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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．本書について 

気象庁では、昭和 49（1974）年以来 7 回にわたって「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－」（異常気象レポート）と題した報告書を作成し、異常気象や地球温暖化など

の気候変動及びそのほかの地球環境の現状や見通しについて、最新の科学的な知見を公表してきた。 
今般、過去 100 年を超える長期間の監視結果や最新の予測結果を総合的に解析した結果などに基

づいて、「異常気象レポート 2014」（以下、「報告書」という）を刊行した。報告書の特徴は、気象

庁による観測、監視、解析結果のほか、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の評価報告書や

内外の研究機関の最近の研究成果を基に、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。 
本書は、報告書の主な事項の要点をまとめたものである。各事項の詳細を知りたい場合には、報

告書の対応する箇所（本書では（）内の斜字体が報告書の対応する箇所を示す）を参照いただきた

い。 
 
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
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(ii) 

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。 
 
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。 
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第 1 章 異常気象と気候変動の実態 

最近（2005～2013 年）の異常気象と気象災害（第 1.1 節）1 

世界の最近の異常気象と気象災害（第 1.1.1 項、第 1.1.2 項） 

○ 世界の各地で、熱帯低気圧2・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。 
○ 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 つの事例についてまとめた。 
 

世界の最近の気象災害（第 1.1.1 項） 

世界各地で発生した気象災害の中で、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

S1.1 に掲載した。世界の各地で、熱帯低気圧・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。 
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 年に発表した報告（WMO, 2013）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 年間の方が災害による死者が

多くなっている（＋20％）ことを示した。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。 
 
世界の最近の異常気象（第 1.1.2 項） 

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 つの事例についてまとめた。概

要は以下のとおり。 
① 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。 
② 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。 
③ 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。 
④ 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 （）内斜字体は異常気象レポート本文の対応する箇所を示す。 
2 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。 
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図 S1.1 2005～2013 年に発生した世界の主な気象災害（図 1.1.1） 

2005～2013 年に世界で発生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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日本の最近の気象災害（第 1.1.3 項） 

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 S1.2 に挙げるとともに、そ

の概要を以下に示す。表 S1.1 には最近 9 年間の主な気象災害の被害状況、また、表 S1.2 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。 
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、同じような地方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。 
同じような地方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、2011

年には、新潟県や福島県を中心に記録的な大雨となり、多数の被害が発生した。 
また、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増加傾向にある。図 S1.3
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。 

 
図 S1.2 風水害による被害状況の推移（1990～2013 年）（図 1.1.17） 

「消防白書」より作成。 
 
 

日本の最近の異常気象と気象災害（第 1.1.3 項、第 1.1.4 項） 

○ 日本の各地で、台風や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、広い範囲で夏の高温に起因する酷暑害が発生した。 
○ 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。 
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図 S1.3 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（図 1.1.18） 

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。 

 

表 S1.1 最近 9年間の主な気象災害の被害状況 （2005～2013 年）（表 1.1.2） 

 

※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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日本の最近の異常気象とその背景要因（第 1.1.4 項） 

最近 9 年（2005～2013 年）の期間は概ね高温傾向であり、2010 年には日本の年平均気温が歴代

4 位の顕著な高温となった。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。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）が顕著に多く、春（3～5 月）と冬（12～2 月）は相対的に少なかった（図 S1.4）。 

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、

最近 9 年は全国的に高温となることが多くなっていた。この中で、2010 年は全国的な猛暑となり、

2013 年夏も西日本を中心に記録的な猛暑となった。また、2012 年は 8 月下旬～9 月中旬にかけて

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。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、最近 9 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

表 S1.2 最近 9年間の主な気象災害の気象の記録 （2005～2013 年）（表 1.1.3） 

 
※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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1946 年以降の 3 月としては 2002 年に次ぐ高温となった。以上より、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。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。 
2005～2013 年の期間の年降水量は、年々の変動が大きかった。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、また春も多かった。夏と秋は相対的

