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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、

に向けては、構成する要素モデルに関する研究を、

2007 年、第 4 次評価報告書（AR4）を発表し、
「気

不確実性の課題については、不確実性の幅を明ら

候システムの温暖化には疑う余地はない。」など重

かにする研究を、また自然災害への影響の課題では

要な知見をまとめました。文部科学省の「人・自然・

モデル結果による評価研究を実施しました。

地球共生プロジェクト」（以下、「共生プロジェクト」

長期地球環境予測：温室効果ガス濃度安定化の

と略称）からは、気候変動予測研究の先端的成果

シナリオの下で、陸域及び海洋の生態系などによる

が反映されています。一方で、不確実性も残されて

炭素循環を含む地球システムモデルを高度化して、

いることや、出始めた新たな知見をさらに進展させる

2300 年までの長期的な地球環境の変化を予測しま

必要性など課題も浮かび上がりました。

す。さらに、濃度安定化を可能にする排出量を評価

文部科学省では、共生プロジェクトを発展させた、

します。京都議定書後の排出削減目標に対する基

「21 世紀気候変動予測革新プログラム」（2007 ～

礎資料を提供します。

2011 年度、以下、
「革新プログラム」と略称）の下で、

近未来気候予測：排出シナリオによって余り異ならな

世界最高水準のスーパーコンピュータ「地球シミュレー

い今後 30 年程度の期間について、各地の気候や海

タ」を活用して、気候モデルを開発し、将来の気候

流がどのように変わるかを、世界で最も高解像度の

変動の予測実験により、AR4 で浮かび上がった課題

大気・海洋結合モデルにより予測します。現在の状

に取り組んできました。研究成果は、2013 ～ 2014 年

態（初期値）に依存する「超長期気象予測」としての、

に完成予定の IPCC 第 5 次評価報告書（AR5）に

自然変動も含む予測を進めるとともに、モデルの解像

寄与することや、我が国の気候変動に関する政策立

度をさらに高くした詳細な予測にも取り組みます。

案に貢献することが期待されます。

極端現象予測：気候変化の中でも社会的インパクトの

革新プログラムでは、特に、気候モデルの更なる高

大きい極端な気象（台風・豪雨など）が、近未来や

度化や、残されている不確実性の定量化・低減と並ん

21 世紀末に、温暖化に伴ってどう変わるのかを調べま

で、新たに、気候変動下での自然災害への影響評価

す。20kmの超高解像度の全球大気モデルを高度化

にも焦点を当てた研究に取り組みました。

するとともに、現在の天気予報モデルと同様の細かい
メッシュの領域モデルにより、温暖化条件下での「異

具体的には、次のような異なる主要な 3 つの対象

常気象」の予測と、その影響評価に取り組みます。

の予測の実験を行うとともに、気候モデルの高度化
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地球システム統合モデルによる
長期気候変動予測実験
研究概要

太平洋域における変化傾向の再現性が改善されているこ
とが分かった（図 1）。この原因を解明するため、従来

本課題ではより長期の予測を精度よく行うために、これ

の大気海洋結合大循環モデル MIROC のさまざまなバー

まで温暖化予測に使用されてきた大気海洋結合モデル

ジョンのモデルでこれまでに実施されている 20 世紀再現

MIROC に生態系の動態や化学過程などを組み入れた

実験の結果を総合的に解析した。気候変動要因の変更

地球システム統合モデル（MIROC-ESM）を開発し、植

のみに伴う影響を調べるため、2007 年出版の IPCC 第 4 次

生分布の変化やオゾンホール形成に関わる過程なども含

評価報告書（AR4）に貢献した MIROC の旧バージョンに、

めた、従来に比べより包括的な地球環境の変化予測を

今回の温暖化予測実験と同じ入力データ（太陽活動や

行った。化石燃料消費による CO2 の排出だけでなく、森

大気中微粒子量の変化）を与え、
20 世紀再現実験を行っ

林伐採などの土地利用変化を通した人間活動の影響も

た。その結果、20 世紀後半以降における年平均地上気

詳細に取り扱っている点も、従来の温暖化予測との大きな

温変化傾向の地理分布は、入力データの変更によってほ

違いの一つである。

とんど影響を受けていないことが分かった。一方で、大

20 世紀再現実験の結果

気中の微粒子の生成・消滅・輸送過程を簡略化して取
り込んだバージョンと、それらの過程を詳細に組み入れた

MIROC-ESM を用いた過去（1850 ～ 2005 年）の

バージョンとを比較した結果、両者の間で北太平洋域に

長期気候変化再現実験の結果、全球年平均した地上

おける変化傾向の再現性に大きな違いが見られた（図 1）。

気温は観測された経年変化を従来よりもよく再現すること
が分かった。20 世紀後半以降（1951 ～ 2005 年）にお

大気中微粒子に関わる過程の高度化・精緻化が北太平

ける年平均地上気温の変化傾向の分布を解析した結果、

洋域における地上気温の変化傾向の地理分布の再現性

MIROC-ESM を用いた 20 世紀再現実験では、特に北

向上に少なからぬ影響を及ぼしていることが示唆された。

長期地球環境予測
図1. 20世紀後半以降（1951～2005年）の年平均地上気温の変化傾向の地理分布。単位は℃/10年。(a) 観測、(b) 大気中微粒子を簡単に取り扱った実験
結果（24実験例の平均）、(c)大気中微粒子を詳細に取り扱った実験結果（10実験例の平均）
（MIROC-ESMを用いた20世紀再現実験はすべて(c)に含まれ
る）。
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将来予測実験の結果

は現在の 35％程度でなければならない。
前述の通り、今回の RCP シナリオでは土地利用の変化

1. 炭素循環

も考慮している。RCP2.6 では、トウモロコシなどから作るエ

CO2 濃 度や土 地 利 用 変 化の将 来シナリオに基 づき、

タノールの生産を増やし、化石燃料の使用を減らすことを想

MIROC-ESM を用いた将来予測実験を行った。将来シナ

定し、温暖化を抑えようとしている。このために必要な、樹

リオには図 2 の左上図に示す RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、

林から耕作地への転換を織り込んでいる。今回の MIROC-

RCP8.5と呼ばれる 4 つを用いた。CO2 濃度時系列から分

ESM による実験から、このような土地利用変化は炭素循環

かる通りRCP2.6 が最も温暖化の度合いが低く、RCP8.5

に無視できない影響を与えることが明確になった。図 2 の

が最も高くなっている。その結果、2100 年時点での全球平

右下図は陸域に蓄積される炭素量の変化を示している。温

均地上気温の上昇は RCP2.6とRCP8.5とでそれぞれ 2℃、

暖化の進展が一番小さい RCP2.6 のケースで、このような

5.5℃程度、他の 2 つはこの範囲内に入るという結果となった

土地利用変化の結果として RCP8.5 の場合に近い陸域炭

（右上図）。

素蓄積の減少が生じていることが分かる。これは、図 2 左

MIROC-ESM は炭素循環過程を内蔵しており、その出

下の RCP2.6 で、21 世紀後半に要求される負の二酸化炭

力解析から RCP 濃度シナリオを将来実現させようとしたと

素排出（人為的な炭素の吸収が必要）を説明する一部に

き、将来の化石燃料起源の CO2 排出量をどのように制御し

なっている。

なければならないかを求めることができる。その結果を左下

ただし、ここで示した結果は MIROC-ESM 単独の実験

図に示す。RCP2.6（CO2 濃度 410ppm、メタン等を加え

結果であり、海外の研究機関などで開発されたモデルで

450ppm 相当で安定化）を実現させようとすると、2040 年

は（特に量的に）異なる結果が得られることも十分あり得る。

代には化石燃料起源の CO2 排出量をほぼゼロにしなけれ

今後、海外研究機関と協力しながら複数モデルの結果を含

ばならないことが分かる。RCP4.5（2100 年の CO2 濃度が

めた解析を進め、モデル間の差異を把握したうえで予測結

約 550ppm）の場合でも21 世紀後半における CO2 排出量

果を解釈していく必要がある。

長期地球環境予測

図 2. CO2 濃度シナリオ（左上）、1980 〜 1999 年平均比で見た全球平均の昇温（右上）、左上図の CO2 濃度を実現するための
CO2 排出量の経路（左下）、陸域生態系における炭素蓄積量の変化（右下）。左上のシナリオ以外は、すべて MIROC-ESM に
よるシミュレーションの結果。
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2. 海水位上昇

熱膨張による海面上昇の他に、氷床の成長・融解による

図 3 は海水の熱膨張による全球平均海面水位変化の

変化と、力学的な海水位の変化（海水が「寄り集まって

時系列を図示したものである。産業革命開始から現在ま

いる場所」の変化）が加わったものである。氷床の成長・

での過去の再現実験では、特に近年 100 年ほどの間に

融解による成分を考慮すると、グリーンランドの氷床は温

水位が約 4cm 上昇しており、概ね妥当な結果となってい

暖化により縮小するものの、南極氷床が大気中水蒸気量

る。その後、2100 年までの約 100 年間に RCP2.6 シナリ

増加に伴う降雪量増加のため成長する効果が勝り、海水

オでは約18cm、RCP4.5 シナリオでは約 24cm、RCP6.0

位の上昇は図 3 に示したものの 7〜8 割に抑えられる。また、

シナリオでは約 26cm、RCP8.5 シナリオでは約 38cm、そ

力学的な海水位の変化は特に日本付近では大きく、場所

れぞれ水位が熱膨張により上昇する。さらに RCP4.5 の

によっては図 3 に示された海水位上昇を 5 割程度押し上

延長では 2300 年までの約 300年間に 66cm 水位が上昇

げる可能性がある。

する。RCP4.5 では 2070 年以降大気中の CO2 濃度など
はほぼ一定となることを想定しており、それに対応して全

3. その他の結果
（オゾンホール、紫外線量、海洋酸性化）

球平均地上気温や全球平均海面水温の上昇は急速に緩
やかとなり、2100 年から 2300 年までの間の上昇は約 0.4℃

MIROC-ESM ではオゾンホールの形成に関わるプロセ

となる。しかし水位の上昇の方はそのスピードは殆ど変わ

スも組み込まれており、フロンの排出規制の効果を評価す

らず上昇する。これは海洋内部の循環により熱が深層ま

ることも可能である。MIROC-ESM による実験結果によ

で時間をかけて運ばれ続けるために、表層での変動が落

れば、南極上空のオゾン量は 2000 年頃に最低値を取り、

ち着いた後も深層での水温上昇が続くためである。

以後は回復過程に入る。どの将来予測シナリオを用いて

なお、前節でも指摘したとおり、ここで示した結果は

も、今世紀後半には 1970 年代と同程度のレベルにまで

MIROC-ESM の単独実験によるものであり、他のモデル

回復するという結果になっており、国際プロジェクトなどで

では量的に異なった結果が得られることには注意しておか

とりまとめた各国研究機関のモデルによる既存の予測と整

ねばならない。さらに実際の水位上昇は、図 3 に示した

合的である。

長期地球環境予測
図 3. 熱膨張による全球平均海面水位変化（cm）。2006 年 1月の水準を基点としている。
過去の再現実験（黒）、RCP2.6シナリオ（水色）、RCP4.5シナリオ（緑）、RCP6.0シナリオ（橙）、
RCP8.5シナリオ（赤）、および RCP4.5シナリオ延長（黄緑）。
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階層的モデル実験による長期気候変化予
測の不確実性定量化

オゾンホールと関連の深い、将来の紫外線量の増減に関
する解析も行っている。紫外線量については、高緯度では
オゾンホールの解消により減少するが、中低緯度では、人

前節までで紹介してきた M I RO C -E SM の土台となっ

為的な微粒子排出規制にともなう大気中微粒子の減少のた

ているのは、大気や海洋における流体の運動を厳密に記

め、地表に達する紫外線は増加するという予測になってい

述する「プリミティブ方程式系」に基づいた大循環モデ

る。また海洋酸性化についての解析からは、特に北極海

ル（GCM）である。大気や海洋の動態を詳細に記述でき

において、海氷の動態のモデル化の仕方が酸性化の進行

ることから信頼性も高いと考えられ、温暖化を予測する

速度に大きく影響するという示唆が得られている。近年の海

際に主に用いられるのはこうしたモデルである。ただしこ

氷減少がモデルによる予測を越える速度で進行していること

の種のモデルは計算量が多く、計算資源の面で制約が大

と考え合わせると、海氷減少と海洋酸性化の今後の推移を

きいことが欠点である。温暖化予測には不可避的に不確

注意深くモニターする必要があろう。

実性を伴うが、その幅を評価する際には 100 以上といっ
た多数の実験の実施が望ましい。例えば、G CM で過去
100 年間の気候変動を再現する実験を行う場合、アンサン
ブルメンバー数（少しだけ条件を変えて行う実験数）は多
くて 10 程度であることを考えると、不確実性評価の観点
からは GCM には大きな制約が課されていると言える。

