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異常気象レポート刊行にあたって 
 
 地球温暖化問題は、地球に暮らす全人類共通の問題として、様々な対策が計画され

実行に移されつつあります。この中で、気象庁は、世界気象機関（WMO）をはじめ

とする国内外の関係機関と協力しながら、異常気象や地球温暖化などの気候変動の観

測・監視を行い、そのデータの分析及び将来変化の予測を行っています。これら最新

の成果をもとに、昭和 49（1974）年以来 7 回にわたって「異常気象レポート 近年に

おける世界の異常気象と気候変動－その実態と見通し－」を刊行し、我が国や世界の

異常気象、地球温暖化などの気候変動及びそのほかの地球環境の変化の現状や見通し

についての見解を公表しています。 
平成 17（2005）年までの状況を報告した前回の異常気象レポート以降、世界各地で

多数の人的被害をもたらす気象災害が発生しました。この間、日本においても顕著な

大雨・大雪そして熱波・寒波が発生しており、「異常気象」という語からはもはや「珍

しい、まれである」という印象が消えつつあります。また、近年は世界的に気温の高

くなる年が頻出しており、着実に進む地球温暖化の気候に与える影響が顕在化し始め

ています。 
昭和 63（1988）年に国際連合のもと設置された「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）」は、平成 26（2014）年 11 月に IPCC 第 5 次評価報告書統合報告書を公表

し、「気候システムの温暖化については疑う余地がない」ことを改めて示しました。そ

して、「将来にわたって更なる温暖化が進み人々や生態系にも大きな影響を及ぼす可能

性が高まる」と予測しています。このような影響への対処として、温室効果ガスの排

出削減などの「緩和」と避けられない変化への「適応」を合わせて実施することが肝

要であることを示しました。 
このような「緩和」や「適応」の計画を策定・実施するにあたっては、気候変動に

関する自然科学的根拠を正しく理解することが極めて重要です。 
本報告書は、日本そして世界で起こっている異常気象と気候変動の実態や見通しに

関して、最新の分析結果を取りまとめ、気候の様々な変動に関する疑問に応えており、

緩和や適応に係る施策の検討の科学的な基礎資料として、広く活用されることを期待

しています。 
本報告書の作成にあたり、気候問題懇談会検討部会の近藤洋輝部会長をはじめ専門

委員各位には、内容の査読にご協力いただきました。ここに厚く御礼を申し上げます。 
 
平成 27 年 3 月 

気象庁長官 西出 則武
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(i) 

はじめに 
 
 
1. 本書の構成について 

第 1 章では、「異常気象と気候変動の実態」と

題し、近年の異常気象の特徴、要因に関する解析

結果を取りまとめるとともに、気象庁による観測、

監視、解析結果をもとに、大気、海洋、雪氷等に

関する長期変化傾向を取りまとめた。 
第 2 章では、「異常気象と気候変動の将来見通

し」として、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第 5 次評価報告書第 1 作業部会報告書

（2013）や地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁，

2013）などを中心として、最新の異常気象や気候

変動の将来見通しを取りまとめた。 
本書の特徴は、気象庁による観測、監視、解析

結果のほか、IPCC の評価報告書や内外の研究機

関の最近の研究成果をもとに、異常気象や気候変

動に関する気象庁の見解を示した点である。特に、

IPCC の報告書では詳細が示されていない、日本

における異常気象や気候変動の実態や見通しの見

解について詳細に解説している。 
 
2. 気候変動と異常気象に関する基本的な考え方 

本書の各章のタイトルに含まれている「気候変

動」、「異常気象」をはじめ、本書を理解するうえ

で重要ないくつかのキーワードと、気候変動と異

常気象に関する基本的な考え方について、あらか

じめ説明する。 
 
気候：気候とは、大気の状態を十分に長い時間に

ついて平均して得られる状態のことをいう。具体

的には、ある期間における気温や降水量などの平

均値や変動の幅によって表される。平均する時間

をどの程度とするかは対象とする現象によって異

なる。本書では、これまでの異常気象レポートと

同様に、主に季節、年、数十年の時間規模での状

態を対象とする。 

気候システム：気候は大気の平均的な状態を示す

ものであるが、大気のみで自立的に決まるのでは

なく、海洋、陸面、雪氷や生態系などが深く関わ

っている。このため、大気と海洋・陸面・雪氷・

生態系などを相互に関連する一つの系（システム）

として捉えて「気候システム」と呼んでいる。気

候システムのそれぞれの要素の間では、エネルギ

ー、水、その他の物質がやりとりされ、複雑に相

互作用している。このため、地球の気候は常に変

動しており、そのふるまいは対象とする時間スケ

ール（数十日～数万年）によって異なっている。 
 
気候変動：気候は、赤道季節内振動のように数十

日の短い期間から、氷期-間氷期のような数万年ま

で、様々な時間スケールで変動や変化をしている。

このような変動や変化は、気候システムの内部の

相互作用によって生じるもののほかに、太陽活動

の変動や人間活動に伴う温室効果ガスの増加など、

気候システムの外部から与えられる条件によって

生じるものもある。このような変動や変化につい

て、IPCC 評価報告書のように、気候変動（climate 
variability; 平均状態の周りでの変動）と気候変

化（climate change; 気候の平均状態やその変動

特性の変化）とを区別したり、一方向に向かう変

化を「気候変化」と呼んで区別したりする場合も

あるが、気候変動と気候変化の言葉は同じ意味で

用いられることも多い。また、国連気候変動枠組

み条約（UNFCCC）では、第 1 条で「気候変動

（climate change）」を「人間活動に直接又は間接

に起因する気候の変化で、気候の自然な変動に対

して追加的に生ずるもの」と定義しているように、

人為起源の変化に限定した用語として用いている。

本書では、変動の要因によらず様々な時間スケー

ルの気候の変動や変化を指すものとして、気候変

動の言葉を用いる。 



（はじめに） 

 
(ii) 

異常気象と極端現象：異常気象とは、一般に気象

や気候がその平均的状態から大きくずれて、その

地点/地域、時期（週、月、季節等）として出現度

数が小さく平常的には現れない現象または状態の

ことを言う。大雨や強風などの激しい数時間の現

象から、数か月も続く干ばつ、冷夏などの状態も

含まれる。“平常的には現れない現象”とは、一般

に過去の数十年間に 1 回程度しか発生しない現

象を言い、統計的な取り扱いの必要性と人間の平

均的な活動期間を考慮し、期間の長さに 30 年間

を採用していることが多い。 
本書では、基本的に異常気象を統計的に 30 年

に 1 回以下の出現率の現象として扱い、基準が異

なる場合はその都度明記する。また、極端な高温/
低温や強い雨など、特定の指標を超える現象につ

いては、基準を明示したうえで極端現象（extreme 
event）と表現する。これは、大雨や熱波、干ば

つなど上記の異常気象と同様の現象を指す場合も

あるが、異常気象が 30 年に 1 回以下のかなり稀

な現象であるのに対し、極端現象は日降水量

100mm 以上の大雨など毎年起こるような、比較

的頻繁に起こる現象まで含む。 
 
地球温暖化：地球全体の平均気温は、基本的に地

球に入ってくるエネルギー（太陽放射）と地球か

ら出ていくエネルギー（外向きの赤外放射）のバ

ランスによって決まっている。大気中の温室効果

ガスの濃度が変化したり、太陽光を反射あるいは

吸収するエーロゾルが増減したりすることによっ

て、地球システムのエネルギー収支のバランスが

崩れると、エネルギー収支がバランスするように

気候が変化する。例えば、大気中の温室効果ガス

の濃度が増加することで入ってくるエネルギーよ

りも出て行くエネルギーの方が少なくなった場合、

地球全体の平均気温が上昇することで外向きの赤

外放射が増加してエネルギー収支が再びバランス

することになる。地球全体の気候が温暖になる現

象を単に「温暖化」と呼ぶこともあるが、一般的

には人間活動に伴う大気中の温室効果ガスの濃度

の増加などに伴って生じる気温の上昇を指すこと

が多い。本書では、人為起源の要因による気温の

上昇を地球温暖化と呼ぶこととする。 
 
参考文献 

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The 
Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. 
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and 
P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, NY, USA, 1535 pp. 

気象庁, 2013: 地球温暖化予測情報第 8 巻. 
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第 1章 異常気象と気候変動の実態 

 

1.1 最近の異常気象と気象災害 

この節では、「異常気象レポート 2005」以後の

9 年間（2005～2013 年）にみられた世界及び日

本の異常気象や気象災害とその要因について述べ

る。 
 

1.1.1 世界の最近の気象災害 

世界の各地で、熱帯低気圧1・前線・モンスーン

などによる大雨・洪水・土砂災害などの被害が多

く発生した。南アジア～中東、ヨーロッパ、南北

アメリカでは、熱波や寒波などの被害も多く、ア

フリカ、オセアニアでは、干ばつの被害も多かっ

た。 
 
(1) はじめに 

大雨・洪水や熱帯低気圧、干ばつ、寒波・熱波

などにより、様々な気象災害が毎年起きている。

2005～2013 年までの 9 年間に、世界各地で発生

した主な気象災害を表 1.1.1 に、その中でも特に

被害の大きい災害をおおよその発生地域とともに

図 1.1.1 に掲載した。なお、表 1.1.1 に示した気象

災害の数には年ごとのばらつきがあるが、これは

災害発生数の経年的な変化傾向を表すものではな

い。 
気象災害の発生数や規模についての長期的な変

動は関心が高いとみられるが、現象の発生を過去

から現在まで網羅的に知ることは難しく、統計的

な見積もりは非常に困難である。世界気象機関

（WMO）は、2013 年に発表した全球気候レポー

ト（WMO, 2013a）の中で、過去 10 年（2001～
2010 年）とその前の 10 年（1991～2000 年）で

発生した気象災害の比較を行うことにより、熱波

による災害が増大し、洪水や大雨による災害が減

少しているが、全体として最近 10 年間の方が災

                                                   
1 ここでは台風・ハリケーン・サイクロンをまとめて熱帯

低気圧と呼ぶ。 

害による死者が多くなっている（＋20％）ことを

示した（図 1.1.2）。しかし、それらの気象災害に

関する変化は、異常気象の頻度や強度の増加に起

因するものではなく、異常気象にさらされる人や

財産が増加していること、より多くの災害が報告

されるようになっていることが要因であるとして

いる。 
以下では、世界各地で発生した気象災害の状況

について、地域別に記す。 
なお、本項に記述した災害に関する情報は、特

に断りがない限り、国連機関及び各国の政府機関

の情報や、研究機関の災害情報データベースに基

づく。また、日本の気象災害の詳細については、

第 1.1.3 項を参照していただきたい。 

 

(2) 東アジア 

 東アジアでは、台風や梅雨前線の影響による大

雨・洪水・土砂災害の被害が数多く発生した。特

に、中国での大雨、台風による被害が大きかった。 
2005 年、中国では 6 月に大雨による洪水が発

生し、9～10 月には台風が相次いで上陸・通過し

たことにより、合わせて 700 人以上が死亡した。

2006 年 7～8 月には中国南東部への台風の接近・

上陸により 1,400 人以上、2007 年 6～7 月には梅

雨前線の影響などにより900人以上の死者が出た。

2010年 5～8月に発生した洪水や土砂災害による

被害がこの 9年間の東アジアの気象災害の中で最

も大きく、中国のカンスー（甘粛）省で発生した

地滑りで 1,700 人以上が死亡、その他の大雨によ

る被害を合わせると中国全体で約 4,000 人が死亡

した。中国以外では、2006 年 7 月に、日本から

朝鮮半島にかけて梅雨前線の活動が活発となり、

朝鮮半島を中心に 300 人を超える死者が生じた。 
中国では大雨や台風以外の災害として、干ばつ

が発生した。2006 年 5～9 月に過去 50 年間で最

悪の干ばつが発生し、中国の西部・中央部・北東
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図1.1.1 2005～2013年に発生した世界の主な気象災害 

表 1.1.1 に示した気象災害のうち、特に規模の大きいものを示した。大雨・洪水・台風・ハリケーン（緑）、干ばつ（黄）、熱波（紫）、寒波（青）などの災害が報じられた地域をそれぞれ、

カッコ内の色の領域で示した。災害は、各国政府や研究機関の災害データベース（EM-DAT)等から収集した情報に基づく。 
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表1.1.1 2005～2013年の世界の主な気象災害 

（次ページに続く） 

年 
アジア ロシア西部・ 

ヨーロッパ 
東アジア 東南アジア 南アジア～中東 

2005年 

台風・大雨：中国（6、9～
10月） 

 

大雨：インドネシア・ベト
ナム（9～10月） 

台風：フィリピン・タイ・
ベトナム（9～11月） 

熱波：インド・パキスタン
（6月） 

大雨・雪崩：アフガニスタ
ン・パキスタン・インド
（2～3月） 

大雨：インド（6～11月） 
大雨：バングラデシュ・ネ

パール（9月） 

干ばつ・森林火災：スペイ
ン・ポルトガル（6～9
月） 

大雨：ヨーロッパ東部・中
部（6～8月） 

 

2006年 

大雨：中国（6月） 
大雨：日本～朝鮮半島（7

月） 
台風：中国南東部（7～8月） 
干ばつ：中国（5～9月） 
寒波・雪崩：中国（1～2月） 
 

大雨：インドネシア（1、6
月、12 月）、フィリピ
ン（2月）、 

台風：フィリピン・ベトナ
ム（5、9、11月）  

大雨：タイ（5～6、8～12
月） 

 

寒波：インド・パキスタン
（前年12月～1月） 

大雨：インド・パキスタン・
ネパール（5～8月） 

熱帯低気圧：インド、バン
グラデシュ（9～10月） 

大雨：アフガニスタン（11
月） 

寒波・雪崩：中央アジア（1
～2月） 

寒波：ロシア・ヨーロッパ
東部（1月） 

熱波：ヨーロッパ（6～7月） 
大雪・融雪洪水：ヨーロッ

パ中部・東部（3～4月） 

    

2007年 

大雨：中国中部(6～7月） 
干ばつ：中国（9～11月） 
台風・大雨：朝鮮半島～中

国（8月） 
 

 サイクロン：アフガニスタ
ン～オマーン（6～7
月）、バングラデシュ（11
月） 

大雨：インド・ネパール・
バングラデシュ（6～8
月） 

融雪洪水・雪崩：パキスタ
ン（2～3月） 

熱波：ヨーロッパ南東部（6
～7月） 

 

 

2008年 

寒波：中国～中央アジア（1
～2月） 

大雨：中国中部～南部（6
月） 

サイクロン：ミャンマー（5
月） 

 

寒波：中国～中央アジア（1
～2月） 

大雨：インド北部周辺（6～
9月） 

大雨：イエメン（10月） 

大雨：ウクライナ周辺（7
月） 

大雨：地中海西部周辺（7、
9～11月） 

  

  台風・大雨：中国南部～フィリピン・ベトナム（6、8～
10月） 

2009年 
寒波：中国（11月） 台風：フィリピン（5、9～

10月） 
大雨：インド（7～10月） 
大雨：トルコ（9月） 

寒波：ヨーロッパ（11 月～
2010年 1月）   

2010年 

大雨：中国（5～8月） 
熱波：日本（7～9月） 

大雨：タイ・ベトナム（10
月） 

熱波：インド（3～5月） 
大雨：パキスタン・インド・

ネパール（7～9月） 

熱波・森林火災：ロシア西
部及びその周辺（6～8
月） 

寒波：ヨーロッパ（11 月～
2011年 1月） 

2011年 

大雨：中国中部（6月） 洪水：インドシナ半島（7～
12月） 

台風：フィリピン（12月） 

大雨：パキスタン南部（8～
10月） 

 

2012年 

 台風：フィリピン（12月） 大雨：パキスタン（8～11月） 
寒波・雪崩：アフガニスタ

ン、インド（1～2 月、
12月） 

寒波：ロシア・ヨーロッパ
（1～2月、12月） 

 

2013年 

 台風：フィリピン（11月） 大雨：インド・ネパール（6
月） 

大雨：パキスタン・アフガ
ニスタン（8月） 
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表1.1.1 2005～2013年の世界の主な気象災害（続き） 

※政府機関や災害情報データベース（EM-DAT)などから収集した情報に基づく。（）内の数字はおよその発生月。各年の災害
数にはばらつきがあるが、災害の経年的な変化傾向を示すものではない。「大雨」大雨による洪水や土砂災害、「台風・大雨」
は、台風による大雨のほか、前線やモンスーンによる大雨も同時期にあった場合を指す。 
 

部に影響を与え、少なくとも 1,800 万人分の飲料

用水が不足した。また、経済的損失は約 29 億ド

ル（当時のレートで約 3,300 億円）となり、死者

は 130 人以上となった。2007 年 9～11 月にも中

国で干ばつが発生し、日本の耕地面積の 6 倍以上

にあたる約 2,900 万ヘクタールの耕作地に影響が

あった。 
 

 

(3) 東南アジア 

東南アジアでも、東アジアと同様に、大雨、台

風による気象災害が数多く発生した。 
特に、フィリピンでは毎年のように台風による

被害が発生した。2006 年 11 月には台風第 21 号

により、2009 年 9～10 月にはフィリピンに相次

いで接近した3つの台風（台風第16号、第17号、

第 21 号）により、それぞれ 1,000 人以上が死亡

した。2013 年 11 月の台風第 30 号では、特に高

年 アフリカ 北米・中米 南米 オセアニア 

2005年 

干ばつ：アフリカ南部・東
部（通年） 

大雨：エチオピア（4～5月） 

ハリケーン：米国・中米諸
国・カリブ海諸国（8～
10月） 

熱波：米国（7月）  

大雨：コロンビア（2、10
月） 

 

2006年 

干ばつ：アフリカ東部（通
年） 

大雨：エチオピア、ケニア、
ソマリア（8～12月）  

熱波：米国（7～8月） 大雨：コロンビア（1～4月） 干ばつ：オーストラリア（10
～12月） 

2007年 
 

大雨：アフリカ熱帯域（7～
9月）  

大雨：米国（1～2月） 
干ばつ・森林火災：米国東

部･西部（10～12月） 
ハリケーン：カリブ海諸国

周辺（10月）  

寒波：ペルー周辺（5～8月） 
干ばつ：ブラジル北東部（10

～12月） 

干ばつ：オーストラリア南
部（7～10月） 

2008年 

サイクロン：マダガスカル
（2月） 

ハリケーン：米国南部～カ
リブ海諸国（8～9月） 

森林火災：米国カリフォル
ニア州（11月） 

大雨：米国北東部～中部（2
～3、5～6月） 

大雨：中米南部～南米北部
（通年） 

 

 

2009年 

大雨：アフリカ南部（3月） 寒波：米国中部（1月） 
ハリケーン：米国南部・中

米（11月） 

寒波：ペルー（5～8月） 高温・森林火災：オースト
ラリア南東部（1～2月） 

 

2010年 

  大雨：ブラジル・ペルー（4
月） 

洪水・地滑り：コロンビア
（4月～2011年 3月） 

寒波：ペルー周辺（7月） 

大雨：オーストラリア東部
（12月） 

2011年 

干ばつ：アフリカ東部（通
年） 

干ばつ・森林火災：米国南
部～メキシコ北部（1～
11月） 

竜巻：米国南東部・中部(4
～5月） 

大雨：ブラジル南東部（1
月） 

干ばつ：ポリネシア（3～10
月） 

2012年 

大雨：ナイジェリア（7～10
月） 

  

ハリケーン：米国東部・カ
リブ海諸国（10月） 

熱波・干ばつ：米国東部～
中部（5～9月） 

寒波：ペルー（6月） 
  

 

2013年 
大雨：モザンビーク・ジン

バブエ（1月） 
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潮の被害が大きく、7,900 人以上が死亡した。フ

ィリピンの南部にあるミンダナオ島は、北部と比

べて台風による被害が少ない地域ではあるが、

2011年12月及び2012年12月に2年続けて上陸

した台風の影響により、それぞれの年に 1,400 人、

1,900 人以上が死亡した。また、ミャンマーでは、

2008 年 5 月にサイクロン「ナルギス」が上陸し 3
～4mの高潮や50m/s以上の暴風をもたらし、240
万人が影響を受け、13 万人以上の死者や行方不明

者が発生した。 

2011 年 7～12 月に発生したインドシナ半島の

洪水では、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベ

トナム、タイの各国で合わせて 1,300 人以上が死

亡した。この洪水の影響で、タイの日系企業の工

場を含め、多くの工場が操業停止し、サプライチ

ェーンの寸断によって日本を含め世界経済に大き

な打撃となった（2011 年 7～12 月の洪水の要因

は第 1.1.2 項（2）参照）。 
 
(4) 南アジア～中東 
南アジア～中東では、活発なモンスーンの活動

による大雨や、熱帯低気圧・サイクロンによる被

害が発生した。 
2,000 人以上の死者を出した災害としては、

2005 年 6～11 月の大雨（インド）、2007 年 6～8
月の大雨（インド・ネパール・バングラデシュ）、

2007 年 11 月のサイクロン（バングラデシュ）、

2010 年 7～9 月の大雨（パキスタン・インド・ネ

パール）、2013 年 6 月の大雨（インド・ネパール）

が挙げられる。 
中でも、2007 年 11 月のサイクロンによる被害

は極めて大きく、3,300 人以上が死亡し、800 人

以上が行方不明となった。このサイクロンは、バ

ングラデシュの南西部に上陸したときに、時速

240km（67m/s）2の暴風を伴い、5m を超える高

潮を引き起こした（Government of Bangladesh
（バングラデシュ政府）, 2008）。3,300 人以上と

いう多数の死者が生じた一方で、サイクロンに対

                                                   
2 米国の合同台風警報センター（JTWC）による風速であ

り、1 分平均風速。 

する早期警戒システムが有効に働いたことにより、

過去の同規模のサイクロン（1991 年に 19 万人死

亡；1970 年に 30 万人死亡）に比べると大幅に少

なく、何十万の人命を救ったとされている（IRIN
（統合地域情報ネットワーク）, 2007）。 
また、熱波や寒波による被害も多く発生した。

2005 年 3～6 月にインド・パキスタン・バングラ

デシュで、2010 年 3～5 月にインドで、熱波によ

り数百人の死者が出た。一方、2005年12月～2006
年 1 月にインド・パキスタンで寒波、2012 年 1
～2 月にインド・アフガニスタンで寒波や雪崩に

よる被害が発生した。 
 

(5) ヨーロッパ 

ヨーロッパでは、他の地域と同様に大雨による

災害が発生するとともに、寒波や熱波、干ばつ・

森林火災などの気象災害が多く発生した。 
寒波により、2006 年 1 月にロシア・ヨーロッ

パ東部で合わせて 1,000 人以上、2009 年 11 月～

2010 年 1 月にポーランド・ウクライナなどで 350
人以上、2010 年 11 月～2011 年 1 月にはポーラ

ンド・スロバキアなどで 350 人以上、2012 年 1
～2 月にはロシアやウクライナ・ポーランドなど

で合わせて 740 人以上が死亡した（2011/2012 年

冬の寒波の要因は第 1.1.2 項（3）参照）。 
 一方で、2005 年 6～9 月のスペイン・ポルトガ

ルでの干ばつ・森林火災、2006 年 6～7 月、2007

 

図1.1.2 2001～2010年と 1991～2000年の気象災害による死亡

者数の比較 

棒グラフの上の数字は、1991～2000 年から 2001～2010 年の変

化率を示す。WMO(2013a)をもとに加筆し引用。 
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年 6～7 月及び 2010 年 6～8 月に発生した熱波に

よってヨーロッパやロシア各地で被害が発生した。

2006 年の熱波ではオランダ・フランスでそれぞれ

1,000 人以上、ベルギーでも 900 人以上の死者が

出た。2010 年 6～8 月のロシアで発生した熱波・

森林火災では、熱波による死者が55,000人以上、

森林火災で 60 人以上が死亡する大きな災害とな

った。特に 2010 年 7 月と 8 月のロシア西部の月

平均気温は広い範囲で平年より 4℃以上、地域に

よっては 5℃以上高くなるとともに、降水量はか

なり少ない状態となった（2010 年の高温の要因は

第 1.1.2 項（1）参照）。このような高温・乾燥の

気 象 条 件 が 森 林 火 災 を 引 き 起 こ し た

（RIHMI-WDC（ロシア水文気象環境監視局 全
ロシア水文気象情報研究所 世界データセンター）, 
2010）。 

 

(6) アフリカ 

アフリカでは、2005 年に南部・東部で、2006
年と 2011 年に東部で顕著な干ばつが発生した。

干ばつの影響は広範囲に及び、2005 年はモザンビ

ーク・ルワンダ・ザンビア・ケニアなどで約 1,200
万人に影響し、2006 年は 2,000 万人に影響した。

2011 年にアフリカ東部で発生した干ばつでは、

1,700 万人以上が影響を受けたが、特にソマリア

では深刻な飢饉が発生し、栄養失調に関連した死

者が数万人に上った（United Nations（国際連合）, 
2011）。 
 干ばつの被害が報告された一方で、この 9 年間

に大雨の被害もたびたび発生した。大雨による洪

水や土砂災害のため、2005 年 4～5 月にはエチオ

ピアで約 200 人が、2006 年 8～12 月にはエチオ

ピア・ケニア・ソマリアで 1,200 人以上が、2007
年7～9月にはアフリカの熱帯域で340人以上が、

2013 年 1 月にはアフリカ南東部のモザンビー

ク・ジンバブエで 240 人以上が死亡した。 
 
(7) 北アメリカ・中央アメリカ 

メキシコ湾に面した米国南東部や中米諸国、カ

リブ海諸国では、夏から秋にかけてハリケーンに

よる被害がたびたび発生した。米国海洋大気庁

（NOAA）では、ハリケーンの活動の目安として

ACE3という指数を用いているが、大西洋域の

ACE の経年変化4を見ると、1995 年以降は平年よ

り指数が大きい年が多くなっている。 
ハリケーン被害の中では、2005 年 8 月のハリ

ケーン「カトリーナ」の被害が大きかった。「カト

リーナ」はメキシコ湾でカテゴリー55となった後、

やや勢力を弱めながらもカテゴリー3 を保ったま

ま米国に上陸し、約 9m の高潮や大雨・暴風など

により、ルイジアナ州ニューオーリンズの 80％以

上で洪水となった。「カトリーナ」による死者は米

国全体で 1,800 人以上になった。その他、2007
年 10 月にはカリブ海諸国で、2008 年 8～9 月に

は米国南部やカリブ海諸国で、2009 年にはエルサ

ルバドルなどでハリケーンにより多数の死者が出

た。 
また、熱波や干ばつ、森林火災も発生した。2005

年 7 月に米国で、2006 年に米国西部（7 月）・北

東部（8 月）で、2012 年 5～9 月には米国東部～

中部で熱波による災害が発生した。2012 年 5～9
月は干ばつの影響も加わり、トウモロコシや大豆

の生育に影響が及び、国際的な穀物価格の上昇を

もたらした（2012 年 5～9 月の熱波の要因は、第

1.1.2 項（4）を参照）。 
 米国では、森林火災は毎年のように発生し、

2007 年 10～12 月には、28 億ドル（当時のレー

トで約 3,200 億円）、2008 年 11 月には 20 億ドル

（同約 1,900 億円）、2011 年 1～11 月は、13 億ド

ル（同約 1,000 億円）以上の被害が生じた。 
 さらに、米国では竜巻による被害も発生してお

り、2011 年 4～5 月に 500 人以上が死亡した。 
 
 
 

                                                   
3 Accumulated Cyclone Energy の略。熱帯低気圧の強さ

と持続期間から求めるもので、強くなるほど、持続期間が

長くなるほど、大きな値となる。 
4 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/figure5.gif 
5 ハリケーンの強さによって５段階に区分された中で最

も強いものに分類される。 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/figure5.gif
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(8) 南アメリカ 

 南アメリカでは、大雨と寒波の被害が多かった。 
 2005 年 2 月と 10 月にはコロンビア・ベネズエ

ラで、2006 年 1～4 月にはコロンビアで大雨によ

る被害が発生した。2008 年はラニーニャ現象など

の影響により、中米南部から南米北部で対流活動

が平年より活発となり、年を通して大雨となるこ

とが多く、各地で洪水などの被害が発生した。 
2010 年 4 月には、コロンビア国内の 88％が洪

水・地滑りにより影響を受け、400 人以上が死亡

した。また、2011 年 1 月にブラジル南東部の山間

部を中心に集中豪雨があり、洪水や地滑りなどで

900 人が死亡した。 
 ペルー及びペルー周辺では、たびたび寒波に見

舞われた。2007 年 5～8 月にペルー・アルゼンチ

ンなどで、2009 年 5～8 月と 2012 年 6 月にペル

ーで寒波の影響により死者が出た。 

 
(9) オセアニア 

 オセアニアでは、干ばつの被害が多かった。

2006 年 10～12月と 2007年 7～10月にオースト

ラリアでは 2 年連続して干ばつとなった。これら

の干ばつにより、小麦の生産量が 2006 年に前年

比 62％減、2007 年に前々年の 49％減となった。

2011 年 3～10 月はポリネシアで干ばつによる被

害が発生した。 
一方、2010 年 12 月には、オーストラリア東部

が大雨に見舞われ、洪水や土砂災害の被害が発生

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 世界の最近の異常気象とその背景

要因 

近年、海外で発生した社会的影響の大きかった

異常気象のうち4つの事例について概要をまとめ

た。2010 年夏のロシア西部とヨーロッパ東部では

ブロッキング高気圧が停滞したため、記録的な熱

波が発生し、5 万人を超える死者がでた。2011 年

のインドシナ半島ではモンスーンに伴う積雲対流

活動が平年より活発な状態が続いたため、雨季を

通じて多雨となり、タイなどで大規模な洪水が発

生し、日本を含め世界経済に大きな影響が及んだ。

2011/2012 年冬のユーラシア大陸では偏西風の蛇

行によって広い範囲で顕著な寒波となり、800 人

近い死者がでた。2012 年春から夏にかけての米国

では偏西風の蛇行等によって高温・少雨となり、

中西部の穀物生産ひいては穀物価格に大きな影響

を与えた。 

 

(1) 2010年夏のロシア西部・ヨーロッパ東部の高

温 

1） 気温及び被害の状況 

2010 年夏のロシア西部やヨーロッパ東部は顕

著な熱波に見舞われ、記録的な高温となった（図

1.1.3）。ロシア西部では、7 月と 8 月の月平均気

温が 1939 年以降で最も高くなり、多くのところ

で日最高気温が 30℃を超える日が 1 か月以上続

いた（WMO, 2012）。モスクワでは、6 月下旬か

ら 8月半ば頃にかけて気温が平年より高い状態が

続き、7 月 29 日には観測史上で最高の 38.2℃が

記録された（Maier et al., 2011）（図 1.1.4）。 
ロシア西部では、異常高温と少雨により、広い

範囲で作物に深刻な影響が生じた。このため、ロ

シアの穀物生産量は前年（2009 年）の 1/3 まで減

少し、世界の小麦の価格が2倍に上昇した（WMO, 
2012）。また、ロシア西部では各地で森林火災や

泥炭火災が発生した。熱波や火災で生じたばい煙

により、モスクワ周辺を中心に多数の人が亡くな

った（EM-DAT によると死者は 55,000 人以上）。 
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2） 高温をもたらした要因 

ロシア西部からヨーロッパ東部周辺では、6 月

下旬から 8月前半にかけて偏西風が大きく北に蛇

行した状態が続いた。これに対応して、この領域

では背の高い暖かい高気圧（ブロッキング高気圧、

ブロッキングの詳細については第 1.1.5 項（3）を

参照）が長期間停滞した（図 1.1.5）。このため、 
南からの暖かい空気の流入や下降気流による断熱

加熱、雲が少ないこと（晴天の持続による日射の

増加）により記録的な熱波がもたらされた（Dole 
et al., 2011）。このブロッキング高気圧の持続には、

大西洋方面から伝播してきたロスビー波（地球の

 

図 1.1.3 3 か月平均した地上気温

規格化平年差（2010年 6～8月） 

3 か月平均気温の平年差を、平年値

間（1981～2010 年）の標準偏差で

格化した値の分布。階級を区分する

±1.83、±1.28 及び±0.44 は、それ

ぞれ出現確率 3.3％（30 年に 1 回に

相当）、10％（10 年に 1 回に相当）

及び 33.3％（3 年に 1 回に相当）に

対応する。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.4 モスクワ（ロシア）の日平均気温、日最

高気温、日最低気温の推移（2010 年 6 月 1 日～8

月 31日） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.5 2010年夏のヨーロッパ東部・ロ

シア西部の熱波をもたらした大気の流れ

の特徴（概念図） 
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回転の影響で存在する波）のエネルギーや移動性

高・低気圧とブロッキングとの相互作用が寄与し

たとみられる。 
 
(2) 2011年のインドシナ半島の雨季の多雨 

1）降水及び被害の状況 

インドシナ半島では、通常、5 月にモンスーン

の雨季に入り、10 月に次第に明けるが、2011 年

は雨季を通して平年より雨の多い状況が続き、7
～12 月に各地で洪水の被害が発生した。 

6～9 月の 4 か月間降水量（図 1.1.6）は、タイ

北部のチェンマイで 921mm（平年比 134％）、タ

イの首都バンコクで 1251mm（同 140％）、ラオ

スの首都ビエンチャンで 1641mm（同 144％）な

ど、インドシナ半島のほとんどの地点で平年の約

1.2 倍～1.8 倍の雨となった。タイの国内平均降水

量は、1951 年の統計開始以降で、5 月～9 月の 5
か月降水量が 1970 年、1956 年に次ぐ第 3 位とな

った（Thai Meteorological Department（タイ気

象局）, 2011）。 
2011 年のインドシナ半島の降雨の特徴として、

チャオプラヤ川やメコン川の流域全体に、雨季を

通して降水量が平年より多い状態が続いたことが

挙げられる。タイのチャオプラヤ川流域にある観

測地点の 2011 年 5 月 1 日以降の積算降水量をみ

ると（図 1.1.7）、6 月以降、雨が多くなり、7 月

には 5月以降の積算降水量が過去の最大値を上回

った。その後も、雨の多い状況は続き、5 月以降

の積算降水量は、10 月末時点で 2000～2010 年の

最大値より 10％以上多くなった。 
チャオプラヤ川が氾濫したタイでは、長期間に

わたって洪水が続き、830 名以上の死者が出た。

世界銀行による推定では、タイの経済的な損失が

約 1.43 兆バーツ（当時のレートで約 3.6 兆円）に

上った（World Bank（世界銀行）, 2012）。約 450
社の日系企業の工場を含め、多くの工場が操業停

止となり、サプライチェーンの寸断によって日本

を含め世界経済に大きな打撃となった（外務省, 
2012）。 
モンスーンの雨季に平年より多くの雨が降った

ことで、チャオプラヤ川やメコン川の流域で洪水

が発生し、各地で被害が発生した。カンボジアで

240 名以上、ベトナムで 120 名以上の犠牲者が出

た。 

 
図1.1.6 2011年 6～9月の 4か月降水量平年比（％）の分布と主な地点の月降水量の経過 

平年値は 1981～2010 年の平均値。経過図の×はデータの未入電を示す。 
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2）多雨をもたらした要因 

2011 年夏のインドシナ半島付近では、ベンガル

湾方面から流入する対流圏下層の水蒸気量が平年

より多く、積雲対流活動が平年より活発だった（図

1.1.8）。この夏の中・東部太平洋熱帯域の海面水

温は平年より低く、ラニーニャ現象時の傾向を示

した。Peterson et al.（2012）は、7～9 月のチャ

オプラヤ川中・上流域の降水量はラニーニャ現象

の発生時に多くなる傾向ががあるもののラニーニ

ャ現象による影響は小さいこと、今回の多雨に対

する地球温暖化の影響は見られないことを示した。

また、彼らは、今回の大規模な洪水ではチャオプ

ラヤ川の水位が 1995 年と比べて 0.5m 上昇して

いることや土地利用の変化など気象学的要素以外

の要因が大きく関連したことを指摘した。 
 
(3) 2011/2012年冬のユーラシアの顕著な寒波 

1）気温及び被害の状況 

2011/2012 年の冬はユーラシア大陸中緯度の広

い範囲で平年よりも著しく気温が低くなり（図

1.1.9）、各地で低温や雪崩の影響により災害が発

生した。 
1 月中旬～下旬に、東アジアから中央アジアに

かけて顕著な低温となり、その後、低温域は 2 月

はじめにかけて西ヨーロッパまで広がった。2 月

中旬以降、顕著な低温の範囲は中央アジア付近の

みに縮小した。 

中央アジアのカザフスタンのアスタナでは、1
月中旬に気温が低下し始め、2012年 2月 2日に、

日平均気温が−35℃を下回り（平年差約−21℃）、

日最低気温は約−40℃になった。その後、気温は

やや上昇するものの、平年より低い状態は 2 月末

頃まで続いた。ポーランドのワルシャワでは、1
月下旬に気温が低下し始め、2 月 3 日に−18℃を下

回り（平年差約−17℃）、2 月中旬まで平年より低

い状態が続いた（図 1.1.10）。 
この寒波の影響により、低体温症などでポーラ

ンドでは 80 人以上、ロシアで 230 人以上が死亡

し、このほかにヨーロッパ全体で 430 人以上が死

亡、中央アジアからインド・アフガニスタンで雪

崩や気温低下により、350 人以上が死亡した。 
この冬は、日本でも寒い冬となり、北日本、東

日本及び西日本の冬（12～2 月）の平均気温が低

温となった。また、日本海側の地域を中心に積雪

が多く、1990 年代以降では「平成 18 年豪雪」（詳

細については第 1.1.4 項（3）を参照）の 2005/2006
年冬に次ぐ水準の積雪となった。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.7 タイのチャオプラヤ川流域での積算降

水量 

赤線が 2011 年 5 月 1 日～10 月 31 日の積算降水

量、青い部分は 2000～2010 年の積算降水量の最

大値と最小値の範囲を示す。左上の地図は、降水

量を算出した地点。タイ気象局の通報データをも

とに、気象庁で作成した。 
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図1.1.8 2011年のインドシナ半島の雨季の多雨をも

たらした大気の流れの特徴（概念図） 

 

図1.1.9 地上気温の規格化平年差の階級分布 

2011/2012 年冬の 3 か月平均気温の平年差を標準偏差で規格化した値を緯度・経度 5 度格子で平均し、階級別に示した。

階級を区分する±1.28 及び±0.44 は、それぞれ出現確率 10％（10 年に 1 回に相当）及び 33.3％（3 年に 1 回に相当）

に対応する。 

 

図1.1.10 アスタナ（カザフスタン）及びワルシャワ（ポーランド）の日平均気温、日最高気温、日最低気温の推移（2012年

1月 15日～3月 4日） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。 

日平均気温 日最高気温

日最低気温 日平均気温の平年値（1981～2010年）
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2) 寒波をもたらした要因 

2011/2012 年冬は、上空を流れる偏西風（寒帯

前線ジェット気流、亜熱帯ジェット気流）が大西

洋からユーラシア大陸にかけて南北に非常に大き

く蛇行した。寒帯前線ジェット気流が西シベリア

付近で北に蛇行したことにより、シベリア高気圧

の勢力が非常に強くなった。このため、東アジア

から中央アジア、ヨーロッパにかけての広い範囲

で顕著な低温となった。寒帯前線ジェット気流が

大西洋からユーラシア大陸上で蛇行しやすかった

一因としては、ラニーニャ現象傾向の海面水温分

布や北大西洋熱帯域の積雲対流活動が活発だった

ことが考えられる。シベリア高気圧の強化にはバ

レンツ海付近（ロシア北西海上）の少ない海氷が

関連した可能性がある（図 1.1.11）。 
1～2 月に中央アジアからヨーロッパに顕著な

寒波をもたらしたときの大気の特徴を見ると、

2012 年 1 月半ば頃に、偏西風の蛇行に伴ってシ

ベリア西部で高気圧の勢力が強まり、高気圧の周

縁に沿って、シベリア東部の強い寒気がモンゴル

からカザフスタン付近に流入した。その後 2 月は

じめにかけて、この高気圧は勢力をさらに強めな

がら、ロシア北西部からヨーロッパ北部にまで次

第に広がり、それに対応して、カザフスタン付近

の寒気が高気圧の南縁に沿ってさらにヨーロッパ

西部まで流入した（図 1.1.12）。 
日本付近ではこの冬、強い冬型の気圧配置とな

った。日本付近では偏西風が南側に蛇行し、たび

たび上空に強い寒気が流入した。亜熱帯ジェット

気流が日本付近で南側に蛇行しやすかった要因と

しては、ラニーニャ現象傾向の海面水温分布の影

響によってインド洋東部からインドネシア付近の

積雲対流活動が活発だったことが考えられる（図

1.1.11）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.11 2011/2012年冬のユーラシア

大陸の顕著な寒波をもたらした大気の流

れの特徴（概念図） 
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図1.1.12 2012年 1月末～2月はじめに中央アジアからヨーロッパに顕著な寒波をもたらした大気の流れの特徴（2012年 1月

29日～2月 4日平均） 

黒実線は海面気圧（hPa）、寒色陰影は地上 2m の気温（℃）を表す。 

 

(4) 2012年の米国の高温・少雨 

1）気温・降水と被害の状況 

米国では春先から高温となり、3 月は米国の東

部から中部にかけての広い範囲で高温となった。

この高温傾向はその後も 5～9 月に持続し続き、

特に 6 月～7 月上旬には中西部を中心にこの高温

傾向が顕著となった（図 1.1.13）。2012 年 7 月の

米国本土の月平均気温は、統計開始の 1895 年以

降で最も高くなった（NOAA（米国海洋大気庁）, 
2012）。 
一方、降水は 5～7 月に、米国中西部を中心に

広範囲で少雨となった。7 月中旬以降は東部や南

部で平年を上回る降水があり、8 月には中西部の

東側にも一時的に降水があったものの、中西部の

西側を中心に雨の少ない状態は 9 月まで続いた。 
米国中西部のインディアナポリスでは6月下旬

以降、日最高気温が 40℃以上となった日が出現し

7月 31日時点で2012年 1月 1日以降の積算降水

量は平年の約 6 割だった（図 1.1.14）。中西部の

西側に位置するネブラスカ州ノーフォークでも、

インディアナポリスと同様に 6月下旬から高温と

なり、少雨の状態は 9 月まで続いた。 
この高温・少雨により、米国では干ばつが急速

に進行し、2012 年 9 月 25 日に米国干ばつモニタ

ー（USDM）で米国本土の 65.5%が中程度（D1）

～異常（D4）の干ばつ（図 1.1.15）とされたが、

これは、過去 13 年間で最大の面積だった（WMO, 
2013b）。 

2012 年の干ばつは、米国中西部における大豆や

トウモロコシなどの穀物に深刻な被害をもたらす

とともに、穀物価格の上昇を引き起こした

（United States Department of Agriculture（米

国農務省）, 2013）。 
 
2) 高温・少雨をもたらした要因（図1.1.16） 

2012 年の春から夏にかけては、米国上空の偏西風

が米国中央部を中心に北側に蛇行する傾向があり、

これに対応して米国は暖かい高気圧に覆われやす

かった。高温・少雨が顕著だった 6 月～7 月上旬

は太平洋から北米にかけて偏西風の南北蛇行が大

きく、米国中央部では北側への蛇行が明瞭だった。

例年は、夏の米国中央部では大西洋に中心を持つ

亜熱帯高気圧の西縁に沿ってメキシコ湾から水蒸

気が流入するが、2012 年は流入が平年より少なく、

大気は乾燥した。これはメキシコ湾付近で積雲対

流活動が平年より活発だったことに対応して、亜

熱帯高気圧が西に張り出しにくかったことや、米

国中央部で偏西風が北に蛇行し、南寄りの風が吹

きにくかったことが関係したとみられる。 
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図1.1.13 米国中西部の高温と少雨の状況 

上図は、2012 年 6 月 1 日～7 月 10 日の平均気温の平年差

（℃）、下図は 2012 年 6 月 1 日～9 月 30 日の降水量平年比

（％）。平年値は 1981～2010 年の平均値。 
 

図1.1.14 インディアナポリス（上図）とノーフォーク（下

図）の日最高気温と積算降水量（1月 1日～9月 30日） 

赤線は 2012 年の日最高気温（℃）、緑線は日最高気温の過去

20 年間（1992～2011 年）の平均値（℃）、青色は 2012 年 1
月 1 日～9 月 30 日の積算降水量（mm）、水色は積算降水量

の平年値（mm）。平年値は 1981～2010 年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.15 米国の干ばつの状況（2012年 9月 25日） 

中部を中心に広い範囲で中程度（D1）以上の干ばつ

となった（橙色～濃赤色の領域）。出典：米国干ばつ

軽減センター（National Drought Mitigation 
Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.16 2012年の米国の高温・

少雨をもたらした大気の流れの特

徴（概念図） 
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1.1.3 日本の最近の気象災害 

日本の各地で、台風・前線などによる大雨、洪

水、土砂災害などの被害が多く発生した。また、

近年は、広い範囲で酷暑害が発生した。 
 
(1) 近年の主な風水害について 

日本の気象災害として最も多いのは、台風や前

線によって発生する風水害である。1990 年以降の

主な風水害による被害について、被害状況の推移

を図 1.1.17 に挙げるとともに、その概要を示す。

表 1.1.2 には最近 9 年間（2005～2013 年）の主な

気象災害の被害状況、また、表 1.1.3 には最近 9
年間の主な気象災害の気象の記録について示す。 
 
1) 前線による大雨 

梅雨期間の後半である 7 月には、台風の上陸や

接近による直接の被害だけではなく、梅雨前線や

停滞前線の影響等による集中豪雨の被害が、同じ

ような地域でたびたび発生することがある。ここ

数年では、九州北部地方において、2009 年、2010
年、2012 年と 3 度にわたって集中豪雨による気

象災害が発生した。 
2009 年 7 月 19～26 日に、西日本で梅雨前線の

活動が活発になり、山口県では、22 日に 24 時間

降水量が 275.0mm、福岡県では、24 日の最大 1
時間降水量が 116.0mm となるなど、1 時間あた

り 100mm を超える局地的で記録的な大雨が降っ

た。この大雨は「平成 21 年 7 月中国・九州北部

豪雨」と命名され、総降水量は、多いところで

700mm を超え、7 月の月降水量平年値の 2 倍近

くに達した地点もあった。この大雨に伴い、広島

県、山口県、福岡県などでは、土石流などの土砂

災害や河川はん濫などが発生し、死者・行方不明

者 36 名となった。 
2010 年 7 月 10～16 日に、本州付近に停滞して

いた梅雨前線に向かって、南から非常に湿った空

気が流れ込み、西日本から東日本にかけて大雨と

なった。この期間の降水量は、佐賀県の 613.5mm
をはじめ、福岡県、長崎県、山口県、広島県、高

知県、岐阜県、長野県と広い範囲で 500mm を超

え、福岡県や広島県など多くの地点で 7 月の月降

水量平年値を上回った。また、24 時間降水量は、

岐阜県の 239.0mm をはじめ、広島県、島根県、

福岡県で観測史上 1 位を更新した。この大雨によ

り広島県・島根県・岐阜県において死者・行方不

明者が 14 名に達し、九州北部地方、中国地方、

東海地方などを中心に各地で浸水害や土砂災害が

発生した。 
2012 年 7 月 11～14 日に発生した「平成 24 年

7 月九州北部豪雨」では、黄海から本州付近にの

びる梅雨前線に沿って非常に湿った空気が流れ込

み、九州北部地方では、熊本県で 7 月 12 日 1～7
時に 459.5mm を観測し、また、24 時間降水量で

福岡県を中心とした地域気象観測所（アメダス）

8 地点が観測史上 1 位の値を更新するなど、記録

的な大雨となった。これらの大雨により、河川の

はん濫や土石流、がけ崩れ等が発生し、熊本県、

大分県、福岡県で死者・行方不明者 33 名となっ

たほか、九州北部地方を中心に 13,000 棟を超え

る住家の損壊･浸水等が発生した。 
同じような地域でたびたび発生する集中豪雨は

九州地方に限ったものではなく、2004 年には「平

成 16 年 7 月新潟・福島豪雨」、2011 年には「平

成 23 年 7 月新潟・福島豪雨」により、新潟県や

福島県を中心に記録的な大雨となった。この大雨

で、両県では、堤防の決壊や土砂災害により、住

家、農地、道路に多数の被害が発生した。「平成

16 年 7 月新潟・福島豪雨」では、強い雨が約 9
時間継続し総降水量は多いところで 300mm を超

え、「平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨」では、解析

雨量（レーダーと雨量計のデータから算出した降

水量）による総降水量が 1000mm に達したとこ

ろがあった。 
集中豪雨による風水害は、梅雨期間だけではな

く、8 月に発生することも多い。 
2008 年 8 月 26～31 日に発生した「平成 20 年

8 月末豪雨」では、東シナ海から九州南部へ低気

圧が東進し、本州付近に停滞した前線に向かって

南からの非常に湿った空気の流れ込みが強まると

ともに、上空に寒気が流れ込んだことから大気の

状態が不安定になり、中国、四国、東海、関東、

東北地方などで記録的な大雨となった。この期間、
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局地的に非常に激しい雨が降り、全国 21 か所で 1
時間降水量の記録を更新した。愛知県では 28 日

に一宮市で 120.0mm、29 日には岡崎市で全国歴

代 7位となる146.5mm、広島県福山市で93.0mm、

30日には千葉県我孫子市で105.0mmの1時間降

水量が観測され、愛知県を中心に、埼玉県、千葉

県、広島県などで、22,000 棟を超える住家の浸水

被害があった。

 

図 1.1.17 風水害による被害状況の推移（1990～2013年） 

「消防白書」より作成。 
 

表1.1.2 最近 9年間の主な気象災害の被害状況 （2005～2013年） 

 

※表の作成基準は死者 10 人以上又は気象庁が命名した豪雨。『』内は気象庁が命名した気象現象。住家損壊は全壊（焼）・半壊

（焼）・流失・一部損壊の合計。住家浸水は床上・床下浸水の合計。被害数は「消防白書」より作成。 
注 1）被害数は、6.26～7.31 の梅雨前線によるものまでを含む。 
注 2）ほかに海上では船舶の座礁や転覆が相次いで発生し、海上における事故により、死者 19 名、行方不明者 14 名の被害（海

上保安庁「平成 18 年における海難及び人身事故の発生と救助の状況について」より）。 

年月日 要因 地域

死者・行方

不明者

（人）

住家損壊

（棟）

住家浸水

（棟）

2005

　9.3～8
台風第14号

全国（主に関東、中

国、四国、九州）
29 8,255 13,207

2006
　7.15～24

梅雨前線
『平成18年7月豪雨』

東北～九州
33

注1
2,138

注1
10,139

注1

　9.15～20 台風第13号
北海道，中国，四国，

九州，沖縄
10 11,894 1,366

　10.4～9 低気圧 北海道～四国
1

注2
997 1,297

2008

　8.26～31

低気圧、前線

『平成20年8月末豪雨』
北海道～四国 2 54 22,461

2009
　7.19～26

梅雨前線
『平成21年7月中国・九州北部豪雨』

中国・九州北部を中心 36 384 11,872

　8.8～11 台風第9号 東北～九州 27 1,347 5,619

2010

　7.10～16
梅雨前線 東北～九州北部 22 353 7,930

2011

　7.27～30

停滞前線

『平成23年7月新潟・福島豪雨』
新潟・福島を中心 6 1,110 8,940

　8.30～9.5 台風第12号 北海道～四国 98 4,008 22,094

　9.15～22 台風第15号 全国 20 5,223 8,567

2012

　7.11～14

梅雨前線

『平成24年7月九州北部豪雨』
九州北部を中心 33 2,774 10,983

2013

　10.14～16
台風第26号 関東（特に大島） 43 1,094 6,142
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2) 台風による強風と大雨 

 2005 年 8 月 29 日 21 時にマリアナ諸島近海で

発生した台風第 14 号は、広い暴風域を維持した

まま九州地方の西岸に沿って北上し、6 日 14 時過

ぎに長崎県諫早市付近に上陸した。台風はその後

九州北部を通過し、6 日夜には山陰沖に抜け、速

度を速めながら日本海を北東に進んだ。この台風

は、広い暴風域を維持したまま、比較的ゆっくり

した速度で進んだため、九州、中国、四国の各地

で長時間にわたって暴風、高波、大雨が続いた。

9 月 3～8 日の総降水量は、宮崎県で 1322mm（当

時の 9 月の月降水量平年値の 2.9 倍）を記録し、

九州、中国、四国の各地方と北海道の計 62 地点

では、それまでの日降水量の第 1 位の記録を更新

した。また、台風の接近･上陸に伴い各地で暴風、

高波が発生し、4 日には南大東島で最大瞬間風速

55.6m/s、6 日には種子島で同 59.2m/s、屋久島で

同 58.1m/s が観測された。この台風により、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県を中心に九州地方

から東北地方で土砂災害、大雨による浸水が多数

発生し、人的被害は宮崎県を中心に全国で死者･

行方不明者が 29 名、21,000 棟を超える住家の損

壊･浸水等が発生した。 
近年で死者・行方不明者の被害が最も大きかっ

た台風は、2011 年の台風第 12 号だった。台風第

12 号は、2011 年 8 月 25 日 9 時にマリアナ諸島

の西海上で発生し、30 日に小笠原諸島付近で大型

で強い台風となった後、9 月 3 日 10 時頃に高知県

東部に上陸、18 時過ぎに岡山県南部に再上陸し、

4 日未明に山陰沖に抜けた。台風は大型で動きが

遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常

に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にか

表1.1.3 最近 9年間の主な気象災害の気象の記録 （2005～2013年） 

 

※観測史上 1 位を更新した地点数は、タイ記録を含まない。当時において統計期間 10 年以上の地点に限って集計。都道府県

名は、記録を更新した地点が 3 地点以上ある場合のみ記載。 

1時間降水量(mm) 24時間降水量(mm) 期間降水量(mm) 最大風速(m/s)
1時間

降水量

24時間

降水量
最大風速 備考

2005

　9.3～8
台風第14号

高知県　　76（本川）

長崎県　　75.0（雲仙岳）

静岡県　　73（磐田）

宮崎県　　934（神門）

愛媛県　　765（成就社）

高知県　　718（本川）

宮崎県　　1322（神門）

鹿児島県　956（肝付前田）

奈良県　　932（日出岳）

鹿児島県　36（喜界島）

高知県　　33.2（室戸岬）

沖縄県　　32.8（南大東島）

7

60

北海道,

広島,山

口,愛媛,

高知,大

分,宮崎,

鹿児島

3

24時間降水量の

代わりに日降水

量

2006

　7.15～24

梅雨前線

『平成18年7月豪雨』

宮崎県　　92（えびの）
鹿児島県　88（さつま柏原）

長崎県　　86.0（雲仙岳）

宮崎県　　641（えびの）
鹿児島県　635（紫尾山）

熊本県　　484（一勝地）

宮崎県　　1281（えびの）
鹿児島県　1264（紫尾山）

熊本県　　912（一勝地）

13

北海道

17
長野,島

根,鳥取,

鹿児島

0
24時間降水量の
代わりに日降水

量

　9.15～20 台風第13号

大分県　　122（蒲江）

佐賀県　　99（伊万里）

長崎県　　77（上大津）

大分県　　359（蒲江）

沖縄県　　308（川平）

佐賀県　　299（伊万里）

佐賀県　　402（伊万里）

大分県　　361（蒲江）

長崎県　　357.0（平戸）

沖縄県　　48.2（石垣島）

長崎県　　46（野母崎）

佐賀県　　35（川副）

3 1

15

福岡,佐

賀,長崎,

沖縄

24時間降水量の

代わりに日降水

量

　10.4～9 低気圧

鹿児島　　52（与論島）

富山県　　38（宇奈月）

和歌山県　38（本宮）

岩手県　　272（下戸鎖）

福島県　　272（広野）

宮城県　　264（筆甫）

奈良県　　397（日出岳）

岩手県　　397（袖山）

福島県　　383（浪江）

北海道　　38（えりも岬）

宮城県　　30（江ノ島）

千葉県　　25.8（銚子）

0
10

北海道

9

北海道

24時間降水量の

代わりに日降水

量

2008

　8.26～31

低気圧、前線

『平成20年8月末豪

雨』

愛知県　　146.5（岡崎）

千葉県　　120.0（一宮）

広島県　　93.0（福山）

愛知県　　302.5（岡崎）

奈良県　　243.0（日出岳）

徳島県　　240.0（日和佐）

奈良県　　475.0（日出岳）

愛知県　　447.5（岡崎）

徳島県　　384.0（日和佐）

21

愛知
2 0

2009

　7.19～26

梅雨前線

『平成21年7月中国・

九州北部豪雨』

福岡県　　116.0（博多）

長崎県　　111.0（石田）

山口県　　77.0（山口）

福岡県　　338.0（飯塚）

長崎県　　313.5（芦辺）

山口県　　277.0（山口）

大分県　　702.0（椿ヶ鼻）

福岡県　　636.5（大宰府）

佐賀県　　570.5（嬉野）

11

山口,福

岡

7

福岡
0

中国,四国,九州

地方のみ

　8.8～11 台風第9号

徳島県　　100.5（木頭）

高知県　　95.0（船戸）

兵庫県　　89.0（佐用）

徳島県　　678.0（木頭）

高知県　　407.5（船戸）

兵庫県　　327.0（佐用）

徳島県　　783.5（木頭）

高知県　　471.0（魚梁瀬）

兵庫県　　349.5（佐用）

11 2 0
北海道,沖縄県

を除く

2010

　7.10～16 梅雨前線

徳島県　　108.5（日和佐）

岐阜県　　83.5（多治見）

佐賀県　　80.0（北山）

高知県　　360.5（魚梁瀬）

福岡県　　316.0（頂吉）

長崎県　　282.5（厳原）

佐賀県　　613.5（北山）

山口県　　596.5（東厚保）
6 4 0

東日本,西日本

のみ

2011

　7.27～30

停滞前線

『平成23年7月新潟・

福島豪雨』

新潟県　　121.0（十日町）

福島県　　69.5（只見）

福島県　　527.0（只見）

新潟県　　473.5（宮寄上）

福島県　　771.5（只見）

新潟県　　626.5（宮寄上）

11

新潟

6

新潟
0

新潟県,福島県

のみ

　8.30～9.5 台風第12号

和歌山県　132.5（新宮）

三重県　　101.5（熊野新鹿）
兵庫県　　79.0（姫路）

三重県　　872.5（宮川）

鳥取県　　783.5（大山）
徳島県　　771.0（福原旭）

奈良県　　1814.5（上北山）

三重県　　1630.0（宮川）
和歌山県　1186.0（色川）

徳島県　24.3（日和佐）

三重県　23.7（津）
高知県　23.1（室戸岬）

11

北海道,
和歌山

50

北海道,

群馬,三

重,兵庫,
奈良,和

歌山,岡

山,徳島

6

　9.15～22 台風第15号

静岡県　　90.5（熊）

宮崎県　　87.0（神門）

香川県　　80.0（内海）

徳島県　　489.0（徳島）

静岡県　　461.0（梅ケ島）

宮崎県　　447.0（神門）

宮崎県　　1128.0（神門）

高知県　　1035.0（鳥形山）

徳島県　　971.5（木頭）

北海道　35.4（えりも岬）

東京都　31.1（神津島）

静岡県　29.7（御前崎）

3

17

岐阜,兵

庫

20

茨城,神

奈川,静

岡

2012

　7.11～14

梅雨前線

『平成24年7月九州北

部豪雨』

熊本県　　108.0（阿蘇乙姫）

神奈川県　104.5（丹沢湖）

鹿児島県　103.0（上中）

熊本県　　507.5（阿蘇乙姫）

福岡県　　486.0（黒木）

大分県　　396.0（椿ヶ鼻）

熊本県　　816.5（阿蘇乙姫）

福岡県　　656.5（黒木）

大分県　　649.0（椿ヶ鼻）

7
8

福岡
0

2013

　10.14～16
台風第26号

東京都　　122.5（大島）

茨城県　　62.5（鹿島）

千葉県　　61.5（千葉）

東京都　　824.0（大島）

静岡県　　395.5（天城山）

千葉県　　370.5（鋸南）

東京都　　824.0（大島）

静岡県　　399.0（天城山）

千葉県　　370.5（鋸南）

宮城県　33.6（江ノ島）

千葉県　33.5（銚子）

北海道　25.1（納沙布）

2

14

茨城,千

葉

12

年月日 要因

都道府県別の最大値（3位まで） 観測史上1位を更新した地点数
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けて、山沿いを中心に記録的な大雨となった。

2011 年 8 月 30 日 17 時～9 月 5 日 24 時の総降水

量は、紀伊半島を中心に広い範囲で 1000mm を

超え、年降水量平年値の 60％に達する地点があり、

解析雨量では 2000mmを超えたところもあった。

この台風によって土砂災害、浸水、河川のはん濫

等が発生し、三重県、和歌山県、奈良県をはじめ

とする 9 県などで、死者・行方不明者 98 名、北

海道から四国にかけての広い範囲で住家浸水、田

畑の冠水、鉄道の運休などの被害が発生した。特

に死者・行方不明者数は、上陸した台風の数が過

去最多の10個を記録した2004年の被害者数に匹

敵するものであった。 
台風は広い範囲に大雨や暴風などによる被害を

もたらすことが多いが、台風の進行方向や地形の

影響により局地的に甚大な被害が発生することも

ある。 
2013 年の台風第 26 号は、発達しながら日本の

南海上を北上し、大型で強い勢力のまま、10 月

16 日明け方に、関東地方沿岸に接近した。この台

風の影響で、10 月 14～16 日に、西日本から北日

本の広い範囲で暴風、大雨となった。特に東京都

大島町（伊豆大島）では、台風がもたらす湿った

空気の影響で、16 日未明から明け方にかけて伊豆

諸島北部を中心に 1 時間に 100mm を超える猛烈

な雨が数時間降り続いた。1 時間降水量 122.5mm、

日降水量 525.5mm、24 時間降水量 824.0mm（10
月の月降水量平年値の 2.5 倍）、月降水量

1255.0mm は、それぞれ過去の記録を更新した。

この台風による死者・行方不明者は、千葉県、東

京都、神奈川県、静岡県で 43 名となったが、そ

のうち 39 名が東京都大島町で発生した大規模な

土砂災害によるものであった。 
 
(2) 近年の主な突風害について 

 近年、注目されている気象災害に、突風害があ

る。一般に風害には、季節風や台風等による強風

害等と、局所的に発生する突風害がある。突風害

の原因は、竜巻、ダウンバースト、ガストフロン

トと大きく 3 つに分類される。これら突風害は、

主に、急速に発達する積乱雲の近傍で発生し、そ

の中でも竜巻による被害については、限られた狭

い範囲及び短時間の現象ではあるものの、電車や

自家用車等が持ち上げられるなど、被害規模の大

きい事例が、国内でたびたび確認されている。突

風害が発生した場合、気象庁では、気象庁機動調

査班（JMA－MOT）を現地に派遣し、自治体や

住民の方々の協力のもと、突風の強さや突風をも

たらした現象の特定等をすみやかに実施し、結果

を公表している。 
 2005 年 12 月 25 日に山形県酒田市で発生した

突風（現象は特定できず）では、防風柵やビニー

ルハウスの損壊等に加え、列車 6 両が脱線（うち

3 両が転覆）する事故が起き、死者 5 名、負傷者

33 名、建物 7 棟（非住家含む）の被害をもたらし

た。この突風の強さを示す藤田スケールは F1 と

推定された。当日は、北海道の西にある低気圧が

発達しながら東進し、酒田市を含む庄内地域は、

日本海北部からのびる前線が通過していた（平成

20 年 4 月 2 日鉄道事故調査報告書）。 
 2006年 9月 17日に九州の西海上を北上した台

風第 13 号の影響により宮崎県延岡市で発生した

竜巻は、死者 3 名、負傷者 143 名、建物について

は商店街や工場等、非住家を含めて 1,260 棟（他

の現象による被害も含む）の被害をもたらした。

藤田スケールは F2 と推定され、被害の幅は 150
～300m、長さは 7.5km にわたっていた。この竜

巻により、JR 日豊本線の延岡～南延岡間では、

特急列車の脱線転覆事故が発生し、7 名が負傷し

ている。この日は、日向市や日南市でも竜巻が発

生した。 
 2006年 11月 7日に北海道佐呂間町で発生した

竜巻による被害は、死者 9 名、負傷者 31 名、建

物は 109 棟（非住家含む）に及び、15km 以上離

れた地点まで飛散物を確認した。藤田スケールは

F3 と推定され、被害の幅は 100～300m、長さは

1.4km にわたっていた。当日は、宗谷海峡付近に

ある低気圧からのびる寒冷前線が北海道を通過中
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で、前線付近で発達した積乱雲が、道内各地で雷

雨や突風を発生させた。 
2011 年 11 月 18 日に鹿児島県大島郡徳之島町

で発生した竜巻は、死者 3 名、建物 4 棟（非住家

含む）の被害をもたらした。藤田スケールは F2
と推定され、被害の幅は 100m、長さは 0.6km に

わたり、乗用車が 20m 以上飛ばされたことなど

を確認した。この日、奄美地方の北には、大陸か

ら九州西海上に前線がのび、大気の状態が不安定

となっていた。 
 2012 年 5 月 6 日に茨城県常総市で発生した竜

巻は、つくば市と常総市合わせて、死者 1 名、負

傷者 37 名、建物 1,058 棟（非住家含む）に被害

をもたらした。竜巻の強さを示す藤田スケールは

F3 と推定され、被害の幅は 500m、長さは 17km
にわたった。この日は、日本の上空に強い寒気が

流れ込み、日本海にある低気圧に向かって暖かく

湿った空気が流れ込んだ。さらに、日射の影響で

地上の気温が上昇したことから、大気の状態が非

常に不安定となり、落雷、突風、降ひょうを伴う

発達した積乱雲が発生していた。 
 2013 年 9 月 2 日に埼玉県さいたま市から茨城

県坂東市にかけて竜巻が発生し、埼玉県越谷市や

千葉県野田市を中心に屋根の飛散など多数の被害

が発生した。藤田スケールは F2 と推定され、被

害の幅は 300m、長さは 19km で、さいたま市と

野田市を合わせて、負傷者64名、建物損壊は1,316
棟（非住家含む）、車両 59 台、ビニールハウス全

壊 6 棟、電柱損壊 5 本に及ぶ、規模の大きなもの

であった。この日は、東北地方から北陸地方を通

り九州北部地方にかけて停滞していた前線に向か

って、暖かく湿った空気が流れ込み、関東地方は

大気の状態が非常に不安定で、活発な積乱雲が被

害地付近を通過中であった。 
 なお、これら竜巻やダウンバースト等の突風害

の発生頻度の増減傾向などについては、調査体制

の拡充等が実施されて間もないことから、事例資

料の十分な蓄積を待つ必要がある。 
 

(3) 近年の主な酷暑害について 

近年、酷暑害が広い範囲で多く見られるように

なってきている。酷暑害をもたらす高温の発生は、

勢力の強い太平洋高気圧（あるいは日本付近で停

滞する背の高い高気圧）によってもたらされる。

そのほか、地球温暖化や都市化によるヒートアイ

ランド現象なども寄与していると考えられる。こ

れに伴い水稲の不稔や白化等の農業被害に加え、

熱中症などの健康被害が数年傾向にある。近年の

酷暑害について、その概要を示す。 
2005 年 8 月 3～6 日は、岩手県、福島県、富山

県、栃木県、埼玉県で、合わせて死者 8 名、負傷

124 名に及ぶ酷暑害が発生した。この日は、広く

太平洋高気圧に覆われ、伏木（富山県）で 8 月 3
日に 37.1℃、一関（岩手県）で 8 月 5 日に 36.8℃
の日最高気温を記録する猛暑だった。 
 2006 年 7 月 13～15 日は、富山県、群馬県、埼

玉県、千葉県、静岡県、岐阜県、佐賀県、長崎県

で、合わせて死者 5 名、負傷者 191 名に及ぶ酷暑

害が発生した。低気圧が通過した後、広く太平洋

高気圧に覆われ、館林（群馬県）で 7 月 14 日に

37.8℃、多治見（岐阜県）で 7 月 15 日に 37.7℃
の猛暑となった。 

2007 年 6～9 月は、東北地方から沖縄までの広

い範囲で酷暑害が頻発し、死者 66 名、負傷者は

6,300 名を超えた。特に 8 月 16 日の猛暑では、名

古屋で 39.4℃、多治見で 40.9℃、館林で 40.3℃、

伊勢崎（群馬県）で 39.8℃、熊谷（埼玉県）では

40.9℃を記録し、多治見と熊谷では、それまでの

日最高気温の日本記録40.8℃（1933年7月25日、

山形）を更新した。 
2010 年 6～9 月は、全国的に酷暑害が発生し、

死者 272 名、負傷者は 21,000 名を超える被害を

もたらした。消防庁発表の同年 7～9 月の救急搬

送者数は 53,843 名で、前年 2009 年の 4.15 倍に

及んだ。高温による健康被害に加えて、鳥取県で

は 7 月 20～23 日に、JR 伯備線で高温により線路

が湾曲し、列車 20 本が運休した。また北海道で

は、乳牛やブロイラー等の家畜被害も発生した。
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長期間高気圧に覆われて晴天が続き、そこに暖気

の流入等が加わる気象状況だったが、高温が著し

くなかった地域でも、屋内で被害が出ている例が

あり、熱中症に対する注意喚起が連日行われてい

た。 
図 1.1.18 に、2000～2013 年の 14 年間におけ

る、東京 23 区の熱中症患者数と日最高気温 35℃
以上の日数（猛暑日日数）及び日最低気温 25℃以

上の日数の推移を示した。これらの日数の増加が、

熱中症患者の増加とほぼ対応している。環境省が

公開している「熱中症環境保健マニュアル」によ

ると、熱帯夜などによる体力低下も、熱中症の患

者数と関連があるとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

気象庁では異常天候早期警戒情報や高温注意情

報により、気温傾向の予測を提供するとともに、

環境省では黒球温度計6を用いた暑さ指数情報を

熱中症予防情報サイトからリアルタイムに提供し、

また消防庁、民間気象会社等でも、熱中症に関す

るさまざまな対策や関連情報を提供している。 
 
 
  

                                                   
6 周囲からの放射熱による温度上昇を計測するために用

いられる温度計。 

 
図1.1.18 東京における日最高気温35℃以上の日数及び日最低気温25℃以上の日数と熱中症搬送者数の推移 

熱中症患者数は、国立環境研究所「熱中症患者情報速報」より引用。 
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1.1.4 日本の最近の異常気象とその背景

要因 

最近9年間（2005～2013年）の日本の気温は、

夏と秋に異常高温が多く出現した。冬の気温は長

期的には上昇傾向にあるものの、最近9年間は明

瞭な傾向は見られず、異常高温より異常低温の方

が多く出現した。 
 

(1) はじめに 

本項の（2）では、この期間の日本の異常気象

発生状況の概要について述べる。（3）～（6）で

は、2005～2013 年に日本で発生した異常気象の

中で社会的影響の大きかった事例として、平成 18
年（2006 年）豪雪、2009 年夏の不順な天候、2010
年夏の猛暑及び 2013 年夏の極端な天候を取り上

げ、各事例の特徴と要因をまとめた。 
 

(2) 2005年から 2013年の異常気象発生状況 

1) 異常高温・異常低温（図 1.1.19、図 1.1.20） 

「夏と秋に異常高温、冬に異常低温が多い」 

2005～2013 年の期間は概ね高温傾向であり、

2010 年は日本の年平均気温が歴代 4 位の顕著な

高温となった（都市化の影響の少ない全国 15 気

象官署の観測値から算出した年平均気温の過去約

100 年間の資料による：第 1.2.1 項参照）。このよ

うな全体的な高温傾向の中で、この期間の異常高

温の出現件数は 385 件となった一方、異常低温の

出現件数は 185 件となったが、異常気温の出現数

の期待値7 450 件をそれぞれ下回り、特に、異常

低温は期待値の半分を下回った。 
地域別に見ると、異常高温は全国的に現れてお

り、特に北日本や東・西日本日本海側で多い傾向

が見られる。異常低温は、西日本と沖縄・奄美で

多く見られるが、北・東日本では相対的に少なく

なっている。 
 

                                                   
7 異常気象の出現数の期待値は、30 年に 1 回異常気象値が

出現すると仮定して求め、各地点、各要素ともに月毎に

0.30 回(=1/30×9)となる。気温は、125 地点あるので、1
年（＝12 か月）で（1/30×9) ×125×12=450 回となる。 

異常高温の出現数について季節別に見ると、夏

（6～8 月）と秋（9～11 月）が顕著であり、秋が

172 件、次いで夏が 138 件と多く、春（3～5 月）、

冬（12～2 月）はそれぞれ 50 件、25 件と相対的

に少なかった。 
異常低温の出現数について季節別に見ると冬が

顕著で 145 件、次で春が 36 件、夏と秋はそれぞ

れ 2 件で少なかった。冬の異常低温出現数の大部

分は 2005 年 12 月の 107 件（気温に用いた地点

数全体に対する割合は 86％）が占めており、この

内29地点では12月として観測開始以来の最低気

温が記録されていた（詳細は（3）参照）。 
夏と秋の平均気温は、長期的に上昇傾向（信頼

度水準 95％で統計的に有意）となっており、また、

2005～2013 年は全国的に高温となることが多く

なっていた。すなわち、暑い夏が多くなり、さら

に涼しくなる時期が遅れて残暑が長引く傾向が見

られている。この中で、2010 年は全国的な猛暑（詳

細は（5）参照）となり、2013 年夏も西日本を中

心に記録的な猛暑となった（詳細は（6）参照）。

また、2012 年は 8 月下旬～9 月中旬に太平洋高気

圧の勢力が日本の東海上で非常に強まり、北・東

日本で厳しい残暑となった。2012 年 9 月の月平

均気温は北日本では 9 月としては 1946 年以降で

最も高い値であり、また、全国の 51 地点で当時

の最高記録を更新した。夏から秋にかけて異常高

温が多かった要因としては、夏の太平洋高気圧の

 

