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　2020年も、7月の球磨川の洪水に見られるように集中豪雨が発生しました。また、気温で見てみると、7月は涼し
かったものの8月に入ると暑くなるなど、メリハリの効いた天候になっています。「気候が変わってきている」という実
感は、多くの国民に共有されていると思います。
　2020年で特筆すべきことは、「新型コロナ」の登場です。新型ウイルスの登場や、人獣共通感染症の危険性は言わ
れていたものの、いざ目の前にすると困惑が広がります。「ウイルスがどんなものか、どう対応するのがよいか、感染
がどの程度拡がっているか」など、科学的にわからないことが多くあり、行政の対応にも混乱が認められました。ここ
で明らかになったことは、「やはり、確たる事実と知見がないとどう行動してよいかわからない」ということだと思い
ます。この新型コロナをめぐる社会の混乱は、地球温暖化をめぐる社会の対応にもつながる特徴を持っています。一
言でいえば、特効薬がなく、自らの生活を律しながら生活を続けなければならないこと。さらに、どこまでやれば効果
的なのかが分からず（やりすぎて無駄なことはしたくない）、しかも、いつまで続くか分からないまま毎日の生活を続
けなければならず不安がつのる、というような点です。しかし、地球温暖化については、いろいろな科学的な知見が得
られています。原理的には明らかですし、最近の地球全体の気温が上昇していることも確かです。また、その影響の
進み具合についても多くの知見が集められています。ただ、自分の生活にどう直接影響が及ぶのか、そして、できる限
り楽をして対処できないのか、というような点で戸惑っているのが実情と思います。「頭で理解しても腹には落ちな
い」というわけです。このような点に対応するためにも、気候モデルによる将来の気候に関する情報は不可欠になって
います。繰り返し、繰り返し、情報を提供し、理解を求めることが重要と思います。
　地球温暖化においては、いろいろな新しい知見やデータが蓄積されてきたとはいえ、その全体像がすべて明らかに
なっているとは言えません。最近のコンピュータの進展に伴う数値シミュレーションの発展は、観測データと合わせ
て用いることにより気候システムの全体像をより詳しく明らかにしてくれます。平成29年度から始まった本研究プロ
グラム（統合的気候モデル高度化研究プログラム）では気候システムの科学的理解に加え、気候モデルをさらに発展
させ、社会経済シナリオとの連携を図り、具体的な地域での適応計画に気候モデルの知見を反映することにも取り組
んでいます。この過程で社会からの問いかけに真剣に答え、新たなサイエンスの扉を開くことと考えています。
　さらに、本プログラムの大きな特徴はSI-CAT（気候変動適応技術社会実装プログラム）から新しい研究テーマを
取り込んだことです。その一つは、海洋研究であり、沿岸域の海況変化や高潮、海岸浸食などに関する知見が得られ
るようになります。もう一つは、北海道や九州などを例とした洪水の将来変化に関する知見です。これらの研究は、既
存の研究と合わせて、本プログラムの応用範囲を広げてくれます。
　今後のご支援・ご鞭撻をお願いいたします。
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　地球温暖化で地表気温が何℃上昇するかは、将来の温室効
果ガス排出シナリオと気候システム自身の特性によって決まり
ます。後者は、理想的に大気中CO2濃度を倍にしたときの平衡
状態における気温上昇量―すなわち平衡気候感度―で表され
ますが、この値に幅があることが将来の温暖化レベルに不確
実性をもたらしています。IPCC第5次評価報告書では気候感
度は1.5―4.5℃と推定されており、約3℃の幅は過去40年間
ほとんど変わっていません。本テーマでは、海外の研究グルー
プと共同で包括的な気候感度の再評価を行い、複数の証拠を
組み合わせて用いることで気候感度の幅を狭めることに成功
しました（図2）。この成果は、科学的な意義はもちろん、パリ
協定に基づくグローバルストックテイクにも影響する点で大き
な社会的意義があります。

　20世紀後半以降の約50年で、地球の気温上昇はそれ以前
よりも加速しています。この期間に観測された気候の変化がど
のようにして生じたかを知ることは、気候モデルによる将来の
温暖化予測を確かにする上で非常に重要です。過去の気候変
化で注目されている例として、北極海氷減少が冬の天候にもた
らす影響が挙げられます。
　北極海では、毎年8.9万km2の海氷が消失しています。これ
は東京都の40倍もの面積にあたり、主な原因として人為起源
の地球温暖化が指摘されています。一方で、北極海氷の減少
は大気循環の変化を通じて中緯度ユーラシア大陸の冬の気温
低下をもたらした可能性があります。本テーマで行った気候モ
デルの多数のシミュレーションから、この北極海氷減少が及ぼ
す広範な影響を世界で初めて明瞭に検出することに成功しま
した（図3）。日本でも今世紀に入ってからしばしば寒冬に見
舞われましたが、これにも海氷減少の影響があったと考えられ
ます。温暖化しているのに寒い冬が増えるとはちょっと奇妙な
感じですが、年平均の気温が上昇するとともに、夏冬の振れ幅
が大きくなるということかもしれません。
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■ 気候感度の推定がより確実に

