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にあずかりました北海道大学大学

院地球環境科学研究院の山崎です。

今日は「近年の異常気象を考える」

というお題をいただきまして、地

球温暖化と異常気象について話していきたいと

思います。 
最初に異常気象というのは、今年の夏がたと

えば非常に暑かったりしたときに異常気象だと

か言われますが、一般的には 30 年に一度くら

いしか起きない稀
まれ

な現象ということで、気象庁

では定義しています。30 年というのは人間のほ

ぼ一世代に対応して、たとえば気候の平年値も

30 年平均で行なっています。逆に言えば、30
年に一度くらいは起きるわけです。起きないと

いうのは不自然でありまして 30 年に一度くら

い異常気象が起こるのが自然な姿であります。 
今日の話としては、最初に今年の夏はなぜ暑

かったのかというのを話して、その後に温暖化

と異常気象の関係について述べていきたいと思

います。また十勝の気候変動についても少し触

れたいと思っています。 
 
今年の夏の気象 
これは今年の夏の気温です。今年の夏は北日

本ですと 7 月はちょっと寒かったんですね。梅

雨がいつ明けるのかとやきもきしていたんです

が、8 月になると急に暑くなって 8 月 16 日に熊

谷と多治見で 40.9℃を記録し、日本の最高気温

を更新しました。そのあとも一時的にちょっと

寒いときもありましたが、9 月、10 月初めまで

ずっと暖かい状況が続きました（図１）。 
気象庁の見解によると、これがどうして起こ

ったかといいますと、図２は通常の夏の大気の

循環です。日本の東に北太平洋高気圧、小笠原

高気圧ともいいますが、高気圧があります。高

気圧のふちをまわって南から湿った風が日本に

きます。そして南海上では台風や熱帯低気圧を

含めた対流活動が活発です。上空に行きますと、

亜熱帯ジェットが通り、チベットの上にチベッ

ト高気圧がある、というのが普通の夏の状況で

す。この高気圧におおわれて夏の天気が良くて

暑くなります。 
今年の夏は、まず高気圧が少し日本の方に張

り出して、日本をガッチリとおおったわけです。

これがどうして起こったかというと、熱帯付近

に対流活動の活発なところがあって、そこから

上昇気流が起こり、日本付近で下降する気流が

強くなる。図の緑の矢印がそれを表しています

が、熱帯での対流活動、とくにベンガル湾から

フィリピン沖にかけて対流活動が非常に活発で

あったということで一応の説明ができます（図

３）。 
それからもう一つ、ジェット気流が流れてい

ますが、ジェット気流は蛇行するんですね。今

年はとくに蛇行が大きくて、中国ではちょっと

谷になり日本付近では峰になって、西から蛇行

する波が伝わってきたということです。その二

つが重なって、日本は非常に天気が良くて高温

になったということで、9 月も同じような状況

が続きました。 
一般的なコメントですが、ジェット気流が蛇

行するような時というのは、異常気象が起こり

やすい。峰になるところは暖かく、逆に谷にな

るところは冷たくなって、異常気象が起こりや

すい状態になります。ただし、熱帯で対流が活

発であったとか、ジェット気流が蛇行するとい

うことは、昔も起こっているわけで、別にそん

なに不思議ではなく、珍しいものでもありませ

ん。それでも記録を更新したのは、ベースとし

て地球がだんだん暖かくなってきているという

ことがあるわけです。直接的にはこういう状況



で異常気象が生じたわけですが、ベースとして

は温暖化しているということがあります。 
 
地球温暖化の仕組み 
次に温暖化の仕組みを簡単に話します。地球

温暖化が炭酸ガス等の温室効果ガスで起こると

いうことは皆さんご存知だと思いますが、炭酸

ガスがどうして地球を暖めるのか。わずか

0.04％くらいの微量なガスがどうして暖めるか

というと、これは地球の気温または気候がどう

決まっているかを非常に大雑把に説明してみる

とわかります。 
太陽からの日射を受けて地球は暖まります。