図1.1.19 2005～2013 年の季節別異常気象発生件数 

全国の月平均気温、月降水量、月間日照時間の異常気象の出

現数を季節別に積算した。用いた地点数は、気温が125地点、

降水量が141地点、日照時間が95地点である。 

(件) 
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勢力が強く、秋になってもその後退が遅くなる傾

向が見られることがあげられる。 
一方、冬は異常高温より異常低温が多く出現し、

春は異常高温が異常低温の出現数を上回っている

がその差は小さい。冬と春の気温は、長期的に上

昇傾向となっているものの、2005～2013 年は、

沖縄・奄美の冬を除いて全国的に高い傾向は見ら

れず、北日本の春は低温傾向で、その他は、冬、

春ともに低温年と高温年が現れるなど、明瞭な傾

向が見られない。2011 年春の平均気温は、冬型の

気圧配置となる日や冷涼な高気圧に覆われる日が

多かったため全国で低く、沖縄・奄美の 3 地点で

最低記録を更新した。一方、2013 年 3 月の月平

均気温は東・西日本で 1946 年以降の 3 月として

は 2002 年に次いで高温となった。 
 
2）異常多雨・異常少雨（図 1.1.19、図 1.1.20）

「冬に異常多雨、春に異常少雨が多発」 

2005～2013 年の期間の年降水量は、年々の変

動が大きかった。この期間の異常降水の出現数の

期待値は 508 件であるのに対し、異常多雨の出現

数は、624 件で期待値を大幅に上回った。一方、

異常少雨の出現数は、478 件で期待値を下回った。 
地域別に見ると異常多雨は、全国的に現れてお

り地域的な特徴は見られない。異常少雨は西日本

と沖縄・奄美を中心に現れている。 
異常多雨の出現数について季節別に見ると、冬

が特に多く 233 件、次いで春が 166 件となった。

夏と秋はそれぞれ 116 件、109 件と相対的に少な

かった。冬の降水量は 2000 年代から沖縄・奄美

を除き平年を上回ることが多く、その傾向は北・

東・西日本太平洋側で明瞭となっている。冬の異

常多雨の出現数の内訳は12月が 183件で約 79％
を占めていた。最近 9 年の 12 月の降水量は北・

東・西日本で多雨傾向だった。例えば、2010 年

12 月は低気圧が短い周期で通過した影響で、北日

本太平洋側では1946年以降で 12月としては第1
位の多雨であり、また、全国の 12 地点で当時の

最大記録を更新した。 

異常少雨の出現数について季節別に見ると春が

173 件と多く、次いで夏、秋がそれぞれ 119 件、

111 件で、冬は 75 件と相対的に少なかった。最近

9 年の春の降水量は、北日本日本海側で多雨傾向、

北日本太平洋側と沖縄・奄美で平年並、東・西日

本日本海側と西日本太平洋側で少ない傾向が見ら

れる。東日本太平洋側では明瞭な傾向は見られな

い。2005 年春の降水量は、移動性高気圧に覆われ

晴れる日が多かった東日本太平洋側と西日本でか

なり少なく、西日本を中心に 18 地点で当時の最

小記録を更新した。また、2013 年は西日本太平洋

側では平年比56％で1946年以降最も少なくなっ

た。 
 

3）異常寡照・異常多照（図 1.1.19、図 1.1.20）

「春は異常寡照、異常多照ともに多い」 

2005～2013 年の期間の異常日照の出現数の期

待値は 342 件であるのに対し、異常寡照の出現数

は 322 件で期待値を下回り、異常多照の出現数は

373 件で期待値を上回った。 
地域別に見ると異常多照は、東日本太平洋側と

西日本で多く、北日本では相対的に少なくなって

いる。異常寡照は北日本と東・西日本日本海側と

沖縄・奄美で多く、東・西日本太平洋側では相対

的に少なくなっている。 
異常寡照の出現数について季節別に見ると、春

と冬はそれぞれ 138 件、91 件で多く、夏と秋は

それぞれ55件、38件と相対的に少なかった。2010
年春の日照時間は、本州付近を低気圧や前線が頻

繁に通過したため、北日本と東・西日本日本海側

でかなり少なく、北日本と東日本日本海側では

1946 年以降で最も少なくなり、また、全国の 12
地点で当時の最小記録を更新した。2012 年冬の日

照時間は、東・西日本日本海側、沖縄・奄美で寒

気や気圧の谷の影響によりかなり少なかった。特

に、沖縄・奄美では 2011 年秋と 2011/2012 年冬

の日照時間は共に 1946 年以降で最も少なく、

2011 年秋は 2 地点、2011/2012 年冬は 7 地点で当

時の最小記録を更新した。 
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一方、異常多照の出現数について季節別に見る

と、春に多く 171 件、続いて秋と冬がそれぞれ 95
件、84 件で、夏は 23 件と少なかった。2005 年春

の日照時間は、移動性高気圧に覆われ晴れる日が

多かった東日本太平洋側と西日本でかなり多く、

全国の 19 地点で当時の最大記録を更新した。ま

た、2013 年春は高気圧に覆われることが多く、日

照時間は、東・西日本でかなり多く、36 地点で当

時の最大記録を更新した。 
 

4）台風の発生・上陸・接近（図1.3.15 参照） 

「2008年は台風の上陸なし」 

台風の発生数（平年は 25.6 個）は 1990 年代後

半から平年（1981～2010 年の平均値）を下回る

ことが多くなっており、2005～2012 年は平年を

下回った。特に、2010 年は 14 個で、1951 年以

降で最も少なかった。一方、2013 年は 31 個で

1994 年以来の 30 個超えとなった。上陸数（平年

は 2.7 個）は、2000 年以来の 0 個となった 2008
年を除くと 1～3 個となり、極端に多いあるいは

少ない年は無かった。2008 年に台風の日本への上

陸が無かったのは、台風の発生数が少なかったこ

と（22 個）と、高気圧が平年より日本の南や西に

張り出したことが要因としてあげられる。日本へ

の接近数8（平年は 11.4 個）は、この期間で最も

少なかった 2010 年が 7 個、最も多かった 2012
年が 17 個となった。沖縄・奄美への接近数（平

年は 7.6 個）は、2012 年は 12 個で 2004 年に次

いで 1951 年以降で 2 番目（1966 年と同じ）に多

かった。この影響で沖縄・奄美では、2012 年は夏

の降水量が 1946 年以降最も多い値となった。 
 

                                                   
8 「日本への接近」は台風の中心が国内のいずれかの気象

官署から 300km 以内に入った場合を指す。 

 
図1.1.20 2005～2013 年の地点別異常気象発生数の分布 

それぞれ（上左）異常高温、（上右）異常低温、（中左）異常多雨、（中右）異常少雨、（下左）異常多照、（下右）異

常寡照をあらわす。図中の記号が示す発生数をそれぞれの図の右に示した。 
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【コラム①】異常気象発生数の算出方法 

 

 第 1.1.4 項では、日本の最近の異常気象の特徴

をまとめた。ここで異常気象の基準となる値は、

以下の方法により求めた。 
気温の異常値に関しては、月ごとに 1981～

2010 年の平均値（平年値）と標準偏差を求め、

2005～2012 年の各月の平年値からの差が標準偏

差の 1.83 倍以上高く（低く）なった場合を異常高

温（異常低温）とした。気温平年差の出現頻度が

正規分布に従うとすると、標準偏差 1.83 倍以上の

値が出現する割合は 30 年に 1 回以下となる。 
 

降水量の異常値に関しては、月ごとに 1971～
2000 年の月降水量の最大値と最小値を求め、その

最大値以上の降水量となった場合を異常多雨、最 
小値以下の降水量となった場合を異常少雨とした。

降水量データは正規分布に従わないことが多いた

め、こうした方法がとられる。なお、基準となる

最小値が 0mm である地点・月については、発生

数の統計に利用していない。 
日照時間の異常値も降水量と同様の方法を用い、

少ない（多い）異常値を異常寡照（多照）とした。

なお、観測測器の変更に伴う補正は気象観測統計

指針に基づいて実施した。 

(3) 平成 18年（2006年）豪雪 
1) 天候と被害の状況 

2005 年 12 月～2006 年 1 月上旬に非常に強い

寒気が日本付近に南下し、強い冬型の気圧配置が

断続的に現れたため、日本海側では北陸地方の山

沿いを中心に記録的な積雪となった（図 1.1.21）。
積雪を観測している全国の 339 地点のうち 23 地

点で積雪の当時の最大記録を更新したほか、12 月

としての最大記録を 106 地点で、1 月としての最

大記録を 54 地点で、また 2 月としての最大記録

を 18 地点で更新した。12 月の平均気温は 1985
年以来 20 年ぶりに全国で低温となり、東日本と

西日本では 1946 年以降の最低記録となった

（2005 年時点での記録）。 
この大雪等により、死者 152 名、負傷者 2,145

名、住家全壊 18 棟、半壊 28 棟、一部損壊 4,667
棟の被害が発生した（内閣府, 2007）。新潟県や長

野県の山間部で村落の孤立が長期化したり、新潟

県下越地域の広範囲で 1日以上にわたって大規模

な停電が起こったりするなど、各地で住民の生活

に大きな影響が生じた。また、鉄道や航空機等の

交通機関への影響が繰り返し発生した。 

 

2) 顕著な寒波・大雪をもたらした要因（図

1.1.22） 

2005 年 11 月半ばから 2006 年 1 月はじめにか

けては北極域の寒気が中緯度側に流れ込みやすい

状況となった（負の北極振動、北極振動の詳細に

ついては第 1.1.5 項（2）を参照）。それに加えて、

偏西風がシベリアから日本付近にかけて大きく南

に蛇行した。このため、北極域の冷たい空気が日

本に流れ込みやすい状況となった。熱帯域では、

ラニーニャ現象の影響により、ベンガル湾からフ

ィリピン付近にかけての積雲対流活動が平年より

活発だった。この活発な対流活動は、偏西風が日

本付近で南に蛇行することを強化し、日本付近に

流入する寒気がさらに強まった。 
 

 

 

 

 

 

図1.1.21 2006年冬（2005年12月～2006年2

月）の最深積雪平年比（％） 

平年値は 1981～2010 年の平均値。積雪計

のある観測地点のみ表示。 
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(4) 2009年夏の不順な天候 

1） 天候と被害の状況 

2009 年夏は、太平洋高気圧の本州付近への張り

出しが弱く、北日本から西日本にかけては、日照

時間の少ない夏となった（図 1.1.23）。特に日本

海側で寡照となり、夏の北日本日本海側の日照時

間（平年比 75%）、7 月の北日本日本海側の日照

時間（平年比 61%）と西日本日本海側の日照時間

（平年比 52%）は統計を開始した 1946 年以降で

最も少なくなった。この夏は、前線や低気圧、湿

った気流や台風の影響により各地で大雨が降った。

例えば、7 月 19～26 日には西日本で梅雨前線の

活動が非常に活発化し、「平成 21 年 7 月中国・九

州北部豪雨」が発生した。2009 年の梅雨の期間は

全般に長かった。梅雨入りは沖縄・奄美から九州

南部にかけては遅く、九州北部から東北地方にか

けては早かった。梅雨明けは多くの地方で遅く、

東北・北陸・中国地方では梅雨明けが特定できな

かった。 
「平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨」により、

死者 35 名，負傷者 59 名の人的被害が発生し、ま

た、住宅全壊 52 棟、住家半壊 99 棟、住家一部損

壊 231 棟、床上浸水 2,137 棟、床下浸水 9,727 棟

などの住宅被害が発生したほか、226,594 世帯に

避難指示・勧告が出された（内閣府, 2010）。農作

物や農地及び農業用施設等にも大きな被害が発生

し、農林水産関連の被害総額は約 330 億円となっ

た（農林水産省, 2013）。 
 

2) 不順な天候をもたらした要因（図1.1.24） 

 2009 年夏は、アジアモンスーン域の積雲対流活

動が不活発となり、太平洋高気圧の本州付近への

張り出しが弱かった。アジアモンスーンの活動が

不活発だったことは、この夏に発生したエルニー

ニョ現象が関連したとみられる。日本付近の偏西

風（亜熱帯ジェット気流）は、日本の西側で気圧

の谷が深まり、日本の東海上で気圧の尾根が強ま

るように蛇行しやすかった。このため、東シナ海

から北日本に向かう暖かく湿った気流が強まり、

西日本から北日本にかけて低気圧や前線の活動が

活発だった。このような日本付近での偏西風の蛇

行には、エルニーニョ現象や熱帯の海面水温の上

昇が影響したとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.22 2005年12月の顕著な寒波・大雪をもたらし

た大気の流れの特徴（概念図） 
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図1.1.23 2009年夏の平均気温平年差、

降水量平年比、日照時間平年比 

平年値は1981～2010年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.24 2009年7月の不順な天候を

もたらした大気の流れの特徴（概念図） 

(5) 2010年夏の猛暑 

1) 天候と被害の状況 

2 0 1 0 年夏の日本の平均気温の平年差は 
+1.46℃となり、夏の気温としては統計を開始し

た 1898 年以降の 113 年間で、第 1 位の高い記録

となった。また、全国の気象台・測候所等で観測

した 2010 年夏の平均気温は、154 地点中 55 地点

で統計開始以来の当時の最高記録を更新した。各

地域の夏の平均気温は、統計を開始した 1946 年

以降で、北・東日本は第 1 位、西日本は第 4 位の

高い記録となった（2010 年時点での記録）。また、

8 月の地域平均気温は、統計を開始した 1946 年

以降で、北・東・西日本は第 1 位となった。9 月

も各地域で高温となり、残暑が厳しかった。この

年の 6～9 月は各地域ともに、ほぼ期間を通じて

平年より高い状態が続いた（図 1.1.25）。 
この猛暑により、6～9 月における全国の熱中症

による救急搬送人員は全国で 56,119 人だった（消

防庁, 2010）。 
 

2) 猛暑をもたらした要因（図1.1.26） 

2010 年夏は、北半球中緯度対流圏の気温が

1979 年以降の夏で最も高くなった。対流圏の気温

は、エルニーニョ現象の発生に遅れて全球的に上
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昇し、高い状態が数か月続く傾向がある。また、

ラニーニャ現象が発生している夏は、北半球中緯

度の気温が高くなる傾向がある。2010 年は、春に

エルニーニョ現象が終息し、夏にラニーニャ現象

が発生した。このため、エルニーニョ現象終了後

の昇温効果とラニーニャ現象が発生したことによ

る影響が重なったことにより、北半球中緯度の気

温が非常に高くなった可能性がある。日本付近は、

アジアモンスーン域（東南アジアや南アジア）の

積雲対流活動が活発となったことにより、PJ パタ

ーンやシルクロードパターン（両パターンの詳細

については第 1.1.5 項（4）を参照）を通じて優勢

となった太平洋高気圧（下層の高気圧）とチベッ

ト高気圧（上層の高気圧）の影響を受けやすくな

った。また、この夏は、オホーツク海高気圧がほ

とんど形成されなかったため、北・東日本は相対

的に低温なオホーツク海高気圧の影響をほとんど

受けなかった。これらの要因が重なって全国的に

顕著な高温となった。

 

図1.1.25 地域平均気温平年差の5日移動平均時系列（2010年6月1日～9月30日） 

平年値は1981～2010年の平均値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.26 2010年夏の猛暑をもたらした

大気の流れの特徴（概念図） 
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(6) 2013年夏の極端な天候 

1) 天候と被害の状況 

2013 年夏は全国的に高温で、特に、西日本では

夏の平均気温が 1946 年の統計開始以降で第 1 位

の高温となった（平年差＋1.2℃、これまでの記録

は 1994 年の＋1.1℃）。また、高知県四万十市江

川崎では8月12日の日最高気温が41.0℃となり、

我が国の日最高気温の高い記録を更新した（これ

までの記録は2007年8月16日に埼玉県熊谷と岐

阜県多治見で観測された 40.9℃）。 
夏の降水量は東北地方と本州の日本海側で多く、

特に、東北地方ではたびたび大雨に見舞われた 7
月の降水量が統計開始以降で最も多くなった（平

年比 182%）。また、山口、島根、秋田、岩手の各

県の一部の地域では、過去に経験したことのない

ような豪雨に見舞われた。アメダスによる猛烈な

雨（1 時間降水量 80 ミリ以上）のこの夏の観測回

数は 1976 年以降の夏で 3 番目に多くなった（図

1.1.27）。一方、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美

の一部では降水量が少なく、九州南部・奄美地方

では 7月の降水量が統計開始以降で最も少なくな

った（平年比 11%）。 
顕著な高温により、6～9 月における全国の熱中

症による救急搬送人員は全国で 58,729 人だった

（消防庁, 2013）。大雨等により、農作物の冠水 
や農業用施設の損壊等の被害が全国の広い範囲で

発生し、6～8 月における全国の農業関係被害額は

521 億円となった（農林水産省, 2014）。 
 

2) 極端な天候をもたらした要因（図1.1.28） 

夏の日本の天候を支配する太平洋高気圧とチベ

ット高気圧は、7 月以降ともに平年と比べて優勢

だった。特に、太平洋高気圧は西への張り出しの

強い状態が続き、沖縄・奄美や西日本では勢力が

非常に強くなった。これらの高気圧がともに優勢

となった一因は、海面水温がインドネシアやフィ

リピン周辺で平年よりかなり高くなる一方、中・

東部太平洋赤道域で平年より低くなったことによ

り、アジアモンスーン域の広い範囲で積雲対流活

動が平年と比べて非常に活発になったこととみら

れる。この結果、1）で述べたとおり、西日本を

中心に全国的に暑夏となった。また、高気圧に覆

われやすかった東・西日本太平洋側と沖縄・奄美

は少雨となった。一方、東北地方や日本海側の地

域では西に強く張り出した太平洋高気圧の周縁を

吹く暖かく湿った空気が流れ込みやすくなり、こ

のことが大雨の要因になったと考えられる。さら

に、偏西風の蛇行に伴って上空に寒気が流入する

ときがあり、そのため大気の状態が不安定になっ

たことも大雨を降りやすくしたとみられる。 
 

 
 

 

 

 

図 1.1.27 アメダス地点で1時間降水量が80

ミリ以上となった夏（6～8月）の観測回数の経

年変化 

1976～2013 年の経年変化。期間を通して均質

な統計値を得るために、正時に観測された 1 時

間降水量を対象とし、1,000 地点あたりの観測

回数を用いた。棒グラフ（緑）は各年の値、折

れ線（青）は 5 年移動平均値、直線（赤）は期

間にわたる変化傾向を示す。 
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【コラム②】個々の異常気象と地球温暖化

との関係 

 
1) 個々の異常気象に対する地球温暖化の影響の

定量化 

 大雨や異常高温といった異常気象が発生した場

合、それが地球温暖化とどのように関連している

か、あるいは地球温暖化によりその現象の生起確

率がどの程度大きくなったか（小さくなったか）

は社会的に大きな関心事である。1970 年代以降、

気温の上昇は顕著であり、これが人間活動による

ものであることは IPCC第 5次評価報告書に述べ

られている通り疑いない。一方、ある特定の年の

熱波や大雨と言った極端な現象は地球大気の内部

変動によって起こりうるが、地球温暖化がその生

起確率を変化させている可能性もある。温暖化の

影響を定量化する社会的要請は大きいことから、

これに答えるために考案されたのが、イベントア

トリビューション（EA：Event Attribution）で

ある。ここでは EA の考え方や適用例などについ

て紹介する。 
 
2) 現象の確率分布とアンサンブル予報 

 ある現象が発生する確率を分布関数で表現する

と、熱波や大雨と言った極端現象はその分布関数

の裾部分の低頻度現象に相当する。例えば、正規

分布に従う現象の場合、異常気象に相当する 30
年に一回の生起確率は標準偏差で規格化して

1.83 以上の偏差を持つ現象の発生に相当する。正

規分布の場合、その分布関数の形は平均値と分散

で決まるが、平均値も分散も時間的に変動しうる。

例えば、地球温暖化により平均気温は時間と共に

上昇しており、気温の分布関数は高温側へと遷移

しつつある。この分布関数の裾部分がどの程度変

化したかを見積もることが出来れば、異常気象の

生起確率の変化を知る事ができる。 
 ある気候場の下での分布関数を推定する方法と

しては、アンサンブル予報がある。気象庁では季

節予報や週間天気予報において、初期値をわずか

に変化させた多数のメンバーからなるアンサンブ

ル予報を実施している。十分な数のアンサンブル

予報を実行すれば、その各メンバーの示す値から

分布関数を作ることが出来る。産業革命以前の境

界条件（海面水温や温室効果ガスの濃度）の下で

アンサンブル予報を実行した場合と、現在の地球

温暖化が進みつつある境界条件の下で実行した場

合、両者から作られる分布関数の差は、人為起源

の温暖化影響によると解釈する事ができる。特に、

分布関数の裾部分の差異から気候変動に伴う異常

気象の生起確率の増減を定量化することが出来る。

これが EA の基本的な考え方である（Allen, 
2003 ）。 
 以下にこれまで得られている EA の適用例を紹

介する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.28 2013年7～8月の日本の極

端な天候をもたらした要因（概念図） 
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3) EAの適用例 

① 2010年夏季のヨーロッパの熱波 

 2010 年夏季にヨーロッパ東部を襲った熱波は、

ロシアでも猛威を振るい、過去最高の気温 39℃を

記録するなど、熱中症や森林火災による死傷者、

農産物の収量減など、大きな社会経済的影響を与

えた。これは、6 月下旬以降、偏西風がヨーロッ

パ東部からロシア西部周辺で極向きに蛇行し、い

わゆるヨーロッパ－ウラルブロッキングが、8 月

まで持続した事による。 
 Watanabe et al.（2013）は、MIROC5 大気モ

デルに自然起源＋人為起源の強制と観測された海

面水温と海氷密接度を与えた100メンバー実験と、

人為起源の強制とそれによってもたらされた海面

水温と海氷密接度の変化を差し引いた、人為起源

強制無しの 100 メンバー実験を行って、再現性を

調べた。両実験とも、アンサンブル平均は異常高

温を再現できなかった。しかし、人為起源強制無

しの実験では確率的に 0.6%の発生確率でしかな

かったが、人為起源強制ありの実験では、発生確

率が 3.3%と、無しの場合に比較して 5 倍以上と

なり、人為起源の影響を示唆する結果が得られた

（図②.1）。この事例では人為起源の温暖化による

海面水温の上昇によって引き起こされる熱帯降水

量変化の中高緯度への応答と春先の地表面の乾燥

化が、ユーラシアでの昇温に繋がっている。 

② 2010年のアマゾン地方の干ばつ 

 南米のアマゾン地方では、2009/2010 年夏季（北

半球の冬季）から小雨傾向が続き、冬季（北半球

の夏季）には南部を中心に深刻な干ばつに見舞わ

れた。 
 Shiogama et al.（2013）は、アマゾン地方の

2010年7～10月の降水量偏差について、MIROC5
大気モデルを用いて人為起源の影響を調べた。具

体的には、各 100 メンバーからなる①自然起源＋

人為起源（主に、温室効果ガスとエーロゾルの増

加）の強制力、②自然起源のみの強制力、③自然

起源の強制力+人為起源の強制力のうちエーロゾ

ルの効果のみを与えた大気モデル実験を行い、人

為起源の影響を調べた。その結果、人為起源の要

因（主に、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化）

は、アマゾン地方の干ばつの発生頻度を増加させ

ていた。定量的には、人為起源の要因は 2010 年

の干ばつ強度の発生頻度を約 6 倍（80%信頼区間

で約 3～9 倍）増加させていた。また、自然変動

によるラニーニャ現象と大西洋海面水温の南北傾

度の増加もこの干ばつ発生に影響を与えていた。

彼らは今後の課題として、人為起源要因の見積も

りがモデルバイアスの補正方法に大きく依存する

ことを指摘した。 
 
 

 

図②.1 (左)2010年8月にロシアを襲った猛暑の観測地上気温偏差 (右)8月ロシア西部の地表気温偏差のヒストグラム

(棒)と確率密度関数(線) 

（左）白線は 500 hPa 高度場偏差(m)で、実線、破線はそれぞれ正負偏差を示している。（右）中の黒は 1981～2009 年

の 10 メンバー気候値実験を表し、赤と青はそれぞれ、100 メンバーアンサンブル実験で得られた 2010 年の人為起源強

制あり実験となし実験を表している（http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/research/theme_a.html）。 

http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/research/theme_a.html
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③ 2000年秋のイングランド・ウエールズの洪水 

2000 年秋、イングランドとウエールズ地方は、

1766 年の観測開始以来、最大の洪水に見舞われ、

1 万世帯が被害を受け、莫大な損害保険支払いが

なされた。原因は、9 月の長雨、10 月の低気圧停

滞で、不順な天候が11月まで持続した事による。 
Pall et al.（2011）は、大気モデル HadAM3 を

用いて、2 つの実験を行った。まず温室効果ガス

と大気汚染物質濃度及び観測された海面水温と海

氷密接度を与えた 2000 年秋の再現実験は、2268
メンバーである。一方、温室効果ガス濃度を 1900
年レベルにし、温室効果ガスによって 20 世紀に

昇温した分を差し引いた海面水温とそれに対応す

る海氷密接度を与えた実験を、4 種類の人為起源

強制力による 20 世紀昇温パターンを使い、合計

8557 メンバー行った。 
 これらの結果を、降雨－流出モデルへの入力と

して使って、洪水の確率的再現を試みた。人為起

源強制力の影響の大きさは不確実なままであるが、

20 世紀の人為的温室効果ガス排出が、2000 年秋

のイングランドとウエールズの洪水発生確率を

1.2 倍以上に増加させた可能性が非常に高く、1.9
倍以上に増加させた可能性が高いことが分かった

（図②.2）。 
 
 
 
 
 
 

4) 2010年夏季のパキスタンの洪水 

 2010 年夏季、パキスタン全土で平年を大幅に上

回る大雨となり、これによりインダス川流域で大

きな洪水被害が発生した（図②.3）。この大雨の要

因はパキスタン北部付近に上空の気圧の谷が停滞

したためである。 
 Christidis et al.（2013）は、英国ハドレーセン

ターの3種の気候モデル（HadGEM1、HadGEM2、
HadCM3）から推定した人為起源による海面水温

上昇量を用いて 2010 年夏季のパキスタンにおけ

る洪水を調べた。HadGEM1 からは温暖化下で大

雨減少、HadGEM2 からは増加、HadCM3 では 
変化なし、とモデル間で相異なる結果となり、信

頼できる地球温暖化のシグナルは得られなかった。

この例は、EA がある程度の不確実性を持ってお

り、そのため地球温暖化の影響を定量化するのに

万能ではないことを示唆している。 
以上のように、EA は、いくつかの過去事例に

対して地球温暖化の影響を見積もることに成功し

ているが、パキスタン洪水のように EA がうまく

いかない例もある。うまくいかなかった原因が、

EA に用いたモデルの現実大気に対する再現能力

の不十分さによるものか、あるいは EA そのもの

の原理的限界であるのか、さらにはこの事例では

そもそも地球温暖化の影響は小さかったのかは、

今のところ解明されていない。今後、モデルの更

なる高度化と同時に、適用限界の解明研究を進め

ることにより、EA は異常気象に対する地球温暖

化の影響を評価するための強力な手段になると期

待される。 
 

 

 

 

図②.2  2000 年秋に発生したイングランド並びにウ

エールズの河川洪水流量の、20 世紀人為起源温室効

果ガスに起因するリスクの割合及び20世紀の人為起

源温室効果ガス排出が原因となっていると考えられ

る2000年秋の洪水流量のリスクのヒストグラム 

①：NCAR PCM1、②：HadCM3、③：GFD LR30、
④：MIROC3.2 の空間パターンを用いた人為起源強

制力無し実験を表している。⑤はこれら 4 つを統合

した場合を表している。一点鎖縦線と縦線はそれぞ

れ、10－90%区間と 33－66%区間を表している。上

側横軸はリスクの増加割合と等価である。 
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1.1.5 異常気象に関連する大気や海洋の自

然変動 

本項では、1 週間から季節平均の時間スケール

で日本に異常気象をもたらす大気や海洋の自然変

動についてまとめて解説し、地球の気候システム

の変動因子と日本の異常気象との関連性を示す。 

 
(1) 赤道季節内変動 

マ ッ デ ン ・ ジ ュ リ ア ン 振 動 （ MJO: 
Madden-Julian Oscillation）は、熱帯地域の季節

内時間スケールの主要な大気変動であり、

Madden and Julian（1971, 1972）により赤道域

の地上及び高層気象観測の限られたデータから発

見された。 MJO は、大気変動としては周期が比

較的長く（30～90 日）全球的な広がりを持つため、

熱帯低気圧やモンスーンなど熱帯の気候、さらに

中高緯度の天候など、広く様々な現象に影響を与

える。また、長い周期で比較的規則的に時間発展

する現象であるので、1 週間から 1 か月までの中

期予報の精度向上を目指す上でも注目されている。 
図 1.1.29 は MJO の基本的な特徴を表す経度-

高度断面図（Madden and Julian, 1972）である。

ここから MJO のライフサイクルを見ると、まず

インド洋で海面気圧の低下とともに対流活動が活

発化する（図 1.1.29F）。そして大規模な大気循環

と活発な対流活動が結合した形で、海面水温の高

いインド洋から西太平洋にかけて約 5m/s とゆっ

くりとした速度で東へ伝播する（図 1.1.29F～B）。

日付変更線を超えると対流活動は次第に消滅する

が、上層の風の発散域や海面気圧が約 10－15m/s
と速い速度で東進し（図 1.1.29C～E）、赤道を一

周する。MJO に伴う東西数千キロメートルスケ

ールの東進する大規模な積雲活発域（スーパーク

ラウドクラスター）は複雑な階層構造を持ち、そ

の内部では数百キロメートルスケールの積雲対流

活発域（クラウドクラスター）が西進している

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②.3 2010年7月のパキスタン付近の月降水量平年

比（陰影）と500hPa高度場（等値線） 

降水量平年比は 100%以上の部分のみ示した。 
 

 
図1.1.29 MJOの赤道上の経度-高度断面図 

上から下に時間が進行。矢印は風偏差、各図の下の曲線は海

面気圧偏差、各図の上の曲線は圏界面高度偏差、対流活動は

積雲や積乱雲の絵で表す。Madden and Julian (1972)に加筆。 
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(Nakazawa, 1988)。さらに、このクラウドクラス

ター内では数十キロメートルスケールの対流雲が

1 時間程度の寿命で、発生、発達、成熟、衰弱を

繰り返している。このような積雲対流群の複雑な

階層構造が東進する状況は、MJO の基本的な特

徴の一つと言える。 
 

1）北半球冬季のMJOと日本の天候への影響 

図 1.1.30 は、北半球冬季の MJO の対流活動域

と上層大気の水平循環偏差の合成図を示す。対流

活発域は、概ね赤道に沿ってアフリカ～インド洋

（図 1.1.30 の位相 1～4）から西太平洋～中部太

平洋（図 1.1.30 の位相 5～6）に移動する。これ

に対応して、対流活発域に近い亜熱帯域の上層大

気には、西側に高気圧循環偏差、東側に低気圧循

環偏差が両半球に対となって見られる。夏季の南

半球に比べて西風域が広がる冬季の北半球亜熱帯

で偏差は大きい。MJO による冬季の日本の天候

への影響については、遠藤・原田（2008）が調査

している。MJO の伝播に伴う日本における地上

気温は、インド洋で対流が活発な時（図 1.1. 30
の位相 1〜3）には、日本付近は冬型の気圧配置が

弱く高温傾向となる。 
また、インドネシアの東側で対流活動が活発な

時（図 1.1. 30 の位相 6）には、その対流活動に伴

う中緯度の波列の位相関係から日本付近は低気圧

偏差が強化され低温傾向となり、この傾向は特に

西日本で見られる（図 1.1.31）。降水量と日照時

間は統計的に有意な水準に達する位相や地方は少

ないが、太平洋側地域を中心に系統的な特徴を示

し、位相 1〜6 のインド洋からインドネシア付近

に対流活発域が位置している時に降水量が多く、

それ以外の時期に降水量が少ない傾向がある。日

照時間は、概ね降水量とは反対の傾向がある。 
 

2）北半球夏季のMJOと熱帯低気圧 

MJO 北半球冬季から春季にかけては、赤道に

沿って東進する MJO のシグナルが強いが、北半

球の夏季には、北インド洋や北西太平洋で対流活

 

図 1.1.30 北半球冬季の 250hPa 流線関数偏差（細線は 2×

106m2/s の等値線、薄い影は負）及び外向き赤外放射（OLR）

偏差（太線は正負 5W/m2の等値線、濃い影は負）の MJO 位相

別合成図（半周期分に相当） 

図左側の番号は位相を示す。濃い影が示す負の外向き赤外放

射域は、対流活動が活発であることを示す。H,L は、それぞ

れ、高気圧性循環偏差と低気圧性循環偏差の中心位置を示

す。Knutson and Weickmann (1987)から引用。 
 
 

図1.1.31 MJOの位相別に合成した冬季日本の地上気温偏差

（℃） 

凡例に示す 4 つの地域平均値に分けて示す。遠藤・原田(2008)
の第 5 図に加筆して引用。 
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動活発域が北進ないし北西進する複雑な振る舞い

をする。この対流活発域はインドモンスーンの活

動度と密接に関係している（Yasunari, 1979）た

め、北半球夏季の季節内振動（BSISO:Boreal 
Summer Intraseasonal Oscillation）と別の名称

で呼ばれることもある。北半球夏季の MJO 合成

図（図 1.1.32）を見ると、赤道インド洋で対流活

動が活発になり東進するが、その後北向きにベン

ガル湾方向に伝播する（位相 2～4）。一方で、赤

道の対流域はインド洋から西太平洋へ東進した後

（位相 4）、北西進し北西太平洋で消滅する（位相

5～6 以降）。 
MJO は、大気下層の渦の強化や鉛直シアーの

弱化、大気中層の湿潤度の増加など、大規模スケ

ールの環境場への影響を通じて、熱帯低気圧の発

生、発達、進路等に大きな影響を与える。インド

洋や北西太平洋において、MJO に伴う対流活動

が活発な時には、その地域で同時に熱帯低気圧活

動が活発になる（Liebmann et al, 1994）ことが

知られている。 
 
3）MJOの力学 

MJO は発見以来、対流活動とそれによって励

起された大気循環との相互作用に注目し、この 2
つを結びつける幾つかのメカニズムが提案されて

きた（Zhang, 2005）。例えば、熱帯大気は基本的

に潜在的に不安定な成層をしており、波に伴う水

蒸気収束が対流活動を励起し、さらに波を強化す

るメカニズムや、対流活動によって励起された地

表風偏差により海面からの蒸発が増加し、これが

さらに対流活動を活発にするメカニズムである。

近年、対流活動は自由大気中の水蒸気変動に依存

することから、自由大気中の水蒸気が増加すると

対流活動が活発になり、さらに、その対流活動に

よって自由大気中の水蒸気が増加し不安定となる

というメカニズム（Sobel et al., 2001）が提案さ

れている。実際、最近の数値大気モデルでは、対

流活動が自由大気中の湿度に敏感な積雲対流スキ

ームを採用すると、MJO の再現性が改善されて

いて、観測においても、MJO に伴う対流活動と

水蒸気変動の重要性（Kikuchi and Takayabu, 
2004）が指摘されており、MJO のさらなる今後

の研究が期待される。 
また、MJOは主に熱帯海洋上を東進するため、

海洋と相互作用している。MJO の対流中心の東

側では、風速が弱いために海面からの蒸発が少な

く太陽放射が大きいために、海面水温が高くなる。

一方、西側では、風速が大きいため海面からの蒸

発が大きく、また雲により日射が遮られるために

海面水温は低くなる。結果として、積雲対流の東

側で対流不安定が強まり、MJO の東進が顕著に

なると考えられている（Flatau et al., 1997）。 
  

 

図1.1.32 北半球夏季の場合のMJO位相別合成図（半周期分

に相当） 

他は、図 1.1.30 と同じ。 
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(2) 北極振動 

北極振動（AO: Arctic Oscillation）とは北半球

の極域と中緯度における気圧偏差のシーソー現象

であり、半球規模で現れる最も顕著な偏差パター

ンである（図 1.1.33）。AO は北半球冬季（11～4
月）に北緯 20 度以北の月平均海面気圧（SLP: sea 
level pressure）偏差に対して主成分分析（経験的

直交関数解析ともいう）を行い、最も卓越するモ

ード（第 1 モード）を抽出して得られる。この

AO の空間パターンの度合いを表す指数として北

極振動指数（AO インデックス）が定義されてお

り、正の時に北極域で低気圧偏差、中緯度で高気

圧偏差となり、負の時はその逆の偏差となる。 
中緯度と極域の気圧のシーソー構造でほぼ環状

という形状のため、AO は北半球環状モード

（NAM：Northern Annular Mode）とも呼ばれ

（Thompson and Wallace, 2000）、地上から成層

圏にまで及ぶような背の高い鉛直構造をもつ。 

北半球にNAM があるように南半球には南半球

環状モード（SAM ：Southern Annular Mode）
と呼ばれる変動モードが存在する。SAM は NAM
よりも環状の度合いが強い。南半球の場合、中緯

度はほとんど海洋であり、地形の経度方向の対称

性が高いためと考えられる。 

AO と北半球の地上付近の気温とはどのように

関係しているのか。図 1.1.34 は、AO インデック

スを用いた、冬季（12、1、2 月）平均の地上の気

温偏差回帰図である。AO が正（北極で気圧が低

く、中緯度で高い偏差）の時は、ヨーロッパから

東シベリアまでユーラシア大陸北部を中心に高温

偏差となる。日本も北日本を中心に高温偏差であ

る（山﨑, 2004）。北米東部も高温になる一方、中

近東からアフリカ北部及びカナダ北東部は低温偏

差になる。AO が負の時は逆のパターンになる。 
 
1）北大西洋振動との関係 

図 1.1.33 を詳しく見てみると、海面気圧の負の

中心はアイスランド付近にあり、ここは気候学的

にはアイスランド低気圧がある場所である。一方、

大西洋中部の正の中心は北大西洋の亜熱帯高気圧

（アゾレス高気圧）がある場所である。つまり大

西洋を中心に北極振動を見ると、アイスランド低

気圧とアゾレス高気圧が互いに強まったり弱まっ

たりする変動であることを示しており、これは北

大西洋振動（NAO: North Atlantic Oscillation）
として昔から知られている変動である。 

AO インデックスと NAO インデックスは強く

相関するが、AO の空間パターンはより環状で

  
図 1.1.33 北極振動に伴う海面気圧偏差（単位は hPa）

Thompson and Wallace（2000）の定義に基づく AO インデ

ックスに回帰した、1981～2010 年北半球冬季（11～4 月）の

海面気圧偏差。気象庁 55 年長期再解析（JRA-55）データを

使用。 

図 1.1.34 AO インデックスに回帰した、冬季（12～2 月）の

地上2m気温（単位は℃） 

気象庁 55 年長期再解析（JRA-55）の 1981～2010 年のデー

タを使用。 
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NAO とは北太平洋付近で異なるため、NAO こそ

が実在する大気の変動パターンで、AO は主成分

分析により統計的に作りだされた見かけのモード

であるという指摘（例えば Itoh, 2002）もある。

しかし両者を区別せずに NAO/AO と表記された

りすることも多く、例えば IPCC 第 5 次評価報告

書では AO、NAM、NAO は基本的には同一のも

のとして扱っている。 
 
2）日本と北極振動 

気象庁では AO の指標として冬季平均の

500hPa 高度場の主成分分析の第 1 モードを監視

しており、その指標が正(負)の場合には、高緯度

側の 500hPa 高度が負（正）偏差、中緯度帯が正

（負）偏差となり、日本では暖冬（寒冬）となり

やすい。図 1.1.34 からも分かる通り、北日本では

AO の気温への影響は比較的明瞭であり、AO イ

ンデックスと札幌の気温の時系列には有意な相関

（相関係数 0.66）がある（図 1.1.35）。2009/2010
年冬はエルニーニョ現象が発生していたが、同時

に負の AO が卓越し、エルニーニョ現象の日本付

近への影響が不明瞭となった（気象庁, 2013）。こ

のように日本の暖冬・寒冬を考える際には AO の

影響は無視できない。 
 
3）地球温暖化と北極振動 

観測の AO/NAO は 1960～1990 年の期間に見

られた正のトレンドが、2009/2010 年, 2010/2011
年北半球冬の、際立って低い AO の値を含めて計

算すると小さい値となり、長期変化傾向の有意性

も小さくなった（IPCC, 2013）。このように地球

温暖化と AO 及び NAO の長期変化との関係は、

現在のところ明瞭でない。 
 
4）北極振動の力学 

AO は北半球で卓越する変動であるが、なぜ卓

越するのか。AO を極の周りの西風の強さの変動

とみなし、この変動がなぜ引き起こされるのかと

いう観点で考えてみる。この時に東西平均された

場、すなわち平均子午面循環だけからでは AO は

説明できない。現実には、大気の波による運動量

輸送により西風の強化・維持が行われている。極

の周りの西風に重なって低気圧性循環偏差（トラ

フ）や高気圧性循環偏差（リッジ）があるとして、

その北側に西風偏差、南側に東風の偏差を自然の

揺らぎとしてわずかに与えると、トラフやリッジ

の軸が北東-南西方向に傾く。すると、北側の西風

偏差、南側の東風偏差がそれぞれさらに強化され

るような運動量輸送が発生し、正のフィードバッ

クが働いて平均東西風の変動が引き起こされる。

（Kimoto et al., 2001）。 
 

5）成層圏との関係 

地球スケールの波（プラネタリー波）と東西平

均流の相互作用による成層圏極夜ジェット振動

（PJO: Polar night Jet Oscillation）と呼ばれる、

数か月の時間スケールの変動が存在する（Kuroda 
and Kodera, 2001）。対流圏から成層圏へと伝播

するプラネタリー波は成層圏の西風を減速する働

きをする。プラネタリー波は東西風の変化により

伝播傾向が変わり、この減速域は下方へ移動する。

そのため成層圏の極を中心とした渦（極渦）は対

流圏の極渦に先行して変化する傾向があり、成層

圏の AO から対流圏の AO の変動、さらに関連す

る地上の異常気象が予測できる可能性がある

（Baldwin and Dunkerton, 2001）。 
 
 

 
図1.1.35 冬季（12, 1, 2月）のAOインデックス（○付き

実線：右軸）と札幌の平均気温（実線：左軸）の経年変化 

山﨑（2004）を一部加工し引用。 

AO
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
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(3) ブロッキング 

ブロッキングとは、中高緯度偏西風帯のジェッ

ト気流が大きく南北に蛇行・分流し、移動性高低

気圧の経路をブロックしてしまう現象である。蛇

行の水平スケールはおよそ数千キロメートルで、

多くのブロッキングでは、北に高気圧性の渦が、

南に低気圧性の渦が現れて偏西風が分流するダイ

ポール型と呼ばれるものである。南の低気圧性の

渦がないオメガ型（Ω型）と呼ばれるブロッキン

グもある。一般的には数日から 1 週間以上にわた

って上記のような状態が続くことをブロッキング

と呼んでいる。ブロッキングの持続時間に特定の

ピークはなく、持続時間の短いものほど頻度が多

く、長いものほど頻度が少ない。長い場合では 1
か月近く続く場合がある。その間、蛇行したジェ

ット気流による南風や北風が同じ場所で長期間持

続することで、ブロッキング周辺の地域では気温

や降水量が平年から大きくずれた天候になること

が多く、異常気象の成因として頻繁に指摘される。 
例えば、ヨーロッパ等ではブロッキングの発生

が直接的に熱波をもたらすことがある。2010 年に

は、6 月下旬～7 月下旬にヨーロッパ東部で、そ

の後 7 月下旬～8 月上旬にロシア西部でブロッキ

ングが発生し、その 1 か月半の間にこれらの地域

に強烈な熱波がもたらされた（図 1.1.36）。モス

クワでは 7 月 29 日には観測史上最高の 38.2℃を

記録している。これは平年より 15 度高い値であ

る。またブロッキングの下流側のパキスタンでも

7 月下旬に豪雨となり、大きな洪水被害となった。

この夏は日本でも猛暑となったが、後述するよう

にこのヨーロッパからロシアにかけてのブロッキ

ングの影響も受けたものと考えられている。 
ブロッキングは、北半球では大西洋東部からロ

シア西部にかけての大西洋域と、東シベリアから

アラスカにかけての太平洋域でよく見られる（図

1.1.37）。冬後半から春にかけて多く、夏にもある

程度見られるが、秋には発生が少なくなる。南半

球ではオーストラリアからニュージーランドにか

けてと、アンデス山脈付近でよく見られる。 

 

1）日本の天候への影響 

日本の天候に影響を与える極東域のブロッキ

ングは、シベリア東部で発生するブロッキングで

ある。夏にはこのブロッキングが地上付近のオホ

ーツク海高気圧の発達に影響することが知られて

いる。オホーツク海高気圧が出現すると、北日本

から関東の太平洋側で海からの冷たい湿った北東

の風が吹き、低温・日照不足となりやすい。冬に

は地上付近のシベリア高気圧の発達と関連してい

ると考えられている。 
2003 年 8 月にはヨーロッパ北部にブロッキン

図1.1.36 2010年7月25日～29日までの期間を平均した地

上気温の平年気候値からの差（カラーで表示、単位は℃)及

び500hPa高度(等値線で表示、単位はm) 

ジェット気流は 500hPa 高度の等値線に沿って吹く。 

 

 
図 1.1.37 (上) ブロッキング中心位置の期間積算の存在分

布で、カラー間隔は10回（カラーは10回以上の地域、左上：

10～3 月、右上：4～9 月） (下) ブロッキング発生 

数平年値の経度別分布 
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グが発生し、高気圧がヨーロッパの広い範囲を覆

う状態が続いた。フランスを中心に晴れて乾燥し

た日が続き、高温が持続した。このヨーロッパ北

部のブロッキング高気圧に対応して、西シベリア

の気圧の谷、シベリア東部のブロッキング高気圧

と、寒帯前線ジェットに沿ったユーラシア大陸北

部に波列状の偏差パターンが形成された。このう

ちのシベリア東部のブロッキング高気圧の影響で

地上には優勢なオホーツク海高気圧が発達した。

2003 年夏の日本はこの影響で冷夏となったと考

えられる（気象庁, 2005）。 
図 1.1.36 の 2010 年のヨーロッパからロシアに

かけてのブロッキングの場合には、ユーラシア大

陸上の亜熱帯ジェットと寒帯前線ジェットの両方

に沿って明瞭な波列状の偏差パターン（ロスビー

波の伝搬）が見られた。その下流の一部である夏

季のユーラシア大陸上の亜熱帯ジェット沿いの波

列はシルクロードパターン（後述）と呼ばれるが、

この年はその影響で日本付近では亜熱帯ジェット

気流が平年と比べて北寄りに位置し、また、日本

の東の太平洋高気圧が強かったため、日本では猛

暑となった。このように、ヨーロッパのブロッキ

ングの日本への影響は、その発生位置などにより

大きく異なる。 
冬のシベリア高気圧は日本付近に寒波をもた

らすが、シベリア高気圧が強くなる時には一般に

その上空にブロッキング高気圧の形成が見られる

（Takaya and Nakamura, 2005）。このブロッキ

ング高気圧の形成は、ヨーロッパからの定常ロス

ビー波の伝播により偏西風の蛇行が大きくなりブ

ロッキングに発達する場合と、アラスカ付近のブ

ロッキングが西進してくる場合の二つに大別され、

このブロッキングと地上付近のシベリア高気圧と

の相互作用がシベリア高気圧の増幅に重要である

と考えられている。 
 
2）地球温暖化の影響 

世界各研究機関の気候モデルでブロッキング

頻度の地球温暖化による変化を調べた結果では、

モデル平均としては冬季・夏季とも頻度の減少を

予測している。ただし冬季の太平洋の極側（北緯

60 度付近）や夏季のロシア域では増加が予測され

ている（Masato et al., 2013）。気候モデルでは一

般にブロッキング頻度を十分に表現できない問題

があるが、十分に表現できる気象研究所の高解像

度大気モデルでも、北半球冬季の場合、発生頻度

の全体的な減少を予測している（Matsueda et al., 
2009）。しかし気候モデル間のばらつきが大きく、

十分な確信度をもって言える段階にはない。 
平均気温の上昇に伴って、（現在気候の基準で

見た）熱波は頻度が増加すると予測されるが、地

域によって熱波の増加幅がブロッキング頻度の変

化の影響を受ける可能性も考えられる。 
 
3）ブロッキングの力学 

ブロッキングの形成・発達・減衰の過程につい

ては詳しく調べられている。ブロッキングによっ

て経路を妨げられた移動性擾乱（移動性高低気圧）

はブロッキングの流れを強める方向に運動量を輸

送し正のフィードバックが働くことにより、ブロ

ッキングが維持される（Shutts, 1983）。渦の観点

から見ると、ブロッキング高気圧は移動性高気圧

を選択的に引き寄せ吸収することで自身の持続性

を強化し、一方で移動性低気圧は遠ざけるため、

正のフィードバックが働いてブロッキングが形

成・持続すると考えられている（Yamazaki and 
Itoh, 2013）。 

エネルギーのやりとりの観点から見ると、ジェ

ット気流の出口付近では西風が弱くなってロスビ

ー波の群速度が遅くなるためエネルギーが蓄積さ

れ、波が増幅し砕けて孤立した渦となる。これが

ブロッキングに発達することがある。上流から来

るロスビー波束のエネルギーと、移動性擾乱から

もたらされるエネルギーの両方が、ブロッキング

の形成・維持のために必要なエネルギーになって

いる。ブロッキングが減衰する際には、ブロッキ

ングの領域に蓄積された波のエネルギーがロスビ

ー波として東向きへ放出されることが多い。ヨー
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ロッパ付近でのブロッキングの衰弱に伴い、ロス

ビー波がジェット気流に沿って東向きに伝播し、

日本付近で偏西風の蛇行や新たなブロッキングの

形成をもたらし、日本付近の天候に大きな影響を

与えることがしばしば起きる（前田・佐藤, 2007）。 
上述したようにブロッキングの発達・減衰には

正のフィードバックが作用しているため、小さな

予測の誤差が拡大される傾向が大きく、予報を的

確に行うのは難しいとされる。 
 
(4) 日本付近の夏季の天候に影響するテレコネ

クションパターン 

日本の冬季の天候は、北極振動（AO）など年

を通して見られるテレコネクションパターンと関

係づけられることが多い。一方、夏季の天候は、

日本付近の太平洋高気圧の動向に大きく影響され

ている。ここでは、夏季に現れやすい、日本付近

の太平洋高気圧の動向に影響を与えるテレコネク

ションパターンである PJ パターンとシルクロー

ドパターンについて解説する。 
 

1）PJパターン 

北半球夏季において、フィリピン付近で対流活動

が平年より活発で雲量が多い場合に日本付近の雲

量が少ないという、雲量の南北パターンが季節内

変動の時間スケールでよく現れ、太平洋-日本

（PJ：Pacific－Japan）パターンと呼ばれている。

例えば、2007 年 8 月の半ばには、顕著にこのパ

ターンが現れた。日本付近で高気圧が強まり、熊

谷市や多治見市において日本の最高気温を更新す

るなど、日本は記録的な猛暑となった。Nitta
（1987）は、PJ パターンと大気循環場との関係

を調べ、フィリピン付近で対流活動が平年より活

発になると、これによる大規模な上昇流が原因と

なって、フィリピン付近から北米に連なるロスビ

ー波が形成され、日本付近は高気圧偏差に覆われ

て気温が高くなる、というメカニズムを提唱し（図

1.1.38）、さらに、その対流活動は西太平洋熱帯域

の海面水温偏差と関連していると指摘した。 

その後の研究から、PJ パターンはフィリピン付

近の対流活動によって形成されたロスビー波

（Kurihara and Tsuyuki, 1987）であり、続く中

緯度域では不安定な波（Tsuyuki and Kurihara, 
1989）の励起として、その形成メカニズムが説明

されてきた。最近の研究では、夏季アジアモンス

ーンに伴ってインド洋から伸びる低緯度のモンス

ーンジェット(西風)と太平洋の貿易風(東風)の合

流域において対流活動が起きた場合に、PJ パター

ンがこの地域の夏季特有のパターンとして最も効

率よく維持形成されると考えられている（Kosaka 
and Nakamura, 2010）。 

夏季のフィリピン付近の対流活動と西太平洋熱

帯域の海面水温偏差の間には、1980 年代には相関

がみられたが、90 年代以降、相関が低くなってお

り、期間によっては逆相関を示す場合もある。最

近の研究では、エルニーニョ現象が最盛期を迎え

た冬季の次の夏季などにインド洋熱帯域の海面水

温が高くなり、西太平洋とインド洋の海面気圧の

差から生じる大気循環の影響で、フィリピン付近

の対流活動が抑制される傾向があることが指摘さ

れている（Xie et al., 2009）。 
 

 

図 1.1.38 フィリピン付近の対流活動と循環場及び海面水

温との関係 

Nitta(1987)から引用。フィリピン付近の対流活動が、日本

や北米の気象にも影響を与える。 
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2）シルクロードパターン 

北半球夏季の対流圏上部では、ユーラシア大陸

からアフリカ北部にかけてチベット高気圧が広が

り、その北縁に沿ってアジアジェットと呼ばれる

強い西風域が見られる。これは、亜熱帯ジェット

気流の一部である。Enomoto et al.（2003）は、

アジアモンスーンによるチベット高気圧の形成に

関連して、東地中海やアラル海付近で局所的に強

化された下降流によって励起された定常ロスビー

波が、アジアジェットに沿って東に伝播し、ジェ

ットの西風が弱くなる日本付近で増幅し、背の高

い高気圧を生成するというメカニズムを提唱した。

この中で、アジアジェットに沿って、西アジアか

ら日本付近に見られる波列パターンを「シルクロ

ードパターン」と呼び、日本付近の盛夏期の気候

を特徴づける背の高い高気圧の成因が議論された。

その後、年々変動など他の時間スケールで見られ

る同様の波列パターンについても、シルクロード

パターンと呼ばれるようになった。 

アジアジェット上を伝播するロスビー波の水平

スケールはアジアジェットの強さによって決まる

が、そのアジアジェットの強さは年々変動する。

このため、日本付近が高気圧性偏差と低気圧性偏

差のどの位相に位置するかは年によって異なり、

波列パターンが明瞭ではない夏もある。アジアジ

ェットが日本付近で高気圧性偏差となるように蛇

行し持続した場合、日本付近は高気圧偏差に覆わ

れて気温が高くなる。図 1.1.39 に、日本が猛暑と

なった 2010 年 8 月の大気上層の流れ（200hPa
流線関数）の平年からの偏差を示す。日本付近は

高気圧偏差に覆われており、シルクロードパター

ンが猛暑の原因の一つと考えられている（Kosaka 
et al., 2012）。しかし、このパターンはエルニー

ニョ・南方振動（ENSO）などの熱帯の海面水温

変動に関連した対流活動との相関は弱く、月から

季節のリードタイムを持った予測は難しいと考え

られている。 
そのほか、北半球夏季には、亜熱帯ジェットに

沿 っ て 地 球 を 一 回 りす る 波 列 パ タ ー ン

（circumglobal teleconnection パターン）が見ら

れることが Ding and Wang（2005）によって指

摘されており、シルクロードパターンとの関係が

議論されている。 
 
1.1.6 エルニーニョ/ラニーニャ現象 

2005 年以降では、エルニーニョ現象に比べてラ

ニーニャ現象が発生した期間が長かった。 
 
(1) はじめに 

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の中部から

東部にかけての海域の海面水温が平年よりも高い

状態が半年から 1 年半程度続く現象であり、ラニ

ーニャ現象は逆に同海域で海面水温が低い状態が

続く現象である。大気・海洋・陸面で構成される

気候システムに見られる最も卓越する年々変動で、

世界の天候に大きな影響を及ぼし、異常気象の要

因ともなる。インド洋などの他の海域への影響な

どを通して、天候への影響が同現象に遅れて現れ

ることもある。また、現象の特性が年代によって

異なることも知られている。本項では、このエル

ニーニョ/ラニーニャ現象について、本章で主に扱

っている 2005～2013 年の動向を概括的に述べる

9。 

                                                   
9 本項の記述では、海洋と大気ともに 1981～2010 年の

30 年平均値を平年とし、それからのずれを平年偏差とす

る。ただし、エルニーニョ監視海域（NINO.3）の海面水

温は前年までの30年平均を基準値とし、それからの差に

ついて記述している。 

図1.1.39 日本が猛暑となった2010年8月の200hPa高度で

の大気の流れ（流線関数）の平年偏差（カラー）と波の伝播

（波活動度フラックス）(矢印)及び、8 月のアジアジェット

の強い西風域（実線） 

アジアジェットに沿って高気圧性・低気圧性循環偏差の波列

が見られ、日本付近は高気圧性循環偏差に覆われている。 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
41 

(2) 近年の動向 

気象庁は太平洋熱帯域に 4 つ、インド洋熱帯域

に 1 つの海域を設定して、エルニーニョ/ラニーニ

ャ現象の動向を監視している（図 1.1.40）。エル

ニーニョ（ラニーニャ）現象時には太平洋東部の

NINO.3 海域で海面水温が平年に比べて高く（低

く）なる。また、NINO1+2、NINO.4 海域でも

エルニーニョ（ラニーニャ）現象時には海面水温

が平年に比べて高く（低く）なる傾向があり、逆

に西部の NINO.WEST 海域では海面水温が平年

に比べて低く（高く）なる傾向がある。また、エ

ルニーニョ現象に一季節遅れてインド洋熱帯域で

は広い範囲（IOBW 海域）で海面水温が高くなる

傾向がある（Xie et al., 2009）。 

気象庁では、これらの海域のうちエルニーニョ

現象の変動を代表するNINO.3海域の海面水温の

基準値（前年までの 30 年平均）との差の 5 か月

移動平均値が 6か月以上続けて+0.5℃以上となっ

た場合をエルニーニョ現象、－0.5℃以下となった

場合をラニーニャ現象と定義している10。現象の

時間スケールを考慮し、発生期間の単位は季節を

用いている。表 1.1.4 及び図 1.1.41 に、この定義

に従った 1949 年以降のエルニーニョ/ラニーニ

ャ現象の発生期間を示す。表 1.1.4 からわかると

おり、1949 年から 2012 年までの 64 年間で 14
回ずつのエルニーニョ現象及びラニーニャ現象が 
発生した。平均するとそれぞれの現象が 4～5 年

に 1 回の割合で発生していることになる。本項で

主に扱っている 2005 年以降の 9 年間では、エル

ニーニョ現象は2009年夏～2010年春の1回発生

したのみであるのに対し、ラニーニャ現象は 2005
年秋～2006 年春、2007 年春～2008 年春、2010
年夏～2011 年春の 3 回発生した。現象が発現して

いた季節の数の合計ではエルニーニョ現象が 4季

節である一方、ラニーニャ現象はその 3 倍の 12
季節であった。 
                                                   
10 エルニーニョ/ラニーニャ現象の監視に用いている海面

水温は、気象庁が気候解析を目的として作成している全球

月平均海面水温格子点データセット（COBE-SST）（Ishii 
et al., 2005）である。 

表 1.1.4 には各発生期間における NINO.3 海域

の月平均海面水温の基準値との差の最大値も示し

ている。差が 2℃を越えるような強いエルニーニ

ョ現象は、1970 年代（72/73 年）、80 年代（86/87
年）と 90 年代（97/98 年）にそれぞれ 1 回発生し

ているが、2000 年代に入ってからは 1 回も発生

していない。2009/10 年のエルニーニョ現象も基

準値との差の最大値は+1.4℃と他のエルニーニョ

現象と比べて強いものではなかった。 
図 1.1.42 にエルニーニョ現象が最盛期を迎え

ることが多い冬（12～2月）を対象とした、2005/06
年～2013/14 年の太平洋における海面水温平年偏

差を示す。この 9 年間のうち、2006/07 年と

2009/10 年の 2 年間を除く 7 年間は、ラニーニャ

現象の定義を満たしていない 4 年間（2008/09 年、

2011/12 年、2012/13 年、2013/14 年）を含めて

中部～東部の太平洋熱帯域で海面水温が負偏差で

あった。一方、西部の太平洋熱帯域では 2009/2010
年 を 除 き 概 ね 正 偏 差で あ っ た 。 な お 、

NINO.WEST 海域（図 1.1.40）の海面水温は、

1997/98 年の強いエルニーニョ現象以後は高温バ

イアスが明瞭で、変動はするものの、負偏差にな

った月はほとんどない。また、この図からわかる

とおり、この期間に発生したエルニーニョ/ラニー

ニャ現象は、海面水温偏差の中心が中部太平洋赤

道域にあるものが多かったことも特徴である。 
エルニーニョ（ラニーニャ）現象は、海面のみ

の現象ではなく海洋内部の変化も伴い、表層（海

面から深さ数百ｍまでの層）水温は太平洋赤道域

の中部から東部にかけて平年に比べて高く（低く）

なり、西部では低く（高く）なる。また、大気の

変動とも密接に関連しており、太平洋赤道域の海

面付近の東風はエルニーニョ（ラニーニャ）現象

時には平年に比べて弱い（強い）。また、平常時に

はインドネシア近海で活発な対流活動（積乱雲が

盛んに発生する状態）が、エルニーニョ現象時に

は太平洋赤道域の中部へ移動し、逆にラニーニャ

現象時にはインドネシア近海での対流活動がいっ

そう活発になる。 
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表1.1.4 1949年以降のエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生期間（季節単位）と各発生期間におけるNINO.3海域の月平均海

面水温の基準値（その年の前年までの30年間の平均値）からの差の最大値（単位は℃） 

エルニーニョ現象 ラニーニャ現象 

発生期間 季節数 差の最大値 発生期間 季節数 差の最大値 

     1949 年夏 ～ 1950 年夏 5 -1.4 

1951 年春 ～ 1951/52 年冬 4 +1.2      

1953 年春 ～ 1953 年秋 3 +0.8 1954 年春 ～ 1955/56 年冬 8 -1.7 

1957 年春 ～ 1958 年春 5 +1.6      

1963 年夏 ～ 1963/64 年冬 3 +1.2 1964 年春 ～ 1964/65 年冬 4 -1.2 

1965 年春 ～ 1965/66 年冬 4 +1.7 1967 年秋 ～ 1968 年春 3 -1.3 

1968 年秋 ～ 1969/70 年冬 6 +1.3 1970 年春 ～ 1971/72 年冬 8 -1.5 

1972 年春 ～ 1973 年春 5 +2.7 1973 年夏 ～ 1974 年春 4 -1.5 

     1975 年春 ～ 1976 年春 5 -1.3 

1976 年夏 ～ 1977 年春 4 +1.5      

1982 年春 ～ 1983 年夏 6 +3.3 1984 年夏 ～ 1985 年秋 6 -1.1 

1986 年秋 ～ 1987/88 年冬 6 +1.7 1988 年春 ～ 1989 年春 5 -2.0 

1991 年春 ～ 1992 年夏 6 +1.6 1995 年夏 ～ 1995/96 年冬 3 -1.0 

1997 年春 ～ 1998 年春 5 +3.6 1998 年夏 ～ 2000 年春 8 -1.8 

2002 年夏 ～ 2002/03 年冬 3 +1.4 2005 年秋 ～ 2006 年春 3 -1.2 

     2007 年春 ～ 2008 年春 5 -1.7 

2009 年夏 ～ 2010 年春 4 +1.4 2010 年夏 ～ 2011 年春 4 -1.6 

 

 
  

 
図1.1.40 エルニーニョ現象などの監視海域の位置 

エルニーニョ監視海域 1+2（NINO.1+2: 10°S-Eq, 90°W-80°W）、エルニーニョ監視海域 3（NINO.3: 5°S-5°N, 
150°W-90°W）、エルニーニョ監視海域 4（NINO.4: 5°S-5°N, 160°E-150°W）、西太平洋熱帯域（NINO.WEST: Eq-15°N, 
130°E-150°E）、インド洋熱帯域（IOBW: 20°S-20°N, 40°E-100°E）。 
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図1.1.41 エルニーニョ監視海域3（NINO.3）の月平均海面水温の基準値との差（細線）とその5か月移動平均（太線） 

単位は℃。1950 年 1 月～2014 年 6 月。赤、及び、青の陰影を施した期間は 5 か月移動平均値がそれぞれ+0.5℃以上、

あるいは-0.5℃以下が 6 か月以上続いた月を表す（これらの月を含む季節がエルニーニョ現象、ラニーニャ現象の発生

期間となる）。 
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図1.1.42 2005/06年～2013/14年の冬平均（12～2月） 

海面水温平年偏差で等値線間隔は 0.5℃。 
 

（℃） 
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海洋表層の 2005 年以降の動向を図 1.1.43 左に

示す。太平洋赤道域（北緯 2 度～南緯 2 度）の海

洋表層300mまでで平均した海水温平年偏差の時

間経度断面図である11。この間、エルニーニョ現

象が発生した 2009/10 年には、海水温の正偏差域

が東部赤道太平洋まで拡がり、東部での正偏差が

1 年間程度持続した。2006 年にも同様に正偏差が

                                                   
11 海洋内部については、海洋の水温、塩分などの観測デー

タと海洋の数値モデルを組合せて、観測データの少ない海

域でも海洋の物理法則に基づいて海洋内部の状態を把握

できる「海洋データ同化システム(MOVE-G)」（Usui et al.，
2006；石崎ほか，2009）により作成したデータを用いて

監視している。 

東部に拡がったが、その強さと持続期間ともに

2009/10 年ほどではなく、表 1.1.4 で示したよう

に気象庁の定義によるエルニーニョ現象には至ら

なかった。前述した通り、2005 年以降はエルニー

ニョ現象に比べラニーニャ現象の発生期間が長か

ったことと整合的に、海洋表層の水温も中部と東

部の赤道太平洋で負偏差、西部で正偏差となるこ

とが多かった。特に、西部では負偏差になった時

期は少なく、多くの期間で正偏差であった。 
 
 
 

 

図 1.1.43 左）太平洋赤道域の海洋表層 300m までで平均した海水温平年偏差（単位は℃）、右）太平洋赤道域の地表東西風

平年偏差（単位はm/s、西風が正） 

縦軸が時間で 2005 年 1 月～2013 年 12 月、横軸は経度で東経 140 度～西経 80 度で、図上の地図の 2 本の緑線で示した範

囲。海水温は北緯 2 度～南緯 2 度、東西風は北緯 5 度～南緯 5 度で平均。参考のため、二つの図の間にエルニーニョ/ラニ

ーニャ現象が発生していた期間を四角で示した。赤四角がエルニーニョ現象、青四角がラニーニャ現象が発生していた期間。 
 

 
 

 

 

 

（℃） （m/s） 
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続いて、対応する大気の状況を図 1.1.43 右に示

す。赤道域（北緯 5 度～南緯 5 度12）で平均した

地表の東西風の平年偏差である。エルニーニョ現

象となった 2009/10 年を除いて、西・中部の赤道

太平洋では東風偏差となることが多かった。貿易

風が強い傾向ということで、図 1.1.43 左で示した

西部で高いという海洋表層の水温分布と整合的で

ある。平年の状態では東風（貿易風）の影響で西

部の海洋表層には暖かい水（暖水）が貯まってい

るが、この期間は暖水が西部により貯まりやすい

傾向にあったと言える。なお、東部では西風偏差

となる時期が多かったことも今期間の特徴である。 
図 1.1.44 には、エルニーニョ/ラニーニャ現象

に関わる大気側の状況を監視するための指数類の

時系列を示す。このうち OLR-DL は、日付変更線

                                                   
12 大気の方が海洋よりも赤道域における現象の南北幅が

広い。このため、図 1.1.43 左の海洋表層では北緯 2 度～南

緯 2 度で平均したが、右の地表東西風は北緯 5 度～南緯 5
度の平均とした。 

付近の太平洋赤道域で平均した外向き長波放射

（OLR）の平年偏差から求めた積雲対流活動の指

標である。OLR の符号を反転しており、OLR-DL
が正（負）の時に日付変更線付近で積雲対流活動

が活発（不活発）であることを示す。OLR-DL は

エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴って変動して

いるが、2005 年以降は負の期間の方が正の期間よ

りも長い。タヒチとダーウィン（図 1.1.40 に位置

を示した）の海面地上気圧の差を指標化した南方

振動指数（SOI）は、貿易風の強さの目安のひと

つであり、正（負）の値は貿易風が強い（弱い）

ことを表している。SOI もエルニーニョ/ラニーニ

ャ現象に伴って変動するが、2005 年以降は正の期

間の方が負の期間よりも長い。すなわち、貿易風

が強い傾向にある。また、中部太平洋の赤道域で

 
図1.1.44 太平洋赤道域の大気の状態をあらわす指数類の経年変動（2004年 1月～2014年 6月） 

折れ線は月平均値、滑らかな曲線は 5 か月移動平均値。平年値は 1981～2010 年の平均。赤（青）の陰影は、エルニーニ

ョ現象（ラニーニャ現象）の発生期間を示す。指数は、上から南方振動指数（SOI：タチヒとダーウィンとの海面地上気

圧平年偏差の差より算出）、日付変更線付近の OLR 指数（OLR-DL；5°S-5°N, 170°E-170°W で平均した OLR 平年偏差

より算出）、太平洋の対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数（U200-CP; 5°S-5°N, 125°W-180°で平均した 200hPa 東

西風平年偏差より算出）、太平洋の対流圏下層（850hPa）の赤道東西風指数（U850-CP; 5°S-5°N, 135°W-170°W で平均

した 850hPa 東西風平年偏差より算出）、インド洋の対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数（U200-IN; 5°S-5°N, 
80°E-100°E で平均した 200hPa 東西風平年偏差より算出）。 
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平均した対流圏上層の東西風偏差（U200-CP）と

下層の東西風偏差（U850-CP）は、上層では西風

偏差（U200-CP が正）、下層では東風偏差

（U850-CP が負）となる期間の方がその逆よりも

長い。貿易風が強いことと整合して、太平洋の赤

道域の大気の東西鉛直循環、すなわちウォーカー

循環が強い傾向であったことがわかる。また、イ

ンド洋の赤道域で平均した対流圏上層の東西風偏

差（U200-IN）は、2005 年以降はほとんどの月

で東風偏差である。インド洋の赤道域での東西鉛

直循環、すなわちインド洋側でのウォーカー循環

も強い傾向にあったことがわかる。 
 
(3) エルニーニョ/ラニーニャ現象の天候への影

響 

 エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴い、熱帯域で

の積乱雲の活動が変化し、その変化は水蒸気の凝

結に伴う大気の加熱の変化をとおして、熱帯のみ

ならず中・高緯度の大気の流れに変化をもたらす。

その結果として、エルニーニョ/ラニーニャ現象は

世界中の天候に影響する。エルニーニョ現象の影

響の代表的なものとして、熱帯域ではインドネシ

ア、フィリピン、オーストラリア北部での少雨傾

向、北半球冬季におけるオーストラリア西部、東

南アジア、ブラジル北部、北米中部での高温傾向、

夏季におけるフィリピン北部～パキスタン南部・

南米北部での高温傾向、米国南西部での低温傾向、

米国西部での多雨傾向などが挙げられる。一方、

ラニーニャ現象では、インドネシア、フィリピン、

ブラジル北部での多雨傾向、米国西部での少雨傾

向などが挙げられる。 
 日本の天候へのエルニーニョ現象の影響として

は、冬季は東～西日本と沖縄・奄美で高温傾向、

夏季は北～西日本で低温傾向、すなわち、季節の

変化の幅が小さくなる傾向が挙げられる。一方、

ラニーニャ現象の影響としては、冬季は東～西日

本と沖縄・奄美で低温傾向、夏季は北日本で高温

傾向、沖縄・奄美で低温傾向がある。これらは、

エルニーニョ（ラニーニャ）現象に伴って、冬季

は西高東低の冬型の気圧配置が弱まり（強まり）、

夏季は太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱

まる（強まる）傾向があるためである（前田, 2013）。 
 エルニーニョ/ラニーニャ現象は、以下に例示す

るとおり、日本の異常気象の背景要因となること

も多い（各事例の詳細は第 1.1.4 項を参照）。2005
年秋に発生したラニーニャ現象は、その冬の東ア

ジアにおける偏西風の南への蛇行と冬型の気圧配

置の強化に関係し、北、東、西日本の低温と日本

海側の豪雪（平成 18 年豪雪）の要因のひとつと

なった。2009 年夏に発生したエルニーニョ現象の

影響で夏季には太平洋高気圧の日本付近への張り

出しが平年より弱く、北日本を中心に降水量が多

くて日照時間が少ない不順な天候となり、「平成

21 年 7 月中国・九州北部豪雨」も発生した。また、

2010 年春まで続いたこのエルニーニョ現象の影

響で全球的に気温が高くなった状態の中で 2010
年夏に発生したラニーニャ現象は、その夏の日本

の記録的な猛暑の要因のひとつとなった。 
これまで述べたとおり、本章で主に取り上げる

2005 年以降では、エルニーニョ/ラニーニャ現象

の発生期間、海面水温分布、海洋表層の水温、貿

易風、対流活動など、太平洋熱帯域における海洋

と大気の状態は、平均的には海面水温の東西のコ

ントラストが強いラニーニャ現象側に偏っていた

と言える。前述したとおり、大まかに言って、ラ

ニーニャ現象時の日本の天候は、寒候期は低温傾

向、暖候期は高温傾向となる。第 1.1.4 項で述べ

た、地球温暖化が進行する中で暖候期に比べて寒

候期における異常高温の発生が近年は少ないこと

には、ここで示した太平洋熱帯域における大気と

海洋のラニーニャ現象側への偏りが関係している

可能性がある。また、この偏りは、2000 年以降の

地球の気温上昇の停滞（59 ページ【コラム】気温

上昇の停滞を参照）にも関係している（Kosaka 
and Xie, 2013）。 
ラニーニャ現象側に偏っていた理由は明確では

ないが、中高緯度も含む太平洋で、負の位相の太

平洋十年規模振動（PDO、詳細は第 1.2.8 項を参
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照）の傾向が 1990 年代末から持続していること

が関係していることは間違いないであろう

（Urabe and Maeda, 2014）。 
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1.2 大気・海洋・雪氷の長期変化傾向 

1.2.1 気温 

世界の年平均気温は長期的にみて上昇傾向にあ

り、気象庁の解析では1891年の統計開始以来100
年あたり 0.69℃の割合で上昇している（気象庁, 
2014）。人間活動による影響が 20 世紀半ば以降に

観測された温暖化の支配的な原因であった可能性

が極めて高い（IPCC, 2013）。日本の年平均気温

は、1898 年の統計開始以来 100 年あたり 1.14℃
の割合で上昇している。 
 
(1) はじめに 

気象庁では、地球温暖化に伴う気温上昇を検出

するために、世界及び日本の平均気温の変化を監

視している。本項では、気温の長期変化傾向につ

いて観測的事実をまとめるとともに、地球温暖化

による影響について IPCC評価報告書の見解を引

用しながら述べる。また、気象庁のデータに加え

て海外の気象機関のデータもあわせて検証に用い

る。 
 

(2) 世界の平均気温 

 世界の平均気温の監視にあたって、気象庁では、

海外の主要な気象機関と同様に、陸上で観測され

た地上気温データ及び海面水温データを合わせて

解析している（石原, 2006）。観測地点は空間的に

まばらにしかなく、また観測所の標高などの地理

的な環境がまちまちであるため、気温の観測値そ

のものをある領域で平均した値は、必ずしもその

領域を代表する気温とはならない。しかし、各観

測地点で平年値からの差として算出した気温偏差

は、観測所の高度によらず、ある程度の広がりを

持った空間代表性があると考えられる（石原, 
2006）。また、世界の平均気温の長期変化傾向を

監視するだけであれば、世界全体で平均した気温

そのものではなく、平年値からの気温偏差を求め

られれば十分である。そのため、世界の平均気温

の算出には陸上の観測地点の気温データと海面水

温データについて、1981～2010 年の平年値から

の偏差を求め、世界全体で平均した値を用いる。 
また、地球温暖化を検出するためには都市化の

影響を取り除く必要があるが、IPCC 第 5 次評価

報告書では、世界の陸上平均気温の長期変化傾向

に対し、都市化の影響が 10％以上を占める可能性

は低いとされている。地球温暖化などの気候の変

化を評価する場合、大きなスケールで空間平均を

行うことで都市化の影響はほぼ無視できるといえ

る。実際、衛星からみた夜間地上光をもとに都市

化している場所／していない場所を判別し、都市

化の影響を受けた観測地点を取り除いて世界平均

気温を求めた結果、長期変化傾向に都市化の効果

はほとんどみられないことが指摘されている

（Hansen et al., 2010）。 
気象庁のデータセット（以下、JMATEMP）を

用いて 1891～2013 年の世界の年平均気温の変化

を求めた結果を図 1.2.1 に示す。世界の年平均気

温は、長期的に上昇傾向を示しており、上昇率は

100 年あたり 0.69℃である（信頼度水準 99%で統

計的に有意）。世界の平均気温偏差が大きかった年

の順位をみると、1990 年代以降は高温となる年が

頻繁に現れており、上位 10 位までの年は全て

1998 年以降に出現し、2 位から 10 位までの年は

2000 年以降に記録されている。JMATEMP によ

り、最近の 10 年間は、これまでの全ての 10 年間

の中で最も高温であった。年平均気温の変化には、

数年～数十年程度で繰り返される自然変動に加え、

二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度の増加

による地球温暖化を示す長期的な気温上昇が重な

って現れていると考えられる。19 世紀末から

1900 年代にかけては下降傾向がみられ、1910 年

代から 1940 年代には上昇傾向、1950 年代から

1970 年代にかけては下降傾向、1970 年代以降は

強い上昇傾向へと転じている。世界全体の平均気

温にみられるこの数十年規模の変動は北半球でも

顕著にみられる。また、北半球の年平均気温の上

昇率は 100 年あたり 0.72℃で、世界全体の上昇率

よりも大きな値になっている。一方、南半球は 100
年あたり 0.66℃で、特に、近年の世界全体や北半
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球にみられた顕著な気温上昇は南半球にはみられ

