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概要

新たな証拠は、気候変動がアジアの多くの分野に影響
を与えてきたことを示している（確信度が中程度）。
アジアの大部分の国の作物収量が、気温上昇や極端な
気象現象も一部寄与し、減少している。近年のアジア
における氷河および永久凍土の後退は温暖化による結
果としては過去に前例がない。中央アジア、東アジア、
南アジア、東南アジアにおける気候が引き起こした疾
病および暑熱ストレスの発生頻度は、気温上昇および
降水量変動に伴って増加している。陸域および海洋の
生態系において観測された変化は、より顕著となって
いる（確信度が中程度）［10.2.3, 10.2.4］。

将来の気候変動は、気候変動性の拡大とより急速な氷
河融解に伴って、農業、飢饉リスクおよび水資源不足
に影響を及ぼす可能性が高い（確信度が中程度）。
アジアの一部地域の作物収量は、CO2 による＜施肥＞
効果がなければ、1990年レベルより、2020年代には
約 2.5 から 10 %、2050年代には 5 から 30 %減少する
と予測されている（確信度が中程度）［10.4.1.1］。中央
アジア、南アジア、東アジアおよび東南アジアにおけ
る淡水利用可能量は、特に長江のような大河川の流域
において、気候変動と人口増加および生活水準の向上
により、減少する可能性が高く、このことは 2050年
代までにアジアの 10億人以上の人々に悪影響を与え
うる（確信度が高い）［10.4.2］。排出シナリオに関す
る特別報告書（SRES）シナリオの全範囲では、2020

年代までに 1億 2,000万から 12億人の人々が、水スト
レスの増大を経験し、2050年代までにその数は 1億
8,500万から 9億 8,100万人に及ぶであろうと推定され
ている（確信度が高い）［10.4.2.3］。氷河融解の加速
は、氷河融解関連の洪水や斜面の不安定化の回数なら
びに深刻度の増大、および氷河の後退に伴う河川流量
の減少を引き起こす可能性が高い（確信度が中程度）
［10.2.4.2, 10.4.2.1］。炭素施肥効果のない A2シナリオ
では、さらに 4,900万人のアジアの人々が 2020年まで
に、1億 3,200万人が 2050年までに、2億 6,600万人
が 2080年までに飢餓リスクにさらされうると予測し
ている（確信度が中程度）［10.4.1.4］。

アジアの海洋および沿岸の生態系は、海面上昇および
気温上昇の影響を受ける可能性が高い（確信度が高
い）。
予測される海面上昇が、結果として沿岸生態系の重大

な喪失をもたらす可能性が非常に高く、南アジアや
東南アジアの沿岸の百万人ほどの人々が洪水のリス
クにさらされるであろう可能性が高い（確信度が高
い）［10.4.3.1］。海面上昇や河川流出量の減少による海
水の浸入は汽水漁場環境を広げる可能性が高いが一方
で、沿岸浸水は、養殖と特に人口が集中するメガデル
タにおけるインフラに深刻な影響を及ぼす可能性が高
い（確信度が高い）［10.4.1.3, 10.4.3.2］。アジア各地の
湿地、マングローブ、およびサンゴ礁の安定性はます
ます脅かされる可能性が高い（確信度が高い）［10.4.3.2, 

10.6.1］。サンゴ礁に関する最近のリスク分析は、アジ
アのサンゴ礁が今後 10年間および 30年間の間にそれ
ぞれ 24% から 30%消失する可能性が高いことを示唆
している（確信度が中程度）［10.4.3.2］。

気候変動は、森林の拡大および移動に影響を与え、ア
ジアの大部分の地域において、土地利用／被覆の変化
や人口圧の結果生じている生物多様性への脅威をいっ
そう悪化させる可能性が高い（確信度が中程度）。
アジアにおける多くの動植物種の絶滅リスクの増加
は、気候変動および生息地の分断化の相乗作用の結果
である可能性が高い（確信度が中程度）［10.4.4.1］。北
アジアでは、森林の成長および北方林の範囲が北方に
移動する可能性が高い（確信度が中程度）［10.4.4］。
森林拡大を制限しうる可能性が高い気候変動は、北ア
ジアにおける森林火災の頻度と広がりを、将来増加さ
せる可能性が高い（確信度が中程度）［10.4.4］。

将来の気候変動は、アジアの人の健康に悪影響を与え
続ける可能性が高い（確信度が高い）。
南アジアおよび東南アジアでは、主に気候変動に伴う
下痢性疾患による地方特有の罹患率および死亡数の
増加が予想される（確信度が高い）。沿岸域の水温の
上昇は、南アジアにおけるコレラ菌の存在量および／
または毒性をいっそう悪化させるだろう（確信度が高
い）。将来、北アジアで、動物媒介性および水媒介性
の病気の自然分布域が拡大する可能性が高い（確信度
が中程度）［10.4.5］。

気候変動によって、アジアにおける複合的ストレスは
よりいっそう複合化するだろう（確信度が高い）。
気候変動は、急速な都市化、工業化、および経済開発
に伴う天然資源および環境への圧力を複合化するた
め、アジアの多くの開発途上国の持続可能な開発に影
響を及ぼすであろう可能性が高い。持続可能な開発政
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策の主流化や、国家開発イニシアティブに耐気候概念
を含めることは、天然資源への圧力を減らし、環境リ
スク管理を向上させる可能性が高い（確信度が高い）
［10.7］。

10.1　 第 3次評価報告書で評価された知
見の要約

10.1.1　アジアにおける気候変動の影響

気候変化と変動
　アジアにおける極端な気象現象は、20世紀全体にわ
たる地域スケールでの＜気候変動の＞強度や頻度の増
大の証拠を提供していると報告された。第 3次評価報
告書（TAR）は、温室効果ガスの大気中濃度の将来に
おける増加の結果として、アジアの陸域では、地域全
体平均した年平均温度上昇値は 2050年代の 10年間で
およそ 3℃、2080年代の 10年間ではおよそ 5℃になる
であろうと推測した （Lal et al., 2001a）。地上気温の上
昇は年間をとおして北方アジアにおいて最も顕著にな
ると予測された。

気候変動の影響
　アジア全域で水循環の強化および地域全体平均した
年間平均降水量の増加が予測された。年間および冬
季平均降水量の増加は北方アジアで最も大きいであろ
う。結果としてシベリアの主要河川の年間流出量は著
しく増加するであろう。夏季降水量の減少は乾燥およ
び半乾燥アジアの中央部全体で起こった可能性が高
く、このことは砂漠の拡大と、定期的に過酷な水スト
レス状況をもたらしている。温帯および熱帯アジアで
は、特に夏季モンスーン期の降雨強度の増大により洪
水になりやすい地域が増加しうる。

10.1.2　脆弱性と適応戦略

　脆弱な分野。アジアでは水および農業分野が気候変
動による影響に最も敏感である可能性が高い。アジア
の農業生産性は、高温、深刻な干ばつ、洪水状況、お
よび土壌劣化による深刻な損害を被る可能性が高い。
北方アジアの森林生態系は永久凍土地域の融解に伴う
洪水と流出量の増加を経験するであろう。地球温暖化
の結果として起こる永久凍土崩壊のプロセスは高緯度
アジアの経済に影響を及ぼすすべての関連する気候依
存分野の脆弱性を強める。

　脆弱な地域。温帯および熱帯アジアの国々は、森林
枯死と火災リスクの増大、台風や熱帯低気圧、洪水と
地滑り、および深刻な動物媒介性疾病などの極端現象
への曝露を増大させる可能性が高い。気候変動のスト
レスは、アジアの山岳および高地システムの生態を崩
壊させる可能性が高い。気候条件が変化する中で、氷
河融解が増幅することも予想される。海面上昇は、ア
ジアの巨大な海岸線に沿っての大規模洪水や平坦な砂
浜の後退を引き起こすであろう。アジア周辺のマング
ローブおよびサンゴ礁の生態的安定性は危険にさらさ
れるであろう。

　適応戦略。持続可能で衡平な開発を通じた所得水準、
教育および技能の向上、ならびに公的な食品流通、災
害に対する準備と管理、および医療制度の改善は、社
会資本を相当に強化し、アジアの開発途上国の気候変
動に対する脆弱性を軽減しうる。追加的適応戦略なら
びに「悔いのない（no regret） 」対策および「互いが
有利になる（win-win）」オプションを利用するための
政策の開発と実施は、その他のオプションより優先さ
れた。温帯および熱帯アジア諸国では、海面上昇、よ
り強度を増した低気圧の可能性、および生態系と生物
多様性への脅威に対処するための適応が、優先度の高
い行動として推奨された。アジアではいずれの国にお
いても、適切な適応プログラムの設計は回避される損
害と適応コストの比較に基づくべきであると提案され
た。

　TAR以降の進展。極端な気象現象などの気候の変動
と変化についての最近のトレンドに関する新たな知識
以外にも、アジアにおける影響、脆弱性および適応に
ついての主要な調査結果のほとんどを確証するさらな
る情報を現在入手することができる。本章ではアジア
のさまざまな地域について、影響、脆弱性、および適
応に関する既知事項を評価する。

10.2　現在の感度と脆弱性

10.2.1　アジア : 地域的特徴

　アジアは最も人口の多い大陸である（図 10.1）。2002

年の総人口は約 39億 200万人で、そのうちおよそ
61%は農村に、38.5%は海岸から 100 km以内で生活
していると報告されている（表 10.1）。アジアの海岸
線は長さ 283,188 kmである（Duedall and Maul, 2005）。

アジア第 10 章
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本報告書ではアジアは 7つのサブ地域、つまり北アジ
ア、中央アジア、西アジア、チベット高原、東アジア、
南アジア、および東南アジアに分けられている（これ
らサブ地域の境界についての詳細は表 10.5参照）。
　亜寒帯気候帯に位置する北アジアは冬季の北半球で
は最も寒冷な地域である（ACIA, 2005）。この地域に
位置している、世界で最も大きく、最も古い湖の一つ
であるバイカル湖は 23,000 km3もの淡水を蓄えてお
り、世界の地表淡水資源のおよそ 20%を維持している
（Izrael and Anokhin, 2000）。中央および西アジアには大
部分が乾燥および半乾燥地域のいくつかの国々が含ま
れる。チベット高原は東部（森林地域）、北部（広々
とした草地）および南部と中央部（農業地域）に分け
ることができる。東アジアは中国の一部、日本、韓国
を含み、東西方向約 5,000 km、南北 3,000 kmに広がっ
ている。南アジアは自然地理学的に多様で、生態学的
には自然および作物関連の生物多様性に富んでいる。
この地域には世界で 20ある巨大都市のうち 5都市が
ある（UN-HABITAT, 2004）。東南アジアは熱帯雨林、
多量で一定の降雨を伴うモンスーン気候、強溶脱土壌、
さまざまな民族集団を特徴としている。表 10.1ではア
ジア諸国の主要な社会経済および天然資源の特徴を一
覧にして示す（WRI, 2003; FAO, 2004a, b, c; World Bank, 

2005）。

10.2.2　 観測された気候トレンド、変動性およ
び極端現象

　アジアにおける過去と現在の気候トレンドおよび変
動性は、一般に夏季よりも冬季期間中により顕著で
ある地上気温の上昇によって特徴づけられる。アジア
の 7つのサブ地域全域で上昇トレンドが観測されてき
ている。アジアの中にはここ数十年間で観測された上
昇＜値＞が一世紀当たり 1℃未満～ 3℃の間であった
地域もある。地上気温の上昇は北アジアで最も顕著
である（Savelieva et al., 2000; Izrael et al., 2002a; Climate 

Change in Russia, 2003; Gruza and Rankova, 2004）。
　この数十年間にアジア全域にわたって、降雨トレン
ドの季節間、年々、および空間的変動性が観測されて
きている。年間平均降雨量の減少トレンドはロシア、
中国の北東部および北部、パキスタンの沿岸地帯およ
び乾燥平原、北東インドの一部、インドネシア、フィ
リピン、ならびに日本の一部で観測されている。年間
平均降雨量は中国西部、中国の長江渓谷および南東部
沿岸、アラビア半島、バングラデシュ、フィリピンの

西部沿岸沿いで増加トレンドを示している。表 10.2で
は、アジアのサブ地域における地上気温および降雨量
の観測された特徴をより詳細に示す。

10.2.3　観測された極端な気候現象の変化

　最近のトレンド、特に前世紀から 21世紀にかけて
のアジアにおける極端な気象現象の強度と頻度の増
大傾向に関する新たな証拠を以下で簡単に議論し、表
10.3にまとめる。東南アジアではエルニーニョ関連の
極端な気象現象が過去 20年間により頻繁になり、か
つ強度を増していると報告された （Trenberth and Hoar, 

1997; Aldhous, 2004） 。
　顕著な温暖化トレンドおよびいくつかの深刻な熱波
事例で示されたように、熱波の持続期間が著しく長
くなったことが多くのアジア諸国で観測されてきてい
る （De and Mukhopadhyay, 1998; Kawahara and Yamazaki, 

1999; Zhai et al., 1999; Lal, 2003; Zhai and Pan, 2003; Ryoo 

et al., 2004; Batima et al., 2005a; Cruz et al., 2006; Tran et 

al., 2005） 。
　概してアジアの多くの場所では降雨日数および年
間総降水量は減少しているが、より強度を増した降
雨事象の発生頻度は高まっており、深刻な洪水、地
滑り、土石流、および泥流を引き起こしている（Zhai 

et al., 1999; Khan et al., 2000; Shrestha et al., 2000; Izrael 

and Anokhin, 2001; Mirza, 2002; Kajiwara et al., 2003; Lal, 

2003; Min et al., 2003; Ruosteenoja et al., 2003; Zhai and 

Pan, 2003; Gruza and Rankova, 2004; Zhai, 2004） 。しかし、
極端な降雨の頻度が減少傾向を示している国もあると
の報告もある（Manton et al., 2001; Kanai et al, 2004）。
　アジアの多くの地域で干ばつの頻度および強度が高
まっていることは、特に夏季の通常はより乾燥した
月およびエルニーニョ南方振動期間における気温の上
昇に大きく起因している（Webster et al., 1998; Duong, 

2000; PAGASA, 2001; Lal, 2002, 2003; Batima, 2003; 

Gruza and Rankova, 2004; Natsagdorj et al., 2005） 。
　最近の研究は、太平洋で発生する熱帯低気圧の頻度
と強度が過去数十年に渡って高まってきていることを
示している（Fan and Li, 2005）。反対に、ベンガル湾お
よびアラビア海で発生した熱帯低気圧は 1970年以降
減少していることが指摘されてきているが、強度は増
してきている（Lal, 2001）。いずれの場合も、強い熱帯
低気圧によって引き起こされた被害は、被災地、特に
インド、中国、フィリピン、日本、ベトナムとカンボ
ジア、イランおよびチベット高原において、著しく増
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大している（PAGASA, 2001; ABI, 2005; GCOS, 2005a, b）。

10.2.4　 気候トレンド、変動性および極端現
象の観測された変化の影響

10.2.4.1　農業と食料生産
　温度上昇、エルニーニョの発生頻度の増加および
降雨日数の減少を一因とする水ストレスの増大によ
って、アジアの多くの場所で過去数十年間のコメ、
トウモロコシ、コムギの生産量が減少してきている
（Wijeratne, 1996; Aggarwal et al., 2000; Jin et al., 2001, 

Fischer et al., 2002; Tao et al., 2003a; Tao et al., 2004）。国
際稲研究所の研究では、成長期間の最低気温が 1℃上
がるごとにコメの収量が 10%減少することが観測さ
れた（Peng et al., 2004）。東アジアにおける潜在的に良
好な農地の減少、および中央アジアにおける適地と現
在耕作されている土地での生産可能性の相当な増大も
また報告されてきている（Fischer et al., 2002）。ロシア
（Izrael and Sirotenko, 2003）およびアジアのほかの開発
途上国では、気候変動が増大しつつある需要を満たす
ように農業生産量をあげることを現在までより困難に
しうる。

10.2.4.2 水循環と水資源
　主として気温上昇に起因する永久凍土の急速な融解
（表 10.4）や凍土厚の減少（Wang et al., 2004b によると
チベットでは 4から 5ｍ）は、多くの都市および人々
の居住地を脅かし、より頻繁な地滑りと森林生態系の
一部の変性を引き起こし、結果としてアジアの永久凍
土地域の湖の水位の上昇をまねいてきた （Osterkamp 

et al., 2000; Guo et al., 2001; Izrael and Anokhin, 2001; 

Jorgenson et al., 2001; Izrael et al., 2002b; Fedorov and 

Konstantinov, 2003; Gavriliev and Efremov, 2003; Melnikov 

and Revson, 2003; Nelson, 2003; ACIA, 2005）。
　アジアのより乾燥した地域では氷河の融解が淡水給
水量に占める割合は 10%を超えている（Meshcherskaya 

and Blazhevich, 1990; Fitzharris, 1996; Meier, 1998）。アジ
アの氷河は中央アジア、モンゴル西部、および中国北
西部、特にサラフション氷河、アブラモフ氷河、およ
びチベット高原の氷河で報告されているように、近年
では以前より早く融解している（10.6.2節参照） （Pu et 

al., 2004）。氷河の急速な融解の結果、氷河流出量およ
び泥流と雪崩をまねく氷河湖決壊の頻度が増加してき
ている （Bhadra, 2002; WWF, 2005）。しかしながらパキ
スタン北部での最近の研究は、過去 40年間のヒマラ

ヤ西部全体における冬季降水量増加によりインダス渓
谷地域の氷河が拡大しているかもしれないことを示唆
している （Archer and Fowler, 2004）。
　中国では場所により、気温上昇および降水量の減
少（Ma and Fu, 2003; Wang and Zhai, 2003）が、水利用
増加と相まって、湖および河川の枯渇の原因となる水
不足を引き起こしている（Liu et al., 2006; Wang and Jin, 

2006）。インド、パキスタン、ネパール、バングラデ
シュでは、水不足は急速な都市化と工業化、人口増加、
および非効率な水利用に起因してきたが、このことは
気候変動と、需要や供給、水質へのそれによる悪影響
によっていっそう悪化する。乾燥中央アジアおよび西
アジアでは、気候変化と変動が、乾燥および半乾燥地
域の国々の増大する水需要を満たす能力に難題を与え
続けている （Abu-Taleb, 2000; UNEP, 2002; Bou-Zeid and 

El-Fadel, 2002; Ragab and Prudhomme, 2002）。特に水資
源が既に水需要増加および非効率な水利用によって圧
迫されているアジアの一部では、エルニーニョ南方振
動に通常関連している降水量減少と気温上昇が水不足
を増大させるという報告がなされてきている（Manton 

et al., 2001）。

10.2.4.3　海洋および沿岸地帯 
　北方アジアの沿岸地帯ではこの数十年間、地球温暖
化および海面上昇が海氷形成と融解、熱侵食過程、永
久凍土、ならびに河川凍結と解氷時期に影響を及ぼし
てきている（ACIA, 2005; Leont’ yev, 2004）。モンスー
ンアジアの海岸線は熱帯低気圧が起こりやすく、世界
の熱帯低気圧総数の 42%までがこの地域で発生してい
る（Ali, 1999）。極端な気候現象と非気候現象が組み合
わさることで沿岸洪水が引き起こされたが、その結果、
相当な経済的損失と死亡者数となった （Yang, 2000; Li 

et al., 2004a）。近年、大規模な土砂堆積、土地利用転
換、伐木、および人間の居住によって主要な河川デル
タの湿地帯は相当に様変わりしてきている （Lu, 2003）。
アジアにおける沿岸侵食は、さまざまな地域的地殻変
動活動、堆積物供給、および海面上昇によって決まる
速度で土地の喪失を引き起こしている（Sin, 2000）。ベ
ンガル湾からの塩水は乾季に支流水路沿いに 100 km

またはそれ以上内陸へ入り込んだと報告されている
（Allison et al., 2003）。深刻な干ばつや規制のない地下
水揚水もまた、中国の沿岸平野における海水浸入をも
たらしている（Ding et al., 2004）。
　アジア地域、特に南アジア、東南アジア、ならびに
東アジアにおいて、生態学的および経済的に計り知

アジア第 10 章



430 431

れないほど重要な意味を持つ、広大で多様なアジア
のサンゴ礁の 34％以上（Spalding et al., 2001; Burke et 

al., 2002; Zafar, 2005）が、主として 1997/98年のエル
ニーニョ現象に誘発されたサンゴの白化現象のため
に、1998年に失われたと報告されている（Wilkinson, 

2000; Arceo et al., 2001; Wilkinson, 2002; Ministry of 

the Environment and Japanese Coral Reef Society, 2004; 

Yamano and Tamura, 2004）。気候変動による壊滅的影響
がこの地域におけるサンゴへの人為的損害をさらにひ
どくしている。報告によると、南および東南アジア地
域の広大なマングローブの相当部分もまた、主として
人間活動のために 20世紀の後半 50年間で失われてき
ている（Zafar, 2005）。気候関連要因のマングローブに
与える影響の証拠は、いまだインダスデルタおよびバ
ングラデシュにおける淡水流量の減少および塩水浸入
によるマングローブの深刻な破壊に限られたままであ
る（IUCN, 2003a）。

10.2.4.4　自然生態系
　過去 20年間においてアジアにおける森林火災の強
度の増大と広がりの拡大が観測された。その原因は
主として土地利用密度の高まりと相まった気温上昇お
よび降水量減少にある（Page et al.，2002; De Grandi et 

al., 2003; Goldammer et al., 2003; F FA RF, 2004; Isaev et 

al., 2004; Murdiyarso et al., 2004; Shoigu, 2004; Vorobyov, 

2004; Acard et al., 2005; Murdiyarso and Adiningsih, 

2006）。過去 10年間に年間 12,000から 38,000の森
林火災が北アジアの北方林を襲い、約 30万から 300

万ヘクタールに影響を与えた（Dumnov et al., 2005; 

