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Abstract 

The intensity of tropical cyclones due to climate change is projected to be likely increase. Thus, risk of coastal 
disaster may become severer, and reliable projection of future change in storm surge has become more 
important for coastal disaster mitigations. Although the horizontal resolution of General Circulation Model 
(GCM) is getting increase to generate tropical cyclones (typhoons), GCM still has unignorable bias compare to 
Regional Climate Model (RCM). This study develops statistical bias correction method of typhoon 
characteristics (track, pressure, and wind speed) projected in GCM to contribute for more accurate future 
projection in storm surge. Future change in storm surge is projected using the bias corrected typhoons from 
GCM outputs as a driving force of storm surge model. In order to consider uncertainty in projecting future 
climate change, multi-physics, multi-SSTs, and multi-initial conditions ensemble simulations are conducted. 
The results indicate that storm surge around Japan will subtotally increase in the future and affected by SST 
pattern. Large storm surge area would likely shift to the east due to typhoon tracks shift in the future. 
 

1 はじめに 

近年，気候変動に伴う台風特性の変化について多くの研究

がなされており，気候変動に関する政府間パネルの第 5 次報

告書 (IPCC AR5)1) においては，気候システムの温暖化は疑う

余地がなく，個々の熱帯低気圧の強度は増大し，熱帯低気圧

最大風速および降水量も増大する可能性があると報告されて

いる．また，全世界での熱帯低気圧の沿岸接近数は減少傾向

にあるが，熱帯低気圧の強度は増大し，最大風速や降水強度

も増大する可能性が高いと予測されている．日本沿岸におけ

る台風の接近頻度は少なくなるものの，台風強度の増大に伴

い，台風が接近，上陸した場合の沿岸災害リスクは高まり，

高潮による浸水被害の拡大が懸念される．台風特性の変化に

伴った高潮の災害リスクが高まるなか，地球温暖化シナリオ

下における高潮偏差の変化を定量化し，将来予測を行うこと

は，沿岸部の減災において重要な課題である． 
最近では，気候モデルの高解像度化およびダウンスケーリ

ング研究の推進により，高精度の気候再現実験や将来予測 2) 

が行われ，その出力を用いて北西太平洋から日本沿岸を対象

に高潮の将来予測実験 3), 4) が行われている．しかしながら，

これらの高解像度モデルを用いた予測実験は，1 つの温室効

果ガス排出シナリオでしか行われていないため，将来変化を

予測する上で重要な不確実性の評価には至っていない．一方，

日本国内における気候変動および適応策に関する影響評価研

究プロジェクトでは，比較的，低解像度なモデルを用いて，

海面水温 (SST)，雲物理スキーム，初期値に対するアンサン

ブル実験 5) も行われているが，解像度の粗さから気象擾乱の

再現精度は十分とはいえず，台風の再現性も不十分であるた

めモデルバイアスが存在し，この扱いが問題となっている． 
本研究では，気候モデルの解像度の違いによって生じるバ

イアス補正手法を開発する．その手法を適用して補正した気

象データ（気圧・風速）を駆動力として高潮計算を行う．雲

物理スキーム，SST および初期値の異なるケースを用いて，

アンサンブル予測をする．扱う台風の数を増やすことによっ

て，サンプル数不足が解消され，不確実性を考慮した気候変

動下での高潮の将来予測が可能になると期待される． 
 

2 気候変動予測実験データ 

温暖化予測の信頼性・確実性の定量化のために，設定を変

えた複数のアンサンブル気候予測実験 5) が行われている．文

部科学省 21 世紀気候変動予測革新プログラム (2007–2012) 
では，IPCC AR4 の SRES A1B シナリオ下での MRI-AGCM 
3.2H (GCM60) を用いた現在及び将来気候に対するアンサン

