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地球の気温はどう決まっているか？
～放射平衡温度～

日射日射と赤外放射赤外放射は釣り合っている。
単位面積当たりの太陽放射（日射）は

1370 W/m2 x 0.7 / 4 = 240 W/m2

小倉義光「一般気象学第2版」

日射日射

太陽太陽

赤外放射赤外放射

黒体放射（物体は温度に応じた放射をする）
太陽放射は短波長、地球放射は長波長（赤外）

小倉義光「一般
気象学第2版」

太陽放射太陽放射 赤外放射（地球放射）赤外放射（地球放射）

放射平衡温度

• 射出される（赤外）放射は絶対温度の４乗に
比例する。 （σT４ ）

• 入射する日射エネルギーと射出される赤外放
射は等しい。
σT４ ＝２４０W/m2

上の式を解けば

• 240 W/m2に対応する温度は255K（-18℃）
これを放射平衡温度という。
地球を宇宙から見ると－18℃。
５ｋｍくらいの温度。

放射平衡温度

• 射出される（赤外）放射は絶対温度の４乗に
比例する。 （σT４ ）＝２４０W/m2

• 240 W/m2に対応する温度は255K（-18℃）

日射

赤外線

-18℃

σT４＝S （１－α）/４

地球の平均地球の平均地表地表気温は約１５℃？気温は約１５℃？

なぜ？なぜ？
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温室効果温室効果とは何か？

• 日射に対してほぼ透明だが、赤外放射を吸
収する気体（ガス）は、地表面を暖める効果
がある。

• 水蒸気（Ｈ２Ｏ），二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン
（ＣＨ４）などが温室効果気体である。

• 地表面が暖まると対流により熱が上空に運
ばれ、対流圏全体が暖まる。

大気は日射に対してほぼ透明
例外：紫外線（オゾンによる吸収）、近赤外

小倉義光「一般気
象学第2版」

0.4-0.7μは可視光

赤外放射は吸
収が多い。

オゾンによる紫外
線吸収（成層圏）

吸収するのは、

H2O, CO2, CH4

など

吸収すると放射する。

これらを温室効果ガス温室効果ガス
という。

大気の吸収率
（11kmと地上）

小倉義光「一般気象学第2版」

温温 室室 効効 果果
地球は温室効果ガスのおかげで適度な気温。地球は温室効果ガスのおかげで適度な気温。

240 W/m2に対応する温度は255K（-18℃）

日射

赤外線

-18℃

温室効果ガス

１５℃

CO2, H2O, 
CH4 など

は日射に対
してほぼ透
明だが、赤
外放射を吸
収・射出す
る。

－１８℃

-18℃

曇った夜が、
冷えないのも
温室効果

<放射冷却>

放射・対流平衡

小倉義光「一般気象学第2版」

対流圏

成層圏
真鍋・ストリクラー(1964)

不安定

放射平衡

放射対流平衡

より現実的な気候の再現
には３次元の気候モデル
が必要。
日本人の活躍

COCO22増大時の増大時の

放射対流平衡放射対流平衡

地上気温の変化

150ppm 300ppm
+2.88 ℃

300ppm 600ppm
+2.36 ℃

成層圏は冷却。
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成層圏での放射バランス成層圏での放射バランス

• オゾンによる紫外線の吸収加熱
と

温室効果ガスによる冷却
が

釣り合っている。

• オゾン減少ーーー＞冷却
• CO2増大 ーーー＞冷却

Chapman 反応（純酸素反応）

O2 + 紫外線 O + O

O + O2 + M O3 + M

O3 + 紫外線 O2 + O

O + O3 2 O2

成層圏は寒冷化している！成層圏は寒冷化している！

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
（Intergovernmental Panel on Climate Change)

1990年 第1次報告書

1995年 第2次報告書

2001年 第3次報告書

2007年 第4次報告書

IPCCは地球温暖化の実態
把握とその精度の高い予測、
影響評価、対策の策定を行
うことを目的として、1988年
に設立された。科学者・専門
家の集まり。

科学的基礎 影響 適応・対策

IPCC地球温暖化第４次レポート
The 4th Assessment Report of the IPCC (AR4)

２００７年２月２日、WG1の「政策策定者向け要
旨」公表。
４月にWG2
５月にWG3.

