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【地球温暖化特集】 気候モデル 
 

気候モデル：強み・弱みの比較（米国） 
－「気候変動科学プログラム」の「気候モデル」報告書より－ 

 
米国の気候変動科学プログラム1は、2008年7月末に報告書「気候モデル：強み・弱みの
評価」を発表した2。NEDO海外レポートでは「地球温暖化特集」として、この「エグゼク
ティブサマリー（大要）」部分を抜粋して紹介する。なお。別稿「米国気候変動科学プログ

ラムの気候モデル（DOE作成リーフレットより）」も参照されたい。 
 

この報告書の全体の構成は次のようになっている。 

第1章 序文  
第2章 全球気候システムモデルの説明 
第3章 地域の気候モデルシミュレーションに対する付加価値 
第4章 気候モデルの感度 
第5章 主要な気候特性のモデルシミュレーション 
第6章 将来のモデル開発 
第7章 気候モデル結果の応用例 

 

エグゼクティブサマリーの記述は各項目別にQ&A形式になっているが、必ずしも上記の
各章の大要を順番に並べたものではない。 
 
 なお、文中の下線および脚注は全てNEDO海外レポート編集部によるものである。 
 

★★★★★ 
 
 科学者達は利用可能な最先端のコンピューターで地球の気候の数学モデルを幅広く利用

し、過去と現在の気候の仮説を調査している。気候モデルの開発は、他の多くの科学分野

でとられている大変複雑なシステムを扱う手法と完全に整合性がとられている。これらの

気候シミュレーションは、解明の進んだ気候の諸過程と、改善された観測とが、整合性が

とられた将来の気候変化(climate change)3 の予測へと融合されていく基盤を提供してい

                                                 
1 2002 年、ブッシュ大統領によって設立された。13 の連邦機関が行っている地球規模の環境変化に関する研
究を統合し、気候変動や環境システムの変化がもたらすリスクと機会に対応すべく科学的知見を国民に提供

することが目的。 
2 NEDO海外レポート 1028号「気候変動科学プログラムが気候モデルの報告書を発表（米国）」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-14.pdf 
3 気候変動（気候変動性）(climate variability)と気候変化(climate change)は同じ意味で使われることが多い
が、区別されることもある。国連の気候変動枠組条約(UNFCCC)では、人為的変動を climate change、非人
為的変動を climate variabilityと使い分けている。また、時間的スケールの比較的短い変動を気候変動と呼
び、比較的長い場合を気候変化と呼ぶ場合がある。 
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る。この報告書では現在の気候をシミュレートするモデルとその能力について述べられて

いる。 
  
気候モデリングの科学は、より多くの物理的過程が含まれている高精度の空間分解能を

通じて、また、急速に数が拡大している観測結果と比較することを通じて、成熟してきた。

モデルにはそれぞれ重要な強み・弱みがある。これらのモデルによって、近年数が増えて

いる諸過程や現象のシミュレーションが成功している。以下は、報告書「気候モデル：強

み・弱みの比較」の情報を要約したものであり、2006 年の「概略(Prospectus)」4に記載

された質問から構成され、モデルの強み・弱みが重点的に述べられている。 
 
 
 (1) 現在の最新の科学気候モデルに含まれている気候システムの主要な要素と過程は何
か。気候モデルでは、気候システムの主要な要素と過程がどのように示されているか。 
  
 報告書の第二章では、現代の結合気候モデルの4つの主要素（大気、海洋、陸面、海氷）
について述べている。また報告書では、要素を気候システムモデルに結合するために使わ

れる戦略についても詳述されている。例として、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
の「2007年気候変化の科学評価(IPCC 2007)」に貢献した、米国の3つのモデリンググルー
プの開発の道筋がとり挙げられている。専門家の判断と経験は気候モデリングシステムを

構築・評価する上で必要不可欠であるため、最先端科学を完全に科学的に評価するために

は、依然として複数のモデリング手法が必要である。 
 
  最新の気候シミュレーションのセットはCMIP3モデルと呼ばれ、IPCC第4次評価の第
一作業部会と第二作業部会の報告書でも多く使われているが、同モデルは何百もの調査員