ブル気候変動予測実験が行われ，文部科学省気候変動リスク

情報創生プログラム (2012–2016) では，ほぼ同じ GCM60 を

用いて，このアンサンブル実験とは異なる大気条件を初期値

とし，異なる SST を与えた気候再現実験も行われている． 
革新プログラムでは，GCM60に与える外力のSSTとして，

現在気候には英国気象局ハドレーセンターの観測値 
(HadlSST)，将来気候には SST の将来空間変化に着目し，

CMIP3 に登録された全 18 モデルによる出力結果から将来 
SST 変化傾向を 3 つにクラスター分析し，それぞれの平均を

とったもの (cluster1～3)，およびそれらすべての平均をとっ

たもの (cluster0) の合計 4 種類について，将来の SST パター

ンが考慮されている．創生プログラムでは，革新プログラム
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の大気の初期値 (以下，i1) とは異なる値 (以下，i2) を用い，

CMIP5 に登録された全 28 モデルによる出力を同様にクラス

ター分類した SST を与えている．両実験ともに，雲物理スキ

ームとして，Kain-Fritsch convection scheme (KF)，Yoshimura 
scheme (YS)，Arakawa-Schubert cumulus convection scheme (AS) 
の 3 種類を用いた気候再現実験がなされた．Mizuta ら 2) によ

ると，YS スキームによるシミュレーション結果は，AS スキ

ームによるそれと比べ，より現実的であるという報告がされ

ており，本研究においても，AS スキームを用いた熱帯低気

圧発生数は極端に少ないことを確認している．したがって， 
AS スキームによる出力を用いず，YS スキーム及び KF スキ

ームを用いた出力結果のみについて解析を行う．用いた現在

及び将来に関する GCM60 を用いたアンサンブル実験 4) を，

それぞれ Table 1 に示すケースコードで表記する． 
また，非静力学地域気候モデル RCM55) を用いた現在気候

実験は RCM5P，将来気候実験は RCM5F とする．RCM5 は，

MRI-AGCM 3.2S (GCM20)2) を物理的ダウンスケーリングし

た結果であるため，GCM20 と同じ台風が存在している．そ

のため，台風経路や台風強度に対する水平格子解像度の直接

的な影響の比較が可能である．一方，GCM60 のアンサンブ

ルランで出現する台風は，RCM5 との関連性がまったくない

上に，各ランで異なる台風が出現する．そのため，台風ごと

の経路や強度について，RCM5 と直接的な比較ができない点

に注意が必要である． 
現在気候再現実験は 1979–2003 年，将来気候予測実験は

2075–2099 年の期間について計算がなされており，双方とも

に実験期間は 25 年間である．本研究では，それぞれの気候モ

デルアンサンブル出力から，Murakami ら 5) の方法で抽出し

た台風の経路データを用い，Fig.1 に示した九州～関東を含む

領域 D2 を通過した台風のみを対象台風として選定し，それ

ぞれの台風の気圧，風速について次に述べるバイアス補正手

法を適用した上で，高潮計算に用いる． 

3 気候モデル台風のバイアス補正手法 

上記の GCM60 を用いた現在気候 4 ケース，将来気候 16 ケ

ースのアンサンブル実験による出力に対して，RCM5 を最も

精度の高い出力値と見なして，RCM5 と各 GCM との間に生

じる解像度の違いによるバイアスを補正する手法を開発し，

気候モデル台風に適用する．バイアス補正手法は，(1) 台風

の移動を追跡しつつ時間解像度を補間する時空間補間，(2) 
空間解像度の粗さから過小傾向にある風速及び気圧に対して

出現確率分布を近づける補正，(3) 陸上における風速低減を

考慮する補正の計 3 手法によって構成される．以下にその補

正手法の詳細について述べる． 

3.1 台風データの時空間補間 
GCM60 のデータ出力間隔は 6 時間であるが，RCM5 のデ

ータ間隔は 30 分である．GCM60 の 6 時間毎の風速，気圧デ

ータを，直接高潮モデルに入力して計算を行うと，移動する

台風情報が離散的に入力されるため，高潮発生域が飛び飛び

になってしまう．台風の連続的な移動を考慮したデータ補間

をする必要がある．そこで，GCM60 出力の 6 時間間隔デー

タを 12 等分し，30 分間隔データとなるようにデータの線形

空間補間を行い，台風の連続的な移動を再現する．手順とし

ては 1) 台風軌跡の決定，2) 気圧，風速データの変化量の決

定，3) 台風の移動を行う． 
まず，台風軌跡を決定する．台風接近期間において，計算

領域内の最低気圧の座標を台風の中心とし，現ステップ (n) 
と次ステップ (n+1) の座標の差をとる．この座標の差分を x
軸，y 軸それぞれで 12 分割することで，台風の中心の移動軌

