対応がどのよ
うな意味を持つのかを調査する。

本章においては、不確実性の一貫した取り扱いのため
に努力する。調査結果や結論における不確実性の最終
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的な判断についての追跡可能な根拠を可能な限り残し
ておく。その根拠は、評価のもととなった研究で用い
られた手法における不確実性の発生源を明確に示すも
のである。本章の最後では、調査結果と結論をまとめ、
その不確実性についての最終判断を与える。

5.1.3　 第 3次評価報告書（TAR）の重要な
結論

2001年の第 3次評価報告書（TAR: IPCC, 2001）の食料、
繊維、林業、漁業に関する主要な結論は、本章にとっ
て重要な基準となっている。それらの概要は、以下の
とおりである。

食用作物
・ CO2 の効果は気温の上昇に伴って増加するが、さま
ざまなプロセスにとっての最適な気温、特に植物の
水利用にとっての最適な気温を超えると減少に転じ
る。CO2 の効果は、水分ストレスにさらされている
作物の方が（灌漑作物に比べて）比較的大きくなる
可能性がある。

・ モデル研究は、熱帯地方ではわずかな温暖化によっ
て作物の収量が減少することを示唆している。

・ 中から高緯度地方の作物は、小幅な温暖化（約＋ 2℃）
からは便益を得るが、温暖化がさらに進むと作物の
健康が衰える。

・ 富と天然資源が豊かな諸国は、そうでない諸国に比
べて、より効率的に適応することができる。

林業
・ 開放系 CO2 増加実験（FACE）は、樹木が CO2 のレ
ベルの増加に迅速に順応することを示唆している。

・ 気候変動の最大の影響は、北方林に最も早く現れる
可能性が高い。

・ 第 2次評価報告書（SAR）の結論とは対照的に、気
候変動は全世界の木材供給量を増加させ、開発途上
国における市場占有率【訳注 5-2】の現在の増加傾向
に拍車をかけることになるだろう。

養殖業と漁業
・ 地球温暖化は、自然変動が漁業活動に与える影響を
混乱させ、管理を複雑化させる。

・ 多くの国々の水産業の持続可能性は、国際的な資源
評価や管理計画と結び付いた、二国間および多国間
の漁業協定における柔軟性の増加に依存するだろ

う。
・ 海水温の上昇は、養殖業における病気の増加と藻類
の発生をもたらした。

5.1.4　手法

　気候変動が農業、林業、そして漁業に与える影響に
ついての研究では、システムの複雑性を深める取組み
が行われている。これには不確実性に対処するための
新しい一連の手法が必要であり、この不確実性は、新
しい、しばしば非線形であるプロセスについての知見
の増加に伴い追加される。実験における現実性の増加
（例えば FACE）、そして、実験結果の農作物－シミュ
レーションモデルへの適用は、モデルの推定値の信頼
性を高めている。統合された生理学的、経済学的モデ
ル（例えば Fischer et al., 2005a）を使用すれば、農業の
生産性、入力および出力価格、そして特定の地域の飢
餓のリスクに対する気候変動の影響の全体的なシミュ
レーションを行うことが可能となるが、そのシミュレ
ーションは少数の要素モデルに依存している。数多く
の研究にわたってみられるトレンドと＜それらに＞一
貫している結果を特定するため、メタ解析を農業、林
業、漁業に適用した結果、TAR以降の新たな、そして
重要な情報、とりわけ、大気中の CO2 が農作物と森林
の生産性（例えば Ainsworth and Long, 2005）や漁業に
（Allison et al., 2005）与える直接的な影響についての情
報が明らかになった。適応能力を決定付けるプロセス
が複雑であるため、適応プロセスをよく理解し予測す
るために地域に焦点を合わせた研究の増加を必要とし
ている（Kates and Wilbanks, 2003）。そのため、地域レ
ベルの研究が増加している。このことが、例えば、マ
ルチ－レベルモデリング（Easterling and Polsky, 2004）
の使用のような、地方的な調査結果をより広い地域に
拡大するための、よりロバスト【訳注 5-3】な方法の重
要性を増大させている。さらに、モデルへのインプッ
トを駆動する将来の気候および社会のシナリオの数が
増加していることも、複雑性を高める要因になってい
る（Nakićenović and Swart, 2000）。

5.2　 気候に対する現在の感度、脆弱性、
および適応能力

5.2.1　現在の感度

　気候変数（例えば、気温、放射、降水量、大気中の
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水蒸気圧、風速）の年毎、月毎、そして日毎の分布は、
農業、林業、および漁業システムの生産性を決める多
くの物理的、化学的、生物学的プロセスに影響を与え
る。農作物、牧草、および樹木種の緯度分布は、現在
の気候および大気の条件ならびに日長の関数になって
いる（例えば Leff et al., 2004）。季節毎の総降水量とそ
の変動パターン（Olesen and Bindi, 2002）は、農業、牧
畜業、および林業システムにとってきわめて重要な要
素である。
　農作物は、その成長、発育、および収量に影響を与
える気候環境に対して、閾値反応を示す（Porter and 

Semenov, 2005）。収量にダメージを与える気候閾値（穀
類や果樹の場合はほんの数日間であるが）には、種（タ
ネ）や果実などの生殖器官の形成を整える特定の発
達段階に関わる温度レベルなどがある（Wheeler et al., 

2000; Wollenweber et al., 2003）。これは、数日以内の時
間分解能と詳細な生物季節【訳注 5-4】が、農作物－気
候連結モデルによる収量ダメージの推定に必要である
ことを意味している（Porter and Semenov, 2005）。嵐や
洪水などの短期的な自然の極端現象や、年々～ 10年
単位の気候変動、エルニーニョ南方振動（ENSO）な
どの大規模な循環変動は、すべて、農業、畜産業、
および林業の生産に重要な影響を与えることになる
（Tubiello, 2005）。例えば、エルニーニョのような状況
は、オーストラリアの耕作地域の大半において農業所
得を長期的な平均よりも 75%減少させる可能性を高
め、国内総生産（GDP）に 0.75～ 1.6%の影響を与え
る（O’Meagher, 2005）。最近、冬季の北大西洋振動（NAO）
と翌年の夏季の気候には関連性があることが分かって
きた。NAOは、英国におけるコムギの成長・成熟期に
晴れて乾燥した天候をもたらし、それがコムギの質を
向上させる（Atkinson et al., 2005）。しかし、同じ気象
条件は、干ばつの影響を増大させることによって草地
の夏季の成長を抑制することになる（Kettlewell et al., 

2006）。
　ヨーロッパの最近の熱波（Box 5.1を参照）とアフリ
カの干ばつ（表 5.1参照）は、地方的および／または
地域的な気候変動性が農作物と家畜に大きな影響を与
える可能性があることを示している。

5.2.2　複合的ストレスに対する感度

　複合的ストレス、例えば、水資源利用可能量の制約
（第 3章参照）、生物多様性の喪失（第 4章参照）、大
気汚染（Box 5.2参照）などは、気候変動に対する感

度を増加させ、農業分野の回復力を低下させる（FAO, 

2003a）。陸上の天然資源は、継続的に劣化している。
その原因は、土壌の侵食、灌漑地域の塩性化、過剰放
牧による乾燥地の劣化、地下水の過剰汲み上げ、単一
栽培の拡大と農薬の使用による病気への感染しやすさ
の増大と病害虫の抵抗力の増強、そして、現代の品種
が伝統的な品種に置き換わる際の生物多様性の喪失と
遺伝資源基盤の侵食などである（FAO, 2003b）。小規模
農家は、さまざまな社会的、環境的なストレス要因に
対して特に脆弱である（表 5.2参照）。それらのプロセ
スが全体として農業の生産性にどのような影響を与え
るかは明らかではない。さらに、森林火災や昆虫の大
発生などの複合的ストレスが、全体的な感度を増加さ
せる（5.4.5節参照）。漁業の場合は、資源の乱獲（5.4.6

節参照）、生物多様性の喪失、水質汚染、および水資
源の変化（Box 5.3参照）も、気候に対する現在の感度
を増加させる。

5.2.3　 総合的視野で見た現在の脆弱性と適
応能力

　極端現象を含む気候変動性に対する現在の脆弱性
は、危険と状況の双方に依存している（Brooks et al., 

2005）。農業、林業、および漁業システムの脆弱性は、
（前述のような）気候条件への曝露と感度、および変
化する状況に対処する能力に依存している。アメリカ
－メキシコの国境の両側の条件を比較すると、同じ生
物物理学的状況下で生活している農業従事者や牧場経
営者でも、社会的、政治的、経済的、そして歴史的な
要因によって脆弱性に差が生じることが明らかになる
（Vasquez-Leon et al., 2003）。グローバル化のプロセスに
伴う制度的、経済的な変革（例えば、補助金の撤廃や
輸入競争の激化）は、一部の農業従事者の気候変動に
対処する能力を低下させている（O’Brien et al., 2004）。
脆弱性を低減させ、気候変動に対する適応を増進させ
る努力は、グローバル化に伴う変化によってプラスと
マイナスの影響を受ける（Eakin and Lemos, 2006）。
　現在の気候に対する適応能力は、動的であり、富、
人的資本、情報と技術、物的資源とインフラ、および
制度と権利の変化によって影響を受ける （第 17章参
照） （Yohe and Tol, 2001; Eakin and Lemos, 2006）。季節
予報【訳注 5-5】の作成と伝達は、多くの資源管理者が
気候変動性（特に ENSOに関連する変動）を予期し、
それに備える計画を立てる能力を、限界はあるものの、
向上させた（Harrison, 2005）。しかしながら、感染症
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に関連する問題、紛争、その他の社会的な要因は、地
域レベルで変動や変化に対応する能力を低下させ、そ
れによって現在の脆弱性を増加させる可能性がある。
国家および国際レベルの政策や対応も、地域の適応力
に影響を与える（Salinger et al., 2005）。国家の農業政
策は、地域のリスク、ニーズと能力、ならびに国際市場、
関税、補助金、貿易協定などに基づいて進められるこ
とが多い（Burton and Lim, 2005）。
　サハラ以南のアフリカは、現在、食料不足に対して
きわめて脆弱な地域の一つである（Vogel, 2005）。干ば
つ状態、洪水、害虫の大発生は、食料の安全保障に対
する現在のストレス要因の一部であり、食料安全保障
は将来の気候変動の影響を受ける可能性がある。農業、
漁業、林業に関する現在の対応策のオプション、およ
び全体的な開発イニシアティブは、健康状態、情報の
欠如、非効率な制度構造などによって制約を受け、そ
れが、将来、気候ストレスが高まる時期への適応にと
ってマイナスの結果となる可能性がある（第 9章参照）
（Reid and Vogel, 2006）。

5.3　 気候、食料、林業、漁業の将来トレ
ンドに関する想定

　世界的人口増加の鈍化（UN, 2004）、急速に進む都
市化、全体の所得構成における農業シェアの減少、お
よび農業に依存する人々の減少は、＜将来＞気候変動
が進む可能性が高いときの社会的環境を形成する可能
性が高い主要な要素の一部である。これらの要素は、
気候変動が農業にどのような影響を与えるか、農村地
域の人々が変化する気候条件にどのように対処できる
か、また、食料安全保障にどのような影響を与えるか、
を決定づけるであろう。気候変動が農業の農業生態学
的な状況に与える影響を評価する際には、このような、
変化する社会経済的な状況という背景を考慮しなけれ
ばならない（Bruinsma, 2003）。

5.3.1　気候

　水収支と気象の極端現象は、農業および林業が受け
る多くの影響にとって重要である。気候モデルによる
シミュレーションの 90%以上が、21世紀の末までの
北部および南部亜熱帯地域に対して降水量の減少を推
測している（IPCC, 2007a）。また、南アジア、東アジ
ア、東オーストラリア、および北欧の主要な農業生産
地域では、降水の極端現象＜（豪雨）＞が増える可能

性が非常に高い（Christensen et al., 2007）。食料、飼料、
および繊維＜作物＞についての気候変動影響モデルに
は、降水量変化の予測パターンについての最近の調査
結果がまだ盛り込まれていないことに注意しなければ
ならない。
　さまざまな天水作物と牧草に対する現在の気候、土
壌、および地形の適合性は、Fischer et al.（2002b）に
よって見積もられている（図 5.1a参照）。地球規模で
見ると、約 36億 ha（地球の陸地面積の約 27%）の土
地は、天水農業にとっては乾燥し過ぎている。水利用
可能量を考えると、灌漑によって穀物の生産が可能に
なるのは、この乾燥地域のわずか約 1.8%に過ぎない
（Fischer et al., 2002b）。
　年平均流出量の変化は、植生にとっての平均的な水
利用可能量を示す指標である。現在から 2100年までに
予測される変化（第 3章参照）は、ある程度一貫性の
ある流出量パターンを示している。すなわち、高緯度
地域と湿潤熱帯地域では増加し、中緯度地域と乾燥熱
帯地域の一部で減少する（図 5.1b）。従って、水利用
可能量の減少は、現在は天水作物に適している地域の
一部（例えば、地中海沿岸地域、中央アメリカ、およ
びアフリカとオーストラリアの亜熱帯地域）に影響を
与えると予測される。降水量の極端な増加（Christensen 

et al., 2007）も、主要な農業生産地域（例えば南アジア、
東アジアおよび北欧）で起こる可能性が非常に高い。

5.3.2　 農業、林業、漁業における将来の世
界的需給均衡化

5.3.2.1　農業
　人口増加の鈍化と、カロリーを追加する必要性がほ
とんどない豊かな食生活を送っている人々の割合の
増加は、世界の食料需要＜の増加＞を減速させると予
測される。この需要の減速予測は、世界の食料消費パ
ターンが作物を基本とした食事から家畜を基本とした
食事に現在シフトしていることを考慮に入れている
（Schmidhuber and Shetty, 2005）。FAO（FAO, 2005a）は、
需要の減速と平行して、世界の農業生産の増加率も、
過去 30年間における年率 2.2%から、2000から 2015

年には 1.6%に、2015から 2030年には 1.3%に、そし
て 2030から 2050年には 0.8%に低下すると予想して
いる。それでも、世界の作物生産は、（1999から 2001

年と比較して）2030年までには 55%、2050年にかけ
ては 80%増加することになる。この生産成長を促進
するためには、天水作物用の耕作地を 1億 8,500万 ha
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（+19%）、そして灌漑用の耕作地を 6,000万 ha（+30%）
増やす必要がある。本質的に、すべての農地拡大は関
発途上国、そのほとんどはサハラ以南のアフリカとラ
テンアメリカで行われることになろう。それは、結果
として生態系サービスとの直接的なトレードオフを生
じうる（Cassman et al., 2003）。土地利用の拡大に加え
て収量も増加すると予想される。開発途上国における
穀物の収量は、現在の 2.7t/haから 2050年には 3.8t/ha

に増加すると予測される（FAO, 2005a）。
　世界的な需給バランスのこのような改善によって、
栄養不良の人々は現在の 8億人以上から 2050年まで
に約 3億人（開発途上国の人口の 4%）に減少するだ
ろう（表 5.6参照）（FAO, 2005a）。だが、そのような
全体的な改善にもかかわらず、食料安全保障問題は、
依然として、地域および国家のレベルで取り組むべ
き重要な問題として残される。サハラ以南のアフリ
カ、アジア、およびラテンアメリカは、高い人口増加
率と天然資源の劣化によって、高い貧困率と食料不安
が続く可能性が高い（Alexandratos, 2005）。Cassman et 

al.（2003）は、これらの地域では、食料（穀物）需要
を満たすと同時に、天然資源を保護し、環境の質を改
善するという二重の課題に気候変動が付け加わること
になるだろう、と強調している。

5.3.2.2　林業
　近年、林産物の需給についての多くの長期的な研究
が実施されている（例えば Sedjo and Lyon, 1990, 1996; 

FAO, 1998; Hagler, 1998; Sohngen et al., 1999, 2001）。こ
れらの研究は、収穫＜の対象＞が天然林から造林地
に移行すると予測している。例えば、Hagler（1998）
は、造林地で生産される工業用木材が 2000年には全
体の 20%だったが、2030年には 40%以上に増加する
ことを示唆した。その他の推定も（FAO, 2004a）、造
林地における 2001年の生産量は全体の 34%だったが、
その割合が 2020年までに 44%に増加し（Carle et al., 

2002）、2050年までに 75%に増加する（Sohngen et al., 

2001）と推測している。また、工業用木材の供給地が
温帯地域から熱帯地域に、そして北半球から南半球に
地球規模で移行するだろう。地域間の需給のアンバラ
ンスを是正するために、林産物の貿易は増えるだろう
（Hagler, 1998）。
　工業用木材の需要予測は、一貫して実際の需要より
高くなる傾向がある（Sedjo and Lyon, 1990）。実際の需
要の増加は比較的小さかった（現在の需要 16億 m3を
1980年代初期の15億m3と比較してみれば分かる（FAO, 

1982, 1986, 1988, 2005b））。FAO（1997）、Häggblom（2004）、
Sedjo and Lyon（1996）、および Sohngen et al.（2001）の
最近の予測においても、2010から 2015年までの需要
は 18億 ～ 19億 m3と、同じように控えめな増加見通
しで、それは、2015年までに 21億 m3になり、2030

年までに 27億 m3になるという、以前の高い推定値
（Hagler, 1998）とは対照的である。同様に、FAO（2001）
の研究でも、世界の薪の使用は 19 億 m3でピークを迎
え、その後は安定あるいは減少しているが、木炭の使
用は引き続き増加していることが示唆されている（例
えば Arnold et al., 2003）。しかしながら、エネルギー価
格の上昇に直面して、特に、もし化石燃料からバイオ
燃料への転換を促すインセンティブが働けば、薪の使
用が激増する可能性がある。ほかの多くの製品とサー
ビスも森林資源に依存している。だが、その製品とサ
ービスに対する将来の世界需要については、十分な推
定がなされていない。
　最後に、気候変動は森林資源の利用可能量に影響を
与えるが、人為的な影響、とりわけ熱帯地域における
土地利用の変化と森林伐採は、きわめて重要な要素と
なる可能性が高い（Zhao et al., 2005）。アマゾン川流域
では、森林伐採と森林分断化の増大が水利用可能量に
影響を与え、より厳しい干ばつの引き金になる恐れが
ある。干ばつに森林伐採が加わると、森林火災の危険
性が増大する（Laurance and Williamson, 2001）。シミュ
レーションによると、2001年の ENSOの時期に、アマ
ゾンの森林の約 3分の 1は火災を被りやすい状況にあ
った（Nepstad et al., 2004）。

5.3.2.3　漁業
　世界における食用魚類の生産量は今後 2020年にか
けて増加する見通しだが、その増加率は世界の需要を
満たすほどではない。一人当たりの魚の消費量と価格
は上昇すると予想され、商品の種類と地域には大きな
ばらつきが生じるだろう。2020年までに、捕獲漁業は、
引き続きサハラ以南のアフリカ（98%）、米国（84%）、
ラテンアメリカ（84%）において生産される魚の大半
を供給すると予測されるが、養殖業が優位を占めるイ
ンド（45%）ではその割合が小さくなると推測されて
いる（Delgado et al., 2003）。アジアのすべての国々に
おいては、2005から 2020年にかけて魚の生産量が増
加する可能性が高いが、その増加率は徐々に低下する
だろう。捕獲漁業における傾向（通常はゼロ成長、あ
るいは微減）は、魚全体の供給に対して深刻な脅威と
はならないが、予測されている需要の増大を考慮すれ
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ば、漁業の衰退はどのようなものであれ、懸念材料と
なるだろう（Briones et al., 2004）。

5.3.2.4　自給農業および小規模農業
　ここで使う「自給農業および小規模農業」とは、主
に家族だけで農業を営み、農業が主要な収入源になっ
ている、主として開発途上国の農村地域の人々の農業
を意味する（Cornish, 1998）。このカテゴリーには、牧
畜民および零細漁業と小規模養殖業を行っている人々
も含まれる（Allison and Ellis, 2001）。
　このカテゴリーに属している人々の全世界の、ある
いは地域的な人口についての、適切な情報に基づく
推定値はほとんどない（Lipton, 2004）。開発途上国に
おいてすら、小規模農地所有者のすべてが貧困層とい
うわけではないが、世界の 12億人の貧困層（購買力
に換算して 1日 1米ドル未満で生活している人々と定
義）の 75%は農村地域で生活し、働いている（IFAD, 

2001）。彼らは、程度の差こそあれ、生存に必要な最
低限の生産量（孤立した周縁の土地、小規模な農地、
正式ではない土地所有、低水準の技術）と、世界市場
への不公平で予測不能な曝露の双方に関係する問題に
苦しんでいる。そのようなシステムは、「複雑さ、多
様さ、およびリスクの受けやすさ」で特徴づけられる
（Chambers et al., 1989）。リスク（Scoones et al., 1996）
も多様であり（干ばつと洪水、農作物や家畜の病気、
市場ショック）、個々の世帯もしくはコミュニティ全
体がそれらを感じることもある。また、小規模農民、
自給農民、牧畜民は、食料需要を直接満たすためばか
りでなく、エネルギー、衣服、健康上のニーズを満た
すために、しばしば自然の資源を狩猟採取することも
ある。彼らは、農場外労働および／または非農業労働
にも従事している（Ellis, 2000）。
　自給農民および小規模農民の生計システムには、現
在、気候の変動と変化のほかにも多くの組み合わさ
ったストレス要因が存在している（5.2.2節で概説）。
彼らはまた、ある種の重要な回復要因も保持してい
る。すなわち、家族労働の使用に伴う効率性（Lipton, 

2004）、リスクの分散を可能にする生計の多様性（Ellis, 

2000）、および、リスクの多い環境のニッチを開発し
たり危機に対処することを可能にする先住民の知識
（民族あるいは土地固有の知識に関する事例の章を参
照）などである。ストレス要因と回復要因との組合せ
は、生計において複雑なプラスとマイナスの傾向を生
じさせる。農村地域から都市への移動は、引き続き重
要な要素になるだろう。2017年までには、低開発地域

において、都市の人口が農村地域の人口を上回るよう
になると予想される（UNDESA, 2004）。農村地域にお
いては、農業からほかの業種への多様化が継続するだ
ろう（Bryceson et al., 2000）。開発途上国では、既に、
非農業活動による所得が農村地域の所得の 30～ 50%

