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概要

本章では適応と緩和の相互関係の 4つのタイプを確認
する。
・緩和に影響を及ぼす適応行動
・適応に影響を及ぼす緩和行動
・適応と緩和のトレードオフあるいは相乗作用を含む
決定　

・適応と緩和の両方に影響を及ぼすプロセス

本章ではこれらの相互関係を調査し、その政策的妥当
性を評価する。本章は IPCC第 3次評価報告書にはな
い新しい章であり、増えつつあるとはいえ、比較的少
ない文献に基づいている。主要な調査結果は、以下の
とおりである。

自然システムや人間システムに対する気候変動のリス
クを低減することを目的とした効果的な気候政策は、
多様な適応行動と緩和行動のポートフォリオを必要と
する（確信度が非常に高い。）
最も厳しい緩和努力をもってしても、今後数十年間
の気候変動のさらなる影響を回避することはできな
い（第 1作業部会第 4次評価報告書、第 3作業部会第
4次評価報告書）ため、適応は避けられない。しかし、
緩和が行われないと、気候変動の規模は、いくつかの
自然システムにとって適応が不可能なまでに達する可
能性が高く、同時に大半の人間システムにとっては、
非常に高い社会的・経済的コストを伴うだろう（第 4

章 4.6.1節、および第 17章 17.4.2節参照）。適応行動
と緩和行動には、技術的・制度的・行動面のオプショ
ン、これらのオプションの利用を奨励するための経済
手段と政策手段の導入、および不確実性を低減し、オ
プションの効果と効率を高めるための研究開発が含ま
れる ［18.3, 18.5］。適応と緩和をより幅広い開発戦略や
開発政策に統合するための機会は存在する。［18.6］。
　
適応と緩和に関する決定は異なるガバナンスレベルで
下され、相互関係はガバナンスの各レベル内およびレ
ベル間で存在する（確信度が高い）。
これらのレベルは、個々の世帯や農家、民間企業から、
国の計画機関や国際協定まで幅広く及んでいる。大半
の適応は地方から国レベルで実施されるが、効果的な
緩和は、温室効果ガスの主要排出者が地球規模で参加
することを必要とする。緩和のコストと付随的な便益
は地方的に生ずるが、緩和の気候に関する便益は地球

規模である。適応のコストと便益はともに、多くの場
合、地方的にも国家的にも生ずる［18.1, 18.4, 18.5］。
従って、緩和は主として、国際協定とそれに続く国家
の公共政策によって推進され、場合によっては、単独
で自発的な行動によって補完されるが、一方で大半の
適応には、影響を受ける実体の個別の活動、影響を受
けるコミュニティの公的な取り決め、および国家政策
が含まれる。［18.1, 18.7］。

適応と緩和の相乗作用を生み出すことは、行動の費用
対効果を高め、潜在的な資金提供者を含むステークホ
ルダーにとって、それらの行動をより魅力的にしうる

（確信度が中程度）。
適応と緩和の相互関係の分析は、適応および緩和行動
双方の効果的な実施を推進する方法を明らかにするか
もしれない［18.5］。しかしながら、そのような相乗作
用は、気候変動のリスク低減を追求するに当たり、資
源が最も効率的な方法で使用されることを保証するも
のではない［18.7］。さらに、関連する知識基盤や人的・
制度的・組織的能力が欠如していると、相乗作用を生
み出す能力が制限されうる。相乗作用の機会が多い分
野（例えば、農業、林業、建築、都市インフラ）もあ
るが、＜そのような機会が＞限られている分野（例え
ば、沿岸システム、エネルギー、健康）もある。適応
と緩和の双方を明示的に考慮する概念的情報および経
験的情報の両方が不足していることは、気候政策にお
ける相乗作用の必要性と可能性の評価を困難にしてい
る［18.3, 18.4, 18.8］。

適応への投資が緩和のための時間稼ぎになるかどうか
といった疑問に答えるのは、まだ不可能である（確信
度が高い）。
適応によるすぐに地方的に得られる便益と、緩和によ
る長期的かつ地球規模の便益との間の具体的な経済的
トレードオフを理解するには、時間に伴う活動のコス
トと便益に関する情報が必要である。統合評価モデル
は、高度に集計したレベルでの相対的なコストと便益
の概算見積りを提示しているが、影響からのフィード
バックを含めているモデルはわずかしかない。適応と
緩和の相互関係の複雑さは、より詳細な分析・実施レ
ベルで明らかになる［18.4, 18.5, 18.6］。適応と緩和の
オプションが、異なる空間的、時間的、制度的スケー
ルで行われており、異なる利害と信条、価値体系およ
び所有権を有するさまざまな関係者が関与していると
いうことを含む、これらの複雑さは、地方スケールを
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超えた経済的トレードオフに基づく決定の計画と実施
には課題があることを示している。とりわけ、適応と
緩和の「最適な組合せ（optimal mix）」という概念を機
能させるのは困難である。なぜなら、それは、異なる
場所や時代に住む人々への厚生【訳注 18-1】の影響を地
球規模で集計した福利【訳注 18-2】の尺度へ調整するこ
とを必要とするからである［18.4, 18.7］。
　
適応に対する人々の能力と緩和に対する人々の能力は
類似する一連の要素によって駆動される （確信度が高
い）。
これらの要素は、適応および緩和の両方のために結集
されうる一般化された対応能力を意味する。対応能力
は、次いで、選択された社会の開発経路に左右される。
それゆえ、持続可能な開発の追及を通じた社会の対応
能力の強化は、適応と緩和の両方を推進する方法の一
つである［18.6］。これは、両方のオプションの効果的
な実施や、分野別の計画や開発におけるそれらの主流
化を容易にするだろう。もし気候政策と持続可能な開
発が統合的な方法で進められるべきものであれば、単
に両方の目標を達成しうる特定の政策オプションを評
価するのみならず、それらのオプションに内在する対
応能力の決定因子を探ることも重要となるであろう。
なぜなら、それらは内在する社会経済的および技術的
な開発経路に関連しているからである［18.6, 18.7］。

18.1　はじめに

　国連気候変動枠組条約（UNFCCC）は気候変動へ
の二つの対応を特定している。それらは温室効果ガス
排出を削減し、＜炭素＞吸収を強化することによる気
候変動の緩和と気候変動の影響への適応である。多く
の先進諸国は、UNFCCCや京都議定書の締約国とし
て、気候変動の緩和に関する国の政策を適用し、それ
に対応する方策をとること、また全体としての温室効
果ガス排出量を減少させる責任がある（United Nations, 

1997）。第 3作業部会第 4次評価報告書 （WGIII AR4）
の第 11章（Barker et.al, 2007）で発表されているように、
気候変動を緩和することを目的とする現在の取組みの
評価は、現在の約束では大気中温室効果ガス濃度の安
定化にはつながらないであろうことを示している。実
際、第 1作業部会第 4次評価報告書（WGI AR4）によ
ると、全球の気候システムには時間的ずれがあるため、
どんなに厳しく容赦ない緩和努力をしたとしても、次
の 20～ 30年に起こる気候変動を防ぐことはできない

だろう （Christensen et al, 2007; Meehl et al., 2007）。本巻
の第 1章は、気候変動の最初の影響が既に観察されて
いることを示している。
　それゆえ、適応は避けられない（Parry et al., 1998）。
第 17章 （17.2節および 17.4節参照）は現在観察され
ている気候変動への適応の例を示しているが、効果的
な適応には限界と障壁があると結論づけている。しか
しながら、たとえこれらの限界や障壁が取り除かれた
としても、適応のみに依存していては、気候変動が、
長期のあいだに、もはや効果的な適応が不可能、ある
いは非常に高い社会・経済・環境的コストにおいての
み可能といった規模に達してしまう可能性が高い。例
えば、Tol et al. （2006）はヨーロッパにおける 5メート
ルの海面上昇への適応に際して、何が障害となるであ
ろうか示している。それゆえ、もはや気候変動を緩和
するのか、あるいは気候変動に適応するのかといった
問題ではない。人と人を取り巻く環境への気候変動の
予想される影響を軽減するには、いまや適応と緩和の
両方が必要不可欠である。

18.1.1　背景と理論的解釈

　国際的な気候政策の主要な焦点は伝統的にエネルギ
ーの使用と生産に合わせられてきている。この政策的
焦点は第 2次評価報告書（SAR）に反映されており、
SARでは、緩和について議論するに当たり、CO2 以外
の温室効果ガスや炭素吸収の強化について、あまり注
意が払われなかった。同様に、適応に対してもほとん
ど注意が払われなかった。SARの発表以後、気候政策
に関する国際コミュニティは、気候変動を制御し、そ
の影響を制限するためにはエネルギー政策だけでは十
分でないことに気づき始めた。気候政策は、植生や海
洋、地層における炭素隔離／固定、CO2以外の温室効
果ガスの排出削減、および適応を用いた気候変動影響
に対する分野とコミュニティの脆弱性の軽減を目的と
するさまざまなオプションを考慮するまでに拡大して
きている。その結果、第 3次評価報告書（TAR）では
適応と緩和がよりバランスよく扱われた。
　第 3次評価報告書は気候変動影響のレベルと、それ
が危険なレベルかどうか（UNFCCC第 2条参照）は、
適応と緩和の両方の取組みによって決まることを具体
的に示した（Smith et al., 2001）。適応は直接的な損害
防止とみなされうるが、緩和は間接的な損害防止とな
るだろう（Verheyen, 2005）。しかし、政策立案者らが
適応と緩和の相互関係の調査に関心を示すようになっ
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たのは、ごく最近になってからである。適応と緩和の
両方の必要性、さらには二つの対応の間のトレードオ
フや相乗作用を調査することの必要性を認識したこと
で、政策立案者らはずらりと並んだ疑問に直面してい
る（GAIM Task Force,  2002; Clark et al., 2004; 図 18.1も
参照）。どの程度の適応と緩和が最適か、いつ、どん
な組合せが最適なのか？誰が、どの基準に基づいて決
定するのか？適応と緩和は代替可能か、あるいは相互
に補完し合うか？いつ、どこで適応に投資するのが最
良なのか、また緩和の場合はどうなのか？この二つの
対応の相乗作用を創り出す可能性は何か？それらのコ
ストと有効性は時間とともにどのように変化するの
か？二つの対応は開発経路にどのような影響を与える
か、そして二つの対応は開発経路によってどのような
影響を受けるか？これらが、第 4次評価報告書（AR4）
において、IPCCが適応と緩和の相互関係に関する本
章を含めるきっかけとなった疑問のいくつかである。
　今日までのところ、関連文献は上記の質問に対する
明確な答えを示していない。適応と緩和に関する研究
は現在のところ、むしろ無関係のものとされており、
これら二つの対応を分析するのに異なるアプローチを
とる大きく異なる学識者コミュニティが携わってい
る。緩和研究コミュニティは、それらのみという訳で
はないが、技術的および経済的問題に強く焦点を合わ
せており、緩和に内在するトレードオフを研究する「ト
ップ・ダウン」型の集計モデルに、従来、依存してき
た（WGIII AR4 （IPCC, 2007） 参照）。概念的内省の期
間を経た後、適応研究コミュニティは地方的分析と場
所に基づいた分析に重きを置いてきている。この研究
アプローチは開発学や災害リスク削減の学識者らと共
通するアプローチである（Adger et al., 2003; Pelling, 2003; 

Smith et al., 2003; 第 17章も参照）。さらに、適応は分野
レベルで研究されている（第 3章から第 8章参照）。
　適応と緩和の両方を考慮する重要な研究努力の一つ
は、統合評価モデルである。統合評価モデル（IAM）
は、一般に、エネルギーモデルと分野別の影響モデル
を、気候、土地利用、社会経済のシナリオと結合させ、
気候変動と気候政策が社会に与えるコストと便益を分
析し、比較する（第 2章も参照）。しかし IAMにおけ
る気候政策は現在のところ緩和が中心である。適応が
考慮されている場合においては、適応は多くの技術的
オプションの中の一つの選択肢、あるいは社会・経済
開発に関するモデルにおける想定から得られるものと
して表されている（Schneider, 1997; Corfee-Morlot and 

Agrawala, 2004; Fisher et al., 2007）。

　適応と緩和の相互関係に関する新しい研究には、概
念的分析や政策分析、さらには、特定の相互関係と、
分野やコミュニティへのその影響を分析する「ボトム・
アップ型」の研究が含まれる。後者は適応と緩和の実
施を、より広い開発目的の文脈の中に置くことが多い
（例えば、 Tompkins and Adger, 2005; Robinson et al., 2006; 

第 17章および第 20章）。「ボトム・アップ型」の研究は、
気候政策において適応と緩和が相乗的になリうるかど
うかを、また適応と緩和がいつ相乗的になりうるかを
決定する要因とプロセスを研究することで、統合評価
モデリングを補完した。この分野は新しい研究分野で
あるため、急激に増加しているもののまだ文献数は少
ない。同時に、文献は非常に多様である。つまり、適
応と緩和の相互関係を活用することが可能かどうか、
ましてや望ましいかどうかについては意見の一致がな
い。適応と緩和の相乗作用を作り出す可能性があると
みている分析者もいるが（例えば、Venema and Cisse, 

2004; Goklany, 2007）、適応と緩和を並行して考慮する
ことの便益に関してより懐疑的な分析者もいる（例え
ば、Klein et al., 2005）。
　適応研究と緩和研究、および統合評価モデリング研
究とボトム・アップ型研究の間でのアプローチの違い
は、文献に発表された調査結果が互いに矛盾するよう
に思われる際、混乱を生じさせうる。適応と緩和の相
互関係に関する文献を評価するに当たり、関連する文
献間で生じるかもしれないいかなる相違や矛盾も本章
は包み隠さない。前述したように浮上してきた研究ア
プローチの人工物【訳注 18-3】として、これらの相違や
矛盾は現在の知識の状態を反映している。最初からで
きる限り明確にしておくため、重要な概念の最初の定
義を Box 18.1に示す。続いて、18.1.2節では適応と緩
和の重要な相違点、類似点、および相補性について概
説する。

18.1.2  適応と緩和の相違点と類似点、および
相補性

　第 3次評価報告書は気候変動の緩和と適応について、
次の定義を用いた。
・緩和：温室効果ガスの発生源を削減する、または
温室効果ガスの吸収を強化するための人為的介入 

（IPCC, 2001a）。
・適応：実際のあるいは予想される気候による刺激ま
たはそれらの影響に応じて、自然システムまたは人
間システムを調節すること。このことは、被害を
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和らげたり、有益な機会を活用したりする（IPCC, 

2001a）。

これらの定義からすると、緩和は気候変動のすべての
影響（プラスとマイナスの影響）を軽減し、それゆえ、
適応の課題も軽減するが、一方で、適応は選択的であ
るということになる。つまり、適応はプラスの影響を
有利に活用し、マイナス影響を削減することができる 

（Goklany, 2005）。
　この二つのオプションは同じ地方スケールあるいは
地域スケールで実施され、地球規模での懸案事項と
同様に、地方あるいは地域的優先事項や関心によって
も動機づけられるであろう。緩和策には地球規模の便
益がある（副次的な便益は地方／地域レベルで起こる
かもしれない）。ただし、効果的な緩和には、温室効
果ガスの漏出を排除するのに十分な数の主要な排出者
を巻き込む必要がある。適応は通常、影響を受けるシ
ステムのスケールで機能し、そのスケールは地域スケ
ールであることが最良であるが、多くの場合、地方ス
ケールである（ただし、例えば、農産物や林産物市場
における国際的な商品価格の変化などにより、結果と
して、国境を越えて波及する適応もある。）異なる緩
和行動によって達成された排出削減は、CO2 換算量と
して表すことで、比較することができ、もしその行動
を実施するのにかかるコストが分かるのであれば、そ
れらの費用対効果を判定し、比較することができる 

（Moomaw et al., 2001）。適応の便益を単一の測定基準
で表すことはより難しく、このことが適応努力間での
比較を妨げている。さらに適応の効果が主に地方的あ
るいは地域的に現れる結果、適応の便益は便益が生じ
る社会的、経済的、政治的文脈に応じて、異なって評
価されるであろう （第 17章参照）。
　今日実施される緩和の便益は、数十年先に証明され
るだろう。これは温室効果ガスの大気中の滞留時間が
長いためである（大気汚染の減少など副次的な便益は
近い将来、起こりうる）。一方、多くの適応策はすぐ
に効果を示し、気候変動性への脆弱性を減少させるこ
とで便益を生み出すだろう。気候変動が続くにつれて、
適応の便益（例えば、損害の回避）は時間とともに増
加するであろう。このように、緩和はコストの発生時
点と規模が縮小された気候変動によって便益を実現さ
せる時点との間に時間的遅れがあるのに対し、適応へ
の支出と収益との間の期間は一般的に＜緩和の場合よ
り＞かなり短い。この違いは、プラスの割引率を適用
する分析において、増幅される。こうした非対称性

は、緩和へのイニシアティブが、国際協定やその後の
国別公共政策から生じがちであるという状況をまねい
てきており（コミュニティを基盤としたイニシアティ
ブ、あるいは民間部門のイニシアティブにより補完さ
れる場合もある）、これに対し、適応行動は、歴史的に、
影響を受けた民間の関係者またはコミュニティの自己
の利益によって、動機づけられ、おそらくは公共政策
によって、促進されてきた。
　適応と緩和を、意思決定の異なるレベルで関連づけ
る方法はたくさんある。もし、緩和努力により、市
場の失敗や歪み、さらには利用できるオプションの真
の社会的コストに基づいて関係者が意思決定を行うこ
とを妨げる道理に反する補助金を排除できるのであれ
ば、緩和努力は適応能力を助長しうる。高度に集計さ
れたスケールでは、緩和のための支出が社会的資源あ
るいは民間資源を転用し、適応に利用できる財源を減
少させるように思われるが、実際には関係者も関係す
る予算も異なる。緩和も適応もともに相対価格を変動
させ、このことは消費や投資のパターンの微調整をま
ねく可能性があり、それゆえ影響を受けた経済の開発
経路の変化をまねきうる。しかし、直接的なトレード
オフは稀である。緩和策にとっての適応の影響はプラ
スにもマイナスにもなりうる。例えば、地域的な適応
戦略の一部である植林は緩和にもプラスに貢献する。
反対に炭素排出源からのエネルギー利用の増大を必要
とする適応行動（例えば、室内冷房）は、緩和努力に
マイナスの影響を与えるだろう。

18.1.3 本章の構成

　本章では、現在入手可能な文献と、適応と緩和の相
違点、類似点、および相補性に関する我々の現在の知
見に基づき（18.1.2節参照）、適応と緩和の相互関係を
四つのタイプに分類する。
・緩和に影響を及ぼす適応行動
・適応に影響を及ぼす緩和行動
・適応と緩和のトレードオフあるいは相乗作用を含む
決定

・適応と緩和の両方に影響を及ぼすプロセス

本章は次のように構成されている。18.2節では、第 3

次評価報告書で発表された本章に関連する知見を概
観する。18.3節では、いつ、どの程度、どのようにし
て、緩和や適応を行うかを決定するといった難題を意
思決定の理論的問題として定義し、ステークホルダー
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ごとの異なる責任や役割、および＜それぞれの＞ステ
ークホルダーが機能するスケールを紹介する。続いて、
18.4節では、適応と緩和の潜在的コスト、適応と緩和
によって回避される損害、地域的側面、分野別側面を
含む、適応と緩和の間のトレードオフや相乗作用に関
する既存の文献を評価する。前述の相互関係の類型を
受けて、18.5節では文献から得られる相補性と相違点
の例を示すことで、気候政策ポートフォリオの可能性
のある要素を評価する。18.6節では開発経路の文脈に
おける適応と緩和を示すことで、気候変動に対処する
際に政策立案者と実務者が行動する背景を紹介する。
18.7節では、適応と緩和の相互関係に依存する気候政
策を効果的に実施するための要素について書かれた文
献を評価する。最後に、18.8節では、気候政策に関す
る情報の必要性と優先的研究課題について概説する。

18.2　 IPCC第 3次評価報告書における
関連する知見の概略

　第 2次評価報告書と比べると、第 3次評価報告書を
作成した作業部会のうち二つが再編成された。第 2作
業部会（WGII）に課された範囲が、分野や地域に対す
る気候変動の影響と、脆弱性や適応の問題に限定され
たのに対し、第 3作業部会（WGIII）は、緩和の技術
的、経済的、社会的、政治的側面の評価を任された。
適応と緩和の双方と持続可能な開発とのつながりを評
価するために一致団結した努力が行われたが（第 20