ない。1998 年頃から世界の平均気温の上昇率は、

ほぼ横ばいの状態が続いており、温暖化が停滞し

ているようにみえる（この話題については 59 ペ

ージ【コラム④】気温上昇の停滞を参照）。 
以下、IPCC 第 5 次評価報告書をもとに他機関

によるデータセットとの比較を行う。他機関のデ

ータセットは、英国気象局（UKMO）のハドレー

気候予測研究センター及びイーストアングリア大

学気候研究ユニット（CRU）による HadCRUT4
（Morice et al., 2012）、米国海洋大気庁（NOAA）

の気候データセンター（NCDC）による MLOST
（Smith et al., 2008）、米国 NASA のゴダード宇

宙 科 学 研 究 所 （ G I S S ） に よ る 

GISTEMP（Hansen et al., 2010）である。これ

らのデータによる世界の年平均気温偏差の変化を

比較した結果を図 1.2.2 に示す。また、期間別に

気温上昇の割合を比較するため、各期間における

長期変化傾向を表 1.2.1 に示す。 
データの被覆率は、昔は低く、また今でもアフ

リ カ 大 陸 や 南 半 球 の海 洋 上 で は 低 い 。

HadCRUT4 や JMATEMP は観測データのある

格子のみを世界の平均気温偏差算出に用いている

一方、MLOST や GISTEMP は観測データのない

格子に対して内挿などによる空間的な補間をして

いる。このため、観測データが少ない時代は手法

間の差が大きく、つまり世界平均気温偏差の不確

実性も大きくなる。 

 
 気象庁、UKMOのハドレー気候予測研究センター図1.2.2

及びCRU、NOAA・NCDC、NASA・GISSのデータセット（それ

ぞれ JMATEMP、HadCRUT4、MLOST、GISTEMP）による世界の

年平均気温偏差の変化 

各機関が公開している最新のデータセットのうち 2012 年

までを解析対象とした。基準値は 1961～1990 年。IPCC
（2013）の Figure 2.20 からデータを一部引用。 
  

 

 

 
 1891～2013年の年平均気温の変化 図1.2.1

（a）は世界平均、（b）は北半球平均、（c）南半球平均。黒

い細線は各年の基準値からの偏差、青い太線は偏差の 5 年移

動平均、赤い直線は長期変化傾向を示している。基準値は

1981～2010 年の 30 年平均値。 

（a） 

（b） 

（c） 
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表1.2.1 期間別にみた世界の年平均気温の長期変化傾

向（単位：℃/100年） 

IPCC（2013）の Table2.7 から一部引用。 

データ＼年 
セット名 

1901～
2012 

1901～
1950 

1951～
2012 

1979～
2012 

JMATEMP 0.74 0.99 1.00 1.12 
HadCRUT4 0.75 1.07 1.06 1.55 

MLOST 0.81 0.97 1.18 1.51 
GISTEMP 0.83 0.90 1.24 1.61 

 
長期的な変化傾向については、各機関によって

算出手法やデータが異なるものの、各データ間の

経年変化は概ね一致していることがわかる。また、

表 1.2.1 をみると、全てのデータセットで 1901～
1950 年に比べて 1979～2012 年の期間の方が気

温の上昇率が大きくなっている。 
なお、GISTEMP は 1901～2012 年において長

期変化傾向が 0.83℃/100 年で最も大きい。これは、

GISTEMPが南極のデータを取り入れていること

や、北極域の気温も内挿により含めているために

近年の昇温が大きいと考えられる。IPCC 第 5 次

評価報告書は、海面水温データの作成に使用した

観測データの被覆率やバイアス補正の違いがこれ

らの長期変化傾向の違いに現れていることを指摘

している。JMATEMP は 2000 年以降、他機関よ

り気温偏差が小さく見積もられている。これは海

面水温データに大きく依存しており、上述したよ

うに海面水温データのバイアス補正の違いが原因

のひとつであると考えられる。 

JMATEMP による経度緯度 5 度格子の年平均

気温の長期変化傾向を図 1.2.3 に示す。長期的な

変化に対して近年の変化を比較するため、2 つの

統計期間 1891～2013 年（a）、1979～2013 年（b）
について示す。 
これらの図を見ると、地球温暖化に伴う気温の

上昇は温室効果ガスの排出の地域による多寡にか

かわらず、世界全体で起きていることが分かる。

ただし、気温上昇の割合は世界で一様ではなく、

海上より陸上の方が大きく、低緯度より高緯度の

方が大きい。特に、北極域の気温上昇が著しく、

過去100年間で世界の他の地域の約2倍の速さで

上昇していることがわかる。1979～2013 年の期

間の気温上昇（図 1.2.3（b））には、負の PDO 時

に見られるパターンが現れ、太平洋の東部を中心

とした負の変化傾向がみられるものの、ほとんど

の地域で 1891～2013 年に比べて大きいことがわ

かる。 
 
(3) 地球温暖化の要因 

世界の気温上昇は、人為起源の温室効果ガスに

よって引き起こされているのか、自然変動の一部

にすぎないのかという疑問に対して、Jones et al.
（2013）は、気候モデルを用いて「自然強制力の

みを与えた実験」と「自然強制力と人為強制力を

与えた実験」結果を比較し、要因の切り分けを行

っている。図 1.2.4 は、世界の陸域及び海洋にお

ける過去100年間の地上気温の変化を表している。

「自然強制力と人為強制力を与えた実験」（赤線）

  
 緯度経度5度の格子ごとにみた年平均気温の長期変化傾向の分布 図1.2.3

（a）は 1891～2013 年、（b）は 1979～2013 年の期間における長期変化傾向で、10 年あたりの割合で示している。灰色は変

化傾向が明確に見出せないことを示す。 

（a） （b） 
℃/10 年 ℃/10 年 
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は、観測された気温（黒線）の上昇を良く再現で

きている一方、「自然強制力のみを与えた実験」（青

線）では、気温の上昇がみられず、人為起源の強

制力を考慮しないと温暖化を説明できない。 
また、IPCC 第 5 次評価報告書では、それぞれ

の強制力がどの程度の影響を与えたのかを定量的

に評価した。 
1951～2010 年の気温上昇に対して、人為起源

の温室効果ガスの寄与は 0.5～1.3℃の範囲で、エ

ーロゾルの冷却効果を含むそれ以外の人為起源の

強制力の寄与は−0.6～0.1℃の範囲である可能性

が高い。自然起源の強制力の寄与は−0.1～0.1℃の

範囲で、内部変動による寄与は−0.1～0.1℃の範囲

である可能性が高い。これらの寄与を合わせると、

実際に観測された昇温とほぼ同じである。 
また、対流圏の気温が上昇しているのに対し、

成層圏では気温が低下している（IPCC, 2013）。
成層圏の下部における気温低下は成層圏のオゾン

の減少が主な要因であるが、対流圏で昇温し、成

層圏下部で降温するという気温変化の構造は、大

気中の二酸化炭素濃度の増加から予想される変化

傾向と整合的である。 
IPCC第5次評価報告書は、人為起源強制力は、

南極を除く全ての大陸域において、20 世紀半ば以

降の地上気温の上昇にかなり寄与していた可能性

が高く、1970 年代以降に観測された世界の海洋表

層（0～700m）の貯熱量の増加にかなり寄与した

可能性が非常に高いと評価した。また、第 5 次評

価報告書では、人間活動による影響が 20 世紀半

ば以降に観測された温暖化の主な要因であった可

能性が極めて高いと結論付け、第 4 次評価報告書

での「可能性が非常に高い」という表現をさらに

強調した。 
 
 
 
 

(4) 日本の平均気温 

日本の平均気温は、長期間にわたって観測を継

続している気象観測所の中から、都市化の影響が

比較的少なく、また特定の地域に偏らないように

選定された表1.2.2の15地点のデータから求めて

いる。 
15地点で平均した日本の1898～2013年におけ

る年平均気温の変化を図 1.2.5（a）に示す。日本

の平均気温は世界の平均気温に比べ年々変動の幅

が大きいものの、長期的には上昇傾向である。そ

の上昇率は 100年あたり 1.14℃（信頼度水準 99%
で統計的に有意）である。1940 年代までは比較的

低温の期間が続いたが、その後上昇に転じ、1960
年頃を中心とした高温の時期、それ以降 1980 年

代半ばまでのやや低温の時期を経て、1980 年代後

半から急速に気温が上昇した。顕著な高温を記録

した年は、概ね 1990 年代以降に集中している。

長期的にみた日本の年平均気温の上昇傾向は、世

界的な気温の上昇傾向や温暖化予測結果と整合的

であることから、地球温暖化が主な要因であると

考えられる。日本の年平均日最高気温及び年平均

日最低気温の変化を図 1.2.5（b）、（c）に示す。年

平均日最高気温と年平均日最低気温は年々の変動

が大きいものの、長期的な上昇傾向がみられる。

その 100 年あたりの上昇率は、年平均日最高気温

が 0.87℃で、年平均日最低気温が 1.51℃である

（信頼度水準 99%で統計的に有意）。年平均気温

と同様に、年平均日最高気温及び年平均日最低気

温の上昇傾向は、地球温暖化が主な要因と考えら

れる。 
年・各季節で平均した日最高気温及び日最低気

温の長期変化傾向を表 1.2.3 に示す（これらの値

は信頼度水準 99%で統計的に有意）。日最高気温、

日最低気温ともに春の上昇率が最も大きく、全て

の季節で日最高気温よりも日最低気温の上昇率の

方が大きい。 
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 陸域の地上気温、世界全体の地上気温、海洋表層貯熱量について観測値（黒）と「自然強制力のみを与えた実験図1.2.4

（青線）」と「自然強制力と人為強制力を与えた実験（赤線）」のシミュレーションの結果 

時系列は全て 10 年平均で、10 年間の中心年の位置に表示されている。IPCC（2013）から引用。 

 

 
 1898～2013 年の日本の（a）年平均気温、（b）図1.2.5

年平均日最高気温、（c）年平均日最低気温の変化 

黒い細線は各年の基準値からの偏差を示している。青い太

線は偏差の 5 年移動平均、赤い直線は長期変化傾向を示し

ている。基準値は 1981～2010 年の 30 年平均値。 
 
 

 

表 1.2.2 日本の年平均気温に用いる観測地点（15地点） 

宮崎は 2000 年 5 月に、飯田は 2002 年 5 月に移転したた

め、移転による観測データへの影響を評価し、その影響を

除去するための補正を行ったうえで利用している。 
要素 観測地点 
地上気温 網走、根室、寿都（すっつ）、山形、石巻、

伏木（高岡市）、飯田、銚子、境、浜田、

彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島 

 

表 1.2.3 日本の年及び季節平均日最高気温及び日最低気

温の100年あたりの長期変化傾向（℃/100年） 

 年 冬 春 夏 秋 

平均気温 1.14 1.09 1.28 1.05 1.19 

最高気温 0.87 0.74 1.12 0.88 0.79 

最低気温 1.51 1.39 1.58 1.52 1.58 

 
 
 
 
  

（a） 

（b） 

（c） 
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【コラム③】生物季節現象の変化 

 
 生物季節観測は、植物の開花、満開、紅（黄）

葉や動物の初見、初鳴などを観測することによっ

て、生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、そ

の結果から季節の遅れ進みや気候の違い・変化な

ど総合的な気象状況の推移を知ることを目的とし

ている。 
 さくらの開花とかえでの紅（黄）葉13の観測対

象地点（2014 年 1 月 1 日現在）を表③.1 に、同

地点の観測結果を統計した開花日、紅（黄）葉日

の経年変化（1953～2013 年）を図③.1 に示す。 
 この経年変化によると、さくらの開花日は、10
年あたり 0.9 日の変化率で早くなっている。また、

かえでの紅（黄）葉日は、10 年あたり 3.0 日の変

化率で遅くなっている（いずれも信頼度水準 99％
で統計的に有意）。 
 

表③.1 さくらの開花とかえでの紅（黄）葉の観測対象

地点（2014年 1月 1日現在） 
観測項目 観測地点 

さくらの 

開花 

（58 観測 

地点） 

稚内、旭川、網走、札幌、帯広、釧路、室蘭、 

函館、青森、秋田、盛岡、山形、仙台、福島、 

新潟、金沢、富山、長野、宇都宮、福井、前橋、 

熊谷、水戸、岐阜、名古屋、甲府、銚子、津、 

静岡、東京、横浜、松江、鳥取、京都、彦根、 

下関、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、奈良、 

福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、 

松山、高松、高知、徳島、名瀬、石垣島、宮古島、

那覇、南大東島 

かえでの 

紅（黄）葉 

（51 観測 

地点） 

旭川、札幌、帯広、釧路、室蘭、函館、青森、 

秋田、盛岡、山形、仙台、福島、新潟、金沢、 

富山、長野、宇都宮、福井、前橋、熊谷、水戸、 

岐阜、名古屋、甲府、銚子、津、静岡、東京、 

横浜、松江、鳥取、京都、彦根、下関、広島、 

岡山、神戸、大阪、和歌山、奈良、福岡、佐賀、 

大分、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、松山、高松、 

高知、徳島 

 
 
 

                                                   
13 さくらの開花は「そめいよしの、えぞやまざくら、ひ

かんざくら」を対象に、かえでの紅（黄）葉は「いろはか

えで、いたやかえで、やまもみじ、おおもみじ（以上紅葉）、

いたやかえで（黄葉）」を対象に観測を行っている。 

 
表③.1 の観測対象地点における平均気温（2～3

月又は 10～11 月）と、さくらの開花日又はかえ

での紅（黄）葉日の経年変化を図③.2 に示す。 
この図では、2～3 月平均気温の平年差と、さく

らの開花日の平年差には、負の相関（相関係数は

−0.90）が、10～11 月平均気温の平年差と、かえ

での紅（黄）葉日の平年差には、正の相関（相関

係数は 0.88）が見られる（いずれも信頼度水準

99％で統計的に有意）。 
 以上のことから、さくらの開花日が早まる傾向

やかえでの紅（黄）葉日が遅くなる傾向は、これ

らの現象が発生する時期における長期的な気温上

昇の影響が考えられる。 

 
図③.1 さくらの開花日の経年変化（1953～2013年：上

図）と、かえでの紅（黄）葉日の経年変化（同：下図） 

黒の実線は平年差（観測地点（表③.1 参照）で現象を観測

した日の平年値（1981～2010 年の平均値）からの差を全

国平均した値）を、青の実線は平年差の5年移動平均値を、

赤の直線は変化傾向をそれぞれ示す。 
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図③.2 さくらの開花日（目盛反転）と2～3月平均気温の経年変化（1953～2013年：上図）、かえでの紅（黄）葉日と10～

11月平均気温の経年変化（同：下図） 

黒の実線はさくらの開花日又はかえでの紅（黄）葉日の平年差（観測地点（表③.1 参照）で現象を観測した日の平年値（1981
～2010 年の平均値）からの差を全国平均した値）を、青の実線は黒の実線の 5 年移動平均値を、赤の実線（直線）は黒の実

線の変化傾向を示す。茶の実線は 2～3 月又は 10～11 月の月平均気温の平年差（観測地点（表③.1 参照）で 2～3 月（さく

らの開花を観測した年の値のみ使用）又は 10～11 月（かえでの紅（黄）葉を観測した年の値のみ使用）の月平均気温の平年

値（1981～2010 年の平均値）からの差を全国平均した値）を、紫の実線は茶の実線の 5 年移動平均値を、赤の破線（直線）

は茶の実線の変化傾向を示す。 
  

-4

-3

-2

-1

0

1

2-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

平
均

気
温

（
２

～
３

月
）
の

平
年

差
（
℃

）

さ
く
ら

の
開

花
日

の
平

年
差

（
日

）
[目

盛
反

転
]

年

［全国平均］ さくらの開花日の平年差と平均気温（2～3月）の平年差

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

-16
-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
平

均
気

温
（
1
0
～

1
1
月

）
の

平
年

差
（
℃

）

か
え

で
の

紅
（
黄

）
葉

日
の

平
年

差
（
日

）

年

［全国平均］ かえでの紅（黄）葉日の平年差と平均気温（10～11月）の平年差



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
59 

 

【コラム④】気温上昇の停滞 
 

(1)  最近の世界平均気温の変化傾向 

世界の年平均気温は長期的に上昇しており、そ

の上昇率は 100 年あたり 0.69℃である（第 1.2.1
項）。しかし、最近 15 年程度の期間だけに着目し

て見ると、1998 年に統計開始以来第 1 位の高温

を記録して以降、横ばい傾向になっている（図④.1
上）。一方、地球温暖化の支配的な要因である二酸

化炭素等の人為起源温室効果ガス濃度は上昇を続

けており（第 1.4.1 項）、また IPCC 第 4 次、第 5
次評価報告書の予測等の根拠として利用された気

候モデルによる計算結果でも、2000 年代以降もそ

れ以前と同様に気温上昇が持続することを予測し

ていた（図④.1 下）。 

このような世界平均気温の横ばい傾向（「停滞」

を意味する英語から“hiatus（ハイエイタス）”と

呼ばれる）と、温室効果ガス濃度の増加や気候モ

デルが予測する気温上昇傾向との乖離の理由につ

いて、最近は盛んに研究が行われている。 
 
(2)  ハイエイタスの要因 

 最近の研究によると、ハイエイタスの要因の説

明としては大きく二つに分類することができる。 
放射強制力による説明 
ハイエイタスの期間に、大規模ではないものの

いくつか発生した火山噴火や、ほぼ 11 年周期の

太陽活動の下降位相の時期に重なったことにより、

地表に届く太陽放射が減少し、温室効果ガス濃度

の増加による放射強制力の強まりを部分的に打ち

消した。 
気候システムの内部変動による説明 

1998 年以降、太平洋熱帯域中部～東部の海面水

温の低い状態が持続しやすい位相にあり、その間

の放射収支の不均衡によって気候システムに蓄積

された熱は、深層を含む海洋内部で再配分されて

いるため、大気の温度上昇として現れなかった。 
 IPCC 第 5 次評価報告書では、これら二つの要

因が概ね同程度の寄与度で近年の気温上昇傾向の

弱まりに影響した（中程度の確信度）と述べてい

る。 
同報告書の公表後も、それぞれの要因を支持す

る研究が発表されている。例えば、Santer et al. 
（2014）は、1999 年以降 17 回発生した小規模な

火山噴火が、個々の影響としては小さいものの、

積算すると成層圏エーロゾルの光学的厚さの増加

に寄与しており、その影響を気候モデルに反映さ

せると、観測との乖離が 15％程度小さくなること

を報告している。一方、England et al.（2014）
では、太平洋で貿易風の強い状態が持続しており、

これにより太平洋熱帯域中部～東部では冷水の湧

昇を、西部では暖水の沈み込みを強化したことが、

地表面での気温の停滞と海洋内部への熱の取り込

みの強化を引き起こしたと説明している。また、

 

 
図④.1 世界の年平均気温の経年変化と気候モデルによる

予測結果 

（上）1891 年以降、長期的には 100 年あたり 0.69℃の割

合で上昇しているが、近年に着目すると、1998 年に統計

開始以来 1 位の高温となって以降、横ばいの傾向となって

いる（赤枠囲み部分）。（下）IPCC 第 4 次評価報告書、第

5 次評価報告書における予測等の根拠になった気候モデル

による過去から 2020 年までの再現・予測実験を観測値と

比較したもの。文部科学省、気象庁、環境省（2013）より、

一部改変し引用。 
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Schmidt et al.（2014）は、観測された太陽活動

とエーロゾルによる負の放射強制力と、ENSO の

位相とを強制的に気候モデルに与えることで、ハ

イエイタスの傾向をほぼ再現できることを報告し

ている。 
最近の北半球の平均気温の傾向を季節別に見る

と、春・夏・秋は統計的に有意な上昇傾向が続い

ており、横ばい若しくは下降の傾向となっている

のは冬のみであることがわかる（図④.2）。Cohen 
et al.（2012）は、ハイエイタスをもたらしてい

る要因としては、北半球で冬季の気温のみが停滞

している事実を説明できるものでなければならな

いことを指摘し、地表面における短波放射の低下

（太陽活動の下降位相とエーロゾル）の影響はむ

しろ夏季に強く現れるはずなので、観測された傾

向と反対であると述べている。Kosaka and Xie
（2013）は、太平洋熱帯域の海面水温分布を観測

通りに気候モデルに与えることで、冬季の北米に

おける気温低下傾向を再現できるものの、ユーラ

シア大陸の気温低下傾向は整合しないことを報告

している。 

以上述べたように、近年のハイエイタスの要因

として、放射強制力と内部変動の二つの観点から

の究明が進められているが、全体を整合的に説明

できる結論はまだ得られていないのが現状である。 
いずれにしても、温室効果ガスの増加に伴う地

球温暖化は、数十年から数百年に及ぶ長期的な気

候の変化として観測されるものであって、近年の

ハイエイタスによって温暖化が停止したと判断す

るのは誤りである。その根拠としては二つある。 
第一に、太陽活動の下降位相やエーロゾル、気

候システムの内部変動の影響は短期的である一方、

二酸化炭素が大気中に排出されると数百年にわた

って濃度の高い状態が持続することから、長期的

には後者の影響が卓越することが確実と考えられ

ること。これに関しては、世界平均の海面水位が

上昇し続けていること（図 1.2.19 参照）や衛星観

測により地球が正味でエネルギーを受け取り続け

ている（Loeb et al., 2012）ことと整合的である。 
第二に、温室効果ガス濃度の増加によってこれ

まで地球の気候システムに蓄積されてきた熱量の

90％以上は海水の温度上昇に使われており（図

  

  
図④.2 北半球における近年（1991～2013年）の季節平均気温偏差の経年変化 

左上が春（3～5 月）、右上が夏（6～8 月）、左下が秋（9～11 月）、右下が冬（12～2 月）。青線は 5 年移動平均、赤線は有

意な変化傾向が現れているときの線形回帰（統計的有意水準が 90％以上のときのみ表示）を示している。 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
61 

④.3）、ハイエイタスの期間においても海洋の温暖

化は続いていること。これに対して大気の温度上

昇に使われた熱量は 1％程度であって、海洋内部

の変動に伴う熱の吸収量のわずかなゆらぎの影響

が、大気の側にとっては大きなゆらぎとして現れ

ているに過ぎないとも考えられる。 
地球温暖化の進行を適確に検出するには、大気

だけでなく、海洋を含めた気候システム全体を対

象として捉えた上で、長期的な観点で変化傾向を

監視することが不可欠である。 

 
 
【コラム⑤】ヒートアイランド現象 
 
ヒートアイランド（Heat Island＝熱島）とは、

都市の気温が周囲よりも高い状態のことである。

気温分布図を描くと、等温線が都市を丸く取り囲

んで島のようになること（図⑤.1）から、このよ

うに呼ばれる。ヒートアイランド現象は、気温の

上昇によって夏季に熱中症の危険性を増大させ

るばかりでなく、都市上空における上昇気流の強

化によって短時間強雨の増加に繋がる可能性や、

冬季においては乾燥化による呼吸器疾患の増加

などの影響が懸念されている。 
 
(1)  ヒートアイランド現象の要因 

ヒートアイランド現象は、主として次の 3 つの 
人為的要因で起こることが知られている。 
①土地利用（緑地や水面の減少）の影響 

土地利用の影響は、日中のヒートアイランド現

象の主要因である。建築物や道路など人工建造物

は緑地に比べて水分が少なく、水分の蒸発によっ

て気化熱を奪われないため、高温となる。その高

温となった建築物や道路から大気に熱が伝わり、

気温が上昇する。 

 

②建築物（高層化）の影響 

建築物の影響は、夜間のヒートアイランド現象

の主要因である。建築物の存在によって風通しが

悪くなり、熱がこもりやすくなる。また、建築物

は地表面からの日射の反射光や赤外線を吸収し、

夜間の地表面の放射冷却を弱めるほか、コンクリ

ートなど熱容量が大きな素材は、日中に熱を蓄え

て夜間に放出する性質がある。 
③人工排熱（人間活動で生じる熱）の影響 

 人工排熱の影響は、人口が集中する地域等の局

所的なヒートアイランド現象の主要因である。自

動車やエアコン、工場など、都市の多様な産業活

動や社会活動によって熱が排出される。人口が集 
中する都心部では、人間活動が活発な昼間の人工

排熱量は 100W/m2 以上に及ぶと推定されるが、

これは真夏の太陽南中時の日射量の 10%程度に

相当する。 
更に、人体は気温の上昇に加えて、高温となっ

た建築物や地表面から輻射熱を受け取るため、体

感温度としては気温の上昇以上に暑く感じられる

ことがある。 
 

 
図④.3 気候システムの各要素に蓄えられた熱量の経年変

化 

1971 年を基準とした変化量で示している。IPCC（2013）
より引用。 
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(2)  都市化による気温の変化 

全国 82 地点の気象官署における都市化率と年

平均の気温変化率の関係を図⑤.2 に示す。平均気

温、日最高気温、日最低気温とも、都市化率が大

きくなるほど上昇率が大きい傾向が見られる。都

市化率が大きい地点では日最高気温の上昇率に比

べて、日最低気温の上昇率が大きくなっている。

都市化率 90%前後の東京や大阪、名古屋では、年

平均気温の上昇率が約+3.0℃/100 年で地球温暖

化の影響に比べて気温変化率が大きい。このよう

に、都市では地球温暖化による気温上昇に、ヒー

トアイランド現象による気温上昇が加わって気温

上昇率が大きくなっており、その傾向は日最高気

温より日最低気温で顕著である。 
 
(3)  都市化による湿度の変化 

 全国 53 地点の気象官署における都市化率と年

平均相対湿度の関係、および全国 41 地点の気象

官署における都市化率と年平均水蒸気圧の関係を

図⑤.3 に示す。相対湿度、水蒸気圧とも都市化率

が大きくなるほど減少率が大きい傾向が見られる。 
都市域における相対湿度の減少の要因には、気温

の上昇に伴う飽和水蒸気圧（大気中に含みうる最

大の水蒸気量）の増加と水蒸気の減少があげられ

る。飽和水蒸気圧の増加によって、水蒸気量が変

わらなければ、相対湿度が下がる。水蒸気の減少

については、都市域では植物が少なくなり、蒸発

散が弱くなるためと考えられる。 

 

 
図⑤.1 都市気候モデルによる2013年 8月の平均気温の分布

（上段）と都市化の影響による昇温量の分布（下段） 

平成 25 年ヒートアイランド監視報告より引用。 
 

 

図⑤.2 全国82地点における都市化率と気温変化率の相関図 

統計期間は 1931 年～2013 年まで。平成 25 年ヒートアイラ

ンド監視報告より引用。 
 

図⑤.3 全国53地点における都市化率と年平均相対湿度変化

率、および全国 41 地点における都市化率と年平均水蒸気圧

の相関図 

統計期間は 1931 年～2013 年まで。 

℃ 

℃ 
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【コラム⑥】太陽活動と気候変動 
 
人類を含む地球上の全ての生物の生命や大気海

洋の変動は、元をたどれば太陽からの放射エネル

ギーに依っている。気候変動とはつまるところ、

太陽からの放射エネルギーが地球の大気海洋系に

対して引き起こす変動である。したがって、地球

の平均気温は、太陽からの放射エネルギーが増大

するときには平均的に上昇し、減少する時は平均

的に下降する。このため、太陽からの放射エネル

ギーの時間変化とこれに伴う気候の変化を明らか

にすることは非常に重要である。 
 17 世紀はじめに望遠鏡が発明され太陽観測が

始まってから、太陽にはしばしば黒点が出現する

こと、またその出現頻度には平均してほぼ 11 年

の太陽黒点周期と呼ばれる規則性があることが分

かってきた。黒点数を太陽活動の指標と考えると、

太陽からの放射エネルギーもこの周期で変動する

と考えられる。太陽からの放射は大気によってか

なりの部分が吸収されるため、太陽からの放射エ

ネルギーを直接観測できるようになったのは、衛

星による観測が始まった 1978 年からである。以

降、現在まで 30 年以上のデータが蓄積されてい

る。このデータの分析によってわかったことは、

太陽からの全放射エネルギーの変動はそれまで考

えられていたよりもはるかに小さく、全放射エネ

ルギーの黒点周期変動での平均変動幅は 1W/m2

程度しかないことである。日々の変動幅は数

W/m2程度になることもあるが、10 年スケールの

変動幅は非常に小さい。これは太陽放射エネルギ

ーの平均値がほぼ 1366 W/m2 であることを考え

ると、0.07％程度である。ただ、太陽からの放射

エネルギーは全量のほぼ 40％が可視光（波長 400
～700nm）、51％が近赤外線（同 700～4000nm）、

9％が近紫外線（同 200～400nm）であるが、太

陽黒点周期に対応した変動幅は短波長になるほど

急激に大きくなり、例えばオゾンに影響する 200
～300nm 域では 5％ほど、さらに 100nm 域では

100％も変動することも分かってきた。 
このように太陽活動に伴う放射変動は、少なく

ともここ 30 年の全放射エネルギー変化で見る限

りは非常に小さいものの、太陽黒点周期に伴う

様々な気候の変化は現在気候のデータからも解析

されている。図⑥.1 はその一例である。衛星観測

データが存在する期間（1978～2008 年）につい

て、気象再解析データ（ERA-40）を用いて重回

帰解析によって得られた太陽活動指数と関係す

る年平均の東西平均した温度場偏差の鉛直パタ

ーンを示しており（Frame and Gray, 2010）、太

陽活動の高い状態と低い状態の温度場の差とみ

なせる。温度の高い領域が、熱帯域上部成層圏

と熱帯域下部成層圏、両半球の下部対流圏 45
度付近、そして極域の中部成層圏にほぼ南北半

球対称的に存在していることが分かる。これら

の偏差のうち、赤道域上部成層圏に現れるもの

は紫外線強度の増大に伴った直接加熱に対する

応答偏差と考えられている。しかし、それ以外

の大気下層の偏差は、上部成層圏で作られたも

のと大気場が元々持つ変動との相互作用によっ

て作られたと考えられている。つまり、それぞ

れの偏差は大気自身の持つ性質によって、上部

成層圏の偏差が増幅しながら下降伝播すること

で形成されている。したがって、太陽活動に伴

う偏差は全球的というよりは大気の循環に関わ

るある特定の場所にのみ局地的に現れることが

特徴といえる。 

 上述のように、現在観測されている太陽活動に

伴う気候の変化は比較的小さいものの、過去に遡

ると、地域によっては過去には太陽活動に伴う非

常に大きな気候の変化があったことが分かってい

る。例えば、約 300 年前のマウンダー極小期と呼

ばれる時期にはほとんどの黒点が消滅し、ヨーロ

ッパをはじめ、特に高緯度帯が非常に寒冷化して

いたことが知られている。この時期の太陽放射量

が現在に比べて低下していたであろうことは推測

できるものの、太陽活動の観測データは最近の 30
年程度しかなく、100 年、1000 年スケールの変動

に対しての知見が足りない。しかし現在では、太

陽と似た恒星の輝度変化の観測とモデル実験から、

マウンダー極小期のヨーロッパの大幅な気温低下
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は、太陽放射輝度の減少を直接の原因とするもの

ではなく、太陽放射の比較的小さな低下による、

北極振動と呼ばれる半球スケールの自然変動の極

性変化に伴ったものと考えられている（Mann et 
al, 2009）。 
太陽活動が気候変動を引き起こすメカニズムに

ついては、太陽放射の変化に伴う大気の応答とみ

なす考え方の他に、次のようなメカニズムも提唱

されている。まず、太陽活動が低い状態では、太

陽系のバリアとして働いている太陽磁場強度が小

さくなるために太陽系に侵入してくる銀河宇宙線

が増える。銀河宇宙線は非常に高いエネルギーを

持つため下層大気まで侵入できる。すると、宇宙

線の電荷が雲核となるエーロゾルをより沢山作る

こととなり、これが下層雲を増やし、アルベド（地

球の白さ）を増やすことで地球を寒冷化させる、

というものである。但し、この効果（Svensmark 
and Friis-Christensen, 1997）は、現在の世界の

気候に対して、それほど重要な影響を与えていな

いと考えられる（IPCC, 2013）。 
以上のとおり、太陽活動が気候に及ぼす影響は

確かに存在しているが、最近の全球平均気温の急

激な上昇と直接の関係はない。そのことを見るた

めには、気候モデルを用いて太陽活動や火山噴火

等自然起源の放射強制のみを与えた場合と、人為

起源の強制も合わせて与えた場合について、その

全球気温の変化を互いに比べればよい。図⑥.2 は

複数の気候モデルを用いて 20 世紀の全球気温変

化を、全ての放射強制を与えて計算したもの（上

図）と、太陽活動を含む自然起源の放射強制のみ

を与えて計算したもの（下図）を比較したもので

ある。図を比べると、20 世紀後半の気温上昇は太

陽活動を含む自然起源の放射強制のみでは説明で

きず、その主要な部分は人為起源のもの（主に二

酸化炭素の排出）に依っていることが分かる

（IPCC, 2013）。この結果は最近の全球気温の上

昇に関しては太陽活動にその原因を求めることは

できず、ほぼ人為起源によるという考えを強く示

唆している。

   

 
図⑥.2 観測された全球平均地表面気温偏差（黒）と、 CMIP3

モデル群(青)及び CMIP5 モデル群(黄)で計算された（a）人

為起源と自然起源の両方の強制力を与えた全球気温のシミ

ュレーション結果、（b）自然起源の強制力のみを与えた全球

気温のシミュレーション結果 

個々の実験結果は細線で示され、青（赤）の太い線は

CMIP3(CMIP5)モデル群の平均を表している。なお、（b）の

小さな図は 3 種の観測の比較である（IPCC, 2013）。 

 

 

 

 

図⑥ .1  ECMWF の再解析データ

（ERA-40）に重回帰解析を用いて抽出

された、年平均の太陽活動が高い状態

と低い状態の差に相当する気温 

濃い影、薄い影はそれぞれ統計的に

99％,95％有意な領域を示す。Frame 
and Gray(2010)より引用。 
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1.2.2 降水 

世界及び日本の降水量には有意な長期変化傾向

は認められず、さらなる監視の継続や強化が必要

である。一方、日本における梅雨末期の降水量は

増加傾向にある。 
 
(1) はじめに 

本項では、観測結果から得られた世界及び日本

における降水量の長期変化傾向の特徴を述べる。 
降水量の変化はエルニーニョ現象や大気循環な

どの自然変動による影響を強く受け、時空間的に

変動が大きいため、地球温暖化に起因した変化の

検出が難しい。そこで、地球温暖化による降水量

への影響を明らかにするためには、平均値の長期

変化傾向を評価するとともに、平均値から大きく

外れた極端現象、すなわち異常多雨や異常少雨の

長期変化傾向についても詳しく調べる必要がある。

平均値の長期変化傾向は本項で、極端現象につい

ては第 1.3 節で詳しく述べる。 
 

 
 

(2) 世界の降水量 

世界の降水の監視にあたっては、気象庁では、

世界各地の陸上の観測所で観測された降水量をも

とに、1981～2010 年を基準値とした偏差を求め、

それを世界全体で平均した年平均降水量を解析し

ている。 
1901～2013 年における世界、北半球、南半球

の年平均降水量の変化を図 1.2.6 に示す。世界の

降水量は、1970 年頃以降にみられる気温上昇のよ

うな急激な変化14（図 1.2.1 参照）は認められない。

1950 年代に降水量のピークがみられた後に、

1990 年前半にかけて減少し、2000 年代半ば以降

に再び増加するなど、数十年スケールの変動が卓

越しており、長期変化傾向の変化量に比べ、数十

年スケールの周期的な変動幅の方が大きい。周期

的変化は、降水量の多い赤道付近で、多雨期と少

雨期が 10 年程度の周期で入れ替わっていること

が一つの要因と考えられている（Kripalani and 
Kulkarni, 1997）。一般的に、地球温暖化に伴っ

て大気中に多くの水蒸気が蓄えられることから、

                                                   
14 世界全体の降水量の長期変化傾向を算出するには、地

球の表面積の約7割を占める海洋における降水量を含める

必要があるが、降水量は陸域の観測値のみを用いているた

め、気象庁のデータから変化傾向は求めていない。 
 

 

 

 

 

 1901～2013年の世界の年平均降水量の変化 図1.2.6

(a) は世界平均、(b) は北半球平均、(c) は南半球平均。それ

ぞれ陸域の観測値のみを用いている。棒グラフは各年の年降

水量の基準値からの偏差を領域平均した値を示している。青

い太線は偏差の 5 年移動平均を示す。基準値は 1981～2010
年の平均値。 

(a) (b) 

(c) 
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降水の頻度や強度が増加すると言われており、温

暖化予測においても降水量に増加傾向が示唆され

ているが（IPCC, 2013）、現在このような傾向は

見られない。このため、地球温暖化の降水量に与

える影響を検出するためには、さらなる監視の継

続や強化が必要である。半球別にみると、陸域の

割合が多い北半球の変化の傾向は、当然ながら世

界全体の傾向と似ており、1930 年頃と 1950 年代

に増加し、2000 年代半ば以降の多雨傾向が顕著で

ある。 
IPCC 第 5 次評価報告書は、陸上の降水量デー

タとして GHCN V2（2011 年更新；Vose et al., 
1992）、CRU TS 3.10.01（Mitchell and Jones, 
2005 より更新）、GPCC（Becker et al., 2013）の

3 つのデータセットによる経度緯度 5 度格子の世

界の陸上における年降水量の長期変化傾向を示し

ている（図 1.2.7）。統計期間は 1901～2010 年及

び 1951～2010 年である。北半球中緯度の陸域平

均では 1901 年以降増加している（1951 年までは

中程度の確信度、それ以降は高い確信度）が、そ

の他の緯度帯では領域平均した長期的な増加又は

減少の変化傾向の確信度は低いとしている。 
このように、降水量の変化はデータ間及び異な

る時期・地域の間で結果が大きく異なっており、

今後のさらなるデータの蓄積と解析が必要である。 

(3) 日本の降水量 
日本の降水量の長期変化傾向は、観測データの

均質性が長期間維持され、地域的な偏りがないよ

うに選別された表1.2.4の国内51地点で観測され

た降水量から求めている。 
1898～2013 年の日本の年降水量の変化を図

1.2.8 に示す。統計開始以降、日本の年降水量は変

動が大きく、明瞭な長期変化傾向はみられない。

特に 1970 年代以降は年々の変動が特に大きくな

っていることがわかる。また、1920 年代半ばまで

と 1950 年代頃に多雨期がみられる。 
日本域における夏季の水蒸気量が増えている

（図 2.2.8 参照）を考慮すると、日本の降水量の

変化についても、地球温暖化の影響を検出するた

めには、さらなる監視の継続と強化が必要である。 
表1.2.4 日本の年降水量に用いる観測地点（51地点） 

要素 観測地点 

降水量 旭川、網走、札幌、帯広、根室、寿都、秋田、

宮古、山形、石巻、福島、伏木、長野、宇都宮、

福井、高山、松本、前橋、熊谷、水戸、敦賀、

岐阜、名古屋、飯田、甲府、津、浜松、東京、

横浜、境、浜田、京都、彦根、下関、呉、神戸、

大阪、和歌山、福岡、大分、長崎、熊本、 

鹿児島、宮崎、松山、多度津、高知、徳島、 

名瀬、石垣島、那覇 

 

 

 

 

 

 

 緯度経度 5 度の格子ごとにみた図1.2.7

年降水量の長期変化傾向の分布（上から、

CRU TS 3.10.01、GHCN V2、GPCC V6） 

左が 1901～2010 年、右が 1951～2010 年

の期間。トレンドは、70%以上のデータが

そろっており、かつ期間の最初と最後の

10%の中で20%以上データが利用可能な格

子点に対して計算している。白塗りは計算

に利用可能なデータがないか欠測。危険率

10%の水準で有意なトレンドをもつ格子点

を＋の記号で示す。 
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(4) 梅雨期の雨量の長期変化 
 梅雨は日本人の季節感において重要な気象現象

であると同時に、水資源の面から、また大雨など

防災の面からも重要な現象である。Endo（2011）
は、東日本と西日本の気象官署 37 地点の地上観

測データを元に、梅雨期（6～7 月）の降水量の長

期的な変化を調べている。 
図 1.2.9 は、梅雨初期（6 月上旬～中旬）、梅雨

中期（6 月下旬～7 月上旬）、梅雨末期（7 月中旬

～下旬）における地域平均降水量平年比の経年変

化である。梅雨初期は、全域で 100 年あたり約

20％の減少傾向（信頼水準 90％以上）が見られ、

20 世紀前半に明瞭な数十年規模の変動が卓越し

ている。一方で梅雨末期は、日本海側地域では 100
年あたり約50％の増加傾向（信頼水準95％以上）

が見られ、さらに年々変動が増加傾向にある。例

えば、日本海側地域における平年比 250％以上の

大雨年は 20 世紀後半以降に出現している。他方

で、梅雨中期及び梅雨期全体の降水量に有意なト

レンドは見られない。 
観測された梅雨末期の降水量増加は、気候モデ

ル実験による温暖化応答（Kusunoki et al., 2006, 
2011; Kitoh and Uchiyama, 2006; Hirahara et 
al., 2012; 気象庁, 2013）に類似していることから、

地球温暖化の進行と関連している可能性がある。

地球温暖化に伴う日本付近の気候の変化について

は、第 2.2 節で詳しく述べる。 
 
 
 
 
 

 
図1.2.8  1898～2013年の日本の年平均降水量の変化 

棒グラフは国内 51 観測地点での年降水量の基準値からの

偏差を平均した値を示している。太線（青）は偏差の 5 年

移動平均を示す。基準値は 1981～2010 年の平均値。 

 
図1.2.9 地域平均降水量平年比の経年変化 

（a）6 月 1 日～20 日、（b）6 月 21 日～7 月 10 日、（c）7
月 11 日～31 日。赤色線は東日本日本海側＋西日本日本海

側、青色線は東日本太平洋側＋西日本太平洋側。太線は 11
年移動平均、直線は長期的な変化傾向。解析期間は 1901
～2011 年。基準期間は 1901～1930 年。Endo（2011）よ

り引用。 
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1.2.3 海面水温と深層水温 

世界で平均した海面水温は、100 年あたり

0.51℃の割合で上昇している（1891～2013 年の

統計）。日本近海における海面水温（年平均）は

100 年あたり 1.08℃の割合で上昇している。太平

洋における約 4000m 以深の水温は、1990 年代以

降に 0.005～0.01℃の水温上昇が確認された。 
 

(1) 世界の海面水温の長期変化傾向 

1）海面水温データ 

気象庁では、米国海洋大気庁（NOAA）作成の

ICOADS （ International Comprehensive 
Ocean-Atmosphere Data Set）や、神戸コレクシ

ョン（神戸海洋気象台（現 神戸地方気象台）が

収集した過去の海洋気象データ）を気象庁と日本

気象協会がデジタル化した海洋気象データ、現業

的に収集している近年のデータなどを合わせた

100 年以上にわたる歴史的な観測データを用いて、

客観解析（観測データから規則的に配列された格

子点上の値を合理的に推定する作業）を行い、

1891 年から現在までの 100 年以上にわたる 1 度

格子の海面水温と海上気象要素の格子点データを

整備している。このうち、海面水温のデータセッ

トを COBE-SST と呼ぶ（Ishii et al., 2005 ; 石井

ほか , 2003）。ここでは、1891～2013 年の

COBE-SST を用いて海面水温の長期変化傾向に

ついて述べる。 
 
2）海面水温の長期変化傾向 

図 1.2.10 に世界の年平均海面水温平年差の時

系列を示す。5 年移動平均値（図の青い曲線）で

は、1910 年頃に極小、1940 年代初頭に極大とな

っている。それ以降、しばらく横ばい傾向であっ

たが、1970 年代半ば以降、再び上昇傾向となった。

2000 年代に入ってから上昇傾向は鈍っている。こ

のように、世界の年平均海面水温は、十年～数十

年の時間スケールで変動しつつ上昇している。ま

た、年々の変動に関しては、エルニーニョ現象に

遅れて上昇することが知られており（Angell, 

1990 など）、顕著なエルニーニョ現象が終了した

1998 年は＋0.14℃と、過去 123 年間で最高であ

った。海面水温の長期変動は陸上気温（陸域にお

ける地表付近の気温）とおおまかには同じ変動パ

ターンとなっている。図 1.2.10 に見られる 2000
年代に入ってからの上昇傾向の停滞は陸上気温に

も見られ、地球温暖化の監視の面から注目を集め

ている（59 ページ【コラム④】気温上昇の停滞を

参照）。 
1891～2013 年の海面水温の長期変化傾向（図

1.2.10 の赤色の直線）は 100 年あたり 0.51±
0.05℃の上昇で、上昇率は陸上気温（同じ期間に

100 年あたり 0.84℃上昇）より小さな値となって

いる（上昇率は線形回帰から求めたもので、95％
の信頼限界を±を付記した数値で示している）。年

平均海面水温の長期変化傾向の分布を図1.2.11に
示す。相対的に大西洋とインド洋での上昇が大き

く、南太平洋での上昇が小さい。時間的な変化を

海域ごとに見るために、南北太平洋、南北大西洋、

インド洋の 5 海域に区分して、それぞれの海域の

海面水温平年差の時系列を図 1.2.12 に示す。5 年

移動平均値（図の青い曲線）では、1910 年頃に極

小、1940 年代初頭に極大、1970 年代半ば以降再

び上昇傾向、といった特徴が、ほぼ全ての海域に

共通してみられる。北大西洋の海面水温の変動に

ついては、大西洋数十年規模振動（Atlantic 
Multi-decadal Oscillation）と呼ばれる、海面水

温の温暖な時期と寒冷な時期が数十年規模で交互

に発生するような数十年規模の自然変動が存在し

ており、1990 年代半ば以降の海面水温の急激な上

昇については、長期的な海面水温の上昇に加え、

この自然変動の影響もあると考えられる（第 1.2.8
項参照）。5 海域の海面水温の長期変化傾向（図の

赤の直線）は 100 年あたり 0.4～0.7℃の上昇であ

った。 
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図1.2.10 世界の年平均海面水

温平年差の経年変化（1891～2013

年） 

各年の値を黒い実線、5 年移動平

均値を青い実線、長期変化傾向を

赤い実線で示す。平年値は 1981
～2010 年の 30 年平均値。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図1.2.11 年平均海面水温の長

期変化傾向（1891～2013年） 

1891～2013年における100年あた

りの変化傾向。変化が信頼度水準

90％で統計的に有意な領域に＋

を付けた。 
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図1.2.12 各海域の年平均海面水温平年差の経年変化（1891～2013年） 

各年の値を黒い実線、5 年移動平均値を青い実線、長期変化傾向を赤い実線で示す。平年値は 1981～2010 年の 30
年平均値。海域区分は左下の地図のとおり。 
 

海域区分 

１：北太平洋、２：南太平洋、３：北大西洋 

４：南大西洋、５：インド洋。 

2:南太平洋 

1:北太平洋 3:北大西洋 

4:南大西洋 

5:インド洋 
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(2) 日本近海の海面水温の変動による影響 

日本近海における海面水温の変動が日本の気候

変化に及ぼす影響については、十分に明らかにな

っているとはいえないが、局所的な気候変化に及

ぼす影響に関する研究には進んでいるものもある。 
太平洋側では、東北地方太平洋沿岸の気温の低

下をもたらし、農作物の生育を左右する要因とな

るやませ（夏に東北地方の太平洋沿岸に吹く東寄

りの低温の風）の研究が進んでおり、やませに伴

う大気下層の寒気が三陸沖を通過する際に、海面

からの加熱によって変質させられる過程が解明さ

れつつある（Kojima et al, 2006 ; Kodama et. al., 
2009）。また、日本海の海面水温や対馬暖流の強

弱と冬季の日本海側の降水量との間には有意な関

係があることが指摘されている（広瀬ほか, 2007 ; 
Hirose and Fukudome, 2006）。 
大きな空間スケールでは、海洋から大気に多く

の熱を放出する黒潮続流域の海洋変動が低気圧等

の気象擾乱の発達海域に影響し、偏西風の蛇行な

どの大気循環場に影響を与えているとの指摘もあ

る（Tanimoto et al., 2003）。また、高解像度の気

候モデルによる温暖化予測実験で、強い熱帯低気

圧の存在頻度が増える結果を示すものもあり、海

面水温上昇による大気中の水蒸気量の増加の影響

が示唆されているが、熱帯低気圧の変化について

は不確実性が大きいことも指摘されている（吉村

ほか, 2006 ; IPCC, 2013）。 
海面水温の変動の影響は気候に限らず、海洋生

態系に対しても影響を及ぼす。例えば、30℃以上

の海面水温が継続した場合にはサンゴの白化現象

が起こったり、冬の海面水温が十分下降しないこ

とがオニヒトデの大量発生の一因と指摘される例

もある。更に、海面水温上昇と共に水質が変化す

ることが原因とされる磯焼け（海藻類の死滅）の

発生、及び、それに伴う漁場の荒廃（藤田, 2002）
など、海面水温の変動は様々な形で社会経済活動

に影響を及ぼすことが知られている。 
 

 

 

 

(3) 日本近海の海面水温 

ここでは、日本近海における 100 年あたりの海

域別海面水温の上昇率を見積もった。海域は、海

面水温の特性が類似している 13 個の海域に分け

（図 1.2.13）、それぞれの海域における現場観測

データと COBE-SST（Ishii et al., 2005）から、

海域ごとの平均海面水温からの平年差を算出し、

その上昇率を求めた。算出方法の詳細は、高槻ほ

か（2007）を参照されたい。 
図 1.2.14 に、日本近海における、1900～2013

年のおよそ 100 年間にわたる、海域平均海面水温

（年及び季節平均）の長期変化傾向を示す。 
13 海域全体の平均海面水温（年平均）は上昇し

ており、その上昇率は 1.08℃/100 年で、世界全体

で平均した海面水温の上昇率（0.51℃/100 年）よ

り大きい。今後 100 年でさらに大きな上昇

（0.6~3.1℃/100 年）が予測されるが、これは世

界の年平均地上気温の上昇と同程度である（気象

庁, 2008）。表 1.2.5 には 13 海域の年及び季節平

均の海面水温の変化傾向を示す。 
 

 
図 1.2.13 海域区分と名称 
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図 1.2.14 日本近海の海域平均海面水温（年及び季節平均）の長期変化

傾向（℃/100年） 

図中の無印の上昇率は信頼度水準99%で統計的に有意な値を、「∗」及び

「∗∗」を付加してある上昇率はそれぞれ95%、90%で統計的に有意な値

を示す。上昇率が『［#］』とあるものは、統計的に有意な長期変化傾向

が見出せないことを示す。統計期間は1900～2013年。 

年 
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海域ごとの特徴としては、日本海中部では、海

面水温は上昇しており、上昇率は1.73℃/100年と

日本近海で最も大きい。日本海中部で海面水温の

上昇率が大きい理由は良く分かっていないが、大

陸の気温の上昇の影響を受けている可能性がある。

また、対馬暖流の流路や流量の変化や海洋と大気

の間の熱のやり取りの変化などの影響も考えられ

る（高槻ほか, 2007）。季節別にみると、冬季が最

も大きい上昇率を示し、2.37℃/100年である。夏

季の海面水温は、他の季節より年々の変動が大き

い。夏季は、冬季に比べ、海面付近で安定な層が

形成され、上下の混合が小さくなり、海面水温に

大気の状態が反映されやすいことの現れと考えら

れる。 
日本海南西部、四国・東海沖、黄海、東シナ海

の海面水温の上昇率は 1.14℃/100 年～1.28℃
/100 年と、日本の気温の上昇率（1.14℃/100 年）

と同程度となっている。 
沖縄の東、先島諸島周辺の海面水温も上昇して

おり、上昇率はいずれも0.73℃/100年である。こ

れらの海域の上昇率が本州周辺に比べて小さい理

由は良く分かっていないが、緯度帯が低緯度であ

ることや、他の海域と比べ大陸から離れているこ

とが影響している可能性がある。 

三陸沖と関東の東では海面水温に明瞭な上昇

傾向が現れているが、長期変化傾向の他、十年か

ら数十年の周期の変動もみられ、1950年から1980
年代半ばにかけては下降傾向がみられる。さらに、

関東の東は黒潮続流の流路変動も反映していると

考えられる。 
 釧路沖では、1950 年代以前の観測データが少な

く海域平均海面水温が算出できない年も多いが、

上昇傾向が現れている。 
日本海北東部では、1920 年代の水温が高いこと

から、統計的に有意な長期変化傾向はみられない。

1920 年代の高温傾向は、寿都など日本海北東部に

面した沿岸水温観測点の一部にもみられる。 
このように、日本近海における海面水温の長期

変化傾向には、世界全体の傾向と同様に地球温暖

化の影響が現れている可能性がある。しかし、評

価している領域が狭いことから、太平洋十年規模

振動（PDO）や海流の長周期の変動など、自然変

動の影響を受けやすく、海面水温の上昇が必ずし

も全て地球温暖化の影響とはいえない。 
 

(4) 日本近海及び北西太平洋域の深層水温 

気候変動予測を目的とする海洋モデルの検証に

必要なデータを収集するため、1990 年代に世界各

表1.2.5 年平均、季節ごとの海域平均海面水温の上昇率 

海域名 年 冬（1-3 月） 春（4-6 月） 夏（7-9 月） 秋（10-12 月） 

釧路沖 +0.99∗±0.65 +1.81±0.86 +1.20∗±0.71 # +1.28∗∗±0.93 

三陸沖 +0.64∗±0.57 +1.02∗±0.91 # # +0.83∗±0.66 

関東の東 +0.70∗±0.53 # +0.91∗∗±0.66 # +1.01±0.59 

関東の南 +0.94±0.22 +1.07±0.31 +0.97±0.33 +0.80±0.30 +1.04±0.31 

四国・東海沖 +1.24±0.18 +1.52±0.31 +0.98±0.29 +1.05±0.25 +1.41±0.24 

沖縄の東 +0.73±0.24 +0.80±0.36 # +0.86±0.36 +0.96±0.35 

日本海北東部 # +0.76±0.60 # # # 

日本海中部 +1.73±0.35 +2.37±0.53 +1.79±0.44 +0.91∗±0.63 +2.02±0.50 

日本海南西部 +1.28±0.35 +1.56±0.53 +1.31±0.42 +0.74∗±0.53 +1.62±0.37 

黄海 +1.21±0.31 +1.92±0.46 +1.12±0.38 +0.50∗±0.46 +1.24±0.46 

東シナ海北部 +1.21±0.25 +1.53±0.43 +0.99±0.30 +0.76±0.33 +1.51±0.31 

東シナ海南部 +1.14±0.17 +1.44±0.29 +1.18±0.26 +0.68±0.20 +1.25±0.24 

先島諸島周辺 +0.73±0.22 +0.79±0.39 +0.52±0.28 +0.66±0.24 +1.10±0.30 

『#』は、統計的に有意な長期変化傾向が見出せないことを示す。±を付記した数字は、確からしさの範囲（95%の信

頼限界）。無印の上昇率は信頼度水準 99%で統計的に有意な値を、「∗」及び「∗∗」を付加してある上昇率はそれぞれ

95%、90%で統計的に有意な値を示す。 
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国が協力して実施した世界海洋循環実験計画

（WOCE：World Ocean Circulation Experiment）
におけるワンタイム測線（WOCE 期間中に特別

に高精度、高密度の観測を 1 回実施した測線）の

再観測が、国際的な取り組みの一環として実施さ

れている。これまで、WOCE ワンタイム観測と

再観測結果の比較から、太平洋における約 4000m
以深の底層水温が約 10～15 年間で 0.005～
0.01℃上昇したこと、そして貯熱量も増加したこ

とが報告されている（Fukasawa et al., 2004； 
Kawano et al., 2006；Johnson et al., 2007；
Kouketsu et al., 2011；Purkey and Johnson, 
2012）。この昇温や貯熱量の増加は、熱塩循環の

出発点となる南極大陸周辺の海域で大きい。これ

らの結果を基に、IPCC 第 5 次評価報告書では、

3000m～海底付近まで昇温した可能性が高く、最

も大きな昇温は南極海で観測されているとされて

いる。この太平洋底層における昇温は、数値モデ

ルによる実験結果から、深層（熱塩）循環の時間

スケール（約千年）と比べてはるかに短い約 40
年間で、南極大陸のアデリーランド沖における大

気海洋間の熱交換の変化が、海底地形に沿って伝

播したものである可能性が原因として報告されて

いる（Masuda et al., 2010）。 
気象庁では、WOCE に参加した 1994 年に実施

した東経137度に沿った測線（図1.2.15中のA, B, 
C）の再観測を 2010 年に行った。また、1985 年

に米国スクリプス海洋研究所（SIO：Scripps 
Institution of Oceanography University of 
California San Diego）、1999 年と 2007 年に水産

庁及び東海大学、海洋研究開発機構が実施した千

島列島沿いの測線（D）及び 1991/1993 年に東京

大学海洋研究所（現大気海洋研究所）と米国海洋

大気庁太平洋海洋環境研究所（NOAA/PMEL：
National Oceanic and Atmospheric 
Administration/Pacific Marine Environmental 
Laboratory）が実施した東経 165 度に沿った測線

（E～F）の再観測を 2011 年に行った（中野, 
2013）。そこで、この両測線において、南極大陸

周辺の陸棚域で沈み込んだ周極底層水（CDW：

Circumpolar Deep Water）の経路と考えられる

海域における水温（ここでの水温は、水圧による

水温上昇分を除いたポテンシャル水温）1.2℃以下

の領域での平均水温を比較した（図 1.2.15、表

1.2.6）。北西太平洋の底層の平均水温は、東経 137
度線の海域 A において 1994 年と比較して 2010
年は 0.004℃、同じく東経 137 度線の海域 C で

1994 年と比較して 2010 年は 0.005℃、千島列島

南東の海域 D において 1985 年と比較して 1999
年は 0.004℃、2007 年及び 2011 年は 0.005℃上

昇していた。 
底層水温の変化は、気候に大きな影響を与える

とされる熱塩循環の変化を示唆していると考えら

れるため、国際協力による継続的な観測による監

視が重要である。また、この底層水温の上昇が、

地球温暖化と関連したものであるかどうかについ

ての研究も必要である。 

 

 
 
図1.2.15 底層の水温変化の比較を行った測線 

薄い青の矢印は底層水の経路を、薄い灰色の部分は水深が

4000m 以浅の海域を示す。東経 137 度線を 3 海域に分け

たのは、海底地形を考慮した。 
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表1.2.6 北西太平洋における底層の水温変化 

平均水温の差の（ ）値は、有意な変化でないことを示す。

これは、1980 年代～1990 年代前半における水温の測定精

度は±0.003～0.005℃、1990 年代後半以降は±0.001～
0.002℃と報告されており、観測時期の異なる水温の差が

0.004～0.006℃以下の場合は、有意な変化があるといえな

い。また、端数を四捨五入しているため、表記した数値の

差は「平均水温の差」と値が一致しない場合がある。 
 

海域 A 

年 平均水温（℃） 1994 年との差 

1994 1.187 - 

2010 1.191 +0.004 

海域 B 

年 平均水温（℃） 1994 年との差 

1994 1.180 - 

2010 1.182 （+0.002） 

海域 C 

年 平均水温（℃） 1994 年との差 

1994 1.152 - 

2010 1.157 +0.005 

2011 1.154 （+0.002） 

2012 1.154 （+0.002） 

海域 D 

年 平均水温（℃） 1985 年との差 

1985 1.109 - 

1999 1.113 +0.004 

2007 1.114 +0.005 

2011 1.114 +0.005 

海域 E 

年 平均水温（℃） 1992 年との差 

1992 1.113 - 

2011 1.117 （+0.004） 

海域 F 

年 平均水温（℃） 1992 年との差 

2011 1.069 - 

2012 1.066 （-0.003） 
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【コラム⑦】海水塩分 

 

海水塩分（以下、塩分）は、水温と共に海洋の

時空間変動を知るための基本的な要素である。塩

分は、海洋中で新たに生成されることはなく、ま

た生物化学的な影響は受けず、海面を通じた淡水

収支（降水量と蒸発量の差、河川水の流入及び雪

氷の融解等）によって決まる。そのため、全球規

模の水循環変動の指標として、海洋における「雨

量計」と考えられている。例えば、Lukas（2001）
は、1997/98 年のエルニーニョの影響により、ハ

ワイでは乾燥（降水量が減少）し、ハワイ近傍の

時系列観測点の表層塩分が高塩分化したことを報

告した。また、Sugimoto et al.（2013）は、2008
年暖候期（5 月～10 月）の本州東方の黒潮続流域

における降水量の増加が、この海域の北太平洋亜

熱帯モード水（Masuzawa, 1969）の低塩分化と

関連していたことを報告している。 
塩分の時空間変動が影響するものとして、水温

と塩分によって決まる海水密度が関係する表層の

鉛直構造、海面水位、さらには熱塩循環（78 ペー

ジ【コラム⑧】熱塩循環を参照）等が挙げられる。

まず表層の鉛直構造については、近年の地球温暖

化の進行による表層水温の昇温に加え、降水によ

る淡水供給が増加し低塩分化すれば、海水密度は

さらに軽くなり、密度の軽い安定した海水が海面

付近に存在することとなり、鉛直混合が弱くなる

と考えられる。その結果、栄養塩が豊富な下層の

海水の上層への供給が減少し、生物活動への影響

が懸念される。海面水位については、海面から海

底までの密度の鉛直分布から求めることができる。

温暖化による熱膨張の影響と共に、淡水供給が増

加すれば海水柱の体積が増えるため、近年の海面

水位上昇傾向がさらに顕著になる可能性がある

（倉賀野, 1999；Antonov et al., 2002）。熱塩循環

については、その出発点となる底層水が沈み込む

場所のひとつである南極大陸の大陸棚周辺におい

ては、氷の融解の影響により低塩分化、低密度化

していることが観測されており（Aoki et al., 
2005 ; Rintoul, 2007）、重い水の底層への沈み込

みが弱まることで底層水の形成が減少し、全球の

熱塩循環が弱化する可能性が示唆されている。 
これまでも、塩分の時空間変動を把握し、その

メカニズムを理解することは重要と考えられてき

たが、塩分の測定は、1970 年代はじめに登場した

電気伝導度水温水深計（CTD：Conductivity 
Temperature Depth profiler）が広く普及するま

では、様々な深度の海水を採取して測定する必要

があったため、水温データに比べるとその数は非

常に少なく、長期変動の実態把握は極めて困難で

あったといえる。 
全球及び大洋毎に東西平均した表層（0～500m）

の長期変化傾向については、米国海洋大気庁

（NOAA：National Oceanic and Atmospheric 
Administration ） の 海 洋 デ ー タ セ ン タ ー

（NODC：National Oceanographic Data Center）
が全球海洋観測データベース（WOD：World 
Ocean Database）を公開し、解析結果を報告し

た（Boyer et al., 2005）。ここでは、全球平均と

して亜寒帯域では低塩分化し、熱帯と亜熱帯域で

は塩分が高くなったことなどが示されが、IPCC
第 4 次評価報告書（IPCC, 2007）では、観測結果

を基にした海水塩分の長期変化については、まだ

信頼できる結果ではないとされた。 
一方、1990 年代に行われた世界海洋循環実験計

画 （ WOCE ： World Ocean Circulation 
Experiment）の測線における再観測結果との比

較、気象庁の東経 137 度線や上述のハワイ近傍の

定点観測といった長期の定線や時系列観測データ

の解析が行われ、少しずつ塩分の時空間変動に関

する知見が報告されるようになってきた。北太平

洋における海洋内部の塩分の長期変化に関しては、

WOCE 測線や気象庁定線観測データの解析から、

北太平洋亜熱帯循環域における低塩分水である北

太 平 洋 中 層 水 （ NPIW ： North Pacific 
Intermediate Water）が低塩分化していることが

報告されている（Wong et al., 1999 ; Boyer et al., 
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2005 ; Kouketsu et al., 2007 ; Nakano et al., 
2007 など）。図⑦.1 に、気象庁が 1967 年から観

測を行っている東経 137 度定線（図 1.2.15 中の

A, B, C）の緯度－深度断面における 1 年あたりの

塩分の変化を示す。図中の点線で囲んだ部分が、

NPIW が低塩分化しているところで、約 0.0015/
年の割合で低塩分化している。この原因について

は、NPIW の形成にとって重要なオホーツク海や

親潮域における淡水収支の変化、海洋表層の昇温

による低密度化の影響、表層循環の強化により東

の海域からの低塩分水の移流の増加等が考えられ

ている。 
さらに、2000 年に開始された国際プロジェクト

であるアルゴ計画によるアルゴフロートが展開さ

れたことにより、塩分の時空間変動の解析に利用

できる表層塩分のデータが飛躍的に増加したこと

で、全球規模での海水塩分の長期変動、及びその

メカニズムに関する議論が可能になった。全球規

模での表層塩分については、気候学的に塩分が高

い海域はより高塩分に、低い海域はより低塩分に

なっていることが示されている（図⑦.2、Hosoda 
et al., 2009；Durack and Wijffels, 2010；Helm et 
al., 2010 など）。このことから、IPCC 第 5 次評

価報告書（IPCC, 2013）では、近年水循環が強化

されている可能性が非常に高いとされている。 
今後、塩分の時空間変動を把握することで、詳

細な水循環や熱塩循環の変動が明らかにされると

考えられる。そして、海洋観測データだけでなく、

大気再解析データ、衛星による海面水位や高解像

度の海面塩分データ、さらには数値モデルによる

変動の伝播特性に関する実験結果を組み合わせる

ことにより、変動原因やそのメカニズムの理解が

進んでいくことが期待される。 
 
 
 
 
 
 

 
図⑦.1 気象庁東経137度定線断面における塩分の1967年

～2012年での1年あたりの変化 

色のついている部分は信頼度水準 95％で統計的に有意な

領域を表す。等値線は塩分の気候値（1981～2010 年平均

値）で、太実線の塩分 34.2 以下の部分が北太平洋亜熱帯

循環域の低塩分水である北太平洋中層水（NPIW）のコア、

太点線は塩分極小層に相当する等密度面を示す.。 

 
図⑦.2 （a）蒸発－降水量の気候値分布、（b）表層塩分

の気候値分布（1981～2010年平均）、及び（c）表層塩分の

2001～2010年平均と1971～1980年平均との差。 

（a）は JRA25/JCDAS再解析データ（Onogi et al., 2007）
を、（b）と（c）は Ishii and Kimoto（2009）に基づき解

析した水温･塩分データセットの 10～100m 平均値を使用

した。（c）の等値線は（b）の気候値を示し、等値線間隔

は塩分 1 毎（太線は塩分 35）。 
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【コラム⑧】熱塩循環 

 
海洋の循環は、表層で卓越する風成循環と、深

層で卓越する熱塩循環とから成っている。風成循

環は、海上を吹く風による摩擦力（風応力）によ

って駆動される水平的な時計回りあるいは反時計

回りの循環で、海域によって異なるものの循環が

及ぶ深さは、深くとも約 1500～2000m である。

これに対し、熱塩循環は、表層から海底付近にま

で及ぶ子午面方向の鉛直的な循環（子午面循環： 
MOC（Meridional Overturning Circulation））
を構成し、水温（熱）と海水塩分（以下、塩分）

によって決まる海水の密度差によって駆動される。

熱塩循環は、1000 年スケールのゆっくりとした循

環であるが、低緯度で海洋が得た熱を高緯度域に

輸送・放出することで地球全体の南北の熱バラン

スに寄与していることから、気候の形成にとって

重要である。さらに、大気から海洋に吸収された

酸素や二酸化炭素といった物質を海洋内部へ運ぶ

役割も担っている。従って、熱塩循環が変化した

場合は、急速な気候変動につながる可能性がある

ため、熱塩循環の変動を観測によって監視し、検

出することは重要である。 
熱塩循環が生じるには、海面付近において低

温・高塩分の密度の大きい（重い）水が形成され

ることによって、大きな密度差が作り出されるこ

とが必要である。重い水が形成される海域は、大

きく分けると南極海の南極大陸の大陸棚周辺と北

大西洋北部の 2 か所であり、それぞれ南極子午面

循環（Antarctic MOC）、と大西洋子午面循環

（Atlantic MOC）を形成する出発点となっている

（これまで、ロス海、ウェッデル海、アデリーラ

ンド沖が知られていたが、最近ケープダンレー沖

でも形成されていることが観測から明らかになっ

た（Ohshima et al., 2013））。この 2 つの MOC
の出発点となる重い水の形成過程は異なるが、互

いに全く独立したものではなく、南極大陸周辺を

東向き（時計回り）に 1 周する南極周極流（ACC：

Antarctic Circumpolar Current）域で形成される

周極底層水（CDW：Circumpolar Deep Water）
の形成を介して関連している（図⑧.1）。 
南極子午面循環については、大陸棚周辺では、

低温になり海水が凍る時にできるだけ真水成分だ

けで凍ろうとするため、濃縮された高塩分水がは

き出されることで重い水（AABW：Antarctic 
Bottom Water）が形成される。そして、南極周極

流下層において、AABW は、太平洋で約 2000～
3000m の深層を北太平洋から南下してきた北太

平洋深層水（NPDW：North Pacific Deep Water）
や、大西洋で南下する北大西洋深層水（NADW：

North Atlantic Deep Water、後述）等と混合して、

CDW が形成され、これは海底付近までを占める。

この水塊は太平洋、インド洋、及び大西洋の約

3000～4000m 以深の底層を北上しながら広がる

（但し、大西洋の底層水だけは AABW の影響が

強いので CDW ではなく、AABW と呼ばれる）。

広がる過程で周囲の海水との混合や、海底からの

地熱により暖められて軽くなることで湧き上がる。

北太平洋で湧き上がった水が、上述の NPDW で

ある（図⑧.2 上）。北太平洋における CDW の経

路は、不明な部分が多い。CDW の形成域に近い

南大洋では人為起源トレーサー（例えば、クロロ

フルオロカーボン類（CFCs））によって、その経

路を把握することができるが、北太平洋では未だ

観測されていないためである。さらに、NPDW が

深層を南大洋へ戻っていく経路については、世界

海洋循環実験計画（WOCE：World Ocean 
Circulation Experiment）での深層までの高精度

観測データを基にした循環像の推定や、数値モデ

ル結果を検証するための係留系による観測

（Kawabe and Fujio, 2010；Ishizaki et al., 2012）
の報告があるが、全体像はまだ把握できていない。 
一方、大西洋子午面循環については、南極大陸

の陸棚周辺と違い北大西洋北部の表層には、南か

ら湾流により高塩分水が運ばれており、大気の強

い冷却によって熱を放出することによって形成さ

れた低温、高塩分の重い水（NADW）が海底付近
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まで沈み込み、徐々に深度を浅くしながら南下し、

ACC に取り込まれ、南極子午面循環の CDW の形

成要素となる（図⑧.2 下）。 
熱塩循環の変動を把握するためには、大洋を横

断するような、あるいは循環の経路における、流

量や海水特性（水温、塩分、化学成分（特に、溶

存酸素とケイ酸塩）等）の変化を捉える継続的な

観測が有用である。近年、1990 年代に行われた

WOCE の観測と、その後に行われた再観測の結

果との差の見積りから、海水特性（特に水温）の

変化が明らかになりつつある。北太平洋において

は、南半球から北上してくる約 4000m 以深の底

層水の経路における水温が 0.005～0.01℃の有意

に 上 昇 し て い る こ とが 検 出 さ れ て い る

（Fukasawa et et al., 2004; Kawano et al., 
2006; Johnson et al., 2007）。この結果と同程度の

水温変化は、気象庁の東経 137 度線と 165 度線の

再観測結果においても確認している（詳細につい

ては第 1.2.3 項（4）を参照）。 
一方、大西洋子午面循環については、IPCC 第

5 次評価報告書では、変化のトレンドを示す観測

上の証拠はないとされている。しかし、将来予測

では、21 世紀を通じて弱まる可能性が非常に高い

とされている（IPCC, 2013）。北大西洋において

は、すでに、英国と米国が協力して、北緯 26.5
度に沿った大西洋子午面循環の流量変動を、流速

計を長期係留した直接観測によって明らかにする

プロジェクト（RAPID/MOCHA：Rapid Climate 
Change/Meridional Overturning Circulation 
and Heatflux Array）が、2004 年から実施され

ている。すでに、経年変動について、いくつかの

報告が出されているが、さらに観測が継続される

ことで、より詳細な変動が明らかにされることが

期待される（Cunningham et al., 2007；Kanzow 
et al., 2007 など）。 
熱塩循環の変動を検出するための観測は、人や

時間等を含む多くの資源が必要で、しかも高精度

の観測が求められ高度な技術が必要であることか

ら非常に難しいものである。現在、国際協力によ

る継続的な観測網の維持（Hood et al., 2009；日

本からは海洋研究開発機構と気象庁が参加）が進

められている。また、観測時期や実施機関が異な

る観測データを総合的に解析するために、各機関

は国際的な計測標準（標準物質）を用いることで

観測データの追跡可能性（traceability）や、比較

可能性（comparability）を確保することを求めら

れている（Hood et al.,  2010）。 

 
図⑧.1 南極大陸周辺における底層水の形成域と広がり

の模式図 

薄い陰影は 3000m 以浅の海域、薄い緑は南極周極流

（ACC）、薄い青は周極底層水（CDW）の広がりを示す。

赤字は AABW が形成される場所を示し、W はウェッデル

海、R はロス海、A はアデリーランド、D はケープダンレ

ーを示す。 

 
図⑧.2 太平洋（上）と大西洋（下）の子午面循環(太矢

印)の模式図（細矢印は海水の混合過程を、二重丸は南極

周極流を示す） 
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1.2.4 海洋貯熱量 

全球で積算した表層貯熱量は 10 年あたり 2.05
×1022J の割合で上昇している（1950～2013 年の

統計）。 
 
(1) 海洋貯熱量の監視 

海洋は人類の活動によって増加した気候システ

ム内の熱の巨大な貯蔵庫となっており、特に表層

（本項では海面から深さ 700m までと定義する）

が大きな役割を担っている。海洋が熱を蓄えると、

熱膨張により海面水位の上昇をもたらすなど、社

会経済活動に影響を与えることとなる。IPCC 第

5 次評価報告書（IPCC, 2013）は、1971～2010
年の 40 年間で、気温の上昇や氷の融解などを含

む地球上のエネルギー増加量の 60％以上が海洋

の表層に、およそ 30％は海洋の 700m よりも深い

ところに熱として蓄えられたと評価している。 
ここでは、Ishii and Kimoto（2009）の手法に

よって気象庁が作成している海面から深さ 700m
までの表層水温解析値を用いて表層貯熱量の変動

について記述する。 
 

(2) 全球表層貯熱量の変化 

全球で積算した表層貯熱量の経年変化を図

1.2.16 に示す。1950 年以降、表層貯熱量は増加

と減少を繰り返しつつも長期的に増加しており、

1950～2013 年の増加率は 10 年あたり 2.05×
1022J である（信頼度水準 99％で統計的に有意）。

近年では1990年代半ばから2000年代初めにかけ

て急激に増加している。2000 年代に入ってから、

世界の平均気温や平均海面水温と同様に一旦傾き

が緩やかとなったものの（59 ページ【コラム④】

気温上昇の停滞；第 1.2.1 項；第 1.2.3 項を参照）、

表層貯熱量は引き続き増加傾向にあり（2003～
2013 年について信頼度水準 99％で統計的に有

意）、その後も 1950 年以降最も多い状態が続いて

いる。表層貯熱量が増加した要因としては、地球

温暖化や、様々な時間規模の自然変動による影響

などが考えられる。 
 

(3) 表層貯熱量の変化傾向の分布 

図 1.2.17 に 1950 年以降と、全球表層貯熱量が

急激に増加した 1993 年以降の二つの期間の表層

貯熱量の変化傾向の分布を示す。1950 年以降、海

洋表層の貯熱量は太平洋低緯度域、インド洋低緯

度域、北太平洋の北緯 40 度付近などを除き、ほ

ぼ全球で増加しており、特に北大西洋で増加率が

大きい。一方、1993 年以降では、太平洋の東部で

減少、西部で増加傾向となっている。十年～数十

年規模変動（第1.2.8項）の影響が現れていて1950
年以降の増加率とは異なった分布をしている。 
北太平洋における近年の特徴として、フィリピ

ン東方の北緯 10～20 度、東経 130～170 度にか

けての表層貯熱量が、1990 年ごろに一旦減少した

後、1998 年以降急速に増加していたことがあげら

れる（図 1.2.18）。この貯熱量の増加に対応した

海面水位の上昇は、人工衛星に搭載された海面高

度計からも観測されている。この変化の原因とし

て、1990 年代初め以降、太平洋熱帯域の貿易風は

強化しており、これによって暖かい海水の分布が

変化し、この海域の貯熱量が増加して海面水位が

上昇したとされている（Merrifield and Maltrud, 
2011）。また、貿易風の強化に伴う熱帯域の広範

囲に渡る風系の変化とフィリピン東方の海面水位

の上昇は、亜熱帯循環の南下と北赤道海流の流量

の増加（Qiu and Chen, 2012）や、太平洋熱帯域

の浅い子午面循環とインドネシア通過流の強化

（Feng et al., 2010）とも対応していたことが分

かっている。 

 
図 1.2.16 全球海洋表層貯熱量の経年変化 

海面から深さ 700mまでの貯熱量の平年偏差。平年値は 1981
～2010 年の平均値。 
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図 1.2.17 表層貯熱量増加率の空間分布 

