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参照）により大陸からの寒気移流が弱まると上層

のジェットは弱くなり（図 2.2.32 右）、厳冬期に

おける低気圧活動の抑制が弱くなる（図 2.2.32
左）。そのため、低気圧活動の活発となる時期が現

在よりも早まり、春一番の早期化につながると考

えられる。 
南岸低気圧の将来変化のみに着目した研究はな

いが、領域気候モデルを用いた Sasaki et al.
（2013）では南岸低気圧の通過域が現在よりも北

上する可能性が示されている。南岸低気圧の成長

率は台湾付近における鉛直シアーの強さと関係し

ている（Inatsu and Terakura, 2009）ことから、

ジェットの将来変化が南岸低気圧の位置・強度に

影響する可能性がある（Harada et al., 2013)。そ

の他の要因も含め、低気圧活動の将来変化に関し

て今後総合的な解析が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 海洋・雪氷の将来の見通し 

2.3.1 海面水位 

世界平均海面水位は 21 世紀の間も上昇し、そ

の上昇率は 1971～2010 年の間に観測された上昇

率を上回る可能性が非常に高いと予測されている。

予測される海面水位の上昇の要因としては、海洋

の熱膨張の寄与が最も大きく、次いで氷河の消失

の寄与、氷床の消失の寄与が大きい。 
21 世紀末までに、海面水位の変化には地域的な

違いが強く現れる。海洋全体の 95%で海面水位は

上昇すると予測されている。 
 
 世界平均海面水位の上昇 (1)

世界平均海面水位の上昇予測についての確信度

は、海面水位変化の要因に関する物理的理解の進

展（人為起源の陸域の貯水量の変化を含む）、諸過

程に基づくモデルと観測の整合性の改善、氷床の力

学的変化を考慮したことによって、IPCC 第 4 次

評価報告書以降高まってきている。IPCC 第 5 次

評価報告書によると、全ての RCP シナリオに基

づいた将来予測において、世界平均海面水位は 21
世紀の間も上昇すると予測されている。また、そ

の上昇率は 1971～2010 年の間に観測された上昇

率を上回る可能性が非常に高いと予測されている

（図 2.3.1）。  
各RCPシナリオにおいて予測される21世紀末

（2081～2100 年平均）の世界平均海面水位の上

昇量は、以下のとおりである。 
 

 

図2.2.32 CMIP3モデルで予測されたストームトラック域における低気圧活動及びジェットの変化 

（左）850hPa 面の非定常擾乱による熱輸送、（右）300hPa 面の東西風速。単位は、それぞれ[K m/s]と[m/s]。点線は現在気

候（20 世紀末平均）、実線は将来気候（21 世紀末平均：SRES A1B シナリオによる）を表す。横軸の目盛りはそれぞれ 9 月

（S）、10 月（O）、11 月（N）、12 月（D）、1 月（J）、2 月（F）、3 月（M）、4 月（A）を示す。Nishii et al.（2009）Figure 
4 より引用。 
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RCP2.6：0.26～0.55m 
RCP4.5：0.32～0.63m 
RCP6.0：0.33～0.63m 
RCP8.5：0.45～0.82m 
なお、上昇量の基準は 1986～2005 年の平均値

である。また、値の幅は 90%の信頼区間の範囲を

示している（すなわち、値がこの幅の範囲を上回

る可能性と下回る可能性がそれぞれ 5%ある）。 
予測される海面水位の上昇の要因としては、海

洋の熱膨張の寄与が最も大きく、次いで氷河の消

失の寄与が大きい。海洋の熱膨張の影響は上昇量

全体の約 30～55%、氷河による影響は上昇量全体

の 15～35%の割合を占めると評価されている（図

2.3.2）。 

また、IPCC 第 5 次評価報告書によると、世界

平均海面水位は 2100 年以降も上昇することがほ

ぼ確実である。海洋の熱膨張による海面水位の上

昇は数百～数千年間持続し、その大きさは地球温

暖化にともなって大きくなる（数値モデルの予測

では 1℃あたり 0.2～0.6m）。一方、氷河の消失の

影響は、氷河自体の体積が小さくなるため、時間

とともに小さくなると予想される。 
 

 地域的な海面水位の変化 (2)

