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近未来予測およびダウンスケーリングの目的

• 都道府県や市町村レベルで気候変動適応策の検討を行う際に利用可能な科学
的基礎情報を提供するための技術開発を行うとともに、データセットを作成

し、影響評価課題・モデル自治体等へ情報提供を行う。

• 今世紀中頃をターゲットにした近未来予測技術の開発を行うとともに、極端
現象を含めた確率情報付きデータセットの作成・提供を行う。さらに、作成

した大容量データセットを有効活用するためのデータベースを開発する。

• 「基準地域メッシュ」に相当する1km 解像度の気候変動情報を作成する

ための汎用的なダウンスケーリング技術の開発を行うとともに、その技術を
用いて、近未来予測結果を1km解像度にダウンスケーリングしたデータセッ
トの作成・提供を行う。さらにモデル自治体等のニーズに応じて、街区・港

湾スケールなど１kmより細かな解像度へのダウンスケーリング技術を開発
し、より詳細な気候変動情報を創出し、モデル自治体等への提供を行う。
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適応のための気候シナリオ

• 自治体などで適応策を考えるための影響評価をするためには、CMIPのオリジナル
データでは不十分なことが多い

• 時間スケール：適応の時間スケールを考えると21世紀末だけでなく近未来の予測
も必要

• 解像度：O(1km)程度が必要→ダウンスケーリング
• バイアス補正：CMIPのデータは現実とズレがあるので、補正が必要となる

– どのような補正をするかは利用目的によって変わってくる：平均値を合わせる・ばらつきを
合わせる・極値の頻度を合わせる…

• さまざまなセクターの影響評価に使われることを想定しなければいけない
– 分野によって必要とされる要素・項目が異なる（データセットの期間・アンサンブル数・変
数・・・・）

– 万能なデータセットは非現実的なので、用途に合わせたデータセット群が求められている



課題1: 近未来予測

• 1-a d2PDFの完成と公開
– 結果を解析して色々なことがわかってきました
– プレスリリース＆反響→次に詳しく

• 1-b 気候実験データベースシステム（SEAL）の開発
– DIASへの実装、プロジェクト内での利用とフィードバックの整理

• 1-c 海洋将来予測データセットの完成
– プロジェクト内への提供
– 環境省地域適応コンソーシアム事業への提供



大量アンサンブルの効能

年最大日雨量の90%tile値 （10年に1回の日雨量）

[mm/day] 過去に対する増加率[%]

JAMSTEC渡辺さん・藤田さん提供



2017/12/20 H29年度第2回 SI-CAT近＋ダ会合 7

気温 ：東京の頻度分布の山の形＝尖度が小さく高温側が広がり，猛暑日が増加(4℃)
降水量：弱い降水の減少，強い降水の増加(4℃) 極端側の降水は頻度も少なく，メンバー間
でばらつきが大きい （結果の解釈を行いつつ論文準備中）

（岡田）

JAMSTEC渡辺さん・岡田さん提供



データの探索・取得
SEAL-F (SEAL-Finder)

データの可視化・分析
SEAL-V (SEAL-Visualizer)

●RDB（PostgreSQL）の知識が無くても検索・分析を実施
●検索・分析の結果、およびデータのダウンロードをGUIで実施

（※京大開発分）

SI-CAT気候実験データベースシステム
System for Efficient content-based retrieval to Analyze 

Large volume climate data (SEAL)



海面高度の将来変化 (SICAT10結果＋SROCC 50パーセンタイル値)

4モデル(RCP8.5)の時系列

気候値の将来変化（2086-2095年平均と2006-2015年平均の差）
RCP8.5の場合

黒：MIROC
赤：MRI-CGCM3

緑：GFDL-ESM2M
青：IPSL-CM5A-MR

GFDL-ESM2M

MIROC5 MRI-CGCM3

IPSL-CM5A-MR

灰色： SROCC の 5-95percentile

+ SROCC の
50percentile



日平均の水温（18.5m深）の比較例

(2010年7月10日) (2090年7月10日)

SICAT02結果の比較検証例

MRI-CGCM3 (RCP8.5)

- 日本海の沿岸部（対馬暖流）や、津軽海峡から流出/南下する海流などの温暖化が確認される。

- 三陸沖(親潮)は年々変動の影響も大きいと考えられる。



ダウンスケーリング

• ダウンスケーリングの手法は大きく分けて２つ
• 統計的ダウンスケーリング

– 統計的な補間＋過去の観測を基にした補正
l計算負荷が比較的軽く、大量のシナリオを扱える

l過去の観測データが必要←変数によっては補正できない

l元データで再現できない小さなスケールの現象を作り出すことは難しい

• 力学的ダウンスケーリング
– 領域気候モデルを用いて、物理法則に基づいた補間
l元データに含まれない小さなスケールの現象も表現可能

l計算機の制約により、限られたケース／イベントしか適用できない
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西森基貴ほか(2019)：農業利用のためのSI-CAT 日本全国1km 地域気候予測
シナリオデータセット（農研機構シナリオ2017）について．

日本シミュレーション学会誌、38, 150-154.