章 20.7.3節参照）、これら二つの領域の直接的な関係
を考慮する余地はほとんどなかった。このため結果の
統合や、政策志向の統合の発展は困難であった（Toth, 

2003）。
　WGIIとWGIIIの最終章で、第 3次評価報告書の統
合報告書（IPCC, 2001a）の基礎を築こうとした試みは、
適応と緩和の相互関係を明らかにはしなかった。WGII

第 3次評価報告書は、第 19章の全球平均気温の上昇
の観点から表された温暖化のさまざまな規模に伴うリ
スクを説明する概要図の中で、「気候変動影響予測に
関する懸念の理由」を示した。WGIII第 3次評価報告
書第 10章では、主に IAMにもとづいて、CO2 濃度を
さまざまなレベルで安定化させるのにかかるコストを
まとめた。＜しかし、＞ CO2 濃度と温度のギャップを
埋めるためには、どの放射強制パラメーターと気候感
度パラメーターを使用すべきかに関する問題が未解決
のままであるため、これら二つのまとめを比較するの
は難しい。さらにこれら二つの作業部会報告書におけ

る多くの言及はそれ自体が、検討された多数の研究か
ら抽出されたものであった。しかしながら、方法の根
幹をなす一般的な想定や適用に際しての特定の想定、
シナリオのために選択された基準値、矛盾した割引率、
経済成長の想定、適応と緩和の評価をパラメーターで
表示するためのその他多くの暗黙の前提が、統合報告
書ではほとんど無視されていたか、隠されたままにな
っていた。
　それにもかかわらず第 3次評価報告書は適応と緩和
の相互関係に対処するための新しい概念を提示した。
地方的な適応能力や緩和能力は地域間や時間に応じて
大きく異なる。一見すると、二つの能力は強い相関関
係があるようにみえる。これは決定因子の多くを共有
しているためである。しかし適応と緩和を国全体で、
あるいは社会集団全体で集計したものは誤解をまねき
やすい。というのは、温室効果ガス排出を削減する能
力とそれに適応する能力は、著しくかい離する可能性
があるからである。第 3次評価報告書は次のように指
摘した。「一つの国は、おそらく高い適応能力と低い
緩和能力（またはその反対）を同時に表しうる」（IPCC, 

2001b; Yohe, 2001も参照）。富裕国では、小規模だが
影響力のある社会的集団が気候変動の被害を受けた場
合、適応のためのコストは税システムを通じて全国民
に分配されうる。しかし同じ国であっても、別の小規
模集団は、負担を分散させる可能性なしに、緩和政策
による損害を受けるかもしれない。第 3次評価報告書
は概念的な討議に加え、適応と緩和の相互関係を二つ
のレベルで議論した。つまり、集計された地球規模お
よび国レベル、ならびに経済分野や特定プロジェクト
といった文脈におけるレベルの二つである。
　WGII報告書は「適応は気候変動の緩和努力を補完
するためにあらゆるスケールで必要とされる戦略であ
る」と指摘した （IPCC, 2001c）。しかしこの二つの領域
のさまざまなレベルにおける複雑な関係についても詳
しく説明している。相乗作用のある関係もあるが、ト
レードオフによって特徴づけられる関係もある。報告
書は文献における適応と緩和の間でのトレードオフに
関する議論に注目した。というのは、一方に約束され
た資源を他方で利用することはできないからである。
また報告書は、このことは「排出削減のコストあるい
は便益を受ける者と、適応策のコストを負担し便益を
受ける者は異なるため、実施するうえで、議論の余地
がある。」と指摘した（IPCC, 2001c）。動的な観点からは、
「今日の気候の変動はいまのところ比較的小さいので、
適応の必要性はほとんどないが、将来のより深刻な損
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害を回避するために緩和の必要性はかなり大きい。こ
の論理によれば、気候政策のための資源の大部分を適
応よりもむしろ緩和に投資するほうがより賢明であ
る」（IPCC, 2001c）。しかしWGIII第 3次評価報告書
が指摘したように、世代間のトレードオフを忘れては
いけない。気候変動への今日の投資が次世代の機会に
与える影響も考慮しなければならない。投資によって
次世代の気候変動への適応能力が強化されるかもしれ
ないが、同時に、次世代のためにほかの機会を作り出
しうる投資を押し退けてしまうかもしれない。（IPCC, 

2001b）。
　WGIII第 3次評価報告書第 10章は、各国がそれぞれ
の国の緩和の負担と適応コストや損害コストとのバラ
ンスを保つ反復プロセスを概説している。「適応の必
要性や適応の範囲、適応のコストは、どの地域におい
ても、全球の気候の変化によって引き起こされる地域
的な気候変動の性質や規模によって決まるだろう。地
球規模での気候変動がどのように展開するかは、温室
効果ガス排出の総量によって決まるだろう。この総量
には、緩和策を受け入れようとする国家の積極的な意
思が次々と反映される。緩和努力と適応努力のバラン
スは、緩和コストが純損害額（一次損害額または総損
害額－適応によって回避された損害額＋適応コスト）
にどのように関連しているかによって大きく左右され
る。続いて、緩和コストと純損害額はともに、いくつ
かの重要な基準となる想定に左右される。つまり、経
済開発と基準となる排出が排出削減コストの多くを決
めるが、一方で開発と制度が脆弱性と適応能力に影響
を与えるという想定である。」 （IPCC, 2001b）。
　適応と緩和の相互関係に関する議論は、分野やプロ
ジェクトのレベルではより少ない。WGII第 3次評価
報告書には、主に土地利用や農業、林業に関連する分
野など、いくつかの分野において気候変動の影響と適
応を議論する際に、緩和とのつながりを指摘した章も
ある。第 5章では「気候変動を緩和するために計画さ
れた農林業プロジェクトにおける植林は、適応に向け
た重要な一歩となるかもしれない」と指摘した（Gitay 

et al., 2001）。第 8章では、流域管理や洪水／土石流制
御において便益を生み出す一方で、洪水や沿岸侵食に
対する保護を助けるが、場合によってはメタンガスの
放出量を増加させる湿地帯修復などのトレードオフも
含む、持続可能な林業、農業、および湿地慣行を強調
した（Vellinga et al., 2001）。
　WGII第 3次評価報告書は、第 12章でオーストラリ
アおよびニュージーランドにおける土地管理の複雑さ

について述べた。「農場や育成林業を通じた土地劣化
の制御は、主要なオプションとして考えられている。
これは一部には塩性化や浸水の制御における便益を理
由としている。また、温室効果緩和策としての炭素貯
蔵というインセンティブの出現に伴って、新しい経済
的オプションとして考えられる可能性もある」（IPCC, 

2001c）。第 15章では北アメリカで緩和策として実施
された土壌保全実践（例えば、不耕起農業、牧草生産
の拡大、収穫頻度の増大）について述べた（Cohen et 

al., 2001）。また同章では、京都議定書が、人間が引き
起こす土地利用の変化や林業活動（植林、再植林、森
林破壊）を、炭素隔離クレジットを請求できる温室効
果ガス吸収として挙げていること、さらに農業による
＜温室効果ガス＞吸収が将来考慮されるかもしれない
ことを述べた。炭素隔離を強化するために北アメリカ
で出現している市場は、多様な効果を伴う土地管理の
決定につながる。土壌の炭素隔離を強化するための耕
起の削減によって生じるマイナスの影響には、病虫害
防止や雑草管理を目的とした農薬使用の増加、システ
ムが変化した場合の急速な酸化に対して脆弱な不安定
な形での炭素の固定、および収量の減少や収穫管理オ
プションの減少、農家のリスクの増大などがある。耕
起の削減（特に不耕起の場合 ）によって生じる便益を
もたらす結果には、農家にとっての投入コストの減少
（例えば、燃料費）、土壌の水分の増加とそれによる乾
燥地帯における作物水分ストレスの減少、土壌侵食の
減少、および土壌の質の向上がある（IPCC, 2001c）。
　気候変動影響と緩和による影響を受けるほかの分野
を扱った章では、それらの相互関係にはほとんど注意
が払われなかった。WGII第 3次評価報告書は第 8章で、
適応と緩和両方の便益をもつ建物内におけるエネルギ
ーの最終用途効率を示した。これは断熱材や器具の効
率性の進歩によって極端な気温や排出に対する建築構
造物の脆弱性を削減しうるからである。場所と時間を
隔てたより間接的な適応と緩和の相互関係の事例が第
17章で示された。小島嶼国は気候変動に対して脆弱
であると認識されており、観光はそういった国々にと
っての主な収入源である。長期的には暖冬が現在の市
場におけるこうした島々の旅行目的地としての魅力を
減少させうるが、「もし温室効果ガス緩和策（例えば、
課税や排出料）が、結果として、主要市場と小島嶼国
を結ぶ航空路線のコストの上昇につながれば、」こう
した島々は、航空運賃の上昇によってさらに深刻な被
害を受けるであろう（IPCC, 2001c）。
　最後に、WGII第 3次評価報告書は第 8章でクリー
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ン開発メカニズム（CDM）プロジェクトとして実施さ
れる緩和活動について課徴金（「保留分（set-aside）」）
を設定している京都議定書における適応と緩和のつな
がりに注目した。「主要な問題の一つは適応の資金と
して使われる CDMプロジェクトからの「保留分」の
大きさである。この ｢保留分 ｣が大きすぎると、そう
でなければ実行可能な緩和プロジェクトを不経済なも
のにしてしまうであろうし、またプロジェクトの着手
を妨げる要因として働きうる。このことは適応のため
の実行可能な資金源の構築には望ましくない効果を生
むだろう」（IPCC, 2001c）。

18.3　 意思決定プロセス、ステークホル
ダーの目的、およびスケール

　行動のポートフォリオは気候変動のリスクを削減す
るのに利用できる。このポートフォリオにおいて、そ
れぞれのオプションは個別の利点と全体としての利点
の評価を必要とする。あらゆるレベルにおける意思決
定者は長期的な不確実性や競合する圧力、目標および
マーケットシグナルを目の前にして、適切な短期的な
行動を決定しなければならない。18.1節では適応と緩
和の相互関係の 4つのタイプを特定した。緩和への投
資は適応に影響をもたらすかもしれない。そして、適
応への投資は温室効果ガスの排出に影響をもたらすか
もしれない。最も高いレベルでの集計では、適応と緩
和は代替可能な政策でも、相補的な政策でもあり、限
られた資源を得るために競い合うかもしれない。しか
しながら、そうある必要はない。つまり、政策プロセ
スにおいてトレードオフを行わずに適応と緩和の両方
が考慮されるかもしれない。それらはしばしば持続可
能な開発のより広範な検討との関連で考慮される。本
節では意思決定問題の性質を紹介し、続いてステーク
ホルダーの目的とリスク、スケールを概説する。
　

18.3.1 意思決定問題の性質

　さまざまなタイプの投資の成果をそれらの相互作用
を考えるための概念的な枠組みなしに、調査すること
は困難であり、またおそらくは逆効果である。決定分
析は、起こりうる結果の注意深い検討を踏まえて、短
期的なオプションの体系的な評価を可能にするよう
な（Lempert et al., 2004; IPCC, 2007; Keller et al., 2007; 

Nicholls et at., 2007; 第 20章参照）枠組みの一つを提供
した（Raiffa, 1968; Keeney and Raiffa, 1976）。次の数十

年間には気候変動によるリスクを削減する最善の方法
に関して、一連の意思決定が必要とされるであろう。
もちろん学習する機会や、途中で軌道修正する機会も
あるだろう。政策決定者が直面している当面の課題は、
どの行動が現時点において適切であるか、また多くの
長期的な不確実性を目の前にして、どの行動がロバス
ト【訳注 18-4】である可能性が高いかをみきわめること
である。
　気候政策の意思決定樹状図は、（もしあるならば）
幅広い可能な意思決定や成果の中から、ある意思決定
がなされる時点と成果の不確実性の軽減とで表しう
る。最初の決断点は、今日の投資オプションのいくつ
かを表す。緩和にいくら投資するべきか、また適応に
はいくら投資すべきか？研究にはいくら投資されるべ
きか？いったん行動を開始すれば、我々は学習したり
途中で軌道修正したりする機会がある。成果には、現
在と次の意思決定の間に学習するタイプのものもあ
る。成果は不確実である。不確実性は解決されないか
もしれないが、将来の行動に影響を与えるかもしれ
ない新しい情報があるだろう。それゆえ、次のよう
な表現につながる。「行動し学習する。そしてまた行
動する（act, then learn, and then act again）」（Manne and 

Richels, 1992）。
　「行動し学習する。そしてまた行動する。」というこ
の枠組みは、ここでは単に意思決定問題の要素を提示
すためだけに用いられており、本報告書中で論じられ
る多くの分析アプローチに代わるものとして用いては
いない。実際、この枠組みは決定論的アプローチ対確
率論的アプローチや費用対効果分析対費用便益分析な
ど、さまざまな便宜的なアプローチを分析するのに利
用されうる。気候変動に対する数々の将来の脆弱性を
分析するには、ロバストな意思決定の枠組みが適して
いるが、決定分析は適応よりも緩和により広く適用さ
れてきている。（Lempert and Schlesinger, 2000; Lempert 

et al., 2004）。

18.3.2  ステークホルダーの役割と空間的および
時間的スケール

　気候変動には、空間的にも時間的にもたくさんの意
思決定者が関与している。UNFCCC、それに付随する
組織、および締約国は主に緩和に焦点を合わせている。
ごく最近では、草の根レベルでの関心の高まりにより、
その土地における追加的な緩和活動が生じてきてい
る。適応の意思決定は公共部門と民間部門の両方を巻
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き込む。と言うのは、こうした決定には公共部門の意
思決定者の管理下にある大規模建設プロジェクトを含
むものもあれば、民間部門の多くの主体を巻き込むそ
の土地に限定的なものもあるからである。
　個々のステークホルダーの役割は、適応と緩和の相
互関係のさまざまな側面に及んでいる。ステークホル
ダーは、所属先の組織構造（例えば、公的機関か民間
機関か）、意思決定のレベル（例えば、政策、戦略的
計画の立案、運用の実施）、空間的スケール（例えば、
地方、国、国際的スケールなど）、懸案事項の時間的
枠組（例えば、短期から長期まで）、およびネットワ
ーク内での機能（例えば、単独の関係者、ステークホ
ルダーの体制、または複数のレベルにまたがる機関な
ど）によって特徴づけられるであろう。意思決定は適
応のみ、あるいは緩和のみを対象とするかもしれない
し、また適応と緩和を結び付けるかもしれない。公的
あるいは法人組織の意思決定者の中で、適応と緩和の
両方に関して直接的な責任がある意思決定者はかなり
少ない（例えば、Michaelowa, 2001）。例えば、適応は
＜各国の＞環境省の管轄であるのに対し、緩和政策は
貿易省やエネルギー省、あるいは経済省によって率い
られている。地方の当局や土地利用立案者は適応と緩
和の両方を対象とすることが多い（ODPM , 2004）。
　ステークホルダーは、さまざまなリスクにさらさ
れており、それらには財政上、規制上、戦略上、運
用上のリスクや自らの評判や物的資産、生命、およ
び生活に対するリスクなどがある（例えば、IRM et 

al., 2002）。適応や緩和に関連する多くの決定は気候変
動によって後押しされることはないが（Watkiss et al., 

2005）、意思決定は気候リスクや気候変動に動機づけら
れるかもしれない（例えば、気候動因、気候感度、気
候関連）。リスクは一般的に確率と結果の掛け算で定
義されるのに対して、不確実性は確率分布の中では容
易に捉えられない構造的および行動上の要因を表すも
のとしてしばしば解釈されている（例えば、Tol, 2003; 

Stainforth et al., 2005）。リスクと不確実性のこの区別は
単純化したものであるが（Dowie, 1999参照）、ステー
クホルダーによる意思決定では、多くの要因を考慮に
入れる（Newell and Pizer, 2000; Bulkeley, 2001; Clark et 

al., 2001: Gough and Shackley, 2001; Rayner and Malone, 

2001: Pidgeon et al., 2003; Kasperson and Kasperson, 2005; 

Moser, 2005）。それらの要因には、価値や好みと動機
づけ、気候変動問題に対する意識と認知、交渉や取引
と社会規範、分析枠組みや情報・監視システム、およ
び権力と政治の関係がある。

　気候変動の難解な不確実性を目の前にして（Manne 

and Richels, 1992）、ステークホルダーらはコストと便
益のバランスを求めるよりもむしろ、技術変化（も
し社会変化でないならば）を促すつもりで予防的ア
プローチを採用するかもしれない（Harvey, 2006）。例
えば、緩和による便益の一つの尺度である炭素の社会
的コストの見積りは、意思決定枠組み（衡平性の重み
付け、リスク回避、持続可能性の考慮、および将来の
損害に対する割引率など）の選択に対して敏感である
（Downing et al., 2005; Tol, 2005b; Watkiss et al., 2005; Guo 

et al., 2006; Fisher et al., 2007; 18.4.2節も参照 ; 第 20章）。
　適応または緩和、あるいはその両方に関連する基準
は意思決定において徐々に一般的になってきている。
例えば、地方の開発計画では、エネルギー利用や用水
量、緑地の保全に照らして、住宅開発をふるいにかけ
るかもしれない（例えば、CAG Consultants and Oxford 

Brookes University, 2004）。開発機関は、既に適応と緩
和との関連で、プロジェクトを選定し始めている（例
えば、Burton and van Aalst, 1999; Klein, 2001; Eriksen and 

Næss, 2003）。
　ステークホルダーの多くは、例えばエネルギー効
率（緩和に関係する）を、持続可能なコミュニティや
貧困削減（適応に関係する）に結び付けるなどして、
気候、開発、および環境政策を関連づけている。例え
ば、世界銀行のバイオ炭素基金とコミュニティ開発炭
素基金には、カーボンオフセット【訳注 18-5】が開発目
標をも達成することをバイヤーに対して保証する条項
が含まれている（World Bank, undated）。また CDMプ
ロジェクトのゴールドスタンダード【訳注 18-6】におい
ても、プロジェクトが持続可能な開発を支持すること
を保証している（Carbon International, undated）。予備
的な研究は、費用効率のよい排出削減とその他の持続
可能な開発目標の達成にはわずかなトレードオフがあ
ることを示唆している。つまり、排出削減単価がより
高いプロジェクトほど、安価なプロジェクトと比べて、
持続可能な開発へより貢献する傾向にある（Nagai and 

Hepburn, 2005）。
　適応と緩和の意思決定の性質は、時間の経過ととも
に変化する。例えば、緩和の選択は、エネルギー分野
での低コスト供給や需要重視のオプションの採用（太
陽熱の単純利用など）など比較的簡単な対策から始ま
った（Levine et al., 2007参照）。研究開発への投資が功
を奏することで、低コストの代替案がエネルギー分野
においても利用可能になるはずであり、その結果、低
炭素排出経路への転換が可能になるだろう。現在のエ
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ネルギー分野の構成を考えると、このことが一夜にし
て起こる可能性が低く、むしろ長期にわたる一連の意
思決定プロセスを経て起こるだろう。適応の意思決定
は、現在の気候リスク（例えば、干ばつの早期警戒シ
ステム）に対処し始めており、また予見的あるいは事
前的なもの（例えば、土地利用管理）になり始めている。
気候変動が増大するにつれ、自主的あるいは対応的行
動（例えば、熱波期間中、またはその後のエアコンの
購入）が増える可能性が高い。意思決定はまた、トレ
ンドを壊し、転換を加速し、ある開発経路や技術経路
から別の開発経路や技術経路への相当な飛躍を記録す
るかもしれない（例えば、Martens and Rotmans, 2002; 

Raskin et al., 2002a, b）。
　適応と緩和の相互関係はまた、意思決定の空間的・
社会的スケールによって異なる。高度に集計された国
際スケールでは、適応と緩和は政策枠組みにおいて代
替可能なものとみなされるかもしれない。つまり、実
施される緩和が増えれば適応の必要性は低くなり、そ
の反対もまた同様である。緩和に資源をつぎ込むこと
は、社会経済開発を妨げ、また適応能力や適応プロジ
ェクトへの投資を減少させるかもしれない （例えば、
Kane and Shogren, 2000）。こうしたスケールは地球規模
での目標の分析に内在している（18.4節参照）。
　国家や準国家【訳注 18-7】の意思決定では、しばしば
政策と戦略的計画が混在する。このスケールでの適応
と緩和のトレードオフには問題がある。なぜなら、気
候変動の回避という観点における緩和経費の効率性
は、ほかの主要な温室効果ガス排出国の緩和努力に左
右されるからである。しかし、適応の基準は緩和プロ
ジェクトにも適用でき、またその逆も可能である （Dang 

et al., 2003）。相乗作用に関する国家政策の一例として、
メーターの使用を命じた水に関する新しい法律を挙げ
ることができるかもしれない。この法律により、水道
会社は水不足を予想して使用量を調整したり、需要重
視の方策によってエネルギーを節約したりすることが
可能になった。この政策は、続いて、準国家レベルでも、
水道会社や環境局によって戦略計画の中で実施される
だろう。
　特定のプロジェクトの実施スケールでは、適応と緩
和のトレードオフや相乗作用があるかもしれない。し
かし多くのプロジェクトでは、＜適応と緩和に＞強い
つながりがある可能性が低い。ただし、このことは依
然として主要な不確実性として残っている。確かに緩
和に影響を及ぼす適応行動は多数あり、また適応に影
響を及ぼす緩和行動もある。

