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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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