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概要

気候変動への適応は既に行われているが、それらは限
定的である（確信度が非常に高い）。
社会には、作物の多様化、灌漑、水管理、災害危機管理、
保険などのさまざまな実践を通じて、長年、気象と気
候の影響へ適応してきた記録がある。しかし、気候変
動は、干ばつ、熱波、加速された氷河の後退およびハ
リケーン強度に関連する影響など、しばしば経験の範
囲外となる新たなリスクをもたらす［17.2.1］。

気候変動も考慮した適応策が、限定的ではあるが、先
進国と開発途上国の両方で実施されつつある。こうし
た方策は、政策、インフラや技術への投資、行動様式
の変更をとおして、公共と民間のさまざまな関係者に
よって実施されている。観測された気候の変化への適
応の例としては、ツォー・ロルパ氷河湖の部分的な排
水（ネパール）、永久凍土の融解に対処するためのヌ
ナブトのイヌイットによる生活戦略の変化（カナダ）、
高山のスキー産業による人工雪造機の利用の増加（ヨ
ーロッパ、オーストラリア、北アメリカ）などが挙げ
られる［17.2.2］。限定的ではあるが、将来の気候変動
のシナリオを明示的に考慮している一連の適応策が増
大している。その例には、コンフェデレーション橋
（カナダ）などインフラの設計や沿岸地帯の管理（米
国、およびオランダ）における海面上昇の考慮がある 

［17.2.2］。

気候変動のみに対応するために適応策がとられるのは
まれである（確信度が非常に高い）。
気候変動への適応を促進する多くの行動は、熱波や低
気圧などの現在の極端現象に対処するために企てら
れている。多くの場合、計画された適応のイニシアテ
ィブもまた、単独の施策として企てられることはな
く、水資源計画、沿岸防護、災害管理計画など、より
広範な分野別イニシアティブの中に組み込まれてい
る ［17.2.2, 17.3.3］。 その例としては、バングラデシュ
の国家水計画やトンガでの洪水防止、と低気圧に耐
えるインフラの設計における気候変動の考慮がある
［17.2.2］。

多くの適応は低コストで実施できるが、適応のコスト
と便益の総合的な見積りが現在不足している（確信度
が高い）。
海面上昇、農業、冷暖房のためのエネルギー需要、水

資源管理およびインフラに関する、地域やプロジェク
トレベルでの適応コストや便益－コストの見積りの数
が増加している。これらの研究により、低コスト、ま
たは高いコスト対便益比で実施できる多数の施策が特
定された。しかし、一部の一般的な適応には、社会や
環境面での外部性があるかもしれない。例えば、熱波
への適応は、エネルギーを大量に消費するエアコンの
需要増をまねいてきた［17.2.3］。

海面上昇に関する地球規模の適応コストおよび冷暖房
のためのエネルギー消費に関する見積りもまた、限ら
れてはいるが利用可能である。文献では適応コストを
明示的には考慮していないが、農業分野の地球規模で
の適応の便益に関する見積りも入手できる。適応の地
球規模のコストと便益に関する総合的かつ多分野にま
たがる見積りが現在のところ不足している。［17.2.3］

適応能力は社会間および社会内で一様でない（確信度
が非常に高い）。
気候変動に適応する十分な能力を持たない個人と集団
はすべての社会に存在する。例えば、アフリカ南部で
は、自給的農業コミュニティの女性たちは、干ばつか
らの復興コストや対策コストの不相応な負担を負わさ
れている［17.3.2］。

適応能力は動的で、経済的資源、自然資源、社会的ネ
ットワーク、社会保証、制度・ガバナンス、人的資
源、および技術の影響を受ける ［17.3.3］。HIV/AIDS、
土地の劣化、経済のグローバル化のすう勢、および暴
力的紛争に関連する複合的ストレスは、気候リスクへ
の曝露と適応能力に影響を及ぼす。例えば、インドの
農業コミュニティは、気候リスクに加え、輸入競争と
低価格の影響にさらされている。 また、グローバル化
した漁業によって乱獲された海洋生態系は、気候の変
動と変化に対する回復力が乏しいことが示されてきた 

［17.3.3］。

適応には相当な限界と障壁がある（確信度が非常に高
い）。
高い適応能力が必ずしも脆弱性を低減する行動につな
がるわけではない。例えば、比較的低コストの適応に
よる、暑熱ストレスに対する高い適応能力があるにも
かかわらず、欧州の都市を含む世界の一部の都市地域
の居住者の死亡率は高水準にあり続けている［17.4.2］。
適応策の実施にはかなりの障壁がある。これには、気
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候変動の速度と強度に適応するための自然システムの
能力のなさと、技術面、財政面、認知行動面、社会文
化面での制約が含まれる。そしてまた、適応に関する
重大な知識格差および適応策の決定に関連する知識と
情報の流れの妨げもある［17.4.1, 17.4.2］。

開発途上国と先進国の双方において、新しい計画プロ
セスは、地方、地域、および国家レベルでこれらの障
壁を克服することを試みている。例えば、後発開発途
上国（LDC）は、国別適応行動計画を策定しており、
一部の先進諸国は既に国家適応政策枠組を制定してい
る ［17.4.1］。

17.1　概念および方法

　本章は、第 3次評価報告書（TAR）以降の、適応の
知識と実践の評価である。TARでは、適応と脆弱性が
定義され、適応の類型が特定され、適応能力の役割が
認識された（Smit et al., 2001）。TAR以降、つぎの項目
に関する見識が大きく進展した： a）観測された気候
変化や変動への実際の適応策；b）インフラ設計、沿
岸地帯管理、その他の活動における気候変動への計画
的適応；c）脆弱性と適応能力の可変的性質；d）気候
変動枠組条約（UNFCCC）、およびその他の国際的、
国別、地域別イニシアティブのもとで、適応プロセス
や行動計画を促進する政策の進展（Adger et al., 2005; 

Tompkins et al., 2005; West and Gawith, 2005）。
　本章では、実際の適応実践とプロセス、適応能力の
決定因子と動的性質、および適応の機会と制約に着目
しながら、最近の文献を評価する。適応は気候変動に
対する対応の必然的部分であるとますますみなされて
きているが、本章でとり上げる証拠は、気候変動に対
する適応プロセスおよび行動が、特に脆弱な国々やコ
ミュニティでは、重大な限界に直面していることを示
唆している。適応策はほとんどの場合、リスク管理、
資源計画、および持続可能な開発に結び付いたイニシ
アティブの一部として、気候条件に対応するために実
施されている。
　本章では、第 3次評価報告書で概説された定義と概
念を維持しつつ、脆弱性と適応能力に照らして、適
応を検討する。気候変動への脆弱性とは、人間と生態
システムの被害の受けやすさ、および気候変動の影響
の結果として課されるストレスへの人間と生態システ
ムの対応能力のことを言う。社会の脆弱性は、開発経
路、物理的曝露、資源分布、事前のストレス、および

社会制度や政府の制度による影響を受ける（Kelly and 

Adger, 2000; Jones, 2001; Yohe and Tol, 2002; Turner et al., 

2003; O’Brien et al., 2004; Smit and Wandel, 2006）。あら
ゆる社会は、気候のある程度の変動に対処する本来的
能力を持つ。しかし、適応能力の分布は国ごとに異な
り、また一つの社会の中でも均一ではない。貧しい人々
や社会の主流から取り残された人々は、歴史的に最も
危険にさらされてきており、気候変動の影響に対して
最も脆弱である。例えば、アフリカやアジア、ラテン
アメリカにおける最近の分析は、社会の主流から取り
残され、天然資源に依存している生活集団は、天然資
源基盤が過度の使用により激しくストレスを受け、悪
化している場合、あるいは、ガバナンスシステムが破
綻していたり、それに近い状態にあり、効果的に対応
できない場合、気候変動の影響に特に脆弱であること
を示している（Leary et al., 2006）。
　気候変動への適応は、観測された気候変動や予想さ
れる気候変動、およびそれに伴って起こる極端な気象
現象に対して、脆弱性を軽減させたり回復力を強化し
たりするための調節を通じて行われる。適応は、物理
システム、生態システム、および人間システムにおい
て行われる。適応は、社会的・環境的プロセスの変化、
気候リスクに対する認識、見込まれる被害を縮小した
り新たな機会を実現したりする実践や機能を伴う。適
応は、予見的・対応的行動、私的・公的イニシアティ
ブを含み、予測された気温変化と気候変動に伴って変
化するかもしれない現在の気候変動性と極端現象に関
係する。実際のところ、適応は、気候変動のみに特化
して対処する個別の対策というよりはむしろ、多くの
要因やストレスを反映しながらの継続的プロセスであ
ることが多い。
　生物学的適応が対応的である（第 4章参照）のに対
し、個人や社会は、予見的行動と対応的行動によって、
観測された気候と予想された気候の両方に適応する。
人類の歴史の過程における人間の気候変動への適応
に関する確立された観測がある（McIntosh et al., 2000; 

Mortimore and Adams, 2001）。適応に成功してきた証拠
があるにもかかわらず、多くの個人や社会は、今日の
気候リスクに対しては依然として脆弱であり、気候リ
スクは将来の気候変動によっていっそう悪化するかも
しれない。適応策は個人レベルで実行されるものもあ
るが、政府が社会に代わって計画・実行する適応策も
ある。気候変動の予測に基づくものも一部にはあるが、
ほとんどは経験された気候現象、特に極端現象に対
応するものである（Adger, 2003; Kahn, 2003; Klein and 
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Smith, 2003）。
　本章では、適応に関する科学的研究が次の項目に応
じてまとめられている： 気候の変動と変化に対する現
在の適応実践；適応コストと便益の評価；適応能力と
その決定因子、動態と空間的ばらつき；および、気候
変動に対する対応戦略としての適応の機会と限界。

17.2 現在の適応実践の評価

17.2.1 適応実践

　本章では、適応実践は、最終的に、観測または予想
された気候変動に対する回復力を高めたり、脆弱性を
軽減させたりするであろう実際に行われた調整または
決定環境の変化を意味する。従って、高潮や予期され
る海面上昇に対する脆弱性を低減するための沿岸防御
インフラへの投資は、実際に行われた調整の一つの例
である。また、下流にある開発プロジェクトの気候リ
スクに対する回復力を高めるであろう気候リスク予備
選別ガイドラインの開発（Burton and van Aalst, 2004; 

ADB, 2005）は、政策環境の変化の一例である。
　適応実践の評価は、現実世界での行動に明確な焦点
を合わせるという点で、潜在的な対応や気候変動の仮
説上のシナリオ下でそれらの方策がどのようにして気
候被害を低減するであろうかに関するより理論的な評
価とは異なる。適応実践は、次のいくつかの側面に沿
って区別されうる：空間的スケール（地方、地域、国）；
分野（水資源、農業、観光業、公衆衛生など）； 行動
タイプ（物理的、技術的、投資、規制、市場）； 関係
者（中央政府、地方自治体、国際的ドナー、民間セ
クター、NGO、地元のコミュニティおよび個人）；気
候帯（乾燥地、氾濫原、山地、北極など）；適応が実
施されるシステムの基準所得となる所得／開発レベル
（後発開発途上国、中所得国、および先進国）； あるいは、
これらの組合せ、およびほかのカテゴリーとの組合せ。
　時間的な観点から見た場合、気候リスクへの適応は、
三つのレベルで捉えることができ、これには次のこと
への対応が含まれる：現在の変動性（過去の気候への
これまでの適応からの教訓も反映している）；観測さ
れた中・長期的気候トレンド；モデルに基づく長期的
な気候変動シナリオに対応する予見的計画。三つのレ
ベルにわたるこれらの対応は、しばしば相互に密接に
関連し合っており、実際には連続体を形成しているで
あろう。
　現在の気候変動性への適応は、そのような現象によ

る悪影響の直接的で明確な証拠があることから、経
済開発の文脈において既に認識されている（Goklany, 

1995; Smit et al., 2001; Agrawala and Cane, 2002）。さら
に、そうした適応策は開発優先事項と相乗的でありう
る（Ribot et al., 1996）が、摩擦も起こりうる。例えば、
エビの養殖や沿岸のマングローブ林の転換といったよ
うな活動は、経済的な観点では有益であるが、海面上
昇に対する脆弱性をいっそう悪化しうる（Agrawala et 

al., 2005）。
　現在の気候変動への適応は、長期的な気候変化に対
する回復力も高めうる。しかし、多くの場合、人為的
気候変化は、現在の気候変動に対する短期的対応を超
える先行的な投資や計画といった対応をも要求する可
能性が高い。このことは、例えば、氷河後退や永久凍
土層融解のような観測されている影響において実際そ
のとおりである（Schaedler, 2004; Shrestha and Shrestha, 

2004）。気候変動の影響がまだ認識されないとしても、
将来影響のシナリオは、既にして、ある種の適応反応
を計画に組み込むことを正当化するに十分な関心事で
あるかもしれない。場合によっては、早期に適応策を
実施するほうが、費用対効果がより高くなりうる。こ
れは、特に、経済的寿命の長いインフラの場合（Shukla 

et al., 2004）、あるいは、現在の活動が気候変動の影響
への将来的適応を取り返しがつかないほどに制約する
かもしれない場合（Smith et al., 2005）に当てはまる。

17.2.2 適応実践の例

　気象の影響や、季節から年々の時間スケールでの自
然の気候変動性の影響、特にエルニーニョ南方振動
（ENSO）に適応するための実践に関しては、長期にわ
たる記録がある。これらの適応実践には、作物や生計
手段の多様化、季節予報【訳注 17-1】、コミュニティを
基盤とする災害リスクの低減、飢きん早期警戒システ
ム、保険、貯水、補助的な灌漑など事前の対策が含ま
れる。これらにはまた、緊急対応、災害復旧、移住な
ど、対応的あるいは事後の適応も含まれる（Sperling 

and Szekely, 2005）。最近の再検討は、「様子をみる（wait 

and see）」といった対応的アプローチはしばしば不十分
であり、特に気候変動の結果として生じうる種の全滅
や回復不能な生態系被害など取り返しのつかない被害
への対応としては機能しないことを示している（Smith, 

1997; Easterling et al., 2004）。
　ENSOに関係するエルニーニョ現象やラニーニャ
現象を発生の数か月前に予報できる運用能力の開発
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（Cane et al., 1986）、さらには気候に関連する複雑な危
険をより正しく早期に警戒する気候監視やリモートセ
ンシング技術の向上にともない、気候変動性に適応す
るための事前の実践は、ここ数十年間に飛躍的な進歩
をみせている（Dilley, 2000）。1990年代半ば以降、季
節から年々の気候の変動性への事前の適応策を促進す
るため、数々のメカニズムが構築されてきている。こ
れらのメカニズムには、定期的に季節予報を実施し、
周知する機関（NOAA, 1999）、ならびに、農業、水資
源管理、食料安全保障やその他のいくつかの分野にお
ける予見的適応策を地方および国の意思決定者らと協
働して策定したり、実施したりするための地方およ
び国レベルの定期フォーラムや世界的な実施プロジ
ェクトが含まれている（Basher et al., 2000; Broad and 

Agrawala, 2000; Meinke et al., 2001; Patt and Gwata, 2002; 

De Mello Lemos, 2003; O’Brien and Vogel, 2003; Ziervogel, 

2004）。アジア、アジア太平洋、アフリカ、およびラ
テンアメリカの 16の開発途上国における 1997～ 98

年のエルニーニョ現象に対する対応の評価は、効果的
な適応には次のような障壁、つまり地域気候の予報に
ともなう空間的・時間的な不確実性、エルニーニョ現
象の地方的・地域的影響に関する意思決定者らの認識
レベルの低さ、 気候監視や気候予報における国の能力
の限界、 および対応の構築における調整不足があるこ
とを明らかにした（Glantz, 2001）。また、最近の研究
は、季節予報のような技術的解決策は、気候に対する
脆弱性の基礎をなす社会的要因に対応するには不十分
であることを明らかにしている（Agrawala and Broad, 

