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3. GHG削減シナリオと気候変動 
気候変動に関するパリ協定は、産業革命前からの世界の平均地上気温上昇

を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることを求めています。一

方、IPCCによれば、1880年から2012年までの130年余の期間に、世界の

平均地上気温は既に 0.85℃上昇としたと報告しています。2100 年までの気

温上昇を1.5℃に抑えるのは極めて困難な目標です。 
本章では、IPCCの5次評価報告書に記載されているGHG排出削減シナ

リオと、関連した気温上昇、海面上昇、温暖化による極端な気候の発生など

について紹介します。 
 
3.1. 5次評価報告書のGHG削減シナリオ 

IPCC は気候変動に関する第 5 次評価報告書を 2013 年から 2014 年にか

けて発行しました。3つの作業部会、自然科学的根拠、影響・適応・脆弱性、

気候変動の緩和、の各報告書は、英文で合計5,000頁近いものですから、全

てをまともに読んだ日本人は少ないと思います。なお、各作業部会が発行し

ている政策決定者向け要約と技術要約は各々数 10 頁で、日本の関係機関が

翻訳版を発行しています。 
IPCCはこれまでに世界中で検討された約900件のGHG排出量のシナリ

オをデータベース化して検討しています。図-3.1、表-3.1に示すように、2100
年時点の大気中のGHG濃度を7区分とし、そのような大気濃度になるGHG
排出量や、世界の平均地上気温上昇や海面水位上昇などを示しています。 
 
＜RCPシナリオ＞ 

5次評価報告書には、また、代表的濃度経路（RCP）シナリオが示されて

います。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5の4シナリオです。 
RCPの後ろに付いている2.6などの数値は、W/m2の単位で放射強制力を

表すものです。放射強制力とは、地球に出入りするエネルギーが地球の気候

に対して持つ放射の大きさを示すものです。IPCC では 1750 年を基準にし

ており、宇宙から地球への放射によって地球が持つエネルギーを増やす（温
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暖化させる）外部因子が正の放射強制力です。放射強制力と、大気中のGHG
濃度とは対応関係があります。 

 
図-3.1 2000～2100 年の GHG 排出経路：5 次評価報告書の全てのシナリオ 

 
 

表-3.1 5 次評価報告書の GHG 濃度経路シナリオ 

 
図-3.2に、RCPシナリオで想定されている放射強制力の長期変化を示しま

した。なお、破線で示されているSRESシナリオは、4次評価報告書に記載
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されているものです。 

 
RCP2.6 の放射強制力は、少し増加した後、減少し非常に低い値になりま

す。2100年の世界の平均地上温度の上昇を2℃未満に抑えることを意図した

シナリオです。 
RCP4.5の放射強制力は増加した後、2100年には比較的低いレベルに安定

化します。RCP6.0 の放射強制力は、中レベルに安定するシナリオですが、

2100年には安定化しません。RCP8.5は、放射強制力が非常に高いレベルに

達するシナリオです。 
 

＜GHG排出量＞ 
多くの人にとって、放射強制力や大気中の GHG 濃度よりも、GHG 排出

量の方がなじみがあると思います。以下に RCP シナリオの GHG 排出量に

ついて記します。なお、RCPシナリオで想定されている年間のGHG排出量

の推移は、図-3.1に示されています。 

図-3.2 RCPシナリオで想定されている放射強制力の 
長期変化   出所：5次報告書WGⅠFig 12.3 
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表-3.2 には、図-3.1 の RCP シナリオのグラフから読み取った 2050 年と

2100年の世界のGHG排出量を示しました。また、2010年のGHG排出量

との比率も併記しました。 

 

 
RCP2.6 シナリオは 2010 年以降、GHG 排出量が僅かに増加した後減少

し、2050 年には2010 年のGHG 排出量の約43%、2100 年には2010 年の

約10%になります。 
なお、表-3.1に示されるRCP2.6と同じGHG濃度区分のシナリオの中に

は、2100年のGHG排出量がマイナスのケースもあります。GHG排出量を

マイナスにするには、GHG排出量を殆どゼロにし、森林などによるCO2吸

収量を増加させるか、大気中からCO2を回収貯留するCCSなどが必要にな

ります。 

2100年の
放射強制力

RCP2.6 約 2.6
放射強制力は少し増加してピークに達し、そ
の後減少して非常に低いレベルになる。

421 475

RCP4.5 約 4.5
放射強制力は増加し、2100年以前に比較的
低いレベルに安定化する。

538 630

RCP6.0 約 6.0
放射強制力は増加し2100年までにはピーク
に達しず、その後中レベルに安定化する。

670 800

RCP8.5 約 8.5
放射強制力は2100年を過ぎても増加を続
け、非常に高いレベルに達する。

936 1313

代表的
濃度経路
シナリオ

放射強制力の変化

Wm-2

表-3.2　RCPシナリオの主なパラメータ　（IPCCの5次評価報告書に基づき作成）

2100年の大気中CO2換算
のGHG濃度　ppm

CO2のみ
の濃度

メタンとN2Oを
加えた場合

2050年 2100年 2050年 2100年

RCP2.6 約 21 約 5 約 0.43 約 0.10

RCP4.5 約 54 約 26.5 約 1.10 約 0.54

RCP6.0 約 60 約 63.5 約 1.22 約 1.30

RCP8.5 約 99 約 134.5 約 2.02 約 2.74

表-3.2　つづき

代表的
濃度経路
シナリオ

世界のGHG排出量　GtCO2eq/年

AR5 WG3 図 SPM.4 による

世界のGHG排出量の比率
2010年（49GtCO2eq）との比
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世界の平均地上気温の上昇を2℃未満に抑えるRCP2.6シナリオは、2100
年までにかなりの人口増加と発展途上国の経済成長が想定される下で、GHG
排出量を2010年の約10%に削減するのですから、実施することが極めて困

