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図 SPM.3: 世界的な気候 変化に関する複数 観測指標。(a) 北半球における積雪面積 3～4 月（春季） 平均値、(b) 北極域 海氷面積

7、8、9 月（夏季） 平均値、(c) 1971 年 全データセット 平均を基準とした世界平均海洋表層 （0～700 m） 貯熱量 変化（2006～2010
年 期間で各データを合わせてある）、(d) 最も長期間連続するデータセット 1900～1905 年平均を基準とした世界平均海面水位（全データ 、

衛星高度計データ 始め 年である1993年で同じ値になるように合わせてある）。すべて 時系列（色つき 線 それぞれ異なるデータセットを

示す） 年平均値を示し、不確実性 評価結果がある場合 色つき 陰影によって示している。データセット 一覧について 、技術要約 補

足資料を参照。{図 3.2、図 3.13、図 4.19、図 4.3、FAQ 2.1 図 2、図 TS.1} 
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温暖化の原因と将来予測⇒CO2累積排出量と気温上昇は比例する
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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）。(a) 1986～2005 年平均に対する世界平均地

上気温の変化、(b) 北半球の 9 月の海氷面積（5 年移動平均）、(c) 世界平均の海面における pH。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。海氷面積（図 b）では、北極域の海氷の気候値と 1979 年から 2012 年における傾向を

現実にかなり近く再現したモデルについて、予測の平均値と不確実性の幅（最小と最大の範囲）を示した（モデルの数を括弧内に示す）。完全を

期すために CMIP5 全モデルの平均値も点線で示した。破線は海氷がほとんど存在しない状態（つまり、海氷面積が少なくとも 5 年連続で 106 km2

未満）であることを示す。さらに詳細な技術情報は、技術要約の補足資料を参照。{図 6.28、図 12.5、図 12.28～12.31、図 TS.15、図 TS.17、図

TS.20} 

  

適応策とは何か？⇒最善の緩和策を講じても当面温暖化は進行する

緩和策
大気中へのGHGsの排出制限やCO2の
固定化などにより、将来においても人
類の生存可能性を維持するための対策

適応策
人類が最善の努力をしても、野放図な
放出シナリオとの差は20年間顕在化
しない→最善努力下でも続く温暖化

私達の子や孫の世代にきれいな
地球を引き継ぐための取り組み

今を生きる私達が、近未来でも安心安
全な社会で生活出来るための取り組み

両者は対立概
念ではなく、
共に必要

IPCC AR5-WG1



緩和策と適応策は、似て非なる課題対応が必要
緩和策 適応策
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推進力 パリ協定、温暖化対策法 気候変動適応法

使われるモデル 全球気候システムモデル、
全球大気モデル

ダウンスケール手法、
地域気候モデル

主要要素 気温、降水量 気温、降水量、日射量等々

空間スケール 全球スケール～数十km
（地球全体～国～都道府県）

数km～数m
（都道府県～市町村～街区）

時間スケール 近未来～世紀末（子、孫の世代） 近未来（現世代）、世紀末
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図 1.2.1: 全球モデル(AGCM)と領域モデル(NHRCM)の解像度と計算領域。 

 

1.2 モデルと実験設計 
d4PDF は、水平解像度約 60km の気象研究所全球大気モデル MRI-AGCM3.2 (以下全球モ

デル, Mizuta et al. 2012)を用いた全球実験と、水平解像度約 20km で日本域をカバーする気象

研究所領域気候モデル NHRCM (以下領域モデル, Sasaki et al. 2011, Murata et al. 2013) を用

いた領域実験によって構成されます（図 1.2.1）。ここでは、実験設定の概要を紹介します（図

1.2.2）。詳しい設定に関しては、d4PDF の HP（http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF）上にあ

る「利用手引き」の第 2 章以降を参照してください。 

全球実験は、下記の 3 種類のアンサンブルに分けられます。 

z 過去実験 1951 年～2011 年 8 月×100 メンバ 

z 非温暖化実験 1951 年～2010 年×100 メンバ 

z 4℃上昇実験 2051 年～2111 年 8 月×90 メンバ 

過去実験では観測された海面水温（SST）と海氷, 温室効果ガス濃度変化、硫酸性エアロ

ゾル濃度変化、オゾン濃度変化、火山性エアロゾル濃度変化を全球モデルに与えています。

100 メンバは、それぞれ異なる初期値から計算を始めており、さらに海氷と海面水温に小さ

な摂動を加えています。非温暖化実験では、トレンド成分を除いた SST と、その SST と整

合するように調整した海氷を与えています。温室効果ガス濃度等の外部強制因子は、産業

革命前の条件に固定しました。この非温暖化実験と過去実験を比較することで、過去の外

部強制因子による気候変化トレンドを議論することができます。 

4℃上昇実験は、産業革命(1850 年)以前に比べて全球平均温度が 4℃上昇した世界をシミ

ュレーションしています。CMIP5 に貢献した全球大気海洋結合モデルの実験結果を基に 6

種類の SST 将来変化の空間パターン1を用意し、各パターンに 15 種類の摂動を加えた合計

                                                  
1 CCSM4(CC と表記)、GFDL-CM3(GF)、HadGEM2-AO(HA)、MIROC5(MI)、MPI-ESM-MR(MP)、
MRI-CGCM3(MR)の６モデルの CMIP5 実験結果を用いた。 
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何故三種類も？ - I

