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異常気象とは？

気象が平均状態から大きくずれて、出現頻度が小さ
く平常的に現れない現象

平常的に現れないとは、統計的に扱う場合、人間の
活動期間を考慮し30年に１回以下

大雨や強風等の激しい数時間の現象から数か月も
続く干ばつや冷夏も対象

本講演では、より頻度の多い短時間強雨や猛暑日
等も対象（極端現象ともいう）
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主に気象庁（資料①）より作成
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年平均気温・年降水量

※太線（青）は5年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（統計的に有意
の場合のみ）を示す。ほかのスライドの同様の図も同じ。

※1898年以降観測を継続している気象観測所の中で、気温は都市化によ
る影響が小さく、特定の地域に偏らないように選定された以下の15地
点：網走，根室，寿都，山形，石巻，伏木，（飯田），銚子，境，浜田，彦
根，（宮崎），多度津，名瀬，石垣島。

※降水量は1898年以降観測を継続している51地点を対象。（地点名は
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/clc_jpn_r.htmlに掲載）

年平均気温は100年あたり1.28℃
の割合で上昇している

年降水量には長期的な変化傾向
はみられない

15地点の100年あたりの気温変化量
名古屋は都市化の影響が大きく

2.2℃/100年の上昇
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異常気象の変化傾向（気温）

日本の異常気象・極端現象の推移（異常高温・猛暑日）

異常高温（月平均気温）

※異常高温は前スライドと同じ15地点。猛暑日は、15地点から宮崎と飯田を除いた13地点。
※異常高温を「1901～2021年の121年間で各月における月平均気温の高い方から1～4位の値」と定義。月平均気温の高い方から1～4位の

値が出現する割合は、121年間に4回、つまり約30年に1回となる。

異常高温や猛暑日は増加している。特に1990年代以降、大き
く増加している

猛暑日（日最高気温35℃以上）

トレンド：1.05（回/100年） トレンド：1.9（日/100年）
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異常気象の変化傾向（月降水量）異常気象の変化傾向（月降水量）

※観測データの均質性が長期間継続している51観測地点
※異常少雨・異常多雨を「1901～2021年の121年間で各月における月降水量の少ない方・多い方から1～4位の値」と定義。月降水量の少ない方
あるいは多い方から1～4位の値が出現する割合は、121年間に4回、つまり約30年に1回となる。

異常少雨の年間出現数
（月降水量）

異常多雨の年間出現数
（月降水量）

異常少雨は増加している一方、異常多雨に増加傾向はみられ
ない

月降水量でみた日本の異常気象の推移（少雨・多雨）

トレンド：0.22（回/100年）
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雨の降り方の変化傾向（日降水量）

日降水量でみた日本の極端現象の推移

日降水量1mm未満の
年間日数

日降水量200mm以上の
年間日数

日降水量1mm未満（無降水）の日数、日降水量200 mm以上の日数
ともに増加している

大雨の頻度が増える一方、無降水の頻度も増加する特徴を示し、降
れば大雨となりやすくなっているといえる

トレンド：9.3（日/100年） トレンド：0.04（日/100年）

※観測データの均質性が長期間継続している51観測地点
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短時間強雨の変化傾向

1時間降水量50 mm以上・80mm以上の回数はともに増加している

時間降水量でみた日本の極端現象の推移（アメダスによる）

1時間降水量50mm以上の回数
「非常に激しい雨」

1時間降水量80mm以上の回数
「猛烈な雨」

トレンド：27.5（日/10年） トレンド：2.6（日/10年）

最近10年間は最初の10年間に
比べ約1.4倍増加

最近10年間は最初の10年間に
比べ約1.7倍増加

増加割合は、1時間50mm以上よりも80mm以上の方が大きい
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猛暑日（日最高気温35℃以上）
1時間降水量50mm以上の回数

