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概要

気候変動は、地球物理システム、生物システム、社会
経済システムの変化をもたらすであろう。影響とは、
気候変動への曝露によって引き起こされるシステムの
特定の変化を表す。影響は有害と判断されるかもしれ
ないし、有益と判断されるかもしれない。気候変動に
対する脆弱性とは、これらのシステムが＜気候変動の
＞悪影響を受けやすく、かつ＜これに＞対処できない
度合いである。リスクの概念は、影響の大きさとその
発生の確率とを組み合わせたものであり、気候変動、
曝露、影響、適応の基本的な過程における不確実性を
捉えている［19.1.1］。

このような影響、脆弱性およびリスクの多くは、これ
らを「主要なもの」にするかもしれない特性のために、
政策立案者が特別な注意を払うに値するものである。
潜在的な主要な脆弱性の特定は、気候変動に関する国
際連合枠組条約（UNFCCC）第 2条（Box 19.1参照）
の用語である、気候システムへの「危険な人為的干渉」
（DAI）に関連するであろう気候変動の程度と速度を特
定するための意思決定者向け手引きを提供することを
目的としている。最終的には、DAIの定義は、科学的
議論のみに基づくことはできず、科学的知見の状況を
踏まえてなされるその他の判断も取り入れる。いかな
る基準も、主要な脆弱性の多様性を十分に描写するこ
とはできず、またそのような脆弱性の序列を決定する
こともできない［19.1.1］。

本章では、主要な脆弱性を特定するために用いられる
であろう 7つの基準を文献から特定し、その後、それ
らの基準を用いて特定された潜在的な主要な脆弱性の
いくつかについて述べる。その基準は次のとおりであ
る［19.2］：
・影響の規模
・影響のタイミング
・影響の持続性と可逆性
・影響と脆弱性の可能性（不確実性の推定値）と、そ
れらの推定値の確信度

・適応の可能性
・影響と脆弱性の分布状況
・リスクにさらされるシステムの重要性

主要な脆弱性は、食料供給、インフラ、健康、水資源、
沿岸システム、生態系、全球の生物地球科学的循環、

氷床、および海洋循環と大気循環の状態を含む、気
候の影響を受けやすい多くのシステムと関連している
［19.3］。

全般的な結論には、以下のものが含まれる［19.3］。
・ 観測された主要な影響の中には、少なくとも部分的
には人為的な気候変動が原因となっているものがあ
る。これらの中には、死亡者の増加、氷河の後退、
および極端現象の頻度および／または強度の増加が
ある。

・ 全球平均気温が 1990～ 2000年水準より最大 2℃上
回る変化（Box 19.2参照）は、上に挙げたような現
在の主要な影響をいっそう悪化させ（確信度が高
い）、また、多くの低緯度諸国における食料安全保
障の低下など、その他の影響をももたらすだろう（確
信度が中程度）。同時に、地球規模の農業生産性など、
一部のシステムは便益を得るであろう（確信度が低
い／中程度）。

・ 全球平均気温が 1990～ 2000年水準より 2～ 4℃上
回る変化は、主要な影響の数をあらゆる規模で増加
させることになるだろう（確信度が高い）。例えば、
生物多様性の広範な喪失、地球規模での農業生産性
の低下、グリーンランド（確信度が高い）と西南極（確
信度が中程度）の氷床の広範な後退必至などが挙げ
られる。

・ 全球平均気温が 1990～ 2000年水準より 4℃を超え
て上回る変化は、脆弱性の大幅な増大をもたらし（確
信度が非常に高い）、多くのシステムの適応能力を
超えることになるだろう（確信度が非常に高い）。

・ 観測された気候の変動と変化によるリスクが既に高
い地域は、予測される気候の変化と既に被害をもた
らしている極端現象の規模および／または頻度の増
大により、近い将来、悪影響を受ける可能性がより
高い。

第 3次評価報告書（TAR）で特定された「懸念の理由
（reasons for concern）」は、依然として主要な脆弱性を
考察するための実行可能な枠組みである。最近の研究
は、TARで得られた結論のいくつかを更新している
［19.3.7］。
・ 気候変動が特異的、かつ脆弱なシステム（極域や高
山地域のコミュニティや生態系など）に与える観測
された影響についての新しく、より強力な証拠があ
り、気温上昇に伴って、悪影響の度合いが高まって
いる（確信度が非常に高い）。
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・ 観測された気候変動が、熱波などの特定の極端現象
のリスクを既に高めている可能性が高いという、新
たな証拠がある。また、どちらかといえば、温暖化が、
熱帯低気圧の強大化に寄与してきており、気温上昇
に伴って、悪影響の度合いが高まっている（確信度
が非常に高い）。

・ 依然として、影響と脆弱性の分布は一様でないと考
えられており、一般に低緯度の低開発地域は、感度
がより高く、また適応能力がより低いために、最も
リスクにさらされている。しかし、気候変動に対す
る脆弱性は、先進国も含めた個々の国内でも大きく
異なることを示す新たな証拠がある。

・ 気候変動による初期の正味の市場便益は、第 3次評
価報告書で想定されたよりも、より小規模でより早
くピークに達するであろうこと、また、第 3次評価
報告書で推定されたよりも全球平均気温の上昇規模
が大きいと、より大きな損害が生ずるであろう可能
性が高いことのいくつかの証拠がある。

・ 文献は、グリーンランドと西南極の氷床の部分的ま
たはほぼ完全な融解を引き起こす可能性がある閾値
についてより具体的に示している。

適応は、潜在的に危険な気候変動の影響の多くをかな
り低減し、また多くの主要な脆弱性のリスクを低減す
ることができる。しかし、多くの地域において、技術
的、財政的、組織的能力、および効果的な適応の実際
の計画と実施が、現在はかなり限られている。さらに、
計画された適応がリスクを低減する可能性は、生物多
様性の喪失、山岳氷河の融解、主要な氷床の崩壊など、
いくつかの主要な脆弱性のために、非常に限られてい
るか、または非常にコストが高くなっている［19.4.1］。

現在の理解に基づいた全般的な結論は、市場システム
や社会システムに関して、かなりの適応可能性がある
が、適応可能性そのものと同様、経済コストも潜在的
に大きく、おしなべて未知であり、分布が一様でない
というものである。生物学的システムや地球物理学的
システムに関しては、適応可能性は社会システムや市
場システムに比べて、ずっと低い。人間システムと自
然システムの双方にとって、全球平均気温のより大き
な度合いの変化に適応する方が、小さな度合いの変化
に適応するよりもはるかに困難であろうこと、また急
速に進行する温暖化への適応の方が、ゆっくりと進行
する温暖化への適応よりも困難、かつ／またはコスト
も高くなるであろうことについて、意見は広く一致し

ている［19.4.1］。

統合評価と緩和に関する文献におけるさまざまな一連
の研究全体にわたって、いくつかの結論は堅固である
と思われる［19.4.2, 19.4.3］。
・ 気候感度、地域的な気候変動、気候変動に対する脆
弱性、適応能力、および負担する能力をもたらす可
能性などの要因における不確実性を考慮すると、リ
スク管理の枠組みが、主要な脆弱性に対処する有用
な枠組みとして浮上する。しかしながら、特定の主
要な影響に対して、＜その＞可能性を割り当てるこ
とは、大きな不確実性が含まれるため、非常に困難
である場合が多い。

・ 気候変動を緩和し、温室効果ガス排出を削減する行
動は、大半の主要な脆弱性に関連するリスクを低減
するだろう。それに対して、そのような行動を先送
りすると、一般的にリスクは増大する。

・ 現在の大気中の温室効果ガス濃度（IPCC, 2007a）と
将来の気候変動の予想幅を考えると、いくつかの主
要な影響（例えば、種の喪失、主要な氷床の部分的
な退氷）は、避けられない。このことは確信度が高い。
温室効果ガス濃度と気温が上昇し続ける限り、いく
つかの大規模な現象が起こる確率が上昇し続ける可
能性が非常に高い。

19.1　はじめに

19.1.1　本章の目的、範囲、および構成

　多くの社会、生物、地球物理の各システムが気候変
動によるリスクにさらされている。第 3次評価報告書
（TAR; IPCC, 2001a）以降、政策立案者と科学界は、気
候変動の影響や脆弱性、および規模や持続性、その他
の特性のために「主要」と考えられるであろう気候変
動に伴うリスクにますます注意を向けるようになって
きている。影響とは、気候変動への曝露によって引き
起こされるシステムの特定の変化を表す。影響は有害
と判断されるかもしれないし、有益と判断されるかも
しれない。気候変動に対する脆弱性とは、これらのシ
ステムが <気候変動の＞悪影響を受け易く、かつ＜こ
れに＞対処できない度合いである。リスクの概念は、
影響の大きさとその発生の確率を組み合わせたもので
あり、気候変動、曝露、感度および適応の基本的な過
程における不確実性を捉えている。
　潜在的な主要な脆弱性の特定は、気候変動に関する
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国際連合枠組条約（UNFCCC）第 2条（Box 19.1参照）
の用語である、気候システムへの「危険な人為的干渉」
（DAI）に関連する気候変動の程度と速度を特定するた
めの意思決定者向け手引きを提供することを目的とし
ている。最終的には、DAIの定義は、科学的議論のみ
に基づくことはできず、科学的知見の状況を踏まえて
なされるその他の判断も取り入れる。
　本章の目的は二つある。第一の目的は、IPCC第 4

次評価報告書（AR4）の第 1作業部会（WGI）の情報
と第 2作業部会（WGII）第 3～ 16章の情報を、IPCC

が定めた不確実性の枠組み（Moss and Schneider, 2000; 

IPCC, 2007b）および＜本巻＞第 2章で論じられるリス
ク管理アプローチの中で総合的に扱い、7つの基準に
基づいて主要な脆弱性を特定することである（19.2節
参照）。主要な脆弱性に焦点を合わせるのは、政策立
案者とステークホルダーがリスクのレベルを評価し、
適切な対応戦略を立案するのを促進するためである。
この焦点を考慮すると、本章の分析の主眼点は、気候
変動によって悪影響を被るかもしれない人々やシステ
ムであり、とりわけ影響が深刻または不可逆的な結果
をまねく場合においてである。システムに対するプラ
スの影響も、文献で報告されている場合、および主要
な脆弱性の評価に関係する場合は取り上げる。すべて
の分野や地域における気候によるプラスの影響および
マイナスの影響についての包括的な評価は本章の対象
外であり、こうした情報については、本巻の分野別や
地域別の章（第 3～ 16章）を参照のこと。
　さらに、将来の気候変動の影響は社会経済的ベース
ラインの進展を背景として生ずるであろうと理解され
ている。本章は、ベースラインシナリオと将来の影響
の間の可能性のあるプラスとマイナスの関係を検証し
ている限られた数の文献を反映することを試みる。し
かし、本章の目的は、気候変動の影響を社会経済的開
発の効果と比較することではなく、むしろベースライ
ンの開発シナリオがどう想定されるにせよ、それに追
加的に加わる気候変動の効果を評価することである。
気候変動の影響が、特定の開発シナリオに伴う厚生利
得や損失より大きいか小さいかは、本章の対象範囲で
はないが、＜それらは＞第 20章および第 3作業部会
（WGIII）で扱われている。
　本章の第二の目的は、大気中の温室効果ガス濃度安
定化など、緩和と適応のさまざまな対応戦略が、主要
な影響の発生を回避しうる、あるいは発生する確率を
低減しうるといった論文に焦点を合わせた文献の評価
である。気候誘発のそうしたリスクを回避することの

便益対緩和あるいは適応のコスト、ならびにこのよう
なコストと便益の分配（すなわちこうしたトレードオ
フの衡平性の含意）を重み付けすることも、やはり本
章の対象外である。さまざまな集団間、および人間と
自然のシステムとの間の規範的トレードオフ分析の試
みも、同様に本章の範囲外とする。（「規範的」という
用語は、本章では価値判断や信条を内在的に含むプロ
セスまたは記述を示すのに用いられている。）こうし
た文献は、本巻の第 18章および第 20章ならびに第 3

作業部会（WGIII）第 4次評価報告書に多数例示され
ている。
　19.1節の残りの部分では概念枠組みを提示し、また
19.2節では主要な脆弱性の評価のために本章で使用さ
れる具体的な基準を提示する。19.3節は、この基準に
基づいて選定された主要な脆弱性を提示する。主要な
脆弱性は、可能な限り文献から得られる利用可能な推
定値を用いて全球平均気温上昇の特定のレベル（1990

～ 2000年レベルより上昇分 ; Box 19.2参照）と関連
づけられる。19.3節では、主要な脆弱性の網羅的とい
うよりはむしろ例示的なリストを挙げている。これら
は、19.2節で提示される基準に基づいた、著者らの集
団的判断を示しており、文献で示されたありとあらゆ
る可能性がある候補から選択された。19.4節は、主要
な脆弱性と、適応（19.4.1節）および緩和（19.4.2節）
によってそれらを回避するための戦略とのつながりを
扱う文献を集めている。19.4.4節は、気候変動の主要
な脆弱性を評価するための関連知識を提供するであろ
う自然科学および社会科学の優先的研究課題を示すこ
とで、本章を締めくくっている。主要な脆弱性の評価
とそうすることが必要とされる特定の文献群の再検討
は、第 19章に特有の使命である。そのため、19.3お
よび 19.4節では、＜起こる＞可能性と確信度に関する
判断を行っているが、この判断は、場合によっては、
本巻のほかの章や第 1作業部会第 4次評価報告書では
行われなかった。
　もう一つの重要な懸念領域としては、これもまた不
確実性を特徴とするものだが、複数の要因の結果生じ
る影響の評価がある。一部の種を制約する生息地の分
断化など、いくつかの場合において、そうした＜複数
要因の＞相互作用から浮かび上がる主要な脆弱性が評
価されている。生息地の分断化は、気候変動と相まっ
た場合、荒れた生息地をまたいでの種の移動を強いる。
これは、いずれかのストレス因子が単独で作用した場
合に比べて影響が拡大する可能性が高い複数のストレ
ス因子の一例である。文献にみられるほかの例も、本
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文中で取り上げられている。ただし、このような複数
のストレス状態を包括的または定量的に示そうとする
いかなる試みも本章の範囲外である。

19.1.2　 主要な脆弱性の特定および評価のた
めの概念的枠組み

19.1.2.1　「主要な脆弱性」の意味
　気候変動に対する脆弱性とは、地球物理システム、
生物システムおよび社会経済システムが気候変動の悪
影響を受けやすく、かつ＜これに＞対処できない度合
いである（第 17章参照；Füssel and Klein, 2006）。従っ
て、「脆弱性」という用語が指すものは、低平な島嶼
や沿岸都市など脆弱なシステムそれ自体であるかもし
れないし、沿岸都市や農地の洪水または強制移住など
このシステムに及ぶ影響、あるいは西南極の氷床崩壊
などこれらの影響を引き起こすメカニズムであるかも
しれない。
　影響、脆弱性およびリスクの多くは、これらを「主
要なもの」にするかもしれない特性のために、政策
立案者が特別な注意を払うに値するものである。主要
な脆弱性と関連があるであろう主要な影響は、数多く
の社会、経済、生物および地球物理の各システム中に
存在しており、リスク、影響および脆弱性に関するさ
まざまな表が文献中で示されている（例えば、Smith 

et al., 2001; Corfee-Morlot and Höhne, 2003; Hare, 2003; 

Oppenheimer and Petsonk, 2003, 2005; ECF, 2004; Hitz and 

Smith, 2004; Leemans and Eickhout, 2004; Schellnhuber et 

al., 2006）。主要な脆弱性は、食料供給、インフラ、健康、
水資源、沿岸システム、生態系、全球の生物地球化学
的循環、氷床、および海洋循環と大気循環の状態など
を含む、気候の影響を受けやすい多くのシステムと関
連している（19.3節参照）。

19.1.2.2　科学的評価と価値判断
　主要な脆弱性の評価には、相当な科学的不確実性と
価値判断が含まれる。その評価では、長期にわたる気
候条件および非気候条件の変化（例えば、人口、経済
または技術の変化）、適応能力に影響する気候以外の
重要な発展、地域間や分野間、社会的集団間をまたぐ
効果的な適応の可能性、潜在的リスクの受容可能性に
ついての価値判断、ならびに可能性のある適応策およ

び緩和策に対する生物物理学的システムおよび社会経
済システムの反応についての考慮が必要とされる。こ
うした複雑な評価における透明性を達成するために、
科学者と分析者は、関係するすべての想定について「跡
をたどることができる説明（traceable account）」を提
供する必要がある（Moss and Schneider, 2000）。
　科学的分析は政策プロセスに情報を提供することは
できるが、どの脆弱性が「主要である」かの選択、お
よびそれらに対処するための適切な政策の選定には、
どうしても価値判断が含まれる。「自然科学、技術科
学および社会科学は、「気候系に対する危険な人為的
干渉」を構成するものが何かについての意思決定に必
要とされるきわめて重要な情報や証拠を提供すること
ができる。同時に、そのような決定は、社会政治的プ
ロセスをとおして決定される価値判断であり、開発、
衡平性、持続可能性とともに不確実性やリスクも考慮
している」（IPCC, 2001b）。

19.1.2.3　UNFCCC第 2条
　どの影響が第 2条にいうところの DAIを構成するの
かという疑問に高い関心が寄せられるようになったの
は最近になってからであり、＜このことに関連する＞文
献はまだ比較的少ない（Oppenheimer and Petsonk 2005

参照；概説については、Schellnhuber et al., 2006）。第 2

条の解釈（究極的には UNFCCC締約国会議の義務）に
は、温室効果ガス濃度や気候変動のどのレベルとどの
影響が関連するであろうかの科学的評価、および個別
にあるいは組み合わさった場合には、どの潜在的な影
響とその可能性が、DAIを構成していると言えるほど
に十分に顕著かという、政策立案者らによる規範的評
価が含まれる。この評価は、気候影響の規模とタイミ
ング、ならびに地域間、分野間および住民集団間での
＜影響＞の分布によって報告される（例えば、Corfee-

Morlot and Agrawala, 2004; Schneider and Mastrandrea, 

2005; Yamin et al., 2005）。DAIの社会的、文化的およ
び倫理的側面への注目は、近年徐々に高まっている
（Jamieson 1992, 1996; Rayner and Malone, 1998; Adger, 

2001; Gupta et al., 2003; Gardiner, 2006）。UNFCCC 第 1

条における著しく有害な影響としての悪影響への言
及1、および第 2条における自然の生態系、食料生産、
および持続可能な開発への言及は、どの影響が DAIの
定義に該当すると考えられるであろうかについての指1

1  第 1条には次のように書いてある。「この条約の適用上、1.『気候変動の悪影響』とは、気候変動に起因する自然環境または
生物相の変化であって、自然のおよび管理された生態系の構成、回復力もしくは生産力、社会および経済の機能または人の健
康および福祉に対し著しく有害な影響を及ぼすものをいう。」
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針を定めている（Schneider et al., 2001）。
　どのレベルの温室効果ガス濃度が「危険」とみなさ
れるであろうかの評価は、科学的知見、社会的価値観
および政治的優先順位の変化に応じて変更されるであ
ろうため、第 2条の解釈は必然的に動的なプロセスと
なる。