　適応と緩和の相互関係はまたスケールをまたがる
（Rosenberg and Scott, 1995; Cash and Moser, 2000; Young, 

2002）。政策的な枠組みは、しばしば技術革新のため
の戦略的投資や実施可能なプロジェクトを推進するう
えで不可欠であると考えられている（例えば、Grubb 

et al., 2002; Grubb, 2003）。実施経験は、健全な戦略や
政策の開発の前段階となる（カーボン・トレードに関
する企業による早期の実験の動機づけの一つ）。多く
の場合、あるスケールでの行動の結果は別のスケール
でも影響がある （例えば、温室効果ガス排出を増加さ
せる地方の適応決定、または地方での資源の使用を変
化させる国の炭素税）。

18.4 適応と緩和の相互関係と損害の回避

　本節では、適応と緩和のトレードオフや相乗作用、
および損害の回避に関するさまざまな決定分析枠組み
に組み入れられた地球規模での統合評価から浮かび上
がる主要な見識を紹介する。このことは、地域研究や
分野研究からの教訓によって補完される。本節で報告
された研究で用いられた手法の原理と技術的詳細は第
2章で紹介されている。

18.4.1  地球規模の分析におけるトレードオフ
と相乗作用

　地球規模の気候分析に携わっている分析者らは、適
応と緩和の相互関係の構築において、依然として見解
が分かれたままである。適応と緩和を代替可能である
とみなし、最適な政策の組合せを模索する者もいれば、
影響の多様性（いくつかの分野では適応の余地はほと
んどない）と、緩和を必要とする社会的関係者と適応
を必要とする関係者の非対称性を強調する者もいる
（Tol, 2005a）。さらに、適応は短・中期的に気候変動の
影響を削減するために利用可能な唯一のオプションで
あるが、長期的には適応と緩和の組合せも可能である
と主張する者もいる（Goklany, 2007）。ここで留意すべ
きは、これらの見解が矛盾するものではないというこ
とである。つまり、彼らは同じ問題の違う側面を強調
しているだけである。
　費用便益分析 （CBA） は、緩和コストと適応コスト
ならびに適応でも回避できない損害との間のトレー
ドオフで表される。最近の例では、Nordhaus （2001） 
が、RICE-2001モデルを用いて、京都－ボン協定【訳注

18-8】の経済的影響を見積もっている。米国の参加が
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ない場合、結果として生じる排出経路は、効率的な削
減政策（つまり、見積もられた限界コストと排出削減
による便益が等しい政策）を下回ったままである。一
方、もとの京都議定書では、この CBAで示唆されて
いるよりさらに厳しい削減がほのめかされていた。ほ
かのすべてのモデルと同様に、RICE-2001にも、結果
を左右する想定や単純化、抽象化があることに注意す
べきである。それでもなお、これは、コストと便益に
関する文献における一般的な調査結果であり、主に限
界損害コストの比較的低い見積り額によって導かれ
ている。（Tol, 2005b）。費用便益モデルは、最適な気
候政策（「最適」とは何かについての広範囲での定義
は、Azar, 1998; Brown, 1998; Tol, 2001, 2002; 第 2章参
照）のスケールと速度に関する助言の根拠として多く
に認められているが、気候変動を緩和する必要がある
人と気候変動へ適応する必要がある人との間の分野的
（経済的および社会的）、空間的および時間的距離を考
慮していないことを理由に費用便益モデルを批判する
者もいる。CBAは多くの異なる損害を、貨幣価値化
を通じて共通の測定基準に置き換えることを必要とす
る。この貨幣価値化は、例えばさまざまな便益に対す
る人々の価値観の世論調査や割引率の採用などによっ
て行う。これは、ほかの問題に関しては一般的なやり
方であるが、気候変動のように長期的なスケールの問
題では意見が分かれる。割り引くということは、氷床
の融解や熱塩循環の速度の弱まり、メタンガスの放出
のような長期的なスケールでの地球システムの転換が
CBA ではあまり重視されないことを示しており、それ
ゆえ適応コストにあまり重きが置かれない傾向にある
（第 17章も参照）。
　CBAは多基準分析の特別な形態である。いずれの
場合でも複数の基準に基づいて政策は判断されるが、
CBAではすべてが貨幣価値に換算されるのに対し、多
基準分析ではトレードオフを明確にし、それらを決定
するのにさまざまな数学的方法を用いる。多基準分析
は適応に対してはより一般的に適用されているが（例
えば、国別適応行動計画）、気候政策にはほとんど適
用されていない（例えば、Bell et al., 2003; Borges and 

Villavicencio, 2004）。
　容認範囲アプローチ （Tolerable Window Approach, 

TWA）は、緩和と影響問題または適応問題を統合す
るための異なる手法を採用し、その適用において間
接的に適応を扱う。ICLIPS（Integrated assessment of 

CLImate Protection Strategies）モデルは、ステークホル
ダーらは受け入れられない、あるいは耐えられないと

考えるかもしれない地域別あるいは分野別の影響につ
ながる気候変動の速度とスケールを、社会に対して過
度の緩和コストを課すことなしに抑える長期の温室効
果ガス排出経路の範囲を特定している。この「緩やか
な（relaxed）」費用便益枠組みは、気候変動あるいは
影響による制約と長期的な排出＜経路＞範囲の存在や
大きさに関わる緩和コストの限界との間のトレードオ
フを調査するのに使用できる。一方、いかなる影響の
制約下においても、排出削減支出による消費損失の許
容量を増大させれば、排出＜経路＞範囲が拡大し、短
期的にはより多くの排出が可能になるが、数十年後に
は緩和の速度とコストの増大が必要になる（Toth et al., 

2002, 2003a, b）。この定式化はより大きな気候変動か
らの影響を許容するために適応を強化するのにかかる
付随的な支出の調査を可能にする。TWAは重要な社会
的意思決定（許容できる影響と緩和コスト）の実行可
能性と影響の調査には役立つが、CBAとは異なり、最
適な政策を提案するものではない。
　費用対効果分析（CEA）は適応と緩和の少しはなれ
た関係性を表す。この分析は、気候変動によるすべ
ての影響を適応によって管理できるレベル、あるい
は「容認できる損失」として認められるレベルに留め
るといったある種の地球規模での気候変動目標が合意
されうることを暗に想定している。つまり、費用対効
果分析は、仮説に基づいたさまざまな目標を考慮して
いるが、これらの目標の適切性については依然として
表に出していない。第 3次評価報告書の出版以降、地
球規模の CEAが増えてきている（例えば、Edmonds et 

al., 2004）。CEAは CO2 濃度を安定させるための最も
コストが低い戦略の調査に加え、放射強制力の安定化
（例えば、Van Vuuren et al., 2006）や全球平均気温の分
析（Richels et al., 2004）にも使用されている。ほとん
どの分析は、我々が世界の本当の状態を知っていると
明示的に想定しているという意味では決定論的である
が、意思決定問題の「行動し学習する。そしてまた行
動する」という性質をモデル化している文献も多数あ
る。しかし、主に緩和決定に関してである。詳細は、
第 3作業部会第 4次評価報告書の第 3章を参照のこと
（Fisher et al., 2007）。
　適応策、緩和策、および気候以外の政策の間での限
られた予算を獲得するための競合については、あまり
詳細には研究されていない。Schelling （1995）は、先
進国政府が、表向きには開発途上国の子どもたちや孫
たちの便益を目的として、温室効果ガス排出削減のた
めに使おうとしているお金は、もっと大きな便益のた
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めに使えないだろうかという疑問を提起した。この疑
問に対する部分的な答えとして、Tol （2005c）は、開
発援助は排出削減より、気候変動による感染性疾患（例
えば、最も良く研究されている健康影響であるマラリ
ア）への影響を減少させるためのよりよいメカニズム
であると結論づけた。この分析は、感染性疾患の増加
に関する懸案が温室効果ガス排出削減のための正当な
論拠ではないことを示唆している（もちろん削減に関
する論拠はほかにもある）。同研究はまた、この結果
がほかの影響にまで及ぶものではないことを示してい
る。Goklany（2003, 2005）は、より幅を広げて、気候
変動の飢餓やマラリア、沿岸洪水、水ストレスへの寄
与（これらの危険にさらされる人口を尺度とする）は、
通常、気候変動関連以外の要素の寄与に比べて小さい
ことを示している。彼は少なくとも 2080年代までは、
これらの問題を削減するに当たり、脆弱性を軽減する
取組みの方が、いかなる緩和スキームよりも費用対効
果がかなり高いと主張している。ほかには排出削減の
結果生じる気候変動に対する脆弱性の変化を推定して
いる研究がある。例えば、風力や水力、バイオ燃料へ
の移行は二酸化炭素排出を削減するであろうが、気
象や気候への曝露を増大させる（例えば、Dang et al., 

2003）。
　気候変動の影響への適応による温室効果ガス排出
の変化を推定している研究もある（観光については、
Berrittella et al., 2006; 健康については、Bosello et al., 

2006）。これらの研究では、排出が増加する場所や分
野もあるが（緩和を困難にする）、そのほかでは減少
する（緩和を容易にする）ことが発見された。この増
加と減少それぞれの効果は排出の予測増加量と比べる
と小さく、その上、正味の効果はごくわずかに過ぎな
い。同様に、Frankhauser and Tol （2005）は経済成長と
温室効果ガス排出への気候変動の影響は、経済全体と
比べると小さく、また経済調整プロセスが影響を抑え
るため、影響が小さくなることを示している。ここで
注意すべきことは、彼らが経済動向に影響を与える気
候変動影響のみを含めている点である。つまり貨幣価
値化の手法を使用していない。Fisher et al. （2006）も
また、死亡率の純増加がわずかであることから、人口
予測に関して同様の結論に到達している。研究の数が
非常に少なく、またそれらもいくつかの分野に集中し
ているため、これらの結論は予備的なものである。
　いくつかの産業（例えば、風力発電やソーラーパネ
ル製造）にとっては利益になるかもしれないが、排出
削減は経済成長を鈍化させる可能性が高い。ただし、

賢明な削減政策が用いられれば、おそらくこの影響
は小さい（Weyant, 2004; Barker et al., 2007; Fisher et al., 

2007）。しかしながら、経済協力開発機構（OECD）の
加盟国の小さな経済的損失は、一次産品を扱う貧しい
輸入国（つまり、多くのアフリカ諸国）では拡大する
かもしれない。Tol and Dowlatabadi （2001）は適応と緩
和の興味深いトレードオフを説明するのにこのメカニ
ズムを用いている。彼らはマラリアを気候に関連した
疾病として取り上げ、一人当たりの平均年収が 3千米
ドルを超える国々では、マラリアによる顕著な死亡が
報告されていないこと、また IPCC IS92のほとんどの
シナリオにおいて、世界中のすべての地域が 2085年ま
でにこの閾値を越えることに気づいた（IPCC, 1992）。
影響面だけを考えるのならば、OECD加盟国でのだん
だんとより野心的になってきている排出削減が、マラ
リアの累積死亡数を徐々に減少させる。つまり、マラ
リア罹患率に対する気候変動緩和の生物物理学的効果
である。しかし、緩和努力の経済的影響（経済成長の
減速など）を考慮に入れた場合は、FUNDモデル【訳注

18-9】によると、医療への支出を経済成長から切り離さ
ない限り、地球温暖化の減速によるマラリアでの死亡
率の改善は、徐々に消し去られ、最終的には収入の増
加率の低下による損失がそれを上回るであろう。ここ
で留意すべきは、FUNDが排出削減コストをいくらか
高く設定しており（第 2次評価報告書参照）、さらに
OECD加盟国での成長の減速がそれ以外の国々に与え
る大きな影響を想定しているという点である。Barker 

et al. （2002）、Weyant （2004）、Edenhofer et al. （2006）、
Köhler et al. （2006）および Van Vuuren et al. （2006）は、
経済成長への緩和の影響に関する多種多様な推定があ
るものの、これらの研究が緩和と脆弱性のつながりを
調査していないことを示している。実際、適応能力へ
の緩和の影響は、FUNDモデルによってのみ研究され
ている。一般的には気候変動に適応する能力は開発の
状況に関係しているが、この二つは同じではない（Yohe 

and Tol, 2002; Tompkins and Adger, 2005）。初期の研究は
「適応能力」と「開発」を一般的な広い意味で用いた。
Tol and Yohe （2006）は大筋の結論は変えずに適応能力
と開発のより具体的な指標を用いている。開発を妨げ
る排出削減政策は、脆弱性を高め影響を増幅させうる
（Tol and Yohe, 2006）。この付随性に基づいて、Goklany 

（2000b）は、積極的な緩和は予防の原則に抵触するで
あろうと主張している。
　本節で検証した文献は、初期の研究が緩和と回避さ
れる損害との間の関係に焦点を合わせる傾向にあった
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ことを示しているが、このテーマについての我々の知
識はまだ限られており、さらなる研究が実施されるこ
とを必要とする。ごく最近になって、適応と回避され
る損害との間の関係に焦点を合わせた文献がみられる
ようになった。結局のところ、損害の回避に関する適
応行動と緩和行動の相互関係についてのさらなる知見
が役立つであろう。しかしそのような研究はかなり初
歩的な段階にある。さらに適応と緩和のフィードバッ
クの大規模なモデリングも必要であるが、これもまだ
不足している。最初の段階として必要なのは、影響か
らのフィードバックのモデリングを改善することであ
ろう。このようなモデリングは、現在のところほとん
どの長期的な全球統合評価モデリングにおいて未発達
である。気候の変化に応じて生産要素と予算を再分配
できるモデリング構造を持つ適応のモデリングが＜そ
れに＞続きうる。従って、適応応答は緩和のための状
況を再評価する。しかしながら、現在の影響モデリン
グの能力は発達しておらず、気候変動影響に対する適
応応答のモデリングはいまやっと始まったところであ
る。前述の評価では、適応を関係者（例えば、個人、
政府の省庁）に応じて区別していない。というのは、
結論は一般的に、すべてのタイプの適応に適用できる
からである。

18.4.2  コストと回避される損害および／ま
たは得られる便益についての考察

　第 3次評価報告書以降、排出削減によって回避され
うる気候変動の損害規模を推定するためにさまざまな
アプローチがとられてきている。前節で再検討された
地球規模での統合評価の中で、費用対効果モデル（圧
倒的に最も広く利用されている意思決定分析枠組み）
には影響が含まれておらず、それゆえこのモデルは回
避される損害を測ることもできない。これに対し、温
室効果ガス排出削減の CBAでは必ず回避される気候
変動の損害を見積もっているが、それらが報告される
ことはほとんどない（例えば、Nordhaus, 2001）。限界
損害コストの経済的評価（例えば、炭素排出が 1トン
増加するごとの影響増加量）は、回避される損害を限
界削減コストと比較する方法を提供している。このよ
うな研究は一般にさまざまな分野を網羅しており、気
候変動シナリオに関する損害関数と見積り、および社
会経済学的脆弱性のますます多くの参照シナリオを報
告している。
　Tol （2005b）は、1991から 2003年までに発表され

た 28の研究論文から 103の見積りを含む、回避され
る損害に関する文献を検討した。検討した見積りの中
には少数の影響しか含まないものもあるが、低確率／
高影響のシナリオも含んだ幅広い影響を含む見積りも
ある（さらに詳しい考察については第 20章参照）。Tol 

（2005b）は、研究のほとんど（＜論文の＞質を重み付
けした場合は 72％）が炭素 1トン当たり（/tC ）50米
ドル未満 の限界損害コストを指摘していることを見出
している。彼はまた Grey literature【訳注 18-10】中では、
体系的な上向きの偏りがあることを見出している。例
えば、査読を受けていない見積りを除くと、95パーセ
ンタイル＜の炭素 1トン当たり価格＞は 350米ドル /

tCから 245米ドル /tCに下がる。多くの政府が採用し
ている数値である 5％の割引率（Evans and Sezer, 2004）
では、見積りの中央値はわずか 7米ドル /tCであるが、
3％の場合は 33米ドル /tCである。
  Downing et al. （2005）は Tol （2005b）の分析を、2005

年を基準年として更新した。可能性が非常に高い見積
りの幅はマイナス 10米ドルからプラス 350米ドル /tC、
査読を受けた見積りの平均値は 43米ドル /tCで、標
準偏差は 83米ドル /tCである。FUND （2005 年版）と
PAGE2002による結果を組み入れることで、Downing 

et al.（2005）は 35ポンド /tC （2000年価値、56米ドル
/tC）が炭素の社会的コストの信頼できる下位基準であ
ることを見出している（Clarkson and Deyes （2002）の
中で、英国政府が特定している）。FUNDでは、政府
刊行物の割引スキームと衡平性の重み付けを適用する
と、炭素の社会的コストが 35ポンド /tCを超える可能
性は約 40％ある。この評価では、中心傾向（平均また
は中央値）あるいは上位基準の見積りは、気候影響と
意思決定の観点の重要な役割に関する我々の知識が限
られているために、合意されなかった。（18.5節参照）。
　Stern（2007）は PAGE2002モデルから 304米ドル /

tC（85米ドル /tCO2、2005年のポンド価値）の炭素の
社会的コストを報告している。これには、既存のモデ
ルにおいては十分に表されていない悪影響の高レベル
リスクが含まれており、また将来を低く割り引く公共
政策の枠組みを受け入れている。見積りの幅は非常に
広く、Stern（2007） は彼の＜研究における＞中央値と
なる見積りがほかの多くの研究より高いことを認識し
ており、また「作り出される想定に対する見積りの感
度もはっきりと認識している。」
　ここで留意すべきは、回避される損害の見積りが非
常に不確かな点である。炭素の社会的コストの見積り
における専門家 14人の調査は、影響の範囲と評価研
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究の範囲の間の多くの隔たり、予測される気候変動の
不確実性、意思決定枠組みの選択、および適用される
割引率などを理由に、彼らの見積りは確信度が低いと
評価した（Downing et al., 2005）。
　限界損害コストは、回避される損害の最終単位の値
のみを示しており、回避される損害の総計を示して
はいない。この総計が評価されることは滅多にない
（Corfee-Morlet and Agrawala （2004）の文献概要と論文
参照）。それでもなお、回避される損害の最初の概算
としては、排出削減された炭素のトン数に限界損害コ
ストを掛けるべきである。
  いくつかの研究は経済的損害合計をさまざまな影響
研究から計算しようとこれまで試みてきた。Warren 

（2006）は 2℃以下の温暖化の生態系に対する影響の
長いリストを報告している。また（適応が実施されな
い場合に）水ストレスのリスクにさらされる数十億人
の人々とロシアにおける政治的緊張についても報告し
ている。影響の見積りが、異なるモデルやシナリオを
用いた異なる研究から得られているため、この手法は
新たな不確実性をもたらしている。つまり、影響の違
いは温暖化シナリオの違いが原因かもしれないが、モ
デルやデータ、経済シナリオ、さらには研究の対象や
領域の違いも原因かもしれない。さらに、気候変動の
進み具合に応じた影響の変化について、研究は温度
上昇によって悪影響が増加することを示唆している
が、比較は難しい。Warren（2006）の研究は定性的な
ことが多く、研究が文献を代表している（あるいは影
響を受ける分野の人口を代表する）のか、また適応が
含まれているのかどうかが明らかにされていない。回
避可能な損害についてこの研究はきびしい実態を表し
ている。回避が困難であるかもしれない 2℃の温暖化
で、サンゴ礁の 97％と北極の海氷の 100％が消失する
であろう。ゆえに、回避される損害はサンゴ礁に関し
ては 3％未満であり、北極の海氷に関してはゼロであ
る。Hare （2006）もさまざまな温暖化シナリオに関し
て、影響の見積りを行っているが、Warren （2006） と同
様の限界がある。Hitz and Smith （2004） は全球平均気
温と関連した損害関数を再検討したが、損害全体の集
計はしていない。Arnell et al. （2002） および Parry et al. 