「非常に激しい雨」

東海地方でも全国的な傾向と同様の変化
ただし、

名古屋など都市部の気温の変化は都市化の影響が大きく出ている
地域が狭まるほど年々変動や局地性の大きい短時間強雨のシグナルは出にくくなる

東海地方での変化傾向

猛暑日（名古屋）と短時間強雨（東海地方）の推移

10年あたり約1.0日増加（※） 最近10年間は最初の10年間に
比べ約1.3倍増加

（※）名古屋は1923年に移転しているため、1924年以降のデータで計算

トレンド：10.2（日/100年）
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異常気象の変化の要因

＜異常高温や猛暑日等が増加している要因＞
地球温暖化に伴う平均気温の上昇に伴い、極端な高温が現れやすくなっている

＜雨の降り方が極端になってきている要因＞
気温が上がるほど空気中に含むことのできる水蒸気の量も増えるという性質がある

気温が高くなることで、雨として降るまでに水蒸気が大気中にため込まれる時間が長く
なるために降水の回数が減り、その一方、一度の大雨がもたらす降水量は多くなり、極
端な降水も増加すると考えられる
こうした変化は、地球温暖化に伴う気候の変化の一つと考えられる

＜地球温暖化＞
地球の大気は、宇宙に熱が逃げることを
防ぐ気体（二酸化炭素等温室効果ガス）
を含んでいる。
その結果、地球は温暖な気候を保ってい
るが、温室効果ガスの増加により、地球
の気温が上昇している。

二酸化炭素
濃度の変化

日本域の上空約1,500 mにおける7月の平均比湿
（空気1 kg当たりに含まれる水蒸気量（g））の変化

細線（黒）は国内１３高層気象観測地点の平年比（％）を
平均した値、
太線（青）は５年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向。
▲は測器の変更のあった年。

気象庁・文部科学省（資料②）を参考
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令和4年6月下旬の記録的猛暑の要因①

東日本の気温変化（平年差）2022年5～7月

6月下旬の平均気温平年差は東日本で+4.0℃など、東・西日本で1946年の統
計開始以降1位の高温
名古屋でも6月28日～30日に6月としての日最高気温1位～3位の高温記録を
更新（6/30：37.9℃）

直接的な要因は、日本付近でジェット気流が北に蛇行し、上層と地表の高気圧
がともに記録的に強まったため（ラニーニャ現象も影響）

6月下旬～7月初めの記録的な高温をもたらした大規模な
大気の流れ 気象庁（資料⑥）より

平均気温平年差（2022年6月21日～7月2日）

今回の猛暑は地球温暖化の影響をどの程度受けたものなのか？

℃ ℃
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令和4年6月下旬の記録的猛暑の要因②

6月21日～7月2日の高温事例の発生確率

赤線は実際の（温暖化がある）2022年の気候条件、
青実線は温暖化がなかったと仮定した場合の2022
年の気候条件。薄赤色の山型は、1991年から2020
年の30年間を用いた場合の頻度分布。

文部科学省・気象研究所（資料⑦）より

イベント・アトリビューション：

温暖化した現実の気候モデルと、温暖化しなかった
と仮定（※）した気候モデルを大量に計算してそれぞ
れの条件下で、注目する現象の発現確率を見積も
ること

約5年に一度

非常にまれ

イベント・アトリビューションの結果から、人為起源の地球温暖化がなければ
1200年に1度しか起こり得なかった非常にまれな現象が、今夏の状況下（地
球温暖化＋ラニーニャ現象発生）では約5年に1度の頻度に上昇した

温暖化している世界 温暖化していない世界

例）猛暑を再現するメンバー：20個/100個
発現確率：20%

例）猛暑を再現するメンバー：1個/100個
発現確率：1%

※温室効果ガス濃度を1850年頃の値とし、海面水温上昇分を差し引く
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令和2年7月豪雨の要因①

令和2年7月は前半中心に西日本から東海地方で広範囲で大雨が持続
7月3～4日に球磨川流域で記録的な大雨。岐阜県で8日に大雨特別警報発表

＜豪雨をもたらした要因＞
長期間の大雨持続の要因は、上空の偏西風の北上が遅れ、太平洋高気圧の
縁に沿う水蒸気と梅雨前線に沿う水蒸気が合流しやすい状態が続いたため

球磨川流域の記録的大雨の要因は、梅雨前線上の小低気圧の影響で極めて
多量の水蒸気が流入し、上空への寒気流入の影響で非常に不安定な大気の
状態になったため

気象庁（資料③）、気象研究所（資料④）より

球磨川流域の記録的な大雨の要因の概念図

48時間雨量最大値（2020年7月3日～14日）

球磨川の出水
九州地方整備局提供
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令和2年7月豪雨の要因②

