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地球温暖化―何が起こるか，どう防ぐか―



2005年2月16日，「京都議定書」が発効
→日本は温室効果ガス排出量6％の削減義務
（2008～2012年に，1990年水準に比べて）

温暖化防止京都会議の会議風景
（環境省COP3ホームページより）



2004年夏，日本は猛暑と豪雨に見舞われた

各地で真夏日日数
の記録を更新

日最高気温別熱中症患者平均搬送数

新潟・福島，福井豪雨
台風上陸10個

新潟豪雨で倒壊した家
（東大沖大幹氏提供）



この話でお伝えしたいこと

1. 温暖化は本当に起こるのか？
2. 温暖化は既に起こっているのか？

（もしも排出削減対策をとらなければ）

３．気温はどれくらい上がるのか？

４．どんなことが起こるのか？

５．どれくらい排出量を減らせばよいか？



地球温暖化のしくみ

１．温室効果が
無かったら…

２．温室効果が
あるので…

３．温室効果が
強まると…

１５℃ １５℃＋－18℃



温室効果ガス濃度と地球平均気温は
20世紀に急激に上昇している

大気中CO2濃度

11世紀 20世紀

11世紀 20世紀

地球平均気温（北半球）

(IPCC 第３次評価報告書より）



1. 将来の世界の社会経済はどんな方
向に発展するか？

2. 温室効果ガス等はどれだけ排出さ
れるか？

3. 排出された温室効果ガス等のどれ
だけが大気中に残るか？

4. 温室効果ガス等の増加がどんな気
候変化をもたらすか？

5. 気候変化が人間社会および生態系
にどんな変化をもたらすか？

「将来」をどのように予測するか？



将来の世界の社会経済はどんな方向に
発展するか？→排出量はどう変わるか？

予測は不可能→様々な場合（シナリオ）を考える
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排出された二酸化炭素のどれだけが
大気中に残るか？

地球の炭素循環 ： 大気残存量＝排出量－吸収量

(図：UNEP Vital Climate Change Graphicsより，値：IPCC第３次評価報告書より)

化石燃料消費
による排出

63億トン/年

陸域生態系
による吸収

14億トン/年

海洋
による吸収

17億トン/年



流体力学の方程式で表せない項
（格子以下の現象，雲，雨…）

↓
半経験的に表現

（モデルの不確かさの原因）

温室効果ガス等の増加がどんな
気候変化をもたらすか？

「気候モデル」＝コンピュータ中に地球の気候を再現

大気・海洋を３次元の格子
（数10～数100km）に分割

各格子に風（流速），
温度等の物理量を定義

大気・海洋の変化を支配している
物理法則の方程式を近似して解く
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地球平均の地表気温は，21世紀末ま
でに1.4～5.8℃上昇すると予測される

(IPCC 第３次評価報告書より）

気
温
変
化
量
（
℃
）

個々のシナリオ
の結果
（モデル平均）

シナリオの
違いによる
不確かさ
の幅

気候モデルの
不確かさを加えた幅

1.4℃

5.8℃



なぜ，気候モデルによる気温上昇量の
予測には大きな幅があるのか？

＝「気候感度」の問題
温室効果の増大に対して，気候（気温）が
どれくらい敏感に反応するか？

温室効果
の増大

水蒸気・雪氷
・雲等の変化

フィードバック

フィードバックの大きさが気候感度を決める

特に雲のフィードバックの大きさがよく分かっていない

気温上昇



1860 2000

地球平均気温（全球）

気候感度を「確率的に」推定する

(Gregory et al., 2002)

例：CO2倍増に対して気温が４℃以上上昇する確率は○○％

確
率

CO2倍増に対する気温上昇

20世紀の気温上昇＝気候感度×（20世紀の温室効果増大
－海洋による熱吸収）

高い気候感度の
可能性を
否定できない



気候感度の推定の幅を狭める

(Yokohata et al., 2005)

気候感度が高い→冷却効果に対する温度降下も大きい

ピナツボ火山噴火（1991年）の冷却効果に対する応答は？

[℃]

気候感度4.0℃

観測

[年]

気候感度6.3℃

高い気候感度の
可能性を否定？



「気温はどれくらい上がるか？」のまとめ

• 何も対策をとらなければ，地球平均の地表気
温は21世紀末までに1.4～5.8℃上昇すると
予測されている（大きな幅がある）．

• 予測の大きな幅は，半分は世界の発展シナ
リオの不確かさ，半分は気候モデル（気候感
度）の不確かさによる（科学的な不確かさが
一つのネックであった）．

• 気候感度を確率的に推定する試み，推定の
幅を狭める試みが進められている（不確かさ
を減らしつつある）．



• 注目する変化が自然のゆらぎに比べて十分
大きく，明瞭である

• 物理的・合理的に説明可能である
• 全ての（多くの？）モデルで結果が一致する
• 注目する現象を現在の気候についてモデル
がよく再現できる

どのような予測には自信があるか

→大まかな地域的分布など



20～21世紀の地表気温変化シミュレーション

（東大気候システム研究センター・国立環境研究所・地球環境フロンティア研究センター）
（「地球シミュレータ」にて計算）



温暖化は地球が一様に暖まるのではない

（東大気候システム研究センター・国立環境研究所・地球環境フロンティア研究センター）

年平均気温上昇の分布

陸上で気温上昇が大きい
特に北半球高緯度陸上の
冬に気温上昇が大きい

年平均降水量変化の分布

北半球中高緯度と南極で
増加
熱帯・亜熱帯の一部で減少



平均的に長梅雨型に移行
梅雨は活発で長引く

（東大気候システム研究センター・国立環境研究所・地球環境フロンティア研究センター）

真夏日日数と豪雨頻度が
大幅に増加

真夏日（最高気温30℃以上）
の日数

豪雨（日雨量100mm以上）
の日数

日本の夏は暑く、悪天候増える

高

高



地球平均の海面水位は，21世紀末ま
でに9～88cm上昇すると予測される

(IPCC 第３次評価報告書より）

シナリオの違いによる
不確かさの幅

気候モデルの不確かさ
を加えた幅

陸氷融解の不確かさ
を加えた幅

9cm

88cm



海洋のコンベヤーベルト
→弱くなる可能性はあるが、
今世紀中の停止の可能性は低い

(IPCC 第３次評価報告書より）

仮に停止しても氷河期は来ない



1. 熱帯，亜熱帯で作物生産性が
低下（温暖化が進めば中緯度で
も低下）

2. 多くの水不足の深刻な地域で，
水資源がさらに減少

3. マラリアなどの伝染病感染の危
険にさらされる人口が増大

4. 熱中症患者が増大
5. 強い降水と海面水位上昇により，
洪水の危険性が増大

6. 冷房エネルギー需要が増大

人間社会への様々な影響が懸念される



どれくらい排出量を減らせばよいか？

(IPCC 第３次評価報告書より）

現在 50年後 1000年後

CO2濃度変化

応答の大きさ

CO2排出量

気温変化

海水熱膨張に
よる海面上昇

陸氷の融解に
よる海面上昇

濃度一定：排出＝吸収



この話のまとめ

• 温暖化は既に起こっており，対策をとらなけ
れば間違いなく深刻化する．

• 気温上昇量の将来予測には不確かさがある
が，不確かさは減りつつある．

• 温暖化による人間社会への様々な悪影響が
懸念されている．日本も例外ではない．

• 大気中CO2濃度を安定化させるためには，い

ずれ排出量を大幅に削減する必要がある．
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