2002）。さらに、気候情報へのアクセスに関する社会
的な不衡平性や、対応のための資源不足は、予見的適
応を厳しく制約しうる（Pfaff et al., 1999）。
　表 17.1は、個人、コミュニティ、政府、および民間
部門など、さまざまな関係者により実施されてきたさ
まざまな適応を例示している。このような対策には、
制度的対応と行動的対応の融合、技術の活用、および
耐気候インフラの設計などがある。これらの対策は、
通常、複数のリスクに対応しており、しばしば、生活
改善、水資源管理、および干ばつ軽減などの既存のプ
ロセスやプログラムの一部として企てられる。
　観測された中・長期的な気候トレンドの影響や気候
変動シナリオに適応するため、現在ますます多くの対
策が講じられている。特に、多くの OECD諸国の高
山地域における冬季観光分野では、積雪の減少や氷河
後退などの観測された影響に対応するために、多くの
対策が講じられてきている。これらの対策には、人工

造雪や高標高の貯水池などの付随施設、経済的・地域
的多様化、および天候デリバティブや保険といった市
場ベースの手段の利用が含まれる（例えば、オースト
ラリアに関しては、Konig, 1999; スイスに関しては、
Burki et al., 2005; スコットランドに関しては、Harrison 

et al., 2005; 北アメリカに関しては、Scott et al., 2005）。
開発途上国でも、氷河後退とそれに伴う氷河湖の拡張
などのリスクに対応するための適応策が実施されてい
る。氷河後退やそれに伴うリスクは、生活やインフラ
に深刻なリスクをもたらす。ネパールにあるツォー・
ロルパのリスク削減プロジェクトは、気温上昇によっ
て引き起こされる氷河湖決壊による洪水の忍び寄る脅
威に対処するために実施されている適応策の例である
（Box 17.1参照）。
　熱波（例えば、 シカゴにおける 1995年の熱波；ト
ロントにおける 1998年の熱波；および ヨーロッパに
おける 2003年の熱波）をはじめとする、近年観測さ
れた極端な気象もまた、猛暑警報計画を策定するきっ
かけを提供してきた。これらの対策は、何よりもまず
現在の極端な気象に対応するべく着手されてきている
が、ときには気候変動のもとでは猛暑がより頻繁に
なったり、さらに悪化するかもしれないこと、そし
て、現在の適応がしばしば不十分であり新たな脆弱性
を生み出していることを、それとなしに、あるいは明
確に認識してもいる（Poumadère et al., 2005）。大トロ
ント市（Smoyer-Tomic and Rainham, 2001; Ligeti, 2004; 

Mehdi, 2006）、上海（Sheridan and Kalkstein, 2004）、お
よびイタリアとフランスのいくつかの都市（ONERC, 

2005）を含む多くの場所では、現在、気象監視や早期
警戒、対応策を組み合わせた公衆衛生の適応策が実施
されてきている。極端な気象や気候はまた、金融分
野における多くの適応対策のきっかけとなっている
（Box 17.2参照）。
　将来の気候変動とそれにともなう影響のシナリオを
考慮して導入されている適応策の例もある。これは
特に、その寿命全体にわたって気候変動の影響にさら
されるかもしれない長寿命インフラや、特段の対策を
しない場合の活動が気候変動影響への将来の適応を不
可逆的に制限する場合に当てはまる。気候変動シナリ
オを既にインフラ設計に組み込んだ初期の例として
は、カナダのコンフェデレーション橋、および米国の
ボストン湾にあるディア島の汚水処理場がある。コン
フェデレーション橋は、プリンスエドワード島とカナ
ダ本土との間をつなぐ 13 kmの橋である。この橋は、
縦方向に約 50 mの余裕をもたせることで、海洋を航

適応の実践、オプション、制約、および能力評価第 17 章



686 687

行する船舶の航行水路を提供している（McKenzie and 

Parlee, 2003）。この橋の設計プロセスにおいては海面
上昇が主要な懸念事項として認識されており 100年の
寿命期間中の海面上昇に対応して、現在要求されてい
る高さより 1 m高く建設された（Lee, 2000）。ディア
島の汚水処理施設の場合では、沿岸のコミュニティか
ら集められた未処理下水をボストン湾の海底にポンプ
で送った後、ディア島の処理施設に汲み上げる設計と
なっていた。汚水処理後、廃水はパイプを下って湾へ
流出される。設計技師らは、海面上昇によって施設の
周囲に防壁をつくる必要が生じるであろうことを懸念
していた。このことは、次いで、防壁を越えて廃水を
送るための高価な揚水装置の設置を必要とするだろう
（Easterling et al., 2004）。そうした将来的コストを回避
するため、設計者らは、処理施設をより高い場所に建
設することを決定し、施設は 1998年に完成した。プ
ロジェクト設計において気候変動シナリオが考慮され
ている進行中のほかの計画例としては、インド西部の
コンカン鉄道（Shukla et al., 2004）、ミクロネシアの沿
岸幹線道路（ADB, 2005）、デンマークのコペンハーゲ
ンメトロ（Fenger, 2000）、および英国のテムズバリア
（Dawson et al., 2005; Hall et al., 2006）が挙げられる。
　インフラに関連する適応策の事例の大多数は、主と
して海面上昇の予想される結果に関係している。こ
のような状況において、チンハイ－チベット鉄道
は 例外である。チベット高原を横断するこの鉄道は、
約1,000 km の距離を走っており、海抜 13,000 フィー
ト（4,000 m）以上の高さに敷設されている。鉄道の 500 

kmは永久凍土の上に敷設されており、その約半分は
氷点より 1から 2℃だけ低い「高温な永久凍土（hign 

temperature permafrost」である。線路は永久凍土層に影
響を与え、永久凍土層もまた気温上昇の結果として生
じる融解の影響を受けるだろう。そのため、今度は永
久凍土層が線路の安定性に影響を与える。こうしたリ
スクを低減するため、設計技師らは、永久凍土が吸収
する熱量を最小限に抑えるための絶縁および冷却シス
テムを導入してきた（Brown, 2005）。
　特定のインフラ事業に加えて、気候変動シナリオ
がより包括的なリスク管理政策や計画の中で考慮さ
れている事例もある。カリブ海のいくつかの国々
（Vergara, 2006）やカナダ（Lee, 2000）では、環境影響
評価（EIA）の手順の中で現在と将来の気候への適応
を統合する取組みが進められている。また、OECD諸
国では、将来の気候変動（特に海面上昇）を考慮した
その他の政策イニシアティブが多数導入されてきてい

る（Moser, 2005; Gagnon-Lerun and Agrawala, 2006）。例
えば、オランダでは、水防に関する技術諮問委員会が、
高潮堤やダムといった長寿命建設物の新規工事の設計
には、50 cmの海面上昇を考慮に入れるよう提言した
（Government of the Netherlands, 1997）。国家治水政策実
施の指針として策定されたバングラデシュの国家水管
理計画（NWMP）では、気候変動が明確に考慮されて
いる。この計画においては、気候変動が将来の水の供
給と需要を決定する要因であり、また海面上昇や潮差
の拡大による海岸侵食を決定する要因でもあることが
認められている（OECD, 2003a）。
　さらに、都市、地方、および国家レベルでの包括的
リスク管理戦略の一部として気候変動を考慮に入れた
事例もある。フランス、フィンランド、および英国は、
気候変動に適応するための国家戦略と枠組を開発して
きた（MMM, 2005; ONERC, 2005; DEFRA, 2006）。ま
た、都市レベルでは、ニューヨーク市が給水システム
の見直しの一部として気候変動シナリオを考慮してい
る。気温や降水量の変化、海面上昇、および極端現象は、
ニューヨーク地域の給水システムに与える影響および
適応のための重要なパラメーターとして特定されてき
ている（Rosenzweig and Solecki, 2001）。9段階からな
る適応評価手順がいまや開発されている（Rosenzweig 

et al., 2007）。この評価手順の主な特徴は、いくつかの
気候変数、気候変動予測にともなう不確実性、および
さまざまな適応対応の計画対象期間を明確に考慮して
いることである。適応は、管理、インフラ、政策の各
カテゴリーに分けられ、時間枠（即時的、中間的、長
期的）、およびインフラの種類に応じた資本サイクル
の観点から評価されうる。これまでに検討されてきた
適応策の一例として、迅速に実施されうる管理的適応
策である干ばつがより頻繁におこった場合の給水規制
の強化がある。検討されているほかの例としては、海
面上昇やより高位な高潮から守るために低平なところ
にある廃水処理施設の周囲に洪水防護壁を建設すると
いったようなより長期的なインフラの適応が挙げられ
る。

17.2.3 適応コストと便益の評価

　適応コストと便益に関する文献はかなり限られてお
り、分野や地域ごとの断片的なものにとどまっている。
通常、適応コストが貨幣価値で表されるのに対し、便
益は回避された気候変化影響に関して定量化され、貨
幣価値とともに非貨幣価値でも表される（例えば、収

適応の実践、オプション、制約、および能力評価第 17 章



688 689

量、厚生、リスクにさらされた人口の変化）。気候変
動適応との関連におけるコストと便益の評価に関す
る方法論的文献はわずかに存在している（Fankhauser, 

1996; Smith, 1997; Fankhauser et al., 1998; Callaway, 2004; 

Toman, 2006）。また、特定の分野（例えば、海面上昇
に関しては、Shaw et al., 2000）、あるいは特定の国（例
えば、バングラデシュに関しては、Smith et al.,1998; フ
ィジーとキリバスに関しては、World Bank, 2000; カナ
ダに関しては、Dore and Burton, 2001）の適応オプショ
ンを取り上げた事例研究は多く存在する。
　適応コストと便益に関する文献の多くは、海面上昇
（例えば、Fankhauser, 1995a; Yohe and Schlesinger, 1998; 

Nicholls and Tol, 2006）および農業（例えば、Rosenzweig 

and Parry, 1994; Adams et al., 2003; Reilly et al., 2003）に
焦点を合わせている。より限定的ではあるが、エネ
ルギー需要（例えば、Morrison and Mendelsohn, 1999; 

Sailor and Pavlova, 2003; Mansur et al., 2005）、水資源管
理（例えば、Kirshen et al., 2004）、および交通インフラ（例
えば、Dore and Burton, 2001）に関する適応コストと便
益もまた評価されてきている。地域別に見ると、米国
およびその他の OECD諸国に焦点を合わせてきている
（例えば、Fankhauser, 1995a; Yohe et al., 1996; Mansur et 

al., 2005; Franco and Sanstad, 2006）。ただし、開発途上
国に関する文献（例えば、Butt et al., 2005; Callaway et 

al., 2006; Nicholls and Tol, 2006）も現在増えつつある。

17.2.3.1　分野や地域ごとの見積り
　海面上昇に対する適応コストと便益に関する文献は
かなり豊富に存在する。Fankhauser（1995a）は、沿
岸防護への投資と海面上昇による土地損失の損害との
間のトレードオフを分析するために、比較静学的最適
化【訳注 17-2】の手法を用いた。その結果、最適なレベ
ルでの沿岸防護により、OECD諸国における海面上昇
の総コストが大幅に低減されることが示された。ま
た、分析結果は、最適な沿岸防護のレベルがリスクに
さらされる土地の価値によって、地域内や地域間でか
なり異なるであろうことも明らかにした。Fankhauser

（1995a）は、OECD諸国の沿岸都市や港湾は、ほとん
ど 100%が保護されるべきである一方、浜辺や建物の
ない沿岸の最適な保護＜の割合＞は 50から 80%であ
ろうとの結論を下した。Yohe and Schlesinger（1998）
の研究結果は、米国の海岸に関して、土地が浸水して
いくにつれ、不動産市場価格が効率的に調整されれ
ば、海面上昇による総コスト（適応コストと適応でも
回避できない土地損失コスト）が約 20から 50%低減

されうることを示している。Nicholls and Tol（2006）
は、排出シナリオに関する IPCC特別報告書（SRES; 

Nakićenović and Swart, 2000）の A1FI、A2、B1、およ
び B2シナリオ下における沿岸防護の最適レベルを見
積もっている。ここでは、一部の太平洋小島嶼国を除
き、最も大きな影響を受ける 15カ国に関して、2080

年までの沿岸防護への投資額は、GDPに対してわずか
な割合を占めるに過ぎないと結論づけられている（表
17.2）。
　Ng and Mendelsohn（2005）は、沿岸防護を最適化す
るために動態的枠組みを用いて、10年間隔で必要防護
量の再評価を行った。シンガポールに関して、2000か
ら 2100年の期間の沿岸防護コストの現在価値は 0.49

から 0.86 mの海面上昇に対して、100万から 308万米
ドル（GDPに占める割合は少ない）になるであろう
と見積もられた。しかし、これらの研究の限界は、し
だいに進行する海面上昇のみを考慮しており、最適
の沿岸防護に対する高潮の影響といった問題につい
ては一般的に考慮していないことである。Kirshen et 

al.（2004）によるボストンの大都市圏に関する研究で
は、さまざまな開発シナリオや海面上昇シナリオの
もとで、高潮が海面上昇による損害や沿岸防護の最
適レベルに及ぼす影響についても取り込まれている。
Kirshen et al.（2004）は、60 cm未満の海面上昇では、
「耐浸水（flood proofing）」対策（居住空間を高くする
など）の方が、沿岸防護対策（防潮壁、隔壁、護岸など）
より優れていると結論づけている。一方、1 mの海面
上昇では、沿岸防護が最適であることが示された。海
面上昇にともなうコスト研究のもう一つの限界として
は、そうした研究が、より集計されたレベルで不確実
性の高い（土地や建物の）財産価値に左右されやすい
という点が挙げられる。Darwin and Tol（2001）による
世界規模での評価は、財産価値を取り巻く不確実性が、
世界全体で見て、沿岸防護において 17%、防護対象と
なる土地面積において 36%、そして直接コストにおい
て 36%の差を生み出しうることを示した。コストの不
確実性を高めるさらなる要因としては、適応オプショ
ンに対する社会的・政治的受容性が挙げられる。Tol et 

al.（2003）は、オランダにおける河川氾濫のリスク増
大を改善するための適応オプションの便益は、2050年
には 2,000万米ドル /年に達しうることを示している。
しかし、これらのオプションの実施には、制度および
政治の大改革が必要となり、このことが最低コストで
の解決策を実現するに当たり大きな障壁となっている
と結論づけている。
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　農業分野を対象とする適応研究は、自発的な農場レ
ベルでの適応を考慮しており、また、その多くは、市
場や国際貿易を介した適応効果も検討した（Darwin 

et al., 1995; Winters et al., 1998; Yates and Street, 1998;  

Adams et al., 2003; Butt et al., 2005）。これらの文献は、
主に、収量や厚生の増大、または飢餓のリスクにさら
されている人口の減少などの形で表される適応の便益
について報告している。一方、適応コストは、初期の
研究（Rosenzweig and Parry, 1994; Yates and Street, 1998）
では一般的に考慮されていなかったが、最近の研究
（Mizina et al., 1999; Adams et al., 2003; Reilly et al., 2003; 

Njie et al., 2006）には通常含まれている。Rosenzweig 

and Parry（1994）および Darwin et al.（1995）は、主と
して適応による著しい便益により、全球レベルでの、
残ってしまう気候変動の影響は最小になると見積もっ
た。しかし、地域内や地域間におけるばらつきが大き
いことも報告した。特に、熱帯地方に位置する多くの
国々にとって、播種日、作物の組合せ、および栽培品
種の変更などの低コストの適応策から得られる可能性
がある便益は、気候変動による大きな損害を相殺する
のに十分ではないと予想される（Rosenzweig and Parry, 