によって、今まで前例のないような、様々な専門分野における精査が行われた。気候モデ

ルのセット全般にわたり組織的バイアス（偏り）は多く存在しているが、現在の気候と比

較した場合、シミュレーションの強みと弱みは一般的にモデルごとで大幅に異なっている。

多くの観点から見て、モデルのセットを平均したものは明らかにどの個別モデルよりも優

れた気候シミュレーションを提供している。このため、最近の多数の気候特性と気候予測

の研究においては、複数モデルを用いる手法が支持されている。 
 
 過去数十年間にわたり気候モデリングは着実に改善されてきた。しかし、シミュレーシ

ョン目標を達成する上で、気候システムには特に大きな問題が幾つか存在していたため、

改善は順調には進まなかった。 
 
 
(2) 地球のエネルギーバランスの変化は地球モデルにどのように組み入れられているか。 
                                                 
4 http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-1/sap3-1prospectus-final.pdf 
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エネルギーバランスに影響を与える要素の変化に対し、地球の（モデル化された）気候感

度(climate sensitivity)5はどの程度であるか？ 
 
大気上端における地球放射のエネルギー収支は気候を決める一因となる。第二章では、

モデルの（特に大気成分の）エネルギー転換シミュレーションについての簡単な説明が含

まれている。より重要なのは、第四章に含まれている、気候変化の放射強制力(radiative 
forcing)6と気候感度(climate sensitivity)についての幅広い考察である。二酸化炭素が二倍
になった場合の地球の平均気温の応答(response)は、気候感度の有用な評価基準である。
平衡応答(equilibrium response)（気候システムが再平衡化するのに十分な長い時間（何百
年）を経過した後に予測される応答）は、最も良く使われる手法である。モデルから取得

された平衡気候感度の範囲はこの 30 年間一貫性があり、現在や過去の気候の観測から得
た推測とおおむね整合性がとれている。不確実性は漸次的に 3 倍の範囲へと広がった
（1.5°C～4.5°C）。下限値は長い間ほとんど変化しておらず、最近のモデルで 2℃未満の
ものはほとんどない。モデルが作成したこの気候感度の範囲の不確実性を減らす妨げとな

っている根本の要因は、地球の雲のシミュレーションと雲の気候変化への応答のシミュレ

ーションが難しいことにある。 
  
 他の一般的な気候感度の測定手法には、100年よりも短い時間スケールで気候応答を測
定するものがある。この手法によって、モデル間の差はかなり小さくなる（3倍までいか
ず約2倍程度）。雲のシミュレーションが難しいことや、海洋による熱の吸収率の不確実
性もあることから、依然として差は大きく、すぐには減らない。このより短い時間スケー

ルでの応答を考慮する場合は、不確実性の重要度は増す。 
  
 モデルの気候感度は、観測的制約を使ったテストによって決まる。テストには以下のも

のが含まれる：火山噴火への気候応答、気候の「復元力」の強さについての情報を提供す

る内在的な（地球内部の）気候変動の各側面、日射照度の11年サイクルへの応答、古気候
(paleoclimate)の情報（特に、約2万年前の最後の氷河期のピーク時）、季節サイクルの各
側面、過去100年にわたり観測された温暖化の規模。各テストはデータの限界と、システ
ムのフィードバックの複雑な問題の影響を受けやすいため、単独ではモデルの気候感度の

最終的なテストとならない。気候感度に関するこれらの制約を分析する場合、モデルの気

候応答について複数のテストを同時に考察する研究が必要不可欠である。 

                                                 
5 単位放射強制力（後出の注 6参照）に対する全球平均地表気温変化量であるが、一般には CO2濃度倍増によ

る全球平均年平均気温の平衡昇温量（平衡気候感度 equilibrium climate sensitivity)のことを指す。すなわち
CO2濃度が倍増した放射強制力の下で十分時間が経過した後の平衡状態での気温変化量である。（参照：

http://www.jamstec.go.jp/ipccwg1/meeting/040726kikou.html） 
6 気候学における用語で、地球に出入りするエネルギーが地球の気候に対して持つ放射の大きさのこと。対流
圏界面（上端の成層圏との境界面）における放射強度の正味の変化（下向き放射と上向き放射の差）であり、