に達している（Davis, 2004）。Vorley （2002）、Hazell 

（2004）、および Lipton （2004） は、適切な政策があれ
ば、自営農場に関連する効率性と雇用創出に基づいた
貧困削減をもたらす成長（Pro-poor Growth） の可能性
があると見ているが、小規模農業者や自給世帯の数は
ほかの生計手段に引き込まれる、あるいは追いやられ
ることで、全体としては減少するであろうものの、さ
らなる脆弱性と貧困に苦しみ続ける者も残る可能性が
高い。

5.4　 将来の主要な影響、脆弱性、および
それらの空間的な分布

5.4.1　基本的な効果と相互作用

　第 3次評価報告書（TAR）は、気候の変化と変動が、
CO2 の増加、気温上昇、降水と蒸発散レジームの変化、
極端現象の発生頻度の増加、および、雑草、害虫、病
原体による圧力の変化が植物の成長と収量に及ぼす効
果によって、世界中の食料、繊維、森林に影響を与え
るだろうと結論づけた。TAR以降の多くの研究は、以
前の結論を確認し、拡張した。重要な問題を以下の各
節で述べる。

5.4.1.1　  CO2の増加が植物の成長と収量に与え
る効果

　気候変化を伴わない、CO2 の増加のみに対する植物
の反応は正反応で、TARによって広く概観された。最
近の研究は、植物の成長と収量に与える CO2 増加の
影響が、光合成回路、植物の種、成長段階、および水
や窒素（N）の供給などの管理レジームに依存するこ
とを確認している（Jablonski et al., 2002; Kimball et al., 

2002; Norby et al., 2003; Ainsworth and Long, 2005）。最
近のデータ解析は、ストレスのない条件下でのいくつ
かの種の平均として、現在の大気中の CO2 濃度に比べ
て CO2 が 550 ppmになると、C3 作物では 10～ 20%、
C4 作物では 0～ 10%収量が増加することを示している
（Ainsworth et al., 2004; Gifford, 2004; Long et al., 2004）。

CO2 濃度が 550 ppmになると、樹木の地上部分のバイ
オマスは 0～ 30%増加する。このうち高い値は若い
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樹木の場合で、成熟した自然の森林では、増加がほと
んど、あるいはまったく観察されなかった（Nowak et 

al., 2004; Korner et al., 2005; Norby et al., 2005）。C3 牧
草の地上部分の増加は約＋ 10%であると観察された 

（Nowak et al., 2004; Ainsworth and Long, 2005）。商業的
な林業の場合、成長の遅い樹木は CO2 の増加にほとん
ど反応しないが（例えば Vanhatalo et al., 2003）、成長の
速い樹木はより強く反応し、CO2 濃度が 550ppmで窒
素の濃度も高いと、収穫可能な木材の量は 15～ 25%

増加する可能性がある（Calfapietra et al., 2003; Liberloo 

et al., 2005; Wiittig et al., 2005）。Norby et al.（2005）は、
若い木立の場合、純一次生産量（NPP）は平均 23%増
加することを発見したが、Korner et al.（2005）は、成
熟した木立は何の刺激も受けなかったことを報告し
た。
　最近の FACEの実験結果を再解析したいくつかの研
究は、作物モデリングと食料供給の予測に影響を及ぼ
す CO2 の増加に対する作物の応答が、以前考えられ
ていたより低いのではないかと主張した（Long et al., 

2005, 2006）。しかしながらほかの研究は、これらの新
たな解析結果が、実際のところは、FACEやその他の
実験結果の以前の結論と一致している、と指摘した
（Tubiello et al., 2007a, 2007b）。さらに、AFRC－Wheat、

APSIM、CERES、CROPGRO、CropSyst、LINTULC、
SIRIUSなどの主要な作物－シミュレーションモデルに
おいて、ストレスを受けていない植物の成長と CO2 の
増加に対する収量反応に関するシミュレーションが、
CO2 濃度 550 ppmにおいて約 5～ 20%の作物収量の
増加を予測する最近の実験データと調和的であること
が示された（Tubiello et al., 2007b）。そのモデルの中の
主要な農作物・牧草モデルである CENTURYと EPIC

は、CO2 濃度が 550 ppmのときに、C3 植物種の地上部
分のバイオマス生産がおよそ 15～ 20%増加すると予
測しているが、この値は、作物に関して観察された値
の上限であり、牧草については、最近観察された値よ
り高い。林業モデルは、CO2 濃度が 550 ppmになると
NPPが 15～ 30%増加すると予想している。この予想
は、若い樹木について観測される応答とは一致してい
るが、成熟した木立については、観測される値を上回
っている。
　重要なのは、植物生理学者もモデル研究者も、実験
的な設定の中で測定され、また、モデルの中で実施さ
れた CO2 濃度増加の効果が、実際の野外や農場での
反応を過大評価している可能性があることを一様に認
識していることである。それは、害虫、雑草、資源を

巡る競合、土壌、水、空気の質などの多くの制約因
子があるからであり、それらは大きいスケールで十
分に理解されていないし、主要なモデルにおいて十
分に組み込まれてもいない（Tubiello and Ewert, 2002; 

Fuhrer, 2003; Karnosky, 2003; Gifford, 2004; Peng et al., 

2004; Ziska and George, 2004; Ainsworth and Long, 2005; 

Tubiello et al., 2007a, 2007b）。従って、評価研究はそれ
らの因子を可能な限り含めるとともに、解析能力を高
める必要がある。収量の予測においては、関連する不
確実性の範囲をより良く伝えるために、CO2効果のさ
まざまなパラメーター化を採用することが望ましい。

5.4.1.2　  CO2の増加と気温および降水量との相
互作用

　最近の多くの研究は、今後数十年間の気温と降水量
の変化が、植物に対する CO2 の直接的な効果を少し
変え、多くの場合制限するだろうという TARの結論
を確認するとともに、その範囲を拡大している。例え
ば、開花期の高温は、穀粒の数、大きさ、および質を
減少／低下させることによって CO2 の効果を弱める可
能性がある（Thomas et al., 2003; Baker, 2004; Caldwell 

et al., 2005）。気温の上昇はまた、水の需要を増大させ
ることによって CO2 の効果を間接的に低下させるだろ
う。CO2 濃度が 450 ppmの条件下で天水栽培されたコ
ムギは、気温上昇が0.8℃までは収量の増加を示したが、
気温上昇が 1.5℃を超えると収量の減少を示した。そ
のマイナスの効果を相殺するには追加的な灌漑が必要
であった（Xiao et al., 2005）。牧草の場合は、気温、降
水量、および窒素の沈降の増加を伴った CO2濃度の上
昇が、一次生産量を増加させ、種の分布とリター【訳注

5-6】の構成を変化させた（Shaw et al., 2002; Zavaleta et 
al., 2003; Aranjuelo et al., 2005; Henry et al., 2005）。将来
の CO2 レベルは、C4 植物より C3 植物に対して有利に
作用する可能性があるが（Ziska, 2003）、それに伴う気
温上昇は反対の効果をもたらすと予想され、正味の影
響は依然として不確かである。
　重要なのは、作物に与える気候の影響が、前提とす
る降水シナリオに大きく依存することである。特に、
すべての農地の 80%以上、そして牧草地のほぼ 100%

が天水を利用しているので、大循環モデル（GCM）に
依存する降水量変化が、全体的な影響の方向と大きさ
をしばしば決定づける（Olesen and Bindi, 2002; Tubiello 

et al., 2002; Reilly et al., 2003）。一般的に、降水量の変
化、とりわけ蒸発量と降水量の比率の変化は、特に＜
生育の＞限界に近い地域において、生態系の機能を変
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えることになる。圃場や森林における CO2増加時の高
い水利用の効率性と根密度の増大により、ある場合に
は干ばつの圧力を軽減できるかもしれない。だが、広
範囲にわたる影響については、まだよく分かっていな
い（Schäfer et al., 2002; Wullschleger et al., 2002; Norby et 

al., 2004; Centritto, 2005）。

5.4.1.3　極端現象の発生頻度の増加
　TARは、気候因子の平均値の変化のみから推定され
る影響に加えて、気候変動時の気候変動性の拡大が植
物生産量に与える追加的な悪影響を明らかにした研究
について既に報告している。TAR以降の多くの研究は、
そのような問題をよりしっかりと確認している（Porter 

and Semenov, 2005）。それらの問題は、5.4.2節から
5.4.7節で詳しく述べられる。極端な気候現象の発生頻
度の増加と生態系の撹乱（火災や害虫の大発生など）
との関係は、影響を定量化するうえで特に重要である
（Volney and Fleming, 2000; Carroll et al., 2004; Hogg and 

Bernier, 2005）。TAR以降のいくつかのモデルは、気候
変動性が植物生産量に与える影響を組み入れ始めてい
るが、大半の研究は、依然として気候因子の平均値の
変化に対する影響のみを考慮している。

5.4.1.4　 雑草と害虫、病気、および動物の健康に
与える影響

　雑草、害虫、病気と気候変動との相互作用の重要性
は、TARにおいて概観された。新たな研究は、これ
らの結論を確認し、C3 植物種と C4 植物種の間の競合
を含む知見の拡大を行っている（Ziska, 2003; Ziska and 

George, 2004）。特に、今後数十年間においては、害虫
が植物に与える損害を算定するうえで CO2－気温の相
互作用が重要な要素になると認識されている。だが、
今のところ定量的な解析はほとんど行われていない。
同様に、CO2 と降水量の相互作用も重要になるであろ
う（Stacey and Fellows, 2002; Chen et al., 2004; Salinari et 

al., 2006; Zvereva and Kozlov, 2006）。大半の研究は、引
き続き、害虫による損害を CO2（Chakraborty and Datta, 

2003; Agrell et al., 2004; Chen et al., 2005a, 2005b）、 も
しくは気温（Bale et al., 2002; Cocu et al., 2005; Salinari 

et al., 2006）の個別の関数として調べている。例え
ば、米国およびカナダでは、最近の温暖化傾向が、昆
虫の春の活動を早め、キクイムシの一種（mountain 

pine beetle）のような一部の種の増殖をもたらしてい
る（Crozier and Dwyer, 2006; 第 1章も参照）。重要な
のは、気候の極端現象の増加は植物の病気や害虫の大

発生を促す可能性があることである（Alig et al., 2004; 

Gan, 2004）。最後に、TAR以降の新たな研究は、温暖
化によって動物の病気と害虫が低緯度地域から中緯度
地域に広がることに焦点を合わせており、それは、既
に継続的な傾向になっている（5.2節を参照）。例え
ば、ヒツジに影響を与えることが多いが、ときにはヤ
ギやシカにも影響を及ぼすことがあるブルータング病
が熱帯から中緯度地域に広がると、モデルは予測して
いる（Anon, 2006; van Wuijckhuise et al., 2006）。同様に、
White et al.（2003）は、気候変動のもとでは、オース
トラリアの牛肉産業のウシダニ（Boophilus microplus
－オウシマダニ）に対する脆弱性が増すというシミュ
レーション結果を示した。大半の評価研究では、害虫
－植物の動態や、家畜の健康に与える影響が CO2 と気
候の組み合わせの関数として明確には考慮されてい
ない。

5.4.1.5　炭素プールの脆弱性
　管理されたシステムに対する気候変動の影響は、森
林、牧草地、および作物によって覆われた広大な土地
により、地球規模の陸上の炭素吸収源にも作用し、さ
らに大気中の CO2 濃度に変化を与える可能性がある
（IPCC, 2001; Betts et al., 2004; Ciais et al., 2005）。加えて、
気候変動に対する有機物炭素プールの脆弱性は、土地
の持続可能性と気候＜変動＞緩和行動に重要な影響を
与える。TARは、炭素貯蔵と正味フラックスの将来の
変化が、CO2濃度の増加に対する植物の応答に加えて、
土地利用計画（休耕政策や植林－再植林など）や管理
慣行（窒素による肥沃化、灌漑、耕作など）に大きく
依存していことを強調している。最近の研究では、土
壌有機物中に貯えられている炭素は、CO2濃度が高い
環境下において、短期的には増える場合が多いことが
確認されている（例えば Allard et al., 2004）。しかし、
土壌の全炭素吸収源は、特に栄養塩の流入が少ない場
合に、高 CO2 濃度下で飽和する可能性がある（Gill et 

al., 2002; van Groenigen et al., 2006）。
　極端現象の発生頻度の増加が炭素プールや土壌有機
物プールの安定性に与える影響などのいくつかの重要
な問題については、依然として不確実性がある。例え
ば、最近の 2003年のヨーロッパの熱波は、土壌炭素
の著しい損失をまねいた（Ciais et al., 2005）。さらに、
植物の機能に対する大気汚染の影響は、炭素貯蔵に間
接的な影響を与える可能性がある。最近の研究では、
CO2濃度が高いと、対流圏オゾンが炭素固定速度を著
しく抑制することが示された（Loya et al., 2003）。それ
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は、オゾンがバイオマス生産性にマイナスの効果をも
たらすとともに、リターの化学的性質を変化させるか
らである（Booker et al., 2005; Liu et al., 2005）。
　最近のモデル研究は、現状の不確実性の限界の範囲
内で、気候と管理変数の複合的相互作用を考慮して、
管理されている土地における炭素貯蔵の将来トレンド
を研究している。Smith et al.（2005）は、今世紀中の
ヨーロッパでは、管理されている土地における炭素の
総量は気候変動によって若干増加すると予測した。だ
が、それとは対照的に、予測される土地利用の変化を
組み込むと、炭素の総量は若干減少する結果となった。
Felzer et al.（2005）は、2100年までの気候変動によって、
農地の炭素貯蔵量は地球規模では増加すると予測した
が、農作物がオゾンによって被害を受けるために、そ
の利得が大幅に相殺されうることを見出した。
　最後に、最近の研究は、炭素の固定／隔離、温室効
果ガスの放出／排出、土地利用の変化、および一貫
した気候政策の枠組みの中での生産システムの長期的
な持続可能性などの諸問題を結び付けて、土地に基づ
いた適応戦略と緩和戦略との潜在的な相乗作用を特定
することの重要性を示している（例えば、Smith et al., 

2005; Rosenzweig and Tubiello, 2007）。

5.4.2　樹木作物を含む食用作物農業

　5.1.3節で述べたように、TARは、21世紀の前半に
おいては食料システムへの地球規模での影響は小さい
かもしれないが、それ以後はマイナスの影響がしだい
に強まることを示した。重要なのは、農業気候的、社
会経済的、技術的な悪条件が組み合わさるために、（主
に低緯度地域の）開発途上国における作物生産が、（主
に中・高緯度地域の）先進国に比べて、より大きく、
より早く、マイナスの影響を受けるだろうということ
である（Alexandratos, 2005における最近の分析を参
照）。

5.4.2.1　TAR以降、何が新しい知見か？
　TAR以降の多くの研究では、以前の地域的および全
球的予測の重要な動態が確認された。それらの予測は、
開発途上地域では潜在的に大きなマイナスの影響があ
るが、先進地域ではわずかな変化しかないことを示唆
している。従って、地球規模で集計した、世界の食料
生産に対する影響は小さいだろう（Fischer et al., 2002b, 

2005b; Parry, 2004; Parry et al., 2005）。最近の地域的評
価は、そのような研究結果には大きな不確実性があ

り、予期せぬ事態が起きる可能性があることを示して
いる。ある場合には、今世紀の半ば前であっても、先
進国の重要な生産地域において重大な悪影響が生ずる
ことが予測される（Olesen and Bindi, 2002; Reilly et al., 

2003）。最近の多くの研究は、TAR時点でのいくつか
の不確実性や制限因子に関して明確な新たな知見を得
ており、平均的な気候変動のみによる影響に加えて、
予期せぬ悪い事態が起きる可能性をしばしば強調して
いる。

新しい知見：気候の極端現象の発生頻度の増加は、平
均的な気候変動による影響以上に作物の収量を減少さ
せる可能性がある。
　極端現象の発生頻度の増加は、開花期の温度閾値の
ような、特定の発育段階にある作物に直接的な損害を
与えたり、圃場への投入のタイミングをより困難にさ
せたりすることで、長期的な収量を低下させ、農場で
の投入効率を低下させる可能性がある（例えば Antle et 

al., 2004; Porter and Semenov, 2005）。TAR以降に行われ
た多くのシミュレーション研究は、気候変動シナリオ
中の増大する気候変動性＜（変動幅）＞に関する特定
の側面を明らかにしてきた。Rosenzweig et al.（2002）は、
豪雨が増加するシナリオにおいて、過剰な土壌水分に
よる米国内の生産量の損失は 2030年までに 2倍にな
り、年間 30億米ドルに達すると計算した。Monirul and 

Mirza（2002）は、バングラデシュにおいて、気候変動
下での洪水頻度の増加により作物が失われるリスクが
増大すると予測した。Nearing et al.（2004）は、降雨強
度が増加するシナリオにおいては、土壌侵食のリスク
が高まると予測した。一方、van Ittersum et al.（2003）
は、作物の根域より下の水が多く失われることで、乾
燥／半乾燥地域における塩性化リスクが高まると予測
した。Howden et al.（2003）は、成長期における暑熱
ストレスの頻度や、重要な成長時期に霜が発生する頻
度への気温上昇の影響に注目した。

新しい知見：灌漑用水の必要量に対する気候変動の影
響は大きいだろう。
　Döll（2002）は、気候変動が作物の蒸発需要に与え
る直接的な影響（CO2 の影響はないとして）を考察
し、2070年までに作物の灌漑用水の必要量が地球規模
で +5%から +8%増加すると計算したが、東南アジア
では、発散による正味の損失により、地域的に大きな
値（例えば +15%）を示した。Fischer et al.（2006）は、
作物の水利用効率に対する CO2 のプラスの効果を組み
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込み、世界における正味の灌漑用水の必要量は、2080

年までに 20%増加し、開発途上地域より先進地域の方
が影響が大きい、と予測した。この増加は、気候変動
下の蒸発需要の増大と成長期間の延長によるものであ
る。Fischer et al.（2006）および Arnell（2004）も、中
東と東南アジアにおける水ストレス（再生可能な水資
源に対する灌漑用水の比）の増大を予測した。最近の
地域研究でも、北アフリカ（灌漑用水の必要量が増加
; Abou-Hadid et al., 2003）や中国（必要量が減少 ; Tao et 

al., 2003）などの主要な灌漑地域における主要な気候
変動と水の変化が認められている。

新しい知見：CO2 濃度の安定化は、長期的な作物生産
への損害を減少させる。
　最近の研究では、地域および地球規模の作物生産に
与える大気中 CO2 の可能性のある安定化の効果がさら
に研究されている。特段の対策をしないシナリオ下に
おける、2100年までに気候変動が作物生産に与える
比較的小さな影響と比較して、CO2 濃度が 750ppmで
安定化する条件下では、影響がわずかに減少するに過
ぎなかった。しかしながら、CO2 濃度が 550ppmで安
定化すると、生産量の損失は著しく減少し（－70%から
－100%）、飢餓のリスクも低下した（－60%から－85%）
（Arnell et al., 2002; Tubiello and Fischer, 2006）。これらの
研究は、気候緩和が、対策をしないシナリオの場合の
勝者と敗者の地域的、時間的分布を変化させる可能性
があることを示唆しているが、特定の予測はきわめて
不確実であると結論づけている。特に、今世紀の最初
の数十年、おそらく 2050年までは、緩和策を講じる
場合において、講じない場合よりも状況が悪化する地
域があるだろう。それは、CO2 濃度が低下することに
よって、作物収量の増加が減少するからである（Tubiello 

and Fischer, 2006）。最後に、多くの研究が、緩和と適
応との潜在的な関係の解析を始めている（第 18章参
照）。

TARの確認事項：貿易の効果を組み込むと、地域的お
よび地球規模の影響が低下する。
　Fischer et al.（2005a）、Fischer et al.（2002a）、Parry

（2004）、および Parry et al.（2005）による研究は、評
価研究に世界の各地域間における貿易を含めると、経
済的な要素が欠如している研究に比べて、農業に対し
て予測される全体的な影響が減少する傾向があること
を確認した。しかしながら、社会経済的な開発や貿易
による効果にもかかわらず、これらの研究およびその

他の地域的な、また地球規模の研究は、開発途上地域
がほかの地域に比べて気候変動によるマイナスの影響
をより大きく受けるだろうことを示している（Olesen 

and Bindi, 2002; Cassman et al., 2003; Reilly et al., 2003; 

Antle et al., 2004; Mendelsohn et al., 2004）。各研究の間
にみられるそれぞれの相違点は、予測される人口増加
と食料需要といった因子、および生産技術と生産効率
のトレンドに大きく依存している。特に、SRESのシ
ナリオの選択は、気候変動と同等の大きな影響を、地
球規模、および地域レベルにおける食料需給の予測に
与えている（Parry et al., 2004; Ewert et al., 2005; Fischer 

et al., 2005a; Tubiello et al., 2007a）。

5.4.2.2　作物への影響対増大する気温変化の概観
　TAR以降実施された地域的および地球規模のシミュ
レーション研究の増加は、気温（時間および気候変動
の厳しさを表す指標）に対する主要作物の収量の変化
のみならず、降水量や適応戦略の変化のような、気候
および管理に関するほかの重要な要素を示す合成グラ
フを作成することを可能にした。これらの合成グラフ
の重要な限界は、それらが将来における影響の一時点
を集めていることであり、農家の圃場で実際に起こる
反応を特徴づける時間的かつ因果関係のダイナミック
ス（動態）が欠如している。それでも、それらは多く
の独立した研究をまとめるのに有用である。
　図 5.2は、今後数十年間において典型的な約 1～ 2

