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概要

産業、居住、社会の気候変動に対する脆弱性は、漸進
的な気候変動よりも、主に極端な気象現象に関係して
いる。（確信度が非常に高い）
平均気温上昇などの漸進的気候変動の重大性は、主に
極端現象の強度と頻度の変化にある。ただし、漸進
的な変化はまた、インフラの能力におけるように、そ
れを越えると影響が重大になる閾値を伴いうる［7.2, 

7.4］。

主要な極端現象や閾値を別として、産業、居住、社会
の持続可能性に対するストレスの検討において、気候
変動が主な要因となることはほとんどない（確信度が
非常に高い）。
気候変動（プラスまたはマイナス）の重大性は、変化
とストレスに関するほかの非気候要因との相互作用
にあり、気候変動の影響は、このような複数の要因の
ある状況を踏まえて検討されるべきである［7.1.3, 7.2, 

7.4］。

気候変動に対する脆弱性は、地理的および分野、社会
ごとの固有の状況に相当左右される（確信度が非常に
高い）。
これらの状況は、大規模な（集計的な）モデルや見積
りでは信頼できる推定がなされない［7.2, 7.4］。

気候変動に対する産業、インフラ、居住、社会の脆弱
性は、一般に、一部のハイリスクの場所、特に沿岸域
と河川域や、経済が、農・林業、水需要、観光などの
ように気候感度の高い資源と密接に関連している地域
において大きい。このような脆弱性は局地的になる傾
向があるが、広範であり拡大していることも多い（確
信度が高い）。
例えば、しばしば比較的リスクの高い地域にある大半
の低・中所得国の急速な都市化は、危険にさらされる
経済と人口の割合を増大させている［7.3, 7.4, 7.5］。

気候変動によって極端な気象現象がより強くおよび／
またはより頻繁になるところでは、それらの事象によ
る社会経済コストは増加する（確信度が高い）。
これまでの経験は、主な事象のコストが、非常に大き
い経済力を持つ非常に広い地域における年間国内総生
産（GDP）および所得創出の数パーセントから、事象
の影響を受ける比較的狭い地域での 25％を超える割合

にまで及ぶことを示している。気候変動の影響は、広
範かつ複雑なつながりを通じて、直接影響を受ける地
域および分野からほかの地域や分野へと広がる ［7.4, 

7.5］。

貧困コミュニティ、特に比較的ハイリスクの地域に集
中しているコミュニティは、特に脆弱な可能性がある

（確信度が高い）。
このようなコミュニティは適応能力がさらに限定され
る傾向にあり、その土地の水や食料の供給など気候
の影響を受けやすい資源への依存度が高い［7.2, 7.4, 

5.4］。

産業、居住および社会は、財源等の資源へのアクセス
に加え、個人やコミュニティ、企業、地方自治体の力
量や能力に大きく依存するものの、多くの場合かなり
の適応能力を有する（確信度が非常に高い）。
しかし、比較的極端なまたは継続的な気候変動に見舞
われる場合は特に、その適応能力には限界がある［7.4.3, 

7.6］。

ほとんどの適応策は地域の状況を反映しているが、産
業や居住に関する適応戦略、および、程度は少ないも
のの社会に関する適応戦略は、行動の可能性や資源を
増大させる国や世界的なシステムとの結び付きによっ
て支援されうる（確信度が非常に高い）［7.6.6］。

7.1　はじめに

7.1.1　主要な問題

　気候変動と持続可能な開発は、産業、人間の居住、
社会におけるそれらの相互作用を通じて結び付いてい
る。炭素排出を形作る要因－経済成長、技術の変容、
人口統計学上の変化、ライフスタイル、統治機構など
－の多くは、さまざまな開発経路の下に横たわる要因
でもあり、工業国が炭素排出で最も高い比率を占める
理由をある程度説明している。この同じ動因は気候変
動が及ぼす影響とも関連し、気候変動に伴うストレス
に対処する財政的、制度的、またインフラ上の能力に
欠けるために、とりわけ開発途上国における特定の地
域や分野が気候変動に対してほかよりも脆弱である
理由をある程度説明している（O’Brien and Leichenko, 

2003）。居住と産業は、緩和と適応との結び付きの主
要な焦点になっていることが多い。例えば、効率的な
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建物は温暖化に対する防護＜施設＞として変化する気
候への適応に役立つが、この適応は、電力を使用した
冷却に伴うエネルギー使用量や温室効果ガス排出量の
増減をもたらす可能性がある（Hough, 2004）。そして、
社会は政府の民主的プロセスに基づく対応の鍵であ
る。
　産業、居住、人間社会は、環境条件の変動性に慣
れており、それが通常の経験の範囲内である場合に
は、さまざまな方法でそれに対する回復力を付けてき
た。しかし、環境の変化が通常の経験を超えて極端で
あったり永続的であったりすると、とりわけその変化
が不測のものであったり、変化への適応能力が限られ
ていた場合、脆弱性につながる可能性がある。そして、
IPCC第 3次評価報告書（IPCC, 2001）は、気候変動が
気象の極端現象の強度と頻度を増大させるだろうと報
告している。
　産業、居住、社会にとっての中心的問題は、気候変
動の影響が状況変化への通常の適応を超える対応を必
要とする可能性が高いかどうか、もし必要とするなら
ば、誰にとって、そしてどんな条件下なら、その対応
によって人々と人々の生活の仕方の持続可能性への重
大な影響を十分回避できる可能性が高いかということ
である。ハリケーン・カトリーナなどの近年の経験は、
この問題が、開発途上国同様、先進国にとっても突出
した問題であることを示唆している（図 7.1）。
　気候変動が産業、居住、社会に及ぼす影響の評価
では、少なくとも三つの点で規模が重要である。ま
ず、気候変動は、さまざまな空間的、時間的スケー
ルで作用する一連の複合的ストレスの一つであるこ
と。第二に、気候変動に敏感な居住地や産業分野が気
候変動にさらされる度合いもそれらの分布も、地理的
規模によって大きく異なること。資金源へのアクセス
など、適応能力に影響を及ぼす主要な社会的、経済的
条件も規模によって異なる。例えば、英国やノルウェ
ーなど、全国的規模で工業化の進んだ国はたいていの
種類の漸進的気候変動に対処できるが、さらに局地
的な違いに焦点を絞ると、ストレスと適応能力には
かなりのばらつきがあることがわかる（Environment 

Canada, 1997; Kates and Wilbanks, 2003; London Climate 

Change Partnership, 2004; O’Brien et al., 2004; Kirshen et 

al., 2006）。第三に、時間的スケールは、気候変動への
人間システムの適応能力を決定する重要な因子であ
る。例えば、通常、急速な変化の方が漸進的変化に比
べて多大な犠牲を払うことなく吸収するのは困難であ
る（7.4節；第 17章）。

7.1.2　本章の扱う範囲

　IPCC第 4次評価報告書の準備にあたって、本章で
は次の 5つの重要なシステムに特に注目することが要
求された。すなわち、産業、サービス、公益事業／イ
ンフラ、人間の居住、社会問題である。本報告書第 5

章では、食料、繊維、林産物部門への影響と適応、第
9章から 16章では世界の各地域における影響と適応を
取り上げている。
　第 7章のテーマである「産業、居住、社会」は明ら
かに非常に範囲が広い。産業とサービス、居住、財政・
社会問題など、本章の構成要素の多くは非常に雑多で
あるため、おのおのを別々の章で取り上げることもで
きる。しかしながら、本章では、気候変動からプラス
なりマイナスなりの影響を受ける可能性のある人間シ
ステムのこれらの構成要素すべての構造、機能、関係
に対して気候変動が及ぼす影響に関する文献をごく簡
単に要約し、評価する。
　本章では、（1）現在既にみられる脆弱性および潜在
的脆弱性と、気候変動が産業、サービス、インフラの
各部門、人間の居住、および人間社会に及ぼすプラス
またはマイナスの影響を特定し、（2）起こりうる影響
のコストに関する現在の知見を評価し、（3）考えられ
る適応対応を検討する。全体として、本章では、気候
変動の影響、適応潜在力、および脆弱性は、対象とな
る場所または分野の特徴と開発経路に関連した、背景
となる状況に固有だということを強調している。

7.1.3　背景にある人間システム

　人間システムには、社会的、経済的、制度的な構造
とプロセスが含まれる。産業、居住、社会に関係する
人間システムは多様で動的であり、暮らしをとおして
個々人のレベルで表現される。このシステムは、生存、
安全、福利、衡平性、進歩といった人間らしさの目的
を展開し、この目的に関して、天候や気候は便益やス
トレスの原因としては副次的なものだと考えられるこ
とが多い。より重要なのは、資金源の確保、制度的能力、
対立の可能性といった問題であり（Ocampo and Martin, 

2003; Thomas and Twyman, 2005）、急速な都市化、疾病、
テロリズムといったストレスである。気候変動が違い
を生じさせうるのはこのような種類の社会的背景との
複雑な相互作用の中であり、それは、複合的ストレス
を緩和させたり悪化させたりし、場合によっては複合
的なストレスを受けた人間システムに持続可能性の閾

産業、居住、および社会第 7 章
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値を越えさせてしまう（Wilbanks, 2003b）。
　たいていの場合、気候（従って気候変動）は主に三
つの方法で人間システムに影響を及ぼしている。まず、
それは、農業から観光まで、気候感度の高い幅広い人
間活動の背景を提供している。例えば、雨水によって
涵養された河川は灌漑や輸送を可能にし、景観を豊か
にしたり、損なったりする。第二に、気候は、人間の
生活と活動のために気候に支配された内部環境を維持
するコストに影響を及ぼし、明らかに、気温が上昇す
れば冷房コストが増加し、暖房コストが減少する。第
三に、気候は人間システムに対するほかの種類のスト
レスと相互作用し、そのストレスを軽減する場合もあ
れば、いっそう悪化させる場合もある。例えば、干ば
つは農村・都市間の人口移動を助長する可能性があり、
そのことは、人口増加と結び付いて都市のインフラと
社会経済的状況へのストレスを増大させる。こういっ
たつながりでは常に、負の影響だけでなく正の影響も
ありうるが、極端な気候現象やその他の突然の変化は、
人間システムに漸進的な変化よりも深刻な影響を及ぼ
す傾向がある。それは漸進的な変化よりも適応のため
の時間が少ないからである。ただし、漸進的な変化も
顕著な影響が現れる閾値に到達する場合がある。

7.1.4　IPCC第 3次評価報告書の結論

　IPCC第 2作業部会の第 3次評価報告書（TAR）に
は、人間の居住、エネルギー、産業に関する章（Scott 

et al., 2001）と、保険その他の金融サービスに関する
別の章（Vellinga et al., 2001）があった。第 4次評価報
告書では、TARのこの二つの章は本章の一部に対応し
ている。本章のかなりの部分は、これまでの IPCC報
告では直接取り上げられていなかったテーマ（例えば、
サービス、インフラ、社会問題）に充てられている。
　TARの最初の章（第 7章）は主に人間の居住への影
響の問題に充てられ、居住地域は、主として三つのこ
とをとおして気候変動の影響に対して脆弱であると結
論づけている。すなわち、投入資源の生産性の変化ま
たは財とサービスへの市場需要の変化の影響を受ける
経済分野、ある物理的インフラへの影響、気象および
極端現象が住民の健康に及ぼす影響である。また、脆
弱性は主に三つの要因の関数になる傾向があるとも結
論づけている。すなわち、場所（沿岸と河岸地域が最
もリスクが高い）、経済（天候と関連性のある分野に
依存している経済が最もリスクが高い）、大きさ（居
住地域が大きいほど統合したリスクは高くなるが、影

響の防止と適応の資源は増える）である。最も直接的
なリスクは、降雨強度の増大に起因する洪水と地滑り、
沿岸地域の海面上昇と高潮によりもたらされる。特定
のリスクの高い地域があるが、都市洪水は、排水イン
フラが不十分な居住地域ならどこでも問題になりえ、
中でも特に都市サービスや適応能力がない非公式な居
住地域で問題になる可能性がある。比較的リスクの高
い地域の急速な都市化は、人と資産を集中させ、一般
に、気候変動の影響に対する地球規模の、また地域的
な脆弱性を増大させるため、とりわけ懸念される。そ
の他の脆弱性としては 、影響に対する一般的な地域的
脆弱性（例えば極域など）、経済的多様化の欠如、脆
弱な都市インフラがある。
　気候変動が金融機関とリスクファイナンスに及ぼし
うる影響は、TARの別の章（第 8章）で取り上げられ
た。第 8章は、気候変動は異常災害リスク評価で保険
数理上の不確実性を高める可能性が高く、保険料上昇
の圧力をかけ、リスク担保範囲の縮小をまねきかねな
いと結論づけた。この章では、1980年代初め以降の気
象災害に起因する損害コストの大幅上昇を明らかにし
た。第 4次評価報告書（AR4）（第 1章を参照）で確認
されているように、これは、価値、曝露、脆弱性の増
大に加えて、大災害発生の増加を反映しているようで
ある。

7.2　現在の感度／脆弱性

　人間社会は、例えば住宅、店舗、仕事のための建物
内の気候（温度・湿度）を制御することによって、あ
るいは水路や河川の流れ、または海岸の形態を制御す
ることによって気象や気候への感度を低減することを
目指すことが多い。しかし、最近の気候変動性につい
ての経験は、少なくとも投資と技術開発が可能なレベ
ルでは、自然界の気候に関連した諸側面に対する人間
の制御には限界があることを気づかせる（Box 7.4を参
照）。
　事実、次のように、気候と気候変動に対する人間シ
ステムの感度の高さは随所にみられる：
1.環境の質はそのよい例である。気象と気候は大気と
水の汚染に影響を及ぼす可能性があり、極端現象が
起きると健康に有害な廃棄物にさらされる。健康に
悪影響を及ぼしうる都市地域の外気温とオゾン濃度
との相互作用（Hogrefe et al., 2004; 7.4.2.4節 ; 第8章）、
あるいはハリケーンによる洪水が健康への脅威に与
える影響（Marris, 2005）を考えてみるとよい。

産業、居住、および社会第 7 章
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2.産業や居住のための輸送や通信のシステム（例え
ば、水、食料供給、エネルギー、情報システム、廃
棄物処理）といった結合システムは、人間の福利を
支えるための生態系およびその他のサービスを配る
うえで重要であるが、洪水、地滑り、火災、暴風雨
などの気候に関連した極端現象の影響を被る可能性
がある。ドミニカ共和国で港と石油貯蔵施設に脅
威を与えた 1998年のハリケーン・ジョージ（REC, 

2004）や 2005年のハリケーン・カトリーナ（Box 

7.4、7.4.2.3節）の経験におけるように、橋や送電網
など、風雨にさらされているインフラは特に脆弱で
ある。

3. ほかの物的インフラも気象と気候の影響を受ける可
能性がある。例えば、建造物の外郭構造の劣化速度
は気象と関連があり、使用されている資材に左右さ
れる。建物は降雨パターンに関連した湛水の影響を
受ける。その他に、例えば、気温に関係した水やエ
ネルギーの需要のように、物的インフラへの需要に
も影響を受ける。

4. 社会システムもとりわけ極端現象に対して脆弱であ
る（例えば Box 7.1）。暴風雨と洪水は家庭やその他
の避難所にダメージを与え、社会ネットワークや暮
らしを維持するための手段を崩壊させる可能性があ
る。そこで、このような影響のリスクがあると、と
りわけ影響を受ける集団が政策決定に強い影響力を
持つ場合には、緊急時に備えた組織が形成される。
気候は、レクリエーションパターンを含めた生活の
質と複雑に関連し、気温と湿度の変化は保健医療の
課題と要求を変える可能性がある（第 8章）。例え
ば、2004年にアジアで自然災害の影響を受けた 1億
3,100万人のうち、97％が気象関連災害の影響を受
けたと推定されている。人口の多い沿岸・河川地域
および小島嶼国は特に重大なリスクにさらされてき
た（ADRC et al., 2005）。さらに、特に貧しい人々が
温度・湿度が制御された避難所を利用できない都市
地域で、気象・気候と社会的ストレスとの関係を示
唆している文献もある（例えば、1960年代における
米国での夏季の都市暴動を連想する「長く暑い夏」
という言葉。Arsenault, 1984 と Box 7.1も参照）。例
えば、開発途上国だけでなく先進国においても、飲
料水供給システムの能力が低いため、干ばつや人口
増加に直面したときに回復力が限られている、密接
に結び付いた都市システムのように、気候変動に対
する許容度が限られている場合もある。熱波や干ば
つに対するエネルギー生産の感度もこの例である

（Box 7.1、7.4.2.1節）。
5. 気候は、ある地域の経済生産と成長に比較優位性を
与える要因になる場合がある。気候は、農業および
繊維製品（第 5章）から観光名所まで、その地域の
経済生産とサービスのための資産に影響を及ぼして
いる。気候はまた、事務所、工場、倉庫用の建物の
温度・湿度制御コストなどの営業コストにも影響を
及ぼす。気候はある地域の経済パターンに影響を及
ぼすだけでなく、その地域の市場とライバルの競争
力にも影響を及ぼし、その結果その地方の雇用と一
人一人の生計の見通しにも影響を及ぼしうる。多く
の労働者は「限界状態」にあり、その生計は地域経
済に影響を及ぼす諸条件の変化に特に敏感に反応す
る可能性がある。

6. 気候が産業、居住、社会に及ぼす影響は、直接的な
場合もあれば、間接的な場合もある。例えば、気温
の上昇は都市地域における大気汚染物質の濃度に影
響し、そのことは住民が呼吸障害にさらされるリス
クを変え、保健医療システムに影響を及ぼす（第 8

章）。熱帯低気圧は、サンゴ礁、マングローブ、そ
の他の沿岸生態系への影響をとおして沿岸コミュニ
ティの暮らしと経済に影響を及ぼしうる（Adger et 

al., 2005a）。このような二次、三次、それ以上の高
次の間接的影響を見つけ出すこと、それも特に事前
に見つけ出すことが重要な課題である。

7. 一つの産業構造や住民の全体が等しく影響を経験す
るわけではない。一部の産業部門、乳幼児、高齢者、
貧困者は、その経済全般や住民全般よりも気候の影
響に対して脆弱である（Box 7.1、7.4.2.5節）。この
ような違いの中には地域的なものもあり、開発途上
の地域の方がより深刻で、発展プロセスと複雑に関
係している（ISDR, 2004）。

気候変動に対する現在の感度は本第 4次評価報告書の
第 1章に要約されているが、多くの場合、この感度は
ミレニアム開発目標（MDGs）に関連がある（気候変
動が産業、居住、社会に及ぼすと考えられる影響を背
景としたMDGsについての簡単な考察は、7.6節と第
20章を参照）。
　観光は、気候に対する感度を理解するために近年
多くの研究が実施されてきた経済分野の一例である
（Besancenot, 1989; Gomez-Martin, 2005）。しかし、気候
変動が重要視されるようになったのはごく最近のこと
である（Scott et al., 2005a, b）。例えば、旅行先は温暖
で陽光に満ちた環境を求めて決定されることが多い
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が、冬季の観光は雪や雪景色を期待して決定される（第
14章 14.4.7節、第 12章 12.4.9節、第 11章 11.4.9節）。
従って、観光は、気温、日照時間、降雨、湿度、暴風
雨の強度と頻度などと、その結果起きる、火災、洪水、
地滑り、海岸の侵食、病気の発生など、幅広い気候変
数に対して感度が高い（Matzarakis and de Frietas, 2001; 

Matzarakis et al., 2004）。

7.3　将来トレンドに関する想定

　起こりうる将来の社会経済的条件を決めることが、
気候変動に対する将来の脆弱性を理解し、新たなリス
クと機会に直面した場合の適応能力を評価するうえの
鍵である。シナリオとストーリーライン（筋書き）を
含む一連のツールを用いて将来の特徴描写が実施され
てきた（第 2章）。一部の気候感度の高い分野では脆
弱性と適応を調査するために特別の特徴描写が展開さ
れてきた（例えば Arnell et al., 2004; Nicholls, 2004）が、
産業、居住、社会に影響を及ぼしうる気候の影響に特
に関係する特徴描写はほとんど行われてこなかった。
このような特徴描写が実施された場合には（例えば
NACC, 2000; London Climate Change Partnership, 2004; 

Raskin et al., 2005）、それらは、排出シナリオに関する
IPCC特別報告書に組み込まれた見通しに共通の基礎
を置いている（SRES; Nakićenović and Swart, 2000; 第 2

章 2.4.6節も参照）。SRESシナリオの動因－人口、経
済成長、技術、ガバナンス－は、どれも産業、居住、
社会の発展と深い関連性がある。
　例えば、将来の状況を決める鍵の一つは人口とそ
の分布である。国連の最新の予測（すなわちポスト
SRES）によると、人口増加率が低下し続けても、世
界の総人口は大幅に増加し、総人口は 2030年に 87億
から 93億に達すると予想される（UN, 2004）。その半
分以上が都市中心部に居住し、事実上全員が居住地域
で生活し、多くは、仕事、福利、移動のために産業、
サービス、およびインフラに依存している。ほとんど
の人口増加は都市で起き、たいていは、特にアジアと
アフリカの開発途上国の都市地域である（表 7.1）。飛
躍的に成長する大都市もあるが、人口増加の大半は、
今でも世界人口の半分を占める人口 100万から 500万
の中規模都市と 50万未満の小規模都市で起きる（表
7.1、 UN-Habitat, 2003も参照）。
　資源へのアクセス、場所、制度面での能力など、適
応に適した開発の特徴は、それが主に都市的であり、
経済成長と資産へのアクセスの格差－拡大する傾向に