（2004） は、内部的に一貫性のあるモデルとシナリオを
使用して、リスクにさらされる人口百万人を単位とし
て計測された回避される損害の数を報告している。水
資源とマラリアが彼らの調査結果を左右するが、基礎
になっているモデルは適応を考慮しておらず、また社
会経済開発は 1990年水準のまま維持されている。た

だし、人口は増加している。
　具体的な緩和シナリオに関しては、回避される損害
を文書で立証している研究は比較的少ない。Bakkenes 

et al. （2006） は、さまざまな安定化シナリオのヨーロッ
パの植物の多様性への影響について研究している。バ
イオ燃料や炭素固定のための植林が植生に大きな影響
を与えるにもかかわらず、＜この研究では＞緩和は考
慮されていない。A1Bシナリオでは、植物は、種によ
って 10～ 53％とばらつきがあるが、2100年までに平
均して現在の生息地の 29％を失うだろう。650ppmで
の安定化は、この値を 22％（6～ 42％）に、550ppm

では 18％（5～ 37％） に抑えるであろう。気候変動が
緩和されない場合、9種の植物がヨーロッパで絶滅す
るであろうが、あらたに 8種が誕生するであろう。安
定化はこの絶滅する植物種を 9種から 8種に制限する
だろう。5つの研究のいずれにおいても、適応（Parry

の研究の数箇所を除く）と緩和による影響への効果は
ふれられていない（18.4.1節参照）。Nicholls and Lowe 

（2004） は緩和によって回避される海面上昇による影響
を見積もっている。海面水位は全球の温暖化に対して
非常にゆっくりと反応するため、少なくとも 21世紀
中に関しては、回避される影響は小さい。Nicholls and 

Lowe （2004） は排出削減のコストを考慮していない。
Tol （2007） は沿岸地帯の影響に関しては、＜排出削減
コストを考慮していないことによる＞偏りがごくわず
かなものに過ぎないことを示している。Nicholls and 

Lowe （2004, 2006）は、沿岸地帯に関しては、将来避
けることができない海面上昇を最小限に抑える緩和と
避けられない変化に適応するための適応を同時に適用
するべきだと論じている。Nicholls and Tol （2006） およ
び Nicholls et al.（2007）はまた、海面上昇による経済
的影響についても調査している。
　Tol and Yohe （2006） は、統合評価モデルである
FUND （Climate Framework for Uncertainty, Negotiation 

and Distribution） を用いて、気候変動の最も深刻な影響
は、CO2 換算量 850ppmでの温室効果ガス濃度安定化
目標で回避されうること、またさらに厳しい安定化目
標に移行するにつれ、回避される追加的損害が徐々に
小さくなることを結論づけている。CO2 換算量 450ppm

の安定化目標では、硫黄排出の削減が温暖化につなが
るかもしれず、また削減コストが成長を減速させ、脆
弱性を高めるために、温暖化による影響は実際には増
大するかもしれない。しかしながら、FUNDはすべて
ではないが、広い範囲の影響を含めており、軽減され
た形での影響を表している。FUNDは影響間の不連続
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性や相互作用を捉えておらず、気候変動を平坦なもの
としてモデル化し、硫黄削減による付随的な便益は考
慮していない。ほかのモデルもまた、気候政策が硫黄
排出量を酸性雨政策に必要とされる量より低いレベル
にまで減少させるであろうことを発見している（Van 

Vuuren et al., 2006）。ほかの統合評価モデルには比較で
きる分析はまだない。
　＜温室効果ガス排出の＞削減は、必ずというわけで
はないが、熱塩循環の停止（Gregory et al., 2005）や
西南極氷床の崩壊 （Vaughan and Spouge, 2002） などの
極端な気候シナリオが生じる可能性を低減するかもし
れない。劇的な海面上昇による影響についての研究
で、大きな影響を示しているものはわずかしかない
（Schneider and Chen, 1980; Nicholls et al., 2005; Tol et al., 

2006）が、熱塩循環停止による影響についての意見は
分かれている（Rahmstorf, 2000; Link and Tol, 2004）。
　緩和によって回避される損害のさらなる評価は本報
告書の別の章で論じる。第 20章では炭素の社会的コ
ストの見積りが少なくとも 3桁を超えるまで拡大する
ことを見出し、また地球規模で集計された数字は全体
のコストを低く見積もる可能性が高く、このことが分
野間や地域／国ごとの影響の違いを覆い隠しているこ
とを指摘する。そして、次のように結論づけている。「気
候変動は、全球で集計し、現在に割り引いた場合、結
果として将来における正味のコストとなる可能性が非
常に高い。また、こうしたコストが時間の経過ととも
に、増加する可能性が非常に高い。」WGIII第 4次評
価報告書の第 3章（Fisher et al., 2007）は、貨幣価値化
を使用しているほとんどの分析（全部ではないが）が、
炭素の社会的コストはプラスであることを示唆してい
るが、その値の幅は広く、モデリングの方法や価値判
断、想定に大きく左右されることを述べている。同章
では、緩和コスト、適応の有効性、および気候変動の
速度に関連したものも含む気候変動のマイナス影響が
どの程度回避されうるかに関する大きな不確実性が依
然として残ると結論づけている。異なる安定化シナリ
オにおいて回避される損害に関するWGIII第 4次評価
報告書の結論の要約については、Box 18.2を参照のこ
と。
　全般的に言えば、排出削減により回避される気候変
動の影響を見積もっている研究はわずかしかない。こ
れらの研究の中には、適応と緩和のコストを考慮に入
れていないものもある。経済モデルで定量化し（た
だし、ほとんどが市場を基盤としたコストで、気温の
増分予測に関連する）、経済的意思決定においてしば

しば適用される割引率（例えば、3％かそれ以上）を
用いた分野ごとの損害に関する発表された研究の多く
は、結果として炭素の社会的コストの低い見積りを引
き起こしている。一般的に、こうした見積りの確信度
は低い。影響も回避することが気候政策の主要な目的
であるため、証拠の不足には失望させられる。気候変
動の CBAは回避される損害を黙示的に見積もってお
り、これらが非常に厳しい排出制限の正当な理由にな
らないことを示唆している（18.4.1節参照）。同じよう
に生態系の影響も大きいかもしれないが、回避できる
影響ははるかに小さいかもしれない。質の高い研究が
ほとんどないため、こうした調査結果の確信度は低い。
これは明らかに優先的研究課題である。緩和に関する
意思決定において、炭素の社会的コストを利用するこ
ともまたさらなる調査を必要とする。

18.4.3 地域および分野内での相互関係

　地域レベルや分野レベルでの具体的な適応活動と緩
和活動の考察は、適応と緩和がそれぞれの有効性に対
して互いにプラスの影響にもなりうるし、マイナスの
影響にもなりうることを示している。こうした相互関
係（プラスまたはマイナス）の特性はしばしばその土
地の条件によって左右される。さらに相互関係には同
じ資源基盤（例えば、土地）やステークホルダーを巻
き込んだ直接的なものもあれば、間接的（例えば、公
的予算の分配を通じた効果）で、関係がかけ離れてい
る（例えば、世界の貿易の流れや為替レートの変化）
ものもある。本節では、直接的な相互関係に焦点を絞
る。適応と緩和のより広い相互関係については本章の
別の箇所で、また第 20章では持続可能な開発との関
連から議論する。

適応に影響を及ぼす緩和
　土地利用や土地被覆の変化は、適応と緩和の多様で
複雑な相互関係と関係している。森林破壊や土地転換
は、これまでの数十年間、温室効果ガスの主要な排出
源であったと同時に、しばしば農業生産のパターンを
持続不可能なものにしてきた。これを森林保全と森林
拡大へのインセンティブによって、このプロセスを抑
え、食い止めることは、温室効果ガス排出を回避する
ばかりではなく、結果として、地方の気候や水資源、
生物多様性にも便益をもたらす。
　農業土壌への炭素隔離は緩和から適応への別のプラ
スのつながりを示している。このことは農業従事者に
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対して経済商品（隔離された炭素）を生み出し、また
土壌と節水を改善することで、その土地をより高い価
値があるものとする。ゆえに、農業土壌への炭素隔離
は適応能力の経済的要素と環境的要素の両方を強化す
る（Boehm et al., 2004; Butt and McCarl, 2004; Dumanski, 

2004）。このような炭素吸収源の安定性についてはさ
らに研究が必要であり、効果的なモニタリングもまた
一つの課題である。
　植林や再植林は何十年もの間、重要な緩和オプショ
ンとして主張されてきている。最近の研究は、より
区別された状況を明らかにしている。緩和プロジェク
トによる土地競争が、土地賃貸料や、それに由来する
商品価値を上昇させ、このことによって土地所有者の
経済的立場が高くなり、彼らの適応能力が向上する
（Lal, 2004）。しかしながら、再植林プロジェクトの水
資源への影響は、プロジェクトが実施される地域の種
の構成や地理的・気候的特性に大きく左右される。変
化する気候状況下であっても十分な水資源がある地域
では、植林は土壌の保全や洪水防止などたくさんのプ
ラスの効果をもたらしうる。水資源が少なく、豪雨
や、長い乾燥気象を伴う地域では、森林拡大は平均水
利用可能量を増大させる。ところが乾燥地域や半乾燥
地域では、植林は水の産出量を大きく減少させる（UK 

FRP, 2005）。このことは農業（灌漑）、電力発電（冷却塔）、
生態系保護（川や湿地、川岸における生態系を保つた
めの最小流量）などいくつかの分野における適応オプ
ションに直接的で広範囲のマイナス影響を及ぼす。
　緩和オプションの一つとしてバイオ燃料作物がます
ます注目されている。しかしほとんどの研究は技術的
なオプションやコスト、エネルギー市場における競争
力に焦点を合わせており、適応への影響を考慮してい
ない。例えば、McDonald et al. （2006） は世界＜を対象
にした＞応用一般均衡モデルを使って、米国で原油に
代わって、スイッチグラスを利用することが、国内総
生産（GDP）を低下させ、穀類の世界価格を上昇さ
せるであろうことを見出しているが、このことが米国
での適応に関する見通しと世界全体の農業に関する見
通しにどのような影響を与えるかについては調査して
いない。この対象範囲の限界が地域やセクター規模で
のほぼすべてのバイオエネルギー研究を特徴づけてい
る。しかしプロジェクトレベルでは、適応に関連する
影響についてのかなりの文献が存在する（例えば、Pal 

and Sharma, 2001; 18.5節および第 17章参照）。
　適応と緩和の間で起こりうる別の衝突は水資源に関
するものである。明らかな緩和オプションの一つに、

小規模水力発電など温室効果ガス排出が少ないエネル
ギー源への転換がある。まだ水力発電の可能性があり、
現在と将来の水バランスに依存している地域では、特
に灌漑が農業において気候変動影響に対処するための
実行可能な戦略であり、同時に電力分野における冷却
水の需要も多い場合、水力発電が水をめぐる競争を増
大させるであろう。このことは、乏しい天然資源（土地、
水）や気候変動の適応と緩和への経済的投資、および
持続的な開発を助長するための経済的投資の最適な分
配を確実にするには統合的な土地管理戦略や水管理戦
略が重要であることを再確認している。
　水力発電は、土地利用や農業、林業の枠をこえ、エ
ネルギー源や供給、さまざまな経済分野でのエネルギ
ー利用など、緩和の主要な領域につながる。緩和努力
のエネルギー、運輸、住宅／商業、産業分野における
適応への影響についてはこれまでのところほとんど考
慮されていない。しかし、WGIII 第 4次評価報告書第
2章（Halsnæs et al., 2007）におけるミレニアム開発目
標を達成するためのエネルギーの重要性についての議
論で概説されているように、程度の差はあるにせよ、
エネルギーは多くの経済分野において、製品を生産し
たり、サービスを提供したりするうえで、重要な要素
である。それゆえ、エネルギー利用可能量を削減した
りエネルギーの価格を上昇させたりすることは、経済
開発とそれにともなう適応能力の経済的要素に避けら
れないマイナスの影響を及ぼす。この影響の規模は不
確かである。Peters et al.（2001）は、炭素料金が消費
者余剰と生産者余剰の点から測られた場合、高レベル
の炭素料金（2010年に 200米ドル /tC）は米国の農業
にわずかな影響を及ぼすにすぎないことを見出してい
る（基準値に対して 0.5％未満の減少）。しかし正味の
キャッシュリターンの減少はより顕著（4.1％）で、結
果は農作物や地域ごとにまちまちである。適応（能力
とオプション）への影響に関する最近の研究は、こう
した変化が、最も脆弱な人々の保護に向かうなど、よ
り大きな政策的転換をほのめかすかもしれないことを
示している（Adger et al., 2006）。
　緩和から適応への最も重要な間接的つながりは、生
物多様性を介したものであり、生物多様性は、一般的
に人間の福利に影響を与える重要な要素であり、特に
対処オプションとなる（MEA, 2005参照）。膨大な量の
研究を評価した後、IPCC （2002）は、緩和活動の生物
多様性への影響は、研究の文脈や、計画、実施、特に
サイトの選定や管理の実践によって左右されると結論
づけた。森林破壊の回避は、ほとんどの場合、生物多
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様性（保護）と気候（非排出）の両方の便益を意味する。
しかし植林や再植林は、取って代わられるであろう生
態系の生物多様性のレベルに応じて、プラスの影響を
もたらすかもしれないし、マイナスあるいはそのいず
れでもない影響をもたらすかもしれない。Caparros and 

Jacquemont （2003）は、最適制御モデルを使って、次
のことを見出している。森林管理によって隔離される
炭素に経済的価値を与えることが生物多様性に対して
大きなマイナス影響を引き起こすことはないが、植林
や再植林によって炭素を隔離しようとするインセンテ
ィブは成長の速い外来種の過剰植林によって生物多様
性に害を及ぼすかもしれない。
　これらの研究は、適応と緩和の間には入り組んだ相
互関係があり、それは水資源、生物多様性など環境に
関する懸案事項とつながりがあることを示し、そこに
は強い政策的含意がある。マラケシュ合意での土地利
用と林業の緩和オプションは広大な土地を持つ国に対
しては新しい市場を作り出すかもしれないが、土地が
乏しい地域では土地配分を自分の土地を持たない貧し
い人々にとって不利なものに変えてしまうかもしれな
い。これらのオプションは水資源が豊かな地域では土
壌と生態系保護のための機会を提示するかもしれない
が、水ストレスにさらされている地域では水の産出量
を減少させ、水の分配を歪めるかもしれない。従って、
このような政策的含意は、地域的な条件や実施方法に
応じて、土地賃貸料の値上げで効果的ではあるがより
高価なオプションを推進または排除することによっ
て、あるいは水価格の上昇などで灌漑の方式や規模を
支援または除外することによって、気候変動への適応
の範囲を拡大あるいは縮小しうる。

緩和に影響を及ぼす適応
　さまざまな影響分野での多くの適応オプションはエ
ネルギー利用の増加を伴うことで知られており、それ
ゆえ、もしそのエネルギーが炭素排出源から供給され
ているならば緩和努力を妨げる。適応に関連するエネ
ルギー利用は次の二つのタイプに大別できる。一つは、
大規模インフラを建てるための一時的なエネルギー
投入（資材と建設）、もう一つは財やサービスを提供
する際の気候影響を相殺するために継続的に必要とさ
れる増分エネルギー投入である。さらに、農村部の再
生可能な電化は、排出（WEA, 2000）と適応（Venema 

and Cisse, 2004）双方に大きな影響を与えうる。
　気候変動影響を相殺するための建築工事の中で最も
大きな投入は、水管理と沿岸地帯における工事であろ

う。水管理には、洪水防止のためのハード面での措置
（堤防やダム、洪水制御貯水池）と、季節的な変動性
に対応するためのハード面の措置（利水用貯水池と流
域間の導水）が含まれ、沿岸地帯の工事には、沿岸防
御システム（護岸堤防、ダム、高潮堤）が含まれる。
たとえこうした建築プロジェクトが大規模なものに達
したとしても、そこに含まれるエネルギー量とそれに
伴う温室効果ガス排出は、大体どの国でも、総エネル
ギー利用量やエネルギー由来の排出のわずかな割合を
占めるに過ぎない可能性が高い（適応に関連した建設
の割合は建築の年間合計からするとわずかであり、ま
た、ほとんどの国において、建築業界自体が年間のエ
ネルギー収支に占める割合もわずかである。）
　総エネルギー収支における持続的な適応関連エネル
ギーの投入の規模や割合は、影響を受ける分野によっ
て異なる。農業では、もし窒素肥料の使用が収量損失
を回避するための便利で有益な解決法であるとされる
ならば、投入関連（製造段階における CO2）と使用関
連（畑からの N2O）の温室効果ガス排出が大きくなる
かもしれない（McCarl and Schneider, 2000）。灌漑工事
の実施や灌漑のための揚水は直接的なエネルギー投入
を増加させるが、利用可能であるならば、現場におい
て再生可能なエネルギー源（風、太陽光）を活用する
ことで温室効果ガスの排出増加の回避を助けることが
できる。
　変わりゆく水循環レジームと水利用可能量への適応
もまた、追加のエネルギー投入を継続的に必要とする
であろう。水が乏しい地域では、排水の再利用の増加
とそれに関連した処理、深井戸からの揚水、および特
に大規模な淡水化が、水分野におけるエネルギー利用
を増加させるだろう（Boutkan and Stikker, 2004）。し
かしこの場合もまた、もし原子力利用による淡水化な
ど炭素を排出しないエネルギー源から＜エネルギーが
＞供給されるのであれば（Misra, 2003; Ayub and Butt, 

2005）、エネルギー集約型の適応であっても必ずしも
緩和努力に逆行するわけではない。
　初期の気候影響研究以来ずっと、温暖化が進行する
世界における冷暖房の変化は適応オプションのリスト
の中で突出した項目である（Smith and Tirpak, 1989参
照）。冷暖房関連のエネルギー必要量は非常に大きく
なりうるが、温室効果ガス排出への実際の影響は冷暖
房サービスを提供するのに使用されるエネルギー源の
炭素含有量に左右される。ほとんどの場合、地域や国
のエネルギー需要予測において、適応以外の動因によ
る影響から適応による影響を切り離すことは容易でな
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い。例えば、Ruth and Lin（2006）は、米国のメリーラ
ンド州に関して、少なくとも 2025年までの中期的期
間においては、気候変動はエネルギー需要の変化に余
り影響を与えないということを見出している。それで
もなお、気候上の影響の割合は、地理的条件（冷暖房
度日【訳注 18-11】の変化）、経済状況（収入）、資源状況（化
石燃料とその他のエネルギー源の相対コスト）、技術、
制度などの要因によって変化する。適応活動からのこ
のような排出量はほとんどの国や地域において基準排
出量に比べて小さくなる可能性が高いが、長期間での
規模を推定するには、より詳細な研究が必要である。
　適応はエネルギー利用のみならず、エネルギー供給
にも影響を及ぼす。2003年には水力発電は世界の電力
収支の 16.3％に寄与し（IEA, 2005）、この分からの温
室効果ガス排出はほとんどゼロである。＜しかし、＞
異なる水利用をめぐる争いが生じることで、さまざま
な分野における気候変動影響や適応努力が、多くの地
域でこの炭素排出のないエネルギー源の寄与を減少さ
せるかもしれない。Hayhoe et al. （2004）は、排出量
が最も少ない SRES（IPCC Special Report on Emissions 

Scenarios; Nakićenović and Swart, 2000）シナリオ（B1）
での排出でさえも、今世紀後半までにサクラメント川
系（カリフォルニア）の水循環レジームに明らかな変
化を引き起こし、高水期における洪水防止か、低水期
のための貯水かの重要な選択を引き起こすであろうこ
とを示している。水力発電については明示的には言及
されていないが、おそらく影響をうけるだろう。Payne 

et al. （2004）はコロンビア川に関して、水力発電と河
川流量目標との間の対立を予測している。気候条件と
水循環条件の変化のもとでの、水供給、洪水制御、水
力発電、および最低河川流量（生態学的目的および水
質管理のために必要な流量）の間に避けられない衝突
があることを確証する研究もいくつかある（Christensen 

et al., 2004; VanRheenen et al., 2004）。
　おそらく、適応において水資源に影響を与える最も
大きい要因は、農業での灌漑である。ところがこの領
域の研究もまた、緩和への反響を考慮しない傾向にあ
る。例えば、Döll（2002）は、1995年に灌漑設備が整
っていた農地のうち 3分の 2で灌漑需要が明らかに増
加すると推定しているが、水力発電などほかの水利用
への影響、ひいては気候変動緩和への影響については
評価していない。
　一般に、適応は気候変動影響が生じないまたは気候
変動影響が予測されない場合に人々が行っているであ
ろうことに加えて何かをする、あるいはそれとは異な