海面から深さ 700m までの貯熱量の増加率。単位は

[W/m2]15。統計期間は 1950～2013 年（上）と 1993～2013
年（下）。ハッチは信頼度水準 90％で統計的に有意な変化

をしている海域。上図と下図で陰影の間隔が違うことに注

意。 
 
 

 

図 1.2.18 北太平洋低緯度域の表層貯熱量の経年変化 

北緯 10 度から 20 度、東経 130 度から 170 度、海面から

深さ 700m までの貯熱量の平年偏差。平年値は 1981～
2010 年の平均値。 
 
 
 

                                                   
15 海面 1m2あたりの表層貯熱量[J]が 1 秒あたりに増加し

た量。海流などによる水平方向の熱の移動がないと仮定し

た場合、1W/m2の熱量の増加率は海面から深さ 700m まで

の海水の平均水温が 10 年あたりおよそ 0.1℃上昇したこ

とに対応する。 

1.2.5 海面水位 

世界の海面水位は、1901～2010 年の期間に、

0.19[0.17～0.21]16m 上昇した。世界平均海面水位

の平均上昇率は、1993～2010 年の期間で 1 年あ

たり3.2[2.8～3.6]mmであった可能性が非常に高

く、世界平均海面水位の上昇率は 20 世紀初頭以

降増加し続けている可能性が高い。20 世紀の世界

平均海面水位上昇の主要な要因は、海洋の熱膨張

と氷河の変化である。 
北太平洋上の大気循環場等の地域的な要因の影

響を受けているため、1906～2013 年の期間で、

日本沿岸の海面水位には、世界平均の海面水位に

みられるような明瞭な上昇傾向はみられない。

1993 年から 2010 年にかけては、日本の海面水位

は、1 年あたり 2.8[1.3～4.3]mm の割合で上昇し

ている。 
 
(1) はじめに 

地球温暖化に伴う、海洋の熱膨張や山岳氷河、

南極やグリーンランドの氷床の融解は、海面水位

の上昇を引き起こし、社会経済的基盤に大きな影

響を与えるのではないかと懸念されている。本項

では（2）で IPCC 第 5 次評価報告書の見解を引

用しながら世界の海面水位の状況について、また

（3）で国内のデータを用いて日本の海面水位の

状況について記述する。 
 

(2) 世界の海面水位 

1）海面水位の長期変化 

IPCC（2013）によると、過去の海面水位変化

について下記のとおり結論づけている。なお、角

括弧の範囲は 90％の信頼区間を示す。 
 1901 年から 2010 年の期間に、0.19[0.17～

0.21]m 上昇した（図 1.2.19）。 
 海面水位の代替データと測器によるデータは、

19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、過去 2

                                                   
16 90%の信頼区間の範囲は、角括弧で示されており、推定

すべき対象の真の値をその範囲に含んでいる可能性が

90%であることを意味する。 
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千年にわたる比較的小さな平均上昇率から、よ

り高い上昇率に移行したことを示している（高

い確信度）。 
 世界平均海面水位の上昇率は 20世紀初頭以降

増加し続けている可能性が高い。 
 世界平均海面水位の平均上昇率は、1901～

2010年の期間で1年あたり1.7[1.5～1.9]mm、

1971～2010 年の期間で 1 年あたり 2.0[1.7～
2.3]mm、1993～2010 年の期間で 1 年あたり

3.2[2.8～3.6]mm であった可能性が非常に高

い。 
この結果は、潮位計観測の結果を用いた研究や、

1990 年代以降に行われている衛星高度計観測の

結果を用いた研究といった異なる手法を用いた研

究間でもよく整合している。 
なお、大気循環場等の地域的な要因の影響で、

地域的な海面水位の上昇率は、世界平均海面水位

の上昇率から大きな乖離を生じることがある。 
 

 

 

 

2）海面水位変化の要因 

IPCC（2013）は、海面水位の上昇の要因として、 
 海洋の熱膨張 
 氷河の変化 
 グリーンランド氷床の変化 
 南極氷床の変化 
 陸域の貯水量の変化 
を挙げている。観測された海面水位の上昇に対す

るそれぞれの要因の寄与は、表 1.2.7 のように見

積もられていて、20 世紀の世界平均海面水位上昇

の主要な要因は、海洋の熱膨張と氷河の変化とな

っている。 
1993～2010 年の期間については、世界平均海

面水位の上昇は観測にもとづく寄与の合計と高い

確信度で整合的である。 
 
(3) 日本の海面水位 

1）評価に用いるデータ 

気象庁では、日本沿岸の72地点（平成26年1月1
日現在）で潮位の観測を実施するとともに、他機

関の検潮所の観測データも用いて海面水位を監視

している。 
日本沿岸の平均的な海面水位の長期変化傾向を

つかむためには、できるだけ長期間にわたる地盤

変動の少ない地点の潮位観測データが必要である。

このような条件にある地点として、図 1.2.20 に示

すとおり、1906～1959 年は 4 地点を、1960 年以

降は 16 地点を選択した。前者については 4 地点

ごとの年平均潮位平年差の平均値を日本沿岸の長

期的な海面水位の評価に用いた。後者については、

地域の偏りを受けないようにするため、まず 16
地点を長期変動パターンの類似している 4海域に

分け、海域ごとに年平均潮位平年差を求めた後、

4 海域を平均した値を日本沿岸の長期的な海面水

位の評価に用いた（平年差は 1981～2010 年平均

値からの差を表す）。 
  

 
図1.2.19 世界平均の海面水位の変化 

最も長期間連続するデータセット（黒線）の 1900～1905 年

平均を基準とした世界平均海面水位の長期変化（全データ

は、衛星高度計データの始めの年である 1993 年で同じ値に

なるように合わせている）。全ての時系列は年平均値を示し、

不確実性の評価結果がある場合は色つきの陰影によって示

している。色つきの線はそれぞれ異なるデータセットを示し

ており、黒・黄色・緑線は潮位計、赤線は人工衛星に搭載さ

れた高度計の観測に基づいている。IPCC（2013）より引用。 
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表1.2.7 世界平均の海面水位の上昇に対する諸要素の寄与 

単位は mm/年。角括弧[ ]内の範囲は 90%の信頼区間を示す。陸域の貯水量の変化は人為的起源のみによるもので、気

候変動の伴う変動は含んでいない。 
※グリーンランドの氷河の変化による寄与は、グリーンランドの氷床の変化による寄与の見積もりに含まれているた

め、合計には含まれていない。IPCC（2013）より作成。 
要素 1901－1990年 1971－2010年 1993－2010年 

海洋の熱膨張 ― 0.8 [0.5～1.1] 1.1 [0.8～1.4] 
氷河の変化 

（グリーンランド 
   と南極の氷河を除く） 

0.54 [0.47～0.61] 0.62 [0.25～0.99] 0.76 [0.39～1.13] 

   グリーンランド氷河の変化※ 0.15 [0.10～0.19] 0.06 [0.03～0.09] 0.10 [0.07～0.13] 

 グリーンランド氷床の変化 ― ― 0.33 [0.25～0.41] 

南極氷床の変化 ― ― 0.27 [0.16～0.38] 
陸域の貯水量の変化 －0.11 [－0.16～－0.06]  0.12 [0.03～0.22] 0.38 [0.26～0.49] 

各要素の合計 ― ― 2.8 [2.3～3.4] 
  海面水位の上昇（観測） 1.5 [1.3～1.7] 2.0 [1.7～2.3] 3.2 [2.8～3.6] 

   
図1.2.20 評価に用いた海面水位観測地点 

日本沿岸で地盤変動の影響が小さい検潮所を選択した。1906～1959 年までは 4 地点（左）、1960 年以降は 16 地点（右）

の検潮所を選択。1960 年以降については、海面水位の長期変動パターンが類似している海域別に日本周辺をⅠ：北海道・

東北地方の沿岸、Ⅱ：関東～東海地方沿岸、Ⅲ：近畿～九州地方の太平洋側沿岸、Ⅳ：北陸～九州地方東シナ海側沿岸

の 4 海域に分類（右）。忍路、柏崎、輪島、細島は国土地理院の所管。東京は 1968 年以降のデータを使用している。平

成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の影響を受けた可能性のある函館、八戸、深浦、柏崎、東京は、2011 年と

2012 年のデータから除外している。なお、八戸は、検潮所が流失したため観測を終了した。 
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2）海面水位の長期変化 

1）に記したデータから求めた経年変化を図1.2.21
に示す。 
期間により地点数が異なるが、1960年以降の16

地点を用いた平年差の平均値（赤三角）と同期間の

4地点を用いた平年差の平均値（青丸）との間には

高い相関（相関係数は0.94）があるため、地点数が

異なっても長期変化の議論は可能である。 
1950年頃に極大がみられ、1990年代までは約20

年周期の変動が繰り返されている。また1990年代以

降は上昇傾向とともに約10年周期の変動が確認で

きる（図1.2.21）。世界及び日本の平均気温が過去

約100年間、比較的単調に上昇している（第1.2.1項
を参照）のとは異なり、ここ100年の日本沿岸の海

面水位には、世界平均の海面水位にみられるような

明瞭な上昇傾向はみられない。 
 

1906～2013 年の期間で日本沿岸の海面水位の

変化を求めると、20 世紀を通した期間では有意な

上昇を示さなかった。一方、近年の海面水位の上

昇率を、IPCC（2013）と同じ期間で求めると 1971
～2010 年の期間で 1 年あたり 1.1[0.6～1.6]mm、

1993～2010 年の期間で 1 年あたり 2.8[1.3～
4.3]mm の割合で上昇している（括弧[]内の範囲は、

90％の信頼区間を示す）。 
 
3）変動要因 

図 1.2.21 に示されるように、日本沿岸海面水位

は約 10 年、20 年、50 年など、様々な時間規模の

変動が混在している。一般的に、地域的な海面水

位の変動は、（2）で述べた世界平均海面水位の変

化要因とは異なる地域的な要因で生じる。ここで

は、日本沿岸海面水位のこれらの変動の要因や

100 年規模の変化について考察する。 

 
図 1.2.21 図 1.2.20 の地点・海域で平均した日本沿岸の海面水位の経年変動（1906～2013 年）（上）、海面水位データを時

間-周期解析（ウェーブレット解析）した結果（下） 

1906～1959 年までは、地点ごとに求めた年平均海面水位の平年差を 4 地点で平均した値（青丸・黒破線）の推移、1960 年

以降については、４海域ごとに求めた年平均海面水位の平年差の平均値（赤三角・黒線）の推移を示す。1981～2010 年まで

の期間で求めた平年値を 0 としている。青線は 4 地点平均の平年差の 5 年移動平均値、赤線は 4 海域平均の平年差の 5 年移

動平均値を示す。1990 年代までは約 20 年周期（①）、1990 年代以降は約 10 年周期（②）が卓越している。他にも 50 年を

超える周期も見られる（③）。 

③

①
②
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① 10年から20年周期の海面水位変動 

1960 年代以降の日本沿岸海面水位変動には、

数cmの振幅を持つ10年から20年周期の変動（以

下、十年規模の変動）と、1980 年代以降の海面水

位上昇が顕著である。図 1.2.22 は、人工衛星に搭

載された海面高度計による観測データ（気象庁に

よる解析データ）から求めた 1993 年以降の海面

水位の変動を表す。北太平洋中央部では、海面水

位偏差が正または負符号で持続する期間（5 年程

度）が交互に現れる。そこで、北緯 25 度から 45
度、東経 170 度から西経 150 度の海域で平均した

13 か月移動平均海面水位偏差が正または負符号

で持続するそれぞれの期間で、北太平洋の海面水

位偏差を平均した。図 1.2.23（b）に示されるよ

うに、北太平洋中央部の海面水位偏差がロスビー

波として西方に伝播し、数年かけて日本東方海域

まで達する（Sasaki et al., 2014）。日本沿岸海面

水位は、東方からの海面水位偏差が北緯 30 度か

ら 35 度にかけて（黒潮続流域）の太平洋岸に到

達するのと同期して変動する（図 1.2.23（a） ; 
Sasaki et al., 2014）。1993 年以前の日本沿岸海面

水位変動についても、北太平洋における海面水位

偏差の西方伝播が要因であることが、海洋大循環

数値モデルを用いた研究によって明らかとなって

いる（Yasuda and Sakurai, 2006）。 
北太平洋において十年規模で海面水位が変動す

る原因は、北太平洋上の大気循環場の変動である。

北太平洋では、冬季はアリューシャン低気圧が発

達し、中緯度偏西風が卓越する。北太平洋では大

気と海洋が十年規模で変動することが知られてい

る（第 1.2.8 項を参照）。この大気循環の変動によ

って、北太平洋中央部では海面水位変動が生じる。

例えば、北太平洋において生じた高気圧性の風の

偏差は、北太平洋中央部での海面水位の上昇をも

たらす。こうして生じた正の海面水位偏差は図

1.2.23 で示されるように西方に伝播し、日本沿岸

海面水位の上昇をもたらすのである。したがって、

十年規模の日本沿岸海面水位変動は北太平洋の大

気海洋の十年規模自然変動によって生じると考え

ることができる。東方から伝播してきた海面水位

偏差が日本沿岸付近でどのような過程を経て日本

沿岸海面水位変動をもたらすのかについてはよく

わかっておらず、今後明らかにすべき重要な課題

である。 

 
 

 
図1.2.22 北太平洋における海面高度の10年周期変動 

（a）1994-1998 年平均、（b）1999-2002 年平均、 
（c）2003-2007 年平均、（d）2008-2013 年平均。 
それぞれ、世界平均水位を除いて示す。 
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図 1.2.23 （a） 年平均日本沿岸海面平均水位変動（1993

～2012年までの長期変化傾向を除いて示す。） 

（b） 北緯 30度から35度で平均した海面高度変動（世界

平均海面水位を除き、13か月の移動平均を掛けて示す。） 

 
② 100年規模の海面水位変化と50年周期の海面

水位変動 

1900 年代以降、世界平均海面水位が 1 年当た 

り 1.7mm の割合で上昇したのに対して、日本沿

岸海面水位には有意な100年規模の上昇傾向はみ

られない。また、1950 年代に日本沿岸海面水位は

2000 年代と同程度の海面水位偏差を記録した。現

時点では、100 年規模の海面水位変化や 50 年周

期の海面水位変動の要因は十分明らかにはなって

いない。 
太平洋十年規模振動（PDO）は 50 年周期でも

変動することが知られている（Minobe, 1999）。
このことは日本沿岸水位の 50 年周期の変動が太

平洋の自然変動に伴うものであることを示唆する。

一方で、20 世紀半ばと後半には北大西洋やインド

洋でも海面水位上昇が加速した。これらの変動は

西部北太平洋の50年周期の変動と同期しており、

世界の海面水位上昇率の変動との関連が議論され

ている（Chambers et al., 2012）。 
1980 年代以降の日本沿岸海面水位は、十年規模

で変動しながら世界平均海面水位と同様の水位上

昇を示している。特に、1993 年以降の日本沿岸海

面水位は 1 年あたり 2.8mm の割合で上昇してお

り、世界平均海面水位の上昇率（1 年あたり

3.2mm）と同程度である。 
気候モデルを用いた海面水位の将来予測による

と、100 年規模では日本沿岸海面水位は世界平均

海面水位と同様に上昇すると予測されている（第

2.3.1 節）が、数十年の近未来においては、世界平

均海面水位と同様の上昇率が続くのか、50 年周期

の海面水位変動の影響で海面水位上昇が減速する

のか、注意深く正確に監視し続けることが重要で

ある。 
 
1.2.6 海氷域 

北極域の海氷域面積は、減少速度は一定ではな

いものの、1979 年以降長期的に減少傾向がみられ

る。一方、南極域の海氷域面積は増加傾向がみら

れる。 
オホーツク海の海氷域面積は、年々の変動の振

幅の方が大きいものの、1971 年以降長期的に減少

傾向がみられ、積算海氷域面積は 10 年あたりで

平年値の 7.2％程度、年最大海氷域面積は 10 年あ

たりで平年値の 3.7％程度の割合で緩やかに減少

している｡ 
 
(1) はじめに 

海氷域は、海水面に比べて太陽放射の反射率が

大きいという特徴がある。このため、地球温暖化

によって海氷域が縮小すると、地球全体としての

太陽放射の反射率が下がって太陽放射のエネルギ

ーが多く吸収される。また、海洋から大気への熱

輸送の遮断が少なくなる。その結果、海氷域の縮

小も加速するという正のフィードバックが起こる

と考えられている｡ 
さらに、海氷の変化は地球規模の海洋の深層循

環の変化を引き起こし、そのことが気候に影響を

与える可能性がある。これは、海水が凍結すると

きに生成される低温で高塩分の重い海水が深海に

向かって沈み込むことが、深層循環の形成の要因

の一つとなっているからである（78 ページ【コラ

ム⑧】熱塩循環を参照）。 
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近年は、北極域において春季から夏季にかけて

海氷が急激に減少することが多く、多年氷17が減

少したことにより海氷が全般に薄くなり、以前よ

り融解し易くなっている可能性が指摘されている。 
海氷の変動には、海氷域の面積の変動と、海氷

の厚さも考慮した海氷の総量の変動の二つを考慮

する必要がある。海水面での太陽放射の反射率や

大気と海洋の間の熱交換の変化に対しては面積の

変化が影響するが、海氷そのものの熱容量は海氷

の総量で決まる。海氷の厚さの継続的な観測はこ

れまで局地的な観測データしかなかったが、

ICESat（2003～2008 年）や CryoSat-2（2010
年観測開始）などの衛星のリモートセンシングに

よって広域で継続的な観測データを利用できるよ

うになった。 
ここでは、北極・南極域及び、特に我が国への

影響の面から関心の高いオホーツク海の海氷域面

積の長期変化傾向について述べる。 
 
(2) 北極・南極域 

北極・南極域の海氷域面積の長期変化傾向を求

めるにあたり、米国航空宇宙局（NASA）から提

供されている NIMBUS 衛星 7 号の多重チャネル

マイクロ波走査放射計（SMMR；1978 年 10 月～

1987 年 7 月）及びアメリカ雪氷データセンター

（NSIDC : National Snow and Ice Data Center）
から提供されている米国の国防気象衛星プログラ

ム（DMSP）衛星に搭載されたマイクロ波放射計

（SSM/I；1987 年 7 月～2009 年 4 月、SSMIS；
2009 年 4 月～2013 年 12 月）による観測から、

NASA Team アルゴリズム（Cavalieri et al., 
1984; Comiso et al., 1986; Gloersen et al., 1986,  
1992; 長ほか, 1996）を用いて解析した海氷域デ

ータを使用した。なお、使用した資料は 2013 年

12 月までのもので、平年値は 1981～2010 年の平

均値である｡ 
図 1.2.24 は、北極域及び南極域の海氷域面積の

年最大値、年平均値及び年最小値について、経年

                                                   
17 二夏以上経過した氷のこと。 

変動を示したものである。 
北極域の海氷域面積は、1979 年以降長期的に減

少傾向がみられるが、減少速度は一定ではない。

1990 年代は比較的緩やかに減少しているが、近年

は減少率が大きくなる傾向にある。年最小海氷域

面積は2012年に、年最大海氷域面積は2006年に、

それぞれ過去最小を記録している｡1979～2013
年の期間について、1 日ごとの海氷域面積の同月

同日の最小値は全て 2004 年以降に記録されてい

ることから、北極域では年間を通して海氷域の減

少が2004年以降顕著であることがわかる。また、

年最小海氷域面積と年最大海氷域面積それぞれの

減少率を比較すると、前者の方が大きくなってい

る。これは、夏季に海氷域面積が減少し、そのう

ち多年氷の一部が融解により失われても、冬季に

はある程度減少幅を回復し、新たに生成された氷

の一部は翌年の夏まで残って多年氷の減少分を補

填していたことを表しているが、2004 年以降は冬

季の海氷も大きく減少しており、夏季に失われる

多年氷を冬季に生成される海氷では補いきれなく

なっていることが指摘されている（NSIDC Press 
Room; 18 March 2005）。そのため、近年は北極

域の全海氷のうち多年氷の占める割合が急速に減

少し、逆に薄く解けやすい一年氷の割合が増えて

おり、これが原因で春季から夏季にかけて広範囲

で急速に海氷が融解し易い状況となっている。こ

の状況は、海氷域の縮小の正のフィードバックを

助長し、更に海氷が生成されにくい状況を生み出

していることが指摘されている（Stroeve et al., 
2012）。 
また、地球温暖化が進んでいるにもかかわらず、

ユーラシア大陸の中緯度域では寒冬になる頻度が

近年増加している。その要因として、Mori et al. 
(2014)は、大気大循環モデルによるシミュレーシ

ョンから、バレンツ海からカラ海にかけての海氷

の減少に対する大気の応答として、ブロッキング

によるユーラシア大陸の中緯度域への寒気流入の

頻度が高くなり、寒冬を招いていることを示した。 
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南極域の海氷域面積は、1979 年以降長期的に増

加傾向である。その要因については、主なものを

大別すると、以下の二つの考え方がある。 

① 地球温暖化の進行に伴い南極上空の成層圏

が寒冷化し、極渦が強化されることで南極

域の海氷が低緯度域に流されて海氷域が拡

大する（Turner, 2009 ; Paul, 2012 ; Zhang, 
2013 など）。 

② 地球温暖化の進行に伴い南極海表層の塩分

が低下して密度成層が強くなることで海洋

表層の鉛直混合が抑制されて、海氷が生成

されやすく（融解し難く）なる（Zhang, 
2007 ; Bintanja, 2013 など）。 

これらのどちらが主要因であるかについては意見

が分かれており、現在も研究が進められている。 

全球（北極域と南極域の合計）の海氷域面積は、

北極域の減少傾向が卓越しているため、南極域と

合わせた全体では減少傾向である。 

IPCC（2013）によれば、1979～2012 年の期間

で北極域の海氷域面積の年平均値は 10 年あたり

3.5～4.1%の割合で、また夏季の最小海氷域面積

は 10 年あたり 9.4～13.6%の割合でそれぞれ減少

している可能性が非常に高い。北極海の海氷域面

積の 10 年あたりの平均減少率は、夏季に最も大

きいことの確信度は高く、1979 年以降、全ての季

節で海氷域が減少し、どの 10 年間を見ても海氷

域が減少していることの確信度は高い。再現デー

タからみて、過去 30 年の北極域における夏季の

海氷の後退や海面水温の上昇は、少なくとも過去

1450 年の内では類を見ない大きさである（中程度

 

 
図1.2.24 北極域及び南極域の海氷域面積の年最大値、年平均値及び年最小値の経年変化（1979～2013年） 

破線は変化傾向を示す。 
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の確信度18）。南極域の海氷域面積の年平均値は

1979～2012年の間で10年あたり1.2～1.8%の割

合で増加している可能性が非常に高い。しかし、

ある地域では増加、別の地域では減少というよう

に、強い地域差があることの確信度は高い。また、

潜水艦及び衛星による観測結果から、北極海の氷

厚が長期的に減少していることの確信度が高い。 

 
(3) オホーツク海 

オホーツク海の海氷は、10 月後半から 11 月初

め頃に結氷が始まり、翌年 7 月頃までには融解・

消失する季節海氷である。平年の分布では、海氷

域が最も広がる 3 月上旬にオホーツク海の約

74％が海氷に覆われる。北海道のオホーツク海沿

岸では、1 月下旬に海氷が到来し、2 月上旬に接

岸する。その後、3 月中～下旬にかけて離岸し、4
月上旬から中旬には視界外に遠ざかる｡ 
オホーツク海の海氷域面積の長期変化傾向を求

めるにあたり、1970 年から、毎年前年 12～5 月

までの期間について、沿岸の観測地点や船舶及び

                                                   
18 IPCC 第 5 次評価報告書における確信度の表現。詳細は

付録 B 国際動向を参照。 

航空機による目視観測の結果と、人工衛星による

観測結果をもとにオホーツク海の海氷解析を行

い、その結果から求めた 5 日ごとの海氷域面積を

使用した。 
図 1.2.25 は、積算海氷域面積（前年 12～5 月ま

でのオホーツク海全域の 5日ごとの海氷域面積を

積算した面積）と、各年（前年 12～5 月）の年最

大海氷域面積を 1971 年から時系列で示したもの

である。積算海氷域面積は、各年の海氷勢力の指

標となる。 
積算海氷域面積は 1979 年に最大値を記録した

後、増減を繰り返しながら減少し、1996 年に極小

となった。その後、増加に転じて 1998～2003 年

まで 6 年連続で平年（1981～2010 年の平均値）

を上回り、2001 年の積算海氷域面積は 1979 年と

1980 年に次ぐ第 3 位の大きさであった。その後 5
年連続して減少し、2004 年から 2013 年までは

2012 年を除き平年を下回っている。2006 年には

最小値を記録し、2009 年は第 2 位の小ささとな

った。1971 年からの傾向をみると、10 年あたり 

 

 
図1.2.25 オホーツク海の海氷域面積の経年変動（1971～2013年） 

積算海氷域面積は前年12～5月の5日ごとの海氷域面積の合計値。最大海氷域面積は前年12～5月の5日ごとの海氷域面積のう

ちの最大値。水色の線は積算海氷域面積、橙色の線は最大海氷域面積の変化傾向を示す。平年値は1981～2010年の平均値。 
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平年値の 7.2％程度の割合で緩やかに減少してい

るが、年々の変動の振幅の方が大きく、北極域の

海氷域面積ほど減少傾向は明瞭ではない｡ 
年最大海氷域面積も積算海氷域面積とほぼ同様

に推移しており、統計開始（5 日ごとの海氷域面

積の統計開始は 1970 年 12 月 15 日、年最大海氷

域面積の統計開始は 1971 年）からの最大は 1978
年に（オホーツク海の 98％）、最小は 1984 年に

（オホーツク海の 55％）記録し、2001 年は 1978
年に次ぐ第 2 位の大きさとなった。1971 年から

の傾向をみると、10 年あたり平年値の 3.7％程度

の割合で緩やかに減少している｡ 
 
1.2.7 積雪域 

北半球の積雪域面積は、1980 年代以降、春と秋

から初冬に減少傾向が見られる。日本の年最深積

雪は、1960 年代以降、東日本日本海側と西日本日

本海側で減少傾向となっているが、北日本では変

化傾向は見られない。 
 

(1) はじめに 
地球の極域には雪氷圏があり、その陸上には積

雪が広がっている。南極やグリーンランド氷床、

山岳域等に見られる氷河のような季節を問わず存

在する雪氷域に加え、冬季を中心に積雪で覆われ

る、日本を含む中・高緯度の季節的な積雪域があ

る。積雪は寒冷な領域・季節に存在するため、そ

の分布の変化は気候変動における温暖・寒冷の目

安として扱われることが多い。これが近年の地球

温暖化で、海氷面積の減少と同様に積雪の減少も

注目される理由の一つとなっている。ここでは積

雪の物理的特性とその気候系への影響等について

概説したのち、世界と日本での変動傾向について

紹介する。 

積雪によるアルベド、すなわち太陽放射の反射

率は相対的に大きいため、積雪がある（ない）と

地表面に入るエネルギーが小さく（大きく）なり、

より寒冷（温暖）になれば積雪が増加（減少）し、

地表面に入るエネルギーが減少（増加）してより

寒冷（温暖）になるという、氷・アルベドフィー

ドバックと呼ばれる正のフィードバック機構がよ

く知られている。この機構により積雪は気候系に

大きな影響を与えており、これが北半球高緯度地

域の昇温量が全球平均のそれよりも大きいことの

一因と考えられている。また、春先の積雪の融解

には大きなエネルギーが必要であるために、積雪

があれば気温上昇が遅れる、融解水が夏まで土壌

中に残れば蒸発散が盛んにおこるために、夏に温

度が上がりにくくなる、というような影響もある

とされる。さらに、積雪は断熱性が高いため、冬

の早い時期に積もると土壌が冷えにくくなり、凍

結しにくくなる。凍土の凍結深度やその季節性の

変化の結果、例えばメタンが凍土から排出される

量が変化すること等が指摘されており、そうした

凍土等の変化を介した気候系への影響もあると考

えられている。このほか、例えば日本の場合には、

融解水は春先の下流域の農業用水等として使われ

る貴重な水資源でもあり、その時期や量の変化が

人間生活に与える影響もまた大きい。 

このように積雪は気候系において、また人間生

活にも重要な要素であり、積雪被覆率（積雪域面

積）、積雪深、積雪水当量（質量）といった物理量

の観測に基づく評価・推定が行われている。しか

しこうした物理量を広域で量的に評価することは

難しい。現地観測の場合、降雪量の標高依存性、

吹雪等による雪の移動、地形（斜面の向き等）・植

生による融雪のしやすさの違い等により、積雪量

は複雑な分布をしているため、平地に偏った観測

値から広域的な値を正確に見積もるのは難しいと

いう問題がある。また豪雪・寒冷な地域では、現

地での測定をすること自体が困難を伴い、測定数

には限りがある。自動観測点では、冬期の太陽エ

ネルギーの不足から測器が停止したり、凍結して

測定できないことすらある。そこで、近年はさま

ざまな衛星データも活用した推定が精力的に試み

られている。しかし衛星データは 20 世紀の終盤

の 1979 年以降にしか存在しない。積雪被覆率に

ついては比較的信頼できる推定データが得られて

いるものの、積雪深・積雪質量については原理的
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な理由に加えて植生の存在により正確な推定は難

しく、現在でも研究開発段階にある。 

 

(2) 北半球の積雪域の変動 

気象庁では、北半球の積雪域の変動を監視する

ため、DMSP 衛星に搭載されたマイクロ波放射計

（SSM/I 及び SSMIS）の観測値を用いて、独自

に開発した解析手法に基づき、1988 年以降の積雪

域を解析している（気象庁, 2011）。 
図 1.2.26 は北半球の積雪域面積の月ごとの平

年の値（1989～2010 年の平均値）及び 1988～
2013 年の 26 年間の変化傾向を示す。図 1.2.27 は

（a）2 月、（b）5 月、（c）11 月の積雪域面積の経

年変化である。なお、ここでは月の半分以上の日

数で積雪があった領域を積雪域とみなし、北緯 30
度以北（グリーンランドを除く）の積雪域の面積

を積算したものを北半球の積雪域面積としている。

平年では 10 月頃から積雪域が拡大し始め、1、2
月に最も大きくなり、春にかけて縮小するという

季節変動が見られる。過去 26 年間では、5 月や

11、12 月に積雪域面積が減少しており（信頼度水

準 99％で統計的に有意）、特に、11 月は減少傾向

が顕著である（図 1.2.26）。また、10 月も減少傾

向が明瞭に現れている（信頼度水準 95％で統計的

に有意）。一方、1～4 月には変化傾向は見られな

い。 

また、図1.2.28は Brown and Robinson（2011）
に基づく、より長期間の北半球の 3、4 月及び 6
月の積雪域面積の変化を示している。1920 年以降

の過去90年にわたり積雪被覆率は減少しており、

特に 1980 年代以降に著しいことを見てとること

ができる。月別に長期的な変化を調べると、春先

の 3月から 6月は統計的に有意に減少しているの

に対して、統計的に有意に増加している月はない。 
 

 

 

 
図 1.2.27 北半球における（a）2 月、（b）5 月、（c）11 月

の積雪域面積の経年変化（106km） 

黒色の直線は変化傾向を示す。 
 

 
図1.2.26 月ごとの北半球における積雪域面積の（上）平年

値（106km）及び（下）1988～2013 年の変化傾向（106km/10

年） 

平年値は 1989～2010 年の平均値。下図の黄、緑の棒グラフ

は信頼度水準 99％、95％で統計的に有意であることを示す

（変化傾向が見られない 1～4 月は表示しない）。 
 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(x106km)

月

(106km / 10年)
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 
92 

 
図 1.2.28 北半球の積雪域面積の 1971～2000 年平均から

のずれ 

黒は 3、4 月の値で、○は利用可能なデータに基づく推定

値、実線は前後 13 個のデータを使って平滑化した線、影

は年々変動から見積もられた 95％信頼区間を示す。赤は 6
月の値で、×は衛星観測に基づく推定値。IPCC(2013)か
ら引用。 
 
(3) 日本の積雪量の変動 

 気象官署における年最深積雪の統計がある

1962 年以降について、北日本日本海側／太平洋側、

東日本日本海側／太平洋側、西日本日本海側／太

平洋側の地域ごとに経年変化傾向を示す（図

1.2.29）。年最深積雪の値は地点ごとの違いが大き

いため、偏差で表すと積雪量の少ない地点の変動

が地域平均に適確に反映されないため、ここでは

比（平均に対する各年の割合）を用い、1981～2010
年平均を 100％として表している。各地域平均の

算出に用いた観測点は表 1.2.8 のとおりである。 
統計期間全体にわたる変化傾向として、北日本

日本海側、北日本太平洋側、東日本太平洋側では

変化傾向が見られないが、東日本日本海側、西日

本日本海側、西日本太平洋側では明瞭に減少して

いる。特に、1980 年代後半に大きく減少しており、

それ以降は少ない状態が続いている。1980 年代後

半の減少は、日本の冬の平均気温が大きく上昇し

た時期と一致する。 
第 2.3 節で述べるように、温室効果ガスの増加

に伴い地球温暖化がさらに進行することが予測さ

れている 21 世紀末頃の将来気候においては、い

ずれの地域でも年最深積雪は減少するものの、北

海道内陸部など、依然として雪が降るのに十分な

だけ寒冷な地域・季節では、あまり変化しない、

あるいは逆に増加することが予測されている。東

日本と西日本の日本海側で最深積雪が減少し、北

日本では変化が見られない観測データの傾向は、

将来予測される変化傾向と整合的であり、地球温

暖化の影響の可能性があるものの、自然要因に伴

う年々～数年の周期の変動が大きく、地球温暖化

との因果関係については、今後さらに観測データ

を蓄積した上で分析する必要がある。なお、冬季

の東日本太平洋側では、日本の南岸を通過する低

気圧により降水がもたらされる場合が多く、降水

の形態（雪／雨）が低気圧の進路等の偶発的な条

件に強く依存することに加え、降雪の発生頻度が

もともと少ないことから、系統的な変化傾向とし

ては現れにくいと考えられる。 
 
表1.2.8 年最深積雪の経年変化の算出に用いた観測点 

 

地域 観測点 
北日本 
日本海側 

稚内、留萌、旭川、札幌、岩見沢、寿都、

江差、倶知安、若松、青森、秋田、山形 

北日本 
太平洋側 

北見枝幸、雄武、網走、帯広、釧路、 
根室、室蘭、苫小牧、浦河、紋別、広尾、

八戸、盛岡、宮古、仙台、石巻、福島、

むつ、白河 
東日本 
日本海側 

輪島、相川、新潟、富山、高田、福井、

敦賀 

東日本 
太平洋側 

宇都宮、前橋、熊谷、水戸、飯田、甲府、

河口湖、秩父、館野、東京、日光、長野、

松本、軽井沢、岐阜、津、名古屋 
西日本 
日本海側 

西郷、松江、米子、鳥取、豊岡、彦根、

下関、福岡、大分、長崎、熊本 
西日本 
太平洋側 

津山、京都、広島、神戸、奈良、松山、

高松、徳島 
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1.2.8 十年～数十年規模変動 

太平洋十年規模振動は 1990 年代末から負の位

相、大西洋数十年規模振動は 1990 年代半ばから

正の位相が持続している。 
 
(1) はじめに 

本節で述べてきたように、世界や日本の平均気

温は、温室効果ガスの増加に伴う長期的な変化に

加え十年～数十年の時間規模でも変動している。

また、日本付近の海面水位は、20 年程度の周期で

の変動が卓越し長期的な変化傾向は明瞭ではない。

気候システムの代表的な年々変動であるエルニー

ニョ現象も、最近 10 年以上は顕著なものが発生

していないなど、その特性は年代によって変動し

ている。全球と地域における地球温暖化の実態を

評価し、数年から数十年先の近未来の気候を予測

するためには、こういった十年～数十年の時間規

模の変動の背景や要因について理解する必要があ

る。 
気温や水位などの気象・海洋の各要素にみられ

る十年～数十年規模の変動の背景として、「太平洋

十 年 規 模 振 動 （ PDO :Pacific Decadal 
Oscillation ）」と「大西洋数十年規模振動

（AMO :Atlantic Multi-decadal Oscillation）」に

  

  

  
図1.2.29 地域ごとの年最深積雪の経年変化 

表 1.2.8 の各観測点ごとに平年比（平年値は 1981～2010 年の平均値）を求め、地域内の全地点で平均したもの。青線は 5
年移動平均を表している。赤い直線は期間にわたる変化傾向で、有意な傾向がある場合のみ表示している。なお、棒グラフ

は比の基準値（100%）からの差を示し、緑（黄）の棒グラフは基準値から増えている（減っている）を表している。 
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代表される、海洋を主体とする大洋スケールの大

規模な変動が知られている。最近の研究により、

これらの変動と 1990 年代末以降の地球の気温上

昇の停滞（59 ページ【コラム④】気温上昇の停滞

を参照）との関係が明らかになってきた（Meehl 
et al., 2011 など）。また、日本の天候への影響も

指摘されている（Urabe and Maeda, 2014）。本

項では、この PDO と AMO を中心に大規模な気

候の十年～数十年規模変動の実態について述べる。 
本項で用いる主な海洋のデータは、気象庁が気

候解析を目的として作成している全球月平均海面

水温格子点データセット（COBE-SST）（Ishii et 
al., 2005）である。また、Ishii and Kimoto（2009）
と同じ手法で現場観測データを用いて気象庁で作

成した表層水温解析データも用いた。対応する大

気のデータとしては、JRA-25長期再解析データ

（Onogi et al., 2007）を使用した。 
 
(2) 太平洋における主要な十年～数十年規模変

動とその動向 

1）太平洋における主要な十年～数十年規模変動 

太平洋における十年～数十年規模の変動の代表

的なものがMantua et al.（1997）が名付けたPDO
である（図1.2.30）。彼らは、北太平洋の海面水

温に現れる主要な変動パターンを、主成分分析を

用いて統計的に抽出し、その第1主成分をPDOと

した。PDOに伴って、海面水温が北太平洋中央部

で平年より低く（高く）なるとき、北太平洋東部

や赤道域で平年より高く（低く）なるといったシ

ーソーのような変動を、十年～数十年の周期でゆ

っくりと繰り返す。このPDOは大気と海洋が連動

した変動で、北太平洋中央部の海面水温が低い（高

い）ときは、大気側ではアリューシャン低気圧と

偏西風が強く（弱く）、北太平洋東部では南風が

強く（弱く）なる。また、PDOの空間パターンは、

熱帯域ではエルニーニョ/ラニーニャ現象の分布

に類似している。エルニーニョ現象よりも長い時

間スケールで変動することから、PDOは長く持続

するエルニーニョ/ラニーニャ現象として扱われ

ることもある（例えば、Zhang et al., 1997）。な

お、PDOに関係した南太平洋も含む太平洋全体に

おけるほぼ南北対称のパターンの変動は、太平洋

数十年規模変動（IPO : Inter-decadal Pacific 
Oscilation）として知られている（Power et al., 
1999）。 
北太平洋にみられる十年～数十年規模の海洋変

動は、海面水温の第1主成分で説明されるPDOだ

けでなく、第2主成分との関連も報告されている

（Nakamura et al., 1997 ; Bond et al., 2003 ; Di 
Lorenzo et al., 2010）。Bond et al.（2003）は、

最近の変動はPDOだけではうまく説明できず、北

緯40度を境として南北で逆符号に変動する第2主
成分も考慮すべきと指摘している。Di Lorenzo et 
al.（2008）は、この変動が海洋の亜熱帯循環と亜

 
図1.2.30 PDOの正極（左）、及び負極（右）の冬季における海面水温（色）、海面気圧（等値線）、海面の風応力（矢印）

の典型的な偏差パターン。 

http://jisao.washington.edu/pdo/graphics.html より。原著論文は Mantua et al.（1997）。 

http://jisao.washington.edu/pdo/graphics.html
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寒帯循環の変動に関わることに着目し、NPGO
（North Pacific Gyre Oscillation）と名付けた19。

NPGOは太平洋赤道域とも相関があるが、PDOと

は異なり、赤道域東部での関連する変動は比較的

小さく、日付変更線付近で大きい（図1.2.31）。

このことから、典型的なエルニーニョ現象ではな

く、近年よく観測される太平洋赤道域の中部に変

動の中心をもつエルニーニョ現象あるいはエルニ

ーニョもどき（Ashok et al., 2007）との関係が示

唆されている（Di Lorenzo et al., 2010）。 
ここでは、最近までの北太平洋中高緯度の海面

水温変動の特徴を調べるため、Mantua et al.
（1997）にならって、北緯 20 度以北の月別海面

水温偏差格子点データ20を用いて主成分分析を行

い、海面水温変動のなかで寄与の大きい第 1 主成

分（寄与率 21.3%）と第 2 主成分（寄与率 10.4%）

の時係数を求めた（図 1.2.32）。時係数は標準偏

差で規格化してある。図 1.2.33 は第 1、2 主成分

の時係数と全球の海面水温偏差（平年値は 1981
年～2010年の30年平均）との回帰係数21である。

                                                   
19 彼らは、北太平洋東部の海面高度の第 2 主成分で

NPGO を定義した。 
20 1901 年～2000 年の 100 年平均した月ごとの平年値をも

とに、月ごとに各格子点で平年差を算出し、更に地球温暖

化によるトレンドを取り除くため、各月の全球で平均した

平年差を引いた値。 
21 標準偏差で規格化した主成分の時係数を説明変数、各格

子点の海面水温偏差を被説明変数とする単回帰式におけ

る回帰直線の傾き。 

回帰係数の分布は北太平洋では主成分分析の空間

パターンにおよそ対応する。また、時係数が負の

時はこれと正負逆転した分布が現れやすい。 
第1主成分の時係数と太平洋における回帰係数

の空間分布はMantua et al.（1997）のFig.1及び

本項図1.2.30とよく対応しており、PDOを表して

いると言える。第2主成分はDi Lorenzo et al.
（2008）で示されたNPGOの指数やNPGOと海面

水温偏差の相関係数の分布（図1.2.31）とよく対

応している。回帰係数は北緯40度を境に北で正、

南で負と逆符号に分布しており、NPGOと同様な

変動を表していると考えられる。 
PDOに対応する第1主成分の時係数を概観する

と、1920年代半ば～40年代半ばにかけての正、40
年代半ば～70年代半ばにかけての負、70年代後半

～90年代末にかけての正、90年代末～現在までの

負、の傾向が見られる。また、NPGOに対応する

第2主成分の時係数は、60年代～80年代にかけて

は長い時間スケールでの正負の偏りが少ない一方、

80年代末～90年代末までの正の持続、その後、

2013年までの負の傾向の持続が特徴である。 

 

 

 

 
図1.2.32 1901～2000年の北太平洋の月別海面水温偏差の主成

分分析によって得られた第1主成分（PDO）の時系列（上）と第

2主成分（NPGOに対応）の時系列（下） 

1901 年 1 月～2014 年 6 月。 

 
図1.2.31 NPGOに対応する海面水温の分布 

Di Lorenzo et al.（2008）のFigure 4のb図を転載。NPGO
指数と海面水温偏差の相関係数。ここで NPGO 指数とは

NPGO を表す北太平洋東部の海面高度偏差の第 2 主成分

の時係数のこと。 
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2）1990年代末以降の動向 

第1主成分と第2主成分の時係数は、共に1990
年代末には正から負に変わり、2000年代半ばに一

時的に正に振れたものの数年で負に戻り、その傾

向は2013年まで続いている。近年、この時期の変

化と影響に注目した研究が増えてきた。Minobe
（2002）は、1999年に北太平洋の中部と西部で海

面水温とともに表層水温が大きく上がり、東部と

北部では下がったことを示した。この1990年代末

の変化に伴い、台湾に上陸する台風頻度の増加

（Tu et al., 2009）や朝鮮半島における夏の季節

内スケールの降水量の増加（Kim et al., 2011）、

さらには南シナ海におけるモンスーンオンセット

時期の遅延が報告されている（Kajikawa and 
Wang, 2011）。また、この変化と1990年代末以

降の地球の気温上昇の停滞との関係が指摘され

（Meehl et al., 2011 ; Kosaka and Xie, 2013 ; 
Watanabe et al., 2013など）、注目されている。 
そこで、1990年代末以降の空間パターンを確認

するために、図1.2.34に大規模なエルニーニョ現

象終了後の1999～2012年の14年間で平均した海

面水温の平年偏差を示す。図1.2.33と比較すると、

第1主成分と第2主成分のどちらの特徴も見られ

る。偏差0線の緯度などの細かい分布にこだわら

なければ、あるいはPDOかNPGOかにこだわらな

ければ、北太平洋では大まかには「負のPDOの状

態」と言ってよいであろう。 
南太平洋を含む太平洋全体における偏差パター

ンはほぼ南北対称で、熱帯域では中部～東部にか

けての負偏差、西部での正偏差と、緯度幅は広い

もののラニーニャ現象時の分布に類似している。

同じ時期の表層水温（海面から 700m までの平均

水温）で見る（図 1.2.35）と、北太平洋の中部と

西部で高い一方、東部と北部では低く、海面水温

の分布と対応している。特に、西部太平洋熱帯域

では+0.2℃以上と正偏差が顕著である。水深

 
図1.2.34 海面水温平年差 

1999～2012 年の 14 年平均で、平年値は 1981～2010 年の 30 年平均。等値線間隔は 0.1℃。ハッチは平年差が信頼度水準

95％で統計的に有意な領域。 

 
図1.2.33 1901年～2000年の北太平洋の月別海面水温偏

差の主成分分析によって得られた第 1 主成分（上）、第 2

主成分（下）の時係数と海面水温偏差の回帰係数 
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700m までの平均で＋0.2℃の偏差は、熱エネルギ

ーとしては大気では 50℃以上の偏差に対応する。

図 1.2.36 で示したフィリピンの東方海上の北緯

10 度から 15 度、東経 120 度から 180 度にかけて

平均した表層水温は、1998～99 年にかけて大き

く上昇したのち、エルニーニョ/ラニーニャ現象に

伴う年々の変動はあるものの高い傾向が続いてい

る（Urabe and Maeda, 2014）。見延（2003）が

述べたとおり、1998/99 年の変化はこの太平洋の

西部における変化が明瞭であったことが特徴であ

る。 

対応する大気循環はどうであろうか。図 1.2.37
は、海面水温と同じく、1999～2012 年の 14 年間

で平均した熱帯域（北緯 20～南緯 20 度で平均）

の東西風偏差である。太平洋では対流圏下層（上

層）で東風（西風）偏差、インド洋では逆に対流

圏下層（上層）で西風（東風）偏差と、ウォーカ

ー循環が強い傾向であることがわかる。図 1.2.38
は、対流圏上層の 200hPa における速度ポテンシ

ャルである。ウォーカー循環が強い傾向に対応し

てインドネシア付近で負偏差となっており、対流

圏上層で発散が強いことがわかる。これらのこと

は、ラニーニャ現象時の分布に類似した海面水温

分布（図 1.2.34）と対応した大気循環になってい

ることを示している。 
日本の天候の年々変動は、エルニーニョ/ラニー

ニャ現象の影響を受ける。それゆえ、ここで述べ

た 1990 年代末以降に見られるラニーニャ現象側

の傾向が、日本の天候の十年～数十年規模の変動

に影響を与えている可能性がある。Urabe and 
Maeda（2014）は、その観点で調査を行い、近年

の日本の天候には寒候期に低温偏差の傾向、暖候

期に高温偏差の傾向があり、それらには近年の負

の PDO に伴うラニーニャ現象の傾向の中緯度大

気への影響が関係していることを示した。 
ところで、地球温暖化に伴って、将来はウォー

カー循環が弱まり、対応して太平洋熱帯域の海面

水温分布も中部～東部でより昇温するエルニーニ

ョ現象側の分布となることが予測されている

（IPCC, 2013）。一方、ここで示したように、地

球温暖化予測とは逆に、近年はウォーカー循環が

強く、海面水温分布もラニーニャ現象側の傾向と

なっている。言い換えれば、全球平均気温の上昇

など、既に人為起源の温室効果ガスの増加の影響

が顕在化しているものの、太平洋熱帯域の海面水

温や大気循環のパターンには、今のところはその

影響よりも、自然変動の性質が強い十年～数十年

規模の変動の影響の方が強く現れている、という

ことである（Watanabe et al., 2014）。 
 

(3) 大西洋の数十年規模変動とその動向 

大西洋の海面水温の十年～数十年規模の変動の

代表的なものが、（1）で述べたAMO である。AMO
は、北大西洋全域での海面水温の温暖な時期と寒

冷な時期が数十年規模で交互に発生する変動で、

海洋の熱塩循環と関係している（Knight et al., 
2005）。AMO に伴って、北大西洋で平均した海面

水温は約 0.4℃変動する。変動の周期は 50～70 年

で、1930～65 年頃及び 1995 年以後の温暖な時期

並びに、1900～30 年頃及び 1965～95 年頃の寒冷

な時期が観測されている。AMO は西アフリカの

モンスーンとサヘルの降水量（Mohino et al., 
2011）、大西洋のハリケーンの活動度（Chylek and 
Lesins, 2008）など、北大西洋やその周辺の気候

に影響を与える。また、AMO の変動と全球の地

表気温の変動の類似性が知られており、イギリス

気象局における全球地表気温の統計的な 1年予測

の予測因子のひとつとして AMO の指数が利用さ

れている（Folland et al., 2013）。 
 図 1.2.39 は、北大西洋の北緯 0～70 度で平均し

た年平均海面水温の平年偏差である。ただし、

1901～2000 年の 100 年間の線形トレンドを除去

してある。これは AMO の指数に対応しており、

前段落で示した数十年規模での変動が明瞭である。

近年では 1990 年代の上昇傾向が明瞭で、2000 年

代に入ってから上昇傾向が鈍りつつ高温傾向が持

続している。高温傾向の強さは 1930 年代後半の

高温のピークと同程度である。現在は、高温側の 
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図1.2.35 水深 0～700mまで平均した表層水温の平年差 

1999～2012 年の 14 年平均で、平年値は 1981～2010 年の 30 年平均。等値線間隔は 0.1℃。 
 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.36 北緯 10度から15度、東経120度から

180 度にかけて平均した海面～300m 深の鉛直平均

水温偏差（℃）の時系列図 

Urabe and Maeda (2014)の fig.5(b)より。黒線は

Usui et al.(2006)、緑線はIshii and Kimoto（2009）
の客観解析データに基づいて算出したもの。 
 
 
 

 

図1.2.37 熱帯域（北緯20～南緯20度）で平均した東西風の平年差の高度（気圧）経度断面図 

高度は 1000hPa～100hPa。1999～2012 年の 14 年平均で、平年値は 1981～2010 年の 30 年平均。等値線間隔は 0.3m/s。 
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AMO のピークにあると言えよう。図 1.2.40 は、

図1.2.39の色線で示したAMOの指数に対応する

時系列データと年平均海面水温偏差との回帰係数

であり、AMO に伴う海面水温の変動パターンを

示している。北大西洋の熱帯域と北緯 30 度以北

を中心とした北大西洋全域で同一符号のパターン

である。大西洋では、図 1.2.34 で示した最近 14
年（1999～2012 年）平均の偏差パターンと似て

おり、近年は、太平洋の PDO に加えて北大西洋

で正の AMO が卓越していることが確認できる。 

 
図1.2.38 対流圏上層の200hPaにおける速度ポテンシャルの平年差 

1999～2012 年の 14 年平均で、平年値は 1981～2010 年の 30 年平均。等値線間隔は、0.3×106m2/s で、平年差が信頼度

水準 95％で統計的に有意な領域に影をつけた。 
 

 

 

 

 

図 1.2.39 黒線：北大西洋の北緯 0～70

度で平均した年平均海面水温の平年差

（℃） 

1891～2013 年。但し、1901～2000 年の

線形トレンドを除去してある。陰影：黒線

を 11 年移動平均したもの。AMO の指数

に対応する。 
 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.40 図 1.2.39の時系列データ（色

線）と年平均海面水温偏差との回帰係数 

統計期間は、1896～2007 年。AMO に伴

う海面水温の変化パターンに対応。 
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(4) おわりに 

 本節では、PDO と AMO を中心に大規模な気候

の十年～数十年規模変動の実態について述べた。

近年の傾向の要点は、 
① 太平洋では、1990 年代末から大まかには

負の PDO の状態が続いている。 
② ①に対応して、1999～2012 年で平均した

太平洋熱帯域の海洋と大気の状態は、海面

水温の東西のコントラストが強く、大気の

ウォーカー循環も強いといった、ラニーニ

ャ現象側の特徴を示している。 
③ 北大西洋では、1990 年代に負（低温側）

から正（高温側）の AMO に転じ、2000
年代に入ってからは正の状態が続いてい

る。 
④ 2000年代に入ってからのAMOの強さは、

1930 年代の高温のピークと同程度である。 
である。①及び②と、1990 年代末以降の地球の気

温上昇の停滞との関係が指摘されている（Meehl 
et al., 2011 ; Kosaka and Xie, 2013 ; Watanabe 
et al., 2013 など）。例えばKosaka and Xie（2013）
は、気候モデルで東部太平洋赤道域（地球面積の

8.2％）の海面水温を観測に合わせると、近年の全

球平均気温の上昇の停滞のみならず、1970 年代後

半から 1990 年代後半にかけての急激な上昇もよ

く再現できることなどを示した。これらの結果か

ら、近年の全球平均気温の上昇の停滞は、ラニー

ニャ現象側に偏っているという気候システムの自

然変動の一側面であることを指摘している。日本

の天候については、近年の寒候期の低温傾向、暖

候期の高温傾向に負の PDO が影響を与えている

可能性がある（Urabe and Maeda, 2014）。 
 大西洋における主要な数十年規模変動である

AMO と、太平洋の PDO との関係は明確ではない

ものの、最近、AMO が PDO に影響を与える可能

性が指摘されてきた。例えば、Zang and Delworth
（2007）は、PDO のうちの数十年規模で変動す

る成分が AMO に対して 数年遅れて変動するこ

とを示している。また、Chikamoto et al.（2012）

は、1990 年代半ばの AMO の変動が、太平洋熱帯

域におけるウォーカー循環の強化を通して、1990
年代末のラニーニャ現象側への変化、あるいは負

の PDO への変化をもたらした可能性を示した。

これらのことは、AMO が PDO への影響を通して

東アジアの気候変動に影響を与える可能性を示唆

しており興味深い。 
温室効果ガスの増加に伴う人為的な気候変動を

正しく評価し予測するためには、PDO や AMO に

代表される十年～数十年規模の大規模な気候変動

をそのメカニズムまで含めて理解することが重要

である。PDO に関係する主要な過程として、 
① 大気に比べ長い海洋混合層の緩和時間 
② アリューシャン低気圧など短い時間スケー

ルで変動する大気のランダムな強制 
③ 数年の時間スケールを持つエルニーニョ/

ラニーニャ現象によるランダムな強制 
④ 北太平洋中緯度をゆっくり西進する海洋表

層のロスビー波 
が知られている（渡部, 2007）。ただし、残念なが

ら、現象の時間スケールに比べ観測データが不足

していることなどの理由で、力学的なメカニズム

についての統一的な理解は得られていない。また、

AMO についても、海洋の熱塩循環と関係してい

ること（Knight et al., 2005）、その位相および周

期性の原因として、大気の北大西洋振動(NAO)に
対する応答、硫酸性エーロゾルの変動に対する応

答が挙げられるなど、盛んな議論があるものの

（Booth et al., 2012; Robson et.al., 2012; Zhang 
et al., 2012 など）、やはりきちんとは理解されて

いない。今後の、長期間の大気と海洋の再解析デ

ータと各階層のモデル（理論モデルから複雑な気

候モデルまで）を用いた研究の成果に期待したい。 
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1.3 異常気象・極端現象の長期変化傾向 

本節では、世界や日本の異常気象（極端現象）

がどのように推移してきているのか、過去の観測

データから長期的な変動の実態に焦点をあて、第

1.3.1 項では世界の異常気象（極端現象）、第 1.3.2
項では日本の異常気象（極端現象）の長期変化傾

向について述べる。 
 
1.3.1 世界の異常気象・極端現象 

暑い日や暑い夜の頻度の増加と、寒い日や寒い

夜の頻度の減少が起きている可能性が非常に高い。

大雨の頻度や強度は、減少より増加している陸域

のほうが多い可能性が高く、干ばつの強度や持続

期間は、いくつかの地域で増加した可能性が高い。 
 

(1) 熱波や寒波の経年変化 

IPCC第5次評価報告書によると、1950年以降、

ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の頻度減少や昇

温と、暑い日や暑い夜の頻度増加や昇温が起きて

いる可能性が非常に高く、その変化に人間活動が

寄与している可能性は非常に高いとしている。ま

た、継続的な高温や熱波の頻度や持続期間の増加

についても、ヨーロッパ、アジア、オーストラリ

アの大部分で可能性が高いとし、これに対する人

間活動の寄与の可能性が高いとしている。 
図 1.3.1 に IPCC 第 5 次評価報告書で報告され

た極端な気温の長期変化傾向と経年変化を示す。

アジアでは寒い夜の減少や暑い夜の増加が、ヨー

ロッパでは暑い日や暑い夜の増加がみられる。ま

た、アフリカ中部の暑い夜の増加が顕著である。 

 

図 1.3.1 1951～2010年における極端な気温の長期変化傾向と経年変化 

（a）寒い夜（夜間の最低気温が下位 10％以下）、（b）寒い日（日中の最高気温が下位 10％以下）、（c）暑い夜（夜間の最低

気温が上位 10%以上）、（d）暑い日（日中の最高気温が上位 10%以上）を示す。左図は期間中の後ろ側 40 年間の長期変化傾

向であり、信頼度水準 90%で統計的に有意な部分にはプラスマークを付している。 
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気候モデルによる見積もりによれば、このよう

な変化の要因は温室効果ガスの増加による人為的

要因が大きいと考えられる（IPCC, 2012）。 

 

(2) 大雨や干ばつの経年変化 

図 1.3.2 に IPCC 第 5 次評価報告書で報告され

た大雨や干ばつに関する指標の長期変化傾向の分

布図を示す。ここで用いられている指標の詳細は

以下のとおりである。 
① R95p 平年の95パーセンタイル値を超えた

日降水量の合計が年降水量に占める割合 
② SDII 単純日降水強度指数（年降水量を

1mm 以上の降水のあった日数で割ったもの） 
③ CDD 最大連続無降水日数（日降水量が連続

して 1mm 未満の日数の年間最大値） 
④ HY-INT 水文気候強度（算出方法は Giorgi 

et al.（2011）を参照）：HY-INT が大きい（小

さい）と干ばつかつ／又は極端な降水現象の

期間が増加する（減少する） 
これらの指標の経年変化より、IPCC 第 5 次評

価報告書では、1950 年以降、大雨の頻度、強度、

大雨時の降水量は、減少している陸域より増加し

ている陸域のほうが多い可能性が高く、特に、北

アメリカ中央部では増加している可能性が非常に

高いとしている。また、干ばつに関しては、世界

規模で確信度が低いものの、頻度や強度は、地中

海と西アフリカで増加した可能性が高く、北アメ

リカ中央部とオーストラリア北西部で減少した可

能性が高いとしている。 
 
 
 
 
 

 
図 1.3.2 （a）R95p、（b）SDII、（c）CDD、（d）HY-INTの長期変化傾向の分布 

（a）から（c）は少なくとも 40 年分のデータが存在し、2003 年以前にデータが終わっていないグリッドに対して計算した。

灰塗りは計算に利用可能なデータがないか欠測を示す。危険率 10%の水準で有意なトレンドをもつ格子点を＋の記号で示す。

IPCC（2013）より引用。 
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1.3.2 日本の異常気象・極端現象 

 全国的に異常高温の出現頻度は増加し、異常低

温の出現頻度は減少している。また、階級別日数

（猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日）には変化傾向

がみられている。また、全国的に異常少雨や大雨

（日降水量 100mm、200mm）の年間回数が増加

する傾向がみられている。また、最深積雪（東日

本日本海側、西日本日本海側）に減少傾向がみら

れている。これらの傾向については、ほぼ地球全

体で地上気温の上昇が起きていることや、1950
年頃以降、多くの極端な気象及び気象現象の変化

が観測されてきたこと（IPCC , 2013）、また、日

本において予測された将来気候と整合しているこ

と（気象庁, 2014）から、地球温暖化の影響が現

れている可能性が考えられる。 
 
(1) はじめに 

日本の異常気象、極端現象、階級別日数の長期

変化傾向について分析する。対象地点は、月平均

気温と階級別日数については第 1.2.1 項（4）で用

いた 15 地点（表 1.2.2、ただし、宮崎及び飯田の

月平均気温は移転による影響を除去するための補

正を行った上で利用しているが、階級別日数は移

転による影響を除去することが困難であるため、

当該地点を除く 13 地点で解析を行った）、降水量

については第 1.2.2 項（3）で用いた 51 地点（表

1.2.4）である。それぞれの要素によって統計の対

象期間が異なるのは、データを利用できる期間が

違うためである。なお、本節の時系列図において、

長期変化傾向が信頼度 90%以上で有意である場

合には、直線を表示する。 
 
(2) 異常高温及び異常低温 

図 1.3.3 に、1901～2013 年の 113 年間におけ

る月平均気温の異常高温と異常低温の年間出現数

の経年変化を示す。異常高温は 113 年間で月平均

気温の高い方から 1～4 位、異常低温は月平均気

温の低い方から 1～4 位の値と定義している。こ

の定義による異常高温や異常低温の出現頻度は

113 年間に 4 回であるから、30 年に 1 回という異

常気象の定義と概ね合致している。異常高温の出

現数は増加しており（信頼度水準 99%で統計的に

有意）、異常低温の出現数は減少している（信頼度

水準 99%で統計的に有意）。これらの特徴は、日

本の年平均気温の長期的な上昇傾向と整合してい

る。世界規模で、寒い日や寒い夜の日数が減少し、

暑い日や暑い夜が増加した可能性が非常に高い

（IPCC, 2013）ことや、将来気候では、これらの

階級別日数の傾向の特徴が全国的に示されている

（気象庁, 2014）ことから、この増加・減少傾向

には、地球温暖化の影響が現れている可能性があ

る。 
 
(3) 気温の階級別日数の変化 

図 1.3.4 に、1931～2013 年の 83 年間における

猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）、真夏日（日

最高気温が 30℃以上の日）、熱帯夜（日最低気温

が 25℃以上の日）、冬日（日最低気温が 0℃未満

の日）の年間出現数の経年変化を示す。猛暑日の

図 1.3.3 月平均気温の異常高温と異常低温の年間出現数

の経年変化（統計期間1901～2013年） 

棒グラフは各年の 15 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平

均、赤い直線は長期変化傾向を示す。 
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日数は増加傾向が明瞭に現れている（信頼度水準

95%で統計的に有意）が、真夏日の日数に変化傾

向はみられない。熱帯夜の日数は増加しており（信

頼度水準 99%で統計的に有意）、冬日の日数は減

少している（信頼度水準 99%で統計的に有意）。 
これらの特徴は、日本の日最高気温と日最低気

温の年平均の長期的な上昇傾向と整合しており、

（2）と同様に地球温暖化による影響が現れてい

ると考えられる。 
 

(4) 異常多雨及び異常少雨 

図 1.3.5 に、1901～2013 年の 113 年間におけ

る異常多雨と異常少雨の年間出現数の経年変化を

示す。年間出現数は、異常高温及び異常低温と同

様に算出した。異常多雨の出現数に有意な変化傾

向は見られないが、異常少雨の出現数は増加して

いる（信頼度水準 99%で統計的に有意）。異常少

雨の出現において、将来気候では、年間無降水日

数が有意な増加（年々変動が大きい沖縄・奄美を

除く）となっている（気象庁, 2014）ことから、

  

  
図 1.3.4 猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日の年間日数の経年変化（統計期間1931～2013年） 

棒グラフは各年の 13 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は長期変化傾向を示す。 
 

 

 
図 1.3.5 月降水量の異常多雨と異常少雨の年間出現数の

経年変化（統計期間1901～2013年） 

棒グラフは各年の 51 地点平均値、青い折れ線は 5 年移動平

均、赤い直線は長期変化傾向を示す。 
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地球温暖化による傾向が現れている可能性が考え

られる。なお、一般的に、気温の上昇に伴って、

大気が水蒸気を保持する上限（飽和水蒸気量）は

増加し一度の降水イベントでもたらされる降水量

は増加するが、地表面からの蒸発散により水蒸気

が補給される効率の変化は相対的に小さいため、

次の降水イベントまでに水蒸気を補給するのによ

り長い時間が必要になり、このため無降水日数は

増加する可能性が指摘されている（Giorgi et al., 
2010 ; Trenberth, 2011）。 

 
(5) 降水の階級別日数の変化 

図 1.3.6 に、1901～2013年の 113年間におけ
る日降水量100mm以上、日降水量200mm以上、
日降水量 1.0mm 未満の年間日数の経年変化を示
す。日降水量 100mm以上の日数は増加傾向が明
瞭に現れており（信頼度水準 95%で統計的に有
意）、日降水量 200mm以上の日数についても増加

傾向が明瞭に現れている（信頼度水準 95％で統計
的に有意）。また、日降水量 1.0mm未満の日数（無
降水日数）も増加傾向が明瞭に現れている（信頼

度水準 99%で統計的に有意）。このことは、大雨
の頻度が増加する半面、弱い降水も含めた降水日

数は減少する特徴も示している。 
日本では 1901 年以降降水量に明瞭な長期的変
化傾向はみられない（第 1.2.2項(3)参照）が、北
半球中緯度の陸域平均では、降水量が 1901 年以
降増加している（IPCC, 2013）ことが示されてい
る。また、将来気候において、日本のほとんどの

地域で、強雨による降水量の増加傾向が示されて

いることや、日降水量 100mm以上、200mm以
上の発生回数は、部分的に減少する傾向がみられ

ているものの全国的に増加する傾向が示されてい

る（気象庁, 2014）ことから、地球温暖化による
影響が現れていると考えられる。

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 1.3.6 日降水量が 100mm以上、200mm以上、1.0mm未満

の年間日数の経年変化（統計期間1901～2013年） 

棒グラフは各年の 51地点平均値、青い折れ線は 5年移動平
均、赤い直線は長期変化傾向を示す。 
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【コラム⑨】アメダスでみた短時間強雨と

大雨の発生回数の変化傾向 

 
気象庁では、全国約 1,300 箇所の地域気象観測

所（アメダス）において、降水量の観測を行って

いる。地点により観測開始年は異なるものの、多

くの地点では1970年代後半に観測を始めており、

35 年程度のデータが利用可能となっている。気象

台や測候所等では約100年間の観測データがある

のと比べるとアメダスの 35 年間は短いが、アメ

ダスの地点数は気象台等の観測所の約 8 倍あり、

面的に緻密な観測が可能であることから、局地的

な大雨などは比較的よく捉えることができる。ア

メダスの地点数は、1976 年当初は約 800 地点で

あるが、その後増加し 2013 年では約 1,300 地点

となっている。そこで、年による地点数の違いの

影響を避けるため、年ごとの発生回数を 1,000 地

点あたりの回数に換算している。 
 
(1)  短時間強雨発生回数の変化傾向 

アメダスで観測された 1 時間降水量（毎正時に

おける前1時間降水量）が30mm以上（激しい雨）、

50mm 以上（非常に激しい雨）、80mm 以上（猛

烈な雨）、100mm 以上（猛烈な雨）の短時間強雨

の発生回数を図⑨.1 に示す。30mm 以上の激しい

雨、50mm 以上の非常に激しい雨、及び 80mm
以上の猛烈な雨の頻度は増加傾向が明瞭に現れて

いる（信頼度水準 95%で統計的に有意）。また、

100mm 以上の猛烈な雨についても増加傾向が現

れている（信頼度水準 90%で統計的に有意）。日

本域での詳細な温暖化予測において、1 時間降水

量 30mm 以上、50mm 以上の発生回数は全国的

に有意に増加しているほか、80mm 以上、100mm
以上の強雨についても地域的には増加している

（気象庁，2014）。これらの結果から、短時間強

雨の増加は、地球温暖化の影響として予測されて

いる結果と整合的であり、地球温暖化による対流

圏大気の気温上昇に伴って飽和水蒸気量（大気中

に含みうる最大の水蒸気量）が増加していること

が短時間強雨の増加に寄与している可能性がある。

しかしながら、アメダスの観測期間は、比較的短

いことから、大雨の変化傾向を確実に捉えるため

には、今後のさらなるデータ蓄積が必要である。 
 
(2)  大雨発生回数の変化傾向 

 日降水量が100mm以上、200mm以上、400mm
以上、600mm 以上の大雨の発生回数を図⑨.2 に

示す。日降水量 200mm 以上の観測回数は変化傾

向が見られないものの、その他は、増加傾向が現

れている（信頼度水準 90%で統計的に有意）。将

来気候において、日本のほとんどの地域で、強雨

による降水量の増加傾向が示されていることや、

日降水量 100mm 以上、200mm 以上の発生回数

は、部分的に減少する傾向がみられているものの

全国的に増加する傾向が示されている（気象庁, 
2014）ことから、地球温暖化による影響が現れて

いると考えられる。しかし、大雨の観測回数は台

風や梅雨による降水に影響されやすく、年々変動

が大きいため、長期的な変化傾向は捉えにくい。

（1）と同様に、今後のさらなるデータ蓄積が必

要である。 
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図⑨.1 アメダス地点で1時間降水量が30mm、50mm、80mm、100mm以上となった年間の回数（1,000地点あたりの回数に換算） 

青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は信頼度 90%以上の変化傾向を示す。 

  

  
図⑨.2 アメダス地点で日降水量が100mm、200mm、400mm、600mm以上となった年間の回数（1,000地点あたりの回数に換算） 

青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は信頼度 90%以上の変化傾向を示す。 
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1.3.3 台風活動の長期変動 
台風の発生数・接近数について長期的な変化は

見られない。また、「強い」以上の台風の発生数や

発生割合についても、年による増減はみられるも

のの、長期的な変化傾向はみられない。 

 
(1) はじめに 

台風は、毎年、我が国に接近・上陸し、大雨や

洪水、高潮、強風などを発生させ、人的被害をは

じめ、農作物や社会基盤などに大きな被害をもた

らす。最近では、2011 年 9 月に高知県に上陸し、

岡山県に再上陸した台風第 12 号は、西日本から

北日本にかけて山沿いを中心に記録的な大雨をも

たらし、土砂災害・浸水・河川の氾濫等により、

死者 82 名・行方不明者 16 名、家屋全壊 379 棟、

半壊 3,159 棟の大きな被害となった（内閣府, 
2012）。一方で、台風は広い範囲でまとまった降

水をもたらすことから、地域における水資源の確

保に一定の役割を果たす。 
このように我が国にマイナスとプラスの両方の

影響を及ぼす台風活動の実態を把握しておくこと

は、防災対策及び社会基盤整備にとって重要であ

る。 
本項では、台風活動の長期変動について 3 つに

分けて記述した。(2) では、台風の発生頻度や発

生・消滅位置、「強い」台風の変動についてまとめ

た。(3) では、台風はどういう経路をとることが

多いのか、その経路の変動はどうなっているかに

ついて記述した。(4) では、温暖化で予測される

兆候について記述した。 
 
(2) 台風の発生に関する変動 

1）発生・接近・上陸数 

台風の発生数、日本への接近数・上陸数の経年

変化について図 1.3.7 に示す。ここで台風の日本

への接近については、台風の中心が国内のいずれ

かの気象官署から 300km 以内に入った場合に、

日本へ接近したと判定している。 
 台風の発生数は、1960 年代半ばと 1990 年代初

めにピークがみられ、数十年の周期での変動が示

唆される。年々の変動も大きく、特に 1960 年代

中頃～1970年代中頃と1990年代中頃の変動が大

きい。1990 年代後半以降は、平年の発生数（25.6
個）より少ない年が多くなっている。 

台風の発生の長期的な変化傾向を算出する際は、 

台風の発生には年々から数十年スケールの変動が

含まれていること、また、前年のデータとの間に

相関（自己相関）がある場合、それは長期変化傾

向の値に影響を及ぼすことに注意が必要である。

これらを考慮して、台風の発生数について 1951
～2013 年の期間で長期変化傾向をみると、現時点

で変化傾向はみられなかった。 
ただし、気象庁では気象衛星を用いた観測を

1977 年から行っているが、気象衛星のデータが利

用できるようになる前のデータについては見落と

しの可能性がある。また、1977 年以降のデータに

限ると、発生数の減少傾向が明瞭に現れている 
（ −0.12 個/年）が、周期的な自然変動の一部を見

ている可能性もある。より正確な長期変化傾向の

見積もりには、さらに多くのデータの蓄積が必要

である。 
 一方、台風の発生頻度やその長期変化傾向に関

しては、国際的なデータの比較・検討も行われて

いる。国際連合アジア太平洋経済社会委員会

（ESCAP）及び WMO の台風委員会は、日本以

外に台風を監視している中国、香港、JTWC（合

同台風警報センター、米国）の各機関によるデー

 
図1.3.7 台風の発生数・接近数・上陸数 

細実線は、年々の発生数（青）、接近数（緑）、上陸数（赤）

を、太線は 5 年移動平均を示す。細い破線は、平年値（1981
～2010 年の平均）を示す。 
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タを取りまとめ、発表した（ESCAP/WMO 台風