近未来の農業課題などは空間的に細かい分布が必要
⇒ 統計的ダウンスケール手法

集中豪雨など災害に直結する極端現象の発生頻度
⇒ d4PDF（d2PDF）データセット

中小河川氾濫予測や山岳域の積雪など
地形や現象の細かい再現が必要
⇒高解像度モデルによる力学的ダウン
スケール
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三種類のダウンスケーリング（DS）手法の違い
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図 1.2.1: 全球モデル(AGCM)と領域モデル(NHRCM)の解像度と計算領域。 

 

1.2 モデルと実験設計 
d4PDF は、水平解像度約 60km の気象研究所全球大気モデル MRI-AGCM3.2 (以下全球モ
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100 メンバは、それぞれ異なる初期値から計算を始めており、さらに海氷と海面水温に小さ

な摂動を加えています。非温暖化実験では、トレンド成分を除いた SST と、その SST と整

合するように調整した海氷を与えています。温室効果ガス濃度等の外部強制因子は、産業
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4℃上昇実験は、産業革命(1850 年)以前に比べて全球平均温度が 4℃上昇した世界をシミ

ュレーションしています。CMIP5 に貢献した全球大気海洋結合モデルの実験結果を基に 6

種類の SST 将来変化の空間パターン1を用意し、各パターンに 15 種類の摂動を加えた合計

                                                  
1 CCSM4(CC と表記)、GFDL-CM3(GF)、HadGEM2-AO(HA)、MIROC5(MI)、MPI-ESM-MR(MP)、
MRI-CGCM3(MR)の６モデルの CMIP5 実験結果を用いた。 
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GFDL-CM3(GF)�HadGEM2-AO(HA)�MIROC5(MI)�MPI-ESM-
MR(MP)� MRI-CGCM3(MR)�6��"� CMIP5 L?<*



☞日本全域を1kmメッシュのようなきわめて細かい水平解像度でカバーして近未来の気候
予測を行いたい場合には、より計算負荷の小さい統計的DS手法が用いられる。

☞これは、過去の観測統計値から、全球気候システムモデルの気象場とローカルな気象要
素との統計的関係を求め、その関係式に基づいて、粗い水平解像度の全球気候システムモ
デルの計算データから細かい水平解像度のデータへの変換を行う。

☞計算負荷が軽いため，様々なシナリオにおける近未来の予測も可能

☞いっぽう、この手法は、全球モデル で再現した大きなスケールの現象から統計的に小さ
なスケールのデータを作り出すため、モデル領域内の小さなスケールの現象はモデル自身
では力学的に再現出来ず、過去データを用いた統計的関係を用いる手法なので、大雨のよ
うな極端現象の再現には向いていない。

☞SI-CATでは、農研機構地域気候シナリオデータ（1kmメッシュ）が主に農業分野の影響
評価等に用いられている。

温暖化予測手法 (1) -統計的ダウンスケール手法-



第 3 章：領域モデル実験 
 

3.1 モデルの概要と実験設計 
 使用した地域気候モデルは、気象研究所非静力学地域気候モデル（Nonhydrostatic Regioanl 

Climate Model: NHRCM）である。このモデルの仕様については、Sasaki et al. (2011), Murata et 

al. (2013) を参照されたい。今回のダウンスケーリング実験では、水平格子間隔を 20 km に

設定した NHRCM を用いて、日本全域を覆う領域（図 3.1.1）での計算を実施した。計算領

域の水平格子数は 211×175、鉛直層数は 40 である。 

NHRCM を全球モデル（AGCM）とネスティングして、様々なメンバー（2 章を参照）の

境界値に応じたダウンスケーリング実験を行った。このとき、各メンバーの境界値によっ

て NHRCM の設定を変えることはしていない。つまり、全ての実験において NHRCM は同

じ設定であるので、境界値アンサンブル実験ということになる。メンバー数は過去実験

（1950～2010 年）が 50、4℃昇温想定の将来実験が 90 である。ここで、計算機資源の制約

のため、過去実験のメンバー数は AGCM のメンバー数（100）の半数となっている。積分

期間はそれぞれのメンバーについて 61 年間であり、各年に対応して 7 月 20 日から翌年 8

月 31 日までの約 1 年間の積分を行った。なお、7 月 20 日から 8 月 31 日までの約 40 日間は

スピンアップ期間であるため、実際に使用されるデータの出力期間は 9 月 1 日から翌年 8

月 31 日までの１年間となっている。 

 