1994; Butt et al., 2005）。
　開発途上国の一部では、より広範囲な適応策が評価
されてきている（例えば、Box 17.3参照）。Butt et al.,

（2005）は、2030年時点でのマリ共和国に関し、貿易
や作物の組合せの変更、および耐熱品種の開発と導入
によって、気候変動が農業に与える影響に起因する厚
生の損失の 90から 107%を相殺しうると見積もってい
る。
　適応策は、平均収量に対して影響を与えるだけでな
く、気候の変動性の結果生じる収量（如いては社会
厚生）の変動幅を小さくすることができる。Adams et 

al.（2003）は、アメリカ経済における適応の厚生便益
が、収量変動に対するそれらの影響を含めると、32億
9,000万米ドル（2000年価値）から 47億米ドル（2000

年価値値）に増加することを明らかにした。マリ共和
国の場合、適応策が厚生の変動性を最大 84%低減しう
ると Butt et al.（2005）は示している。
　農業分野における適応研究の限界は、気候変動の影
響および適応オプションの多様性から生じるが、適
応プロセスの複雑さによっても生じる。多くの研究
は、個々の農業従事者による完璧な適応という非現実
的な想定に基づいている。農業地域が技術や管理の実
践によって完全に適応することができたとしても、新
しい気候レジームへの調整プロセスにおいて適応コス

トが発生する可能性が高い。米国農業に関する最近の
研究は、適応プロセスにおける摩擦が適応可能性を
低下させうることを見出した（Schneider et al., 2000a; 

Easterling et al., 2003; Kelly et al., 2005）。
　エネルギー分野での適応コストおよび便益について
は、気候変動の結果として生じる冷暖房用のエネルギ
ー経費の変化に関していくらかの文献があるが、その
ほとんどは米国に関するものである。これらの研究の
大部分は、冷房にかかるエネルギー経費の増大が暖房
経費の減少による便益を上回るであろうことを示して
いる（例えば、Smith and Tirpak, 1989; Nordhaus, 1991; 

Cline, 1992; Morrison and Mendelsohn, 1999; Mendelsohn, 

2003; Sailor and Pavlova, 2003; Mansur et al., 2005）。同時
に、Morrison and Mendelsohn（1999）は、米国経済に
おける適応純コストは（冷房の増加と暖房の減少の結
果）、2060年までに 19億 3,000万から 127億 9,000万
米ドルに及ぶと見積もっている。さらに、建築ストッ
クの変化（特に冷房能力の増大）により、エネルギー
経費が 29億 8,000万から 115億米ドル増大すると見積
もられている。また、Mansur et al.（2005）は、米国
のエネルギー経費が 2050年には 40から 90億米ドル、
2100年には 160億から 398億米ドルに増加すると見積
もっている。
　海面上昇、農業、およびエネルギー需要以外では、
水資源管理（Box 17.4参照）および交通インフラの適
応コストと便益に関する若干の研究がある。Kirshen et 

al.（2004）は、気候変動シナリオ下での、ボストン大
都市圏の給水の信頼性を評価した。著者らは、たとえ
気候が安定していたとしても、水需要の増大により、
給水の信頼性は 2100年までに 93%になるであろうと
予測している。気候変動を考慮に入れると、給水の信
頼性は 82%に低下する。需要面での管理対策が信頼性
をわずかに向上させうる（83%まで）一方で、その土
地のシステムを主要な州の給水システムに接続するこ
とは、信頼性を 97%まで引き上げるだろう。しかしな
がら、この研究では、そのような適応策に要するコス
トは評価されていない。
　Dore and Burton（2001）は、カナダの社会インフラ、
より具体的には道路網（道路、橋、雨水管理システム）
や水道施設（上下水道処理施設）に関する気候変動の
適応コストを見積もっている。この研究では、気候変
動のもとで社会資産のポートフォリオの完全性を維持
するための追加コストは適応コストとしてみなされて
いる。水分野では、新しい処理施設の建設、現在の施
設の効率性の改善、貯水タンクの増大など、可能性が
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ある適応戦略が考慮され、その結果、カナダの都市の
適応コストは、極端現象を考慮した場合、トロントの
ような都市では 94億カナダドルまで達しうることが
示された。運輸分野に関して、Dore and Burton（2001）は、
カナダのすべての氷上道路【訳注 17-3】を＜ほかの輸送
手段に＞置き換えるには、約 9億 800万カナダドルの
コストがかかるであろうと見積もっている。しかし、
この研究はまた、永久凍土の後退が道路建設コストを
低減するであろうことも指摘している。さらに、除雪、
砂まき、塩まきなどの冬対策にかかるコストは、一般
的に、温度上昇にともない減少することが予想される。

17.2.3.2　地球規模での見積り
　気候変動による地球規模での影響の見積りには、
いくつかの適応コストが暗に含まれている。Tol et 

al.（1998）は、Cline（1992）、Fankhauser（1995b）、お
よび Tol（1995）などの以前の研究に含まれていた総
気候被害コストの 7%から 25%は適応コストとして
分類しうると見積もっている。加えて、Nordhaus and 

Boyer（2000）、Mendelsohn et al.（2000）、および Tol（2002）
などによる最近の研究は、適応が気候変動影響の地球
規模での見積りに与える影響をより詳細に組み入れて
いる。これらのモデルでは、適応コストと便益は、気
候被害関数の中に通常は組み込まれているものの、こ
れらはしばしば限られた数の地域研究から推定されて
いる。さらに、気候被害関数の基盤となるもとの研究
が、最近の研究結果を常に反映しているわけではない。
その結果、これらの研究は、地球規模でかつ統合的な
展望を提示する一方で、粗く定義された気候変動や適
応の影響に基づいており、適応コストと便益について
の憶測の見積りしか提供していない。
　Mendelsohn et al.（2000）は、冷暖房にともなう地球
規模でのエネルギーコストは、2100年までに、2℃の
気温上昇に対して 20億から 100億米ドル（1990年価
値）、3.5℃の気温上昇に対して 510億から 890億米ド
ル（1990年価値）増加するだろうと見積もっている。
Tol（2002）は、1℃の上昇に対して、暖房の減少によ
る地球規模での便益は約 1,200億米ドルになり、また、
冷房の増加による地球規模でのコストは約 750億米ド
ルになると見積もっている。同研究はまた、1 mの海面
上昇に対する地球規模での防護コストを 1兆 550億米
ドルと見積もっている。地球規模での「耐気候」開発
コストの予備的な見積りはあるが（World Bank, 2006）、
既存の文献では、地球規模での適応コストと便益の複
数の分野にわたる包括的な見積りはなされていない。

経済成長や雇用に対するより広範なマクロ経済および
経済全体にわたる適応の影響については、大部分が未
知のままである（Aaheim and Schjolden, 2004）。

17.3　適応能力、オプションおよび制約の評価

17.3.1　適応能力の要素

　適応能力は、気候変動や変化にうまく対応するた
めのシステムの能力あるいは潜在的能力のことであ
り、これには、行動面、資源面、および技術面での調
節が含まれる。適応能力の存在は、気候変動に起因す
る有害な結果の可能性や規模を縮小するのに有効な適
応戦略の設計や実施の必要条件としても知られている
（Brooks and  Adger, 2005）。産業分野および公共機関は、
適応能力により、成長期間の延長や観光産業における
可能性の拡大など、気候変動による機会や便益を利用
することができる。
　適応能力に関する現在の認識の大半は、脆弱性評価
によるものである。脆弱性指標が明示的に適応能力の
決定因子を含んでいない場合であっても、選択された
指標が、適応能力を促進または抑制する要因、プロセ
ス、および構造に関する重要な見識を与えていること
がよくある（Eriksen and Kelly, 2006）。脆弱性と適応能
力に関する研究からはっきりと導き出される一つの結
論は、適応能力には一般的な側面もあるが、同時に、
特定の気候変動影響に特化した側面もあるという点で
ある。一般的な指標には、教育、所得、健康などの要
因が含まれる。干ばつ、洪水など特定の影響に特化し
た指標は、制度、知識や技術に関連しているかもしれ
な い（Yohe and Tol, 2002; Downing, 2003; Brooks et al., 

2005; Tol and Yohe, 2007）。
　技術は気候変動への適応に重要な役割を果たす可能
性がある。効率的な冷房システム、改良された種子、
脱塩技術、およびその他の技術的な解決策は、気候変
動の条件下において、よりよい結果や、よりうまく対
処することを導きうるオプションの一部である。例
えば、公衆衛生においては、予期される極端現象に健
康対策を適応させるための季節予報やその他の技術の
適用成功事例がある（Ebi et al., 2005）。技術的な適応
や技術革新は、しばしば政府や民間部門によって企て
られる研究プログラムを通じて開発される（Smit and 

Skinner, 2002）。革新、すなわち新しい戦略や技術の開
発、あるいは新しい条件に対応するための古い戦略や
技術の再生（Bass, 2005）は、特に、将来の気候条件が
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不確かな場合、適応の重要な側面となる。技術的な能
力は適応能力の重要な側面だとみなしうるが、気候変
動への多くの技術的対応は、気温上昇や降水量の減少
など、特定のタイプの影響と密接に関係している。
　第 3次評価報告書以降に行われた最近の研究では、
適応能力は、経済開発や技術だけではなく、人的資
本やガバナンス構造といった社会的因子からも影響
を受けることが示されている（Klein and Smith, 2003; 

Brooks and Adger, 2005; Næss et al., 2005; Tompkins, 2005; 

Berkhout et al., 2006; Eriksen and Kelly, 2007）。さらに、
最近の分析は、適応能力は経済活動のレベルが低い地
域に特有の懸案事項ではないことを論じている。経済
開発は、技術や適応に投資する資源へのアクセスを容
易にするかもしれないが、国民一人当たりの所得が高
いことは、気候変動への対応能力を示すのに欠くこと
ができない指標でもないし、また十分な指標でもな
いと考えられている（Moss et al., 2001）。Tol and Yohe

（2007）は、適応能力のいくつかの要素が代替不可能
であることを示しており、経済はその資源および適
応能力における “ 最も弱い箇所（weakest link）”【訳注

17-4】と同じくらい脆弱なものになるだろう（例えば、
自然災害に関して）。先進国、開発途上国のいずれに
おいても、一部の地域、場所、あるいは社会集団は、
＜ほかの地域、場所、社会集団よりも＞適応能力が低
い（O’Brien et al., 2006）。
　社会資本、社会的ネットワーク、価値観、認識、慣
習、伝統、および認知レベルが、気候変動に関連し
たリスクに適応するためのコミュニティの能力に影響
を与えている例は多々ある。例えば、南太平洋のサモ
ア諸島のコミュニティは、暴風雨の被害に対処するの
に、生計手段の多様化や拡大家族ネットワークを通じ
ての送金に加えて、非公式の非金銭的処置や社会的
ネットワークをあてにしている（Adger, 2001; Barnett, 

2001; Sutherland et al., 2005）。同様に、ケイマン諸島で
は、強力な地元支援ネットワークや国際的支援ネット
ワークにより、コミュニティは、熱帯低気圧＜による
被害＞から復興することや熱帯低気圧に備えることが
できる（Tompkins, 2005）。ボリビアの山腹傾斜地にあ
るコミュニティでは、コミュニティ組織が、回復力を
構築する適応戦略の重要な要素となっている（Robledo 

et al., 2004）。キューバでの災害からの回復は、共同責
任の意識によって助長されている（Sygna, 2005）。カ
ナダのヌナブトの食料共有の慣習やネットワークで
は、コミュニティメンバーの一部が食料を入手できな
い状況にある場合、地域の食料とよばれている食料に

アクセスすることができる（Ford et al., 2006）。資源供
給のリスクに適応するためのコミュニティの能力の一
環としての食料共有の役割は、アラスカの先住民の間
でも明らかである（Magdanz et al., 2002）。1930年代
の米国のダストボウル【訳注 17-5】の際の適応的移住オ
プションは、各世帯の経済的、社会的、文化的資本へ
のアクセスにより大きな影響を受けた（McLeman and 

Smit, 2006）。開発途上にある小島嶼国での経済成長に
ともなう文化変容と個人主義の増大は、拡大家族内で
の危機共有＜の慣習＞を腐食してきており、それゆえ、
この社会的要因の適応能力への寄与を少なくしている
（Pelling and Uitto, 2001）。

17.3.2　適応能力の差異

　気候変動に適応する能力は、社会間においても、各
社会内においても同等ではない。どの社会においても、
気候変動に適応するための能力が不十分な個人や集団
が存在する。前述したように、文献における研究結果
は、人的資本と社会資本があらゆるスケールでの適応
能力の重要な決定因子であり、それらが所得や技術力
のレベルと同じくらい重要であることを示していると
いう点で収束している。しかし、これらの文献のほと
んどが、単に一つのレベルまたはスケールのみに着目
することには、その有用性に限界があり、適応能力を
地域や地方との関連において調査することで、制約と
機会の両方に関する見識が得られる、と論じている。

17.3.2.1　適応能力は社会間で同等ではない
　脆弱性と適応能力に関する国家レベルの指標が、気
候変動の交渉者、実務者、および意思決定者によって、
政策や資金提供および介入の配分優先順位の決定にお
いて、使用されているという証拠がいくつか存在する
（Eriksen and Kelly, 2007）。しかし、地球規模で包括的
な研究はほとんどなく、わずかにある文献も、一般的
な適応能力の指標の有用性および結果のロバストさに
関する合意に欠けている（Downing et al., 2001; Moss et 

al., 2001; Yohe and Tol, 2002; Brooks et al., 2005; Haddad, 

2005）。5つの脆弱性評価にまたがる結果についての比
較は、「最も脆弱である」とランク付けされた 20カ国
について、研究間での一貫性がほとんどないことを示
している（Eriksen and Kelly, 2007）。Haddad（2005）は、
国家の望ましいあり方を明示的に取り扱った場合、そ
れぞれの国の適応能力のランクが著しく変わることを
経験的に示している。彼は、異なる望ましいあり方（例
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えば、市民の厚生の最大化、市民の統制の維持、ある
いは最も脆弱な集団の脆弱性の軽減への望み）は、適
応能力の要素に異なる重み付けをもたらし、それゆえ
に、国の実際の適応能力のランク付けが異なることを
論証している。国＜レベル＞の指標は適応能力に影響
を及ぼすプロセスや文脈的要因の多くをうまく捉えて
おらず、ゆえに大部分の適応が行われるであろうレベ
ルにおける適応能力に関する見識はほとんど備えてい
ないと論じられている（Eriksen and Kelly, 2007）。
　＜このように＞、国レベルの適応能力の特定の決定
因子は、議論中の知識領域である。適応能力を政治的
安定度、経済的福利、人的および社会的資本、制度な
ど、国家の開発のレベルに関連づけている研究もある
（AfDB et al., 2003）。国家レベルの適応能力は、また、
経済的能力、人的資源や都市資源、および環境容量に
関する代替指標によっても表されてきている（Moss et 

al., 2001）。Alberini et al. （2006）は、適応能力の最も重
要な属性を検討するために、気候と保健の専門家らの
コンジョイント選択調査【訳注 17-6】に基づく専門家の
判断を用い、一人当たりの所得、所得分配の不均衡、
普遍的な医療サービスの普及率、および情報へのアク
セスの高さが、国家が健康に関連するリスクに適応す
ることを可能にする最も重要な属性であることを見出
している。これらのランク付けに関する係数は、適応
能力の最も高い国から最も低い国までの指数を構築す
るのに用いられた。

17.3.2.2　 複合的のストレスのために適応能力は
国家内において不均一である

　気候変動への適応能力は、国家内で均等に配分され
ていない。適応能力は、同国内でも大きな差異があ
る。というのは、変化の複数のプロセスが相互に作用
して、脆弱性に影響を与えたり、気候変動による結果
を決定したりするからである（Leichenko and O’Brien, 