• IPCC報告書には、１３０カ国、450名の著者、
2500名のレビューワーがかかわっている。

AR4-WG1における進展

• 地球は温暖化している。（観測の蓄積・進歩）

• 近年の温暖化が温室効果ガスの増加による可能性
が非常に高い。（気候モデルなどから）

• 地域レベルの気温・降水量の予測が進んだ。（気候
モデルの高精度化）

• 極端な気象現象（豪雨、干ばつ、熱波、など）の予測。
（気候モデルの高精度化）

近年の気候変化
1850-2006

全球平均気温

過去１００年間で
0.74℃上昇
（1906-2005)

全球平均海面水位
1993-2003 3.1mm/年

北半球積雪面積
北半球海氷も減少

海面水位上昇海面水位上昇
の原因？の原因？

近年、温暖化は加速している

100   0.074±0.018
50    0.128±0.026

最も暖かい 12 年:
1998,2005,2003,2002,2004,2006, 
2001,1997,1995,1999,1990,2000

Period      Rate

Years  °/decade
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SST
Land

陸上気温は海面水温より急激に上昇している

2003年夏、異常な熱波が
ヨーロッパを襲った。

熱波は増えている：中部ヨーロッパの夏の例

図２ 日本の年平均地上気温の平年偏差。観測点は都市化の影響の少ない17
地点。平年値は1971～2000年の平均値。棒グラフは各年の偏差。太線（青）は
偏差の5年移動平均、直線（赤）は長期線形トレンド。
気象庁のホームページ（ http://www.jma.go.jp/jma/index.html ）より。

2007年
暖冬

札幌の年平均気温の過去130年の変化
最低気温の上昇が大きい。都市化が２/3。

９℃

７℃

５℃

１℃
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松本測候所

標高６１０ｍ

松本測候所の年平均気温の推移

9

10

11

12

13

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

日平均気温

線形 (日平均気温)

気象庁データによる

1.81.8℃℃/100/100年年
の上昇の上昇

1935年から現在地

松本測候所の年平均気温の推移（19471947年年以降）

9

10

11

12

13

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1℃／50年の上昇：

全球降水量の平年比の変動（気象庁データ）

松本測候所の年降水量の推移
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1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

112mm/100112mm/100年の減少年の減少 19341934年に移転年に移転



6

松本測候所の年降水量の推移

19351935年以降はほとんどトレンドはない。しかし最近変動が大きくなっている。年以降はほとんどトレンドはない。しかし最近変動が大きくなっている。

400
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1000
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1400

1600

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

北極の海氷は減少している（特に、夏）

北極海の海氷面積は
2.7% / 10年で減少
(夏: -7.4%/decade)

・ 生態系への影響（シロクマ…）

・ アイス・アルベド フィードバック（温暖化の加速）
point of no-return?

・ 北極海航路

温室効果ガスの変化

• 温室効果ガス
＊水蒸気（H2O） 自然起源
＊二酸化炭素(CO2)
＊メタン(CH4)
＊一酸化二窒素（N2O）
＊フロン（CFCs）
＊対流圏オゾン（O３）

CO2, CH4, N2O 濃度

-産業革命前より異常に増加
-近年の増加が著しい

温室効果ガスの変化
ー過去１万年ー

CO2

CH4

N2O

CO2の増加は夏に少なく、冬に多い。

気象庁

なぜ？なぜ？

COCO22が行方不明？が行方不明？

全球平均放射強制力（産業革命後）全球平均放射強制力（産業革命後）

IPCC第4次報告書
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気候モデル（大気海洋結合モデル）気候モデル（大気海洋結合モデル）

