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C1.1　状況設定と概観

C1.1.1　 2003年のヨーロッパの熱波（第 12
章、12.6.1節）

　2003年のヨーロッパの大部分における熱波は 6月か
ら 8月半ばまで続き、ヨーロッパ南部および中央部の
大部分で夏の気温を 3から 5℃上昇させた（図 C1.1）。
6月の高温偏差は 6月中ずっと続いた（6から 7℃まで
の月平均気温の上昇）が、7月は平均よりわずかに暖
かっただけであり（＋ 1から＋ 3℃）、8月 1日から 13

日の間に最大の異常＜昇温＞に達した（＋ 7℃） （Fink 

et al., 2004）。35～ 40℃の最高気温が繰り返し記録さ
れ、ピーク時の気温は 40℃を大きく上回るまで上がっ
た（André et al., 2004; Beniston and Díaz, 2004）。
　夏（6～ 8月）の平均気温は、長期平均気温をはる
かに上回り、最大で標準偏差の 5倍にまでなった（図
C1.1）。このことは、2003年の夏の気温が現在の気候
状況のもとでは可能性が極めて低い事象であったこと
を意味している（Schär and Jendritzky, 2004）。しかし、
これは、平均気温と気温の変動性が組み合わさった増
加と一致している（Meehl and Tebaldi, 2004; Pal et al., 

2004; Schär et al., 2004）（図 C1.1）。このように、2003

年の熱波は、地域気候モデルによる A2シナリオ下で
の 21世紀後半の夏の気温のシミュレーションと類似
している（Beniston, 2004）。従って、人為起源の温暖
化は既に、2003年に経験したような熱波のリスクを高
めているかもしれない（Stott et al., 2004）。
　熱波は、年間降水量の 300 mmまでの不足を伴った。
この干ばつは、ヨーロッパ全域の陸域生態系の総一次
生産の推定 30%の減少に寄与した（Ciais et al., 2005）。
このことは、農業生産量を減少させ、生産コストを増
加させ、その結果、推定 130億ユーロを超える損害
を生み出した（Fink et al., 2004; C1.2.2も参照）。暑く
乾燥した状況は、多くの大規模な森林火災を、特に
ポルトガルで引き起こした（39万 ha; Fink et al., 2004; 

C1.2.1も参照）。多くの大河川（例えば、ポー川、ラ
イン川、ロワール川、ドナウ川）は記録的な低水位に
あり、その結果、内陸航行、灌漑および発電所の冷却
が阻害された（Beniston and Díaz, 2004; Zebisch et al., 

2005; C1.2.3も参照）。アルプス地域での極端な氷河融

解がドナウ川とライン川の流量のさらなる低下を防い
だ（Fink et al., 2004）。
　6から 8月までの期間中の極端な高温による過剰死
亡は合計で 35,000人に達したかもしれず（Kosatsky 

2005）、高齢者は最も影響を受けた集団の一つであっ
た（WHO, 2003; Kovats and Jendrizky, 2006; C1.2.4も参
照）。2003年の熱波は、フランス（Pascal et al., 2006）、
スペイン（Simón et al., 2005）、ポルトガル（Nogueira, 

2005）、イタリア（Michelozzi et al., 2005）、英国（NHS, 

2006）、およびハンガリー（Kosatsky and Menne, 2005）
を含む、多くのヨーロッパ諸国での、暑熱健康監視警
戒システムの開発につながっている。

C1.2　分野への影響

C1.2.1　 2003年ヨーロッパ熱波の生態学的影
響（第 4章、Box 4.1）

　異常な猛暑と乾燥状態が 2003年 6月から 8月中旬
までヨーロッパを襲った（Fink et al., 2004; Luterbacher 

et al., 2004; Schär et al., 2004）。例えば、｢排出シナリオ
に関する特別報告書 ｣（SRES; Nakićenović et al, 2000）
の A2シナリオでは、同じように暑い夏が 2080年ま
で少なくとも 1年おきに到来するであろう（Beniston, 

2004; Schär et al., 2004）としているので、2003年に観
察された生態系への影響は、将来の影響の控えめなア
ナログを与える。2003年の熱波による植生と生態系へ
の主な影響は、暑熱と干ばつのストレスと、森林火災
によるものであったと考えられる。
　干ばつストレスが植生に及ぼす影響により（Gobron 

et al., 2005; Lobo and Maisongrande, 2006）、ヨーロッパ
では総一次生産量（GPP）が 30%減少し、呼吸作用も
いくぶん低下したため、全体として 0.5 PgC/年 の純
炭素排出源となった（Ciais et al., 2005）。しかしなが
ら、熱暑に対する植生応答は標高などの環境傾度によ
って異なり、例えば高地には成長期間の長期化などが
もたらされた（Jolly et al., 2005）。リモートセンシング
による観測では、2004年までに通常の状態に回復し
た植生タイプも認められたが（例えば、Gobron et al., 

2005）、2004年における卓越する森林樹木の樹冠の損
害の拡大などは、時間的に遅れて発生する複雑な影響

C1.　ヨーロッパの 2003 年の熱波の影響
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を示している（Fischer, 2005）。淡水生態系では、熱波
の期間中に湖沼深層部での酸素欠乏状態が長引いたほ
か（Jankowski et al., 2006）、ソーヌ川では軟体動物の種
の多様性が激減し、その後も十分には回復しなかった
（Mouthon and Daufresne, 2006）。以上のことをまとめる
と、異なる型の生態系における回復力にはかなりのば
らつきがあり、このような現象の頻度が増せば、生態
系の構成と機能が悪化していく可能性が非常に高いこ
とを示唆している（例えば、Lloret et al., 2004; Rebetez 

and Dobbertin, 2004; Jolly et al., 2005; Fuhrer et al., 2006）。
　高温と乾燥した期間の長期化は、植生の燃えやすさ
を増大させる（例えば、Burgan et al., 1997）。2003年の
熱波の期間中、ヨーロッパ諸国では記録破りの広域森
林火災の発生が観測され（Barbosa et al., 2003）、ヨー
ロッパ大陸全体でおよそ 65万 haの森林が焼失した（De 

Bono et al., 2004）。この 2003年のヨーロッパの森林火
災は、発生数ではなく、火災の範囲（焼失面積）が並
はずれたものであった。このことは、2000年の米国の
異常な火災シーズンでみられたのと同様で（Brown and 

Hall, 2001）、米国では 1980年代以降この傾向が増大し
ていることが指摘されている（Westerling et al., 2006）。
ポルトガルでは、焼失面積は前回の極端現象（1998年）
の 2倍以上で、1980～ 2004年の平均の 4倍であった
（Trigo et al., 2005, 2006）。ポルトガルの森林総面積の
5%以上が焼失し、その経済的打撃は 10億ユーロを上
回った（De Bono et al., 2004）。
　これと同じような現象が頻発すると、その長期的な
影響としてバイオームの型に変化が生じる可能性が
非常に高い。これは特に、森林のように比較的燃えに
くい植生タイプより、より頻繁に燃える、きわめて燃
えやすい低木植生を助長させることによって生じる
（Nunes et al., 2005）。こうした現象は、一度焼失した林
地がさらに短い間隔で再度火災になる傾向に表れてい
る（Vazquez and Moreno, 2001; Salvador et al., 2005）。植
生構造がこのような形で大規模に転換すると、生物圏
に貯蔵されている炭素の減少を通じて、気候変動の加
速さえ引き起こすかもしれない（Cox et al., 2000）。ヨ
ーロッパに関する将来予測は、平均的な気候変動の条
件下であっても、種の多様性が大幅に減少することを
示唆しており（Thuiller et al., 2005b）、こうした極端現
象の頻度の増加は（例えば、Schär et al., 2004 が示唆す
るように）、全体としての生物多様性の減少をいっそ
う悪化させる可能性が高い（Thuiller et al., 2005b）。

C1.2.2　 ヨーロッパの熱波の農業分野に対す
る影響（第 5章、Box 5.1）

　2003年の夏、ヨーロッパは、気温が長期的な平均値
を最高で 6℃上回り、降水量が最大で 300 mm減少す
るという、特に極端な気候現象を経験した。（Trenberth 

et al., 2007参照）。特に高温に見舞われたイタリアのポ
ー川流域では、トウモロコシ収量の 36%減という記録
的な減産が起きた（Ciais et al., 2005）。フランスでは、
トウモロコシの収量が 2002年に比べて 30%減少し、
果物の収穫量も 25%落ち込んだ。冬季作物（コムギ）
は、熱波の襲来時にはほぼ成熟していたため、葉の最
大発育期にあたっていた夏季作物（トウモロコシ、果
樹、ブドウなど）に比べると収量の減少は小さかった
（フランスでは 21%減）（Ciais et al., 2005）。フランス
の飼料の生産量は平均で 30%減少し、冬季のために貯
えられていた干草とサイレージ（貯蔵牧草）の一部が
夏の間に使用された（COPA COGECA, 2003b）。ヨーロ
ッパにおけるワインの生産量は、10年間で最低となっ
た（COPA COGECA, 2003a）。欧州連合（EU）の農業
分野における（無保険の）経済的損失は 130億ユーロ
と推定され、その中ではフランスの損失（40億ユーロ）
が最も大きかった（Sénat, 2004）。

C1.2.3　 産業、居住、および社会：ヨーロッパ
における 2003年熱波の影響（第 7章、
Box 7.1）

　西ヨーロッパにおける 2003年夏の熱波は、居住地
域と経済サービスにさまざまな影響を及ぼした。経済
面では、この極端な気象現象は、健康、給水、食料の
貯蔵、エネルギーシステムにストレスを与えた。フラ
ンスでは、電力が不足し、建設の生産性が落ち、すべ
ての食品関連事業所の 25～ 30％の冷蔵システムが不
十分であることが判明した（Létard et al., 2004）。フラ
ンスの鉄道運行の正確さは、直前 12ヶ月間の 87％か
ら 77％に低下し、補償金の支払いは通常の年間合計よ
りも 7～ 20％増加して 100万から 300万ユーロ（125

万から 375万米ドル）の損失を被った。8月の衣料品
の売上げは例年よりも 8.9％減少したが、ボトル入り
の水の売上げは 18％増加し、アイスクリームは 14％
増加した。フランス北部の観光産業はこの熱波の恩恵
を受けたが、南は被害を被った（Létard et al., 2004）。
　この熱波の主な影響は保健医療と保健医療サービス
関連のものであった（C1.2.4節参照）が、それは、建
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物内の不十分な温度・湿度調節から、多くの死亡者
が家族の休暇中留守番をしていた高齢者だったことま
で、居住環境と社会情勢にも関連していた。暑さに伴
い電力需要が増加したが、川の水温が上昇して火力発
電所（従来型と原発）の冷却効率が落ちたこと、川の
流量が減少して 6箇所の発電所が完全に停止したこと
によって電力生産は危うくなった（Létard et al., 2004）。
熱波が続いていたならば、国内電力生産の 30％が危機
的状態になっていたであろう（Létard et al., 2004）。こ
の危機は、複雑で比較的突然起きる環境の課題に対し
てインフラがいかに対処できないかの例証となった
（Lagadec, 2004）。

C1.2.4　 2003年のヨーロッパ熱波：健康の影
響と適応（第 8章、Box 8.1）

　2003年 8月、フランスでは熱波で 14,800人以上が
死亡した（図 C1.2）。ベルギー、チェコ共和国、ドイ
ツ、イタリア、ポルトガル、スペイン、スイス、オ
ランダ、英国はいずれも熱波期間中の超過死亡率を報
告し、死者は合わせて 35,000人に及んだ（Hemon and 

Jougla, 2004; Martinez-Navarro et al., 2004; Michelozzi et 

al., 2004; Vandentorren et al., 2004; Conti et al., 2005; Grize 

et al., 2005; Johnson et al., 2005）。フランスでは、熱波
による死亡のほぼ 60％が 75歳以上であった（Hemon 

and Jougla, 2004）。ほかにも、戸外の大気汚染物質（対
流圏オゾンと粒子状物質）（EEA, 2003）、森林火災に
よる汚染など、極端な気象によって有害な曝露が引き
起こされたり、いっそう悪化したりした。
　2004年に、フランスの当局は、暑熱に対する健康
警戒システム、健康と環境の監視、高齢者ケアの再評
価、養護施設の構造的改善（涼しい部屋の増設など）
を含む地方および国家行動計画を実施した（Laaidi et 

al., 2004; Michelon et al., 2005）。ヨーロッパ全体ではほ
かの多くの政府（地方および国）も暑熱に対する健康
予防計画を実施してきている（Michelozzi et al., 2005; 

WHO Regional Office for Europe, 2006）。
　フランス国会の喚問は、健康への影響は「予期せぬ
もの」であり、熱波による死亡の監視が不十分で、専
門家の不足や、公衆衛生機関の力不足、公共機関間の
不十分な情報交換のため公衆衛生面での対応は限られ
ていた、と結論付けた（Lagadec, 2004; Sénat, 2004）。
　観測された熱波頻度の増大は気候システムに対する
人為的影響により起きている可能性が高いため（Hegerl 

et al., 2007）、ヨーロッパの 2003年の熱波の超過死亡

は気候変動と関連がある可能性が高い。
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C1.1 Scene-setting and overview

C1.1.1 The European heatwave of 2003 (Chapter 12,
Section 12.6.1)

Asevere heatwave over large parts of Europe in 2003 extended
from June to mid-August, raising summer temperatures by 3 to
5°C in most of southern and central Europe (Figure C1.1). The
warm anomalies in June lasted throughout the entire month
(increases in monthly mean temperature of up to 6 to 7°C), but
July was only slightly warmer than on average (+1 to +3°C), and
the highest anomalies were reached between 1st and 13thAugust
(+7°C) (Fink et al., 2004). Maximum temperatures of 35 to 40°C
were repeatedly recorded and peak temperatures climbed well
above 40°C (André et al., 2004; Beniston and Díaz, 2004).