2002; Dow et al., 2006; Smit and Wandel, 2006; Ziervogel et 

al., 2006）。例えば、インドでは、気候変動と農産物の
市場の自由化の両方が、農業生産の状況を変化させて
いる。干ばつや商品価格の急変などの個々の現象を含
む、これらの状況変化に適応できるであろう農家があ
る一方で、主にマイナスの結果を経験する農家もある。
O’Brien et al.（2004）は、インドの県レベルにおける農
業分野の気候変動と貿易の自由化に対する脆弱性のマ
ッピングを行い、適応能力を結果に影響を及ぼす主要
な要因とみなした。生物物理的、社会経済的、および
技術的な条件の組合せが、変化する環境的、経済的状

況への適応能力に影響を与えると考えられた。生物物
理的要因には、土壌の質と深さ、および地下水の利用
可能量などがあり、社会経済的要因には、識字率やジ
ェンダー衡平性、および県内の農業経営者と農業賃金
労働者の割合などが含まれた。技術的要因は、灌漑の
利用可能性とインフラの質によって捉えられた。これ
らの要因が組み合わさって、どの県がより乾燥した条
件やインドのモンスーンの変動性に最もうまく適応で
き、どの県が最も適応できないか、また、どの県が農
業貿易の自由化による輸入競争に最も対応でき、どの
県が対応できないか、の目安を提供している。この脆
弱性マッピングの結果は、両方のプロセスにさらされ
ている、つまり「二重の曝露」にある県を示している。
インダス－ガンジス平原沿いに位置する県が、国の内
陸部に比べて、これら両プロセスに対して脆弱性が低
いことは注目に値する（図 17.2参照）。

17.3.2.3　 社会的および経済的プロセスは適応能
力の配分を決定する

　新しい研究のかなりの数が、脆弱性と適応能力を決
定し、それらが時間の経過に伴ってどのように展開す
るであろうかに影響を与える文脈的要因に焦点を合わ
せている。場所に基づくこれらの研究は、大陸スケー
ル、地域スケール、または地方スケールでの適応能力
を抑制する条件あるいは高める条件に関する見識を提
供している（Leichenko and O’Brien, 2002; Allison et al., 

2005; Schröter et al., 2005; Belliveau et al., 2006）。これら
の研究は、アプローチとメソッドの両面において上記
で評価された地域指標および全球指標研究とは異なっ
ており、適応能力の状態と配分に関する補足的な結論
を導くものである。
　地方レベルの適応能力に関する研究からの教訓は、
状況ごとに特有のものであるが、このような研究が
多数あることで、個人やコミュニティの適応能力に関
する広範にわたる教訓が認められている。コミュニテ
ィのメンバー間の関係の性質は、意思決定プロセスへ
の彼らのアクセスや参加と同様に、重要である。沿岸
地帯管理などの領域では、社会的ネットワークの拡張
がより強固な管理制度を発展させるに当たり重要な要
素であることが指摘されてきている（Tompkins et al., 

2002）。その土地の集団や個人は、多くの意味でしば
しば無力感を感じているが、最大の無力感は意思決定
者へのアクセスの欠如においてである。一連の研究は、
例えば、コミュニティを基盤とする資源管理の成功が
コミュニティの回復力を高め、生態系サービスと生
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態系の回復力を維持する可能性があること（Tompkins 

and Adger, 2004; Manuta and Lebel, 2005; Owuor et al., 

2005; Ford et al., 2006）、またコミュニティを基盤とす
る資源管理が、ストレス下にある生態系（例えば、サ
ンゴ礁）の管理にある主要優先事項であること（Hughes 

et al., 2003, 2005）を示している。
　最近の多くの研究は、適応能力が、一つの社会や場
所においても不均一あること、また、人間集団におい
ては、年齢、階層、性別、健康、および社会的地位に
よって差異があることを強調している。Ziervogel et al. 

（2006）は、南アフリカ、スーダン、ナイジェリア、
およびメキシコにおいて、世帯間やコミュニティ間の
比較研究を行い、＜社会の＞周縁部にある集団が天水
農業に依存しているような半乾燥地域では、食料不安
への脆弱性が世界共通であることを示した。これらの
事例研究にまたがって言えることは、食料不安は、気
候によってのみ、あるいは気候を主体として決定され
たのではなく、むしろ物理的リスクに結びつく社会的、
経済的、および政治的な要因によって決定されたとい
うことである。Box 17.5は、気候変動の影響への適応
能力と脆弱性が、男性と女性の間でどのように異なる
かを説明している。ジェンダーに関連する脆弱性は資
源に依存している社会や気象に関連する極端現象の影
響において特に顕著である（Box 8.2も参照）。

17.3.3　時間経過に伴う適応能力の変化

　適応能力はそのスケールにかかわらず、当該システ
ムの外側にある要因によって促進または制約される
であろう。地方スケールでは、そうした制約は、個人
やコミュニティの行動の自由を制限するような、ある
いは、潜在的な適応戦略の実行可能性を失わせるよう
な、地方または国家レベルで決定された規制や経済政
策の形で現れるかもしれない。脆弱性と気候変動への
適応能力が、変化の複数のプロセスによる影響を受け
ることがだんだんと認識されてきている（O’Brien and 

Leichenko, 2000; Turner et al., 2003; Luers, 2005）。例えば、
暴力的紛争や感染症の蔓延が、適応能力を低下させ
ることが示されてきている（Woodward, 2002; Barnett, 

2006）。都市化や貿易の自由化による経済的影響など
の社会的傾向は、都市および地域の全体的適応能力に
対してプラスとマイナスの両方の結果を与える可能性
が高い（Pelling, 2003）。例えば、グローバル化にとも
なう貿易自由化政策は、一部の人々にとっては、気候
変動への適応を促進するものかもしれないが、ほかの

人々にとってはそれを制約するものであるかもしれな
い。インドの場合、海外からの安い輸入品の流入によ
って市場が奪われたため、多くの農業者らは、もは
や、伝統的な耐干ばつ性油料種子作物を栽培しなくな
った（O’Brien et al., 2004）。漁業のグローバル化は、海
洋生態系の回復力を低下させてきている（Berkes et al., 

2006）。特に過去 30年間のウニやサンゴ礁にすむ植物
食魚類の乱獲は、ハリケーンなど繰り返し発生する撹
乱および海面温度の上昇によるサンゴの白化現象と大
量死に対するサンゴ礁の脆弱性を高めたことが示され
ている（Hughes et al., 2003; Berkes et al., 2006）。
　カナダの北極地方では、経験豊富なイヌイット狩猟
民族が、氷や野生生物の条件の変化に対し、伝統的
な知恵を使って狩猟の時期や場所を変えることで適応
し、個人の存続を守っている（Berkes and Jolly, 2001）。
しかし、若いイヌイットは同様の適応能力を持たない。
Ford et al.（2006）は、これは、1970から 1980年代に
おいて、カナダ連邦政府が西洋教育をイヌイットに強
制したため、狩猟に参加する若者が減り、その結果、
伝統的知識の伝達が減少したことに起因するとしてい
る。このことは、結果として、イヌイットの伝統的知
識の維持や伝達のためのコミュニティとしての記憶母
体である年長者および経験豊富な狩猟者たちの間に、
若者は狩猟やイヌイットの伝統的生活様式に興味がな
いという認識を生み出した。このことは、世代間の接
触の減少により、伝統的知識をさらに腐食させ、若者
たちを知識の衰退の悪循環に閉じ込める正のフィード
バックを形成している。狩猟への新しい技術（GPS、
スノーモービル、無線を含む）の導入は、別のタイプ
の適応といえるが、若いイヌイットたちの間に伝統的
知識を重んじない状況をつくり出すことで、この悪循
環をさらに強めている。
　Belliveau et al.（2006）は、カナダのブリティッシュ
コロンビア州のワイン製造業者らが、経済状況の変化
への適応が、気候に関連するリスクに対する脆弱性を
どのようにして高めうるかを実証している。北米自由
貿易協定の締結後、より高品質で、かつその多くの生
産コストはより低い輸入品と競争するために、ブドウ
生産者らは低品質のブドウ品種を慎重な取り扱いを要
する品種に変更した。この変更は、ワイン産業の国内
および国際競争力を強化し、それゆえ市場リスクを低
減したが、それと同時に、冬場に損害を受けやすくな
った。このように、経済競争力を高めるために品種を
切り替えるという初期の適応策は、システムの性質を
変え、以前はより感度が低かった気候ストレスに対す
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る脆弱性を高めた。霜に対するリスクを最小限にする
ため、生産者らは、ブドウの実を湿らせるための葉上
潅水を使用している。しかし、この葉上潅水による余
分な水は、ブドウの風味を薄め、品質を低下させ、市
場競争力を弱めうる。
　一つの地域における脆弱性が、ほかの地域に「遠隔
作用」することが多々ある。Adger et al.（2007）は、
ベトナムおよび中央アメリカのコーヒー市場と生計に
関する研究において、直接的な市場の相互作用（ベト
ナムのコーヒーが世界的な供給量を増加させ、価格を
下落させた）、気象に関連するリスク（コーヒーの木
の病害や霜害）との相互作用、および 1989年の国際
コーヒー協定の破綻などを通じて、一つの地域での行
動がほかの地域での脆弱性をつくり出すことを明らか
にした。メキシコ、グアテマラ、およびホンジュラス
では、1997から 1998年と 1999から 2002年の厳しい
干ばつに対する小規模コーヒー農家の対処能力は、国
際的制度や各国の政策の変化を反映した国際的なコ
ーヒー価格の低下によって複雑になった（Eakin et al., 

2005）。同時に、メキシコ、グアテマラ、およびホン
ジュラスの市場自由化は、それら地域の商品生産、市
場、および価格への国家干渉を減少させた。また、伝
統的作物がもつ強い文化的意味合いに加えて、農村金
融の縮小に関係する適応の制約もあった。この地域は、
既に、コーヒー生産に理想とされる温度範囲の上限に
達しているため、気候変動によって収量が減少するで
あろう可能性が高く、このことは農家による代替作物
への変更を要求するが、代替作物の市場メカニズムは
現在のところ十分に発展していない。
　ケニアとタンザニアにおける小規模農家の気候スト
レスへの対処能力は、世帯構成員が一つの活動、あ
るいは現金収入を生み出す限られた数の集約的活動に
専従する能力によって、多くの場合、影響を受ける
（Eriksen et al., 2005）。しかし、多くの世帯は、労働力
や人的および物的資源が不足しているため、この望ま
しい対処オプションへのアクセスが限られている。こ
の適応オプションは、特定の集団、特に女性集団を十
分に集約的で望ましい活動を成し遂げることから排除
することを導く社会的関係によって、さらに制約を受
ける。現在、このような特定された対処戦略の実行可
能性を高めるための投資はかなり少ない。逆に、気候
変動性に対する農業の感度を下げることに焦点を合わ
せる政策がとられる傾向にある。これは、低い市場価
値や消費価値、およびそれに伴う高いコストのために、
農業従事者らが特定の農業技術を採用することをため

らう乾燥地に住む人口集団の排除を実際に強化するか
もしれない（Eriksen et al., 2005）。Eriksen et al.（2005）は、
ケニアとタンザニアの小規模農家の適応能力の決定因
子は複数あり、それらは相互に関係していると結論づ
けている。
　要約すると、第 3次評価報告書以降行われてきた実
証的研究は、気候変動リスクと適応能力の間には、単
純な因果関係は滅多に存在しないことを示している。
適応能力は時間の経過とともに変化しうるし、また変
化における複数のプロセスによっても影響される。一
般的に、最近の研究は、各社会内および各社会の間の
適応能力の配分が、開発における主要な難問であり、
適応戦略の有効性に大きな制約を与えることを示して
いる。気候変動への適応がほかの変化に対する脆弱性
を高めるかもしれないのと同様に、経済的・社会的条
件の変化に対応する適応のいくつかは、気候変動に対
する脆弱性を高めるかもしれない。

17.4 適応の強化： 機会と制約

17.4.1　 適応を実施するための国際的および
国別行動

　適応のための制度的必要条件に関する最近の文献
は、公共政策が気候変動への適応の促進において重要
な役割を担っていることを示唆している。これには、
人々とインフラの脆弱性の改善、民間投資や公共投資
および意思決定へのリスクに関する情報の提供、そし
て生息地、種、および文化的に重要な資源などの公
共財の保護が含まれる（Haddad et al., 2003; Callaway, 

2004; Haddad, 2005; Tompkins and Adger, 2005）。加えて、
ほかの文献は、気候変動の影響への適応において用い
る温室効果ガス排出量の多い国々から現在および将来
の影響に対して最も脆弱な国々への国際的な財政移転
や技術移転の事例を提示している（Burton et al., 2002; 

Simms et al., 2004; Baer, 2006; Dow et al., 2006; Paavola 

and Adger, 2006）。Baer（2006）は、500億米ドルの損
害推定総額をもとに、汚染国からのこうした移転の規
模を算出している。
　国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に基づく適応
への資金提供もかなり進められてきている。後発開発
途上国（LDC）は気候変動に特に脆弱であることが確
認され、それらの国々の適応の計画は、国別適応行動
計画（NAPA）の開発により促進された。NAPAを策
定する際、それぞれの国は気候変動に対する喫緊の適
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応ニーズに対処するために近い将来実施すべき優先的
活動を特定する（Burton et al., 2002; Huq et al., 2003）。
2007年中ごろの時点では、15カ国のみしか国別 NAPA

報告書を完成していなかったが、これら報告書では、
多くの具体的プロジェクトが優先的行動として特定さ
れた。本評価の時点では、NAPAの実施が開始されて
いなかったので、気候変動のリスクに対する適応能力
の向上または脆弱性の軽減に関する NAPAの成果は
評価できなかった。しかし、NAPAの進展プロセスは
モニタリングされてきている。Box 17.6は、バングラ
デシュ＜の事例＞からの新たな教訓について論じて
いる。初期の証拠は、NAPAがほかの国別計画プロセ
ス（例えば、砂漠化防止条約に基づく国別適応計画な
ど）と同様の有効性と正当性に関する制約に直面して
いることを示唆している。このことには、限定的で代
表性のない協議プロセスなどが含まれる（Thomas and 

Twyman, 2005）。
　気候変動の文脈では、「主流化」という用語は、気
候変動に対する脆弱性あるいは適応を、水管理、防災、
緊急計画、あるいは土地利用計画などの関連する政府
政策のある側面に組み入れるという意味で使用されて
きている（Agrawala, 2005）。適応を促進する行動には、
環境に関するデータセット、脆弱性または危険性の評
価、幅広い開発戦略、マクロ政策、分野別政策、制度
的または組織的構造への気候情報の統合、あるいは開
発プロジェクトの策定および実施における気候情報の
取り込みが含まれる（Burton and van Aalst, 1999;  Huq 

et al., 2003）。主流化イニシアティブを実施することに
より、気候変動への適応は、持続可能な開発に関する
計画をはじめとする、その他の確立したプログラムの
一部となる、もしくは一貫性をもつものになるであろ
うと論じられている。
　主流化イニシアティブは、開発計画にかかる文献の
中で四つのレベルに分類されてきている。国際レベル
では、気候変動の主流化は、政策の策定、国際機関に
より資金提供されたプロジェクトの承認と国レベルで
の実施を通じて現れうる。例えば、国際赤十字赤新月
社連盟（IFRC）は、その気候変動センターを通じて、
地方的な対応と地球規模での対応の連携を促進する取
組みを行っている（Van Aalst and Helmer, 2003）。地域
レベルでのイニシアティブの例としては、カリブ海に
おけるMACC（気候変動への適応主流化）プロジェク
トがある。これは、重要な経済分野（すなわち、水、
農業、人の健康）への可能性が高い気候変動の影響を
評価すると同時に、コミュニティ、国、地域レベルで

