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概要

IPCC 第 3 次評価報告書以降に発表された文献は、同
報告書の主要な結論を裏付け、それを拡張している（確
信度が高い）。
自然システムの観測された変化、将来可能性のある気
候変動と影響についての理解の大幅な進展、脆弱性の
低減における計画的適応の役割に対する注目の増大、
および主要なリスクと便益の評価についての、より広
範な文書による立証がある［11.1］。

地域的な気候変動が既に起きている（確信度が非常に
高い）。
1950年以降、0.4～ 0.7℃の温暖化があり、オースト
ラリア北西部とニュージーランド南西部では熱波が
増加し、降霜日が減少し、降雨が増加した。また、オ
ーストラリア南部と東部、そしてニュージーランド北
東部では降雨が減少し、オーストラリアの干ばつの強
度が増した。そして、約 70 mmの海面上昇が起きた
［11.2.1］。

オーストラリアおよびニュージーランドは、最近の気
候変動の影響を既に受けている（確信度が高い）。
これらは、水供給と農業へのストレスの増加、自然生
態系の変化、季節的積雪の減少、および氷河の縮小と
いう形でいまや明白である［11.2.1, 11.2.3］。

観測された気候変動に対して、いくつかの適応が既に
起きている（確信度が高い）。
水、自然生態系、農業、園芸農業、沿岸域などの分野
で＜適応の＞例がある［11.2.5］。しかし、極端現象に
対する進行中の脆弱性＜があること＞は、干ばつ、洪
水、火災、熱帯低気圧、雹による大きな経済的損失に
よって実証されている［11.2.2］。

21 世紀の気候が、極端現象の変化を伴い、温暖化す
ることはほぼ確実である。
熱波と火災が強度と頻度を増すことはほぼ確実である
（確信度が高い）。洪水、地滑り、干ばつ、および高潮
がより頻繁になり、強度が増す可能性は非常に高く、
降雪と降霜の頻度は低くなる可能性が非常に高い（確
信度が高い）。ニュージーランド西部では降雨が増加
する可能性が高いが、オーストラリア本土の広い地域
とニュージーランド東部では土壌水分が減少する可能
性が高い（確信度が中程度）［11.3.1］。

よりいっそうの適応がなければ、気候変動の潜在的影
響は重大なものとなる可能性が高い。
・降水量の減少と蒸発量の増加の結果として、オース
トラリア南部と東部、またニュージーランドではノ
ースランドと東部地域の一部で、2030年までに水安
全保障の問題が激化すると予測される（確信度が高
い）［11.4.1］。

・オーストラリアのケアンズやクイーンズランド州南
東部、およびニュージーランドのノースランドから
プレンティ湾に至る地域などでは、進行中の沿岸開
発や人口増加が、2050年までに、海面上昇や、暴風
雨および沿岸洪水の激しさと頻度の増加によるリス
クをいっそう悪化させると予測される（確信度が高
い）［11.4.5, 11.4.7］。

・グレートバリアリーフやクイーンズランド州の湿潤
熱帯地域を含む、生態系が豊かな一部の場所では、
2020年までに生物多様性の重大な損失が起こると予
測される。リスクにさらされているその他の場所に
は、カカドゥ湿原、オーストラリア南西部、亜南極
諸島、および両国の高山地帯が含まれる（確信度が
非常に高い）［11.4.2］。

・主要なインフラへのリスクは増大する可能性が高い。
2030年までに、極端現象に対する設計基準を超える
事象がより頻繁になる可能性が非常に高い。そのよ
うなリスクには、氾濫原防護や都市の排水／下水の
破綻、暴風雨や火災による損害の増加、および熱波
の増加が含まれ、死者の増加や停電の増加を引き起
こす（確信度が高い）［11.4.1, 11.4.5, 11.4.7, 11.4.10, 

11.4.11］。
・オーストラリア南部および東部の大部分とニュージ
ーランド東部の一部にわたって、干ばつと火災の増
加により、2030年までに農業および林業の生産が
減少すると予測される。しかし、ニュージーランド
では、西部および南部地域と、大きな河川に近い地
域では、成長期間の長期化、降霜の減少、および
降雨量の増加により、当初は農業と林業に便益がも
たらされると予測される（確信度が高い）［11.4.3, 

11.4.4］。

多くの分野で脆弱性が増大する可能性が高いが、それ
は適応能力によって左右される。
・ほとんどの人間システムはかなりの適応能力を備え
ている：この地域は、十分に発達した経済、広範な
科学的・技術的能力、災害緩和戦略、およびバイオ
セキュリティを有している。しかし、適応オプショ
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ンの実施には多額の費用がかかり、制度上の制約が
ある可能性が高い（確信度が高い）［11.5］。一部の
先住民コミュニティの適応能力は低い（確信度が中
程度）［11.4.8］。水の安全保障と沿岸域のコミュニ
ティは最も脆弱な分野である（確信度が高い）［11.7］。

・自然システムの適応能力は限られている：気候変動
の予測される速度は、多くの種における進化的適応
の速度を上回る可能性が非常に高い（確信度が高い）
［11.5］。生息地の喪失と分断化は、気候帯の移動に
対応した種の移動を制限する可能性が非常に高い
（確信度が高い）［11.2.5, 11.5］。
・脆弱性は、極端現象の増加によって高まる可能性が
高い：極端な気象による経済的な損失が増加し、適
応にとって大きな課題となる可能性が非常に高い
（確信度が高い）［11.5］。
・脆弱性は、特定されたいくつかのホットスポットに
おいて、2050年までに高くなる可能性が高い：オー
ストラリアでは、これら＜の地域＞には、グレート
バリアリーフ、クイーンズランド州東部、南西部、
マレー・ダーリング流域、アルプス、およびカカド
ゥ湿原が含まれ、ニュージーランドでは、プレンテ
ィ湾、ノースランド、東部地域、およびサザンアル
プスが含まれる（確信度が中程度）［11.7］。

11.1　はじめに

　ここでの「地域」は、オーストラリアおよびニュー
ジーランドの土地と領土を意味する。それには、本土
から離れた熱帯、中緯度、および亜南極地域の島々、
ならびに両国の排他的経済水域が含まれる。2006年
におけるニュージーランドの人口は 410万人で、年
に 1.6%の割合で増加している（Statistics New Zealand, 

2006）。2004年におけるオーストラリアの人口は 2,010

万人で、増加率は年 0.9%である（ABS, 2005a）。両国
の社会的、文化的、経済的側面は共通点がある。両国
はともに比較的豊かで、主に天然資源、農業、製造業、
鉱業、観光に依存した、輸出に基盤を置く経済を有し
ている。それらの多くは気候に対して感度が高い。

11.1.1　 第 3次評価報告書（TAR）で得られ
た知見の概要

　IPCCの第 3次評価報告書（TAR; Pittock and Wratt, 

2001）においては、以下の影響がオーストラリアお
よびニュージーランドにとって重要であると評価され

た。
・水資源は、両国の一部の地域においてストレスを受
けることがしだいに多くなり、水供給を巡る競争が
激化する可能性が高い。

・温暖化は、一部の自然の生態系、特に山岳地域、オ
ーストラリア南西部、サンゴ礁、淡水湿地において
種の生存を脅かす可能性が高い。

・オーストラリア南西部と内陸部、およびニュージー
ランド東部における降雨量の地域的減少が農業活動
を特に脆弱にする可能性が高い。

・熱帯低気圧、高潮、および海面上昇に対する沿岸域
の脆弱性が強まる。

・洪水被害を増加させる可能性が高い、強い降雨の頻
度が増える。

・一部の疾病媒介動物＜の分布＞が拡大する可能性
が非常に高く、そのため、バイオセキュリティ【訳

注 11-1】と公衆衛生サービスの存在にもかかわらず、
病気発生の可能性が高まる。

TARの全体的な結論は次のとおりである。（ⅰ）気候
変動は、陸域および水界生物多様性の保全と持続可能
な土地利用の達成に対する既存のストレスに＜ストレ
スを＞付け加える可能性が高い。また、（ⅱ）オース
トラリアは、今後 100年間にわたって予想される気候
変動に対して顕著な脆弱さを有するが、ニュージーラ
ンドは、少数の東部地区を除いて、より回復力がある
とみられる。

11.1.2　 本第 4次評価報告書（AR4）における
新たな結論

　2001年以降に発表された科学文献は、TARの結論
を支持している。TARとの主要な相違点は、（ⅰ）地
球温暖化と整合する自然システムにおける観測された
変化がより広範に文書によって立証されていること、
（ⅱ）水、自然生態系、農業、沿岸域、先住民、およ
び健康に対して起こりうる将来の影響についての理解
が著しく進んだこと、（ⅲ）適応の役割への注目が増
したこと、そして、（ⅳ）最も脆弱な分野とホットス
ポットが確認されたことである。脆弱性はより注目を
集めており、それは、気候変動への曝露、曝露に対す
る分野の感度、そして、適応能力に左右される。

オーストラリアおよびニュージーランド第 11 章
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11.2　現在の感度／脆弱性

11.2.1　気候変動性と 20世紀のトレンド

　本節では、気候変動は自然の変動性と人間の活動に
起因するものであると捉える。その相対的な割合は、
特に述べない限り不明である。この地域の気候変動性
の最大の動因はエルニーニョ南方振動（ENSO）であ
る。ニュージーランドでは、エルニーニョはいつもよ
り強くて冷たい南西風をもたらし、国の北東部はより
乾燥した状態に、そして南西部はより湿潤な状態にな
る（Gordon, 1986; Mullan, 1995）。ラニーニャの際には
逆の現象が発生する。オーストラリアでは、エルニー
ニョは東部および南西部により暖かくて乾燥した状態
をもたらす傾向があるが、ラニーニャの際にはそれと
は逆の現象が発生する（Power et al., 1998）。太平洋 10

年規模振動（IPO）の正の位相は、ニュージーランド
では ENSOと降雨量との結び付きを強め、オースト
ラリアではその結び付きを弱める（Power et al., 1999; 

Salinger et al., 2004; Folland et al., 2005）。
　ニュージーランドでは、平均気温が 1855～ 2004年
の期間に 1.0℃、1950年以降は 0.4℃上昇した（NIWA, 

2005）。地方的海面水温は 1871年以降に 0.7℃上昇し
た（Folland et al., 2003）。1951から 1996年にかけて、
寒い夜と降霜日数は年間で10～20日減少した（Salinger 

and Griffiths, 2001）。1971から 2004年にかけて、太平
洋南西部で発生した熱帯低気圧は年平均 9個だが、そ
の頻度（Burgess, 2005）あるいは強度（Diamond, 2006）
についての傾向は認められない。極端な西風の頻度と
強度は、南部において有意に増加している。極端な
東風は、陸地では減少しているが、南部では増加し
ている（Salinger et al., 2005a）。相対的な海面上昇は、
1900年以降、年間平均で 1.6± 0.2 mmである（Hannah, 

2004）。降雨量は、IPOに連動した循環の変化により、
南西部で増加し、北東部で減少しており（Salinger and 

Mullan, 1999）、極端現象も同様の傾向を示している
（Griffiths, 2007）。パン蒸発量【訳注 11-2】は、1970年代
以降、19の観測地点のうちの 6地点で有意に減少した
が、残りの 13地点では有意な変化はなかった（Roderick 

and Farquhar, 2005）。また、サザンアルプスの積雪量は
年々変動がきわめて大きいが、1930年以来、傾向は認
められていない（Owens and Fitzharris, 2004）。
　オーストラリアでは、1910から 2004年にかけて、
平均最高気温は 0.6℃、平均最低気温は 1.2℃上昇し
たが、大半の上昇は 1950年以降である（Nicholls and 

Collins, 2006）。温室効果ガスが 1950年以降の温暖化
に有意に寄与した可能性が非常に高い（Karoly and 

Braganza, 2005a, b）。1957から 2004年にかけて、オー
ストラリアの平均は、暑い日（35℃以上）が年当たり
0.10日、暑い夜（20℃以上）が年当たり 0.18日増加
し、寒い日（15℃以下）が年当たり 0.14日、寒い夜（5

℃以下）が年当たり 0.15日減少したことを示している
（Nicholls and Collins, 2006）。1950年頃の気候の変化に
より、オーストラリアの北西部 3分の 2では夏季のモ
ンスーン時の降雨量が増える一方、南部および東部で
は乾燥してきている（Smith, 2004b）。東部における降
雨量の減少の原因は不明だが、南西部での減少は、お
そらく温室効果ガス濃度の上昇、自然の気候変動性、
および土地利用の変化の組合せが原因であり、一方、
北西部の降雨量の増加は、特にアジアでの人間活動の
結果生じたエアロゾルの増加に起因するものであろう
（Nicholls, 2006）。1973年頃から、ある一定の降雨量低
下に対して気温がより高いため、干ばつ期の気温が高
くなってきている（Nicholls, 2004）。1950から 2005年
にかけて、極端な日降雨量が、オーストラリアの北西
部と中央部、およびニューサウスウェールズ州（NSW）
の西部台地にかけて増加したが、南東部、南西部、お
よび中央部東岸では減少した（Gallant et al., 2007）。最
も極端な気温と降雨の頻度と強度のトレンドは、平
均値よりも速く上昇している（Alexander et al., 2007）。
南東オーストラリアの 10月初めの積雪深度は、過去
40年間で 40%減少した（Nicholls, 2005）。1970から
2005年にかけての、オーストラリア全体を平均した
パン蒸発量は、年々変動が大きかったが、有意なトレ
ンドは観察されていない（Roderick and Farquhar, 2004; 

Jovanovic et al., 2007; Kirono and Jones, 2007）。1981 か
ら 2003年にかけてのオーストラリアにおける熱帯低
気圧の頻度にはトレンドが認められないが、その強度
は増大している（中心気圧が非常に低い）（Kuleshov, 

2003; Hennessy, 2004）。1920から 2000年にかけてのオ
ーストラリア周辺の相対的な海面上昇は、平均すると
年に 1.2 mmである（Church et al., 2004）。
　オーストラリアおよびニュージーランドの沖合いの
島々では、有意な温暖化が記録されている。チャタム
諸島（南緯 44度、西経 177度）では、過去 100年間
で 1℃上昇した（Mullan et al., 2005b）。マッコーリー島
（南緯 55度、東経 159度）は 1948から 1998年にかけ
て 0.3℃温暖化し（Tweedie and Bergstrom, 2000）、1950

年以降は、風速、降水量、蒸発散量が増えたが、大気
中の湿度と日照時間が減少した（Frenot et al., 2005）。
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キャンベル島（南緯 53度、東経 169度）は、1960年
代後半以降、夏季は 0.6℃、冬季は 0.4℃温暖化した。
ハード島（南緯 53度、東経 73度）では、1948から
2001年にかけて氷河が急速に後退し、年間の積雪面積
が減少した（Bergstrom, 2003）。

11.2.2　 人間システム：気候と気象に対する
感度／脆弱性

　極端現象は、両国に深刻な影響を与えている（Box 

11.1）。オーストラリアでは、自然災害（暴風雨、洪
水、サイクロン、地震、火災、地滑り）による経済的
損失の約 87%が、気象関連の現象に起因する（BTE, 

2001）。1967から 1999年にかけて、これらのコストは
平均して年間 7億 1,900万米ドルに達し、そのほとん
どが洪水、激しい暴風雨、そして熱帯低気圧による。
ニュージーランドでは、地震と干ばつを別にすれば、
洪水が最も被害額が大きい自然災害であり、1968から
1998年にかけての洪水被害総額は、平均して年間約
8,500万米ドルである（NZIER, 2004）。

11.2.3　 自然システム：気候と気象に対する
感度／脆弱性

　オーストラリアおよびニュージーランドの一部の生
物種と自然システムは、既に最近の気候関連の変化の
証拠を示している（表 11.1）。多くの場合、火災レジ
ームや土地利用の変化などのほかの要因の相対的寄与
についてはよく理解されていない。

11.2.4　ほかのストレスに対する感度／脆弱性

　人間および自然のシステムは、気候変動が生み出す
ものとは無関係なさまざまなストレスに対して敏感で
ある。人口とエネルギー需要の増加は、エネルギーを
供給するインフラにストレスを与えている。オースト
ラリアでは、過去 20年間に、エネルギー消費量が年
当たり 2.5%増加した（PB Associates, 2007）。水需要の
増加は、灌漑、都市、工業、そして環境流量に対する
給水能力にストレスを与えている。ニュージーランド
における水需要の増加は、農業の集約化によるもので
あり（Woods and Howard-Williams, 2004）、ニュージー
ランドの灌漑面積は、1960年代以降、10年当たり約
55%増加している（Lincoln Environmental, 2000）。一
人当たりの 1日の水消費量は、ニュージーランドでは

180～ 300リットル、オーストラリアでは 270リット
ルである（Robb and Bright, 2004）。オーストラリアで
は、乾燥地の塩分、河川の流路の変化、水資源の過剰
配分と非効率的な使用、開墾、農業の集約化、および
生態系の分断化が、依然として大きなストレスとなっ
ている（SOE, 2001; Cullen, 2002）。1985 から 1996 年
にかけて、オーストラリアの水需要は 65%増加した
（NLWRA, 2001）。侵入動植物種が、両国において、特
に農業と林業の分野で重大な環境問題を引き起こして
いる（MfE, 2001; SOE, 2001）。Cryptostegia grandiflora
（インドゴムカズラ）はその一例である（Kriticos et al., 

2003a, b）。

11.2.5　現在の適応

　脆弱性は適応によって影響を受けるため、現在の適
応についてのまとめは 11.5節（将来の適応について扱
う）ではなく、本節で扱う。適応とは、気候刺激に応
答した、自然または人間のシステムの計画的また自律
的（あるいは自発的）な調整を意味する。適応は、有
害な影響を削減する、あるいは好機を活用すること
ができる（第 17章参照）。自律的な適応の例は、過去
30年間にわたるオーストラリア北西部の放牧地にお
ける放牧の集約化で、それは、牧畜業者が、モンスー
ン季の降雨の増加を受けて、牧草がより確実によりよ
く成長する地域を開拓しているためである（Ash et al., 

2006）。しかしながら、この＜適応＞能力を総合的に
定量化するための情報は、現在は十分ではない。計画
的適応とは、通常、特定の方策や行動を意味するが、
それは、実施を促進するための 5つの主要な前提条件
を含む、時間とともに進化する動的なプロセスとして
捉えることもできる（図 11.1）。この節では、オース
トラリアおよびニュージーランドが適応プロセスにど
のように携わっているかを評価する。

知識、データ、ツールの提供
　TAR以降、ニュージーランド研究科学技術財団
（FRST）は、全地球的な変動研究のための独立した戦
略的基金を創設した（FRST, 2005）。過去 10年間に、
気候が特定の分野に与える影響についての数理学的解
析研究や開発（例えば、農業への影響、意思決定支援
システム、農民の知識との統合のための普及活動な
ど）も増加している（Kenny, 2002; MAF, 2006）。オー
ストラリアの四つの国家的優先研究課題の一つは、「環
境的に持続可能なオーストラリア」であり、それには
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「気候の変化と変動への対応」が含まれている（DEST, 

2004）。オーストラリア気候変動科学プログラム、お
よび気候変動適応国家プログラムは、その努力の一環
である（Allen Consulting Group, 2005）。オーストラリ
アのすべての州と準州の政府は、知識、データ、ツー
ルの開発を含む温室効果ガス行動計画を立てている。

リスク評価
　2001年以降、さまざまな地域的、分野的なリスク評
価が実施されている（11.4節参照）。両国は、ときおり、
それらの評価をまとめた報告書を作成し、適応のため
の基礎を提供している（MfE, 2001; Warrick et al., 2001; 

Howden et al., 2003a; Pittock, 2003）。リスク評価におい
て、各地域を対象としたガイドラインの利用が可能で
ある（Wratt et al., 2004; AGO, 2006）。

