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されている。IPCC 第 5 次評価報告書は、近未来

大気の将来の見通し
気温

（2016～2035 年）にはシナリオの違いによらず

IPCC 第 5 次評価報告書によると、21 世紀末

世界の平均気温が 1986～2005 年の平均気温に比

（2081～2100 年）における世界の平均気温は、

べて 0.3～0.7℃上昇する可能性が高いとしている。

1986～2005 年を基準として、温室効果ガスにつ

21 世紀末の気温上昇についてはシナリオごとに

いて「厳しい排出削減対策を行う想定」のシナリ

上昇量が異なり、CMIP5 の複数の気候モデルか

オ（RCP2.6）では 0.3～1.7℃、
「高いレベルの排

ら得られる幅によれば、1986～2005 年の平均気

出が続く想定」のシナリオ（RCP8.5）では 2.6～

温に対して RCP2.6 では 0.3～1.7℃、RCP4.5 で

4.8℃の範囲で上昇する可能性が高いと予測され

は 1.1～2.6℃、RCP6.0 では 1.4～3.1℃、RCP8.5

る。地球温暖化予測情報第 8 巻によると、21 世紀

では 2.6～4.8℃の範囲で上昇する可能性が高いと

末（2076～2095 年）における、日本の年平均気

予測されている。将来の世界の平均気温は、

温は、現在気候（1980～1999 年）を基準として

RCP2.6 を除く全ての RCP シナリオで 1850～

全国平均で 2.5～3.5℃の上昇が予測される。

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

(1) はじめに

測結果と IPCC 第 4 次評価報告書（2007）で使用

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

された第 3 期結合モデル国際比較計画（CMIP3）

た。本項では、世界及び日本を対象とした気温の

による結果を比較するため、CMIP3 の予測に対

将来予測について、IPCC 第 5 次評価報告書の見

して統計的な手法で RCP シナリオに対応させる

解を引用するとともに、地球温暖化予測情報第 8

修正を加えた結果を用いて、
両者を見比べている。

巻で得られた成果をもとに記述する。

気温予測値は CMIP5 が多少高く、不確実性幅は

(2) 世界の気温
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
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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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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。

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

期間

RCP2.6

RCP4.5

RCP6.0

RCP8.5

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)

が反映されている。厳しい排出削減対策を行う想

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)

定のシナリオである RCP2.6 においては、2100

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)

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
世
界

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

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

が最も急速である。

の海洋では北半球の海洋に比べ熱の吸収が活発で

21 世紀末における北極域の気温の上昇量は、

あることに加えて、北半球の方が陸域の割合が多

1986～2005 年と比較すると 2.2～2.4 倍にな

いため、南半球よりも北半球の方が気温の上昇が

ることが予測される。RCP4.5 においては、

大きい。また、南極より北極で昇温が大きいこと

特に 11、12 月に気温上昇が最も大きく、夏

がわかる。

季が最も小さい。この傾向は観測結果から得

各 RCP において予測された 21 世紀中頃及び

られる最近の気温変化の特徴と一致してい

21 世紀末の気温上昇の分布を図 2.2.2 に示す。空

る。これは次の 2 つの効果が主な要因となっ

間分布の特徴として以下の点が挙げられる。

ている。極付近の海氷や積雪が融けて地面や

①

海上より陸上の昇温が大きい。

海面が表出すると反射率が低下する。これに

地上気温の上昇率は、海陸で異なる熱容量の

よって太陽放射の吸収量が増え、ますます昇

影響を受ける。大気の熱容量は海洋の約

温が進むという正のフィードバックが働く。

1/1000 と小さいため、陸上の大気の方が暖ま

また、海洋から大気への熱の輸送を妨げてい

りやすく、空間分布をみると海陸コントラス

た海氷が減ることで昇温し、さらに海氷が減

トが形成されていることがわかる。表 2.2.1

少するという正のフィードバックが働き、こ

に整合して、陸上気温は海上気温に対して

れらの相乗効果で昇温を加速している。
③

1.4～1.7 倍で昇温すると予測されている。
②

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

北半球高緯度の昇温が顕著で、北極域の昇温
163
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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。