Average summer (June to August) temperatures were far
above the long-term mean by up to five standard deviations
(Figure C1.1), implying that this was an extremely unlikely event
under current climatic conditions (Schär and Jendritzky, 2004).
However, it is consistent with a combined increase in mean
temperature and temperature variability (Meehl and Tebaldi,
2004; Pal et al., 2004; Schär et al., 2004) (Figure C1.1).As such,
the 2003 heatwave resembles simulations by regional climate
models of summer temperatures in the latter part of the 21st
century under the A2 scenario (Beniston, 2004). Anthropogenic
warming may therefore already have increased the risk of
heatwaves such as the one experienced in 2003 (Stott et al.,
2004).

The heatwave was accompanied by annual precipitation
deficits up to 300 mm. This drought contributed to the estimated
30% reduction in gross primary production of terrestrial
ecosystems over Europe (Ciais et al., 2005). This reduced
agricultural production and increased production costs, generating
estimated damages of more than €13 billion (Fink et al., 2004;
see also C1.2.2). The hot and dry conditions led to many very
large wildfires, in particular in Portugal (390,000 ha: Fink et al.,
2004; see also C1.2.1). Many major rivers (e.g., the Po, Rhine,
Loire and Danube) were at record low levels, resulting in
disruption of inland navigation, irrigation and power-plant cooling
(Beniston and Díaz, 2004; Zebisch et al., 2005; see also C1.2.3).
The extreme glacier melt in the Alps prevented even lower river
flows in the Danube and Rhine (Fink et al., 2004).

The excess deaths due to the extreme high temperatures during
the period June to August may amount to 35,000 (Kosatsky,
2005); elderly people were among those most affected (WHO,
2003; Kovats and Jendritzky, 2006; see also C1.2.4). The
heatwave in 2003 has led to the development of heat health-watch
warning systems in several European countries including France
(Pascal et al., 2006), Spain (Simón et al., 2005), Portugal
(Nogueira, 2005), Italy (Michelozzi et al., 2005), the UK (NHS,
2006) and Hungary (Kosatsky and Menne, 2005).

C1.2 Impacts on sectors

C1.2.1 Ecological impacts of the European heatwave
2003 (Chapter 4, Box 4.1)

Anomalous hot and dry conditions affected Europe between
June and mid-August 2003 (Fink et al., 2004; Luterbacher et al.,
2004; Schär et al., 2004). Since similarly warm summers may
occur at least every second year by 2080 in a Special Report on
Emissions Scenario (SRES; Nakićenović et al., 2000)A2 world,
for example (Beniston, 2004; Schär et al., 2004), effects on
ecosystems observed in 2003 provide a conservative analogue of
future impacts. The major effects of the 2003 heatwave on
vegetation and ecosystems appear to have been through heat and
drought stress, and wildfires.

Drought stress impacts on vegetation (Gobron et al., 2005;
Lobo and Maisongrande, 2006) reduced gross primary
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C1. The impact of the European 2003 heatwave

Figure C1.1. Characteristics of the summer 2003 heatwave (adapted
from Schär et al., 2004). (a) JJA temperature anomaly with respect to
1961 to 1990. (b) to (d) JJA temperatures for Switzerland observed
during 1864 to 2003 (b), simulated using a regional climate model for
the period 1961 to 1990 (c), and simulated for 2071 to 2100 under the
A2 scenario using boundary data from the HadAM3H GCM (d). In
panels (b) to (d): the black line shows the theoretical frequency
distribution of mean summer temperature for the time-period
considered, and the vertical blue and red bars show the mean summer
temperature for individual years. Reprinted by permission from
Macmillan Publishers Ltd. [Nature] (Schär et al., 2004), copyright 2004.

①

②

③

④

①気温偏差（K）
②Observations；観測値
　1864-2002；1864～2002年
　2003；2003年
③Climate Simulation；気候シミュレーション　　　　
　Present；現在
　1961-1990；1961～1990年
④Climate Simulation；気候シミュレーション
　Future；将来
　2071-2100；2071～2100年

横軸（b）～（d）共通：気温（℃）
縦軸（b）～（d）共通：頻度

図 C1.1　2003年夏の熱波の特徴（Schär et al., 2004から採用）。（a） 1961から 1990年に対する、6、7、8月の気温偏差。（b）から（d）：
スイスの 6、7、8月に関して、1864から 2003年の期間に観測された気温（b）、1961から 1990年の期間に関して地域気候モデ
ルを用いたシミュレーション値 （c）、および  A2シナリオのもとで HadAM3H GCMによる境界値を使用した 2071から 2100年
のシミュレーション値（d）。（b）～（d）のパネルにおいて、黒い線は考察の対象となった期間における夏の平均気温の理論的
頻度分布を示し、青と赤の縦棒は各年の夏の平均気温を示す。Macmillan Publishers Ltd. ［Nature］ の許可で転載した （Schär et al., 
2004） 、copyright 2004。

and the UK all reported excess mortality during the heatwave
period, with total deaths in the range of 35,000 (Hemon and
Jougla, 2004; Martinez-Navarro et al., 2004; Michelozzi et al.,
2004; Vandentorren et al., 2004; Conti et al., 2005; Grize et al.,
2005; Johnson et al., 2005). In France, around 60% of the
heatwave deaths occurred in persons aged 75 and over (Hemon
and Jougla, 2004). Other harmful exposures were also caused
or exacerbated by the extreme weather, such as outdoor air
pollutants (tropospheric ozone and particulate matter) (EEA,
2003), and pollution from forest fires.
A French parliamentary inquiry concluded that the health

impact was ‘unforeseen’, surveillance for heatwave deaths was
inadequate, and the limited public-health response was due to
a lack of experts, limited strength of public-health agencies,
and poor exchange of information between public
organisations (Lagadec, 2004; Sénat, 2004).
In 2004, the French authorities implemented local and

national action plans that included heat health-warning
systems, health and environmental surveillance, re-evaluation
of care of the elderly, and structural improvements to
residential institutions (such as adding a cool room) (Laaidi et
al., 2004; Michelon et al., 2005). Across Europe, many other
governments (local and national) have implemented heat
health-prevention plans (Michelozzi et al., 2005; WHO
Regional Office for Europe, 2006).
Since the observed higher frequency of heatwaves is likely

to have occurred due to human influence on the climate system
(Hegerl et al., 2007), the excess deaths of the 2003 heatwave
in Europe are likely to be linked to climate change.
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(a) (b)

Figure C1.2. (a) The distribution of excess mortality in France from 1 to 15 August 2003, by region, compared with the previous three years (INVS,
2003); (b) the increase in daily mortality in Paris during the heatwave in early August (Vandentorren and Empereur-Bissonnet, 2005).

（a）
Mortality in excess（％）；超過死亡率（％）　

（b）
横軸：日付　June：6 月、Jul：7 月、Aug：8 月
縦軸（左）：Daily Mortality（number of deaths）：日死亡（死亡者数）
縦軸（右）：Temperature（℃）：気温（℃）
凡例：Mean Daily Mortality 1999-2002：1999 ～ 2002 年の平均日死亡
　　　Mean Daily Mortality 2003：2003 年の日死亡
　　　Mean Daily Summer Temperature 1999-2002：1999 ～ 2002 年の＜平均の＞夏の日平均気温
　　　Mean Daily Summer Temperature 2003：2003 年の夏の日平均気温

図 C1.2　（a）2003年 8月 1日から 15日までの期間のフランスにおける前 3年間と比較した超過死亡率の地方別分布（INVS, 
2003）。（b）8月初旬の熱波期間中のパリにおける日単位の死亡者の増加。
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C2.1　サンゴ礁の今日の変化

C2.1.1　 サンゴ礁の観測された変化（第 1章、
1.3.4.1節）

　サンゴ礁に対する気候変動の影響についての関心の
中心は、（CO2の増加による）＜海水の＞酸性度の上昇、
暴風雨強度の増大、および海面水温の上昇における最
近のトレンドの影響である（Bindoff et al., 2007, 5.4.2.3

節 , Trenberth et al., 2007, 3.8.3節と 3.2.2節参照）。
　pHの低下（C2.2.1参照）は、サンゴ石灰化の主要な
物理化学的決定因子の一つであるアラゴナイト飽和度
の低下をもたらす（Kleypas et al., 1999）。室内実験で
はアラゴナイト飽和度とサンゴの成長との間の結び付
きが実証された（Langdon et al., 2000; Ohde and Hossain, 

2004）とはいえ、現在のところ、自然状態のサンゴの
成長変化を＜海水の＞酸性度の上昇に関連づけるデー
タはない。
　暴風雨は、直接的には海波の作用で、また間接的に
は懸濁土砂による光の減衰、および土砂やサンゴの
破片による摩滅で、サンゴに損害を及ぼす。ほとんど
の研究は個々の暴風雨事象に関係したものであるが、
1977から 2001年までのデータのメタ分析によると、
カリブ海のサンゴ礁域におけるサンゴ被覆は、ハリケ
ーンの翌年に平均 17％減少し、その影響後少なくとも
8年間は回復の兆候がない（Gardner et al., 2005）。ハ
リケーンの強さが増すほどサンゴの損失が大きくなる
が、二つの連続したハリケーンの二度目のものは追加
的被害をほとんどもたらさなかった。このことは、ハ
リケーンの頻度の増加よりも強度の増大の方がより大
きな将来影響を及ぼすことを示唆している（Gardner et 

al., 2005）。
　いまでは、サンゴの白化現象－共生する褐虫藻が
抜け出る結果としてサンゴが白化する現象（C2.1.2参
照）－と海面水温偏差の間の結び付きについて、広
範な証拠がある（McWilliams et al., 2005）。白化は通
常、水温が夏の平均的最高レベルより約 0.8～ 1℃高
い「閾値（threshold）」を少なくとも 4週間越えたと
き発生する（Hoegh-Guldberg, 1999）。地域的規模の
白化現象は、1980年代以降頻度が増してきた（Hoegh-

Guldberg, 1999）。1998年には、これまでで最も大規模

な白化現象により、主に太平洋西部とインド洋におい
て、世界のサンゴの 16%が死滅したと推定されてい
る（Wilkinson, 2004）。多くのサンゴ礁域で、この大
量死はサンゴ礁にすむ魚類種組成の構造的複雑性の損
失と変化をもたらした（Bellwood et al., 2006; Garpe et 

al.,2006; Graham et al., 2006）。白化現象から回復するサ
ンゴは、成長速度と生殖能力の一時的低下に見舞われ
る（Mendes and Woodley, 2002）一方、大量死の後のサ
ンゴ礁の回復では、成長が早く白化現象に抵抗力のあ
るサンゴ属が優占する傾向がある（Arthur et al., 2005）。
　サンゴ礁に対する気候変動影響に関する証拠が増加
している一方、ほかのストレス（例えば、魚の乱獲と
汚染 ; Hughes et al., 2003b）から気候関連のストレスに
よる影響を区別することは難しい。さらに、例えばエ
ルニーニョ南方振動や太平洋 10年規模振動に結び付け
られる pH （Pelejero et al., 2005）、暴風雨活動（Goldenberg 

et al., 2001）、および海面水温（Mestas-Nunez and Miller, 

2006）の 10年規模変動は、自然の変動性のモードか
ら人為起源の気候変動の影響を見分けることをより込
み入ったものにしている。カリブ海における白化現象
の分析は、1983年から 2000年の間の白化現象の地理
的範囲の＜統計でいう＞分散の 70％が、ENSOと大気
粉塵の変動に起因している可能性を示している（Gill 

et al., 2006）。

C.2.1.2　 環境閾値と観測されたサンゴ礁の
白化（第 6章、Box 6.1）

　サンゴの白化は、共生藻、および／またはその色素
の喪失が原因となって、1980年代の初期以降、多く
のサンゴ礁で観測されている。白化はそれ以前にも
発生していたが、記録されなかった可能性もある。サ
ンゴがわずかに色を失う現象は、海面水温（SST）と
太陽放射の季節的な上昇／増加に対応して自然に発
生する。サンゴは、異常に高い SST（しばしば高い太
陽放射に伴って、季節的最高水温の平均値より最大 1

℃高くなる場合）に反応して白化する。環境条件が改
善されれば一部のサンゴは自然の色を取り戻すが、そ
の成長速度と繁殖能力は、相当の期間にわたって大幅
に低下する可能性がある。もし白化が長引くと、ある
いは SSTが季節的最高水温の平均値を 2℃上回ると、

C2.　サンゴ礁への気候変動の影響
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サンゴは大量死する。枝分かれする種類のサンゴは、
塊状のサンゴに比べて影響を受けやすいようである
（Douglas, 2003）。
　1982-83年、1987-88年、1994-95年には、大規模な
白化現象が観測された（Hoegh-Guldberg, 1999）。記録
上最も暑かった年の一つである 1998年には、顕著な
エルニーニョ現象に伴って特に深刻な白化現象が発生
した（図 C2.1）（Lough, 2000; Bruno et al., 2001）。1998

年以降、大規模な白化現象が何度かあった。例えば、
2002年にはグレートバリアリーフの広い範囲やその他
の場所で白化が起きた（Berkelmans et al., 2004; C2.2.3

参照）。記録上もう一つの最も暑かった年である 2005

年の後半には、カリブ海東部のサンゴ礁が大規模な白
化現象を経験した。カリブ海の多くのサンゴ礁では、
白化は規模とサンゴの死亡率において 1998年を上回
っており（図 C2.1）、サンゴ礁は、複合的ストレスの
相乗作用による効果の結果、現在も衰退が続いている
（Gardner et al., 2005; McWilliams et al., 2005; C2.3.1 参
照）。SSTの上昇に対するサンゴの感度と回復力、お
よびサンゴの大量死には、時間的にも空間的にも大き
な変動性がある。（Webster et al., 1999; Wilkinson, 2002; 

Obura, 2005）。
　全球気候モデルの結果は、熱閾値を上回る頻度が
増すことで、サンゴ礁の許容範囲を超える頻度で白
化が再発する結果になることを暗示している（Hoegh-

