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地球は温暖化しているのか？

IPCC (気候変動に関する政府間パネル）

の報告（IPCC-WG1 2013)



地球表面の平均気温
は20世紀初めから約
１℃上昇している。
特に1980年以降の上
昇が著しい。

地域的にはユーラシア
大陸の北半分で最も
上昇の程度が大きい
（２℃以上）



地球温暖化に伴って雪氷は減少し
海面水温や海水面高度は上昇している

北半球の積雪面積

北極の海氷面積

全球の海洋表層温度

全球の海水面高度



産業革命前と比較した現在（2006-2015)の年平均気温の地域分布
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縮小するヒマラヤ氷河
名古屋大学環境学研究科雪氷学研究室提供

（ネパールヒマラヤ AX010 氷河）

ヒマラヤと世界各地の氷河の変化
1960⇒2010 （IPCC-WG2, 2014)

個々のヒマラヤ氷河の
現地観測値

ヒマラヤ氷河群の平均値

世界各地の氷河群の
観測地

ヒマラヤ氷河の変化
人工衛星観測



A1. 現時点の地球温暖化

地球気温変化は何が決めているか？（放射強制力について）

◼ 大気中のCO2、メタン、エーロゾル濃度の変化、雲分布の変化などが引き起こす放射エネルギー収
支の変化（放射強制力）によって気温が変化する。

◼ AR5では、放射強制力の合計は正であり、その結果、気候システムによるエネルギーの吸収（気温
上昇）をもたらしていること、1750年以降の大気中の二酸化炭素濃度の増加が合計放射強制力に
最大の寄与をしていることが示された。

※図中の記号・文は原図に追加したもの

出典：図, IPCC AR5 WG1 SPM図SPM.5

（気象庁訳）

大気中CO2濃度の増加が、放射強

制力に最も大きな正の影響を与え
ている。

暖める冷やす

CO2以外では、主にメタン、ハロ

カーボン類、一酸化二窒素や、そ
の他の短寿命ガス濃度の増加が
放射強制力に正の影響を与えて
いる。

7環境省

図. 1750年を基準とした2011年における放射強制力の推定値と要因ごと
に集計された不確実性



温室効果ガスの増加で
今後１００年、地球の気候は
どう変化する可能性があるか？

IPCC2013  による予測結果



人為起源の排出及び放射強制力に対する地球温暖化の応答
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A1. 現時点の地球温暖化

出典：図, IPCC SR1.5 図SPM.1環境省

観測された月毎のGMST

今日までに推定され
る人為起源の昇温と
可能性の高い範囲

1850〜1900年を基準とした地球温暖化（℃）

定型化された排出経路に対するモデル応答の可能性の高い範囲

世界全体のCO2排出量は2055年に正味ゼロに達し、
CO2以外の放射強制力は2030年以降減少する(b, c, dの灰色）

より急速なCO2削減(b, cの青色)によって、
昇温を1.5℃に抑えられる確率がより高くなる
CO2以外の正味放射強制力が減少しない(dの紫色)
場合昇温を1.5℃に抑えられる確率がより低くなる

b）世界全体のCO2正味排出量の定型化
された経路 c）累積正味CO2排出量 d）CO2以外の放射強制力の経路

単位：1年当たり10億トンCO2(GtCO2/yr) 単位：10億トンCO2 (GtCO2) 単位：平方メートルあたりワット(W/m2)

