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出版にあたって 

 
 国立環境研究所では、地球規模での環境変化に関する現象解明や予測など研究所内外で実

施される地球環境研究を支援するために、平成 4 年 3 月に初めてスーパーコンピュータ SX-3 
Model 14 を整備しました。それ以後、平成 9 年に SX-4/32、平成 14 年に SX-6/64M8、平成 19
年 3 月に SX-8R/128M16 と更新を重ね、平成 25 年 6 月には第 5 号機として、SX-9A/ECO を

導入、運用を開始しました。この間、広く所内外の地球環境研究者の利用に供し、大気・海

洋モデリング、気候予測、地球流体力学その他数多くの分野で数々の研究成果を生み出して

きました。 
 他方、わが国のスーパーコンピュータをはじめとする計算機状況は大きく変化し、地球環

境研究に利用できる計算機資源の整備も進んできました。そこで、平成 19 年の更新を機に当

研究所のスーパーコンピュータの研究利用方針を見直し、地球環境研究にとどまらず広く環

境研究一般への利用の拡大を図ることとしました。研究所が自ら実施する研究課題のみなら

ず、わが国のすぐれた環境研究課題にも利用支援すべく課題公募・審査・評価体制を整備し、

平成 19 年度から新しい制度でのスーパーコンピュータの研究利用支援を開始、環境研究にお

ける業績に寄与しています。 
今回の年報には平成 25 年度（通常と異なり、SX-9A/ECO の導入に合わせて、平成 25 年 6

月から平成 26 年 3 月までを平成 25 年度の研究期間としています）に実施された利用研究の

成果として、全 17 課題の研究年次報告を収めました。あわせて、スーパーコンピュータシス

テムの概要について紹介しています。 
この報告書が、国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究についてみなさまによりよ

くご理解いただく契機となるとともに、みなさまの忌憚のないご意見ご批判を賜る契機にも

なって、わが国の環境研究の一層の進展に役立てられることを期待しております。 
 
 

平成 26 年 12 月 
独立行政法人国立環境研究所 

地球環境研究センター長 
向井人史 
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研究課題名：気候変動予測における不確実性伝播過程に関する研究 
 
実施年度：平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 塩竈秀夫 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫・釜江陽一・石崎安洋 

国立極地研究所北極観測センター 阿部 学 
東京大学気候システム研究センター 木本昌秀・渡部雅浩・羽角博康・野中（荒井）

美紀 
岡山大学大学院・自然科学研究科 野沢 徹 

 
 
要旨：  

CO2倍増時の全球平均地上気温上昇量を示す気候感度は、その重要性から長年研究されている

にもかかわらず、不確実性の幅を縮めることが出来ていない。気候感度が気候モデルごとに異な

る要因としては、モデル間で物理スキーム（パラメタリゼーション）の作り方が違うという「構

造不確実性」と、同じ物理スキームであってもパラメータ値が異なればモデルの応答が変わると

いう「パラメータ不確実性」がある。我々は、構造不確実性とパラメータ不確実性を同時に調べ

ることのできる「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験（Multi-Parameter Multi-Phy
sics Ensemble, MPMPE）」を提唱した。MPMPEでは、MIROC5の物理スキームを旧モデルMIRO
C3のものに入れ替えた8個のハイブリッドモデルを用いて、物理パラメータを走査する。この新ア

プローチによって、これまで知られていなかった「計算に用いるモデルによって気候感度のパラ

メータ不確実性が異なる要因」を明らかにした。 
 
キーワード： 
気候モデル、気候変動予測、気候感度 
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研究課題名：気候変動予測における不確実性伝播過程に関する研究 
 
実施年度：平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 塩竈秀夫 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫・釜江陽一・石崎安洋 

国立極地研究所北極観測センター 阿部 学 
東京大学気候システム研究センター 木本昌秀・渡部雅浩・羽角博康・野中（荒井）

美紀 
岡山大学大学院・自然科学研究科 野沢 徹 

 
 
1. 研究目的 

CO2 倍増時の全球平均地上気温上昇量を示す気候感度は、その重要性から長年研究されている

にもかかわらず、不確実性の幅を縮めることが出来ていない。また気候感度や他の外部強制力に

対する気候応答の不確実性が、過去の気候変動要因推定や将来予測の不確実性にどのように伝播

するかに関しては、簡易気候モデル（エネルギーバランスモデル等）を用いた研究は多いが、気

候モデルのアンサンブル実験による系統的な研究は十分に行われていない。本課題では、気候モ

デル MIROC シリーズを用いて、これらの問題に取り組む。平成 25 年度は、特に気候感度に関す

る実験・解析を行った。 
 
キーワード：気候モデル、気候変動シミュレーション、不確実性 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 314.93 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 1,629.90 hours 
v_16cpu（16CPU 用） : 149,031.02 hours 

                   計          : 150,975.85 hours  
 

2.2  利用概要 
本年度は、気候モデル MIROC5 の雲、対流、境界層スキームを旧バージョン MIROC3 のものに

入れ替えたハイブリッドモデルを使って、物理パラメータに摂動を与えた 160 メンバのアンサン

ブル実験を行い、気候感度の不確実性に関する解析を行った。モデル計算にはスーパーコンピュ

ータを用い、ポスト処理はフロントエンドサーバ上で行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

気候感度が、気候モデルの物理スキームや物理パラメータによって異なる理由を理解するため

に、２つのバージョンの MIROC モデルで物理スキームを入れ替えた上で、物理パラメータにラ

ンダムな摂動を与える「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験」を行った。数値実

験には、国立環境研究所のスーパーコンピュータを利用し、160 メンバの気候感度を調べる実験

を実行した。この実験結果の分析によって、モデル間で気候感度のパラメータ不確実性の大きさ 
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が異なる理由が明らかになった。今後、このアンサンブルをさらに分析することによって、気

候感度の不確実性要因に関する理解が深まるものと期待される。 
 
3.2 背景と目的 
気候感度がモデルごとに異なる要因としては、モデル間で物理スキーム（パラメタリゼーショ

ン）の作り方が違うという「構造不確実性」と、同じ物理スキームであってもパラメータ値が異

なればモデルの応答が変わるという「パラメータ不確実性」がある。 
構造不確実性は、複数のモデルの実験結果（マルチモデル・アンサンブル）を比較することで

調べることができ、これまでにも長い研究の歴史がある。また我々は、構造不確実性を調べる新

アプローチとして、MIROC5 の複数の物理スキームを旧バーションである MIROC3 のものと入れ

替えた 8 種類のハイブリッドモデルを用いた「物理スキーム・アンサンブル実験」を提案した。

物理スキーム・アンサンブル実験の気候感度は、2.3-5.9 ℃の幅をもった（Watanabe et al. 2012）。

これらの研究は、物理スキームと気候感度との関係を理解する上で重要であるが、一方で、各モ

デルのパラメータ値を変更した場合に、どの程度結果が変わるのかはわからないという問題点が

ある。 
パラメータ不確実性に関しては、パラメータ値を変えて気候感度を調べる「物理パラメータ・

アンサンブル実験（Perturbed Physics Ensemble, PPE）」を実施することで調べられる。我々は

MIROC3 と MIROC5 のパラメータに摂動を与えた PPE を実施し、それぞれ 4.5-9.6 ℃（Annan et al. 
2005）と 2.2–3.2 ℃（Shiogama et al. 2012）という気候感度の幅をもつことがわかった。これらの

実験から、気候感度がどのパラメータに敏感かといったことがわかってきたが、一方で、あくま

でそれらの結果は特定のモデルの性質に過ぎず、ほかのモデルも同じ性質をもつとは限らないこ

とも明らかになってきた。これまでの先行研究では、2 モデルの PPE を比較したものしかなく、

多くのモデルの PPE 間に共通する性質・異なる点を調べる研究が求められている。 
上記の２つのアプローチの限界を克服するために、平成24～25年度にかけて、我々は「マルチ

パラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験（Multi Parameter Multi Physics Ensemble, MPMPE）」

という新しい実験デザインを発案し、実行した（Shiogama et al. 2014）。MPMPEでは、物理スキ

ーム・アンサンブル実験で用いた8種類のハイブリッドモデルのそれぞれで、パラメータ値に摂動

を与えた。これによって、パラメータ不確実性と構造不確実性を同時に調べることが可能になっ

た。 
 
3.3 数値シミュレーション 

MPMPE では、以下の 8 種類のハイブリッドモデルを利用した。 
 

標準      ：MIROC5 モデル 
雲       ：MIROC5 の雲スキームを MIROC3 のものに変更。 
対流      ：対流スキームを MIROC3 のものに変更。 
境界層     ：境界層スキームを MIROC3 のものに変更。 
対流＋境界層  ：対流と境界層を MIROC3 のものに変更。 
雲＋対流    ：雲と対流を MIROC3 のものに変更。 
雲＋境界層   ：雲と境界層を MIROC3 のものに変更。 
雲＋対流＋境界層 ：雲、対流、境界層を MIROC3 のものに変更。MIROC3 に最も近いモデル。 
 

それぞれのハイブリッドモデルで、雲、対流、境界層スキーム内の 6 種類のパラメータにラン

ダムな摂動を与えて、20 メンバの気候感度を調べる実験を行った。合計で 8×20=160 メンバとい

う膨大なアンサンブルを作成することで、初めて多くのモデルの PPE を比較する事が可能になっ

た。 
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図 1. MPMPEの気候感度（℃）の分布。 
 

3.4 結果 
図 1 に、MPMPE の各アンサンブルメンバーの気候感度を示す。気候感度は、約 2℃～10℃と、

非常に広い幅をもった。MIROC5 に近いハイブリッドモデルを用いた PPE は低い気候感度に分布

するが、MIROC3 に近いハイブリッドモデルでは PPE メンバが低い気候感度から高い気候感度ま

でばらつく。気候感度は、雲短波フィードバック（地上気温の変化に伴い雲が変わり、地上に届

く短波放射量が変化することによって、地上気温変化を増幅・抑制するプロセス）と強い相関が

あり、温暖時の雲量変化の違いが気候感度の低い、高いと関係する事がわかった（図省略）。 
 
 

 
各ハイブリッドモデルによって気候感度の PPE メンバ間不確実性幅が異なる理由を調べるため

に、詳細は省くが「各地点・各高さの雲が、気候感度の PPE 間不確実性を増幅するか・抑制する

かを調べる指標」を計算した（図 2）。「標準モデル」では、熱帯の中層雲（対流圏中層に存在

する雲）の雲量変化が、PPE メンバ間の気候感度不確実性を増幅するように働く一方で、下層雲

の雲量変化は逆に PPE 間不確実性を抑制するように働いている。この両者が打ち消し合うために、

「標準モデル」では気候感度の PPE 間不確実性が小さいことがわかった。同じように PPE 間不確

実性が小さい「雲＋境界層モデル」では、「標準モデル」とは逆に、中層雲は不確実性抑制に、

下層雲は不確実性増幅に働いている。「雲＋対流＋境界層モデル」では、中層雲と下層雲の両者

が、不確実性を増幅するように働くために、非常に広い気候感度の幅をもつことがわかった。 

気候変動予測における不確実性伝播過程に関する研究

- 4 -



  CGER-I119-2014, CGER/NIES 

     

- 5 - 
 

 

図 2. 各地点・各高さの雲が、気候感度の物理パラメータ不確実性を増幅するか（赤色）、抑制す

るか（青色）を示す指標。左側の図は下層雲の効果、右側の図は中層雲の効果を示している。

上図は、雲＋対流＋境界層モデル。中図は雲＋境界層モデル。下図は標準モデル。 
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4. まとめ 
平成 24 年度から 25 年度にかけて、気候感度の構造不確実性とパラメータ不確実性を同時に調

べることが出来る新しいアプローチ「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験

（MPMPE）」を提唱し、スパコンを用いて計算を行った。160 メンバという膨大なアンサンブル

実験を実行することで、これまで知られていなかった「気候感度のパラメータ不確実性が使用す

るモデルによって異なる要因」を明らかすることができた。 
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5. 今後の研究展望 
今後は、MPMPE の実験結果をより詳しく分析することで、気候変化の物理スキームと物理パ

ラメータに対する依存性に関する理解を深める。さらに、雲などの衛星観測データとモデル出力

を比較することで、各 MPMPE メンバの現在気候再現成績を評価し、気候感度の不確実性を制約

する。 
また、MIROC5 モデルの物理パラメータに摂動を与えた上で、気候感度実験、エアロゾルに対

する応答を調べる実験、過去気候再現実験、将来予測実験を行っている。これによって MIROC5
モデルの物理パラメータの不確実性が、気候感度、エアロゾル気候応答、過去気候変動の要因推

定、将来予測の不確実性にどのように伝播するかを研究する。 
さらに、これまでの MIROC シリーズには組み込まれてこなかったが、気候変動予測にとって

重要な役割を果たすと考えられる「浅い積雲スキーム」の開発も進めている。この新スキームを

MIROC5 に組み込んだ場合の、CO2やエアロゾルに対する気候応答も調査して、構造不確実性に

関する理解を深めていく。 
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Abstract: 

Despite the considerable efforts of climate research communities, climate sensitivities (CSs, defined as 
the global mean surface air temperature responses to a doubling of the atmospheric CO2 concentration) 
remain to have large uncertainties. Sources of uncertainties in CSs are structural uncertainties due to 
different physical parameterization schemes and parametric uncertainties due to different physical 
parameter values. To explore both the parametric and structural uncertainties of CSs, we have proposed a 
new climate model ensemble termed the Multi-Parameter Multi-Physics Ensemble (MPMPE). We used 8 
Multi-Physics Ensemble (MPE) models in which the MIROC5 physics schemes were replaced by those of 
MIROC3. MPMPE consisted of Perturbed-Physics Ensembles in which the parameter values were swept 
for each MPE model. Analyzing the outputs of MPMPE, we revealed a factor controlling the differences in 
the parametric spread of CSs among the MPE models. 
 
Keywords:  
Climate models, climate projections, climate sensitivity 
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研究課題名： 
広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 永島達也 
共同研究者：九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 

名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・関谷高志 
海洋研究開発機構地球環境変動領域 渡邉真吾 
国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 
㈱中電シーティーアイ制御システム部 長谷川晃一 

 
要旨： 
大気汚染物質の排出量に関する複数の近未来（2030 年）シナリオ（CLE、MFR、450 ppm シナ

リオ）を考慮した場合に、東アジアの大気質に起こる変動を評価する実験の解析を進めた。特に、

全球規模の化学輸送モデルの計算結果を、領域規模の化学輸送モデルを使ってダウンスケールし、

東アジア大気質の変化を、より時間・空間的に詳細に解析した。時間分解能の高い出力データを

用いてオゾン、PM2.5それぞれの高濃度汚染日の頻度に関する解析を行った。その結果、中国東部

の中央領域（CEC 領域）では、地表オゾン年平均濃度はいずれのシナリオでも 2005 年に比べて

減少するが、オゾン高濃度日の頻度はシナリオ毎に増加と減少に分かれることがわかった。この

ように、大気汚染の改善効果をどの物質のどの指標を用いて評価するかによって評価結果に違い

の出る可能性が示唆された。また、450 ppm シナリオをベースとして、東アジアにおける大気汚

染物質前駆体の発生量をより抑制した将来シナリオ（450 cntr シナリオ）を作成し、その東アジア

大気質に対する影響を評価する実験を全球規模のモデルを用いて行い、その有効性を確認した。 
 
キーワード: 
広域大気汚染、汚染構造解析、削減感度評価、SLCP コベネ 
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研究課題名： 
広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 永島達也 
共同研究者：九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 

名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・関谷高志 
海洋研究開発機構地球環境変動領域 渡邉真吾 
国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 
㈱中電シーティーアイ制御システム部 長谷川晃一 

 
 
1. 研究目的 
近年、広域大気汚染に関する社会的な関心が高まっている。我が国では、広い範囲で地表オゾ

ン濃度の上昇が報告され、光化学スモッグ発令件数も増加傾向にある。また、最近では越境輸送

されてくる PM2.5などの大気エアロゾルに対する懸念が急速に高まっている。そもそもオゾンに

関する国の環境基準（1 時間値 60 ppbv 以下）の達成率がほぼ 0 %という状況の中、PM2.5も含め

た、我が国ないしは東アジア全体での大気汚染状況の構造の理解とそれに基づいた対策の構築が

求められている。一方、多くの大気汚染物質は近年、その放射特性と大気中での比較的短い滞留

時間から、SLCP（短寿命気候汚染物質）と呼ばれ、大気汚染対策を即効性のある気候変化の抑止

策としても捉えて評価しようとする議論が活発化している。こうした状況を背景として、本課題

では化学・エアロゾル輸送モデルを用いて、オゾン・エアロゾル（PM2.5）の東アジア域における

汚染構造（ソース地域毎の汚染寄与割合）を定量的に評価し、また、真に有効な大気汚染対策の

構築に資するため、各種将来シナリオ、対策シナリオの大気質改善効果および気候への影響を評

価する。 
 
キーワード: 
広域大気汚染、汚染構造解析、削減感度評価、SLCP コベネ 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 61.73 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 20,709.98 hours 
v_16cpu（16CPU 用） : 124,618.41 hours 

                    計         : 145,390.12 hours 
 
2.2  利用概要 
今年度は、対流圏化学輸送モデル CHASER、対流圏エアロゾル輸送モデル SPRINTARS、およ

び地球システム統合モデル MIROC-ESM-CHEM を用いて、過去および将来の大気汚染物質排出量

シナリオを用いた実験をベクトル計算機上で実施した。また、スカラ計算機を用いて東アジア領

域を対象とするダウンスケール計算も合わせて実施した。 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 
今年度は、昨年度に実施した複数の将来シナリオ（CLE、MFR、450 ppm シナリオ）を用いた

近未来（2030 年）における東アジアの大気質変動実験の解析を進めると共に、その結果を領域規

模の化学輸送モデルを使ってダウンスケールし、より時間・空間的に詳細な解析を行った。特に

時間分解能の高い出力データを用いてオゾン、PM2.5それぞれの高濃度汚染現象の頻度に関する解

析を行い、年平均値で見た場合と比べて各シナリオの評価に違いの出ることがわかった。また、

これらの評価結果を踏まえ、450 ppm シナリオをベースとして、東アジアにおける大気汚染物質

前駆体の発生量をより抑制した将来シナリオ（450 cntr シナリオ）を作成し、その東アジア大気質

に対する影響を評価する実験を行った。 
 
3.2 背景と目的 

近年、東アジア全体にわたる広域大気汚染に対する社会的な関心が高まっている。日本におい
ては、1980年代から継続的に増加傾向の見られる地表オゾンに加えて、近年、中国の主要都市域
で高濃度エピソードが度々発生したPM2.5への関心が特に高まっており、これらに対する有効な対
策の構築が急務となっている。そのためには、これらの大気汚染物質（およびその前駆物質）が
大気中に排出される領域（ソース領域）毎の寄与を定量的に評価して大気汚染の構造を明らかに
することが重要であり、そうした評価を踏まえて、ソース領域毎に汚染物質排出量の削減に対す
る効果の見積もりが必要となる。一方、これらの大気汚染物質は放射活性な物質であり、それぞ
れの放射特性に従って大気を加熱または冷却する作用を持つ。そのため、大気汚染物質の量を適
切に管理することにより、大気質の改善のみならず、地球温暖化の防止に役立てられるのではな
いかという、いわゆるコベネフィットの議論が最近活発に行われているが、大気汚染物質の削減
等による温暖化抑止効果はまだ定量的に十分検討されているとはいえない状況である。 
こうした状況を背景として、本課題では、対流圏化学輸送モデル、エアロゾル輸送モデル、及び

地球システム統合モデルを用いて、東アジアにおけるオゾンや PM2.5を含めたエアロゾルのソース領域

別寄与率を評価し、その不確実性を低減させることを目的に掲げる。その上で、東アジアにおける有

効な大気汚染低減策の構築に資するため、オゾンやエアロゾルの前駆物質を削減することによる大気

質改善効果を定量的に評価する。また同時に、そうした大気汚染低減策のコベネフィット効果を検証

する。 
 
3.3 結果  
3.3.1 近未来シナリオによる東アジア大気質変化の詳細解析 
今年度はまず、昨年度に計算を実施した、近未来（2030 年）における大気汚染物質排出量シナ

リオを用いた実験を、東アジアの大気質という観点でさらに詳しく解析した。解析に用いた将来

シナリオは、国際応用システム分析研究所（IIASA：International Institute for Applied Systems Analysis）
から提供を受けた以下の三つである。 

 
①現状政策シナリオ（Current Legislation：CLE） 
②二酸化炭素換算濃度 450 ppm 安定化シナリオ（450 ppm） 
③最大限削減シナリオ（Maximum Feasible Reduction：MFR） 
 
これらのシナリオは、それぞれに異なった将来の社会像を反映して作成されており、①の CLE シ

ナリオは、2002 年時点で決定されている大気汚染物質の削減策のみを考慮したものであり、③の

MFR シナリオは、現状で技術的に可能な排出抑制策を採算度外視で採用したシナリオである
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 図 1 に、現状計算（CLE シナリオの 2005 年排出量を使用）での年平均地表オゾン濃度および各
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とを組み合わせたシステムを 80 ㎞の水平格子間隔で用いており、計算の側面境界条件として全球

モデルの計算値を、大気汚染物質の排出量は全球モデルと同一のものを使用した。全球モデルと

領域モデルによる計算結果には明瞭な違いが幾つか見られた。特に顕著なのは CLE および 450 
ppm シナリオでの華北平原における変化傾向であり、全球モデルの場合は増加になるが、領域モ

デルでは減少となった。また、中国・韓国・日本の大都市域における変化傾向にも全球、領域モ

デル間で違いが見られ、一般的に領域モデルでは大都市域で年平均オゾンの増加傾向が顕著にな

る傾向が見られた。こうしたモデル間による変化傾向の違いは、水平分解能が異なることによっ

て夜間を中心とした NO による O3の破壊反応（NO タイトレーション効果）に相違の生じること

がその一因として考えられる。 
 
 

   
 
図 1. 地表オゾンの 2005 年計算における年平均濃度（最左）と、各将来シナリオにおける年平均濃度

と 2005 年との差（右から、MFR、450 ppm、CLE シナリオ）。上段は全球モデル、下段は領域

モデルによる計算結果。 
 
 
一方、PM2.5の年平均濃度に関しては、全球モデルと領域モデルによる将来変化傾向の評価値にオ

ゾンほどの差は見られず、その水平分布は両モデルで同様な傾向を示した。図 2 に領域モデルの

計算結果のみ示す。各将来シナリオにおける排出量の減少度合いにほぼ従い、CLE シナリオでは

インド周辺を中心に PM2.5 濃度は増加するが、中国では東部を中心に SO2 排出量の減少によって

濃度は減少し、さらに排出量の減少が顕著な 450ppm シナリオでは、中国東部中央（CEC）にお

いて最大で約 30％程度減少し、MFR シナリオではより顕著に減少した。ただし、図 2 最左図中に

示された CEC、KOR、JPN における年平均 PM2.5濃度を各領域で平均してみると、CLE > 450 ppm 
> MFR の順に減少するものの、CEC 領域では、CLE および 450 ppm シナリオにおいて、日本の環

境基準（長期）である 15 μg/m3 を超過しており、これらのシナリオは中国東部の大気質を包括的

に改善するとは言えないことがわかった。 
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図 3. オゾン高濃度日の日数の分布。 

 
図 2. 領域モデルによって計算された、地表 PM2.5 の 2005 年計算における年平均濃度（最左）と、各

将来シナリオにおける年平均濃度と 2005 年との差（右から、MFR、450 ppm、CLE シナリオ）。 
 
 
次に、オゾンと PM2.5 の高濃度日の変化に注目して解析を行った。高濃度日はそれぞれ以下のよ

うに定義し、オゾン高濃度日の頻度を現状と各将来シナリオに関して示したのが図 3 である。 
 
 オゾン高濃度日：8 時間平均値の日最高値が米国環境保護庁（USEPA）の基準値である 75 ppbv

を超過する日 
 PM2.5高濃度日：日平均濃度が日本の環境基準（短期）である 35 μg/m3を超過する日 

 
CEC 領域では、図 1 下段のオゾン年平均濃度の場

合、全てのシナリオで減少となるが、オゾン高濃

度日の変化をみると、CLE シナリオで著しく増加

し、450 ppm シナリオでは微減、MFR シナリオで

は大幅減、とシナリオ毎に変化傾向が大きく異な

った。日本域に注目すると、CLE シナリオではオ

ゾン高濃度日が西日本を中心に増加する一方、

450 ppm シナリオでは大幅に減少となり、これは

年平均値のシナリオ別傾向と似ている。このよう

に、各シナリオのオゾン汚染改善効果を評価する

場合、注目する領域によっては、年平均値でみる

か高濃度日でみるかによって評価結果が異なる

ことが分かる。一方、CEC 領域の PM2.5 年平均濃

度は、オゾン同様にどのシナリオでも減少となっ

ているが、同領域の PM2.5高濃度日数は CLE シナ

リオで微増するものの、450 ppm シナリオでは減

少、MFR シナリオではさらなる減少となり、こ

れは年平均濃度のシナリオ別変化傾向と整合的

と考えられる。 
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3.3.2 改訂された近未来シナリオによる東アジア大気質等の変化  
 前節の検討結果から、CLE シナリオでは東アジアの大気質は改善されそうもないことがわかっ

た。さらに、全球平均気温の産業革命前比 2℃上昇を抑える標準的な将来シナリオとして、気候

変化に関する検討でよく用いられている 450 ppm シナリオも、東アジアの大気質改善を包括的に

進めるには十分とは言えず、より強力な大気汚染対策を検討する必要性が示唆された。そこで、

東アジアにおける大気汚染物質前駆体の発生量をさらに抑制（東アジアの各国において NOx, 
NMHC, BC の発生量を更に約 30%削減）した近未来シナリオを、450 ppm シナリオをベースとし

て作成し（450 cntr シナリオ）、その大気質・気候への影響を評価する実験を行った。  
 年平均した地表におけるオゾンと PM2.5の濃度の 2005 年実験からの差を図 4 に示した。450 cntr
シナリオでは、450 ppm シナリオに対して東アジア域で両物質共に大幅な濃度の減少が図られて

いることが分かる。CEC 領域で平均すると、2005 年に対する年平均オゾンの変化は、450 ppm シ

ナリオでは微増であったところが、450 cntr シナリオでは減少に転じ、同じく PM2.5でも、減少量

が 450 ppm シナリオの場合に比べて 3 倍程度に増えている。これらのことから、450 cntr シナリオ

は 450 pm シナリオに比べて東アジアの大気質改善に有効なシナリオとなっていると考えられる。 
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4. まとめ 
 今年度は、大気汚染物質の排出量に関する複数の近未来（2030 年）シナリオ（CLE、MFR、450 
ppm シナリオ）を考慮した場合に、東アジアの大気質に起こる変動を評価する実験の解析を進め

た。特に、全球規模の化学輸送モデルの計算結果を、領域規模の化学輸送モデルを使ってダウン

スケールし、東アジア大気質の変化を、より時間・空間的に詳細に解析した。時間分解能の高い

出力データを用いてオゾン、PM2.5それぞれの高濃度汚染日の頻度に関する解析を行った。その結

図 4. 年平均した地表オゾン（上段）、地表 
PM2.5（下段）の2005年との差．左：450 ppm 
シナリオ、右：450 cntrシナリオ。 
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果、中国東部の中央領域（CEC 領域）では、オゾン年平均濃度はいずれのシナリオでも 2005 年

に比べて減少するが、オゾン高濃度日の頻度はシナリオ毎に増加と減少に分かれることがわかっ

た。このように、大気汚染の改善効果をどの物質のどの指標を用いて評価するかによって評価結

果に違いの出る可能性が示唆された。また、450 ppm シナリオをベースとして、東アジアにおけ

る大気汚染物質前駆体の発生量をより抑制した将来シナリオ（450cntr シナリオ）を作成し、その

東アジア大気質に対する影響を評価する実験を全球規模のモデルを用いて行い、その有効性を確

認した。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 450 cntr シナリオの全球規模モデルによる実験の結果を、領域規模モデルによってダウンスケー

ルし、東アジアの大気質への影響をより詳細に評価することが必要である。また、今回示された

ような使用するモデルの空間分解能の違いによる、大気汚染物質の挙動の違いを評価するには、

同じモデルの枠組みで異なる空間分解能の実験を行う方が、異モデル間における物理化学プロセ

スの取り扱い方の違いなどの議論が必要なくなる等のため好ましい。そのため、今後は全球規模

のモデルをより空間高分解で実行するための検討を進めていくことが重要である。 
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Abstract: 

Simulations to estimate the changes in air quality in East Asia in the near future (2030) considering 
three future scenarios (CLE, MFR, 450 ppm) of emissions of air pollutants were analyzed in detail. In 
particular, the outputs of the global scale chemical transport model (CTM) were downscaled by regional 
scale CTM to be analyzed in finer temporal and spatial resolutions. High temporal resolution outputs were 
used to analyze the change in the frequencies of high concentration days of both ozone and PM2.5 for each 
future scenario. The analysis showed that the frequencies of high ozone concentration days in the central 
East China (CEC) region highly increased in the CLE scenario but decreased in the other two scenarios, 
though the annual mean ozone concentration in the CEC region decreased in all three scenarios. This 
implied that the effect of each future scenario on improving the East Asian air quality could be differently 
rated depending on which pollutant and which index was used. Furthermore, another future scenario 
(450cntr) with more strict emission control of air pollutants in East Asia has been developed based on the 
450 ppm scenario. The effectiveness of this scenario in improving the air quality in East Asia was 
evaluated by using the results of global scale CTM simulations. 
 