海水の運動・変化

CO2CO2増加増加

気候モデルによる気候モデルによる2020世紀再現実験世紀再現実験

モデルの性能チェックモデルの性能チェック

• ２０世紀再現実験
＊自然強制（火山活動、太陽活動）
＊人為強制（温室効果ガス、硫酸エアロゾル）
これらを与えて過去の気候変化が再現できるか。

• 過去の気候変動の要因がわかる。
人間が引き起こした温暖化か、それとも自然変動で
あるのか？

温暖化の要因温暖化の要因

• 全強制力を考慮す
れば、気候モデル
は２０世紀の気候
変動を再現できる。

• 自然変動（強制）だ
けでは、２０世紀後
半の温暖化は説明
できない。

•• ２０世紀後半の温２０世紀後半の温
暖化は人間が引き暖化は人間が引き
起こした起こした

Observations

All forcing

Solar+volcanic 年率１％でＣＯ２が増加する
という条件下でシミュレートし
た（CMIPラン）１９の気候モデ
ルによる全球平均地表気温
（上：a）と降水量（下：b）の予
測。（IPCC, 2001, 第3次報
告書, Fig. 9.3）

気温

降水量

気候モデルによる
温暖化予測

年率１％でＣＯ２を増加させ、2倍及び4倍になった時点で安定化した
場合の全球平均地表気温のシミュレーション。矢印が安定化時点（上
向きは2倍で70年後、下向きは4倍で140年後）。（IPCC, 2001, 第3次
報告書, Fig. 9.19a）

CO2が2倍、
4倍で安定
化した場合

海洋の熱慣性
のため、ゆっく
りした温暖化
は続く。

気候モデルによる未来予測のまとめ気候モデルによる未来予測のまとめ

第4次報告書
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気温変化予測気温変化予測

第4次報告書

降水量の変化予測降水量の変化予測

高緯度で降水量が増える。乾燥域は乾燥する。

ただし、大雨は増加する。大雨は増加する。

冬 夏

第4次報告書

CCSR/NIES/FRCGC(地球シミュレータ)結果
高解像度モデル

地球シミュレータセンター 大淵氏提供

CCSR/NIES/FRCGC(地球シミュレータ)結果
100年後の温暖化（年平均気温変化）

http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/what_is_new/PressRelease040916.htm

計算された年平均地表気温上昇量の地理分布。シナリオ「A１B」の2071
～2100年の平均気温から、1971～2000年の平均気温を引いたもの 。

将来の日本周辺の夏季（６・７・８月）における降水量（カラー）、
500hPa高度（等値線）、850hPa風（矢印）変化の分布。シナリオ
「A1B」の2071～2100年の平均から、1971～2000年の平均を引いた
もの。500hPa高度は対流圏を代表する上空の気圧変化を表す。Hは
周囲と相対的に高気圧性、Lは周囲と相対的に低気圧性の変化。
850hPa風は、1500m程度の高さの対流圏下層の流れを表す。

夏の降水量と
循環の変化

・梅雨は活発

・オホーツク海
高気圧は発達

1900年から2100年までの日本の夏季（６・７・８月）の豪雨日数の変化（2001年以
降についてはシナリオ「A1B」を用いた結果）。日本列島を覆う格子
（100km×100km程度）のうち一つでも日降水量が100mmを超えれば、豪雨１日と
数えた。広い面積の平均を基にしていることから、絶対値は観測データと直接比較
できない。相対的な変化のみが重要。

豪雨日数（日雨量100m超）の変化
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２１世紀の気候予測（私見も交えて）２１世紀の気候予測（私見も交えて）

• このままだと、２１世紀末は２０世紀末に比べて、東
アジアでは夏は3.0℃、冬は3.6℃上昇。（AR4/A1B)

• どんなシナリオでも、３０年後まで温暖化し続ける。
［ 0.2℃/10年程度 ］ （すぐには止まらない）

• 低気圧・台風は強くなる可能性が高い。

• 降水量はゆっくりと増大する。豪雨の頻度は増える。

• 北日本の夏の気温は温暖化傾向であるが、年に
よって冷夏になる恐れは当面、消えない。

おわり

• ご清聴ありがとうございました

年平均 冬 夏

気象庁モデルによる予測