　パリ協定の掲げる1.5℃、2℃目標が達成された場合の気候
変化の予測は重要な課題であり、我々はこれを解明すべく国際
共同研究をすすめてきました。MIROCを含む6つの気候モデ
ルを用いて現在気候と1.5℃、2.0℃温暖化した状態の数値実
験を行い、その研究成果は2018年に公表されたIPCC1.5℃
特別報告書の主要な根拠となりました。気候変動の大きさは
空間的に一様ではなく、2℃上昇実験では裕福でなくCO2排出
量の少ない国・地域ほど「屋外労働者が熱中症のリスクを避け
て安全に働くことのできる時間（労働可能時間）」の減少量が
大きく、裕福で排出量の大きな国・地域と比べて不公平性が
拡大することが分かりました（図4）。一方、1.5℃上昇実験で
は労働可能時間減少が抑制できるだけでなく、不公平性（負の
傾きの大きさ）も小さくなることが分かりました。極端な高温・
降水量・降水の地表面流出量に関しても同様の結果が得ら
れ、1.5℃目標を達成することで、2℃目標よりも気候変動の不
公平性を軽減できることを示しました。

■ パリ協定の1.5℃、2℃目標に関する研究

■ 海氷の減少が寒冬をもたらす？

図3：ユーラシア大陸上の気温の自然変動には、WACE（warm 
Arctic and cold Eurasia）と呼ばれるパターンが卓越しており、極
域が高温のときに中緯度で低温になる傾向があります（カラー分布図）。
WACEパターンの指標（白線）はバレンツ・カラ海の冬の海氷面積（青
線）と連動しており、海氷面積の減少がユーラシア大陸の広い範囲で寒
冬をもたらし得ることを示しています。近年は海氷が縮小するとともに
WACEパターンが強まっています。我々の研究から、気候モデルで多数
のシミュレーションを行えばWACEの長期変化が再現できることが分か
りました（紫線）。
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　2015年のパリ協定で、産業革命前を基準として世界の平
均気温上昇を2℃未満に抑え、さらに1.5℃未満を目指すとい
う目標が明文化されたことで、各国で一層の温暖化適応・緩
和策が推進されつつあります。そのベースとなる予測情報は、
世界の主要な気候モデリングセンターが協力して実施してき
た結合モデル相互比較計画（CMIP）が提供する全球気候変
化シミュレーションのデータです。
　本テーマでは、これまでのプログラムで開発されてきた全球
気候モデルMIROCを用いて最新の第6次CMIPに貢献してき
ました。それとともに、地球シミュレータを活用して独自の気
候シミュレーションを多数実施することで、近未来気候変動

予測、海水位変動、陸域水循環変化、雲・放射過程と気候感
度の不確実性といった科学的重点課題へ取り組み、多くの成
果を上げています（図1）。これらの成果は、2021年公開予定
の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次報告書
（AR6）にも反映されます。国内では異常気象の増加に対する
一般社会の関心はさらに高まっており、我々が展開してきたイ
ベントアトリビューション研究を発展させることで、「現在起
きている異常気象に対する温暖化の寄与はどのくらいで、それ
が近未来にどう変わるか？」といった社会の知りたい疑問に答
えるべく研究を進めています。

全球規模の気候変動予測と基盤的モデル開発A領域テーマ

温暖化予測モデルを高度化し、
過去から将来の
矛盾しない気候変化メカニズムの
理解を目指す

東京大学、海洋研究開発機構、国立環境研究所参画機関

渡部 雅浩
東京大学大気海洋研究所 教授

執筆 ▶ 渡部 雅浩（東京大学）  塩竈 秀夫（国立環境研究所）

領域代表者
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図1：本テーマで実施されている主な研究課題および創出される成果

図4：温暖化によって屋外労働者の労働可能時間は減少し、その不公平性
は増大します。縦軸は温暖化によって屋外労働者が熱中症のリスクを避け
て安全に働くことのできる時間が何％減少するかを示し、横軸は100万人
当たりの（a）累積CO2排出量と（b）国内総生産（GDP）を示しています。世
界を17の国、地域に分けて計算し、その分布を回帰直線で示しています
（陰影は5%-95%信頼区間）。

図2：平衡気候感度推定の歴史。左から、Charneyらによ
る1979年の報告書、過去4回のIPCC評価報告書、および今
回の研究で得られた結果（WCRPと表記されたもの）。すべ
て、気候感度の5-95%幅を示している。Science（2020
年7月号）より。
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炭素循環・気候感度・ティッピング・エレメント等の解明B領域テーマ