Guldberg, 1999, 2004; Donner et al., 2005）。おそらく、
今後数十年のうちに、ほぼ毎年どこかのサンゴ礁で白
化が起こることになるだろう（Sheppard, 2003; Hoegh-

Guldberg, 2005）。閾値が変化しないとすると、より頻
繁な白化とサンゴの大量死は不可避であると思われる
（図 C2.2a参照）が、水深などの要素に対する感度が
異なるため、地方によるばらつきがある。最近の予備
的な研究は、サンゴの宿主は、共生藻の一つのクレー
ド 1を放出するが新たなクレードでそれを償って（シ
ャフリングとよばれる、C2.2.1参照）、異なる温度耐
性を持った「新しい」生態種を創り出すことによって
適応あるいは順応できる可能性があるという、適応的
な白化という仮説をある程度支持している（Coles and 

Brown, 2003; Buddemeier et al., 2004; Little et al., 2004; 

Rowan, 2004; Obura, 2005）。適応あるいは順応は、白化
が起きる温度閾値の上昇をもたらす可能性がある（図
C2.2b）。2度以上の温暖化に伴って熱閾値がどこまで
上昇しうるのかは、表層海水における炭酸カルシウム

の過飽和度の低下（C2.2.1参照）をはじめとする追加
的ストレスや、非気候的なストレス（C2.3.1参照）が
もたらす影響同様に、依然として不確実性が高い。サ
ンゴやその他の石灰化する生物（例えば、軟体動物や
有孔虫）は、SSTの上昇に対して依然としてきわめて
感度が高い。ここ数年報告されている白化現象は既に
多くのサンゴ礁に影響を与えており、その再発頻度の
増加は、今後数十年にわたってサンゴの被度とサンゴ
礁の生物多様性をさらに減少させる可能性が非常に高
い。

C2.2　サンゴ礁への将来の影響

C2.2.1　 サンゴ礁は気候変動による絶滅危機
にあるか？（第 4章、Box 4.4）

　礁（リーフ）は海洋生物種の約 4分の 1の生息地
となっており、海洋生態系の中で最も多様性に富む
（Roberts et al., 2002; Buddemeier et al., 2004）。礁はそ
の土地の沿岸の保護や漁業、観光を支えており（第 6

章 ; Hoegh-Guldberg et al., 2000; Cesar et al., 2003; Willig 

et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2004, 2005）、世界の漁獲
高から見れば 2～ 5%ほどを占めるにすぎないとはい
え、開発途上諸国では重要な自給タンパク源および収
入源となっている（Whittingham et al., 2003; Pauly et al., 

2005; Sadovy, 2005）。
　サンゴは、白化（共生藻の喪失のことをいう；C2.1.2

参照）をもたらす表面水温上昇の影響を受けている
（C2.1.2; Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 2004; 

McWilliams et al., 2005参照）。多くの研究で、サンゴの
白化と海面水温上昇は明白に関係しているとされ（例
えば、McWilliams et al., 2005）、大量白化やサンゴの大
量死は、カギとなる閾値温度を超えると頻繁に発生す
る（C2.1.2参照）。世界の大多数のサンゴ礁では、2030

から 2050年までに、白化の閾値を毎年あるいは半年
ごとに越えると予測される（Hoegh-Guldberg, 1999; 

Sheppard, 2003; Donner et al., 2005）。白化が起こると、
死んだサンゴを大型藻類が速やかに覆って、その後の
サンゴの再生を妨げるようである（例えば、
McClanahan et al., 2001; Szmant, 2001; Gardner et al., 

2003; Jompa and McCook, 2003）。モデル研究は、グレ
ートバリアリーフとカリブ海のサンゴ礁が大型藻類の
優占状態へと遷移する時期を 2030～ 2050年と推測し1

1 藻類のクレードは、互いに密接な関係があるが、異なるタイプのグループ。
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ている（Wooldridge et al., 2005）。
　サンゴ礁は、大気 CO2 濃度上昇の影響も受け（Orr 

et al., 2005; Raven et al., 2005; Denman et al., 2007, Box 

7.3）、結果として石灰化が低下するであろう。＜将来
に＞予想されるアラゴナイト飽和度での実験から、サ
ンゴの石灰化の減少（Marubini et al., 2001; Langdon et 

al., 2003; Hallock, 2005）、サンゴ骨格の弱体化（Marubini 

et al., 2003）、温度に対する強い依存性（Reynaud et al., 

2003）が明らかになった。海洋 pHの予測値は、過去
2,000万年に経験したことのない速さで経験したこと
のない水準まで低下する（Caldeira and Wickett, 2003; 

Raven et al., 2005; Turley et al., 2006）。CO2 濃度が倍増
すると、アラゴナイトからなるサンゴの石灰化は 20

～ 60%低下するであろう（Kleypas et al., 1999; Kleypas 

and Langdon, 2002; Reynaud et al., 2003; Raven et al., 

2005）。多くのサンゴ礁では、2070年までにアラゴナ
イト飽和度は危機的状態になり（Feely et al., 2004; Orr 

et al., 2005）、その結果、サンゴの被度が減少し、サン
ゴ礁海岸構造が大きく崩れる可能性がある（Kleypas et 

al., 2001; Guinotte et al., 2003）。
　サンゴ礁にすむ生物が持つ適応の潜在能力につい
ては（Hughes et al., 2003）、詳しい実験研究や応用
研究が必要である（Coles and Brown, 2003; Hughes et 

al., 2003）。地球上の場所により大きく異なるだろう
が（Donner et al., 2005）、自然の適応変化により、共
生生物が 2℃の昇温に耐えられるものに移り変われ
ば、サンゴ礁の壊滅は今世紀半ば（Hoegh-Guldberg, 

2005）ではなく、およそ 2100年頃（Sheppard, 2003）
まで遅れるかもしれない。過去 20～ 25年間で、暖
水性サンゴの被度は 30%以上減少したと推定されて
おり（Wilkinson, 2004; Hoegh-Guldberg, 2005）、これは
主に、海面水温の上昇頻度が増したことが原因であ
る（Hoegh-Guldberg, 1999）。カリブ海などいくつかの
地域では、サンゴの減少が 80％にもなってしまった
と推定されている（Gardner et al., 2003）。サンゴがよ
り最適な海面水温を持つ高緯度地域へと移動すること
は、高緯度方向のアラゴナイト飽和度低下と、予測さ
れる大気 CO2 濃度増大から、可能性が低い（Kleypas et 

al., 2001; Guinotte et al., 2003; Orr et al., 2005; Raven et al., 

2005）。サンゴの移動は着床できる岩盤が得られない
と制限される（C2.2.2参照）。海面水温の上昇とアラゴ
ナイト飽和度の低下は複雑に相乗作用するのであるが
（Harvell et al., 2002; Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 

2004; Kleypas et al., 2005）、サンゴ礁を大きく変化させ
うる（Guinotte et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2005）。 CO2 

の増加と白化現象の頻度の増大（2～ 3倍の CO2 レベ
ル）が相まって作用し、熱帯と亜熱帯では 2050年ま
でにサンゴ礁が珍しいものになってしまうかもしれな
い（Kleypas and Langdon, 2002; Hoegh-Guldberg, 2005; 

Raven et al., 2005）。その他の気候変動の要因（例え
ば、海面上昇、暴風雨の影響、エアロゾル）および非
気候要因（例えば、魚の乱獲、外来種の侵入、汚染、
栄養塩類と土砂の流入負荷（これは、降水量と河川流
量の変化を通じて気候変動と関係しうるのであるが；
C2.1.2および C2.2.3; 第 16章参照））はサンゴ礁にさら
に複合的な影響を与え（C2.3.1参照）、気候変動に対
する脆弱性を高め、回復力を低下させる（Koop et al., 

2001; Kleypas and Langdon, 2002; Cole, 2003; Buddemeier 

et al., 2004; Hallock, 2005）。

C2.2.2　サンゴ礁への影響（第 6章、6.4.1.5節）

　礁を形成するサンゴは、多くの海岸線においてス
トレスにさらされている（C2.1.1参照）。サンゴ礁は、
魚の乱獲や隣接する陸地からの汚染物質の流入など
の複合的な人為的影響に加えて（Pandolfi et al., 2003; 

Graham et al., 2006）、気候変動に伴う白化の頻度と厳
しさの増加により、劣化している（C2.1.2参照）。こ
れらのストレスの相対的な重要性は、場所によって異
なっている。カリブ海のサンゴ礁におけるサンゴの大
量死は、一般的には、最近の病気の流行、草食性 2の
変化、およびハリケーンに関係しているが（Gardner et 

al., 2003; McWilliams et al., 2005）、太平洋のサンゴ礁は、
特に最近のエルニーニョ現象の際の熱ストレス異常が
原因の白化現象（Hughes et al., 2003）や、非気候的な
ストレスの影響を受けている。
　サンゴの大規模な白化現象が、夏季の最高値を上回
る短期間の SSTの上昇に関係していることは明らか
である（Douglas, 2003; Lesser, 2004; McWilliams et al., 

2005）。1998年に発生したきわめて強いエルニーニョ
現象に伴って、インド洋地域全体にわたって特に広範
囲な白化が記録されている（C2.1.2および C2.2.3参
照）。多くのサンゴ礁が、20世紀の初期に同じような
SSTの状況を経験したようであるが、1980年以降に
幅広く報告されるようになる以前に白化がどのくらい
の広がりであったのかは、明確ではない（Barton and 

1
2 草食性：動物が植物を摂取すること。

章をまたいだ事例研究



836 837

Casey, 2005）。サンゴが温暖化に適応している生態学的
あるいは遺伝学的な証拠は限られている（C2.1.2およ
び C2.2.1参照）。将来予想されている約 1～ 3℃の SST

の上昇は（6.3.2節）、サンゴとその共生生物が温暖化
に適応しない、あるいは順応しない場合は、より頻繁
な白化現象と広範囲の大量死をまねく可能性が非常に
高い（Sheppard, 2003; Hoegh-Guldberg, 2004）。サンゴ
礁の生態系が気候変動の影響に耐える能力は、ほかの
人為的な圧力による劣化の程度、および、将来の白化
現象の発生頻度によるだろう（Donner et al., 2005）。
　サンゴの白化のほかにも、気候変動がサンゴ礁に与
える脅威がある（Kleypas and Langdon, 2002）。海水の
CO2濃度の増加は海洋の酸性化をもたらし（6.3.2節）、
アラゴナイトの飽和状態に影響を与え（Meehl et al., 

2007）、サンゴなどの石灰化生物の石灰化速度を低下
させる（LeClerq et al., 2002; Guinotte et al., 2003; C2.2.1

参照）。長寿命の塊状のサンゴから得られたコアは、
過去に石灰化に軽度の変動があったことを示している
が（Lough and Barnes, 2000）、白化あるいは石灰化の低
下によって劣化したサンゴ礁が崩壊すると、礁原を越
えてくる波のエネルギーが増大することになり、海岸
線が侵食される可能性がある（Sheppard et al., 2005）。
相対的な海面上昇は、今後数十年間、サンゴ礁に脅威
を与える可能性が低いと思われる。すなわち、サンゴ
礁は、環境的あるいは人為的なストレスを受けない場
合は、氷河期後の急速な海面上昇に歩調を合わせてき
たことが示されている（Hallock, 2005）。わずかな海面
上昇は、インド洋・太平洋地域の礁原の一部の水没と、
サンゴによるコロニーの再形成をもたらす可能性が高
い。それは、現在は引潮のときだけ顔を出している潮
間帯の表面が、サンゴの成長に適するようになるから
である（Buddemeier et al., 2004）。
　多くのサンゴ礁は、熱帯低気圧（ハリケーン、台風）
の影響を受けている。その影響は、壊れやすいサンゴ
の軽微な破損から、サンゴ礁の大半のサンゴが破壊さ
れ、その破片が粗いストームリッジとして堆積するほ
どの影響まで、さまざまである。そのような熱帯低気
圧は、種組成や個体数に影響を与える大規模な擾乱を
引き起こし、そこからサンゴ礁の生態系が回復するに
は時間が必要となる。サンゴ礁の頂部に堆積したスト
ームリッジの層序は、過去の熱帯低気圧の歴史を記録
している（Hayne and Chappell, 2001）。グレートバリア
リーフの北部の場合は、過去 5,000年にわたり、きわ
めて大型の熱帯低気圧の頻度の変化は検出されていな
い（Nott and Hayne, 2001）。熱帯低気圧の激化（6.3.2節）

は、サンゴ礁のみならず、海抜の低い島嶼の住民にも
破滅的な結果をもたらしうる（6.4.2節および 16.3.1.3

節）。地球温暖化がサンゴの分布域の拡大をもたらす
可能性があることを示す証拠は限られている。例えば、
ほとんどカリブ海全体にわたってサンゴ礁の劣化の傾
向があるにもかかわらず、ミドリイシ属サンゴの極向
きの拡大がフロリダ州で記録されているが（Precht and 

Aronson, 2004）、遺伝的な多様性が少ないことや、サ
ンゴが成長できる緯度上の限界地域では適切な基盤が
不足していることなど、いくつかの制約がある（Riegl, 

2003; Ayre and Hughes, 2004; Woodroffe et al., 2005）。
　環礁の縁の小さなサンゴ礁島の運命は、特別な関心
の対象となっている。インド洋・太平洋地域の小さ
なサンゴ礁島は、その地域の海面が低下した過去数
千年の間に形成された（Woodroffe and Morrison, 2001; 

Dickinson, 2004）。だが、それらの島々の将来の海面上
昇に対する応答は依然として不確かであり、第 16章、
16.4.2節で詳細に検討されている。それを越えると、
環礁上の生態系や社会システムが崩壊する可能性があ
る変化の臨界閾値を確認することが重要だろう。だが、
モルディヴ、キリバス、ツバルなどの国々では、デー
タが限られており、危険を評価する地元の専門家がほ
とんどおらず、環礁の適応コストをまかなうには経済
活動の規模が小さい（Barnett and Adger, 2003; 第 16章、
Box 16.6）。