る何かをすることを意味している。追加的な活動は大
抵の場合、投資（防御設備やその他のインフラ）、資
材（肥料、殺虫剤）、エネルギー（灌漑用ポンプ、エ
アコン）などの追加的な投入を必要とする。ゆえに、
もしエネルギーが温室効果ガスを排出するエネルギー
源に由来するものであれば、追加的活動は緩和に逆行
するかもしれない。気候変動に対応して慣行を変える
ことは、適応と緩和の両方の必要性を説明するより多
くの機会を提供する。前述した土地に関連する分野に
加え、商業用建物と住宅に関する新たな設計原則は極
端な気象現象に対する脆弱性を軽減すると同時に、冷
暖房のためのエネルギー需要を削減しうる。とはいえ、
過去の技術選択とインフラ投資からの経路依存性があ
る。
　要約すると、温室効果ガス排出や緩和（エネルギー
利用、土地転換、肥料と殺虫剤の使用増加などの農学
的技術、貯水と排水路、沿岸防護）への適応の影響は
長い間周知されてきた。＜その一方で、＞適応やその
他の開発問題および環境問題へのいくつかの緩和策の
影響は近年になって認識されるようになってきた。し
かし、どちらの影響も大部分はいまだ調査されていな
いままである。地域レベル、分野レベルでの適応と緩
和の相互関係に関する情報はかなり乏しい。ほとんど
すべての緩和研究は直接的な排出削減のオプションと
コストを特定するまでで留まっている。なかには実施
の間接的な影響、ならびにほかの分野や経済全体への
コストを考慮しているものもあるが、気候変動の影響
を受ける分野の適応オプションへの影響を扱ってはい
ない。同じように、ほとんどの場合、気候影響と適応
の評価は、適応オプションを吟味し、そのコストを見
積もる以上のことは行っておらず、そのため排出への
反響の可能性については考慮していない。分かりやす
い理由の一つとして、適応と緩和の研究は既に十分に
複雑であり、その範囲を広げることはその複雑さをさ
らに増大させるということがある。その他の理由はお
そらく、これらの相互関係を調べてきた入手可能なわ
ずかな研究で示されているように、次のとおりであろ
う。緩和から適応への波及効果やその逆は重要かもし
れないが、その他のほとんどの分野においてはいかな
る緩和プロジェクトの適応影響も小さく、逆に言えば、
たとえ気候保護政策の結果として将来の排出量が減少
するとしても、たいていの適応活動によって生じる排
出は排出量全体のごく一部に過ぎない。　
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18.5  気候政策ポートフォリオにおける
相互関係

　広範囲にわたる適応と緩和の相互関係がこれまでに
発表されている文献の中の事例を通じて、明らかにさ
れてきている。Taylor et al.（2006）は発表された実例
のすべての引用文献＜リスト＞を含む目録を提示して
いる（本章での検討を裏づける追加資料として本巻＜
の原文＞に添付されている CD-ROMから要約版が入
手可能）。たくさんの事例がリンケージ（連鎖）の型
に応じて、グループ化され、そしてエントリー・ポイ
ント（入り口点）と意思決定の規模に応じて、並べら
れている（図 18.2）。表 18.1は文書で立証されたリン
ケージの型のすべてを表にして示している。区分は一
例である。つまり、複数の区分に該当する事例もあれ
ば、時間とともに、あるいは状況によって区分がかわ
る事例もありうる。例えば、流域計画はしばしば、水
を利用することにおいて、気候リスクの管理と関連づ
けられる。しかし、もし水力電気がオプションの一つ
であるならば、エントリー・ポイントは緩和かもしれ
ず、適応と緩和の両方が同時に、さらには、明示的な
トレードオフによって評価されるであろう。
　図 18.2と表 18.1に示した多くの事例は、緩和か適
応のどちらか一方によって動機づけられているが、ほ
とんど意図していなかった影響を他方にもたらしてい
る（例えば、Tol and Dowlatabadi, 2001）。適応が緩和へ
の影響につながる場合、このリンケージはA →M に
分類される。＜この＞リンケージの区分には次のもの
が含まれる。
・温室効果ガス排出の増減を左右する気候ハザードに
対する個人の対応。例えば熱波に対する一般的な適
応はエアコンを設置することであるが、このことは
電力需要を増加させ、電力が化石燃料から生産され
ている場合には、緩和への影響を伴う；

・コミュニティにおける水、土地、森林およびそのほ
かの天然資源のより効率的な利用。このことは、ア
クセスを改善し排出を削減する（例えば、都市部で
の節水は水を移動させることや加熱することに利用
していたエネルギーを削減する）；

・生活を維持するために管理される天然資源；
・観光におけるエネルギーと水の利用。このことは収
入と排出に効果をもたらす（通常、厚生と排出の両
方を増加させる）；

・大規模インフラなどの適応で使われる資源は排出を
増加させる。

同様に、緩和行動も適応能力や現在の適応行動に影響
を及ぼすであろう（M →A）。このような区分には以
下が含まれる。
・地方の開発を促進するより効率のよいエネルギー利
用と再生可能なエネルギー源；

・おそらくは天然資源管理に価値を付与することによ
って、地方の経済や生活を支える土地利用やエネル
ギー利用に関する CDMプロジェクト；

・適応と緩和の両方に便益をもたらす都市計画、建築
設計、およびリサイクル；

・環境ストレス削減を通じた緩和による健康上の便益；
・水資源の減少およびほかの生態系への効果につなが
り、生活への影響もともなう植林；

・資金を開発途上国に移転させる緩和行動（例えば、
一人当たり割り当て）は適応への便益をともなう投
資を促進する；

・炭素税やエネルギー価格などを通じた資源利用への
緩和効果（一般的に使用量は減少）。このことは、
例えば、燃料価格高騰のために、半自給農業でのト
ラクター利用を減少させるなどして、適応に影響を
与える。

18.4.3節で述べたように、適応を原因とする排出増加
の影響は、ほとんどの分野において、エネルギー利
用と温室効果ガス排出に関する基準予測と比べて小さ
い可能性が高い。土地管理と水管理は緩和行動による
影響を受けるかもしれないが、ほとんどの分野におい
て、緩和の適応への影響は小さい可能性が高い。適応
と緩和の明確なトレードオフに関心をもっている分析
者も少なくとも何人かはいる（適応あるいは緩和　（∫
（A,M））に分類される）。この区分には以下が含まれる。
・資金を適応と緩和に分配する公共部門の資金拠出と
予算プロセス；

・都市政府との気候対応を含むシナリオ演習やビジョ
ン化演習など、開発経路に関連した戦略的計画（分
野別計画や地域別計画における気候対応の主流化）；

・資金の割り当て、および UNFCCC交渉のための重
要な課題や基金の設定（例えば、特別気候変動基金
（Special Climate Change Fund））；
・適応の限界を含む安定化目標（例えば、容認範囲）；
・温室効果ガス濃度目標に関する情報を提供するため
の緩和の地球規模でのコストと便益の分析（18.4.2

節参照）；
・＜気候＞影響と適応への影響を伴う大規模な緩和（例
えば、地球工学）。
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適応と緩和を同時に考慮した結果生じる行動もある。
このような行動は同じ意思決定枠組みまたは連続した
プロセスの中で引き起こされるかもしれないが、適応
と緩和の間のトレードオフや相乗作用については明確
に考慮していない（適応策および緩和策（A∩M）に
分類される）。以下のような例がある。
・＜気候＞影響と適応の限界についての認識（17章参
照）が緩和行動を動機づけ、逆に、緩和の限界につ
いての認識が適応への緊急の行動を強化する；

・緩和と適応に明確な注意を向けることなく、水を水
力電気と水消費に配分している流域計画；

・神聖な森（例えば、日本の里山）など、適応と緩和
の両方を推進する文化的価値；

・回復力を高めるための社会生態学的システムの管理；
・生態学的影響は人的要因と相まって、温室効果ガス
放出をさらに促進する；

・気候影響に関する負担の法的含意は緩和を動機づける；
・国家の能力強化は、適応と緩和の両方に対応する能
力を高める（National Capacity-Building Self Assessment

を通じてなど）；
・保険はリスクを分散させ、適応を支援するが、保険
資金の管理は緩和に示唆（含意）を与える；

・貿易自由化は経済的便益（適応能力の向上）をもた
らすかもしれないが、輸送からの排出も増加させる；

・モニタリングシステムと報告要求は適応と緩和の両
方の指標を網羅するかもしれない；

・多国間環境協定の管理は適応と緩和の両方に便益を
もたらすかもしれない。

適応と緩和の相互関係は、政策決定の型によって異な
る。例えば、政策決定のスケールの違いによって異な
り、そのスケールには地方プロジェクトの分析から地
球規模での分析まである。18.4.3節で述べたように、
多くの緩和プロジェクトにおいて明らかなM →A リ
ンケージがみられるであろう。このことは、例えば、
プロジェクト設計に適応が組み込まれるということを
確実にする（例えば、より長期的な水力発電による再
生可能エネルギープロジェクトやバイオエネルギー／
バイオ燃料プロジェクトのために水利用可能量を検討
し、調整する）。同じように適応プロジェクトの設計
と審査【訳注 18-12】にも、例えば、プロジェクト設計の
中でエネルギー利用削減を考慮するなど、A →M、つ
まり緩和オプションへの考慮が取り入れられうる。こ
のようなリンケージは、審査プロセスの一環としてプ
ロジェクトのリスク分析の範囲で考慮されるであろう

が、経済的な審査枠組みの費用便益分析の中に明示的
に含めることもできる。
　政策レベル（例えば、ポートフォリオ、資金拠出、
戦略）においても、同じくM →A とA →M の問題が
あてはまるが、分野をまたがるリンケージとなる可能
性がより大きいため、適応と緩和の同時的考慮、つま
りA∩M がより重要になる。例えば、緩和に向けた主
要な（国レベルの）エネルギー政策の転換は、広範囲
の分野にわたる適応の観点から需要の変化を評価する
必要があるだろう。適応と緩和の間のいくつかの明確
なトレードオフ∫（A ,M）を考慮する必要があるかも
しれない。
　全球レベルでは、理論的枠組みにおいて、潜在的な
∫（A ,M）が＜実際に＞起こりうる（18.4節参照）。限
定的な経済分析（費用便益枠組み）の中では、適応と
緩和の代替可能性について議論されてきており、IAM

に基づいた CBAを使って緩和と適応の最適な政策バ
ランスを評価することを試みてきた研究もある。しか
し最近の調査（例えば、Watkiss et al., 2005）は、政策
立案者らが、長期の気候政策での CBAの使用に困惑
していることを示している。これは、限界緩和コスト
や限界社会コスト、回避される損害に関連する経済パ
ラメーターに関する一連の不確実性、および適応コス
トに関するデータが明らかに不足しているためであ
る。それよりも、例えば双方向的意思決定や容認範
囲（tolerable window）アプローチなど、多面的でリス
クに基づいたアプローチを使用したより広い枠組みの
方がより多くの情報を与えると考えられている（第 20

章のリスクマトリックスも参照）。Stern （2007）は、プ
ロジェクトレベルでの限界コストと便益の分析から将
来の経済経路に影響を与える公共政策の決定まで、政
策を誘導するのにふさわしいリスクに基づいたアプロ
ーチを積極的に採用した。彼は、適応は重要な役割を
果たすが、それが長期政策における緩和に対する明確
なトレードオフにおいてではないことを認識した。

18.6　対応能力と開発経路

　第 3次評価報告書（IPCC, 2001c, Chapter 18、および
IPCC, 2001b, Chapter 1）で概説され、本巻の第 17章
とWGIII 第 4次評価報告書の第 12章（Sathaye et al., 

2007）でより詳細に議論されているとおり、具体的な
適応策や緩和策を実施する能力は、適応能力と緩和能
力の存在とその性質に左右される。適応能力や緩和能
力が具体的な対策を実現可能にし、その規模と有効性
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に影響を与える。この意味で、具体的な適応策と緩和
策はそれぞれ適応能力、緩和能力に根ざしている（Yohe, 

2001; Adger et al., 2003; Adger and Vincent, 2005; Brooks 

et al., 2005）。
　本巻では、適応能力は「気候の変動と変化にうまく
対応するためのシステムの能力あるいは潜在能力」と
定義されている（第 17章参照）。同様に、緩和能力は「シ
ステムがさらされるかもしれない自然（およびその他）
のストレスの強度を軽減する能力」と定義されている
（Rogner et al., 2007参照）。この定義は、集団の緩和能
力が、さらされる影響の深刻さ次第であることを示唆
しているため、Winkler et al. （2007） は、＜緩和＞能力
はむしろ「人為起源の温室効果ガスを削減する、ある
いは自然の炭素吸収源を強化する能力」と定義される
べきであると示唆した。明らかにこれら二つの能力は
密接に関係しているが、18.1節で論じた適応策と緩和
策の違いに応じて、能力もまたいくらか異なっている。
特に適応策は緩和策より、地理的に拡散し、スケール
が小さくなる傾向にある（Dang et al., 2003; Ruth, 2005）
ため、適応能力は緩和能力に比べてやや広範でより一
般的な一連の能力に言及している。しかし、このよう
な小さな違いがあるにもかかわらず、適応能力と緩和
能力は同様の一連の要因によって決定されている。
　対応能力という言葉は、温室効果ガスの発生とそれ
に伴う結果の両方を管理する人間の能力を表すのに
用いられているのかもしれない（Tompkins and Adger, 

2005）。このように、対応能力は資源の蓄積を表して
おり、その多くが、集団または国家の社会技術開発や
経済開発レベルに関連している。これらは、結果とし
て適応能力、あるいは緩和能力のいずれかにつながる。
信仰体系や文化的価値などの社会文化的側面は、通常
経済的要因と同じ程度では扱われない（Handmer et al., 

1999）が、このような側面もまた対応能力に影響を与
えうる（IPCC, 2001b; Sathaye et al., 2007参照）。
　IPCCにとって対応能力の概念は新しく、文献の中
ではまだ十分に調査されてきていないが、その概念的
要素である適応能力と緩和能力の性質と決定因子を明
らかにする取組みは既に始められている。緩和能力に
ついて、Yohe（2001）は国家レベルで機能する決定因
子の次のようなリストを提案している。
・排出削減のための実現可能な技術的オプションの範
囲；

・実現可能な政策的手段の範囲。それによって、国が
これらのオプションの適用に影響を与えるかもしれ
ない；

・批判的な組織構造と意思決定権限の派生的な配分；
・緩和政策の適用と緩和に資源を投入するといったそ
れに伴う広義での機会費用を支持するために必要と
される資源の利用可能性と分配；

・教育や個人の安全を含む人的資本の蓄積；
・所有権の定義を含む社会的資本の蓄積；
・リスク分散プロセスへの国のアクセス（例えば、保険、
オプション市場、先物市場）；

・意思決定者らの情報管理能力、これらの意思決定者
が信頼できる情報をみきわめるプロセス、そして意
思決定者ら自身の信頼性。

多くの国々において制度能力や資源へのアクセスが限
られている開発途上国の文脈では、適応能力や緩和能
力は、＜上記以外の＞追加的な決定因子によっても形
成されうる。例えば、開発途上国、とりわけ政策手段
が十分に発達しておらず、制度能力と資源へのアクセ
スが限られている社会では、意思決定者らの政治的意
思や意図、および気候変動の影響から自らを防護する
集団的行動を通じてネットワークを形成する社会の能
力（Woolcock and Narayan, 2000）が特に重要になるか
もしれない。
　Yoheは適応能力に関しても、同様の一連の決定因
子を提案しているが、資源の利用可能性と国民全体
でのその配分を付け加えている。最近の研究は、実際
の適応に対するこれらの各決定因子の相対的影響を示
す実証的証拠を提供しようとしている（Yohe and Tol,  

2002）。特にこの研究は、能力のそれぞれの決定因子
の影響が、かなり場所に特有で経路に依存しているこ
とを示しており、それゆえ複数のストレス因子にまた
がって能力に影響を与えるミクロスケールとマクロス
ケールの決定因子に関する調査を行うことの重要性を
明らかにしている（Yohe and Tol, 2002）。適応能力と
緩和能力の両方に関するこれらの決定因子は第 3次評
価報告書において特定された決定因子をさらに詳しく
説明しており、Moss et al. （2001）や Adger et al. （2004）
で示された決定因子とかなり合致している。適応能力
と緩和能力のつながりは、これらの一連の決定因子ど
うしが顕著に類似していることからも明らかであり、
このことは適応能力と緩和能力がいずれも社会的制約
や生物物理学的制約、技術的制約に大きく左右される
ことを示している（Tompkins and Adger, 2005）。最近
の研究は、こうした決定因子のリストを拡大して、社
会政治的願望（Haddad, 2005）、リスク認識、認識して
いる適応能力（Grothmann and Patt, 2005）、政治的意思
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（Winkler et al., 2007）など、ほかの重要な要因を含め
ることの必要性を指摘している。
　決定因子についてのこうした議論は、対応能力と、
その根本にあるそれらの能力を生じさせる社会経済的
開発経路や技術的開発経路の間に密接な関係があるこ
とを示している。いくつかの重要な観点から言えば、
前述のリストに示した決定因子は、そのような開発経
路の重要な特性である。続いて、それらの開発経路は、
WGIII第 4次評価報告書第 3章（Fisher et al., 2007）で
議論されたベースライン排出シナリオと安定化シナリ
オに根拠を与えるもので、排出、気候変動およびそれ
に伴う気候変動影響を推定するために利用されてい
る。その結果、対応能力の決定因子が、本報告書で検
討される排出シナリオ間で異なることが予想されう
る。本報告書で評価された気候変動シナリオと気候変
動影響シナリオは主に SRESの筋書きに基づいており、
これらの筋書きはさまざまな開発経路の範囲を定義づ
け、それぞれが関連した社会経済的条件、技術的条件、
駆動力を備えている（排出経路と気候政策についての
さらなる議論については、Fischer et al., 2007参照）。こ
のためそれぞれの筋書きは対応能力の異なる組合せを
生じさせ、それゆえ適応と緩和に関する可能性が高い
さまざまなレベル、あるいは可能なレベルを生じさせ
るであろう。
　さらに適応策と緩和策は、適応能力と緩和能力に根
ざしている。続いて、適応能力と緩和能力はそれらが
存在する開発経路の本質の中に含まれており、その影
響を強く受ける。開発経路の概念については、WGIII

第 4次評価報告書の第 2章（Halsæs et al., 2007）、第 3

章（Fisher et al., 2007）、および第 12章（Sathaye et al., 

2007）で、さらに詳しく議論される。ここでは、開発
経路をある特定のスケールにおける人間システムと自
然システムの間の経時的な相互作用の統合的経路を定
義する技術的、経済的、社会的、制度的、および文化
的特徴の複雑な配列だと考えれば十分である。このよ
うな技術的および社会経済的開発経路は、最も一般的
には統合シナリオの形で表に現れる（Geels and Smit, 

2000; Grubb et al., 2002; Swart et al., 2003; WGIII 第 4次
評価報告書第 3章も参照）が、技術拡散についての
研 究（Foray and Grubler, 1996; Dupuy, 1997; Anderson, 

1998; Grubler, 2000; Berkhout, 2002; Rogers, 2003） や
社会技術システムについての研究（Geels, 2004）、ま
た大規模な物的インフラや必要となる補助的な組織
的、文化的、および制度的システムが準不可逆性の
条件を作り出す状況に関する研究にも組み込まれて

いる（Arthur, 1989; Sarkar, 1998; Geels, 2005; Unruh and 

Carrillo-Hermosilla, 2006）。技術的経路と社会的経路は、
学習や強制、交渉のプロセスを通じて、ともに発展し、
気候変動のようなリスクへの対応を強く条件づける統
合的な社会技術システムを作り出す。
　気候変動の文脈において、第 3次評価報告書は「気
候変動は、開発経路の選択を通じた、歴史的条件の
変化に対する社会の適応対応というより大きなプロセ
スにおいて潜在的に重要な要因である」と指摘した
（Banuri et al., 2001）。同報告書の後半部分では、開発経
路の重要な構成要素の次のような類型が示されている
（Toth et al., 2001）。
・天然資源利用、財とサービスの生産、および最終消
費の技術的パターン、

