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（兵庫県）

これまで（神戸）



神戸における年平均気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の年平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均気温の変化（神戸）

神戸の年平均気温は100年あたり1.30℃の割合で上昇傾向が見られる。

神戸における春の平均気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の春の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

春の平均気温の変化（神戸）

神戸の春の平均気温は100年あたり1.55℃の割合で上昇傾向が見られる。



神戸における夏の平均気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の夏の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

夏の平均気温の変化（神戸）

神戸の夏の平均気温は100年あたり1.21℃の割合で上昇傾向が見られる。

神戸における秋の平均気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の秋の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

秋の平均気温の変化（神戸）

神戸の秋の平均気温は100年あたり1.31℃の割合で上昇傾向が見られる。



神戸における冬の平均気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の冬の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

冬の平均気温の変化（神戸）

神戸の冬の平均気温は100年あたり1.24℃の割合で上昇傾向が見られる。

神戸における年平均日最高気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の年平均日最高気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最高気温の変化（神戸）

る。
神戸の年平均日最高気温は100年あたり0.84℃の割合で上昇傾向が見られ
る。



神戸における年平均日最低気温の変化（1897～2014年）
黒線は各年の年平均日最低気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最低気温の変化（神戸）

神戸の年平均日最低気温は100年あたり1.62℃の割合で上昇傾向が見られる。

真夏日の変化（神戸）

神戸における年間真夏日日数の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の年間真夏日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年間真夏日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。



年間猛暑日日数の変化（神戸）

神戸における年間猛暑日日数の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の年間猛暑日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年間猛暑日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。

年間熱帯夜日数の変化（神戸）

神戸における年間熱帯夜日数の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の年間熱帯夜日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年間熱帯夜日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。



年間冬日日数の変化（神戸）

神戸における年間冬日日数の変化（1994～2014年）
棒グラフは各年の年間冬日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年間冬日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変化
傾向は表示しない。

年降水量の変化（神戸）

神戸における年降水量の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の年降水量偏差を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



春の降水量の変化（神戸）②-1

神戸における春の降水量の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の春の降水量偏差を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の春の降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

夏の降水量の変化（神戸）②-2

神戸における夏の降水量の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の夏の降水量偏差を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の夏の降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



秋の降水量の変化（神戸）②-3

神戸における秋の降水量の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の秋の降水量偏差を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の秋の降水量は100年あたり63.6ｍｍの割合で減少傾向が見られる。

冬の降水量の変化（神戸）②-4

神戸における冬の降水量の変化（1897～2014年）
棒グラフは各年の冬の降水量偏差を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の冬の降水量には有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



神戸における日降水量50㎜以上の日数の変化
（1897～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

大雨の発生日数の変化（神戸）

神戸における日降水量100㎜以上の日数の変化
（1897～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

日降水量50㎜以上、100㎜以上の日数は変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、直線（赤）は示さない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、直線（赤）は示さない。

無降水日数の変化（神戸）

神戸における無降水日数（1897～2014年）
棒グラフは各年の年間無降水日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の無降水日数（日降水量1.0㎜未満）の日数は100年あたり8.2日の増加傾向が見られる。



年最深積雪の変化（神戸）

神戸における年最深積雪の変化（1962～2014年）
棒グラフは各年の年最深積雪を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年最深積雪は10年あたり0.3ｃｍの割合で減少傾向が見られる。

年降雪量の変化（神戸）

神戸における年降雪量の変化（1954～2014年）
棒グラフは各年の年降雪量を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸の年降雪量には有意な変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



さくら開花の変化（神戸）

神戸におけるさくら開花日の変化（1953～2014年）
太線（桃）は各年の開花日を、直線（赤）は変化傾向を示す。

神戸のさくら開花日は50年あたり5.6日の割合で早くなる傾向が見られる。

これまで（豊岡）



豊岡における年平均気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の年平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均気温の変化（豊岡）

豊岡の年平均気温は100年あたり1.88℃の割合で上昇傾向が見られる。

豊岡における春の平均気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の春の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

春の平均気温の変化（豊岡）

豊岡の春の平均気温は100年あたり2.11℃の割合で上昇傾向が見られる。



豊岡における夏の平均気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の夏の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

夏の平均気温の変化（豊岡）

豊岡の夏の平均気温は100年あたり1.62℃の割合で上昇傾向が見られる。

豊岡における秋の平均気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の秋の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

