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図SPM.6.: 漁業についての気候変動リスク。（A）～1000種の魚類及び無脊椎動物の最大漁

獲可能量世界再分布予測。予測は、乱獲または海洋酸性化の潜在的影響分析は行わず、SRES 
A1Bを使用し、2001～2010年及び2051～2060年の10年平均を比較した。（B）RCP8.5（1986
～2005年から2081～2100年のpH変化）下での海洋酸性化の予測分布を示す世界地図に示さ

れた海洋軟体動物と甲殻類漁業（現在の推定年間漁獲率≥0.005トン／km2）及び既知の暖水

サンゴ及び冷水サンゴの位置。[WGI AR5 図SPM.8] 下のグラフは、軟体動物、甲殻類、サ
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ンゴ、社会経済的に関連のある（例えば、沿岸保全や漁業に関連する）脆弱な動物門にわ

たって海洋酸性化への感度を比較したものである。研究を通じて分析された種の数が、CO2

上昇の各カテゴリーについて示されている。2100年について、各CO2分圧（pCO2）のカテゴ

リー内に収まるRCPシナリオは次の通り：500～650 μatm （ほぼ大気中のppm相当）につい

てはRCP4.5、651～850 μatm についてはRCP6.0、851～1370 μatm についてはRCP8.5。2150
年までに、RCP8.5は1371～2900μatm のカテゴリー内に収まる。コントロールカテゴリーは

380μatm に対応。[6.1, 6.3, 30.5, 図 6-10 及び 6-14; WGI AR5 Box SPM.1] 
 
食料安全保障及び食料生産システム 
 
熱帯及び温帯地域の主要作物（麦、米、及びトウモロコシ）において、適応がない場合、

気候変動はその地域の気温上昇が20世紀後半の水準より2℃またはそれ以上になると、個々

の場所では便益を受ける可能性はあるものの、生産に負の影響を及ぼすと予測される（確

信度が中程度）。予測される影響は作物や地域また適応シナリオによって異なり、2030～
2049年の期間についての20世紀後半との比較で、予測の約10％が10％以上の収量増を示し、

予測の約10％が25％以上の収量減を示している。2050年以降、収量へのより深刻な影響の

リスクは増加し、温暖化の水準次第となる。図SPM.7参照。気候変動は、多くの地域で徐々

に年間の作物収量の変動性を増大させると予測される。これらの予測される影響は、急速

に作物の需要が伸びる中で起こるだろう。54 
 
食料安全保障のあらゆる側面は、食料へのアクセス、利用、価格の安定などにおいて、潜

在的に気候変動の影響を受けている（確信度が高い）。海洋漁獲可能量のより高緯度への

再分布は熱帯の国々において供給量、収入、及び雇用の減少リスクをもたらし、食料安全

保障に潜在的な影響を伴う（確信度が中程度）。20世紀後半の水準より～4℃かそれ以上の

世界平均気温上昇は、増大する食料需要と組み合わさり、世界的及び地域的に食料安全保

障に大きなリスクをもたらしうる（確信度が高い）。食料安全保障のリスクは、一般的に

は低緯度地域でより大きい。55 

 

図SPM.7: 21世紀の気候変動による作物収量の変化予測の要約。図には、異なる排出シナ

リオ、熱帯及び温帯地域、並びに適応及び非適応ケースの組み合わせについての予測が含

まれている。世界平均気温が4℃またはそれ以上上昇するシナリオについて作物システムへ

                                                   
54 7.4-5, 22.3, 24.4, 25.7, 26.5, 表 7-2, 図 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8 
55 6.3-5, 7.4-5, 9.3, 22.3, 24.4, 25.7, 26.5, 表 7-3, 図 7-1, 7-4, 7-7, Box 7-1 
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の影響が検討された研究は相対的に少ない。短期及び長期の5つの時間枠について、データ

（n=1090）が、各将来予測期間の中間点を含む水平軸に20年間ごとにプロットされている。

作物収量の変化は20世紀後半の水準を基準としたものである。各時間枠のデータは合計し

て100％となる。[図7-5] 
 