長期地球環境予測

図 4.「代表的濃度経路」（RCP）4.5 濃度シナリオ（IPCC 第 5 次評価報告書（AR5）へ向けて作成された将来シナリオの一つ）を
実現するための化石燃料起源排出予測。MIROC-ESM による計算（緑）、RCP4.5 標準データセットに含まれる排出経路（赤）、
JUMP-LCM による多数の計算結果の範囲（灰色のシェード、濃いシェードの範囲に入る確率が 70% 程度、薄いシェードまで含め
た範囲内に入る確率が 95%程度）、JUMP-LCMによる結果の平均（黒）。
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そこで、G CM（やそれに基づいた地球システム統合

は、簡略化のため扱う過程の抽象化の度合いが高くな

モデル）の欠点を補うよう、EMICs（Earth system

り、方程式中の各項が自然界のどの過程に対応するの

Models of Intermediate Complexity）と呼ばれるモ

か具体的にはっきりしない場合が多い。またそれ故パ

デルが最近盛んに開発されている。これは、大気、海

ラメータの正確な値を見積もることも困難である。地球

洋の運動方程式や放射過程の取り扱いを大幅に簡略化

環境の将来予測やプロセス研究は、計算資源が許す

しつつ、気温や深層循環といった基本的な気候変数の

範囲で EMICs と GCM ベースの地球システム統合モデ

地理分布は出力されるよう工夫したモデル群のことで、

ルとを相補的に併用しながら行うことが望ましい。

最新鋭の大型計算機を用いなくとも長期間の積分が可
能である。本課題でも JUMP-LCM の開発が進められ

GCM
（大気海洋結合気候モデル）と結合

ている。現在気候における気温など基本的な変数の大

される全球植生動態モデルの高度化と

陸スケールでの再現性や、C O2 漸増に対する反応など

検証

は、MIROC-ESM と JUMP-LCM とで大きくは変わら
ない。

気候は植生の構造や機能を強く制約するが、植生の

図 4 は、 不 確実性の幅を評 価するために J U M P-

構造や機能もまた、物質循環・水循環・太陽光エネルギー

L CM を用いた一 例である。図の太破 線は、図 4 で

収支の変化などを通じて、気候にフィードバックを与え

M I RO C - E SM により計算された RCP4.5 濃度シナリ

る。本課題では、このような過程を気候変動予測に含

オを実現するための CO2 排出経路である。RCP では、

めるために、陸上生態系の機能や構造における短期的・

各濃度シナリオに対応して、簡単な炭素循環モデルを

長期的変化を予測する陸域生態系モデル、特に炭素循

含む社会経済モデルにより計算された排出シナリオも

環をベースとした動的全球植生モデル（SEIB-DGVM）

標準データとして配布されており、それが赤線で示され

や全球物質循環モデル（Sim-CYCLE / VISIT）の開

ている。灰色のシェードで示されているのは、詳細な

発 / 高度化 / 検証を行うとともに、これらのモデルを

炭素循環過程を結合した JUMP-LCM による実験結果

用いた数値実験により気候と陸域生態系の間の相互作

である。JUMP-LCM では、国際的なモデル比較プロ

用の解明や陸域生態系への人為影響の評価を進めてき

ジェクト（C4M I P）に参加したモデル群と同様の結果

た。そして長期気候変動予測チームと協業しながら陸

の広がりを見せるようにパラメータを変更しながら多数

域生態系モデルを地球システム統合モデルへと結合・

の実験を行っている。図 4 から、RCP4.5 の標準デー

温暖化予測実験を行い、植生 - 気候間の相互作用が未

タにおける排出シナリオ
（赤線）と、MIROC-ESM によっ

来の地球環境に何をもたらすのかを調べた。

長期地球環境予測

て計算された排出シナリオ（緑線）との違いは、現在

図 5 は RCP4.5 シ ナ リオ の もと、M I RO C -E SM

の予測結果のばらつきを考えればおおよそ誤差の範囲

（SEIB-DGVM が導入されている）を用い 2300 年まで

内にあることが分かる。ただし、図 4 の赤線と緑線の

行った予測実験での植生分布の変化を、もっとも変化

差は温暖化抑制策の経済負担を考える上では有意な差

の激しい北方林について示してある。北方常緑樹林が

であり、今後、こうした不確実性をもたらす要因につい

大きく北上し、現在はツンドラに覆われているシベリア

ての検討を行うことが重要である。

北部にまで達している。一方で北方落葉樹林はほとん

このように、 地 球システムの動態を理 解する上で

ど消滅している。これは、温暖化した気候のもとでは

EMICs は大きな役割を果たしうる。ただし EMICs で

落葉樹林の生存戦略が有利に働きづらいためと考えら
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れる。北方常緑樹林がこのように分布域を拡大すれば、

題であり、そこに関わるプロセスが正しいものであるか

地表面での日射の反射率や粗度の変化を通じ、この地

どうかの検証は、観測期間が十分でないことから非常

域の熱や水の循環にも大きな影響を与えることになろう。

に難しい。とは言え、温暖化がこのまま進めば数百年

例えば、地表面が雪に覆われ、かつ日射も十分にある

のうちに地球上の植生分布が相当程度変わってしまう

晩秋や初春には、北方常緑樹林の拡大で地表面がより

可能性がある、ということだけは言えるであろう。現世

「黒っぽく」なり、熱をより多く吸収するようになる。

代の我々による決断が、数世紀といった遠い将来であ

ただしここでも、示された結果が単独のモデルから

るものの、地球規模での生態系分布にとって決定的な

のものであることには注意しておかねばならない。こと

要因になるとすれば、温暖化緩和策を検討する際に考

に、植生移動は 100 年といった長い時間スケールの問

慮に入れるべきであろう。

8

長期地球環境予測

図 5. 北方落葉樹林（左）と北方常緑樹林（右）の 2007 年と2300 年時点における分布。暖色系ほど、その植生がモデル格子内で占める割合が大きいこ
とを示す。いずれもMIROC-ESMによりシミュレートされたものであり、予測には RCP4.5シナリオを用いている。

21 世紀気候変動予測革新プログラム

高解像度気候モデルによる
近未来気候変動予測に関する研究
研究概要

近未来予測実験の概要

気候モデルの精度が向上するにつれ、百年先でなく、今

IPCC 第 5 次評価報告書に向けた結合モデル国際比較

後数十年のより定量的な予測情報が求められるようになって

実験（CMIP5）での十年規模予測実験の概要を図１に示

きた。国際コミュニティでもこれに呼応して、温室効果気体

す。観測データの同化により初期値をこしらえて、過去数

増加や人為起源エアロゾルの排出といった外的要因に対す

十年にわたり10 例の事後予測実験を行って精度を検証す

る応答に加えて、現在の自然気候変動のようすがどのように

る。本課題での近未来予測システムの構築は、図 1 の実

将来数十年にわたって変動してゆくのか、観測データによっ

験手順に従って過去事例の事後予測実験を繰り返すことに

て気候モデルを初期値化する新しい予測計算の国際比較を

よって行われた。

行い、IPCC 次期評価報告書でも扱うこととなった。本課題

十年規模の予測では、海洋表層に存する自然変動のシ

は、十年規模気候変動予測とも呼ばれるこのような初めての
試みを行い、
よりよい適応策策定に貢献しようというものである。
本課題では、高解像度版を含む大気海洋結合気候モデ

グナルをモデルに与えること（「データ同化」と呼ばれる）
が重要である。今回は、海洋表層下の水温、塩分の観測
データのみをモデルに同化することとした。データ同化実験

ル MIROC を用いて、過去にさかのぼった 10 ～ 30 年の事

から適当な初期値を選んで、同化を停止して予測実験を行

後予測実験を行うことによって、新しい試みである初期値化

う。各事後予測にあたっては、初期値の不確実性を考慮

予測法の確立を図り、その精度を検証した上で、2035 年程

するため、複数初期値からの積分を行うアンサンブル手法

度までの近未来の気候変化の予測実験を行った。用いた

を用いる。

もっとも高解像度のモデルは大気約 60 ㎞、海洋 20 〜 30 ㎞

精度が向上したとはいえ、気候モデルはまだ完璧にはほ

の解像度を有し、大気海洋結合モデルとしてはこれまでに
ない高解像度のものである。事後予測実験の結果、大西

ど遠く、データ同化を停止するとモデルは観測からずれたモ

洋や太平洋の十年規模自然気候変動は観測データによる

デル固有の気候値にずれてゆく（気候ドリフト）。これを避け

初期値化により、5 年程度（場所によってはそれ以上）の

るため、今回は、観測気候値からのずれの情報のみをモ

有効な予測が可能であることが分かった。その後も、外的

デルに与える、アノマリ同化という方法を採用することとした。

強制に対する応答が近年の温暖化の顕著化傾向の中では
十分な予測精度を有することが確認された。

近未来気候予測
図 1. 近未来予測実験の概要。●は初期値、そこから延びる実線は予測計算を示す。初期値を作るためのデータ同化実験、
初期値化のインパクトを評価するための外部強制（20 世紀再現、将来シナリオ）実験を下段に示す。
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全球平均地表気温の予測
図 2a は、図１で示した過去予測実験の予測 1 年目の全
球平均地表気温データを集めて作成した時系列であり、図
2c, e は同様に、2〜4 年目平均、5〜9 年目平均について
見たものである。低解像度、中解像度、高解像度の 3 種
の MIROC モデルで行った実験をまとめて示している。左
の列は初期値化した予報で、右の列にデータ同化しない従
来手法のものを比較のため示している。観測データを赤で、
予測を青、緑で示している。予測 1 年目を見ると、観測は
自然変動を反映した揺らぎが大きいものの、予測アンサンブ
ルはそのばらつきの中に観測を捉えることができている。初
期値化予測の相関係数は 0.96という高い値を示す。初期
値化しない予測でも近年の温暖化傾向はよく捉えられており、
相関係数は 0.89となっている。予測 2〜4 年、5〜9 年目で
も初期値化の有無にかかわらず相関係数は 0.95 を超える
値を示しており、全球平均気温で見る限り、初期値化しな
い予測でも十分な精度を持つことがわかる。
ただし、2〜4 年目、5〜9 年目予測で 2000 年以降につ
いて初期値化有りと無しの実験を比べると、わずかながら
初期値化有りの方が、温暖化の停滞傾向によく追随してい
るように見える。

予測の例
初期値化のインパクトは、偏差の地理分布によりよく現れる。

図 2. 全球平均地表気温の時系列。赤は観測。青実線（左列）
、緑実線

予測された空間パターンの例として図 3 に CMIP5 実験の

（右列）は、それぞれ初期値化あり、無しの 3モデルアンサンブル平均

最新初期値である 2006 年 1 月からの予測例を掲げる。全

予測を示す。水色と黄緑のシンボルは、個々のアンサンブルメンバー

球的な温暖化傾向を除いて空間パターンを見やすくするた

の予測。上段から、予測 1 年目、2 〜 4 年目、5 〜 9 年目。各パネル左

め、全球地表気温の 2001〜2005 年平均からの偏差を示

上の R は観測とアンサンブル予測の相関係数、RMSE は予測の根二乗

している。日本を含むユーラシア大陸東部や北大西洋の正

平均誤差を示す。

偏差、赤道太平洋や南大洋の負偏差等、大陸規模の偏
差パターンがよく予測できている。

近未来気候予測

図 3. 2006 年 1月を初期値とする予測の 2 〜 4 年目の平均（右）と対応する観測（左）。それぞれ、2001 〜 2005 年平均からの偏差として表示。
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予測スキルと初期値化のインパクト
図 4 は、10 年間の事後予測実験 10 例の全球地表気
温の予測スキルを示している。左列は、地点毎のアノマリ
相関係数（変化の様子の「似ぐあい」）
、右列は根二乗
平均誤差（誤差の目安）で見たものである。統計的に有
意な部分のみ色付けしている。右列のハッチは、初期値
化しない従来手法に比べてスキルが 10% 以上向上した
領域を示している。
気候メモリの存する海洋域、ことに、北半球高緯度、
熱帯西太平洋、インド洋、大西洋等でスキルがよい。また、
予測 5〜9 年目でも広い範囲で初期値化のインパクトが確
認できる。ここには示さないが、海洋表層の熱容量でみる
とより高いスキルが得られる。

