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地球温暖化問題とは 
 私たちの社会はそれぞれの地域の気候を背景にかたちづくられています。

その気候が、地球規模で、私たちが経験したことのないものに変わりつつあ

ります。 

現在の地球は過去1400年で最も暖かくなっています。この地球規模で気

温や海水温が上昇し氷河や氷床が縮小する現象、すなわち地球温暖化は、平

均的な気温の上昇のみならず、異常高温（熱波）や大雨・干ばつの増加など

のさまざまな気候の変化をともなっています。その影響は、早い春の訪れな

どによる生物活動の変化や、水資源や農作物への影響など、自然生態系や人

間社会にすでに現れています。将来、地球の気温はさらに上昇すると予想さ

れ、水、生態系、食糧、沿岸域、健康などでより深刻な影響が生じると考え

られています。  

 これら近年の、それから今後数十年から数百年で起こると予想される気候

の変化がもたらす様々な自然・社会・経済的影響に対して、世界各国との協

力体制を構築し、解決策を見いだしていかなければなりません。これが、地

球温暖化問題です。 

 

 

 

 

ひまわり６号が撮影した地球 
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地球温暖化の原因 
 20世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上昇、すなわち現在問題と

なっている地球温暖化の支配的な原因は、人間活動による温室効果ガスの増

加である可能性が極めて高いと考えられています。 

 大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスには、海や陸などの地球

の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質

（温室効果）があります。18世紀半ばの産業革命の開始以降、人間活動に

よる化石燃料の使用や森林の減少などにより、大気中の温室効果ガスの濃度

は急激に増加しました。この急激に増加した温室効果ガスにより、大気の温

室効果が強まったことが、地球温暖化の原因と考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代社会はたくさんの化石燃料を消費し、大量の温室効果ガスを排出

しています。 
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温室効果とは 
 地球の大気には二酸化炭素などの温室効果ガスと呼ばれる気体がわずかに

含まれています。これらの気体は赤外線を吸収し、再び放出する性質があり

ます。この性質のため、太陽からの光で暖められた地球の表面から地球の外

に向かう赤外線の多くが、熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻っ

てきます。この戻ってきた赤外線が、地球の表面付近の大気を暖めます。こ

れを温室効果と呼びます。 

 温室効果が無い場合の地球の表面の温度は氷点下 19℃と見積もられてい

ますが、温室効果のために現在の世界の平均気温はおよそ 14℃となってい

ます。  

 大気中の温室効果ガスが増えると温室効果が強まり、地球の表面の気温が

高くなります。 

 

 

 

 

温室効果の模式図 
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温室効果ガスの種類 
 人間活動によって増加した主な温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素、フロンガスがあります。 

 二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガスです。

石炭や石油の消費、セメントの生産などにより大量の二酸化炭素が大気中に

放出されます。また、大気中の二酸化炭素の吸収源である森林が減少してい

ます。これらの結果として大気中の二酸化炭素は年々増加しています。 

メタンは二酸化炭素に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きな温室効果ガ

スです。メタンは、湿地や池、水田で枯れた植物が分解する際に発生します。

家畜のげっぷにもメタンが含まれています。このほか、天然ガスを採掘する

時にもメタンが発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人為起源の温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合

（2010年の二酸化炭素換算量での数値：IPCC第5次評価報告書より作

図） 
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温室効果ガスの観測 
 大気中の二酸化炭素の観測は、1957年に南極で、1958年にハワイの

マウナロアで、それぞれ始まりました。マウナロアでの観測の結果は大気中

の二酸化炭素の増加を明確に示し、今日の地球温暖化問題の議論のきっかけ

のひとつとなりました。 

 日本では、気象庁が1987年に岩手県の三陸海岸の綾里で大気中の二酸化

炭素の観測を始めました。現在では、研究目的の観測も含め、国内の複数の

観測所で二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの観測が行われています。 

 気象庁では、綾里のほか、東京都の南鳥島、沖縄県の与那国島で長期間の

観測を続けています。また、観測船によって、海上の大気と海水中の二酸化

炭素の観測を、1984年から定期的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

温室効果ガス世界資料センター 

http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/jp/wdcgg_j.html 
世界気象機関全球大気監視計画観測所情報システム（英文）  

http://gaw.empa.ch/gawsis/default.asp 
海洋の温室効果ガスの知識  

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/index.html 

世界と日本の温室効果ガス観測地点  

（世界気象機関全球大気監視計画観測所情報システムHP掲載図を編集） 

http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/jp/wdcgg_j.html
http://gaw.empa.ch/gawsis/default.asp
http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/index.html
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温室効果ガスの濃度の変化 
 二酸化炭素の大気中の濃度は過去数百年にわたって 280ppm(※)程度で