Keywards: 
Air pollution, source-receptor analysis, co-benefit 
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研究課題名： 
MIROC モデルをベースにした化学気候モデルの開発とオゾン層の将来予測 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 秋吉英治 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 菅田誠治 
            Department of Meteorology, University of Reading, United Kingdom  山下陽介 
      国立環境研究所地球環境研究センター 門脇正尚 
      国立極地研究所北極観測センター 中村 哲 

東京大学大気海洋研究所 高橋正明 
 
要旨： 

MIROC3.2-GCM を ベ ー ス に し た 国 立 環 境 研 究 所 の 新 開 発 化 学 気 候 モ デ ル

（CCSRNIES-MIROC3.2 化学気候モデル）を用いたオゾン層の将来予測計算を、複数のオゾン層

破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）シナリオの下に行った。中部成層圏の 5hPa の高度（約

37km 付近）の北半球中緯度（35N-60N 平均）のオゾン濃度と気温の 1960 年～2010 年の期間の変

化を調べたところ、モデルは ODS 濃度と GHG 濃度の長期変化による成層圏の気温のトレンドを

よく再現していることがわかった。また、それぞれのシナリオの違いに応じた違いが見られた。

すなわち、GHG 濃度が高くなるシナリオほど気温が低くなりオゾン濃度が高くなるという結果が

得られた。この高度では、オゾン濃度は気温依存性をもった化学反応に支配されていること、ま

た、気温はオゾン濃度と GHG 濃度（主に二酸化炭素濃度）に支配されていることを考慮すると、

GHG 濃度の違いが成層圏の気温の違いをつくり、それがオゾン濃度の違いをつくり、それによっ

て気温がまた影響を受ける、という成層圏オゾン濃度と気温との相互作用の結果生じたものであ

ると考えることができる。 
 
キーワード： 
化学気候モデル、オゾン層、将来予測、温室効果ガス 
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研究課題名： 
MIROC モデルをベースにした化学気候モデルの開発とオゾン層の将来予測 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 秋吉英治 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 菅田誠治 
            Department of Meteorology, University of Reading, United Kingdom  山下陽介 
      国立環境研究所地球環境研究センター 門脇正尚 
      国立極地研究所北極観測センター 中村 哲 

東京大学大気海洋研究所 高橋正明 
 
 
1. 研究目的 
気候変動に関してより信頼性の高いモデルをベースに化学気候モデルの開発を行う。前年度までの課題

で開発を行ってきたMIROC3.2 化学気候モデルを使って、UNEP/WMO オゾンアセスメントレポートに向

けたオゾン層将来予測実験およびその感度実験を行う。また、IPCC-AR5 の温暖化の将来予測実験で使わ

れた MIROC5 モデルをベースにした化学気候モデルの開発を行う。さらに、これらのモデルを使った数

値実験結果を解析し、オゾン層変動と気候変動との関係を明らかにする。 
 
キーワード： 
化学気候モデル、オゾン層、将来予測、温室効果ガス 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間  v_deb（デバック用）: 3.43 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 85.35 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 211,401.94 hours 

                計     : 211,490.73 hours 
 
2.2  利用概要 
本年度は、MIROC3.2-GCM をベースにした国立環境研究所の新化学気候モデルを用いたオゾン

層の将来予測計算を、複数のオゾン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）シナリオの下に

行った。これらのシナリオは、SPARC 傘下の国際プロジェクト Chemistry Climate Model Initiative 
(CCMI) によって推奨されたシナリオである（Eyring et al., 2013）。また、この新化学気候モデル

は、旧化学気候モデル（CCSRNIES Chemistry Climate Model）の化学モジュールをそのまま引き継

いでいるので、その継続性を示すため、CCSRNIES-MIROC3.2 という名前で CCMI に登録されて

いる。 
 
 
 
 
 
 

:
:
:
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

CCMI ではオゾン層の将来予測に関して、オゾン層変化のプロセスの理解と予測の不確定性を

明らかにするため、ODS 濃度と GHG 濃度を変化させたいくつかのシナリオを準備し、それを用

いた数値実験を推奨している。これらのシナリオを用いた化学気候モデルを用いた計算を行った

結果、モデルは ODS 濃度と GHG 濃度の長期変化による成層圏の気温のトレンドをよく再現して

いることがわかった。また、将来のオゾン層は ODS 濃度のみならず GHG 濃度の違いによっても

変化に違いが生じることがわかった。たとえば、ODS 濃度を 1960 年レベルに固定し続けても GHG
濃度が将来増加すれば、中高緯度のオゾン全量は増加し、熱帯のオゾン全量は減少することが計

算結果から予測された。また、異なる GHG シナリオ（RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5）の二

酸化炭素量、メタン量、亜酸化窒素量を反映した成層圏のオゾン量が計算された。これらは、GHG
濃度の違いが成層圏の気温の違いをつくり、それがオゾン濃度の違いをつくり、さらに、それに

よって気温がまた影響を受ける、という成層圏オゾン濃度と気温との相互作用の結果生じたもの

である。 
 
3.2 背景と目的 

成層圏オゾン層は、フロン規制によって将来回復すると予想されるが、その過程では、ハロゲ

ンガス濃度の動向のみならず温室効果ガスの増加の影響も受けることが、UNEP/WMO オゾンア

セスメントによる化学気候モデルを用いた将来予測実験によって示された。また、2011 年に観測

された大規模な北極オゾン層破壊に象徴されるように、大気中のハロゲンガス濃度が依然高いと

予想される今後 10～20 年の間はオゾン層が脆弱な時期である。したがって、IPCC の温暖化予測

に用いられた大気大循環モデルをベースに、より信頼性の高い化学気候モデルを構築し、オゾン

層の将来予測を行い、オゾン層変動のメカニズムおよびその気候変化との関連を解明することが

必要である。 
以上のことを踏まえて本研究の目的は、気候変動に関してより信頼性の高いモデルをベースに化学

気候モデルの開発を行う。前年度の課題で開発を行ってきた MIROC3.2 化学気候モデルを使って、

UNEP/WMOオゾンアセスメントレポートに向けたオゾン層将来予測実験およびその感度実験を行うこと、

また、IPCC-AR5 の温暖化の将来予測実験で使われたMIROC5 モデルをベースにした化学気候モデルの開

発を行うこと、さらに、これらのモデルを使った数値実験結果を解析し、オゾン層変動と気候変動との関

係を明らかにすることである。 
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3.3 数値シミュレーション 
開発を行った新化学気候モデル（CCSRNIES-MIROC3.2 化学気候モデル）を用いて、オゾン層

将来予測実験、およびそのハロゲンガス濃度シナリオや温室効果ガス濃度シナリオに対する感度実

験を行った。行った実験は次の表のとおりである。 
 
 
CCMI でつけられた実験名 

（実験期間） 
ODS シナリオ GHG シナリオ SST/海氷面積 

REF-C2 
(1960-2100) 

WMO-A1 RCP6.0 RCP6.0 シナリオを使った

MIROC-3.2GCMによる計算結

果を与える。 
SEN-C2-RCP2.6 
(2000-2100) 

WMO-A1 RCP2.6 REF-C2 実験に同じ。ただし

RCP2.6 シナリオの結果 
SEN-C2-RCP4.5 
(2000-2100) 

WMO-A1 RCP4.5 REF-C2 実験に同じ。ただし

RCP4.5 シナリオの結果 
SEN-C2-RCP8.5 
(2000-2100) 

WMO-A1 RCP8.5 REF-C2 実験に同じ。ただし

RCP8.5 シナリオの結果 
SEN-C2-fODS 
(1960-2100) 

1960 年値に固定 RCP6.0 REF-C2 実験に同じ。 

SEN-C2-fODS2000 
(2000-2100) 

2000 年値に固定 RCP6.0 REF-C2 実験に同じ。 

SEN-C2-fGHG 
(1960-2100) 

WMO-A1 1960 年値に固定 RCP6.0 シナリオを使った

MIROC-3.2GCMによる計算結

果の 1955 年～1964 年の 10 年

間の平均値 
 
 
 
図 1 に、RFF-C2 実験に使用した GHG シナリオによる二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素の地表

面濃度の時系列および ODS シナリオから計算した有機塩素濃度と臭素の効果を入れた等価有機

塩素濃度の時系列を示す。以前の ODS シナリオに比べて、2000 年以降 2040 年くらいまでの等価

有機塩素濃度が少し大きくなっている。理由は主にハロンのシナリオが見直されたことによる

（WMO-2010）。図 2 には、RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 シナリオの二酸化炭素、メタン、

亜酸化窒素の地表面濃度の時系列を示す。 
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図 2.  成層圏オゾンの長期変化の数値モデル実験を行う際に想定した GHG シナリオ。（左）二酸
化炭素、（中）メタン、（右）亜酸化窒素の地表面濃度の時系列。青は RCP2.6 シナリオ、
緑は RCP4.5 シナリオ、黒は RCP6.0 シナリオ、赤は RCP8.5 シナリオ。 

図 1.  成層圏オゾンの長期変化の数値モデル実験（REF-C2 実験）を行う
際に想定した ODS シナリオと GHG シナリオ。地表面濃度を全球
一様に与える。CO2:二酸化炭素、CH4:メタン、N2O：亜酸化窒素、
CCly：有機塩素化合物、CCly+60CBry：有機塩素化合物量に有機臭
素化合物量を 60 倍して加えたもの。ファクター60 は、極域での臭
素の塩素に対するオゾン破壊効率を表す。 
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3.4 結果 
図 3 には、中部成層圏の高度 5 hPa（約 37 km 付近）、35N-60N 平均の、化学気候モデルで計算

されたオゾンの 1960 年～2100 年の変化を示す。まず、青実線で示される結果が純粋に ODS の変

化に伴うオゾン濃度変化である。2060 年頃にオゾンホール発生以前の 1980 年レベルに戻ること

がわかる。一方、黄緑実線で表されるのは、純粋に GHG の増加と海水面温度の増加に伴って変化

するオゾン量である。将来に向けての GHG 濃度の増加により、成層圏の気温が低下し、オゾンが

徐々に増加していくことがわかる。赤実線で示される REF-C2 実験は ODS と GHG の両方の変化

が入っており、これら両方の効果が入った結果である。ODS の減少によりオゾンは回復するが、

同時に GHG の増加によって、その回復が加速されて 2030 年あたりで 1980 年レベルに戻ることが

わかる。さらに、異なる GHG シナリオによって、2030 年以降オゾン濃度に違いが見えてくるこ

とがわかる（赤実線、オレンジ破線、水色破線、紫破線）。GHG 濃度が高いほど、オゾン濃度が

高くなっている。これは、気相のオゾン破壊反応サイクルが温度依存性（温度が低いほど破壊が

小さい）を持つためである。 
図 4 に同じ高度・緯度範囲の気温の変化を示す。GHG の濃度が高いほど成層圏の気温は低くな

っていることがわかる。また、図 4 の RCP6.0（赤実線）、SEN-C2-fODS（黄緑実線）、SEN-C2-fODS2000
（緑青破線）の気温変化がほぼ同じになっているようにも見えるが、RCP6.0（赤実線）と SEN-C2-fODS
（黄緑実線）は、そのオゾン濃度の違いを反映して 2000 年あたりに気温差があり、また、RCP6.0（赤実

線）と SEN-C2-fODS2000（緑青破線）との間にも 2100 年付近のオゾン濃度の違いを反映して気温差があ

って、オゾン（加熱）と二酸化炭素（冷却）との間の放射バランスによってほぼ気温が決まるこの高度の

特性を表している。黒実線はこの高度の気温の観測値（ERA-Interim 再解析データによる値）であるが、

計算結果は値とトレンドの両方をよく再現している。RCP シナリオによる GHG 濃度の違いは 2005 年以

降に設定され、それ以前のGHG濃度はSEN-C2-fGHG（青実線）を除いて同一となっている。将来のGHG
濃度の違いによってこの領域のオゾン濃度が大きく異なってくることは注目に値する。 
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4. まとめ 

MIROC3.2-GCM を ベ ー ス に し た 国 立 環 境 研 究 所 の 新 開 発 化 学 気 候 モ デ ル

（CCSRNIES-MIROC3.2 化学気候モデル）を用いたオゾン層の将来予測計算を、複数のオゾン層

破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）シナリオの下に行った。中部成層圏の 5 hPa の高度（約

37km 付近）の北半球中緯度（35N-60N 平均）のオゾン濃度と気温の 1960 年～2010 年の期間の変

化を調べたところ、モデルは ODS 濃度と GHG 濃度の長期変化による成層圏の気温のトレンドを

よく再現していることがわかった。また、それぞれのシナリオの違いに応じた違いが見られた。

すなわち、GHG 濃度が高くなるシナリオほど気温が低くなりオゾン濃度が高くなるという結果が

得られた。この高度では、オゾン濃度は気温依存性をもった化学反応に支配されていること、ま

た、気温はオゾン濃度と GHG 濃度（主に二酸化炭素濃度）に支配されていることを考慮すると、

GHG 濃度の違いが成層圏の気温の違いをつくり、それがオゾン濃度の違いをつくり、それによっ

て気温がまた影響を受ける、という成層圏オゾン濃度と気温との相互作用の結果生じたものであ

ると考えることができ、妥当な結果である。 
 
 
 
 

図 3． さまざまな ODS シナリオと GHG シナリオによって計算された高度 5 hPa（37 
km 付近）のオゾン混合比の 1960 年～2100 年の変化。35N-60N の平均値。1960
～2100 年の期間の変化を表す。表に示した 7 つの実験結果を色別に表す。 
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5. 今後の研究展望 
今後は、開発した新化学気候モデルを用いてオゾン層変動と GHG シナリオとの関係をさらに詳

しく調べ、GHG 濃度を考慮したオゾン層保護対策に貢献できる研究を行う。また、地表面付近の

気候や海洋の再現性の向上が見られる MIROC5-GCM をベースにした化学気候モデルの開発を行

う。 
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Abstract: 

Ozone projection calculations were performed under several different scenarios of Ozone Depleting 
Substances (ODS) and greenhouse gases (GHG) using CCSRNIES MIROC3.2 Chemistry-Climate Model 
(CCM). The CCM was developed incorporating the chemistry module of CCSRNIES CCM with the 
MIROC 3.2 General Circulation Model (GCM). The CCM simulates middle stratospheric temperatures and 
their trends successfully. The results with different GHG scenarios show that the temperature is lower and 
the ozone concentration is higher in the middle stratosphere under the higher GHG concentration scenarios. 
These results indicate that ozone concentration is dependent on the GHG scenario and is affected by not 
only ODS but also GHG in the stratosphere through the radiation process (stratospheric heating by ozone 
and cooling by GHGs) and temperature dependence of gas-phase ozone chemistry. 
 
 
Keywords: 
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研究課題名： 
高度な陸域要素モデルの開発とそれを用いた全球スケールの気候変動研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 花崎直太・横畠徳太・加藤悦史 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人 

茨城大学農学部 増冨祐司 
 
要旨：  
本課題の目的は、将来の気候変動に伴って陸域に発生する各種リスクや対策ポテンシャルを評

価するためのモデルを開発し、スーパーコンピュータを用いて全球スケールの数値シミュレーシ

ョンを実施し、温暖化の緩和と適応に焦点を当てた解析を行うことである。環境省環境研究総合

推進費S10課題の一環として農業・水資源・生態系など各セクターのモデルを高度化し、最終的に

は統合的な陸域モデルを構築するための研究を実施している。 
 本年度は、陸域生態系モデルを用いたリスクと対策影響に関する解析結果を報告する。気候変

動の進行に伴い、陸域生態系には様々な影響が発生することが想定されている。その影響は生産

力、物質循環、火災などの撹乱発生、そして生物多様性など複雑多様な形で現れることが予想さ

れ、そのリスクを定量的に予見することは容易ではない。我々は、陸域生態系の主要プロセスを

取り込んだモデル（VISIT）を用いてリスク評価研究を実施しており、これまでにRCPやCMIP5な
どの将来シナリオに基づいた影響評価を実施してきた。平成25年度は特に、気候変動対策の１つ

として近年注目を集めている気候工学の実施が、陸域生態系に与える影響を評価するために、

GeoMIPの予測シナリオに基づいた実験を行った。日射量調節により散乱光の増加と温度上昇の抑

制が生じる一方、直達日射量の減少により陸域の光合成生産は全体として抑制方向に向かうこと

が示唆された。全球シミュレーションにより、これらの影響は地理的に不均質に生じることも示

された。 
 
キーワード： 
陸域モデル、気候変動、相互作用、リスク管理 
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研究課題名： 
高度な陸域要素モデルの開発とそれを用いた全球スケールの気候変動研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 花崎直太・横畠徳太・加藤悦史 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人 
       茨城大学農学部 増冨祐司 
 
 
1. 研究目的 
陸域における熱水収支、水資源、農業、生態系などの要素モデルを高度化し、最終的に相互結

合を果たすことで要素間の相互作用を考慮できる統合モデルを開発する。そのモデルを用いて全

球スケールのシミュレーションを実施し、気候変動が陸域要素にもたらす深刻な影響・リスク、

そしてその対応策や管理戦略を評価するための解析研究を行う。これらを通じて、環境省環境研

究総合推進費 S10 課題および国立環境研究所温暖化プログラムへの貢献を果たす。平成 24 年度ま

で実施されたスーパーコンピュータ利用課題「全球気候モデル MIROC への新規陸域モデルの結

合とその大気陸域相互作用研究への応用（代表：花崎直太・国立環境研究所）」でのモデル運用

実績を踏まえ、それを本課題でさらに発展させる。 
 
キーワード： 
陸域モデル、気候変動、リスク管理 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 0.82 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 3,521.28 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

                   計      : 3,522.10 hours 
 

2.2  利用概要 
陸域における要素モデル（MATSIRO、H08、VISIT、SWAT など）をスーパーコンピュータ上

で動作させるためのコード改変やチューニング、必要に応じて入力データの整備を実施した。代

表的な将来シナリオを用いて、要素モデルによるオフラインでのシミュレーションを実行し、動

作確認を行った（適宜スカラ機も使用）。各モデルにおける入出力変数を確認し、相互結合に向

けた技術的検討を行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 将来の気候変動および気候工学による対策実施が陸域生態系に及ぼす影響を評価するため、陸

域モデル VISIT を用いたオフライン実験を行った。CMIP5 および GeoMIP による将来シナリオに

:
:
:
:
:
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基づく解析を行った結果、将来の大気 CO2濃度上昇と気候変動は生産力や炭素収支に大きな影響

を及ぼすこと、気候工学の実施は変動幅を抑えるが、その終了時の急速な変動の影響は不確定で

あることなどが示唆された。 
 
3.2 背景と目的 
 将来の気候変動は、陸域面積の約 85％を占める自然生態系に深刻な影響を及ぼすと考えられて

おり、また生態系の変化は産物供給や調整機能の変化を通じて人間社会にも波及的影響をもたら

すと考えられている。我々の研究グループでは、環境省推進費 S10 課題への参画、また国際的影

響評価モデル相互比較プロジェクトである ISI-MIP への参加を通じて、このような気候変動リス

クの評価を行ってきた。将来の大気 CO2濃度上昇や温暖化がもたらす影響に関しては、1990 年代

より様々な推定評価が行われており、近年では CMIP などの気候モデル出力を用いた研究が多く

行われている。さらに、大規模植林や気候工学などの気候変動に対する対策実施によって生じる

影響リスクについても評価を行う必要性が生じている。そこで、気候モデルによる将来予測実験

出力に基づいて、陸域生態系モデルを用いたリスク評価を行うことを目的とした研究を実施した。 
 
3.3 数値シミュレーション 
（１）陸域生態系モデル 
 本研究では陸域生態系モデルVISIT（Vegetation Integrated SImulator for Trace gases: Ito and Inatomi 
2012）を使用した。このモデルは、図１に示すように陸域生態系における炭素循環と窒素循環を

簡単化したコンパートメントモデルで構

成され、大気と陸域との間の微量ガス交

換をシミュレートすることが主目的とな

っている。取り扱われる微量ガスには温

室効果ガス（CO2、CH4、N2O）に加えて、

生物起源の揮発性微量物質や火災起源エ

ミッションが含まれる。また、土壌中で

の物質循環や植物への乾燥ストレスを予

測するために、簡単な水収支モジュール

も組み込まれている。グローバルなシミ

ュレーションは空間分解能 0.5 度で実施

され、時間分解能は 1 ヶ月・1 日・1 時間

を選択することができる。ここでは長期

計算のために 1 ヶ月を設定した。入力デ

ータとしては、格子点毎に気象要素（日射、気温、降水、湿度、風速）、植生タイプ、土壌特性

が必要である。土地利用変化の影響を考慮する場合は、自然植生と耕作地の割合に関する時系列

データを入力する。 
 
（２）気候変動影響シミュレーション 
 気候変動および対策実施（気候工学）の影響を評価するため、CMIP5（the 5th phase of Climate 
Model Intercomparison Project: Taylor et al. 2012 ）および GeoMIP （ Geoengineering Mode 
Intercomparison Project: Kravitz et al. 2013）による出力データを使用したシミュレーションを実施し

た。陸域生態系モデル VISIT に、1901〜2005 年の期間は観測データに基づく気象条件を、2005〜
2020 年の期間は RCP4.5 条件による CMIP5 出力を、2021〜2069 年の間は CMIP5 または GeoMIP
の出力を入力した。GeoMIP では RCP4.5 に基づく大気中の温室効果ガス濃度パスが与えられるが、

成層圏へのエアロゾル注入（日射量調節）による日射量の減衰とそれに伴う気候条件の変化が加

わっている。つまり、CMIP5 条件を入力した実験は気候変動影響を、さらに GeoMIP 条件での結

果における差分は気候工学実施の影響を示していることになる。また、推定不確実性を考慮する

ため、それぞれ複数の気候モデルによる出力結果を使用した。 
 

 
 
図 1. 陸域生態系モデルVISITの構造を示す概念図。

Inatomi et al. (2010)より。 
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3.4 結果 
 大気 CO2 濃度の上昇と温度上昇（CMIP5 データ）により、21 世紀中の陸域生態系の光合成生

産量は全体的には増加傾向を示した。そこに日射量調節が加わると、大気 CO2濃度は増加するま

まで温度上昇が抑制されるため、生育期間の延長されない分、光合成生産の増加が抑制された（図

2）。エアロゾル注入は、特に低緯度帯で散乱光の比率を増加させたが、それによる光合成増加よ

りも中高緯度帯での抑制効果が上回った。このような気候工学の影響とその空間変異は、温暖化

対策の実施において十分に注意して検討する必要がある。正味の CO2吸収に対しては、気候工学

による対策を終了させた際の急速な温度上昇の影響が明らかに見られる場合があった。一方、火

災や土壌流出といったリスク要因に対する気候工学の影響は明確ではなかった。 
 
 

 
 
図 2. 温暖化条件と気候工学実施が陸域生態系に与える影響に関する陸域生態系モデル VISIT を用い

たシミュレーション結果。（a, b）総一次生産、（c, d）純バイオーム生産、（e, f）河川流出、

（g, h）火災放出、（i, j）土壌流出。（a,c,e,g,i）温室効果ガスの放射強制力を打ち消す量のエア

ロゾルを注入した場合、（b,d,f,h,j）毎年一定量のエアロゾルを注入した場合。背景に色が付い

た部分が気候工学を実施した期間を示す。 
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4. まとめ 
 統合的な陸域モデルを開発するための、要素モデルの改良を行った。複雑なでモデルを用いた

グローバルな実験や、気候モデルとオンライン結合した実験を実施するにはスーパーコンピュー

タが不可欠であり、平成２５年度は陸域生態系モデルの高度化と予測実験を実施した。また、統

合陸域モデルを SX-9 およびその後継機で実行するためのコード結合作業を進めた。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 個々の陸域要素モデルを高度化するとともに、それらの統合化を進展させる。開発される陸域

統合モデルは、環境省環境研究総合推進費 S10 課題の中で気候変動リスク管理戦略を立案する上

で重要な役割を果たすと期待される。複雑化したモデルの実行にはスーパーコンピュータが不可

欠であり、今後の機種更新にも対応したコードの最適化を進める予定である。平成 27 年度には、

一連のシナリオに基づいた気候変動リスク評価および陸域要素の管理利用上のトレードオフ・相

乗効果の検討を行う。研究の進捗次第では気候モデル MIROC とも結合を進め、気候変動と陸域

要素との相互作用を統合的に解析する。 
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7. 連絡先 
 
伊藤昭彦 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 
Tel: 029-850-2981   Fax: 029-858-2219 
E-mail: itoh@nies.go.jp 
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Project Name:  
Development of advanced models of terrestrial processes and their application to 
global-scale climate change studies 
 
2013 April – 2016 March 
 
Project leader:  
Akihiko Ito, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members:  
Naota Hanasaki, Tokuta Yokohata, Etsushi Kato, Kazuya Nishina, Center for Global Environmental 
Research, National Institute for Environmental Studies 
Tomohito Yamada, Faculty of Engineering, Hokkaido University 
Yuji Masutomi, College of Agriculture, Ibaraki University 
 
Abstract:  

In this project terrestrial process models are developed to assess various risks and countermeasure 
potentials associated with future climate change. We have revised terrestrial models for such sectors as 
agriculture, hydrology, and ecosystem, and are developing an integrated terrestrial model. Using the 
super-computer system, we have conducted global-scale simulations and analyses, focusing on mitigation 
and adaption of climate change. In this fiscal year, we report several preliminary results on risk and 
mitigation using a terrestrial ecosystem model, focusing on the impacts of climate engineering.  
 