CO２排出量は
2020年から減少
し、2055年また
は2040年に正味
ゼロに達する

2055年及び2040年
に正味ゼロに達す
る排出経路におけ
る累積CO２排出量

CO2以外の放射強制力が
2030年以降減少する、または
2030年以降減少しない

より急速な即時のCO2排出削減によってパ
ネルcに示すCO2の累積排出量が抑制され
る。

昇温の最大値はCO２の累積正味排出量と、メタン、一酸化二窒素、エーロゾル
及びその他人為的放射強制因子による正味のCO2以外の放射強制力によって決
まる。

◼ CO2累積排出量及び将来のCO2以外の放射強制力が昇温を1.5℃に抑える確率を決める。
（IPCC SR1.5 SPM 図SPM.1）

図.観測された地球全体の気温変化並びに定型化された人為起源の排
出及び強制力の経路に対するモデル応答

a) 観測された地球全体の気温変化並びに定型化された人為起源の排出及び強制力の経路に対するモデル応答

パネルaの右側の縦方向のエラーバーは、3つの
定型化された経路において推定される2100年の
昇温分布の可能性が高い範囲（細線）及び第2三
分位範囲（33〜66パーセンタイル、太線）を示す。

CO2正味排出量がゼロに達する時期が2055年か
ら2040年に早まると（パネルb）、累積正味CO2排
出量が抑制され（パネルc）、将来の昇温分布の
範囲がより低い昇温水準（青色の陰影部）になる。

正味のCO2以外の放射強制力が2030年以降に減
少しない場合（パネルd）、将来の昇温分布の範
囲がより高い昇温水準（紫色の陰影部）になる。

パネルb、パネルc及びパネルdにおける縦方向
の破線のエラーバーは、2017年時点における過
去の年間及び累積のCO2の正味排出量の可能
性が高い範囲（データはグローバル・カーボン・プ
ロジェクト※より抽出）、並びにAR5より2011年時
点の正味のCO2以外の放射強制力の可能性が
高い範囲をそれぞれ示す。

※ http://www.globalcarbonproject.org/

パネルc及びパネルdの縦軸はGMSTへの効果が
近似的に等しくなるよう縮尺されている。

http://www.globalcarbonproject.org/


10億CO2トン/年

世界全体のCO2正味排出量

CO2正味ゼロになる時期
線の幅はシナリオの5〜95
パーセンタイル及び25〜75
パーセンタイルを示す。

高いオーバーシュートの経路

オーバーシュートなし、または小さいオーバーシュートで1.5℃に地球温暖化を抑える経路

2℃より低く地球温暖化を抑える経路
（上図になし）

4つの例示的モデル経路

オーバーシュートしないまたは限られたオー
バーシュートを伴って1.5℃に地球温暖化を抑え
る経路、及び高いオーバーシュートを伴う経路
において、CO2排出量は2050年頃に世界全体で
正味ゼロに削減される。

CO2以外の放射強制力因子もオーバーシュート
しないまたは限られたオーバーシュートを伴っ
て1.5℃に地球温暖化を抑える経路において削
減または抑制されるが、世界全体でゼロに達す
ることはない。

CO2以外の2010年比排出量

メタン排出量

ブラックカーボン（黒色炭素）排出量

一酸化二窒素排出量正味ゼロ
排出

2050年頃にCO2排出量が正味ゼロに達する
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◼ 地球温暖化を1.5℃に抑えるモデルの[排出]経路においては、世界全体の人為起源の
CO2の正味排出量が、2030年までに、2010年水準から約45%（四分位範囲40～60%）減
少し、2050年前後に（四分位範囲2045～2055年）正味ゼロに達する。（確信度が高い）

（IPCC SR1.5 SPM C1.）

出典：図, IPCC SR1.5 図SPM.3a

⚫ 地球温暖化を2℃より低く抑えるた

めには、ほとんどの排出経路※にお
いて、CO2排出量は2030年までに約
25%（四分位範囲：10～30%）削減さ
れ、2070年前後に（四分位範囲：
2065～2080年）正味ゼロに達する
と予測される。（確信度が高い）

