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　研究開発は、プログラムディレクター（PD）及びプログラムオフィサー（PO）のもとで行われています。
また、「水」「都市」「農林漁業」の 3つの領域をおき、それぞれの領域には連絡調整を行う領域長を配置しました。
PD, PO及び領域長による連絡調整のもと、課題間の連携を図りながら研究開発を進めています。

PD：三村  信男（茨城大学）
事務局

リモート・センシング技術センター

P0：武若  聡（筑波大学）

□ 小池  俊雄
　   （東京大学）

□ 木村  富士男
　   （海洋研究開発機構）

□ 山田  朋人
　   （北海道大学）

■ 西森  基貴
　   （農業環境技術研究所）

■ 大楽  浩司
　   （防災科学技術研究所）

□ 高橋  桂子
　   （海洋研究開発機構）

□ 飯塚  悟
　   （名古屋大学）

□ 那須  清吾
　   （高知工科大学）

□ 中島  映至
　   （東京大学）

■ 岩崎  俊樹
　   （東北大学）

□ 二宮  正士
　   （東京大学）

□ 淡路  敏之
　   （海洋研究開発機構）

P0：太田  俊二（早稲田大学）

研究代表者（所属機関）　■は領域長を示す

水領域 都市領域 農林漁業領域

　将来の気候変動影響を考慮した適応策の立案には科学的根拠となる気候変動予測情報が不可欠となりますが、現
在の気候変動予測データを地域規模の検討に使用するには、気候変動予測の時間的、空間的な分解能を向上させる
ことや、予測に含まれる不確実性を低減することが必要です。
　また、全球規模の気候変動予測成果を利用する気候変動適応シミュレーションは、対象地域の社会的な実情を十
分に考慮することによって、効果的な適応策立案に必要な科学的知見を政策決定者や利害関係者に提供できるもの
と期待されます。 
 　文部科学省は、気候変動適応に関する研究水準の大幅な底上げ、適応策検討への科学的知見の提供、気候変動に
よる影響に強い社会の実現に貢献することを目的として、平成 22年度から「気候変動適応研究推進プログラム」を
開始しました。

　近年、気候変動による社会への影響は顕在化しつつあり、気候変動を緩和するだけでなく、変動していく気候にど
う適応するかが重要な課題となっています。これまで影響に関しては様々な研究が実施されてきましたが、RECCA
は12の異なる研究課題から成る、適応策をターゲットとした包括的な研究プロジェクトです。
　RECCAは平成22年度（2010年度）に開始された5ヵ年プロジェクトで、既に一定の科学的成果を達成しつつありま
すが、例えばゲリラ豪雨や洪水など、気候変動の影響が目に見える形で現れるにつれて、RECCAに対する社会的ニー
ズもますます高まって参りました。そのニーズは水資源、都市生活、農林水産業など多岐に渡り、数年後の異常気象
対策から数10年後の適応策立案まで、時間的なターゲットも非常に多様です。RECCAはこれら社会的ニーズを重視し、
少しでも早く期待に応えられるよう自治体や企業など各分野の関係者と対話を重ねています。
　また、平成 23年3月11日に日本は未曾有の大震災に遭いましたが、適応策の研究は災害リスクへの対応、自然エネ
ルギーの評価、農林漁業の復興などの面でも貢献が可能です。さらに、RECCAの成果は発展途上国の諸問題の解決
にも応用し得るものであるため、国際的にも注目されつつあります。
　今、開始当初の目的を超えた大きな期待が RECCAに寄せられていますが、RECCAの12 課題はこの期待に充分応
え得るものです。このパンフレットをご覧頂き、RECCAの可能性へのご理解とご支援を頂ければ幸いです。
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研究テーマ1: 先進的なダウンスケーリング手法の開発
　全球規模の気候変動予測成果を地域規模の気候変動予測や影響評価の検討などに活用することを目指して、
力学的ダウンスケーリングと統計的ダウンスケーリングによる複合的なダウンスケーリング手法や新規的かつ
先進的なダウンスケーリング手法の研究開発を行います。

研究テーマ2: データ同化技術の開発
　地域規模における気候変動影響評価及び適応策の検討に科学的知見を提供するシミュレーションモデルに
対し、その不確実性の低減を目指して、観測データを同化する技術の研究開発を行います。

