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CORDEX
Scientific Vision: To advance and coordinate the science and 
application of regional climate downscaling through global 
partnerships

 Scientific Challenges: Added value, Human element, 
Coordination of regional coupled modelling, Precipitation, 
Local wind systems

 Flagship Pilot Studies (FPS) 2016- (年3回募集）
• SAM: Extreme precipitation events
• EUR+MED: Convective phenomena
• EUR: Impact of Land use changes on climate
• MED: Role of the natural and anthropogenic aerosols
• MED: Role of air-sea coupling and small scale ocean processes on the 

regional climate



CORDEX
 Climate Service
・Partnership with World Meteorological Organization (WMO) -

Global Framework for Climate Services (GFCS)
・Climate Service Center Germany

Site-characteristic Climate-Fact-Sheet 
Climate Signal Maps
Web-based climate service product

www.atlas.impact2c.eu
・Earth System Grid Federation (ESGF) regional nodes: India, 
（Korea, Thai, Vietnam, Indonesia等も計画、検討中）



社会実装に向けた米国の取り組みの例

 Climate data initiative（President’s Climate Action 
Plan（Jun 2013)の一連の取り組みの一つ) 
2014年3月立ち上げ。連邦政府関連の大規模な自由に利用可能な気候
関連データリソースにより、気候変動の影響に対する意識向上と準備を促
すための技術革新や民間起業を促進する取り組み。他のWhite Houseの
Open Data Initiativesにも基づく。

 Ｎational climate assessment
 Data.gov: climate data initiative (climate.data.gov) (NASA)
→関連データ提供 “Technological bridge”
 US climate resilience toolkit (toolkit.climate.gov) (NOAA)
→ツールや情報、専門家を見つけ、レジリエンスプロジェクトの計画・実施
をガイドするフレームワークを提供 “cognitive bridge” 

→”We fully recognize that web-based products and services will 
never meet all needs.”



CORDEX Asia Empirical-Statistical downscaling (ESD)  group 

2016/11/23

Current Members of CORDEX Asia-ESD group
Group Leader: Koji Dairaku (NIED, JAPAN)
China: Ailikun (Co-chair: ITP/CAS), Lianhua Zhu 

(NUIST), Lijun Fan (IAP/CAS)
Japan: M. Nishimori (NIAES), N. Endo (NIAES), 

A. Yatagai (APHRODITE-2, Hirosaki Univ.)
Malaysia: Liew Juneng (Malaysia National Univ.)
Taiwan: Cheng-Ta Chen (NTNU), Chao-Tzuen

Cheng, (NCDR)
Thailand: Jerasorn Santisirisomboon

(Ramkhamhaeng Univ.), Chakrit Chotamonsak
(Chiang Mai Univ.)

Korea: Hyunhan Kwon (Chonbuk National 
University)

India: Ashwini Kulkarni (IITM)
Vietnam: Quang Dinh (VNCWE) 
Pakistan: Nuzba Shaheen, Shaukat Ali (GCISC)
Philippines: Francia B. Avila (Ateneo de Davao Univ.)
Indonesia: TBD (expressed their interest)

• Integrating the science and application of downscaling activities in Asia 
(EA,SEA,SA etc.) to provide regional climate information and service for 
risk assessment and IPCC AR6.

• A common benchmark for investigating uncertainty of regional climate 
scenarios and risk analyses.



1km日本全国アンサンブル気候予測データベース

代表的な複数バイアス補正手法
（CDFDM , MOS, ウェザージェネレータ等）

CMIP5/CMIP6

SOUSEI (Multi-
GCMs×RCMs)

d4PDF

確率的地域気候シナリオ

課題①で作成したデータやCMIP5等のプロダクトを適切にサンプリングし、代表的
な複数の統計的DS手法・バイアス補正手法を適用し、確率情報を付加した1km
解像度の全国アンサンブル気候予測データベースを創出
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【課題②】 超高解像度ダウンスケーリング技術の開発

DIASを通じて自治体
等に提供

②－ａ 汎用的ダウンスケーリング技術開発



モデル自治体等を対象に1km力学モデルによるDS手法を確立し、
地域気候予測データベースを創出

力学モデルによる1kmDS

研究例：d4PDFによる大規模ア
ンサンブルDSデータ（3000年
分）による４度上昇時の日降雪
強度の変化

無降雪日：増加、弱い降雪：減少
強い降雪：増加

地域的な強制力※による局所性・非線形性
の強い極端現象（豪雨・豪雪等）を表現

・気候差分DS法（疑似温暖化手法の発展型）に
より、少アンサンブル数で確率的情報の創出
・統計的DS手法と組み合わせたハイブリッド手法
に高度化

※課題①の高解像度SST
や地形、土地利用変化等
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【課題②】 超高解像度ダウンスケーリング技術の開発