※ 66%の確率で地球温暖化が2℃未満にと
どまることに基づく。

（IPCC SR1.5 SPM C1.）

※図中の記号・文は原図に追加したもの

C1. 1.5℃の地球温暖化に整合する排出経路

環境省

各図の着色域は、地球温暖化を
1.5℃に抑える経路の5～95%の範

囲（薄い着色域）及び四分位範囲
（濃い着色域）を示す。下部の長方
形と線の図は、各経路において世
界全体のCO2 の排出水準が正味ゼ
ロに達する時期を、少なくとも66%の
確率で地球温暖化を2℃に抑える経
路と比較して示す。

（IPCC SR1.5 図SPM.3a）

P1、P2、P3、P4 と表示されている
4 つの例示的モデル経路の説明
及び特徴は図SPM.3b （スライド
51~53頁）で示しています。

図. 地球温暖化を1.5℃に抑制する排出経路の特徴



今後CO2がどう増えるかは私たち人類の選択次第で変わる

RCP8.5:2070までは現在のまま放出する

RCP2.6: 2100年に1.5℃上昇に抑える

温室効果ガス（CO2)排出量

二酸化炭素濃度

温室効果ガス（CO2)濃度

４つの排出シナリオに基づく
気候予測 (IPCC, 2013)



どのような選択をするかで
将来の地球の気候状態も大きく変わる

選択(シナリオ）別の
2100年までの
全球平均気温変化
予測

選択(シナリオ）別の
2100年までの
北半球の海氷面積
の変化予測

産業革命以降
＋1.5℃のライン



IPCC - WGI

2070に放出ゼロ 現在のまま2070まで増加



IPCC - WGI

地球温暖化に伴う海面水位の上昇
４つのシナリオによる
全球平均の海面水位の変化予測
（21世紀末ー20世紀末の差）
２１の気候モデル予測値の平均

RCP4.5シナリオによる
海面水位変化の分布予測
（21世紀末ー20世紀末の差）
２１の気候モデル予測値の平均



海面水位の上昇に関する予測
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◼ 2100年までの世界平均海面水位の上昇は、2℃に比べて1.5℃の地球温暖化においての
方が約0.1m低いと予測される（確信度が中程度）。

◼ 海面水位は2100年のはるか先も上昇し続け（確信度が高い）、この上昇の大きさと速度
は将来の排出経路に依拠する。

◼ 海面水位の上昇がより緩やかになれば、小島嶼、沿岸低平地及びデルタ地帯の人間シ
ステムと生態系の適応機会が拡大する（確信度が中程度）。

（IPCC SR1.5 SPM B2）

B2. 海面上昇及び関連する影響・リスクに関する予測

環境省

⚫ モデルに基づく世界平均海面水位の上昇（1986〜2005年基準）は、1.5℃の地球温暖化において2100年までに
0.26〜0.77mの範囲であり得るとされ、それは2℃の地球温暖化に比べて0.1 m （0.04〜0.16 m）低い（確信度が中
程度）。

（IPCC SR1.5 SPM B2.1.）

⚫ 世界の海面水位上昇幅が0.1 m低くなることは、2010年の人口に基づき適応がないと想定すると、関連するリスク
に曝される人が最大1,000万人減少するであろうことを示唆する（確信度が中程度）。

（IPCC SR1.5 SPM B2.1.）

⚫ 南極の氷床の不安定化及び／またはグリーンランドの氷床の不可逆的な消失の結果、数百年から数千年にわ
たって海面水位が数メートル上昇しうるだろう。これらの不安定化は約1.5℃から2℃の地球温暖化で引き起こされ
うるだろう（確信度が中程度）。

（IPCC SR1.5 SPM B2.2.）



では、私たちの生活にとって
より重要な雨や雪は

「地球温暖化」でどう変わるか？

水惑星地球の気候の維持と変化は

水循環のプロセスで決まっている



大気に含みうる水蒸気量は、気温上昇とともに指数関数的に増加する
⇒温室効果ガスの増加により地表面付近の気温が上がると、

水蒸気量も多くなる傾向となる。

気温と水蒸気量の関係
（飽和水蒸気圧曲線）

気温



http://www-cger.nies.go.jp/qa/11/11-2/qa_11-2-j.html

CO２増加に伴う水蒸気量の増加による
温室効果の加速効果（正のフィードバック）の可能性

海面付近の
水温上昇



全球（50N-50S)の大気水蒸気量も増加している
(Santer et al., 2007)