生き物たちの息吹を
シミュレーションに取り込み、
人が出す二酸化炭素の
行く末を追う

海洋研究開発機構、電力中央研究所、高度情報科学技術研究機構、国立環境研究所参画機関

河宮 未知生

海洋研究開発機構 地球環境部門
環境変動予測研究 センター長

領域代表者

　テーマBでは、大気海洋結合大循環モデルに森林の光合成
など生物や化学反応が関わるプロセスを導入し、二酸化炭素
の排出や森林伐採など人間活動を直接取り扱うことのできる
地球システムモデル（ESM）の開発を進めています。ESMを
用いて取り組む課題は、温暖化を適切に抑えるためには二酸

化炭素の排出量をどの程度削減する必要があるのか、といっ
た、社会的にも関心の高い問題です。また、人間活動を適切に
取り扱うため、社会経済分野との学際的連携も推進していま
す。さらに、国内機関の協力体制に基づく予測データの効率的
な配信などの技術的な課題にも取り組んでいます。

図4：人工衛星MODISから観測されたインドの大気汚染の様子（エアロゾル
光学的厚さ。２０１６年以降の3月３１日から４月５日）。右下図は２０２０年の
前年までとの偏差。（出典：https://earthobservatory.nasa.gov）

　温暖化対策のためには、人間のCO2排出量と気候変動を結
びつけて議論する必要があります。本サブ課題では、地球シス
テムモデル（気候モデルをコアとし、さらに森林や海洋プラン
クトンによる光合成といった生物・化学過程が導入された予測
モデル）を開発・高度化し（図1）、これを用いたシミュレーショ
ン研究を行っています。最新モデル（MIROC-ES2）の特徴と
して、新たに陸域における窒素循環過程が考慮されるようにな
り、窒素循環の振る舞いが陸の炭素シンクを制御するように
なったことが挙げられます。また、海洋物質循環過程も大幅に
高度化され、既存の炭素・窒素循環に加え、これらに強く影響
する海洋の酸素、鉄、リンの循環過程も新たに考慮され、より

現実的なシミュレーション行えるようになりました。
　本モデルを用いて結合モデル相互比較計画CMIP6（10
ページ参照）に参加し、地球システムの相互作用過程の解明
や、人間の累積CO2排出量と温暖化の関係、さらにはパリ協定
以降の世界を意識したCO2ゼロエミッション等に対する地球
システムの振る舞いを理解するための研究等に活用（例：図
2）されています。さらに、大気CO2濃度と同様、メタンといっ
たその他温室効果ガスもより現実に即したシミュレーションが
行えるようにモデルの高度化を進め、衛星観測等から得られる
生態系や物質循環の全球情報を用いてモデルの検証を行って
います。また領域テーマAとの連携のもと、直近数年間の二酸
化炭素濃度の予測を可能とする精緻な予測システムの研究・
開発も進めています。このように、様々な人間活動と気候変動
を結びつけるようなモデル開発と研究を通じ、温暖化緩和抑
制策の道筋づくりに貢献しています。

地球システムモデルを高度化し、
温暖化抑制目標達成に必要な
CO2排出削減量を評価する
（サブ課題 ESMの開発・地球システム解析）

■ 新型コロナウイルスCOVID-19流行による
　 地球環境への影響

図1：CMIP6に向けに開発・活用された地球システムモデル（Hajima et al. 
2020を改変）人間活動によるCO2やエアロゾルの排出、および人為的な
窒素固定(大気中の不活性な窒素を生物が利用可能なものに変換するプロ
セス)は増え続けています。これらは気候変動とその予測に深く関わってい
るため、大気や海洋の循環といった物理的過程に加え、炭素循環や窒素循
環との相互作用(図実線矢印)を考慮できるよう様々なサブモデルを統合
し、予測を行っています。さらに大気化学過程も考慮したモデルもあります。

図2：CMIP6実験のうちLUMIP（土地利用変化）のマルチモデル比較の結果
（Ito et al. 2020を改変）。上図は現在における土壌炭素量の比較であり、他の
推定手法（例えば土壌サンプリングに基づく推定値等、図中横線）と比較すると
本テーマで開発したモデル（赤枠）は妥当な結果を示しています。ただし将来の
土地利用シナリオに対する応答はモデル間で大きくばらついており（下図、
MIROC-ES2による2100年までの予測シミュレーション結果で、将来の土地利
用シナリオの違いによって生じる土壌炭素量の変化を示します）、土地利用や農
業に関わる過程などに今後の課題があることを示唆しています。