℃から、2080年以降に予想される 4～ 5℃までの気温
上昇幅に対するそのような解析例を示している。この
ようなシミュレーションの結果は、地域的な降水量変
化の GCM予測における大きな不一致、極端現象によ
る影響の不十分な表現、CO2 の施肥効果の強さの仮定
（5.4.1）などの多くの要素のため、一般的にはかなり
不確実である。それにもかかわらず、それらのまとめ
は、中・高緯度地域において、小から中程度の地域気
温上昇（1℃から 3℃）が、CO2 濃度と降水量のさまざ
まな変化にわたり主要な穀物に小さな便益を与えうる
ことを示している。温暖化がさらに進行すれば、しだ
いにマイナスの影響が増大する（確信度が中程度から
低い）（図 5.2 a, c, e）。低緯度地域においては、これら
のシミュレーションは、小幅の気温上昇であっても主
要な穀物の収量にマイナスの影響を与える可能性が高
いことを示している（図 5.2 b, d, f）。気温上昇が 3℃を
超えると、平均的な影響は、評価したすべての作物と
地域に対してストレスをもたらす（確信度が中程度か
ら低い）（図 5.2）。低および中から高緯度地域は、世
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界の穀物生産地域の大半を含んでいる。このことは、
世界の生産ポテンシャル（Sivakumar and Valentin（1997）
が作物収量あるいは純一次生産量（NPP）と同義と定義）
が、+1℃の地方的気温変化によって脅かされること、
また、+3℃以上の変化に適応できずに減少し始める可
能性があることを示唆している。図 5.2にまとめられ
ている研究も、降水量の変化（および、それに伴う降
水量－蒸発量比の変化）および CO2 濃度の変化が、以
前の解析と一致して、気温変化以上に作物収量の応答
を大きく決定づけるうることを示している（5.4.1節）。
図 5.2に示されている適応の効果については 5.5節で
考察する。

5.4.2.3　 まだ取り組まれていない研究課題－継続
する不確実性

　TAR以降、いくつかの不確実性は依然として未解決
のままである。いくつかの研究分野においてよりよい
知見を得ることは、将来の気候変動が作物に与える影
響の程度や、場合によっては方向さえも予測する我々
の能力の向上にとっても、また地方、地域、および地
球規模におけるリスクの閾値や予期せぬ事象の可能性
をより明確にするうえでも、きわめて重要である。
　実験に関しては、穀物以外の多くの作物、例えば、
農村地域の貧困層にとって重要な根菜類、キビ、アブ
ラナ科の植物（ただし、ピーナッツ（Varaprasad et al., 

2003）やココナッツ（Dash et al., 2002）などの少数の
例外を除く）などの CO2 および気候に対する応答につ
いての知識が不足している。重要なことは、害虫、雑
草、病気に与える CO2 濃度の上昇と気候変動の複合
的影響についての研究が依然として不十分なことであ
る。しかしながら研究ネットワークはかなり以前から
構築されており、いくつかの研究結果も発表されてい
る（Chakraborty and Datta, 2003; Runion, 2003; Salinari 

et al., 2006）。気候変動のみが害虫の分布と活動に与え
る影響も、解析が進んでいる（例えば Bale et al., 2002; 

Todd et al., 2002; Rafoss and Saethre, 2003; Cocu et al., 

2005; Salinari et al., 2006）。最後に、CO2 濃度の上昇が
圃場から地域スケールで作物の収量に与える影響の本
当の強さ、CO2 の増加と気温上昇や降水レジーム変化
との相互作用、および＜収量の＞飽和が起こる CO2 レ
ベルは依然として大部分不明である。
　モデリングに関しては、作物モデルの相互比較研究
を強化すべきであるとの TARの呼びかけは、依然とし
て留意されていない。実際のところ、比較研究は TAR

以前に比べて大幅に減少している。空間的－時間的分

解能をはじめとする、主要なプロセスの作物モデルシ
ミュレーションに伴う不確実性について、よりしっか
りとした評価を行うことが重要である。なぜなら、統
合研究の結果は、今後も、使用した特定の作物モデル
に依存するだろうからである。CO2 応答に関する試験
区データの実装が、モデル間でどの程度同等であるか
は、特に、土壌、水質、害虫、雑草、病気などのいく
つかの重要な制限因子のシミュレーションが実験的に
解決されていないか、あるいはモデルでテストされて
いない場合において依然として不明である（Tubiello 

and Ewert, 2002）。最後に、TARは、気候変動下の食料
安全保障を予測するために、統合評価モデルの多くで
用いられた経済、貿易、および技術に関する仮定は、
観察データに照らした検証がほとんど行われていない
と結論づけている。これが現状である（5.6.5節も参照）。

5.4.3　 牧草地と家畜の生産

　牧草地は、草地と放牧地の生態系から成り立ってい
る。草地は、中央アジアのステップや北アメリカのプ
レイリーなどの、降雨量の少ない地域において優占の
植生タイプである。草地は、ヨーロッパの北西部や中
央部、ニュージーランド、北・南アメリカの一部、オ
ーストラリアなどの、降雨量のやや多い地域にもみら
れる。放牧地はすべての大陸に存在しているが、温度
と湿度の制約がほかの種類の植生を制限している地域
に典型的に見ることができる。すなわち、砂漠（寒冷
砂漠、高温砂漠、ツンドラ）、低木地帯、チャパラル【訳

注 5-7】、およびサバンナなどである。
　牧草地と家畜の生産システムはほとんどの気候帯に
存在しており、広範な牧草地に草食動物を放牧するシ
ステムから、家畜がほとんど屋内で飼育される、飼料
と穀類に基づく集約的なシステムに至るまで、さまざ
まである。TARは、CO2 濃度の増加に降雨量と気温の
変化が組み合わされると、草地と放牧地に大きな影響
を与える可能性が高く、湿潤で温暖な草地では生産量
が増加するが、乾燥および半乾燥地域では減少するこ
とを確認した。

5.4.3.1　TAR以降の新たな研究結果
新しい知見：植物群落の構造は、CO2 の増加と気候変
動によって変化する。
　成長が速く、そしてしばしば短寿命の植物で構成
されている草地は、植物群落の安定性と回復力が影
響を受けるため、CO2 と気候変動に対して敏感である
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（Mitchell and Csillag, 2001）。実験結果は、気候変動の
もとでは種組成と多様性が急速に変化するという考え
を支持している。例えば、地中海の一年生植物の草地
で 3年間の実験的操作を行ったところ、植物の多様性
は、CO2 と窒素降下物が増加すると減少し、降水量が
増加すると増加したが、温暖化による重大な影響は示
さなかった（Zavaleta et al., 2003）。単一の、および複
合的な地球規模の変化に対する多様性の反応は、主に
広葉草本 1の著しい増減によって決められる（Zavaleta 

et al., 2003）。CO2 の増加は、部分的には実生の増加の
パターンが変化することによって植物の種組成に影響
を与える（Edwards et al., 2001）。TARは、CO2 の増加
が、さまざまな種類の植物の中でも、マメ科の植物の
発育を増進させることを示した。この結果は確認さ
れ（Luscher et al., 2005）、開放系 CO2 増加実験によっ
て、温暖な半自然の草地でも確認された（Teyssonneyre 

et al., 2002; Ross et al., 2004）。しかし、リンの利用可能
量の低さや牧草の利用度の少なさなどのその他の要因
（Teyssonneyre et al., 2002）は、CO2 濃度の高い条件
下でもマメ科の植物の発育増進を抑制する可能性があ
る。
　これらの結果から何が導き出されるかは、依然とし
て不明である。植物種分布エンベロープ【訳注 5-8】に
基づいて最近実施されたヨーロッパの 1,350種類の植
物についてのシミュレーションは、気温上昇と降水量
の変化のために、2080年までにそれらの植物の半分が
「危急種」あるいは「絶滅危機にある種」に分類され
るだろうと推測している（Thuiller et al., 2005）（第 4章
参照）。それでもなお、管理的な要素（例えば、放牧、
伐採、肥料の散布）との複雑な相互作用を考慮に入れ
ていないため、そのような経験的モデル予測の信頼性
は低い。

新しい知見：飼料の質と放牧行動における変化が確認
されている。
　動物が牧草から摂取する必要がある粗タンパク＜の
量＞は、動物の維持に必要である摂取した乾物の 7～
8%から、生産性が最も高い乳牛に必要な 24% まで幅
がある。窒素が非常に少ない条件下では、CO2 増加時
の粗タンパクの起こりうる減少は、動物のパフォーマ
ンスを維持できないレベルにシステムを押しやるかも
しれない。（Milchunas et al., 2005）。それでも、草地の
中のマメ科植物の割合が増えると、窒素固定をしない

植物種のタンパク質含有量の減少を補う可能性がある
（Allard et al., 2003; Picon-Cochard et al., 2004）。CO2 濃度
が上昇すると、C3 植物に比べて栄養価が低い（Ehleringer 

et al., 2002）C4 植物の牧草が減少するが（Polley et al., 

2003）、その減少も、CO2 の増加に伴うタンパク質含
有量の減少を補うことになるかもしれない。しかしな
がら、それに伴う気温上昇下では、反対の状況が予想
される（5.4.1.2節参照）。
　高地ブリテン島の広大な地域では、既に、ワラビ（シ
ダ）、マットグラス（matt grass）、トールグラス（tor 

grass）などの、あまり＜動物の＞口に合わない植物が
定着している。CO2 濃度が上昇すると、これらの植物
種の優占度がさらに進み、これは家畜の放牧に対する
広大な牧草地の栄養的価値に悪影響を及ぼすと予想さ
れる（Defra, 2000）。

新しい知見：熱ストレスは、家畜の生産性と受胎率を
減少させ、命を脅かす可能性がある。
　TARは、暑熱ストレスが生産性に対してマイナスに
作用することを示した。食料および飼料の摂取は熱生
産と直接的に関係しているので、飼料の摂取量および
／または食物のエネルギー密度の減少は、動物が消費
する必要がある熱量を減らすことになる。Mader and 

Davis（2004）は、熱的な問題の発生が、身体活動を
低下させ、それに伴って摂食活動や（反芻動物やほか
の草食動物の）採食活動が低下することを確認してい
る。動物のエネルギーと栄養の新たなモデル（Parsons 

et al., 2001）は、気温が上昇すると、飼料の摂取量に
関わりなく、ミルクの生産量が頭打ちになることを示
した。熱帯地方では、このミルク生産量の上限が、現
代の乳牛種（フリージアン種）の生産可能量の半分あ
るいは 3分の 1である。この品種の牛のエネルギー不
足は、乳の分泌開始に通常伴うエネルギー不足を上回
り、牛の繁殖力、健康、寿命を低下させる（King et al., 

2005）。
　気温および／または湿度の増加は、それらの条件に
適応できない家畜の受胎率に影響する可能性がある。
春から夏にかけての数か月が主な繁殖期である畜牛の
場合は、特にそうである。Amundson et al.（2005）は、
気温が 23.4℃を超えると、また、熱指数が高くなると、
畜牛（Bos taurus）の受胎率が低下することを報告した。
　Frank et al.（2001）は、GCMシナリオによって予測
された気候条件に基づいて、囲いの中で飼育されてい1

1  広葉草本（Forb）：イネ科の草本を除く、葉の広い草本。
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る豚、肉牛、および乳牛を対象とする生産応答モデル
を開発した。全米を通じて、2050年シナリオに対す
る豚、牛肉および牛乳の生産量は、CGCモデル（バ
ージョン 1）を使用した場合は平均でそれぞれ 1.2%、
2.0%、2.2%の減少、HadCM2モデルを使用した場合は
平均でそれぞれ 0.9%、0.7%、2.1%の減少であった。

新しい知見：気候変動性と干ばつの増大は、家畜の損
失をもたらすだろう。
　気象パターンの変動性の増大が家畜の生産性に与え
る影響は、気候条件の平均的な変化に伴う影響より
遥かに大きい可能性が高い。気象事象に対する事前の
調節が行われない場合は、囲われた畜牛飼育場にお
いてきわめてしばしば破滅的な損失が生ずる（Hahn 

et al., 2001）。家畜のパフォーマンスの低下がもたらす
経済的損失は、家畜の死亡に伴う損失の数倍に達する
（Mader, 2003）。
　世界の放牧地の多くは、ENSO事象による影響を受
けている。TARは、気候変動によって ENSO事象の
強さが増す可能性が高く、それに伴って植生や水利
用可能量が変化することを確認している（Gitay et al., 

2001）。乾燥地域では、植生の激しい劣化が土壌の劣
化と植生および降雨量の減少との間の正のフィードバ
ックをもたらすリスクが存在し、それによって牧用地
と農地が失われる（Zheng et al., 2002）。
　アフリカ（表 5.3参照）とモンゴル（Batima, 2003）
における多くの研究は、干ばつと動物の死亡との間に
は強い関係があることを示している。一部の地域（例
えば、アフリカ南部）では降水量の減少とともに起こ
る、予測される気温上昇が、干ばつに見舞われやすい
地域において、極端現象の期間に草食家畜の損失の増
加をもたらすだろう。また、将来暑熱ストレスが高ま
ると、家畜が必要とする水が現在に比べて大幅に増加
するので、給水場所付近での過放牧が拡大する可能性
が高い（Batima et al., 2005）。

5.4.3.2　漸進的な気温変化の影響
　世界中の実験データを調査した結果、軽度の温暖化
は一般的に草地の生産量を増加させ、特に高緯度地
域において強いプラスの応答があることが示唆され
た（Rustad et al., 2001）。放牧地における生産性と植物
の種組成は降水量と強い相関があり（Knapp and Smith, 

2001）、IPCC（2007b）の最近の調査結果（図 5.1参照）
は、一部の主要な草地と放牧地（例えば南アメリカ、
アフリカ南部とアフリカ北部、アジア西部、オースト

ラリア、ヨーロッパ南部）で降雨量が減少することを
予測している。CO2の増加は、温暖な地域および地中
海気候の自然および半自然の草地における土壌水分の
枯渇を軽減させうる（Morgan et al., 2004）。しかしな
がら、降雨量の変動性の増加は、より厳しい土壌水分
の制限と、生産性の低下を生む可能性がある（Laporte 

et al., 2002; Fay et al., 2003; Luscher et al., 2005）。その他
の影響は、熱負荷の増加を通じて家畜に直接影響する
（5.4.3.1節参照）。
　表 5.3は、さまざまな温度変化が草地に与える影響
をまとめている。2℃までの温暖化は、湿潤、温暖な
地域において牧草地と家畜の生産性にプラスの影響を
与えることを示唆している。それとは対照的に、乾燥
および半乾燥地域ではマイナスの影響が推測される。
注意すべきなのは、熱帯の草地と放牧地を対象とする
影響研究がほとんど行われていないことである。

5.4.4　工芸作物とバイオ燃料

　工芸作物には、油料種子、ゴムと樹脂、甘味料、飲料、
繊維、薬用および香料植物が含まれる。気候変動がゴ
ムと樹脂、また薬用および香料植物に与える影響につ
いての文献は、事実上存在していない。TAR以降、気
候変動がその他の工芸作物とバイオ燃料に与える影響
についての新たな知見がわずかながら得られている。
Van Duivenbooden et al.（2002）は、統計モデルを使用
して、気候変動に伴う降雨量の減少がラッカセイの大
生産・輸出国であるニジェールにおけるラッカセイ生
産量を 11～ 25%減少させうると推定した。Varaprasad 

et al.（2003）も、温暖化した将来の気候のもとにおいて、
特に現在の気温が最適の気温に近いかそれを上回って
いる地域では、CO2が増加してもラッカセイの収量が
減少するだろうと結論づけている。
　気候変動と CO2の増加が多年生の工芸作物に与える
影響は、一年生の作物に比べると大きいだろう。それ
は、損害（気温ストレス、害虫の大発生、気候の極端
現象による損害の増加）も便益（生育に適した緯度範
囲の拡大）も時間の経過に伴って蓄積されるからであ
る（Rajagopal et al., 2002）。例えば、1952年、1955年、
1996年、1998年にインドのいくつかの州を襲ったサ
イクロンは多数のココヤシをなぎ倒したため、サイク
ロン以前のレベルにまで生産量を回復させるのに数年
を要するであろう（Dash et al., 2002）。
　TARは、大気中の CO2 濃度が増加すると綿花の収量
が大幅に増加することを確証した。しかし、Reddy et 
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al.（2002）は、そのシミュレーションに気温と降水量
の変化を取り込むと、綿花の収量の増加が打ち消され
ることを示した。ミシシッピデルタに関する将来の気
候変動シナリオは、繊維の収量が平均 9%減少すると
推定している。気候変動がジュートやケナフなどのそ
の他の繊維作物に与えうる影響についての文献は、ま
だ存在していない。
　ますます重要なエネルギー源になりつつあるバイオ
燃料作物は、それらが気候変動への適応および炭素排
出の緩和において果たす重要な役割について評価され
てきている（IPCC, 2007cで考察されている）。気候変
動がトウモロコシやソルガムなどの典型的な液体バイ
オ燃料作物や木材（固体のバイオ燃料）に与える影響
は、本章の前半の部分で考察されている。最近の研究
は、干ばつが制約要素にならないヨーロッパの一部地
域において、地球規模の温暖化が、もう一つの重要な
バイオ燃料作物であるテンサイの可能収量を増加させ
る可能性があることを示している（Jones et al., 2003; 

Richter et al., 2006）。しかし、収量の年々の変動幅は増
大する可能性がある。多年生の暖候期 C4作物である
スイッチグラス（Panicum virgatum L.）などのその他
のバイオ燃料作物を対象とした研究では、穀物の場合
と同様に、気候変動によって収量が増加することが示
された（Brown et al., 2000）。気候変動がジャトロファ
（Jatropha）やポンガミア（Pongamia）などの非食用の
熱帯バイオ燃料作物に与える影響についての情報はな
いが、その地域のほかの作物と似た反応を示す可能性
が高い。

5.4.5　林業に対する将来の主要な影響

　森林は、陸地の約 40億 haまたは 30%を占めている。
2004年には、この地域から 34億 m3の木材が収穫され
たが、そのうちの 60%は産業用の丸太である（FAO, 

2005b）。2005年の時点で、集中的に管理されている
造林地は森林全体のわずか 4%だったが、その面積は
急速に拡大している（毎年 250万 ha （FAO, 2005b））。
2000年において、これらの森林は世界の丸太の約 35%

を供給したが、その割合は、2020年までに 44%に増
加すると予想されている（FAO, 2000）。この節では、
地域、国、および世界の木材需給、それに伴う土地利
用の変化、伐採のためのアクセス可能性、そして全体
的な経済への影響をはじめとする、商業的林業に焦点
を合わせる。森林の生態系サービスについては、第 4

章で概観されており、気候との相互作用については

IPCC（2007b）で論じられている。主要な地域的影響
については、第 10章、10.4.4節；第 11章、11.4.4節；
第 12章、12.4.4節；第 13章、13.4.1節；および第 14

章、14.4.4節でさらに詳しく述べられている。最後に、
バイオエネルギーについては IPCC（2007c）で論じら
れている。

5.4.5.1　TAR以降の新たな研究結果
TARの確認事項：モデル研究は、世界規模の木材生産
の増加を予測している。
　収量モデルによるシミュレーションは、特に、CO2 

濃度の上昇がもたらすプラスの効果を考慮した場合、
気候変動が、森林の分布を変化させ、成長速度を速
めることによって、世界の木材生産量を増加させうる
ことを示している。（Irland et al., 2001; Sohngen et al., 

2001; Alig et al., 2002; Solberg et al., 2003; Sohngen and 

Sedjo, 2005）。例えば、Sohngen et al.（2001）および
Sohngen and Sedjo（2005）は、気候変動によって NPP

が増加し、最も生産性の高い種＜の分布域＞が極方向
に移動するので、木材の収量が多少増加すると予測し
た。木材供給の変化は市場に影響を与えるとともに、
バイオマスエネルギーなど、その他の用途に対する供
給にも影響しうる。世界の経済影響評価では、木材
生産に対する全体的な需要がわずかに増加し（5.3.2.2

節参照）、将来の木材価格が± 20%程度のオーダーで
増減すると推測している（Irland et al., 2001; Sohngen 

et al., 2001; Nabuurs et al., 2002; Perez-Garcia et al., 2002; 

Solberg et al., 2003; Sohngen and Sedjo, 2005）。そして、
生産量の増加がもたらす便益は、主に消費者にもたら
される。Alig et al.（2002）は、米国にとって、気候変
動が林業分野に与える正味の影響は小さいと計算し
た。同様に、Shugart et al.（2003）も、米国の木材市場
の気候変動に対する感度は低いと結論づけている。と
いうのは、現在の森林には大量のストックがあり、木
材産業では技術革新があり、適応能力が備わっている
からである。それらの研究およびほかのシミュレーシ
ョン研究の結果を表 5.4にまとめる。

新しい知見：地域的なばらつきの増大；木材以外の林
産物における変化。
　モデルは、気候変動によって世界の木材生産性は増
大する可能性が高いことを示唆しているが、作物の
場合と同様に、生産量は地域によって大きく変動す
る。カリフォルニア州における生産量を分析している
Mendelsohn（2003）は、まず（2020年代）は気候変動
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が既存の森林の成長を刺激するので、収穫量は増加す
ると予測した。だが、2100年までの長期間では、これ
らの生産性の増大は、軟材（針葉樹）の生産性の高い
地域の減少によって相殺される。気候変動は、また、
種子、木の実、狩猟、樹脂、そして、製薬、植物性薬品、
化粧品産業に使用される植物など、ほかのサービスに
も相当な影響を与えるだろう。これらの影響もまた多
様で地域性がある。

新しい知見：モデルでは、CO2の増加による効果（施
肥効果）が過大評価されている可能性があり、モデル
の改良が必要である。
　新たな研究は、CO2が樹木の成長に与える直接的影
響は、森林成長モデルにおいて以前想定されていた数
値より小さくなる可能性を示している。550ppmの CO2 

濃度における多くの FACE研究は、若い立木の場合は
NPPが平均で 23%増加することを示した（Norby et al., 

2005）。しかし、Korner et al.（2005）は、樹齢 100年
の立木の場合、4年間で幹の成長はほとんど刺激を受
けなかったことを見出した。さらに、成長の初期の増
加は、競争、撹乱、大気汚染物質、栄養分の不足、そ
の他の要素によって制限を受け（Karnosky, 2003）、応
答は場所および種によって異なる可能性がある。それ
とは対照的に、モデルは大きな施肥効果を想定するこ
とが多い。例えば、Sohngen et al.（2001）は、2×CO2

シナリオ下では NPPが 35%増加すると想定した。ま
た、Boisvenue and Running（2006）は、20世紀半ば以
降、CO2 の増加により森林の成長率は高まっていると
指摘している。しかし、この増加の一部は、土地利
用の変化のようなその他の効果による可能性がある
（Caspersen et al., 2000）。
　林業モデリングの改良にもかかわらず、モデルにお
ける制約は依然として存在している。林業モデルの
大半は、主要な生態学的プロセスを組み込んでいな
い。空間的に明瞭であり動的である全球植生動態モデ
ル（DGVMs）の開発は、落葉樹と常緑樹の構成、森
林のバイオマス、生産量、水と栄養塩のサイクル、お
よび火災による効果をシミュレートすることで、気候
がもたらす植生の変化の予測を改善するだろう（Peng, 

