
それぞれのモデルごとに、現在気候（主に20世紀末）お
よび将来気候（21世紀末など）が計算されている。
　大気・海洋結合モデル（Coupled Atmosphere-
Ocean Global Climate Model，AOGCM）は、エルニ
ーニョ現象など海洋と大気の相互作用を表現するのに
適している４）。大気モデル（Atmospheric Global 
Climate Model，AGCM）は、大気の循環や大気中の
現象（降水や雲の生滅など）を再現するのに特化したモ
デルである。さらに、大気モデル（日本領域）のような
地域気候モデル（Regional Climate Model，RCM）は、
格子の大きいモデルでは表現できない小さな規模の気
象現象（集中豪雨や積乱雲など）を表現するのに用いら
れる。ただし、大気モデル（全球）とは異なり、格子が
細かい分計算に時間がかかるため限定された地域にな
る５）。
　実務などで気候モデルを用いるためのツールを、後
述する４章に示したので参照されたい。

気候モデルの概要およびその活用事例について

防災気象ユニット

１．はじめに

　近年、温暖化の影響は広く世界に顕在化しつつあり、
そのことは2007年に発表された IPCC（気候変動に関
する政府間パネル）第４次報告書で報告されている１）。
また、気象庁によれば、約60 ～ 80年後の21世紀末頃
には年平均気温が2.5 ～ 3.5℃上昇すると予測されてい
る２）。
　寒地土木研究所では、平成23年度に防災気象ユニッ
トが設けられた。防災気象ユニットでは、積雪寒冷地
における気候変動の影響に関し、積雪・融雪状況に適
応したダムの流水管理、雪氷環境の変化予測や吹雪量
などの分布予測、用水需要予測や水資源量情報を考慮
した農業用水管理をテーマに、チーム間で連携・調整
し効率的・効果的に研究を進めている。
　上記のような未来の影響予測を検討する際、主に気
候モデルの将来予測値が用いられる。気候モデルの開
発は、現在日進月歩で進められており、モデルに含ま
れる統計誤差の補正や、ダウンスケーリングと呼ばれ
る気候モデルの格子をより細かくするための取り組み
などが進められている。
　本解説では、気候モデルの概要、日本における気候
モデルを活用したプロジェクト、気候モデルを用いる
ためのツールについて説明する。

２．気候モデルの概要

　気候モデルとは、大気－海洋－陸面を結合して，太
陽放射を入力とする地球の自然現象の応答を数値モデ
ルによってシミュレーションする手法である（図－１）
３）。様々な現象（物理過程）をどのようにモデリングす
るか、力学モデルの近似の仕方、解像度（計算する格
子の細かさの度合い）などにより世界中で様々なモデ
ルが存在する。気候モデルには、大気や海洋を結合し
たモデル、大気のみをより格子間隔を細かくしたモデ
ル、日本付近などの特定の領域のみをさらに格子間隔
を細かくしたモデルに大別される。現在、日本では表

－１～表－３に示す気候モデルが開発されている３）。

図－１　気候モデルの概念３）

解　説
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MRI-CGCM2 2003 280km 
MRI-CGCM2.3.2 2008 280km 

MIROC3.2 JAMSTEC 
CCSR 
NIES 

2005 280-125km

MIROC4.1 2010 150-50km 

JAMSTEC
CCSR
NIES

MRI-AGCM3.1S 2008 20km 
MRI-AGCM3.2S 2010 20km 

MRI-RCM20 2005 20km 
MRI-RCM5~RCM1 2010 5-1km 

表－１　大気・海洋結合モデル（全球）

表－２　大気モデル（全球）

表－３　大気モデル（日本領域）

地球シミュレータを用いた地球温暖化予測を実施し、
IPCC 第４次成果報告書作成に貢献した８）。
　その後継となる、「21世紀気候変動予測革新プログ
ラム（2007 ～ 2011年度）」は、2014年発刊予定の IPCC
第５次成果報告書作成のためのデータ、および気候変
動対応の政策への科学的基礎を提供することを目的と
して実施された。このプログラムは、地球環境予測、
近未来気候予測、極端現象予測、雲解像モデリング、
海洋微物理過程の分野で構成された９）。
　2012年度より、「気候変動リスク情報創生プログラ
ム」が立ち上げられている。本プログラムは「21世紀
気候変動予測革新プログラム」の成果を発展的に継承
し、気候変動予測の信頼性を高めるとともに、気候変
動リスクの特定や生起確率を評価する技術、気候変動
リスクの影響を多角的に評価する技術に関する研究を
推進し、気候変動によって生じる多様なリスクのマネ
ジメントに資する基盤的情報の創出などを目的とし
て、研究開発が進められる予定である10）。

（２） 気候変動適応研究
　文部科学省では、「低炭素社会づくり研究開発戦略」
を平成21年８月に策定し、この戦略の一躍を担う適応
策研究の新規施策として「気候変動適応戦略イニシア
チブ（Initiative for Strategic Adaptation to Climate 
Change; ISACC）」を立ち上げた。当該事業の中に、
気候変動適応に関する研究水準の大幅な底上げ、適応
策検討への科学的知見の提供、気候変動による影響に
強い社会の実現に貢献することを目的とした「気候変
動適応研究推進プログラム（Research Program on 
Climate Change Adaptation; RECCA）」を設定して
いる。本プログラムの研究テーマは、先進的なダウン
スケーリング手法の開発、データ同化技術の開発、気
候変動適応シミュレーション技術の開発の３つで構成
されている。寒地土木研究所は、「北海道を対象とす
る総合的ダウンスケール手法の開発と適用（実施機関：
北海道大学）」の協力連携機関として参画している11）。