19.1.2.4　影響の分布と集計
　気候変動に対する脆弱性は社会経済的集団間で大き
く異なっており、このため衡平性についての重要な疑
問が提起される。主要な脆弱性と第 2条の文脈におけ
る影響についての研究の大部分は、集計された影響に
焦点を合わせてきており、開発途上国や住民を特別な
ニーズや状況で分類している。例えば、海面上昇に直
面する島嶼国（Barnett and Adger, 2003）、農業基盤が限
界状態にある半乾燥地域の国々、地域固有の脅威に直
面する先住民、あるいは後発開発途上国（LDCs; Huq 

et al., 2003）などがある。先進国では、脆弱性の研究
は、沿岸地域もしくは洪水が起こりやすい地域に住む
住民、または高齢者のような社会的に脆弱な集団など、
人の集団に焦点を合わせることが多い。
　気候影響に関するいかなる尺度も一般に受け入れら
れるような気候政策の意思決定の根拠を提供すること
はできない（Jacoby, 2004; Schneider, 2004）。地域ごと
であれ、分野または住民集団ごとであれ、集計するこ
とは、脆弱性と集団の選定、比較可能性、および重要
性についての価値判断を暗に意味する（例えば、Azar 

and Sterner, 1996; Fankhauser et al., 1997; 地域的な集計に
関しては、Azar, 1998）。影響を検討する際のスケール
の選択もきわめて重要である。というのは、公平性、
正当性または衡平性の考慮は、集団間のみならず、集
団内においても、影響、脆弱性および適応可能性の分
布を検証することを必要とするからである（Jamieson, 

1992; Gardiner, 2004; Yamin et al., 2005）。

19.1.2.5　危機的レベルと閾値
　UNFCCC第 2条は、温室効果ガス濃度が、気候変
動の影響が「危険」とみなされるであろうレベルを超
えないようにする点で国際的な政策努力を規定してい
る。「気候系に対する危険な干渉」および「主要な脆
弱性」についての議論も、閾値あるいは危機的限界を
中心に組み立てられることが多い（Patwardhan et al., 

2003; Izrael, 2004）。主要な脆弱性は、非線形プロセス
があるシステムを一つの主要な状態から別の状態へ転
換させるときのシステムの閾値と関係するかもしれな

い（アジアモンスーンの突然変化仮説や西南極の氷床
崩壊など）。システムの閾値は、「危険」とみなされる
であろう大規模かつ広範な結果をもたらすかもしれな
い。その例には、氷床崩壊から始まって大規模な海面
上昇や炭素循環の変化につながる気候影響、または北
極地方における自然の生態系、管理された生態系、イ
ンフラ、ならびに観光に影響を及ぼす気候影響などが
ある。
　滑らかで少しずつ進む気候変動もまた、一定の点を
越えると容認できないとみなされる損害につながる
かもしれない。例えば、段階的で滑らかな海面上昇で
さえも、いずれは、一部のステークホルダーにとって
容認できないとみなされるであろうレベルに達するだ
ろう。このような規範的な影響の閾値は全球レベルで
規定されうる（自然の生態系について、例えば Toth 

et al., 2002）。また地域レベルでは既に特定されている
閾値もある（オーストラリアの灌漑について、例えば
Jones, 2001）。

19.2　「主要な」脆弱性の選定基準

　前述のとおり、気候変動のどの影響が潜在的に「主
要」であり、また何が「危険」であるかの判断は、と
りわけ科学的知見と事実要素や規範要素を結び付ける
ことを必要とする動的なプロセスである（Patwardhan 

et al., 2003; Dessai et al., 2004; Pittini and Rahman, 2004）。
事実に基づく基準、言い換えれば客観的基準には、概
して有害な影響の程度、規模、タイミングおよび持
続性が含まれる（Parry et al., 1996; Kenny et al., 2000; 

Moss and Schneider, 2000; Goklany, 2002; Corfee-Morlot 

and Höhne, 2003; Schneider, 2004; Oppenheimer, 2005）。
規範的要素および主観的要素は、脅かされているシス
テムの独自性および重要性、影響の分布における衡平
性の配慮、リスク回避の度合い、ならびに可能性のあ
る適応策の実行可能性や有効性に関する想定の評価に
組み込まれている（IPCC, 2001a; OECD, 2003; Pearce, 

2003; Tol et al., 2004）。規範的基準はリスクの認識によ
る影響を受け、それは文化的および社会的文脈によっ
て左右される（例えば、Slovic, 2000; Oppenheimer and 

Todorov, 2006）。気候変動と影響との関係の確信度は、
その側面によっては事実に基づくものもあるが、主観
的なものもある（Berger and Berry, 1988）。加えて、影
響の評価にどの事実基準を用いるかの選択は規範的な
構成要素を伴う。
　本章では、主要な脆弱性を特定するために用いられ
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るであろう 7つの基準を文献から特定し、その後、そ
れらの基準を用いて特定された潜在的な主要な脆弱性
のいくつかについて述べる。基準は以下に一覧に示し、
詳しく説明する。
・ 影響の規模
・ 影響のタイミング
・ 影響の持続性と可逆性
・ 影響と脆弱性の＜起こる＞可能性（不確実性の推定
値）と、それらの推定値の確信度

・ 適応の可能性
・ 影響と脆弱性の分布状況
・ リスクにさらされるシステムの重要性

規模
　大規模な影響は、効果がより限られた影響よりも「主
要」であると評価される可能性が高い。影響の規模は、
その程度（例えば、影響を受ける面積や人数など）と
強度（例えば、引き起こされる損害の度合い）によっ
て決まる。そのため、主要な脆弱性や危険な人為的干
渉を、主として、気候システムにおける程度の大きい
地球物理的変化と関連づける研究が多い。
　気候影響の規模を記述するためにさまざまな集計基
準が用いられる。最も広く用いられる気候影響の定
量的尺度（第 20章およびWGIII AR4 Chapter 3を参照
（Fisher et al., 2007））は、厚生、所得あるいは収益の損
失（例えば、Nordhaus and Boyer, 2000）、相当な海面上
昇などある特定の生物物理学的影響を予期し、適応す
るためのコスト（例えば Nicholls et al., 2005）、および
ある特定の気候影響を回避するために人々が進んで支
払おうとする（または影響に対する補償費として容認
する）＜費用の＞見積り（例えば、Li et al., 2004参照）
など、貨幣単位である。非金銭的なもう一つの集計指
標は、食料や水の不足、罹病率や疾病による死亡率、
強制移住など、特定の影響を被る人の数である（Barnett, 

2003; Arnell, 2004; Parry et al., 2004; van Lieshout et al., 

2004; Schär and Jendritzky, 2004; Stott et al., 2004）。気候
影響はまた、農業収量の変化（第 5章参照 ; Füssel et 

al., 2003; Parry et al., 2004）、および絶滅種数または絶滅
速度（第 4章参照 ; Thomas et al., 2004）など、生物物
理学的エンドポイント【訳注 19-1】の観点からも定量化
される。影響の種類によっては、規模の定性的な順位
付けの方が定量的順位付けよりふさわしい。定性的手
法は、文化的または国民的アイデンティティの喪失、
文化遺産地域の喪失、生物多様性の喪失の可能性に関
する社会的選好を反映するのに適用されてきている

（Schneider et al., 2000）。

タイミング
　有害な影響は、それが遠い将来ではなくむしろ近々
に発生すると予想されると「主要」であるとみなされ
る可能性が高い（Bazermann, 2005; Weber, 2005）。20世
紀中の気候変動は、自然システムと社会システムに対
して既に多数の影響を及ぼしてきており（第 1章参照）、
その中には「主要」とみなされるものもあるかもしれ
ない。近々起こる現象または強制力によって遠い将来
に発生する（すなわち「必至の」）影響もまた、「主要」
とみなされるかもしれない。このような「遅れて生じ
る不可逆性」の例としてよく引き合いに出されるのが、
西南極の氷床崩壊である。今後 100から 200年の間に
棚氷が融解し、このことはこれよりはるかに長い期間
にわたって徐々にではあるが不可逆的な退氷と相当な
海面上昇を引き起こすかもしれないと主張されてきて
いる（19.3.5.2節参照 ; Meehl et al., 2007）。このような
現象に関する適切な時間選好率（すなわち、割引率）
をめぐる議論が統合評価に関する文献の中で広がって
おり（WGIII AR4 Chapter 2：Halsnaes et al., 2007）、こ
の議論は意思決定者がそのような可能性を「主要」と
分類するであろう度合いに影響を及ぼしうる。
　タイミングのもう一つの重要な側面は、影響が生じ
る速度である。一般に、突然発生する（そして人を
驚かせる）悪影響は、同じ影響が徐々に発生する場合
よりも著しいと知覚されるであろう。それは、前者の
方が、人間システムにとっても自然システムにとって
も適応の可能性がはるかに限定されるからである。最
後に、非線形システムのきわめて急速な変化は、ほか
の脆弱性（例えば、農業や栄養摂取への影響は人の疾
病に対する脆弱性をさらにひどくしうる）をいっそう
悪化させうる。とりわけそうした急速な変化が、特定
の影響を妨げるシステムの能力、またそれに備えるシ
ステムの能力を低下させる場合においてそうである
（Niemeyer et al., 2005）。

持続性と不可逆性
　有害な影響は、それが持続的または不可逆的である
場合に「主要」とみなされる可能性がより高い。持続
性を理由に主要となりうる影響の例には、半永久的な
干ばつ状態の出現（例えば、アフリカの半乾燥地域や
乾燥地域－ Nyong, 2005; 第 9章参照）、およびかつて
は「1回限りの（one-off）」現象とみなされていた極端
な洪水の発生頻度の増加がある（例えば、インド亜大
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陸の一部など；第 10章参照）。
　少なくとも何世代かにわたる時間スケールでの不可
逆的な気候影響の例には、地域または全球の生物地
球化学的循環と土地被覆の変化（Denman et al., 2007; 

19.3.5.1節参照）、大規模な氷床の消滅（Meehl et al., 

2007; 19.3.5.2節参照）、子午面循環の停止（Randall et 

al., 2007; Meehl et al., 2007; 19.3.5.3節参照）、種の絶滅
（Thomas et al., 2004; Lovejoy and Hannah, 2005）、およ
び固有の文化の消滅（Barnett and Adger, 2003）がある。
固有の文化の消滅は、海面上昇による水没のリスクに
ある小島嶼国（第 16章参照）、また北アメリカ北極地
方のイヌイットが彼らの社会文化的環境の中心である
海氷の後退に対処する必要があること（第 15章参照）
によって例証されている。

可能性と確信度
　影響の可能性とその評価についての確信度は、気候
変動とその影響の不確実性を特徴づけるのにしばしば
用いられる（Moss and Schneider, 2000; IPCC, 2007b）。
可能性は、ある結果が将来生じている、あるいは生じ
つつある確率であり、確信度は、ある結果について
の記述が正しいと検証されるであろう主観的評価であ
る。不確実性は、これらの個々の特性によって、ある
いはこれらの特性の組合せによって、特徴づけられる
であろう。例えば、主観的確率の専門家による導出で
は（Nordhaus, 1994; Morgan and Keith, 1995; Arnell et al., 

2005; Morgan et al., 2006）、ある結果の＜起こる＞可能
性が確率分布の中央値としてあてはめられてきたのに
対し、確信度は主としてその広がりが反映されている
（広がりが小さいほど確信度が高い）。高い＜起こる＞
可能性によって特徴づけられる影響は、同じ影響でも
発生の可能性の低いものに比べて「主要」とみなされ
やすい。リスクは、結果（影響）にその＜起こる＞可
能性（確率）を乗じたものと定義されるため、ある影
響の発生確率が高いほど、そのリスクは高くなり、「主
要」とみなされるであろう可能性がより高い。

適応の可能性
　気候変動が引き起こすおそれのある損害を評価する
には、個人、集団、社会および自然が持つ悪影響に適
応する能力、または悪影響を改善する能力が考慮され
なければならない（19.3.1節参照；第 17章）。効果的
な適応の利用可能性や実現可能性が低いほど、こうし
た影響が「主要な脆弱性」として特徴づけられるであ
ろう可能性がより高い。気候変動の影響を改善する適

応の可能性は、地域や分野間で、また地域や分野の内
部で異なる（例えば、O’Brien et al., 2004）。農業やその
他の高度に管理された分野においては、かなりの適応
の余地が存在することが多い。低平な河口デルタにお
ける土地消失など海面上昇によるいくつかの影響に対
する適応の余地ははるかに少なく、気候が適さなくな
る地域では多くの固有種を保全するための現実的なオ
プションは存在しない（第 17章参照）。適応評価は、
ある適応についての技術的実現可能性のみならず、必
要な資源の入手可能性（貧困の状況では低下すること
が多い）、適応の費用と副次的影響、そうした適応に
ついての知識、適時性、適応関係者が実際にそれら＜
の適応＞を実施するためのインセンティブ（あるいは
抑制要因）、およびそれらの個人的または文化的な選
好との整合性をも考慮する必要がある。
　適応に関する文献（第 17章参照）は、大きく二つ
のグループに分けられる。一方は気候変動への社会シ
ステムの適応の可能性について、期待できると見てい
るのに対し、他方はあまり期待できないという見解を
示しており、大きな気候変動に対処する際の適応の限
界と、多くの適応オプションの実施を妨げるであろう
社会的、財政的および技術的障害を強調している（例
えばリカード派の気候変動影響手法についての議論参
照－Mendelsohn et al., 1994; Cline, 1996; Mendelsohn and 

Nordhaus, 1996; Kaufmann, 1998; Hanemann, 2000; Polsky 

and Easterling, 2001; Polsky, 2004; Schlenker et al., 2005）。
本章では、主要な脆弱性の評価に関連する適応能力に
ついての文献における広範な見解を報告し、こうした
非常に大きく異なる見解が多くの主要な脆弱性の評価
に伴う大きな不確実性に寄与していることを指摘する。

分布
　地域や人口集団をまたぐ気候影響の分布は、衡平性
についての重要な問題を提起する（議論の詳細につい
ては 19.1.2.4節参照）。気候変動の影響分布に関する
文献が扱う範疇はますます広がっており、地域、国、
および分野といったグループに加え、所得（Tol et al., 

2004）、ジェンダー（Denton, 2002; Lambrou and Laub, 

2004）および年齢（Bunyavanich et al., 2003）なども含
まれる。きわめて不均一、あるいは顕著な分布上の結
果をもたらす影響や脆弱性はより目立つ可能性が高
く、それゆえ、「主要」とみなされる可能性がおおい
にある。
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脆弱なシステムの重要性
　「主要な脆弱性」の特定のための主観的だが目立っ
た基準には、脆弱なシステムまたはシステムの特性の
重要性がある。さまざまな社会や人々は、人間システ
ムや自然システムに対する影響と脆弱性の重大さを異
なって評価するかもしれない。例えば、既存の自然生
態系の転換は、その生態系が多数の固有種にとって唯
一の生息地であったり、カリスマ的な絶滅危惧種を擁
していたりすれば、重要とみなされるかもしれない。
他方、多数の人の生活がシステムの機能に決定的に依
存している場合、このシステムは孤立した場所にある
類似のシステムより重要とみなされるかもしれない
（例えば、下流で融水を大量に利用する山岳雪塊氷原
システム対下流で融水を利用する人口がわずかしかな
い同規模の雪塊氷原システム）。

19.3　主要な脆弱性の特定および評価

　本節では、＜本章の＞はじめに＜（19.1節）＞およ
び 19.2節で規定した基準、および第 2条の意味で潜在
的に「危険」であるとみなされるかもしれない影響に
関する文献に基づいて、著者らが何を主要な脆弱性の
候補として特定してきたかを議論する。前述のとおり、
本節で特定された主要な脆弱性は、包括的なリストで
はなく、政策立案者に関係のあるさまざまな影響を例
示したものである。19.3.1節では、主要な脆弱性を、
システムのタイプ別、すなわち市場システム、社会シ
ステム、生態システム、あるいは地球物理学的システ
ムごとに整理し、縮約表形式で紹介する。それに続く
節では、主要な脆弱性のいくつかについてシステムの
タイプ別に議論し、極端現象に関する議論と第 3次評
価報告書からの「懸念の理由」の枠組みについての最
新情報を付け加える。各項では、第 4次評価報告書お
よび元となる出版物の該当する節が相互に参照されて
おり、そこからより詳しい情報が得られる。19.1.1節
で指摘したとおり、本節における可能性と確信度の判
断は本章の著者らの評価を反映している。

19.3.1　表 19.1のまえがき

　表 19.1は、本章の著者らの判断およびWGI AR4と
WGII AR4の各章を踏まえ、上記 19.2節に設定した基
準に照らして「主要」とみなされるであろういくつか
の脆弱性の短い概略を示している。この表は、次に示
す範疇で分類した脆弱性を示し、続く本文中でその説

明がなされる。
・ 全球の社会システム
・ 地域システム
・ 全球の生物システム
・ 地球物理システム
・ 極端現象

この表は、全球平均気温が 1990～ 2000年レベルから
上昇すると影響がどのように変化するかについて、文
献が許す限り、定量的に記述しようと試みている。こ
れに加えて、本章の著者らはこの情報について確信度
の推定を付与している。この表は、分かる場合には、
温暖化の速度、変化の持続期間、ストレスへの曝露、
ならびに社会経済開発に関する不確実性を考慮した適
応への影響の依存に関する情報も示している。しかし、
文献が温暖化の速度や持続期間とその結果に焦点をあ
てている例はわずかである。表への記載事項は短くせ
ざるをえないので、適用可能な場合における追加の注
意事項を含む、より詳しい情報と相互参照については、
関係する章および本章中の本文を参照されたい。

19.3.2　世界の社会システム

　ここでの「社会システム」という用語は人間システ
ムを説明する幅広い意味で使われ、市場システムと社
会システムの両方を含む。市場システムとは一般的に
公式市場または非公式市場における財とサービスの供
給と販売を意味する。非市場影響（例えば、人命の損失、
種の消失、分配上の不衡平性など）の評価は、さまざ
まな研究で見込まれている合意や確信度の度合いを制
限する一連の規範的判断を伴う（19.1.2節参照）。非市
場影響と衡平性の重み付けの重要性が Stern（2007）で
は示唆されているが、可能性と確信度の評価を欠く中
では、いかなるリスク管理枠組み計算に当てはめるの
も困難である。
　最初に主要な市場システムへの影響を考察し、続い
て社会システムの主要側面への影響について議論す
る。このような影響は、持続可能な開発の文脈におい
て、重要とみなされることが多い。

19.3.2.1　農業
　食料生産が脅かされないよう確保することは、
UNFCCC第 2条の明確な基準である。一般に、低緯度
地域は作物収量減少のリスクに最もさらされている。
対照的に中緯度および高緯度地域では、1～ 3℃の気
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温上昇までは、すべての場所でとは言えないもののお
おむね作物収量は増加しうる（第 5章 5.4.2節参照）。
これらを考え合わせると、約 3℃の気温上昇までは全
球の農業生産は増加しうる。このことについては確信
度が低いから中低度である。1～ 3℃を超えて気温が
上昇すると、温帯地域では多数の作物の収量が減少す
ると予測される（● /*4）。その結果、温暖化が 3℃を超え
ると、世界の生産量は気候変動によって減少し（● /*）、
その減少は GMTの上昇とともに続くだろう（● /*）。世
界の農業に関する研究のほとんどは、極端現象の変化
や害虫および疾病の蔓延といった数々の決定的要因を
まだ組み入れていない。さらに、そういった研究は適
応を支援するための具体的な実践や技術の発展も考慮
していない。

19.3.2.2　その他の市場分野
　農業以外の市場システムもまた、気候変動の影響を
受けるであろう。こういったシステムには畜産業や林
業、漁業などがあり、これらは、気候が放牧地の質や
広さ、土壌やその他の樹木の成長条件、魚類のための
淡水生態系および海洋生態系に影響を与えるにつれ、
直接的に影響を受ける可能性が非常に高い。その他に
も気候変動に対する感度が高い分野がある。エネルギ
ー、建設、保険、観光およびレクリエーションなどが
そうである。こうした分野の多くに対して気候変動が
及ぼす集計的な影響は文献ではほとんど注目されてお
らず、まだ不確実性が高いままである。いくつかの分
野では、支出構成の変化がみられる可能性が高く、収
縮する部分と拡大する部分が生ずる。しかし保険など、
気候変動の影響が結果として損害給付額や保険料の上
昇をまねく可能性が高い分野もある（第 7章参照）。
　観光やレクリエーションなどその他の分野では、い
くつかの重大な変化がみられる可能性が高い（例えば、
スキーシーズンの短縮、一部のスキー場の消失、気候
および極端現象の変化による旅行者の目的地の変化；
例えば、Hamilton et al., 2005；第 7章 7.4.2節、および
第 14章 14.4.7節参照）。世界の正味のエネルギー需要
は変化する可能性が非常に高い（Tol, 2002b）。エアコ
ン需要は増加する可能性がかなり高いが、暖房需要は
減少する可能性がかなり高い。世界のエネルギー需要
が最小となる気温について文献は明らかでないため、
温暖化が、予測されるベースラインと比較して、当初、
全球の正味のエネルギー需要を増やすのか減らすのか

