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概要

IPCC第 3次評価報告書（TAR）以降、気候変動と沿岸
システムおよび低平地（以下「沿岸域（coasts）」と言う）
との関係についての我々の理解は大幅に進展し、政策
に関わる 6つの重要なメッセージが浮かび上がってき
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沿岸域は、気候と海面水位に関連した災害による悪影
響を経験している（確信度が非常に高い）。
沿岸域は暴風雨などの極端現象に非常に脆弱であり、
このような現象は沿岸域の社会に多大なコスト負担を
強いている［6.2.1, 6.2.2, 6.5.2］。毎年約 1億 2,000万
人が熱帯低気圧の危険にさらされており、これによ
り 1980年から 2000年までの間に 25万人が死亡した
［6.5.2］。20世紀をとおして、地球規模の海面水位の上
昇は、沿岸地域の浸水、侵食、生態系の喪失の増加を
もたらしたが、ほかの要因による地方的、地域的な変
動が大きい［6.2.5, 6.4.1］。20世紀末の温度上昇の影響
には、海氷の喪失、永久凍土層の融解とこれに伴う海
岸の後退、およびより頻繁なサンゴの白化と大量死が
ある［6.2.5］。

沿岸域は、気候変動および海面上昇により、今後数十
年間にわたって、沿岸侵食を含むリスクの増大にさら
されるだろう（確信度が非常に高い）。
予想される気候関連の変化には次のものがある： 2100

年までに海面水位が最大 0.6 mあるいはそれ以上に加
速的に上昇すること；海面水温がさらに最大 3℃上昇
すること；熱帯低気圧および温帯低気圧の強大化；異
常波浪と高潮の大型化；降水量／流出量の変化；海洋
の酸性化 ［6.3.2］。これらの現象は地域的、地方的な違
いがかなり大きいが、圧倒的にマイナスの影響を及ぼ
すのはほぼ確実である［6.4, 6.5.3］。

サンゴは熱ストレスに対して脆弱であり、適応能力が
低い。熱に対するサンゴの適応または順応がない限り、
約 1～ 3℃の海面水温の上昇によって、白化現象の頻
度が高まり、サンゴが広範囲で大量死すると予測され
る［Box 6.1, 6.4］。

塩性湿地やマングローブなどの沿岸湿地の生態系は、
堆積物が不足している場合や陸側の縁辺部に制約があ
る場合、特に脅かされる［6.4.1］。沿岸生態系、特に
湿地とサンゴ礁の劣化は、財とサービスを沿岸生態
系に依存している社会の福利に重大な関わりがある

［6.4.2, 6.5.3］。洪水の増大および淡水、水産、その他
の資源の劣化は数億人に影響を及ぼすであろうし、気
候変動の結果、沿岸域が負う社会経済コストが段階的
に増大するだろう ［6.4.2, 6.5.3］。

気候変動が沿岸域に及ぼす影響は人為的な圧力の増大
によっていっそう悪化する（確信度が非常に高い）。
沿岸域の利用は 20世紀中に劇的に増加したが、この
傾向が 21世紀も続くことはほぼ確実である。SRESシ
ナリオのもとでは、移住についての想定に応じて、沿
岸域の人口は 12億人（1990年）から 2080年代まで
には 18億～ 52億人に増加するだろう［6.3.1］。沿岸
域でリスクにさらされている人々と資産は増加してお
り、沿岸域への土砂の供給を減らすダムを含む、集水
域における土地利用と水文学的変化によって、追加的
なストレスを受けている［6.3.2］。人口の多いデルタ
（特にアジアのメガデルタ）、低平な沿岸都市地域、お
よび環礁は、沿岸域の脆弱性に関する主要な社会的ホ
ットスポットであり、自然システムへのストレスが人
間の低い適応能力および高い曝露と重なる場所にある
［6.4.3］。地域的には、南アジア、東南アジア、東アジア、
アフリカ、小島嶼が最も脆弱である［6.4.2］。従って、
気候変動は、沿岸域を統合的な方法で管理することの
望ましさを強める［6.6.1.3］。

開発途上国の沿岸域にとって、適応は、適応能力ヘの
制約のため、先進国の沿岸域におけるよりも困難であ
ろう（確信度が高い）。
物理的な曝露は、人類と自然システムの両方の脆弱性
に重大な影響を及ぼしうるが、適応能力の不足は、し
ばしば、人類の脆弱性のホットスポットを生む最も重
要な要素となる。適応能力は主に＜社会の＞開発状況
に左右される。開発途上国は、低平な沿岸域に住む人々
を保護または移転させる政治的または社会的な意思を
持っているだろうが、必要な財政的およびその他の資
源／能力がなく、その脆弱性は同様の沿岸環境を有す
る先進国よりはるかに大きい。開発途上国間でも脆弱
性は異なり、また、先進国が極端現象の悪影響と無縁
であることはない［6.4.3, 6.5.2］。

脆弱な沿岸域が負う適応コストは、無対策の場合のコ
ストよりはるかに少ない（確信度が高い）。
大半の先進国の沿岸域においては、気候変動の適応コ
ストは、財産の損失と人命の喪失のみを考慮しても、
適応が行われない場合に受ける損害コストよりはるか
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に低い［6.6.2, 6.6.3］。現象が起きた後に沿岸域の企
業、人々、住宅、公共・民間の社会制度、自然資源、
環境が受ける影響は、一般に災害コスト勘定では認識
されないため、適応によってもたらされる便益の総和
はさらに大きくなる［6.5.2, 6.6.2］。適応策がとられな
い場合、ほかの気候変動（例えば、暴風雨の強度の増
大）と組み合わさった海面上昇が最も大きいシナリオ
では、いくつかの島嶼および低平地が 2100年までに
居住できなくなる可能性は五分五分であり、そのため、
効果的な適応が緊急に必要とされている［6.6.3］。

長期的にも海面上昇が避けられないことは、今日の人
間による開発のパターンやトレンドとしばしば矛盾す
る（確信度が高い）。
海面上昇には相当の慣性があり、2100年以降も何世紀
にもわたり上昇し続けるだろう。気温上昇が引き金と
なった場合、西南極および／またはグリーンランドの
氷床の不可逆的な崩壊は、この長期的な海面上昇を大
幅に増大させ、最終的には、全世界で多くの沿岸居住
地の存続可能性に疑問を投げかけるだろう。この問題
は、人間による沿岸域の利用の増大によって強められ
る。定住パターンにも相当の慣性があり、この問題は、
長期的な沿岸域の空間利用計画における課題を提示し
ている。気候の安定化は、氷床の崩壊の危険性を減じ、
熱膨張による海面上昇を止めることはないが、抑制し
うる ［Box 6.6］。従って、沿岸域にとって海面上昇に対
する最も適切な対応は、避けられない海面上昇に対処
する適応と長期的な海面上昇を対処可能な水準に抑え
る緩和の組合せであることが、第 3次評価報告書のと
きよりも明らかになっている ［6.6.5, 6.7］。

6.1　 はじめに：本章の扱う範囲、第3次評
価報告書（TAR）の結論の概要、および
主要な問題

　本章では、気候変動と海面上昇が沿岸地域とそれに
隣接する低平地に与える影響を、2000年以降の見通
しに力点をおいて、全地球的な視点から考察する。本
章では、沿岸システムを、人的要素も含めて、相互作
用を起こしている低平地と浅い沿岸水域とみなす（図
6.1）。沿岸システムは、完新世（過去 10,000年）の間
の堆積作用によって形成されたことが多い沿岸の低平
地を含むが、大陸棚と周辺の海洋域は含まない（海洋
の生態系については第 4章を参照）。内海も、アナロ
グ（類似例）として示す場合を除き、含まれない。沿

岸域は、地方的な動因や相互作用に加えて、人間の活
動に危険をもたらす、また沿岸システムの自然の機能
を損なう恐れがある、外的な事象の影響を受けやすい
（図 6.1）。陸地で発生する危険には、河川の氾濫や土
砂【訳注 6-1】ないし汚染物質の流入、海洋で発生する
危険には、高潮、大きなうねり、津波などがある。
　本章では、沿岸システムに対するさまざまな気候
変動動因の潜在的な重要性、および、その潜在的な
影響の複雑性に関する第 3次評価報告書（TAR; IPCC, 

2001）の結論を補強する。TARはまた、沿岸地域にお
ける気候変動への適応に関心が高まりつつあることに
注目している。その傾向は、今回の評価においても示
されているように、勢いを増し続けている。一部の沿
岸諸国やコミュニティは、気候変動による影響を最小
限に抑制する適応能力を持っているが、＜適応の＞オ
プションをほとんど持たず、従って気候変動に対して
きわめて脆弱である諸国やコミュニティも存在する。
その状況は、多くの沿岸地域での人口増加が社会経済
的な脆弱性を増大させ、沿岸システムの回復力を低下
させるにつれて悪化している。TARにおいては、沿岸
システムの統合的な評価および管理が、それらと社会
経済的、文化的発展との相互作用をよりよく理解する
こととともに、気候変動への適応に成功するための重
要な構成要素であることが示されている。
　本章は、幅広い気候変動動因にわたる、また地方か
ら地球規模のスケールでの、沿岸地域における気候変
動の影響と適応に関する新たな知見を考慮することに
よって、TARにおけるこれらの洞察の上に立って、そ
れを発展させるものである。しかしながら、沿岸地域
と気候変動に関する文献では、海面上昇の問題が依然
として支配的である。本章は、現在の感度と脆弱性の
評価、コストや社会経済的な側面を含む、気候変動と
海面上昇に対応して沿岸システムが被る主要な変化、
適応の可能性、そして持続的な開発に対する含意から
なっている。沿岸システムにおいては、自然と人間のサ
ブシステムのそれぞれの内部で、また相互の間で強い
相互作用があることを考慮し（図 6.1）、本章では、発
表されている文献が許す範囲内において、沿岸地域と
その管理に関する統合的な視点を保持する。

6.2　現在の感度／脆弱性

　本節は、気候変動の影響と気候変動に起因する初期
の効果を評価するということを背景にして、沿岸シス
テムで現在進行している変化の仕方についての主要な
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識見を提供する。

6.2.1　自然の沿岸システム

　沿岸域は動的なシステムであり、地形学的、海洋学
的な要因に応じて、さまざまな時間的、空間的なスケ
ールでその形状とプロセスを調整していく（モルフォ
ダイナミクスと呼ばれている）（Cowell et al., 2003a, b）。
人間の活動は、自然のプロセスに勝る追加的な圧力を
与えうる。沿岸のふるまいのモデルは、1,000年単位
の古環境の復元、および／または 1年未満の単位のプ
ロセスの研究に基づいていることが多い（Rodriguez 

et al., 2001; Storms et al., 2002; Stolper et al., 2005）。 し
かしながら、地球規模の気候変動に適応するためには
10年から 100年単位のプロセスについての識見が必
要だが、それについての理解が最も不足している（de 

Groot, 1999; Donnelly et al., 2004）。
　暴風雨のような短期的な擾乱に影響された沿岸の地
形は、一般的には、単純なモルフォダイナミクス的
均衡を示しつつ、その撹乱の前の形態に戻る。多くの
沿岸域では、変化する波のエネルギーと堆積物の供給
に応じてさまざまな「状態」を受け入れつつ、動的均
衡に向けた継続的な調整が行われている（Woodroffe, 

2003）。沿岸域は、例えば暴風雨のような系外の状況
の変化や、外部の刺激に基づいては推測できない、内
部の閾値によって引き起こされる変化に応答する。沿
岸域のこのような自然の変動性が、気候変動による影
響を確認するのを難しくしている。例えば、世界の大
半の海岸は、最近侵食が進んでいることが明らかであ
るが、海面上昇が必ずしもその主な原因になっている
とは限らない。侵食は、風のパターンの変化（Pirazzoli 

et al., 2004; Regnauld et al., 2004）、沖合いの水深の変化
（Cooper and Navas, 2004）、あるいは河川によって運ば
れる土砂の減少（6.2.4および 6.4.1.1節）などのその
他の要因によっても生じうる。大きな課題は、観察さ
れた変化が（気候変動などの）外部的要因の変化によ
るのか、（デルタの分流の位置の変化などの）内部閾
値を越えたことによるのか、あるいは（暴風雨などの）
自然の気候変動性の中の短期的な擾乱によって引き起
こされたのかどうかを確認することである。
　気候に関係する海洋－大気の振動は、沿岸の変化
をもたらす可能性がある（Viles and Goudie, 2003）。そ
の最も顕著な現象の一つが、エルニーニョ南方振動
（ENSO）現象である。それは、赤道付近の太平洋にお
ける気温の顕著な異常と海面の気圧傾度との相互作用

で、2年から 7年の周期で発生する。最近の研究は、
ENSOに伴う卓越風のパターンと暴風雨の激しさが沿
岸の力学を乱し、（1）オーストラリア東部（Ranasinghe 

et al., 2004; Short and Trembanis, 2004）、太平洋中央部
（Solomon and Forbes, 1999）、およびオレゴン州（Allan 

et al., 2003）の海岸のモルフォダイナミクスに影響を
与え、（2）カリフォルニア州の断崖を後退させ（Storlazzi 

and Griggs, 2000）、（3）ミクロネシア（Drexler, 2001）
とオーストラリア（Rogers et al., 2005）のマングロー
ブの生態系における地下水位に影響を与えていること
を示している。サンゴの白化と大量死は、インド洋・
太平洋地域における ENSO現象の発生頻度と激しさ
に関係があると思われ、それは、気候変動の一つの要
素として変化し（Box 6.1）、地球温暖化に伴って拡大
する可能性がある（Stone et al., 1999）。沿岸域はまた、
より長期的な変動に反応する可能性が高い。例えば、
太平洋 10年振動（PDO）との関係が、30年以上にわ
たるオーストラリア南東部海岸の観察によって示され
ている（McLean and Shen, 2006）。北大西洋振動（NAO）
と暴風雨の発生頻度との相関は、大西洋の沿岸域に同
様の周期的な影響があることを暗示している（Tsimplis 

et al., 2005, 2006）。さらに、インド洋ダイポール現象
（IOD）も、インド洋周辺の沿岸域に同様の周期的な影
響を与えている可能性がある（Saji et al., 1999）。

6.2.2　人間による沿岸地帯の利用の拡大

　すべての沿岸域に人間が居住しているわけではない
が、世界の海岸線の中で人間の影響を受けていないも
のはほとんどない（Buddemeier et al., 2002）。20世紀の
間に沿岸域の利用は飛躍的に拡大し、その傾向が 21世
紀を通じて続くことは確実であるように思える（6.3.1

節）。世界の多くのデルタ地帯、バリアー島【訳注 6-2】、
河口域における沿岸域の人口増加は、自然の沿岸景観
を広範囲にわたって農地、＜水産＞養殖地、造林地、
および産業用地や住宅地に変化させた（Valiela, 2006）。
世界の人口の 23%は海岸から 100 km以内で海面から
の高さが 100 m未満の場所に住んでいると推定されて
おり、沿岸地域の人口密度は世界平均の約 3倍である
（Small and Nicholls, 2003）（Box 6.6も参照）。沿岸域
には魅力があるので、経済活動、定住地、都会の中心
地、観光リゾートなどが不釣合いに急拡大する結果と
なる。先進国でも開発途上国でも、人々が沿岸地域に
移住するのは共通の傾向である。人口が 500万人以上
の世界の 39の大都市の 60%は、海岸から 100 km以内
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に位置しており、その中には人口が 1,000万人を超え
る世界の 16大都市のうちの 12の都市が含まれている。
急速な都市化は多くの問題を引き起こしている。例え
ば、自然の入江の拡張、航行のための水路の浚渫、港
湾施設の建設、そしてパイプラインの設置などが、地
上水および地下水への塩水の浸入をいっそう悪化させ
ている。タイ（Durongdej, 2001; Saito, 2001）、インド
（Mohanti, 2000）、ベトナム（Thanh et al., 2004）、そし
て米国（Scavia et al., 2002）において海岸線の後退と沿
岸都市の洪水リスクの増大が起きたのは、人間の活動
によって沿岸の生態系が劣化したためであり、それは、
世界各地でみられる傾向を示している。
　前世紀を通じて人間の活動が沿岸地帯に与えた直接
的な影響は、観測された気候変動に直接起因した影響
よりはるかに重大である（Scaviea et al., 2002; Lotze et 

al., 2006）。重要な直接的影響には、沿岸湿地の乾燥化、
森林伐採と開拓、および、下水、肥料、汚染物質の沿
岸水域への排出などが含まれる。また、取り出す活動
には、砂の採掘や炭化水素の生産、水産やほかの生物
資源の収獲、侵入生物種の導入、護岸設備やその他の
構造物の建設などが含まれる。さらに、ダム、水路、
沿岸水路の迂回路などの構造物の建設は、沿岸を硬化
させ、循環パターンを変化させるとともに、淡水、土
砂、そして栄養塩の供給を変化させる。養浜【訳注 6-3】

や前砂丘の建設などの軽度な工学的解決策を講じた場
合でも、自然のシステムは直接的あるいは間接的に変
化してしまうことが多い（Nordstrom, 2000; Hamm and 

Stive, 2002）。沿岸域に対する生態系サービスは、人間
の活動によって乱されることが少なくない。例えば、
熱帯地域や亜熱帯地域のマングローブ林と温帯地域の
塩性湿地は、財とサービスを提供している（それらは、
栄養塩を蓄積・変換し、波と暴風雨を減衰させ、土砂
を保持し、豊かな生態系のコミュニティを支えている）
が、それらは、農業、産業および都市開発、＜水産＞
養殖業のための生態系の大規模な変換によって減少し
ている（6.4.2節）。

6.2.3　陸地および海洋からの外的影響

　陸地からの外的影響は、沿岸および近海海洋生物の
生息域に相当な環境ストレスを与えている（Sahagian, 

2000; Saito, 2001; NRC, 2004; Crossland et al., 2005）。沿
岸地帯の外部＜陸域＞での活動の結果、自然の生態
系（特に、沿岸域に向かって水が流れ下る集水域の生
態系）は寸断され、水、土砂、そして栄養塩の下流へ

の流れが乱されている（Nilsson et al., 2005; 6.4.1.3節）。
沿岸域における局所的な開発に加えて、土地利用の変
化、とりわけ森林伐採と水理的な改造が、下流に影響
を与えてきた。集水域での侵食は、河川における土砂
負荷を増加させた。例えば、黄河における懸濁物の
負荷は、過去 2,000年の間に 2倍から 10倍増加した
（Jiongxin, 2003）。それとは対照的に、ほかの河川では、
ダムや水路の建設が、土砂がダムに溜まることで沿岸
域への土砂の供給を大幅に減少させている（Syvitski et 

al., 2005）。この影響は、21世紀においても支配的であ
る可能性が高い（6.4.1節）。
沿岸域は、海洋からの外的影響を受ける場合がある（図
6.1）。海洋上の暴風雨によって発生した波は沿岸にも
到達する。また、発生頻度は少ないものの、さらに極
端な、遠くで発生した高エネルギーのうねりもある
（Vassie et al., 2004）。津波は発生頻度がさらに稀だが、
特に破滅的な結果をもたらしうる（Bryant, 2001）。海
流は、熱輸送への影響を通じて生態系および地形に影
響を与えることで沿岸の環境を変化させる。海氷は物
理的な影響を与え、その存在あるいは不在は、波が沿
岸に到達するか否かを決定づける（Jaagus, 2006）。そ
の他の外的影響には、塵などの大気中からの寄与（Shinn 

et al., 2000）や侵入生物種による影響などが含まれる。

6.2.4　沿岸システムの挙動における閾値

　動的な沿岸システムは、変化に対して複雑で非線形
の地形的応答を示すことが多い（Dronkers, 2005）。土
砂の侵食、運搬、堆積には大きな時間差が伴うことが
多く（Brunsden, 2001）、堆積物で構成されている沿岸
域の地形的進化は、堆積物の供給と除去という相反す
る運搬プロセスの結果である。海岸線は、これらのプ
ロセスがバランスしているときに、断面的にも平面的
にも均衡状態になる。しかしながら、暴風雨などの外
的要因は、均衡状態から離れたモルフォダイナミクス
的変化を引き起こすことが少なくない。気候変動と海
面上昇は、土砂輸送に複雑な影響を与え、閾値を越え
るときに突然で非線形的な変化が生じる可能性がある
（Alley et al., 2003）。海面が緩やかに上昇する場合は、
塩性湿地の拡大、あるいはラグーンの埋め立てが同じ
速度で進行すれば、土砂の供給と地形的な調整との間
のバランスが維持されうる。海面上昇速度の加速は、
地形的な調整が間に合わなくなることを意味する。自
然の土手や人工の堤防を越えて水が浸入して沿岸の氾
濫原が水浸しになるときのように、土砂の供給が限ら
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れる場所では特にそうである。海面の臨界閾値を越え
ると、不可逆的な水没プロセスが始まり、浸水と塩分
濃度の突然の変化に続いて、その他の地形的、生態学
的な応答が起きる可能性がある（Williams et al., 1999; 

Doyle et al., 2003; Burkett et al., 2005）。ワッデン海の沿
岸の場合は、海面の相対的な上昇速度が 10mm/年を超
えると、広範な地域が浸水すると予想されている（van 

Goor et al., 2003）。それぞれの沿岸システムには、水
力学的特徴や堆積物の特徴によって独自の臨界閾値が
存在している。アルゼンチンの沿岸では、陸向きの風
（sudestadas）および／または豪雨が高潮と重なると、
突然の、そして持続的な洪水が発生する（Canziani and 

Gimenez, 2002; Codignotto, 2004a）。それは、いくつか
の要素の間の相互作用が非線形的であることを強調し
ている。沿岸システムにおける閾値、および、その非
線形的な挙動をより良く理解することによって、管理
者や技術者は、沿岸に建物、インフラ、防護物を建設
する場所を決めることをはじめとした、より効果的な
沿岸防護戦略を計画する能力を高めることができる。

6.2.5　 観測された、沿岸システムに対する
気候変動の影響

　Trenberth et al.（2007）および Bindoff et al.（2007）は、
沿岸域に関係がある気候変動関連のいくつかの重要な
影響を観測した。1750年以降、CO2 濃度の増加が海
面の pHを 0.1単位引き下げているが、今日に至るま
で、沿岸の生態系に対する重大な影響は観測されてい
ない。最近のトレンド分析は、熱帯低気圧が強度を増
していることを示している（6.3.2節参照）。全球海面
は 20世紀を通じて年間 1.7± 0.5 mmの割合で上昇し、
全球平均海面水温は 1950年以来約 0.6℃上昇している。
そして、それに伴って沿岸地域の気温も上昇している
（Bindoff et al., 2007）。
　多くの沿岸域は、侵食と生態系の喪失を経験して
いるが（6.2.1節および 6.4.1節）、観測された沿岸の
土地喪失と海面上昇速度との関係を明確に定量化し
た研究はほとんどない（Zhang et al., 2004; Gibbons and 

Nicholls, 2006）。沿岸の侵食は世界中の多くの海岸線で
観測されているが、その侵食のどこまでが地盤沈下に
よる相対的な海面上昇やその他の人間の活動によるも
のか、そしてどこまでが地球温暖化によるものかは、
通常明瞭ではない（Hansom, 2001; Jackson et al., 2002; 

Burkett et al., 2005; Wolters et al., 2005）（第 1 章、1.3.3

節参照）。岩石海岸の生物群集の長期的な生態学的研

究は、調整が明らかに気候トレンドに合わせて行われ
ていることを示している（Hawkins et al., 2003）。しか
しながら、中緯度地域の沿岸システムの場合は、その
ような変化のどこまでが自然の変動性によるのかを区
別するのが困難なことが多く、過去数十年にわたる気
候変動が沿岸域に与えた影響を示す最も明確な証拠
は、高・低緯度地域、特に極地方の沿岸域や熱帯の岩
礁から得られている。
　極地方の沿岸域に対しては一連の悪影響の証拠が存
在するが、高緯度地域の温暖化は、例えば、観光シ
ーズンの長期化や航行可能性の向上などのプラスの影
響をもたらす可能性もある（第 15章、15.4.3.2節参
照）。伝統的な知見もまた、西部のノースウェスト準
州、ユーコン準州、アラスカ州から、東部のヌナブッ
ト準州までの北アメリカ北極地方にまたがる沿岸に起
きている広範な変化を暗示している（Fox, 2003）。海
氷の被覆の減少は、沿岸が露出しているところでは波
の発生する可能性がより大きくなることを意味する
（Johannessen et al., 2002; Forbes, 2005; Kont et al., 2007）。
さらに、起伏が少なくて侵食されやすい海岸において
海面が相対的に上昇すると、カナダの北極地方（Forbes 

et al., 2004b; Manson et al., 2006）、 米 国 北 部（Smith, 

2002b; Lestak et al., 2004）、そしてロシア北部（Koreysha 

et al., 2002; Nikiforov et al., 2003; Ogorodov, 2003）の各
地で記録されているように、沿岸の堆積物を保持して
いる永久凍土の融解、地中温度の上昇、氷の融解の促
進、大きな地下氷の融解に伴う地盤沈下によって強調
され、海岸の急速な後退が起こる。季節的に海氷で覆
われる中緯度の沿岸域も、氷量の減少に応答する可能
性がある。ここ数十年間にわたり、ベーリング海と
バルト海では氷の面積が減少しており（ARAG, 1999; 

Jevrejeva et al., 2004）、セントローレンス湾でもその可
能性がある（Forbes et al., 2002）。
　地球温暖化、特に海面水温（SST）の上昇は、サン
ゴ礁に脅威を与える。その他のさまざまな圧力、特に
魚の乱獲のような人間による影響との相乗作用による
効果は、少なくとも局所的に、サンゴ礁のシステムに
対する熱ストレスをいっそう高め、サンゴがほかの生
物に取って代わられる閾値を越えてしまうと思われる
（Buddemeier et al., 2004）。これらの影響と、それがも
たらす可能性が高い結果は、Box 6.1で考察されている。
海洋の酸性化による脅威は第 4章の 4.4.9節で、また、
複合的ストレスが与える影響は Box 16.2で検討され、
さらに、サンゴの被度の減少が観光に大きな打撃を与
えうるグレートバリアリーフの事例は、第 11章の 11.6
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節で記述される。

6.3　 沿岸システムおよび低平地の将来
トレンドに関する想定

　本節では、第 2章および 6.2節に基づいて、21世紀
を通じて沿岸地域に関係がある環境、社会経済、およ
び気候変動シナリオを開発する。「排出シナリオに関
する IPCC特別報告書」（SRES; Nakićenović and Swart, 

