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令和 3 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会プログラム
日時：令和 3（2021）年 12 月 23 日（木）13:30～17:35
場所：Zoom によるオンライン開催
連絡先：029-850-2409, E-mail:

13:30～13:35

開会挨拶
三枝 信子 (国立環境研究所 地球システム領域長)

13:35～13:45

スーパーコンピュータ利用研究概要および運用状況
（国立環境研究所 地球システム領域／環境情報部）

Session 1（司会：秋吉 英治）
13:45～14:05 雲・降水プロセスに着目した気候変動予測の不確実性に関する研究
課題代表者および報告者：廣田 渚郎 (国立環境研究所 地球システム領域)

14:05～14:25

短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価
課題代表者および報告者：五藤 大輔（国立環境研究所 地域環境保全領域)

14:25～14:45

14:45～14:55

エアロゾルデータ同化を活用した大気汚染予測システムの構築
課題代表者および報告者：五藤 大輔 (国立環境研究所 地域環境保全領域)

Break

Session 2（司会：八代 尚）
14:55～15:15 閉鎖性水域における水環境・生態系への気候変動影響の予測と適応策に関する研究
課題代表者および報告者: 東 博紀 (国立環境研究所 地域環境保全領域)

15:15～15:35

温室効果ガスのマルチスケールモデリング
課題代表者および報告者: 丹羽 洋介 (国立環境研究所 地球システム領域)

15:35～15:55

NICAM による雲降水システムの研究
課題代表者：佐藤 正樹（東京大学 大気海洋研究所)
報告者：Woosub Roh (東京大学 大気海洋研究所)

15:55～16:05

Break

Session 3（司会：江守 正多）
16:05～16:25 地球システムにおける陸域モデルの開発による気候変動研究
課題代表者および報告者:横畠 徳太 (国立環境研究所 地球システム領域)

16:25～16:45

大気海洋結合化学気候モデルを用いたオゾン層変化とその気候変化への影響に関する
研究
課題代表者および報告者: 秋吉 英治 (国立環境研究所 地球システム領域)

16:45～17:05

系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算: 陸惑星設定を用いた自転傾斜角依
存性実験
課題代表者および報告者: 石渡 正樹 (北海道大学 理学研究院)
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17:05～17:30

総合討論

17:30～17:35

閉会挨拶
江守 正多 (国立環境研究所 地球システム領域副領域長）

17:45～19:30

オンライン懇親会

【ご注意いただきたいこと】
①オンラインでの開催のため、報告の時間配分をひとりあたり報告 15 分＋質疑応答 5 分とします。
②すべての報告終了後に総合討論（25 分）を行い、閉会挨拶終了の 10 分後からオンライン懇親会を行
う予定です。
③2 回の休憩時において、Zoom はそのまま保持します（どのような画面を出すかは未定です）。
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The 29th NIES supercomputer workshop programme
Date:
December 23 (Thu), 2021, 13:30–17:35
Place: Online Meeting（Zoom）
Contact Tel: 029-850-2409, E-mail:
13:30～13:35

Opening address
Nobuko SAIGUSA（Earth System Division, NIES）

13:35～13:45

Operation status of NIES supercomputer system and outline of research applications
Earth System Division/Environmental Information Division

Session 1（Moderator: Hideharu AKIYOSHI）
13:45～14:05

Studies on uncertainties in climate predictions associated with cloud and precipitation
processes
Nagio HIROTA（Earth System Division, NIES）

14:05～14:25

Assessment of the impact of short-lived climate forcers on climate and regional
environment
Daisuke GOTO（Regional Environment Conservation Division, NIES）

14:25～14:45

Development of air pollution forecasting system by using aerosol data assimilation
Daisuke GOTO（Regional Environment Conservation Division, NIES）

14:45～14:55

Break

Session 2（Moderator: Hisashi YASHIRO）
14:55～15:15 Climate change impact prediction and adaptation for water environment and ecosystem in
enclosed water body
Hironori HIGASHI（Regional Environment Conservation Division, NIES）

15:15～15:35

Multi-scale modeling of atmospheric greenhouse gases
Yosuke NIWA（Earth System Division, NIES）

15:35～15:55

Numerical study on cloud systems using NICAM
Woosub ROH（Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo）

15:55～16:05

Break

Session 3（Moderator: Seita EMORI）
16:05～16:25

Climate change studies by development of terrestrial models in Earth System
Tokuta YOKOHATA（Earth System Division, NIES）

16:25～16:45

A study on ozone layer change and its effect on climate change using atmosphere-ocean
coupled chemistry-climate models
Hideharu AKIYOSHI（Earth System Division, NIES）

16:45～17:05

A Numerical experiment on varieties of climates of terrestrial planets with taking
exoplanets into consideration: an experiment on obliquity dependence with land planet
configuration
Masaki ISHIWATARI（Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University）
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17:05～17:30

Discussion

17:30～17:35

Closing address
Seita EMORI（Earth System Division, NIES）

17:45～19:30

Online gathering
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【利用時間の表記について】
NEC SX-Aurora TSUBASA A511-64（運用期間：2020 年 3 月 1 日～2026 年 2 月〈予定〉）のキューは
以下のような構成となっております。計算資源の利用状況については、各キューの VE 時間積とその計
で記載いたします。
- v_deb
- v_normal
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研究課題名：雲・降水プロセスに着目した気候変動予測の不確実性に関する研究
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 廣田渚郎
共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 塩竈秀夫・小倉知夫・石崎紀子・林未知也
東京大学大気海洋研究所 渡部雅浩・山上遥航
岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹
東京大学生産技術研究所 金 炯俊・日比野研志
株式会社三菱総合研究所 井上 剛
気象庁気象研究所 川瀬宏明
株式会社パスコ 姫木祐太郎
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 櫻木俊輔
茨城大学理工学研究科 若月泰孝
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度
1.

研究目的

た場合を比較する。DIAG と PROG の現在気候実験と

IPCC では、気候変動に関する科学的な知見がとりま

温暖化実験を行う。モデルの大気部分のみを利用し、

とめられている。2021 年 8 月に、IPCC 第 6 次報告書

温暖化時の海洋の状態は、DIAG の MIROC 大気海洋

が発表され、世界の気候モデル（CMIP6）による気候

結合モデルによって予測されたものを境界条件として

変動予測シミュレーションの結果が利用された。しか

与える（Shiogama et al. 2012）。大気モデルのみを利用

し、CMIP6 モデルによる気候変動予測には大きな不確

した方法を用いるのは、PROG の MIROC 結合モデル

実性がある。たとえば、CMIP6 モデルにおける、二酸

はまだ開発途上（後述）であるためである。

化炭素倍増時の全球地表気温の上昇量で定義される

DIAG と PROG の温暖化時の雲フィードバックを比

“気候感度”には 1.8～5.6℃の幅がある。予測不確実性

較する。特に雲の日傘効果や温室効果に関わる、雲の

の最大の要因は、温暖化に対する雲・降水プロセスの

量、高さ、厚さの温暖化への応答の違いを調べること

応答（フィードバック）がモデル間で異なることであ

で、フィードバックプロセスの理解を深めることがで

る（Zelinka et al. 2020）。

きる。さらに、世界の CMIP モデルとの比較を行い、

本課題の研究目的は、気候モデルによる気候変動予

MIROC に見られたプロセスの違いが、CMIP モデルの

測シミュレーションを行い、予測不確実性や気候変動

気候感度の不確実性をどの程度説明できるのかを調べ

の影響について、雲・降水プロセスに着目して調べる

る。

ことである。モデルは、主に MIROC を用いる。MIROC

PROG の MIROC 大気海洋結合モデルの開発も行う。

は、1990 年代から CMIP に参加して、IPCC に貢献し

予報型降水スキームを導入すると、特に大気上層の雲

てきた気候モデルで、国立環境研究所を含む日本の研

量が増加した（Michibata et al. 2019）。上層雲は大温室

究グループで開発されている。近年は、次期 CMIP7 に

効果が強く、地球を暖めるので、水蒸気量が増加し、

向けて、特に雲・降水プロセスを中心に改良が進めら

その温室効果がさらに地球を暖める。この様に、降水

れている。たとえば、これまで診断的に扱われていた

スキームの変更は、地球の水循環やエネルギー収支に

雨と雪の降水粒子を予報変数として扱い、それらの雲

大きく影響を与えるので、他の乱流、対流スキームな

との相互作用、放射プロセスへの影響をより精密に表

ども合わせて調整する必要がある。

現できる様になった。これらの改良が、モデルによる

ここまで MIROC の予報型降水などの改良とそのモ

現在気候の再現性や、その気候変動予測にどの様に影

デルによる気候変動予測について述べてきたが、既に

響するのか調べる。また、課題代表者は MIROC 開発

開発が完了している診断型降水の MIROC などを用い

のとりまとめを担当しており、本課題はその開発の重

た影響評価研究も行う。特に生活との関りが大きい降

要な部分を担うものである。

水の変化に着目する。その成果は一般の方にもわかり
やすい形で発表する。

2.