４．気候モデルを用いるためのツール

　ここでは、気候モデルを用いるためのツールとして
「気候変動情報データベース」、「温暖化ダウンスケー
ラ」について紹介する。

４．１　気候変動情報データベース

　地球温暖化を含む将来の気候予測の研究は順次進め
られているが、河川などの管理者や一般市民に対して

３．日本における気候モデルを活用したプロジェクト

　我が国では、気候モデルを活用したプロジェクトを
環境省と文部科学省で実施している。

３．１　環境省

　環境省では、これまで「脱温暖化社会に向けた対策
研究」（S-3）、「温暖化影響予測の研究」（S-4）が行わ
れている。「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発の
ための気候変動シナリオに関する総合的研究」（S-5）
は、気候モデルでの予測結果を利用しやすい情報に翻
訳することを目的に、2007 ～ 2011年度に実施された
６）。
　現在、「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的
研究」（S-8）が、市町村レベルの気候予測とそれに基
づく影響予測など、政策的ニーズに応えるための温暖
化対策の新しい課題に対応する研究の推進を目的に、
2010 ～ 2014年度にかけて実施されている７）。

３．２　文部科学省

（１） 気候変動予測研究
　文部科学省では、これまで高解像度のモデルを開発
するなど、温暖化予測そのものの改良・高度化を目指
す気候変動予測研究に取り組んできた。「人・自然・
地球共生プロジェクト（2002 ～ 2006年度）」において、
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４．２　温暖化ダウンスケーラ

　「温暖化ダウンスケーラ」は、政策担当者や技術者・
研究者が単独で各地域（県レベル・市町村レベル）の温
暖化予測評価を実施可能にするためのダウンスケーリ
ングシステムである。
　３章で示した環境省や文部科学省のプロジェクト研
究では、気象モデルを用いた数値シミュレーションに
よって地域の詳細な気候予測を行っている。しかし、
気象学の専門知識を持たない研究者や政策担当者にと
って、気候予測のデータは扱うのが難しいデータであ
る。そこで、環境省 S-8のサブ課題「温暖化ダウンス
ケーラの開発とその実用化（S-8-1（2））」では、上記
のような個々のニーズに対応するため、地域気候予測
に用いられる気象モデルと解析ツールをソフトウェア
化し、個人のパソコン上で、Web ブラウザを介して
地域の気候予測を可能とするツール（ダウンスケーラ）
を開発している13）。温暖化ダウンスケーラの利用時は、
表－４に示した設定項目を入力のうえ計算を実行させ
る。計算完了後には、結果の図化や CSV 形式などで
データを保存できる。

は情報が不足している。そこで、「気候変動情報デー
タベース」は、研究者や河川管理者には任意地域にお
いて水文解析で必要とされるデータを、一般市民には
自分の住んでいる地域などの具体的な数値を提供し、
温暖化を実感させることを目的に作成された。本デー
タベースは、複数の気候モデルの実験結果をダウンス
ケーリングし、WEB 公開により研究成果の情報を発
信している（http://hes.dpri.kyoto-u.ac.jp/database/）。
気候モデルの解像度の違いを揃え、気候変化量を数値
と図面で提供する気候変動情報データベースは、専門
知識を必要としないため、様々な分野の実務者や一般
市民にも分かりやすい情報を提供できる。データベー
スの利用例として、流域別の降水量と気温の変化量を
河川流量の将来変化として解析することが可能である。
　複数の気候モデルおよび温室効果ガス排出シナリオ
の解析が可能で、選別した複数のモデルの平均により
確からしい予測値や、最小値と最大値の差により各気
候モデルによる予測の不確実性の幅を提示することが
できる（図－２）12）。

12

A1b A2 B1

 2001 2100

図－３　温暖化ダウンスケーラの計算領域設定画面13）

表－４　温暖化ダウンスケーラの設定項目

図－２　気候変動情報データベースから得られる情報12）
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研究、2007　www-iam.nies.go.jp/s5/；2013年３
月11日閲覧．

７） 環境省：温暖化影響評価・適応政策に関する総合
的研究、2010

　　www.nies.go.jp/s8_project/outline.html；2013年
３月11日閲覧．

８） 文部科学省：人・自然・地球共生プロジェクト、
　　2003　www.jamstec.go.jp/kakushin21/kyousei/；

2013年３月11日閲覧．
９） 文部科学省：21世紀気候変動予測革新プログラム、
　　2007　www.jamstec.go.jp/kakushin21/jp/；2013

年３月11日閲覧．
10） 文部科学省：気候変動リスク情報創生プログラム、

2013　public-sympo2012-sousei.jp/；2013年 ３ 月
11日閲覧．

11） 文部科学省：気候変動適応研究推進プログラム、
2011　www.mext-isacc.jp/；2013年３月11日閲覧．

12） 京都大学防災研究所：気候変動情報データベース、
2010　hes.dpri.kyoto-u.ac.jp/database/；2013年
３月11日閲覧．

13） 環境省 S-8-1 （2） 温暖化ダウンスケーラの開発と
その実用化、2010

　　air .geo .tsukuba.ac . jp/~kusakaken/index.
php?id=41；2013年３月11日閲覧．

　寒地土木研究所では、「温暖化ダウンスケーラ」ソ
フトウェアを2013年３月に導入した。今後、各種影響
評価に資するよう、計算された出力データを使用する
予定である。

（文責：原田　裕介）
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