ある（例えば、世界で最も豊かな人々と最も貧しい人々
20％の所得格差は 1970から 2000年までに 32倍から
78倍になった : UN-Habitat, 2003）－によって決まる可
能性が高いことである。世界の都市人口の 3分の 1（9

億 2,390万）が「限界状態にある危険な土地に位置す
ることが多い、サービスの届かない過密なスラム」（す
なわち急な斜面、氾濫原、および工業地域）に居住し、
43%が開発途上国で暮らしていると推定されている
（UN-Habitat, 2003）。「断固とした具体的行動がとられ
なければ、今後 30年でスラム居住者総数はほぼ 20億
人に達する」と予想されている（UN-Habitat, 2003）。
　沿岸地域などのリスクにさらされがちな居住地域
は、気象に関連した災害の増加を被るだけでなく
（CRED, 2005）、特に開発途上国で、人口、都市地域、
および経済活動の大幅増加も予想される（第 6章）。
リスクにさらされる沿岸地域で人口と富が増大する
と、開発途上国でも先進国でも経済的社会的損害が大
きくなる可能性がある（Pielke et al., 2005; Box 7.4）。
　SRESおよび SRESから導き出されたシナリオの世
界経済成長予測（第 2章）には、人口予測以上の大幅
なばらつきがある。低成長シナリオ（A2および B2）
では、世界の GDPは 2020年までに倍増し、2100年ま
でに 10倍以上に増加する。高成長シナリオ（A1）では、
世界の GDPは 2020年までにほぼ 3倍になり、2100年
までに 25倍以上に増加する。どのシナリオでも、よ
り価値の高い資産と活動が気候リスクにさらされるよ
うになる可能性が高いが、対応するための経済的能力
も大幅に高まると考えられる。経済発展が適応能力の
中核をなすであろう（Toth and Wilbanks, 2004）。SRES

シナリオは、富める者と貧しい者との所得格差が増大
してきたこれまでの傾向とは異なり、各国の一人当た
り所得が収束すると仮定している。先進国の一人当
たり所得は 1900年には途上国の 16.1倍であったが、
SRESシナリオでは、この数値が 2020年には 8.4から
6.2の間に、2100年には 3.0から 1.5の間に縮小すると
想定している。相対的な所得格差の縮小は、気候に対
する脆弱性の認識と対応パターンに重要な影響を及ぼ
す可能性が高い。
　技術はダイナミックに変化する可能性があるため、
技術の取り扱いは全球シナリオの実際によって大き
く異なる。例えば、SRESシナリオ A1だけでも定性
的に異なる 3つの技術シナリオが開発された（A1FI, 

A1T および A1B）。全球シナリオとさらに規模を縮小
した各国、地域、分野別シナリオに対して、より幅広
い領域の技術的変化のシナリオを開発することができ
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る（例えば Berkhout and Hertin, 2002）。本章では、気
候への脆弱性とその対応がしばしば形づけられる地方
レベルと組織レベルではきわめて幅広い可能性がある
であろうこと、また本章で参照される知識ベースは将
来トレンドについての幅広い仮定を反映していること
を認識し、将来に向けた技術的変化の程度と方向につ
いては具体的仮定をしない。同様に、ガバナンスは、
さまざまなシナリオ群が異なる仮説を立てているテー
マである。SRESシナリオには、経済的、政治的、持
続可能性のガバナンスが地球規模で統合されたシステ
ムと、より細分化され、地域化されたシステムの両方
が含まれている。全球シナリオグループのシナリオセ
ットには、我々が知っている制度やガバナンスがわず
かな改革を加えられただけで存続するという特徴描写
が含まれている。「バーバリゼーション」シナリオは、
「絶対的貧困が増加し、貧富の差が…［そして］各国
政府が多国籍企業や世界市場の力に対して相対的に適
切さと力を失う」未来を想定している（Gallopin et al., 

1997）；「グレートトランジション」シナリオには、持
続可能な開発がガバナンスの組織化原理になるストー
リーライン（筋書き）が含まれている。本章では、ガ
バナンスの将来的パターンの性質についても具体的仮
定は立てていないが、制度面での能力が適応能力の中
核になることは認識している（7.6.5節、第 2章も参照）。

7.4　主要な将来的影響と脆弱性

　気候変動が産業、居住、社会にどのように影響しう
るかを予測する能力は、比較的小さい地理的、分野的
スケールでの気候変動自体についての不確実性と、気
候変動に関わりなく次世紀にわたる人間システムの
トレンドについての不確実性によって制限されている
（第 2章）。ある場合には、数十年間にわたる技術や制
度の変化といった社会経済的要因についての不確実性
が、大幅な気候変動がある場合の将来見通しと気候変
動が比較的小さい場合の将来見通しを比較できる可能
性を阻害している。従って、一般的な研究では、特に
長期的予測を行う場合、気候変動が発展していく経済
システムに及ぼす影響の予測よりも、気候変動の影響
に対する脆弱性（不安やストレス源にさらされること
によってシステム、サブシステム、またはシステムの
構成要素が害を受ける可能性の度合いと定義されてい
る）に焦点を合わせることが多い（Turner et al., 2003a; 

Clark et al., 2000）。
　さらに、気候変動は、産業、居住、社会にとって変

化の主要な要因ではなく、進行中の社会経済的変化の
ほかのより重要な側面を変化させることにより、影響
を及ぼすことが多いであろう。このことは、複合的原
因による変化に対する全体的脆弱性に対して、いっそ
う悪化させる効果か改善させる効果のいずれかの影響
を及ぼしうる。影響やコストの主要な動因の非常に多
くが、たとえ気候に伴うようであっても気候に直接関
連していない場合、また、影響がしばしば非常に局地
的である場合には、気候変動の影響もしくはそのコス
トのレベルを、全球平均温暖化の特定の温度や、2050

年や 2080年といった特定の時間範囲と結び付けるの
は特に難しい。特定の分野や地域について予測が実施
された例があり、これらについては以下の該当する節
で言及している。しかし、一般に、これらの予測は、
特に長期的な未来に関しては、慎重に検討すべきであ
る。

7.4.1　全体的影響

　ある種の影響は、その現象がどこで起きるにせよ、
特定の気候変動の出現に続いて現れる。例えば、既
に水が十分な地域で降雨量が増えると、排水と湛水に
関する懸念が増大する可能性があるが（Parkinson and 

Mark, 2005）、既に水が不足している地域で降雨量が減
少するとインフラ危機に至る場合がある。海面上昇は
沿岸地域の土地利用と物的インフラに影響を及ぼすで
あろう。状況の変化は保健サービス（第 8章）、給水（第
3章）、エネルギーサービス（冷暖房など）に影響を及
ぼしうる。影響は財産の損失の場合のように累積的（加
算的）な場合もあれば、制度や生産システムへの損失
のように系統的（支えるプロセスに影響を及ぼす）な
場合もある（Turner et al., 1990）。ごく漸進的な変化で
あっても、水の利用可能量の低下に直面する給水イン
フラのように、人間システムの回復力が十分から不十
分に切り替わる閾値を伴う可能性がある。例えば Parry 

et al.（2001）は、世界の数千万の人口が気候変動のた
めに飢餓のリスクにさらされ、数十億人が水不足のリ
スクにさらされていると見積もっている。
　気候の漸進的変化以外にも、人間システムは、暴風
雨やその他の極端な気象現象の規模、頻度および／ま
たは強度の変化とともに、その発生場所の変化の影響
も受けている。事実、ある評価は、影響に関する多く
の問題が、平均値よりも気候の極端現象とより直接的
に関連していることを示唆している（NACC, 2000）。
気がかりなのは急激な気候変動の可能性で（第 19章）、
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急激な気候変動は、もしそれが起こると、地方的ある
いは地域的な壊滅的影響を伴う可能性がある。
　場所は異なっても、気候変動と人間システムとの相
互作用は、比較的発達した工業国と開発途上国や地域
とではしばしば大きく異なる。多くの場合、気候変動
により起こりうる悪影響は、工業地域では全体的な金
銭的損害（すなわち、財産が被る損失の金銭的価値）
の方が大きくなるリスクを与えるが、低開発地域では
全体的な人的損害（すなわち人命の喪失と住民の立ち
退き）の方が大きくなるリスクを与えるようである。
ただし、ハリケーン・カトリーナのような事象は、先
進国にも例外があることを示している（7.4.2.5節）。
金銭的損害が GDPに占める割合は開発途上国の方が
大きくなるだろう。
　起こりうる気候変動の影響がすべて悪影響であるわ
けではない。例えば、起こりうる炭素の施肥効果と
成長期の長期化とともに、多くの中高緯度地域では冬
季が暖かくなることで生活の質が向上するし、降雨パ
ターンの変化を歓迎する地域もある。ただし、このよ
うな変化はこれ以外に社会的影響を及ぼす可能性があ
る。しかし、起こりうる悪影響を取り上げている研究
文献の方が多い。気候の影響に関する懸念としては、
環境の質（例えば、オゾンの増加、湛水、塩性化）、
リンケージシステム（例えば、水や電力の供給に対す
る脅威）、社会的インフラ（例えば、エネルギー／水
／衛生の要件の変化、破壊的な過酷な気象現象、ほか
の社会的ニーズと持続可能な生活維持のための資源の
減少、環境移住（Box 7.2）、悪影響に対する非難、そ
の場所らしさを損なう地域生態系の変化）、物的イン
フラ（例えば、洪水、暴風雨による損害、資材の劣化
速度の変化、水やエネルギーの供給に対する要件の変
化）、経済的インフラと比較優位性（例えば、増加す
るコストおよび／またはリスク、影響を受ける市場や
ライバル）がある。
　経済分野、居住地域、社会集団はまた、気候変動対
応政策の影響を受ける可能性がある。例えば、一部の
温室効果ガス安定化戦略は、開発経路が地元の豊かな
化石燃料資源に依存している経済－鉱業と燃料の供給
および燃料の利用に関わる経済分野を含む－に影響を
及ぼしうる。この意味で、気候変動の影響と持続可能
な開発との関係（IPCC第 2作業部会）は、気候変動
緩和アプローチの議論（IPCC第 3作業部会）と結び
付きがある。
　多くの場合、気候変動が人間システムに及ぼす影響
の重要性は、注目の対象となる地理的（または分野の）

規模に左右されるようである（Abler, 2003; Wilbanks, 

2003a）。少なくとも大半の先進諸国では、大きい国あ
るいは地域の規模で見た場合、気候変動に対する脆弱
性レベルの低い分野や場所の経済的価値は、脆弱性レ
ベルの高い分野や場所の経済的価値を大幅に上回り、
複雑で大規模な経済が気候関連の影響を吸収する能力
はしばしば非常に大きい。従って、多くの場合、気候
変動（大規模で急激な変化以外）が及ぼす統合的損害
の推定値は、経済生産に対する割合としてはむしろ小
さくなることが多い（例えばMendelsohn, 2001）。一方、
小さな地域から小さな国まで、より細かい規模では、
多くの特定の場所、分野、社会は、少なくとも起こり
うる確率は低いが影響が大きい事態に対して、きわめ
て脆弱でありえ、その影響は非常に深刻な損害に達す
る可能性がある。大きな地域や国が受ける可能性のあ
る影響は、小さな地域や地方で明らかにされた脆弱性
を統合したものとは異なる様子を示すようだ。

7.4.2　重要なシステム

　第 7章にとって重要な特定のシステムは、工業、サ
ービス、公益事業／インフラ、人間の居住、社会問題
である。

7.4.2.1　工業
　工業分野は、一般に、農業や給水といった他の分野
ほど気候変動の影響に対して脆弱ではないと考えら
れている。これは、一つには、気候の変動と変化に対
する工業分野の感度が比較的低いこと、また、工業は
気候の変化に対応する適用力が高いとみなされている
ためである。主な例外は、気候感度の高い地域（沿岸
や氾濫原など）にある工業施設や、気候感度の高い投
入＜資源＞に依存する工業分野（食品加工など）お
よび長期固定資本のある工業分野である（Ruth et al., 

2004）。
　ここでは工業を、製造、輸送、エネルギー供給・需
要、鉱業、建設、および関連する非公式生産活動を含
むものと定義する。時に産業分類に含まれることがあ
る、卸売・小売業、通信、不動産・事業活動などのほ
かの分野は、サービスおよびインフラのカテゴリーに
含まれる（後出）。工業と経済サービス業で、先進経
済では GDPの 95％以上、開発途上国では GDPの 50

％から 80％を占め（World Bank, 2006）、工業と経済サ
ービス業は、しばしば雇用の安定と成長の場の経済基
盤の中核に位置する。
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　しかし、工業活動は、気温や降雨の変化など、直
接的影響には脆弱である。例えば、気象と関係のあ
る交通事故による年間損失は、カナダでは少なくと
も 10億カナダドルであり、米国における飛行機の遅
延の 4分の 1以上が天候と関係がある（Andrey and 

Mills, 2003）。建物も猛暑期間の気温上昇の影響を受け
る（Livermore, 2005）。さらに、さまざまな工業分野の
施設は、ハリケーン・カトリーナが明確に証明したよ
うに、極端な気象現象（洪水、干ばつ、強風を含む）
に対して脆弱な地域にあることが多い。極端現象が、
橋、道路、パイプライン、通信網などのリンケージイ
ンフラ（linkage infrastructure）に脅威を与えると、工
業は多大な経済損失を被りうる。気候変動が工業やイ
ンフラの直接的脆弱性を低減させる場合もある。例え
ば、温暖な地域で凍結融解サイクルが減ると、道路と
滑走路面の劣化が減る（Mills and Andrey, 2002）。この
ような直接的影響の定量的評価は比較的少なく、新た
な研究が重要な役割を果たすと思われる（Eddowes et 

al., 2003）。
　工業への比較的直接的ではない影響も重大になる場
合がある。例えば、食品加工やパルプ・製紙部門など、
原材料として気候感度の高い投入＜資源＞に依存して
いる分野は、主要な投入源の変化の影響を受ける可能
性が高い。より長期的には、気候変動の影響が顕著に
なるにつれ、気候感度の高い投入＜資源＞と密接な関
係のある工業の比較優位性の地域的なパターンが影響
を受け、生産地域の移動に影響を及ぼす（Easterling et 

al., 2004）。工業生産者は、気候変動に対応した規制や
市場の変化の間接的な影響も受けるであろう。規制と
市場の変化は場所と技術の選択に影響を及ぼし、その
上、コストや財とサービスの需要に影響を及ぼす。例
えば、夏季の最高気温上昇の結果の一つとして、冷
房の需要が増加する可能性がある（Valor et al., 2001;  

Giannakopoulos and Psiloglou, 2006）。三つの異なる産業
分野に対するさまざまな直接的影響（気象に関連した
条件の変化に対する認識）と間接的影響（政策、規則、
行動の変化）を表 7.2で示している。
　開発途上国では、世界的なサプライチェーンに組み
込まれた近代的生産活動のほかに、工業は、小規模で
伝統的な非公式に組織された企業の割合が高い。こう
いった事業に気候変動が及ぼす影響は、TARで特定さ
れた決定要因によって決まる可能性が高い。すなわち、
脆弱な地域にあること、気候感度の高い投入＜資源＞
に依存していること、適応行動を支えるための資源へ
のアクセスである。こういった活動の多くは気候リス

クをあまり気にかけず、高い適応能力を持つであろう
が、一方では、気候変動の直接的、間接的影響に対し
てより脆弱になるものもある。
　気候変動への感度が特に高い工業分野の一つがエネ
ルギーである（例えばHewer, 2006; 第 12章 12.4.8.1節）。
気候変動は世界の多くの地域でエネルギー利用とエ
ネルギー生産の両方に影響を及ぼす可能性が高い。起
こりうる影響の中にはかなり明白なものもある。気候
変動により温暖化が進むと、変化は地域により、分野
により異なるが、工業用建物、商業用建物、住居用建
物の暖房需要は減り、冷房需要は増加するであろう
（Cartalis et al., 2001）。しかし、各国規模での正味エネ
ルギー需要は、エネルギー供給構造の影響を受けるで
あろう。冷房の主なエネルギー源は電力であるが、暖
房には石炭、石油、ガス、バイオマス、電力が使用さ
れている。冷房と暖房両方の需要が大きい地域では、
年間の正味電力需要が増加するが、ほかの暖房エネル
ギー源の需要は減少する可能性がある（Hadley et al., 

2006）。米国にとって重要な要素は、冬の暖房に比べ
た夏の冷房の相対的効率と、米国内のより寒い北部と
より暖かい南部における相対的人口分布である。総需
要の季節変動も重要である。インフラが限られている
ために、ピーク時の需要が送電システムの最高能力を
超える場合がある。
　Tol（2002a, b）は、暖房や冷房に使われるエネルギ
ーを冷暖房度日、一人当たり所得、エネルギー効率に
関連づける単純な特定の国（英国）のモデルから外挿
して、気候変動が世界のエネルギー需要に及ぼす影響
を推定した。Tol によると、2100年までに便益（暖房
の減少）は国内総生産（GDP）の約 0.75％になり、損
害（冷房の増加）は約 0.45％になるが、一部地域では、
暖房集約的地域から冷房集約的地域への移住がこの比
較に影響を及ぼす可能性がある。
　需要サイドへの影響に加え、エネルギー生産も気候
変動の影響を受ける可能性が高い。極端な気象現象の
影響を除くと、研究で得られた証拠はエネルギー消費
に関する場合よりも限定されている。だが、（a）極端
な気象現象の強度が増し、（b）水力発電力および／ま
たは火力発電所の冷却のために水の供給に依存してい
る地域が水の供給の減少に直面し、（c）状況の変化が
施設の立地決定に影響を及ぼし、（d）バイオマス、風力、
太陽エネルギー生産に関して状況が変わる（正または
負の方向に）場合には、気候変動はエネルギーの生産
と供給に影響を及ぼしうる。
　例えば、TAR（第 7章）は、水力発電は気温（雨か
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雪か、融解の時期）と同じく降水量、降雨の時期、降
雨の地理的パターンに敏感であるため、影響を受ける
可能性が高いと結論づけている。河川の流量の減少
は一部の地域で水力発電を脅かすと予想されている
が、流量の増加は、増加の時期次第で、便益をもたら
すかもしれない（Casola et al., 2005; Voisin et al., 2006）。
Breslow and Sailor（2002）によると、風力発電施設の
立地選定では気候変動性と長期的な気候変動を考慮す
べきである（Hewer, 2006も参照）。極端な気象現象は
沿岸のエネルギーインフラ（例えば Box 7.4）、送電と
配電のインフラに脅威を及ぼしうる。さらに、永久凍
土層の融解によって引き起こされる地盤沈下は、極域
のガスと石油のパイプライン、送電搭、原子力発電所、
天然ガス加工工場にとってリスクである（Nelson et al., 

2001）。ロシア北部では、永久凍土の融解の結果、輸
送と工業用のインフラの構造的破綻がさらによく起き
るようになってきており、この影響は不連続な永久凍
土帯でより深刻である（ACIA, 2004）。
　温室効果ガス（GHG）排出削減政策が多くの国でエ
ネルギー分野に影響を及ぼすことが予想されている。
例えば、Kainuma et al.（2004）は、全球なりゆきシナ
リオと 6種類の異なる GHG削減シナリオを比較した。
排出が増加を続けるなりゆきシナリオでは、石炭の使
用が 2000年の 18％から 2100年には 48％に増加する。
積極的緩和シナリオでは、主に石炭使用の削減に伴い、
世界の最終エネルギー需要は 2100年になりゆきシナ
リオの半分近くまで減少する。Kuik（2003）は、EU

に対して、経済効率、経済安全保障、炭素依存度の間
のトレードオフを見出した。

7.4.2.2　サービス
　サービスには、消費者ニーズの充足とサービス活動
それ自体における雇用の両方に関連した、非常に多様
な人間のニーズ、活動、システムが含まれる。本節で
は、気候変化の影響を表すものとして気候変動が貿易、
小売・商業サービス、観光、リスクファイナンス／リ
スク保険－これらの分野だけが正または負の影響を受
ける可能性があることを意味しているわけではない－
に及ぼしうる影響について簡潔に論じる。

7.4.2.2.1　貿易
　気候変動が地域間貿易に及ぼしうる影響はまだ推測
の域を出ない。気候変動は、（a）農業生産に対する影
響などの気候に関連した全体的影響（図 7.2）、（b）極
端現象への曝露とそれへの対処能力の欠如、および／

または（c）排出削減法の市場を創出する可能性のあ
る気候変動緩和政策の影響、に関連した地域的比較優
位性を作り替えることによって貿易に影響を及ぼしう
る。グローバル化が進む時代の中で、価格構造のわず
かな変化（輸送コストを含む）が地域の経済と雇用へ
の影響を増幅する可能性がある。実際の気候変動の影
響以上に、将来的な影響に対する認識や規制のイニシ
アティブも投資と貿易に影響を及ぼしうる。
　気候変動が、国際貿易だけでなく国内の供給（およ
び旅行者）にとっても重要な輸送活動を混乱させる場
合もある。例えば、極端現象が一時的に港や輸送路を
閉鎖させ、貿易に不可欠なインフラに損害を与える場
合がある。極端な気象現象の頻度や規模が増大すると、
道路の閉鎖、列車の遅延・運休、その他の活動中断に
よって輸送会社や国の当局が負うコストが増加する可
能性がある（O’Brien et al., 2004）。気候変動シナリオと、
多くの地域的・準地域的自由貿易協定などの国際貿易
シナリオの間には連関がありそうだが、このテーマに
ついての研究はない。

