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第 2章 異常気象と気候変動の将来の見通し 

 

2.1 気候変動予測と将来シナリオ 

本節では、異常気象と気候変動の将来の予測を

述べる前に、それらの定量的な評価を可能にして

いる気候モデルと、これに入力する将来の社会像

について述べる。 
 
2.1.1 気候変動予測の手法と不確実性 

気候変動予測は、気候モデルを用いて仮想の地

球を再現し、将来の気候を現在の気候と比較した

ものである。気候モデルは過去の気候をよく再現

できているものの限界もあり、これに起因して気

候変動予測も予測幅（不確実性）を持つ。 
大気中の温室効果ガスやエーロゾルなどの濃度

の変化に伴う放射強制力の変化が地球の気候シス

テムにどのような影響を与えるかを、気候モデル

を使った数値実験により予測する。 
 

 気候変動予測の手法 (1)

気候変動の予測に用いる気候モデルは、物理法

則に従って地球の大気や海洋の動きを計算するコ

ンピュータープログラムであり、コンピューター

で計算される仮想の地球上で、気圧や気温、風、

降水、海流などを現実に近い形で再現することが

できる。これは、日々の天気予報の作成に使われ

ている数値予報モデルと同じ原理であるが、気候

モデルでは特に長期間を対象とした計算に適する

ように作成されている。 
これらモデルの計算を進めることは仮想地球の

将来を予測することに相当する。これにより、将

来の特定の日時における大気や海洋の状態を取り

出したものが日々の天気予報であり、長期間の平

均的な状態（気候値）を求め、それらを現在の気

候値と比較したものが気候変動予測である。 
現在のところ、特定の日の予測が可能なのは概

ね 1 週間程度先までという精度上の限界がある。

これは気候モデルによる予測でも同じで、ある状

態（初期値）から計算を行っても、初期値のわず

かな違いにより、すぐに日時を特定した大気の状

態は意味を持たなくなる。しかし、気候変動予測

が予測対象とする「気候値の変化」では、長期間

の平均値を用いることから日時を特定した大気の

状態は考慮する必要がなく、代わりに放射強制力

の違いがそれに応答する長期間の大気状態の平均

値に大きな影響を持つ。これにより 100 年後の気

候値の変化という予測が可能となる。実際、気候

モデルは 20 世紀の気候の特徴を良く再現できて

いることが確認されている。 
なお、気候モデルに与える放射強制力の将来変

化の仮定（シナリオ）については、第 2.1.2 項で

解説する。 
 

 気候変動予測の不確実性 (2)

上記の様に、気候モデルは物理法則に基づいて

いるものの、大気や海洋の仕組みの全てが明らか

になっているわけではなく、未だ解明できていな

い部分もある。また、計算機資源の制約から全て

の知見を反映することは困難で、気候モデルには

様々な仮定や近似が含まれる。更に、空間解像度

の制約からモデル中の地形（山岳の起伏、海岸線、

都市の存在など）も現実のものと完全に一致する

ものではない。このため、気候モデルを含む数値

実験では大気や海洋の動きの特徴を完全に再現さ

せることはできず、その再現能力には限界がある。

そして、気候変動予測でもこれに起因する予測幅

（不確実性）を持つ。この不確実性は免れ得ない

ものであるが、複数の異なる気候モデルの結果を

用いることや（図 2.1.1）、同じ気候モデルでも条

件を変えて計算した複数の結果を用いることで、

不確実性を定量化することが可能であり、誤差幅

や確率表現などを示すことで、不確実性の影響を

低減することができる。 
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図 2.1.1 IPCC第4次評価報告書における複数の気候モデル