成層圏大気の汚れ度

大気中の水蒸気量の変化



「地球温暖化」が地球の降水過程に与える影響

温室効果ガスの増加⇒地表面温度の上昇

海面からの蒸発の強化

大気中水蒸気量の増加

雲量の増加

降水量の増加

太陽エネルギー

対流活動の強化

降らない地域も増加

正のフィードバック 負のフィードバック

水蒸気はもっとも強力な温室効果ガスである！

豪雨の増加

（安成、地球気候学 2018）



2100年頃の降水量変化予測 (IPCC, 2013）

12－2月 6－8月

熱帯(赤道域）と中・高緯度は増加、亜熱帯は減少傾向
全球的には増加傾向

←降水量変化→

RCP2.6 RCP8.5



温室効果ガス増加による「地球温暖化」
は、豪雨（年間の5日間極大降水量）強
度をどう変化させるか？
（世界の各地域での変化の分布）

IPCC-1.5報告（2018）



「地球温暖化」に伴う世界の大河川における流量変化
（青：1.5℃昇温時、赤：２℃昇温時）



「地球温暖化」に伴う洪水頻度の変化予測
(IPCC-WG2 TSU, 2013)

地球温暖化に伴う洪水頻度の変化
（青）増加 （赤）減少

100年に1度以下大洪水のリスクに
さらされる人々の数（単位：百万人）



工
業
化
以
前
を
基
準
と
し
た

世
界
平
均
地
上
気
温
の
変
化
（
℃
）

暖水性サンゴ マングローブ 低緯度の
小規模漁業

北極域 陸域の
生態系

沿岸洪水 河川洪水 作物の収量 観光 暑熱に関連する
疾病及び死亡

移行の確信度：L=低い、M=中程度、H=高い、VH=非常に高い

選択された自然システム、管理されたシステム及び人間システムにもたらす影響とリスク

リスク水準が上昇している懸念材料がある（続き）
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A3. 1.5℃の地球温暖化におけるリスク

⚫ 上図で選択された自然システム、管理されたシステム、及び人間システムに対する影響及びリスクは、例示的で
あり、すべてを網羅することは意図されていない。

（IPCC SR1.5 SPM 図SPM.2 キャプション）

出典：図, IPCC SR1.5 図SPM.2
図. 懸念材料（RFCs）に関連する影響及びリスク

〇 〇 〇 〇 〇

気候変化と生態系変化、水循環変化の間には
密接な相互作用があるので、人間活動への影響は
さらに増幅される可能性があることに留意すべきである。



地球温暖化による穀物収量変化
（多くの研究成果結果の統計）



陸域生態系への影響・リスクに関する予測
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◼ 陸域では、種の喪失及び絶滅を含む、生物多様性及び生態系に対する影響は、2℃に比
べて1.5℃の地球温暖化においての方が低いと予測される。地球温暖化を2℃に比べて
1.5℃に抑えることは、陸域、淡水、及び沿岸域の生態系が受ける影響を低減し、並びに
それらが提供する人間へのサービスをより多く保持させると予測される（確信度が高い）。

