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気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

• 国連環境計画（UNEP）・世界気象機関（WMO）により1988年に設置された政府間機関 

• 世界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的知見を提供し、気候変動枠
組条約の活動を支援 

IPCCの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPCCの組織 

IPCC総会 

第1作業部会（WG１）：科学的根拠 

気候システム及び気候変動について評価 

第２作業部会（WG２）：影響・適応・脆弱性 

生態系、社会・経済等の各分野における 
影響及び適応策について評価 

第３作業部会（WG３）：緩和策 

気候変動に対する対策（緩和策） 
について評価 

インベントリー・タスクフォース 

各国における温室効果ガス排出量・吸収量の目録
（インベントリ）策定のための方法論の作成・改善 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５次評価報告書作成スケジュール 

2013年9月27日 
第36回総会（スウェーデン）で承認 

2014年3月31日 
第38回総会（横浜開催）で承認 

2014年4月13日 
第39回総会（ドイツ）で承認 

【統合報告書】 2014年10月 
第40回総会（デンマーク）で承認予定 



第１作業部会（WG1）：科学的根拠 



IPCC第５次評価報告書第１作業部会報告書 
－主要な結論（１）－ 

【観測事実】 

• 気候システムの温暖化につい
ては疑う余地がない。 

• 1880～2012年において、世界
平均地上気温は0.85℃上昇 

• 最近30年の各10年間の世界
平均地上気温は、1850年以降
のどの10年間よりも高温 

 
【温暖化の要因】 

• 気候システムに対する人間の
影響は明瞭 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 

図SPM.1: (a) 3つのデータセットによる、

1850 年から2012 年までに観測された陸域と
海上とを合わせた世界平均地上気温の偏差。
上図：年平均値、下図：10 年ごとの平均値（黒
色のデータセットについては不確実性の推定を
含む）。1961～1990 年平均からの偏差。 



【将来予測】 

• 将来予測には４つのシナリオ
（RCPシナリオ） 
 RCP2.6シナリオでは、0.3～

1.7℃気温上昇 
 RCP8.5シナリオでは、2.6～

4.8℃気温上昇 

• 世界の水循環の変化は一様で
はない。湿潤地域と乾燥地域、
湿潤な季節と乾燥した季節の
間で降水量の差が増加 

• CO2の累積排出量と地表面の

平均気温の変化は概ね線形
関係にある。 

IPCC第５次評価報告書第１作業部会報告書 
－主要な結論（２）－ 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 
図SPM.7: CMIP5の複数のモデルにより
シミュレーションされた時系列（1950年
から2100年）。1986～2005年平均に対
する世界平均地上気温の変化。 

予測と不確実性の幅（陰影）の時系列
を、RCP2.6（青）とRCP8.5（赤）のシナリ

オについて示した。黒（と灰色の陰影）
は、復元された過去の強制力を用いて
モデルにより再現した過去の推移であ
る。 
全てのRCPシナリオに対し、2081～
2100年の平均値と不確実性の幅を彩

色した縦帯で示している。数値は、複
数モデルの平均を算出するために使
用したCMIP5のモデルの数を示してい
る。 

図SPM.8: 2081～2100年における
RCP2.6とRCP8.5のシナリオによるCMIP5
複数モデル平均の分布図。(a) 年平均
地上気温の変化、 
(b) 年平均降水量の平均変化率。 
図(a)、(b) は、1986～2005年平均から

の偏差を示す。それぞれの図の右上隅
の数値は、複数モデル平均を算出する
ために使用したCMIP5のモデルの数で
ある。 
図(a)と(b)の斜線部は、複数モデル平

均の変化量が自然起源の内部変動性
に比べ小さい（つまり、20年間の自然
起源の内部変動性の1標準偏差未満）

であることを示す。また点描影は、自然
起源の内部変動性に比べ大きく（つま
り、20年間の自然起源の内部変動性
の2標準偏差以上）かつ少なくとも90%

のモデルが同じ符号の変化をしている
領域を示す。 



表: 気象及び気候の極端現象:  21 世紀初頭（2016～2035 年）及び 21世紀末（2081～2100年）の将来変化予測。第 5 次評価報告書の予

測は 1986～2005年平均を基準としており、特に断らない限りは新しい代表的濃度経路（RCP）シナリオを使用している。 

 

現象及び変化傾向 将来変化の可能性 

21世紀初頭 21世紀末 

ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の頻度の減少や昇温 可能性が高い ほぼ確実 

ほとんどの陸域で暑い日や暑い夜の頻度の増加や昇温 可能性が高い ほぼ確実 

ほとんどの陸域で継続的な高温／熱波の頻度や持続期間の増加 正式に評価されていない(a) 可能性が非常に高い 

大雨の頻度、強度、大雨の降水量の増加 多くの陸域で可能性が高い 中緯度の大陸のほとんどと湿潤な熱帯

域で可能性が非常に高い 

干ばつの強度や持続期間の増加 確信度が低い(b) 地域規模から世界規模で可能性が高い

（確信度は中程度）(c) 

強い熱帯低気圧の活動度の増加 確信度が低い 北西太平洋と北大西洋でどちらかと言

えば(d) 

極端に高い潮位の発生や高さの増加 可能性が高い(e) 可能性が非常に高い(e) 