十年規模自然変動モードの予測可能性

図 4. 全球地表気温の予測スキル。（左）アノマリ相関係数（変化の様子
の「似ぐあい」）、（右）RMSE（誤差の目安、単位℃）。統計的に有意な領

十年規模の自然気候変動として、大西洋数十年規模

域のみ示す。右列のハッチは、初期値化無しの予測と比べてRMSEスキ

振動 (AMO) と太平洋十年規模振動 (PDO) が代表的な

ルが 10% 以上向上した領域を示す。上から、予測 1 年目、2〜4 年目、5
〜9 年目。

モードとしてよく知られ、研究されている（図 5）
。われわ
れは本課題の中で、低解像度モデルを用いた予備実験
によって、世界で初めて PDO の 5 年に渡る初期値化予
測可能性を示すことができた。CMIP5 実験の結果では、
AMO および PDO に初期値化の有効性を示すことができ
た。図 6 は、予測 2〜4、5〜9 年目平均の AMO、PDO
の時系列を観測と比較したものである。これまで同様、低、
中、高解像度の 3 種の MIROC モデルのマルチモデル
アンサンブルを示している。AMO では、両期間とも0.8 程

図 5. 観測された大西洋数十年規模振動 (AMO) と太平洋十年規模振動

度の相関係数が得られる。一方 PDO では、予測が難し

(PDO) に伴う海面水温の偏差パターン（上）とその時系列（下）。

く、予測 2〜4 年目では相関係数が 0.68 あるが（ここには
示さないが、初期値化無しの予測では、0.15 である）
、5
〜9 年目ではほぼゼロになってしまっている。モデル毎に見
ると、初期値アンサンブルの数が 3と少ない高解像度モデ
ルの不成績が悪影響を与えているようである。後にも触れ

近未来気候予測

るが、アンサンブル数を十分に確保することは、近未来実
験で有意な結果を得るためにきわめて重要である。図 7 に
は、AMOとPDO の 3 年平均予測のアノマリ相関係数を
予測時間の関数として示す。初期値化予測は、初期値
化無しの従来手法の予測や、持続予報と比べても成績は
よく、AMO では 5 年以上、PDO でも5 年程度までの有
効な予測ができることがわかる。AMO の予測後半に初
期値化無しの予測スキルが勝っているのは、予測例数が

図 6. AMO（左）、PDO（右）時系列。赤は観測。青実線は、初期値化あ

10 例と少ないためのサンプリング誤差も含まれるものと思わ

りの 3 モデルアンサンブル平均予測を示す。水色のシンボルは、個々の
アンサンブルメンバーの予測。上段が、予測 2〜4 年目、下段は 5〜9 年

れる。例数の増加は近未来予測の大きな課題の一つで、

目。各パネル左上の R は観測とアンサンブル予測の相関係数、RMSE は

初期値を 1 年毎に取った追加実験によって確認中である。

予測の根二乗平均誤差を示す。
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まとめると、近未来予測では、近年の気温の温暖化傾向

解像度の既存研究と整合的である。IPCC 第 4 次評価報

については、初期値化の有無に関わらずよい成績で予測で

告書（AR4）では、温暖化に伴って強い台風が増えること

きており、初期値化により、約 5 年程度の自然変動の有効

が示唆されている。ここでも高解像モデルについては台風

な予測が可能であることがわかった。自然変動の予測可能

強度の変化について調べたが、有意な変化は見られなかっ

性がなくなった 10 年以上先は、初期値化を行わない従来

た。近未来でまだシグナルが現れないためか、アンサンブル

手法が有効である。ここには示さないが、降水量の地理的

数が少ないためか検討を要する。

パターンは局地性が強く、数年先の予測も難しい。既存の

図 8 中段と下段は、台風発生と存在頻度の確率密度

変動モードと連動するパターンをあらかじめ取り出しておいて

分布を示している。左列が現在気候（1963〜89 年平均）
、

検証するなどの工夫が必要であろう。

右列は将来（2016〜35 年平均）と現在の差を示す。発生

いずれにせよ、気候モデルの初期値化は利点こそあれ、

の地理分布は、全体が減少する傾向に加えて、エルニーニョ

従来手法を損うことはないので、今後季節予報と温暖化予

型の太平洋海水温の昇温パターンに伴って、発生位置が東

測をシームレスにつなぐものとして、近未来～十年規模予測

偏することが示されている。存在頻度（～経路の確率分布

の手法は広く普及してゆくことが予想される。

表示）については、高頻度域が北偏、東偏することが示唆
されている。東偏については、先の発生分布の変化、およ
び、革新プログラム・極端現象予測チームの結果と整合的
であるが、北偏については、日本にも影響が大きく、結果の
信頼度については、他のモデル結果も加えた慎重な検討を
要する。

図 7. AMO（左）
とPDO（右）の 3 年平均予測のアノマリ相関係数。黒、赤、
破線はそれぞれ、初期値化あり、無しの予測、および持続予報を示す。

台風の予測
われわれの高解像度モデルは、60 ㎞の水平解像度を持
つが、まだ台風の十分な解像は無理であり、実験例数も少
ない。ここでは、低、中解像度モデルも含めたマルチモデ
ルアンサンブルによって、北西太平洋における台風の発生
数、地理分布等について解析した。図 8 上段の時系列は、
北西太平洋での台風の年間発生数偏差を示している。観

近未来気候予測

測値と同化実験を比較すると、1979〜2004 年の間で 0.75
というよい相関を示している。ここでは、大気データの同化
は行っていないので、これは、海水温の情報のみでも、年々
の台風数の動向が予測可能であることを示している。低解
像のモデルでも1 年あるいは数年先の、その年の台風の傾
向の予測が可能であることを示しており、科学的にも、実
用的にも興味深い結果であると考える。時系列右半分は、
CMIP5 での最新 2006 年初期値からの近未来予測を示す。
初期値化のインパクトは数年でなくなるので、初期値化しな

図 8. 北西太平洋における台風の変化。（上段）年間台風発生数の時系
列。黒実線は観測、赤実線と灰色の陰影は、同化実験のアンサンブル
平均と誤差幅を示す。青実線と水色の陰影は、将来予測のアンサンブ
ル平均と誤差。同化、予測は 3 モデルアンサンブルの結果。（中段）台

い予測結果も含めて全 36 メンバーアンサンブルを 2035 年ま

風発生の地理分布（確率密度）。左は現在気候、右は将来の変化。（下

で示してある。台風発生数の漸減が示されており、より高

段）中段と同様、但し、台風の存在確率密度分布。
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顕著現象の変化

海洋生態系の変化

高解像度モデルは気象擾乱を高精度に再現できる

本課題では、高解像度海洋の利点を生かして、海洋

ため、強い降水の頻度分布等、極端現象の影響評価

生態系モデルによる気候変化のアセスメント研究も行っ

に優位である。今回開発したモデルは、気温や降水

た。海洋生態系に関わるプランクトン等の輸送に与える

の極端現象の現在気候下の値について観測データとよ

中規模渦等細かいスケールの海洋運動の影響は、水
温・塩分等の物理変数に比べはるかに大きいからであ

く対応している。図 9 は、高解像度モデルによって予

る。近未来変化については、まだ解析中であるが、予

測される日本付近での極端現象の近未来での将来変化

備実験により、将来の海洋生態系の変化について興味

（2016〜2035 年平均と 1971〜2000 年平均の差）を示

深い結果が得られている。図 10 は、植物プランクトン

している。気温についてはほぼ一様に増加するが、北

の春季大増殖が二酸化炭素倍増時には 10〜20 日早期

日本太平洋側で日中の昇温が大きく、北日本と東北日

化するという結果を示している。この他にも、光合成の

本海側で冬の夜の寒さの緩和が顕著である。年間平

際の鉄制限プロセスを導入することによって、温暖化に

均降水量は亜熱帯高気圧の北側でやや増加するが、東

伴う影響に関する既存の知見を修正すべきことが明らか

日本太平洋側や西日本での強い降水の増加の方が顕著

になったり、魚類回遊モデルを用いたマイワシの温暖化

である。

への動態応答等についての知見が得られるなど、成果
が上がりつつある。

近未来気候予測
図 9. 日本付近での極端現象（1 年で最も暑い昼の気温、1 年で最も寒い夜の気温、および、1 年で最も大きい日降
水量）の将来変化。
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おわりに

の同化の成功は、過去 100 年以上遡った再解析・再予

ここでは、近未来予測に関する科学成果的な話題に

報の可能性を開き、異常天候や顕著現象への人為影響

限って報告したが、これらの成果が得られたのは、こ

の大きさについてのアセスメントを可能にするだろう。ま

れまでにない高解像度のモデルやモデルコンポーネント

た、炭素循環、生物化学過程を含む統合地球環境モデ

をわれわれの手によるものに一新した新中解像度モデ

ルに新しい衛星データを同化することにより、大気海洋

ルの開発が成功し、また、温暖化実験としては初めて

のみならず、地球環境を統合的に監視、予測するシステ

の試みである観測データによる大気海洋結合モデルの

ムの実現も夢ではなくなるだろう。一方で、温暖化シグ

初期値化に成功することができた賜物である。近未来

ナルの小さい近未来予測では、アンサンブル数の増加

予測は新しい分野であり、これから爆発的な発展が期

が必須であり、影響評価研究から要請される高解像度

待されるが、その根幹をなすシステム開発を続けてゆく

モデルによる多数アンサンブルを用いた本格的なリスク

ことが肝要であると考える。気候モデルへの観測データ

アセスメントの実現を図ってゆかねばならない。

近未来気候予測

図 10. 春季に Chl-a 濃度（植物プランクトンの指標）が最大となるタイミングの水平分布 (a) 衛星観測、(b) モデルの標準実験。(c)ブルーム時に最大濃度
となるタイミングの温暖化に伴う変化（温暖化 – 標準実験）、(d) 最大濃度となるタイミングの自然変動に対して、温暖化の影響が統計的に有意な領域。
t– 検定による95%と99%の有意水準を示す。
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超高解像度大気モデルによる
将来の極端現象の変化予測に関する研究
研究概要

低気圧の表現が可能となった（図 1、
図 2a, b）。これにより、

温暖化により増加すると見込まれる極端現象について

全球気候モデルを使った研究では世界で初めて非常に強

高精度かつ定量的に見積もるため、地球温暖化研究で

い熱帯低気圧が再現され、確度の高い将来変化予測が

は従来用いられていなかった水平方向に非常に細かい格

可能となったといえる。

子を持った大気モデルを使用し、極端な現象の正確な予

改良モデルを用いた将来温暖化予測実験の結果、熱

測を行った。20km 格子間隔（メッシュ）で地球全体を

帯低気圧の発生数は、全球・南北両半球で統計的に有

覆う大気モデルでは、世界各地における台風など熱帯低

意に減少していることが分かった。また地域別では、北

気圧の発生数や強度の変化・梅雨などの降水強度の変

西太平洋、南太平洋で発生頻度が統計的有意で顕著

化などの予測を、日本付近に領域を限定した 5km、2km

に減少し、熱帯中部太平洋で増加するという結果が得ら

および 1km 格子間隔の大気モデルでは、日本における
集中豪雨などの予測を行った。また、60km 格子間隔で

れた。一方、強い強度の熱帯低気圧の発生頻度は増加

地球全体を覆う大気モデルで複数の実験を行うことにより、

する。これらの結果は従来の研究結果と一致しているが、

台風や梅雨の予測の不確実性を見積った。

改良モデルでは発生頻度の増加はカテゴリー 5と呼ばれ
る最大風速 70ms -1 以上の非常に強い熱帯低気圧に限ら

超高解像度全球大気モデルを用いた熱
帯低気圧活動の将来変化予測

れている。カテゴリー 5 の熱帯低気圧存在頻度分布の将

地球温暖化が熱帯低気圧活動に及ぼす影響を調べ

ている（図 2c）。このことは将来、非常に強い強度の熱

るには水平方向に細かい格子をもつモデルが必要である。

帯低気圧の日本に接近する頻度が増加する可能性を示

我々は 20km 格子の超高解像度全球大気モデルを開発・

唆するが、モデルの熱帯低気圧存在頻度分布の北偏バ

改良することに成功した。改良されたモデルでは従来の

イアスのため、将来の日本付近の非常に強い台風の頻度

全球気候モデルでは不可能であった観測の熱帯低気圧

が過剰になっている可能性がある。

来変化については、台湾から日本列島南岸にかけて増え

の全球分布やカテゴリー 4 や 5 といった極端に強い熱帯

極端現象予測
図1. 熱帯低気圧分布。色がカテゴリー強度を意味する。(a) 観測、(b) 従来モデルによる現在気候実験、(c) 改良モデルによる現在気候実験を示す。
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図 2. カテゴリー５熱帯低気圧の存在頻度。(a) 観測 (1979〜2003)、(b) 改良モデルによる現在気候実験 (1979〜2003)、(c) 改良モデルによる将来温暖
化予測実験 (2075〜2099)、(d) 将来変化をそれぞれ示す。単位は 25 年間の個数。