研究テーマ3: 気候変動適応シミュレーション技術の開発
　地域規模で行われる気候変動影響評価・適応策立案を可能とする気候変動適応シミュレーション技術の
研究開発を行います。

研究テーマ別

　本プログラムでは、気候変動予測の成果を都道府県あるいは市区町村などの地域規模で行われる気候変動適応策
立案に科学的知見として提供するために必要となる研究開発を推進することから、以下に記す３つの研究テーマを
対象とする研究課題を実施しています。 
　なお、平成22年度に採択した研究課題は12課題ですが、複数テーマにまたがって実施されている研究課題もあり
ます。

　本プログラムでは、研究の対象分野に応じて12の研究課題を「水」「都市」「農林漁業」の3つの領域に分類して
います。

研究領域: 水
　局所集中豪雨（ゲリラ豪雨）の発生、長期的な渇水、積雪量の減少、融雪時期の変化等、気候変動による水分
野への影響とその適応策等に関する研究を行います。 

研究領域: 都市
 集中豪雨、異常高温、ヒートアイランド等、気候変動による都市への影響及びその適応策や、低炭素社会の実現
に向けた研究を行います。 

研究領域: 農林漁業
　気候変動に伴う気象や海況の変化に対し、安定的な農業生産や水産資源確保を実現するための適応策や
技術に関する研究を行います。 

研究領域別

気候変動に適応する河川・水資源地域管理システムの開発
小池 俊雄  ( 東京大学 )

　本課題は、首都圏5河川（利根川、荒川、多摩川、鶴見川、相模川）流域を対象として、海洋研究開発機構や
国土交通省関東地方整備局とも連携して研究を進めています。 

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_koike_j

　本研究では、ダウンスケーリング、データ同化、流域水循環シミュレーションに関わる手法開発を行い、データ
統合・解析システム（DIAS）を活用して、適応のための構造物によらない河川・水資源管理システムを開発しています。
また、気候変動による首都圏の水循環変動を明らかにし、水災害リスクの変化の定量化と適応策による水災害リス
ク低減の評価も行っています。
　これまで、パーフェクト実験（答えの分かっている実験）を実施し、特に湿度の気候変化の扱いにおける問題点を
明確にしました。また、客観解析の周りに大気大循環モデル（GCM）が正規分布するよう、各GCMサンプルに評
価点（荷重）を付けるダウンスケーリング方法を開発しました。この手法は低計算コストで高分解能のダウンス
ケーリングを可能にする世界でもユニークな手法です。
　雲微物理データ同化システム（CMDAS）と陸面データ同化システム（LDAS）とを結合させた、大気̶陸面結合同化
システムのプロトタイプ（CALDAS）を開発し、降水量、日射量の予測精度が向上することを確認しています。この
システムは世界で初めての成果であり、海外からの共同研究の問い合わせがあるなど、国際的な関心を得ています。
　エネルギー水収支分布型水循環モデル（WEB-DHM）に積雪・融雪モデルを組み込むことに成功し、気候予測モ
デルが計算する降雪量の補正をも可能にしました。新たな降積雪・融雪モデルをインダス川上流地域に適用し、同
地域の氷河、積雪の高度なシミュレーションに成功するとともに、本モデルへの地下水流動モデルの組み込みにも
成功し、渇水の広域評価体制を整えることができました。

研究課題全体の概要
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日本海沿岸域における温暖化に伴う積雪の変化予測と
適応策のための先進的ダウンスケーリング手法の開発 
木村 富士男（海洋研究開発機構）