地域的な海面水位は、海洋の循環の変化、海洋

の貯熱量変化、地球システム全体の質量の再配分

（例えば氷床変動にともなう地盤変動等）、大気圧

の変化等によって変化する。 

IPCC 第 5 次評価報告書によれば、21 世紀末ま

でに、海面水位の変化には地域的な違いが強く現

れるため、多くの地域の海面水位の上昇量は、世

界平均海面水位の上昇量とは異なる可能性が高い。

海洋全体の 95%で海面水位は上昇する一方で、現

在あるいは過去の氷河・氷床に近い地域では、海

面水位が下降すると予測されている（図 2.3.3）。
なお、RCP4.5 と RCP8.5 によると、世界の海岸

線の約 70%で、世界平均の海面水位変化の±20%
以内の大きさの海面水位変化が起こると予測され

ている。また、RCP4.5 によると、日本沿岸の海

面水位は 21 世紀末までに世界平均の海面水位変

化の±10%以内の大きさで上昇すると予測されて

いる（図 2.3.4）。主にこの平均的な海面水位の上

昇の結果、極端な高潮位の発生が将来大幅に増加

すると予測されている。 

 

 

 

 
図 2.3.1 21 世紀における世界平均海面水位の上昇予測

（1986～2005年平均との比較） 

RCP2.6（青）と RCP8.5（橙）に基づく予測について示して

おり、予測の中央値は実線で、可能性が高い幅（5～95%の

信頼幅）は陰影部分で示されている。また、全ての RCP シ

ナリオに対し、2081～2100 年の平均の世界平均海面水位の

変化について、可能性が高い予測幅を彩色した縦帯で、対応

する中央値を水平線で示している。IPCC（2013）より引用。 
 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2 SRES A1Bシナリオと各RCPシナリオ

に基づく、2081～2100年の世界平均海面水位の

上昇予測とその要因（1986～2005 年平均と比

較） 

IPCC（2013）より引用。 
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【コラム⑭】変動幅の変化 

 

人為起源の温室効果ガスの増加は、気温や降水

量等の平均状態のみならず、その変動幅をも変化

させる（IPCC, 2012)。気候変動に伴う極端現象

（熱波や異常多雨等）の変化の要因として平均状

態・変動幅どちらの変化も重要であるが（図⑭.1）、
前者に比べ後者の将来変化に関する研究は少ない。 

 
本コラムでは、変動幅の変化に関する研究のレビ

ューを地上気温と降水について行う。気象現象に

は様々な時間スケールでの平均状態・変動幅があ

るが、ここでは月や季節、年平均量の年々変動を

対象とし、標準偏差等から算出される変動幅の変

化について、その地域的な分布、季節依存性、メ

カニズムを概観する。 
 
 

 
図2.3.3 1986～2005年平均と比較した2081～2100年平均の海面水位の上昇量の分布 

各 RCP シナリオに基づく CMIP5 の予測結果に基づく。IPCC（2013）より引用。 

 

図2.3.4 1986～2005年平均と比較した2081～2100年平均の海面水位上昇量の世界平均との比率 
RCP4.5 に基づく。IPCC（2013）より引用。 
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 地上気温  1) 

地上気温の変動幅の将来変化として、図⑭.2 の 
ような、高緯度域では変動幅が減少する一方、熱

帯から中緯度域にかけては変動幅が増加するとい

う予測が多くの研究で得られている（Räisänen, 
2002; Giorgi and Bi, 2005; Stouffer and 
Wetherald, 2007 ; Boer, 2009; Sakai et al., 
2009）。このうち、変化が最も顕著であるのは冬

の高緯度域における変動幅の減少であり、同領域

で平均気温の上昇量が大きいことを考慮すると、

顕著な低温の出現頻度は地球温暖化に伴い小さく

なると考えられる。 
Räisänen（2002）は、高緯度域における気温

変動幅の減少を CMIP2 モデルにより示し、それ

が気候変動に伴う海氷の減少と関係している可能

性を指摘した。Stouffer and Weatherald（2007）
は、海氷が減少する領域では変動幅が減少する一

方、海氷が増加する領域では変動幅が増加するこ

とを全球大気モデルにより示し、その要因として

海洋における熱容量の違いを挙げた。海面が海氷

で覆われていると熱が海洋に貯蓄されず大気に保

持される一方、海氷が無いと海洋への貯熱が可能

になり、地上気温の変動が抑えられるというもの

である。Sakai et al.（2009）は、地上気温の南北

勾配が大きな領域と海氷の南限が対応しており、

気候変動に伴って海氷が減少する領域では地上気

温の南北勾配が小さくなることを気象研究所の全 
球結合モデル（MRI-CGCM2.2）により示した。

 
 
 

 

 