主流化
　気候変動問題は、開発や管理のための政策、計画、
および戦略において、徐々に「主流化」されつつある。
例えば、ニュージーランドでは、沿岸政策声明書に海
面上昇への考慮が含まれており（DoC, 1994）、資源管
理（エネルギーと気候変動）修正法 2004では気候変
動の影響に関する明確な条項があり、民間防衛・危機
管理法 2002は、地域および地方政府当局（LGAs）が
将来の自然災害に備える計画を作成することを求め
ている。ニュージーランドの農民、特に東部地域の
農民は、1980年代と 90年代の干ばつに対応して、ま
た、ほとんどすべての補助金が打ち切られたことを受
けて、さまざまな適応策を実施した。ますます多くの
農民が、さまざまなオプションによって長期的な回
復力を構築することを重視しつつある（Kenny, 2005; 

Salinger et al., 2005b）。オーストラリアでは、気候変動
は、環境に重点を置いたいくつかの行動計画、農業・
気候変動国家行動計画（NRMMC, 2006）や生物多様性・
気候変動国家行動計画などに盛り込まれている。さま
ざまな水適応戦略が実施あるいは提案されており（表
11.2）、それらには、2004から 2009年にかけて国家水
基金に拠出する 15億米ドルや、2001から 2006年まで
の干ばつ救済のための 17億米ドルなどが含まれる。
　英連邦環境保護・生物多様性保存法 1999には、気
候変動が、主要な脅威を与えるプロセスの一つとし
て挙げられている。気候変動は、いくつかの州および
地域戦略に組み込まれている。例えば、クイーンズラ
ンド州沿岸管理計画、グレートバリアリーフ気候変動
行動計画、ビクトリア州持続可能水戦略、サウスオー

ストラリア州の天然資源管理計画などである。ワイル
ド・カントリー（Wild Country）（ウィルダネス・ソサ
エティ）、ゴンドワナ・リンクス（Gondwana Links）（ウ
ェスタンオーストラリア州）、ネイチャー・リンクス
（Nature Links）（サウスオーストラリア州）、アルプス・
ツー・アサートン（Alps to Atherton）（ビクトリア州、
ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州）な
どのイニシアティブは、一部の種は気候帯の移行に伴
って移動する必要があるとの認識に基づき、景観の接
続性と自然システムの回復力を促進させている。沿岸
管理戦略を実施するために沿岸および海洋工学の専門
家に対して用意されたガイドラインでは、気候変動へ
の考慮が含まれている（Engineers Australia, 2004）。

評価と監視
　ニュージーランド気候委員会は、気候科学、気候変
動性、現在および将来の気候影響の知識の現状を監
視し、研究と監視のニーズ、気候に関する＜研究や監
視の＞優先順位と空白、気候による影響、および気
候情報の適用などに関する提言を行っている（RSNZ, 

2002）。オーストラリアでは、オーストラリア温室効
果防止局（AGO）が、温室効果ガス国家戦略の目標
達成度を監視し、評価している。AGOと州および準
州政府は、リスクと脆弱性に関する研究のための気候
変動に関する現在の知識、＜知識の＞ギャップ、そし
て＜研究の＞優先順位を評価する研究を委託してい
る（Allen Consulting Group, 2005）。国土と水資源監査
（NLWRA, 2001）、および環境白書（SOE, 2001）にも
気候変動の要素が盛り込まれている。

意識の向上と能力開発
　ニュージーランドでは、科学情報を LGA（地方政府
当局）に伝達するとともに、LGA間の情報交換を促進
するための活動が行われている。ニュージーランド気
候変動局は、LGAのためのワークショップを多数開催
し（MfE, 2002, 2004b）、LGAによる「最良の実践（best 

practice）」適応の事例研究を支援し、気候変動への適
応を彼ら（LGAs）の機能に組み込むことについての
LGAsのための手引書の作成を委託した（MfE, 2004c）。
AGO、オーストラリア気象局、英連邦科学産業研究機
構（CSIRO）、ならびに大半の州および準州の政府は、
気候変動についての意識の向上のための製品やサービ
スを開発している。オーストラリア国土保全プログラ
ムのような政府支援の能力開発プログラムは、全農家
計画のようなメカニズムをとおして気候変動に対する
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回復力を強化させている。
　全体的に、両国の国内的重点はごく最近まで緩和に
置かれており、適応は、実施に対する政策努力や政府
の資金援助という面では二次的な役割に過ぎなかった
（MfE, 2004b）。しかし、TAR以降、適応の必要性に
対する認識が高まり、前述したように、適応のための
前提条件を支援するための具体的な方策がとられてい
る。オーストラリア－ニュージーランド気候変動二国
間協力（AGO, 2003）などのイニシアティブには、適
応が明確に盛り込まれている。全体として、ほかの大
半の国々に比べて、ニュージーランドとオーストラリ
アは適応能力が比較的高く、また向上しており、＜適
応を＞広い範囲にわたって組織的に実施できる可能性
がある。

11.3　将来のトレンドに関する想定

11.3.1　気候

　地域別の気候変動予測は、第 1作業部会第 4次評
価報告書の第 11章で扱われている（Christensen et al., 

2007）。オーストラリアおよびニュージーランドにつ
いては、これらの予測は、二つの非常に広大な地域、
オーストラリア北部と南部（ニュージーランドを含
む）にわたる平均値に限られている。地方への影響を
評価するためにはより詳細な地域予測が必要であり、
＜そのような予測を＞以下に述べる。過去 5年間にわ
たり開発されたこれらの予測は、TARに提示された予
測と類似しており、「排出シナリオに関する IPCC特別
報告書」（SRES: Nakićenović and Swart, 2000）の排出
シナリオのすべての範囲を含んでいる（第 2.4.6章参
照）。一部の SRESシナリオは、CO2 濃度安定化シナリ
オの代用になることが示唆されている。つまり、SRES 

B1、B2、A1B排出シナリオは、それぞれ、CO2 濃度が
2150年までに 550 ppm、2200年までに 650 ppm、およ
び 2250年までに 750 ppmで安定化する CO2 安定化シ
ナリオに類似している。予測される変化は、ENSOや
IPOなどの継続的な自然変動性の上に重ね合わされる。
第 1作業部会第 4次評価報告書の第 10章に述べられ
ているとおり、ENSOの変化予測には不確実性が伴う
（Meehl et al., 2007）。
　ニュージーランドでは、2030年代までには 0.1～
1.4℃の、そして 2080年代までには 0.2～ 4.0℃の温暖
化が起きる可能性が高い（表 11.3）。2080年代までの
中期予測によると、風速の年平均西風成分は 60%増加

する（Wratt et al., 2004）。従って、北島の東部と南島
の北部を除いて、降水量が増加する傾向が強まる可能
性が高い。サザンアルプスでは冬季の降水量の増加が
予測されるため、降雪量が減るかどうかはあまり明確
ではないが（MfE, 2004a）、雪線は高くなる可能性が高
い（Fitzharris, 2004）。2100年までには、北島の低地で
霜の降りる日が 5～ 20日、南島では 10～ 30日減少し、
気温が 30℃を超える日が 5～ 70日増加する可能性が
高い（Mullan et al., 2001）。大雨の頻度は特に西部地域
で増加する可能性が高い（MfE, 2004a）。
　オーストラリアでは、海岸から 800 km以内で、
1990年に比べて、平均気温が 2020年までには 0.1～
1.3℃、2050年までには 0.3～ 3.4℃、そして 2080年
までには 0.4～ 6.7℃上昇する可能性が高い（表 11.4）。
温帯地域においては、このことは、気温が 35℃を超
える日数が 2020年までには年当たり 1～ 32日、2050

年までには 3～ 84日増える一方、0℃を下回る日数
が 2020年までには年当たり 1～ 16日、2050年まで
には 2～ 32日少なくなることを意味する（Suppiah et 

al., 2007）。オーストラリア南部の大半と亜熱帯地域で
は年間降雨量が減少する傾向にある可能性が高く、タ
スマニア、ノーザンテリトリー中央部、および NSW

北部では増加する傾向にある（表 11.4）。15のモデル
の平均値は、オーストラリア大陸全体では降雨量が減
少することを示している（Suppiah et al., 2007）。また、
オーストラリア南部と東部では、流出量が減少する可
能性が高い（11.4.1節参照）。
　オーストラリア本土において、年間に少なくとも
1日は雪に覆われる地域は、2020年までには 10～
40%、2050年までには 22～ 85%減少する可能性が高
い（Hennessy et al., 2003）。平均降雨量が増加あるいは
やや減少する地域では、極端な日降雨量が増加する可
能性が高い。例えば、20年に 1度の日降雨量現象の強
度は、サウスオーストラリア州の一部では 2030年ま
でに最高 10%（McInnes et al., 2002）、ビクトリア州で
は 2050年までに 5～ 70%（Whetton et al., 2002）、クイ
ーンズランド州北部では 2050年までに最高 25%（Walsh 

et al., 2001）、そして、クイーンズランド州南東部で
は 2040年までに最高 30%（Abbs, 2004）増加する可能
性が高い。ニューサウスウェールズ州では、＜日降雨
量が＞ 40年に 1度の現象の強度は、2070年までに 5

～ 15%増加する（Hennessy et al., 2004）。IS92aシナリ
オ（IPCC, 1992）によれば、オーストラリア東部沿岸
における激しい熱帯低気圧（カテゴリー 3、4、および
5）の頻度は、2000から 2050年にかけて 22%増加し、
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熱帯低気圧の発生地域が南方に 200 km移動するため、
クイーンズランド州南東部と NSW北東部がよりしば
しば熱帯低気圧にさらされるようになる（Leslie and 

Karoly, 2007）。CO2 濃度が工業化以前の 3倍になると、
オーストラリア北東部に対して予測される最大風速
が秒速 30 mを超える熱帯低気圧の数は 56%増加する
（Walsh et al., 2004）。メルボルンとマウントギャンビア
については、降雹頻度が減少すると予測される（Niall 

and Walsh, 2005）。
　可能蒸発量（あるいは蒸発要求量【訳注 11-3】）は増
加する可能性が高い（Jones, 2004a）。降雨量と蒸発量
の予測される変化を水収支モデルに適用すると、オー
ストラリアの大半とニュージーランド東部では土壌水
分と流出量が減少する可能性が非常に高いことが示さ
れる（11.4.1節、およびMeehl et al., 2007を参照）。オ
ーストラリアのほとんどの地域では 2030年までに干
ばつ（1974から 2003年における 10年に 1度の土壌水
分欠損と定義）＜の頻度＞が最高 20%、また、オース
トラリア南西部では 2070年までに最高 80%増加する
と予測される（Mpelasoka et al., 2007）。2000年と 2046

年の間に、オーストラリア東部のほとんどの地域で、
SRES A2シナリオに対してパルマー渇水指数の上昇が
予測される（Burke et al., 2006）。ニュージーランドでは、
両島の東部、プレンティ湾の一部、およびノースラン
ドで、激しい干ばつ（現在の 20年に 1度の土壌水分
欠損）が、2030年代までには 7～ 15年ごとに、2080

年代までには 5～ 10年ごとに発生する可能性が高い
（Mullan et al., 2005a）。ニュージーランド東部の牧草地
の春季の乾燥が 1か月早まる可能性が非常に高く、干
ばつが春と秋にも拡大するだろう。
　オーストラリアにおける火災の危険の増大は、火災
と火災の間隔の減少、火災の激しさの増加、鎮火の
減少、および延焼速度の増加に関連する可能性が高い
（Tapper, 2000; Williams et al., 2001; Cary, 2002）。オース
トラリア南東部では、火災の危険性が非常に高いか極
端な火災の危険性がある日の頻度は、2020年までには
4～ 25%、2050年までには 15～ 70%増加する可能性
が高い（Hennessy et al., 2006）。ニュージーランドの東
部地域、プレンティ湾、ウェリントンおよびネルソン
地域では、そのような日（火災の危険性が高い日）の
数は 2080年代までに 10～ 50%増加する可能性が高
く（Pearce et al., 2005）、西部の一部の地域では最高で
60%増加するだろう。オーストラリアとニュージーラ
ンドのどちらでも火災シーズンが長くなる可能性が高
く、制御した野焼きができる機会が冬に向かって移動

するだろう。
　2000年に比べて、2100年までの海面上昇の全球平
均予測は、炭素循環フィードバックの不確実性とグリ
ーンランドおよび南極大陸からの氷の喪失が速まる可
能性を考慮に入れない場合は、0.18～ 0.59 mである
（Meehl et al., 2007）。これらの値はオーストラリアとニ
ュージーランドにも適用されるだろうが、熱膨張率の
地域的な違い、海洋循環の変化（大気海洋大循環モデ
ル実験から導出；Gregory et al., 2001）、そして土地の
垂直方向の動き（隆起・沈降）がもたらす相対的な海
面水位の変化の地方的な違いにより、さらに± 25%ほ
ど変更されるだろう。南緯 45度以南では西風が強ま
る可能性があり、東オーストラリア海流と南半球中緯
度の海洋循環が強まるだろう（Cai et al., 2005）。

11.3.2　人口、エネルギー、農業

　オーストラリアの人口は、2003年の 2,000万人から
2051年には 2,640万人に増加し、その後は安定化する
と予測される（ABS, 2003a）。この予測は、一人の女性
が出産する子どもの数が現在の 1.75人から 2011年以
降は 1.6人に減少し、移民の純増は年当たり 10万人に
なり、平均寿命が 2051年までに 10%延びるという中
程度の想定に基づく（ABS, 2003a）。シドニー、メルボ
ルン、パース、ブリスベーン、およびクイーンズラン
ド州南東部では、人口がさらに集中する可能性が高い。
65歳以上の高齢者の割合は、2003年の 13%から 2051

年の 27%に増加する可能性が高い（ABS, 2003a）。人
口増加は、都市のヒートアイランド効果を強め、温室
効果ガスがもたらす温暖化をいっそう悪化させる可能
性が高い（Torok et al., 2001）。少なくとも2020年までは、
オーストラリアのエネルギー消費量は、年当たり平均
2.1%の割合で増加すると予測される（ABARE, 2004）。
2007年と 2010年の間に、ビクトリア州、NSW州、ク
イーンズランド州、およびサウスオーストラリア州の
ピーク時のエネルギー需要を満たすためには、新たな
エネルギー源が必要になるだろう（NEMMCO, 2006）。
農業の国内総生産（GDP）への貢献は約 3%である可
能性が高い。
　ニュージーランドでは、中程度の想定に基づくな
らば、人口は 2004年の 410万人から 2051年には 505

万人に増加する可能性が高い（Statistics New Zealand, 

2005b）。これらの想定には、年間 1万人の移民の純
増、2004年の 2.01から 2016年以降の 1.85への出生
率の減少、2051年までに平均寿命の 10%延長が含ま

オーストラリアおよびニュージーランド第 11 章



474 475

れる。65歳以上の高齢者の割合は、2004年の 12%か
ら 2051年には 25%に増加する可能性が高い。総エネ
ルギー需要は、2005から 2025年にかけて平均で年当
たり 2.4%の割合で増加する可能性が高い（Electricity 

Commission, 2005）。農業は、引き続き GDPの約 5%を
寄与する可能性が高い（MFAT, 2006）。

11.4　主要な将来の影響と脆弱性

　本節では、主に 11.3節で記述されたことと一致する
気候予測に基づき、気候変動の可能性のある影響につ
いて論じる。そこでは適応は考慮されていない。適応
は 11.5節で扱われ、第 17章でさらに詳しく論じられる。
結論は利用可能な文献から導かれた。社会的、経済的
影響に関して利用可能な情報は非常に少ない。可能性
のある影響についてのさらなる詳細は、さまざまな統
合報告書にある（MfE, 2001; Pittock, 2003）。

11.4.1　淡水資源

11.4.1.1　水安全保障
　気候変動が水安全保障に与える影響は、重大な分野
横断的問題である。オーストラリアでは、TAR以降、
数多くの新たなリスク評価が行われている（表 11.5）。
マレー・ダーリング流域はオーストラリア最大の流域
で、灌漑による作物と牧草の約 70%を占める（MDBC, 

2006）。この流域の年間河川流量は、2050年までには
10～ 25%、2100年までには 16～ 48%減少する可能性
が高い（表 11.5）。オーストラリアの地下水に対する
将来の影響についてはほとんど分かっていない。
　ニュージーランドでは、サザンアルプスを源流とす
る大きな河川の年間流量が増加する可能性が高い。そ
れに比例して、南島の河川からの流出は冬季に増加
し、夏季に減少する可能性が非常に高い（Woods and 

Howard-Williams, 2004）。それによって、冬季の電力需
要ピーク時により多くの水を水力発電用に供給し、発
電を次の冬季に引き継ぐための貯水池への依存を減ら
すことになる可能性が非常に高い。しかし、灌漑に
依存する産業は、需要が最大になる春季と夏季に水
利用可能量が低下するため、マイナスの影響を受け
る可能性が高い。干ばつの頻度は東部地域で増加す
る可能性が非常に高く、農業生産が損失を受けるだ
ろう。気候変動が洪水と干ばつの頻度に与える影響
が ENSOと IPOの位相に制御されるのはほぼ確実であ
る（McKerchar and Henderson, 2003; 11.2.1節参照）。オ

ークランド市の地下水帯水層は、調査したすべてのシ
ナリオのもとで涵養を調節できる余力を持っている
（Namjou et al., 2005）。主要な河川や湧水のベース流量
は、乾燥した年が連続して発生しない限り、危うくな
る可能性は非常に低い。

11.4.1.2　洪水と廃水管理
　オーストラリアにおける洪水リスクの変化の可能性
についての定量的情報はほとんど入手できない。メル
ボルンの下水・排水システムには、最小限の追加料金
で、暴風雨の総雨量のある程度の増加（最大 20%）を
受け入れるのに十分な能力がある（Howe et al., 2005）。
クイーンズランド州のゴールドコースト付近のアルバ
ート－ローガン河川系の場合は、降雨強度が 1%増加
するごとにピーク流出量が 1.4%増加する可能性が高
い（Abbs et al., 2000）。しかしながら、流出量と洪水
の増加は、暴風雨前に土壌水分を減少させる平均雨量
の減少によって部分的に相殺される。非線形の洪水モ
デルと組み合わせた高解像度の暴風雨大気モデルが、
1974年に熱帯低気圧ワンダによって引き起こされたゴ
ールドコースト付近の洪水に適用された。平均海面水
位が 10～ 40 cm上昇している 2050年に同じことが起
こった場合、影響を受ける住宅と人々の数は 3～ 18%

増加する可能性が高い（Abbs et al., 2000）。
　ニュージーランドでは、降雨現象は激しさを増す
可能性が高く、暴風雨時の流出量の増加をもたらす
が、降雨と降雨の間には河川の水位が低下するだろ
う。このことは、地表面の浸食の増加、地滑りの増加
（Glade, 1998; Dymond et al., 2006）、河川堆積物の再分
配（Griffiths, 1990）、および護岸堤防による防護の低下
をもたらす可能性が高い。2004年の大洪水への対応で
示されたように、洪水防護工事の強化に対する要求が
高まる可能性が高い（MCDEM, 2004; CAE, 2005）。ウ
ェストポートの洪水リスクが、地域的な大気モデル、
ブラー川の降雨－流出量モデル、予測される海面上昇、
そして、詳細な浸水モデルを用いて評価された。現在
の護岸堤防の構成を想定すると、50年に 1度の現象に
よって浸水する町の＜面積の＞割合は、現在は 4.3%

であるが、2030年までには 13～ 30%に、そして 2080

年までには 30～ 80%に増加する（Gray et al., 2005）。
ピーク流量は、2030年までに 4%、2080年までに 40%

増加する。それとは対照的に、1～ 2℃の温暖化が想
定される 2050年気候シナリオを用いたオークランド
の洪水リスク研究は、洪水のレベルの増加が軽微に過
ぎないことを示した（Dayananda et al., 2005）。ノース
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ショアシティのワイラウ川流域では、流量と洪水リス
クが増加する可能性が高い（URS, 2004）。

