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付録C 日本国内の地球温暖化研究に関わる動向 

 

IPCC 第 5 次評価報告書において地球温暖化に

対する人為的な関与が確認されるなど、長年にわ

たる気候変動に関する研究はその成果を上げてき

た。しかし、気候変動にはまだ解明されていない

ことが多く、様々な視点で研究が進められている。

たとえば、災害に直結する極端な気象現象の将来

変化や社会・経済などへの影響を考える上で重要

な地域の詳細な気候変動については、防災や環境

保全を考える上で重要であるが、現時点において

は様々な不確定性が残っている。 
IPCC に応ずる形で、わが国では既に様々な気

候変動研究計画が立案・実施されてきた。ここで

は、IPCC 第 3 次評価報告書が公表された平成 13
年度以降の動きについて簡単に紹介する。温暖化

予測の基礎データとなる全球モデルによる温暖化

予測とその日本域ダウンスケールは、文部科学省

による「人・自然・地球共生プロジェクト」（平成

14～18 年度）、「21 世紀気候変動予測革新プログ

ラム」（平成 19～23 年度）、「気候変動リスク情報

創生プログラム」（平成 24～28 年度）の各プログ

ラム並びに気象庁より発刊された地球温暖化予測

情報第 6 巻（平成 17 年度）、第 7 巻（平成 20 年

度）、第 8 巻（平成 24 年度）に関わり実施されて

きた。特に第 6 巻の際にそのデータは気候変動イ

ニシアチブの枠組みにより広く影響評価研究者に

提供された。また、平成 26 年度には、環境省・・

気象庁が合同で日本域を対象とした、全ての RCP
シナリオのアンサンブル実験を気象庁のモデルを

用いて ES（地球シミュレータ）上で実施し、そ

のデータは文部科学省の DIAS（地球環境統融合

プログラム）を通じ配布されている。これら気象

学的・気候学的な基礎データは様々な影響評価研

究プロジェクトで利用されている。日本国内を対

象としたものとしては文部科学省の革新・創生各

プログラムの一部、気候変動推進プログラム

（RECCA：平成 22～26 年度）、環境省の環境研

究総合推進費（S-4：平成 17～21 年度、S-5：平

成 19～23 年度、S-8：平成 22～26 年度 等）が行

われている。またこれとは別に、農水省も独自の

温暖化影響評価・適応策のプログラムを推進して

いる。最近では、これらの各種プロジェクトの成

果を統合する動きが国内にある。文部科学省・環

境省・気象庁の 3 省庁が中心となり、気候変動の

観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気

候変動とその影響』がこれまで平成 21 年と平成

25 年に刊行されている。 
気象庁は、気象・気候の観測・監視を実施して

いる官庁として、これらの諸研究のうち特に温暖

化の基礎情報作成に貢献している。ここでは、こ

れらの研究の推進を目的とした気候変動に関わる

国内の諸プロジェクトについて、特に気象庁の関

与しているものを中心に紹介する。 
 
C.1 環境省地球環境研究総合推進費S-5 

 環境省地球環境総合研究推進費 S-5-3「温暖化

影響評価のためのマルチモデルアンサンブルとダ

ウンスケーリングの研究」について紹介する。本

課題は S-5「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」

（平成 19～23 年度）（課題代表：東京大学サステ

ィナビリティ学連携研究機構 住明正（当時））の

中の 1 サブ課題（サブ課題代表：気象研究所 高

薮出）である。 
 
設定課題について 

グローバルな地球温暖化の進行に伴い、日本に

おける局地的な気候がどのように変わっていくの

かという問いに応えるために、本課題では以下の

3 つのテーマに沿った研究を実施した。 
① 気候予測データをダウンスケーリングにより

詳細化する 

② 詳細化した気候予測データの信頼性を確保す

る 

③ 詳細化した気候予測データをユーザーが使え

る形に加工する。 



（付録 C 日本国内の地球温暖化研究に関わる動向） 

228 

そのために、図C.1のような研究をデザインした。

データの詳細化には複数の異なる地域気候モデル

（気象研究所はNHRCMで参加）で行うことで、

モデル間の不確定性を取り扱った。また、影響評

価研究のユーザーが使える形への加工には、都市

域 で 複 数 の 都 市 モ デル （ 気 象 研 究 所 は

UC-NHRCM で参加）を用いた。これらの結果を

用いることで、将来の気候変動の評価、都市域の

温暖化とヒートアイランドの効果の分離などの評

価を実現した。 
 

C.2 文部科学省気候変動リスク情報創生プログ

ラムテーマＣ課題 

文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム

テーマＣ課題「気候変動リスク情報の基盤技術開

発」について紹介する。本課題は筑波大学が主担

当研究機関である。 
 

（1）課題設定の背景 

気候変動に係るリスク情報の創出には、様々な

要因が絡んでいるが、通常次の 3 つの要因から形

成される。 
① ハザード：リスクを引き起こす可能性のある

危険な気候現象 
② 暴露：ハザードの影響により損失を被る可能

性のある地域社会 

③ 脆弱性：地域社会が有する、ハザードの悪影

響を受けやすくする状況 
本テーマでは、リスク評価をイメージしたハザー

ド情報の創出が求められている。このために、 
① 気候変動リスク情報の基盤となる確率予測

情報の創出（領域課題代表：防災科学技術研

究所 大楽浩司） 
② 高度利活用（影響評価研究等）を支える標準

的気候シナリオの整備（領域課題代表：気象

研究所 高薮出） 
の 2 つの領域課題を立てている。①はリスク評価