注釈: 

(a) モデルは近未来においても熱波や継続的な高温の持続期間や強度、空間的な広がりの増加を予測している。 

(b) 土壌水分の変化予測の確信度は低い。 

(c) RCP8.5シナリオでは、今世紀の終わりまでに、現在の乾燥地域において、地域規模から世界規模の予測では土壌水分が減少し農業旱魃が増加する可能性が高い（確信度は中程度）。

地中海や米国南西部、アフリカ南部における土壌水分の減少は、予測されているハドレー循環の変化や地上気温の上昇と整合しており、RCP8.5 シナリオにおいて今世紀の終わり

までに、これらの地域で地表面が乾燥化する可能性は高く、確信度も高い。 

(d) SRES A1B（もしくは類似の）シナリオを用いた予測について専門家が判断、評価した結果に基づいている。 

(e) 極端に高い潮位の増加が主に平均海面水位の上昇の結果であることの確信度は高い。激しい風雨やそれに伴う潮位上昇について地域を特定した予測の確信度は低い。 



第２作業部会（WG２）：影響・適応・脆弱性 



【観測された影響】 

• 作物の収量に対する気候変動の負の影響
の方が、正の影響よりもより一般的 

• 水文システムの変化による、水量や水質の
観点からの水資源への影響 

• 陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等 

IPCC第５次評価報告書第２作業部会報告書 
－農林水産関係の結論（１）－ 

図SPM.2(c): 変化している世界における広範囲に及ぶ
影響。1960～2013年に、観測された気候変動が温帯及

び熱帯地域における主要４農作物の収量に及ぼしたと
推定される影響の要約。分析されたデータ地点数も各分
類の括弧内に示す。 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 



【８つの主要なリスク】 
確信度が高く、複数の分野や地域に及ぶ将来の主要なリスク 
 
i. 海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク 
ii. 大都市部への洪水による被害のリスク 
iii. 極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク 
iv. 熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク 
v. 気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク 
vi. 水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク 
vii. 沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク 
viii. 陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク 

IPCC第５次評価報告書第２作業部会報告書 
－農林水産関係の結論（２）－ 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 



【食料安全保障及び食料生産システムのリスク】 

• 熱帯及び温帯地域の主要作物（麦、米及びトウモロコシ）において、適応がない場合、そ
の地域の気温上昇が20世紀後半より2℃またはそれ以上になると、個々の場所では便

益を受ける可能性はあるものの、生産に負の影響を及ぼすと予測される。影響は作物や
地域、また適応シナリオによって異なり、温暖化の水準次第となる。 

• 気候変動は、多くの地域で徐々に年間の作物収量の変動性を増大させると予測される。 

• 食料へのアクセス、利用、価格の安定などを含む食料安全保障のあらゆる側面は、潜在
的に気候変動の影響を受けている。 

IPCC第５次評価報告書第２作業部会報告書 
－農林水産関係の結論（３）－ 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 

図SPM.7:  21世紀の気候

変動による作物収量の変
化予測の要約。図には、異
なる排出シナリオ、熱帯及
び温帯地域、並びに適応及
び非適応ケースの組み合
わせについての予測が含
まれている。 
作物収量の変化は20世紀

後半の水準を基準としたも
のである。各時間枠のデー
タは合計して100％となる。 

図SPM.7:  21世紀の気候変

動による作物収量の変化予
測の要約。図には、異なる
排出シナリオ、熱帯及び温
帯地域、並びに適応及び非
適応ケースの組み合わせに
ついての予測が含まれてい
る。世界平均気温が4℃また

はそれ以上上昇するシナリ
オについて作物システムへ
の影響が検討された研究は
相対的に少ない。 
短期及び長期の5つの時間

枠について、データ
（n=1090）が、各将来予測期

間の中間点を含む水平軸に
20年間ごとにプロットされて
いる。作物収量の変化は20

世紀後半の水準を基準とし
たものである。各時間枠の
データは合計して100％とな
る。 



【海洋システムのリスク】 
• 21世紀半ばまでとそれ以降について予測されている気候変動により、影響されやすい地

域では世界の海洋生物種の再分布や海洋生物多様性の低減が漁業生産性やその他の
生態系サービスの持続的供給にとって課題。 

• 種の豊かさや漁獲可能量は、平均すれば、中～高緯度で増大し、熱帯域で減少すると
予測。 

IPCC第５次評価報告書第２作業部会報告書 
－農林水産関係の結論（４）－ 

政策決定者向け要約（SPM）より抜粋 

図SPM.6.: 漁業についての
気候変動リスク。1000種以

下の魚類及び無脊椎動物
の最大漁獲可能量世界再
分布予測。予測は、乱獲ま
たは海洋酸性化の潜在的影
響分析は行わず、SRESA1B
（注）を使用し、2001～2010年
及び2051～2060年の10年
平均を比較した。 

（注）SRESシナリオとは、排出量の道筋を想定する
際、将来の社会について、IPCCが2000年に発表した
いくつかの典型的なパターンを想定したもの。A1Bシ

ナリオはその一つであり、高度経済成長が続き、グ
ローバリゼーションの進行により地域間格差が縮小、
新しい技術が急速に広まる未来社会で、全てのエ
ネルギー源のバランスを重視すると想定したもの。 