委員会, 2012）。 
これによると、台風の発生数は、各機関により

大きく異なる場合があり（図 1.3.8）、また、それ

らを用いた長期変化傾向についても中国と香港で

は減少傾向、気象庁と JTWC では変化傾向はみら

れないとしている（信頼度水準 95％で統計的に有

意）。ESCAP/WMO 台風委員会では、いくつかの

データでは減少傾向がみられるものの、その傾向

は確かなものではないと結論付けている。 
 日本への接近数は、平年で 11.4 個となっている

が、1960 年代、1990 年頃、2000 年代前半に比較

的接近数が多くなっている。接近数を発生数と比

較すると、ほぼ同様の変動を示しており、1951～
2012 年の発生数と接近数の相関係数は 0.54 と正

の相関がある。 
日本への接近数については、発生数と同様に、

長期変化傾向はみられなかった。 
 上陸数は、2004 年に 10 個と極端に多くなった

が、それを除くと毎年 2、3 個程度となっており

（平年値 2.7 個）、長期的な変動傾向を述べるのは

難しい。 
 

2）発生・消滅位置 

台風の発生・消滅緯度の推移（図 1.3.9）を見る

と、主に北緯13～19度付近で発生し（1951～2013
年の平均値：16.2 度）、北緯 25～31 度付近で消滅

している（1951～2013 年の平均値：28.2 度）。 

発生緯度については、長期的な変化傾向はみら

れず、また、消滅緯度についても、1970 年代・

1980 年代は比較的低緯度で消滅することも多か

ったが、長期的な変化傾向はみられない。 
台風の発生・消滅の経度の推移（図 1.3.10）を

みると、発生・消滅とも年々変動が大きく、数年

～数十年スケールの変動もみられる。2004 年以降、

比較的西側で発生・消滅することが多くなってい

るように見えるものの、数年～数十年スケールの

変動の一部である可能性がある。 

 

 

図1.3.8 機関ごとに認定した台風の発生数の変化 

10分平均風速で17m/s以上の風速をもつ熱帯低気圧を台風と

定義して、各国のデータを調整した発生数。○は、気象庁（日

本、RSMC Tokyo）、✳は中国（CMA）、□は米国の合同台風

警報センター（JTWC）、△は香港（HKO）、赤線は 4 機関の

平均値。（出典：ESCAP/WMO 台風委員会（2012）） 

 

図1.3.9 台風の発生・消滅の緯度の推移 

赤細線が台風の発生緯度、青細線が台風の消滅緯度の、それ

ぞれ年平均値の推移を示す。太実線は、5 年移動平均値。 

 

図 1.3.10 台風発生・消滅の経度の推移 

赤細線が台風の発生経度、青細線が台風の消滅経度の、それ

ぞれ年平均値の推移を示す。太実線は、5 年移動平均値。 
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1951～2013 年のデータからは、台風発生・消

滅の経度に関して、長期的な変化傾向はみられな

い。 

 

3）台風の強さ 

 台風の強さの変動を見るために、「強い」以上の

勢力を持つ台風の発生数・発生割合を図 1.3.11 に

示す。気象庁は、気象衛星による観測が進展し、

中心付近の最大風速データがそろっている 1977 
年以降の台風について、10 分間の平均風速が

33m/s 以上を「強い」、44m/s 以上を「非常に強

い」、54m/s 以上を「猛烈な」台風と分類してい

る。図 1.3.11 には、台風の発生から消滅の中で、

「強い」以上に分類された台風の発生数・発生割

合を示した。 

「強い」以上の台風は、10～20 個発生する年が

多い。1990 年代後半は「強い」以上の台風の発生

数がやや少なくなっており、「強い」以上の台風の

発生割合もやや小さくなっている。その後、発生

数・発生割合ともやや増加したものの、最近数年

間は再び減少している。 
「強い」以上の台風の発生数については、年に

よる増減はみられるものの、長期的な変化傾向は

みられない。また、「強い」以上の台風の発生割合

も発生数と同様に長期的な変化傾向はみられない。 

 

4）強い台風の北上 

 強い勢力のまま北上した台風の数の変動を図

1.3.12 に示す。1977 年以降、北緯 30 度以北で「強

い」以上の勢力を持つ台風の数は 1990 年代後半

と 2000 年代後半に比較的少なく、2000 年代前半

に比較的多くなっている。また、2004 年に 11 個

と極端に多くなったものの、これを除くと 3～7
個程度となっている。北緯 35 度以北や北緯 40 度

以北で「強い」勢力を持った台風は少なく、長期

的な変化傾向もみられない。 
 

(3) 台風の存在頻度及び経路の変動 

 ここでは、台風シーズンを 6～10 月と定義し、

この 5 か月間を対象とした、台風存在頻度、及び

台風経路の変動を調べた。 
 

1) 存在頻度及び経路の気候値 

 図 1.3.13 は 1951～2012 年の 62 年間における

6～10 月の 6 時間毎の台風存在頻度を 2.5 度等緯

度経度格子毎で平均したものである。台風存在頻

度のピークは、南西諸島の南、フィリピン東の太

平洋及び南シナ海にあり、それぞれ最大値は年間

5 個程度である（これらの三つのピーク付近の領

域を図 1.3.13 に矩形で示す）。これらの海域の緯

度経度 2.5 度ボックスの中を年間平均 5 個程度の

台風が通過していることになる。 
 図 1.3.13 の台風存在頻度の尾根をたどると、青

い矢印で示すように 3本の台風主要経路を見出す

ことができる。Wu et al.（2005）はこの 3 本の主

図1.3.11 「強い」以上の台風の発生数・発生割合 

青細線が「強い」以上の台風の発生数、赤細線が台風の年間発

生数に対する「強い」以上の勢力を持つ台風の割合。太実線は

5 年移動平均。 

 

図1.3.12 強い勢力のまま北上した台風の数の推移 

赤細線、緑細線、青細線は、「強い」以上の勢力のまま、それ

ぞれ北緯 30 度、北緯 35 度、北緯 40 度を超えた台風の個数を

示す。太実線は、5 年移動平均値。 
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要経路を、経路 I、経路 II、及び経路 III と名付け

た。経路 I は北西太平洋で発生した後、転向せず

に西進しフィリピン付近を通って南シナ海へ向か

うもの、経路 II は台湾の東を通ったあと次第に向

きを変えて中国東岸から南西諸島・朝鮮半島・日

本へ向かうもの、経路 III は日本の南の太平洋上

で転向し陸地に近づかないものである。 
 
2) 台風存在頻度の変動 

 台風存在頻度が極大値を示す南シナ海北部（北

緯 17～21 度, 東経 111～119 度）及び南西諸島の

南（北緯 21～26 度, 東経 123～129 度）の海域に

おける台風存在頻度の年々変動を図 1.3.14 に示

す。 

図 1.3.14（a）に示す南シナ海北部では存在頻

度の減少トレンドはみられないが、1950～1960
年代に増加、また 1990 年代以降減少がみられ、

数十年規模の変動をしているように見られる。 
一方、図 1.3.14（b）に示す南西諸島南では台

風存在頻度の増加トレンド（+1.1 個/10 年）がみ

られる（信頼度水準 99％で統計的に有意）。しか

しながら、数十年規模の変動もみられ、1960 年代

及び 2000 年代に局所的なピークがあるようにみ

える。 
興味深いのは、南シナ海北部における台風存在

数が増加した 1960～80 年代には南西諸島南では

逆に存在数が減少していることである。実際、両

海域の台風存在数の相関係数を見ると、年々の変

動には特に有意な相関はないものの、13 年移動平

均の台風存在数の間には−0.7 と信頼度水準 99％
で統計的に有意な相関が存在する。すなわち、両

海域の台風存在数の数十年規模変動の間には何ら

かの関係が存在する可能性がある。 

 
 
3) 台風の移動速度 

 図 1.3.15 は、台風の 6 時間毎の中心位置の移動

から求めた各グリッドにおける台風移動速度の気

候値（1951～2012 年の平均値）である。北緯 20
度以南では移動速度の西向き成分が大きく、西進

する台風が多いことを示している。南シナ海北部

 
図1.3.13 台風シーズン（6～10月）の台風存在頻度（陰影）

と主な移動経路（青矢印） 

ローマ数字は 3 本の台風主要経路を示す。 
 
 

  
図 1.3.14 (a) 南シナ海北部（北緯 17～21度, 東経 111～119度）及び (b) 南西諸島南（北緯 21～26度、東経 123～129

度）における台風存在頻度(細実線)の変動 
太実線は 11 年移動平均を示す。 
 

(b) (a) 
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における台風存在頻度のピークは、これら西進す

る台風によって形成されている。一方、北緯 20
度以北では北向き速度成分が大きく、多くの台風

が転向して北～北東へと移動方向を変えているこ

とを示している。南西諸島南の台風存在頻度ピー

クは、北～北東へと転向しつつある台風によって

形成されていることになる。 
 
4) 台風の移動速度の変動 

 図 1.3.14 に示されるように、台風存在頻度には

数十年規模の変動が見られるので、その様子を見

るため、期間を 1951～1981 年（期間 A）及び 1982
～2012 年（期間 B）に二分割し、各々の期間の台

風存在頻度の線形トレンドの地理的分布を図

1.3.16 に示す。図 1.3.13 における南シナ海北部の

台風存在頻度ピーク位置に対応する領域には、期

間 A には頻度増加トレンド（ピーク値は+1 個／

10 年）、また期間 B には頻度減少トレンド（ピー

ク値は−1.5 個／10 年）が存在している。一方、

南西諸島南の存在頻度ピーク位置付近では、期間

B に最大で+2 個／10 年程度の増加トレンドが存

在している。すなわち、図 1.3.14（b）では南西

諸島南に 1951 年以降、台風存在頻度の増加トレ

ンドが見られるが、この増加傾向は期間を通して

というより 1980 年代以降に顕著になったと考え

られる。 
南シナ海における台風存在頻度の期間Aにおけ

る増加及び期間 B における減少は台風移動経路 I
に沿った変動、南西諸島南における期間 B の増加

トレンドは台風移動経路 II に沿った変動、と解釈

できる。 
 移動ベクトルの線形トレンドを見ると、フィリ

ピン付近に期間 A では西向き成分、期間 B では東

向き成分が見られる。この海域では台風は経路 I
に沿って主に西へ進むので、期間 A における移動

速度の西向きトレンドは台風が西進しやすくなる

傾向があることを示し、また、期間 B における東

向きトレンドは台風が西進しづらくなる傾向を意

味している。これにより、期間 A では太平洋で発

 

図1.3.15 台風シーズンの6時間毎の台風中心位置の移動

から求めた台風移動速度(矢印) 

陰影は図 1.3.13 に示した台風存在頻度。 
 

  
図1.3.16 (a)1951～1981年及び(b)1982～2012年における、台風シーズンの台風存在頻度の線形トレンド（陰影）及び台風移

動ベクトルの線形トレンド（矢印） 

存在頻度トレンドの単位は個/10 年、移動ベクトルトレンドの単位は m/s⋅10 年。 

 

(b) (a) 
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生した台風が南シナ海へ進む割合が増加し、また

期間 B では逆に減少することにより、南シナ海北

部における台風存在頻度が変動した、と解釈でき

る。 
 一方、南西諸島南における台風存在頻度増加ト

レンドは、期間 B に関しては経路 I の一部が北東

へシフトして転向しやすくなり、経路 II に沿う台

風が増加したと解釈する事ができる。 
 
5) 台風移動速度の変動に関連した大規模場の変

動 

 一般に、台風経路は台風発生位置と発生後の移

動によって決まると考えることができる。この移

動は、おおまかには大規模場による指向流による

ものと考えてよい。ここで、指向流とは台風を移

動させる大規模場の流れのことで、例えば、 
Holland（1993）では指向流として、850−300hPa
の間で鉛直平均した風を用いている。図 1.3.17 は

JRA-55（Kobayashi et al., 2015, Ebita et al., 
2011）による夏季（6～8 月）の 850−300hPa 鉛

直平均風の、期間 A 及び期間 B における線形トレ

ンドである。ただし、JRA-55のデータ期間は1958
～2012 年であるので、図 1.3.17（a）においては

便宜的に 1958～1981 年の間のトレンドで代用し

た。 
 図 1.3.16 と図 1.3.17 との比較から、フィリピ

ン～南シナ海における台風の移動速度の変動は大

規模指向流の変動でよく説明できることが分かる。

すなわち、期間 A ではフィリピン付近を中心に低

気圧性循環トレンドあり、これに伴いフィリピン

北部は気候値の東風指向流が強まる傾向にある。

これにより太平洋で発生した台風は経路 I に沿っ

て南シナ海へ西進しやすくなる。一方、期間 B で

は低気圧性循環トレンドの中心は華南付近に移動

し、フィリピン北部は西風トレンドとなり、太平

洋上の台風は南シナ海へは進みづらくなっている。

南西諸島南には南風トレンドがあり、南シナ海へ

西進しなくなった台風は経路 II 付近に集中する

ようになったと考えられる。 
 このように、低気圧性循環トレンドの動向が、

南シナ海北部及び南西諸島南を中心とする領域の

台風存在頻度の増減と関係していると考えられる。 
 
(4) 世界の熱帯低気圧の長期変化とその要因 

温暖化進行時の熱帯低気圧（台風）の変化予測

については、第 2.2.3 項（3）に詳しく述べている

が、IPCC 第 5 次評価報告書では、温暖化進行時

の熱帯低気圧の変化を全球規模でみた場合、発生

頻度は減少するか変わらない可能性が高く、強度

（最大風速や熱帯低気圧に伴う降水強度）は増加

する可能性が高いと評価している。発生頻度の変

化は、温暖化により熱帯地域で大気の深い対流が

弱まる（鉛直構造が湿潤断熱線に近く下層の昇温

よりも上層の昇温が大きいことによる）ことと、

中層大気の飽和不足（飽和水蒸気圧が上昇するこ

とによる）によって引き起こされると予測されて

  
図1.3.17 (a)1958～1981年及び(b)1982～2012年における夏季（6～8月）の850-300hPa鉛直平均風の線形トレンド（矢印） 

トレンドの単位は m/s⋅10 年。 

(a) (b) 
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いる。また、気温上昇に伴う飽和水蒸気圧の上昇

により大気の水分含有量は増加することから、強

度が強まると考えられる。 
これと同様の傾向が北西太平洋においてもみら

れる（図 2.2.24）。熱帯低気圧に対する温暖化の

影響は、地域によって異なる可能性が高く、全球

平均の予測と比べると発生頻度や強度の地域毎の

予測は確信度が低いものの、日本の位置する東ア

ジアなどのいくつかの地域では、上陸した熱帯低

気圧の中心付近で、極端な降水が全球平均よりさ

らに増える可能性が高いとしている。 
一方、前項で述べたとおり観測結果から求めた

台風の長期変化では、発生数・強度ともに統計的

に有意な変化はみられない。 
台風に限らず全球の熱帯低気圧に対象を広げて

も、1970 年以降の北大西洋において強い熱帯低気

圧の頻度と強度が増加していることを除いて、変

化の確信度は低くなっている。 
一般的に、人間活動の影響による熱帯低気圧の

強度の長期変化は、十分な精度による観測が短期

間であることと、内部変動や温室効果ガス等の強

制力に対する自然科学的な理解不足により確信度

が低い。 
このため、温暖化進行時に予測される熱帯低気

圧の発生頻度や強度が、現時点で観測に現れてい

ないことを説明する決定的な原因はよく解ってい

ない。 
しかしながら、地域ごとにはその原因を指摘す

る研究もある。例えば、Booth et al.（2012）に

よると、北大西洋における変化についてはエーロ

ゾルが影響している。具体的には、北大西洋では、

1970 年代以降、大気汚染が緩和され、放出される

エーロゾルが少なくなったことにより、雲による

太陽放射の反射が小さくなったことから熱帯の海

面水温が上昇し、熱帯低気圧の活動が活発になっ

たと考えられている。このことは 1970 年代以前

のエーロゾルの増加は熱帯低気圧の活動を減少さ

せていた可能性を示唆する。しかし、大西洋の熱

帯低気圧の活動変化については、エーロゾルに主

たる寄与があるとする研究と、十年規模変動が主

たる寄与とする研究の両方があり、見解は一致し

ていない。 
一方、南アジアのエーロゾルの増加は、北大西

洋とは異なりインド洋北部の海面水温の勾配を減

少させるとする研究がある。これは、海面水温の

勾配の減少が風の鉛直シアーを弱めることにより、

アラビア海の非常に強い嵐の増加に影響している

可能性を示唆している。 
このように、熱帯低気圧の活動の長期的変化傾

向について、原因が指摘されている地域もあるも

のの、特定の原因を世界規模にあてはめることは

難しい。 
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【コラム⑩】竜巻と突風の変化傾向 

 
図⑩.1 に 1961～2013 年に確認した竜巻の分布

図（上図）と 1991～2013 年に陸上及び沿岸で確

認した突風（竜巻、ダウンバースト、ガストフロ

ントなど）の分布図（下図）を示す。地域により

発生確認数の違いがあるが、北海道から沖縄にか

けて広く確認されており、日本のいずれの場所で

も竜巻などの激しい突風の発生する可能性がある

といえる。また、竜巻は沿岸部で多く確認される

傾向がみられるが、ダウンバーストやガストフロ

ントにはそのような傾向はみられない。 
図⑩.2 に 1961～2013 年の竜巻の年別発生確認

数を示す。ただし、気象庁では 1991 年と 2007
年に竜巻等突風の調査体制を強化しており、これ

に伴って統計方法も各期間で異なる。このため、

発生確認数についてこの前後で比較することや、

1961 年以降の長期変化傾向を評価することは出

来ない。それぞれの期間における発生数の違いの

詳細は以下のとおり。 
 1961～1990 年は、気象庁が竜巻として公表

していたものに、災害報告、調査・研究報告、

新聞などの資料からあらためて収集した事

例のうち一定規模以上のものから、気象庁が

竜巻と判定したものを加えて集計している。

1978 年に米国で存在が知られるようになっ

たダウンバーストによる被害も竜巻による

ものとして含まれている可能性がある。被害

のない海上竜巻は収集対象になっていない。  
 1991～2006 年は、災害報告、調査・研究報

告、新聞などの資料からあらためて収集した

全ての事例から、気象庁が竜巻と判定したも

のを集計している。1991 年以降、竜巻とダ

ウンバーストは区別して収集されている。被

害のない海上竜巻も収集しているが、気象庁

で確認できた一部の目撃情報に基づいてい

る。 
 2007 年以降は、報道や目撃情報も含めた広

範な情報源から竜巻等突風の発生事例を積

極的に収集するなど調査体制を強化し、より

詳細な現地調査とそれに基づく分析を行っ

たものを集計している。この結果、①気象台

による積極的な現地調査の実施により、多く

の突風災害事例で竜巻が原因と特定できる

ようになった。②携帯端末や SNS（Social 

 

 
図⑩.1 竜巻分布図（1961～2013 年）（上図）と突風分布

図（1991～2013年）（下図） 

発生時の緯度経度が把握できているものに限る。竜巻には

水上で発生しその後上陸しなかった事例（いわゆる「海上

竜巻」）を含む。なお、下図は、竜巻を赤で、ダウンバー

ストやガストフロントを青で、突風による被害は確認され

たものの、現象の特定には至らなかった不明な事例を緑で

プロットした。 
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Networking Service）などの情報通信技術の

普及と、気象台による報道及び目撃情報の収

集強化により、海上竜巻の発生確認数が格段

に増えている。③評定の精度が向上した。こ

れら 3 点のため、2007 年以降、竜巻の発生

確認数が調査体制の強化前に比べて増えて

おり、竜巻発生数が増えたかのように見える

が、2006 年以前と 2007 年以降の発生確認数

を単純に比較することはできない。なお、

2007～2013 年を平均した 1 年当たりの竜巻

発生確認数は、海上竜巻を含めた竜巻全体で

は約 63 件、海上竜巻を除けば約 26 件となっ

ている。 
図⑩.3 に 1991～2013 年の竜巻の月別発生確認

数を示す。前線や台風の影響及び大気の状態が不

安定となりやすいことなどにより、竜巻の発生確

認数は 7～11 月に多く、この 5 か月で全体の約

69%を占めているなど、季節による違いが見られ

る。 
図⑩.4に竜巻発生時の気象条件等を示す。前線、

寒気や暖気の移流等による不安定な気象要因によ

り発生する場合が多く、全体の約 60％を占める。

次いで、低気圧や台風・熱帯低気圧が要因となっ

ている。 
図⑩.5 に竜巻の発生時刻別確認数を示す。1991

年～2013 年に発生が確認された竜巻 384 件のう

ち、発生時刻が判明している 376 件について集計

した結果である。竜巻の発生は夜間よりも昼間に

多く確認されており、11～18 時の間にピークが見

られる。 

 
図⑩.3  竜巻の月別発生確認数（1991～2013 年） 

水上で発生しその後上陸しなかったもの（いわゆる「海上

竜巻」）を除く。 

 

 
図⑩.2 竜巻の年別発生確認数（1961～2013 年） 

水上で発生しその後上陸しなかったもの（いわゆる「海上竜

巻」）を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図⑩.4 竜巻発生時の気象条件等（1991～

2013 年） 

集計対象からは、「竜巻」及び「竜巻又は

ダウンバースト」である事例の内、水上で

発生しその後上陸しなかったもの（いわゆ

る「海上竜巻」）を除く。 

 

1961    1966     1971    1976    1981    1986    1991     1996    2001    2006    2011 
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1.4 大気組成等の長期変化傾向 

二酸化炭素の濃度は、大気、海洋ともに長期的

に見て増加している。メタンの濃度は、1999～
2006 年にはほぼ一定だったが、2007 年以降再び

増加傾向にある。一酸化二窒素の濃度は、長期的

に見て増加傾向にある。 
 
はじめに 

気温の上昇をはじめとする気候の変化に影響を

与える要因の一つとして、人間活動による温室効

果ガスやエーロゾル（化石燃料の燃焼など様々な

要因で発生する大気中に浮遊している細かいちり）

の排出が挙げられている。温室効果ガス濃度の人

為的増加とその他の人為起源強制力の組合せによ

って、1951～2010 年の世界平均地上気温の観測

された上昇の半分以上が引き起こされた可能性が

極めて高いとされている（IPCC, 2013）。 
このため WMO は、1989 年に既存の観測網を

もとに全球大気監視（GAW：Global Atmosphere 
Watch）計画を発足させ、各国の気象機関や研究

機関はこの計画のもと、二酸化炭素やメタンなど

の温室効果ガス、成層圏オゾン、太陽放射（日射）、

エーロゾルや降水に含まれる化学物質などについ

ての世界的な観測網を分担している（図 1.4.1）。 
特に、二酸化炭素の変動の監視は、炭素を中心

とした物質循環（炭素循環）において重要である。

二酸化炭素は、炭素循環により大気や海洋、陸域

のリザーバー間を移動する。一旦排出された人為

起源の二酸化炭素は、化学的に安定しているため

大気中に滞留し、長期にわたり温暖化をもたらす。

また、海洋や陸域における二酸化炭素の吸収量の

変化は、大気中の二酸化炭素の残存量に影響し、

ひいては温暖化の程度を左右する。 
気象庁では国内 3地点（綾里（岩手県大船渡市）、

南鳥島（東京都小笠原村）、与那国島（沖縄県与那

国町））において、地上付近の温室効果ガス濃度を

観測している。 
一方、海洋は、二酸化炭素の重要な吸収源であ

り、地球温暖化の進行に大きな影響を及ぼしてい

る。今後、海洋の二酸化炭素の吸収能力が弱まる

と、大気中に残る二酸化炭素の量が増え、地球温

暖化が加速することが懸念され、海洋の二酸化炭

素の吸収能力を監視することは大変重要となって

いる。また、二酸化炭素を海洋が吸収することで

海洋の酸性化が進み、生態系に大きな影響を及ぼ

すことも懸念されている。このため「国際海洋炭

素観測連携計画」（IOCCP）と呼ばれる国際的な

プロジェクトのもとで、全世界をカバーできる海

面から海底までの高精度・高密度の二酸化炭素観

測網が構築されつつある。 
気象庁は、この計画に参加し、平成 22（2010）

年に海洋気象観測船「凌風丸」及び「啓風丸」に

搭載されている海中の化学物質の分析装置や様々

な深さの海水を採取するための採水装置を更新し

て、北西太平洋域で高精度・高密度の海洋観測を

開始した。これにより、人間活動に起因する二酸

化炭素の海洋への吸収、二酸化炭素の海洋への蓄

積に伴う海洋の酸性化、地球温暖化によって生じ

る海水温の上昇といった様々な地球環境の変化を

 

 

 

 

 

 

図1.4.1 WMO 全球大気監視（GAW）

観測網 

●GAW 全球観測所、●GAW 地域観測所 
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明らかにし、気候変動の将来予測や環境保全のた

めに役立てることとしている。 
地球環境の変化を正確に把握して地球規模での

炭素循環を解明し、気候変動予測の精緻化を図る

ためには、地上や船舶による地球表面の観測に航

空機による上空の観測を加えた、三次元的な温室

効果ガスの観測が不可欠となっている。 

気象庁では、北西太平洋上空の温室効果ガスと

関連ガスの動向を把握するため、防衛省の協力の

もと、厚木航空基地－南鳥島間を月 1 回飛行して

いる自衛隊輸送機を利用した上空の温室効果ガス

の観測を 2011 年 2 月に開始した（Tsuboi et al., 
2013）。巡航高度約 6km で採取した試料から、二

酸化炭素、メタン、一酸化二窒素及び一酸化炭素

の分析を行っている。対流圏中層の大気を直接採

取して得られた観測データは、世界的にも非常に

貴重である。また、気象庁気象研究所と独立行政

法人国立環境研究所は、国土交通省や環境省の支

援のもと、（公財）JAL 財団、日本航空（株）、

（株）ジャムコと共同で、温室効果ガス観測の一

環として、日本とオーストラリアを結ぶ定期航空

便を利用し、南北両半球太平洋上空の高度 8～
13km の大気を 1993 年 4 月から採取し、分析を

行っている。図 1.4.2 に気象庁における温室効果

ガス観測網を示す。 
 本節では、地球温暖化に影響を及ぼす大気及び

海洋中における温室効果ガス、エーロゾル及び地 

表に到達する太陽放射の変化について、近年の状

況を述べる。 

 
図 1.4.2 気象庁における温室効果ガス観測網 

1.4.1 大気・海洋中の二酸化炭素 

世界平均の大気中の二酸化炭素濃度は、工業化

時代以降増加している。年増加量も上昇傾向にあ

り、二酸化炭素濃度の年平均増加率は、1990 年代

は 1.5ppm/年であったが、2000 年代は 2.0ppm/
年と大きくなっている。 
大気中の二酸化炭素濃度の増加に伴い、海洋中

の二酸化炭素濃度も長期的に上昇している。北西

太平洋（冬季）における表面海水中の二酸化炭素

濃度の年平均増加率（1984～2013 年）は、1.6±
0.2 ppm/年であった。さらに、表面海水中の pH
は低下傾向にあり、海洋酸性化が進行している。

東経 137 度線では、観測を行っている全ての緯度

帯で pH が 10 年あたり約 0.02 低下している。 
 
(1) はじめに 

工業化のはじまった 18 世紀半ば以降、人間活

動によって大気中に排出された温室効果ガスのう

ちで、二酸化炭素は温暖化への寄与が最も大きく、

大気中で長い寿命を持つ温室効果ガス全体（二酸

化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類

など）の放射強制力（宇宙から地球に出入りする

エネルギーの収支に影響して地球を暖める、ある

いは冷やす効果の強さ）の約 65%を占めている

（WMO, 2014）。各温室効果ガスにおける放射強

制力を図 1.4.3 に、主な温室効果ガスの温室効果

の強さ（GWP）を表 1.4.1 に示す。 

大気中の二酸化炭素濃度は、18 世紀半ばで約

278ppm（1ppm は体積比で 100 万分の 1）であ

ったが、工業化時代以降世界的に増加傾向が続い

ている。年々の変動は、春から夏に減少し秋から

翌春にかけて増加する季節変動を示し、これは主

に陸域生態系の活動（植物の光合成や土壌有機物

の分解）によるものである。 
図 1.4.4 に 3 地点の GAW 観測所における大気

中の二酸化炭素濃度の経年変化を示す。米国が

1958 年から観測を継続しているハワイのマウナ

ロア観測所では、観測当初は約 315ppm であった

が、2013 年春には、初めて日平均値で 400ppm
を超えた。また、年増加量も上昇傾向にあり、気

象庁が運営する世界気象機関（WMO）の温室効

果ガス世界資料センター（WDCGG）の解析結果 
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図1.4.4 大気中の二酸化炭素濃度の経年変化 

マウナロア、綾里及び南極点における大気中の二酸化炭素

月平均濃度の経年変化を示す。 

 

によれば、1990 年代は世界平均の増加量が

1.5ppm/年であったのに対し、2000 年代は

2.0ppm/年となっている。 
気象庁の観測においても、日本周辺で過去20年

以上にわたって大気中、海洋中ともに二酸化炭素

濃度が増加している。2013年には、気象庁が国内

で大気中の温室効果ガス濃度を観測している3つ
の観測地点（岩手県大船渡市綾里、沖縄県八重山

郡与那国島、東京都小笠原村南鳥島）の全てにお

いて、二酸化炭素濃度の月平均値が400ppmを超

える月が見られるようになった。北西太平洋の東

経137度に沿った海域では、気象庁の海洋気象観

測船による長期にわたる観測から、表面海水中の

二酸化炭素濃度が、1年あたり1.6ppmの速度で上

昇を続けていることが示された（本項（4）参照）。

海水中へ吸収・蓄積された二酸化炭素は、海水中

の二酸化炭素濃度の上昇をもたらすとともに、海

洋酸性化を進行させている。 

表1.4.1 主な温室効果ガスの温室効果の強さ(GWP21) 

IPCC（2013）をもとに作成。 

化学種 温室効果の強さ（GWP100） 

二酸化炭素 1 

メタン 28 

一酸化二窒素 265 

HFC-134a 1300 

CFC-11 4660 

CF4 6630 

 

 

 

(2) 陸上における二酸化炭素 

 1)  世界における二酸化炭素濃度 

図 1.4.5 は、WDCGG に報告された観測データ

をもとに、大気中の二酸化炭素濃度について、（a）
月別濃度、（b）季節変動成分を除去した濃度、（c）
濃度年増加量のそれぞれを緯度帯別に平均し、緯

度－時間平面上に、それらの要素を高さとして三

次元的に表現したものである。これらの図から、

季節変動の振幅は北半球中高緯度では大きく、南

半球では小さいこと、北半球の方が南半球より高

濃度であること、増加傾向は全球的なスケールを

もつことなどがわかる。 
 
                                                   
21 温室効果ガスがもつ地球温暖化に対する単位質量あた

りの効果をあらわす指標。地球温暖化係数ともいう。温室

効果ガスの寿命を考慮して特定期間（ここでは 100 年

（GWP100））の積算した効果となっており、二酸化炭素の

値に対して相対的な値として表現される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.3 気候変動をもたらす主な駆動

要因の1750年を基準とした2011年にお

ける放射強制力の推定値と不確実性 

(IPCC, 2013) 
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北半球中高緯度で季節変動の振幅が大きいのは、 
森林など陸上植物の光合成・呼吸による二酸化炭

素の吸収・排出の大きな季節変動を受けるためで

ある。また、季節変動を除いた濃度が北半球中高

緯度で高いのは、人間活動に伴う化石燃料の消費

による放出が大きいためである。 
また、濃度年増加量は年によって大きな変動が

見られる。このような変動を引き起こす要因の一

つとして、エルニーニョ・南方振動（ENSO）が

広く知られている。特に、1986～1988 年、1997
～1998 年、2002～2003 年、2009～2010 年はエ

ルニーニョ現象と同期して年増加量が高くなって

いる。エルニーニョ現象は熱帯域での高温をはじ

めとする全球的な気温の上昇をもたらす。それに

より、植物の呼吸活動の活発化や土壌有機物の分

解作用の強化によって、陸上生物圏から大気への

二酸化炭素の放出が強められると考えられている

（Keeling et al., 1995）。 
一方、1991～1992 年にエルニーニョ現象が発

生したにもかかわらず、1992～1993 年は北半球

を中心に年増加量が著しく低くなっている。これ

は、1991 年 6 月のピナトゥボ火山噴火の影響に

よって、顕著な全球的低温がもたらされ、土壌有

機物の分解が抑制されたためであると考えられて

いる（Keeling et al., 1996 ; Rayner et al., 1999）。 
 

2）国内の観測点における二酸化炭素濃度 

図 1.4.6 に、綾里、南鳥島及び与那国島におけ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.4.6 綾里、南鳥島及び与那国島

における大気中の二酸化炭素濃度（上）

と濃度年増加量（下）の経年変化 

 

（a）大気中の二酸化炭素濃度 

 
（b） 季節変動を除いた濃度 

 
（c） 濃度年増加量 

 
図 1.4.5 1983～2013年の緯度帯別二酸化炭素の経年変化 
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る二酸化炭素濃度月別値の変動を示す。いずれの

観測地点でも、季節変動を繰り返しながら濃度は

増加し続けている。綾里の濃度は他 2 地点に比べ

て高いが、夏季のみ低くなる。これは、夏季に活

発化する植物の光合成によって濃度が低くなった

アジア大陸北方の大気が、3 地点のうち最も北に

位置する綾里に多く流入するためと考えられる。

ほぼ同緯度の南鳥島と与那国島では、夏季には濃

度が同程度であるが、10～4 月は与那国島の濃度

が高くなっている。これは、夏季には両地点とも

海洋上でよく混合された大気が観測されるのに対

し、それ以外の季節では、化石燃料消費や植物の

呼吸・分解によりアジア大陸上で高濃度となった

大気が大陸に近い与那国島に多く流入するためと

考えられる。 
3 地点とも濃度年増加量には年々変動があり、

これらは緯度帯別に見た世界の変動（図 1.4.5）と
よく対応している。 
 
(3) 上空における二酸化炭素  

1) 厚木航空基地―南鳥島間の輸送機による観測 

図 1.4.7 に厚木－南鳥島間の輸送機によって

2011 年 2 月～2013 年 12 月に観測された上空約

6km の二酸化炭素濃度の変化を示す。南鳥島にお

ける観測値とほぼ同様の季節変動を示すが、秋か

ら春にかけては地上に比べ上空で低濃度を示す傾

向が認められる。 
 

2) 日本―オーストラリア間の定期航空便による

観測 

図 1.4.8 に、日本－オーストラリア間の定期就

航便によって 1993～2012 年に観測された高度 8
～13km の二酸化炭素濃度の緯度帯別の経年変化

を示す。地上と同じように、毎年ほぼ規則的な季

節変動を繰り返しながら増加していることととも

に、南半球は北半球より季節変動幅が小さいこと

がわかる。1997～1998 年に濃度年増加量が特に

高いのは、エルニーニョ現象の影響である

（Matsueda et al., 2002）。また、南半球上空の季

節変動には濃度ピークが二度出現するなど、複雑

な濃度変動をしている。これは南半球の地上付近

の季節変動が小さいことと、北半球からの二酸化

炭素の輸送が原因であると考えられる（Sawa et 
al., 2012）。 

 

図 1.4.7 厚木基地-南鳥島間の航空機観測による高度 6km 付

近の二酸化炭素濃度観測値（黒点）とその平均値（青線）及び

南鳥島の二酸化炭素濃度月平均値（赤線）の経年変化 

 
 

 
図 1.4.8 高度8～13kmで観測された緯度帯別の経年変化 

二酸化炭素の観測値（黒点）、長期変化傾向（青線）濃度

年増加量（赤線） 
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図1.4.9 冬季の東経137度線の北緯7～33度（右図の赤線）で平均した二酸化炭素濃度の経年変化（1984～2013年） 

細い直線は、表面海水中及び大気中の二酸化炭素濃度の回帰直線である。また、括弧内の数値は、回帰直線の傾きと95%信

頼区間を示す。2010 年冬季の二酸化炭素濃度は、観測装置の不具合によってデータが取得できなかった。 

(4) 北西太平洋の二酸化炭素長期変化傾向 

 気象庁が、約 30 年の長期間にわたりほぼ同時

期（冬季）に観測を継続している東経 137 度に沿

った二酸化炭素濃度のデータを利用し、北西太平

洋における表面海水中及び大気中の二酸化炭素濃

度の長期変化傾向について記述する。 
 

1）海洋の二酸化炭素濃度の長期変化傾向の要因 

 1984～2013 年の冬季の北西太平洋（東経 137
度の北緯 7～33 度の平均）における表面海水中及

び大気中の二酸化炭素濃度の長期変化傾向を図

1.4.9 に示す。表面海水中及び大気中の二酸化炭素

濃度はいずれも増加しており、それらの年平均増

加率は、それぞれ 1.6±0.2 及び 1.8±0.1 ppm/年
（±は 95％信頼区間の範囲）であった。表面海水

中の二酸化炭素濃度が長期的に増加している原因

は、人為的に大気中へ放出された二酸化炭素を海

洋が吸収したためと推定される。 
 海洋の二酸化炭素濃度の変動を議論するために

は、大気との交換過程についての考察が不可欠で

あり、そのためには二酸化炭素濃度の代わりに二

酸化炭素分圧（すなわち濃度を圧力の単位に換算

したもの）を用いる。表面海水中の二酸化炭素分 

圧は、海水温、塩分、海水に溶解している無機炭

酸の総量（全炭酸）及び全アルカリ度の 4 つの要

素と関係づけられる（Dickson and Goyet, 1994）。 

表面海水中の二酸化炭素分圧の長期変化の要因を

より詳細に把握するには、これら 4 つの要素によ

る寄与を海域ごとに見積もり、長期変化傾向を把

握する必要がある。 

緑川・北村（2010）では、北西太平洋亜熱帯域

における表面海水中と大気の二酸化炭素分圧の増

加率に有意な違いが無く、また、全炭酸濃度に長

期的な増加傾向が見られたことから、同海域での

表面海水中二酸化炭素分圧の増加は、大気から海

洋に吸収された人為起源の二酸化炭素によるもの

と推測されている。 

 表面海水中二酸化炭素分圧の年増加率（1984～
2013 年）とそのばらつきは、大気中に比べ変動が

大きく、また海域によって異なる（図 1.4.10）。
Midorikawa et al.（2006）は、このような海域に

よる違いについて、表面海水中の二酸化炭素分圧

を変化させるメカニズムが海域ごとに異なるため

と報告している。冬季混合層が発達する北緯 25～
32 度の海域では、表面海水中における二酸化炭素

分圧の年増加率は大気と有意な差はなく、ばらつ

きは相対的に小さくなっている。これは、冬季に

表面海水が冷却される効果と、表面海水が冷却さ
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れることによる混合層発達の効果とが相殺するた

めである。前者の効果は、水温が低下するほど二

酸化炭素分圧が低下する性質によるためで、後者

の効果は、混合層が発達する過程において全炭酸

濃度の高い海水を下層から取り込むことで二酸化

炭素分圧を上昇させる。その南の北赤道海流域に

あたる北緯 15～18 度では、年増加率のばらつきは

相対的に大きくなっている。これは、全炭酸濃度

と海水温の変動による効果が相殺しないためで、

この原因については、エクマン流（風によって引

き起こされる海面付近の流れ）や北太平洋回帰線

水の変動の影響など、いくつかの可能性が示唆さ

れているが、まだ明確にはなっていない。また、

北緯 3～6 度の海域も年増加率のばらつきが大き

く、エルニーニョ/ラニーニャ現象の影響によるも

のと考えられている。 

また Midorikawa et al.（2012）によれば、東経

137 度線の北緯 10～20 度付近において、1999～
2009 年の表面海水中の二酸化炭素分圧の増加率

が、それ以前の 1984～1997 年の期間に比べ低下

していたことを指摘し（図 1.4.11）、その要因とし

て亜熱帯循環が南下した影響である可能性を示唆

している。1999 年以降、亜熱帯循環が南下したこ

とによって、水温が高く全炭酸濃度の低い水に表

層が覆われたことと、このことに伴って下層から

の全炭酸濃度の高い海水の供給が減少したこと、

これら 2 つの効果によって二酸化炭素分圧の増加

率が低下したと考えられている。 
北大西洋、北太平洋上の海洋時系列観測と繰り

返し各層観測（地点は図 1.4.12）の結果から計算

した表面海水中の二酸化炭素分圧の長期変化傾向

を表 1.4.2 に示す（IPCC, 2013）。ここに示した全

ての観測点と全ての期間で、大気と海洋の両方の

二酸化炭素分圧は増加した。 
表面海水中の二酸化炭素の年増加率は、海域や

年によって多様性がある（表 1.4.2）。海洋の二酸

化炭素分圧はエルニーニョ・南方振動（ENSO：

El Niño-Southern Oscillation）や 太平洋十年規

模振動（PDO：Pacific Decadal Oscillation）、北

大西洋振動（NAO：North Atlantic Oscillation）

といった数年から十年の規模の海洋や大気の変動

に加えて、生物生産力の変動の影響を受けている。

そのため、海洋の二酸化炭素分圧は海域や期間に

よって多様な傾向を示す。これらの多様性は大気

中の二酸化炭素濃度増加速度に短期的にはほとん

ど影響しないが、長期的には海洋炭素循環や、そ

れによる気候変動に影響したりする可能性がある

（IPCC, 2013）。 
北西太平洋で見られた表面海水中の二酸化炭素

分圧の増加傾向の変化が、自然の変動によるもの

か、地球温暖化によるものかは現時点では不明で

 
図1.4.10 東経 137度線（冬季）における二酸化炭素分圧の

年増加率の緯度分布 

図中の青色■印は表面海水中、ピンク色●印は大気中の二酸

化炭素分圧の年増加率を表し、誤差棒は標準偏差を示す。 

 
図1.4.11 東経 137度線（冬季）における二酸化炭素分圧の

年増加率の緯度分布 (a)大気中、(b)表面海水中 

図中の橙色■は 1984～1997 年、水色●印は 1999～2009 年

の二酸化炭素分圧の年増加率を表し、誤差棒は標準偏差を示

す。Midorikawa et al.（2012）をもとに作成。 
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表1.4.2 海洋の二酸化炭素分圧の長期的な変化傾向（IPCC (2013) Table 3.2を元に作成） 

観測地点 観測期間 年平均増加率（μatm/年） 参考文献 
（観測位置は図 1.4.12 を参照）  大気中 表面海水中  
大西洋 (BATS) 1983–2009 1.66 ± 0.01 1.92 ± 0.08  
31°40’N, 64°10’W 1985–2009 1.67 ± 0.01 2.02 ± 0.08  
 1988–2009 1.73 ± 0.01 2.22 ± 0.11  
 1995–2009 1.90 ± 0.01 2.16 ± 0.18  
北太平洋東部 (ALOHA) 1988–2009 1.73 ± 0.01 1.82 ± 0.07  
22°45’N, 158°00’W 1995–2009 1.92 ± 0.01 1.58 ± 0.13  
大西洋東部 (ESTOC) 
29°10’N, 15°30’W 

1995–2009 1.88 ± 0.02 1.83 ± 0.15 
 

大西洋亜寒帯域 (IS) 1985–2009 1.75 ± 0.01 2.07 ± 0.15  
68°0’N, 12°40’W 1988–2009 1.70 ± 0.01 1.96 ± 0.22  
 1995–2009 1.90 ± 0.01 2.01 ± 0.37  
北太平洋西部 
3°N-34°N, 137°E 

1984-1997 
1999-2009 

1.58 ± 0.05 
1.91 ± 0.11 

1.5 ± 0.4 
0.8 ± 0.5 

Midorikawa et al., 
2012 

 

 

図1.4.12 海洋時系列観測と繰り返し各層観測地点 

北太平洋西部 : 137°E、北太平洋東部（ALOHA）: 22°45’N, 158°00’W、大西洋亜寒帯（IS）: 68°0 ’N, 12°40 ’W、大西洋（BATS）: 
31°40 ’N, 64°10 ’W、大西洋東部（ESTOC）: 29°10 ’N, 15°30 ’W 

あり、長期継続的にデータを蓄積し、今後の推移

を注意深く監視していく必要がある。 
 

(5) 海洋による二酸化炭素の吸収 

海洋と大気の間では、二酸化炭素を含む気体を

大気中から吸収したり、逆に大気中へと放出した

りする気体交換が行われている。産業革命以前

（1750 年頃まで）は、大気中に由来する二酸化炭

素が、河川により運ばれて海洋へ流れ込む一方で、

平均的には正味で海面から大気中へ二酸化炭素が

放出され、海洋内部における二酸化炭素量の釣り

合いが保たれていた。この循環におけるリサーバ

ー間を移動する二酸化炭素の量は、1 年あたりお

よそ 7 億トン炭素（二酸化炭素の量を炭素に換算

した重さ）であったと見積もられている（IPCC, 
2013）。 
産業革命以降、工業化に伴う化石燃料の燃焼の

増大や、農地拡大のための土地利用の変更（森林
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図1.4.13 海洋による二酸化炭素吸収量の経年変化（1990

～2012年） 

単位は、二酸化炭素吸収量を炭素の重量に換算した値、「億

トン炭素」で表す。図中の点線は 1990～2012 年の平均（19
億トン炭素/年）を表す。 

 
図1.4.14 炭素収支の模式図（2000年代、数値の単位は億

トン炭素） 

IPCC（2013）Figure 6.1 をもとに作成。数値の単位は炭

素重量に換算した値「億トン炭素」であり、2000～2009
年の平均値を１年あたりの値で示す。黒の矢印及び数値は

産業革命前の状態を、赤の矢印及び数値は産業活動に伴い

変化した量を表す。大気－海洋間の収支をわかりやすく示

すため、他の過程は簡略化して示している。 

伐採）といった、産業活動に伴う二酸化炭素の排

出が増加を続けている。大気中の二酸化炭素濃度

はこれら人為起源二酸化炭素の増加によって上昇

を続けており、海面での気体交換が影響を受け、

現在の海洋は、海面で大気から二酸化炭素を吸収

するようになった。したがって、海洋は人為起源

二酸化炭素の吸収源となっている。 
気象庁では、飯田ほか（2014）の手法を用い、

海洋による二酸化炭素吸収量を見積もっている。

1990～2012 年における海洋の二酸化炭素吸収量

の経年変化を図 1.4.13 に示す。海面での二酸化炭

素交換を全海洋で積算して求められた二酸化炭素

吸収量は、1990～2012 年の平均で１年あたり 19
±7 億トン炭素（±は 90%の信頼水準）である。

この値は、Wanninkhof et al.（2013）により評価

された、様々な手法に基づく吸収量の推定値の範

囲（およそ 14～20 億トン炭素）と良い一致を見

せている。河川からの流入を含む、産業革命以前

の状態における 7 億トンの循環を考慮すると、海

洋は１年あたり 26 億トン炭素の二酸化炭素を吸

収していると見積もられる。この結果は IPCC 第

5次評価報告書の見積もり（23億トン、図1.4.14）
と概ね整合的である。人為起源二酸化炭素排出量

は、2000 年代の平均として、1 年あたりおよそ

90 億トン炭素とされており（IPCC, 2013）、海洋

はその約 3割に相当する量の二酸化炭素を吸収し

ている（図 1.4.14）。 
人為起源二酸化炭素の排出量は年々増加を続け

ており、その増加速度は、1990 年以降の期間で

10年あたり13億トン炭素である（Le Quéré et al., 
2014）。一方、海洋による二酸化炭素吸収量は、

エルニーニョ・ラニーニャ現象（第 1.1.6 項参照）

などの大規模な気候システムの変動に関連した数

年規模の変動を伴いつつ、1990～2012 年の期間

で増加傾向が明瞭に現れており、増加速度は 10
年あたり約 1 億トン炭素である。両者の増加速度

の比は、人為起源二酸化炭素の全排出量に占める、

海洋による吸収の割合の変化を決定する。IPCC
第 5 次評価報告書によれば、人為起源二酸化炭素

の排出が急速に増加することにより、この割合が

低下していくと予測されており、海洋の二酸化炭

素吸収量を継続的に監視していくことが重要にな

る。 
海面における二酸化炭素交換は、水温や塩分の

変化や生物活動の盛衰などの影響を受け、大きく

変動する。例えば、水温の上昇により、表面海水

中の二酸化炭素濃度が上昇し、二酸化炭素吸収量

の減少あるいは放出量の増加となる。また、二酸

化炭素を多く含む下層の海水と混ざることによっ

ても、表面海水中の二酸化炭素濃度は上昇する。

一方、生物活動が盛んになると、植物プランクト

ンの光合成により二酸化炭素が消費されることで、

表面海水中の二酸化炭素濃度は低下し、二酸化炭
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図1.4.15 2012年 2月（左上）・5月（右上）・8月（左下）・11月（右下）の海面における二酸化炭素の吸収・放出の分布 

単位は、年あたりに換算した、単位面積あたりの二酸化炭素量「トン炭素/km2/年」で表す。 

素吸収量は増加する。 
海面における二酸化炭素の吸収・放出の全球分

布を図 1.4.15 に示す。赤道域では、二酸化炭素を

多く含んだ下層の海水が湧き上がるため、二酸化

炭素を放出する海域が広がっている。特に東部赤

道太平洋域は、全球で最も二酸化炭素を多く放出

する海域となっている。亜熱帯域は、夏季の水温

の上昇に伴って二酸化炭素の放出域となり、冬季

の水温の低下に伴って吸収域となるという季節変

動を示す。冬季における吸収量が夏季における放

出量を上回る海域が多いため、年間で積算すると

二酸化炭素の吸収域となる。高緯度ではさらに、

冬季に二酸化炭素を多く含む下層の海水と混ざり

あうことによる二酸化炭素放出域の広がりや、春

から秋にかけての植物プランクトンの光合成の影

響による二酸化炭素の吸収域の広がりなど、複合

的な変動がみられる。 
 

(6) 海洋による二酸化炭素の蓄積 

海洋に吸収された人為起源二酸化炭素は、海洋

の循環や生物活動により海洋内部へと運ばれ、蓄

積されていく。海洋内部の二酸化炭素観測の進展

に伴い、海洋中に存在する二酸化炭素量のうち、

産業革命以降に蓄積された人為起源二酸化炭素の

量が、複数の手法により見積もられている

（Sabine and Tanhua, 2010）。Sabine et al.

（2004）は、1990 年代に実施された世界海洋循

環実験計画（WOCE: World Ocean Circulation 
Experiment）における観測データをもとに、産

業革命以降、1990 年代半ばまでに全海洋に蓄えら

れた人為起源二酸化炭素量を、1180±190 億トン

炭素であると見積もった。また、Khatiwala et al.
（2013）は、さまざまな手法に基づく人為起源二

酸化炭素蓄積量の推定値を比較することにより、

2010 年にはおよそ 1550±310 億トン炭素の人為

起源二酸化炭素が海洋に蓄積していると見積もっ

ている。 
IPCC 第 5 次評価報告書でまとめられた海洋中

の人為起源二酸化炭素蓄積量の分布を、図 1.4.16
に示す。海洋での分布は一様ではなく、北大西洋

や南半球の中緯度域を中心とした海域で蓄積量が

多く、特に北大西洋に蓄積量の顕著に大きい海域

が分布する。 
1990年代と2000年代に行われた高精度な観測

によるデータを用いて、太平洋（南緯 50 度以北）

における二酸化炭素蓄積速度が解析されており、

10 年あたり 84 億トン炭素と見積もられている

（Kouketsu et al., 2013）。蓄積量は南太平洋の方

が北太平洋よりも多く、単位面積当たりの蓄積速

度は、南北太平洋の中緯度帯で大きく、低緯度帯

や北太平洋の高緯度帯で小さくなっている。これ

は、後述するモード水の形成による二酸化炭素の

5 月 

8 月 11 月 

2 月 
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取り込みによる影響とみられる。同緯度帯でみる

と、東へ行くほど小さくなる傾向にある。 
気象庁では、北西太平洋における人為起源二酸

化炭素蓄積速度量の監視のため、生物活動の変化

による影響を除いた1990年代半ばから2013年ま

での二酸化炭素蓄積量の増加を見積もっている。

東経137度及び165度における緯度5度ごとの二

酸化炭素蓄積速度を図 1.4.17 に示す。1 年あたり

の人為起源二酸化炭素蓄積量は、東経 137 度の北

緯 10 度から 30 度の海域で 2～11 トン炭素/km2、

東経 165度線の北緯10度から 35度の海域で3～
13 トン炭素/km2で、平均するとおよそ 7 トン炭

素/km2であった。（5）で述べたように、海洋が吸

収する人為起源二酸化炭素は、1 年あたり 26 億ト

ン炭素と見積もられており、海洋の面積を考慮し

た平均的な 1年あたりの人為起源二酸化炭素蓄積

量は、約 7 トン炭素/km2と算出されるため、北西

太平洋における人為起源二酸化炭素蓄積量は、全

海洋の平均的な値に近い。緯度ごとでみると、北

緯 20～30 度で二酸化炭素蓄積速度が大きい。こ

れらの海域では、北太平洋亜熱帯モード水（76 ペ

ージ【コラム⑦】海水塩分を参照）と呼ばれる水

塊が広くみられる。この水塊は、冬季の海面冷却

により大気から多くの二酸化炭素を取り込んだ表

面海水によって形成される。この北太平洋亜熱帯

モード水や北太平洋中層水（76 ページ【コラム⑦】

海水塩分を参照）と呼ばれる中層水が分布してい

ることにより、この緯度帯で単位面積あたりの二

酸化炭素蓄積速度が大きくなっていると考えられ

る。

 
 
 

 
 
 

 
図1.4.16 海洋への二酸化炭素蓄積量の平面分布（2010年平均）（IPCC, 2013 Figure 3-16より） 

単位面積あたりの二酸化炭素量「mol/m2」で表す。 

 
図1.4.17 東経 137度（左）及び165度（中）における二酸化炭素蓄積速度並びに測点図（右） 

単位は、炭素の重さに換算した単位面積・年あたりの二酸化炭素蓄積量「トン炭素/km2/年」で表す。 
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図1.4.19 東経 137度におけるpHの経年変化 

図は東経 137 度線の北緯 10、20、30 度における冬季表面海

水中の pH を示す。破線は長期変化傾向を示す。図中の数字

は 10 年あたりの変化率（減少率）を示し、"±"以降の数値は

変化率に対する 95%信頼区間を示す。 

 
図 1.4.18 表面海水中の pH の将来予測（IPCC, 2013, Figure 

TS20より） 

RCP2.6、4.5、6.0 及び 8.5 の各シナリオに対する予測を示す。

(a)は全球の平均的な pH の経年変化、（b）は予測された 2100
年の pH の 1850 年の値からの pH の差の分布を示す。 

(7) 海洋酸性化 

海洋が二酸化炭素を吸収し、蓄積することによ

り、海水中の pH（水素イオン濃度指数）が低下

している。これが「海洋酸性化」である。海洋酸

性化が進行すると、海洋による大気中の二酸化炭

素の吸収能力が低下し、地球温暖化が加速する可

能性や、海洋中の生物の成長を阻害して海洋生態

系に影響を与えたりする懸念から、近年注目され

るようになった（Raven et al., 2005）。 
海洋酸性化は、海水中に含まれる炭酸イオンの

減少をもたらす。炭酸イオンは、二枚貝や巻貝な

どの軟体動物、ウニやヒトデなどの棘皮動物、サ

ンゴ、世界中の海洋に生息するプランクトンであ

る有孔虫や円石藻など、多くの海洋生物の骨格を

形成する炭酸カルシウムの材料となる物質である。

炭酸イオンの減少は、これらの生物の生活環境に

影響を与えるだけでなく、食物網を通じてこれら

の生物に依存する生態系全体にまで影響を及ぼす

恐れがある（Doney et al., 2009）。表面海水の平

均的な pH は 8.1 程度であり、弱アルカリ性であ

る。IPCC 第 5 次評価報告書では、産業革命以降

（1750 年以降）の人間活動で排出された大気中の

二酸化炭素を海洋が吸収することにより、現在ま

でに表面海水の平均的な pH は 0.1 低下したと見

積もられており、今世紀末までには更に最大 0.31
の低下が予測されている（図 1.4.18）。 
気象庁では、北西太平洋における海洋酸性化の

現状を把握するため、東経 137 度線上（北緯 3～
34 度）の pH を見積もっている。東経 137 度の北 
緯 30 度、20 度及び 10 度における pH の経年変

化を図 1.4.19 に示す。pH は、海面水温の高い低

緯度ほど小さい値を示すが、全ての緯度で明らか

に低下傾向を示している。北緯 3～34 度の緯度 1
度ごとに求めた pH 低下速度は、10 年あたり

0.013～0.020 の範囲をとり、平均では 0.017 であ

った。pH の低下は、海面水温の上昇によっても

引き起こされるが、北太平洋における海面水温の

平均的な上昇率は 10 年あたりおよそ 0.045℃（第

1.2.3 項参照）であり、これによる pH の低下は

10 年あたり 0.001 以下である。したがって、この
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表1.4.3 時系列観測点におけるpH低下傾向 

海域 期間 pH 低下率（/10 年） 

ハワイ沖 1988-2007 0.019±0.002 (*1) 

千島列島沖 1997-2011 0.011±0.004 (*2) 

バミューダ諸島沖 1983-2011 0.017±0.001 (*3) 

カナリア諸島沖 1995-2004 0.017±0.004 (*4) 

アイスランド沖 1994-2008 0.024±0.002 (*5) 
*1 Dore et al. (2009), *2 Wakita et al. (2013),  
*3 Bates et al. (2012), *4 Santana-Casiano et al. (2007), 
*5 Olafsson et al. (2011) 

海域における pH の低下は、人為起源二酸化炭素

の蓄積による影響が大きいと考えられる。 
表面海水中の pH の長期的な低下傾向は、世界

の様々な海域で報告されている（表 1.4.3）。10 年

あたりの pH 低下速度は、北大西洋亜熱帯域（バ

ミューダ諸島沖・カナリア諸島沖）で 0.017、北

太平洋亜熱帯域東部（ハワイ沖）で 0.019、北太

平洋亜寒帯域西部（千島列島沖）で 0.011、北大

西洋亜寒帯（アイスランド沖）で 0.024 などとな

っており、多くの海域で、北西太平洋亜熱帯域と

同程度の海洋酸性化が進行している。 

 
1.4.2 大気中のメタン 

大気中のメタン濃度は 19 世紀初頭から急激に

増加しており、WDCGG の解析では 2013 年の世

界平均濃度は 1824ppb である。この値は工業化以

前の平均的な値とされる 722ppb に比べて 2.5 倍

を超えている。 
近年の大気中のメタン濃度は、1980 年代には毎

年 10ppb 程度の増加を続けていたが、1993 年以

降増加速度が弱まり、1999 年から 2006 年にかけ

ては上昇がほぼ止まっていた。しかし、2007 年以

降再び増加している。 
 

(1) はじめに 

メタンによる放射強制力は、長寿命の温室効果

ガス全体の約 18%を占め、二酸化炭素に次いで地

球温暖化への寄与が大きい温室効果ガスである。

一方で、大気中のメタン濃度の変動要因について

は、人間活動に伴う排出や陸域の湿地等からの自

然起源の放出、大気中での化学反応などが複合し

ており、定量的に未解明な部分が残されている。

また、メタン濃度の変動は、火山噴火やエルニー

ニョ現象による影響も受けると考えられている。 
 

(2) 地上におけるメタン濃度 

 1)  世界におけるメタン濃度 

図 1.4.20 は、緯度帯別に平均した大気中のメタ

ン濃度の月別値、季節変動成分を除いた濃度及び

濃度年増加量の経年変化を3次元的に表現したも

のである。WDCGG に報告されたデータから算出

した世界平均濃度は、2013 年には 1824ppb とな

っている。この値は工業化以前の平均的な濃度と

される 722ppb に比べ 2.5 倍を超えている。メタ

ンは北半球の中・高緯度帯から南半球に向かうに

つれて濃度が急激に減少している。また、夏季に

は紫外線が強くなることによって大気中に酸素原

子が増加し、それと水蒸気が反応して生成する

OH ラジカル22がメタンと反応することによって

メタンが消滅するため、夏季にメタン濃度が減少

し、冬季に増加するという季節変動を示す。北半

球中高緯度で濃度が高い原因として、人間活動に

伴う排出や陸域の湿地等からの自然起源による放

出の割合が大きいことが挙げられる。 

 1998 年の濃度年増加量の上昇は、エルニーニョ

現象にともなう世界的な高温によるものと考えら

れている。Dlugokencky et al.（2001）は、高温

と降水量の増加により北半球高緯度及び熱帯域の

湿地から放出量が増加したこと、また寄与は小さ

いが、シベリアを主とした北方でのバイオマス燃

焼の増加の影響を指摘した。 
1999年頃から2006年頃までメタンの濃度増加

は非常に小さい。Dlugokencky et al.（2003）は、

旧ソビエト連邦などの北半球高緯度地域において

天然ガス掘削に伴うメタン放出が減少したため、

放出量と消滅量がほぼつり合っていた結果である

と推定している。また、Simpson et al.（2012）

                                                   
22 OH ラジカルとは、オゾンに紫外線が作用し光分解する

ことによって生じる酸素原子と、大気中の水蒸気が反応し

て生成する、極めて不安定で反応性が高い物質。 
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も、メタンと主要排出源が共通する大気中エタン

の観測から、化石燃料の漏洩及び排出の減少が 

メタン増加速度の鈍化をもたらした要因であるこ

とを示唆した。 

一方、2007 年以降は熱帯と北半球中緯度からの

排出によって再び大気中メタンが増加に転じた

（WMO, 2014）。メタンの起源は化石燃料の排出

によるもののほか、自然の湿地・水田などにおけ

る種々の嫌気性微生物の活動、バイオマス燃焼な

ど多岐にわたり、放出量の詳細については不明な

点も多く、観測が特に不足している熱帯域など世

界規模での観測の充実が期待されている。 
 

 2)  日本におけるメタン濃度 

図 1.4.21 に、国内 3 地点におけるメタン濃度の

経年変化及び濃度年増加量を示す。3 地点とも冬

季に高く夏季に低い季節変動を繰り返しながら、

濃度は概ね増加傾向にある。季節変動成分を除い

た濃度は、緯度の高い綾里が最も高い。これは、

北半球高緯度から南半球に向って濃度が急激に減

少していくことを反映している。与那国島では、

ほぼ同じ緯度の南鳥島と比較して、夏季には同程

度、その他の季節では高い濃度を示している。こ

れは、海洋からの大気流入の多い夏季と異なり、

それ以外の季節では大陸からの流入が多く、これ

によりメタンの放出源が多く分布する大陸の影響

を与那国島がより多く受けるためと考えられる。 
3 地点とも濃度年増加量には年々変動がある。

1998 年に綾里と与那国島、2002～2003 年に 3 地

点で年増加量が高まった。この上昇は全球的なも

ので、エルニーニョ現象に対応していると考えら

れる。2004 年以降に濃度増加傾向は不明瞭となっ

たが、2007 年以降は再び増加傾向を示している。 
 
(3) 上空におけるメタン 

気象庁による航空機観測で得られた2013年 12
月までの上空約 6km におけるメタン濃度の変化

を図 1.4.22 に示す。南鳥島の地上付近の観測とは

異なり、上空では明確な季節変動が認められず、

夏季にも高濃度が観測されている。この原因とし

ては、地上のメタン濃度が低い夏季に、南アジア

などにおいて水田や家畜などから排出された高濃

度のメタンが上空に輸送されてきているためと考

えられる（Umezawa et al., 2012 ; Niwa et al., 
2014）。上空約 6km におけるメタン濃度は、観測

期間が短く、現時点では明瞭な増加傾向は認めら

れない。  

（a）大気中のメタン濃度 

 

（b）季節変動を除いた濃度 

 

（c）濃度年増加量 

 

図 1.4.20 1984～2013年の緯度帯別メタンの経年変化 

WDCGG で収集された世界のデータをもとに作成。 
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図 1.4.22 厚木基地-南鳥島間の航空機観測による高度 6km

付近のメタン濃度観測値（黒点）とその平均値（青線）及び

南鳥島のメタン濃度月平均値（赤線）の経年変化 

1.4.3 大気中の一酸化二窒素 

一酸化二窒素の濃度は、世界的に一貫して増加

しており、WDCGG の解析では 2013 年の世界平

均濃度は、325.9ppb となっている。この値は、工

業化以前の平均的な値である 270ppb に比べ約

21％増加している。 
また、日本の岩手県大船渡市綾里における一酸

化二窒素の濃度は、世界平均濃度と同様、増加傾

向がみられ、北西太平洋域上空 6km においても

増加傾向がみられる。 
 
(1) はじめに 

一酸化二窒素は、海洋、土壌、燃料の燃焼、森

林火災等のバイオマス燃焼、肥料の使用及び様々

な工業プロセスを通じて、大気中に放出される。

人為起源の排出は、全排出量の約 40%を占める

（WMO, 2014）。一酸化二窒素の放射強制力は、

濃度増加により長寿命の温室効果ガス全体の約

6%を占めるようになった。そのため、濃度が減少

している CFC-12 を上回り、二酸化炭素、メタン

に続いて、長寿命の温室効果ガスとしては 3 番目

に大きな寄与をもつものとなった（WMO, 2014）。
一酸化二窒素は、世界平均を見ると、観測開始以

降ほぼ一貫して濃度の増加がみられ、オゾン層破

壊物質のひとつとしても注目されている

（Ravishankara et al., 2009）23。 
 

(2) 地上における一酸化二窒素 

 1)  世界における一酸化二窒素濃度 

 図 1.4.23 に WDCGG に報告されたデータをも

とに作成した世界の一酸化二窒素濃度の経年変化

を示す。WDCGG に報告されたデータから算出し

た世界平均濃度は、2013 年には 325.9ppb となっ

ている。この値は工業化以前の平均的な濃度とさ

れる 270ppb に比べ、約 21％増加している。一酸

化二窒素の季節変動は二酸化炭素ほど顕著には見

られないものの、季節変動を除いて北半球と南半

球の差を比較すると、人為及び土壌の影響がより

大きいと考えられる北半球が、南半球よりも数

ppb 程度高い。 
 
 2)  日本における一酸化二窒素濃度 

図1.4.24に、岩手県大船渡市綾里における一酸化

二窒素濃度の経年変化を示す。はっきりとした季節

                                                   
23 オゾン層・紫外線に関する最新の状況については、気

象庁が毎年作成する「オゾン層・紫外線の年のまとめ」

（ http://www.data.jma.go.jp/gmd/env/ozonehp/annualre
port_o3uv.html）を参照のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.4.21 綾里、南鳥島及び与那国島

における大気中のメタン濃度（上）と

濃度年増加量（下）の経年変化 

 
 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/env/ozonehp/annualre
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変動は見られない。2013年の年平均濃度は

326.9ppb（速報値）であり、世界平均濃度と同様、

増加傾向にある。過去10年間（2004～2013年）の

平均の濃度増加量は0.8ppb/年となっている。 
 

 
 

(3) 上空における一酸化二窒素 

気象庁による航空機観測で得られた北西太平洋

上空約6kmにおける一酸化二窒素濃度の2013年

12 月までの変化を図 1.4.25 に示す。綾里とほぼ

同様の増加傾向を示している。長期的な増加傾向

を除くと 1ppb 程度の変動が見られるが、約 3 年

の観測期間では、これが季節に依存するものであ

るのかどうかは判断できない。 
 
1.4.4 大気中の反応性ガス及びハロカー

ボン類 

 一酸化炭素の濃度は、世界的にほぼ横ばいだが

衛星観測等によるとわずかに減少傾向がみられる。

また、日本国内 3 地点の一酸化炭素濃度は、長期

的な変化傾向は見られない。 
世界におけるハロカーボン類のうち、フロン類

（CFCs）の濃度は、1980 年代までは急速に増加

していたが、1990 年代以降はオゾン層保護を目的

とした規制により減少傾向が見られる。一方、代

替フロンとして使用されているハイドロクロロフ

ルオロカーボン類（HCFCs）及びハイドロフルオ

ロカーボン類（HFCs）の濃度は増加している。 
 
(1) はじめに 

反応性ガスのうち、一酸化炭素は、それ自体は

温室効果を持たないが、メタンや対流圏オゾンな

どの温室効果ガスの濃度に影響を与えるため、そ

の監視が重要とされている気体のひとつである。

一酸化炭素の主な排出過程は、メタンやイソプレ

ンを含む炭化水素類の酸化、化石燃料及びバイオ

マスの不完全燃焼である。また、主な消滅過程は、

OH ラジカルとの反応と地面での吸収である。寿

命は、およそ数ヶ月と他の長寿命の温室効果ガス

と比較して短い。 
また、ハロカーボン類は、フッ素、塩素、臭素、

ヨウ素を含む炭素化合物の総称であり、その大気

中濃度は二酸化炭素の100万分の1程度であるが、

単位質量あたりの温室効果は二酸化炭素の数千倍

と大きい。 
 

（a）大気中の一酸化二窒素濃度 

 
（b）季節変動を除いた濃度 

 
図 1.4.23 1980～2013年の緯度帯別一酸化二窒素の経年変化 

 
図 1.4.24 綾里における大気中の一酸化二窒素月平均濃度

の経年変化 

2004 年のはじめに観測装置を更新したため、観測精度が向

上し、観測値の変動が小さくなっている。 

 
図 1.4.25 厚木基地-南鳥島間の航空機観測による高度 6km

付近の一酸化二窒素濃度観測値(黒点)及びその平均値（青

線）及び綾里の一酸化二窒素濃度月平均値（赤線）の経年変

化 
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(2) 大気中の一酸化炭素 

 1)  世界における一酸化炭素濃度 

 WDCGGの解析による2013年の世界年平均一

酸化炭素濃度は約 90ppb である。緯度帯別世界平

均濃度の経年変化を図 1.4.26 に示す。一酸化炭素

の主な放出源が北半球中高緯度にあり、消滅域が

赤道付近にあることを反映して、北半球から赤道

にかけて大きな傾きをもつ分布となっている。ま

た、濃度の季節変動量が北半球で大きく、南半球

で小さい振幅をもち、南北で逆位相となっている。 
世界平均濃度の経年変化は、衛星観測等によると

わずかに減少傾向がみられる（IPCC, 2013）。 
 
 2)  日本における一酸化炭素濃度 

図 1.4.27 に、国内 3 地点における一酸化炭素濃

度の経年変化を示す。冬又は春に高濃度、夏に低

濃度という季節変動が見られる。長期的に明瞭な

変化傾向は見られない。与那国島では、濃度の季

節変動がほぼ同じ緯度の南鳥島と比べて大きく、

冬季には綾里より高くなる。これは、距離的に近

いアジア大陸における排出の影響を受けている可

能性がある。 

 

図1.4.26 1992～2013年の緯度帯別一酸化炭素の経年変化 

WDCGG で収集された世界のデータをもとに作成。 

 

 

 

 

 

図 1.4.27 綾里、南鳥島及び与那

国島における大気中の一酸化炭素

濃度 
 

    

 

 

 

 

 

 

図 1.4.28 世界の観測点での大気中のフロン類濃度の経年変化

（左上図：CFC-11、右上図：CFC-12、左下図：CFC-113） 

WDCGG で収集された世界各地のデータをもとに作成。 
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(3) 大気中のハロカーボン類 

 1)  世界におけるハロカーボン類濃度 

世界における大気中のハロカーボン類のうちフ

ロン類の濃度は、1980 年代までは急速に増加して

いたが、オゾン層保護を目的に策定されたモント

リオール議定書によりその生産等が規制された結

果、1990 年代以降は減少傾向が見られる。図

1.4.28 に、世界における大気中のフロン類濃度の

経年変化を示す。CFC-12 は 2005 年頃まで増加

しその後減少傾向に転じている。CFC-113 は

CFC-11 と同様な傾向を示し、北半球で 1993～
1994 年頃を境に、南半球では 1997 年前後を境と

してゆるやかな減少傾向に転じている。 
一方、フロン類の代替物質として使用されてい

るハイドロクロロフルオロカーボン類及びハイド

ロフルオロカーボン類の濃度については、今のと

ころ量は少ないが急速に増加している（WMO, 
2014）。 
 
 2)  日本におけるハロカーボン類濃度 

図1.4.29に、岩手県大船渡市綾里におけるハロカ

ーボン類濃度の経年変化を示す。CFC-11は世界的

傾向と同様に1993～1994年の約270pptをピークと

して減少に転じている。また、CFC-12 は2005年頃

をピークに減少、CFC-113 は2001年頃までのごく

緩やかな増加がその後減少に転じている。綾里で観

測を実施しているその他のハロカーボン類（1,1,1

－トリクロロエタン及び四塩化炭素）も、濃度の減

少が見られる。特に1,1,1－トリクロロエタンの濃度

は、大気中寿命が5年と短いことを反映して急速に

減少している。 
 

1.4.5 太陽放射と赤外放射 

世界の多くの地域における全天日射量は、1960
年頃から 1980 年代後半まで減少し、1980 年代後

半から 2000 年頃まで急速に増加し、その後は大

きな変化が見られない。日本における長期変化は、

世界的な傾向とほぼ整合している。 
また、大気中の温室効果ガスの増加に伴う地球

温暖化の進行を示す指標となる下向き赤外放射量

の長期変化は、観測データが蓄積されている 1990
年台初めから 2013 年にかけて増加しており、世

界的な変化傾向と整合している。 
 
(1) はじめに 

近年社会的な関心を集めている地球温暖化に代

表される気候変動は主に、大気中の温室効果ガス

やエーロゾルの濃度、雲量等の変化に伴い、地球

に入射する太陽放射と、入射した太陽放射のうち

地球に反射されて宇宙空間へ戻るもの、そして地

球に吸収された太陽放射エネルギーが地表面や雲

及び大気中の温室効果ガス等から赤外放射として

再射出されたものの内、宇宙空間へ出てゆくもの

の 3 者のバランス（放射収支）が変化することに

より引き起こされる。最近の研究によれば、21 世

紀初めの放射収支は、地球に入射する放射エネル

ギーが 0.5～0.6 W/m2程度過剰となっており、熱

として海などに蓄えられているとされているが

（Loeb et al., 2012; Wild et al., 2013; Allan et al., 
2014）、気候変動や地球温暖化の監視のためには、

大気上端や地表面において、これら放射要素の長

期的な変化の監視を継続する必要がある。大気上

端における放射収支については、衛星観測により、

全球的な監視が行われている。また、地表面にお

ける放射収支についても衛星観測により面的な監

視が行われているものの観測精度は十分でなく、

それぞれの地域を代表する地点において、地表面

 
図 1.4.29 綾里におけるハロカーボン類濃度の経年変化 

2003 年及び 2004 年に観測装置を更新したため、観測精度

が向上し、観測値の変動が小さくなっている。 
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における高精度な観測を全球的に行う必要がある。

気象庁では、古くから直達日射量や全天日射量の

観測を行っており、2010 年 3 月より、国内 5 地

点（札幌・つくば・福岡・石垣島・南鳥島）にお

いて気候監視のための高精度な放射観測として、

直達日射量、散乱日射量及び下向き赤外放射量の

観測を開始した。これは、東アジア・北西太平洋

域において、国際的な気候のための地表面の放射

観測網である基準地上放射観測網（BSRN, 
Ohmura et al., 1998）の一翼を担うものである。 
 
(2) 全天日射量 

地球大気の上端に入射する太陽放射の強さ（太

陽定数）は、約11年周期及び数十年以上の周期の

太陽活動の増減に伴い、変化することが知られて

いる。1970年代の終わりからは、衛星により太陽

定数の測定が行われており、その大きさがそれま

でより正確に測定可能となった。衛星による観測

開始当初から2000年代初めにかけての約25年間

の解析結果によると、太陽定数は平均して約1366 
W/m2で、その変化は0.1%程度である（Fröhlich, 
2006）。 
一方、地表面に降り注ぐ太陽放射の合計である