Keywords:  
Climate change, interaction, risk management, terrestrial models 
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研究課題名： 
陸域炭素循環モデルと衛星観測データの融合実験 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター連携研究グループ 市井和仁 
共同研究者：福島大学共生システム理工学類 近藤雅征 
 
要旨： 
陸域炭素循環モデルの改善には衛星データなどを元に作成された広域プロダクトの有効利用が

不可欠である。本課題では、衛星観測・地上観測を組み合わせて構築された広域陸域プロダクト

を利用して陸域炭素循環モデルの改良を行うことを目的とした。陸域炭素循環モデル Biome-BGC
に対して蒸発散量や光合成量の広域プロダクトを制約に用いてモデルパラメータの制約を行った。

その結果、根の深さや最大光利用効率などのパラメータの推定ができ、これらにより陸域炭素循

環モデルの改善につながった。 
 
キーワード： 
陸域炭素循環モデル、衛星観測、モデルデータ融合 
 

- 39 -



陸域炭素循環モデルと衛星観測データの融合実験 

- 40 - 
 

研究課題名： 
陸域炭素循環モデルと衛星観測データの融合実験 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター連携研究グループ 市井和仁 
共同研究者：福島大学共生システム理工学類 近藤雅征 
 
 
1. 研究目的 
現在、地球システム統合モデルなどを利用した温暖化実験が行われているが、陸域炭素循環モ

デルの不確実性が温暖化予測に大きな不確実性を与えると考えられている。陸域炭素循環モデル

の不確実性の原因の一つとしては、検証・制約データの不足が挙げられるが、近年、衛星観測を

ベースにした広域物理量プロダクトが提供されるようになってきた。従って、様々な衛星データ

を用いて、モデルに組み込む（モデルデータ融合）ことが望まれており、これによって、陸域炭

素循環モデルの精度が向上されると期待される。 
 
キーワード： 
陸域炭素循環モデル、衛星観測、モデルデータ融合 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）  : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用） : 0.00 hours 

                   計         : 0.00 hours 
 
2.2  利用概要 
陸域炭素循環モデルとして、Biome-BGC の類似モデルを構築しつつ、このモデルを、衛星デー

タを用いて制約・最適化し、既存のモデルよりもより観測結果の再現性の高い陸域炭素循環モデ

ルを構築した。様々な衛星データ（雪・蒸発散・光合成量）を制約条件に用いた陸域炭素循環モ

デルのパラメータ最適化を行った。本課題で扱うモデルは各グリッドが独立しているために、ベ

クトル計算機よりもスカラ計算機の利用が適切であると判明したために、すべての作業を福島大

学所有のワークステーションにて行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
衛星観測と地上観測データを組み合わせた経験的広域化手法を用いて推定されたアジア域の炭

素フラックス・水フラックスデータをモデル制約に利用して、陸域炭素循環モデル Biome-BGC の

モデルパラメータ最適化とモデルの改良を行った。その結果、植生の根の深さや光利用効率の逆

推定に成功し、従来のモデルよりも観測された蒸発散量や光合成を再現できるようになった。本

課題で構築されたモデルは従来の陸域炭素循環モデルに比較して観測への再現性が高くなるため、
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大陸スケールや国別の温室効果気体の収支推定の高精度化や温暖化予測などにおける陸域炭素循

環モデルの改良に寄与することとなる。 
 
3.2 背景と目的 

現在、地球システム統合モデルなどを利用した温暖化実験が行われているが、陸域炭素循環モ

デルの不確実性が温暖化予測に大きな不確実性を与えると考えられている。この原因としては、

例えば、検証・制約データの不足やモデルパラメータチューニングの困難さが挙げられる。前者

に関しては、近年、衛星観測をベースにした広域物理量プロダクトが提供されるようになってき

ており、これらの広域データをモデル改善に利用することが望まれている。後者については、パ

ラメータ最適化手法を適用するなどによって、研究者の技量に依存する部分を自動化させること

が一つの手段となる。従って、様々な衛星観測ベースのプロダクトを用いて、モデルに組み込む

（モデルデータ融合）ことが望まれており、これによって、陸域炭素循環モデルの精度が向上さ

れると期待される。 
 
3.3 計算方法 
本研究課題において構築した広域陸域物理量プロダクト（光合成量・蒸発散量）と陸域生態系

モデル Biome-BGC を用いて、Biome-BGC に含まれるパラメータの最適化を行った。最適化の際

には、モデルパラメータの自由度を減らし、最適化をシンプルにするために、モデルに含まれる

プロセスとその独立性に着目して、まずは、蒸発散量を用いた最適化、次に光合成量を用いた最

適化、の 2 段階の最適化を行った。蒸発散量を用いた最適化については、Ichii et al.（2009）に従

って、最大気孔コンダクタンスを手動でチューニングをしたのに、根の深さのパラメータを Golden 
Section Search アルゴリズムによって推定した。最大光利用効率については、Yang et al.（2007）に

従って、Levenberg-Marquardt 法により推定した。 
 

3.4 結果 
本研究により推定された、植生の根の深さと最大光利用効率を図 1 に示す。これらのパラメー

タの空間分布は現実的であり、本課題の手法の妥当性を示すことができた。根の深さについては

東南アジアにおける雨季・乾季の違いが明瞭であると考えられるインドシナ半島における森林地

域において深い値が推定された。これは、アマゾンの熱帯林においても同様に乾季が比較的長い

地域において深い根が推定されていることと一致（Ichii et al. 2007）し、妥当であると考えられる。

最大光利用効率については、インドや中国などの耕作地において最も高い値を示している。耕作

地においては肥料や灌漑などによってより生育に適した環境に置かれ、最大光利用効率も高くな

る傾向にある。 
 

 
 

図 1. 本課題によって推定された(a)植生の根の深さと(b)最大光利用効率の広域分布。 
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4. まとめ 
Biome-BGC モデルに対して、広域蒸発散量や光合成量プロダクトを用いてモデルパラメータの

最適化を行った。その結果、根の深さや最大光利用効率などを逆推定することができた。また、

その空間分布を確認したところ、現実をよく反映していると考えられ、モデルデータの融合実験

の初期結果と有効性の確認ができた。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 引き続き、葉面積指数、バイオマス、土壌炭素量などの様々なデータをモデルの制約として用

いることによって、モデルを改善し、アジア域・グローバルを対象にした炭素収支の見積もりと

その予測を行う予定である。 
 本課題で扱う陸域炭素循環モデルや衛星データについては、個々のグリッドが独立しているた

めに、ベクタ計算機よりはスカラ計算機が適切であることが判明したために、平成 26 年度よりス

カラ機に移行することで本課題を実施することとする。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Ichii K., Kondo M., Okabe Y., Ueyama M., Kobayashi H., Lee S.-J., Saigusa N., Zhu Z., Myneni R.B. (2013) 

Recent changes in terrestrial gross primary productivity in Asia from 1982 to 2011. Remote Sensing 
(AVHRR 30 Years Special Issue), 5, 6043-6062. 

 
6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
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Kim J. (2013) Model-data synthesis of terrestrial carbon cycles to quantify carbon budget in Asia. 
International Joint Conference of 11th AsiaFlux International Workshop, 3rd HESSS, and 14th Annual 
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6.4 その他（書籍等） 
なし。 
 
 
7. 連絡先 
 
市井和仁 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 
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E-mail: ichii.kazuhito@nies.go.jp 

- 43 -



陸域炭素循環モデルと衛星観測データの融合実験 

- 44 - 
 

Project name: 
Model-data fusion experiment on terrestrial carbon cycle 

 
2013 June – 2014 March 

 
Project leader: 
Kazuhito Ichii, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project member: 
Masayuki Kondo, Faculty of Symbiotic Systems Science, Fukushima University 
 
Abstract: 

Effective use of satellite-based products is required to refine terrestrial carbon cycle models. This 
study aims at improving a terrestrial carbon cycle model with empirically upscaled satellite-based products. 
We optimized the model parameters of the Biome-BGC terrestrial carbon cycle model to infer some 
ecological parameters such as rooting depth and maximum light use efficiency. The estimated parameters 
show reasonable spatial variations, and we found that our proposed method successfully improved the 
Biome-BGC model. 
 
Keywords: 
Terrestrial carbon cycle modelling, terrestrial monitoring, model-data fusion experiment on terrestrial 
carbon cycle 
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研究課題名： 
GOSAT データ処理運用システムにおける確定再処理用参照データの作成 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 網代正孝 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 横田達也・幸 昭・河添史絵・宮坂隆之・池

上久通・中村東奈 
 
要旨： 
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は、平成 21（2009）年 1 月 23 日打ち上げら

れ、定常的な観測を継続している。国立環境研究所（NIES）では、GOSAT データの高次処理を

定常的に実施し、CO2 や CH4 のカラム濃度などの高次プロダクトを作成し、それらプロダクトの

一般への公開を行っている。今後プロジェクトの最終段階において、高次プロダクトの確定再処

理を計画している。その中で、FTS SWIR L2 データ処理の参照データとして用いているエアロゾ

ル輸送モデル SPRINTARS を Assimilation 版 SPRINTARS に変更する予定である。そのため、本申

請課題で Assimilation SPRINTARS の処理を実施し、その結果を FTS SWIR L2 処理の参照データ

として研究処理を実施し、処理結果への影響を調査した。 
 

キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン 
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研究課題名： 
GOSAT データ処理運用システムにおける確定再処理用参照データの作成 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 網代正孝 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 横田達也・幸 昭・河添史絵・宮坂隆之・池

上久通・中村東奈 
 
 
1. 研究目的 
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（Greenhouse gases Observing SATellite: GOSAT）には、温

室効果ガス観測センサ（Thermal And Near infrared Sensor for carbon Observation, Fourier Transform 
Spectrometer: TANSO-FTS）と雲・エアロソルセンサ（Cloud and Aerosol Imager: TANSO-CAI）が

搭載され、定常的な観測を継続している。国立環境研究所（NIES）では、GOSAT データ処理運

用施設（GOSAT Data Handling Facility: GOSAT DHF）において、これら観測データの高次プロダ

クトの作成と配布を実施している。平成 21（2009）年 1 月に打ち上げられた GOSAT は、平成 26
（2014）年 2 月に 5 年間の定常運用期間を終了し、後期運用への移行後も観測を継続している。

プロジェクトの最終段階においては、FTS の高次プロダクトについて、全観測期間データの確定

手法による統一再処理（確定再処理）を計画している。現在 FTS SWIR L2 データ処理の参照デー

タとして、エアロゾル輸送モデル SPRINTARS の処理結果を利用しているが、確定再処理では

Assimilation 版エアロゾル輸送モデル SPRINTARS（以降、Assimilation SPRINTARS という）の利

用を検討している。本申請課題では、NIES スーパーコンピュータでの Assimilation SPRINTARS
の処理を実施し、その処理結果を参照データとした FTS SWIR L2 データ処理を GOSAT DHF で研

究処理として実施して、参照データの相違による温室効果ガスの導出結果への影響を調査する。 
 
キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 72.47 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 810.79 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 3,171.60 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 550.31 hours 

               計         : 4,605.17 hours  
 
2.2 利用概要 
今年度、FTS SWIR L2確定再処理用のエアロゾル参照データを作成するため、Assimilation 

SPRINTARSを用いた。Assimilationの同化アルゴリズムとしてアンサンブルカルマンフィルター

（Ensemble Kalman Filter: ENKF）を用い、エアロゾルの観測データを同化した。アンサンブルメ

ンバは24メンバで実施した。 
 
 

:
:
:
:
:
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NIESスーパーコンピュータ上での実行環境の構築と、同化させるデータの検討のため試験処理

を実施した。Assimilation SPRINTARSの処理結果を利用し、GOSAT DHF処理システムにてFTS 
SWIR L2確定再処理の研究処理を実施した。 

 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

NIES スーパーコンピュータでの Assimilation SPRINTARS の実行環境を構築し、FTS SWIR L2
データ処理用の参照データを作成した。その結果を参照データとした FTS SWIR L2 データ処理を

別システムにおいて研究処理として実施し、FTS SWIR L2 プロダクトに対する影響調査を実施し

た。 
 
3.2 背景と目的 
高次プロダクトの 1 つである FTS SWIR L2 プロダクトの処理では、エアロゾルの参照データと

して SPRINTARS による処理結果を利用している。衛星の観測運用が停止した後には、GOSAT の

観測データ取得期間に対応したエアロゾル観測データを入手し、そのデータ同化処理によりエア

ロゾル参照データの精度向上を図る。その結果として、FTS SWIR L2 プロダクトの精度向上が期

待される。精度が向上した FTS SWIR L2 プロダクトを用いることで、炭素収支の推定結果である

L4 プロダクトの精度向上も期待される。 
 

3.3 結果 
3.3.1 Assimilation SPRINTARS の NIES スーパーコンピュータへの移植 
 東京大学大気海洋研究所・Nick Schutgens 氏から提供された Assimilation SPRINTARS 最新版を、

NIES スーパーコンピュータへ移植し、その実行環境を構築した。 
 
3.3.2 同化に使用するエアロゾル観測データ種別と処理結果の比較 
  同化に用いるエアロゾルデータとしては、「MODIS NRL（米国 Naval Research Laboratory が

MODIS 観測データから算出された AOT を 6 時間毎の全球 1 度格子点について公開しているデー

タ）」、「Aeronet（エアロゾルの地上観測ネットワーク）」、「MODIS NRL と Aeronet の両方」

の 3 種を対象とし、1 ヶ月間の観測データについて同化処理を実施した。なお MODIS NRL では

AOT0550（550 nm）、Aeronet では AOT0675（675 nm）の観測データを利用した。（AOT とは「エ

アロゾル光学的厚さ」のことである。） 
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1) 同化結果と MODIS NRL との比較 
「エアロゾル同化無し」「MODIS NRL」「Aeronet」「MODIS NRL と Aeronet の両方」を用い

て同化した結果を MODIS NRL（AOT0550）と比較した結果を図 1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) エアロゾル同化なし   (b) MODIS NRL      (c) Aeronet         (d) MODIS NRL+Aeronet 
 
図 1. MODIS NRL（横軸）と各エアロゾルデータを入力とした Assimilation SPRINTARS の結果（縦

軸）の比較。(a)エアロゾル同化なし 1 カ月分の結果の MODIS NRL との比較。観測数：248384、
相関係数：0.443195、近似直線：y = 0.7315x。(b)MODIS NRL を同化した 1 カ月分の結果の MODIS 
NRL との比較。観測数：248384、相関係数：0.763416、近似直線：y = 0.7333x。(c)Aeronet を同

化した 1 カ月分の結果の MODIS NRL との比較。観測数：248384、相関係数：0.574261、近似直

線：y = 0.8683x。(d) MODIS NRL、Aeronet 両方を同化した 1 カ月分の結果の MODIS NRL との

比較。観測数：248384、相関係数：0.760972、近似直線：y = 0.7543x。 
 
 
 
2) 同化結果と Aeronet との比較 

「エアロゾル同化無し」「MODIS NRL」「Aeronet」「MODIS NRL と Aeronet の両方」を用い

て同化した結果を Aeronet（AOT0675）と比較した結果を図 2 に示す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) エアロゾル同化なし   (b) MODIS NRL      (c) Aeronet         (d) MODIS NRL+Aeronet 
 

図 2. Aeronet（横軸）と各エアロゾルデータを入力とした Assimilation SPRINTARS の結果（縦軸）

の比較。(a) エアロゾル同化なし 1 カ月分の結果の Aeronet との比較。観測数：2793、相関係数：

0.314687、近似直線：y = 0.5644x。(b) MODIS NRL を同化した 1 カ月分の結果の Aeronet との

比較。観測数：2793、相関係数：0.633217、近似直線：y = 0.6002x。(c) Aeronet を同化した 1 カ

月分の結果の Aeronet との比較。観測数：2793、相関係数：0.791307、近似直線：y = 0.7569x。
(d) MODIS NRL、Aeronet 両方を同化した 1 カ月分の結果の Aeronet との比較。観測数：2793、
相関係数：0.789045、近似直線：y = 0.6721x。 
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3) 同化データ間での比較 
「MODIS NRL と Aerosol の両方」を同化した場合、両者の観測値に対して高い相関係数が得ら

れた。次いで「MODIS NRL」を同化した場合に観測値との相関が高かった。一方、Assimilation 
SPRINTARS の結果は、同化データ種別に係らず、観測値に対し過小評価していることが分かった。

これは Assimilation SPRINTARS のモデルバイアスによるものである。先行研究（Schutgens et al., 
2010）でも同化する観測データの AOT に比べ Assimilation SPRINTARS から出力される AOT が低

いことが確認されている。 
今後の確定処理機能での Assimilation SPRINTARS では、「MODIS NRL と Aeronet の両方」で

同化する手法が最良と判断されるが、「MODIS NRL」を同化した場合でも、エアロゾル観測デー

タと高い相関性があることが判明したので、定常的・安定的に取得できる「MODIS NRL」での同

化処理を検討する。 
 
 
3.3.3 同化する気象データの変更 

FTS SWIR L2 処理では、気象データとして気象庁の GPV データを利用している。一方、

Assimilation SPRINTARS では、気象データとして NCEP を利用している。FTS SWIR L2 処理での

気象データを統一するため、Assimilation SPRINTARS での気象データを NCEP から GPV に変更し

た。 
 
 
3.3.4 Assimilation SPRINTARS を用いた FTS SWIR L2 処理結果 

MODIS NRL を同化した Assimilation SPRINTARS の結果を用い、GOSAT DHF で FTS SWIR L2
データの試験的処理を実施した。対象観測期間は、2010 年 1 月 14 日～2010 年 1 月 16 日の 3 日間

である。 
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1) FTS 観測点におけるエアロゾル参照データの比較 
FTS 観測地点を対象として、SPRINTARS と Assimilation SPRINTARS での処理結果を比較した。

比較結果を図 3 に示す。アフリカ・インド・中国南部で、比較的大きなエアロゾル混合比の差異

がみられた。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 (a)炭素 1                          (b)砂塵 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (c)海塩 4                           (d)硫酸塩 
 

図 3. 地表付近のエアロゾル混合比（炭素 1、砂塵 6、海塩 4、硫酸塩）の全球分布について、

SPRINTARS から Assimilation SPRINTARS を引いた値のマップ。 
 
 
2) FTS SWIR L2 処理結果の比較 

 参照データとして SPRINTARS と Assimilation SPRINTARS のそれぞれの結果を用いて FTS 
SWIR L2 処理を実施し、二酸化炭素のカラム平均濃度（XCO2）の結果を比較した。比較結

果を図 4 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. FTS SWIR L2 処理結果の比較結果。(a)SPRINTARS を用いた XCO2 の結果から

Assimilation SPRINTARS の結果を用いた XCO2の結果を引いた値の全球分布図。 
(b) Assimilation SPRINTARS の結果を用いた XCO2の結果から SPRINTARS を用い

た XCO2の結果を引いた値のヒストグラム。 
 
 
謝辞：本研究で用いている GPV データは、GOSAT のデータ利用および気象データの衛星データ

処理・検証利用に向けて気象庁より提供されたものである。 
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4. まとめ 
本年度申請課題において、NIES スーパーコンピュータで Assimilation SPRINTARS が動作する

環境を構築し、同化データとして「MODIS NRL」と「Aeronet」を組み合わせて用い、その結果

を比較した。また、FTS SWIR L2 確定処理環境を GOSAT DHF に試作し、NIES スーパーコンピュ

ータで MODIS NRL の Assimilation SPRINTARS 処理を実行し、その処理結果を参照する FTS SWIR 
L2 確定処理環境で GOSAT の 3 観測日分の研究処理を実施して結果の比較を行った。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 今年度 NIES スーパーコンピュータに構築した Assimilation SPRINTARS の処理環境を用いて、

GOSAT の全観測期間を対象とした FTS SWIR L2 確定処理用の参照データを作成する。今年度は 3
日分の FTS SWIR L2 確定処理試作であったが、数ヶ月程度の長期間について試作処理を実施し、

入力となった Assimilation SPRINTARS の影響調査を継続する。 
 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 口頭発表 
特になし。 
 
 
7. 連絡先 
 
網代正孝 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 
Tel: 029-850-2035   Fax: 029-850-2219 
E-mail: ajiro.masataka@nies.go.jp 
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Project name: 
Reference data production for reprocessing at the GOSAT DHF 
 
2013 June – 2014 March 
 
Project leader: 
Masataka Ajiro, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members: 
Tatsuya Yokota, Akira Yuki, Fumie Kawazoe, Takayuki Miyasaka, Hisamichi Ikegami, Haruna Nakamura, 
Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract: 

The Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) named “IBUKI”was launched on January 23, 
2009 and has been operating normally. The National Institute for Environmental Studies (NIES) 
operationally conducts higher-level data processing and develops CO2 and CH4 column-averaged volume 
mixing ratios. These products have been distributed to general users. In the final stage of the project, we 
plan to reprocess some of the higher-level products throughout the GOSAT observation period. Among 
them, there is a plan to apply the Assimilation SRINTARS instead of the SPRINTARS which has been 
applied as reference data of the FTS SWIR L2 data processing. This year, we installed the Assimilation 
SPRINTARS to the NIES Supercomputer system, and executed its processing. We investigated the 
difference between the FTS SWIR L2 processing results with the results of STRINTARS and those of 
Assimilation SPRINTARS using short-term data, and we have started a comparison of the results of 
Assimilation SPRINTARS using long-term data with the results of GOSAT FTS L2 data products . 
 
Keywords: 
GOSAT, greenhouse gases, CO2, CH4 
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研究課題名： 
GOSAT による濃度データの高精度モデル予測と温室効果ガスの地表面吸収排出量の

推定 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター Shamil Maksyutov 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 石澤みさ・金 憲淑・齊藤 誠・佐伯田

鶴・白井知子・髙木宏志・中山忠暢・馬淵和雄・横井孝暁・Mohammed Hayyan 
Alsibai・Rajesh Janardanan Achari 
Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, Colorado State University and 
NOAA Earth System Research Laboratory, USA 小田知宏 
東京農工大学工学部化学システム工学科 峰島知芳 
国立極地研究所北極観測センター Dmitry Belikov 
Indian Institute of Tropical Meteorology, India Vinu Valsala 

 
要旨： 
温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）レベル 4（L4）プロダクトは、衛星観測から算出した

大気 CO2 濃度カラム量や地上観測データをもとにして推定した全球 CO2 吸収排出量及び全球 3
次元 CO2 濃度分布データである。今後、地表面 CO2 吸収排出量の推定精度を高めていくために

は、プロダクト作成で使用する各モデルの更なる改良が必要である。本研究では、先験情報の一

つである正味 CO2吸収速度を推定する陸域生態系モデルの最適化に焦点を当てる。大気輸送モデ

ルと逆解法を組み合わせることで、大気 CO2濃度、地上バイオマス、純一次生産量の観測データ

に陸域生態系モデルを最適化することでモデルの推定精度向上を試みる。 
 
キーワード： 
陸域生態系モデル、大気輸送モデル、逆解法、大気 CO2濃度 
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研究課題名： 
GOSAT による濃度データの高精度モデル予測と温室効果ガスの地表面吸収排出量の

推定 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター Shamil Maksyutov 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 石澤みさ・金 憲淑・齊藤 誠・佐伯田

鶴・白井知子・髙木宏志・中山忠暢・馬淵和雄・横井孝暁・Mohammed Hayyan 
Alsibai・Rajesh Janardanan Achari 
Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, Colorado State University and 
NOAA Earth System Research Laboratory, USA 小田知宏 
東京農工大学工学部化学システム工学科 峰島知芳 
国立極地研究所北極観測センター Dmitry Belikov 
Indian Institute of Tropical Meteorology, India Vinu Valsala 

 
 
1. 研究目的 
温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）レベル 4（L4）プロダクトは、GOSAT 搭載の光学セン

サーで測定した輝度スペクトルから算出した大気 CO2濃度カラム量や地上観測データをもとに、

モデルを使用して全球 CO2 吸収排出量及び全球 3 次元 CO2 濃度分布を導出したものである。こ

の GOSAT L4 プロダクトは、気候変動予測や温室効果ガスの排出削減に向けた対策を議論する

際の有益な情報と成り得る一方で、より確かな情報を発信するためにはプロダクトに内在する不

確実性を低減し、モデルの推定精度を更に高めていく必要がある。そこで本研究では、L4 プロ

ダクトの核となる大気輸送モデルの先験情報の一つ、陸域生態系の正味 CO2 交換速度（NEE）を

推定する陸域生態系モデル VISIT の精度向上を目指す。 
 
キーワード： 
陸域生態系モデル、大気輸送モデル、逆解法、大気 CO2濃度 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 1,112.84 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計         : 1,112.84 hours  
 
2.2  利用概要 
本計算には大気輸送モデル NIES-TM を用いた VISIT で扱う 14 種類の生物群それぞれに対し、

生理生体パラメータのうち NEE 等に高い感度を示す 12 種類のパラメータに微小な変更を加える

ことで、標準パラメータの結果と合わせて 169 種類の異なる全球 NEE データセットを用意した。

化石燃料消費に伴う CO2 排出量及び海洋フラックスに加え、これらのデータセットを個々に

NIES-TM に入力することで 169 種類の異なる全球大気 CO2濃度分布を計算する。 
 

:
:
:
:
:
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

現在の気候条件下での大気 CO2濃度の季節変動及び陸域生態系炭素循環のモデル推定精度を高

めるべく、陸域生態系モデルを観測データへ最適化する作業を行った。観測データには大気 CO2

濃度、地上バイオマス（AGB）及び純一次生産量（NPP）を使用した。NIES-TM 及び逆解法を

組み合わせ、観測データとモデル推定値の誤差が最小になるように VISIT の生理生体パラメータ

を解析的に解いた。最適化した生理生体パラメータを使用することで、各観測点における大気

CO2 濃度の季節変動及び年間の振幅をモデルで再現することが可能となった。AGB、NPP に関し

ても、モデル初期設定に比べ観測データとの誤差に低減が見られたが、AGB の推定精度に関し

ては課題を残す結果となった。これは AGB 観測データの不確実性が高く、それがモデルの推定

精度を高める上での障害になっているためである。今後、観測データの精度を高めていくことに

よって、モデルの推定精度も高まることが期待される。 
 
3.2 背景と目的 
陸域生態系は光合成によって大気中の CO2を吸収すると同時に、生態系自身の呼吸によって大

気中へ CO2 を放出している。この吸収と放出の差、すなわち正味 CO2 交換速度（NEE）が大気

CO2 濃度の季節・年変動に大きく影響している。全球の炭素循環プロセスを理解し、今後起こり

得る気候変動の予測精度を高めると同時に、その対策を立案するためには、既存の知識をもとに

構築されたモデルで現在の大気 CO2濃度の時空間分布と変動を再現出来るように改良することが

鍵となる。しかしながら、陸域生態系モデルで推定した NEE や NPP の全球分布や季節変動には

モデル間で違いが存在することがモデル間比較研究によって報告されている。また、陸域生態系

モデルの検証には、渦相関法を用いて地点観測した NEE データや、衛星データから推定した

NPP データ等が一般的に使用されるが、これらの検証データは空間代表性もしくは推定精度に多

くの不確実性を含む。 
一方、世界百数十点で継続的に観測されている大気 CO2濃度データは、観測データに含まれる

観測誤差が小さく、且つ、広域の情報を有しており、陸域生態系モデルの精度向上にも有用な情

報であると考えられる。そこで、本研究では陸域生態系モデルで推定した NEE をもとに、大気

輸送モデルを介して推定した全球 3 次元大気 CO2 濃度と、全球百数十点で観測された大気 CO2

濃度の季節変動を比較し、モデル推定値と観測値の誤差が最小になるように陸域生態系モデルの

生理生体パラメータの最適化を行う。同時に、AGB や NPP の観測データも使用することで、よ

り複合的に陸域生態系モデルの推定精度を高めることを目指す。 
 
3.3 計算方法 

初期設定状態の VISIT を用いて、全球における NEE、AGB、NPP の初期推定値を求める。感

度解析の結果、NEE、AGB、NPP に強い感度を示す上位 12 種類の生理生体パラメータに対し、

各パラメータの値に 10%の変更を加えたパラメータセットを VISIT で扱う 14 種類の生物群それ

ぞれに用意し、全球における NEE、AGB、NPP を同様に求める。 
次に、NEE と化石燃料消費に伴う CO2 排出量及び海洋フラックスを大気－陸面・海洋面間の

CO2 フラックスとして NIES-TM を実行し、全球 3 次元大気 CO2 濃度分布を計算する。これらの

計算により、169 種類の異なる全球 3 次元大気 CO2 濃度分布及び全球 AGB、NPP データセット

を作成する。 
標準パラメータと対象パラメータの計算結果から、各生物群の各パラメータと全球大気 CO2濃

度、AGB、NPP 変動の関係を算出する。この結果をもとに逆解法を使用することで、生理生体

パラメータに基づくモデルから大気 CO2濃度等の結果を求めるのとは逆に、その結果（観測デー

タに対するモデル推定値の誤差）からモデルを修正するための最適な生理生体パラメータを導出

する。 
導出した生理生体パラメータを新たに VISIT の初期設定パラメータとして与え、上記の計算を

実行する。この計算を繰り返すことで、最適な生理生体パラメータを導出する。 
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3.4 結果 
モデル推定値と観測データの誤差について χ2検定を用いて評価した。χ2が 1 に近づくほど誤差

が小さいことを意味する。初期設定状態でモデル推定した大気 CO2 濃度、AGB、NPP と観測デ

ータの誤差は χ2=7.8 であった。最適化の繰り返し計算の過程で χ2 は徐々に減少し、繰り返し計

算 10 回でほぼ平衡状態に達した（χ2=3.9）。χ2の値が 1 より大きい原因は、大気 CO2濃度観測デ

ータの観測誤差が小さく、モデル推定値の僅かな誤差でも χ2 の値が大きくなること、島や半島、

複雑地形上に位置する幾つかの地点では VISIT のパラメータ調整だけでは大気 CO2 濃度の変動

を表現しきれず、モデル推定誤差を改善することが困難であったことがあげられる。これらの地

点を除いた場合、モデルの大気 CO2濃度推定値が示す２乗平均平方根誤差（RMSE）は 1.36 ppm
であった。 

図 1 は University of Maine, Argyle, Maine, UAS（AMT; 45.0N, 68.7W）と Tierra Del Fuego, 
Ushuaia, Argentina（TDF; 54.9S, 68.7W）における大気 CO2 濃度の季節変動を例として示す。

AMT、TDF 両地点とも、最適化したパラメータを用いて推定した大気 CO2 濃度変動は初期設定

に比べ観測データが示す季節変動を再現していることがわかる。また、各観測地点における年間

の大気 CO2濃度の振幅の比較においても、北半球・南半球ともにモデルの推定結果は観測データ

が示す振幅を再現している（図 2）。 

初期設定状態で推定した AGB 及び NPP は、生物群毎に値の分布を比較した場合、観測データ

に比べ大きなバラツキが見られた。最適化の結果、モデル推定結果の分布の幅はバラツキが減少

し、観測データが示す分布に近づいた。しかし、特に森林生物群の AGB の平均値に関しては、

観測データに比べ過小評価の傾向が見られた。観測データは衛星観測から導出されたものである

ため、最適化計算の過程で与えた観測誤差は大気 CO2濃度の観測誤差に比べ非常に大きな値とな

った。このため、観測データとモデル推定値の誤差が大きい状態であっても、この誤差が観測誤

差の範囲に収まるために、モデルの推定精度を観測データに最適化することが困難であった。つ

まり、モデルの精度を更に高めるためには、同時に観測データの精度を高めることが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 観測地点、University of Maine, USA（上）と Tierra Del Fuego, Argentina（下）における月平均