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は 12 月に特に多かった。

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。 
 
 
 
 
図S1.4 2005～2013 年の季節別異常気象

発生件数（図1.1.19） 

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。 

 

【コラム】異常気象発生数の算出方法  

 

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（気象庁, 2005）に基づいて実施した。 

 
 
 
 

(件) 
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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。 

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 S1.5）。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、NINO.1+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3。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。図 S1.6 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。1949～2012 年の 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。2005 年以降の 9 年間では、エルニーニョ現象は 2009 年夏～2010
年春までの 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。 

 

  

                                                   
3 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。 

エルニーニョ／ラニーニャ現象（第 1.1.6 項） 

○ 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。 

 
図 S1.5 エルニーニョ現象などの監視海域の位置（図 1.1.40） 

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 S1.6 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）（図 1.1.41） 

単位は℃。1950 年 1 月～2014 年 6 月まで。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）。基準値は前年までのの 30 年平均。 
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大気・海洋・雪氷の長期変化傾向（第 1.2 節） 

大気の長期変化傾向（第 1.2.1 項、第 1.2.2 項） 

○ 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。 
○ 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。 
 

気温の長期変化傾向（第 1.2.1 項） 

1891～2013 年の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）（図 S1.7）。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 位までの年はすべて

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。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。IPCC 第 5 次評価報告書（2013）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支配的な原因であった可能性が

極めて高いと評価している。 
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国内 15 地点のデータ（使用した地点

は表 1.2.3 参照）から求めている。日本の 1898～2013 年における年平均気温の変化を図 S1.7(b)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、長期的には同様に上

昇傾向であり（信頼度水準 99%で統計的に有意）、その上昇率は 100 年あたり 1.14℃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。 

 

 

図 S1.7 世界及び日本の年平均気温の変化（(a)：図 1.2.1(a)の縦軸のスケールを変更し掲載、 (b)：図 1.2.5(a)） 

(a)1891～2013 年の世界の年平均気温偏差及び(b)1898～2013 年の日本の年平均気温偏差。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） 
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降水の長期変化傾向（第 1.2.2 項） 

世界の降水の監視にあたっては、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 年における世界の年平均降水量の変化を図 S1.8(a)に示す。世界の降水量には、1970
年頃以降にみられる気温上昇のような急激な変化4（図 S1.7(a)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、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。半球別にみると、世界全体の陸域に対する陸域の割合

が多い北半球の変化の傾向は、当然ながら世界全体（陸上のみ）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。 
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

うに選別された国内51地点（使用した地点は表1.2.4を参照）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 S1.8(b)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。 
地球温暖化の降水に与える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。 

 

  

                                                   
4 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。 
 

 

図 S1.8 世界及び日本の年降水量の変化（(a)：図 1.2.6(a)、(b)：図 1.2.8） 

(a) 世界の年降水量偏差。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。(b) 日本の年降水量偏差。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。それぞれ青い太線は偏差の 5 年移動平均を示す。基準値は 1981～2010 年の 30 年平均値。 

（a） （b） 
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海洋の長期変化傾向（第 1.2.3 項～第 1.2.5 項） 
○ 世界平均の海面水温は、100 年あたり 0.51℃の割合で上昇している（1891～2013 年）。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。 

○ 世界全体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）。 

○ 世界の海面水位は、1901～2010 年の期間に、0.19m 上昇した。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。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。 
 
海面水温の長期変化傾向（第 1.2.3 項） 

世界の年平均海面水温平年差の時系列を図 S1.9 に示す。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。1891～2013 年の海面

水温の長期変化傾向（図 S1.9 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。南北太平洋、南北大西

洋、インド洋の 5 海域それぞれの海面水温平年差の時間的な変化をみると、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。5 海域の海面水温の長

期変化傾向は 100 年あたり 0.4～0.7℃の上昇であった。 
日本近海における、1900～2013年までのおよそ100年間にわたる、海域平均海面水温（年平均）