難であることが想像できると思います。 
RCP4.5は、GHG排出量が増加して2050年前後にピークに達し、その後

減少し、2100 年前に一定の GHG 排出量になるシナリオです。2010 年の

GHG 排出量と比較して、2050 年には約 110%に増加し、その後 2100 年に

約 54%に減少するものです。GHG 排出量の増加は、2 章で示した中所得国

や低所得国の排出量増加を考慮したもので、先進国のGHG排出量が増加す

るわけではありません。 
RCP6.0では、GHG排出量が2000年代後半にピークに達し、以後減少に

転じるシナリオです。2010 年の GHG 排出量と比較して、2050 年には約

120%、2100年には約130%になります。 
RCP8.5は、GHG排出量が最大のシナリオです。2010年のGHG排出量

と比較して、2050 年には約 200%、2100 年には約 270%になるものです。

排出削減の努力をしない成り行きのケースと誤解している方もいるかもしれ

ませんが、人口の増加を考慮しても、筆者には排出量の想定が過大なケース

に感じられます。 
第 2 章に示したように、2010 年の世界の人口 1 人当たりのGHG 排出量

は約7 tCO2eq/人で、人口は約69億人です。国連世界人口予測・2017年版

の中位推計によれば、世界の人口は2100 年には112 億人に達すると予測し

ています。この人口増加に基づくなら、2100年の世界のGHG排出量が2010
年の270%なるには、2100年の1人当たりのGHG排出量は約12 tCO2eq/
人となり、2010 年の 1 人当りの GHG 排出量より大幅に増加することにな

ります。 
先進国を除けば、GHG 排出量の増加は、豊かになりエネルギー消費が増

加する結果です。中所得国や低所得国が、本当に豊かになるならハッピーな

ことですが、RCP8.5シナリオは、GHG排出量を成り行きよりもかなり過大

に想定しただけのように思われます。 
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3.2. RCPシナリオと気温・海面の上昇 
温暖化の影響として定量的に検討されている事項に、世界の平均地上気温

の上昇と世界平均海面水位上昇があります。その他、氷河の後退がよく言わ

れますが、積雪面積や海氷面積の変化も定量的に調べられている事項です。 
 
＜気温上昇＞ 
表-3.3 は、RCP シナリオに基づく 21 世紀中ごろと 21 世紀末の世界の平

均地上気温上昇の予測値です。1,986～2005 年の平均値を基準にした値で、

産業革命後の気温上昇とは違うので注意して下さい。 

 
基準が種々あるのは紛らわしいので、換算することにしました。図-3.3 は

1 章で紹介したBerkeley Earth の世界平均地上気温上昇のデータで、1986
年から2012年までのデータを示しました。 
赤色の近似直線で、1986～2005年平均と2012年の偏差は約0.33℃です。

一方 IPCC の報告で、1880 年から 2012 年までに世界の平均地上気温は

0.85℃上昇したとされています。従って、1880年から1986～2005年平均の

偏差は0.52℃になります。 
筆者の換算は概略ですから端数を丸めた値にして、1880 年基準の気温上

昇は、表-3.3に示した平均の温度上昇に0.6℃を加えたもの、2010年を基準

にした気温上昇は0.3℃を減じたものとして、表-3.4に示しました。 

平均 予測幅 平均 予測幅

RCP2.6 1.0 0.4～1.6 1.0 0.3～1.7

RCP4.5 1.4 0.9～2.0 1.8 1.1～2.6

RCP6.0 1.3 0.8～1.8 2.2 1.4～3.1

RCP8.5 2.0 1.4～2.6 3.7 2.6～4.8

1986～2005年平均を基準にした世界平均地上気温上昇　℃

21世紀中頃（2046～2065年） 21世紀末（2081～2100年）

表-3.3　RCPシナリオの世界平均地上気温上昇の予測
出所：5次報告書、WGⅠ、表SPM.2

代表的
濃度経路
シナリオ
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2010 年を基準にした気温上昇を加えたのは、産業革命以後の気温上昇と

言われてもピンとこないので、今後どのくらいの気温上昇が予測されている

かを示したかったためです。また、予測精度を考慮して、表-3.3 のように予

測幅で示すべきでしょうが、分かり易い様に予測平均値のみを示しました。 
表-3.4 で、RCP8.5 シナリオは前述のようにGHG 排出量を過大に想定し

ていると思われ、それを除けば、2100年までの平均気温上昇は、1880年基

準で3℃未満、2010年基準では2℃未満です。RCP8.5を除くと、随分小さ

い気温上昇の違いを議論しているというのが筆者の卒直な感想です。 

図-3.3 世界平均地上気温(陸＋海)の偏差(1986～2012年)
出所：Berkeley Earth, Time Series Data,

Monthly Average Temperatureのデータで作成
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年
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均
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気