研究計画
MIROC で、従来の診断型降水スキーム（DIAG）と

新しく実装された予報型降水スキーム（PROG）を用い
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3.

進捗状況
昨年度は PROG と DIAG の MIROC の比較を行い、

PROG は DIAG に比べて雲フィードバックが大きく、
温暖化が促進されることを示した。今年度は、この結
果の解析とその違いを理解するためのシミュレーショ
ンを行い、メカニズムの理解を進めた。その結果、
PROG は、DIAG に見られた上層雲量の過少バイアス
が改善され、その上層雲の高度が温暖化の進行と共に
上昇することで、温室効果がより効果的に働き温暖化
が促進されることがわかった。図 1 のように、この上
層雲量と雲の高度が高くなるフィードバックの強さの
関係は CMIP モデルにも見られた。
MIROC 大気海洋結合モデルの開発では、
特に雲量の

図 1. 雲の高さが関わる長波雲放射フィードバック
(縦軸)と上層雲量(横軸)の関係。各点は CMIP
モデルと MIROC の PROG と DIAG を表す。
オレンジ線は観測の上層雲量を示す。

再現性の改善に取り組んだ。PROG の大気モデルに海
洋を結合すると、雲水量が非常に大きくなるバイアス
が発生した。モデルの雲、降水、対流スキームのパラ
メータを調整し、雲を雨として地面に落としやすくす

気量の過剰バイアスが改善されていない
（図 2 d, e, f）
。

ることで、このバイアスを改善した（図 2a, b, c）。

水蒸気は大きな温室効果を持つので、このままでは地

影響研究では、たとえば、シミュレーション結果を

球の温度が異常に高いバイアスを持ってしまう。引き

利用して、温暖化の台風への影響を調査し、パンフレ

続きモデルの乱流、降水、対流プロセスなどの調整を

ット”勢力を増す台風”（環境省 2020）にまとめた。

行い、気候変動予測に利用できるモデルを開発する。

計算機資源のおおよその使用割合は、予報型降水ス

同時に影響評価研究も進めていく。

キームの気候変動予測への影響についての研究が 3 割
程度、MIROC 開発が 5 割程度、影響評価研究が 2 割程

5.

度である。

4.

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

実行ユーザ数: 15

今後の計画

VE 時間積

MIROC 大気海洋結合モデルで気候変動予測シミュ

v_debug: 87.30 hours, v_normal: 210,712.86

hours, 計: 210,800.16 hours,（全体の VE 時間積に対す

レーションを行うためには、まずモデルが現実気候を

る占有率: 14.8%）

適切に表現することが必要である。ここまでのモデル
調整で、雲水量の過剰バイアスは改善されたが、水蒸

図 2. 観測、及び調整前と調整中の MIROC PROG 大気海洋結合モデルの鉛直積算雲水量と水蒸気量。全球平
均値を各図の右上に示す。
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研究課題名：短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 五藤大輔
共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 永島達也・打田純也
九州大学応用力学研究所 竹村俊彦・安井良輔
名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・Ha Thi Minh Phuc・松田涼樹・
府中雄大・Hossain Mohammed Syedul Hoque・中田裕太・何 彦峰・王 靖凌・
鎌田友美・水野光一
岡山大学学術研究院自然科学学域 道端拓朗
東京大学大気海洋研究所 鈴木健太郎
東京大学大学院理学系研究科 堀田陽香・Chiu-Tung Cheng
海洋研究開発機構地球表層システム研究センター 関谷高志
株式会社中電シーティーアイ 長谷川晃一
Ulsan National Institute of Science and Technology 朴 祥緒
東京都市大学環境情報学研究科 Karkour Selim
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度
1.

研究目的

ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 具 体 的 に は 、 MIROC-

本研究課題では、大気中の PM2.5 などの微粒子（エ

SPRINTARS を用いて、温暖化状況下での SLCF 変化

アロゾル）や光化学オキシダントであるオゾンのよう

に対する気温変化を調べた。また、MIROC-ESM を用

な地球の放射収支・水循環に影響を与え、その大気寿命

いて、火山性エアロゾルが成層圏にまで到達した場合

が比較的短い大気汚染物質（特に、短寿命気候強制因子:

の大気化学場への影響を調べた。また、NICAM-Chem

SLCFs）量の変化による気候および地域環境の変化を評

を用いて、エアロゾル除去過程モジュールに着目した

価することを大きな目的とする。この目的実現のために、

比較研究を行った。以上のような取り組みに関する本

複数の気候モデルを用いて、SLCFs の組成毎・地域毎の

発表を行う。

気温・降水量のような気候変化を定量的に評価するこ
とで、将来の気候変動に対する SLCFs の影響を社会に

3.

進捗状況

発信することを目指す。また、本目的を達成するため

MIROC-SPRINTARS を用いて、SLCFs の１つであり、

に、数値シミュレーションで用いる気候モデル

主要な大気汚染物質である硫酸塩エアロゾルに着目し、

（ MIROC-SPRINTARS、MIROC-ESM、NICAM-

その前駆気体である SO2 排出量変化に対する気温変化

Chem）の精度向上も必要となることから、継続的なモ

を調べた（Takemura, 2020）。硫酸塩エアロゾルは、光

デル改良・検証も実施する。

散乱物質であり、雲凝結核の主要物質であることから、
このエアロゾルの減少によって気温は上昇することが

2.

研究計画

予想される。図１に示したように、計算結果において

時空間局在化が大きい SLCFs の地域毎での気候・環
境影響評価を行う。SLCFs を取り扱う数値モデルの改
良・検証に関しては、人工衛星や地上観測等の複数の観
測情報を利用して、SLCFs および関連する物質の三次
元構造の再現性を向上させる。本年度から環境省環境研
究総合推進費 S-20「短寿命気候強制因子による気候変動・
図 1. MIROC-SPRINTARS で計算した人為起源 SO2 排

環境影響に対応する緩和策推進のための研究」（代表：

出量をゼロにした場合の年平均地上気温変化。

竹村俊彦）が開始され、本課題で計算されたモデル結果

(a) は CO2 濃度が 369 ppm の場合、(b) は CO2 濃

は、
SLCFs の変化に対する気候影響を評価することで、

度が 738 ppm の場合 (Takemura, 2020)

国の政策立案に大きく貢献するものである。S-20 プロ
ジェクトでは、共通排出量データおよびシナリオを用

も気温上昇は確かめられたが、本研究の重要な発見と

いた数値実験を実施することを計画しており、この実

しては、CO2 濃度が高い状況下で同実験を行ったとこ

験に先立ち、個々のモデルで SLCFs に関連した数値シ

ろ、CO2 濃度が高い方が同量の SO2 排出量減少でも気
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温上昇が大きいことが明らかとなった。これは、雪氷・

4.