の長期変化傾向を図S1.10に示す。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。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

る可能性があると考えられる。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

（Pacific Decadal Oscillation）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いえる訳ではない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 S1.9 世界の年平均海面水温平

年差の経年変化（1891～2013年）（図

1.2.10） 

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。 
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図 S1.10 日本近海の海域平均海面水温（年平均）

の長期変化傾向（℃/100 年）（図 1.2.14 左上） 

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、『＊』を付加した値は同 95％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 年～2013 年。 
 

 
海洋貯熱量の長期変化傾向（第 1.2.4 項） 

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

（ここでは、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。 
世界全体で積算した表層貯熱量の経年変化を図 S1.11 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 年までの増加率は 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

けて急激に増加した。2000 年代に入ってから一旦傾きが緩やかとなったものの、その後は引き続き

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）、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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 S1.11 全球海洋表層貯熱量の経年変化（図

1.2.16） 

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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海面水位の長期変化傾向（第 1.2.5 項） 

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。IPCC
（2013）によると、過去の世界の海面水位変化について、1901～2010 年の期間に 0.19[0.17～0.21]m
上昇し（角括弧の範囲は 90％の信頼区間）（図 S1.12）、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と結論づけている。海面水位の上昇の要因としては、海洋の熱

膨張、氷河の変化、グリーンランド氷床の変化、南極氷床の変化及び陸域の貯水量の変化を挙げて

いる。 
日本沿岸の海面水位の経年変化を図 S1.13 に示す。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。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（図 S1.7
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。 
 

 

 

図S1.12 世界平均の海面水位の変化（図1.2.19） 

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）。すべ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。 

 

図 S1.13 日本沿岸の海面水位の経年変動（1906～2013 年）（図 1.2.21 上） 

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（使用した地点は図 1.2.20 を参照）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。 
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雪氷の長期変化傾向（第 1.2.6 項、第 1.2.7 項） 

○ 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、

年々の変動の振幅が大きいものの、1971 年以降長期的に減少傾向がみられる｡ 
○ 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。 
 
海氷域の長期変化傾向（第 1.2.6 項） 

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｡ 
図 S1.14 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

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。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。世界全体（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、南極域と合わせて

世界全体でみると減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図S1.14 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）（図 1.2.24） 

破線は変化傾向を示す。 
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オホーツク海の海氷域面積の経年変化を図 S1.15 に示す。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、2004～2013 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）以降の最大は 1978
年（オホーツク海の 98％）、最小は 1984 年（オホーツク海の 55％）に記録し、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｡ 
 
 
 

 

図 S1.15 オホーツク海の海氷域面

積の経年変動（1971～2013 年）（図

1.2.25） 

積算海氷域面積は前年12～5月まで

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月までの

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の変

化傾向、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30年平均値。 

 
積雪域の長期変化傾向（第 1.2.7 項） 

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。 

図 S1.16 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
 

 

 

 

 

図 S1.16 月ごとの北半球における積雪域面積

の（上）平年値（106km2）及び（下）1988～2013

年の変化傾向（106km2/10 年）（図 1.2.26） 

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）。 
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年の 26 年間の変化傾向を示す。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。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。 
日本における積雪については、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、

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（図 S1.17）。 

図 S1.17 地域ごとの年最深積雪の経年変化（図 1.2.29 中段左及び下段左） 

各観測点（使用した地点は表 1.2.8 参照）ごとに平年比（平年値は 1981～2010 年の 30 年平均値）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。 
 
異常気象と極端現象の長期変化傾向（第 1.3 節） 

世界及び日本の異常気象・極端現象の長期変化傾向（第 1.3.1 項、第 1.3.2 項） 

○ 世界全体では、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。 
○ 日本においては、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）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。

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候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, 2013）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。 
 
世界の異常気象・極端現象の長期変化傾向（第 1.3.1 項） 

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。 
また、同報告書では、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
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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。 
 