　本課題は、日本海沿岸地域（富山県）を対象として、富山県環境科学センター、秋田大学、気象庁気象研究
所とも連携して研究を進めています。 

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_kimura_j

　積雪量は気候変動に対して敏感であり、その変化は水資源に大きな影響を及ぼすだけでなく、農業、レジャー産業、
生活環境などの人間生活や生態系にもさまざまな影響を与えます。そこで、温暖化時の影響が大きいと指摘される
日本海沿岸地域（富山県）の積雪に焦点を当て、積雪の変化に対する適応策立案に必要な、地域レベルで利用するた
めの高解像度の地域気候モデルによる先進的ダウンスケーリング手法を開発しています。
　これまで、北陸という世界有数の豪雪地帯における過去の気候変動のダウンスケーリングとバイアス軽減手法の
検証を行った結果、実際の観測とモデル計算の結果の整合性が高いことが確認されました（図１）。また、全球気候
モデルの一つであるMIROCを基にしたダウンスケーリングの結果、2030年代に富山県沿岸部では、積雪が 30％程
度減少する可能性があることが分かりました。これらの研究成果を社会へ還元する試みとして、富山県の有識者と
の意見交換会や、富山県温暖化防止委員例会、富山県温暖化調査研究会等を通じた成果発信と解説を実施しており、
秋田市においては、地元有識者「秋田雪の会」とシンポジウムを共催し、一般参加者を交えて意見交換を実施した様
子が新聞でも報道されました。

北海道を対象とする総合的ダウンスケール手法の開発と適用
山田 朋人  ( 北海道大学 )

図1. 開発したサンプリング・ダウンスケーリングの概要

　本課題は、北海道を対象として、日本気象協会北海道支社、北海道開発局、土木研究所寒地土木研究所とも
連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_yamada_j

　北海道では、地球温暖化による水資源の変化や治水・利水への脆弱性が指摘されていることから、気候変動適応
策の立案は急務であり、そのためには地域気候の詳細なシミュレーションが必要です。本研究では、不確定性の幅
を含む地域気候変動のシミュレーションのため、複数の全球気候モデルと複数の地域気候モデルを組み合わせたダ
ウンスケーリングを実施しています。また、ダウンスケールによって得られるデータや情報を分かりやすく提供す
るためのソフトウェアを開発しています。
　これまでに、力学的ダウンスケーリングの計算量を低減する新手法の「サンプリング・ダウンスケーリング」を
開発し、この手法を用いた計算により、北海道における降水量の全期間の確率密度関数（Probability Density 

Function: PDF）とサンプル年の PDFが類似していることから、手法の有用性を確認しています（図１）。
　北海道におけるモデル実験より、都市化によって年平均気温が約1℃上昇したことが明らかになりました。これ
は過去 100年間の気温上昇（約 2℃）の約半分に相当していることから、地域の温暖化予測において局地的な土地利
用変化の効果が重要であることを示しています。また、夏の北海道に豪雨をもたらす線状降水帯の発生数に影響を
及ぼす大規模気象場の特徴も明らかにしました(Yamada et al. 2012)。

図1. 1990年代の積雪をモデル計算により再現した図（左）と実際の観測との比較（右上）、
及び全球気候モデルの一つMIROCを基にした2030年代に想定される積雪変化（右下）。
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高解像度気候変動シナリオを用いた大都市圏の
風水害脆弱性評価に基づく適応に関する研究
大楽 浩司（防災科学技術研究所）

賃料の増加率
（温暖化適応策シナリオ分析例）

　本課題は、東京都市圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県南部）を対象として、国立環境研究所、
気象研究所、コロラド大学、海洋研究開発機構、損害保険料率算出機構、茨城大学、筑波大学、国際応用シス
テム分析研究所、東京都市圏の自治体とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_dairaku_j

　気候変動に伴う異常気象が海面上昇等と重複して発生すると、これまでの危険度評価に基づく地域計画では対処
できない可能性があるため、気候変動影響の特性および社会システムの脆弱性変化を考慮して、気候変動への適応
策を検討する必要があります。本研究では、東京都市圏を対象として、自治体の適応戦略の策定・検討に資する科
学的知見の提供に必要な、土地利用変化シナリオを用いた地域気候シミュレーション技術、および風水害脆弱性評
価に基づく適応シミュレーション技術の開発を行っています。
　これまで、地域気候モデルに都市建物を扱うプロセスを組み込み、降水スキーム等の調整を行いました。これに
より、地表気温、降水量の再現精度が向上し、大都市における熱・水循環プロセスのシミュレーション技術の改良・
開発が進みました。また、土地利用情報を陸面過程に組み込み、過去の土地利用変化の影響についての評価を行い
ました。
　明治 21年（1888年）からの地域計画アトラスデータや、紙媒体で存在していた水害統計データをGISデータ化し、
東京都市圏における都市の拡大・緑地の縮退の情報を定量化するとともに、水害リスク評価モデルのプロトタイプ
を構築しました。
　応用都市経済モデルを用いることにより、洪水リスクが緩和された地域で賃料が上昇し、人口も増加するという
結果が得られました。温暖化リスクだけでなく、低炭素化・高齢化等の多面的要素を考慮しながら立地や不動産価
格について分析を行うことができるようになり、施策の便益を金額ベースで推計することも可能になると考えられ
ます（図1）。