図⑭.1 気温の平均・変動幅の変化が極端現象に及ぼす影響 

a）平均のみが増加する場合、b）気温の変動幅のみが増加す

る場合、c）平均、変動幅ともに変化する場合。IPCC（2012）
Fig 1-2 より引用。 
 
 

 
図⑭.2 年平均気温（左）及び年降水量（右）の標準偏差の変化率（％） 

CMIP3 モデルによる予測（SRES A1B シナリオ）の平均。Boer（2009）より引用。 
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等温度線の密な領域付近ではその緯度方向の変動

に伴い地上気温が大きく変化するが、等温度線の

勾配が小さくなると地上気温の変動も弱まるとい

うものである。その他、Huntingford et al.（2013）
は全球の海氷面積と気温変動幅の間に正の相関関

係があることを CMIP5 モデルにより示し、変動

幅減少の要因として氷雪アルベドフィードバック

の弱化30を指摘している。 
夏における地上気温の変動幅の増加は、平均気

温の上昇とともに熱波の発生頻度の増加に寄与す

る。熱帯から中緯度にかけての変動幅増加の要因

を包括的に調べた研究はないが、2003 年のヨーロ

ッパにおける熱波（Schär et al., 2004）以降、同

地域における変動幅の変化に関する調査が多数行

われており、その要因の一つとして地表面と大気

の間でのフィードバックメカニズムの存在が指摘

されている（Giorgi et al., 2004; Rowell, 2005; 
Seneviratne et al., 2006; Lenderink et al., 2007; 
Vidale et al., 2007; Fischer and Schär, 2009, 
2010）。気温の上昇は地表面の乾燥をもたらすが、

乾燥状態では土壌水分の蒸発に振り分けられる日

射エネルギーが減少するため、さらなる気温上

昇・乾燥化につながる。また、高温・乾燥状態で

は大気中の雲量が減少するが、これは日射量を増

加させ高温・乾燥状態をさらに強める方向に作用

する。このようなフィードバックにより極端な高

温が発生しやすくなり、気温の変動幅が大きくな

ると考えられる。地表面の乾燥化の背景として、

テレコネクションパターンの変化（熱帯の海面水

温の変化等に起因する）によりヨーロッパ域で等

価順圧的な構造（対流圏上層から下層までつなが

った構造）を持つ高気圧性循環が出現しやすくな

るという間接的な効果もあると指摘されている

（Pal et al., 2004; Findell and Delworth, 2005）。 
 

                                                   
30 海氷や雪はアルベドが大きく（太陽光をよく反射する）

地表面での熱の吸収を抑える役割を果たすが、それらが減

少すると熱の吸収が増加し、それがさらに海氷・雪を減少

させるというフィードバックにより地上気温が大きく上

昇することになる。付録 A.4 を参照。 

 降水量  2) 

 降水量については、図⑭.2 のように、平均量の

増加する熱帯及び高緯度では変動幅が増加する一

方、平均量の減少する亜熱帯域では変動幅が減少

するという予測が複数の研究で共通した結果とし

て得られている（Räisänen, 2002; Boer, 2009; 
Wetherald, 2009)。降水量には下限が存在するた

め、平均の増加（減少）は一般的に変動幅の増加

（減少）をもたらすと考えられるが、気候モデル

による予測はこれと整合的な結果である。変動幅

の増加する熱帯では平均降水量が多く、変動幅の

減少する亜熱帯域はハドレー循環の下降域に対応

し比較的乾燥しているため、変動幅の変化は平均

量の変化と合わせてもともと湿潤（乾燥）な地域

をより湿潤（乾燥）化させる方向に寄与する。 
CMIPモデルにより降水量の変動幅の変化を示

した Räisänen（2002）や Boer（2009）は、変

動幅の増加の要因として降水頻度の減少を挙げた。

気候変動に伴う気温上昇で大気中の水蒸気量は増

加するが、大気が保持可能な水蒸気量も同時に増

加する。そのため、無降水の期間が長くなる一方

で、ひとたび飽和すると大量の水分が降水として

放出されることになる。そのため、降水が多いと

きと少ないときの差（変動幅）が大きくなるとい

うメカニズムである。実際、全球大気モデルを用

いた Wetherald（2009）では熱帯から中緯度にか

けて乾燥日数（日降水量が 1mm 未満の日数で定

義される）が増加するという予測が示されている。 
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2.3.2 海氷 