数値モデル（1km格子NHM）を用いた球磨川流域の記録的な大雨の再現実験
9時間積算降水量（2020年7月3日24時～4日9時）
左：再現実験
右：近年の気温上昇を除去した感度実験

近年の温暖化がないと仮定した場合には、本事例では雨量が15％程度
少くなる

近年の気温の上昇により、水蒸気量が増加していることが降水量の増加
に影響

Kawase et al.(2022)（資料⑧）より

（7月の1980～2019年の大気各層の長期変化傾向を
計算し、その変化傾向分を除去。相対湿度は一定。）
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＜気候モデル（※1）に基づく将来予測＞

現時点を超える政策的な緩和策を行わない
世界（※2）の予測
※1：気象庁気象研究所が開発した水平解像度5kmの地域気候モデル
※2：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書で用いられたシナリオの

うち、最も温室効果ガスの排出が多いシナリオ（RCP8.5）。
気候モデルの詳細は気象庁（資料⑨）に詳しく記述
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日最高気温が
25℃以上・・・夏日
30℃以上・・・真夏日
35℃以上・・・猛暑日

気温、夏日・真夏日・猛暑日の将来変化

日本の平均気温は、本州付近で4℃程度上昇
高緯度地域ほど上昇が大きい
名古屋では、猛暑日が10日程度から60日程度に増加

※1981-2000年の20年平均と2081-2100年の20年平均との差

平均気温の将来変化
これらの変化の確信度は高い（※）

※確信度は、他の参照可能なモデルとの整合性等をもとに判定。他の要素も同様
気象庁・文部科学省（資料②）による

℃
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短時間強雨・無降水日の将来変化

短時間強雨（1時間降水量50mm以上）回数、無降水日数ともに全国的に増加
東海地方では短時間強雨回数は２倍程度に、無降水日数は9日程度増加

全国変化の確信度は高い

※1981-2000年の20年平均と2081-2100年の20年平均との差

東海地方

無降水（日降水量1mm未満）日数の
将来変化

回/年

将
来
気
候
の

年
々
変
動
幅

現
在
気
候
の

年
々
変
動
幅

将
来
気
候
の

平
均
発
生
回
数

現
在
気
候
の

平
均
発
生
回
数

東海地方

1時間降水量50mm以上の発生回数の
将来変化

現
在
気
候
の

年
々
変
動
幅

将
来
気
候
の

平
均
変
化
日
数

日/年

将
来
気
候
の

年
々
変
動
幅



現象 実態（長期変化） 将来変化（RCP8.5予測）

大雪
日本海側の年最深積雪、

日降雪量20cm・50cm以上の
大雪は減少

降雪は全国的に減少する（確信度

高）が、低頻度（10年に一度など）で
発生する大雪のリスクが低下

するとは限らない（確信度低）

台風
発生数に変化傾向無し。

日本付近の台風の強度が最大
となる緯度は、北に移動

日本付近の台風強度は強まる
（確信度中）、個々の台風の降水量

は増加（確信度中）

高潮 1950年代以降で有意な変化
傾向無し

伊勢湾など最大潮位偏差が

大きくなる（確信度中）

線状
降水帯

？（線状降水帯によりもたらされること
の多い梅雨期（7月）の豪雨（3時間

130mm以上）の発生回数は増加傾向）
※1

？

竜巻 ？（調査方法の変遷もあり実態はよく

わからない）※2
？（春・夏に強い竜巻の発生しやすい

条件が増加するとの研究もある）※3

21

そのほかの現象の実態と将来変化

（※1）気象研究所（資料⑤）、（※2）気象庁（資料⑩） （※3）Muramatsu et al.(2016)（資料⑪）
そのほかは気象庁（資料②）による
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異常気象の実態と予測のまとめ