図3：人為起源の温室効果ガスや大気汚染物質の排出減少のイメージ

図5：２０２０年以降のエネルギー政策によって異なる大気中CO2濃度の
将来シナリオ（Jones et al. 2021 入力データより作図）

　２０２０年、新型コロナウイルス流行により世界中の人々が
行動の変容を迫られ、春には前例にない人為起源の温室効果
ガスや大気汚染物質の排出量の減少がみられました（図3）。こ
の排出量減少は、地球環境にどのように影響するのでしょうか。
　CO2といった人為起源の温室効果ガスは数十年以上の時間
スケールで大気中に滞留し、大気汚染の要因である窒素酸化
物や硫黄酸化物は、その寿命が数日から数週間程度です。こ
の大気中寿命や性質の違いにより地球環境に与える影響も異
なります。観測によると、CO2濃度は今年に入っても上昇傾向
を継続しています。これは先述のようにCO2が長寿命なた
めで、一時的に排出量が減少したとしても既に大気中に存在
しているCO2濃度が減少することはありません。一方、大気汚
染の要因である窒素酸化物や硫黄酸化物は寿命が短いため、
工場や車両からの排出が減少すれば地域的な大気環境は改

善します。インドでは、３月下旬に施行された外出制限に伴い
大気環境が改善された（図4）結果、インド北部の大都市から
過去３０年間で初めてヒマラヤ山脈が見えたという例もありま
した。このように、大気汚染ガス排出量の減少は大気中のエア
ロゾル量を減少させ、地表に達する太陽光の量を増加させると
いう影響が考えられます。しかし、ロックダウン等の緩和によ
り大気汚染は元に戻りつつあり、長期的に進行する温暖化に
与える影響は小さくなりそうです。
　以上により、COVID-19流行による行動規制は地球温暖化
の大勢に影響はなさそうですが、短期的には大気汚染を改善
し、地域的な気候状態に影響する可能性があります。また、こ
れらの状況は、パリ協定の温暖化緩和目標を達成するために
は、エネルギー政策の転換や生活様式への変容が不可欠であ
ることを示唆します。
　短期、また数十年スケールの気候への影響を確かめるべく、
世界の研究機関が連携し、COVID-19による人為起源温室効
果ガスの排出量低下や、その後の排出シナリオ（図5）を想定
したシミュレーションが行われており、統合プログラムからも
参画しています。

執筆 ▶ 羽島 知洋（海洋研究開発機構）  大垣内 るみ（海洋研究開発機構） 全
球
合
計
﹇PgC

﹈
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　本課題の主題は、“温暖化の基礎情報の作成”です。そのた
めに何をすべきでしょうか？　まず、予測精度の向上と予測変
数の増加が望まれます。そのためには、新しいモデルシステム
の構築が必要です。計算結果の妥当性の確保に当たって必要
なのは、なぜこのようなことが生じたのかの説明がなされるこ
と、温暖化に伴ってどのような変化が生じるのか？　それはな
ぜなのか？　がわかること、そして最後にしっかりデザインさ

れたシナリオが整備されていることです。そして、これら
の考査に当たってはユーザとの絶え間ないコミュニケー
ション、さらには協働が求められます（統合Dとの連携、あ
るいは “データセット意見交換会”などを主催しつつ進めて
います）。

統合的気候変動予測C領域テーマ

社会に利活用いただける
温暖化予測情報を
つむぐための気候予測データを
提供する
参画機関

高薮 出
気象業務支援センター
領域代表者

図２：メカニズム解明の例：本課題で
は、全球の気候変化をとらえられる全球
モデルから、地域詳細な気象の変化を
表すことができる2㎞/5㎞地域気候モ
デルまでを有機的につなぐことにより、
スケール間相互作用を含めたメカニズム
の説明ができるようになりました。

図３：気候予測データセット2022の力学
的部分を構築するファミリー

　様々な気象現象のメカニズム解明は、ユーザの立場から見
ても、解の妥当性を担保するために必要です。従来の温暖化予
測研究のように、どういう変化が起きたかだけではなくそれが
気象学的に説明がつくものであることを示さないと、ユーザは
使わない時代に来ています。本課題では様々な解析を行い、
近年増加傾向にある極端事象が、なぜどのようにして生じてい
るのかを、多数アンサンブル実験（d4PDF）や疑似温暖化

実験（PGW）を通じて解明しています（図２参照）。これによ
り熱波、あるいは大雨といった局地的な現象も全球の循環に
かかわって生じていることが明らかになってきています。