海氷アルベドと水蒸気フィードバックの影響が主な要

今後の計画
S-20 プロジェクトが本年度から開始され、本課題で

因である。

は S-20 プロジェクトで必要とする様々な数値実験を

MIROC-ESM を用いて、SO2 が気候等に及ぼす影響

実施している。現在進行中である S-20 プロジェクト内

を、成層圏オゾンや対流圏化学への影響と関連づけて

での SLCFs 排出量減少による感度実験では、特定の地

調べた。20 世紀の代表的な火山噴火としては、1991 年

域・組成・部門の SLCFs およびその前駆物質の排出量

6 月に起きたピナツボ火山噴火であり、北半球で 0.5 度

をゼロにして気象場変化を解析する予定である。この

の気温低下が見られた。この火山噴火を対象とし、硫

実験では、本課題で主に利用している大気海洋結合モ

酸塩エアロゾルの微物理過程を改良した MIROC-ESM

デルである MIROC-SPRINTARS および MIROC-ESM

を用いた事例解析を行った。その結果、火山噴火によ

と、
全球雲解像モデルである NICAM-Chem を用いる。

る SO2 全球成層圏総量は噴火直後のピークを再現した

数値実験では、大気モデルを用いて大気の速い応答に

ものの、その後は過大評価していた。大気上端での外

着目すると共に、大気海洋結合モデルを用いて大気海

向き短波放射フラックスは、噴火後から 1994 年まで

洋の相互作用を加味した遅い応答にも着目する。モデ

m-2 増加した。

ル間の比較も行う予定であり、それぞれのモデルの長

大気上端での外向き長波放射フラックスは、噴火後か

所を生かし、SLCFs の変化に対する気象・気候場への

ら 1994 年までは平年値より減少を示し、最大約 2 W

影響を評価したい。

は平年値より増加を示し、最大約 7 W

m-2 減少した。鉛直積算オゾン量は噴火により赤道付近

5.

で約 4%減少し、北半球では概ね観測と一致していた
が、南半球は過大評価であった。対流圏化学場では、

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

実行ユーザ数: 15

OH 濃度が噴火後北半球中・低緯度での減少がみられ、

VE 時間積

ピナツボ火山の影響で最大約 7%の減少となった。

v_debug: 210.29 hours, v_normal: 274,456.06

hours, 計: 274,666.35 hours,（全体の VE 時間積に対す

最後に、NICAM-Chem を用いて、エアロゾル除去過

る占有率: 19.3 %）

程（特にエアロゾル雲内洗浄過程あるいは rainout）の
不確実性を調べるために、2011 年 3 月福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性セシウム 137（Cs-137）を事例
にとった領域規模実験を行った（Goto and Uchida, in
press）。rainout は、特に微小粒子のシミュレーション
に大きな不確定性を生じさせる。本研究では、領域高
分解能実験可能な Diamond-NICAM に、他のモデルで
利用されている raintou スキームを 4 種類導入すると
共に、エアロゾル湿性沈着に深く関与する雲雨変換効
率や雲微物理過程に関する複数のスキームを用いて、
Cs-137 の粒子動態に関するモデル相互比較を実施し
た。実験結果を観測と比較したところ、概ね、±30%の
バイアス、0.6-0.9 の相関係数、67-112 Bq m-3 の不確実
性、<40%の精度（1/10 から 10 倍の範囲に収まる値の
割合）となった。全ての実験結果を比較したところ、
エアロゾル rainout スキームの感度は、雲微物理の取り
扱いの感度よりも、Cs-137 濃度への影響が大きいこと
がわかった。
［参考文献］
D.Goto and J., Uchida (in press) J. Meteor. Soc. Japan.
T. Takemura (2020) Sci. Rep., doi:10.1038/s41598-02078805-1
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研究課題名：エアロゾルデータ同化を活用した大気汚染予測システムの構築
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 五藤大輔
共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 菅田誠治
国立環境研究所地球システム領域 八代 尚・Shi Chong
State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical
Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tie Dai,
Yueming Cheng
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Earth and Life sciences Nick Schutgens
九州大学応用力学研究所 弓本桂也・安井良輔
北海道大学大学院理学研究院 佐藤陽祐
近畿大学総合社会学部 中田真木子
気象庁気象研究所全球大気海洋研究部 梶野瑞王
埼玉県環境科学国際センター 原 政之
実施年度：令和元年度～令和 3 年度
1.

研究目的

化を行う。これにより、観測のみ、あるいは、モデル

大気汚染は環境問題として捉えられてきたが、近年

のみでは得られない高精度のエアロゾル分布を導出す

では、地球温暖化を抑制するために対策効果が比較的

る。同時に、NICAM-Chem モデル素過程等の改良も継

早急に現れると期待される短寿命気候強制因子（Short-

続して進める。これらの組み合わせによって、より高

Lived Climate Forcers: SLCFs）として、国内外で注目さ

精度の大気汚染予測システムの構築を目指す。また、

れている。本課題では、環境と気候問題の鍵となる大

NICAM-Chem では十分に対応しきれない都市スケー

気汚染物質の時空間分布をより精度良く予報するため

ルの大気汚染物質シミュレーションが得意な SCALE-

に、データ同化手法を導入した大気汚染予測システム

Chem のモデル改良も行うことで、マルチモデルアン

の開発を目的とした。これと同時に、大気汚染予測の

サンブルによる予測誤差の減少に向けたシステム設計

初期値として作成される大気汚染物質プロダクトを高

に繋がることが期待される。

分解能の再解析データと位置付け、他の科学的研究に
役立てることも目的とした。これらのデータはエアロ

3.

進捗状況

ゾルや海色・陸域植生のリモートセンシングの初期値

これまで NICAM-Chem を用いて、気象静止衛星ひ

やアプリオリとして役立つようなデータセットとして

まわり 8 号搭載の AHI センサーや GCOM-C 極軌道衛

も利用できる。その他の目的として、NICAM-Chem の

星搭載の SGLI センサーから得られたエアロゾル光学

モデル改良を継続的に行うことである。母体モデルの

的厚さ（Aerosol Optical Thickness: AOT）や、極軌道衛

再現性がデータ同化結果のパフォーマンスに大きく影

星ライダーCALIPSO 搭載の CALIOP センサーから得

響するため、より高精度で大気汚染を予測するために

られたエアロゾル消散係数（エアロゾル鉛直分布情報）

は、継続的なモデル改良は必須である。一方で、大気

の観測量を用いて、局所アンサンブルカルマンフィル

汚染予測の高精度化のため、マルチモデルアンサンブ

タ ー （ Localized Ensemble Transform Kalman Filter:

ル法の導入を目指し、NICAM-Chem とは異なる領域ス

LETKF）によるエアロゾルデータ同化を行ってきた。

ケールモデルである SCALE-Chem をスパコン上でも

本課題実施前には、低時間分解能で単一の衛星センサ

効率的に稼働させ、その精度向上を図る。

ーから得られた AOT を用いた LETKF 同化に取り組ん
でいたが、本課題を通じて、AHI による高時間分解能

2.

研究計画

同化や、AHI と CALIOP による複合衛星センサー同化

本研究で利用する数値モデルは、全球から領域スケ

に関する手法を開発することができた。

ールを高分解能でシームレスにカバーすることができ

今年度は、準リアルタイムでの大気汚染予測計算に

る NICAM-Chem である。より高精度の初期値作成の

向けて、計算精度と計算機コストのバランスを鑑みる

ために、気象静止衛星ひまわり 8 号、極軌道衛星

ため、二次元変分法（2D-Var）の NICAM-Chem への導

GCOM-C、極軌道衛星 GOSAT2、極軌道衛星 CALIPSO

入を進めた。この 2D-Var は気象庁気象研究所のモデ

などの衛星プロダクトを利用したエアロゾルデータ同

ルにも搭載されており、LETKF よりも計算コストが軽
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い。テスト計算として、AOT を対象として、AHI によ

以上の研究と並行して、領域化学輸送モデル

るエアロゾル衛星成果物を利用し、NICAM-Chem/2D-

SCALE-Chem（モデル分解能は 5km）によるシミュレ

Var の開発を進めた。オフライン実験まで完了してお

ーションも実施した。研究対象は、長野県を中心とし

り、現在ではオンライン実験に向けて本格的な導入を

た日本アルプス周辺域で、モデル検証に用いた観測デ

進めている。

ータは、NASA/AERONET/DRAGON/J-ALPS による集

また今年度は、昨年度から継続して、NICAM-Chem

中観測で得られたものである。本実験では山岳地形が

を用いた短寿命微量気体シミュレーションおよびその

エアロゾル分布に与える影響について調査を行った。

検証も実施した。SX-Aurora を利用することで、同種

通常の設定の他、地形データを用いず山岳のない設定、

類の大気汚染物質シミュレーションの中では高分解能

長野県内の人為起源エアロゾルの排出がない設定の 3

といえる全球 56km 格子で８年の計算を行うことがで

種類のシミュレーションを実施した。その結果、図２

きている。昨年度は、欧米やアジアでの地表面オゾン

に示したように、山岳がエアロゾルの流入を抑えてい

濃度や、オゾン生成に関わる NOx や CO の物質濃度に

る場合もあれば、長野県内の排出により山間部の盆地

関する検証結果を発表したが、本年度は、極軌道衛星

にエアロゾルが溜まりやすい日には、山岳がエアロゾ

Sentinel-5P 搭載の TROPOMI センサーで得られた NO2

ルの滞留に寄与している場合もあることが示された。

の鉛直積算量の全球分布を検証した。比較の際には、
TROPOMI のリトリーバルで利用されたアベレージン
グカーネルを用いて、より整合的な比較を実施した。
図１には NO2 のほか、地表面オゾンや AOT の比較結
果も載せている。概ね良好な結果が得られており、NO2
に関しては正のバイアスが 16%程度と小さく、相関は
非常によく、不確実性も平均値の 10%以下であること
がわかった。
図 2．3 月 20 日の PM2.5 濃度分布と風。(a)通常状態の
シミュレーション、(b) 山岳のない状態のシミ
ュレーション

4.