単位はW/m2（ワット毎平方メートル）である。正の放射強制力は温暖化、負の放射強制力は寒冷化を起こす。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）では 1750年を基準とし、特に断りがなければ世界年平均値に対す
る変化である。 
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(3) 気候モデルの結果の不確実性はどの程度か？ 
気候システムについての知識が増加するにつれて、モデルをベースとしたシミュレーショ

ンと予測の不確実性はどのように変化してきたか？ 
 
 第一章では、観測された気候のシミュレーションにおける完全性と能力の双方について、

モデル改善の概観が説明されている。気候モデルは多数の手法を用いて平均的気候の観測

結果と比較されており、観測された気候変化（特に過去100年間）をシミュレートするモ
デルの能力は広く研究が重ねられてきた。第二章の最後には、長期にわたってモデル改善

の評価に使われる可能性のある数的指標についての考察が書かれており、注意として、現

在のモデルの中で全ての面で他よりも勝っているモデルはないということと、各モデルは

それぞれ異なった強みと弱みを持ち合わせていることが述べられている。 
 
 第五章で考察されているように、米国や世界で開発された気候モデルで実施されたシミ

ュレーションと将来の予測では、多数の気候特性に一貫性がみられる。気候モデリングを

実用化するためには、地表付近の気温と降水量を、現代の気候学で正確にシミュレートす

ることが必要である。季節サイクル、及び、地表付近気温の規模の大きな地理的変動につ

いては、近年のモデルで非常に良くシミュレートされており、モデルと観測の標準的な相

関性は95％以上ある。 
 
 降水量の気候モデルのシミュレーションは長年にわたり改良されてきたが、依然として

課題が残っている。モデルと観測の相関性は数百kmスケールの気候の季節平均で50～
60％である。降水量の経緯度別分布図をシミュレーションと観測結果とで比較したところ、
世界のほとんどの地域では規模とパターンが相似していることが分かった。一番大きな違

いがあったのは熱帯地方だった。ほとんどのモデルにおいて、赤道太平洋の熱帯収束帯

(ITCZ)7の雲量や降水量の出方には誤差があり、また、アマゾン流域の降水量は大幅に少な

く見積もられている。これらの誤差からは、多数のモデルを予測すること（例えば森林に

よる大気中のCO2吸収など）が大切であることが分かる。 
 
 中緯度の嵐とジェット気流のシミュレーションについては、関連する主要な尺度が比較的

良く解決されていることから、大気モデルの強みの一つだと考えられる。このため、これら

の温帯低気圧とジェット気流の変化を気候変化としてシミュレートするモデルの能力には

かなり高い信頼が置かれている。不完全性が依然として残っている理由の一部として、気候

特性（前線など）の解決が不十分なことや、湿潤の物理過程の強制項(forcing term)の誤差
があること、あるいは熱帯地方・中緯度地方の間および成層圏・対流圏の間の相関性シミュ

レーションが不完全であることなどが挙げられる。これらの不完全さの度合いは依然として

                                                 
7 Inter-Tropical Convergence Zone。赤道低圧帯ともいう。大気循環の中で赤道付近に形成される低気圧地帯
のこと。 
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大きく、海洋循環や、幾つかの地域気候のシミュレーション・予測に影響を与えている。 
 海洋の気候シミュレーションの質は、より優れた数値アルゴリズムと、モデルのグリッ

ドよりも小さな規模で起こる混合(mixing)についてのより現実的な仮定のおかげで、近年
着実に改善されてきた。CMIP3クラスのモデルの多くは、前世代のモデルで一般に使用さ
れていた大気海洋間フラックスに対する人為的な補正を行わなくても、観測された大まか

な強度だけで、大西洋の鉛直循環(overturning circulation)の再現を行うことができている。
このため、循環の安定性の分析については、より優れた基盤が提供されている。海洋が大