　本課題等で作られたデータセットは図3にあるようにファ
ミリーを形成しています。これらの様々な計算結果はユーザ
から求められる情報と計算機資源のバランスから来ていま
す。ここで、メインフレームワークである “大気予測モデル” は
いずれも気象庁気象研究所で開発された全球大気モデル
（MRI-GCM3.2）並びに地域気候モデル（NHRCM）です。た
だし用途に応じた解像度・アンサンブル数・計算年次の違いが
あります。これらのうち、連続計算は今後の長期のトレンドを
知ることができ、水資源評価にとって有用です。雲解像の超高
解像度モデルは激しい気象現象の再現に必要で、中小河川・
内水氾濫等の評価に利用可能です。d4PDFのような多量のア
ンサンブル実験は１年に発生する確率が１／100～１／200程
度の治水計画を策定するための極値情報を出すことが可能だ
というように、それぞれに適した用途があります。お互いの
データセットの死角はこれらを組み合わせて使うことにより回
避可能となるようにデザインされています。

■ モデルを活用したメカニズム解明

　モデルシステムの構築ですが、現在使用している大気全球モ
デル（AGCM3.2）と地域気候モデル（NHRCM）のペアで足
りないことは何でしょうか？　ユーザの声に耳を傾けると、海洋
関係の予測に需要が多いことがわかります。本課題では旧
SI-CATから引き継いだ高解像度海洋モデルシステム（10㎞
太平洋・2㎞日本近海）を発展させます。さらに大気・海洋系
（TSE-C）モデルを作成することにより従来省略していた大気
海洋相互作用を取り入れ、予測精度を上げることを目指しま
す。また、ユーザからの要望に応えて、従来地上気温、降水量
のみであった予測変数については放射量をはじめとして拡張し
ます。

■ 高精度・高精細モデルの開発

■ シナリオ整備

図1：領域テーマC 課題の概念図。
　　ユーザとの関係

気象業務支援センター、東海国立大学機構、海洋研究開発機構、北海道大学、東北大学
執筆 ▶ 高薮 出（気象業務支援センター）
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　地球温暖化によって、台風、洪水、土砂災害、川の流れなど
は、どう変化するのでしょうか？ 自然災害の将来変化とその
社会影響を考慮して、手遅れとならない適応戦略を準備する
ためには何を考えるべきでしょうか？ 本研究テーマでは、温
暖化と自然災害との関連性を科学的に分析し、後悔しない適
応策を準備するに必要な情報と手法を創出することを目指し
ています。近年、日本のみならず世界の各国で“今まで経験し
たことのない災害”が頻繁に発生しています。気候変動によ
り、記録にもない最大級の災害がどの程度の被害をもたらす
のかを科学的・工学的な面から分析する必要があります。ま
た、必要な適応策を考えるためにその被害がもたらす経済的

損失まで具体的に把握する必要があります。この必要性に応
じて、テーマDでは100年先まで見通すことを目的として自然
災害の将来変化に関する科学的・工学的基礎情報を創出して
います。地球温暖化による自然災害が今後どこまで深刻化す
るのか調べるために、本研究テーマでは2つの解析手法を提
案して分析を行っています。ひとつは、気候変動が台風や洪水
などの自然災害にどの程度の影響を及ぼすかを確率に基づい
て定量的に把握する手法です。もうひとつは、スーパー台風な
ど最大クラスの外力を考慮した最悪シナリオに対する気候変
動の影響を評価する手法です。

統合的ハザード予測D領域テーマ

将来何が起こるのか？
後悔しない適応戦略を
準備するためには
何を考慮すべきなのか？

京都大学防災研究所、名古屋工業大学、北海道大学、農業・食品産業技術総合研究機構、土木研究所参画機関

中北 英一
京都大学防災研究所 教授
領域代表者

　気候変動に伴う風水害・水資源等の将来変化予測を行うた
めに、テーマDでは様々な物理プロセスモデルを基軸とした極
端ハザードや極端イベント解析の評価モデルを開発し、自然災
害の将来予測計算を行ってきました。具体的には、全国の主要
河川にダム貯水池による流水制御を考慮した洪水流出予測モ
デル、三大都市圏を対象として内水氾濫と外水氾濫の両者を
考慮した河川氾濫モデル、全国1km解像度の土砂災害予測モ
デル、全球および日本をカバーする高潮および波浪モデル等の
ハザード評価モデルなどを開発し、その精度を高度化していま
す。また、気象場の疑似温暖化実験の高度化、バイアス補正・
気候変動を考慮した極値統計解析法の開発も進めています。