ところであり、海洋表層の熱が海洋の深層に

でも世界平均気温の上昇量より大きい。

運ばれるため、昇温が押さえられている（78
④

しかし、CMIP5 の予測データでは日本付近の

ページ【コラム⑧】熱塩循環参照）
。

詳細な将来予測を評価することが難しい。
そこで、

赤道太平洋で昇温が大きい。

SRES A1B シナリオにおいて日本の気候を対象

この空間分布は、エルニーニョ現象発生時の

としたダウンスケール予測を行った地球温暖化予

海面水温変化と似ており、多くの気候モデル

測情報第 8 巻の成果をもとに、将来の日本の気温

で同じ変化がみられる。なお、その理由は今

上昇についてまとめる。ダウンスケーリングの計

のところわかっていない。

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。

(3) 日本の気温
日本域を対象にした気温の将来変化を評価する

1) 平均気温

ために、CMIP5 の予測データを用いて、各 RCP

全国及び地域別の年平均気温の昇温量を図

シナリオにおける日本の平均気温の上昇量を算出

2.2.4（a）に示す。昇温量は、現在気候（1980～

した結果を図 2.2.3 に示す。日本の平均気温は、

1999 年）と将来気候（2076～2095 年）の平均気

世界平均と同様に温室効果ガス濃度の増加に伴っ

温の差として計算している。また、日本の年平均

て上昇し続けると予測されている。近未来の気温

気温の昇温量の分布を図 2.2.5（a）に示す。将来

上昇はシナリオによらないが、その後はシナリオ

は日本の全ての地域で昇温が予測され、日本の年

ごとの差異が顕在化し、21 世紀末には、1986～

平均気温は 2.5～3.5℃上昇する。全国平均でみる

2005 年の平均気温と比較して、RCP2.6 で 0.1～

と 3℃程度の上昇が予測されている。地域別にみ

2.4℃、RCP4.5 で 1.0～3.6℃、RCP6.0 で 1.5～

ると、高緯度ほど上昇傾向が顕著で、北日本では

4.1℃、RCP8.5 で 2.8～6.1℃上昇する可能性が高

3℃を超えて最も昇温している。世界的にも緯度

いと予測されている。これは、いずれのシナリオ

が高い地域ほど顕著な昇温が予測されており、日
164
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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。

本も同様の傾向を示している。

最も小さく、冬の上昇が最も大きい。冬は、沖縄・

季節で比較すると、全ての地域で夏季の上昇が

奄美を除いて全国的に 3℃以上の上昇がみられ、

最も小さく、冬季の上昇が最も大きい。冬季は、

北海道の太平洋側の一部では 4℃を超える上昇が

沖縄・奄美を除いて全国的に 3℃以上の上昇がみ

みられる（気象庁, 2013）
。

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

3) 最低気温

最も大きいが、冬は年々変動の幅も大きい。北海

全国及び地域別の年平均最低気温の昇温量を図

道の一部では大きな上昇を示しているが、
これは、

2.2.4（c）に示す。日本の年平均最低気温の昇温

将来オホーツク海の海氷が減少することが原因で、

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

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。

れ、北日本の上昇が最も大きい。季節で比較する

なお、都市化が進行した地域ではヒートアイラ

と、ほぼ全ての地域で夏の上昇が最も小さく、冬

ンド現象に伴い局地的に気温が高くなるが（気象

の上昇が最も大きい。春は、北日本及び東日本の

庁, 2012）
、ここに示した予測結果には都市の将来

一部の標高の高い地域で 3℃以上の上昇がみられ、

変化の影響は考慮されていない。

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℃

2) 最高気温
全国及び地域別の年平均最高気温の昇温量を図

を上回る上昇がみられる。

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
165
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(a)

(b)

(c)

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。

(a)

(b)

(c)

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。

4) 季節進行の変化

の傾向が強い。温暖化が進んだ夏季の将来気候の

北日本日本海側における将来の気温の季節変動

特徴として、小笠原高気圧や偏西風の北上が弱く

を図 2.2.6 に示す。全体を通して気温が上昇して

なるため梅雨明けが遅れる（Hirahara et al.,

おり、冬を中心とした気温上昇が他の季節に比べ

2012）ことや、日本の東海上の太平洋高気圧が弱

て大きい。将来気候では、一年で最も気温が高く

まりオホーツク高気圧の影響を受けやすくなるた

なる時期が早まる傾向がみられ、北日本は最もこ

め、北日本太平洋側に日照の減少などのぐずつい
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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

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。

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。
れたものであるが、人為起源の温室効果ガス濃度

【コラム⑬】古気候再現実験にみる過去の

が増える 20 世紀以降と違い、主要な強制力は太

地球の気候の変化

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～

現在進行中の地球温暖化の程度を評価するにあ

1250 年）や小氷期（1450～1850 年）が含まれる。

たり、それを過去の地球に起こった気候の変化と

太陽活動が低下していたと考えられるマウンダー

比較することは意義深い。また気候モデルがそれ

極小期から現在までの全太陽放射照度の変化は、

らをどの程度再現するのかを知っておくことも重

最近の復元では 0.1 % 程度と見積もられており

要である。ここでは IPCC 第 5 次評価報告書にお

PMIP3（第 3 期古気候モデリング国際相互比較計

ける古気候再現実験に関する記述を、時代を遡る

画： Paleoclimate Modelling Intercomparison

形で解説する。図⑬.1 に過去 6500 万年間（新生

Project – phase 3）主導の PMIP3/CMIP5 実験で

代）の古環境変遷を示す。新生代は地質学的には

もこれが用いられている。各モデルグループによ

CO2 濃度が高く温暖であった中生代（2 億 5000

る実験結果はほぼ IPCC 評価報告書の過去 2000

万年～6500 万年前）から CO2 濃度が相対的に低

年の北半球の気温変化のグラフにみられる観測の

く寒暖の差が激しい氷期間氷期が繰り返す新生代

ばらつきの範囲内に収まるものである。

後期氷河時代（現在はその間氷期）へと移行して
2) 完新世中期

ゆく時代と位置づけられる

最終氷期が終わってから現在までのおよそ一万
1) 過去千年

年の期間は完新世と呼ばれる。この期間はそれま

過去千年実験は CMIP5 での歴史実験（20 世紀

での氷期間氷期の変動、あるいは北大西洋域を中

再現実験）を過去千年間にわたって延長したもの

心とした急激な気候変動が卓越する氷期の期間に

で、地球軌道要素、太陽活動、火山活動、温室効

比べれば、変動の少ない比較的気候の安定した期

果ガス濃度等を強制力として西暦 850 年から

間であるが、地域的には相応の変動がみられる。

1850 年までの気候再現実験を行うものである。
用

この期間を対象とした PMIP3/CMIP5 実験とし

いられる強制力は各種古環境データを基に復元さ

ては、6 千年前の地球軌道要素を境界条件とした
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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