11.4.1.3　水質
　オーストラリアでは、マレー川下流の平均塩分濃度
が、望ましい飲料水および灌漑用水のために設定され
た 800 EC【訳注 11-4】の閾値を 2020年までに上回る可
能性が 50%存在する（MDBMC, 1999）。気候変動が流
出水の量と質、塩分の遮断と再緑化政策、および水の
料金設定と取引の政策に与える影響についての統合的
評価は行われていない。富栄養化は主要な水質問題で
ある（Davis, 1997; SOE, 2001）。気候変動によって有毒
なアオコの発生頻度が増加し、継続期間が長くなる可
能性が高い。それらは、レクリエーションの面でも消
費用の水利用の面でも人の健康に脅威を与え、魚類や
家畜を死亡させうる（Falconer, 1997）。水を勢いよく
流すなどの、単純で、資源に負担をかけない適応管理
戦略によって、栄養塩に富み、温度成層化した水域に
おけるアオコの発生頻度と継続期間を大幅に減少／短
縮させることが可能である（Viney et al., 2003）。
　ニュージーランドでは、農業用集水域の低地水路
が比較的悪い状態にあり、土地利用の集約化と取水
需要の高まりによる圧力を受けている（Larned et al., 

2004）。気候変動がニュージーランドの水質に与える
影響についての文献はない。

11.4.2　自然生態系

　オーストラリアおよびニュージーランドの動植物
相は高い固有性を持っている（多くの分類群で 80～
100%）。多くの種は、地理的、気候的な範囲が限定さ
れているため急激な気候変動によるリスクにさらされ
ている。大半の種は、短期的な気候変動性には十分に
適応しているが、平均的な気候の長期的な変化や極端
現象の頻度と強度の増加には適応できない。多くの保
護区は狭くて孤立しており、ニュージーランドの低地
とオーストラリアの農業地域では特にそうである。生
物気候学的モデル研究は、全般的に現在の気候帯の縮
小および／または断片化を予測している。気候変動は
また、侵入種や生息地の分断化などのその他のストレ
スと相互作用する。最も脆弱なのは湿潤熱帯地域とカ
カドゥ湿原、高山地域、熱帯および深海のサンゴ礁、
タスマン海南東部、ニュージーランド低地の孤立した
生息地、沿岸および淡水の湿地、そしてオーストラリ
ア南西部のヒース原野などである（表 11.6）。気候変

動がニュージーランドの生物種または自然生態系に与
える影響についての研究は、高山地帯と一部の森林地
帯を除いてほとんどない。
　植物のすべての群落に大きな変化が予想される。オ
ーストラリアの放牧地（大陸総面積の 75%）では、降
雨パターンの変化が、木本植生の定着と放牧に都合の
悪い潅木の侵入に有利に働く可能性が高い。CO2 、給水、
放牧慣行、そして火災レジームの間の相互作用がき
わめて重要になる可能性が高い（Gifford and Howden, 

2001; Hughes, 2003）。ニュージーランドでは、乾燥し
た低地の分断化された天然林（北島、ワイカト、マナ
ワツ）と東部地域（イースト岬から南島まで）が、乾
燥化と火災レジームの変化に対して最も脆弱になる可
能性が高い（McGlone, 2001; MfE, 2001）。両国の高山
地帯では、積雪の期間と深さの減少が群落の分布を変
える可能性が高く、例えば木本植生の草原への拡大に
有利に働くだろう（Pickering et al., 2004）。高山地帯の
泥炭地では火災が増える可能性が高い（Whinam et al., 

2003）。積雪の下で冬眠する高山地帯の脊椎動物は、
絶滅の危機にさらされる可能性が高い（Pickering et al., 

2004）。オーストラリア南西部などの地域では、狭い
生息範囲にある多くの固有種は脆弱で、比較的わずか
の温暖化で絶滅するだろう（Hughes, 2003）。海面上昇
の結果起きる塩水の浸入、河川流量の減少、および干
ばつの頻度増加は、淡水生息域の種組成を変え、それ
によって河口域と沿岸の漁業に影響を与える可能性が
非常に高い（Bunn and Arthington, 2002; Hall and Burns, 

2002; Herron et al., 2002; Schallenberg et al., 2003）。海洋
生態系においては、海洋の酸性化がオーストラリア
周辺のプランクトン群集の繁殖力と多様性を減少さ
せる可能性が高く、一方、海洋の温暖化が魚類とケ
ルプの群集をさらに南方へ移動させる可能性が高い
（Poloczanska et al., 2007）。
　亜南極諸島での可能性が高い影響には、ウミツバメ
（burrowing petrel）の死亡率の増加、撹乱に対する抵抗
力を持つPoa annua（スズメノカタビラ）のような外
来植物の侵入の増大、島々に既存のネズミやウサギの
個体数の増加、Sphagnum（ミズゴケ）の分布域の縮
小などがある（Bergstrom and Selkirk, 1999; Frenot et al., 

2005）。

11.4.3　農業

11.4.3.1　作物生産
　TAR以降、オーストラリアおよびニュージーランド
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の地方、地域、および全国規模での気候と CO2 の変化
がもたらす可能性のある影響について、さらなる評価
が行われている。全体的に見て、これらの評価は、作
物生産の脆弱性と地域差の可能性に重点を置いてい
る。気候変動が害虫、病気、雑草、および作物に与え
る影響は、実験やモデル研究がほとんど行われていな
いため、依然として不明確である（Chakraborty et al., 

2002）。
　ニュージーランドでは、コムギなどの C3 作物の場合、
CO2 応答は、それほどでもない気温上昇を相殺する以
上である可能性が高い（Jamieson et al., 2000）（5.4節参
照）。灌漑地域における正味の影響は、水利用可能量
に依存する（Miller and Veltman, 2004）。例えば、トウ
モロコシ（C4 作物）の場合、各季節の気候条件により
一致させた生育を行えば、成長期間の短縮が作物の水
要求量を減少させる（Sorensen et al., 2000）。
　オーストラリアでは、気候変動がコムギに与える影
響の可能性は地域によって異なるが、そのことは、現
在のコムギ品種の CO2への応答について最近確認され
た作物モデル（Reyenga et al., 2001; Asseng et al., 2004）
との関連のもとに行われた、IPCCの SRESシナリオに
おける CO2 と気候変動のすべての範囲を使用した研究
（Howden and Jones, 2004）によって示された。オース
トラリア南西地域では、2070年までに収量が大幅に減
少する可能性が高い（収量が増加する可能性は非常に
低い）。それとは対照的に、オーストラリア北東地域
では、収量はやや増加する可能性が高い（収量が大幅
に落ち込む可能性は低い）。全国的に見ると、作物の
平均収量は若干減少している。作物価格の最大の上昇
可能性は限られている（約 10%あるいは年間 3億米ド
ル）が、最大の損失可能性は大きい（約 50%あるいは
年間 14億米ドル）ため、農業には相当なリスクが存
在している（図 11.2）。しかし、植え付け時期と品種
を変えることによる適応は大変効果的である可能性が
高い。すなわち、平均的な便益は年間 1億 5,800万米
ドルと予測されるが、その幅は年間 7,000万米ドルか
ら 3億 5,000万米ドル以上である（Howden and Jones, 

2004）（図 11.2）。
　気候変動は、オーストラリア南部の土地利用を変
化させる可能性が高く、降雨量が著しく減少すると、
CO2増加による収量の伸びがその影響を部分的に相
殺するとしても、乾燥した＜耕作＞限界地域での作
物生産が不可能になる。（Sinclair et al., 2000; Luo et al., 

2003）。対照的に、降雨量が減少すると、作物生産は
湿潤な＜耕作＞限界地域に拡大する可能性が高い。オ

ーストラリア北部では、気候変動と CO2の増加は、
作物生産を持続させる可能性が高い（Howden et al., 

2001a）。観測されている温暖化傾向は、既に降霜リス
クを低減させ、収量を増加させている（Howden et al., 

2003b）。
　穀物の質も、影響を受ける可能性が高い。まず、
CO2 の増加は、穀物のタンパク質レベルを低下させ
る（Sinclair et al., 2000）。タンパク質レベルを維持する
ためには、窒素肥料の使用の大幅な増加か、マメ科の
牧草の輪作の増加が必要になるだろう（Howden et al., 

2003c）。第二に、気温上昇が 4℃を超えると、北部お
よび南部の作物生産地帯においては、好ましくない熱
ショックタンパクの発生リスクが増大する（Howden et 

al., 1999d）。
　土地の劣化は、気候変動による影響を受ける可能性
が高い。大気 CO2濃度の増加は、作物の蒸発散量を
わずかに減少させる。これは、水が作物の根域より下
へ移動すること（ディープドレナージ）のリスクを増
大させ、オーストラリアの農業地帯における三つの最
も重大な土地劣化問題、すなわち湛水、土壌の酸性
化、乾燥地の塩性化をいっそう悪化させる可能性が
高い。ウェスタンオーストラリア州では、CO2 濃度が
550ppmに上昇するとディープドレナージが 1～ 10%

増加するが、温暖化が 3℃になると 8～ 29%減少する
というシミュレーション結果が得られた（van Ittersum 

et al., 2003）。低降水量シナリオでは、ディープドレナ
ージは最大 94%減少する。しかし、ディープドレナー
ジの変化は、生産性あるいは粗利益の変化とは相関が
なかった。

11.4.3.2　園芸
　オーストラリアの温帯果実／堅果は、冬季の寒気あ
るいは春化現象が必要なため、すべてが温暖化によ
るマイナスの影響を受ける可能性が高い。灌漑に依存
する作物は、灌漑用水の利用可能量が減少するところ
では脅威にさらされる可能性が高い。気候変動は、オ
ーストラリア南部に、主要な園芸害虫であるクイーン
ズランドミバエ（Bactrocera tryoni）の重大な脅威をも
たらす可能性が高い。0.5、1.0、および 2.0℃の温暖化
シナリオは、この害虫が、北部および北東部の本来の
生息域から、現在、防疫によってミバエが存在しない
地帯を含む、大陸の非乾燥地帯の大半にわたって拡大
することを示唆している（Sutherst et al., 2000）。クイ
ーンズランドミバエが以前から存在している地帯のリ
ンゴ、オレンジ、ナシの生産者が負担するコストは

オーストラリアおよびニュージーランド第 11 章



476 477

42～ 82%増加し、現在、この害虫が存在しない地帯
では 24～ 83%増加する可能性が高い（Sutherst et al., 

2000）。
　ニュージーランドでは、夏季の温暖化は、ヘイワー
ド種のキーウィフルーツの植物としての成長を促進す
るが、それによって果実の成長と質が犠牲になる可能
性が高い（Richardson et al., 2004）。北部ではキーウィ
フルーツのつぼみの発芽が遅れる可能性が高く、花の
数と収量が減少するだろう（Hall et al., 2001）。北島で
は、冬季の寒さがないため、2050年までにキーウィフ
ルーツの現在の品種の生産は非経済的になる可能性が
高く、その生産は、休眠打破因子とプレンティ湾の温
暖な冬季気温育ちの品種にかかっている（Kenny et al., 

2000）。それとは対照的に、南島の多くの地域が、＜
キーウィフルーツの＞栽培に適するようになる可能性
が高い（MfE, 2001）。特に 2050年以降は、もう一つの
主要な作物であるリンゴの開花と成熟時期が早まり、
果実のサイズが大きくなる可能性が非常に高い（Austin 

et al., 2000）。ニュージーランドは、新たな園芸害虫の
定着の影響をより受けやすい可能性が高い。例えば、
現在の気候条件下では、北島のほんのわずかの地域だ
けがミカンコミバエの生息に適しているが、2080年代
までには、その生息地域は北島の大部分に拡大する可
能性が高い（Stephens et al., 2007）。
　ブドウ栽培は両国で急速に拡大した。2030年までに
は、成熟時期が早まり、ブドウの質と価値が低下する
可能性が高い。例えば、オーストラリアでは、トン当
たりの価格がヤラバレーでは 4～ 10%、リベライナで
は 16～ 52%下落するだろう（Webb et al., 2006）。オー
ストラリアのより寒冷な地域では、温暖化によって代
替品種の栽培が可能になる可能性が高い。ニュージー
ランドでは、温暖化と成長期間の長期化に伴い、南部
で赤ワインの生産がますます盛んになり、収量が増加
する可能性が高い（Salinger et al., 1990）。CO2の増加
はブドウの木の成長を促すが、その後の遮光効果によ
ってブドウの実りが低下する可能性が高い。ブドウの
木の分布は、高い収量をもたらす牧草や造林、および
将来の灌漑用水の利用可能量や費用と比較した適切性
によって変わる可能性が高い（Hood et al., 2002）。

11.4.3.3　牧畜農業と放牧地農業
　ニュージーランドの西部、南部、および標高の高い
地域では、気温の上昇、成長期間の長期化、CO2濃度
の増加、降霜日の減少により、2030年までには牧草の
年間生産量が 10～ 20%増加する可能性が非常に高い。

ただし、それ以降は、増加は小さくなるだろう（MfE, 

2001）。ニュージーランド東部と北島では、干ばつの
頻度が増加するために、2030年までに牧草の生産量は
減少する可能性が高い（11.3.1節参照）。Paspalum（ダ
リスグラス）などの飼料としての質が低い亜熱帯の牧
草種が南に向かって広がる可能性が高く、牧草の生産
性が、特にワイカト地区で減少するだろう（Clark et 

al., 2001）。多くの害虫と病気の分布範囲と発生が増加
する可能性が高い。干ばつと水安全保障の問題は、灌
漑農業、例えばカンタベリー平野の集約的な酪農業な
どを脆弱にする可能性が高い（Jenkins, 2006）。
　オーストラリアでは、CO2 濃度の増加は、特に水
が少ない環境下で、牧草の成長を促す可能性が高い
（Ghannoum et al., 2000; Stokes and Ash, 2006; 5.4節も参
照）。しかし、降雨量が 10%減少すると、この CO2の
便益は相殺される可能性が高い（Howden et al., 1999d; 

Crimp et al., 2002）。降雨量が 20%減少すると、牧草の
生産量が平均で 15%減少し、家畜の生体重の増加が
12%抑制される可能性が高く、＜牧場の＞家畜密度の
変動性が相当大きくなり、農家の収入が減少するだろ
う（Crimp et al., 2002）。CO2 濃度の増加は、葉の窒素
含有量を著しく減少させ、非繊維質の炭水化物を増加
させるが、消化率はほとんど変化しない（Lilley et al., 

2001）。窒素が豊富な飼料（例えば温帯性の牧草）を
使用する農業システムでは、これらの効果はエネルギ
ーの利用可能量を増やし、第一胃における窒素処理を
促進させ、生産性を向上させる可能性が高い。それと
は対照的に、窒素が不足しているところ（例えば放牧
地）では、気温の上昇は、特に熱帯性の C4 牧草にお
いて非繊維質の炭水化物の濃度と消化率を減少させる
ため、既存の問題をいっそう悪化させる可能性が高い
（5.4.3節参照）。CO2 濃度の倍増と温暖化は、その土地
の C3 および C4 牧草の分布にわずかの変化しかもたら
さない可能性が高い（Howden et al., 1999b）。
　気候変動は、侵食や塩性化などの大きな土地劣化問
題を増大させる可能性が高い（11.4.3.1節参照）。気候
変動は、また、Acacia nilotica（アラビアゴムモドキ）
やCryptostegia grandiflora（インドゴムカズラ）などの
外来雑草（Kriticos et al., 2003a, b）や、A. aneura（ア
カシア）（Moore et al., 2001）などのその土地の木本種
の分布を拡大し、個体数を増やす可能性が高い。この
ことは牧草との競争を激化させ、家畜生産量を減少さ
せる可能性が高い。しかしながら、同じ CO2と気候の
変化は、野火の機会が増えることによって、木本種の
雑草を管理できる機会を増やしてくれる可能性が高い
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（Howden et al., 2001b）。2.5℃の温暖化は、一部の地域
においては、粘液腫症やウサギ出血性疾患ウイルスな
どの生物学的な制御因子への影響を通じて、ウサギの
個体数を 15～ 60%減少させる可能性が高い（Scanlan 

et al., 2006）。
　暑熱ストレスは、オーストラリアの多くの地域の家
畜に既に影響を与えており、生産と繁殖の能力を低
下させ、死亡率を増加させている（5.4.3節参照）。動
物への暑熱ストレスは増加する可能性が非常に高い
（Howden et al., 1999a）。それとは対照的に、両国にお
いて寒冷ストレスの低減が子羊の死亡率を減少させる
可能性が高い。ウシダニ（Boophilus microplus）がオー
ストラリアの牛肉産業に与える影響は、増加するとと
もに南に広がる可能性が高い（White et al., 2003）。防
疫に支障をきたした場合は、ダニの横行によって失
われる体重増は、（適応がないとすれば）2030年には
30%、2100年には 120%増大すると予測される。ダニ
による将来の損失額の正味現在価値は、現在最も大き
な影響を受けているクイーンズランド州において農家
の現金収入の 21％になると推定される。

11.4.4　林業

　オーストラリアでは、木材および木製品の 2001～
2002年の価値は年間 50億米ドルであった。約 1億
6,400万 haが森林と分類されており、植林森林は 1%、
木材生産に利用可能な、国が管理している多用途の
天然林は 7%である（BRS, 2003）。ニュージーランド
の自生森は 640万 ha、外来種の植林森林は 170万 ha

で、後者は相当額の輸出収入をもたらしている（MAF, 

2001）。TAR以降の研究により、気候変動が両国の林
業にプラスの影響もマイナスの影響も与える可能性
が高いことが確認された。外来針葉樹と自生広葉樹
の植林の生産性は、CO2の施肥効果によって増大する
可能性が高いが、その増加量は、予測される気温の上
昇、降雨量の減少、そして栄養循環などのフィードバ
ックによって制限されるだろう（Howden et al., 1999c; 

Kirschbaum, 1999a, b）。
　樹木が水の制限を受けないところでは、オーストラ
リア南部においては、温暖化によって成長期間が長く
なるが、害虫被害によってその利得の一部が相殺され
る可能性が高い（5.4.5節参照）。一部の地域では、平
均流出量の減少（11.4.1節参照）と火災リスクの増大
（11.3.1節参照）が、生産性を低下させる可能性が非常
に高い一方、降雨強度の増加は、土壌侵食問題と林業

活動の際の流水汚染をいっそう悪化させる可能性が高
い（Howden et al., 1999c）。Pinus radiata（ニュージーラ
ンドマツ）とEucalyptus（ユーカリ）の植林においては、
肥沃な場所では少しの温暖化によって生産性が増す可
能性が高いが、肥沃でない場所では生産量が減少する
可能性が高い（Howden et al., 1999c）。
　ニュージーランドでは、南部および西部の植林（主
にP. radiata）の成長率が、CO2の増加と湿潤化によっ
て増加する可能性が高い。マツの苗木の研究では、P. 
radiata（ニュージーランドマツ）の成長と木材密度は、
人工的な CO2 施肥を行った最初の 2年間は促進される
ことが確認された（Atwell et al., 2003）。北島東部での
樹木の成長は、予測される降雨量の減少と火災リスク
の増大のため、低下する可能性が高い（11.3.1節参照）。
しかし、CO2の増加に伴う水利用効率の向上について
（MfE, 2001）と、より暖かくて乾燥した状態が上部樹
冠中央部の黄変と冬季の真菌病の頻度を増加させるか
否かについて（MfE, 2001）は、不確実性が残る。