2000）は、一つの適切な枠組を提供している（Arnell 

et al., 2004; 第 2章、2.4節）。

6.3.1　環境と社会経済のトレンド

　SRESにおいては、4つの社会経済的シナリオ群（A1、
A2、B1、および B2）が、世界のさまざまな将来を 2

つの座標軸で表している。すなわち、経済対環境の利
害関係と、世界対地域の開発パターンに焦点が合わせ
られている。4つのすべての場合において、世界の国
内総生産（GDP）は大幅に増加し、経済の収斂の速度
にはばらつきがある。世界の人口も 2050年までは増
加するが、A1／B1の将来では、人口はその後減少する。
一方、A2／ B2では、人口は 21世紀をとおして増加
し続ける（第 2章、Box 2.2を参照）。SRESシナリオ
下での沿岸地域に関連するトレンドは、表 6.1に示さ
れている。
　政策分析のために、各国の沿岸の社会経済的なシナ
リオも、適切な気候変動シナリオと関連づけられて開
発されている。例として、「英国の洪水・沿岸防護の
見通し」（The UK Foresight Flood and Coastal Defence）
の分析（Evans et al., 2004a, b; Thorne et al., 2006）や、
米国のナショナルアセスメント（The US National 

Assessment）（NAST, 2000）がある。一方、スペイン
のエブロデルタにおける社会経済的な将来に対して、
モデルに基づいた手法が適用されている（Otter, 2000; 

Otter et al., 2001）。だが、沿岸地域の社会経済的なシナ
リオは、気候や海面についてのシナリオに比べると未
発達である。

6.3.2　気候と海面のシナリオ

　気候変動の観点から、6.3.1節の SRESシナリオは、
温室効果ガス排出の 6つの「マーカー」シナリオに置
き換えられている。すなわち、A2、B1、B2の世界に
対応するそれぞれ一つのシナリオと、A1の世界に対

応する 3つのシナリオ－ A1T（非化石燃料源）、A1B（バ
ランスの取れた燃料源）、A1FI（化石燃料源重視）－
である（Nakićenović and Swart, 2000）。B1の排出量が
最も少なく、A1FIの排出量が最も多くなる（第 2章参
照）。
　表 6.2では、沿岸地域に影響をもたらす可能性が
あるさまざまな気候変動の動因がまとめられてい
る。それらの動因には、Meehl et al.（2007）および
Christensen et al.（2007）の研究結果が含まれている。
たいていの場合、気候変動は各地域でばらつきが大き
く、影響はそれらの気候変動の動因とその他の変化の
動因との相互作用の結果なので、その影響も脆弱性も
多様化することになる（6.2および 6.4節）。
　TAR以降、沿岸地域に関連する気候変動の動因につ
いての理解は深まっている。SRESシナリオ下で予測
されている地球規模の平均的な変化は表 6.3にまとめ
られている。大気中の CO2濃度が増加すると、より多
くの CO2が表面海水に吸収され、海水の pHと炭酸カ
ルシウムの飽和度が低下する（Andersson et al., 2003; 

Royal Society, 2005; Turley et al., 2006）。大気中の CO2

濃度が大幅に増加するのはほぼ確実と思われる（表
6.3）。海面水温が大幅に上昇するのもほぼ確実だが（表
6.3）、その上昇幅は全球平均気温の上昇幅より小さく
なる。海面水温の上昇は、ENSOや時間的変動性の増
大が起こりうるので、空間的に均一ではないだろう。、
それは、サンゴ礁にとって重要な意味を持つ極端現象
に大きな変化が生じることを示唆している（Box 6.1）。
　全球平均海面が上昇するシナリオ（表 6.3）は、熱
膨張と氷の融解に基づいている。最良の推定によると、
海面上昇の速度は 20世紀に比べて最大で 2.4倍になる。
この予測は、特に海洋の熱吸収の推定についての理解
が深まったことを反映して、Church et al.（2001）によ
るものを下回っている。最近観測されているグリーン
ランドと南極の氷床から氷が流出する割合が、全球平
均気温の変化に伴って直線的に増加するとしたら、そ
れは、21世紀中には、A1FIシナリオに対して 0.05～
0.11 mの海面上昇を追加することになるだろう（Meehl 

et al., 2007）。（2100年以降の大規模かつ長期的な海面
上昇は Box 6.6で検討されている）。
　重要なのは、海洋の水位の変化や地盤の隆起／沈下
に地域的なばらつきがあるため、地方の（あるいは相
対的な）海面水位の変化は、全球平均のトレンドから
はずれることである。影響の原因となり、沿岸の管理
者にとっての関心事となるのは、海面の相対的な変化
である（Nicholls and Klein, 2005; Harvey, 2006a）。Meehl 
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et al.（2007）は、各地域の海面変化が表 6.3に示され
ている全球平均のトレンドから大きくはずれることを
見出した。A1Bシナリオの場合、2080年までの空間的
な標準偏差は 0.08 mであり、北極地方での上昇は平均
値より大きい。現在は、詳細なシナリオを開発するた
めには理解が不足しているが、Hulme et al.（2002）は、
可能性があるあらゆる変化を評価するためには、影響
分析において、全球平均海面上昇を 50％引き上げた追
加的な海面上昇シナリオ、プラス土地の隆起／沈下を
詳しく調べるべきであると示唆した。英国ではこれに
沿った取り組みが既に行われているが（Pearson et al., 

2005; Thorne at al., 2006）、現在までのところ、ほかで
の取り組みは限定的である。
　さらに、自然現象で、あるいは人間が原因で沈降し
ている海岸域は、より大きな相対的海面上昇を経験
するだろう（Bird, 2000）。デルタや沿岸都市などの一
部の場所ではこの影響は甚大でありうる（Dixon et al., 

2006; Ericson et al., 2006）。
　平均海面の上昇、および／または、暴風雨の特性
の変化が引き起こす極端な海面水位の出現頻度の増
加（表 6.2）に対する懸念が広がっている（Box 6.2）。
Meehl et al.（2007）は、モデルが熱帯地域の暴風雨お
よび熱帯地域以外の暴風雨の強度が増大することを示
唆していることを見出した。このことは、特に熱帯地
域と中緯度地域の沿岸システムにとっては、原因を
海面上昇のみに帰す以外に、追加的な沿岸域への影
響があることを意味する。過去 30年間にわたって熱
帯低気圧の激しさが増していることは、SSTにみられ
る変化と整合的である（Emanuel, 2005; Webster et al., 

2005）。暴風雨のその他の特性の変化はあまり確かで
はなく、熱帯地域の暴雨風および熱帯地域以外の暴
風雨の発生件数は減少さえしているようだ（Meehl et 

al., 2007）。同様に、暴風雨の強度が増大するのに伴っ
て極端な高さの波の発生頻度も増加する可能性が高
いものの、将来の波の状態も不確実である（Meehl et 

al., 2007）。水循環の変化によって水の流出も変化する
可能性が高いと思われるが、その不確実性は大きい。
Milly et al.（2005）は、北極地域、アルゼンチン北部、
ブラジル南部、インド亜大陸の一部、中国、およびオ
ーストラリアでは沿岸海域に流出する水が増加する
が、アルゼンチン南部、チリ、アフリカの西部と南部、
そして地中海沿岸では減少することを示した。集水域
の管理による追加的な影響も考慮に入れる必要がある
（表 6.1）。

6.4　将来の主要な影響と脆弱性

 以下の各節では、図 6.1および表 6.2でまとめられて
いる、気候変動によってもたらされると予期されてい
る沿岸の生態系への影響の特性を記述する。自然の沿
岸システムが受ける影響とその人間社会（生態系サー
ビスを含む）への含意についてまとめることは、主要
な脆弱性とホットスポットの認識につながる。

6.4.1　 気候変動の動因に対する自然システム
の応答

6.4.1.1　海浜、岩磯、荒磯 【訳注 6-4】

　世界の大半の砂浜が前世紀に後退したが（Bird, 

1985; NRC, 1990; Leatherman, 2001; Eurosion, 2004）、海
面上昇が一つのもとにある原因である（6.2.5節、お
よび、第 1章、1.3.3節を参照）。ミシシッピ州とテキ
サス州の海岸線の半分かそれ以上は、1970年代以降、
年に平均 3.1～ 2.6 mの速度で侵食されている。一方、
ルイジアナ州の海岸線の 90％は、年に 12.0 mの速度
で侵食されている（Morton et al., 2004）。ナイジェリア
では、年間に最大 30 mという侵食速度が報告されて
いる（Okude and Ademiluyi, 2006）。海岸の圧迫と急勾
配化も広がっており、例えば、イギリスの東部の海岸
では、前世紀にわたって海岸線の 67%で低潮位線が陸
地に向かって後退した（Taylor et al., 2004）。
　海面上昇の加速は、地球規模での海岸侵食を広くい
っそう悪化させることになるが（Brown and McLachlan, 

2002）、各地方の応答は全堆積物収支によって異なる
（Stive et al., 2002; Cowell et al., 2003a, b）。引用されるこ
とが多い Bruun（1962）のモデルは、海岸線の後退が、
海面の相対的な上昇の 50倍から 200倍になることを
示唆している。このモデルは、理想的な環境におけ
る現場データによって支持されているが（Zhang et al., 

2004）、その幅広い適用に関しては依然として賛否両論
がある（Komar, 1998; Cooper and Pilkey, 2004; Davidson-

Arnott, 2005）。海面上昇が砂浜の堆積物の収支に与え
る影響についての調査は、間接的で、あまり頻繁には
行われていないが、それは、海岸の湾入部が＜土砂で
＞埋め立てられることによる。海面が上昇すると、河
口とラグーンは協働して底の高さを上昇させることに
よって均衡を保とうとする。従って、河口とラグーン
は、開かれた海岸からもたらされることが多い砂の重
要なシンクの役割を果たす可能性がある（van Goor et 

al., 2001; van Goor et al., 2003; Stive, 2004）。そのプロセ
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スは、Bruunのモデルによる推測を一桁あるいはそれ
以上、上回る侵食を起こす可能性がある（Woodworth 

et al., 2004）。このことは、潮流口の付近においては、
海面上昇によって海岸がきわめて不安定になる可能性
があることを示唆している。最近のいくつかの研究は、
将来の海岸の侵食速度を決めるに当たって、予測され
る海面上昇の加速よりも、海岸防護戦略と、暴風雨の
挙動ないし発生頻度の変化の方がより重要になりうる
ことを示している（Ahrendt, 2001; Leont’yev, 2003）。従
って、海面上昇と海岸線の水平方向の動きとの関係は
単純ではなく、気候変動に対する海岸の応答を評価す
るためには、堆積物の収支に基づく方法が最も有用で
ある（Cowell et al., 2006）。
　海岸の侵食と暴風雨が結合した影響は、ほかの沿岸
システムの侵食や浸水を導きうる。例えば、ルイジ
アナ州では、砂でできたバリアー島の侵食が、沿岸の
湾における波高の増加という二次的な影響をもたらし
た。そして、波高の増加は、湾の海岸線、潮が流れる
経路、そして隣接する湿地の侵食速度を速めることに
なった（Stone and McBride, 1998; Stone et al., 2003）。海
面上昇の加速が砂利の海岸に与える影響は、砂の海岸
に比べてあまり注目されていなかった。砂利の海岸は、
集積速度が高い場合でも（Codignotto et al., 2001）、海
面上昇によって脅かされる（Orford et al., 2001, 2003; 

Chadwick et al., 2005）。砂利や丸石および巨礫の海岸の
耐久性も、これらの非常に動的な海岸線を作り、また
作り直す、暴風雨、地殻変動、その他の要因による影
響を受ける（Orford et al., 2001）。
　TAR以降、実施されてきたモニタリング、モデル
研究、およびプロセスに注目した研究は、崖の脆弱
性と、地下水、波の状態、およびその他の気候要因が
崖の侵食パターンと速度に影響を与えるメカニズムに
は、ある重要な違いがあることを明らかにした。硬い
岩の崖は侵食に対する抵抗力が相対的に大きいが、軟
らかい岩石で形成されている崖は、将来、海面上昇が
もたらす先端部の侵食の進行により、より急速に後退
する可能性が高い（Cooper and Jay, 2002）。多くの地域
において、崖の崩壊と後退は、降水量の増加と地下水
位の上昇によって増幅される可能性がある。例えば、
イギリス、アルゼンチン、フランスの崖がそうであ
る（Hosking and McInnes, 2002; Codignotto, 2004b; Pierre 

and Lahousse, 2006）。崖の後退、凍結－融解のサイク
ル、そして気温の記録の間の相互関係も記述されてい

る（Hutchinson, 1998）。従って、気候変動の 4つの物
理的特徴、すなわち、気温、降水量、海面水位、波の
状態が、軟らかい岩の崖の安定性に影響を与えうる。
　軟らかい岩の崖の後退は通常は偶発的な現象であ
り、単一の出来事で崖の頂部が局所的に何メートルも
後退するが、その後は長期間にわたって比較的静止し
た状態が続く（Brunsden, 2001; Eurosion, 2004）。軟ら
かい岩の海岸線の崖の頂部、海岸の断面、および平面
の変化の長期的予測は、関連する複数の物理的なプ
ロセスとそれらの間の相互作用のシミュレーション
を行うことによって大幅に進歩した（Hall et al., 2002; 

Trenhaile, 2002, 2004）。SCAPE（Soft Cliff and Platform 

Erosion, 軟らかい崖と台地の侵食）モデル（Dickson et 

al., 2005; Walkden and Hall, 2005）をイギリスのノーフ
ォークの一部に適用したところ、崖の後退速度は、海
面上昇、波の状態の変化、そして沿岸方向の移動をと
おした堆積物の供給に影響されやすいことが分かっ
た。だが、海岸の発達が限定的な軟らかい崖では、長
期的な崖の後退と海面上昇の速度との間には単純な関
係が存在するようである（Walkden and Dickson, 2006）。
従って、計画を立てるために有効な予測を行うことが
可能である。

6.4.1.2　デルタ
　デルタの地形は、河川、波、そして潮汐のプロセス
の組合せにより、自然に形成される。河川に支配され、
河川から堆積物を受け取っているデルタは、周囲より
高くなった土手や水路を作り出す。そして、それらの
水路が蛇行あるいは流路変更 2する結果、海岸平野に
使われなくなった水路が残される。波に支配されるデ
ルタは、海岸に平行な砂の隆起によって特徴づけられ
る。その隆起は、浜堤平野【訳注 6-5】と合体すること
が多い。潮汐による支配は、じょうご形の河口を持っ
た、急激に（指数関数的に）先細になった水路によっ
て示される。デルタの平野にはさまざまな地形が存在
するが、どの時期においても、活動しているのはデル
タの一部に過ぎない。それ＜活動的なデルタ＞は、通
常は、河川に支配されている。一方、活動的でなくな
ったデルタ平野には河川の流れがほとんどなく、しだ
いに海洋プロセスに支配されるようになる（Woodroffe, 

2003）。
　人間が行う開発のパターンも、気候変動の影響に対
するデルタのさまざまな脆弱性に影響する。ダムによ1

2  流路変更（Avulse）：洪水の結果、河川が流路を一つの水路から別の水路へ変える現象。
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る土砂の減少、潮流のパターンの変化、船舶の航行、
洪水制御事業などが、人間活動の一般的な影響である
（表 6.1）。地表流出量や土砂負荷の変化は、デルタが
気候変動の物理的な影響に対処する能力に大きく影響
しうる。例えば、ルイジアナ州南東部の沈降しつつあ
るミシシッピ川デルタ平野では、人間の開発による堆
積物の減少と、沿岸湿地の塩分と水位の増加／上昇が
急激に起きたので、1978年から 2000年にかけて、潮
間帯に位置する沿岸湿地と隣接する土地の 1,565 km2

が開放水域に変わった（Barras et al., 2003）。現在の地
球規模での、地域的な、および地方的なプロセスが継
続すれば、2050年までにさらに約 1,300 km2の沿岸地
域の土地が失われると予測される。海面上昇の加速と
熱帯低気圧の強度の増大が予測されているので（6.3.2

節）、土地の喪失はいっそう悪化すると思われる（Barras 

et al., 2003）。そのような土地の喪失の大部分は、ハリ
ケーン・カトリーナの上陸時に示されたように、突発
的である（Box 6.4）。
　デルタが海面上昇にきわめて敏感であることは、以
前から認識されていた（Ericson et al., 2006; Woodroffe 

et al., 2006）（Box 6.3）。相対的な海面上昇速度は、人
間の活動が原因の地盤沈下のために、人口が密集して
いる多くのデルタ地域では全球平均を大幅に上回る
可能性がある。そのような地域には、例えば、チャオ
プラヤ川デルタ（Saito, 2001）、ミシシッピ川デルタ
（Burkett et al., 2003）、長江デルタ（Liu, 2002; Waltham, 

2002）がある。堆積物の自重がもたらす圧密による自
然の地盤沈下は、地下の流体の汲み上げや排水によっ
て強まる（表 6.1）。このことが、特にこれらのデルタ
平野に位置している人口密集都市（例えば、バンコク、
ニューオリンズ、上海）が浸水する可能性を高めてい
る。バングラデシュの土地の大半は、ガンジス川、ブ
ラマプトラ川、メーグナ川のデルタ平野で構成されて
いる。全球海面上昇の加速と極端な水位の上昇（Box 

6.2）は、ベンガル湾で観察される SSTとモンスーン
降雨量のトレンド（Singh, 2001）、地盤沈下、そして海
岸の自然の防護物（マングローブ）を水産養殖場に転
換した人間の活動（Woodroffe et al., 2006）との間には、
複雑な関係があるため、バングラデシュ（および、イ
ンドの西ベンガル州の一部）の人々に深刻な影響を与
える可能性がある。
　現在の海面上昇速度は世界の多くのデルタの漸進的
な縮小に寄与しているが、デルタ地域の湿地の直近の
喪失の原因は、人間の開発活動である。世界の 14の
主要なデルタ（ドナウ、ガンジス－ブラマプトラ、イ

ンダス、マハーナディ、マンゴキ、マッケンジー、ミ
シシッピ、ニジェール、ナイル、シャッテルアラブ、
ボルガ、黄河、ユーコン、ザンベジ）の衛星画像解析は、
過去 14年間でデルタの湿地が合計で 15,845 km2失わ
れたことを示している（Coleman et al., 2005）。それぞ
れのデルタが土地の喪失を示すが、その割合は各デル
タによって異なっており、人間の開発活動がその喪失
の半分以上の原因である。例えば、アジアでは、以前
は人間の活動が主要な河川の土砂負荷の増加をまねい
たが、現在は上流のダム建設が多くのデルタへの土砂
の供給を極端に減少させており、その結果、広範囲に
わたって海岸が侵食されている（第 10章、10.4.3.2節
を参照）。一例として、中国の黄河における大規模な
貯水池の建設は、そのデルタに運ばれる年間の土砂の
量を 11億メートルトンから 4億メートルトンに減少
させた（Li et al., 2004）。人間による影響は、アジアを
通じて、そして世界的に、今後も増大していく可能性
が高い（6.2.2節、表 6.1）。
　海面上昇は、とりわけほかの気候要因と人間によ
る圧力が相乗作用的効果をもたらすことによって、デ
ルタの環境に特別な脅威を与える。（例えば、Sánchez-

Arcilla et al., 2007）。これらの問題は、表示面積が 104 km2

を超える多くの大規模デルタ（今後メガデルタとよぶ）
においては、しばしば人口が多く、重要な環境サービ
スを提供しているため、特に注目する必要がある。メ
ガデルタにおける気候変動の問題は、多くの章でこれ
らの問題を相互補完的な視点から考察することによっ
て、本報告書をとおして想起されている。Box 6.3で
は、全球をまたがったデルタ・システムの脆弱性を考
慮しており、人口が多いアジアのメガデルタは気候変
動に対して特に脆弱であると結論づけている。第 10

章の 10.6.1節では、このような全球的な視点に立って、
アジアのメガデルタを詳細に検討している。第 5章の
Box 5.3では、メコン川下流とそれに伴うデルタにおけ
る漁業に対する気候変動による脅威を考察している。
ハリケーン・カトリーナは、ルイジアナ州のミシシッ
ピデルタに上陸した。Box 6.4および第 7章の Box 7.4

では、この重要な出来事のさまざまな側面を考察して
おり、熱帯低気圧の強度が増大し続ける場合の、可能
性が高い影響について示唆している。最後に、15.6.2

節では、北極地方のメガデルタの特殊な問題を考察し
ている。

6.4.1.3　河口域とラグーン
　全球平均海面上昇は、一般的には、沿岸域の相対的
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な水面を上昇させ、河口システムの塩分を増加させる。
従って、沿岸域の既存の動植物群集を内陸に追いやる
傾向がある。河口域の動植物群集は、移動が妨げら
れない場合、また、変化の速度が自然の生物群集の適
応・移動能力を上回らない場合は、海面が上昇しても
生き残る可能性がある。だが、気候変動が一つあるい
はそれ以上の「影響力のある種類の生物」に影響する
場合は、群集レベルの変化を一掃する結果になりうる
（Harley et al., 2006）。
　気候変動が河口域に与える可能性がある最も大きな
影響は、淡水の流出量の変化による物理的な混合特性
の変化によって引き起こされる（Scavia et al., 2002）。
全球的に激しくなっている水循環と、流出量の地域的
変化は、すべて、沿岸域の水質の変化の前兆となって
いる（6.3.2節）。河口域に流れ込む淡水は、水の滞留
時間、栄養塩の供給、鉛直成層、塩分、および植物プ
ランクトンの成長速度の制御に影響を与える。淡水の
流入量の増加は、水の滞留時間を減少させ、鉛直成層
を増進させる。そして、流入量の減少は、それとは逆
の現象をもたらす（Moore et al., 1997）。滞留時間の変
化は植物プランクトンの個体数に著しい影響を与える
可能性があり、1日に数が4倍にも増加することがある。
従って、水の滞留時間が非常に短い河口域では、植物
プランクトンは一般的には成長するやいなや系から洗
い流されてしまうので、富栄養化 3と有毒な藻類の異
常繁茂（HABs）に対する河口域の脆弱性を低減させ
る（6.4.2.4節）。また、淡水が河口域にもたらされる
タイミングが変化すると、河口域および海洋に生息す
る多くの魚類の稚魚の時期が、その生育期を過ごす生
息地を利用できる時期と一致しなくなる可能性があ
る。メキシコとテキサスのマドレ湖（ラグーナ・マドレ）
のような一部の過塩性のラグーン・システムでは、海
面上昇が水深を増加させ、それによって海水交換が促
進されて塩分が減少する（Quammen and Onuf, 1993を
参照）。
　水温の上昇も、藻類の発生や、河口域に生息するそ
の他の生物種に必要な光、酸素、炭素の利用可能量に
影響を与えうる（Short and Neckles, 1999）。HABsが発
生する傾向は、溶存 CO2レベルの上昇による施肥効果
により、さらに強められる。水温の上昇もまた、河口
域における窒素固定作用や脱窒素作用などの重要な微
生物過程に影響する（Lomas et al., 2002）。水温は、酸

素と炭酸カルシウムの溶解度、ウイルスによる伝染
病、pHと電導度、および河口域の大型水生植物4の光
合成と呼吸率を規定する。河口域における生理学的プ
ロセスを規定するうえで水温は重要な役割を果たすが
（Lomas et al., 2002）、生態学的な結果を推測するのは、
温度変化と富栄養化などをはじめとする物理的、生物
地球化学的な個々のプロセスとの間にフィードバック
や相互作用があることから、複雑な作業になる（6.2.4

節を参照）。
　海水の pHと炭酸カルシウムの飽和度の低下は
（Mackenzie et al., 2001; Caldeira and Wickett, 2005）、少
なくとも二つの重要な結果をもたらす。すなわち、一
つは、炭酸カルシウムを含む動物相および植物相が石
灰化する能力を低下させる可能性があること、もう一
つは、堆積物中の栄養塩と炭酸カルシウム鉱物の溶解
を促進させる可能性があることである（Andersson et 

al., 2003; Royal Society, 2005; Turley et al., 2006）。これら
の潜在的な影響はきわめて大きい可能性があるので、
それらに対する理解を深めることが重要である。
　Pethick（2001）は、平衡仮説に基づく物質収支法を
採用して、海面上昇に伴う河口域の自然の海岸線の陸
方向への移動についてまとめた。それによると、全河
口域システムは陸向きに後退することになる。彼の意
見によれば、6 mmの海面上昇は、英国のブラックウ
ォーターの河口域を 10 m後退させるが、河口域の勾
配が急なため、ハンバー河口域では後退はほんの 8 m

である。ハンバー河口域も、海峡が深くなると潮流レ
ジームが変化し、波が高くなるため、周辺の侵食が加
速する可能性がある（Winn et al., 2003）。イタリアの
ベネツィアのラグーンでは、海面上昇、堆積物の動態
の変化、そして地質学的な地盤沈下が組み合わされた
結果、ラグーンの底が下がり、潮流口が広がり、干潟
や島が水没し、ラグーンの周辺で海岸線が後退した
（Fletcher and Spencer, 2005）。堤防の建設や埋立てによ
って潮間帯環境にある地域が狭まる場合、最初の応答
は、残されている干潟が下がり、潮路が塞がれること
であろう。潮汐の特性、海洋の堆積物の利用可能性、
および海面上昇速度により、残されている干潟がさら
に水没する場合もあれば、オランダのワッデン海にあ
るいくつかの潮泊渠でみられるように、潮位からの相
対高度は変化しない場合もある（Dronkers, 2005）。
　熱帯低気圧やその他の沿岸暴風雨の予測される激化

1

3  富栄養化（Eutrophication）：水域に過度の栄養塩が存在する状態。生物の過度な成長と酸素濃度の低下をまねく。
4  大型水生植物（Macrophytes）：裸眼で目視できる大きさを持つ水生植物。
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（6.3.2節）は、河口域における水底堆積物の動態、有
機物の流入、植物性プランクトンと魚類の個体数、塩
分と酸素の濃度、そして、生物地球化学的なプロセス
を変化させる可能性がある（Paerl et al., 2001）。河口域
の堆積物と生物多様性を構成するうえで強力な暴風雨
が果たしている役割は、完新世に中国の渤海湾の河口
域が一時的にしっかりと塞がれたことを示す、カキ礁
と厚い泥の堆積物が互層する層序的な記録によって例
証されている（Wang and Fan, 2005）。