IPCC 第 5 次評価報告書によると、RCP8.5 で

は、21 世紀半ばには 9 月の北極域の海氷がほぼな

くなると予測されている。地球温暖化予測情報第

7 巻によると、SRES A1B シナリオではオホーツ

ク海の海氷域面積は約 75%に減少すると予測さ

れている。 
 

 はじめに (1)

気象庁は、オホーツク海の海氷を対象とした将

来予測に関する最新の知見を地球温暖化予測情報

第 7 巻にまとめた。本項では北極域及び南極域を

対象とした海氷の将来予測について IPCC第 5次

評価報告書の見解を引用するとともに、地球温暖

化予測情報第 7巻で得られた成果をもとに記述す

る。 
 

 北極域と南極域の海氷 (2)

IPCC 第 5 次評価報告書では、21 世紀の間、世

界の平均気温の上昇とともに、北極の海氷域が小

さく、薄くなり続ける可能性が非常に高い、と予

測している。 
図2.3.5はRCP2.6及びRCP8.5によるCMIP5

マルチモデルの 9月の北極の海氷域面積の時系列

である。マルチモデルの平均から、21 世紀の終わ

りまでの予測では、夏季の北極海の海氷は減少す

るとされており、2081～2100 年での海氷域面積

の減少は 9 月においては RCP2.6 の 43％から

RCP8.5 の 94％の間である。なお、2 月の海氷域

の減少はRCP2.6の8％からRCP8.5の 34％の間

である。 
図2.3.6はRCP2.6とRCP8.5によるCMIP5マ

ルチモデル平均の 9 月の北半球の海氷域である。

北極海の海氷域について、その気候学的な平均状

態と、1979～2012 年の変化傾向とを最も現実に

近く再現できているモデル群による評価では、

RCP8.5 において今世紀中頃までに 9 月の北極海

で海氷がほぼ無くなる（海氷域面積が 106km2 未

満）可能性が高い。他のシナリオでは、21 世紀に

9 月の北極海の海氷がほぼなくなる予測の確信度

は非常に低い。 

南極においては、CMIP5 マルチモデル平均では

海氷域の減少を予測しており、2081～2100 年で

の海氷域面積の減少量は 2 月においては RCP2.6
の 16%から RCP8.5 の 67%の間であり、9 月にお

いては RCP2.6 の 8%から RCP8.5 の 30%の間で

ある。ただし、モデル間に大きな開きがあること

と、1979～2012 年の期間における南極域の海氷

域面積の平均的な年周期、年々変動、全体的な増

加を、利用可能なほぼ全てのモデルが再現できて

いないことから、上記の予測値の確信度は低い。 

 
図 2.3.5 複数の気候モデルによるRCP2.6（青）とRCP8.5（赤）のシナリオの9月の北半球の海氷面積（5年移動平

均）予測と不確実性の幅（陰影）の時系列（1950～2100 年） 

黒（と灰色の陰影）は、歴史的に再計算した外力を用いてモデルにより再現したものである。2081～2100 年の平均

値と不確実性の幅を全ての RCP シナリオについて色つきの縦棒で示した。数値は、マルチモデル平均を算出するた

めに使用した CMIP5 のモデルの数である。北極海の海氷の気候値と 1979～2012 年における傾向を最も現実に近く

再現したモデル（括弧内のモデルの数）について、予測の平均値と不確実性の幅（最小と最大の範囲）を示した。点

線は、CMIP5 全モデルの平均値である。破線は、ほぼ海氷がない状態（すなわち、少なくとも 5 年連続で海氷域面

積が 106km2未満）を示す。IPCC（2013）図 SPM.7（b)より引用。 
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 オホーツク海の海氷 (3)

気象庁は、地球温暖化予測情報第 7 巻において、

オホーツク海の海氷域が将来どのように変化する

か、SRES A1B 及び B1 シナリオに基づき、大気・

海洋結合地域気候モデル CRCM を用いて予測し

た。 
図 2.3.7 は「21 世紀末の月平均面積の予測値

（2081～2100 年の 20 年平均）」の「現在気候の

再現値（1981～2000 年の 20 年平均）」に対する

割合を示している。21 世紀末のオホーツク海の海

氷域は現在気候に比べて縮小し、SRES A1B シナ

リオ及び B1 シナリオの場合、1～4 月の海氷域面

積はそれぞれ現在の約 75％、約 80％になると予

測される。  
結氷の始まる 11 月や融解が進む 5 月の海氷域

面積は、1～4 月と比較すると減少率が大きく年々

の変動が大きい。海氷域面積の変動が大きいこと

は、結氷や融解の時期が年によって異なることを

反映していると考えられる。しかし、21 世紀末の

オホーツク海の海氷域と現在気候を比較すると、

11 月の海氷域面積は SRES A1B シナリオで約

20％、B1 シナリオで約 30％、5 月の場合は A1B
シナリオで約 20％、B1 シナリオで約 40％まで減

少すると予測されており、1～4 月よりも減少が顕

著である。このことから、地球温暖化が進むと、

晩秋に結氷が始まる時期が遅れ、春に海氷が北へ

後退する時期が早まると予測される。 
 
 