温
偏

差
　

℃

21世紀中頃 21世紀末 21世紀中頃 21世紀末

RCP2.6 約 1.6 約 1.6 約 0.7 約 0.7

RCP4.5 約 2.0 約 2.4 約 1.1 約 1.5

RCP6.0 約 1.9 約 2.8 約 1.0 約 1.9

RCP8.5 約 2.6 約 4.3 約 1.7 約 3.4

表-3.4　RCPシナリオの世界平均地上気温上昇の予測

代表的
濃度経路
シナリオ

世界平均地上気温上昇、予測平均値　℃

1880年基準 2010年基準
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1.3.項にも記載しましたが、2℃の平均気温の上昇により、一般的に人間が

耐えられないことはないように思われます。生息域を変えることのできない

動植物には適応できない種があるかもしれませんが、生息地域が寒い地域へ

移行することになるのでしょう。但し、この種の議論では人間でも動植物で

も、対応力が低い弱者への配慮が不可欠です。 
 
＜海面水位の上昇＞ 
表-3.5には、RCPシナリオに基づく世界平均海面水位上昇の予測を紹介し

ました。表-3.3と同様に1986～2005年平均を基準にした値です。 
21世紀末の予測平均値はRCP8.5を除くと40 cm台で、1990年代に言わ

れていた海面水位の上昇に比べかなり小さいようです。 

 
2100 年までに限定すれば、実施が極めて困難な RCP2.6 シナリオと、そ

れと比べて遥かに容易なRCP6.0シナリオで、海面上昇の予測平均値の差は

10cm以下です。海面上昇の観点だけなら、RCP2.6シナリオという選択は無

いように思われます。 
但し、海面上昇が40 cm台といっても、堤防など世界中で多くの施設の嵩

上げが必要になるでしょう。しかし、平均気温上昇を 2℃未満に抑制するた

めの膨大な費用と比べれば、それほど大きな問題ではないと思います。 
南太平洋の島嶼国など地域は限られるでしょうが、深刻な被害が出てその

対策に多額の費用を要しする国や地域もあると思います。海面上昇は世界全

平均 予測幅 平均 予測幅

RCP2.6 0.24 0.17～0.32 0.40 0.26～0.55

RCP4.5 0.26 0.19～0.33 0.47 0.32～0.63

RCP6.0 0.25 0.18～0.32 0.48 0.33～0.63

RCP8.5 0.30 0.22～0.38 0.63 0.45～0.82

表-3.5　RCPシナリオの世界平均海面水位上昇の予測
出所：5次報告書、WGⅠ、表SPM.2

代表的
濃度経路
シナリオ

1986～2005年平均を基準にした世界平均海面水位上昇　m

21世紀中頃（2046～2065年） 21世紀末（2081～2100年）
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体の活動で生じる被害ですから、被害国に対し世界で支援・補償する枠組み

を作るべきでしょう。 
 

3.3. 温暖化による極端な気象現象  
温暖化による気温上昇や海面上昇は、筆者の常識によるならば、GHG 排

出ゼロとする RCP2.6 シナリオの実行を要する事態とは感じられません。

GHG ゼロが必要になるとしたら、温暖化による異常気象の多発化・恒常化

により、その被害額がGHG排出ゼロの経済負担を上回る場合であると考え

ます。日本では最近、集中豪雨や大型台風による被害が増加していますが、

異常気象の発生は、日本だけではないようです。 
IPCC の5 次評価報告書では、温暖化による極端な気象現象の発生につい

て、過去の観測結果と、気象モデルによる将来予測が示されています。 
 

＜過去の観測結果＞ 
5次評価報告書で、世界の平均地上気温は産業革命以降1℃近く上昇したと

報告しており、その気温上昇の下で観測された極端な気象現象について、表

-3.6のように指摘しています。 
上表①②に示されるように、寒い日が減少し暑い日が増加していること、

それが人為的影響であることの可能性は非常に高いと述べています。③の熱

波の頻度や持続期間の増加については、欧州、アジア、オーストラリアの大

部分でその可能性が高いが、世界全体では中程度の可能性としています。④

の大雨の頻度、強度、持続期間の増加については、減少している陸域よりも

増加している陸域の方が多い可能性が高いと、曖昧な評価です。⑤の干ばつ

の強度と期間増加についても、明確な変化の発生を指摘していません。⑥の

強力な台風については、1970年以降の西太平洋を除くと、変化発生の可能性

を否定しています。⑦の高い潮位の発生については、海面水位の上昇と同様

に可能性が高いということです。 
日本では近年、50年に一度の集中豪雨や観測史上最大規模の台風により大

きな被害が発生し、その都度マスコミは温暖化のためと報じますが、科学的
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根拠が乏しいことが分かります。 

 
 