C2.2.3　 気候変動とグレートバリアリーフ
（第 11章、Box 11.3）

　グレートバリアリーフ（GBR）は世界最大の連続
的なサンゴ礁で（長さ 2,100 km）、オーストラリアの
海洋生物多様性の貴重な宝庫であり、海鳥やザトウク
ジラなどのその他の海洋脊椎動物の繁殖場所である。
GBRに関連する観光は、2004/5年期の 12か月で 44

億 8,000万米ドル以上を生み出し、フルタイム換算で
約 6万 3,000人の雇用を提供した（Access Economics, 

2005）。気候変動が GBRに与える二つの最大の脅威は、
（i）サンゴの大規模白化現象の頻度と強度を増大させ
ることがほぼ確実な、海水温の上昇、および、（ii）サ
ンゴなどの主要な生物の石灰化能力を低下させる可能
性が高い、海洋の酸性化である。干ばつや強い暴風雨
などのその他の要因は、物理的な被害や洪水プルーム
の拡大を通じてサンゴ礁に影響を与える可能性が高い
（Puotinen, 2006）。
　20世紀の間に GBRの海水温は約 0.4℃上昇した
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（Lough, 2000）。現在 GBRの北端において典型的な
水温は、（SRESシナリオ A1、A2の場合は）2040～
2050年までに、（SRESシナリオ B1、 B2の場合は）
2070～ 2090年までに GBRの南端まで広がる可能性
が非常に高い（Done et al., 2003）。長期間の夏季最高
水温をわずか 1℃上回っても、既にサンゴの大規模な
白化（共生藻の喪失）が起こる。サンゴは回復するか
もしれないが、高いもしくは長期にわたる水温（少な
くとも 4週間、長期間の最高水温を 2～ 3℃上回る状
態）のもとでは死滅する。GBRは、1979年以降、大
規模な白化を 8回（1980、1982、1987、1992、1994、
1998、2002、2006年）経験しているが、1979年より
前の記録は存在しない（Hoegh-Guldberg, 1999）。最も
広範囲で激しい白化現象は 1998年と 2002年の夏に発
生し、それぞれ、サンゴ礁の約 42%と 54%が影響を
受けた（Done et al., 2003; Berkelmans et al., 2004）。＜サ
ンゴの＞大量死はまだら状に分布し、海岸に近いサン
ゴ礁が最も大きな影響を受けた。それはおそらく、一
部の地域では、洪水による浸透性のストレスによって
影響がいっそう悪化したためである（Berkelmans and 

Oliver, 1999）。2002年の＜白化＞現象に引き続いて、
サンゴの病気が局所的に発生し、いくつかの場所では、
病気のような症候群の発生率が過去 10年の間に 500%

も増加した（Willis et al., 2004）。サンゴの病気が GBR

に与える影響は現在のところ軽微だが、世界のほかの
場所での経験は、病気が BGRのサンゴ礁にとって脅
威となる可能性を示唆している。熱ストレスによる影
響は、大気中に放出された過剰の CO2の約 30%を吸
収している世界の海洋がしだいに酸性化するという将
来シナリオのもとでは、いっそう悪化する可能性が高
い（Orr et al., 2005; Raven et al., 2005）。石灰化は、炭
酸イオン濃度の低下に伴って衰え、その濃度がおよそ
200μmol/kgになったときにゼロになる（Langdon et al., 

2000; Langdon, 2002）。これらは、大気中の CO2 濃度が
約 500 ppmになったときに起きる。酸性化によって成
長が遅れると、白化現象後のサンゴ礁の回復が妨げら
れる可能性が非常に高く、他のストレス因子（例えば、
土砂や富栄養化）に対するサンゴ礁の回復力を低下さ
せるだろう。
　緩やかな温暖化シナリオ（A1T、2100年までに 2

℃）のもとでも、GBRのサンゴは、過去 20年間にわ
たって観測された熱閾値を上回る夏季の水温に定期的
にさらされる可能性が非常に高い（Done et al., 2003）。
A1FIシナリオのもとでは 2030年までに、A1Tシナリ
オのもとでは 2050年までに、白化は毎年発生するよ

うになると予測される（Done et al., 2003; Wooldridge et 

al., 2005）。重大な白化に伴う大量死からの回復期間は
少なくとも 10年である（また、完全な回復には 50年
を超えるだろう）ことを考慮に入れると、2050年まで
にサンゴ礁は大型藻類などのサンゴ以外の生物に支配
される可能性が高いことを、これらのモデルは示唆し
ている（Hoegh-Guldberg, 1999; Done et al., 2003）。生物
多様性、漁業、観光に対して相当な影響がある可能性
が高い。GBR上の固いサンゴ被覆を維持するために
は、気候変動がもたらす海水温の変化と同じペース、
すなわちおよそ 0.1～ 0.5℃ /10年で、サンゴがその耐
熱限界の上限を引き上げる必要がある（Donner et al., 

2005）。現在、サンゴがそのように急速な遺伝子変化
の能力を持っていることを示す証拠はほとんどなく、
大半の証拠はそれとは反対である（Hoegh-Guldberg, 

1999, 2004）。大量死からの回復が地方的ストレス（水
質、魚業による圧力）を削減することによって促進さ
れる可能性があることを考えると、サンゴ礁水質保全
計画や代表地域プログラム（このプログラムによって
GBRの完全保護区域が 4.6%から 33%以上に拡大した）
などの管理イニシアティブは、サンゴ礁が急速な気候
変動がもたらす増加する圧力に耐える能力を高めるた
めの適応オプションである。

C2.2.4　 サンゴの大量死がサンゴ礁の漁業に
与える影響（第 5章、Box 5.4）

　サンゴ礁およびそこでの漁業は、気候変動に加えて
多くのストレスを受けやすい（第 4章参照）。これま
でのところ、1998年にインド洋で起こったサンゴの大
量白化のような出来事が、沿岸のサンゴ礁での漁業に
マイナスの短期的な生物経済的影響を与えている証拠
はない（Spalding and Jarvis, 2002; grandcourt and Cesar, 

2003）。だが、長期的には、サンゴの群集の喪失と構
造的な複雑さの低下により、漁業生産量に重大な影響
をもたらす可能性がある。それは、魚種の豊かさの減
少や、地方的な絶滅、サンゴ礁の魚類の主要な機能グ
ループ内の種の喪失をまねく（Sano, 2004; Graham et 

al., 2006）。
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C2.3　サンゴ礁への複合的ストレス

C2.3.1　 小島嶼のサンゴ礁に対する非気候変
動の脅威（第 16章、Box 16.2）

　主に人間活動によって駆動される、多数の非気候
変動ストレスおよび撹乱がサンゴ礁に影響しうる 

（Nystöm et al., 2000; Hughes et al., 2003）。「サンゴ礁の
危機（coral reef crisis）」 は、ほぼ確実に全球スケールの
気候ストレスと地方スケールの人為起源ストレスとの
複雑かつ相乗的な相互作用の結果であることが示唆さ
れている（Buddemeier et al., 2004）。
　Bryant et al. （1998） の研究では、4つの人為的脅威要
因－すなわち、沿岸開発、海洋汚染、乱獲と破壊的漁
業、陸域からの土砂や栄養物の流入－が、800箇所の
サンゴ礁に対する人間活動によるサンゴ礁への潜在的
リスクの複合指標として用いられた。彼らの地図（図
C2.3）は、低リスク（青）、中程度のリスク（黄）、高
リスク（赤）の地点を特定した。低リスク地点はイン
ド洋中部と太平洋の島嶼で一般的であり、高リスク地
点は南東アジア海域とカリブ海諸島で一般的である。
最もリスクの高い 2地域におけるリスクにさらされ
たサンゴ礁の詳細が、Burle et al.（2002）と Burke and 

Maidens （2004）によって立証されている。彼らによる
と、南東アジアのサンゴ礁の約 50%とカリブ海のサン
ゴ礁の 45%が高リスク～非常に高リスクのカテゴリー
に分類されている。しかし、大陸と小島嶼の両方の状
況において、サンゴ礁への脅威の規模とタイプにかな
りの地方的、地域的違いがある。
　Wilkinson （2004）は、サンゴ礁が多くの小島嶼国に
とって特に重要であることを認識したうえで、小島
嶼のサンゴ礁がさまざまな非気候変動影響を受けるこ
とが多いことを指摘している。サンゴ礁撹乱のいくつ
かの一般的なタイプを、いくつかの島嶼地域と特定の
島々からの例とともに以下に掲げる。
　1. 沿岸開発と海岸線の改変の影響：
　　・ マレーシアのランカウィ島の裾礁上の沿岸開発 

（Abdullah et al., 2002）；
　　・ モーリシャスにおける沿岸リゾート開発と観光

からの影響 （Ramessur, 2002）。
  2. サンゴおよびサンゴ礁生物の採取：
　　・フィジーにおける水族館取引用サンゴの採取。
  3. 陸域からの土砂や栄養物の流入による汚染：
　　・ パラオのアリア湾 （Golbuua et al., 2003） および

シンガポールの南方諸島 （Dikou and van Woesik, 

2006） における土砂で窒息死したサンゴ礁；
　　・ 米領サモアのツツイラ島の非点源汚染 （Houk et 

al., 2005）；
　　・ レユニオン島の裾礁 （Chazottes et al., 2002） およ

びグアムのココス礁湖 （Kuffner and Paul, 2001） 
の栄養物汚染と富栄養化。

  4. 乱獲と破壊的漁業慣行：
　　 ・ インドネシア諸島でのダイナマイト漁 （Fox and 

Caldwell, 2006）；
　　・ フィリピンでの集約的養殖漁業からの廃水 

（Villanueva et al., 2006）；
　　・ フィジーでのサンゴ礁魚類の自給的利用 （Dulvy 

et al., 2004）；
　　・ パプアニューギニアのミルン湾のサンゴ礁上の

シャコ貝採取 （Kinch, 2002）。
  5. 導入種と侵入種：
　　・ グアムのサンゴ礁生息地への非在来種の侵入 

（Paulay et al., 2002）。
　不注意によりサンゴ礁に損害を与えてしまう可能
性のある「ストレス」のもう一つのカテゴリーがあ
り、それは粗末なガバナンスによる人的要因である 

（Goldberg and Wilkinson, 2004）。それが政治的不安定に
伴うこともあり、ソロモン諸島における現在の沿岸管
理に伴う諸問題はその一例である（Lane, 2006）。
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Figure C2.2a), but with local variations due to different
susceptibilities to factors such as water depth. Recent
preliminary studies lend some support to the adaptive bleaching
hypothesis, indicating that the coral host may be able to adapt or
acclimatise as a result of expelling one clade1 of symbiotic algae
but recovering with a new one (termed ‘shuffling’, see C2.2.1),
creating ‘new’ ecospecies with different temperature tolerances
(Coles and Brown, 2003; Buddemeier et al., 2004; Little et al.,
2004; Rowan, 2004; Obura, 2005).Adaptation or acclimatisation
might result in an increase in the threshold temperature at which
bleaching occurs (Figure C2.2b). The extent to which the
thermal threshold could increase with warming of more than a
couple of degrees remains very uncertain, as are the effects of
additional stresses, such as reduced carbonate supersaturation in
surface waters (see C2.2.1) and non-climate stresses (see
C2.3.1). Corals and other calcifying organisms (e.g., molluscs,
foraminifers) remain extremely susceptible to increases in SST.
Bleaching events reported in recent years have already impacted
many reefs, and their more frequent recurrence is very likely to
further reduce both coral cover and diversity on reefs over the
next few decades.

C2.2 Future impacts on coral reefs

C2.2.1 Are coral reefs endangered by climate
change? (Chapter 4, Box 4.4)

Reefs are habitat for about a quarter of all marine species and
are the most diverse among marine ecosystems (Roberts et al.,
2002; Buddemeier et al., 2004). They underpin local shore
protection, fisheries, tourism (see Chapter 6; Hoegh-Guldberg
et al., 2000; Cesar et al., 2003; Willig et al., 2003; Hoegh-
Guldberg, 2004, 2005) and, although supplying only about 2-5%
of the global fisheries harvest, comprise a critical subsistence
protein and income source in the developing world
(Whittingham et al., 2003; Pauly et al., 2005; Sadovy, 2005).
Corals are affected by warming of surface waters (see C2.1.2;

Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 2004; McWilliams et al.,
2005) leading to bleaching (loss of algal symbionts; see C2.1.2).
Many studies incontrovertibly link coral bleaching to warmer sea
surface temperature (e.g., McWilliams et al., 2005), and mass
bleaching and coral mortality often results beyond key temperature
thresholds (see C2.1.2). Annual or bi-annual exceedance of
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1 A clade of algae is a group of closely related, but nevertheless different, types.

Figure C2.1. Maximum monthly mean sea surface temperature for 1998, 2002 and 2005, and locations of reported coral bleaching (data sources:
NOAA Coral Reef Watch (http://coralreefwatch.noaa.gov/) and Reefbase (http://www.reefbase.org/)).凡例：Severe bleaching；淡青：激しい白化

　　　Low to medium bleaching；濃青：低～中程度の白化

図 C2.1　1998、2002、2005年の月毎の平均海面水温の最高値、および、サンゴの白化が報告された場所（資料の出典は
NOAA Coral Reef Watch （coralreefwatch.noaa.gov） および Reefbase （www.reefbase.org））。
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Figure C2.2. Alternative hypotheses concerning the threshold SST at which coral bleaching occurs: (a) invariant threshold for coral bleaching (red
line) which occurs when SST exceeds usual seasonal maximum threshold (by ~1°C) and mortality (dashed red line, threshold of 2°C), with local
variation due to different species or water depth; (b) elevated threshold for bleaching (green line) and mortality (dashed green line) where corals
adapt or acclimatise to increased SST (based on Hughes et al., 2003).