2000; Bachelet et al., 2001; Cramer et al., 2001; Brovkin, 

2002; Moorcroft, 2003; Sitch et al., 2003）。DGVMs は、
また、GCMsに植生の変化からのフィードバックを提
供することができる。例えば、Cox et al.（2004）は、
DGVMのフィードバック効果が、アマゾンにおける気
温の上昇、降水量の減少をもたらし、最終的には熱帯

雨林の喪失をまねくことを、HadCM3LC GCMの予測
から見出した。しかし、気候変動が森林の生産量と構
成に与える影響を推定するために生態学者が使用する
モデルと、森林の収量を推測するために使用されてい
るいくつかのモデルの間には、依然として不一致が存
在している。将来、NPPと森林の収量の双方が統合さ
れたモデルが開発されれば（Nabuurs et al., 2002; Peng 

et al., 2002）、推測は著しく改善されるだろう。

5.4.5.2　 モデルに含まれていない追加的要因が不
確実性に寄与している

　火災、害虫、および極端現象は十分にモデル化され
ていない。森林の構成と生産量は、火災の頻度、規
模、激しさ、および季節性によって決定づけられる。
森林火災には、地域的に増大や減少があるという証
拠があるが（Goldammer and Mutch, 2001; Podur et al., 

2002; Bergeron et al., 2004; Girardin et al., 2004; Mouillot 

and Field, 2005）、その変化の一部は気候変動と関連が
ある（Gillett et al., 2004; Westerling et al., 2006）。気候変
動は、林業、特に製紙とパルプ業界に対する将来の損
害リスクを決定づけるに際して、燃焼する樹木の種類、
発火源、および地形と相互作用を起こす。火災はまた、
健康に対する脅威になり（第 8章、8.2節参照）、景観
のレクリエーション価値にも影響を与える。気候変動
と森林火災の多くの研究には不確実性がある（Shugart 

et al., 2003; Lemmen and Warren, 2004）。しかしながら、
現在のモデル研究は、気温の上昇と成長期間の延長が
乾燥化の進行と結び付いて火災のリスクを高めること
を示唆している（Williams et al., 2001; Flannigan et al., 

2005; Schlyter et al., 2006）。例えば、Crozier and Dwyer

（2006）は、気候変動が起こると、米国の多くの地域
で火災の危険性の季節的重大性が 10%増す可能性があ
ることを指摘した。一方、Flannigan et al.（2005）は、
3 × CO2のシナリオ下において、カナダでは、21世紀
末までに森林火災で焼失する面積が 74～ 118%も増加
すると予測している。しかしながら、その火災の増加
の多くはアクセス不能な北方林地域で起こると予想さ
れているので、気候変動に誘発される森林火災が木材
生産に与える影響は、より穏やかになる可能性がある。
　多くの森林タイプにとって、森林の健康問題が大き
な関心事であり、害虫と病気の大発生、大流行が自
然撹乱の主な原因となっている。その影響は、落葉や
成長不良から木材への損害や森林の大規模な枝枯れま
で、さまざまである。これらの自然撹乱は気候変動に
よって変化し、林業に影響を与える可能性が非常に
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高い（Alig et al., 2004）。高い気温は、既に、昆虫が景
域全体に広がる機会を高めている（Carroll et al., 2004; 

Crozier and Dwyer, 2006）。気候変動は、昆虫と病原体
の現在の＜分布の＞境界線を移動させ、樹木の生理機
能と防衛機能を変化させうる。気候変動が害虫と病原
体の大発生、大流行に与える影響のモデル化は、依然
として限られている。
　気候の極端現象が商用林に与える影響は地域によっ
て異なるが、森林地帯へのアクセスの低下、道路、施
設の維持費の増加、および、風、雪、霜、あるいは氷
による樹木への直接的な損害、また、森林火災と害虫
の大発生によるリスクの高まり、冬の湿潤化、伐採時
の雪解けの早まり、などの間接的な損害がある。例え
ば、2005年 1月のハリケーン・グドルン（最大風速
43m/秒）は、スウェーデンの 6,000万 m3以上の木材
に＜相当する＞損害を与え、＜この損害を受けた木材
の輸出により＞同国の丸太の貿易赤字を 30%減少させ
た（UNECE, 2006）。直接的および間接的なリスクの上
昇は、木材の供給、市場価格、そして保険のコストに
影響を与えうる（DeWalle et al., 2003）。SARで言及さ
れたモデルによる推測は、地球規模で広範な森林の枝
枯れと構成変化が起こることを示唆しているが、それ
らの影響の一部は緩和され（Shugart et al., 2003）、森林
構成の変化も徐々に起きる可能性が高い（Hanson and 

Weltzin, 2000）。
　気候変動が林業に与える影響を理解するうえで、複
数の撹乱の間の相互作用は非常に重要である。風は、
枝を折り、樹冠を喪失させ、幹を傷つけ、あるいは立
木を完全に破壊して、樹木に損害を与えうる。その損
害は、成長が早い森林では増大する可能性がある。害
虫の大発生や森林火災による被害が増えると、損害は
さらに悪化しうる（Fleming et al., 2002; Nabuurs et al., 

2002）。激しい干ばつは枯死率を増加させ、害虫や病
原体による損害や森林火災と結び付くことが多い。例
えば、アマゾン流域では、森林伐採、森林の分断化、
森林火災、干ばつの頻度の増加の間には、正のフィー
ドバックが存在しているようである。従って、この地
域の気候の温暖化と乾燥化は、大規模な森林破壊を引
き起こす可能性がある（Laurance and Williamson, 2001; 

Laurance et al., 2004; Nepstad et al., 2004）。だが、これら
の影響のシミュレーションを行うことのできるモデル
はほとんどない。

5.4.5.3　社会的、経済的影響
　気候変動が林業に与える影響、そして、生産選好の
変化（例えば、バイオ燃料への傾斜）は、林業経済活
動の再配置を通じて、社会的、経済的な影響に変わっ
ていくだろう。分布の＜変化による＞影響は、事業、
地主、労働者、消費者、政府、観光を巻き込み、ある
グループや地域が便益を受ける一方で、ほかは損失を
被る。森林生産が増加している地域では正味の便益が
生じ、活動が減退している地域は正味の損失に直面す
る可能性が高い。大半のモデルが推測しているように、
木材価格が下落すると、消費者が正味の便益を得る一
方、生産者は正味の損失を被るだろう。全体的な経済
的便益が損失を上回る可能性が高くても、森林資源の
喪失は、森林に依存している 12億人の極端な貧困層
の 90%に直接的な影響を与える可能性がある（FAO, 

2004a）。森林をベースにした開発途上国のコミュニテ
ィは、世界の木材生産にある程度の影響を与える可能
性が高いが、農村地域の資源に依存しているコミュニ
ティは、事前的方法でリスクに対応する能力をほとん
ど持っていないため、彼らは特に脆弱な存在である
（Davidson et al., 2003; Lawrence, 2003）。燃料、森林の
食物、薬草などの非木材林産物（NTFP）も、農村地域
のコミュニティの生計にとっては重要である。サハラ
以南のアフリカの多くの農村コミュニティでは、NTFP

は農家の現金収入の 50%以上をもたらし、人口の 80%

以上の健康ニーズを満たしている（FAO, 2004a）。だが、
NFTPにどのような影響があるかはほとんど分かって
いない。

5.4.6　捕 獲 漁 業 と 養 殖 業 ：海 面 と 内 水 面【訳注 5-9】

　2004年における世界の魚類、甲殻類、軟体動物の漁
獲量は、養殖生産量の 2倍以上であったが（表 5.5）、
1997年以降、捕獲漁業の漁獲量は 1%減少する一方、
養殖業＜の生産量＞は 59%増加した。2030年までに、
捕獲漁業の漁獲量と養殖業＜の生産量＞はほぼ同じに
なると予測されている（それぞれ 93 Mtと 83 Mt）（FAO, 

2002）。養殖業は、捕獲漁業よりは陸上での畜産業に
似ているので、その分野と、気候変動に対する脆弱性
と適応について多くの点で共通している。養殖業と陸
上の畜産業との類似点は、所有権、インプットの管理、
病気と捕食者、土地と水の使用、などである。
　一部の養殖業、特に植物と軟体動物の養殖業は、天
然に発生する栄養分に依存しているが、一般的に、魚
類や甲殻類の養殖では、一般的に、主として捕獲漁業
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で漁獲した餌を用いた適切な給餌を必要とする。捕獲
漁業は、自然の生態系の生産力に依存しており、一次
生産量の変化に対して、また、その生産量が水中の食
物連鎖をとおして移動していく過程に対して脆弱であ
る（気候がもたらす自然の水界生態系における生産量
の変化は、第 4章で扱われている）。
　水界生態系に対しては、さまざまな気候シナリオ下
における農作物の収量を予測する際に使用されるよう
な実験データやモデルが欠如している。従って、ほか
の分野のような定量的予測を行うのは不可能である。

5.4.6.1　TARの結論は依然として有効
　TARで述べられている養殖業と漁業についての主要
な結論（5.1.3節参照）は、依然として有効かつ重要で
ある。TARにおいて確認されている気候変動によるマ
イナスの影響、特に養殖業と淡水漁業に与える影響は、
（ⅰ）気温と酸素需要の上昇、および酸性度の増加（pH

の低下）によるストレス、（ⅱ）将来の給水の不確実性、
（ⅲ）気象の極端現象、（ⅳ）病気と中毒の頻度の増加、
（ⅴ）海面上昇と沿岸防護のニーズとの利害の対立、
（ⅵ）将来の捕獲漁業による魚肉と脂の供給に対する
不確実性、などである。プラスの影響は、成長速度の
増加と食物変換効率の向上、成長期間の延長、氷量の
減少に伴う漁業域の拡大と新たな水域の利用、などで
ある。
　TAR以降実施された実験、観察、およびモデリング
による研究で得られた情報は、これらの結論を支持す
るとともに、特に地域的影響についてのより詳細な状
況を提供している。

5.4.6.2　 TAR以降、何が新しい知見か？
新しい知見：温度が魚の成長に与える影響。
　ある実験的研究は、冬季の温度が 2℃上昇すると、
ニジマス（Oncorhyncus mykiss）の食欲、成長、タン
パク質合成、および酸素消費にプラスの効果があるが、
夏季に同じ温度上昇が起こると、マイナスの効果があ
ることを示した。このように、温度の上昇は、成長の
季節的促進をもたらすが、熱的許容範囲の上限では、
魚群にとってはリスクともなる。温度の上昇は、ほか
の地球規模での変化、例えば pHの低下と窒素および
アンモニアの増加などと相互作用を起こし、代謝コス
トを増加させる。これらの相互作用がもたらす結果は
推測の域を出ず、複雑である（Morgan et al., 2001）。

新しい知見：現在および将来の直接的影響。
　温度の上昇が海水と淡水の生態系に与える直接的な
影響は既に明らかであり、温度変化が激しい大西洋の
北東部のような地域では、極方向への急速な移動が起
こっている（第 1章参照）。北極地方の温暖化と淡水
化の継続により、分布と生産量にさらなる変化が起こ
ると予想されている（ACIA, 2005; Drinkwater, 2005）。
現在の生息域の縁辺において、特にサケ（Friedland et 

al., 2003）やチョウザメ（Reynolds et al., 2005）などの
淡水性や通し回遊性魚種 2では、地方的な絶滅が起こ
っている。

新しい知見：食物連鎖をとおした、現在および将来の
影響。
　気候による一次生産と食物連鎖を通じた変化は、漁
業に重大な影響を与えるだろう。その変化はプラス
にもマイナスにも作用する可能性があり、地球規模で
集計した影響は不明である。太平洋および大西洋での
証拠は、海洋上層の生産層への栄養塩の供給が、子午
面循環（MOC）と湧昇の減衰（McPhaden and Zhang, 

2002; Curry and Mauritzen, 2005）や風送栄養塩の降下
物の変化によって減少していることを示唆している。
このことは一次生産の減少をもたらすが（Gregg et al., 

2003）、その程度にはかなりの地域的ばらつきがある
（Lehodey et al., 2003）。さらに、1970年代後半からタン
ガニーカ湖の漂泳性魚類の漁獲量が減少したのは、気
候変動によって水柱の鉛直安定度が増加し、その結果
として栄養塩の利用可能量が減少したことが原因とさ
れている（O’Reilly et al., 2004）。
　産業革命の開始から 2050年までの間の地球温暖化
に対する海洋の生物学的応答を確認するための、6

つの異なるモデルを使用した結合シミュレーション
（Sarmiento et al., 2004）は、一次生産量が 0.7%から

8.1%へ地球規模で増加したことを示したが、大きな
地域差がある。このことは、第 4章で述べられてい
る。古代学的な証拠とシミュレーションモデリング
は、北大西洋のプランクトンのバイオマスが、子午面
循環（MOC）が減衰した期間に、長い時間スケールに
わたって 50％減少したことを示している（Schmittner, 

2005）。そのような研究は推論的なものだが、よりよ
い理解を得るために必須のステップである。上述の観
測結果とモデルによる証拠は、漁業生産を含む水域の
生産量が、地域的な、そしておそらくは地球規模の減1

2  通し回遊性（Diadromous）：淡水と塩水間を移動すること。
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少を被るだろうし、それが既に始まっていることを懸
念する根拠を与えている。
新しい知見：病原体の分布域拡大による現在および将
来の影響。
　気候変動は、植物、魚類、サンゴ、哺乳類をはじめ
とする多くの水生動植物の大量死に関連づけられて
きたが、標準的な疫学データや病原体に関する情報の
欠如により、一般的には、その原因を突き止めるのは
困難である（Harvell et al., 1999）（Box 5.4参照）。例
外は、2種の寄生原生動物（Perkinsus marinus および
Haplosporidium nelsoni）がメキシコ湾からデラウエア
湾へ、そしてさらに北方へと広がり、イースタンオイ
スター（Crassostrea virginica）の大量死を引き起こして
いることである。冬季の気温が一貫して 3℃未満であ
れば、 P. marinus が引き起こす未詳多核胞子病（MSX）
の発生は抑制される（Hofmann et al., 2001）。冬季の気
温上昇に伴い、この病原体やその他の病原体が極方向
に拡がると予想される。

新しい知見：経済的な影響。
　最近のモデル研究は、漁業分野に関して、気候変動
が中央アジアおよび北アジアの国々、サヘル西部、南
アメリカの沿岸熱帯地域（Allison et al., 2005）、そして
一部の小・中規模の島嶼国の経済に最も大きな影響を
与えると推測している（Aaheim and Sygna, 2000）。
　気候変動の間接的な経済的影響は、地方経済が、労
働および資本の流動性についての新たな状況にどの低
度適応できるかに依存する。天然漁業の生産量の変化
は、捕獲能力の低下と市場への物理的アクセスの縮小
によって強められることが多い（Allison et al., 2005）。

5.4.6.3　 10年周期の変動性と極端現象による影響
　大きな地球規模の海面捕獲漁業の大半は、各地域の
気候変動性による影響を受ける。太平洋におけるマグ
ロの 2つの熱帯種（カツオとキハダマグロ）と亜熱帯
種のビンナガ（Thunnus alalunga）の繁殖は、主要な気
候指数レジーム、すなわち ENSOと太平洋 10年規模
振動（Lehodey et al., 2003）に関係している。西部赤
道太平洋の暖水域におけるカツオの大規模な分布は、
ENSOの変化を組み込んだモデルによって推測されて
いる（Lehodey, 2001）。ペルーおよびエクアドル沖の
赤道海域に異常に暖かい水域が出現し、それが 6～ 18

か月にわたって持続する ENSO現象は、東部太平洋に
おけるペルーアンチョビ（カタクチイワシ）の生産に
悪影響を与える（Jacobson et al., 2001）。しかし、長期

的な、10年周期の異常は、ENSO現象期間の短期的な
栄養塩の減少に比べて、食物網により大きな長期的影
響を与えるようである（Barber, 2001）。適応管理の計
画において気候変動に関する情報をより良く活用する
ためには、年々変動、10年周期の（地域的な）変動、
および地球規模の気候変動を関連づけるモデルを改良
しなければならない。
　北部太平洋の生態系の特徴は、「レジームシフト」（10

年にわたって継続する、物理学と生態学におけるかな
り突然の変化）である。これらの変化は、この地域
の漁業資源の生産性と魚種組成に大きな影響を与える
（King, 2005）。
　大西洋の生態系の主要な変化もまた、地域の気候指
標、特に NAOと関係している可能性がある（Drinkwater 

et al., 2003; 第 1章、北東大西洋のプランクトン、魚の
分布および生産量も参照）。ヨーロッパ海域のタラな
どの水産資源の生産は、NAOの活動傾向により、1960

年代から悪影響を受けてきた。産卵するバイオマスと
個体数の構成が減少すると、繁殖は、気候変動性に対
してより感度が上がる（Brander, 2005）。気候への感度
を下げさせるためには、水産資源量がより高い水準に
保たれる必要がある。
　気候に関係した生産量の減少は、以前は持続可能で
あった漁獲高においても、水産資源の減少をもたらす。
従って、気候による影響を正しく認識し、漁業管理に
おいてその影響を考慮しなければならない。

5.4.7　 農村地域の生計：自給農業と小規模
農業

　気候変動が自給農業と小規模農業、牧畜業、および
零細漁業に与える影響は、TARでは明示的には議論
されなかった。ただし、これらのシステムについての
考察がさまざまな節において暗に含まれている。開発
途上国における小規模農民の生計システムに与える影
響については、多くの事例研究が実施され始めてお
り、その中のあるものは、気候変動との関わりの中で
みられる、最近の、そして現在の気候変動性に焦点
を合わせている（Thomas et al., 2005a）。ほかの研究で
は、モデリング手法を用いて、小規模農業の主要な作
物（Abou-Hadid, 2006; Adejuwon, 2006）、あるいは、小
規模農民が利用している生態系（Lasco and Boer, 2006）
への将来の影響を検討している。適応をより重視した
研究の中で影響を考察している場合もある（Thomas et 

al., 2005a）。
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　ある特定の影響は、地域あるいは地方単位でのさま
ざまな影響が一緒に（ごちゃまぜに）なった状況の中
で調べなければならない（Adger et al., 2003）。それら
のごちゃまぜになった影響の確信度の水準を把握す
るのは困難である。というのは、生計システムは一般
的に複雑であり、多くの種類の作物と家畜が関わって
おり、それらの間には相互作用（例えば、間作の慣行
（Richards, 1986）や、家畜の力を利用した耕作（Powell 

et al., 1998）など）があり、また、代替作物などによ
る置き換えの可能性もあるからである。多くの小規模
農家の生計システムは、天然資源の利用などの要素
や、送金などの非農業的な戦略も含まれている。干ば
つなどの気候の極端現象への対処戦略（Davies, 1996; 

Swearingen and Bencherifa, 2000; Mortimore and Adams, 

2001; Ziervogel, 2003）は、そのような要素の相対的な
重要性の変化や、それらの間の相互作用の変化を含む
のが特徴である。ケニア北部とエチオピア南部の牧畜
民の対処戦略が Box 5.5で論じられている。
気候変動がこれらのシステムに与える影響には以下の
ことがらがある。
・ 5.4.1節から 5.4.6節までで論じたように、気温、CO2 、
降水量の変化が特定の食料と換金作物の収量、畜産
業と漁業の生産性、そして家畜の健康に与える直接
的な影響。それらの影響には、平均値の変化および
極端現象の発生頻度の増加による影響が含まれ、中
期的には（2025年まで）後者による影響がより重
要である（Corbera et al., 2006）。同じ農業システム
においても、作物の違いによってプラスの影響もマ
イナスの影響も発生する可能性がある。Agrawala et 

al.（2003）は、タンザニアの小規模農家の場合、主
要な食用作物であるトウモロコシには大きなマイナ
スの影響がもたらされるが、重要な換金作物である
コーヒーと綿花にはプラスの影響が発生するだろう
と示唆している。

・ 小規模農家にとって重要な気候変動のその他の物
理的な影響には以下のことがらがある。（ⅰ）特に
インダス－ガンジス平野における、小規模農家の
主要な灌漑システムに供給される雪解け水の減少
（Barnett et al., 2005）、（ⅱ）海面上昇が沿岸域に与え
る影響、（ⅲ）熱帯低気圧の上陸頻度の増加（Adger, 

1999）、および（ⅳ）森林火災のリスクの増加（キ
リマンジャロの生態系については、Agrawala et al., 

2003）や、砂丘の再移動（アフリカ南部の半乾燥地
域については、Thomas et al., 2005b）のような、現
在確認中のその他の形態の環境的影響。

・ マラリアのリスク（第 8章、8.4.1.2節参照）のよう
な人間の健康への影響は、　農業や、観光などの農
村地域におけるその他の非農業経済活動において利
用可能な労働力に影響を与える（第 7章、7.4.2.2節
参照）。

小規模農家が栽培している 3つの主要な穀物に対する
気候変動の影響については、図 5.2a-fと、5.4.2節およ
び 5.5.1節を参照のこと。5.4.1節では、気候変動性の
激化と極端現象の発生頻度の増加が収量に与えるさま
ざまな悪影響について論じている（Porter and Semenov, 

2005も参照）。Burke et al.（2006）は、アフリカをは
じめとする多くの地域で干ばつが拡大するリスクがあ
ることを示した。世界各地域に予測される影響はそれ
ぞれの地域を扱った章で概観されるが、地域の中に
は、土地が小規模農家や自給農家、あるいはそれより
小規模な農家に分散されているものもある。Jones and 