5) 鮮新世中期温暖期

北半球高緯度の夏期の日射量の極大は 9 千年前頃

鮮新世中期温暖期（330～300 万年前頃）は、

に現れるが、最終氷期以降のグリーンランド氷床

北半球に大規模氷床が発達し氷期間氷期サイクル

の消長の影響を受けて、ヨーロッパではこの時期

が明瞭化し始める直前の時代に、ある程度持続的

に気候最適期が現れたことが様々な古気候記録か

に生じた温暖期である。この時期の CO2 濃度は

ら伺える。またこの時期は、アジアやアフリカ等

350～450ppm 程度と現在との類似性が高い。ま

のモンスーンが活発化していたことでも知られる。

た平均海水準は 20m ほど現在より高く氷床は現

モデル実験によるこの時期の最も暖かい月の産業

在より小さかった。モデルによる再現実験では、

革命直前との平均気温の差は、北半球中高緯度の

全球年平均気温は 2～3.5°C 産業革命前より高く、

陸域平均で+1～2°C の程度であるが、低緯度では

特に高緯度における温暖化が顕著である。

産業革命前より低温な領域がみられる（図⑬.2 上
段）。

6) 新生代前半の温暖期
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

3) 最終氷期極大期
およそ 11 万年前に始まり 1 万年前頃に終わっ

れておく。始新世初期気候最適期（5200～5000

た直近の氷期のうち、北半球での氷床の拡大が最

万年前）は CO2 濃度が 1000ppm を越えていた最

大に達した約 2 万年前の時期を最終氷期最盛期と

後の時代で、大陸氷床も無かった。モデル及び復

呼ぶ。この時期は 200ppm 程度の低い CO2 濃度

元データによる全球年平均気温の産業革命前との

と北米及び北ヨーロッパに広がる巨大な大陸氷床

差は 9～14°C 程度と考えられる。暁新世始新世温

で特徴づけられる。これらを境界条件とする大気

暖化極大期（5550～5530 万年前）は暁新世始新

海洋結合モデルによる気候再現実験では、全球年

世境界の頃に起こった非常に急激な温暖化イベン

平均気温の産業革命直前との平均気温の差は−3.4

トで、千年から一万年程度の間に 4～7℃程度の温

～−4.6°C であり、ほぼ年間を通して現在より寒冷

暖化が起こり数～十万年程度持続したと考えられ

な気候が再現される（図⑬.2 下段）。

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

4) 最終間氷期

知る手がかりとして注目され、IPCC 評価報告書

最終氷期の直前の間氷期（13～11.6 万年前）を

でも取り上げられるようになってきた。

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。
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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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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。

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。

(1) 降水量の変化をもたらす背景要因
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

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。

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

らされる降水量は増加する可能性が非常に高いと

水となるので、降水発生時点ですでに大気中に存

考えられている（IPCC, 2013）
。

在している水蒸気量によって最大強度が決定され

一方で、年や季節降水量など、降水総量で見た

るためである（Lenderink and Meijgaard, 2008;

場合は、大気中の水蒸気量の変化だけでなく、対

Jones et al., 2010）
。水蒸気の増加で、上昇流に伴

流圏上層における放射冷却と凝結による加熱量の

う凝結による加熱量も増加し、さらに対流が強め

エネルギー収支による制限が作用する（Allen and

られる効果により、前述した＋7％/℃を超える割

Ingram, 2002）
。温室効果ガスの増加により対流

合（スーパー・クラウジウス＝クラペイロン）で

圏上層における正味の外向き放射が減少して放射

強い降水が増加するメカニズムも指摘されている

冷却が弱まり、これをバランスさせるため地表面

（Lenderink and Meijgaard, 2008）
。このことか

からの潜熱輸送が減少するために、降水量は水蒸

ら、温暖化の進行に伴って、強い雨によってもた

気量の増加ほどは増えない。この効果により、世
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界平均の水蒸気量がおよそ＋7％/℃の割合で増加