・生産システムの構造的変化、
・人口と経済活動の空間的分布パターン、
・ライフスタイルの進化を決定づける行動パターン。

温室効果ガスを発生させる炭素集約型の生産と消費の
パターン（Smil, 2000; Ansuategi and Escapa, 2002）や、
技術的な変化を通じて効率性の向上を促進する政策
のコスト（Azar and Dowlatabadi, 1999）、持続不可能な
エネルギー利用と技術適用のパターンにつながる市場
の失敗の発生（Jaffe and Stavins, 1994; Jaffe et al., 2005）
の観点から、経済軌道と経済構造が国家の開発経路の
適応可能性に及ぼす影響は重要である。
　異なる専門分野やバックグラウンドを持つ研究者ら
は、これらの構成要素に加えて、制度構造や制度的軌
道（Olsen and March, 1989; Agrawal, 2001; Pierson, 2004; 

Adger et al., 2005; Ruth, 2005）、および価値（Stern and 

Dietz, 1994; Baron and Spranca, 1997）、対話（Adger et al., 

2001）、社会的規範（Geels 2004）などの文化的価値も、
変化に対応するシステムの能力の決定を促進する要素
として重要であると指摘している。
　対策、能力、および開発経路の間にある関係の重要
性は 3段構えになっている。第一に、第 3次評価報
告書が指摘しているように、緩和政策または適応政策
の可能性についての完全な分析にはこれらの政策が根
差している能力についての考慮もいくらか含まれなけ
ればならない。このことは、本報告書の地方／分野別
の章や概念的な章の両方で評価されている文献の中で
徐々に反映されつつある。第二に、対応能力に関する
このような分析は、そうした能力の本質と規模に強く
影響を及ぼす根底にある開発経路の本質と潜在的変動
性を包含しなければならない。このことは、政策オプ
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ション、対応能力、およびその決定因子と根底にある
開発経路との間のつながりを評価する気候政策オプシ
ョンの統合的分析が望ましいことを示唆している。そ
のような総合評価は第 3次評価報告書 の統合レポート
（IPCC, 2001a）で提案されているが、この種の評価は
まだ初期段階にある。
　第三に、ここで述べた気候政策対策と開発経路のつ
ながりは、与えられた状況において可能な適応およ
び／または緩和の度合いと望まれるであろう度合いの
間には潜在的な断絶があることを示唆している。一方
では、開発経路がシナリオの対応能力を決定するであ
ろうが、他方では、開発経路が温室効果ガス排出のレ
ベルやそれに伴う気候変動、気候変動影響の可能性が
高い度合い、さらにはそのシナリオにおいて望まれる
緩和および／または適応に強い影響を及ぼすであろう
（Nakićenović and Swart, 2000; Metz et al., 2002; Swart et 

al., 2003）。
　しかし、対応能力と緩和および／または適応の望ま
れるレベルが矛盾しない方法で変化するであろう特段
の理由はない。結果として、ある特定の開発経路が利
用可能な適応能力と緩和能力の度合いと対立する緩和
および適応の望まれるレベルを生じさせるかもしれな
い。例えば、非常に高い排出量を生じさせる特定の開
発経路シナリオは、対応能力の決定因子のゆっくりと
した成長、あるいは減退をも伴うかもしれない。この
ことは、軍事活動の度合いが高いシナリオや国際協力
の崩壊を伴うシナリオで生じるかもしれない。この場
合、気候変動影響が増大しうると同時に、対応能力は
減少する。
　前述した気候政策、対応能力、および開発経路のつ
ながりは、我々が気候政策と持続可能な開発の関係の
本質を理解するのを助ける。この関係の本質に関する
文献は数が少ないが、現在徐々に増えてきている（Cohen 

et al., 1998; Markandya and Halsnæs, 2000; Munasinghe 

and Swart, 2000; Schneider et al., 2000; Banuri et al., 2001; 

Robinson and Herbert, 2001; Smit et al., 2001; Beg et al., 

2002; Metz et al., 2002; Najam et al., 2003; Swart et al., 

2003; Wibanks, 2003）。 文献の多くは気候変動政策が効
果を及ぼしうる度合いに重点を置いている。この効果
は時に付随的な便益、つまり副次的便益とよばれ、問
題となっている管轄範囲の持続可能な開発目標に貢献
するだろう（Van Asselt et al., 2005）。これは持続可能
な開発を気候変動レンズをとおして見ることを意味す
る。この結果、持続可能な開発目標と成果を気候政策
枠組みに統合すること、ならびにこうした付随的な便

益の範囲を評価することが重視されている。例えば温
室効果ガス排出の削減は、大気汚染による死亡や罹病
の影響を減少させ、生態系保全に便益をもたらしうる。
この二点はいずれも持続可能な開発の構成要素である
（Cifuentes et al., 2001）。さらに、こうした副次的便益
は本来長期的に生じるというよりはむしろ即座に生じ
るもので、顕著なものとなりうる。Van Harmelen et al. 

（2002） は、ヨーロッパの地域的な大気汚染の削減を目
指す合意した政策、あるいは将来の政策を遵守するた
めの緩和コストはかなり大きいが、温室効果ガス政策
と相まった場合、SO2は 50～ 70％、NOxは約 50％削
減されることを見出した。
　続いて、環境問題に対処するためにとられる行動が
地域と地方の開発を阻害しないことを保証することが
一つの課題となる（Beg et al., 2002）。さまざまな事例
研究が、適応や緩和に貢献しているプロジェクトが実
際に地域および地方の開発を強化しうることを証明し
ている。例えば、イギリスの二つの都市では、都市部
での食料の栽培・飼育が、結果として犯罪率の減少や
生物多様性の改善、輸送に基づく排出の削減につなが
っている（Howe and Wheeler, 1999）。このようにして、
これらの都市は、将来の気候のばらつきに対する回復
力を強化し、また気候変動の緩和に向けて前進もし
た。同じようにラテンアメリカでは、農業生態学的イ
ニシアティブが天然資源基盤の保全に役立つと同時に
農村コミュニティのエンパワメントにも役立っている 

（Altieri, 1999）。主に企業家開発で用いられており、技
能や知識、技術の移転の方法として徐々にみられるよ
うになってきているネットワーク化やクラスター化の
概念は、気候変動による悪影響に対抗するために必要
な適応能力と緩和能力が不足している国にとって興味
深い概念を示している。
　代案となるアプローチは、高排出の開発経路を具体
化する基準シナリオから 650ppm未満の安定化目標を
達成することは非常に難しく、また費用がかかるであ
ろうとする第 3次評価報告書の調査結果に基づいてい
る。しかしながら、低排出の基準シナリオは、気候政
策をシナリオに含める前でさえも、低い安定化レベル
を達成するのにおおいに役立つかもしれない （Morita 

et al., 2001）。この認識は、低排出の開発経路を達成す
るための最良の方法を研究することの必要性を重視す
る気候政策と持続可能な開発とのつながり、つまり持
続可能な開発レンズをとおして気候変動を見ることへ
の取組みにつながる（Metz et al., 2002; Robinson et al., 

2003; Swart et al., 2003）。
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　持続可能な開発が開発途上国の気候変動影響に対す
る脆弱性を削減するかもしれないということもさらに
議論されてきている（IPCC, 2001c）。その結果、適応
と緩和の両方の取組みの必要な量に影響を与えてい
る。例えば、低平で人口密度が高い沿岸地域における
経済開発と制度構築は海面上昇に対する準備を増大
し、気象の変動性に対する脆弱性を軽減するのに役立
つかもしれない（McLean et al., 2001）。同様に、公衆
衛生のトレーニングプログラムや、衛生システム、疾
病媒介動物対策への投資は、一般的な健康を強化し、
また気候変動の将来の影響に対する脆弱性も削減する
であろう （McMichael et al., 2001）。議論を環境問題と
してではなく開発問題として定義することは、途上国
の気候変動に対する特有の脆弱性に対処するのに役
立ち、また同時に排出の駆動要因が根底にある開発
経路と結び付いていることを認めている （Metz et al., 

2002）。たとえ気候変動政策が根底にある同様の社会
経済的選択によって決定づけられるにしても、気候変
動政策を持続可能な開発政策の代替案とはみなせない
ことを認識することももちろん重要である（Najam et 

al., 2003）。
　気候変動を持続可能な開発に結び付けるこれらのア
プローチは双方ともに、気候政策措置を持続可能な開
発の目標や特性と一体化させることの望ましさを示唆
している（Robinson and Herbert, 2001; Beg et al., 2002; 

Adger et al., 2003; Van Asselt et al., 2005; Robinson et al., 

2006）。このことは適応、緩和、対応能力、および開
発経路の相互関係に焦点を合わせるさらなる理由も示
唆している。もし気候政策と持続可能な開発が統合的
な方法で進められれば、両方の目標を達成するであろ
う特定の政策オプションを単に評価することだけでは
なく、こうしたオプションの基礎となる対応能力の決
定因子やそれらの根底となる社会経済的開発経路や技
術的開発経路との結び付きについて調査することもま
た重要になるであろう（Swart et al., 2003）。こうした
統合的なアプローチは民間部門、公共部門、非政府部
門、および研究部門との生産的なパートナーシップの
基盤となるかもしれない（Robinson et al., 2006）。
　持続可能な開発には経済的、社会的、環境的プロセ
スへの総合的かつ統合的な取組みを含むという一般
的な合意がある（Munasinghe, 1992; Banuri et al., 1994; 

Najam et al., 2003; Sathaye et al., 2007も参照）。しかし
初期の研究は、持続可能な開発の環境的な側面と経済
的な側面を強調する傾向にあり、社会的、政治的、文
化的な側面の分析の必要性を見落としていた（Barnett, 

2001; Lehtonen, 2004; Robinson, 2004）。最近になって、
社会的、政治的、文化的要因（例えば、貧困、社会的
衡平性、ガバナンス）の重要性が徐々に認識されるよ
うになってきており（Lehtonen, 2004）、特に地球規模
の環境変化政策や気候変動コミュニティからは、政治
的問題と文化的問題の両方を含む社会開発は、いまや
持続可能は開発の「三本の柱」の一本と同等の地位が
与えられるといったレベルで認識されている。このこ
とは、1995年の世界社会開発サミットの開催や、2000

年の国連ミレニアムサミットが持続可能性の環境的側
面の過度な強調を適正化するに際して、貧困を基本原
理として強調したことからも裏付けられる。環境と貧
困の結び付きはいまやよく知られており、持続可能な
開発とミレニアム開発目標（MDGs）（United Nations, 

2000）とのつながりも明確にされてきている（Jahan 

and Umana, 2003）。MDGsとの関連で真の進歩を達成
するために、それぞれの国が異なる解決策に甘んずる
であろう（Dalal-Clayton, 2003）。このような開発軌道
は気候変動の緩和に重要な影響をもたらすであろう。
　より持続可能な開発経路をたどろうとする試みにお
いて、多くの開発途上国は飢餓問題や戦争問題、社会
問題、健康問題、ガバナンス問題など、特有の難題に
悩まされている（Koonjul, 2004）。結果として、ある地
域における過去の経済的利益は、環境の安定性を犠牲
にして成り立っており（Kulindwa, 2002）、このことは
持続可能な開発と環境政策の間の相乗作用の可能性に
ついての調査が不足していることを浮き彫りにしてい
る。例えば水分野では、乏しい水資源を調整して管理
することで、対応能力は改善されうる。これは特に、
サヘル地域のほとんどの大きな河川での水供給の減少
が、水力発電や農業生産のための水利用可能量に依存
しているエネルギーや農業などの重要な分野に影響を
及ぼしうるからである（Ikeme, 2003）。技術、制度、経済、
社会心理学的要因はすべて、対応能力と開発経路の両
方の構成要素であり、国家の能力を構築するための能
力や持続可能な開発、適応策、緩和策を実施するため
の能力に影響を与える（Nederveen et al., 2003）。
　

18.7　効果的な実施のための要素

　本節では、政策や意思決定への含意に関して、前節
での文献評価を検討する。適応と緩和が実施されうる
政策と制度的文脈を再検討し、実際の相互関係につい
て議論する。
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18.7.1　気候政策と制度

　本章のこれまでの節で説明し、明らかにしたように、
効果的な気候政策には緩和行動と適応行動のポートフ
ォリオを必要とするだろう。これらの行動には技術的、
制度的、行動的オプション、これらのオプションの利
用を促すための経済的手段や政策的手段の導入、不確
実性を減少させ、オプションの有効性と効率性を強化
するための研究と開発が含まれる。しかしながら、こ
れらの行動の実施にかかわる関係者は異なる空間的、
制度的スケールの範囲で活動しており、分野ごとに異
なる関心を示している。それゆえ緩和行動と適応行動
の実施を推進する政策や対策は、主として、適応か緩
和のどちらか一方に的を絞られてきており、緩和と適
応の両方に同等の優先順位が与えられたり、あわせて
考慮されることは稀である（詳細は 18.5節参照）。
　全球スケールでは、UNFCCCとその京都議定書が、
気候政策の策定にあたっての現時点での主要な制度的
枠組みである。UNFCCCの最終的な目標は、第 2条で
述べられており、次の通りである。
　　 「生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産
が脅かされず、かつ経済開発が持続可能な態様で
進行することができるような期間内に、気候系に
対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない
水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定
化させる。」

当初は、この目標は緩和とだけ関連している、あるい
は主として緩和と関連しているとしてしばしば解釈さ
れた。ここでの緩和とは、大気中濃度を危険ではない
レベルで安定化されるように温室効果ガス排出を削減
し、炭素吸収源を強化することである。しかしながら、
気候システムへの人為的干渉が危険になるかどうかは
安定化レベルだけによるものではない。干渉の結果に
対処するに当たり、適応が有効であると予想されうる
度合いによっても左右される。言い換えれば、生態系
や社会の気候変動影響に適応する能力が高ければ高い
ほど、気候変動が危険とされる前の大気中の温室効果
ガス濃度の安定化レベルが高くなるだろう（第 19章
も参照）。従って、適応は UNFCCCの最終的な目標を
達成するに当たり、緩和を補完し、適応の限界に達す
るまでは、理論上は緩和の代替案になりうる（Goklany, 

2000a, 2003）。
　適応と緩和を全球スケールでの代替案として考える
ことの可能性は、UNFCCCや京都議定書、あるいは

UNFCCC締約国会議によるあらゆる決定において、明
らかな特徴ではない。これは代替に関するいかなる世
界的合意も、実際には、適応と緩和にかかわるすべて
の関係者の異なる、そして時として対立する関心を説
明することはできず、また適応と緩和といった二つの
選択肢の間の時間的・空間的スケールの違いも説明で
きないであろうためである （18.3節参照）。緩和は主と
して国際協定やそれに続く国別公共政策によって実施
されているが適応の多くは影響を受ける個人や世帯、
企業の私的な関心によって、また影響を受けるコミュ
ニティや分野の公的な取り決めによって動機づけら
れる。適応に関する意思決定が多くの場合、準国家レ
ベルまたは地方レベルでなされるという事実もまた、
UNFCCCや京都議定書、さらには将来のいかなる国際
的な気候政策体制のもとで、開発途上国における適応
のための資金を調達している組織にとって難題である
（Schipper, 2006）。
　しかしながら、適応と緩和が地球規模での政策レベ
ルで関連づけられる方法が一つある。すなわち、適応
能力と緩和能力を提供する社会経済開発への依存にお
いてである。18.6節では、対応能力の概念を紹介した。
この対応能力は適応能力としてもまた緩和能力として
も表される。対応能力は、一般的に開発支援の焦点と
なる要因のうち、資源の不足や制度の貧弱さ、不十分
なインフラによってしばしば制限される。ゆえに、人々
の気候変動に対する脆弱性は温室効果ガス排出の緩
和、あるいは気候変動の影響への適応によってのみな
らず、生活条件の改善や影響を受けている人々の資源
へのアクセスの改善を目指した開発によっても軽減さ
れうる。というのは、このような開発は人々の対応能
力を強化するからである。
　開発問題の気候政策への取り込みは、気候政策が適
応や緩和といった単独の意思決定以上のものを含むこ
とを明示している。これに応じて、Klein et al. （2005）は、
UNFCCCのもとでの気候政策の三つの役割を特定し
た。（i）大気中の温室効果ガス濃度を制御すること、（ii）
気候変動による悪影響に備え、それらを軽減し、また
機会を生かすこと、および（iii）開発問題と衡平性の
問題に取り組むこと。気候変動は世界の貧困や不衡平
性の第一の原因ではないが、これらの問題に取り組む
ことは、多くの開発途上国において適応と緩和を成功
させるための必要条件として考えられている。数々の
開発庁や国際機関によって作成された報告書の中で、
Sperling （2003）は、気候政策と開発支援を結び付ける
ことを主張した。このことは気候変動についての考慮
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を国家、準国家、および地方スケールの開発で主流化
する機会を推進するであろう（Box 18.3）。
　京都議定書第一約束期間が 2012年に終結すること
に伴い、2012年以降の国際気候政策体制を計画する
数々の提案が準備されてきている（例えば、Den Elzen 

et al., 2005; Michaelowa et al., 2005）。現時点での提案は
大部分が緩和のみ、あるいは主に緩和に焦点を合わせ
ているが、適応と緩和を合わせて考慮しているものも
いくつかある。しかし、例えばその有効性や効率性、
衡平性の観点から、審査されている提案はほとんどな
い。
　地域スケールでは、気候政策と制度は適応と緩和の
相互関係を考慮しない傾向にある。例えば、欧州連合
（EU）では、緩和政策は、水管理や沿岸管理、農業、
公衆衛生のために開発されてきた、あるいは研究され
てきた適応策から切り離して実施されている。ほとん
どの後発開発途上国（LDC）は主に、適応とその開発
との関連に関心がある。クリーン開発と気候に関する
アジア太平洋パートナーシップは緩和にのみ言及して
いる。
　世界貿易機関（WTO）や EUのような機関は、特定
のメカニズムを通じて、環境政策をそれぞれの機関の
経済的原理に統合することができる。さらに現行の＜
いくつかの＞政策（例えば、温室効果ガス排出削減に
関連する政策と農業貿易政策）間にある矛盾に対処す
る必要がある。エネルギーは、依然として、農産品加工、
輸送、包装に不可欠な投入であるが、農業分野におけ
るエネルギー消費の増大による複合的な影響と農業貿
易政策の影響は、一般的には気候変動の文脈の中では
考慮されていない。
　地域協調は、経済統合と気候変動による悪影響への
対処の両方で「win-win」の機会を作り出しうる（Denton 

et al., 2002）。アフリカ開発のための新パートナーシッ
プ （NEPAD）や環境に関するアフリカ閣僚会議などの
イニシアティブは、NEPADの環境イニシアティブ実
施のための環境行動計画を準備するために、数々の協
議プロセスを踏んだ。提案された計画の一つは、適応
活動と緩和活動の相乗作用の効果を評価することで、
持続可能な生計への便益を伴う農場および集水域での
炭素の管理を含む。西アフリカ通貨同盟（WAMU）の
ような機関は、＜アフリカ＞大陸における永続的なエ
ネルギー貧困の問題に対処するために積極的にエネル
ギー開発に従事している。このような機関は、現在と
将来の排出を緩和するための CDMやそのほかのメカ
ニズムを、特に、再生可能なエネルギーを用いて、ど