熱帯低気圧活動の将来変化予測におけ
る不確実性の評価

す。そこで、本研究では熱帯低気圧将来予測の不確実
性を評価するため、全球 60km 大気モデルを用いて 3 つ
の異なる積雲対流スキームと4 つの異なる海面水温将来

気候モデルを用いた将来予測結果には不確実性が大

変化パターンを用いた合計 12 種類のアンサンブル実験を

きい。それは、気候モデルを構成している物理過程中の

行った。

パラメーターの値や予測された将来の海面水温パターン

図 3 に熱帯低気圧存在頻度の将来変化の 12 種類の

が異なれば予測結果が大きく変わってしまうことがあるから

アンサンブル平均を示す。図の + 印は 10 種類以上の実

である。重要なのは実験設定が異なっても変わることのな

験がアンサンブル平均の変化符号と同じで一貫した将来

い一貫した将来変化を抽出することであり、また、将来予

変化を意味している。熱帯低気圧の存在頻度は実験設

測の不確実性が実験設定のどの要因に起因するかを理

定に関係なく西太平洋、南太平洋、南インド洋で減少し、

解することも重要である。熱帯低気圧は個々の積雲対流

ハワイ周辺の中部太平洋で増加することが分かった。同

が集合した対流システムであることから、物理過程の中で
も積乱雲のような深い対流を経験則で表現する積雲対流

様な将来変化が熱帯低気圧の発生頻度についてもあて

スキームに不確実性の要因がある。また、熱帯低気圧は

はまり、熱帯低気圧活動の地域的な将来変化のコントラス

高い海面水温の海上で発生するため、海面水温の将来

トが明瞭となった。熱帯低気圧発生頻度の将来変化は

変化の違いは熱帯低気圧活動の将来変化に影響を及ぼ

符号こそは実験間で概ね一致しているが、将来変化の程

極端現象予測

図 3. 熱帯低気圧存在頻度将来変化のアンサンブル平均。単位は 25 年間の個数。＋印は 12 実験中 10 個以上の実験でアンサンブル平均と同じ符号で
あることを意味する。
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度は実験間で異なっている。実験間の違いが積雲スキー

127°E-137°E、30°N-35°N の領域で平均した日雨量

ムの違いによるものか海面水温による違いによるものかを、

の季節変化を図 4b に示す。現在気候（青線）を解析

二元配置分散解析で評価した。その結果、海面水温に

雨量（黒線）と比較すると、6 月中旬から 7 月中旬まで

よる違いが実験間の違いに大きく寄与して不確実性の幅

の梅雨期のピーク、8 月の少雨、および 9 月から 10 月に

を広げていることが分かり、不確実性の低減には確度の

かけての秋雨と台風によるピーク等、領域における降水の
季節変化をよくとらえていることが分かる。一方、
将来気候

高い海面水温の予測が重要であることが示唆された。

（赤線）においては、7 月上旬と 8 月上旬に現在気候と
比較して有意な増加傾向がみられた。この期間、降水が

雲システム解像領域気候モデルを用いた
梅雨の将来変化

もたらす降水の総量に対する割合も 10% 前後から 15%

水平解像度 5km の積乱雲群の対流現象を陽に表現し

前後と増加していた（図 4c）。つまり、梅雨後期に同領

うる雲システム解像領域気候モデルは、超高解像度全球

域にもたらされる降水量が増えるとともに強雨頻度が増加

大気モデルと比較して、降水の極端指標の再現性能が

する可能性を示唆している。なお、将来気候における 7

格段に高く、より現実的な降水極値の議論が可能となる。

月上旬の領域平均降水量の増加傾向は、全球 60km 大

超高解像度全球大気モデルの温暖化予測実験の結果に、

気モデルによるアンサンブル実験においても有意であること

雲システム解像領域気候モデルを埋めこんで、日本付近

が確認された（図 5）。

量的に増加するだけでなく日雨量 100mm 以上の大雨が

における降水現象の変質を、特に大雨・強雨に着目して
調査した。

図 4. 雲システム解像領域気候モデルによる（a）7月1 ～ 10日の平均日雨量（mm）。コンタは海面気圧（hPa）。現在気候実験（上図：1979〜2003）、
将来気候実験（下図：2075〜2099）。各図内の赤枠は（b）、
（c）の領域。（b）
（a）で示した領域における25 年平均日雨量（mm）の季節変化（5日平均）、
および（c）日雨量 100mm以上の大雨によってもたらされる雨量の総量に対する割合（%：5日平均）。

極端現象予測
図 5. 全球 60km モデルアンサンブル実験（4メンバー）による図 5a 赤枠内領域平均日雨量の季節変化（5日平均）。現在気候実験（1979〜2003: 青）、
将来気候実験（2075〜2099: 赤）。●線は現在・将来気候のアンサンブル平均を示す。
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中高緯度のブロッキング現象・低気圧活
動の将来変化予測

されている。しかしながら、温暖化による気温上昇や大
気中の水蒸気量の増加を考慮すると、少なくとも現在と同
程度の熱波や集中豪雨が起こる可能性がある。

2010 年夏季にヨーロッパ東部からロシア西部を襲った

また、日本を含む中緯度域の秋から春においては、温

熱波はブロッキング現象（偏西風の蛇行）によって引き起

帯低気圧、特に強い低気圧の活動や、急速に発達す

こされた。また、2008 年夏季に日本付近で多発した集中

る低気圧によって、強雨や強風による災害がもたらされる。

豪雨は、極東域で長期間持続したブロッキング現象が日

上述のようなブロッキングも十分に再現される高解像度の

本付近に湿った空気を送り込んだことが要因の一つであ

全球大気モデルにおいて、冬季の北半球における強い

る。このように、ブロッキング現象は、中高緯度の天候や

低気圧の存在頻度分布の将来変化分布を調べたところ、

気候において重要な天候状態の一つであり、ひとたび発

現在頻度が最も多い地域の極側・下流側（北東側）で

生し持続することで周辺領域に極端高低温や極端降水を

頻度が増加し、赤道側・上流側（南西側）では頻度が

もたらすため、数値モデルで正確に再現することが非常

減少することが分かる（図 7a）。また低気圧経路の前後

に重要となる。数値モデルがブロッキング現象を過小評価

の気圧差から計算した発達率を場所ごとに平均したもの

することは古くから知られてきたが、高解像度全球大気大

の将来変化（図 7b）を見るとその上流側（西側）で平

循環モデルではブロッキングの出現頻度を非常に良く再現

均的な発達が強まっている。この場所は上空のジェット気

することができる（図 6）。21世紀末には、
大西洋 -ヨーロッ

流が強くなる場所に対応しており、ジェット気流・低気圧

パ域（30°W-50°E）では出現頻度の減少が、太平洋域

の発達・強い低気圧の頻度が関連し合っていずれも現在
よりも極側で強くなることが予測される。

（100°E-120°W）では現在と同程度の出現頻度が予測

図 6. 高解像度全球大気モデルによるブロッキングの出現頻度。(a) 60kmモデルアンサンブル、(b) 20kmモデル。黒 : 観測、青 : 現在気候実験、
赤 : 21 世紀末実験。60kmモデルについては不確実性の幅（陰影）および将来変化が有意な領域（橙）も示した。

極端現象予測

図 7. 全球 60km 大気モデル（3アンサンブル実験平均）における冬季北半球の (a) 980hPa 以下の強い低気圧の存在頻度の将来変化分布。
（b）低気圧の場所ごとの平均の発達率についての将来変化分布。
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日本の将来の確率降水量マップ
50 年から 100 年に一度発生するような、非常に強い
日降水量の情報は、都市計画や防災計画策定のため
に非常に重要である。革新プログラムでは、高解像度
全球大気モデルによる温暖化予測結果を用いて、21世
紀末における日本の大雨リスク評価に取り組んできた。
特に限られた年数のモデルデータから、頻度の極めて
低い大雨の発生確率の推定誤差を低減する統計手法
の開発を行ってきた。降水量は地形の影響を強く受け
るため空間的に細かい分布をしており、確率日降水量
のマップを作成するためには空間解像度の高いデータ
が必要である。そこで、最初に 5k m の解像度の観測
データ（APHRO_ JP）を用いて現在（1980 〜2009 年）
の 100 年確率降水量（「100 年に一度の大雨」の雨量の
目安）マップを作成した（図 8a）。次に、将来の確率
降水量を推定するために、高解像度全球大気モデルの
予測結果を用いて確率降水量の変化率を計算した（図
8b）。確率降水量の変化率（温暖化シグナル）は、確
率降水量よりは空間的になめらかな分布をしていると考
えられるので、サンプリングに起因するノイズをできる
だけ小さくするために、モデルのデータを解像度 60km
に変換して解析した。また、確率降水量の推定に用い
る L -moment s の 2 次および 3 次モーメントは、半径
600k m の領域で空間平均を行った。更に、5 つのラン
の結果（20k m モデル前期実験、後期実験、60k mモ
デルの 20-21 世紀実験の 3メンバー）から得られた将
来変化率をアンサンブル平均した。将来の 100 年確率
降水量（図 8c）は、現在の確率降水量（図 8a）に将
来変化率（図 8b）を掛けて求めた。将来の確率降水

極端現象予測

量は、地形の影響を反映した細かい分布をしているが、
このような細かい分布の信頼度は、現在の確率降水量
の分布の信頼度と変化率の分布の信頼度を前提として
いる。これらの前提条件の妥当性について今後検討し
ていくことが重要である。

図 8. (a) 観測データ（APHRO_JP）から推定した現在（1980 〜
2009）の 100 年確率降水量（mm/day）。(b) 全球モデルの 5アン
サンブルで得られた将来（2075 〜 2099）の 100 年確率降水量
の変化率（現在比％）。(c) 現在の 100 年確率降水量に変化率を
掛けて得られた将来の 100 年確率降水量。
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気候変動等に伴う河川管理等への影響評価
研究概要

治水に関わる河川管理への影響評価

気候変動に伴う河川管理等への影響評価のために、

将来の年最大降雨量が増加していく状況下において、

地球温暖化予測結果が氾濫リスク等の災害リスク制御・

当初と同一の治水安全度を維持するための整備の拡充の

低減のための施策形成に及ぼす影響を分析し、予測を

規模が、年最大降雨量の倍率に応じてどのように増大す

河川管理等に反映させるという観点での基本留意事項を

るかについて、「河川整備必要量比」を用いて試算した。

示し、もって極端現象変化予測の実務における有用性の

その結果、1 割程度の雨量増に対して、河川整備必

増進を図る。

要量の 8 割程度増大することがわかった。このことから、
河川管理の立場からは、降雨量変化の推定幅を極力小

平均年最大降雨の変化倍率の分析

さくするとともに、気候変動の影響を見越した河川整備規

河川管理への影響評価に用いる統計的に低頻度の生

模の将来像に無視し得ない幅があるとの前提をもつことが

起確率の豪雨を対象に降雨変化の分析を行った。その

重要である。本研究は、河川整備以外の非構造物的施

結果、関東ブロックのように現在と将来・近未来の変化倍

策も含めて、複数の施策案から、適した施策を選択する

率が各気候モデル間で大きく異なる地域ブロックが確認さ

際の手法の開発に資するものである。

れる一方で、変化倍率が比較的一定と見受けられる地域

高潮対応への影響評価

ブロックが存在した。また、年最大降水量が増大する地
域もあれば、減少する地域もあることが確認され、モデル

水平解像度 20km の全球大気モデルの結果を用いて、

によってはこの傾向が逆転する地域も確認された。

三大湾（東京、伊勢、大阪）の高潮偏差を推算した。
その結果、将来気候では中程度以上の高潮偏差の頻度
が上がる可能性が示された。
一方、小～中程度の高潮の出現頻度が全体的に減る
傾向が把握された。
これらのことは、高潮現象を地域が実感しにくい方向に
シフトすることを意味する。極値統計による低頻度事象の
評価だけでは、こうした観点が見落とされがちとなることを
考慮し、気候変動が高潮現象に与える影響の全体像を
把握し正しく伝えることも大事と考えられる。