気からCO2を吸収するために極めて重要と考えられている南洋の循環については、シミュ

レートされた風と塩分が不完全な場合に影響があるが、サブセットモデルでも南洋の実際

の循環を作ることができる。 
 
 地球上の濃度が一様な温室効果ガス8濃度の観測、火山性エアロゾル、太陽光エネルギー

の入射光の変化の推定値、及び、人為的エアロゾル濃度の影響を受けたモデルは、記録さ

れた20世紀の地球の平均気温を妥当な方法でシミュレートすることができる。過去数十年
間に衛星により直接観測された太陽変動は、同期間の温暖化に対して大きな貢献をしてい

ない。ただし、20世紀早期の太陽変動は、不確かではあるが、同期間における温暖化の一
因である可能性が考えられている。 
 
 人為的なエアロゾル（大気中に浮遊する液体・固形の粒子）の気候への影響が不明瞭で

あることは、量的要因の研究を行う場合や、気候感度（CO2濃度倍増による全球平均年平

均気温の平衡昇温量。脚注5参照）を抑制するために観測記録を用いようとする場合の、
主要な障壁となっている。エアロゾルの温度を下げる効果により温室効果ガスによる温暖

化がどの程度抑制されてきたかは不明である。エアロゾルは、雲と相互作用を起こして、

雲の放射特性と雲量を変化させる可能性があることが知られているため、雲に関する不確

実性は、エアロゾルの気候への影響をシミュレートする上での難しさを増加させている。 
 
 この数十年で観測されている南半球の低気圧経路およびジェット気流の南下は現在のモ

デルでかなりよくシミュレートされている。温室効果ガスだけでなく、成層圏のオゾンホ

ールもこの南下の一因である。過去数十年間における北半球の循環の変化を現在のモデル

でとらえるのはより難しくなってきたことが分かっているが、これはおそらく、北半球の

成層圏と対流圏の複雑な相関関係が原因である。 
 
 海洋の熱の吸収の観測では、気候変化シミュレーションに直接関連がある海洋循環の直

接テストが実施され始めている。結合モデルは、海洋で観測された熱の吸収についての妥

当なシミュレーションを提供しているが、過去数十年にわたり観測されている海洋面の上

                                                 
8 Well-mixed greenhouse gases： 代表的な温室効果ガスである二酸化炭素濃度は世界中でよく混ぜ合わされ
ているため、大気中の条件や場所によってほぼ濃度が変わらない。専門家はこのように呼んで、水蒸気のよ

うな場所や条件により濃度が様々に変化する温室効果ガスと区別している（水蒸気も温室効果ガスだが大気

中に長期間残留しない）。 
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昇は過小評価されている。モデルの異常気象の傾向についてのシミュレーションはおおむ

ね観測結果と合致しており、極端な降水量と厳しい干ばつの世界的増加、及び、極端に低

い最低気温と冬日の減少を予測している。 
 
 
 (4) 自然的可変性(natural variability)は気候モデルによってどの程度シミュレートされ
るか？また、長期の自然的可変性についてはどうか？ 
 
 第五章には、気候変動のシミュレーションも記載されている。エルニーニョ現象9のシミ

ュレーションは近年大幅に改良されてきており、気候モデルの大きな成功例となっている。

最新モデルは、精度は様々だが、自然発生的なエルニーニョ・南方振動(ENSO)10の変動を

自動で作成する。モデルのサブセットにおける振動の空間構造と継続期間は優れているが、

周期がかなり短いという傾向がある。結合モデルにおける熱帯収束帯のバイアスは、これ

らのモデルのさらなる改善の妨げとなっている主要因の一つである。将来のエルニーニョ

の変動と太平洋の状態についての予測は、熱帯地域全域と北米地域における地域気候の変

化を予測する際の重要な軸となる。 
 
 現行モデルにおける熱帯地方のシミュレーションについては、他にも不十分な点がある。

マッデン・ジュリアン振動(MJO: Madden- Julian Oscillation)11は、降水域が約30～60日
周期で大規模に東進する熱帯地域の気候特性の一つであり、シミュレーションの信頼性を

テストするのに有用である。この手法を使うモデルの性能はまだ十分なものではない。「熱

帯収束帯と冷舌(cold tongue)の二重バイアス」（赤道付近で過剰に水温が低く、降水域が
赤道をまたがる二つの区域に人為的に分けられている）は、現在の大気海洋結合モデルの