今後の計画
本課題を通じて、NICAM-Chem を利用した大気汚染

予測のための課題がいくつか顕在化されたので、それ
らに取り組みたい。具体的には、大気汚染物質の準リ
アルタイム予測に向けた NICAM-Chem/2D-Var の開発
を継続することである。また、母体となる NICAMChem 自体の大気汚染物質の再現性をさらに向上させ
るために、NICAM-Chem のプログラムを再度見直し、
精緻化を進める。さらに、予測精度向上の一つの手段
としてのマルチモデル予測も視野に入れて、NICAMChem と SCALE-Chem の連携を強める。そのほか、
NICAM-Chem の全球実験の結果を領域モデル VENUS
の境界データに利用することを進める。
図 1．NICAM-Chem で計算された微量気体・エアロ

5.

ゾルの検証結果。対象は 2018 年で、(a) NICAM-

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

Chem の鉛直積算 NO2、(b) TROPOMI の鉛直積

実行ユーザ数: 13

算 NO2、(c) (a)と(b)で得られた結果の散布図、

VE 時間積

(d) 地表面オゾンの観測と NICAM-Chem の散布

v_debug: 0.00 hours, v_normal: 134,231.57

hours, 計: 134,231.57 hours,（全体の VE 時間積に対す

図、(e) AOT の観測と NICAM-Chem の散布図。

る占有率: 9.4%）
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研究課題名：閉鎖性水域における水環境・生態系への気候変動影響の予測と適応策に
関する研究
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 東 博紀
共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 中田聡史・吉成浩志
広島大学環境安全センター 西嶋 渉
大阪大学大学院工学研究科 入江政安
京都大学フィールド科学教育研究センター 小林志保
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度
1.

研究目的
閉鎖性水域では、水温の上昇とそれに伴う生態系の

変調が全国各地で報告されており、水環境・生態系へ
の気候変動影響の全容解明とその適応策が求められて
いる。我々は先行研究において、陸域淡水・汚濁負荷
流出－海域流動・水質・底質モデルを開発するととも
に、集水域からの流出変動を考慮した瀬戸内海の水質
の将来予測を実施した。本研究では、開発したモデル
を展開して全国各地の閉鎖性水域における水環境・生
態系の将来予測を進め、水域間に見られる気候変動影
響の共通性や相違性を明らかにするとともに、貧酸素
水塊など水質の極端事象の発生やそれに伴う生物多様
図 1. 現在気候 (PRSNT)と将来気候 (RCP8.5) の 7～
8 月と 1～2 月における瀬戸内海東部海域の TN
フロー (19 年平均値)。

性・生物生産性への影響などの気候変動リスクを水域
ごとに評価する。それを踏まえて、気候変動リスクの
軽減・回避に向けた陸域負荷管理など水環境分野の適
応策を検討・提示することを目的とする。

2.

研究計画
今年度は、昨年度までに実施した瀬戸内海の気候変

動影響予測の解析を進めるとともに、水平解像度 2km
の NHRCM など、より高解像度の気候シナリオを用い
た予測シミュレーションを実施し、アンサンブル化を
進める。また、予測シミュレーションを東京湾と伊勢
湾に展開し、水環境への気候変動影響の海域間比較を
行う。さらに、石川県の七尾湾を対象として陸域－海
域モデルの開発を進め、日本海側の閉鎖性海域の水環
境への気候変動影響予測に着手する。

3.

図 2. 現在気候 (PRSNT)と将来気候 (RCP8.5) の 7～
8 月と 1～2 月における瀬戸内海東部海域の TN
フロー (19 年平均値)。

進捗状況

3.1 瀬戸内海の窒素フローへの影響評価
昨年度までに実施した水平解像度 20km の NHRCM

を対象とし、海域内での生成・消滅フロー、すなわち

20 を用いた気候変動影響予測シミュレーションに基

海水中の一次生産による有機化、有機物分解による無

づき、現在気候と RCP8.5 の将来気候の窒素フローを

機化、海底への堆積および海底からの巻上げ・溶出を

瀬戸内海東部の播磨灘に着目して解析した。海域間の

併せて集計した。現在気候と将来気候のそれぞれ 20 年

フローは、移流と拡散の輸送を考慮し、予測計算より

間の予測値のうち、初期条件の影響が比較的強い最初

直接出力した。窒素については、海水中の TN と DIN

の 1 年を除く、
19 年間の気候値を対象に考察を行った。
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水のフローには現在気候と将来気候で顕著な違いが
見られなかったが、TN（図 1）と DIN（図 2）につい
ては、夏～秋の高温化によって一次生産が低下し、DIN
の有機化－沈降－海底への堆積が大きく減少するため、
現在気候よりも紀伊水道・外洋に流出しやすくなると
予測された。冬～春では、水温上昇に伴う一次生産の
活性化によって将来気候の DIN 消費量は現在気候の
約 2 倍に増え、季節変動として見られる海水中の DIN
の減少が気候変動によって加速すると予測された。
以上の結論はモデルの一次生産の温度依存性に強く
左右されるものであり、高温の耐性を有する種の追加
などによって結果が大きく変わる可能性があることに
留意が必要である。また、現在気候、将来気候の 20 年
間の中にも水温上昇と窒素減少のトレンドがあり、黒

図 3. 東京湾奥部と伊勢湾（狭義）における現況気候
（ CRRNT）、現在気 候（ PRSNT）、将来 気候
（RCP2.6, RCP8.5）の表層水温の月別気候値。

潮との関連性も含めて今後詳細に解析していきたい。

3.2 東京湾と伊勢湾への展開と気候シナリオの高
解像度化
瀬戸内海で構築した予測モデルを活用して、東京湾
と伊勢湾の水環境を対象とした気候変動影響予測シミ
ュレーションを実施した。気候シナリオは、NHRCM20
に加え、「創生プログラム 2km 格子 NHRCM 日本域気
候予測データセット」（以降、NHRCM02）を使用し、
高解像度化による再現性への影響を検討した。
一例として表層水温の月別気候値の計算結果を図 3
に示す。なお、同図の現況気候（CRRNT）は 2009～2015
年の 7 年間の月別平均値であり、気象条件に GPVMSM（気象庁）を与えて計算を行ったものである。そ
れと現在気候（PRSNT）を比較すると、NHRCM20 に
比べて NHRCM02 の再現性は顕著に高いことが分かる。
夏期の NHRCM02 の表層水温は現況気候よりも過小の
傾向が見られるものの、比較の期間が違うことと、気
候変動による水温上昇は夏期が比較的強いことを踏ま

図 4. 東京湾奥部と伊勢湾（狭義）における現況気候
（ CRRNT）、現在気候（ PRSNT）、将来気候
（RCP2.6, RCP8.5）の底層 DO の月別気候値。

4.