Thornton（2003）による重要な研究は、アフリカとラ
テンアメリカにおいて小規模農家が天水栽培している
トウモロコシの収量が、2055年までにはほぼ 10％減
少する可能性が高いことを見出した。しかし、これら
の結果は、自給農家にとっての懸念事項である収量の
はなはだしい地域的変動性（Fischer et al., 2002bも参照）
を見えなくしている。
　熱帯の乾燥地域には多くの小規模農家と自給農家が
存在しており、気温の変化による作物収量の減少と、
干ばつの頻度と激しさの増大について特に懸念され
る。これらは、以下のことがらの一般化をまねく（確
信度が低い）。　
・ 不作の可能性の増大。
・ 家畜の病気と死亡の増加、および／または不利な価
格で家畜を売却せざるを得なくなること（Morton 

and de Haan, 2006）。
・ その他の資産の売却、借金、人口流出、食料援助へ
の依存などの生計への影響。

・ 健康や教育などの人間開発に関する指標への最終的
な影響。

気候変動の影響は、グローバル化（O’Brien and Leichenko, 

2000）や HIVおよび／または AIDS（Gommes et al., 

2004; 第 8章も参照）による影響をはじめとする、
5.2.2節で示したような非気候的ストレス因子と組み合
わされる。
　これらのさまざまな形の気候変動の影響間の相互作
用や、必要とされる適応を理解するためには、モデル
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研究が必要である。Bharwani et al.（2005）によるマ
ルチエージェントモデリング【訳注 5-10】は、考えられ
る一つの手法である。極端現象に対処するための現在
の戦略が、より長期的な適応を促進するのか、あるい
は制約するのかについての経験的な研究も重要である
（Davies, 1996参照）。気候変動に対する作物の応答に
ついての知識も、小規模農家に利害のある多くの作物
に拡大する必要がある。
　自給農業と小規模農業で特徴づけられる地域の多く
は、手つかずの生物多様性の宝庫である（Hannah et 

al., 2002）。収量の下落によって限界的な土地を耕作し
なければならない、あるいは持続不可能な耕作慣行を
採用しなければならない圧力、そして、より一般的に
は食料システムの崩壊（Hannah et al., 2002）は、野生
および固有の動植物の生物多様性を危険にさらす可能
性がある。また、自給農家や小規模農家の農地は環境
的に限界（それは必ずしも生物多様性と対立するもの
ではない）にあることが多く、気候トレンドの結果と
して土地が劣化するリスクが存在するが、農業および
家畜生産システムによって調整されている（Dregne, 

2000）。

5.5　適応：オプションと能力

　ここでは、適応という言葉は、気候変動の現実や脅
威、そして、社会的、制度的な構造をはじめとする意
思決定環境の変化に対応して、慣行、プロセス、およ
び資本を調整する行動、および、その行動を実現する
ための潜在的能力に影響を与えるうる、技術的なオプ
ションの変更、の双方を意味して使われている（第 17

章参照）。適応は、次の二つのカテゴリーに分けられ
ている。すなわち、起きている気候変動に対応して既
存の知識や技術を引き続き実施していく「自律的な適
応」と、効果的な適応や、新しい技術やインフラのた
めに都合のよい条件を確立、あるいは強化する制度や
政策を実施することで適応能力を高めていく「計画的
な適応」である。
　TARは、農業が歴史的に気候変動に対して高い水
準の適応能力を示してきたことと、気候変動の影響に
ついては多くの研究があるが、適応がある場合とない
場合の比較をした研究はあまりないことに注目してい
る。一般的に、適応は、中緯度地域において最も効果
的であるが、資源が少なく、農民の対応・適応能力が
低い、低緯度の開発途上地域で効果が最も少ないと評
価された。適応コストの評価、あるいは適応が環境や

天然資源に与える影響の評価は、あまり行われていな
い。一般的に、適応についての研究は、気候変動が正
味のマイナス効果をもたらすと思われる状況に焦点を
合わせている。気候が改善すれば、市場の力と適切な
技術オプションの一般的な利用可能性が、結果的に、
新たな、より収益性のある、あるいはより回復力のあ
るシステムをもたらすだろうという一般的な期待があ
る（例えば Parson et al., 2003）。

5.5.1　自律的適応

　TAR以前、および以後に確認された自律的適応オプ
ションの多くは、主として、既存のリスク管理活動あ
るいは生産強化活動の延長、あるいは強化である。作
付システムには、予想される気候変動や大気の変化に
対処するために管理方法を変更する方法が数多く存在
す る（Aggarwal and Mall, 2002; Alexandrov et al., 2002; 

Tubiello et al., 2002; Adams et al., 2003; Easterling et al., 

2003; Howden et al., 2003; Howden and Jones, 2004; Butt et 

al., 2005; Travasso et al., 2006; Challinor et al., 2007）。そ
れらの適応策には、以下のようなものがある。
・ 品種および／または種を、より適切な熱的期間およ
び春化要件を持つもの、および／または熱ショック
や干ばつに強いものに変える。また、穀物あるいは
果物の質を維持するため、施肥頻度を気候に合わせ
て変える。さらに、灌漑やほかの水管理慣行におけ
る量や時期を変更する。

・ 雨水利用、土壌水分保持（例えば作物残渣の保持）、
および降雨量が少なくなる地域における水のより効
率的な使用のために、技術を幅広く利用する。

・ 降雨量が多くなる地域において、浸水、侵食、栄養
分の流出を防止するため、水管理を実施する。

・ 作付活動の時期または場所を変更する。
・ 家畜の飼育などのほかの農業活動を組み入れて、収
入源を多様化する。

・ 統合的な害虫や病原体管理の幅広い実施、害虫や病
気に強い品種や種の開発と使用、検疫能力の維持あ
るいは向上、そして、監視プログラムをとおして害
虫、病気、雑草の管理慣行の有効性を高める。

・ 生産リスクを削減するため、季節予報を活用する。

上記の自律的な適応策を単独であるいは組み合わせて
幅広く採用すれば、気候変動による悪影響を相殺し、
プラスの影響を利用できる可能性が相当ある。例えば、
モデナ（イタリア）におけるモデル研究では、気候変
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動によってより暑くて乾燥することが予想される夏季
の数か月間の干ばつと暑熱ストレスを避けるために、
品種と播種時期を変更するという簡単で即座に実行可
能な適応策が、ソルガムに対する大きな悪影響（－48

から－58%）を、影響なしからややプラスの影響（0

から +12%; Tubiello et al., 2000）に変化させた。本評価
報告書では、コムギ、コメ、トウモロコシを対象とす
る多くの作物の適応研究から得られた結果を統合した
（図 5.2）。適応による便益は、作物の種類、地域、お
よび気温変化によって異なるが、平均すると、適応が
行われない場合に比べて約 10％の収量増加という便益
をもたらす。別の見方をすると、これらの適応策は、
熱帯地方においては 1.5から 3℃までの気温上昇、温
帯地方においては 4.5から 5℃までの気温上昇による
コメ、コムギ、トウモロコシの収量減少を回避するこ
とができる。しかし、どちらの地域でも、この温度幅
を上回る温暖化は適応能力を超えるものである。自律
的な適応の便益は気温上昇に伴って横ばいになる傾向
があり（Howden and Crimp, 2005）、マイナスの影響の
可能性が増大する。
　上記のような自律的な適応は、問題を有する気候変
動によるかなりの損害を回避できる可能性を持ってい
るが、これらの適応策が実際にどのように効果的に、
また幅広く採用されているかについての、次の（ⅰ）
から（ⅴ）までのことがらを考慮に入れた評価はほと
んど行われていない。すなわち、（ⅰ）農業における
意思決定が、気候以外にも管理上の問題が多く、複雑
な性質を持つこと、（ⅱ）一部には、気候変動の違い
が原因となって、地域内および地域間における対応に
多様性がある可能性が高いこと、（ⅲ）気候変動が非
線形であったり、気候の極端現象が増加したりすると
生ずるかもしれない困難さがあること、（ⅳ）応答に
時間差があること、そして、（ⅴ）適応のさまざまな
オプションと、変化に対する経済的、制度的、文化的
な障害との間に相互作用の可能性があることである。
例えば、自給農業および／または牧畜業の貧しいコミ
ュニティの実現可能な適応能力は、一般的には非常に
低いと考えられている（Leary et al., 2006）。そのよう
な考え方は、畜産業、林業、および漁業にもあてはまる。
　放牧されている家畜における適応策には、放牧密度
を牧草の生産量に合わせる、牧草地のローテーション
を行う、放牧回数を変更する、飼料および家畜の種類
／品種を変更する、家畜／作物混合システムの統合方
法を変更する（適応している飼料作物の使用を含む）、
施肥を再評価する、十分な量の水を供給する、およ

び補助的な飼料や濃厚飼料を使用する、などがある
（Daepp et al., 2001; Holden and Brereton, 2002; Adger et 

al., 2003; Batima et al., 2005）。しかし、それらの適応策
にはしばしば限界があることに注意するのが重要であ
る。例えば、熱に強い品種の家畜は生産性が低いこと
が多い。上記のことがらを考慮すると、集約的な畜産
業においては、冬季の屋内飼育および寒冷な気候にお
ける濃厚飼料の給餌に対するニーズは減少するかもし
れないが、暖かい気候の際には、暑熱ストレスに関係
する生産性と繁殖力の低下、そして死亡率の増加を改
善するための管理とインフラに対するニーズが高まる
であろう。
　人口林に対して、以下のような数多くの自律的適
応戦略が示唆されている。管理集約度、硬材／軟材
種 の混合、地域内や地域間での樹木の成長および収
穫パターン、ならびにローテーション周期の変更、枯
れた樹木の除去、新しい気候条件下でより生産的な樹
木種あるいは場所への移行、火災や昆虫被害を最小限
にする景域計画、変更された木材のサイズと質への適
合、火災管理システムの調整などである。（Sohngen et 

al., 2001; Alig et al., 2002; Spittlehouse and Stewart, 2003; 

Weih, 2004）。害虫による損害を抑制する適応戦略には、
害虫の大発生の増加に対する森林の脆弱性を軽減する
ための山焼き、化学薬品によらない害虫制御（例えば、
バキュロウイルスの利用）、昆虫による落葉に最も弱
い立木を優先的に伐採する伐採スケジュールの調整、
などが含まれる。緩やかな気候変動のもとでは、これ
らの事前的方策によって、気候変動による経済的な悪
影響が軽減される可能性がある（Shugart et al., 2003）。
しかしながら、ほかの第一次産業分野と同様に、可能
な適応策と実現される活動との間にはギャップが生じ
る可能性が高い。例えば、特に開発途上国の広大な森
林地帯は、人間による直接的管理がほとんど行われて
いないので（FAO, 2000）、適応の機会が制限される。
だが、適応活動を実施しやすい、よく管理されている
森林であっても（Shugart et al., 2003）、植林と伐採の間
は長い時間が存在し、森林が 1回ローテーションする
間に何度も適応が行われる可能性があるので、意思決
定が複雑になる。
　海洋生態系は、いくつかの点において、陸域生態系
より地理的な制約が少ない。過去 30年間に、プラン
クトンの生態系の分布は急速に変化したが、それは、
変化する物理的環境に対する自然界の適応とみなすこ
とができる（第 1章および Beaugrand et al., 2002参照）。
大半の漁業社会は、年々のおよび 10年ごとの気候変
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動性に伴って増減する水産資源に依存しており、その
結果として相当な対処能力が開発されてきた（King, 

2005）。養殖業と一部の淡水漁業を除いて、共有資源
である自然の魚の利用においては、農業、畜産業、お
よび林業において提案されている気候変動に対する管
理的適応を行う機会がない。従って、適応オプション
は、漁獲の規模と捕獲活動の変更が中心となる。現在、
世界の海洋水産資源の 4分の 3は、資源生産能力に近
いレベル、あるいは、それを上回るレベルで開発され
ている（Bruinsma, 2003）。従って、多くの場合、漁獲
量を持続させるためには漁獲レベルを削減する必要が
あり、これは、水産資源にも便益を与える。水産資源は、
魚群の年齢構造や地理的な構造が弱まったときに気候
変動性に対する感度が高まる（Brander, 2005）。自律的
な適応の範囲は、漁業開発および海洋生態系に対する
新たな規制が施行されるに従って、しだいに狭くなっ
ていく。＜人間の＞移動や移住の水準を高めるシナリ
オは、コミュニティレベルの漁業管理や資源へのアク
セスシステムに歪みをかけ、地元の制度やサービスを
弱体化させる可能性が高い。移住は、天然資源の持続
可能な利用にとっては適応する価値があるものの、経
済開発を阻害しうる（Allison et al., 2005; 第 17章、Box 

17.8参照）。

5.5.2　計画的適応

　自律的な適応は、気候変動に対処するには十分で
ないかもしれない。従って、入念に計画された方策
が必要となる。気候変動に対する政策に基づいた適
応の多くのオプションが、農業、林業、および漁業
の分野に対して確認されている（Howden et al., 2003; 

Kurukulasuriya and Rosenthal, 2003; Aggarwal et al., 2004; 

Antle et al., 2004; Easterling et al., 2004）。これらの＜オ
プション＞は、インフラの開発のような適応活動、あ
るいはより幅広いユーザーコミュニティや組織におけ
る適応能力の構築を含みうる。後者は、管理レベルの
自律的適応活動が起きる意思決定環境を変えることで
築き上げられることが多い。（第 17章参照）。気候変
動に適応するための効果的な計画や能力構築には、以
下のことがらが含まれうる。

1. 企業の経営者たちがその管理方法を変更するために
は、気候変動が現実のものであり、継続する可能性
が高いことを納得する必要がある（例えば Parson et 

al., 2003）。それには、気候監視を維持し、その情報

を効率的に伝える政策が役立つだろう。また、気候
が直接影響を及ぼす害虫、病気、およびその他の要
因の監視に的を絞った支援をすることもありうる。

2. 経営者たちは、予測される気候変動が彼らの事業
に重大な影響を与えることを確信する必要がある
（Burton and Lim, 2005）。このことには、研究、シス
テム解析、普及能力、そして、この情報を提供する
産業界と各地域のネットワークを支援する政策が助
けとなるだろう。

3. 予測される変化に対処するためには技術的およびそ
の他のオプションの入手が必要である。既存の技術
的オプションでは十分に対処できない場合は、新た
な状況に対応するために、新しい技術的あるいは管
理的オプション（例えば、バイオテクノロジーを通
じた改良を含む、農作物、飼料、家畜、森林、漁業
における遺伝資源の改良など、Box 5.6参照）への
投資、あるいは古い技術の復活が必要になるかもし
れない（Bass, 2005）。

4. 土地利用の重大な変化や、産業立地の変更や移動が
起こった場合、政府には、直接的な財政支援、物的
支援をとおしてそれらの移行を支援し、生計の代替
オプションを作り出す役割があるだろう。それらに
は、農業への依存度の低減、食料および飼料バンク
の開発におけるコミュニティパートナーシップの支
援、社会資本の開発能力と情報共有能力の強化、よ
り脆弱な人々への食料援助と雇用の提供、緊急事態
対策の作成などが含まれる（例えば Olesen and Bindi, 

2002; Winkels and Adger, 2002; Holling, 2004）。そのよ
うな移行に対する効果的な計画と管理は、動植物の
生息地の損失を抑え、炭素損失のリスクを軽減し（例
えば Goklany,1998）、また、土壌の劣化、シルトの沈
殿化、生物多様性の減少などの環境コストを下げる
結果にもなるだろう（Stoate et al., 2001）。

5. 開発計画に気候変動を取り込むことによって新しい
管理や土地利用の整備を支援するための新たなイン
フラ、政策、制度を開発すること、灌漑インフラと
効率的な水利用技術への投資を強化すること、適切
な輸送および貯蔵インフラを確保すること、明確な
財産権に注意を払って土地所有制度を改定すること
（FAO, 2003a）；製品とインプット（種子、肥料、労
働力など）を対象とした、また、保険を含む金融サ
ービスを対象とした、アクセス可能で効率的に機能
する市場を確立すること（Turvey, 2001）。

6. 気候変動への適応、およびそのコストと効果を対象
とした監視をとおして、何が機能し、何がどのよう
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な理由で機能しないかを理解し、これにより適応の
継続的な調整および改良を行う能力を開発すること
（Perez and Yohe, 2005）。

政策に基づく気候変動への適応が、とりわけ、天然資
源管理、人間と動物の健康、ガバナンス、そして政治
的権利と相互作用すること、またそれらに依存するこ
と、さらには、それらに関する政策の一部にさえなる
かもしれないことに注意することは重要である。すな
わち、幅広い回復力の強化を目指した政策への、気候
変動に対する適応の主流化である（第 17章参照）。

5.6　 食料の供給および安全保障を含む、
コストとその他の社会経済的側面

5.6.1　農業に対する世界的コスト

　Fischer et al.（2002b）は、気候変動が 2080年まで
に世界の農業の GDPに与える影響を、地域によるば
らつきは大きいが、－1.5%から＋2.6%と見積もった。
全体的に、中から高緯度地域の農業は便益を得る一方、
低緯度地域の農業は悪影響を受けるだろう。しかしな
がら、Fischer et al.（2002b）は、経済的な調整を考慮
に入れるならば、2080年までの世界の穀物生産量は気
候変動がない場合の基準生産量から 2%の範囲内に収
まると示唆している。
　気候変動が世界の食料価格に与える影響を、図 5.3

にまとめている。全体的に見ると、全球平均気温
（GMTs）の上昇が食料価格に与える影響は、予想され
る作物と家畜の生産量の変化に従う。GMTのそれほ
どではない上昇に伴う生産量の増加は、実際の世界の
食料（穀物）価格のわずかな下落を引き起こす可能性
が高いが、GMTが 5.5℃またはそれ以上に変化すると、
平均で 30%という食料価格の明確な上昇をまねく可能
性がある。

5.6.2　林業に対する世界的コスト

　Alig et al.（2004）は、気候の変動と変化は森林の生
産性を変化させ、それゆえ、国内的および地域的に、
資源管理、適応の経済的プロセス、そして、森林の収
穫量を変える可能性があることを示唆している。そ
のような変化は、また、林産物の国内および国際市場
への供給を変化させるとともに、林産品の価格を変
え、経済的厚生に影響を与え、そして、土地利用の変

化にも影響を与える可能性がある。現在の研究は、主
に、気候変動が森林資源、産業、そして経済に与える
影響を考慮している。だが、森林生態系や林産品にお
ける温室効果ガスの循環をはじめとする、生態系にお
けるフィードバックを盛り込んだ研究もある（例え
ば Sohngen and Sedjo, 2005）。多くの研究は、気候変動
が林業と経済に与える影響を解析している（例えば
Binkley, 1988; Joyce et al., 1995; Perez-Garcia et al., 1997; 

Sohngen and Mendelsohn, 1998; Shugart et al., 2003; 表 5.4

および 5.4.5節参照）。
　モデルが推測するとおりに世界が進んだ場合、木
材生産の増大により、木材原材料の価格は全般的に
下落するだろう（Perez-Garcia et al., 1997; Sohngen and 

Mendelsohn, 1998）。これらの著者は、経済的厚生への
効果は比較的小さいものの、それはプラスの効果であ
り、木材の消費者に正味の便益をもたらす、と結論づ
けている。しかしながら、ほかの部門における変化、
例えば、エネルギー生産の需要と要求量における大き
な変化も林業部門の価格に影響を与えるだろう。森林
資源の非木材サービスに関する具体的な研究はない
が、気候変動がそれらの多くのサービスに与える影響
は場所によって異なる可能性が高い。

5.6.3　貿易における変化

　気候変動が農業に与える主な影響は、中から高緯度
地域における生産能力の増大と、低緯度地域における
減少である。生産能力におけるこの移行は、中から高
緯度地域の農産物（穀物や畜産品など）の低緯度地域
への貿易の流れが増大する結果を生むと予想される。
Fischer et al.（2002b）は、開発途上国の穀物輸入量が
2080年までに 10～ 40%増加すると推定している。

5.6.4　 地域的なコストとそれに伴う社会経
済的影響

　Fischer et al.（2002b）は、地域的影響を定量化し、
世界的には 2080年までに農地に利用できる土地が大
きく増えるだろうと結論づけた。特に、北アメリカ（20

～ 50%）とロシア連邦（40～ 70%）では増加し、サハ
ラ以南のアフリカでは最大で 9％減少するだろう。食
料安全保障に関して最も大きな課題に直面する可能性
が高い地域は、アフリカ、特にサハラ以南のアフリカ
と、アジア、とりわけ南アジアである（FAO, 2006）。
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アフリカ
　穀物やほかの農産物の収量は、アフリカ大陸全体で
著しく減少しそうである。それは、CO2濃度の上昇が
潜在的生産量を増加させる可能性はあるものの、干ば
つの頻度が増加するからである。作物によって（例え
ばトウモロコシ）は、収穫できなくなる地域があるか
もしれない。放牧地の質が低下し、非生産的な低木帯
や砂漠に変わるため、家畜の生産も被害を受けるだろ
う。

アジア
　Murdiyarso（2000）によると、アジアにおけるコメ
の生産量は今世紀中に 3.8％減少しうる。同様に、平
均気温が 2℃上昇すると、インドにおけるコメの収量
が約 0.75 t/ha、中国における天水栽培のコメの収量が
5～ 12%減少しうる（Lin et al., 2005）。南アジアおよ
び東アジア南部の大部分では、コムギの栽培に適する
地域が大幅に減少しうる（Fischer et al., 2002b）。例え
ば、CO2 の施肥効果がない場合は、冬季の気温が 0.5℃
上昇すると、2050年までにインドにおけるコムギの収
量が 0.45 t/ha（Kalra et al., 2003）、中国における天水栽
培のコムギの収量が 4～ 7%減少するだろう。だが、
CO2 の施肥効果を考慮に入れると、両国のコムギの生
産量は 2050年には 7%から 25%増加するだろう（Lin 

et al., 2005）。

5.6.5　食料安全保障と脆弱性

　食料安全保障の 4つの要素、すなわち、食料の入手
可能性（すなわち生産と貿易）、食料供給の安定性、
食料へのアクセス、そして食料の利用（FAO, 2003a）
は、すべて気候変動の影響を受ける可能性が高い。重
要なのは、食料の安全保障が気候および社会経済的影
響のみならず、食料貿易の流れ、食料の備蓄、そして
食料援助政策にも依存していることである。気候変動
が食料生産に与える影響（食料の入手可能性）は混在
しており、地域による差があるだろう（FAO, 2003b, 

2005c）。例えば、土地と水資源に乏しく、既に重大な
食料不足に直面している熱帯地方の開発途上国では、
生産可能量の減少がこれらの国々への負担をさらに
重くする可能性がある（例えば Hitz and Smith,  2004; 