図 9. 各気候モデルの平均年最大降雨の変化倍率

極端現象予測

図 11. 高潮偏差量区分ごとの頻度変化（東京湾）

図 10. 治水施策に関わる気候変動影響の特性
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気候変化に伴う自然災害が世界の主要穀物
生産の安定性に及ぼす影響評価
研究概要
本研究は重要穀物（トウモロコシおよびダイズ）を対象

過去の生産性データベースと環境応答
モデルの作成

として、過去の気象変動と生産性（収量）変動との関

生産性環境応答モデルを作成するために、対象３カ国

係を記述する生産性環境応答モデルを作成し、将来の

に対してなるべく詳細な空間スケール、短い時間間隔の

気候変化に伴う気象災害の発生が世界の穀物生産の安

農業統計データを収集した。そのデータを過去の気象環

定性に及ぼす影響評価を行うことを目的とする。トウモロコ

境を表すデータ（気象庁 JRA25）のグリッド（着目する

シ、ダイズは新興国の食嗜好変化やバイオマスエネルギー

領域を多数に分割したときの小領域）に展開して生産性

などに関連して今後需要が急激に増大すると見通されて

データベースを作成した（図１）。アメリカ、ブラジルでは

いる。また、アメリカ、中国、ブラジルの３カ国で世界に

統計情報が整備されているためほぼ全国をカバーできた

おける生産量の約８割を占め、生産地域が局在している。

が、中国は統計データが分散しているため、生産量の多

本研究では、これら３カ国を対象に、まず過去の生産状

い省を対象として統計資料を収集した。

況、栽培管理状況などに関するデータおよび資料を収集

作物生産性の気象環境応答モデルは、生育（フェノ

し、それらに基づいて広域スケールにおける作物生産性

ロジ－）過程、光合成過程および温度・水ストレス影響

の気象環境応答モデルを作成した。そして、気候変化

を取り込んだプロセスベースのモデルである。一般的な作

予測に関する既存ならびに本研究プロジェクトの最新デー

物モデルである SWAT（Neitsch et al., 2005）をベース

タをそのモデルに入力して、地域別、作物別に生産性変

として、かんがい、施肥に対するプロセスを改良するとと

動の将来推計を行った。また、気候変動に伴って発生す

もに高温・乾燥ストレスによる収量低減過程を取り込んで

る３カ国同時不作の可能性についても解析することにより、

いる。モデルに含まれるパラメータは上述の生産性グリッド

対象穀物供給の安定性についての評価を行った。

データを用いて、各グリッドにおいて過去の気象環境と収
量の時系列データに基づいてもっともらしい値を推定した。

自然災害分野の影響評価
図 1. 生産性データベースの例
単位面積当たりの 2009 年の収穫量分布を表す（赤いグリッドほど生産性が高い）
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グリッドごとにパラメータ推定を行ったのは農業生産の地

度の影響と推計された。これは主に気温上昇による生長ス

域的不均一性を反映させるためであり、データなどの不

トレスと大気 CO2 濃度による施肥効果のトレードオフによる

確実性を反映させてパラメータ値は確率分布として与えら

ものである。すなわち大域的には、RCP4.5-6.0 あたりで気

れる。

温上昇による生産性低下と[CO2] 上昇による生産性向上

さらに、将来の大気 CO2 濃度（[CO2]と略する）上昇

が拮抗する。局所的に見ると、これに降水量変化などが

に対する応答を精度良くモデルに組み入れるために、本

重畳される。ただし、この結果は現状の栽培管理、品種

研究では FACE（Free Air [CO2] Enrichment）の実

などを仮定した場合であり、播種日移動などの適応策によっ

験データを利用した。一般に、[CO2] の上昇は光合成速

て推計結果は異なることには注意すべきである。

度の加速（施肥効果）を引き起こすが、ある程度 [CO2]

つぎに生産の安定性を評価するために、主として気象

が高くなると施肥効果が逓減する（ダウンレギュレーション

変動の影響を大きく受ける年々の変動について調べた。こ

効果）ことが知られている。この効果をモデルに取り入れ

こでは、対象とする３カ国の生産性変動の同時性を定量

て [CO2] に対する応答を高度化した。

的に評価する指標として経済学分野などで広く使用され
ているコピュラを利用した。コピュラは多変数の分布関数

将来の気候変化が生産の安定性へ与え
る影響

とその周辺分布関数との関係を示す関数であり、独立

作物生産性環境応答モデルに気候変化シナリオデータ

る。図２（B）は、図２（A）の生産性の経年変化に対

変数間の相関係数より多様な依存関係を表すことができ
して、減収率に応じた出現確率を推計した結果である。

（本プロジェクトの長期気候変動予測による結果）を入力
して気候変化による生産性変動を推計した結果を図２
（A）

たとえば RCP8.5 では、３カ国のトウモロコシ収量が直近

に示した。将来シナリオ（4 ページ、図 2 参照）ごとの生

３年間の平均収量に対して４％以上同時に減収する確率

産性への影響の程度は、RCP8.5 が最も大きく、次いで

は、1981 年～ 2010 年ではおよそ 7％であったが、気候

RCP2.6、RCP4.5とRCP6.0と続く。後者２つはほぼ同程

変化によりその値が 15％に上昇すると推計された。

自然災害分野の影響評価

図 2.（A）3カ国のダイズ収量の経年変化、（B）アメリカ、ブラジル、中国の 3カ国で同時に減収する確率
（黒の実線は 1981 年～ 2010 年の確率、シェードはモデルの不確実性による推計値の分布を表す）
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長期的気候変動を視野に入れた
沿岸域災害リスクの世界評価
研究概要

高潮氾濫リスクの世界評価

本課題では最新の気候シナリオデータをもとにして、全

社会経済活動が活性化するに伴い沿岸域の人口は増

球における海面上昇による潜在的水没域の推定、将来

加していくが、この沿岸域では地球温暖化の進行による

の熱帯低気圧による高潮氾濫リスク、そして、特にアジア・

海面上昇、熱帯低気圧などの気象変化により、高潮氾

メガデルタにおける気候変動に伴う複合的な影響の評価

濫の脅威がさらに増すと懸念されている。そこで気候モ

を行うことを目的とした。

デル出力結果のうちこれらの変化を外力として、全球を対
象に 2300年までの長期間における高潮氾濫リスクの推移
を推定した。
標高と水深は GTOPO30（USGS）と SRTM30 -V2.1

世界水没リスク

（NASA）の組み合わせとGEBCO_08grid で、全海岸

海面上昇に伴う全球水没域推定を行うための全球標

線のさく望平均満潮位は NAOTIDE より求めた。現在の

高データを作成するために、数値表層モデル（DSM）

人口分布、国ごとの将来の人口成長とGDP は CIESIN

を対象として、被覆項目毎の標高補正値の提案と、水

のデータベースを用いた。将来の人口分布といった社会シ

没域探索に十分な低解像度化の検討を行った。標高デー

ナリオがある SRES シナリオ（先の IPCC 第 4 次評価報

タの解像度は、数値表層モデルに含まれる粗さと想定さ

告書（AR4）で採用）と社会シナリオがまだ完成していな

れる海面上昇量を比較しながら検討した。この標高デー

い RCP シナリオ（次の同第 5 次評価報告書（AR5）で採

タを用いた水没域の推定結果の一例を図 1 に示す。ガン

用予定）とで、それぞれ推定対象を設定した。SRES シ

ジスデルタやメコンデルタなど、広大な低地に水没域が

ナリオでは 21世紀を対象に熱帯低気圧の強大化（気象

分布していることが分かる。海面上昇によるリスク算定に

研究所）を取り込み、脆弱性評価には Nichols の手法を

は、まず海面上昇量が考えられるが、それ以外に、現

参考に適応策の効果も取り入れた。現在気候の熱帯低

在の潮位の季節偏差と将来海面上昇量との比較なども

気圧には 1951年～ 2007年までのベストトラックデータを用
い、Myers の式や浅水波方程式による物理過程モデル

検討した。（研究担当者：桑原 祐史、横木 裕宗）

で高潮を推定した。将来気候については、中心気圧の

自然災害分野の影響評価
図 1. 水没域推定計算結果の一例（水色は海域を、赤色は推定水没域を示している）

23

KAKUSHIN

平均的な変化を取り入れたベストトラックデータを用いて推

大がみられた。また、オセアニアで特に顕著な被災人口

定を行った。計算された高潮に朔望平均満潮位と熱膨張

割合の上昇が見られた。これらの結果は、熱帯低気圧

による上昇量から換算した全球平均の総海面上昇量を加

の変化など不確実性が大きい要素を多く含んだものと考

えた高さを元にレベル湛水法で高潮氾濫域面積と氾濫域

えられるので、今後もケースを増やした検討を継続して行

の人口を算出した。RCP シナリオにおいては氾濫域の拡

う必要がある。（研究担当者：信岡 尚道）

大を主対象とし、海面上昇と上記の高潮による氾濫域拡
大と、MIROC-ESM の出力結果のうち RCP4.5 排出シナ

アジア・メガデルタへの影響

リオにおける全球海上風から単純場を仮定して準理論式

東南アジアの中心都市域の 1 つであるチャオプラヤ

により求めた高潮を外力とした氾濫域拡大の 2 つの評価

デルタを対象とし、地下水利用による地盤沈下の現状

を行った。

把握と将来予測、その結果を用いた海面上昇による複

気候モデル出力から算定した熱帯低気圧の強大化によ

合的な要因による浸水域の把握を行なった。また、沿

る 21 世紀末の潜在的な氾濫域や被災人口への寄与は、

岸域地下水の塩水化問題について海面上昇の影響の

海面上昇による寄与と同程度と大きく、潜在的な被災人

評価を行なった。

口の増加では 2500万人を超えるほどの増加となり、無視

過去の地表面変動量の観測値に、観測的地盤沈下

できない重要な要素である。これら氾濫域や被災人口は、
熱帯低気圧の強度が単純に 1 割増した場合と同じでも

予測手法を適用し、将来の地盤沈下の予測マップを作成

あった。ただし A1B シナリオ（SRES シナリオの一つ）で

した。そして、海面上昇量と地盤高の相対的な関係より

は中国をはじめとするアジアで予想される人口減少による

レベル湛水法を用いて浸水域を抽出した。先の IPCC 第

潜在的な被災人口の減少が、海面上昇や熱帯低気圧の

4 次評価報告書（AR4）で示された海面上昇量 59cmと地

強大化による増加よりも大きくなる。GDP と人口に基づく

盤沈下量の予測期待値と標準偏差加算による浸水域の評

国ごとの適応策を導入した評価結果では、早い時期に導

価結果によれば、2100年には Samut Sakhon、Bangkok

入ができれば途上国でも脆弱性を低下させる効果が大きく、

の沿岸域、Bangkok の中部、Samut Prakarnの 7 割以上

国際機関や先進国からの支援が重要になることを示唆す

が水没することが分かった。

る結果となった。

塩水化を推定するための地下水浸透解析に必要な地

図 2 は 2005 年を基準とした潜在的な高潮氾濫域の拡

盤物性値を土質名称から決定する手法を提案し地盤モ

大と被災人口の全人口に占める割合を示している。 温

デルを作成した。さらに帯水層の水頭分布に着目した

室効果ガスの排出シナリオによる影響の違いは 2050 年頃

新しい簡易塩水化評価手法を提案し、観測された水頭

から現われ始める。氾濫域・人口の増加は 2100 年以降

分布から評価した塩水化域と塩分濃度の観測結果との

も 2300 年まで同じスピードで継続することがわかる。地

対比により、手法の有効性が示され、将来の塩水化域

域別の解析では、とくに北米とアジアで顕著な氾濫域拡

の評価が可能となった。
（研究担当者：村上 哲）

自然災害分野の影響評価

図 2. 全球における潜在的な高潮による氾濫面積（左）と被災人口割合（右）の推移
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不確実性を考慮に入れた近未来予測に
基づく水災害リスク変化の推定
研究概要