2 Herbivory: the consumption of plants by animals.
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bleaching thresholds is projected at the majority of reefs
worldwide by 2030 to 2050 (Hoegh-Guldberg, 1999; Sheppard,
2003; Donner et al., 2005).After bleaching, algae quickly colonise
dead corals, possibly inhibiting later coral recruitment (e.g.,
McClanahan et al., 2001; Szmant, 2001; Gardner et al., 2003;
Jompa and McCook, 2003). Modelling predicts a phase switch to
algal dominance on the Great Barrier Reef and Caribbean reefs in
2030 to 2050 (Wooldridge et al., 2005).

Coral reefs will also be affected by rising atmospheric CO2
concentrations (Orr et al., 2005; Raven et al., 2005; Denman et
al., 2007, Box 7.3) resulting in declining calcification.
Experiments at expected aragonite concentrations demonstrated
a reduction in coral calcification (Marubini et al., 2001; Langdon
et al., 2003; Hallock, 2005), coral skeleton weakening (Marubini
et al., 2003) and strong temperature dependence (Reynaud et al.,
2003). Oceanic pH projections decrease at a greater rate and to
a lower level than experienced over the past 20 million years
(Caldeira and Wickett, 2003; Raven et al., 2005; Turley et al.,
2006). Doubling CO2 will reduce calcification in aragonitic
corals by 20%-60% (Kleypas et al., 1999; Kleypas and Langdon,
2002; Reynaud et al., 2003; Raven et al., 2005). By 2070 many
reefs could reach critical aragonite saturation states (Feely et al.,
2004; Orr et al., 2005), resulting in reduced coral cover and
greater erosion of reef frameworks (Kleypas et al., 2001;
Guinotte et al., 2003).

Adaptation potential (Hughes et al., 2003) by reef organisms
requires further experimental and applied study (Coles and
Brown, 2003; Hughes et al., 2003). Natural adaptive shifts to
symbionts with +2°C resistance may delay the demise of some
reefs until roughly 2100 (Sheppard, 2003), rather than mid-
century (Hoegh-Guldberg, 2005) although this may vary widely
across the globe (Donner et al., 2005). Estimates of warm-water
coral cover reduction in the last 20-25 years are 30% or higher
(Wilkinson, 2004; Hoegh-Guldberg, 2005) due largely to
increasing higher SST frequency (Hoegh-Guldberg, 1999). In
some regions, such as the Caribbean, coral losses have been
estimated at 80% (Gardner et al., 2003). Coral migration to

higher latitudes with more optimal SST is unlikely, due both to
latitudinally decreasing aragonite concentrations and projected
atmospheric CO2 increases (Kleypas et al., 2001; Guinotte et al.,
2003; Orr et al., 2005; Raven et al., 2005). Coral migration is
also limited by lack of available substrate (see C2.2.2). Elevated
SST and decreasing aragonite have a complex synergy (Harvell
et al., 2002; Reynaud et al., 2003; McNeil et al., 2004; Kleypas
et al., 2005) but could produce major coral reef changes
(Guinotte et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2005). Corals could
become rare on tropical and sub-tropical reefs by 2050 due to the
combined effects of increasing CO2 and increasing frequency of
bleaching events (at 2-3 × CO2) (Kleypas and Langdon, 2002;
Hoegh-Guldberg, 2005; Raven et al., 2005). Other climate
change factors (such as sea-level rise, storm impact and aerosols)
and non-climate factors (such as over-fishing, invasion of non-
native species, pollution, nutrient and sediment load (although
this could also be related to climate change through changes to
precipitation and river flow; see C2.1.2 and C2.2.3; Chapter 16))
add multiple impacts on coral reefs (see C2.3.1), increasing their
vulnerability and reducing resilience to climate change (Koop
et al., 2001; Kleypas and Langdon, 2002; Cole, 2003;
Buddemeier et al., 2004; Hallock, 2005).

C2.2.2 Impacts on coral reefs (Chapter 6, Section
6.4.1.5)

Reef-building corals are under stress on many coastlines (see
C2.1.1). Reefs have deteriorated as a result of a combination of
anthropogenic impacts such as over-fishing and pollution from
adjacent land masses (Pandolfi et al., 2003; Graham et al., 2006),
together with an increased frequency and severity of bleaching
associated with climate change (see C2.1.2). The relative
significance of these stresses varies from site to site. Coral
mortality on Caribbean reefs is generally related to recent
disease outbreaks, variations in herbivory,2 and hurricanes
(Gardner et al., 2003; McWilliams et al., 2005), whereas Pacific
reefs have been particularly impacted by episodes of coral

＜（a）,（b）共通＞
横軸：時間
縦軸：SST（海面水温）

図 C2.2　サンゴの白化が起きる SSTの閾値に関する二つの仮説。a）SSTが通常の季節的な最高閾値を上回る（最大 1℃）と
きに起きるサンゴの白化（赤線）と大量死（赤い破線、閾値は 2℃）の不変の閾値。ただし、サンゴの種類と水深により、各
地方でばらつきがある。b）サンゴが SSTの上昇に適応あるいは順応する場合の白化（緑線）と大量死（緑の点線）の閾値の
上昇（Hughes et al., 2003に基づく）。

incidence of some disease-like syndromes increasing by as
much as 500% over the past decade at a few sites (Willis et al.,
2004). While the impacts of coral disease on the GBR are
currently minor, experiences in other parts of the world suggest
that disease has the potential to be a threat to GBR reefs.
Effects from thermal stress are likely to be exacerbated under
future scenarios by the gradual acidification of the world’s
oceans, which have absorbed about 30% of the excess CO2
released to the atmosphere (Orr et al., 2005; Raven et al.,
2005). Calcification declines with decreasing carbonate ion
concentrations, becoming zero at carbonate ion concentrations
of approximately 200 µmol/kg (Langdon et al., 2000; Langdon,
2002). These occur at atmospheric CO2 concentrations of
approximately 500 ppm. Reduced growth due to acidic
conditions is very likely to hinder reef recovery after bleaching
events and will reduce the resilience of reefs to other stressors
(e.g., sediment, eutrophication).

Even under a moderate warming scenario (A1T, 2°C by
2100), corals on the GBR are very likely to be exposed to regular
summer temperatures that exceed the thermal thresholds
observed over the past 20 years (Done et al., 2003). Annual
bleaching is projected under the A1FI scenario by 2030, and
underA1T by 2050 (Done et al., 2003;Wooldridge et al., 2005).
Given that the recovery time from a severe bleaching-induced
mortality event is at least 10 years (and may exceed 50 years for
full recovery), these models suggest that reefs are likely to be
dominated by non-coral organisms such as macroalgae by 2050
(Hoegh-Guldberg, 1999; Done et al., 2003). Substantial impacts
on biodiversity, fishing and tourism are likely. Maintenance of
hard coral cover on the GBR will require corals to increase their
upper thermal tolerance limits at the same pace as the change in
sea temperatures driven by climate change, i.e., about 0.1-
0.5°C/decade (Donner et al., 2005). There is currently little
evidence that corals have the capacity for such rapid genetic
change; most of the evidence is to the contrary (Hoegh-
Guldberg, 1999, 2004). Given that recovery from mortality can
be potentially enhanced by reducing local stresses (water quality,
fishing pressure), management initiatives such as the ReefWater
Quality Protection Plan and the Representative Areas
Programme (which expanded totally protected areas on the GBR
from 4.6% to over 33%) represent planned adaptation options
to enhance the ability of coral reefs to endure the rising pressure
from rapid climate change.

C2.2.4 Impact of coral mortality on reef fisheries
(Chapter 5, Box 5.4)

Coral reefs and their fisheries are subject to many stresses in
addition to climate change (see Chapter 4). So far, events such
as the 1998 mass coral bleaching in the Indian Ocean have not
provided evidence of negative short-term bio-economic impacts
for coastal reef fisheries (Spalding and Jarvis, 2002; Grandcourt
and Cesar, 2003). In the longer term, there may be serious
consequences for fisheries production that result from loss of
coral communities and reduced structural complexity, which
result in reduced fish species richness, local extinctions and loss
of species within key functional groups of reef fish (Sano, 2004;
Graham et al., 2006).

C2.3 Multiple stresses on coral reefs

C2.3.1 Non-climate-change threats to coral reefs of
small islands (Chapter 16, Box 16.2)

A large number of non-climate-change stresses and
disturbances, mainly driven by human activities, can impact
coral reefs (Nyström et al., 2000; Hughes et al., 2003). It has
been suggested that the ‘coral reef crisis’ is almost certainly the
result of complex and synergistic interactions among global-
scale climatic stresses and local-scale, human-imposed stresses
(Buddemeier et al., 2004).

In a study by Bryant et al. (1998), four human-threat factors
– coastal development, marine pollution, over-exploitation and
destructive fishing, and sediment and nutrients from inland –
provide a composite indicator of the potential risk to coral reefs
associated with human activity for 800 reef sites. Their map
(Figure C2.3) identifies low-risk (blue), medium-risk (yellow)
and high-risk (red) sites, the first being common in the insular
central Indian and Pacific Oceans, the last in maritime South-
East Asia and the Caribbean archipelago. Details of reefs at risk
in the two highest-risk areas have been documented by Burke et
al. (2002) and Burke and Maidens (2004), who indicate that
about 50% of the reefs in South-East Asia and 45% in the
Caribbean are classed in the high- to very-high-risk category.
There are, however, significant local and regional differences in
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Figure C2.3. The potential risk to coral reefs from human-threat factors. Low risk (blue), medium risk (yellow) and high risk (red). Source: Bryant
et al. (1998)
図 C2.3　人為的脅威要因によるサンゴ礁への潜在的リスク。低リスク（青）、中程度のリスク（黄）および高リスク（赤）。
出典：Bryant et al. （1998）。
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C3.1　はじめに

C3.1.1　 デルタとメガデルタ：脆弱性のホッ
トスポット（第 6章、Box 6.3）

　堆積物（土砂）の世界最大の貯蔵場所の一つである
デルタは、気候変動の影響、とりわけ海面上昇と流出
量の変化に対してきわめて脆弱であると同時に、人間
による集水域の改造やデルタ平野の土地利用によって
ストレスを受けていることが広く認識されている。大
半のデルタでは既に自然の地盤沈下が起きており、そ
の結果、全球平均を上回る相対的な海面上昇速度の加
速が起きている。多くのデルタは、水の汲み上げや分
水、およびダムの堰き止めによる土砂供給の減少によ
る影響を受けている。デルタ平野、とりわけアジアの
それ（C3.2.1参照）は人口密度が高く、多くの人々が
陸上からの外的影響（河川の氾濫、堆積物の不足）お
よび／または海洋からの外的影響（高潮、侵食）を受
けることが多い（図 6.1を参照）。
　Ericson et al.（2006）は、すべてのメガデルタを含む
世界の 40のデルタ地帯にはおよそ 3億人が居住してい
ると見積もった。平均の人口密度は 500人 /km2で、最
も人口が多いのはガンジス－ブラマプトラデルタ、そ
して最も人口密度が高いのはナイルデルタである。こ
れらのデルタおよびメガデルタの多くは、重要な、そ
して拡大しつつある都市地域を伴っている。Ericson et 

al.（2006）は、世界のダム・データベースにおける堰
き止められる堆積物（土砂）の量と河川の分水量の見
積りに基づき、また、人間が原因で加速している地盤
沈下を加えて自然の地盤沈下の見積りを修正して、一
般化したモデリング手法を用いて現在の状況下での海
面上昇の実効速度を概算した。この分析結果は、40の
デルタに居住している人々の多くが海岸の侵食と土地
の喪失によるリスクにさらされていることを示した。
河川による堆積物（土砂）供給の減少がその主な原因
だが、海面上昇の速度の増加も一因となっている。彼
らは、目の粗いデジタル地形モデルと世界人口分布デ
ータを用いて、2050年までに 3つのメガデルタの 100

万人以上が直接的な影響を受けると推定した。それは、
バングラデシュのガンジス－ブラマプトラデルタ、ベ
トナムのメコンデルタ、そしてエジプトのナイルデル

タである。さらに、9つのデルタでそれぞれ 50,000人
以上、および、その他の 12のデルタでそれぞれ 5,000

人以上の人々が直接的な影響を受ける可能性が高い
（図 C3.1）。この一般化されたモデリング手法は、影響
を受ける人々の 75%はアジアのメガデルタおよびデル
タで生活しており、残りの大部分がアフリカのデルタ
で暮らしていることを示している。これらの影響は、
海面上昇の加速と人間による圧力の増大により、いっ
そう悪化するだろう（例えば、C3.2.1参照）。アジア
のメガデルタでは、表面の地形はデルタの地形学的な
発展の結果複雑になっている。また、人口分布は、集
中的な土地利用と世界最大級の巨大都市の成長を反映
して、空間的な変動性がきわめて大きい（Woodroffe et 

al., 2006）。これらのデルタ、および世界のその他のデ
ルタで暮らしている多くの人々は、既に高潮や河川の
季節的氾濫による洪水に見舞われている。従って、個々
のデルタの脆弱性を評価するさらなる手法の開発が必
要である（例えば、Sánchez-Arcilla et al., 2007）。

C3.2　アジアのメガデルタ

C3.2.1　 アジアのメガデルタ（第 10 章、
10.6.1節、表 10.10）

　アジアの沿岸地帯には、面積が 10,000 km2より広い
メガデルタが 11 （表 C3.1）あり、チベット高原から流
れているいくつかの河川によって、次々と形成され続
けている（Milliman and Meade, 1983; Penland and Kulp, 

2005）。これらのメガデルタはアジアにとってきわめ
て重要である。というのも、これらのメガデルタが
数百万の人々にとっての住まいとなっており、特に 7

つの巨大都市がそこに位置するからである （Nicholls, 

1995; Woodroffe et al., 2006）。メガデルタ、特に珠江デ
ルタ、長江デルタ、黄河デルタは経済的にも重要であ
り、中国の総 GDPの相当な比率を占めている （Niou, 