全天日射量は、太陽活動の増減だけでは説明する

ことができない大きな変化を見せている。世界の

多くの地域において、全天日射量は、1960年頃か

ら1980年代後半まで大きく減少し（global 
dimming）、1980年代後半から2000年頃まで急速

に増加し（global brightening）、その後は大きな

変化が見られないという傾向が報告されている

（Ohmura, 2009）。 
日本における全天日射量の変化傾向（国内5地

点平均）を見ると、1970年代後半から1990年頃に

かけて急激に減少し、1990年頃から2000年代初め

にかけて急激に増加して、その後は大きな変化は

見られない（図1.4.30）。これは、前述の世界的な

傾向とほぼ整合している。全天日射量の長期変化

の主な原因は、大気中の人為起源エーロゾル及び

雲量や雲の特性の変化によるものと考えられてい

る（Wild, 2009）。日本の1990 年頃からの2000 年

代初めにかけての急激な増加の原因についても、

その2/3 が人為起源エーロゾルの減少によるもの

で、残りの1/3 が雲量の減少によるものと評価さ

れており（Norris and Wild, 2009）、人為起源エ

ーロゾルが全天日射量の変化に対して非常に大き

な影響を与えていることが示されている。また、

エーロゾルは種類によって光学特性が異なる。先

述の日本における急激な増加には、大気中に含ま

れる人為起源エーロゾル総量の減少のみならず、

その構成の変化による平均的な光学的特性の変化

が影響を及ぼしていることが解析により示されて

いる(Kudo et al., 2012）。 
 
(3) 下向き赤外放射量 

地球温暖化の原因物質である、二酸化炭素を始

めとする大気中の温室効果ガスは、人間活動によ

り年々増加を続けている。温室効果ガスの増加に

伴う地球温暖化のシグナルは、地上気温の上昇よ

りも下向き赤外放射量の増加に明瞭に表れるため、

下向き赤外放射量は地球温暖化の検出に有効な観

測要素である。数値モデル実験の結果によれば、

個々の観測地点における20 年間の観測データを

解析すれば、信頼度水準95%で統計的に有意な増

加が検出可能であると示唆され、約10年間の実際

の観測データによる解析では増加の兆候が明瞭に

示されている（Wild and Ohmura, 2004）。 

 
図1.4.30 全天日射量の年平均値及び5年移動平均値の経年

変化（国内5地点（札幌、つくば、福岡、石垣島、南鳥島）

の平均） 
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日本における下向き赤外放射量の長期変化傾向

を把握するため、研究観測によって1990年代初め

から20年以上の観測データが蓄積されているつ

くばについて解析を行った。2013年までの経年変

化を見ると、1年当たり約0.4W/m2の割合で増加を

続けている（図1.4.31）。これは、全世界の基準地

上放射観測網解析結果（年0.3W/m2の増加）とほ

ぼ整合している（WCRP, 2010）。 
 
1.4.6 エーロゾル 

地球規模で気候に大きな影響を与えるような大

規模な火山噴火は、1991 年のピナトゥボ火山噴火

以降は発生しておらず、日本におけるエーロゾル

等による大気の混濁は 1963 年のアグン火山噴火

以前のレベルに戻っている。 
日本におけるエーロゾルの分布は、風上の地表

面被覆の種類や気象状況等の影響を受けるため、

大気中のエーロゾル濃度やエーロゾル粒子の大き

さ等は、地点や季節により異なる。本州周辺では、

黄砂が多く飛来する時期である 3～6 月にエーロ

ゾル光学的厚さが大きい。 
 
(1) はじめに 

エーロゾルとは大気中に浮遊するちりなど固体

又は液体の微粒子のことで、半径 1nm（nm は

1/109m）程度から 10μm（μm は 1/106m）程度の

大きさである。半径 1μm より小さい粒子の多く

は、化石燃料やバイオマス燃焼などの人間活動か

ら放出される気体から生成される、硫酸（塩）、硝

酸（塩）、有機物などである。一方、半径 1μm よ

り大きい粒子は海塩粒子、土壌粒子（黄砂を含む）

など、風によって巻き上げられたものが多い。 
エーロゾルは、太陽放射を散乱・吸収して地表

に到達する日射量を減少させ気温を低下させる、

いわゆる日傘効果をもつ一方で、地球からの赤外

放射を吸収・再放射するという温室効果も持って

いる。さらに、これら直接効果の他に雲粒の核と

なる微粒子（雲核）として雲の性状（雲粒の数や

粒径分布、滞留時間）を変化させることにより、

間接的に地球の放射収支を変えるという効果もも

っている。これら相反する複数の効果が絡むうえ

に、分布の時間・空間的な変動が大きいため、エ

ーロゾルと気候の関係については解明されていな

い部分が多い。IPCC 第 5 次評価報告書では、エ

ーロゾルは気候変動の駆動要因の中で最も大きな

不確実性をもたらし続けているとされている。た

だし、不確実性を考慮したとしても、エーロゾル

の増加は全体として世界平均気温を下げる効果を

持つと考えられている。 
大規模な火山噴火は多量の二酸化硫黄を成層圏

に注入し、そこで硫酸塩エーロゾルの発生を引き

起こす。例えば 1991 年に噴火したピナトゥボ火

山は、噴火後約2年にわたって世界平均気温を0.1
～0.2℃低下させたとされている（Robock and 
Mao, 1995）。 
気象庁は札幌、つくば、福岡、石垣島、南鳥島

の 5地点で直達日射計による大気混濁度の観測を、

岩手県大船渡市（綾里）、南鳥島、与那国島の 3
地点でサンフォトメータによるエーロゾルの観測

を行っている。また、気象研究所ではライダーな

どのリモートセンシングによるエーロゾルの鉛直

分布（Uchino et al., 1995, 2012 ; Nagai et al., 
2010）や直接のサンプリングによる、組成、形状、

粒径分布などの把握に努めている（Okada et al., 
2003; Ikegami et al., 2004; Wu et al., 1994）。 
 
 

 
図 1.4.31 下向き赤外放射量の年平均値及び 5 年移動平均

値の経年変化（つくば） 
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(2) 直達日射計による大気混濁度の観測 

直達日射とは、大気中で散乱又は反射されるこ

となく、太陽面から直接地上に到達する太陽放射

のことである。直達日射量から計算される大気混

濁係数は、エーロゾルのほか、水蒸気、オゾン、

二酸化炭素等の太陽放射の散乱・吸収に寄与する

種々の物質を含む現実の大気の光学的厚さ（太陽

放射に対する大気の不透明さ、濁り具合）が、酸

素や窒素などの空気分子以外の物質が存在しない

と仮定した大気の光学的厚さの何倍であるかを表

し、値が大きいほど大気を濁す物質が多いことを

示す。 

図 1.4.32 に示すように、1963 年から数年継続

しているやや高い値、1982～85 年と 1991～93
年にみられる極大は、それぞれ 1963 年 2～5 月の

アグン火山噴火（インドネシア）、1982 年 3～4
月のエルチチョン火山噴火（メキシコ）、1991 年

6 月のピナトゥボ火山噴火（フィリピン）によっ

て硫酸（塩）エーロゾルの生成のもととなる火山

ガスが成層圏に大量に注入され、成層圏が長期に

わたって混濁した結果である。ピナトゥボ火山噴

火以降は大規模な火山噴火が発生していないため、

大気混濁係数はその後次第に小さくなり、現在の

日本における大気混濁係数は、ほぼアグン火山噴

火前のレベルまで戻っている。 
 
 

 

(3) サンフォトメータによるエーロゾル光学的

厚さとオングストローム指数の観測 

サンフォトメータとは複数の特定波長の直達日

射量を測定する測定器であり、これを使ってエー

ロゾル光学的厚さ（AOD：Aerosol Optical Depth、
エーロゾルによる大気の濁り具合）と粒径に関す

る情報であるオングストローム指数（値が大きい

ほど粒径の小さいエーロゾルが相対的に多いこと

を示し、エーロゾルの種類を推定する手がかりと

なる）を観測することができる。図 1.4.33 に示す

ように、大陸から離れた南鳥島の AOD は年間を

とおして小さい値で安定している。一方、綾里や

与那国島のデータは変動が比較的大きい。これは

アジア大陸からの黄砂、森林火災の煙、大気汚染

物質等が頻繁に輸送されてくるためと考えられる。 
2003 年 5 月の綾里での大きなピークは、シベ

リアで発生した大規模な森林火災の煙が日本上空

に流入してきたことによるものである。また、

2006 年 5 月の綾里のピークは、大規模な黄砂の

飛来によるものである。 
綾里と与那国島のオングストローム指数は 1.2

前後の値をとることが多い一方、南鳥島ではそれ

より小さい 0.5～1.0 程度となっている。これは、

綾里や与那国島に比べて、南鳥島では出現するエ

ーロゾルの粒径が大きいことを示している。大陸

から離れた孤島である南鳥島では、比較的粒径が

大きい海塩粒子が卓越するためと考えられる。 

 
図1.4.32 バックグランド大気混濁係数の経年変化（1960～2013年） 

大気混濁係数に含まれる水蒸気や黄砂、大気汚染エーロゾル等対流圏の変動による影響を除くため、大気混濁係数の月最小値

を用いて国内 5 地点（札幌、つくば、福岡、石垣島、南鳥島）の平均値を求め、年平均値を算出している。 



（第 1 章 異常気象と気候変動の実態） 

 148 

なお、1998～2007年の統計期間において、AOD
及びオングストローム指数に長期的な変化傾向は

見られない。 
 
(4) 衛星によるエーロゾル光学的厚さの観測 

大気に入射した太陽放射は大気中に分布するエ

ーロゾルによって散乱・吸収される。そのため、

大気外にある衛星から地球を観測すると、地球表

面での反射や大気分子により散乱された太陽放射

に加えて、大気中のエーロゾル分布によって散乱

された太陽放射が観測される。これら太陽放射の

各成分は理論的に計算できるため、大気中のエー

ロゾルの粒径分布や鉛直分布を仮定すれば、衛星

によって観測される放射量から大気中のエーロゾ

ル分布を推定することができる。この手法では地

球表面での太陽放射の詳細な反射率情報が必要と

なるが、海洋上であれば十分な精度で推定可能で

ある（Higurashi and Nakajima, 1999）。 
気象庁では、ひまわり（MTSAT-2）の可視域デ

ータから AOD を算出するアルゴリズム（Mano, 
2000; 橋本, 2006）を用いて日本周辺海域のエー

ロゾルの分布図を作成している。図 1.4.34 は、

2012 年の毎月の月平均の光学的厚さ（波長

500nm）の分布図である。太平洋高気圧に覆われ

る日本の南海上では年を通じて AOD が小さく、

本州周辺では黄砂が多く飛来する時期にあたる 3
～6 月に AOD が大きいことがわかる。また、こ

の年（2012 年）は春から夏にかけて、シベリアで

大規模な森林火災が発生しており、6～7 月のオホ

ーツク海に見られる AOD の大きな領域は、この

森林火災の煙による影響と考えられる。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.4.33 綾里、南鳥島、与那国島における

エーロゾル光学的厚さ（AOD 500nm）及びオン

グストローム指数（1998年 1月～2007年 3月） 
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【コラム⑪】ライダーによるエーロゾル鉛

直分布の観測 

 
ライダー（Lidar）は、レーザー光のパルスを

大気中に射出し、大気分子・雲・エーロゾルなど

によって散乱された光を望遠鏡で受信し、エーロ

ゾルの鉛直分布を測定する装置である。気象庁は

2002 年 3 月～2011 年 12 月までの期間、岩手県

大船渡市綾里においてライダーによるエーロゾル

の鉛直分布の観測を行った。 
図⑪.1 に 2002 年 3 月～2010 年 11 月の季節ご

とに平均したエーロゾルの高度分布を示す。成層

圏（季節によって異なるが、概ね高度10km以上）

のエーロゾルは、対流圏と比較して極めて少ない。

対流圏内のエーロゾルは季節による違いが大きい

が、概ね地面に近づくほどエーロゾルの量は多い。

これらは、エーロゾルの発生源が主に地面付近に

存在していることによる。 
春季（3 月～5 月）は、ほかの期間に比べて特

に対流圏中層のエーロゾルの量が多い。ライダー

 
図1.4.34 ひまわり7号の可視画像から算出したエーロゾル光学的厚さ（AOD）の月平均分布図（2012年） 

 

図⑪.1 2002年 3月～2010年 11月の季節ごと（春：3～5

月、夏：6～8月、秋：9～11月、冬：12～2月）の平均（綾

里） 

散乱比は、ライダーで受信した散乱光の強度から求めたエ

ーロゾル濃度を示す値。値が大きいほどエーロゾル濃度が

高いことを表す。 
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はレーザー光の反射の状態により、比較的丸い硫

酸塩エーロゾルなどからなる粒子と角張った鉱物

性の黄砂粒子とを区別することができる。これを

利用して、春季の対流圏中層に増えたエーロゾル

はアジア大陸から飛来する黄砂によるものである

ことがわかっている。 
また、観測期間中にシベリアの大規模森林火災

（2003 年）やサリチェフ火山の噴火（2009 年）

があり、前者では対流圏で、後者では成層圏でエ

ーロゾル濃度の増加が捉えられた（図⑪. 2）。 
気象研究所では 1982 年からつくばにおいてラ

イダー観測を行っている。この長期間の観測デー

タの解析から、2000 年以降、成層圏エーロゾル量

が増加傾向にあることが報告されている（図⑪.3）。 

 

 

図⑪.2 2002年 3月～2010年 12月の月平均散乱比（綾里） 
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2.1 気候変動予測と将来シナリオ 

本節では、異常気象と気候変動の将来の予測を

述べる前に、それらの定量的な評価を可能にして

いる気候モデルと、これに入力する将来の社会像

について述べる。 
 
2.1.1 気候変動予測の手法と不確実性 

気候変動予測は、気候モデルを用いて仮想の地

球を再現し、将来の気候を現在の気候と比較した

ものである。気候モデルは過去の気候をよく再現

できているものの限界もあり、これに起因して気

候変動予測も予測幅（不確実性）を持つ。 
大気中の温室効果ガスやエーロゾルなどの濃度

の変化に伴う放射強制力の変化が地球の気候シス

テムにどのような影響を与えるかを、気候モデル

を使った数値実験により予測する。 
 

 気候変動予測の手法 (1)

気候変動の予測に用いる気候モデルは、物理法

則に従って地球の大気や海洋の動きを計算するコ

ンピュータープログラムであり、コンピューター

で計算される仮想の地球上で、気圧や気温、風、

降水、海流などを現実に近い形で再現することが

できる。これは、日々の天気予報の作成に使われ

ている数値予報モデルと同じ原理であるが、気候

モデルでは特に長期間を対象とした計算に適する

ように作成されている。 
これらモデルの計算を進めることは仮想地球の

将来を予測することに相当する。これにより、将

来の特定の日時における大気や海洋の状態を取り

出したものが日々の天気予報であり、長期間の平

均的な状態（気候値）を求め、それらを現在の気

候値と比較したものが気候変動予測である。 
現在のところ、特定の日の予測が可能なのは概

ね 1 週間程度先までという精度上の限界がある。

これは気候モデルによる予測でも同じで、ある状

態（初期値）から計算を行っても、初期値のわず

かな違いにより、すぐに日時を特定した大気の状

態は意味を持たなくなる。しかし、気候変動予測

が予測対象とする「気候値の変化」では、長期間

の平均値を用いることから日時を特定した大気の

状態は考慮する必要がなく、代わりに放射強制力

の違いがそれに応答する長期間の大気状態の平均

値に大きな影響を持つ。これにより 100 年後の気

候値の変化という予測が可能となる。実際、気候

モデルは 20 世紀の気候の特徴を良く再現できて

いることが確認されている。 
なお、気候モデルに与える放射強制力の将来変

化の仮定（シナリオ）については、第 2.1.2 項で

解説する。 
 

 気候変動予測の不確実性 (2)

上記の様に、気候モデルは物理法則に基づいて

いるものの、大気や海洋の仕組みの全てが明らか

になっているわけではなく、未だ解明できていな

い部分もある。また、計算機資源の制約から全て

の知見を反映することは困難で、気候モデルには

様々な仮定や近似が含まれる。更に、空間解像度

の制約からモデル中の地形（山岳の起伏、海岸線、

都市の存在など）も現実のものと完全に一致する

ものではない。このため、気候モデルを含む数値

実験では大気や海洋の動きの特徴を完全に再現さ

せることはできず、その再現能力には限界がある。

そして、気候変動予測でもこれに起因する予測幅

（不確実性）を持つ。この不確実性は免れ得ない

ものであるが、複数の異なる気候モデルの結果を

用いることや（図 2.1.1）、同じ気候モデルでも条

件を変えて計算した複数の結果を用いることで、

不確実性を定量化することが可能であり、誤差幅

や確率表現などを示すことで、不確実性の影響を

低減することができる。 
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図 2.1.1 IPCC第4次評価報告書における複数の気候モデル

の世界平均気温 

2000～2100 年の世界平均気温の変化予測を示したもので、

細線が各モデルの予測、太線がモデル間の平均を示す。上図

と下図ではモデルに与えた放射強制力の将来変化（シナリ

オ）が異なる。同じシナリオでもモデル間で予測が異なる（不

確実性）ものの、複数のモデルを用いることで予測の幅を示

すことができる（不確実性の定量化）。IPCC（2007）より引

用。 
 
2.1.2 将来予測のシナリオ 

気候変動予測では、人為起源による放射強制力

の変化のシナリオが必要である。SRES シナリオ

は今後の社会・経済動向の想定から算出するのに

対して、RCP シナリオは政策的な緩和策を前提と

して、将来、温室効果ガスをどのような濃度に安

定化させるかという考え方から算出するという違

いがある。 
気候変動予測では、人為起源による気候モデル

に与える放射強制力の変化の仮定（シナリオ）が

必要になる。ここでは SRES と RCP という二つ

のシナリオについて解説する。 
 

 SRESシナリオ (1)

SRES シナリオは、今後の社会・経済動向に関

する想定から算出した温室効果ガスの排出シナリ

オを、IPCC が排出シナリオに関する特別報告書

（ SRES ： Special Report on Emissions 

Scenarios）として2000年に発表したものである。

IPCC の評価報告書では第 3 次（2001 年）から用

いられている。 
放射強制力として影響の最も大きい温室効果ガ

ス濃度を知るためには、その排出量の予測値が必

要であるが、これは今後の経済成長や人口増加、

エネルギー需給、科学技術の発展・普及等により

異なるため、これら社会的・経済的な将来像を検

討しなければならない。しかし個々の将来予測研

究で様々な将来像に基づいて放射強制力を与える

と、予測結果を互いに比較することが困難となる。

このため、将来像について典型的なパターンをい

くつか用意し、統一的な排出量の道筋を排出シナ

リオとして定めている。 
SRES シナリオでは、世界の将来像を二つの軸

を用いて表している。軸の一つは、経済発展を重

視した世界（A）と経済発展と環境との調和を図

る世界（B）という、経済発展の将来像の二つの

方向性を示す。もう一つの軸は、地域格差が縮小

し国際化が進む世界（1）と各地域の独自性が強

まる多元的社会（2）という、グローバル化の将

来像の二つの方向性を示す。そして、これらの組

み合わせにより、将来の排出シナリオを A1（高

い経済成長と地域格差の縮小を仮定）、A2（高い

経済成長と地域の独自性を仮定）、B1（環境を重

視した持続可能な経済成長と地域格差の縮小を仮

定）、B2（環境を重視した持続可能な経済成長と

地域の独自性を仮定）という 4 つのパターンに大

きく分類している（図 2.1.2）。また、A1 シナリ

オはエネルギー源の選択により、化石エネルギー

源重視（A1FI）、非化石エネルギー源重視（A1T）、
全てのエネルギー源のバランス重視（A1B）に分

けられる。 
このように仮定した将来像から導かれる温室効

果ガスの排出量（図 2.1.3）により、簡易炭素循環

モデルを用いて温室効果ガスの濃度（図 2.1.4）を
求め、放射強制力に換算し気候モデルに与えて、

地球温暖化予測を行う。 
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 RCPシナリオ (2)

RCP シナリオは、SRES シナリオに代わり

IPCC が第 5 次評価報告書（2013）で扱う気候予

測に用いるシナリオとして、2007 年に示されたも

のである。政策的な緩和策を前提として、将来、

温室効果ガスをどのような濃度に安定化させるか

という考え方から、その代表的濃度経路

（Representative Concentration Pathways）を

示している。 
予測結果の相互比較を容易にするために統一的

なシナリオが必要であることはSRESシナリオと

同様であるが、SRES シナリオでは社会的・経済

的な将来像ごとに排出量、放射強制力、気候予測

が 1 つずつ対応することに対して、RCP シナリオ

では社会・経済的な将来像を仮定せず、将来予測

される多様な放射強制力の経路の中から、代表的

なものを選択し、これに基づき気候を予測する。

放射強制力に対応・比較できる社会・経済的シナ

リオは別途用意する。これにより、放射強制力の

経路ごとに緩和策を含む多様な社会・経済的シナ

リオ（SSP シナリオ25）を作成することが可能と

なる。このため、気温上昇を 2℃に抑えるために

は、といった目的主導型のシナリオになっている

といえる。 
RCP シナリオでは、社会経済モデルから作成し

た多くのシナリオから、 
① シナリオ間の放射強制力が明確にかけ離れて

いること。 
② シナリオの数が奇数でないこと（奇数だと、

中位の放射強制力を持つシナリオの実現確率

が最も高いと誤解される恐れがあるため）。 
③ 放射強制力が高／低の二通りでないこと。 
④ 多すぎないこと。 

                                                   
25 SSP シナリオ（Shared Socio-economic Pathway）と呼

ばれ、緩和策と適応策の困難度を指標に SSP1～5 の５種

類が検討されている。各シナリオの概要は以下のとおりで

ある。SSP1（理想的な世界）：教育水準、ガバナンスとも

に高水準であり、国際的に協調し、その結果技術進歩も高

い。SSP2（中庸的な世界）：SSP1 と SSP3 の間に位置す

る。SSP3（望ましくない世界）：教育水準、ガバナンスと

もに低く、世界は分断、技術は停滞。SSP4（分裂社会）：

国際的、各国内で社会的格差が開く分断された世界。技術

水準は高いが貧困層は脆弱。SSP5（化石燃料依存）：教育

水準は高く技術進歩も高い。しかし、エネルギーは化石燃

料に依存する。 

の 4 点を考慮して、RCP2.6（低位安定化シナリ

オ：気温上昇を 2℃に抑えることを想定）、RCP8.5
（高位参照シナリオ：政策的な緩和策を行わない

ことを想定）、及びそれらの間に位置する RCP4.5
（中位安定化シナリオ）と RCP6.0（高位安定化

シナリオ）の 4 シナリオが選択された。「RCP」

 
図2.1.2 SRESシナリオの概念図 

SRES シナリオでは、経済発展とグローバル化の二つの方向

性の組み合わせで、世界の将来像を表す（IPCC 第 3 次評価

報告書より引用）。 

 
図2.1.3 SRESシナリオに基づく二酸化炭素排出量 

各シナリオの年間の二酸化炭素排出量を炭素重量に換算し

Gt（ギガトン）で示す。A1B と B1 のシナリオでは、排出量

は 21 世紀の中頃をピークに、その後は下降する。 

 
図2.1.4 SRESシナリオに基づく二酸化炭素濃度 

簡易炭素循環モデルを用いて算出した大気中の二酸化炭素

濃度を示す。A1B と B1 のシナリオでは、排出量は 21 世紀

の中頃をピークに下降するが、濃度は増える。 
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に付く数値は放射強制力の目安であり、RCP2.6
では「2100 年以前に約 3W/m2でピークを迎え、

その後減少し、2100年頃には約2.6 W/m2となる」、

RCP8.5では「2100年の時点で8.5 W/m2を超え、

上昇が続く」、RCP4.5 と RCP6.0 では「2100 年

以降に約 4.5（6.0）W/m2 で安定化する」ことを

示している（図 2.1.5）。 
 

 SRESシナリオとRCPシナリオの違い (3)

上にも述べたとおり、SRES シナリオでは社会

的・経済的な将来像に対して排出量、放射強制力、

気候予測が 1 つずつ対応するが（図 2.1.6 上）、

RCP シナリオでは放射強制力に複数の社会経済

シナリオを対応・比較させることで多様な将来像

を仮定することが可能であり（図 2.1.6 下）、様々

な緩和策・適応策の施策に役立てることが出来る。

これが SRES シナリオとの重要な違いである。 
例えば、図 2.1.7 は社会経済シナリオと簡易炭

素循環モデルを含む統合評価モデルにより算出し

た RCP シナリオにおける二酸化炭素排出量を、

図 2.1.3 に重ねたものである。簡易モデルによる

算出であるが、この社会経済シナリオでは 21 世

紀の後半にはRCP2.6 による排出量は負の値とな

っており、2100 年で放射強制力を 2.6W/m2に抑

えるためには大気中の二酸化炭素を吸収する必要

があることを示唆している。 
なお、SRESシナリオとRCPシナリオでは様々

な仮定が異なるので、放射強制力の違いだけから

単純に比較することは出来ないが、van Vuuren 
and Carter（2013）では、SRES シナリオと SSP
シナリオ（第 2.1.2 項(2)脚注参照）の社会経済発

展を比較し、更に SRES シナリオと RCP シナリ

オの大気組成、放射強制力、気候特徴を比較し、

以下の様に SRES シナリオが当てはまる RCP シ

ナリオと SSP シナリオの最適な組み合わせを示

している。 
① SRES A2：RCP8.5 と SSP3 
② SRES B2 及び A1B：RCP6.0 と SSP2 
③ SRES B1：RCP4.5 と SSP1 
④ SRES A1FI：RCP8.5 と SSP5 

 

 

 
図2.1.5 RCPシナリオに基づく放射強制力 

RCP シナリオで定める 4 つの放射強制力の経路を実線で示

す。破線は SRES シナリオに基づいて求めた放射強制力であ

る。 

 

 
図2.1.6 気候予測と将来像の対応の違い 

SRES シナリオ（上図）と RCP シナリオ（下図）で仮定す

る将来像の違いを示す。SRES シナリオでは気候予測と将来

像が同数であるが、RCP シナリオでは気候予測に対して複数

の将来像が対応する。 

 
図2.1.7 SRESシナリオとRCPシナリオに基づく二酸化炭素

排出量 

各シナリオの年間の二酸化炭素排出量を炭素重量に換算し

Gt（ギガトン）で示す。RCP2.6 では、21 世紀後半に排出量

が負の値となる。 
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【コラム⑫】詳細な地域気候の再現手法 

 
 近年の計算機技術の進歩とともに、全球気候モ

デルの解像度は飛躍的に向上した。しかし、今の

ところ最も高分解能の全球気候モデルでも、その

格子間隔は 20km 程度である。本州では日本海側

と太平洋側を分けるように高い山脈が走っており、

その両側で全く異なる気候的な特徴を示している。

20km の格子間隔といえば、かろうじてその違い

が見え始めたところである。さらに、山脈から両

側の海に向かう谷筋や点在する盆地など複雑な地

形によって、日本の気候は地域毎に大きく異なっ

ている。そのような違いは、現在の全球気候モデ

ルではとても表すことができない。多くの人々は、

地球温暖化が起きた時に、自分の住んでいる町や

村の気候がどのように変化するかに興味を持って

いる。そのような地域の気候変化を予測するため

には、全球モデルで計算されたデータのある地域

だけを取り上げ、その部分だけをクローズアップ

して見るダウンスケーリングと呼ばれる手法が用

いられる。 
ダウンスケーリングには、経験的あるいは統計

的関係から空間解像度を高める統計的ダウンスケ

ーリングと、領域モデルを用いて詳細化を行う力

学的ダウンスケーリングの 2 つがある。統計的ダ

ウンスケーリングは、力学的ダウンスケーリング

と比べ、計算コストが安くバイアス補正も同時に

行えるメリットがあるが、ある地域の統計関係が

他の地域に当てはまるとは限らないし、温暖化し

た時にその統計関係が当てはまるという保証もな

い。一方、力学的ダウンスケーリングは、全球モ

デルでは表すことのできない小さなスケールの現

象や、細かな地形に応答した現象を再現すること 
ができるが、格子間隔が小さくなることにより、

計算コストが莫大になるという欠点がある。 
 ここでは例として、地球温暖化予測情報第 8 巻

（気象庁、2013）で用いられた力学的ダウンスケ

ーリングの手法について述べる。そこでは図⑫.1
で示される通り、一番外側のモデルとして格子間

隔 20km の全球大気モデル(AGCM)が用いられて

いる。それに、日本付近だけをクローズアップす

るように、格子間隔 15km の非静力学地域気候モ

デル（NHRCM）を、ネスティングと呼ばれる手

法を用いて埋め込んでいる。それにさらに格子間

隔 5km の NHRCM を埋め込むことによって、日

本付近の気候を一層クローズアップしている。一

番内側の NHRCM の計算領域は北東から南西に

傾けることで、狭い領域で日本列島をほぼカバー

することができるが、計算領域が狭いため、雲水

や雲氷などの物理量を予報変数として持たない全

球モデルに直接埋め込むと、降水量が少なくなる

問題が生じる。これを避けるため、計算領域が広

い、格子間隔 15km の NHRCM を、先に全球モ

デルに埋め込むという手法を用いている。 
図⑫.2 は、各観測点におけるモデル再現実験の

年降水量をアメダスの観測値と比較したものであ

る。ダウンスケーリングによって、地域気候モデ

ルで再現された降水の空間相関は、親モデルで再

現されたものより大幅に改善されていることがわ

かる。つまり、平均的に見れば、それぞれの観測

点における年間降水量の再現性を、地域気候モデ

ルによって高めていることになる。また、図⑫.3
で示されるように、全球モデルの降水量の頻度は

一時間あたりの降水量が増えるにつれて大幅に減

少しているが、地域気候モデルの降水頻度は強い

降水の時でも、アメダスと比べわずかに少なくな

っているものの、全球モデルと比べ大幅に改善し

 
図⑫.1 地球温暖化予測情報第8巻に用いられたダウンスケ

ーリングの手法 
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ている。このように、地域気候モデルによって現

在気候の再現性を高めることが可能である。一方

で、地域気候モデルは全球モデルで再現された気

候場を精密化しているだけなので、大きな場の現

象は改善される事はない。従って、全球モデルで

再現された大きな場が、本来あるべき気候場をう

まく再現していなければ、そのような場をダウン

スケールすること自体意味がなくなってしまう。 
 さて、気候の再現性を高められたとはいえ、モ

デルには多かれ少なかれ必ずバイアスがある。こ

うして得られたデータから、より正確に気候の変

化を予測するためには、バイアス補正を施す必要

がある。バイアス補正にはさまざまな方法がある

ので、その利用目的によって、ユーザーが最もふ

さわしい方法を選択して、地域気候モデルのデー

タを利用するのが良い。 
 最後にダウスケーリングに今後期待されること

について述べる。まず、さらなる高分解能化・高

精度化である。ユーザーから高分解能な地域気候

データを望む声が高まっているが、将来予測の信

頼性を上げるためにも、現在気候を高精度に再現

する必要がある。また、地域気候モデルに用いて

いる物理過程を分解能にふさわしいように改良し

ていかなければ、高分解能化して逆に再現性が悪

くなる可能性もある。次に、地域的な気候現象の

将来変化予測である。日本にはだし風、おろし風、

やませ、フェーン現象などそれぞれの地域に固有

の気候現象がある。中には、交通障害や人体・家

畜への健康被害を与えたり、農作物に影響を与え

たりするものもある。それらの発生頻度や強度が、

将来の温暖化によってどのように変化するかを予

測することは重要である。格子間隔 5km の地域

気候モデルでは、これらの現象のいくつかはかろ

うじて再現できる。しかし、それらの現象のほと

んどは、定性的にはある程度の予測は可能である

が、定量的に予測するには至っていない。もう少

し正確な予測を行うためには、地域気候モデルの

分解能を高めていく必要がある。 
さらに、温暖化対策を行うために必要な情報を

提供するためには、データに不確実性の幅を付加

することが求められている。それにはいくつかの

方法が考えられるが、モデルの不確実性を示すた

めには、いくつかのモデルにより計算された結果

の確率密度分布を示す必要がある。そのためには

複数のモデルと膨大な計算量が要求される。これ

に関してはニーズが高く、すでにいくつかのプロ

ジェクトで計画中でもあり、今後も盛んに研究が

なされていくであろう。 
 
 
  

図⑫.2 観測点毎の年降水量のモデルとアメダス観測と

の比較 左）NHRCM 右）AGCM 

図⑫.3 モデルとアメダス観測による１時間降水量の頻

度の確率 
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2.2 大気の将来の見通し 

2.2.1 気温 

IPCC 第 5 次評価報告書によると、21 世紀末

（2081～2100 年）における世界の平均気温は、

1986～2005 年を基準として、温室効果ガスにつ

いて「厳しい排出削減対策を行う想定」のシナリ

オ（RCP2.6）では 0.3～1.7℃、「高いレベルの排

出が続く想定」のシナリオ（RCP8.5）では 2.6～
4.8℃の範囲で上昇する可能性が高いと予測され

る。地球温暖化予測情報第 8 巻によると、21 世紀

末（2076～2095 年）における、日本の年平均気

温は、現在気候（1980～1999 年）を基準として

全国平均で 2.5～3.5℃の上昇が予測される。 
 

 はじめに (1)

気象庁は、日本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 8巻にまとめ

た。本項では、世界及び日本を対象とした気温の

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 8
巻で得られた成果をもとに記述する。 
 

 世界の気温 (2)

 世界の主要な研究機関によって開発された気候

モデルを用いて、第 5 期結合モデル相互比較計画

（CMIP5）が実施され、IPCC 第 5 次評価報告書

では、温室効果ガスを「厳しい排出削減対策を行

う想定」から「高いレベルの排出が続く想定」ま

での4段階にわけたシナリオ（それぞれ、RCP2.6、
RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 という。）にもとづい

て、将来予測が評価された。IPCC 第 5 次評価報

告書より、CMIP5 で予測された世界の気温上昇

を図 2.2.1 に示す。複数の気候モデルを平均した

予測値を実線で、モデル予測の不確実性を評価す

るために、5～95%の信頼区間で示されるモデル 
間のばらつきを陰影で表示している。右側のボッ

クスに 1986～2005 年平均に対する 21 世紀末の

上昇量の平均値と不確実性の幅を示す。 
どのシナリオにおいても世界の平均気温は温室

効果ガス濃度の増加に伴って上昇し続けると予測

されている。IPCC 第 5 次評価報告書は、近未来 
（2016～2035 年）にはシナリオの違いによらず

世界の平均気温が 1986～2005 年の平均気温に比

べて 0.3～0.7℃上昇する可能性が高いとしている。

21 世紀末の気温上昇についてはシナリオごとに

上昇量が異なり、CMIP5 の複数の気候モデルか

ら得られる幅によれば、1986～2005 年の平均気

温に対して RCP2.6 では 0.3～1.7℃、RCP4.5 で

は 1.1～2.6℃、RCP6.0 では 1.4～3.1℃、RCP8.5
では 2.6～4.8℃の範囲で上昇する可能性が高いと

予測されている。将来の世界の平均気温は、

RCP2.6 を除く全ての RCP シナリオで 1850～
1900年の平均に対して1.5℃を上回る可能性が高

いとしている。 
Knutii and Sedláček（2012）は、CMIP5 の予

測結果と IPCC 第 4 次評価報告書（2007）で使用

された第 3 期結合モデル国際比較計画（CMIP3）
による結果を比較するため、CMIP3 の予測に対

して統計的な手法で RCP シナリオに対応させる

修正を加えた結果を用いて、両者を見比べている。

気温予測値は CMIP5 が多少高く、不確実性幅は

図 2.2.1 複数の気候モデルによる世界の平均気温の予測結

果 

上昇量は 1986～2005 年の 20 年平均値からの差で示す。複

数の気候モデルから得られた平均値と予測のばらつきの幅

（±1.64 標準偏差の範囲）を、RCP2.6 は青、RCP4.5 は水

色、RCP6.0 はオレンジ、RCP8.5 は赤の実線と陰影で示す。

各シナリオに対して世界の平均気温算出に用いた気候モデ

ルの数は、RCP2.6 は 32、RCP4.5 は 42、RCP6.0 は 25、
RCP8.5 は 39 である。また、1900～2005 年の複数の気候モ

デルによる過去の再現実験の平均値と予測のばらつきの幅

を黒の実線と陰影で示す（42 の気候モデルを用いた）。1986
～2005 年平均に対する、21 世紀末の上昇量の平均値と不確

実性の幅を右側のボックスで示す。IPCC（2013）から引用

（図の一部を加工した）。 
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CMIP5 が多少広がるが、概ね同じ結果であるこ

とが示されている、予測モデルの改良に伴って不

確実性の幅が狭くなることが期待されるが、詳細

な現象を表現できるようになった分、不確実性は

ほとんど変わらないことを指摘している。なお、

地球温暖化予測情報第8巻で用いたSRESシナリ

オの A1B は、RCP シナリオでは RCP6.0 におお

よそ対応する（van Vuuren and Carter, 2013）。 
各 RCP シナリオにより予測された気温の将来

変化を、各領域で定量的に評価した結果を表 2.2.1
に示す。 

RCP2.6 から RCP8.5 の順に従って昇温量は増

加しているが、21 世紀中頃（2046～2065 年）に

ついては、RCP6.0 より RCP4.5 の方が大きくな

っている。これは図 2.1.5 より、この期間の

RCP6.0 と RCP4.5 の強制力を比較するとわかる

通り、それぞれのシナリオの推移に従った昇温量

が反映されている。厳しい排出削減対策を行う想

定のシナリオである RCP2.6 においては、2100
年までに昇温は抑えられ、それ以降は減少傾向を

示している。昇温量を各領域で比較すると、海上

より陸上の方が大きく、熱帯より北極の方が大き

い。ここには示していないが一般的に、南極付近

の海洋では北半球の海洋に比べ熱の吸収が活発で

あることに加えて、北半球の方が陸域の割合が多

いため、南半球よりも北半球の方が気温の上昇が

大きい。また、南極より北極で昇温が大きいこと

がわかる。 
各 RCP において予測された 21 世紀中頃及び

21 世紀末の気温上昇の分布を図 2.2.2 に示す。空

間分布の特徴として以下の点が挙げられる。 
① 海上より陸上の昇温が大きい。 

地上気温の上昇率は、海陸で異なる熱容量の

影響を受ける。大気の熱容量は海洋の約

1/1000 と小さいため、陸上の大気の方が暖ま

りやすく、空間分布をみると海陸コントラス

トが形成されていることがわかる。表 2.2.1
に整合して、陸上気温は海上気温に対して

1.4～1.7 倍で昇温すると予測されている。 
② 北半球高緯度の昇温が顕著で、北極域の昇温

が最も急速である。 
21 世紀末における北極域の気温の上昇量は、

1986～2005年と比較すると 2.2～2.4倍にな

ることが予測される。RCP4.5 においては、

特に 11、12 月に気温上昇が最も大きく、夏

季が最も小さい。この傾向は観測結果から得

られる最近の気温変化の特徴と一致してい

る。これは次の 2 つの効果が主な要因となっ

ている。極付近の海氷や積雪が融けて地面や

海面が表出すると反射率が低下する。これに

よって太陽放射の吸収量が増え、ますます昇

温が進むという正のフィードバックが働く。

また、海洋から大気への熱の輸送を妨げてい

た海氷が減ることで昇温し、さらに海氷が減

少するという正のフィードバックが働き、こ

れらの相乗効果で昇温を加速している。 
③ 北大西洋と南極の周辺で昇温が小さい。 

これらの地域は、海洋の鉛直循環が卓越する

表 2.2.1 各 RCP シナリオにより予測された領域別の平均気

温の上昇量 

上昇量は 1986～2005 年の 20 年平均値からの差で示す。陸

上、海上、熱帯、極域の平均気温の上昇量は 21 世紀末につ

いて示し、世界はいくつかの期間に分けて示す。 
各セルの上段の数値は、マルチモデル平均気温の上昇量及

び、モデル間標準偏差、下段の数値は、予測分布の 5～95%
の範囲の値を示す。熱帯は 30°S-30°N、北極は 67.5°N-90°N、

大西洋は 90°S-55°S で面積重み付き平均をした結果。IPCC
（2013）より引用。 
 期間 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

世

界 

2046– 
2065 

1.0 ±0.3 
(0.4,1.6) 

1.4 ± 0.3 
(0.9,2.0) 

1.3 ± 0.3 
(0.8,1.8) 

2.0 ± 0.4 
(1.4,2.6) 

2081– 
2100 

1.0 ± 0.4 
(0.3,1.7) 

1.8 ± 0.5 
(1.1,2.6) 

2.2 ± 0.5 
(1.4,3.1) 

3.7 ± 0.7 
(2.6,4.8) 

2181– 
2200 

0.7 ± 0.4 
(0.1,1.3) 

2.3 ± 0.5 
(1.4,3.1) 

3.7 ± 0.7 
(-,-) 

6.5 ± 2.0 
(3.3,9.8) 

2281– 
2300 

0.6 ± 0.3 
(0.0,1.2) 

2.5 ± 0.6 
(1.5,3.5) 

4.2 ± 1.0 
(-,-) 

7.8 ± 2.9 
(3.0,12.6) 

陸

上 
2081– 
2100 

1.2 ± 0.6 
(0.3,2.2) 

2.4 ± 0.6 
(1.3,3.4) 

3.0 ± 0.7 
(1.8,4.1) 

4.8 ± 0.9 
(3.4,6.2) 

海

上 
2081– 
2100 

0.8 ± 0.4 
(0.2,1.4) 

1.5 ± 0.4 
(0.9,2.2) 

1.9 ± 0.4 
(1.1,2.6) 

3.1 ± 0.6 
(2.1,4.0) 

熱

帯 
2081– 
2100 

0.9 ± 0.3 
(0.3,1.4) 

1.6 ± 0.4 
(0.9,2.3) 

2.0 ± 0.4 
(1.3,2.7) 

3.3 ± 0.6 
(2.2,4.4) 

北

極 
2081– 
2100 

2.2 ± 1.7 
(-0.5,5.0) 

4.2 ± 1.6 
(1.6,6.9) 

5.2 ± 1.9 
(2.1,8.3) 

8.3 ± 1.9 
(5.2,11.4) 

南

極 
2081– 
2100 

0.8 ± 0.6 
(-0.2,1.8) 

1.5 ± 0.7 
(0.3,2.7) 

1.7 ± 0.9 
(0.2,3.2) 

3.1 ± 1.2 
(1.1,5.1) 
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ところであり、海洋表層の熱が海洋の深層に

運ばれるため、昇温が押さえられている（78
ページ【コラム⑧】熱塩循環参照）。 

④ 赤道太平洋で昇温が大きい。 
この空間分布は、エルニーニョ現象発生時の

海面水温変化と似ており、多くの気候モデル

で同じ変化がみられる。なお、その理由は今

のところわかっていない。 
 

 日本の気温 (3)

日本域を対象にした気温の将来変化を評価する

ために、CMIP5 の予測データを用いて、各 RCP
シナリオにおける日本の平均気温の上昇量を算出

した結果を図 2.2.3 に示す。日本の平均気温は、

世界平均と同様に温室効果ガス濃度の増加に伴っ

て上昇し続けると予測されている。近未来の気温

上昇はシナリオによらないが、その後はシナリオ

ごとの差異が顕在化し、21 世紀末には、1986～
2005 年の平均気温と比較して、RCP2.6 で 0.1～ 
2.4℃、RCP4.5 で 1.0～3.6℃、RCP6.0 で 1.5～
4.1℃、RCP8.5 で 2.8～6.1℃上昇する可能性が高

いと予測されている。これは、いずれのシナリオ

でも世界平均気温の上昇量より大きい。 
しかし、CMIP5 の予測データでは日本付近の

詳細な将来予測を評価することが難しい。そこで、

SRES A1B シナリオにおいて日本の気候を対象

としたダウンスケール予測を行った地球温暖化予

測情報第 8 巻の成果をもとに、将来の日本の気温

上昇についてまとめる。ダウンスケーリングの計

算手法の詳細については、160 ページ【コラム⑫】

詳細な地域気候の再現手法を参照のこと。 
 

 平均気温  1) 

全国及び地域別の年平均気温の昇温量を図

2.2.4（a）に示す。昇温量は、現在気候（1980～
1999 年）と将来気候（2076～2095 年）の平均気

温の差として計算している。また、日本の年平均

気温の昇温量の分布を図 2.2.5（a）に示す。将来

は日本の全ての地域で昇温が予測され、日本の年

平均気温は 2.5～3.5℃上昇する。全国平均でみる

と 3℃程度の上昇が予測されている。地域別にみ

ると、高緯度ほど上昇傾向が顕著で、北日本では

3℃を超えて最も昇温している。世界的にも緯度

が高い地域ほど顕著な昇温が予測されており、日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2 各RCPシナリオにおいて予測された21

世紀中頃及び21世紀末の気温上昇の分布 

1986～2005 年平均からの CMIP5 マルチモデル

平均気温の偏差を示す。モデルの数を右上に示

す。斜線陰影は、昇温量が年々変動の 1 標準偏差

未満であることを示す。点陰影は、年々変動の 2
標準偏差以上の領域と 9 割のモデルが同じ符号

の変化を示す領域に施している。IPCC（2013）
より引用。 
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本も同様の傾向を示している。 
季節で比較すると、全ての地域で夏季の上昇が

最も小さく、冬季の上昇が最も大きい。冬季は、

沖縄・奄美を除いて全国的に 3℃以上の上昇がみ

られ、北日本や東日本の一部では 3.5℃を超える

上昇がみられる。また、多くの地域で冬の上昇が

最も大きいが、冬は年々変動の幅も大きい。北海

道の一部では大きな上昇を示しているが、これは、

将来オホーツク海の海氷が減少することが原因で、

春と冬にオホーツク海で大きな気温上昇が予測さ

れるためである。 
なお、都市化が進行した地域ではヒートアイラ

ンド現象に伴い局地的に気温が高くなるが（気象

庁, 2012）、ここに示した予測結果には都市の将来

変化の影響は考慮されていない。 
 

 最高気温  2) 

 全国及び地域別の年平均最高気温の昇温量を図

2.2.4（b）に示す。日本の年平均最高気温の昇温

量の分布を図 2.2.5（b）に示す。 

沖縄・奄美を除く各地域で約 3℃の上昇がみら

れ、北日本太平洋側では 3℃以上の上昇がみられ

る。季節で比較すると、全ての地域で夏の上昇が

最も小さく、冬の上昇が最も大きい。冬は、沖縄・

奄美を除いて全国的に 3℃以上の上昇がみられ、

北海道の太平洋側の一部では 4℃を超える上昇が

みられる（気象庁, 2013）。 
 

 最低気温  3) 

 全国及び地域別の年平均最低気温の昇温量を図

2.2.4（c）に示す。日本の年平均最低気温の昇温

量の分布を図 2.2.5（c）に示す。 

沖縄・奄美を除く各地域で約 3℃の上昇がみら

れ、北日本の上昇が最も大きい。季節で比較する

と、ほぼ全ての地域で夏の上昇が最も小さく、冬

の上昇が最も大きい。春は、北日本及び東日本の

一部の標高の高い地域で 3℃以上の上昇がみられ、

融雪の早まりに対応するものと考えられる。 
冬は、標高の高い一部の地域などで 4℃を上回る

上昇がみられ、北日本太平洋側の一部では 4.5℃
を上回る上昇がみられる。 
 

 
図2.2.3 CMIP5の複数の気候モデルによる日本の平均気温の予測結果 

各気候モデルの格子のうち、日本の陸地が占める割合が 30％以上ある格子を選び、それらの格子の値の平均値を各気候モ

デルが予測した日本域の平均気温とした。上昇量は 1986～2005 年の 20 年平均値からの差で示す。複数の気候モデルか

ら得られた平均値と予測のばらつきの幅（±1.64 標準偏差の範囲）を、RCP2.6 は青、RCP4.5 は水色、RCP6.0 はオレ

ンジ、RCP8.5 は赤の実線と陰影で示す。各シナリオに対して日本の平均気温算出に用いた気候モデルの数は、RCP2.6
は 21、RCP4.5 は 26、RCP6.0 は 16、RCP8.5 は 26 である。また、1900～2013 年の日本の平均気温の観測値を黒線で

示し、1900～2005 年の複数の気候モデルによる過去の再現実験の平均値と予測のばらつきの幅を灰色の実線と陰影で示

す（26 の気候モデルを用いた）。1986～2005 年平均に対する、21 世紀末の上昇量の平均値と不確実性の幅を右側のボッ

クスで示す。凡例に各シナリオで用いたモデル数を示す。IPCC(2013)より引用。 



（第 2 章 異常気象と気候変動の将来の見通し） 

166 

 季節進行の変化  4) 

北日本日本海側における将来の気温の季節変動

を図 2.2.6 に示す。全体を通して気温が上昇して

おり、冬を中心とした気温上昇が他の季節に比べ

て大きい。将来気候では、一年で最も気温が高く

なる時期が早まる傾向がみられ、北日本は最もこ

の傾向が強い。温暖化が進んだ夏季の将来気候の

特徴として、小笠原高気圧や偏西風の北上が弱く

なるため梅雨明けが遅れる（Hirahara et al., 
2012）ことや、日本の東海上の太平洋高気圧が弱

まりオホーツク高気圧の影響を受けやすくなるた

め、北日本太平洋側に日照の減少などのぐずつい

 
 
 
 
図 2.2.4 全国及び地域別の気温の変化（将来気候の現在気

候との差） 

（a）年平均気温、（b）年平均最高気温、（c）年平均最低気

温。棒グラフが現在気候との差、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 SRES A1B である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.2.5 気温の将来変化の分布（将来気候現在気候との

差） 

（a）年平均気温、（b）年平均最高気温、（c）年平均最低気

温。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。 

(b) 

(c) 

(a) 

(a) (b) (c) 
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た天気をもたらす「やませ」の発生回数が 8 月を

中心に増加する（Endo, 2012）ことが予測されて

いる。ここには示さないが気象庁（2013）により、

北日本の全天日射量は 7～8 月に顕著に減少する

傾向がわかっており、この傾向と気温が高くなる

時期の早まりは整合的だと考えられる。 
冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅

が現在気候と重なっている時期が見られる。半旬

程度の時間規模で比べた場合、温暖化が進行した

将来においても、年によっては、現在気候の平均

気温と同程度に気温が低下する時期もあることを

示している。しかしながら、各季節とも現在気候

での年々変動の幅を大きく超えた変化が予測され

ており、現在はほとんど観測されることのないよ

うな暑夏や暖冬が将来の平均的な気候になること

を示唆している。 

 

 
 

 

【コラム⑬】古気候再現実験にみる過去の

地球の気候の変化 

 

現在進行中の地球温暖化の程度を評価するにあ

たり、それを過去の地球に起こった気候の変化と

比較することは意義深い。また気候モデルがそれ

らをどの程度再現するのかを知っておくことも重

要である。ここでは IPCC 第 5 次評価報告書にお

ける古気候再現実験に関する記述を、時代を遡る

形で解説する。図⑬.1 に過去 6500 万年間（新生

代）の古環境変遷を示す。新生代は地質学的には

CO2 濃度が高く温暖であった中生代（2 億 5000
万年～6500 万年前）から CO2濃度が相対的に低

く寒暖の差が激しい氷期間氷期が繰り返す新生代

後期氷河時代（現在はその間氷期）へと移行して

ゆく時代と位置づけられる 
 

 過去千年  1) 

過去千年実験は CMIP5 での歴史実験（20 世紀

再現実験）を過去千年間にわたって延長したもの

で、地球軌道要素、太陽活動、火山活動、温室効

果ガス濃度等を強制力として西暦 850 年から

1850 年までの気候再現実験を行うものである。用

いられる強制力は各種古環境データを基に復元さ

れたものであるが、人為起源の温室効果ガス濃度

が増える 20 世紀以降と違い、主要な強制力は太

陽活動及び火山活動になる。この時期には中世気

候異常期（Medieval Climate Anomaly, 950～
1250 年）や小氷期（1450～1850 年）が含まれる。

太陽活動が低下していたと考えられるマウンダー

極小期から現在までの全太陽放射照度の変化は、

最近の復元では 0.1 % 程度と見積もられており

PMIP3（第 3 期古気候モデリング国際相互比較計

画： Paleoclimate Modelling Intercomparison 
Project – phase 3）主導のPMIP3/CMIP5 実験で

もこれが用いられている。各モデルグループによ

る実験結果はほぼ IPCC 評価報告書の過去 2000
年の北半球の気温変化のグラフにみられる観測の

ばらつきの範囲内に収まるものである。 
 

 完新世中期  2) 

最終氷期が終わってから現在までのおよそ一万

年の期間は完新世と呼ばれる。この期間はそれま

での氷期間氷期の変動、あるいは北大西洋域を中

心とした急激な気候変動が卓越する氷期の期間に

比べれば、変動の少ない比較的気候の安定した期

間であるが、地域的には相応の変動がみられる。

この期間を対象とした PMIP3/CMIP5 実験とし

ては、6 千年前の地球軌道要素を境界条件とした

 
図 2.2.6 北日本日本海側における現在気候及び将来気候の

気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差） 

実線は通年半旬値、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。 
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完新世中期実験がある。地球軌道要素から決まる

北半球高緯度の夏期の日射量の極大は 9千年前頃

に現れるが、最終氷期以降のグリーンランド氷床

の消長の影響を受けて、ヨーロッパではこの時期

に気候最適期が現れたことが様々な古気候記録か

ら伺える。またこの時期は、アジアやアフリカ等

のモンスーンが活発化していたことでも知られる。

モデル実験によるこの時期の最も暖かい月の産業

革命直前との平均気温の差は、北半球中高緯度の

陸域平均で+1～2°C の程度であるが、低緯度では

産業革命前より低温な領域がみられる（図⑬.2 上

段）。 
 

 最終氷期極大期  3) 

およそ 11 万年前に始まり 1 万年前頃に終わっ

た直近の氷期のうち、北半球での氷床の拡大が最

大に達した約 2万年前の時期を最終氷期最盛期と

呼ぶ。この時期は 200ppm 程度の低い CO2濃度

と北米及び北ヨーロッパに広がる巨大な大陸氷床

で特徴づけられる。これらを境界条件とする大気

海洋結合モデルによる気候再現実験では、全球年

平均気温の産業革命直前との平均気温の差は−3.4
～−4.6°C であり、ほぼ年間を通して現在より寒冷

な気候が再現される（図⑬.2 下段）。 
 

 最終間氷期  4) 

最終氷期の直前の間氷期（13～11.6 万年前）を

最終間氷期と呼ぶ。この時期の温室効果ガス濃度

は現在の間氷期と同程度だが地球軌道要素の構成

が異なるため、北緯 65 度における 6 月の日射量

のピークは現在の間氷期（完新世）を上回る。 
またこの時期の平均海水準は現在より 6m 程度高

く、氷床（特にグリーンランド氷床）の縮小を示

唆する。再現実験によれば南北両半球高緯度にお

ける年平均気温は産業革命前より高いが、低緯度

には産業革命前より低温な領域が帯状に存在し、

完新世中期実験と似たパターンが見られる。 
 
 
 
 

 鮮新世中期温暖期  5) 

鮮新世中期温暖期（330～300 万年前頃）は、

北半球に大規模氷床が発達し氷期間氷期サイクル

が明瞭化し始める直前の時代に、ある程度持続的

に生じた温暖期である。この時期の CO2 濃度は

350～450ppm 程度と現在との類似性が高い。ま

た平均海水準は 20m ほど現在より高く氷床は現

在より小さかった。モデルによる再現実験では、

全球年平均気温は2～3.5°C産業革命前より高く、

特に高緯度における温暖化が顕著である。 
 

 新生代前半の温暖期  6) 

最後に、新生代初期にみられた温室効果ガス濃

度の非常に高かった 2つの時期について簡単に触

れておく。始新世初期気候最適期（5200～5000
万年前）は CO2濃度が 1000ppm を越えていた最

後の時代で、大陸氷床も無かった。モデル及び復

元データによる全球年平均気温の産業革命前との

差は 9～14°C 程度と考えられる。暁新世始新世温

暖化極大期（5550～5530 万年前）は暁新世始新

世境界の頃に起こった非常に急激な温暖化イベン

トで、千年から一万年程度の間に 4～7℃程度の温

暖化が起こり数～十万年程度持続したと考えられ

ている。鮮新世中期温暖期を含めたこれら新生代

の温暖期は、地球温暖化の著しく進行した世界を

知る手がかりとして注目され、IPCC 評価報告書

でも取り上げられるようになってきた。 
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図⑬.1 上段：過去 350 万年間の環境変化（上から順に南大洋ダスト沈積速度、全球海水準、熱帯海面水温、大気二酸

化炭素濃度）。右端が現在（完新世）で左の赤枠が鮮新世中期温暖期。右端付近の4つの明瞭な鋸歯状パターンが最近40

万年間の氷期間氷期サイクル。下段：過去6500万年間（新生代）の大気二酸化炭素濃度変化。右端が現在、左端付近が

暁新世。 

時間単位 100 万年。IPCC（2013）より引用。 

 

 

 

 

図⑬.2 気象研究所結合モデル

（MRI-CGCM3）による古気候実験の結

果 

完新世中期（6000 年前頃）における

最寒月気温の産業革命前との差（上

段左）と最暖月気温の差（上段右）

及び最終氷期極大期における年平均

気温の産業革命前との差（下段左：

海上、下段右：陸上）。CMIP5 提出

データに基づく。 
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2.2.2 降水量 

IPCC 第 5 次評価報告書によると、将来予測シ

ナリオにかかわらず、世界の降水量は 21 世紀末

にかけてゆっくりと増加する。ただし、シナリオ

による差は気温ほど明瞭ではない。地域的には、

亜熱帯で降水量が減少、中・高緯度で増加するな

ど、現在の地理的な分布をさらに強める。日本の

年降水量は 21 世紀末に概ね 5％程度増加し、短い

時間に降る大雨や強雨も増加する。 
 
 降水量の変化をもたらす背景要因 (1)

 大気中の温室効果ガス濃度の増加は、気温や海

水温の上昇だけでなく、様々な規模の水循環にも

影響を及ぼすと考えられている。 
 気温の上昇に伴って、大気中に存在しうる水蒸

気量の上限（飽和水蒸気量）は増加する。その増

加率は、熱力学におけるクラウジウス＝クラペイ

ロンの関係式に従い、気温 1℃の上昇に対して約

＋7％であり、これまでの観測からも、全球平均

の水蒸気量はこの増加率と整合的な上昇傾向を示

している（図 2.2.7、図 2.2.8）。さらに、今後の温

暖化の進行に伴って、21 世紀末頃には、大気中の 
水蒸気量は世界平均で 5～25%増加（温室効果ガ

ス濃度の将来想定によって増加量は異なる）する

可能性があると予測されている（IPCC, 2013）。1
時間～1 日程度の短い時間にもたらされる大雨や

短時間強雨の強度は、概ね大気中の水蒸気量に伴

って増加すると考えられている。これは、強い雨

をもたらす対流性の降水イベントでは、蒸発散に

よる地表面からの水蒸気の補給を大きく超える降

水となるので、降水発生時点ですでに大気中に存

在している水蒸気量によって最大強度が決定され

るためである（Lenderink and Meijgaard, 2008; 
Jones et al., 2010）。水蒸気の増加で、上昇流に伴

う凝結による加熱量も増加し、さらに対流が強め

られる効果により、前述した＋7％/℃を超える割

合（スーパー・クラウジウス＝クラペイロン）で

強い降水が増加するメカニズムも指摘されている

（Lenderink and Meijgaard, 2008）。このことか

ら、温暖化の進行に伴って、強い雨によってもた

らされる降水量は増加する可能性が非常に高いと

考えられている（IPCC, 2013）。 
 一方で、年や季節降水量など、降水総量で見た

場合は、大気中の水蒸気量の変化だけでなく、対

流圏上層における放射冷却と凝結による加熱量の

エネルギー収支による制限が作用する（Allen and 
Ingram, 2002）。温室効果ガスの増加により対流

圏上層における正味の外向き放射が減少して放射

冷却が弱まり、これをバランスさせるため地表面

からの潜熱輸送が減少するために、降水量は水蒸

気量の増加ほどは増えない。この効果により、世

 
図2.2.7 衛星観測により得られた1988～2012年の海面上に

おける年平均水蒸気量の経年変化 

大気下層から上層までの積算量。1988～2007 年からの偏差

で表示している。IPCC（2013）より引用。 

 
図 2.2.8 日本域における夏季（6～8 月）平均した 850hPa

気圧面の比湿（空気1kg当たりに含まれる水蒸気量、1981～

2010年平均を100％とした値）の経年変化 

国内 13 高層気象観測地点（稚内、札幌、秋田、輪島、館野、

八丈島、潮岬、福岡、鹿児島、名瀬、石垣島、南大東島、父

島）の算術平均を用いた。細線（黒）は国内 13 高層観測地

点の平均値を、太線（青）は 5 年移動平均値を、直線（赤）

は期間にわたる変化傾向（信頼度水準 95%で統計的に有意）

を示す。▲は測器の変更のあった年を示しており、両▲間で

は相対的にやや値が高めになっている可能性がある。 
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界平均の水蒸気量がおよそ＋7％/℃の割合で増加

するのに対し、世界平均の年降水量は＋1～3％/℃
程度の緩い増加率にとどまることが気候モデルの

予測結果等からも示されている。 
 このため、一般に、総降水量の変化傾向は、強

い降水の変化傾向よりも、年々変動の大きさに対

して地球温暖化に伴う変化（シグナル）が相対的

に小さくなり、その検出が難しくなる。また、地

域によっては、総降水量では減少しても、強い降

水に限ると逆に増加するという一見相反する傾向

を示す可能性もある。 
 

 世界の降水量 (2)

21 世紀末までの世界の陸域と海域の平均降水

量の変化予測を図 2.2.9 に示す。温室効果ガス濃

度の将来シナリオにかかわらず、21 世紀末にかけ

て、長期的に見るとゆっくりと降水量が増加する

ことが予測されている。しかし、シナリオによる

差は気温の予測ほどは明瞭でなく、4 通りのシナ

リオのうち温室効果ガス濃度が最も高くなる想定

の RCP8.5 で世界全体（陸上＋海上）の年降水量

の増加は 5～10％程度、最も低くなる想定の

RCP2.6 では 2％程度である。 
 予測される季節降水量の変化の地域分布を図

2.2.10 に示す。広域的に共通する特徴として、亜

熱帯で降水量が減少、中・高緯度で増加する傾向

となっており、現在の気候における降水量の地理

的な多寡のコントラストをさらに強める方向の変

化が予測されている。このコントラストの強まり

は、湿潤な場所はより湿潤に（wet–get–wetter）、
乾燥した場所はより乾燥する（dry–get–drier）
（Chou et al., 2009）ことで起こると考えられる。

亜熱帯での降水量減少については、気温勾配の大

きな緯度帯に対応するストームトラック（低気圧

の通り道）が極の方向へ移動すること（図 2.2.11）、
ハドレー循環の下降域が極の方向へ拡大すること

で説明されると考えられる（Scheff and Frierson, 
2012）。中・高緯度の増加傾向は、気温上昇に伴

う大気中の水蒸気量の増加に加え、ストームトラ

ックの極方向への移動によって説明されると考え

られる（IPCC, 2013）。 

 

 
図2.2.9 21世紀までに予測される世界平均降水量 

（上段）4～9 月の陸域平均（左）と海域平均（右）。（下段）10～3 月の陸域平均（左）と海域平均（右）。黒は過去の気候の再

現実験結果、赤・黄・水色・青はそれぞれ代表的濃度シナリオ RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6 に基づく予測結果である

ことを示す。IPCC（2013）より引用。 
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図 2.2.10 RCP8.5 シナリオにおいて予測される季節降水量の変化 

21 世紀中ごろ（左）、21 世紀末（中）、22 世紀末（右）の予測で、（上段）北半球における冬季（12～2 月）、（下段）北半球にお

ける夏季（6～8 月）。いずれも、1986～2005 年平均に対する比で示されている。各図の右肩の数値は、予測に用いられた気候

モデルの数を表す。変化傾向が明瞭でない地域（年々変動の大きさと比べ将来変化量が小さい）にはハッチを、変化傾向が明瞭

な地域（将来変化量が年々変動の大きさの 2 倍以上、もしくはモデルの 90％以上が同じ傾向の予測を示す）には網掛けが施され

ている。IPCC（2013）より引用。 

 

（月当たり・単位面積当たりの存在密度変化） 

図 2.2.11 RCP4.5（左）及び RCP8.5（右）シナリオにおいて 21 世紀に予測される北半球における冬季（12～2 月）のストーム

トラックの変化 

850hPa の水平風速から計算される渦度でストーム（温帯低気圧）の位置を決めている。いずれも、1986～2005 年平均に対す

る差で示されている。各図の右肩の数値は、予測に用いられた気候モデルの数を示す。変化傾向が明瞭な地域（モデルの 90％以

上が同じ傾向の予測結果を示す）には網掛けが施されている。IPCC（2013）より引用。 
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年や季節降水量の変化だけでなく、雨の降り方

も変化することが予測されている。図 2.2.12 は、 
大雨（ここでは日降水量の多い方から 5％の降水

現象）によってもたらされる降水量の将来変化と、

連続無降水日数の年最大値の将来変化を示す。大

雨による降水量は、世界のほとんどの地域で増加

し、特に高緯度では大幅に増加すると予測されて

いる。無降水日の増加域は、図 2.2.10 の季節降水

量の減少域と概ね対応しているが、それらの地域

の中でも、大雨による降水量としては増加すると

いう相反的な傾向を示す地域があり、雨の降り方

のコントラストが強まることを示唆している。無

降水日が増加する要因としては、飽和水蒸気量の

増加率に対し、地表面からの蒸発散により水蒸気

を供給する効率の変化は相対的に小さいため、降

水イベント間の間隔が長くなることや、比較的狭

い面積でまとまって降る対流性の降水が増加し大

規模凝結による降水の頻度が減少すること等が指

摘されている。 
地域の水収支として評価する場合には、大気の 

飽和水蒸気量の上昇に伴って、蒸発散の量が増加

する影響も考慮する必要がある。蒸発散量が増加

すれば、地表面が失う水の量も増えることになり、

それを補償する降水量の増加がなければ、土壌の

乾燥化をもたらす。

 

 
図 2.2.12 CMIP5 マルチモデルの予測結果から算出した 21 世紀末頃における（上段）大雨（日降水量の多い方から 5％の

降水現象）によってもたらされる降水量の変化、（下段）無降水日の連続日数の変化 

いずれも RCP8.5 の場合。Sillmann et al.（2013）より引用。 
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 日本の降水量 (3)

 以下に、「地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁, 
2013）」で公表した SRES A1B シナリオでの降水

量変化に関する結果の一部を紹介する。 
図 2.2.13 は年及び季節別の降水量の将来変化

である。全国平均では、年降水量は約 100mm 増

加する予測となっている。これは現在の観測され

る年降水量の全国平均に対して概ね 5％程度の増

加率に相当する。季節別では、秋を除いて将来は

増加する傾向となっているが、統計的有意性を考

慮すると、夏は年々の変動が大きいため北日本日

本海側を除き有意な増加ではない。冬と春の太平

洋側ではいずれの地域も有意な増加となっており、

第 2.2.2 項（2）で述べた水蒸気量の増加とストー

ムトラックの北方向への移動が影響していると考

えられる。 
短い時間に降る大雨や強雨については、世界の

予測と同様に日本でも増加する予測結果となって

いる。図 2.2.14 は、強雨（ここでは 1 時間降水量

の多い方から上位 5％の降水現象）によってもた

らされる降水量の変化率を表している。増加は全

国的な傾向として現れており、年降水量の変化よ

りも明瞭である。図2.2.15は、1時間降水量50mm
以上となる非常に激しい雨の 1地点当たり年間発

生回数の変化を示す。全ての地域で、統計的に有

意な増加が予測されている。20 世紀末頃の気候で

はこうした降水が稀にしか発生しない北日本も含

めて、21 世紀末の気候では頻度が明瞭に増加する。 
強雨の頻度が増加する一方で、無降水日も増加

することが予測されている。図 2.2.16 は、無降水

日（ここでは日降水量 1mm 未満）の年間日数の

変化を示す。年々変動が大きい沖縄・奄美を除い

て、有意に増加する傾向となっている。 
 日本で予測される降水量の変化傾向は、台風の

接近数や梅雨前線の活動、温帯低気圧の経路など、

日本の気候に特有の地域性の高い要素の影響を大

きく受けることから、世界全体の広域的な傾向よ

りも予測の不確実性が大きく、要因の解釈も難し

い。しかし、ここに示した定性的な傾向としては、

世界的に予測される降水量の傾向と整合しており、

水蒸気量の増加等の全体的な大気の熱的構造や、

大規模な大気循環の変化を反映したものとして説

明できると考えられる。 
 

 不確実性を考慮した降水量予測 (4)

 前述のとおり、降水量の変化を日本のように狭

い地域に限って見ると、温暖化による直接的な影

響よりも、地域特有の気候システムの変化を介し

た間接的な影響が強くなるため、温暖化のシグナ

ルを自然変動から区別することが難しく不確実性

が大きくなる。このため、気候モデルの仕様や海

面水温の将来変化分布等の条件を変えて予測実験

を行ったときに、結果がどの程度異なっているか、

どのような点で共通しているかを見ることで、不

確実性の程度や信頼性の高い変化傾向を評価する

ことができる。第 2.2.2 項（3）で述べた日本の予

測は単一のモデルによる単一の予測実験結果であ

るので、不確実性の見積もりはできない。そこで、

ここでは、気象研究所が実施した SRES A1B シナ

リオでのアンサンブル予測実験の結果から日本を

含む東アジアの降水量について評価してみる。 
気象研究所では 20km 格子の全球大気モデル

（以下、20km モデルという；Mizuta et al. 2012）
により温暖化予測実験を行っている。20 ㎞モデル

は、温暖化予測実験に用いられる気候モデルとし

ては水平解像度が非常に高い。20km モデルは、

梅雨（Kusunoki et al., 2006）、豪雨（Kusunoki et 
al., 2006）、熱帯低気圧（Murakami and Sugi, 
2010）といった日本の気候にかかわる気象現象の

再現性が、より低解像度のモデルよりも優れてい

る。このため、20km モデルは信頼性の高い予測

情報を提供できると考えられる。しかし、20km
モデルは「地球シミュレータ26」という巨大なス

ーパーコンピュータの計算機資源を膨大に必要と

する。このため、実験の回数を制限し、かつ実験

の対象期間を数十年間に限定して計算機資源を節

約している。よって、20km モデルを用いた複数

の実験（アンサンブル実験）により予測のばらつ

きを評価して信頼度情報を得たり、数世紀にわた

る長期的な気候の変化を予測したりすることは困

難である。 

                                                   
26 独立行政法人海洋研究開発機構 
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（年） （季節） 

 

 

 

 

 

 

 
図2.2.13 年及び季節別の降水量変化予測（棒グラフ）及び年降水量の変化の分布（地図） 

棒グラフ：図の見方は図 2.2.4 と同じ。地図：20 世紀末に対する 21 世紀末の降水量の比で示し、緑系の色は増加を、茶系の

色は減少を意味する。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。 
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60km 格子の全球大気モデル（以下、60km モデ

ルという）は、20km モデルの計算機資源の 30
分の 1 で実行することができる。そのため、実験

設定を変えたアンサンブル実験を行い予測のばら

つきを評価することができる。複数の予測が良く

一致する場合は、予測の不確実性が小さく信頼性

が高いと考えられる。予測のばらつきの主な原因

となるのは、①大気の年々変動になどに見られる

大気の内部のゆらぎ、②モデルに与える将来の海

面水温分布の違い、③モデルによる積雲対流方式

の違いなどがある。このうち、①は、②に比べ小

さい（Kusunoki et al., 2011）。②と③の寄与の大

きさは、対象とする気象現象や場所によって異な

る（Murakami et al., 2011; Endo et al., 2012）。 
 

 アジア地域の将来変化と不確実性  1) 

60km モデルの条件を変えたアンサンブル実験

を実施し、地球温暖化に伴う降水の将来変化とそ

の不確実性を調べた（Endo et al., 2012）。アンサ

ンブル実験では、地域スケールの降水変化予測の

 

 

図2.2.15 1時間降水量50mm以上の非常に強い雨の年間発

生回数の変化 

灰色の棒グラフは 20 世紀末の再現実験、赤色の棒グラフは

21 世紀末の予測を示す。黒い縦棒は年々変動の標準偏差。

気象庁（2013）より。温室効果ガス排出シナリオはSRES A1B
である。 

 
図 2.2.14 1 時間降水量の多い方から上位 5％の強い雨によ

ってもたらされる降水量の変化 

20 世紀末に対する 21 世紀末の降水量の比で示す。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2.2.16 無降水日（日降水量1mm未満）の年間日数の変化 

21 世紀末と 20 世紀末の差として示す。黒い縦棒は年々変動

の標準偏差。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。 
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不確実性要因である、モデルの積雲対流方式を 3
通り、海面水温変化の分布を 4 通り用意し、計 12
通り（3 通り×4 通り）の予測実験を行った。海

面水温変化分布は、CMIP3 における大気海洋結

合モデルの予測値（SRES A1B シナリオ）を与え

た。6 種類の降水指数を定義して降水の将来変化

を解析した（表 2.2.2）。 
60km アンサンブル実験におけるアジア地域の

平均降水の将来変化を図 2.2.17（a）～（c）に示

す。6～8 月降水量（Pav_JJA）に着目すると、東

アジアでは、ほとんどの実験が一致して増加傾向

を予測している。一方、南アジアや東南アジアで

は、乾季の海洋大陸27付近を除いて増加傾向にあ

るものの、実験間のばらつきが大きい。年平均降

水量（Pav）においても同様の傾向が見られる。

12～2 月の降水量（Pav_DJF）については、雨季

の海洋大陸付近で増加、乾季の南アジアや東南ア

ジアで減少する傾向が見られる。東アジアでは増

加傾向だが、日本の南海上では減少する地域もあ

る。 
次いで、極端な降水現象の将来変化を図 2.2.17

（d）～（f）に示す。平均降水量に比べて、陸上

を中心に有意な変化を示す領域が増加している。

東アジアでは全ての実験が一致して増加傾向を予

測している。一方、南アジアや東南アジアでは増

加傾向にあるものの実験間のばらつきが大きい。

以上の予測結果は、日本を含む東アジアでは、平

均降水量及び極端な降水現象は共に増加する可能

性が高い一方、南アジアや東南アジアでは、降水

変化の不確実性が大きいことを示唆する。 
スケールの細かな分布に注目すると、インド西

部の西ガーツ山脈の東側、インドシナ半島の一部、

南シナ海などでは、平均降水量及び極端な降水現

象が有意に減少している。一方、バングラデシュ

付近では、顕著に増加している。これらは、局地

的な地形の影響によるものと考えられ、高解像度

モデルでないと得られない予測情報である（Endo 
et al., 2012）。 
                                                   
27 インドネシアからニューギニア島にかけての諸島や海

洋を含めた領域のこと。 

 東アジア地域の長期的な変化  2) 

 60kmモデルにより 19世紀末から 21世紀末ま

での228年間の降水量の変化を調べる実験を行っ

た（Kusunoki et al., 2013）。具体的には、1872
～2005 年は観測された海面水温と温室効果ガス

濃度を、2006～2099 年は CMIP3 大気海洋結合

モデルの海面水温の予測値と温室効果ガス濃度

（SRES A1B シナリオ）を与えた。また、大気内

部のゆらぎを見積もるために大気の初期値が異な

る 3 つの実験を行った。 
図 2.2.18（a）は年降水量の変化である。1970

年代まではほぼ一定であるが、その後単調に増加

している。モデルの値は観測値に近い。年々変動

の幅の大きさはほとんど変化しない。 
図 2.2.18（b）は降水強度 SDII の変化である。

モデルの降水強度が観測に比べて小さい点に注意

しなければならないが、年降水量と同じように

1970 年代まではほぼ一定であるが、その後単調に

増加している。年々変動の大きさは 2070 年台以

降増加傾向にあり、2081～2099 年の変動の大き

さは、1986～2005 年の値に比べて大きい（F 検
定の信頼度水準 95%で統計的に有意）。 

SDII と異なる降水強度指数である年最大 5 日

間降水量（図 2.2.18（c））でも、1970 年代以降、

SDII と同様な単調な増加傾向がある。2081～
2099 年の変動の大きさの増加傾向も統計的に有

意である。 
このように東アジアでは、21 世紀末に向けて年

降水量が増加すると同時に、降水強度が増加し、

降水強度の年々変動も増加する。変化の主な原因

は大気中の水蒸気量の増加に加えて、太平洋高気

圧の強まりに伴い、熱帯から東アジアに向かって

流入する水蒸気輸送が強化されることも効いてい

る（Kusunoki et al., 2013）。 
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表2.2.2 解析に用いた降水指数 