6.4.1.4　マングローブ、塩性湿地、海草
　植生に覆われた沿岸湿地は、その位置が海面の高さ
と密接な関係があるために、気候変動と長期的な海面
変化に対して敏感である。McFadden et al.（2007a）が
すべての沿岸湿地のモデリングを行ったところ（ただ
し海草を除く）、海面が 36 cmおよび 72 cm上昇すると、
2000年から 2080年の間に、全球の湿地は、それぞれ
33%および 44%失われることが示された。地域的には、
最も深刻な喪失が起こるのは、干満の差が少ない、北
アメリカと中央アメリカの大西洋およびメキシコ湾の
沿岸域、カリブ海、地中海、バルト海、そして小島嶼
地域の大半である（Nicholls, 2004）。だが、湿地のプロ
セスは複雑で、Cahoon et al.（2006）は、温帯の塩性湿
地と熱帯のマングローブの森を対象に、さまざまなプ
レートテクトニクス的、気候的、地形的状況における
湿地の付加、標高、軽度の沈下に関する、広範な地域
から全球的な地理モデルを開発した。暴風雨の強度の
変化も、植生で覆われた沿岸湿地に影響を与える可能
性がある。Cahoon et al.（2003）は、ハリケーンによる
影響を受けた沿岸域のさまざまな状況から標高による
応答を分析した結果、暴風雨は地表と地下の土壌プロ
セスに同時に影響を与えうることを見出した。しかし、
その影響には大きなばらつきがある。
　塩性湿地（塩性の草、スゲ、イグサ、多肉植物）は、
温帯地方の堆積性海岸に一般的な特徴である。水循環
とエネルギーのレジームは、典型的には、内陸に向か
って塩性、汽水性、そして淡水性種に漸移する、沿岸
域における植物種の帯状分布に影響を与える二つの主
要な要素である。気候変動は、水循環レジームの変化、
とりわけ、水循環周期の性質と変動性、および極端現
象の発生件数と激しさを通じて、沿岸地帯の汽水性お
よび淡水性の湿地に最も大きな影響を与える可能性が
高い（Burkett and Kusler, 2000; Baldwin et al., 2001; Sun 

et al., 2002）。その他の変数、すなわち、生物地球化学
的状況の変化、懸濁土砂の負荷の量とパターンの変化、

火災、有機質堆積物の酸化、および波のエネルギーの
物理的な効果も、地域および地方への影響を決定づけ
るうえで重要な役割を果たすだろう。
　海面上昇は、特に大きな潮汐がある場合は、かなら
ずしも塩性湿地の喪失につながるわけではない。とい
うのは、堆積物の供給が十分な場合、湿地は垂直方向
につけ加わって、海面に対する相対的な高度を維持す
るからである（Hughes, 2004; Cahoon et al., 2006）。湿地
帯が水没する閾値は、各地のモルフォダイナミクス的
プロセスによって大幅に異なる。中・大程度の潮汐差
を持つ一部の河口域の塩性湿地（例えば、ポルトガル
のタホ川河口域）では、最悪のシナリオの場合にのみ
海面上昇に対して脆弱になる。同様に、土砂の流入が
多い米国南東部の海岸の湿地は、海面上昇の速度が現
在の速度のほぼ 4倍に加速されない限り、海面に対し
て安定性を保つだろう（Morris et al., 2002）。だが、急
速に沈下しているミシシッピ川デルタの湿地では、頻
発するハリケーンによる土砂の流入が、予想される海
面上昇の加速が加わった地盤沈下の効果を相殺できな
い（Rybczyk and Cahoon, 2002）。
　緯度が北緯 25度から南緯 25度の間の亜熱帯および
熱帯の潮間海岸線は、マングローブの森が優占して
いる。マングローブの群集は、例えば、高いレベルの
CO2と気温によって成長が促進されるといった、気候
変動に対するさまざまなプラスの応答も示し、塩水の
浸入と侵食が増加するといった、マイナスの影響もあ
る可能性が高いが、それらはおおむね、それぞれの場
所の要素によって異なってくる（Saenger, 2002）。森林
に覆われた海岸湿地の気候変動に対する応答について
は、北アメリカ（Morris et al., 2002; Reed, 2002; Rybczyk 

and Cahoon, 2002）やヨーロッパ北西部（Allen, 2000, 

2003）の塩性湿地海岸に対して行われたような詳細な
研究やモデル研究がまだ行われていない。しかしなが
ら、＜マングローブに対しても＞同様の原理が働いて
おり、海岸線の堆積応答は、海面上昇によって広が
った生息空間を埋める堆積物の利用可能性と（Walsh 

and Nittrouer, 2004）、マングローブ自体による有機物
生産能力の関数である可能性がきわめて高い（Highly 

likely）ようである（Simas et al., 2001）。マングローブ
は、自らの立つ基盤を築く根物質を作り出す能力を持
っている（Middleton and McKee, 2001; Jennerjahn and 

Ittekkot, 2002）。だが、ハリケーン・ミッチの後（Cahoon 

et al., 2003）や落雷の後（Sherman et al., 2000）に観察
されたように、新しい根の成長が止まると泥炭の崩壊
が急速に起きる。地下水位は、土壌の縮小と膨張に影
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響を与えるプロセスによってマングローブ土壌の高さ
に重要な役割を演じている。従って、マングローブ・
システムに対する撹乱、海面上昇、および水管理の決
定の影響を評価する際には、水文学的影響を考慮す
べきである（Whelan et al., 2005）。Saenger（2002）が
行ったマングローブの付加速度の全球的評価では、垂
直方向の付加速度はまちまちだが、一般的には年に 5 

mm程度であることが示された。だが、マングローブ
が生息している多くの海岸線は沈下しているので、相
対的な海面水位が急速に上昇している（Cahoon et al., 

2003）。
　マングローブが陸の方向に移動して隣接する湿地の
コミュニティに侵入する状況は、過去 50年間、フロ
リダ州のエバーグレイズで記録されている（Ross et al., 

2000）。その移動が、その期間を通じての海面上昇に
対する応答であることは明らかである。過去 50年間
にわたって、オーストラリア南東部を通じてマングロ
ーブは陸方向に移動して塩性湿地に侵入している。し
かし、この地域における海面上昇の影響は、人間によ
る撹乱（Saintilan and Williams, 1999）や陸地の地盤沈
下（Rogers et al., 2005, 2006）による影響に比べれば
小さいと考えられる。オーストラリア北部では、潮の
流れる経路の急速な拡大が観察されている（Finlayson 

and Eliot, 2001; Hughes, 2003）。ルイジアナ州のラクウ
ショウ（Taxodium disticum）の沿岸森が減少し（Krauss 

et al., 2000; Melillo et al., 2000）、フロリダ州沿岸のキャ
ベツヤシ（Sabal palmetto）の森が全滅したのは（Williams 

et al., 1999, 2003）、海面上昇と塩水の浸入が原因の一
つであることが確認されている。
　結局のところ、海岸湿地は海面上昇に伴って減少し、
ほかの気候と人間による圧力（土砂供給の減少、陸向
きの移動に対する沿岸域の縮小による制約など）が、
その減少に拍車をかけることになるだろう。しかしな
がら、これらの環境を形成するプロセスは複雑であり、
我々の認識はここ 10年の間に著しく改善されたもの
の、まだ完全な認識からはほど遠い状態である。基礎
的な科学についての継続的な研究を行うことと、地方、
地域、および全球のレベルでその科学を将来予測に応
用することは、依然として優先事項である（Cahoon et 

al., 2006; McFadden et al., 2007a）。
　海草は、人間が与える影響によって多くの海岸で減
少しているようであるが、気候変動が沿岸水域の環
境条件を変えると、その状況は加速すると予想される

（Duarte, 2002）。塩分と海水温の変化、海面上昇、大
気 CO2濃度、暴風雨の活動、そして紫外線放射は、海
草の分布、生産性、そして群集の構成に変化をもたら
す（Short and Neckles, 1999）。栄養塩の利用可能量や
ほかの制限因子が生産性増大の潜在的な能力を相殺し
ない場合は、大半の陸上植物に対する CO2増加の効
果同様、溶存 CO2量の増加は、また一部の種にとって
は、海中環境に HCO3（炭酸水素イオン）が存在する
と、海中水生植物の光合成の速度を高めることになる。
Z. marina（アマモ）という海草の場合も、CO2の増加
に伴って成長速度とバイオマスが増大することが観察
されている（Zimmerman et al., 1997）。ラグーンや河口
域における藻類の成長も、溶存無機炭素（DIC）の増
加に対してポジティブな応答をするようだが、海中の
大型藻類は DIC濃度による制約は受けないようである
（Beer and Koch, 1996）。着生の、あるいは浮遊性の藻
類が増えると、河口域およびラグーン・システムの水
中水生植物が利用可能な日光が減少するだろう。

6.4.1.5　サンゴ礁
　礁を形成するサンゴは、多くの海岸線においてスト
レスにさらされている（第 1章、1.3.4.1節を参照）。
サンゴ礁は、魚の乱獲や隣接する陸地からの汚染物質
の流入などの複合的な人為的影響に加えて（Pandolfi et 

al., 2003; Graham et al., 2006）、気候変動に伴う白化の
頻度と厳しさの増加により、劣化している（Box 6.1）。
これらのストレスの相対的な重要性は、場所によって
異なっている。カリブ海のサンゴ礁におけるサンゴの
大量死は、一般的には、最近の病気の流行、草食性 5  

の変化【訳注 6-6】、およびハリケーンに関係しているが
（Gardner et al., 2003; McWilliams et al., 2005）、太平洋の
サンゴ礁は、特に最近のエルニーニョ現象の際の熱ス
トレス異常が原因の白化現象（Hughes et al., 2003）や、
非気候的なストレスの影響を受けている。
　サンゴの大規模な白化現象が、夏季の最高値を上回
る短期間の SSTの上昇に関係していることは明らか
である（Douglas, 2003; Lesser, 2004; McWilliams et al., 

2005）。1998年に発生したきわめて強いエルニーニョ
現象に伴って、インド洋地域全体にわたって特に広範
囲な白化が記録されている（Box 6.1および第 11章、
11.6節：気候変動とグレートバリアリーフの事例研
究）。多くのサンゴ礁が、20世紀の初期に同じような
SSTの状況を経験したようであるが、1980年以降に1

5  草食性（Herbivory）：動物が植物を摂取すること。　
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幅広く報告されるようになる以前に白化がどのくらい
の広がりであったのかは、明確ではない（Barton and 

Casey, 2005）。サンゴが温暖化に適応している生態学的
あるいは遺伝学的な証拠は限られている（Box 4.4お
よび 6.1）。将来予想されている約 1～ 3℃の SSTの上
昇は（6.3.2節）、サンゴとその共生生物が温暖化に適
応しない、あるいは順応しない場合は、より頻繁な白
化現象と広範囲の大量死をまねく可能性が非常に高い
（Sheppard, 2003; Hoegh-Guldberg, 2004）。サンゴ礁の生
態系が気候変動の影響に耐える能力は、ほかの人為的
な圧力による劣化の程度、および、将来の白化現象の
発生頻度によるだろう（Donner et al., 2005）。
　サンゴの白化のほかにも、気候変動がサンゴ礁に与
える脅威がある（Kleypas and Langdon, 2002）。海水の
CO2濃度の増加は海洋の酸性化をもたらし（6.3.2節）、
アラゴナイトの飽和状態に影響を与え（Meehl et al., 

2007）、サンゴなどの石灰化生物の石灰化速度を低下
させる（LeClerq et al., 2002; Guinotte et al., 2003; 第 4章、
Box 4.4）。長寿命の塊状のサンゴから得られたコアは、
過去に石灰化に軽度の変動があったことを示している
が（Lough and Barnes, 2000）、白化あるいは石灰化の低
下によって劣化したサンゴ礁が崩壊すると、礁原を越
えてくる波のエネルギーが増大することになり、海岸
線が侵食される可能性がある（Sheppard et al., 2005）。
相対的な海面上昇は、今後数十年間、サンゴ礁に脅威
を与える可能性が低いと思われる。すなわち、サンゴ
礁は、環境的あるいは人為的なストレスを受けない場
合は、氷河期後の急速な海面上昇に歩調を合わせてき
たことが示されている（Hallock, 2005）。わずかな海面
上昇は、インド洋・太平洋地域の礁原の一部の水没と、
サンゴによるコロニーの再形成をもたらす可能性が高
い。それは、現在は引潮のときだけ顔を出している潮
間帯の表面が、サンゴの成長に適するようになるから
である（Buddemeier et al., 2004）。
　多くのサンゴ礁は、熱帯低気圧（ハリケーン、台風）
の影響を受けている。その影響は、壊れやすいサンゴ
の軽微な破損から、サンゴ礁の大半のサンゴが破壊さ
れ、その破片が粗いストームリッジとして堆積するほ
どの影響まで、さまざまである。そのような熱帯低気
圧は、種組成や個体数に影響を与える大規模な擾乱を
引き起こし、そこからサンゴ礁の生態系が回復するに
は時間が必要となる。サンゴ礁の頂部に堆積したスト
ームリッジの層序は、過去の熱帯低気圧の歴史を記録
している（Hayne and Chappell, 2001）。グレートバリア
リーフの北部の場合は、過去 5,000年にわたり、きわ

めて大型の熱帯低気圧の頻度の変化は検出されていな
い（Nott and Hayne, 2001）。熱帯低気圧の激化（6.3.2節）
は、サンゴ礁のみならず、海抜の低い島嶼の住民にも
破滅的な結果をもたらしうる（6.4.2節および 16.3.1.3

節）。地球温暖化がサンゴの分布域の拡大をもたらす
可能性があることを示す証拠は限られている。例えば、
ほとんどカリブ海全体にわたってサンゴ礁の劣化の傾
向があるにもかかわらず、ミドリイシ属サンゴの極向
きの拡大がフロリダ州で記録されているが（Precht and 

Aronson, 2004）、遺伝的な多様性が少ないことや、サ
ンゴが成長できる緯度上の限界地域では適切な基盤が
不足していることなど、いくつかの制約がある（Riegl, 

2003; Ayre and Hughes, 2004; Woodroffe et al., 2005）。
　環礁の縁の小さなサンゴ礁島の運命は、特別な関心
の対象となっている。インド洋・太平洋地域の小さ
なサンゴ礁島は、その地域の海面が低下した過去数
千年の間に形成された（Woodroffe and Morrison, 2001; 

Dickinson, 2004）。だが、それらの島々の将来の海面上
昇に対する応答は依然として不確かであり、第 16章、
16.4.2節で詳細に検討されている。それを越えると、
環礁上の生態系や社会システムが崩壊する可能性があ
る変化の臨界閾値を確認することが重要だろう。だが、
モルディヴ、キリバス、ツバルなどの国々では、デー
タが限られており、危険を評価する地元の専門家がほ
とんどおらず、環礁の適応コストをまかなうには経済
活動の規模が小さい（Barnett and Adger, 2003; 第 16章、
Box 16.6）。

6.4.2　人間社会に対する影響

　TAR以降、気候変動の影響に関する地球規模の、お
よび地域的な研究結果がますます利用可能になってい
るが、沿岸地帯に対する社会経済的な含意を識別する
ものはほとんどない（6.5節も参照）。そのような限界
の範囲内で、表 6.4は、本節で考察する沿岸地帯のさ
まざまな社会経済分野についての気候関連の変化の定
性的な概観を示している。
　表 6.4における社会経済的な影響は、一般的には、
表 6.2に概略が示されている物理的な変化の産物であ
る。例えば、オランダ、ガイアナ、バングラデシュな
ど、広範囲な低平地域（デルタであることが多い）（Box 

6.3）や大洋島は、特に海面上昇とその結果生ずるあら
ゆる影響に脅かされている。一方、サンゴ礁システム
と極域は、既に気温上昇の影響を受けている（6.2.5節
および 6.4.1節）。社会経済的な影響の程度はまた、既
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存のプロセスや極端現象の規模と頻度によって影響さ
れる。例えば、東アジア、南アジア、そして東南アジ
アの人口が密集した沿岸域は、既に頻繁に熱帯低気圧
に見舞われており、それがその他の気候変動の影響を
強めるだろう（第 10章を参照）。沿岸の生態系は特に
気候変動によるリスクにさらされており（CBD, 2003; 

6.4.1節）、その生態系が人間社会に提供しているサー
ビスに重大な影響が発生している（6.2.2節、Box 6.4

および第 4章、4.4.9節を参照）。
　TAR以降、気候変動が沿岸域の人間社会に与える影
響とその結果について、いくつかの重要な観測結果が
明らかにされてきた。第 1は、気候変動における重大
な地域差や、人間社会の開発パターンをはじめとする
沿岸域の地方的多様性が、沿岸域によってさまざまな
影響や適応を生み、それが適応反応に対する含意を提
供することである（6.6節）。第 2は、海面上昇と気候
変動に対する人間の脆弱性は、社会経済的な開発の特
徴によって大きな影響を受けることである（6.6.3節）。
SRESのさまざまな世界を比較してみると、沿岸域へ
の影響には大きな違いがあり、その違いは、気候変動
の程度のみによってはもたらされ得ない（Nicholls and 

Lowe, 2006; Nicholls and Tol, 2006）。第 3は、将来の海
面上昇の程度は緩和策によって低減されるだろうが、
海洋の応答の時間スケールは長いので（Box 6.6）、大
気中の温室効果ガス濃度の安定化によって、沿岸に
対するどのような影響が回避され、どのような影響
が単に遅延されるだけなのかが不明瞭なことである
（Nicholls and Lowe, 2006）。第 4は、気候に関連する現
在の危険や災害が与えている大きな社会経済的負担を
含む、気候変動の影響に対する脆弱性は、適応能力に
差があるために、先進国に比べて開発途上国の沿岸コ
ミュニティの方が大きくなる可能性が非常に高いこと
である（Defra, 2004; 6.5節）。例えば、アフリカの人口
の 4分の 1は資源が豊富な沿岸地帯に存在しており、
GDPの高い割合が気候に影響される沿岸リスクにさら
されている（Nyong and Niang-Diop, 2006; 第 9章）。ガ
イアナでは、人口の 90%と重要な経済活動が沿岸地帯
に存在しており、海面上昇と気候変動に脅かされてい
る（Khan, 2001）インド、中国、バングラデシュの人
口が密集した低平地（第 10章を参照）やその他のデ
ルタ地域も、小島嶼の経済と同様に、大きな脅威にさ
らされている（第 16章を参照）。

6.4.2.1　淡水資源
　海面上昇が淡水資源に与える直接的な影響は、主

に、地表水および沿岸の帯水層への海水の浸入、河口
域および沿岸域の河川システムへの塩水のさらなる浸
入、沿岸域のより広範囲な浸水および沿岸洪水の水位
の上昇、海の波や高潮の到達地点の陸に向かった前進、
そして、新たな、あるいは加速される沿岸侵食などの
形で現れる（Hay and Mimura, 2005）。沿岸域は世界人
口の相当な割合を有しているが、この地域が有する全
球の再生可能な水資源の割合は非常に小さく、沿岸域
の人口はほかのどの地域よりも急速に増加しているの
で、そのアンバランスはさらに悪化している（6.2.2節
および第 3章、3.2節を参照）。
　多くの沿岸帯水層、特に浅い帯水層は、自然および
人為的な要因による塩水の浸入を受けており、それは
海面上昇によっていっそう悪化する（Essink, 2001）。
塩水浸入の程度は、帯水層の規模、地質的な要因、地
下水の汲み上げ、地表水の涵養、地下水の海中への流
出、そして降水量によって左右される。従って、気候
変動によって降水量と洪水を含む流出量が増えている
沿岸地域（6.3.2節）は、特に一部の乾燥地域では、地
下水の涵養による便益を受ける可能性がある（Khiyami 

et al., 2005）。例えばベンガル湾のように、河口域にお
ける地表水の塩水化も、海面上昇によって促進される
（Allison et al., 2003）。
　世界的に見ると、気候変動が原因となる淡水の供給
問題は、沿岸低地の割合が大きい関発途上国、乾燥
および半乾燥の沿岸域、特にアジア太平洋地域の沿岸
の巨大都市、そして、小島嶼国に発生する可能性が最
も高く、それは、自然の要因と社会経済的な要因の双
方がリスクのレベルを高めていることを反映してい
る（Alcamo and Henrichs, 2002; Ragab and Prudhomme, 

2002）。将来、淡水資源がストレスを受けるようにな
る沿岸域、とりわけ、強い季節的需要があり、メータ
ーによる計量がほとんどあるいはまったく行われず、
水泥棒が横行する地域をみきわめるのは困難である
（Hall, 2003）。水利用の全体的な効率性は、例えばナイ
ルデルタ（第 9章、Box 9.2を参照）やアジアのメガデ
ルタのように、農業に大量の水が使用される地域では
特に重要な考慮すべき事項である。
　SRES排出シナリオに基づくと、水ストレスの増加
は、SRESのさまざまな人口シナリオが明確な効果を
もたらす 2050年代までに重大な影響を及ぼすことにな
るだろう（Arnell, 2004）。だが、どのシナリオを適用
するかにかかわりなく、水の汲み上げの増加、あるい
は利用可能な水の減少による水ストレスに対する感度
が高く、危機的な状態に陥る地域が、ラテンアメリカ
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の西海岸の一部やアルジェリアの沿岸域を含む沿岸地
域にあることが確認されている（Alcamo and Henrichs, 

2002）。

6.4.2.2　農業、林業、漁業
　気候変動は、技術開発や管理慣行などの非気候的
な要因の方がより重要でありうるが、農業に、そし
て、程度は少ないものの林業にも影響を与えると思わ
れる（Easterling, 2003）。乱獲や生息地の消失と劣化な
どの非気候的な要因が、既に魚類資源を減少させてい
るものの、気候の変動と変化はまた、沿岸域や河口水
域の漁業にも影響を与えている（Daufresne et al., 2003; 

Genner et al., 2004）。地球規模でみると、気候変動と
CO2の施肥効果がもたらす農業生産能力の増大は、原
則的には食料安全保障を強化するが、沿岸地域に対す
る影響は、地域および地方によって異なるだろう。例
えば、ヨーロッパでは、北部では気候に関連する作物
収量の増加が予想されるが、地中海地域、バルカン地
方南西部、そしてロシア南部では収量の大きな減少が
予想される（Maracchi et al., 2005）。
　気温の上昇は、例えば、エルニーニョ期間中のペル
ー北部沿岸の綿花やマンゴーのように、成長のサイク
ルを短縮する可能性がある（第 13章、13.2.2節を参照）。
作物の特定の発育段階に降雨の激しさが増し、日照り
の期間が長引くとともに、極端な気候事象の頻度が増
えると、作物の収高に悪影響がもたらされる可能性が
ある（Olesen et al., 2006）。洪水や破壊をもたらす熱帯
低気圧の上陸は、沿岸地域、例えばインドのココナツ
（第 5章、5.4.4節を参照）、あるいはクイーンズランド
州のサトウキビやバナナにマイナスの影響を与えるだ
ろう（2006年 3月のサイクロン・ラリー）。海面上昇
は沿岸域の農業に悪影響をもたらす。浸水の詳細なモ
デリングは、20～ 40 cmの相対的な海面上昇が起こる
と、メコンデルタの米作可能量に重大な変化があるこ
とを暗示している（Wassmann et al., 2004）。海面上昇は、
ベニンとコートジボワールのヤシ油とココナッツの生
産地（第 9章、9.4.6節を参照）、そしてケニアのマン
ゴー、カシューナッツ、ココナッツの生産地を浸水さ
せ、土壌を塩性化する恐れがある（Republic of Kenya, 

2002）。
　沿岸域の林業はほとんど研究されていないが、森林
は気候による撹乱に影響されやすく、ハリケーン・カ
トリーナのような激しい熱帯低気圧は甚大な損害をも
たらしうる。ニュージーランドの北島の東海岸にある
植林（主に P. radiata（ラジアータマツ））は、予測さ

れる降雨量の減少によって成長が遅くなる可能性が高
い（Ministry for the Environment, 2001）。海面上昇によ
る塩分の上昇と洪水頻度の増加は、ほかの影響も受け
ているマングローブを含む樹木の生産能力を低下させ
る（6.4.1.4節）（IUCN, 2003）。
　将来の気候変動は、遠洋性の種より沿岸域の種に対
して、また、熱帯地域の種より温帯地域の固有種に、
より大きな影響を与えるだろう（第 11章、11.4.6節を
参照）。ヨーロッパでは、地域的な気候温暖化が、北
海のイワシやアンチョビなどの魚種の北方への移動
をもたらしている（Brander et al., 2003a）。沿岸域のラ
グーンの生物群集と生産性は、湿地の面積の変化、淡
水の流量、そして、生物種に影響を与える塩分の侵
入によって、さまざまな変化を受ける可能性がある。
ENSO現象の激化と SSTの上昇、風ストレス、貧酸素
状態（酸素の不足）および温度躍層の深まりは、ペル
ー沖のアンチョビの産卵域と漁獲量を減少させるだろ
う（第 13章、表 13.7を参照）。また、気候変動は、水
界生物と人の健康に影響を与える病原体と HABの量
と分布に影響を与えるのではないかとの懸念もある
（6.4.2.4節）。温度変化と HABとの関係はまだそれほ
ど確固としたものではない。また、沿岸域の富栄養化
が将来の気候変動性によってどの程度影響を受けるか
は、その地方の物理的な環境条件と現在の富栄養化状
況によって変わるだろう（Justic et al., 2005）。海洋の
酸性化も懸念材料だが、その影響は不確かである（Royal 

Society, 2005）。気候変動はまた、海洋の養殖にも影響
を与えるが、それについても理解が不十分である。

6.4.2.3　人の居住、インフラ、移住
　気候変動と海面上昇は、沿岸域の居住とインフラに
いくつかの道筋をとって影響を与える（表 6.4）。海面
上昇は、多くの海岸地域に対して気候変動のさらなる
影響の前兆となる暴風雨の強度の増大とともに、極端
に高い水位をもたらす（Box 6.2）。一方、塩水の浸入
は水の供給を脅かすだろう。気候変動によって、湿地、
海岸、バリアー島などの自然の沿岸システムが劣化す
ると（6.4.1.1節）、暴風雨によってもたらされる極端
に高い水位に対する沿岸域の共同体の自然の防御態勢
が失われる（Box 6.5）。急速な人口増加、都市の拡大、
ウォーターフロントの土地に対する需要の増大、そし
て沿岸のリゾート開発は、沿岸生態系の防御機能にさ
らなる悪影響を与える。
　ヨーロッパと東アジアの多くの国々の沿岸域の大部
分では、例えば、オランダ（Jonkman et al., 2005）や日
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本（第 10章、10.5.3節）のように、沿岸防護の根強い
伝統を反映して、洪水と侵食に対する防御が講じられ
ている。特に、例えば東京、上海、ハンブルグ、ロッ
テルダム、ロンドンのように、多くの沿岸都市は、人
工的な沿岸防護に大きく依存している。このような都
市システムは、防護の基準を超えてしまう発生確率の
低い極端現象や、システムの機能不全（ドミノ効果）
に対して脆弱である。例えば、米国のメキシコ湾と大
西洋の沿岸にある港湾、道路、鉄道は、沿岸洪水に対
して特に脆弱である（第 14章、14.2.6節を参照）。こ
れらの都市の地盤が沈下しているところでは、例えば、
ハリケーン・カトリーナのときのニューオリンズ（Box 