秋の平均気温の変化（豊岡）

豊岡の秋の平均気温は100年あたり1.97℃の割合で上昇傾向が見られる。



豊岡における冬の平均気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の冬の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

冬の平均気温の変化（豊岡）

豊岡の冬の平均気温は100年あたり1.88℃の割合で上昇傾向が見られる。

豊岡における年平均日最高気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の年平均日最高気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最高気温の変化（豊岡）

豊岡の年平均日最高気温は100年あたり2.42℃の割合で上昇傾向が見られる。



豊岡における年平均日最低気温の変化（1918～2014年）
黒線は各年の年平均日最低気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最低気温の変化（豊岡）

豊岡の年平均日最低気温は100年あたり1.64℃の割合で上昇傾向が見られる。

真夏日の変化（豊岡）

豊岡における年間真夏日日数の変化（1918～2014年）
棒グラフは各年の年間真夏日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示
す。

豊岡の年間真夏日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。



年間猛暑日日数の変化（豊岡）

豊岡における年間猛暑日日数の変化（1918～2014年）
棒グラフは各年の年間猛暑日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年間猛暑日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。

年間熱帯夜日数の変化（豊岡）

豊岡における年間熱帯夜日数の変化（1918～2014年）
棒グラフは各年の年間熱帯夜日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年間熱帯夜日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変
化傾向は表示しない。



年間冬日日数の変化（豊岡）

豊岡における年間冬日日数の変化（1918～2014年）
棒グラフは各年の年間冬日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年間冬日日数は、統計期間内に観測露場の移転があり、累年の統計が行えないため長期変化
傾向は表示しない。

年降水量の変化（豊岡）

豊岡における年降水量の変化（1918～2014年）
縦棒は各年の年降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



春の降水量の変化（豊岡）②-1

豊岡における春の降水量の変化（1918～2014年）
縦棒は各年の春の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の春の降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

夏の降水量の変化（豊岡）②-2

豊岡における夏の降水量の変化（1918～2014年）
縦棒は各年の夏の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の夏の降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



秋の降水量の変化（豊岡）②-3

豊岡における秋の降水量の変化（1918～2014年）
縦棒は各年の秋の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の秋の降水量には、有意な変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

冬の降水量の変化（豊岡）②-4

豊岡における冬の降水量の変化（1918～2014年）
縦棒は各年の冬の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の冬の降水量は100年あたり104.2ｍｍの減少傾向が見られる。



豊岡における日降水量50㎜以上の日数の変化
（1918～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

大雨の発生日数の変化（豊岡）

豊岡における日降水量100㎜以上の日数の変化
（1918～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

日降水量50㎜以上、100㎜以上の日数には、変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、直線（赤）は示さない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、直線（赤）は示さない。

無降水日数の変化（豊岡）

豊岡における無降水日数（1918～2014年）
棒グラフは各年の年間無降水日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の無降水日数（日降水量1.0㎜未満）の日数は100年あたり11.5日の増加傾向が見られる。



年最深積雪の変化（豊岡）

豊岡における年最深積雪の変化（1962～2014年）
棒グラフは各年の年最深積雪を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年最深積雪は10年あたり5.2ｃｍの割合で減少傾向が見られる。

年降雪量の変化（豊岡）

豊岡における年降雪量の変化（1954～2014年）
棒グラフは各年の年降雪量を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

豊岡の年降雪量は、統計期間内に観測方法の変更により、累年の統計が行えないため長期
変化傾向は表示しない。



これまで（洲本）

洲本における年平均気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の年平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均気温の変化（洲本）

洲本の年平均気温は100年あたり0.96℃の割合で上昇傾向が見られる。



洲本における春の平均気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の春の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

春の平均気温の変化（洲本）

洲本の春の平均気温は100年あたり1.13℃の割合で上昇傾向が見られる。

洲本における夏の平均気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の夏の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

夏の平均気温の変化（洲本）

洲本の夏の平均気温は100年あたり0.36℃の割合で上昇傾向が見られる。



洲本における秋の平均気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の秋の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

秋の平均気温の変化（洲本）

洲本の秋の平均気温は100年あたり1.13℃の割合で上昇傾向が見られる。

洲本における冬の平均気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の冬の平均気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