の増加は 5～10％程度、最も低くなる想定の

するのに対し、世界平均の年降水量は＋1～3％/℃

RCP2.6 では 2％程度である。

程度の緩い増加率にとどまることが気候モデルの

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

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

熱帯で降水量が減少、中・高緯度で増加する傾向

い降水の変化傾向よりも、年々変動の大きさに対

となっており、現在の気候における降水量の地理

して地球温暖化に伴う変化（シグナル）が相対的

的な多寡のコントラストをさらに強める方向の変

に小さくなり、その検出が難しくなる。また、地

化が予測されている。このコントラストの強まり

域によっては、総降水量では減少しても、強い降

は、湿潤な場所はより湿潤に（wet–get–wetter）
、

水に限ると逆に増加するという一見相反する傾向

乾燥した場所はより乾燥する（dry–get–drier）

を示す可能性もある。

（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

(2) 世界の降水量

きな緯度帯に対応するストームトラック（低気圧

21 世紀末までの世界の陸域と海域の平均降水

の通り道）が極の方向へ移動すること
（図 2.2.11）
、

量の変化予測を図 2.2.9 に示す。温室効果ガス濃

ハドレー循環の下降域が極の方向へ拡大すること

度の将来シナリオにかかわらず、21 世紀末にかけ

で説明されると考えられる（Scheff and Frierson,

て、長期的に見るとゆっくりと降水量が増加する

2012）
。中・高緯度の増加傾向は、気温上昇に伴

ことが予測されている。しかし、シナリオによる

う大気中の水蒸気量の増加に加え、ストームトラ

差は気温の予測ほどは明瞭でなく、4 通りのシナ

ックの極方向への移動によって説明されると考え

リオのうち温室効果ガス濃度が最も高くなる想定

られる（IPCC, 2013）
。

の RCP8.5 で世界全体（陸上＋海上）の年降水量

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

増加率に対し、地表面からの蒸発散により水蒸気

も変化することが予測されている。図 2.2.12 は、

を供給する効率の変化は相対的に小さいため、降

大雨（ここでは日降水量の多い方から 5％の降水

水イベント間の間隔が長くなることや、比較的狭

現象）
によってもたらされる降水量の将来変化と、

い面積でまとまって降る対流性の降水が増加し大

連続無降水日数の年最大値の将来変化を示す。大

規模凝結による降水の頻度が減少すること等が指

雨による降水量は、世界のほとんどの地域で増加

摘されている。

し、特に高緯度では大幅に増加すると予測されて

地域の水収支として評価する場合には、大気の

いる。無降水日の増加域は、図 2.2.10 の季節降水

飽和水蒸気量の上昇に伴って、蒸発散の量が増加

量の減少域と概ね対応しているが、それらの地域

する影響も考慮する必要がある。蒸発散量が増加

の中でも、大雨による降水量としては増加すると

すれば、
地表面が失う水の量も増えることになり、

いう相反的な傾向を示す地域があり、雨の降り方

それを補償する降水量の増加がなければ、土壌の

のコントラストが強まることを示唆している。無

乾燥化をもたらす。

降水日が増加する要因としては、飽和水蒸気量の

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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(3) 日本の降水量

明できると考えられる。

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

(4) 不確実性を考慮した降水量予測
前述のとおり、降水量の変化を日本のように狭

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

い地域に限って見ると、温暖化による直接的な影

である。全国平均では、年降水量は約 100mm 増

響よりも、地域特有の気候システムの変化を介し

加する予測となっている。これは現在の観測され

た間接的な影響が強くなるため、温暖化のシグナ

る年降水量の全国平均に対して概ね 5％程度の増

ルを自然変動から区別することが難しく不確実性

加率に相当する。季節別では、秋を除いて将来は

が大きくなる。このため、気候モデルの仕様や海

増加する傾向となっているが、統計的有意性を考

面水温の将来変化分布等の条件を変えて予測実験

慮すると、夏は年々の変動が大きいため北日本日

を行ったときに、
結果がどの程度異なっているか、

本海側を除き有意な増加ではない。冬と春の太平

どのような点で共通しているかを見ることで、不

洋側ではいずれの地域も有意な増加となっており、

確実性の程度や信頼性の高い変化傾向を評価する

第 2.2.2 項（2）で述べた水蒸気量の増加とストー

ことができる。第 2.2.2 項（3）で述べた日本の予

ムトラックの北方向への移動が影響していると考

測は単一のモデルによる単一の予測実験結果であ

えられる。

るので、
不確実性の見積もりはできない。
そこで、

短い時間に降る大雨や強雨については、世界の

ここでは、気象研究所が実施した SRES A1B シナ

予測と同様に日本でも増加する予測結果となって

リオでのアンサンブル予測実験の結果から日本を

いる。図 2.2.14 は、強雨（ここでは 1 時間降水量

含む東アジアの降水量について評価してみる。

の多い方から上位 5％の降水現象）によってもた

気象研究所では 20km 格子の全球大気モデル

らされる降水量の変化率を表している。増加は全

（以下、20km モデルという；Mizuta et al. 2012）

国的な傾向として現れており、年降水量の変化よ

により温暖化予測実験を行っている。20 ㎞モデル

りも明瞭である。
図 2.2.15 は、
1 時間降水量 50mm

は、温暖化予測実験に用いられる気候モデルとし

以上となる非常に激しい雨の 1 地点当たり年間発

ては水平解像度が非常に高い。20km モデルは、

生回数の変化を示す。全ての地域で、統計的に有

梅雨（Kusunoki et al., 2006）
、豪雨（Kusunoki et

意な増加が予測されている。20 世紀末頃の気候で

al., 2006）、熱帯低気圧（Murakami and Sugi,

はこうした降水が稀にしか発生しない北日本も含

2010）といった日本の気候にかかわる気象現象の

めて、21 世紀末の気候では頻度が明瞭に増加する。

再現性が、より低解像度のモデルよりも優れてい

強雨の頻度が増加する一方で、無降水日も増加

る。このため、20km モデルは信頼性の高い予測

することが予測されている。図 2.2.16 は、無降水

情報を提供できると考えられる。しかし、20km

日（ここでは日降水量 1mm 未満）の年間日数の

モデルは「地球シミュレータ26」という巨大なス

変化を示す。年々変動が大きい沖縄・奄美を除い

ーパーコンピュータの計算機資源を膨大に必要と

て、有意に増加する傾向となっている。

する。このため、実験の回数を制限し、かつ実験

日本で予測される降水量の変化傾向は、台風の

の対象期間を数十年間に限定して計算機資源を節

接近数や梅雨前線の活動、
温帯低気圧の経路など、

約している。よって、20km モデルを用いた複数

日本の気候に特有の地域性の高い要素の影響を大

の実験（アンサンブル実験）により予測のばらつ

きく受けることから、世界全体の広域的な傾向よ

きを評価して信頼度情報を得たり、数世紀にわた

りも予測の不確実性が大きく、要因の解釈も難し

る長期的な気候の変化を予測したりすることは困

い。
しかし、
ここに示した定性的な傾向としては、

難である。

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

26
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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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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。