11.4.5　沿岸域

　オーストラリアの人口の 80%以上は沿岸地帯で生活
しており、最近は都市以外の地域の人口増加が著しい
（Harvey and Caton, 2003）。約 71万 1,000＜世帯＞の住
所（郵便番号付の全国住所録に基づく）は沿岸から 3 

km以内、海抜 6 m以下にあり、その 60%以上がクイ
ーンズランド州と NSW州に位置している（Chen and 

McAneney, 2006）。それらの人々は、潜在的に、長期的
な海面上昇と大規模な高潮の脅威にさらされている。
　海面上昇は、気象パターン、海流、海水温、および
高潮の変化とともに、各地域の曝露に差異を生じさせ
る可能性が非常に高い（Walsh, 2002; MfE, 2004a; Voice 

et al., 2006）。ニュージーランドでは、西海岸で、よ
り強い、より定期的なうねりの可能性が高い（MfE, 

2004a）。オーストラリア北部では、熱帯低気圧がより
強大になる可能性が高い（11.3節参照）。100年に 1度
の規模の高潮による浸水のリスクにさらされるケアン
ズ地区の面積は、2050年までに倍以上になる可能性が
高い（McInnes et al., 2003）。サンゴ礁、特にグレート
バリアリーフに対する大きな影響の可能性が非常に高
い（11.6節参照）。
　沿岸侵食に対する将来影響には、気候変動が引き起
こす沿岸の土砂供給と暴風雨の程度の変化が含まれ
る。ペガサス湾（ニュージーランド）では、南よりの
波が 50%減少すると、ワイパラ川付近で海岸線の侵食
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が 1980年から 2030年の間に最大 50 m、また、川砂が
50%減少すると、ワイマカリリ川付近で最大 80 m進む
可能性が高い（Bell et al., 2001）。ニュージーランドでは、
気候の変化と変動によって影響を受ける沿岸災害のリ
スクに基づく計画と管理を行うために、地方当局に情
報、ガイドライン、および、地帯区分やセットバック
などのツールを提供することが重視されている（Bell 

et al., 2001; MfE, 2004a）（11.6節参照）。オーストラリ
アでは、NSW州北部沿岸に対しては、IPO、ENSO、
および沿岸地形の変化の間の結び付きが（Goodwin, 

2005; Goodwin et al., 2006）、また、ナラビーンビーチ
（NSW）に対しては、過去の海岸侵食と ENSOとの間
の結び付きが（Ranasinghe et al., 2004）実証されている。
　海面上昇が、より大規模な沿岸浸水、侵食、湿地帯
の喪失、淡水源への塩水の浸入を引き起こし（MfE, 

2004a）、インフラ、沿岸資源、そして既存の沿岸管理
プログラムに影響を与えることはほぼ確実である。モ
デルによるシミュレーションは、海面上昇によるスペ
ンサー湾の湿地とマングローブの喪失が、主に、海抜
と曝露によって影響を受けることを示している（Bryan 

et al., 2001）。コラロイ／ナラビーンビーチ（NSW）では、
2050年までの 0.2 mの海面上昇が 50年に 1度の暴風
雨と結び付くと、110 mを超える沿岸侵食をまねき、1

億 8,400万米ドルの損失をもたらすだろう（Hennecke 

et al., 2004）。大都市圏の沿岸の調査により、既存の管
理システムを防護するコストは上昇することが明らか
になった（Bell et al., 2001）。2005から 2025年までの
中程度の海面上昇予測によると、アデレード都市圏沿
岸の砂を補充するコストは、少なくとも年に 94万米
ドル増加する可能性が高い（DEH, 2005）。予測され
る影響の不確実性は、確率的シミュレーションを含む
リスクベースの手法によって管理することが可能であ
る（Cowell et al., 2006）。沿岸域はまた、河川の流れの
激しさと季節性がもたらす汚染と土砂負荷の変化の影
響、および河川規制の将来の影響を受ける可能性が高
い（Kennish, 2002）。今後 50年から 100年のうちに、
タスマニアの沿岸の 21%は、予測される海面上昇によ
る侵食と大幅な後退のリスクにさらされる（Sharples, 

2004）。

11.4.6　漁業

　オーストラリアでは、漁業生産高の総額は年間 17

億米ドルであり、そのうちの 68%は捕獲漁業、32%は
養殖漁業である。ニュージーランドでは、漁業生産高

は合計 8億米ドルで、そのうち 80%が商業的捕獲漁業、
20%が成長しつつある養殖漁業分野からもたらされて
いる（Seafood Industry Council, 2006）。気候変動が淡水
漁業と＜淡水＞養殖業に与える影響についてはほとん
ど研究されていない。
　世界の海面漁業は乱獲によって脅かされている。オ
ーストラリアでは、2005年に考察された 74種の魚資
源のうち、17種が乱獲状態、17種が非乱獲状態、そ
して 40種の状態が不確かであった（ABARE, 2005）。
ニュージーランドでは、水揚げが 500トン /年を上
回る 84種の底生魚類のうち、5種が乱獲状態とみな
され、24種が乱獲状態ではないと判断され、55種の
状態は不確かであった（Ministry of Fisheries Science 

Group, 2006）。気候変動は追加的なストレスになるだ
ろう（Hobday and Matear, 2005）。海面漁業に影響を与
えると予想される主要な変数は、海洋の水温、海流、
風、栄養塩の供給、酸性化、および降雨量の変化であ
る。発現する四つの生物学的特性の変化は気候変動の
結果である可能性が高く、そのうち最初の特性が最も
よく理解されている。すなわち、（ⅰ）影響を受ける
魚種の分布と現存量、（ⅱ）生物季節、（ⅲ）群集構成、
そして（ⅳ）群集の構造と力学（生産性を含む）であ
る。気候変動による影響の研究はほとんど行われてい
ない。従って、この評価は、主として気候変動性と漁
業との間の観察された関係の外挿に依っている。海面
上昇によって、海の侵入の増大が、沿岸漁業や沿岸潮
下帯の繁殖と子育ての場所に影響を与える可能性が大
変高い（Schallenberg et al., 2003）。全体として、将来の
気候変動影響は、熱帯の種に比べて温帯の固有種に対
して（Francis, 1994, 1996）、また、遠洋および深海漁
業に比べて、沿岸および底生魚漁業に対してより大き
くなる可能性が高い（Hobday and Matear, 2005）。
　海面水温や海流の変化は、この地域のいくつかの商
業的遠洋漁業（マグロ漁など）の分布に影響を与える
可能性が高い（Lehodey et al., 1997; Lyne, 2000; Sims et 

al., 2001; Hobday and Matear, 2005）。特に、海流の変化
は、ルーイン海流についてウェスタンオーストラリア
州で実証されているように、ある魚種の利用可能量を
増加させる一方、ほかの魚種を減少させるだろう。さ
まざまな管理体制が必要になる可能性が高い。漁業従
事者は、魚場の移転あるいはその場の漁獲量の減少に
直面するだろう。冷温水性魚種の加入は減少する可能
性が高い。例えば、アカダラのようなニュージーラン
ド種にとっては、加入はエルニーニョ現象がもたらす
寒冷な秋季および冬季条件と関連性がある（Beentjes 
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and Renwick, 2001; Annala et al., 2004）。それとは対照
的に、フエダイにとっては、比較的高い加入と稚魚お
よび成魚の成長の早さは、ラニーニャ現象におけるよ
り暖かい条件と関係があるが（Francis, 1994; Maunder 

and Watters, 2003）、エルニーニョ現象の際は幼魚の加
入が低下する（Zeldis et al., 2005）。同じような繁殖パ
ターンがカマスにも存在する（Renwick et al., 1998）。
生理的な変化に関しては、温度に敏感な対立遺伝子と
遺伝子型の存在度の変化および適応能力に選択が働い
て、水温が変温動物の集団遺伝学に大きな影響を与え
ている。ニュージーランドのフエダイの場合、温暖な
夏と寒冷な夏の年級群の間で、一つの酵素マーカーに
おける対立遺伝子頻度に違いがあることがみつかった
（Smith, 1979）。もしある魚種が気候変動の速度に適応
することができなければ、特に生息適地の縁辺部に存
在している魚種にとっては、分布が大きく変化する可
能性が高い（Richardson and Schoeman, 2004; Hampe and 

Petit, 2005）。
　南大洋循環の予測される変化（11.3.1節参照）は漁
業に影響を与える可能性が高い。西風と強風現象の季
節変動や年々変動は、いくつかの魚種の繁殖と漁獲
量に関連がある（Thresher et al., 1989, 1992; Thresher, 

1994）。気候システムの極方向への移動に伴う風の減
衰は、オーストラリア南東部とタスマニア西部沖の最
近の魚群の減少の基になっており、タスマニア付近の
二つの魚種の幼魚の成長速度および稚魚の加入の変化
と結び付いている（Koslow and Thresher, 1999; Thresher, 

2002）。オーストラリア東岸に沿った栄養塩の湧昇の
減少と暖水の拡大は、マグロ、アザラシ、海鳥をはじ
めとするその他の多くの種が依存しているオキアミと
マアジの個体数を減少させる可能性が高い（CSIRO, 

2002）。

11.4.7　居住、産業、および社会

　居住、産業、および社会は、極端な気象現象、干ば
つ、そして海面上昇に敏感である（第 7章参照）。居
住とインフラのための多くの計画の決定においては、
新たな気候条件や海面上昇を考慮に入れる必要がある
が、気候変動影響についてはほとんど研究が行われて
いない。主要なインフラを一新するための計画期間は
10年から 30年であり、大規模な改良や交換の予想寿
命は 50年から 100年である（PIA, 2004）。相当量のイ
ンフラが予測される気候変動のリスクにさらされてい
る。約1兆1,250億米ドルというオーストラリアの富が、

住宅、商業用建物、港湾、および物的資産として貯え
られており、その額は、現在の国家予算の 9倍、ある
いは GDPの 2倍に相当する（Coleman et al., 2004）。ニ
ュージーランドでは、住宅の価値は約 2,800億米ドル
で、GDPの約 3倍に相当する（QVL, 2006）。住宅の平
均耐用年数は 80年だが、中には 150年以上もつもの
もある（O’Connell and Hargreaves, 2004）。
　インフラについては、極端現象が設計基準をより頻
繁に上回る可能性が非常に高い。建物（コンクリート
の継ぎ目、鋼鉄、アスファルト、保護用メッキ材、シ
ール材など）、輸送用の構造物（道路、鉄道、港湾、空港、
橋梁、トンネルなど）、エネルギーサービス（11.4.10

節参照）、通信設備（ケーブル、鉄塔、マンホールなど）、
および給水サービス（11.4.1節参照）への被害が増大
する可能性が高い（PIA, 2004; BRANZ, 2007; Holper et 

al., 2007）。ビクトリア州では、B1シナリオの場合、
2030年までに水関連のインフラが重大なリスクにさら
される一方、A1FI排出シナリオの場合は、2030年ま
でに電力、通信、輸送、および建物がすべて重大なリ
スクにさらされる（Holper et al., 2007）。
　気候変動は、危険とリスクの増大が明らかにされる
ことで、資産価値と投資に、また保険料と保険利用可
能性に影響を与える可能性が非常に高い。オーストラ
リアの多くの法的管轄において、洪水の危険に対する
法的責任は義務化されていないか、あまり定量化され
ていない（Yeo, 2003）。政府は、ときとして、大規模
な自然災害に見舞われた無保険者に財政援助を行って
おり（Box 11.1）、そのコストは増加する可能性が高い。
保険のコストは、リスクが増大している地区では増加
する可能性が非常に高い。雹の損害は、オーストラリ
アにおける保険金支払い額の上位 20件の 50%を占め
ているが（ICA, 2007）、雹の頻度の変化の可能性につ
いての情報は限られている（11.3節参照）。
　オーストラリアにおける鉱業の経済的重要性（GDP

の 5%と輸出収入の 35%；ABS, 2005c）にもかかわらず、
気候変動が鉱業に与える影響についての情報はほとん
どない。しかし、オーストラリア北部では、例えば
洪水やサイクロンのような極端現象の予測される増大
は、レンジャー鉱山やジャビルカ鉱山を含む地域にお
いて侵食を増大させ、再緑化を遅らせ、被覆材を移動
させ、尾鉱を露出させる可能性がある。これらの影響
は、長期的な鉱山計画で十分には考慮されてはいない
（Wasson et al., 1988; Parliament of Australia, 2003）。伝統
的な＜土地＞所有者であるミラル族は、これらのこと
がマジンバルディ・バラボンとイーストアリゲーター
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川との間の土地、およびこれら鉱山の下流の氾濫原の
縁にある低地に有害な影響を与えることを心配してい
る（Kyle, 2006）。
　＜生活の＞快適さ、文化遺産、アクセス性、および
地域社会の健康にも大きな含意がある。それは、暴風
雨の強度の増加や極端な高温によるコスト、ケガ、ト
ラウマ、文化的重要性を有することがらや景観への被
害、海面上昇や大きな高潮による海岸の劣化、より高
い保険料などである（PIA, 2004）。救急サービスへの
需要が増加する可能性が高い。CSIROの気候シミュレ
ーションでは、SRES A2シナリオによると、2100年ま
でに、オーストラリアにおける道路維持費用は 31%増
加すると推定されている（Austroads, 2004）。
　気候変動は、アジア太平洋地域において、統制の
ない不安定な人口移動の一因となり、国家の安全保
障に新たな課題を与えるかもしれない（Dupont and 

Pearman, 2006; Preston et al., 2006）。人口増加と 1 メ
ートルの海面上昇は、アジア太平洋地域の 2億～ 4

億 5,000万人に影響を与える可能性が高い（Mimura, 

2006）。アジア太平洋地域からニュージーランドやオ
ーストラリアなどの周辺の国々への移民が増加する可
能性がある（Woodward et al., 2001）。トレス海峡諸島
の島民がオーストラリア本土に移住する可能性も高い
（Green, 2006b）。

11.4.8　先住民

　先住民は、ニュージーランドの人口の約 15%

（Statistics New Zealand, 2005a）、オーストラリアの人口
の 2.4%を構成している（ノーザンテリトリーの人口
の約 30%を含む）（ABS, 2002）。
　今後 50年から 100年にわたるニュージーランドの
気候の変化は、マオリ族の経済に課題をもたらし、マ
オリの人々の社会的、文化的景観に影響を与える可能
性が高い（Packman et al., 2001）。マオリの中には、漁
業、農業、林業、および加工や市場取引などの＜経
済の＞下流活動に多額の投資を行っている人々がお
り（NZIER, 2003）、また、ニュージーランドの成長産
業である観光業（McIntosh, 2004）やエネルギー分野に
おける重要なステークホルダーにもなっている。これ
らの第一次産業における経済動向と機会は、気候が引
き起こす生産率、製品の質、害虫や病気の蔓延、干ば
つ、火災リスク、および生物多様性の変化によって影
響を受ける可能性が高く、そのことが、これらの産業
における開発資本の調達能力に影響を与えることにも

なる（MAF, 2001; Cottrell et al., 2004）。マオリの大半は
都市環境の中で生活しているが、経済や、社会的、文
化的システムが自然環境システムと強く結び付いてお
り（例えば、伝統的資源の利用、観光）、必須のイン
フラとサービスが極端な気象現象（例えば、洪水や地
滑り）に対して脆弱である遠隔地や農村地域で暮らす
マオリもいる（Harmsworth and Raynor, 2005）。彼らの
資産（すなわち、建物、農地、森林、天然林、沿岸資
源、事業）に対する気候変動の脅威に計画的に対応す
るマオリの能力には大きなばらつきがあり、特に、大
きなマオリ人口があり（TPK, 2001）、極端な気象のリ
スクが増大する可能性が高い（Mullan et al., 2001）ノ
ースランドと東海岸では、資金、情報、人的資源への
アクセスによって制限される可能性が高い。その他の
圧力には、適応のためのルール、規制、戦略に関する
地方当局の役割が不明確なこと；複数の土地所有権や
意思決定プロセスが複雑で、それが、意見の一致への
到達や、費用がかかる、あるいは非伝統的な適応策の
実施をしばしば困難にすること；伝統的な土地／資源
におかれた高い精神的および文化的な価値が、移転な
どの一部の適応オプションを制限あるいは除外させう
ることなどが含まれる（NZIER, 2003）。多くの農村地
域のマオリは、家庭用の食料供給を補うための狩猟や
漁を行い、レクリエーションや、薪や文化的資源を集
めるためにも、公有地、私有地、および沿岸地域の利
用に依存している。文化的に重要な動植物の分布と豊
富さは、気候変動によって悪影響を受ける可能性が高
く、そのため、そのような活動の性質や、精神的な福
利や文化の肯定など、これらの資源に関連する価値も
悪影響を受ける可能性が高い（NIWA, 2006）。これら
の課題が、気候変動に対するマオリの感度を増大させ
る。
　オーストラリアの遠隔地にある先住民のコミュニ
ティのインフラ、保健サービス、および雇用は、不
十分なことが多い（Braaf, 1999; Ring and Brown, 2002; 

IGWG, 2004; Arthur and Morphy, 2005）。従って、これ
らのコミュニティの多くは、社会的、経済的に不利な
特徴を示す（Altman, 2000; ABS, 2005b）。既存の社会
的な不利は、対処能力を低下させ、適応能力を制限し
（Woodward et al., 1998; Braaf, 1999）、気候災害に対する
コミュニティの回復力に影響を与えるだろう（Watson 

and McMichael, 2001; Ellemor, 2005）。これらのコミュ
ニティの多くでは、彼らの「国（country）」の健康は、
彼らの文化的、精神的、物理的な福利と強く結び付い
ている（Smith, 2004a; Jackson, 2005）。気温上昇、極
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端な降雨、あるいは海面上昇などの直接的な生物物理
学的影響は、これらのコミュニティの社会的、文化的
一体感に重大な間接的影響を与える可能性が高い。最
近、過去の気候変動についての先住民の知識という手
つかずの情報源が、適応オプションの提供に利用しう
るという認識がある（Rose, 1996; Lewis, 2002; Orlove, 

2003）。しかしながら、そのような知識を口伝えで記
録する伝統が、最近まで、先住民でない科学者がその
知識を科学に利用することを主に妨げてきた（Webb, 

1997; Hill, 2004）。遠隔地の先住民コミュニティに対し
て特定される気候変動影響には、疾病媒介動物、感染
性病原体の繁殖と生存、および暑熱ストレスに影響を
与える可能性がある、極端に暑い日数の増加（Green, 

2006a; McMichael et al., 2006）；インフラ被害を引き起
こす極端な降雨現象と洪水（Green and Preston, 2006）；
淡水帯水層への塩水の浸入とマングローブ生態系の変
化（UNEP-WCMC, 2006）；火災レジームの変化；お
よび海面上昇と沿岸侵食（Bessen Consulting Services, 

2005; Green and Preston, 2006）などが含まれる。2005

年と 2006年にトレス海峡で発生したキングタイド 1 

は、短期的な沿岸防護＜計画＞と、中央部のサンゴ礁
と北西部の島々で暮らす最大 2,000人のオーストラリ
ア人の長期的移転計画を再検討する必要性を際立たせ
た（Mulrennan, 1992; Green, 2006b）。

11.4.9　観光とレクリエーション

　観光は、オーストラリアの GDPの 4.5%に貢献し、
輸出の 11.2%を占めており（Allen Consulting Group, 

2005）、ニュージーランドではそれ以上である（GDP

の約 5%と輸出の 16%）。主な観光の中心は、オースト
ラリアではゴールドコーストとクイーンズランド州北
部の熱帯地域、ニュージーランドではクイーンズタウ
ンとロトルアである。オーストラリアおよびニュージ
ーランドの大半の観光とレクリエーションは、自然環
境資源に依存している。オーストラリアの湿潤熱帯地
域では、観光を含む生態系の財とサービスの価値は年
間約 1億 3,200万～ 1億 4,800万米ドルである（Curtis, 

2004）。
　観光に対する潜在的な影響を評価する地域研究はほ
とんどないが、気候変動が直接的な影響を与える証拠
はどこにでも存在している（Agnew and Palutikof, 2001; 