大気 CO2 の季節変動（ppm）。白丸と破線が観測データ、点線が初期設定条件を用いたモデル

推定値、実線が最適化後のモデル推定値をそれぞれ表す。 
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図 2. 大気 CO2 濃度の年間の振幅。緯度毎に観測データ（ダイヤモンド）とモデル推定値（白丸）の

比較を示す。 
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4. まとめ 
スーパーコンピュータ上で陸域生態系モデル VISIT、及び、大気輸送モデル NIES-TM を実行

し、全球大気 CO2濃度分布や陸域生態系の炭素固定量をシミュレーションした。逆解法を用いて、

これらのモデル推定結果と観測データの誤差が最小になる生理生体パラメータの最適解を求めた。

最適化した生理生体パラメータを用いたモデル計算の結果から得た大気 CO2濃度は、観測データ

が示す変動を再現していることを確認した。また、最適化した生理生体パラメータは各生物群で

異なる値を持ち、生物群間におけるそれらの分布は過去の研究で示されたものと好ましい一致を

見た。 
 
 
5. 今後の研究展望 
開発した陸域生態系モデル VISIT 最適化システムの改良を続ける。また、陸域炭素循環に局所

的・短期的に急激な変化を引き起こす人為起源・自然起源の攪乱情報を VISIT に組み込んだ上で、

大気 CO2 濃度等の観測データにモデルを最適化していくことが今後の課題である。更に、

GOSAT プロジェクトが提供する CO2 及びメタンカラム濃度をモデルに組み込んでいくことも望

まれる。 
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研究課題名： 
高分解能でのリモートセンシング解析情報を用いた土地利用モデルシミュレーショ

ン 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 山形与志樹 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 瀬谷 創 
 
要旨： 

本研究では、将来の気候・社会シナリオ構築への活用を念頭に、空間詳細な社会経済データ（現

状／将来）を推計するためのダウンスケール手法を開発・整理した。現状データの詳細推計に関

しては、補助データの影響を、空間可変パラメータを用いて柔軟にモデル化するダウンスケール

手法を構築した。また、実証比較を通し、本手法を含む統計的手法の精度の良さを明らかとした。

また、提案手法をインドとサウジアラビアの人口のダウンスケールに適用することで、本手法が

世界の詳細データ推計に役立つことも確認している。将来データの詳細推計に関しては、まず我

が国の人口データを対象とした実証比較を通して既往手法の特性や限界を明らかとした。そのう

えで、各手法の結果をモデル平均化するアプローチが有用であることを示した。以上より得た知

見を踏まえ、今後、世界を対象に空間詳細社会経済データベース（現状／将来）を構築する。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、将来シナリオ、人口推計、空間統計学
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研究課題名： 
高分解能でのリモートセンシング解析情報を用いた土地利用モデルシミュレーショ

ン 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 山形与志樹 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 瀬谷 創 
 
 
1. 研究目的 
空間詳細な単位での社会経済データデータ（現状及び将来）を推計するためのダウンスケール

手法を、既存手法の実証比較及びそれを踏まえた手法構築により整理する。次に、テストサイト

として選定した数カ国内の社会経済データを詳細推計し、その結果を考察する。最後に、以上を

踏まえつつ、全世界を対象に、空間詳細社会経済データベース（現状／将来）を構築する。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、将来シナリオ、人口推計、空間統計学 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間  v_deb（デバック用） : 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

               計     : 0.00 hours 
 
2.2  利用概要 
次の各手法による社会経済データのダウンスケールを並列計算処理した：areal weighting 

interpolation method；dasymetric mapping method；area-to-point kriging；geographically weighted 
regression をベースとした我々提案の手法。ここでは、我が国、インド、及びサウジアラビアの各

1 km グリッド別人口を推計した。計算にはベクトル処理用計算機を使用する予定であるが、今年

度は使用していない。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

本研究では、将来の気候・社会シナリオ構築への活用を念頭に、空間詳細な社会経済データ（現

状／将来）を推計するためのダウンスケール手法を開発・整理した。現状データの詳細推計に関

しては、補助データの影響を、空間可変パラメータを用いて柔軟にモデル化するダウンスケール

手法を構築した。また、実証比較を通し、本手法を含む統計的手法の精度のよさを明らかとした。

また、提案手法をインドとサウジアラビアの人口のダウンスケールに適用することで、本手法が

世界の詳細データ推計に役立つことも確認している。将来データの詳細推計に関しては、まず我 

:
:
:
:
:
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が国の人口データを対象とした実証比較を通して既往手法の特性や限界を明らかとした。そのう

えで、各手法の結果をモデル平均化するアプローチが有用であること示した。以上より得た知見

を踏まえ、今後、世界を対象に空間詳細社会経済データベース（現状／将来）を構築する。 
 
3.2 背景と目的 
将来の気候・社会シナリオ構築に際しては、現状／将来を記述する空間詳細な社会経済データ

ベースが必要となる（Grübler et al., 2007 参照）。国家単位でのデータベース（現状／将来）であ

れば、例えば国連などにより既に相当程度整備されているものの、例えば 1km グリッドのような、

空間詳細な単位毎での将来推計データは見当たらない。また、空間詳細な単位での現状データも

また、詳細な将来シナリオ構築の観点からは不十分である。以上を踏まえ、本研究では気候・社

会シナリオ構築への活用を念頭に、空間詳細社会経済データベース（現状データ＋将来データ）

を構築する。並びにそのためのダウンスケール手法を構築・整備する。 
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3.3 分析 
(1) 現状データの詳細推計 
補助的データの活用がダウンスケールの精度を大きく左右するという既往研究の指摘を踏まえ、

空間可変パラメータを用いて補助データの影響を柔軟にモデル化するダウンスケール手法を提案

した（Murakami et al., 2014）。次に提案手法を、既存のダウンスケール手法とともに、我が国の

建築物ストックデータのダウンスケールに適用し、その結果を比較した。それにより、提案手法

を含む統計的ダウンスケール法のパフォーマンスが、面積に応じた比例配分を行う面積按分法や

その他の補助的データ（例：建物用地面積、宅地面積）を用いて比例配分を行う dasymetric 法と

いった簡便法の精度を大きく上回ることを確認した。また、従来の簡便法は非都市部のデータを

過大推計する傾向があり、提案手法の適用はこの問題を解消する上で重要との示唆を得た。加え

て、提案手法の精度が既往のダウンスケール手法を上回ることもまた確認している。また、我が

国、インド、及びサウジアラビアの各 1 km グリッド別人口の推計に提案手法を適用することで、

世界を対象とした空間詳細社会経済データの推計の観点からの提案手法の有用性もまた明らかと

している（図 1）。 
 

 

 
 

図 1. 提案手法による人口のダウンスケール結果 
左：SEDAC提供の推計人口データ。本データは1 kmメッシュ別のものではあるが、行政単位毎の

データを元に作成しており、同一行政単位内の全ての1 kmメッシュには同一の人口推計値が割り

当てられている（つまり、本データは実質的には行政単位毎のデータ）；右： SEDAC提供の人口

データをダウンスケールすることで得られた1kmメッシュ別の推計人口。 

インド 

サウジ 

アラビア 

ダウン 

スケール 

ダウン 
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(2) 将来データの詳細推計 
日本を対象とした人口シナリオのダウンスケーリング手法の比較（Yamagata et al., 2014）の結

果、初期時点のシェアを固定とする固定シェア法や、重力モデルの考え方に基づき、地域のポテ

ンシャルにしたがって成長させるポテンシャル法といった、現在比較的よく用いられているダウ

ンスケーリング手法は、少なくとも短期予測では精度が思わしくなく、ARIMA モデルや対数線形

モデルなどの複数の統計モデルをグリッドごとに構築し、予測値をモデル平均した結果がよい結

果をもたらすとの示唆を得た。また、本分析を通して各手法の特性を確認した。例えば図 2 は、

固定シェア法、統計的外挿、ポテンシャル法を用いて 2050 年の人口シナリオを作成した結果であ

る。ポテンシャル法の結果は、郊外部に人口が分散していく傾向があり、統計的外挿は現在のシ

ェアと比較して、都市が縮退し、中心部に集約するコンパクトな都市構造となっている様子がわ

かる。 
 
 

 
 
図 2. 2050 年人口シナリオ（左: 固定シェア法; 中央: 統計的外挿; 右: ポテンシャル法）。名古屋都市 

圏（上），東京都市圏（下） 
 
 
3.4 結果 

以上の分析を通し、将来／現状の社会経済データを詳細推計するための方法論を整備した。以

上の結果を踏まえ、今後、世界を対象に、人口、GDP をはじめとした各種社会経済データを詳細

推計する。 
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Applied Energy –  ICAE2014, Taiwan. 

 
 
4. まとめ 
現状／将来の社会経済データベースを構築するためのダウンスケール手法を開発・整理した。

その上で、構築した手法ならびに既往の代表的手法を実証比較した。それにより、現状データの

ダウンスケールについては、提案手法を含む統計的手法が都市部と非都市部の両方のデータを精
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度よくダウンスケールする観点から有用であることを明らかとした。また、提案手法を数か国の

人口のダウンスケールに適用することで、本手法が世界の空間詳細なデータ推計に役立つことを

確認した。一方、将来データのダウンスケールについては、既往の各手法の特性を明らかとした

うえで、モデル平均化アプローチが有用であることを実証的に示した。 
 
 
5. 今後の研究展望 
現状データのダウンスケールについては、提案／整理したダウンスケール手法を、最新の研究

動向を踏まえながら改良する。また、近年空間統計学で発達しているシミュレーション手法など

を参照しながら、ダウンスケールの信頼性／不確実性の評価を試みる。将来シナリオのダウンス

ケールについては、spatial shift-share approach を応用した空間変動をモデル化しながら、将来シナ

リオを精度よく予測する方法を議論する。次に、以上で整理した手法を世界の空間詳細社会経済

データベースの構築に適用する。構築したデータは気候・社会の将来シナリオ構築に役立てると

ともに、一般公開することで、幅広く研究貢献する。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
なし。 

 
6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
 
6.3 口頭発表 
瀬谷 創, 山形与志樹（2013）広域への適用を念頭に置いたベータ分布アプローチによる小地域将来人

口の簡易推計. 土木計画学研究発表会第 47 回, 土木計画学研究・講演集, 47. 
村上大輔, 瀬谷 創, 山形与志樹, 堤 盛人（2013）空間統計モデルを用いた市区町村レベルの建築物

ストックの推計. 応用地域学会第 27 回研究発表大会, 京都. 
Murakami D., Seya H., Yamagata Y. (2014) Bottom-up estimate of electricity demand using municipal level 

floor space stock data. Proc of ICUE 2014: Green Energy for Sustain Dev, Thailand. 
Murakami, D., Tsutsumi, M. (2013) A Geographically weighted regression-based approach for the Change of 

support problem. 7th World Conference of the Spatial Econometrics Association, USA. 
Yamagata, Y., Seya, H., Murakami, D. (2014) Creation of gridded population/residential electricity demand 

scenarios of Japan for 2050 using statistical approaches. Proc of the 6th International Conference on 
Applied Energy –  ICAE2014, Taiwan. 

 
6.4 その他（書籍等） 
なし。 
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Simulation of integrated land-use model using high resolution remote sensing 
information 
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Project leader:  
Yoshiki Yamagata, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental 
Studies 
 
Project member:  
Hajime Seya, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract: 

This study discusses downscaling approaches for estimating spatially detailed socio-economic data in 
the present and future, which is required for detailed future scenario construction. For the current data 
estimation/downscaling, we established a downscaling approach that controls the impacts of multiple 
auxiliary data utilizing spatially varying parameters. Accuracy of statistical downscaling approaches, 
including our constructed approach, was clarified by an empirical comparison. Then, our downscaling 
approach was applied to a detailed population estimation in India and Saudi Arabia, and its effectiveness in 
detailed socio-economic data estimation was verified. Regarding the future data estimation/downscaling, 
we empirically compared representative downscaling methods, and discussed their properties, including 
some of their limitations. Then, the effectiveness of a model averaging approach, which averages all of the 
estimation results, was demonstrated. Hereafter, based on the abovementioned results, a spatially detailed 
socio-economic dataset for the whole world will be constructed. 
 
Keywords:  
Downscaling, future scenario, population estimation/projection, spatial statistics 
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研究課題名： 
海洋混合層スキームの高度化と流動・水質・生態系シミュレーションへの応用 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 東 博紀 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 古市尚基 
 
要旨： 
海洋における乱流混合過程は、海洋流動場のみならず、大気-海洋間での酸素・二酸化炭素等のガス交換、

海洋内部における有機物・無機栄養塩輸送、赤潮・貧酸素水塊の発生・消滅など様々な物質循環や海洋環

境の形成にも大きく影響している。その一方で、既存の海洋混合層スキームではその効果を十分にパラメ

ータ化できていないことが指摘されており、海面水温や流速、物質濃度・溶存酸素などの時空間変動の再

現・予測精度低下の大きな要因となっている。本課題は、海洋混合層スキームの改良を通じて、海洋流動・

水質・生態系モデルを用いた水・物質循環および生態系機能の評価・予測能力を向上させることを目的と

する。 
 本年度は、Large Eddy Simulation（LES）の手法を用いて、海洋表層および海底混合層における乱流混合

過程に関する高解像度（水平・鉛直解像度が数10 cm）の数値実験を実施し、その結果に基づいて混合層

モデル内の様々な乱流パラメータを流速、密度などの「巨視的」観点のみならず、乱流エネルギー、乱流

長さスケールなどの「微視的」観点まで踏み込んで検証した。LESと同一条件下での海底混合層の消長

を、従来広く使われてきたMellor-Yamada（Mellor and Yamada, 1982, MY）や近年大気境界層におけ

る良好な性能が報告されているNakanishi-Niino（Nakanishi and Niino 2009, NN）の手法を組み込んだ

鉛直1次元モデルを用いて計算し、その結果をLESの実験結果と比較したところ、MYで計算された

乱流の発達はLESと比べて抑制されてしまう一方で、NNで計算された乱流の発達はLESに匹敵する

良好な結果となることがわかった。 
 
キーワード： 
海洋流動・水質・生態系シミュレーション、海洋混合層、乱流パラメタリゼーション、LES  
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研究課題名： 
海洋混合層スキームの高度化と流動・水質・生態系シミュレーションへの応用 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 東 博紀 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 古市尚基 
 
 
1. 研究目的 
 Large Eddy Simulation（LES）モデルを用いて海洋表層および海底混合層乱流の発達を直接に再現する数

値実験を行い、その結果に基づいて既存の海洋混合層乱流のパラメタリゼーション手法を検証・改良する

とともに、改良した手法を海洋流動・水質・生態系モデルに組み込み、その性能を確認する。このように

して海洋混合層変動、ひいては、水・物質循環、生態系過程の再現性を可能な限り改善した後、大陸の人

為的負荷の増大が東シナ海・日本近海の広域海洋環境に及ぼす影響を数値シミュレーションで定量的に評

価する。 
 
キーワード： 
海洋流動・水質・生態系シミュレーション、海洋混合層、乱流パラメタリゼーション、LES  
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 314.93 hours 
v_cpu（1CPU 用）  : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 1,629.90 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 65,238.27 hours 

                   計         : 66,688.78 hours 
 

2.2  利用概要 
外洋域の表層混合層過程を扱った Furuichi et al.（2012）による LES 数値モデルを修正し、沿岸海

洋域における日中の加熱、夜間の冷却、潮汐流変動などに対する海洋応答を想定した高解像度（水平・鉛

直解像度が数10 cm、計算領域が水平数100 m、鉛直 100 m程度）の数値実験を実施することで、混合層

モデル内における乱流パラメタリゼーション手法検証のためのデータベースを作成した。LES の基礎方

程式は f面上のブシネスク近似を施した 3 次元 Navier-Stokes 方程式であり、格子下スケールの乱流

フラックスは Ducros et al.（1996）の手法に従って求めた。モデル内では水平方向にはフーリエ展開、

鉛直方向には中央差分、時間方向にはルンゲ・クッタ手法を用いており、コードはMPI 並列化した。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 本年度は、LESの手法を用いて、海洋表層および海底混合層における乱流混合過程に関する高解像度（水

平・鉛直解像度が数 10cm）の数値実験を実施し、乱流パラメタリゼーション手法の性能を流速、密度な

どの「巨視的」観点のみならず、乱流エネルギー、乱流長さスケール、乱流熱フラックスなどの「微視的」

観点まで踏み込んで検証した。その結果、従来広く使われてきた Mellor-Yamada（1982, 以後 MY）

モデルに比べて近年大気境界層における良好な性能が報告されている Nakanishi-Niino（2009, 以後

:
:
:
:
:
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NN）モデルの海洋混合層乱流のパラメタリゼーション手法としての優位性を確認するとともに、

LES 結果に基づき NN モデルを修正・高精度化した。 
 
3.2 背景と目的 
海洋の内部では海上風や海面冷却、潮汐流の変化などによって活発な乱流混合が励起される。

この乱流に伴う混合過程は、熱や運動量、溶存・粒子状物質などの鉛直輸送を通じて、海洋内の

運動場のみならず、有機物や無機栄養塩の時空間分布、赤潮・貧酸素水塊の発生・消滅などに大き

な影響を及ぼしている。その一方で、高々数 m〜数10 m規模の現象である乱流混合過程を広域の海洋数

値シミュレーション(空間解像度が細かい場合でも数 kmから10数 km程度)で陽に取り扱うことは不

可能であり、その効果を鉛直渦粘性係数や鉛直渦拡散係数として適切にパラメータ化して広域数値

モデル内に組み込むことは、様々な海洋環境変動の評価や予測精度の向上のために不可欠な課題であ

る。本研究は、LES手法を用いて海洋表層および海底混合層における乱流の発達を直接に再現する高

解像度（水平・鉛直解像度が数10 cm）の数値実験を行うとともに、得られた結果に基づいて既存の

乱流パラメタリゼーション手法を検証する。 
 

3.3 LES 数値実験 
 LESの基礎方程式は f 面上のブシネスク近似を施した 3 次元 Navier-Stokes 方程式である。Furuichi 
et al.（2012）による海洋表層の LES 研究と同様に、格子下スケールの乱流フラックスを Ducros et al. 
（1996）の手法に従って求めた。 

LES 実験結果の一例として、図 1 および図 2ab に、潮汐流による海底混合層の発達に関する結果

を示す。この実験では、夏季の東シナ海における乱流強度の現場観測結果（古市ら 2013）に基づい

て初期条件として約 20 m の海底混合層をもつ水温場を仮定し、慣性周波数は 30.5N における値と

した。簡単のため塩分は一定とした（34.0 psu）。外力条件として、長軸および短軸方向の振幅がそ

れぞれ約 0.8 ms-1および約 0.4 ms-1である半日周期（M2分潮）の潮汐流を再現するように背景圧力

勾配を仮定し、海底摩擦の効果は水平流速の最深値に壁法則を適用することで与えた。モデル海洋

は水平方向が 100 m、水深が 50 m の矩形領域で、解像度はx=y=z=0.25 m である。図 1 および図

2ab からは、潮汐流変動に応答して海底乱流が発達し、その結果、混合層上端付近で暖かい（冷た

い）水が下方（上方）に輸送され、水温場が次第に混合されていく様子がみてとれる。 
図 1c に示すように、1 潮汐周期で平均した 乱流エネルギー消散率 (の鉛直分布は za< ~ 10 m 

（za は海底からの高さ）の範囲では壁法則（za
-1）と非常によく合致する。さらに、鉛直渦拡散

係数 KVを LES から得られた w’’ （w’と’はそれぞれ流速擾乱および水温擾乱）などの乱流諸量お

よび水温の水平平均値を用いて見積もったところ（図 1d）、その鉛直分布は海底付近（za< ~ 7 m）

では zaとともに増大する一方で、それ以浅では zaとともにゆるやかに減少した。また、これらの値

は潮汐流の強弱とともに 1 オーダー程度変動した。現在、当研究所で実施されている東シナ海や東

京湾における乱流強度観測（東ら 2013、古市ら 2013）との比較を進めている途中段階であるが、そ

の結果からもこの LES 実験の妥当性が確認されつつある。 
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3.4 乱流パラメタリゼーションの性能評価 
次に、LES と同一条件下での海底混合層の消長を、これまでに広く使われてきた Mellor-Yamada 

（Mellor and Yamada, 1982, 以後 MY）、および、近年大気数値モデルにおける良好な性能が報告

されている Nakanishi-Niino（Nakanishi and Niino 2009, 以後 NN）による乱流パラメタリゼーショ

ン手法を組み込んだ鉛直 1 次元モデルを用いて計算し、その結果を LES の実験結果と比較した。

ただし、NN 内の乱流長さスケール lに関しては、その大きさが安定成層下でさらに強く制限され

るように定式化を少しだけ修正した（Furuichi et al. 2012）。図 2 に示すように、今回の成層およ

び外力条件に関しては、MY で計算された乱流混合の発達は LES の結果と比べて抑制されてしま

う一方で、NN で計算された乱流混合の発達は LES の結果に匹敵する良好な結果となった。 
 
 
 

図 1. 潮汐流に伴う海底混合層発達のLES実験の結果。(a) t=19 hにおける水温場（陰影）および流

速場の水平平均（ベクトル)。 (b) 長軸方向流速（uLES）の水平平均値の深度-時間変化（等値

線間隔：0.2 ms-1）。破線は海底混合層の上端（水温が最深値より0.1 °C高い深度で定義）。

(c) (d) 海底混合層内における乱流エネルギー消散率 (ε) および鉛直渦拡散係数 (KV) の鉛直

分布。(c)内の灰色線は海底からの高さに反比例する。 
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図 2. LES, MY, NNの比較結果。 (a) (c) (e) 乱流エネルギー消散率 （陰影）および海底混合層の上

端（破線；水温が最深値より0.1 °C高い深度で定義）。(b) (d) (f) 乱流熱フラックスw''（陰影；

w’と’はそれぞれ流速擾乱および水温擾乱)および水温場（等値線；実線および破線の間隔は

それぞれ1 °Cと0.1 °C）。ただし、LESの結果は水平平均値。 
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4. まとめ 
 海洋環境の広域シミュレーションにおける水・物質循環および生態系機能の評価・予測能力を向上させ

ることを目的として、本年度は、LES手法を用いて海洋表層および海底混合層乱流の発達過程を直接に再

現する高解像度（水平・鉛直解像度が数 10 cm）の数値実験を実施した。このようにして得られた LES
実験結果との比較を通じて、本課題において整備している海洋混合層スキーム（修正版 NN 手法；

Furuichi et al. 2012）が従来広く使用されてきた MY 手法と比較して優位であることを確認した。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 海洋物理学・海洋混合層の分野において本研究のようにLESを利用した事例は日本では少なく、

今回の成果は海洋乱流諸過程のパラメタリゼーション手法に対して「微視的」スケールからの物理

的根拠を与えるものとして重要である。現在、このようにして性能を確認した上述の修正NN手法を、

本課題で開発・整備している海洋流動・水質・生態系モデル（東ら 2013）へ導入するための作業を進

めている。また今後、流速・密度場の鉛直渦粘性・拡散係数の場合と比べて研究が少ない粒子状物

質の鉛直拡散過程のパラメタリゼーション手法などに関しても、LES実験から得られた時々刻々の

流速・密度場データを利用した粒子追跡実験を行うことで考察を進めていきたい。  
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Abstract: 

Turbulent mixing processes impact the heat and material transports in the ocean interior; thus the 
effects of the subgrid-scale processes need to be accurately taken into account in the numerical studies on 
large-scale ocean dynamics, climate change and marine ecosystems. In this study, using a large eddy 
simulation model, we have carried out idealized numerical experiments for the upper ocean mixed layer 
processes under several forcing scenarios consisting of wind stress, heating, and cooling, as well as the 
tidally induced bottom boundary layer processes. The obtained results have been used to assess the most 
widely used Mellor-Yamada mixed layer model. We have modified its formulations on the turbulent length 
scale and the stability functions following recent studies in the atmospheric mixed layer to improve the 
performance in reproducing the mixed layer response under each forcing. 
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研究課題名： 
全球多媒体モデルを用いた残留性有機汚染物質の海洋水産資源への曝露予測手法の

開発 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所環境リスク研究センター 河合 徹 
共同研究者：国立環境研究所環境リスク研究センター 鈴木規之 
 
要旨： 

残留性有機汚染物質（persistent organic pollutants; POPs）は広域多媒体に渡って輸送され高い生

物濃縮性を持つ。このため、地球規模での生物への悪影響が特に懸念されてきた化学汚染物質で

ある。近年、大気の GCM（general circulation model）や化学輸送モデルをベースにした多媒体モ

デルの開発が進められてきており、環境媒体中における POPs の濃度を高い時空間解像度で推定

することは可能となってきている。一方、これら全ての広域多媒体モデルにおいて、環境媒体中

の濃度から生物全般への曝露量推定できる段階には至っていない。 
本課題では、POPs の全球多媒体モデル FATE（Finely-Advanced Transboundary Environmental 

model）に 1) 衛星データを用いて海洋生物の生態系構造（栄養構造や存在量）や生物ポンプに伴

う炭素循環を推定する生態系モデルと、2) TMF（trophic magnification factor）を用いた生物濃縮モ

デルを導入し、海洋水産資源（魚類）への POPs の曝露量を地球規模で推定することを試みた。 
シミュレーションは、工業起源の代表的な POPs である PCBs（polychlorinated biphenyls）を取り

上げ、過去約 80 年間にわたって実施した。魚類中 PCBs 濃度の地理分布を検討し、ホットスポッ

トとなる海域を示した。さらに全球水産統計データを整理し、漁業による PCBs の陸域への輸送

量を国別に推定した。 
 
キーワード： 
残留性有機汚染物質、全球多媒体モデル、生物濃縮 
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研究課題名： 
全球多媒体モデルを用いた残留性有機汚染物質の海洋水産資源への曝露予測手法の

開発 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所環境リスク研究センター 河合 徹 
共同研究者：国立環境研究所環境リスク研究センター 鈴木規之 
 
 
1. 研究目的 
残留性有機汚染物質（persistent organic pollutants: POPs）の中-高次消費者を含めた海洋生物曝露

実態を地球規模で推定することを目的とする。このために、平成 24 年度のスーパーコンピュータ

利用研究課題において開発した、POPs の全球多媒体モデル FATE（Finely-Advanced Transboundary 
Environmental model）に海洋における生態系モデルと生物濃縮モデルを導入する。国立環境研究

所のスーパーコンピュータを利用し、開発されたモデル用いて、100 年スケールのシミュレーシ

ョンを実施する。さらに全球水産統計データを整理し、POPs の漁業による陸域への輸送量を地球

規模で定量的に評価する。 
 
キーワード： 
残留性有機汚染物質、全球多媒体モデル、生物濃縮 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 1.42 hours 
v_cpu（1CPU 用）  : 23.84 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 159.51 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 2,946.17 hours 

                   計         : 3,130.94 hours 
 
2.2  利用概要 
本計算では全球多媒体モデル FATE を用いた。工業起源の代表的な POPs であるポリ塩化ビフ

ェニル（polychlorinated biphenyl: PCB）の同族種 11 種を取り上げ過去約 80 年間（1930-2010）の

並列計算を実施した。この際、NetCDF と OpenMP ライブラリを用いた。モデル開発とポスト処

理は国立環境研究所環境リスク研究センター所有のワークステーションを用いて行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

衛星データを利用し、海洋生物の生態系構造（バイオマスや栄養構造等）と生物学的プロセス

によって駆動される炭素循環を推定する生態系モデル、及び低次消費者から中-高次消費者への生

物濃縮を計算するプロセスモデルを FATE に導入した。開発したモデルを用い、PCBs の 9 同族種

を対象としたシミュレーションを実施し、海洋水産資源への PCBs の曝露量を推定した。さらに、

FAO（Food and Agriculture Organization of the United Nations）の全球水産統計データを整理し、漁

業による PCBs の陸域への輸送量を国別に推定した。 

:
:
:
:
:

- 78 -



CGER-I119-2014, CGER/NIES 

 

- 79 - 
 

3.2 背景と目的 
POPs は長距離移動性、残留性、生物濃縮性，及び高毒性に特徴づけられ、この性質上、地球規

模での生物への悪影響が懸念されてきた化学汚染物質である。POPs を対象とした多媒体（大気-
海洋-陸域）に渡るモデルの開発はこれまでに広く行われている。この多くは多数の候補物質のス