7.4.2.2.2　小売および商業サービス
　小売業とほかの商業サービスは気候変動の影響調査
でしばしば無視されてきた。気候変動は、流通網の効
率、労働者の健康と快適さ（第 8章）、消費パターン
を含む供給チェーンのあらゆるつながりに影響を及ぼ
す可能性がある ｡サービスの多くは、人々がいる場所
に集中しているため、工業施設よりも移転が難しい場
合がある。さらに、気候変動政策によって工業と輸送
のコストが上昇し、世界貿易のパターンが変わり、イ
ンフラと設計技術の変更が必要になる ｡一例として、
商業活動のための流通網は冬季の道路状態の変化によ
ってさまざまな影響を受け（例えば ACIA, 2004）、危
険な気象現象の増大による悪影響を受ける。強風が吹
くと荷台の高い車両は道路や橋の上でバランスを欠く
し、貨物の海上輸送が遅れることがある。永久凍土帯
の輸送ルートは、気温の上昇により、冬季道路シーズ
ンが短くなることによって悪影響を受ける可能性があ
る（Instanes et al., 2005）。沿岸域のインフラと流通施
設は浸水と洪水による損害に対して脆弱である。一方、
ライン川などの内陸水路によるばら積み貨物の輸送は
干ばつの間に不通になることがある（Parry, 2000）。さ
らに、気候変動は、衣類や靴のような特定の小売市場
における消費パターンに短期的変化を生ずる（Agnew 

and Palutikof, 1999）。しかし、ほとんどの影響は経済内
での移転を引き起こし（Subak et al., 2000）、一過性で
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ある。
　腐りやすい商品は、気候に対する感度が最も高い小
売市場の一つである（Lin and Chen, 2003）。気候変動は
農産物の調達や加工に影響を及ぼす可能性があり、気
候変動政策（例えば、炭素税や排出相殺金）は原材料
と製品市場の地理的分布をさらに変える可能性がある。

7.4.2.2.3　観光
　相当数の研究文献が、国際的な観光客の流れ（例え
ば Agnew and Viner, 2001; Hamilton et al., 2005）、各国の
観光産業 （Becken, 2005; Ceron and Dubois, 2005）、＜観
光の＞目的地（Belle and Bramwell, 2005）、国立公園な
どの呼び物（Jones and Scott, 2007；第 14章 14.4.7節）、
観光活動（Perry, 2004; Jones et al., 2006）ないしスキー
観光などの観光分野（例えば、Elsasser and Burki, 2002; 

Fukushima et al., 2003; Hamilton et al., 2003）に対する気
候変動の影響を評価している。
　気候変動が観光に及ぼす可能性が高い影響は、直接
的影響も間接的影響も、場所による違いが非常に大き
い。 直接的影響の場合、温帯や高緯度の国々の気候
変動は、さまざまな形の観光に有利な条件が極方向に
移動することを意味するようである（第 15章）。この
ことは、例えば、北西ヨーロッパ（第 12章 12.4.9節 ; 

Agnew and Viner, 2001; Maddison, 2001）や北アメリカ（第
14章 14.4.7節）では国内観光が盛んになることにつな
がる。しかし、冬が温暖になっても、湿度が高く、風
が強ければ、利益が期待できるかどうかははっきりし
ない（Ceron, 2000）。積雪に左右される地域は、地球
温暖化に対して最も脆弱な地域に入る（第 11章 11.4.9

節、第 12章 12.4.9節、第 14章 14.4.7節）。夏には、
既に暑い観光地は不快になる可能性がある（第 12章
12.5.9節）。熱帯の観光地は、気温上昇の被害をたい
して受けないかもしれない。屋内の快適さが想定でき
れば－温室効果ガス排出に関わるが－、観光客は温暖
な気候を期待するからである。低平地の島嶼にとって
は、将来的に海面上昇と極端な気象現象の頻度と強さ
の増大が非常に重要になってくる（第 16章 16.4.2節）。
熱帯低気圧などの極端な気候現象は、観光インフラと
小島嶼国の経済に多大な影響を及ぼしうる（London, 

2004）。
　間接的影響には、水の利用可能量と冷房コストがあ
るが、少なくとも同じように重要なのは、観光客にと
って関心のある地域の景観の変化で、それは、好まし
い方向の場合も好ましくない方向の場合もある（Braun 

et al., 1999; Uyarra et al., 2005; 第 14章 14.4.7節）。気候

温暖化は、エキゾチックな環境（西ヨーロッパのヤシ
の木など）が広がる可能性を開く。これをプラスの影
響とみなす観光客もいるだろうが、水や動物が媒介す
る疾病の空間的拡大と増加につながる可能性がある。
観光客が何を受け入れられないとみなすかは完全には
明らかになっていないが、干ばつと乾燥した環境（お
よび極端な気象現象）の拡大は観光客の気をそぐかも
しれない。熱帯環境では、極端な気象現象に起因する
破壊（建物、サンゴ礁、樹木、植物）が懸念されるが、
侵食された海岸と損傷を受けたサンゴ礁は重要な例外
として、植生と景観は比較的早く回復する傾向がある。
きわめて重要な間接的要因の一つはエネルギー価格で
ある。エネルギー価格は、観光地で快適さを提供する
コストと観光地への移動コストの両方に影響を及ぼす
（Becken et al., 2001）。この影響は、開発途上国である
ことが多い、比較的小さな観光国にとって特に重大に
なる可能性がある。例えば、バハマでは国際観光の収
益が GDPの 39％を占めているが、フランスではわず
か 2.4％である（World Tourism Organization, 2003）。
　将来的に観光が行われる環境の不確実性は多大であ
る。考えられるシナリオは非常に幅広いが、観光活動
の将来を SRESシナリオに結び付けようとする試みが
なされている（第 14章 14.4.7節、 第 11章 11.4.9節）。
これらのシナリオでは、気候変動に対する観光客の反
応は、今のところ十分に理解されてはいないものの、
一定であると想定されている。

7.4.2.2.4　保険
　保険は、極端な気象現象の強度および／または頻度
の増加といった気候変動に伴う損害増加の影響を直接
受ける可能性のある主要なサービス分野である（Box 

7.3参照）。多くの種類の保険がなんらかの災害損失の
影響を受ける可能性があるが、主に影響を受けるのは
財産保険と予想されている。
　最近経験した損失についての保険数理上の分析は
概して大災害リスクにふさわしい指針ではないため、
1990年代以降、保険事業者は、価格設定と財産大災害
リスクのポートフォリオの管理のために確率的な「大
災害」モデリングソフトウェアを使用するようになっ
た（Grossi and Kunreuther, 2005）。2006年の初めに、最
も広く利用されているハリケーン大災害モデルで用い
られる 5年先まで見通した活動率が、それまでの平均
的な率よりも引き上げられた。この引き上げの寄与要
因には気候変動が反映されている可能性が高いことが
認められている（Muir Wood et al., 2006）。
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　リスク市場では、再保険事業者はリスクを再保険に
出している保険事業者よりも大災害リスクコストにつ
いて悲観的になる傾向があり、この見通しは、気候変
動の影響の可能性を警告した 10年以上前の再保険事
業者の声明によって強調されている（Swiss Re, 2004; 

Munich Re, 2005）。しかし、2006年には、保険事業者
も気候変動に起因する保険金支払いのコスト上昇に関
して保険契約者に直接伝え始めた。（Allianz and World 

Wildlife Fund, 2006; Crichton, 2006）。
　一国内で現在得ることができる特定の保険リスク担
保範囲は、過去の大災害の影響によって決定されるこ
とになる。この 50～ 60年に大洪水が起きた場所に損
失が集中しているため、民間の洪水保険は一般に制限
され（利用できない場合もある）、その結果多くの先
進国の政府は、民間の保険に代わる国が支援する洪水
保険制度を整備してきた（Swiss Re, 1998）。
　先進国でも開発途上国でも、財産保険の担保範囲は
経済成長とともに拡大するであろう。気候変動の影響
で全体的リスクが増加すれば、保険業界の徴収保険料、
支払い保険金額、そして、ことによると収入も増加す
ると予想されうる（保険事業者が、保険料率の引き上
げを制限しようとする消費者と規制の圧力を克服し、
大災害損失コストの増加が適切に予測されモデル化さ
れた場合）。しかし、規制上の理由からハリケーンリ
スクのテクニカルコストの上昇を転化できずに、米国
の保険事業者がリスクが非常に高い沿岸域にある住宅
の所有者や企業を担保するのを断り、そのために不動
産市場が打撃を受け、政府が代わりの保険提供の構築
への介入を余儀なくされた 2006年のように、市場に
混乱が起きる可能性も高い（Freer, 2006）。
　10年にわたる損失の増加（天災と人災の両方によ
る）で、一般に保険の担保範囲は狭くなってきている。
2001年以降多くの分野の保険料率が上昇し、その結果、
2004年は、米国の大災害損失は最悪（この時点までで）
だったが、また米国の保険事業者にとってこれまでに
最も利益があった年でもあった。（Dyson, 2005）。しか
し、価格の上昇により 2002年と 2005年に大量の資本
が市場に新規参入したものの、2001から2005年までは、
再保険事業者にとってはそれほど利益はなかった。一
方、2006年は損失にとってはさいさきの良い年のよう
であった。
　リスクコストの増加により、保険事業者が保険の適
用性を縮小すると、政府がリスク保護の役割を拡大し
ない限り、住宅供給や工業活動を含む、地域・地方経
済に影響が出るだろう。特に先進国では、政府は、財

産の付保確保に役立つリスク緩和策（例えば洪水防御）
の主要な資金提供者でもある可能性が高い。開発途上
の世界では、リスク保護の提供で保険事業者と政府が
果たす役割は一般に限られている（Mills, 2004）。
　保険は一般に富裕世代より一世代遅れた財産保護を
反映するため、開発途上国と新興国では保険の利用
がはるかに少ない（Enz, 2000）。メキシコとグアテマ
ラにおける 2005年のハリケーン・スタンなどの事象
によって浮き彫りになったように、個人がリスクの大
半を負い、管理するとしても、家族やその他のネット
ワークの連帯によって管理している。しかし、開発が
進み出すと、概して保険は GDPを上回る伸びをみせ
る。このことに留意して、リスク削減のより広い課題
と関連づけて、人々の金銭的脆弱性を低減させるた
め「小規模保険」の促進に焦点が合わせられてきた
（ProVention Consortium, 2004; Abels and Bullen, 2005）。
インド東部のアンドラプラデーシュ州とオリッサ州で
提供されているサイクロンに対する保険制度の場合の
ように、初回保険料を非政府組織（NGO）が支払って
いる場合もある。
　金融分野では、水力発電プロジェクト、灌漑および
農業、観光といった特定の「影響を受けやすい」部門
に関して気候変動に関連したリスクが次第に考慮され
るようになってきている。（UNEP, 2002）。発電や石油
化学などの大量の炭素を排出する部門では、企業の将
来評価もまた、気候変動の影響を巡る訴訟の恐れの影
響を受けるようになる可能性がある。（Kiernan, 2005）。
一部の専門的な投資主体、とりわけヘッジファンドは、
再保険会社と保険会社、メキシコ湾岸のハリケーンの
影響を受ける可能性のある石油やガスなどの資源価格
への投資、および大災害債券や天候デリバティブとい
った保険リンク証券など、別のリスク移転商品への参
加をとおして、気候関連のリスクに関して重要な位置
を占めている。（Jewson et al., 2005を参照）。

7.4.2.3　公益事業／インフラ
　インフラは比較的全体的な人間のニーズを満たすよ
うに設計されたシステムであり、主にまたは全面的に
公益事業型機関が担っていることが多い。産業、居住、
社会ためのインフラには「物的」インフラ（水、衛生、
エネルギー、輸送、通信のシステムなど）と「制度的」
インフラ（避難所、保健医療、食料供給、安全保障、
消防とその他の緊急防護など）の両方が含まれる。多
くの場合、このような「物的」インフラと「制度的」
インフラは連関している。例えば、ニューヨーク市で
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は、起こりうる給水の変動に対する物的給水システム
の適応は、給水システムを管理する制度内の変更に左
右される。逆に、保健医療などの制度は、効果的なサ
ービス提供を維持するために物的インフラの整備にあ
る程度依存している。（Rosenzweig and Solecki, 2001a）。
　こういったインフラは気候変動に対して、開発状況、
回復力、適応能力によって、さまざまな現れ方で、ま
た、さまざまな程度で脆弱である。一般に、洪水では
物的ダメージの方が大きいが、干ばつや熱波はインフ
ラシステムに対してより間接的な影響を及ぼす傾向が
ある。
　制度的インフラは固定資本投資が少なく、気候変動
の時間スケール内で比較的容易に適応されるため、脆
弱性が小さいことが多い。さらに、気候変動が制度的
インフラに及ぼす影響はわずかで、結果的に回復力が
改善する場合さえ起こりうる。例えば、気候変動が適
応反応を引き起こすことに役立つ場合である（例えば
Bigio, 2003）。
　さまざまなインフラ部門への影響が多くの点で相互
に作用している。例えば、洪水防護の失敗が電力供給
を中断する場合があり、停電が起きれば上下水の揚水
場が停止する。一方、このことは、ある部門を保護す
る方策はほかの部門の防護にも役立つことを意味して
いる。

7.4.2.3.1　給水
　気候変動は、平均値や変動性の変化という観点から、
給水システムにさまざまな影響を及ぼしうる。それは、
水の需要に影響しうる。気温の上昇と降雨量の変化は、
飲料水、冷却システム、庭への散水のための水需要の
増加を助長しうる（Kirshen, 2002）。もし気候変動が手
掘り井戸など地元の小さな水源を枯らしたり、内陸へ
の移動の一因となる場合、それはまた地域的水供給に
対する需要増大の原因となる。またそれ＜気候変動＞
は、水の利用可能量にも影響を及ぼしうる。降水パタ
ーンが変化すると河川流量が減少して地下水面が下が
り、沿岸地域では河川や地下水に塩水が浸入すること
になり、雪解け水が減少すればアジアとラテンアメリ
カの一部では一年の重要な時期に河川流量が減少する
ことになる（第 3章 3.4.3節）。さらに、気候変動は、
異常な大雨による配管の侵食など、システム自体に損
害を与えるかもしれない。
　給水施設は耐久期間が長く、そのため将来的な需要
増加に対応できる余力を見込んで設計されている。予
測される需要の季節変動や一日のうちの変動も考慮

されている。従って、気候変動の影響という観点で
は、降水量の減少でタンクの増設が必要になったり
（Harman et al., 2005）、河川の下流域で塩水の浸入が起
きるなど、平均値の変化によって給水システムの設計
や技術の大幅変更が必要になる限界状態の場合を除
き、大半の給水システムは、数十年の範囲で予想され
る平均気温や降水量の比較的小さな変化には十分対処
できる。給水システムの大幅変更の例がアフリカ南部
にみられる （Ruosteenoja et al., 2003）。モザンビークの
ベイラ市は、淡水を確保するため、同市の 50 kmのポ
ンプ本管を内陸へさらに 5 km延長している。
　給水は、気候変動の結果生じうる気象の極端現象、
とりわけ干ばつと洪水によってさらに劇的な影響を受
けやすい。干ばつ時にはシステムの能力よりも水資源
の制約の方が給水機能に影響を及ぼすが、これは絶対
的な資源不足というより資源の配分方法がまねいた結
果である場合が多い。家庭用の水消費量は世界の水汲
み上げ量の 2％にしか過ぎず（Shiklomanov, 2000）、農
業に必要なはるかに大量の水と比較すると小さく見え
る。沿岸の大都市の給水システムなどは、ほかの主要
利用者の下流にあることが多く、そのため、川が干上
がると最初に被害を被る。統合水資源管理のもとで
は、このような都市地域には水が優先的に割り当てら
れる。都市用水の料金は農業用水よりはるかに高く、
都市は水に特別料金を支払う余裕がある（Dinar et al., 

1997）。
　多くの国で、気候変動に起因する水資源の制約の増
大に対処するため、追加的投資が必要となる可能性が
高い。例えば、英国の水道会社 9社の一つであるセヴ
ァントレント（Severn-Trent）社は、気候変動のために
同社の生産量が 2030年までに一日当たり 180メガリ
ットル（全体のほぼ 9％）減少する可能性が高く、バ
ーミンガムへの給水を維持するには新しい貯水池が必
要であると推定している（Environment Agency, 2004）。
しかし、そのような変化が大問題になるのは、変化が
通常の給水拡大速度よりも急速に進み、多くの開発途
上国にみられるようにシステムの余力が不十分な場合
にだけであろう。
　前世紀には、チリ北部とブラジル北東部、西アフリ
カとエチオピア、アフリカ南部や中国西部の比較的
乾燥した地域など、世界の主な乾燥地域と半乾燥地
域で四季をとおして平均降雨量は減少傾向にあった
（Folland et al., 2001）。この傾向が続けば、水資源不足
は、深刻になる可能性が既に最も高いまさにその地域
で、さらに深刻になるであろう（Rhode, 1999）。
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　河川や高潮による洪水は、給水に長期にわたる損害
を与えうる。原水を長距離汲み上げるのは技術的に望
ましいことではないため、水の汲み上げと処理の施設
は河川のそばにある。従って、これらの施設はまず最
初に洪水の被害を受けるインフラである。沈殿タンク
と濾床がわずかな被害しか受けないほど堅固なもので
あっても、電力開閉器やポンプのモーターは、洪水の
後に相当な修理を要し、通常 2週間以上はかかる。流
れの速い激しい河川の氾濫の場合、配管も被害を受け、
さらに広範囲の修理が必要になる。

7.4.2.3.2　衛生と都市排水
　給水に対する考慮事項の中には下水衛生システムと
排水システムにもあてはまるものがあるが、一般に、
気候変動が衛生に及ぼす影響は給水への影響ほどでは
ない可能性が高い。給水が機能を停止すると、下水衛
生システムも利用できなくなる。下水排水口は通常
河川や海に開いているため、下水排水口と下水処理施
設は洪水が起きると損害を受ける（PAHO, 1998）。開
発途上国では、たいていの場合下水処理施設はない
（WHO/Unicef, 2000）か、比較的頑丈な安定化池【訳注

7-1】がある。海面上昇は海中放流の機能に影響を及ぼ
すが、上昇はゆっくり進むため、必要な場合には汲み
上げによって、わずかなコストで下水の放流を状況の
変換に適合させることができる。雨水排水システムも
暴風雨による重大な損害を受ける可能性は低いが、激
しい暴風雨の頻度が高まって局地的洪水が起きると、
許容範囲を超える回数が増えるであろう。気候変動が
落としトイレのような現地衛生システムに及ぼす影響
は、主に洪水による損害である可能性が高い。しかし、
これは、コミュニティのインフラ施設というよりも住
宅の一部とみなす方が適切である。ここで衛生上の主
な重要性は、衛生インフラ（またはその欠如）が排泄
物による都市洪水の汚染の主要な決定要因だというこ
とである（Ahern et al., 2005）。

7.4.2.3.3　輸送、電力、通信のインフラ
　気温の全体的上昇と暑い夏の頻度増加は、暑さで歪
んだ線路とわだちのついた道路の増加をもたらす可能
性が高く、大きな混乱が起き、多大なコストがかかる
（London Climate Change Partnership, 2004）。温帯地域で
は、凍結防止剤の塩と砂の散布の必要度が減り、鉄道
のポイントの凍結頻度も減るであろう。これらの変化
に対する適応のほとんどは、例えば舗装し直す際によ
り熱に強い舗装材を用いるなど、日常的な保守の一環

として徐々に実施することができる。輸送インフラは、
平均値の変化よりも局地的な極端な気象現象の影響に
対してより脆弱である。例えば、インドで最近建設さ
れた 760 kmのコンカン（Konkan）鉄道の年間修理・
保守予算の 14％が、降雨による地滑りなど、極端な気
象現象に起因する軌道、橋、切りどおしの被害の修理
に使われている。この金額は、年間 4,000万ルピー以上、
すなわち約 100万米ドルほどになる。線路の脆弱な部
分に的を絞って予防措置がとられているにもかかわら
ず、このような被害によって雨季のたびに平均 7日間
運休しなければならない（Shukla et al., 2005）。Parry

（2000）は局地的な激しい暴風雨が道路輸送に及ぼす
影響を評価しているが、その多くは鉄道にもあてはま
る。
　起こりうる輸送への影響のうち、最もコストがかか
るのは洪水の影響である。旅行の遅れや取消しのコス
トは、インフラやほかの財産に対する損害と比較する
と小さいであろう（Kirshen et al., 2006）。この十年に、
都市の地下鉄の洪水で 1,000万ユーロ（1,300万米ドル）
を超える損害が発生した事例が 4件あり、これ以下の
損害の事例は数えきれない（Compton et al., 2002）。
　送電と通信のためのインフラにもほぼ同じような考
察があてはまる。このインフラは、高架送電線や携帯
電話伝送塔の場合、強風とみぞれに対して脆弱だが、
埋設されている場合にはかなりの回復力がある。た
だし、埋設には著しく費用がかかる。関発途上国で
は、都市地域における極端な気象現象に伴う共通の死
因は、落下した電線による感電死である（Few et al., 