Maddison, 2001）。一部の観光地は、より乾燥し、温暖

化した条件によって便益を受けるかもしれない。例え
ば、海浜での活動、野生生物や地熱活動の観察、トレ
ッキング、キャンプ、山登り、ワインの試飲、魚釣り
のための観光地である。しかし、洪水、高潮、熱波、
サイクロン、火災、干ばつなどの危険の増加により、
観光により大きなリスクが及ぶ可能性が高い（World 

Tourism Organization, 2003; Scott et al., 2004; Becken, 

2005; Hall and Higham, 2005; Becken and Hay, 2007）。こ
れらは、輸送、個人の安全、通信、水の利用可能量、
および、サンゴ礁、海浜、淡水湿地、雪、氷河、森林
などの自然の魅力に悪影響を与える。国立公園におけ
る種の分布と生態系の変化（11.4.2節参照）は、その
観光の魅力を変える可能性が高い。熱帯オーストラリ
アの観光地は、気候変動に対して特に脆弱である（Allen 

Consulting Group, 2005）。クイーンズランド州の観光は、
より強い熱帯低気圧とグレートバリアリーフ（11.6節
参照）および海浜の劣化（PIA, 2004）によって悪影響
を受ける可能性が高い。
　スキーは、多くの観光客をニュージーランドとオー
ストラリア南東部にひきつけている。すべての SRES

シナリオに対して、オーストラリア南東部では、2020

年までに積雪日が年間に 5～ 40日少なくなり、雪線
が 30～ 165 m上昇し、全雪積面積が 10～ 40%減少す
る可能性が高い（Hennessy et al., 2003）。2050年までに
は積雪期間は 15～ 100日少なくなり、最大積雪深は
10～ 99%減少し、雪線は 60～ 570 m上昇し、全積雪
面積は 20～ 85%縮小する。同様に、ニュージーラン
ドでは、季節的な積雪量の変化はスキー産業に重大な
影響を与える可能性が高い。2080年代についてのシナ
リオに基づけば、雪線は 120～ 270 m上昇する可能性
が高い（Fitzharris, 2004）。オーストラリアの雪の状態
が相対的に悪くなると、オーストラリアからニュージ
ーランドへの観光客の流れが増大するかもしれない。
フランツジョセフ氷河の数値モデルは、気温がニュー
ジーランドの沿海氷河の長さに対する支配要因である
ことを明らかにした（Anderson and Mackintosh, 2006）。
わずかな気温上昇であっても、顕著な縮小や後退が起
こる可能性が非常に高く（Anderson, 2004; Anderson et 

al., 2006）、フォックスやフランツジョセフなどの観光
に依存する街への観光客の流れが減少する可能性が高
い。

1

1  キングタイド（King tide）：平均の高さをはるかに上回る高潮位。
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11.4.10　エネルギー

　エネルギー消費は、人口統計学的および社会経済的
要因によって増加すると予測される（11.3.2節参照）。
しかしながら、平均およびピーク時エネルギー需要は
気候条件とも関連性がある。エアコン使用の増加によ
るピーク時エネルギー需要の増加は、ベース負荷の増
加を上回る可能性が高い。回線障害や停電のリスクが
増大する可能性が高い（PB Associates, 2007）。基礎的
な経済成長を超えた、ピーク時発電能力の増強が必要
になる可能性が高い（Howden and Crimp, 2001）。2℃の
温暖化に対して、ピーク時の需要は、ブリスベーン
では 4%、アデレードでは 10%増加するが、メルボル
ンとシドニーでは 1%減少する（Howden and Crimp, 

2001）。2030年までの気候が引き起こすピーク時需要
増加を計算に入れるためには、現在の資産水準の約
10%が必要だろう（PB Associates, 2007）。しかし、年
間総需要は、温暖化に対してそれほど敏感ではないか
もしれない。つまり、冬季の暖房需要の減少が夏季の
需要の増加に逆向きに働く可能性が高く、例えば、ニ
ュージーランドの電力需要は、冬季の平均気温が 1℃
上昇すると 3%減少する（Salinger, 1990）。
　気候変動は、厳しい気象現象が風力発電所、送電網
や配電網、石油・ガス製品の貯蔵や輸送施設、沖合い
の石油・ガス生産施設などに与える影響をとおして、
オーストラリアおよびニュージーランドのエネルギー
インフラに影響を与える可能性が高い（第 7章参照）。
適応や緩和によって回避できるコストと被害も存在す
る可能性が高い（18.4節参照）。オーストラリアの潜
在的リスクの評価（PB Associates, 2007）によって、（ⅰ）
最高および平均気温の上昇が発電効率、送電線容量、
変圧器容量、開閉装置やその他の部品の耐用年数を低
下させる可能性が高いこと、（ⅱ）気候が徐々に変化
する場合は、発電事業者も設備メーカーも、基準と仕
様を調整する十分な時間を確保できる可能性が高いこ
と、そして、（ⅲ）上記の影響に対する脆弱性は低いが、
大規模な石炭、水力、およびガスタービン発電への給
水の減少に対する脆弱性は中程度であることが明らか
になった。
　ニュージーランドでは、西風の風速の増加が、風力
発電と、南島の主要な水力発電集水域への余剰な降水
の流入を促進し、ワイカト集水域での冬季雨量を増加
させる可能性が非常に高い（Wratt et al., 2004）。温暖化
が、融雪、降雪に対する降雨の割合、および冬季と早
春の河川流量を増加させるのはほぼ確実である。この

ことは、暖房用のエネルギー需要が最大になるときに、
水力発電を支援する可能性が非常に高い。

11.4.11　人の健康

　気候変動が健康に与える最も重大な影響の一つは、
暑熱に関係した死亡の増加である可能性が高い。計画
的な適応が行われないと想定すると、すべての SRES

シナリオに対して、人口統計的な変化を考慮に入れた
死亡者数は、アデレード、メルボルン、パース、シド
ニー、およびブリスベーンにおける現在の年間 1,115

人から、2020 年までには年間 2,300 ～ 2,500 人に、
2050年までには年間 4,300～ 6,300人に増加する可能
性が高い（McMichael et al., 2003）。オークランドとク
ライストチャーチでは、65歳を超える高齢者の、合
計で年間 14人の暑熱に関連した死亡が起きているが、
この数字は、1℃、2℃、および 3℃の温暖化に対して、
それぞれ、28人、51人、および 88人に増加する可能
性が高い（McMichael et al., 2003）。人口統計学的変化
がこれらの数字を大きくする可能性が高い。2100年
までに、オーストラリアの 65歳を超える高齢者の年
間死亡率は、SRES B2および A2シナリオ、および＜
CO2が＞ 450ppmで安定化するシナリオに対して、10

万人当たり 82人という 1999年の基準から、10万人当
たり 131～ 246人に増加すると推定される（Woodruff 

et al., 2005）。オーストラリアの温帯の都市では、熱帯
の都市に比べて暑熱に関連する死亡がより多くなる可
能性が高く、2050年までには、ほぼすべての都市にお
いて暑熱に関連する死亡が冬季の死亡ピークを上回る
可能性が高い（McMichael et al., 2003）。ニュージーラ
ンドでは、冬季の死亡ピークは減少する可能性が高い。
　カを媒介とする一部の感染症の地理的な分布範囲と
季節性が変化する可能性が高い。頻度は少ないが激
しさが増す降雨現象は、特に温帯および半乾燥地域に
おいてカの繁殖に影響を与え、ロスリバー病の年間発
生率の変動性を増加させる可能性が高い（Woodruff et 

al., 2002, 2006）。デング熱が定着するリスクは、熱帯
域と温帯域の双方において、気候と人口感度の変化に
よって増加する可能性が高い（Sutherst, 2004）。デン
グ熱はオーストラリアでは相当な脅威になる。最北部
の気候は既にAedes aegypti（ネッタイシマカ：デング
ウイルスの主要な媒介動物になっているカ）に好都
合になっており、過去 10年間にわたって、オースト
ラリア最北部ではデング熱の流行がその発生頻度と規
模を増している。オーストラリア北東部における予測
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される気候変動は、人口増加と組み合わさって、デン
グ熱媒介動物の生息適地で暮らす人々の年間平均人口
を増加させる可能性が高い（新たに曝露される人口は
2020年に 10万～ 30万人、2050年には 60万～ 140万
人）（McMichael et al., 2003）。マラリアは、公衆衛生
対策が劇的に劣化しない限り、定着する可能性が低い
（McMichael et al., 2003）。ニュージーランドでは、北島
の一部がデング熱の主要な媒介動物の繁殖適地になる
可能性が高く、国の多くの地域が、伝染力が劣るその
他の媒介動物を受け入れやすくなる可能性が高い（De 

Wet et al., 2001; Woodward et al., 2001）。ニュージーラ
ンドにおけるデング熱のリスクは、2050年以降も地
方伝染の閾値を下回る可能性が高い（McMichael et al., 

2003）。
　気温の上昇と降雨の変動性の増大は、両国におい
て、食物媒介性疾患（D’Souza et al., 2004）と水媒介性
疾患（Hall et al., 2002）の強度と頻度を増加させる可能
性が高い。遠隔地のコミュニティで暮らしている先住
民は、その独自の生活条件とサービスへの貧弱なアク
セスのために、増大するリスクにさらされる可能性が
高い。オーストラリア中央部で暮らすアボリジニの子
どもが下痢のために入院する年間の件数は、現在の健
康基準が変化しないと想定すると、2050年までに 10%

増加する可能性が高い（McMichael et al., 2003）。農村
のコミュニティにおける干ばつ、自殺、重大な精神衛
生の影響間の関連性（Nicholls et al., 2006）は、オース
トラリアの一部で、将来、精神衛生に関するリスクが
増大する可能性が高いことを示唆している。都市の空
中アレルゲンと光化学スモッグに対する影響は、依然
として不明瞭である。森林火災の高濃度の煙は、喘息
で来院する人々の増加に加担している（Johnston et al., 

2002）。従って、予測される火災リスクの増大は喘息
の増加につながるかもしれない。

11.4.12　まとめ

　気候変動は、コミュニティ、企業、政府、および個
人が既に直面している課題に新たな広がりを付け加え
る。本節で提示された情報の評価は、気候変動が、自
然システム、水安全保障、沿岸コミュニティ、農業と
林業、主要なインフラ、健康のそれぞれの分野に 6つ
の主要なリスクを引き起こす可能性が高い、との結論
を導き出す（表 11.7）。一部の極端現象は、システム
をまたがって複数の影響を同時に引き起こしうる。例
えば、熱波は、暑熱に関連した死亡、火災、煙による

汚染、呼吸器系疾患、停電、鉄道の不通などを引き起
こす。また、特定の分野には 4つの主要な便益もある。
それは、（ⅰ）ニュージーランドでは、成長期間の長
期化、降霜の減少、降雨量の増加によって、西部と南
部および主要河川の近傍では、はじめのうち農業と林
業に便益が予測されること、（ⅱ）冬季のエネルギー
需要が減少する可能性が非常に高いこと、（ⅲ）観光は、
一部の地域では乾燥化、温暖化した気象から直接便益
を受ける可能性が高いこと、そして、（ⅳ）ニュージ
ーランドの山岳地帯を源流とする大きな河川の流量が
増加し、水力発電と灌漑用水の供給に便益を与える可
能性が高いことである。適応は、一部の分野における
脆弱性を軽減あるいは遅らせるとともに、便益をより
速く生じさせうる（11.5節参照）。

11.5　適応の制約と機会

　計画的適応は脆弱性を大幅に減少させうる（第 17

章の事例を参照）。TAR以降、オーストラリアとニュ
ージーランドは、研究や知識への支援を強化し、意思
決定者のために気候変動リスクの評価を拡大し、気候
変動を政策や計画に盛り込み、意識の向上を促し、気
候問題への取組みを強化することで、適応能力の強化
において相当な措置を講じてきた（11.2.5節参照）。し
かしながら、適応の実施に対しては、依然として、厄
介な環境上の、経済的、情報上の、社会的、心構えの
うえでの、そして政治的な障害が存在している。
　多くの自然生態系にとって、影響は限られた可逆性
を有している。潜在的に有害な影響を相殺するための
計画的適応の機会は、固定された生息域（例えば、オ
ーストラリアの湿潤熱帯域と高地雨林や、オーストラ
リアおよびニュージーランドの高山地帯）によって制
限されることが多い。適応戦略の一つは、コリドーを
用意して、将来の温暖化のもとでの種の移動を容易に
することである。オーストラリアの一部の州では＜コ
リドーによる＞そのようなつながりを促進する計画が
既に進行している（11.2.5節参照）が、このためには、
多くの地域において多額の費用をかけて土地の保有権
を変更する必要がある。もう一つの戦略は種の移動で
ある。これは非常にお金のかかる方策だが、一部の象
徴的、カリスマ的、あるいは特に脆弱な種にとっては
望ましいとみなされるだろう。
　水に関しては、計画的適応の機会は、需要と供給
の両方に気候変動によるリスクを組み込むことにあ
る（Allen Consulting Group, 2005; 表 11.2）。都市の集水
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域では、水分配に関する既存の制度や技術システムが
実施を制約するが、暴風雨やリサイクルされた水を上
手に使用することで供給量を増やすことができる。さ
らに、リサイクルされた水を人の消費に使用すること
に対しては、コミュニティの抵抗がある（例えば、ク
イーンズランド州のトーウンバや NSW州のゴールバ
ーン）。オーストラリアの一部の州都では脱塩計画が
検討されている。雨水タンクの設置はもう一つの適応
対応であり、現在ではインセンティブ政策や払戻しな
どによって積極的に遂行されている。農村地域の活動
に関しては、取引によって水利用の効率性が高まる可
能性があるところでは、水市場の拡大を通じて割当の
ためのより柔軟な取り決めが必要である（Beare and 

Heaney, 2002）。水の料金に対する既存の姿勢と構造調
整に伴う困難が重大な障害となっている。
　農業については、作物品種（図 11.2）、輪作、農業
技術、農業慣行、および土地利用の割合の改善をとお
して計画的適応の機会が存在する。作付は、かつてよ
り湿潤だった地域に拡大しうる。適応の実施には、新
たな投資と管理の大幅な変更が必要となる（Howden et 

al., 2003a）。ニュージーランド東部の農業者は、将来の
気候変動が与えるリスクと、適応オプションをいかに
強化するかについての地方協議を行っている（Kenny, 

2005）。彼らは、「ボトムアップ」的な適応への支援と
教育の必要性を強調している（Kenny, 2007）。より乾
燥した縁辺部における限界的農業が、特に両国の降雨
量減少が見込まれる地域ではますます困難になる可能
性が高い。
　沿岸地域では、ニュージーランドの地方および地域
レベルのリスク評価と政策・計画の形成が着実に進行
している。しかしながら、リスクを低減する具体的な
行動の実施には、依然として大きな課題が残されてい
る。適応策（例えば、セットバック線、計画的撤退、
砂丘管理（Dahm et al., 2005）、建物の設計、新規構造
物の禁止、海面上昇を考慮した立地要件など）の一貫
性のある実施は、これまで困難であった。さまざまな
政治的コミットメント、政府による力強く明確なガイ
ドラインの欠如、および不動産所有者による法的要請
が主要な制約である（MfE, 2003）。
　すべての分野を考慮すると、適応に対する四つの一
般的障害が明確である。
1. 地域全体に適用できる、影響と適応の統合的評価手
法の欠如。分野ごとの知識とツールは着実に進歩し
ているが、地方および地域の水資源、沿岸域、農業、
および生態系は相互に関連し合っており、そのよう

に評価される必要がある（11.8節参照）。
2. 気候変動が組み込まれ、地方および地域へ適用され
た、便益対コスト分析などの、計画的適応オプショ
ンを評価するために十分に開発された評価ツールの
欠如。

3. 気候変動の科学についての現在も続く懐疑論、地域
的気候変動予測の不確実さ、および適応の促進方法
についての知識の欠如。それにもかかわらず、オー
ストラリア人の 87%が、テロよりも気候変動の影響
を懸念している（Lowy Institute, 2006）。リスクに基
づく手法の適応への適用（例えば、都市の暴風雨水
インフラの設計の改善；Shaw et al., 2005）は、「気
候に耐えうる（climate-proof）」開発の方法を実証し
ている（ADB, 2005）。オーストラリアについては、
計画的適応のためのリスクに基づく手法が公表され
ているが（AGO, 2006）、それが適用された例はほと
んどない。

4. 適応の政策、計画、および要件に関する、連邦政府
から地方政府に至るまでのさまざまなレベルの政府
間のつながりの弱さ。適応を地方で推進する努力を
支えるためには、（オーストラリアでは）州からの、
（ニュージーランドでは）中央政府からの強力な指
導と支援が必要である。例えば、ニュージーランド
沿岸政策声明（New Zealand Coastal Policy Statement）
では、地方議会は将来の海面上昇を考慮すべきであ
ると提言している。しかし、それをどのように実行
すべきかについての指導が欠如しており、必要な行
動をとるための能力強化に対する支援はほとんどな
い。そのため、地域および地方の対応は限定的かつ
ばらばらで、一貫性に欠けている。

11.6　事例研究

　以下の事例研究（Box 11.2から 11.4まで）は、気候
変動が既に起きていて、その影響が明らかで、計画的
適応が検討されているか、あるいは実施されている地
域について例証する。

11.7　結論：持続可能な開発への含意

　この地域の主要な分野の統合的な脆弱性の評価は、
可能性のある地球温暖化の関数として図 11.4に示され
ている。この図は、現在の感度、対処できる範囲、可
能性のある影響、適応能力、および脆弱性について、
11.2節から 11.5節に示された関連する情報をまとめて
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いる。この図は、ほかで発表されている同様の図と考
え方（Jones et al., 2007）に従っており、TAR統合報告
書の中の「懸念の理由（Reasons for Concern）」の図（図
SPM-3）に相当する。利用可能な文献中の影響評価の
大半は適応を考慮していないため、図 11.4の黄色の帯
は示唆的なものに過ぎない。第 19章と同じく、脆弱
性は次の基準を用いて評価されている。すなわち、影
響の規模、時期、持続性と可逆性、可能性と確信度、
計画的適応の可能性、地理的分布、および脆弱なシス
テムの重要性である。この地域の生態系、水安全保障、
および沿岸コミュニティの対処できる範囲は狭い。適
応が実現したとしても、1.5～ 2.0℃の地球温暖化によ
って脆弱性は重大になる。エネルギー安全保障、健康
（暑熱に関連した死亡）、農業、および観光の対処でき
る範囲はより広く、適応能力も大きいが、地球温暖化
が 3.0℃を超えるとそれらも脆弱になる。国連気候変
動枠組条約（UNFCCC）の第 2条で確認されている三
つの主要な脆弱性要素－自然生態系、持続可能な開発、
食料安全保障－も図 11.4に示されている。
　これらの気候変動影響がほかの非気候的トレンドと
組み合わされると（11.3.2節参照）、オーストラリアお
よびニュージーランド双方における持続可能性にとっ
ていくつかの深刻な含意がある。気候変動は、自然生
態系を脅かす可能性が非常に高く、いくつかの種を絶
滅させるだろう。計画的適応のオプションは限られて
いるが、多くの生態系の回復力は、水質汚染、生息地
の分断化、侵入種などの非気候的ストレスを低減する
ことによって強化されうる。都市および農村の水需要
の増加が持続可能な水供給のレベルを既に上回ってい
る河川流域においては、現在進行中の、また提案され
ている適応戦略（11.2.5節参照）が多少の時間を稼ぐ
ことができる可能性が高い。引き続いている沿岸開発
の速度は、その持続可能性を維持するのであれば、よ
り厳密な計画と規制を必要とする可能性が高い。気候
変動は、熱波の期間中にエネルギーのピーク時需要を
増大させる可能性が非常に高く、それはエネルギーの
持続可能な供給に対して課題となる。年当たり数千人
もの暑熱に関連した死亡の増加を回避するためには、
相当な公衆衛生およびコミュニティの対応が必要とな
る可能性が高い。
　農業とそのサービスの地理的分布の大きな移動は、
可能性が非常に高い。より乾燥した地域における限
界的条件での農業は、水不足、新たなバイオセキュリ
ティ災害、環境の劣化、社会的崩壊によって持続不可
能になる可能性が高い。より湿潤化し、降霜日が減少