は不確実である。しかし、気温が上昇するにつれ、全
球の正味のエネルギー需要も最終的には上昇するであ
ろう（Hitz and Smith, 2004）。

19.3.2.3　集計的な市場影響
　気候変動による経済的な総影響についてはかなり不
確実である。経済的な総影響は、用いられる想定（例
えば、気候感度、割引率および地域別の集計）によっ
て、数℃の温暖化で世界総生産の数％の範囲内と一般
に推定されている（第 20章参照）。主に農業への推定
されている CO2 の直接効果によって、約 1～ 3℃まで
の温暖化は世界総生産を増加させうると示唆する見積
りもあるが、このような見積りは確信度が低い。この
レベルの温暖化で世界総生産が増加するのか減少する
のかの方向でさえ、かなり不確実である。入手可能な
研究が示すところでは、温暖化が 1～ 3℃のレベルを
超えると、世界総生産は減少しうる（●）。例えば、Tol

（2002a）は経済生産高で重み付けした場合、気温 1℃
上昇時には世界市場への正味影響はプラスになると推
定するが、衡平性を重み付けした場合、プラスの影響
はそれよりかなり小さくなると見出している。Nordhaus

（2006）は地理に基づいた方法を用いて、経済的影響
はそれ以前の研究に比べてよりマイナスになることを
見出したが、その値もやはり世界総生産の数％の範囲
内である。
　集計的な市場影響の研究は、気候の平均的変化のシ
ナリオに依存し、直接の経済効果にのみ焦点を合わ
せる傾向にある。極端な気候現象の深刻さの増大によ
り起こりうる損害は含まれていないことが多い。極端
現象の増大による損害は、とりわけ気候変動の規模が
大きい場合、市場の損害を相当に増大しうる（*）。ま
た、最近の研究は、気候変動が経済に及ぼす間接的効
果（例えば、資本蓄積や投資に対する効果、貯蓄率に
対する効果）にも注目している。手法については議論
があるが、このような効果が相当量になりうること、
およびさらなる注目を必要とすることについて研究は
合致している（19.3.7節参照；Fankhauser and Tol, 2005; 

Kemfert, 2006; Roson and Tol, 2006; Fisher et al., 2007）。

19.3.2.4　市場影響の分布
　地球規模での市場影響は大陸、地域、国、地方スケ
ールでの市場影響の相当な差異を覆い隠している。た
とえ世界総生産の変化はわずか数％（a few percent）で1

4  確信度は次の記号で示されている：***確信度が非常に高い、**確信度が高い、*確信度が中程度、●  確信度が低い。
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あったとしても、それぞれの国の経済は比較的大きく
変化しうる。例えば、Maddison（2003）は、2.5℃の温
暖化では、低緯度地域の生活費は増加し、高緯度地域
では減少すると報告している。地域ごとの詳細を含む
研究はすべて、例えばアフリカは、GMTの 2℃上昇ま
たはそれ以下の温暖化でも、気候による損害は国内総
生産（GDP）のいくらかの％（a several percent）にな
ることを示している（*）。後述するとおり、キリバス
のような非常に規模の小さい経済は、GDPの 20％の
範囲で、気候変動による損害に直面する（●）（第 16章
16.4.3節参照）。市場システムへの影響分布の不均一性
は、どの影響が「主要」とみなされるであろうかを検
討するにおいて、19.2節で説明した衡平性の基準を反
映している。

19.3.2.5　社会システム
　社会システムの脆弱性に関しては、ある特定の時間
枠におけるそれぞれの集団やシステムに特有の無数の
閾値が存在し、それを越えるとそれらは変動性や気候
変動に対して脆弱になりうる（Yamin et al., 2005）。脆
弱性におけるこうした違いは、数多くの要因の関数で
ある。曝露は主要な要因の一つである。例えば、低緯
度地域の作物は中／高緯度地域の作物に比べてより高
い温度への曝露が大きいであろう。このため、暑熱へ
の感度が高い穀物の収量は、高緯度より低緯度で低下
する可能性がより高い。低平な沿岸地にある各社会シ
ステムは、それぞれ曝露や適応能力が異なるであろう
が、大半は温暖化の進行とそれに関連する海面上昇ま
たは高潮に伴って脆弱性を増大させるであろう。
　脆弱性に影響する主要な要因の二つ目としては、社
会システムが持つ、環境に適応する能力がある。これ
には環境がもたらすかもしれない脅威への対処、およ
び有利な変化の利用が含まれる。Smit et al.（2001）は、
富、社会的な組織および技術へのアクセスといった要
因を含む、適応能力の数々の決定因子を特定した（Yohe 

and Tol, 2002も参照）。これらの特性は同じような曝露
に直面した際の社会間での気候変動に対する脆弱性を
識別する。例えば、Nicholls（2004）と Nicholls and Tol 

（2006）は、開発レベルと人口増加が、海面上昇に対
する脆弱性に影響を及ぼす非常に重要な要因であるこ
とを見出した。高齢者や貧困者、あるいは先住民コミ
ュニティなど、気候に関連するリスクを伴うコミュニ
ティの特有の脆弱性は、一般的に人口集団全体の脆弱
性よりもはるかに高い（14.2.6節参照）。
　寒気が関係する一部の死亡や感染症への曝露は減少

する可能性が高いが、すべてを考慮してみると、全球
の死亡率は気候変動の結果上昇するであろう。このこ
とは確信度が中程度である。気候変動の結果として、
飢餓のリスクにさらされるであろう人が 2080年代ま
でに 500万～ 1億 7,000万人増加すると推定されてい
る（第 5章 5.6.5節）。熱波の影響、下痢性疾患、洪水
関連のリスク、およびオゾンや空気中のアレルゲン濃
度の上昇にさらされることに関連する疾病など、気候
感度の高いその他の健康上の結果が GMTとともに増
大するであろう。このことについては、確信度が中程
度から高い（第 8章 8.4.1節）。開発と適応は、人の健
康リスクに影響を与える主要な要因である（第 8章
8.6節）。
　脆弱性がきわめて地域特有のものであるため、水資
源関連の脆弱性は複雑である。加えて、開発と適応の
レベル、および水へのアクセスを決める社会的要因は、
水分野の脆弱性を決定するうえで非常に重要である。
気候変動が水ストレスを受ける地域に生活する人の数
を増加させるであろうか、あるいは減少させるであ
ろうかに関しては、研究によって異なっている（例え
ば、Parry et al., 1999; Arnell, 2004; Hitz and Smith, 2004; 

Alcamo et al., 2007）。数億人が水の量と質の変化によ
る影響を受けると推定されている（第 3章 3.4.3節；
Arnell, 2004）が、不確実性が確信度を制限しており、
それゆえこうしたリスクが「主要」と分類されるであ
ろう度合いも制限している。洪水と干ばつは一部の地
域で増加してきているように思われるが、今後、さら
に深刻になる可能性が高い（第 3章 3.4.3節）。

19.3.3　地域的脆弱性

　前述の社会的影響の多くは、第 4次評価報告書の一
環として評価が行われた地域の内部で感じられるであ
ろう。地域およびサブ地域スケールで見ると、脆弱性
はかなり顕著に異なりうる。例えば、中／高緯度地域
では、約 3℃の温暖化までは作物収量が増加するであ
ろうが、低緯度地域ではそれより低いレベルの温暖化
で収量の減少と栄養不良のリスク上昇に直面するであ
ろう（● /*）（第 5章 5.4.2節；Parry et al., 2004）。
　アフリカは気候変動に対して最も脆弱な大陸である
可能性が高い。アフリカ大陸が直面するリスクの中に
は、とりわけ自給農業に関する食料安全保障と農業生
産性の低下（第 9章 9.4.4および 9.6.1節；Parry et al., 

2004; Elasha et al., 2006）、水ストレスの増大（第 9章
9.4.1節）、およびこれらの結果としての、また疾病や
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その他の健康リスクへの曝露増大の可能性の結果とし
ての人の健康へのリスクの増大がある（第 9章 9.4.3

節）。その他の地域もまた、気候変動による相当なリ
スクに直面する。南、東南および東アジアの約 10億
人が、水供給の減少によるリスク増大（●）（第 10章
10.4.2節）、農業生産性の低下（●）（第 10章 10.4.1.1節）、
ならびに洪水、干ばつおよびコレラのリスク増大（*）
（第 10章 10.4.5節）に直面するであろう。ラテンアメ
リカでは、数千万人から 1億人超が水ストレスのリス
クの増大に直面するであろう（●）（第 13章 13.4.3節）。
低平で人口密度が高い沿岸地域は、海面上昇およびこ
れまで以上の強度の極端現象に直面する可能性が非常
に高い（第 13章 13.4.4節）。土地利用の変化と気候変
動が組み合わさることで、生物多様性が相当に低下す
る可能性が非常に高い（第 13章 13.2.5.1節）。
　氷被覆の減少と沿岸侵食によって極域における人々
の居住地が既に悪影響を受けていることは確信度が非
常に高い（第 15章 15.2.2節）。将来の気候変動が伝統
文化のさらなる崩壊とコミュニティの消失を結果とし
て引き起こす可能性が非常に高い。例えば、淡水源の
昇温は疾病感染による人の健康へのリスクを引き起こ
す（*）（Martin et al., 2005）。生態系の変化は自然資源
の伝統的利用を、ひいては生活様式を変化させる可能
性が非常に高い。
　小島嶼、特にいくつかの小島嶼国は、海面上昇や高
潮などへの曝露の増大と、適応能力が限られているこ
ととの組合せによって、大きな影響を被る可能性が高
い（第 16章概要、16.2.1および 16.4節）。多数の島嶼
が既に気候変動のいくらかのマイナス影響を受けてい
ることは確信度が非常に高い（第 1章 1.3.3節；第 16

章 16.4節）。小島嶼社会の長期的な持続可能性は、気
候変動による大きなリスクにさらされており、海面上
昇と極端現象は、社会の大きさが限られていることや、
適応能力が限られていることと組み合わさった自然災
害や外部からの衝撃の受けやすさ、および GDPに比
して高いコストのために、特有の難題を引き起こして
いる。小島嶼での自給農業および商業的農業は、浸水、
淡水レンズへの海水の浸入、土壌の塩性化、水供給の
減少および水質悪化の結果として、気候変動と海面上
昇による悪影響を受ける可能性が高い（第 16章概要
および 16.4節）。タラワやキリバスのような低平な島
嶼群は、SRES A2および B2シナリオでは、2050年ま
でに年間平均でその経済規模の 17～ 18％の損害に直
面するであろう（●）（第 16章 16.4.3節）。
　先進国にさえも、多くの脆弱性がある。Arnell（2004）

は、ヨーロッパ南部では 2080年代までに流出量が 40

～ 50％減少すると推定した（全球平均気温の 2～ 3℃
の上昇に伴う）。オーストラリアや米国西部などの乾
燥および半乾燥地域では火災の増加が続く可能性が非
常に高いであろう。このことは荒野地域の開発を脅か
す（第 4章 4.4.4節；第 11章 11.3.1節；第 14章 Box 

14.1および 14.4.4節；Westerling et al., 2006）。気候変
動は、極端な熱暑現象の頻度や強度、およびオゾンな
どの大気汚染物質の濃度を上昇させる可能性が高く、
それによって都市部の死亡率および罹病率が上昇する
（第 8、11、12、14章参照）。

19.3.4　生態系と生物多様性

　気候変動が結果として多数の種の絶滅と生態系の多
様性の減少をまねくことについては確信度が高い（4.4

節参照）。生態系と種の脆弱性は、一部には、こうい
った多くの生態系の回復力に比べて予測される気候変
動の速い速度との関数である。しかし、脆弱性は人間
開発の関数でもあるため、生態系においては複数のス
トレス因子が重要である。開発は移動ルートの遮断、
生息地の分断、固体数の減少、外来種の参入、および
汚染に関連するストレスなどを介して、既に生態系の
回復力を相当に低下させ、多くの生態系と種の気候変
動に対する脆弱性を高めている。
　地域的な気温のトレンドが既に世界中の種や生態系
に影響を及ぼしていることについては確信度が非常に
高く（第 1章 1.3.4および 1.3.5節；Parmesan and Yohe, 

2003; Root et al., 2003; Menzel et al., 2006）、過去数十年
間において変化を示していると観察された種の移動の
少なくとも一部分は、人為起源の温暖化が原因であり
うる（第 1章参照；Root et al., 2005）。従って、全球平
均気温が上昇し続けるにつれ、さらなる気候変動が、
さらに多くの種と生態系に悪影響を与える可能性が高
い（4.4節参照）。例えば、極およびツンドラの生態系
の範囲と多様性が低下しつつあること、および害虫や
疾病が緯度および高度の高い方向に向かって拡大して
いることについては、確信度が高い（第 1章 1.3.5お
よび 1.5節）。
　温暖化が 1℃進むごとに、生態系の崩壊と種の喪失
も進む。個々の生態系や種は、気温や降水量、その他
の変数の変化についてそれぞれ異なる特定の閾値を持
っていることが多く、それを越えると崩壊または絶滅
のリスクにさらされる。気候変動のリスクにさらされ
ている多数の生態系や数千の種全体を調べてみると、
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文献中では、気候変動の規模が増すにつれ、生態系と
種の喪失リスクは徐々に増加するとされている。ただ
し、個々の確信度のレベルは異なるであろうし、評価
は難しい。にもかかわらず、さらなる温暖化は多数の
生態系に対してさらに悪影響を及ぼし、生物多様性の
喪失に寄与する可能性が高い。以下にその例をいくつ
か挙げる。
・ あと約 0.5℃のさらなる温暖化は、サンゴ礁や北極
地方の生態系のような脆弱な生態系に被害を引き起
こしうる *（表 4.1）。

・ 1990年レベルを 1℃上回る温暖化は、結果としてす
べてのサンゴ礁の白化と全球の生態系の 10％の転換
を引き起こすであろう（第 4章 4.4.11節）。

・ 1990年レベルを 2℃上回る温暖化は全球でのサンゴ
礁の大量死を引き起こし ***（第 4章 4.4節；第 6

章 Box 6.1）、地球上の生態系の 6分の 1を転換させ
（Leemans and Eickhout, 2004）**、また既知の種の

4分の 1を絶滅必至とするであろう *。例えば、北
極の海氷被覆が顕著に後退すると、ホッキョクグマ
やセイウチなど氷に依存する北極の多数の種が絶滅
のリスクにさらされる可能性が徐々に高まるであろ
う。また、アフリカのサッキャラントカルーがその
領域の 5分の 4を失う可能性が高いことを示す推定
もある（第 4章 4.4.11節および表 4.1）。陸域生物圏
が炭素の正味放出源になるであろうことは確信度が
低い（第 4章 4.4.1節）。

・ 3℃までのさらなる温暖化の結果、全球の陸域の植
生が正味の炭素放出源となり（第 4章 4.4.1節）、生
態系の 5分の 1以上が転換し *（第 4章 4.4.11節；
Leemans and Eickhout, 2003）、既知の種の最大 30％
が絶滅必至となり *（第 4章 4.4.11節および表 4.1；
Thomas et al., 2004; Malcolm et al., 2006、約 3から 4℃
の温暖化で 25箇所の生物多様性ホットスポットに
いる種のうち 1から 43％がリスクにさらされると推
定）、またすべての自然保護区のうち半分が保全目
標を達成できなくなる *（第 4章表 4.1）可能性が高
い。火災および害虫のような撹乱は相当に増加する
可能性が非常に高い（第 4章 4.4節）。

・ 3℃を超える温暖化が、さらなる生態系の崩壊と種
の絶滅を引き起こすであろうことは確信度が非常に
高い。

19.3.5　地球物理システム

　地球システムの多くの変化は、結果として主要な脆

弱性となる主要な影響として分類されるかもしれな
い。

19.3.5.1　全球の生物地球化学的循環
　CO2 濃度上昇と気候変動に対する炭素循環の感度
は、その規模、持続性、変動速度、適応能力の低さ、
および結果として生じる影響の確信度のレベルのた
め、主要な脆弱性である。モデルは、炭素－気候相互
作用の全体的効果が正のフィードバックであることを
示している（Denman et al., 2007 Section 7.1.5）。CO2 濃
度が上昇し気候が変化するに伴い、森林や草地、土壌、
湿地、泥炭地および永久凍土にある陸上の炭素貯蔵
庫、ならびに海からのフィードバックが、正味の CO2 

吸収を減少させるであろう（Denman et al., 2007 Section 

7.3.3および 7.3.4）。従って、2100年の推測される大
気中 CO2 濃度は、これらのカップリングを含まないモ
デルでの推測より高い（またその結果、気候はより温
暖化する）（Denman et al., 2007 Section 7.1.5）。SRESの
A2排出シナリオで強制された陸上および海の炭素循
環を表す 10件の気候モデルの相互比較（Denman et al., 

2007 Section 7.3.5; Meehl et al., 2007 Section 10.4.1）は、
21世紀末までに増加する CO2 は二つの両極端のモデ
ルでは 20から 200ppmまでの差があるが、大半のモデ
ルでは 50から 100ppmの間と予測し（Friedlingstein et 

al., 2003）、0.1から 1.5℃の範囲でのさらなる温暖化を
招くことを示している。エアロゾルおよび CO2 以外の
温室効果ガス（GHG）からの強制力を含めた推定から
も、類似した範囲の結果が得られる。このような追加
的な温暖化は、本章で特定した多数の主要な脆弱性に
伴う影響の回数と深刻さを増大させるであろう。加え
て、これらのフィードバックは、所定の大気中 CO2 濃
度安定化経路に対応する排出を減少させる（Meehl et 

al., 2007 Section 10.4.1）（**）。
　地域レベルでは（第 4、10、11、12、および 14章参照）、
炭素－気候の相互作用の重要な側面に、過渡応答にお
ける火災の役割（Denman et al., 2007 Section 7.3.3.1.4）
と森林から草原へまたは草原から半乾燥状態への土地
被覆の突然遷移の可能性が含まれる（Claussen et al., 

1999; Eastman et al., 2001; Cowling et al., 2004; Rial et al., 

2004）。
　いくつかのモデルシミュレーションによると、温暖
化により永久凍土や海底に堆積するメタンガス・ハ
イドレートが不安定になる地域もある（Denman et al., 

2007 Section 7.4.1.2）。これは暁新世／始新世境界温暖
化極大イベント期に起きた急速な温暖化の説明として
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も主張されている（Dickens, 2001; Archer and Buffett, 

2005）。海水の熱膨張による上昇（全球）の海面水位
への寄与は、ハイドレートをある度合いで安定させる
と推定される。ある研究は（Harvey and Huang, 1995）、
メタンの放出が数々のシナリオにおいて、かなり長期
的な将来の気温を 10～ 25％上昇させるかもしれない
と報告している。また、大半の研究は、より気温が高く、
より湿潤な気候における湿地からのメタン放出の増加
を指摘している（Denman et al., 2007 Section 7.4.1.2）。
　大気中の CO2 濃度上昇による海洋の酸性化の上昇
（Denman et al., 2007 Section 7.3.4.1; Sabine et al., 2004; 