60km 格子の全球大気モデル（以下、60km モデ

の違いなどがある。このうち、①は、②に比べ小

ルという）は、20km モデルの計算機資源の 30

さい（Kusunoki et al., 2011）
。②と③の寄与の大

分の 1 で実行することができる。そのため、実験

きさは、対象とする気象現象や場所によって異な

設定を変えたアンサンブル実験を行い予測のばら

る（Murakami et al., 2011; Endo et al., 2012）
。

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

1) アジア地域の将来変化と不確実性

が高いと考えられる。予測のばらつきの主な原因

60km モデルの条件を変えたアンサンブル実験

となるのは、①大気の年々変動になどに見られる

を実施し、地球温暖化に伴う降水の将来変化とそ

大気の内部のゆらぎ、②モデルに与える将来の海

の不確実性を調べた（Endo et al., 2012）
。アンサ

面水温分布の違い、③モデルによる積雲対流方式

ンブル実験では、地域スケールの降水変化予測の
176
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2) 東アジア地域の長期的な変化

通り、海面水温変化の分布を 4 通り用意し、計 12

60km モデルにより 19 世紀末から 21 世紀末ま

通り（3 通り×4 通り）の予測実験を行った。海

での 228 年間の降水量の変化を調べる実験を行っ

面水温変化分布は、CMIP3 における大気海洋結

た（Kusunoki et al., 2013）
。具体的には、1872

合モデルの予測値（SRES A1B シナリオ）を与え

～2005 年は観測された海面水温と温室効果ガス

た。6 種類の降水指数を定義して降水の将来変化

濃度を、2006～2099 年は CMIP3 大気海洋結合

を解析した（表 2.2.2）
。

モデルの海面水温の予測値と温室効果ガス濃度

60km アンサンブル実験におけるアジア地域の

（SRES A1B シナリオ）を与えた。また、大気内

平均降水の将来変化を図 2.2.17（a）～（c）に示

部のゆらぎを見積もるために大気の初期値が異な

す。6～8 月降水量（Pav_JJA）に着目すると、東

る 3 つの実験を行った。

アジアでは、ほとんどの実験が一致して増加傾向

図 2.2.18（a）は年降水量の変化である。1970

を予測している。一方、南アジアや東南アジアで

年代まではほぼ一定であるが、その後単調に増加

は、乾季の海洋大陸27付近を除いて増加傾向にあ

している。モデルの値は観測値に近い。年々変動

るものの、実験間のばらつきが大きい。年平均降

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。

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

モデルの降水強度が観測に比べて小さい点に注意

の海洋大陸付近で増加、乾季の南アジアや東南ア

しなければならないが、年降水量と同じように

ジアで減少する傾向が見られる。東アジアでは増

1970 年代まではほぼ一定であるが、
その後単調に

加傾向だが、日本の南海上では減少する地域もあ

増加している。年々変動の大きさは 2070 年台以

る。

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

次いで、極端な降水現象の将来変化を図 2.2.17

定の信頼度水準 95%で統計的に有意）
。

（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。

SDII と異なる降水強度指数である年最大 5 日

東アジアでは全ての実験が一致して増加傾向を予

間降水量（図 2.2.18（c）
）でも、1970 年代以降、

測している。一方、南アジアや東南アジアでは増

SDII と同様な単調な増加傾向がある。2081～

加傾向にあるものの実験間のばらつきが大きい。

2099 年の変動の大きさの増加傾向も統計的に有

以上の予測結果は、日本を含む東アジアでは、平

意である。

均降水量及び極端な降水現象は共に増加する可能

このように東アジアでは、21 世紀末に向けて年

性が高い一方、南アジアや東南アジアでは、降水

降水量が増加すると同時に、降水強度が増加し、

変化の不確実性が大きいことを示唆する。

降水強度の年々変動も増加する。変化の主な原因

スケールの細かな分布に注目すると、インド西

は大気中の水蒸気量の増加に加えて、太平洋高気

部の西ガーツ山脈の東側、
インドシナ半島の一部、

圧の強まりに伴い、熱帯から東アジアに向かって

南シナ海などでは、平均降水量及び極端な降水現

流入する水蒸気輸送が強化されることも効いてい

象が有意に減少している。一方、バングラデシュ

る（Kusunoki et al., 2013）
。

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。
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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。
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極端な気象現象