したが、18世紀半ばから上昇を始め、特にここ数十年で急激に増加してい

ます。これは、動力などの燃料として石炭や石油が大量に使われるようにな

ったためです。 

  二酸化炭素以外の温室効果ガス（メタン、一酸化二窒素など）も、同様に

18世紀半ばから急激に増加しています。これは、増加した人口をささえる

ための農業や畜産業などの活発化にともなう、耕地の拡大、肥料の使用の増

加、家畜の増加などによるものと考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

温室効果ガスの情報 

http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info_ghg.html 
 
※ ppm、ppb：ある物質の大気中に存在している割合で、ppmは100万分の1、ppbは10億分の

1を表す。 

西暦0年から2011年までの主な温室効果ガスの大気中の濃度の変化 

（IPCC第5次評価報告書より） 

http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info_ghg.html
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地球規模の気候の変化 
 地球温暖化にともなうものと考えられる様々な地球規模の変化が観測され

ています。  

 温度計が使われるようになった1850年以降の記録からは、世界の平均

気温の上昇傾向が明らかです。 

 水温上昇にともなう海水の膨張や、氷床や氷河が融けて海に流れ込むこ

となどによって、世界平均の海面水位は上昇しています。世界平均の海

面水位は1901～2010年の間に19cm上昇したと見積もられています。 

 北半球の積雪面積や北極海の海氷面積が減っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

気温・降水量の長期変化傾向 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/index.html 
気候変動監視レポート 

  http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html

気温及び海面水位の変化 

（上）世界平均地上気温、（下）潮位計と人工衛星データによる世界平均海面水位の

変化。気温の変化は、1961～1990年の平均からの差。色はデータセットの違いを表

す。（IPCC第5次評価報告書より） 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/index.html
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html
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日本の気候の変化 
 日本の平均気温は、1898年（明治31年）以降では100年あたりおよ

そ1.1℃の割合で上昇しています。特に、1990年代以降、高温となる年が

頻繁にあらわれています。日本の気温上昇が世界の平均に比べて大きいのは、

日本が、地球温暖化による気温の上昇率が比較的大きい北半球の中緯度に位

置しているためと考えられます。 

  気温の上昇にともなって、熱帯夜（夜間の最低気温が25℃以上の夜）や

猛暑日（１日の最高気温が 35℃以上の日）は増え、冬日（１日の最低気温

が0℃未満の日）は少なくなっています。 

 １日に降る雨の量が 100ミリ以上というような大雨の日数は、長期的に

増える傾向にあり、地球温暖化が影響している可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

気温・降水量の長期変化傾向 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/index.html 
気候変動監視レポート 

  http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 

日本の平均気温の変化 

都市化の気温への影響が比較的少ない15地点のデータをもとに、日本の平均気

温の平年差（1981年から 2010年までの平均値からの差）の変化を求めた。長期

的な変化を見やすくするために、5年の移動平均処理（ある年を中心とする連続

する5年の平均値をその年の値とする）を行った。 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/index.html
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html


地球温暖化に関する知識                    ２０１4年4月 
 

気象庁  9 

さくらの開花日の変化 
 さくらの開花の時期は、春先の気温の変化にともなって早まってきている

ことが長年の観測結果からわかります。 

 1960年代の 4月 1日には、三浦半島から紀伊半島にかけての本州の太

平洋沿岸と四国、九州でさくらが開花していました。それが最近10年間で

は同じ時期に関東、東海、近畿、中国地方でも開花するようになってきてい

ます。 

 

 

さくら（ソメイヨシノ）の4月1日の開花ラインの変化 
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地球温暖化と海洋 
 地球温暖化を考える際、地球表面の7割を占める海洋の存在を無視するこ