 

 
図2.2.17 60kmアンサンブル温暖化予測実験における降水指数の将来変化  

（a）Pav_JJA（mm/day)、（b）Pav_DJF（mm/day)、（c）Pav（mm/day)、（d）SDII（mm/day)、（e）R5d（mm)、（f）
R95T（%)。将来変化が有意（信頼度水準 95%）な領域を陰影で示す。将来変化の符号が全て（80%以上）の実験で一致

する領域を狭い（広い）間隔の斜線で示す。現在気候は 1979～2003 年、将来気候は 2075～2099 年。Endo et al.（2012）
より引用。 
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図2.2.18 60㎞モデルによって予測された東アジア（100-150E, 20-50N）平均の降水量の時間変化 

1872～2099 年の 228 年間。実線は 3 つの実験の平均。影は 3 つの実験の最大値と最小値の範囲。赤線は、観測値 1997-2005
年（the One-Degree Daily（1DD）data of Global Precipitation Climatology Project（GPCP）V1.1 ; Huffman et al. 2001）。
緑線は年々変動の大きさの変化を検定した 20 年間の 3 つの期間（1986－2005 年、2046－2065 年、2081－2099 年）。（a）
年平均降水量（mm/day）、（b）単純降水強度指標 SDII（mm/day）、（c）年最大 5 日間降水量（mm）。Kusunoki and Mizuta
（2013）より引用。 



（第 2 章 異常気象と気候変動の将来の見通し） 

 
180 

2.2.3 極端な気象現象 

 極端な高温や極端な大雨の頻度は世界や日本で

将来増加すると予測されている。また、熱帯低気

圧の将来変化の予測にはまだ大きな不確実性があ

るものの、全球の発生数は減少し、強い熱帯低気

圧の発生数、熱帯低気圧の最大強度、最大強度時

の降水強度は増加するとの予測がある。 
 

 極端な気温の変化 (1)

 温室効果ガス濃度の増加に伴って、今後も世界

的に平均気温が上昇することはほぼ確実であるが、

夏季の極端な高温や冬季の極端な低温など、稀な

頻度でしか発生しない現象の将来変化予測はより

難しい。これは、191 ページ【コラム⑭】変動幅

の変化で論じているように、統計的に見ると、気

温の発生頻度分布が高温側に平行移動するだけで

なく、分布の幅や形状が変化することで、分布の

裾部分の変化が増幅あるいは抑制される可能性も

あるからである。 
 IPCC（2012）による、世界の各地域における、

日最高気温の年最高値の 20 年再現値（一年間に

発生する確率が 5％であるような極端に高い日最

高気温）の将来変化予測を図 2.2.19 に示す。東ア

ジアについて見ると、21 世紀末頃には 20 世紀末

頃と比べて SRES B1 シナリオで 2～3℃、A1B シ

ナリオで 3～4℃、A2 シナリオでは 4℃を超える

上昇が予測されている。これは IPCC（2007)で示

されている東アジアの夏季の平均気温の上昇幅と

ほぼ同程度である。21 世紀半ばでは温室効果ガス

排出シナリオによる差が小さいことも平均気温と

同様である。この解析結果を別の角度から見るこ

ともできる。図 2.2.20 は、20 世紀末の気候にお

いて再現期間 20 年で発生するような極端に高い

日最高気温が、将来はどの程度の頻度で発生する

か予測したものである。21 世紀末の東アジアでは、

SRES B1 シナリオで再現期間が 2～5 年、A1B シ

ナリオで 2～3 年、A2 シナリオで 1～2 年程度に

短くなる予測となっている。 
 日本についてさらに詳しく見るために、気象庁

（2013）の予測結果を図 2.2.21 に示す。図 2.2.19
と同様に、再現期間 20 年で発生するような極端

に高い日最高気温が将来どの程度上昇するかを国

内の主要な気候区分ごとに示したものである。温

室効果ガス排出シナリオは SRES A1B である。い

ずれの地域も上昇量は 2.5～3℃、沖縄・奄美では

やや小さくなっており、これは夏季の平均気温（第

2.2.1 項を参照）と概ね同程度の上昇となっている。 
 

 極端な降水の変化 (2)

 第 2.2.2 項で述べられている通り、平均気温の

上昇に対し大気中の水蒸気量は+7％/℃の割合で

増加すると予測されている。水蒸気量の増加は、

年や季節の総降水量よりも、1 時間降水量や日降

水量など一度の事象でもたらされる降水量に明瞭

に影響すると考えられる。 
気温と同様に、IPCC（2012）による世界の各

地域における、日降水量の年最大値の 20 年再現

値（一年間に発生する確率が 5％であるような極

端な大雨）の将来変化予測を図 2.2.22 に示す。中

緯度から高緯度で明瞭な増加傾向が予測されてい

る。東アジアでは 21 世紀末頃には 20 世紀末頃と

比べて SRES B1 シナリオで 10～20％、A1B シ

ナリオで 10～30％、A2 シナリオで 10～40％の

増加が予測されている。南アフリカやアマゾンな

ど、年間の降水量としては減少する地域でも、極

端な大雨による降水量は増加する傾向となってい

る。 
日本についてさらに詳しく見るために、気象庁

（2013）の予測結果を図 2.2.23 に示す。図 2.2.22
と同様に、再現期間 20 年で発生するような極端

に多い日降水量が将来どの程度増加するかを国内

の主要な気候区分ごとに示したものである。温室

効果ガス排出シナリオは SRSE A1B である。この

ような極端な大雨では、統計解析に使える予測値

のサンプルが少なくなる。また、特に降水量の場

合は気温と比べて現象の局地性が強い、言い換え

ると地域代表性が小さいので、予測結果はばらつ

きの程度が大きくなってしまう傾向がある。各地

域の予測の中央値を見ると、10～30％の増加とな

っており、図 2.2.22 の東アジアの予測と同程度の

増加率が予測されている。 
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図2.2.19 日最高気温の年最高値の20年再現値の将来変化（単位：℃） 

地域ごとに、21 世紀半ば頃と末頃の予測を 20 世紀末との差として示す。青は SRES B1 シナリオ、緑は A1B シナリオ、赤

は A2 シナリオの場合。IPCC（2012）より引用。 

 
図 2.2.20 20 世紀末の気候において再現期間 20 年で発生するような日最高気温の年最高値が、21 世紀半ば頃と末頃にはど

の程度の再現期間で発生するかを予測したもの（単位：年） 

青は SRES B1 シナリオ、緑は A1B シナリオ、赤は A2 シナリオの場合。IPCC（2012）より引用。 
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図 2.2.21 再現期間20年で発生するような極端に高い日最

高気温の将来変化 

日本の主要な気候区分ごとに、20 世紀末頃と 21 世紀末頃の

差として示す。図の見方は、図 2.2.4 と同じ。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 2.2.23 再現期間 20 年で発生するような極端な大雨の

将来変化 

日本の主要な気候区分ごとに、20 世紀末頃と 21 世紀末頃の

比として示す。赤いボックスは、各地域内の予測地点の変化

率を大きい順に並べ、その中位の予測値（25～75 パーセン

タイル）が含まれる幅を、黒い縦棒は最大値と最小値の幅を

示す。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2.2.22 日降水量の年最大値の20年再現値の将来変化 

地域ごとに、21 世紀半ば頃と末頃の予測を 20 世紀末との比として示す。青は SRES B1 シナリオ、緑は A1B シナリオ、赤

は A2 シナリオの場合。IPCC（2012）より引用。 
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 熱帯低気圧の変化 (3)

 温室効果ガスの増加が熱帯低気圧の変化をもた

らす因果関係の経路としては、主に 
① 水蒸気量増加のフィードバック効果で熱帯大

気の対流圏上層の気温上昇が地表面付近より

大きくなり大気が安定化するため、熱帯低気

圧の発生数が減少する。 
② 海面水温が上昇することにより大気中の水蒸

気量が増加し、熱帯低気圧発達のエネルギー

源が増加するため平均強度が増加する。 
③ 海面水温の上昇幅が一様ではなく地域的な偏

りがあるため、熱帯低気圧の発生位置がずれ

る。 
の三つが考えられる。これ以外にも、エーロゾル

が対流圏上層の大気を暖めて熱帯低気圧の活動を

抑制する効果（Dunion and Velden, 2004）や、

黒色炭素による海面水温の分布の変化が風速の鉛

直シアーを変化させ熱帯低気圧を強化する効果

（Evan et al., 2011）等、さまざまな経路で影響

することが指摘されているほか、十年規模の海面

水温の自然変動も強く関係していると考えられて

いる。また、過去の変化傾向について、人工衛星

による観測がある時代とそれ以前の時代とをまた

いで均質な評価を行うことが難しいこと等から、

温室効果ガス増加による明確な影響は検出されて

いない。さらに、現在の気候モデルでは、熱帯低

気圧の詳細な構造を表現できるような高い解像度

で全球規模の計算を行うことができない。こうし

た要因があるために、熱帯低気圧の将来変化の予

測にはまだ大きな不確実性があると考えられてい

る（IPCC, 2013）。 
 

 
図2.2.24 熱帯低気圧の統計量の変化予測 

全ての値は、SRES A1B 的なシナリオの下で 21 世紀初めと 21 世紀末との変化率（%）で表す。ただし、モデル予測を主観

的に正規化した後の専門家の判断に基づく。4 つの指標に関する変化率（%）が検討されている。I）熱帯低気圧の年間発生頻

度合計、II）カテゴリー4 及び 5 の低気圧の年間発生頻度、III）寿命最大強度平均（LMI、低気圧の寿命中に到達した最大強

度）、IV）LMI の時点における低気圧の中心から 200km 以内の降水量。図に表した各指標について、青い実線は予測変化率

の最良推定値、青色の棒グラフはこの値に対する 67%（可能性が高いに相当）信頼区間を示す（北大西洋におけるカテゴリ

ー4 及び 5 の低気圧の年間発生頻度に対する信頼区間は、－100～+200%の範囲に及ぶことに注意）。指標が表示されていな

いところは、十分なデータが入手できない（insf.d.と表示）ために評価ができなかったことを意味する。図の背景には、過去

の低気圧経路を無作為に選んで各色で描画して、熱帯低気圧活動が発生する地域を示す。IPCC（2012）より引用。 
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 このような不確実性があることを踏まえつつ、

IPCC 第 5 次評価報告書における複数の気候モデ

ルによる将来予測を図 2.2.24 に示す。全球の発生

数は減少する傾向だが、強い熱帯低気圧の発生数、

熱帯低気圧の最大強度、最大強度時の降水強度は

増加する傾向を示している。しかし、海域別に見

ると予測の幅が大きく、変化傾向の信頼度は大き

くない。 
 
2.2.4 日本付近の季節進行の変化 

地球温暖化に伴って、梅雨明けが遅れることな

どが指摘されている。やませが出現しやすい季節

は、現在よりも遅くなるとされている。冬季には、

アリューシャン低気圧の極側へのシフトによって

冬型の気圧配置が弱まる他、上層のジェットが極

側にシフトすることで、低気圧活動の活発な領域

（ストームトラック）は現在よりも極側に移動し、

低気圧の成長率は大きくなって強い低気圧の頻度

が増える。また、春一番は早期化する。 

 

 はじめに (1)

 わが国固有の歴史や伝統文化、国民の経済活動

は、日本列島の豊かな四季の彩りに深く根差しつ

つ発展してきた。地球温暖化の進行は、単に気温

の平均値を上昇させるばかりでなく、春の訪れ、

梅雨の入り明け、夏の高気圧、台風、冬季の低気

圧活動など、季節の移ろいをも変化させると予測

される。日本における地球温暖化への適応策を考

える上では、季節進行の変化が社会に与える影響

について理解することが非常に重要である。 

 日本の季節進行は、上空を流れる偏西風の季節

変化に大きな影響を受ける。代表的なものとして、

梅雨前線の進行や、秋から春にかけての低気圧活

動が挙げられる。図 2.2.25 は、日本付近の経度帯

で平均した 200hPa 面東西風の季節進行（半旬気

候値）を示したものである。偏西風の強風軸は、

冬から春にかけては北緯 30 度付近に位置してい

るが、5 月頃から北上し、7 月後半には一気に 40
度以北まで北上する。これは梅雨明けに対応する

ものであり、日本域は偏西風の南側にある亜熱帯

の大気に覆われて盛夏期を迎える。その後、9 月

からゆっくりと南下し、12 月の終わりに北緯 30
度付近にもどる季節変化となっている。 
 偏西風の将来変化として、冬は軸の北側で強ま

り南側で弱まる一方、夏は軸の南側で強まるとい

う傾向が複数の気候モデルによる予測から得られ

ている（図 2.2.25 陰影）。つまり、現在気候で見

られるような季節による軸の南北変位が弱まるこ

とになり、これは日本付近の季節変化を弱める方

向の将来変化を意味する。気温や風速のほかに、

日本域の季節進行の変化にはどのようなものがあ

るのであろうか。それらは、将来予測される日本

周辺の循環場の変化とどのような関係にあるので

あろうか。本項では、これらに関連する研究のレ

ビューを行い、今後気候変動が社会に与える影響

を考える上での判断材料を提供したい。 
 

 暖候期の将来変化 (2)

 梅雨明けの遅れ  1) 

 梅雨28は夏季アジアモンスーンの一部であり、

東アジアの広い範囲に降水をもたらす。梅雨前線

は 6月上旬から 7月下旬にかけて日本の南海上か

ら北日本まで北上し、その消滅とともに日本付近

は亜熱帯高気圧に覆われ夏となる。梅雨前線に流

入する水蒸気は日本付近にしばしば豪雨をもたら

                                                   
28 中国では Meiyu、韓国では Changma と呼ばれる。 

 

図2.2.25 日本付近で東西平均した200hPa面東西風の季節

進行（緯度時間断面図：CMIP3 モデル） 
等値線は現在気候（20 世紀末平均）、陰影は将来気候（21 世

紀末平均）と現在気候の差であり、網掛けはその差が統計的

に有意であることを表す。単位は [m/s]。 
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すため、気候変動に伴う梅雨の変化を調査するこ

とは社会的に重要である 
 これまで、地球温暖化に伴う梅雨の変化として、 
梅雨明けが遅れること（図 2.2.26）が多くの研究

で示されてきた。単一の全球気候モデル（Kanada 
et al., 2012; Kusunoki et al., 2006, 2011; 
Kusunoki and Mizuta, 2008, 2012）、単一の領域

気候モデル（Yasunaga et al., 2006; Kawase et al., 
2009）、複数の全球気候モデル（CMIP3 モデル; 
Kitoh and Uchiyama, 2006; Hirahara et al., 
2012; Inoue and Ueda, 2012）により、梅雨前線

の北上が遅れること、梅雨明けが遅れ 8 月上旬ま

で降水期が続くことが指摘されてきている。また、

梅雨期においては、強雨（日降水量 100mm 以上）

による降水の割合が将来増加するという予測が単

一の全球気候モデルを境界とした高分解能の日本

領域モデルにより示されている（Kanada et al., 
2012)。 
 梅雨明けの遅れに対応して、Kusunoki et al.
（2006）は７月に亜熱帯高気圧が強まり、南から

の水蒸気供給が日本の南海上で増加することを示

した（図 2.2.27）。このような海面気圧の変化パ

ターンは他の研究（Kimoto, 2005; Kitoh et al., 
2006; Kusunoki et al., 2011; Inoue and Ueda 
2012, Ogata et al. 2014）でも示されている。ま

た熱帯の海面水温がエルニーニョ的なパターン

（赤道中部～東太平洋で海面水温が現在より高

い：図 2.2.28）となることも多くの研究で共通し

た結果となっている。 
 日本の南海上での亜熱帯高気圧の強化と、エル

ニーニョ的な海面水温変化の関係として、Inoue 
and Ueda（2012）は海面水温の変化に伴う対流

ジャンプ（Ueda et al., 1995）の変化を挙げた。

現在気候において、梅雨明けはフィリピン沖で活

発化する対流活動により亜熱帯高気圧が北上する

イベントと関係している。フィリピン沖の対流活

動は高い海面水温によるものであるが、将来の海

面水温分布の変化により対流活発域は現在よりも

南東側にシフトする。その結果亜熱帯高気圧の北

上が弱まり、梅雨明けの遅れにつながると指摘し

ている。 
 梅雨明けの遅れの原因として多くの研究が亜熱

帯高気圧の変化を示したが、上層の循環場の変化

も影響している可能性がある。Hirahara et al.
（2012）は、ウォーカー循環の弱まり（Vecchi and 
Soden, 2007）に伴うチベット高気圧の弱化によ

 
図 2.2.26 CMIP3 モデルにおける、日本付近（東経 120-140

度、北緯25-35度）で領域平均した降水量の季節進行（半旬

気候値） 

15 個の CMIP3 モデルの平均。黒丸は再現実験による現在気

候（1981－2000 年平均）、白丸は将来気候（2081－2100 年

平均）を表す。図中の 2 つの水平線は現在気候と将来気候に

おける夏のアジアモンスーンの開始と終了を判断するため

のしきい値で、上の方の線が将来気候でのしきい値である。

単位は[mm/day]。Kitoh and Uchiyama（2006）の Fig. 3（b）
より横軸の目盛りを加工して引用。 

 
図2.2.27 鉛直積算した水蒸気フラックスの将来変化（7月） 

矢印は地表から 0.4hPa まで積算した水蒸気フラックス（単

位は[kg/m/s]）。陰影はその収束を表し、単位は[mm/day]。
等値線及び太矢印は変化が信頼度水準 90%で統計的に有意

であることを示す。Kusunoki et al.（2006）の Figure 21（d) 
より引用。 

(m
m

/day) 
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り、その北側を流れる亜熱帯ジェットが現在より

南偏し、日本付近でもジェットの北上が遅れるこ

とを示した（図 2.2.25）。このジェットの変化に

よりユーラシア大陸上からの水平暖気移流29

（Sampe and Xie, 2010）の時期・強さが変化し、

梅雨明けの遅れに影響する可能性を指摘した。 
 日本の南における亜熱帯高気圧の形成について

は、亜熱帯ジェットに沿った定常ロスビー波伝播

（Enomoto et al., 2003）の役割も指摘されている

が、その将来変化に関する研究はまだ行われてい

ない。その他の要因を含め、梅雨明けの遅れのメ

カニズムに関する総合的な解析が必要である。 
 

 やませの将来変化  2) 

 夏季に北太平洋の高緯度域から日本付近まで吹

く北東寄りの風は「やませ」と呼ばれており、北

日本太平洋側の地域に冷涼でぐずついた天候をも

たらす。やませはこの地域の農業や生活に多大な

影響をもたらすため、気候変動に伴うやませの将

来変化を調査することは重要である。 

 Endo（2012）は複数の CMIP3 モデルを用いて、

やませの発生回数が 5 月に減少する一方、8 月に

は増加するという予測結果を示した（図 2.2.29）。
現在気候においてやませの発生回数が最も多いの

は 6～7 月中頃の初夏であるため、これは将来の

北日本太平洋側でやませの現れやすい季節が現在

よりも遅くなることを意味している。 

 やませの将来変化の原因として、Endo（2012）
は日本の東海上での太平洋高気圧の弱化を挙げた。

やませは冷涼なオホーツク海やベーリング海で発

達する高気圧をその起源としているが、やませの

強さは、高緯度域の高気圧と日本の東海上の高気

圧の強さの違い（南北傾度）に関係している

（Kanno, 2004; Yasunaka and Hanawa, 2006)。
Endo（2012）では、オホーツク海高気圧の明瞭

な強まりは見られなかったが、太平洋高気圧が日

                                                   
29 ユーラシア大陸上で加熱された大気が亜熱帯ジェット

により日本付近まで移流され、対流活動を励起すると考え

られている。 

本の東海上で弱くなる傾向にあるため、気圧の南

北傾度が弱くなり、やませの頻度が増加するとし

た。また、東海上の太平洋高気圧の弱化はウォー

カー循環等の熱帯循環の弱化に関連して生じてい

る可能性を指摘した。 
 Endo（2012）はやませの将来変化と熱帯域の

循環変化の関係を示したが、高緯度域での定常ロ

スビー波伝播によるブロッキング高気圧の形成、

海陸の熱的コントラストに関係するオホーツク高

気圧の変化等、他の要因からの調査も必要である。 

 
図2.2.28 CMIP3モデルとCMIP5モデルで予測された海面水

温の将来変化（年平均） 

将来気候（2081－2100 年平均）と現在気候（1981－2000
年平均）の差を示す。単位は[℃]。Ogata et al. (2014)の Figure 
10 より引用。 

 
図2.2.29 CMIP3モデルで予測されたやませ発生頻度の将来

変化 

各月、各モデルについて、将来気候（2081-2100年：SRES A1B
シナリオ）と現在気候（1981-2000 年; 20C3M）のやませ発

生頻度の差を縦軸に示す。単位は[/20 年]。横軸の番号はモ

デルを表し、特に現在気候の再現性が良いモデルは丸付きの

番号で示している。Endo（2012）の Figure 5 より引用。 
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 寒候期の将来変化 (3)

 冬季循環場の将来変化  1) 

 寒候期、特に冬季の日本付近の循環場は、西高

東低型の気圧配置（シベリア高気圧とアリューシ

ャン低気圧）により形成される地上付近の北西季

節風、及び対流圏上層に卓越する強い亜熱帯ジェ

ットで特徴づけられる。北西季節風はユーラシア

大陸からの寒気移流を通じて日本海側の各地に降

雪をもたらす。また、亜熱帯ジェットは太平洋側

に降雪をもたらす南岸低気圧や、北太平洋の低気

圧活動、そして異常気象を引き起こす要因の一つ

であるブロッキング現象に影響を与える。そのた

め、気候変動に伴うこれらの将来変化を予測する

ことは社会的に重要である。 

 しかしながら、これまで地球温暖化に伴う日本

付近の冬季循環場の変化を調べた研究は少ない。

Hu et al.（2000）は単一の気候モデルを用いて東

アジア域の冬季循環場の将来変化を解析し、非定

常な擾乱活動の変化に伴い北太平洋域で亜熱帯ジ

ェットの位置が現在よりも極側にシフトすること

を示した。Matsueda et al. (2009) は、気象庁気

象研究所の大気大循環モデルを用いたアンサンブ

ル実験から、大西洋と太平洋のブロッキングがと

もに温暖化に伴って出現頻度が減少すると指摘し

ている。Kimoto（2005）は複数の CMIP3 モデル

により、アリューシャン低気圧が将来北東側に移

動し、またその強度が弱まることを示した。Hori 
and Ueda（2006）も同様に CMIP3 モデルでア

リューシャン低気圧の極側へのシフトを示し、そ

の原因として海洋大陸付近の上層発散風弱化に伴

う局地的なハドレー循環の弱まりを挙げた。 
 熱帯域における上層発散風の弱化は、気候変動

に伴う降水量の増加が、対流圏の鉛直安定度増加

に比べ小さいこと（Sugi et al., 2002）によるもの

であり、多くの気候モデルで一致した予測となっ

ている（Vecchi and Soden, 2006)。上層発散風の

弱化は、局所的なハドレー循環のみならず赤道ロ

スビー波の変化を通じて日本付近の循環場の変化

に寄与している可能性がある。Harada et al.
（2013）は、複数の CMIP5 モデルを用いて、海

洋大陸付近の上層発散弱化に伴いインドシナ半島

上空の赤道ロスビー波が弱まる（図 2.2.30d）こ

と、及びそれに伴うロスビー波伝播の変化により

日本の東で高気圧性の循環偏差となることを示し

た（図 2.2.30b）。この高気圧性循環は等価順圧的

な構造（対流圏上層から下層までつながった構造）

となっており、対流圏中層から下層ではアリュー

 
 

 

 

 

 

 

 

図2.2.30 CMIP5モデルで予測され

た冬季東アジア域の循環場の変化 

（a）200hPa 東西風速 [m/s],（b）
200hPa 流線関数（帯状平均を除

去）[m2/s],（c）850hPa 流線関数

（帯状平均を除去）[m2/s],（d）
200hPa 速度ポテンシャル。等値

線は現在気候（1981-2000 年平

均）、陰影は将来気候（2081-2100
年平均：RCP4.5）と現在気候の差、

斜線は変化が信頼度水準90%で統

計的に有意であることを示す。

Harada et al.（2013）の Figure 3
より引用。 
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シャン低気圧の南側を弱め（図 2.2.30c）、冬型の

気圧配置を弱める方向に作用する。 
 このように冬季の日本周辺の循環場変化として、

冬型の気圧配置が弱まること、及び上層のジェッ

トが極側にシフトすることが特徴（図 2.2.30a）
である。シベリア高気圧の将来変化を含め、今後

も冬季循環場の変化とそのメカニズムについて包

括的に解析していくことが必要である。 
 

 秋から春にかけての低気圧活動の将来変化  2) 

 日本の周辺では、秋や春において低気圧活動が

他の季節に比べて活発である。低気圧の代表例な

経路として、オホーツク海からベーリング海を通

過するもの、日本海側から日本列島を越えて太平

洋に到達するもの、日本の南岸を通過するもの（南

岸低気圧）があり、強風や降雪・降雨等を寒候期

の日本にもたらすため、低気圧活動の将来変化を

考えることは防災上も重要な課題である。 
 これまで、気候変動に伴う低気圧活動の変化と

して、低気圧活動の活発な領域（ストームトラッ

ク）が現在よりも極側に移動することが単一の気

候モデル（Geng and Sugi, 2003; Inatsu and 
Kimoto, 2005; Pinto et al., 2007）、複数の CMIP3
モデル（Lambert and Fyfe, 2006; Mizuta et al., 
2011)、複数の CMIP5 モデル（Mizuta 2012）で

示されてきた。これらは、帯状平均場におけるス

トームトラック活動の将来変化を CMIP3 モデル

で調べた Yin（2005）とも整合的な結果である。 
 傾圧不安定による低気圧の成長率は鉛直シアー

の大きさに比例する。このため、低気圧活動の極

側への移動の原因として、Mizuta（2012）はジ

ェットの極側シフト（図 2.2.25 参照）に伴い東西

風の鉛直シアーの強い領域が現在よりも極側に移

動し、現在気候におけるジェット軸の北側（南側）

で傾圧不安定による低気圧の成長が強まる（弱ま

る）ことを挙げた（図 2.2.31）。さらには、将来、

鉛直シアーが大きくなることで低気圧の成長率も

大きくなり、強い低気圧の頻度が増加するという

ことも指摘されている（Mizuta et al., 2011; 
Mizuta, 2012)。 
低気圧活動は、日本の東海上に卓越する海洋前

線（海面水温の南北傾度が大きな領域）からも影

響を受ける。海洋前線は大気下層に熱的コントラ

ストをもたらし、ジェットにより移流される擾乱

が傾圧不安定により成長しやすい場を形成する。

厳冬期のジェットは南北方向に狭まった構造であ

り、その位置は西高東低型の気圧配置による大陸

からの寒気移流により海洋前線より南側に押し下 
げられる。そのためジェットに捕捉された擾乱は

海洋前線から離れた位置を通過し、低気圧への成

長が抑制されることとなる（Nakamura and 
Sampe, 2002; Nakamura et al., 2004）。一方、晩

秋や春先ではジェットの南北勾配はゆるく、上層

の擾乱が海洋前線付近を通過しやすくなるため低

気圧活動は活発となる（Nakamura, 1992)。初春

に日本付近を通過し南からの暖かい風をもたらす

「春一番」は低気圧活動が活発となり始める初春

において初めて観測される低気圧である。 
 Nishii et al.（2009）は、複数の CMIP3 モデル

を用いて、気候変動に伴い春一番が早まるという

予測結果を示した。冬型の気圧配置の弱化（前節

 

 

 

図 2.2.31 CMIP5 モデルで予測さ

れた冬季における低気圧の通過

頻度（左）及び成長率（右）の将

来変化 

複数の気候モデル平均の将来気

候（2075－2099 年平均： RCP4.5
による）と現在気候（1979－2003
年平均）の差を示す。それぞれ、

単 位 は [1/ 月 / ボ ッ ク ス ] と
[hPa/day]。Mizuta et al.（2012）
Figure2(a)(b)より引用。 
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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。 



（第 2 章 異常気象と気候変動の将来の見通し） 

 
190 

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。 
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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。 
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気候変化の不確実性の要因には、気候変化を起 
こす放射強制力の不確実性と、気候フィードバッ

クの不確実性がある（放射強制力と気候フィード

バックについては付録A気候変動とその要因を参

照）。放射強制力のうち、現在最も大きな不確実性

があると考えられているのは、エーロゾルの放射

強制力である。一方、気候フィードバックのうち、

現在最も大きな不確実性があると考えられている

のが雲フィードバックである。次項以降、これら

の最新の研究動向を紹介する。 
 

2.4.2 エーロゾルの放射強制力の不確実性 

 エーロゾル過程 (1)

大気中のエーロゾルには多くの種類が存在する。

主な成分は硫酸、黒色炭素、有機炭素、硝酸、鉱

物ダスト及び海塩等である。これらエーロゾルは

発生域や分布域が一様でなく、複数の種類が様々

な状態で混合していることもしばしばである。ま

た、粒子の大きさも様々である。これらは、エー

ロゾルの発生過程や大気中での輸送、化学反応な

ど非常に複雑な過程によって変化するものである。 
最新の観測及びモデル研究において、これら多

様なエーロゾルの分布や特性に大きな不確実性が

存在し、その低減に向けた努力がなされている。

発生過程、輸送過程、化学反応過程などそれぞれ

のプロセスレベルの観測とモデリング、さらにそ

れらを統合した研究（例えば AeroCom-II: 
Aerosol Comparisons between Observations 
and Models phase II）が行われている。 

 

 エーロゾル－放射相互作用 (2)

最新の気候モデルではエーロゾル過程を含む地

球システムモデルが多くなってきたが、計算機能

力の制限もあって、エーロゾル過程は非常に簡略

化されたものが多い。また、エーロゾル過程に大

きく影響する気象場の再現性も現在の気候モデル

では不十分である。これらによりモデルが表現す

るエーロゾル分布とそれによる放射効果に不確実

性が生じている。 
IPCC 第 5 次評価報告書ではエーロゾル－放射

相互作用による実効放射強制力32（ERFari）は衛

星からのリモートセンシング、地上観測及びモデ

ル再現をもとに−0.45 W/m2、その不確実性の範囲

（90%の信頼限界）は−0.95 W/m2 から+0.05 
W/m2と見積もられている。この不確実性の幅は、

温室効果ガスなど他の放射強制力の不確実性に比

べてかなり大きい。 

 

 エーロゾル－雲相互作用 (3)

エーロゾル－雲相互作用については、雲の微物

理過程が深く関係しており、さらに不確実性が大

きく課題が多い。エーロゾルの雲微物理への効果

は多様である。大きく分けると暖かい雲への効果

と冷たい雲への効果があり、エーロゾルの種類や

混合状態によりそれぞれの働き方が異なる。エー

ロゾル－雲相互作用単独の実効放射強制力

（ERFaci）を見積もることは観測からもモデルか

らも難しいため、IPCC 第 5 次評価報告書では付

録 A「気候変動とその要因」に示した ERFari+aci
の−0.9W/m2（90%の信頼限界は−1.9W/m2 から   
−0.1W/m2）と上記の ERFari との差から推定して

おり、不確実性は非常に大きい。 
暖かい雲への効果は低・中緯度の下層雲に主な

影響を与える。親水性のエーロゾルが活性化して

雲凝結核となることにより、エーロゾルの増加が

雲粒数濃度（単位体積あたりの雲粒の数）の増加

に働く。同じ雲水量があると仮定すれば、雲粒数

濃度が増加すると雲粒が小さくなり、雲の反射率

を高める（雲アルベド効果）とともに、雲粒が降

水（雨）となって落下する効率が低下することに

より雲量が増加する（雲の寿命効果）と考えられ

てきた。しかし最近では、雲粒の降水へ変換はこ

れまで考えられたメカニズムより複雑であること

が示唆されている。 
CMIP5 では暖かい雲の微物理をパラメタライ

ズしてエーロゾル－雲相互作用を表現しようとし

てきている。全球気候モデルでは雲スケールの現

象を陽に表現することはもちろん、パラメタライ

ズすることも難しい。暖かい雲としては層積雲や

                                                   
32 従来の放射強制力と異なり迅速な調整メカニズムによ

る応答を考慮して求められる（IPCC, 2013）。 
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貿易風帯の背の低い積雲が重要であるが、それら

の雲の表現性能は不十分である。 
冷たい雲におけるエーロゾルの効果は未だ解明

が不十分なことが多い。気温が 0℃から–38℃の間

では、雲内には液体の水（雲水）と氷（氷晶）が

共存している（混相雲とよばれる）。この条件では、

雲粒の成長において雲水と氷晶の間で水蒸気の奪

い合いのような状況となり、雲水と氷晶それぞれ

の数濃度、気温、水蒸気量、雲内上昇流などが複

雑に作用する。氷晶核の活性化についても、鉱物

ダストは氷晶核活性化の能力があると知られてい

るが、その他のエーロゾルについてはよくわかっ

ていない。 
冷たい雲は熱帯の深い対流に伴う上層雲や極域

の下層雲などにおいて支配的である。これらの雲

についても、気候モデルでは表現が十分でなく、

CMIP5 のほとんどの全球気候モデルでは冷たい

雲におけるエーロゾルの効果を扱っていない。冷

たい雲におけるエーロゾル－雲相互作用を気候モ

デルで適切に表現することは今後の課題である。 
 

2.4.3 雲と雲フィードバックの不確実性 

 モデルによる雲の表現の現状 (1)

最近の全球気候モデルの解像度は 100km 程度

であり、雲を直接表現することができない。熱帯

の大規模に組織化された積雲対流でも数十キロメ

ートルの大きさで、一般的には数キロメートル以

下である。また雲の内部では活発な上昇流・下降

流が存在するが、現在の全球気候モデルではその

ような鉛直の強い流れを直接表現できない。した

がって、概念的モデルや限られた観測からの知見

などをもとに、パラメタリゼーションによって大

規模場の物理量から格子内の平均的な雲の状態を

表現してきた。しかしそこには現在に至るまで解

決されていない多くの課題がある。 
最近は、小さな領域で非常に高い解像度にして、

パラメタリゼーションによらず雲を直接表現する

研究が進んできている。100 メートル規模の表現

ができ層積雲のシミュレーションなどに用いられ

るラージ・エディー・シミュレーション（LES: 
large-eddy simulation）とよばれるものや、数キ

ロメートル以下の解像度で大きな積雲対流のシミ

ュレーションが可能な雲解像モデル（CRM: 
cloud-resolving model）などがある。さらに雲解

像モデルを全球にまで領域を広げた全球雲解像モ

デルによる研究も行われている（例えばTomita et 
al., 2005）。 
これらモデルは、非常に大きな計算能力が必要

とされることから、領域が限られることや、長い

計算期間を取れないことから、直接気候変動を表

現する用途には適用できない。しかし、様々な集

中観測と対応させたシミュレーションを解析する

ことにより、雲に関する多くの知見が得られてき

ている。最近では、これらの知見をもとにした全

球気候モデルのパラメタリゼーションの開発・改

良が行われることが主流となってきている。 

 

 雲フィードバックの不確実性 (2)

全球気候モデルでは、多岐にわたる物理過程の

パラメタリゼーションの中でも、雲のパラメタリ

ゼーションにおいて特に多くの努力がなされ進歩

してきている。しかし、未だに多くの課題が残さ

れており、表現される雲の振る舞いについて不確

実性が大きい。 
CMIP5 に参加している全球気候モデルの雲フ

ィードバックは、わずかに負のフィードバックの

モデルからやや強い正のフィードバック（–0.1〜
+0.6 W/m2/K）のモデルまでばらつきが見られ、

さらに長波と短波、雲の高さ（上層、中層、下層）

などに寄与を分けて調べると、それぞれが補償し

あう傾向にあり、モデルによってそのバランス割

合が異なっている（Zelinka et al., 2013）。 
IPCC第4次評価報告書から指摘されているが、

CMIP5 においても CO2による気候の変化に対す

る雲フィードバックにおいて、下層雲の応答がそ

の不確実性の大きな要因であるとされている

（IPCC, 2007; IPCC, 2013）。下層雲は、温暖化

に伴う変化によって負のフィードバックも正のフ

ィードバックも考えられ、それぞれに様々なメカ

ニズムが提案されている。最近の多くの気候モデ

ルでは、多くは正の雲フィードバックを示してい

るが、モデル結果は様々なメカニズムの複合とし
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て現れており、全体に対してどれが支配的とも言

えない。 
下層雲以外にも熱帯の深い対流にともなう上層

雲や、中高緯度の雲の変化のフィードバックにも

多くの不確実性が存在する。図 2.4.1 は温暖化に

伴う熱帯から極域までの様々な雲の応答について

示している。図中に赤字で示されているものは比

較的確実と考えられているものである。熱帯で深

い対流が強まることや対流圏界面が高くなること

により上層の雲の高さがより高くなることが示唆

されている。 
このような様々な雲の振る舞いの効果の合計と

して雲フィードバックが働くのであるが、これら

をそれぞれの寄与の割合も含めて現在の気候モデ

ルで表現することは非常に難しい。現在、CMIP5
参加のモデルの結果をレーダーやライダーを搭載

した新しい衛星観測データと詳細に比較解析する

ことにより、雲の表現の改善に貢献するための研

究 CFMIP-2（第 2 期雲強制力モデル間比較プロ

ジ ェ ク ト ： Cloud Feedback Model 
Intercomparison Project – phase 2）が CMIP5
と連携して実施されている。これらを踏まえ、気

候モデルを高精度化し信頼性を向上させることが

今後の重要な課題となっている。 
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付録A 気候変動とその要因 

 
A.1 気候システム 

 天気と気候とは異なる。天気は特定の場所と時

刻における大気の状態を指す。一方、気候とは大

気の状態を時間平均して得られる平均的状態であ

る（日本気象学会, 1998）。WMO では 30 年間の

平均値で定義している（Cubasch et al., 2013）。
対象とする気象変数は、人間の生活に直結した地

上気温、降水量などが一般的である。これらの長

期間の平均値を気候値と呼ぶ。気象庁では 10 年

ごとに直近の 30 年間で気候値の定義を更新して

いる。 
 地球は太陽から短波放射（太陽放射）によるエ

ネルギーを受け取る。それを吸収、散乱、反射し、

最終的に長波放射（赤外放射）として宇宙に放射

する過程に関与する部分を気候システムあるいは

気候系と呼ぶ。気候システムは、大気、海洋、陸

面、雪氷圏、生物圏などのサブシステムから構成

される（住, 1996a ; 日本気象学会, 1998）。 
本報告書で使用する気候変動という言葉は、以

下の 2 つの現象を指している。地球に入ってくる

エネルギーと出ていくエネルギーが釣り合ってい

るならば、気候系は平衡状態を保ち変化しない。

しかし、このエネルギーの収支が合わないと、気

候系はこの不釣り合いを解消しようとして、別の

平衡状態に移行する。すなわち気候が一方向へ変

化する（日本気象学会, 1998）。人為起源の二酸化

炭素の増加によって生じる地球温暖化はその一例

である。一方、気候は定常的な安定した状態のま

わりを変動する（日本気象学会, 1998）。この気候

のゆらぎには様々な時間スケールがあり、赤道季

節内振動（数十日）、エルニーニョ・ラニーニャ現

象（数年）、太平洋十年規模振動（数十年）などが

ある。 
気候変動の原因としては、気候系外部にある場

合と内部にある場合とに分けられる。外部にある

原因としては、太陽放射の変化、火山噴火による

火山灰の放出、人間活動による温室効果ガスの排

出、土地利用の変化などがある。内的要因として

は、気候系自体の自然変動や気候系を構成するサ

ブシステム間の相互作用がある。図 A.1 は気候変

動を主に駆動する要素を模式化したものである。

太陽放射の変動は、地球大気の放射収支を変える

可能性がある（63 ページ【コラム⑥】太陽活動と

気候変動を参照）。人間活動に伴いオゾン層を破壊

する気体とエーロゾルが大気中に排出されると、

大気中の化学反応によりオゾンとエーロゾルの量

が変化する。オゾンとエーロゾル粒子は太陽放射

を吸収、散乱、反射するので、地球大気の放射収

支を変える。エーロゾルは雲の凝結核となるので、

雲粒の濃度と寿命が変わり、降水に影響を与える。

また、エーロゾルの変化により雲の放射特性が変

わり、地球大気の放射収支が変わる可能性がある。

人間活動に伴い二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素などの温室効果ガスが排出され、火山活動など

により二酸化硫黄ガスが成層圏に放出されると、

大気中の放射収支が変化する。植生、陸面状態、

積雪、海氷が変化すればアルベド（地表面反射率）

が変化し、地表での太陽放射の反射量が変化する。

人間による土地利用の変化も、植生、陸面状態、

アルベドを変える。 
外的な強制力が加わった時に、実際に気候系が

どのように応答するかは、フィードバックの大き

さで決まる。フィードバックとは、あるシステム

に外力の変化が生じたときに、そのシステムの出

力が変化し、その効果がさらに外力の変化をもた

らすという過程が繰り返されることである（住, 
1996b）。フィードバックには正（促進）と負（抑

制）の 2 種類ある（住, 1996b ; Cubasch et al., 
2013）。具体例は、第 A.4 項（3）を参照。 
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A.2 雲・放射 

大まかに言うと、地球大気の温度は、太陽放射

の入射と地球自身の出す赤外放射のバランス（地

球放射収支）で決まっている。放射過程は、地球

の気候形成にとって重要な役目を果たしている。

大気中で太陽放射を吸収・反射したり、赤外放射

を吸収・射出したりする過程は、雲粒子や大気中

に浮遊する微小粒子であるエーロゾル、水蒸気や

二酸化炭素など大気微量成分ガスなど様々な物質

によって影響を受ける。二酸化炭素が地球表面か

らの赤外放射が逃げ出すのを抑える温室効果はよ

く知られている。エーロゾルは太陽放射や赤外放

射を吸収・反射したりするほかに雲粒が形成され

るときに凝結核として働き、雲の形成と雲の特性

の決定に影響を与えることにより地球放射収支に

影響を与える。更に、実際には、太陽放射や赤外

放射によって、大気、地表面、海洋が暖められた

り冷やされたりする強さは空間的に一様でなく、

その非一様性を解消するように大気や海洋が動く

ことになる。すなわち、放射収支の不釣り合いは、

大気や海洋を動かす重要なエネルギー源となって

いる。 
日中、雲の有無で日射量が大きく変動したり、

夜間、雲があると地上気温の低下が抑えられたり、

日常生活の中で放射の変動を最も大きく感じるの

は、雲の存在の有無であるように、雲は、地球放

射収支に強い影響を与えている要素である。 
図 A.1 に示されているように放射（太陽放射、

赤外放射）は、エーロゾル、雲、温室効果ガス等

の大気要素によって影響を受けるが、放射と大気

要素の関係は波長によって変わる。太陽放射は、

可視域から近赤外域に大部分のエネルギーを持つ

波長分布をしており、赤外放射は赤外域にエネル

ギーのピークを持つ波長分布をしている。したが

 
図 A.1 外部要因の気候変動を主に駆動する要素 

気候システム内のサブシステム間の太陽放射、赤外放射の流れや相互作用を示している。大きなエーロゾルとは粒径が 2.5μm
以上のものである。Cubasch et al.（2013）の Fig. 1.1 より引用。 
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って、雲の反射、吸収（射出）、透過の特性は、太

陽放射に対しては、可視域から近赤外域の特性に

よって、赤外放射に対しては赤外域の特性によっ

て決まる。可視域では、水や氷の吸収係数は小さ

いので、雲は太陽放射を反射することで放射収支

に大きな影響を与え、他方、赤外域では可視域に

比べ吸収係数が大きく、赤外放射を射出（吸収）

することで地表面や大気上端の放射収支に大きな

影響を与える。雲は、この両者のバランスで大気

や地表面を暖めたり、冷やしたりする。 
一般に、雲の太陽放射に対する反射率は、雲層

内の雲水（又は氷）の量が増えると増加し、赤外

放射に対しては吸収率（射出率）が増加する。多

くの下層や中層の水雲の場合、雲層内に含まれる

雲水量は多く、太陽放射をよく反射し、赤外放射

に対しては、ほとんど吸収し（ほぼ黒体）、また、

その温度に応じた放射を射出する。下層雲は、気

象衛星ひまわりの可視画像と赤外画像を見ると、

可視画像で非常に明るく、赤外画像では海面より

少し温度が低く見える雲である。概して、下層や

中層の水雲は、冷却する効果がまさる。上層の氷

雲の場合は、雲層内に含まれる雲水（氷）量は、

水雲に比べると少ない。このため、太陽放射に対

する反射率はそれほど高くなく、かなり透明であ

り、地球放射に対しては半透明から黒体に近い（射

出率が中程度から 1 に近い）。気象衛星ひまわり

の可視画像と赤外画像を見ると、可視画像では、

ぼんやりと見える程度であるのに、赤外画像では、

白く温度が低く見えている雲である。概して、上

層の薄い氷晶雲は、保温の効果がまさる。 
雲の反射、透過、吸収の特性は、雲粒の大きさ、

形、太陽高度（太陽光の入射角）にも依存する。

赤外域で射出される放射はその温度（すなわち雲

の存在する高度）に依存する。このため、どのよ

うな雲がどのように空間分布（水平分布や高度分

布）をしているかによって放射収支への影響がか

わる。気候モデルによる雲の特性、雲分布の再現

は、必ずしも十分な精度でなされておらず、この

ため地球放射収支は十分な精度で再現されていな

い。気候モデルの不確実性の最大の要因の一つと

なっている。 
大気中には雲の他に雲粒より小さいエーロゾル

と呼ばれる粒子が浮遊している。このエーロゾル

は、放射を直接に散乱、吸収することによって放

射場を変える効果と雲の凝結核として働き生成さ

れた雲の特性を通して放射場を変える効果がある。

前者をエーロゾルの直接効果、後者を間接効果と

呼ぶ（これについては第 A.4 項を参照）。 
エーロゾル・雲の存在が放射場を変えるととも

に、その放射場によって大気中に加熱、冷却の分

布ができる。これによって、更に、エーロゾル・

雲を含む場が変わり、それらの生成、発達、消滅

の過程に影響を与えることになる。放射過程、雲

物理過程、雲力学過程、大気化学過程が関係した

複雑な問題であるが、この過程の解明なくして気

候モデルの不確実性の軽減はない。 
放射収支を変えることによって（制御すること

によって）、大気･地表面系を暖めたり、冷やした

りすることができる可能性がある。人為的な手段

で放射収支を変えたときにどうなるかを、気候モ

デルを使って検討したり、実現のための方策を検

討したりしている（ジオエンジニアリング）。よく

知られた方法として、例えば、 
 ・成層圏にエーロゾルを注入する 
 ・海洋上に海水を噴霧してエーロゾルを生成し

下層雲を発生させる 
 ・不均質核生成で巻雲を気温−40℃より低い高

度で発生させる 
がある。これらを実行するには、社会一般の合意

が必要であることは言うまでもないが、不確実性

の小さい気候モデルの開発とそれによる影響評価

が必要である。 
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A.3 陸面過程 

(1) 陸面過程 

陸地は、地球表面の 29%を占めており、人間活

動の主要な場である。そのため、高温や低温、寡

雨や多雨により、人間活動に多大な影響を及ぼす。

人類の資産はほとんどが陸上にあるので、気候変

動に伴う影響が、資産に与える影響も大きい。 
海洋と比較して、陸面が大きく違う点として、

アルベドが比較的高いこと、熱容量が小さいこと、

水は斜面を除き、土壌内をほぼ鉛直一次元的に移

動すること、土壌に貯留しきれなかった水は河川

によって、河口へと運ばれること、などが挙げら

れる。これらが、どのように、熱・水循環に影響

を与えているかについて、以下で述べる。 
 

(2) 陸面過程の要素 

波のない水面でのアルベドは、太陽放射の入射

角が小さい、冬季の高緯度を除き、0.05 程度であ

るが（Budyko, 1956）、陸面では、土地被覆に大

きく依存し、アスファルトの 0.03 から、密な森林

は 0.1～0.2、新雪は 0.9 程度である。土壌アルベ

ドは、乾燥していると高く（0.3 程度）、湿ってい

ると低い（0.1 程度）。 
陸域の植生と土壌は、太陽放射と赤外放射を受

け取り、太陽放射の一部は反射し大気へ戻ってゆ

く。地表面で吸収された放射エネルギーは陸面を

暖め、その結果、大気を顕熱、潜熱（蒸発に要す

るエネルギー）、外向き赤外放射という形で暖める

（図 A.1 参照）。この過程は、局所的には気温や

湿度を変えるだけであるが、その結果として、気

候システムに影響を及ぼす。顕熱・潜熱へのエネ

ルギー配分は、土地被覆種類と土壌、またその状

態によって決定される。恒久的な水面では、蒸発

に必要なだけの水は常に存在しているが、そうで

ない陸地では、土壌の湿乾によって、蒸発に抑制

がかかる。即ち、エネルギー的には、もっと蒸発

が可能であるが、利用可能な水によって蒸発に抑

制が掛かる。利用可能な水が十分にあれば、潜熱

と顕熱の比（ボーエン比: 潜熱/顕熱）は、表面温

度によって決まるが、乾燥した土壌では、その比

が小さくなる。植生で覆われた地表面では、葉の

表面に付着した雨水の蒸発と、気孔からの蒸散が

生じている（蒸発散）。蒸散のしやすさ（気孔抵抗: 
同時に二酸化炭素の取り込みのしやすさ）は気温、

二酸化炭素濃度の関数のため、植生のある陸域で

のボーエン比は、これらの関数となる。 
また、地表面土地被覆の違い、主にその凹凸と

関連する粗度は大気の流れ、即ち風速に影響を与

え、そして風速に依存する顕熱・潜熱に影響を与

える。また、山岳、高原といった、より大きな地

表面の凹凸も大気の流れに大きな影響を及ぼす。

風はまた、地表面からダストを巻き揚げることに

より、大気中のエーロゾルの量や質を変化させ放

射過程に変化をもたらす（詳細は第A.2項参照）。 
植生は、光合成過程によって、大気中二酸化炭

素を固定し、大気組成に大きな影響を与えている。

とりわけ、陸上植生の森林は二酸化炭素貯蔵量が

大きい。また、植物から排出される揮発性有機化

合物は、大気中での化学反応により、エーロゾル

となり、放射過程を経て、気候に影響を及ぼす。 

土壌は、地表面熱収支の結果として、地中加熱

量（伝導熱）を得て、熱を貯留し、温度の日変化

や季節変化を示す。土壌の熱容量と伝導率から、

概ね、日変化は表層 1m 以下、季節変化は 10m 以

下に見られる。また、土壌は、熱と同時に、主に

降水を起源とする水を貯留する機能を持ち、時間

遅れを伴って、熱収支の結果として、水を水蒸気

として大気に戻す。土壌に貯留しきれなくなった

水は河川水となり、海洋へと運ばれる。軽い淡水

が河口で集中的に、海洋にまかれることになり、

海洋循環にも影響を与えている。植生にとって、

土壌は、水分と養分を得る重要な生態的地位であ

り、生態系的視点から見れば、強い相互作用で結

びついている。 
 

(3) 全球熱収支、水収支 

全球の年熱収支を見積もる努力は、Budyko 
（1974）以来、数多く試みられている。陸域では、
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正味放射量が約65W/m2で、それを潜熱と顕熱が、

5:4 で分け合っている（例えば Ohmura and 
Raschke, 2005 ; Trenberth et al., 2009）。一方、

蒸発に必要な水に制限のない海洋では、9 割が潜

熱となっている。このように、同じ地球表面であ

っても、陸域と海洋では、熱収支に大きな違いを

もたらしている。また、陸域は海洋よりも熱容量

が小さいため、同じ熱吸収に対して、暖まり易く、

冷めやすいので、夏季には気温の高い陸域へ、冬

季は気温の高い海洋へ向かって風が吹き込む、モ

ンスーン気候となる。このように、陸域の熱的特

性がモンスーン気候の成立に重要な役割を果たし

ている。 
上で見た熱収支中には、蒸発が含まれていた。

従って、地球表面での熱移動と同時に水も移動し

ている。この強く結ばれた熱・水循環によって、

大方の気候は定まる。陸域降水量はおよそ

745mm/年で、これを、蒸発量と流出量が 3:2 で

分け合っている（例えば Budyko, 1974 ; 
Baumgartner and Reichel, 1975 ; Oki and 
Kanae, 2006）。陸域では、流出量の分だけ、降水

量が蒸発量を上回っており、それを補うため水蒸

気という形で、海洋から陸域へ水が輸送されるこ

とになる。 
陸域では、様々な場所に水が存在している。す

なわち土壌、河川、湖沼、貯水池、不飽和土壌水、

浅い地下水、氷河、氷床である。これらは、それ

ぞれ個有の滞留時間を持っており、水文過程のみ

ならず、大気や植生とも相互作用しながら、水循

環を構成している。陸域では、実に 99%の水を雪

氷と地下水が半々に分け合い、残り 1%を他の場

所が分け合っている（図 A.2）。しかし、（5）に見

るように、土壌水分のように、貯留量が小さいこ

とが、気候へ与える影響が小さいと言うことには

ならない。 
 

(4) 全球炭素収支と炭素循環 
化石燃料の燃焼やセメント生産により、二酸化

炭素排出量は 2002～2011 年の平均で 8.3PgC/年

である（IPCC, 2013）。陸域では、生態系の光合

成や呼吸等による二酸化炭素蓄積が 2.5PgC/年で

あるが、土地利用変化によって 0.9PgC/年で二酸

化炭素が排出されているため、正味として、

1.6PgC/年が陸域に蓄積されている。 
産業革命から現在までの時間スケールでみると、

陸域の植生や土壌は、人為起源の累積二酸化炭素

排出量の 29%を蓄積している（IPCC, 2013）。詳

細な観測値については、第 1.4.1 項を参照された

い。 
このような陸域における二酸化炭素の蓄積は、

大気中の二酸化炭素濃度が上昇すると光合成が促

進され、植生による炭素固定量が増加するためで

（施肥効果）、この効果は、大規模な屋外実験でも

確かめられている（Ainsworth et al., 2005）。ま

た、気温が現在よりも高くなると、土壌中の微生

物による有機物分解が増加し、陸域全体としての

蓄積速度が減少する。その結果として、大気に蓄

積される二酸化炭素が増え、更に分解が加速され

るという、正のフィードバックが示唆されている。

但し、植生の種類、年齢、土壌中有機物の状態な

どによって、蓄積速度は大きく異なることも、知

られている。 
このような陸上の炭素循環の変化によって、植

生のアルベド、葉面積、気孔抵抗などが変化し、

その結果、水・熱循環の変化がもたらされ、気候

にも影響を及ぼす。従って、炭素循環も、水・熱

循環と一体となって、気候を決定する要素となっ

ている。 
 

(5) 土壌水分と気候の相互作用 

土壌水分の多寡により、蒸発量、アルベド、熱

伝導率などは変化し、局所的な熱収支に影響を与

えている。土壌水分は海洋ほどではないが、大気

に比べて、短周期変動成分が小さく、数ヶ月にわ

たり、大気に一定方向の強制力を与え得る

（Delworth and Manabe, 1980）。その結果、干

ばつが持続したり、土壌水分偏差が気温や降水量

に影響を与えたりすることが知られている（例え
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ば van den Hurk et al., 2012）。 
負の土壌水分偏差が存在すると、蒸発量が減少

し、乾燥/高温となる。その結果、可能蒸発量は増

大するので、少ない土壌水分から更に蒸発させよ

うとする。そして、負の土壌水分偏差は強化、維

持される。正の土壌水分偏差の場合も、同様な正

のフィードバックがあり、負の気温偏差をもたら

す。このように土壌水分偏差はその符号に関係な

く、気温偏差に対して正のフィードバックを持つ。 
一方、土壌水分量と降水量の相互作用は複雑で

ある。正の土壌水分偏差は、蒸発散量を増加させ

るので、土壌水分偏差は減少する（負のフィード

バック）。蒸発散量の増加は、降水の増減どちらに

も寄与する。増加する場合は、正の土壌偏差を増

加させる方向に働くので、この場合、土壌水分－

降水量カップリングは、正のフィードバックとな

る。負の土壌水分偏差についても同様で、正のフ

ィードバックが存在し、負の土壌水分偏差を増加、

持続させる。 
以上のような、気候とのカップリング、即ち、

土壌水分－気温、あるいは土壌水分－降水の正の

フィードバックが、干ばつの長期化、降水量の増

加などに関わっている  （Seneviratne et al., 
2010）。 
また、森林伐採を大規模に行った場合、降水量

が減ることが、数値実験により示されている。森

林が、砂漠や草原になるとすると、アルベドが高

くなり、地表面粗度は小さくなる。こうした地表

面物理特性の変化が地表面熱収支を変え、降水量

変化の第一主要因である。同時に、それにより雲

が増減し、放射収支を変えるので、因果関係は複

雑である（Nobre et al., 1991）。 
以上では、土壌水分と気温を通して気候との相

互作用を見てきたが、（3）で述べたように、水と

熱の循環は、表裏一体であり、別の面から見れば、

この相互作用は、水循環と熱循環の相互作用とも

言い換えられる。 

(6) モニタリングの重要性 
気候の決定に影響を与える、地球表層の3要素、

大気、海洋、陸域のうちで、陸域はその多様性で

特徴付けられる。したがって、地上観測点での観

測は、空間代表性が低く、また、観測密度も十分

でなく、地球観測衛星によるモニタリングが大い

に期待されている。例えば、モニタリングやデー

タ同化などにより、適切な土壌水分を初期値とし

て与えることができれば、（5）で述べた相互作用

により、1 ヶ月から季節スケールの予測精度向上

が期待される（例えば Koster et al., 2010）。 
陸域の水・熱・炭素循環を推定する上で基礎と

なる土地被覆のモニタリングは、定性的ながら、

非常に重要な意味を持つ。しかし、その不確実性

が近年明らかになり（例えば Nakaegawa, 2011）、
より精度の高い土地被覆データセットの開発が望

まれている。 
地表面状態を定量的に観測する例として、まず

挙げられるのが、長期にわたり観測され、利用さ

れている、可視と近赤外センサーを用いた葉面積

指数や積雪域である。マイクロ波放射計を用いた

土壌水分や積雪水当量は、条件が限られるが、利

用可能である。同じマイクロ波を用いるが、電波

を照射する散乱計や合成開口レーダーなどでも、

陸域の乾湿を計測することが理論的には可能であ

る。また、重力場を決定する衛星から陸域総貯水

量変動、衛星高度計から河川や湖沼の水位変動を

計測することができるようになっている。これら

の衛星観測から、全球のとりわけ陸域の熱と水と

炭素の収支と循環の理解がより深まり、気候の解

明が進むことが期待される。 
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図A.2 地球上の水文循環量（1000km3）と貯留量（1000km3） 

沖（2007）から引用。自然の循環と人工的な循環を様々なデータソースから統合した。大きな矢印は陸上と海洋上における

年総降水量と年総蒸発散量（km3）を示す。陸上の総降水量や総蒸発散量には小さな矢印で主要な土地利用ごとに年降水量

や年蒸発散量を示す。括弧内は主要な土地利用の陸上の総面積（百万 km2）を示す。河川流出量の約 10%と推定されている

地下水から海洋への直接流出量は河川流出量に含まれている。初出 Oki and Kanae（2006）から，農地とその他の面積等数

値を修正したもの。 
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A.4 温室効果と放射強制力 

(1) 二酸化炭素の温室効果 

産業革命前（18 世紀中頃）までは、大気中の二

酸化炭素濃度はおよそ280ppmでほぼ一定で推移

していた。陸の生態系（植物や土壌微生物）と海

洋による吸収・放出が千年規模でほぼバランスし

ていたと考えられている。ところが、人間活動が

盛んになるにつれ、土地利用で植生を改変するこ

とにより陸の二酸化炭素吸収を減少（収支として

は排出）させ、さらに産業革命以降、人間活動に

よって石炭や石油など化石燃料を燃やすことで二

酸化炭素を排出し、特に 20 世紀後半に急激に排

出量が増加してきた。これら人間活動によって大

気中に排出された二酸化炭素は、一部は陸の生態

系や海洋に吸収されたが、残りは大気中にとどま

り二酸化炭素濃度を増加させてきた。2013 年の全

球平均濃度は 395ppm を超えている。 
地球は、エネルギーの大部分を可視域が占める

太陽放射の吸収による加熱と、温度が高いほど多

くなる赤外線の放出による冷却のバランスで気候

の状態が決まる。大気中の二酸化炭素は太陽放射

をほとんど吸収しないが、赤外放射はよく吸収す

る性質をもっており、このような気体を温室効果

ガスとよび、その効果を温室効果と呼ぶ。 
地球の放射バランスを変化させて地球全体の温

度を変化させる能力を放射強制力と呼び、地球平

均の単位時間・表面積あたりのエネルギー（単位：

W/m2）で表される。大気中の二酸化炭素量を工

業化以前の 2倍にしたときの放射強制力はおよそ

3.5W/m2と見積もられている。 
 

(2) エーロゾルの放射強制力 
エーロゾルは太陽放射を散乱・吸収する放射効

果や、弱いながら赤外放射を吸収する放射効果が

あり、エーロゾルの変化が気候を変化させる放射

強制力を持つ。これをエーロゾルの直接効果と呼

ぶ。それぞれの放射効果はエーロゾルの種類や混

合状態によって異なる。例えば硫酸塩エーロゾル

は太陽放射を散乱する効果が大きいが、黒色炭素

（BC）エーロゾルは太陽放射をよく吸収する。 
一方、エーロゾルは雲粒が生成されるときの核

となる能力を持つ。エーロゾルが変化することで

雲に含まれる雲粒の粒径分布が変化して雲のアル

ベド（反射率）を変化させたり、雲粒から降水に

変換する効率が変化して雲量を変化させたりする。

これら雲の変化を通して地球の放射収支を変化さ

せる。これをエーロゾルの間接効果と呼ぶ。 
瞬間的なエーロゾルの放射効果に対して気候の

「速い調節」が生じる。調節は、強制力が全球の

地表温度を変化させる時間よりもずっと短い時間

スケールで、おおよそ 1 ヶ月程度以内とされる。

例えば、BC が太陽放射を吸収する（これは瞬間

的効果）と大気が加熱されて乾燥し雲量が減少す

るという調節が考えられる（これを IPCC 第 4 次

評価報告書までは準直接効果と呼んでいた）。この

ようなエーロゾルの効果によって生じる速い調節

もエーロゾルの放射強制力に含めて考え、実効放

射強制力と呼ばれる。 
IPCC 第 5 次評価報告書では直接効果とそれに

対する速い調節を合わせてエーロゾル－放射相互

作用による実効放射強制力（ERFari）、間接効果

とそれに対する速い調節を合わせてエーロゾル－

雲相互作用による実効放射強制力（ERFaci）と呼

んでいる。IPCC 第 5 次評価報告書では、（工業化

前の 1750 年を基準とした）エーロゾル－放射相

互作用とエーロゾル－雲相互作用を合わせた実効

放射強制力（ERFari+aci）は−0.9W/m2、その不

確実性の範囲（90%の信頼限界）は−1.9W/m2 か

ら−0.1W/m2と見積もられている。 
 

(3) その他の放射強制力 
二酸化炭素以外の温室効果気体として、メタン

（CH4）、ハロカーボン類（フロン類等）、一酸化

二窒素（N2O）、オゾン（O3）が無視できない大

きさの放射強制力を持つ。水蒸気もまた大きな温

室効果を持つが、水蒸気は気候の変化の要因とし

てよりむしろ結果として変化するものであるので

強制力には含めない。 
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上記以外の放射強制力として、人間活動による

土地利用変化、自然要因による太陽活動変化、火

山活動などがある。 
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付録 B 国際動向 

 
気候変動問題は、国境を越えて大きな社会的・

経済的な影響をもたらすものであることから、国

際的な連携が不可欠である。このため「気候変動

に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）」で温

室効果ガスの排出削減に向けた国際的取り組みが

進められている。「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）評価報告書」において取りまとめられ

た科学的知見は、このような取り組みの中で国際

的な対策を検討する上で重要な基礎となっている。

また、気候変動の実態把握と将来の予測には、地

球全体にわたる気候システムの観測・監視と、気

候に関わる機構の解明や気候の予測に向けた研究

を推進することが不可欠であり、観測体制の構築

や研究推進体制の確立が国際的に取り組まれてい

る。これら国際的な取り組みを支える国際計画が

WMO をはじめ各機関の協力・連携により実施さ

れている（図 B.1）。ここでは、こうした国際社会

における気候変動に関わる主な機関や関連活動の

概要について述べる。 
 

B.1 世界気象機関（WMO）などが推進する計画 

世界気象機関（WMO）は、国際連合の専門機

関の一つとして 1950 年に設立され、191 の国及

び領域（2014 年 9 月現在）が加盟している。WMO
は世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際

計画の推進・調整を行っている。WMO が単独で

行っている計画のほか、国連環境計画（UNEP）
や国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間海洋

学委員会（IOC/UNESCO）など、他の機関と共

同で行っているものもある。 
ここでは、WMO などが推進する地球環境に関

連する国際社会の取り組みについて述べる。 
 
(1) 世界気候計画（WCP） 

1979 年に開催された第 1 回世界気候会議

（FWCC）での提言を受け世界気候計画（WCP）
が策定され、この計画の中で気候変動の観測・監

視、気候情報サービス、気候変動の影響評価及び

研究が推進されてきた。1980 年代後半になると、

地球温暖化やオゾン層破壊などの人為的要因によ

 
図B.1 地球環境問題に関わる主な国際機関及び関連計画 
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る地球規模の気候及び環境問題が顕在化し、国際

的な取り組みが強化されてきた。これらに対応す

るため、1990 年に開催された第 2 回世界気候会

議（SWCC）では、WCP の強化策が提言され、

全球気候観測システム（GCOS）の設立など取り

組みが強化された。2009 年に開催された第 3 回

世界気候会議（WCC-3）では、気候サービスの提

供者と利用者間の連携強化を通じて、利用者が意

思決定に活用しやすい気候情報の提供を推進する

「気候サービスのための世界的枠組み（GFCS）」
を構築することが決定された。これを受けて、

WCP の構造も GFCS と密接に連携するよう見直

され、後述の 4 つのプログラムに再編された。現

在の WCP の目標は以下のとおりである。 
① 気候に関わる諸過程の理解を深めることによ

り、気候の変動や変化の予測可能性を明確に

し、また、気候に与える人為的影響の程度を

認識し、さらに気候の予測や予報の能力を高

めること。 
② 全球的な気候システムの包括的な観測の推進

と、気候データの効果的な収集・管理、全球

規模から地域規模にわたる気候変動の検出・

評価を含む監視を促進すること。 
③ 国際的な枠組の提供や、気候サービスの情報

作成・伝達システムの運用要素の確立を通じ

て、特に予報について、ユーザを対象とした

気候サービスの可用性と入手手段を強化及び

促進すること。 
④ 気候変動のより良いリスク管理の計画・政策

立案・実践のための気候の知識と気候情報の

効果的な応用や、求められる気候サービスの

提供を助長すること。 
⑤ 特に開発途上国や後発開発途上国が、GFCS

の運用に貢献すると同時に、GFCS による利

益を受けることができるように、能力開発を

促進すること。 
 
1） 全球気候観測システム（GCOS） 

第 2 回世界気候会議（SWCC, 1990 年）での提

言を受け、気候システムの監視、気候変動の検出

と原因特定、気候変動の影響の評価と適応の支援、

各国の経済の持続的発展への応用、気候システム

の理解・モデル・予測の改善のための研究などに

求められる、気候システムの観測に関する包括的

な情報を提供することを目的に、WMO を中心に

IOC、UNEP 及び ICSU によって 1992 年に全球

気候観測システム（GCOS）が設立された（図 B.2）。
GCOS は、WMO の GAW 計画（本項（4）参照）

など、大気や海洋の既存の観測システムを基盤と

しつつ発展させることを目指している。GCOS 運

営委員会（GCOS SC）がGCOS 全体の概念や活

動範囲を定めており、参加機関に対する科学的・

技術的指導を行っている。GCOS には、大気、海

洋及び陸面の観測に関する 3 つの科学パネル

（AOPC、OOPC、TOPC）が設置されており、

それぞれの領域での必要な観測を明確にし、実施

のための提言を行っている。 
GCOS はその実施計画において、UNFCCC・

WCRP・IPCC において求められる、実現可能な

全球規模の観測において必須となる気候要素

（ECVs; Essential Climate Variables）を定義し、

各国にこれらの要素の継続的な観測実施を促して

いる。GCOS では、実施計画のレビューを 2015
年までに行い、新たな実施計画を 2016 年夏に策

定することとなっている。 
また、 GCOS 協力メカニズム（ GCOS 

Cooperation Mechanism）を通じて途上国におけ

る全球規模の気候観測システムの強化を支援して

いる。 
 

 
図B.2 GCOS組織図 
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2） 世界気候研究計画（WCRP） 

世界気候研究計画（WCRP）は、WMO と国際

学術連合会議（ICSU; 1998 年に国際科学会議と

改称）との共同研究計画として1980年に発足し、 
1993 年からはユネスコ政府間海洋学委員会

（IOC/UNESCO）の後援も受けている。その全

体にわたる目的は、①気候の予測可能性を究明す

ることと、②人間活動の気候へ影響の程度を評価

することである。 
WCRP は、2005 年に「地球システムの統合的

観測及び予測（COPES）」という戦略的枠組を立

ち上げ、その中でコア・プロジェクト及びプロジ

ェクト横断型活動を通じて研究を推進している。

現在のコア・プロジェクトには、全球エネルギー・

水循環実験計画（GEWEX）、気候と海洋－その予

測可能性、変動性及び変化－（CLIVAR）33、成

層圏過程とその気候への影響に関する研究計画

（SPARC）、気候と雪氷圏計画（CLiC）があり、

また、結合モデル開発作業部会（WGCM）、数値

実験作業部会（WGNE）、季節から年々規模予報

に関する作業部会（WGSIP）、地域気候作業部会

（WGRC）が設置されている。WGRC は、GFCS
を含む気候サービスを提供する様々な機関や調整

組織と WCRP との双方向の調整を図るものとし

て、2011 年に設置されたものである。IPCC の評

価活動にとって重要なモデルの比較結果は、

WGCM のもとで実施された結合モデル相互比較

計画（CMIP）によって得られている。 
 

3） 世界気候サービス計画（WCSP） 

世界気候サービス計画（WCSP）は、従来の世

界気候データ・監視計画（WCDMP）と世界気候

利用・サービス計画（WCASP）を統合したもの

で、気候データとその解析、気候の観測・監視・

予測、気候監視システムの運用とインフラ、気候

への適応とリスク管理の 4つの分野を対象として

い。このため、気候サービス情報システム及び

                                                   
33 1998～2013 年は気候の変動性と予測可能性に関する

研究計画という名称だった。 

GFCSのユーザインターフェース部分も提供して

いる。 
 
4） 気候変動に対する脆弱性、影響、適応に関す

る研究計画（PROVIA） 

気候変動に対する脆弱性、影響、適応に関する

研究の国際的なレベルでの方向性や一貫性を提供

することを目的に2010年より開始された計画で、

国連環境計画（UNEP）を中心に推進されている。 
 

(2) 全球海洋観測システム（GOOS） 

全球海洋観測システム（GOOS）は、全世界の

海洋の環境や変動を監視してその予測を可能にす

るための長期的で系統的な海洋観測システムを構

築する国際的な計画で、ユネスコ政府間海洋学委

員会（IOC）、WMO、UNEP 及び ICSU の協力

のもとで 1991 年より推進されている。 
GOOS は既存の業務的及び調査研究目的の海

洋観測網、データ・プロダクトの作成・提供シス

テムをベースとしており、WMO と IOC が共同し

て設置した WMO/IOC 合同海洋･海上気象専門

委員会（JCOMM）の下で実施されている業務的

な観測・データ管理・サービスシステムや、各種

海洋研究計画で実施される海洋観測に関する活動

は、すべて GOOS の一部に位置づけることがで

きる。具体的な観測として、気象観測船による海

上気象・海洋観測業務の実施、篤志観測船による

観測、潮位観測、漂流ブイ、アルゴフロート、熱

帯係留ブイ、継続的な衛星海洋観測等がこれにあ

たる。 
なお、近隣国が共同して地域の視点から観測シ

ステムを構築する地域 GOOS（GOOS Regional 
Alliance）が世界のいくつかの地域で実施されて

いる。日本、中国、韓国、ロシアからなる北東ア

ジア地域海洋観測システム（NEAR-GOOS）はそ

のひとつであり、気象庁は対象領域の海洋／海上

気象データのリアルタイムデータベースの管理運

営を実施している。 
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(3) 地球観測システム（GEOSS） 

2002 年の持続可能な開発に関する世界首脳会

議や 2003 年の G8 エビアンサミットなどにおけ

る全球的な地球観測の重要性に対する認識の高ま

りを受け、2005 年に開催された地球サミットにお

いて地球観測システム（GEOSS）の 10 年実施計

画が策定されるとともに、「地球観測に関する政府

間グループ（GEO）」が設置された。GEOSS は

様々な観測システムを相互につなぐとともに、現

在の空白部分を埋めるような新規システムの開発

を支援するものであり、GCOS 及び GOOS も

GEOSS の一部を構成している。GEOSS は、社

会に対して非常に重要な 9 つの分野（「災害」「健

康」「エネルギー」「気候」「水」「気象」「生態系」

「農業」「生物多様性」）を社会利益分野（SBAs: 
Societal Benefit Areas）として定め、GEOSS10
年実施計画において達成すべき目標を設定してい

る。 
2014 年 1 月の GEO 閣僚級会合において、

GEOSS 構築のための取り組みを 2025 年まで延

長することが承認された。これを受け、新しい 10
年実施計画（2016-2025）の検討が行われている。 
 
(4) 全球大気監視（GAW）計画 

地球温暖化や酸性雨、オゾン層破壊などの地球

環境問題の顕在化にともない、地球環境の実態を

正確に把握するため、温室効果ガス、オゾン層破

壊物質及びエーロゾルなどの大気微量成分を地球

規模で高精度に観測し、データの収集・管理・提

供を行う体制が必要となった。このため WMO は、

1989 年に既存の観測網をもとに発展させた全球

大気監視(GAW: Global Atmosphere Watch)計画

を発足させた。GAW 計画の目的は、大気の化学

組成や物理的特性の状況の精密な観測データやそ

のほかの科学的情報を提供して、地球大気の変化

を早期に検知するとともに、将来の地球環境の予

測にも役立てることである。各国の気象機関や研

究機関がこの計画に参加し、二酸化炭素やメタン

などの温室効果ガス、成層圏オゾン、日射、エー

ロゾルや降水に含まれる化学物質などについての

世界的な観測網を分担している。 
GAW 計画の実施体制は図 B.3 のように構成さ

れ、必要な技術を有する各国の気象機関などが自

主的にそれぞれの役割を担って運営されている。

この中で気象庁は、国際的な貢献として、WMO
温室効果ガス世界資料センター（WDCGG: World 
Data Centre for Greenhouse Gases）、アジア・

南西太平洋地区の品質保証科学センター

(QA/SAC: Quality Assurance / Science Activity 
Centre）及び同地区の大気中メタン観測、アジア

地区のドブソン分光光度計に関する世界較正セン

ター（WCC: World Calibration Centre）を運営

している。また、GAW 計画の各種の専門委員な

どにも気象庁の職員が人的貢献をしている。 
WDCGG では、世界中から温室効果ガスや反応

性ガスの観測データを収集し、品質のチェックを

行った後でデータベース化し、データ集などの印

刷物、DVD やウェブサイトを通じて利用者に提

供している。QA/SAC は GAW 計画にもとづく観

測網の観測データの品質向上を図る目的で、日本

（気象庁）、米国、ドイツ、スイスに設置され、観

測データの品質評価をもとに各観測所に適切な助

言や支援を行う。また、WCC は観測項目ごとに

定められた世界基準に沿って、GAW 観測所での

観測に使用されている観測基準を統一するための

業務を行っている。具体的には、アジア・南西太

平洋地区におけるメタン観測、及びアジア地区に

おけるドブソンオゾン分光光度計によるオゾン全

量観測の基準を保つ較正センターを担当している。 

 
 