都市域 
 
気候変動の多くの世界的リスクは都市域に集中している（確信度が中程度）。レジリエン

スを構築し持続可能な開発を可能にする手順により気候変動への良好な適応を世界的に加

速できる。暑熱ストレス、極端な降水、内水洪水・沿岸洪水、地滑り、大気汚染、干ばつ

及び水不足が都市域において人々、資産、経済、及び生態系にリスクをもたらす（確信度

が非常に高い）。不可欠なインフラやサービスが欠如している人々、または質の悪い住居や

曝露された地域に暮らす人々についてはリスクが増幅する。基礎的なサービスの不足を減

らし、住居を改良し、レジリエントなインフラシステムを構築することで都市域における

脆弱性や曝露を著しく低減できる。都市における適応は、効果的な多層の都市リスクガバ

ナンス、政策やインセンティブの合致、地方公共団体や地域社会の適応能力の強化、民間

部門との相乗効果、適切な資金調達と制度開発から便益を受ける（確信度が中程度）。また、

低所得グループや脆弱な地域社会の能力、発言力、及び影響力の向上や地方公共団体との

協働も適応に役立つ。56 
 
農山漁村域 
 
将来の農山漁村域への主要な影響は、近い将来、及びそれ以降において、世界全体で食料

及び非食料作物の生産地域がシフトすることも含め、水の利用可能性及び供給、食料の安

全保障、及び農業所得への影響を通して現れると予想されている（確信度が高い）。これら

の影響は、農山漁村域における貧困層、例えば世帯主が女性である世帯や、土地、近代的

な農業資材、インフラ、及び教育へのアクセスが限られている世帯の厚生に不均衡な影響

を及ぼすと予想される。農業、水、森林、及び生物多様性についてのさらなる適応は、農

山漁村の意思決定の文脈を考慮した政策を通じて起こりうる。取引の改革や投資は、小規

模農業の市場へのアクセスを改善しうる（確信度が中程度）。57 
 
主要な経済部門及びサービス 
 
ほとんどの経済部門について、人口、年齢構成、収入、技術、相対的価格、生活様式、規

制、及びガバナンスといった駆動要因の影響が、気候変動の影響に対して相対的に大きく

なると予測される（証拠が中程度、見解一致度が高い）。気候変動は、住宅及び商業部門の

暖房のエネルギー需要を低減させ、冷房のエネルギー需要を増大させると予測される（証

拠が確実、見解一致度が高い）。気候変動は、資源（例：水流、風、日射）、技術的過程（例：

冷却）、または立地（例：沿岸地域、氾濫原）次第で、エネルギー源や技術に対し異なった

影響を与えると見込まれる。より深刻かつ／または頻繁な極端気象現象かつ／またはハザ

ードの類型は、様々な地域で損失や損失の変動性を増大させ、特に開発途上国において、

保険制度に対しより多くのリスクベースの資本を調達しつつ補償可能な範囲を提示するよ

う課題をつきつけると予想される。大規模な官民協働によるリスク低減のイニシアチブや

                                                   
56 3.5, 8.2-4, 22.3, 24.4-5, 26.8, 表 8-2, Box 25-9, CC-HS 
57 9.3, 25.9, 26.8, 28.2, 28.4, Box 25-5 
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経済の多様化は適応行動の一例である。58 
 