跡を決定する．次に，各ステップにおける台風の中心座標か

ら東西南北50グリッド ( 1グリッド = 12150 m) の計1215 km
四方を台風影響領域として切り取り，この領域内の気圧およ

び風速について，現ステップ (n) と次ステップ (n+1) との変

化量の差をとる．この変化量の差を 12 等分することで，30
分毎の台風の気圧および風速の変化量を決定する．最後に，

求めた気圧および風速の変化量を，現ステップ (n) の値に足

し合わせながら，決定した台風中心座標に沿って移動させる

ことで，台風気象場を移動させる． 
この手法により，断続的に出現していた台風を連続的に再

現することが可能となり，高潮計算によって得られる高潮偏

差推定値の精度向上が見込まれる． 

3.2 気圧・風速のバイアス補正 
各モデル出力から台風接近期間の 6 時間毎の最低気圧と最

大風速を取り出す．本稿では省略するが，いくつかのバイア

ス補正手法 7) を比較した結果，パラメトリック正規分布型バ

イアス補正が最も良い結果を示した．これは，気圧と風速の

出現頻度が正規分布に従うとし，GCM の平均値と分散が

Table 1 Case conditions and codes of ensemble experiments 

Initial condition Kakushin (i1) Sousei (i2) 
Cumulus scheme Yoshimura Kain-Fritsch Yoshimura Kain-Fritsch 

SST 

Present (1979-2003) YS_P_i1 KF_P_i1 YS_P_i2 KF_P_i2 

Future  
(2075-2099) 

cluster0 YS_Fc0_i1 KF_Fc0_i1 YS_Fc0_i2 KF_Fc0_i2 
cluster1 YS_Fc1_i1 KF_Fc1_i1 YS_Fc1_i2 KF_Fc1_i2 
cluster2 YS_Fc2_i1 KF_Fc2_i1 YS_Fc2_i2 KF_Fc2_i2 
cluster3 YS_Fc3_i1 KF_Fc3_i1 YS_Fc3_i2 KF_Fc3_i2 

 

Fig.1 Domain size and bathymetry of storm surge simulation 
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RCM5 のそれと等しくなるように累積確率分布を補正する方

法で，本研究では，Piani ら 8) の用いたパラメトリック型の補

正に正規分布を適用する．RCM5，GCM アンサンブルそれぞ

れの出力から，台風接近期間の 6 時間毎の最低気圧と最大風

速を取り出し，これらが正規分布に従うと仮定する．その後，

それぞれの平均値と標準偏差が RCM5P のそれと等しくなる

ように確率密度分布を揃える．以下に，用いた補正式を示す． 

 ( ) RCMGCMGCM
GCM

RCM
GCM xx µµ

σ
σ

+−='  (1) 