流域圏にダウンスケールした気候変動シナリオと高知県の適応策
西森 基貴（農業環境技術研究所）

　高知県は、豊かな自然を誇るものの台風・集中豪雨等の常襲地であり、また一次産業に依存する割合が極めて高く、
県勢全体が気候・気象条件に大きく左右されるため、地球規模の気候変動の影響とそれに対する適応策は、県勢の
方向性とあり方を大きく変える可能性があります。本課題は、高知県における戦略的な気候変動適応策と環境政策
シナリオの立案に必要となる、ダウンスケーリング手法および気候変動適応シミュレーション技術の開発を一体的
に推進しています。
　これまで、高解像度力学モデルの降水量出力をさらに早明浦ダム流域観測点にまでダウンスケールして降雨・流出
モデルに入力し、現実のダム運用を再現して、温暖化時のダム貯水量予測を行いました。また、土地利用変化を組み
込んだダウンスケール気候変動データによる将来の高温・大気放射増加の影響とそれを軽減する温室被覆資材、およ
び作物収量・品質への影響を組み込んだ、新規性の高い園芸環境シミュレータを構築しました。本技術は、今後の適応
策としての被覆資材の選択と最適立地の政策提言を可能とする有益なツールとして期待されています（図 1）。
　このほか農業分野では、高知県産の早生コメ（コシヒカリ）について、収量だけでなく食味に影響するタンパク質
含量の推定が可能となり、より高品質なコメ生産のための施肥や水温管理の提案につながる技術を確立しました。
また水分野では、高温時・高 CO2 時における高知県南国市の石土池のホテイアオイの栄養塩吸収・放出過程の気温
依存性を現地及び室内試験結果に基づいてシミュレーションし、環境保全に最適な伐採時期を含む水生生物処理法
の提案を行った結果、2011 年から 2012 年に県の事業として、ヘドロ化する前に低コストで伐採・保全を行うことが
できました。今後はさらに、用水量確保と水質保全を両立した適応策（図 2）を、県庁ならびに市民と研究者が協働
して実行していきます。

　本課題は、高知県を対象として、高知県農業技術センター、高知大学、高知工科大学、東京工業大学、高
知県庁、高知市、水資源機構池田総合管理所とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_nishimori_j

図1. 園芸環境シミュレータの構築と温暖化時の施設内環境の試行予測 図2. 石土池の水環境の現状と温暖化適応後の理想状態

世帯の増加率
（温暖化適応策シナリオ分析例）

図1. 応用都市経済モデルを用いた温暖化適応策の暫定シナリオの計算例

例）浸水想定区域/水害統計
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フィードバックパラメタリゼーションを用いた詳細な
ダウンスケールモデルの開発と都市暑熱環境・集中豪雨適応策への応用 
飯塚　悟（名古屋大学）

図1. 開発中の「フィードバックパラメタリゼーションを用いた詳細なダウンスケールモデル」の概要

　本課題は、愛知県名古屋市及び岐阜県多治見市を対象として、東京工業大学、筑波大学、海洋研究開発機構、
産業技術総合研究所、愛知県名古屋市、岐阜県多治見市とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_iizuka_j

　名古屋市は日本の三大都市の中で最も猛暑日の出現頻度が高く、将来においてさらなる昇温も懸念されています。
集中豪雨も多い都市です。また、近くには日本一暑い街として有名な多治見市があります。しかしこれまで、名古
屋市や多治見市を含む名古屋都市圏の気候・気象に関するシミュレーション研究はほとんど行われてきていません。
本研究では、地域気候・気象から都市気象、街区・建物周辺微気象までをズームインして解析可能となる新しいシミュ
レーションモデル（詳細なダウンスケールモデル）を開発するとともに、このモデルを用いて名古屋都市圏のヒー
トアイランド・異常高温（猛暑）・集中豪雨の要因分析・影響評価・将来予測から具体的な適応策立案に至る手法の
開発を行っています。
　これまで、Large-Eddy Simulationベースの街区・建物周辺微気象モデルを開発し、それを地域気候・気象モデ
ルとシームレスに結合するための微細な乱流変動成分の生成手法を開発しました（図 1）。また、地域気候・気象モ
デルへのフィードバックパラメタリゼーションのための抵抗係数データベースの構築や建物幾何パラメータと抵抗
係数を関係づける新たな理論式の提案を行っています。
　名古屋のヒートアイランドの将来推移予測、多治見猛暑の実態解明のための観測を行い、名古屋都市圏（主に名
古屋市）の住民を対象として社会調査（インターネット調査）を実施し、夏季の都市高温化と人間健康の影響評価を
行いました。また、世界でも類を見ない人体装着型の温熱環境・人体生理心理計測システムを開発しました。
　シミュレーション感度実験により、海面水温が都市気象に及ぼす影響の評価も行っています。