Royal Society, 2005）は、サンゴのような海洋生物の生
物石灰化を減少させる可能性が非常に高い（Hughes et 

al., 2003; Feely et al., 2004）。利用可能な研究の数が少な
いため確信度のレベルを評価するのは困難だが、海の
酸性化によって深刻な生態学的変化が起こりうるであ
ろう。特に熱帯の安定成層水の＜造礁＞サンゴにとっ
てそうであろうが、＜深い海にすむ＞冷水性サンゴに
とってもそうであり、この変化は炭酸塩＜形成＞に依
存する植物性プランクトンから高位の栄養段階にいた
る海洋食物連鎖に影響を及ぼすかもしれない（Denman 

et al., 2007 Section 7.3.4.1; Turley et al., 2006）。

19.3.5.2　 西南極およびグリーンランドの氷床の
退氷

　グリーンランド氷床と西南極氷床（WAIS）の部分
的またはほぼ全面的な退氷およびこれに伴う海面上
昇の可能性（Jansen et al., 2007 Sections 6.4.3.2 および 

6.4.3.3; Meehl et al., 2007 Sections 10.6.4、10.7.4.3 およ
び 10.7.4.4; Alley et al., 2005; Vaughan, 2007）は、その規
模や不可逆性に、適応能力が限られていることや相当
な退氷が発生した場合のそれに伴う影響の確信度のレ
ベルの高さが組み合わさるため、主要な脆弱性を生み
出す主要な影響である。氷床は特に＜条約＞第 2条と
の関連で論じられてきている（O’Neill and Oppenheimer 

2002; Hansen, 2005; Keller et al., 2005; Oppenheimer and 

Alley, 2005）。全面的に近い退氷は、最終的にグリーン
ランドの場合約 7 m、WAISの場合 5 mの海面上昇を
引き起こし（***）、世界各地で海岸線の再配置や特に
河口デルタなど低地の浸水を含む、多岐にわたる結果
をもたらすだろう（Schneider and Chen, 1980; Revelle, 

1983; Tol et al., 2006; Vaughan, 2007）。広範な退氷は、
仮に元の状態に戻るとしても、かなり長期的な時間
規模においてのみであろう（Meehl et al., 2007 Sections 

10.7.4.3 および 10.7.4.4）。それ自体が海面上昇約 1.5 m

分に相当する氷を抱えている（Meehl et al., 2007 Section 

10.7.4.4; Vaughan, 2007）WAISのアムンゼン海区域で
は、既に氷床＜の後退＞の加速と急速な接地線の後退
がみられる（Lemke et al., 2007 Section 4.6.2.2）。適応す
る能力は、退氷速度に決定的に依存するであろう（**）。
退氷速度とそれに対応する時間規模の推定は、いずれ
の氷床についても、速いもの（数メートルの海面上昇
につき数世紀、最大で 100年当たり 1 m）から遅いも
の（すなわち数千年；Meehl et al., 2007 Section 10.7.4.4; 

Vaughan and Spouge, 2002）まで幅広く、退氷が完全に
終了するのは、退氷が始まってから長い時間がたって
からになる可能性が非常に高い。
　グリーンランドについては、ほぼ全面的な退氷が
起こる閾値は、現行のモデルでは、工業化以前の気
温に比べ地方的な温暖化が 3.2～ 6.2℃（全球の温暖
化が 1.9～ 4.6℃）のときと推定される（Meehl et al., 

2007 Section 10.7.4.3）。こうしたモデルはまた、温暖
化が当初は積雪の増加による南極氷床の全体量の増加
を引き起こすであろうことを示している（*；過去数
十年の間では、積雪に関する大陸全体に広がる顕著な
トレンドがないことを見出している最近の研究もあ
る；Lemke et al., 2007 Section 4.6.3.1）。退氷シナリオ
（Meehl et al., 2007 Section 10.7.4.4）は、棚氷が表面ま
たは基底で融解するために減退または崩壊し、これに
続く氷の流出の加速がこの積雪による増加を上回るで
あろうことを想定している（*）。全球の温暖化が 5℃
を超える場合、主な西南極棚氷上の夏季の平均気温が、
融点を超えない可能性は五分五分である（Meehl et al., 

2007 Section 10.7.4.4）。研究によっては、基底部または
一時的な表面の融解によって、もっと低い気温でも棚
氷の崩壊が起こるであろうことを示唆するものもある
（Meehl et al., 2007 Sections 10.6.4.2 および 10.7.4.4; Wild 

et al., 2003）。近年、両氷床で＜これまで＞推測されて
いなかった地方的な＜氷床移動の＞加速とその結果で
ある総量の減少（Alley et al., 2005）が観察されたことは、
既成の氷床モデルの不十分さを際立たせており、特に
WAISについて、一般的に合意された予測基盤がない
ままである（Lemke et al., 2007 Section 4.6.3.3; Meehl et 

al., 2007 Sections 10.6.4.2 および 10.7.4.4; Vieli and Payne, 

2005）。しかし、古気候的な証拠（Denman et al., 2007 

Sections 6.4.3.2 および 6.4.3.3; Overpeck et al., 2006; Otto-

Bliesner et al., 2006）は、現在より極地の気温が 3～ 5

℃高く、全球平均気温は目立って高くはなかった最後
の間氷期に、グリーンランド、そしておそらくWAIS

が 4～ 6 mの海面上昇に寄与したことを示唆している
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（Meehl et al., 2007 Sections 10.7.4.3 および 10.7.4.4）。従
って、少なくともグリーンランド氷床、そしておそら
く WAISの一部の退氷が、1～ 4℃（1990～ 2000年
に比べて）の全球平均気温上昇に対して、数百年から
数千年の範囲の期間をかけて発生し、その結果、4～
6 mまたはそれ以上の海面上昇に寄与することについ
ては確信度が中程度である（Meehl et al., 2007 Sections 

10.7.4.3 お よ び 10.7.4.4; Oppenheimer and Alley, 2004, 

2005; Hansen, 2005）。
　現在の氷床モデルの限界はまた、本報告書中で沿岸
部への影響を評価するのに用いられた 21世紀の海面
上昇予測における不確実性も高めている（Meehl et al., 

2007 Section 10.6.4.2）。モデルで表されていないプロセ
スの寄与分についてのWGIによる事例的推定は、2100年
に関して予測される海面上昇の幅の上限を 0.1～ 0.2 m

上昇させた（Meehl et al., 2007 Section 10.6.4.2）。その
他の近似法は、調整がない場合も含め、より大きい、
あるいはより小さい調整を生ずるであろう。

19.3.5.3　 北大西洋子午面循環（MOC）の変化の
可能性

　北大西洋子午面循環（MOC）の人為的な強制力に対
する感度（WGI AR4 Glossary参照；Bindoff et al., 2007 

Box 5.1）は、かなり大きくかつ急激な影響の可能性の
ために、主要な脆弱性としてみなされている（Tol, 1998; 

Keller et al., 2000; Mastrandrea and Schneider, 2001; Alley 

et al., 2003; Rahmstorf et al., 2003; Link and Tol, 2004, 

2006; Higgins and Schneider, 2005; Sathaye et al., 2007）。
　古気候的なアナログとモデルシミュレーションは、
ひとたび一定の強制力の閾値を越えると、MOCは突
然、ヒステリシス応答【訳注 19-2】を伴って反応しうる
ことを示している（Randall et al., 2007; Meehl et al., 

2007）。MOCの大規模かつ持続的な変化を引き起こす
であろう強制力の閾値の推定は、三つの主要な方式の
証拠に拠っている。第一に、大気海洋結合大循環モデ
ル（AOGCMs）の分析に基づくと、21世紀中にMOC

が崩壊することは示されない（Meehl et al., 2007 Box 

10.1）。しかしこの確信度の評価は困難である。という
のは、これらのモデルのランは、関連するであろう不
確実性の一部のみをサンプリングしており（例えば、
Challenor et al., 2006）、証拠の第二の方式、すなわち中
程度に複雑な地球システムモデル（EMICs）を用いた
シミュレーションが示唆する強制力の閾値を越えてい
ないためである（Randall et al., 2007 Section 8.8.3; Meehl 

et al., 2007 10.3.4）。広範囲の不確実性を探るためにプ

ロセスの単純化された表現を使用する EMICのシミュ
レーションは、強制力が 21世紀中にMOCの閾値反応
を引き起こす確率が AOGCM単独のランで導き出され
る推定を上回りうることを示唆している（例えば
Challenor et al., 2006）。証拠の第三の方式は、第 1作業
部会によって評価されたものではないが、専門家によ
る導出（時として単純な気候モデル分析との組合せ）
に依拠する。このようなMOCに関する予測は分布の
広がりが大きく、今世紀中にMOCの閾値反応を引き
起こす相当な可能性を示唆するものもある（Arnell et 

al., 2005; Rahmstorf and Zickfeld, 2005; McInerney and 

Keller, 2006; Schlesinger et al., 2006; Yohe et al., 2006）。
　MOCの変化に関連する影響として考えられること
には、グリーンランドおよびヨーロッパ北西部付近の
北部高緯度地の温暖化の減少または（突然の変化の場
合の）絶対的寒冷化、南半球高緯度での温暖化増大、
熱帯地方の乾燥化（Vellinga and Wood, 2002, 2006; Wood et 

al., 2003, 2006）、ならびに海洋生態系の生産性（Schmittner, 

2005）、陸域の植生（Higgins and Vellinga, 2004）、海洋の
CO2 吸収（Sarmiento and Le Quéré, 1996）、海洋の酸素
濃度（Matear and Hirst, 2003）の変化、および漁業の変
化（Keller et al., 2000; Link and Tol, 2004）などがある。
MOCに関連する影響への適応は、その影響が突然発
生した場合（例えば 10年の時間規模）、困難である可
能性が非常に高い。全体として、21世紀中にMOCが
減速する予測については確信度が高いが、突然の遷移
または関連する影響を引き起こすであろう気候変動の
規模については確信度が低い（Meehl et al., 2007 Section 

10.3.4）。しかし、大規模かつ持続的なMOC反応が起き
る可能性が、人為的な強制力の程度と速度に伴って高ま
ることは確信度が高い（例えば、Stocker and Schmittner, 

1997; Stouffer and Manabe, 2003）。

19.3.5.4　気候変動性のモードの変化
　人為的な強制力に応答する気候の変動性のモードの
変化は、主要な影響につながりうる。なぜなら、これ
らのモードが 1年単位から 10年単位の変動性を決定
づけており、また多くの地域において、変動性への適
応は依然、課題として残っているためである。例えば、
人為的な強制力がエルニーニョ南方振動（ENSO）の
変動性に影響を与えるであろうことを示唆する研究
もある（Timmermann et al., 1999; Fedorov and Philander, 

2000; Fedorov et al., 2006; Hegerl et al., 2007 Section 9.5.3.1; 

Meehl et al., 2007 Section 10.3.5.3-5）。現在の ENSOの予
測は、多くの不確実性を特徴としており、例えば次の
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ようなものがある。
・ 突然および／またはヒステリシス応答の可能性
・ 変化の方向
・ 開始時の温暖化のレベル

ENSOの変化は、農業（Cane et al., 1994; Legler et al., 

1999）、伝染性疾患（Rodo et al., 2002）、水供給、洪水、
干ばつ（Kuhnel and Coates, 2000; Cole et al., 2002）、森
林火災（Swetnam and Betancourt, 1990）、熱帯低気圧
（Pielke and Landsea, 1999; Emanuel, 2005）、漁業（Lehodey 

et al., 1997）、炭素吸収源（Bacastow et al., 1980）、およ
び北大西洋子午面循環（Latif et al., 2000）に影響を与
えるであろう。
　北大西洋振動（NAO）と南北両半球の環状モード（北
極振動（AO）および南極振動（AAO）ともよばれる；
Meehl et al., 2007 Section 10.3.5.6; Hartmann et al., 2000; 

Thompson and Wallace, 2000; Fyfe et al., 1999; Kushner et 

al., 2001; Cai et al., 2003; Gillett et al., 2003; Kuzmina et 

al., 2005）は、温室効果の強制力およびオゾン層の破
壊による影響を受ける可能性が高い。例えば、13のモ
デルによる IPCC WGI AR4のシミュレーションの平均
は、21世紀初頭に統計的に有意になる北半球環状モ
ードについてのプラスの傾向を示す（Meehl et al., 2007 

Section 10.3.5.6）。このような変化は、両半球の中高緯
度地域における地上気圧パターン、低気圧経路および
降雨分布に影響し、地域の水供給、農業、風速および
極端現象に深刻な影響をもたらす可能性がある。オー
ストラリア、ニュージーランド、アフリカ南部、アル
ゼンチンとチリ、ヨーロッパ南部、そしておそらくは、
地中海性気候が優勢な米国の一部では水資源や暴風雨
の強さに対する影響は深刻でありうる。
　現在の強制力はこれらのモードに変化を起こしたか
もしれないが、観察された変化は強制力を含まない
AOGCMのシミュレーションにおける変化とも類似し
ている（Cai et al., 2003）。主要な熱帯モンスーンの循
環の弱まりについてはいくつか証拠がある（AR4 WGI 

3.7.1, 9.5.3.5）。モンスーンの降水量予測は、増加（例
えば、南半球の夏のオーストラリアやアジア）と減少
（例えば、北半球の夏のサヘル地域）の複雑なパター
ンを示す（Meehl et al., 2007 Section 10.3.5.2）。具体的
なモンスーンの変化予測の確信度は低いから中程度で
ある。

19.3.6　極端現象

　WGI AR4の技術要約（Solomon et al., 2007）の Box 

TS.5と表 TS.4で議論されているとおり、全球の温暖
化に伴い、さまざまな極端現象の規模および／または
頻度、ならびに＜発生＞場所が変化する可能性が非
常に高い。事例によっては、この数十年間に顕著なト
レンドが観察されている（Trenberth et al., 2007 Table 

3.8）。
　最も可能性が高い変化は、暑い日中および夜間の日
数の増加（一部の小地域的な例外もある）、またはさ
まざまな閾値気温を越える日数の増加、ならびに寒い
日、とりわけ霜が降りる日などの数の減少である。こ
れらが人の快適性と健康、自然の生態系、および作物
に影響を与えることは、ほぼ確実である。また、降水
量の増加がないと想定すれば、暖かい期間の長期化は、
水需要と蒸発損失を増加させる可能性が非常に高く、
その結果、干ばつの強度と期間が増大する。
　気候モデルでは、降水量はおおむね高緯度で増加し、
一部の中緯度では減少すると推定されており、とりわ
け中緯度偏西風が夏季に極方向に移動する地域におい
て、そうであり、暴風雨が減少し、「地中海性気候」
に向かう（Meehl et al., 2007 Section 10.3.2.3）。こうし
た変化は、降雨現象の一般的な激化と相まって（Meehl 

et al., 2007 Section 10.3.6.1）、特に高緯度の多くの地域
で鉄砲水および広域洪水の頻度を高める可能性が非常
に高い。このことは、雪塊氷原の融雪と氷河融解の早
まりによって、さらに悪化し、また少なくとも一部の
場所では季節的に変更されるであろう。降水量が変化
しないまたは減少する地域、とりわけ地中海性気候お
よび中緯度大陸内部は、干ばつの頻度と強度の増大を
経験する可能性が非常に高い。
　暖かい期間の長期化と干ばつの増大は、森林およ
び草原の水ストレスを増加させ、特に、融解した永
久凍土を含む、森林および泥炭地では森林火災の頻
度と強度を高めるであろう（Cary, 2002; Westerling et 

al., 2006）。こうした影響は、蓄積された炭素の土壌
および生物圏から、大気圏への大規模な放出につなが
り、それによって地球温暖化を増幅するかもしれない
（**）（4.4.1、19.3.5.1節参照；Langmann and Heil, 2004; 

Angert et al., 2005; Bellamy et al., 2005）。
　今世紀半ばまでの＜気温＞上昇を予測しているモデ
ルシミュレーションによると、熱帯低気圧（ハリケ
ーンおよび台風を含む）は、海面温度の上昇に伴っ
て強度を増す可能性が高い（Meehl et al., 2007 Section 
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10.3.6.3）。しかし、論争は続いているものの、データ
を再分析したものの中には、1970年代以降、熱帯低
気圧の強度が、熱帯低気圧が発生するすべての主要な
海洋盆できわめて急速に高まっていること（Trenberth 

et al., 2007 Section 3.8.3）、またこのことが一貫して海
面温度の上昇に関係していることを示唆するものもあ
る。これらのデータの信頼性に疑問を投げかけている
著者らもおり、その理由は一部には気候モデルがこの
ような大幅増加を推測していないからである。しかし、
空間的解像度が不十分であるために、気候モデルがこ
の変化を過小評価している可能性がある。この問題は、
今のところ未解決のままである。いくつかのモデリン
グ実験は、熱帯低気圧の総数はわずかに減少すると予
想される（Meehl et al., 2007 Section 10.3.6.3）が、はる
かに大きな影響を及ぼし、主要な脆弱性を構成するの
はより強度の増した暴風雨であることを示唆してい
る。
　海面上昇と特に熱帯低気圧のような沿岸部の暴風雨
の激化が組み合わさることは、高潮の頻度や強度の増
大を引き起こし、損害は内陸部の降雨の激化と風の強
まりによってさらに悪化するであろう（6.3.2節参照）。
沿岸部の人口が増加するにつれ、曝露はますます増大
する（6.3.1節参照）。
　極端現象に対する脆弱性を軽減しうる適応策は多数
存在する。洪水防止と水供給のためのダム、沿岸の
高波に対する保護のための堤防および沿岸修復、建築
基準の改善、曝露を低減するための土地利用計画、災
害への備え、警戒システムおよび避難手順の改善、な
らびに保険および緊急援助の利用可能性の拡大などが
その一部である（第 18章参照）。しかし、極端な気象
現象に関する知見に大きな進展があったにもかかわら
ず、適切な適応策は十分に活用されていない。その理
由の一つに、特に開発途上国におけるコストの問題が
ある（White et al., 2001；7.4.3、7.5および 7.6節）。さ
まざまな種類の極端現象に関わる死亡率の低減には進
展があったものの、人間社会、とりわけ開発途上諸国
における人間社会は、熱帯低気圧、洪水および干ばつ
など気候の変動性や極端現象の現在のベースラインに
十分に適応されておらず、そのためこれらの影響はし
ばしば主要な脆弱性として評価される。

19.3.7　「懸念の理由」の最新情報

　第 3次評価報告書（Smith et al., 2001; IPCC, 2001b）は、
気候変動についての 5つの「懸念の理由」を特定し、

全球平均気温の変化に伴いその深刻さがどのように高
まるかを図式的に示した。本節では、この「懸念の理由」
を更新する。

特異で危機にあるシステム
　第 3次評価報告書（TAR）は、1990年レベルに比べ
て 2℃以内の全球平均気温の上昇が、とりわけサンゴ
礁や沿岸地域など、いくつかのこうしたシステムに被
害を与えるであろうことについて、確信度が中程度で
あると結論づけた。
　TAR以降、特異で脆弱なシステムへ気候変動が及ぼ
す観察された影響について、新規でより強力な証拠が
存在し（1.3.4および 1.3.5節参照；Parmesan and Yohe, 

2003; Root et al., 2003, 2005; Menzel et al., 2006）、それ
らのシステムの多くは既に気候変動による悪影響を被
りつつあると説明されている。このことは、極地の生
態系で特に明白である（例えば、ACIA, 2005）。さら
に、全球平均気温の 1990年比 2℃までの上昇が、多
数の生物多様性ホットスポットを含む、多数の特異で
脆弱なシステムに顕著なリスクを課すであろうことに
ついての確信度は高まっている（例えば、Hare, 2003; 

Leemans and Eickhout, 2004; Malcolm et al., 2006）。要約
すれば、1990～ 2000年レベル比 2℃までの温暖化が
多数の特異で脆弱なシステムに顕著な影響を及ぼすで
あろうことについては、現在のところ、確信度が高く、
また多くの絶滅危惧種の絶滅危機状態を増大する可能
性が高く、この結論における悪影響と確信度は気温上
昇のレベルが高まるほど増大する。