異常高温や猛暑日の頻度は増加
異常少雨や無降水日は増加する一方、大雨や短時間強雨
の頻度は増加（降れば大雨となりやすい）
東海地方でも全国的な傾向と同様の変化が見られる

こうした変動には地球温暖化による気温の上昇やそれに伴う
水蒸気量の増加の影響が出ているとみられる
個々の猛暑や大雨等は大気の流れの変動（異常）によりもた
らされるが、その頻度や降水量の増加は、地球温暖化の影
響により強められている可能性がある

地球温暖化の進展に伴い、将来も猛暑日や短時間強雨の増
加（降れば大雨）が予測される

こうした異常気象（極端現象）の増加により、自然災害のリスク
が高まることが懸念されることから、気象情報を適切に利用して
被災リスクを軽減することが大切
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記録的短時間
大雨情報・防災気象情報は、予測可能性に応じて段階的に発表。

・現象の発生まで時間的猶予のない情報ほど、時間、区域、
程度が詳細に。

顕著な大雨に
関する情報

1時間前3時間前3日前5日前1週間前

先行時間

12時間前

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

気象注意報・警報・特別警報

（大雨・暴風等に関する）○○県気象情報

台風情報（進路・強度予報）

週間天気予報・天気予報

早期注意情報（警報級の可能性）

降水短時間予報
ナウキャスト

(降水・雷・竜巻)

キキクル(土砂災害・浸水害・洪水)

災害につながるような気象現象の発生が

予想される（発生した）場合に随時発表

気象台が発表する防災気象情報

定期的（定時）に発表
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熱中症警戒アラート

気象注意報・警報・特別警報

土砂災害警戒情報

早期注意情報（警報級の可能性）

キキクル(土砂災害・浸水害・洪水)

熱中症の危険性が極めて
高いと予測された場合に

県単位で発表

竜巻注意情報



市町村の対応(情報) 住民が取るべき行動

警報等 キキクル

大雨
特別警報

災害切迫 緊急安全確保 命の危険 直ちに安全確保！ 5

土砂災害
警戒情報

危険 避難指示 危険な場所から全員避難 4

大雨警報・
洪水警報

警戒 高齢者等避難
危険な場所から高齢者等は避難

3

大雨注意報・
洪水注意報

注意
自らの避難行動を確認

2

早期注意情報
（警報級の可能性）

災害への心構えを高める 1

気象庁等の情報
警戒

レベル

高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を
見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主
的に行動する。

ハザードマップ等により、自宅等の災害リスク
を再確認するとともに、避難情報の把握手段を
再確認するなど。

26
※本表では割愛したが、指定河川洪水や高潮の情報も警戒レベル（相当）情報に位置づけられている
※点線内は警戒レベル相当情報（住民が行動を取る際の参考となる情報）

５段階の警戒レベルと防災気象情報

自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を、
直感的に理解しやすくなるよう、５段階の警戒レベルを明記して防災情報を提供



大雨 洪水 雷

愛知県

愛知県
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12-18 18-24 00-06 06-12 12-24
- [中] - - -

1時間最大 20 30 30 30 30
3時間最大 30 45 45 60 60
24時間最大 150から200

23日 24日 25日

[高]

 〇〇県東部の早期注意情報（警報級の可能性）

20XX年07月20日11時発表

東部では、21日までの期間内に、大雨警報を発表する可能性が高い。

〇〇県東部

警報級の可能性

22日

大雨

20日 21日

[中]
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早期注意情報（警報級の可能性）

警報級の可能性[中]や[高]が発表されたら、深夜などの警報発表も想定して、心
構えを一段高め、その後の気象情報の確認を
特に、明日までに[高]が予想されている場合には、警報級の現象が予想される
詳細な時間帯を注意報（※）や〇〇県気象情報で確認を

警戒レベル1

※この表の大雨のほか、大雪、暴風（雪）、波浪、高潮の情報もあります。

（※）警報に切り替える可能性が高い注意報として、警報級の時間帯等が発表される



29

注意報・警報・土砂災害警報

警戒レベル2 警戒レベル3相当 警戒レベル4相当

ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路を確認を

自治体からの高齢者等避難の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方も普段
の行動を見合わせ始めたり、キキクル（危険度分布）や河川の水位情報等を用いて避
難の準備や自ら避難の判断を