に高い日最高気温が将来どの程度上昇するかを国

極端な高温や極端な大雨の頻度は世界や日本で

内の主要な気候区分ごとに示したものである。温

将来増加すると予測されている。また、熱帯低気

室効果ガス排出シナリオは SRES A1B である。い

圧の将来変化の予測にはまだ大きな不確実性があ

ずれの地域も上昇量は 2.5～3℃、沖縄・奄美では

るものの、全球の発生数は減少し、強い熱帯低気

やや小さくなっており、
これは夏季の平均気温
（第

圧の発生数、熱帯低気圧の最大強度、最大強度時

2.2.1 項を参照）と概ね同程度の上昇となっている。

の降水強度は増加するとの予測がある。
(2) 極端な降水の変化
第 2.2.2 項で述べられている通り、平均気温の

(1) 極端な気温の変化
温室効果ガス濃度の増加に伴って、今後も世界

上昇に対し大気中の水蒸気量は+7％/℃の割合で

的に平均気温が上昇することはほぼ確実であるが、

増加すると予測されている。水蒸気量の増加は、

夏季の極端な高温や冬季の極端な低温など、稀な

年や季節の総降水量よりも、1 時間降水量や日降

頻度でしか発生しない現象の将来変化予測はより

水量など一度の事象でもたらされる降水量に明瞭

難しい。これは、191 ページ【コラム⑭】変動幅

に影響すると考えられる。

の変化で論じているように、統計的に見ると、気

気温と同様に、IPCC（2012）による世界の各

温の発生頻度分布が高温側に平行移動するだけで

地域における、日降水量の年最大値の 20 年再現

なく、分布の幅や形状が変化することで、分布の

値（一年間に発生する確率が 5％であるような極

裾部分の変化が増幅あるいは抑制される可能性も

端な大雨）の将来変化予測を図 2.2.22 に示す。中

あるからである。

緯度から高緯度で明瞭な増加傾向が予測されてい

IPCC（2012）による、世界の各地域における、

る。東アジアでは 21 世紀末頃には 20 世紀末頃と

日最高気温の年最高値の 20 年再現値（一年間に

比べて SRES B1 シナリオで 10～20％、A1B シ

発生する確率が 5％であるような極端に高い日最

ナリオで 10～30％、A2 シナリオで 10～40％の

高気温）の将来変化予測を図 2.2.19 に示す。東ア

増加が予測されている。南アフリカやアマゾンな

ジアについて見ると、21 世紀末頃には 20 世紀末

ど、年間の降水量としては減少する地域でも、極

頃と比べて SRES B1 シナリオで 2～3℃、A1B シ

端な大雨による降水量は増加する傾向となってい

ナリオで 3～4℃、A2 シナリオでは 4℃を超える

る。

上昇が予測されている。これは IPCC（2007)で示

日本についてさらに詳しく見るために、気象庁

されている東アジアの夏季の平均気温の上昇幅と

（2013）の予測結果を図 2.2.23 に示す。図 2.2.22

ほぼ同程度である。21 世紀半ばでは温室効果ガス

と同様に、再現期間 20 年で発生するような極端

排出シナリオによる差が小さいことも平均気温と

に多い日降水量が将来どの程度増加するかを国内

同様である。この解析結果を別の角度から見るこ

の主要な気候区分ごとに示したものである。温室

ともできる。図 2.2.20 は、20 世紀末の気候にお

効果ガス排出シナリオは SRSE A1B である。この

いて再現期間 20 年で発生するような極端に高い

ような極端な大雨では、統計解析に使える予測値

日最高気温が、将来はどの程度の頻度で発生する

のサンプルが少なくなる。また、特に降水量の場

か予測したものである。21 世紀末の東アジアでは、

合は気温と比べて現象の局地性が強い、言い換え

SRES B1 シナリオで再現期間が 2～5 年、A1B シ

ると地域代表性が小さいので、予測結果はばらつ

ナリオで 2～3 年、A2 シナリオで 1～2 年程度に

きの程度が大きくなってしまう傾向がある。各地

短くなる予測となっている。

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

日本についてさらに詳しく見るために、気象庁

増加率が予測されている。

（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
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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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黒色炭素による海面水温の分布の変化が風速の鉛