日射エネルギーが太陽から入ってきます。入っ

てくるだけではエネルギーは貯まってしまうわ

けで、地球もまたエネルギーを出しています。

どんな形で出しているかというと赤外線という

形で出しています。人間も 36℃とか 37℃に対

応する赤外線を出しています。サーモグラフィ

などで見たことがありますね。地球も同じよう

に出しているわけです。ということで、入って

くる日射と出て行く赤外線で吊りあっています。

それから、出て行く赤外線は温度に関係します。

温度が高いとたくさん赤外線を出します。詳し

くは温度の 4 乗に比例しています。入ってくる

日射がわかると出て行く赤外線の量が決まりま

すので、温度も決まるということになっていて、

決まる温度はマイナス 18℃で、これがいわば地

球の温度です。宇宙から見たときに地球が何度

に見えるかというと、マイナス 18℃に見えます。 
しかし、大気中には炭酸ガスとか水蒸気とか

メタンとか、日射に対しては素通しですが、一

方の赤外線を吸収する物質があります。その物

質が赤外線を吸収して、また地上に放出します。

もちろん地球の外にも放出しますから、全体と

しては吊りあっています。しかし地上は上から

くる赤外線で暖められます。それで地球は 15℃
という適切なというか、適度な気温になってい

ます（図４）。 
温室効果ガスというのは目に見えない雲みた

いなものだと考えればよいと思います。非常に

良く晴れた夜、しんしんと冷えます。放射冷却

といいますが、雲があればあまり冷えません。

その雲がまさに温室効果ガスです。曇った夜が

冷えないのは温室効果、また逆に晴れた夜に冷

えるのは放射冷却ということです。要するに放

射冷却を防ぐ効果があるということです。これ

が温室効果ガスの働きですね。いま炭酸ガスが

増えているので、だんだん地球が暖かくなって

いるという話です。 
 
温暖化のケース 
次の話題は、温暖化したらどうなるかという

ことです。このグラフは横軸に気温、縦軸に分

布を書いたものです。たとえば帯広の 11 月の

気温分布として、平均がたとえば 5℃だとして

プラスマイナス 5℃くらいの幅があるというイ

メージです。平均気温が上昇した場合には分布

が右にずれます。ですから当たり前のことです

が、今までは 30 年に一遍くらい起こる寒い日

とか暑い日が、暑い日が多くなって寒い日がほ

とんど起こらなくなるということですね。ベー

スが上がってきます。平均が上がってきます。

これは一番考えられやすいことですがそれだけ

ではない可能性もあります。 
現在の状況がこれだとして将来、変動が大き

くなる。つまり平均は同じでも変動幅が非常に

大きくなる場合が可能性としてあります。そう

すると寒いのも増えるし暑いのも増える。両方

のケースが同時に起これば、非常に暑いのは大

きくなりますし、寒いのも前と同じくらいに起

こるということになります。実際に温暖化した

ときに平均気温が上昇することはほぼ間違いな

いことですが、変動が大きくなるかどうかとい

うのはまだ良く分かっていないところがありま

す。雨について言えば変動が大きくなるという

ことが分かっていて、豪雨があったり、また旱魃
かんばつ

もあるということですね（図５）。 
 
温暖化の現状 



これから少し温暖化の現状と将来予測につい

て簡単に説明します。最初の挨拶にありました

ように、ＩＰＣＣは 2007 年に第四次報告書を

出しました。第一次報告書を1990年に出して、

それから 5 年か 6 年に一遍ずつ、その時点の最

新の科学的な知見をまとめて報告しています。

三つのワーキンググループに分かれていて、第

一作業部会がいわゆる「サイエンス」、科学的基

礎で、二番目が「影響」、三番目が「適応と対策」

です。私自身が関係するのはどちらかというと

第一作業部会です。影響とか適応とかについて

はあまり詳しくないので、科学的基礎について

ちょっと説明します。 
まず、過去から気温がどう変化してきたかと

いうのはよくご存知のように、全球平均気温は

100 年間で 0.74℃上昇しています。ただ上昇の