クリーニング評価を行うのに適した計算コストの小さいシンプルなモデルであるが、近年、GCM
（general circulation model）や大気の化学輸送モデルをベースにした多媒体モデルの開発も進めら

れてきている。これらのモデルを用い、環境媒体中における POPs の濃度を高い時空間解像度で

推定することは可能となってきている。一方、現状では全ての広域多媒体モデルにおいて、環境

媒体中の濃度から生物全般への曝露量推定できる段階には至っていない。この背景には中-高次消

費者の栄養構造やバイオマスを地球規模で推定することが困難なことや、低次消費者から中-高次

消費者への生物濃縮に関する知見が不足していること等が挙げられる。しかしながら、近年、海

洋においては、衛星データのみを用いたシンプルなモデリングにより海洋生物の生態系構造を推

定することが可能になってきており、また、生物濃縮に関する知見も蓄積されてきている。 
本課題では、これらの既存の生態系モデルと生物濃縮モデルを FATE に導入し、海洋水産資源

（魚類）への PCBs の曝露量を地球規模で推定することを試みる。さらに全球水産統計データを

整理し、漁業による陸域への輸送量を推定する。本課題で取り上げる PCBs は過去に加熱や冷却

用熱媒体、変圧器やコンデンサ等の電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤等

の幅広い分野で用いられた代表的な工業起源の POPs である。また、発癌性があり、皮膚障害、

内臓障害、ホルモン異常を引き起こすことが知られている。 
 
3.3 方法 

多媒体モデルには FATE（finely-advanced transboundary environmental model）を用いた。FATE
は大気-海洋結合化学輸送モデルをベースにし、大気-海洋-陸域-生物圏における POPs の生物地球

化学的循環を推定する全球多媒体モデルである。大気と海洋では、それぞれ、2.5°×2.5°×20 層、

1.0°×1.0°×50 層で移流拡散による 3 次元輸送が計算される。本課題では FATE に海洋生態系モデル

と、生物濃縮モデルをオンラインで導入した。これにより、海洋低次消費者（particle organic matter; 
POM）への生物移行と生物ポンプに伴う POPs の鉛直循環、及び全栄養段階にある魚類中の POPs
曝露量を推定することが可能となった。この他のパラメタリゼーションについては Kawai et al.
（2014） を参照されたい。 
海洋生物の生態系特性は全て衛星データを用いて推定した。具体的にはPOMの存在量（Stramska, 

2009）と鉛直炭素循環（Dunne et al., 2007）は衛星データベースの経験モデルを統合することによ

り推定し、魚類の存在量と栄養構造は Jennings et al.（2014）のモデルを用いて推定した。このモ

デルでは衛星データより推定可能な基礎生産量（Westberry et al., 2008）と海表面温度のみを用い

て、硬骨魚類（teleost fish）と軟骨魚類（elasmobranchs）のバイオマスが栄養段階毎に推定される

（図 1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. Jennings et al.（2008）の生態系モデルより推定された全魚類のバイオマスの年平均値。 
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低次から中-高次消費者への生物濃縮の計算には TMF（trophic magnification factor）を用いた。 

 
    POM10POM10F10 ClogTLiTMFlogiClog                         (1) 

 

ここに、CF(i) は栄養段階 i にある魚類中 POPs の脂質換算濃度、CPOMは POM 中 POPs の脂質換算

濃度、TLPOMは POM の栄養段階である。物質依存のパラメーターである TMF は、本来、海洋生

物の生態（温度依存する代謝効率や物質の生体内変化の有無）や生態系（食物網構造）の特性等

に依存し，時空間的にも変動する。ただし、TMF のデータベースは非常に少なく、現状では時空

間変動まで考慮するのは難しい。本課題ではオクタノール-水分配係数より TMF を推定し

（Toyoshima et al., 2008）、全球で一律一定値を用いた。漁業による POPs の陸域への輸送量を推

定する際に用いる水産統計データには、FAO の全球データ（FishStatJ）を用いた。FishStatJ では

245 ヵ国，26 の主要漁業海域，2119 魚種別の詳細な年間水産統計データが利用可能である。魚種

は ISSCAAP（International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants）に基づい

て再分類し、海水魚に分類されるデータのみ用いた。 
シミュレーションは PCBs の 9 同族種（PCB8, 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 180）に対して 1930

から 2007 までの約 80 年間実施し、2007 年の結果を解析した。大気と海洋の気候データには、そ

れぞれ、NCEP（National Centers for Environmental Prediction）/ NCAR（National Center for Atmospheric 
Research）reanalysis 1 と GFDL（Geophysical Fluid Dynamics Laboratory）ODA（Ocean Data Assimilation 
Experiment; Zhang et al., 2007）を用い、衛星データには SeaWiFS（Sea-viewing Wide Field-of-view 
Sensor）を用いた。 

 
3.4 結果 

本課題で改良を行った FATE より推定された、魚類中 PCBs 濃度（含有量）の地理分布と漁業

による PCBs の陸域輸送量の結果を示す。ただし、魚類中の PCBs 濃度についてはまとまったモデ

ル検証が行えていない。現状では不確実性の非常に大きい推定結果であるということに留意して

いただきたい。 
図 2 は全魚類中の PCBs 鉛直積算含有量の空間分布の推定結果である。ここでは、対照的な物

理化学特性を持つ同族種 2 種（PCB28, 153）の結果を取り上げている。このうち PCB153 の方が

環境媒体中における半減期が長く、より典型的な POPs の性質を持つ物質である。 
PCB28 は PCB153 に比べて海洋における LRTP（long-range transport potential）が小さく、高濃度

海域が北半球の排出源近傍の、特に高緯度の沿岸域に集中している。一方、PCB153 は PCB28 よ

りはるかに広く地球規模で輸送されており、高濃度海域が中-低緯度にも存在している。地中海、

北大西洋北部、北太平洋海流付近が比較的濃度レベルの高い海域となっており、逆に南米西岸沖

付近に非常にクリーンな海域が形成されている。これらのクリーンな海域は概ね中-深層水の湧昇

域に相当している。 
全存在量に対する魚類に取り込まれている量の割合も PCB28 と 153 で大きく異なる。実際に魚

類が存在している浅海（0-200 m）に限定した場合、PCB28 は約 1 %であるのに対し、生物濃縮性

のより大きい PCB153 は約 15 %が魚類中に取り込まれているという推定結果が得られた。これは

定量的にも無視できるほど小さい量ではない。ただし、これらの結果は不確実性の大きい TMF の

設定によって結果がかなり変わってくる。TMF推定の精緻化を進めた上で再度結果を検討したい。 
図 3 は ΣPCBs の漁業による陸域への輸送量を国別に推定した結果である。漁獲高の多い国（日

本、ロシア、中国等）、及び主要な漁獲海域の平均濃度が高い地中海沿岸国の輸送量が大きくな

っている。この結果は水産資源に由来する陸域生態系への PCBs の潜在的な曝露量と解釈できる

が、貿易等の、水揚げ後の 2 次的な輸送までは考慮されていない。 
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図 2. FATE より推定された PCB28 と PCB153 の全魚類中鉛直積算含有量。 
 
 

 
 

図 3. ΣPCBs の漁業による陸域への輸送量の推定結果。 
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4. まとめ 
全球多媒体モデル FATE に海洋の生態系モデルと生物濃縮モデルを導入し、過去約 80 年間のシ

ミュレーションを実施した。この本計算を行う際に、国立環境研究所のスーパーコンピュータを

利用した。得られた結果用い、海洋の中-高次消費者（魚類）への PCBs の曝露量を地球規模で推

定し、さらに、漁業による陸域への輸送量を国別に評価した。これらは POPs のモデル研究では

初めての試みである。ただし、推定結果には、現状では非常に大きな不確実性がある。パラメー

ター推定の精緻化とモデル検証まで今後進める必要がある。 
 
 
5. 今後の研究展望 
特に不確実性が大きいモデルパラメータ（TMF）を精緻化し、モデル検証に用いる魚類中 POPs

濃度のモニタリングデータを整理する。本稿で示した、全球多媒体モデルを用いて海洋生物への

曝露量を推定する方法論は POPs に限らず、多媒体での取り扱いが求められる他の化学物質や重

金属類にも応用できる。この内水銀は広域多媒体に渡って輸送され、かつ高い生物濃縮性を持つ。

これらの点において、POPs とモデル研究としての枠組みが近い。現在、FATE を水銀へ拡張する

作業を進めている（環境省環境研究総合推進費 No. 5-1405）。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Kawai T., Jagiello K., Sosnowska A., Odziomek K., Gajewicz A., Handoh I.C., Puzyn T., Suzuki N. (2014) A 

new metric for long-range transport potential of chemicals. Environ Sci Technol, 48(6), 3245-3252. 
Sosnowska A., Barycki M., Jagiello K., Haranczyk M., Gajewicz A., Kawai T., Suzuki N., Puzyn T. (2014) 

Predicting enthalpy of vaporization for Persistent Organic Pollutants with Quantitative Structure–Property 
Relationship (QSPR) incorporating the influence of temperature on volatility. Atmos Environ, 87, 10-18. 

Jagiello K., Sosnowska A., Walker S., Haranczyk M., Gajewicz A., Kawai T., Suzuki N., Leszczynski J., Puzyn 
T. (2014) Direct QSPR: the most efficient way of predicting organic carbon/water partition coefficient (log 
KOC) for polyhalogenated POPs. Struct Chem, 25, 997-1004. 

Kawai T., Jagiello K., Sosnowska A., Odziomek K., Gajewicz A., Puzyn T., Suzuki N., Handoh I.C. (2013) 
Assessing long-range transport potential and overall persistence of chrolinated and brominated organic 
ompounds using a 3-D dynamic multimedia model and quantitative structure-property relationships. 
Organohalogen Compounds, 75, 792-795. 

Handoh I.C., Kawai T. (2014) Modelling exposure of oceanic higher trophic-level consumers to polychlorinated 
biphenyls: pollution ‘hotspots’ in relation to mass mortality events of marine mammals. Mar Pollut Bull, 85, 
824-830. 

 
6.2 口頭発表 
河合 徹，ヤガイラ カロリナ，ガジェビッチ アニャスカ，プーチン トーマッシュ，鈴木規之，半藤

逸樹（2013）発生源寄与率解析に基づく塩素・臭素系有機汚染物質の長距離輸送特性の評価．第

22 回環境化学討論会，講演要旨集，296-297． 
半藤逸樹，河合 徹（2014）全球多媒体モデル FATE 開発と International Pellet Watch の連携による PCBs

汚染海域の推定．第 22 回環境化学討論会，講演要旨集，290-291． 
河合 徹，半藤逸樹，鈴木規之（2013）残留性有機汚染物質の海洋水産資源への曝露量を予測する～

多媒体モデル－生態系モデル－生物濃縮モデルの統合（招待講演）．2013 年度日本地球化学会年

会，講演要旨集，34． 
河合 徹，半藤逸樹，鈴木規之（2014）残留性有機汚染物質の海洋水産資源への曝露予測手法の開発．

第 23 回環境化学討論会，講演要旨集，215-216． 
半藤逸樹，河合 徹（2014）全球多媒体モデル FATE は海棲哺乳類の PCBs 生物濃縮を予測できるのか?

第 23 回環境化学討論会，講演要旨集，213-214． 
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7. 連絡先 
 
河合 徹 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2 独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター 
Tel: 029-850-2888 Fax: 029-850-2920 
E-mail: kawai.toru@nies.go.jp 
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Project name: 
Global-scale prediction of POPs exposure to marine fishery resources using 3D dynamic 
multimedia environmental fate model 
 
2013 June－2014 March 
 
Project leader: 
Toru Kawai, Center for Environmental Risk Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project member: 
Noriyuki Suzuki, Center for Environmental Risk Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract: 

Despite the recent progress of numerical modelling for predicting the global fate of persistent organic 
pollutants (POPs), exposure of higher-order marine consumers to POPs has yet to be modeled in 
multimedia models. In this study, we integrated the Finely-Advanced Transboundary Environmental model 
(FATE), a recently developed global 3D dynamic multimedia model by the authors, macroecology, and 
food-web bioaccumulation models. This improved FATE enabled us to predict POPs contents in marine 
teleost fish and elasmobranchs in all body mass or trophic level classes. 

We performed centurial simulations for selected PCBs (polychlorinated biphenyls) congeners, and 
investigated the geographical distribution of PCBs contents in marine fishery resources. The results of our 
analyses showed marine ‘hotspots’ of PCBs contamination, and highlighted the importance of considering 
the exposure of higher-order marine consumers to heavily-chlorinated PCBs congeners in understanding 
the global cycles of these congeners. We also compiled FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) fishery statistics and estimated PCBs piscatorial transports from the ocean to land, which is 
considered to be a potential source of PCBs exposure to terrestrial ecosystems. 
 
Keywords: 
Persistent organic pollutants, global multimedia model, bioaccumulation 
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研究課題名： 
希少野生動物のゲノム解析 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所生物・生態系環境研究センター 中嶋信美 
共同研究者：国立環境研究所生物・生態系環境研究センター 大沼 学 
 酪農学園大学獣医学群 遠藤大二 
            京都大学 野生動物研究センター 村山美穂 

東北大学大学院農学研究科 福田智一 
筑波大学大学院 生命環境科学研究科 田島淳史・浅野敦之 

 
要旨： 

次世代シーケンサーデータの増大にともない、スーパーコンピュータによる塩基配列分析のニ

ーズが高まっている。本年度においては、特に重要となる作業として、アセンブル作業と相同性

検索をスーパーコンピュータ上で可能にするための設定を検討した。シェルおよびライブラリに

関する調整により、これらの作業をスーパーコンピュータ上で迅速に進められる可能性が示され

た。スーパーコンピュータの利用により全体的な作業時間の大幅な短縮が期待される。 
 
キーワード： 
希少動物、ゲノム情報、塩基配列分析 
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研究課題名： 
希少野生動物のゲノム解析 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所生物・生態系環境研究センター 中嶋信美 
共同研究者：国立環境研究所生物・生態系環境研究センター 大沼 学 
 酪農学園大学獣医学群 遠藤大二 
            京都大学 野生動物研究センター 村山美穂 

東北大学大学院農学研究科 福田智一 
筑波大学大学院 生命環境科学研究科 田島淳史・浅野敦之 

 
 
1. 研究目的 
次世代シーケンサーの運用コストの低下に伴い、世界的に希少動物を含む非モデル非家畜動物

のゲノム研究の事例が増加した。結果として進化、機能や種内の多様性の維持など、種の保全に

有用な情報が次世代シーケンサーデータからより重層的に得られるようになっている。一方、特

定の種について得られた情報が参照すべき既知のゲノム情報も飛躍的に増大しているため、塩基

配列の比較・分析速度を向上させる必要が生じている。本研究では、国立環境研究所のスーパー

コンピュータのうち、スカラーコンピュータを高速の塩基配列比較・分析用に用いるとともに遺

伝子の機能予測を可能にするための基盤構築を目的とする。 
 
キーワード： 
希少動物、ゲノム情報、塩基配列分析 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

               計         : 0.00 hours 
 
2.2  利用概要 
本年度は、従来 Linux マシンを中心としてゲノム分析に利用されているプログラムのスーパー

コンピュータ上での実用的な稼働を目標として、OS 環境、記憶容量の持ち方などの検討を行った。

現在ゲノム研究に用いられるプログラムの多くが、C 言語記載プログラムの実行型、C 言語ソー

スコードおよび Perl、PHP、Python、Ruby 等スクリプト言語のソースコードで提供されており、

実行に利用するライブラリを含めた実行ツールが常時更新されている。これらの更新に対応しつ

つ、大型計算機の計算速度を活かした活用形態を検討するため、平成 25（2013）年度においては、

①大型計算機への移行可能な計算対象と計算プログラムの組み合わせをパーソナルコンピュータ

上で検討し、②それらを大型計算機上で稼働させるための大型計算機上のユーザー領域および実

行方法の設定を試行した。諸所の設定の必要性から、大型計算機上の実行には至っていないが、

実行のための設定については、プログラムのバージョンアップに迅速に対応しつつ、ゲノム分析

処理を実施する見通しが得られた。 

:
:
:
:
:
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

平成 25（2013）年度においては、ヤンバルクイナゲノムから次世代シーケンサーより得られた

142GB約 2.75億本の塩基配列データを元にゲノムデータの分析を検討した。従来の計算方法では、

1,000GB 程度のメモリー容量を必用としたが、低メモリーで次世代シーケンサーからの生データ

を連結するプログラムである SparseAssembler をスーパーコンピュータの前段階としてスーパー

コンピュータで想定される半分のメモリー量のパーソナルコンピュータで稼働した。結果として、

1,770,973 本（平均 1,474 bp）の連結配列（Contig）を構築した（図 1）。これらの Contig 配列を、

鳥類の典型例としてのニワトリの遺伝子との相同性を確認したところ、「塩基配列が Contig 上に

予測される遺伝子数の割合」は 88.4 ％となった。 

 
3.2 背景と目的 
世界的に希少動物を含む非モデル非家畜動物のゲノム研究の事例が増加し、結果として遺伝子

多様性の維持など、種の保全に有用な情報が次世代シーケンサーデータから、従来よりも重層的

に得られるようになっている。一方、特定の種について得られた情報が参照すべき既知のゲノム

情報も飛躍的に増大しているため、塩基配列の比較・分析速度を向上させる必要が生じている。 
多くの遺伝子・ゲノム分析プログラムがスーパーコンピュータ上に移植可能であることが予備

調査で判明したが、細かいバージョンアップへの対応が要求されることも同時に判明した。すな

わち、現在のゲノム処理プログラムは完全な単体として稼働することは少なく、多くの場合、頻

繁にバージョンアップされるライブラリ群とともに利用する。プログラムの実行速度はこのライ

ブラリ群に影響されるため、スーパーコンピュータ上のライブラリの更新が頻繁に行われる環境

でゲノム分析が実行される。このようなバージョンアップをスムーズに行うため、apt-get, gem, pip, 
gitなどのバージョンアップ支援プログラムの稼働が多くのプログラムで利用の前提となっている。

本研究では、このような独自のプログラム上の要求に対応可能であり、かつ、利用者にとってメ

リットの大きな利用対象データと処理プログラムを検討した。 
 
3.3 利用対象およびプログラムの検討 

世界的な非モデル非家畜動物のゲノム分析動向を勘案し、現状で計算速度が研究の律速となっ

ている項目を検討した。その結果、(1)読み取り領域がランダムに重複する 100-300 塩基程度の集

合として得られる次世代シーケンスデータについて重複を集約した数百～数万塩基の配列データ

として集約するアセンブラーと (2) 得られた塩基配列を既知のゲノム塩基配列との相同性を求め

る相同性検索プログラムがスーパーコンピュータ上での利用に適していることが示唆された。 
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3.4 結果 
当該プログラムはいずれもスーパーコンピュータ上での設定途上にあり、実速度を提示できな

いが、設定に至る準備および設定状況を報告する。 
 
(1)次世代シーケンサーデータ用アセンブラーの予備稼働 
スーパーコンピュータのメモリー容量（64 GB）の範囲での稼働が可能なアセンブラーとして

SparseAssembler に注目して稼働した。 
従来の計算方法では、1,000 GB 程度のメモリー容量を必用としたが、低メモリーで次世代シー

ケンサーからの生データを連結するプログラムとして SparseAssembler をスーパーコンピュータ

の前段階として 32GB のパーソナルコンピュータで稼働した。結果として、1,770,973 本（平均 1,474 
bp）の連結配列（Contig）を構築した（図 1）。これらの Contig 配列を、鳥類の典型例としての

ニワトリの遺伝子との相同性を確認したところ、「塩基配列が Contig 上に予測される遺伝子数の

割合」は 88.4 ％となった。 
 
 

 
 

図 1. ヤンバルクイナゲノムデータのアセンブル結果。SparseAssembler により構築された Contig のサ 
イズ分布。横軸にサイズ、縦軸にその本数を示す。アセンブル過程ではシーケンサーデータがあ

る程度の長さのゲノム断片の両側で得られたことを仮定する PairData 解析と、そのような仮定を

導入しない SingleData 解析が行われるが、本年度の解析では双方についてほぼ同様な結果が得ら

れることが示された。 
 
 
(2)相同性検索ブログラムの実行環境整備 
次世代シーケンサーからは大量のデータが得られ、それらを大量の既知ゲノムデータと比較す

る必要がある。この分野においては塩基配列の相同性検索が律速段階となっている。大量データ

対大量データ間の相同検索においては、適切な対象配列の制約が大きな役割を果たすため、その

調節を行う Ruby 等のスクリプト言語の実行環境の構築も検討した。シェルの設定および必要ライ

ブラリのユーザー領域での保存により、細かいバージョンアップへの対応が可能になることが示

された。高速相同検索ソフトとしては BLAT および USEARCH をスーパーコンピュータ上にイン

ストールするとともに、相同性検索結果を解釈して次の処理を決定する Ruby プログラムを予備的

にパーソナルコンピュータ上に展開し、実施を確認した。 
 
 
4. まとめ 
次世代シーケンサーデータの増大にともない、スーパーコンピュータによる塩基配列分析のニ

ーズが高まっている。本年度においては、特に重要となる作業として、いずれもパーソナルコン

ピュータでの処理時間が甚大となるアセンブル作業と相同性検索をスーパーコンピュータ上で可

能にする準備を進めた。シェルおよびライブラリ関する調整により、これらの作業をスーパーコ

ンピュータ上で迅速に進められる可能性が示された。 
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5. 今後の研究展望 
次世代シーケンサーの世界的な普及に伴い、希少動物を含む非モデル非家畜動物のゲノム情報

の集積と共有が進んでいる現状において必要性が高まると予想されるアセンブル作業と相同性検

索作業について実施環境を整備した。今後、実用化に向けた作業を続けることにより、多くの作

業が実施されることが示唆される。 
なお、使用機については、平成 26（2014）年度よりスカラ機に移行する。 

 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
なし。 
 
6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
 
6.3 口頭発表 
なし。 
 
6.4 その他（書籍等） 
なし。 
 
 
7. 連絡先 
 
中嶋信美 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  独立行政法人国立環境研究所生物・生態系環境研究セン

ター 
Tel: 029-850-2490  Fax: 029-850-2490 
E-mail: naka-320@nies.go.jp 
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Project name: 
Genome analysis of endangered species 
 
2013 June－2014 March 
 
Project leader:  
Nobuyoshi Nakajima, Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies, National Institute for 
Environmental Studies 
 
Project members: 
Manabu Onuma, Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies, National Institute for 
Environmental Studies 
Daiji Endo, Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University 
Miho Murayama, Wildlife Research Center of Kyoto University 
Tomokazu Fukuda, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University 
Atsushi Tajima, Atsuyuki Asano, Graduate School of Life and Environmental Science, University of 
Tsukuba 
 
Abstract:  

Increase of data from next-generation sequencers leads to an increased need for analyzing nucleic 
acids data using supercomputers. This year, we tested the setup-procedures to assemble the reads from 
sequencer and search homologs with the reads from known genomes. Both of assemble and 
homology-search may work with high performance through tuning off the shell and libraries of the 
Supercompter. It is believed that the usage of supercomputer reduces computing time for bioinformatic 
analysis. 
 
Keywords: 
Rare animals, genome information, DNA sequencing 
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研究課題名： 
CAI 衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築 
 
実施年度： 

平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所 中島映至 

共同研究者：東京大学大気海洋研究所 井上豊志郎・打田純也・Yu Yong・及川栄治 
      University of Oxford, Clarendon Laboratory Nick Schutgens 
      近畿大学総合社会学部 中田真木子 

      国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 

 

要旨：  

複数のモデルと観測から見積もられた晴天大気におけるエアロゾルの短波放射の直接放射強制

力（ShortWave Direct Aerosol Radiative Forcing: SWDARF）を比較すると、全球エアロゾル輸送モ

デル MIROC-SPRINTARS の SWDARF は他のモデルより小さい負値であった[Yu et al., 2006]。エア

ロゾルの放射強制力に関するこのようなモデル間差は、エアロゾル過程の複雑さに主に起因する

ことが IPCC 第４次および第５次報告書でも指摘されている。気候モデル間差を生み出す要因と

して考えられるのは、エアロゾル輸送過程、エアロゾルの光学特性（光学的厚さ（Aerosol Optical 
Thickness: AOT）や単一散乱アルベド（Single Scattering Albedo: SSA）など）、雲・エアロゾル相

互作用過程に関するモデル間差であり、地球気候の理解と将来予測の精度向上のためにそれらの

精緻化が世界的に求められている。このような背景のもとに、本研究では MIROC 気候モデルの

エアロゾルの光学特性に関わる諸過程の改良を図った。 
MIROC 気候モデルにおいて、エアロゾルの光学特性を取り扱っているルーチンは、エアロゾル

モデル SPRINTARS と放射コード MSTRN であるが、MSTRN では計算コストを抑えるために、

SPRINTARS で計算されたダストと海塩粒子のサイズごとの情報を簡略化している。本研究ではこ

の簡略化した部分がエアロゾルの光学特性にどの程度の影響を与えるかを見積もるために、

MSTRN で SPRINTARS のダストや海塩粒子のサイズごとの光学特性を計算できるように改良し

た。この高精度化の結果、SWDARF は、晴天大気では-2.11 Wm-2 から-2.98 Wm-2 になり、全天大

気では-0.68 Wm-2 から-1.23 Wm-2 となった。放射強制力の負値が大きくなったことで、衛星観測や

他のモデルの値に近づいた。 
昨年発表された IPCC 第 5 次報告書でも用いられた大気海洋結合モデル MIROC の最新版である

MIROC5 に、これまで開発を行ってきた局所アンサンブル変換カルマンフィルター（Local 
Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）を用いたエアロゾル同化システムの実装を行った。2009
年の 1 ヶ月の同化実験では、標準実験でのアフリカ西端での AOT の過小評価やギリシャでの AOT
の過大評価が改善され、データ同化システムが良好に作用し、モデル内でエアロゾルのカラム量

の分布が現実に近くなっていることが確認された。 
本研究によって開発されてきた MIROC-SPRINTARS のエアロゾル同化システムは、GOSAT ミ

ッションにおける TANSO-FTS 放射計による気柱二酸化炭素量の導出アルゴリズムにも使用され

始めている。 
 
キーワード： 

GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル 
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1. 研究目的 
 本研究では、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（Greenhouse gases Observing Satellite: GOSAT）
に同時搭載される雲・エアロゾルイメジャー（Cloud and Aerosol Imager : CAI）によって得られる

リモートセンシングデータと、エアロゾル気候モデルによって得られるシミュレーションデータ

を結合して、CAI データ解析アルゴリズムの初期値に役立たせ、衛星解析ができない場合の補完

データとして利用するシステムの開発を行う。 
 

キーワード： 

GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル 

 

 

2. スーパーコンピュータ利用実績 

 
2.1 計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 205.13 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 398.63 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 3,672.05 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 17,620.93 hours 

               計         : 21,896.74 hours  
 

 

2.2 利用概要 

 エアロゾル輸送モデル（ SPRINTARS）を AORI/NIES/JAMSTEC の大循環気候モデル

（MIROC-AGCM）に組み込んだ MIROC-SPRINTARS を利用して、全球のエアロゾル分布をシミ

ュレーションする。そして、AERONET や SKYNET 地上観測網の天空輝度分布計（スカイラジオ

メーター）や MODIS や MIDORI-II/GLI イメージャから得られるエアロゾル光学的厚さ（Aerosol 
Optical Thickness: AOT）とシミュレーション値を比較することによって、最適な AOT の全球分布

を求める。このようなモデル同化のアルゴリズムとして局所アンサンブル変換カルマンフィルタ

ー（Local Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）を用いる。同時に、エアロゾルが引き起こす

雲や降水の変化を算定することによって、CAI から得られるエアロゾル情報がどのような気候変

動研究に役立つかを数値シミュレーションによって調査する。 

 

 

 

 

:
:
:
:
:
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

複数のモデルと観測から見積もられた晴天大気におけるエアロゾルの短波放射の直接放射強制

力（ShortWave Direct Aerosol Radiative Forcing: SWDARF）を比較すると、全球エアロゾル輸送モ

デル MIROC-SPRINTARS の SWDARF は他のモデルより小さい負値であった［Yu et al., 2006］。

エアロゾルの放射強制力に関するこのようなモデル間差は、エアロゾル過程の複雑さに主に起因

することが IPCC 第４次および第５次報告書でも指摘されている。気候モデル間差を生み出す要

因として考えられるのは、エアロゾル輸送過程、エアロゾルの光学特性（光学的厚さ Aerosol Optical 
Thickness: AOT）や単一散乱アルベド（Single Scattering Albedo: SSA など）、雲・エアロゾル相互