 
図 2.3.6 2081～2100 年における RCP2.6 と RCP8.5 による CMIP5 マルチモデル平均の 9月の北半球の海氷域（IPCC, 

2013) 

右上の数値は、マルチモデル平均を算出するために使用した CMIP5 のモデルの数である。線で囲んだ部分が 1986～
2005 年の平均、塗りつぶし部分が 21 世紀末の平均を示し、白色は CMIP5 全モデルの平均、薄青色は北極海の海氷

の気候値と 1979～2012 年における傾向を最も現実に近く再現したモデル（括弧内のモデルの数）の平均である。 
IPCC（2013）図 SPM.8（c）より。 

 
図 2.3.7 オホーツク海の海氷域の月平均面積の将来変化 

橙色の棒グラフは SRES A1B シナリオ、水色の棒グラフは SRES B1 シナリオに基づく予測で、21 世紀末の海氷域の

月平均面積（2081～2100 年）の 20 年平均を、現在気候の再現値（1981～2000 年）の 20 年平均に対する割合で示し、

棒が長いほど、海氷域面積の変動大きいことを表す。橙色及び緑色の細線は 2081～2100 年の間に海氷域面積が予測さ

れた範囲を表している。気象庁（2008）図 11.1 より引用。 
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2.3.3 世界の将来の積雪 

将来、積雪期間の始めと終わりではほぼ全域的

に積雪が減少する一方で、厳冬期の高緯度のよう

に積雪が増加する領域もあると予測されている。 
 
世界の積雪の将来変化については、気候モデル

の性能評価に使用可能な観測地点が南半球では少

ない等の理由から、北半球の陸域を対象とした研

究が行われてきた。ここではその概要についてレ

ビューを行う（IPCC, 2007 ; IPCC, 2013)。 
Hosaka et al.（2005）はSRES A1B シナリオ

のもとで全球気候モデルを用いた将来予測実験を

行い、ユーラシア大陸・北米大陸の積雪水量

（Snow Water Equivalent）が積雪期の初めと終

わり、及び低緯度域で減少する一方、厳冬期の高

緯度域においては増加することを示した。これは

一つのモデルによる予測結果であるが、同様の傾

向は複数の気候モデルを用いた Brown and Mote
（2008）や Räisänen（2008)、Brutel-Vuilmet et 
al.（2013）においても予測されている。 