割合は一様ではなく最近になって加速していま

す。それから海面の水位は着実に上昇して、年

3 ㎜くらいの率で上昇しています。それと北極

海の海氷とか北半球の雪氷面積も最近になって

大きく減少しています。とくに今年の 9 月、北

極海の海氷面積は非常に少なくなっています。

温暖化による海面水位の上昇というのは、海氷

が融けるためではなくて、一番の原因は海が暖

かくなって膨張するからです。それ以外に山岳

氷河とかグリーンランドが融けるということが

考えられています。決して海氷が融けるわけで

はないということです（図６）。 
近年、温暖化は加速しています。図７を見る

と最近、加速しているということがよく分かり

ます。最近というのは 40～50 年です。また観

測データのある年で最も暖かい 12年を選ぶと、

その全てが 1990 年以降になっています。ヨー

ロッパでは2003年の夏に非常な熱波が襲って、

パリとかフランスで 1 万人以上亡くなりました。

平均よりも 4℃近くも高い、異常な暑さになり

ました。これは過去で見ると 1000 年以上で 1
回しか起こらない異常気象だそうです。 
 
日本の現状 

では日本はどうなっているかということで、

これは気象庁のデータですけれども、日本も温

暖化しています。とくに 1980 年代から上がっ

て 80 年代後半にジャンプしているように見え

ます。60 年代から 70 年代にかけてはちょっと

冷えている期間もあります。それから全世界の

気温でもありましたが、1940 年くらいにちょっ

とした上昇もあります（図８）。 
 
では帯広はどうかということで調べてみまし

た。20 世紀の初めからの年平均気温です。上は

最高気温の平均ですが、あまり上がっていない

というのが分かります。実は地球が温暖化した

ときも最高気温はそれほど上がらないと予測さ

れています。平均気温は着実に上がっています。

20 世紀初頭に 5～6℃くらいだったのが、今は

もう 7℃くらいですね。最低気温は急ピッチな

上昇を見せています。20 世紀後半以降 1970 年

以降で見ても、最低気温は非常な上昇を見せて

います。もちろん平均気温も上がっています。

さきほど見た 1980 年代後半には、ステップワ

イズに階段状に上がっているのも見えます（図

９）。 
次に月別に調べて見ました。最高気温はほと

んど有意な上昇率は示していないが、平均気温

はこのくらい上がって、最低気温はおよそ 10
年で 0.3℃くらい上がっています。月別に色分

けして月平均気温の経年変動を示しています。

ちょっと分かりにくいですが、良く見ると夏は

あまり上がってないように見えます。それはこ

のあとまた示します。12 月は 20 世紀初頭と較

べると上がってますが、最近はそんなに上がっ

ていません。ただし 11 月、10 月、9 月あたり

は上がっていて、8 月は上がっていません（図

10）。 
それで、どうなっているかというのをちょっ

と図にしてみました。1970 年から 20 年間の気

温変化を濃い青で示しています。もともと冬か

ら夏に一番高くなって、夏から急に寒くなると

いう傾向です。ピンク色の線は最近 17 年くら



いのものです。1～3 月あたりで明らかに差があ

りますが、夏はあまり差がない。それから秋で

は 9 月、10 月、11 月くらいまで暖かいですね。

秋が暖かくて、秋に農作業ができるということ

です。また 12 月は別に暖かくなっておらず、

急に寒くなるということです（図 11）。 
30 数年前の 20 年平均と最近の 20 年平均の

差をとってみると、1 月、2 月、3 月くらいは暖

かいのだけれど、7、8 月はあまり暖かくなって

なくて、また秋に暖かくなって 12 月は暖かく

ない。これは特に帯広だけではなくて、北海道

とか日本全体がそういう傾向にあります。この

理由は温暖化と関係しているんですね。7、8 月

はあまり暖かくならない。（図 12） 
それから、今まで私も疑問だったんですが、

どうも最近の研究では北極海の海氷が 9 月に減

っていると 12 月に寒くなるという傾向がある