に必要な確率情報を整備することを目指しており、

②はリスク評価に必要な最悪シナリオの評価に耐

えうる情報の整備を目指している。気象研究所は、

60km/20km 解 像 度 の 大 気 全 球 モ デ ル

（MRI-AGCM3.2）及び 5km 格子地域気候モデ

ル（NHRCM）により、主に②の領域課題に参加

している。 
 
（2）気象研究所の参画課題 
気象研究所では、長年にわたり開発を続けてお

り信頼性の高い全球大気モデル（CMIP5 実験に

参加）並びに地域気候モデル（地球温暖化予測情

報第 8 巻の元データを提供）により高解像度の計

算を実施し、詳細な影響評価に耐えうる情報の提

供を行っている。模式的に表したのが図 C.2 であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図C.1 S-5-3研究のデザイン 

①データを詳細化するのに３機

関の地域気候モデルを使い、③ユ

ーザー（図の右端）が使える形に

都市域は都市モデルを使い、農村

域は統計的にさらなるダウンス

ケーリングを行っている。 
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るが、20km 解像度の全球大気モデルを 25 年間連

続積分したのち、日本周辺のみ 5km の高解像モ

デルによりダウンスケールを行っている。日本列

島が完全に入り、また冬季気候の再現に重要な日

本海を含む形で領域を設定している。 
さらに、この文部科学省気候変動リスク情報創

生プログラムにおいて完成したダウンスケーリン

グシステムを用い、環境省・文部科学省・気象庁

共同で60km全球大気モデルのサンサンブル実験

とその20km地域気候モデルによるダウンスケー

リング実験の組を増やすことが行われた。RCP の

4つの各シナリオに対してはSSTアンサンブルと、

RCP8.5 シナリオに対しては対流スキームアンサ

ンブルも行っており、不確実性を含める形で予測

結果を算出することに成功している。 
 

C.3 文科省21世紀気候変動予測革新プログラム 

文部科学省では、世界最高水準のスーパーコン

ピュータ「地球シミュレータ」を活用した「人・

自然・地球共生プロジェクト」（平成14～18年度）

に続いて、これを発展させた「21 世紀気候変動予

測革新プログラム」（平成19～23年度）を実施し、

将来の気候変動の予測実験に取り組んだ。その研

究成果は IPCC 第 5 次評価報告書に寄与し、我が

国の気候変動に関する政策の立案に貢献している。 
このプログラムの中の研究課題のひとつである

「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」（チーム代表：気象研究所

鬼頭昭雄（当時））において、気象研究所は 20km、

60km格子の高解像度全球大気モデルおよび1km、

2km、5km 格子の高解像度領域大気モデルの開発

と予測実験を実施するなど中心的な役割を務め、

地球温暖化条件下での「極端現象」の予測研究を

実施した（Kitoh et al., 2009）。 
 

（1）熱帯低気圧活動の将来変化予測 

地球温暖化が熱帯低気圧活動に及ぼす影響を調

べるには、まず、熱帯低気圧がある程度表現でき

る、水平方向の細かい格子の全球大気モデルが必

要となる。気象研究所では、気象庁全球数値予報

モデルを、熱帯地域の気候についても高い再現性

を示す気候モデルとして改良し、温暖化将来予測

実験を行った。特に将来変化予測実験で鍵となる

海面水温分布の将来変化と積雲対流モデルの仕様

については、その不確実性を考慮した複数の予測

実験を実施し、予測結果の不確実性も評価した。 
図 C.3 は、12 種類の温暖化将来予測実験から

21 世紀末 25 年間における熱帯低気圧の存在頻度

を計算し、現在の 25 年間と比較して将来変化を

示す（Murakami et al., 2012a）。熱帯低気圧の存

在頻度は、予測実験の設定に関係なく、西太平洋、

南太平洋、南インド洋で減少し、ハワイ周辺の中

部太平洋で増加する。熱帯低気圧の発生頻度につ

いても同様の結果が得られている。日本付近の存

在頻度の将来変化については、西日本で減少傾向、

東日本で増加傾向であるが、さらに詳細な研究が

必要と考えられる。強度で見ると、全球的に強い

熱帯低気圧の割合は増加し、特に日本の南方海上

では、非常に強い熱帯低気圧が増加すると予測さ

れている（Murakami et al., 2012b）。 
 
 

 
図C.2 創生テーマＣにおける20km解像度全球大気モデル、

5km格子地域気候モデルの計算の模式図 

右下部は影響評価研究への適用をイメージしている。この部

分は同プログラムのテーマＤ（領域課題代表：京都大学防災

研究所 中北英一）で行われる。研究は平成 24～28 年度ま

で行われ、詳細な影響評価研究にデータを提供し温暖化リス

ク評価に役立てられることが目標である。 
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(2) 将来の日本の確率降水量マップ 

100年に一度発生するような強い日降水量（100
年確率日降水量）の情報は、都市計画や河川など

の防災計画の策定のために非常に重要である。こ

のプログラムでは、高解像度全球大気モデルの 5
種類の予測結果を用いて日降水量分布の将来変化

を予測している（文部科学省, 2012）。図 C.4 によ

れば、北海道や東北地方では日本海側を中心に変

化率が大きい。西日本の太平洋側で比較的低い変

化率が計算されるが、それでも 110%を超えてい

て、将来、全国的に強い日降水量は増加する傾向

があることを示している。 

 
図C.4 21世紀末の100年確率日降水量の将来変化量（現

在の値に対する比率(%)） 
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