 
図B.3 全球大気監視(GAW)計画の実施体制 
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成層圏オゾン層に関連した活動としては、

WMO は、毎年 8～11 月にかけて南極地域でオゾ

ン観測を行っている国（日本を含む）の協力を得

て、定期的にオゾンホールなどの南極地域のオゾ

ン層に関する情報を発表している。また、GAW
計画では、2007 年から砂塵嵐についての気象機関

及び研究コミュニティにおける予測・観測・知識

の共有を促進することを目的として、GAW と世

界 天 気 研 究 計 画 (WWRP: World Weather 
Research Programme)が共同して、砂塵嵐の警戒

及び影響評価のためのシステム（SDS-WAS：
Sand and Dust Storm Warning Advisory and 
Assessment System）計画を推進している。 
 
B.2 気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

(1) 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の概

要 

気候変動に関する政府間パネル（ IPCC: 
Intergovenmental Panel on Climate Change）は、

人為起源による気候の変化、影響、適応及び緩和

策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地

から包括的な評価を行うことを目的に、1988 年
に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）
により設立された。2014 年 4 月現在で 195 か国

が参加しており、事務局はWMO に設置されてい

る。IPCC は総会、執行委員会、三つの作業部会

及び温室効果ガス目録に関するタスクフォースに

より構成されており（図 B.4）、各国政府代表から

なる IPCC 総会が決定権を持つ。第 1 作業部会は

気候システム及び気候変動の自然科学的根拠につ

いての評価を、第 2 作業部会は気候変動に対する

社会経済及び自然システムの脆弱性、気候変動が

もたらす好影響・悪影響、並びに気候変動への適

応のオプションについての評価を、第 3 作業部会

は温室効果ガスの排出制限など気候変動の緩和の

オプションについての評価を行う。また、温室効

果ガス目録に関するタスクフォースは、温室効果

ガスの国別排出目録作成手法の策定、普及及び改

定を行っている。執行委員会は、後述の組織の見

直しにより総会間に IPCCとして迅速に意志決定

できるようにするため 2011 年に新たに設置され

たもので、IPCC 議長及び副議長、各作業部会及

びタスクフォースの共同議長の 13 名により構成

されている。 
 
(2) IPCCの報告書 

IPCC は、2007 年までに 5～6 年ごとに 4 回評

価報告書を作成し、2013～2014 年に第 5 次評価

報告書をとりまとめた。これらの評価報告書は、

各国政府等から推薦された専門家が既存の科学論

文や公的機関の報告書などの文献を包括的に評価

してまともめたものであり、世界中の専門家や政

 
図B.4 IPCCの組織 

各作業部会及びタスクフォースには、2 名（第 5 次評価報告書期間のみ、第 3 作業部会は 3 名）の共同議長が選出される。 
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府の査読を受けたのち、IPCC 総会において承

認・受諾されたものである。 
IPCC は政策的に中立であり、評価報告書は、

気候変動に関して政策決定者等が科学的根拠に基

づく判断が可能となるよう、科学的な評価を提供

することを目的としている。このため、気候変動

に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）をは

じめ、地球温暖化に対する国際的な取り組みを推

進する上で非常に重要な役割を果たしている。 
IPCC 報告書中における不確実性の表現につい

て、IAC（後述）のレビューにおいて全ての作業

部会が共通のガイダンスを用いるべきと指摘され

たことから、第 5 次評価報告書では「不確実性の

一貫した扱いに関する IPCC第 5次評価報告書代

表 執 筆 者 の た め の ガ イ ダ ン ス ノ ー ト 」

（Mastrandrea et al., 2010）に基づいて、知見の

妥当性の確信度と知見の不確実性（可能性）の定

量的尺度の 2 種類の指標が用いられている（本付

録末尾表 B.1 及び表 B.2 参照）。 
これまでに IPCCが取りまとめた評価報告書は

以下のとおり。なお、評価報告書は報告書本体の

ほか、政策決定者向け要約（Summary for 
Policymakers; SPM）、技術要約（Technical 
Summary）から構成され、政策決定者向け要約

は各作業部会会合（統合報告書については IPCC
総会）において一文ずつ検討・承認される。 
1990 年 第 1 次評価報告書 
1992 年 第 1 次評価報告書補遺 
1995 年 第 2 次評価報告書 
2001 年 第 3 次評価報告書 
2007 年 第 4 次評価報告書 
2013～2014 年 第 5 次評価報告書 

IPCC は政策担当者や UNFCCC 等からの要請

に応えるため、特定の事項について取りまとめた

特別報告書（Special Report）や技術報告書

（Technical Paper）も作成している。また、温室

効果ガス目録に関するタスクフォースは、目録作

成を支援するための方法論報告書（ガイダンス及

びソフトウェア）を作成している。IPCC が 2005

年以降に取りまとめた特別報告書及び技術報告書

は以下のとおり。 
2005 年 特別報告書「オゾン層保護と全球気候シ

ステム：ハイドロフルオロカーボン及

びパーフルオロカーボンに関する事項」

（SROC） 
2005 年 二酸化炭素回収・貯留に関する特別報告

書（SRCCS） 
2008 年 気候変動と水に関する技術報告書 
2011 年 再生可能エネルギー源と気候変動緩和 

に関する特別報告書（SRREN） 
2012 年 気候変動への適応推進に向けた極端現

象及び災害のリスク管理に関する特別

報告書（SREX） 
 
(3) 組織と運用の見直し 

IPCC が 2007 年に取りまとめた第 4 次評価報

告書は、温暖化に疑う余地が無く、その原因が人

為起源の温室効果ガスの排出にある可能性が極め

て高いと断定して、社会に大きなインパクトをも

たらした。そして、気候政策決定のための情報を

提供し、世界中で公衆の意識を喚起したことを理

由に、IPCC はゴア元米副大統領とともに 2007 
年のノーベル平和賞を受賞した。ところが、2009
年に IPCCの報告書に関連した一部の研究者の私

的なメールが盗み出され、メールの文面を根拠に

地球温暖化に対し疑惑が投げかけられる事件が発

生した（「クライメートゲート」事件と呼ばれた）。

また、同時期に第 4 次評価報告書の内容に誤りが

見つかるなど、IPCC の信憑性に疑問を投げかけ

る事象がいくつか起こった。このため、国際連合

事務総長と IPCC は 2010 年 3 月に国際科学組織

であるインターアカデミーカウンシル（IAC: 
Inter Academy Council）に、IPCC の手続きや手

順に関する独立した機関によるレビューを行うこ

とを要請し、2010 年 8 月に IAC からレビュー結

果が公表された。IPCC の評価手続きは全体的に

成功を収めてきたと判断される一方、組織の統制

と管理、報告書の作成プロセス、評価の信頼性や
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見解の一致の度合いに関する取り扱い、広報にお

ける透明性や適時性などについて改善が必要との

勧告がなされた。なお、IPCC 評価報告書の信頼

性については、オランダ環境庁や米国国立研究評

議会等により検証がなされ、内容の一部に誤りは

あったがその主要な結論は影響を受けていないこ

とが確認されている。 
IPCC は、IAC による勧告を踏まえ、IPCC 評

価報告書の作成プロセス、組織の統制と管理、利

益相反（COI: conflict of interest）ポリシー（IPCC
の重要な役職や報告書の執筆者が、IPCC 評価報

告書の作成を通じて個人的利益を得るといった疑

いを持たれないようにするためのポリシー）、広報

戦略などについて見直しや検討を行い、第 35 回

総会（2012 年 6 月）までに執行委員会の設置な

どを含む IPCC統治原則の改訂やガイダンスの制

定などの必要な作業を終え、新しいガイダンスは

第 5 次評価報告書にも適用された。 
 
B.3 気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）

と京都議定書 

(1) 気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC） 

気 候 変 動 に 関 す る 国 際 連 合 枠 組 条 約

（UNFCCC）は、大気中の温室効果ガスの濃度

を安定化させるための国際的な枠組みとして、

1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催さ

れた国連環境開発会議（UNCED、地球サミット）

において署名が開始され、1994 年に発効した。現

在、我が国を含む 195 カ国及び欧州共同体（EC）

が締結している（2014 年 6 月 30 日現在）。 
 
(2) 京都議定書 

1）京都議定書の採択 

京都議定書は、1997 年に京都で開催された気

候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）にお

いて採択された。京都議定書は、先進国などに対

し、温室効果ガスの排出量を 2008～2012 年（第

一約束期間）に 1990 年比で一定値（日本：6%、

米国：7%、EU：8%）削減することを義務づけた。 

2）京都議定書の発効 

2001年11月に開催されたCOP7において詳細

な京都議定書の実施ルールが策定されたことを受

け、我が国は京都議定書を 2002 年に締結した。

欧州共同体、東欧諸国も次々と京都議定書を締結

したが、米国が京都議定書を締結しない方針を表

明していたため、ロシアの締結が京都議定書の発

効のための必須条件となった。ロシアは、慎重な

態度を続けていたが、2004 年 11 月に京都議定書

を締結し、2005 年 2 月 16 日に京都議定書は発

効した。 
 
(3) 京都議定書以降の気候変動に関する国際的

な取り組みに向けて 

京都議定書には、2013 年以降の具体的な温室

効果ガスの削減については規定されていないが、

2013～2018 年の第二約束期間については 2005 
年までに当該事項につき検討を開始する旨が規定

されていた。2002 年 10～11 月に開催された

COP8 においては、各国が排出削減のための行動

に関する非公式な情報交換を開始する旨明記され

たデリー宣言が採択された。2004 年 12 月に開

催された COP10 では、すべての国の参加のもと

に効果的で適切な対策を展開していくための行動

について政府専門家による情報交換を行うことと

なった。 
2005 年 11～12 月に開催された COP11 では京

都議定書の下での附属書Ｉ国の更なる約束に関す

る特別作業部会（AWG-KP）を、2007 年 12 月に

開催された COP13 では、新たに条約の下での長

期 的 協 力 の 行 動 の た め の 特 別 作 業 部 会

（AWG-LCA）を設置し、2013 年以降の枠組み

を COP15 までに合意を得て採択すること等に合

意した。しかしながら 2009 年 12 月に開催された

COP15 では、先進諸国は、京都議定書のみでは

世界規模の温室効果ガス削減に不十分であるとし

て、京都議定書を締結していない先進国（米国）

や同議定書の下で義務を負わない主要途上国（中

国、インド等）の排出削減を含めた包括的かつ実
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効的法的枠組みを構築すべしと主張したため、両

AWG での議論を継続することとなった。なお、

COP15 では、世界全体の気温の上昇が 2 度以内

にとどまるべきであるとの科学的見解を認識し、

長期の協力的行動を強化する「コペンハーゲン合

意」が日本、アメリカ、イギリス、オーストラリ

ア、ドイツ、フランス、中国、インド、ブラジル、

南ア、小島嶼諸国グループやアフリカ諸国グルー

プといった途上国地域代表等 30 近くの国・機関

の首脳級会合でなされた。しかし COP 全体会合

では数か国が、作成過程が不透明であったこと等

を理由に採択に反対したため、「同合意に留意する」

こととなった。 
2009 年 11～12 月に開催された COP17 では、

AWG-KP において第二約束期間設定に関する合

意がなされた。他方、すべての国が参加しない京

都議定書は公平性，実効性に問題を抱えていると

の観点から，日本はロシア，カナダと共に議定書

の第二約束期間に参加しないことを正式に表明し

た。また、AWG-LCA の議論を引き継ぐ形で、先

進国の緩和については科学上及び技術上の助言に

関する補助機関会合（SBSTA）の下で削減目標の

内容を明確にするための作業プログラム（2013〜
2014 年）が、途上国の緩和については、実施に関

する補助機関会合（SBI）の下で途上国による適

切な緩和行動の多様性に関する理解を深めるため

の作業プログラム（2013〜2014 年）が開始され

ることとなった。両 AWG ともその役目を全うし

たとして、COP18 で終了することとなった。 
また、COP17 では両 AWG とは別に、新しいプ

ロセスである「強化された行動のためのダーバ

ン・プラットフォーム特別作業部会」(ADP)を立

ち上げ、可能な限り早く、遅くとも 2015 年中に

作業を終えて、議定書、法的文書又は法的効力を

有する合意成果を 2020 年から発効させ、実施に

移すとの道筋に合意した。同作業部会は、2012
年前半に作業計画を作成し、作業の進展状況を

COP18 に報告することとなっていた。しかしな

がら COP18 までに作業計画がまとまらなかった

ことから、ADP での議論は COP19 でも行われる

こととなった。 
2013 年 11 月に開催された COP19 では、2020

年以降の枠組みについて、すべての国に対し、自

主的に決定する約束草案のための国内準備を開始

又は強化して、COP21 に十分先立ち（準備がで

きる国は 2015 年第 1 四半期までに）約束草案を

示すことを求めることを決定する等、今後の段取

りが決定した。 
 
参考文献 

Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. 
Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, H. Held, 
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G.-K. Plattner, G.W. Yohe, and F.W. Zwiers, 
2010: Guidance Note for Lead Authors of 
the IPCC Fifth Assessment Report on 
Consistent Treatment of Uncertainties. 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). 
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表 B.1 IPCC 評価報告書における可能性の表現 

用語（英語）  （和訳）  発生する可能性（確率）  

Virtually certain ほぼ確実 99～100% 

Extremely likely 可能性が極めて高い 95～100% 

Very likely 可能性が非常に高い 90～100% 

Likely 可能性が高い 66～100% 

More likely than not どちらかと言えば 50～100% 

About as likely as not どちらも同程度 33～66% 

Unlikely 可能性が低い 0～33% 

Very unlikely 可能性が非常に低い 0～10% 

Extremely unlikely 可能性がきわめて低い 0～5% 

Exceptionally unlikely ありえない 0～1% 

 

表 B.2 IPCC 評価報告書における確信度の表現 

確信度の尺度の高い方から、「非常に高い」、「高い」、「中程度の」、「低い」、「非常に低い」の５段階の表現を用いる。 
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付録C 日本国内の地球温暖化研究に関わる動向 

 

IPCC 第 5 次評価報告書において地球温暖化に

対する人為的な関与が確認されるなど、長年にわ

たる気候変動に関する研究はその成果を上げてき

た。しかし、気候変動にはまだ解明されていない

ことが多く、様々な視点で研究が進められている。

たとえば、災害に直結する極端な気象現象の将来

変化や社会・経済などへの影響を考える上で重要

な地域の詳細な気候変動については、防災や環境

保全を考える上で重要であるが、現時点において

は様々な不確定性が残っている。 
IPCC に応ずる形で、わが国では既に様々な気

候変動研究計画が立案・実施されてきた。ここで

は、IPCC 第 3 次評価報告書が公表された平成 13
年度以降の動きについて簡単に紹介する。温暖化

予測の基礎データとなる全球モデルによる温暖化

予測とその日本域ダウンスケールは、文部科学省

による「人・自然・地球共生プロジェクト」（平成

14～18 年度）、「21 世紀気候変動予測革新プログ

ラム」（平成 19～23 年度）、「気候変動リスク情報

創生プログラム」（平成 24～28 年度）の各プログ

ラム並びに気象庁より発刊された地球温暖化予測

情報第 6 巻（平成 17 年度）、第 7 巻（平成 20 年

度）、第 8 巻（平成 24 年度）に関わり実施されて

きた。特に第 6 巻の際にそのデータは気候変動イ

ニシアチブの枠組みにより広く影響評価研究者に

提供された。また、平成 26 年度には、環境省・・

気象庁が合同で日本域を対象とした、全ての RCP
シナリオのアンサンブル実験を気象庁のモデルを

用いて ES（地球シミュレータ）上で実施し、そ

のデータは文部科学省の DIAS（地球環境統融合

プログラム）を通じ配布されている。これら気象

学的・気候学的な基礎データは様々な影響評価研

究プロジェクトで利用されている。日本国内を対

象としたものとしては文部科学省の革新・創生各

プログラムの一部、気候変動推進プログラム

（RECCA：平成 22～26 年度）、環境省の環境研

究総合推進費（S-4：平成 17～21 年度、S-5：平

成 19～23 年度、S-8：平成 22～26 年度 等）が行

われている。またこれとは別に、農水省も独自の

温暖化影響評価・適応策のプログラムを推進して

いる。最近では、これらの各種プロジェクトの成

果を統合する動きが国内にある。文部科学省・環

境省・気象庁の 3 省庁が中心となり、気候変動の

観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気

候変動とその影響』がこれまで平成 21 年と平成

25 年に刊行されている。 
気象庁は、気象・気候の観測・監視を実施して

いる官庁として、これらの諸研究のうち特に温暖

化の基礎情報作成に貢献している。ここでは、こ

れらの研究の推進を目的とした気候変動に関わる

国内の諸プロジェクトについて、特に気象庁の関

与しているものを中心に紹介する。 
 
C.1 環境省地球環境研究総合推進費S-5 

 環境省地球環境総合研究推進費 S-5-3「温暖化

影響評価のためのマルチモデルアンサンブルとダ

ウンスケーリングの研究」について紹介する。本

課題は S-5「地球温暖化に係る政策支援と普及啓

発のための気候変動シナリオに関する総合的研究」

（平成 19～23 年度）（課題代表：東京大学サステ

ィナビリティ学連携研究機構 住明正（当時））の

中の 1 サブ課題（サブ課題代表：気象研究所 高

薮出）である。 
 
設定課題について 

グローバルな地球温暖化の進行に伴い、日本に

おける局地的な気候がどのように変わっていくの

かという問いに応えるために、本課題では以下の

3 つのテーマに沿った研究を実施した。 
① 気候予測データをダウンスケーリングにより

詳細化する 

② 詳細化した気候予測データの信頼性を確保す

る 

③ 詳細化した気候予測データをユーザーが使え

る形に加工する。 
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そのために、図C.1のような研究をデザインした。

データの詳細化には複数の異なる地域気候モデル

（気象研究所はNHRCMで参加）で行うことで、

モデル間の不確定性を取り扱った。また、影響評

価研究のユーザーが使える形への加工には、都市

域 で 複 数 の 都 市 モ デル （ 気 象 研 究 所 は

UC-NHRCM で参加）を用いた。これらの結果を

用いることで、将来の気候変動の評価、都市域の

温暖化とヒートアイランドの効果の分離などの評

価を実現した。 
 

C.2 文部科学省気候変動リスク情報創生プログ

ラムテーマＣ課題 

文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム

テーマＣ課題「気候変動リスク情報の基盤技術開

発」について紹介する。本課題は筑波大学が主担

当研究機関である。 
 

（1）課題設定の背景 

気候変動に係るリスク情報の創出には、様々な

要因が絡んでいるが、通常次の 3 つの要因から形

成される。 
① ハザード：リスクを引き起こす可能性のある

危険な気候現象 
② 暴露：ハザードの影響により損失を被る可能

性のある地域社会 

③ 脆弱性：地域社会が有する、ハザードの悪影

響を受けやすくする状況 
本テーマでは、リスク評価をイメージしたハザー

ド情報の創出が求められている。このために、 
① 気候変動リスク情報の基盤となる確率予測

情報の創出（領域課題代表：防災科学技術研

究所 大楽浩司） 
② 高度利活用（影響評価研究等）を支える標準

的気候シナリオの整備（領域課題代表：気象

研究所 高薮出） 
の 2 つの領域課題を立てている。①はリスク評価

に必要な確率情報を整備することを目指しており、

②はリスク評価に必要な最悪シナリオの評価に耐

えうる情報の整備を目指している。気象研究所は、

60km/20km 解 像 度 の 大 気 全 球 モ デ ル

（MRI-AGCM3.2）及び 5km 格子地域気候モデ

ル（NHRCM）により、主に②の領域課題に参加

している。 
 
（2）気象研究所の参画課題 
気象研究所では、長年にわたり開発を続けてお

り信頼性の高い全球大気モデル（CMIP5 実験に

参加）並びに地域気候モデル（地球温暖化予測情

報第 8 巻の元データを提供）により高解像度の計

算を実施し、詳細な影響評価に耐えうる情報の提

供を行っている。模式的に表したのが図 C.2 であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図C.1 S-5-3研究のデザイン 

①データを詳細化するのに３機

関の地域気候モデルを使い、③ユ

ーザー（図の右端）が使える形に

都市域は都市モデルを使い、農村

域は統計的にさらなるダウンス

ケーリングを行っている。 
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るが、20km 解像度の全球大気モデルを 25 年間連

続積分したのち、日本周辺のみ 5km の高解像モ

デルによりダウンスケールを行っている。日本列

島が完全に入り、また冬季気候の再現に重要な日

本海を含む形で領域を設定している。 
さらに、この文部科学省気候変動リスク情報創

生プログラムにおいて完成したダウンスケーリン

グシステムを用い、環境省・文部科学省・気象庁

共同で60km全球大気モデルのサンサンブル実験

とその20km地域気候モデルによるダウンスケー

リング実験の組を増やすことが行われた。RCP の

4つの各シナリオに対してはSSTアンサンブルと、

RCP8.5 シナリオに対しては対流スキームアンサ

ンブルも行っており、不確実性を含める形で予測

結果を算出することに成功している。 
 

C.3 文科省21世紀気候変動予測革新プログラム 

文部科学省では、世界最高水準のスーパーコン

ピュータ「地球シミュレータ」を活用した「人・

自然・地球共生プロジェクト」（平成14～18年度）

に続いて、これを発展させた「21 世紀気候変動予

測革新プログラム」（平成19～23年度）を実施し、

将来の気候変動の予測実験に取り組んだ。その研

究成果は IPCC 第 5 次評価報告書に寄与し、我が

国の気候変動に関する政策の立案に貢献している。 
このプログラムの中の研究課題のひとつである

「超高解像度大気モデルによる将来の極端現象の

変化予測に関する研究」（チーム代表：気象研究所

鬼頭昭雄（当時））において、気象研究所は 20km、

60km格子の高解像度全球大気モデルおよび1km、

2km、5km 格子の高解像度領域大気モデルの開発

と予測実験を実施するなど中心的な役割を務め、

地球温暖化条件下での「極端現象」の予測研究を

実施した（Kitoh et al., 2009）。 
 

（1）熱帯低気圧活動の将来変化予測 

地球温暖化が熱帯低気圧活動に及ぼす影響を調

べるには、まず、熱帯低気圧がある程度表現でき

る、水平方向の細かい格子の全球大気モデルが必

要となる。気象研究所では、気象庁全球数値予報

モデルを、熱帯地域の気候についても高い再現性

を示す気候モデルとして改良し、温暖化将来予測

実験を行った。特に将来変化予測実験で鍵となる

海面水温分布の将来変化と積雲対流モデルの仕様

については、その不確実性を考慮した複数の予測

実験を実施し、予測結果の不確実性も評価した。 
図 C.3 は、12 種類の温暖化将来予測実験から

21 世紀末 25 年間における熱帯低気圧の存在頻度

を計算し、現在の 25 年間と比較して将来変化を

示す（Murakami et al., 2012a）。熱帯低気圧の存

在頻度は、予測実験の設定に関係なく、西太平洋、

南太平洋、南インド洋で減少し、ハワイ周辺の中

部太平洋で増加する。熱帯低気圧の発生頻度につ

いても同様の結果が得られている。日本付近の存

在頻度の将来変化については、西日本で減少傾向、

東日本で増加傾向であるが、さらに詳細な研究が

必要と考えられる。強度で見ると、全球的に強い

熱帯低気圧の割合は増加し、特に日本の南方海上

では、非常に強い熱帯低気圧が増加すると予測さ

れている（Murakami et al., 2012b）。 
 
 

 
図C.2 創生テーマＣにおける20km解像度全球大気モデル、

5km格子地域気候モデルの計算の模式図 

右下部は影響評価研究への適用をイメージしている。この部

分は同プログラムのテーマＤ（領域課題代表：京都大学防災

研究所 中北英一）で行われる。研究は平成 24～28 年度ま

で行われ、詳細な影響評価研究にデータを提供し温暖化リス

ク評価に役立てられることが目標である。 
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(2) 将来の日本の確率降水量マップ 

100年に一度発生するような強い日降水量（100
年確率日降水量）の情報は、都市計画や河川など

の防災計画の策定のために非常に重要である。こ

のプログラムでは、高解像度全球大気モデルの 5
種類の予測結果を用いて日降水量分布の将来変化

を予測している（文部科学省, 2012）。図 C.4 によ

れば、北海道や東北地方では日本海側を中心に変

化率が大きい。西日本の太平洋側で比較的低い変

化率が計算されるが、それでも 110%を超えてい

て、将来、全国的に強い日降水量は増加する傾向

があることを示している。 

 
図C.4 21世紀末の100年確率日降水量の将来変化量（現

在の値に対する比率(%)） 
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付録D 異常気象や極端現象、気候変動に関する基本的知識 

 

 気温や降水量等の観測値は、様々な時空間スケ

ールの大気や海洋の運動のため、大きく変動して

いる。自然変動の影響を受ける限られた観測デー

タ（標本）の中から、地球温暖化に伴う気候系の

変化傾向を捉えるためには、時系列で並べた統計

量に偶発的な変動要因だけでは説明しにくい系統

的な変化傾向が含まれているか検定を行う。この

統計的検定の結果、経年変化が偶発的な変動要因

だけでは説明できないと判断される場合には、「統

計的に有意な傾向がある」と表現される。 
 本報告書では、統計量に見られる経年変化傾向

の有無の可能性について、統計的有意性を 99%、

95%、90%の信頼度水準で検定した結果を判断基

準としており、それぞれ本文中の記述とは表 D.1
の通り対応させている。統計的検定では、原理的

に「統計的に有意」と判定されても、その結果が

誤りである可能性が常に存在する。「信頼度水準

90%（95%、99%）以上で統計的に有意」の場合

には、観測値における経年変化傾向が偶発的な変

動要因により出現している確率が最大で10%（5%、

1%）含まれていることを意味している。逆に、系

統的な変化傾向が存在していても、それを正しく

検出できない場合もある。一般に、統計年数が短

い（標本数が少ない）、年々の変動幅が大きい、発

生頻度が極めて稀、等の場合には、今後新しいデ

ータが追加されることにより検定結果が変化する

可能性が大きい。本報告書の分析結果は、このよ

うな性質に留意の上で活用されたい。 

(1)  統計検定の手法 

 本報告書の統計的検定にあたっては、観測デー

タの自然変動成分が正規分布に従うことが仮定出

来る場合にはパラメトリック検定、正規分布に従

うことが仮定出来ない場合はノンパラメトリック

検定を行っている。 
 正規分布（図 D.1）とは、平均値の周囲に集積

するようなデータの分布を表した確率分布で、平

均値μ、標準偏差σを用いて以下の式で表わされ

る。 
 
 
 
例えば、気温の平均値である平均気温などは、正

規分布に従うと考えて差し支えない。しかし、異

常気象や極端現象の観測データは、所与の時間間

隔で起こる事象が一定の時間かつ一定の空間で発

生する確率であり、ポアソン分布に従うことが知

られている。ポアソン分布は平均発生回数λを用

いて以下の式で表わされる。 
 
 
 
ポアソン分布（図 D.2）は、十分に発生頻度が大

きい場合には、正規分布で近似することが可能で

あるが、発生頻度が小さい場合には正規分布を仮

定することは出来ない。また、最大日降水量や最

大風速など極値の観測データは極値分布（図 D.3）

表D.1 統計的な信頼度水準に対応する本文中の記述 

信頼度水準 本文中の対応する記述 

99%以上で有意 「増加（減少）している（信頼度水準99%で統計的に有意）」 

「上昇（下降）している（信頼度水準99%で統計的に有意）」 

95%以上で有意 「増加（減少）傾向が明瞭に現れている（信頼度水準95%で統計的に有意）」 

「上昇（下降）傾向が明瞭に現れている（信頼度水準95%で統計的に有意）」 

90%以上で有意 「増加（減少）傾向が現れている（信頼度水準90%で統計的に有意）」 

「上昇（下降）傾向が現れている（信頼度水準90%で統計的に有意）」 

上記以外 「変化傾向は見られない」 
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に従うと考えられ、正規分布に従うことが仮定で

きない。また、降水量は対象とする時間によって

確率分布が異なり、対象とする時間が長くなるほ

ど対数正規分布（下限値がある場合の正規分布）

から正規分布に近づく性質がある（図 D.4）。この

ため、月降水量など対象とする時間が短い場合に

は、正規分布が仮定出来ない場合がある。 
ノンパラメトリック検定は、観測データの値で

はなく順位に着目した検定であり、観測データの

確率分布に寄らず検定出来る利点がある。従って、

ポアソン分布や極値分布、対数正規分布など、あ

らゆる性質の観測データに対して利用可能である。 
 
(2)  検定力 

 有意水準αは 100−信頼度水準（％）で定義され、

統計的に有意と判定された場合に、その結果が誤

っている確率、即ち空振り率を示している。この

ような統計検定の誤りは第1種の過誤と呼ばれる。

一方、有意水準をα、効果量（系統的な変化量）

を d とした時の図 D.5 におけるβは、統計的に有

意な傾向があるにも関わらず、それが検出されな

い確率、即ち見逃し率を示している。このような

統計検定における見逃しは第 2種の過誤と呼ばれ

る。この時 1−βは統計的に有意な傾向がある場合

に、統計的に有意と正しく検出される確率を示し

ており、検定力と呼ばれる。 
有意水準αと検定力 1−βは、有意水準αを小さ

くすれば、検定力 1−βも小さくなり、有意水準α

を大きくすれば検定力 1−βも大きくなる関係に

ある。また、標本数 n が大きくなるほど、βの値

 
図D.1 標準正規分布 

平均値μ=0で、標準偏差σ=1の正規分布。 

 
図D.2 ポアソン分布 

平均発生回数λの値により分布が変化。 

 
図D.3 極値分布 

東京の年最大日降水量の例。 

 

 

 
図D.4 降水量のヒストグラム 

上から順に年降水量、夏季降水量、月降水量。東京の例。 
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ばかりが標本として抽出される確率は小さくなる

ため、検定力は標本数 n が大きくなるほど大きく

なる性質がある。これは標本数 n が多いほど統計

検定の信頼性が向上することを意味している。従

って、統計期間が長いほど検定結果の信頼性が高

いと考えて良い。 
一般的に、ノンパラメトリック検定はパラメト

リック検定に比べて検定力が小さいことが知られ

ており、統計的に有意な変化傾向を正しく検出す

るためには、パラメトリック検定に比べて多くの

データが必要である。そのため、平均気温など明

らかに正規分布の仮定が成立する場合には、パラ

メトリック検定の利用が望ましい。 
 
(3)  時系列データの均質性 

 年々の時系列データを統計する場合には、時系

列データが統計期間を通じて均質である必要があ

る。しかし、100 年余りの長期間の統計では以下

のような様々な要因により不均質性が生じる可能

性がある。 

① 測所の移転 

② 測器や観測施設の変更 

③ 観測所周辺の都市化 

④ 観測回数や観測時刻の変更 

⑤ 観測所周辺のミクロな環境変化 

不均質なデータを統計に用いると、誤った統計

結果が導かれる可能性がある。本報告書では不均

質性の影響を除外するため、①の観測所の移転に

ついては、補正が可能な気温については大野ほか

（2011）による補正を行い、補正が不可能な気温

以外の要素については移転した官署を除外して統

計を行っている。②の測器や観測施設の変更につ

いては、地上気象観測指針に記された許容範囲を

超える影響がある場合（統計的に切断している場

合）には統計に用いていない。③の観測所周辺の

都市化については、都市化の影響が小さい観測所

を選定して統計を行っている。④の観測回数や観

測時刻の変更については、統計結果に与える影響

は小さいと考えられることから、特に補正等は行

っていない。⑤の観測所周辺のミクロな環境変化

とは、雑草が茂ったり近隣の樹木が成長したりす

る変化のことを指すが、気象台の観測については、

整備された露場で行われており、職員が毎日点検

することになっているため、大きな誤差を生じる

可能性は小さい。しかし、アメダスによる観測は

観測のための敷地が十分でない場合があることや

点検頻度が少ないため、気象台の観測に比べると

品質が劣る可能性がある。 

 

(4)  時系列データの周期性 

 時系列データの中には、周期性を持つものがあ

る。世界の年平均気温の例を図 D.6 に示す。1910
年頃から1940年頃までの約30年間は昇温傾向が

続いているが、1940 年頃～1970 年頃までの約 30
年間は停滞傾向が続き、1970 年頃から 2000 年頃

までの約30年間には再び昇温傾向となっている。

このような時系列データの周期性は、自己相関（系

列相関）と呼ばれる。仮に、1940～1970 年にか

けてのデータのみで統計を行った場合には昇温傾

向は検出されず、より長い期間に対する傾向とは

 
図D.5 有意水準α、検定力1-β、効果量dの関係      図 D.6 世界の年平均気温 
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異なった「変化傾向なし」との誤った結果が導か

れることになる。このように 30 年程度の期間の

観測データでは、長い周期の自然変動による影響

が除去されていない可能性があり、十分とは言え

ない。そのため、時系列データの統計には可能な

限り長期間のデータで統計を行う必要があり、可

能ならば100年以上の統計期間により統計を行う

ことが望ましい。 
 
(5)  パラメトリック検定 

 パラメトリック検定には、以下のピアソンの積

率相関係数 r を用いている。 
 

 

 

 

 

ピアソンの積率相関係数 r は正規分布に従う性

質があるため、以下の統計量 T 値を求めると、T
値は自由度 n-1 の t 分布に従う。t 分布とは正規

分布からn個の標本を取りだした時の確率分布で、

図 D.7 に示すように自由度（≒標本数-束縛条件）

が大きくなるほど、次第に正規分布に近づく性質

がある。t 分布を利用した検定は一般に t 検定と

呼ばれる。 
 

 

 

t 分布は標本数によって有意となる基準値が変

わるため、正規分布の場合の有意水準の目安を図

D.8 示す。偶発的に T 値が 1.65 より大きくなる可

能性は 10%未満であるから、T 値が 1.65 より大

きければ信頼水準 90%以上で有意と判定される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図D.7 t分布と標準正規分布の関係 

 
図D.8 正規分布における両側検定の信頼水準（有意水準）の目安 

21

2

r
nr

T






















n

i
i

n

i
i

n

i
ii

YY
n

XX
n

YYXX
nr

1

2

1

2

1

)(
1

1)(
1

1

))((
1

1



（付録 D 異常気象や極端現象、気候変動に関する基本的知識） 

 
236 

(6)  ノンパラメトリック検定 

ノンパラメトリック検定は、前述のように観測

データの値ではなく、順位に着目した検定である。

まず全てのデータを順位に変換し、順位のデータ

からケンドールの順位相関係数 rkを求める。P は

順位が同方向のデータ数、Q は順位が逆方向のデ

ータ数を意味する。 

 
 
 
 
 
ケンドールの順位相関係数 rk は正規分布に従

う性質があるため、以下の統計量 Z を求めると Z
値は自由度 n-1 のｔ分布に従う。 
 
 
 
 
 
従って、パラメトリック検定と同様に、偶発的に

Z 値が 1.65 より大きくなる可能性は 10%未満で

あるから、Z 値が 1.65 より大きければ信頼水準

90%以上で有意と判定される。 
この様に、ノンパラメトリック検定はデータの

値ではなく、データの順位から相関係数を求めて

統計していること以外は、パラメトリック検定と

同様である。 
 
(7)  最小二乗法 

 ここまで統計的に有意な経年変化傾向があるか

どうか調べる手法を説明してきた。本報告書では

統計的に有意な変化傾向があると判定された場合

には、長期的な変化傾向を直線で示しているが、

この直線は最小二乗法により求めている。最小二

乗法とは、図 D.9 に示す全データの残差ｄの二乗

和を最小にする直線の式を求める手法である。最

小二乗法の係数 aと bは以下の公式により求めら

れる。ここで係数 a は長期的な変化率を示してお

り、トレンドと呼ばれる。100 年あたりの変化率

とは a を 100 倍、10 年あたりの変化率とは a を

10 倍したものである。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
図D.9 最小二乗法の概念図 
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用語一覧 

 
（海洋の）亜寒帯循環：海洋表層の循環を参照。 

 

（海洋の）亜熱帯循環：海洋表層の循環を参照。 

 

アンサンブル予報（予測）：初期値にある観測（解

析）誤差程度のわずかな違いや数値予報モデルの

不完全性に基づくばらつきなどをもとに複数の数

値予報を行い，それぞれの結果を統計的に処理す

る予測手法。 

 

ウォーカー循環：太平洋赤道域で見られる東西の

循環。通常、対流圏下層で東風が、上層で西風が

吹いており、インドネシア付近が上昇気流域に、

太平洋東部が下降気流域になっている。エルニー

ニョ現象時にはこの循環が弱くなることが知られ

ている。 

 

エルニーニョ／ラニーニャ現象：エルニーニョ現

象は、太平洋赤道域の中央部から南米ペルー沿岸

にかけての広い海域で海面水温が平年より高い状

態が半年から一年半程度続く現象である。逆に、

同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現

象はラニーニャ現象と呼ばれる。気象庁では、エ

ルニーニョ監視海域（北緯 5 度～南緯 5 度、西経

150 度～西経 90 度）の月平均海面水温の基準値

（その年の前年までの 30 年間の各月の平均値）

との差の 5 か月移動平均値が、6 か月以上続けて

＋0.5℃以上／－0.5℃以下となった場合をエルニ

ーニョ／ラニーニャ現象としている。詳細は第

1.1.6 項参照。 
 

エーロゾル：大気中に浮遊している固体あるいは

液体の微粒子。地表や海面から舞い上がるものや、

工業活動によって排出される煤煙、気体（前駆物

質）から生成される二次生成粒子などがある。太

陽光の吸収・散乱や凝結核として雲の生成などに

影響する。エーロゾルのうち、粒子の大きさ（粒

径）が 2.5m 以下と非常に小さいものを微小粒子

状物質（PM2.5）という。PM2.5 は、髪の毛の太

さの 1/30 程度と非常に小さいため、吸引による健

康への影響が懸念されている。 

 

温室効果：地球の大気には二酸化炭素などの温室

効果ガスと呼ばれる気体がわずかに含まれている。

これらの気体は赤外線を吸収し、再び放出する性

質があるため、太陽からの光で暖められた地球の

表面から熱放射として放出された赤外線の多くが、

大気に吸収され、再び射出された赤外線が地球の

表面に吸収される。これらの過程により、地表面

及び地表面付近の大気を暖めることを温室効果と

呼ぶ。仮に温室効果が無い場合の地球の表面の温

度は－19℃と見積もられているが、温室効果のた

めに世界の平均気温はおよそ 14℃と推定される。

大気中の温室効果ガスが増えると温室効果が強ま

り、地球の表面の気温が高くなる。代表的な温室

効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素などがある。なお、水蒸気は最も大きな温室効

果を持つが、地球温暖化問題を議論する際には一

般的に人為起源温室効果ガスとは区別して扱う。 
 

海洋表層の循環：海面から 1000m 深程度までの

海洋の流れを、長期間にわたって平均すると、海

洋にはいくつかの大規模な水平方向の流れがある。

全球規模でみると、南極大陸周囲に流量の大きい

東向きの海流（南極環流）があり、各大洋（太平

洋・大西洋・インド洋）の亜熱帯域などに大規模

な循環が存在する。このような海洋表層の循環は、

主に海上を吹く風が海面に及ぼす力（風応力）に

よって駆動されている。北太平洋海域をより詳細

に見ると、熱帯域には反時計回りの熱帯循環、亜

熱帯域には時計回りの亜熱帯循環、亜寒帯域には

反時計回りの亜寒帯循環がある。このような循環

は、いくつかの海流により構成され、亜熱帯循環

では、北赤道海流、黒潮及び黒潮続流、カリフォ
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ルニア海流などの海流により、亜寒帯循環であれ

ば親潮や亜寒帯海流などの海流により構成されて

いる（図：海洋表層の循環の模式図）。 

 

図：海洋表層の循環の模式図（北半球冬季における循環を

模式化） 

 

北赤道海流：海洋表層の循環を参照。 

 

極端現象：気候的な平均状態から大きく離れた現

象。異常気象は 30 年に 1 回以下の発生頻度の現

象を指すが、極端現象はこれより発生頻度が大き

い現象も含む。台風のように年に複数回起こる現

象でも気象災害を起こしたり、社会経済に大きな

影響を及ぼしたりすることから、統計上の発生頻

度に関わらず極端現象と呼ぶ。 

 

黒潮及び黒潮続流：海洋表層の循環を参照。 

 

ジェット気流：対流圏界面付近を中心に対流圏上

層を吹いている帯状の非常に強い風。通常は

10km くらい上空に強風の軸があり、中心の風速

は寒候期には 50～100m/s に達する。 
 

子午面循環：子午線に沿う南北流と鉛直流からな

る循環。東西に帯状平均したときに得られる平均

子午面循環をさすことが多い。 
 
人為起源：ある現象の原因のうち、人間活動に帰

せられるもの。気候変動の場合、気候システムの

内部変動等は自然起源であるのに対して、人間活

動に伴う温室効果ガスやエーロゾル等の排出に起

因する変動について人為起源と呼ぶ。 

 
全球：地球全体のこと。 
 
外向き長波（赤外）放射：晴天時は地表から、雲

のある場合には雲の上端から、宇宙に向かって放

出される長波放射の強さ（赤外線のエネルギー量）

を表す。この強さは雲の上端の高さに対応するた

め、小さい値ほど背の高い積乱雲があることを示

している。 
 
台風の上陸：台風の中心が北海道・本州・四国・

九州の海岸に達した場合をいう。 
 
台風の接近： 

a) ある地点への台風の接近：台風の中心が、その

地点を中心とする半径 300km 以内の域内に入る

こと。 
b) ある広がりをもった地域（地方予報区など）へ

の台風の接近：台風が、その地域の地理的な境界

線（海岸線、県境など）から半径 300km 以内の

域内に入ること。 
ただし、その地域に含まれるいずれかの気象官署

に接近したことをもって替えることがある。 
 
長期変化傾向：年々の値から短周期の変動を取り

除いた際の変化の方向、またはその量。10 年や

100 年あたりの変化量として表すことが多い。 

 
南方振動：エルニーニョ／ラニーニャ現象は、太

平洋の赤道付近で吹いている持続的な東風（貿易
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風）と密接な関係がある。貿易風は、エルニーニ

ョ現象時には弱く、ラニーニャ現象時には強い傾

向が見られる。貿易風の強さを決める要因は太平

洋の東部と西部の間の海面気圧の差だが、この気

圧差は大小を交互に繰り返しており、これを南方

振動という。エルニーニョ／ラニーニャ現象と南

方振動は、それぞれが独立に起きているのではな

く、大気と海洋が相互に影響を及ぼしあって起き

ている一つの現象の異なった側面であり、これら

を総合的に捉えて「エルニーニョ・南方振動（El 
Niño - Southern Oscillation）」、略して「エンソ

（ENSO）」という。 

 

二酸化炭素：地球温暖化に及ぼす影響が最も大き

な温室効果ガス。工業化時代の始まり（18 世紀半

ば）以降、人間活動に伴う化石燃料の消費、森林

減少などの土地利用の変化、セメント生産などに

よる二酸化炭素の排出により大気中の濃度が増加

しつつある。大気中の二酸化炭素の増加量は、化

石燃料の燃焼によって放出された二酸化炭素量の

うち平均して 55%に相当し、残りの 45%は海洋や

陸上生物圏によって大気中から除去されている。 
 
ハドレー循環：低緯度における子午面方向の南北

直接循環。この循環の上昇気流域は対流活動が活

発な熱帯収束域に、下降気流域は亜熱帯高気圧域

に対応する。北半球が夏の時は赤道付近の対流圏

下層では南風が、上層では北風が吹き、冬の時は

その逆となる。 
 
ヒートアイランド現象：都市域の高温現象。人工

排熱や都市環境などの影響で都市域が郊外と比較

して高温となる現象。詳細は P61【コラム⑤】ヒ

ートアイランド現象を参照。 
 
ブロッキング高気圧：中・高緯度で偏西風の蛇行

が非常に大きくなった場合、高緯度側に蛇行した

リッジが発達した場所では地上でも高気圧が発達

し、停滞する。この高気圧をブロッキング高気圧

という。詳細は第 1.1.5 項を参照。 
 
平年差（比）の表現：「高い（多い）」「平年並」「低

い（少ない）」などの階級は、気温、日照時間、降

水量などの値が地域ごとに天候が平年と比べてど

うかを表す。「高い（多い）」「平年並」「低い（少

ない）」の階級区分値は、30 年間（現在は 1981
～2010 年）における地域平均平年差（比）が、3
つの階級に等しい割合で振り分けられる（各階級

が 10 個ずつになる）ように決める。また、値が

30 年間の観測値の下位又は上位 10％に相当する

場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多

い）」と表現する。 

 
平年値：その地点での気候を表す値で、その時々

の気象（気温、降水量、日照時間など）や天候（冷

夏、暖冬、少雨、多雨）を評価する基準として利

用される。気象庁では 30 年間の平均値を用い（現

在は 1981～2010 年の平均）、西暦年の 1 位の数

字が 1 になる 10 年ごとに更新している。 
 
平年並、平年より～：「平年並」、「平年より高い」

などの表現は、「平年並」、「高い」といった階級区

分の範囲に値が入ることを意味する。通常、階級

区分は「平年より～」といった表現を用いるが、

階級区分を示さない場合は、その平年値との差を

示す「平年値を上回る」といった表現を用いる。 
 
偏差：特に断りのない限り、平年値からのずれを

示す。平年差と意味は同じ。 
 
放射強制力：大気中の温室効果ガスやエーロゾル

により、放射のバランスがそれらがない場合と比

べてどの程度変化するかをあらわす量。通常、対

流圏界面での値を使う。これが正（＋）の場合は

対流圏を暖める効果（地球温暖化）があり、負（－）

の場合は冷やす効果がある。 
 
北極振動：高緯度域と中緯度域における海面気圧
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が、シーソーのように一方が高いと一方が低くな

る現象である。北極地方の海面気圧が平年より高

く、中緯度帯の気圧が平年より低い場合を「負の

北極振動」と呼び、北極地方から中緯度に向かっ

て寒気が流れ込みやすくなる。逆に、北極地方の

気圧が平年より低く、中緯度帯の気圧が平年より

高い場合を「正の北極振動」と呼び、中緯度への

寒気の南下が弱くなる。詳細は 1.1.5 項を参照。 
 
モンスーン：季節風（季節的に交替する卓越風系）

を意味し、広い意味では、この季節風に伴う雨の

変化（雨季・乾季）も含めてモンスーンと定義さ

れる。季節風が卓越する地域はモンスーン（季節

風）気候帯と呼ばれる。代表的なものとしては、

アジアモンスーン（インドモンスーンを含む）、オ

ーストラリアモンスーン、アフリカモンスーン、

南アメリカモンスーンなどがあり、アジアモンス

ーンに伴う対流活動の変動は日本の天候に大きな

影響を与える。 
 

ラニーニャ現象：エルニーニョ現象を参照。 

 

ロスビー波：地球の回転の影響で、大気中や海洋

中に存在する大規模な波。コリオリ力の水平成分

の大きさは緯度によって異なり、これが復元力と

して働いている。偏西風が大規模な山岳にぶつか

ることや、広い範囲で海上の風の強さや向きが変

化して水温躍層の深さが変わることなどによって

励起される。ロスビー波自体の位相速度は西向き

で、波長が大きいほど位相速度が大きい。 

 

PgC：炭素換算でペタグラム（1015g）。1 ペタグラ

ムは 10 億トン。 

 

ppm,ppb,ppt：測定している物質が、どの程度大

気中に存在しているかを表す割合。ppm（parts 
per million）は10-6（大気分子100万個中に1個）、

ppb（parts per billion）は 10-9（大気分子 10 億

個中に 1 個）、ppt（parts per trillion）は 10-12（大

気分子 1 兆個中に 1 個）。  
 
これらのほか、用語については気象庁ホームペー

ジの予報用語一覧も参考のこと。 
（ http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo
_hp/mokuji.html） 
 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo
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略語一覧 

 
AABW 南極底層水  (Antarctic Bottom Water) 
ACC 南極周極流  (Antarctic Circumpolar Current) 
ACE 熱帯低気圧積算エネルギー 34 (Accumulated Cyclone Energy)  

ADP 強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会  (the Ad 
Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) 

AGCM 全球大気モデル  (Atmospheric General Circulation Model) 
AMD 大西洋数十年規模振動  (Atlantic Multi-decadal Oscillation)  
AO 北極振動  (Arctic Oscillation) 
AOD エーロゾル光学的厚さ  (Aerosol Optical Depth) 
AOPC 気 候 の た め の 大 気 観 測 パ ネ ル  (Atmospheric Observation Panel for 

Climate) 
AWG-KP 京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会  (the 

Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol) 

AWG-LCA 長期的協力の行動のための特別作業部会  (the Ad Hoc Working Group on 
Long-term Cooperative Action under the Convention) 

BSISO 北半球夏季季節内振動  (Boreal Summer Intraseasonal Oscillation) 
BSRN 基準地上放射観測網  (Baseline Surface Radiation Network) 
CDD 最大連続無降水日数  (Consecutive Drought Days) 
CDW 周極底層水  (Circumpolar Deep Water) 
CFCs クロロフルオロカーボン類  (Chlorofluorocarbons) 
CFMIP-2  第 2 期 雲 強 制 力 モ デ ル 間 比 較 プ ロ ジ ェ ク ト  (Could Feedback Model 

Intercomparison Project Phase-2) 
CGCM 全球大気海洋結合モデル  (Coupled Global Circulation Model) 
CLIVAR 気 候 と 海 洋 － 変 動 性 と 予 測 可 能 性 、 変 化 －  (Climate and Ocean - 

Variability, Predictability, and Change) 
CLiC 気候と雪氷圏計画  (Climate and Cryosphere) 
CMA 中国気象局  (China Meteorological Administration) 
CMIP(X) 第 X 期結合モデル国際比較計画  (Coupled Model Intercomparison Project 

X) (ex. CMIP3, CMIP5) 
COBE-SST 全球月平均海面水温格子点データセット  (Daily Sea Surface Analysis for 

Climate Monitoring and Predictions) 
COI 利益相反  (Conflict of Interest) 
COP  締約国会議  (Conference of the Parties) 
COPES 地球システムの統合的観測及び予測  (Climate System Observations and 

Prediction Experiment) 
                                                   
34 別の訳があてられる場合もある。  
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CRCM 大気・海洋結合地域気候モデル  (Coupled Regional Climate Model) 
CRM 雲解像モデル  (Cloud-Resolving Model) 
CRU イーストアングリア大学気候研究ユニット  (Climatic Research Unit) 
CTD 電気伝導度水温水深計  (Conductivity Temperature Depth profiler) 
DMSP 国防気象衛星プログラム  (Defense Meteorological Satellite Program) 
EA イベントアトリビューション  (Event Attribution) 
EC 欧州共同体  (European Community) 
ECMWF  ヨ ー ロ ッ パ 中 期 予 報 セ ン タ ー  (European Centre for Medium Range 

Weather Forecast) 
ECVs  必須気候観測要素  (Essential Climate Variables) 
EM-DAT 米国国際開発庁海外災害援助局とルーベンカトリック大学災害疫学研究所 

(ベルギー)の災害データベース (Emergency Events Database) 
ENSO  エルニーニョ・南方振動  (El Nino and Southern Oscillation) 
ERA ECMWF 長期再解析  (ECMWF ReAnalysis) 
ESCAP 国連アジア太平洋経済社会委員会  (Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific) 
EU ヨーロッパ連合  (European Union) 
FWCC  第 1 回世界気候会議  (First World Climate Conference) 
GAW 全球大気監視  (Global Atmosphere Watch) 
GCOS 全球気候観測システム  (Global Climate Observing System) 
GEO 地球観測に関する政府間グループ  (Group on Earth Observations) 
GEOSS 地球観測システム  (Global Earth Observation System of Systems)  
GEWEX 全 球 エ ネ ル ギ ー ・ 水 循 環 実 験 計 画  (Global Energy and Water Cycle 

Experiment) 
GFCS 気 候 サ ー ビ ス の た め の 世 界 的 枠 組 み  (Global Framework for Climate 

Services) 
GISS 米国 NASA のゴダート宇宙科学研究所  (NASA Goddard Institute for 

Space Studies) 
GOOS 全球海洋観測システム  (Global Ocean Observing System) 
GPCC 世界降水気候センター  (Global Precipitation Climatology Centre)  
HCFCs  ハイドロクロロフルオロカーボン類  (Hydrochlorofluorocarbons) 
HFCs ハイドロフルオロカーボン類  (Hydrofluorocarbons) 
HKO 香港天文台  (Hong Kong Observatory) 
HY-INT 水分気候強度  (Hydroclimatic Intensity) 
HadAM3 ハドレーセンター大気モデルバージョン 3 (Hadley Centre Atmospheric 

Model 3) 
HadCM3 ハドレーセンター結合モデルバージョン 3 (Hadley Centre Coupled Model, 

version 3) 
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HadCRUT4 ハドレーセンター・気候研究ユニット地上気温データセットバージョン 4 
(Hadley Centre - Climatic Research Unit Version 4) 

HadGEM(x) ハドレーセンター全球環境モデルバージョン 1 (Hadley Centre Global 
Environmental Model, version x) (ex. HadGEM1, HadGEM2) 

IAC インターアカデミーカウンシル  (Inter Academy Council) 
ICESat アイスサット  (Ice, Cloud, and land Elevation Satellite) 
ICOADS 国 際 統 合 海 洋 気 象 デ ー タ セ ッ ト  (International Comprehensive 

Ocean-Atmosphere Data Set) 
ICSU  国際科学会議  (International Council for Science) 
IOC  政府間海洋学委員会  (Intergovernmental Oceanographic Commission) 
IOCCP 国際海洋炭素観測連携計画  (International Ocean Carbon Coordination 

Project) 
IPCC 気候変動に関する政府間パネル  (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 
IPO 太平洋数十年規模振動  (Inter-decadal Pacific Oscillation) 
IRIN  統合地域情報ネットワーク  (Integrated Regional Information Networks) 
JCOMM 合同海洋・海 上気象 専門委員会  (the Joint technical Commission for 

Oceanography and Marine Meteorology) 
JMA-MOT  気象庁機動調査班  (JMA Mobile Observation Team) 
JRA-55  気象庁 55 年長期再解析  (Japanese 55-year ReAnalysis) 
JTWC 合同台風警報センター  (Joint Typhoon Waning Center) 
LES  ラージ・エディ・シミュレーション  (Large-Eddy Simulation) 
MJO マッデン・ジュリアン振動  (Madden-Julian Oscillation) 
MOC  子午面循環  (Meridional Overturning Circulation) 
MTSAT-2 運輸多目的衛星  (ひまわり 7 号 ) (Multi-functional Transport Satellite-2) 
NADW  北大西洋深層水  (North Atlantic Deep Water) 
NAM 北半球環状モード  (Northern Annular Mode) 
NAO  北大西洋振動  (North Atlantic Oscillation) 
NASA  米国航空宇宙局  (National Aeronautics and Space Administration) 
NCDC 米国気候データセンター  (National Climatic Data Center) 
NEAR-GOOS 北東アジア地域海洋観測システム  (North-East Asian Regional GOOS) 
NHRCM  非静力学地域気候モデル  (NonHydrostatic Regional Climate Model) 
NOAA 米国海洋大気庁  (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
NODC  米国海洋データセンター  (National Oceanographic Data Center) 
NPDW  北太平洋深層水  (North Pacific Deep Water) 
NPIW 北太平洋中層水  (North Pacific Intermediate Water) 
NSIDC 米国雪氷データセンター  (National Snow and Ice Data Center) 
OLR  外向き長波  (赤外 )放射  (Outgoing Longwave Radiation) 
OOPC  気候のための海洋観測パネル  (Ocean Observations Panel for Climate) 
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PDO  太平洋十年規模振動  (Pacific Decadal Oscillation) 
PJO  極夜ジェット振動  (Polar night Jet Oscillation) 
PMEL 太平洋海洋環境研究所  (Pacific Marine Environmental Laboratory) 
PMIP3  第 3 期 古 気 候 モ デ リ ン グ 国 際 相 互 比 較 計 画  (Paleoclimate Modelling 

Intercomparison Project-Phase3) 
PROVIA  気 候 変 動 に 対 す る 脆 弱 性 、 影 響 、 適 応 に 関 す る 研 究 計 画  (the Global 

Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and 
Adaptation) 

QA/SAC  品質保証科学センター  (Quality Assurance/Science Activity Centre) 
RCP  代表的濃度経路  (Representative Concentration Pathways) 
RIHMI-WDC ロシア水文気象環境監視局  全ロシア水文気象情報研究所  世界データセン

タ ー  (All-Russian Research Institute of Hydrometeorological 
Information - World Data Center) 

RSMC 地域特別気象中枢  (Regional Specialized Meteorological Center) 
SAM  南半球環状モード  (Southern Annular Mode) 
SBAs 社会利益分野  (Societal Benefit Areas) 
SBI 実施に関する補助機関  (Subsidiary Body for Implementation) 
SBSTA 科 学 上 及 び 技 術 上 の 助 言 に 関 す る 補 助 機 関  (Subsidiary Body for 

Scientific and Technological Advice) 
SDII 単純日降水強度指数  (Simple Day Intensity Index) 
SDS-WAS 砂塵嵐の警 戒及び影 響評価のた めのシス テム  (Sand and Dust Storm 

Warning Advisory and Assessment System) 
SIO 米 国 ス ク リ プ ス 海 洋 研 究 所  (Scripps Institution of Oceanography, 

University of California, San Diego) 
SLP  海面気圧  (Sea Level Pressure) 
SNS ソーシャル・ネットワーキング・サービス  (Social Networking Service) 
SOI 南方振動指数  (Southern Oscillation Index) 
SPARC 成 層 圏 過 程 と そ の 気 候 へ の 影 響 に 関 す る 研 究 計 画  (Stratospheric 

Processes and their Role in Climate) 
SPM 政策決定者向け要約  (Summary for Policymakers) 
SRCCS  二酸化炭素回収・貯留に関する特別報告書  (Special Report on Carbon 

Dioxide Capture and Storage) 
SRES  排 出 シ ナ リ オ に 関 す る 特 別 報 告 書  (Special Report on Emissions 

Scenarios) 
SREX  気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特

別報告書  (Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation) 

SROC オゾン層及び地球の気候系の保護に関する特別報告書  (the Special Report 
on Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System) 
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SRREN  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 源 と 気 候 変 動 緩 和 に 関 す る 特 別 報 告 書  (Special 
Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation) 

SSM/I マイクロ波放射計  (Special Sensor Microwave/Imager) 
SSP  社会経済シナリオ  (Shared Socio-economic Pathway) 
SWCC  第二回世界気候会議  (Second World Climate Conference) 
TOPC  気候のための陸面観測パネル  (Terrestrial Observation Panel for Climate) 
UKMO35 英国気象局  (United Kingdom Met Office) 
UN 国際連合  (United Nations) 
UNCED 国際連合環境開発会議  (United Nations Conference on Environment and 

Development) 
UNEP 国際連合環境計画  (United Nations Environmental Project) 
UNESCO 国際連合教育科学文化機関  (United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization) 
UNFCCC 気 候 変 動 に 関 す る 国 際 連 合 枠 組 み 条 約  (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) 
USDM  米国干ばつモニター  (United States Drought Monitor) 
WCASP 世界気候利用・サービス計画  (World Climate Applications and Services 

Programme) 
WCC 世界較正センター  (World Calibration Centre) 
WCC-3 第三回世界気候会議  (World Climate Conference-3) 
WCDMP 世 界 気 候 デ ー タ ・ 監 視 計 画  (World Climate Data and Monitoring 

Programme) 
WCP  世界気候計画  (World Climate Programme) 
WCRP 世界気候研究計画  (World Climate Research Programme) 
WCSP 世界気候サービス計画  (World Climate Services Programme) 
WDCGG 温 室 効 果 ガ ス 世 界 資料 セ ン タ ー  (World Data Centre for Greenhouse 

Gases) 
WGCM 結合モデル開発作業部会  (Working Group on Coupled Modeling) 
WGNE 数値実験作業部会  (Working Group on Numerical Experimentation) 
WGRC 地域気候作業部会  (Working Group on Regional Climate) 
WGSIP 季節から年々規模予報に関する作業部会  (Working Group on Seasonal to 

Interannual Prediction) 
WMO  世界気象機関  (World Meteorological Organization) 
WOCE 世界海洋循環実験計画  (World Ocean Circulation Experiment) 
WOD  全球海洋観測データベース  (World Ocean Database) 
WWRP 世界天気研究計画  (World Weather Research Programme) 

                                                   
35 UKMET と表記する場合もある。  
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参考図 1 世界の地域区分 

 

 

   

参考図 2 日本の地域区分 
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参考図 3 日本の地上気象観測所分布図  
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【あ】 
アイスランド低気圧 .......................................... 35 
アジア・南西太平洋地区の品質保証科学センター

 ..................................................................... 221 
アゾレス高気圧.................................................. 35 
亜熱帯高気圧 ........................................ 13,35,184 
亜熱帯循環 ....................................... 76,80,94,133 
アメダス ..................................15,28,114,160,234 
アリューシャン低気圧 ............ 85,94,100,184,187 
アルゴフロート...........................................77,220 
アルゴ計画 ......................................................... 77 
アルベド ................... 64,90,193,198,208,211,215 
アンサンブル予報 .............................................. 29 
 
【い】 
異常寡照 .......................................................22,24 
異常気象 ................................ 1,7,21,24,29,32,40, 

109,111,156,232 
異常高温 ........................................ 7,21,23,24,111 
異常少雨 ........................................... 22,24,65,111 
異常多雨 .................................... 22,24,65,112,191 
異常多照 .......................................................22,24 
異常低温 ................................................ 21,24,111 
一酸化炭素 ....................................................... 142 
一酸化二窒素 .................................... 141,208,215 
イベントアトリビューション ............................ 29 
 
【う】 
ウォーカー循環.............................. 47,97,100,185 
 
【え】 
エーロゾル ............................. 30,59,122,146,156, 

183,197,208,215,221 
エクマン流 ....................................................... 133 
エタン .............................................................. 140 
エルニーニョ ...... 25,36,40,65,76,93,130,185,208 
 

【お】 
大雨................... 1,7,15,25,28,67,109,111,170,180 
大雪................................................................. 3,24 
オゾン ....................... 55,63,142,208,215,218,221 
オホーツク海高気圧 ......................... 27,37,38,186 
温室効果ガス ..........29,30,54,59,110,127,156,215 
温室効果ガス世界資料センター ............... 128,221 
オングストローム指数 .................................... 147 
 
【か】 
海水塩分 ................................................ 76,78,137 
解析雨量 ....................................................... 15,18 
海氷............................................................. 86,194 
海面水位 ..................................................... 81,189 
海面水温 ............................................................ 68 
海洋気象観測船 ............................................... 127 
海洋酸性化 ................................................ 128,138 
海洋前線 .......................................................... 188 
海洋貯熱量 ......................................................... 80 
火山噴火 ......................................... 59,64,146,208 
風応力 ................................................................ 78 
寒冬............................................................... 36,87 
寒波............................................. 1,7,10,24,38,109 
干ばつ ............................................... 1,13,109,212 
 
【き】 
気象災害 ......................................................... 1,15 
気象庁定線観測 ................................................. 76 
気候サービスのための世界的枠組み ............... 219 
気候値 ............................................. 37,77,156,208 
気候と海洋－変動性と予測可能性、変化－ .... 220 
気候と雪氷圏計画 ............................................ 220 
気候変動と水に関する技術報告書 .................. 223 
気候変動に関する国際連合枠組条約 ............... 224 
気候変動に関する政府間パネル ...................... 222 
気候変動に対する脆弱性、影響、適応 
に関する研究計画 ............................................ 220 
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気候変動リスク情報創生プログラム 
 ...................................................... 227,228,229 

気候変動推進プログラム ................................. 227 
気候変動枠組条約 ............................................ 224 
気候モデル ..................................... 31,38,156,228 
季節から年々規模予報に関する作業部会 ....... 220 
北太平洋亜熱帯モード水 ............................76,137 
北太平洋回帰線水 ............................................ 133 
北太平洋深層水.................................................. 78 
北大西洋振動 ...................................... 35,100,133 
北太平洋中層水...........................................76,137 
北大西洋深層水.................................................. 78 
北半球環状モード .............................................. 35 
極渦 ...............................................................36,88 
極端現象 ........................... 29,65,109,111,191,229 
 
【く】 
クラウジウス＝クラペイロン .......................... 170 
グリーンランド..................................... 81,90,168 
黒潮続流 ................................................. 71,76,85 
クロロフルオロカーボン類 ............................... 78 
 
【け】 
傾圧不安定 ....................................................... 188 
結合モデル開発作業部会 ................................. 220 
結合モデル相互比較計画 ......................... 162,220 
顕熱 ........................................................... 211,212 
 
【こ】 
洪水 .......................................................... 1,15,116 
合同海洋･海上気象専門委員会 ........................ 220 
神戸コレクション .............................................. 68 
古気候 .............................................................. 167 
国際海洋炭素観測連携計画 ............................. 127 
酷暑害 ...........................................................15,19 
国連環境開発会議 ............................................ 224 
国連環境計画 .................................... 218,220,222 
 
 

【さ】 
サイクロン ........................................................... 1 
再生可能エネルギー源と気候変動緩和 
に関する特別報告書 .................................... 223 

砂塵嵐の警戒及び影響評価のためのシステム 
 ..................................................................... 222 

サプライチェーン ............................................. 5,9 
残暑............................................................... 21,26 
サンフォトメータ ............................................ 147 
 
【し】 
ジェット（気流） .............................................. 37 
  アジア－ ..................................................... 40 
  亜熱帯－ ............................... 12,25,38,40,186 
  寒帯前線－ ............................................ 12,38 
  モンスーン－ .............................................. 39 
ジオエンジニアリング .................................... 210 
子午面循環 ............................................... 36,78,80 
実施に関する補助機関会合 ............................. 225 
シベリア高気圧 ................................ 12,37,38,187 
シルクロードパターン ....................... 27,38,39,40 
周極底層水 .................................................... 74,78 
集中豪雨 ......................................................... 7,15 
人為起源 ...................................29,54,59,132,141, 

157,191,208,212,222 
深層水温 ............................................................ 68 
森林火災 ............................................... 3,7,30,147 
 
【す】 
数値実験作業部会 ............................................ 220 
ストームトラック ..................................... 171,184 
 
【せ】 
成層圏極夜ジェット振動 ................................... 36 
生物季節観測 ..................................................... 57 
世界海洋循環実験計画 ..................... 74,76,78,136 
世界気候会議 ............................................ 218,219 
世界気候計画 ................................................... 218 
世界気候研究計画 ............................................ 220 
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世界気候サービス計画 ..................................... 220 
世界気候データ・監視計画 ............................. 220 
世界気候利用・サービス計画 .......................... 220 
世界較正センター ............................................ 221 
世界天気研究計画 ............................................ 222 
赤外放射 ...................................... 33,144,208,215 
雪氷圏 .........................................................90,208 
全球エネルギー・水循環実験計画 .................. 220 
全球海洋観測システム ..................................... 220 
全球気候観測システム ..................................... 219 
全球大気監視 .......................................... 127,221, 
全球大気モデル............ 160,174,176,228,229,230 
全天日射量 ........................................ 144,145,167 
潜熱 .................................................... 170,211,212 
 
【そ】 
外向き長波放射.................................................. 46 
 
【た】 
大気海洋結合モデル ................................ 168,177 
大西洋数十年規模振動 ..................................68,93 
台風 .........................................1,15,23,96,116,184 
太平洋高気圧 .............. 19,25,39,148,166,177,186 
太平洋数十年規模振動 ....................................... 94 
太平洋十年規模振動 ............ 47,73,86,93,133,208 
太陽放射 .................................. 34,59,63,122,127, 

144,163,167,208,215 
高潮 ........................................................ 5,116,190 
竜巻 ................................................. 4,6,18,19,123 
多年氷 ................................................................ 87 
炭素循環 ............................. 127,133,157,197,212 
暖冬 .............................................................36,167 
 
【ち】 
地域気候作業部会 ............................................ 220 
地域気象観測所........................................... 15,114 
地球温暖化 ...... 29,36,38,52,111,127,144,157,227 
地球環境統融合プログラム ............................. 227 
地球観測システム ............................................ 221 

地球観測に関する政府間グループ .................. 221 
地球システムの統合的観測及び予測 ............... 220 
地球シミュレータ .............................. 174,227,229 
地球放射収支 ................................................... 209 
地滑り ............................................................... 1,7 
チベット高気圧 ................................ 27,28,40,185 
貯熱量 ......................................................... 80,190 
 
【つ】 
対馬暖流 ....................................................... 71,73 
 
【て】 
底層水温 ............................................................ 74 
テレコネクション ....................................... 39,193 
電気伝導度水温水深計 ...................................... 76 
 
【と】 
土砂災害 .................................................. 1,15,116 
土壌水分 ................................................... 193,212 
 
【な】 
雪崩...................................................................... 3 
南岸低気圧 ....................................................... 187 
南極.................................. 81,86,129,163,194,222 
  －周極流 ..................................................... 78 
南方振動 ......................................... 40,46,130,133 
 
【に】 
二酸化炭素回収・貯留に関する特別報告書 .... 223 
 
【ね】 
熱塩循環 ........................................... 74,76,78,164 
熱帯低気圧 ..................... 1,32,71,117,180,183,229 
熱中症 .......................................19,20,26,28,30,61 
熱波.........................................1,7,37,109,191,193 
 
【は】 
梅雨........................... 1,15,25,65,114,166,174,184 
  －前線 ................................................. 1,15,25 
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ハイエイタス ..................................................... 59 
ハイドロクロロフルオロカーボン類 ....... 142,144 
ハイドロフルオロカーボン類 .................. 142,144 
人・自然・地球共生プロジェクト .......... 227,229 
ハドレー循環 .................................... 171,187,193 
ハリケーン ...................................................... 1,97 
ハロカーボン類.......................... 128,142,144,215 
 
【ひ】 
ヒートアイランド .......................... 19,61,165,228 
ひまわり .................................................. 148,210 
 
【ふ】 
風水害 ................................................................ 15 
風成循環 ............................................................ 78 
プラネタリー波.................................................. 36 
ブロッキング ............................... 7,8,37,38,39,87 
  －高気圧 ....................................... 7,8,38,186 
フロン類 ........................................... 142,144,215 
 
【へ】 
米国海洋大気庁............................................... 6,13 
米国航空宇宙局.................................................. 87 
偏西風 .......................... 7,12,24,37,71,85,166,184 
 
【ほ】 
放射強制力 .............. 59,128,139,141,156,198,215 
  実効－ ............................................... 198,215 
放射収支 .....................................................59,144 
貿易風 .................................... 39,46,47,59,80,199 
暴風 .........................................................5,6,17,18 
飽和水蒸気量 ..................................... 113,170,173 
北極 ...................................... 24,35,54,86,163,194 
北極振動 ....................................... 24,35,36,39,64 
 
【ま】 
マッデン・ジュリアン振動 ............................... 32 
 
 

【み】 
南半球環状モード .............................................. 35 
 
【む】 
無降水日 ............................................ 110,173,176 
 
【め】 
メタン ................................... 90,139,208,215,221 
 
【も】 
猛暑..................................................... 19,21,26,37 
  －日 ....................................................... 20,11 
モンスーン ..................... 1,7,9,32,96,168,184,212 
  アジア－ ................................................ 25,39 
  インド－ ..................................................... 34 
モントリオール議定書 .................................... 144 
 
【や】 
やませ ...........................................71,161,167,184 
 
【ゆ】 
ユネスコ政府間海洋学委員会 ......................... 220 
 
【ら】 
ライダー ................................................... 149,200 
ラニーニャ ................. 7,24,27,40,94,133,135,208 
 
【ろ】 
ロスビー波 ..............................8,38,40,85,100,186 
 
【A】 
AABW ............................................................... 78 
ACC ................................................................... 78 
AMO ........................................................ 93,97,99 
AO ........................................................... 35,36,39 
AOD ................................................................ 147 
AWG-KP ......................................................... 224 
AWG-LCA ....................................................... 224 
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【C】 
CDW .............................................................74,78 
CFC-11 .................................................... 129,143 
CFC-113 .......................................................... 144 
CFC-12 ............................................................ 141 
CFCs...........................................................78,142 
CLiC ................................................................ 220 
CLIVAR ........................................................... 220 
CMIP ............................................................... 220 
CMIP3 ........................................................64,162 
CMIP5 ................................................ 64,162,228 
COBE-SST ........................................ 41,68,71,94 
COP ................................................................. 225 
COPES ............................................................ 220 
CryoSat-2 .......................................................... 87 
CTD ................................................................... 76 
 
【D】 
DIAS ................................................................ 227 
 
【E】 
EA ...................................................................... 29 
EM-DAT ........................................................ 2,4,7 
ENSO ............................................ 40,60,130,133 
 
【F】 
FWCC .............................................................. 218 
 
【G】 
GAW .......................................... 127,219,221,222 
GCOS ...................................................... 219,221 
GEO ................................................................. 221 
GEOSS ............................................................ 221 
GEWEX........................................................... 220 
GFCS ....................................................... 219,220 
GISTEMP ......................................................... 53 
GOOS ...................................................... 220,221 
 
 

【H】 
HCFCs ............................................................ 142 
HFCs ............................................................... 142 
 
【I】 
IAC ........................................................... 223,224 
ICESat .............................................................. 87 
IOC .................................................... 218,219,220 
IOCCP ............................................................. 127 
IPCC ...................................................... 29,36,222 
 
【J】 
JCOMM .......................................................... 220 
JMA－MOT ...................................................... 18 
JMATEMP ........................................................ 52 
 
【M】 
MJO .................................................................. 32 
MOC .................................................................. 78 
MTSAT-2 ......................................................... 148 
 
【N】 
NADW ............................................................... 78 
NAM .................................................................. 35 
NASA ........................................................... 53,87 
NOAA ......................................... 6,13,53,68,74,76 
NODC ............................................................... 76 
NPDW ............................................................... 78 
NPGO ........................................................... 95,96 
NPIW ................................................................ 76 
 
【O】 
OLR .............................................................. 33,46 
 
【P】 
PDO ........................................47,54,73,86,93,133 
PJO ................................................................... 36 
PROVIA .......................................................... 220 
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【Q】 
QA/SAC ........................................................... 221 
 
【R】 
RCP ................................................................. 158 
RECCA ............................................................ 227 
 
【S】 
SAM................................................................... 35 
SBI ................................................................... 225 
SBSTA ............................................................. 225 
SDS-WAS ........................................................ 222 
SOI .................................................................... 46 
SPARC............................................................. 220 
SRCCS ............................................................ 223 
SRES ............................................................... 157 
SREX ............................................................... 223 
SROC .............................................................. 223 
SRREN ............................................................ 223 
SWCC .............................................................. 219 
 
【U】 
UKMO ............................................................... 53 
UNCED ........................................................... 224 
UNEP .............................................. 218, 220,222 
UNFCCC................................................. 218,223 
 
【W】 
WCASP ........................................................... 220 
WCC ........................................................ 219,221 
WCC-3 ............................................................. 219 
WCDMP .......................................................... 220 
WCP ................................................................ 218 
WCRP ............................................... 146,219,220 
WCSP .............................................................. 220 
WDCGG .................................................. 128,221 
WGCM ............................................................ 220 
WGNE ............................................................. 220 
WGRC ............................................................. 220 

WGSIP ............................................................ 220 
WOCE .............................................. 74,76,78,136 
WOD ................................................................. 76 
WWRP ............................................................ 222 
 