日本の異常気象・極端現象の長期変化傾向（第 1.3.2 項） 

図 S1.18 に、1901～2013 年の 113 年間における日本の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による影響が現れている

と考えられる。 
図 S1.19 に、1901～2013 年の 113 年間における日本の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、地球温暖化と整合した傾向が現れている可

能性が考えられる。 

 
図 S1.18 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）（図 1.3.3） 

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。 

 
図 S1.19 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）（図 1.3.5） 

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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図 S1.20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。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、強雨による降水の強度や頻度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S1.20 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）

（図1.3.6） 

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。 

台風の長期変化傾向（第1.3.3項） 

○ 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。 
 
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 S1.21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。 
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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。 
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。日本への接近数の長期的な変化

傾向は、発生数と同様にみられなかった。 
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 S1.22

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。「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。 

 

 

 

 

 

図 S1.21 台風の発生数・接近数・上陸数（図

1.3.7） 

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 年の平均値）

を示す。 
 
 
 
 
 
 
図 S1.22 「強い」以上の台風の発生数・発生割

合（図 1.3.8） 

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。 
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大気組成等の長期変化傾向（第 1.4 節） 

大気・海洋中の二酸化炭素の長期変化傾向（第 1.4.1 項） 

○ 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、

1.6ppm/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。 
 
大気・海洋中の二酸化炭素の長期変化傾向（第 1.4.1 項） 

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5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）。大気中の二酸化炭素濃度は、18 世紀半ばで約 280ppm 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。 
図 S1.23 に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（1ppm は体積比で 100 万分の１）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。 
北西太平洋の東経 137 度に沿った海域では、気象庁の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 1.6±0.2 ppm の速度で上昇を続けていることが示された

（図 S1.24）。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（図 S1.25）。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。 
二酸化炭素以外の主な温室効果ガスでは、メタン、一酸化二窒素の大気中の濃度も増加傾向にあ

る。フロン類（CFCs）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みられる。ただし、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）は増加傾向にあ

る。 

                                                   
5 数年以上の寿命で大気中に長く留まる温室効果ガスを「長寿命温室効果ガス」という。大気中の寿命は、応答時

間（一時的な濃度増加の影響が小さくなるまでの時間）や滞留時間（気体総量／大気中からの除去速度）で表す。 
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図 S1.23 大気中の二酸化炭素濃度の

経年変化（図 1.4.4） 
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。 
 
 

 
図 S1.24 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）（図 1.4.9） 

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。 
 
 

 
図 S1.25 東経 137 度における pHの経年変化（図 1.4.19） 

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。 
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エーロゾルの長期変化傾向（第 1.4.6 項） 

○ 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。 
 
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。 
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（直接的効果）。さらに、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。 
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 S1.26 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。 

 
図 S1.26 バックグランド大気混濁係数の経年変化（1960～2013 年）（図 1.4.32） 

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。 
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【コラム】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 A 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 B 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 A 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⑨.1） 

  

  
図 B 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。（図⑨.2） 
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第 2 章 異常気象と気候変動の将来の見通し 

気候変動予測と将来予測シナリオ（第 2.1 節） 

○ 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

するものである。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。 
○ 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。 
 

気候変動予測の手法とその不確実性（第 2.1.1 項） 

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。 
これらモデルの中で時間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。 
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、同じ気候モデルでもパラメーター等の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。 
 
将来予測のシナリオ（第 2.1.2 項） 

本報告書で用いている主な将来予測シナリオとして、気候の状態に大きく影響する、社会・経済

動向の想定から算出されたシナリオ（SRES：Special Report on Emissions Scenarios、排出シナ

リオに関する特別報告書）と政策的な緩和策も考慮した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されたシナリオ（RCP：Representative Concentration Pathways、
代表的濃度経路）の 2 つがある。SRES シナリオは IPCC の評価報告書では第 3 次評価報告書（2001
年）から用いられており、地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁, 2013）もこのシナリオをもとに予