2004）。このようなインフラは通常、道路、橋、鉄道
の修理コストの何分の 1かでずっと短い時間で修理で
きるが、途絶すると極端現象への緊急対応の重大な妨
げとなりうる。

7.4.2.4　人間の居住
　気候変動が大小の人間居住地に多様な著しさで影響
を及ぼすのはほぼ間違いない。居住地は、世界のほと
んどの住民がしばしば集中して生活する場所であり、
このことは場所に固有の事象やプロセスに対する脆弱
性を示唆しており、工業やほかのある種の分野と同じ
ように、変化の遅い物的資本（建物、インフラ）があ
るという点が特徴なので、重要である。
　TARの全体的見通し（7.1.4節を参照）に加えて、
比較的大きな居住地についての事例研究は、気候変動
が夏季の暑熱ストレスを増大させ、冬季の寒気ストレ
スを低減させる可能性が高いことを示すものが増えて

産業、居住、および社会第 7 章



320 321

いる。気候変動は降雨パターンと水の利用可能量を変
える可能性が高く、沿岸では海面が上昇し、激しい暴
風雨や洪水などの極端な気象現象のリスクが増える
が、吹雪やみぞれなど、減少する極端現象もある（後
掲の都市文献を参照；Klein et al., 2003; London Climate 

Change Partnership, 2004; Sherbinin et al., 2006）。
　気候変動に伴う極端な気象現象は、先進国でも開発
途上国でも、資産と人口が沿岸地域、斜面、谷間、お
よびその他のリスクにさらされがちな地域で増えてい
るため、人間の居住地にとって特に課題を投げかけ
る（Freeman and Warner, 2001; Bigio, 2003; UN-Habitat, 

2003）。沿岸地域（すなわち、海抜 100 m以下で海岸
から 100 km以内の地域）の人口は 6億人から 12億
人と計算されており、これは世界の人口の 10％から
23％に当たる（Adger et al., 2005b; McGranahan et al., 

2006）。地球規模で沿岸部の人口は急増すると予想さ
れているが、沿岸部の居住地は気候変動の影響を受け
た海面上昇のリスクの増大にさらされている（第 6章）。
開発途上国の都市部の非公式な居住地は、危険な場所
に建てられ、洪水、地滑り、その他気候に関連した災
害に影響されやすい傾向があるため、特に脆弱である
（Cross, 2001; UN-Habitat, 2003）。
　いくつかの最近の評価は、急速に成長する、および
／または巨大な都市部の気候変動に対する脆弱性を
検討している。この例には、ニュージーランドのハ
ミルトン市（Jollands et al., 2005）、ロンドン（London 

Climate Change Partnership, 2004; Holman et al., 2005）、
ニューヨーク（Rosenzweig and Solecki, 2001a, b）、ボス
トン（Kirshen et al., 2007）、ムンバイ、リオデジャネイ
ロ、上海（Sherbinin et al., 2006）、クラクフ （Twardosz, 

1996）、カラカス （Sanderson, 2000）、コーチン （ORNL/

CUSAT, 2003）、大サンタフェ（Clichevsky, 2003）、メ
キシコシティ、サンパウロ、マニラ、東京（Wisner, 

2003）、シアトル（Office of Seattle Auditor, 2005）がある。
　気候変動は、居住地で進んでいる環境変化および環
境圧力と相互作用する可能性が高く、おそらくこれら
に悪影響を及ぼす。例えば米国のメキシコ湾岸などの
地域では、明白な海面上昇に地盤沈下が加わると予想
されている。ニューヨーク市の場合、海面上昇が沿岸
湿地の浸水を加速し、不可欠なインフラや給水施設を
脅かし、夏季のエネルギー需要を増加させ、市民の健
康に影響を及ぼすであろう（Rosenzweig and Solecki, 

2001a; Knowlton et al., 2004; Kinney et al., 2006）。ボスト
ン大都市圏では、沿岸と河川の洪水による多大なコス
トが発生する可能性がある（Kirshen et al., 2006）。気候

変動、都市の建築の状況、貧弱な衛生と下水処理が一
体となって、ムンバイ、リオデジャネイロ、上海など
の都市の地方的な生活の質と経済活動に影響を及ぼし
うる（Sherbinin et al., 2006）。さらに、ニューヨークな
どの、地域経済や世界経済で主導的役割を果たしてい
る都市の場合、影響は、ほかの場所とつながりのある
事業活動の混乱をとおして全国的、国際的規模で感じ
とられるだろう（Solecki and Rosenzweig, 2007）。
　海面上昇は沿岸部で幅広い問題を引き起こしそう
だ。ニューヨーク大都市圏での研究は、海面が上昇す
ると予測する気候変動の影響によって、100年に 1度
の暴風雨に伴う洪水の再現期間が 2050年代までに平
均 19から 68年に短縮され、2080年代までに 4から
60年に短縮され（Rosenzweig and Solecki, 2001a）、低
地にある建物や輸送システムを危険に陥れると予測し
ている。これと同じような影響が、沿岸のインフラ、
人口、経済活動が海面上昇に対して脆弱な可能性のあ
るカリブ海地方東部、ムンバイ、リオデジャネイロ、
上海で予想されている（Lewsey et al., 2004; Sherbinin et 

al., 2006）。エストニアとバルト海地域では、海岸線が
長く低平な沿岸部が広いため、予測される海面上昇は、
自然生態系を危険にさらし、娯楽価値の高い海浜エリ
アを覆い、環境汚染を引き起こす可能性がある（Kont 

et al., 2003）。
　別の一連の証拠は、沿岸その他の人間の居住地域が
気候変動に関連した降雨の変化の影響を受けることを
示している。懸念されるのは、かなりの大きさの降雨
現象の増加による洪水の可能性の増大（Shepherd et al., 

2002）である。逆に、TARが示しているように、降
雨量を減らし、地下水資源の補給を損なう気候の変化
は、一部の人間居住地、特に乾燥地域と半乾燥地域
（Rhode, 1999）や人為的に水が不足する居住地（Romero 

Lankao, 2006）、および雪塊と氷河の融水に依存する地
域の居住地にとって非常に深刻な懸念となるであろう
（第 1章 Box 1.1、第 12章 12.4.3節、 第 13章 13.6.2節）。
　気候変動が健康に及ぼす幅広い影響も居住地に影響
を及ぼしうる。例えば、暑熱ストレスと大気汚染によ
る呼吸器系疾患に加え、気温、降雨および／または湿
気の変化が環境に影響を及ぼして水と動物が媒介する
病気が増え、病気発生の条件が作り出される（第 4章
および第 8章を参照）。ニューヨーク市における気候
変動の影響予測は、呼吸器系関連の疾患と入院の大幅
な増加を示している（Rosenzweig and Solecki, 2001a）。
　都市化と近代的産業の発展に伴い、都市部では大気
の質と煙霧がさらに顕著な問題になってきた。ブエノ
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スアイレス、ロンドン、重慶、蘭州、メキシコシティ、
サンパウロなど、世界の多くの都市、特に開発途上国
の都市は大気汚染問題を経験している。気候変動がこ
の問題とどのように作用し合うかは一般則としては明
らかではないが、気温上昇が多くの都市でオゾン汚染
を悪化させると予想される（例えばMolina and Molina, 

2002; Kinney et al., 2006）。地球規模の気候の変化が米
国の 15の都市の地域オゾンに及ぼす影響を評価した
研究は、例えば、夏季の日最高オゾン濃度の平均が
2020年代の 5年間ごとに 2.7ppb増加し、2050年代の
5年間ごとには 4.1ppb増加することを示している。そ
の結果、戸外活動の制限を受ける人々（特に高齢者と
子供）が増えるかもしれない（NRDC, 2004）。
　もう一つの問題は都市のヒートアイランド（UHI）
効果で、太陽エネルギーの吸収とその後の再放射の日
サイクルと、（度合いははるかに小さいが）建築／舗
装された構造物からの熱の発生のために、中心から離
れた農村地域よりも都市部で気温が高くなる。UHIは、
さまざまなスケールでの大気プロセス間の相互作用で
あるため、その原因は複雑である（Oke, 1982）。UHIは、
健康、労働生産性、レジャー活動と関連がある、都市
住民の気候的快適さに影響を及ぼしうる。建物内の温
度・湿度調節のコスト増加などの経済的影響や、都市
でのスモッグの発生と緑地の劣化などの環境的影響も
ある。ポルトガルのアベイロのような海岸の小さな町
でさえヒートアイランド現象が起きることが分かって
いる（Pinho and Orgaz, 2000）。Rosenzweig et al.（2005）は、
ダウンスケールした大循環モデル（GCM）の予測に基
づき、気候変動は、基準気温を引き上げ、局地的に風
速を低下させることによってニューヨーク市の UHIを
いっそう悪化させることを見出した。
　要するに、居住地は直接的な気候変動によって悪化
しうる影響に対して脆弱である（例えば、激しい暴風
雨とこれに伴う沿岸と河川の洪水。特にこれが海面上
昇、吹雪・凍結、火災と組み合わさった場合）。気候
変動は人間の居住地に対する唯一のストレスではな
く、むしろそれは、水不足や、気候変動がない場合で
さえ十分ではないガバナンス機構といったほかのスト
レスと合体する（Feng et al., 2006; Sherbinin et al., 2006; 

Solecki and Rosenzweig, 2007）。一部の居住地では、充
足されない資源需要、過密、貧困、政治的・経済的不
平等、不安定さといった現象が深刻化し（UN-Habitat, 

2003）、大幅に増大したストレスによって深刻な混乱
や影響が引き起こされる可能性がある。ほかのストレ
スには、制度と管轄区域の細分化、公共部門の役割を

果たすための限られた歳入の流れ、柔軟性に欠ける土
地利用パターンがある（UNISDR, 2004）。このような
タイプのストレスはどの都市や地域社会でも同じ形態
をとるわけではなく、深刻さも同じではない。人が居
住している世界中の場所の多くは、継続的成長、蔓延
する不衡平性、管轄区域の細分化、財政の重圧、老朽
化するインフラが組み合わさった圧力を受けている
（UN-Habitat, 2003）。

7.4.2.5　社会問題
　気候の変動と変化の影響に対する社会システムの脆
弱性は地理的位置と関係があることが多い。例えば、
極域の先住民社会やラテンアメリカとヨーロッパの氷
河に近い居住地は既に伝統的生計への脅威を経験して
いる（第 12章 12.4.3節、第 13章 13.6.2節）。低平な
島嶼国も脅威にさらされている（第 16章）。山岳地帯
と冬に暖房が必要な温帯域では、気温上昇は住民のエ
ネルギーコストの節約になる可能性がある（7.4.2.1節）。
一方、扇風機やエアコンに頼っている地域では、平均
気温の上昇に伴い家計費への圧迫が強まる可能性があ
る。
　気候変動に伴う社会的影響は、主として、気候変動
が経済的、社会的、制度的プロセスとどのように相互
作用して人間システムと生態系に伴うストレスを悪化
または改善させるかによって決まるという認識が高ま
っている。（Turner et al., 2003b; Adger et al., 2005b; NRC, 

2006）。ラテンアメリカ、アジア、アフリカ、北極地
方で実施された研究は、気候変動が農村と都市の生活
にとって唯一のストレスではないことを示している。
北極地方のイヌイットの生計は複合的ストレス（例え
ば、伝統的な食料源の喪失、遠隔地の魚市場への依存
度の拡大、外部から導入された価値とふるまい）に脅
かされている。これらのプロセスはイヌイットの適応
能力に過大な負担をかけ、漁業を中心とする社会的組
織の核をなす血族関係と家族の役割を縮小し、漁民団
体と猟師団体の内部および相互間での分裂をまねきう
る（Turner et al., 2003b; ACIA, 2004）。農村社会は、少
ない資源、農産物を販売する市場への不十分なアクセ
ス、開発政策やほかの制度的障害と日々闘っており、
それらは、極端な気象現象に対処する彼らの能力を制
限してしまうことが多い（O’Brien et al., 2004; Eakin, 

2006）。同様に、都市の居住地では、気候変動が、地
下水汲み揚げに起因する地盤沈下、多くの建物やイン
フラの劣悪な条件、弱いガバナンス機構、低所得など
のほかのプロセスや要因と合体して人々の生計に影響

産業、居住、および社会第 7 章



322 323

を及ぼす可能性がある（Wood and Salway, 2000; Bull-

Kamanga et al., 2003; Sherbinin et al., 2006）。
　気候変動に対する人間社会の脆弱性は、経済、社会、
制度の条件、特に都市と農村の居住地およびその生産
部門、リンケージシステム、インフラの社会経済的多
様性によって異なる（Eakin, 2006; O’Brien et al., 2006）。
例えば、さらなる温暖化にさらされている既に暑い地
域で、貧しい人々が家庭や職場でエアコンを利用でき
る可能性は低い。保健医療施設や公益事業の整った、
あるいは経済的、技術的追加資源のある都市区域は、
貧しい非公式居住地よりも気象の極端現象に対処でき
る体制が整っており、彼らの行動が貧しい人たちに影
響しうる（Sherbinin et al., 2006）。比較的裕福な市場指
向型の農民にはより高価な深井戸ポンプを持つ余裕が
ある。沿岸の居住地では、大規模な漁業事業者には移
転や多角化をする余裕がある。一方、貧困や周縁化【訳

注 7-2】は、以下のものをはじめとする、影響と対応に
とって重大な問題を提起する：
a. 世界の人口の半分を占める一日の所得が 2米ドル未
満の貧困者（UN-Habitat, 2003）には、エアコン、暖房、
気候リスク保険（ほとんどの開発途上国で入手でき
ないか、大幅に制限されている）などの適応メカニ
ズムを取り入れる余裕がない。貧困者は、気候に関
連した災害の影響を受けても直ちに取り替えられる
ことがない水、エネルギー、輸送、その他の公共イ
ンフラに依存している（Freeman and Warner, 2001）。
むしろ貧困者は、対応の基礎を生計の多様化や送金
その他の社会資産に置いている（Klinenberg, 2002; 

Wolmer and Scoones, 2003; Eakin 2006）。多くの国で、
最近中央政府からのサービスと支援が削減されたこ
とで、適切な準備や保護の提供に利用できる資源が
減少した（UN-Habitat, 2003; Eakin and Lemos, 2006）。
これは必ずしも「貧しき者は見捨てられた」ことを
意味しない。彼らにはほかの対処メカニズムがある
（7.6節参照）が、気候変動は伝統的な対処メカニズ
ムが扱える範囲を超える可能性がある（Wolmer and 

Scoones, 2003）。
b. 特に、天災関連の死亡の 90％以上が起き（UNISDR, 

2004）、都市スラムの 43％が位置する開発途上国で
は（UN-Habitat, 2003）、貧困者は、不法に土地を保
有し、基準に満たない家を自分で建て、十分な水、
排水その他の公共サービスもなく、しばしば危険に
さらされがちな地域にある非公式居住地で生活する
傾向がある（Romero Lankao et al., 2005）。30,000人
近くの犠牲者を出したカラカスの 1999年 12月の鉄

砲水と地滑り、15,641の不法住居世帯に被害を与え
た 2001年のケープタウンの大洪水などの出来事は、
これらの国々の貧困者が極端な気象関連現象で死亡
したり被害を受けたりする可能性が最も高いことを
示している（Sherbinin et al., 2006）。1985から 1999

年までに、世界の最も豊かな国々は、災害による計
測された経済的損失の 57.3％を被ったが、これはこ
の国々の DGPの約 2.5％である。世界の最貧困国が
被った経済的損失は全体の 24.4％だが、これはこれ
らの国々の GDP全体の 13.4％に当たる（ADRC et 

al., 2005）。
c. 気候変動の影響は、貧困者だけでなく、高齢者、乳
幼児、無力者、先住民、最近の移民－特に言葉の上
で孤立している場合－など住民のある部分、すなわ
ち公的支援への依存度が最も高い人々にとっても非
常に激しく感じる可能性が高い。影響はまた、性
別によって異なる（Cannon, 2002; Klinenberg, 2002; 

Box 7.4）。それは特に、女性が家庭で多重な作業を
担うといったような性別による文化的期待が根強く
残り（Wood and Salway, 2000）、気候に関連した災害
の影響を受けたり、死亡する女性の総人口に対する
割合が既に先進国におけるよりも高い（ADRC et al., 

2005）、開発途上国でみられる。

政府／制度の能力と資源も気候変動の影響を受ける。
メキシコシティ、東京、ロサンゼルス、マニラの例で
は、公的保健医療、災害リスクの低減、土地利用管理、
高齢者に対する社会的サービス、公共交通機関、さら
に治安に対する要求がみられ、そこでは、気候関連の
ストレスがまとまりのない計画、法的障害、人材不足、
その他の制度的制約に関連づけられている（Wisner, 

2003; UNISDR, 2004）。地方や地域の政府の予算が需要
増加の影響を受けると、その影響は歳入基盤の増加か
政府のほかの支出の削減の要求に至りうるが、このこ
とは気候変動に対するガバナンスシステムの脆弱性を
意味する（Freeman and Warner, 2001）。極端な気象現象
による社会的ネットワークと連帯性の崩壊と、影響は
それほど大きくないが繰り返し起こる事象により回復
力が低下しうる（Thomas and Twyman, 2005）。地球規
模の気候変動によってストレス源が増え、強化するに
つれ、特に最も貧しい地域では、既に手を広げすぎた
経済的、政治的、行政的制度は縮小してゆくであろう。
ハリケーン・カトリーナが示したように、事態がうま
くいかないと人々が「政府」のせいにする可能性が高
い（Sherbinin et al., 2006）。このような結果を回避する
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ため、ガバナンスシステムは、規制と緊急事態管理シ
ステムの強化をとおして増大するストレスに対応する
可能性が高い（Christie and Hanlon, 2001）。

7.4.3　主要な脆弱性

　非常に多様な状況について一般にいわれることとし
て、産業、居住、社会の気候変動に対する主な脆弱性
は以下のようである：
1. 比較的漸進的な変化に伴う閾値の可能性に対すると
ともに、特に、突然大きな気候変動が起きた場合の、
極端な気象および気候現象に対する脆弱性。

2. より広い複数のストレス背景の一側面としての気候
変動への脆弱性：気候変動とほかのストレスの閾値
との関係。

3. 洪水に脆弱な沿岸・河岸地域や、気候変動が人間の
生計に特別な影響を及ぼす内陸地域など、特定の地
理的地域の脆弱性。生計が生存の限界であるような
地域の人々、または極域の融解するツンドラや気候
が大きく変化しそうなサヘルの縁に沿った生態系境
界の移動など、主要な生態ゾーン間の境界付近の
人々が最も脆弱である可能性が高い。

4. 気候変動の影響に対処、適応するための資源が限ら
れている特定の住民の脆弱性。

5. 観光、リスクファイナンス、農産物加工業など、気
候条件に敏感な特定の経済分野の脆弱性。

このような懸念はすべて、直接的影響と、システム間
（洪水や健康など）および場所間の両方の相互接続と
結び付きをとおした間接的影響の両方に関連づけるこ
とができる。
　大半の主要な脆弱性は次のことと関連している。（a）
適応の閾値を越える気候現象。すなわち、しばしば気
候変動の大きさと速度に関連した、極端な気象現象お
よび／または急激な気候変動（Box 7.4を参照）、およ
び（b）開発状況の問題に根ざした、対処のための資
源（財政的、技術的、人的、制度的資源）への限られ
たアクセス。大半の主要な脆弱性は、影響を受ける地
理的位置、対象部門、住民区分の点で比較的局部的で
ある。ただし、潜在的影響に関するこのような詳細な
所見を支持する文献はごくわずかである。前掲の各節
でまとめられた情報（表 7.3）に基づいた、産業、居住、
社会の主要な脆弱性には次のものがある。おのおのに
確信度を付記する。
・ 気候変動と都市化との相互作用：都市化が脆弱な地

域（例えば沿岸）に集中していることが多い開発途
上国で、特に大都市と急成長している中規模都市が
持続可能性の閾値に近づいている場合に最も顕著
（確信度が非常に高い）。
・ 気候変動と世界の経済成長との相互作用：関係する
ストレスは、気候変動が資源の供給や廃棄物管理の
ようなものに及ぼす影響だけでなく、気候変動への
対応政策の影響ともつながりがある。気候変動への
対応はよりコストの高い燃料の選択を要求すること
によって開発経路に影響を及ぼしうる（確信度が高
い）。

・ 世界のつながりがますます強く複雑になっている：
気候変動の影響は、拡大する国際貿易、移民、通信
パターンをとおして伝わり、さまざまな間接的影響
をもたらす。その一部は、特にグローバル化した経
済の回復力が低下して相互依存度が高まる場合に
は、予測できない可能性がある（確信度が非常に高
い）。

・ 人間のニーズを満たすうえで重要な固定された物的
インフラ：極端な気象現象や海面上昇により損害を
受けやすいインフラおよび／または既にかなり不適
切に近いインフラで、さらにストレスが加わればシ
ステムが崩壊閾値を越える可能性がある（確信度が
高い）。