ここで，x’GCM: バイアス補正後の GCM 出力値，σ RCM: RCM5
出力の標準偏差，σ GCM: GCM 出力の標準偏差，x GCM: GCM 出

力値，μ RCM: RCM5 出力の平均値，μ GCM: GCM 出力の平均値

である．補正対象領域は先に述べた台風影響領域とする． 
Fig.2 に，現在気候 GCM20 に対してバイアス補正を適用し

た気圧および風速の累積確率分布を示す．GCM20 は他に比

べて，台風が強く出るように積雲スキームがパラメタライズ

されているために，中心気圧・風速が大きめに出る傾向があ

り，補正前では GCM20 の方が RCM5 に比べて気圧，風速と

もに強度は強い．バイアス補正を適用することにより，気圧，

風速ともに RCM5 の分布に近づいている．Fig.3 に示した

GCM60 について補正前後を比較すると，バイアス補正を行

うことで，弱い風速及び気圧の出現確率が多かった GCM60
分布が補正され，RCM5 のそれに近づいていることがわかる．

しかし，風速および気圧の強度が強い箇所における補正精度

は低い箇所に比べて低く，補正関数については改善の余地が

残る． 
同様の補正を，将来気候の出力に対しても用いた．ここで，

将来気候でのバイアスは，用いる雲物理スキームの違いによ

って生じるモデルバイアスであると仮定し，現在気候におい

て算出したバイアス補正値を将来気候に対しても用いた．

Fig.4 に示した GCM20F について，補正前は現在気候と同様

に，将来気候でも RCM5 に比べて気圧，風速共に強度が強い

台風の出現確率が高い．補正前後を比べると，補正後の方が

気圧，風速ともに RCM5 に比べ若干強度が弱くなる傾向があ

るが，強い台風に対しては高い精度で補正できている． 

3.3 陸上風速のバイアス補正 
これまでの研究で，メソ気象モデルによる詳細なデータを

用いた方が，高潮の再現性は高いことが示されている．その

要因の一つとして，気象モデルが局所的な地形の影響を考慮

できるか否かが挙げられる．そこで，陸上における風速に対

して正規分布型バイアス補正を適用し，GCM20 および

GCM60 について陸上における風速の減衰を考慮できるよう

にした．ただし，この手法では陸上における風速の減衰は考

慮できるが，陸域通過後の台風勢力の減衰を考慮できないと

いう点に留意が必要である．Fig.5 に，GCM20 および GCM60
の陸上における風速に正規分布型バイアス補正を適用した結

果を示す．いずれの GCM もバイアス補正前では RCM5 に比

べて陸上風速が強い傾向にある．これに対し，バイアス補正

を適用することで，各 GCM の分布が RCM5 の分布にほぼ一

致し，陸上風速の低減が再現できるようになった． 
Fig.6 に示した GCM20 のある台風に対してすべてのバイア

ス補正を適用した最大風速の平面分布を示す．台風が滑らか

に移動し，陸上で減衰する様子を再現できたことがわかる．

提案したバイアス補正手法により，将来気候シナリオ条件の

違いによる差を残したまま，解像度の違いによる気候モデル

間のバイアスを軽減でき，さらに，陸上における風速の減衰

を考慮できるようになった． 
 

4 バイアス補正を用いた現在気候下での高潮計算 

 
   (a) Central pressure         (b) Wind speed 
Fig.2 Cumulative probability of typoon parameters: 
RCM5P (blue), original GCM20P (broken red), and bias 
corrected GCM20P (solid red) 

 
   (a) Central pressure         (b) Wind speed 
Fig.4 Cumulative probability of typoon parameters: 
RCM5F (blue), original GCM20F (broken red), and bias 
corrected GCM20F (solid red) 
 

 
      (a) GCM20              (b) GCM60 
Fig.5 Cumulative probability of wind speed on land: 
RCM5 (blue), original GCM (broken red), and bias 
corrected GCM (solid red)  

   
   (a) Central pressure         (b) Wind speed 
Fig.3 Cumulative probability of typoon parameters: 
RCM5P (blue), original KF_P_i2 (broken red), and bias 
corrected KF_P_i2 (solid red) 
 



 

 
4 

4.1 高潮計算条件 
高潮計算には，Kim ら 9) が開発した潮汐・高潮・波浪の相

互作用を考慮した双方向結合モデル SuWAT を用いる．本研

究では計算コスト軽減のため波浪計算は行わず，非線形長波

方程式を基礎式とした高潮計算モジュールのみを用いた．計

算領域は，Fig.1 における領域 D2 としたが，今回用いたモデ

ルは，ネスティングにより領域 D3 および D4 におけるより詳

細な計算も行っており，これら 2 つのドメインにおける計算

結果を領域 D2 において得られた計算結果に重ねあわせるこ

とによって，詳細な高潮分布図を作成する． 
各アンサンブルで得られた補正後の風速および気圧データ

を直接の駆動力として，高潮計算を SuWAT によって行う．

また，得られた高潮偏差の中から格子点毎に最大高潮偏差を

取り出し，それを極大値資料とした極値統計解析をする．こ

こで，極値分布関数には Gumbel 分布，プロッティングポジ

ション公式には Gringorten 公式を用いる．再現期間は各モデ

ルのデータ期間である 25 年と 100 年とする．Fig.7 に RCM5P
を用いた高潮の再現確率値を示す．横軸 (col) と縦軸 (row) 
は格子数，格子間隔は 4050m であり，以降の図でも同様であ