6.4）のように、洪水防護施設を超える極端に高い水位
の危険性がある。気候変動と海面上昇は、洪水のリス
クをいっそう増大させる。従って、多くの沿岸都市で
は、洪水を防ぐための堤防や堰の設計基準を引き上げ
る必要がある（例えば、ロンドンのテムズ川障壁、オ
ランダのデルタ工事、上海の防護壁、ベネツィアで予
定されている防護策など）（Fletcher and Spencer, 2005）
（Box 6.2および 6.6節を参照）。
　今では、自然災害である洪水に対する理解、および、
将来、気候変動をはじめとする要因が沿岸洪水にどの
ような影響をもたらす可能性が高いかについての理解
が深まっている（Hunt, 2002）。しかしながら、気候変
動の結果洪水リスクが増す正確な場所を予測するのは
困難である。というのは、洪水リスクの動態には、複
合的な社会的、技術的、環境的動因があるからである
（Few et al., 2004b）。21世紀を通じて、高潮による洪水
にさらされる人口が増えるだろう（表 6.5）。アジアは、
沿岸域の人口が多いので、世界全体で洪水にさらされ
る人口の大半を占める。バングラデシュ、中国、日本、
ベトナム、タイは、深刻な沿岸洪水問題を抱えている
（6.6.2節、第 10章、10.4.3.1節、Mimura, 2001を参照）。
アフリカでもまた、そのような洪水への被曝が相当に
増大する可能性がある。東アフリカ（例えばモザンビ
ーク）では、海面上昇に加えて、熱帯低気圧の上陸と
予想される人口増加が組み合わされることで、特別な
問題が発生する（Nicholls, 2006）。
　表 6.6は、適応についての一つの仮定を考慮した、
高潮による沿岸洪水の推定を示している。それによる
と、アジアとアフリカが最も大きな影響を受けること
になる。海面上昇がなければ、SRESシナリオ下での
問題としては、沿岸洪水は減少すると予測されている。
一方、海面上昇があると、特に A2シナリオ下では、
沿岸洪水の問題は 2080年代までに増大する。熱帯低

気圧の強度の増大は、人為的な地盤沈下によるものを
含む大幅な海面上昇がもたらすのと同様に、これらの
影響をいっそう悪化させるだろう（Nicholls, 2004）。図
6.8は、2080年代に洪水に見舞われる人々の数を、海
面上昇の関数として、また、適応についてのさまざま
な仮定とともに示している。洪水による影響は、海面
上昇のシナリオ、社会経済的な状況、そして適応につ
いての仮定によって変わってくる。防護の向上がな
いと仮定すると結果に劇的な影響があり、すべての
SRESシナリオにおいて、海面上昇が 40 cm以上にな
ると、毎年 1億人以上が洪水に見舞われることになる。
防護を向上させると、影響は大幅に減少し、その向上
の程度が大きいほど、影響は小さくなる。このことは、
適応の有効性とタイミングを理解することの重要性を
強調している（6.6節）。

6.4.2.4　人の健康
　沿岸域のコミュニティ、特に所得の低い国々のコミ
ュニティは、気候変動性と長期的な気候変動、とりわ
け、極端な気象・気候事象（熱帯低気圧、洪水、干ば
つなど）がもたらすさまざまな健康影響に対して脆弱
である。その状況は、表 6.7にまとめられている。
　気候変動が沿岸地域の人々に与える可能性がある影
響は、その人々の将来の健康状態、気候変動がもたら
す危険に対処したり感染症を抑制したりする能力、お
よびその他の公衆衛生に関する施策によって決定づけ
られる。食料を水産資源に依存している沿岸域のコミ
ュニティは、食料の供給と質の維持（食料の安全性）
の観点から見て、健康の面でも経済の面でも、気候関
連の影響に対して脆弱である。また、気温の変化に関
係のある海洋生態系プロセスも、コレラ、腸内病原菌
（Vibrio parahaemolyticus（腸炎ビブリオ））、HAB、貝
類やサンゴ礁に生息する魚類による中毒などの、人の
健康リスクを決定づけるうえで役割を果たす。（Pascual 

et al., 2002; Hunter, 2003; Lipp et al., 2004; Peperzak, 2005; 

McLaughlin et al., 2006）。
　観測された気候変動が沿岸域の疾病のパターンに影
響を与えることを示す、説得力のある証拠は存在して
いない（Kovats and Haines, 2005）。だが、バングラデ
シュでは、ENSOとコレラのリスクとの間に関連性が
ある（Pascual et al., 2002）。また、ENSOに伴う降水量
の変化は、ベネズエラとコロンビアの沿岸地域でマラ
リアが流行するリスクを増大させることが知られてい
る（Kovats et al., 2003）。気候変動が健康に与える影響
の予測は、依然として困難かつ不明確であり（Ebi and 
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Gamble, 2005; Kovats et al., 2005）、社会経済的な要因が
気候要因より重大であるかもしれない。また、生態系
と人間の福利との間には複雑な関係があり、6.4.1節で
考察されている将来の沿岸生態系の変化は、人の健康
に影響を与える可能性がある（Butler et al., 2005を参
照）。

6.4.2.5　生物多様性
　沿岸生態系における分布、生産性、および種と生物
多様性についての多くのその他の側面は、気象と気候
の変動に対してきわめて敏感であり（6.4.1節）、それ
が、それぞれの沿岸システムのタイプに依存している
動植物種の分布と個体数に影響を与えている。人間に
よる開発パターンも、沿岸システムのタイプ間の生物
多様性に重要な影響を与えている。例えば、マングロ
ーブは、魚類と甲殻類の豊かな生態学的コミュニティ
を支えているが、沿岸の食物連鎖のエネルギー源とな
っており、植物や動物のデトリタス【訳注 6-7】という
形態で炭素を運搬して、河口域や近海の生産性を刺激
している（Jennerjahn and Ittekkot, 2002）。だが、ベトナ
ム（Binh et al., 1997）、バングラデシュとインド（Zweig, 

1998）、香港（Tam and Wong, 2002）、フィリピン（Spalding 

et al., 1997）、メキシコ（Contreras-Espinosa and Warner, 

2004）、タイ（Furakawa and Baba, 2001）、そしてマレ
ーシア（Ong, 2001）の海岸線に沿った地域では、過去
30年の間、沿岸のマングローブの森がエビの養殖場へ
と大規模に姿を変えてきた。気候変動に伴うストレス
要因が加わると、マングローブの森とその生物多様性
がさらに減少する可能性がある。
　最近のいくつかの研究は、気候変動が既に一部の沿
岸システムの生物多様性に影響を与えていることを
明らかにしている。ブリテン島南西部の潮間帯や浅瀬
に生息する多様な生物の出現と分布を長期間監視した
結果、特にフジツボ類の場合に、数十年間にわたって
記録されている気温の変化とおおむね関係している
いくつかの変化のパターンがみられた（Hawkins et al., 

2003; Mieszkowska et al., 2006）。潮間帯や浅瀬の海洋
生物の気候変動に対する応答が、非生物的な相互作用
の上に複雑な生物的相互作用が重なるため、気温の上
昇に伴う単純な緯度方向への移動に比べて複雑になる
ことは明らかである（Harley et al., 2006; Helmuth et al., 

2006）。例えば、カリフォルニア州の海生巻貝（翼足類
の生息範囲の北方向への拡大や（Zacherl et al., 2003）、
スバールバル諸島におけるムラサキガイ（ムールガイ）
の再出現などが（Berge et al., 2005）そのような例であ

る。
　ブリテン島沿岸での渡り鳥の越冬パターンは、気温
の上昇に対応して変化しているようである（Rehfisch 

et al., 2004）。また、無脊椎動物の分布の変化は、その
結果として、カモや渉禽類の分布に影響を与える可能
性があることが示唆されている（Kendall et al., 2004）。
しかしながら、アカアシシギの詳細な研究が示してい
るように、分布を支配している要因は複雑であり、多
くの場合、人間の活動による影響を受けている（Norris 

et al., 2004）。Piersma and Lindstrom（2004）は鳥類の分
布の変化をまとめて、気候変動がその原因になってい
ることを示す説得力のある証拠は何一つないと結論づ
けている。一部の河口域から鳥類が姿を消しているこ
とは、沿岸域の縮小と相対的な海面上昇の結果だと思
われる（Hughes, 2004; Knogge et al., 2004）。国連生物
多様性枠組み条約による報告（CBD, 2006）は、気候
変動適応戦略に生物多様性への考慮を組み込むための
ガイダンスと、いくつかの沿岸地域の事例を提供して
いる。

6.4.2.6　レクリエーションと観光
　気候変動は、「太陽、海、砂」への依存度が高い沿
岸観光に大きな影響を与える可能性がある。世界的に
見ると、陽が降り注いで暖かい海岸を目的地とする旅
行が、北ヨーロッパから地中海地域へ（世界の観光客
の 16%）、また、北アメリカからカリブ海地域へ（世
界の観光客の 1%）旅行する観光客の主な目的になっ
ている（WTO, 2003）。2020年までに、国際的な観光
客の総数は 15億人を超えると予想されている（WTO, 

日付なし）。
　気候変動は、観光客が別の目的地を選ぶように影響
することで、観光客の意思決定プロセスをとおして観
光に直接的な影響を与えるとともに、海面上昇とその
結果起きる沿岸侵食によって間接的な影響も与える可
能性がある（Agnew and Viner, 2001）。観光客の目的地
における気候の好みも年齢や所得によって異なり（Lise 

and Tol, 2002）、それは、観光客がさまざまな反応を示
すことを示唆している。オゾンの減少と気候変動と
の間の相互作用、そして、それによる、人間の皮膚を
紫外線にさらすことへの影響についての意識が高まっ
たことも、観光客の旅行の選択に影響を与えているも
う一つの要素である（Diffey, 2004）。一般的に、海面
上昇などの要因が海岸の劣化を促進させ、実行可能な
適応オプション（養浜や再生）がない場合を除き、気
温上昇が観光にとって最も重要である（Bigano et al., 
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2005）。気候変動が沿岸域の観光に与える可能性が高
いその他の影響は、サンゴ礁の劣化によるものである
（Box 6.1、6.4.1.5節）（Hoegh-Guldberg et al., 2000）。気
温と降水パターンの変化は、沿岸地域の水質に影響を
与える可能性がある。そうなると、さらに多くの海岸
が閉鎖されるかもしれない。
　気候変動は、旅行前の、途中の、そして目的地にお
ける国際的な観光客の流れに影響を与える可能性が高
い（Becken and Hay, 日付なし）。観光は依然として成
長産業であるので、気候変動がもたらす観光客の数
の変化は、人口増加と経済成長がもたらす変化に比
べれば非常に小さい可能性が高い（Bigano et al., 2005; 

Hamilton et al., 2005; 表 6.2）。気温が上昇すると、特
にヨーロッパでは、夏季の目的地の好みが変化する
可能性が高い。すなわち、地中海地域の夏の熱波は、
観光を春や秋へ移行させることになるかもしれない
（Madisson, 2001）。そして、バルト海や北海周辺で夏の
観光客が増える可能性がある（第 12章、12.4.9節を参
照）。気候の好みに関しては新たなニッチが出現しつ
つあるが、経験的なデータは、「太陽、海、そして砂」
がある観光地の競争力が衰えていないことを示唆して
いる。というのは、そのような観光地は観光客の要求
に合わせて改造することが可能だからである（Aguiló 

et al., 2005）。カリブ海地域では、沿岸リゾート地とは
異なり、急速に成長しているクルージング業界は海面
上昇に対して脆弱ではない。だが、リスクが高い（例
えば、ハリケーンに襲われやすい）海岸では、観光を
対象とした保険のコストが大幅に上昇する、あるいは
保険に入ることがもはやできないかもしれない。この
ことは、極端現象による影響をいっそう悪化させ、あ
るいは、リスクが高い地域における新たな観光を制限
することになる（Scott et al., 2005）。例えば、2004年
に襲来した 4つのハリケーンは、フロリダ州の観光産
業のインフラに大きな損害を与え、観光ビジネスの機
会を奪った（第 14章、14.2.7節を参照）。

6.4.3　主要な脆弱性とホットスポット

　気候変動がもたらす潜在的な影響の総合的な評価を
行う際には、脆弱性の少なくとも三つの要素を考慮し
なければならない。それは、曝露、感度、そして適応
能力である（6.6節）。現在の気候と予想される気候変
動に大きな地域差があることは、気候の刺激に対して
人々や自然のシステムによってさまざまな曝露が引き
起こされることを意味している（IPCC, 2001）。本章の

既述の節では、気候変動と海面上昇に対するいくつか
の主な種類の沿岸環境の感度と自然の適応能力につい
て、おおまかに特徴づけた。地質学的、海洋学的、そ
して生物学的なプロセスの違いも、一つの沿岸システ
ムに対しても場所によって相当異なる影響をもたらす
可能性がある。しかしながら、脆弱性に地球規模のパ
ターンやホットスポットが存在することは明らかであ
る。デルタ／河口域（特に人口が密集しているメガデ
ルタ）、サンゴ礁（特に環礁）、そして、氷が卓越して
いる沿岸域は、気候変動に対して、あるいはそれに伴
う海面水位の上昇や変化に対して、最も脆弱であると
思われる。低平な沿岸湿地、小島嶼、砂浜や砂利の海岸、
そして軟らかい岩の崖も重大な変化を受けるだろう。
　海面上昇の加速は、上記のすべてのシステムの脆弱
性を直接増大させるだろうが、海面上昇は世界中で同
じように起きるわけではない（6.3.2節）。暴風雨と波
の変動性、土砂の供給、そして、陸向きに移動する能
力も、これらの沿岸システムのタイプの多くが持つ脆
弱性に影響を与える。従って、各場所固有の脆弱性の
評価を行う際には、それぞれの沿岸システムのタイプ
の間には地方的ないし地域的な変動があるというのが
考慮しなければならない重要な要素である。
　人間の適応能力についての我々の理解は、自然のシ
ステムの応答についての理解に比べてあまり深まって
いない。それが、世界の沿岸地域における社会的な脆
弱性を我々が定量化する際の制約になっている。にも
かかわらず、人間の脆弱性のいくつかの主要な側面は
明らかになってきている。また、複数の相伴う非気候
的ストレスが、気候変動が大半の自然の沿岸システム
に与える影響をいっそう悪化させるだろうことも明ら
かである。それが、21世紀には、20世紀を上回る規
模の不利益な変化をもたらす結果となる。表 6.8には、
自然の要因と社会的要因の組合せによって出現するこ
とが多い、脆弱性の主要なホットスポットのいくつか
がまとめられている。環礁、小島嶼、デルタ／メガデ
ルタなどのいくつかの例が、それらの高い脆弱性を強
調するために再度取り上げられていることに留意しな
ければならない。
　物理的な曝露が、現在および将来の気候の変動と変
化に対する人々および自然のシステムの脆弱性の重
要な側面だが、適応能力の欠如は、人間の脆弱性のホ
ットスポットを作り出す最も重要な要因になることが
多い。社会的な脆弱性は主に開発状況に依存している
（Yohe and Tol, 2002）。開発途上国は、沿岸の低平地に
居住している人々を移住させる社会的意思を持ってい
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るかもしれないが、必要な財源がない場合は、それら
の人々の脆弱性は、同じような沿岸地域に居住してい
る先進国の人々に比べて非常に大きくなる。シナリオ
をみると、SRESの A2世界は、ここでも気候変動の程
度に加えて、社会経済的な制御を反映して、沿岸地域
での気候変動に対して最も脆弱になる場合が多いと思
われる（Nicholls, 2004; Nicholls and Tol, 2006）。従って、
開発は、温室効果ガスの排出と気候変動の評価の際に
考慮すべき主要な事項であるばかりでなく、適応能力
を評価するときの基礎でもある。というのは、一般的
に、富と技術へのアクセス性が増すと適応能力が向上
するが、貧困は適応のオプションを制限するからであ
る（Yohe and Tol, 2002）。また、リスクの認識あるいは
制度的な能力の欠如も、ハリケーン・カトリーナの際
に米国が経験したように、人間の脆弱性に重大な影響
を与えうる。

6.5　コストとその他の社会経済的な側面

　気候の変動と変化が沿岸地域や低平地に対してもた
らすコスト、便益、およびその他の社会経済的な影響
は、暑熱ストレスや動植物の代謝の変化（第 4章、4.2

節および Box 4.4を参照）、病気（第 8章、8.5節を参照）、
水の供給（第 3章、3.5節を参照）、および、沿岸の森林、
農業、水産養殖業（第 5章、5.6節を参照）をはじめ
とする多くの側面について算定されてきた。次の節で
は、海面上昇、暴風雨による被害、そして沿岸侵食が
もたらす社会経済的な影響の評価に焦点を合わせる。

6.5.1　 社会経済的な影響の特徴を描写する
ための方法とツール

　TAR以降、伝統的なコスト便益分析から金銭的、社
会的、そして自然科学的基準を統合する評価へと移
行するさらなる進歩がみられる。例えば、Hughes et 

al.（2005）は、海洋の生態系を維持・回復させるため
の複雑なシステム・アプローチの出現を報告している。
そのアプローチでは、生態系の回復力をガバナンスの
構造、経済、および社会に関連づけている。そのよう
な進歩は、沿岸の物理的なプロセス、沿岸の多様な生
態系、気候変動によってリスクにさらされている資源、
生態系が提供している多くの機能やサービス、そして
人間が享受しているさまざまな快適さや人間の活動の
間には複雑な結び付きがあることに対する認識の深ま
りに対応するものである。従って、＜影響＞評価が、

個々の意思決定者と気候変動に対するコミュニティの
対応に影響を与える各地方に内在する現実と制約を考
慮に入れれば、気候変動による影響のより完全な全体
像が現れてくる（Moser, 2000, 2005）。統合評価は、ま
すます、分析的な枠組みと、専門家、意思決定者、ス
テークホルダーを対象とする学際的な学習・取組みプ
ロセスを提供するようになっている（Turner, 2001）。
社会的およびその他の影響の評価では、影響－便益／
コスト－有効性の分析手法とシナリオ分析とが組み合
わされている。例えば、管理された再配置スキーム
（Coombes et al., 2004）の最近の分析では、直接的、間
接的な便益を評価する際に、社会的、環境的、そして
経済的な影響を考慮している。
　直接的なコスト見積りは、その実施と説明が比較的
容易なため、気候変動の影響についての文献を通じ
て一般的にみられる。そのような見積りはまた、ます
ます精密になってきている。例えば、海面上昇に関す
るいくつかの研究では、土地や湿地の喪失、人口の移
動、そして、堤防の建設による沿岸防護が考慮されて
いる（例えば、Tol, 2007）。所得や人口密度などの社会
経済的な変数は、湿地の価値を見積もる際には重要だ
が、見積りにおいて省略されることが多い（Brander et 

al., 2003b）。しかし、直接的なコスト見積りでは、土
地が失われたときの土地利用や食料価格の変化などの
効果は無視されている。それらの追加的影響を見積も
る一つの方法は、国際的な貿易と投資を考慮に入れな
がら、計算可能な一般均衡（CGE）モデルを使用して
すべての財とサービスの市場を同時に考察することで
ある（例えば、Bosello et al., 2004）。しかしながら、気
候変動の主要な経済的影響は、均衡外の現象に関連し
ている可能性がある（Moser, 2006）。また、CGEモデ
ルが物理的なプロセスと制約について十分表現してい
ることはほとんどない。
　極端現象による損害が現在増えており、また将来増
加が予想されるので、保険業界その他は大災害モデル
の使用を増やしている。そのモデルは、事象の発生（例
えば、暴風雨の規模と頻度）、危険のシミュレーショ
ン（風ストレスと高潮の高さ）、損害のモデリング（構
造物の損害の程度）、および財務モデリング（コスト）
を包含している（Muir-Wood et al., 2005）。また、数千も
のシミュレーション事象を発生させ、リスクを定量化
するための確率論的アプローチを開発するために、確
率的モデリングが使用されている（Aliff, 2006; 第 2章）。
　方法論的には多くの課題が残されている。今日まで
の研究は、学問分野の境界を越えるには十分でない
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（Visser, 2004）。評価技術は引き続き改善されており、
今日ではリスクに基づいた意思決定へより良く結び付
けられているものの、それは依然として不完全であり、
ときには論議の余地がある。それは、社会科学や自然
科学からの学際的な対応を必要としている。

6.5.2　 現在の気候条件下での社会経済的な
影響

　現在の気候条件下では、開発途上国が気候関連の
極端現象による人間の負担の主要な部分を負ってい
る（Munich Re Group, 2004; CRED, 2005; UN Secretary 

General, 2006a）。だが、先進国であっても破壊的な影
響から逃れられないことも同様に明確である（Box 6.4

および第 7章、Box 7.4）。沿岸域の災害の社会的なコ
ストは、一般的には、失われた財産と死亡者数によっ
て定量化されている。例えば、図 6.9は、洪水の水位
との関連でみた不動産の損害コストにおける重要な閾
値を示している。しかし、災害コストの計算において
は、沿岸域のビジネス、家族と近隣地域、公共および
民間の社会的制度、天然資源、そして環境に対する災
害後の影響は、一般的には認識されていない（Heinz 

Center, 2000; Baxter, 2005）。それらの未報告の、あるい
は隠れたコストを文書で立証する正確な方法を見出す
のは困難な問題であり、その問題は、ここ数年注目を
集めている。例えば、Heinz Center（2000）は、破壊的
な沿岸暴風雨に見舞われた後の家族の役割と責任が、
家庭や雇用の崩壊、経済的苦難、粗末な生活条件、お
よび教育や予防的ヘルスケアなどの公共サービスの崩
壊に伴い、大きく変化することを示した。家屋やユー
ティリティの被害、極端な気温、汚染された食料や水、
残骸や泥が媒介するバクテリア、そしてカビ類などに
よって生じる健康問題（6.4.2.4節）が、間接的なコス
トをもたらす。また、気候に関連する破壊的な事象の
後に家族関係に大きなストレスが発生し、その結果家
庭崩壊や離婚が増える可能性もある。従って、すべて
のコストを計算することは、気候関連の沿岸災害を正
確に評価するためには欠かせないものの、困難である。
　熱帯低気圧は、沿岸地域に大きな経済的、社会的、
そして環境的な影響を与える（Box 6.4）。平均すると、
毎年、最大で 1億 1,900万人が熱帯低気圧の危険にさ
らされている（UNDP, 2004）。世界的に見てみると、
1980年から 2000年にかけて、合計で 25万人以上が熱
帯低気圧によって死亡しており、そのうちの 60%がバ
ングラデシュで起きている（この数字は、1970年に一

つの熱帯低気圧によってバングラデシュで死亡した 30

万人を下回っている）。過去 10年間の死亡者数は、主
として、警戒と準備が改善されたこと、公衆の意識が
向上したこと、そしてコミュニティの責任感が増した
ことで減少している（ISDR, 2004）。＜熱帯低気圧に＞
最も曝露される国々は、デルタやメガデルタを含むこ
とが多い、人口が密集している沿岸地域を有する（中
国、インド、フィリピン、日本、バングラデシュ）（UNDP, 

2004）。ケアンズ（オーストラリア）では、熱帯低気
圧の経験と教育が、リスクの理解における変化と、熱
帯低気圧および高潮の危険に対する住民の脆弱性の減
少に、相乗作用的に貢献した可能性がある（Anderson-

Berry, 2003）。日本では、1950年から 2004年にかけて
上陸した熱帯低気圧と台風の年間の数には大きな傾向
はみられなかったが、港湾に関係する災害の件数は減
少した。それは、そのような災害に対する防護が強化
されたからである。しかしながら、その期間に支出さ
れた年平均の復旧費は、2億 5,000万米ドル以上に達
した（Hay and Mimura, 2006）。
　1980年から 2005年にかけて、米国は、それぞれの
被害総額が少なくとも 10億米ドルの、気象に関連す
る 67件の災害に見舞われた。米国南東部の沿岸諸州
がそれらの災害の最大件数を被った。その期間に発生
したコストの総額は、保険付と保険なしの損失を含め
て、2002年に基準化した額で 5,000億米ドルを超えた
（NOAA, 2007）。気候要因が米国の大西洋およびメキシ
コ湾の沿岸における重大な気象関連災害の頻度増加に
寄与しているかどうかについては、異なる意見がある
（Pielke Jr et al., 2005; Pielke and Landsea, 1998）。しかし、

Trenberth et al.（2007）とMeehl et al.（2007）による最
近のレビューは、熱帯低気圧の強度は増大しており、
その傾向は地球温暖化に伴って継続するだろうという
見解を支持している。どちらの見解が正しいにせよ、
これらの出来事に伴う被害のコストは疑いもなく高額
で、将来も増え続けるだろう。
　海岸の侵食（6.4.1.1節）は、現在の気候条件のもと
ではお金のかかる問題である。2004年に、欧州連合の
海岸線の約 20%が深刻な侵食に見舞われ、侵食によ
って失われた、あるいは重大な影響を受けた面積は年
間に 15 km2と推定されている。2001年には、ヨーロ
ッパで沿岸防護のために支出された金額は、1986年の
30億米ドルを上回って、年間 40億米ドルに達したと
推定されている（Eurosion, 2004）。また、デラウエア
州（米国）の大西洋沿岸のコミュニティでは急速な海
岸侵食を受けており、夏季のリゾート地としての魅力
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を維持するために、公的資金による養浜プロジェクト
を既に必要としている（Daniel, 2001）。米国とカナダ
の東海岸沿いでは、前世紀をとおした海面上昇によっ
て極端な水位の再現期間が短縮し、現代の暴風雨が固
定構造物に与える被害を 100年前の同様な事象に比べ
ていっそう悪化させている（Zhang et al., 2000; Forbes 

et al., 2004a）。これらやその他の研究によって、次の
ような重大な問題が提起されている。すなわち、（ⅰ）
海岸線の後退の実現可能性、影響、そしてその受入可
能性、（ⅱ）海岸線の後退速度が増している状況下で
の適切な海岸線防護の様式（養浜、強固な防護、ある
いはその他の一般的に高価な対策）、（ⅲ）そのような
介入の長期的な持続可能性についての疑念、（ⅳ）公
共部門および民間部門によって提供される保険が、脆
弱な地域における人々の建設および再建活動を助長す
るかどうかなどである。