自治体からの避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくて
もキキクル（危険度分布）や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断を

備考・

03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 00-03 03-06 関連する現象

大雨
（土砂災害）

洪水 氾濫

雷 突風、ひょう

21日 22日
○○市

○○市の警報・注意報（今後の推移）

20XX年07月21日04時14分発表

土砂災害注意

備考・

09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 00-03 03-06 09-12 12-15 関連する現象

大雨
（土砂災害）

洪水 氾濫

雷 突風、ひょう

○○市の警報・注意報（今後の推移）

20XX年07月21日09時18分発表

○○市

土砂災害警戒

21日 22日 備考・

12-15 15-18 18-21 21-24 00-03 03-06 06-09 09-12 12-15 関連する現象

大雨
（土砂災害）

洪水 氾濫

雷 突風、ひょう

○○市の警報・注意報（今後の推移）

20XX年07月21日12時30分発表

○○市

土砂災害警戒

21日 22日



気象庁HPへ
アクセス
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キキクル（大雨の危険度分布）

大雨による災害の危険度を地図上で把握するための情報

大雨警報が出た！
激しい雨が降ってきた！

危険度が高まって
いる場所を確認

・土砂災害
・浸水害
・洪水

洪水キキクル 土砂キキクル

紫が出ている！
うちは土砂災害警戒区域だ！
うちは浸水区域だ！

速やかに安全な場所
に避難をせねば！
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キキクルのプッシュ型通知サービス

警戒レベル４相当「危険」など危険度の高まりをプッシュ型で通知するサービス
※協力事業者は５社：多くはスマートフォンでアプリをダウンロードして利用

①

②

トップページから①をタップ⇒左の画面②をタップ⇒中の画面③をタップ⇒右の画面
右の画面の赤枠内の事業者をタップすると利用方法が紹介される

③
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普段の備え

○ハザードマップを確認

○備蓄・非常持出品を準備

消防庁「わたしの防災サバイバル手帳」を加工して主に利用
（資料⑬）

○避難場所・方法を確認
○○コミュニ
ティーセンター

自宅

○防災情報の入手方法を確認

名古屋市守山区洪水ハザードマップ（資料⑫）

名古屋市防災情報入手方法リーフレット（資料⑫）



33

1.異常気象とは
2.異常気象の変化
3.異常気象の要因
4.将来予測
5.異常気象の実態と予測まとめ

6.気象情報の種類
7.利用方法

8.まとめ
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まとめ

地球温暖化により、災害リスクが高まることが
懸念される

市民、自治体、国、国際各レベルでの温暖化
への適応や緩和に向けた取り組みが大切

その取り組みのひとつとして、気象情報を上手
に利用して欲しい
「天災は忘れた頃にやってくる」「正しく恐れる」
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参考資料・文献

①気象庁（2022） 気候変動監視レポート2021
②気象庁・文部科学省（2020） 日本の気候変動2020
③気象庁報道発表資料（令和2年8月20日）「令和２年７月の記録的大雨や日照不足の特徴と その要因につい

て」
④気象研究所報道発表資料（令和2年12月24日）「令和２年７月豪雨における九州の記録的大雨の要因を調

査 ～小低気圧による極めて多量の水蒸気流入で球磨川流域の線状降水帯が発生～ 」
⑤気象研究所報道発表資料（令和4年5月20日）「集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している ～特に

梅雨期で増加傾向が顕著～」
⑥気象庁報道発表資料（令和4年8月22日）「 6月下旬から7月初めの記録的な高温及びその後の天候の特徴

と要因について」
⑦文部科学省・気象研究所報道発表資料（令和4年9月6日）「令和4年6月下旬から7月初めの記録的な高温に

地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます。 ―イベント・アトリビューションによる速報
― 」

⑧H. Kawase et al. 2022: Timely Event Attribution Strategy in Japan: An Example of Heavy Rainfall in 
July 2020, BAMS, Vol.3, No.3, S118-S123.