る．この結果を最も精度の高い高潮の計算結果とし，GCM20
および GCM60 と比較する． 

4.2 現在気候条件下での高潮計算結果 

(1) バイアス補正の効果 
Fig.8 は，GCM20P に(a)時空間補間のみを適用した場合と，

(b)すべてのバイアス補正手法を適用した場合の高潮の再現

確率値を示したものである．Fig.8(a)より，時空間補間のみを

適用した場合，GCM20 では各地で高潮が極端に大きくなる

ことがわかる．これはバイアス補正前の GCM20 の気圧，風

速データは RCM5 に比べて強度が強く，また陸上における風

速の減衰が考慮されない状態で台風が日本周辺を通過するた

めである．それに比べ，すべてのバイアス補正手法を適用し

た Fig.8(b)では，高潮の高まりが抑えられ，Fig.7 の RCM5P
の計算結果とかなり近い高潮になることがわかる．以上から，

気候モデル台風データにすべてのバイアス補正を適用するこ

とで，気候モデル間の解像度の違いによる高潮のバイアスを

軽減できることが示された． 

(2) 初期値による影響 
それぞれの気候モデルに入力する大気の初期値が，得られ

る高潮分布に及ぼす影響について調べた．現在気候再現実験

のうち，同じ雲物理スキームを用いているが，初期値の異な

るアンサンブル同士の比較を行った．多くの海域で大差はな

かったものの，特定の海域において，±1.0m 程度の高潮偏差

の差が現れた．そこで，得られた高潮分布と 940hPa 以上の勢

力の強い台風の経路について調べると，強い台風の通過有無

と得られる高潮偏差の大小は一致し，狭い海域でみると，初

期値の変化によって異なる強度および経路の台風が通過する

ことで，長期的な高潮偏差に差が生じることがわかった． 
そこで，初期値の異なるアンサンブル結果のそれぞれを独

立と仮定し，スキーム毎に統合した．異なる初期値のもとで

計算された各 25 年の再現計算を統合し，極値統計解析を行う

ことで，それぞれのスキームについて 50 年の再現計算がなさ

れたとみなす．以下では，KF スキームを用いた計 50 年の再

現計算による高潮分布を KF_P50，YS スキームを用いたもの

を YS_P50 と表記する．サンプル数を増やすことで，経路に

関する不確実性を低減させた現在気候における高潮分布とみ

 

 
Fig.6 Spatial distribution of maximum wind speed of an 
extracted typoon from GCM20 output (top: original; 
bottom: bias corrected) 

 
Fig.7 Projected maximum storm surges with a return 
period of 100 years using RCM5P 

 
(a) Applied only time-space interpolation 

 
(b) Applied all bias correction procedures 

Fig.8 Projected maximum storm surges with a return 
period of 100 years using bias corrected RCM20P 
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なすことができる． 