　これまで得られたテーマDの将来変化予測の成果は、
GCM/RCMの結果をもとに台風関連豪雨、梅雨豪雨、河川の
洪水流量、土砂災害、高潮、波浪、水資源の将来変化等などの
ハザードの将来変化や社会構造の将来変化と社会への影響を
分析することで、適応策に必要なハザード予測情報を創出して
います。これに加えて、台風や豪雨や爆弾低気圧等も対象に
過去の極端ハザードの発生要因の分析を進めています。特
に、d4PDFの成果を最大限活用しアンサンブル数を飛躍的
に増加させることで、極端ハザードについて確率評価が可能と
なっている点、そして評価対象が全国に展開しつつある点は大
きな進捗であります。これらの研究成果は、国土交通省、農林
水産省など政府機関の検討会で基礎資料として活用されてい
ます。さらに、領域テーマＣにおいて作成される東南アジア諸
国の詳細な予測データを活用し、タイ、ベトナム、インドネシ
ア、フィリピン等の研究者との共同により気候変動に伴うハ
ザードの変化を評価しています。気候変動に伴って、ベトナム
紅河での大幅な流量増加、太平洋島嶼国での高潮リスク増加
等、アジア・太平洋地域の適応策検討に有用な知見が創出さ
れています。

テーマDでは
（ⅰ）極端なハザードの強度と頻度の長期評価
（ⅱ）21世紀末までのシームレスなハザード予測
（ⅲ）過去災害のハザード分析と気候変動要因の評価
（ⅳ）ハザード評価のアジア・太平洋諸国への展開と国際協力
（ⅴ）様々な変化を考慮した後悔しない適応戦略
（ⅵ）バイアス補正法・極値評価技術の開発
に関してそれぞれサブ課題を設定して研究を行っています。

図2：全国一級水系109流域を対象に、d4PDF過去実験と４度上昇実験
の年最大雨量事例による洪水ピーク流量を計算し、各河川の計画規模
（現在は100年から200年）に対応する河川流量の再現期間の将来変化
を予測することができます。この図は、計画規模に対応する過去実験での
流量計算値が4度上昇実験ではどの程度の頻度で発生するかを再現期
間で示した結果です。現在は100年から200年の再現期間に対応する流
量が、ほぼ全流域で50年以下の頻度で頻繁に起こると予測されました。

図1：テーマCの100年シームレス
実験等を活用し、現在から21世
紀末までに見込まれる気候の連
続的な変化の中で、洪水や高潮、
水資源、水循環に関連する農業、
沿岸域などの、様々な影響評価や
気候変動適応策を検討します。 

図３：d4PDFの全アンサンブルデータから、日本の各領域別に各気温に
対応した降水のうち上位99%値の極端降水の降水強度を求めました。
青系の色が現在気候、赤系の色が将来気候で、細い実線がアンサンブル
メンバーでの値、太い実線がアンサンブル平均の値を示しており、赤は観
測値です。各地域とも、気温が高くなるほど極端降水の強度が強まり、そ
の関係は飽和水蒸気圧の気温に対する関係を示すクラウジウス・クラペ
イロン関係式におおむね従うことが分かります。降水強度曲線のピーク
値は、現在気候よりも将来気候のほうがより大きくなります。つまり、将来
気候において、気温上昇に伴い極端降水がより極端化することを示して
います。

図4：土地利用シナリオとして、1976年のまま変わらない場合（黒色）、人
口に合わせて都市と他の土地利用が置き換わる場合（赤色）について、
MRI-AGCM3.2Sの150年連続ランを用いて、日本全国の水資源量気
候値の長期変化を評価しました。水資源量が徐々に増加していく（石狩
川）、徐々に減少していく（手取川）、今世紀中頃まで増加した後に減少に
転じる（淀川）、土地利用シナリオの差が大きい（鶴見川）など、流域により
水資源量の長期変化パターンは様々です。

降
水
強
度 気温

執筆 ▶ 領域代表者および課題代表者（背表紙参照）
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CMIP6への統合Pからの貢献

CMIP6について

　2021年７月に公表予定のIPCCの第１作業部
会（WG1）第６次評価報告書（AR6）の基盤となる
データ創出のため、世界各国の研究機関が共通の
設定のもと予測実験を行いました。この取り組み
は、第６次結合モデル相互比較計画（CMIP6）と
呼ばれ、気候科学に関する国際的な枠組みである
世界気候研究計画（WCRP）の活動の一環です。
CMIP6には各国から38の研究機関が参加し、将
来の二酸化炭素増加シナリオに基づいた予測に加
え、気候モデルの再現性能を確認するための基本
的実験や、雲や炭素循環の変化による影響を見る
ための実験など、多様な項目について提案された
実験群（図１参照）をカバーして予測を行いまし
た。予測データの公開についても、気候データを取
り扱う世界の機関が連携したデータ配信システム
ESGFが構築されています。