Malevski-Malevich et al., 2005; FNC RF, 2006 ）。最近の
研究はまた、人間活動の増大とそれに組み合わさった
特に気温上昇といった気候条件に関連したシベリアの
泥炭地での火災の劇的な増加を示している。インドネ
シアの泥炭地における火災は 1997年から 1998年のエ
ルニーニョ乾季の期間に 200万人以上に影響を及ぼし、
推定 0.81から 2.57PgCを大気中に放出した（Page et 

al., 2002）。過去 10年間で東南アジアの泥炭地の約 300

万ヘクタールが燃やされ、3から 5PgCを放出してい
る。また泥炭の排水がさらに 600万ヘクタールに影響
を及ぼし、さらに 1から 2PgCを放出している。過去
60年間で春季降水量が 17%減少し、地上気温が 1.5℃
上昇した結果、モンゴルの森林および草原の火災の頻
度や範囲が 50年間にわたって相当に増大してきてい
る（Erdnethuya, 2003）。1997/98年のインドネシアのエ
ルニーニョ南方振動現象は、970万ヘクタールの森林

および雑木林火災を誘発し、結果として深刻な国内お
よび国境を超えた汚染を引き起こした。また、フィリ
ピンでは 1997/98年のエルニーニョ南方振動現象の期
間に数千ヘクタールの二次林および過去に伐採された
森林が焼失した（Glantz, 2001; PAGASA, 2001）。
　草の成長期間における降雨がだんだん減少している
ことで、近年中央および西アジアにおける乾燥状態が
進行している。このことは草原の成長を弱め、地表の
露出を増やしている（Bou-Zeid and El-Fadel, 2002）。露
出の増加は太陽放射の反射の増大を引き起こし、これ
は土壌水分がさらに蒸発し、フィードバック過程で地
面がますます乾燥するほどで、そのため草原の劣化を
さらに加速させる（Zhang et al., 2003）。
　アジアの湿地はここ数十年のより温暖な気候により
ますます脅かされている。パキスタン、バングラデシ
ュ、インド、中国のほとんどのデルタ地域における降
水量減少と干ばつは、結果として湿地の枯渇および生
態系の深刻な劣化を引き起こしてきている。上流の貯
水池建設および地下水の不適切な利用に加えて、1999

から 2001年に頻発した干ばつもまた、松嫩（Songnen）
平原に位置する莫莫格（Momoge）湿地帯の枯渇をま
ねいてきている（Pan et al., 2003）。

10.2.4.5　生物多様性
　開発活動と土地劣化（特に過放牧と森林破壊）、汚
染、過剰な漁業、狩猟、インフラ開発、種の侵入、土
地利用変化、気候変動、および淡水の過剰使用の結果
として、アジアにおける生物多様性は失われつつある
（UNEP, 2002; Gopal, 2003）。アジアにおける気候関連
の生物多様性の喪失の証拠は依然として限られている
が、近年アジアの多くの場所で、観測された気候変動
の結果として、多数の植物および動物種がより高緯度
および高地へ移動していると報告されている（Yoshio 

and Ishii, 2001; IUCN, 2003）。日本の桜の開花日の変化、
北海道およびほかの高山における高山植物相の減少、
ならびに南方の広葉常緑樹の分布拡大もまた、報告さ
れてきている（Oda and Ishii, 2001; Ichikawa, 2004; Kudo 

et al., 2004; Wada et al., 2004）。

10.2.4.6　人の健康
　過去 5年間にインドのアンドラプラデーシュやオリ
ッサ州、およびその他の場所で、主に貧困層や高齢者、
農村部の日雇い労働者、農業従事者、人力車引きなど
の労働者の間で、熱波に起因する数多くの死亡が報告
されている（Lal, 2002）。また、シベリアの都市では極
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端な夏季気温と熱波に関連する深刻な健康上のリスク
が報告されている（Zolotov and Caliberny, 2004）。
　南アジアでは、下痢性疾患に起因する地方特有の
罹患率と死亡率は、貧困や高温が細菌増殖に及ぼす
影響によってさらに悪化する衛生行動と関係してい
る（Checkley et al., 2000）。下痢性疾患およびほかの伝
染性の疾病の発生は、貧困、安全な飲料水へのアクセ
スの欠如、不十分な下水システムなどの非気候要因に
伴って、深刻な洪水、エルニーニョ南方振動関連の
干ばつ、海面水温、降雨量などの気候関連要因にも
影響されると報告されてきている（Durkin et al., 1993; 

Akhtar and McMichael, 1996; Bouma and van der Kaay, 

1996; Colwell, 1996; Bangs and Subianto, 1999; Lobitz et 

al., 2000; Pascual et al., 2000; Bouma and Pascual, 2001; 

Glantz, 2001; Pascual et al., 2002; Rodo et al., 2002） 。

10.3　将来トレンドに関する想定

10.3.1　気候

　表 10.5 はアジアの 7サブ地域ごとの、各季節におけ
る地域平均地上気温の可能性が高い上昇と（ベースラ
イン期間である 1961から 1990年に対しての）季節的
地域平均降水量の変化率の予測の一面を示している。
第 4次評価報告書（AR4）の大気海洋結合大循環モデ
ル（AOGCM）に基づき、また第 1作業部会第 11章で
詳細に論じられているとおり、21世紀の気温予測は、
20世紀に観測されたものをしのぐ温暖化の著しい加速
を示している（Ruosteenoja et al., 2003; Christensen et al., 

2007）。温暖化＜の進行速度＞は東南アジアで最も遅
く、全球の温暖化の平均値と差がなく、南アジアと東
アジア全域でより早く、アジア大陸内陸部（中央、西、
および北アジア）で最も早い。概して、アジアサブ地
域全体に及ぶ予測された温暖化はすべての期間におい
て北半球における冬季の方が夏季より顕著である。北
アジアの高緯度地域で、最も顕著な温暖化が予測され
ている。最近のモデル実験は、チベット高原を含むヒ
マラヤ高地およびアジアの乾燥地域で温暖化が顕著に
なるであろうと示唆している（Gao et al., 2003）。
　＜本巻＞第 2章および Cristensen et al.（2007）で論
じられ、領域モデルを用いた数々の研究で確証されて
いるとおり（Lal, 2003; Rupa Kumar et al., 2003; Kwon 

et al., 2004; Boo et al., 2004; Japan Meteorological Agency, 

2005; Kurihara et al., 2005）、第 4次評価報告書のモデル
は一致して、今世紀中のアジアの大部分における年間

降水量の増加を示した。中でも北アジアと東アジアに
おける相対的増加は最大であり、モデル間の差が最も
少なかった。サブ地域における平均冬季降水量はアジ
ア北部およびチベット高原で増加するであろう可能性
が非常に高く、ついで西、中央、東南、および東アジ
アで、増加するであろう可能性が高い。夏季の降水量
は北、南、東南、および東アジアで、増加するであろ
う可能性が高いであろうが、西および中央アジアでは
減少するだろう。中央アジアにおける平均降水量の予
測された減少には、きわめて乾燥した春季、夏季、お
よび秋季の頻度の増加が伴うであろう。南アジアでは、
第 4次評価報告書のモデルのほとんどが 12月、1月、
2月の降水量減少を予測しており、Lal et al.（2001b）
で報告された過去の調査結果を裏づけている。
　アジア夏季モンスーンにおける日降水量の年々変
動性の増加（Lal et al., 2000; May, 2004a; Giorgi and Bi, 

2005）と並んで、南アジア、東アジアおよび東南ア
ジアでは、熱波や強烈な降水現象を含む極端な気象
現象の発生の増加（Emori et al., 2000; Kato et al., 2000; 

Sato, 2000; Lal, 2003; Rupa Kumar et al., 2003; Hasumi and 

Emori, 2004; Ichikawa, 2004; May, 2004b; Walsh, 2004; 

Japan Meteorological Agency, 2005; Kurihara et al., 2005） 
もまた予測されている。東アジアに関する地域気候
モデル実験の結果（Sato, 2000; Emori et al., 2000; Kato 

et al., 2000; Ichikawa, 2004; Japan Meteorological Agency, 

2005; Kurihara et al., 2005）は、日本全域の熱波条件が
将来増進される可能性が高いことを示している（図
10.2）。日本では、大気中水蒸気の増加により、台風
に伴うものを含む極端な日降水量＜の頻度＞がさら
に増大するであろう（Hasumi and Emori, 2004）。日本
での年気温および降水量の増加は、地域気候モデル
を用いて地域別にも予測されている（図 10.3; Japan 

Meteorological Agency, 2005; Kurihara et al., 2005）。
　現行の閾値温度との比較で 2から 4℃の海面水温上
昇に対する熱帯低気圧強度の 10から 20%の増大も同
様に東アジア、東南アジア、南アジアで予測されてい
る（Knutson and Tuleya, 2004）。高潮の波高の増幅は、
海面水温の上昇に伴う強風の発生および熱帯低気圧関
連の低気圧に起因して起こることがあり、結果として
東、南、東南アジア諸国の沿岸地域沿いの沿岸災害リ
スクを増大させうる。熱帯低気圧強度増加の影響は、
場所を問わず熱帯低気圧進路のあらゆる変更によって
決定されるであろう（Kelly and Adger, 2000）。
　アジアの沿岸地域では、海面上昇の現在の速度は 1

から 3 mm/年の間であると報告されており、世界平均
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よりわずかに大きい（Dyurgerov and Meier, 2000; Nerem 

and Mitchum, 2001; Antonov et al., 2002; Arendt et al., 

2002; Rignot et al., 2003; Woodworth et al., 2004）。20 世
紀中の 1.7から 2.4 mm/年に対して、過去 10年間での
海面上昇の速度は 3.1 mm/年と報告されており（Arendt 

et al., 2002; Rignot et al., 2003）、このことは海面上昇の
速度が長期平均と比較して加速してきていることを示
唆している。

10.3.2　社会経済状況

　SRESの枠組みでは、社会経済開発（例えば、人
口、経済活動）、エネルギーサービスと資源の利用可
能性（例えば、エネルギー強度、エネルギー需要、エ
ネルギー利用の構造）、土地利用と土地被覆、温室効
果ガス（GHG）と硫黄排出、ならびに大気組成につい
ての地域別変化の定性的および定量的な記述をあまね
く備えた物語的筋書きが作成された（Nakićenović and 

Swart, 2000）。アジアではエネルギー利用、土地利用変
化、産業生産過程など、社会経済開発を反映して GHG

排出が定量化された。アジアの人口増加予測は 2050

年の 15億 4,000万人と 2100年の 45億人の間に広がっ
ている（Nakićenović and Swart, 2000）。経済成長は現在
の国内総生産（GDP）のそれぞれ 4.2倍と 3.6倍の間
に広がると推定されている。

10.4　主要な将来影響と脆弱性

　アジアにおける将来の気候変動による主要な影響お
よび脆弱性は図 10.4に要約されている。これらの影響
および脆弱性についての詳細にわたる議論は以下の節
で提起されている。

10.4.1　農業と食料安全保障

10.4.1.1　生産
　最近の研究の結果は、気候変動の結果今世紀末まで
にアジアにおける穀物生産の潜在能力が相当に低下す
る可能性が高いことを示唆している。しかしながら、
予測される気候変動に対するコムギ、トウモロコシお
よびコメの収量の応答の地域間差異は顕著となるであ
ろう可能性が高い （Parry et al., 1999; Rosenzweig et al., 

2001）。HadCM2 を用いた穀物収量予測の結果は、た
とえ CO2 の直接的な生理的好影響を考慮に入れたとし
ても、中央、南アジアでは穀物収量が 30%まで減少し

うる一方で、東、東南アジアでは 20%まで増加しうる
可能性が高いことを示している。予測される気候変動
シナリオでは、肥沃効果とそれに伴う熱ストレスなら
びに水不足（一部の地域）の組み合わさった影響の結
果として、21世紀末までにアジアにおけるコメの生産
量が 3.8%減少しうる （Murdiyarso, 2000）。バングラデ
シュでは 2050年までにコメおよびコムギの生産量が
それぞれ 8%と 32%低下するかもしれない（Faisal and 

Parveen, 2004）。A1FI排出シナリオ（表 10.5参照）に
基づいた温暖化予測に関して、アジアの一部地域では
2020年代には 2.5から 10%、2050年代には 5から 30%

の穀物収量の減少が予測されてきている （Parry et al., 

2004）。CO2 が倍増した気候は、日本の中部および南
部にある多くの県の灌漑された低地においてでさえ、
高温不稔のために （Matsui and Omasa, 2002）、コメの収
量を 0から 40%減少させうる （Nakagawa et al., 2003）。
対流圏オゾンの 30%増加および湿度の 20%低下を伴
う予測される温暖化は、北アジアにおいて穀物および
飼料の生産をそれぞれ 26%および 9%減少させると予
想されている （Izrael, 2002）。
　将来の気候変動シナリオに基づいた穀物シミュレー
ションモデリング研究は、南アジアおよび東南アジア
において天水コムギが相当に損害をうける可能性が高
いことを示している （Fischer et al., 2002）。例えばイン
ドでは冬季気温が 0.5℃上昇すると、コムギ収量が 1ヘ
クタール当たり 0.45トン減少するであろう（Lal et al., 

1998; Kalra et al., 2003）。より最近の研究は、インドで
は 0.5から 1.5℃の気温上昇に対して、コムギとトウモ
ロコシの収量可能性が 2から 5％減少することを示唆
している（Aggarwal, 2003）。研究はまた、中国では平
均気温が 2℃上昇すると天水コメ収量が 5から 12%減
少しうることを示している（Lin et al., 2004）。南アジ
アでは 2.5℃を超える気温上昇が起こると非灌漑コム
ギおよびコメの収量が著しく減少し、農家レベルの純
収入の 9から 25%の損害を被るであろう（Lal, 2005）。
最も控えめな気候変動シナリオでは、今世紀末までに
南アジア諸国の穀物純生産量は少なくとも 4から 10%

減少すると予測されている（Lal, 2007）。穀物生産可能
性の変化はアジアの多くの開発途上国で気候変動によ
って引き起こされる資源へのストレスが増大している
ことを示している。

10.4.1.2　営農システムと作付面積
　気候変動は単位面積当たりの穀物生産量だけでな
く、生産面積にも影響を与えうる。アジアにおいて耕
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作に適している耕地のほとんどは既に使用されている
（IPCC, 2001）。農業地帯が北へ移動する可能性が高く、
モンゴル東部の乾燥ステップ地帯が森林ステップ地帯
を北へ押し上げ、高山および森林ステップ地帯の縮小
とステップおよび砂漠ステップ地帯の拡大という結果
に至るであろう（Tserendash et al., 2005）。数々の研究
は、中国北部では今世紀中ごろまでに単作が 23%縮
小するであろう一方、三期作が長江渓谷から黄河流域
へと 500 km、また二期作が既存の単作へ向かって移動
するであろう可能性が高いことを示している（Wang, 

2002）。ロシア連邦および東アジアでは穀物の適地お
よび生産可能量がわずかに高まりうる（Fischer et al., 

2002）。
　南および東アジアでは 2,800万 ha以上が、生産性維
持のために灌漑の相当な拡大を必要としている（FAO, 

2003）。アジアの乾燥および半乾燥地域における農業
灌漑需要は 1℃の気温上昇に対し、少なくとも 10%

増加すると推定されている（Fischer et al., 2002; Liu, 

2002）。北、および北東中国の平原における天水穀物は、
予測された降雨量減少に関連した水需要および土壌水
分不足増大のため、次の数十年間で水関連の難題に直
面しうる（Tao et al., 2003b）。
　農業用地が限界に近づくにつれ、南アジアにおける
さらなる食料の必要性は精密農業などを通じた単位土
地面積、水、エネルギー、および時間当たりの収量の
増大によって満たされうる可能性が高い。アジアの多
くの国々では水文学的特徴における多様性の増大が穀
物供給や食料安全保障に影響し続けるであろう可能性
が高い。農業強化は予測される気候変動の影響を常に
受ける可能性が高いアジアの食料要求を満たす最も可
能性が高い手段であろう。

10.4.1.3　家畜、漁業、養殖業
　過去数十年間で牛乳および乳製品関連のタンパク食
と比較して精肉や鶏肉などの動物性食品の消費は着
実に増えてきている（FAO, 2003）。しかしながら、ア
ジアのほとんどの地域（インド、中国、モンゴル）で
は、牧草地の利用可能量が家畜数の拡大を制限して
いる。冷帯草原は気候変動とともに北へ移動すると
予測されており、純一次生産量は低下するであろう
（Sukumar et al., 2003, Christensen et al., 2004; Tserendash 

et al., 2005）。限定的な草本生産、より高い気温による
暑熱ストレスおよび降雨量減少に起因する水分摂取量
の限界は、動物の乳生産量減少およびいくつかの疾病
発生の増大を引き起こしうる。

　アジア－太平洋地域は養殖業および捕獲漁業の両分
野において、世界最大の魚生産地である。最近の研
究は、より温暖な大気中における海洋循環の変化によ
る熱帯海洋での一次生産量の減少を示している。東ア
ジアおよび東南アジアでのマグロ捕獲高は世界総量の
ほぼ 4分の 1である。モデリング研究は、予測される
温暖化シナリオ下での赤道太平洋におけるカツオの
生息地の顕著で大規模な変化を示した（Loukos et al., 

2003）。中国における海面漁業は魚の乱獲、汚染、赤潮、
およびその他の気候的および環境的圧力による脅威に
直面している。魚の回遊ルート、回遊パターン、およ
びそれに順じたフリソデウオ科（ribbon fish）、ニベ科
の魚（Small and large yellow croakers）などの主要な海
面漁業種の地域的捕獲は全球の気候変動に大きく影響
されうる（Su and Tang, 2002; Zhang and Guo, 2004）。南
および東南アジアの沿岸水域ではエルニーニョ現象の
頻度増加が稚魚現存量の無視できないほどの減少をま
ねきうる可能性が高い。こうした現象は、東、南、お
よび東南アジアの沿岸水域における漁業生産の一般的
な減少の一因となっていることが予想される。北極地
方の海面漁業もまた気候変動による影響をおおいに受
けるであろう。さほどひどくない程度の温暖化はタラ、
ニシンなどの一部の経済的に利益のあがる漁業の条件
を改善する可能性がある。より高い温度および氷被覆
の減少は、魚の餌の生産性を増大し、より広い生息地
を提供しうる。対照的にアマエビは海面水温の上昇と
ともに減少する可能性が高いであろう（ACIA, 2005）。
　気候変動のアジア漁業への影響は周囲の海洋の複雑
な食物連鎖に左右される。その食物連鎖は気候変動に
よって阻害される可能性が高い。高標高における漁業
は地上気温の上昇に起因する酸素の利用可能性の低下
による悪影響を受ける可能性が高い。平原では降水の
時期と量もまた、産卵、分散および成長のための魚種
の河川から氾濫原への回遊に影響を及ぼしうる（FAO, 

2003）。海流、海面、海水温、塩分、風速と風向、湧
昇強度、混合層の厚さ、および捕食動物の気候変動へ
の応答の将来の変化は、魚類の繁殖地、魚類の食料供
給、そして最終的にはアジア水域の魚の個体数の現存
量を相当に変える可能性がある（IPCC, 2001）。

10.4.1.4　将来の食料供給と需要
　世界人口の半分はアジアに居を構えている。貧困層
や＜社会的主流から外れた＞周縁にある集団、特に
農村部の子どもの間での栄養不良の蔓延、および多く
の国々における貧困ラインを下回る大勢の人々につい
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て深刻な懸念がある。どのように地域的気候変動がア
ジアの食料供給および需要に影響を与えるであろうか
についての我々の理解の大きな不確実性は近年の科学
進歩にもかかわらず広がり続けている。地球規模での
食料システムの相互依存性が高まっているため、アジ
ア全体やアジア地域にある国々の将来の食料需要や供
給に気候変動が与える影響はほかの国々で起こってい
る事によって左右される。例えば、過去数年間のイン
ドの余剰穀物は干ばつに襲われたカンボジアに食料援
助を提供するために使われてきている（Fischer et al., 

2002）。しかしながら、アジアにおける都市化と人口
の増大は、耕作地面積の利用可能性が限られているこ
と、またほとんどの事例で予測されている収量減少の
ために、結果として食料需要の増加と供給の減少をま
ねくであろう可能性が高い（Murdiyarso, 2000; Wang, 

2002; Lin et al., 2004）。
　食料供給または食料の購買力は所得と生産物の価格
に直接に左右される。世界的な穀物価格は予測される
気候変動に起因する純生産力減少の結果、2080年代ま
でに 3倍以上上昇すると予測されてきている（Parry et 

al., 2004）。食料価格の地方的上昇は頻繁にみられうる。
ソルガム、キビなどの穀物を栽培している自給生産者
は、生産性の低下の可能性、ならびに何世代にも渡っ
て保護されてきた穀物の遺伝的多様性の喪失の危険の
両方によって最も大きなリスクにさらされうる。それ
ゆえに一部の開発途上国においては、飢餓のリスクが
非常に高いままである可能性が高く、炭素施肥効果の
ない A2シナリオでは、さらに 4,900万人のアジアの
人々が 2020年までに、1億 3,200万人が 2050年までに、
2億 6,600万人が 2080年までに飢餓リスクにさらされ
うると予測されている（Parry et al., 2004）。飢餓リスク
の増加率に関しては、CO2施肥効果のない A2シナリ
オでは 2020年代までに 7から 14%、2050年代までに
14から 40%、2080年代までに 14から 137%増大する
可能性が高い（Parry et al., 2004）。
　近年の研究の中には（PAGASA, 2001; Sukumar et al., 

2003; Batima et al., 2005b）、中央アジアおよび東南ア
ジアの辺境地域における草地、家畜および水資源が気
候変動に対して脆弱である可能性が高いとする第 3次
評価報告書での調査結果を支持するものもある。食料
不安および生計手段の喪失は熱帯アジアの低平地にお
ける浸水および海岸侵食による耕地や養魚場の喪失に
よっていっそう悪化する可能性が高い。より優れた資
源管理やより統合的な農生態系などの管理オプション
は、土地条件を改善し、気候変動から生じる圧力を軽

