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候下での海洋・雪氷圏に関する
IPCC 特別報告書」1）をまとめた。
最近の数十年にわたる地球温暖
化の影響で、氷床、氷河の質量
が大幅に減少し、2300 年には
海面が最大 5.4m 上昇するだけ
でなく、100 年に一度起きるよ
うな海面水位の極端現象が、熱

帯においては 2050 年までに頻繁に（多くの場所において 1 年に 1 回以上）
起こると予測している。このままで推移すれば、世界中の大都市が海抜の
低い沿岸域に分布していることから、多くの人々は近い将来移転を余儀な
くされるであろう。
このような状況を改善するためには、世界中の人々が海洋と人類との関
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