のように利用するかに焦点を合わせている。WAMUの
加盟諸国は干ばつや砂漠化に対して脆弱である。緩和
はWAMU諸国の主要な関心事項ではないかもしれな
いが、森林破壊や土地利用変化によるマイナス影響を
軽減する機会も提供する。同じように、UNFCCCと国
連の砂漠化対処条約とのつながりは、持続可能な生計
と環境管理を強化するといった文脈において、適応と
緩和の両方を有効に生かす機会を提供する。北アフリ
カのアラブ・マグレブ連合、東アフリカの政府間開発
機構、南部アフリカの南部アフリカ開発共同体、西ア
フリカの西アフリカ諸国経済共同体やサヘル旱魃対策
国家間常設委員会、および中央アフリカの中央アフリ
カ諸国経済共同体など、多くの準地域的組織が砂漠化
に対処するための行動計画を有している。
　こうした機関やその他の地域的集団に属している
国々は、正味の適応便益や正味の緩和便益をもたら
すプロジェクトを特定できる。複数の研究（例えば、
Greco et al., 1994）が、サヘル地域の大きな河川のほと
んどにおいて、水供給が減少すると推測しており、こ
のことは、エネルギーや農業などのきわめて重要な分
野に影響を及ぼす。というのは、エネルギーも農業も
それぞれ水力発電や農業生産のための水利用可能量に
依存しているからである。西アフリカの 17か国は国
境をまたぐ 25の河川を共有しており、同地域の多く
の国々の＜こうした河川への＞水の依存度は約 90％で
ある（Denton et al., 2002）。国境をまたぐ河川流域にお
ける水資源と流域の管理は、西アフリカの国々が、制
度能力を構築し、協調性や情報の流れ、技術移転を促
進するための地域的なネットワークや制度を強化しう
る可能な方法である。セネガル川流域イニシアティブ
の一環としてのマリのマナンタリダムの建設は、かな
りの程度の水力電気を製造することができ、川岸のコ
ミュニティが灌漑農業を実践することを可能にする。
というのも、特にセネガルとモーリタニアは農業への
依存度が依然として高く、主食となる穀物の不足に悩
まされている。このようなイニシアティブは、河川を
共有する国々（つまり、セネガル、マリ、およびモー
リタニア）の経済開発を加速するとともに、適応と緩
和両方の便益を提供できることから、地球規模での持
続可能な開発の便益をもたらす（Venema et al., 1997）。
　生物多様性条約は、生物多様性管理と気候変動に対
する適応および緩和の間での潜在的な win-winの機会
を認識している。メソアメリカ生物多様性コリドープ
ロジェクト（Mesoamerican Biological Corridor Project）
など、大規模な地域的生物多様性プログラムにはこの
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ことに関する特定の領域がある。こういったプログ
ラムの中では、森林再生と森林破壊の回避が、炭素吸
収源を作り出すことにより気候変動を緩和すると同時
に、その土地のコミュニティの生活への便益を生み、
それによって気候変動への適応能力を高める。加えて、
大規模な生物コリドーの形成は生態学的群集が移動し
たり、環境的条件の変化に適応したりするのに役立つ
であろう（CBD, 2003）。
　国家、準国家、および地方スケールは、ほとんどの
適応行動と緩和行動が実施されるスケールであり、ま
たほとんどの相互関係が予想されるであろうスケール
でもある。しかし、適応と緩和の相互関係の観点から、
このレベルでの政策や制度を記述したり、分析してい
る学術的な文献はほとんどない。文献は増加傾向にあ
る例や事例研究を紹介している （18.5節参照） が、そ
れらは、地球規模の政策や制度に関する新たな文献と
は異なり、適応と緩和の相互関係に対する政策や制度
の役割も、潜在的な相互関係の政策や制度に対する影
響も議論していない。適応または緩和のために実施さ
れる研究の上に成り立つ研究分野も出現しつつある。
例 え ば AMICA（Adaptation and Mitigation: Integrated 

Climate Policy Approach－緩和と適応 : 統合気候政策ア
プローチ）プロジェクトはヨーロッパの選択された都
市に関して、適応と緩和の相乗作用を特定することを
目的としている（http://www.amica-climate.net/）。
　セネガル中央部のニャイ地域では、政府は、防風設
備として機能する密度の高い生け垣の植林とともに、
灌漑の実践を推進し、天水農業への依存を軽減しよう
と努めている。これらは農業の生産性を高めてきてい
る。防風林は土壌の侵食と乾燥を防ぐのに有効である
と同時に、調理のための薪も提供する。それゆえ、急
激な都市化が進む場所で、女性らや少女らが薪を求め
て長距離を歩き回る必要性も減少させた。防風林には
炭素隔離の便益もあるが、とりわけ農業生産、特に商
品作物の生産の強化に役立ってきている。このことは
貧困コミュニティの生活を経済的に押し上げた。この
ようにして、適応策として着手したことが森林破壊を
減らし炭素排出を削減し、さらにはジェンダーや生活
の問題にも取り組むことで、相当な統合的開発便益を
ももたらしている（Seck et al., 2005）。
　気候変動適応と緩和の有効な実施はしばしば地方の
非政府組織や民間部門、公的な政府当局の支援に依存
している。先進国と開発途上国の両方でインセンティ
ブを提供する市場をベースとした政策的手段（例えば、
公害税やさまざまな種類の取引可能な権利）は、うま

く実施されてきている。インドでは税額控除と財政支
援によって電力市場が民間部門にひらかれ、その結果
「風力エネルギーブーム」が起こっている（Sawin and 

Flavin, 2004）。同様に、ブラジルではバイオ燃料とエ
ネルギー効率プログラムの受け入れへのインセンティ
ブが、炭素排出を大幅に削減した（Pew Center, 2002）。
これらのプログラムは主として適応と緩和の相乗作用
を作り出すことを目的として計画されてはいないが、
明らかに適応と緩和の正味の便益を提供しており、さ
らにはコミュニティの持続可能な開発の優先事項にも
対処している。加えて、民間部門もますます環境的な
ガバナンスに関与するようになってきている。例えば、
地球規模での環境を管理するために、国境を越えた協
力がパートナーシップやネットワークの中に取り込ま
れつつある。
　国際的な資金提供機関や気候変動基金は特別な役割
を果たしうる。例えば、世界銀行のバイオ炭素基金と
コミュニティ開発炭素基金は、森林生態系の保全と保
護を目的とする森林再生プロジェクトや、コミュニテ
ィの植林活動、ミニおよびミクロな水力発電プロジェ
クトやバイオマス燃料プロジェクトに資金を供給して
いる。これらのプロジェクトは、貧しい国々にまでカ
ーボン・ファイナンス【訳注 18-13】を広げることに特
に焦点を合わせており、気候変動の緩和に寄与するの
みならず、農村部の貧困削減や、その土地の生態系の
持続可能な管理の改善にも寄与し、このことは適応能
力を強化する。

18.7.2 相互関係の実際

　実際のところ、適応と緩和は、多様なステークホル
ダーが関与する各レベルの気候変動戦略や政策、対策
に包含されうる（18.3節参照）。例えば EUは以前は
京都目標に沿って温室効果ガス排出の削減に焦点を合
わせた政策を強調していた。しかし、気候変動の影響
を扱うことも同等に必要であると徐々に認識されるよ
うになってきている。2005年に欧州委員会は欧州気候
変動プログラム（ECCP）の第 2フェーズを立ち上げ、
これには現在、作業部会の一つとして、影響と適応も
含まれている。欧州委員会は、気候変動影響に対処す
るが、緩和目標にも寄与する win-win戦略の価値を認
めている（EEA, 2005）。
　国レベルでの例としては、英国気候変動プログラム 

（UK Climate Change Programme） があり、これは適応と
緩和を含んでいる（DETR, 2000）。英国は自国の適応
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政策枠組みや英国気候影響プログラム（UKCIP）、環
境食糧農村地域省（Defra）による地域横断型調査プロ
グラム（Cross-Regional Research Programme （UKCIP） ）
を通じても適応に取り組んでいる。マルタは UNFCCC

への最初の国別報告書において、エネルギー生産の効
率性や農場経営の改善、植林を含む、一連の win-win

となる適応オプションを特定した。（Ministry for Rural 

Affairs and the Environment Malta, 2004）。チェコ共和国
は、財政的制約のため、win-winとなる対策に優先度
を与えることに合意している（EEA, 2005）。
　準国家レベルおよび地方レベルに関連するものとし
て、英国では、地域の計画機関のために副首相府（Office 

of the Deputy Prime Minister （ODPM） ）によって発表さ
れる計画政策とアドバイスがある（ODPM, 2005）。こ
れにはどのようにして気候変動適応と緩和を政策計画
の意思決定に統合するかに関する計画立案者に対する
アドバイスも含まれている。ODPM （2004） は、適応イ
ニシアティブがエネルギー需要を増大させず、それゆ
え温室効果ガス緩和策と対立しないことを保証する統
合的なアプローチを推進している。適応策には、新し
い居住地の場所に関する意思決定や季節的な降水量の
可能性がある変化を考慮することで、水資源の持続不
可能な需要を生み出さないこと、などが含まれるであ
ろう。
　「耐気候 （climate proofing）」を取り入れているプ
ロジェクトのほかの例としては、気候変動防止都市
キャンペーン（Cities for Climate Protection Campaign, 

CCP） がある。これは温室効果ガス排出を削減し、大
気質を改善し、都市の持続可能性を強化するために、
地方自治体がともに取り組む国際環境自治体協議会
（International Council for Local Environmental Initiatives, 

ICLEI） の傘下における全世界的な運動である。このプ
ログラムに従う地方自治体は、排出量のベースライン
を作成し、目標を設定し、そして地方の生活の質やエ
ネルギー利用、大気質に焦点を合わせた持続可能な開
発アプローチを通じてこの目標を達成するための行動
計画に合意する（ICLEI,  2006）。例えば、サザンプト
ン市議会は、大気質戦略および行動計画と連動して、
気候変動戦略を策定しており、双方の密接なつながり
を理解している。この戦略には議会やそのパートナー
が、統合的なエネルギーシステムと継続的な大気質モ
ニタリングを通じて、温室効果ガスとその他の汚染物
質の正味の排出量を削減するための対策が含まれてい
る。緩和策は、より良い計画、ならびに沿岸防護、輸
送インフラ、計画と設計、洪水危険マッピングなどの

適応を通じた、将来の気候変動の可能性が高い影響や
大気質への影響の管理の改善によって支えられている
（Southampton City Council, 2004）。

18.8  不確実性、未知の要素および優先
的研究課題

　適応と緩和の相互関係の多くは気候政策のこれまで
の評価で述べられてきており、文献も急速に増えてい
る。しかし地域レベルや分野レベルの十分に文書で立
証された研究は不足している。適応研究および緩和研
究はそれぞれの本来の領域にのみ焦点を合わせる傾向
にあり、その二次的な影響（例えば、＜気候変動＞影
響や適応オプションに対する緩和の二次的な影響、温
室効果ガス排出や緩和オプションに対する適応行動の
二次的な影響）について分析している研究はほとんど
ない。気候変動への適応の経験は比較的新しく、規模
が大きい。また、保険や適応のためのプロトコル、負
債や補償の問題など地球規模での行動はまだ検証され
ていない。
　＜適応と緩和の＞相互関係の増えつつある経験事例
から学習することが優先事項である。文献調査、＜研
究の＞統合、メタ分析【訳注 18-14】は次の数年のうちに
より一般的になるに違いない。相互関係のモニタリン
グと定期評価を体系化するための分析的および制度的
枠組みも開発される必要がある。今のところこの領域
を先導するような役割を果たす機関は現れていない。
適応と緩和の両方に関する意思決定でのステークホル
ダーの経験は比較されなければならない。土地利用や
土地被覆の変化に関する調査の経験は洞察力に満ちて
いる（例えば、Geist and Lambin, 2002）。有効な制度開
発、財務的手段の活用、参加型計画策定およびリスク
管理戦略は新たな経験から学習する領域である （Klein 

et al., 2005）。
　研究の必要性がある主要なものの一つは、どのステ
ークホルダーが適応と緩和を結び付けるかを文書で立
証することである。適応か緩和かに向けられる決定は、
意図していない影響を評価する、相乗作用を活用する、
あるいはトレードオフを明確に評価するところまで範
囲を広げられるであろう。しかし組織の権限や行政能
力、財政、およびスケールや分野をまたぐつながりの
制約は（例えば、Cash and Moser, 2000）、統合的な意
思決定の便益を上回るかもしれない。開発途上国では、
再生可能なエネルギーを支援する政策の策定は、その
取り込みを制限するかもしれない財政的障壁、市場の
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障壁、法律的障壁、知識面での障壁、およびインフラ
の障壁に直面する可能性が高い。
　特定の社会集団および経済集団への影響はさらに文
書で立証される必要がある。例えば、水力発電の開発
は、養殖と家庭菜園での灌漑に対する水利用可能量を
減少させるかもしれず、このことは女性と子どもの食
料安全保障に悪影響を与える可能性がある（Andah et 

al., 2004; Hirsch and Wyatt, 2004）。炭素隔離とコミュニ
ティ開発を結び付けることは女性や＜社会の＞周縁部
にある社会経済集団に新たな機会を作り出しうるが、
多くの地域的な要因によって左右されるであろうし、
また実証的研究による評価が必要である。
　幅広い気候変動対応能力と適応と緩和を結び付ける
特定の能力、および実際の行動のつながりについては
ほとんど文書で立証されていない。分野別計画と実施、
脆弱性の度合い、技術的オプションの範囲、政策的集
団、および気候変動の経験を含む情報を考慮に入れた、
活動能力と実際の活動の関係を検証し、定量化するこ
とが必要である。
　適応と緩和のつながりを評価するための分析枠組み
は不十分で、競合している場合もある。特定のステー
クホルダーや意思決定のレベルのための一連の枠組み
が必要かもしれない。適応と緩和に関する意思決定の
枠組み（＜適応と緩和の＞個別の＜枠組み＞と＜それ
らが＞結合した＜枠組み＞）は、行動のすべてのレベ
ルにおけるステークホルダーの役割と責任に照らして
検証される必要がある。全球最適化モデルが影響を与
える意思決定もあるかもしれないが、その他の意思決
定にはプロジェクトレベルでの経験が重要である。複
数の評価指標や非一貫性、確率論的予測を調査するた
めの、IAMの適切性については評価される必要がある
（Mastrandrea and Schneider, 2001, 2004; Schneider, 2003）。
地球規模の費用便益モデルは評価スキームを使用する
にあたっての不確実性、割引、さらには気候影響モデ
ル（影響を軽減する際の適応の役割を含む）に内在す
る想定についての明確な分析を含まなければならな
い。スケールをまたいだ統合的な評価（トップ・ダウ
ンおよびボトム・アップ）のための複合的アプローチ
がさらに開発されるべきである（Wilbanks and Kates, 

2003）。リスクと不確実性の表現は、意思決定の枠組
みやプロセスに関連づけられる必要がある（Dessai et 

al., 2004; Kasperson and Kasperson, 2005; Lorenzoni et al., 

2005）。現在と将来の気候リスクは、適応－緩和の意
思決定の一側面にすぎない。ほかの動因の相対的な重
要性と効果についても理解される必要がある。

　意図されていない影響の規模は不明である。現在あ
るわずかな資料（例えば、Dang et al., 2003）は、緩和
による適応への影響、およびその反対の影響は全球レ
ベルではほとんどがささいなものであるが、地域スケ
ールでは顕著であるかもしれないことを示している。
需要や総排出量への影響は、全球的基準のわずかな割
合である可能性が高い。しかし、水や土地市場のよう
ないくつかの領域やいくつかの場所では、相互関係が
地方経済に影響を及ぼすかもしれない。直接的なトレ
ードオフの定量的評価が不足している。評価のための
評価指標と手法、地方的フィードバックにおける閾値
の存在、機会に対する行動としての対応、リスクと悪
影響、基準シナリオとプロジェクトシナリオの文書化、
および地方の孤立した例を系統的変化にスケールアッ
プすることは必要とされる知識基盤の一部である。
　地球規模または国際レベルでは、緩和と適応と開発
の社会的、経済的、環境的に正当と認められる組合せ
を定義することは依然として難しく、研究が必要であ
る。IAMは比較的よく開発されたものだが、高度に集
計されたスケールでの定量的な相互関係の概算見積り
を示すに過ぎない。炭素の社会的コストを評価するに
際して、14人の専門家が自らの見積りを確信度が低い
と評価した。これは影響研究と評価研究の対象範囲の
間にある多くのギャップ、気候変動予測における不確
実性、意思決定枠組みの選択、および適用した割引率
に起因している（Downing et al., 2005）。限界削減コス
トの見積りは GDPの－ 2％から＋ 8％であるのに対し、
回避される限界被害は 3桁に及ぶ（第 20章参照）。適
応による影響の軽減を想定している見積りもあるが、
適応の限界コストはこれまで計算されていない（第 17

章参照）。限界削減コスト、回避される限界被害、お
よび適応の限界コストを気候対応のための一つの最適
な戦略に統合することは、短期間で有効に削減される
可能性が低いかなりの不確実性にさらされる（Harvey, 

2006参照）。
　政策立案者が気候政策の便益を特定することを望む
のであれば、専門家の判断としっかりとした事例研究
を導き、また公表済の見積り実例を解釈する正規のリ
スク＜管理＞枠組みに沿った系統的評価が必要とされ
る （例えば、Downing et al., 2005）。回避される損害の
現在の見積りは気候変動にさらされている分野の実例
および気候ストレスのわずかな範囲を基にしている。
気候変動と曝露のマトリクス全体のさらなる理解が必
要である（第 20章 ; Fisher et al., 2007）。初期の顕著な
影響を経験する可能性が高い社会経済的条件と場所
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（しばしば「ホットスポット」とよばれる）は追加的
研究の優先度が高いはずである。地球規模で設定され
る目標が、国別あるいは地方別の戦略の組合せと合致
する範囲では、協調的な取組みが必要とされる。分布
効果は容認範囲や適応と緩和のトレードオフを評価す
る重要な要因になるであろう。緩和による便益と炭素
の社会的コストに関する質の高い研究が不足している
ことは、安定化目標を設定する際の確信度を制限して
いる。
　開発経路と適応－緩和の相互関係との関係はさらな
る研究を必要とする。意図していない影響や相乗作用、
トレードオフは、ある開発経路に特有のものかもしれ
ないが、同様に＜ほかの＞多くの異なる経路において
も起こりうるかもしれない。既存の開発経路シナリオ
は、脆弱性と適応のいくつかの主要な決定因子を形作
るのに特に不十分である（Downing et al., 2003）。GDP

の外因的な予測は適応と緩和の相互関係をモデリング
するうえで特に障害となる。地方の食料安全保障につ
いて現実的な方法で対処している地球規模のシナリオ
はほとんどない（Downing and Ziervogel, 2005, ただし、
第 9章と第 20章のミレニアム開発目標についての関
連する議論参照）。突然の気候変動、連続して起こる
極端現象、および現実的な社会的、経済的、政治的
対応のシナリオは、適応管理に関する見識を追加する
であろう（「行動し学習する。そして、また行動する」
アプローチ）。適応と緩和の相互関係に関連した問題
を明確に組み立てている参照シナリオはほとんどな
い（例えば、地球規模の意思決定者が最適な判断を行
う規模から、相乗作用を調査する地方プロジェクトの
ための制度設定まで）。大規模なインフラプロジェク
トへの直接的なエネルギー投入はわずかかもしれない
が、気候変動の外部性の潜在価格を含めることは、適
応のポートフォリオを変化させるかもしれない。エネ
ルギー需要の実際の変化と排出を削減する方法につい
ての評価は望ましい。相乗作用を調査するための地方
での対話も始まりつつあるが、統合的評価のほとんど
は地域から世界的観点といった、大きなスケールでの
ものである（Munasinghe and Swart,  2005）。
　多くの相互関係の実現可能性と成果は、地方の状態
や管理オプションに左右される。潜在的な悪影響を緩
和するための系統的な評価や助言は役に立つ。異なる
スケールにおける公共政策と個人的行動とのつながり
の性質や統合的政策の主流化への可能性は評価する価
値がある。多くの結果は十分に理解されていないであ
ろう環境上のプロセスに依存している。例えば、気候

の経年変動性の増大や農林業システムにおける長期的
な炭素隔離に対するシステムの回復力などがその例で
ある。
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①緩和のみ
②行動なし
③適応のみ
④低い、⑤影響コスト、⑥高い
⑦低い、⑧適応コスト、⑨高い
⑩低い、⑪緩和コスト、⑫高い

図 18.1　ホールドリッジの植生帯区分スキームに基づく、適応、緩和および影響の相互関係の図式的慨観（Holdrige, 1947, 
1967; M.L. Parry, 私信）。

18.1 Introduction

The United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) identifies two responses to climate change:
mitigation of climate change by reducing greenhouse-gas
emissions and enhancing sinks, and adaptation to the impacts of
climate change. Most industrialised countries have committed
themselves, as signatories to the UNFCCC and the Kyoto
Protocol, to adopting national policies and taking corresponding
measures on the mitigation of climate change and to reducing
their overall greenhouse-gas emissions (United Nations, 1997).
An assessment of current efforts aimed at mitigating climate
change, as presented by the Working Group III Fourth
Assessment Report (WGIII AR4), Chapter 11 (Barker et al.,
2007), shows that current commitments would not lead to a
stabilisation of atmospheric greenhouse-gas concentrations. In
fact, according to the Working Group I FourthAssessment Report
(WGIAR4), owing to the lag times in the global climate system,
no mitigation effort, no matter how rigorous and relentless, will
prevent climate change from happening in the next few decades
(Christensen et al., 2007; Meehl et al., 2007). Chapter 1 in this
volume shows that the first impacts of climate change are already
being observed.