冬の平均気温の変化（洲本）

洲本の冬の平均気温は100年あたり1.31℃の割合で上昇傾向が見られる。



洲本における年平均日最高気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の年平均日最高気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最高気温の変化（洲本）

洲本の年平均最高気温は100年あたり0.47℃の割合で上昇傾向が見られる。

洲本における年平均日最低気温の変化（1919～2014年）
黒線は各年の年平均日最低気温偏差を、青線は5年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。

年平均日最低気温の変化（洲本）

洲本の年平均日最低気温は100年あたり0.97℃の割合で上昇傾向が見られる。



真夏日の変化（洲本）

洲本における年間真夏日日数の変化（1919～2014年）
棒グラフは各年の年間真夏日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年間真夏日日数は、10年あたり0.9日の割合で減少傾向が見られる。

年間猛暑日日数の変化（洲本）

洲本における年間猛暑日日数の変化（1919～2014年）
棒グラフは各年の年間猛暑日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年間猛暑日日数は、10年あたり0.1日の割合で減少傾向が見られる。



年間熱帯夜日数の変化（洲本）

洲本における年間熱帯夜日数の変化（1919～2014年）
棒グラフは各年の年間熱帯夜日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年間熱帯夜日数は、10年あたり0.9日の割合で増加傾向が見られる。

年間冬日日数の変化（洲本）

洲本における年間冬日日数の変化（1919～2014年）
棒グラフは各年の年間冬日日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年間冬日日数は、10年あたり1.5日の割合で減少傾向が見られる。



年降水量の変化（洲本）

洲本における年降水量の変化（1919～2014年）
縦棒は各年の年降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年降水量には変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

春の降水量の変化（洲本）②-1

洲本における春の降水量の変化（1919～2014年）
縦棒は各年の春の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の春の降水量には変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



夏の降水量の変化（洲本）②-2

洲本における夏の降水量の変化（1919～2014年）
縦棒は各年の夏の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の夏の降水量には変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

秋の降水量の変化（洲本）②-3

洲本における秋の降水量の変化（1919～2014年）
縦棒は各年の秋の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の秋の降水量には変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



冬の降水量の変化（洲本）②-4

洲本における冬の降水量の変化（1919～2014年）
縦棒は各年の冬の降水量偏差を、折れ線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の冬の降水量には変化傾向は見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

洲本における日降水量50㎜以上の日数の変化
（1919～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

大雨の発生日数の変化（洲本）

洲本における日降水量100㎜以上の日数の変化
（1919～2014年）

棒グラフは各年の年間日数を、太線（青）は5年移動
平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

日降水量50㎜以上、100㎜以上の日数には変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、直線（赤）は示さない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないた
め、
直線（赤）は示さない。



無降水日数の変化（洲本）

洲本における無降水日数（1919～2014年）
棒グラフは各年の年間無降水日数を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の無降水日数（日降水量1.0㎜未満）の日数には変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。

年最深積雪の変化（洲本）

洲本における年最深積雪の変化（1920～2002年）
棒グラフは各年の年最深積雪を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年最深積雪には変化傾向が見られない。

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。



年降雪量の変化（洲本）

洲本における年降雪量の変化（1938～2002年）
棒グラフは各年の年降雪量を、太線（青）は5年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。

洲本の年降雪量は、10年あたり0.8ｃｍの割合で減少傾向が見られる。

地球温暖化予測情報 第８巻
GPVデータ

兵庫県の将来予測



1. 気候モデルの概要
冊子「地球温暖化予測情報 第8巻」の「本章の要約」を参照。

2. 温室効果ガス排出シナリオ
地球温暖化予測の前提となる温室効果ガスの将来変化は、単一のシナリオ（A1B：地球温暖化予測情報第8巻P.8）についてのみ予測対象と

している。このため、他のシナリオを用いた場合、異なる予測結果となる可能性がある。
A1Bシナリオは、21世紀半ばまで排出量が増加し、ピークを迎えた後、緩やかに減少する経過をたどり、2100年頃の大気中二酸化炭素濃度

は、約700ppmに達すると予想される。

3. 地球温暖化予測の目的と評価
地球温暖化予測は、自然変動に伴う気候の「ジグザグ」な揺らぎの影響を取り除いて、温室効果ガスの増加に伴って「じわじわ」と進行

する長期的な変化の傾向を検出することが目的である。近未来を対象とする予測では、想定される温室効果ガスの増加幅が小さいため、
「じわじわ」に対して「ジグザグ」な自然の揺らぎの大きさが卓越して、長期変化傾向の評価が難しくなる場合がある。