とはできません。海洋は地球温暖化の進行をやわらげる役割を担っています。

例えば、1971年から 2010年までの 40年間に地球全体で蓄積された熱

エネルギーの 9割以上は海洋に吸収されています 。また、地球温暖化の原

因である人間活動によって放出された二酸化炭素の約3割を海洋が吸収して、

大気中の二酸化炭素の濃度の上昇を抑えています。 

  一方、海洋は熱を吸収することで、自身も温暖化しています。海水温の

上昇により海水が膨張し、海面水位が世界的に上昇しています。海洋は大気

に比べて変化しにくいですが、いったん変化してしまうとその状態が長く続

きます。このため、地球温暖化により海水温の分布や海流が変われば、長期

間にわたって気候に影響を及ぼすことが懸念されています。このように、海

洋の温暖化は、直接的、間接的に、私たちの社会に大きな影響を与える可能

性があります。 

 世界の海洋の変化を把握

するため、世界気象機関

（WMO）をはじめとした

国際機関や世界各国の政府

や研究機関が連携して、海

洋の観測が行われています。

日本では、気象庁が1930

年代に観測船による海洋観

測を開始しました。また、

海洋の二酸化炭素濃度など

の温室効果ガスの観測を

1984 年から続けていま

す。 

 

 
《参考》 

海洋の健康診断表（海洋の総合情報）

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/index.html 

観測船による海洋観測 

海の中の温度や塩分を測定するセンサーと海水を

採取する装置を組み合わせた観測機器が、現代の

海洋観測の主役です。 

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/index.html
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地球規模の気候変化の予測 
 気候が将来どのように変化するか、世界中の研究機関が、それぞれ開発し

た気候モデルを使って、コンピュータによる将来の予測を行っています。予

測結果は、それぞれの気候モデルの特性や、用いるシナリオ（将来の温室効

果ガス排出量の違いに応じた大気中濃度の見通し）によって少しずつ異なり

ます。このため、それらの予測結果のどれかひとつだけを正しいと決めるこ

とはできません。  

  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書にまとめられ

た世界中の研究機関の気温の予測結果は、以下のようになります。 

 21世紀末の地球の平均気温は20世紀末に比べ、温室効果ガスの大幅な

排出削減を行った場合は約0.3～1.7℃、非常に高い温室効果ガス排出量

が続いた場合は約2.6～4.8℃上昇する。 

 気温の上昇の程度は地域によって異なり、陸上や北半球の高緯度で大き

くなる（下図参照）。 

 今後の温室効果ガスの排出量が多いほど気温の上昇が大きい。 

 非常に高い温室効果ガス排出量が続いた場合、海面水位は21世紀末に約

45～82cm 上昇すると予測されており、また、今世紀中頃までに北極海の

氷が夏季には完全に融けてしまう可能性が高いと予測されています。さらに、

極端な高温や大雨の頻度が増加する可能性が非常に高いと予測されています。 

 

21世紀末（2081-2100年の平均）の気温の変化の予測 

複数の気候モデルによる RCP8.5シナリオ（非常に高い温室効果ガス排出量が続

いた場合）の予測結果を平均したもの。1986-2005年の平均気温からの変化を示

す。（IPCC第5次評価報告書より） 
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日本の気候変化の予測 
 日本の周辺で起きる気候変化を細かく予測する研究も行われています。今

後も二酸化炭素などの温室効果ガスを多く排出（エネルギーのバランスと経

済発展を重視しグローバル化が進展する社会を想定）する場合、100年後の

日本の気候は次のように予測されています。 

 気温は現在よりも3℃程度高くなる。予測される気温の上昇は高緯度ほ

ど大きい。 

 全国平均の年降水量（雨または雪の量）は増加する。これは、地球温暖

化によって、大気に含まれる水蒸気量が増えることなどによると考えら

れる。 

 日本のほとんどの地域で積雪の量が減る。これは、気温の上昇によって

雪ではなく雨が降る場合が増えるためと考えられる。 

 北海道の内陸部などでは雪の量は現在と同程度か増える。これは、温暖

化が進んでも依然として気温が低いためと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

地球温暖化予測情報 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/GWP/index.html 

日本のほとんどの地域では地球温暖化にともなって雪の量が

減ると予測されています 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/GWP/index.html


地球温暖化に関する知識                    ２０１4年4月 
 

気象庁  13 

台風の将来予測 
 北大西洋では熱帯海域の海水温の上昇にともなって、1970年ごろから強

い熱帯低気圧（ハリケーン）の活動が増えています。一方、台風（最大風速

が秒速 17.2メートル以上の北西太平洋の熱帯低気圧を台風と呼びます）の

発生個数、日本への接近数、上陸数には、長期的な増加や減少の傾向は見ら

れません。 

  地球温暖化にともなう台風やハリケーンといった熱帯低気圧の活動の予

測研究によると、非常に強い熱帯低気圧の数は増えると予測されています。

また、熱帯低気圧にともなう雨は強くなる傾向があると予測されています。 

 