Fischer et al., 2005a; Parry et al., 2005）。地球規模で見る
と、食料生産の可能性は、地域の平均気温の増加が 1

℃から 3℃の幅の場合は増大するが、その幅を超える
場合は減少すると予測される。干ばつや洪水の発生頻

度と激しさの増大などの極端現象パターンの変化は、
食料供給の安定性、ならびに食料へのアクセスに影響
を与えるだろう。食料不足と生計の喪失は、低平地に
おける浸水と海岸侵食がもたらす耕作地および漁業の
養殖地の喪失により、さらにいっそう悪化するだろう
（FAO, 2003c）。
　気候変動は、また、特に追加的な健康への影響によ
って、食料の利用にも影響を与える可能性がある（第
8章参照）。例えば、水が乏しい地域、とりわけ亜熱帯
地域の人々は、水利用可能量の低下に直面する可能性
が高く、食料の加工と消費に影響が生じる。沿岸域で
は、海面上昇と豪雨の発生頻度の増加により、居住地
域が洪水に見舞われるリスクが高くなる。このことは、
動物媒介性の病気（例えばマラリア）や水媒介性の病
気（例えばコレラ）にさらされる人々の増加をもたら
す可能性が高く、食料を有効に利用する人々の能力を
低下させる。
　多くの研究は、気候変動が地域的および世界的な規
模で食料安全保障に与える影響を定量化している（例
えば Fischer et al., 2002b, 2005b; Parry et al., 2004, 2005; 

Tubiello and Fischer, 2006）。これらの予測は、GCMsの
アウトプット、農業生態学的区分のデータ、および／
または作物動態モデル、そして、社会経済モデルを統
合した、複雑なモデリングの枠組みに基づいている。
これらのシステムでは、まず、気候変動が農業生産性
に与える影響が計算される。次に、将来のさまざまな
社会経済的状況（一般的には SRESシナリオ）を考慮
に入れたうえで、地域的および世界的規模の食料の供
給、需要、および消費への影響が計算される。しかし
ながら、多くの制約のため、それらのモデルの予測は
かなり不確実である。第一に、推定は、気候変動が主
に食料の入手可能性に与える影響に限定されており、
例えば、気候変動性および／または社会経済的変化に
直面して、食料の安定供給が変化する可能性はカバー
されていない。第二に、予測は、少数の作物モデルと
ただ一つの経済モデル（表 5.6の説明文を参照）に基
づいており、後者は、観測によって十分評価が行われ
ておらず、さらなる改善が必要である。
　そのような限界や不確実性にもかかわらず、それら
の研究から、政策に使用できるかなりはっきりとし
た結論がいくつか得られている。まず第一に、気候変
動は、気候変動がない基準シナリオに比べて、飢餓の
リスクにさらされる人々の数を増加させる可能性が
高い。だがしかし、影響は、予想される社会経済的
な進展に強く依存している（表 5.6）。例えば、Fischer 
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et al.（2002a, 2005b）は、気候変動が、気候変動がな
い場合に比べて、栄養不良の人々の数を 2080年には
5～ 26%、あるいは 500万人～ 1,000万人（SRES B1）
から 1億 2,000万人～ 1億 7,000万人（SERES A2）増
加させると推定している。SRES内の幅は、いくつか
の GCM気候予測による幅である。Parry et al.（2004, 

2005）は、一つだけの GCMシナリオを使用し、2080

年までのわずかな、すなわち 5%の減少（1,000万人［B］
から 3,000万人［A2］の減少）と、13～ 26%（1,000

万人［B2］から 3,000万人［A1］）の若干の増加を推
定した。
　第二に、これらの気候変動による影響は、社会経済
的な進展による影響に比べて小さいであろう（例え
ば Tubiello et al., 2007b）。表 5.6にあるように、これら
の研究は、21世紀に予測される経済成長と人口増加
の減速が、世界規模で、2080年に飢餓のリスクにさ
らされる人々の数を現在の人数より大幅に減少させる
ことを示唆している。特に、今日開発途上国では 8億
2,000万人が栄養不良の状態にあるという FAOの推定
と比べて、Fischer et al.（2002a, 2005b）および Parry et 

al.（2004, 2005）は、2080年までにその人数が 75%以上、
あるいは約 5億 6,000万人～ 7億人減少すると推定し、
従って、2080年までには、栄養不良の状態にある人々
は全世界で 1億人～ 2億 4,000万人になると予測して
いる（A1, B1, B2）。それとは対照的に、A2シナリオ
下では、SRESのほかのシナリオと比べて大きな人口
を予測しているため、2080年に飢餓にある人々はわず
かに減少するだけであろう（Fischer et al., 2002a, 2005b; 

Parry et al., 2004, 2005; Tubiello and Fischer, 2006）。これ
らの予測は、また、気候変動の有無にかかわらず、飢
餓のリスクにさらされる人々の割合を 2015年までに
半分にするというミレニアム開発目標（MDGs）が、
2020～ 2030年までには実現されないだろうというこ
とを示している（Fischer et al., 2005b; Tubiello, 2005）。
　第三に、サハラ以南のアフリカは、アジアを抜き、
世界で最も食料が不足している地域になる可能性が高
い。しかし、それは気候変動とはおおむね無関係であ
り、さまざまな開発途上の地域に対して予測されてい
る社会経済的開発の結果である。さまざまな SRESシ
ナリオとモデル解析を用いた研究は、サハラ以南のア
フリカが、今日すべての栄養不良の人々の約 24％を占
めているのに対して、2080年までに 40～ 50%を占め
るかもしれないことを示している（Fischer et al., 2002a, 

2005b; Parry et al., 2004, 2005）。より緩やかな経済成長
を想定する A2および B2シナリオ下において、70～

75%という高い値を見積もる研究もある（Fischer et 

al., 2002a; Parry et al., 2004; Tubiello and Fischer, 2006）。
　第四に、CO2 の増加が食料安全保障に与える影響に
ついては、大きな不確実性が存在している。表 5.6に
あるように、大半の将来シナリオ下では、想定され
る CO2 の施肥効果は、世界の飢餓予測には大きな影響
を与えないであろう。特にそれは、社会経済的な開発
のみによる飢餓人口の絶対的減少と比較した場合にあ
てはまる（Tubiello et al., 2007a, b）。例えば、Fischer et 

al.（2002a, 2005b）および Parry et al.（2004, 2005）は、
一つの GCMを採用して、CO2 の効果を考慮した場合
の 1億人～ 2億 4,000万人の範囲に対して、CO2 が作
物に与える影響を想定しない場合、SRESの A1、B1、
および B2シナリオにわたって、2080年における全世
界の栄養不良の人々の絶対数は 1億 2,000万人～ 3億
8,000万人になると予測した。これらの研究における
例外は、ここでも SRES A2シナリオで、気候変動と作
物への CO2 効果を想定した場合の 7億 4,000万人～ 8

億 5,000万人とは対照的に、CO2 の施肥効果を想定し
ていないそのシナリオ下では、2080年には 9億 5,000

万人～ 13億人が栄養不良になると予測されている。
　最後に、最近の研究は、気候の緩和が農業分野に大
きなプラスの効果をもたらすことを示唆している。た
だし、全球平均気温が持つ慣性と、緩和シナリオにお
ける CO2 増加によるプラスの効果の低減のため、影響
の回避という便益は今世紀の後半になって初めて実感
されるだろう（Arnell et al., 2002; Tubiello and Fischer, 

2006）。確固とした、世界的に長期的な便益がもたら
されるものの、勝者と敗者の地域的、時間的な分布は
きわめて不確かであり、GCMの予測に大きく左右さ
れる（Tubiello and Fischer, 2006）。

5.7　持続可能な開発への含意

　人間社会は、数世紀にわたり、折にふれて環境の変
化に適応する能力を開発してきた。従って、持続可能
な開発にとって気候変動への適応が持つ意味について
のいくつかの知見は、歴史的なアナログ（類似例）か
ら導き出すことができる（Diamond, 2004; Easterling et 

al., 2004）。
　気候変動に関係した水不足への一方向的な適応策
は、水資源を巡る競争をまねき、開発をめぐる紛争や
反発を引き起こす可能性がある。共同の解決策を見出
すためには、ホンジュラス、グアテマラ、エルサルバ
ドル間のレンパ渓谷における 3か国国境プロジェクト
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（Trifinioプロジェクト）のような、国際的および地域
的なアプローチが必要である。（Dalby, 2004）。土地の
生産性の変化は、ある地域では農業や家畜システムの
変化に、また、ほかの地域では農業の集約化につなが
るであろう。その結果、動植物の生息地の減少と炭素
の放出に歯止めがかかるなどの環境上の便益がもたら
される一方で（Goklany, 1998, 2005）、土壌の劣化、シ
ルトの沈殿化、生物多様性の減少などの環境コストも
発生する（Stoate et al., 2001）。
　動植物の生息地や生態系の変化に対応する適応策、
例えば、以前は森林であった地域への農地の拡大など
は、生息地のさらなる喪失と分断化につながるだろう。
現在、主に森林を農地に転換する結果としてもたらさ
れる森林破壊は、1年に 1,300万 haの割合で継続して
いる（FAO, 2005b）。生態系サービスの劣化は、概して、
持続可能な開発への障害になるばかりでなく、特定の
国際開発目標、例えば MDGs（Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005）の達成に対する障害にもなる。最
大の森林喪失は南アメリカとアフリカで発生してお
り、それらの諸国は、固形燃料に大きく依存している
こと、安全な水へのアクセスと衛生のレベルが低いこ
と、MDGの目標に向かって進むペースが最も遅いこ
と、という点で際立っている。このような損失を最小
限に抑制することを目指した対応戦略では、地域的お
よび国際的な景観開発をよりいっそう重視する必要が
ある（Opdam and Wascher, 2004）。
　貿易、経済開発、環境の質、ならびに土地利用に対
する影響は、例えば欧州バイオマス行動計画のような、
化石燃料の代わりにバイオ燃料を使用する方策からも
予想される。原材料のためのエネルギーと林産品部
門間での競合や、バイオ燃料、食料、および林業間で
の土地をめぐる競合のバランスを取る必要があるだろ
う。
　持続可能な経済開発と貧困の削減は、依然として開
発途上国の最優先課題である（Aggarwal et al., 2004）。
気候変動は、開発途上国が直面している、持続可能な
開発に対する気候に敏感なハードルをいっそう高いも
のにしうる（Goklany, 2007）。このことは、適応、緩和、
持続可能な開発を同時に進めるための統合されたアプ
ローチを必要とする。Goklany（2007）はまた、生物
多様性、飢餓、および炭素吸収源に対する圧力を同時
に削減するような方策をはじめとする、事前的な戦略
と方策のポートフォリオを提案している。加えて、ど
のような適応策であっても、全体的な、また、国別開
発プログラムおよび開発戦略、例えば、貧困削減戦略

プログラム（Eriksen and Naess, 2003）や貧困層支援戦
略（Kurukulasuriya and Rosenthal, 2003）の一部として
策定され、また、それらに密接に統合されるべきであ
り、＜適応策は＞「共同責任」であることを認識しな
ければならない（Ravindranath and Sathaye, 2002）。

5.8　 主要な結論とその不確実性、確信度
のレベル、および研究における空白

5.8.1　調査結果と主要な結論

極端な気候現象の頻度と激しさについて予測される変
化は、気温と降水量の予測平均値の変化に比べて、食
料と林産物の生産、および食料不安に、より重大な結
果をもたらすだろう（確信度が高い）。
モデル研究は、干ばつや豪雨などの極端現象による作
物の損失頻度の増加が、さほどひどくない気温上昇が
もたらすプラスの効果を超える可能性を示唆している
［5.4.1］。森林については、火災、害虫の大発生、風
による被害、およびその他の森林撹乱事象によるリス
クの増大が予測されているが、木材生産に対するそれ
らの全体的な影響についてはほとんど分かっていない 

［5.4.1］。

気候変動は、飢餓リスクにさらされる人々の数を増加
させる（確信度が高い）。選択された社会経済的な経
路（SRES シナリオ）が飢餓リスクにさらされる人々
の数に与える影響は、気候変動の影響より遥かに大き
い。気候変動は、食料不安の焦点をますますサハラ以
南のアフリカに移すことになるだろう。
気候変動だけで、栄養不良の人々の数を 4,000万人か
ら 1億 7,000万人増加させると推定されている。それ
とは対照的に、社会経済的開発経路（SRES）の影響
は、数億人を飢餓リスクにさらす可能性がある［5.6.5］。
さらに、気候変動は、食料不安の地域的焦点をますま
すサハラ以南のアフリカに移す可能性が高い。2080年
までに、飢餓リスクにさらされる人々の約 75%がこの
地域に住むと推定されている。気候変動緩和策の効果
は、最初の数十年間は比較的小さい可能性が高い。緩
和策が農業分野にもたらす大きな便益は、CO2 が作物
の収量に与えるプラスの影響が横ばいになり、全球平
均気温の上昇が緩和策が取られないシナリオの場合に
比べて大幅に小さくなる、今世紀の後半になってやっ
と認識されるだろう［5.6.5］。
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中緯度から高緯度の地域では、さほどひどくない程度
の温暖化は作物や牧草の収量に便益をもたらすが、乾
期のある低緯度地域では、わずかな温暖化でさえも収
量を減少させる（確信度が中程度）。
モデルから得られた優勢な証拠は、中から高緯度の地
域では、さほどではない程度の（3℃の）地方的気温
上昇が主要な天水作物（トウモロコシ、コムギ、コメ）
や牧草にわずかな便益を与えうるが、乾期のある熱帯
地域では、わずかな温暖化でさえも収量を減少させる
ことを示唆している。さらなる温暖化は、すべての地
域にしだいに悪影響を与える ［5.4.2、および図 5.2参
照］。これらの結果は、全体としては、各地方の平均
気温が 1℃から 3℃の範囲で上昇すれば世界の食料生
産量が増加する可能性があるが、この範囲を越えると
減少するであろうことを予測している［5.4,5.6］。加え
て、平均的な気候変動に極端現象を付け加えたモデル
研究は、平均値の変化のみの場合に比べて作物の収量
が低いことを示し、TARの同様の結論を支持している 

［5.4.1］。極端現象の頻度の変化は、小規模農家や零細
漁民に偏った影響を与える可能性が高い［5.4.7］。

上昇した CO2 濃度に対する作物の応答に関する実験
的研究は、第 3 次評価報告書（TAR）の結論を裏づけ
る（確信度が中程度から高い）。新たな開放系 CO2 増
加実験（FACE）の結果は、森林の応答がより低いこ
とを示唆している（確信度が中程度）。作物モデルは、
新たな研究結果の上限に近い CO2 の推定値を含んで
いるが（確信度が高い）、林業モデルは CO2 の効果を
過大評価している可能性がある（確信度が中程度）。
CO2 施肥効果に関する FACE研究の最近のメタ分析の
結果、CO2 濃度が 550ppmになると作物の収量が平均
15%増加するという TARの結論が確認された。作物
モデルにおける CO2 施肥効果の推定値は、FACEの結
果の範囲内にある［5.4.1.1］。森林については、若い
立木の場合、成長率が平均 23%増加するが、成熟し
た樹木の場合、幹の成長の増加はほとんどないことを
FACE実験が示唆している。モデルは FACEより高い
成長刺激を想定することが多く、最高で 35%である 

［5.4.1.1, 5.4.5］。

地球規模では、商業的木材の生産性は、短・中期的に
は気候変動に伴ってやや上昇するが、その全球的なト
レンドとともに大きな地域的変動性がある（確信度が
中程度）。
全体的には、2020年と 2050年における世界の林産物

の生産量は変化する。その変化は、想定される CO2の
施肥効果と、モデルには十分に組み込まれていない撹
乱プロセス（例えば昆虫の大発生）の効果によって、
微増から微減までの幅がある。ただし、地域および地
方による差は大きいだろう［5.4,5.2］。

特定魚種の地方的絶滅が、分布範囲の縁辺において生
じると予想される（確信度が高い）。
引き続く温暖化によって、特定の魚種の分布と生産性
に地域的な変化が生じることが予想される。そして、
分布範囲の縁辺においては、特に淡水魚種と通し回遊
性魚種（例えばサケ、チョウザメ）では、地方的絶滅
が生じるだろう。また、分布範囲と生産性が増大する
場合もあるだろう［5.4.6］。現在得られつつある証拠は、
子午面循環が減速しているという懸念を示唆し、これ
は漁業に重大な結果をもたらす可能性を伴う［5.4.6］。

食料と林業の貿易は、気候変動に応じて増加すると予
測され、大半の開発途上国における食料輸入への依存
度を高める（確信度が中程度から低い）。
食料の購買力は、2050年までの期間は実質価格の低下
によって強化されるが、2050から 2080年までは、食
料の実質価格の上昇によって悪影響を受けるだろう
［5.6.1, 5.6.2］。食料安全保障は、収量のより激しい減
少に苦しむことが予想される多くの地域において既に
問題となっている。農業および林業の貿易の流れは、
大幅に増加すると予想される。中・高緯度地域の国々
から低緯度地域の国々への食料品の輸出は増加するが
［5.6.2］、林業ではその逆になる可能性がある［5.4.5］。

温暖化が進むにつれて、適応は水資源や環境資源にス
トレスを与えるかもしれない（確信度が低い）が、シ
ミュレーションは、低度からさほどひどくない程度の
温暖化に伴う適応の相対的便益の上昇を示唆している

（確信度が中程度）。
食料、繊維、林業、漁業（以後 FFFFと略記）に関わ
る活動について、ある場所で実施されている慣行の変
更から活動の場所の変更まで、コストの異なる複数の
適応オプションが存在している ［5.5.1］。適応の潜在
的な効果は、マイナスの影響をわずかに低減するだけ
のものから、マイナスの影響をプラスの影響に変える
ものまでさまざまである。耕作システムでは、品種と
播種時期の変更などの適応によって、平均すると収量
の 10～ 15%の減少を回避することができる。適応の
便益は、あるところまでは気候変動の程度に伴って増
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大する傾向がある［図 5.2］。収量の低下につれて余儀
なく生産力が小さい土地を耕作したり、持続可能では
ない耕作慣行を採用したりすることが、土地の劣化を
増大させ、野生種および栽培種双方の生物多様性を危
険にさらす可能性がある。気候変動は、降雨量の減少
と、気温の上昇による蒸発量の増加が組み合わさるこ
とで、世界の大部分の地域において灌漑の需要を増大
させる。このことは、予想される水利用可能量の減少
と組み合わさって、将来の水および食料の安全保障に
新たな課題をつけ加える ［5.9］。

　気温と時間による影響と適応結果のまとめ。文献か
ら抽出した FFFF分野にまたがる主要な一般化事項を、
それらの情報がもともと報告された方法にしたがい、
気温の上昇（表 5.7）あるいは時間の経過（表 5.8）に
対して報告する。図 5.4は、FFFF分野における地域的
影響を示す世界地図である。

5.8.2　研究における空白と優先度

　気候変動が FFFFに与える影響の評価を妨げている
主要な知見の空白と、それに伴う研究の優先度を表
5.9に示す。
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Box 5.1　ヨーロッパの熱波の農業分野に対する影響

2003年の夏、ヨーロッパは、気温が長期的な平均値を最高で 6℃上回り、降水量が最大で 300 mm減少する
という、特に極端な気候現象を経験した。（Trenberth et al., 2007参照）。特に高温に見舞われたイタリアのポー
川流域では、トウモロコシ収量の 36%減という記録的な減産が起きた（Ciais et al., 2005）。フランスでは、
トウモロコシの収量が 2002年に比べて 30%減少し、果物の収穫量も 25%落ち込んだ。冬季作物（コムギ）
は、熱波の襲来時にはほぼ成熟していたため、葉の最大発育期にあたっていた夏季作物（トウモロコシ、果樹、
ブドウなど）に比べると収量の減少は小さかった（フランスでは 21%減）（Ciais et al., 2005）。フランスの飼
料の生産量は平均で 30%減少し、冬季のために貯えられていた干草とサイレージ（貯蔵牧草）の一部が夏の
間に使用された（COPA COGECA, 2003b）。ヨーロッパにおけるワインの生産量は、10年間で最低となった
（COPA COGECA, 2003a）。欧州連合（EU）の農業分野における（無保険の）経済的損失は 130億ユーロと推
定され、その中ではフランスの損失（40億ユーロ）が最も大きかった（Sénat, 2004）。

時期 場所 死亡した率と家畜種 出典
1981-84 ボツワナ 国の家畜の 20％ Toulmin, 1986中の FAO, 1984

1982-84 ニジェール 国の畜牛の 62％ Toulmin, 1986

1983-84 エチオピア（ボラナ高原） 子牛の 45-90％ , 雌牛の 45％ ,
雄の成牛の 22％

Coppock, 1994

1991 ケニア北部 畜牛の 28％
羊・山羊の 18％

Barton and Morton, 2001中の
Surtech, 1993

1991-93 エチオピア（ボラナ） 畜牛の 42％ Desta and Coppock, 2002

1993 ナミビア 畜牛の 22％
山羊・羊の 41％

Devereux and Tapscott, 1995

1995-97 アフリカの大角
（9つの牧畜地域の平均）

畜牛の 20％
羊・山羊の 20％

Ndikumana et al., 2000

1995-97 エチオピア南部 畜牛の 46％
羊・山羊の 41％

Ndikumana et al., 2000

1998-99 エチオピア（ボラナ） 畜牛の 62％ Desta and Coppock, 2002中の
Shibru, 2001

表 5.1　1981～ 1999年におけるアフリカの干ばつが家畜に与えた定量的な影響の例。

【図、表、Box】
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表 5.2　小規模農業の複合的ストレス要因。

Box 5.2　大気汚染物質と紫外線 B 波放射（UV-B）

オゾンは、農作物の収量、牧草と森林の成長、および種組成に重大な悪影響を与える（Loya et al., 2003; 

Ashmore, 2005; Vandermeiren, 2005; Volk et al., 2006）。オゾンの前駆物質、主として窒素酸化物（NOx）は、汚
染防止策のおかげで北米やヨーロッパでは減少しているようだが、世界のほかの地域、特にアジアでは増加
している。加えて、今世紀、地球規模でのオゾン曝露が増大するにつれ、気候変動と増加した CO2との＜
オゾンの＞直接的、間接的な相互作用が、植物の動態をさらに変化させることになるだろう（Booker et al., 