減しうる可能性が高い。

10.4.1.5　害虫と病気
　気温の上昇と成長期間の長期化が、結果としてアジ
アの温帯地域における害虫の個体数の増加をまねき
うることを認める研究（Rosenzweig et al., 2001; FAO, 

2004c）もある。CO2 濃度上昇および気温の変化は、
生態や時間の経過による雑草種の進化、C3対 C4の雑
草種の競争力にも影響を及ぼすかもしれない（Ziska, 

2003）。冬季気温の上昇は凍死を減少させ、昆虫個体
群の増加に有利に働くだろう。概して気温上昇は、作
物周期当たりの繁殖世代を増加させる病原菌成長速度
の加速や冬季気温の上昇に起因する病原菌死亡率の低
下、ならびに作物をさらに脆弱化させることにより、
作物・病原菌相互作用に影響を及ぼすかもしれない。
　気候変動と同様に、害虫および病気のパターンが変
わることもまた、将来いかに食料生産システムが機能
するかに影響を与える可能性が高い。このことは、特
に農業依存度の高い国々において、食料安全保障や貧
困レベルに直接的な影響を及ぼすであろう。多くの場
合その影響は農村部の貧困層によって直接に感じられ
るであろう可能性が高い。というのは、農村部の貧困
層は生存のために食料システムの直接の成果としばし
ば密接に関わっており、また食料購入によって損失分
を代用する能力が低いためである。都市部の貧困層も
また、食料生産量減少の結果起こるかもしれない食料
価格上昇によって悪影響を受ける可能性が高い。

10.4.2　水循環と水資源

10.4.2.1　水利用可能量と需要
　アジアにおける気候変動の水資源への影響は場所に
よってプラスに働くところもあれば、マイナスに働く
ところもあるだろう。河川システムからの水流の季節
性や流量の変化は気候変動に起因して起こる可能性が
高い。ロシアの一部地域では、気候変動が河川流出量
を相当に変え、極端な低流出現象が南西部の穀物栽培
地域でより頻繁に起こるかもしれない（Peterson et al., 

2002）。河川流域流出量の変化は、世界第 3位の＜水
力発電＞生産国であるタジキスタンのような水力発電
諸国の出力に著しい効果をもたらしうる（World Bank, 

2002）。同様に、ユーフラテス、チグリスなどの大河
川からの地表水利用可能量も河川流量変化の影響を受
けるかもしれない。レバノンでは、純年間利用可能水
資源は、CO2が倍増する気候下で平均 1.2℃の気温上
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昇を推定する大循環モデル（GCM）に応じて、15%減
少するであろう可能性が高い。一方、河川の流量は冬
季に増加し、春季に減少する可能性が高く（Bou-Zeid 

and El-Fadel, 2002）、このことは従来の河川水利用に悪
影響を及ぼしうる。北中国では、気候変動の影響およ
び高まる需要に起因して、地表水および地下水源から
の灌漑は農業生産のための水の必要量の 70%しか満た
さないであろう（Liu et al., 2001; Qin, 2002）。メコン川
の最大月間流量は 1961から 90年レベルと比較して、
流域では 35から 41%、デルタでは 16から 19%増加
すると推定されており、2010から 38年にはより低い
値、そして 2070から 99年にはより高い値が推定され
ている。対照的に最低月間流量は河川流域では 17か
ら 24%、デルタでは 26から 29%減少すると推定され
ており（第 5章、 Box 5.3, Hoanh et al., 2004参照）、こ
のことは雨季には洪水リスクが高まり、乾季には水不
足の可能性が高まりうることを示唆している。洪水は
汽水漁業の生息地を拡大しうるが、同時にとりわけ人
口過密なメガデルタにおいて養殖やインフラに深刻な
影響をも与えうる。乾季流量の減少はいくつかの種の
個体数を減少させるかもしれない。
　中央アジアの一部では、地域的気温上昇が、泥流や
雪崩など、人間の居住地に悪影響を与えうる現象の
＜発生＞確率の上昇を引き起こすであろう（Iafiazova, 

1997）。気候変動に関連した氷河溶解は、水供給を氷
河融解に依存しているヒマラヤ・ヒンドゥークシ地域
の 5億人および中国の 2億 5,000万人に深刻な影響を
与えうる（Stern, 2007）。氷河が溶けるにつれ、当初は
冬季や春季の河川流出量が増加するであろうが、最終
的には氷資源の喪失の結果として、減少するであろう。
こうした水に依存して灌漑を行っている下流域農業へ
の影響は、南アジアのほとんどの国において、不利な
ものとなるであろう可能性が高い。北西中国およびモ
ンゴル西部では春季の積雪融解量および速度は拍車が
かかると予測されており、また融解時期は早まりうる。
このことはいくつかの水源を増量するであろうし、春
季の洪水をまねくかもしれない。一方、今世紀末まで
に家畜への冬季水利用可能量が著しく不足することが
予測される（Batima et al., 2004, 2005b）。

10.4.2.2　水質
　多くのアジア諸国における地下水の過剰揚水は、結
果として水位の低下を引き起こしてきており、このこ
とは沿岸地域への海水の浸入をまねき、表層近くの水
を塩水化する。特にインド、中国、バングラデシュは

とりわけ海岸沿いで地球温暖化の直接的影響である海
面水位の上昇に起因して、地表水源同様、地下水の塩
分増加の影響を受けやすい（Han et al., 1999）。0.4か
ら 1.0 mの海面上昇は、珠江河口でさらに 1から 3 km

内陸への塩水浸入を引き起こしうる（Huang and Xie, 

2000）。集水域における干ばつの頻度および強度の増
大は、河口へのより深刻で頻繁な塩水浸入をまねくで
あろう （Xu, 2003; Thanh et al., 2004; Huang et al., 2005） 。
それゆえ、地表および地下水質を悪化させる。

10.4.2.3　干ばつと洪水の密接な関係
　地球温暖化は雪や氷河の融解の結果、水量の急上昇
を引き起こし、続いて洪水をまねくであろう。洪水は
多くの場合、中央シベリアのレンスクで起こったよう
な流氷による水路封鎖に起因した河川水位上昇、また
は北アジア太平洋沿岸のウラジオストクであったよう
な破壊的に強い短時間の雨を伴う低気圧が原因の著し
い降雨によって引き起こされる（Izrael et al., 2002a）。
北西中国における予測された地上気温上昇は、結果と
して氷河面積の 27%減少（氷量 16,184 km3に相当）、
凍土面積の 10から 15%減少、洪水および土石流の増
加、およびさらに深刻な水不足をまねくだろう（Qin, 

2002）。高山地、すなわちチベット高原、中国の新疆
および内モンゴルにおける季節的積雪期間は短くな
り、積雪は春季が訪れる前に溶け出し、＜積雪＞量の
減少をまねき、結果として深刻な春季の干ばつを引き
起こす。寧夏、新疆、青海地区では 21世紀末までに
一人当たり流出量が 20から 40%減少する可能性が高
い（Tao et al., 2005）。しかし、人口増加および社会経
済開発に起因する水資源への圧力は増幅する可能性が
高い。Higashi et al. （2006）は、SRES A1Bに基づくと
2050から 2300年の日本の東京での将来の洪水リスク
が現状より 1.1から 1.2倍高まる可能性が高いと予測し
ている。
　インドでは一人当たりの総水利用可能量が、2001年
の約 1,820m3/年から 2050年には約 1,140m3の低さまで
減少するであろう（Gupta and Deshpande, 2004）。インド
は 2025年までに一人当たりの利用可能量が 1,000 m3以
下に落ち込む水ストレス状態に達するであろう （CWC, 

2001）。インド亜大陸全域で予測された冬季降水量の
減少は、12月、1月、2月の期間の季節的総降水量を
減少させ、このことは収穫の少ないモンスーン期に貯
蔵物がより少なくなり、水ストレスがより大きくなる
ことを意味している。より少ない日数で豪雨が起こる
ことは、モンスーン期間中の洪水の頻度の増加を意味
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し、このことは直接的な流出量としての雨水の喪失を
ももたらし、その結果地下水の涵養能力の低下につな
がる。
　厳しい水ストレス下で生活している人々の数が絶対
量で相当に増加する可能性が高いため、厳しい水スト
レス下にある地域の拡大は南アジアおよび東南アジア
における見通しの立つほど近い将来の最も差し迫った
環境問題の一つであろう。あらゆる SRESシナリオで、
2020年代までに 1億 2,000万から 12億人が、2050年
代までに 1億 8,500万から 9億 8,100万人が水ストレ
スの増大を経験することになるだろう（Arnell, 2004）。
21世紀末までに紅河（ホン川）の年間流量が 13から
19%減少し、またメコン川で 16から 24%減少する
ことは水ストレス増大の一因となるであろう（ADB, 

1994）。

10.4.3　沿岸地と低平地

10.4.3.1　沿岸侵食と沿岸の低地の浸水
　20世紀後半にわたる全球の海面上昇平均は 1.8 ± 

0.3 mm/年であった。そして温暖化の結果として、21

世紀初期には約 2から 3 mm/年の海面上昇が起こる可
能性が高いと考えられている（Woodroffe et al., 2006）。
しかしながら、アジアにおける海面上昇は地理的にば
らつきがあり、北極地方では今世紀中にさらに 50cm

の海面上昇が予測されている（ACIA, 2005）。東アジ
ア沿岸での海面水位上昇率は 1.5から 4.4 mm/年とか
なりばらつきがあるが、これは地盤の変動量の地域差
のためである（Mimura and Yokoki, 2004）。平均高水位
の予測される上昇は、平均海面水位の予測される上昇
より大きくなりうる（Chen, 1991; Zhang and Du, 2000）。
予測される相対的海面上昇（RSLR）は、熱膨張、地
殻運動、地盤沈下、および河川水位上昇傾向に起因す
るものも含むが、2050年までに珠江、長江、黄河デル
タでそれぞれ 40～ 60 cm、50～ 70 cm、70～ 90 cmと
なる（Li et al., 2004a, b）。Choi et al. （2002） は、主とし
て黒潮続流の入口付近での並はずれて大規模な温暖化
に起因して、太平洋北西部全体の地域的海面上昇が、
全球平均よりさらに顕著になるであろうと報告してい
る。アジアの北極地方においては土地の傾斜や地盤の
変動量もまた相対的海面上昇に影響するだろう（ACIA, 

2005）。
　アジアでは侵食は海面水位が上昇し続けるにつれて
土地に対して起こる主要なプロセスである。その結果、
人間が建てた沿岸防護建造物は海岸線が後退していく

間に、しばしば海によって破壊されるであろう。アジ
アの沿岸域の一部では、30 cmの海面水位上昇は結果
として 45 mの陸側への侵食を引き起こしうる。気候
変動および海面上昇は現在侵食中の沿岸を悪化させる
傾向にあるだろう（Huang and Xie, 2000）。北方アジア
では、海面水位の上昇および海氷の減少が高まる波や
高潮が海岸を襲うことを可能にするため、沿岸侵食が
促進されるであろう（ACIA, 2005）。海岸後退は 4か
ら 6 m/年の速度で起こり、100年で合計 500から 600 

mになりうる。熱磨耗による海岸後退は 21世紀後半
には現在の速度と比較すると 1.4から 1.5倍加速する
と予想されている（Leont'yev, 2004）。モンスーンアジ
アでは、通常、堆積物フラックスの減少が沿岸侵食の
主たる原因である。入手可能な証拠は、アジアの沿岸
侵食を悪化させる傾向にあるだろう河川堆積物のさら
なる減少傾向を示唆している（Liu et al., 2001）。
　予測される海面上昇は、ベトナム、バングラデシュ、
インド、中国などの南アジア、東南アジア、ならびに
東アジアの低平地で暮らす数百万人もの人々の住居を
水浸しにしうる（Wassmann et al., 2004; Stern, 2007）。
最も控えめなシナリオにおいてでさえも、21世紀末ま
でには海面水位は今日より 40 cmほど高くなるであろ
う。そして、このことが、沿岸住民の中で洪水にさら
される人口の年間総数を 1,300万人から 9,400万人へ
と増加させると予測される。この増加のほぼ 60%が南
アジア（パキスタンからインド、スリランカ、および
バングラデシュを通り、ビルマに至る沿岸）で起こり、
約 20%は、インドネシアやフィリピンも含む特にタ
イからベトナムにかけての東南アジアで起こるであろ
う（Wassmann et al., 2004）。1 mの海面上昇の潜在的影
響には、インドにおける 5,763 km2の浸水および日本
のいくつかの大都市における 2,339 km2の浸水が含ま
れる（TERI, 1996; Mimura and Yokoki, 2004）。満潮およ
び高潮を伴う 1 mの海面上昇に対する最高浸水面積は
2,643 km2、つまり朝鮮半島総面積の約 1.2%と推定さ
れている（Matsen and Jakobsen, 2004）。中国では 30 cm

の海面上昇が、沿岸の低地の 81,348 km2を水浸しにす
るであろう（Du and Zhang, 2000）。
　1,000年に 1度規模の高潮の波高より低い沿岸の低
地はバングラデシュ、中国、日本、ベトナム、およ
びタイに広く分布しており、そこには何百万人もが暮
らしている（Nicholls, 2004）。日本では、861 km2の沿
岸の低地が平均満潮位より下に位置しており、主とし
て東京や大阪、名古屋といった大都市にある。1 mの
海面水位の上昇は、最高で 410万人の人々を危険に追

アジア第 10 章



438 439

いやる可能性がある（Mimura and Yokoki, 2004）。低
解像度のデジタル地形モデルおよび世界人口分布デー
タでは、2050年にはバングラデシュのガンジス・ブ
ラマプトラ・メグナ川デルタ、ベトナムのメコン川デ
ルタ、およびエジプトのナイル川デルタのそれぞれで
百万人を超える人々が直接海面上昇の影響を受ける
であろうと推定された（第 6章 Box 6.3参照 ; Ericson 

et al., 2005）。浸水した場所の損害は沿岸防護のレベル
に大きく左右される。日本のように高度に防護された
沿岸では損害はかなり小さいが、防護レベルの低い南
アジアのような沿岸域では損害が非常に大きくなりう
る。長江および珠江デルタでは「防護あり」シナリ
オ、「防護なし」シナリオのいずれにおいても、30 cm

の海面水位上昇が沿岸の浸水面積を 5倍または 6倍増
大させるだろう。同様に海面水位 100 cmに対する黄
河デルタにおける浸水面積は、「防護なし」シナリオ
下、および「既存の防護がある」シナリオ下で、ほと
んど同じである。これら二つの事例は、現在の防護レ
ベルが海岸を高い海面上昇から防護するのには不十分
であることを示している（Du and Zhang, 2000; Li et al., 

2004a）。さらなる気候の温暖化は、熱帯性低気圧の破
壊能力の増大をまねくかもしれず、沿岸人口の増加に
伴って、21世紀にはハリケーン関連の損失が相当に増
大する可能性が高い（Emanuel, 2005）。
　要約すると、アジアの全沿岸地はストレスと衝撃の
程度の増大に直面しており、その規模はいまや人と環
境双方の沿岸システムの回復力を脅かすほどであり、
気候変動によって悪化する可能性が高い。予測される
将来の海面上昇は、低平地を水浸しにし、沿岸の沼地
および湿地を沈水させ、海浜を侵食し、洪水をさらに
激化させ、さらには河川、湾、帯水層の塩分を増加し
うる。海面水位がさらに上昇すると、沿岸地域は風の
増大および強度を増した熱帯低気圧に付随する高潮に
よる洪水被害にも、さらされるであろう。さらに温暖
化はアジアの海洋生態系にも大規模な影響を及ぼすで
あろう。

10.4.3.2　 デルタ、河口域、湿地帯、およびその
他の沿岸生態系

　モンスーンアジアにおける主要なデルタの将来の進
化は海洋プロセスおよび河川堆積物フラックスの変化
により左右される。主要なデルタの沿岸侵食は海面上
昇、気候変動に起因して増大しつつある極端現象（高
潮など）、灌漑用地下水の過剰揚水、ならびに上流で
の貯水池建設によって引き起こされるであろう。チベ

ット高原やその隣接地域では、通常、土砂窮乏がデル
タの縮小の主な原因である。1990年代の黄河デルタ
の年間平均土砂流出量は 1950年代と 1970年代に観測
された量のわずか 34%であった。長江土砂流出量も
また三峡ダム建設後は平均で 50%減少するであろう
（Li et al., 2004b）。河川流出量の減少による河口におけ
る塩水浸入は海面水位上昇によってさらに 10から 20 

km内陸へ押し込まれうる（Shen et al., 2003; Yin et al., 

2003; Thanh et al., 2004）。
　アジアの多くの巨大都市は完新世期の海面水位変動
中に形成されたデルタ上に位置している（Hara et al., 

2005）。多くの人口を抱え、社会経済活動の中心であ
るこうしたアジアの巨大都市は、気候変動、海面上昇、
および極端な気候現象の脅威にさらされている。海面
水位 1 mの上昇に対し、紅河デルタで 50万ヘクタール、
メコン川デルタで 15,000 から 20,000 km2が浸水すると
予測されている。さらに 2,500km2のマングローブが完
全に失われるであろう。そして同時におよそ 1,000km2

の耕作農地と水産物養殖地域が塩性湿地になるであろ
う（Tran et al., 2005）。
　珠江および長江河口域での水温上昇と富栄養化は貧
酸素の低層の形成と赤潮の頻度および強度の増大をま
ねいてきている（Hu et al., 2001）。極端な気象現象の
頻度と強度の予測される増大は水界生態系に悪影響を
及ぼすであろうし、また既存の生息地は分布を変え、
河口域の植物相分布に影響を与えるであろう（Short 

and Neckles, 1999; Simas et al., 2001; Lu, 2003; Paerl et al., 

2003）。
　サンゴ礁に関する最近のリスク分析は、ストレスが
取り除かれ、比較的広大な面積が保全されない限り、
アジアの礁の 24%から 30%が次の 2～ 10年間、およ
び 10～ 30年間でそれぞれ失われる（全球では、＜そ
れぞれ＞ 14%および 18%）と予測されることを示して
いる （表 10.6） 。言い換えれば、IS92a 排出シナリオ下
では、次の 30年間でアジアにおける礁の喪失は 88% 

（全球では 59%）にまで上昇するかもしれない（IPCC, 

1992; Sheppard, 2003; Wilkinson, 2004）。もし保全策が
注目を集めれば、礁の広い範囲が今後 10年間で直接
および間接的被害から回復しうる。しかしながら、も
し異常に高い海面水温（SST）が大規模な白化現象を
引き起こし続け（第 6章 6.2.5節 , Box 6.1参照）、CO2 

増加によって礁の石灰化能力を低下させ続けるのであ
れば、人間の努力のほとんどは徒労に終わってしまう
であろう（Kleypas et al., 1999; Wilkinson, 2002）。
　サンゴ礁は近年異常に高い SSTによる深刻な影響を
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受けてきているが、新たな研究は、そうしたサンゴ礁
に、より高い SSTに対するいっそう強い耐性を他の種
よりも示すサンゴ種やそれらの礁に付随するサンゴの
共生藻類が含まれることを示している。白化閾値は、
全サンゴ種についての単一の白化限界というよりむし
ろ、応答の広域スペクトルとしてより現実的に視覚化
されるかもしれない（Hughes et al., 2003; Baker et al., 

2004）。こうしたサンゴの気候変動に対する適応反応
は、荒廃した礁を絶滅から守り、生き残っているサン
ゴの絶滅をこれまでの仮説より相当に引き延ばすかも
しれない。
　サンゴ礁の純成長速度は、8から 10 mm/年にまで達
しうるが、南シナ海では将来の海面上昇の予測される
速度を超えるかもしれず、それゆえサンゴ礁は単に海
面上昇のみに起因してはリスクにさらされ得ない。海
面上昇によって深まる水深は、サンゴ礁の荒々しさと
破壊をまねくであろう（Knowlton, 2001; Wang, 2005）。

10.4.4　自然生態系と生物多様性

10.4.4.1　森林の構成、生産、および機能
　アジアの全生物多様性の最高で 50%が気候変動に
よる危機にさらされている。北アジアの北方林はさら
に北へ移動するであろう。タイガの予測される大規模
拡大がツンドラにとってかわる可能性が高い一方、ツ
ンドラの北方への移動が次には極砂漠を減少させるで
あろう（第 15章、15.2.2節、図 15.3参照 ; Callaghan et 

al., 2005; Juday et al., 2005）。気候変動と生息地分断の
相乗作用の結果として、ほかの多くの種の多くの個体
数もまた絶滅しうる（Ishigami et al., 2003, 2005）。2つ
の GCMを用いた CO2倍増の気候下での予測は、中国
の 105から 1,522種の植物と 5から 77種の脊椎動物、
およびインド－ビルマの 133から 2,835種の植物と 10

から 213 種の脊椎動物が絶滅しうることを示している 

（Malcolm et al., 2006）。
　気候変動の結果として予測される北東中国の森林生
態系の生産性の空間的パターンの顕著な変化はない
（Liu et al., 1998）。広葉のチョウセンゴヨウ林の被覆面
積は著しい北方への移動に伴って、20から 35%減少
すると予測されている（Wu, 2003）。日本における優
占森林種であるブナの木（Fagus crenata）の生息適地
の約 90%が今世紀末までに消滅しうる（Matsui et al., 

2004a, b）。大気中の CO2増加の植物バイオマス生産
量への影響は土壌窒素の利用可能量と大気中の窒素の
降下に影響されている（Oren et al., 2001; Hajima et al., 