えると、妥当な誤差とも考えられる。一方、冬期につ

今後の計画
東京湾と伊勢湾の予測計算と解析を進めるとともに、

いては、NHRCM20 では両海域において過大評価のバ

NHRCM02 を用いた瀬戸内海の予測シミュレーション

イアスが認められるが、NHRCM02 ではそのバイアス

を実施し、アンサンブル化を進める。また、日本海側

が大きく軽減されている。水温の再現性の向上は水質

の閉鎖性海域の水環境への気候変動影響予測に向けて、

の予測結果にも影響が及び、NHRCM20 の底層 DO に

七尾湾を対象とした陸域－海域モデルの開発を進める。

見られる冬期の過小評価が高解像度の NHRCM02 では
解消されることを確認している（図 4）。

5.

再現性の向上は瀬戸内海よりも東京湾や伊勢湾の方

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

が顕著であった。原因はまだ特定できていないが、高

実行ユーザ数: 6

解像度化によって東京湾や伊勢湾の空間スケールでも

VE 時間積

海上風が適切に表現できるようになったためではない

hours, 計: 670,121.63 hours,（全体の VE 時間積に対す

かと推察している。

る占有率: 47.1 %）
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研究課題名：温室効果ガスのマルチスケールモデリング
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 丹羽洋介
共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 齊藤 誠・八代 尚・佐伯田鶴・村上和隆・
亀井秋秀
実施年度：令和 3 年度～令和 5 年度
1.

研究目的
地球温暖化の影響が顕在化しつつある現在、温室効

果ガス削減にむけた取り組みが一層求められているが、
その削減効果については科学的で客観的な評価が必要
である。本研究では、大気モデルを用いて温室効果ガ

図 1. 緯度経度格子上での最適化で得られた 2010 年 7

スの大気中の動態解明や吸収・排出量の推定を行い、

月の CO2 フラックス分布。負が大気からの吸収

温暖化予測の不確定性低減や温室効果ガスの排出削減

を表す。解像度は 1°×1°。

施策に資する知見を創出することを目的とする。特に、
都市・国スケールから地球規模に至る空間的に幅広いスケ

さらに NICAM-TM を用いた 2021 年の CO2 および

ールの温室効果ガスの動態を把握するため、高解像度モデ

CH4 の大気輸送計算を実施し、波照間島で観測された

リングおよび高度な逆解析・同化技術の開発を行う。併せて、

CO2 と CH4 の変動比と合わせた解析から、中国におけ

温室効果ガス観測技術衛星プロジェクト（GOSAT シリーズ）

る CO2 排出量が COVID-19 の大流行によって減少に転

に必要なモデル開発も行い、衛星観測のデータ質向上、また、

じた 2020 年から再び増加し、2019 年までの排出量と

衛星観測データを利用した研究も行う。

同等の排出量となったことを確認した。
GOSAT-2 では、レベル 2 プロダクトを導出するため

2.

研究計画

にエアロゾルの時空間分布の先験情報が必要である。

本年度は二酸化炭素（CO2）とメタン（CH4）の長期逆

そこで本研究では、エアロゾル輸送モデル NICAM-

解析を実施するとともに、その結果を高解像度モデルにも

SPRINTARS を用いてエアロゾル分布を推定し（図 2）、

ダウンスケールし、それぞれの高解像度実験に着手する。

GOSAT-2 プロダクト処理システムへ提供した。

さらに、温室効果ガス観測技術衛星 GOSAT-2 の L2 プロ
ダクト導出に関する研究開発および GOSAT/GOSAT-2 の
データを用いた CO2 の逆解析を実施し、全球の収支推定の
向上を図る。

3.

進捗状況
昨年同様、NISMON-CO2 を用いて 1990-2020 年の期

間における長期の CO2 逆解析を行い、グローバル・カ
ーボン・プロジェクトによる世界の CO2 収支評価にデ
ータを提出した。ここで、本解析のための事前準備お
図 2. 2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの計

よび開発に環境研のスーパーコンピューターシステム

算で得られた高度１km における有機炭素につ

を用いた。本年度の解析では精緻な緯度経度格子－正

いて MIROC-SPRINTARS と比較した結果

２０面体格子変換ツールを新たに導入し、大気輸送モ
デルの格子である正２０面体格子ではなく任意の緯度
経度格子でフラックスの最適化を行うことを可能とし

さらに、GOSAT-2 プロジェクトにおいて作成した森

た。これにより図１に示す通り、低解像度の大気輸送

林火災プロダクト（地上バイオマス 2 種類:

モデルを用いても、初期フラックスデータが本来持っ

GEOCARBON/Globbiomass; 地 上 被 覆

ている詳細な空間情報を維持して解析を行うことが可

GLC2000/MCD12Q1, 計 4 種 類 ） の CO 排 出 量 を

能となった。

NICAM-TM で大気 CO 濃度場へ変換し、地上・衛星観

2

種 類 :

測データとの比較を行った。各森林火災排出量推定値
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の特性を解析した後、GOSAT-2 L4 プロダクトの先験
情報に使用する森林火災プロダクトを選定した。
また、GOSAT-2 L4 プロダクトに向けた予備的な解
析を NISMON-CO2 を用いて実施した。GOSAT-2 L2 デ
ータの精度が同 L4 プロダクトに直結するため、L2 デ
ータ（V01.04, 2019/03-2020/02）の精度評価およびバイ
アス補正に取り組んだ。NISMON を介して GOSAT お
よび GOSAT-2 L2 データにそれぞれ最適化した大気
CO2 濃度場を再現し、独立した地上・航空機観測デー
タ等と比較した。その結果、GOSAT-2 L2 データには
時空間方向で変動するバイアスが内在することが判っ
た。このバイアスを補正するための複数の経験的手法
を試験し、また、その結果を使用した全球吸排出量推
定結果の評価を行った。

4.

今後の計画
CO2 の長期逆解析の結果を地球環境データベースか

らバージョン 2021.1 として公開する。また、CH4 長期
逆解析を開始する。さらに、今回、新たに導入した緯
度経度格子での最適化機能を活かして、逆解析で得ら
れたフラックスデータを高解像度グリッドへとダウン
スケールし、高解像度の大気輸送シミュレーションに
着手する。また GOSAT-2 では、L4 プロダクトの公開
に向けた解析を開始する。

5.

昨年度終了研究課題名

温室効果ガスに関する大気モデリング研究（課題代表者：丹
羽洋介）

6.

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

実行ユーザ数: 6
VE 時間積

v_debug: 71.46 hours, v_normal: 14,787.30

hours, 計: 14,858.76 hours,（全体の VE 時間積に対する
占有率: 1.0 %）
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Project name：Numerical study on cloud systems using NICAM
Project leader：Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo
Project members：Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo
Tempei Hashino, Kochi University of Technology
Research period：April 2021～March 2022
1. Research purpose
関東圏観測ウルトラサイト

It is important to evaluate and improve the cloud

○： Xバンド偏波レーダー
○： 雲レーダ―
□： ドップラーライダ
△： マイクロ波放射計
●：フェーズドアレイレーダー

properties in global non-hydrostatic models like a
Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model (NICAM,
Satoh et al. 2014) using observation data. One of the

情報通信研究機構
（小金井）

methods is a radiance-based evaluation using satellite data
○

and a satellite simulator (here Joint simulator, Hashino et al.

国立環境研究所・気
象研究所（筑波）

2013), which avoids making different settings of the
microphysics between retrieval algorithms and NICAM.
The satellite data with active sensors has a limitation to

雲降水観測システム

気象大学校・東京大
学大気海洋研究所
（柏)

observe the specific case of cloud and precipitation systems.
Fig. 1. Ultra-site observation networks in Kanto area.

And it is needed to validate satellite observations using insitu observation. There are intensive observation stations
over the Kanto region. The ULTIMATE (ULTra sIte for
Measuring Atmosphere of Tokyo metropolitan Environment)
is proposed to verify and improve high resolution numerical
simulations based on these observation data.
This research is for evaluation and improvement of
clouds and precipitation systems in NICAM using the
intensive observation data over the Kato area.

2. Research plan
There are several observation instruments over the
Kanto region. Figure 1 shows the ultra-site observation

Fig. 2. The Contoured Frequency by Altitude Diagrams
(CFADs) of radar reflectivity (left) and Doppler
velocity (right) between NICT CPR (top) and NICAM
GL8 (bottom) for the TC Faxai. The unit of y-axis is
km. The units of x-axis are dBZ (radar reflectivity)
and m/s (Doppler velocity).

networks in Kanto area. In the previous fiscal, we achieved
the observation data like C-band polarimetric radars in
Narita and Haneda airport and WINDAS data. And we got
the observation data of the Cloud Profiling Radar (CPR, 94
GHz) in NICT.
POLArimetric
Simulator

Radar

(POLARRIS,

Retrieval
Matsui

et.

and
al.