・ 一部の地域では既にほかの種類の変化によってスト
レスを受けている政府構造と社会／文化構造との相
互作用：このストレスの例としては、人口圧力と限
られた経済資源が挙げられる。気候変動がさらなる
ストレスとして加わると構造がもはや存続できなく
なる場合がある（確信度が中程度）。

　上記のいずれの場合も、脆弱性の評価は＜社会の＞
開発状況に大きく左右される。例えば、比較的開発が
進んだ地域の脆弱性は、物的資産とインフラ、および
世界市場とのつながりとともに、その経済的価値と交
換コストに集中し、低開発地域の脆弱性は、住民であ
る人間と制度に集中することが多い。これらの評価に
は異なる尺度が必要である。一方、物的、経済的コス
トに対する脆弱性は開発途上地域の方がより大きな相
対的影響を与えうる。
　このような一般的脆弱性を特定の影響基準、気候変
動シナリオおよび／または時間的枠組みと関連づける
ことができれば役に立つであろうが、現在の知識基盤
はこのような特性を十分な確信度で裏付けない。
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7.5　コストおよびその他の社会経済的問題

　産業、居住、社会に対する気候変動に関連した影響
のコストと便益は推定が困難である。その理由とし
て挙げられるのは、これまでのところはっきり気候変
動が原因だとすることができる影響は限られているこ
と、比較的数が限られている気候変動のマクロ経済的
コストの推定の大半は、本章のより限定的なテーマに
関係するというよりは、経済全体に関係すること、必
ずしも世界の状況を網羅しているとはいえないばらば
らな事例から一般化するのは危険であることである。
影響を受ける可能性のあるシステム自体が変化してい
る場合（例えば、グローバルな経済的再編や開発、技
術の変化がある場合）、これまでの経験はあまり価値
がなく、多くのタイプのコスト－特に社会が負うコス
ト－は金銭的尺度では十分把握できない。多くの場合、
気候変動の発生しうるコストの予測に対する唯一の現
行の指針は、強度および／または頻度が増大すると予
測される最近の極端な気象現象に伴うコストである
が、これは生じうる一種類の影響に過ぎず、より漸進
的な変化を含めた気候変動のあらゆる側面の統合的コ
ストや便益を表していると想定することはできない。
　気候変動の地球規模での統合的マクロ経済的コス
トの推定値（例えば Smith et al., 2001）は、多くの場
所、産業部門、居住地がそれほど脆弱ではないため、
地球規模での金銭的影響の合計は世界経済と比べて大
きくないことを全体として示す以外、本章にとっては
直接役に立たない。しかし、7.4節が示しているよう
に、特定の場所および／または部門および／または社
会の脆弱性または機会は相当なものになる可能性があ
る。考えられる例としては、北極地方で社会と居住地
が既に経験している変化に対する気候に関連した寄与
要因があり、これには、不安定化した建物、道路、空
港、工業施設、および永久凍土の状態が及ぼすその他
の影響が含まれ、相当な再建、保守、投資を必要とす
る（ACIA, 2004）。英国におけるある影響評価は、土地
利用や財産に対する年間の気象関連の損害が 2080年
代までに 3から 9倍になりうると予測した（Harman et 

al., 2005）。より一般的には、気候変動に対する脆弱性
の一側面として、海面上昇により発生しうる経済コス
トが推定されてきた。それは、特定のシナリオに対す
る沿岸地域の曝露が、変化に対する防護のコスト対変
化のコストとして分析でき、沿岸地域における直接コ
ストの影響から、地域的および国家的経済のほかの部
分に対する予測ができるからである（Nicholls and Tol, 

2006; Tol et al., 2006）。一般に、こういった研究は、完
全防護のコストは海面上昇による土地喪失のコストよ
り大きいと結論づけるが、社会的・文化的影響の非金
銭的コストは推定しない。
　最近の気候関連の極端な気象現象は、特に再保険業
界によって、国と経済部門に対するコスト見積りに
結び付けられてきた（例えば、Swiss Re, 2004; Munich 

Re, 2005; 第 1章 1.3.8節も参照）。これらの推定による
と、ハリケーン、洪水、干ばつといった気象に基づく
自然災害の強度および／または頻度の増大を、社会経
済的開発水準、影響を受ける財産・インフラの経済的
価値、結果として生じるストレスに対する地元の制度
の対応力、リスク削減戦略の効果的活用といった変数
に基づいて、経済損失と人命損失、生計の崩壊という
見地から、被害に遭った地域が負う膨大なコストに関
連づけることができる。事象が発生した年に比較的小
さな国の GDPが受ける影響は 4から 6%（モザンビー
クの洪水：Cairncross and Alvarinho, 2006）、3％（中米
のエルニーニョ：www.eclac.cl/mexico/ から「desastres」
へリンク）、7％（ホンジュラスのハリケーン・ミッチ：
図 7.3）と幅がある。これらのマクロ経済的影響は比
較的小さいようではあるが、緊急事態に直面している
国は、被害を受けた人々のニーズを満たすために公共
支出を増やし、多大な国際支援を得ることが必要にな
る。そのため、多くの国で財政不均衡と経常収支対外
赤字が増大した。
　もちろん、特定の地域や場所では、地元経済への影
響ははるかに大きくなる可能性がある（Box 7.4を参
照）。推定によると、影響は GDPと総資本形成を超え
る可能性があり、その割合は、比較的大きな、より開
発が進んだ多様性のある地域における 10％未満から、
低開発で、多様性に乏しく天然資源への依存度が大
きい地域における 50％超まで幅がある（Zapata-Marti, 

2004）。
　気候変動によって極端な気象現象の強度および／ま
たは頻度が増大するなら、適応と回復力への投資が実
施されない限り、いずれ GDPの伸びが悪影響を受け
る可能性がある。
　研究では、一部の重要な分野、特に給水インフラに
極端な気象関連現象が及ぼす影響のコストも検討され
ている。例えば、気候変動に起因して降雨量が減少し
た結果都市で断水が起きると、その影響で住民、特に
供給のほかのオプションが最も少ない貧困層にとって
困苦であるばかりでなく、工業活動も中断する場合が
ある。パイプラインの延長コストは、特に水処理施設
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も移転させなければならないとすれば、膨大である。
おおよそで、汲み上げと処理の施設と都市居住地への
給水のためのポンプ本管の建設コストは、システム全
体のほぼ半分である。洪水被害のコストはこれをさら
に上回ることが多い。例えば、2000年にモザンビー
ク南部で起きた壊滅的洪水は、給水施設に修理コスト
1,340万米ドルの損害をもたらし、あるいは、直接影
響を受けた一人当たりおよそ 50米ドルの損害になり、
給水施設を最初から提供する場合と同規模のコストが
かかった（World Bank, 2000）。損害を受けた給水施設は、
家が直接洪水の被害に遭わなかった人々にも水を供給
していたことがその一因であり、このようなことはほ
かの洪水でも起こると予想できる。Nicholls （2004）は
毎年 1,000万人ほどが沿岸洪水の影響を受けていると
推定したが、リスクにさらされる人口の増加が主な理
由で、4つのすべての SRESシナリオ下で、この数字
は 2020年までに増える可能性が高い。
　先進国の産業、居住、社会にとってのより長期的懸
念は、急激な気候変動の可能性である。急激な気候変
動は、漸進的な気候変動に対しては回復力のある多く
の居住地や社会で対処メカニズムを超えてしまう可能
性がある（National Research Council, 2002）。このよう
な場合では、固定インフラは特に脆弱である。ただし、
研究文献は非常に限られている。
　上記にまとめた理由から、より漸進的な気候変動に
伴うコストの信頼できる推定値はわずかである。だが、
適応戦略のコスト推定値が入手できる場合がある（第
17章）。一般に、長い期間にわたって戦略的に検討で
きるコストが産業、居住、社会にとって持つ意味は、
比較的突然のコストとは異なる（例えば Hallegatte et 

al., 2007）。漸進的変化と極端現象が組み合わさった場
合、最近のいくつかの研究は、脆弱性が検討されなけ
れば、気候変動がやがては GDPの伸び率を低下させ
うることを示している（Van Kooten, 2004; Stern, 2007）。
　産業、居住、社会に対する気候変動のありうるコス
トの検討では、このように既存文献が役に立つ。しか
し、ある特定の気候変動シナリオに伴うコストを全球
的または地域的に推定するだけでは十分でない。現時
点でいえることは、事象発生年の総生産に対する割合
として推定される、大きな国家的あるいは地域的規模
での極端な気象現象の経済コストは、急な変化の場合
を除き、全経済価値の数パーセントを超える可能性は
低い（確信度が高い）が、より小さい場所、特に開発
途上国においては、極端現象の影響の正味集計した経
済コストは、短期的にその年の総生産の 25％を超える

可能性がある（確信度が高い）。これらの事象の強度
および／または頻度が増大する程度によって、気候変
動に起因するコストは多大になるであろう。産業、居
住、社会の場合、気候変動に伴うほかのコストや便益
の経済的価値は全体としてまだ入手できない。

7.6　適応：実践、オプション、制約

7.6.1　全般的見通し

　環境条件の変動や変化への適応という課題はこれま
で人間の歴史のあらゆる段階にあり、人間社会は一
般に非常に適応能力があった（Ausubel and Langford, 

1997）。適応は、予見的な場合もあれば対応的な場合
もあり、自己誘導的で地方分権的な場合もあれば中央
が主導する政策変更と社会協力に頼る場合もあり、漸
進的、発展的な場合もあれば、居住パターンや経済活
動の急激な変化に根ざす場合もある。歴史的にみて、
気候変動への適応は、おそらく、オランダのような暴
風雨や洪水に脆弱な沿岸地域と、給水が必要な乾燥地
域で最も際立っていたであろう。しかし、人間の居住
と活動は地球上の最も極端な環境にも存在し、このこ
とは、経済的・人的資源と知見へのアクセスがあれば、
既知の状況への適応能力は相当なものであることを示
している。
　適応戦略は、場所や産業分野が気候変動の諸側面に
さらされる程度、気候変動に対する感度、変化に対処
できる能力によって大きく異なる（第17章）。戦略には、
地方規模での気候・天気予報の改善、緊急時への備え、
公共教育など多分野にわたるものがある。分野横断的
な適応の一つの例が緊急時の備えのための情報と制度
の改善である。コミュニティレベルでの組織的な防災
が死者の減少に役立った。例えば、インドのアンドラ
プラデーシュ州では、新しい警報システムと避難手順
によって、沿岸の熱帯低気圧による 1979年の死者は
1977年と比較して 90％減少し（Winchester, 2000）、ベ
ンガル湾沿いのほかの地域の貧困社会は、地元コミュ
ニティにおける高い水準の認識と動機づけによって実
際的な洪水リスク削減策を実施した。しかし、このよ
うな警報システムの周辺住民への到達の有効性と、こ
ういった警報に対する周辺住民の対応にはむらがあ
り、適応の決定を下すタイミングが、可能性が高い便
益に影響を及ぼす。
　水、エネルギー、観光、保健など、一分野に焦点を
合わせた戦略もある（第 3章と第 8章を参照）。沿岸地
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域や氾濫原の適応など、地理的に焦点を合わせたもの
もあり、これには非常に脆弱性の大きい地域での土地
利用の変更や重要地域の防護などのイニシアティブが
含まれうる。実際には、適応は、より広い市場や政策
構造の中で、非常にしばしば背景に固有になる傾向が
ある（Adger et al., 2005a）が、一般にはグローバリゼ
ーションというより大きい背景の中で起きる（Benson 

and Clay, 2003; Sperling and Szekely, 2005）。
　気候変動への適応と極端現象に対する脆弱性につい
ては、特に先進国では膨大な文献がある。しかし、産業、
居住、社会の気候変化への適応の可能性とコストにつ
いての研究はまだ初期段階である（第 17章）。課題
の一つは、全球気候モデルのダウンスケールによろう
が、過去の気候変動の経験の外挿によろうが、特定の
場所と分野における変化をかなり正確に予測するのは
まだ難しいということである。地方レベルでの気候変
動の影響の分布と時期についての不確実性が、適応措
置の規模と時期についての判断を非常に難しくしてい
る。気候変動への適応とその他の経済的社会的目標と
の間に共通の便益がある場合には、早い措置をとる理
由があるだろう。それ以外の場合には、予測可能性の
限界が適応を遅らせがちである（Wright and Erickson, 

2003）。さらに、特に場所やシステム間の違いに関して、
ありうる適応の限界を評価するための科学的根拠はこ
れまでのところほとんどない。特に、適応のコストに
関する知識ベースは、ありうる適応の便益についての
知識ベースほど開発が進んでいない。少なくとも、コ
ストが実際の便益を超える場合があるだろう。

7.6.2　産業

　産業の潜在的脆弱性がどの程度適応の動機となるか
は、事業の柔軟性と適応能力に大いに左右されるであ
ろう。一般に、長期にわたる固定資産をもつ産業（例
えばエネルギー）、固定された資源や天候に左右され
る資源をもつ産業（鉱業、食品、農業）、広い供給網
をもつ産業（例えば小売流通業）は、気候変動の影響
への脆弱性が大きい可能性が高い。しかし、このよう
な産業の多くは、特に工業化された世界では、極端現
象の影響から回復する（一部はリスクの分担・分散や
より安全な場所への移動による）ためと、長期にわた
る、より漸進的な変化に適応するための両方に必要な
技術的、経済的資源を有している可能性が高い。ほか
の多くの経済的社会的要因が、産業における技術革新
と変化への影響で気候変動よりも重要な役割を果たし

ている可能性が高いのも明らかである。多くの事業に
とって、気候リスク管理が注目を要する多くの問題の
一つとみなされる場合には、そのような適応が投資家
や株主によって支持される範囲で、これを全体的な事
業戦略や運営に組み込むことができる。
　ヨーロッパ、北アメリカ、日本では、建設部門と輸
送部門が気候変動の影響と適応の必要性に注意を払っ
ているというかなりの証拠が現れている（Lisø et al., 

2003; Shimoda, 2003; Salagnac, 2004; 第 17章 17.2.2節）。
一例として、1997年に開通した、カナダのニューブラ
ンズウィック州とプリンスエドワードアイランド州と
の間の総工費 10億米ドルの 12.9 kmに及ぶコンフェデ
レーション橋は、この橋の耐用期間 100年の間に予想
される海面上昇を見込んで 1メートル高く建設された
（McKenzie and Parlee, 2003）。現在、計画立案者、建築
家、技術者は気候の影響のリスク評価に関して、この
リスクに対応するためのオプションについての専門的
助言を含む（Lancaster et al., 2004）、幅広い技術的助言
を得ることができる（Willows and Connell, 2003）。適
応策の予想されるコストの初期の推定値がわずかに入
手できるようになり始めている。例えば O’Connell and 

Hargreaves （2004）は、風による被害、洪水リスク、室
内暖房を減らすための方策をとると、ニュージーラン
ドの典型的な新築住宅のコストが 5％ほど増加するこ
とを示している。
　事業の適応は、表 7.2に示されているように、直接
的影響（気候条件の変化の結果としてリスクと機会の
直接的観測を伴う）と間接的影響（規制圧力と消費者
需要の変化を含む）の両方に対応するだろう。また、
適応はさまざまな形態をとりうる。それらは、事業プ
ロセス、技術、事業モデルの変更（Hertin et al., 2003）、
または活動場所の変更を含むかもしれない。このよう
な適応の多くは、通常の事業活動に追加される調整で
ある（Berkhout et al., 2006）。例えば、地盤変動のリス
ク拡大への対応（基礎を深くする）、気温上昇への対
応（受動的、能動的冷却）、風雨への対応（建築技術
と被覆技術）のために建物を適応させる技術は既にあ
る。このような適応はコストが低く、最良の実践（ベ
ストプラクティス）であることが多い（ACIA, 2004）。
工業施設のための立地の選択など、より構造的な適応
に関しては、プランニング指針、政府の政策、保険事
業者によるリスク管理が重要な役割を果たすであろ
う。
　洪水、沿岸侵食、地滑りに対して脆弱な地域で工業
生産が行われていることが多い低開発の背景では、適
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応を容易にする認識、能力、資源へのアクセスははる
かに狭まる可能性が高い。また、生産は、気候変動の
影響を受ける天然資源と結び付く可能性がより高い。
開発途上国の非公式部門【訳注 7-3】での気候変動への
適応能力は、例えば、関係する影響、それらの影響に
対する産業活動の感度、対処に利用できる資源などの
背景に主に左右される。適応戦略の例としては、リス
クの高い場所からの移転、生産活動の多角化、全体的
な回復力を増強するためのほかの運営条件に伴うスト
レスの低減がある。非公式産業は最低限の資本とわず
かな固定資産しか使用しないため、漸進的変化には通
常比較的迅速に適応する。しかし、かなりの適応をす
るには、これまでの経験を超えた脅威の認識と対応、
伝統的な活動パターンからの積極的脱却、通常は小規
模生産者は利用できない場合がある資金源へのアクセ
スが必要になるかもしれない。
　エネルギー部門は、起こりうる影響を予測し、回復
力を増強する措置をとること、例えば、エネルギー供
給源を多様化する、ほかの地域とのつながりを拡大す
る、オプションの幅をさらに広げるための技術進歩に
投資するなどによって、気候変動の脆弱性と影響に適
応することができる（Hewer, 2006; 第 12章 12.5.8節）。
この部門はすばらしい投資資源とリスク管理の経験を
持ち、極端現象に伴うリスクの削減であろうと、水の
利用可能量の変化のようなより漸進的な変化への対処
であろうと、工業分野の適応イニシアティブのリーダ
ーになる可能性がある。一方、エネルギー部門の多く
の戦略には多額の資本コストがかかり、社会がエネル
ギー価格の上昇を伴う可能性がある気候変動対応策を
受け入れる程度は限られている。適応の見通しは、適
応管理について決定を下すための、起こりうる気候変
動の影響についての情報の入手可能性に大きく左右さ
れる可能性が高い。

7.6.3　サービス

　サービスの場合の脆弱性と影響に関する懸念もま
た、レクリエーションや観光など、気候変動に特に敏
感な部門に集中している。適応も、コスト／価格の変
化、技術の応用、リスクファイナンスへの配慮と関連
している可能性が高い。例えば、卸売りと小売は、冷
房および／または暖房の増減、脆弱性を低減させるた
めの保管・流通システムの変更、特定の場所で提供さ
れる消費財とサービスの変更によって適応する可能性
が高い。これらの適応は、すべてではないが、財とサ

ービスの消費者価格を引き上げうる場合がある。
　気候変動が世界経済における地域の比較優位性に影
響を及ぼす場合、貿易パターンは、変化を予測してリ
スクを削減する戦略よりも、変化が明らかになるにつ
れて主に市場メカニズムをとおして適応する可能性が
高い（図 7.2）。一般的な意味で、その結果「勝者」と「敗
者」が生まれ、どちらの場合も経済成長と雇用に影響
を及ぼす可能性がある。このことは事前の計画と政策
の話し合いに価値がある可能性を示唆している。多く
の場合、グローバル化する経済との堅固なつながりを
築くことが、小規模な社会的相互作用と企業を中心に
構築された場所と社会にとって、起こりうる気候変動
への有効な対応になる可能性がある。このつながりに
よって幅広い適応オプションが開かれる可能性がある
からである。
　たいていの商業サービスは短期的な時間スケールで
営業しているため、気候変動への非常に柔軟な適応
が可能である。小売業では、商業は、冷蔵設備や、温
暖な気候でのアウトドアレクリエーション用の施設や
商品の市場拡大を通じて、気候変動に関連する消費者
の行動やライフスタイルの長期的トレンドに乗じてゆ
く可能性が高い。洪水に対して脆弱な低平地から店舗
を移転させるには多額の資本注入が必要になるかもし
れない。さらに、世界市場で競争力を維持しながら炭
素の排出を削減するには技術投資が必要になるであろ
う。最も脆弱なのは、種類の幅の狭い気候感度の高い
商品の生産と流通を経済基盤とする（特に開発途上国
の）コミュニティである。このようなコミュニティに
とっては、経済の多角化が脆弱性を低減させる重要な
対応になるはすである。
　観光部門は、ある場合には、例えば人工雪製造装
置（第 14章 14.4.7節を参照）、養浜（第 6章 6.5.2節、
6.6.1.1節を参照）、またはエアコンの追加への投資を
することで、気温上昇などの気候変動の長期的トレン
ドに適応することができるだろう。エアコンのエネル
ギー利用、人工雪製造装置の水資源への圧力とコスト
のように、一部の適応プロセスの持続可能性には疑問
が生じるかもしれない（O’Brien et al., 2004）。しかし、
気候変動は直線的である可能性はなく、現実のリスク
だけでなく、観光客の主観的なリスク認識にも影響を
及ぼす極端な気候現象の頻度と強度の方が、観光業に
とってはるかに大きな問題になる可能性がある。適応
プロセスには、技術、管理、行動の 3つのカテゴリー
がある。観光業者は最初の 2つ（観光資産の保存、供
給の多様化）を重視しがちだが、観光客はむしろ行動
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を変え、新しい適切な場所（例えば、より海抜の高い
場所やほかの地域の確実に雪のあるスキーリゾート）
に行ったり、旅行の時期を変えたりするだろう（例え
ば、高温を避けるために夏ではなく春に旅行をする）。
認識、適応能力、戦略は、さまざまなカテゴリーの観
光客の財力と教育程度によって異なり、ほかのステー
クホルダーの間でも異なる可能性が高い。例えば、大
手のツアー事業者は、戦略的プランニングに精通し、
インフラを所有しておらず、マーケティングをとおし
てある程度需要を形作ることができるため、観光客の
行き先の変化に適応できるはずである。
　おそらく、将来的に観光では移動の役割がさらに重
要になるであろう。燃料価格の上昇と排出削減の必要
性は、輸送手段の利用可能性とコストに多大な影響を
及ぼしうる。例えば、現在国際観光客全体の 42％の輸
送手段である空輸の価格は、安定化シナリオでは上昇
すると予想されている（Gössling and Hall, 2005）。この
ことは、長距離旅行の代わりに家や近場で休暇を過ご
すといった、レジャーのライフスタイルにおける適応
が必要になるかもしれない（Dubois and Ceron, 2005）。
　自然環境をベースとした観光は、気候変化によって、
経済コストの変化（Gössling and Hall, 2005）や旅行の
流れの変化を含む、気候変動に起因する最も大きな変
化を経験する可能性が高い。熱帯の島嶼国と低平地の
沿岸地域は、海面上昇、暴風雨の軌道と強度の変化（第
16章、第 4章 4.2節）、気候関連リスクの認識の変化、
輸送費の変化－これらはすべて、結果として、しばし
ば観光を基盤としているこれらの地域の経済に対して
付随的な有害な影響を及ぼす－の影響を受けるので、
特に脆弱である。これらのどの場合も、影響は、観光
が地元や地域の経済で比較的大きなシェアを占めてい
る地域で最も顕著であり、適応のニーズとコストが比
較的大きいのはこれらの地域である。
　保険部門は、適応で果たすべき重要な役割がある
（Mills, 2004）。保険部門はリスクコストの計算に従事
しており、将来リスクがどのように変化すると予想
されるかを調査し始めている（Association of British 