2005; Kitao et al., 2005; Reich et al., 2006）。パキスタン
の森林生態系への気候変動の全体的影響はマイナスに
なりうる （Siddiqui et al., 1999）。
　過去 20年間にわたる観測は、北および東南アジア
における森林火災の強度増大と拡大が、土地利用の集
中の増大と相まって、気温上昇および降雨量減少と大
きく関連していたことを示している（10.2.4.4節参照）。
森林や雑木林の火災の頻度および重大さが北ならびに
東南アジアにおいて気温および降水量の予測される増
加にどのように反応する可能性が高いかについての文
献が限られていることを考慮すると、この傾向が将来
持続するか否かを解明するのは困難である（10.3.1節
参照）。降水量の予測される増加にもかかわらず、予
想される気温上昇が、さらに頻繁で深刻な火災を誘発
するほどのものかどうかについては不確実性がある。
気候変動が火災に及ぼす影響についてのある研究は、
平均気温の 1℃上昇に対して北アジアにおける自然火
災期の存続期間が 30%拡大しうることを示しており
（Vorobyov, 2004）、このことは生物多様性、森林の構造
と構成、害虫と病気の発生、野生生物生息地の質、お
よびその他の主要な森林生態系機能にさまざまな悪影
響や好影響を及ぼしうる。

10.4.4.2　草原、放牧地、および絶滅危機種
　アジアにおける自然の草原被覆および牧草収量は一
般に気温上昇および蒸発量の増加に伴って低下すると
予測されている（Lu and Lu, 2003）。南アジアでは気候
変動の結果として、草原およびサバンナの自然資本が
大きく減少する可能性が高い。地上気温の上昇および
降雨量の減少が、今世紀末までに牧草生産性がわずか
に減少すると予測される高山およびゴビ砂漠を除く、
モンゴルのステップで牧草の生産性を約 10から 30％
減少させると推定されている（Tserendash et al., 2005）。
伝統的な土地利用システムは、さまざまな気候シナリ
オ下でのモンゴルのステップにおいて、放牧地の回復
力の増大を促進するであろう条件を提供し、また、炭
素蓄積と草原の生産性の潜在的減少を相殺するために
その地域における気候変動に取り組むより優れた管理
戦略を提供する条件を提供するに違いない（Ojima et 

al., 1998）。
　予測される気候シナリオ下では、チベット高原にお
ける自然の植生帯の位置と面積は相当に変化するであ
ろう。温帯砂漠や氷縁砂漠は縮小するかもしれないが、
温帯の草地や冷温帯の針葉樹林の面積は拡大しうる。
植生帯の垂直分布はより高い高度へ移動しうる。北東
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中国では、気候変動が結果として農牧交錯地帯の境界
線の南への移動をもたらすかもしれず、このことは草
原面積を拡大させ、家畜生産に好ましい条件を提供し
うる。しかしながら、農牧交錯地帯もまた潜在的な砂
漠化地域であるため、新たな移行地で保全策がとられ
なければ、砂漠化が起こるかもしれない（Li and Zhou, 

2001; Qiu et al., 2001）。気候変動の結果より頻繁で長期
化する干ばつは、その他の人為的要因と相まって、結
果としてアジアにおける砂漠化傾向を増幅させるであ
ろう。

10.4.4.3　永久凍土
　予測される気候変動シナリオ下では、永久凍土の融
解が、北アジアの広大な地域で引き続き生じるであろ
う（Izrael et al., 2002b）。一時的な気候モデルシミュレ
ーション（Pavlov and Ananjeva-Malkova, 2005; FNCRF, 

2006）は、北アジアの現在の南部地域における永続的
に凍結した岩や土壌（永久凍土範囲の東部）、および
土壌（＜永久凍土＞範囲の西部）が完全に崩壊される
かもしれないことを示している（図 10.5参照）。北部
地域では、凍土や凍岩の年平均気温が 2020年に深さ
0.8 mでは 4℃、1.6 mでは最高で 2.2℃増加するであろ
う（FNCRF, 2006; Izrael et al., 2006）。岩および土壌温
度の変化は、結果として、凍岩および凍土の強度特性、
支持力、および圧縮性、ならびに融解沈下歪み、掘削
と採掘過程における凍土開発可能性、サーモカルスト
の発生、熱侵食、その他の土壌氷雪学的プロセスの変
化をもたらすであろう（Climate Change, 2004）。
　永久凍土の劣化は、著しい地表沈下および損傷を
もたらすであろう（Osterkamp et al., 2000; Jorgenson et 

al., 2001）。ロシアおよびモンゴルの傾斜地および高地
の水はけのよい部分における永久凍土融解は排水条件
を改善し、地下水含有量の減少をもたらすであろう
（Hinzman et al., 2003; Batima et al., 2005b）。チベット高
原では、一般に今世紀末までに永久凍土地帯は規模が
縮小し、上方へ移動し、劣化に直面すると予想されて
いる（Wu et al., 2001）。地上気温が 3℃上昇し、降水量
に変化がない場合、長さ 4 km未満のほとんどのチベ
ット高原の氷河は消滅すると予測されており、また長
江の氷河面積は 60%以上減少するであろう可能性が高
い（Shen et al., 2002）。

10.4.5　人の健康

　気候変動はアジアにおいて人の健康に相当なリスク

を引き起こす。気候変動に起因する下痢および栄養不
良の世界的負担（死亡率および罹患率）は既に 2000

年にはバングラデシュ、ブータン、インド、モルディヴ、
ミャンマー、ネパールなどの東南アジア諸国で最も大
きく、2030年のこれらの状況の相対リスクもまた最も
大きいと予想される（McMichael et al., 2004）。ただし、
インドの南部州のような一部の場所では、2080年まで
に感染時期が短縮するであろう（Mitra et al., 2004）。経
験的モデルは、デング熱のリスク（デング熱感染の推
定されるリスクは 50%を超えている）にさらされる人
口はインドおよび中国でより大きくなるであろうと予
測した（Hales et al., 2002）。インドおよび中国ではまた、
暑熱ストレスに起因した超過死亡率が非常に高いと予
測されている（Takahashi et al., 2007）。ただし、この
予測は適応の可能性および人口の変化を考慮しなかっ
た。アジアでは都市の大気質および増幅する気候変動
性による人の健康への広範囲にわたる損害の証拠が既
にある。中国の重慶市やインドネシアのジャカルタの
ようなアジアの新たに工業化された場所全域にわたっ
て大気質は著しく悪化してきており、広範囲に広がる
熱暑ストレスやスモッグ誘発の心臓血管系および呼吸
器系疾患の原因になるであろう可能性が高い（Patz et 

al., 2000）。また、夏季気温が上昇すると、日本のスギ
花粉症患者数も増加する可能性が高い（Takahashi and 

Kawashima, 1999; Teranishi et al., 2000）。
　ロシア（Izmerov et al., 2004）および半乾燥都市で
あるベイルートでは温度異常の公衆衛生に対する悪影
響が立証されてきている（El-Zein et al., 2004）。より
高い気温への曝露は、夏季期間中の脳梗塞および脳虚
血の顕著なリスク要因であるように思われる （Honda 

et al., 1995）。動物媒介性疾病の自然の生息地は拡大し
ていると報告されている（Izmerov et al., 2004）。ロシ
アではマラリアおよびダニ媒介性脳炎の有病率も時間
とともに増加してきている（Yasukevich and Semenov, 

2004）。マラリアのような動物媒介性の感染症の分布
は媒介動物の広がりや感染性病原体の気候依存による
影響を受ける。特定種のカの殺虫剤耐性がマラリアタ
イプの変異に与える影響の可能性についてはいくつか
の報告がある（Singh et al., 2004）。将来の気候変動に
よって大きく変わる昆虫媒介性の感染症には、マラリ
ア、住血吸虫症、デング熱、その他のウイルス性疾患
などがある（Kovats et al., 2003）。Oncomelania（カタ
ヤマガイ）は気候に強く影響され、住血吸虫症の感染
率は気温範囲 24℃から 27℃のときに最も高い。気温
はマラリア原虫の繁殖に直接影響を与える可能性があ
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り、適切な気候条件はカの侵襲性を強化しうる（Tong 

and Ying, 2000）。より温暖でより湿度が高い気候は、
感染性媒介動物である昆虫の繁殖および侵襲性にとっ
て望ましいであろう。シベリアの森林火災に起因する
大気汚染の人の健康への影響に関連する深刻な問題も
ある（Rachmanin et al., 2004）。
　南アジアおよび東南アジアの海岸沿いにおけるより
高い海面水温は植物プランクトンのさらなる大発生を
後押しするであろう。こうした植物プランクトンの発
生域はコレラのような感染細菌性疾患の生き残りと蔓
延のための優れた生息地である（Pascual et al., 2002）。
Giardia（ジアルジア）、Salmonella（サルモネラ）、お
よびCryptosporidium（クリプトスポリジウム）のよう
な生物によって引き起こされるコレラや一連の下痢性
疾患など水媒介性の疾病はまた、飲料水汚染とともに
広がりうる。降雨量増加と頻繁な洪水、および将来の
海面上昇は、さらなる汚染のために地表水質を下げる
であろう。それゆえに皮膚病、心臓血管系疾患、およ
び胃腸系疾患などの水媒介性感染症の増加をまねくで
あろう。予防行動として、栄養状況、飲料水供給、水
中の塩分、および生態系の損害への気候変動影響の評
価が必要となるだろう。気候関連疾患のリスク要因は
環境衛生の改善、衛生慣行、および医療施設によって
左右されるであろう。

10.4.6　人的側面

　社会的脆弱性の研究は、モデル予測や生物物理学的
シミュレーションに基づいた気候影響の研究への補完
的なアプローチを提供している。Adger et al. （2001） は、
理論的議論およびベトナムでの事例研究を通じて、ア
プローチを例示している。次の節ではアジア内におい
て一般的に妥当であるとされる人的側面について特定
の実例を詳述する。

10.4.6.1　人口増加
　2000年半ば時点で、世界総人口のおよそ 5分の 3に
あたる 36億人を超える人々がアジアに居住していた。
世界で最も人口の多い 10カ国のうちの 7カ国 － 中国、
インド、インドネシア、ロシア、パキスタン、バング
ラデシュ、および日本 － がアジア内に位置している
（ADB, 2002）。＜アジア＞地域の人口増加の大部分は
南アジアから生じると見通されており、次の 50年間
にインドではさらに 5億 7,000万人、パキスタンで 2

億人、バングラデシュで 1億 3,000万人増加すると予

想されている（UN-DESA-PD, 2002）。特に、既に人口
密度の高い諸国における人口増加は、財とサービスへ
の需要が拡大するにつれ、天然資源や環境へのますま
す高まる圧力と密接に関連する。増加する人口の主要
な影響の中には、マングローブを含む自然林利用の激
甚化、農業、工業化、および都市化などと結び付いた
ものもある。アジアでは、21世紀中に、気候変動、な
らびに人口増加に伴う食料用穀類需要の増加や経済開
発の急成長に起因して、土地への圧力が高まるであろ
う。このことは経済開発を求めての工業化および都市
化を支えるために広大な農地を利用することの結果生
じる耕地不足の増大によっていっそう悪化するであろ
う（Zeqiang et al., 2001）。
　開発途上地域では、残存する自然の氾濫原は加速的
に消失している。それは第一に土地利用および水循環
における変化、特に気候および人間に関連した要因に
起因する河川流の変化のためである。将来の人口増加
は、川岸地域のさらなる侵食、土地および水利用の激
甚化、汚染物質の流出の増加、および種の侵略のさら
なる拡散をもたらすであろう。最も脅威にさらされて
いる氾濫原は南および東南アジアの氾濫原であろう。
　東南アジアの一部地域では、特に高地での人口増加
はその地域の残存森林に圧力をかけ続けている。耕
作、放牧、薪、およびその他の目的のための森林地帯
への侵犯は自然林の変化の主な原因であった。フィリ
ピンでは畑作が森林劣化の一因であった（Pulhin et al., 

2006）。

10.4.6.2　開発活動
　開発は、大体において、大気中に放出される気候変
動を促進する温室効果ガスの大部分の原因である。そ
の一方で、開発は気候変動に対する脆弱性の軽減およ
び脆弱な分野の適応能力の向上に大きく貢献している。
　住民および消費の増加によって引き起こされる生物
資源に対する需要は近年のアジア全域における経済の
拡大および急速な開発とともに増大している。総森林
消失および森林劣化双方の速度は、世界のほかのどの
地域よりもアジアにおいてより早い。アジアにおける
過去 20年間の植林地の農業への転換は、30,900 km2/

年の速さで起こった。アジアの多くの開発途上国では、
小規模な薪集めや木材輸出のための工業用伐採、森林
の作物栽培農園への転換（例えば、アブラヤシ）、お
よび採鉱もまた森林破壊の原因となっている。気候変
動が森林被覆消失の悪影響をいっそう悪化させるであ
ろう。
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10.4.6.3　極端な気候と移住
　アジアでは、移住が都市の人口増加の 64％を占めて
いる（Pelling, 2003）。アジア太平洋地域における現在
の総人口、越境移動、および難民はそれぞれ 33億 700

万、2,300万、480万人と推定されている （UN-HABITAT, 

2004） 。将来の気候変動は天然資源システムに著しい
影響を及ぼすと予想されており、自然環境の変化が人
の滋養や生計に影響を与えうることは確立されてい
る。このことは続いて、不安定性と衝突をまねく可能
性があり、多くの場合、住民の強制退去および占有と
移動のパターンの変化がそれに続く（Barnett, 2003）。
　気候に関連した住民の分裂やその結果として起こる
移住が今後数十年にわたって、予測されうる。気候に
よって引き起こされるそのような移動は、＜その＞起
点となる場所、移動ルート沿い、および＜そうした人々
を＞受け入れる場所に影響を与える可能性があり、＜
それらは＞しばしば国境をはるかに越える。降水量不
足が農民にとって不利な経済状況（作物価格の下落な
ど）と同時に起こる期間は、中国やインドにおいて農
村から都市への移動レベルの急上昇をまねく可能性が
最も高い期間となるであろう。パキスタンおよびバン
グラデシュにおける気候変動は、土地の劣化、食料生
産の不足、農村部の貧困、および都市部での騒乱を引
き起こしている現在の環境条件をいっそう悪化させる
であろう可能性が高い。極端な気象現象後の移住者の
心理的衝撃によって強調されるような還流型移住パタ
ーンが予想されうる。そのような変化は国内移住パタ
ーンだけでなくほかの西欧諸国への移住の動きにも影
響を与えるであろう可能性が高い。
　食料は、持続可能な管理および十分な投入が適用さ
れれば、現在耕作されている土地で生産されうる。こ
の状況を達成するには、大半のアジア諸国において、
投入および技術へのアクセスを可能にするよう農業従
事者らの社会経済的条件を相当に改善する必要があ
る。土地の劣化は、野放しにされ続ければ、アジアの
一部の国における土地不足をいっそう悪化させるかも
しれない。環境に対する懸念や社会経済的配慮は、既
存の農業資源基盤を侵害し、土地および水資源が農業
を目的に開発されるのを妨げるかもしれない（Tao et 

al., 2003b）。アジアのいくつかの開発途上国では、気候
変動に起因する生産量低減が栄養不良人口を劇的に増
加させるかもしれず、このことは貧困や食料不安の解
決に向けた進展を大幅に遅らせる（Wang et al., 2006）。

10.4.6.4　 都市開発、インフラ連携、産業、および
エネルギー

　地方的都市ヒートアイランド現象に起因する気温上
昇に加えて、地球温暖化に起因する将来の気温上昇
の複合的影響は、地球温暖化のみに起因している場合
の予想よりもより高い気温に対して都市部をより脆弱
にする（Kalnay and Cai, 2003; Patz et al., 2005）。都市
部に現存するストレスには犯罪、交通渋滞、大気およ
び水質の低下、インフラの開発と劣化による混乱など
がある。気候変動はこれらストレスの一部を増幅する
可能性が高い。ただし、その相互作用の多くはいまだ
十分に理解されていない。例えば、増幅した太陽光線
を吸収することにより、気候変動が日本の都市部で既
に起こっているヒートアイランド現象をいっそう悪化
させるであろうことが示唆されてきている（Shimoda, 

2003）。このことは都市部の気温をさらに上昇させ、
エネルギーや水消費、人の健康と不快感、およびその
土地の生態系に対するマイナス影響を伴うであろう。
予測される気候変動の長期的な影響に対するアジアの
百万都市における都市コミュニティの脆弱性は、エネ
ルギーやコミュニケーション、運輸、水流出量、水
質、ならびにこれらのシステムの相互関連性、および
公衆衛生への影響の観点から、評価される必要がある
（McMichael et al., 2003）。
　自然に親しむ観光業は、アジアにおける好況産業の
一つであるが、特にスキーリゾートやビーチリゾート、
エコツーリストの目的地は気候変動に対して脆弱であ
る可能性が高い。ただし、このことを検討するための
評価研究はわずかしかない。Fukushima et al. （2002） は、
気温が 3℃上昇した場合には、北部地域（北海道）お
よび高標高地域（本州の中央部）を除く日本のほとん
どすべてのスキー場においてスキーヤーが 30%を超
えて減少すると報告した。仮に、日本において 6から
8月の平均気温が 1℃上昇すると、エアコン、ビール、
清涼飲料水、衣類、電気などの夏季製品の消費が約
5%増加すると予測されている（Harasawa and Nishioka, 

2003）。表 10.7 は日本で確認されている産業およびエ
ネルギー分野への地球温暖化による予測される影響の
概要を一覧で示している。
　アジアのエネルギー分野への気候変動の影響につい
ての限られた研究は、同分野が気候変動による影響
を受けるであろうことを示している。特に南アジアは
21世紀末までに世界の総エネルギー消費量の 5分の
1を占めると予想されている（Parikh and Bhattacharya, 

2004）。人口、都市化、および工業化が進展するにつれ、
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産業、家庭、運輸分野のエネルギー消費量の増加は顕
著になりうる。気候変動がこの地域の CO2排出に顕著
な影響を与えうるエネルギー消費の変化パターンに影
響を与えるであろうことは可能性が高い。

10.4.6.5　財政的側面
　洪水、台風およびその他の気候関連災害による損害
コストが将来、増加するであろう可能性が高い。ヨー
ロッパの保険会社であるMunich Re社によると、気候
変動関連の年間賠償請求額は 2050年までに年間 3,000

億ドルに達しうる。英国保険協会は気候変動が極端な
暴風雨（ハリケーン、台風、暴風）への効果を通じて
もたらす財政的影響を、保険の大災害モデルを用いて
分析した（ABI, 2005）。米国のハリケーン、日本の台
風、およびヨーロッパの暴風に関する年間損失保証額
は 2080年代までに 3分の 2ほど増加して 270億米ド
ルに達すると予測されている。最も極端な暴風雨（現
行の再現期間【訳注 10-1】は 100から 250年）による損
失保証額の予測される増加は、2080年代までに、過去
100年間の損害において最も費用がかかった 2004年の
台風シーズンで報告された損失額の 2倍を超えるであ
ろう。熱帯性低気圧によるアジアにおける直接損害コ
ストは 1970年代と比べて 1980年代には 5倍を超えて
増加した。そして 1990年代初頭には 1970年代の約 35

倍を超えて増加した（Yoshino, 1996）。洪水関連損害
もまた、1990年代には、1980年代と比較して約 3倍、
また 1970年代と比較して約 8倍増加した。こうした
トレンドは将来も持続する可能性が高い。

10.4.6.6　貧困層の脆弱性
　社会的脆弱性とは、気候変動を含む環境変化の影響
の結果としてのストレスに対する人々の集団または個
人の曝露のことである（Adger, 2000）。社会的脆弱性は
人々の集団の中での損害およびリスクの不衡平な分布
を増長しており（Wu et al., 2002）、また、人々が影響
に対処することを可能にする資源へのアクセスを抑制
する社会的プロセスおよび構造の結果でもある（Blaikie 

et al., 1994）。特にアジアの都市部および都市化域にお
ける貧困層は、利益をもたらす生計機会へのアクセス
や安全で健全な居住に適した場所へのアクセスが限ら
れているため、気候変動に対して非常に脆弱である。
結果として、貧困層は、彼らが留まらざるを得ない場
所において、洪水およびほかの気候関連災害によるよ
り多くのリスクにさらされるであろう可能性が高い
（Adger, 2003）。こうした貧困層には、適切な保護がな

ければ大損失を被る可能性が高い沿岸域に住む貧困層
に加え、メコン下流諸国に住み主な生計手段として漁
業に依存する農村部の貧困層も含まれる（表 10.10参
照 ; MRC, 2003）。リスクへの不衡平な曝露を引き起こ
す社会的圧力からの保護は、貧困層の脆弱性を軽減す
るのに、自然災害からの構造的な保護と同程度に、あ
るいはそれ以上に重要となるであろう（Hewitt, 1997）。
　

10.5　 適応：分野別の実践、オプション、
制約

10.5.1　農業と食料安全保障

　気候変動の農業への影響および可能な適応オプシ
ョンについて多くの研究（Parry, 2002; Ge et al., 2002; 

Droogers, 2004; Lin et al., 2004; Vlek et al., 2004; Wang 

et al., 2004a; Zalikhanov, 2004; Lal, 2007; Batima et al., 

2005c）が、第 3次評価報告書以降公表されてきてい
る。表 10.8 では、これらの研究で確認されているより
一般的な適応策がまとめられている。通常、これらの
方策は、農業慣行を変更すること、増殖を通じて農作
物や家畜を改良すること、ならびに新技術やインフラ
に投資することにより、適応能力を向上させることが
意図されている。具体的な例としては、実際の環境条
件への草地管理の適応ならびに草地資源の持続可能性
を確保するのに妥当な輪換放牧 （Li et al., 2002; Wang et 

al., 2004a; Batima et al., 2005c）、気候変動がもたらす深
刻な生産性損失リスクを最小限に抑えるための灌漑シ
ステムの改善や新品種の稲の育種（Ge et al., 2002）、お
よび脆弱な集団の認識や理解のレベルを高めるための
情報、教育ならびにコミュニケーションプログラムが
ある。
　経営哲学の変化もまた適応能力を高めうる。このこ
とは、東アジア、南アジアおよび東南アジアにおける
小規模コミュニティの海面上昇への対処能力を高める
ための漁業および養殖管理の沿岸域管理への統合によ
って例証されている（Troadec, 2000）。
　気候変動に対処するために生産システムを適応させ
るその土地の住民の能力はアジア各地で異なり、それ
は行政機関および政策が食料や関連する資源の供給お
よびアクセスをどのように仲介しているかによって大
きく影響されるであろう。アジアの多くの開発途上国
では貧しい自給農業／牧畜コミュニティの適応能力は
通常低い。彼らの適応能力を向上させるのに重要で効
果的な方策の一つは、教育や気候変動関連情報への容
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易なアクセスの提供をとおしてである。