極端現象
　TAR、気候に関連した多くの極端な現象（例えば、
熱波、熱帯低気圧の強度）の頻度と規模が 1990年レ
ベル比 2℃未満の気温上昇に伴って増大するであろう
こと、およびこの増大と結果的な損害は温度が高いほ
ど大きくなるであろうことについて、確信度が高いと
結論づけた。
　近年の極端な気候現象は、開発途上国と先進国のい
ずれにおいても、これらの現象が人命の相当な喪失
と物的損害を引き起こしうることを示している（例え
ば、Schär et al., 2004）。個々の現象は人為起源の気候
変動のみによるものではないが、近年の研究は、人間
による影響が熱波（**）や激しい熱帯低気圧（*）な
ど特定の極端現象のリスクを既に高めていることを示
している（Stott et al., 2004; Emanuel, 2005; Webster et al., 

2005; Trenberth et al., 2007; Bindoff et al., 2007）。1990～

主要な脆弱性と気候変動によるリスクの評価第 19 章



766 767

2000年レベル比 2℃までの温暖化が洪水、干ばつ、熱
波および火災などの多数の極端現象のリスクを高める
であろうことについては確信度が高く、この結論にお
ける悪影響と確信度のレベルは気温上昇のレベルが高
まるほど増大する。

影響の分布
　WGII TAR（Smith et al., 2001）の第 19章は、先進国
よりも開発途上国の方が気候変動に対し、より脆弱で
あろうことについては確信度が高いこと、1990年レベ
ル比 2℃未満の温暖化が、多くの開発途上国の市場部
門に正味のマイナス影響を及ぼし、多くの先進国の市
場部門に正味のプラス影響を及ぼすであろうことの確
信度が中程度であること、ならびに 2～ 3℃の温暖化
が多くの先進国にとって正味のマイナス影響となり、
多くの開発途上国にとっては追加的なマイナス影響と
なるであろうことについては確信度が高いことを結論
づけた。
　影響の分布が不均一であろうこと、また感度が高く
適応能力が低いために低緯度の低開発地域が一般に最
大のリスクにさらされていることについては、依然と
して確信度が高い。しかし、近年の研究は、気候変動
に対する脆弱性は個々の国の国内においてもかなり変
わりやすいことを示している。その結果、先進国の一
部の住民集団もまた 2℃未満の温暖化に対してでさえ、
きわめて脆弱である（例えば、12.4節参照）。例えば、
高緯度地域の先住民はこれまでに既に気候変動によ
る顕著な悪影響に直面しており（14.4節参照；ACIA, 

2005）、特に熱帯低気圧の影響を受けやすい地域では、
ますます多くの沿岸居住者が増大するリスクに直面し
ている（Christensen et al., 2007 Box 11.5；11.9.5 節）。
1990～ 2000年レベルから 1～ 2℃の温暖化が世界の
一部地域（例えば、北極地方の国々、小島嶼）におけ
る主要なマイナス影響を伴うこと、およびそのほかの
地域における脆弱性がかなり高い特定の住民集団（例
えば、高地コミュニティ、貧困レベルが顕著な沿岸コ
ミュニティ）に対して、新規かつ顕著な脅威を与える
ことについては確信度が高く、この結論における悪影
響と確信度のレベルは気温上昇のレベルが高まるほど
増大する。

集計的な総影響
　WGII TAR（Smith et al., 2001）の第 19章は、1990年
レベル比 2℃までの全球平均気温の上昇に伴う市場部
門の総影響は世界総生産の数％のプラスまたはマイナ

スになるであろうが、世界のほとんどの人が悪影響を
受けるであろうということについて、確信度が中程度
であると結論づけた。集計的な経済影響に関する研究
は、気温上昇が 1990年レベル比 2～ 3℃を超えると正
味の損失となり、気候変動の規模が大きくなるほど損
失が増大することを見出した。
　TARの結論は、Hitz and Smith（2004）で再検討され
ているとおり、より最近の研究とも整合性がある。非
市場影響の評価の難しさ、先進諸国数か国以外の研究
の乏しさ、ほとんどの研究の焦点が平均気温のなだ
らかな上昇による一部の影響に合わせられているこ
と、ならびに適応と開発についての暫定的な説明など、
気候影響の集計的な推定に多くの限界があることは、
TARで既に示されている。近年の研究は、洪水による
農業への損害（Rosenzweig et al., 2002）や低気圧の強
度増大による損害（Climate Risk Management Limited, 

2005）など、従来考慮されなかった側面の一部を取り
入れている。これらの研究は、このような気候変動の
考慮されていない側面に伴う物理的影響とコストが非
常に大きくなるかもしれないことをほのめかしてい
る。別の分析法（例えば、Nordhaus, 2006）による結果
では、正味の損害がさらに大きくなりうると推定され
ている。つまり、間接的効果を含めると、影響の規模
が増幅しうる（例えば、Fankhauser and Tol, 2005; Stern, 

2007）。数度の温暖化は便益をもたらしうるが、それ
以上の温暖化は損害をもたらすという研究結果を強
固なものにするその他の研究もある（Maddison, 2003; 

Tol, 2005）。しかし、最終的な海面上昇など、わずか数
度の温暖化によってさえ生じる長期的コスト（例えば
Overpeck et al., 2006）は、集計的な損害推定に含まれ
ていない。加えて、現在の文献は気候変動によって生
みだされうる経済的機会を説明するのに十分でない。
　結局、文献における集計的な推定の現在の算出は、
どちらかといえば、気候変動の実際のコストを低く評
価している。その結果、気候変動による初期の正味の
市場便益は TARで想定されたよりも少なく、より早い
時期にピークに達するであろう可能性があり、また全
球平均気温が TARで推定されたよりも大きく上昇し、
損害が大きくなるであろう可能性が高い。
　文献には、金銭的効果以外の気候変動の集計的
な総影響についての分析も含まれている。Parry et 

al.（1999）は、沿岸部の洪水リスクの増大、水供給の
減少、栄養不良リスクの増大および疾病への曝露リス
クの増大によって、気候変動が何億人もの人に悪影響
を及ぼしうることを見出した。これらの影響はすべて、
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人の健康に直接影響するだろう。「世界疾病負担（Gobal 

Burden of Disease）」の研究は、1990年以降に起きてい
る気候変動が死亡率を上昇させ、またたとえ適応を実
施したとしても予測される気候変動は将来の疾病負担
を高めるであろうと推定した（McMichael et al., 2004）。
全球平均気温が 1990～ 2000年レベルから 1～ 2℃上
昇すると世界中の大半の人が悪影響を被るであろうこ
とについては、確信度が低いから中程度であり、この
結論における悪影響と確信度のレベルは気温上昇のレ
ベルが高まるほど増大する。

大規模特異事象
　TARは、3℃を上回る急速な温暖化が、気候変動性
の変化（例えば、ENSOの変化）、熱塩循環（THC－
子午面循環（MOC）と同義）の停止、WAISの退氷、
および気候－生物圏－炭素循環フィードバックなど、
気候システムにおける大規模特異事象を引き起こすで
あろうことについて、確信度が低いから中程度である
と結論づけた。しかし、気候システムの多くの複雑な
相互作用のため、大規模特異事象を引き起こす点およ
びタイミングの決定は困難であるとみなされていた。
　TAR以降、グリーンランドや西南極の氷床の部分
的もしくはほぼ全面的な退氷の可能性がある閾値に
関し、文献はより具体的な指針を提供している。全球
平均気温が 1～ 4℃（1990～ 2000年比）上昇すると、
グリーンランドの、そしておそらくWAISの氷床の、
少なくとも部分的な退氷が数世紀から数千年の期間内
に発生し、4～ 6mまたはそれ以上の海面上昇に寄与
するであろうことについては、確信度が中程度である
（19.3.5.2 節；Jansen et al., 2007 Section 6.4; Meehl et al., 

2007 Sections 10.7.4.3 および 10.7.4.4; Oppenheimer and 

Alley, 2004, 2005; Hansen, 2005; Otto-Bliesner et al., 2006; 

Overpeck et al., 2006）。TAR以降、炭素循環におけるフ
ィードバックによる気候への影響予測について、確信
度が高まっている（19.3.5.1節参照）。

19.4　 主要な脆弱性を回避するための対
応戦略の評価

　本節では、主要な脆弱性を回避または軽減するため、
主要な脆弱性と対応戦略とのつながりについて述べた
文献を再検討する。本節の構成は以下のとおりである。
19.4.1節では、主要な脆弱性を回避するための適応の役
割について述べた文献を再検討する。19.2節で論じた
ように、適応能力の不足や適応不能は、主要な脆弱性

の選定に適した基準の一つである。19.4.2節では、気候
変動の緩和を通じた主要な脆弱性の回避に特に焦点を
合わせた文献を再検討する。19.4.3節では、気候変動の
主要な脆弱性の回避に関する知見をとりまとめる。
　主な対応戦略は、気候変動の緩和と適応であるが、
これらは、それぞれに特有の時間的、空間的スケー
ルの観点から、大きくことなる焦点をもつものとして
描かれることが多い。その他の重要な戦略には、知識
を獲得することへの投資（例えば、推測の改善やオプ
ションの理解）、および能力強化への投資（不確実性
のもとで良い意思決定をするための能力とツールの向
上）がある。最終的に、最後の砦的政策オプション【訳

注 19-3】として地球工学を提案する文献もある（この
論争に関する最新情報については、例えば Izrael, 2005; 

Cicerone, 2006; Crutzen, 2006; Kiehl, 2006; Wigley, 2006

参照）。
　本節が、気候変動影響と、脆弱性、緩和、および適
応との境界面にあるという統合的な性質を考慮する
と、IPCC AR4のほかの各章と重要なつながりがある。
最も重要なものとして、WGIIの第 17章は、気候変動
への適応の役割を議論している。またWGII第 18章、
WGIII第 2章 2.5節および第 3章 3.5節では、緩和と適
応のつながりについて議論している。WGIIIの第 1章
1.2節および第 2章 2.2節では、地球規模の気候変動へ
の対応における課題と意思決定の問題の特徴をそれぞ
れ議論している。WGII第 2章 2.2.7節と WGIII第 2章
2.3節では、こうした状況下での不確実性への対処方
法を、WGIII第 3章 3.3節と第 3章 3.6節では、気候変
動の緩和を、それぞれ長期的観点および短期的観点か
ら議論している。WGII第 2章 2.4.6節は、緩和シナリ
オに伴う影響の評価方法を議論している。

19.4.1　対応戦略としての適応

　予見的適応と自律的適応はどれほどのことを達成し
うるのだろうか。影響を軽減し、主要な脆弱性を軽減
あるいは回避するための適応の可能性と限界はどのよ
うなものであろうか。
　こうした問いに関する科学的文献は、緩和に関する
ものほど十分に進んではおらず、多くの場合、結論も
より推論に基づいたものである。しかし適応の問題に
対して単純で包括的な返答がないことは明らかで、ま
た答えは多くの場合、場所ごとに特有で、微妙に異な
っており、研究が進展するにつれ、ますますそうなる
可能性が高いことも明らかである。
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　例えば農業に関して、これまでの IPCCの評価では、
集計的な世界の食料生産は短期から中期的には脅かさ
れないと概して結論づけている（IPCC, 1996, 2001a）。
しかし影響と適応能力にかなりの地域差があること
は、地域によって深刻な影響と食料不足が起こりうる
ことを示唆している。特に多数の貧困層が既に現在存
続が可能でない農業に従事している低緯度においてそ
うである（5.4.2節参照）。地球規模では、農業の回復
力はきわめて高く、世界の食料生産は世界人口の伸び
にあわせて急激に拡大してきている。もちろん、こう
した傾向が今後も持続するかどうかについては議論さ
れている。というのは、こうした傾向が一部には食肉
と食肉製品への需要増、および食料生産用の農業資源
とエネルギー生産用の農業資源の間での競争によって
左右されるからである。そうは言うものの、たとえ不
足が生じた場合でさえも、その理由が食料の絶対量の
不足にあることはほとんどなく、購買力不足や流通シ
ステムの不備による方が多い。
　農業における適応への注目は、農場レベルでの具体
策に焦点を合わせる傾向にあり、気候リスクを農業
慣行に取り込むことにおいては、ある程度進歩してい
る。一方、グローバル化と技術変化のプロセスは、適
応をアグリビジネス、国の政策立案者、ならびに価格、
関税と補助金、国際貿易の諸条件などの要素を含む国
際政治経済の手に委ねつつある。（Apuuli et al., 2000; 

Burton and Lim, 2005）。
　農業におけるこれまでの成功例は、特に先進国にお
けるほかの分野でもよくみられており、多くの地域
で、現在の気候変動性はおおむね対処可能な範囲内に
あることは明らかである（Burton and Lim, 2005）。一
つの起こりうる例外は、死亡者数は減少しているもの
の金銭的損失（保険付、保険なしの両方＜の損失＞―
Munich Re, 2005）が急激に増大する極端現象の場合で
ある。そうした事例では、リスクについての理解も、
予報や警告も大きく向上しているにもかかわらず適応
はあまりうまくいっていない（White et al., 2001）。一
つの理由は、特定の災害現象の記憶が薄れるにつれ、
地域の関心が低下し、それゆえ事前的適応策を適用し
ようとする傾向が軽減することにある。生じうるリス
クに対する認識の不足に関連することとして、極端現
象は、それが起こりうるという科学的証拠が広く入手
可能であるにもかかわらず、実際に起こると政府やコ
ミュニティはまだ不意をつかれうるということがあ
る（Bazermann, 2005）。2005年のハリケーン・カトリ
ーナ、2003年のヨーロッパの熱波、その他多くの同様

の現象による経済的損害と人命の損失は、大部分は予
見的適応が不十分であったか、さらに場合によっては
適応の失敗によるものである。従って、気候の変化と
変動に対する過去 200年間ほどの適応の総合実績は全
体としては功を奏しているが、一方で適応機会、特に
極端現象に関連する適応機会への投資が不十分である
ことの証拠もある（Burton, 2004, Burton and May, 2004; 

Hallegatte et al., 2007）。経済的損失は増大しているが、
生命の損失を減少させることにおいてはかなり成功し
ている。最近、かなり極端な気象現象が多発している
にもかかわらず、死亡率と罹病率はおおむね下降傾向
のままである。
　既存の、そして発展中の科学的理解、技術、および
専門知識が有効に適用されるならば、将来、かなり
の適応の余地があることは明らかである。気候変動の
速度が遅ければ遅いほど、適応がうまくいくであろう
可能性がますます高くなることが予想されるかもしれ
ない。例えば、大幅な海面上昇に対してでさえも、そ
れが何百年もかけて非常にゆっくりと起こるのであれ
ば、人間社会はそれに順応し、調整しうるかもしれな
い（Nicholls and Tol, 2006）。その一方で、ゆっくりと
増加する変化でさえもかなりのコストがかかる可能性
があり、人々はより劇的な刺激がなければ、予防的な
行動をとり、それに伴うコストを負担するのに十分に
動機づけされないかもしれない。従って、逆説的なが
ら、適応に対する市場、社会、心理、制度面でのあら
ゆる障壁が考慮されても、人間のすべての適応可能性
が発揮される可能性は高くない。
　表 19.1で特定された主要な脆弱性に関しては、シス
テムが人間の管理と制御のもとにあればあるほど、適
応の可能性は高くなることは明白である。大規模な地
球物理的変化には、人間の管理による適応の余地はほ
とんどない。幸い、こうした大規模な変化は比較的ゆ
っくりと展開する可能性が高く、それゆえ、やがて起
こる影響に対する適応のための時間をより長くとるこ
とが可能となる。生物システムの適応能力はいくらか
高いが、それでもやはりかなり限られたものである。
生物多様性と生態系は、そうした影響に対するそれ相
応に高い適応能力がない限り、地球物理システムより
格段に速い速度で影響を受ける可能性が高い。従って
適応能力がきわめて限定される中短期で最も影響を受
けるのは、生物システムとなる可能性が高いと思われ
る（Leemans and Eickhout, 2004; Smith, 2004; 第 4章参
照）。人間社会システムや市場システムに議論を移す
と、技術レベルでの適応能力は劇的に向上する。しか
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し社会システムでの影響、適応能力、適応コストのそ
れぞれに対する理解は、生物システムのそれより弱く、
不確実性は高い。このことは、特に、相乗的影響ある
いは横断的影響の場合にあてはまる。個別に考慮する
と、農業での適応の可能性は良いと思われるかもしれ
ない。＜しかし、＞水レジーム、干ばつと洪水、害虫
の蔓延と植物の病害、人の健康、インフラの信頼性、
貧弱なガバナンス、ならびに気候とは関係しないその
他のストレスを考慮に入れると、実態はあまり明らか
でなくなる。
　現時点での理解に基づいた全体的な結論は次のとお
りである。市場システムと社会システムにはかなりの
適応の可能性があるが、その経済的コストは、適応の
可能性そのものと同様、多大なものとなる可能性があ
るが不明な部分が多く、また均等に配分されていない。
生物システムと地球物理システムに関しては、影響が
より直接的で、そのためより急激に現れるため、適応
の可能性は、社会システムや市場システムに比べてか
なり低い。今後増大する主要な脆弱性の大部分が、ま
ず生物システムにおいて記録される可能性が高い（第
1章参照）。これは、主要な脆弱性が社会システムや
市場システムにおいて起きないであろうことを意味す
るのではない。社会システムや市場システムは生物シ
ステムに依存しており、生態系が気候変動や、生息地
の断片化、植物の病害や害虫の蔓延といったそれに付
随する要因によるストレスの増大の影響を受けるにつ
れ、それに続く、人の健康と安全、生計と繁栄に対す
る二次的な影響もかなりのものになるだろう（*/**）。

19.4.2　緩和

　本節では、気候変動の緩和を主要な脆弱性あるい
は気候システムへの危険な人為的干渉（DAI）を回避
するための手段として扱う増加しつつある文献を再
検討する（例えば、Schellnhuber et al., 2006参照）。気
候変動の緩和に関する文献のより一般的な再検討は、
WGIII AR4の第 3章（Fisher et al., 2007）3.3.5（長期的
安定化シナリオについて）、3.5.2および 3.5.3（統合評
価とリスク管理について）、ならびに 3.6節（短期目標
と長期目標とのつながりについて）で行われている。

19.4.2.1　緩和戦略の評価への方法論的アプローチ
　起こりうる主要な脆弱性や DAIを回避するかもしれ
ない対応戦略を特定するため、さまざまな方法が文献
で用いられている（Fisher et al., 2007, Section 3.5.2も参

照）。これらの方法は、次のような側面に応じて特徴
づけられる。

・目標設定型　対　目標未設定型
　本節で言う目標設定型アプローチは、主要な脆弱性
あるいは DAIの閾値としてあらかじめ定められた
目標値を超過しないよう試みる政策戦略の決定を指
す。一方、目標未設定アプローチでは、初めにそう
した目標値や閾値を考慮することなく選定した、排
出経路あるいは濃度経路の主要な脆弱性や DAIへの
影響を決定する。目標設定型アプローチは、特定の
結果（例えば、超過されない影響閾値）から温室効
果ガス（GHG）排出を気候影響につなげる因果関係の
起点に戻る方向で機能するため、｢逆算的（inverse）｣
アプローチとよばれることがある。

・決定論的　対　集合論的　対　確率論的
　決定論的解析は不確実なパラメータに対する最良の
推定値に基づいている。一方、確率論的解析は、確
率分布に関する一つまたはそれ以上のパラメータを
示すことにより、連結された社会－自然システムの
主要な不確実性を明示的に考慮する。集合論的方法
は、その集合の要素全体の確率分布を特定すること
なく、とりうるさまざまな値を選ぶ方法であるが、
この方法でもまた不確実性は個々に扱われうる。対
応戦略の評価における不確実性の役割についてのよ
り詳しい考察は Box19.3を参照。

・最適化　対　適応　対　非最適化
　最適化解析は、コスト最小化などのあらかじめ定め
た目標をもとに、推奨する政策戦略を決定する。一
方、非最適化解析はそうした目的関数の指定は必要
としない。適応解析は、今後の決定に際しては、新
情報が具体化されればそれも考慮するであろうとい
う前提のもとに、短期的な決定を最適化する。