Instrument
2019)

This year, we evaluated microphysics schemes in

was

NICAM. We developed a new evaluation method of rain

implemented in Joint simulator. The POLARRIS can

microphysics using C-band polarimetric radar.

simulate differential reflectivity (Zdr), specific differential

The next step of this project is an improvement of

phase shift (Kdp), co-polar cross-correlation coefficient

microphysics schemes about rain microphysics schemes like

(hv), and Doppler velocity of a polarimetric radar using

evaporation process and coalescence processes of rain. And

Mueller scattering matrix.

we will improve riming progress in NICAM using

We used the stretched version of NICAM. We selected

observation data.

three cases for September 2019. We calculate the signals of
polarimetric radar using Joint simulator.
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（NICAM による雲降水システムの研究（課題代表者：

3. Research progress

佐藤正樹））

This year, we evaluated two kinds of microphysics
schemes like a single moment (NSW6) and a double moment

6. Record of supercomputer use （November 1,
2020～October 31, 2021）

(NDW6) schemes in NICAM
We evaluated two microphysics schemes using a
polarimetric radars and the CPR. The figure 2 shows the

Number of Users: 3

Contoured Frequency by Altitude Diagrams (CFADs) of

VE node time product

radar reflectivity and Doppler velocity between observation

0.00 hours, Total: 0.00 hours,（Occupancy rate of the whole

and NICAM NSW6. The observed maximum radar

VE node time product: 0.0 %）

reflectivity is less than 2 dBZ in the tropical cyclone Faxai
case. The reason for the weak radar reflectivity is attenuation
from rain on the antenna. The in-situ CPR has limitation to
observe the precipitating clouds because of rain attenuation.
NICAM shows the similar distributions of CFADs of
Doppler velocity like fast terminal velocity of rain and slow
terminal velocity of ice hydrometeors. We found three issues
about mismatches of microphysics of NICAM. The first
issue is overestimation of Doppler velocity above 8 km
altitude. The observation shows less than 1 m/s, but the
NICAM reproduced Doppler velocity within 1 and 2 m/s.
The second issue is the rimming process from 5 km to 8 km
in the observation. The observation shows the increase of
Doppler velocity from the rimming process. NICAM does
not shows this characteristic. The third issue is the decrease
of Doppler velocity from 4 km to the ground in NICAM. The
observation does not show this pattern. We speculate this
bias is from the evaporation and coalescence processes of
rain.
We introduced a new evaluation method for rain
microphysics in terms of radar reflectivity and Zdr using Cband polarimetric radar and Joint simulator.
.

4. Future plan
We will improve the warm rain microphysics in NDW6
using C-band polarimetric radar. We will evaluate NICAM
using X-band polarimetric radar and Ka-band polarimetric
radar. And we will consider how to use these radar data for
evaluation and improvement of microphysics schemes in
NICAM.
We will consider the simulations of WINDAS using
Joint simulator.

5. Previous project name
Numerical study on cloud systems using NICAM（Project
leader：Masaki Satoh）
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研究課題名：地球システムにおける陸域モデルの開発による気候変動研究
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 横畠徳太
共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 伊藤昭彦
国立環境研究所地球システム領域 佐藤雄亮
茨城大学農学部 木下嗣基
北海道大学大学院工学研究院 山田朋人
エネルギー総合工学研究所地球環境グループ 加藤悦史
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度
1.

研究目的

3.

進捗状況

将来の気候変動は自然生態系や人間社会に大きな影

今年度の研究では、陸面モデルに生態系・水資源・

響を与える。気候変動によって影響を受ける部門は非

農作物・土地利用モデルを結合した陸域統合モデル

常に幅広く、ある部門への影響が別の部門への影響を

MIROC-INTEG-LAND（Yokohata et al. 2020, Geophysical

引き起こすといった「影響の連鎖」が存在する。さら

Model Development）を利用し、温暖化影響評価のモデ

に、気候変動によって自然生態系や人間活動に生じた

ル間相互比較プロジェクト Intra-Sectoral Impact Model

影響が、地球システムにおける炭素循環や放射収支に

Inter-comparison Project（ISIMIP）Phase 3 へ貢献を行た

影響を与えることを通して、さらに気候変動を加速さ

めの準備を行なっている。ISIMIP3 では様々な境界条

せる「フィードバック作用」が存在することが指摘さ

件の与え方が指定されており、計算期間は最長で 1661-

れている。気候変動に対応するための効果的な方策を

2300 年に及ぶ。ISIMIP3 ではバイアス補正された

立案するためには、気候変動によって生じる様々な影

4GCM 由来の日気象データが配布されるが、MIROC-

響について明らかにすると同時に、気候変動に対する

INTEG はこれを 3 時間値に時間ダウンスケーリングし

緩和・適応策の有効性を評価することが重要である。

たデータを利用している。また今年度は、ISIMIP にお

そこで私たちは、気候変動によって大きな影響を受け

いて提供された複数のモデル実験結果を利用し、干ば

る水資源・農業・生態系における影響評価を行うと同

つの定義が予測結果に及ぼす影響（Y. Satoh et al. 2021,

時に、これらに関連する自然環境と人間活動（特に人

Environmental Research Letters）についての分析を行な

間による土地利用など）の変化が地球システムに及ぼ

った。

す影響（フィードバック作用）の評価を行う。さらに、

また今年度の研究では、MIROC-INTEG-LAND を利

水資源・陸域生態系・作物成長・土地利用を記述する

用して、さまざまな社会経済シナリオ（Shared Socio-

モデルの高度化を行う。これらの研究活動を通して、

economic Pathways, SSP ） お よ び 気 候 シ ナ リ オ

国際的な気候変動に関する統合評価を行う IPCC 評価

（Representative Concentration Pathways, RCP）のもとで

報告書などへの貢献を果たすことを目指している。

の将来予測実験を行った。社会経済シナリオとしては、
持続可能な社会を実現し、人口増加は抑制されるが

2.

研究計画

GDP は増大する SSP1、地域の分断が起こり、人口増

国立環境研究所低炭素プログラムなどの研究課題の

加は侵攻するが GDP は低く抑えられる SSP3、両者の

ため、地球システムにおける気候・生態系・水資源・

中間である SSP2 を考慮する。
気候シナリオとしては、

農作物・土地利用などの将来予測を行うことのできる

2100 年における放射強制力の数値（W/m2）で表した

モデルを高度化すると同時に、陸面過程モデルにこれ

RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 の 4 通りを考慮し

らのモデルを結合した「陸域統合モデル」、さらに大

ている。MIROC-INTEG-LAND では、社会経済シナリ

気海洋結合モデルにこれらのモデルを結合した「地球

オの入力値（食料やバイオ燃料作物の需要、GDP や人

システム統合モデル」の開発を行う。また、開発した

口など）として、統合評価モデル AIM/Hub (Asia-Pacific

様々なモデルを利用して、全球スケールのシミュレー

Integrated Assessment Model) の計算結果を利用してい

ションを行い、気候変動がもたらすリスクや気候変動

る。今年度の分析では、MIROC-INTEG-LAND によっ

対策の有効性についての解析研究を行う。

て計算した土地利用変化の結果を、AIM/Hub の結果と
比較した。
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図 1. 上段：MIROC-INTEG-LAND による食料穀物農地とバイオ燃料作物農地面積の和の変化。単位は全球
陸地面積に対する農地の割合で示す。左から SSP1/SSP2/SSP3 シナリオにおける、RCP2.6（青）
、RCP4.5
（緑）、RCP6.0（黄色）、RCP8.5（赤）の結果であり、細線は異なる気候フォーシングを与えた結果で、
太線はその平均値を示す。下段：上段と同じ農地面積で、AIM/Hub による結果を示す。
MIROC-INTEG-LAND による食料穀物農地とバイオ

している。図の結果は、将来の食料やバイオ燃料需要

燃料農地の和を図の上段に示す。これまで議論したよ

が同じでも、農地面積の結果が、作物収量や農地面積

うに、社会経済シナリオの違いによって大きな差異が

の計算方法によって大きく異なり、これらが将来予測

現れ、SSP1 では農地面積の増加が比較的小さく抑えら

を行う上で重要な不確実要素であることを示している。

れ、21 世紀中盤で農地面積の変化が安定する。これは
SSP1 では食料穀物とバイオ燃料作物の需要が比較的

4.