10.5.2　水循環と水資源

　アジアの一部地域では、耕作地から森林（草地）へ
の転換、植生の復元と回復、樹木と草本品種の改良、
ならびに干ばつ耐性のある新品種の選別と栽培が、気
候変動に起因した水不足を回避する効果的な手段であ
る。既に水ストレス下におかれている地域では、水不
足を回避するために灌漑用の節水スキームが強化され
るべきである（Wang, 2003）。北アジアでは、都市廃
水の再生利用および再利用（Frolov et al., 2004）、灌漑
やその他の目的に使われる水の効率性の向上（Alcamo 

et al., 2004）、水力発電量の削減（Kirpichnikov et al., 

2004）、および航行のための河川利用の改善（Golitsyn 

and Yu, 2002）が水不足の回避を助ける可能性が高いで
あろう。
　気候変動の水資源や水利用への影響を最小限に抑え
るために、アジアのさまざまな場所で適用されうるた
くさんの適応策がある。その中のいくつかは水利用に
おける従来の非効率性に取り組むものである。アジア
の水ストレス国における水資源および回収水利用の物
理的および経済的効率性の最適化を目的とする既存の
灌漑計画および需要管理の近代化は、アジア、特に乾
燥および半乾燥国の多くの農村部において有効となり
うる。利用可能な水資源へのアクセスの改善、統合水
管理、環境の尊重、および廃水の再利用を含む農業用
水を賢明に利用するための実践の促進を目的とした公
共投資政策は適応能力を向上させる可能性がある。適
応手段として、再生水は、非飲料水需要を満たすだけ
でなく、地下水帯水層涵養や地表水貯水池増大にも利
用されうる。再生水はまた湿地や河岸生息地の造成や
改善にも利用されうる。水の再生利用は気候変動への
適応に向けた持続可能なアプローチであり、長期的に
は費用効率が高くなりうるが、現在シンガポールで実
施されているような再利用のための排水処理や流通シ
ステムの導入は、輸入水や地下水のような水供給代替
手段と比較すると当初費用がかかりうる。ただし、こ
れらは多くのアジア諸国で重要な適応オプションとな
る可能性がある。水の浪費および漏出の削減は、ダマ
スカスなどいくつかの都市では相当な量となりうる
が、降水量減少および気温上昇に起因する水供給量減
少を和らげるために実践されうる。無駄の多い水利用
を削減するために市場志向のアプローチを利用するこ
ともまた気候変動の水資源への影響を軽減するのに効

果的でありうる（Ragab and Prudhomme, 2002）。雨季の
河川流量が増加すると推定され、乾季の流量が減少す
ると予測されているメコン川のような河川では、計画
的な水管理介入が、雨季流量をわずかに減少させ、乾
季流量を相当に増加させうる（World Bank, 2004）。

10.5.3　沿岸地と低平地

　海面上昇に対する対応は、保護、順応、および撤退
を意味する。アジアでは、重要な社会経済活動および
人口が、現在、沿岸地帯にかなり集中しているため、
保護はアジアにおける主要な焦点領域のままであろ
う。5年に 1度から 1,000年に 1度規模の高潮の波高
に備えたアジアにおける沿岸防護建設が考慮される必
要がある。沿岸地帯に位置するアジアのほとんどの巨
大都市は、将来の建築がより高い場所で行われること
を確実にする必要がある（Nicholls, 2004; Nishioka and 

Harasawa,1998; Du and Zhang, 2000）。堤防を高くする
ことや強化することは、沿岸防護のための適応対策の
一つとして特定されてきている（Du and Zhang, 2000; 

Huang and Xie, 2000; Li et al., 2004a, b）。
　統合的沿岸域管理（ICZM）は、持続可能な沿岸域
の管理を促進するために沿岸域がもたらす利益を最大
化し、衝突および活動の社会的、文化的、環境的資源
に対する悪影響を最小化するのに有効な沿岸防護戦略
を提供する（World Bank, 2002）。ICZMの概念は中国、
インド、インドネシア、日本、韓国、フィリピン、スリランカ、
ベトナム、およびクウェートの漁業、サンゴ礁、汚染、巨
大都市、ならびに個々の沿岸システムの管理において、
中心となる組織概念として受け入れられつつある。そ
の概念は、過去数年間でフィリピンのバタンガス湾お
よび中国の厦門における海洋汚染の防止や管理にうま
く適用されてきている（Chua, 1999; Xue et al., 2004）。
ICZMの概念および原則はアジアのほかの国々におい
ても持続可能な沿岸域の保護や管理を促進しうる。

10.5.4　自然生態系と生物多様性

　次の数十年間に気候変動が顕著な悪影響をアジアの
森林に及ぼす確率は高い（Isaev et al., 2004）。造林お
よび森林再生に関する技術の改良は、特にシベリア森
林のように脆弱な地域での適応を高めうる可能性が高
い。同様に、火災や昆虫、病気からの保護の改善は、
アジアの大半の森林の気候変化と変動に対する脆弱性
を軽減しうる。
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　森林破壊および森林劣化抑制のための手段と農業生
産性および持続可能性増大のための手段を結び付ける
包括的かつ分野横断的プログラムは、独立した分野別
イニシアティブより、気候変動、土地利用変化、およ
びその他のストレス要因に対する森林の脆弱性を軽減
するのに、いっそう貢献するであろう可能性が高い。
アジアの森林生態系への気候変動の影響を軽減するそ
の他の可能性が高い有効な適応策には、ローテーション
周期の拡大、残存森林への損害削減、伐採廃棄物の削
減、土壌保全実践の実行、大部分の炭素が保存される
ようなより炭素効率が高い方法での木材利用などがあ
る。

10.5.5　人の健康 

　気候変動の影響の評価は適応策を探るための第一歩
である。疾病監視システムは基礎的なデータ源とし
て絶対不可欠である。特に、気象要因と動物媒介性疾
病との関係は複雑で繊細であるため、関連する生態
学的要因とともに疾病を監視することが必要とされ
る（Kovats et al., 2003）。また疾病監視は適応策の有効
性および効率を評価するのに必要である（Wilkinson et 

al.,2003）。効果的な適応策のためには、適応の成功へ
の障壁、ならびにそのような障壁を乗り越えるための
手段とともに、気候の変動と変化による人の健康への
潜在的影響が特定される必要がある。
　米国における暑熱監視および警戒システムは有効で
あると評価された（Ebi et al., 2004）。また、同様のシ
ステムが中国の上海でも運用された（Tan et al., 2004）。
この種の暑熱監視および警戒システムや類似したその
他の監視システムのアジアのほかの場所における実施
は気候変動の人の健康への影響を削減するのに役立つ
であろう可能性が高い。

10.5.6　人的側面

　急速な人口増加、都市化、ならびに不十分な土地利
用計画および実施は、自然災害によりさらされてお
り、壊れやすく、かつリスクが高い地域へ貧しい人々
が移動する理由の一部である。さらに都市部における
産業の急速な成長が農村部－都市部間の移住を引き起
こしてきている。ネットワーク化、擁護、およびコミ
ュニティ間での連携の構築を伴った農村開発は、アジ
アのほとんどの開発途上国において、人々の都市部や
沿岸域への移住を減らすための必須条件である（Kelly 

and Adger, 2000）。緩和および準備手段を強化するため
には、政府や人々の間での極端な気候に起因するもの
も含む自然災害の危険性についての認識を高めること
もまた不可欠である。適応能力構築のために社会資本
が注目されてきている（Allen, 2006）。例えば、脆弱性
を軽減し、かつ災害に対処する住民の能力を強化する
ための、コミュニティを基盤とした災害管理プログラ
ムがバンコクにあるアジア災害予防センター（ADPC）
によって導入された（Pelling, 2003）。
　アジアでは観光は最も重要な産業の一つであり、ヨ
ーロッパ、および北アメリカに次いで、観光業活動の
第 3の中心地である。海面上昇、海水温上昇、および
極端な気象現象は日本や台湾などの国々から相当数の
観光客を誘致しているアジアの島々や沿岸に影響を及
ぼす可能性が高い（World Tourism Organization, 2003; 

Hamilton et al., 2005）。この件に関連する適応策には観
光客を保護するための適切なインフラの設計と建設、
および特に雨季および熱帯低気圧の時期における天気
予報と災害警戒システムの取付けならびに維持管理が
ある。マングローブの保全は、高潮、沿岸侵食、およ
び強力な波動活動に対する効果的な自然保護であると
みなされている（Mazda et al., 1997, 2006; Vermaat and 

Thampanya, 2006）。地球温暖化のスキー産業への予期
される影響を最小化するためには、より温暖な環境に
対してより耐性がある、あるいはより適した、草スキ
ー、ハイキング、宿泊ロッジ、エコツーリズムなどの
新たなレジャー産業の開発が、スキー産業への過剰依
存の回避につながり、雪質劣化による収入の減少を補
填するのに役立ちうる（Fukushima et al., 2002）。
　夏季の都市部のヒートアイランド現象効果によって
大都市で最も顕著となる暑熱ストレスのリスクを最小
化するためには（Kalnay and Cai, 2003）、都市計画は次
のことを考慮しなければならない。つまり、夏季ヒー
トアイランド、建築物への暑熱負荷、冷房負荷、およ
び高い夜間気温を軽減すること、ならびに新築建築物
の計画や建築物および都市開発に関する新たな規制の
設定において気候変動を取り入れることである。植林、
アーケード付住宅の建設、および十分な換気措置は暑
熱負荷の軽減に役立ちうる（Shimoda, 2003）。反射面
の利用、植生とブラインドによる太陽放射の制御、ア
ースチューブ、自然通風用の空気の通り道の形成、お
よび屋上緑化は冷房負荷を軽減しうる。
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10.5.7　 適応強化のための主要な制約および
手段

　アジア、特に開発途上国における有効な適応および
適応能力は、地域的気候予測に伴う時空間的不確実性、
エルニーニョの地方的および地域的な影響に関する意
思決定者らの認識レベルの低さ、気候監視および予測
における国家能力の限界、ならびに対応の形成におけ
る調整の不足を含む、いくつかの生態学的、社会およ
び経済的、技術的、ならびに政治的な制約によって制
限され続けるであろう（Glantz, 2001）。
　過激な気候変動は、適応可能性を制限するかもしれ
ない場所における物理的環境の変化をもたらすかもし
れない（Nicholls and Tol, 2006）。例えば、移住は島嶼
および沿岸の居住地を水没させる海面上昇に対応する
唯一のオプションである（第 17章、17.4.2.1節参照）。
同様に、気候変動の影響は、一部の生態系の機能およ
び回復力の劇的な変化を伴わない適応能力のある閾値
を越えて生じるかもしれない。いくつかの生態系や生
息地、さらには生物地理学的適応性が極端に狭い種に、
生来備わっている感度もまた適応のオプションや有効
性を制限するであろう。
　貧困は対処能力や適応能力の開発に対する最大の障
壁として特定されている（Adger et al., 2001）。貧困層
は情報、技術、およびその他の固定資産へのアクセス
が限られているため、通常、適応能力が非常に低く、
このことが貧困層を気候変動に対して非常に脆弱にし
ている。貧困はまたほかの分野における適応も制約し
ている。東南アジアでは、インフラにおける制限やそ
の他の社会経済的要因とならんで、貧困が、生物多様
性保全のための努力を制限し続けるであろう（Sodhi et 

al., 2004）。貧困率の高い国々における適応能力は依然
として制限され続けるであろう可能性が高い。
　特にアジアでは、気候変動の影響および自然システ
ムの気候変動に対する反応についての情報や知識の
不足が効果的な適応を妨げ続けるであろう可能性が高
い。適応オプションと緩和オプションの間での相互連
結、適応のコストと便益、およびさまざまな行動方針
間のトレードオフに関する研究が限られていることも
また、アジアにおける適応を制限するであろう可能性
が高い。入手可能な情報や知識の不足は、気候変動関
連のリスクや危険性についての一般の認識の向上を困
難なものにし続けるであろう。さらに、適応のコスト
および便益についての情報の欠如が、最善の適応オプ
ションを企てることを困難にしている。この制限要因

は、監視システムや、気候および気候への自然と人間
システムの反応についての研究が不足している開発途
上国において、最も大きな制約となるであろう。Tan 

and Shibasaki （2003）で報告されているようなさまざま
な地域についての播種日の変化に連動する作物収量便
益に関するものや、Nicholls and Tol （2006）で報告され
ているようなベトナム、カンボジアおよびその他の諸
国における沿岸防護投資の最適レベルおよびコストに
関するものなど、より適切な情報が必要とされるであ
ろう。
　第 17章、17.4.2.4節での論議に基づくと、深刻な国
内紛争、蔓延する貧困、飢饉、伝染病、テロ行為、お
よびその他の差し迫った緊急の懸案事項に直面してい
るアジア諸国では、注意が気候変動の危険性や適応
実施の必要性からそらされてしまう可能性が非常に高
い。気候変動に対応する政治的および制度上の展望の
変化がゆっくりであることもまた将来の適応の大きな
制限になりうる。ほとんどのアジア諸国における既存
の法的および制度的枠組みは、分野別開発目標の追及
との相乗作用の中で、気候変動への包括的かつ統合的
な対応を実施するには依然として不十分なままであ
る。
　上記で議論した制約に取り組み、アジアにおける適
応を強化するためには、Stern （2007）で示されたいく
つかの措置が有用なものとなりうる。それらには以下
のようなものが含まれる。気候変動の影響についての
質の高い情報へのアクセス改善、災害準備を強化する
ための早期警戒システムおよび情報流通システムの現
場への設置による適応および脆弱性の評価、生計およ
びインフラの気候変動に対する脆弱性削減、信頼でき
る政策や意思決定を含むグッドガバナンスの促進、脆
弱性評価および適応の実施に積極的に参加できるよう
にコミュニティや地方のその他のステークホルダーに
権限を持たせること、ならびにすべてのスケール、レ
ベル、および分野において気候変動を開発計画の中で
主流化することなどがある。

10.6　事例研究

10.6.1　アジアのメガデルタ

　アジアの沿岸地帯には、面積が 10,000 km2より広
いメガデルタが 11 （表 10.10）あり、チベット高原か
ら流れているいくつかの河川によって、次々と形成さ
れ続けている（Milliman and Meade, 1983; Penland and 
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Kulp, 2005）。これらのメガデルタはアジアにとって
きわめて重要である。というのも、これらのメガデ
ルタが何百万もの人々にとっての住まいとなってお
り、特に 7つの巨大都市がそこに位置するからである 

（Nicholls, 1995; Woodroffe et al., 2006）。メガデルタ、特
に珠江デルタ、長江デルタ、黄河デルタは経済的にも
重要であり、中国の総 GDPの相当な比率を占めてい
る （Niou, 2002; She, 2004）。生態学的には、アジアのメ
ガデルタは異なる気候地域に位置する植物や動物の固
有の群集からなるきわめて重要な多様性に富んだ生態
系である（IUCN, 2003b; ACIA, 2005; Macintosh, 2005; 

Sanlaville and Prieur, 2005）。しかしながら、アジアのメ
ガデルタは気候変動や海面上昇に対して脆弱である。
これらは、高潮や河川排水路からの洪水によって、メ
ガデルタの洪水の頻度やレベルを増大させ（Nicholls, 

2004; Woodroffe et al., 2006）、コミュニティ、生物多様性、
およびインフラを、損害を受けるというリスクに追い
やる可能性がある。この影響は、チャオプラヤデルタ
にあるバンコク、長江デルタにある上海、旧黄河デル
タにある天津など、人間活動によって自然の地盤沈下
が増幅されるメガデルタに位置する巨大都市でより顕
著となりうる（Nguyen et al., 2000; Li et al., 2004a; Jiang, 

2005; Li et al., 2005; Woodroffe et al., 2006）。気候変動は
また、人間活動と相まって、例えば 3.6から 4.5 m/年
の速度でレナ川デルタの後退を引き起こしているよう
な（Leont’yev, 2004）、あるいはチベット高原から注ぎ
込む河川によるメガデルタの前進平衡作用および後退
に影響を及ぼしているような（Li et al., 2004b; Thanh 

et al., 2004; Shi et al., 2005; Woodroffe et al., 2006）侵食
を促進しうる。また、長江デルタおよび珠江デルタの
給水量、マングローブ林、農業生産、ならびに淡水魚
漁獲量への塩水浸入の悪影響は、インダス川デルタに
おいて結果として年間 1億 2,500万米ドルの損失をま
ねくが、気候変動によってさらに悪化しうる（IUCN, 

2003a, b; Shen et al., 2003; Huang and Zhang, 2004）。
　外的には、ダム建設により多くのメガデルタへの土
砂供給が減少してきており、21世紀にはさらに多く
のダム計画がある（第 6章、Box 6.3; Woodroffe et al., 

2006）。土砂供給の減少はこうしたシステムを気候変
動や海面上昇に対してさらに脆弱なものにする。すべ
ての非気候圧力を考慮に入れると、人口密度の高いア
ジアのメガデルタの集団が気候変動によってかなり脅
かされていることは確信度が非常に高く、この脅威に
対応することは重要な課題を提起するであろう（第 6

章、 Box 6.3も参照）。より温暖な気候におけるアジア

のメガデルタの持続可能性は、メガデルタおよび上流
域の統合的で協調的な開発、保全および生産目標のた
めのメガデルタのバランスのとれた利用と開発、なら
びに構造的な能力構築措置を人間および制度的能力構
築措置と結び付ける河川流量異常や海水の動きによる
侵食に対する包括的保全を促進する政策やプログラム
に大きく依存するであろう（Du and Zhang, 2000; Inam 

et al., 2003; Li et al., 2004b; Thanh et al., 2004; Saito, 2005; 

Wolanski, 2007; Woodroffe et al., 2006） 。

10.6.2　ヒマラヤ氷河 

　ヒマラヤ氷河は約 300万ヘクタールで、スイスアル
プスでは 2.2%であるのに対し、山岳地の 17%を被覆
している。極域の外側では、その氷塊は最大であり、
インダス－ガンジス平原を横切って流れる無数の河川
の水源となっている。ヒマラヤ氷河の雪原は約 12,000 

km3の淡水を蓄えている。約 15,000のヒマラヤ氷河は
インダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川などの永久
河川を支える固有の貯水池を形成しており、それらの
河川はまた、南アジア諸国（パキスタン、ネパール、
ブータン、インド、およびバングラデシュ）の数百万
の人々の生命線になっている。ガンジス川流域だけで
も 5億人の人々の住まいとなっており、これは同地域
の総人口の約 10%にあたる。
　ヒマラヤにある氷河は、世界のほかのどこよりも急
速に後退しており（表 10.9 参照）、もし地球が現在の
速度で温暖化し続け、現在の速度＜での後退＞が続け
ば、2035年までに、あるいはそれよりも早くそれらが
消滅する可能性は非常に高い。その総面積は 2035年
までに現在の 500,000から 100,000 km2 に縮小するであ
ろう可能性が高い（WWF, 2005）。
　ヒマラヤ氷河の後退および薄化は主として温室効果
ガスの人為的排出の増加による地球温暖化に起因しう
る。こうした氷河の近くでの比較的高い人口密度やそ
の結果として起こる森林破壊および土地利用の変化も
またこれら氷河に悪影響を与えてきている。長さ 30.2 

kmのガンゴトリ氷河は近年驚くほど後退してきてい
る（図 10.6）。1842年から 1935年の期間は、氷河は
毎年平均 7.3 mの速度で後退していたが、1985年か
ら 2001年の期間の平均後退速度は年間約 23 mである
（Hasnain, 2002）。氷河融解の現在のトレンドは、イン
ド平原北部を交差するガンジス川、インダス川、ブラ
マプトラ川およびその他の河川が気候変動の結果近い
将来季節的な河川になりうる可能性が高く、同地域の
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経済に影響を与えるうる可能性が高いことを示唆して
いる。チベット高原にある長さ 4 kmに満たない氷河
など、アジアにあるほかの氷河の中には消滅すると予
測されているものもあり、また長江の上流に位置する
氷河面積は 60%以上減少するであろう可能性が高い
（Shen et al., 2002）。

10.7　持続可能な開発への含意

　本巻第 20章 20.1節は、ブルントラント委員会の簡
潔な定義を用いて持続可能な開発を「将来のニーズ
を満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満た
す開発」として表している。持続可能な開発は、環境
保護目標と人間の経済開発目標との間のバランスおよ
び現在の必要性と将来の必要性とのバランスを表して
いる。それは人々の必要性を満たすうえでの衡平性お
よび時空間をまたいだ分野別行動の統合を意味してい
る。本節は、主として予測される気候変動が貧困撲滅、
食料安全保障、水へのアクセス、および前述したその
他の重要な懸案事項に及ぼす影響が、アジアでの持続
可能な開発の追及にどのように作用するであろう可能
性が高いかについて焦点を合わせる。アジア全域に及
ぶ気候変動やその他のストレスへの反応を集計するこ
とが従来困難であるため、多くの場合、持続可能な開
発への言及は特定の国やサブ地域に限定されるであろ
う。

10.7.1　貧困と非識字

　アジアの人口の相当な割合が社会的および経済的な
貧困閾値以下で生活している。アジアは公衆衛生への
アクセスがない農村部に住む住民、低体重の子ども、
1日 1ドル未満で生活している人々、および世界にお
ける結核症例の 65%以上を占めている。アジアは＜
また＞、栄養不良の人々、都市部で公衆衛生へのアク
セスがない人々、および農村部で水へのアクセスがな
い人々の総数の 60%以上を占めている（UN-ESCAP, 