Insurers, 2002）。保険事業者は、保険料設定シグナルを
とおして個々のステークホルダーにリスク情報を伝達
することで、適切な適応行動の伝達に役立つことがで
きる。とはいえ、統制市場や定率保険システムは適応
の動機づけに必要な情報伝達の妨げになる。建物にハ
リケーンシャッターを取り付ける、局地的な洪水防護
施設を建設するといったリスク削減のためにとられた
行動に対して、保険は保険料を引き下げることで報い

ることもできる。
　新たなリスクが現れたり、既知のリスクが増大した
りするときには、損失の分担に役立つ新しい保険保障
が設計されてきた。例としては、気候デリバティブ、
穀物保険、広範な財産保険保障の創設がある。
　一般に、保険という形態の「事前の」（事が起きる
前の）資金調達メカニズムは、被害を受けたコミュニ
ティとその国全体の経済にとって、融資、政府補助金、
個人の寄付による事後（事が起きた後の）メカニズム
よりも有利なはずである。この事前法だけが、保険料
と条件を危険の緩和、実施、建築基準の監督などに関
する政府の政策と連関させることをとおして、リスク
レベルに影響を与えられる可能性をもたらし、支払い
を保障し、従って一国の財政的脆弱性を低減し、投資
と経済成長に改善の見通しを与える（Gurenko, 2004）。
しかし、開発途上国では、貧しい国で事前に保険料を
支払える余裕のある者がいるのか、また、リスクに関
する知識が比較的低い社会で実際にリスク削減をど
のように達成できるかについて考えると、そのよう
なアプローチ（事前法）の実現可能性には疑問があ
る（Linnerooth-Bayer et al., 2005）。開発途上国で考えら
れるほかの適応資金源の可能性については Bouwer and 

Aerts（2006）が論じている。
　適応を誘導すること以外に、保険業界自体も財政的
健全性を保つために適応が必要になるであろう。主要
な脅威は、非常に損失の大きい事象が短期間に組み合
わされることである（2005年 9月にハリケーン・カト
リーナがニューオリンズを襲った後にハリケーン・リ
タがヒューストン市に迫ったことで、ほとんどこれに
近い状況が生じた）。この部門の健全さを高めるのに
貢献するトレンドとしては、リスク管理の改善、多角
化の拡大、リスクおよび資本監査の改善、ほかの金融
サービスと保険の統合化の拡大、大災害リスクの証券
化－ 2004年以降発行額が大幅に増加している－をと
おしてリスクを保険市場から資本市場に移転させる方
法の改善がある（European Environment Agency, 2004）。
　現在のリスク負担システムの主要な脆弱性は、特に
洪水リスクに関して、民間の保険保障が利用できない
ことや保険の撤退に関係がある。しかし、撤退の脅威
は、それ自体が適応の動機になりうる。イングランド
とウェールズにおける 2000年 10～ 11月の洪水の後、
英国保険業協会（Association of British Insurer）は、リ
スクが非常に大きい場所からの洪水保険の撤退を交渉
のカードにして、洪水防護施設に対する政府の歳出増
加と、氾濫原における今後の開発を巡る決定でのステ
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ークホルダーの役割の増大を交渉した（Association of 

British Insurers, 2002）。先進国における洪水リスクレベ
ルの上昇を予想して、政治的圧力は、民間の保険が撤
退するなら、国が支援する別の手段を設けて政府の責
任を増大させるべきだと要求している。このような支
援がなければ、さらに重大な適応策が引き起こされる
可能性がある。バハマ諸島北部のアバコ島とグランド
バハマ島（1999から 2004年に 3つの大型ハリケーン
とそれに伴う高潮に襲われた）では、2005年に一部の
住宅開発について洪水保険が撤退され、銀行融資の抵
当に入れることができなくなった。国が後援する別の
手段がなく、価値が暴落した住宅は放棄された（Woon 

and Rose, 2004）。一方、建設業者はバハマ沿岸の氾濫
原でコンクリートの脚柱の上に新しい家の建設を始
め、一部の不動産を付保可能領域に戻した。増大する
洪水リスクの影響を受けるほかの沿岸地域でも同じよ
うな適応の結果が予想できる。

7.6.4　公益事業／インフラ

　気候変動の影響に対して脆弱なインフラによる適応
の最も一般的形態は、例えば都市地域のための新しい
水供給源への投資のような、回復力増大への投資であ
る。水、衛生、輸送、エネルギー管理を含むたいてい
のインフラ管理分野は、需給動向の変化に対する脆弱
性と、通常の計画が混乱するリスクを組み込んでいる。
　観測されたまたは予測される気候変動が、インフラ
の計画や投資においてさまざまに異なるパターンや優
先度の必要性を示している状況では、共通戦略には、
予備の余地やその他のタイプのバックアップ能力の増
大や、設計を大幅に変えることなく適応と変更ができ、
さらに極端な条件で業務が行えるシステム設計へ注意
を払うことが含まれる可能性が高い。多くの場合問題
になるのは資本コストと運営コストのトレードオフで
ある。
　給水のように適応に長い準備期間が必要なインフラ
の場合、気候変動への適応が既に行われている証拠
がある。その一例は、上記 7.4.2.3.1節で言及した、英
国環境庁の命令で着手された英国の水道会社の計画で
あろう（Environment Agency, 2004）。もう一つの例は、
減少する給水に利用可能な水を補足するために淡水化
プラントを設置するというオーストラリアのパース市
の 2004年の決定であろう（第 11章 11.6節）。
　主要な脆弱性の低減にとって適応が特に重要なイン
フラは、洪水防護のためのインフラである。例えば、

ロンドン（英国）は、テムズバリアなどの防潮施設と
テムズバリアの上流の河川防護施設との組合せによっ
て大洪水から保護されている。防潮施設の現行基準
は、どの年でも洪水の確率がおよそ 2000分の 1、すな
わち 0.05％の洪水リスクであるが、海面上昇に伴い、
2030年までに当初の設計基準である 1000分の 1の確
率、すなわち 0.1％の洪水リスクに低下すると予想さ
れている。防護施設は、現在予想される気候変動に照
らして見直されているところである。2100年まで基準
を 0.1％に保つためのコストの概算見積りは、今後 40

年以内にロンドンの洪水防護インフラへの約 40億ポ
ンドの投資が必要だということを示している（London 

Climate Change Partnership, 2004）。強度を増す暴風雨に
よる局地的洪水を防止するため、雨水排水システムの
能力も増強する必要があるだろう（UK Water Industry 

Research, 2004）。

7.6.5　人間の居住

　大小含め、人間の居住地に関する適応戦略として、
効果的ガバナンスの確保、物的インフラとネットワー
クインフラの回復力の増強、長い期間をかけての居住
地の移動、居住形態の変更、ヒートアイランド効果の
低減、排出と産業廃水の削減や廃棄物処理の改善、回
復力増強のための金融メカニズムの提供、特に影響を
受けやすい住民区分に対象を絞った援助プログラム、
持続可能なコミュニティ開発慣行の採用が挙げられ
る（Wilbanks et al., 2005）。オプションの中でどの戦略
を選択するかは、その戦略とほかの社会的、生態学的
プロセスとの関係（O’Brien and Leichenko, 2000）と全
体的な経済開発レベルにも左右されるが、最近の研究
は、適応が非常に大きな違いをもたらす可能性がある
ことを示している。例えば、ニューヨーク気候影響評
価は、これまでの関係に基づいて、暑熱に関連した死
亡の大幅増加を予測している（Rosenzweig and Solecki, 

2001a）。一方、ボストンの CLIMB評価（Kirshen et al., 

2007）は、次世紀にわたる適応のために暑熱に関連し
た死亡は減少すると予測している。
　ロンドンの最近の事例研究は、社会経済的条件、制
度的背景、文化的および消費者価値に応じて、気候変
動は、課題だけでなく機会ももたらしうることを証明
し て い る（London Climate Change Partnership, 2004）。
機会の一つは、特に拡大する居住地では、より持続可
能な都市を目指して取り組むことや、居住者のために
生活の質を改善することである（Box 7.5）。これは、
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都市計画が、建築密度、熱放射の分布と影響、輸送パ
ターン、単にヒートアイランド効果を削減するだけで
はない緑地を考慮に入れることによって達成できる。
　アルベドと植生の変化に由来する都市の熱特性操作
戦略（Akbari et al., 1997）と都市形態操作（Emmanuel, 

2005）の影響を予測するためにモデルが確立されて
いる。都市の木のしげった場所の昼間の気温と、樹木
が都市の街路や中庭に及ぼす冷却効果、およびしげみ
と芝の冷却効果がイスラエルのテルアビブで広範囲に
定量化された（Shashua-Bar and Hoffman, 2002, 2004）。
ロサンゼルス地域では、いくつかの研究（Taha, 1996; 

Taha et al., 1997）が、都市全体のアルベドレベルの上
昇が地域的ヒートアイランドの緩和に及ぼす影響を予
測した（California’s South Coast Air Basin, or SoCAB）。
地表面アルベドの倍増や植物被覆の倍増は、それぞれ
約 2℃気温を低下させると予測された。さらに、研究
対象地域ではオゾン濃度の低下があると予測された。
　気候変動についての懸念に対する居住地によるその
他の適応対応は制度開発に集中する傾向があり、地域
給水計画の強化やインフラ開発などのように、個々の
居住地や他者との間の調整のための構造改善が含まれ
ることが多い（Rosenzweig and Solecki, 2001a; Bulkeley 

and Betsill, 2003）。しばしば、居住地は、一貫性のある
協力的適応戦略をじっくり考えることを難しくする、
分断された政治的景観に置かれている。多くの政策決
定が事後対処的であることと、気候変動が不確実性の
大きい長期的問題とみなされている場合に、主に現在
あるはっきりした問題に関連して、関係する専門領域
間の調整ができないことも、政策による対応と計画の
決定の妨げとなっている。
　居住地が気候変動の影響にどのように対応する可能
性があるかの理解を改善するためのアプローチの一つ
は、「アナログ」、すなわち、これらの居住地が別の環
境管理上の課題に直面した最近の歴史における状況を
検討することである。例えばベトナムでは、何世紀に
もわたり、村人は、毎年熱帯低気圧の季節が始まる前
に灌漑用水路と海堤防の清掃、修理、強化をしなけれ
ばならなかった（UNISDR, 2004）。多くの場合、居住
地は、差し迫った危機の圧力を受けて行動し、それぞ
れの境界を越えることによって解決策を求めてきた。
メキシコシティなどの都市は、気象に関連した水不足
と洪水に対処するため、都市の境界の外の後背地から
水を取り入れ、後背地に下水を送ってきた。これらの
行動は、この後背地に外部性を押し付けてきた（Romero 

Lankao, 2006）。

7.6.6　社会問題

　最近、気候に関連した災害に居住地や社会がどうし
たらよりよく適応できるかに関する認識に変化がみら
れ、人道的な災害時の行動から離れて、環境管理、構
造的方策、重要施設の保護、土地利用計画、財政手段、
早期警戒システムを含む、より事前の統合的リスク軽
減方策に変わってきた（UNISDR, 2004）。これらの戦
略は、（a）リスク、脆弱性、開発の間の連関、（b）突
然のおよび遅発性の災害に対処するためのコミュニテ
ィの資産と能力を作り出すことの重要性、（c）このよ
うな戦略の民主的実施の重要な役割、（d）これらの行
動を持続可能な目標に関連づける必要性、を認めてい
る（UNISDR, 2004; Velásquez, 2005）。このアプローチ
は、フィリピン、バングラデシュ、インド、キューバ、
ベトナム、マレーシア、スイス、フランスなどの国々
で成功裏に実施されている（UNISDR, 2004）。例えば、
コロンビアのマニサレスとメデリン、そしてウガンダ
では、森林再生、排水システムの改善、貧困削減、リ
スク回避計画の分散化などの行動のおかげで、地滑り
と洪水による経済的損害と死者数が顕著に減少した
（Velásquez, 2005）。一方、災害を経験すると被害を受
けた社会の適応能力はしばらくの間減退する可能性が
高い。適応能力は、回復期間中は減退することが多い。
　最も困難な課題が生じるのは、意思決定者が、気候
変動の影響、リスク管理、および可能な対応に関す
る訓練を受けておらず、情報を入手できない場合、財
政的制約から地元の柔軟性が制限される場合、重要な
課題に対処するためのインフラや、技術的、制度的
能力が不十分な場合である（UN-Habitat, 2003）。しか
し、最良のシナリオでは、適応に焦点を合わせた政策
は、成果（より良く管理された自然システムと社会シ
ステム）とプロセス（民主的な意思決定、参加型管理
戦略、衡平性、透明性、説明責任を促進するガバナン
ス）との好ましい相乗作用を生みだす潜在力があり、
この相乗作用がより回復力の高いシステムをもたらす
（UNISDR, 2004; Adger et al., 2005b）。
　しかし、適応は、気候変動に対する社会の感度を縮
小し、システムが気候変動にさらされるリスクを変
え、気候変動に対するシステムの回復力を高めるとい
った、はっきりした目的のある行動に限定されない
（Smit et al., 2000）。適応には、個人からシステムまで
さまざまな規模で実施されうる、一様ではない自発的
行動も含まれる。個別的な適応はシステム全体の適応
をもたらさないかもしれず、システムレベルの適応は
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すべての個人に便益にならないかもしれない（Thomas 

and Twyman, 2005）。確かに、貧困社会には到達できな
い適応（例えば暖房システム）や、貧困社会の情報ニ
ーズに合わない適応もある（Ferguson, 2003）。こうい
った適応は一部の人々と場所の脆弱性を増大させる可
能性がある。例えば、加速する侵食速度に対する沿岸
計画は、土砂の輸送やその他の物理的プロセスをとお
して近隣の沿岸居住地に影響を及ぼしうる土木工学的
決定を含む（Adger et al., 2006）。気候変動と適応が広
く行き渡ったニーズになるにつれ、資源を巡る競争が
起きる可能性が高い。ある場所、部門、リスクへの投
資が、ほかにとって利用できる資金を減少させ、おそ
らくほかの社会的ニーズのための資金を減少させるだ
ろう（Winchester, 2000）。
　民間（企業、NGOを含む）と公共部門の両方にと
っての課題は、現今の制度改革、新しい貿易協定、環
境団体の役割を含む民間部門と公共部門との変化する
関係（Lemos and Agrawal, 2003）を背景として、どの
ようにして適応能力を構築するかということである。
一方、世界レベル（国連気候変動枠組条約－ UNFCCC

など）と官民の境界を越えた（官民パートナーシップ
など）新しいガバナンス組織の出現が、適応能力を構
築する可能性のある政策の設計と実施の新しい手段を
もたらした（Mitchell and Romero Lankao, 2004; Sperling 

and Szekely, 2005; Eakin and Lemos, 2006）。他方では、
時に国際体制・機関との開発に関連した権限を、国か
らより低いレベルへ（地方分権や民営化によって）委
譲することが、適応政策を実施する国家政府の能力
を縮小させたかもしれない（Jessop, 2002; UN-Habitat, 

2003）。例えば、ラテンアメリカにおける地方分権化は、
原則として、地方レベルでの意思決定の改善を可能に
する一方で、国が重要な資源を規制して適応に配分す
る能力を制約している（Eakin and Lemos, 2006）。同様
に、西アフリカの遊牧民プル族やフルベ族は、地方分
権化の過程で地元の権力を獲得した定住農民の手に渡
った水や牧草にアクセスできなくなった（Van Dijk et 

al., 2004）。これとは対照的に、ブラジルの最近の水改
革のような参加型の統合的地方分権制度は、技術の利
用可能性とアクセスを改善し、ステークホルダーを関
与させ、持続可能な資源利用を促進することによって、
居住地や社会の気候変動への適応能力を構築する可能
性が高い（Lemos and Oliveira, 2004）。
　適応能力は人間社会全体でもばらつきが大きい
（Adger et al., 2005a, 2006）。天然資源の探査に頼ってい
るコミュニティでは、適応の実践はコミュニティの一

部に対してほかよりも便益を与える場合がある ｡一見
適応能力が高そうな国（GDP、教育水準、技術の各国
指標の合計が高い国）でも、適応への障害や制約に直
面している地域や集団がある可能性が高い（O’Brien et 

al., 2006）。気候変動に対する貧困層の脆弱性を適応に
よって低減させる戦略については UNDP et al.（2003）
を参照されたい。
　アフリカやラテンアメリカの農村コミュニティで
は、適応能力構築戦略の一つは、生計多様化戦略であ
った（Thomas and Twyman, 2005; Eakin, 2006）。農村の
居住地は、降雨の季節的減少やシーズン半ばの干ば
つに対して、家畜の移動、雨水利用、作物構成の変
更、移住によって対処することができる（Scoones et 

al., 1996）。しかし、時折の雨の多い時期と制度的支援
がなければ、長期的な生計の持続可能性はひどく損な
われる（Eakin, 2006; Eakin and Lemos, 2006）。貧困削減
と資源へのアクセス拡大を重視した方策（例えば、既
に言及した地滑り管理プログラム）は、影響を受ける
コミュニティや経済分野の回復力を高めるかもしれな
い。

7.6.7　主要な適応問題

　産業、居住、社会による気候変動への適応の中心的
問題は、（a）影響の種類と規模、およびそれに伴う適
応要件、（b）ストレスと影響を削減する適応戦略によ
る貢献の可能性、（c）便益と比較した適応戦略のコス
ト、（d）現実的に考えられる一連の政策と投資条件
のもとでの、ストレスと影響の削減における適応の限
界である（Downing, 2003）。もちろん、これらの問
題の下には、住民、コミュニティ、組織の適応能力と
いうより大きな問題が横たわっている。すなわち、ス
トレスを抑制し、対処能力を増強するために、個々の
機関や集団の方針をとおして、それがどの程度行動で
きる（またはする可能性が高い）かという問題である
（第 17章）。多くの場合、この能力は開発途上国と先
進国の間で大きく異なっており、同じ地域内でさえ、
場所、経済分野、住民間で相当に異なる可能性がある
（Millennium Ecosystem Assessment, 2005）。
　起こりうるリスクと機会を認識するための情報や、
対応のための資金および人的資源を考えると、本章で
検討した影響を受ける可能性のある活動と集団の多く
は、いずれ高い適応能力を持つことができる（第 17

章）。ある場合には、起こりうる気候変動への適応が
プラスの影響をもたらすことができる。特に、このよ
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うな行動がほかの適応管理問題にも取り組める場合で
ある（第 20章）。災害対応に関する知識ベースは、多
くのアプローチが適応行動の強化と促進で役に立つ可
能性があることを示唆している。すなわち、変化、特
に極端現象を事前に警告するシステム、集団行動を促
進し外部との結び付きを提供する制度構造、代替方法
へのアクセスを提供する経済システム、地方に適した
適応構造への地理的および／または分野による関心の
高まり、戦略的な食料備蓄を含む緊急時対策とリスク
ファイナンス、気候変動への脆弱性を長期的な土地利
用計画や環境管理に取り入れること、気候変動の影響
リスクに関する社会の認識／能力の構築、場合により、
洪水防護壁、海浜回復、緊急避難所などの設備投資で
ある。
　産業、居住、社会の適応見通しに関する研究文献は
これまでのところかなり限られているものの、次のこ
とがいえそうだ：
1. 適応の見通しは気候変動の大きさと速度に左右され
る：気候変動がさほどひどくなく漸進的な場合の方
が、大きくおよび／または急激な場合よりも適応は
実行可能である。しかし、実際の適応戦略や方策は
比較的極端な気象現象が引き金になることが多い
（確信度が高い）。