の対応を明確にするものである。アジア開発銀行など、
さまざまな多国間および二国間開発機関が、気候変動
への適応をそれらの無償・有償活動に組み入れようと
している（ADB, 2005; Perez and Yohe, 2005）。また、ほ
かの支援機関は、悪適応であり新しい脆弱性を生み出
すようなそれらの有償支援や無償支援を排除し、既存
の開発プロジェクトが既にどの程度気候リスクを考慮
したものであるかもしくは気候変動性および気候変動
への脆弱性に取り組んだものであるかを確認し、また、
気候変動を将来プロジェクトに明示的に組み入れる機
会を特定しようと努めてきている。Klein et al.（2007）
は、過去 5年にわたりいくつかの主要開発機関の活動
を調査し、ほとんどの機関が既に気候変動を将来の開
発にとって現実的ではあるが不確実な脅威として考慮
している一方で、それら機関の活動が気候変動に対す
る脆弱性にどのように影響するかを明示的には調査し
ていないことを見出している。彼らは、主流化が、脆
弱性を改善するためのより幅広な一連の対策を従来以
上に、取り入れる必要があると結論づけている。
　適応計画に関する文献の多くは、政府の役割を強調
しているだけでなく、ほかのスケールで適応行動を
実施する際に政府が直面する制約があることも認めて
いる（Few et al., 2006）。開発計画における気候変動リ
スクの主流化に成功した例はほとんどない。Agrawala 

and van Aalst（2005）は、次の 5つの主要な制約を特
定した：（a）開発に関する決定のための気候情報の適
切さ、（b）気候情報の不確実性、（c）政府との住み分け、
（d）開発協力機関内の区分けやその他の障壁、（e）気
候と開発目的とのトレードオフ。国連開発計画（UNDP）
が国別適応計画を支援する目的で開発した適応政策フ
レームワーク（APF）（Lim et al., 2005）は、主流化へ
のこれらの障害と障壁をどのように克服することがで
きるかについての手引きを提供するものである。Mirza 

and Burton（2005）は、バングラデシュの都市洪水お
よびインドの干ばつに APFを適用し、APFの適用が実
現可能であることを示した。しかし、彼らは、APFの
適用に際しては、ミクロレベルの社会経済的情報の欠
如、およびプロジェクトの計画、立案、実施、モニタ
リングへのステークホルダーの参加にギャップがある
ことに関連する諸問題に直面しうると結論づけた。
　要約すると、政府の計画立案の一環として適応を
実施する機会は、適応の障壁と限界を克服するため
の行動の有効性、衡平性、および正当性により左右
される（ADB, 2005; Agrawala and van Aalst, 2005; Lim 

et al., 2005）。影響の初期的な前兆は、適応を実施する
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ための需要とそのための政治的空間をつくり出すと
の仮説があり、「政策ウィンドウ仮説（policy windows 

hypothesis）」とよばれている。しかしながら、Box 17.7

は、気象に関連する個々の壊滅的な現象が適応行動を
促進するかどうか、またはそれらの現象が長期的な適
応への障壁となるかどうかについての証拠は異議を唱
えられていることを明らかにしている。

17.4.2 適応の限界と障壁

　特定の適応計画や適応行動に関するほとんどの研究
は、気候変動に対する適応には、限界とともに障壁が
ある可能性が高いと論じている。例えば、U.S. National 

Assessment（2001）は、適応は必ずしも気候変動の集
計としての影響を無視できるものにしたり、有益なも
のにしたりするものではなく、また、すべての利用可
能な適応策が実際に講じられるわけではないだろうと
主張している。ヨーロッパや地球上のほかの地域から
得られた別の証拠は、高い適応能力が必ずしも気候変
動への適応の成功につながらないであろうことを示唆
している（O’Brien et al., 2006）。例えば、ノルウェーに
おける洪水リスクの変化への適応に関する研究は、高
い適応能力が、事前の洪水管理に対する低いインセン
ティブによって取り消されることを示している（Næss 

et al., 2005）。可能性のある適応オプションへの関心が
増大しているにもかかわらず、それらの実現可能性、
コスト、有効性、そして可能性が高い実際の実施範
囲についての理解は追いついていない（U.S. National 

Assessment, 2001）。高い適応能力や計画への大きな投
資にもかかわらず、ヨーロッパ、北アメリカ、東アジ
アの都市では、極端な熱波現象が結果として高い死亡
率、インフラや電力供給の混乱を引き起こし続けてい
る（Klinenberg, 2003; Mohanty and Panda, 2003; Lagadec, 

2004; Poumadère et al., 2005）。
　本節では、気候変動や関連する文献で論じられてき
た適応の限界を評価する。ここでの限界は、気候変動
に対する反応として適応を効果のないものへと転換す
る条件または要因として定義され、その多くは克服で
きない。これらの限界は必然的に主観的であり、さま
ざまな集団の価値に依存する。適応へのこれらの限界
は、気候変動の速度や規模とともに、第 19章で議論
されるそれに伴う主要な脆弱性とも密接に関連してい
る。そのため、評価指標の違いにより、認識される適
応の限界が変わる可能性が高い。例えば、Schneider et 

al.（2000b）によって説明された気候変動影響の重要

性を判断するための 5つの評価基準－金銭的損失、人
命損失、生物多様性損失、配分と衡平性、および生活
の質（移住の強制、資源をめぐる争い、文化的多様性、
文化遺産地の損失などの要因を含む）－は、適応の限
界に関して大きく異なる評価を導きうる。しかし、適
応プロセスに関する最近の文献はまた、気候変動に対
する反応としての適応の有効性と正当性に関する疑問
を提起する財政的、文化的、および政策的領域での行
動に対する重大な障壁も特定している。

17.4.2.1　物理的および生態学的限界
　生態学的研究では、連動した社会－生態システムの
気候変動に対する回復力は気候変動の速度と規模に依
存するであろうこと、またそれを超えるといくつかの
システムがその機能的な状態やシステムの整合性を根
本的に変更せずには気候条件の変化に適応できなくな
るような臨界閾値があるかもしれないことを示す証拠
が増えている（第 1章の例参照）。例えば、Scheffer et 

al.（2001）および Steneck et al.（2002）は、気候変動
とほかの汚染物質の両方によって影響を受けたケルプ
の森の生態系、サンゴ礁、放牧地、および湖沼の回
復力における閾値を見出している。劇的な気候変動
は、適応の可能性を制限する地域の物理的環境の転換
をもたらすかもしれない（Nicholls and Tol, 2006; Tol et 

al., 2006）。例えば、島嶼や沿岸の居住地を水没させる
急激な海面上昇は、適応可能性を制限する可能性が高
く、移住のみが可能性のあるオプションとして残さ
れる（第 15 章参照、Barnett and Adger, 2003; Barnett, 

2005）。Tol et al.（2006）は、技術的には 5 mの海面上昇
に適応することは可能であるが、必要な資源があまり
にも不均等に配分されているため、実際には、このリ
スクは適応の範囲外であると論じている。アフリカの
スーダン・サヘル地域では、20世紀後半における平均
降水量を下回る降水量の継続と干ばつの頻発が、土地
の劣化、生計機会の縮小、食料不安、人々の国内強制
移住、国境を越える移住、および内乱を引き起こし、
物理的・生態学的限界を狭めた（Mortimore and Adams, 

2001; Leary et al., 2006; Osman-Elasha et al., 2006）。北極
の海氷の消失は、たとえ北極グマの狩猟を減らすこと
ができたとしても、北極グマの生存を脅かす（Derocher 

et al., 2004）。キーストーン種の消失は、社会－生態シ
ステムを通じて伝播し、結局は、供給、調節、文化
的、そして基盤サービスなど、人類が依存する生態
系サービスに影響を及ぼすかもしれない（Millennium 

Ecosystem Assessment, 2006）。
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　生態学的文献は、気候変動やその他の動因に関連し
た生態系のレジーム変化を文書で立証してきている
（Noss, 2001; Scheffer et al., 2001）。これらのレジーム変
化は、経済的・社会的適応に制限を課すものであると
論じられている（van Vliet and Leemans, 2006）。漁業や
農業システムなど生態系に直接依存する経済やコミュ
ニティは、生態系の急激で劇的な変化や狂いによる影
響をよりいっそう受ける可能性が高い。社会変化と生
態系の転換に関する再検討の中で、Folke et al.（2005）は、
生態系の転換によって資源管理に大きな課題が生ずる
こと、また多くの場合これらの課題が制度のこれまで
の経験の範囲にないことを示している。生態システム
の閾値に関わるその土地の知識の喪失は、適応の有効
性の限界となる（Folke et al., 2005）。

17.4.2.2　技術的な限界
　技術的な適応は、気候変動と変化に適応するための
有力な方法として機能しうる。気候変動への適応を目
的として新しい技術を開発することができ、開発途上
国への適切な技術の移転は、国連気候変動枠組条約の
重要な構成要素である（Mace, 2006）。しかし、気候変
動に対する適応反応としては、潜在的に技術的な限界
もある。
　第一に、技術は社会的文脈において開発、適用され、
不確実性のもとでの意思決定は、気候変動適応に対
する技術的解決策の採用や開発を妨げるかもしれない
（Tol et al., 2006）。例えば、ヨーロッパのライン川デル
タ地帯、テムズ川河口、およびローヌ川デルタ地帯の
事例研究は、5mの海面上昇に対する防護は技術的に
可能であるが、適応戦略としては、順応と撤退の組合
せの方が、より可能性が高いことを示唆している（Tol 

et al., 2006）。
　第二に、いくつかの適応は技術的には可能かもしれ
ないが、それらは経済的に実現可能でないか、あるい
は、文化的に望ましくないかもしれない。例えば、ア
フリカという文脈の中では、沿岸防護のための大規模
な工学技術的措置は、コストが高すぎるため、多くの
政府にとって、まったく手が届かない（Ikeme, 2003）。
スキー観光を支えるより寒冷な気候では、平均気温が
高くなると人工造雪に追加的コストがかかり、この追
加的コストが経済的に実現不可能となる閾値を越える
かもしれない（Scott et al., 2003; Scott et al., 2007）。ア
ルペンスキー用のスノードームや屋内競技場の建設が
近年増えているが、こうした技術は、スキー観光に依
存する多くのコミュニティにとっては、降雪量の減少

に対する出資可能で、受け入れられ、かつ適切な適応
ではないかもしれない。最後に、国から国への技術移
転の規模にかかわらず、既存技術や新しい技術をすべ
ての文脈、および集団や個人に等しく移転できる可能
性は低い（Baer, 2006）。ある場所で効果的な適応がほ
かの場所では効果的でないかもしれないし、また、ほ
かの場所や集団に対しては、特にマイナスの副作用を
通じて、新たな脆弱性を生み出すかもしれない。例え
ば、イヌイット狩猟民族においては、スノーモービル
や全地球測位システム（GPS）のような技術が気候変
動への適応を促進してきているが、こうした技術はす
べての人々が平等にアクセスできるわけではなく、資
源へのアクセスの差異を通じて潜在的にコミュニティ
内に不平等をつくり出している（Ford et al., 2006）。

17.4.2.3　財政的障壁
　適応策の実施は多くの財政的障壁に直面する。国際
的レベルでは、世界銀行による概算見積りは、「耐気
候」開発のための総コストが、100億から 400億米ド
ル /年にまで達しうることを示している（World Bank, 

2006）。この分析はこのような数値が単なる概算にす
ぎないと記しているが、投資額の規模が重大な資金的
障害となる。より地方的なレベルにおいては、個人と
コミュニティは、十分な財源の不足によって、同様の
制約を受けうる。深刻な財政的貧困は、殺虫剤処理し
た蚊帳の使用といった一見安価に思われる健康措置の
使用を妨げる要因となり、また、国家財政が限られて
いることは、公衆衛生当局が、気候に関連した健康リ
スクへの脆弱性を低減するであろう措置に低い優先順
位を与えるといった選択をすることの一因となってい
る（Taylor et al., 2006; Yanda et al., 2006）。実地調査や
フォーカスグループにおいて、農業従事者らは、十分
な財源の不足を、灌漑システム、改良・新品種、およ
び農場経営の多様化といった大きな投資を必要とする
適応措置の利用を制約する重要な要因として、指摘す
ることが多い（Smit and Skinner, 2002）。
　資金の不足は、また、低所得者層が気候リスク保険
のような提案されている適応メカニズムを手に入れる
能力も制限するかもしれない。メキシコの場合、公共
農業機関の再編成と市場自由化が平行して行われ、そ
の結果、小規模農家のための公的補助金、保険、お
よび技術支援の利用可能性が低減した（Appendini, 

2001）。農家が不測の気候事象や価格変動に対処する
のを支援するために、州と連邦政府によって、収穫保
険と契約農業が活発に促進されている場合であって
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も、調査対象となった農家のうち収穫保険に加入して
いたのはごく少数であった（Wehbe et al., 2006）。さらに、
発生する可能性が低く、発生した場合に損失が大きい
事象に対する保険は、たとえ保険料が有利なものであ
ったとしても、個人は加入しないことが多い。これ
は、代替案の相対的便益やコストが原因しているかも
しれないが、トレードオフは明確でないかもしれない。
Kunreuther et al.（2001）は、トレードオフを明確にす
るために、関連する情報を収集し、分析することに要
する調査コストが、そのような評価を試みることを妨
げ、それゆえ、支払える保険料であっても、保険に加
入することを妨げるに十分なものとなりうることを示
している。また、気候変動は破滅的リスク評価に関す
る保険数理の不確実性を高める可能性が高く、このこ
とは保険料に上昇圧力を加え、場合によってはリスク
で補償される範囲の縮小を導くだろう（Mills, 2005）。

17.4.2.4　情報および認識の障壁
　心理学的研究からの広範にわたる証拠は、将来の気
候変動の不確実性が個人および社会のリスクに対する
認識、見解、および価値観と組み合わさって、気候変
動に関する判断と意思決定に影響を及ぼすことを示し
ている（Oppenheimer and Todorov, 2006）。気候変動に
関連する危険およびリスクの解釈は、それぞれの文脈
に特有のものであり（Lorenzoni et al., 2005）、また、気
候変動に対する適応は人間の認識によって制約されう
る（Grothmann and Patt, 2005; Moser, 2005）ことがしだ
いに明らかになってきている。文献からは、気候変動
に対する個人の反応（適応を含む）への情報および認
識上の制約に関する四つの主要な考え方が浮かび上が
っている。
1.  気候変動の原因、影響、および可能な解決策に関す
る知識は、必ずしも適応に結び付かない。リスク、
認識、行動心理学的な文献から得られる確立してい
る証拠は、人々の科学に対する理解の「欠陥モデ
ル」の不適切さを指摘している。「欠陥モデル」は
科学的に正しい情報を個人に提供することが、結果
として情報の吸収、知識の増大、行動、およびこの
情報に基づく政策への支援につながるであろうこと
を想定している（Eden, 1998; Sturgis and  Allum, 2004; 

Lorenzoni et al., 2005）。情報に対する個々の解釈は、
個人や社会の価値観と優先事項、個人の経験、およ
びほかの状況的要因によって仲介される（Irwin and 

Wynne, 1996）。そのため、個人の認識や関心は、必
ずしも行動につながるわけではないし、また行動を

制限するわけでもない（Baron, 2006; Weber, 2006）。
このことは、「価値－行動」あるいは「考え方－行
動様式」のギャップとしても知られており（Blake, 

1999）、少数の研究において、適応行動に対する
大きな障害として示されている（例えば、Patt and 

Gwata, 2002）。
2.  気候変動リスクに対する認識は異なる。長期リスク
評価における心理学的側面に言及している研究が
わずかではあるが増えつつあり、それらの大部分
は、気候変動緩和策に関連した行動の変化に焦点を
合わせている。しかし、閾値の特定、もしくは適応
行動が始まる時点など、適応反応の行動基盤を追究
している研究もある（例えば、Grothmann and Patt, 