MIROC5による温暖化時の洪水リスク
変化の確率流量指数に基づいた推計

時間的・空間的に高い解像度を持つ近未来の気候変

温暖化に伴い洪水リスクがどのように変化するのかを、

化予測実験結果から、水循環に関わる極端現象を抽出

RCP シナリオ（4 ページ、図 2 参照）の下、最新の気候

し、その生起確率の変化を算定し、グローバルな大陸ス

モデル（MIROC5）によって得られた算定値を用いて評

ケールでの水災害リスク変化を示した。その際、アンサン

価した。20年に 1 度、100 年に 1 度の規模の洪水頻度

ブル予測結果を利用して不確実性をも定量的に示した。

がどのように変化するのかを大陸ごとに求めたところ、図 1

また、極端現象のシミュレーションの再現精度向上に重点

（各グラフ内で左から 20世紀、RCP4.5 で 21世紀半ばと

をおいた水循環モデルの改良を行い、過去の海水面変

21世紀末、RCP8.5 で 21世紀半ばと21世紀末）のように

動に及ぼした人間活動の影響を不確実性も含めて定量

アジア・アフリカ・オセアニア・南米においては甚大な洪水

的に算定した。さらに、過去の水災害に関するデータベー

が統計的に有意に増加し、一方、北米では少ししか増

スを整備し、長期水循環シミュレーションと対応させること

加せず、ヨーロッパではほとんど変わらないという算定結

によって日本域での極端現象による水害被害額関数を求

果が得られた。特に RCP8.5 シナリオでは、甚大な洪水
の頻度が、20世紀と比較してアフリカでは 10倍に、アジア

めた。これらに基づき、気候変化によって日本における水

や南米ではそれぞれ 7 倍と 5 倍に 21世紀末には増大す

害被害額がどの程度変化するかをより現実的に推計する

ると算定された。

ことができた。

自然災害分野の影響評価
図 1. 大陸ごとの洪水頻度（回数）。左から20 年に 1 度以上、20 年から100 年に 1 度、100 年に 1 度以下の頻度の洪水を表し、
20 世紀と比較して統計的に有意な差には *が振られている。
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20 世紀後半からの海面上昇に対する
人間活動に伴う陸上貯水量変化の寄与

日降水量に基づく日本全体の内水被害
リスク推定

海面水準の観測により、過去半世紀にわたる海面の上

洪水リスクは、
めったに起きない
（例えば 100 年に1 度の）

昇が確認されている。海洋上層部の熱膨張、氷河の融

豪雨の推定値のみを用いて算定されることが多いが、実

解、及びグリーンランドと南極の氷床の消失が一部寄与し

際にはもっと頻繁に起こる弱い豪雨でも洪水被害が発生

ていることがわかっているが、IPCC 第 4 次報告書（AR4、

することがある。本研究では、日本全域における日降水量

2007）によると、それらを全て足しあわせても実際の海面

データと内水被害データとから、比較的頻繁に生じる強め

上昇量に達せず、それは人間活動による陸上貯水量に

の雨やほとんど生じない豪雨によって引き起こされる洪水

関して未知であるためと指摘されている。本研究では、グ

のリスクを被害額ベースで推定した。その結果、全体の

リーンランドと南極を除く全球陸域について、貯水池操作

洪水リスク（被害額）の 78% は 30 年に一度以下程度の

や灌漑といった人間活動を加味した上で貯水量とその流

大雨によって引き起こされていることがわかった。また、気

れを統合的にシミュレートするモデルを用い、人間活動に

候モデルの温暖化実験によって算定された 21世紀末の

よる陸域貯水量変動による海面上昇量への寄与を図 2 の

降水量情報を用いて日降水量の頻度の変化を推計し、日

ように新たに算定した。それによると、人工貯水池の建造

本全国の内水氾濫による洪水リスクの現在からの変化を

による海面上昇量への寄与は− 0.40mm/yr であり、持

推定したところ、年間平均被害額で現在の約 1200 億円

続的でない地下水利用による寄与、気候変化による陸域
貯水量の変化の寄与、内陸湖の消失による寄与は、そ

から約 3000 億円に上昇するという結果が得られた。この

れぞれ +0.98、− 0.10、+0.03mm/yr であった。従って、

被害額の大きな差は、100 年に 1 度といった稀な豪雨（図

1951 年から 2007 年についての正味の陸域貯水量変化に

3 の PEP が小さい日降水量）の頻度の上昇に主に起因

よる海面上昇量は +0.51mm/yr であり、IPCC 第 4 次

した結果となっている。

報告書（AR4）で指摘されていたギャップをちょうど埋める
可能性があることが示された。

水池の最大可能な寄与を示す。入れ子の図は 1981 年以降について降水量の不確実性に起因する推計結果の不確実性の幅を示している。

図 3. 現在（1979〜1998）と将来（2080〜2099）について、緯度経度 0.1 度の格子の 1日あたりリスク（統計的期待値としての被害額）を日降水量の頻度に
応じてプロットしたもの。日本全国 1 年間のリスクに換算した値。将来に関しては、非常にまれな降水（年超過確率 1％以下）によって起こる水害のリスクが、
非常に大きな割合を占めている。
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図 2. 海面上昇（黒線）に対する人工貯水池への貯水（赤線）、地下水利用（緑線）、自然起因の陸域貯水量変化（水色線）による寄与。青線は人工貯
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流域圏を総合した災害環境変動評価

研究概要

日本における洪水リスクの変化の可能性

京都大学防災研究所がこれまで研究開発してきた災害

20km 格子全球大気モデル（MRI-GCM3.1S）による将

評価手法群を発展・連携させ、我が国の流域圏すなわ

来気候推計情報を用いて、現在気候実験・近未来気候

ち山地斜面～沿岸域の災害環境の変化をその不確実性

実験・21世紀末気候実験の合計 75 年間の日本列島の

とともに予測・推測すること、ならびにこれらをベースに適

河川流量を 1km の空間分解能で計算した。次に各実験

応策策定に向けた基本的な考え方を提示することを目的と

期間の河川流量データをもとに、再現期間 100 年の年最

してきた。

大流量（「平均的に100 年に一度」の規模の流量の目安）

災害環境の影響評価では、土砂災害、洪水・氾濫災害、
渇水、高潮・高波災害、強風災害をもたらす極端なハザー

を算定した。図 1 は、現在気候実験に対する 21世紀末

ドへの影響評価を実施した。以下には、これらの代表的

気候実験の100 年確率年最大流量の変化比率を空間的

な成果として、河川洪水リスクの将来変化、深層崩壊タイ

に示したものである。分析した結果を見ると、21世紀末

プの土砂崩壊リスクの将来変化、高潮の将来変化につい

気候実験において、北海道・東北地方北部・中国四国

ての結果を示している。地域依存があるものの、総じてリ

地方・九州地方北部で100 年確率年最大流量の増加傾

スクの増大することをこれらの結果は示している。これらの

向をみることができる。ただし、東北地方南部や北信越

将来推測の成果は、ダムなど現行の治水・利水施設や

地方など、出水が積雪・融雪に起因する地域では、積雪・

防潮堤などが将来の災害環境でも有効かどうかといった

融雪量の減少によって年最大流量が減少する傾向にある。

評価研究にも利用してきた。ただ、もちろんこれら将来変
化の推測値には不確定性がある。そのため、推測精度

この傾向は近未来気候実験で現れ、21世紀末気候実験

評価も実施したり、最悪の台風コースを想定した影響評価

でより明瞭になる。

も実施して、最悪シナリオをも想定した適応策の重要性を
認識するに至っている。

自然災害分野の影響評価
図 1. 100 年確率年最大流量の現在気候から世紀末への変化比率
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深層崩壊リスクの将来変化

高潮将来変化の直接予測

近年、国内外を問わず深層崩壊と呼ばれる大規模な

GCM データの気象場（海面更正気圧および海上風

土砂災害の発生が目立つようになった。気候変動により極

速）を直接読込み、それらを駆動力として与えて、日本沿

端降雨が増加傾向にある中、将来の深層崩壊リスクはど

岸における高潮シミュレーションを行った。高潮計算に用い

うなるのか。深層崩壊の発生は、現在降っている雨だけ

た台風は（25°
～ 43°N; 127°
～ 147°E）を通過したものと

ではなくそれまでに降った雨の影響も受ける。この特徴を

し、それらの個数は、現在気候で 190、将来気候で 127

反映した指標として半減期を定めて重み付けをした積算

であった。台風ごとの最大高潮の計算結果を極大値資料

雨量、すなわち実効雨量がある。先行研究によると、半

とし、それらがグンベル分布に従うと仮定した際の100 年

減期 72 時間の実効雨量 R72 の変動は地下水の変動とよ

に 1 度の高潮の算定を行った。図 3 は、瀬戸内海領域

く対応しており、R72 が大きいほど深層崩壊リスクが高い

および関東・東海領域について、将来の高潮の再現確

と考えることができる。R72 の上位 99.5% に相当する閾値

率値（「平均的に100 年に一度」の高潮の目安）を示し

を深層崩壊リスクの大きさとし、全球モデルで予測された

たものである。将来気候では、周防灘での再現確率値が、

雨量データを解析した。その結果、将来、深層崩壊リス

現在気候に比べて大きく増大しており、西部沿岸で 0.6 ～

クは全国的に 10 〜 30% 増加するが、実験例数を増やし

1.0m 増大する。また、燧灘や播磨灘では現在気候よりも

た計算結果からその変化が有意であるのは東北地方の

小さくなるが、逆に安芸灘および斎灘では大きくなる。一方、

一部と西日本であることがわかった。実際に深層崩壊が

東京湾における将来変化よりも、伊勢湾、三河湾での増

発生するかどうかは雨量だけでなくその場所の地盤や土

大傾向が顕著であり、東京湾では 0.1 ～ 0.4m 増大する

壌の特性に依存する。今回の結果を土砂災害ハザード

のに対し、
伊勢湾では 0.4 ～ 0.5m、
三河湾では 1.0 ～ 1.1m

マップと照らし合わせることで、将来の深層崩壊リスクへ

と際だって増大する。将来気候における高潮は、台風強

の対策に関するより確度の高い議論が可能になると期待

度変化によって一様に増大するのではなく、エリア依存性

される。

があることを明らかにした。

（a）瀬戸内海

（b）東京湾～伊勢湾
図 3. 将来気候実験による高潮の再現確率値（再現期間 100 年）
（unit: m）
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図2. 深層崩壊リスクの増加割合（%）。大きなシンボルは95%の信頼度で有意な変化があることを示す。
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気候変動に伴う全球および特定脆弱地域
への洪水リスク影響と減災対策の評価
研究概要