2006）。世界の貧困層のほとんどは南アジアに住んで
おり、その大半が南アジアの中でも農村部に居住して
いる（Srinivasan, 2000）。不衡平性の拡大は、それによ
って将来の成長が貧困を削減しうる効率性を損ないう
るし、また Pro-poor（貧困削減をもたらす）政策を追
求することを政治的により困難にする（Fritzen, 2002）。
　非識字に加えて、貧困は生存に必要な日々のニーズ
を満たすという差し迫った目標を優先させることで、

通常長期を要する持続可能な開発目標を人々が追求す
る能力を妨害する。このことは、貧困が貧困層コミュ
ニティによる土地やその他の資源の乱用を駆り立てる
方法においてあらわれており、土地やその他の資源の
乱用は乱用された場所の劣化や、大規模な環境悪化を
まねくことが多い。安定的で、利益をもたらす生計手
段に従事する機会がないため、貧困に打ちひしがれた
コミュニティは災害がおこりやすい場所、不毛の地、
および生物多様性や土壌、水の保全などの保護目的の
ために確保されてきた生態学的に脆い土地でさえ利用
する以外なんのオプションも残されていない。気候変
動に伴って、貧困分野は最も脆弱になるであろうし、
適切な措置がとられなければ気候変動が貧困状況をい
っそう悪化させ、アジアの開発途上国における経済成
長を減速させ続けるであろう可能性が高い（Beg et al., 

2002）。

10.7.2　経済成長と衡平な開発

　アジアのいくつかの国（例えば、中国、インド、お
よびベトナム）における都市化および工業化の進行に
よって特徴づけられる急速な経済成長は、セメント、
木材、鋼鉄、およびその他の建設資材などの原料に対
するアジアにおける既に高い需要の増加を促進するで
あろう可能性が高い。その結果として、森林、鉱物、
およびその他の天然資源の利用が炭素排出とともに増
加するであろう。ここでの課題は、高経済成長を達成
しつつ、GHG排出が最小限に抑えられた開発経路を見
出すことである（Jiang et al., 2003）。この点において同
様に重要なのは、貧困セクターの状況を気候変動への
適応能力が強化された状態に持ち上げるために、経済
成長により生じるであろう便益を分配する際の衡平性
を促進することである。経済成長に関連したもう一つ
の懸案事項は農地耕作が土地の産業および商業目的で
の利用に比べ経済的に利益が少なくなるレベルへの地
価の上昇である。適切な規制介入がなければ、このこ
とは十分な食料供給＜量＞の生産を損ない、貧困層の
食料支援へのアクセスをさらに危うくしうる。
　多くのアジア諸国において気候が変動する状況の中
で経済成長を持続するには、気候変動の経済に対する
影響軽減を考慮した目的のために、人間、インフラ、
財政および制度的側面に関する準備および能力の強化
を追求することが必要とされるだろう。例えば、多
くの開発途上国では、財政改革を行うことが、変動す
る気候に対する脆弱性を結果的に低くする可能性が高
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いより頑強な経済を築きうる可能性が高い（Fase and 

Abma, 2003）。農業経済が主体の国々では、適切な灌
漑および関連インフラの介入がなければ、気候変動、
特に気温上昇および降水量減少は、農業生産性を減少
させることによって、経済成長を鈍らせる（10.4.1節）。

10.7.3　多国間環境協定の順守と管理

　アジアの多くの国々は生物多様性の保全と持続可能
な森林管理、気候変動、国際的な水資源、地域魚場の
乱獲、越境大気汚染、および地域海洋汚染などの共通
の懸案事項に取り組むことを目指す一つあるいはそれ
以上の多国間環境協定（MEA）の締約国である。MEA

の中には、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）、生物
多様性条約（CBD）、砂漠化対処条約（CCD）、絶滅
のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条
約（CITES）、マングローブおよび湿地を保全するため
のラムサール条約、地球の＜陸上生物を＞保護するオ
ゾン層の破壊の問題に取り組むためのモントリオール
議定書、地球温暖化の問題に取り組むための京都議定
書、熱帯林開拓および生物多様性の保全を管理する国
際熱帯木材機関（ITTO）、および地域海洋汚染防止の
ための船舶による汚染の防止のための国際条約などが
ある。アジア諸国にとっての主な課題は、MEAの諸
条件を支持、ならびに順守した統合的かつ相乗的対応
を計画するに当たりどのように機会を活用するか、ま
た経済開発を過度に妨げることなしに、どのようにし
て環境の質を改善するかである（Beg et al., 2002）。

10.7.4　天然資源の保全

　アジアのいくつかの場所では、需要の増大に対応し
て、天然資源の利用が激化しうる。東南アジアでは、
森林利用の増大が、既に高速で進んでいる森林破壊を
いっそう進行させうる可能性が高く、このことは 2100

年までに本来の森林および生物多様性のほとんどを喪
失にまねきうる（Sodhi et al., 2004）。この地域での開
発を維持するためには、森林破壊を最小限に抑え、劣
化した森林の復元を強化する手段が必要とされるだろ
う。アジアにおける難題は、生産を最大化する必要性
が気候変動により悪化しうる生態系および環境の擾乱
の増大をまねきうる、発展途上経済の国々において生
じるであろう。同様に各国の人口が増加する、また経
済が成長するにつれて、水利用も増加し続けるであろ
う。このことは、上記で議論したように気候変動によ

っていっそう悪化しうる水にさらなるストレスをもた
らすであろう可能性が高い。西アジア、南アジア、お
よび東南アジアの多くの国々では、気候変動およびほ
かのストレス因子が需給面に与える影響に対処するた
めの統合的対応が持続可能な開発の達成に貢献するで
あろう可能性が高い。

10.8　 主要な不確実性、研究における空
白および優先事項

10.8.1　不確実性

　将来の気候変動研究の基盤は、最も妥当な気候変動
影響が評価されうるように、さまざまなモデルによっ
て将来の社会開発シナリオを設計することと、そうし
た社会開発シナリオに基づいた気候および気候の変動
性の将来の地域的および地方的変化を予測することで
ある。温室効果ガスおよびエアロゾルの排出シナリオ
は同地域にある国々の社会経済状況と強く関連してお
り、各国それぞれが追随する開発経路に大きく依存し
うる。社会経済的変化、環境的変化、土地利用変化、
および技術進歩とその影響の将来シナリオについての
不正確な描写は、誤った GHG排出シナリオを導くで
あろう。それゆえ、社会開発シナリオの設計に影響を
及ぼす要因は、主要な不確実性を特定し、適切に対応
するために、より注意深く調査されなければならない。
　アジアにおける自然の気候変動性が大きいことは、
気候変動シミュレーションの評価における不確実性の
レベルをさらに高める。人為的要因に起因する気候変
動の正確な規模についての現時点での我々の理解は、
自然現象についての不完全な知識および／または表
現、モデルの方程式における数値近似の限界、モデル
および／またはアプローチの簡素化や想定、モデルの
内部変動、ならびに与えられた強制力に対する気候応
答シミュレーションにおけるモデル間または手法間で
の差異のために、相対的に低い。気候変動や気候変化
研究における現在の取組みは、人為的痕跡の証拠を提
供するために気温トレンドの日毎、季節毎、緯度、お
よび鉛直パターンにますます依存している。このよう
なアプローチはすべての強制メカニズムの空間的変動
性およびそれらの地球規模、半球規模、および地域規
模の応答との関連に関するいっそう詳細な理解を要す
る。
　評価方法それ自体における不確実性もまた不確実性
の主要な源の一つである。モデルに基づいた評価では、
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気候変動影響に関する結果は、事実上、社会経済シナ
リオ、環境シナリオ、気候シナリオ、および気候影
響評価を確立する方法に由来する誤差を集積している 

（Challinor et al., 2005）。

10.8.2　確信度のレベルと未知の要素

　表 10.11は、アジアの 7サブ地域のそれぞれに関して、
本評価報告書で参照されている現在入手可能な科学的
文献に基づいて、予測される気候変動に対する主要な
分野の脆弱性に確信度の度合いを割り当てたものをリ
ストにして示している。割り当てられた確信度のレベ
ルは、最も可能性が高い将来の結果に基づいてどの分
野が優先懸念事項であるべきかを重み付けする際の指
針となりうる。しかしながら、最大の懸案事項の中に
は、最も可能性が高い将来の結果からではなく、むし
ろ起こりうる「予期せぬ事象」から生じるものもある。
ますます多くの証拠が、世界の気候を調節している海
洋大気システムが、例えば 10年以内での「海洋コン
ベアベルト」【訳注 10-2】の停止のように、ある状態か
らほかの状態へと急に傾きうることを示している。た
とえ高い確信度では予測されえないとしても、ある種
の閾値現象はより起こりやすくなるかもしれず、また
非線形変化や予期されぬ事象も見越すべきである。突
然のまたは予想されていない変化は我々の適応能力に
大きな難題をもたらし、それゆえ、重大な影響に対す
る我々の脆弱性を高めうる（Preston et al., 2006）。
　気候研究における注目は、漸進的変化から急速また
は突然の変化へと移行しつつある。仮に極地の水温が
数度暖まると、数百年程度で氷床の壊滅的崩壊が起こ
りうるといったリスクもある。科学者はそのようなリ
スクの可能性は 1から 5%であると示唆している（Alley, 

2002）。このリスクとグリーンランド氷床の融解が予
想されているより大規模になる可能性のために、最
新の研究は今後 2世紀の間に全球の海面水位が 4mを
超えて上昇しうる可能性が 1%あると推定している
（Hulbe and payne, 2001）。

10.8.3　研究における空白と優先事項

　大気中の温室効果ガス増加および気候システムの挙
動に関連する数多くの根本的な科学的問題は注意深く
対処されるべきである。これらには　（a） 将来の化石
燃料利用、（b） 将来のメタン排出 （Slingo et al., 2005; 

Challinor et al., 2006）、（c） 海洋との交換、または陸域

生物圏との純交換量に対し、大気中に留まり放射強制
力をもたらすであろう将来の化石燃料炭素の割合、（d） 
全球の気候変動の全体としてのレベルに対する地域お
よび地方的気候変動の詳細、（e） 気候の自然変動性の
性質および原因と強制的変動とのその相互作用、（f） 
エアロゾル分布変化の直接および間接的効果などがあ
る。
　アジアにおける気候変動による悪影響についての理
解を向上するための有効な戦略は、さまざまなレベル
やスケールでの人間および自然システムの複合的スト
レスへの応答についての革新的な研究を行うための学
術および研究機関の強化を必要とする。アジアにとっ
ての重要で明確な研究関連優先事項は以下のとおりで
ある。：
・大気状態の変化による影響についての生理学的およ
び生態学的な基礎研究

・観測施設の設立および維持能力、ならびに気候、社会、
および生物物理学的データの収集と編集能力の強化

・アジア地域での気候変動についての情報の共有およ
びデータネットワークの改善

・洪水、高潮、海面上昇、熱波、植物病害、および害
虫による災害など極端な気象現象の影響

・気候変動および環境変動に起因する複合的ストレス
因子に対する社会的脆弱性の特定　　

・農業技術、水資源管理、統合沿岸域管理、病理学お
よび疾病監視と制御に関する適応研究

・灌漑と水資源、農地利用と自然生態系、水資源と作付、
水資源と畜産業、水資源と養殖、水資源と水力発電
力、海面上昇と土地利用、海水浸入と土地劣化など、
分野間の相互作用

・気候変動影響、適応と脆弱性についての科学の政策
設定における主流化

・さまざまな地域や分野についての重要な気候閾値の
特定
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10.2.3 Observed changes in extreme climatic events

New evidence on recent trends, particularly on the increasing
tendency in the intensity and frequency of extreme weather
events in Asia over the last century and into the 21st century, is
briefly discussed below and summarised in Table 10.3. In
South-East Asia, extreme weather events associated with El-
Niño were reported to be more frequent and intense in the past
20 years (Trenberth and Hoar, 1997; Aldhous, 2004).
Significantly longer heatwave duration has been observed in

many countries of Asia, as indicated by pronounced warming
trends and several cases of severe heatwaves (De and
Mukhopadhyay, 1998; Kawahara and Yamazaki, 1999; Zhai et
al., 1999; Lal, 2003; Zhai and Pan, 2003; Ryoo et al., 2004;
Batima et al., 2005a; Cruz et al., 2006; Tran et al., 2005).
Generally, the frequency of occurrence of more intense

rainfall events in many parts of Asia has increased, causing
severe floods, landslides, and debris and mud flows, while the
number of rainy days and total annual amount of precipitation
has decreased (Zhai et al., 1999; Khan et al., 2000; Shrestha et
al., 2000; Izrael and Anokhin, 2001; Mirza, 2002; Kajiwara et

al., 2003; Lal, 2003; Min et al., 2003; Ruosteenoja et al., 2003;
Zhai and Pan, 2003; Gruza and Rankova, 2004; Zhai, 2004).
However, there are reports that the frequency of extreme rainfall
in some countries has exhibited a decreasing tendency (Manton
et al., 2001; Kanai et al., 2004).
Increasing frequency and intensity of droughts in many parts

of Asia are attributed largely to a rise in temperature,
particularly during the summer and normally drier months, and
during ENSO events (Webster et al., 1998; Duong, 2000;
PAGASA, 2001; Lal, 2002, 2003; Batima, 2003; Gruza and
Rankova, 2004; Natsagdorj et al., 2005).
Recent studies indicate that the frequency and intensity of

tropical cyclones originating in the Pacific have increased over
the last few decades (Fan and Li, 2005). In contrast, cyclones
originating from the Bay of Bengal and Arabian Sea have been
noted to decrease since 1970 but the intensity has increased
(Lal, 2001). In both cases, the damage caused by intense
cyclones has risen significantly in the affected countries,
particularly India, China, Philippines, Japan, Vietnam and
Cambodia, Iran and Tibetan Plateau (PAGASA, 2001; ABI,
2005; GCOS, 2005a, b).
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Figure 10.1. Location of countries covered under Asia included in this chapter.

図 10.1　本章で取り上げるアジアの国々の配置。

地図中の地名 ( アルファベット順 )：

Afghanistan： アフガニスタン Mongolia： モンゴル
Bahrain： バーレーン Myanmar： ミャンマー
Bangladesh： バングラデシュ Nepal： ネパール
Bhutan： ブータン Oman： オマーン
Brunei Darussalam： ブルネイ・ダルサラーム Pakistan： パキスタン
Cambodia： カンボジア Papua New Guinea： パプアニューギニア
China： 中国 Philippines： フィリピン
India： インド Qatar： カタール
Indonesia： インドネシア Russia-EAST OF THE URALS： ロシア―ウラル山脈より東
Iran： イラン Saudi Arabia： サウジアラビア
Iraq： イラク Singapore： シンガポール
Israel： イスラエル Sri Lanka： スリランカ
Japan： 日本 Syria： シリア
Jordan： ヨルダン Tajikistan： タジキスタン
Kazakhstan： カザフスタン Thailand： タイ
Korea DPR： 朝鮮民主主義人民共和国 Turkey： トルコ
Korea Republic： 大韓民国 Turkmenistan： トルクメニスタン
Kuwait： クウェート UAE： アラブ首長国連邦
Kyrgyz Republic： カザフスタン Uzbekistan： ウズベキスタン
Laos： ラオス Vietnam： ベトナム
Lebanon： レバノン Yemen： イエメン
Malaysia： マレーシア

【図、表、Box】
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表 10.1　アジア諸国の社会経済学および天然資源についての主要情報。

国名 総人口
（1,000人）
2004年

2004年
1人当たり
GDP（米ドル、
2000年）

国土面積*
（1,000ha）
2002年

耕地
および永年
作物地

（1,000ha）
2002年

耕地
（1,000ha）
2002年

総森林面積、
2005年

（1,000ha）

森林被覆
の百分率

（FAO, 2005）

天然の再生
可能な水資源

（1人当たりｍ3）

水資源：1人
当たりの
再生可能量

（m3/人 /年)
；1998～2002年

穀類の平均生
産量2005年

（1,000t）

魚類および
水産物の
年間摂取量

（kg/人）
（2002）

出典 a b c c c d d e e f g
アフガニス
タン

24926 × 65209 8045 7910 867 1.3 2790 2835 4115 ×

バーレーン 739 13852 71 6 2 × × × 164 0 ×
バングラ
デシュ

149664 402 13017 8429 7997 871 6.7 8444 8418 41586 11

ブータン 2325 695 4700 128 108 3195 68 43214 43379 127 ×
ブルネイ・
ダルサラー
ム共和国

366 × 527 17 12 278 52.8 × 24286 1 ×

カンボジア 14482 339 17652 3807 3700 10447 59.2 34561 34476 4458 28
中国 1320892 1323 932743 154353 142618 197290 21.2 2186 2172 427613 26
インド 1081229 538 297319 169800 160000 67701 22.8 1822 1807 235913 5
インドネ
シア

222611 906 181157 33700 20500 88495 48.8 13046 13070 65998 21

イラン・
イスラム
共和国

69788 1885 163620 17088 15020 11075 6.8 1900 2020 21510 5

イラク 25856 × 43737 6019 5750 822 1.9 3111 3077 3934 ×
イスラエル 6560 17788 2171 427 341 171 8.3 265 265 341 22
日本 127800 38609 36450 4762 4418 24868 68.2 3372 3373 12426 66
ヨルダン 5614 1940 8824 400 295 83 0.9 169 165 83 5
カザフス
タン

15403 1818 269970 22799 22663 3337 1.2 6839 7086 13768 4

朝鮮民主
主義人民
共和国

22776 × 12041 2900 2700 6 0.3 3415 3422 4461 8

大韓民国 47951 12752 9873 1863 1663 869 4.5 1471 1470 6776 59
クウェート 2595 17674 1782 18 15 16142 69.9 10 8 3 9
キルギス
共和国

5208 325 19180 1363 1308 136 13.3 4078 4062 1625 1

ラオス 5787 378 23080 1001 920 20890 63.6 60318 60327 2560 15
レバノン 3708 5606 1023 313 170 10252 6.5 1220 1226 145 12
マレーシア 24876 4290 32855 7585 1800 32222 49 25178 24202 2290 57
モンゴル 2630 462 156650 1200 1198 0 0 13451 13599 75 0
ミャンマー 50101 × 67658 10611 9862 3636 25.4 21358 21403 25639 19
ネパール 25725 231 14300 2480 2360 × × 8703 8542 7577 1
オマーン 2935 8961 30950 81 38 1902 2.5 364 356 6 ×
パキスタン 157315 566 77088 22280 21608 29437 65 2812 1485 32972 2
パプアニュー
ギニア

5836 604 45286 870 220 7162 24 × 143394 11 ×

フィリピン 81408 1085 29817 10700 5700 × × 6093 6096 19865 29
カタール 619 × 1100 21 18 6265 63.5 × 88 7 ×
ロシア

（ウラル山
脈より東）

142397 2286 1638098 125300 123465 808790 47.9 31354 31283 76420 19

サウジアラ
ビア

24919 8974 214969 3793 3600 2728 1.3 111 102 2590 7

シンガ
ポール

4315 24164 67 2 1 2 3.4 × 143 0 ×

スリラン
カ

19218 962 6463 1916 916 1933 29.9 2592 2644 3172 22

シリア・
アラブ共
和国

18223 1115 18378 5421 4593 461 2.5 1541 1511 5620 3

タジキス
タン

6298 223 13996 1057 930 410 2.9 2587 2579 859 0

タイ 63465 2356 51089 19367 15867 14520 28.4 6371 6591 31490 31
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＜表 10.1 ＞

国名 総人口
（1,000人）
2004年

2004年
1人当たり
GDP（米ドル、
2000年）

国土面積*
（1,000ha）
2002年

耕地
および永年
作物地

（1,000ha）
2002年

耕地
（1,000ha）
2002年

総森林面積、
2005年

（1,000ha）

森林被覆
の百分率

（FAO, 2005）

天然の再生
可能な水資源

（1人当たりｍ3）

水資源：1人
当たりの
再生可能量

（m3/人 /年)
；1998～2002年

穀類の平均生
産量2005年

（1,000t）

魚類および
水産物の
年間摂取量

（kg/人）
（2002）

トルコ 72320 3197 76963 26579 23994 10175 13.2 3344 3037 34570 7
トルクメ
ニスタン

4940 × 46993 1915 1850 4127 8.8 5015 5156 3035 3

アラブ首
長国連邦

3051 × 8360 266 75 312 3.7 56 51 0 24

ウズベキ
スタン

26479 639 42540 4827 4484 3295 8 1968 1961 6182 0

ベトナム 82481 502 32549 8813 6600 12931 39.7 11109 11102 39841 18
イエメン 20733 534 52797 1669 1538 549 1 × 212 554 6

*国土面積：総国土面積から内陸の水域面積を除いたもの

データソース :

a: http://faostat.fao.org/site/429/default.aspx

b: http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=5&variable_ID=640&action=select_countries

c: http://faostat.fao.org/site/418/default.aspx

d: http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=6833&sitetreeId=32006&langId=1&geoId=0

e: http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/dbase/index.htm

f: http://faostat.fao.org/site/408/DesktopDefault.aspx?PageID=408

g: http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/ene5_2005.pdf#search=%22WRI%20Resource%20Consumption%202005%22
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 表 10.2　観測された過去および現在の気候トレンドと変動性のうち主要なものについての要約。

ザブ地域 国名 気温の変化 降水量の変化 参考文献
北アジア ロシア 過去 90年間で 2- 3℃上昇 、春季

と冬季により顕著
かなり変わりやすい、1951-95年
に減少、過去 10年間に増加

Savelieva, et al., 2000; 
Peterson et al., 2002; 
Gruza and Rankova, 2004

モンゴル 過去 60年間で 1.8℃上昇、冬季に
最も顕著

夏季に 7.5% 減少、冬季に 9% 増
加

Batima et al., 2005a
Natragdorj et al., 2005;