2002; She, 2004）。生態学的には、アジアのメガデルタ
は異なる気候地域に位置する植物や動物の固有の群集
からなるきわめて重要な多様性に富んだ生態系である
（IUCN, 2003b; ACIA, 2005; Macintosh, 2005; Sanlaville 

and Prieur, 2005）。しかしながら、アジアのメガデル
タは気候変動や海面上昇に対して脆弱である。これら

C3.　メガデルタ：気候変動に対する脆弱性

章をまたいだ事例研究



842 843

は、高潮や河川排水路からの洪水によって、メガデル
タの洪水の頻度やレベルを増大させ（Nicholls, 2004; 

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

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

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

2003a, b; Shen et al., 2003; Huang and Zhang, 2004）。
　外的には、ダム建設により多くのメガデルタへの土
砂供給が減少してきており、21世紀にはさらに多くの
ダム計画がある（C3.1.1; Woodroffe et al., 2006参照）。
土砂供給の減少はこうしたシステムを気候変動や海面
上昇に対してさらに脆弱なものにする。すべての非気
候圧力を考慮に入れると、人口密度の高いアジアのメ
ガデルタの集団が気候変動によってかなり脅かされて
いることは確信度が非常に高く、この脅威に対応する
ことは重要な課題を提起するであろう（C3.1.1も参照）。
より温暖な気候におけるアジアのメガデルタの持続可
能性は、メガデルタおよび上流地域の統合的で協調的
な開発、保全および生産目標のためのメガデルタのバ
ランスのとれた利用および開発、ならびに構造的な能
力構築措置を人間および制度的能力構築措置と結び付
ける河川流量異常や海水の動きによる侵食に対する包
括的保全を促進する政策やプログラムに大きく依存す
るであろう（Du and Zhang, 2000; Inam et al., 2003; Li et 

al., 2004b; Thanh et al., 2004; Saito, 2005; Woodroffe et al., 

2006; Wolanski, 2007） 。

C3.2.2　 気候変動とメコン川下流域の漁業：
人間活動による、メガデルタの漁業
システムに対する複合的ストレスの
例（第 5章、Box 5.3）

　メコン川下流域の国々で暮らす人々、とりわけ農村
地域の貧困層にとって、漁業は生活の中心である。こ
の流域で生活している 6,000万人の人々の 3分の 2は、
なんらかの形で漁業に関わっている。漁業は、カン
ボジアとラオス人民民主共和国（PDR）の GDPの約
10%を占めている。およそ 1,000種類の魚が生息し、
海からも多くの生物が出入りするメコン川は、世界で
最も豊かで多様な動物相を持つ川の一つである（MRC, 

2003）。最近の推定値によると、捕獲漁業による年間
の漁獲量だけでも 250万トンを超えており（Hortle and 

Bush, 2003）、その 30%以上がデルタからもたらされる。
　気候の直接的な影響は、降水パターンの変化、融雪、
海面上昇として現れ、水循環や水質に影響を与える。
間接的な影響は、植生パターンの変化から生じ、食物
連鎖を変化させ、土壌の侵食を促進させる可能性があ
る。人間が漁業に与える影響（人口増加、洪水の緩和、
水の汲み上げの増加、土地利用の変化、魚の乱獲など）
は気候による影響より大きいが、それらの圧力は強く
相互に関係している。
　気候変動シナリオがメコン川の流量に与える影響を
分析した結果（Hoanh et al., 2004）、月間の最大流量は、
流域＜全体＞では 35から 41%、デルタでは 16から
19%増加すると推定された（低い方の数字は 2010～
2138年の推定値、高い方の数字は 2070～ 2099年の推
定値で、いずれも、1961～ 1990年のレベルとの比較）。
一方、月間の最小流量は、流域＜全体＞では 17から
24%、デルタでは 26から 29％減少すると推定された。
洪水の増加は漁獲生産量にプラスの影響を与えると思
われるが、乾季生息地の減少は、一部の種の繁殖を減
少させる可能性がある。だが、計画的な水の管理（主
にダムによる管理）を行えば、水循環に逆の影響を与
えること、すなわち雨季の流量をわずかに減少させ、
乾季の流量を大幅に増加させることができると期待さ
れる（World Bank, 2004）。
　モデルは、20 cmという控えめな海面上昇であって
も、洪水の季節にはメコンデルタにおける水位の等高
線が海に向かって 25 km移動し、乾季には、塩水がさ
らに上流へ移動する（運河の内部に留まるものの）原
因となることを示している（Wassmann et al., 2004）。
海水が内陸に移動すると、漁業の対象となる魚種の構
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成が著しく変化するだろうが、全体的な漁業生産量に
は実害を及ぼさないだろう。

C3.3　北極地方のメガデルタ

C3.3.1　 北極地方のメガデルタ（第 15章、
15.6.2節）

　北極地方の沿岸やそこに注ぐ河川に沿って多数の河
川デルタが存在する。中でも特に重要なのはレナ川の
メガデルタ（44,000 km2）とマッケンジー川のメガデ
ルタ（9,000 km2）であり、それぞれユーラシア大陸と
北アメリカ大陸で最大の北極河川によって涵養されて
いる。極域以外に所在するメガデルタとは対照的に、
これらのシステムの物理的展開と生態系の健康は雪氷
圏特有のプロセスによって強く制御されており、それ
ゆえ気候変動の影響をきわめて受けやすい。
　現在、北極地方の沿岸デルタの前進／後退は、海岸
近くの流氷や陸につながった定着氷によって与えられ
る保護に強く依存している（Solomon, 2005; Walsh et 

al., 2005）。温暖化に伴うそうした保護の消失は、波や
高潮による侵食の増大をまねくだろう。そうした問題
は、海面水位の上昇、海氷面積の縮小による＜波の＞
吹送距離の増大、また可能性があるものとして暴風雨
の頻度の増加によっていっそう悪化するだろう。同様
に、現在デルタの構成物質を凝固させている永久凍土
と地下氷の融解は、デルタの前部と河岸沿いの流体力
学的な侵食を引き起こすだろう。デルタ平野自体での
永久凍土の融解も同様の変化をもたらすだろう。例え
ば、サーモカルスト作用の増大につれて、最初は水溜
りが発達するが、それらは最終的には、地表水システ
ムと地下水システムが連結することにより干上がるに
至るだろう。20世紀末期にユーコン川デルタ上で湖
沼が広がったように、気候の温暖化は既に湿地の喪失
を引き起こしている可能性がある（Coleman and Huh, 

2004）。また、融解による地盤沈下は、春の増水と高
潮によるデルタ洪水の規模と頻度に影響を与える可能
性がある（Kokelj and Burn, 2005）。
　北極地方デルタのツンドラ平原の大部分に所在する
多数の湖沼と池にとって、現在の水収支と堆積物‐栄
養塩の供給は、春の増水期の川のアイスジャムによっ
て生じる氾濫水の供給に強く依存している。マッケン
ジー川流域の巨大な河川デルタ（ピース ･アサバスカ
デルタ）の将来の気候状況に関する研究は、河氷の薄
氷化と春の流出量の減少が組み合わさって、アイスジ

ャムによる洪水の減少をまねくであろうことを示して
いる（Beltaos et al., 2006）。このような変化と気温上昇
による夏の蒸発量の増大が相まって、デルタ内の池の
水位低下をもたらすだろう（Marsh and Lesack, 1996）。
北極地方の多くの地域では、夏の蒸発量が既に降水量
を超過しているため、アイスジャム洪水の喪失は、デ
ルタにある池の干上がりや、湖沼生態系の健康に必須
であることが知られている堆積物と栄養塩の喪失を引
き起こしうる（Lesack et al.,1998; Marsh et al., 1999）。
デルタにある池の干上がりの効果に対抗するために既
に実施され、成功している適応戦略には、アイスジャ
ムの形成とそれに伴う洪水の可能性を高めるための貯
水池からの放水管理がある （Prowse et al., 2002）。

C3.4　ハリケーン・カトリーナの事例研究

C3.4.1　ハリケーン・カトリーナとミシシッ
　　　　ピデルタの沿岸生態系サービス（第
　　　    6章、Box 6.4）

　個々のハリケーン事象を気候変動に原因特定するこ
とはできないが、それは、将来、ハリケーンの強度
および／または頻度が増大すると生態系サービスにど
のような結果がもたらされるかを例証する役割を果た
しうる。2005年 8月 29日にルイジアナ州の海岸に上
陸したハリケーン・カトリーナがもたらした結果の一
つは、388 km2におよぶ沿岸湿地、堤防、そして、ミ
シシッピ川のデルタ平野にあるニューオリンズの側
面に位置する島々の喪失であった（Barras, 2006）（図
C3.2）。（2005年 9月に襲ったハリケーン・リタがルイ
ジアナ州沿岸のこの部分に与えた影響は比較的小さか
ったが、それもこの推定に含まれている。）ニューオ
リンズの南東部に位置しているシャンデルア諸島は、
ハリケーン・カトリーナの直接の結果として、面積が
以前のほぼ半分に減ってしまった。これらの自然のシ
ステムは、全体として、人口が多いこの地域において
高潮に対する防御の第一線の役割を果たしている。一
部の生息地は回復すると予想されるが、それは、失わ
れた大きさに比べると最小限に留まる可能性が高い。
シャンデルア諸島は、渡りを行う水鳥と新熱帯の鳥類
の重要な越冬地の役割を果たしている。例えば、北ア
メリカの多数のアメリカホシハジロは、シャンデルア
諸島の風下側で守られている海草の地下茎を餌にして
いる（Michot, 2000）。歴史的に見ると、この地域の商
業漁業の漁獲量は米国内ではアラスカに次いで 2位で
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ある。その高い生産性は、広い沿岸湿地とミシシッピ
川デルタに守られた河口域によるものである。ハリケ
ーン・カトリーナによって 1,800人以上が命を落とし
（Graumann et al., 2005）、経済的損失は 1,000億米ドル
以上に達した（NOAA, 2007）。ルイジアナ州とミシシ
ッピ州の沿岸に沿って存在していた約 30万戸の住宅
と 1,000以上の史跡や文化遺産が破壊された（また、
石油の生産と精製の能力が失われたことが、世界の石
油価格の短期的上昇をもたらした）。カトリーナ以降、
デルタの管理方法に対する大幅な変更が唱えられてい
る。最も注目すべきなのは、人工堤防が貴重な土砂を
水路で海の深い部分に運んでいる「鳥趾状デルタ（bird-

foot delta）」の放棄である（EFGC, 2006; NRC, 2006）。
その提案の目的は、大規模なデルタ形成プロセスを復
活させ、それによって生態系サービスを長期的に持続
させることである。ハリケーン・カトリーナについて
は、C3.4.2および第 14章でさらに考察されている。

C3.4.2　 複合的ストレスを背景とするメガデ
ルタでの極端な気象現象に対する脆
弱性：ハリケーン・カトリーナの事
例（第 7章、Box 7.4）

　世界の人口密度の高いメガデルタにおける持続可能 

な開発は、開発途上国のみならず先進国でも、気候変
動の挑戦を受ける場合があると、高い確信度でいうこ
とができる。2005年に米国のメキシコ湾岸を襲ったハ
リケーン・カトリーナの経験は、気候変動に伴ってよ
りありふれたものになることが予想される強さの熱帯
低気圧が、メガデルタの大都市の人口統計、社会、経
済のプロセスとストレスに及ぼす影響の劇的な例であ
る。
　2005年、ニューオリンズ市の人口はおよそ 50万で、
米国のメキシコ湾岸沿いのミシシッピ川のデルタに
位置していた。この町は、季節的な暴風雨（Emanuel, 

2005）だけでなく、年平均 6 mmから 10～ 15 mmを
超えるまでに増加した地盤沈下にも見舞われている
（Dixon et al., 2006）。主要な河川水路の築堤によって＜土
砂の＞堆積が減り、高潮による洪水の高さを低減する
働きをする沿岸湿地が失われた。その一方で、20世紀
をとおして進んだ都市開発によって洪水に脆弱な地域
の土地利用と居住が大幅に進んだ。堤防システムに関
する多くの調査が洪水に対する脆弱性が増大している
ことを示していたが、防護改善措置はとられなかった。
　2005年 8月末、ハリケーン・カトリーナ－それはカ

テゴリー 5の暴風雨だったが、上陸までにはカテゴリ
ー 3に弱まっていた－は高潮を伴ってルイジアナ州と
ミシシッピ州の沿岸を進み、加えて波の高さは南に面
したミシシッピ州沿岸の浅瀬に沿って海面から 8.5 m

に達した（C3.4.1も参照）。ニューオリンズでは、高潮
は 5 mほどに達し、同市の 4.5 mの防護施設のあちこ
ちで越流、決壊が起き、ニューオリンズの 70～ 80％
が洪水になり、同市の不動産の 55％が 1.2 mを超える
浸水に遭い、洪水の最高深度は 6 mに及んだ。ルイジ
アナ州では 1,101人の死者が出たが、このほぼ全員が
洪水に関連して死亡し、貧困者と高齢者に集中してい
た。
　この地域全体で、175万件の民間保険の請求があり、
コストは 400億米ドルを超えたが（Hartwig, 2006）、経
済コストの総額は 1,000億米ドルをはるかに超えると
予測される。カトリーナによって連邦後援の全米洪水
保険制度も資金が底をつき（Hunter, 2006）、カトリー
ナによる住宅洪水保険請求に対する資金をまかなうた
め政府から 208億米ドルの借入れを余儀なくされた。
ニューオリンズだけで、住宅の洪水被害によって 80