2005）。これらの研究から得られた主要な研究結果
は、気候変動に対する適応反応への認識の限界には
異なるタイプがあることを指摘している。例えば、
Niemeyer et al.（2005）は、急激な気候変動の閾値
が、他者（例えば、機関、集団行動など）への信頼
に影響されて異なる個々の対応を誘発するかもしれ
ず、結果として、適応行動、非適応行動、および悪
適応行動が生じる。Hansen et al.（2004）は、アルゼ
ンチンのパンパに住む農業従事者らの間にある不安
の容量には限りがあることの証拠を発見した。一つ
のタイプのリスクへの不安が増大すると、ほかのタ
イプのリスクへの不安が減少する。従って、暴力的
紛争、病気や飢餓、テロリズム、およびその他の危
険に対する不安は、気候変動の影響や適応に対する
考慮を陰らせるかもしれない。この研究はまた、よ
り幅広い気候変動リスクに関する調査結果（例えば、
Moser and Dilling, 2004）と同様に、個人は直面する
危険を優先させる傾向があり、正しいか間違ってい
るかにかかわらず、ある特定の時点で自分にとって
最も重要であるとみなすものに焦点を合わせること
を示唆している。さらに、気候に関連した事象の経
験不足は、十分な対応を妨げるかもしれない。例え
ば、アフリカ南部の資源に依存している社会の適応
能力は、これまでの変化への適応に基づく場合に
は、高いことが示されている（Thomas et al., 2005）。
西洋社会の人々の間では、気候変動への高い関心が
広がっているが、それはほとんどの人々にとって、
「いますぐ」という問題ではなく、また、差し迫っ
た個人的優先事項でもない（Lorenzoni and Pidgeon, 

2006）。Weber（2006）は、適応行動の変化を引き起
こすためには、気候変動リスクに対する強い本能的
反応が必要であることを明らかにした。
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3.  脆弱性と適応能力の認識は重要である。例えば、心
理学的研究は、環境リスクに脆弱であることを自ら
で認識している人々、あるいは、不公平さの犠牲者
であることを自らで認識している人々は、自分自身
があらゆるタイプの環境ハザードからのリスクによ
りさらされていることも認識しているという実証的
証拠を提供した（Satterfield et al., 2004）。さらに、脆
弱な人々による実際の適応への障壁の認識は、実の
ところ、適応能力や資源がある場合でさえ、適応行
動を制限している。Grothman and Patt（2005）は、
認識による制約をより理解するため、ドイツの洪水
リスクを抱えている住民とジンバブエの干ばつリス
クに対処している農業従事者らを調査した。＜その
結果、＞認識している適応能力と観察可能な適応能
力の両方によって、行動が決定されることが分かっ
た。彼らは適応能力の認識と適応能力の実際との間
の相違が、適応行動への現実の障壁であると結論づ
けている。同様に、Moser（2005）も、行動への障
壁についての認識が米国の海面上昇に対する沿岸計
画における主要な制約となっていることを明らかに
している。

4.  恐怖感や罪悪感に訴えることは、適切な適応行動の
動機づけとならない。実際、情報伝達に関する研究
は、人々の恐怖感や罪悪感に訴えることによる気候
変動問題への継続的取組みの促進は成功しないこと
を明らかにしている（Moser and Dilling, 2004）。気
候変動の印刷メディアによる表現の分析は、科学的
な議論が黒か白か、賛成か反対かの態度において
対照的である場合、人々の混乱をまねくことを実
証している（Boykoff and Boykoff, 2004; Carvalho and 

Burgess, 2005; Ereaut and Segnit, 2006）。気候変動に
関する有効な情報伝達への要請は、その根底には人
為的気候変動があるという事実とともに、一貫性の
ある正確なメッセージを伝達することに焦点を合わ
せてきている。このことは、個人的な行動に対する
実用的な助言メッセージをとおして気候変動を個々
に関係するものとすることと相まって、人々が属す
るその土地に対応を根づかせるのを助ける。気候変
動リスクに関する情報伝達の有効性を高めるために
有用な手段として、視覚化された画像が徐々に開
発されてきている（例えば、Nicholson-Cole, 2005; 

Sheppard, 2005）。

まとめると、ここで概説されている心理学的研究は、
行動や政策の変化のためには、問題、知識、個人的経

験、および個人的に影響を受ける緊急性の感覚が必要
ではあるが、不十分な条件であることを示している。
リスク、脆弱性、動機づけ、および適応能力に対する
認識もまた行動の変化に影響を与えるだろう。こうい
った認識は個人や住民の間の集団によって異なる。こ
れらの認識の中には、気候変動への適応の障害となり
うるものもある。政策立案者はこれらの障害に気づき、
それらを克服するための構造的支援を提供し、同時に、
個々のエンパワメント【訳注 17-7】と行動の促進に取り
組む必要がある。

17.4.2.5　社会的および文化的障壁
　適応の社会的・文化的限界は、人々や集団が気候変
動を経験する、解釈する、あるいは気候変動に対して
対応する方法の違いに関係しうる。個人と集団は、そ
れぞれの世界観、価値観、信念に応じて、リスク許容
度や適応策の選択が異なるかもしれない。相反する理
解は、適応行動を妨げうる。権力の違いや意思決定者
へのアクセスの違いは、一部の人々の適応反応を促進
するかもしれないが、逆に、適応反応の制約を受ける
人々もいる。Thomas and Twyman（2005）は、アフリ
カ南部における天然資源政策を分析し、脆弱性の軽減
を目的とするいわゆるコミュニティを基盤とする介入
でさえ、意思決定へのアクセスがない排除集団を生み
出すことを示した。さらに、社会的集団や文化的集団
ごとの気候変動問題についてのさまざまな理解や異な
る優先順位づけが、適応反応を制限しうる（Ford and 

Smit, 2004）。
　適応についてのほとんどの分析が、功を奏する適応
策は、場所や開発経路の大きな変化よりもむしろ物
的状況に対するわずかな変化に関係していると提示し
ている。例えば、適応戦略としての移住、再定住、お
よび移転の必要性と可能性を検討している研究もいく
つかあるが、大規模な移住の文化的影響は十分に理解
されておらず、適応に対する著しい制限になりうる。
Box 17.8は、適応戦略として移転と移住が過去に行わ
れてきた一方で、しばしば、大きな社会的コストが生
じたり、人権や持続可能性の点から容認できない影響
が生じたりすることを表す証拠を示している。気候変
動への適応に関する文献では、気候変動への対応反応
としての移住の可能性について今のところほとんど言
及されていないが、これは、おそらく、移住が許容で
きる範囲の提案からまったく外れているからであろう
（Orlove, 2005）。
　科学的研究は、カナダ北部の森林生態系が気候変動
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のリスクに最もさらされている地域の一つであること
を示しているが、森林に依存したコミュニティの社会
的側面は、当然行動を起こすべき顕著な危険問題とし
て気候変動を捉えるのに必要なコミュニティの能力お
よびその潜在性の限界を示唆している。気候変動メッ
セージは、多くの場合、環境保護主義や環境保護論者
と関連しているが、彼らは、資源に依存したコミュニ
ティの多数の住民により、相反する政治勢力として捉
えられている。危険に対する認識は、男性より女性の
方が高い傾向があるものの、こうした女性の高い関心
は、男性がかなり優位な社会環境においては、抑制さ
れてしまう、あるいは単に表現されないかもしれない
（Davidson et al., 2003）。
　人類学的研究は、気候変動の規模と新規性が、影響
の大きさの唯一の決定因子ではないことを示唆してい
る（Orlove, 2005）。社会は環境を変化させ、それにと
もない、気候のぶれに対する社会自体の脆弱性も変化
させる。環境の不確実性の中でのコロラド川流域開発
の経験は、影響および＜それに対する＞介入が、部分
的にしか追跡・予測できないような形でシステムを通
じて広がることを明確に示している（Pulwarty et al., 

2005）。
　将来の経済的および社会的傾向の説明には、不確定
性（構造やプロセスに対する不完全な理解）、不連続性
（社会システムにおける新規性や意外性）、反射性（人々
や組織が持つ省察し、行動を適応させる能力）、およ
び枠組み（合理的範囲での世界情勢に関する多様な見
方）の問題が含まれる（Berkhout et al., 2002; Pulwarty 

et al., 2003）。事例研究は、環境的不確実性のもとでは、
生態系管理を目的とするその土地の慣行や伝統的慣行
には多様性が存在することを明らかにしている。これ
らの慣行には、社会的規制のルール、伝統的慣行の文
化的内在化のメカニズム、そして、適切な世界観およ
び文化的価値の発展が含まれる（Pretty, 2003）。
　適応に対する社会的および文化的限界については、
研究が進んでいない。Jamieson（2006）は、米国民の
多くが自らを環境保護論者であると思っているにもか
かわらず、往々にして環境保護に対立する候補に投票
することを指摘している。多くの社会は気候の変動と
変化に対して高い適応性をもつが、脆弱性は動的であ
り、経済のグローバル化など複数のプロセスに応じて
変化する可能性が高い（Leichenko and O’Brien, 2002）。
例えば、イヌイットは、環境条件の変化への適応の歴
史が長い。しかし、気候の変動性や予測不可能性に対
処するための集団の大きさや構造の柔軟性は、定住コ

ミュニティでの居住のために、もはや実行可能な戦略
ではない。また、記憶や狩猟の体験談は、急激な変化
のために、信頼できなくなりつつある。さらに、特に、
知識移転が不足している若い世代や、変化する条件の
中で狩猟に必要となる装備を購入するための金銭的資
源が獲得できない人々の間で、新たな脆弱性が生まれ
ている（Ford et al., 2006）。

17.5　結論

　適応は、不利益な影響を軽減する可能性を持つとと
もに、気候変動がもたらす新たな機会を利用する可
能性も持つ。第 3次評価報告書以降に発表された、新
たな適応実践に関する重要な文書や分析がある。適応
は、先進諸国と開発途上諸国の両方において行われて
おり、気候変動性に対するものと、限られた数ではあ
るが、観測された気候変動または予測される気候変動
に対するものの両方がある。気候変動への適応が単独
で実施されることはほとんどないが、より幅広い社会・
開発イニシアティブの一環として実施される。適応に
は限界も存在し、限界には、気候変動の規模や速度に
よってもたらされるものと財政的、制度的、技術的、
文化的、および認識の障壁に関連するものがある。適
応能力および適応が起こるプロセスは、地域や国、分
野、コミュニティごとに大きく異なり、また、それら
の内部でも大きく異なる。政策や計画プロセスは、適
応の立案や実施において、こうした側面を考慮する必
要がある。本章での概説は、持続可能な開発のより広
範な社会的目標と相乗的な形で、国、地域、コミュニ
ティ、および社会集団が気候変動に適応するための能
力を高めることに高い優先度を与えなければならない
と示唆している。
　現在起こりつつある、そして将来発生するであろう
適応のプロセスの理解、および政府によるてこ入れと
行動の範囲の特定に関しては、特筆すべき未解決の研
究課題がある。気候変動への適応に関するイニシアテ
ィブの多くはごく最近のものであるため、本評価報告
書の時点では、それらが社会的脆弱性の軽減に与える
影響については評価できなかった。従って、適応の進
捗状況をモニタリングしたり、そうした対策の直接的、
副次的な効果を評価したりするためのさらなる研究が
必要である。これに関連して、また、さまざまな適応
策同士および適応とほかの開発優先事項との間の相乗
作用やトレードオフについての研究も必要である。生
物システムにおける適応プロセスを管理するための人
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間による介入についても十分に理解されておらず、ま
た、保全の目的も議論中である。そのため、気候変動
に対する社会 -生態システムの回復力に関する研究も
必要である。現在情報がきわめて限定されているほか
の主要分野は、適応策の経済的・社会的コストと便益
に関するものである。特に、生態系の保護、保健＜分
野での＞介入、および土地利用の変更などに関わる適
応策の非市場コストと便益については、研究が不足し
ている。また、特定の適応策が経済成長と雇用に与え
る経済全体の影響に関する情報も不足している。
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地域
国
参考文献

気候に関連する
ストレス

適応実践

アフリカ
エジプト
El Raey （2004）

海面上昇 気候変動問題を国策に採り入れた国家気候変動行動計画の導入；プロジェクト承
認に際して環境影響評価（EIA）を要求し、沿岸インフラのセットバック距離【訳
注 17-8】を規制する法令 4/94の採用；沿岸浸食に脆弱な地域における堅固な構造物
の設置

スーダン
Osman-Elasha et al.

（2006）

干ばつ 伝統的な天水栽培および節水技術の利用拡大；放牧地の回復力を向上させるため
の防風林と暴風設備づくり；放牧動物および伐採された木の数のモニタリング；
リボルビング式のクレジットファンドの設立

ボツワナ
FAO （2004）

干ばつ 干ばつ後に雇用オプションを再創出する中央政府プログラム；地方当局の能力強
化；自給農業者に対する作物生産増大のための支援

アジア & オセアニア 
バングラデシュ
OECD （2003a）；
Pouliotte （2006）

海面上昇；塩水浸
入

国家水管理計画における気候変動の考慮；海岸堤防への流量調整設備の設置；代
替作物および低技術浄水器の使用

フィリピン
Lasco et al. （2006）

干ばつ；洪水 気候の変動性に応じた育林スケジュールの調整；干ばつ耐性作物への移行；浅い掘り
抜き井戸の使用；水不足時における灌漑のローテーションの方法；貯水池の建設；防
火帯の建設および焼き払い；畑作のための土壌保全および節水対策の導入

海面上昇；高潮 海岸線防護システム設計のための能力強化；参加型リスク評価の導入；沿岸の回
復力およびインフラ修複を強化するための助成金の支給；耐サイクロン型住宅の
建設；改善されたハザード基準に応じた建物の改造；建築法の見直し；マングロー
ブ林の再生

干ばつ；塩水浸入 天水栽培； 漏出削減；水耕農業；雨水貯留タンク購入のための銀行融資
アメリカ大陸
カナダ

（1）  Ford and Smit
（2004）

（2） Mehdi （2006）

（1）  永久凍土の融
解； 氷量の変化

イヌイットによる生活慣行の変化。例えば、狩猟地の変更、狩猟種の多様化、全
地球測位システム（GPS）技術の使用、食料共有の促進

（2） 極端な気温 トロントにおける暑熱に対する健康警報計画の実施。これには、公的な場所にあ
る指定冷房場所の開放、地元メディアを通じた市民への情報提供、赤十字による
脆弱な人々へのボトル入り飲料水の配給、暑熱に関する質問に応じる熱暑情報回
線の運営、特別に 訓練された隊員および医療機器を備えた救急医療サービス車両
の利用可能性などの対策が含まれる。

米国
Easterling et al. 