の世界平均気温 

2000～2100 年の世界平均気温の変化予測を示したもので、

細線が各モデルの予測、太線がモデル間の平均を示す。上図

と下図ではモデルに与えた放射強制力の将来変化（シナリ

オ）が異なる。同じシナリオでもモデル間で予測が異なる（不

確実性）ものの、複数のモデルを用いることで予測の幅を示

すことができる（不確実性の定量化）。IPCC（2007）より引

用。 
 
2.1.2 将来予測のシナリオ 

気候変動予測では、人為起源による放射強制力

の変化のシナリオが必要である。SRES シナリオ

は今後の社会・経済動向の想定から算出するのに

対して、RCP シナリオは政策的な緩和策を前提と

して、将来、温室効果ガスをどのような濃度に安

定化させるかという考え方から算出するという違

いがある。 
気候変動予測では、人為起源による気候モデル

に与える放射強制力の変化の仮定（シナリオ）が

必要になる。ここでは SRES と RCP という二つ

のシナリオについて解説する。 
 

 SRESシナリオ (1)

SRES シナリオは、今後の社会・経済動向に関

する想定から算出した温室効果ガスの排出シナリ

オを、IPCC が排出シナリオに関する特別報告書

（ SRES ： Special Report on Emissions 

Scenarios）として2000年に発表したものである。

IPCC の評価報告書では第 3 次（2001 年）から用

いられている。 
放射強制力として影響の最も大きい温室効果ガ

ス濃度を知るためには、その排出量の予測値が必

要であるが、これは今後の経済成長や人口増加、

エネルギー需給、科学技術の発展・普及等により

異なるため、これら社会的・経済的な将来像を検

討しなければならない。しかし個々の将来予測研

究で様々な将来像に基づいて放射強制力を与える

と、予測結果を互いに比較することが困難となる。

このため、将来像について典型的なパターンをい

くつか用意し、統一的な排出量の道筋を排出シナ

リオとして定めている。 
SRES シナリオでは、世界の将来像を二つの軸

を用いて表している。軸の一つは、経済発展を重

視した世界（A）と経済発展と環境との調和を図

る世界（B）という、経済発展の将来像の二つの

方向性を示す。もう一つの軸は、地域格差が縮小

し国際化が進む世界（1）と各地域の独自性が強

まる多元的社会（2）という、グローバル化の将

来像の二つの方向性を示す。そして、これらの組

み合わせにより、将来の排出シナリオを A1（高

い経済成長と地域格差の縮小を仮定）、A2（高い

経済成長と地域の独自性を仮定）、B1（環境を重

視した持続可能な経済成長と地域格差の縮小を仮

定）、B2（環境を重視した持続可能な経済成長と

地域の独自性を仮定）という 4 つのパターンに大

きく分類している（図 2.1.2）。また、A1 シナリ

オはエネルギー源の選択により、化石エネルギー

源重視（A1FI）、非化石エネルギー源重視（A1T）、
全てのエネルギー源のバランス重視（A1B）に分

けられる。 
このように仮定した将来像から導かれる温室効

果ガスの排出量（図 2.1.3）により、簡易炭素循環

モデルを用いて温室効果ガスの濃度（図 2.1.4）を
求め、放射強制力に換算し気候モデルに与えて、

地球温暖化予測を行う。 
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 RCPシナリオ (2)