（IPCC SR1.5 SPM B3.）

B3. 陸上生態系への影響・リスクに関する予測

環境省

リスクの種類 1.5℃の地球温暖化に関する予測 2℃の地球温暖化に関する予測

生物種の地理的
範囲の喪失

• 調査された105,000種※のうち、 昆虫の6%、植物の8%
及び脊椎動物の4%が気候的に規定された地理的範囲
の半分以上を喪失する（M）。

• 調査された105,000種※のうち、 昆虫の18%、植物の
16%及び脊椎動物の8%が気候的に規定された地理的
範囲の半分以上を喪失する（M）。

表. 1.5℃及び2℃の地球温暖化で陸域生態系に生じるリスクの予測

H：確信度が高い M：確信度が中程度 IPCC SR1.5 SPM B3.1.より作成

※ 先行研究に整合する、近年の、1件のメタ研究より採用した例示的な値が用いられた。

Warren et al. （2018）※ より作成
※同研究は、上記の表に記載した内容の根拠となっている。
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40

植物 昆虫 脊椎動物

生
物
種
の
割
合
（

%
） 1.5℃

2℃

図.気候的に規定された地理的範囲の半分以上を失う生物種の割合（平均値）

エラーバーは信頼区間（10～90%）の幅を表す



陸域生態系への影響・リスクに関する予測（続き）
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B3. 陸上生態系への影響・リスクに関する予測

環境省

リスクの種類 1.5℃の地球温暖化に関する予測 2℃の地球温暖化に関する予測

バイオーム（主要
な生態系分類）の
変質

• 2℃の地球温暖化では、世界全体の陸域の面積の13%（四分位範囲8〜20%）において、生態系が一つの分類から
別の分類に変質するのに比べて、1℃の地球温暖化では世界全体の陸域の面積の約4%（四分位範囲2〜7%）にお
いて変質する（M）。これはリスクに曝される面積が2℃に比べて1.5℃において50%少ないと予測されることを示す
（M）。

• 高緯度の凍土帯及び北方林は特に気候変動に起因する劣化及び消失のリスクに曝されており、低木がすでに凍
土帯に侵入している（H）。これはさらなる昇温に伴って進行する。

森林火災 • 2℃に比べて1.5℃の地球温暖化においての方がリスクに伴う影響が低い（H）。

侵入生物種の広
がり

• 2℃に比べて1.5℃の地球温暖化においての方がリスクに伴う影響が低い（H）。

永久凍土の融解
• 地球温暖化を2℃ではなく1.5℃に抑えることによって、150万〜250万km2の範囲の面積において永久凍土の融解
を何世紀にもわたって防ぐ（M）。

表. 1.5℃及び2℃の地球温暖化で陸域生態系に生じるリスクの予測（続き）

H：確信度が高い M：確信度が中程度 IPCC SR1.5 SPM B3.1., B3.2., B3.3.より作成
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◼ 地球温暖化を2℃に比べて1.5℃に抑えることによって、海水温の上昇、並びにそれに関

連する海洋酸性度の上昇及び海洋酸素濃度の低下を低減させると予測される（確信度
が高い）。それに伴い、1.5℃に地球温暖化を抑えることによって、海洋生物多様性、漁業

［資源］、及び生態系、並びにこれらがもたらす人間への機能とサービスに対するリスク
が減少することが予測される。これは北極圏の海氷及び暖水性サンゴの生態系における
近年の変化によっても明らかである（確信度が高い）。

（IPCC SR1.5 SPM B4.）

B4. 海洋生態系への影響・リスクに関する予測

環境省

リスクの種類 1.5℃の地球温暖化に関する予測 2℃の地球温暖化に関する予測

海氷の消失

• 100年に1度の可能性で、夏の北極海の海氷が消失す
る（M）。

• 10年に1度の可能性で、夏の北極海の海氷が消失する
（M）。

• 気温のオーバーシュートの影響は数十年の時間スケールにおいて可逆的である（H）。

生物種の移動と生
態系に対する損傷

• 1.5℃の地球温暖化は多くの海洋生物種の分布をより高緯度に移動させるとともに、多くの生態系に対する損傷（ダ

メージ）の量を増大させる。それは、沿岸資源の消失を引き起こし、（特に低緯度において）漁業及び養殖業の生産
性を低減させる。気候に起因する影響のリスクは1.5℃に比べて2℃の地球温暖化においての方が高くなる（確信度
が高い）。