（2004）

海面上昇 気候変動を考慮に入れた土地取得プログラム（例えば、暴風雨の被害を受けた／受け
やすい沿岸地、あるいは、ほかの土地への衝撃を和らげる沿岸地の取得を目的とする
ニュージャージー・コースタル・ブルーエーカー土地取得プログラム、取得された土
地はレクリエーションや保全のために使用されている）；テキサスでの海岸線が入り
込んでくる土地に対する地役権（rolling easement）の制定、つまり海面上昇に伴って
海岸線が内陸方向に入り込んでくる土地の所有権の公有化；沿岸の土地所有者に対し
て海面上昇を予期する方法で行動するよう奨励するその他の沿岸域政策

メキシコおよびアルゼ
ンチン
Wehbe et al. （2006）

干ばつ 播種日および作物の種類の調整（例えば、アガーベやアロエといった干ばつ耐性
植物の導入）；経済的蓄えとしての商品ストックの蓄積；曝露を分散させるための
作物地や牧草地の空間的分離；畜産業を追加することによる収入の多様化；収穫
保険の設立／提供；地方共同投資基金の設立（営利的収穫保険の代わりとして）

ヨーロッパ 
オランダ
Government of the 
Netherlands

（1997、2005）

海面上昇 気候の新たなトレンドの取り込みを可能とする予防的アプローチとしての洪水防御条
例および沿岸保護政策の導入；50cmの海面上昇を考慮に入れた高潮堤の建設；沿岸
地区に追加された砂の使用；浚渫、河岸拡張、河川の側の流路や湿地帯への流入を可
能にすることによる水位管理の改善；貯水および滞留地の配備；あらゆる保護インフ
ラ（堤防など）の安全性の定期検査（5年ごと）の実施；沿岸地域における空間的計
画や土木事業に影響を与える洪水および沿岸域被害のリスク評価の準備。これにより、
砂丘の（内陸に向かう）補強を必要とするであろう地域を特定する。

オーストリア、フランス、
スイス
Austrian Federal 
Govt.（2006）； 
Direction du 
Tourisme （2002）； 
Swiss Confederation 

（2005）

自然の雪が確実で
ある限界線の上方
移行；氷河融解

人工の雪製造；スキー場の手入れ；より高い標高や氷河へのスキー場の移動；氷
河融解から保護するための白いプラスチックシートの使用；観光収入の多様化（例
えば、1年を通じての観光）

永久凍土の融解；
土石流

ポントレジーナ（スイス）での、雪崩や永久凍土の融解が引き起こしうる土石流
の規模拡大の対策としての防御ダムの建設

英国
Defra （2006）

洪水；海面上昇 エセックス・ワイルドライフ・トラストによる沿岸再編、持続可能な海岸堤防を
設けるために 84ヘクタールを超える耕作地を塩性湿地および草原へ転換；気候変
動の影響と関連した洪水に対応するテムズ河口 2100プロジェクトを通じたテムズ
バリアの維持および運用；政策立案者、最高行政官、および国会への気候変動や
保険分野に関するガイダンスの提供（英国保険協会によって展開された）

表 17.1　気候変動に関連する条件など現在の気候リスクに対応して企てられた適応イニシアティブの地域別事例。
【図、表、Box】

適応の実践、オプション、制約、および能力評価第 17 章



702 703

Box 17.1　観測された予見的適応としてのネパールにあるツォー・ロルパのリスク削減プロジェクト

ツォー・ロルパは、標高約 4,580 mにあるネパールの氷河湖である。気温上昇の結果としての氷河後退およ
び氷の融解は、1957/58年に 0.23 km2であったツォー・ロルパの面積を 1997年には 1.65 km2にまで拡大させ
た（図 17.1）。これまで湖が貯水してきた 0.9～ 1億 m3の湖水は、氷堆石でできたダムによってのみ保持さ
れていた。これは危険な状況であり、壊滅的な氷河湖決壊洪水（GLOF）のリスクを低減するための緊急行
動が求められた。

もしダムが決壊すれば、3分の 1あるいはそれ以上の水量が下流に氾濫しうる。考慮すべき問題の中には、
下流に建設中のキムティ水力発電所に対する大きな危険があった。このような懸念は、ネパール政府が国際
的ドナーの支援を得て、排水によって湖面水位を下げるためのプロジェクトを 1998年に始めるのに拍車を
かけた。専門家グループは、GLOFのリスクを低減するため、氷堆石＜の壁＞に排水路をつくり、湖面を 3 m

低下させるべきであると提言した。湖水の排出が制御できるよう水門が設けられた。それと同時に、こうし
た努力にもかかわらず万が一、ツォー・ロルパ GLOFが起こった場合に備え、下流にある 19の村で早期警
戒システムが設けられた。地元村民たちは、このシステムの設計に積極的に関与しており、定期的な訓練
も行われている。2002年に 4年にわたった建設プロジェクトが完了し、その費用は 320万米ドルであった。
GLOFを完全に予防するには湖面レベルを下げるための更なる排水が必要であるため、GLOFのリスク低減
には明らかに相当なコストと時間がかかる。

出典： Mool et al. （2001）; OECD （2003b）; Shrestha and Shrestha（2004）。
 

 

図 17.1　観測された予見的適応としてのネパールにあるツォー・ロルパのリスク削減プロジェクト。
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Box 17.1. Tsho Rolpa Risk Reduction Project in Nepal as observed
anticipatory adaptation

The Tsho Rolpa is a glacial lake located at an altitude of about
4,580 m in Nepal. Glacier retreat and ice melt as a result of
warmer temperature increased the size of the Tsho Rolpa from
0.23 km² in 1957/58 to 1.65 km² in 1997 (Figure 17.1). The 90-
100 million m³ of water, which the lake contained by this time,
were only held by a moraine dam – a hazard that called for
urgent action to reduce the risk of a catastrophic glacial lake
outburst flood (GLOF).

If the dam were breached, one third or more of the water could
flood downstream. Among other considerations, this posed a
major risk to the Khimti hydropower plant, which was under
construction downstream. These concerns spurred the
Government of Nepal, with the support of international donors,
to initiate a project in 1998 to lower the level of the lake through
drainage. An expert group recommended that, to reduce the
risk of a GLOF, the lake should be lowered three metres by
cutting a channel in the moraine. A gate was constructed to
allow for controlled release of water. Meanwhile, an early
warning system was established in 19 villages downstream in
case a Tsho Rolpa GLOF should occur despite these efforts.
Local villagers were actively involved in the design of the
system, and drills are carried out periodically. In 2002, the four-
year construction project was completed at a cost of US$3.2
million. Clearly, reducing GLOF risks involves substantial costs
and is time-consuming as complete prevention of a GLOF
would require further drainage to lower the lake level.

Sources: Mool et al. (2001); OECD (2003b); Shrestha and
Shrestha (2004).Figure 17.1. Tsho Rolpa Risk Reduction Project in Nepal as

observed anticipatory adaptation.

Box 17.2. Adaptation practices in the financial sector

Financial mechanisms can contribute to climate change adaptation. The insurance sector – especially property, health and crop
insurance – can efficiently spread risks and reduce the financial hardships linked to extreme events. Financial markets can
internalise information on climate risks and help transfer adaptation and risk-reduction incentives to communities and individuals
(ABI, 2004), while capital markets and transfer mechanisms can alleviate financial constraints to the implementation of adaptation
measures. To date, most adaptation practices have been observed in the insurance sector. As a result of climate change, demand
for insurance products is expected to increase, while climate change impacts could also reduce insurability and threaten
insurance schemes (ABI, 2004; Dlugolecki and Lafeld, 2005; Mills et al., 2005; Valverde and Andrews, 2006). While these market
signals can play a role in transferring adaptation incentives to individuals, reduced insurance coverage can, at the same time,
impose significant economic and social costs. To increase their capacity in facing climate variability and change, insurers have
developed more comprehensive or accessible information tools, e.g., risk assessment tools in the Czech Republic, France,
Germany and the United Kingdom (CEA, 2006). They have also fostered risk prevention through: (i) implementing and
strengthening building standards, (ii) planning risk prevention measures and developing best practices, and (iii) raising awareness
of policyholders and public authorities (ABI, 2004; CEA, 2006; Mills and Lecomte, 2006). In the longer term, climate change may
also induce insurers to adopt forward-looking pricing methods in order to maintain insurability (ABI, 2004; Loster, 2005).
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Box 17.2　金融分野における適応実践

金融メカニズムは気候変動への適応に貢献することができる。保険部門、特に財産、健康、および収穫保険は、
効率的にリスクを分散し、極端現象に関連する財政的苦難を低減させることができる。金融市場は、気候リ
スクに関する情報を取り込み、適応やリスク低減のインセンティブをコミュニティや個人に転嫁するのを促
進する（ABI, 2004）。また、資本市場と転嫁メカニズムは、適応策の実施に対する財政的制約を軽減するこ
とができる。これまでのところ、ほとんどの適応実践は保険分野においてみられる。気候変動の結果、保険
商品に対する需要は増加すると予想されるが、一方で、気候変動の影響はまた、保険加入の可能性を低減さ
せ、保険の仕組みを脅かしうる（ABI, 2004; Dlugolecki and Lafeld, 2005; Mills et al., 2005; Valverde and Andrews, 

2006）。これらのマーケットシグナルは、適応インセンティブを個人に転嫁する役割を果たしうるが、同時に、
保険の保障範囲が狭まることは、大きな経済的・社会的コストを課すことにもなりうる。気候変動や変化に
対処する能力を高めるため、保険業者らは、例えば、チェコ共和国、フランス、ドイツ、および英国におけ
るリスク評価ツールなど、より包括的またはアクセス可能な情報ツールを開発してきている（CEA, 2006）。
さらに、彼らは次の対策によりリスク防止を助長してきている：（i）建築基準の施行と強化、（ii）リスク防
止策の策定とベストプラクティスの開発、および （iii）保険契約者と政府諸機関の意識の向上（ABI, 2004; 

CEA, 2006; Mills and Lecomte, 2006）。長期的には、気候変動はまた、保険業者らが、保険加入の可能性を維
持するため、将来を見込んだ価格設定を採用することを促すかもしれない（ABI, 2004; Loster, 2005）。

表 17.2　 4つの SRESシナリオ（A1FI、A2、B1、B2）下で、最も大きな影響を受ける国々の 2080年の海面上昇防護コストの
GDPに占める割合

2080 年代の防護コスト（対 GDP%）
SRES シナリオ A1FI A2 B1 B2
ミクロネシア 7.4 10.0 5.0 13.5

パラオ 6.1 7.0 3.9 9.1

ツバル 1.4 1.7 0.9 2.2

マーシャル諸島 0.9 1.3 0.6 1.7

モザンビーク 0.2 0.5 0.1 0.8

仏領ポリネシア 0.6 0.8 0.4 1.0

ギニアビサウ 0.1 0.3 0.0 0.6

ナウル 0.3 0.4 0.2 0.6

ガイアナ 0.1 0.2 0.1 0.4

ニューカレドニア 0.4 0.3 0.2 0.4

パプアニューギニア 0.3 0.3 0.2 0.4

キリバス 1.2 0.0 0.3 0.0

モルディヴ 0.0 0.2 0.0 0.2

ベトナム 0.1 0.1 0.0 0.2

カンボジア 0.0 0.1 0.0 0.1

 出典： Nicholls and Tol（2006）から引用。
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Box 17.3　ガンビアにおける農業の適応コストと便益

Njie et al.（2006）は、ガンビアにおける気候変動の影響、および穀物生産のための適応コストと便益を研究
した。この研究は SRES A2シナリオ下では、2010から 2039年の期間に、キビの収量が 2から 13%増加する
であろうと推定した。2070から 2099年の期間については、推定結果は、予測される降水量の変化に大きく
左右され、キビの収量は 43%増から 78%減という幅に広がりうる。改良品種の導入、灌漑、および作物肥
料の改良のような適応策が、人口増加や水需要および水利用可能量の予測を考慮した枠組において評価され
た。これらの対策は、近い将来（2010から 2039年）において、キビの収量を 13から 43%増加させる一方で、
経年変動を 84から 200%縮小すると推定された。しかしながら、適応純便益（より高い生産の価値－実施コ
スト）は、すべての適応戦略において、必ずしもプラスではなかった。近い将来における適応純便益は、作
物肥料＜の改良＞に関しては、2,230万から 3,150万米ドル、灌漑に関しては 8,110万から 8,800万米ドルと
見積もられた。著者らは、気候変動条件下では作物生産性を向上するには、灌漑がより有効であるが、改良
された作物肥料の導入の方がよりコスト効率が高いと結論づけている。一方、改良品種の開発にかかるコス
トに関しては、多くの不確実性が残ったままである。遠い将来においては、起こりうる降水量の減少により、
灌漑は必要不可欠な対策となるであろう。

Box 17.4　南アフリカの水管理分野における適応コストと便益

Callaway et al.（2006）は、南アフリカのバーグ川流域の事例研究において、水管理適応のコストと便益の見
積りを行っている。研究対象となった適応策には、効率的な水市場の構築、およびダム建設による貯水能力
の向上が含まれる。都市・農業用水需要モジュールと水文モジュールとを連結した計画モデルを用いて、水
使用に関する厚生（都市・農業使用の価値－貯水・輸送コスト）が、SRES B2気候変動シナリオ下で、かつ
都市の水需要が 3%増加するという想定のもと見積もられた。これらの条件および現在の水配給システムの
もとでは、次の 30年間にわたる気候変動の割引影響額は 135億ランドから 277億ランドになると見積もら
れた。現在の割当権のもとで貯水能力を適応させることの厚生純便益は約 2億ランドと見積もられたが、効
率的な水市場が存在する場合、貯水能力の増大は、58億ランドから 70億ランドの間の適応便益を生み出す
であろう。著者らはまた、効率的な水市場が存在する条件では、気候変動が生じてそれに適応しないコスト
の方が、気候変動が生じない場合に適応を実施するコストを上回ることを示している。

注意： 見積り金額はすべて、2000年時点のランド現在価値で表されており、実質割引率 6%で 30年間割引
している。
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17.3.2.2 Adaptive capacity is uneven within nations due to
multiple stresses

The capacity to adapt to climate change is not evenly
distributed within nations. Adaptive capacity is highly
differentiated within countries, because multiple processes of
change interact to influence vulnerability and shape outcomes
from climate change (Leichenko and O’Brien, 2002; Dow et al.,
2006; Smit and Wandel, 2006; Ziervogel et al., 2006). In India,
for example, both climate change and market liberalisation for
agricultural commodities are changing the context for agricultural
production. Some farmers may be able to adapt to these changing
conditions, including discrete events such as drought and rapid
changes in commodity prices, while other farmers may experience
predominately negative outcomes. Mapping vulnerability of the
agricultural sector to both climate change and trade liberalisation
at the district level in India, O’Brien et al. (2004) considered
adaptive capacity as a key factor that influences outcomes. A
combination of biophysical, socio-economic and technological
conditions were considered to influence the capacity to adapt to
changing environmental and economic conditions. The
biophysical factors included soil quality and depth, and
groundwater availability, whereas socio-economic factors
consisted of measures of literacy, gender equity, and the
percentage of farmers and agricultural wage labourers in a district.
Technological factors were captured by the availability of
irrigation and the quality of infrastructure. Together, these factors
provide an indication of which districts are most and least able to
adapt to drier conditions and variability in the Indian monsoons,
as well as to respond to import competition resulting from
liberalised agricultural trade. The results of this vulnerability
mapping show the districts that have ‘double exposure’ to both
processes. It is notable that districts located along the Indo-
Gangetic Plains are less vulnerable to both processes, relative to
the interior parts of the country (see Figure 17.2).

17.3.2.3 Social and economic processes determine the
distribution of adaptive capacity

A significant body of new research focuses on specific
contextual factors that shape vulnerability and adaptive capacity,
influencing how they may evolve over time. These place-based
studies provide insights on the conditions that constrain or
enhance adaptive capacity at the continental, regional or local
scales (Leichenko and O’Brien, 2002; Allison et al., 2005;
Schröter et al., 2005; Belliveau et al., 2006). These studies differ
from the regional and global indicator studies assessed above both
in approach andmethods, yet come to complementary conclusions
on the state and distribution of adaptive capacity.

The lessons from studies of local-level adaptive capacity are
context-specific, but the weight of studies establishes broad
lessons on adaptive capacity of individuals and communities. The
nature of the relationships between community members is
critical, as is access to and participation in decision-making
processes. In areas such as coastal zone management, the
expansion of social networks has been noted as an important
element in developing more robust management institutions
(Tompkins et al., 2002). Local groups and individuals often feel
their powerlessness in many ways, although none so much as in
the lack of access to decision makers. A series of studies has

shown that successful community-based resource management,
for example, can potentially enhance the resilience of
communities as well as maintain ecosystem services and
ecosystem resilience (Tompkins and Adger, 2004; Manuta and
Lebel, 2005; Owuor et al., 2005; Ford et al., 2006) and that this
constitutes a major priority for the management of ecosystems
under stress (such as coral reefs) (Hughes et al., 2003, 2005).