　統合プログラムでは、CMIP6のもと承認された
23の実験群の大部分について計算を行い、38の
参加研究機関の中でも4番目と比較的早い段階で
データの公開を開始しています。データ公開に関し
ては、上記ESGFの一翼を担う国内プログラム
「データ統合解析システム」（DIAS）と協力したこと
が、スピーディなデータ公開につながっています。
前のIPCC報告書に貢献したCMIP5では、統合プ
ログラムで予測を行ったデータは世界トップクラス
の引用数を誇っています。1.5℃目標に対応するシ
ナリオ実験など、新しい実験も多く加わった今回の
CMIP6でも、早期にデータを公開できたこともあ
り国際的に大きく貢献することが期待されています
（図2）。また執筆作業が進むWG1のAR6の作成に
関しては、日本から執筆者7名と査読編集者３名の
計10名が輩出されていますが、そのうち7名が統合
プログラムに参加し成果を上げている研究者です。
こうしたことからも、統合プログラムが日本の気候
変動予測研究全体の水準を上げ、国際的にも貢献
していることが分かります。

図1: CMIP6を構成する実験群。
　　Eyring et al.（2016）による図をもとに
　　羽島（2018）が改変。

日本の極端気象現象の要因を分析し、
温暖化予測情報に科学的根拠を与える

領域テーマＣ
仲江川 敏之

テーマ間連携：地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベースの活用

テーマ間連携で目指すもの
　地球温暖化の影響を正しく評価するには、気候
変動予測とそれに伴う不確実性の定量評価が不可
欠です。平成24年度から28年度に実施された文部
科学省・気候変動リスク情報創生プログラムでは、
高解像度全球大気モデル（以下、全球モデル）およ
び高解像度領域大気モデル（以下、領域モデル）を
用い、これまでにない多数のアンサンブル実験を行
うことによって、確率密度分布の裾野にあたる極端
気象の再現と変化について、十分な議論ができる
「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測
データベース(d4PDF)」を作成しました。d4PDFに
は、20世紀半ばから現在までの気候を再現する過
去再現実験、温暖化が起こらなかったと仮定した条
件下で実施した非温暖化実験、世界の平均気温が
2℃および4℃昇温した条件下で実施した将来実験
の3種類が用意されています。これらを活用すること
により、過去の顕著気象現象に対する要因分析、将
来変化予測の不確実性の理解、影響評価研究など
が飛躍的に進み、各省庁、自治体、産業界の現場で
温暖化適応策策定の推進に貢献しています。
　これまで、d4PDFの全球モデル計算結果は、空
間スケールの大きい極端気候現象の要因分析や地
球規模の将来変化予測の不確実性の評価に用いら
れてきました。一方、領域モデルの計算結果は、日本
の地域的な極端気象現象の将来変化予測や、水災
害などの影響評価研究に利用されてきました。本プ
ログラムでは、４つの領域テーマの研究者達がチー
ムを組み、これまで別々に行われて来た全球モデル
と領域モデルによる研究を融合させる画期的な取り
組みを開始しました。特に、日本の地域的なスケー
ルで発生する極端気象現象や気象災害に焦点を当
て、その発生に対する地球温暖化やその他の自然変
動の寄与を数値化するイベント・アトリビューション
（以下EA）を実現することが最大の目的です。

日本で発生する豪雨に地球温暖化は
どの程度寄与しているのか？
　一般的にEAで用いられる全球モデルは解像度
が粗く、日本のような急峻な地形の影響を受けて発

生する局所的な豪雨を対象としたEAはこれまで困
難であると考えられてきました。我々の連携チーム
は、d4PDFの領域モデルを用いた高解像度のアン
サンブルシミュレーションを用いることで解像度の
問題を克服し、これまで困難とされて来た日本の豪
雨のEAを初めて実現しました（P.7の図2）。例とし
て、平成29年7月九州北部豪雨の際の九州山地の
風上側、および平成30年７月豪雨で被害の大き
かった瀬戸内地域では、地球温暖化により、大雨
の発生確率がそれぞれ約1.5倍、約3.3倍になって
いたことが明らかになりました。さらに、d4PDFの
全球モデルの計算結果をあわせて解析することで
豪雨の発生の背景にある循環場の出現経緯を分析
し、日本において温暖化の影響が検出され易い場
所と検出され難い場所には科学的な根拠があるこ
とを示しました。
　EAはこれまで、領域テーマAにおいて開発が進
められてきましたが、今回の連携の取り組みによ
り、日本の地域的な極端気象現象に対してEAを実
施することが初めて可能となり、温暖化の影響を
理解する際の一助となる科学的根拠を付加するこ
とができました。今後はさらに連携を強化し、大雨
がもたらす洪水などの水災害に対するEAにも挑戦
していきます。

図1：d4PDFの領域モデルの過去再現実験および非温暖化実験のそれ
ぞれ3000年分の結果を用いて、7月に日降水量が100mm/dayを超え
る日数が地球温暖化によってどの程度変化したかを地図上にプロット
しました。日本は急峻な地形が特徴的ですが、山地の南西側斜面は梅
雨期の南西からの水蒸気の流入が原因となって大雨になり易いこと、
一方、東側斜面では台風に起因する大雨が主であることが知られていま
す。このような大雨の要因の違いに応じて、地球温暖化の影響が出易い
場所と出難い場所に分類されることが分かってきました。