RCP シナリオは、SRES シナリオに代わり

IPCC が第 5 次評価報告書（2013）で扱う気候予

測に用いるシナリオとして、2007 年に示されたも

のである。政策的な緩和策を前提として、将来、

温室効果ガスをどのような濃度に安定化させるか

という考え方から、その代表的濃度経路

（Representative Concentration Pathways）を

示している。 
予測結果の相互比較を容易にするために統一的

なシナリオが必要であることはSRESシナリオと

同様であるが、SRES シナリオでは社会的・経済

的な将来像ごとに排出量、放射強制力、気候予測

が 1 つずつ対応することに対して、RCP シナリオ

では社会・経済的な将来像を仮定せず、将来予測

される多様な放射強制力の経路の中から、代表的

なものを選択し、これに基づき気候を予測する。

放射強制力に対応・比較できる社会・経済的シナ

リオは別途用意する。これにより、放射強制力の

経路ごとに緩和策を含む多様な社会・経済的シナ

リオ（SSP シナリオ25）を作成することが可能と

なる。このため、気温上昇を 2℃に抑えるために

は、といった目的主導型のシナリオになっている

といえる。 
RCP シナリオでは、社会経済モデルから作成し

た多くのシナリオから、 
① シナリオ間の放射強制力が明確にかけ離れて

いること。 
② シナリオの数が奇数でないこと（奇数だと、

中位の放射強制力を持つシナリオの実現確率

が最も高いと誤解される恐れがあるため）。 
③ 放射強制力が高／低の二通りでないこと。 
④ 多すぎないこと。 

                                                   
25 SSP シナリオ（Shared Socio-economic Pathway）と呼

ばれ、緩和策と適応策の困難度を指標に SSP1～5 の５種

類が検討されている。各シナリオの概要は以下のとおりで

ある。SSP1（理想的な世界）：教育水準、ガバナンスとも

に高水準であり、国際的に協調し、その結果技術進歩も高

い。SSP2（中庸的な世界）：SSP1 と SSP3 の間に位置す

る。SSP3（望ましくない世界）：教育水準、ガバナンスと

もに低く、世界は分断、技術は停滞。SSP4（分裂社会）：

国際的、各国内で社会的格差が開く分断された世界。技術

水準は高いが貧困層は脆弱。SSP5（化石燃料依存）：教育

水準は高く技術進歩も高い。しかし、エネルギーは化石燃

料に依存する。 

の 4 点を考慮して、RCP2.6（低位安定化シナリ

オ：気温上昇を 2℃に抑えることを想定）、RCP8.5
（高位参照シナリオ：政策的な緩和策を行わない

ことを想定）、及びそれらの間に位置する RCP4.5
（中位安定化シナリオ）と RCP6.0（高位安定化

シナリオ）の 4 シナリオが選択された。「RCP」

 
図2.1.2 SRESシナリオの概念図 

SRES シナリオでは、経済発展とグローバル化の二つの方向

性の組み合わせで、世界の将来像を表す（IPCC 第 3 次評価

報告書より引用）。 

 
図2.1.3 SRESシナリオに基づく二酸化炭素排出量 

各シナリオの年間の二酸化炭素排出量を炭素重量に換算し

Gt（ギガトン）で示す。A1B と B1 のシナリオでは、排出量

は 21 世紀の中頃をピークに、その後は下降する。 

 
図2.1.4 SRESシナリオに基づく二酸化炭素濃度 

簡易炭素循環モデルを用いて算出した大気中の二酸化炭素

濃度を示す。A1B と B1 のシナリオでは、排出量は 21 世紀

の中頃をピークに下降するが、濃度は増える。 
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に付く数値は放射強制力の目安であり、RCP2.6
では「2100 年以前に約 3W/m2でピークを迎え、

その後減少し、2100年頃には約2.6 W/m2となる」、

RCP8.5では「2100年の時点で8.5 W/m2を超え、

上昇が続く」、RCP4.5 と RCP6.0 では「2100 年

以降に約 4.5（6.0）W/m2 で安定化する」ことを

示している（図 2.1.5）。 
 

 SRESシナリオとRCPシナリオの違い (3)

上にも述べたとおり、SRES シナリオでは社会

的・経済的な将来像に対して排出量、放射強制力、

気候予測が 1 つずつ対応するが（図 2.1.6 上）、

RCP シナリオでは放射強制力に複数の社会経済

シナリオを対応・比較させることで多様な将来像

を仮定することが可能であり（図 2.1.6 下）、様々

な緩和策・適応策の施策に役立てることが出来る。

これが SRES シナリオとの重要な違いである。 
例えば、図 2.1.7 は社会経済シナリオと簡易炭

素循環モデルを含む統合評価モデルにより算出し

た RCP シナリオにおける二酸化炭素排出量を、

図 2.1.3 に重ねたものである。簡易モデルによる

算出であるが、この社会経済シナリオでは 21 世

紀の後半にはRCP2.6 による排出量は負の値とな

っており、2100 年で放射強制力を 2.6W/m2に抑

えるためには大気中の二酸化炭素を吸収する必要

があることを示唆している。 
なお、SRESシナリオとRCPシナリオでは様々

な仮定が異なるので、放射強制力の違いだけから

単純に比較することは出来ないが、van Vuuren 
and Carter（2013）では、SRES シナリオと SSP
シナリオ（第 2.1.2 項(2)脚注参照）の社会経済発