温室効果ガスの増加が熱帯低気圧の変化をもた

直シアーを変化させ熱帯低気圧を強化する効果

らす因果関係の経路としては、主に

（Evan et al., 2011）等、さまざまな経路で影響

① 水蒸気量増加のフィードバック効果で熱帯大

することが指摘されているほか、十年規模の海面

気の対流圏上層の気温上昇が地表面付近より

水温の自然変動も強く関係していると考えられて

大きくなり大気が安定化するため、熱帯低気

いる。また、過去の変化傾向について、人工衛星

圧の発生数が減少する。

による観測がある時代とそれ以前の時代とをまた

② 海面水温が上昇することにより大気中の水蒸

いで均質な評価を行うことが難しいこと等から、

気量が増加し、熱帯低気圧発達のエネルギー

温室効果ガス増加による明確な影響は検出されて

源が増加するため平均強度が増加する。

いない。さらに、現在の気候モデルでは、熱帯低

③ 海面水温の上昇幅が一様ではなく地域的な偏

気圧の詳細な構造を表現できるような高い解像度

りがあるため、熱帯低気圧の発生位置がずれ

で全球規模の計算を行うことができない。こうし

る。

た要因があるために、熱帯低気圧の将来変化の予

の三つが考えられる。これ以外にも、エーロゾル

測にはまだ大きな不確実性があると考えられてい

が対流圏上層の大気を暖めて熱帯低気圧の活動を

る（IPCC, 2013）
。

抑制する効果（Dunion and Velden, 2004）や、

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、

される。日本における地球温暖化への適応策を考

IPCC 第 5 次評価報告書における複数の気候モデ

える上では、季節進行の変化が社会に与える影響

ルによる将来予測を図 2.2.24 に示す。全球の発生

について理解することが非常に重要である。

数は減少する傾向だが、
強い熱帯低気圧の発生数、

日本の季節進行は、上空を流れる偏西風の季節

熱帯低気圧の最大強度、最大強度時の降水強度は

変化に大きな影響を受ける。
代表的なものとして、

増加する傾向を示している。しかし、海域別に見

梅雨前線の進行や、秋から春にかけての低気圧活

ると予測の幅が大きく、変化傾向の信頼度は大き

動が挙げられる。図 2.2.25 は、日本付近の経度帯

くない。

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、

2.2.4

冬から春にかけては北緯 30 度付近に位置してい

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

るが、5 月頃から北上し、7 月後半には一気に 40

どが指摘されている。やませが出現しやすい季節

度以北まで北上する。これは梅雨明けに対応する

は、
現在よりも遅くなるとされている。
冬季には、

ものであり、日本域は偏西風の南側にある亜熱帯

アリューシャン低気圧の極側へのシフトによって

の大気に覆われて盛夏期を迎える。その後、9 月

冬型の気圧配置が弱まる他、上層のジェットが極

からゆっくりと南下し、12 月の終わりに北緯 30

側にシフトすることで、低気圧活動の活発な領域

度付近にもどる季節変化となっている。

（ストームトラック）
は現在よりも極側に移動し、

偏西風の将来変化として、冬は軸の北側で強ま

低気圧の成長率は大きくなって強い低気圧の頻度

り南側で弱まる一方、夏は軸の南側で強まるとい

が増える。また、春一番は早期化する。

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

(1) はじめに

られるような季節による軸の南北変位が弱まるこ

わが国固有の歴史や伝統文化、国民の経済活動

とになり、これは日本付近の季節変化を弱める方

は、日本列島の豊かな四季の彩りに深く根差しつ

向の将来変化を意味する。気温や風速のほかに、

つ発展してきた。地球温暖化の進行は、単に気温

日本域の季節進行の変化にはどのようなものがあ

の平均値を上昇させるばかりでなく、春の訪れ、

るのであろうか。それらは、将来予測される日本

梅雨の入り明け、夏の高気圧、台風、冬季の低気

周辺の循環場の変化とどのような関係にあるので

圧活動など、季節の移ろいをも変化させると予測

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。
(2) 暖候期の将来変化
1) 梅雨明けの遅れ
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

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]。

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
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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

上が弱まり、梅雨明けの遅れにつながると指摘し

とは社会的に重要である

ている。

これまで、
地球温暖化に伴う梅雨の変化として、

梅雨明けの遅れの原因として多くの研究が亜熱

梅雨明けが遅れること（図 2.2.26）が多くの研究

帯高気圧の変化を示したが、上層の循環場の変化

で示されてきた。単一の全球気候モデル（Kanada

も影響している可能性がある。Hirahara et al.

et al., 2012; Kusunoki et al., 2006, 2011;

（2012）は、ウォーカー循環の弱まり（Vecchi and

Kusunoki and Mizuta, 2008, 2012）
、単一の領域

Soden, 2007）に伴うチベット高気圧の弱化によ

気候モデル（Yasunaga et al., 2006; Kawase et al.,
(mm/day)

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

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。

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

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。

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
185
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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。
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。

2) やませの将来変化
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

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。

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

本の東海上で弱くなる傾向にあるため、気圧の南

達する高気圧をその起源としているが、やませの

北傾度が弱くなり、やませの頻度が増加するとし

強さは、高緯度域の高気圧と日本の東海上の高気

た。また、東海上の太平洋高気圧の弱化はウォー

圧の強さの違い（南北傾度）に関係している

カー循環等の熱帯循環の弱化に関連して生じてい

（Kanno, 2004; Yasunaka and Hanawa, 2006)。

る可能性を指摘した。

Endo（2012）では、オホーツク海高気圧の明瞭

Endo（2012）はやませの将来変化と熱帯域の

な強まりは見られなかったが、太平洋高気圧が日

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

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。

気圧の変化等、
他の要因からの調査も必要である。
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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

1) 冬季循環場の将来変化
寒候期、特に冬季の日本付近の循環場は、西高

により、アリューシャン低気圧が将来北東側に移

東低型の気圧配置（シベリア高気圧とアリューシ

動し、またその強度が弱まることを示した。Hori

ャン低気圧）により形成される地上付近の北西季

and Ueda（2006）も同様に CMIP3 モデルでア

節風、及び対流圏上層に卓越する強い亜熱帯ジェ

リューシャン低気圧の極側へのシフトを示し、そ

ットで特徴づけられる。北西季節風はユーラシア

の原因として海洋大陸付近の上層発散風弱化に伴

大陸からの寒気移流を通じて日本海側の各地に降

う局地的なハドレー循環の弱まりを挙げた。

雪をもたらす。また、亜熱帯ジェットは太平洋側

熱帯域における上層発散風の弱化は、気候変動

に降雪をもたらす南岸低気圧や、北太平洋の低気

に伴う降水量の増加が、対流圏の鉛直安定度増加

圧活動、そして異常気象を引き起こす要因の一つ

に比べ小さいこと（Sugi et al., 2002）によるもの

であるブロッキング現象に影響を与える。そのた

であり、多くの気候モデルで一致した予測となっ

め、気候変動に伴うこれらの将来変化を予測する

ている（Vecchi and Soden, 2006)。上層発散風の

ことは社会的に重要である。

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

しかしながら、これまで地球温暖化に伴う日本

に寄与している可能性がある。Harada et al.

