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1. 概要 

 

北海道のような積雪寒冷地では、気候変動によって大きな影響を受けるとされる降積雪や融雪といっ

た雪に関わる水循環の変化によって、災害の発生や水資源や水環境の状況変化が予想されている。本デ

ータセットは、このような積雪寒冷地の水循環に対する気候変動の影響評価、適応策の立案根拠となり

うる情報とすることを目的として作成された。北海道内の将来気候における様々な水分野の課題の検討

に活用可能である。 

北海道 1kmメッシュ統計的ダウンスケーリングデータは、北海道全域の高解像度（空間解像度 1km）

の気候変動予測データセットである。空間解像度 20kmの MRI-NHRCM20（気象研究所領域気候予測モデ

ル）の統計的ダウンスケーリングにより作成されており、現在気候 20年分（1984/9～2004/8、海面水

温：観測値）と将来気候 60 年分（RCP8.5シナリオ、2080/9～2100/8、海面水温：SST3パターン×20年

分）で構成される。データの時間解像度は日単位、対象要素は大気陸面間の熱・水収支の評価に利用で

きる 8種（気温、降水量、降雪水量、風速、相対湿度、全層雲量、下層雲量、気圧）である。 

 

 

2. データセット 

 

2.1. データセット作成過程および品質 

本データセットは、MRI-NHRCM20（気象研究所領域気候予測モデル）の統計的ダウンスケーリング

（SDS）により作成された。SDSは、バイアス補正と空間補間により行われている。バイアス補正値は、

現在気候のモデル値と観測値（気象庁 DSJRA-55、気象庁メッシュ平年値、解析雨量）の関係から取得

し、将来気候の補正にも適用している。バイアス補正したデータを、距離の逆数を重みとした空間補間

により空間解像度 1kmに変換することで本データセットとしている。なお、作成したデータセットは、

北海道内主要河川の流域水収支から妥当性の検証を確認している（上田ら,2019）。 

 

2.2. 時間情報 

 

現在気候 開始日 1984-09-01 

 終了日 2004-08-31 

 時間分解能 Daily 

将来気候 開始日 2080-09-01 

 終了日 2100-08-31 

 時間分解能 Daily 



2.3. 地理的範囲 

 

北限緯度 45.5291667 

西限経度 139.33125 

東限経度 146.91875 

南限緯度 41.3375 

 ただし、海上に相当する格子点は含まない。 

 

 

3. 仕様 

 

3.1. 要素 

本データセットに含まれる要素とその単位は以下の通りである。値が未定義の格子には-999を格納し

ている。 

 

要素 ファイル名との対応 単位 備考 

気温 temp [K] 地上 1.5mの値 

降水量 precp [mm]  

降雪水量 snow [mm]  

風速 wind [m/s] 地上 1.5mの値 

相対湿度 rh [%]  

全層雲量 cla [%]  

下層雲量 cll [%]  

地上気圧 press [hPa]  

 

3.2. ファイルの名称 

各ファイル名は以下のように設定されている。 

Hokkaido1kmSDS_(要素名)_(シナリオ)_(年).bin 

例）Hokkaido1kmSDS_precp_m02_1990.bin 

 

要素名 temp 気温 

 precp 降水量 

 snow 降雪水量 

 wind 風速 

 rh 相対湿度 

 cla 全層雲量 

 cll 下層雲量 

 press 地上気圧 



シナリオ m02 現在気候 

 c1 将来気候（海面水温パターン 1） 

 c2 将来気候（海面水温パターン 2） 

 c3 将来気候（海面水温パターン 3） 

年 1984～2003 現在気候 

 2080～2099 将来気候 

  各年の 9月 1日から翌年の 8月 31日までのデータを含む 

 

3.3. 格子数と水平解像度 

各格子点の位置座標は国土数値情報 3次メッシュに順じ、水平解像度はおよそ 1km、総格子点数は

93854である。なお、本データセットは、海上に相当する格子点を含まないため、緯度方向、経度方向

ともに格子数が一定ではない。任意の座標の格子点が何行目に格納されているかは、位置座標を格納し

たファイル（～～～.csv）で確認できる。 

 

3.4. ファイル構造 

各格子点のデータは、リトルエンディアンの 4バイト実数バイナリ形式で格納されており、データの

読み取りは、Fortranを用いた direct accessにより行える。各ファイルは位置座標（93854格子）と

日付（365または 366日）の 2次元データとなっており、位置座標、日付の順にソートされている。位

置座標の格納順は～～～.csv で確認できる。 

 

例）日数が 365日の年のファイル 

===================== 

格納順 座標 日 

--------------------- 

1  1 1 

2  2 1 

3  3 1 

.  . . 

.  . . 

93853 93853 1 

93854 93854 1 

93855 1 2 

93856 2 2 

93857 3 2 

.  . . 

.  . . 

===================== 

 



なお、3.2ファイルの名称に記載の通り、ファイル名の年と格納されているデータの年は完全には一

致しない。このため、「日数が 366日のファイル名の年」と「実際のうるう年」には 1年のずれがあ

る。 

 

例）2000年はうるう年だが、日数が 366日となるのはファイル名の年が"1999"のファイルである。 

======================================================================= 

ファイル名    日数 期間 

----------------------------------------------------------------------- 

Hokkaido1kmSDS_temp_m02_1999.bin 366 1999-09-01～2000-08-31 

Hokkaido1kmSDS_temp_m02_2000.bin 365 2000-09-01～2001-08-31 

Hokkaido1kmSDS_temp_m02_2001.bin 365 2001-09-01～2002-08-31 

Hokkaido1kmSDS_temp_m02_2002.bin 365 2002-09-01～2003-08-31 

Hokkaido1kmSDS_temp_m02_2003.bin 366 2003-09-01～2004-08-31 

======================================================================= 

 

 

4. データ配布情報 

 

本データセットは 2020年内にデータ統合・解析システム（DIAS）より公開予定である。 

 

 

5. データセット利用条件 

 

・本データセットは、学術研究のための利用を目的とする研究機関および個人に使用を許可する。商業

目的での利用は許可しない。 

・本データセットの全体もしくは一部を Web等で不特定多数に向けて再配布してはならない。 

・本データセットを用いた二次プロダクトを Web等で公開することを希望する場合には、データ提供者

に連絡すること。データ提供者が検討し、場合により許可することとする。 

・本データセットを使用して書かれた論文や他の科学的成果を公表する際には、適切な reference論文

の引用を行うこと。 

・本データセットの使用によって利用者が被った損害に対して、データ提供者は一切の責任を負わない

ものとする。 

・その他、データ統合・解析システム（DIAS）の定める利用規約に従うこと。 
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8. データセットに関する問い合わせ先 
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国立大学法人 室蘭工業大学 大学院 工学研究科 社会基盤ユニット 教授 

中津川 誠 （mnakatsu(at)mmm.muroran-it.ac.jp） 

 

データセットの内容に関する問い合わせ先 
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上田 聖也 （ueda.seiya(at)jwa.or.jp） 