今後の計画

小さく、人口の変化に従い、21 世紀後半で食料需要が

本 研 究課 題で は継 続し て 、地 球 シス テム モデ ル

低下するためである。これに対して、SSP2/SSP3 シナ

（MIROC-ES2L）に水資源・作物・土地利用モデルを

リオでは 21 世紀を通して農地面積が増加し続ける。

組み込んだ「地球システム統合モデル（MIROC-INTEG-

SSP2/SSP3 シナリオでは、RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 に

ES）」の開発を進める。MIROC-INTEG-ES によって、

おいてバイオ燃料作物の需要の増加が、RCP8.5 におい

本報告書で示したような将来の水資源や土地利用の変

て気候変動にともなう食料穀物収量の低下が、農地の

化が、陸域生態系や大気状態に与える影響を評価する

拡大をもたらしている。

ことが可能となる。現在、MIROC-ES2L に水資源・作

AIM/Hub による食料穀物とバイオ燃料作物農地の

物・土地利用モデルを組み込んだモデルの実行を行な

和を図 8b に示す。前述の通り、AIM/Hub と MIROC-

っている。地球システムモデルによる将来予測実験を

INTEG-LAND では同じ食料穀物とバイオ燃料作物の

行い、地球―人間システム相互作用の分析を進める予

需 要 を 与 え て い る が 、 農 地面 積 は MIROC-INTEG-

定である。

LAND の方が大きくなる。両者に差が生じる理由の一

5.

つは、二つのモデルで将来の収量の変化が違うことが
挙げられる。前述のように、将来の穀物収量の変化は、

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

実行ユーザ数: 15

将来の技術発展、大気中二酸化炭素の増加に伴う施肥

VE 時 間 積

効果、気候変動に影響よる収量低下の寄与によって決

v_debug: 1,165.35 hours, v_normal:

42,138.18 hours, 計: 43,303.53 hours,（全体の VE 時間積

ま る 。 MIROC-INTEG-LAND で は 作 物 成 長 モ デ ル

に対する占有率: 3.0%）

PRYSBI2 において、GDP の関数として技術発展を記述
し、Farquhar model によって施肥効果を表現し、気温・
水ストレスの変化による収量の低下が表現されている。
このように MIROC-INTEG-LAND では、穀物の需要
と供給の均衡などの経済的な要素を簡略化しつつも、
作物収量の全球的な空間分布の詳細や気候影響を考慮

21

令和 3 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会

2021/12/23 CGER/NIES

研究課題名：大気海洋結合化学気候モデルを用いたオゾン層変化とその気候変化への
影響に関する研究
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 秋吉英治
共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 池田恒平・山下陽介・高橋正明
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度
1.

研究目的
海洋を結合した MIROC 化学気候モデルを整備・高

度化し、それを用いた数値実験を行うことにより、オ
ゾンなどの大気微量成分濃度変動と、成層圏・対流圏・
地表の気候変動との関係を明らかにする。それによっ
て、今後地球温暖化が進む中でのフロン・ハロン対策
に資することを目的とする。過去の課題では、MIROC5
モデルの大気部分に化学過程を導入して化学気候モデ
ルを開発し、その後海洋部分との結合を行って海洋結

図 1. MIROC3.2 化学気候モデルで計算された南極域
オゾン全量最低値の経年変化（1960 年～2018
年）
。CCMI 推奨の REF-D1 実験の結果。45-90S、
9 月～11 月のオゾン全量最低値。3 つのアンサ
ンブルメンバーの結果を示す。

合型の化学気候モデルの開発を行った。本課題では、
この海洋結合型化学気候モデル開発を引き続き行うと
ともに、オゾン層変動と気候変動の関連を解析する。

2.

研究計画

① MIROC3.2 化 学 気 候 モ デ ル を 使 っ た Chemistry

② 太陽 11 年周期変動（最大期／最小期）と QBO（10N-

Climate Mode Initiative (CCMI)の推奨実験（オゾン層と

10S, 50hPa で東風／西風）の位相によって 1979 年～

気候の過去再現実験および将来予測実験）を行う。

2011 年までの年を４つのグループに分けて等価緯度

② 気象場をナッジングした MIROC3.2 化学気候モデ

70-90N の 3 月のオゾン全量を比較したところ、太陽活

ルによる太陽 11 年周期変動と赤道大気準二年振動

動が最小で QBO が西風のときに、北極のオゾン全量

（QBO）の北極オゾン量に与える影響に関するシミュ

がいちばん少ない傾向を示すことがわかった。この結

レーション結果の解析を行う。

果は、この位相のときに成層圏突然昇温が起こる頻度

③ MIROC3.2 化学気候モデルと MIROC5 化学気候モ

が最も少ないこ と と関係し ている と考えら れる。

デル（どちらも海洋はオフライン設定）を用いた将来

（Yamashita et al., 2021, Atmosphere）

の HFC 増加のオゾン層への影響に関する 100 アンサ
ンブルメンバー実験の結果の解析を行う。

3.

進捗状況

① MIROC3.2 モデルを使って、CCMI で推奨されたオ
ゾン層と気候の過去再現実験（REF-D1）および将来予
測実験（REF-D2）を行った。図は過去再現実験の 4590S の領域における 9 月～11 月の期間のオゾン全量最
低値の 1960 年から 2018 年までの推移を示す。３つの
アンサンブルとも 1995 年～2005 年あたりで最小を示

0-

し、その後少し増加している点は観測と似ている。こ

図 2. 太陽活動および QBO の位相による北極域 3 月
のオゾン全量値の比較。（左）TOMS オゾン全
量データ、
（右）気温と水平風速を ERA-Interim
データにナッジングした MIROC3.2 化学気候
モデルの結果。

のモデルでは、海水面温度分布・海氷分布を外から与
えるが、今後、海洋結合した化学気候モデル（MIROC5
化学気候モデル）によって、同様な実験を行う予定で
ある。
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③ HFC は代替フロンとして今後の濃度増加が予想さ

② オゾン全量の ODS・GHG 濃度依存性と気象場との

れる。HFC が規制なしに今後増加した場合のオゾン層

関連を明らかにするために行った多アンサンブル実験

への影響を MIROC3.2 と MIROC5 の 2 つの化学気候モ

結果の解析を進め、オゾン層変化（特に大気の年々変

デルを用いて調べた。オゾン層破壊物質（ODS）濃度

動の影響を受けた極域の極端なオゾン量変化）と気候

を 2095 年レベル、温室効果ガス（GHG）濃度を RCP2.6

変化との関係を明らかにする。

シナリオの 2095 年レベル、海水面温度を 2090 年～

5.

2099 年の 10 年平均値に設定した 100 アンサンブル実
験を行った。その結果、オゾン全量への影響は最大 1%

実行ユーザ数: 4
VE 時間積 v_debug: 13.35 hours, v_normal: 74,381.18
hours, 計: 74,394.53 hours,（全体の VE 時間積に対する
占有率: 5.2%）

程度となり、影響は小さいことがわかった。特に中低
緯度域のオゾン全量の変化が小さいのは、高度によっ
てオゾン濃度が増加するところと減少するところが混
在するためであり、また、これらのオゾン変化は HFC
の増加による大気加熱の結果として起こる鉛直流変化
と化学反応による変化として説明できることがわかっ
た。また、高緯度域（特に北極域）のオゾン変化につ
いて２つのモデルの間で一貫性が見られないのは、冬
季の大きな波動活動下での HFC の影響がモデルによ
って大きく異なるためであることがわかった。この２
つの 3 次元モデルの高緯度域の結果は、先行の 2 次元
モデルによる結果（Hurwitz et al., 2015, GRL）とも異な
っている（Dupuy et al., 2021, JGR）。

図 3. MIROC3.2 および MIROC5 化学気候モデルで
計算された 100 アンサンブル平均の南極域オ
ゾン全量値の HFC 増加による変化（2095 年大
気を想定）
。HFC の増加がシナリオの下限の場
合（上）と、上限の場合（下）について示す。
t-検定による信頼性の値によって緯度毎に色分
けされている。また、100 アンサンブルメンバ
ーによる値の標準誤差が縦棒で示される。

4.