気候変動による世界経済への影響については推計するのが困難である。過去20年にわたっ

て実施された経済影響予測は、経済部門の小分類の対象範囲がそれぞれ異なり、また多く

の仮定に依存する上、それらの多くは議論の余地があり、かつ多くの推計は、壊滅的な変

化、ティッピングポイント、及び多くのその他の要因を考慮していない。59これらの認識さ

れている限界を踏まえた、2℃までの追加的な気温上昇に対する世界の年間経済損失につい

ての不完全な推計値は、収入の0.2から2.0％の間にある（平均±1標準偏差）（証拠が中程

度、見解一致度は中程度）。損失は、この範囲より小さくなるよりはむしろ大きくなる可

能性がどちらかといえば高い（証拠が限定的、見解一致度は高い）。さらに、国家間及び

各国内で大きな差違がある。損失は気温上昇が大きくなるほど加速的に増大するが（証拠

が限定的、見解一致度は高い）、3℃程度またはそれ以上の追加的気温上昇についての定量

的な推計で完了したものはほとんどない。二酸化炭素の排出によって徐々に増大する経済

的影響の推計値は、炭素1トン当たり数ドルから数百ドルの間にある60（証拠が確実、見解

一致度が中程度）。推計値は、仮定される被害関数及び割引率によって大きく変動する。61 
 
人間の健康 
 
今世紀半ばまでに、予測される気候変動は、主に既存の健康上の問題を悪化させることで

人間の健康に影響を与えるだろう（確信度が非常に高い）。21世紀を通じて、気候変動は気

候変動がないベースラインとの比較において、多くの地域や特に低所得の開発途上国にお

いて、健康被害の増大をもたらすと予想される（確信度が高い）。例として、より強力な熱

波や火災による負傷、疾病、及び死亡の可能性がより増大すること（確信度が非常に高い）；

貧困地域において減少する食料生産に起因する栄養不足の可能性の増大（確信度が高い）；

脆弱な人々の労働能力の喪失や労働生産性低下から来るリスク；及び食料媒介性や水媒介

性の疾病リスクの増大（確信度が非常に高い）や生物媒介の疾病リスクの増大（確信度が

中程度）が挙げられる。正の影響としては、一部の地域で、極端な寒さの減少（確信度が

低い）、食料生産の地理的移動（確信度が中程度）、及び一部の疾病を媒介する生物の能力

の減少により、寒さに関連する死亡率や罹患率がわずかに減少することなどが予想される。

しかし、21世紀にわたって世界的には、負の影響の程度や深刻度が正の影響をますます上

回ると予測される（確信度が高い）。近い将来の健康のための最も効果的な脆弱性低減策は、

清潔な水や衛生施設の提供などの基本的な公衆衛生対策を実施及び改善し、予防接種や小

児保健サービスなど重要な医療を確保し、災害に備え対応する能力を増強し、貧困を削減

するプログラムである（確信度が非常に高い）。高排出シナリオRCP8.5では、2100年まで

に、一部の地域における年間のある時期の高温と多湿が複合した状況が、食料生産あるい

は野外活動などの通常の人間活動を危険にさらすことになると予測されている（確信度が

高い）。62 
 

                                                   
58 3.5, 10.2, 10.7, 10.10, 17.4-5, 25.7, 26.7-9, Box 25-7 
59 人命、文化的遺産、及び生態系サービスの損失といった多くの影響は査定して貨幣価値化することが困難であるため、

災害損失の推計値は下限推計値とされ、損失推計値への反映は十分でない。非公式あるいは文書化されていない経済活

動や間接的経済効果への影響は、一部の地域や分野で非常に重要である可能性があるが、一般的には報告される損失推

計には計上されていない。[SREX 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4] 
60 炭素 1 トン = 二酸化炭素 3.667 トン 
61 10.9 
62 8.2, 11.3-8, 19.3, 22.3, 25.8, 26.6, 図 25-5, Box CC-HS 
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人間の安全保障 
 