都市・臨海・港湾域の統合グリーンイノベーション 
高橋 桂子（海洋研究開発機構）

図1. 京橋川の有無による風況場への影響
河川が再生することにより、河口付近の空気をより西側まで運ぶようになる。

　本課題は、東京都と川崎市を対象として、東京大学や国立環境研究所とも連携して研究を進めています。
研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_takahashi_j

　地球温暖化の進行とエルニーニョ、インド洋ダイポールなどの気候変動現象が変化するなかで、安全・安心な都
市環境を構築するためには、都市に特徴的なヒートアイランド現象や都市型集中豪雨を様々な角度から分析し、総
合的な視点から適応策を考える必要があります。都市、臨海、港湾域を統合した領域としてとらえ、領域間の相互
関係を活かした「水と緑」による適応策をシナリオとして提示します。シミュレーションによる定量的評価を基盤と
した適応策シナリオの情報発信は、世界に先駆けたユニークなものです。予測精度を向上するためのデータベース
構築とデータ同化技術の開発、超高解像度の再現・予測シミュレーションモデルの研究開発を行い、さらに多くの
都市域への応用展開を目指しています。
　これまで、超大規模シミュレーションを実施し、河川の復元による熱環境への影響を明らかにしました。また、
下水管渠網と河道網を連成結合した統合水理モデルの構築により、大規模集中豪雨による内外水複合氾濫の再現性
を飛躍的に改善できることを示しました。
　京橋地区の河川と緑地の復元の影響について評価を実施し、その有効性を明らかにしました（図 1）。崖線におけ
る植生の質と雨水貯留・浸透機能の定量的として、林冠通過雨量との関係も明らかにしています。



14 15

大気環境物質のためのシームレス同化システム構築とその応用 
中島 映至（東京大学）

図2. 排出量インベントリー、同化用観測データの準備が完了

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_nakajima_j

　アジア大陸の風下側に位置する日本の大都市圏（関東平野など）では、地球温暖化、広域大気汚染、都市化が同
時進行しています。このような地域における温暖化への適応策は、大気汚染と都市化も考慮しながら総合的に行う
必要があります。そこで本研究では、二酸化炭素と大気汚染物質の双方について発生源および発生量を推定する逆
問題システムを構築し、東京大都市圏の大気環境データを同化して、発生源の推定等大気環境のシミュレーション
を行います。自治体関係者の協力を得てシステムを高度化するとともに、結果を提供して、大都市圏の環境変化に
社会が適応するための施策立案に貢献します。
　これまでに、各研究班が目標としている各大気環境物質モデル、超過死亡モデル、緑地化シナリオを開発・準備
しました。必要なデータの整備も順調に進んでいます。モデルからこれらのデータに対応する結果が得られ始め、
これらを組み合わせた計算の本格化と、それを利用した影響評価のための準備が整いました（図1、図2）。引き続き
モデル改良を図ります。

気候変動下における四国の水資源政策決定支援システムの開発
那須 清吾（高知工科大学）

図1. 様々な要素を取り入れた統合モデルの概要

　本課題は、四国及び吉野川流域を対象として、東京大学や四国水問題研究会（香川県、徳島県、愛媛県、高知県、
国土交通省、中央省庁出先機関、民間団体、マスコミ等）とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_nasu_j