⑨気象庁（2017） 地球温暖化予測情報第9巻
⑩気象庁（2014） 異常気象レポート2014
⑪Muramatsu, T., T. Kato, M. Nakazato, H. Endo, and A. Kitoh, 2016: Future Change of Tornadogenesis-

Favorable Environmental Conditions in Japan Estimated by a 20-km-Mesh Atmospheric General 
Circulation Model. Journal of the Meteorological Society of Japan. Series II, 94A, 105–120.

⑫名古屋市ＨＰ「防災・危機管理」（https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/405-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html）
⑬消防庁ＨＰ「わたしの防災サバイバル手帳

（https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/survival/）
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以下、予備資料
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河川の水位情報

「川の防災情報」で検索

下へスクロール みたい地域を拡大

地点を選んで

（タップして）水位
の状況を表示

水位の推移を
時系列表示できる
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熱中症警戒アラート

①

②

運用期間：毎年４月第４水曜日から10月第４水曜日

熱中症の危険性が極めて高いと予測された場合に県単位で発表

③

トップページから①をタップ⇒左の画面②をタップ⇒中の画面③をタップ⇒右の画面

この情報が発表されたら・・・

外出はできるだけ控える

リスクの高い方に声掛けを

熱中症予防行動を

外での運動は原則中止・延期

暑さ指数の確認を

暑さ指数
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世界の平均気温の変化

緯度経度5度の格子ごとに見た年平均
気温の長期変化傾向（1891～2021年）
図中の丸印は、5 ﾟ×5 ﾟ格子で平均した1891～2021 年の長期変
化傾向（10 年あたりの変化量）を示す。灰色は長期変化傾向が見
られない（信頼水準90 %で統計的に有意でない）格子、空白は利
用可能なデータが十分でない格子を示す。
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集中豪雨（≧130mm/3時間）回数

7月の集中豪雨（3時間130mm以上で定義）の発生頻度は45年間で約3.8倍
（年間では約2.2倍）
年平均発生数がほぼ同数になる１時間68ミリ以上事例に比べて、集中豪雨
事例の方が１割ほど発生率が高くなっている

梅雨期の集中豪雨事例の大半が線状降水帯によるものであることから、同
時期の線状降水帯による大雨も顕著な増加傾向にあるものと考えられる

気象研（資料⑤）より

３時間積算降水量130ミリ以上
（赤）と１時間積算降水量68ミリ

以上（黒）の発生回数の経年変
化（7月、アメダス1300地点あた
り）
細線は5年移動平均、太線は長期変化傾向
(Trend)、Meanは年平均回数、Sigは標準偏差
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竜巻

（観測事実）2007年以降は、以下の理由により増加。
①積極的な現地調査の実施により、多くの突風災害事例で竜巻が原因と特定可能に
②携帯端末やSNSなどの普及と、報道及び目撃情報の収集の強化
③評定の精度が向上
（将来変化）春・夏に強い竜巻の発生しやすい条件が増加するとの研究も

異常気象レポート2014より

夏（6～8月）の竜巻の発生しやすい環境場の変化
（将来／現在）
1より大きければ竜巻は発生しやすい環境場となる
Murakami et al.(2016)（資料⑬）



42

大雪

観測事実：日降雪量20cm以上・50cm以上の日本海側の大雪は、減少傾向
将来予測：大雪（10年に1度程度）は、全国的には減少するが、中部山岳や北海
道地方の一部で増加（確信度低）

資料②より

日降雪量50 cm 以上の年間日数の経年変化
（1962～2019 年）

冬季（11月～翌年3 月）の総降雪量及び10 年
に一度の大雪（日降雪量）の将来変化
d4PDFに基づき世界平均気温が4℃上昇した場合の変化

を予測。Kawase et al. (2016)
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高潮

観測事実：高潮の発生数や大きさに
は、有意な長期変化傾向はない。

将来予測：大阪湾、伊勢湾、東京湾で
の最大潮位偏差は大きくなる（確信度
中）。

資料②より
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海面水位

観測事実：日本沿岸の平均海面水位は、過去100 年間に上昇傾向は見られないものの、
1980 年以降では上昇傾向が見られる。
将来予測：日本沿岸の年平均海面水位は21 世紀中に上昇すると見られる（確信度が高い）。
21 世紀末には、4℃上昇シナリオ（RCP8.5）の下では0.71 m（0.46～0.97 m）上昇すると推
定される。