(3) 雲物理スキームによる影響 
GCM60 で用いられる雲物理スキームが高潮偏差に与える

影響について調べた．Fig.9 は，現在気候において，スキーム

毎に得られた高潮分布 (KF_P50 及び YS_P50) の差をとり，

それぞれのスキームによる高潮分布の差を図示したものであ

る．図より，ほぼ全域においてマイナスの値を示しており，

YSスキームを用いる方がKFスキームを用いるよりも大きな

高潮偏差が得られる傾向にあることがわかった．したがって，

異なる雲物理スキームを用いることで，得られる最大高潮分

布も異なる傾向が示されたため，高潮の将来変化量を考慮す

る際には，スキーム毎に個別に解析することとした． 
 

5 高潮の将来変化のアンサンブル予測結果 

5.1 将来気候条件下での高潮計算結果 
将来気候再現実験 16 ケースについて，上記の解析と同様に

高潮計算を行い，得られた最大高潮偏差を用いた極値統計解

析によって，長期的な高潮偏差を考慮した．得られたそれぞ

れの将来気候に関する高潮分布に対して，将来－現在の差を

とることで，異なる条件下での日本近海における高潮の将来

変化量を求めた．この際，現在気候の高潮分布としては，

KF_P50 及び YS_P50 を用いる．Fig.10 は，日本近海における

高潮偏差の 25 年再現確率値の将来変化量について，GCM60
を用いて得られた高潮変化量の平均及びその分散を求め，そ

れぞれ図示したものである．Fig.10 上図に示した平均値につ

いてみると，九州南部及び伊勢湾において高潮偏差は 0.10 m 
程度減少傾向にあり，有明海，瀬戸内海や和歌山以東の地域

において，0.15～0.30 m 程度増大傾向にある．森ら 10) は，同

じ GCM を用いて，TC の発生・消滅位置は経度方向に海洋の

中心 (北西太平洋の場合は東) へ移動し，緯度方向には経度

方向の数割極方向にシフトする変化が見られたという結果を

得ている．これを踏まえ，Fig.10 における高潮分布の全体と

しての傾向をみると，森ら 10) の台風についての結果と一致し

ており，高潮分布は西日本で同等程度あるいは減少する傾向

にあり，東日本においては増加する傾向がみられた．これは，

高潮分布が台風経路の変化に伴い，東へとシフトする傾向と

見なせる．続いて，Fig.10 下図の分散についてみると，有明

海，瀬戸内海や主な湾部における分散の値は大きく，またば

らつきがみられ，予測の不確実性は高いといえる． 
上記の高潮偏差のばらつきについて，Fig.11 上図に示す有

明海，周防灘，安芸灘，大阪湾，伊勢湾，東京湾の 6 箇所に

おいて得られた高潮変化量について詳しく考察する．Fig.11
下図は，先に述べた 16 通りの高潮変化量について，各領域中

に含まれる変化量の最大値をそれぞれ取り出し，箱ひげ図を

示したものである．この図より，これら 6 つの海域における

高潮の最大変化量は，いずれも平均で 0.15~0.45m 増大し，有

明海及び周防灘を除けば，西日本から東日本にかけて高潮変

化量が上昇する傾向が見られた．しかし，これらの海域にお

ける高潮偏差のばらつきは依然として大きく，不確実性につ

いてのさらに議論が必要である． 

5.2 高潮変化の SST 依存性 
高潮偏差と与えるSST変化傾向との関係について考察する．

Fig.12 は，初期値 i2 のもと KF スキームを用いた 4 つの SST
アンサンブルによる高潮の将来変化量を，それぞれの SST パ

 
Fig.9 Difference of projected maximum storm surges with a 
return period of 25 years using KF_P50 and YS_P50 in 
GCM60 ensemble 

 

 
Fig.10 Ensemble mean of projected future change in 
maximum storm surges using 16 GCM60 ensembles (top: 
mean; bottom: variance 
 

 

 

Fig.11 Boxplot of projected future change in storm surges 
using 16 GCM60 ensembles (top: locations of target bays; 
bottom: mean (red), max and min value (black), 25 and 75 
percentiles (blue box), outlier (red cross)) 
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ターンごとに図示したものである．Murakami ら 5) による将