4. 計算対象の時代
現在気候は20世紀末（1980～1999年）を、近未来は21世紀前半（2016～2035年）を、将来気候は21世紀末（2076～2095年）としている。

5. 近未来の予測結果
近未来の予測結果には自然変動に起因する不確実性の影響がより強く現れる場合がある。これは、温室効果ガス濃度の増加による影響

（シグナル）が明瞭になる21世紀末頃の時代に比べ、近未来ではシグナルが比較的小さく、大気や海洋の自然変動の影響が相対的に大きく
現れるためである。

6. 気温の予測結果
都市化が進行した地域ではヒートアイランド現象に伴い局地的に気温が高くなるが（気象庁、2012）、この予測結果には都市の将来変化

の影響は考慮されていない。

7. 降水予測の不確実性
降水の変化予測は、気温に比べて一般に不確実性が大きい。台風や梅雨前線に伴う大雨などの顕著現象の頻度や程度は年々の変動が大き

いことに加え、空間的な代表性が小さい上に、発生頻度がまれであって20年程度の計算対象期間を設けても統計解析の標本数が少ないた
め、系統的な変化傾向が現れにくい場合があることによる。

地球温暖化予測情報第8巻と配布用に整備したGPVの違い
冊子「地球温暖化予測情報第8巻」の解析結果と官署・部外機関配布用に整備したGPVによる解析結果は、統計の元となるデータはいずれ

も地域気候モデルからの出力であるが、モデル出力値の後処理が異なるため、必ずしも一致しない。例えば、降水量の場合、小数点以下の
桁の処理が異なる。第8巻では0.04㎜単位となっているが、GPVでは四捨五入による整数に丸めている。これは、高い再現性・予測精度があ
るかのような印象を避けるためである。

将来予測の留意事項

兵庫県における平均気温の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、
中：近未来気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

平均気温の将来予測（兵庫県）

兵庫県の年平均気温は、近未来気候で
1.0℃、将来気候で、約2.9℃の上昇が予測さ
れている。
季節で比較すると、冬は3℃を超え上昇が最

も大きく、夏の上昇が最も小さい。

【参考】神戸の年平均気温の平年値：16.7℃

年 春 夏 秋 冬
近未来気候 1.04 1.07 1.11 0.77 1.22 
将来気候 2.90 2.77 2.66 2.98 3.19 



兵庫県における日最高・日最低気温の変化（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

最高・最低気温の将来予測（兵庫県）

兵庫県の最高気温、最低気温共に、将来気候で、約2.9℃の上昇が予測されている。
季節で比較すると、最高気温では冬の上昇が最も大きく、最低気温では秋の上昇が最も大きい。また、どちらも秋か

ら冬にかけて気温の上昇が大きくなっている。

【参考】神戸の日最低気温の年平均値：13.7℃【参考】神戸の日最高気温の年平均値：20.2℃

年 春 夏 秋 冬

将来気候 2.93 2.84 2.58 2.96 3.35 

年 春 夏 秋 冬

将来気候 2.87 2.70 2.74 3.05 2.99 

兵庫県における平均気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差）
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候
である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。

1. 半旬平均値の季節変化は、平均気温の季節ごとの変化と同様に上昇している。
2. 冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅が現在気候と重なっている時期が見られ、温暖化が進行した将来にお

いても、年によっては現在気候の平均気温と同程度に気温が低下する時期もあることを示している。

平均気温の季節進行の将来予測（兵庫県）



兵庫県における日最高気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差）
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候
である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。

1. 半旬平均値の季節変化は、平均気温の季節ごとの変化と同様に上昇している。
2. 冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅が現在気候と重なっている時期が見られ、温暖化が進行した将来にお

いても、年によっては現在気候の平均気温と同程度に気温が低下する時期もあることを示している。

日最高気温の季節進行の将来予測（兵庫県）

兵庫県における日最低気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差）
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候
である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。

1. 半旬平均値の季節変化は、平均気温の季節ごとの変化と同様に上昇している。
2. 冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅が現在気候と重なっている時期が見られ、温暖化が進行した将来にお

いても、年によっては現在気候の平均気温と同程度に気温が低下する時期もあることを示している。

日最低気温の季節進行の将来予測（兵庫県）



兵庫県における真夏日日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候） 、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、中：近未来
気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水色に、信頼
度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