作用過程に関するモデル間差であり、地球気候の理解と将来予測の精度向上のためにそれらの精

緻化が世界的に求められている。このような背景のもとに、本研究では MIROC 気候モデルのエ

アロゾルの光学特性に関わる諸過程の改良を図った。 
MIROC 気候モデルにおいて、エアロゾルの光学特性を取り扱っているルーチンは、エアロゾル

モデル SPRINTARS と放射コード MSTRN であるが、MSTRN では計算コストを抑えるために、

SPRINTARS で計算されたダストと海塩粒子のサイズごとの情報を簡略化している。本研究ではこ

の簡略化した部分がエアロゾルの光学特性にどの程度の影響を与えるかを見積もるために、

MSTRN で SPRINTARS のダストや海塩粒子のサイズごとの光学特性を計算できるように改良し

た。この高精度化の結果、SWDARF は、晴天大気では-2.11 Wm-2 から-2.98 Wm-2 になり、全天大

気では-0.68 Wm-2 から-1.23 Wm-2 となった。放射強制力の負値が大きくなったことで、衛星観測や

他のモデルの値に近づいた。 
昨年発表された IPCC 第 5 次報告書でも用いられた大気海洋結合モデル MIROC の最新版である

MIROC5 に、これまで開発を行ってきた局所アンサンブル変換カルマンフィルター（Local 
Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）を用いたエアロゾル同化システムの実装を行った。2009
年の 1 ヶ月の同化実験では、標準実験でのアフリカ西端での AOT の過小評価やギリシャでの AOT
の過大評価が改善され、データ同化システムが良好に作用し、モデル内でエアロゾルのカラム量

の分布が現実に近くなっていることが確認された。 
本研究によって開発されてきた MIROC-SPRINTARS のエアロゾル同化システムは、GOSAT ミ

ッションにおける TANSO-FTS 放射計による気柱二酸化炭素量の導出アルゴリズムにも使用され

始めている。 
 

3.2 背景と目的 

 2009 年に環境省等が打ち上げた GOSAT ミッションではフーリエ分光放射計を利用して二酸化

炭素の気柱量を求める。しかし、これらの衛星受信分光放射輝度データには、二酸化炭素以外の

様々な影響が同時に含まれており、その除去が二酸化炭素量の導出精度の向上にとって不可欠で

ある。本研究では、これらの影響のうち、エアロゾルと雲の影響除去に関する研究を行うことを

目的とする。 
 そのために、GOSAT 衛星に同時搭載される CAI によって得られるリモートセンシングデータ

と、エアロゾル気候モデルによって得られるシミュレーションデータを結合して、CAI データ解

析アルゴリズムの初期値に役立たせ、衛星解析ができない場合の補完データとして利用するシス

テムの開発を行う。同時に、エアロゾルが引き起こす雲や降水の変化を算定することによって、

CAI から得られるエアロゾル情報がどのような気候変動研究に役立つかを、数値シミュレーショ

ンを通して調査する。 

 

3.3 計算方法 

 MIROC-SPRINTARS（MIROC は version 5 を使用し、SPRINTARS は version3.84 を使用した。以

下、MIROC5-SPRINTARS3.84 とする）で、2005 年から 3 年間のシミュレーションを行った。最

初の 2 年間をスピンアップ期間とし、最後の 1 年間については、SPRINTARS のダストと海塩粒子

のビンごとのサイズの情報を簡略化している標準実験（SPstd）と、簡略化しないように改良した
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実験（SPnew）の 2 種類の計算を行った。 
 また、MIROC5-SPRINTARS3.84 を用いて、エアロゾルの排出量に摂動を与えた実験を複数回行

うことで予報誤差を評価するアンサンブル同化実験を行った。同化に用いるパラメータは、

AERONET や SKYNET 地上観測網や衛星イメージャ MODIS によって得られるエアロゾル光学的

厚さ（Aerosol Optical Thickness: AOT）や AOT の波長比であるオングストローム指数（Ångström 
Exponent: AE）である。 
 
3.4 結果 

まず、MIROC-SPRINTARS の放射プロセスの標準版（SPstd）と改良版（SPnew）の結果を比較

した。図 1 は SPstd と SPnew の SPRINTARS と MSTRN の全エアロゾルの AOT を示しており、表

1 にはエアロゾル種ごとの AOT と SSA がまとめてある。 
SPstd ではダストの発生源であるサハラ砂漠や海上での MSTRN の AOT は、SPRINTARS の AOT

に比べて小さかったが、SPnew では MSTRN と SPRINTARS の AOT はほぼ一致した。また、海塩

粒子の光学特性も変化し、SPnewではSPstdのSPRINTARSと比較して南緯60度付近の海上のAOT
は小さくなった。組成が同じ粒子では粒径が大きいほど光吸収が強くなるので、小さいサイズの

情報を陽に扱っていない SPstd の MSTRN で光吸収が過大評価されていたが、SPnew では改善さ

れ、SPnew の MSTRN の SSA は SPstd に比べて大きくなった。しかし、MSTRN の 435 – 678 nm
の重み付き平均の AOT は SPRINTARS の 550nm の AOT に対応する値であるが、SPnew でも両者

は厳密には一致しなかった。この原因の１つとして、MSRTN のバンド（435－678 nm）内でエア

ロゾルの光学特性や重み付けの太陽放射強度が変化するためであると考えられる。 
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図 1. 2007 年の AOT の年平均値。 SPstd の SPRINTARS AOT(a)と MSTRN AOT(b)と SPnew の

SPRINTARS AOT(c)と MSTRN AOT(d)である。ただし、SPRINTARS の AOT は 550 nm の波長

における値であり、MSTRN の AOT は 435 – 678 nm の重み付き平均値である。 
 
 
 
表 1.     2007 年のエアロゾル種ごとの AOT と SSA の全球平均値。SPstd と SPnew の SPRINTARS の AOT 

および SSA は 550 nm の波長における値であり、MSTRN の AOT と SSA は 435 – 678 nm の波長

の重み付き平均値である。 
 SPstd SPnew 
 SPRINTARS MSTRN SPRINTARS MSTRN 

AOT (dust) 0.020 0.006 0.022 0.022 
AOT (carbon) 0.024 0.036 0.030 0.030 
AOT (sulfate) 0.023 0.027 0.025 0.024 

AOT (salt) 0.045 0.025 0.043 0.042 
AOT (total) 0.112 0.093 0.120 0.118 

SSA 0.982 0.966 0.980 0.980 
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 次に、エアロゾル直接放射強制力（Direct Aerosol Radiative Forcing: DARF）を見積もった。図 2
と表 2 は、SPstd と SPnew の晴天大気と全天大気における DARF の全球分布と全球平均値を示し

ている。SPstd では、地表面アルベドの高いサハラ砂漠・アラビア砂漠において、晴天・全天とも

に正の放射強制力を示した。しかし、SPnew ではダストの光吸収が弱まって、負の DARF となっ

た。また、全天大気において、SPstd では中央アフリカや中国で+3Wm-2 以上の正の DARF が見ら

れたが、SPnew では+1 Wm-2 以下に弱まった。これは、放射パラメータを再計算した際に、炭素

性粒子の光吸収が弱まったことによるものである。MSTRN で海塩粒子の AOT が増加したため、

海上の広い領域で負の DARF が強まった。全球平均値をみると、SPnew は SPstd に比べて、負の

放射強制力が晴天大気で 0.8 Wm-2、全天大気で 0.5 Wm-2 大きくなった。また Yu et al., [2006]の中

で報告された SPRINTARS の晴天大気における SWDARF は、-1.6 Wm-2 から-3.0 Wm-2となり、他

モデル結果（-3.2±1.28 Wm-2）や衛星観測で得られた結果（-5.5±0.7 Wm-2）に近づいた。しかし

衛星結果では、強風地域で AOT の誤差が大きくなることが Schutgens et al. [2013]によって報告さ

れたため、衛星観測から得た放射強制力にも不確実性が大きいと考えられ、今後は衛星結果も改

良した放射強制力と比較する必要がある。 
 

 
 

図 2.  2007 年の DARF の年平均値。SPstd の晴天大気における DARF(a)と全天大気における DARF(b)
と SPnew の晴天大気における DARF(c)と全天大気における DARF(d)である。 

 
 
 
表 2. 2007 年の DARF の全球平均値。SPstd、SPnew 実験の晴天大気（clear-sky）と全天大気（all-sky）

における短波放射（SW）、長波放射（LW）、全波長（SW+LW）の DARF。 
 SPstd SPnew 
 SW LW SW+LW SW LW SW+LW 

DARF(clear-sky) -2.11 +0.30 -1.80 -2.98 +0.35 -2.63 
DARF(all-sky) -0.68 +0.21 -0.47 -1.23 +0.22 -1.00 
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最新版の MIROC5-SPRINTARS3.84 に、これまで開発してきたエアロゾル同化システムを実装

したので、まず同化システムのパラメータの感度実験を行った。その結果は、中央値周辺の 50%
の範囲を表す統計的な指標である Interquartile Range（IQR）で評価した。図 3 はデータ同化シス

テムのパラメータを変化させた感度実験による AOT の IQR を示している。エアロゾルの排出量

に摂動を加えた標準のモデルシミュレーションでアンサンブルメンバー数を 24、 32、 48 と変化

させた実験では、AOT の IQR はほぼ等しくなった。このことから、本システムではアンサンブル

メンバー数が 24 の実験で、排出量の変化による大気中のエアロゾルの変動を表現できることがわ

かった。他に膨張係数の感度実験も行った。膨張係数は、モデルの予報誤差が過小評価されると

観測データが同化されないので、それを防ぐためにモデルの予報誤差を大きくするための係数で

ある。通常、膨張係数は 0.1 程度に設定するが、本システムでは 0 でも問題ないことが図 3 から

わかる。その理由として、本システムではエアロゾルの排出量に摂動を与えており、大気中のエ

アロゾルの濃度が排出量の摂動によって大きく変動するため、モデルの予報誤差は十分大きいと

考えられる。 
 

 
 
図 3. データ同化に関するパラメータの感度実験での AOT の IQR。標準実験でアンサンブルメンバー

数が 24, 32, 48 の実験における AOT の IQR（左図）。AERONET と MODIS センサの観測デー

タの同化実験の膨張係数が 0、0.1、0.2、0.3 の実験における AOT の IQR（右図）。 
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次に、AERONET の AOT と AE を同化させた 2009 年 4 月の 1 カ月の実験を行った。図 4 には、

AERONET の観測サイトであるサハラ砂漠の西端に位置する Dakar とギリシャの Forth Crete にお

ける AOT の時系列分布を示した。Dakar において、エアロゾル同化なしの標準実験の結果は観測

と同様の増減の傾向を捉えられているが、AOT は過小評価であった。データ同化によって、その

過小評価が改善された。Forth Crete では、標準のモデルではヨーロッパ起源の硫酸塩の影響で AOT
が 1 を超える日が数日あるが、観測では全日 AOT は 0.5 以下であった。データ同化により、この

ピークが抑制された。このことから、データ同化システムは良好に作用し、モデル内でエアロゾ

ルのカラム量の分布が現実に近く再現されていることが確認された。 
 

 
 

 
図 4. 観測・モデル実験・データ同化実験の AOT の時系列変化。AERONET サイトであるサハラ砂漠

西端の Dakar（左図）とギリシャの Forth create（右図）の結果。緑点は AERONET の観測値、

青点は同化なしの標準実験結果、赤点は同化実験結果を表している。 
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4. まとめ 

MIROC-SPRINTARS のエアロゾルの放射プロセスに関して、エアロゾルモデル SPRINTARS と

放射コード MSTRN で、ダストや海塩粒子のサイズの情報が整合的になるように高精度化したと

ころ、エアロゾルの直接放射強制力の負値が大きくなり、衛星観測や他のモデルの値に近づいた。 
最新版の全球エアロゾル輸送モデル MIROC5-SPRINTARS3.84 にデータ同化システムを導入し

た結果、同化システムが有効に機能していることが確認された。 
また、本研究によって開発されてきた MIROC-SPRINARS の同化システムは、GOSAT ミッショ

ンにおける TANSO-FTS 放射計による気柱二酸化炭素量の導出アルゴリズムにも使用され始めて

いる。 
 
 
5. 今後の研究展望 
・ エアロゾル同化システムの構築と SPRINTARS モデルの高精度化の 2 つを組み合わせて、

GOSAT ミッションに対してより正確なエアロゾル情報を提供する。 
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・ GOSAT のデータを本モデルと組み合わせることによって、より正確なエアロゾルの放射強制

力の評価を試みる。 
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Abstract:  

In a previous study by Yu et al., [2006], an intercomparison of the shortwave direct aerosol radiative 
forcing (SWDARF) between global aerosol-transport models and satellite measurements indicated that the 
magnitude of the SWDARF estimated by our global aerosol model, MIROC-SPRINTARS, was lower than 
that estimated from satellite measurements and by other aerosol transport models. The Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) Forth Assessment Report (AR4) and Fifth Assessment Report (AR5) 
pointed out that the diversity of aerosol radiative forcing among models is caused by the complexity of 
aerosol processes in the atmosphere. In this study, we improved the aerosol transport processes and optical 
properties in MIROC-SPRINTARS to understand the climate system and the accuracy of future 
predictions.    

Our general circulation model, MIROC, consists of the aerosol module, SPRINTARS, and the 
radiative transfer model, MSTRN. For saving CPU time, MSTRN ignores the size-dependent information 
of dust and sea salt. To estimate the impact on SWDARF, we implemented MSTRN into the 
size-dependent information of dust and sea salt, which were explicitly calculated by SPRINTARS. As a 
result, the magnitudes of SWDARF changed from -2.11 Wm-2 to -2.98 Wm-2 under the clear-sky condition 
and from -0.68 Wm-2 to -1.23 Wm-2 under the all-sky condition. The negative forcing became larger and 
the results obtained by MIROC-SPRINTARS were closer to those by satellite and other models.  

We have implemented our aerosol assimilation system using the local ensemble transform Kalman 
Filter (LETKF) into the latest version of MIROC, MIROC5, which had been developed for the IPCC AR5, 
including the latest version of SPRINTARS (version 3.84). We performed a one-month assimilation 
experiment with AERONET observations. In the standard simulation, AOT was underestimated in the west 
part of Saharan desert and AOT was overestimated in Greece, whereas the assimilated AOTs were close to 
the observed AOTs in these AERONET sites. These results indicated that our aerosol assimilation system 
coupling with MIROC5 worked correctly.  

Recently, the MIROC-SPRINTARS assimilation system has been used for the retrieval algorithm of 
the column amount of carbon dioxide using radiance spectra observed by the FTS (Fourier Transform 
Spectrometer) onboard the GOSAT satellite. 
 
Keywords:  
GOSAT, carbon dioxide, aerosol 
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Abstract: 

Our goal is to evaluate and improve cloud and precipitation systems simulated by a global 
non-hydrostatic model, NICAM（ Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model), using satellite 
observations. Various types of cloud systems are formed depending on the environment on the earth, 
influencing human society via extreme events including heavy rain and strong winds. Also, the radiative 
forcing associated with cloud systems is one of the largest uncertainties in predicting climate change. To 
evaluate and improve the simulation of cloud systems by NICAM, we perform cloud-resolving simulations 
for regional and specific meteorological events using the NIES supercomputer. 

This year, deep convective systems over the tropical open ocean were evaluated in terms of the joint 
histogram of cloud-top temperature and precipitation echo-top heights, which were simulated by the 
NICAM using a satellite simulator. The control experiment showed biases related to an underestimation of 
stratiform precipitation and a higher frequency of precipitating deep clouds whose top height was higher 
than 12 km compared with the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) data, although it showed 
good agreement for the horizontal distribution and statistical cloud size distribution of deep convective 
systems. The biases in the joint histogram were improved by changing the cloud microphysics parameters 
in the framework of a single-moment bulk microphysics scheme. In particular, the effects of the size 
distribution of precipitating hydrometeors were examined. 
 
Keywords: 
Cloud system resolving model, precipitation systems, satellite simulator 
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1. Research objectives 

It is important to reproduce the realistic cloud precipitation systems of a numerical model for 
improving the prediction skills of climate models and understating effects of clouds on the atmospheric 
energy budget. It is possible for the global nonhydrostatic model NICAM（Nonhydrostatic ICosahedral 
Atmospheric Model）to simulate global cloud systems explicitly with various levels of temporal and spatial 
resolution, and it is expected to be the next GCM to predict climate and hydrology cycles. This research 
aims at evaluating the cloud precipitation systems of NICAM using satellite data and a satellite simulator 
for the understanding of the physical processes of clouds and precipitation.  
 
Keywords： 
Global cloud system resolving model, precipitation systems, satellite simulator 
 
 
2. Record of supercomputer use 
 
2.1  Devoted computing time (June 1, 2013 - March 31, 2014) 

CPU hours  v_deb (Debug)   : 74.69 hours 
v_cpu (1CPU)    : 0.00 hours 
v_8cpu (8CPU)   : 146.45 hours 
v_16cpu (16CPU) : 1,485.06 hours 
Total           : 1,706.21 hours 

 
2.2  Details of supercomputer usage 

The NIES supercomputer was mainly used for the calculation of radiances of the NICAM results with 
a satellite simulator. The several sensitivity tests of cloud system resolving simulation were done with a 
stretched grid in NICAM. The visualizations and statics were done using the workstation of Atmosphere 
and Ocean Research Institute. 
 
 
3. Research progress and results 
 
3.1 Outline 

In fiscal year 2013, deep convective systems over the tropical open ocean and single moment bulk 
microphysics in NICAM were evaluated in terms of the joint histogram of cloud-top temperature and 
precipitation echo-top heights, which were simulated by a nonhydrostatic model using a satellite simulator. 
 
3.2 Research Background and Purpose 

There are several studies about the role of microphysics parameterizations in tropical convective 
systems. Powell et al. (2012) evaluated the properties of the continental tropical anvil clouds using six 
different microphysics schemes. Caine et al. (2013) compared the results of numerical simulations to radar 
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observations using two different microphysics schemes by a cell-tracking algorithm, and found 
overestimation of the storm heights of convective systems over the tropical ocean. The results of single 
bulk microphysics correspond to previous studies such as less anvil clouds related to larger 
domain-averaged outgoing long-wave radiation (OLR) (Blossey et al. 2007; Zhou et al. 2007), and 
overestimation of radar reflectivity (Li et al. 2008; Varble et al. 2011). These studies focused on 
comparisons and evaluations using different microphysics schemes. Since different microphysics schemes 
are based on different approaches of microphysical processes and different assumptions about size 
distribution, it is difficult to interpret why the results are better than those of other microphysics schemes in 
general. In this study, we focused on the effects of size distribution parameterization of precipitating 
hydrometeors on the joint histograms and contoured frequency by altitude diagrams (CFADs) of TRMM. 
We investigated how the results were improved using more realistic size distributions of microphysics. We 
focused on mesoscale convective systems over the tropical central Pacific Ocean region and evaluated 
numerical simulations using a satellite simulator. We investigated the horizontal distribution of cloud sizes, 
the joint probability distributions of cloud-top temperature, precipitation-top height (PTH), and CFADs for 
each category using the TRMM precipitation radar (PR) and infrared scanner following the approach 
proposed by Masunaga and Kummerow (2006) and Matsui et al. (2009).  

 
3.3 Numerical simulations 

We used the stretched version of the NICAM (Satoh et al. 2008) to simulate mesoscale convective 
systems on the tropical central Pacific. NICAM is a global nonhydrostatic model and can also be used as a 
regional model by transforming the horizontal grid system to focus on a region of interest (the stretched 
NICAM; Tomita 2008b). Because the same dynamics and physics schemes are used in the global NICAM 
and the stretched NICAM, any improvements tested in the stretched NICAM can be directly applied to the 
global NICAM. This approach has been proposed by Satoh et al. (2010), and we employed this 
methodology to use the stretched NICAM to obtain improved simulations over the global domain with high 
resolution. The target area of this study was over the tropical open ocean in the central Pacific. The central 
point of the target area was at longitude 180E on the equator, and the analysis domain was between 
latitudes 10S and 10N and longitudes 170E and 170W. The minimum horizontal grid size was 2.4 km near 
the central point. The average grid size of the analysis domain was about 3.3 km and most of the grid sizes 
were under 5 km. We used the analysis data of the National Centers for Environmental Prediction Global 
Data Assimilation System for the initial data and the boundary condition of the sea surface temperature 
(NCEP 2000). The sea surface temperature was fixed during the integration. The microphysics scheme in 
this study was the six-water-categories single-moment bulk scheme including vapor, cloud water, rain, 
cloud ice, snow, and graupel as hydrometeors (NSW6; Tomita 2008a), which is based on the scheme of Lin 
et al. (1983). The vertical grid number was 40, covering the space from the surface to 40 km; the vertical 
resolutions became coarser toward the upper levels. The integration time started at 00 UTC 1 January and 
ended at 18 UTC 8 February 2007 for the evaluation of the control experiment. The sensitivity tests were 
done for the period from 6 UTC 1 January to 18 UTC 8 January. 

We used the Satellite Data Simulator Unit (SDSU; Masunaga et al. 2010), version 2.1.4, to 
compare the radiances of the observation data with those of the NICAM data. 
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3.4 Results 
Figure 1 shows the horizontal distribution of TBB observed by MTSAT and simulated by the 

stretched NICAM over 30S–30N and 130E–160W at 6 UTC 2 January 2007. Two convective bands over 
the analysis domain (enclosed by the rectangle in Fig. 1) are reproduced well at almost the same location as 
in MTSAT. One convective system is in the northern hemisphere at about 5N latitude, and the other is in 
the relatively cloud-populated areas in the southwestern domain (EQ.5–10S, 170E–180E). In the region 
outside the rectangle, the horizontal resolutions are coarser than those of the analysis domain, so the 
simulated TBB is lower than the observations. The cloud sizes of convective systems seem to be 
overestimated in the area of coarse resolution, but we did not use the coarser resolution region for the 
analysis. 
 

 
 
Figure 1. Comparison of horizontal distribution of TBB from MTSAT (left) and the control experiment 

by NICAM (right) at 6 UTC 2 January 2007. Black box is the analysis domain. The unit of the 
color bar is K. 

 
 

Figures 2a and 2b show a clear discrepancy in the control simulation (CON), that is, high frequencies 
of PTH near 14 km and low frequencies of PTH between 5 and 10 km. Three discrete distributions appear 
in the joint histogram of the numerical results at low, medium, and high PTH. By switching off the 
contribution of each category of hydrometeors in the SDSU, we found that the heavier population near 14 
km in the PTH was related to the radar reflectivities of the snow category (not shown). The radar 
reflectivity was calculated from the hydrometeor content and the size distribution assumption in the 
single-moment bulk microphysics. 

To improve the statistical frequency and CFADs of the simulated clouds, we examined the effects of 
the size distribution of hydrometeors. 

Before making modifications of the size distribution, we introduced common modifications applied to 
the original NSW6 (CON2). One of the well-known problems in single-moment bulk microphysics 
schemes is the overestimation of high-density ice such as graupel or hail in mesoscale convective systems 
compared with observations (Lang et al. 2007; Stith et al. 2002). As the first change in the original scheme, 
following Lang et al. (2007) we turned off the accretion of snow and cloud ice by graupel [PGACS and 
PGACI in Tomita (2008b)] to reduce the unrealistic presence of high-density ice in the anvil and stratiform 
portions of clouds. As the second change, we explicitly calculated the ice nucleation and ice deposition 
processes following Hong et al. (2004) instead of the saturation adjustment of the original NSW6 scheme. 
When we used the saturation adjustment for sensitivity tests of snow and graupel having large y-intercept 
parameters, the amount of cloud ice was significantly reduced in the convective core by the depositional 
processes of snow and graupel. However, these modifications did not improve the joint histogram structure 
(Fig. 2c). 

We examined how the modifications of the size distributions of snow, graupel, and rain affected the 
joint histograms and CFADs of deep clouds. First, the sensitivity of the snow size distribution was 
examined using several M–D relationships. The snow size distribution affected the probability distribution 
of PTH in deep clouds (Fig. 2d). When the scheme of Field et al. (2005) was used, the bias of a too-high 
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processes following Hong et al. (2004) instead of the saturation adjustment of the original NSW6 scheme. 
When we used the saturation adjustment for sensitivity tests of snow and graupel having large y-intercept 
parameters, the amount of cloud ice was significantly reduced in the convective core by the depositional 
processes of snow and graupel. However, these modifications did not improve the joint histogram structure 
(Fig. 2c). 

We examined how the modifications of the size distributions of snow, graupel, and rain affected the 
joint histograms and CFADs of deep clouds. First, the sensitivity of the snow size distribution was 
examined using several M–D relationships. The snow size distribution affected the probability distribution 
of PTH in deep clouds (Fig. 2d). When the scheme of Field et al. (2005) was used, the bias of a too-high 
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PTH was reduced, and the probability of PTH became closer to that of the TRMM observation. The bias 
was related to the bimodal size distribution and the M–D relationship. The M–D relationship affected the 
mean radar reflectivity of the CFADs.  

Next, we found that the graupel size distribution affected the maximum radar reflectivity. The 
maximum radar reflectivity in the upper troposphere decreased rapidly when the M–D relationship of lump 
graupel in Locatelli and Hobbs (1974) was applied.  

Third, from the sensitivity to the rain size distributions, we found that the frequency of shallow, 
congestus, and mid-cold clouds could be modified. The method of Zhang et al. (2008) reproduced a better 
representation of the size distribution of the stratiform precipitation. However, the frequency of shallow 
clouds was increased. Therefore, we introduced a combined parameterization that used different rain size 
distributions for convective and stratiform precipitation. The results show that this parameterization 
quantitatively improved the frequency of cloud categories in the joint histogram.  

When three size distributions of precipitating hydrometeors were applied, the joint histogram structure 
was improved (MODI, Fig. 2d). However, there are overestimations of radar reflectivities below the 
altitude of 5 km in all simulations (not shown). One of the possible reasons is the horizontal resolution; we 
used about 3 km grid space for the simulation. It is known that vertical mass flux is overestimated around 
this resolution because of an underestimation of detrainment (Caine et al. 2013, Van Weverberg et al. 2013). 
Another reason might be related to limited representation of the raindrop size in a single-moment bulk 
microphysics, since a similar overestimation of radar reflectivities is seen in congestus and shallow clouds 
(vanZanten et al. 2011). 

The modification of microphysics affected the dynamics especially for vertical wind distribution in the 
upper altitude. We found that MODI had a relatively higher frequency of strong updraft velocity over 15 m 
s-1 than CON and CON2 at 10 km altitude. We speculate that it is related to the weakening of the 
precipitation flux with reduced graupel and smaller snow size. These effects were more dominant at high 
altitudes around 10 km than at the lower levels.  

 
 

 
Figure 2. Joint histograms of PTH and TBB for 7 days in January 2007 from a) TRMM, b) CON, c) 

CON2, and d) MODI. The unit of the color bar is % km-1 K-1. 
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Figure 3 shows the accumulated precipitation for TRMM 3B42, CON, CON2, and MODI. The 
precipitation was concentrated near 5° latitude in the TRMM 3B42 observation, but CON did not capture 
the precipitation distribution. CON2 and MODI reproduced a similar precipitation pattern. It means that the 
distribution of different sizes of precipitating hydrometeors did not affect the distribution of accumulated 
precipitation compared to CON2. In this case, the accumulated precipitation distributions were improved 
by the modified microphysics. We speculated the accumulated precipitation would also be improved by 
data assimilation and higher horizontal resolution in MODI and CON2. 

 
 

 
 
Figure 3. Comparison of accumulated precipitation of a) TRMM 3B42, b) CON, c) CON2, and d) 

MODI over the domain. The unit of the color bar is mm hr-1. 
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4. Summary 
This project aims at improving the microphysics of NICAM using satellite data and a satellite simulator 

in order to reproduce the realistic cloud precipitation system. Last year, the microphysics of NICAM were 
evaluated using CloudSat and CALIPSO in the tropical cyclone Fengshen case.  

This year we evaluated the cloud and precipitation properties of the numerical simulations of NICAM for 
a single-moment bulk microphysics scheme using the TRMM PR and TBB with a satellite simulator. We 
investigated the effect of modifications of the size distributions of precipitating hydrometeors on the joint 
histogram of TBB and PTH from the TRMM PR for mesoscale convective systems over the tropical open 
ocean. We found that the size distributions of precipitating hydrometeors improved the cloud statics based 
on TRMM over the tropical open ocean. 
 