中央アジア 地域平均 100年で 1-2℃気温上昇 1900-96年の期間で明らかなトレ
ンドはない

Peterson et al., 2002

中国北西部 1961- 2000年に年間平均気温0.7℃
上昇 

22% - 33%の間での降雨量増加 Shi et al., 2002

チベット
高原

地域平均 年平均気温が 10年当たり 0.16℃、
冬季気温が 10年当たり 0.32℃上
昇

北東地域では概して増加 Liu et al., 1998; Yao et 
al., 2000; Liu and Chen, 
2001; Cai et al., 2003; Du 
and Ma, 2004; Zhao et al., 
2004; 

西アジア
（中東）

イラン 1951- 2003年の期間 イランの異な
る気候帯にある複数の観測所が地
上気温の上昇による霜日日数の著
しい減少を報告した

降水量の減少トレンドを示す観測
所もあるが（アンザリ、タブリー
ズ、ザーベダーン）、増加トレン
ドを報告している観測所もある
（マシュハド、シーラーズ）

IRIMO, 2006a, b;  
Rahimzadeh, 2006, 

東アジア 中国 過去 50年間に温暖化、夏季より
冬季に＜おける温暖化が＞より顕
著、上昇率は最高気温より最低気
温の方がより顕著

中国北東部と北部で過去 10年間
の年間降水量減少、中国西部、長
江、南東沿岸沿いで増加

Zhai et al., 1999; Hu et al., 
2003; Zhai and Pan, 2003

日本 20世紀に約 1.0℃上昇、 大都市で
は 2-3℃上昇 

ばらつきが増加したものの 20世
紀には顕著なトレンドなし

Ichikawa, 2004; Japan 
Meteorological Agency, 
2005

韓国 10年当たり 0.23℃の平均気温上
昇、日較差の増大

近年豪雨頻度増加 Jung et al., 2002; Ho et 
al., 2003

南アジア インド 100年当たり 0.68℃上昇、年平均
気温の上昇トレンド、モンスーン
後と冬季において温暖化がより顕
著 

過去数十年間の夏季モンスーン期
間中の北西部で極端な降雨が増
加、東海岸沿いでは降雨日数が減
少

Kripalani et al., 1996; 
Lal et al., 1996; Lal et 
al., 2001b; Singh and 
Sontakke, 2002; Lal, 2003

ネパール ヒマラヤ山脈で 1年当たり 0.09℃
およびテライ地域で 0.04℃、冬季
にはさらに上昇

1948-1994年の降水記録に明確な
長期的トレンドなし

Shrestha et al., 2000; 
Bhadra, 2002; Shrestha, 
2004

パキスタン 1900年代初期以降沿岸地域で平
均気温が 0.6-1.0℃上昇 

沿岸地帯と超乾燥平原で 10-15%
減少、過去 40年間に渡りパキス
タン北部で夏季と冬季の降水量増
加

Farooq and Khan, 2004

バングラデ
シュ

1985-1998年の 14年間に 5月に約
1℃と 11月に 0.5℃の上昇トレン
ド

1960年代以降の長期平均を上回
る 10年間の異常降雨

Mirza and Dixit, 1997; 
Khan et al., 2000; Mirza, 
2002

スリランカ 1961-90 年に全土で 1年当たり
0.016℃上昇、中央高地では 1年
当たり 2℃上昇 

2月に増加トレンド、6月に減少
トレンド

Chandrapala and Fernando, 
1995; Chandrapala, 1996

東南アジア 全般 1951-2000年に 10年当たり 0.1℃
-0.3℃の上昇が報告された

1961-1998年に減少トレンド； 東
南アジア全域に渡り降雨日数が減
少している

Manton et al., 2001

インドネシア 均一な気温データは該当なし 南部地域で降雨量減少、北部地域
で増加

Manton et al., 2001; Boer 
and Faqih, 2004

フィリピン 1971-2000年に年平均気温、最高
および最低気温が 0.14℃上昇

1980年代以降の年平均降雨量の
増加と 1990年代以降の降雨日数
の増加、 降雨開始の年々変動性の
増大

PAGASA, 2001; Cruz et 
al., 2006 
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国／サブ地域
熱波

主要なトレンド 参考文献

ロシア 2005年 5月に熱波が過去 22年の記録を破った Shein, 2006

モンゴル 過去 40年で熱波持続期間が 8-18日増加している； 寒波持続期
間が 13.3日短くなっている

Batima et al., 2005a

中国 ここ数十年間で短期持続熱波の頻度が増加し、最近の数十年
でより温暖な日中や夜間を増加させている

Zhai et al., 1999; Zhai and Pan,2003

日本 日最高気温が 35℃を超える率が増加しており、極端な低気温
は減少

Kawahara and Yamazaki, 1999;Japan 
Meteorological Agency, 2005

韓国 1980年代と 1990年代により高い数値での極端な最高気温の頻
度が増加；1958-2001年に記録的低気温の頻度減少

Ryoo et al., 2004

インド 過去 100年間で暑い日および何日も続く熱波の頻度が増加し
ている；近年暑熱ストレスによる死亡が増加

De and Mukhopadhyay, 1998; Lal, 2003

東南アジア 1961- 1998年に暑い日中と温暖な夜間が増加し、寒い日中と夜
間が減少

Manton et al., 2001; Cruz et al., 2006; Tran 
et al., 2005

豪雨と洪水
ロシア ロシア西部での豪雨の増加とシベリアでの減少；10mm を超え

る降雨日数増加 ; シベリアにおける 表面流出が 50 -70%増加 
Gruza et al., 1999; Izrael and Anokhin, 
2001; Ruosteenoja et al., 2003; Gruza and 
Rankova, 2004

中国 長江を含む西部および南部で極端な降雨の頻度が増加し、北
部地域で減少；過去 10年間に長江での洪水が増加；1990年代
以降北東中国でより頻繁な洪水；東中国でより強度が増した
夏季降雨；1999年に深刻な洪水；1950年代以降洪水頻度が 7
倍増加

Zhai et al., 1999; Ding and Pan, 2002; Zhai 
and Pan, 2003; Zhai, 2004

日本 過去 100年間で前線と台風に起因した極端な降雨の頻度増加；
10の台風によってもたらされた豪雨による 2004年の深刻な洪
水；120観測所の記録に基づいた 1961-2000年の最高雨量増加 

Kawahara and Yamazaki 1999; Isobe, 2002; 
Kajiwara et al., 2003; Kanai et al., 2004

南アジア 2002、2003、2004年のバングラデシュ、ネパール、およびイ
ンド北東の州における深刻な洪水の頻発；インドのムンバイ
で 2005年 7月 26-27日に起こった記録的な 944 mm の降雨は 2.5
億米ドルを超える損害および 1,000人を超える死者につながっ
た；2006年の夏のモンスーン期におけるスーラト、バルメル、
スリナガルでの洪水；スリランカの南部州における 2003年 5
月 17日の洪水は 730 mm の降雨に誘発された

India Meteorological Depertment, 2002 to 
2006; Dartmouth Flood Observatory, 2003

東南アジア ベトナムで鉄砲水を引き起こす極端な降雨の発生の増加；
1990年および 2004年にフィリピンで生じた地滑りと洪水、お
よび 2000年にカンボジアで起きた洪水

FAO/WFP, 2000; Environment News Service 
2002; FAO, 2004a; Cruz et al., 2006; Tran et 
al., 2005

干ばつ
ロシア 降雨減少と 1℃を超える気温上昇が干ばつをもたらしている；

20世紀中の 27の大きな干ばつが報告されている
Golubev and Dronin, 2003; Izraeland 
Sirotenko, 2003

モンゴル 近年干ばつの頻度および強度が増加；1999-2002年の干ばつが
70%の草原に影響を与え、1,200万の家畜の死をもたらした

Batima, 2003; Natsagdorj et al., 2005

中国 北京、河北省、山西省、内モンゴル、および中国北部で 2000
年以降干ばつの影響を受けた面積の増加が 670万 haを超えた；
砂塵嵐の影響を受けた面積が増加

Chen et al., 2001; Yoshino, 2000, 2002; 
Zhou, 2003

南アジア 干ばつの 50%がエルニーニョと関連している；1999年および
2000年のパキスタンおよび北西インドにおける連続した干ば
つが地下水面の急激な低下につながった；2000 -2002 年の連続
した干ばつが穀物の不作、大量飢餓をもたらし、オリッサで
最大 1,100万人に影響を及ぼした；2006年の夏のモンスーン
期間中の北東インドでの干ばつ

Webster et al., 1998; Lal, 2003; India 
Meteorological Depertment, 2006

東南アジア ミャンマー、ラオス、フィリピン、インドネシア、およびベ
トナムでは干ばつは普通 ENSO年と関連がある；1997-98年の
干ばつはフィリピン、ラオス、およびインドネシアのさまざ
まな場所で大規模な穀物の不作、水不足、ならびに森林火災
をもたらした 

Duong, 2000; Kelly and Adger, 2000; Glantz, 
2001; PAGASA, 2001

 表 10.3　極端現象および深刻な気候異常の観測された変化の要約。
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国／サブ地域
熱波

主要なトレンド 参考文献

低気圧／台風
フィリピン 平均で 20の熱帯低気圧がフィリピン管轄区域を横切り、毎年

約 8-9が上陸する；1990-2003年の期間ではフィリピン管轄区
域に入る熱帯大気圧の頻度が 4.2回増加

PAGASA, 2001

中国 1950年代以降強力な低気圧の数と強度が増した；1950-2004年
に 21の極端な高潮があったが、そのうち 14回は 1986-2004年
に起きた

Fan and Li, 2005

南アジア ベンガル湾およびアラビア海におけるモンスーン低気圧およ
び熱帯低気圧発生の頻度が 1970年以降低下しているが強度は
増し、生命や財産への損害に関して深刻な洪水を引き起こし
ている

Lal, 2001, 2003

日本 熱帯性低気圧の数には 2回のピークがあり、一つは 1960年代
中期で、もう一つは 1990年代初期である；1990年以降は平均
的で、歴史的な平均＜数＞より少ない時も多い 

Japan Meteorological Agency, 2005

表 10.4　さまざまな場所で測定された永久凍土温度の最近のトレンド （ Romanovsky et al., 2002  および Izraelet al., 2006を修正）。

国名 地域 永久凍土温度の変化／トレンド 参考文献
ロシア 東シベリア（1.6-3.2 m）、1960-1992年 + 0.03℃ /年 Romanovsky et al., 2001

西シベリア（10 m）、1960-2005年 + 0.6℃ /年 Izrael et al., 2006

中国 青海－チベット高原（1975-1989年） + 0.2°から + 0.3℃ Cheng and Wu, 2007

カザフスタン 北天山山脈（1973－ 2003年） + 0.2°から + 0.6℃ Marchenko, 2002

モンゴル ヘンテイおよびハンガイ山脈、フルンノー
ル湖 （1973-2003年）

+ 0.3°  から + 0.6℃ Sharkhuu, 2003

and February (DJF) and support earlier findings reported in Lal et
al. (2001b).

An increase in occurrence of extreme weather events including
heatwave and intense precipitation events is also projected in
South Asia, East Asia, and South-East Asia (Emori et al., 2000;
Kato et al., 2000; Sato, 2000; Lal, 2003; Rupa Kumar et al., 2003;
Hasumi and Emori, 2004; Ichikawa, 2004; May, 2004b; Walsh,
2004; Japan MeteorologicalAgency, 2005; Kurihara et al., 2005)
along with an increase in the interannual variability of daily
precipitation in theAsian summer monsoon (Lal et al., 2000;May,
2004a; Giorgi and Bi, 2005). Results of regional climate model
experiments for EastAsia (Sato, 2000; Emori et al., 2000; Kato et
al., 2000; Ichikawa, 2004; Japan Meteorological Agency, 2005;
Kurihara et al., 2005) indicate that heatwave conditions over Japan
are likely to be enhanced in the future (Figure 10.2). Extreme daily
precipitation, including that associated with typhoon, would be
further enhanced over Japan due to the increase in atmospheric
moisture availability (Hasumi and Emori, 2004). The increases in
annual temperature and precipitation over Japan are also projected
regionally using regional climate model (Figure 10.3; Japan
Meteorological Agency, 2005; Kurihara et al., 2005).

An increase of 10 to 20% in tropical cyclone intensities for a rise
in sea-surface temperature of 2 to 4°C relative to the current
threshold temperature is likewise projected in EastAsia, South-East
Asia and SouthAsia (Knutson andTuleya, 2004).Amplification in
storm-surge heights could result from the occurrence of stronger
winds, with increase in sea-surface temperatures and low pressures
associated with tropical storms resulting in an enhanced risk of
coastal disasters along the coastal regions of East, South and South-
East Asian countries. The impacts of an increase in cyclone
intensities in any location will be determined by any shift in the
cyclone tracks (Kelly andAdger, 2000).

In coastal areas of Asia, the current rate of sea-level rise is
reported to be between 1 to 3 mm/yr which is marginally greater
than the global average (Dyurgerov andMeier, 2000; Nerem and
Mitchum, 2001;Antonov et al., 2002;Arendt et al., 2002; Rignot
et al., 2003; Woodworth et al., 2004). A rate of sea-level rise of
3.1 mm/yr has been reported over the past decade compared to
1.7 to 2.4 mm/yr over the 20th century as a whole (Arendt et al.,
2002; Rignot et al., 2003), which suggests that the rate of sea-
level rise has accelerated relative to the long-term average.

10.3.2 Socio-economics

In the SRES framework narrative storylines were developed
which provide broadly qualitative and quantitative descriptions
of regional changes on socio-economic development (e.g.,
population, economic activity), energy services and resource
availability (e.g., energy intensities, energy demand, structure
of energy use), land use and land cover, greenhouse gases
(GHG) and sulphur emissions, and atmospheric composition
(Nakićenović and Swart, 2000). In Asia, GHG emissions were
quantified reflecting socio-economic development such as
energy use, land-use changes, industrial production processes,
and so on. The population growth projections for Asia range
between 1.54 billion people in 2050 and 4.5 billion people in
2100 (Nakićenović and Swart, 2000). The economic growth is
estimated to range between 4.2-fold and 3.6-fold of the current
gross domestic product (GDP), respectively.

10.4 Key future impacts and vulnerabilities

Key future climate change impacts and vulnerabilities for
Asia are summarised in Figure 10.4. A detailed discussion of
these impacts and vulnerabilities are presented in the sections below.

10.4.1 Agriculture and food security

10.4.1.1 Production
Results of recent studies suggest that substantial decreases in

cereal production potential in Asia could be likely by the end of
this century as a consequence of climate change. However,
regional differences in the response of wheat, maize and rice
yields to projected climate change could likely be significant
(Parry et al., 1999; Rosenzweig et al., 2001). Results of crop
yield projection using HadCM2 indicate that crop yields could
likely increase up to 20% in East and South-East Asia while it
could decrease up to 30% in Central and South Asia even if the
direct positive physiological effects of CO2 are taken into
account. As a consequence of the combined influence of
fertilisation effect and the accompanying thermal stress and
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Figure 10.2. Projected number of hot days (>30°C) and days of heavy rainfall (>100 mm/day) by the high resolution general circulation model
(Hasumi and Emori, 2004).

左のグラフ
横軸：西暦
縦軸：暑い日の日数（＞ 30℃）

右のグラフ
横軸：西暦
縦軸：豪雨日数（＞ 100mm/ 日）

図 10.2　高解像度大循環モデルによる暑い日（＞30℃）日数および豪雨（＞100mm/日）日数の予測 （Hasumi and Emori et al., 
2004）。
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表 10.5　SRES A1FI（将来の排出が最も高い軌道）および B1（将来の排出が最も低い軌道）経路における三つの時間断面、つ
まり 2020年代、2050年代、2080年代に関するアジアサブ地域の地上気温および降水量の予測される変化。

サブ地域 季節
2010-2039 年 2040-2069 年 2070-2099 年

気温℃ 降水量 % 気温℃ 降水量 % 気温℃ 降水量 %
A1FI B1 A1FI B1 A1FI B1 A1FI B1 A1FI B1 A1FI B1

北アジア
（50.0N-67.5N;
40.0E-170.0W）

12-2月 2.94 2.69 16 14 6.65 4.25 35 22 10.45 5.99 59 29

3-5月 1.69 2.02 10 10 4.96 3.54 25 19 8.32 4.69 43 25

6-8月 1.69 1.88 4 6 4.20 3.13 9 8 6.94 4.00 15 10

9-11月 2.24 2.15 7 7 5.30 3.68 14 11 8.29 4.98 25 15

中央アジア
（30N-50N; 
40E-75E）

12-2月 1.82 1.52 5 1 3.93 2.60 8 4 6.22 3.44 10 6

3-5月 1.53 1.52 3 -2 3.71 2.58 0 -2 6.24 3.42 -11 -10

6-8月 1.86 1.89 1 -5 4.42 3.12 -7 -4 7.50 4.10 -13 -7

9-11月 1.72 1.54 4 0 3.96 2.74 3 0 6.44 3.72 1 0

西アジア
（12N-42N; 
27E-63E）

12-2月 1.26 1.06 -3 -4 3.1 2.0 -3 -5 5.1 2.8 -11 -4

3-5月 1.29 1.24 -2 -8 3.2 2.2 -8 -9 5.6 3.0 -25 -11

6-8月 1.55 1.53 13 5 3.7 2.5 13 20 6.3 2.7 32 13

9-11月 1.48 1.35 18 13 3.6 2.2 27 29 5.7 3.2 52 25

チベット高原
（30N-50N; 
75E-100E）

12-2月 2.05 1.60 14 10 4.44 2.97 21 14 7.62 4.09 31 18

3-5月 2.00 1.71 7 6 4.42 2.92 15 10 7.35 3.95 19 14

6-8月 1.74 1.72 4 4 3.74 2.92 6 8 7.20 3.94 9 7

9-11月 1.58 1.49 6 6 3.93 2.74 7 5 6.77 3.73 12 7

東アジア
（20N-50N; 
100E-150E）

12-2月 1.82 1.50 6 5 4.18 2.81 13 10 6.95 3.88 21 15

3-5月 1.61 1.50 2 2 3.81 2.67 9 7 6.41 3.69 15 10

6-8月 1.35 1.31 2 3 3.18 2.43 8 5 5.48 3.00 14 8

9-11月 1.31 1.24 0 1 3.16 2.24 4 2 5.51 3.04 11 4

南アジア
（5N-30N; 
65E-100E）

12-2月 1.17 1.11 -3 4 3.16 1.97 0 0 5.44 2.93 -16 -6

3-5月 1.18 1.07 7 8 2.97 1.81 26 24 5.22 2.71 31 20

6-8月 0.54 0.55 5 7 1.71 0.88 13 11 3.14 1.56 26 15

9-11月 0.78 0.83 1 3 2.41 1.49 8 6 4.19 2.17 26 10

東南アジア
 （10S-20N;
100E-150E）

12-2月 0.86 0.72 -1 1 2.25 1.32 2 4 3.92 2.02 6 4

3-5月 0.92 0.80 0 0 2.32 1.34 3 3 3.83 2.04 12 5

6-8月 0.83 0.74 -1 0 2.13 1.30 0 1 3.61 1.87 7 1

9-11月 0.85 0.75 -2 0 1.32 1.32 -1 1 3.72 1.90 7 2
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図 10.3　高解像度地域気候モデルにより、予測された、1981-2000年と比較した 2080-2100年の期間における年平均地上気温（℃）
と降雨量（％）の変化（左：年間気温、右：年間降水量、Japan Meteorological Agency, 2005; Kurihara et al., 2005）。

change scenario (Lal, 2007). The changes in cereal crop
production potential indicate an increasing stress on resources
induced by climate change in many developing countries of
Asia.

10.4.1.2 Farming system and cropping areas
Climate change can affect not only crop production per unit

area but also the area of production. Most of the arable land that
is suitable for cultivation inAsia is already in use (IPCC, 2001).
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Figure 10.3. Projected change in annual mean surface air temperature (°C) and rainfall (%) during 2081 to 2100 period compared to 1981 to 2000
period simulated by a high resolution regional climate model (left: annual temperature, right: annual precipitation, Japan Meteorological Agency,
2005; Kurihara et al., 2005).

In East Asia, for 1°C rise in surface air temperature 
expected by 2020s, water demand for agricultural 
irrigation would increase by 6 - 10% or more.  