　四国は水不足が多発し洪水の危険度も高い地域ですが、気候変動によりさらに厳しい環境におかれると予想され
ています。喫緊の課題は、気候変動が、利水、洪水、水環境にどの様な影響を与えるかを評価し、水資源政策によっ
てどの様に気候変動に適応できるかを定量的に把握することです。そこで、本研究では、四国・吉野川流域を対象とし、
気候変動による水資源の変化や洪水・干ばつなどの自然現象とその社会経済への影響に対する適応策立案に資する
情報を提供するため、「気候変動予測モデル」、「水資源量および変動量を予測する水文モデル」、「社会科学的なイン
パクトの評価モデル」、「適応策オプションの評価および選択システム」の統合シミュレーションモデルを構築して
います。
　これまで、気象学から水文学、経済学、社会心理学、経営学に至る全ての学術分野統合による世界的にも初めて
の気候変動の影響及び適応策の効果シミュレーションシステムを構築しました（図1）。
　地域の多様な利害関係者、行政機関が全て参加する協力体制を構築し、満足度等を評価する意識構造ロジックモ
デルにおいて、従来分析できなかった意識レベルと意識構造を分離して評価できる方法論を提案しました。また、
経済的評価で適用する産業連関分析に水資源の需給を直接組み込む新たな方法論を提案しました。

図1. 大気環境物質プロセスのNICAMへの組み込みが完了

　本課題は、関東平野全域（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県）を対象として、千葉大学、
名古屋大学、九州大学、国立環境研究所、産業技術総合研究所、東京都環境局環境政策部、埼玉県環境部、横
浜市地球温暖化対策事業本部とも連携して研究を進めています。 
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東北地域のヤマセと冬季モンスーンの先進的ダウンスケール研究
岩崎 俊樹（東北大学）

　東北地方の気候はヤマセと冬季モンスーンに大きく影響されるため、東北地方の地球温暖化への適応策を検討す
るにはヤマセと冬季モンスーンのシミュレーションが欠かせません。特にヤマセは、農業に冷害をもたらし、経済
的な被害も甚大です。そこで本課題は、ヤマセの影響が大きい東北地方の太平洋地域を対象に、地球温暖化影響評
価と短中期予測の精度向上のため、ダウンスケール手法の改良とデータ同化手法および農業気象情報作成技術の開
発を行っています。
　これまで、気象庁の再解析JRA-25/JCDASを利用してダウンスケールを実施し、気象官署で観測された気温の年々
変動や経年変化をよく再現できることを確認しました。また、仙台の8月の平均気温は梅雨明けの遅れを反映し、気
温の上昇傾向が他の季節より小さいことが確認されました。
　ヤマセの短期予報の改善のため、ダウンスケールのためのデータ同化手法を開発するとともに、ヤマセの中期確
率予報を目指し、アンサンブルダウンスケール予報システムを開発しました。
　ダウンスケールにより作成された数値気象情報を利用して、高度な農業気象情報を作成し、農業従事者に情報を
提供するシステムを開発しました（図 1）。提供したシステムについてアンケート調査を行ったところ、有用な情報
であるとの高い評価を得ています。

図1. 農作物警戒情報システムの運用画面の例　

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_iwasaki_j

地球環境変動下における農業生産最適化支援システムの構築
二宮 正士（東京大学）

図1. 北陸地域の玄米サンプルの収集と分析

　本課題は、富山県、石川県、福井県を対象として、農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究セ
ンター、農業環境技術研究所、石川県立大学、富山県農林水産総合技術センター、福井県農業試験場、手取
川七ヶ用水土地改良区、東京農工大学とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_ninomiya_j

　本課題は、青森県、岩手県、宮城県の太平洋地域を対象として、弘前大学、岩手県立大学、農業・食品産業
技術総合研究機構東北農業研究センター、気象庁気象研究所、仙台管区気象台とも連携して研究を進めています。

　極端気象の頻発や長期的な温暖化傾向の中でも、農家の安定経営を考慮しながら栽培管理や水管理を最適化する
ことで、品質も含めた悪影響を極小化し、頑健で安定的な農業生産・経営への貢献を目指しています。気象モデル、
作物モデル、土・水モデル等を開発し、気象条件、土壌条件、水条件という作物栽培を決定する 3要素をダウンスケー
リングデータから高精度に推定し、それを元に作物の収量と品質のシミュレーションを実施しています。また、シミュ
レーション結果を統合して農家レベルでの収益性も配慮した最適な栽培管理（肥料や潅漑、栽培時期・輪作体系など）
や、地域・流域レベルでの最適な水管理などを実現するための農業生産最適化支援システムを開発しています。
　これまで、水稲登熟時の気温条件と玄米タンパク質濃度から、白未熟粒の発生を推定・予測するモデルを初めて
開発しました（図 1）。また、ダウンスケールした GCM予測値や土壌のデータベースを用いて、農地スケールの精密
な土壌水分・土壌温度の予測が可能となりました。これは気候変動下での適応策策定に必須のモデルと考えられます。
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気候変動に伴う水産資源・海況変動予測技術の革新と実利用化
淡路 敏之（海洋研究開発機構）