不変のバイアスの一つとして残っている。熱帯地方の気候変化の予測は、熱帯対流活動の

シミュレーションにおけるこれらの不完全な面によって悪い影響を受けている。モデルは

熱帯地方と中緯度地方の両地方において、少ない降水量を多く、多い降水量を少なく予測

しすぎてしまうのが一般的であるが、これによって、異常気象を研究する際にバイアスが

                                                 
9 赤道付近の東太平洋（ペルーやエクアドル沖合）で、海面温度が数年に一度、大規模に上昇する現象。時間
スケールが長いため、エルニーニョ現象が起こると降水量や気温の変化が顕著に現れ、世界各地の異常気象

との関連が指摘されている。反対に、東部太平洋赤道域の海面水温が平年に比べて低くなる現象を「ラニー

ニャ現象」と呼んでいる。（出典：気象庁「海洋の健康診断表（海洋の総合情報）」）。

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/html/2.3.html#ancher2 
10 太平洋熱帯域の海面気圧には、東部で平年に比べて高い（低い）ときにはインドネシア付近で平年に比べて
低い（高い）という、シーソーのような変動があり、南方振動（the Southern Oscillation）と呼ばれている。
南方振動にともなう気圧の変化は、エルニーニョ/ラニーニャ現象発生時に起こる東風の変化に対応している
ため、現在ではこの南方振動とエルニーニョ現象は、大気と海洋が密接に結びついた同一の現象のそれぞれ

大気側、海洋側の側面として認識されており、両者をあわせたエルニーニョ･南方振動（ENSO: El 
Niño–Southern Oscillation: エンソ）という言葉がよく使われている。（出典：前出、注 7参照）。 

11 熱帯域における対流活動を伴い赤道を一周する規模をもった大気の波動。熱帯低気圧の発生やモンスーンの
活動、エルニーニョ現象など、世界の気象・気候にも多大な影響を及ぼすことが明らかになってきたことか

ら、熱帯域のみならず世界的な気候予測の精度向上のため、マッデン・ジュリアン振動の適切な予測が期待

されている。 
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生じる可能性がある。 
 
 十年～数十年スケールの低周波変動のシミュレーションの質は、地域やモデルによって

も異なる。平均的に、北太平洋と北大西洋についてのモデルのシミュレーションの質はか

なり良い。その他の海洋地域では、これらの低周波のシミュレーションの質を評価する際、

データが欠落しているために不確実性がある。大気中の低周波変動の基本モード（北半球

環状モード(NAM)及び南半球環状モード(SAM)という呼称）は、現在のモデルで大変良く
捉えられている。これらのモードは、北上・南下している温帯低気圧の経路を含んでおり、

ここ数十年で観測された大気循環の傾向を決定づけている。環状モードをシミュレートす

る能力は高いため、全球気候モデルは両半球の極域の経年変動をかなり良く捉えることが

できる。より小規模な地域のシミュレーションについては、分解能を高めるにつれて全球

モデルのシミュレーションが改善される見込みが示されているが、極域の毎日の天候の変

動については殆ど成功していない。 
 
 
(5) 気候モデルは、地域の気候変動と気候変化をどの程度シミュレートするのか？ 
 
 第三章では、より高い分解能を地域にも応用するために、粗分解能全球気候モデルの出

力をダウンスケーリングする技術が述べられている。このダウンスケーリング手法は、主

に二つの区分に分けられる。 
 
一つ目の区分：限定地域に用いるより高い分解能の数値気象モデルは、側面境界におけ

る全球気候モデルの出力によって稼動する。これらの力学的ダウンスケーリング戦略は、

適切に海面と大気の境界条件が与えられる時には有用であるが、全球モデルで与えられる

情報の不確実性により数値が限られている。より大規模な気候予測をするため、複数モデ

ルの集合体の数値が与えられると仮定すると、明確に整合性がとられたダウンスケーリン

グは、1～2つのモデルから得た結果に重点を置くよりも、全球モデルのシミュレーション
の代表的セットで入力して実施される必要がある。このような複数モデルの力学的ダウン