兵庫県の真夏日は、近未来気候、将来気候とも
に、夏から秋にかけて増加がみられ、今世紀末
には１ヶ月以上の日数の増加が予測されてい
る。

真夏日の日数の将来予測（兵庫県）

【参考】神戸の真夏日日数の平年値：54.9日

年 春 夏 秋 冬

近未来気候 13.30 0.15 10.82 2.33 0.00 

将来気候 37.79 2.46 24.81 10.52 0.00 
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兵庫県における猛暑日日数の変化（（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

猛暑日の日数の将来予測（兵庫県）

【参考】神戸の猛暑日日数の平年値：2.8日

兵庫県の猛暑日は、将来気候では増加し、今ま
で観測されなかった季節にも出現するなど極端
に暑い日が増えると予測されている。

年 春 夏 秋 冬

将来気候 16.51 0.10 16.03 0.38 0.00 
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兵庫県における熱帯夜日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、
中：近未来気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

熱帯夜の日数の将来予測（兵庫県）

兵庫県の熱帯夜は近未来気候、将来気候でも
増加し、将来気候では１ヶ月の日数を超える
増加が予測され、寝苦しい夜が、さらに増え
る。

【参考】神戸の熱帯夜日数の平年値：43.1日

年 春 夏 秋 冬

近未来気候 13.91 0.01 13.40 0.49 0.00 

将来気候 35.96 0.07 31.73 4.16 0.00 
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兵庫県における冬日日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、
中：近未来気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

兵庫県の冬日は、今後減少が見込まれ、将来
気候では出現する日がかなり少なくなり、最
低気温が０℃を下回る日が大幅に減る。

冬日の日数の将来予測（兵庫県）

【参考】神戸の冬日日数の平年値：7.8日

年 春 夏 秋 冬

近未来気候 -12.37 -2.33 0.00 -0.36 -9.68 

将来気候 -27.74 -5.10 0.00 -0.79 -21.84 



兵庫県における真冬日日数の変化（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

兵庫県の真冬日は、現在でも出現が少なく、
将来気候でも減少が見られることから、今後
は出現する可能性はかなり低くなる。

真冬日の日数の将来予測（兵庫県）

【参考】神戸の真冬日日数の平年値：0.0日

年

将来気候 -0.44 

兵庫県における年降水量の変化（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、以下の場合
はオレンジ色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

年降水量の全国平均は、有意に増加している。

年降水量の将来予測（兵庫県）

【参考】神戸の年降水量の平年値：1216.2ｍｍ

兵庫県の年降水量は、統計的に有意ではないも
のの、増加がみられる。季節別で見ると、秋に
降水量が減少しており、これは無降水日数の増
加が降水量の減少傾向に結びついているとみら
れる。

年 春 夏 秋 冬

将来気候 83.09 36.83 41.08 -42.71 47.88 



兵庫県・近畿地方における年降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比）
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。

年降水量の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における春の降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比）
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。

春の降水量の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における夏の降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比）
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。

夏の降水量の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における秋の降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比）
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。

秋の降水量の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における冬の降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比）
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、青系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。

冬の降水量の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県における降水量の季節進行の変化（現在気候の年平均との差）
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候
である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。

将来気候の降水量の変化は、現在気候の年々変動の範囲に収まっているものの、冬から春にかけて降水量が増加し
ている。また、梅雨明け後の降水量の減少がやや不明瞭になっている。

降水量の季節進行の将来予測（兵庫県）
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兵庫県における1時間30㎜以上の短時間強雨の年間発生回数（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、以下の場合
はオレンジ色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

兵庫県における１時間に30mm以上の激しい雨
の頻度は、年を通して増加する傾向が現れ、
特に気温の高い夏に増加が大きくなっている。
これは、温暖化に伴って大気中の水蒸気量が
増加する傾向と整合的である。

１時間降水量30ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測（兵庫県）

短時間強雨の発生回数は全国的に増加傾向がみ
られる。

年 春 夏 秋 冬

将来気候 0.52 0.04 0.41 0.03 0.04 

兵庫県における1時間50㎜以上の短時間強雨の年間発生回数（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、中：近未来
気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水色に、信
頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