 
5. Future Perspective 

We focused on the Central Pacific and obtained better results such as joint histogram, CFADs, and OLR 
compared to observations. There are differences of microphysical characteristics in different locations of 
the ocean. In the future, we intend to expand the global simulation for evaluations with a several km 
homogenous resolution in order to evaluate these modifications in all areas of the ocean. We would also 
compare data collected by other satellites such as Cloudsat and CALIPSO.  
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要旨： 
 本課題では、全球非静力学モデル NICAM で再現される雲降水場を、衛星観測を用いて評価し、

改良することを目的とする。雲降水システムは地球上の環境に応じて様々な形態で発生し、豪雨

や強風などの顕著現象によって人間社会に大きな影響を及ぼす。また、雲による放射強制力の変

化は気候変動予測において大きな不確定性の要因の一つである。このような雲降水システムの再

現性を評価し改善するため、国立環境研究所のスーパーコンピュータを利用して、領域と気象事

例を絞った雲解像実験を行っている。 
 今年度は、領域版 NICAM におけるメソスケール対流システムに対する雲微物理の改良、およ

び Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)を用いた雲に関する統計的研究を行った。熱帯海洋

上の雲頂輝度温度と降水エコートップ高度(Echo top height)に関して、NICAM の出力結果と衛星の

結果を統計的に比較した。NICAM の標準実験では、深い対流システムの水平分布や、雲サイズに

関して、TRMM の結果と比較して良い再現性が見られた。しかしながら、過少な層状性の降水量

や過大な頻度で出現する降水を伴う背の高い雲 (高度 12 km 以上)といったバイアスが未だ残って

いる。また、これらのバイアスは、雲微物理スキーム内のパラメーターを変えることで変化する

ことがわかった。さらに、 降水粒子のサイズ分布に関しても調べた。 
 
キーワード： 
雲解像モデル、雲降水システム、衛星データシミュレータ 
 
 
 

- 111 -



Numerical Study on Cloud Systems using NICAM 
（NICAMによる雲降水システムの研究） 

 

- 112 - 
 

 

Numerical study on cloud systems using NICAM

- 112 -



国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成25年度 
CGER-I119-2014 

- 113 - 
 

研究課題名： 
気候モデル MIROCおよび氷床力学モデル IcIESを用いた過去と将来の気候モデリン

グ 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所 阿部彩子 
共同研究者：東京大学大気海洋研究所 吉森正和・Wing-Le Chan・山本彬友・尾崎和海・小澤祐

介・小長谷貴志・シェリフ多田野サム 
国立極地研究所北極観測センター 大石龍太・市野美夏・新田友子 

 
要旨：  
 全球気候モデル（GCM）を用いた実験では、空間的に均一な温室効果ガスの濃度を変化させた

場合に、地上気温の変化が極域で特に大きく現れることが良く知られている。近年の全球規模の

温暖化時にも北極で気温上昇が顕著に大きくなっていることが観測や再解析データから示されて

いる。この北極温暖化増幅の原因として、これまでアルベドフィードバックを含め多くのプロセ

スの寄与が指摘されてきた。こうした寄与を統一的かつ定量的に調べるために、気候フィードバ

ック解析が行われ、その結果として、個々の物理プロセスの相対的寄与がいくらか明らかになっ

てきた。一方で、気候フィードバック解析は、観測またはシミュレートされた気候場のエネルギ

ー収支に基づいて各プロセスの寄与を定量化するため、フィードバック間の相互作用やメカニズ

ムの理解には限界がある。本研究では、感度実験を通してプロセス間相互作用の理解を試みる。 
 まず、スーパーコンピュータが更新されたことから、気候モデルMIROCを用いて標準的な実験

（産業革命前コントロール実験、CO2増加実験など）を行い、モデルの動作・性能確認とともに、

今後のSX-9を用いた実験と比較するための参照データを作成した。次に、北極域温暖化増幅のメ

カニズムを調べるために、気候モデルMIROCを用いて数値実験を行った。北極域の海面水温上昇

や海氷減少の応答、それ以外の地域の温度上昇などが大気熱輸送変化を通じて北極域の温暖化を

引き起こす効果、グリーンランド氷床の質量収支に関係する気温・降水量への影響などを調べた。

具体的にはまず、大気GCMの下部境界条件である、海面水温や海氷分布を、熱収支に基づく計算によ

って求める地域と、計算を行わずに一定の分布を与える地域に分ける。これにより、北極外から北極

への遠隔影響を調べ、大気の熱輸送の変化が北極の気温変化に与える影響について示した。最終

的には、上述の気候フィードバック解析と組み合わせることによって、より詳細なフィードバッ

ク間相互作用を含めた北極温暖化増幅メカニズムの理解へとつながることが期待される。 
 
キーワード： 
気候モデル、氷床モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック 
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1. 研究目的 
気候モデルMIROCと氷床モデルIcIESを用いた過去の気候再現を通じた長期気候変動特性の把握お

よび将来長期予測に関する様々な感度実験を行う。全球規模、極域や寒冷圏など地域規模の気候フィ

ードバックメカニズムを調べ、その理解を深める。国立環境研究所のスーパーコンピュータシステム

を利用した過去の類似課題「MIROC中解像度版および氷床力学モデルと炭素循環モデルを用いた

古気候数値実験と温暖化予測」で培われてきた知見を生かして、本課題では、全球だけではな

く、極域など地域的な気候変動を規定する気候フィードバックを調べ、さらに感度実験を行う

ことにより理解を深める。 
 
キーワード： 
気候モデル、氷床モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間  v_deb（デバック用） : 7.75 hours 
v_cpu（1CPU 用）    : 3.53 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 4,464.40 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

               計         : 4,475.68 hours  
 
2.2 利用概要 
 東京大学気候システム研究センター（現・大気海洋研究所）・国立環境研究所・海洋研究開発

機構地球フロンティア研究センター（現・地球環境変動領域）で開発された気候モデル MIROC
（主に大気大循環・海洋混合層結合版）を用いて、北極温暖化増幅メカニズムに関する数値実験

を SX-9 上で 1 ノード 8CPU を用いて行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

大気中の二酸化炭素（CO2）濃度が増加した際に北極が全球平均に比べて著しく温暖化する現

象（北極温暖化増幅）のメカニズムを理解するために、北極内の放射強制によってローカルに生

じるフィードバックと北極外の応答が北極に与えるリモート影響を数値実験によって分離して評

価した。これにより、大気熱輸送の変化がどのように北極温暖化増幅に寄与するかの一側面を明

:
:
:
:
:
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らかにした。北極域では、CO2増加に対してローカルに直接応答する効果よりも、低緯度側の海

面水温上昇に対して大気を経由して北極域が応答する効果の方が大きい。北極の海面水温や海氷

を固定した実験では、低緯度側の海面水温上昇に対する遠隔影響は夏に大きく現れる一方、北極

の海面水温や海氷を固定しない（応答できる）実験では、遠隔影響は冬の気温上昇に大きく現れ

る。したがって、北極域の冬の温暖化は、主に北極外の温暖化が大気を経由して北極の海面付近

のプロセスによって増幅されたものととらえることができる。また、北極域の夏の温暖化には、

大気熱輸送の効果そのものが重要であることが示唆される。こうした知見の蓄積は、過去の北極

域の気候変動要因の特定や将来の北極域の気候予測の不確実性の把握に役立つと考えられる。 
 
3.2 背景と目的 
全球気候モデル（GCM）を用いた実験では、CO2など大気中の混合比が空間的に比較的均一な

温室効果ガスの濃度を変化させると、地上気温の変化が極域で特に大きく現れることが良く知ら

れている。近年の全球規模の温暖化時にも北極域で気温上昇が顕著に大きくなっていることが観

測や再解析データから示されている。これまで、北極温暖化増幅プロセスとして、アルベドフィ

ードバックを含め多くが挙げられてきた。アルベドフィードバックは、北極の温暖化が雪氷の融

解を通じてアルベドの低下をもたらし、吸収される太陽放射量を増加してさらに温暖化を促進す

るという正のフィードバックである。一方で、低緯度からの熱輸送の増加などの重要性も指摘さ

れている。過去の気候変動と将来の気候変動の類似性を調べたり、複数の気候モデルによる将来

の気候予測のばらつきの要因を考えたりする際に、ローカルな効果とリモートの影響を理解する

ことは重要である。本研究では、北極域と北極外の海面水温・海氷分布の応答のどちらかを強制

的にオフにすることによって、それらの相対的寄与を明らかにする。 
 
3.3 数値シミュレーション 
まず、MIROC4m の大気大循環・海洋混合層モデル（ASGCM）を用いて、産業革命前標準実験

（CTRL）と 2 倍 CO2 実験（2×CO2）を行った。スーパーコンピュータシステムが更新されたた

め、実行スクリプトを書き換え、積分を行った後、以前のシステムでの結果と比較を行った。そ

の結果、気候感度も以前と同じ約 4℃であり、平衡状態での平均的気候値に違いは見られなかっ

た。また、1 年あたりの計算時間は 40 分程度から 30 分程度に短縮した。 
次に、北極温暖化増幅のメカニズム理解を深めるために、感度実験を行った。ここでは、温暖

化時に北極外の CO2増加に対する応答が北極に及ぼす影響と北極が CO2の増加にローカルに応答

する影響を調べるために、要因分離実験を行った（表 1 および図 1）。AS-1×CO2 と AS-2×CO2 
は産業革命前の CO2濃度実験とそれを 2 倍にした標準的な ASGCM 実験である。これらの実験で

は、海面水温や海氷分布はモデル内部で計算される。AS-LA と AS-RA 実験は、南半球および低

緯度の海面水温と海氷分布はそれぞれ AS-1×CO2 と AS-2×CO2 実験から与え（AGCM）、その

他の領域は海面水温と海氷分布を計算する ASGCM として積分する。さらに、北極の海面水温と

海氷分布を固定した上での遠隔影響を見るために、AS-RA と A-1×CO2 を行った。ここでは、北

半球の海氷の南端を基準に 40N で切り分けた。 
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表 1. 主な実験リスト 
実験 CO2濃度 90S-40N 40N-90N 

AS-1×CO2 1×CO2 ASGCM 
AS-2×CO2 2×CO2 ASGCM 

AS-LA 2×CO2 AGCM with AS-1xCO2 SST ASGCM 
AS-RA 1×CO2 AGCM with AS-2xCO2 SST ASGCM 

A-1×CO2 1×CO2 AGCM with SST from AS-1xCO2 
A-RA 1×CO2 AGCM with AS-2xCO2 SST AGCM with AS-1xCO2 SST 

 
 
 
 

 
 

図 1. 表 1 の実験の模式図（A-RA では、35-45N の SST は線形に変化）。 
 
 
3.4 結果 
 図 2 に、帯状平均した気温変化を表す。海洋混合層モデルを結合した大気 GCM の CO2倍増に

対する応答は図 2(a)に示される。これらは、北極のローカルなフィードバックによる寄与(b)と北

極外のリモートな応答に対する北極の応答(c)に実験上分離することができるが、両者の合計(d)は
全応答(a)を比較的良く再現していることがわかる。このことから、ローカルとリモート効果に分

けて全応答を理解することには意味があると言える。明らかに、北極が直接 CO2上昇に応答する

割合よりも、北極外の海面水温上昇に対して北極が応答することによる温度上昇の方が大きいこ

とがわかる。これは、大気の熱輸送が重要な役割を担っていることを示唆する。 
 図 3 は夏と冬の変化を見たものである。どちらの季節も、北極外の海面水温上昇の寄与が大き

い。一方、北極の海面水温と海氷分布を固定した実験（図右）では、固定しない実験（図中央）

と比べて、夏にはあまり大きな差は見られないものの、冬には対流圏下層の温暖化増幅が見られ

なくなる。このことは、冬の対流圏下層の温暖化増幅は海面水温と海氷分布の変化を伴うフィー

ドバックによって引き起こされていることを反映している。同時に、対流圏中層では、大気によ

る北向き熱輸送が大きく寄与していることを示唆する。 
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図 2. 帯状平均した気温変化（℃）: (a) ASGCM における CO2増加の効果; (b) 北極外の海面水温と海

氷分布を固定したCO2増加実験; (c) 北極外の海面水温と海氷分布が変化した効果; (d) (b)と(c)の
合計。 

 
 

 
 

図 3. 帯状平均した気温変化（℃）： (a)と(d) 北極外の海面水温と海氷分布を固定した CO2増加実験; 
(b)と(e): 北極外の海面水温と海氷分布が変化した効果; (c)と(f): (b)と(e)と同じであるが、北極の

海面水温と海氷分布は固定したままの実験。上段：冬、下段：夏。 
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図 4 も図 3 と同様であるが、こちらは地上気温の水平分布を表している。グリーンランドに注

目すると、冬季には、CO2 増加に対する北極域の直接的な応答よりも、北極外の海面水温が上昇

することによる遠隔影響による気温上昇の寄与の方が大きい（図 4a と 4b）。しかし、この遠隔影

響は北極の海面水温と海氷分布が変化することによってはじめて生じる（図 4b と 4c）。夏季も同

様に、北極外の海面水温が上昇することによる遠隔影響の寄与が大きいが（図 4d と 4e）、これは

必ずしも北極の海面水温と海氷分布の変化を伴わなくても生じる（図 4e と 4f）。最後に、これら

感度実験の結果を表 2 にまとめる。 
 

 
図 4. 地上気温変化（℃）： (a)と(d) 北極外の海面水温と海氷分布を固定した CO2増加実験; (b)と(e):

北極外の海面水温と海氷分布が変化した効果; (c)と(f): (b)と(e)と同じであるが、北極の海面水

温と海氷分布は固定したままの実験。上段：冬、下段：夏。緯度 45 度以北のみ表示。 
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表 2. 各実験の相対的寄与（DJF：冬、JJA：夏、T：地上気温、P：降水量） 
 

 CO2倍増実験の

変化(AS-2xCO2)
-(AS-1xCO2) 

北極のローカル

な応答のみ

(AS-LA) 
-(AS-1xCO2) 

北極外の変化に

対する北極の応

答(AS-RA) 
-(AS-1xCO2) 

北極外の変化

に対する北極

の海洋・海氷変

化を伴わない

大気の応答 
(A-RA) 

-(A-1xCO2) 
60-90N T DJF 11.5℃ 32% 72% 19% 
60-90N T JJA 3.7℃ 33% 58% 22% 

Greenland T DJF 10.0℃ 43% 71% 2% 
Greenland T JJA 3.3℃ 48% 64% 37% 
Greenland P DJF 0.48 mm/day 40% 57% -2% 
Greenland P JJA 0.56 mm/day 17% 81% 42% 

 
 
 

4. まとめ 
 これまで、北極温暖化増幅に寄与する物理プロセスを調べるために、シミュレーション結果の

大気熱輸送やその他のエネルギー項の大きさを見積もり、その相対的寄与を調べきた。その結果

得られるものは、大気熱輸送の効果が含まれた上での各プロセスの相対的寄与である（Yoshimori 
et al. 2014）。こうした手法は観測と直接比較できるメリットがある一方、大気熱輸送が他のプロ

セスに与える影響といったプロセス間の相互作用、すなわちメカニズムを理解するためには限界

がある。本研究では、ローカルな放射強制による効果と遠隔影響に切り分ける実験を行うことに

よって、プロセス間の相互作用を調べる方法を試みた。その結果、季節を問わず、北極外の気候

変動が北極に与える影響は支配的で、さらに夏には、北極の海洋・海氷の変化を伴わない大気熱

輸送変化による北極温暖化への寄与が重要であることが示唆された。 
 
 
5. 今後の研究展望 
本研究結果の解析自体はまだ不十分である。特に、詳細なエネルギー収支解析が必要である。

研究成果のYoshimori et al.（2014）に代表されるような、これまで確立してきた気候フィードバッ

ク解析と統合することにより、フィードバック解析のメリットである物理プロセスの相対的寄与

の評価と感度実験のメリットであるプロセス間の相互作用とメカニズム理解を定量的かつ系統的

に整理できると考えられる。さらに、地球の軌道要素など温室効果ガスとは異なる原因によって

もたらされた過去の北極温暖化増幅についても同様の感度実験を通して比較することによって、

過去の北極温暖化増幅との類似点や相違点をより明確にすることができると考えられる。 
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The finding that surface warming over the Arctic exceeds that over the rest of the world under global 
warming is a robust feature among general circulation models (GCMs). This feature called Arctic 
amplification has been recently verified by observations and reanalysis datasets. Various mechanisms have 
been proposed including albedo feedback, and their relative contributions have been investigated to some 
extent using the climate feedback analysis technique. There remains some limitation, however, in such an 
approach for the understanding of the interaction of feedbacks and the mechanism of Arctic amplification. 
In the current study, we conducted sensitivity experiments in order to understand the interaction of 
feedbacks. 

Firstly, standard experiments such as preindustrial control simulation and doubled CO2 experiments 
were repeated as the supercomputer system was renewed. In addition to confirming the reproducibility of 
the results, they are now used as reference data for subsequent experiments. Secondly, we conducted 
numerical experiments using the MIROC climate model in order to investigate the mechanism of Arctic 
amplification. The effect of local changes in sea surface temperature (SST) and sea ice distribution on the 
Arctic and Greenland temperature in response to CO2 increase and the effect of remote changes in SST and 
sea ice distribution outside the Arctic were evaluated separately. The remote influence was brought via 
atmospheric heat transport change in this experimental setting. It is expected that a combination of the 
climate feedback analysis technique mentioned above and sensitivity experiments such as those conducted 
here provide a more comprehensive understanding of the Arctic amplification mechanism including the 
interaction of feedbacks. 
 
Keywords: 
Climate model, ice sheet model, Arctic warming amplification, climate feedbacks 
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研究課題名： 

風波乱流中の気液界面を通しての運動量とスカラ輸送に及ぼす砕波と降雨の影響 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 黒瀬良一・高垣直尚 
 
要旨： 

海洋と大気の間の運動量およびスカラの輸送量を正確に評価するモデルを構築することは、地

球温暖化予測において必要不可欠であるグローバルなスケールでの炭素収支や熱収支を見積もる

うえで、また、近年問題とされる局所的に甚大な被害を及ぼすハリケーン、台風、集中豪雨等の

異常気象の発生成長過程および進路等を正確に予測するうえで、極めて重要である。しかし、現

在の大気海洋大循環モデルで用いられているサブモデルでは、運動量およびスカラの交換速度は

風速でのみ相関されており、風波（砕波やうねりを含む）や降雨の効果が全く考慮されていない。

本研究では、風波乱流場および単一液滴の界面衝突現象に数値シミュレーションを適用すること

により、大気海洋間の気液界面を通しての運動量とスカラの輸送に及ぼす砕波と降雨の影響を明

らかにし、その影響をモデル化することを目的としている。これまでの研究の結果、本研究で用

いた数値シミュレーションが風波気液界面を通しての熱輸送現象（全熱フラックスに対する潜熱、

顕熱、および放射熱フラックスの比率）、高風速条件下における砕波現象、および雨滴の気液界

面衝突に伴う運動量輸送現象を良好に再現可能であることが分かった。 
 
キーワード： 
運動量輸送、スカラ輸送、気液界面、海洋、風波、砕波、降雨 
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研究課題名： 
風波乱流中の気液界面を通しての運動量とスカラ輸送に及ぼす砕波と降雨の影響 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 黒瀬良一・高垣直尚 
 
 
1. 研究目的 
 気液二相乱流である風波乱流場に対して高精度の数値シミュレーションを適用することにより、砕

波および降雨が気液界面を通しての運動量およびスカラ輸送に及ぼす影響を明らかにし、それらの影

響をモデル化する。 
 
キーワード： 
運動量輸送、スカラ輸送、気液界面、海洋、風波、砕波、降雨 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 2,348.23 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 715.06 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 20,001.43 hours 

                 計         : 23,064.72 hours  
 
2.2  利用概要 
本計算には京都大学工学研究科機械理工学専攻環境熱流体工学研究室で開発した 3 次元数値シ

ミュレーションコード、およびオープンソースのフローソルバーである Gerris を用いて行った。

また、計算結果のプリ・ポスト処理に対しては非並列計算を行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

本研究では、気液ニ相乱流である風波乱流場に対して高精度の数値シミュレーションを適用

することにより、砕波および降雨が気液界面を通しての運動量およびスカラ輸送に及ぼす影

響について検討した。本計算により、風波気液界面を通しての熱輸送現象（全熱フラックスに対

する潜熱、顕熱、および放射熱フラックスの比率）、高風速条件下における砕波現象、および雨

滴の気液界面衝突に伴う運動量輸送現象を良好に再現可能であることを確認した。 
 
 
3.2 背景と目的 
風波乱流中の気液界面を通しての運動量およびスカラの交換機構を解明することは、地球温暖

化等の気候変動予測において重要となる大気・海洋間の炭素収支や熱収支を見積もるうえで、ま

た、近年問題とされる地域的に甚大な被害を及ぼすハリケーン、台風、集中豪雨等の異常気象の

:
:
:
:
:
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発生成長過程および進路等を正確に予測するうえで極めて重要である。さらに、沿岸、河川、湖

沼を含む地域スケールにおける物質循環のモデリングにおいても、気液界面における物質及び熱

フラックスの精緻なモデル化が重要な課題となっている。しかし、運動量およびスカラの交換速

度に及ぼす風波（砕波やうねり等を含む）や降雨の効果は未だ解明されていない（Komori 1996; 
Komori et al. 2009）。 
本研究では、風波乱流場および単一液滴の気液界面衝突現象に対して高精度の数値シミュレー

ションを適用することにより、高風速条件下で観察される砕波（Takagaki et al. 2012）および降雨

（Takagaki and Komori 2007）が気液界面を通しての運動量およびスカラ（特に熱）の輸送に及ぼ

す影響について検討する。 
 
3.3 風波気液界面を通しての熱輸送に関する数値シミュレーション 

本計算ではナビエ・ストークス方程式とエネルギー方程式、水蒸気の移流拡散方程式を解くこ

とにより、潜熱・顕熱の輸送を再現した。風波気液界面における境界条件として、比湿場には界

面温度における飽和比湿を与え、温度場には熱収支の式を与えた。また、複雑な移動、変形を伴

う気液界面を追跡する手法として、領域全体の格子を界面形状に合わせて時々刻々と再構築する

ALE法（Arbitrary Lagrangian Eulerian Formulation）を用いた。 
図1に計算領域の概略図を示す。格子点数は、約360万点（主流方向に201点、スパン方向に98点、

鉛直方向に181点。格子間隔は、主流・スパン方向は等間隔（500μｍ）、鉛直方向には不等間隔（10～
600μｍ））とした。初期流動場には、気側に発達した壁面乱流を、液側には静止状態を与えた。

初期の温度場には、気側に28度を一様に、液側に46度を一様に与え、比湿場には、15g/kg（相対

湿度65%）を一様に与えた。また、バルク温度に気側28度・液側46度を与え、バルク比湿に15g/kg
を与えた。なお、本温度条件はKomori et al.(2011)における実験条件を使用した。 

図2に時刻t=4.5sにおける主流方向に垂直な断面における気側の(a)渦度分布ならびにベクトル線

図、(b)温度分布、(c)比湿分布を示す。渦度分布は赤色領域が反時計回りの渦を、青色領域が時計

回りの渦を示す。図より、温度場と比湿場の分布は類似することが確認できる。また、気側の縦

渦構造により上昇流が生じる領域に高温・高比湿領域が形成されることが確認できる。このこと

は気側の鉛直方向の熱輸送において、縦渦を伴う乱流組織構造が大きな役割を果たすことを示唆

している。 
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(a)  渦度分布ならびにベクトル線図。 
 
 
 
 

(b)  温度分布。 
図1．計算領域。 

 
 
 

(c)  比湿分布。 
 
                          図2．気側の流動場とスカラ場。 
 
 
また、図3に時刻t =4.5 sにおける主流方向に垂直な断面における液側の(a)渦度分布と(b)温度分

布を示す。図より、液側の相対する渦構造により下降流が生じている領域に低温領域が形成され

ていることが確認できる。このことは液側の鉛直方向の熱輸送においても、気側と同様に、縦渦

を伴う乱流組織構造が大きな役割を果たすことを示唆している。なお、本計算における全熱に対

する潜熱、顕熱、放射熱の比は、それぞれ0.82、0.12、0.06であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  渦度分布              (b) 温度分布 
 

図3．液側の流動場とスカラ場。 
 
 

3.4 風波乱流場における砕波の数値シミュレーション 
本計算では複雑な移動、変形を伴う気液界面を扱う手法として、液体の体積分率の輸送に着目

する Volume of Fluid（VOF）法と気液界面近傍のメッシュが常に細かくなるようにメッシュ形状

を自動的に時々刻々再構成する Adaptive Mesh Refinement（AMR）法のカップリング法を採用した

（Popinet 2009）。 

45 46 [℃] 
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図 4 に計算領域の概略図を示す。昨年度までの計算に比べて計算領域および初期波を大きく設

定し、より実際の風波に近い条件を与えた。初期のグリッド点数の合計は 220 万点とした。初期

の界面形状は正弦波の式を用いて、領域に対して波が1 つ、波形勾配が0.07となるように与えた。

液側の初期流動場としては微小線形波理論にもとづき速度を与えた。気側の主流方向の圧力勾配

を段階的に上げることにより約 10 m/s の風速を形成させた。主流およびスパン方向には周期境界

条件を、鉛直方向下端にはノイマン条件を与えた。 
図 5 に気液界面形状の一例を示す。図より、波頭において波の先端が斜め上方向に伸長する様

子が確認できる。また、本計算で得られた結果と、本計算とほぼ同条件で行われた実験における

界面形状の比較を図 6 に示す。図より、本計算では、波頭付近において水柱が飛び出し、気泡が

巻き込まれる現象や、波頭が風下側へ崩れる崩れ波（spilling breaking）が良好に再現できている

ことが分かる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4.  計算領域。               図 5. 風波形状。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a)  水柱と巻き込み気泡。                  (b) 崩れ波。 
 
 

図 6．界面形状。 
 

- 127 -



風波乱流中の気液界面を通しての運動量とスカラ輸送に及ぼす砕波と降雨の影響 

- 128 - 
 

3.5 単一液滴の界面衝突現象の数値シミュレーション 
本計算手法は前節と同様である。図 7 および表 1 に計算領域の概要および計算条件をそれぞれ

示す。計算領域を一辺が 30.0 mm の直方体とし、計算領域内の下端から 20.0 mm を液体で満たし

た。初期条件として、液滴は静止水面直上の計算領域中心に配置し、気側にスカラ濃度 C = 1 を

満たした。気液両相でのシュミット数を、それぞれ 1 および 600 とした。計算は、水平方向に速

度をもたない 4 ケース（鉛直衝突と呼ぶ）と速度をもつ 2 ケース（斜め衝突と呼ぶ）の計 6 ケー

スに対して実施した。 
図 8 に液滴衝突により生成される渦輪の強度とその液滴の運動量の関係を、また図 9 にその渦

輪により促進される液側物質移動係数と液滴の運動量の関係を、既往実験値（Takagaki and Komori, 
2007 and 2014）と比較したものを示す。ただし、渦輪の強度は既往研究（Takagaki and Komori, 2014）
と同様にして渦輪の半径 rVRおよび渦輪の中心速度 VVRを用いて rVR

3VVRと定義している。図 8 よ

り、渦輪の強度に関しては、計算値は実験値を良く再現していることが分かる。一方、図 9 より、

渦輪により促進される液側物質移動係数に関しては、液滴の持つ運動量が増加するに従って液側

物質移動係数が増加するという実験研究の結果を一致しているものの、オーダーが 1 ケタほど大

きいことが分かる。 
そこで、液側シュミット数（1 および 600）、最小グリッドサイズ（2～63μm）、最大グリッ

ドサイズ（8～250μm）をさまざまに変化させた液滴の衝突を伴わない二次元直接数値計算を実

施し、本問題点の解決を試みた。計算結果を、1 次元拡散方程式の理論解との比較を行った。そ

の結果、本計算コード（Gerris）で気液間スカラ輸送を精度よく解くためには、シュミット数が 1
の場合でさえ最小グリッドサイズを 8μm 程度にしなければならないこと、シュミット数が 600
の場合には 2μm 以下にしなければならないことが分かった。液滴衝突現象に適用する場合には、

表面張力波の反射の影響を取り除くために、計算領域幅を 30mm 程度にしなければならない。こ

れはセル数にして 1012 に相当することから、現時点では不可能である。本問題点の解決のために

は、VOF 関数を用いた、気液界面極近傍におけるスカラの移流拡散モデルの開発が必要である。 
 

 
                            表 1 計算条件。 
 
 
 
 
 
 
 

 
         図 7.  計算領域。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   図 8. 渦輪強度と液滴運動量の関係。   図 9. 液側物質移動係数と液滴運動量の関係。 
 

 

- 128 -



CGER-I119-2014, CGER/NIES 

- 129 - 
 

参考文献 
 

Komori S. (1996) Turbulence structure and CO2 transfer at the air-sea interface and turbulent diffusion in 
thermally-stratified flows. CGER's Supercomputer Monograph Report, 1, Centre for Global Environmental 
Research, National Institute for Environmental Studies, Environment Agency of Japan.  