表 19.2では、関連する文献で適用されている主な方法
を上記で定義した三つの側面のうちの二つに基づいて
特徴づける。というのは、決定論的、集合論的、およ
び確率論的アプローチは残りの二つの方法のいずれかに
適用しうるからである。19.4節の残りの部分は、主要
な脆弱性あるいは DAIを回避するための緩和戦略を調
査するこうした方法に関連した文献を再検討する。
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19.4.2.2 シナリオ分析および安定化目標の分析
　シナリオ分析では、特定の排出経路あるいは濃度プ
ロファイルが気温上昇の規模や速度など将来の気候変
動に及ぼす影響を調査している。放射強制力の主要因
子である CO2 に対象を絞る研究もあれば、その他のガ
スやエアロゾルを解析に含める研究もある。こうした研究
では、濃度を CO2 換算 ppm、または単位W/m2で示さ
れる放射強制力で表すことが多い（Forster et al., 2007 

Section 2.3を参照）。動的解析には、GHG 排出量経路
と開発経路の軌道、GHG 濃度、気候変動、およびそれ
に伴う影響についての情報が含まれる。関連する静的
解析では、GHG 濃度の安定化目標と、気候パラメー
タ（なかでも全球平均気温の上昇）の平衡値との関係
を調査する。ここでの「GHG安定化」という用語は、
最大数百年という対象期間において用いられているこ
とに注意されたい。人為的 GHG 排出がない状態がよ
り長期的な期間続けば、CO2 濃度は自然のプロセスで
工業化以前に近い値にまで戻るかもしれない（Brovkin 

et al., 2002; Putilov, 2003; Semenov, 2004a, b; Izrael and 

Semenov, 2005, 2006）。
　指定された排出経路あるいは濃度プロファイルが
長期的にどのような推移をするかは、それによって
過渡的気候変動やそれに伴う気候影響が変わってく
るので、主要な脆弱性を考えるとき特に重要であ
る（例えばO’ Neill and Oppenheimer, 2004; Meinshausen, 

2005; Schneider and Mastrandrea, 2005; Mastrandrea and 

Schneider, 2006参照）。主要な脆弱性や DAIに関わる
CO2 濃度あるいは温度閾値を特に考慮する研究は、二
つのおおまかなカテゴリーに区別できる。一つは安定
化シナリオで、このシナリオは、現在のレベルから最
終的な安定化濃度への濃度の滑らかな増加を意味する
（例えば Enting et al., 1994; Schimel et al., 1996; Wigley et 

al., 1996; Morita et al., 2000; Swart et al., 2002; O’Neill and 

Oppenheimer, 2004）。もう一つはピークまたはオーバー
シュートシナリオ【訳注 19-4】で、このシナリオでは、
濃度は最終的な濃度安定化レベルを一時的に超過する
（Harvey, 2004; Kheshgi, 2004; O’Neill and Oppenheimer, 

2004; Wigley, 2004; Izrael and Semenov, 2005; Kheshgi et 

al., 2005; Meinshausen et al., 2005; Frame et al., 2006）。オ
ーバーシュートシナリオは、現在の濃度レベルに近いか
それ以下の安定化レベルを調査するために必要である。
　将来の GHG 排出と気候変動における不確実性を、
各種のシナリオを解析することによって扱う研究もあ
る。O’Neill and Oppenheimer（2002）は、TAR で報告
されているように（Cubasch et al., 2001）、CO2 濃度安

定化プロファイル 450、550、および 650 ppmに伴う
2100年の全球平均気温上昇の幅を検討した。彼らは、
これらのシナリオのいずれも 2100年時点の広範なサ
ンゴ礁白化を防ぐことはできないであろうこと（現在
のレベルより 1℃高い閾値を想定）、また 450ppmで
の CO2 安定化プロファイルのみが、西南極の退氷（現
在のレベルより 2℃高い閾値を想定）と海洋の子午面
循環（MOC）の停止（100年以内に 3℃上昇する閾値
を想定）の両方の回避につながる可能性が高いことを
結論づけた。Lowe et al.（2006）は、ハドレーセンタ
ーの気候モデルによる「摂動パラメータアンサンブル
（perturbed parameter ensemble）」に基づいて一連の気候
シナリオを検討し、450ppmに近い安定化では、シナ
リオの 5％が西南極の退氷の閾値（1990～ 2000年レ
ベルから 2.1℃の地方的温暖化を想定）を越えること
を見出した。Corfee-Morlot and Höhne（2003）は、全
球平均気温の変化と CO2 安定化のさまざまなレベル
における各「懸念の理由」に対する気候影響について
の現在の知見を、気候感度の公表された確率密度関数
（PDF）【訳注 19-5】に基づいて再検討し、450ppmを超
える CO2 安定化目標がかなりの確率でもって大規模な
気候現象を引き起こすことを見出した。CO2 の安定化
が 450ppmに達する場合の影響の逆解析では、SRES 排
出シナリオの半分以上が、2020年時点ではこの安定化
目標に事実上到達できないままであると結論づけてい
る。こうした研究全体にわたるロバストな結論は、特
定の主要な脆弱性や DAIに関する閾値を越える確率
が、GHG 濃度の安定化水準が高まるほど増加するとい
うことである。
　また、連結した社会－自然システムの一つまたはそ
れ以上のパラメータの確率分布を用いて、不確実性を
定量化する研究もある。例えば、図 19.1は、平衡温度
閾値が工業化以前のレベルを 2℃越える可能性を、気
候感度の公表されたさまざまな確率分布に基づいて示
している。この代表的閾値を最終的に越える可能性を
「可能性が低い」（<33%の可能性）とするには、検討
対象の気候感度不確実性の分布（350ppmから 470ppm

の範囲）の大半において、CO2 換算安定化レベルは
410ppm未満でなければならない。
　重要な注意事項：図 19.1の解析では、文献からとっ
た数々の確率分布を用いている。WGI AR4は、気候感
度に関する多数の文献を評価し、気候感度は 2～ 4.5℃
の範囲である「可能性が高く」、1.5℃を超える「可
能性が非常に高い」と結論づけた（Meehl et al., 2007 

Executive Summary）。基本的な物理的理由およびデー
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タの限界のため、4.5℃よりかなり高い値もまだ除外は
できない。ただし、一般的には、2～ 4.5℃の範囲内の
値より、値が高いと、観測と代替データの一致度は、
より低くなる（Meehl et al., 2007 Executive Summary）。
IPCCの用いる「可能性が高い（likely）」は 66～ 90％
の可能性、「可能性が非常に高い（very likely）」は 90

～ 99％の可能性と定義されている。従って、WGIの
情報で暗に示されているのは、気候感度が「可能性が
高い」範囲外にある可能性が 10～ 34％であり、2℃よ
り低いか 4.5℃より高い確率と同じ（5～ 17％）であ
る。さらに、WGIの評価は、気候感度が 1.5℃を超え
る可能性を 90～ 99％としている。しかし 4.5℃より
右側の分布形態－リスク管理分析にはきわめて重要－
は、WGIが記すとおり、科学的知見の不足を考慮する
と非常に不確実であるため、気候感度 4.5℃を超える
確率関数をもとに得られた定量化の結論はいずれも確
信度が非常に低い。このため本節で示される分布や結
果は、いずれも、「確信度が低い」までとする。特に
結果が気候感度の確率分布の裾部分に依存するような
場合は、このことが該当する。とは言え、ここに述べ
るとおり、リスク管理の枠組みでは異常値情報の入力
（たとえ確率、信頼度が低くとも）が必要である。そ
れゆえ、主要な脆弱性を評価するリスク管理手法に本
来備わっている枠組みを示すため、確率論的解析に基
づく文献を示す。
　DAIの温度閾値は、それ自体、主観的確率分布で表
されうる。Wigely（2004）は、DAIを回避するのに必
要な CO2安定化レベルの分布を構築するために、気候
感度の確率分布と DAIの温度閾値を組み合わせた。こ
の想定のもとでの大気中 CO2 濃度安定化レベルの中央
値は 536 ppmで、DAIを回避するのに必要な安定化レ
ベルが現在の大気中 CO2 レベルより低くなる可能性は
17％である。Harvey（2006, 2007）による同様の解析
では、DAIの確率論的温度閾値を越える「許容しうる
（acceptable）」確率（10％）をはっきりとした規範的選
択として追加した。気候感度と DAI温度閾値の確率分
布に関する同様の想定で、Harveyは許容可能な CO2 安
定化濃度が、エアロゾルの強制力についての想定に応
じて、390～ 435ppmの間であることを見出した。も
ちろん、両筆者ともはっきりと認めているとおり、こ
うした結果は用いられたすべての想定に対して、非常
に敏感である。
　最後に、たとえ最終的には同じ濃度にたどり着くと
しても、安定化濃度を超過する GHG濃度安定化軌道
と超過しない軌道の間では、環境影響の相当な違いが

予期される。例えば、Schneider and Mastrandrea（2005）は、
工業化以前から 2℃（「現在」からは 1.4℃）の気温上
昇目標を、2200年までに少なくとも一時的に超えてし
まう確率は、CO2 換算 600ppmへとまず上昇し、その
後 CO2 換算 500ppmで数百年間安定する超過シナリオ
において、同じレベルで安定化する目標を超過しない
シナリオより 70％高い（＜超過しないシナリオでは＞
45％であるのに対し＜超過シナリオでは＞ 77％）と算
出している（図 19.2の上のグラフ）。
　超過シナリオは、より高い過渡的な温度上昇を引
き起こし、このことは主要な脆弱性や DAIの閾値を
一時的または永続的に超過する確率を高める（例え
ば、Hammitt and Shlyakhter, 1999; Harvey, 2004; O’Neill 

and Oppenheimer, 2004; Hare and Meinshausen, 2005; 

Knutti et al., 2005）。このことを踏まえ、Schneider and 

Mastrandrea（2005）は、図 19.2（下のグラフ）の模式
的シナリオに示すように、DAIに関する温度閾値の超
過の最大で累積的な規模を特徴づけるための二つの尺
度、つまり最大超過幅と度年を提案した。温度上昇の
速度は適応能力（19.4.1節参照）、ひいては影響にと
って重要であるため、現在と最高気温が生じる時（図
19.2bのMEAの年）との間の時間的遅れもまた、主要
な脆弱性を生み出す、あるいは特定の DAIの閾値を越
える可能性と関連している。

19.4.2.3　ガードレール分析
　ガードレール分析は、まず回避すべき気候変動ある
いは気候影響に関する目標を定め、その後その目標に
矛盾しない排出幅を決定する逆算的分析の二つのタイ
プからなっている。二つのタイプとは、容認範囲分析
（Toth, 2003）と、安全着陸分析 （Swart et al., 1998）の
二つである。容認範囲アプローチは、競合する複数の
気候政策目標が、中期・長期の温室効果ガス許容排出
量に及ぼす影響を評価することを可能にする。このア
プローチはまずは気候影響のいくつかの規範的閾値に
適用されており、これらの閾値は、受容不可能な緩和
政策を除外することを目指す社会経済的制約とともに
分析される。Toth et al.（2003）は、生態系の地球規模
の変化の閾値、地域的緩和コスト、および緩和のタイ
ミングの間の相互作用を分析している。その結果は、
2040年まで GHG 排出の特段の対策をとらないシナリ
オ（SRES A2シナリオと類似）に従って進むと、た
とえ後になって、GHG 排出の緩和＜コスト＞を人々
が進んで負担しようとする楽観的な想定をしたとして
も、世界の生態系の変化を 30％以下に抑える可能性は
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排除されることを示している。Toth et al.（2003）は、
南アジアでの 10％を超える農業収量減少の可能性を回
避するのであれば、GHG 排出の緩和策は、遅くとも
2015年までには始めなければならないことを示してい
る。しかしこの結果も、この分析に適用された特定の
GCM（HadCM2）の地域的気候変動予測と、影響モデ
ルの確度次第である。逆算的分析における地域的およ
び地方的気候影響を考えると、そうした影響に伴う相
当な不確実性に関する課題が浮かび上がる。
　容認範囲アプローチはまた、主に海洋熱塩循環の安
定性の確率論的解析のために、体系的な気候閾値と
の関連で適用されてきた（Zickfeld and Bruckner, 2003; 

Bruckner and Zickfeld, 2004; Rahmstorf and Zickfeld, 

2005）。Rahmstorf and Zickfeld（2005）は、2035年およ
び 2065年頃に＜海洋＞循環の停止を引き起こすそれ
ぞれ 5％、または 10％の可能性に対応する排出量範囲
を、SRES A2排出シナリオは超えると結論づけている。
こうしたモデルでの想定を考慮すれば、非常に厳しい
排出削減を行ったとしても、2％の循環停止リスクは
もはや回避することはできない。

19.4.2.4 　費用便益分析
　気候変動に関する一般的な費用便益分析（CBA）
は、Fisher et al., 2007 Section 3.5.3.3で再検討されてい
る。本節では、主要な脆弱性と DAIを回避するための
CBAの適切性に焦点を合わせて議論する。気候変動に
ついてのごく初期の費用便益分析は、気候変動は少し
ずつ滑らかに進行するであろうと想定していた。この
想定は、これらの分析によって、ロバストで最適な政
策的解決を決定することを妨げてきている（Hall and 

Behl, 2006）。というのは、この想定は重要な主要な脆
弱性を考慮していないからである。この想定の制約を
認識したうえで、多数の文献が拡大版費用便益分析や
第 2条の文脈での関連する意思決定を発展させており
（例えば Jones, 2003）、特に、全球スケール、地域スケ
ールでの突然の変化に焦点を合わせている（Schneider 

and Azar, 2001; Higgins et al., 2002; Azar and Lindgren, 

2003; Baranzini et al., 2003; Wright and Erickson, 2003）。
　気候変動によって引き起こされるMOCの速度鈍化
または停止など、主要な脆弱性と特定された大規模
な気候不安定性から起こる損害を取り入れることに
焦点を合わせている論文もいくつかある（Keller et al., 

2000, 2004; Mastrandrea and Schneider, 2001; Link and Tol, 

2004）。例えば、MOCの変化に伴う市場の損害を定量
化することは難しく、現在ある解析は、確信度が高く

ない、概算見積りとして解釈されなれければならない。
こうした予備的な分析は、MOCの速度鈍化あるいは
停止に伴う損害がたとえ世界総生産の 1％に満たない
としても、人為的な温室効果ガス排出の大幅削減は、
経済的に効率が良いことを示唆している。しかし、モ
デルの結果は、気候感度、緩やかな気候変動と突然の
気候変動の損害関数、および時間割引についての想定
に大きく依存しており、それゆえ確信度が高い定量的
な予測ではなく、主として解析の枠組みと概算結果を
論証するために設計されている。
　研究者の中には、費用便益分析の中に不確実性の確
率論的扱いを取り入れている人もいる。最近の例では、
Mastrandrea and Schneider（2004）と Hope（2006）など
がある。こうした確率論的解析は、決定論的解析に比
べ、より積極的な緩和政策を常に提案する。というの
は、確率論的解析は、高い気候感度（特定の定量化結
果の確信度が低いことについては 19.4.2.2節の「重要
な注意事項」参照）と高い気候損害の同時発生を認め
るからである。

19.4.2.5　費用対効果分析
　費用対効果分析には、将来の気候変動あるいはその
影響についてあらかじめ定められた確率論的あるいは
決定論的制約と矛盾しないコストを最小化する政策戦
略の決定が含まれる。代替的気候制約に対する最小コ
スト戦略の比較は気候変動の影響と関連する排出緩和
コストとのトレードオフを探るために適用されてきて
いる（例えば、Keller et al., 2004; McInerney and Keller, 

2006）。こうした制約を組み入れた費用対効果分析で
求めた温室効果ガス排出削減量は、初期の費用便益分
析の大半が提案している削減量より大幅に多いのがふ
つうである。初期の費用便益分析の損害関数には、そ
うした制約の根底にある主要な脆弱性が考慮されてい
ないことが多いからである。加えて費用便益分析では、
政策戦略のすべてのコストと便益の間での完全な代替
可能性を想定しているが、一方で費用対効果分析にお
ける厳しい制約はそうした代替を認めない。
　費用対効果（および費用便益）分析の中には、主要
な脆弱性または全球気温変化の閾値の回避と組み合わ
せて、連続的な意思決定戦略を調査したものがある。
この戦略は、さらなる観測やモデルの改良を通じて、
将来の主要な不確実性の解決を可能にする。こうした
分析の定量的結果は、確信度が高くなりえない。とい
うのは、ほとんどの研究は、二、三の不連続な値のみ
によって不確実性のパラメータを表しており、また／
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あるいは、学習についてのかなり任意の想定を用いて
いる（例えば、Hammitt et al., 1992; Keller et al., 2004; 

Yohe et al., 2004）。Webster et al.（2003）は、体系的な
分析において、気候変動による損害と将来の温室効果
ガス排出削減のコストを学習する能力が、今日におけ
るより緩い政策あるいはより厳しい政策のいずれかを
導きうることを見出した。あらゆる研究が、科学的不
確実性そのものは、気候によって生じうる損害を緩和
するために、今日何もしないということに正当性を与
えないという著者らの意見を報告している。

19.4.3　まとめ

　本節で再検討した諸研究は、方法論的アプローチ、
地理物理、生物、社会の各システムにおいて不確実性
が考慮される際の精巧さ、および主要な脆弱性または
DAIの明示的な調査にどの程度綿密に取り組んでいる
かという点で大きく異なっている。取り入れられたモ
デルには、炭素循環や気候についての単独モデルから、
排出量、技術、緩和、気候変動、および影響を説明す
る包括的な統合評価枠組みまでさまざまなものがあ
る。枠組みの中には、脆弱性の概算を取り込んだもの
もあるが、地球規模での十分に確立された適応プロセ
スの表現を含むものはない。
　本節で再検討したさまざまな研究から、簡単な要約
をまとめることは不可能である。しかし TAR以降の文
献からは次のような結論がより堅固である。
・気候変動に敏感で、限られた適応潜在能力しか持っ
ていない地球物理システム、生物システム、および
社会経済システムにおける特定の主要な要素とプロセ
スへの損害防止を目的とする対応戦略を考慮する文献
が増えてきている。政策立案者　らは、DAIを回避す
るための政策の設計を助長する際に、本節で検討した
文献からの見識を考慮したいと思うかもしれない。

・大半の文献において、主要な影響は、平衡全球平均
地上気温の工業化以前の平衡状態からの、あるいは
1990～ 2000年レベルからの上昇と関係がある。主
要な脆弱性の解析には過渡的温度変化がより有用で
あるが、平衡解析に比べると過渡的評価についての
文献はあまりない。

・多くの研究が、早かれ遅かれ特定の主要な影響、す
なわち脆弱なプロセスの崩壊／停止につながるであ
ろう全球平均気温の閾値を提供している。そうした
閾値は正確に分かるものではなく、文献の中ではさ
まざまな値（場合によっては確率論的関数）によっ

て特徴づけられている。排出経路／ GHG濃度プロ
ファイルが、所与の温度閾値を越えるかどうかの評
価は、相当な不確実性を特徴としている。従って、
決定論的研究だけでは、対応戦略を詳細に分析する
ための十分な情報は提供できず、確率論的手法も考
慮されなければならない。過去の気候変動と気候シ
ステムの慣性を考慮に入れると、ある種の大規模現
象（例えば主要な氷床の融解）を回避できる確信度
が高いということはもはやないことを最近の諸研究
で行われたリスク解析が示している（Wigley, 2004, 

2006; Rahmstorf and Zickfeld, 2005）。社会システムの
リスクにも、同様の結論を適用しうる。ただし、社
会システムに対するあらゆる閾値は、いずれにせよ
不確実であると示唆する文献が多い。