2. 気候変動適応戦略は、ますます強くかつ複雑になっ
ているグローバルな連関と切り離せない。産業計画、
人間居住地、社会の開発はほかのシステムや規模の
変化から孤立していない。都市と農村は相互につな
がり、先進社会も開発途上社会も同様である。この
問題は、グローバル化した経済の相互依存度が高ま
るにつれて顕著になりつつある。外部システムが所
有または支配する地域活動の適応決定には、地元が
支配する地域活動の適応決定とは異なるプロセスが
関与する（確信度が高い）。

3. 気候変動は、リスクを管理するための人間制度の多
くの課題の一つである。どの社会でも、制度は、家
族やコミュニティの自助救済から保険、再保険まで、
リスク管理のためのメカニズムを発展させてきた。
現行のリスク管理構造が、どの場合にどの程度まで
気候変動に適しているかははっきりしない。しかし、
これらの制度は、多くの種類の適応の基盤になるか
なりの可能性を持っている（確信度が高い）。

4. 適応行動はその特定の目標の達成では効果的になり
えるが、ほかの影響も持ちうる。それらは、予期せ
ぬ結果（例えば、下流での洪水リスクの増大）であ
ったり、緩和の効果を縮小したり（例えば、エアコ

ンによる電力需要の増加）、ほかの場所で脆弱性へ
の対応に利用できる資源を減らしたり（例えば、ほ
かの開発目標に影響を与える予算の制約）するもの
であるかもしれない。適応の便益は遅れてもたらさ
れる場合や、まったくもたらされない場合もある。
例えば、あったとしても今後 50年間起きないある
大きさの暴風雨に対して保護するために設計基準が
引き上げられる場合である（確信度が中程度）。

7.7　結論：持続可能な開発への含意

　持続可能な開発は、自然と社会の不均衡が経済的社
会的安定を脅かしうる状況で、人々、人々の福利、人々
の相互の関係における衡平性に関係している。気候変
動、気候変動要因、影響、政策対応は、経済生産とサ
ービス、人間居住地、人間社会と相互に影響し合うた
め、気候変動は、多くの地域の持続可能な開発におい
て重要な要素になる可能性が高い（例えば、Downing, 

2002）。簡単に言うと、気候変動は、地理的な位置、
経済分野、既に到達している経済的社会的開発レベル
に応じて、人間の発展の多くの側面にプラスにもマイ
ナスにも影響を及ぼす可能性がある（例えば、貧困層
に固有の脆弱性については Dow and Wilbanks, 2003を
参照）。居住と産業は緩和と適応両方の政策策定と行
動の焦点になることが多いため、これらの相互作用は、
気候変動についての懸念に対する多くの種類の開発志
向型対応の中心となる可能性が高い。
　北極地方は顕著な例外として（ACIA, 2004）、たい
ていの場合、気候変動と持続可能な開発とのこのよう
な関係は、気候変動に帰することができる多大な影響
の結果、今後 10年か 20年（例えば、ミレニアム開発
目標の期間中）にやっと現れ始めるだろう。だが、産業、
居住、社会は、比較的長期間の土地利用と資本投資を
伴う緩和と適応の重要な焦点となるであろう。しかし、
一方、極端現象を含む気候変動性の課題に取り組む行
動は、気候変動の起こりうる影響の低減とともに環境
リスク管理に貢献する。
　本章のテーマに関する、気候変動の影響に関連した
持続可能な開発の最も深刻な問題は、（a）影響の閾値
に達する漸進的な生態系の変化と、現在暴風雨の進路
にある沿岸地域や、極域、乾燥地域、低平な島嶼の経
済と社会に特に注目した、社会と文化の持続可能性を
混乱させうる極端現象から脆弱な地域と場所が受ける
脅威と、（b）影響を受ける分野、場所、社会の適応能
力を超える、急激な気候変動とより漸進的な気候変動
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に伴う閾値の両方から脆弱な社会や環境システムが受
ける脅威、である。この例として、都市や産業の成長
のための資源の供給と廃棄物管理への影響（例えば、
洪水）がある。ごく一般的には、より開発の進んだ経
済の気候変動の影響に対する感度は、開発途上の経済
よりも小さい。しかし、持続可能性の閾値を越えた場
合の影響は、構造が比較的硬直して適応能力に欠ける
先進経済の方が特に大きくなる可能性がある。先進国
でも開発途上国でも、経験される気候変動が斬進的で
さほどひどくない場合には、社会システムの慣性が適
応対応を遅らせる可能性がある。
　しかし、一般に、気候変動は、持続可能な開発にと
って起こりうるストレスの多くの原因の中の一つであ
る（例えば、O’Brien and Leichenko, 2000, 2003; Wilbanks, 

2003b）。気候変動の重要性は、主に、気候変動とほか
のストレスおよびストレスに関係した閾値、例えば、
人口増加と再配置、社会的、政治的不安定、貧困と不
衡平さなどとの相互作用にある。より長期的には、気
候変動は、グローバル化経済の中で、一部の地域では
持続可能な開発を支えるであろうが、別の地域、特に
適応能力の限られた地域ではそのような開発を危機に
陥れ、世界の比較優位地図を塗り替えることで、持続
可能な開発に影響する可能性が高い。もちろん、この
ような問題の根底には気候変動の大きさと進行速度が
ある。情報、時間、資源を考えると、たいていの人間
の活動と社会は適応できる。このことは、気候変動の
速度を減速する行動が、気候変動が持続可能な開発に
及ぼす悪影響を軽減させる可能性が高いということを
示唆している（Wilbanks, 2003b）。
　同時に、開発経路が気候変動の影響に対する脆弱性
を増大させたり減少させたりする可能性がある。例
えば、極端な気象現象や海面上昇に脆弱な地域での土
地利用を強める開発は、気候変動影響のリスクを増大
させる。もう一つの例は、経済や社会を気候感度が高
い単一の経済活動に特化する方向に向ける開発であ
り、より多角化された開発の方がリスクは低くなる可
能性が高い。多くの場合、気候変動に対する産業、居
住、社会の回復力を増大させる行動は、気候変動に対
する脆弱性を低減させ、ほかのストレスや不確実性へ
の対処能力を増大させることによって、気候変動があ
る場合でもない場合でも、開発に貢献する（Wilbanks, 

2003b）。
　気候変動が開発経路に及ぼす影響には、気候変動対
応政策の影響も含まれる。気候変動対応政策は、エネ
ルギー源とエネルギーコストから産業の競争力、観光

パターンまで、開発に関連した幅広い選択肢に影響を
及ぼしうる。特に、化石燃料への依存度が最も高い地
域や部門は経済的影響を受ける可能性が高く、場合に
よっては、能力構築、技術開発、移行融資の支援を必
要とする適応戦略を求めることが多い。

7.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　脆弱性と人間システムの潜在的適応力に関する研究
は、物理的環境システム、生態学的影響、緩和に関す
る研究に遅れをとってきたため、本章のテーマについ
ては不確実性が目立つ。主要な問題としては次のもの
が挙げられる：（a）悪影響にせよ便益にせよ、比較的
小さい地理的、分野的規模での気候変動の影響に関す
る不確実性。それは、適応への投資がもたらしうる便
益を評価する努力を損なう。（b）間接的な二次、三次
の影響についての理解の向上。すなわち、気温や降雨
の変化、暴風雨の挙動の変化、海面上昇などの一次の
影響が人間システム間の相互関係をとおしてこぼれ出
る影響。（c）流入／流出の連関および地域間の貿易と
移住の流れをとおした、ある場所に固有の影響とほか
の場所の福利との関係。（d）特に開発途上の国や地域
での、ストレスの多い影響を許容限度内に保つことに
おける適応の能力、コスト、限界についての不確実性、
および（e）気候変動がある場合とない場合の社会的、
経済的、技術的変化の起こりうるトレンドに関する不
確実性。特に課題になるのは、SRESおよびその他の
気候変動シナリオと温室効果ガス排出安定化シナリオ
に含まれる一連の仮定のもとで、特に意思決定者にと
って重要な、2020年、2050年、2080年のような時間
範囲に関して、影響と適応能力のより定量的な推定値
を与える能力を高めることである。
　これらの問題はすべて、先進国と開発途上国の両方
における研究で非常に優先度が高いが、開発状況の違
いで力点はいくぶん異なる。広く一般化して言うと、
先進国にとって最も重要な影響問題は急激な気候変動
の可能性である。それは比較的開発が進んだ国にとっ
ても急激かつ破壊的すぎて、少なくとも数十年は変化
を吸収することができない。最優先事項としては、急
激な気候変動がない場合に気候変動の影響に対処でき
る適応能力についての不確実性を低減すること、確率
が低く影響が大きい不測の事態による脅威に対してと
れそうな対応策を検討すること、気候変動とその他の
ストレスとの相互作用を検討することが挙げられる。
開発途上国にとって最も重要な影響問題は、気候変動
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が、持続可能な開発に影響を及ぼすほかのストレスと
結び付いて、多くの地域で生計と社会を危険に陥れる
可能性である。最優先事項としては、持続可能な開発
にとっての複合的ストレス状況の理解を深めること、
持続可能な開発経路の構成要素の気候に敏感な閾値に
関する理解を深めることが挙げられる。
　こういった不確実性の中のあるものは、場所や分野
を特化した入念な研究を必要とする。そのような研究
は、低所得の開発途上国の沿岸地域などのように、特
に脆弱な地域に力点を置いた、比較的局地的な規模で
の居住地や社会の脆弱性の地理的分布に関してや、観
光などの特に脆弱な分野や気候変動影響リスクの付保
可能性についてありうる財政的閾値に関してのより良
い情報を＜得ることを＞含んでいる。また、別の不確
実性は、政策と投資戦略における補完性とトレードオ
フの両方を含む、気候変動、適応、緩和の間の分野横
断的な、また複数の場所の関係への注目を必要とする
（第 18章）。産業、居住、社会に関するこれらの問題
の根底には、起こりうる気候変動の影響に対する脆弱
性と適応対応との関係や、持続可能な経済的社会的開
発のより幅広いプロセスとの関係があり、このことは、
このような連関を調べる研究をより強調する必要性を
示唆している。ある場合には、将来の不測の事態につ
いての研究は必然的に推測の域を出ないため、気候変
動性との過去の経験や、リスク管理および環境変化と
ストレスへの適応についての別の経験から引き出され
たアナログ（類似性）の検討が役立つ可能性が高い（例
えば、Abler, 2003）。ほかの多くの不確実性の場合、重
要なステップは、観察から学び、起こりうる問題や機
会について早期に警告を発するため、出現する気候変
動とほかのプロセスおよびストレスとの相互作用の監
視メカニズムを確立することであろう。
　これらのすべての研究の必要性に横たわる問題は、
有効な解析をサポートする利用可能なデータ、特に
自然と社会の連関についてのデータと、先進国と開発
途上国の両方における比較的詳細な規模でのデータが
きわめて限られていることが多いことである（例えば
Wilbanks et al., 2003）。もし産業、居住、社会に関する
起こりうる影響、脆弱性、適応能力についての情報を
大幅に改善するのであれば、先進国 と開発途上国両方
における人間と環境の関係に関するより改善されたデ
ータ源の確立、宇宙ベースと現場の観測システムから
の物理的、地球科学的データと社会経済的データの統
合、データシステムと最優先課題を結びつける能力の
向上に真剣に注意を払う必要がある。
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凡例：
①深度（フィート）
② USACE の洪水状況を示すゾーン
③ハリケーン・カトリーナによる洪水の深度と範囲の推定（2005 年 9 月 3 日）

図7.1　ハリケーン・カトリーナによる洪水から5日後、2005年9月3日の米国ニューオリンズにおける洪水の深度。単位はフィー
ト（1フィート＝ 0.3メートル）（出典：www.katrina.noaa.gov/maps.html）。

Scale matters in at least three ways in assessing the impacts of
climate change on industry, settlement and society. First, climate
change is one of a set of multiple stresses operating at diverse
scales in space and through time. Second, both the exposure to
climate change and the distribution of climate-sensitive
settlements and industrial sectors vary greatly across geographic
scale. The primary social and economic conditions that influence
adaptive capacity also differ with scale, such as access to financial
resources. One could say, for instance, that at a national scale
industrialised countries such as the UK andNorway can cope with
most kinds of gradual climate change, but focusing on more
localised differences can show considerable variability in stresses
and capacities to adapt (Environment Canada, 1997; Kates and
Wilbanks, 2003; London Climate Change Partnership, 2004;
O’Brien et al., 2004; Kirshen et al., 2006). Third, temporal scale
is a critical determinant of the capacity of human systems to adapt
to climate change; for instance, rapid changes are usually more
difficult to absorb without painful costs than gradual change
(Section 7.4; Chapter 17).

7.1.2 Scope of the chapter

Guidance for the preparation of the IPCC Fourth
Assessment Report requested particular attention by this
chapter to five systems of interest: industry, services,
utilities/infrastructure, human settlement and social issues.
Chapter 5 of the report deals with impacts and adaptation on
the food, fibre and forest products sectors, and Chapters 9 to
16 deal with impacts and adaptation in global regions.

Chapter 7’s topic of ‘industry, settlement and society’ is
clearly very broad; and many of the components of the
chapter, such as industry and services, settlements, financial
and social issues, are so heterogeneous that each could be the
subject of a separate chapter. Very briefly, however, the
chapter will summarise and assess the literature relevant to
the impacts of climate change on the structure, functioning,
and relationships of all of these components of human systems
potentially affected by climate change, positively or
negatively.

Industry, settlement and society Chapter 7

360

Figure 7.1. Flood depths in New Orleans, USA, on 3 September, 2005, five days after flooding from Hurricane Katrina, in feet (0.3 m) (Source:
www.katrina.noaa.gov/maps/maps.html).

①

●3

●②

【図、表、Box】
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Box 7.1　ヨーロッパにおける 2003 年熱波の影響

西ヨーロッパにおける 2003年夏の熱波は、居住地域と経済サービスにさまざまな影響を及ぼした。経済面
では、この極端な気象現象は、健康、給水、食料の貯蔵、エネルギーシステムにストレスを与えた。フラン
スでは、電力が不足し、建設の生産性が落ち、すべての食品関連事業所の 25～ 30％の冷蔵システムが不十
分であることが判明した（Létard et al., 2004）。フランスの鉄道運行の正確さは、直前 12ヶ月間の 87％から
77％に低下し、補償金の支払いは通常の年間合計よりも 7～ 20％増加して 100万から 300万ユーロ（125万
から 375万米ドル）の損失を被った。8月の衣料品の売上げは例年よりも 8.9％減少したが、ボトル入りの水
の売上げは 18％増加し、アイスクリームは 14％増加した。フランス北部の観光産業はこの熱波の恩恵を受
けたが、南は被害を被った（Létard et al., 2004）。

この熱波の主な影響は保健医療と保健医療サービス関連のものであった（第 8章参照）が、それは、建物内
の不十分な温度・湿度調節から、多くの死亡者が家族の休暇中留守番をしていた高齢者だったことまで、居
住環境と社会情勢にも関連していた。暑さに伴い電力需要が増加したが、川の水温が上昇して火力発電所（従
来型と原発）の冷却効率が落ちたこと、川の流量が減少して 6箇所の発電所が完全に停止したことによって
電力生産が危うくなった（Létard et al., 2004）。熱波が続いていたならば、国内電力生産の 30％が危機的状態
になっていたであろう（Létard et al., 2004）。この危機は、複雑で比較的突然起きる環境の課題に対してイン
フラがいかに対処できないかの例証となった（Lagadec, 2004）。

都市の割合 世界の都市人口のうちその地域
に住む割合

都市中心部の大きさごとの都市人口の割合
（2000 年）

年 1950 1975 2000 2030* 1950 1975 2000 2030* 50 万
未満

50
～

100
万

100
～

500
万

500
～

1000
万

1000
万以上

北アメリカ 63.9 73.9 79.1 86.7 15.0 11.9 8.8 7.1 37.4 11.0 34.3 5.4 11.9

ラテンアメリカ・
カリブ海 42.0 61.2 75.4 84.3 9.6 13.0 13.9 12.4 49.8 9.0 21.7 4.9 14.7

オセアニア 62.0 71.5 70.5 73.8 1.1 1.0 0.8 0.6 41.9 0 58.1 0 0

ヨーロッパ 50.5 67.9 71.7 78.3 37.8 29.2 18.4 11.1 67.8 9.8 15.1 5.4 1.9

アジア 16.8 24.0 37.1 54.1 32.0 37.9 47.9 53.7 49.0 10.0 22.6 8.8 9.7

アフリカ 14.7 25.4 36.2 50.7 4.5 7.0 10.3 15.1 60.2 9.6 22.1 4.6 3.5

世界全体 29.0 37.2 46.8 59.9 100 100 100 100 52.6 9.8 22.4 6.8 8.4

表 7.1　都市の指標。

* これらの数値は明らかに推測的なものである（主に過去のトレンドの外挿に基づく予測）。国や地域を問わず、都市化の水準
は一人当たり所得との関連性が強いため、地域人口の都市化継続の度合いには、2000年から 2030年までの経済的業績が大き
な影響を及ぼす。出典：United Nations（2006）の統計から抜粋。
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Box 7.2　環境＜悪化による＞移住

移住は、通常一時的で、農村から都市地域に向かうケースが多いが、洪水や飢饉などの災害に対する一般的
な反応であり（Mortimore, 1989）、立ち退かされた人々の多くは極端現象の結果そうなった可能性が高い。こ
ういった極端現象の頻度が高まれば、移住者の数は増え、移住が永続的になる可能性がある。しかし、個々
の移住者には複数の動機があり、複数の要因によって立ち退かされた可能性が少なからずあるため、移住原
因ごとの内訳には非常に問題がある（Black, 2001）。例えば、バングラデシュの国内と隣国インドへの移転の
調査は、＜この移転と＞気候変動の結果としての洪水の危険の増加との明らかな関連性を引き出した。しか
し、このような移住も、この両国と新興巨大都市ダッカの経済機会の変化、バングラデシュの農村の貧しい
人々のあこがれの増大、バンクラデシュの土地相続規則と現在進行している土地譲渡プロセスという背景に
照らしてみる必要がある（Abrar and Azad, 2004）。

環境移民になる可能性のある人々の数の推定はよくてせいぜい推量の範囲である。その理由は、（a）気候変
動の影響を受ける地域の移住は一方向的、永続的なものではなく、方向はさまざまで、一時的であったり、
偶発的であったりすることが多い、（b）移住の理由は複数で複雑であることが多く、気候の変動や変化と直
接結び付かない、（c）多くの場合、移住は環境条件の季節的変動に対して長年続けられている対応であり、
富の蓄積や貧困脱却のための戦略、受け入れる国や地域にも送り出す国や地域にも便益をもたらす戦略であ
る、（d）このような推定の基礎となる、世界の多くの主要な地域（例えば、アフリカ）についての信頼でき
る人口調査が少ない、（e）環境移民とは何かについての意見の一致がない（Unruh et al., 2004; Eakin, 2006）といっ
たことによる。

民族紛争の増加は、気候変動の結果ますます乏しくなっている天然資源を巡る競争と結び付けることができ
るという主張も可能であるが、集団内および集団間の紛争のほかの多くの介在する原因、寄与する原因を考
慮する必要がある。例えば、アフリカにおける環境の影響を受けた主な紛争は、食料難よりも、石油、ダイ
ヤモンド、コバルト、金などの比較的豊富な資源との関係の方が深い（Fairhead, 2004）。このことは、この
ような紛争を気候変動の結果であると推測することへの警告となっている。

分野 直接的影響 間接的影響 参考文献
建築環境：
建設、土木

エネルギーコスト
建物の外構
構造的保全
建設プロセス
サービス・インフラ

気候に左右される基準・規制
消費者の認識・嗜好の変化

Consodine, 2000; Graves and 
Phillipson, 2000; Sanders and 
Phillipson, 2003; Spence et al., 
2004; Brewer, 2005; Kirshen et 
al., 2006

インフラ産業：
エネルギー、水、通信、輸送
（7.4.2.3節を参照）

天然資源集約産業：
パルプ・製紙、食品加工など

インフラの構造的保全
運営と能力
制御システム

投入資源に対するリスクとコ
ストの増大
生産の地域パターンの変化

平均・最高需要の変化
サービスの基準の上昇

サプライチェーンの変化と混乱
需要に影響を及ぼすライフス
タイルの変化

Eddowes et al., 2003; UK Water 
Industry Research, 2004; Fowler 
et al, 2005

Anon, 2004; Broadmeadow et 
al., 2005

表 7.2　気候変動が産業に及ぼす直接的・間接的影響。
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図 7.2　気候変動が国際貿易に及ぼす全体的影響：気候変動
による正味利益の拡大は、環境移民の移入とともに、貿易利
益を示す可能性が高い。

climate-related influences (Figure 7.2), such as on agricultural
production, (b) exposure to extreme events combined with a lack
of capacity to cope with them, and/or (c) effects of climate-
change mitigation policies that might create markets for
emission-reduction alternatives. In an era of increased
globalisation, small changes in price structures (including
transportation costs) could have amplified effects on regional
economies and employment. Beyond actual climate-change
impacts, a perception of future impacts or regulatory initiatives
could also affect investment and trade.