The gross per capita water 
availability in India will decline 
from ~1820 m 3/yr in 2001 to
as low as ~1140m 3/yr in 2050. 
[10.4.2.3] 

Forest production in North Asia is likely to benefit from 
carbon fertilization. But the combined effects of climate
change, extreme weather events and human activities are 
likely to increase the forest fire frequency. [10.4.4.1] 

Tibetan Plateau glaciers of 4 km in length are projected to
disappear with 3°C temperature rise and no change in
precipitation. If current warming rates are maintained, glaciers 
located over Tibetan Plateau are likely to shrink at very rapid 
rates from 500,000 km2 in 1995 to 100,000 km2 by the 2030s. 
[10.4.4.3,10.6.2] 

Around 30% of Asia’s coral reefs 
are likely to be lost in the next 30 
years due to multiple stresses 
and climate change. [10.4.3.2] 

Increases in endemic morbidity and mortality 
due to diarrhoeal disease primarily associated
with floods and droughts are expected in East,
South and South-East Asia. [10.2.4.6]

Increase in coastal water 
temperatures would exacerbate 
the abundance and / or toxicity of 
cholera in South Asia. [10.4.5] 

The Lena delta has been retreating at an
annual rate of 3.6-4.5 m due to thermo- 
erosion processes which are likely to be 
influenced by projected rise in temperature.  
[10.6.1] 

Net primary productivity of grassland in colder regions of Asia is projected to 
decline and shift northward due to climate change. The limited herbaceous 
production, heat stress from higher temperature and poor water intake due to
declining rainfall could lead to reduced milk yields and increased incidence of
diseases in animals. [10.4.1.3] 

Rice yield is projected to decrease up to 40% in
irrigated lowland areas of central and southern 
Japan under doubled atmospheric CO2. [10.4.1.1] 

The projected relative sea level rise, including that due to thermal 
expansion, tectonic movement, ground subsidence and the trends of
rising river water level are 70-90, 50-70 and 40-60 cm in the Huanghe,
Changjiang and in the Zhujiang Deltas respectively by the year 2050.
[10.4.3.1] 

Cereal yields could decrease 
up to 30% by 2050 even in
South Asia. In West Asia, 
climate change is likely to
cause severe water stress in
21st century. [10.4.1.1] 

With a 1 m rise in sea level, 2,500 km2 of mangroves in Asia are likely to be lost; 
Bangladesh would be worst affected by the sea level rise in terms of loss of land 
Approximately 1,000 km2 of cultivated land and sea product culturing area is 
likely to become salt marsh, and 5,000 km 2 of Red River delta, and 15,000 – 
20,000 km2 of Mekong River delta are projected to be flooded. [10.4.3.2]  
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Figure 10.4. Hotspots of key future climate impacts and vulnerabilities in Asia.
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図 10.4　アジアにおける将来の主要気候影響および脆弱性によるホットスポット地域。

① 北アジアの森林生産は炭素施肥効果の恩恵を受けている可能性が高い。しかし、気候変動、極端な気象現象、および人間活
動の複合的影響は森林火災の頻度を増大させる可能性が高い［10.4.4.1］。

② レナ川デルタは気温の予測される上昇によって影響を受ける可能性が高い熱侵食プロセスに起因して年間 3.6 ～ 4.5m の速
度で後退してきている［10.6.1］。

③ アジアのより寒冷な地域における草原の純一次生産は気候変動に起因して減少し、北方向へ移動すると予測されている。限
定的な草本生産、より高い気温による暑熱ストレス、および降雨量減少に起因する水分摂取不足は、乳生産量の減少および
動物の疾病の発生の増加をまねきうる［10.4.1.3］。

④ 東アジアでは 2020 年代までに予想される地上気温 1℃上昇につき、農業灌漑用の水需要が 6% から 10%、またはそれ以上
増加するであろう。

⑤ 米の収量は大気中の CO2 倍増下において日本の中部および南部の灌漑された低地地域で最高で 40% 減少すると予測されて
いる［10.4.1.1］。

⑥  熱膨張、地殻運動、地盤沈下、および河川水位上昇の傾向に起因するものを含めた予測相対海面上昇は 2050 年までに黄河、
長江、珠江デルタでそれぞれ 70 ～ 90、 50 ～ 70、40 ～ 60 cm である［10.4.3.1］。

⑦ 主として洪水および干ばつに関連のある下痢性疾患に起因した地方特有の罹患率および死亡率が東、南、および東南アジア
で予想されている［10.2.4.6］。

⑧アジアのサンゴ礁の約 30% は複合的ストレスおよび気候変動に起因して次の 30 年間で失われる可能性が高い［10.4.3.2］。
⑨ 海面水位が 1m 上昇することで、アジアにおける 2,500 km2 のマングローブが失われる可能性が高い。土地の喪失という観

点からは、バングラデシュが最もひどく影響を受けるであろう。約 1,000 km2 の耕作地および海産物養殖地域は塩性湿地に
なる可能性が高く、紅河デルタの 5,000 km2 およびメコン川デルタの 15,000 ～ 20,000 km2 は冠水すると予測されてい
る［10.4.3.2］。

⑩ 気温が 3℃上昇し、降水量が変化しない場合、長さ 4 km のチベット高原氷河は消滅すると予測されている。仮に現在の
温暖化速度が維持されると、チベット高原に位置する氷河＜の面積＞は 1995 年の 500,000 km2 から 2030 年代までに
100,000 km2 へと急速に縮小する可能性が高い［10.4.4.3, 10.6.2］。　　

⑪沿岸水温の上昇は南アジアにおけるコレラの存在量および／または毒性をいっそう悪化させるであろう［10.4.5］。
⑫ インドにおける一人当たりの総水利用可能量が 2001 年の 1820 m3/ 年から 2050 年には 1140 m3/ 年まで低下するであろ

う［10.4.2.3］。
⑬ 穀物収量は南アジアにおいてさえも 2050 年までに最高で 30% 減少しうる。西アジアでは気候変動が 21 世紀に深刻な水ス

トレスを引き起こす可能性が高い［10.4.1.1］。
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表 10.6　アジアの選択された地域における 2004年サンゴ礁の状態 （Wilkinson, 2004）。

地域 サ ン ゴ 礁 面 積
（km2）

破 壊 さ れ た 礁
（%）

1998 年以降回
復した礁（%）

危機的段階の礁
（%）

＜絶滅＞危惧段
階の礁（%）

危機が低いまた
はない礁（%）

紅海 17,640 4 2 2 10 84

湾岸 3,800 65 2 15 15 5

南アジア 19,210 45 13 10 25 20

東南アジア 91,700 38 8 28 29 5

東・北アジア 5,400 14 3 23 12 51

合計 137,750
34.4 7.6 21.6 25.0 19.0

アジア （48.4%）

注：破壊された礁：サンゴの 90%が喪失し、早期回復の可能性が低い；危機的段階の礁：サンゴの 50から 90%が喪失し、10
から 20年以内に損なわれる可能性が高い；＜絶滅＞危惧段階の礁：サンゴの 20から 50%が喪失し、20から 40年以内に損な
われる可能性が高い。

地図中の地名（アルファベット順）：
China；中国 
Kazakhastan；カザフスタン
Mongolia；モンゴル
Russia Federation；ロシア連邦

凡例：①現在の永久凍土の南側の境界線
　　　② 2100 年までに融解する可能性が高い永久凍土地
　　　③さまざまな劣化段階にあると予測される永久凍土地

Permafrost degradation will lead to significant ground surface
subsidence and pounding (Osterkamp et al., 2000; Jorgenson et
al., 2001). Permafrost thawing on well-drained portions of
slopes and highlands in Russia and Mongolia will improve the
drainage conditions and lead to a decrease in the groundwater
content (Hinzman et al., 2003; Batima et al., 2005b). On the
Tibetan Plateau, in general, the permafrost zone is expected to

decrease in size, move upward and face degradation by the end
of this century (Wu et al., 2001). For a rise in surface
temperature of 3°C and no change in precipitation, most Tibetan
Plateau glaciers shorter than 4 km in length are projected to
disappear and the glacier areas in the Changjiang Rivers will
likely decrease by more than 60% (Shen et al., 2002).

10.4.5 Human health

Climate change poses substantial risks to human health in
Asia. Global burden (mortality and morbidity) of climate-change
attributable diarrhoea and malnutrition are already the largest in
South-EastAsian countries including Bangladesh, Bhutan, India,
Maldives, Myanmar and Nepal in 2000, and the relative risks
for these conditions for 2030 is expected to be also the largest
(McMichael et al., 2004), although in some areas, such as
southern states in India, there will be a reduction in the
transmission season by 2080 (Mitra et al., 2004). An empirical
model projected that the population at risk of dengue fever (the
estimated risk of dengue transmission is greater than 50%) will
be larger in India and China (Hales et al., 2002). Also in India
and China, the excess mortality due to heat stress is projected to
be very high (Takahashi et al., 2007), although this projection
did not take into account possible adaptation and population
change. There is already evidence of widespread damage to
human health by urban air quality and enhanced climate

variability in Asia. Throughout newly industrialised areas in
Asia, such as Chongqing, China, and Jakarta, Indonesia, air
quality has deteriorated significantly and will likely contribute
to widespread heat stress and smog induced cardiovascular and
respiratory illnesses in the region (Patz et al., 2000). Also, the
number of patients of Japanese cedar pollen disease is likely to
increase when the summer temperature rises (Takahashi and
Kawashima, 1999; Teranishi et al., 2000).

The negative influence of temperature anomalies on public
health has been established in Russia (Izmerov et al., 2004) and
in the semi-arid city, Beirut (El-Zein et al., 2004). Exposure to
higher temperatures appears to be a significant risk factor for
cerebral infarction and cerebral ischemia during the summer
months (Honda et al., 1995). Natural habitats of vector-borne
diseases are reported to be expanding (Izmerov et al., 2004).
Prevalence of malaria and tick-borne encephalitis has also
increased over time in Russia (Yasukevich and Semenov, 2004).
The distribution of vector-borne infectious diseases such as
malaria is influenced by the spread of vectors and the climate
dependence of the infectious pathogens. There are reports on the
possible effects of pesticide resistance of a certain type of
mosquito on the transition of malaria type (Singh et al., 2004).
The insect-borne infectious diseases strongly modulated by
future climate change include malaria, schistosomiasis, dengue
fever and other viral diseases (Kovats et al., 2003).Oncomelania
is strongly influenced by climate and the infection rate of
schistosomiasis is the highest in the temperature range of 24°C
to 27°C. Temperature can directly influence the breeding of
malaria protozoa and suitable climate conditions can intensify
the invasiveness of mosquito (Tong and Ying, 2000). Awarmer
and more humid climate would be favourable for propagation
and invasiveness of infectious insect vector. Serious problems
are connected with the impact of air pollution due to Siberian
forest fires on human health (Rachmanin et al., 2004).

Warmer sea-surface temperatures along coastlines of South
and South-East Asia would support higher phytoplankton
blooms. These phytoplankton blooms are excellent habitats for
survival and spread of infectious bacterial diseases such as
cholera (Pascual et al., 2002). Water-borne diseases including
cholera and the suite of diarrhoeal diseases caused by organisms
such as Giardia, Salmonella and Cryptosporidium could also
become common with the contamination of drinking water.
Precipitation increase and frequent floods, and sea-level rise in
the future will degrade the surface water quality owing to more
pollution and, hence, lead to more water-borne infectious
diseases such as dermatosis, cardiovascular disease and
gastrointestinal disease. For preventive actions, assessment of
climate change impacts on nutritional situation, drinking water
supply, water salinity and ecosystem damage will be necessary.
The risk factor of climate-related diseases will depend on
improved environmental sanitation, the hygienic practice and
medical treatment facilities.

10.4.6 Human dimensions

Study of social vulnerability provides a complementary
approach to the study of climate impacts based on model
projections and biophysical simulations. Adger et al. (2001)
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Russian Federation

Mongolia
China

Kazakhastan

Modern southern permafrost boundary

Permafrost area likely to thaw by 2100

Permafrost area projected to be under different 
stages of degradation

Figure 10.5. The projected shift of permafrost boundary in North Asia
due to climate change by 2100 (FNCRF, 2006).

①
②
③

図 10.5　北アジアにおける永久凍土境界線の気候変動に起因
する 2100年までの予測される移動（FNCRF, 2006）。
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表 10.7　日本で確認されている産業およびエネルギー分野への地球温暖化による予測される影響の概要。

気候パラメータの変化 影響
6-8月の 1℃の気温上昇 夏季製品の消費が 5%増加
高気温期間の長期化 エアコン、ビール、清涼飲料水、アイスクリームの消費増加
雷雨の増加 情報機器および施設への損害

夏季における 1℃の気温上昇 約 500万 kWの電力需要増加
工場における生産力強化のための電力需要増加

年平均気温の上昇 日本の南部における家庭用電力消費量の増加
日本の北部における冷暖房用総エネルギー消費量の減少

降雨量およびパターンの変化 水力発電、ダムの管理と実施、冷却水管理

冷却水温の 1℃の上昇 火力発電所の発電量の 0.2から 0.4％の減少、原子力発電所の＜発電量の＞ 1から 2％の
減少

表 10.8　農業における適応策。

セクター 適応策

作物生産【訳注 10-3】 作物および栽培品種の選択：

・水ストレス下にある地域での暑熱／干ばつ耐性がより高い作物品種の利用
・病気および害虫耐性がより高い作物品種の利用
・耐塩性作物品種の利用
・寒冷地域に収量がより高く、早期に成熟する作物品種を導入する
農場管理：
・栄養分／肥料の改良
・殺虫剤／農薬の改良
・長期化した成長期間や灌漑を有効に利用するために播種日を変更する
・農場レベルでの適応管理戦略を策定する

家畜生産 ・耐性および生産性を高めるための家畜の繁殖
・不利な期間に備えて備蓄飼料を増やす
・草地や牧草地の改良など、牧草地や放牧の管理を改善する
・家畜密度および牧草地のローテーションの管理を改善する
・家畜放牧用飼料の量を増やす
・自生の草地種を植える
・ヘクタール当たりの植物被覆を増やす
・栄養補給や獣医サービスにおいて、その土地特有の支援を提供する

漁業 ・高い水温に対して耐性のある魚類の繁殖
・気候変動の影響に対処するための漁業管理能力が開発されなければならない

農業バイオテクノロジー
の開発

・干ばつ、疾病、害虫、塩性への耐性がより高い作物種の開発と配布
・家畜製品の改良型加工および保存技術を開発する
・生産性の高い動物の異種交配を改善する

農業インフラの改善 ・牧草地の水供給を改善する
・灌漑システムとその効率性を改善する
・雨水および積雪水の利用／貯蔵を改善する
・国、地域、および国際レベルでの新技術についての情報交換システムを改善する
・海岸堤防および洪水管理を改善する
・家畜所有者、漁業者、農業者の時宜を得た気象予報へのアクセスを改善する
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表 10.9　ヒマラヤ山脈のいくつかの氷河の後退記録。

氷河 期間 氷河末端の後退
（メートル）

氷河の平均後退速度
（メートル / 年）

トリロクナト氷河（ヒマチャルプラデシュ） 1969-1995 400 15.4

ピンダーリー氷河（ウッタルアンチャル） 1845-1966 2,840 135.2

ミーラム氷河（ウッタルアンチャル） 1909-1984 990 13.2

ポンティング氷河（ウッタルアンチャル） 1906-1957 262 5.1

チェタ・シグリ氷河（ヒマチャルプラデシュ） 1986-1995 60 6.7

バラ ・ シグリ氷河（ヒマチャルプラデシュ） 1977-1995 650 36.1

ガンゴトリ氷河（ウッタルアンチャル） 1977-1990 364 28.0

ガンゴトリ氷河（ウッタルアンチャル） 1985-2001 368 23.0

ゼム氷河（シッキム） 1977-1984 194 27.7

10.7 Implications for sustainable
development

Chapter 20, Section 20.1 of this volume uses the succinct
definition of the Bruntland Commission to describe sustainable
development as “development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs”. Sustainable development represents a
balance between the goals of environmental protection and
human economic development and between the present and
future needs. It implies equity in meeting the needs of people
and integration of sectoral actions across space and time. This
section focuses mainly on how the impacts of projected climate

change on poverty eradication, food security, access to water
and other key concerns described above will likely impinge on
the pursuit of sustainable development in Asia. In most
instances, the reference to sustainable development will be
confined to a specific country or sub-region, primarily due to
the existing difficulty of aggregating responses to climate
change and other stressors across the whole of Asia.

10.7.1 Poverty and illiteracy

A significant proportion of the Asian population is living
below social and economic poverty thresholds. Asia accounts
for more than 65% of all people living in rural areas without
access to sanitation, of underweight children, of people living
on less than a dollar a day and of TB cases in the world. It
accounts for over 60% of all malnourished people, people
without access to sanitation in urban areas and people without
access to water in rural areas (UN-ESCAP, 2006). Most of the
world's poor reside in South Asia and, within South Asia, the
majority resides in rural areas (Srinivasan, 2000). Greater
inequality could both undermine the efficiency with which
future growth could reduce poverty and make it politically more
difficult to pursue pro-poor policies (Fritzen, 2002).

Coupled with illiteracy, poverty subverts the ability of the
people to pursue the usually long-term sustainable development
goals in favour of the immediate goal of meeting their daily
subsistence needs. This manifests in the way poverty drives poor
communities to abusive use of land and other resources that lead
to onsite degradation and usually macroscale environmental
deterioration. In the absence of opportunities for engaging in
stable and gainful livelihood, poverty stricken communities are
left with no option but to utilise even the disaster-prone areas,
unproductive lands and ecologically fragile lands that have been
set aside for protection purposes such as conservation of
biodiversity, soil and water. With climate change, the poor
sectors will be most vulnerable and, without appropriate
measures, climate change will likely exacerbate the poverty
situation and continue to slow down economic growth in
developing countries of Asia (Beg et al., 2002).

10.7.2 Economic growth and equitable development

Rapid economic growth characterised by increasing
urbanisation and industrialisation in several countries ofAsia (i.e.,
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Table 10.9. Record of retreat of some glaciers in the Himalaya.

Glacier Period Retreat of Average retreat

snout (metre) of glacier (metre/year)

Triloknath Glacier (Himachal Pradesh) 1969 to 1995 400 15.4

Pindari Glacier (Uttaranchal) 1845 to 1966 2,840 135.2

Milam Glacier (Uttaranchal) 1909 to 1984 990 13.2

Ponting Glacier (Uttaranchal) 1906 to 1957 262 5.1

Chota Shigri Glacier (Himachal Pradesh) 1986 to 1995 60 6.7

Bara Shigri Glacier (Himachal Pradesh) 1977 to 1995 650 36.1

Gangotri Glacier (Uttaranchal) 1977 to 1990 364 28.0

Gangotri Glacier (Uttaranchal) 1985 to 2001 368 23.0

Zemu Glacier (Sikkim) 1977 to 1984 194 27.7

Figure 10.6. Composite satellite image showing how the Gangotri
Glacier terminus has retracted since 1780 (courtesy of NASA EROS
Data Center, 9 September 2001).
図 10.6　 1780年以降ガンゴトリ氷河の末端がどのように後
退してきているかを示す合成衛星画像（NASA EROS データ
センター提供、2001年 9月 9日）。

Gangotri Glacier; ガンゴトリ氷河
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表 10.10　アジアのメガデルタ。

特性 レナ 黄河－
淮河

長江 珠江 紅河
（ホン川）

メコン チャオ
プラヤ

イラワ
ディ

ガンジ
ス―ブ
ラマプ
トラ

インダス シャッタ
ルアラブ
(アルヴァ
ンド川）

面積
（103 km2） 43.6 36.3 66.9 10 16 62.5 18 20.6 100 29.5 18.5

水流出量
（109 m3/年） 520 33.3 905 326 120 470 30 430 1330 185 46

土砂負荷
（106t/年） 18 849 433 76 130 160 11 260 1969 400 100

デルタ成長
（km2/年） -- 21.0 16.0 11.0 3.6 1.2 10.0 5.5 ～

16.0 PD30

気候帯 亜寒帯 温帯 亜熱帯 亜熱帯 熱帯 熱帯 熱帯 熱帯 熱帯 半乾燥 乾燥
マングローブ
（103 km2） なし なし なし なし 5.2 2.4 4.2 10 1.6 なし

人 口（106）、
2000年 0.000079 24.9 

（00） 76 （03） 42.3 
（03） 13.3 15.6 11.5 10.6 130 3.0 0.4

2015年まで
の人口増加 なし 18 - 176 21 21 44 15 28 45 --

GDP
（109米ドル）

58.8 
（00）

274.4 
（03）

240.8 
（03） 9.2 （04） 7.8 （04） -- -- -- -- --

巨大都市 なし 天津 上海 広州 -- -- バンコク -- ダッカ カラチ --

地盤沈下
（m） なし 2.6～ 2.8 2.0～ 2.6 X XX -- 0.2～ 1.6 -- 0.6～ 1.9 

mm/年 --

2050年の
SLR（cm）

10～ 90
（2100） 70～ 90 50～ 70 40～ 60 -- -- -- -- -- 20～ 50 --

塩水侵入
（km） -- -- 100 -- 30～ 50 60～ 70 -- -- 100 80 --

自然災害 -- FD CS, SWI, 
FD

CS, FD, 
SWI

CS, FD, 
SWI SWI -- -- CS, FD, 

SWI CS, SWI --

SLR により
浸水する面
積（103 km2）
カッコ内の
数字は SLR
の値を示す

-- 21.3
（0.3 m）

54.5
（0.3 m）

5.5
（0.3 m）

5
（1 m）

20
（1 m） -- -- -- -- --

沿岸防護 防護なし 防護あり 防護あり 防護あり 防護あり 防護あり 防護あり 防護あり 防護あり 一部
防護あり

一部
防護あり

PD：沿岸の前進平衡作用；CS：熱帯低気圧および高潮；FD：洪水；SLR：海面上昇；SWI：塩水侵入；DG：デルタ成長面積；
XX：強い地盤沈下；X：わずかな地盤沈下；--：該当データなし

表 10.11　アジアサブ地域別の主要セクターの気候変動影響に対する脆弱性。

サブ地域 食料と繊維 生物多様性 水資源 沿岸生態系 人の健康 居住 土地劣化
北アジア +1 / H -2 / M +1 / M -1 / M -1 / M -1 / M -1 / M

中央アジアと
西アジア -2 / H -1 / M -2 / VH -1 / L -2 / M -1 / M -2 / H

チベット高原 +1/ L -2 / M -1 / M 該当なし 情報なし 情報なし -1 / L

東アジア -2 / VH -2 / H -2 / H -2 / H -1 / H -1 / H -2 / H

南アジア -2 / H -2 / H -2 / H -2 / H -2 / M -1 / M -2 / H

東南アジア -2 / H -2 / H -1 / H -2 / H -2 / H -1 / M -2 / H

脆弱性：　 － 2 － 非常に脆弱　　　　　　　　　　 確信度：　  VH － 非常に高い
 － 1 － いくらか脆弱である     H  － 高い
 　 0 － わずかに脆弱であるまたは脆弱でない     M － 中程度
 ＋ 1 － いくらか回復力がある      L  － 低い
 ＋ 2 － 最も回復力がある   VL  － 非常に低い
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【第 10章　訳注】

【訳注 10-1】 原文の英語は return periods。一定の強度をもった自然現象（台風、豪雨、豪雪、地震など）が再び
発生するまでの期間（年数）のこと。

【訳注 10-2】 原文の英語は ocean conveyor belt。用語解説のMeridional overturning circulation（MOC）を参照のこと。

【訳注 10-3】 原文の英語は 1℃ temperature increase in June and Augustであったが、原文の誤植だと思われる。作
物生産について記述されているようなので、日本語版では「作物生産」とした。
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