億～ 100億米ドルの損失が発生したが、30億～ 60億
ドルは付保されていなかった。洪水の被害を受けた家
のうち、34,000世帯～ 35,000世帯は洪水保険に入って
いなかったが、この中には洪水危険地区内になかった
家も多くあった（Hartwig, 2006）。
　直接暴風雨の被害を受けた場所に加え、数万人の避
難者を受け入れた地域は避難所と教育を提供しなけれ
ばならなかった。湾岸地域の石油精製所と生産施設に
対する暴風雨の被害は、全国的に幹線道路の自動車燃
料価格を上昇させた。再建コストは米国南部の建設費
を吊り上げ、ハリケーンの損害回復に財政的支援をす
るため、多数の＜他の＞プログラムのための連邦政府
の資金は削減された。カトリーナから 6ヵ月後、ニュ
ーオリンズの人口は 155,000人と推定され、2008年 9

月までにカトリーナ前の水準の 56％に当たる 272,000

人になると予測されている（McCarthy et al., 2006）。
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凡例：Extreme；非常に高い
　　　High；高い
　　　Medium； 中程度

C3.1 Introduction

C3.1.1 Deltas and megadeltas: hotspots for
vulnerability (Chapter 6, Box 6.3)

Deltas, some of the largest sedimentary deposits in the world,
are widely recognised as being highly vulnerable to the impacts of
climate change, particularly sea-level rise and changes in runoff,
as well as being subject to stresses imposed by human
modification of catchment and delta plain land use. Most deltas
are already undergoing natural subsidence that results in
accelerated rates of relative sea-level rise above the global
average. Many are impacted by the effects of water extraction and
diversion, as well as declining sediment input as a consequence of
entrapment in dams. Delta plains, particularly those in Asia (see
C3.2.1), are densely populated, and large numbers of people are
often impacted as a result of external terrestrial influences (river
floods, sediment starvation) and/or external marine influences
(storm surges, erosion) (see Figure 6.1).
Ericson et al. (2006) estimated that nearly 300 million people

inhabit a sample of 40 deltas globally, including all the large
megadeltas.Average population density is 500 people/km2, with
the largest population in the Ganges-Brahmaputra delta, and the
highest density in the Nile delta. Many of these deltas and
megadeltas are associated with significant and expanding urban
areas. Ericson et al. (2006) used a generalised modelling
approach to approximate the effective rate of sea-level rise under
present conditions, basing estimates of sediment trapping and

flow diversion on a global dam database, and modifying
estimates of natural subsidence to incorporate accelerated
human-induced subsidence. This analysis showed that much of
the population of these 40 deltas is at risk through coastal
erosion and land loss, primarily as a result of decreased sediment
delivery by the rivers, but also through accentuated rates of sea-
level rise. They estimate, using a coarse digital terrain model
and global population distribution data, that more than 1 million
people will be directly affected by 2050 in three megadeltas: the
Ganges-Brahmaputra delta in Bangladesh, the Mekong delta in
Vietnam and the Nile delta in Egypt. More than 50,000 people
are likely to be directly impacted in each of a further nine deltas,
and more than 5,000 in each of a further twelve deltas (Figure
C3.1). This generalised modelling approach indicates that 75%
of the population affected live on Asian megadeltas and deltas,
and a large proportion of the remainder are on deltas in Africa.
These impacts would be exacerbated by accelerated sea-level
rise and enhanced human pressures (see, e.g., C3.2.1). Within
the Asian megadeltas, the surface topography is complex as a
result of the geomorphological development of the deltas, and
the population distribution shows considerable spatial
variability, reflecting the intensive land use and the growth of
some of the world’s largest megacities (Woodroffe et al., 2006).
Many people in these and other deltas worldwide are already
subject to flooding from both storm surges and seasonal river
floods, and therefore it is necessary to develop further methods
to assess individual delta vulnerability (e.g., Sánchez-Arcilla et
al., 2007).

Cross-chapter case studies
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C3. Megadeltas: their vulnerabilities to climate change

Figure C3.1. Relative vulnerability of coastal deltas as shown by the indicative population potentially displaced by current sea-level trends to 2050
(Extreme = >1 million; High = 1 million to 50,000; Medium = 50,000 to 5,000; following Ericson et al., 2006).

地図中の地名 (アルファベット順 )：
Amazon: アマゾン
Changjiang: 長江
Chao Phraya: チャオプラヤ
Ganges Brahmaputra: ガンジス・ブラマプトラ
Godavari: ゴダバリ
Grijalva: グリハルバ
Indus: インダス
Krishna: クリシュナ
Mahakam: マハカム
Mahanadi: マハーナディ
Mekong: メコン
Mississippi: ミシシッピ
Moulouya: ムルイヤ

図 C3.1　沿岸デルタの相対的な脆弱性。現在から 2050年までの海面水位のトレンドにより、移動を余儀なくされる可能性が
ある人々の数によって示されている。（非常に高い＝ 100万人以上；高い＝ 100万から 50,000人；中程度＝ 50,000から 5,000人；
Ericson et al., 2006に基づく）。

Niger: ニジェール
Nile: ナイル
Orinoco: オリノコ
Red: 紅河（ホン川）
Rhine: ライン
Sao Francisco: サンフランシスコ
Sebou: セブー
Senegal: セネガル
Shatt el Arab: シャッテルアラブ
Volta: ボルタ
Zhujiang: 珠江
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表 C3.1　アジアのメガデルタ。

特性 レナ 黄河－
淮河

長江 珠江 紅河
（ホン川）

メコン チャオ
プラヤ

イラワ
ディ

ガンジ
ス―ブ
ラマプ
トラ

インダス シャッタ
ルアラブ 

（アルヴァ
ンド川）

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

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

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

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

16.0 PD30

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

人口（106）、
2000年 0.000079 24.9 

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

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

GDP（109米
ドル）

58.8 
（00）

274.4 
（03）

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

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

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

mm/年 --

2050年の
SLR（cm）

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

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

自然災害 -- FD CS, SWI, 
FD

CS, FD, 
SWI

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

SWI CS, SWI --

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

-- 21.3
（0.3 m）

54.5
（0.3 m）

5.5
（0.3 m）

5
（1 m）

20
（1 m） -- -- -- -- --

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

一部
防護あり

PD：沿岸の前進平衡作用；CS：熱帯低気圧および高潮；FD：洪水；SLR：海面上昇；SWI：塩水侵入；DG：デルタ成長面積；
XX：強い地盤沈下；X：わずかな地盤沈下；--：該当データなし
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2006), which had to borrow US$20.8 billion from the
Government to fund the Katrina residential flood claims. In New
Orleans alone, while flooding of residential structures caused
US$8 to 10 billion in losses, US$3 to 6 billion was uninsured. Of
the flooded homes, 34,000 to 35,000 carried no flood insurance,
including many that were not in a designated flood risk zone
(Hartwig, 2006).
Beyond the locations directly affected by the storm, areas that

hosted tens of thousands of evacuees had to provide shelter and
schooling, while storm damage to the oil refineries and
production facilities in the Gulf region raised highway vehicle
fuel prices nationwide. Reconstruction costs have driven up the
costs of building construction across the southern USA, and
federal government funding for many programmes was reduced
because of commitments to provide financial support for
hurricane damage recovery. Six months after Katrina, it was
estimated that the population of New Orleans was 155,000, with
this number projected to rise to 272,000 by September 2008;
56% of its pre-Katrina level (McCarthy et al., 2006).
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Figure C3.2. The Mississippi delta, including the Chandeleur Islands. Areas in red were converted to open water during the hurricane. Yellow lines
on index map of Louisiana show tracks of Hurricane Katrina on the right and Hurricane Rita on the left. (Figure source: U.S. Geological Survey,
modified from Barras, 2006.)
New Orleans Area；ニューオリンズ区域
Chandeleur Islans；シャンデルア諸島
Landsat 5 Satellite Imagery；ランドサット 5 衛星画像

図 C3.2　シャンデルア諸島を含むミシシッピデルタ。赤色は、カトリーナのときに開水面に変わってしまった場所である。ル
イジアナ州の索引地図に描かれている黄色い線は、右側がカトリーナ、左側がリタが辿った進路である（図の出典：米国地質
調査所、Barras, 2006を修正）。
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C4.1　概観

C4.1.1　 適応および持続可能性研究における
その土地ならびに先住民の知識の役
割（第 20章、Box 20.1）

　先住民の環境に関する知識についての研究は多くの
国で、しばしばその土地の口伝えの歴史や土地への
文化的な愛着を理解するといった文脈において、取り
組まれている。1980年代および 1990年代初頭の研究
についての調査は Johnson （1992） によって行われた。
Reid et al.（2006）は異なる知識体系が交わることに関
連した多くの技術的および社会的問題と、こうした形
態の知識に関連するスケールと状況を結び付けること
の課題について概説している。気候変動と地球規模で
の環境変化に対する関心が高まる中、先住民の知識が
どのようにして気候変動影響や適応に対処するための
共同学習の取組みの一部となりうるかや、先住民の知
識と持続可能性とのつながりを調査する最近の研究が
浮上してきている。ここではいくつかの例を示す。
　Sutherland et al.（2005）はサモアでのコミュニティに
よる脆弱性評価について述べており、ここでは気候に
関連した曝露の将来の変化および適応能力を向上する
ための将来の課題の両方を扱っている。Twinomugisha 

（2005） はウガンダでの食料安全保障に関する対話の中
で、その土地の知識を考慮に入れないことの危険性に
ついて述べている。
　ミレニアム生態系評価計画（MA, 2005）の一部とし
て、コスタリカではシナリオ構築の訓練が行なわれて
いる。これは先住民コミュニティと科学者が将来の開
発についての共通のビジョンを策定した共同研究であ
った。開発の外部動因に対処するといった側面も取り
入れながら、二つの試験的な 5年間の筋書きが作られ
た（Bennett and Zurek, 2006）。この筋書きは、直接に
気候変動を扱うものではなかったが、異なる形態の知
識を取り入れた共同のシナリオ構築の可能性を実証し
ている。
　北極地方のカナダでは、伝統的な知識が、広大な淡
水デルタにおける生態系の完全性に対する気候変動の
影響を識別する評価の一部として使用された（NRBS, 

1996）。別の事例では、鉱山採掘の提案についての環

境評価が、政府と先住民との協同で行われた。持続可
能な開発を促進するための知識が評価の明確な目標
として特定され、また気候変動の影響は、その地域の
長期的な懸案事項の一つとしてリストに入れられた
（WKSS, 2001）。
　Vlassova（2006）は、ロシアの北方林における気候
と環境のトレンドについてのロシア北部の先住民と
のインタビューの結果を説明している。北極地方から
のほかの事例は、ACIA（2005）、Reidlinger and Berkes

（2001）、Krupnik and Jolly（2002）、Furgal et al.（2006）、
および第 15章 で述べられている。

C4.2　事例研究

C4.2.1　 南アメリカ高地の先コロンブス期社
会の適応能力（第 13章、Box 13.2）

　アメリカの先住民文明の存続は、居住地周辺に広く
いきわたっている気候条件のもとで収穫される資源に
左右されていた。今日でいうラテンアメリカの高地で
は、発展に影響を及ぼす最も重要な制限要因の一つは、
現在と同じく、水の不規則な分布であった。この状況
は、大気過程と極端現象、深い渓谷での急な流出、変
化する土壌条件という特徴の結果である。熱帯アンデ
スの融雪水は、現在と同じように信頼できる水源であ
った。しかし、水流は限られた流路内の渓谷に流れ込
み、一定の場所だけに水をもたらしている。さらに、
ブランカ山群の氷河と積雪の範囲外の渓谷や丘陵地帯
およびアルティプラノには、融水はほとんどまたはま
ったく流れ込まない。従って、広い地域で人間活動は
季節的な降雨に頼っていた。その結果、先コロンブス
期の社会は、需要を満たすためにさまざま適応策を発
展させた。水の利用可能量と需要とのバランスをとる
という問題は、規模こそ違うかもしれないが、今でも
事実上同じである。
　このような制限要因のもと、今日のメキシコからチ
リとアルゼンチンの北部まで、先コロンブス文明は
その土地の環境条件への適応に必要な能力を発展させ
た。このような能力には、水理学的問題を解決し、気
候変動と雨季を予測する能力が含まれていた。エンジ
ニアリング面の開発には、雨水利用、雨水のろ過・貯水、

C4.　気候変動への適応のための先住民の知識
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貯水量測定装置を含む地表 ･ 地下灌漑用水路の建設
があった（図 C4.1）（Treacy, 1994; Wright and Valencia 

Zegarra, 2000; Caran and Nelly, 2006）。彼らはまた、ク
ンベ渓谷とカハマルカ（ペルーアンデス）で太平洋側
と大西洋側の河川流域を相互につなげることができた
（Burger, 1992）。
　これ以外に、播種スケジュールを組み、収量を予定
するために気候変動と雨季を予測する能力が開発され
た（Orlove et al., 2000）。このような努力により、イン
カ文明最盛期には現在のペルーとエクアドルにあたる
場所で 1,000万人ほどのコミュニティの存続が可能に
なった。
　当時のエンジニアリングの能力は、ウルバンバ川の
事例に見られるような河川流路の変更や、吊橋か川底
に橋脚を立てる橋の建設も可能にした。彼らはまた、
地熱を源とするバーニョ・デル・インカ（インカのス
パ）やクスコ近郊のタンプマチャイの音楽庭園の遺
跡にみられるように、流水を娯楽や礼拝目的にも用い
た（Cortazar, 1968）。チャビン文化の司祭は、寺院の
建物内に穴をあけた管の中に流れ込む水を使ってジャ
ガーの雄たけびのような音を出した。ジャガーは彼ら
にとって神の一つであった（Burger, 1992）。水は建築
用の石の切断にも使われた。マチュピチュへの途中の
オリャンタイタンボでみられるように、これらの石材
は、巧みに作られた隙間に水を漏入させ、この水を氷
点下になるアルティプラノの夜間に凍らせることによ
って、規則的な幾何学的な形に切断された。当時の人々
は、エルニーニョによるものなどの気候変動を予測す
る能力も獲得し（Canziani and Mata, 2004）、食料の生
産を最も都合よく時宜に合わせて組織することができ
た。要するに、彼らは地方的な悪条件に適応し、持続
可能な開発経路を決定する先駆者的な努力をしたので
ある。
　今日、温室効果の増大と氷河の急速な後退によって
いっそう悪化した気象と気候の気まぐれな変動のもと
（Carey, 2005; Bradley et al., 2006）、このような適応策を
再び取り上げ、最新の形にすることが非常に役立つで
あろう。現在のコミュニティメンバーを彼らの祖先の
知識と技術的能力について教育し、訓練することが前
進につながるであろう。持続可能な開発の管理のため
の ECLACの手法（Dourojeanni, 2000）は、高地での極
端な気候条件を管理する必要性を考察する際に、先コ
ロンブス期の灌漑戦略を振り返って参照している。