0

20

40

60

80

観測統計値 GCM現在気候 予測値RCP2.6 予測値RCP8.5

基準期間(1981-2000) 近未来期間(2031-2050)

q
[
g
h
[
X
l(
* 
)

図1 地表面下向き短波放射量の季節変化にお
ける月平均日射量バイアス。灰色：全球再解析
(REANAL)、緑：CMIP5、黄色：PDF全球実験
(MRI_AGCM)。陰影：各種のCERESデータ(衛
星観測)との差、実線：アンサンブル平均。

図3 茨城県南部地域におけるイネの登熟期
間の高温に伴う品質低下リスク：ヒートドー
ス値（日平均気温の26℃からの超過分の出穂
後20日間積算値、HD_m26）。





モデル自治体とターゲット

全国統計DS：影響評価課題（全国班）＋SI-CATアプリ

鳥取：沿岸防災、砂浜

埼玉：熱環境

茨城：農業（米、野菜）

茨城：沿岸防災、砂浜

岐阜：河川防災 長野：農業、防災、その
他全般

高知：水資源、防災、
農業

佐賀：防災(洪水、高潮、複合) 黒：統計DSデータを提供
緑：力学DSを構築



過去実験における45mm/hrの降雨の
発生頻度は2℃上昇実験での55mm/hr
、4℃上昇実験での65mm/hrの発生頻
度に相当

1
6

d4PDFを用いた洪水リスクの多角的評価
d4PDFの5kmへの力学的ダウンスケーリングを実施

※平成29,30年度地球シミュレータ特別推進課題の支援を受け計算を実施

年最大72時間降雨量の頻度分布（十勝川帯広基準地点集水域）

温暖化の進行度合いに応じて降雨量・
1時間降雨強度は増大
十勝川・常呂川・石狩川・筑後川のい
ずれの流域でも同様の傾向に

1時間降雨強度の頻度分布（十勝川帯広基準地点集水域）

d4PDF領域実験(20km解
像度)から5km解像度への
力学的ダウンスケーリン
グを実施

結果の一部は 山田朋人, 星野剛ら: 北海道における気候変動に伴う洪水外力の変化, 土木学会河川技術論文集, 第24巻, 391-396, 2018.



地域ごとの台風に伴う降水量極値の再現性と将来変化（90%ile値）

地形性降雨のような地域的な降水の空間分布を再現、極端降水量も現実的将
来変化では、九州、四国、本州太平洋側では30%以上の増加を予測



力学的ダウンスケーリング実験デザイン

地球シミュレーター（ES）

12メンバ＝372年分
過去実験(372年分)

高解像度
地域気候モデル
NHRCM

（5km解像度）

将来4K実験(372年分)

将来2K実験(372年分)

12メンバ＝372年分

12メンバ＝372年分

d4PDF

d4PDF

課題1 →モデル自治体（長野県、岐阜県他）、環境省、国交省ほかへ提供

45年分
15年分

15年分

15年分

超高解像度版
NHRCM

（1km解像度）

平均
(5年)

少雪
(5年)

多雪
(5年)

地球シミュレーター（ES）

20km領域

5km領域

1km領域

将来、積雪は気候変動によってどう変わるか？



積雪深の季節変化（北アルプス北部 標高2000m以上）

中部日本山岳地域の豪雪の強化と極端化

現在気候
＋２度将来
＋４度将来

多雪年

積
雪
深
（
c
m
）

10月 12月 4月 8月2月 6月

現在気候
＋２度将来
＋４度将来

少雪年

積
雪
深
（
c
m
）

10月 12月 4月 8月2月 6月

(Sasai et al., JGR 2019)

(Kawase et al., submitted)

将来もあまり
変わらない

将来は
大幅な減少

極端化



SI-CATで実践されたco-design

ü長野・岐阜をカバーする領域でダウンスケーリングの途中までを
共通化(20km→5km)

üO(1km)のダウンスケーリングはそれぞれのニーズに合わせたデ
ザインを採用

l長野：山岳域をきちんと解像するための1km解像度、積雪プロセ
スを評価するために、降雪が多い/標準/少ない5年をピックアッ
プ

l岐阜：河川防災に関する評価を確率的に行うために、より多くの
降雨ケースを計算するための2km解像度、降雨パターンで分類し、
豪雨ケースのみピックアップ



街区スケールのダウンスケーリング

地表面温度 気温

街区スケールO(1m)解像度のシミュレーションモデルを開発し、埼玉県熊谷スポー
ツ文化公園の暑熱環境のシミュレーションを行った



湾スケールの波浪・海洋ダウンスケリーグング
波浪のダウンスケーリング

海洋のダウン
スケーリング

砂浜の将来変化を評価するためのデータセットとして、波浪・海洋環境のダウンス
ケーリングを行い、O(100m)解像度データセットを作成



終わりに

• SI-CATでは多様なニーズに応えるために、予測・ダウンスケーリン
グに関する技術開発を行うとともに、データセットの作成・提供を行
いました
– データセット作成にあたっては、影響評価課題・モデル自治体等の研究者の協
力・協働が非常に重要でした

– このようなCo-Design、Co-Workの経験はガイドブックをご覧ください
• これらのデータセットはDIASから一般に公開されています

– いくつかのデータには利用の手引きもついています
• データセットの利用方法についてもノウハウが蓄積ました

– 特にデータセットの設計から作成・利用における情報共有の重要性が再認識さ
れました

– バイアス補正や検証手法の汎用化にはさらなるケーススタディが必要になるで
しょう