＜21世紀末の予測＞ 
世界平均気温が上昇し続けることに伴い予測される気候の将来変化に

ついて、5 次評価報告書では気候モデルなどによる多数の科学文献を評

価しています。 
21 世紀末の予測として、①②の寒い日の減少、暑い日の増加については

ほぼ確実、③の熱波の頻度や持続期間の増加については可能性が非常に高い、

④の大雨の頻度、強度、持続期間の増加については中緯度の大陸のほとんど

と湿潤な熱帯域で可能性が非常に高い、⑤の干ばつの強度と期間増加につい

ては地域規模から世界規模で可能性が高い（確信度は中程度）、⑥の強力な台

風については北西太平洋と北大西洋でどちらかといえば起こる、⑦の高い潮

位の発生については可能性が非常に高いと述べています。 
 

3.4. 温暖化による主要リスク 
5次評価報告書WG2では、温暖化による確信度の高い変化のうち、複数の

現象及び変化傾向 変化発生の評価 人間活動の寄与評価

①
ほとんどの陸域で寒い日や
寒い夜の頻度の減少や昇温

可能性が非常に高い 可能性が非常に高い

②
ほとんどの陸域で暑い日や
暑い夜の頻度の増加や昇温

可能性が非常に高い 可能性が非常に高い

③
ほとんどの陸域で継続的な高温/
熱波の頻度や持続期間の増加

世界規模で確信度が中程度、
欧州、アジア、オーストラリアの
大部分で可能性が高い

可能性が高い

④
大雨の頻度、強度、大雨の
降雨量の増加

減少している陸域より、増加している
陸域のほうが多い可能性が高い

確信度が中程度

⑤
干ばつの強度や
持続期間の増加

世界規模で確信度が低い、いくつか
の地域で変化した可能性が高い

確信度が低い

⑥
強い熱帯低気圧の
活動度の増加

長期（百年規模）変化の確信度が低い
1970以降北大西洋でほぼ確実

確信度が低い

⑦
極端に高い潮位の発生や
高さの増加

可能性が高い（1970年以降） 可能性が高い

表-3.6　気候変動の極端現象での観測された変化
出所：5次評価報告書-統合報告書の環境省PP
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分野や地域に及ぶ主要なリスクとして、下記事項をあげています。なお、リ

スクとは不確実な危機のことです。 
1) 高潮、沿岸域の氾濫及び海面水位上昇による、沿岸の低地並びに小島嶼

開発途上国及びその他の小島嶼における死亡、負傷、健康障害、生計崩壊の

リスク。 
2) いくつかの地域における洪内陸部の氾濫による大都市住民の深刻な健

康障害や生計崩壊のリスク。 
3) 極端な気象現象が、電気、水供給並びに保健及び緊急サービスのような

インフラ網や重要なサービスの機能停止をもたらすことによるシステムのリ

スク。 
4) 特に脆弱な都市住民及び都市域又は農村域の屋外労働者についての、極

端な暑熱期間における死亡及び罹病のリスク。 
5) 特に都市及び農村の状況におけるより貧しい住民にとっての、温暖化、

干ばつ、洪水、降水の変動及び極端現象に伴う食料不足や食料システム崩壊

のリスク。 
6) 特に半乾燥地域において最小限の資本しか持たない農民や牧畜民にと

っての、飲料水及び灌漑用水の不十分十分な利用可能性、並びに農業生産性

の低下によって農村の生計や収入を損失するリスク。 
7) 特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を

支える海洋・沿岸生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失わ

れるリスク。 
8) 人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系の財・

機能・サービスが失われるリスク。 
 

＜温暖化進展との関連＞ 
そして、平均気温が上昇するほどリスクが高まるとして、5次評価報告書に

は、下記のように記載されています。 
温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が生じ

る可能性が高まる。気候変動リスクには、工業化以前の水準に比べて1又は
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2℃の気温上昇でかなり高くなるものがある。世界平均地上気温が工業化以

前の水準に比べて 4℃又はそれ以上上昇すれば、全世界の気候変動リスクは

全ての懸念材料において、高い状態から非常に高い状態となり、リスクとし

ては、固有性が高く脅威に曝されるシステムへの深刻で広範な影響、多くの

生物種の絶滅、世界及び地域の食料安全保障に対する大きなリスク及び通常

の人間活動（例えば、ある地域のある時期における食料生産や野外活動など）

を危険にさらす高温と多湿の複合などがある。（確信度が高い）。ティッピン

グポイント（急激で不可逆的な変化のしきい値）のきっかけとなるのに十分

な気候変動の正確な水準は不確実なままであるが、地球システムあるいは相

互に連結した人間及び自然システムにおいて、多重のティッピングポイント

を越えることに関連するリスクは、気温上昇に伴って増加する（確信度が中

程度）。 
 

＜5次評価報告書の部分転載＞ 
長期の温暖化防止として GHG ゼロまで取り組む必要があるかは、温暖化

による異常気象発生の問題が係わってくると考えます。一方で、集中豪雨や

強力な台風の発生を安易に温暖化のためとするマスコミ報道を耳にします。 
殆どの人は、IPCCの評価報告書はエグゼクティブ・サマリーしか読んでい

ないと思います。極端な気象現象が温暖化によりどのように変化すると同報

告書に書かれているのかサンプルを紹介しました。本章の最後に、気象庁が

翻訳している下記2つの文書を転載して示しました。 
① 5次評価報告書WG-1, FAQ：気候の極端現象に何か変化はあるのか? 
② 5 次評価報告書 WG-1, 第 14 章の概要：気候現象及びそれらの将来の