測計算を行っている。一方、RCP シナリオは、IPCC が SRES シナリオに代わるシナリオとして第

5 次評価報告書（2013 年）で用いている。 
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、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、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。なお、放射強制力で見ると、後述する SRES A1B
シナリオは RCP6.0 シナリオとほぼ対応する。 
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大気の将来の見通し（第 2.2 節） 

気温、降水量の将来の見通し（第 2.2.1 項、第 2.2.2 項） 

○ IPCC 第 5 次評価報告書によると、21 世紀末（2081～2100 年）における世界平均地上気温は、

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 シナリオ）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 シナリオ）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。 
○ 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の予測ほどは明瞭でない。

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。 
○ 地球温暖化予測情報第 8 巻によると、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。 
 

気温の将来の見通し（第 2.2.1 項） 

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 シナリオという。）に基づいて、将来予測が評価された。21 世紀末までの世界平均地上気

温の変化予測を図 S2.1 に示す。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）

ではシナリオの違いは小さく、世界の平均気温は 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、

1986～2005 年の平均気温に対して「厳しい排出削減対策を行う想定」のシナリオ（RCP2.6 シナリ

オ）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 シナリオ）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 シナリ

オを除く全てのシナリオで 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。 

 
図 S2.1 複数の気候モデルによる世界の平均気温の予測結果（図 2.2.1） 

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）より、図の一部を加工し引用。 
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地球温暖化予測情報第 8 巻による、全国及び地域別の年平均気温の昇温量を図 S2.2 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。将来は日本のすべ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、日本も同様の傾向を示している。 
 

 

 

 

 

 

図 S2.2 全国及び地域別の年平均気温の変化（将来気候

の現在気候との差）（図 2.2.4(a)） 

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。 

 

降水量の将来の見通し（第 2.2.2 項） 

IPCC 第 5 次評価報告書による、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

S2.3 に示す。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 RCP8.5 シナリオでは世界全体（陸上＋海上）の年降水量の増加は 5～10％程度、

RCP2.6 シナリオでは 2％程度である。 

図 S2.3 21 世紀までに予測される世界平均降水量（図 2.2.9） 

（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 シ

ナリオに基づく予測結果であることを示す。IPCC（2013）より引用。 

陸：4～9月 海：4～9月 

陸：10～3月 海：10～3月 
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地球温暖化予測情報第 8 巻による、21 世紀末までの日

本の年降水量の変化予測を図 S2.4 に示す。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。

これは現在観測されてい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（図略）、

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、水蒸気

量の増加と低気圧の通り道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も増加する予測

結果となっている。図 S2.5 は、1 時間降水量 50mm 以

上となる非常に激しい雨の 1 地点あたり年間発生回数の

変化を示す。すべての地域で、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ま

れ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 S2.6 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、増加する傾向となって

いる。 
 

 
 

 

図 S2.4 年降水量の変化の分布（図 2.2.14） 

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。 

 
図 S2.5 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（図 2.2.15） 

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）より引用。温室効果ガス排出シナリ

オは SRES A1B である。 

 
図 S2.6 無降水日（日降水量 1.0mm 未満）の年間日数の

変化（図 2.2.16） 

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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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。 
 
極端な気象現象（第 2.2.3 項） 

○ 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。 
○ 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、世界全体の発生数はあ

まり変わらないかやや減少し、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。 
 

 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）の将来変化予測によると、東アジアでは、

21 世紀末頃には 20 世紀末頃と比べて、シナリオによって差はあるが、2～4℃程度の上昇が予測さ

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。 
 日本について詳しく見るために、地球温暖化予測情報第 8 巻の予測結果を図 S2.7 に示す。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地域

区分ごとに示したものである。沖縄・奄美以外の地域では上昇量は 2.5～3℃、沖縄・奄美ではやや

小さく夏季の平均気温と概ね同程度の上昇となっている。 

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）の将来変化予測をみると、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、シ