Adaptation is therefore unavoidable (Parry et al., 1998).
Chapter 17 (see Section 17.2 and Section 17.4) presents examples
of adaptations to climate change that are currently being observed,
but concludes that there are limits and barriers to effective
adaptation. Even if these limits and barriers were to be removed,
however, reliance on adaptation alone is likely to lead to a
magnitude of climate change in the long run to which effective
adaptation is no longer possible or only at very high social,
economic and environmental costs. For example, Tol et al. (2006)
show what would be the difficulties in adapting to a five-metre
rise in sea level in Europe. It is therefore no longer a question of
whether to mitigate climate change or to adapt to it. Both
adaptation and mitigation are now essential in reducing the
expected impacts of climate change on humans and their
environment.

18.1.1 Background and rationale

Traditionally the primary focus of international climate policy
has been on the use and production of energy. This policy focus
was reflected in the SecondAssessment Report (SAR), which, in
discussing mitigation, paid relatively little attention to greenhouse
gases other than CO2 and to the potential for enhancing carbon
sinks. Likewise, it paid little heed to adaptation. Since the
publication of the SAR, the international climate policy
community has become aware that energy policy alone will not
suffice in the quest to control climate change and limit its impacts.
Climate policy is being expanded to consider a wide range of
options aimed at sequestering carbon in vegetation, oceans and
geological formations, at reducing the emissions of non-CO2
greenhouse gases, and at reducing the vulnerability of sectors and
communities to the impacts of climate change by means of
adaptation. Consequently, the Third Assessment Report (TAR)
provided a more balanced treatment of adaptation and mitigation.

The TAR demonstrated that the level of climate-change
impacts, and whether or not this level is dangerous (see Article
2 of the UNFCCC), is determined by both adaptation and
mitigation efforts (Smith et al., 2001).Adaptation can be seen as
direct damage prevention, while mitigation would be indirect
damage prevention (Verheyen, 2005). However, only recently
have policy-makers expressed an interest in exploring inter-
relationships between adaptation and mitigation. Recognising
the dual need for adaptation and mitigation, as well as the need
to explore trade-offs and synergies between the two responses,
they are faced with an array of questions (GAIM Task Force,
2002; Clark et al., 2004; see also Figure 18.1). How much
adaptation and mitigation would be optimal, when, and in which
combination? Who would decide, and based on what criteria?
Are adaptation and mitigation substitutes or are they
complementary to one another? When and where is it best to
invest in adaptation, and when and where in mitigation? What is
the potential for creating synergies between the two responses?
How do their costs and effectiveness vary over time? How do the
two responses affect, and how are they affected by, development
pathways? These are some of the questions that have led the
IPCC to include this chapter on inter-relationships between
adaptation and mitigation in its Fourth Assessment Report
(AR4).

The relevant literature to date does not provide clear answers
to the above questions. Research on adaptation and mitigation
has been rather unconnected to date, involving largely different
communities of scholars who take different approaches to
analyse the two responses. The mitigation research community
has focused strongly, though not exclusively, on technological
and economic issues, and has traditionally relied on ‘top-down’
aggregate modelling for studying trade-offs inherent in
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Figure 18.1. A schematic overview of inter-relationships between
adaptation, mitigation and impacts, based on Holdridge’s life-zone
classification scheme (Holdridge, 1947, 1967; M.L. Parry,
personal communication).
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Box 18.1　用語の定義

ここでは、適応と緩和の相互関係の評価に関連したいくつかの用語の本章における定義を示す。特に記述の
ない限り、定義は信頼できるオンライン辞書にみられる標準的な定義を＜本報告書において＞限定化したも
のである （例えば、http://www.m-w.com/、 http://www.thefreedictionary.com/）。

トレードオフ（Trade-off）：適応と緩和の両方の活動を同時に十分に行うことができない際の適応と緩和の
バランス（例えば、財政的制約やその他の制約による）。

相乗作用（Synergy）：適応と緩和の相互作用で、これらの結合した効果は、それぞれが個別に実施された場
合の効果の和よりも大きい。

代替可能性（Substitutability）：同等の価値の結果を生み出すために、緩和を適応と入れ替えることができる、
あるいは適応を緩和と入れ替えることができる範囲。

相補性（Complementarity）：適応と緩和の相互関係を指し、一方の結果が他方の結果を補完する、または
一方の結果が他方の結果に依存している。

最適性（Optimality）：明示された条件下、または暗黙の条件下において可能な最も望ましい状態。

ポートフォリオ（Portfolio）：ある特定の目標を達成するための一連の行動。気候政策ポートフォリオには
適応、緩和、研究および技術開発のほか、気候変動に対する脆弱性を軽減するためのその他の行動も含まれ
るであろう。

主流化（Mainstreaming）：気候変動に対応するための政策や対策を現行の分野別計画や開発計画の立案、
および意思決定に統合させることを指し、このことは投資の持続可能性の確保と、開発活動の現在と将来の
気候条件に対する感度の軽減を目的としている （Klein et al., 2005）。

【図、表、Box】
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Box 18.2　 安定化シナリオの分析

WGIII第 4次評価報告書は、第 3章（3.5.2節）で、長期的な排出シナリオに関する文献を主要な脆弱性（第
19章で定義される）に基づいた全球平均気温変化のさまざまなレベルにおける気候変動影響リスクに関係づ
けるために、WGIおよびWGIIの第 4次評価報告書における調査結果を横断的に考察している。同章は、異
なる濃度レベルでのさまざまな全球平均気温を超過する可能性について概説しているWGI第 4次評価報告
書での調査結果に基づいている（Fisher et al.（2007）の Table 3.9および 3.10参照【訳注 18-15】）。＜温度超過
の可能性と濃度レベル＞の関係は、気候感度【訳注 18-16】の最良の推定値は 3℃であるが、少なくとも 83％の
可能性で気候感度は 4.5℃あるいはそれ以下であるというWGI第 4次報告書の主要な結論に基づいている。
WGIII第 4次評価報告書は安定化シナリオに関する文献をシナリオの厳しさのレベルによって整理し、濃度
（ppm）と放射強制（W/m2）の形で、より厳しい地球温暖化目標からあまり厳しくない地球温暖化目標まで
すべての範囲を対象とする 6つのグループ（Iから VI）を設定している。Table 3.9はWGI第 4次評価報告書
の調査結果を用いて、全球平均気温の上昇を濃度目標に関連づけている。一方、Table 3.10はこれらの結果を
選択された安定化シナリオにともなう排出経路に関連づけている。（これらの関係には地球システムのフィー
ドバックからの CO2と CH4の追加的放出の可能性は考慮されておらず、そのため必要な排出削減量を低く見
積もっているかもしれない点に注意する必要がある。）

気候変動影響のリスクと主要な脆弱性に関して、本報告書は全球平均気温の上昇に基づいてまとめられてい
る。第 19章は、気温上昇を 1990年より 2℃の上昇までに制限することで、次のような便益が生じるであろ
うことを示している。
・グリーンランド氷床の広範囲での退氷リスクの低減 **

・生態系の大規模な転換やサンゴ礁の崩壊の回避 ***

・ 陸域の植生の炭素放出源化の防止 */**、種の絶滅を 10～ 40％に制限 *、さらに多くの固有の生息地の保護
（第 4章、表 4.1および図 4.5参照）
・ 洪水や干ばつ、水質の低下の防止 ***、食料生産の地球規模での正味の減少の防止 */●、より激しい火災の
防止

この制限によるほかの便益には極端な気象現象リスクの削減 **や西南極氷床（WAIS）*の少なくとも部分
的な退氷のリスクの防止などがある（第 19章、19.3.7節参照）。ちなみに、気温の変化を 1990年水準より 3℃
の上昇までに制限しても、やはり、WAIS*の広範囲にわたる退氷の発生や子午面循環の停止の発生を回避す
るであろうが / ●、その他のほとんどの場所においては回避されるリスクや影響はかなり小さくなる（第 19章、
19.3.7節）。（WGII第 19章の著者らによる確信度の評価：/●＝確信度が低い、*＝確信度が中程度、**＝確
信度が高い、***＝確信度が非常に高い）
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mitigation, and both adaptation and mitigation might be
evaluated at the same time or even with explicit trade-offs.

In Figure 18.2 and Table 18.1, many of the examples are
motivated by either mitigation or adaptation, with largely
unintended consequences for the other (e.g., Tol and
Dowlatabadi, 2001). Where adaptation leads to effects on
mitigation, the linkage is labelled A→M. The categories of
linkages include:
• individual responses to climatic hazard that increase or
decrease greenhouse-gas emissions. For example, a common
adaptation to heatwaves is to install air-conditioning, which
increases electricity demand with consequences for
mitigation when the electricity is produced from fossil fuels;

• more efficient community use of water, land, forests and
other natural resources, improving access and reducing
emissions (e.g., conservation of water in urban areas reduces
energy used in moving and heating water);

• natural resources managed to sustain livelihoods;
• tourism use of energy and water, with outcomes for incomes
and emissions (generally to increase both welfare and
emissions);

• resources used in adaptation, such as in large-scale
infrastructure, increases emissions.

Similarly, mitigation actions might affect the capacity to adapt
or actual adaptation actions (M→A). These categories include:
• more efficient energy use and renewable sources that
promote local development;

• CDM projects on land use or energy use that support local
economies and livelihoods, perhaps by placing a value on
their management of natural resources;

• urban planning, building design and recycling with benefits
for both adaptation and mitigation;

• health benefits of mitigation through reduced environmental
stresses;

• afforestation, leading to depleted water resources and other
ecosystem effects, with consequences for livelihoods;

• mitigation actions that transfer finance to developing
countries (such as per capita allocations) that stimulate
investment with benefits for adaptation;

• effects of mitigation, e.g., through carbon taxes and energy
prices, on resource use (generally to reduce use) that affect
adaptation, for example by reducing the use of tractors in
semi-subsistence farming due to higher costs of fuels.

As noted in Section 18.4.3, the effect of increased emissions due
to adaptation is likely to be small in most sectors in relation to
the baseline projections of energy use and greenhouse-gas
emissions. Land and water management may be affected by
mitigation actions, but in most sectors the effects of mitigation
on adaptation are likely to be small. At least some analysts are
concerned with the explicit trade-offs between adaptation and
mitigation (labelled adaptation or mitigation, ∫(A,M)).
Categories include:
• public-sector funding and budgetary processes that allocate
funding to both adaptation and mitigation;
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Figure 18.2. Typology of inter-relationships between climate change adaptation and mitigation. MEA = Multilateral Environmental Agreements.
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図 18.2　気候変動への適応と緩和の相互関係の類型　MEA＝多国間環境協定。
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 表 18.1　気候変動への適応と緩和の相互関係の型。

A→M M→A ∫（A,M） A∩M
   温室効果ガス排出の増減を左
右する気候ハザードに対する
個人の対応

 地方の開発を促進するより効
率の良いエネルギー利用と再
生可能なエネルギー源

 資金を適応と緩和に分配する
公共部門の資金拠出と予算プ
ロセス

 ＜気候＞影響（と適応策の限
界）についての認識が緩和を
動機づけ、緩和の限界につい
ての認識が適応を動機づける

   コミュニティにおける水、土
地、森林のより効率的な利用

   地方の経済と生活を支える土
地利用やエネルギー利用に関
するCDMプロジェクト

 気候対応を主流化するための
開発経路（シナリオ）に関連
した戦略的計画

 流域計画、つまり水力電気と
消費の間での水の配分

   生活を維持するために管理さ
れる天然資源

 適応と緩和の両方に便益をも
たらす都市計画、建築設計、
およびリサイクル

 資金の割り当て、および
UNFCCC交渉のための重要な
課題や基金の設定

 神聖な森（例えば、日本の里
山）など、適応と緩和の両方
を推進する文化的価値

   観光におけるエネルギーと水
の利用。このことは収入と排
出に効果をもたらす

 環境ストレス削減を通じた緩
和による健康上の便益

 適応の限界を含む安定化目標
（例えば、容認範囲）

 回復力を高めるための社会生
態学的システムの管理

   大規模インフラなどの適応で
使われる資源は排出を増加さ
せる

 水資源の減少およびほかの生
態系への効果につながり、生
活への影響も伴う植林

 目標に関する情報を提供する
ための緩和の地球規模でのコ
ストと便益の分析

 生態系影響は人的要因と相
まって、温室効果ガス放出を
さらに促進する

 資金を開発途上国に移転させ
る緩和スキーム（例えば、一
人当たりの割り当て）は適応
に便益をもたらすかもしれな
い投資を促進する

 ＜気候＞影響と適応への影響
を伴う大規模な緩和（例え
ば、地球工学）

 気候影響に関する負担の法的
含意は緩和を動機づける

 炭素税やエネルギー価格など
を通じた資源利用への緩和効
果

 国家の能力強化は、適応と緩
和の両方に対応する能力を高
める
 保険はリスクを分散させ、適
応を支援する；保険基金の管
理は緩和に影響を及ぼす
 経済的便益のある貿易自由化
（適応）は輸送コストを上昇
させる（緩和）
 適応と緩和の両方の指標を網
羅するモニタリングシステム
と報告要求
 多国間環境協定の管理は適応
と緩和の両方に便益をもたら
す
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　Box 18.3　主流化

温室効果ガス排出と気候変動の緩和と開発との間のつながりは重点的研究の対象であった（概要は
Markandya and Halsnæs, 2002参照）。最近になって、気候変動への適応と開発との間のつながりも明らかにさ
れてきている（18.6節）。これらのつながりが明らかになってくるにつれ、気候変動に取り組む政策や対策
を開発計画や現行の分野別意思決定に統合することを示す「主流化」という言葉が浮上してきている。主流
化の利点は、投資の長期的な持続可能性を保証することと、現在と将来の気候に対する開発活動の感度を軽
減することにある（Beg et al., 2002; Klein, 2002; Huq et al., 2003; OECD,  2005）。

主流化は、気候政策を現行の活動から切り離して計画、実施、および管理するよりも、もっと効率的で有効
に財政資源や人的資源を使う方法の一つとして提案されている。まさにその性質上、エネルギーを基盤とし
た緩和（例えば、燃料の切り替え、省エネルギー）はエネルギー政策の中で主流化された場合においてのみ
有効になりうる。しかし適応に関しては、最近までこのつながりは自明のこととして現れてはいなかった（第
17章参照）。主流化は、気候変動に対する人類の脆弱性は、気候変動が緩和される、あるいは影響に上手く
対応することによってのみ軽減されるのではなく、影響を受ける人々の生活条件の改善によっても軽減され
るという前提に基づいている（Huq and Reid, 2004）。

主流化は開発途上国に関して議論されることがほとんどであるが、先進国に関しても同様である。いずれの
場合においても、気候政策と分野別政策、開発政策の統合が必要である。こういったつながりや統合を試みる、
あるいは達成するための制度的手段は、場所や分野、さらには空間的なスケールに応じて異なる。開発途上
国に関して、UNFCCCやその他の国際機関は、緩和と適応の分野別政策や開発政策への功を奏する統合やそ
れらの政策での緩和と適応の実施を促進するにあたり、一端を担う。Klein et al. （2005） は、本節で前述した
3つに加え、このことが気候政策の四つ目の役割を果たしうると考えている。

2006年 4月に OECDは OECD開発援助委員会（DAC）と環境政策委員会（EPOC）を開催した。会議
は、各国の開発政策や貧困削減戦略の中に環境的要因を効率よく統合するために開発途上国と協力して取
り組むプロセスに着手するのに役立った。この会議の成果が共通目標に向けた共同行動のための枠組み
（Framework for Common Action Around Shared Goal）および開発援助への気候変動適応策の統合に関する閣僚
宣言（Declaration on Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation）の合意である（OECD, 

2006）。このような成果は、政府開発援助（ODA）活動の中での適応の主流化が現在重視されていることの
証拠である。この OECDの枠組みと宣言が、すべての開発機関がそれぞれの事業の中で気候政策を考慮する、
ひいては主流化を後押しする推進力となることが期待される。

主流化を円滑にするには、意思決定者や管理者の間での認識や理解を高め、主流化のためのメカニズムとイ
ンセンティブを作り出す必要がある。適応と緩和それ自体の相乗作用を発展させる必要はなく、むしろ適応
能力と緩和能力の相乗作用を構築することが必要とされ、これらは開発に伴うものである（18.6節参照）。気
候政策のこの四番目の役割は、適応と緩和の計画や実施に、分野や準国家、地方の関係者や民間部門を含む、
幅広い関係者を取り込むことの重要性を明らかにしている（Robinson et al., 2006、18.3節も参照）。

前述したことは、ODAの中での適応の主流化が開発途上国の人々の気候変動に対する脆弱性を削減する最も
望ましい方法であることの大まかな合意が浮上してきているような印象を与えるかもしれない。実際開発機
関の間では、OECD宣言に反映されているように、新たな合意がある。しかし、主流化に関する懸念が開発
途上国の中や学識者の間で口にされている。一つには、開発途上国の適応のための限られた資金が、気候変
動に関する便益を少なくとも定量的には評価する機会をほとんど提供しない、より一般的な開発活動に転用
されうるといった懸念である。（Yamin, 2005）。その一方で気候政策への資金提供は、水や食料の供給、衛生、
教育、保健医療など、気候変動よりも緊急性が高いと考えられている課題に対処するための ODA資金を転
用するであろうとする懸念もある（Michaelowa and Michaelowa, 2005）。
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【第 18章　訳注】

【訳注 18-1】  原文の英語は welfare。用語解説を参照のこと。

【訳注 18-2】  原文の英語は well-being。一般に「健康で、幸福で、また繁栄できる状態」を意味する。本巻では
一貫して「福利」と訳した。

【訳注 18-3】  原文の英語は artefacts。研究遂行のために研究者が加えた手法により現れる事実で、真理であるこ
とが必ずしも裏付けられていないこと。

【訳注 18-4】原文の英語は robust。第 5章【訳注 5-3】参照のこと。

【訳注 18-5】 原文の英語は carbon offsets。「カーボンオフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等
の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うと
ともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収
量等（以下「クレジット」という）を購入することまたは他の場所で排出削減・吸収を実現するプ
ロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをい
う。」（出典：環境省資料『我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）』2008

年 2月 7日）

【訳注 18-6】 原文の英語は Gold Standard for CDM projects。WWF などが提唱した、現地の人々の生活に役立つ優
良な温室効果ガス削減プロジェクトを認証する仕組みのこと。

【訳注 18-7】 原文の英語は sub-national。国に次ぐ単位（州や県など）を指す。本巻では、多くの場合、「準国家」
と訳した。

【訳注 18-8】 原文の英語は Kyoto-Bonn accord。ここでは、米国離脱を考慮に入れた京都議定書における各国の排
出削減目標を指す。

【訳注 18-9】 原文の英語はFUND model。 Richard Tolによる統合評価モデルのこと。（参考文献Tol, R.S.J.（1997） “On 

the Optimal Control of Carbon Dioxide Emissions: an Application of FUND.”Environmental Modelling and 
Assessment , 2, 151-163; Tol, R.S.J. （1999）: “Spatial and Temporal Efficiency in Climate Policy: Application 

of FUND”. Environmental and Resource Economics, 14 （1）, 33-49.）

【訳注 18-10】 Grey literatureの定義については、原文の Technical Summaryの脚注 2を参照のこと。

【訳注 18-11】 原文の英語は degree days。ある日の度日とは、その日の平均気温と基準温度との差のこと。ある
期間についていうときは、その期間の各日の度日の代数和のこと。

【訳注 18-12】 原文 の英語は appraisal。「資金拠出を決定する前に、開発インターベンションの妥当性、実施可能
性及び潜在的な自立発展性（持続可能性）を全体的に査定すること。」（出典：『評価と援助の有効
性　評価および結果重視マネジメントにおける基本用語集』OECD-DAC）
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【訳注 18-13】 原文の英語は carbon finance。排出削減投資のための出資を募って、削減できた分は出資者の削減
クレジットとして認める、という仕組みの総称。日本語訳すると carbon fundとともに炭素基金に
なる。（http://www.dbj.go.jp/japanese/download/pdf/economy/25_5all_1.pdf）

【訳注 18-14】 原文の英語は meta-analysis。過去に行われた複数の研究結果を統合し、より信頼性の高い結果を
求めること、またはそのための手法や統計解析のこと。メタ解析とも訳される。

【訳注 18-15】   WGⅢ 第 4次評価報告書内の Table 3.9および 3.10を指している。

【訳注 18-16】原文の英語は climate sensitivity。用語解説を参照のこと。
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