地域的な気候変動との関連性 
 
3.5. IPCCの評価報告書に想うこと 

IPCC の 5 次評価報告書に記載されているGHG 排出削減シナリオと温暖

化の影響・リスクを紹介したのは、シナリオRCP2.5でなければいけないの

か、それとも、RCP4.5 やRCP6.0 でもよいのかという問題意識があったた
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めです。 
パリ協定が求める平均気温上昇を 2℃未満 1.5℃に抑制しなければいけな

いなら、RCP2.5 に従う GHG 排出ゼロが必要になります。GHG ゼロの世

界を構築することがどれ程大変かは、手間は掛かりますがエンジにアリング

的な積算を行えば評価できることです。 
もし、平均気温上昇が3℃未満でよいのなら、RCP4.5やRCP6.0の選択肢

が成り立ち、簡単ではないけれど何とか手が届く目標です。 
何れの RCP シナリオを選択しなければならないかは、温暖化の影響やリ

スクがどれ程大きいかに掛かっています。しかし、21世紀末の将来の問題で

すから、IPCCの指摘は可能性であり確固としたものではありません。 
分かり易い例は平均気温上昇です。表-3.3に示したように、21世紀末の気

温上昇の予測には幅があります。1880 年基準に換算すると、21 世紀末の気

温上昇の予測値は、RCP2.6で0.9～2.3℃、RCP4.5で1.7～3.2℃、RCP6.0
で 2.0～3.7℃です。RCP4.5 シナリオのGHG 排出量でも、気温上昇の下限

予測値なら、1.5℃は越えますが2℃未満です。平均気温上昇でも、将来の予

測にはかなりの幅があります。 
最も危惧される将来の極端な気象現象については、気候モデルによる予測

結果です。IPCC の指摘は定性的には間違っていないのだと思います。しか

し、平均気温上昇が 2℃の場合と 3℃の場合で、定量的に異常気象の強度や

頻度にどれだけの違いが生じるかという問いに、気候モデルによる解析が信

頼できる答えを提供できるレベルにあるようには思われません。 
確固とした答えが示せない代わりに IPCC は、このまま温暖化が進展する

と取り返しのつかない深刻な事態（非可逆的でティッピングポイントを超え

る）にいたる可能性が高まると警告します。宗教団体の主張を想起させるも

のですが、断定せずに可能性が高まると表現するところは、科学者団体だか

らでしょう。 
スウェーデンの少女は、IPCCが主張する可能性を心底信じているので、あ

のような発言になるのだと思います。 
しかし、GHG排出ゼロは、化石燃料をほとんど使用しない世界へ転換する
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大事業であり、それに踏み出すだけの確証は、未だ IPCCの指摘にはないよ

うに思われます。 
筆者は地球温暖化については信じているので、妥当な範囲で温暖化防止に

努めつつ、温暖化防止に関する複数の長期シナリオの検討を先行しながら、

IPCC の言い分が正しいのかを見極めるのが常識的な対応であると考えます。 
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3.6. 転載：5次評価報告書の極端気象現象 
5次評価報告書WG1 
第2章 観測：大気と地表面 
FAQ2.2 気候の極端現象に何か変化はあるのか? 

20 世紀半ば以降、温暖化が気温にかかわる極端現象（熱波を含む）に変化

をもたらしているという有力な証拠がある。この期間には大雨の増加もおそ

らく起こっていたが、地域によって異なる。もっとも、熱帯低気圧の頻度な

どのような他の極端現象については、一部の限られた地域を除き、観測され

た記録に識別できる変化があるかは、あまり明確ではない。 
熱波から寒波まで、あるいは干ばつから洪水をもたらす豪雨まで、極端現

象を記録し解析する際には、特有の課題が持ち上がる。その理由は、こうし

た現象がまれだからというだけではなく、必ず破壊的な状況に連動して生じ

るためである。さらに、極端な気候現象とは何かということについて、科学

文献に一貫した定義がなく、このことが地球全体の相対評価を複雑にしてい

る。 
絶対的な感覚で言えば極端な気候現象は場所によって異なる。熱帯域で暑

い日の気温は、中緯度域の暑い日の気温と多分異なるだろう。そのようなも

のではあるが、極端現象の監視に対する国際的な監視の取り組みによって、

世界的に有意な変化がいくつか明らかになっている。 
例えば、寒い日や寒い夜（10 パーセンタイル未満）及び暑い日や暑い夜（90 

パーセンタイルを超える）について一貫した定義を用いると、世界のほとん

どの地域において暑い日や暑い夜は増加し、寒い日や寒い夜は減少している

との結果が得られる。少数の例外として北アメリカ中部と東部及び南アメリ

カ南部があげられるが、大部分が日中気温にのみ関係したものである。一般

にこうした変化は、例えば暑い夜などの最低気温の極値に最もはっきりと見

られる。データが限られているために、平均気温の上昇との因果関係をはっ

きりとさせることは難しいが、FAQ 2.2 図 1 は地球全体の日別気温の極値

が確かに変化していることを示している。これらの変化が単に日平均気温の

平均値の上昇（FAQ 2.2 図 1 の破線）と関連しているのか、あるいは他の
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変化が日中や夜間の気温分布に起きているのか、まだ議論中である。 
 