ナリオによって差はあるが、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。 
日本について詳しく見るために、地球温暖化予測情報第 8 巻の予測結果を図 S2.8 に示す。図 S2.7

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

 

 
 
 
 
 

 

図S2.7 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（図 2.2.21） 

日本の主要な地域区分ごとに、20 世紀末頃と 21 世紀末頃

の差として示す。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。 
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の主要な地域区分ごとに示したものである。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、東アジアの予測と同程度の増加率が予

測されている。 
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。IPCC 第 5 次評価報告書ではこの

不確実性を踏まえつつ、世界全体の発生数はあまり変わらないかやや減少し、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予測している。 

 

日本付近の季節進行の変化（第 2.2.4 項） 

○ 地球温暖化に伴って、梅雨明けが遅くなることが予測されている。 
○ やませが出現しやすい季節は現在より遅くなると予測されている。 
 

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。地球温暖化

に伴う梅雨の変化として、梅雨入りはあまり変わらないが、梅雨明けが遅れることが多くの研究で

示されてきた（例えば、Kusunoki., 2006）。また、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も指摘されてきている（例えば、Kitoh and Uchiyama, 2006）。 

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）
は複数の気候モデルを用いて、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。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。 

  

 

 

 

 

 

 

図S2.8 再現期間20年で発生するような極端な大雨の将

来変化（図 2.2.23） 

日本の主要な地域区分ごとに、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。 
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海洋・雪氷の将来の見通し（第 2.3 節） 

海面水位の将来の見通し（第 2.3.1 項） 

○ 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 S2.9）。 

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

暖化に伴って大きくなる（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。 
 

 

 

 

 

 

図 S2.9 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）（図 2.3.1） 

RCP2.6 シナリオ（青）と RCP8.5 シナリオ（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。 
 

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。なお、RCP4.5 シナリオと RCP8.5 シナリオによると、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 シナリオによる世界平均の海面水位変化予測（図 S2.10）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。

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。 
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図 S2.10 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（図 2.3.4） 
RCP4.5 シナリオに基づく（IPCC，2013）。 
 

海氷、雪氷の将来の見通し（第 2.3.2 項、第 2.3.3 項、第 2.3.4 項） 

○ IPCC 第 5 次評価報告書によると、RCP8.5 シナリオでは、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。 
○ ほぼ世界的に積雪期間の始めと終わりでは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。 
○ 地球温暖化予測情報第 8 巻によると、日本では、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。 
 

海氷の将来の見通し（第 2.3.2 項） 

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 S2.11 は RCP2.6 及び RCP8.5 シ

ナリオによる 9 月の北極の海氷域面積の時系列である。21 世紀の終わりまでの予測では、北極海の

夏季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 シナリオの 43％から RCP8.5 シナリオの 94％の間である。なお、2 月の海氷域の減少は

RCP2.6 シナリオの 8％から RCP8.5 シナリオの 34％の間である。 

 
図 S2.11 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）（図 2.3.5） 

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、複数の気候モデルの平均を

算出するために使用したモデルの数である。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、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）より引用。 
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世界の積雪の将来の見通し（第 2.3.3 項） 

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

する領域もあると指摘されている。例えば、Räisänen（2008）は、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、積雪の世界全体、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。 
 

日本の積雪の将来の見通し（第 2.3.4 項） 

地球温暖化予測情報第 8 巻による、日本の各地域で平均した年最深積雪の将来変化を図 S2.12 に

示す。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 S2.13(a)）をみ

ると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（図 S2.13(b)）6、また融雪が起こりにくく積雪も増加するためと考えられる。 
 

 
図 S2.12 年最深積雪の変化（地域平均）（図 2.3.8） 

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 SRES A1B で

ある。 

（a）年最深積雪 

 

（b）年降雪量 

 

図 S2.13 年最深積雪及び年降雪量の変化（分布図）（図

2.3.9） 

(a)年最深積雪及び(b)年降雪量。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。 

 
 

                                                   
6 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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