する地域では、新たな作物や、ほかの地域では作られ
なくなった作物を栽培できるようになるだろう。適応
はこれらの便益を捕捉する能力があり、適応プロセス
への投資がなければそのような便益が生ずる可能性は
低い。食料安全保障は堅調を維持する可能性が非常に
高く、両国は、極端現象による食料不足を補うために
一部の食料の輸入が一時的に必要になることはあって
も、国内消費を上回る食料を生産できるだろう。気候
変動はまた、水力発電、冬季の暖房、および観光など
に関して、一部の地域に便益をもたらす可能性が高い。
　図 11.5は、気候変動に対する脆弱性が高い可能性が
高い、この地域で確認されている主要なホットスポッ
トを評価している。それらの選択は次の基準に基づい
て行われた。すなわち、大きな影響、低い適応能力、
人口の多さ、経済的重要性、インフラの重大な曝露、
およびほかの大きなストレス（例えば、継続的な人口
の急増、進行中の開発、進行中の土地劣化、進行中の
生息地喪失、海面上昇からの脅威など）を受けること
である。現在の速度での開発といつもの生態系サービ
スの供給は、かなりの計画的適応がなければ、進行中
の気候変動のもとで持続可能である可能性は低い。
　オーストラリアおよびニュージーランドでは、適応
への投資規模は、緩和への投資に比べて見劣りしてい
る。後者（緩和）は、地球温暖化を遅らせることを意
図している。しかし、温室効果ガス削減による顕著な
気候効果は、少なくとも 2040年まで出る可能性が低
い（第 18章参照）。対照的に、適応による便益は、特
にそれが気候変動性にも取り組むものである場合は、
即座に生じうる。オーストラリアおよびニュージーラ
ンドでは、多くの適応オプションが、個人、地方およ
び地域スケールで現在実施することができる。持続可
能な開発経路の追究をとおして社会の対応能力を高め
ることは、適応と緩和の双方を促進する一つの方法で
ある（第 18章参照）。

11.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　影響評価は、地方レベルの気候変動予測（例えば、
降雨量、海面上昇速度、極端な気象現象）の不確実性
によって妨げられている。これらに関する研究の優先
順位は、IPCC第 1作業部会第 4次評価報告書におい
て確認されている（IPCC, 2007）。その他の不確実性は、
自然システムおよび人間システムの力学に関する知識
が不完全であること、および、適応能力、制約、オプ
ションに関する知識が限られていることに由来する

オーストラリアおよびニュージーランド第 11 章



486 487

（Allen Consulting Group, 2005）。脆弱性の評価をリスク
評価の枠組みの中で行うことがより必要である。本章
で示した情報に基づくと、主要な優先的研究課題は四
つのカテゴリーに入ると評価される。

11.8.1　 気候変動の影響と重要なシステムの
脆弱性の評価

・水：干ばつと洪水の予測される変化の影響と最適の
適応戦略、および統合的な集水域の枠組みにおける
水安全保障への含意。これは、長期的な地下水位、
水質、環境流量への影響、および、水力発電、灌漑
用水、都市給水の将来的必要性を含む。

・自然生態系：自律的な適応が可能な速度を含む閾値
の確認；最も脆弱な生物種（主要な指標種を含む）
の確認と長期的監視；主要な生態系への可能性のあ
る影響のモデル化；侵入種などのストレスとの相互
作用；生物気候のモデル化の改善；脆弱性を低減す
るための管理オプション。

・農業：農村の生計に対するコストと便益を含む、農
業システムのすべての範囲への影響と適応戦略。分
析においては、工業製品の供給経路、地域の土地利
用、および新たな害虫と病気の脅威における変化の
分析に取り組む必要がある。

・海洋と漁業：気候、ENSO、および IPOの変化がオ
ーストラリアおよびニュージーランド周辺海域の物
理的海洋状況、海洋生物、および魚類群集に対して
与える可能性のある影響。

・居住、特に沿岸コミュニティ：計画立案と危機管理
に対する改善された手引きを提供できるような、脆
弱性と適応オプションの総括的な評価。極端な気象
現象の予測される変化が地方および地域にもたらす
コストの調査と、2100年以降の海面上昇シナリオに
対する適応計画。

・極端な気候現象とインフラ：建物、輸送、水、通信、
エネルギー、および鉱業インフラへのリスクと、極
端な気象現象の増加に対する保険による保護。ダム、
橋梁、河川保護、主要な都市インフラ、および氷河
決壊洪水のリスクに対する予想最大降水量と計画高
水 2の再評価が必要。

・観光：気候変動が、レクリエーションパターンや休
日の目的地の選択などに関する人間の行動に直接
的、間接的な影響をどのように与えるかについての

理解を深めること。
・予期せぬ気候：急激な気候変動、予想を上回る速度
の海面上昇、および海洋循環の突然の変化による影
響。2100年以降の、この地域への可能性のある影響
と脆弱性についてはほとんど分かっていない。

11.8.2　気候変動への適応プロセスの促進

　オーストラリアおよびニュージーランドでは、影響、
適応、および社会経済的リスクの地域別および分野別
の統合評価はほとんど行われていない。特に、ほかの
複数のストレスのあるより幅広い状況においては、さ
らなる＜統合評価＞が望ましい。適応を、環境影響評
価やほかの地域計画および開発計画に組み込む手法を
開発する必要がある。地方のコミュニティが適応を
どのように形づくることができるかについて（Kenny, 

2005）、また、マオリやオーストラリアの先住民、と
りわけ伝統的な土地で生活している人々のための適応
オプションについて、より多くの研究が必要である。
以下のことをとおして、「ホットスポット」地域の脆
弱性を低減することが優先されるべきである。
・政府が脆弱性を低減させるために使用できるメカニ
ズムの確認。

・適応に対する社会的準備、および適応の限界と障害
についての理解の向上。

・影響回避の便益、共同便益、副次的影響、限界、モ
デル化の改善などを含む、適応オプションのコスト
と便益についての確認の改善。

・社会的衡平性と公正さ、さまざまな割引率の影響、
価格誘因、遅延効果、および世代間の衡平性に関す
るさまざまなオプションの分析。

11.8.3　 さまざまなシナリオに対する気候変動の
リスクと機会の評価

　影響シナリオは、適応オプションと排出削減目標に
ついての政策決定の基礎になっている。SRESと CO2

安定化シナリオのすべての範囲について以下の分析が
必要である。
・生物物理学的、社会経済的な臨界閾値を上回る確率
についての定義と、その後の脆弱性あるいは新たな
機会の評価。

・主要な経済分野とそれぞれの国に対する正味のコス1

2  特定の発生確率、例えば、100年に 1度、すなわち確率が 1％の洪水を表す仮想的洪水。
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トと便益の評価。
・気候境界線の移動に伴う土地利用変化のモデルの改
善、および、地域開発、社会変化、食料安全保障と
持続可能性に対する含意の評価。

11.8.4　 気候変動の結果に対する世界の貿易、
移住、および安全保障の分析

　世界中での気候変動の影響と適応は、世界の相互作
用、とりわけ商品取引を変化させる可能性が非常に高
い。その意味するところは、輸出に大きく依存してい
るオーストラリアおよびニュージーランドの経済にと
って大きい。気候変動がこの地域の競争力と輸出構成
に与える影響を評価するためには、さらなる研究が必
要である。アジア－太平洋地域では、食料、病気、水、
エネルギー、および沿岸居住地に悪影響がある可能性
が高い（Dupont and Pearman, 2006）が、オーストラリ
アおよびニュージーランドにおける移住と安全保障へ
の含意についてはあまり理解されていない。
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Box 11.1　オーストラリアおよびニュージーランドにおける極端な気象現象の例＊

干ばつ： オーストラリアでは、1982～ 1983年、1991～ 1995年、および 2002～ 2003年の干ばつにより、そ
れぞれ、23億、38億、および 76億米ドルの損害が発生した（Adams et al., 2002; BoM, 2006a）。ニュージー
ランドでは、1997～ 1998年と 1998～ 1999年の干ばつにより、農業に 8億米ドルの損害が発生した（MAF, 

1999）。

シドニーの雹を伴う嵐、1999 年 4 月 14 日： 上記の干ばつを除けば、この嵐はオーストラリアの歴史上最
も大きな損害をもたらした自然災害で、損害額は 17億米ドルに達した。そのうち、保険でカバーされたの
は 13億米ドルであった（Schuster et al., 2005）。

オーストラリア東部の熱波、2004 年 2 月 1 ～ 22 日： オーストラリア大陸の約 3分の 2で、39℃を超える
最高気温を記録した。ニューサウスウェールズ州西部では気温が 48.5℃に達した。クイーンズランド州の救
急サービスでは救急車の出動回数が 53%増加した（Steffen et al., 2006）。

キャンベラの火災、2003 年 1 月 19 日： 森林火災が 2億 6,100万米ドルの損害をもたらした（Lavorel and 

Steffen, 2004; ICA, 2007）。約 500戸の住宅が焼け落ち、4人が死亡、数百人が負傷した。市の 4つのダムのう
ち 3つが、土砂を含んだ流水により数か月にわたって汚染された。

オーストラリア南東部の暴風雨、2005 年 2 月 2 日： 強い風と激しい雨は、ほぼ 1億 5,200万米ドルの保険
金請求につながった（ICA, 2007）。交通は大幅に混乱し、海岸が侵食された。

熱帯低気圧・ラリー、2006 年 3 月 20 日： 住宅、企業、産業、ユーティリティ施設、インフラ（道路、鉄
道や航空輸送システム、学校、病院、通信施設など）、農作物、国有林などが重大な損害を受け、あるいは
混乱し、損害額は 2億 6,300万米ドルにのぼった。幸運なことに、1.75 mの高潮は干潮時に発生した（BoM, 

2006b; Queensland Government, 2006）。

ニュージーランドの洪水： 1968年 4月 10日のワーヒーニ（Wahine）暴風雨による損害額は 1億 8,800万米ドル、
1984年 1月 26日の南島の洪水の損害額は 8,000万米ドル、そして、2004年 2月の北島の洪水は 7,800万米
ドルの損害をもたらした（Insurance Council of New Zealand, 2005）。

*すべての損害額は 2002～ 2006年の水準に調整されている。

【図、表、Box】
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表 11.1　オーストラリア、ニュージーランド、および両国の亜南極諸島における、気候変動に関連した動植物の種と自然シス
テムの観測された変化の例。

分類あるいはシステム 観測された変化 参考文献
オーストラリア
多雨林と林地の移行帯 降雨と火災レジームの変化に結び付いた、ノーザンテリトリー、

クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州におけるユーカ
リ林と草原を犠牲にした多雨林の拡大。

Bowman et al., 2001; Hughes, 2003

亜高山帯の植生 より高い標高における、ユーカリ属の亜高山帯草地への侵入。 Wearne and Morgan, 2001

淡水湿地と氾濫原 おそらく海面水位と降水量の変化に関係がある、ノーザンテリト
リーにおける 1950年代以降の淡水湿地への塩水の浸入と、1980
年代以降の加速。

Winn et al., 2006

サンゴ礁 1979年以降の、グレートバリアリーフにおける 8回の大規模な白
化現象。白化現象は、通常は高い海面水温が引き金となる。1979
年以前には深刻な白化現象は知られていない（11.6節を参照）。
最も広範な白化現象は 1998年と 2002年に発生し、グレートバリ
アリーフ・マリンパーク内のサンゴ礁の最大 50%に影響を与えた。

Hoegh-Guldberg, 1999; Done et al., 
2003; Berkelmans et al., 2004

鳥類 渡り鳥の飛来の早期化。一部の鳥類の生息域の移動と拡大。高い
海面水温に伴うオナガミズナキドリの繁殖力の低下。

Smithers et al., 2003; Chambers, 
2005; Chambers et al., 2005; 
Beaumont et al., 2006

ほ乳類 野生の哺乳類の高山帯および亜高山帯高所への侵入の増大と、カ
ンガルー類の冬季出現期間の長期化。

Green and Pickering, 2002

昆虫 緯度 4度の移動（約 400 km）に相当する、ショウジョウバエ
（Drosophila）の遺伝子構造の変化。

Umina et al., 2005

ニュージーランド
鳥類 オーストラリアツバメの産卵時期の早期化。 Evans et al., 2003

南部の海岸 花の成長期の温暖化に関連した、Nothofagus（ミナミブナ、南極
ブナ）の種の生成量の高度勾配に沿った増加（1973～ 2002年）。

Richardson et al., 2005

魚類 エルニーニョの頻度の増加に関連した、1980年代中頃における太
平洋のチリマアジの西方への移動と、引き続くニュージーランド
海域への侵入。

Taylor, 2002

氷河 過去 1世紀にわたる、氷河体積の 100 km3から 53 km3への減少。
1950年以降、氷河の質量の少なくとも 4分の 1が失われた。フラ
ンツジョセフ氷河の質量収支は、1894～ 2005年にかけて年に 0.02 
mの割合で減少。

Chinn, 2001; Clare et al., 2002; 
Anderson, 2004

亜南極諸島
鳥類 海洋の温暖化と漁業慣行の変化に関連して、ハード島のマユグロ

アホウドリとキングペンギンの個体数が増加し、キャンベル島の
ロックホッパーペンギン、ハイガシラアホウドリ、マユグロアホ
ウドリの個体数は減少した。

Waugh et al., 1999; Woehler et al., 
2002; Weimerskirch et al., 2003

脊椎動物 餌の供給、温暖化、および海洋循環の変化に結び付いて、ハード
島のオットセイとキャンベル島のゾウアザラシの個体数が増加
し、マッコーリー島ではネズミが高台の草地に移動し、繁殖する
ことが増えた。

Budd, 2000;  Weimerskirch et al., 
2003; Frenot et al., 2005

植物群落 ハード島では、氷河の後退によって露出した地区で植物がコロ
ニーを形成し、マッコーリー島では、乾燥化傾向に伴い、1992年
以降ミズゴケの分布域が縮小。

Whinam and Copson, 2006
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①知識、データ、ツール 
　例えば、統合評価モデル
②リスク評価 
　例えば、沿岸洪水リスク
③計画、政策、戦略への「主流化」適応
④フィードバックと変化の評価と監視
⑤ 意識の向上と能力開発
⑥適応策の実施
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11.2.5 Current adaptation

Since vulnerability is influenced by adaptation, a summary of
current adaptation is given here rather than in Section 11.5 (which
looks at future adaptation). Adaptation refers to planned and
autonomous (or spontaneous) adjustments in natural or human
systems in response to climatic stimuli. Adaptation can reduce
harmful effects or exploit opportunities (see Chapter 17). An
example of autonomous adaptation is the intensification of grazing
in the rangelands of north-westAustralia over the last 30 years, as
graziers have exploited more reliable and better pasture growth
following an increase in monsoon rainfall (Ash et al., 2006).
However, there is currently insufficient information to
comprehensively quantify this capacity.While planned adaptation
usually refers to specific measures or actions, it can also be viewed
as a dynamic process that evolves over time, involving five major
pre-conditions for encouraging implementation (Figure 11.1).
This section assesses how well Australia and New Zealand are
engaged in the adaptation process.

Provision of knowledge, data and tools.
Since the TAR, the New Zealand Foundation for Research,

Science and Technology has created a separate strategic fund for
global change research (FRST, 2005). Operational research and
development related to climate impacts on specific sectors have
also increased over the last 10 years (e.g., agricultural impacts,
decision-support systems and extension activities for integration
with farmers’ knowledge) (Kenny, 2002; MAF, 2006). One of
Australia’s four National Research Priorities is “an
environmentally sustainable Australia”, which includes
“responding to climate change and variability” (DEST, 2004).
The Australian Climate Change Science Programme and the
National Climate ChangeAdaptation Programme are part of this
effort (Allen Consulting Group, 2005). All Australian state and
territory governments have greenhouse action plans that include
development of knowledge, data and tools.

Risk assessments
A wide range of regional and sectoral risk assessments has

been undertaken since 2001 (see Section 11.4). Both countries

occasionally produce national reports that synthesise these
assessments and provide a foundation for adaptation (MfE, 2001;
Warrick et al., 2001; Howden et al., 2003a; Pittock, 2003).
Regionally relevant guidelines are available for use in risk
assessments (Wratt et al., 2004; AGO, 2006).

Mainstreaming
Climate change issues are gradually being ‘mainstreamed’

into policies, plans and strategies for development and
management. For example, in New Zealand, the Coastal Policy
Statement included consideration of sea-level rise (DoC, 1994),
the Resource Management (Energy and Climate Change)
Amendment Act 2004 made explicit provisions for the effects
of climate change, and the Civil Defence and Emergency
Management Act 2002 requires regional and local government
authorities (LGAs) to plan for future natural hazards. New
Zealand farmers, particularly in the east, implemented a range of
adaptation measures in response to droughts in the 1980s and
1990s and as a result of the removal of almost all subsidies.
Increasing numbers of farmers are focusing on building long-
term resilience with a diversity of options (Kenny, 2005;
Salinger et al., 2005b). In Australia, climate change is included
in several environmentally focused action plans, including the
National Agriculture and Climate Change Action Plan
(NRMMC, 2006) and the National Biodiversity and Climate
ChangeAction Plan.Awide range of water adaptation strategies
has been implemented or proposed (Table 11.2), including
US$1.5 billion for the National Water Fund from 2004 to 2009
and US$1.7 billion for drought relief from 2001 to 2006.

Climate change is listed as a Key Threatening Process under
the Commonwealth Environment Protection and Biodiversity
ConservationAct 1999. Climate change has been integrated into
several state-based and regional strategies, such as the
Queensland Coastal Management Plan, the Great Barrier Reef
Climate Change Action Plan, the Victorian Sustainable Water
Strategy and South Australia’s Natural Resources Management
Plan. The Wild Country (The Wilderness Society), Gondwana
Links (Western Australia) and Nature Links (South Australia)
and Alps to Atherton (Victoria, NSW, Queensland) initiatives
promote connectivity of landscapes and resilience of natural
systems in recognition of the fact that some species will need to
migrate as climate zones shift. Guidelines prepared for the
coastal and ocean engineering profession for implementing
coastal management strategies include consideration of climate
change (Engineers Australia, 2004).

Evaluation and monitoring
The New Zealand Climate Committee monitors the present

state of knowledge of climate science, climate variability and
current and future climate impacts, and makes recommendations
about research and monitoring needs, priorities and gaps
regarding climate, its impacts and the application of climate
information (RSNZ, 2002). In Australia, the Australian
Greenhouse Office (AGO) monitors and evaluates performance
against objectives in the National Greenhouse Strategy. The
AGO and state and territory governments commission research
to assess current climate change knowledge, gaps and priorities
for research on risk and vulnerability (Allen Consulting Group,Figure 11.1. Adaptation as a process (Warrick, 2000, 2006).