FAQ 2.2 図 1  
1961～1990 年気候値に

対する 1951～1980 年（青）

と 1981～2010 年（赤）の2
つの期間の（a）日最低気温

偏差と（b）日最高気温偏差

の分布。陰影部分は、1951～
1980 年の期間における（a）
夜と（b）昼の極端に寒い 
10%（青）と極端に暑い 10%
（赤）を示している。陰影の

より濃い部分は、1951～
1980 年の期間に比べて 
1981～2010 年の期間に極

端に寒い日と寒い夜の日数

がどれだけ減少したか（濃い青）、及び極端に暑い日と暑い夜の日数がどれだ

け増加したか（濃い赤）を表している。 
 
継続的な高温又は熱波、すなわち、継続した極端に暑い日や暑い夜などの

期間についても評価が行われているが、熱波の特性に関する研究は、単に暑

い日や暑い夜の変化を比較する研究よりも数が少ない。データが入手できる

世界の陸域のほとんどで、20 世紀半ば以降、熱波が増えている。例外は米国

南東部で、熱波の頻度と持続期間の指標が総じて減少している。この状況は、

いわゆる「温暖化の穴」と関連している。この地域では降水量も増加してお

り、陸と大気の相互作用や、大西洋と太平洋での長期的変動に関係があるの

かもしれない。しかしながら、特にアフリカと南アメリカをはじめとして、

多くの地域では熱波の変化に関する情報は限られている。 
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数百年前まで遡る過去の気温復元データがあるヨーロッパ等の地域につい

ては、一部の地域ではここ数十年に極端な熱波の発生数が過度に多かった。 
その他の気候変数に関する極端現象の変化は、気温について観測された変

化よりも総じて一貫性に劣る。その原因はデータが限られていることと、研

究間や、地域及び／又は季節の間で矛盾があることにある。とはいえ、例え

ば極端な降水現象の増加は温暖化に伴う気候と整合している。十分なデータ

のある陸域の解析では、最近の数十年で極端な降水現象の頻度と強度が増加

していることを示しているが、結果は地域及び季節によって大きく異なって

いる。例えば、北アメリカ、中央アメリカ、ヨーロッパで大雨が増加してい

ることに対する証拠はきわめて有力だが、その他のある地域（オーストラリ

ア南部やアジア西部など）では、減少している証拠がある。同様に、干ばつ

の研究は、地域間で変化傾向が異なるため、世界の変化傾向の符号は一致し

ないが、これは干ばつがどのように定義されているかに依存している。しか

しながら、20 世紀半ば以降に干ばつが増加した地域もあれば（地中海など）、

減少した地域もある（北アメリカ中央部など）という徴候は存在する。 
熱帯低気圧など、その他の極端現象については、最新の評価では、過去の

観測能力の問題のために長期的変化傾向について断定的に述べることは難し

いとの結果を示している。しかしながら、1970 年代以降、北大西洋で熱帯低

気圧の活動が増加していることを示す極めて強い証拠がある。 
観測手法における不確実性を考慮したとしても、一世紀かそれ以上の期間

にわたって、北大西洋及び南太平洋では熱帯低気圧の上陸頻度がわずかに減

少していることを示唆する証拠がある。他の海域では、長期的な変化傾向を

示す証拠はほとんど存在しない。温帯低気圧については、この 50 年間に南

北両半球において極方向への移動が明白であり、中緯度域における暴風の頻

度の減少を示すさらなる証拠も限定的ながら存在する。いくつかの研究は強

度の増大を示唆しているが、データサンプリングの問題がこうした評価の妨

げになっている。 
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FAQ 2.2 図 2 は、気候の極端現象について観測された変化の一部をまと

めたものである。最も確実な気候の極端現象の世界的変化は日別気温の指標

に全体的に見られ、熱波の指標でもある程度見られる。降水の極端現象も増

加しているように見えるが、大きな空間的変動があり、干ばつについて観測

されている変化傾向には、少数の地域を除いて、まだ不確実性がある。1970 
年代以降、北大西洋における熱帯低気圧の頻度と活動度には確実な増加が見

られるが、その理由についてはまだ議論されているところである。他の気候

変数に関連した 20 世紀半ば以降の極端現象の変化については、証拠は限定

されている。 

FAQ 2.2 図 2  
20 世紀半ば以降（観測対象の期間が 1970 年代以降であるため、北大西洋

低気圧は除く）の様々な気候の極端現象の頻度（又は強度）の変化傾向（矢

印の方向は変化の符号を表す）。 
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5次評価報告書WG1 
第14章 気候現象及びそれらの将来の地域的な気候変動との関連性 
概要 
本章では、世界平均気温が上昇し続けることに伴って、主要な気候現象に