バイアス補正の効果

本研究は気候変動影響のうち、洪水リスクへの影響に

気候変化予測における降雨量予測値には観測値と比

焦点を当て、全球並びに特定脆弱地域におけるリスクの

べバイアス（現実の値とのずれ）が含まれる。季節パ

変化を検討したものである。本研究のねらいは、気象研

ターンと極値双方のバイアスを補正するため、極値につ

究所の超高解像度気候変動予測モデルの 20km という

いては通年、その他は月別に、現況が観測値の分布

解像度を最大限生かして、全球で高解像度の洪水解析

に合致するよう、順位統計量ごとに係数をかけるハイ

を行えるシステムを開発し、洪水リスクの変化を全球で評

ブリッド・クォンタイル法を開発した。係数は将来とも

価するとともに、洪水災害が相次ぐ具体的な特定地域に

変化がないと仮定した。このバイアス補正により、年

ついても、対策検討に役立つ詳細な影響評価を行うこと

最大規模の日降水量については現在気候実験結果の

である。これを実現するため以下の三段階で研究を行っ

観測値との整合性に特に大きな改善がみられた。21世

た。第一段階では、ローカルな洪水評価に耐えるよう気

紀末の年最大規模の日降水量のバイアス補正を考慮し

候予測値のバイアス補正を行うとともに、全球規模での洪

た変化量予測（図１）では、全体的な増加傾向とともに、

水流出解析モデルを整備した。第二段階では、降雨情

中国南部～東南～南アジア域、アフリカ中部など特に

報を流出情報に変換し、洪水流量と氾濫域の変化を評価

増加量が大きい地域が特定された。

した。第三段階では、全球並びに特定脆弱地域でのリス
ク変化の特定例を示し、減災シナリオ検討のために有用
な情報を整理した。

自然災害分野の影響評価
図 1. バイアス補正後の上位 0.5% 平均日降水量の MRI-AGCM3.1S（上段）

図 2. 極端洪水流量（50 年確率年最大日流量）の現在気候から21 世紀

および 3.2S（下段）における将来気候 -現在気候実験の差（mm/day）

末気候への変化率（%）

29

KAKUSHIN

洪水流出・氾濫域の変化

水面から測った標高を示す比高モデルを組み合わせる
ことにより、50 年確率洪水流量に対応する洪水氾濫域

MRI-AGCM3.2S の気候実験結果のバイアス補正降水

（ポテンシャル浸水域）および浸水深の変化を評価した。

量を用い、20キロメッシュでの全球河道網上で分布型水

アジア域でのポテンシャル浸水域と被害人口の変化を

文モデル BTOP を稼働させて、全球での日流出量解析を

表 2 に示す。

行った。この結果を解析し、将来の極端洪水流量（50 年
確率の年最大日洪水流量、すなわち「平均 50 年に一度」

特定脆弱地域（メコン下流、ネパール、タイ）
：天水田

の洪水流量の目安）を算定した結果（試算）
、一部地域

の多いカンボジア国コンポンチャム県における稲作への

を除き全体的に増加する傾向が見られた。増加率は乾

洪水被害を、雨季開始後の累積降水量が 500 mmに達

燥帯で大きいが、東アジア・南アジア・北アメリカにも大き

して作付が可能となる時点から、90日後の収穫時期ま
での間の、洪水による冠水深とその日数を基礎に評価

い地域が見られる。一方、近未来では中緯度帯半乾燥

した（図 3）。この洪水被害を回避するためには、畔や

域を中心に極端洪水流量が減少するところがみられるが、

道路を高くする、灌漑を導入して乾季作を行うこと等が

世紀末では地中海周辺を除き、その減少域が縮小する

考えられる。ネパール国西ラプティ川では、50 年確率

結果となっている（図 2、表 1）。

洪水流量の変化を基礎として、洪水氾濫域とそれによ
る被害の変化を評価した。タイ国チャオプラヤ川では、

洪水リスク変化と対策シナリオ
全

雨季の流量増からダム貯水容量が不足し、雨季後期の
洪水流量の増加が予測された。

球：全球洪水流出解析モデルに、流入先の河川

表 1. 現在気候から近未来及び 21 世紀末気候への 50 年確率洪水の増加割合と標準偏差 (%) 。15 万 km2 以上
の流域に属する50 年確率年最大日流量 100 m3/s以上の河道ピクセルについて集計

表 2. 現在・近未来・21 世紀末気候実験のバイアス補正予測雨量とBTOP モデル、ならびに、洪水リスク評価
相対比高モデルによるポテンシャル浸水域の面積及び被害者数の変化

自然災害分野の影響評価

図 3. カンボジア国コンポンチャム県におけるメコン川の季節的洪水による稲作への平均想定被害額、及び、
各年想定被害額標準偏差の変化（現在、近未来、21 世紀末）
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雲解像モデルの高度化とその
全球モデル高精度化への利用
研究概要

雲解像モデルの改良と台風のシミュレー
ション

地球温暖化を含む気候変化に対して、大きな影響を及
ぼすプロセスの一つに雲のプロセスがある。全球モデル・

台風は大規模災害をもたらすとともに水資源としても重

気候モデルでは、雲に関する不確定性の低減が気候予

要で、その温暖化に伴う変化は社会的インパクトの大きな

測の高精度化に不可欠である。また、雲の物理プロセス

問題である。激しい対流で構成される台風について、そ

は台風や集中豪雨などの極端現象において中心的役割

の強度を量的に予測するためには、雲を解像するモデル

を担うもので、自然災害の高精度量的予測に重要である。

を用いた計算が必要である。本研究で改良した雲解像

そこでこの研究計画では先端要素モデル開発の一つとし

モデルを用いて、実際に観測された台風のシミュレーション

て、雲の物理プロセスや計算法の改良により、雲の形成

を行った。このモデルは台風の経路にそって計算領域を

過程を解像できる「雲解像モデル」Cloud Resolving

設定することができる。図 1 は台風 18 号（2004 年）のシ

Storm Simulator（CReSS）の高度化を行った。さらに

ミュレーションの結果を、計算開始から 312 時間目につい

雲解像モデルを用いて全球モデルの高精度化に貢献する

て気象庁レーダーと比較したものである。計算開始から

ことを目的として研究を進めている。また、もう一つの重要

13 日目でも長崎県西方海上の台風の中心位置や、眼お

な課題として、社会に大きなインパクトを与える台風につい

よびスパイラルバンドの分布、さらに九州の地形による降

て、雲解像モデルを用いた高解像度シミュレーションによ

水の強化が観測とよく対応している。9月 5日に中心が通

る研究を行っている。さらに現在気候と温暖化気候にお

過した名護では、924hPa が観測されたが、そのときの計

いて全球モデルが予測する台風について、雲解像モデル

算結果は中心気圧 922hPaであった。このように雲を解像

を用いたシミュレーションを行い、全球モデルの検証を行う

することで、台風の強度を量的に精度よく予測できる。

とともに、温暖化気候において極端に発達する台風の強
度を量的に予測する研究を行っている。

先 端 要 素 モ デ ルの 開 発
図 1. 雲解像モデル CReSS Ver.3を用いた 2004 年の台風 18 号の 14日間シミュレーション。初期値から312 時間（13日）
目の結果で、
左図は CReSS の結果の地上における降水強度（カラーレベル：mm/hr）
、地上気圧（等値線）
、水平速度ベクトル（矢印：m/s）
、
右図は気象庁レーダー AMeDASによる降水強度（mm/hr）である。
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雲解像モデルを用いた温暖化気候におけ
るスーパー台風の予測

太平洋に発生する台風のうち、最大地上風速が 67ms -1
を超える台風を“スーパー台風”と呼ぶが、温暖化気候
ではスーパー台風の数とその最大強度が顕著に増大する。

データ解析や理論的研究さらにシミュレーション実験か

さらに日本などの比較的緯度の高い地域にまでもその強

ら、地球温暖化に伴い台風やハリケーンの強度が増大す

度を維持したまま到達することが示された。図 2 は解像

ることが示されている。台風などの熱帯低気圧は、日本

度 2km の雲解像モデルで予測された、温暖化した気候

など東アジア諸国に大きな災害と水資源の両方をもたらす

におけるスーパー台風の例である。この台風は太平洋上

ので、温暖化に伴う台風の将来変化は人間社会に大きな
インパクトを与える。特に最も大きな強度のクラスの台風が

を北上し、日本に上陸する直前でも中心気圧 880hPa以

どのくらい強いものになるのかは、防災計画やリスクマネー

下を維持している。この台風の強度の時間変化（図 3）は、

ジメントにおいて大きな問題である。これまで私たちのチー

台風が太平洋上にあるとき、中心気圧 870 ～ 860hPa、

ムでは、極端現象予測のチームと協力し、雲解像モデル

最大地上風速 70 ～ 80ms -1 を 4 日間維持し、ほぼその

を用いて温暖化気候（21世紀末ごろ）や近未来気候（約

強度のまま上陸することを示している。この例のように高

30年後ごろ）における台風の最大強度について研究を

解像度の雲解像モデルにより、個々の雲までリアルに計算

行ってきた。その結果、温暖化気候では現在気候ではみ

し、量的に精度よい予測が可能となった。またこれを温

られない強度にまで発達する台風が予測された。西部北

暖化気候における台風の研究に利用できるようになった。

図 2. 温暖化気候において2076 年 09月に発生したスーパー台風の雲解像モデルを用いたシミュレーション。
等値線は海面気圧（hPa）、カラーレベルは降水強度（mm/hr）。

先 端 要 素 モ デ ルの 開 発

図 3. 図 2 に示した温暖化気候で発生した台風の中心気圧（黒実線・スケールは左軸：hPa）と最大地上風速
（青実線・スケールは右軸：ms-1）の時間変化。
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LESによる海洋微物理過程の
高精度パラメタリゼーション
研究概要
海洋表層における諸物理過程（図 1）は、高々数 m

LESにより再現された海洋表層の乱流
混合過程

のスケールの現象であるものの、海面温度の制御を通じ

本課題が実施した LES 実験の一例として、台風や

て気候変動のメカニズムに大きく影響する。海洋大循環

ハリケーンの通過時を想定した非常に強い風に対する海

モデルや大気海洋結合モデルではその効果を乱流パラメ

洋表層混合層の応答の様子を示す（図 2a）。上方の暖

タリゼーションによって適切に評価する必要があるが、この

かい水と下方の冷たい水が混ざって混合層が次第に厚く

問題は海洋物理学において未だ発展途上の段階であり、

なるとともに、表層付近の水温が低下していく過程が詳細

気候変動を理解する上で大きな不確定性をもたらしている。

に再現されている。

本課題では、まず、Large Eddy Simulation（LES）
と呼ばれる乱流数値シミュレーションの手法を用いて、様々

次に、従来型の乱流パラメタリゼーションを組み込んだ

な外力に対する海洋表層の応答過程を直接的に再現する

表層混合層モデルによる計算結果とこの LES による計算

とともに、その結果に基づき、従来よりも高精度な乱流パラ

結果とを比較してみる（図 2b、c）。従来型の乱流パラメ

メタリゼーションを開発する。次に、このバージョンアップし

タリゼーションでは、混合層の深まりや海面水温の低下が

た乱流パラメタリゼーションを海洋大循環モデルや大気海

LES の実験結果に比べ制限されてしまっている。そこで、

洋結合モデルに組み込み、水温・塩分の一様な鉛直分

LE S の計算結果に基づいて乱流パラメタリゼーション

布で特徴づけられる海洋表層混合層の現実的な発達過

を修正し、同様の計算を実施したところ、混合層の発達

程のシミュレーションを行う。さらに、
この数値シミュレーション

過程の再現性が著しく向上することがわかった（図 2d）。

の結果を観測データと比較することで検証し、海洋物理学
において長年、未解決のまま残されてきた表層混合層の
不確定性を解消することで、地球温暖化をはじめとする長
期気候変動予測の格段の高精度化を実現させる。

先 端 要 素 モ デ ルの 開 発
図 1. 大気・海洋の境界近くで発生する様々な物理過程の概念図
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図 2.（a）LES による計算結果（水温場の瞬間断面図、等値線は 0.3℃間隔）、（b）（
- d）LESによる計算結果と各種の乱流パラメタリゼーションを組み込ん
だ表層混合層モデルによる計算結果との比較。陰影は東西流速（0.2 m/s間隔）、青緑線は水温（0.4℃間隔）を示す。

海洋大循環モデルに組み込んだ海洋混

乱流パラメタリゼーションを用いた場合には（図 3b）
、混
合層の発達はさらに顕著となり、その深さは 300m にまで

合層モデルのパフォーマンスチェック

達した。試みに、図 3a、b の黒枠内で空間平均した水

続いて、従来型および修正型の両混合層モデルを海

温の鉛直プロファイルを同時期・海域の Argo データ（自

洋大循環モデルに組み込み、パフォーマンスのチェックを

動漂流ブイによる観測データ）による実際の水温分布と比

行った。ここではその一例として、北太平洋を対象とし

較すると（図 3c）
、従来型（赤線）よりも修正型の乱流

て 2002 年 8月から 1 年間計算を行った結果を示す。図

パラメタリゼーション（青線）を用いた方が実際の海洋の

3a に従来型の乱流パラメタリゼーションを用いて得られ

様子（十字）をよく再現していることがわかった。

た 2003 年 2月の混合層深さの月平均値を示す。ただし、

以上の結果、海洋大循環モデルを用いたシミュレー

混合層深さは、海面から水温が 0.5℃下がる深さで定

ションにおいても、従来型よりも修正型の乱流パラメタリゼー

義した。冬季の冷却や大気擾乱により、30°N 以北で

ションの方が優れたパフォーマンスを発揮することが確認で

200m に及ぶ混合層の発達がみられる。一方、修正型の

きた。

0.5˚C下がる深さとした。
（c）
（a）
と
（b）の黒枠内（30˚N-35˚N、140˚E-155˚E）
で空間平均した2003年2月の水温の鉛直プロファイル。赤線（青線）が従来型
（修正型）の乱流パラメタリゼーションを用いた結果（深さ座標、左軸）、十字がArgoフロートによる観測値（Hosoda et al., 2008）
（圧力座標、右軸）。
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図3.（a）従来型および（b）修正型の乱流パラメタリゼーションを用いて得られた2003年2月の混合層深さの月平均値。混合層深さは、海面から水温が
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全球雲解像モデルによる
雲降水システムの気候予測精度向上
研究概要
本研究では、
「全球雲解像モデル」N ICA M を用い