①

②

③④

⑤

⑥

図 11.1　一つのプロセスとしての適応（Warrick, 2000, 2006）。
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表 11.2　オーストラリアの水不足に対処するための政府の適応戦略の例。

政府 戦略 投資額 出典
オーストラリア 干ばつ援助資金の農村コミュニティへの

支払い
2001～ 2006年にかけて 17億
米ドル

DAFF, 2006b

オーストラリア オーストラリア水基金が支援する「ナショ
ナル・ウォーター・イニシアティブ」

2004～ 2009年にかけて 15億
米ドル

DAFF, 2006a

オーストラリア マレー・ダーリング流域水協定 2004～ 2009年にかけて 4億米
ドル

DPMC, 2004

ビクトリア州 再利用水を供給するためのメルボルンの
東部処理プラント

2012年までに 2億 2,500万米
ドル

Melbourne Water, 2006

ビクトリア州 ベンディゴからバララットまでの新しい
パイプライン、水の再利用、ダムの相互
接続、水路漏水の低減、保全措置

2015年までに 1億 5,300万米
ドル

Premier of Victoria, 2006

ビクトリア州 覆いのない灌漑用水路に代わるウィメラ・
マレーパイプライン

2010年までに 3億 7,600万米
ドル

Vic DSE, 2006

NSW州 NSW節水基金が、シドニーの水を節約あ
るいは再利用するプロジェクトを支援

ラウンド 3に対して 9,800万米
ドルのほか、68のプロジェク
トに対して 2,500万米ドル以上

DEUS, 2006

クイーンズランド州
（Qld）

水利用の効率性と水質を改善する「2005
～ 2010年 Qld水計画」、水の再利用、干
ばつへの備え、新しい水道料金の設定

Qld南東部の水インフラに対し
て 1億 8,200万米ドル、その他
のインフラ・プログラムに対
して 3億 200万米ドル

Queensland Government, 
2005

サウスオーストラリ
ア州

「ウォータープルーフィングアデレード」
計画は、アデレードの水資源を 2025年ま
で管理、保全、開発するための青写真

データなし Government of South 
Australia, 2005

ウェスタンオースト
ラリア州（WA）

「州水戦略」（2003年）、「州水計画」（提案）
WA水公社は 1996～ 2006年に給水量を
倍増

1996～ 2006年にかけてWA水
公社が 5億米ドルを支出、パー
ス脱塩プラントに 2億 9,000万
米ドルを支出

Government of Western 
Australia, 2003, 2006; Water 
Corporation, 2006

表 11.3　ニュージーランドにおける年間降水量と平均気温の予測される変化（2030年代、2080年代について、1990年との比
較）。変化の幅は、各地域のさまざまな場所についての 40の SRES排出シナリオと 6つの気候モデルによる結果に基づく（Wratt 
et al., 2004）。

気温変化（℃） 2030 年代 2080 年代
北島西部 ＋ 0.2～ 1.3 ＋ 0.3～ 4.0

北島東部 ＋ 0.2～ 1.4 ＋ 0.5～ 3.8

南島北部 ＋ 0.1～ 1.4 ＋ 0.4～ 3.5

南島西部 ＋ 0.1～ 1.3 ＋ 0.2～ 3.5

南島東部 ＋ 0.1～ 1.4 ＋ 0.4～ 3.4

降雨量変化（％） 2030 年代 2080 年代
北島西部 － 4～＋ 14 － 6～＋ 26

北島東部 － 19～＋ 7 － 32～＋ 2

南島北部 － 7～＋ 3 － 7～＋ 5

南島西部 － 4～＋ 15 ＋ 1～＋ 40

南島東部 － 12～＋ 13 － 21～＋ 31
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表 11.4　オーストラリアにおける年間平均降雨量と平均気温の予測される変化（2020年、2050年、2080年について、1990年
との比較）。変化の幅は、各地域のさまざまな場所についての 40の SRES排出シナリオと 15の気候モデルによる結果に基づく
（Suppiah et al., 2007）。

気温変化（℃） 2020 年 2050 年 2080 年
沿岸から 0～ 400㎞内陸 ＋ 0.1～ 1.0 ＋ 0.3～ 2.7 ＋ 0.4～ 5.4

400～ 800㎞内陸 ＋ 0.2～ 1.3 ＋ 0.5～ 3.4 ＋ 0.8～ 6.7

オーストラリア中央部 ＋ 0.2～ 1.5 ＋ 0.5～ 4.0 ＋ 0.8～ 8.0

降雨量変化（％） 2020 年 2050 年 2080 年
西部および南部沿岸から 400㎞以内 － 15～ 0 － 40～ 0 － 80～ 0

西部沿岸とクイーンズランド州内陸を除く亜熱帯（南
緯 20～ 28度） － 10～＋ 5 － 27～＋ 13 － 54～＋ 27

NSW州北部、タスマニアおよびノーザンテリトリー
（NT） － 5～＋ 10 － 13～＋ 27 － 27～＋ 54

サウスオーストラリア州中央部、NSW州南部、およ
び NT中央部を除く南緯 20度より北 － 5～＋ 5 － 13～＋ 13 － 27～＋ 27

クイーンズランド州内陸 － 10～＋ 10 － 27～＋ 27 － 54～＋ 54

表 11.5　オーストラリアの水安全保障への影響。可能な場合は SRESシナリオを特定。

年 影響
2030 年 ・年間流出量の変化：北東部沿岸では－ 5～＋ 15% 、東部沿岸では±15%、南東部では最大 20%の減少、タス

マニアでは± 10%、セントビンセント湾（南オーストラリア）では最大 25%の減少、南西部では－ 25～＋
10%（Chiew and McMahon, 2002）。
・ 年間流出量の減少：A2シナリオの場合、2021～ 2050年の期間に、1961～ 1990年に比較して、オーストラリ
ア東部の大部分では 6～ 8%、　南西部では 14%（Chiew et al., 2003）。
・  バレンドン・ダム（NSW）：流入量の変化は SRESのすべてのシナリオにおいて＋ 10～ 30%【訳注 11-5】であるが、

90%信頼区間は 0～－ 15%である（Jones and Page, 2001）。
・ビクトリア州：29の集水域における流出量は 0～ 45%減少する（Jones and Durack, 2005）。

2050 年 ・マレー・ダーリング流域：B1シナリオの場合、河川流量は 10～ 19%減少し、塩分変化は－ 6～＋ 16%である。
A1シナリオの場合、河川流量は 14～ 25%減少し、塩分変化は－ 8～＋ 19%である（Beare and Heaney, 2002）。
・メルボルン：（SRES B1、A1B、A1FIのシナリオで駆動される）10の気候モデルを使用したリスク評価によれば、
平均河川流量は 7～ 35%減少する可能性が高い（Howe et al., 2005）。しかし、計画された需要サイドおよび供
給サイドの活動によって、2020年までは水不足が緩和される可能性が高い（Howe et al., 2005）。

2070 年 ・バレンドン・ダム（NSW）：流入量の変化は SRESのすべてのシナリオにおいて 90%信頼区間で＋ 5～－ 35%
である（Jones and Page, 2001）。

2100 年 ・マレー・ダーリング流域：B1シナリオの場合、河川流量は 16～ 30%減少し、塩分変化は－ 16～＋ 35%、農
業へのコストは 6億米ドルである。A1シナリオの場合、河川流量は 24～ 48%減少し、塩分変化は－ 25～＋
72%、農業へのコストは 9億米ドルである（Beare and Heaney, 2002）。
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表 11.6　生物種および生態系に対する予測される影響の例（1990年との比較）。

年 可能性のある影響 出典
2020 年 ＜ 2020年までの＞最大で 50%にあたる年において、1998年および 2002

年に匹敵するグレートバリアリーフに対する白化と被害。
Berkelmans et al., 2004; Crimp et al., 2004

グレートバリアリーフの 60%が定期的に白化。 Jones, 2004b

現在冷水域に限定されている海生無脊椎動物の生息地の喪失（ビクトリ
ア州のすべての無脊椎動物の 10%以上）。

O’Hara, 2002; Watters et al., 2003

オーストラリア北部のオウゴンニワシドリの生息地が 63%減少。 Hilbert et al., 2004

オーストラリア北部の低山の熱帯雨林面積が 50%減少。 Hilbert et al., 2001

2030 年 グレートバリアリーフの 58～ 81%が毎年白化。 Jones, 2004b

藻類群集が硬いサンゴ礁群集を広く交替。 Wooldridge et al., 2005

オーストラリアのチョウの 88%の中心的な生息地が減少。 Beaumont and Hughes, 2002

湿潤熱帯地域に固有の脊椎動物の 97%の中心的な生息地が減少。 Williams et al., 2003

2050 年 グレートバリアリーフの 97%が毎年白化。 Jones, 2004b

＜オーストラリアの＞チョウの 92%の中心的な生息地が減少。 Beaumont and Hughes, 2002

オーストラリア北部のオウゴンニワシドリの生息地が 98%減少。 Hilbert et al., 2004

30 cmの海面上昇により、カカドゥ淡水湿原の 80%が消失。 Hare, 2003

2080 年 毎年、サンゴの種が大量死。 Jones, 2004b

グレートバリアリーフの種の分布が 95%減少。 Jones et al., 2004

ケアンズ地域におけるグレートバリアリーフの種の 65%が喪失。 Crimp et al., 2004

湿潤熱帯地域に固有の脊椎動物の 46%の中心的な生息地の喪失。 Williams et al., 2003

ニュージーランド固有の 200～ 300種の高山植物が絶滅する可能性。 Halloy and Mark, 2003

深海サンゴが分布する地域の 70%で石灰化の減少、固有種の喪失。 Poloczanska et al., 2007
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Figure 11.2: Change in national gross value of wheat from historical baseline values (%) for 2070 as a result of increases in CO2 and changes in
temperature and rainfall: (a) without adaptation and (b) with adaptations of changed planting dates and varieties (Howden and Jones, 2004).

up to 94% in low precipitation scenarios. However, the changes
in deep drainage were not correlated with changes in
productivity or gross margin.

11.4.3.2 Horticulture
Australian temperate fruits and nuts are all likely to be

negatively affected by warmer conditions because they require
winter chill or vernalisation. Crops reliant on irrigation are likely
to be threatened where irrigation water availability is reduced.
Climate change is likely to make a major horticultural pest, the
Queensland fruit fly Bactrocera tryoni, a significant threat to
southern Australia. Warming scenarios of 0.5, 1.0 and 2.0°C
suggest expansion from its endemic range in the north and north-
east across most of the non-arid areas of the continent, including
the currently quarantined fruit fly-free zone (Sutherst et al.,
2000). Apple, orange and pear growers in endemic Queensland
fruit fly areas are likely to have cost increases of 42 to 82%, and
24 to 83% in the current fruit fly-free zone (Sutherst et al., 2000).

In New Zealand, warmer summer temperatures for Hayward
kiwifruit are likely to increase vegetative growth at the expense of
fruit growth and quality (Richardson et al., 2004). Kiwifruit
budbreak is likely to occur later, reducing flower numbers and
yield in northern zones (Hall et al., 2001). Production of current
kiwifruit varieties is likely to become uneconomic in Northland by
2050 because of a lack of winter chilling, and be dependent on
dormancy-breaking agents and varieties bred for warmer winter
temperatures in the Bay of Plenty (Kenny et al., 2000). In contrast,
more areas in the South Island are likely to be suitable (MfE,
2001). Apples, another major crop, are very likely to flower and
reach maturity earlier, with increased fruit size, especially after
2050 (Austin et al., 2000). New Zealand is likely to be more
susceptible to the establishment of new horticultural pests. For
example, under the current climate, only small areas in the north
are suitable for the oriental fruit fly, but by the 2080s it is likely
to expand to much of the North Island (Stephens et al., 2007).

Viticulture has expanded rapidly in both countries. Earlier
ripening and reductions in grape quality and value are likely by
2030, e.g., in Australia, price per tonne drops 4 to 10% in the
Yarra Valley and 16 to 52% in the Riverina (Webb et al., 2006).
In cooler Australian climates, warming is likely to allow

alternative varieties to be grown. With warming and a longer
growing season in New Zealand, red wine production is
increasingly likely to be practised in the south, with higher yields
(Salinger et al., 1990). Higher CO2 levels increase vine
vegetative growth, and subsequent shading is likely to reduce
fruitfulness. Distribution of vines is likely to change depending
upon suitability compared with high-yield pasture and
silviculture, and with future irrigation water availability and cost
(Hood et al., 2002).

11.4.3.3 Pastoral and rangeland farming
In western, southern and higher-altitude areas of New

Zealand, higher temperatures, a longer growing season, higher
CO2 concentrations and less frost are very likely to increase
annual pasture production by 10 to 20% by 2030, although gains
may decline thereafter (MfE, 2001). In eastern New Zealand and
Northland, pasture productivity is likely to decline by 2030 due
to increased drought frequency (see Section 11.3.1). Sub-tropical
pastoral species with lower feed quality such as Paspalum are
likely to spread southwards, reducing productivity (Clark et al.,
2001), particularly in the Waikato district. The range and
incidence of many pests and diseases are likely to increase.
Drought and water security problems are likely to make irrigated
agriculture vulnerable, e.g., intensive dairying in Canterbury
(Jenkins, 2006).

In Australia, a rise in CO2 concentration is likely to increase
pasture growth, particularly in water-limited environments
(Ghannoum et al., 2000; Stokes and Ash, 2006; see also Section
5.4). However, if rainfall is reduced by 10%, this CO2 benefit is
likely to be offset (Howden et al., 1999d; Crimp et al., 2002). A
20% reduction in rainfall is likely to reduce pasture productivity
by an average of 15% and liveweight gain in cattle by 12%,
substantially increasing variability in stocking rates and reducing
farm income (Crimp et al., 2002). Elevated concentrations of CO2
significantly decrease leaf nitrogen content and increase non-
structural carbohydrate, but cause little change in digestibility
(Lilley et al., 2001). In farming systems with high nitrogen forage
(e.g., temperate pastures), these effects are likely to increase
energy availability, nitrogen processing in the rumen and
productivity. In contrast, where nitrogen is deficient (e.g.,

＜（a）、（b）共通＞
横軸：Change in crop value （%）；作物生産量の変化
縦軸：Probability；確率

図 11.2　CO2の増加と気温および降雨量の変化による、2070年のコムギの全国総生産量の今までのベースライン値からの変化
（%）：（a）適応がない場合、（b）作付時期と品種の変更という適応がある場合（Howden and Jones, 2004）。
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表 11.7　オーストラリア（Aus）とニュージーランド（NZ）における 6つの主要なリスク（新たな適応はないと想定）。基に
なる気候予測（11.3節を参照）には、気温上昇、海面上昇、降雨量増加、火災リスクの増大、積雪量減少、オーストラリア南
部と東部、ニュージーランド東部の低地の小規模河川における流出量の減少、熱帯低気圧の強大化、および高潮の大規模化が
含まれる。

システム 影響 確認されたホットスポット
自然システム サンゴ礁、沿岸域、雨林、湿地、高山地帯への被害。撹乱の増

大、絶滅の可能性を含む生物多様性の喪失、種の分布範囲と相
互作用の変化、生態系サービス（例えば、観光や水に関するサー
ビス）の喪失。あるシステムにとって壊滅的となりうる影響（例
えば、2050年までにサンゴ礁は大型藻類に支配される可能性が
あり、クイーンズランド州の湿潤熱帯地域の固有脊椎動物種が
絶滅する）。氷河の縮小が斜面の不安定性を生む。

Aus：グレートバリアリーフ、カカ
ドゥ、クイーンズランド州東部、高
山地帯、マレー・ダーリング流域
（MDB）、および Aus南西部。NZ：
サザンアルプスとその国立公園、東
部の低地。

水安全保障 河川流量が減少する地域において、灌漑用、都市用、工業用、
河川環境用の給水が減少。例えば、マレー・ダーリング流域で
は、年間平均流量が 2050年までに 10～ 25%、2100年までに 16
～ 48%減少する可能性がある。

Aus南部と東部。NZのノースラン
ドと東部の低地の一部。

沿岸コミュニティ 特にサイクロンと高潮にさらされる地域において、沿岸の浸水
と侵食が増大。沿岸開発が気候リスクをいっそう悪化。

熱帯地域とクイーンズランド州の
南東部（Aus）。NZのプレンティ湾
からノースランドまで。

農業と林業 オーストラリア南部と東部の大部分、およびニュージーランド
東部の一部にかけて、農作物、牧畜、山林産物が減少。穀物お
よびブドウの品質低下。害虫および疾病媒介動物が南方へ移動。
森林火災リスクが増大。

Aus南部および東部。NZ東部。

主要なインフラ 極端な気候現象、洪水、高潮が設計基準をより頻繁に超える可
能性が非常に高い。建築物、輸送用構造物、通信施設、エネルギー
供給施設、給水施設への被害が増大する可能性が高い。

大都市、主要河川の氾濫原、沿岸コ
ミュニティ、両国の北東部。

健康 2050年までに、暑熱に関連する死亡が年に 3,200～ 5,200人、ま
た、デング熱の危険にさらされる人々が年に 60～ 140万人増加。

両国の大都市。
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Box 11.2　都市における水供給の適応

パース、ブリスベーン、シドニー、メルボルン、アデレード、キャンベラ、オークランドなどの州都や首都
では、人口圧力と気候変動の影響に対する懸念が、水＜供給＞計画立案者たちをさまざまな適応オプション
の実施に向かわせている（表 11.2）。例えば、冬季の降雨が主なウェスタンオーストラリア州（WA）南西部
では、20世紀半ば以降、5～ 7月にかけての降雨が大幅に減少している。その減少が自然の流出量に与える
影響は深刻で、それは、パース市に給水する貯水池への年間流入量が 50%減少していることからも明らかで
ある（図 11.3）。地下水資源と湿地にも同様の圧力がかかっている。これはまた、ここ 20年間の家庭用水使
用量の 20%増加と、年 1.7%の人口増加を伴っている（IOCI, 2002）。気候シミュレーションは、観測されて
いる乾燥化の少なくとも一部は温室効果の増大に起因することを示している（IOCI, 2002）。水の安全保障を
確実にするために、1993から 2003年にかけて、水資源開発への 3億 5,000万米ドルの投資プログラムがWA

水公社によって実施された（WA Water Corporation, 2004）。2004年に、河川流量が引き続き少ないことから、
海水淡水化プラントの建設が決定された。このプラントは、2億 7,100万米ドルの費用をかけて毎年 45 Gl（ギ
ガリットル＜ 450億リットル＞）の水を供給する。必要なエネルギー（24 MW）は、48基の風力タービンに
よってまかなわれる。

凡例：
①－ 1911 ～ 1974 年の平均（338 Gl）
②－ 1975 ～ 1996 年の平均（177 Gl）
③－ 1997 ～ 2005 年の平均（115 Gl）
横軸：Year；年
縦軸：Total inflow（Gl）；総流入量（ギガリットル）

図 11.3　1911～ 2005年にかけてのパース給水システムへの年間流入量。水平な線は平均値を示す。
出典：www.watercorporation. com. au/D/dams _ streamflow.cfm. ウェスタンオーストラリア水公社提供。
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3. Ongoing scepticism about climate change science,
uncertainty in regional climate change projections, and a
lack of knowledge about how to promote adaptation. This
is despite 87% ofAustralians being more concerned about
climate change impacts than terrorism (Lowy Institute,
2006). Application of risk-based approaches to adaptation
(e.g., upgrading urban storm-water infrastructure design;
Shaw et al., 2005) demonstrate how developments can be
‘climate-proofed’ (ADB, 2005). While a risk-based
method for planned adaptation has been published for
Australia (AGO, 2006), there are few examples of where
it has been applied.

4. Weak linkages between the various strata of government,
from national to local, regarding adaptation policy, plans
and requirements. Stronger guidance and support are
required from state (in Australia) and central government

(in New Zealand) to underpin efforts to promote
adaptation locally. For example, the New Zealand Coastal
Policy Statement recommends that regional councils
should take account of future sea-level rise. But there is a
lack of guidance as to how this should be accomplished
and little support for building capacity to undertake the
necessary actions. As a consequence, regional and local
responses have been limited, variable and inconsistent.

11.6 Case studies

The following case studies (Boxes 11.2 to 11.4) illustrate regions
where climate change has already occurred, impacts are evident
and planned adaptation is being considered or implemented.