Climate change may also disrupt transport activities that are
important to national supplies (and travellers) as well as
international trade. For instance, extreme events may
temporarily close ports or transport routes and damage
infrastructure critical to trade. Increases in the frequency or
magnitude of extreme weather events could amplify the costs to
transport companies and state authorities from closed roads, train
delays and cancellations, and other interruptions of activities
(O’Brien et al., 2004). It appears that there could be linkages
between climate-change scenarios and international trade
scenarios, such as a number of regional and sub-regional free
trade agreements, although research on this topic is lacking.

7.4.2.2.2 Retail and commercial services
Retail and other commercial services have often been

neglected in climate-change impact studies. Climate change has
the potential to affect every link in the supply chain, including
the efficiency of the distribution network, the health and comfort
of the workforce (Chapter 8), and patterns of consumption.
Many of the services can be more difficult to move than
industrial facilities, because their locations are focused on where
the people are. In addition, climate-change policies could raise
industrial and transportation costs, alter world trade patterns, and
necessitate changes in infrastructure and design technology. As
one example, distribution networks for commercial activities
would be affected in a variety of ways by changing winter road
conditions (e.g., ACIA, 2004) and negatively affected by an
increase in hazardous weather events. Strong winds can
unbalance high-sided vehicles on roads and bridges, and may
delay the passage of goods by sea. Transportation routes in

permafrost zones may be negatively affected by higher
temperatures which would shorten the winter-road season
(Instanes et al., 2005). Coastal infrastructure and distribution
facilities are vulnerable to inundation and flood damage. In
contrast, transportation of bulk freight by inland waterways,
such as the Rhine, can be disrupted during droughts (Parry,
2000). Further, climate variation creates short-term shifts in
patterns of consumption within specific retail markets, such as
the clothing and footwear market (Agnew and Palutikof, 1999).
However, most impacts entail transfers within the economy
(Subak et al., 2000) and are transitory.

Perishable commodities are one of the most climate-sensitive
retail markets (Lin and Chen, 2003). It is possible that climate
change will alter the sourcing and processing of agricultural
produce; and climate-change policies (e.g., a carbon tax or an
emissions offset payment) may further alter the geographical
distribution of raw materials and product markets.

7.4.2.2.3 Tourism
Asubstantial research literature has assessed the consequences

of climate change for international tourist flows (e.g.,Agnew and
Viner, 2001; Hamilton et al., 2005), for the tourist industries of
nations (Becken, 2005; Ceron and Dubois, 2005), destinations
(Belle and Bramwell, 2005), attractions, such as national parks
(Jones and Scott, 2007; Chapter 14, Section 14.4.7), and tourism
activities (Perry, 2004; Jones et al., 2006) or sectors of tourism
such as ski-tourism (e.g., Elsasser and Burki, 2002; Fukushima
et al., 2003; Hamilton et al., 2003).

Likely effects of climate change on tourism vary widely
according to location, including both direct and indirect effects.
Regarding direct effects, climate change in temperate and high
latitude countries seems to mean a poleward shift in conditions
favourable to many forms of tourism (Chapter 15). This might,
for instance, lead to more domestic tourism in north-west Europe
(Chapter 12, Section 12.4.9;Agnew and Viner, 2001; Maddison,
2001) and in the middle latitudes of NorthAmerica (Chapter 14,
Section 14.4.7). If winters turn out to be milder but wet and
windy, however, the gains to be expected are less obvious (Ceron,
2000). Areas dependent on the availability of snow are among
those most vulnerable to global warming (Chapter 11, Sections
11.4.9; Chapter 12, Section 12.4.9; Chapter 14, Section 14.4.7).
In summer, destinations already hot could become uncomfortable
(Chapter 12, Section 12.5.9). Tropical destinations might not
suffer as much from an increase in temperatures, since tourists
might expect warm climates as long as indoor comfort is assured
– with implications for greenhouse gas emissions (Gössling and
Hall, 2005). For low-lying islands, sea-level rise and increasingly
frequent and intense weather extremes might become of great
importance in the future (Chapter 16, Section 16.4.2). Extreme
climate events, such as tropical storms, could have substantial
effects on tourist infrastructure and the economies of small-island
states (London, 2004).

Indirect effects include changes in the availability of water
and costs of space cooling, but at least as significant could be
changes in the landscape of areas of tourist interest, which could
be positive or negative (Braun et al.,1999; Uyarra et al., 2005;
Chapter 14, Section 14.4.7). Warmer climates open up the
possibility of extending exotic environments (such as palm trees
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Figure 7.2. General effects of climate change on international trade:
greater net benefits from climate change are likely to show trade
benefits, along with environmental in-migration.

①

②

③

④

⑤ ⑥

①貿易シェアの移動
②マイナスの影響の多い地域
③環境移住
④マイナスの影響の少ない地域
⑤比較的地域優位性の低下
⑥比較的地域優位性の増大

Box 7.3　最近のハリケーンによる損失の影響

1992年のハリケーン・アンドリューによる 155億米ドルの保険損失（2005年の価値と損害発生の可能性で
調整すると 450億米ドル）は、今でも、予測を超える深刻な大災害が保険業界に及ぼす影響の代表例である。
この影響で 12の保険会社が支払不能になり、市場は大混乱に陥った。しかし、大災害モデルを広く用いる
などの大幅な調整をした後、民間保険市場はその役割を再び拡大し、2004年の 4つのハリケーン（米国、カ
リブ海、メキシコ湾岸のエネルギー分野による市場損失の総額は約 290億米ドル）では、米国の小規模な保
険会社が 1社倒産しただけであり、再保険料率にはほとんど影響がなかった。フロリダで州がうしろだてと
なった保険・再保険機構がこの損失のかなりの部分を吸収したことがその主な理由である。しかし、メキシコ、
メキシコ湾のエネルギー分野、米国における 2005年のハリケーンによる損失補償額は 600億米ドルとはる
かに大きく、国際再保険市場に負担がかかり、中規模の再保険会社が独立して存続できなくなる状況が少な
くとも 2件生じた。2005年にはハリケーン・カトリーナ、リタ、ウィルマに関連して 250,000件を超える請
求があり、財務省から 208億米ドルを追加して借り入れることができなかったら、米国の連邦全米洪水保険
制度は破綻していたであろう。
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表 7.3　気候変動が産業、居住、社会に及ぼす現在の影響および将来予測される影響の例と、それらの影響とほかのプロセス
との相互作用の例。

気候変動がもたらす
現象

現在の影響／
脆弱性の証拠

その他のプロセス／
ストレス

将来予測される影響／
脆弱性

影響を受ける地域、集団

a）極端現象の変化
熱帯低気圧、高潮 洪水と風による犠牲者

と損害；経済的損失：
輸送、観光、インフラ（例
えばエネルギー、輸送）、
保険（7.4.2； 7.4.3； Box 
7.3； 7.5）

洪水の起きやすい地域
の土地利用／人口密度；
洪水防護；制度的能力

暴風雨が起きやすい地
域の脆弱性の増大；居
住、健康、観光、経済・
輸送システム、建物、
インフラに影響が及ぶ
可能性

沿岸の地域、居住地お
よび活動；能力および
資源が限られた地域お
よび人々；固定インフ
ラ；保険部門

極端な降雨、河川洪
水

侵食／地滑り；内陸洪
水；居住地；輸送シス
テム（7.4.2）（地域別の
章を参照）

熱帯低気圧および高潮
の項に同じ、加えて排
水インフラ

熱帯低気圧および高潮
の項に同じ、加えて排
水インフラ

熱帯低気圧および高潮
の項に同じ、加えて氾
濫原

熱波または寒波 人間の健康への影響；
社会の安定；エネル
ギー、水、その他のサー
ビス（例えば、水や食
料の備蓄）に対する要
求、インフラ（例えば、
エネルギー輸送）（7.2； 
Box 7.1； 7.4.2.2； 7.4.2.3）

建築設計と屋内の温度
調節；社会的背景；制
度的能力

一部の地域・住民の脆
弱性の増大；健康への
影響；エネルギー要求
の変化

中緯度地域；高齢者、
乳幼児、病人および／
または非常に貧しい
人々

干ばつ 水の利用可能量、生
計；エネルギーの生成；
移住；水域での輸送
（7.4.2.2； 7.4.2.3； 7.4.2.5）

給水システム；水の利
用を巡る競争；エネル
ギー需要；水需要の制
約

影響を受ける地域の水
資源問題；人口と経済
活動の場の移動；給水
への追加的投資

半乾燥・乾燥地域；貧
困地域と貧困者；人為
的理由による水不足の
地域

b）平均値の変化
気温 エネルギー需要および

コスト；都市の大気の
質；永久凍土の融解；
観光およびレクリエー
ション；小売消費；生
計；融水の損失（7.4.2.1； 
7.4.2.2； 7.4.2.4； 7.4.2.5）

人口構成と経済の変化；
土地利用の変化；技術
革新；大気汚染；制度
的能力

エネルギー需要のシフ
ト；大気の質の悪化；
融水に依存している居
住地と生計への影響；
一部の地域において永
久凍土融解による居住
地／インフラへの脅威

適応能力と適応のため
の資源が比較的限られ
た場所と住民の、非常
に多様であるが、より
高い脆弱性

降雨 農業による生計；塩水
の浸入；観光；水イン
フラ；エネルギー供給
（7.4.2.1； 7.4.2.2； 7.4.2.3）

他の地域／部門との競
争
水資源の割り当て

地域により、降雨量の
増加の影響（例えば洪
水。ただし良い影響に
なる場合もある）に対
して脆弱な地域もあれ
ば、減少の影響に対し
て脆弱な地域もある（上
記干ばつを参照のこと）

貧しい地域と人々

塩水の浸入 水インフラへの影響
（7.4.2.3）

地下水揚水のトレンド 沿岸地域での脆弱性増
大

低平地沿岸地域、特に
能力と資源が限られた
地域

海面上昇 沿岸域の土地利用；洪
水リスク、浸水；水イ
ンフラ（7.4.2.3； 7.4.2.4）

沿岸域での開発、居住、
土地利用のトレンド

低平地沿岸地域の脆弱
性の長期的な増大

塩水の浸入の項に同じ

c）急激な気候変動
可能性の分析 人口構成、経済、技術

の変化；制度的発展
少なくとも短期間、世
界の大半の場所、住民
に多大な影響を及ぼす
可能性がある

ほとんどの地帯と集団

オレンジ色の部分は、一部の地区および／または部門で非常に著しいことを示す。黄色は著しいことを示す。白は重要性がそ
れほどはっきりとは立証されていないことを示す。
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human populations and institutions, which need different metrics
for valuation. On the other hand, vulnerabilities to physical and
economic costs can have a greater proportional impact in
developing areas.

Although it would be useful to be able to associate such
general vulnerabilities with particular impact criteria, climate-
change scenarios, and/or time frames, the current knowledge
base does not support such specificity with an adequate level of
confidence.

7.5 Costs and other socio-economic issues

Costs or benefits of climate change-related impacts on
industry, settlements and society are difficult to estimate.
Reasons include the facts that effects to date that are clearly
attributable to climate change are limited, most of the relatively
small number of estimates of macroeconomic costs of climate
change refer to total economies rather than to the more specific
subject matter of this chapter, and generalising from scattered
cases that are not necessarily representative of the global
portfolio of situations is risky. Historical experience is of limited
value when the potentially impacted systems are themselves
changing (e.g., with global economic restructuring and
development, and technological change), and many types of
costs – especially to society – are poorly captured by monetary
metrics. In many cases, the only current guides to projecting
possible costs of climate change are costs associated with recent
extreme weather events of types projected to increase in
intensity and/or frequency, although this is only one kind of
possible impact and cannot be assumed to be representative of
aggregate costs and benefits of all aspects of climate change,
including more gradual change.

Estimates of aggregate macroeconomic costs of climate
change at a global scale (e.g., Smith et al., 2001) are not directly
useful for this chapter, other than generally illustrating that
because many locations, industrial sectors and settlements are
not highly vulnerable, total monetary impacts at that scale might
not be large in proportion to the global economy.As Section 7.4
indicates, however, vulnerabilities of or opportunities for
particular localities and/or sectors and/or societies could be
considerable. A possible example is climate-related
contributions to changes already being experienced by societies
and settlements in the Arctic, which include destabilised
buildings, roads, airports and industrial facilities and other
effects of permafrost conditions, requiring substantial rebuilding,
maintenance and investments (ACIA, 2004). An impact
assessment in the UK projected that annual weather-related
damages to land uses and properties could increase by 3 to 9
times by the 2080s (Harman et al., 2005). More generally, as one
specific aspect of vulnerabilities to climate change, possible
economic costs of sea-level rise have been estimated, since
exposures of coastal areas to a specified scenario can be
analysed for costs of the change v. costs of protecting against
the change; and effects of direct costs in coastal areas can be
projected for other parts of a regional or national economy
(Nicholls and Tol, 2006; Tol et al., 2006). Generally, these

studies conclude that the costs of full protection are greater than
the costs of losing land to sea-level rise, although they do not
estimate non-monetary costs of social and cultural effects.

Recent climate-related extreme weather events have been
associated with cost estimates for countries and economic sectors;
and trends in these costs have been examined, especially by the
reinsurance industry (e.g., Swiss Re, 2004;Munich Re, 2005; also
Chapter 1, Section 1.3.8). According to these estimates, an
increase in the intensity and/or frequency of weather-based natural
disasters, such as hurricanes, floods or droughts, could be
associated with very large costs to targeted regions in terms of
economic losses and losses of life and disruptions of livelihoods,
depending on such variables as the level of social and economic
development, the economic value of property and infrastructure
affected, capacities of local institutions to cope with the resulting
stresses, and the effective use of risk reduction strategies.
Estimates of impacts on a relatively small country’s GDP in the
year of the event range from 4 to 6% (Mozambique flooding:
Cairncross and Alvarinho, 2006) to 3% (El Niño in Central
America: www.eclac.cl/mexico/ and follow the link to ’desastres‘)
to 7% (Hurricane Mitch in Honduras: Figure 7.3). Even though
these macroeconomic impacts appear relatively minor, countries
facing an emergency found it necessary to incur increased public
spending and obtain significant support from the international
donor community in order to meet the needs of affected
populations. This increased fiscal imbalances and current account
external deficits in many countries.

For specific regions and locales, of course, the impact on a
local economy can be considerably greater (see Box 7.4).
Estimates suggest that impacts can exceed GDP and gross
capital formation in percentages that vary from less than 10%
in larger, more developed and diversified impacted regions to
more than 50% in less developed, less diversified, more natural
resource-dependent regions (Zapata-Marti, 2004).

It seems likely that if extreme weather events become more
intense and/or more frequent with climate change, GDP growth
over time could be adversely affected unless investments are
made in adaptation and resilience.
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Figure 7.3. Economic impact of Hurricane Mitch and the 1998 to 1999
drought on Honduras ( http://siteresources.worldbank.org/
INTDISMGMT/Resources/eclac_LAC&Asia.pdf).

①

②
③

図 7.3　ホンジュラスにおけるハリケーン・ミッチと 1998か
ら 1999年にかけての干ばつの経済的影響（http://siteresources.
worldbank.org/INTDISMGMT/Resources/eclac_LAC&Asia.pdf）。

① ホンジュラスにおける GDP の伸びに対する災害の影響

②ミッチと干ばつを伴う伸び
③ミッチと干ばつがなかった場合の伸び
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Box 7.4　複合的ストレスを背景とするメガデルタでの極端な気象現象に対する
脆弱性：ハリケーン・カトリーナの事例

世界の人口密度の高いメガデルタにおける持続可能な開発は、開発途上国のみならず先進国でも、気候変動
の挑戦を受ける場合があると、高い確信度でいうことができる。2005年に米国のメキシコ湾岸を襲ったハリ
ケーン・カトリーナの経験は、気候変動に伴ってよりありふれたものになることが予想される強さの熱帯低
気圧が、メガデルタの大都市の人口統計、社会、経済のプロセスとストレスに及ぼす影響の劇的な例である。

2005年、ニューオリンズ市の人口はおよそ 50万で、米国のメキシコ湾岸沿いのミシシッピ川のデルタに位
置していた。この町は、季節的な暴風雨（Emanuel, 2005）だけでなく、年平均 6 mmから 10～ 15 mmを超
えるまでに増加した地盤沈下にも見舞われている（Dixon et al., 2006）。主要な河川水路の築堤によって＜土
砂の＞堆積が減り、高潮による洪水の高さを低減する働きをする沿岸湿地が失われた。その一方で、20世紀
をとおして進んだ都市開発によって洪水に脆弱な地域の土地利用と居住が大幅に進んだ。堤防システムに関
する多くの調査が洪水に対する脆弱性が増大していることを示していたが、防護改善措置はとられなかった。

2005年 8月末、ハリケーン・カトリーナ－それはカテゴリー 5の暴風雨だったが、上陸までにはカテゴリー
3に弱まっていた－は高潮を伴ってルイジアナ州とミシシッピ州の沿岸を進み、加えて波の高さは南に面し
たミシシッピ州沿岸の浅瀬に沿って海面から 8.5 mに達した（第 6章 Box 6.4も参照）。ニューオリンズでは、
高潮は 5 mほどに達し、同市の 4.5 mの防護施設のあちこちで越流、決壊が起き、ニューオリンズの 70～
80％が洪水になり、同市の不動産の 55％が 1.2 mを超える浸水に遭い、洪水の最高深度は 6 mに及んだ。ル
イジアナ州では 1,101人の死者が出たが、このほぼ全員が洪水に関連して死亡し、貧困者と高齢者に集中し
ていた。

この地域全体で、175万件の民間保険の請求があり、コストは 400億米ドルを超えたが（Hartwig, 2006）、経
済コストの総額は 1,000億米ドルをはるかに超えると予測される。カトリーナによって連邦後援の全米洪水
保険制度も資金が底をつき（Hunter, 2006）、カトリーナによる住宅洪水保険請求に対する資金をまかなうた
め政府から 208億米ドルの借入れを余儀なくされた。ニューオリンズだけで、住宅の洪水被害によって 80億
～ 100億米ドルの損失が発生したが、30億～ 60億ドルは付保されていなかった。洪水の被害を受けた家の
うち、34,000世帯～ 35,000世帯は洪水保険に入っていなかったが、この中には洪水危険地区内になかった家
も多くあった（Hartwig, 2006）。

直接暴風雨の被害を受けた場所に加え、数万人の避難者を受け入れた地域は避難所と教育を提供しなければ
ならなかった。湾岸地域の石油精製所と生産施設に対する暴風雨の被害は、全国的に幹線道路の自動車燃料
価格を上昇させた。再建コストは米国南部の建設費を吊り上げ、ハリケーンの損害回復に財政的支援をする
ため、多数の＜他の＞プログラムのための連邦政府の資金は削減された。カトリーナから 6ヵ月後、ニュー
オリンズの人口は 155,000人と推定され、2008年 9月までにカトリーナ前の水準の 56％に当たる 272,000人
になると予測されている（McCarthy et al., 2006）。
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Box 7.5　気候変動への適応と地方政府

気候変動によって与えられる脅威と機会は、概して地方的スケールで集中する。そのため、市町村長を含む
地方当局にとっては、適応対応の検討は理にかなったことである。気候変動は、暴風雨、洪水、地滑り、熱波、
干ばつのリスクを高め、給排水システムとエネルギーシステムに過剰な負荷を負わせることによって、生命、
財産、環境の質、将来の繁栄を脅かしうる。

世界中の地方政府は既に気候変動の緩和で役割を果たしているが、適応でも、公共サービスの引受人として、
また、ロンドンのために結成されたもののような共同イニシアティブ（London Climate Change Partnership, 

2004）へ技術的資源さらには資金を提供するため、地方企業、ディベロッパー、公益事業、保険事業者、教
育機関、コミュニティ団体などのステークホルダーを動員する促進者として役割を果たすことができる（第
14章 14.5.1節、第 18章 18.7.2節）。

実際には、多くの場合、優れたガバナンスが気候変動リスク管理戦略の鍵となる。例えば、都市計画での効
果的な地区割は、侵食や地滑りの起きやすい斜面での住宅の侵入を防ぐことができるし、インフラへの適切
な投資と保守は、極端な気象現象に対する居住地の脆弱性を低減するであろう。

産業、居住、および社会第 7 章



342 343

【第 7章　訳注】

【訳注 7-1】 原文の英語は stabilisation ponds。「廃水処理を行うための計画された形状を持ち、長い時間廃水を滞
留させることができる比較的浅い池のこと。土を用いて築造されることが多い。」（出典：日本下水
道協会『下水道用語集 1988年版』）

【訳注 7-2】 原文の英語は marginalisation。社会の主流から外れること、また疎外されることを意味する。

【訳注 7-3】 原文の英語は informal sector。インフォーマルセクターと訳されることが多い。インフォーマルセク
ターの定義はさまざまであるが、一般的には開発途上国の都市でみられる路上の物売りや修理工な
ど、公式の統計にはのらない産業部門を指す。本章では、informal settlement（非公式居住）などでも
informal が使われているため、一貫して「非公式」と訳した。
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