6.5.3　気候変動の社会経済的な影響

　気候変動（変動性と極端現象の変化を含む）が与え
る社会経済的な影響の評価においては、相当な進歩が
ある。幅広い影響が既にみられるように（6.4節）、社
会経済的なコストは、一般的には、気候変動の結果増
加していく可能性が高い。直近では、それは気候の変
動性と極端現象の増大を反映し、そして長期的にみた
場合のみ、（最も広義の意味での）コストは、例えば
平均海面上昇のような平均的な状況のトレンドに支配
されるだろう（van Aalst, 2006）。気候や海面のそのよ
うな変化は、全体的には悪影響を与える。だが、例えば、
多くの貴重な魚類および貝類の冷水による大量死が減
少すること（第 15章、15.4.3.2節を参照）、漁船や沿
岸の出荷施設の利用を増やす機会が生まれること（第
15章、15.4.3.3節を参照）、水産養殖に適する地域が拡
大すること（第 5章、5.4.6.1節を参照）、船体を強化
して砕氷を行う費用が減少すること、そして海氷の減
少に伴って新たな海洋ルートが開かれることなど、便
益も確認されている。一般的に、土地の面積が広い国々
は、競争上の優位性からくる便益を受ける（Bosello et 

al., 2004）。
　防護の改善がなければ、海面上昇だけによって沿岸
洪水が 2080年代までに現在の 10倍以上に増え、年間
に 1億人以上が影響を受けるだろう（図 6.8）。図 6.10は、
海面上昇が、開発途上国、先進国、および全世界に与
える影響と＜被害＞コストの総額を示している。この
分析では、便益・コスト分析に基づいて防護が実施さ

れると想定している。従って、影響は図 6.8における「強
化された防護」の場合とより整合しており、防護には
投資が求められている。海面上昇の影響は、先進国に
比べて開発途上国の方がはるかに大きくなり、防護費
用も高くなるだろう。
　そのような世界的な評価は、数多くの地域的、国家
的、およびより詳細な研究によって補完されている。
2020年に沿岸侵食や洪水のリスクにさらされるヨーロ
ッパの人々は 15万 8,000人を上回る可能性がある。一
方、ヨーロッパの沿岸湿地の半分は海面上昇によって
消滅すると予想されている（Eurosion, 2004）。タイで
は、50 cmおよび 100 cmの海面上昇による土地喪失は、
年間の GDPをそれぞれ 0.36%および 0.69%（3億から
6億米ドル）減少させることになる。また、バンコク
の製造業は、位置的な要素やその他の要因によって最
も大きな損害を被る可能性があり、全体の損害のそれ
ぞれ約 61%および 38%を占めるだろう（Ohno, 2001）。
シンガポールの沿岸防護の年間コストは、2050年
までに 30万～ 570万米ドル、2100年までに 90万
～ 1,680万米ドルに達すると推定されている（Ng and 

Mendelsohn, 2005）。エジプトのナイルデルタ沿岸に位
置しているアレキサンドリア、ロゼッタ、ポートサイ
ドでは、海面が 50 cm上昇すると、200万以上の人々
が自宅を放棄することになり、21万 4,000の雇用が失
われ、350億米ドルに相当する土地が失われる可能性
がある（El-Raey, 1997）。

6.6　適応：実践、オプション、制約

　本節では、まず、気候変動が自然および人工の沿岸
システムに与えるリスクを低減するための介入に伴っ
て生じる諸問題に注目する。IPCCの初期の評価におい
て認識されたように（Bijlsma et al., 1996; McLean et al., 

2001）、沿岸システムへの気候関連のリスクを削減す
るための対応的および独立的な活動は、国家およびコ
ミュニティの長期計画などをはじめとする統合沿岸域
管理（ICZM）の一部となる対策に比べて有効性が少
ないというのが主要な結論である（Kay and Adler, 2005

も参照）。このような背景の中で、引き続く各節では、
沿岸地域における適応に相応しいツール、沿岸システ
ムの適応のオプション、および現在の、そして計画さ
れている適応イニシアティブについて説明する。沿岸
域の適応活動のコストと限界の事例が相殺事項として
示される。適応能力の強化における制約と限界、なら
びにその強化のための戦略についても述べる。最後に、
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沿岸での適応と、気候変動を緩和する努力との結び付
きを考察する。

6.6.1　気候変動と海面変化に対する適応

6.6.1.1　問題と課題
　気候に関連しているかどうかにかかわりなく、最近
の極端現象（Box 6.5）は、気候と海面水位の変化への
適応に必然的に伴う多くの課題に注目を集めた。沿岸
システムに対する気候関連リスクをうまく管理するう
えでの制約は、これらのシステムおよびその構成要素
が、気候変動の動因や適応イニシアティブにどのよう
に応答するのかを適切な詳しさで特徴づける能力が限
られていることである（6.2.4節および 6.4節；Finkl, 

2002）。特に重要なのは、自然の沿岸システムがどの
程度適応することができるか、そして社会に生活を支
えるサービスを提供し続けることができるかを把握す
ることである。高度な相互作用を行っている自然や非
線形の挙動を含む沿岸システムへの理解の不足は（6.2

節および 6.4 節）、気候関連のリスクを特徴描写する
ための統合的なアプローチの失敗が適応の有効性を低
下させ、そしてもしかするとゼロにする可能性を増加
させることを意味している。養浜がますます強調され
ているにもかかわらず（Hanson et al., 2002）、適応策の
長期的な有効性と実行可能性は、特に ICZMにおいて
明示されている複数の目標に関しては、依然として不
明確なままである（6.6.1.2節）。適応の費用を誰が負
担してその便益を誰が受けとるのかという問題が、も
う一つの関心事である。適応の必要性、および特定
の方策に対する公衆の了解も、より増す必要がある
（Neumann et al., 2000）。重要かつ多様な課題は表 6.9に
まとめられており、示された各節でさらに考察されて
いる。

6.6.1.2　統合沿岸域管理（ICZM）
　ICZMは、上記で確認された多くの問題や課題を検
討する大きな機会を提供している。真に部門的なアプ
ローチに比べていくつかの利点を持つ ICZMは、気候
変動、海面上昇、および沿岸に関する現在の、そして
長期的なその他の課題に対処するための最も適切なプ
ロセスとして広く認識され、促進されている（Isobe, 

2001; Nicholls and Klein, 2005; Harvey, 2006b）。適応能
力の強化は ICZMの重要な部分である。沿岸管理計画
において気候変動と海面上昇がどの程度考慮されるか
は、統合および持続可能性に対するコミットメントを

測る一つの有用な手段である。海面上昇と気候変動へ
の対応は、沿岸の計画と管理の幅広い背景と目標にお
いて実施する必要がある（Kennish, 2002; Moser, 2005）。
ICZMでは、計画の過程において複数の目標を統合
し、それぞれのバランスを取ることが重視されている
（Christie et al., 2005）。ICZMのプロセスを持続可能に
するには、社会的、環境的な便益の衡平な分配の一般
化が主要な要素であるが、それを達成するのは容易で
はない。また、統合的な計画を地方的および国家的ス
ケールで支援するための法的ならびに制度的な枠組み
にも注意が払われている。さまざまな社会的グループ
は、開発、環境、、そして社会的考慮に対する相対的
な優先度について、さらには短期的および長期的な見
通しに関して、対照的な、またしばしば対立的な見解
を持っている（Visser, 2004）。

6.6.1.3　 適応のニーズとオプションを評価するた
めのツール

　TAR以降、適応の必要性の評価を支援し、適切な介
入措置を確認する際に利用することができる多くのツ
ールが生まれている（表 6.10）。

6.6.1.4　適応のオプション
　図 6.11は、沿岸地帯での計画的な適応の実践に関す
る考え方の進化を示している。また、現在の適応介入
の事例も示されている。沿岸システムが災害後に再生
して、人間の生計と福利のために財とサービスを引き
続き生産する能力がより頻繁に試されている。このこ
とは、沿岸システムの回復力を幅広い規模で考慮する
必要があること、また、沿岸システムの適応能力を積
極的に管理・育成する必要があることを強調している。
　沿岸システムの管理に携わっている人々は、現在の
極端な気候現象や気候変動性に関連したリスクの削
減と気候変動への適応を同時に行うための、多くの現
実的なオプションを持っている（Yohe, 2000; Daniel, 

2001; Queensland Government, 2001; Townend and Pethick, 

2002）。このことは、災害や気候変動に対応するための
多くの戦略は、持続可能な開発を遂行するための今日
の努力、社会的な衡平性の強化、適切な環境管理、資
源の賢明な利用などに貢献する戦略と同じであるとい
う事実を反映している（Helmer and Hilhorst, 2006）。そ
のような戦略が実施されれば、沿岸についての計画と
気候変動への適応を調和させ、各機関の予測対応能力
を向上させるのに役立つだろう（Few et al., 2004a）。管
理側はこの問題の検討を開始しているが、開発の時間
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枠は、概して沿岸地域における自然の変化のそれより
短い。例えば、ミシシッピ川とそのデルタ平野の回復
と管理（Box 6.4）や、ヨーロッパにおける沿岸侵食管
理（Eurosion, 2004; Defra, 2006; MESSINA, 2006）がそ
の例である。適応のオプションの確認・選択は、経験
に基づいて行うか、原因については無関係だが類似の
現象、例えば（自然な、および／または人為的な）地
盤沈下や津波などの悪影響を低減するための最良の慣
行になぞらえて行うことができる（Olsen et al., 2005）。
この経験に基づけば、特に最近の災害からの関連する
教訓に基づけば、災害管理と、気候の変動と変化への
適応をより幅広い沿岸管理に統合し、主流化すること
が、より大きな利益をもたらす（Box 6.5）。
　Klein et al.（2001）は、次の三つのトレンドについ
て記述している。すなわち、（ⅰ）「ソフトな」防護と
「後退と順応」戦略＜が生み出す＞便益についての認
識の高まり、（ⅱ）情報の開発と管理における技術へ
の依存の高まり、そして、（ⅲ）地方の自然および社
会経済的な状況を反映させる沿岸適応の必要性につい
ての認識の高まり、である。どの適応オプションを選
択するかについての決定は、主に、地方の社会経済的
な考察に影響される可能性が高い（Knogge et al., 2004; 

Persson et al., 2006）。また、沿岸域の生態系の存続に対
する直接的な脅威を低減する適応策を考えることも重
要である。それには、海洋保護区や「禁漁」保護区の
設定などが含まれる。Moser（2000）は、地方自治体
が海岸侵食に対して行動をとることを促したいくつか
の要因を確認した。それらは、（ⅰ）訴訟の恐れがあ
った、あるいは実際に訴訟が起きたこと、（ⅱ）地方
の規則が明確でなくて、混乱が起きたり訴訟が起きた
りしたことことについて自治体の職員の間にフラスト
レーションが発生したこと、（ⅲ）海岸線を強固にす
る構造物についての請願が増えていることについての
懸念があること、というのは、そのような構造物は環
境にしばしば外部的な悪影響を与えると考えられるか
らである、などである。採用された特定の適応戦略は、
例えば、脅威にさらされている土地やインフラの価値、
利用可能な金融・経済資源、政治的・文化的な価値、
沿岸管理政策の地方における適用、そして適応オプシ
ョンを理解し実行する能力などの多くの要素に依存し
ている（Yohe, 2000）。

6.6.2　適応のコストと便益

　TAR以降、特定の介入から地球規模の統合までの

さまざまな規模で、適応のコストに関する情報の量が
劇的に増加した。大半の分析では、海面上昇のより確
実かつ特定の影響に対応するためのコストを定量化し
ている。沿岸の適応策に要するコストの例と比較を表
6.11に示す。それらは、適応のコストが広い幅を持つ
ことを明らかにしている。しかし、人口が密集した地
域では、資産の損失だけを考えた場合でもこのような
介入のコストは被害額を下回る（Tol, 2002, 2007）。気
候変動は、沿岸防護構造物の安定性と性能に影響を与
え、それゆえに新たな構造物を建てたり（Burgess and 

Townend, 2004）、既存の構造物の性能を高めたりする
費用（Townend and Burgess, 2004）は非常に高くなる。
財政的なコストのみがどのような適応がとられるべき
かを判断する基準ではなく、地域の状況によっては、
特に複数の便益がもたらされる場合は、より費用のか
かるオプションが望ましい場合もある。

6.6.3　適応における限界とトレードオフ

　最近の研究は、先進国の場合を含み、自然および人
工的な沿岸システムが、気候変動性と極端現象におけ
る直近の変化に対してさえ適応できる程度には限界が
あることを示唆している（Moser, 2005; Box 6.6）。例
えば、適応あるいは緩和がなければ、海面上昇やよ
り強い暴風雨などのその他の気候変動の影響（6.3.2

節）は相当なものになるだろう。環礁をはじめとする
一部の海岸の低平地が 2100年までに発展できなくな
り（Barnett and Adger, 2003; Nicholls, 2004）、ほかの多
くの地域にも幅広い影響がもたらされる可能性がある
ことが示唆される。このことは、リスクの認識とこれ
らの脆弱なエリアからの投資の引き揚げによって強め
られる可能性がある。適応は影響を 10分の 1から 100

分の 1に低減できるかもしれず（Hall et al., 2006; Tol, 

2007）、一部の小島嶼国家を除けば、それは、回避で
きる損害に比較すればわずかのコストで実現すると思
われる（Nicholls and Tol, 2006）。しかしながら、この
分析は理想化されており、適応が広がる可能性は高い
が、沿岸社会がそのような適応能力を十分に実現でき
るかどうかは、依然としてあまり明確でない（Box 6.6

を参照）。
　現在の気候リスクに対する適応は不十分であること
が多く、気候に関連したリスクのさらなる増加を管理
するための能力もしばしば欠如している。加えて、沿
岸域の開発と人口増加は、沿岸洪水やその他の危険の
リスクを増大させることになる（6.2.2節 ; Pielke Jr et 
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al., 2005）。沿岸帯水層の塩水化を償い、制御する方策
の大半は、高価であり労力を要する（Essink, 2001）。
頻繁な洪水は開発に膨大な制約を与える。例えば、バ
ングラデシュは相当なインフラを投入して洪水を防
止する努力を行ってきたが、その成果は限定的であ
る（Ahmad and Ahmed, 2003）。ベトナムにおける、国
家による中央計画経済から市場志向の経済への移行
は、社会の脆弱性にマイナスの影響を与えており、沿
岸環境における洪水と台風の影響に伴う環境リスクへ
の制度的な適応が低下している（Adger, 2000）。実際
には、サンゴ礁に対する適応オプションは、大半の生
態系に対する場合と同様に限られている（Buddemeier, 

2001）。多くの沿岸生態系で継続的に観察されている
劣化（6.2.2節）も、そのトレンドを逆転させるために
かなりの努力が払われているにもかかわらず、気候変
動によって追加されるストレスを緩和することもまた
困難になるであろうことを示唆している。
　知識と技能の欠落は、沿岸システムに対する潜在的
な影響を理解するうえでの、そしてそれゆえ、適切な
適応戦略を開発するうえでの重大な障害になる（Crimp 

et al., 2004）。公衆は、持続可能性、堅固な防護とソフ
トな防護、経済、環境、協議などの問題について相
反する見解を持つことが多い。地元住民の情報につい
てのニーズをみきわめ、情報へのアクセスを促進する
ことが、公衆の理解を得、行動を変えるプロセスにお
ける必須の要素である（Myatt et al., 2003; Moser, 2005, 

2006; Luers and Moser, 2006）。
　適応には重要なトレードオフも存在する。例えば、
堅固な防護は社会経済システムに対する海面上昇と
気候変動の影響を大幅に削減することができるが、沿
岸域が縮小するので、自然の生態系には損害を与える
（Knogge et al., 2004; Rochelle-Newall et al., 2005）。管理
された退却は対応のもう一つのオプションだが、社会
経済システムにはどのようなコストがもたらされるだ
ろうか？　そのような点に関する意思決定の指針とな
りうる一般原則は、まだ開発が始まったばかりである
（Eurosion, 2004; Defra, 2006）。ステークホルダーは難し
い選択に直面することになるだろう。例えば、伝統的
な利用を維持すべきかどうか、数を増している侵入外
来種あるいは在来種を管理すべきかどうか、計画的な
退却が相対的な海面上昇に対する適切な対応であるか
どうか、あるいは、侵食を低減するための手段を講じ
ることが可能かどうかなどの問題である。意思決定を
行う際には、生態学的な懸念に加えて、社会経済的な
事項を考慮する必要がある（Adam, 2002）。米国環境保

護局は、それらの要素を考慮に入れたうえで、大西洋
岸にあるすべての海岸を、現行の保護政策によって海
岸防護が確実、可能性が高い、可能性が低い、あるい
は不可能である、のカテゴリーに分類する、海面上昇
プランニングマップを作成している（Titus, 2004）。ハ
ンバー川の河口域（英国）では、海面上昇が防護基準
を引き下げ、侵食を増大させている。適応イニシアチ
ブには、新たな潮間帯生息地の創出が含まれる。それ
は、より費用効果の高い防護を促すと同時に、沿岸域
の縮小による喪失を含む保護されていた土地の喪失を
相殺する助けとなる可能性がある（Winn et al., 2003）。
　沿岸域に関係する開発に有効な政策は、資源の利用
を巡る対立、資源の枯渇、および、汚染ないし資源
の劣化に対して敏感である。政策決定に対する統合
的かつ全体的なアプローチが欠如している場合、ま
た、政策決定プロセスと政策の中身との結び付きに失
敗している場合は、人によっては、持続可能性の枠
組みの中で見ると質が低下していると考える結果に
なる（Noronha, 2004）。管理的な退却を提唱する人々
は、長期的に持続可能な沿岸防護の対策は「沿岸域に
はスペースが必要である」との前提からスタートしな
ければならないと主張している（Rochelle-Newall et al., 

2005）。政府は、「神聖で侵すべからざる」既存の海岸
線からの撤退を促進するため、公衆の認識、科学的知
識、そして政治的な意志を高めなければならないと主
張する人々もいる（Pethick, 2002）。また、別の人々は、
海の侵入に備えてセットバックの変更を可能にするた
めに、あまり開発されていない地域における財産権の
譲渡を最優先すべきであると主張している。このこと
は、湿地と海岸の内陸に向かった移動を、既存の海岸
線が神聖で侵すべからざる場所になるかなり前に予期
されるものとする（Titus, 2001）。財産権と土地利用は、
カトリーナ後のニューオリンズの復興が示しているよ
うに、それらの目標の達成を難しくする。地下水貯留
の持続可能な開発や地下生態系の保護を目的とする意
味のある政策を成し遂げるために、経済的、社会的、
生態学的、法的、そして政治的な思考方法を統合しな
ければならない（Danielopol et al., 2003）。社会経済的
および文化的な状況は、海面上昇に対する最も適切な
適応を選択・実施するうえでの障害になる場合が少な
くない。そのような障害の多くは、地域でのセミナー
や適切な関係するステークホルダーを対象とする地域
セミナーやワークショップをはじめとする、あらゆる
レベルでの教育活動によって取り除くことができる場
合が多い（Kobayashi, 2004; Tompkins et al., 2005a）。また、
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制度の強化やその他の介入も重要である（Bettencourt 

et al., 2005）。

6.6.4　適応能力

　適応能力は、あるシステムが気候変動に順応するた
めに進化する能力、あるいは対処できる変動性の幅を
広げる能力である（詳細な説明については、第 17章
を参照）。気候関連のリスクを低減するための、従っ
てリスクの高いコミュニティおよびグループの脆弱性
を低下させるための物理的、経済的、そして制度的な
能力が欠如している場合は、沿岸域のコミュニティが
気候の厳しい影響に対処する適応能力は低下する。し
かし、高い適応能力がある場合でも、持続的な活動に
対するコミットメントがない場合は、効果的な適応に
つながらない可能性がある（Luers and Moser, 2006）。
　今日の圧力は、沿岸生態系の完全性に、そしてそれ
ゆえ、気候変動や海面上昇をはじめとする追加的圧
力に対処する能力に悪影響を与える可能性が高い。そ
れは、高度の開発が行われており、沿岸域の人口が多
く、そして沿岸システムへの高度な妨害がある地域に
おいては特に重大な要素になる。砂丘や湿地などの自
然の沿岸域の生息地には、気候変動による悪影響を低
減するのに役立つ緩衝機能が備わっている。また、気
候変動以外の理由で海岸線の管理を改善することも、
海面上昇や気候変動への対応において便益をもたらす
（Nicholls and Klein, 2005）。海面上昇に対して静的な政
策手法を採用することは、堆積物の移動や長期的な進
化を通して変動に応答している動的（ダイナミック）
な沿岸システムを維持することと矛盾する（Crooks, 

2004）。沿岸域の巨大都市の場合は、気象関連の危険
に対する回復力と適応能力の両方を維持・強化するこ
とがきわめて重要な政策であり、管理の目標となる。
その二重のアプローチは、現在と将来の危険な状態の
分析を結び付けるという意味で便益をもたらす。それ
はまた、災害の予防、災害に対する備え、災害からの
回復、および気候変動への適応のための能力を向上さ
せる（Klein et al., 2003）。

6.6.4.1　制約と限界
　Yohe and Tol（2002）は、さまざまな適応オプション
がシステムの対処能力の向上に貢献できる可能性を評
価した。彼らは、適応能力の基礎となっている決定因
子に直接着目することを提案している（17.3.1節を参
照）。沿岸湿地の将来の状況は、環境に対する社会の

態度にきわめて敏感のようで（表 6.1）、それ＜社会の
態度＞は、湿地の将来の状況を決めるうえで海面上昇
より重要になりうる（Nicholls, 2004）。このことは、気
候変動の有無にかかわらず、影響の一つの基本的な制
御要素である社会経済的な状況（例えば、制度的な能
力、情報を得て参加する公衆）の重要性を強調してい
る（Tompkins et al., 2005b）。危険認識についての教育
や個人的な災害経験は、コミュニティの脆弱性を低減
する重大かつ重要な要素である。しかし、そのような
経験や教育にもかかわらず、熱帯低気圧や高潮に伴う
不必要な、また回避可能な損失が発生することは、依
然として可能性が高い（Anderson-Berry, 2003）。その
損失の程度は、最近ハリケーン・カトリーナによって
際立たされたように、社会経済的グループによって異
なるだろう。自然と人工両方の沿岸システムの適応に
ついての制約と限界があることは、気候リスクの管理、
適応の必要性、課題、そして資源の分配と活用などに
ついてのより掘り下げた公開講演が役に立つことを強
く示している。

6.6.4.2　能力強化戦略
　社会的、経済的な衡平さを促進させ、貧困を低減さ
せ、消費の効率性を向上させ、廃棄物の排出を減少
させ、環境管理を改善させ、脆弱なそしてその他のぎ
りぎりの状態にある沿岸域の人々の生活の質を向上
させる政策は、総体として、持続可能な開発を推進
し、それゆえ適応能力と対処メカニズムを強化するこ
とができる。適応能力を強化するための多くの提案
がなされている。例えば、回復力の構築と脆弱性の
低減を主流化（Agrawala and van Aalst, 2005; McFadden 

et al., 2007b）；十分かつ開かれたデータの交換（Hall, 

2002）；コミュニティが将来の適応政策と適応の実践
を探求するためのツールとしてのシナリオ（Poumadère 

et al., 2005）；公衆の参加と海洋に関連する各機関の間
の調整（West, 2003）；生態系、社会経済的なシステ
ム、そして気候システムの間の相互作用を含む、生
態系および社会経済システムの応答についての研究
（Parson et al., 2003）；総合的な沿岸管理計画を支える
ための、上流・下流プロセス間の結び付きに関する研
究（Contreras-Espinosa and Warner, 2004）；科学－政策
間の隙間を埋めるのに役立つ、有用で使用可能な、お
よび実行可能な情報を生み出すための研究（Hay and 

Mimura, 2006）；制度の強化と、地域的な協力・調整の
促進（Bettencourt et al., 2005）；管理のあらゆるレベル
における従事者の短期的な訓練（Smith, 2002a）などで
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ある。

6.6.5　 沿岸域および低平地における適応と
緩和の結び付き

　適応（例えば、沿岸についての計画や管理）と緩和
（温室効果ガスの排出削減）は、同時に考慮すること
ができる気候変動への対応である（King, 2004）（第 18

章を参照）。温室効果ガス排出の緩和に対する海面上
昇の応答はほかの気候要因の応答より遅く（Meehl et 

al., 2007）、緩和措置だけでは潜在的な影響の増大を止
めることはできないだろう（Nicholls and Lowe, 2006）。
しかしながら、緩和は将来の上昇速度および最終的な
上昇を抑制するので、Hall et al.（2005）が示したように、
適応の必要性を制限し、遅らせる。従って、Nicholls 

and Lowe（2006）および Tol（2007）は、沿岸域に対
する気候変動の影響を検討する際には、適応と緩和を
同時に考える必要があると主張している。それらの介
入は、総体として、各政策を単独で考慮する場合に比
べて、人間が原因となっている気候変動に対してより
強力に対応することができる。
　適応は、それが行われている特定の地域におけるリ
スクをただちにまた長期的に削減するだろう。一方、
緩和は、将来のリスクを長期的にそして地球規模で削
減する。その両方の最適な組合せを確認するのは、閾
値の定義、指標、そして重要性をはじめとする多くの
問題についてのコンセンサスが必要になるため、問題
が多い。重要なのは、緩和は適応から資源を奪うこと
になり、便益が直ちには生じないことである。従って、
特に開発途上国では、適応への投資が望ましいように
みえるかもしれない（Goklany, 2005）。最近、それとは
反対の、緊急の緩和の必要性を主張する意見も論じら
れている（Stern, 2007）。ここで重要なのは、適応に対
する限界が、特に長期的には、気候変動のコストが過
小評価されていることを意味するかもしれないことで
ある（6.6.3節）。これらの研究結果は、さまざまな緩
和および適応政策の組合せの十分な含意を評価するた
めには、2100年以降の影響を考慮する必要があること
を強調している（Box 6.6）。