②－ａ 汎用的ダウンスケーリング技術開発

冬
期
積
算
降
水
量



達成目標

１） 代表的な複数の統計的DS手法・バイアス補正手法を適用
し、確率情報を付加した1km解像度のアンサンブル気候シナリ
オデータベースを創出

２） 課題③や自治体等が影響評価に活用するためのツール群
の開発・整備

３） 局所性・非線形性の強い環境変数や極端現象について、
1km力学モデルによるDS手法を確立し、地域気候シナリオ
データベースを創出

統計ダウンスケーリングにより、全国1kmの気候シナリオを作成して提供した上で、
それでは満たせないモデル自治体のニーズに応えるために、力学ダウンスケーリン
グにより特定の目的・条件などに適合した（tailored)気候シナリオの作成や影響評
価を実施。



試用版全国20km予測
データ作成 課題②へ

改良版全国20km予測データベース
作成・検証 課題②へ、DIASに投入

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

最新知見と自治体等ニー
ズに基づく改良・拡張

大規模データのハンドリング・
極端現象自動抽出技術の開発

極端現象の比較
解析環境の構築

機械学習等を用
いた高度化

予測評価基盤の
DIAS上での整備

試用版日本近海10km予測
データベース作成 課題②へ

初期Co-design
データ標準化
重点地域検討等

後期Co-design, Co-production
自治体ニーズを踏まえた改良
アプリ、ガイドブック等

データベース検証
DIASに投入開始

自治体ニーズを踏まえた改良版データ
ベースの作成・評価 DIASに投入

課題③、モデル自治体等
とのCo-production
初期成果の普及

①-a

①-b

①-c

統計DSによる試用版1km全国
予測データ、力学DSによる試
用版1km地域予測データ作成
課題③、モデル自治体へ

②-b
試用版データを用いた、適応策
検討のための定量情報作成
課題③、モデル自治体へ

自治体とのco-designによる、モデル
の高度化と適応策検討のための定量
情報作成 課題③、モデル自治体へ

ガイドブックの
作成

②-a

改良版1km予測データ作成、ツール開
発、整備 課題③、モデル自治体へ、
DIASに投入

ハイブリッド手法の開発等による改良・拡張

ガイドブックの
作成、ツールの
改良
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工程表



気候シナリオ検討WG

目的：日本全国／地域限定1km気候シナリオの仕様や分担・連携の調整

主宰：防災科研

参加者：予測＋DS班 高薮、佐々木、村田、山崎、西森、森、渡辺、荒
木、山田、稲津、佐藤、二宮、鼎、若月、大楽、石﨑、伊東

社会実装班 馬場、田中、川久保、亀井、鶴田、日本気象協会
影響評価班 肱岡、高橋、田中、みずほ情報総研
（敬称略、MLメンバー 31名）

活動内容：社会実装機関や影響評価班、モデル自治体等との連携によって、
1km気候シナリオへの要求を調査し、力学・統計ダウンスケーリ
ングで作成する気候シナリオの仕様や分担・連携を調整する。

会合実績：第1回（1/6）、第2回（2/17）、他モデル自治体と個別会合

問い合わせ先：大楽（dairaku@bosai.go.jp）



気候シナリオ検討ＷＧでの議論（統計DS）
 観測データ（基準値） 「農研機構アメダスメッシュデータ」

 空間解像度 「基準地域メッシュ（3次メッシュ）」
 領域 日本全域（3次メッシュかつ観測データがあるところ）
 期間 近未来(2030-2050)、21世紀末
 時間解像度 月、日、（時間？）

 排出シナリオ RCP8.5（2.6, 4.5, 6.0）
 気候モデル（全球気候モデル・地域気候モデル）
 統計的ダウンスケーリング手法／バイアス補正手法

 変数（要素） 日平均・最高・最低気温、降水、全天日射量、日照時間、（湿
度、風速、下向き長波放射）

 ドキュメント作成
 データ保存場所・見込まれる総データ量等

 データの書式（NetCDF4の圧縮形式、Shapeファイル、ヘッダ情報の記載
ルールやファイル命名則含む）

 データの公開ポリシー
 開発スケジュール
 中間（案）に対する外部専門家コメントを得る機会



Methodology
BCSD（Wood et al. 2002, Wood et al. 2004, Maurer et al. 2008）
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AMGSD up-scaled（1dgree）
(＆Calculation of Monthly Data)

CMIP5 GCM Data
Regrided（1degree)

OBS: AMGSD
（Daily,1km）

CMIP5 GCM Data
（Monthly/Daily,1degree）

CMIP5 GCM Data
（Monthly/Daily,1～5 degree）

AMGSD
（Monthly/Daily,1degree）

Bias-Correction
By CDFDM

Bias-corrected Climate Data
（Monthly/Daily,1degree）

Down-scaling by
Scaling Factor
method

Bias-Corrected Spatial-Disaggregated
Climate Data

（Monthly/Daily,1km）

Mesh Climatological Normal
（Monthly,1km）

Mesh Climatological Normal
（Monthly,1degree）

Outputed as 
intermediate 
product



Output Sample
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MIROC5 Original 1degree Regridded