 
図 3.1.1 計算領域。右図の数値は標高を表す。 

 

3.2 平均的な地上気温、降水量 
3.2.1  過去気候の再現性の検証 

ここでは NHRCM による地上気温及び降水量の再現性の検証結果について述べる。過去

AGCM
（水平解像度約60km）

NHRCM
（水平格子間隔20km）

（画像：気象庁提供）
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図 1.3.1: 全球モデルの東京での日降水量頻度分布。(a) アメダス観測データとモデルの頻度分布。(b)4℃上

昇実験における頻度分布の変化（将来と現在の比）。 

 

1.3 このデータベースでどんなことが調べられるのか？ 

 今回使用した二つのモデルは気象庁の現業で使用された実績のあるものを元に構成され

ています。また、CMIP5 実験で使用されているモデルよりも高解像度の設定にしています。

これらことは、観測された日降水量の分布などを再現

するために、大きなメリットがあると期待されます。

例として、図 1.3.1a に全球モデルの東京に近いグリッ

ドの日降水量頻度分布を示します。全球モデルは観測

データの頻度分布をよく再現しているのが分かります。

アンサンブル数が増えると、観測データだけではサン

プル数が少なくて調べることが出来なかった低頻度・

高強度のイベントを調べられるようになります。数十

年しかない観測データから 100 年に 1 度の降水量など

を推定する際には、これまでは理論的な極値統計分布

関数に当てはめるしか方法がありませんでした。

d4PDF の大規模アンサンブル実験データと観測データ

を組み合わせれば、極値統計の信頼性を評価できる可

能性があります。 

 4℃上昇実験では、強い降水ほど増加量が大きくなり

ますが、その大きさは与える SST 昇温パターンによっ

て大きな差があります(図 1.3.1b)。4℃上昇実験では、

SST 昇温パターンごとの気候変化の違いを比較するこ

とで、モデル不確実性を調べることが出来ます。 

 図 1.3.2 は、中国南部で平均した年最大日降水量の頻

度分布です。アンサンブル数が少ないときは頻度分布

図 1.3.2: 中国南部で平均した年最大

日降水量(%)の頻度分布。 

温暖化予測手法 (2) 
-アンサンブル予測手法とd4PDF(d2PDF)データ-

☞「近未来の干ばつが現在に比べどの程度頻発するのか？」と
言った極端気象の予測には、年平均降水量の変化よりも干ばつ
を引き起こす極端非降水現象の頻度情報が有効である。
☞こうした目的のため、それぞれの気候シナリオの下で海面水
温などの外部条件に僅かな摂動を与えた多数のメンバによる巨
大アンサンブル実験を行う実験が考え出された。
☞現在、２℃上昇と４℃上昇の２つのシナリオのデータセット
が公開されている（d2PDF, d4PDF）。

a a
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-力学的ダウンスケーリング手法-

☞高解像度の気候予測を、全球気候システムモデルよりも解像
度の高い領域気候モデルを用いて、ダウンスケールする手法
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図 1.2.1: 全球モデル(AGCM)と領域モデル(NHRCM)の解像度と計算領域。 
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デル, Mizuta et al. 2012)を用いた全球実験と、水平解像度約 20km で日本域をカバーする気象

研究所領域気候モデル NHRCM (以下領域モデル, Sasaki et al. 2011, Murata et al. 2013) を用

いた領域実験によって構成されます（図 1.2.1）。ここでは、実験設定の概要を紹介します（図

1.2.2）。詳しい設定に関しては、d4PDF の HP（http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF）上にあ