展を比較し、更に SRES シナリオと RCP シナリ

オの大気組成、放射強制力、気候特徴を比較し、

以下の様に SRES シナリオが当てはまる RCP シ

ナリオと SSP シナリオの最適な組み合わせを示

している。 
① SRES A2：RCP8.5 と SSP3 
② SRES B2 及び A1B：RCP6.0 と SSP2 
③ SRES B1：RCP4.5 と SSP1 
④ SRES A1FI：RCP8.5 と SSP5 

 

 

 
図2.1.5 RCPシナリオに基づく放射強制力 

RCP シナリオで定める 4 つの放射強制力の経路を実線で示

す。破線は SRES シナリオに基づいて求めた放射強制力であ

る。 

 

 
図2.1.6 気候予測と将来像の対応の違い 

SRES シナリオ（上図）と RCP シナリオ（下図）で仮定す

る将来像の違いを示す。SRES シナリオでは気候予測と将来

像が同数であるが、RCP シナリオでは気候予測に対して複数

の将来像が対応する。 

 
図2.1.7 SRESシナリオとRCPシナリオに基づく二酸化炭素

排出量 

各シナリオの年間の二酸化炭素排出量を炭素重量に換算し

Gt（ギガトン）で示す。RCP2.6 では、21 世紀後半に排出量

が負の値となる。 
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【コラム⑫】詳細な地域気候の再現手法 