2005; Fiscus et al., 2005）。いくつかの研究は、CO2の増加がオゾンによるマイナスの影響を改善する可能性が
あるという TARの結論を確認しているものの（Kaakinen et al. 2004）、この問題の本質は別の方向から見る必
要がある。つまり、今後数十年間におけるオゾン濃度の増加は、CO2が増加しようとしまいと、また気候変
動が起ころうと起こるまいと、植物の生産に悪影響を与え、おそらく、害虫被害への曝露を増大させること
になるだろう（Ollinger et al., 2002; Karnosky, 2003）。現在のリスク評価手段は、これらの重要な相互作用を十
分に考慮していない。個々の植物、種の相互作用、および生態系の機能へのオゾン、気候変動、および栄養
塩と水の利用可能量の影響を結び付ける改良型のモデリング手法が求められており（Ashmore, 2005）、現在、
いくつかの努力がなされている（Felzer et al., 2004）。最後に、UV-Bへの曝露が植物に与える影響は、以前、
TARによって概観されたが、そこでは、UV-Bへの曝露と増加した CO2との相互作用についての対照的な結
果が示された。最近の研究でも、その不確実性の幅は狭まっていない。一部の調査結果は、CO2が増加する
と UV-Bによる悪影響が緩和されることを示唆しているが（Qaderi and Reid, 2005）、別の研究は、そのような
効果を示していない（Zhao et al., 2003）。

ストレス要因 出典
土地所有の分断化を促進する人口増加。 さまざま
人口、貧困、不明瞭な財産権などのさまざまな要素が原因となっている環境の劣化。 Grimble et al., 2002

食料の質および安全性の問題とのかかわりが強まっている、地域化およびグローバル化した
市場と規制制度。

Reardon et al., 2003

政府介入の撤退後の、市場の破綻による投入供給の中断。 Kherallah et al., 2002

先進国における保護主義的な農業政策の継続、および開発途上国の多くの主要な農産物の国
際価格の継続的低下と予測不可能性。

Lipton, 2004, その他

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）および／または後天性免疫不全症候群（AIDS）の大流行が、
特にアフリカ南部では、働きざかりの成人の大量死をもたらし、農業に打撃を与えている。
この病気は、労働資源を介護に振り向け、家庭の資産を減少させ、農業知識の世代間の伝達
を阻害し、農業サービス提供者の能力を低下させている。

Barnett and Whiteside, 2002

牧畜業者にとっては、放牧地への侵害、および天然資源の伝統的管理の維持の衰退。 Blench, 2001

国家の脆弱化、および一部の地域における武力紛争。 さまざま
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Box 5.3　気候変動とメコン川下流域の漁業－人間活動による、メガデルタの
漁業システムに対する複合的ストレスの例

メコン川下流域の国々で暮らす人々、とりわけ農村地域の貧困層にとって、漁業は生活の中心である。この
流域で生活している 6,000万人の人々の 3分の 2は、なんらかの形で漁業に関わっている。漁業は、カンボ
ジアとラオス人民民主共和国（PDR）の GDPの約 10%を占めている。およそ 1,000種類の魚が生息し、海
からも多くの生物が出入りするメコン川は、世界で最も豊かで多様な動物相を持つ川の一つである（MRC, 

2003）。最近の推定値によると、捕獲漁業による年間の漁獲量だけでも 250万トンを超えており（Hortle and 

Bush, 2003）、その 30%以上がデルタからもたらされる。

気候の直接的な影響は、降水パターンの変化、融雪、海面上昇として現れ、水循環や水質に影響を与える。
間接的な影響は、植生パターンの変化から生じ、食物連鎖を変化させ、土壌の侵食を促進させる可能性があ
る。人間が漁業に与える影響（人口増加、洪水の緩和、水の汲み上げの増加、土地利用の変化、魚の乱獲など）
は気候による影響より大きいが、それらの圧力は強く相互に関係している。

気候変動シナリオがメコン川の流量に与える影響を分析した結果（Hoanh et al., 2004）、月間の最大流量は、
流域＜全体＞では 35から 41 %、デルタでは 16から 19%増加すると推定された（低い方の数字は 2010～
2138年の推定値、高い方の数字は 2070～ 2099年の推定値で、いずれも、1961～ 1990年のレベルとの比較）。
一方、月間の最小流量は、流域＜全体＞では 17から 24%、デルタでは 26から 29%減少すると推定された。
洪水の増加は漁業生産量に対してプラスの影響を与えると思われるが、乾季生息地の減少は、一部の種の繁
殖を減少させる可能性がある。だが、計画的な水の管理（主にダムによる管理）を行えば、水循環に逆の影
響を与えること、すなわち雨季の流量をわずかに減少させ、乾季の流量を大幅に増加させることができると
期待される（World Bank, 2004）。

モデルは、20 cmという控えめな海面上昇であっても、洪水の季節にはメコンデルタにおける水位の等高線
が海に向かって 25 km移動し、乾季には、塩水がさらに上流へ移動する（運河の内部に留まるものの）原因
となることを示している（Wassmann et al., 2004）。海水が内陸に移動すると、漁業の対象となる魚種の構成
が著しく変化するだろうが、全体的な漁業生産量には実害を及ぼさないだろう。
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図 5.1　（a）天水作物に対する現在の適合性（森林の生態系
を除く）（Fischer et al., 2002bによる）。SI＝適合性指標；（b）
現在（1981～ 2000年）から 2100年までの年間平均流量のア
ンサンブル平均のパーセント変化（Nohara et al., 2006）。

凡例：
①限界に近い
②かなり限界に近い 
③適さない
④水面
⑤主に森林
⑥主に森林
⑦未分類
⑧非常に高い
⑨高い
⑩よい
⑪中程度
⑫さほどひどくない

Sub-Saharan Africa is one example of an area of the world
that is currently highly vulnerable to food insecurity (Vogel,
2005). Drought conditions, flooding and pest outbreaks are some
of the current stressors on food security that may be influenced
by future climate change. Current response options and overall
development initiatives related to agriculture, fisheries and
forestry may be constrained by health status, lack of information
and ineffective institutional structures, with potentially negative
consequences for future adaptations to periods of heightened
climate stress (see Chapter 9) (Reid and Vogel, 2006).

5.3 Assumptions about future
trends in climate, food,
forestry and fisheries

Declining global population growth (UN, 2004), rapidly rising
urbanisation, shrinking shares of agriculture in the overall
formation of incomes and fewer people dependent on agriculture
are among the key factors likely to shape the social setting in
which climate change is likely to evolve. These factors will
determine how climate change affects agriculture, how rural
populations can cope with changing climate conditions, and how
these will affect food security.Any assessment of climate change
impacts on agro-ecological conditions of agriculture must be
undertaken against this background of changing socio-economic
setting (Bruinsma, 2003).

5.3.1 Climate

Water balance andweather extremes are key tomany agricultural
and forestry impacts. Decreases in precipitation are predicted by
more than 90% of climate model simulations by the end of the
21st century for the northern and southern sub-tropics (IPCC,
2007a). Increases in precipitation extremes are also very likely in
the major agricultural production areas in Southern and Eastern
Asia, in EastAustralia and in Northern Europe (Christensen et al.,
2007). It should be noted that climate change impact models for
food, feed and fibre do not yet include these recent findings on
projected patterns of change in precipitation.

The current climate, soil and terrain suitability for a range of
rain-fed crops and pasture types has been estimated by Fischer et
al. (2002b) (see Figure 5.1a). Globally, some 3.6 billion ha (about
27% of the Earth’s land surface) are too dry for rain-fed
agriculture. Considering water availability, only about 1.8% of
these dry zones are suitable for producing cereal crops under
irrigation (Fischer et al., 2002b).

Changes in annual mean runoff are indicative of the mean
water availability for vegetation. Projected changes between now
and 2100 (see Chapter 3) show some consistent runoff patterns:
increases in high latitudes and the wet tropics, and decreases in
mid-latitudes and some parts of the dry tropics (Figure 5.1b).
Declines in water availability are therefore projected to affect
some of the areas currently suitable for rain-fed crops (e.g., in the
Mediterranean basin, CentralAmerica and sub-tropical regions of
Africa and Australia). Extreme increases in precipitation

(Christensen et al., 2007) also are very likely in major agricultural
production areas (e.g., in Southern and Eastern Asia and in
Northern Europe).

5.3.2 Balancing future global supply and demand
in agriculture, forestry and fisheries

5.3.2.1 Agriculture
Slower population growth and an increasing proportion of

better-fed people who require fewer additional calories are
projected to lead to deceleration of global food demand. This
slow-down in demand takes the present shift in global food
consumption patterns from crop-based to livestock-based diets
into account (Schmidhuber and Shetty, 2005). In parallel with the
slow-down in demand, FAO (FAO, 2005a) expects growth in
world agricultural production to decline from 2.2%/yr during the
past 30 years to 1.6%/yr in 2000 to 2015, 1.3%/yr in 2015 to 2030
and 0.8%/yr in 2030 to 2050. This still implies a 55% increase in
global crop production by 2030 and an 80% increase to 2050
(compared with 1999 to 2001). To facilitate this growth in output,
another 185 million ha of rain-fed crop land (+19%) and another
60 million ha of irrigated land (+30%) will have to be brought
into production. Essentially, the entire agricultural land expansion
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Figure 5.1. (a) Current suitability for rain-fed crops (excluding forest
ecosystems) (after Fischer et al., 2002b). SI = suitability index; (b)
Ensemble mean percentage change of annual mean runoff between
present (1981 to 2000) and 2100 (Nohara et al., 2006).

① ⑦
② ⑧
③ ⑨
④ ⑩
⑤ ⑪
⑥ ⑫
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Figure 5.2. Sensitivity of cereal yield to climate change for maize, wheat and rice, as derived from the results of 69 published studies at multiple
simulation sites, against mean local temperature change used as a proxy to indicate magnitude of climate change in each study. Responses include
cases without adaptation (red dots) and with adaptation (dark green dots). Adaptations+ represented in these studies include changes in planting,
changes in cultivar, and shifts from rain-fed to irrigated conditions. Lines are best-fit polynomials and are used here as a way to summarise results
across studies rather than as a predictive tool. The studies span a range of precipitation changes and CO2 concentrations, and vary in how they
represent future changes in climate variability. For instance, lighter-coloured dots in (b) and (c) represent responses of rain-fed crops under climate
scenarios with decreased precipitation. Data sources: Bachelet and Gay, 1993; Rosenzweig and Parry, 1994; El-Shaer et al., 1997; Iglesias and
Minguez, 1997; Kapetanaki and Rosenzweig, 1997; Matthews et al., 1997; Lal et al., 1998; Moya et al., 1998; Winters et al., 1998; Yates and Strzepek,
1998; Brown and Rosenberg, 1999; Evenson, 1999; Hulme et al., 1999; Parry et al., 1999; Iglesias et al., 2000; Saarikko, 2000; Tubiello et al., 2000;
Bachelet et al., 2001; Easterling et al., 2001; Kumar and Parikh, 2001; Aggarwal and Mall, 2002; Alig et al., 2002; Arnell et al., 2002; Chang, 2002;
Corobov, 2002; Cuculeanu et al., 2002; Mall and Aggarwal, 2002; Olesen and Bindi, 2002; Parry and Livermore, 2002; Southworth et al., 2002;
Tol, 2002; Tubiello and Ewert, 2002; Aggarwal, 2003; Carbone et al., 2003; Chipanshi et al., 2003; Izaurralde et al., 2003; Jones and Thornton, 2003;
Luo et al., 2003; Matthews and Wassmann, 2003; Reilly et al., 2003; Rosenberg et al., 2003; Tan and Shibasaki, 2003; Droogers, 2004; Faisal and
Parveen, 2004; Adejuwon, 2005; Branco et al., 2005; Butt et al., 2005; Erda et al., 2005; Ewert et al., 2005; Fischer et al., 2005b; Gbetibouo and
Hassan, 2005; Gregory et al., 2005; Haque and Burton, 2005; Maracchi et al., 2005; Motha and Baier, 2005; Palmer et al., 2005; Parry et al., 2005;
Porter and Semenov, 2005; Sands and Edmonds, 2005; Schröter et al., 2005; Sivakumar et al., 2005; Slingo et al., 2005; Stigter et al., 2005;
Thomson et al., 2005a, 2005b; Xiao et al., 2005; Zhang and Liu, 2005; Zhao et al., 2005; Aggarwal et al., 2006.

＜図 5.2 ＞
（a） トウモロコシ、中から高緯度 （b） トウモロコシ、低緯度
（c） コムギ、中から高緯度 （d） コムギ、低緯度
（e） コメ、中から高緯度 （f）  コメ、低緯度

凡例：オレンジ…適応なし
　　　深緑…適応あり
　　　薄い黄色、薄い緑 ･･･ 降水が減少する気候シナリオにおける天水作物の応答
横軸：Mean local temperature change （℃）； その土地の平均気温変化（℃）
縦軸：％ Yield Change；% 収量変化
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図 5.2　気候変動に対する穀物収量の感度。各研究における気候変動の程度を表すものとして用いられたその土地の平均気温
変化に対するトウモロコシ、コムギ、コメの収量変化。複数のシミュレーション地点における 69件の公表論文の結果から導
かれた。応答は、適応なしの場合（オレンジの点）と適応ありの場合（深緑の点）を含んでいる。これらの研究における適応
ありの場合は、播種の変更、栽培品種の変更、および天水農業から灌漑農業への移行を含んでいる。実線は多項式の回帰曲線
を表しており、ここでは、予測手段というよりは、各研究結果をまとめる手段として使用されている。研究は、さまざまな降
水量変化と CO2 濃度にわたっており、また気候変動性の将来変化の示し方はさまざまである。例えば、（b）と（c）における
薄い黄色の点は、降水量が減少する気候シナリオにおける天水作物の応答を示している。データ出典：Bachelet and Gay, 1993; 
Rosenzweig and Parry, 1994; El-Shaer et al., 1997; Iglesias and Minguez, 1997; Kapetanaki and Rosenzweig, 1997; Matthews et al., 1997; 
Lal et al., 1998; Moya et al., 1998; Winters et al., 1998; Yates and Strzepek, 1998; Brown and Rosenberg, 1999; Evenson, 1999; Hulme et 
al., 1999; Parry et al., 1999; Iglesias et al., 2000; Saarikko, 2000; Tubiello et al., 2000; Bachelet et al., 2001; Easterling et al., 2001; Kumar 
and Parikh, 2001; Aggarwal and Mall, 2002; Alig et al., 2002; Arnell et al., 2002; Chang, 2002; Corobov, 2002; Cuculeanu et al., 2002; 
Mall and Aggarwal, 2002; Olesen and Bindi, 2002; Parry and Livermore, 2002; Southworth et al., 2002; Tol, 2002; Tubiello and Ewert, 
2002; Aggarwal, 2003; Carbone et al., 2003; Chipanshi et al., 2003; Izaurralde et al., 2003; Jones and Thornton, 2003; Luo et al., 2003; 
Matthews and Wassmann, 2003; Reilly et al., 2003; Rosenberg et al., 2003; Tan and Shibasaki, 2003; Droogers, 2004; Faisal and Parveen, 2004; 
Adejuwon, 2005; Branco et al., 2005; Butt et al., 2005; Erda et al., 2005; Ewert et al., 2005; Fischer et al., 2005b; Gbetibouo and Hassan, 
2005; Gregory et al., 2005; Haque and Burton, 2005; Maracchi et al., 2005; Motha and Baier, 2005; Palmer et al., 2005; Parry et al., 2005; 
Porter and Semenov, 2005; Sands and Edmonds, 2005; Schröter et al., 2005; Sivakumar et al., 2005; Slingo et al., 2005; Stigter et al., 2005; 
Thomson et al., 2005a, 2005b; Xiao et al., 2005; Zhang and Liu, 2005; Zhao et al., 2005; Aggarwal et al., 2006。

表 5.3　気温上昇が草地に与える影響。（EXP=実験；SIM=SRESシナリオとの明瞭な関係がないシミュレーション；GMT=全
球平均気温）。

地 方 の
気温
変化

サ ブ セ
クター

地域 影響のトレンド 影 響 の
符号

シ ナ リ オ
／実験

出典

+0-2℃ 牧草地
と家畜

温暖

半乾燥
および
地中海

寒冷限界の緩和
生産性の向上
家畜への暑熱ストレスの増加

純一次生産量の増加はなし

+

－

0

SIM
IS92a
IS92a

EXP

Parsons et al., 2001
Riedo et al., 2001
Turnpenny et al., 2001

Shaw et al., 2005【訳注 5-11】

Dukes et al., 2005

+3℃ 牧草地
と家畜

温暖

温暖

半乾燥
および
地中海

熱帯

0からわずかなプラスの影響（GMT次第）

豚と囲われた家畜へのマイナスの影響

生産性の低下
雌羊の体重と牧草の成長の減少
動物に対するより大きな暑熱ストレス

影響なし（降雨量の変化がないと仮定）
動物に対するより大きな暑熱ストレス

0～+

－

－

－

－～0
－

SIM

HadCM2
CGCM1

HadCM3
A2および
B2

EXP

Parsons et al., 2001
Riedo et al., 2001
Frank and Dugas, 2001

Howden et al.,1999
Batima et al., 2005

Newman et al., 2001
Volder et al., 2004
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文献；場所 シナリオと GCM 生産量への影響 経済的な影響
Sohngen et al., 2001; 
Sohngen and
Sedjo, 2005.
全球

UIUCおよび
Hamburg T-106、
CO2が 2060年に
550ppmに達する
場合

・ 2045年：29～ 38%の生産増加；北ア
メリカとロシアでは減少；南アメリカ
とオセアニアでは増加
・ 2145年：30%の生産増、北アメリカ、
南アメリカ、ロシアで増加。

・ 2045年：価格は下落、高緯度地域は
損失、低緯度地域は利得。
・ 2145年：価格は最大で 80%（気候変
動なし）、50%（気候変動あり）上昇、
高緯度地域は利得、低緯度地域は損失。
便益は消費者へ。

Solberg et al., 2003.
ヨーロッパ

ベースライン、20～
40%、2020年まで
森林の成長が増加

・西ヨーロッパで生産増、
・東ヨーロッパで生産減。

生産者と消費者の厚生の向上に伴って
価格は下落。林業と森林所有者の利益
は増大。

Perez-garcia et al., 
2002.
全球

TEM&CGTM MIT 
GCM, MIT EPPA 排
出

・ 米国西部（＋ 2～＋ 11%）、ニュージー
ランド（＋ 10～＋ 12%）、南アメリカ
（＋ 10～＋ 13%）で収穫量増。
・カナダで収穫量減。

需要は満たされる；生産者と消費者の
厚生の向上に伴って価格は下落。

Lee and Lyon, 2004.
全球

ECHAM-3 （2 ×
 CO2 、2060年）、
TSM 2000年、
BIOME 3、
Hamburgモデル

・ 2080年代、気候変動なし：産業用木
材の収穫量増 65%（通常の需要）ある
いは 150%（高い需要）；新興地域の生
産量は 3倍に。
・ 気候変動あり：産業用木材の収穫増

25%（通常の需要）あるいは 56%（高
い需要）；シベリア東部と米国南部が
生産を支配。

気候変動なし：
・パルプ材の価格は 44%上昇
・ むく材は 21%上昇。
気候変動あり：
・パルプ材の価格は 25%下落
・むく材は 34%の下落
・ 世界における厚生は、気候変動なしの
シナリオの場合に比べて 4.8%高くな
る。

Nabuurs et al., 2002.
ヨーロッパ

IS92aにおける
HadCM2 
1990～ 2050年

2030年まで年間の幹材の生産増加はさ
らに 18%の増加、長期的には生産増は
減速。

価格は下落する可能性も上昇する可能
性もある。

Schroeter, 2004.
ヨーロッパ

IPCC A1Fl, A2, B1, 
B2で 2100年まで。
ほとんど管理が行
われないシナリオ

・ 森林の成長（特に北欧）とストックの
増加。ただ A1Flを除く。
・ ストックの変化の 60～ 80%は管理に
よる。10～ 30%は気候変動、残りは
土地利用の変化による。

A1Flおよび A2のシナリオにおいては、
とくに 21世紀の後半に伐採可能量を上
回る。B1および B2のシナリオにおい
ては、将来の木材需要が満足されうる。

Alig et al., 2002; 
Joyce et al., 2001.
米国

CGCM1+TEM
HadCN2+TEM
CGCM1+VEMAP
HadCM2+VEMAP 
IS92a

・ 木材の蓄積量は 12%増加（中期）；
24%増加（長期）、収穫量は微増。植
物種の大幅な変化と焼失面積の 25～
50%増加。
・ 一般的に、高地と北方の森林は減少、
南方の森林は拡大。

・丸太の価格は下落
・ 気候変動なしのシナリオの場合に比べ
て、生産者の厚生は減少する
・ 価格の下落；消費者が利得を受け、森
林所有者が損失を被るだろう

表 5.4　気候変動が林業に与える影響のシミュレーションの例。   

表 5.5　2004年における世界の漁業生産量（出典：FAO, 漁業統計年鑑 http://www.fao.org/fi/statist. asp）。

世界の生産量（Mt） 内水面 海面 合計
漁獲量 魚類、甲殻類、軟体動物、その他 8.8 85.8 94.6

養殖生産量 魚類、甲殻類、軟体動物、その他 27.2 18.3 45.5

海藻類 0.0 13.9 13.9

Box 5.4　サンゴの大量死がサンゴ礁の漁業に与える影響

サンゴ礁およびそこでの漁業は、気候変動に加えて多くのストレスを受けやすい（第 4章参照）。これまで
のところ、1998年にインド洋で起こったサンゴの大量白化のような出来事が、沿岸のサンゴ礁での漁業に
マイナスの短期的な生物経済的影響を与えている証拠はない（Spalding and Jarvis, 2002; grandcourt and Cesar, 

2003）。だが、長期的には、サンゴの群集の喪失と構造的な複雑さの低下により、漁業生産量に重大な影響
をもたらす可能性がある。それは、魚種の豊かさの減少や、地方的な絶滅、サンゴ礁の魚種の主要な機能グルー
プ内の種の喪失をまねく（Sano, 2004; Graham et al., 2006）。

食料、繊維、林産物第 5 章



250 251

Box 5.5　ケニア北部とエチオピア南部の牧畜民の対処戦略

アフリカの牧畜は、降水量の空間的、時間的な変動が非常に大きい、きわめて厳しい環境への適応の中で進
化してきた（Ellis, 1995）。最近のいくつかの研究（Ndikumana et al., 2000; Hendy and Morton, 2001; Oba, 2001; 