１時間降水量50ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測（兵庫県）

兵庫県における１時間に50mm以上の非常に激
しい雨の頻度は、年を通して増加する傾向が
現れ、特に気温の高い夏に増加が大きくなっ
ている。これは、温暖化に伴って大気中の水
蒸気量が増加する傾向と整合的である。

年 春 夏 秋 冬
近未来気候 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 
将来気候 0.20 0.01 0.14 0.04 0.01 



兵庫県・近畿地方における1時間30㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化
（将来気候の現在気候との差）

１時間降水量30ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における1時間50㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化
（将来気候の現在気候との差）

１時間降水量50ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における1時間80㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化
（将来気候の現在気候との差）

１時間降水量80ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における1時間100㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化
（将来気候の現在気候との差）

１時間降水量100ｍｍ以上の短時間強雨の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県における日降水量100㎜以上の年間の日数（将来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、以下の場合
はオレンジ色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

将来気候では、日降水量100㎜以上の年間発生回
数は、ほぼ全国的に増加傾向となっている。

大雨（日降水量100ｍｍ以上）の将来予測（兵庫県）

大雨の年間の日数は、兵庫県でも増加傾向がみ
られる。

【参考】神戸の日降水量100mm以上の日数：0.5日

年 春 夏 秋 冬
将来気候 0.19 0.10 0.03 0.04 0.02 

兵庫県・近畿地方における日降水量100㎜以上の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

大雨（日降水量100ｍｍ以上）の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における日降水量200㎜以上の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

大雨（日降水量200ｍｍ以上）の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県における無降水（日降水量1.0㎜未満）の年間日数（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、以下の場合はオレ
ンジ色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

1. 将来気候では、年間無降水日数は年々変動
の大きい沖縄・奄美を除いて増加傾向と
なっている。

無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測（兵庫県）

兵庫県でも、秋を中心に無降水日数の増加
がみられ、年を通して増加傾向となっている。

【参考】神戸の年間無降水（1.0mm未満）日数：271.6日

年 春 夏 秋 冬
将来気候 4.91 1.28 0.39 2.26 0.98 



兵庫県・近畿地方における年間の無降水（日降水量1.0㎜未満）の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における春の無降水（日降水量1.0㎜未満）の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

春の無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における夏の無降水（日降水量1.0㎜未満）の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

夏の無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県・近畿地方における秋の無降水（日降水量1.0㎜未満）の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

秋の無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県・近畿地方における冬の無降水（日降水量1.0㎜未満）の日数の変化
（将来気候の現在気候との差）

冬の無降水（日降水量1.0ｍｍ未満）の将来予測図

兵庫県 近畿地方

兵庫県における年最深積雪の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、以下の場合
はオレンジ色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

将来気候では、北海道内の一部地域を除いて最
深積雪は減少しており、特に２月、３月の本州
日本海側では変化が大きい。

年最深積雪の将来予測（兵庫県）

兵庫県における年最深積雪は減少しており、
２月から３月の減少が大きい。

【参考】神戸の最深積雪の平年値：1ｃｍ
豊岡の最深積雪の平年値：54ｃｍ

年 12月 1月 2月 3月

将来気候 -9.93 -6.43 -6.76 -10.92 -8.28 



兵庫県における年降雪量の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差）
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、
中：近未来気候、右：将来気候）を示す。
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以下の場合は水
色に、信頼度水準90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。

将来気候では、北海道・本州内陸の一部で降
雪量が増加する一方、他の地域では減少と
なっており、特に北海道太平洋側・本州日本
海側では変化が大きい。

年降雪量の将来予測（兵庫県）

兵庫県における降雪量は、減少が大きくなっ
ている。

【参考】神戸の降雪の深さの合計の平年値：2ｃｍ
豊岡の降雪の深さの合計の平年値：312ｃｍ

年 12月 1月 2月 3月
近未来気候 -22.21 -4.48 -6.69 -6.89 -2.92 
将来気候 -57.58 -14.15 -14.80 -18.26 -7.46 

兵庫県・近畿地方における年降雪量の変化
（将来気候の現在気候との差）

年降雪量の将来予測図

兵庫県 近畿地方



兵庫県における降雪量の季節進行の変化
（将来気候の現在気候との差）

折線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準誤差を示す。５半旬で平滑化している。黒が現在気候、赤が将来気候
である。縦軸は現在気候の年平均からの偏差として示している。

降雪量は、期間を通して減少が見られる。

年降雪量の将来予測図（兵庫県）
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