NICAM で計算された将来の熱帯低気圧
の変化

て、気候予測の大きな不確実性の要因である雲降水シ

NICAM により現在気候と100 年後の将来気候条件に

ステムの予測精度の向上を図る。NICAM により、全地

ついて計算された熱帯低気圧の変化の結果を示す（図

球を数 km の水平メッシュで解像し、大気の熱的駆動

1; Yamada et al., 2010）。1 年分の夏季のシミュレーション
例であるが、将来の熱帯低気圧の数が減少していること

源である熱帯の積雲対流をあらわに表現することが可

がわかる。特に大西洋における現象が顕著であり、従

能になる。これにより、従来の気候モデルで不確実性

来の研究結果と一致している。着目すべき点は、日本に

をもたらす要因であった「積雲パラメタリゼーション」
（モ

近い北西太平洋の台風の再現性であり、観測結果とよ

デルに「積雲対流」の効果を導入するための手法）を

く似た経路が再現されていることがわかる。この実験で

使うことが回避できる。

は、温暖化した際の北西太平洋についての台風の発生

N ICA M を用いて気候状態を得るための数か月の数

数の減少は顕著でない。解析によると、将来予想される

値実験を行い、大気の雲降水システムの気候予測精度

海面水温分布の変化に対応して、発生位置が東にシフト

の不確実性低減を図る。雲・降水の時空間的分布を衛

するが、さほど発生数の減少は起こらない結果になった。
NICAM により、熱帯低気圧の強度や構造が現実的に

星データ等の高分解能データにより検証し、雲物理や

再現できるようになった。NICAM の結果では、将来気候

境界層過程などの物理スキームの改良・高度化を行い、

において海面水温の温度が高くなるとともに、台風付近の

モデルのさらなる改良を図る。特に、熱帯の重要な気

雲頂高度がより高くなっていた。地球温暖化による台風の

象現象であるモンスーン、季節内変動、台風の発生過

強大化のメカニズムの一つに台風の背がより高くなる効果

程の再現の向上を通じて、気候予測モデルとしての信頼

がある。台風は、下面の暖かい海と雲頂付近の低温の

性の向上を図る。

温度差を原動力とした熱機関と考えることができる。熱機
関がより活発化することで台風の強大化がもたらされてい
ると考えられる。

先 端 要 素 モ デ ルの 開 発
図 1. NICAMによる熱帯低気圧の経路の変化
(a) 現在気候シミュレーション、(b) 観測データ、(c) 将来気候シミュレーション。色は海面水温。(d) 海面水温の変化量（単位 K）。
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海洋モデルの高精度化による
気候変動予測の向上に関する研究
研究概要
IPCC 第 4 次評価報告書（AR4）の段階で、気候変

気 候 変 動 予 測にお ける海 洋 モ デ ル の
高度化

動予測モデルの海洋部分の最高解像度は水平 20km 格

3 種類の水平解像度（約 20、6、2km）で北太平洋シ

子程度であった。これはメソスケール渦（数 10km 程度

ミュレーションを実施し、日本近傍の海洋構造とその変動

の大きさの渦）を解像するという意味において、従来の

性について、高解像度化による再現性向上を検証すると

低解像度の海洋モデルとは質的に区別される。解像度

ともに、サブメソスケール現象の役割の解明を行った。日

の面からさらなる質的向上を実現するためには、黒潮な

付変更線より西側の亜熱帯・亜寒帯循環領域で水平格

どの西岸境界流や大規模循環を駆動する水塊（大気の

子を 6 kmとすることで効率的に顕著な再現性向上が得ら

「気団」に相当する）形成の変動に関わる空間スケール

れ、気候シミュレーションの向上につながる可能性が示さ

の小さな現象を解像することが求められる。その表現には

れた。また、活発な渦活動が存在する高緯度海洋につ

2 ～ 3km の水平格子が要求されるが、それを全球に適

いて水平数 km 格子のシミュレーションを実施して渦輸送

用して数十年以上の気候シミュレーションを行うことは、当

の実態を把握し、その効果を低解像度で表現するための

面期待される計算機の進歩に鑑みて現実的でない。本

手段として、モデルで解像できない小さな渦のエネルギー

研究では日本近傍を重点的に高解像度化した全球海洋

を予報しながら，渦の役割を表現するような経験則を導入

モデルを構築し、特に日本付近の現象の表現精度向上を

した。これらの成果に基づく全球海洋モデルを大気モデ

図る。他の領域については高解像度領域モデリングを遂

ルと結合し、気候シミュレーションを実施したところ、黒潮・

行してパラメタリゼーション（モデルに含まれる経験則）等

親潮等の海流やそれらに伴う前線等の海洋構造とその変

の改善を行い、サブメソスケール現象を解像しないままで

動の再現性が高まり、この海域での海から大気への熱の

の表現精度向上を図る。構築された海洋モデルを従来の

受け渡しがより良く表現されるようになったことに加え、対

気候変動予測モデルの海洋部分と差し替えて実験を行い、

流圏全層にわたる大気の応答を通して大規模な風系や

海洋モデルの高精度化による気候シミュレーションの向上

降水量に顕著な影響が及ぶことが示された。

を実証する。

先 端 要 素 モ デ ルの 開 発

図 1. 左 : 海洋モデルの水平格子系（20 格子ごと）、右上 : 海面水温（℃ ; 色）と海面高度（cm; 等値線）の瞬間値、右下 : 同じ瞬間の海面潜熱
フラックス（W/m2）
。高解像度領域で表現された暖水渦に伴い、海洋から大気へ局所的に大きな水蒸気（潜熱）
が渡されることが表現されている。
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プログラム統括からのメッセージ

プログラム 統 括 からのメッセ ージ
2007 年 4月から 5 年間にわたって行われて来た

災害、水資源、食糧への影響研究のグループは、

「21 世紀気候変動予測革新プログラム」は本年 3月

気候研究グループと一体となって気候変化影響の予

末をもって終了します。2007 年には IPCC 第 4 次評

測を行い、目下 IPCC に向け研究をまとめています。

価報告書（AR4）が発表され、「気候システムの温

世界規模での利用可能な水資源や河川氾濫がどう

暖化に疑問の余地はない」、「20世紀後半の温度上

変わるか、食糧供給へのインパクトはどうかといった

昇の大部分は観測された人為起源温室効果ガスの

研究が進んでいます。日本全体の気象災害変化予

増加によるものである可能性が非常に高い」
というメッ

測研究の成果は、地域防災計画にデータを提供し

セージが社会に向けて発せられました。これに応じ、

ます。さらに、予測研究の結果はデータベース化さ

世界は気候変動への対応に大きく動き始めました。

れ、多くの影響評価・適応策研究に広く使われ始め

この状況において、気候変動予測の科学の役割

ています。

はそれまでとは違ったものとなります。それまでは人

もう一つの温暖化抑制策については、気候「安

間活動によって全地球の気候が変わりマイナスの影

定化」の選択に資するため、長期気候変化に伴う

響を与えるおそれがある事を「警告する」事が最も

植生帯の変化や自然界の CO2 循環などを含め、地

重要でした。しかし社会が対応のため行動を起こす

球環境を一つのシステムとして扱う「地球システム」

状況になると、対応策を立てる基礎として具体的予

モデルの開発を行い、幾つかのシナリオに沿った予

測情報が科学に求められます。対応策は大別する

測実験も行いました。2100 年までに温度上昇を 2℃

と、現実に起こる気候変化への対策と、危険な気

以内にとどめて安定化しようとするとCO2 の排出をゼ

候変化を予め避けるための温室効果ガス排出削減

ロ以下にする必要があるという困難が確認できまし

策です。革新プログラムはこの状況を念頭に置いて

た。できる限りの低炭素化を進めて温暖化を抑えつ

モデル開発と予測の研究テーマを設定し、また将来

つ、同時に実行可能性のある削減戦略を気候科学

必要となる先端的モデル開発も行いました。同時に、

に立って探索するのが、これからの重要な課題です。

予測データを用いて自然災害はじめ気候変動の影

どれをとっても具体的で信頼のおける予測情報が

響を評価する研究を含めたことも大きな特色です。

求められ、「科学」としてさらに深め間違いないもの

5 年間を振り返ってみると、現実に起こる気候変

にせねばならないことを改めて感じます。同時に、
「リ

化への対策に役立てる予測情報という観点では、か

スク管理」の観点から世界の気候安定化システムを

なり満足のいく成果が出たと思います。進行する不

考え、そのための科学的基盤を強めていかねばなり

可避の変化を 10 ～ 30 年先までエルニーニョなど自

ません。

然変動を含めて「予報する」 試みはゼロから出発
して手法を開発し、予報実験をする所まで来ました。
温暖化世界での台風、豪雨、ブロッキングなどイン
パクトの大きい現象を予測するプロジェクトでは、得

文部科学省技術参与

られたデータを災害研究グループにつなげ、洪水、
高潮などの将来の変化を定量的に明らかにする事
が出来ました。
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松野 太郎
西岡 秀三

KAKUSHIN

気候変動予測研究への展望
文部科学省は、「人・自然・地球共生プロジェクト」

気候変動によって社会が背負うリスクに関する研究

及び「21世紀気候変動予測革新プログラム」を

の重要性が高まっています。

実施し、気候変動予測モデルの高度化・予測、自

2011 年 8月に開催された革新プログラムの公開

然災害に関する影響評価研究等を推進してまいり

シンポジウムでは、気候変動研究はその成果により

ました。その結果、我が国の気候変動予測研究

リスク科学に進化しつつあるとして、多様な気候変

を世界に比肩する水準まで押し上げることに繋がり、

動リスクへの対応や低炭素社会に向けたリスク管理

2013 年～ 2014 年に公表予定の IPCC 第 5 次評価

の基盤構築に寄与するための更なる研究開発等が

報告書（AR5）への貢献をはじめ、気候変動に対

必要であるなど、今後の取り組むべき研究課題が

する適応策や緩和策等の政策検討、技術的対策

提起されました。

の立案に寄与することが期待されます。

文部科学省では、これらを踏まえ、2012 年度

一方で、2011年は未曽有の被害をもたらした東

以降は革新プログラムの成果を有効に活用しつつ、

日本大震災、台風 12 号・15 号、タイの洪水等の

気候変動による多様なリスクの管理に必要となる基

大規模な自然災害が発生し、科学技術が如何に自

盤的情報の創出に向けた事業を新たに実施する予

然災害のリスクと向き合い、社会へ情報を発信する

定です。今後も、我が国の気候変動問題への対応

かが問われました。また、IPCCにおいても「気候

のみならず、世界の気候変動問題の解決に向けた

変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリ

取り組みに貢献し、引き続き世界の気候変動研究を

スク管理に関する特別報告書」が発表されるなど、

我が国が牽引していくことを目指します。

21 世紀気候変動予測革新プログラム 出版物編集委員会メンバー
（敬称略、所属は2012 年 3月末現在）

■代

表

河宮 未知生

海洋研究開発機構 地球環境変動領域地球システム統合モデリング研究チーム チームリーダー

■ メンバー
坂本

天

海洋研究開発機構 IPCC貢献地球環境予測プロジェクト近未来気候変動予測研究グループ 特任研究員

坂井 大作

海洋研究開発機構 IPCC貢献地球環境予測プロジェクト極端現象予測研究グループ ポスドク研究員

坪木 和久

名古屋大学地球水循環研究センター 准教授

古市 尚基

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻

21 世紀気候変動予測革新プログラム 広報委員会
文部科学省研究開発局環境エネルギー課
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特任研究員

21 世紀気候変動予測革新プログラム
文部科学省
http://www.mext.go.jp/

長期地球環境予測
海洋研究開発機構
http://www.jamstec.go.jp/j/index.html

近未来気候予測
東京大学大気海洋研究所
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/index.html

極端現象予測
気象庁気象研究所
http://www.mri-jma.go.jp/Welcome-sjis.html

自然災害分野の影響評価
農業環境技術研究所
http://www.niaes.affrc.go.jp/index.html
茨城大学工学部都市システム工学科
http://www.civil.ibaraki.ac.jp/index.html
東京大学生産技術研究所
http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/index.html
京都大学防災研究所
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/index_topics.html
土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター
http://www.icharm.pwri.go.jp/index_j.html

先端要素モデルの開発
名古屋大学地球水循環研究センター
http://www.hyarc.nagoya-u.ac.jp/japanese/
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/
海洋研究開発機構
http://www.jamstec.go.jp/j/index.html
東京大学大気海洋研究所
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/index.html

問い合わせ先：

文部科学省研究開発局環境エネルギー課
Email: kankyou@mext.go.jp
Tel: 03-5253-4111（内線 4143）