21世紀中の気候変動は、人々の強制移転を増加させると予測されている（証拠が中程度、

見解一致度が高い）。農山漁村域及び都市域の両方において、特に低所得の開発途上国に

おける、計画的移住のための資源が欠如している集団が極端な気象現象へのより強い曝露

を経験した場合、強制移転のリスクが高まる。移動機会の拡大は、そのような人々の脆弱

性を低減させうる。移住パターンの変化は、極端な気象現象とより長期的な気候変動性と

変化のどちらにも対応することができ、移住も効果的な適応戦略になりうる。移動におけ

る変化の定量的予測については、その複雑さや複数の要因が存在する特性上、確信度が低

い。63 
 
気候変動は、貧困や経済的打撃といった十分に裏付けられている紛争の駆動要因を増幅さ

せることによって、内戦やグループ間暴力行為という形の暴力的紛争のリスクを間接的に

増大させうる（確信度が中程度）。気候の変動性とこれらの形の紛争を関連付ける多数の系

統の証拠が存在する。64 
 
多くの国々の重要なインフラや領土に及ぼす気候変動の影響は、国家安全保障政策に影響

を及ぼすと予想される（証拠が中程度、見解一致度が中程度）。例えば、海面水位上昇によ

る土地浸水は、小島嶼国や広範な海岸線を持つ国の領土一体性にとってのリスクをもたら

す。海氷、共有水資源、遠洋漁業資源における変化といった越境する気候変動の影響の中

には、国家間の対立を増大させる可能性があるものがあるが、強固な国家及び政府間制度

が、協力を強化し、これらの対立の多くを管理することができる。65 
 
生計及び貧困 
 
21世紀を通じ、気候変動の影響は経済成長を減速させ、貧困削減をより困難にさせ、食料

の安全保障をさらに蝕み、既存の貧困の罠を長引かせ、新たな貧困の罠をつくると予測さ

れ、後者は特に都市域や新たな飢餓のホットスポットにおいて影響があると予測される（確

信度が中程度）。気候変動の影響は、ほとんどの開発途上国における貧困を悪化させ、先進

国、開発途上国双方の不平等が拡大している国々に新たな局所的貧困を作り出すと予想さ

れている。都市域及び農山漁村域では、深刻な食料不足や高い不平等性のある地域（特に

アフリカ）も含め、賃金労働に依存する貧困世帯で、食料の純購入者である世帯では、特

に食料価格の高騰に影響される一方、自営農業に従事する世帯は便益を受けうると予想さ

れる。保険制度、社会的保護対策、及び災害リスク管理は、もしも政策が貧困や多次元的

不平等対策を講じるならば、貧困層や社会の主流から取り残された人々の間の長期的な生

計のレジリエンスを強化する可能性がある。66 
 
B-3. 地域ごとの主要なリスク及び適応の可能性 
 
リスクは、時間を通じ、あらゆる地域及び集団にわたって、適応及び緩和の範囲など無数

の要因に依存して変化するだろう。確信度が中程度から高いと特定された主要な地域リス

                                                   
63 9.3, 12.4, 19.4, 22.3, 25.9 
64 12.5, 13.2, 19.4 
65 12.5-6, 23.9, 25.9 
66 8.1, 8.3-4, 9.3, 10.9, 13.2-4, 22.3, 26.8 
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クの抜粋を評価に関するBox SPM.2に示した。地域リスク及び潜在的便益の詳しい概要は、

技術要約のセクションB-3及びWGII AR5パートB：地域的側面を参照。 
 
評価に関するBox SPM.2.  地域ごとの主要なリスク 
 
この評価に関するBoxは、各地域のいくつかの代表的主要なリスクに注目する。主要なリス

クは、本編の各章のセクションに詳述されている科学的、技術的、社会経済的関連文献の

評価に基づいて特定された。主要なリスクの特定は、次の具体的基準を用いた専門家の判

断に基づいて行われた：影響の程度が大きいこと、確率が高いこと、または不可逆性；影

響のタイミング；リスクに寄与する持続的な脆弱性または曝露；適応または緩和を通じた

リスク低減の可能性が限られていること。 
 
各主要なリスクについて、リスクの水準は3つの時間枠について評価された。現在について

は、どこに現行の適応の不足があるか特定しつつ、現行の適応及び仮説的に高度に適応し

た状態についてリスク水準が推定された。2つの将来の時間枠については、適応の可能性と

限界を表現しつつ、現行の適応が継続する場合及び高度に適応した状態について、リスク

水準が推定された。 
 
リスク水準は、利用可能な文献に基づき、起こりうる結果についての可能な限り広い範囲

での確率とその結果を統合している。これらの起こりうる結果は、気候に関連するハザー

ド、脆弱性、及び曝露の相互作用からもたらされる。各リスク水準は、気候及び非気候要

因からの総合リスクを反映する。社会経済開発経路、脆弱性及びハザードへの曝露、適応

能力、及びリスク認識の違いによって、主要なリスクやリスク水準はあらゆる地域や時間

にわたって異なってくる。評価が多様な状況下の異なる物理的システム、生物学的システ

ム及び人間システムにおける潜在的な影響と適応を考慮するため、リスク水準は、特に地

域にわたって、必ずしも比較することはできない。本リスク評価は、評価されたリスク水

準の解釈上の価値や目標の違いの重要性を認める。 
 
  