来 SST 昇温傾向の分類において，北西太平洋では，cluster 0
と cluster 2 は類似した昇温傾向を示し，cluster 1 において小

さく，cluster 3 において大きな昇温傾向を示している．Fig.12
においても，cluster 0 と cluster 2 の高潮変化量は類似してお

り，cluster 1 で小さく，cluster 3 で大きな変化量を示しており，

高潮偏差の SST 依存性がみられる． 
 

6 おわりに 

本研究では，RCM5 を最も精度の高い出力値と見なして，

RCM5 と GCM20 および GCM60 との間に生じる解像度の違

いによるモデル間の出力値の差を軽減するバイアス補正手法

を開発した．その結果，GCM20 に対しては高い精度でバイ

アス補正が適用できたが，GCM60 では風速および気圧の強

度が強い箇所における補正精度は低い箇所に比べて低かった．

正規分布以外の分布関数について検討するなど，改良の余地

がある． 

また，将来気候 GCM60 を用いて行われた SST，雲物理モ

デル，計算初期値を変えた多数のアンサンブル実験出力に対

して，バイアス補正手法を適用し，補正後の風速および気圧

データを直接の駆動力とした高潮計算を行った．得られた 16
通りの高潮分布の平均を取ることで，初期値，雲物理スキー

ム，SST による不確実性を考慮した高潮空間分布図を作成し

た．高潮偏差の SST 依存性がみられ，全体的な傾向として，

日本近海における高潮分布は東へとシフトすることがわかっ

た．また，主な湾毎に最大変化量を取り出したところ，どの

湾でも高潮は増大傾向にあることがわかった． 

謝辞 

本研究は，文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム

および科学研究費補助金による成果である． 

参考文献 

1) IPCC AR5: Climate Change: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press, 1535p., 2013. 

2) Mizuta, R., H. Yoshimura, H. Murakami, M. Matsueda, H. 
Endo, T. Ose, K. Kamiguchi, M. Hosaka, M. Sugi, S. 
Yukimoto, S. Kusunoki, A. Kitoh: Climate Simulations Using 
MRI-AGCM3.2 with 20-km Grid, J. Meteor. Soc. Japan, Vol. 
90A, pp.232–258, 2012. 

3) 安田誠宏，中條壮大，金 洙列，森 信人，間瀬 肇，

Kevin Horsburgh: 気候変動予測実験出力を直接用いた高

潮リスクの評価，土木学会論文集 B2 (海岸工学)，Vol.67，
No.2，pp.1171–1175, 2011. 

4) 安田誠宏，片平成明，森 信人，澁谷容子，間瀬 肇: 非
静力学領域気候モデルによる気候変動予測結果を用いた

日本沿岸における高潮の将来変化予測，土木学会論文集

B2 (海岸工学)，Vol.69，No.2，pp.1261–1265, 2013. 
5) Murakami, H., R. Mizuta and E. Shindo: Future changes in 

tropical cyclone activity projected by multi-physics and 
multi-SST ensemble experiments using the 60-km-mesh 
MRI-AGCM, Clim Dyn, Vol39, pp.2569–2584, 2012.  

6) Kanada, S., Nakano M., Kato, T.: Projections of future 
changes in precipitation and the vertical structure of the 
frontal zone during the Baiu season in the vicinity of Japan 
using a 5-km-mesh regional climate model. J. Meteor. Soc. 
Japan, Vol. 90A, pp.65–86, 2012. 

7) 渡部哲史，鼎信次郎，瀬戸心太，沖 大幹: GCM 出力値

補正手法により生じる月平均気温および月降水量の予測

差，土木学会論文集 B1 (水工学)，Vol.68，No.4，pp.439–
444, 2012. 

8) Piani, C., Haerter, J.O., Coppola, E.: Statistical bias correction 
for daily precipitation in regional climate models over Europe, 
Theoretical and Applied Climatology, 99, pp.187–192, 2010. 

9) Kim, S.Y., Yasuda, T., Mase, H. (2008): Numerical Analysis 
of Effects of Tidal Variations on Storm Surges and Waves, 
Applied Ocean Res., Vol.30, pp.311–322, doi:10.1016/j.apor. 
2009.02.003. 

10) 森 信人，村上裕之，志村智也，中條壮大，安田誠宏，

間瀬 肇: マルチアンサンブルによる気候変動に伴う熱

帯低気圧特性の将来変化予測，土木学会論文集 B2 (海岸

工学)，Vol.68，No.2，pp.1251–1255，2012. 

 
                  (a) cluster 0 

 
                  (b) cluster 1 

 
                  (c) cluster 2 

 
                  (d) cluster 3 
Fig.12 Projected future change in maximum storm surges 
using different SST ensembles in KF_F_i2 
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