スケーリングの研究は比較的少数ながらも今日まで行われている。 
 
 二つ目の区分：大規模な観測と小規模な観測の間の経験的な関係が開発されてから、全

球モデル出力に応用されて地域の詳細が提供される。気候シミュレーションから適切な小

規模構造を作り出す統計技術は、「統計的ダウンスケーリング」と呼ばれている。これは、

最新の全球モデルで分解されていない地域の気候変化の情報を提供する上で、高い分解能

の数値シミュレーションと同じくらい効果的となる可能性がある。これらの技術は計算効

率が高いため、複数モデルの集合体の完全なセットをより容易に用いることができる。し

かし、統計手法は、全球モデルから作られる局所的な循環パターンの正確性に完全に依存

している。力学的モデルは、より高い分解能、もしくは、より重要な物理学的過程の再現
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を通して、シミュレートされた地域循環の物理的なリアリズムを頻繁に改善することがで

きる。このため、力学的モデルと統計的手法の強み・弱みは、多くの場合補完関係になる。 
 
 異常気象の地域的傾向を現在のモデルで必ずしも捉えられるわけではないが、これらの相

違の重要性を評価することや、モデルの不完全さと自然的可変性を見分けることは難しい。 
 
 
(6) 気候モデルのさらなる開発で起こるトレードオフ（矛盾、二律背反）は何か？（例え
ば、空間／時間分解能の向上と、追加された物理的／生物的過程の再現など。） 
 
  第六章は、気候モデルの開発傾向が書かれている。コンピューターの高性能化と観測結
果についての理解が進むことによって、将来のモデルはより高い分解能とより多くの過程

を有するようになるだろう。 
 
 分解能が確実に向上すれば、大気大循環と海洋大循環の再現を改良することにつながる。

現在の気候モデルにおける海洋要素では、海洋のとても活発な動き（「中規模渦(mesoscale 
eddies)」と呼ばれる）は直接シミュレートされない。これらの小規模な流れのパターンを
シミュレートするには、10km以下のサイズの水平グリッドが必要である。現在の気候モ
デルの海洋要素は、乱流よりも層流に有効であり、これらの渦の影響は、不完全な理論で

見積もらなければならない。コンピューターの性能が向上するにつれて、これらの渦を分

解する新型モデルは気候モデルに組み込まれ、熱や炭素の吸収だけでなく十年変動の影響

が調査されるだろう。同様に、大気大循環モデルは、数km未満の空間分解能の「雲分解モ
デル(CRM: cloud-resolving model)へと進化するだろう。現在の大気モデルのサブグリッ
ド規模では現在満足に表示されない多くの雲の特性を明確にシミュレートすることを通し

て、雲分解モデルがより良い結果を提供することが期待される。雲分解モデルは、新しい

基盤ではなくて、中規模の嵐や積雲対流のシミュレーションを目的としたモデルを基盤に

している。 
 
 氷河氷のモデルは初期段階にある。大気海洋モデルと直接結合された氷河モデルは一般

的に、直接の融解や、氷床の表面への堆積で占められており、氷河流による力学的な流出

は含まれていない。より詳細な現行モデルでは一般に、何百年～何千年にわたって変化す

る流出が作成される。このような最近の氷河流出についての急速な変動の証拠から、より

実際に近い氷河モデルが将来の海水面の変化の推測に必要であることが示されている。 
 
 物理的気候モデルを、大気中の温室効果ガスとエアロゾル濃度に影響するフィードバッ

クを内蔵した完全な地球システムモデルに変えるためには、炭素循環過程、及びその他の

生物地球化学的循環が含まれていることが必要である。植生パターンを予測する大陸モデ

ルは活発に開発されているが、シミュレートされた降水量パターンの質に関してこれらの
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モデルに要求されることは、漸次的に発展して地域気候のシミュレーションの改善と結び

付くようにすることだろう。しかし、より実際に近い将来の気候変化の予測を行うために

は、陸上のみならず、海洋における炭素フィードバック過程の不確実性を減らさなければ

ならない。 
 

翻訳・編集：NEDO研究評価広報部 
 
出典： 
・「Climate Models: An Assessment of Strengths and Limitations -Final Report, 

Synthesis and Assessment Product 3.1-」エグゼクティブサマリー 
http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-1/final-report/sap3-1-final-exec-sum
.pdf 
 

 