おいて予測される変化及びそれらの現象の地域的な気候の将来変化とのより

具体的な関連性について扱った科学文献を評価する。 
地域気候は、場所によって大きく変動する諸過程の複雑な結果であり、地

球規模の影響の変化に対して異なる応答をする。以下に挙げる大規模な気候

現象については、気候モデルによる再現性がますます向上しており、将来の

地域的な気候変動を理解し、信頼性を構築するための科学的根拠を提供して

いる。ある現象が地域気候に影響を及ぼすという確信及び特に RCP4.5 シ
ナリオやそれより高濃度シナリオのもとで、その現象が変化するという確信

があるならば、その現象は地域気候変動に関連すると考えられる。 
モンスーンシステム 
世界全体のモンスーンの気候学的な特徴の再現において、気候モデルの能

力が向上しているという証拠が増加している。将来変化に関して認識された

モデル間での一致した見解をまとめると、モンスーン循環は弱まるものの、

全てのモンスーンシステムを総計した世界全体のモンスーンは、21 世紀に

は面積と強度の増加を伴って強まる可能性が高い。モンスーンの入りの日は

早まるか、又はあまり変化しない可能性が高く、モンスーンの明けの日は遅

くなる可能性が高い。その結果、多くの地域でモンスーン期が長期化する。 
南アメリカ、アフリカ、東アジア、南アジア、東南アジア、オーストラリア

では、モンスーンに関連した極端な降水が将来増加する可能性が非常に高い。

モンスーン関連の降水の年々変動が将来大きくなるという点については、モ

デルの一致度はそれより低く、確信度は中程度である。 
モデルの地域ごとのモンスーンを再現する能力は、世界的なモンスーンに

比べて低く、モンスーンシステムごとにばらつきがある。中程度の確信度で

アジア・オーストラリアモンスーンに関連した全降水量は増加するが、南北

の非対称性を伴う。すなわち、インド及び東アジアモンスーンの降水量は増
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加する一方でオーストラリア夏季モンスーンの降水量変化は小さいと予測さ

れている。インド夏季モンスーンの循環は弱まるが、大気中の水蒸気量の増

加によって補われて降水の増加をもたらすであろうことの確信度は中程度で

ある。東アジア夏季モンスーンについては、モンスーン循環及び降水量は増

加すると予測されている。インド夏季モンスーンの降水量及び極端な降水の 
21 世紀を通じた増加が、あらゆるモンスーンの変化の中で最大のものであ

ることの確信度は中程度である。 
北アメリカ及び南アメリカモンスーンの降水量変化の予測についての確信

度は低いが、年周期の中で、北アメリカモンスーンが遅れて始まり遅くまで

持続することの確信度は中程度であり、南アメリカモンスーン域が拡大する 
ことの確信度は高い。 
西アフリカの雨季の発達が少し遅れ、雨季末期の降雨が強まるとの予測の

確信度は低い。西アフリカモンスーンの主要な特徴を再現することに関して

モデルに限界があるため、将来予測の確信度は低くなっている。 
熱帯現象 
インド洋ダイポールの一般的特徴を再現するモデルの能力と将来予測にお

ける見解の一致度に基づくと、熱帯インド洋は、将来、東部において昇温量

は抑えられて降水量は減少し、西部において昇温量が増加して降水量が増加

するという、東西のパターンで変化するという特徴を持つ可能性が高く、東

アフリカ及び東南アジアの降水量に直接影響する。 
海洋における熱帯域の降水のモデルシミュレーションにおいて新たに特定

された明確な特徴は、年間降水量の変化が「温暖化するほど湿潤化する」 
（ warmer-get-wetter）パターンに従い、海面水温の上昇が熱帯域の平均を

上回る場所で増加し、その逆の場所で減少することについて中程度の確信度

を与える。多くのモデルは熱帯収束帯（ITCZ）の再現において欠陥はあるが、

中央アメリカ、カリブ海地域、南アメリカ、アフリカ、西アジアの一部に影

響を与える熱帯収束帯の赤道側における季節平均降水量が増加するという予

測の確信度は中程度である。南太平洋収束帯（SPCZ）が平均的な位置よりも

かなり北東側にずれて位置し、SPCZ が東西方向を指向する現象の頻度が増
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加し（SPCZ を現実的に再現できるモデルに共通する特徴である）、結果と