Brown and Mote（2008）は SRES A2 シナリ

オのもとでCMIP3の15モデルによる予測結果を

解析し、北半球陸上で積雪期間は短くなる一方、

高緯度の寒冷な地域では降雪量が増加することを

示した。Räisänen（2008）は SRES A1B シナリ

オでCMIP3の20モデルを用いて同様の結果を示

し、降雪の増加域・減少域の境界が現在気候で地

上気温（11～2 月平均）が−20℃ の領域であるこ

とを示した。CMIP5 の 15 モデルを用いた

Brutel-Vuilmet et al.（2013）では、将来予測シ

ナリオに対する北半球積雪域減少量の依存性がそ

の信頼性の幅とともに示されている。 
上記の研究で共通しているのは、積雪期間の始

めと終わりではほぼ全域的に積雪が減少する一方、

厳冬期の高緯度では積雪が増加する領域もあるい

という点である。例えば、Räisänen（2008）は

20 モデルの予測計算結果を用いて、積雪水当量

の将来変化の原因を調べた。その結果、高緯度域

では概して冬期の降水が増加しており、十分寒冷

な領域では、気温の上昇にともなって降雪の占め

る割合は減るものの、降雪量が大幅に増え、その

結果として積雪量が増加しうることを示した（降

雪のうち積雪として残る割合も増加するが、これ

は降雪量が増加すること＝分母が増加すること＝

の間接的影響と考えられる。）。 
以上の結果から、積雪の全球的、あるいは地域

的な将来変化を考える際、降水量と地上気温の変

化それぞれの寄与を総合的に考慮する必要がある

ということが言える。 
 
2.3.4 日本の将来の積雪 

日本では、将来、多くの地域で積雪の減少が見

られる一方で、一部地域では増加が予測されてい

る。最深積雪が最大となる時期は 1 か月程度早ま

り、積雪期間は短くなるとみられる。 
 
気象庁（2013）は気象庁気象研究所で開発され

た非静力学地域気候モデル（Sasaki et al., 2012）
を用いて積雪・降雪の将来変化を解析した。ここ

での将来変化とは、将来気候（2076～2095 年）

と現在気候（1980～1999 年）との差を指す。図

2.3.8 は日本の各地域で平均した年最深積雪の将

来変化である。全ての地域で統計的に有意な減少

が予測されている一方、詳細な分布図（図 2.3.9
（a））では北海道内陸部のように最深積雪が増加

する地域も見られる。 
多くの地域で積雪の減少が見られる一方、一部

地域では増加が予測されている要因の一つとして、

温暖化時でも北海道内陸部のように十分に寒冷な

地域では、温暖化によって水蒸気量が増えること

で降雪量が増加し、また融雪が生じ難く積雪も増

加するためと考えられる。実際、北海道内陸部の

一部では降雪量も増加すると予測されている（図

2.3.9（b））31。図 2.3.10 に地域平均した最深積雪 
                                                   
31 北海道の一部での積雪増加は、Hosaka et al.（2005）
では予測されていない。気象庁（2013）は水平解像度 5km
の地域気候モデル、Hosaka et al.（2005）は水平解像度 
20km の全球気候モデルを用いたため、積雪の将来予測の

違いはモデル地形（標高）の違いに起因している可能性が

ある。 



（第 2 章 異常気象と気候変動の将来の見通し） 

 
197 

の季節進行の将来変化を示す。最深積雪が最大と

なる時期が将来では 1 か月程度早まること、積雪

期間のピークのみならず始め・終わりにおいても

減少が大きいことが特徴である。後者は積雪期間

が将来短くなるということを示している。 
 
2.4  最新の気候変動に関する研究の動向 

最新の気候モデルによる気候変動予測では、地

球システムモデルを用いて炭素循環やエーロゾ

ルを含む物質循環と気候の相互作用を表現する

ようになってきている。エーロゾル分布に関係す

る複雑な過程、エーロゾルと放射の相互作用、及

びエーロゾルと雲の相互作用などについての研

究が進んでいるが、いまだ不確実性が大きい。ま

た、最近の全球気候モデルは高解像度化されてい

るといっても、雲を直接表現することは不可能で

ある。そのため雲のフィードバックの不確実性が

大きく、それを改善するための研究が注目されて

いる。 

 

2.4.1 最新の気候モデルによる予測の現状 

IPCC 第 5 次評価報告書では、新たに開発され

た地球システムモデルを用いた予測結果が多く用

いられている。地球システムモデルはこれまでの

気候モデルに加え、炭素循環やエーロゾルを含む

大気化学プロセスを表現し、それらと気候変化と

の相互作用を予測することが可能となっている。

多くのモデルがエーロゾルとその放射や雲との相

互作用を表現する過程を組み込んでいる。また、

雲物理過程など多くの物理過程パラメタリゼーシ

ョンの改良が進んできている。 
また IPCC 第 5 次評価報告書では、気候モデル

の高解像度化が進んできている。大気モデルの水

平解像度は約 100〜200km が主流となり、熱帯低

気圧をはじめとする顕著現象の再現性向上がはか

られてきている。 
このように予測に用いる気候モデルが高度化さ

れ、個々の過程・現象等の再現性が向上している

にもかかわらず、地球全体の気温変化など総合的

な気候変化予測の不確実性はあまり低減されてい

ない。 

 
図 2.3.8 年最深積雪の変化（地域平均） 

棒グラフは現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差

（左：現在気候、右：将来気候）を示す。気象庁（2013）
より引用。温室効果ガス排出シナリオは SRESA1B である。 
 
（a）年最深積雪 （b）年降雪量 

  

図 2.3.9 年最深積雪及び年降雪量の変化（分布図） 

気象庁（2013）より引用。温室効果ガス排出シナリオは

SRES A1B である。 

 
図 2.3.10 最深積雪の季節進行（東日本日本海側） 

折線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5
半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候であ

る。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示してい

る。気象庁（2013）より引用。温室効果ガス排出シナリオ

は SRES A1B である。 