ので、いま海氷が減りつつあるということなの

で過渡的なものではないか、つまりしばらくは

こういう傾向が続くのではないかと思います。

近年、暖かい秋から急に寒くなって、たとえば

昨日から今日のように寒くなって雪が降ったり

するようになるということです。 
 
 異常気象は増えているか 
次に異常気象が増えているかどうかというこ

とですが、異常高温は増えていて、異常低温は

減少傾向です。最高気温が 35℃以上の猛暑日が

増加しています。これも気象庁のデータです。

降水量はどうかというと、降水量はあまり増え

ていない。大気中の水蒸気量は温暖化すると増

加します。大気中に含まれる水蒸気量は気温が

1℃上がると 7％増えます。水蒸気量は増えてい

るのですが、降水量はそんなに増えていない、

せいぜい 1～2％。これはシミュレーション結果

でもそうです。日本の降水量もあまり増えてい

ない。平均的な降水量は少なくとも増加してい

るわけではない。平均値は変わらないのだけど

「豪雨」が増えている。 
図 13 は日降水量 400 ㎜以上になった回数で

すが、昔に比べて増えています。とういことで

単純に低気圧とか上昇流があって雨が降るとき

には、大気中の水蒸気量が増えていますので、

豪雨が増えるということで解釈できます。ただ

し平均雨量が増えてないのに豪雨が増えるとし

たら、降らない期間、つまり旱魃
かんばつ

の機会も増え

るということです。 
図 14 はＩＰＣＣのレポートの中で過去に産

業革命以降、人間が炭酸ガスを増やしてこのく

らいの温暖化の効果をもたらしたということを

示しています。赤線がハワイのマウナロア、緑

線が綾里
りょうり

、三陸で気象庁が計っているもので、

南極が青線です。南極が少し遅れますが実際に

全世界中で炭酸ガスが増えているのが分かりま

す。1 年ごとのギザギザがありますが、もうみ

なさんご存知でしょうが、冬に増えて春先から

夏、秋にしたがってだんだん炭酸ガスが減るん

ですね。これはどうしてかというと、植物が光

合成で炭酸ガスを吸うからです。植物が光合成

を行うたびにこのくらいの幅の炭酸ガスを吸っ

ているということになります。 
 
気候モデル 
時間が少なくなってきましたので、後 5 分ぐ

らい気候モデルの話をします。温暖化の予測の

話です。予測は天気予報で使うものと同じ気候

モデルですが、海の運動も入っているようなモ

デルで温暖化を予測します。炭酸ガスが増えた

らどうなるかというようなことを予測します。

ＩＰＣＣで発表した「20 世紀後半の温暖化は人

間が引き起こしたものだ」ということの根拠を

ちょっと説明します。 
少なくとも過去については、いつ火山活動が

起こったか太陽活動がどう変化してきたかとい

う自然強制は分かっています。それから温室効

果ガスもどう濃度が増えてきたか、先ほどのデ

ータにあるように分かっています。硫酸エアロ

ゾルは工場から出るような亜硫酸ガスがチリに

なったようなものですが、寒冷化させる効果が

あります。このようなことはある程度分かって



います。これらの要因を与えて過去 20 世紀の

気候変化が再現できるかということをやります。

数値モデルですから自然強制だけとか、人為強

制だけという実験ができます。それで実際にど

うして温暖化したのかということを理解しよう

ということです。 
この図がそれです。黒い線が観測値です。20

世紀前半に温暖化してちょっと下降してそのあ

と 20 世紀後半に上昇した。赤い線はたくさん

のモデルの結果です（図 15）。モデルにはすべ

ての強制力を与えてやります。つまり炭酸ガス

も増えたし、太陽活動も変動し、火山も噴火し

たというのを与えてやると、大よそモデルは観

測値を再現することができます。しかし、太陽

と火山活動の自然変動だけでやると 20 世紀後

半はうまく再現できません。ということからこ

の誤差というか表現できないのは当然、人間活

動によるものということになります。炭酸ガス

と硫酸エアロゾルの増加、これがないと 20 世

紀後半の温暖化は説明できないということです。