 

気候モデルが予測した将来の台風 

約20キロメートルという細かさで気候を再現できる全球大気気候モデルと5キロメートルの

細かい領域モデルを組み合わせた研究により、将来の台風の数や強さの予測ができるよ

うになりました。（「21世紀気候変動予測革新プログラム」の一環として気象研究所、海洋

研究開発機構などによる研究グループが実施） 
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地球温暖化を緩やかにするための国際的な取り組み 
 温室効果ガスの排出をできるだけ少なくし、地球温暖化の進行を抑えるこ

とが、人間社会と自然環境への地球温暖化の影響を小さくします。  

 国連が 1992 年に採択した「気候変動に関する国際連合枠組条約

（UNFCCC）」は、大気中の温室効果ガスの濃度を気候に危険な人為的影

響を及ぼさない水準で安定化させることを目的としています。同条約のもと

で温室効果ガスの濃度の安定化のための具体的な方策が検討され、1997年

に京都で開かれた第3回条約締約国会議（COP3）で、先進国に温室効果ガ

スの排出削減を義務付ける合意文書（京都議定書）がまとまりました。  

 京都議定書では、先進国ごとに温室効果ガス排出量の削減目標が設定され

たほか、国際的な協調による排出量の削減を促進する仕組み（共同事業で生

じた削減量を両国で分け合うなど）を導入しました。同議定書で定められた

日本の削減目標は、2008～2012年の5年間の平均排出量を、基準年（二

酸化炭素については1990年）に比べて6%減らすことでした。様々な取り

組みの結果、この目標は達成されました。 

 京都議定書の後継となる新たな国際合意を目指し、2011年11月に開催

された気候変動に関する国際連合枠組条約第 17回締約国会議（COP17）

において、全ての国を対象とした2020年以降の新しい枠組みをつくること

が決定され、2015年に開催される第21回締約国会議（COP21）で合意

することを目指して議論を続けることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
気候変動に関する国際連合枠組条約第19回締約国会合（2012年11月）の様子 
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地球温暖化を緩やかにするために私たちにできること 
 地球温暖化対策の中で一番大きな課題が二酸化炭素の排出量の削減です。

二酸化炭素の排出量を減らすには化石燃料の消費を減らす必要があります。 

日本の二酸化炭素排出量の約2割は、給湯や暖房、調理のためのガスの使用、

電気製品の使用、それに自家用車の利用などにより、わたしたちの日常生活

から排出されています。 このような二酸化炭素の排出を減らすため、わたし

たちにもできることがあります。   

 カーテンによる太陽光の調節やクールビズ・ウォームビズによる冷暖房機

に頼らないすごし方の工夫、冷房・暖房の温度を控えめに設定する、シャワ

ーを流しっぱなしにしないなどにより、燃料や電力の消費を抑えましょう。   

 ポットやジャーの保温を控える、電化製品の主電源をこまめに切る、長時

間使わない時はコンセントを抜くなどにより、節電を心がけましょう。家族

が同じ部屋で団らんすると、暖房と照明によるエネルギー消費を2割減らす

ことができると試算されています。   

 通勤や買い物の際に自家用車の使用を控えて、バスや鉄道、自転車を利用

したり、自家用車を使うときもアイドリングストップなどの「エコドライブ」

を実践しましょう。   

 誰にでもできる身近なことから、二酸化炭素の排出を減らしていきましょ

う。 

   

出典：リーフレット「地球温暖化なんだろう」 

《参考》 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

http://www.jccca.org/ 
温暖化防止のための国民運動 チャレンジ25 

http://www.challenge25.go.jp/index.html 

http://www.jccca.org/
http://www.challenge25.go.jp/index.html