Much new research emphasises that adaptive capacity is also
highly heterogeneous within a society or locality, and for human
populations it is differentiated by age, class, gender, health and
social status. Ziervogel et al. (2006) undertook a comparative
study between households and communities in South Africa,
Sudan, Nigeria andMexico and showed how vulnerability to food
insecurity is common across the world in semi-arid areas where
marginal groups rely on rain-fed agriculture. Across the case
studies food insecurity was not determined solely or primarily by
climate, but rather by a range of social, economic, and political
factors linked to physical risks. Box 17.5 describes how adaptive
capacity and vulnerability to climate change impacts are different
for men and women, with gender-related vulnerability particularly
apparent in resource-dependent societies and in the impacts of
extreme weather-related events (see also Box 8.2).

17.3.3 Changes in adaptive capacity over time

Adaptive capacity at any one scale may be facilitated or
constrained by factors outside the system in question. At the
local scale, such constraints may take the form of regulations or
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Figure 17.2. Districts in India that rank highest in terms of vulnerability
to: (a) climate change and (b) import competition associated with
economic globalisation, are considered to be double exposed
(depicted with hatching). Adapted from O’Brien et al. (2004).

図 17.2　（a） 気候変動、および（b）経済のグルーバル化に
伴う輸入競争に対する脆弱性に関して、最上位にランクづけ
られるインドの県は、二重にさらされていると考えられる（網
掛けの部分）。O’Brien et al.（2004）から引用。

凡例： District-level vulnerability；県レベルの脆弱性
　　　Lowest；最も低い
　　　Low；低い
　　　Medium；中程度
　　　High；高い
　　　Highest；最も高い 
　　　Double Exposed；二重にさらされている
　　　State boundaries；州の境界線
　　　Urban districts；都市部
　　　Missing data；欠損データ
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Box 17.5　脆弱性と適応能力のジェンダーに関する側面

これまでの実証的研究から、年齢、民族、階層、宗教、およびジェンダーによって、獲得できる適応能力
の要素が社会的に異なることが分かってきている（Cutter, 1995; Denton, 2002; Enarson, 2002）。従って、気候
変動は、脆弱性と適応能力の両方に関して、それぞれのジェンダーに固有の影響をもたらす（Dankelman, 

2002）。男性と女性の間には、例えば、社会、仕事、および家庭生活におけるそれぞれのジェンダーに固有
の役割などを通じた構造的な差が存在する。これらの差異は、女性と男性の気候変動への適応の脆弱性およ
び能力に影響を与える。特に、開発途上国では、女性は、給料制の職業よりも、農業など天然資源に依存す
る活動に不相応にかかわることが多い（Davison, 1988）。資源に依存する活動は気候条件に直接依存するため、
将来の気候に関して予測される気候変動性の変化は、直接的には水利用可能量、植物や薪の利用可能性、お
よび脆弱な人々（特に、扶養児童や高齢者）に関連する健康問題など、さまざまなメカニズムを通じて女性
に影響を及ぼす可能性が高い。最も根本的には、農業経済における女性の脆弱性は、農地といったような資
源や富の源へのアクセスおよび権利が相対的に不安定であることにより影響を受ける。不安定さのメカニズ
ムと正確な形態については議論されているところであるが、女性が財産権や借地権の安定において不利であ
ることは立証されている（Agarwal, 2003; Jackson, 2003）。この不安定さは、気候変動に対する女性の脆弱性
と生産的生計手段を気候変動に適応させる女性の能力の両方に影響を与えうる。

女性は気象に関連する災害に対して男性よりも脆弱であると論じる一連の研究がある。気象に関連する過去
の危険の影響が分析されてきており、このことは女性と男性への異なる影響を究明した。こうした研究は、
例えば、1998年のハリケーン・ミッチ（Bradshaw, 2004）や、より一般的な自然災害（Fordham, 2003）につ
いて実施されてきている。これらの異なる影響には、死者数や災害後の回復期間における福利などが含まれ
る。回復期間における女性の過剰な負担は、再生産領域における女性の役割に関連があるとされてきている
（Nelson et al., 2002）。子どもと高齢者の生活は家庭とその周辺を基盤としていることが多く、そのため、急
に襲ってくる洪水の影響を受ける可能性がしばしばより高い。通常、回復期間中に、女性は家族の世話をす
るといった追加的な負担に対する責任がかかるが、一方で、男性は、一般的に、家庭外にある災害前と同様
の生産的な役割に戻る。Fordham（2003）は、南アジアにおける自然災害に関連する女性の差別的脆弱性に
寄与する主要な要因は、高い非識字率、家庭外への移動性や家庭外での就業機会の低さ、そして土地などの
資源の所有権にまつわる問題などがあると論じている。

ゆえに適応能力や適応に影響を与えるジェンダーの役割は、適応能力を高め、適応を促進するための介入の策
定において、重要な考慮事項となる。脆弱性と適応能力におけるジェンダー間の差異は、構造的なジェンダー
不平等のより幅広いパターンを反映している。ジェンダーと開発に関する文献から引き出されうる一つの教訓
は、ジェンダーに関する懸念を無視した気候への介入が、脆弱性のジェンダーに関する側面での差異を大きく
するということである（Denton, 2004）。また、政策の焦点を事後対応的な災害管理から、より事前的対策として
の能力強化に移行させることにより、ジェンダーによる不平等を縮小しうることが明らかになっている（Mirza, 

2003）。
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Box 17.6　国別適応行動計画の有効性と正当性に関する初期的教訓

現時点では、NAPA計画プロセスや実施の成果に関し、文書で示された証拠は少ない。研究されている一つ
の事例は、バングラデシュの NAPAに関するものである（Huq and Khan, 2006）。著者らは、NAPAが（a）分
野別アプローチではなく、生計アプローチ【訳注 17-9】を採用すべきこと、（b）長期的影響とともに気候変動
性の短・中期的影響にも焦点を合わせるべきこと、（c）先住民の知見や伝統的知見の統合を保証すべきこと、（d）
相互作用としての参加と自己動員【訳注 17-10】を通じた手続き上の公平性を保証すべきことを提言している（Huq 
and Khan, 2006）。彼らは、NAPAの協議・計画プロセスが、ほかの国別計画プロセス（貧困削減戦略の計画
プロセスなど）と同様の制約を抱えており、また排除や狭い焦点といった同様の問題を提示していることを
見出した。彼らは、国別適応計画の公平性と有効性は、中央政府が意思決定プロセスにおいて既にどの程度
国民を取り込んでいるか、あるいは排除しているかに依存し、気候変動のための有効な参加型計画には、民
主主義的構造が機能していることが必要であると結論づけている。これらが欠けている場合、気候変動に対
する計画は単なる美辞麗句に過ぎない（Huq and Khan, 2006）。同様の問題は、Huq and Reid（2003）、Paavola

（2006）、および Burton et al.（2002）でも提起され、研究結果が提示されている。適応計画の持続性と成功を
保証するうえで、非政府組織やコミュニティ組織が果たす重要な役割が、NAPAの進展および実施の次期期
間で明確になる可能性が高い。

Box 17.7　個々の極端現象は適応を制約するか、あるいは促進するか？

政策ウィンドウ仮説は、気象関連の極端現象などに伴い生じる災害への対応として、政策や法規制の変更な
どの適応行動が促進される、あるいは直接的に生じる現象について言及している（Kingdon, 1995）。この仮
説によると、災害直後の政治状況は、例えば、ジェンダー問題の主流化、土地改革、技能開発、雇用、住宅、
社会的連帯などの分野における構造的脆弱性を軽減しうる法的、経済的、社会的な変化を導くかもしれない。
政策ウィンドウ仮説はつぎの想定に基づいている：（a）災害後の新たなリスク認識は幅広いコンセンサスを
導く（b）開発機関および人道支援機関は災害リスクに「気づかされる（reminded）」（c）よりいっそうの政
治的意思および資源が利用可能になる。しかし、政策ウィンドウに関する反対の証拠は、回復後の段階にお
ける再建は、政策策定における重み付け、優先順位づけ、および順序づけを必要とし、より長期的な開発政
策を組み入れるよりむしろ、現象前の状況に早期に戻さなければいけないという圧力があることを示唆して
いる（Christoplos, 2006）。さらに、制度は明らかに重要であるが、多くの場合、制度は災害直後に効果的に
機能できない。ラテンアメリカにおける ENSOに関連する影響、米国におけるダムや堤防の下流での誘発さ
れた開発、および英国における洪水など、さまざまな状況で示されているように、最終結果として、短期的
なリスクの削減は、実際、将来の現象に対する脆弱性を高めうる（Pulwarty et al., 2003; Berube and Katz, 2005; 

Penning-Rowsell et al., 2006）。
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Box 17.8　自発的あるいは強制的な移住は適応の失敗を意味するか ?

地元の環境がシステムが人口の大部分あるいは全人口をもはや支えられなくなる閾値を越えた場合の、気候
変動影響に対する潜在的な適応反応オプションとして、個人による移住あるいは居住地の移転が、さまざま
な研究で議論されてきている。例えば、海面上昇により人間集団がある特定の島に残ることができなくなる
可能性についての議論がある。一例として、西太平洋の低平な環礁国であるツバルの人々の移転可能な候補
地としてニュージーランドが議論されてきている。Patel（2006）および Barnett（2005）は、多くの人々が長
い時間をかけて形成してきた母国を放棄し、新しい場所へ移動することには、膨大な経済的、文化的、およ
び人的コストをともなうであろうと主張している。キリバス、ツバル、トケラウ、およびマーシャル諸島など、
低平な太平洋環礁国に対する海面上昇の影響は、ある閾値を越えた場合、それらの国々の主権あるいは存在
に対してリスクをもたらすかもしれない（Barnett, 2001）。Barnett and Adger（2003）は、この主権の損失自体
が危険な気候変動を意味し、移転の可能性は適応の限界を意味すると主張している。

適応戦略としての移住能力は、すべての人々が等しく獲得できるものではなく、また、移住の決定は、個人、
世帯、あるいは地方政府や中央政府によって単独に制御されるものではない（McLeman, 2006）。アジアや北
アメリカの研究（Adger et al., 2002; Winkels, 2004; McLeman and Smit, 2006）は、強い社会資本は、リスクに面
した際の移転の必要性を未然に防ぐことができ、また、強い社会資本が適応戦略としての移住の成功とパター
ンの決定において重要であることを示している。つまり、コミュニティ内の既存の社会的ネットワークの分
布様式が、気候変動への適応に影響を及ぼす。地元スケールでの世帯の社会的ネットワークが強い場合、移
住につながらない適応策、あるいは地元スケールでの＜居住地＞移転につながる適応策が、リスクにある場
所から遠く離れたところへの移住よりも可能性が高い対応である。逆に、コミュニティが広範囲にわたる社
会的ネットワークを持っているか、あるいは、国境を越えたコミュニティの一部である場合は、長距離の移
住が可能である。McLeman and Smit（2006）は、1930年代のオクラホマ東部の農村において、一連の経済的、
社会的、および文化的プロセスが、気候条件とその結果発生した長期の干ばつに対応する移住行動および移
住パターンを形成する役割を果たしたと示している。一時的移住は、気候変動性に対するリスク管理対応と
してしばしば行われてきているが、物理的・生態学的な適応の限界を超えた場合には、永久移住が必要とな
るかもしれない。

Mendelshon et al. （2007）は、米国・ブラジルの農村部における所得と、現在気候のパラメータならびに農業
生産性の物理的パラメータとの間の、相関関係を調べた。彼らは、気候は農業生産性に影響を与え、このこ
とが、今度は、一人当たりの所得（一つの地区の農業所得および農業外所得の両方として定義される場合を
含む）に影響を与えること、また、生産性を低下させる気候変動は、農村の貧困に直接的な影響を与えるか
もしれないことを論じた。それゆえ、Mendelsohn et al.（2007）は、農村経済における気候変動影響は、移住
と移転を、必要ではあるが望ましくない適応にするかもしれないと主張している。しかし、Finan and Nelson

（2001）は、ブラジルにおける地方移住政策のような政府の政策が、実際、世帯の適応能力を高め、若い移
住者が都市部から地方へ戻るのを魅了したことを示唆している。このように、政府による介入によって、移
住は影響を受けうる。Barnett（2005）は、島嶼国の場合において、もし適応が開発機会を制限してきている
のであれば、適応は既に失敗していると考えられるべきであると論じている。
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【第 17章　訳注】

【訳注 17-1】 原文の英語は seasonal climate forecasting。季節予報とは、気温、降水量、日照時間、天候などについて、
1か月、3か月など一定期間の平均的な状態の見通しを伝えるもの。

【訳注 17-2】 原文の英語は comparative static optimisation。変数変化の時間的経路を取り扱わない最適化モデル（静
学モデル）を用いて、所与の条件（外生条件）を変化させた場合の均衡解を求め、条件変化前後の
均衡解の比較により、条件変化が及ぼす影響を調べる分析手法。ここでの研究では、海面上昇量な
どを変化する外生条件として与え、沿岸防護の投資量や海面上昇による土地損失コストの変化など
を調べている。

【訳注 17-3】 原文の英語は ice road。第 15章【訳注 15-6】の訳注を参照のこと。

【訳注 17-4】 英語では The chain is no stronger than its weakest link（弱い環があれば全体の鎖が弱い）ということ
わざがある。これは、「1つの弱点は議論全体を破壊する」ことを意味する。（出典：研究社『新英
和大辞典第 6版』）

【訳注 17-5】 原文の英語は USA Dust Bowl。土地の荒廃が主原因で 1930年代に米国中西部とカナダで起こった大
規模な砂嵐。グレートプレーンズの表土が大量に巻き上げられ、東方に吹き飛ばされた。その時期、
多くの農家が農地を捨てて移住を余儀なくされた。

【訳注 17-6】 原文の英語は conjoint choice survey。コンジョイント分析は、アンケートなどを用いてある事物に
関連する複数要素の重要性の順位を把握するための実験的な分析手法の一つであり、コンジョイン
ト選択調査は同分析のための調査。

【訳注 17-7】 原文の英語は empowerment。「人間が自らの生に関する選択を拡大させるために、社会・経済・政
治的な地位や影響力、組織的能力などを含む広義の「力（Power）」を獲得すること。個々人の資質・
能力そのものの向上のみならず、むしろその資質を発揮できるような社会・経済・政治・組織的環
境の改善を意味する概念として議論されることが多い。」（出典：国際協力機構『援助の潮流がわか
る本』、国際協力出版会）

【訳注 17-8】 原文の英語は setback distance。ここでの意味は、沿岸インフラの海岸線からの距離のこと。防災・
海岸保全などの観点から、海岸線から近いところに建造物が配置されないようにするため、セット
バック距離について規制が設けられる場合がある。

【訳注 17-9】 原文の英語は livelihood approach。持続的な生計アプローチ（sustainable livelihood approach）とも言う。
「貧困層の暮らしに影響するさまざまな要素を全体像としてとらえ、より総合的・包括的な視点か
ら貧困対策の構築を目指すアプローチ。」（出典：国際協力機構『貧困削減と人間の安全保障』）

【訳注 17-10】 原文の英語は self-mobilization。意思決定プロセスへの参加の度合いを表す用語で、人々が外部か
らの支援なしに自発的に行動する最も高いレベルでの「参加」を意味する。「参加」のレベルは低
いものから順に、受動的参加、情報提供への参加、相談による参加、物質的な報酬のための参加、
機能的な参加、相互作用としての参加、自己動員などと分類される（図 2.2も参照のこと）。
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