 
 近年の計算機技術の進歩とともに、全球気候モ

デルの解像度は飛躍的に向上した。しかし、今の

ところ最も高分解能の全球気候モデルでも、その

格子間隔は 20km 程度である。本州では日本海側

と太平洋側を分けるように高い山脈が走っており、

その両側で全く異なる気候的な特徴を示している。

20km の格子間隔といえば、かろうじてその違い

が見え始めたところである。さらに、山脈から両

側の海に向かう谷筋や点在する盆地など複雑な地

形によって、日本の気候は地域毎に大きく異なっ

ている。そのような違いは、現在の全球気候モデ

ルではとても表すことができない。多くの人々は、

地球温暖化が起きた時に、自分の住んでいる町や

村の気候がどのように変化するかに興味を持って

いる。そのような地域の気候変化を予測するため

には、全球モデルで計算されたデータのある地域

だけを取り上げ、その部分だけをクローズアップ

して見るダウンスケーリングと呼ばれる手法が用

いられる。 
ダウンスケーリングには、経験的あるいは統計

的関係から空間解像度を高める統計的ダウンスケ

ーリングと、領域モデルを用いて詳細化を行う力

学的ダウンスケーリングの 2 つがある。統計的ダ

ウンスケーリングは、力学的ダウンスケーリング

と比べ、計算コストが安くバイアス補正も同時に

行えるメリットがあるが、ある地域の統計関係が

他の地域に当てはまるとは限らないし、温暖化し

た時にその統計関係が当てはまるという保証もな

い。一方、力学的ダウンスケーリングは、全球モ

デルでは表すことのできない小さなスケールの現

象や、細かな地形に応答した現象を再現すること 
ができるが、格子間隔が小さくなることにより、

計算コストが莫大になるという欠点がある。 
 ここでは例として、地球温暖化予測情報第 8 巻

（気象庁、2013）で用いられた力学的ダウンスケ

ーリングの手法について述べる。そこでは図⑫.1
で示される通り、一番外側のモデルとして格子間

隔 20km の全球大気モデル(AGCM)が用いられて

いる。それに、日本付近だけをクローズアップす

るように、格子間隔 15km の非静力学地域気候モ

デル（NHRCM）を、ネスティングと呼ばれる手

法を用いて埋め込んでいる。それにさらに格子間

隔 5km の NHRCM を埋め込むことによって、日

本付近の気候を一層クローズアップしている。一

番内側の NHRCM の計算領域は北東から南西に

傾けることで、狭い領域で日本列島をほぼカバー

することができるが、計算領域が狭いため、雲水

や雲氷などの物理量を予報変数として持たない全

球モデルに直接埋め込むと、降水量が少なくなる

問題が生じる。これを避けるため、計算領域が広

い、格子間隔 15km の NHRCM を、先に全球モ

デルに埋め込むという手法を用いている。 
図⑫.2 は、各観測点におけるモデル再現実験の

年降水量をアメダスの観測値と比較したものであ

る。ダウンスケーリングによって、地域気候モデ

ルで再現された降水の空間相関は、親モデルで再

現されたものより大幅に改善されていることがわ

かる。つまり、平均的に見れば、それぞれの観測

点における年間降水量の再現性を、地域気候モデ

ルによって高めていることになる。また、図⑫.3
で示されるように、全球モデルの降水量の頻度は

一時間あたりの降水量が増えるにつれて大幅に減

少しているが、地域気候モデルの降水頻度は強い

降水の時でも、アメダスと比べわずかに少なくな

っているものの、全球モデルと比べ大幅に改善し

 
図⑫.1 地球温暖化予測情報第8巻に用いられたダウンスケ

ーリングの手法 
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ている。このように、地域気候モデルによって現

在気候の再現性を高めることが可能である。一方

で、地域気候モデルは全球モデルで再現された気

候場を精密化しているだけなので、大きな場の現

象は改善される事はない。従って、全球モデルで

再現された大きな場が、本来あるべき気候場をう

まく再現していなければ、そのような場をダウン

スケールすること自体意味がなくなってしまう。 
 さて、気候の再現性を高められたとはいえ、モ

デルには多かれ少なかれ必ずバイアスがある。こ

うして得られたデータから、より正確に気候の変

化を予測するためには、バイアス補正を施す必要

がある。バイアス補正にはさまざまな方法がある

ので、その利用目的によって、ユーザーが最もふ

さわしい方法を選択して、地域気候モデルのデー

タを利用するのが良い。 
 最後にダウスケーリングに今後期待されること

について述べる。まず、さらなる高分解能化・高

精度化である。ユーザーから高分解能な地域気候

データを望む声が高まっているが、将来予測の信

頼性を上げるためにも、現在気候を高精度に再現

する必要がある。また、地域気候モデルに用いて

いる物理過程を分解能にふさわしいように改良し

ていかなければ、高分解能化して逆に再現性が悪

くなる可能性もある。次に、地域的な気候現象の

将来変化予測である。日本にはだし風、おろし風、

やませ、フェーン現象などそれぞれの地域に固有

の気候現象がある。中には、交通障害や人体・家

畜への健康被害を与えたり、農作物に影響を与え

たりするものもある。それらの発生頻度や強度が、

将来の温暖化によってどのように変化するかを予

測することは重要である。格子間隔 5km の地域

気候モデルでは、これらの現象のいくつかはかろ

うじて再現できる。しかし、それらの現象のほと

んどは、定性的にはある程度の予測は可能である

が、定量的に予測するには至っていない。もう少

し正確な予測を行うためには、地域気候モデルの

分解能を高めていく必要がある。 
さらに、温暖化対策を行うために必要な情報を

提供するためには、データに不確実性の幅を付加

することが求められている。それにはいくつかの

方法が考えられるが、モデルの不確実性を示すた

めには、いくつかのモデルにより計算された結果

の確率密度分布を示す必要がある。そのためには

複数のモデルと膨大な計算量が要求される。これ

に関してはニーズが高く、すでにいくつかのプロ

ジェクトで計画中でもあり、今後も盛んに研究が

なされていくであろう。 
 
 
  

図⑫.2 観測点毎の年降水量のモデルとアメダス観測と

の比較 左）NHRCM 右）AGCM 

図⑫.3 モデルとアメダス観測による１時間降水量の頻

度の確率 

 