る「利用手引き」の第 2 章以降を参照してください。 

全球実験は、下記の 3 種類のアンサンブルに分けられます。 

z 過去実験 1951 年～2011 年 8 月×100 メンバ 

z 非温暖化実験 1951 年～2010 年×100 メンバ 

z 4℃上昇実験 2051 年～2111 年 8 月×90 メンバ 

過去実験では観測された海面水温（SST）と海氷, 温室効果ガス濃度変化、硫酸性エアロ

ゾル濃度変化、オゾン濃度変化、火山性エアロゾル濃度変化を全球モデルに与えています。

100 メンバは、それぞれ異なる初期値から計算を始めており、さらに海氷と海面水温に小さ

な摂動を加えています。非温暖化実験では、トレンド成分を除いた SST と、その SST と整

合するように調整した海氷を与えています。温室効果ガス濃度等の外部強制因子は、産業

革命前の条件に固定しました。この非温暖化実験と過去実験を比較することで、過去の外

部強制因子による気候変化トレンドを議論することができます。 

4℃上昇実験は、産業革命(1850 年)以前に比べて全球平均温度が 4℃上昇した世界をシミ

ュレーションしています。CMIP5 に貢献した全球大気海洋結合モデルの実験結果を基に 6

種類の SST 将来変化の空間パターン1を用意し、各パターンに 15 種類の摂動を加えた合計

                                                  
1 CCSM4(CC と表記)、GFDL-CM3(GF)、HadGEM2-AO(HA)、MIROC5(MI)、MPI-ESM-MR(MP)、
MRI-CGCM3(MR)の６モデルの CMIP5 実験結果を用いた。 
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図 1.2.1: 全球モデル(AGCM)と領域モデル(NHRCM)の解像度と計算領域。 

 

1.2 モデルと実験設計 
d4PDF は、水平解像度約 60km の気象研究所全球大気モデル MRI-AGCM3.2 (以下全球モ

デル, Mizuta et al. 2012)を用いた全球実験と、水平解像度約 20km で日本域をカバーする気象

研究所領域気候モデル NHRCM (以下領域モデル, Sasaki et al. 2011, Murata et al. 2013) を用

いた領域実験によって構成されます（図 1.2.1）。ここでは、実験設定の概要を紹介します（図

1.2.2）。詳しい設定に関しては、d4PDF の HP（http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF）上にあ

る「利用手引き」の第 2 章以降を参照してください。 
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z 非温暖化実験 1951 年～2010 年×100 メンバ 

z 4℃上昇実験 2051 年～2111 年 8 月×90 メンバ 

過去実験では観測された海面水温（SST）と海氷, 温室効果ガス濃度変化、硫酸性エアロ

ゾル濃度変化、オゾン濃度変化、火山性エアロゾル濃度変化を全球モデルに与えています。

100 メンバは、それぞれ異なる初期値から計算を始めており、さらに海氷と海面水温に小さ

な摂動を加えています。非温暖化実験では、トレンド成分を除いた SST と、その SST と整

合するように調整した海氷を与えています。温室効果ガス濃度等の外部強制因子は、産業

革命前の条件に固定しました。この非温暖化実験と過去実験を比較することで、過去の外

部強制因子による気候変化トレンドを議論することができます。 

4℃上昇実験は、産業革命(1850 年)以前に比べて全球平均温度が 4℃上昇した世界をシミ

ュレーションしています。CMIP5 に貢献した全球大気海洋結合モデルの実験結果を基に 6

種類の SST 将来変化の空間パターン1を用意し、各パターンに 15 種類の摂動を加えた合計

                                                  
1 CCSM4(CC と表記)、GFDL-CM3(GF)、HadGEM2-AO(HA)、MIROC5(MI)、MPI-ESM-MR(MP)、
MRI-CGCM3(MR)の６モデルの CMIP5 実験結果を用いた。 
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モデル自治体・研究機関等 支援自治体 主な課題

茨城大学 茨城県 農業
岐阜大学 岐阜県 防災（水害、土砂災害）
九州大学 佐賀県 防災（高潮、洪水）

徳島県 水資源、洪水
高知工科大 高知県 水資源、洪水、農業・林業

香川県 水資源、洪水
愛媛県 水資源、洪水

埼玉県環境科学国際センター 埼玉県 暑熱環境
筑波大学 茨城県 沿岸防災

鳥取県 沿岸防災
長野県環境保全研究所 長野県 農業、防災、生態系

SI-CAT モデル自治体等一覧 （10県）

☞「モデル自治体」の取り組みには１０の県が参加
☞ 影響評価を行う関連研究機関と温暖化予測を行う研究機関と社会実装見据えて協働



地方自治体の気候変動適応計画と科学的知見
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適応策をどのように社会実装するか?
-モデル研究者と適応策政策決定者との共働-

☞全国自治体へのアンケート、モデル自治体・ニーズ自治体へのヒアリング
による適応策社会実装に向けた課題とニーズの分析

☞全国自治体フォーラム（年1回開催）を通じた双方のコミュニケーション

☞影響評価者の近未来予測データハンドリングの強化を目指したセミナー
の実施

☞適応策社会実装の知見と経験の水平展開を目指した「適応策ハンドブッ
ク」の出版



様々な自治体における適応策社会実装の実践例
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SI-CATにおける「モデル自治体」の適応策社会実装の実践例



ポストSI-CAT⇒環境省事業として各地の適応策を展開⇒国立環境研が核に

SI-CATの研究は、文科省拡大統合プロジェクトへ。近未来予測結果など
のモデル結果や様々な成果は、環境省の適応策事業へと引き継がれます。