付近の冬季循環場の変化を調べた研究は少ない。

（2013）は、複数の CMIP5 モデルを用いて、海

Hu et al.（2000）は単一の気候モデルを用いて東

洋大陸付近の上層発散弱化に伴いインドシナ半島

アジア域の冬季循環場の将来変化を解析し、非定

上空の赤道ロスビー波が弱まる（図 2.2.30d）こ

常な擾乱活動の変化に伴い北太平洋域で亜熱帯ジ

と、及びそれに伴うロスビー波伝播の変化により

ェットの位置が現在よりも極側にシフトすること

日本の東で高気圧性の循環偏差となることを示し

を示した。Matsueda et al. (2009) は、気象庁気

た（図 2.2.30b）
。この高気圧性循環は等価順圧的

象研究所の大気大循環モデルを用いたアンサンブ

な構造
（対流圏上層から下層までつながった構造）

ル実験から、大西洋と太平洋のブロッキングがと

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

側への移動の原因として、Mizuta（2012）はジ

気圧配置を弱める方向に作用する。

ェットの極側シフト（図 2.2.25 参照）に伴い東西

このように冬季の日本周辺の循環場変化として、

風の鉛直シアーの強い領域が現在よりも極側に移

冬型の気圧配置が弱まること、及び上層のジェッ

動し、
現在気候におけるジェット軸の北側
（南側）

トが極側にシフトすることが特徴（図 2.2.30a）

で傾圧不安定による低気圧の成長が強まる（弱ま

である。シベリア高気圧の将来変化を含め、今後

る）ことを挙げた（図 2.2.31）
。さらには、将来、

も冬季循環場の変化とそのメカニズムについて包

鉛直シアーが大きくなることで低気圧の成長率も

括的に解析していくことが必要である。

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)。

2) 秋から春にかけての低気圧活動の将来変化
日本の周辺では、秋や春において低気圧活動が

低気圧活動は、日本の東海上に卓越する海洋前

他の季節に比べて活発である。低気圧の代表例な

線（海面水温の南北傾度が大きな領域）からも影

経路として、オホーツク海からベーリング海を通

響を受ける。海洋前線は大気下層に熱的コントラ

過するもの、日本海側から日本列島を越えて太平

ストをもたらし、ジェットにより移流される擾乱

洋に到達するもの、
日本の南岸を通過するもの
（南

が傾圧不安定により成長しやすい場を形成する。

岸低気圧）があり、強風や降雪・降雨等を寒候期

厳冬期のジェットは南北方向に狭まった構造であ

の日本にもたらすため、低気圧活動の将来変化を

り、その位置は西高東低型の気圧配置による大陸

考えることは防災上も重要な課題である。

からの寒気移流により海洋前線より南側に押し下

これまで、気候変動に伴う低気圧活動の変化と

げられる。そのためジェットに捕捉された擾乱は

して、低気圧活動の活発な領域（ストームトラッ

海洋前線から離れた位置を通過し、低気圧への成

ク）が現在よりも極側に移動することが単一の気

長が抑制されることとなる（Nakamura and

候モデル（Geng and Sugi, 2003; Inatsu and

Sampe, 2002; Nakamura et al., 2004）
。一方、晩

Kimoto, 2005; Pinto et al., 2007）
、
複数の CMIP3

秋や春先ではジェットの南北勾配はゆるく、上層

モデル（Lambert and Fyfe, 2006; Mizuta et al.,

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

2011)、複数の CMIP5 モデル（Mizuta 2012）で

に日本付近を通過し南からの暖かい風をもたらす

示されてきた。これらは、帯状平均場におけるス

「春一番」は低気圧活動が活発となり始める初春

トームトラック活動の将来変化を CMIP3 モデル

において初めて観測される低気圧である。

で調べた Yin（2005）とも整合的な結果である。

Nishii et al.（2009）は、複数の CMIP3 モデル

傾圧不安定による低気圧の成長率は鉛直シアー

を用いて、気候変動に伴い春一番が早まるという

の大きさに比例する。このため、低気圧活動の極

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。

188

（第 2 章

異常気象と気候変動の将来の見通し）

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。

2.3
2.3.1

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

海洋・雪氷の将来の見通し
海面水位

おける低気圧活動の抑制が弱くなる（図 2.2.32

世界平均海面水位は 21 世紀の間も上昇し、そ

左）
。そのため、低気圧活動の活発となる時期が現

の上昇率は 1971～2010 年の間に観測された上昇

在よりも早まり、春一番の早期化につながると考

率を上回る可能性が非常に高いと予測されている。

えられる。

予測される海面水位の上昇の要因としては、海洋

南岸低気圧の将来変化のみに着目した研究はな

の熱膨張の寄与が最も大きく、次いで氷河の消失

いが、領域気候モデルを用いた Sasaki et al.

の寄与、氷床の消失の寄与が大きい。

（2013）では南岸低気圧の通過域が現在よりも北

21 世紀末までに、海面水位の変化には地域的な

上する可能性が示されている。南岸低気圧の成長

違いが強く現れる。海洋全体の 95%で海面水位は

率は台湾付近における鉛直シアーの強さと関係し

上昇すると予測されている。

ている（Inatsu and Terakura, 2009）ことから、
(1) 世界平均海面水位の上昇

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

世界平均海面水位の上昇予測についての確信度

の他の要因も含め、低気圧活動の将来変化に関し

は、海面水位変化の要因に関する物理的理解の進

て今後総合的な解析が必要である。

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。
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