6.7　結論：持続可能な開発への含意

　主要な結論は概要で報告されており、ここでは、持
続可能な開発の観点からまとめを行う。沿岸生態系
は動的（ダイナミック）であり、空間的な制約を受け

ており、また、開発にとって魅力的な存在である。こ
のことは、現在の状況下では複合的なストレスの増加
をまねき（6.2.2節）、それがしばしば、小島嶼のよう
な、特に沿岸域の資源に大きく依存している経済の重
大な劣化や損失を生む結果になる。気候が変化しなく
ても、沿岸域での人間による開発傾向がその脆弱性を
大きくしている。例えば、中国では過去 20年の間に 1

億人が内陸部から沿岸部に移動し（Dang, 2003）、それ
は国家経済に大きな便益をもたらしたが、沿岸管理に
は大きな課題をもたらしている。このような定性的な
傾向は人口が多い沿岸域の大半にみられ、保護と開発
の間の対立を生んでいる（Green and Penning-Rowsell, 

1999）。同様に、開発のパターンはきわめて大きな慣
性を持ち（Klein et al., 2002）、今日の決定が将来にわた
って何数世紀も影響を与える可能性がある（Box 6.6）。
　気候変動と海面上昇は、沿岸域における持続可能な
開発の達成に対する課題を増やしており、開発途上国
では、一部は彼らの適応能力が低いために、最も重大
な障害となっている。このことは、ミレニアム開発目
標（UN Secretary General, 2006b）、とりわけ環境の持続
可能性の確保という目標（環境資源の喪失という傾向
を逆転させ、沿岸域に居住していることが多いスラム
の住民の生活を改善させること）の達成をより困難に
するだろう。気候変動と海面上昇に効果的に対応して
いくことは、多額の投資を伴い、資源を生産性が高い
ほかの用途から回すことになる。先進国において多額
の投資が可能だとしても、ニューオリンズにおけるハ
リケーン・カトリーナによって示されたように（Box 

6.4）、リスクは依然として残るので、あらゆる出来事
において人間の安全（保護、警報、避難など）を検討
し、複数の目標（例えば、環境の保護と同時に気候変
動への適応）も検討しうる対応のポートフォリオが必
要である（Evans et al., 2004a; Jonkman et al., 2005）。海
面が長期にわたって上昇するという予測は、適応に対
する多額のそして継続的な投資がなければ、何世代
にもわたってリスクが増大することを意味する（Box 

6.6）。従って、沿岸地域における持続可能性は、適応
と緩和の組合せに依存していると思われる（6.3.2およ
び 6.6.5節）。
　気候変動や、相対的な海面上昇に寄与するプロセス
などその他の要因による沿岸の変化に取り組むための
計画が作成され、実施されるならば、大きな便益があ
るだろう（Rodolfo and Siringan, 2006）。そのためには、
沿岸管理において反応的な対応から事前的な対応に移
行するための努力を増すことが求められる。また、専
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門分野を越えて統合化された、そして一般参加型のア
プローチを強化すれば、沿岸の資源とコミュニティを
持続させる見込みを改善させるのに役立つだろう。ま
た、沿岸災害の経験およびその遡及的分析からも多く
を学ぶことができる（McRobie et al., 2005）。技術開発、
とりわけ監視（モニタリング）に関係するソフト技術
（Bradbury et al., 2005）、予測のモデリングと広範囲な
評価（Burgess et al., 2003; Cowell et al., 2003a; Boruff et 

al., 2005）、そして、現在および過去の沿岸管理行動の
評価（Klein et al., 2001）などは、このプロセスの助け
となる可能性が高い。伝統的な慣行も沿岸管理のツー
ルキットの重要な構成要素となりうる。

6.8　 主要な不確実性、研究の空白と優先度

　今回の評価では、知識のレベルが気候変動と沿岸ゾ
ーンの問題の潜在的な重大さと一致していないことが
示されている。知識はいずれの側面においても十分で
はないが、不確実性は、私たちが自然のサブシステム
から人間のサブシステムに移動するにつれて増加し、
その二つのシステムの間の相互作用において最も大き
な不確実性が存在する（図 6.1）。この相互作用につい
ての理解は、沿岸地域と低平地における人間の脆弱性
を包括的に理解するうえできわめて重要で、制度的な
適応と公衆の参加が果たす役割に対する理解が含まれ
なくてはならない（6.4.3節）。あらゆる規模での研究
が必要だが、自然地理学的単位の規模（例えば、沿岸
の一区切り、デルタ、ないし河口域）での理解を深め
ることはとりわけ便益があり、気候変動への適応とよ
り広い沿岸管理を支援することになるだろう。また、
依然として海面上昇へ強い関心が向けられているが、
その関心の幅を広め、沿岸ゾーンにおけるすべての気
候動因を含める必要がある（表 6.2）。最後に、気候変
動へのいかなる対応も、潜在的な影響と応答を理解す
るためには、沿岸域を変化させるほかの非気候的動因
を検討しなければならない。というのは、非気候的動
因が気候変動と相互作用を起こすからである。IPCC

の以前の評価、およびミレニアム生態系・LOICZ（沿
岸域における陸域－海域相互作用研究計画）評価にお
いて認識されたように（Agardy et al., 2005; Crossland et 

al., 2005）、それらの非気候的動因は、一般的に、気候
変動による影響をいっそう悪化させるのである。
　以下の研究活動は、これらの不確実性を大幅に削減
し、沿岸域の長期的な計画と政策開発の有効性と科学
的基盤を向上させるだろう。

　さらなる観測と監視（モニタリング）の拡大をとお
して、地方的な要素や海面上昇を含む沿岸域の実際
の変化のより明確な基準線と、気候的および非気候的
動因を確立すること。これは、観測よりむしろ推測に
留まる傾向がある（6.2.5節）、気候と沿岸の変化との
因果関係をよりはっきりとさせることに役立つととも
に、モデルの開発を支援することになるだろう。
・現場での観測、実験、モデルの開発をとおして、気
候やその他の動因が引き起こす将来の沿岸域の変化
を予測する能力を向上させること。特に課題となる
のは、複数の変動要因のもとでの閾値を理解するこ
とである（6.2.4; 6.4.1節）。

・沿岸地域における人間のシステムの適応をより良く
理解すること。最も単純には、それは、リスクにさ
らされている資産目録の作成かもしれないが、表
6.1に示されている定性的的な傾向（6.4.2節も参照）
や適応能力の問題をより深く理解するという点で
は、もっと多くのことをなしうるだろう。

・自然と人間のサブシステムの相互作用を含む統合的
な評価の枠組みの中で、影響と脆弱性の評価を改善
すること。そのためには、強力な学際的手法を採用
するとともに、脆弱性が最も大きい地域、例えば、
人口が密集したメガデルタやデルタ、小島嶼、沿岸
都市などに目標を定める必要がある（6.4.3節）。多
くの国々では、沿岸域の計画と地帯区分のシステム
や、沿岸統治をより明確にするための規則の実施を
可能にする制度の改善が必要である。

・沿岸域における適応オプションを確認し、その優先
順位を決定するための方法を開発すること。即座に
もたらされる便益と持続可能な開発の長期的な目標
を含めて、適応介入の有効性と効率性を考慮する必
要がある（6.6; 6.7節）。

・沿岸域に関わる科学者と実務者の間で、気候変動と
沿岸管理に関する知識と経験を共有するためのネッ
トワークを開発し、拡大すること。

これらの問題は、地方スケールから全球スケールの評
価に至るまでのさまざまな空間的スケールにわたって
探求する必要がある。また、長期にわたる海面上昇を
前提にすれば、21世紀以降における影響も無視すべ
きでない。従って、この研究課題は、沿岸管理や適応
の必要性から地球規模での統合評価や緩和の便益に至
る、幅広い活動にわたって前進させる必要がある。現
在行われている一部の世界的な研究活動は、例えば、
IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）／ IHDP
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（地球環境変化の人間社会側面に関する国際研究計画）
LOICZ科学計画などで提案されている方向に進んでい
るが（Kremer et al., 2004）、それらの目標、とりわけ、
人間、統合的な評価、そして適応に関する目標を地方
スケールから地域スケールで達成するためには、より
多くの努力が必要である（Few et al., 2004a）。
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①
気候変動

暴風雨 波 海面水位 気温 CO2濃度 流出
②

海洋からの外的影響
③
自然のサブシステム 社会的サブシステム

沿岸システム
④

陸地からの外的影響

図 6.1　気候変動と沿岸システム。海洋および陸地からの外
的影響を含む、気候変動の主要な要因を示している。

not stop sea-level rise due to thermal expansion [Box 6.6].
Hence, it is now more apparent than it was in the TAR that the
most appropriate response to sea-level rise for coastal areas is a
combination of adaptation to deal with the inevitable rise, and
mitigation to limit the long-term rise to a manageable level
[6.6.5, 6.7].

6.1 Introduction: scope, summary of Third
Assessment Report conclusions and
key issues

This chapter presents a global perspective on the impacts of
climate change and sea-level rise on coastal and adjoining low-
lying areas, with an emphasis on post-2000 insights. Here,
coastal systems are considered as the interacting low-lying areas
and shallow coastal waters, including their human components
(Figure 6.1). This includes adjoining coastal lowlands, which
have often developed through sedimentation during the
Holocene (past 10,000 years), but excludes the continental shelf
and ocean margins (for marine ecosystems see Chapter 4).
Inland seas are not covered, except as analogues. In addition to
local drivers and interactions, coasts are subject to external
events that pose a hazard to human activities and may
compromise the natural functioning of coastal systems (Figure
6.1). Terrestrial-sourced hazards include river floods and inputs
of sediment or pollutants; marine-sourced hazards include storm
surges, energetic swell and tsunamis.

In this chapter, we reinforce the findings of the Third
Assessment Report (TAR; IPCC, 2001) concerning the potential
importance of the full range of climate change drivers on
coastal systems and the complexity of their potential effects.
The TAR also noted growing interest in adaptation to climate
change in coastal areas, a trend which continues to gather
momentum, as shown in this assessment. Whereas some coastal
countries and communities have the adaptive capacity to
minimise the impacts of climate change, others have fewer
options and hence are much more vulnerable to climate change.
This is compounded as human population growth in many
coastal regions is both increasing socio-economic vulnerability

and decreasing the resilience of coastal systems. Integrated
assessment and management of coastal systems, together with
a better understanding of their interaction with socio-economic
and cultural development, were presented in the TAR as
important components of successful adaptation to climate
change.

This chapter builds on and develops these insights in the
TAR by considering the emerging knowledge concerning
impacts and adaptation to climate change in coastal areas across
a wider spectrum of climate change drivers and from local to
global scales. Nonetheless, the issue of sea-level rise still
dominates the literature on coastal areas and climate change.
This chapter includes an assessment of current sensitivity and
vulnerability, the key changes that coastal systems may undergo
in response to climate and sea-level change, including costs and
other socio-economic aspects, the potential for adaptation, and
the implications for sustainable development. Given that there
are strong interactions both within and between the natural and
human sub-systems in the coastal system (Figure 6.1), this
chapter takes an integrated perspective of the coastal zone and
its management, insofar as the published literature permits.

6.2 Current sensitivity/vulnerability

This section provides key insights into the ways in which
coastal systems are presently changing, as context for assessing
the impacts of, and early effects attributable to, climate change.

6.2.1 Natural coastal systems

Coasts are dynamic systems, undergoing adjustments of form
and process (termed morphodynamics) at different time and
space scales in response to geomorphological and
oceanographical factors (Cowell et al., 2003a,b). Human activity
exerts additional pressures that may dominate over natural
processes. Often models of coastal behaviour are based on
palaeoenvironmental reconstructions at millennial scales and/or
process studies at sub-annual scales (Rodriguez et al., 2001;
Storms et al., 2002; Stolper et al., 2005). Adapting to global
climate change, however, requires insight into processes at
decadal to century scales, at which understanding is least
developed (de Groot, 1999; Donnelly et al., 2004).

Coastal landforms, affected by short-term perturbations such
as storms, generally return to their pre-disturbance morphology,
implying a simple, morphodynamic equilibrium. Many coasts
undergo continual adjustment towards a dynamic equilibrium,
often adopting different ‘states’ in response to varying wave
energy and sediment supply (Woodroffe, 2003). Coasts respond
to altered conditions external to the system, such as storm
events, or changes triggered by internal thresholds that cannot be
predicted on the basis of external stimuli. This natural variability
of coasts can make it difficult to identify the impacts of climate
change. For example, most beaches worldwide show evidence of
recent erosion but sea-level rise is not necessarily the primary
driver. Erosion can result from other factors, such as altered
wind patterns (Pirazzoli et al., 2004; Regnauld et al., 2004),

Coastal systems and low-lying areas Chapter 6

318

Figure 6.1. Climate change and the coastal system showing the major
climate change factors, including external marine and terrestrial
influences.

①

② ③ ④

【図、表、Box】
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Box 6.1　環境閾値と観測されたサンゴの白化

サンゴの白化は、共生藻および／またはその色素の喪失が原因となって、1980年代の初期以降、多くのサン
ゴ礁で観測されている。白化はそれ以前にも発生していたが、記録されなかった可能性もある。サンゴがわ
ずかに色を失う現象は、海面水温（SST）と太陽放射の季節的な上昇／増加に対応して自然に発生する。サ
ンゴは、異常に高い SST（しばしば高い太陽放射に伴って、季節的最高水温の平均値より最大 1℃高くなる
場合）に反応して白化する。環境条件が改善されれば一部のサンゴは自然の色を取り戻すが、その成長速度
と繁殖能力は、相当の期間にわたって大幅に低下する可能性がある。もし白化が長引くと、あるいは SSTが
季節的最高水温の平均値を 2℃上回ると、サンゴは大量死する。枝分かれする種類のサンゴは、塊状のサン
ゴに比べて影響を受けやすいようである（Douglas, 2003）。

1982-83年、1987-88年、1994-95年には、大規模な白化現象が観測された（Hoegh-Guldberg, 1999）。記録上
最も暑かった年の一つである 1998年には、顕著なエルニーニョ現象に伴って特に深刻な白化現象が発生した
（図 6.2）（Lough, 2000; Bruno et al., 2001）。1998年以降、大規模な白化現象が何度かあった。例えば、2002年
にはグレートバリアリーフの広い範囲やその他の場所で白化が起きた（Berkelmans et al., 2004; 第 11章、11.6

節参照）。記録上もう一つの最も暑かった年である 2005年の後半には、カリブ海東部のサンゴ礁が大規模な
白化現象を経験した。カリブ海の多くのサンゴ礁では、白化は規模とサンゴの死亡率において 1998年を上回っ
ており（図 6.2）、サンゴ礁は、複合的ストレスの相乗作用による効果の結果、現在も衰退が続いている（Gardner 

et al., 2005; McWilliams et al., 2005; Box 16.2を参照）。SSTの上昇に対するサンゴの感度と回復力、およびサ
ンゴの大量死には、時間的にも空間的にも大きな変動性がある。（Webster et al., 1999; Wilkinson, 2002; Obura, 

2005）。

　  ＜図 6.2 ＞
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Box 6.1. Environmental thresholds and observed coral bleaching

Coral bleaching, due to the loss of symbiotic algae and/or their pigments, has been observed on many reefs since the early
1980s. It may have previously occurred, but gone unrecorded. Slight paling occurs naturally in response to seasonal increases
in sea surface temperature (SST) and solar radiation. Corals bleach white in response to anomalously high SST (~1°C above
average seasonal maxima, often combined with high solar radiation). Whereas some corals recover their natural colour when
environmental conditions ameliorate, their growth rate and reproductive ability may be significantly reduced for a substantial
period. If bleaching is prolonged, or if SST exceeds 2°C above average seasonal maxima, corals die. Branching species appear
more susceptible than massive corals (Douglas, 2003).

Major bleaching events were observed in 1982-83, 1987-88 and 1994-95 (Hoegh-Guldberg, 1999). Particularly severe bleaching
occurred in 1998 (Figure 6.2), associated with pronounced El Niño events in one of the hottest years on record (Lough, 2000;
Bruno et al., 2001). Since 1998 there have been several extensive bleaching events. For example, in 2002 bleaching occurred
on much of the Great Barrier Reef (Berkelmans et al., 2004; see Chapter 11, Section 11.6) and elsewhere. Reefs in the eastern
Caribbean experienced a massive bleaching event in late 2005, another of the hottest years on record. On many Caribbean
reefs, bleaching exceeded that of 1998 in both extent and mortality (Figure 6.2), and reefs are in decline as a result of the
synergistic effects of multiple stresses (Gardner et al., 2005; McWilliams et al., 2005; see Box 16.2). There is considerable
variability in coral susceptibility and recovery to elevated SST in both time and space, and in the incidence of mortality (Webster
et al., 1999; Wilkinson, 2002; Obura, 2005).

Figure 6.2. Maximum monthly mean sea surface temperature for 1998, 2002 and 2005, and locations of reported coral bleaching (data
source, NOAA Coral Reef Watch (coralreefwatch.noaa.gov) and Reefbase (www.reefbase.org)).

Global climate model results imply that thermal thresholds will be exceeded more frequently with the consequence that
bleaching will recur more often than reefs can sustain (Hoegh-Guldberg, 1999, 2004; Donner et al., 2005), perhaps almost
annually on some reefs in the next few decades (Sheppard, 2003; Hoegh-Guldberg, 2005). If the threshold remains unchanged,
more frequent bleaching and mortality seems inevitable (see Figure 6.3a), but with local variations due to different susceptibilities
to factors such as water depth. Recent preliminary studies lend some support to the adaptive bleaching hypothesis, indicating
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凡例：Severe bleaching；淡青：激しい白化
　　　Low to medium bleaching；濃青：低～中程度の白化

図 6.2　1998、2002、2005年の月毎の平均海面水温の最高値、およびサンゴの白化が報告された場所（資料
の出典は NOAA Coral Reef Watch （coralreefwatch.noaa.gov） および Reefbase （www.reefbase.org））。

全球気候モデルの結果は、熱閾値を上回る頻度が増すことで、サンゴ礁の許容範囲を超える頻度で白化が再
発する結果になることを暗示している（Hoegh-Guldberg, 1999, 2004; Donner et al., 2005）。おそらく、今後数十
年のうちに、ほぼ毎年どこかのサンゴ礁で白化が起こることになるだろう（Sheppard, 2003; Hoegh-Guldberg, 

2005）。閾値が変化しないとすると、より頻繁な白化とサンゴの大量死は不可避であると思われる（図 6.3a

参照）が、水深などの要素に対する感度が異なるため、地方によるばらつきがある。最近の予備的な研究は、
サンゴの宿主は、共生藻の一つのクレード 1を放出するが新たなクレードでそれを償って（シャフリングと
よばれる、Box 4.4参照）、異なる温度耐性を持った「新しい」生態種を創り出すことによって適応あるいは
順応できる可能性があるという、適応的な白化という仮説をある程度支持している（Coles and Brown, 2003; 

Buddemeier et al., 2004; Little et al., 2004; Obura, 2005; Rowan, 2004）。適応あるいは順応は、白化が起きる温度
閾値の上昇をもたらす可能性がある（図 6.3b）。2度以上の温暖化に伴って熱閾値がどこまで上昇しうるのか
は、表層海水における炭酸カルシウムの過飽和度の低下（Box 4.4を参照）をはじめとする追加的ストレスや、
非気候的なストレス（Box 16.2を参照）がもたらす影響同様に、依然として不確実性が高い。サンゴやその
他の石灰化する生物（例えば、軟体動物や有孔虫）は、SSTの上昇に対して依然としてきわめて感度が高い。
ここ数年報告されている白化現象は既に多くのサンゴ礁に影響を与えており、その再発頻度の増加は、今後
数十年にわたってサンゴの被度とサンゴ礁の生物多様性をさらに減少させる可能性が非常に高い。

＜（a）, （b）共通＞

横軸：時間
縦軸：SST（海面水温）

図 6.3　サンゴの白化が起きる SSTの閾値に関する二つの仮説。a）SSTが通常の季節的な最高閾値を上回る
（最大 1℃）ときに起きるサンゴの白化（赤線）と大量死（赤い破線、閾値は 2℃）の不変の閾値。ただし、
サンゴの種類と水深により、各地方でばらつきがある。b）サンゴが SSTの上昇に適応あるいは順応する場
合の白化（緑線）と大量死（緑の点線）の閾値の上昇（Hughes et al., 2003に基づく）。

6.3 Assumptions about future trends for
coastal systems and low-lying areas

This section builds on Chapter 2 and Section 6.2 to develop
relevant environmental, socio-economic, and climate change
scenarios for coastal areas through the 21st century. The IPCC
Special Report on Emissions Scenarios (SRES; Nakićenović and
Swart, 2000) provides one suitable framework (Arnell et al.,
2004; Chapter 2, Section 2.4).

6.3.1 Environmental and socio-economic trends

In the SRES, four families of socio-economic scenarios (A1,
A2, B1 and B2) represent different world futures in two distinct
dimensions: a focus on economic versus environmental
concerns, and global versus regional development patterns. In
all four cases, global gross domestic product (GDP) increases
substantially and there is economic convergence at differing
rates. Global population also increases to 2050 but, in theA1/B1
futures, the population subsequently declines, while in A2/B2 it
continues to grow throughout the 21st century (see Chapter 2,
Box 2.2). Relevant trends for coastal areas under the SRES
scenarios are described in Table 6.1.

National coastal socio-economic scenarios have also been
developed for policy analysis, including links to appropriate
climate change scenarios. Examples include the UK Foresight
Flood and Coastal Defence analysis (Evans et al., 2004a,b;
Thorne et al., 2006), and the US National Assessment (NAST,
2000), while model-based methods have been applied to
socio-economic futures in the Ebro delta, Spain (Otter, 2000;
Otter et al., 2001). However, socio-economic scenarios of
coastal areas are underdeveloped relative to climate and sea-
level scenarios.

6.3.2 Climate and sea-level scenarios

In terms of climate change, the SRES scenarios in Section
6.3.1 translate into six greenhouse-gas emission ‘marker’
scenarios: one each for the A2, B1 and B2 worlds, and three
scenarios for theA1 world –A1T (non-fossil fuel sources), A1B
(balanced fuel sources) andA1FI (fossil-intensive fuel sources)
(Nakićenović and Swart, 2000). B1 produces the lowest
emissions and A1FI produces the highest emissions (see
Chapter 2).

Table 6.2 summarises the range of potential drivers of climate
change impacts in coastal areas, including the results from
Meehl et al. (2007) and Christensen et al. (2007). In most cases
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that the coral host may be able to adapt or acclimatise as a result of expelling one clade1 of symbiotic algae but recovering with
a new one (termed shuffling, see Box 4.4), creating ‘new’ ecospecies with different temperature tolerances (Coles and Brown,
2003; Buddemeier et al., 2004; Little et al., 2004; Obura, 2005; Rowan, 2004). Adaptation or acclimatisation might result in an
increase in the threshold temperature at which bleaching occurs (Figure 6.3b). The extent to which the thermal threshold could
increase with warming of more than a couple of degrees remains very uncertain, as are the effects of additional stresses, such
as reduced carbonate supersaturation in surface waters (see Box 4.4) and non-climate stresses (see Box 16.2). Corals and other
calcifying organisms (e.g., molluscs, foraminifers) remain extremely susceptible to increases in SST. Bleaching events reported
in recent years have already impacted many reefs, and their more frequent recurrence is very likely to further reduce both coral
cover and diversity on reefs over the next few decades.

Figure 6.3. Alternative hypotheses concerning the threshold SST at which coral bleaching occurs; a) invariant threshold for coral bleaching
(red line) which occurs when SST exceeds usual seasonal maximum threshold (by ~1°C) and mortality (dashed red line, threshold of 2°C), with
local variation due to different species or water depth; b) elevated threshold for bleaching (green line) and mortality (dashed green line) where
corals adapt or acclimatise to increased SST (based on Hughes et al., 2003).