Bias corrected Downscaled

CMIP5の5つの全球気候モデル（CSIRO-Mk3-6-0, 
GFDL-CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3）



日平均気温の観測との差分（Daily、MIROC5）
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年平均（BC） DJF（BC） MAM（BC） SON（BC）JJA（BC）

年平均（BCSD） DJF（BCSD） MAM（BCSD） SON（BCSD）JJA（BCSD）
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降水量の観測との差分（Daily、MIROC5）

年平均（BC） DJF（BC） MAM（BC） SON（BC）JJA（BC）

年平均（BCSD） DJF（BCSD） MAM（BCSD） SON（BCSD）JJA（BCSD）



年降水量（将来変化_比率、MIROC5）

1 degree regrid (Monthly) BC 1 degree (Monthly) BCSD 1km (Monthly)

1degree regrid (Daily) BC 1 degree (Daily) BCSD 1km (Daily)
将来変化＝将来／現在



RCP2.6

RCP4.5

RCP6.0

RCP8.5

MRI-CGCM3 MIROC5 HadGEM2-ES GFDL-CM3 CSIRO-Mk3-6-0現在・将来
変化量
Tas, 年平均



RCP2.6

RCP4.5

RCP6.0

RCP8.5

MRI-CGCM3 MIROC5 HadGEM2-ES GFDL-CM3 CSIRO-Mk3-6-0現在・将来
変化量
Pr, 年平均



（長野県のニーズ） ３．精緻な気候シナリオの提供

3-1 夏期低温の遭遇時間、頻度に関する確率モデル (農業試験場育種部)
3-2 ぶどう生育期間（4～10月）の積算気温の将来変化 (果樹試験場)
3-3 春先気温（4～5月）の変動幅の将来変化 (果樹試験場)
3-4 初冬期～早春期（12～4月）の気温の変動幅の将来変化 (果樹試験場)

農環研のアクティビティ２
（モデル自治体・農業機関等との連携１：長野県）

SI-CAT試用版（防災研）による4-10月積算温度（ブドウ適地）の将来変化
５つの気候モデルによる現在（1981-2000）将来（RCP85:2031-2050）各20年箱ひげ図

結果の例：長野県須坂市付近で今世紀半ばまでに栽培適地限界の積算2250℃を超える可能性



モンテカルロ・シミュレー
ションを利用した大雨シ
ナリオ【鬼怒川流域の
例】

SicatサーバーのDSデータ（大楽さんのデータ）
• CMIP5の5モデルシナリオ： RCP8.5
• 変数：気温，降水量（月単位，日単位）
• 空間解像度：日本全国1km (BCSD)
• 期間： 1975～2005（現在）

2020～2055（将来）
共通シナリオと整合 ＝ 同様のことは、他の
共通シナリオについても可能

• 上記に対して、
温暖化の影響を
組み込む
【結果の例は
次ページ】

まず、解析雨量を用いた手法で、どこかの流域を対象とし、
24‐hourスケール（←これは可変）の過去（現在）の大雨を

推計する

（東工大）



鬼怒川を例とした，将来期間における確率降水量の
推定例 → 引き延ばし法＋貯留関数法などにより

洪水（高水）の将来推計に利用可能

現在
（過去）

将来

仮に、この前の
大雨が起きる
前であっても
推計可能

（東工大）



都市スキーム導入による積雪の季節変化の再現性

（伊藤ら）



まとめと課題

 日本全国1kmアンサンブル地域気候シナリオデータベース
・気候シナリオに関する要求の調査から仕様を決定（e.g., 世界測地系、

NetCDF4(HDF5圧縮）等）。
・社会実装機関のニーズ調査に資する、代表的な統計的ダウンス
ケーリング手法（BCSD）を適用した気候シナリオの試用版を作
成・データ提供した（e.g., 高知、茨城、埼玉等）。

・手法・品質管理・データ等をまとめた論文を作成中

 課題
・CMIP5モデル数の拡大。別手法（BCCA）の適用。CMIP6も視野。
・d4PDF（2℃実験）の1km気候シナリオの作成。
・ベンチマークシナリオとして高解像度力学DSと比較。
・IPCC AR6、CORDEX等、国際的な連携・展開等
・気候情報の現場利用のプロセスに関するケーススタディ

・現場のニーズに立った設計（法政大学のニーズ調査が研究に反映でき
ているか？）

・プログラム終了後（予算が無くなった後）も成果が活用されるには？
・データの流通（SI-CATアプリ等）、信頼性の確保（オーソライズ）