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

今後の計画

① 今年度行った海洋オフラインの MIROC3.2 化学気
候モデルによる CCMI 推奨のオゾン層と気候の過去再
現実験（REF-D1）および ODS と複数の GHG シナリオ
を用いた将来予測実験（REF-D2）に加えて、海洋結合
した MIROC5 化学気候モデルを用いた同様な実験を
新たに行って、海水面変化の影響を介したオゾン層変
化と気候変化との関係を明らかにする。
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研究課題名：系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算:
陸惑星設定を用いた自転傾斜角依存性実験
課題代表者：北海道大学大学院理学研究院 石渡正樹
共同研究者：九州大学大学院理学研究院 中島健介
神戸大学大学院理学研究科 林 祥介
実施年度：令和 3 年度～令和 3 年度
1.

研究目的

2.

研究計画

系外惑星探査により、地球と同程度の質量を持つ系

惑星大気大循環モデル DCPAM5（http://www.gfd-

外惑星が多数発見されている。そのうちの 20 個程度

dennou.org/library/dcpam）を用いて、全球表面にバケツ

は、表面温度が液体 H2O の存在可能な範囲にあり、生

モデル（Manabe, 1969）を適用した陸惑星実験を実施す

命存在を可能とする気候を有している (ハビタブルで

る。物理過程として、地球大気用放射スキーム（Chou

ある) と予想されている (Wit et al., 2018 など)。これ

et al., 1996;Chou et al., 2001）、Relaxed Arakawa and

らの惑星では、軌道要素・日射分布・表面水量などの

Schubert 積雲対流スキーム（Moorthi and Suarez, 1992）、

緒量が地球とは大きく異なる状況にあり、それらの気

鉛直乱流拡散スキーム（Mellor and Yamada,1974）、地

候は多様な様相を呈してると想像される。本研究は系

表面フラックススキーム（Louis et al., 1992）などを用

外惑星気候の多様性に関する調査の一環として、陸惑

いる。水蒸気および雲水の移流は Kashimura et al.（2013）

星 (惑星大気表層系の水の量が平均水深にして 10 m

のセミラグランジュ法物質移流スキームを用いて計算

のオーダーの惑星) における完全蒸発状態の発生条件

する。雲水量は、生成（積雲対流スキームから計算）、

に関する数値計算を実施し, 系外惑星表層における液

移流、乱流拡散、消滅（雲水量に比例し、消散時間を

体の水の存在可能条件に関する知見を得ることをめざ

パラメータとして与える）を考慮した時間発展方程式

すものである。

を解くことにより求める。初期条件として, 全球が海

陸惑星 GCM 実験を行った Abe et al.（2011）では、

洋で覆われた水惑星実験で得られた大気の統計的平衡

太陽定数がおよそ 233W/m2 となるまで土壌水分が残

状態を用いる. 表面には全球一様に深さ 40 cm の土

存し、それよりも太陽定数が増加すると土壌水分が完

壌水分を与える. 自転角速度は地球の値を用いる。太

全に蒸発する状態が発生するという結果が示されてい

陽定数の値として, 2400 W/m2 を用いる。この太陽定

た。これに対して、一昨年度に我々が実施した陸惑星

数の値は, 過去の研究で完全蒸発状態が得られた太陽

実験では太陽定数が 2400 W/m2 とした場合でも完全

定数を上回るものであり,一昨年度の自転傾斜角を 0

蒸発状態が発生しない可能性が示された。一昨年度は

とした我々の実験では完全蒸発状態が得られなかった

Abe et al.（2011）と同様に自転傾斜角を 0

(季節変化

ものである. 自転傾斜角については, 昨年度は 0 とし

がない) とした実験をおこなっていた。このため、極

た実験を実施しており,今年度は 23.4 度, 10 度, 5 度

域の年平均入射放射量が少なく極冠が形成されやすか

と変更した実験を行う予定である. 解像度は T21L26

ったということが考えられる。自転傾斜角が 0 でない

を用いる.

場合には、極にも太陽放射が入射するので高緯度領域
の土壌水分の蒸発が促進される可能性がある。この予

3.

進捗状況

想のもとに昨年度は完全蒸発状態の発生/非発生に関

昨年度計画において自転傾斜角を変更した陸惑星実

して検討を進めることを目的として、自転傾斜角とし

験を行おうとしたところ、更新されたスーパーコンピ

て 0 でない値を与えた場合について検討を行うこと

ュータシステム SX-Aurora で、使用していた大気大循

を目的とした。しかし、昨年度導入された SX-Aurora

環モデルの長時間積分ができない、という問題が発生

においてモデルのビルド作業に成功することができず

した。このため保守員室を通じて、ＮＥＣ社のプログ

に数値実験を実施できずに終わった. 今年度は昨年度

ラムサポートにおいて調査をして頂くことになった。

の計画をそのまま引き継ぎ自転傾斜角を変更した陸惑

実行時間に比例してメモリ使用量が増加する・配列外

星実験を実施する。

参照が起こっているという問題点が発見された。保守
員室とプログラムサポートのご尽力により、今年度に
なってから、コンパイルオプション -mno-stack-arrays
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(a)

を使用することによりメモリ使用量が増えていく問題
が解決され、配列外参照エラーが起こっている箇所が
特定され、長時間積分を実施することが可能となった。
図 1 には一昨年度に実施した自転傾斜角を 0 とし
た実験で得られた結果 (a)と今年度に開始した自転傾
斜角を 23.4 度とした実験の途中経過 (b) を示す。図
には全球平均土壌水分量 (青線) と全球平均大気水蒸
気量 (赤線) の時間変化を示している。自転傾斜角が
0 の場合は 40,000 日目（およそ 110 年目）には、大気

(b)

水蒸気量も土壌水分量もほぼ一定値に達したように見
える。惑星表層に存在する水の大部分は土壌水分とな
っており、完全蒸発は得られていない。これに対して、
自転傾斜角が 23.4 度の場合は、2785 日 (8 年弱) ま
での積分でしかないが、土壌水分量 (青線) は減少を
続け、大気水蒸気量 (赤線)は増加を続けている。この
まま積分を延長すれば完全蒸発状態が得られることも
考えられる。8 年目の段階では土壌水分の大部分は極
域に存在しており、各半球の夏の初めに蒸発が起こり、
冬季には土壌水分量は一定に保たれるという変化を通

図１. 陸惑星実験で得られた水量の時間変化。
(a) 自転傾斜角を０とした場合(一昨年度
の結果)。(b) 自転傾斜角を 23.4 度とした
場合(今年度の結果)。青線は全球平均土壌
水分[kg/m2]、赤線は全球平均大気水蒸気
量[kg/m2]をあらわす。(a) には表面上の雪
層中の水量[kg/m2](灰色線) も示してい
る。

じて徐々に減少している (図は示さない)。極域で蒸発
した水は低緯度に輸送されており、大気中の水蒸気は
低緯度領域で増加している。統計的平衡状態において
大気中の水蒸気分布がどのようなものになるのか、降
水の増加により完全蒸発状態の発生が妨げられること
はないのかを確認するために、さらなる長時間積分が
必要である。

4.

今後の計画

6.

現在実行している陸惑星実験で大気の統計的平衡衡

計算機資源の利用状況（2020 年 11 月 1 日～
2021 年 10 月 31 日）

状態を得るために数値積分を継続する。現在は全球平

実行ユーザ数: 3

均土壌水分量が減少しておリ完全蒸発状態に向かって

VE 時 間 積

いるようにも見受けられるが、水が大気中に留まり続

hours, 計: 1,353.80 hours,（全体の VE 時間積に対する

けるのかどうかを確認する必要がある。この実験が終

占有率: 0.1%）

了した後に、自転傾斜角を 10 度, 5 度とした実験を実
施し、陸惑星における完全蒸発状態の発生/非発生に関
する検討を重ねる予定である。

5.

昨年度終了研究課題名

系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算:
陸惑星・水惑星気候の自転傾斜角依存性（課題代表者：
石渡正樹）
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v_debug: 1.58 hours, v_normal: 1,352.22
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