Box 11.2. Adaptation of water supplies in cities

In capital cities such as Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra and Auckland, concern about population
pressures and the impact of climate change is leading water planners to implement a range of adaptation options (Table 11.2).
For example, the winter rainfall-dominated region of south-west Western Australia has experienced a substantial decline in May
to July rainfall since the mid-20th century. The effects of the decline on natural runoff have been severe, as evidenced by a
50% drop in annual inflows to reservoirs supplying the city of Perth (Figure 11.3). Similar pressures have been imposed on
groundwater resources and wetlands. This has been accompanied by a 20% increase in domestic usage in 20 years, and a
population growth of 1.7%/yr (IOCI, 2002). Climate simulations indicate that at least some of the observed drying is due to the
enhanced greenhouse effect (IOCI, 2002). To ensure water security, a US$350 million programme of investment in water source
development was undertaken by the WA Water Corporation (WA Water Corporation, 2004) from 1993 to 2003. In 2004, the
continuation of low streamflow led to the decision to construct a seawater desalination plant, which will provide 45 Gl of water
each year, at a cost of US$271 million. Energy requirements (24 MW) will be met by 48 wind turbines.

Figure 11.3. Annual inflow to Perth Water Supply System from 1911 to 2005. Horizontal lines show averages.
Source: www.watercorporation.com.au/D/dams_streamflow.cfm. Courtesy of the Water Corporation of Western Australia.

①
②
③
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Box 11.3　気候変動とグレートバリアリーフ

グレートバリアリーフ（GBR）は世界最大の連続的なサンゴ礁で（長さ 2,100 km）、オーストラリアの海洋生
物多様性の貴重な宝庫であり、海鳥やザトウクジラなどのその他の海洋脊椎動物の繁殖場所である。GBRに関
連する観光は、2004/5年期の 12か月で 44億 8,000万米ドル以上を生み出し、フルタイム換算で約 6万 3,000人
の雇用を提供した（Access Economics, 2005）。気候変動が GBRに与える二つの最大の脅威は、（i）サンゴの大
規模白化現象の頻度と強度を増大させることがほぼ確実な、海水温の上昇、および、（ii）サンゴなどの主要な
生物の石灰化能力を低下させる可能性が高い、海洋の酸性化である。干ばつや強い暴風雨などのその他の要因
は、物理的な被害や洪水プルームの拡大を通じてサンゴ礁に影響を与える可能性が高い（Puotinen, 2006）。

20世紀の間に GBRの海水温は約 0.4℃上昇した（Lough, 2000）。現在 GBRの北端において典型的な水温は、
（SRESシナリオ A1、A2の場合は）2040～ 2050年までに、（SRESシナリオ B1、B2の場合は）2070～ 2090年
までに GBRの南端まで広がる可能性が非常に高い（Done et al., 2003）。長期間の夏季最高水温をわずか 1℃上
回っても、既にサンゴの大規模な白化（共生藻の喪失）が起こる。サンゴは回復するかもしれないが、高いも
しくは長期にわたる水温（少なくとも 4週間、長期間の最高水温を 2～ 3℃上回る状態）のもとでは死滅する。
GBRは、1979年以降、大規模な白化を 8回（1980、1982、1987、1992、1994、1998、2002、2006年）経験して
いるが、1979年より前の記録は存在しない（Hoegh-Guldberg, 1999）。最も広範囲で激しい白化現象は 1998年と
2002年の夏に発生し、それぞれ、サンゴ礁の約 42%と 54%が影響を受けた（Done et al., 2003; Berkelmans et al., 

2004）。＜サンゴの＞大量死はまだら状に分布し、海岸に近いサンゴ礁が最も大きな影響を受けた。それはおそ
らく、一部の地域では、洪水による浸透性のストレスによって影響がいっそう悪化したためである（Berkelmans 

and Oliver, 1999）。2002年の＜白化＞現象に引き続いてサンゴの病気が局所的に発生し、いくつかの場所では、
病気のような症候群の発生率が過去 10年の間に 500%も増加した（Willis et al., 2004）。サンゴの病気が GBRに
与える影響は現在のところ軽微だが、世界のほかの場所での経験は、病気が GBRのサンゴ礁にとって脅威と
なる可能性を示唆している。熱ストレスによる影響は、大気中に放出された過剰の CO2の約 30%を吸収して
いる世界の海洋がしだいに酸性化するという将来シナリオのもとでは、いっそう悪化する可能性が高い（Orr et 

al., 2005; Raven et al., 2005）。石灰化は、炭酸イオン濃度の低下に伴って衰え、その濃度がおよそ 200μmol/kgになっ
たときにゼロになる（Langdon et al., 2000; Langdon, 2002）。これらは、大気中の CO2 濃度が約 500 ppmになった
ときに起きる。酸性化によって成長が遅れると、白化現象後のサンゴ礁の回復が妨げられる可能性が非常に高
く、ほかのストレス因子（例えば、土砂や富栄養化）に対するサンゴ礁の回復力を低下させるだろう。

緩やかな温暖化シナリオ（A1T、2100年までに 2℃）のもとでも、GBRのサンゴは、過去 20年間にわたって
観測された熱閾値を上回る夏季の水温に定期的にさらされる可能性が非常に高い（Done et al., 2003）。A1FIシナ
リオのもとでは 2030年までに、A1Tシナリオのもとでは 2050年までに、白化は毎年発生するようになると予
測される（Done et al., 2003; Wooldridge et al., 2005）。重大な白化に伴う大量死からの回復期間は少なくとも 10年
である（また、完全な回復には 50年を超えるだろう）ことを考慮に入れると、2050年までにサンゴ礁は大型
藻類などのサンゴ以外の生物に支配される可能性が高いことをこれらのモデルは示唆している（Hoegh-Guldberg, 

1999; Done et al., 2003）。生物多様性、漁業、観光に対して相当な影響がある可能性が高い。GBR上の固いサ
ンゴ被覆を維持するためには、気候変動がもたらす海水温の変化と同じペース、すなわちおよそ 0.1～ 0.5℃
/10年で、サンゴがその耐熱限界の上限を引き上げる必要がある（Donner et al., 2005）。現在、サンゴがそのよ
うに急速な遺伝子変化の能力を持っていることを示す証拠はほとんどなく、大半の証拠はそれとは反対である
（Hoegh-Guldberg, 1999, 2004）。大量死からの回復が地方的ストレス（水質、魚業による圧力）を削減することによっ
て促進される可能性があることを考えると、サンゴ礁水質保全計画や代表地域プログラム（このプログラムに
よって GBRの完全保護区域が 4.6%から 33%以上に拡大した）などの管理イニシアティブは、サンゴ礁が急速
な気候変動がもたらす増加する圧力に耐える能力を高めるための適応オプションである。
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Box 11.4　沿岸地域における気候変動への適応

オーストラリアとニュージーランドは開発が進行中の非常に長い海岸線を持ち、沿岸地帯では人口が急速に
増加している。この状況は、土地および水資源に強い圧力を与えており、高潮、干ばつ、洪水をはじめとす
る気候変動に対する脆弱性を増加させている。両国が直面している主要な課題は、いかに気候の変化に適応
し、脆弱性を低減させ、しかも持続可能な開発を達成するかである。＜以下の＞二つの事例はその課題を例
示している。

ニュージーランド北島のプレンティ湾。この湾は、ニュージーランドで最も急速に成長している二つの地区
がある狭い沿岸地帯で特徴づけられる。タウランガ市とファカタニ市に集中した人口増加の合計は、1996～
2001年の期間に 13.4%であった。2050年までに、人口は現在の 2～ 3倍に増加すると予測されている。海
岸に面した立地は不動産市場で最も高い値が付いているが、高潮による洪水や侵食の最も高いリスクに直面
している。そのリスクを低減するために相当な努力が払われている。危険地帯の線引きと適応策の設計のた
めに、「プレンティ湾環境」地域協議会は、IPCCの海面上昇予測をその「地域沿岸環境計画」の中に明確に
組み入れた。これにより、今後 100年以内に沿岸災害にさらされやすい地区が特定された。＜しかし、＞地
方政府当局によるそのような政策や計画の実施は、リスクについての解釈が異なる不動産開発業者、商業的
利害関係者、および個々の住宅所有者によって繰り返し異議を申し立てられている。

オーストラリアクイーンズランド州のサンシャインコーストおよびワイドベイ－バーネット地域。2001年か
ら 2021年の間に、サンシャインコーストの人口は 27万 7,987人から 47万 9,806人に（QDLGP, 2003）、ワイ
ドベイ－バーネットの人口は 23万 6,500人から 33万 3,900人に（ABS, 2003b）増加すると予測されている。
砂浜と砂丘は、世界最大の砂の島であるフレーザー島を含めた、この海岸線の主要な生物物理的特徴である。
これらの自然の特徴とそれにひきつけられた住民は、海面上昇、洪水、高潮、および熱帯低気圧に対して脆
弱である。多くの河口域や隣接する低地は集中的に開発されてきて、一部は高額の運河沿いの不動産として
開発された。地方政府は気候変動リスクを明確に認識するようになってきている。この問題は、オーストラ
リア中の沿岸協議会で構成された「海洋変化タスクフォース」のアジェンダに組み入れられている。地域計
画レベルでは、気候変動は、最近政策レベルでワイドベイ－バーネット地域の戦略的計画プロセスの中に盛
り込まれた。
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with both countries able to produce more food than they require
for internal consumption, although imports of selected foods
may be needed temporarily to cover shortages due to extreme
events. Climate changes are also likely to bring benefits in some
areas for hydro-generation, winter heating requirements and
tourism.
Figure 11.5 assesses key hotspots identified for the region,

where vulnerability to climate change is likely to be high. Their
selection is based on the following criteria: large impacts, low
adaptive capacity, substantial population, economically
important, substantial exposed infrastructure and subject to other
major stresses (e.g., continued rapid population growth, ongoing
development, ongoing land degradation, ongoing habitat loss,
threats from rising sea level). Their development at current rates
and accustomed supply of ecosystem services are unlikely to be
sustainable with ongoing climate change, unless there is
considerable planned adaptation.
ForAustralia and New Zealand, the magnitude of investment

in adaptation is overshadowed by that in mitigation. The latter is
intended to slow global warming. However, there is unlikely to
be any noticeable climate effect from reducing greenhouse gases
until at least 2040 (see Chapter 18). In contrast, the benefits of
adaptation can be immediate, especially when they also address
climate variability. Many adaptation options can be implemented
now for Australia and New Zealand at personal, local and
regional scales. Enhancing society’s response capacity through
the pursuit of sustainable development pathways is one way of
promoting both adaptation and mitigation (see Chapter 18).

11.8 Key uncertainties and research
priorities

Assessment of impacts is hampered because of uncertainty
in climate change projections at the local level (e.g., in rainfall,
rate of sea-level rise and extreme weather events). Research
priorities for these are identified in the IPCC Working Group I
Fourth Assessment Report (IPCC, 2007). Other uncertainties
stem from an incomplete knowledge of natural and human
system dynamics, and limited knowledge of adaptive capacity,
constraints and options (Allen Consulting Group, 2005). More
needs to be done to assess vulnerability within a risk-assessment
framework. Based on the information presented in this Chapter,
themain research priorities are assessed to fall into four categories:

11.8.1 Assessing impacts of climate change and
vulnerability for critical systems

• Water: Impacts and optimum adaptation strategies for
projected changes in drought and floods, and implications
for water security within an integrated catchment framework.
This includes impacts on long-term groundwater levels,
water quality, environmental flows and future requirements
for hydroelectricity generation, irrigation and urban supply.

• Natural ecosystems: Identification of thresholds including
rates at which autonomous adaptation is possible;
identification of the most vulnerable species (including key

Figure 11.4. Vulnerability to climate change aggregated for key sectors in the Australia and New Zealand region, allowing for current coping range and
adaptive capacity. Right-hand panel is a schematic diagram assessing relative coping range, adaptive capacity and vulnerability. Left-hand panel
shows global temperature change taken from the TAR Synthesis Report (Figure SPM-6). The coloured curves in the left panel represent temperature
changes associated with stabilisation of CO2 concentrations at 450 ppm (WRE450), 550 ppm (WRE550), 650 ppm (WRE650), 750 ppm (WRE750) and
1,000 ppm (WRE1000). Year of stabilisation is shown as black dots. It is assumed that emissions of non-CO2 greenhouse gases follow the SRES A1B
scenario until 2100 and are constant thereafter. The shaded area indicates the range of climate sensitivity across the five stabilisation cases.
The narrow bars show uncertainty at the year 2300. Crosses indicate warming by 2100 for the SRES B1, A1B and A2 scenarios.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬

左のグラフ
横軸：Year；年
縦軸：Temperature change （℃）；気温変化（℃）

右のグラフ
①水安全保障
②沿岸コミュニティ
③エネルギー安全保障
④主要なインフラ
⑤健康：暑熱に関連した死亡
⑥観光
⑦農業および林業
⑧食料安全保障 
⑨自然生態系
⑩持続可能な開発
⑪対処できる範囲、　⑫適応能力の範囲、　⑬脆弱性の範囲

図 11.4　現在の対応範囲と適応能力を考慮した、オーストラリア／ニュージーランド地域の主要な分野に対して集計された気
候変動への脆弱性。右側の図は、相対的な対処範囲、適応能力、および脆弱性を評価した概念図である。左側の図は、TAR統
合報告書（図 SPM-6）からとられた全球気温変化を示す。左の図の彩色された曲線は、CO2濃度が 450 ppm（WRE450）、550 
ppm（WRE550）、650 ppm（WRE650）、750 ppm（WRE750）、および 1,000 ppm（WRE1000）で安定化したときの気温変化を示す。
安定化する年は黒い点で示されている。CO2以外の温室効果ガスの排出は 2100年までは SRES A1Bシナリオに従い、それ以降
は一定になると仮定している。陰影部分は 5つの安定化ケースにわたる気候感度の範囲を示している。幅の狭いバーは 2300年
における不確実性を示す。X印は、SRES B1、A1B、A2シナリオに対する 2100年までの温暖化を示す。
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Figure 11.5. Key hotspots identified for Australia and New Zealand, assuming a medium emissions scenario for 2050.

indicator species), long-term monitoring; modelling of
potential impacts on key ecosystems; interactions with
stresses such as invasive species; improved bioclimatic
modelling; and management options to reduce vulnerability.

• Agriculture: Impacts and adaptation strategies for a
complete range of farming systems, including both costs
and benefits for rural livelihoods. Analyses should address
changes in the industry supply chain and regional land use,
and the threat of new pests and diseases.

• Oceans and fisheries: Potential impacts of changes in
climate, ENSO and IPO on physical oceanography, marine
life and fish stocks in the waters that surround Australia
and New Zealand.

• Settlements, especially coastal communities:
Comprehensive assessments of vulnerability and adaptation
options so as to provide improved guidance for planning
and hazard management. Investigation of local and regional
costs of projected changes in extreme weather events and
adaptation planning for scenarios of sea-level rise beyond
2100.

• Climate extremes and infrastructure: Risks to building,
transport, water, communication, energy and mining

infrastructure, and insurance protection from an increase in
extreme weather events. A re-evaluation is required of
probable maximum precipitation and design floods2 for
dams, bridges, river protection, major urban infrastructure
and risks of glacier outburst floods.

• Tourism: Improved understanding as to how direct and
indirect impacts of climate change affect human behaviourwith
respect to recreation patterns and holiday destination choice.

• Climate surprises: Impacts of abrupt climate change, faster
than expected sea-level rise and sudden changes in ocean
circulation. Little is known about potential impacts and
vulnerability on the region beyond 2100.

11.8.2 Fostering the process of adaptation
to climate change

Australia and New Zealand have few integrated regional and
sectoral assessments of impacts, adaptation and socio-economic
risk. More are desirable, especially when set within the wider
context of other multiple stresses. Methods to incorporate
adaptation into environmental impact assessments and other
regional planning and development schemes need to be

2 A hypothetical flood representing a specific likelihood of occurrence, e.g., the 100-year or 1% probability flood.

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

⑧

①カカドゥ　　
　海面上昇による塩水の浸入。淡水湿地のマングローブによる置換。種の構成の変化。

②クイーンズランド湿潤熱帯地域
　 中程度の温暖化による高地固有脊椎動物の複数種の絶滅が予測される。サンゴ礁の劣化。洪水、海面上昇、および熱帯低気
圧がもたらす高潮による既存環境の大規模な損失。

③マレー・ダーリング流域　　
　灌漑、都市、工業、および環境流量への水供給の減少。マッコリー湿原などの淡水湿地への脅威。渡り鳥の生息地の減少。

④ クイーンズランド南東部
　海面上昇、高潮、および洪水による既存環境の大規模な喪失により、進行中の開発がいっそう悪化させられる可能性が高い。

⑤オーストラリア南西部
　乾燥化と水不足。多くの固有植物と作物の生育範囲の縮少と分断化。

⑥ 高山地帯
　 動植物種の喪失、草地に代わる低木林の増加。氷河の縮小と積雪面積の減少。洪水、侵食、地滑りの増加によるニュージー
ランドの既存環境への脅威。

⑦ ノースランドからプレンティ湾まで
　海面上昇、高潮、および洪水による既存環境の大規模な喪失により、進行中の開発がいっそう悪化させられる可能性が高い。

⑧ニュージーランド東部
　干ばつの増加と、灌漑が利用不能な場所での需要増による水安全保障問題。

図 11.5　2050年＜まで＞の中程度の排出シナリオを想定した場合の、オーストラリアとニュージーランドについて特定され
た主要なホットスポット。
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【第 11章　訳注】

【訳注 11-1】 原文の英語は biosecurity。ここでは、病害虫などの生物学的危害から農業資源、環境、人体の健康
を保護するための方策を意味する。

【訳注 11-2】 原文の英語は pan evaporation。パン（平なべ）に入れた水の自然蒸発に基づいて測定された、ある
場所の蒸発量。パン蒸発量は、蒸発に対する気温、湿度、太陽放射、風の効果の総和である。農場
や牧場のパン蒸発量から、作物が必要としている水分量を知ることができる。

【訳注 11-3】原文の英語は evaporative demand。第 3章【訳注 3-8】を参照のこと。

【訳注 11-4】 原文の英語は EC。電気伝導率（electrical conductivity）の単位。物質の電気伝導のしやすさを表す
物性値で、電気抵抗率の逆数。

【訳注 11-5】原文は＋ 10％～ 30％であるが、＋ 10％～－ 30％の誤植と思われる。

オーストラリアおよびニュージーランド第 11 章




	概要
	11.1　はじめに
	11.1.1　 第3 次評価報告書（TAR）で得られた知見の概要
	11.1.2　 本第4 次評価報告書（AR4）における新たな結論

	11.2　現在の感度／脆弱性
	11.2.1　気候変動性と20 世紀のトレンド
	11.2.2　 人間システム：気候と気象に対する感度／脆弱性
	11.2.3　 自然システム：気候と気象に対する感度／脆弱性
	11.2.4　ほかのストレスに対する感度／脆弱性
	11.2.5　現在の適応

	11.3　将来のトレンドに関する想定
	11.3.1　気候
	11.3.2　人口、エネルギー、農業

	11.4　主要な将来の影響と脆弱性
	11.4.1　淡水資源
	11.4.2　自然生態系
	11.4.3　農業
	11.4.4　林業
	11.4.5　沿岸域
	11.4.6　漁業
	11.4.7　居住、産業、および社会
	11.4.8　先住民
	11.4.9　観光とレクリエーション
	11.4.10　エネルギー
	11.4.11　人の健康
	11.4.12　まとめ

	11.5　適応の制約と機会
	11.6　事例研究
	11.7　結論：持続可能な開発への含意
	11.8　主要な不確実性と優先的研究課題
	11.8.1　 気候変動の影響と重要なシステムの脆弱性の評価
	11.8.2　気候変動への適応プロセスの促進
	11.8.3　 さまざまなシナリオに対する気候変動のリスクと機会の評価
	11.8.4　 気候変動の結果に対する世界の貿易、移住、および安全保障の分析

	【図、表、Box】
	【第11 章　訳注】