して南太平洋の多くの島嶼国の降水量を減少させるであろうことの確信度は

中程度である。同様に、南大西洋収束帯が南方向に移動し、南アメリカ南東

部の降水量の増加と、そのすぐ北側での降水量の減少をもたらすことの確信

度は中程度である。 
マッデン－ジュリアン振動の将来変化の予測については、この現象のモデ

ルによる再現性が乏しく、海面水温の昇温パターンに敏感であるため、確信

度は低い。したがって、西アジア、南アジア、東南アジア、オーストラリア

における地域的な極端現象の将来予測については、マッデン－ジュリアン振

動と関連する場合には不確実性が大きい。 
熱帯大西洋の将来変化の予測については、現在気候のモデルシミュレーシ

ョンに系統誤差があるため、平均場及び年々変動のモードのどちらも確信度

は低い。したがって、大西洋のハリケーンと南アメリカ熱帯域及び西アフリ

カの降水量における将来変化に与える影響は不確実である。 
気候モデルにおけるエルニーニョ・南方振動（ENSO）の再現性の現実性

が増しており、それらのモデルは、現在の ENSO の変動が将来も続くこと

を示している。したがって、ENSO は将来も主要な年々変動であり続ける可

能性が非常に高く、大気中の水蒸気量が増加することによって地域と規模で

の ENSO に関連する降水変動が強まる可能性が高いことの確信度は高い。

エルニーニョとラニーニャに関連した北太平洋と北アメリカでの気温と降水

量の変動の分布（テレコネクション）は、モデル間で一致して、将来東へ移

動すると予測されているが、確信度は中程度である。一方、中央及び南アメ

リカ、カリブ海地域、アフリカ、アジアの大部分、オーストラリア、ほとん

どの太平洋諸島など、他の地域に与える影響は、より不確かである。とはい

え、モデルでは ENSO の変動や空間分布の自然変調が非常に大きいため、

21 世紀における ENSO の変動の変化についての具体的な予測の確信度は

依然として低い。 
低気圧 

21 世紀の予測における過程の理解と一致度に基づくと、世界全体での熱帯



 57 

低気圧の発生頻度は減少するか、又は本質的には変わらないままである可能

性が高く、それと同時に、世界平均した熱帯低気圧の最大風速及び降水量は

増加する可能性が高い。将来、気候変動が熱帯低気圧に及ぼす影響は地域に

よって異なる可能性が高いが、変化の具体的な特徴はまだ十分に定量化され

ておらず、地域を特定した頻度と強度の予測における確信度は低い。とはい

え、特定の地域における過程の理解とモデルの一致度が向上していることか

ら、オーストラリア及び多くの太平洋諸島のほか、北・中央アメリカ、東ア

フリカ、西・東・南・東南アジアに上陸する熱帯低気圧の中心付近では、よ

り極端な降水が起こるであろうことの確信度は中程度である。モデルの解像

度とダウンスケーリング技術の進歩によって、激しい暴風雨の予測に対する

確信度が増しており、どちらかと言えば一部の海域では最も激しい暴風雨の

発生頻度が大幅に増加するだろう。 
低気圧経路のシミュレーションには系統的なバイアスが存在するにもかか

わらず、ほとんどのモデルや研究は将来の温帯低気圧の数の変化において一

致している。世界全体の温帯低気圧の数は数パーセント以上減少する可能性

は低い。南半球の低気圧経路はわずかに極方向に移動する可能性が高い。予

測に基づけば、どちらかと言えば北太平洋の低気圧経路は極方向に移動する

ことの確信度は中程度である。しかし、北大西洋の低気圧経路の応答が単な

る極方向への移動である可能性は低い。地域的な低気圧経路の変化の大きさ

と、その変化が地域的な地表での気候に与える影響についての確信度は低い。

北極、北ヨーロッパ、北アメリカ、南半球における 21世紀末（2081～2100
年）までの冬季降水量の増加は、暴風雨による降水がより極端になることに

伴った、温帯低気圧による降水の増加によってもたらされている可能性が非

常に高い。 
ブロッキング 
モデルでブロッキングを再現する能力が向上し、予測に関する一致度が高

まっていることから、南北両半球のブロッキングの頻度は増加しないことの

確信度は中程度である。一方、ブロッキングの強度と持続性の変化傾向は不

確実なままである。したがって、北アメリカ、ヨーロッパ及び地中海、中央
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及び北アジアにおけるブロッキング関連の地域的な変化も不確実である。 
環状モードと双極子モードの変動 
モデルは一般に、環状モードと双極子モードの大体の特徴を再現すること

ができている。予測におけるモデルの一致度によれば、将来の北半球冬季の

北大西洋振動は大きな自然変動と、過去に観測されたものと同程度の大きさ

の変化傾向を示す可能性が非常に高く、平均するとわずかに正の変化傾向が

強まり、北極、北アメリカ、ユーラシアにおける冬季の気象条件に対して多

少の（ただしあまり十分な裏付けのない）影響を伴う可能性が高い。21 世紀

中頃までに成層圏オゾンが回復するにつれて、南半球環状モードにおける南

半球の夏季／秋季の正の変化傾向はかなり弱まり、南アメリカ、アフリカ、

オーストラリア、ニュージーランド、南極に対して多少の（ただしあまり十

分な裏付けのない）影響を伴う可能性が高い。 
大西洋数十年規模振動 
古気候の復元とモデルシミュレーションから得た複数の証拠によれば、大

西洋数十年規模振動（AMO）は、平均的な気候の変化につれて将来その挙動

を変化させる可能性は低い。しかし、今後数十年にわたる大西洋数十年規模

振動の自然変動は、大西洋の大型ハリケーンの数、西アフリカの雨季、北ア

メリカ及びヨーロッパの夏季の気象条件などの地域の気候に対して、人為起

源の変化と少なくとも同程度の大きさで影響する可能性が高い。 
 