・Meehl et al., 2007 Table 10.8は、異なる CO2 換算安定
化レベルに対する平衡全球平均地上温度の可能性が
高い上昇幅を、平衡気候感度は 2～ 4.5℃の範囲に
ある可能性が高いとする専門家の評価に基づいて、
示している（Meehl et al., 2007 Executive Summary）。
Meehlらが示す可能性が高い＜上昇＞幅（工業化以
前からの気温上昇を 1990～ 2000年レベルからの平
衡温度上昇に換算－ Box 19.2参照）は次のとおりで
ある。CO2 換算 350 ppmでは 1990～ 2000年レベル
より 0～ 0.8℃上昇；CO2 換算 450 ppmでは、1990

～ 2000年レベルより 0.8～ 2.5℃上昇；CO2 換算 550 

ppmでは、1990～ 2000年レベルより 1.3～ 3.8℃上
昇；CO2 換算 650 ppmでは、1990～ 2000年レベル
より 1.8～ 4.9℃上昇、CO2 換算 750 ppmでは、1990

～ 2000年レベルより 2.2～ 5.8℃上昇。この可能性
が高い幅より大きい気候感度（より大幅な温暖化を
意味するであろう）も除外できないとする研究もあ
り（Meehl et al., 2007 Section 10.7.2）、WGIでの幅は、
気候感度が 4.5℃を超える可能性は 5～ 17％と示唆
している（詳細については、19.4.2.2節の重要な注
意事項参照）。

・それぞれの排出経路に伴う将来の全球平均気温の軌
道は今後 20から 40年の間は大きくかけ離れるとは
予想されていない。一方で、文献は近い将来の排出
削減を含む緩和活動は、22世紀中の濃度プロファイ
ルや気温プロファイルに相当な影響を及ぼすであろ
うことを示している。DAIのレベルを超える可能性
を下げることを目的とするのであれば、安定化の努
力を始めるのが遅れることは、削減率の加速を必要
とすることが示されてきている（Semenov, 2004a, b; 

Izrael and Semenov, 2005, 2006）。緩和活動が相当に
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遅れると（数十年以上）、安定化目標のより低い幅
の達成（例えば、CO2 換算 500 ppm以下）は、超過
シナリオによる場合を除いては（図 19.2下のグラフ
を参照）、実現不可能になる。超過シナリオは、よ
り高い過渡的温度上昇を引き起こし、主要な脆弱性
の閾値を一時的に、あるいは永続的に越える確率
を高める（Hammitt, 1999; Harvey, 2004; O’Neill and 

Oppenheimer, 2004; Hare and Meinshausen, 2005; Knutti 

et al., 2005; Schneider and Mastrandrea, 2005）。
・市場システムと社会システムに関しては、気候変動
への適応の相当な可能性があるが、適応のためのコ
ストと制度的能力は十分に分かっていないし、世界
の地域間で不均等に配分されているように思われ
る。生物システムおよび地球物理システムに関して
は、適応の可能性は、それよりかなり低い。従って、
緩和なしでは回避できないであろういくつかの主要
な影響もある。

19.4.4　研究の必要性

　主要な脆弱性と気候変動によるリスクを評価するた
めの知識基盤は急速に発展している。とはいえ、影響、
適応の可能性と性質、および人間システムと自然シス
テムの脆弱性についての我々の知識には相当なギャッ
プがある。しかし本章で明らかにしようと試みたよう
に、進行中の政策対話にとって意義深くまた価値ある
ものとなる可能性が高い情報基盤は確実に増えている。
　本章を締めくくるこの節では、さまざまな分野から
のいくつかの優先的研究課題を強調する。明らかに、
これらは例示的なリストに過ぎず、本章の目的が考慮
される限りにおいて、新たな知見が即座に役立ち、か
つ妥当となりうる分野を示している。
　本章は、主要な脆弱性が、危険な人為的干渉に関す
る対話の基礎をなす有用な概念であるかもしれないこ
とを示唆している。この概念をさらに明確にするには、
生物地球物理と社会経済の両プロセスを捉えることの
できる、かなり学際的で統合的な手法が必要である。
特に、脆弱性を決定する社会経済的条件（例えばリス
クにさらされる人々の数、富、技術、制度）が、急速
に変化することは注意に値する。さまざまなスケール
のこうした変化の根底にある動態をより深く理解する
ことは、気候変動に対する主要な脆弱性の理解を深め
るために不可欠である。この文脈での関連する研究課
題は、社会経済条件の変化がどのように厚生に影響す
るかということでなく、むしろ、社会経済条件のどの

程度の変化が、気候変動に対する脆弱性に影響を与え
るかということである。言い換えれば、重要な課題は、
今後の開発経路が、いかにして気候変動に対する脆弱
性を増大する、あるいは軽減しうるかである。
　本章が主要な脆弱性を特定するための基準をとおし
て明らかにしてきたように、人間システムおよび自然
システムの対応は、自律的なものも予見的なものもと
もにきわめて重要である。従って、政治経済や決定理
論と同じくらい多様性のある学問分野からの投稿論文
によってこの問題に関する現存の文献を充実させるこ
とが重要である。特に、適応と適応能力の理解、そし
て適応戦略の実施にあたっての実践的、制度的、およ
び技術的障害の理解を深めることが中心的な問題の一
つとして挙げられる。理解を深めるためには、個人から、
世帯、コミュニティ、国家までといった意思決定のさま
ざまなレベルとスケールでの、認識－評価－反応プロセ
スのより豊富な特徴描写が必要とされるだろう。これに
関連して、新たな研究手法が必要とされるかもしれない
ことは特筆すべきである。例えば、適応に関して、理論
の発展が実践からの経験と並行して生じる、さらには実
践からの経験によって裏付けられるような、実行をとお
して学ぶアプローチが必要とされるかもしれない。
　主要な脆弱性の重要なカテゴリーは、地球物理シス
テムの大規模で、不可逆的、かつ体系的な変化と関連
している。西南極やグリーンランドの氷床の変化のよ
うな大規模な変化は、特に長期的で大幅な海面上昇に
よって、重大な影響をもたらしうる。従って、21世紀
および長期的な海面上昇による影響の推定の精度を上
げるには、WGIで既に述べられているとおり、氷床の
動的プロセスのさらなる理解を取り込んだ新たなモデ
リングが緊急に必要とされる。主要な脆弱性のほぼす
べての評価において重要となるのが、気候感度、特に
リスク管理における気候感度に関する知識を高めるこ
とである。つまり、気候感度の確率分布の右側の裾の
部分に関してであり、主要な影響の最も大きな可能性
がこの部分にある。
　最後に、危険な人為的干渉の解明と決定は、規範的
な判断を含む、複雑な社会政治的プロセスである。主
要な脆弱性に関する情報がこのプロセスを特徴づけ、
向上させるであろうが、同時に、制度的および組織的
動態や多様なステークホルダーからの情報など、この
プロセスを支える社会科学の分野からの有用な見識が
あるかもしれない。また、トップダウン型の気候モデ
ルとボトムアップ型の社会的脆弱性評価とを組み合わ
せる脆弱性と適応の評価も必要とされる。
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Box 19.1　気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）第 2 条 目的

UNFCCC第 2条の本文は次のように書いてある。

「この条約および締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連規定に従い、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ことを究極的
な目的とする。そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食料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達成されるべきである。」

Box 19.2　気温レベルの基準

全球平均気温の変化のレベルは基準に応じて、文献中でさまざまに表されており、その基準には、1750年
や 1850年といったある特定の年における工業化以前の気温、1961～ 1990年の平均気温、あるいは 1990～
2000年の平均気温がある。工業化以前のレベルと比べた 1990～ 2000年の期間の＜気温＞上昇についての最
良の推定値は 0.6℃で、20世紀中の温暖化の最良の推定値を反映している（Folland et al., 2001; Trenberth et al., 

2007）。従って、これを具体的な例で示すと、工業化以前のレベルからの 2℃の上昇は、1990～ 2000年のレ
ベルからの 1.4℃の上昇に相当する。気候影響の研究では、地域の気温変化に応じた変化を評価することが多
いが、これは全球平均気温の変化と著しく異なりうる。陸域の大部分では、地域的な温暖化は全球の温暖化
より大きい（Christensen et al., 2007参照）。本章では、別途特定される場合を除き、全球平均気温の 1990～
2000年のレベルを上回る変化を表すが、これは主要な脆弱性に関する文献中で使用される最も一般的な基準
である。しかしながら、文献の中には基準となる期間についての多くの慣例があることを考慮に入れると、
読者は、全球平均気温変化の具体的なレベルでの影響に関する数字が出てくるたびに、注意深く検討し、整
合性を保つために基準となるレベルを調整することが望まれる。

【図、表、Box】
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表 19.1　潜在的な主要な脆弱性の例。このリストは優先度や深刻さの順ではなく、システム、プロセスまたは集団といった分
類ごとに並べられており、これらは脆弱性の影響を受ける、または脆弱性を引き起こすものである。全球平均気温（GMT）の
上昇が大きくなると影響がどのように変化するであろうかに関する情報がある場合は、それも提示する。GMTの上昇は、すべ
て 1990年頃と比較している。表の大きさを範囲内におさめるために、記載事項は短くせざるをえない。それゆえ、さらなる詳
細、注意事項および裏付けとなる証拠については、本文、相互参照、ならびに第 4次評価報告書の本章および他の章で参照さ
れた元の科学的研究を調べる必要がある。気候変動影響はほかの既存のストレスや変化しつつあるストレスに加わるわずかな
もの、あるいは相乗作用をもたらすものである場合が多い。確信度の印の凡例：***確信度が非常に高い、**確信度が高い、
*確信度が中程度、● 確信度が低い。［大カッコ］でくくった出典は、別の表示がある場合を除き、WGII第 4次評価報告書から
のものである。出典が記載されていない場合、記載事項は第 19章の著者らの結論に基づいている。

リスクにさらさ
れるシステム、
プロセスまたは
集団［相互参照］

「主要な脆弱性」に
関する主な基準

（19.2 節に挙げた 7
つの基準に基づく）

気温とリスクの間の関係
2100 年までの気温変化（1990 ～ 2000 年と比較して）

0℃ 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃

全球の社会システム
食料供給
［19.3.2.2］

分布、規模 低緯度地域で一部の穀物の
生産性が低下 */●［5.4］
中 /高緯度地域で一部の穀
物の生産性が上昇 */●［5.4］

一部の中／高緯度地域で穀物
生産性が低下 */●［5.4］
約 3℃を超えると地球規模での
生産可能性が低下する可能性
が非常に高い *［5.4, 5.6］

インフラ
［19.3.2］

分布、規模、タイミ
ング

損害は、気候変動の速度、極端現象の変化および適応能力に敏感に反応して、急激
に増加する可能性が高い **［3.5, 6.5.3, 7.5］。

健康［19.3.2］ 分布、規模、タイミ
ング、不可逆性

一部のリスクは低下するが、特に栄養不良、下痢性疾患、
感染症、洪水および干ばつ、極端な暑熱やその他のリス
ク要因により、集計での健康影響は増加するであろう
*/**。公衆衛生システムの状態に対して敏感である ***
［8.概要 , 8.3, 8.4, 8.6］。

水資源［19.3.2］ 分布、規模、タイミ
ング

気候変動の増大につれて、洪水、干ばつ、侵食、水質悪
化の深刻度が増すであろう ***。海面上昇によって地下
水が塩水化する場所が拡大し、沿岸地域での淡水利用可
能量が減少するであろう ***［3.概要］。何億人もの人
が水供給量の減少に直面するであろう **［3.5］。

移住および紛争 分布、規模 干ばつの増加、水不足、河川や沿岸の洪水といったストレスが多くの地方の住民お
よび地域の住民に影響を与えるであろう **。場合によってはこれが国内または国外
への移転をもたらし、紛争を悪化させ、移住圧力を課すであろう *［19.2］。　　

集計的な市場影
響および分布

規模、分布 地球規模での正味のマイナスの市場影響
は気温上昇につれて拡大 *［20.6］。ほと
んどの人がマイナスの影響を受ける *。

地域システム
アフリカ
［19.3.3］

分布、規模、タイミ
ング、低い適応能力

さらに数億人が水ストレス増大のリスクにさらされる。高
地でのマラリアリスクの増大。多くの国で作物収量が減少
し、サッキャラントカルーなどの多数の生態系に害が及ぶ ●
［9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5］。

アジア
［19.3.3］

分布、規模、タイミ
ング、低い適応能力

約 10億人が、農業生産可能性の低下、水供給量の減少または極端現象の増加によ
るリスクに直面するであろう●［10.4］。

現状の影響は小さいが認
識可能 *［1.3.7, 8.2］。

不確実な正味の便益および第 3次評
価報告書においてより便益が小さく
なり、損害が大きくなる可能性の増
大 ●。多くの高緯度の場所では正味
の市場便益が発生し、多くの低緯度
の場所では正味の市場損失が発生す
る *［20.6, 20.7］。ほとんどの人がマ
イナスの影響を受ける ● /*。

一部の中緯度および半乾
燥低緯度における水利用
可能量の減少と干ばつの
増加 **［3.2, 3.4, 3.7］。

数千万人が水ストレ
ス増大のリスクに
さらされる；マラリ
ア発生地域の拡大 ●
［9.2, 9.4.1, 9.4.3］ 。

約 3℃までは地球
規模での生産可能
性が増加*［5.4, 5.6］
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リスクにさらさ
れるシステム、
プロセスまたは
集団［相互参照］

「主要な脆弱性」に
関する主な基準

（19.2 節に挙げた 7
つの基準に基づく）

気温とリスクの間の関係
2100 年までの気温変化（1990 ～ 2000 年と比較して）

0℃ 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃

地域システム
ラテンアメリカ
［19.3.3］

規模、不可逆性、分
布、およびタイミン
グ、低い適応能力

数千万人が水不足
のリスクにさらさ
れる ●［13.概要 , 
13.4.3］。多数の固
有種が土地利用と
気候変動によるリ
スクに直面する ●
（～ 1℃）［13.4.1, 
13.4.2］。

1億人以上が水不足のリスクにさらされる ●［13.概要 , 13.4.3］。
人口密集地が多い低平な沿岸地域が、海面上昇とより強度の
増した沿岸暴風雨によるリスクにさらされる ●（約 2～ 3℃）
［13.4.4］。特にアマゾンにおいて、生物多様性の広範囲にわ
たる喪失 ●［13.4.1, 13.4.2］。

極域［19.3.3］ タイミング、規模、
不可逆性、分布、低
い適応能力

気候変動は既に社
会システムおよび
生態システムに相
当な影響を及ぼし
ている **［15.概
要］。

温暖化が続くと氷被覆や永久凍土のさらなる消失につながる
可能性が高い **［15.3］。純生態系生産は増加すると推定さ
れるが **、北極地方の生態系はさらに危惧される **［15.2.2, 
15.4.2］。いくつかの経済的機会が開かれるであろう（例えば、
海運業）が、伝統的生活手法は崩壊するであろう **［15.4, 
15.7］。

小島嶼［19.3.3］ 不可逆性、規模、分
布、低い適応能力

多数の島嶼で既に
いくつかの悪影響
が起きている **
［16.2］。

海面上昇による沿岸の浸水とインフラへの損害の増加 **［16.4］。
先住民、貧困層
または孤立した
コミュニティ
［19.3.3］

不可逆性、分布、タ
イミング、低い適応
能力

一部のコミュニ
ティは既に影響を
受けている **
［11.4, 14.2.3, 
15.4.5］

気候変動と海面上昇がほかのストレスをも増大させる **。
特に低平な沿岸地域および乾燥地域のコミュニティが脅かされ
る **［3.4, 6.4］。

地中海、北アメ
リカ西部、アフ
リカ南部、オー
ストラリア南
部、およびブラ
ジル北東部の乾
燥化［19.3.3］

分布、規模、タイミ
ング

気候モデルは一般に、これらの地域の降水量減少を予測している［3.4.1, 3.5.1, 
11.3.1］。流出量の減少は、限られた水供給をさらに悪化させ、水質を低下させ、生
態系を損ない、作物収量の減少をもたらすであろう **［3.4.1, 11.4］。

熱帯山岳氷河お
よび高山地域コ
ミュニティへの
影響［19.3.3］

規模、タイミング、
持続性、低い適応能
力、分布

熱帯氷河が融解しつつあ
り、一部の地域に洪水を
引き起こしている；生態
系の変化は、貯水量減少
に起因する水の安全保障
問題を引き起こす可能性
が高い  */**［Box 1.1, 10.
概要 , 10.2, 10.4.4, 13.概要 , 
13.2.4, 19.3］。

熱帯山岳氷河減少の加速。これらのシステムの一部は
今後数十年間に消失するであろう *［Box 1.1, 9.2.1, Box 
9.1, 10.概要 , 10.2.4, 10.4.2, 13.概要 , 13.2.4.1］。

全球の生物システム
陸域生態系と
生物多様性
［19.3.4］

不可逆性、規模、低
い適応能力、持続性、
変化の速度、確信度

全球の各地で多数の絶滅 **［4.4］。

陸域生物圏が正味の炭素放出源に向かう **
［4.4］。

海洋生態系と
生物多様性
［19.3.4］

不可逆性、規模、低
い適応能力、持続性、
変化の速度、確信度

広範なサンゴの大量死 ***［4.4］

多くの生態系が
既に影響を受
けている***
［1.3］。

サンゴの白化
拡大 **［4.4］。

約 20～ 30％の種が絶滅のま
すます高まるリスクにさらさ
れている *［4.4］。

大部分のサン
ゴが白化 **
［4.4］。
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リスクにさらさ
れるシステム、
プロセスまたは
集団［相互参照］

「主要な脆弱性」に
関する主な基準

（19.2 節に挙げた 7
つの基準に基づく）

気温とリスクの間の関係
2100 年までの気温変化（1990 ～ 2000 年と比較して）

0℃ 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃

全球の生物システム
淡水生態系
［19.3.4］

不可逆性、規模、持
続性、低い適応能力

一部の湖は既に漁
業生産高の減少を
呈している；水生
生物種の極方向へ
の移動 **［1.3.4, 
4.4.9］。

水循環の激化、より深刻な干
ばつと洪水 ***［3.4.3］。

多数の淡水生物種の絶滅
**、湖沼の陸水学的大変
化 **、内陸湖の塩水化の
増大 **。

地球物理システム
生物地球化学的
循環［WGII　
4.4.9, 19.3.5.1; 
WGI 7.3.3, 7.3.4, 
7.3.5, 7.4.1.2, 
10.4.1, 10.4.2］

規模、持続性、確信
度、低い適応能力、
変化の速度

海洋の酸性化は既に始まっており、大気中の CO2濃度が上昇するにつれてさらに増
大する ***；生態学的変化は深刻である可能性がある *［1.3.4, 4.4.9］。
炭素循環フィードバックは、SRES2 A2シナリオで予測される CO2濃度を 2100年ま
でに 20～ 220ppm増大させ、それに伴ってさらに 0.1～ 1.5℃温暖化する **。AR4
の気温の幅（1.1～ 6.4℃）はあらゆるシナリオやモデルからのこのフィードバック
を考慮しているが、永久凍土、泥炭地、湿地、および高緯度にある大量に貯留され
ている海洋ハイドレートからの追加的な CO2や CH4の放出も起こりうる *［4.4.6, 
15.4.2］。
永久凍土は既に融解し始めており、上記のフィードバックは気候変動に伴っておお
むね増加するが、海水の熱膨張による海面上昇【訳注19-6】がハイドレートの安定性
を高める可能性が高い ***［1.3.1］。

グリーンランド
氷床［WGII 6.3, 
19.3.5.2; WGI 
6.4.3.3, 10.7.4.3］

規模、不可逆性、低
い適応能力、確信度

特定の地方に限定的な退
氷（地方的温暖化による
もので、既に観察されて
いる）；気温上昇に伴って
範囲は拡大するであろう
***［19.3.5］。

広範囲 **からほぼ全面的
な *退氷必至、数百年か
ら数千年をかけての 2～
7mの海面上昇3 *［19.3.5］。

ほぼ全面的な退氷 **
［19.3.5］。

西南極氷床
［WGII 6.3, 
19.3.5.2; WGI 
6.4.3.3, 10.7.4.4］

規模、不可逆性、低
い適応能力

特定の地方に限定的
な棚氷の消失と接地
線【訳注 19-7】の後退
*（地方的な温暖化に
よるもので、既に観
察されている）［1.3.1, 
19.3.5］

部分的な退氷必至、数百年から数千年をかけての1.5
～ 5mの海面上昇 ● /*［19.3.5］
気温上昇に伴ってほぼ全面的な退氷の可能性が増
大する **［19.3.5］