C4.2.2　 アフリカの先住民の知識システム
（第 9章、9.6.2節）

　「先住民の知識（indigenous knowledge）」という言
葉は、一般的に「現代的な（modern）」知識とよばれ
る科学的な知識とは対照的に、コミュニティによって
発展した知識システムを説明するために用いられてい
る（Ajibade, 2003）。先住民の知識は、多くの農村コミ
ュニティにおいて、地方レベルでの意思決定の基盤で
ある。その知識は、それが発展している文化に対して
のみ価値があるのではなく、農村部の状態の改善に努
力している科学者や計画者にとっても価値がある。先
住民の知識を気候変動政策に組み込むことは、費用対
効果が高く、参加型で、かつ持続可能である有効な適
応戦略の策定につながりうる（Robinson and Herbert, 

2001）。

C4.2.2.1　気象予報に関する先住民の知識
　アフリカのその土地のコミュニティと農業従事者ら
は、気象に関して、収集する、推測する、解釈する、
ならびに意思決定を行う複雑なシステムを開発してき
ている。例えば、ナイジェリアでの研究は、農業従事
者らが、将来の気象に備えるために、降雨、激しい雷雨、
暴風、ハルマッタン（アフリカの北西部の沿岸に沿っ
て吹く、乾燥したほこりっぽい風）、および晴天など
の気象システムに関する知識を活用できることを示し
ている（Ajibade and Shokemi, 2003）。ナイジェリアで
は、気象予報に関する先住民の手法が農業従事者らの
計画活動を補完することが知られている。ブルキナフ
ァソでの同様の研究は、農業従事者らの予報知識には
共有されている経験や選択的経験が含まれることを示
した。年配の男性の農業従事者らは、自然現象を観察
することによって、季節的降雨についての仮説を策定
するが、文化や儀式の専門家は、占い、予見力、ある
いは夢から、推測を描く（Roncoli et al., 2001）。最も広
く信頼されている指標は、乾季（11から 1月まで）の
始まりの頃の低温のタイミング、強度、および期間で
ある。その他の予報指標には、その土地の特定の木に
実がなるタイミング、河川や池の水位、ウズラのよう
な小さな鳥の巣作り行動、および囲いの壁の外側のゴ
ミの山における昆虫の行動などがある（Roncoli et al., 

2001）。

C4.2.2.2　適応と緩和に関する先住民の知識
　アフリカのコミュニティと農業従事者らは、変化す
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る環境に常に対処してきている。彼らは、望ましくな
い環境とショックに対処するための知識と習慣を持っ
ている。先住民の能力の強化が、その土地のコミュニ
ティのエンパワメントと開発プロセスへの彼らの効果
的な参加へのカギである（Leautier, 2004）。人々は、新
たな考えが既存の慣行という文脈の中で理解されうる
ときに、それをよりうまく適用できる。ジンバブエで
の研究は、季節予報が、その土地の先住民の気候予報
とともに、あるいは比較して、示された際に、農業従
事者らの季節予報を積極的に使う意欲が増大すること
を観察した（Patt and Gwata, 2002）。
　アフリカのいくつかの場所におけるその土地の農業
従事者らは、不耕起栽培、マルチング、およびその他
の土壌管理技術を利用することを通じて、炭素を土壌
の中に保存することで知られている（Dea and Scoones, 

2003）。自然のマルチは、土壌の温度と極端現象を和
らげ、病気や有害な害虫を抑え、土壌の水分を保持す
る。小規模な農業従事者らの間では、普段から食用作
物を攻撃する害虫と戦うための農薬など、その土地固
有の植物性の素材が広く利用されていることもまた報
告されてきている（Gana, 2003）。気候変動が疾病媒介
動物の生態を変化させるであろう可能性が高く、先住
民によるこのような害虫管理慣行が有用な適応戦略に
なるだろう。その土地の農業従事者らによって採用さ
れたその他の先住民の戦略には、低木の管理的な除去；
流出によって流された土壌表面の栄養分を固定するた
めのAndropogon gayanus（イネ科の牧草）などの高草
の利用；流出による影響を大幅に削減するための侵食
を防止する堤防作り；緑肥を使用することによる土地
の回復；石の堤防の建設；低平な土地の管理と河岸の
保護などが含まれる（AGRHYMET, 2004）。
　牧畜民らによって干ばつ時に適用される適応戦略に
は、非常用の飼料の使用、食料＜確保＞のために弱っ
た家畜を殺すこと、気候の極端現象を生き延びるため
に群れを複数の種で構成すること、などがある。牧畜
民らや農牧畜民らは、干ばつ期間中には、ウシの畜産
からヒツジやヤギの畜産に変える。というのは、ヒツ
ジやヤギの方が飼料の必要量が少ないからである（Seo 

and Mendelsohn, 2006b）。牧畜民らの遊牧的移動は、サ
ヘル北部の乾燥した場所から南部のより湿潤な場所へ
の周期的な移動を通じて、＜生産＞能力が低い牧草地
への圧力を削減する。
　アフリカの女性は、とりわけ干ばつや飢饉のときに
世帯の食料安全保障を維持するのに役立つ先住民の
知識を持っていることで特に知られている。彼女ら

は、多くの場合、より干ばつに強く、害虫に対して
より耐性があるその土地固有の植物に依存しており、
経済的に困難な期間の長期化への蓄えとなっている
（Ramphele, 2004; Eriksen, 2005）。例えば、スーダン南
部では、女性らは、毎年、植えるために残しておくす
べてのモロコシの種子の選択に対して直接的な責任が
ある。彼女らは、どの成長期間においても生じるかも
しれない一連の状況に対する抵抗力を保証するであろ
うさまざまな種類の種子の普及を維持している（Easton 

and Roland, 2000）。

C4.2.3　 北極地方の人々の間での適応に関す
る伝統的な知識（第 15章、15.6.1節）

　北極地方の人々の間では、有効な知識基盤の発展に
関して、選択に対する圧力がきわめて強い。その原動
力となっているのは、遠隔の過酷な北極環境の中でき
わめて変わりやすい天然資源に頼って生活するための
必要性である。それに応じて、彼らは気象や雪、氷の
状態に関する強い知識基盤を構築してきている。とい
うのは、これらの事象が、狩猟、移動および天然資源
の利用可能性に関連しているからである（Krupnik and 

Jolly, 2002）。知識、信条および慣行のこれらのシステ
ム＜つまり、知識基盤＞は、経験を通じて進展してき
ており、メンバー間や世代間で文化的に伝達されてき
ている（Huntington, 1998; Berkws, 1999）。こうした北
極地方の先住民の知識は、通常の科学や環境観測に加
えて、また、環境、天然資源および文化の全体的な理
解に対して、詳細な情報を提供する（Huntington et al., 

2004）。北極地方の先住民の知識の価値への認識がます
ます高まってきており、それを文書で立証するための
共同努力が拡大しきている。加えて、これらの知識は、
環境やその他の形の変化に対応する適応戦略および天
然資源管理戦略を策定するための貴重な基礎となる。
最後に、その土地の知識は、先住民コミュニティへの
気候変動の影響（Riedlinger and Berkes, 2001; Krupnik 

and Jolly, 2002）を理解するためにも、また、例えば一
部のコミュニティが伝統的な狩猟、漁業および採取慣
行の柔軟性を通じてどのようにして変化を受け入れて
きたかを理解するためにも必要不可欠である。
　このような知識の生成と応用は、以下のようなこと
で証拠だてられている。すなわち、イヌイット狩猟
者が氷の安定性と安全性の低下にもかかわらず新たな
移動・狩猟ルートを見つける能力（例えば、Lafortune 

et al., 2004）、多くの先住民集団が渡りの時期やルート
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を変えたガンやカリブーなどの種を見つけて狩猟した
り、地域内に移入した代替種を見つけて狩り始める能
力（例えば、Krupnik and Jolly., 2002; Nickels et al., 2002; 

Huntington et al., 2005）、本来の特徴とは異なる気象が
ますます増加する環境において安全な海氷と気象状態
を検出する能力（George et al., 2004）、年の遅い時期に
海氷状況の異なる中、開水面で海洋種を狩るのに必要
な知識と技術 （Community of Arctic Bay, 2005）などで
ある。
　北極地方の住民は強い回復力と適応性を示している
が、環境の変化に対する伝統的な対応の一部は既に最
近の社会政治的な変化によって損なわれてきている。
将来の相当な気候変動に対して、自らの文化や生活様
式に基本的な脅威をまねくことなしに対処する彼らの
能力が無限であるとはとうてい考えられない。伝統的
知識の生成と応用には、環境への積極的な関わりとコ
ミュニティ内の密な社会的ネットワークのほか、この
ような形態の知識や理解の価値に対する尊重と承認が
必要である。一部のコミュニティおよび主に若い世代
に見受けられるより欧米的な生活様式への最近の社会
的、経済的および文化的傾向は、伝統的な知識の生成
と継承のサイクルを損ない、従ってまた、適応能力へ
のその寄与を損なう恐れがある。

C4.2.4　 先住民の間での気候変動による健康
影響への適応（第 8章、Box 8.6）

　カナダの全国イヌイット機関（Inuit Tapiriit Kantami）
が開催した一連のワークショップは、気候に関連した
変化と影響を文書で立証し、地方的対応に利用でき
る適応策を特定し、開発した（Furgal et al., 2002a, b；
Nickels et al., 2003）。イヌイット・コミュニティ住民の
積極的な関与は、生息範囲が拡大してきているカやそ
の他の虫に刺されないようにするために窓と家の入り
口にネットやスクリーンを取り付けるといった特定さ
れた適応策の良好な適応を促進するであろう。
　もう一つの例は、ケニアのムエア地区の農業コミュ
ニティからの参加とインプットを取り込んだマラリア
と農業とのつながりについての研究である（Mutero et 

al., 2004）。このアプローチは、持続する畜産システム
を目指す農業生態系慣行をより幅広い農村開発戦略に
組み込むことによって、灌漑稲作地における長期的な
マラリア対策の機会の特定を促進した。
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flowing within tubes bored into the structure of the temples in
order to produce a sound like the roar of a jaguar; the jaguar
being one of their deities (Burger, 1992). Water was also used to
cut stone blocks for construction. As seen in Ollantaytambo, on
the way to Machu Picchu, these stones were cut in regular
geometric shapes by leaking water into cleverly made interstices
and freezing it during the Altiplano night, reaching below zero
temperatures. They also acquired the capacity to forecast climate
variations, such as those from El Niño (Canziani and Mata,
2004), enabling the most convenient and opportune organisation
of their foodstuff production. In short, they developed
pioneering efforts to adapt to adverse local conditions and define
sustainable development paths.
Today, under the vagaries of weather and climate,

exacerbated by the increasing greenhouse effect and the rapid
retreat of the glaciers (Carey, 2005; Bradley et al., 2006), it
would be extremely useful to revisit and update such adaptation
measures. Education and training of present community
members on the knowledge and technical abilities of their
ancestors would be the way forward. ECLAC’s procedures for
the management of sustainable development (Dourojeanni,
2000), when considering the need to manage the extreme climate
conditions in the highlands, refer back to the pre-Colombian
irrigation strategies.

C4.2.2 African indigenous knowledge systems
(Chapter 9, Section 9.6.2)

The term ‘indigenous knowledge’ is used to describe the
knowledge systems developed by a community as opposed to
the scientific knowledge that is generally referred to as ‘modern’
knowledge (Ajibade, 2003). Indigenous knowledge is the basis
for local-level decision-making in many rural communities. It
has value not only for the culture in which it evolves, but also for

scientists and planners striving to improve conditions in rural
localities. Incorporating indigenous knowledge into climate-
change policies can lead to the development of effective
adaptation strategies that are cost-effective, participatory and
sustainable (Robinson and Herbert, 2001).

C4.2.2.1 Indigenous knowledge in weather forecasting
Local communities and farmers in Africa have developed

intricate systems of gathering, predicting, interpreting and
decision-making in relation to weather. A study in Nigeria, for
example, shows that farmers are able to use knowledge of
weather systems such as rainfall, thunderstorms, windstorms,
harmattan (a dry dusty wind that blows along the north-west
coast of Africa) and sunshine to prepare for future weather
(Ajibade and Shokemi, 2003). Indigenous methods of weather
forecasting are known to complement farmers’ planning
activities in Nigeria. A similar study in Burkina Faso showed
that farmers’ forecasting knowledge encompasses shared and
selective experiences. Elderly male farmers formulate
hypotheses about seasonal rainfall by observing natural
phenomena, while cultural and ritual specialists draw predictions
from divination, visions or dreams (Roncoli et al., 2001). The
most widely relied-upon indicators are the timing, intensity and
duration of cold temperatures during the early part of the dry
season (November to January). Other forecasting indicators
include the timing of fruiting by certain local trees, the water
level in streams and ponds, the nesting behaviour of small quail-
like birds, and insect behaviour in rubbish heaps outside
compound walls (Roncoli et al., 2001).

C4.2.2.2 Indigenous knowledge in mitigation and adaptation
African communities and farmers have always coped with

changing environments. They have the knowledge and practices
to cope with adverse environments and shocks. The

Figure C4.1. Nasca (southern coast of Peru) system of water cropping for underground aqueducts and feeding the phreatic layers.
図 C4.1　地下水路に雨水を集め、帯水層に給水するナスカ（ペルー南部沿岸）のシステム。
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