• 多くの海洋及び沿岸域の生態系の不可逆的な消失のリスクは地球温暖化に伴って拡大し、特に2℃以上で大きくな
る（H）。

表. 1.5℃及び2℃の地球温暖化で海洋生態系に生じるリスクの予測

IPCC SR1.5 SPM B4.1., B4.2., 212頁第3章表3.2より作成H：確信度が高い M：確信度が中程度
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B4. 海洋生態系への影響・リスクに関する予測

環境省

リスクの種類 1.5℃の地球温暖化に関する予測 2℃の地球温暖化に関する予測

サンゴ礁の消失 • さらに70〜90%が減少する（H）。 • 99%以上が消失する（VH）。

生物種の損失
• 1.5℃の地球温暖化に伴うCO2濃度の増加がもたらす海洋酸性化のレベルは、昇温による悪い影響を増大させ、

2℃においてはさらに増大し、広範な種（すなわち、藻類から魚類まで）の成長、発達、石灰化、生存、従って個体数
に影響を及ぼす（H）。

漁獲量の損失

• 海洋での漁業について世界全体の年間漁獲量が約
150万トン損失する（M）。※

• 海洋での漁業について世界全体の年間漁獲量が300
万トンを超える損失となる（M）。※

• 海洋における気候変動の影響は、生理学、生存率、生息地、生殖、疫病の発生、及び侵入生物種のリスクに対す
る影響を通じて、漁業及び養殖業に対するリスクを増大させている（M）。

表. 1.5℃及び2℃の地球温暖化で海洋生態系に生じるリスクの予測

IPCC SR1.5 SPM B4.2., B4.3., B4.4.より作成VH：確信度が非常に高い H：確信度が高い M：確信度が中程度

※ 世界全体の漁業に関する1件のモデル研究による結果

出典：図, 環境省資料

図. 白化後のサンゴ礁図. 白化前のサンゴ礁



未来可能な地球社会の構築に向けて

•都市は、先進国中心に総炭素排出量の70%を占め、途上国
中心に地球規模の環境汚染のホットスポットとなっている

•都市での先進的取り組みこそ、地球と人類の未来の鍵を

にぎっている

•未来へ向けて持続可能な地球社会の構築には、都市域と農
山漁村が一体となった共生圏の構築が重要である

•特に、アジアにおける取り組みは、地球全体の持続可能な
社会の構築にとって、極めて重要である

•脱炭素化だけでなく、地域の特性を生かした経済と、水、
エネルギー、食料の統合的施策が必要である

•「成長」パラダイムから「足るを知る」パラダイムへの

転換が必要である



京都宣言（要約）
＜2050年の世界の都市のあるべき姿に向けて＞

・ 自然との共生が実現。

・ 「もったいない」の精神による市民の価値観・ライフスタイルの転換。

・ 環境教育・学習の促進による持続可能社会の「担い手」の育成。

・ 脱炭素化に貢献する技術革新，気候変動影響への適応。

・ 廃棄物を再資源化する「都市鉱山」の活用と循環型社会の構築。

・ 省エネと再生可能エネルギー推進によるエネルギー自治の実現。

・ 都市交通システムの高度化による環境負荷の低減と利便性向上

・ 貧困・格差などの社会問題の平和的解決への貢献。
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地球が人類とすべての生命にとって
母なる惑星であり続けるかどうかは
ひとえに私たち人類が、現在だけでなく

将来生まれ来る生命のことを
思いやれるかどうかにかかっている。



大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

総合地球環境学研究所（地球研）
Research Institute for Humanity and Nature

ご清聴ありがとうございました。
引き続き、地球研オープンハウスをお楽しみください！

http://www.chikyu.ac.jp/

未来可能な地球社会を目指して
―地域から地球スケールの環境と未来可能性に関する統合的研究の推進―