子午面循環
［WGII 19.3.5.3; 
WGI 8.7.2.1, 
10.3.4］

規模、持続性、分布、
タイミング、低い適
応能力、確信度

著しい弱まり **。グリーンランドや北西ヨーロッパ付
近の北部高緯度地における冷涼化の可能性を含む大規
模で持続的な変化は必至・気候変動の速度に大きく依
存する［12.6, 19.3.5］。

極端現象
熱帯低気圧の強
度［WGII 7.5, 8.2, 
11.4.5, 16.2.2, 
16.4, 19.3.6; WGI 
Table TS-4, 3.8.3, 
Q3.3, 9.5.3.6, 
Q10.1］

規模、タイミング、
分布

カテゴリー 4～ 5【訳注19-8】の
暴嵐雨が増加し */**、その影響
が海面上昇でさらに悪化する。

熱帯低気圧の強度がさらに増大 */**、インフラの
設計基準を超え、多大な経済的コストを伴い **、
多数の生命が脅かされる **。

1
2  SRES：排出シナリオに関する特別報告書、Nakićenović et al., 2000参照。
3  分布幅は、古気候データのモデルや分析を含むさまざまな手法に基づいている。

地域的な弱まりを含
む変動（既に観察さ
れているがいかなる
トレンドも特定されて
いない）
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リスクにさらさ
れるシステム、
プロセスまたは
集団［相互参照］

「主要な脆弱性」に
関する主な基準

（19.2 節に挙げた 7
つの基準に基づく）

気温とリスクの間の関係
2100 年までの気温変化（1990 ～ 2000 年と比較して）

0℃ 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃

極端現象
洪水、大規模洪水
と鉄砲水の両方
［WGII 14.4.1; 
WGI Table TS-4, 
10.3.6.1,  Q10.1］

タイミング、規模 降雨強度の増大によって多く
の地域で鉄砲水が増加し **、
また中高緯度では大規模河川
流域での洪水が増える **。

多くの地域（例えば、北アメリカやヨーロッパ）
における冬季降雨量の大幅増加による洪水の増加
は冬季の雪の貯留減少でさらに悪化 **。山岳氷河
湖でのダム決壊のリスク増大 **［10.2.4.2］。

極度の暑熱
［WGII 14.4.5; 

WGI Table TS-4, 
10.3.6.2, Q10.1］

タイミング、規模 特に大陸地域において、暑熱ス
トレスと熱波が増加 ***。

熱波（現在の分類に従ったもの）の頻度が急増し、
死者数の増加、不作、森林の立ち枯れと森林火災、
および生態系の損傷を引き起こすであろう ***。

干ばつ［WGI 
Table TS-4, 
10.3.6.1］

規模、タイミング 干ばつは既に増加している *
［1.3.2.1］。中緯度大陸地で干ば
つの頻度と強度の上昇が予測
される **［WGI 10.3.6.1］。

極端な干ばつは陸地の 1％から 30％へ増加する
（SRES A2シナリオ）［WGI 10.3.6.1］。中緯度地域
は環状モードの極方向への移動によって深刻な影
響を受ける **［WGI 10.3.5.5］。

火災［WGII 1.3.6; 
WGI 7.3］

タイミング、規模 多くの地域、特に干ばつが増加す
るところにおいて、火災の頻度
と強度が増大 **［4.4, 14.2.2］。

特に永久凍土融解後の北方林および乾燥泥炭地に
おいて、頻度と強度がさらに大きくなる可能性が
高い **［4.4.5, 11.3, 13.4.1, 14.4.2, 14.4.4］。
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Box 19.3　適応戦略評価の不確実性

気候変動評価と対応戦略の立案は、数々の不確実性と未知の事項に直面する（第 4次評価報告書第 2作業部
会第 2章および第 3作業部会第 2章参照）。この状況における、不確実性の最も関連のある原因は以下のと
おりである。
（i）   自然の無作為性 

（ii）  科学的知見の不足
（iii） 社会的選択（再帰的不確実性）
（iv） 価値の多様性 

不確実性の原因には、確率によって合理的に表されうるものもあるが、確率論的に特徴づけるのがより困難
なものもある。気候システムにおける自然の無作為性は、頻度主義的（または客観的）確率で特徴づけられ、
この頻度主義的確率は、既知の状況下で再現可能な事象の相対頻度（「可能性（likelihood）」とよばれること
もある）を表す。しかし、気候システムが一連のスケールにおいて静的でないこと、また過去の強制要因が
完全には理解されえないことを考慮に入れると、頻度主義的説明には限界がある。世界の不確実な側面につ
いての知識の信頼性（気候感度の「真の（true）」値など）は、頻度主義的確率だけでは経験的に表すことは
できない。頻度を表すかのように見える気候感度の確率分布を構築することは可能だが、それらには常に相
当な主観的要素が埋め込まれることになるであろう（Morgan and Keith, 1995; Allen et al., 2001）。リスク管理
枠組みにおける確率論的分析の本来の必要性は、データやその他の確率的評価のための主要な要素がかなり
不足している状態において、確率を評価することさえ、原則として反対する分析者がいる際に問題となる。
こうした哲学的な対立の克服を促進するためには、主観的要素を透明にすることがこのようなアプローチを
用いる評価における不可欠な義務であると示唆されてきている（例えばMoss and Schneider, 2000）。科学的知
見の不足による不確実性を特徴づける一つの方法が、ベイズ（あるいは主観的）確率によるものであり、こ
の確率は、入手可能なデータを考慮しながら、特定の表現に関する専門家の信念の度合いを表す。もう一つ
のアプローチは、不正確確率など、非確率論的表現を含む（例えば Hall et al., 2006）。今後の社会の選択、特
に将来の GHG排出の不確実性を表現するのに確率を適用しうるかどうかは、相当な科学的論争の主題となっ
てきている（例えば Allen et al., 2001; Grubler and Nakićenović, 2001; Lempert and Schlesinger, 2001; Pittock et al., 

2001; Reilly et al., 2001; Schneider, 2001, 2002）。価値の多様性（リスクや衡平性に対するさまざまな態度など）
は、客観的な確率論的説明によっては、意味のある対処はされえない。価値の多様性は、さまざまな価値体
系がはっきりと表現され、それにともなう影響が対比される感度解析あるいはシナリオ解析によって評価さ
れることが多い。

本節で報告される DAIの確率論的解析は、気候感度、海洋熱吸収（OHU）率、現在の放射強制力、および間
接的エアロゾル強制力といった、気候システムの主要な不確実性を表すために（主観的な）ベイズ確率に相
当に拠っている。より詳細な議論については、第 1作業部会の第 9章（Hegerl et al., 2007）と第 10章（Meehl 

et al., 2007）を参照のこと。こうした不確実性が、大気中の温室効果ガス濃度と全球平均気温の上昇との間の
確信度が高い一対一の関係の確立を妨げるが、確率論的解析は、ある特定の排出シナリオあるいは濃度目標
に関して、一定の温度閾値を越えることの主観的確率を決めうる（例えば Meinshausen, 2005; Harvey, 2007）。
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表 19.2　主要な脆弱性や DAIを回避するための気候政策を特定する方法。

方法 説明 最適化アプローチか？ 目標アプローチか？
シナリオ解析、安定化目標の
解析

特定の濃度安定化レベル、濃度経路、排出シ
ナリオ、あるいはその他の政策シナリオの温
度上昇への影響の解析。

× ×

ガードレール分析 温度上昇、耐え難い気候影響、および /また
は受容不可能な緩和コストに対するあらかじ
め定められた制約と適合する排出量の範囲を
導く。

× ○

主要な脆弱性や DAI を含む、
費用便益分析

コストを最適化する統合評価枠組みに、主要
な脆弱性または DAIを表す事項を含める。 ○ ×

費用対効果分析 GHG濃度、気候変動、あるいは気候影響に
ついてのあらかじめ定められた制約と矛盾し
ない費用を最小化する排出経路を特定する。

○ ○
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defined as a 90 to 99% chance. Therefore, implicit in the
information given by WGI is a 10 to 34% chance that climate
sensitivity is outside the ‘likely’ range, with equal probability (5
to 17%) that it is below 2°C or above 4.5°C. Furthermore, the
WGI assessment assigns a 90 to 99% chance that the climate
sensitivity is above 1.5°C. However, the shape of the distribution
to the right of 4.5°C – crucial for risk-management analyses – is,
as noted by WGI, so uncertain given the lack of scientific
knowledge, that any quantitative conclusion reached based on
probability functions beyond 4.5°C climate sensitivity would be
very low confidence. For these reasons, we assign no more than
low confidence to any of the distributions or results presented in
this section, particularly if the result depends on the tails of the
probabilty distribution for climate sensitivity. Nevertheless, as
noted here, a risk-management framework requires input of
(even if low-probability, low-confidence) outlier information.
Therefore, we present the literature based on probabilistic
analyses to demonstrate the framework inherent in the risk
management approach to assessing key vulnerabilities.
The temperature threshold for DAI can itself be represented

by a subjective probability distribution.Wigley (2004) combined
probability distributions for climate sensitivity and the
temperature threshold for DAI in order to construct a distribution
for the CO2 stabilisation level required to avoid DAI. Under this
assumption set, the median stabilisation level for atmospheric

CO2 concentrations is 536 ppm, and there is a 17% chance that
the stabilisation level necessary to avoid DAI is below current
atmospheric CO2 levels. A similar analysis by Harvey (2006,
2007) added the explicit normative choice of an ‘acceptable’
probability (10%) for exceeding the probabilistic temperature
threshold for DAI. With similar assumptions about the
probability distributions for climate sensitivity and the DAI
temperature threshold, he finds that the allowable CO2
stabilisation concentration is between 390 and 435 ppm,
depending on assumptions about aerosol forcing. Of course,
these results are quite sensitive to all the assumptions made, as
both authors explicitly acknowledge.
Finally, significant differences in environmental impacts are

anticipated between GHG concentration stabilisation trajectories
that allow overshoot of the stabilisation concentration versus
those that do not, even when they lead to the same final
concentration. For example, Schneider and Mastrandrea (2005)
calculate the probability of at least temporarily exceeding a
target of 2°C above pre-industrial (1.4°C above ‘current’) by
2200 to be 70% higher (77% instead of 45%) for an overshoot
scenario rising to 600 ppm CO2-equivalent and then stabilising
in several centuries at 500 ppm CO2-equivalent, compared with
a non-overshoot scenario stabilising at the same level (Figure
19.2, top panel). Overshoot scenarios induce higher transient
temperature increases, increasing the probability of temporary or

Chapter 19 Assessing key vulnerabilities and the risk from climate change
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Figure 19.1. Probability (see ‘Key caveat’ above on low confidence for specific quantitatitive results) of exceeding an equilibrium global warming of
2°C above pre-industrial (1.4°C above 1990 levels), for a range of CO2-equivalent stabilisation levels. Source: Hare and Meinshausen (2005).

①

②

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

③ ④

①放射強制力安定化レベル（W/m2）
②CO2換算濃度安定化レベル（ppm）
③平衡状態での2℃目標を超える確率（%）
④ 平衡状態が2℃下回って留まる確率（IPCCの術語）
　 very likely；可能性が非常に高い、likely；可能性が高い、medium likelihood；可能性が中程度、unlikely；可能性が低い、

very unlikely；可能性が非常に低い
⑤ Andronova & Schlesinger （2001） 太陽光およびエアロゾルの放射強制力
⑥Forest et al.（2002）－専門家による事前確率
⑦Forest et al.（2002）－均一の事前の感度
⑧Frame et al.（2005）－均一の事前の観測可能値
⑨Frame et al.（2005）－均一の事前の感度
⑩Gregory et al.（2002）
⑪Knutti et al.（2003）
⑫Knutti & Meehl（提出済み）
⑬Murphy et al.（2004）
⑭Piani et al.（提出済み）
⑮Wigley & Raper（2001）

図 19.1　工業化以前と比べて平衡時の全球気温上昇が 2℃（1990年レベルより 1.4℃上昇）を超える確率（特定の定量的結果
に関して、確信度が低いことについては＜ 19.4.2.2にある＞「重要な注意事項」を参照）。出典： Hare and Meinshausen （2005）。
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permanent exceedence of thresholds for key vulnerabilities or
DAI (e.g, Hammitt and Shlyakhter, 1999; Harvey, 2004; O’Neill
and Oppenheimer, 2004; Hare and Meinshausen, 2005; Knutti et
al., 2005). With this in mind, Schneider and Mastrandrea (2005)
suggested two metrics – maximum exceedence amplitude and
degree years – for characterising the maximum and cumulative
magnitude of overshoot of a temperature threshold for DAI, as
shown for an illustrative scenario in Figure 19.2 (bottom panel).
Since the rate of temperature rise is important to adaptive
capacity (see Section 19.4.1) and thus impacts, the time delay
between now and the date of occurrence of the maximum
temperature (year of MEA on Figure 19.2b) is also relevant to
the likelihood of creating key vulnerabilities or exceeding
specified DAI thresholds.

19.4.2.3 Guardrail analysis
Guardrail analysis comprises two types of inverse analysis

that first define targets for climate change or climate impacts to

be avoided and then determine the range of emissions that are
compatible with these targets: tolerable windows analysis (Toth,
2003) and safe landing analysis (Swart et al., 1998). The
tolerable windows approach allows the assessment of the
implications of multiple competing climate policy goals on the
mid-term and long-term ranges of permissible greenhouse gas
emissions. It has initially been applied to several normative
thresholds for climate impacts, which are analysed together with
socio-economic constraints that aim at excluding unacceptable
mitigation policies. Toth et al. (2003) analyse the interplay
between thresholds for the global transformation of ecosystems,
regional mitigation costs and the timing of mitigation. They
show that following a business-as-usual scenario of GHG
emissions (which resembles the SRES A2 scenario) until 2040
precludes the possibility of limiting the worldwide
transformation of ecosystems to 30%, even under optimistic
assumptions regarding willingness to pay for the mitigation of
GHG emissions afterwards. Toth et al. (2003) show that
mitigation of GHG emissions has to start no later than 2015 if a
reduction in agricultural yield potential in South Asia of more
than 10% is to be avoided. This result, however, is contingent on
the regional climate change projection of the specific GCM
applied in this analysis (HadCM2) and the accuracy of the
impact models. The consideration of regional and local climate
impacts in inverse analyses raises challenges as to the treatment
of the significant uncertainties associated with them.
The tolerable windows approach has also been applied in

connection with systematic climate thresholds, predominantly
for probabilistic analyses of the stability of the thermohaline
ocean circulation (Zickfeld and Bruckner, 2003; Bruckner and
Zickfeld, 2004; Rahmstorf and Zickfeld, 2005). Rahmstorf and
Zickfeld (2005) conclude that the SRES A2 emissions scenario
exceeds the range of emissions corresponding to a 5% and 10%
likelihood of inducing a commitment to a circulation shutdown
around 2035 and 2065, respectively. A 2% risk of shutdown can
no longer be avoided, even with very stringent emission
reductions, given the assumptions in their models.

19.4.2.4 Cost–benefit analysis
Cost–benefit analyses (CBAs) of climate change in general

are reviewed in Fisher et al., 2007 Section 3.5.3.3. The
discussion here focuses on the suitability of CBA for avoiding
key vulnerabilities and DAI. Most early cost–benefit analyses
of climate change have assumed that climate change will be a
gradual and smooth process. This assumption has prevented
these analyses from determining a robust optimal policy solution
(Hall and Behl, 2006), as it neglects important key
vulnerabilities. Recognising the restrictions of this assumption,
an extensive literature has developed extending cost–benefit
analyses and related decision-making (e.g., Jones, 2003) in the
context ofArticle 2, with a particular emphasis on abrupt change
at global and regional scales (Schneider andAzar, 2001; Higgins
et al., 2002; Azar and Lindgren, 2003; Baranzini et al., 2003;
Wright and Erickson, 2003).
Several papers have focused on incorporating damages from

large-scale climate instabilities identified as key vulnerabilities,
such as climate-change-induced slowing or shutdown of the
MOC (Keller et al., 2000, 2004; Mastrandrea and Schneider,
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Figure 19.2. Top panel: Probability of exceedence of a range of
temperature thresholds for overshoot (OS500) and non-overshoot
(SC500) scenarios, derived from probability distributions for climate
sensitivity (see ‘Key caveat’ above on low confidence for specific
quantitatitive results). OS500 Max is derived from the maximum
overshoot temperature that occurs during the transient response before
2200, whereas OS500 in 2200 and SC500 in 2200 are derived from
temperatures in 2200. While model-dependent, these results
demonstrate the importance of considering transient temperature
change when evaluating mitigation strategies to avoid key vulnerabilities.
Bottom panel: Visualisation of maximum exceedence amplitude (MEA)
and degree years (DY) for an illustrative overshoot temperature profile.
Source: Schneider and Mastrandrea (2005).
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図 19.2　上のグラフ：オーバーシュートシナリオ（OS500）、および非オーバーシュートシナリオ（SC500）について、温度閾
値の幅を越える確率。気候感度に関する確率分布から導き出した（特定の定量的結果に関して確信度が低いことについては、
＜ 19.4.2.2にある＞「重要な注意事項」を参照）。OS500 Maxは、2200年より前の、過渡的応答中に起こる最大超過温度から導
き出されている。一方、2200年の OS500、および 2200年の SC500は、2200年の温度から導き出されている。こうした結果は
モデルに依存するものの、主要な脆弱性を回避するための緩和戦略を評価する際に、過渡的な温度変化を考慮することが重要
であることを論証している。下のグラフ：模式的オーバーシュート温度プロファイルに関する最大超過幅（MEA）と度年（DY）
を示した図。出典： Schneider and Mastrandrea （2005）。
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【第 19章　訳注】

【訳注 19-1】原文の英語は end-points。終点。ここでは、温暖化によって最終的に影響が現れる事象を示す。

【訳注 19-2】原文の英語は hysteresis response。もとの状態にしても、最初の状態に完全に戻らないこと。

【訳注 19-3】 原文の英語は backstop policy option。ここでは、backstop policy optionとして地球工学（geo-engineering）
が挙げられており、これは、例えば温暖化がどうしても止められないときに、こまかい塵を大気中
にばらまいて日光を遮断するなどの手段を指している。

【訳注 19-4】 原文の英語は overshoot scenario。温室効果ガス濃度や気温上昇などを安定化させるシナリオにおいて、
温室効果ガス濃度や気温上昇がいったん安定化レベルを越えるが、その後安定化レベルで平衡状態
に達すること。

【訳注 19-5】 原文の英語は probability density function。気候感度の確率密度関数とは、気候感度の不確実性を定
量的に示すために、モデルの不確実な多数のパラメータを網羅的に変化させて得られた結果から作
成される関数のこと。

【訳注 19-6】原文の英語は eustatic sea-level rise。用語解説参照のこと。

【訳注 19-7】原文の英語は grounding line。氷河が陸地に接する末縁部のこと。

【訳注 19-8】 原文の英語は Category 4-5。ここでの stormはハリケーンを指すと推察される。
　　　　　　その強度は、1分間の最大風速に基づき 5段階に分類されている（カテゴリー 1～ 5）
　　　　　　カテゴリー 1：風速 64～ 82ノット
　　　　　　カテゴリー 2：風速 83～ 95ノット
　　　　　　カテゴリー 3：風速 96～ 113ノット
　　　　　　カテゴリー 4：風速 114～ 135ノット
　　　　　　カテゴリー 5：風速 136ノット以上
　　　　　　（1ノット＝ 0.51m/秒）
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