日本沿岸の海面水位の経年変動（1906～2019 年）
（青）は日本沿岸4 地点の平均水位、（赤）は総計16地点の平均水位
（5 年移動平均値）（目盛は左側）。（緑）世界平均水位（目盛は右側）。
いずれも、1981～2010 年の平均値との差（平年差）。

21 世紀末における日本近海の海面水位（年平均）
の20 世紀末からの上昇幅（m）
等値線はそれぞれの将来気候における海面水位分布を示す。

資料②より
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海面水温

21 世紀末における日本近海の海域平均
海面水温の20 世紀末からの上昇幅（℃）

日本近海の海域平均海面水温（年平均）の
上昇率（℃/100 年）1900～2019年の上昇率

観測事実：世界の年平均海面水温は100 年当たり0.55℃で、また日本近海の年平均海面
水温は100 年当たり1.14℃で、有意に上昇している。
将来予測：日本近海の21 世紀末の年平均海面水温は20 世紀末に比べ有意に上昇し（確
信度が高い）、4℃上昇シナリオ（RCP8.5）で3.6 ± 1.3℃上昇すると予測されている。

資料②より



46

梅雨

夏季の月別降水量の予測
降水量増加を予測するメンバー（モデル）の割合（%）

５６６６７７７８８
下上中下上中下上中

５６６６７７７８８
下上中下上中下上中

地域平均旬合計降水量（単位：mm）
黒破線は20世紀前半（1901～1950 年平均）、赤実線は21 世紀
初頭（2001～2020 年平均）。平均値の差の検定（t検定）で有意
（信頼度90%以上）な場合、塗りつぶし丸でプロットした。

西日本日本海側 東日本日本海側

左図：資料⑩をアップデート（遠藤（2021）「梅雨と秋雨の過去 120 年間
の長期変動」日本気象学会2021年春季大会予稿集による）
右図：資料②より

観測事実： 20世紀前半と後半の降水量を比較すると、東日本日本海側と西日本日本海
側で7月上旬と中旬に増加。
将来予測：6月は、梅雨降水帯が強化されて現在よりも南に位置する傾向を予測する（確
信度中）。7月は、モデルにより予測が示す傾向が異なることから不確実性が高い。
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台風

台風の強度が生涯中最大となる緯度
（北西太平洋域）

縦軸は緯度（北緯）、横軸は年、太線（黒）は年平均した緯度（北緯）、直線（灰
色）と陰影は長期変化傾向とその信頼区間（95%）、図中の数値は、10年当た
りの長期変化傾向とその信頼区間（95%）を表す。米国合同台風警報センター
（JTWC）のデータに基づく。Kossin et al. (2016) より転載

非常に強い（地表最大風速59 m/s以上の）熱帯低気圧につ
いて、存在頻度の将来変化を、d4PDFの4℃昇温実験と過
去再現実験の差分として算出したもの。カラースケールは10
年当たりの頻度を表す。（Yoshida et al. (2017) より転載）

非常に強い非常に強い熱帯低気圧の
存在頻度の将来変化

観測事実：発生数に変化傾向無し。日本付近の台風の強度が最大となる緯度は、北に移
動（確信度中～低）

将来変化：日本付近の台風強度は強まる（確信度中）、個々の台風の降水量は増加（確信度中）

資料②より



48

長期間の気温の変動

国立環境研究所地球環境研究センター「ココが知りたい地球温暖化」webサイトより
（Mann et al. [2008] PNAS, 105, 36, 13252-13257）（Copyright [2008] National Academy Science, U.S.A.）
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高潮シミュレーション

最大潮位偏差は、伊勢湾台風クラスの3.5mから、最悪経路をとりかつ
気候変動による台風強度の強まりを考慮すると4.96mと予測される。
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洪水・土砂災害将来予測
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警報に切り替える可能性の高い注意報