図2. 中期水産資源変動推定統計モデルの開発例

図1. ピンポイント短期漁場探索システムの例

　本課題は、青森県北太平洋沖合域を対象として、青森県産業技術センター、水産総合研究センター、京都大学、
北海道大学、（株）環境シミュレーション研究所とも連携して研究を進めています。

研究紹介URL：  http://www.mext-isacc.jp/staticpages/index.php/report_awaji_j

　地球温暖化による気候変動等に伴う生物激変に適応した漁業の実現には、海洋物理場から生態系にわたる海洋環
境の診断・予測や漁場分布変化と水産資源量変動の適切な把握が必要です。本研究では、ダウンスケーリング及び
大気・海洋・生態系データ同化システムを開発するともに、気候変動に適応した漁海況情報に基づく新しい漁業モ
デルの確立に資するため、青森県が漁獲高日本一を誇るアカイカを対象に開発システムにより得られたデータを利
活用し、中長期変動影響下におけるピンポイント短期漁場探索技術の開発及び中期水産資源変動推定手法の開発を
行っています。
　これまでに、世界初となるデータ同化技術とネスティング技術を融合した双方向の最先端ダウンスケーリング法の
開発に成功しました。この手法を従来のモデルに統融合し、確度の高いピンポイント短期漁場探索システムの創成に
も成功しています（図1）。また、アカイカに関して、中期水産資源変動推定統計モデルの開発に成功しました（図2）。

イベント

参加者の声

　・  問題意識が出てよい議論が出来たと思う。単なるシンポジウムではなく、対話することでより実りある成果が出たと思う。

　・  広い範囲のことを詳しく聞けたのは、はじめてです。参加して本当に良かったと思います。

　・  この対話シンポジウムは、研究者だけではなく、地方自治体、市民、新聞社の皆さんと一緒にこの地球温暖化の動向を考えることは
　　  良かった。

　・  こうしたプロジェクトの継続性が気になる。自治体をまきこんで、途中で終わりとなることのないよう、責任もって続けてほしい。

　・  様々な立場、関係者の方々がそれぞれの意見をいう機会になり互いに共有できて良かったと思います。

　・  研究者などではなく、違う分野の人などからの質問などが少し見る視点が変わっていて参考になった。

　・  マスコミはあまりにも短絡的な流れにのっている現状をあらわしている。研究者の強い研究意欲が心にとどき楽しく思います。

　・  新たに情報を得る機会をもてて、今後の政策づくりの一歩としたい。

　・  各先生方の研究内容の詳細が聴けて大変勉強になった。また、研究者が国民が欲している情報が自分たちの研究内容とどれだけ合致
　　  しているかを意識していることは少し安心しました。

　・  自治体の方の現場の声が聞けて良かった。

　・  様々な背景の参加者から質問が出ていたのが良かった。

開催イベント

　・  気候変動適応研究推進プログラム　平成24年度 研究成果報告会　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　コンファレンススクエアエムプラス（東京都千代田区）　2012年12月6日（木）

　・  一般公開シンポジウム　不確実な未来に向け、名古屋のまちづくりはどう舵を切るか？
　 　　　　　　　　　　　　～超高齢社会が地球温暖化と巨大災害に備える方法とは～ 
　 　　　　　　　　　　　　名古屋大学 名古屋大学 ES 総合館1階・ESホール　2012年11月11日（日）

　・  気候変動適応研究推進プログラム 平成23年度  研究成果報告会 コンファレンススクエアエムプラス（東京都千代田区）　2011年12月22日（木）

　・  気候変動に関する対話シンポジウム「将来の安全・安心な社会をめざして」日本未来科学館（東京都江東区）　2011年10月12日（水）
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