1 A clade of algae is a group of closely related, but nevertheless different, types.

1
1  藻類のクレードは、互いに密接な関係があるが、異なるタイプのグループ。
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表 6.1　 SRESの筋書きに対する、沿岸地域に関連した、地球規模での、気候によらない環境的および社会経済的トレンドの例。
地域的および地方的ばらつきがありうる。

環境的および社会経済的要因 沿岸域および低平地における気候によらない変化とトレンド（SRES に基づく将来）
「A1 世界」 「A2 世界」 「B1 世界」 「B2 世界」

人口（2080年代）（十億人）a 1.8～ 2.4 3.2～ 5.2 1.8～ 2.4 2.3～ 3.4

沿岸への移住 最も可能性が高い
（Most likely）

より可能性が低い
（Less likely）

より可能性が高い
（More likely）

最も可能性が低い
（Least likely）

人為起源の地盤沈下 b より可能性が高い（More likely） より可能性が低い（Less likely）
陸域の淡水／堆積物の供給
（集水域管理による） 最大の削減 大きな削減 最小の削減 より小さな削減

養殖業の成長 大きな増加 より小さな増加
インフラの成長 最大 大きい より小さい 最小
資源産業 より大きい より小さい
適応応答 より事後対応的 より事前対応的
危険リスク管理 より低い優先度 より高い優先度
生息地保全 低い優先度 高い優先度
観光の成長 最高 高い 高い 最低

a  海面からの高度が 100 m未満で海岸からの距離が 100 km以内の場所で生活している人々の数－その不確実性は沿岸への移住
についての想定に依存する （Nicholls, 2004）。

b 地下の流体の汲み上げおよび影響を受けやすい沿岸低地の有機土壌の排水による地盤沈下。

表 6.2　沿岸システムに対する主な気候動因（図 6.1）、気候変動によるそのトレンド、およびその主な物理的、生態学的な影響。
（トレンド：↑増加・上昇；？不確実；R地域によるばらつき）。

気候動因（トレンド） 沿岸システムに対する主な物理的、生態学的影響（6.4.1 節で論じられている）

CO2濃度（↑）
CO2施肥効果の進行。サンゴ礁や pHに敏感なその他の生物に悪影響を与える海水の pHの低下（あ
るいは「海洋の酸性化」）。

海面水温（↑、R） 成層の増加と循環の変化。高緯度地域の海氷の減少。サンゴの白化と大量死の増加（Box 6.1を
参照）。生物の極方向への移動。藻類の異常繁茂の増加。

海面水位（↑、R） 浸水、洪水、暴風雨による被害（Box 6.2を参照）。侵食。塩水の浸入。地下水面の上昇／排水の
妨げ。湿地の喪失（および変化）。

暴風雨の強度（↑、R） 極端な水位と波高の出現頻度の増加。一時的な侵食、暴風雨による損害、洪水のリスク、および
防護の失敗の増加（Box 6.2を参照）。

暴風雨の頻度（？、R）
暴風雨の進路（？、R） うねりと高波の変化、および暴風雨による損害や洪水のリスク（Box 6.2を参照）。

波の状態（？、R） うねりをはじめとする波の状態の変化。侵食と堆積のパターンの変化。海岸の平面形状の変化。

流出（R） 沿岸低地における洪水リスクの変化。水質／塩分の変化。河川による堆積物供給の変化。循環と
栄養塩供給の変化。

表 6.3　21世紀末の沿岸域を対象とする、SRESの 6つのマーカー・シナリオに基づく全球平均気候パラメータの予測（Meehl 
et al., 2007を参照）。

気候動因 B1 B2 A1B A1T A2 A1FI
海洋表層の pH（現在のベースライン：8.1） 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.7

SSTの上昇（℃）（1980～ 1999年比） 1.5 - 2.2 - 2.6 -

海面上昇 最良の推定値（m） 0.28 0.32 0.35 0.33 0.37 0.43

（1980～ 1999年比） 幅（Range）
（m）

5% 0.19 0.21 0.23 0.22 0.25 0.28

95% 0.37 0.42 0.47 0.44 0.50 0.58
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Box 6.2　影響調査のための極端な海面水位シミュレーションの例

21世紀を通じて、およびそれ以降の平均海面水位の上昇による浸水は、防護されていない低平地にとっては
問題となるが、最も破壊的な影響は、特により強い熱帯地域の暴風雨、また熱帯地域以外の暴風雨が予想さ
れる場合（Meehl et al., 2007）、暴風雨の通過によってもたらされる極端な海面水位の変化に伴う可能性が高
い（例えば、Gornitz et al., 2002）。シミュレーションは、将来の変化には空間的な変動があり、きわめて詳細
にモデル化できることを示している（Christensen et al., 2007の Box 11.5を参照）。

図 6.4および 6.5は、洪水が発生しやすい 2地方について、気候変動予測によって作動する順圧高潮モデルに
基づいている。ベンガル湾北部では、シミュレートされた暴風雨の激しさの変化が極端な水位の変化を引き
起こす。その変化が一貫した相対的海面上昇シナリオに追加されると、ベンガル湾全体にわたった、特にコ
ルカタ（カルカッタ）付近の極端な水位上昇をもたらす（図 6.4a）。英国の周辺においても、海面水位が極端
に高くなる現象が発生する。ロンドン付近での最大の変化は、洪水防護にとって重要な意味を持っている（図
6.4b; Dawson et al., 2005; Lavery and Donovan, 2005）。図 6.5は、ケアンズ（オーストラリア）における気候変
動による洪水の状況変化を示している。この結果は、確率的サンプリングと動的モデリングとの組合せに基
づいている。このモデルは熱帯低気圧の強度が 10%増加することを想定しており、それは、海面上昇のみの
場合に比べて洪水の発生頻度が増えることを暗示している。しかしながら、極端な水位の変化の詳細なパター
ンと程度は、依然として不確実である（例えば、Lowe and Gregory, 2005）。その不確実性のより良い定量化と
現場でのさらなる実証は、このようなシナリオのより幅広い応用を支援することになるだろう。

図 6.4　50年に 1度の極端な水位の高さ（m）の増加。（a）2040～ 2060年における IS92a気候シナリオ下で
のベンガル湾北部（K－コルカタ（カルカッタ）、C－チッタゴン）（Mitchell et a., 2006から改定）。（b）2080年代
における A2シナリオに対する英国周辺（L－ロンドン；H－ハンブルク）（Lowe and Gregory, 2005から改定）。

heights have enhanced erosion rates of bay shorelines, tidal
creeks and adjacent wetlands (Stone and McBride, 1998; Stone
et al., 2003). The impacts of accelerated sea-level rise on gravel
beaches have received less attention than sandy beaches. These
systems are threatened by sea-level rise (Orford et al., 2001,
2003; Chadwick et al., 2005), even under high accretion rates
(Codignotto et al., 2001). The persistence of gravel and cobble-
boulder beaches will also be influenced by storms, tectonic

events and other factors that build and reshape these highly
dynamic shorelines (Orford et al., 2001).
Since the TAR, monitoring, modelling and process-oriented

research have revealed some important differences in cliff
vulnerability and the mechanics by which groundwater, wave
climate and other climate factors influence cliff erosion patterns
and rates. Hard rock cliffs have a relatively high resistance to
erosion, while cliffs formed in softer lithologies are likely to retreat
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Box 6.2. Examples of extreme water level simulations for impact studies

Figure 6.5. Flooding around Cairns, Australia during the >100 year
return-period event under current and 2050 climate conditions
based on a 2xCO2 scenario. The road network is shown in black
(based on McInnes et al., 2003).

Figure 6.4. Increases in the height (m) of the 50-year extreme water
level. (a) In the northern Bay of Bengal under the IS92a climate
scenario in 2040-2060 (K – Kolkata (Calcutta), C – Chittagong)
(adapted from Mitchell et al., 2006). (b) Around the UK for the A2
scenario in the 2080s (L – London; H – Hamburg) (adapted from
Lowe and Gregory, 2005).

Although inundation by increases in mean sea level over the
21st century and beyond will be a problem for unprotected
low-lying areas, the most devastating impacts are likely to be
associated with changes in extreme sea levels resulting from
the passage of storms (e.g., Gornitz et al., 2002), especially as
more intense tropical and extra-tropical storms are expected
(Meehl et al., 2007). Simulations show that future changes are
likely to be spatially variable, and a high level of detail can be
modelled (see also Box 11.5 in Christensen et al. (2007).

Figures 6.4 and 6.5 are based on barotropic surge models
driven by climate change projections for two flood-prone
regions. In the northern Bay of Bengal, simulated changes in
storminess cause changes in extreme water levels. When
added to consistent relative sea-level rise scenarios, these
result in increases in extreme water levels across the Bay,
especially near Kolkata (Figure 6.4a). Around the UK, extreme
high sea levels also occur. The largest change near London
has important implications for flood defence (Figure 6.4b;
Dawson et al., 2005; Lavery and Donovan, 2005). Figure 6.5
shows the change in flooding due to climate change for
Cairns (Australia). It is based on a combination of stochastic
sampling and dynamic modelling. This assumes a 10%
increase in tropical cyclone intensity, implying more flooding
than sea-level rise alone would suggest. However, detailed
patterns and magnitudes of changes in extreme water levels
remain uncertain (e.g., Lowe and Gregory, 2005); better
quantification of this uncertainty and further field validation
would support wider application of such scenarios.
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図 6.5　現在および 2 × CO2シナリオに基づく 2050年の気候条件下で、100年以上の再現期間で発生するオー
ストラリアのケアンズ周辺の洪水。道路網は黒い線で示されている（McInnes et al., 2003に基づく）。

凡例：Current climate；現在の気候
　　　2050 climate；2050 年の気候
    　  Cairns road network；ケアンズの道路網

heights have enhanced erosion rates of bay shorelines, tidal
creeks and adjacent wetlands (Stone and McBride, 1998; Stone
et al., 2003). The impacts of accelerated sea-level rise on gravel
beaches have received less attention than sandy beaches. These
systems are threatened by sea-level rise (Orford et al., 2001,
2003; Chadwick et al., 2005), even under high accretion rates
(Codignotto et al., 2001). The persistence of gravel and cobble-
boulder beaches will also be influenced by storms, tectonic

events and other factors that build and reshape these highly
dynamic shorelines (Orford et al., 2001).
Since the TAR, monitoring, modelling and process-oriented

research have revealed some important differences in cliff
vulnerability and the mechanics by which groundwater, wave
climate and other climate factors influence cliff erosion patterns
and rates. Hard rock cliffs have a relatively high resistance to
erosion, while cliffs formed in softer lithologies are likely to retreat

Chapter 6 Coastal systems and low-lying areas

325

Box 6.2. Examples of extreme water level simulations for impact studies

Figure 6.5. Flooding around Cairns, Australia during the >100 year
return-period event under current and 2050 climate conditions
based on a 2xCO2 scenario. The road network is shown in black
(based on McInnes et al., 2003).

Figure 6.4. Increases in the height (m) of the 50-year extreme water
level. (a) In the northern Bay of Bengal under the IS92a climate
scenario in 2040-2060 (K – Kolkata (Calcutta), C – Chittagong)
(adapted from Mitchell et al., 2006). (b) Around the UK for the A2
scenario in the 2080s (L – London; H – Hamburg) (adapted from
Lowe and Gregory, 2005).

Although inundation by increases in mean sea level over the
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low-lying areas, the most devastating impacts are likely to be
associated with changes in extreme sea levels resulting from
the passage of storms (e.g., Gornitz et al., 2002), especially as
more intense tropical and extra-tropical storms are expected
(Meehl et al., 2007). Simulations show that future changes are
likely to be spatially variable, and a high level of detail can be
modelled (see also Box 11.5 in Christensen et al. (2007).

Figures 6.4 and 6.5 are based on barotropic surge models
driven by climate change projections for two flood-prone
regions. In the northern Bay of Bengal, simulated changes in
storminess cause changes in extreme water levels. When
added to consistent relative sea-level rise scenarios, these
result in increases in extreme water levels across the Bay,
especially near Kolkata (Figure 6.4a). Around the UK, extreme
high sea levels also occur. The largest change near London
has important implications for flood defence (Figure 6.4b;
Dawson et al., 2005; Lavery and Donovan, 2005). Figure 6.5
shows the change in flooding due to climate change for
Cairns (Australia). It is based on a combination of stochastic
sampling and dynamic modelling. This assumes a 10%
increase in tropical cyclone intensity, implying more flooding
than sea-level rise alone would suggest. However, detailed
patterns and magnitudes of changes in extreme water levels
remain uncertain (e.g., Lowe and Gregory, 2005); better
quantification of this uncertainty and further field validation
would support wider application of such scenarios.

Box 6.3　デルタとメガデルタ：脆弱性のホットスポット

堆積物（土砂）の世界最大の貯蔵場所の一つであるデルタは、気候変動の影響、とりわけ海面上昇と流出量
の変化に対してきわめて脆弱であると同時に、人間による集水域の改造やデルタ平野の土地利用によってス
トレスを受けていることが広く認識されている。大半のデルタでは既に自然の地盤沈下が起きており、その
結果、全球平均を上回る相対的な海面上昇速度の加速が起きている。多くのデルタは、水の汲み上げや分水、
およびダムの堰き止めによる土砂供給の減少による影響を受けている。デルタ平野、とりわけアジアのそれ
（第 10章、10.6.1節）は人口密度が高く、多くの人々が陸上からの外的影響（河川の氾濫、堆積物の不足）
および／または海洋からの外的影響（高潮、侵食）を受けることが多い（図 6.1を参照）。

Ericson et al.（2006）は、すべてのメガデルタを含む世界の 40のデルタ地帯にはおよそ 3億人が居住してい
ると見積もった。平均の人口密度は 500人 /km2で、最も人口が多いのはガンジス－ブラマプトラデルタ、そ
して最も人口密度が高いのはナイルデルタである。これらのデルタおよびメガデルタの多くは、重要な、そ
して拡大しつつある都市地域を伴っている。Ericson et al.（2006）は、世界のダム・データベースにおける
堰き止められる堆積物（土砂）の量と河川の分水量の見積りに基づき、また、人間が原因で加速している
地盤沈下を加えて自然の地盤沈下の見積りを修正して、一般化したモデリング手法を用いて現在の状況下
での海面上昇の実効速度を概算した。この分析結果は、40のデルタに居住している人々の多くが海岸の侵
食と土地の喪失によるリスクにさらされていることを示した。河川による堆積物（土砂）供給の減少がそ
の主な原因だが、海面上昇の速度の増加も一因となっている。彼らは、目の粗いデジタル地形モデルと世
界人口分布データを用いて、2050年までに 3つのメガデルタの 100万人以上が直接的な影響を受けると推
定した。それは、バングラデシュのガンジス－ブラマプトラデルタ、ベトナムのメコンデルタ、そしてエジ
プトのナイルデルタである。さらに、9つのデルタでそれぞれ 50,000人以上、および、その他の 12のデル
タでそれぞれ 5,000人以上の人々が直接的な影響を受ける可能性が高い（図 6.6）。この一般化されたモデリ
ング手法は、影響を受ける人々の 75%がアジアのメガデルタおよびデルタで生活しており、残りの大部分
がアフリカのデルタで暮らしていることを示している。これらの影響は、海面上昇の加速と人間による圧
力の増大により、いっそう悪化するだろう（例えば、第 10章、10.6.1節）。アジアのメガデルタでは、表面
の地形はデルタの地形学的な発展の結果複雑になっている。また、人口分布は、集中的な土地利用と世界
最大級の巨大都市の成長を反映して、空間的な変動性がきわめて大きい（Woodroffe et al., 2006）。これらの
デルタおよび世界のその他のデルタで暮らしている多くの人々は、既に高潮や河川の季節的氾濫による洪
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水に見舞われている。従って、個々のデルタの脆弱性を評価するさらなる手法の開発が必要である（例えば、
Sánchez-Arcilla et al., 2006）。

凡例：Extreme；非常に高い
　　　High；高い
　　　Medium；中程度

図 6.6　沿岸デルタの相対的な脆弱性。現在から 2050年までの海面水位のトレンドにより、移動を余儀なく
される可能性がある人々の数によって示されている。（非常に高い＝ 100万人以上；高い＝ 100万から 50,000

人；中程度＝ 50,000から 5,000人；Ericson et al., 2006に基づく）。

地図中の地名 (アルファベット順 )：
Amazon: アマゾン
Changjiang: 長江
Chao Phraya: チャオプラヤ
Ganges Brahmaputra: ガンジス・ブラマプトラ
Godavari: ゴダバリ
Grijalva: グリハルバ
Indus: インダス
Krishna: クリシュナ
Mahakam: マハカム
Mahanadi: マハーナディ
Mekong: メコン
Mississippi: ミシシッピ
Moulouya: ムルイヤ【訳注 6-8】

Niger: ニジェール
Nile: ナイル
Orinoco: オリノコ
Red: 紅河（ホン川）
Rhine: ライン
Sao Francisco: サンフランシスコ
Sebou: セブー【訳注 6-8】

Senegal: セネガル
Shatt el Arab: シャッテルアラブ
Volta: ボルタ
Zhujiang: 珠江
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表 6.4　沿岸地帯の社会経済分野に対する気候関連の影響の概要。

気候に関連した影響（その気候動因は図 6.1）

沿岸域の社会
経済分野

気温上昇（大
気および海水）

極端現象（暴
風雨、波）

洪水（海面水
位、河川流出）

地下水位の上
昇（海面水位）

侵食（海面水
位、暴風雨、波）

塩水浸入（海
面水位、河川流
出）

生物学的影響
（すべての気候
動因）

淡水資源 X X X X － X x

農業および
林業 X X X X － X x

漁業および
養殖業 X X x － x X X

保健 X X X x － X X

レクリエーション
および観光 X X x － X － X

生物多様性 X X X X X X X

居住／インフラ X X X X X X －

X＝強い、x＝弱い、－＝無視できるか未確定。
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Box 6.4　ハリケーン・カトリーナとミシシッピデルタの沿岸生態系サービス

個々のハリケーン事象を気候変動に原因特定することはできないが、それは、将来、ハリケーンの強度およ
び／または頻度が増大すると生態系サービスにどのような結果がもたらされるかを例証する役割を果たしう
る。2005年 8月 29日にルイジアナ州の海岸に上陸したハリケーン・カトリーナがもたらした結果の一つは、
388 km2におよぶ沿岸湿地、堤防、そしてミシシッピ川のデルタ平野にあるニューオリンズの側面に位置す
る島々の喪失であった（Barras, 2006）（図 6.7）。（2005年 9月に襲ったハリケーン・リタがルイジアナ州沿岸
のこの部分に与えた影響は比較的小さかったが、それもこの推定に含まれている。）ニューオリンズの南東部
に位置しているシャンデルア諸島は、ハリケーン・カトリーナの直接の結果として、面積が以前のほぼ半分
に減ってしまった。これらの自然のシステムは、全体として、人口が多いこの地域において高潮に対する防
御の第一線の役割を果たしている。一部の生息地は回復すると予想されるが、それは、失われた大きさに比
べると最小限に留まる可能性が高い。シャンデルア諸島は、渡りを行う水鳥と新熱帯の鳥類の重要な越冬地
の役割を果たしている。例えば、北アメリカの多数のアメリカホシハジロは、シャンデルア諸島の風下側で
守られている海草の地下茎を餌にしている（Michot, 2000）。歴史的にみると、この地域の商業漁業の漁獲量
は米国内ではアラスカに次いで 2位である。その高い生産性は、広い沿岸湿地とミシシッピ川デルタに守ら
れた河口域によるものである。ハリケーン・カトリーナによって 1,800人以上が命を落とし（Graumann et al., 

2005）、経済的損失は 1,000億米ドル以上に達した（NOAA, 2007）。ルイジアナ州とミシシッピ州の沿岸に沿っ
て存在していた約 30万戸の住宅と 1,000以上の史跡や文化遺産が破壊された（また、石油の生産と精製の能
力が失われたことが、世界の石油価格の短期的上昇をもたらした）。カトリーナ以降、デルタの管理方法に
対する大幅な変更が唱えられている。最も注目すべきなのは、人工堤防が貴重な土砂を水路で海の深い部分
に運んでいる「鳥趾状デルタ（bird-foot delta）」の放棄である（EFGC, 2006; NRC, 2006）。その提案の目的は、
大規模なデルタ形成プロセスを復活させ、それによって生態系サービスを長期的に持続させることである。
ハリケーン・カトリーナについては、Box 7.4（第 7章）および第 14章でさらに考察されている。

New Orleans Area：ニューオリンズ区域
Chandeleur Islans：シャンデルア諸島
Landsat 5 Satellite Imagery：ランドサット 5 衛星画像

図 6.7　シャンデルア諸島を含むミシシッピデルタ。赤色は、カトリーナのときに開水面に変わってしまっ
た場所である。ルイジアナ州の索引地図に描かれている黄色い線は、右側がカトリーナ、左側がリタが辿っ
た進路である（図の出典：米国地質調査所、Barras, 2006を修正）。
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Box 6.4. Hurricane Katrina and coastal ecosystem services in the Mississippi delta

Whereas an individual hurricane event cannot be attributed to climate change, it can serve to illustrate the consequences for
ecosystem services if the intensity and/or frequency of such events were to increase in the future. One result of Hurricane Katrina,
which made landfall in coastal Louisiana on 29th August 2005, was the loss of 388 km2 of coastal wetlands, levees and islands that
flank NewOrleans in the Mississippi River deltaic plain (Barras, 2006) (Figure 6.7). (Hurricane Rita, which struck in September 2005,
had relatively minor effects on this part of the Louisiana coast which are included in this estimate.) The Chandeleur Islands, which
lie south-east of the city, were reduced to roughly half of their former extent as a direct result of Hurricane Katrina. Collectively, these
natural systems serve as the first line of defence against storm surge in this highly populated region. While some habitat recovery
is expected, it is likely to be minimal compared to the scale of the losses. The Chandeleur Islands serve as an important wintering
ground for migratory waterfowl and neo-tropical birds; a large population of North American redhead ducks, for example, feed on
the rhizomes of sheltered sea grasses leeward of the Chandeleur Islands (Michot, 2000). Historically the region has ranked second
only to Alaska in U.S. commercial fisheries production, and this high productivity has been attributed to the extent of coastal
marshes and sheltered estuaries of the Mississippi River delta. Over 1800 people lost their lives (Graumann et al., 2005) during
Hurricane Katrina and the economic losses totalled more than US$100 billion (NOAA, 2007). Roughly 300,000 homes and over 1,000
historical and cultural sites were destroyed along the Louisiana and Mississippi coasts (the loss of oil production and refinery
capacity helped to raise global oil prices in the short term). Post-Katrina, somemajor changes to the delta’s management are being
advocated, most notably abandonment of the “bird-foot delta” where artificial levees channel valuable sediments into deep water
(EFGC, 2006; NRC, 2006). The aim is to restore large-scale delta building processes and hence sustain the ecosystem services in
the long term. Hurricane Katrina is further discussed in Box 7.4 (Chapter 7) and Chapter 14.

Figure 6.7. The Mississippi delta, including the Chandeleur Islands. Areas in red were converted to open water during the hurricane. Yellow
lines on index map of Louisiana show tracks of Hurricane Katrina on right and Hurricane Rita on left. (Figure source: U.S. Geological Survey,
modified from Barras, 2006.)
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表 6.5　1990年および 2080年代における沿岸氾濫原＊の人口の推定値（単位は百万人）（Nicholls, 2004による）。均一の人口増
加を想定しているが、沿岸方向への正味の移住により、これらの数値は大幅に増加しうる。

地域 1990 年
（基準）

SRES シナリオ（および海面上昇のシナリオ（m））
A1FI

（0.34）
A2

（0.28）
B1

（0.22）
B2

（0.25）
オーストラリア 1 1 2 1 1

ヨーロッパ 25 30 35 29 27

アジア 132 185 376 180 247

北アメリカ 12 23 28 22 18

ラテンアメリカ 9 17 35 16 20

アフリカ 19 58 86 56 86

世界 197 313 561 304 399

*1,000年に 1度の洪水の水位よりも低い地域。

**防護の水準は一人当たりの GDPの増加とともに改善する。しかし、海面上昇については追加的な適応はない。 

表 6.6　海面上昇による沿岸洪水の犠牲者の年平均人数の推定（単位は百万人）（Nicholls, 2004に基づく）。熱帯低気圧の強度
と徐々に進歩させていく防護には変化がないと仮定＊＊。範囲は表 6.1に報告されている人口増加を反映している。Base＝海面
上昇なしの基準線、aSLR＝海面上昇による追加の影響。

地域 ケース 年代、SRES の社会経済シナリオ（および海面上昇のシナリオ（m））
2020 年代 2050 年代 2080 年代

A1FI
（0.05）

A2
（0.05）

B1
（0.05）

B2
（0.06）

A1FI
（0.16）

A2
（0.14）

B1
（0.13）

B2
（0.14）

A1FI
（0.34）

A2
（0.28）

B1
（0.22）

B2
（0.25）

オースト
ラリア

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヨー
ロッパ

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

アジア
Base 9/12 14/20 12/17 9/13 0 15/24 2 1/2 0 11/18 0 0/1

aSLR 0 0 0 0 0 1/2 0 0 1 4/7 0 0/1

北アメ
リカ

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ラテン
アメリカ

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0/1 0 0

アフリカ
Base 1 2/4 1 3/4 0 1/2 0 1/2 0 0/1 0 0

aSLR 0 0 0 0 0 1 0 0/1 2/5 4/7 1 2/4

世界
合計

Base 10/14 17/24 13/18 12/17 0/1 16/26 2 3/4 0 11/19 0 1

aSLR 0 0 0 0 0 2/3 0 0/1 6/10 9/15 2/3 3/5
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図 6.8　海面上昇、SRESの社会経済的なシナリオ、および防護対応に基づいて推定された、2080年代に洪水に見舞われると
予想される沿岸地域の人々の数。（Nicholls and Lowe, 2006; Nicholls and Tol, 2006に基づく）。

表 6.7　沿岸地域の気候変動と海面上昇が健康に与える影響。

Table 6.6 shows estimates of coastal flooding due to storm surge,
taking into account one adaptation assumption. Asia and Africa
experience the largest impacts: without sea-level rise, coastal
flooding is projected to diminish as a problem under the SRES
scenarios while, with sea-level rise, the coastal flood problem is
growing by the 2080s, most especially under the A2 scenario.
Increased storm intensity would exacerbate these impacts, as would
larger rises in sea level, including due to human-induced subsidence
(Nicholls, 2004). Figure 6.8 shows the numbers of people flooded
in the 2080s as a function of sea-level rise, and variable assumptions
on adaptation. Flood impacts vary with sea-level rise scenario,
socio-economic situation and adaptation assumptions. Assuming
that there will be no defence upgrade has a dramatic impact on the
result, with more than 100million people flooded per year above a
40 cm rise for all SRES scenarios. Upgraded defences reduce the
impacts substantially: the greater the upgrade the lower the impacts.
This stresses the importance of understanding the effectiveness and
timing of adaptation (Section 6.6).

6.4.2.4 Human health
Coastal communities, particularly in low income countries,

are vulnerable to a range of health effects due to climate
variability and long-term climate change, particularly extreme
weather and climate events (such as cyclones, floods and
droughts) as summarised in Table 6.7.
The potential impacts of climate change on populations

in coastal regions will be determined by the future health
status of the population, its capacity to cope with climate
hazards and control infectious diseases, and other public
health measures. Coastal communities that rely on marine
resources for food, in terms of both supply and maintaining
food quality (food safety), are vulnerable to climate-related
impacts, in both health and economic terms. Marine
ecological processes linked to temperature changes also play
a role in determining human health risks, such as from
cholera, and other enteric pathogens (Vibrio
parahaemolyticus), HABs, and shellfish and reef fish
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Region 1990
(baseline)

SRES scenarios (and sea-level rise
scenario in metres)

A1FI
(0.34)

A2
(0.28)

B1
(0.22)

B2
(0.25)

Australia 1 1 2 1 1

Europe 25 30 35 29 27

Asia 132 185 376 180 247

North
America

12 23 28 22 18

Latin
America

9 17 35 16 20

Africa 19 58 86 56 86

Global 197 313 561 304 399

Table 6.5. Estimates of the population (in millions) of the coastal flood
plain* in 1990 and the 2080s (following Nicholls, 2004). Assumes
uniform population growth; net coastward migration could
substantially increase these numbers.

* Area below the 1 in 1,000 year flood level.

Region Case Timelines, SRES socio-economic (and sea-level rise scenarios in metres)
2020s 2050s 2080s

A1FI
(0.05)

A2
(0.05)

B1
(0.05)

B2
(0.06)

A1FI
(0.16)

A2
(0.14)

B1
(0.13)

B2
(0.14)

A1FI
(0.34)

A2
(0.28)

B1
(0.22)

B2
(0.25)

Australia Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Europe Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Asia Base 9/12 14/20 12/17 9/13 0 15/24 2 1/2 0 11/18 0 0/1
aSLR 0 0 0 0 0 1/2 0 0 1 4/7 0 0/1

North
America

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Latin
America

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aSLR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0/1 0 0

Africa Base 1 2/4 1 3/4 0 1/2 0 1/2 0 0/1 0 0
aSLR 0 0 0 0 0 1 0 0/1 2/5 4/7 1 2/4

Global
Total

Base 10/14 17/24 13/18 12/17 0/1 16/26 2 3/4 0 11/19 0 1
aSLR 0 0 0 0 0 2/3 0 0/1 6/10 9/15 2/3 3/5

Table 6.6. Estimates of the average annual number of coastal flood victims (in millions) due to sea-level rise (following Nicholls, 2004). Assumes no
change in storm intensity and evolving protection**. Range reflects population growth as reported in Table 6.1. Base= baseline without sea-level
rise; aSLR = additional impacts due to sea-level rise.