逆に言えば 20 世紀前半の温暖化は必ずしも人

間が起こしたものではなく、自然変動の部分も

あるかもしれない。モデルも完全にはうまく行

ってないので、まだ問題があるかもしれません

が、少なくとも 20 世紀後半の気温上昇は人間

が起こしたのだということは間違いないという

ことです。 
そういうモデルを使って将来どうなるかとい

うのを予測しますと、いろいろな経済発展のシ

ナリオによって違いますが、一番高いのは

6.4℃の上昇でニュースになっています。少なく

とも 3℃くらい 100 年後にあがるでしょう。こ

の一番下の線は炭酸ガスをこれ以上増やさなか

った場合ですが、それでもある程度上がります。

これは海洋の熱慣性のためです（図 16）。 
 
降水量の変化 
時間がなくなってきましたが、これだけは話

しておきたいので言います。降水量はどうなる

かという予測です。夏と冬に分けてあります。

青いのが降水量の増えるところです。赤っぽい

ところは降水量の減るところです。雨について

は全球平均すればやや増えますが、増えるとこ

ろもあるし、減るところもあります。減るとこ

ろは地中海とか、もともと乾燥しているところ

です。夏の日本とかは増えます。つまり、もと

もと雨が降るところはもっとたくさん降るし、

もともと乾燥していて雨の少ないところはさら

に乾燥する、というのが予想というか結論です。

ですから少なくとも雨に関しては異常気象が起

こりやすくなります。ただし降水量が減ってい

るところでも大雨、豪雨は増えます（図 17）。 
地球シミュレーターによる予測ではオホーツ

ク海高気圧が強まるという結果が出ています。

夏はあんまり暖かくならないかもしれない、梅

雨は強まるかもしれない、豪雨は増えるかもし

れないということで、これが一応まとめですが、

どんなシナリオでも 20 年～30 年後まで温暖化

は続きます。異常高温は増加し、低気圧の経路

が変わって、台風も猛烈になる。豪雨や旱魃が

増加する。北日本の夏の気温は温暖化傾向にあ

りますけど、過去の経緯から、また将来予測と

しても冷夏になる恐れは当面消えないというこ

とです。以上です。 
 
 
【鮫島】   どうもありがとうございました。

いまの話は今年の夏の猛暑の解析から始めてい

ただいて、温暖化の仕組みであるとか、あるい

は長期的に気象がどう変わっていくか、7 月、8
月に限るとあまり温暖化の傾向は見られないと

言うようなお話もありました。質問されたい方

もおられると思うんですが、質問表を使ってい

ただきたいと思います。 
 
それでは、次に「変化する冬の気象と農業へ

の影響」というタイトルで日本気象協会北海道

支社の久保田
く ぼ た

敬二
け い じ

さんにお願いいたします。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．2007 年夏の地域平均気温平年差 

（５日移動平均）

図３．2007 年８月の大気（前半） 

図２．平年の８月の大気（前半） 

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>

図４．温室効果ガスの働き 

図６．近年の気候変化（1850-2006） 図５．温暖化のケース 



図 10.帯広の月平均気温の経年変動

図 11.月ごとの温暖化傾向（帯広） 

（1970-89 年と 1990-2006 年の差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９.帯広における年平均・日平均、

日最高、日最低気温 

図 12. 月ごとの温暖化傾向（帯広）

図７．近年、温暖化は加速している 図８．日本の年平均地上気温の平年偏差



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16．気候モデルによる未来予測のまとめ 

図 15.気候モデルの再現性 

図 17．気象モデルによる降水量の変化予測

図 13.アメダス観測地点で日降水量が

400mm 以上となった回数 

図 14. ＣＯ２の増加は夏に少なく、冬に多い