McPeak and Barrett, 2001; Morton, 2006）は、ケニア北部とエチオピア南部における最近の干ばつの際に牧畜
民たちが用いた対処戦略、およびそれらの戦略の根底にある長期的な適応に焦点を合せている。
 ●  移動性は、依然として、降水量の空間的、時間的な変動に対する牧畜民の最も重要な適応である。干ばつ
の年には、多くのコミュニティは、距離、土地所有権の制約、家畜の病気の問題、あるいは紛争などの理
由により「通常の」乾季には使用しない代替の放牧地を使用する。しかし、共同放牧地への侵害や個人所
有化、福祉サービスや食料支援にアクセスするための定住への欲求が、牧畜民の移動性を大幅に制限して
いる。

 ●  牧畜民は、家畜の群れの蓄積に努めている。それが干ばつに対する合理的な保険形態であることは、今日
大半の証拠が示している。

 ●  現在、一部の牧畜民は、財産の一部を銀行に預けており、非公式な貯蓄を利用したり、小売店から「つけ」
で物品を購入する人々もいる。

 ●   牧畜民はまた、対処戦略として、購入した、あるいは樹木から刈り取った補助的な飼料を家畜に与えている。
彼らは、土着の、あるいは科学的技術によって家畜の病気の集中的な管理を強化している。さらに、彼らは、
動力ボーリングで得られた水を購入している。

 ●   この地域における牧畜以外の生計の多角化は、事前に脆弱性を低減するための適応戦略をとるのではなく、
木炭生産などの、所得が低い、あるいは環境的に持続不可能な仕事への移行という形態を取ることが支配
的である。

 ●   多くのコミュニティ内のメカニズムは、畜産品や生きた動物の利用を貧しい人々に分け与えるが、これら
のメカニズムは、コミュニティ内部の高い水準の共通リスクにより、崩壊しつつあるように見える。

Box 5.6　バイオテクノロジーは農業と林業の適応を支援するか？

植物ゲノムの分子遺伝地図作成における飛躍的な進歩は、既知の耐性遺伝子と密接な関係があるバイオマー
カーの確認につながった。それゆえ、将来その単離は明らかに実現可能である。特に気候変動に関係する二
つのストレス耐性は、干ばつ耐性と気温耐性である。多くの研究は、主要な作物種（例えば、トウモロコシ
とダイズ）に対する遺伝子組換が水分欠乏に対する抵抗性を高めることを示した（Drennen et al., 1993; Kishor 

et al., 1995; Pilon-Smits et al., 1995; Cheikh et al., 2000による概観）。だが、このことは、より幅広い種類の作物
に対しては応用できない可能性がある。同様に、害虫や病気、塩分、湛水に対する抵抗力を高めたり、ある
いは開花期を変化させたり、CO2濃度の上昇に対する応答を強化させたりする可能性がある。だが、多くの
研究課題が残されている。遺伝子組換によって獲得された望ましい特性が、実際の農業や林業への応用にお
いてどのように実績をあげるかについてはほとんど分かっていない。さらに、一つの生理学的プロセスの変
化は、相殺されたり、鈍らせられたりすることが多いので、一つの生理学的プロセスの変化からは、植物の
成長や収量はほとんど変化しない（Sinclair and Purcell, 2005）。バイオテクノロジーは従来の農業的品種改良
に取って代わるとは考えられていないが、Cheikh et al.（2000）および FAO（2004b）は、それが従来の品種
改良技術のきわめて重要な補助技術になるだろうと論じている（気候変動をはじめとする将来の環境問題に
対処するためには、両方が必要になる可能性が高い）。
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global cereal production by 2080 falls within a 2% boundary of
the no-climate change reference production.

Impacts of climate change on world food prices are
summarised in Figure 5.3. Overall, the effects of higher global
mean temperatures (GMTs) on food prices follow the expected
changes in crop and livestock production. Higher output
associated with a moderate increase in the GMT likely results
in a small decline in real world food (cereals) prices, while
GMT changes in the range of 5.5°C or more could lead to a
pronounced increase in food prices of, on average, 30%.

5.6.2 Global costs to forestry

Alig et al. (2004) suggest that climate variability and climate
change may alter the productivity of forests and thereby shift
resource management, economic processes of adaptation and
forest harvests, both nationally and regionally. Such changes
may also alter the supply of products to national and
international markets, as well as modify the prices of forest
products, impact economic welfare and affect land-use changes.
Current studies consider mainly the impact of climate change
on forest resources, industry and economy; however, some
analyses include feedbacks in the ecological system, including
greenhouse gas cycling in forest ecosystems and forest products
(e.g., Sohngen and Sedjo, 2005). A number of studies analyse
the effects of climate change on the forest industry and
economy (e.g., Binkley, 1988; Joyce et al., 1995; Perez-Garcia
et al., 1997; Sohngen and Mendelsohn, 1998; Shugart et al.,
2003; see Table 5.4 and Section 5.4.5).

If the world develops as the models predict, there will be a
general decline of wood raw-material prices due to increased
wood production (Perez-Garcia et al., 1997; Sohngen and
Mendelsohn, 1998). The same authors conclude that economic
welfare effects are relatively small but positive, with net
benefits accruing to wood consumers. However, changes in
other sectors, such as major shifts in demand and requirements
for energy production, will also impact prices in the forest
sector. There are no concrete studies on non-wood services from
forest resources, but the impacts of climate change on many of
these services will likely be spatially specific.

5.6.3 Changes in trade

The principal impact of climate change on agriculture is an
increase in production potential in mid- to high-latitudes and a
decrease in low latitudes. This shift in production potential is
expected to result in higher trade flows of mid- to high-latitude
products (e.g., cereals and livestock products) to the low latitudes.
Fischer et al. (2002b) estimate that by 2080 cereal imports by
developing countries would rise by 10-40%.

5.6.4 Regional costs and associated
socio-economic impacts

Fischer et al. (2002b) quantified regional impacts and concluded
that globally there will be major gains in potential agricultural
land by 2080, particularly in North America (20-50%) and the
Russian Federation (40-70%), but losses of up to 9% in sub-
SaharanAfrica. The regions likely to face the biggest challenges
in food security are Africa, particularly sub-Saharan Africa, and
Asia, particularly south Asia (FAO, 2006).

Africa
Yields of grains and other crops could decrease substantially

across the African continent because of increased frequency of
drought, even if potential production increases due to increases
in CO2 concentrations. Some crops (e.g., maize) could be
discontinued in some areas. Livestock production would suffer
due to deteriorated rangeland quality and changes in area from
rangeland to unproductive shrub land and desert.

Asia
According to Murdiyarso (2000), rice production in Asia

could decline by 3.8% during the current century. Similarly, a
2°C increase in mean air temperature could decrease rice yield
by about 0.75 tonne/ha in India and rain-fed rice yield in China
by 5-12% (Lin et al., 2005). Areas suitable for growing wheat
could decrease in large portions of south Asia and the southern
part of east Asia (Fischer et al., 2002b). For example, without
the CO2 fertilisation effect, a 0.5°C increase in winter
temperature would reduce wheat yield by 0.45 ton/ha in India
(Kalra et al., 2003) and rain-fed wheat yield by 4-7% in China
by 2050. However, wheat production in both countries would
increase by between 7% and 25% in 2050 if the CO2
fertilisation effect is taken into account (Lin et al., 2005).

5.6.5 Food security and vulnerability

All four dimensions of food security, namely food
availability (i.e., production and trade), stability of food
supplies, access to food, and food utilisation (FAO, 2003a) will
likely be affected by climate change. Importantly, food security
will depend not only on climate and socio-economic impacts,
but also, and critically so, on changes to trade flows, stocks and
food-aid policy. Climate change impacts on food production
(food availability) will be mixed and vary regionally (FAO,
2003b, 2005c). For instance, a reduction in the production
potential of tropical developing countries, many of which have
poor land and water resources, and are already faced with
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Figure 5.3. Cereal prices (percent of baseline) versus global mean
temperature change for major modelling studies. Prices interpolated
from point estimates of temperature effects.図 5.3　主要なモデル研究における全球平均気温の変化に対
する穀物価格（基準値に対するパーセント）。価格は気温効
果の点推定の値から内挿した。

横軸：Temperature ℃ ; 温度
縦軸：Output prices；穀物価格

表 5.6　気候変動と社会経済的な開発経路が開発途上国において飢餓リスクにさらされる人々の数に与える影響（データは、
Parry et al., 2004; Tubiello et al., 2007bから引用）。表の上の段は、気候変動のないSRESシナリオ下における基準予測を示している。
第 2の段（CC）は、増加した CO2 が農作物に与えるプラスの効果をはじめとする、Hadleyの HadCM3モデルのアウトプット
に基づく気候変動の影響を含む。第 3の段（CC、CO2 なし）は、気候変動を含むが、CO2 増加による効果は含ない。2020から
2080年までの予測は 2つの作物モデリングシステムに対するもので、左は AEZ（Fischer et al., 2005b）、右は DSSAT（Parry et 
al., 2004）で、それぞれ同じ経済・食料貿易モデルである BLS（Fischer et al., 2002a, 2005b）に連結されている。モデルは、FAO
のデータに基づき、2000年における栄養不良の人数として 8億 2,400万人を示すよう調整されている。

2020 2050 2080
リスクにさらされる人々の数

（単位：100 万人）
リスクにさらされる人々の数

（単位：100 万人）
リスクにさらされる人々の数

（単位：100 万人）
基準予測 AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS

A1 663 663 208 208 108 108

A2 782 782 721 721 768 769

B1 749 749 239 240 91 90

B2 630 630 348 348 233 233

CO2 のプラス効
果を含む AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS

A1 666 687 219 210 136 136

A2 777 805 730 722 885 742

B1 739 771 242 242 99 102

B2 640 660 336 358 244 221

CO2 の効果を含
まない AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS AEZ-BLS DSSAT-BLS

A1 NA 726 NA 308 NA 370

A2 794 845 788 933 950 1320

B1 MA 792 NA 275 NA 125

B2 652 685 356 415 257 384
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表 5.7　温暖化の進行による、食料、繊維、林業、漁業に関する選ばれた結論のまとめ。

温度変化 サブセクター 地域 結論 出典
＋ 1 ～＋ 2℃ 食用作物

牧草・家畜

食用作物

牧草・家畜

価格

中高緯度

温帯

低緯度

半乾燥

全球

－ すべての作物の寒冷限界が緩和される。 
－  トウモロコシとコムギの適応が収量を 10～ 15% 増加させる。
コメの収量は変化なし。地域による変動が大。

－  牧草の寒冷限界が緩和される。家畜への暑熱ストレスの頻度
が季節によって増加。

－  コムギとトウモロコシの収量がベースラインを下回る。コメ
は変化なし。

－  トウモロコシ、コムギ、コメの適応が収量を現在の水準に維
持する。

－  NPPの増加なし。家畜への暑熱ストレスの頻度が季節によっ
て増加。

－ 農産物の価格：－ 10～－ 30%

図 5.2

表 5.3

図 5.2

表 5.3

図 5.3

＋ 2 ～＋ 3℃ 食用作物

価格
食用作物

漁業
牧草・家畜
繊維
牧草・家畜

食用作物

全球

全球
中高緯度

温帯
温帯
温帯
半乾燥

低緯度

－  550ppm CO2 濃度（ほぼ＋ 2℃に相当）は C3 作物の収量を
17%増加させる。この増加は、適応なしの場合は 2℃の、あ
りの場合は 3℃の気温上昇によって相殺される。

－ 農産物の価格：－ 10～＋ 20%
－  適応がすべての作物の収量をベースライン以上に増加させ
る。

－ マスに冬にはプラスの影響、夏にはマイナスの影響。
－ 豚と囲いの中で飼育されている畜牛の生産量がやや減少。
－ 収量が 9%減少。
－  家畜の体重と牧草の生産量が減少。家畜の暑熱ストレスが増
加。

－  適応がすべての作物の収量をベースライン以上に保つ。適応
なしの場合は、すべての作物の収量がベースラインを下回る。

図 5.2

図 5.3
図 5.2

5.4.6.1
表 5.3
5.4.4
表 5.3

図 5.2

＋ 3 ～＋ 5℃ 価格・貿易

林業

食用作物

牧草・家畜

食用作物

牧草・家畜

全球

温帯
熱帯
低緯度

熱帯

低緯度

半乾燥

－ 木材価格の下落傾向が逆転。
－ 農産物の価格：＋ 10～＋ 40%。
－ 開発途上国の穀物輸入量は 10～ 40%増加。
－ 火災の危険と害虫による損害が増加。
－ アマゾンで大規模な森林破壊の可能性。
－  適応がすべての作物の収量をベースライン以上に保つ。適応
なしの場合は、すべての作物の収量がベースラインを下回る。

－  豚と囲いの中で飼育されている畜牛の生産量が大幅に減少。
－  適応の有無にかかわらず、トウモロコシとコムギの収量が
ベースラインを下回る。しかし、適応がコメの収量をベース
ラインに保つ。

－  家畜の体重と牧草の成長の低下。家畜の暑熱ストレスと死亡
率の増加。

5.4.5.1
図 5.3
5.6.3
5.4.5.3
5.4.5
図 5.2

表 5.3

図 5.2

表 5.3
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Time slice Sub-sector Location Finding Source

2020 Food crops USA - Extreme events, e.g., increased heavy precipitation, cause crop losses to
US$3 billion by 2030 with respect to current levels

5.4.2

Small-holder
farming, fishing

Low latitudes,
especially east
and south Africa

- Decline in maize yields, increased risk of crop failure, high livestock mortality 5.4.7

Small-holder
farming, fishing

Low latitudes,
especially south Asia

- Early snow melt causing spring flooding and summer irrigation shortage 5.4.7

Forestry Global - Increased export of timber from temperate to tropical countries
- Increase in share of timber production from plantations
- Timber production +5 to +15%

5.4.5.2

Table 5.4

2050 Fisheries Global - Marine primary production +0.7 to +8.1%, with large regional variation
(see Chapter 4)

5.4.6.2

Food crops Global - With adaptation, yields of wheat, rice, maize above baseline levels in mid- to
high-latitude regions and at baseline levels in low latitudes.

Figure 5.2

Forestry Global - Timber production +20 to +40% Table 5.4

2080 Food crops Global - Crop irrigation water requirement increases 5-20%, with range due to
significant regional variation

5.4.2

Forestry Global - Timber production +20 to +60% with high regional variation Table 5.4

Agriculture
sector

Global - Stabilisation at 550 ppm ameliorates 70-100% of agricultural cost caused by
unabated climate change

5.4.2

Table 5.8. Summary of selected findings for food, fibre, forestry and fisheries, by time increment.

Figure 5.4. Major impacts of climate change on crop and livestock yields, and forestry production by 2050 based on literature and expert judgement
of Chapter 5 Lead Authors. Adaptation is not taken into account.

①

②
③

④

図 5.4　文献および第 5章執筆責任者たちの専門的な判断に基づく、2050年までに気候変動が作物と家畜の収量、および林業
収量に与える主要な影響。ただし、適応は考慮されていない。

表 5.8　時間の経過による、食料、繊維、林業、漁業に関するいくつかの結論のまとめ。

時間断面 サブセクター 場所 結論 出典
2020 年 食用作物

小規模農業、漁業

小規模農業、漁業

林業

米国

低緯度地域、とくに
アフリカ東部・南部
低緯度地域、とく
にアジア南部
全球

－  豪雨の増加などの極端現象が、2030年までに現在の水
準に対して 30億ドルの作物損失をもたらす。

－   トウモロコシの収量は減少、不作のリスクは増大、家畜
の死亡率は上昇。

－   雪解けの早まりが春の洪水と夏の灌漑用水不足をもたら
す。

－ 温帯の国々から熱帯の国々への木材輸出が増加。
－ 植林による木材生産の割合が増加。
－ 木材生産量は＋ 5～＋ 15%増加。

5.4.2

5.4.7

5.4.7

5.4.5.2

表 5.4

2050 年 漁業

食用作物

林業

全球

全球

全球

－  海洋一次生産量は＋ 0.7～＋ 8.1%増加。ただし、地域
によるばらつきが大（第 4章参照）。

－  適応がある場合、コムギ、コメ、トウモロコシの収量は
中～高緯度地域ではベースライン以上、低緯度地域では
ベースラインになる。

－ 木材生産量は＋ 20～＋ 40%増加。

5.4.6.2

図 5.2

表 5.4

2080 年 食用作物

林業

農業

全球

全球

全球

－  作物の灌漑に必要な水の量は 5～ 20%増加。ただし、
地域によるばらつきが大。

－   木材生産量は＋ 20～＋ 60%増加。ただし、地域による
ばらつきが大。

－  CO2濃度が 550ppmで安定化すれば、気候変動が緩和さ
れなかった場合にもたらされる農業コストの 70～ 100%
が改善される。

5.4.2

表 5.4

5.4.2

①増加（青）または減少（赤）:
②穀物生産性
③家畜生産性
④林業生産量
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表 5.9　主要な知見の空白と、食料、繊維、林業、漁業（FFFF）に関する優先的研究課題。 

知見の空白 優先的研究課題
農村地域の貧困層にとって重要な根菜類や雑穀を含む、穀物
以外の多くの作物が CO2にどのように応答するかについての
知見が不足している。

特に関発途上国において、広範囲の作物、牧草、森林、そし
て場所を対象とした FACEタイプの実験を行う必要がある。

CO2の増加と気候変動が害虫、雑草、病気にどのような複合
的効果をもたらすかについての理解が不十分である。

害虫、病気、雑草が CO2の増加と気候変動にどのように応答
するかについての基本的な知識が必要である。

極端な気候現象の頻度と激しさの変化が、気候変動とともに
すべての分野にどのような影響を与えるかについては、依然
として多くの不確実さがある。

気候変動の将来影響の予測を改善するためには、FFFFモデル
において、気候変動性を、短期的（極端現象を含む）、年単位、
および 10年単位のスケールでよりよく表す必要がある。

作物モデルの比較研究の強化という TARによる呼びかけは、
依然として留意されていない。

作物、林業、家畜に関する新たな知見をモデルに組み込んだ
新しい全球シミュレーション研究を含め、統合評価モデルに
おける経済、貿易、技術要素の改善と、さらなる評価を行う
必要がある。

将来の気候シナリオが水中生物相に与える影響についての実
験的研究あるいは野外調査は、ほとんど行われていない。

水域の一次生産の将来トレンドは、栄養塩の供給と一次生産
の気温に対する感度に依存している。それらについての理解
は、比較的わずかの研究努力によって改善されうる。

10年にもわたって優先度が高かったにもかかわらず、適応研
究は、将来の多様な気候および社会経済的状況における、ま
た先進国から開発途上国における（商業的および小規模操業
を含む）FFFFシステムの適応能力についての一般的な知見を
提供することに成功していない。

FFFFのモデリングの枠組みにおいては、より完全な範囲の適
応戦略を検討しなければならない。それに伴って適応のコス
トを見積もるための研究が必要である。意思決定の複雑さ、
さまざまなスケールおよび地域による多様性、反応の非直線
性と時間差、および、変更に対する生物物理学的、経済的、
制度的、および文化的な障壁を考慮に入れたうえで、（いくつ
もの）可能な適応オプションの中からいかにして選択するか
の方法を評価する必要がある。開発途上国を特に重視しなけ
ればならない。

気候変動が農業と食料安全保障に与える世界的な影響は、世
界経済における農業の将来の役割によるだろう。第 4次評価
報告書に利用できた研究の大半は、全体所得における農業の
役割が急速に減少すると想定しているが、一貫性のある、総
合的な評価は行われていない。

この想定の重要性を考えると、基本的にはすべての開発途上
国での全体的な所得形成（および、所得の創出と食料の消費
を目的とした人々の農業への依存度）における農業の将来の
役割を評価するためのさらなる研究が必要である。そのよう
な課題への取り組みは、SRESシナリオを精査し、批判する
機会を生むだろう。

気候変動が農業生態系の全体的な状況に対して与える比較的
穏やかな影響は、地方レベルでのより厳しい気候的、経済的
な脆弱性を覆い隠す可能性が高い。そのような脆弱性につい
てはほとんど知られていない。

きわめて脆弱な微小環境と、それに関係する世帯を同定し、
影響を受ける人々に農業的かつ経済的対処戦略を提供するた
めのさらなる研究が必要である。

気候変動がバイオ燃料作物の利用に与える影響は、まだ十分
には分かっていない。

スイッチグラスや短期輪作ポプラなどのバイオマス供給原料
作物の研究が必要である。また、バイオエネルギー用の作物
と食用作物との間の土地をめぐる競争についての研究が必要
である。
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【第 5章　訳注】

【訳注 5-1】 原文の英語は industrial crops。ワタなどの繊維作物（fiber crops）、ナタネなどの油料作物（oil crops）、
チャなどの嗜好料作物（aromatic crops）など、その収穫物が工業的なプロセスによって製品化される
作物群のこと。（出典：石井龍一、中世古公男、高崎康夫『作物学各論』 、朝倉書店）

【訳注 5-2】 原文の英語は market share。この文章で何のマーケットに対する市場占有率かについては示されてい
ない。

【訳注 5-3】 原文の英語は robust。「統計的推測に際し、設定した確率モデルからデータがある程度ずれても妥当性、
有効性が失われないような方法。」（出典：『新英和大辞典　第六版』、研究社

【訳注 5-4】 原文の英語は phenology。用語解説を参照のこと。

【訳注 5-5】原文の英語は seasonal climate forecasts。第 17章の【訳注 17-1】を参照のこと。

【訳注 5-6】 原文の英語は litter。森林において地表面に落ちたままで、まだ土壌生物によってほとんど分解され
ていない葉、枝、果実、樹皮、倒木などのこと。（出典：『生物学辞典　第 4版』岩波書店）

【訳注 5-7】原文の英語は chaparral。カシなどの低木からなる藪のこと。

【訳注 5-8】原文の英語は envelopes。温度と水分の気候条件で決まる分布可能範囲。

【訳注 5-9】 原文の英語は marine and inlandwaters。漁業分野では、通常 Marine fisheryは「海面漁業」、Inland 

fisheryは「内水面漁業」と訳されている。これに従い、本章の漁業に関する言及においては、Marine

を「海面」、Inland water を「内水面」と訳した。

【訳注 5-10】 原文の英語は multi-agent modeling。主体性を持つ要素（エージェント）とそれらの相互作用によっ
て構成するモデリングのこと。

【訳注 5-11】 Table 5.3 の出典、Shaw et al., 2005。Referencesでは Shaw et al., 2002。ここでの 2005は誤りで、2002

であると思われる。
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