** Protection standards improve as GDP per capita increases, but there is no additional adaptation for sea-level rise.

Figure 6.8. Estimates of people flooded in coastal areas due to sea-
level rise, SRES socio-economic scenario and protection response in
the 2080s (following Nicholls and Lowe, 2006; Nicholls and Tol, 2006)

①
②

③

①現在のままの防護
②徐々に進歩させていく防護
③強化された防護
横軸：海面上昇（ｍ）
縦軸：年間に洪水に見舞われる人の数（百万人 / 年）

曝露／危険 健康に関する結末 出典
（壊滅的な）洪水 死亡（溺死、その他の原因）、負傷、（呼吸器、腸、

皮膚の）感染症、精神疾患、医療サービスの中
断および人口移動による影響。

6.4.2、6.5.2、8.2.2節；Box 6.4；
（Few and Matthies, 2006）

食料の質および／または供給の低下・減少
（農地の喪失、漁獲生産性の低下）。気候変
動が HABに与える影響。

食料の安全性：海洋のバクテリアの増殖、貝中
毒、魚中毒。栄養不良と微量栄養素の欠乏。

6.4.1.3、6.4.2.2、8.2.4節

塩性化、洪水、あるいは干ばつによる水質
の低下および／または飲料水へのアクセス
の低減。

下痢（ジアルジア、コレラ）、肝炎、腸熱。水を
介して伝染する病気。

6.4.2.1、7.5、8.2.5節

動物が媒介する病気の伝染強度あるいは分
布の変化。媒介動物の数の変化。

マラリアや、カが媒介するその他の感染症の変
化（媒介動物であるハマダラカの一部は汽水域
で繁殖する）。

8.2.8、16.4.5節

生計、人口移動、および潜在的な「環境難民」
に対する影響。

健康影響は十分には記述されていない。大規模
で急速な人口移動は健康に重大な影響をもたら
すだろう。

6.4.2.3節、および、健康に関
する限られた文献

表 6.8　沿岸地帯における社会的脆弱性の主要なホットスポット。

制御因子 本章における事例
適応に対する（経済的、制度的、環境的、技術的などの）重
大な障害が存在する沿岸地域

ベネツィア、アジアのメガデルタ、環礁と小島嶼、ニューオ
リンズ

地盤沈下や自然の防護物の減少などの、自然および人間によ
る複合的ストレスにさらされている沿岸地域

ミシシッピ、ナイルとアジアのメガデルタ、オランダ、地中
海地域、モルディヴ

気温上昇による悪影響を既に受けている沿岸地域 サンゴ礁、北極地方の海岸（米国、カナダ、ロシア）、南極半島
氾濫原の人口がきわめて多く、高潮の重大な危険にさらされ
ている沿岸地域

ベンガル湾、メキシコ湾／カリブ海地域、ラプラタ／パラナ
川デルタ、北海

気候変動によって淡水資源が減少する可能性が高い沿岸地域 西アフリカ、西オーストラリア、環礁と小島嶼
観光に大きな悪影響が発生する可能性が高い、経済が観光に
依存している沿岸地域

カリブ海地域、地中海地域、フロリダ、タイ、モルディヴ

内陸での移動範囲が制限されている、感度が高い沿岸システ
ム

多くの発達した河口沿岸域、海抜の低い小島嶼、バングラデ
シュ
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横軸：洪水高さ（ｍ）
縦軸：損害コスト（百万米ドル）

図 6.9　アルゼンチンのラプラタ川の洪水水位と不動産の損害コストの関係（Barros et al., 2006）。

damage costs related to flood levels. Post-event impacts on
coastal businesses, families and neighbourhoods, public and
private social institutions, natural resources, and the
environment generally go unrecognised in disaster cost
accounting (Heinz Center, 2000; Baxter, 2005). Finding an
accurate way to document these unreported or hidden costs is a
challenging problem that has received increasing attention in
recent years. For example, Heinz Center (2000) showed that
family roles and responsibilities after a disastrous coastal storm
undergo profound changes associated with household and
employment disruption, economic hardship, poor living
conditions, and the disruption of pubic services such as
education and preventive health care. Indirect costs imposed by
health problems (Section 6.4.2.4) result from damaged homes
and utilities, extreme temperatures, contaminated food, polluted
water, debris- and mud-borne bacteria, and mildew and mould.
Within the family, relationships after a disastrous climate-related
event can become so stressful that family desertion and divorce
may increase. Hence, accounting for the full range of costs is
difficult, though essential to the accurate assessment of climate-
related coastal hazards.
Tropical cyclones have major economic, social and

environmental consequences for coastal areas (Box 6.4). Up to
119 million people are on average exposed every year to tropical
cyclone hazard (UNDP, 2004). Worldwide, from 1980 to 2000, a
total of more than 250,000 deaths were associated with tropical
cyclones, of which 60% occurred in Bangladesh (this is less than
the 300,000 killed in Bangladesh in 1970 by a single cyclone).
The death toll has been reduced in the past decade due largely to
improvements in warnings and preparedness, wider public
awareness and a stronger sense of community responsibility
(ISDR, 2004). The most-exposed countries have densely
populated coastal areas, often comprising deltas and megadeltas
(China, India, the Philippines, Japan, Bangladesh) (UNDP, 2004).
In Cairns (Australia), cyclone experience and education may have
contributed synergistically to a change in risk perceptions and a
reduction in the vulnerability of residents to tropical cyclone and
storm surge hazards (Anderson-Berry, 2003). In Japan, the annual
number of tropical cyclones and typhoonsmaking landfall showed
no significant trend from 1950 to 2004, but the number of port-
related disasters decreased. This is attributed to increased

protection against such disasters. However, annual average
restoration expenditures over the period still amount to over
US$250 million (Hay and Mimura, 2006).
Between 1980 and 2005, the United States sustained 67

weather-related disasters, each with an overall damage cost of at
least US$1 billion. Coastal states in the south-east US
experienced the greatest number of such disasters. The total
costs including both insured and uninsured losses for the period,
adjusted to 2002, were over US$500 billion (NOAA, 2007).
There are differing views as to whether climatic factors have
contributed to the increasing frequency of major weather-related
disasters along the Atlantic and Gulf coasts of the USA (Pielke
Jr et al., 2005; Pielke and Landsea, 1998). But the most recent
reviews by Trenberth et al. (2007) and Meehl et al. (2007)
support the view that storm intensity has increased and this will
continue with global warming. Whichever view is correct, the
damage costs associated with these events are undisputedly high,
and will increase into the future.
Erosion of coasts (Section 6.4.1.1) is a costly problem under

present climatic conditions. About 20% of the European Union’s
coastline suffered serious erosion impacts in 2004, with the area
lost or seriously impacted estimated at 15 km2/yr. In 2001, annual
expenditure on coastline protection in Europe was an estimated
US$4 billion, up fromUS$3 billion in 1986 (Eurosion, 2004). The
high rates of erosion experienced by beach communities on
Delaware’s Atlantic coast (USA) are already requiring publicly
funded beach nourishment projects in order to sustain the area’s
attractiveness as a summer resort (Daniel, 2001). Along the east
coast of the United States and Canada, sea-level rise over the last
century has reduced the return period of extreme water levels,
exacerbating the damage to fixed structures from modern storms
compared to the same events a century ago (Zhang et al., 2000;
Forbes et al., 2004a). These and other studies have raised major
questions, including: (i) the feasibility, implications and
acceptability of shoreline retreat; (ii) the appropriate type of
shoreline protection (e.g., beach nourishment, hard protection or
other typically expensive responses) in situations where rates of
shoreline retreat are increasing; (iii) doubts as to the longer-term
sustainability of such interventions; and (iv) whether insurance
provided by the public and private sectors encourages people to
build, and rebuild, in vulnerable areas.

6.5.3 Socio-economic consequences of climate
change

Substantial progress has been made in evaluating the socio-
economic consequences of climate change, including changes
in variability and extremes. In general, the results show that
socio-economic costs will likely escalate as a result of climate
change, as already shown for the broader impacts (Section 6.4).
Most immediately, this will reflect increases in variability and
extreme events and only in the longer term will costs (in the
widest sense) be dominated by trends in average conditions,
such as mean sea-level rise (van Aalst, 2006). The impacts of
such changes in climate and sea level are overwhelmingly
adverse. But benefits have also been identified, including
reduced cold-water mortalities of many valuable fish and
shellfish species (see Chapter 15, Section 15.4.3.2),
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Figure 6.9. Real estate damage costs related to flood levels for the Rio
de la Plata, Argentina (Barros et al., 2006).

opportunities for increased use of fishing vessels and coastal
shipping facilities (see Chapter 15, Section 15.4.3.3), expansion
of areas suitable for aquaculture (see Chapter 5, Section 5.4.6.1),
reduced hull strengthening and icebreaking costs, and the
opening of new ocean routes due to reduced sea ice. Countries
with large land areas generally benefit from competitive
advantage effects (Bosello et al., 2004).
In the absence of an improvement to protection, coastal

flooding could grow tenfold or more by the 2080s, to affect more
than 100 million people/yr, due to sea-level rise alone (Figure
6.8). Figure 6.10 shows the consequences and total costs of a
rise in sea level for developing and developed countries, and
globally. This analysis assumes protection is implemented based
on benefit-cost analysis, so the impacts are more consistent with
enhanced protection in Figure 6.8, and investment is required
for the protection. The consequences of sea-level rise will be far
greater for developing countries, and protection costs will be
higher, relative to those for developed countries.

Such global assessments are complemented by numerous
regional, national and more detailed studies. The number of
people in Europe subject to coastal erosion or flood risk in 2020
may exceed 158,000, while half of Europe’s coastal wetlands
are expected to disappear as a result of sea-level rise (Eurosion,
2004). In Thailand, loss of land due to a sea-level rise of 50 cm
and 100 cm could decrease national GDP by 0.36% and 0.69%
(US$300 to 600 million) per year, respectively; due to location
and other factors, the manufacturing sector in Bangkok could
suffer the greatest damage, amounting to about 61% and 38%
of the total damage, respectively (Ohno, 2001). The annual cost
of protecting Singapore’s coast is estimated to be between
US$0.3 and 5.7 million by 2050 and between US$0.9 and 16.8
million by 2100 (Ng and Mendelsohn, 2005). In the cities of
Alexandria, Rosetta and Port Said on the Nile delta coast of
Egypt, a sea-level rise of 50 cm could result in over 2 million
people abandoning their homes, the loss of 214,000 jobs and the
loss of land valued at over US$35 billion (El-Raey, 1997).
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Figure 6.10. Causes, selected consequences (dryland and wetland loss, people displaced) and the total costs of an assumed sea-level rise, for
developing and developed countries, and as a global total (based on Tol, 2007).
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②全球海面上昇、IS92a シナリオ
③開発途上国、④先進国、⑤世界

 
 

図 6.10　想定されている海面上昇の原因、いくつかの結果（陸地と湿地の喪失、人々の移転）、およびそれがもたらす総コスト。
開発途上国、先進国、世界全体の別に表示（Tol, 2007に基づく）。

（１）横軸：西暦
　　  縦軸：海面水位（m）
　

（２）凡例： －陸地の喪失
　　　　　  －湿地の喪失
　　　　　  －転移人口
　　  横軸：西暦
　　  縦軸：面積（1,000 平方 km）

（３）凡例： －土地の喪失
　　　　　  －防護のコスト
　　  横軸：西暦
　　  縦軸：米ドル（10 億）
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Box 6.5　最近の極端現象－気候変動に対する沿岸域の適応のための教訓

沿岸システムに重大な影響を与えた最近の気候関連および非気候関連の極端現象は、気候変動への適応につ
いての重要なメッセージを提供している。ハリケーンやサイクロンによる影響（例えば、クック諸島（Ingram, 

2005）; カトリーナ（US Government, 2006）; オーストラリア（Williams et al., 2007））、洪水による影響（例えば、
ムンバイ（Wisner, 2006））、およびボクシングデー（12月 26日）のスマトラ津波（UNEP, 2005; UNOCHA, 

2005）に関する科学文献と政府の報告には以下の事項が含まれている。

 ● 効果的な早期警戒・対応システムを確立すれば、死者や破壊を低減することが可能である。
 ●  危険の認識についての教育、および危険についての個人的な経験は、コミュニティの脆弱性の低減に寄与
する重要な要素である。

 ●  多くの要素が、差し迫っている災害から人々が逃れる能力あるいは意欲を低下させる。例えば、警戒時間、
アクセスと脱出のルート、そして、財産、ペット、所有物を守る必要性に対する認識などである。

 ●  沿岸の地形（サンゴ礁、バリアー島）と湿地の生態系（マングローブ、沼地）は、高潮や洪水に対する自
然の防護の第一線を提供しているが、それらが破壊をどの程度低減するかについては見解が分かれる。

 ● 繰り返し発生する事象は、自然および人工の防護機能の回復力を減少させる。
 ● 極端現象が発生した後は、喪失や精神衛生に関する新たなトラウマが生じる。
 ● 調整されない、また規制が乏しい建設が、脆弱性を増加させた。
 ● 効果的な災害の防止および対応は、強力なガバナンスや制度、ならびに公衆の十分な備えに依存している。

表 6.9　沿岸地帯で適応がうまくいくこと対する主な障害。

障害 例を示す文献 節
地形の移動の動態予測の欠如 Pethick, 2001 6.6.1.2

海岸線の防護策が不十分あるいは不適切 Finkl, 2002 6.6.1.4

データの交換・統合が、異なる情報管理システムによって阻害されていること Hale et al., 2003 6.6.1.3

沿岸管理者に関係のある主要な指標と閾値の定義が欠如していること Rice, 2003 6.6.1.2

沿岸の状態と適切な管理策についての知識が不十分であること Kay and Adler, 2005 6.6.1.3

沿岸の主要な記述を行うための長期的なデータが欠如していること Hall, 2002 6.6.1.2

制度的な取り決めが断片的で効果がなく、ガバナンスが弱いこと Moser, 2000 6.6.1.3

変化に対する社会的な抵抗があること Tompkins et al., 2005a 6.6.3
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表 6.10　沿岸域での適応評価と介入を支援するいくつかのツール。

図 6.11　計画的な沿岸適応実践の進化。

ツールの記述 いくつかの例
海面上昇に対する脆弱性の指標 Thieler and Hammar-Klose, 2000; Kokot et al., 2004

知見の管理と適応評価のための統合的なモデルと枠組み Warrick et al., 2005; Dinas-Coast Consortium, 2006; Schmidt-
Thomé, 2006

意思決定を支援する地理情報システム Green and King, 2002; Bartlett and Smith, 2005

シナリオ－将来についての考察と決定を助けるためのツール DTI, 2002; Ledoux and Turner, 2002

コミュニティの脆弱性を評価するツール NOAA Coastal Service Center, 1999; Flak et al., 2002

洪水・沿岸防護およびその他の対応のための洪水シミュレー
ター

Discovery Software, 2006; Box 6.2

災害の社会経済的および環境的な影響の推定 ECLAC, 2003

ICZMプロセスの持続可能性－採点表 Milne et al., 2003

環境の金銭的な経済評価 Ledoux et al., 2001; Ohno, 2001

極端現象の再現期間の評価とマッピング Bernier et al., 2007

脆弱性と適応を評価するための手法とツール UNFCCC, 2005

Klein et al. (2001) describe three trends: (i) growing
recognition of the benefits of ‘soft’ protection and of ‘retreat and
accommodate’ strategies; (ii) an increasing reliance on
technologies to develop and manage information; and (iii) an
enhanced awareness of the need for coastal adaptation to reflect
local natural and socio-economic conditions. The decision as to
which adaptation option is chosen is likely to be largely
influenced by local socio-economic considerations (Knogge et
al., 2004; Persson et al., 2006). It is also important to consider
adaptation measures that reduce the direct threats to the survival
of coastal ecosystems. These include marine protected areas and
‘no take’ reserves. Moser (2000) identified several factors that
prompted local communities to act against coastal erosion. These
included: (i) threats of or actual litigation; (ii) frustration among
local officials regarding lack of clarity in local regulations,
resulting in confusion as well as exposure to litigation; and (iii)
concern over soaring numbers of applications for shoreline-
hardening structures, since these are perceived to have negative,
often external, environmental impacts. The particular adaptation
strategy adopted depends on many factors, including the value
of the land or infrastructure under threat, the available financial
and economic resources, political and cultural values, the local
application of coastal management policies, and the ability to
understand and implement adaptation options (Yohe, 2000).

6.6.2 Costs and benefits of adaptation

The body of information on costs of adaptation has increased
dramatically since the TAR, covering the range from specific
interventions to global aggregations. Most analyses quantify the
costs of responses to the more certain and specific effects of sea-
level rise. Selected indicative and comparative costs of coastal
adaptation measures are presented in Table 6.11. They reveal a
wide range in adaptation costs. But in most populated areas such
interventions have costs lower than damage costs, even when
just considering property losses (Tol, 2002, 2007). Climate
change affects the structural stability and performance of coastal

defence structures and hence significantly raises the costs of
building new structures (Burgess and Townend, 2004) or
upgrading existing structures (Townend and Burgess, 2004).
Financial cost is not the only criterion on which adaptation
should be judged – local conditions and circumstances might
result in a more expensive option being favoured, especially
where multiple benefits result.

6.6.3 Limits and trade-offs in adaptation

Recent studies suggest that there are limits to the extent to
which natural and human coastal systems can adapt even to the
more immediate changes in climate variability and extreme
events, including in more developed countries (Moser, 2005;
Box 6.6). For example, without either adaptation or mitigation,
the impacts of sea-level rise and other climate change such as
more intense storms (Section 6.3.2) will be substantial,
suggesting that some coastal low-lying areas, including atolls,
may become unviable by 2100 (Barnett and Adger, 2003;
Nicholls, 2004), with widespread impacts in many other areas.
This may be reinforced by risk perception and disinvestment
from these vulnerable areas. Adaptation could reduce impacts
by a factor of 10 to 100 (Hall et al., 2006; Tol, 2007) and, apart
from some small island nations, this appears to come at a minor
cost compared to the damage avoided (Nicholls and Tol, 2006).
However, the analysis is idealised, and while adaptation is likely
to be widespread, it remains less clear if coastal societies can
fully realise this potential for adaptation (see Box 6.6).

Adaptation for present climate risks is often inadequate and
the ability to manage further increases in climate-related risks
is frequently lacking. Moreover, increases in coastal
development and population will magnify the risks of coastal
flooding and other hazards (Section 6.2.2; Pielke Jr et al., 2005).
Most measures to compensate and control the salinisation of
coastal aquifers are expensive and laborious (Essink, 2001).
Frequent floods impose enormous constraints on development.
For example, Bangladesh has struggled to put sizeable
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Figure 6.11. Evolution of planned coastal adaptation practices.

沿岸での適応
（IPCC CZMS,1990）

適応の目的
（Klein and Tol,1997）

適応の反応
（Cooper et al., 2002; Defra, 2001

に基づく）

事例

海岸線の前進 土地の獲得；埋立による河口の
閉鎖

保護 強固さの強化 海岸線の維持 堤防；養浜
順応 柔軟性の強化 「洪水に強い」建物

深水位適応型農業システム
海岸線の後退 管理の再調整

後退 適応性の強化 限定的な介入 その場限りの護岸
介入なし 監視のみ

不適応トレンドの逆転 持続可能な適応 湿地の回復
意識と備えの改善 コミュニティを重視した適応 洪水ハザードマップの作成；洪

水警戒
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表 6.11　適応のコストと便益に関するいくつかの情報。

海面が 1m 上昇したときの最適の（便益－コスト）沿岸防護コストと、移住しなければならない人々の数（Tol, 2002）（図 6.11
も参照）。
地域 防護コスト（109 米ドル） 移住する人々の数（106）
アフリカ 92 2.74

ヨーロッパの OECD諸国 136 0.22

全世界 955 8.61

イングランドとウェールズにおける沿岸防護のための建設費（平均総コスト、米ドル /km）（Evans et al., 2004a）。

土手 970,000           排水溝 3,500,000

防護された堤防 4,700,000 護岸  4,700,000

砂丘（補充を除く） 93,000 防砂堤、防波堤（砂利浜）     9,000,000

米国における 1m の海面上昇に対する防護コスト（米ドル /km）（Neumann et al., 2000）。
土手や堤防  450,000～ 2,400,000 護岸、遮断壁の建設 450,000～ 12,000,000

ニュージーランドにおけるいくつかの沿岸管理オプションの資本コスト（米ドル /km）（Jenks et al., 2005）。
コミュニティ参加を伴う砂丘の再補充（維持費は最小）　           6,000～ 24,000

教育プログラムを含む砂丘の回復（維持費は最小）　　  　                     15,000～ 35,000

砂丘の再形成と再補充（維持費は最小）　　　　 　                            50,000～ 300,000

護岸と擁壁（維持費は高い : 20～ 40年ごとに全面再建）　　                      900,000～ 1,300,000

中国の珠江デルタにおける 65cm の海面上昇による直接的な被害、およびそれに対する適応コストと便益（Hay and 
Mimura, 2005）。
潮位　　　　　          　        被害額（10億米ドル） コスト（10億米ドル） 便益（10億米ドル）
記録された最高水位 5.2 0.4  4.8

100年に 1度の高水位 4.8 0.4 4.4
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Box 6.6　長期的な海面上昇の影響（2100 年以降）

海洋の温暖化の時間スケールは、地上気温の上昇の時間スケールに比べると非常に長い。その結果、熱膨張
による海面上昇は、気候強制力が安定化したとしても、数世紀の間大きな速度で継続すると予想される（Meehl 

et al., 2005; Wigley, 2005）。今日の全球平均気温より 1.1から 3.8℃高い、継続的な全球気温の上昇によって起
こるグリーンランドの氷の不可逆的な融解とともに、陸上の小規模な氷河や、おそらくグリーンランドと西
南極の氷床の退氷が、海面のさらに大幅な上昇をもたらすだろう。それは、例えば A1Bのシナリオのもとで
は、2100年までに起きる可能性が高い（Meehl et al., 2007）。非常に長い期間（数世紀あるいはそれ以上）に
ではあるが、10 m以上の海面上昇が起きる可能性もあり、それは「海面上昇へのコミットメント」と呼ばれ
ている。今日の社会経済的状況に基づくだけでも、これらの変化への曝露の可能性は、地域的にも世界的に
も大きく（表 6.12）、かつ増大している（6.3.1節）。従って、長期的な海面上昇と、今日の人間による開発パ
ターンや沿岸域への移住との間には、対立的な状況が存在している（Nicholls et al., 2006）。

海面上昇の速度は不確かであり、大幅な上昇（＞ 0.6 m～ 0.7 m/世紀）は依然として低い確率／高い影
響リスクにある（Meehl et al., 2007）。任意に 2 m/世紀としたシナリオの場合であっても、大半の先進地
域では防護が経済的に最適の対応になることを示唆する解析もある（Anthoff et al., 2006）。しかし、影
響の可能性を増大させつつ海面上昇は 2100年以降も継続するだろう（Nicholls and Lowe, 2006）。さら
に、適応活動にはいくつかの制約が存在する可能性があるが、それについてはほとんど理解されてい
ない（6.4.3節 ; Nicholls and Tol, 2006; Tol et al., 2006）。このことは、「線を維持する」か「線から撤退す
る」かの適応政策の含意について、長期にわたる問いを提起している。より一般的にいうと、沿岸空間
計画に対する最適なアプローチは何かということである。海岸線の管理においては、21世紀のための
それらの問題に対する検討を開始しているが（Eurosion, 2004; Defra, 2006）、海面上昇の時間スケールは
長いので、空間計画を含む沿岸管理においては、とりわけ原子力発電所のような寿命の長いインフラに
ついては、海面上昇と気候変動への適応についての長期的な視点を持つ必要があることが示唆される。

表 6.12　標高および 1995年を基準とする社会経済的状況の関数としての地域的曝露の指標となる推定値。
MERは市場為替レート（Anthoff et al., 2006による）。

地域
要素と平均高潮位からの標高ごとの曝露される規模

陸域面積（km2） 人口（百万人） GDP MER（10 億 US ドル）
1m 5m 10m 1m 5m 10m 1m 5m 10m

アフリカ 118 183 271 8 14 22 6 11 19

アジア 875 1,548 2,342 108 200 294 453 843 1,185

オーストラ
リア 135 198 267 2 3 4 38 51 67

ヨーロッパ 139 230 331 14 21 30 305 470 635

ラテンアメ
リカ 317 509 676 10 17 25 39 71 103

北アメリカ 640 1,000 1,335 4 14 22 103 358 561

世界
（合計） 2,223 3,667 5,223 145 268 397 944 1,802 2,570
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【第 6章　訳注】

【訳注 6-1】 原文の英語は sediment。本章では、河川などで運ばれる鉱物粒子を指す場合は「土砂」、土砂が既に
沈殿堆積しているものを指す場合は「堆積物」と訳した。

【訳注 6-2】原文の英語は barrier islands。海面上にみられる砂洲で、海岸線にほぼ平行な細長い堆積地形のこと。

【訳注 6-3】原文の英語は beach nourishment。外部から砂を持ち込んで海浜を回復・増大させること。

【訳注 6-4】原文の英語は Beach, rocky shoreline and cliffed coasts。
海浜（beach）は、未固結堆積物から構成されている海岸。
岩磯（rocky shoreline）は、数メートル程度の岩塊が堆積しているところ。
荒磯（cliffed coast）は、海食崖が海に直接臨み岩礁の多いところ。

【訳注 6-5】原文の英語は beach-ridge plains。いくつかの浜堤が連続して生じた平地で、海浜平野ともいう。

【訳注 6-6】 サンゴ礁の衰退の原因として、草食性の魚を乱獲することにより、藻類が増加し、結果的にサンゴ
が減少することが報告されている。

【訳注 6-7】原文の英語は detritus。生物体の破片、死骸、排出物ならびにそれらの分解生成物のこと。

【訳注 6-8】地図中のセブー（Sebou）とムルイヤ（Moulouya）の位置は逆である。
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