領域テーマA
今田 由紀子

執筆

領域テーマB
河宮 未知生

執筆
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図2：CMIP6での5通りのCO2濃度増加想定に基づいて
MIROC6で実施した将来予測実験における全球平均地表
面気温偏差の時系列。偏差は1850-1899年間の平均値から
の差として定義。色の違いが異なる想定を表す。それぞれの
想定における2100年時点でのCO2濃度を図の右側に示す。
同色で違う線は、異なる初期値から予測を開始した結果（青
と赤については、実験数が多いので太い線に見えている）。
図の一番下の紫の線が1.5℃目標に対応するシナリオ実験
にあたる。

2100年時点でのCO2濃度
（2020年は410ppm）
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文部科学省統合的気候モデル高度化研究プログラム（TOUGOU）の
助成により得られた研究成果は、
下記の参画・関連機関および研究プロジェクトのホームページにまとめられています。

A 東京大学  大気海洋研究所

●

●
www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20190522/
CMIP最新データ公開について（2019年5月, JAMSTEC）

●

http://progearthplanetsci.org/speps_j/011.html

論文誌「Progress in Earth and Planetary Science」
特集号（一部日本語の概要もあります）

https://ccsr.aori.u-tokyo.ac.jp/index.html

www.diasjp.net/
データ統合・解析システム DIAS ●

www.jamstec.go.jp/sousei/
気候変動リスク情報創生プログラム

●

www.restec.or.jp/si-cat/index.html

気候変動適応技術
社会実装プログラム SI-CAT

●

www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/

地球温暖化対策に資する
アンサンブル気候予測データベース
database for Policy Decision making
for Future climate change (d4PDF)

●
www.jamstec.go.jp/es/jp/
地球シミュレータ
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　地球温暖化をめぐる情勢としては、国際的に、気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第1作業
部会（WG1）（自然科学的根拠）第6次評価報告書
（AR6）の執筆が2021年の刊行に向けて進めら
れている。AR6ではWG間の連携が強く求められ
ている。このうち、特にWG1とWG2（影響、適応、
脆弱性）間は世界各地域の気候変動予測と適応策
のリンクをテーマにしており、統合Cの力学的ダウ
ンスケーリング、また統合Dの各種影響予測モデル
はその鍵となる技術である。
　国内では従来、H27年11月に閣議決定された
“気候変動の影響への適応計画について”に基づき
各省庁が適応策の推進に取り組んできた。ただし、
適応策の法的位置づけがない、また、科学的根拠
となる将来の気候変動影響の予測情報の入手・提
供の枠組みがないなどの問題点があり、“適応の
法制化”を目指した検討が続けられてきた。その結
果、気候変動適応法がH30年12月１日に施行さ
れた。
　気象庁と文科省は日本周辺の気候変動情報の基
盤情報を得るべく、“気候予測データセット”の整備

をになうこととなった。想定ユーザーの期待に応え
るには、このデータセットは、地域詳細にダウンス
ケールしたものが求められている。この点で領域課
題Cの責務は重大である。これらをどのように活用
してゆくのかについて、C/Dは本プロの開始時から
綿密な協働を行ってきた。図はデータの活用に関し
てまとめたものである。C/D連携プランおよび連携
関係により、GCM/RCMだけでは得られない、風
水害ハザード予測までシームレスに予測が行われて
来た。気候変動予測から風水害ハザード評価等の
さらなる予測および影響評価には、ハザードモデル
による予測やバイアス補正等の幾つかのステップが
あるが、C/D連携により、予測にかかる時間を半年
から1年以上短縮して行うことを可能としている。
さらに、国内にとどまらず、東南アジア域まで、様々
な課題での連携が行われている。また、CD連携に
統合プロで加えられ4年目から利用可能となった
150年ランは適応の時間的計画を考える上におい
て極めて重要な基礎情報であり、今後Dにより、統
合・ポスト統合通して後悔しない適応に関する幾多
の指標が創出される見込みである。

図1：統合C/D間の連携マップ

領域テーマD
中北 英一

領域テーマC
高薮 出

執筆

C 気象業務支援センター
テーマCウェブサイト
www.jmbsc.or.jp/tougou/index.html

B 海洋研究開発機構
www.jamstec.go.jp/j/

D 京都大学防災研究所
テーマDウェブサイト
http://togo-d.jp/index.html

代表機関

その他

ピックアップ！

●
www.env.go.jp/earth/tekiou.html
「気候変動適応法」、「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書（AR6）」、
「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018～日本の気候変動とその影響～」、ほか

気候変動への適応（環境省ウェブサイト）