Komori S., Kurose R., Ohtsubo S., Tanno K., Suzuki N. (2009) Heat and mass transfer across the wavy sheared 
interface in wind-driven turbulence. Proceedings of The Sixth International Symposium on Turbulence and 
Shear Flow Phenomena (Eds. N. Kasagi, J. K. Eaton, R. Friedrich, J.A.C. Humphrey, A.V. Johansson and 
H.J. Sung), Seoul National University, Seoul, Korea, 399-407.  

Komori S., Kurose R., Takagaki N., Ohtsubo S., Iwano K., Handa K., Shimada S. (2011) Sensible and latent 
heat transfer across the air-water interface in wind-driven turbulence. GAS TRANSFER AT WATER 
SURFACES 2010 (Eds. S. Komori, W. McGillis, R. Kurose), Kyoto University Press, Kyoto, Japan, 
pp.78-89. 

Takagaki N., Komori S., Suzuki N., Iwano K., Kuramoto T., Shimada S., Kurose R., Takahashi K. (2012) Strong 
correlation between the drag coefficient and the shape of the wind sea spectrum over a broad range of wind 
speeds. Geophysical Research Letters, 39, L23604.  

Takagaki N., Komori S. (2007) Effects of rainfall on mass transfer across the air-water interface. Journal of 
Geophysical Research, 112, C06006.  

Popinet S. (2009) An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows. J. Computational 
Physics, 228, 5838-5866. 

Takagaki N., Komori S. (2014) Air--water mass transfer mechanism due to the impingement of a single liquid 
drop on the air--water interface, International Journal of Multiphase Flow, 60, 30-39. 

 
 
4. まとめ 
本研究では、風波乱流場および単一液滴の気液界面衝突現象に対して高精度の数値シミュレー

ションを適用することにより、高風速条件下で観察される砕波および降雨が気液界面を通しての

運動量およびスカラ（特に熱）の輸送に及ぼす影響について検討した。その結果、本計算により、

風波気液界面を通しての熱輸送現象（全熱フラックスに対する潜熱、顕熱、および放射熱フラッ

クスの比率）、高風速条件下における砕波現象、および雨滴の気液界面衝突に伴う運動量輸送現

象を良好に再現可能であることが分かった。 
 
 
5. 今後の研究展望 
風波気液界面を通しての熱、とりわけ潜熱、顕熱、および放射熱の影響を数値シミュレーショ

ンにより個別に評価した研究は世界初である。今回は砕波を伴わない低風速条件下での計算のみ

を実施したため、今後は、高風速条件下における計算を実施し、砕波（しぶきおよび気泡）が風

波気液界面を通しての物質および熱の輸送に及ぼす影響を詳しく調べる予定である。 
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gas-liquid interface in wind-driven turbulence 
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Project leader:  
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Abstract: 

It is of great importance to develop reliable ocean-atmosphere coupled models for estimating the 
momentum and scalar exchange rates across the air-sea interface, not only for the prediction of the global 
carbon and heat cycles closely linked to climate change, but also for the prediction of unusual weather 
conditions such as hurricanes, typhoons and local heavy rain causing natural disasters. However, existing 
sub-models used in the present general circulation models for predicting momentum and scalar exchange 
rates have been based on the simple assumption that the transfer velocities are proportional to wind speed 
over the ocean surface, and the effects of wind waves and rainfall have not been precisely taken into 
account. The final goal of this study is to clarify the effects of breaking waves and rainfall on momentum 
and scalar transfer across the gas-liquid interface between the atmosphere and ocean by means of numerical 
simulations, and to develop reliable models. The results obtained so far show that the present numerical 
simulations are capable of capturing the momentum and scalar transfer (i.e., heat and mass transfer. 
Regarding the heat transfer, the ratios of latent, sensible and radiative heat transfer to the total heat transfer 
are quantitatively evaluated) at the complex air-water interface with breaking waves and droplets' 
impingement due to rainfalls. These simulations are therefore useful to understand the mechanism and 
model it in the actual environment.  

 
Keywords: 
Momentum transfer, scalar transfer, air-water interface, ocean, Wind wave, breaking wave, 
rainfall 
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研究課題名： 
樹木年輪セルロースの酸素同位体を使った気候モデル MIROC の気候変動再現性評価 
 
実施年度： 
平成 25 年度〜25 年度 
 
課題代表者：名古屋大学大学院環境学研究科 栗田直幸 
共同研究者：名古屋大学大学院環境学研究科 中塚 武 
 
要旨： 

水の安定同位体は、気象観測が始まる以前の気候復元を行うための代替物質（プロキシー）として

よく知られており、氷床コア、石筍、堆積物中有機物、そして樹木年輪等を構成している物質の酸素

同位体記録から古気候を復元する研究がこれまでに数多く行われている。しかし、よく知られている、

「同位体比は古気温や古降水量の指標である」という説明は、物理的な裏付けをもたない経験式に基

づいており、ある環境下では間違った解釈を引き起こす。これは、同位体比の変化は、水蒸気起源や

大気循環場の変化など様々なプロセスに応じており、気温や降水量の変化に直接支配されていないた

めである。そのため、近年では、気候モデルを用いて、より正確に同位体変化と気候変化の関係を明

らかにする研究が増加してきている。そして、より正確に現在気候場を再現出来るモデルを使うこと

が要求されるため、最新の気候モデルに同位体プロセスを組み込むことが望まれている。そこで、本

研究では、最新の気候モデル「MIROC5.0」に水同位体輸送過程・同位体分別過程を組み込んだ同位体

気候モデルの開発を行った。モデルの性能評価は、IAEAから提供されている全球降水同位体観測デー

タとの比較を通じて行い、全球同位体分布、天水におけるδD-δ18Oの線形関係、地上気温と酸素同位体

比の関係など、様々な特徴をモデルが再現できることを確認した。これにより、気候モデルを使って、

樹木年輪セルロースに記録される酸素同位体比の解釈を行う環境が整った。 
 
キーワード：同位体モデリング、水安定同位体、気候モデル、水循環 
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研究課題名： 
樹木年輪セルロースの酸素同位体を使った気候モデル MIROC の気候変動再現性評価 
 
実施年度： 
平成 25 年度〜25 年度 
 
課題代表者：名古屋大学大学院環境学研究科 栗田直幸 
共同研究者：名古屋大学大学院環境学研究科 中塚 武 
 
 
1. 研究目的 
近年、樹木年輪に記録される酸素同位体比データが急増している。そこで、この同位体データを使

った、高精度での古気候復元に挑戦する。今年度は、最新の気候モデルをベースとした水同位体気候

モデルの開発を行い、樹木年輪酸素同位体比の分布を決定している、降水中に含まれる酸素同位体比

の正確な再現をめざす。 
 
キーワード： 
同位体モデリング、水安定同位体、気候モデル、水循環 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1 計算機利用時間 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 1,414.97 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 6,933.68 hours 

               計         : 8,348.65 hours  
 
2.2 利用概要 
本課題では、大気海洋結合モデル『MIROC5.0 （Model for Interdisciplinary Research on Climate-5.0）』

に水同位体の輸送・分別過程を組み込む作業を行った。名古屋大学が所有するパソコンを用いて気候

モデルの力学・物理過程に同位体水を計算するプログラムを加え、その開発したプログラムを加えた

同位体気候モデルをスーパーコンピュータ上で実行する。実行後、その性能評価を名古屋大学のパソ

コンで行い、問題点を修正したプログラムを再びスーパーコンピュータで実行するという作業を繰り

返し行った。本年度は、ほぼモデル開発に専従したため、主にデバッグ用のキューを用いた。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 本研究では、最新の大気海洋結合モデル「MIROC5.0」に水の安定同位体（重水素水・中酸素水）の

輸送・分別過程を組み込み、全球の水安定同位体分布を再現出来る同位体気候モデルを開発した。既

存の観測データとの比較を行い、概ね観測から得られる特徴を再現出来ることが確認された。 
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3.2 背景と目的 
酸素同位体トレーサーは、気象観測が始まる以前の気候復元を行うための代替物質（プロキシー）

としてよく知られており、氷床コア、石筍、堆積物中有機物、そして樹木年輪等を構成している物質

の酸素同位体記録から古気候を復元する研究がこれまでに数多く行われている（White et al., 1997; 
Wang et al., 2001; Sachse et al., 2012; McCarroll and Loader, 2004）。しかし、同位体情報の気候情報への翻

訳には、物理的な裏付けをもたない経験式に基づいていることが多く、プロキシーから復元された気

候場には不確実性が含まれている。他方、気候モデルを使って古環境を復元することが可能であるが、

モデル結果も不確実性をもつために、正確に古環境復元を復元することは挑戦的な課題であると言え

る。 
そこで、「経験式を使ってプロキシーデータを予報可能な気候変数に変換してからモデル結果と比

較する」のではなく、「気候モデルによって直接予報できる変数を過去に遡って観測（計測）し，モ

デル結果と比較する」フォワードモデリングの重要性が指摘されるようになってきた（Sturm et al., 
2010）。本研究では、近年データが急増しており、さらに年単位という高時間分解能データをもって

いる樹木年輪の酸素同位体比に着目し、樹木年輪酸素同位体比を気候モデルで直接出力するフォワー

ドモデリングに挑戦する。申請者のこれまでの研究から、樹木年輪酸素同位体の再現性は、気候モデ

ルにおける水循環場の再現性に依存していることが明らかになっているので、今年度は、最新の気候

モデルをベースとした同位体気候モデル開発を行い、より正確に水同位体分布を再現することをめざ

す。 
 
3.3 計算方法 
 今回用いたモデルは、MIROC5.0（Watanabe et al., 2010）である。MIROC5.0は、大気海洋結合モデル

であるが、海水の同位体組成の変化は、大気中の変化に比べて十分小さいので、海洋モデルへの同位

体スキームの導入は行わず、気候モデルの大気・陸面過程に同位体水の輸送・分別過程を組み込む作

業を行った。 
そして、この開発した全球水同位体気候モデル（MIROC5.0-iso）において計算された全球の降水同

位体比の再現性を、既存の観測データを使って検証した。 
 
3.4 結果 
最新の気候モデル（MIROC5.0）に同位体分別のパラメタリゼーションを組み込み、全球の水同位体

分布を再現できる、水同位体循環モデル（MIROC5.0-iso）を開発した。これまで用いられてきた

MIROC3.2-iso (Kurita et al., 2010)に含まれている同位体スキームを移植するのではなく、MIROC5.0から

一新された、物理・力学過程に水安定同位体輸送および同位体分別過程スキームを新たに組み込んだ。

大幅に変更した具体的な項目としては、MIROC3.2-isoでは、雲水と水蒸気量は区別されておらず、総

水量(水蒸気＋雲水量)を安定同位体水（重水素水・重酸素水）の予報変数としていたが、MIROC5.0-iso
では、水蒸気混合比、雲水、雲氷の３つをそれぞれ区別して計算し、さらに予報変数もそれに対応し

て増やしたことが上げられる。さらに、MIROC3.2-isoに含まれていなかった雨滴の蒸発時の同位体分

別効果を組み込むなどの改良もあわせて行った。同位体スキームを組み込んだ後には、同位体水分別

過程をOFFにしてモデルを実行し、水蒸気、雲水、そして雲氷における同位体組成比が一定となる（

同位体水が保存している）ことを確認した。その後、同位体分別過程をＯＮにして全球の水同位体分

布を計算した後、既存の観測データとの比較を行った。 
図1に、MIROC5.0-isoを使って計算された（T42L40）、降水中の年平均酸素同位体比（δ18O）分布図

と国際原子力機関（IAEA）から公開されている全球降水同位体データGNIP）の比較結果を示す。 
図をみると、低緯度から高緯度にむけて酸素同位体比が低くなるといった緯度効果や、沿岸から大

陸内部に向かって酸素同位体比が低くなる大陸効果など、観測された酸素同位体比の全球分布をよく

再現できていることがわかる。ただし、観測点ごとにみていくといくつかの不整合もあり、例えば、

チベット高原やアンデス山脈域など、山岳域の同位体比が観測値と比較して顕著に低いといった問題

- 135 -



樹木年輪セルロースの酸素同位体を使った気候モデルMIROCの気候変動再現性評価 
 

- 136 - 
 

がある。また、アフリカ中部の高い同位体比も再現できていない。これらの不整合は旧版(Miroc3.2-iso
でもみられており、これらの原因は、今回一新された気候モデルの力学・物理過程よりもむしろモデ

ル解像度等、他の要因によって引き起こされていると考えられる。今後、解像度を変えて実験するな

ど、この不整合の原因究明を引き続き行っていきたいと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. GNIP観測データ（○印）およびモデルによる年平均酸素同位体分布（δ18O）の比較。 
 
 
 
次に、酸素同位体比と水素同位体比の関係が正しく再現できているか検証を行った。世界中から集

められた降水の酸素同位体比（δ18O）と水素同位体比（δD）は、天水線と呼ばれる直線（δD=8δ18O+10）
上に分布することがよく知られている（Craig, 1961）。そこで、MIROC5.0-isoの結果を使ってδD-δ18O
図を作成した（図2）。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
図 2. MIROC5.0-isoから得られた、年平均値の降水の水素同位体比(δD)と酸素同位体比(δ18O)の関係。図に

示されている直線は、天水線(δD=8δ18O+10)を表している。また、全球格子データのうち、GNIP観測

地点が近くにある格子点データのみ抽出して用いている。 
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モデル値は、ほぼ天水線の上に分布しており、水素と酸素の関係に関しても観測結果をよく再現で

きていることが明らかになった。しかし、高緯度域においては、天水線から大きく外れる点も数多く

存在している（図2に丸印で囲ってある）。これは、高緯度域において、海面から大気に蒸発する水の

同位体比に過剰の水素同位体比を含んでいることが原因であると考察できる。今後、海面から蒸発す

る際の動的同位体分別効果を見直し、この問題を改善する必要がある。 
また、降水の同位体比は、気温と高い相関関係を示すこともよく知られており（Dansgaard, 1964）、

この関係を使って、同位体気候モデルの再現性がよく議論されている。そこで、開発したモデルが、

観測された同位体-気温の関係を正しく再現出来るか確認を行った。 
図3をみると、夏期および冬期平均酸素同位体比と表層気温の関係は、観測値（GNIPデータ）をよく

再現しており、季節変化についても概ねよく再現出来ているといえる。しかし、夏期の同位体比のば

らつきは観測値よりも大きく、より低い同位体比がみられる。これは、陸面過程の取り扱いに起因す

る問題であり、今後詳しい原因解明を行っていきたい。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3. GNIP観測（上図）、およびMIROC5.0-iso（下図）による、冬期(DJF)、および夏期(JJA)における

降水中酸素同位体比と表層気温の関係。MIROC5.0-isoは、GNIP観測地点の近隣にある格子データ

のみを用いている。 
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4. まとめ 
 安定同位体を用いた古気候復元の信頼性を向上させることを目指し、MIROC5.0をベースとした全球

規模の水の同位体気候モデルを開発した。IAEAから提供されている全球降水同位体観測データとの比

較をおこなった結果、全球同位体分布、天水におけるδD-δ18Oの線形関係、地上気温と酸素同位体比の

関係など、様々な特徴をモデルが再現できることを確認した。半年間という短い期間で開発が行えた

最大の理由は、国立環境研究所のスーパーコンピュータを用いて継続的にモデルの性能試験が行えた

ことが挙げられる。しかし、夏期に観測値と顕著な差がみられるなど、課題も明らかになり、その原

因について今後引き続き開発作業を行う必要がある。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 今後、まず取り組むべき作業は、陸面過程の取り扱いについて改良を行い、全球同位体分布の再現

性を向上させることである。また、同位体気候モデルを使った気候復元を行う為には、全球同位体分

布だけでなく、時間変化についても正確に現在気候を再現できなければならない。今後は、全球風分

布を外部から与えるナッジングランを行い、時間変化の再現性について詳細な検証を行う事を予定し

ている。気候モデルに同位体プロセスを組み込み、フォワードモデリング手法によって古気候を復元

する取り組みは、世界的にもまだ始まった段階であり、高い現在気候場の再現性を示すMIROC5.0を使

ってこの研究に取り組むことは、世界にインパクトを与えることが可能であると期待している。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Kurita, N. (2013) Water isotopic variability in response to mesoscale convective system over the tropical ocean. Journal 

of Geophysical Research, 118, 10376-10390.  
Kurita, N., Y. Fujiyoshi, R. Wada, T. Nakayama, Y. Matsumi, T. Hiyama, and K.-I. Muramoto (2013) Isotopic 

Variations Associated with North-South Displacement of the Baiu Front. Sola, 9, 187-190. 
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Abstract: 

The stable water isotopes are today widely recognized as a powerful tool for reconstructing the paleoclimate. 
Long-term water isotope records have been obtained from various paleo-archives (e.g., ice core, coral, stalagmite, 
tree-ring cellulose) and the isotope/climate relationship has been investigated using the 50-year global dataset of 
isotopic composition of precipitation. The most famous isotope/climate relationship is the positive linear 
correlation between isotopes in precipitation and surface air temperature (called the temperature effect) observed 
in middle and high latitude regions, and the gradually decreasing trend of isotopes in precipitation with 
precipitation amount shown in low latitude regions (called the amount effect). However, robust relationships can 
be seen only in limited areas or time-average data. Thus, it is now recognized that these effects are not universal 
because isotope signals of precipitation are influenced by various climate processes such as the location of 
moisture sources, rain-out along the storm trajectories, condensation temperature, and re-evaporation under the 
cloud base. Until now, a number of previous studies have demonstrated the usefulness of an isotope-enabled 
GCM (General Circulation Model) for an improved interpretation of observed isotopic variability associated with 
climate change. The knowledge of the isotope/climate relationship is gradually improving depending on model 
development. Here, we carried out implementation of water stable isotopes into the latest GCM (MIROC5.0) in 
order to better understand the climate controls on water isotopes and to improve the interpretation of isotope 
records in paleo-archives, in particular in tree-ring cellulose. Our developed model was evaluated through a 
comparison with the Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) dataset provided by the IAEA 
(International Atomic Energy Agency). We found that the model could capture several observed features 
reasonably well. We are now ready to apply this model to paloclimate studies.  

 
Keywords:  
Isotope modeling, stable water isotopes, GCM, water cycle 
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研究課題名： 

系外惑星大気シミュレーションモデルの開発: 火星ダスト循環過程の実装実験 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 

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 
北海道大学大学院理学院 荻原弘尭 

 

要旨： 

本研究は、系外惑星も計算対象とする大気大循環モデルの構築をめざして、地球とは異なる惑

星の大気循環の数値計算を行うための物理過程の実装とそれらを用いた数値実験を行うものであ

る。ここでは、惑星大気の 一例として火星を考え、火星のダスト循環に関係する過程を大気大循

環モデルに導入することを行った。開発を行っている大気大循環モデル dcpam5 は 3 次元球殻上

のプリミティブ方程式を用いたスペクトルモデルであり、われわれはこれに惑星大気用の物理過

程スキームを導入することを継続して行ってきた。 
本研究課題では、まず鉛直層数に関する検討を行い境界層の表現を改善し、次いでダストデビ

ル巻き上げスキームおよびダスト沈降スキームの実装を行った。昨年度までに大規模風による巻

き上げスキームとセミラグランジュ法物質移流スキームの実装を行っているので、本課題でおこ

なった実装作業により火星のダスト輸送過程に関する数値スキームが一通りそろったことになる。

実装実験として、放射スキームに与えるダスト分布を固定してダスト巻き上げフラックスを診断

する実験を実施した。その結果、ダストデビルによるダスト巻き上げフラックスの値は大規模風

による巻き上げフラックスの値に比べて 2 桁程度小さくなることが確認された。また、大規模風

による巻き上げはスポット状に起こるのに対してダストデビルによる巻き上げは広い領域で面状

に起こることもわかった。 
 
キーワード： 
大気大循環モデル、系外惑星、火星、ダスト循環、ダストデビル 
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研究課題名： 
系外惑星大気シミュレーションモデルの開発: 火星ダスト循環過程の実装実験 
 
実施年度： 
平成 25 年度～25 年度 
 
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 

北海道大学大学院理学院 荻原弘尭 
 
 
1. 研究目的 
本研究課題の目的は、系外惑星も計算対象とする惑星大気用大循環モデルの開発の一環として、

火星のダスト循環シミュレーションが可能なモデルを構築し数値実験を行うことである。火星の

ダスト過程として考えるものは、(1) 大規模風による巻き上げ、(2) ダストデビルによる巻き上げ、

(3) 大気中の移流、(4) 重力沈降である。(1)、(3) は昨年度課題で実装を行ったので、本課題では (2) 
および (4) の実装を行い、ダスト輸送過程の実装作業を一通り終了させる。 

 
キーワード： 
大気大循環モデル、系外惑星、火星、ダスト循環、ダストデビル 

 
 

2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2013 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用） : 1.14 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 4,023.11 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計         : 4,024.25 hours  
 
2.2  利用概要 
本研究課題では大気大循環モデル dcpam5 を用いた火星ダスト過程の実装実験を行った。3 次

元実装実験の実行にはスーパーコンピュータシステムを使用した。鉛直 1 次元計算の実行および 
3 次元計算の結果の解析には北海道大学で所有するデータ解析用パソコンで実施した。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 研究背景と目的 
宇宙望遠鏡などを用いた天体観測により、地球と同程度の質量を持つ系外惑星の発見が相次い

でいる（Borucki et al., 2013）。これを背景として、地球と異なる条件下にある惑星の生命存在可

能性に関心が集まっており、気候研究の対象が急速に拡大している状況にある。我々はこの状況

に対応するべく、系外惑星の気候探索にも切り込んでいける惑星大気用大循環モデルの整備を行

ってきた。このモデル開発において我々がとっている方策は、観測データが得られている太陽系

内の惑星をリファレンスとして、計算結果と観測的知見との比較を通じてモデルの改良を行うと

いうものである。昨年度課題より、リファレンスとする惑星を火星としたモデル整備およびその

実装実験をおこなっている。系外惑星の一種として考えられている表層の H2O 量が少ない陸惑星

:
:
:
:
:
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に関して、生命存在が可能な環境が発生する可能性が指摘されている（Abe et al., 2010）。現在の

火星は現在凍結状態にあるが、このような乾燥惑星の１つの例題としてとらえることにする。火

星では、数年おきに惑星全体をダストが覆うグローバルダストストームが発生する（McKim, 1996）。
グローバルダストストームの発生条件を含め、火星ダストの動態には未解明な部分が多く残され

ている。さらに、火星については日本による探査計画が進められており、火星大気シミュレーシ

ョン計算が必要とされている。諸外国では既にダスト過程を組み込んだ火星大気シミュレーショ

ンが火星探査において活用されているが、日本においては惑星探査計画で自由に使うことのでき

るモデルの開発は遅れたものになっている。本課題のモデル開発は探査計画の遂行に必要となる

火星大気のシミュレーションモデルの構築にも資するものとなる。 
本研究課題では、火星気候を特徴づけるダストの循環過程に関する数値スキームの整備とそれ

らを用いた実装実験を行う。火星ダストに関して考えるべき過程は、大規模風による巻き上げ過

程、ダストデビルによる巻き上げ過程、移流過程、重力沈降過程である。このうち、大規模風に

よる巻き上げ過程と移流過程については昨年度課題で実装を行った。本研究課題では、残りの過

程の数値スキームの実装を行う。まずは、境界層のモデル表現を改善することを行う。これまで

に我々が行ってきた火星計算では、境界層内の温度が他グループによる計算結果と比較して低い

ものとなっていた。この問題を解決するため、鉛直レベルの設定が温度と速度の鉛直構造に与え

る影響を調べる。次に、ダストデビルによる巻き上げスキームと重力沈降スキームの実装を行い

火星ダスト過程について一通りの実装を完成させる。その後、ダスト過程に関する実装実験を実

施し、過去の研究結果との比較を行う。なお、実装実験においては、水蒸気の移流を扱う地球設

定実験も行い、適宜地球における観測結果と比較しながら、ダスト輸送スキームの改良を行う。 
 
3.2 モデルと実験設定 
ダスト過程の導入と実装実験を行うモデルは、我々がこれまでに開発を行ってきた大気大循環

モデル dcpam5（http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam）である。これは 3 次元球殻上のプリミ

ティブ方程式を用いたスペクトルモデルである。鉛直座標にはσを採用し、Arakawa and Suarez
（1983）の方法を用いて離散化を行っている。火星用放射スキームとして Takahashi et al. （2003; 
2006）のスキームが実装されている。このスキームでは、CO2 と大気中のダストによる長波およ

び短波吸収が考慮されている。乱流過程の評価には Mellor and Yamada（1974）の level 2.5 の方法

に従って決めた鉛直拡散係数を用いる。地表面フラックスの計算には, Beljaars and Holtslag（1991）
の方法を用いる。また、地表面における CO2 の昇華凝結も考える。地表面温度は土壌熱伝導モ

デル（地下 18 層）を用いて計算する。乾燥対流調節については、Manabe et al.（1965）の方法を

用いる。ただし、調節過程においては運動量の混合も行う。ダスト過程に関しては、大規模風に

よるダスト巻き上げスキームとして KMH スキーム（Kahre et al., 2006）を用いている。ダストの

移流は Kashimura et al.（2013）のセミラグランジュ法物質移流スキームを用いて計算する。これ

らに加え, 本課題ではダストデビル巻き上げスキームと重力沈降スキームを実装する。新たに実

装する 2 スキームについては 3.3.2 節で詳述する。ここでは, 境界層のモデル表現に関する検討

を行う 1 次元計算、および 3 次元実装実験としてのダストフラックス診断実験をおこなった。 
1 次元計算においては、鉛直層数として 32 及び 36 の 2 通りを用いた。短波放射計算には北緯 

30 度における日射を与え、長波放射計算には、固定したダスト鉛直分布を与えた。その鉛直分布

は、乱流混合と重力沈降をバランスさせた上で 700 Pa における波長 0.67μm の光学的深さが 0.2 
になるように決定した。背景風として風速 30 m/s の水平風を与えた。積分は 67 火星日行った。 

3 次元実装実験ではダストフラックスを診断することを目的として、巻き上がったダストはパ

ッシブトレーサーとして扱う。放射計算で用いるダスト分布に関しては、1 次元計算に与えたも

のと同一の鉛直分布を持ち時間方向には一定で水平方向には一様な分布を与えた。地表面条件に

関しては、Mars Global Surveyor（MGS）の観測から得られた熱慣性、アルベド、 地形高度の水平

分布を与えた。惑星半径、自転角速度、重力加速度などのパラメータについては、火星の値を用

いた。解像度は T21L36 （格子点にして 5.625 度間隔）とした。3 火星年の積分を行い、最後の 1 
年分について解析を行った。 
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3.3 結果 
3.3.1 鉛直 1 次元計算による境界層表現に関する検討 

1 次元計算により鉛直レベルの置き方に応じて境界層のモデル表現がどのように変わるかを調

べた。鉛直レベルのとり方として 2 通りのものを用いた。１つは、昨年度まで用いていた鉛直 32 
層の場合(L32)であり、もう一つは、下層におけるレベルを多く上層におけるレベルを少なくした

鉛直 36 層の場合(L36)である。L32 では、σ=0.9 より下層に 4 レベル、L36 では 10 レベルを置く。 
図 1 には、大気最下層の気温が最も高くなる時刻 (16 時) における温度と水平風風速の瞬間値

を示す。地表からσ=0.6 までの領域では L36 の場合では L32 に比べて気温がおよそ 4K 高くな

っている。東西風は、L36 では風速が弱く、対流境界層の高さも高くなっている。L32 に比べれ

ば、L36 の方が過去の研究で得られている火星下層の状態に近いものになっており、鉛直層内に

10 層程度の鉛直レベルを置くと境界層の表現が改善されることがわかった。L32 と L36 で境界

層表現が変わってしまったのは、主に乾燥対流調節の発動が起こるか起こらないかによってもた

らされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.3.2 ダストデビル巻き上げスキームと重力沈降スキームの実装 
ダストデビルとは, 水平スケールが数 10 ～数 100 m である渦状の強風域である（Balme and 

Greeley, 2006）。火星においてはダストデビルによるダストの巻き上げが大気中ダスト濃度の決定

に重要であると考えられている（Kahre et al., 2006）。ここでは、Newman et al.（2002）の DDA ス

キームを用いてダストデビルによるダスト巻き上げ過程をパラメタライズする。このスキームで

はダスト巻き上げフラックスを 
 

����� = ������� 
 
によって評価する。�����は地表面顕熱フラックス、ηは熱対流の熱効率であり、 
 

η = ������� � ��������
��� � ������� � �����

 

 
とする（Rennó et al, 1998）。����は対流境界層上端の気圧であり、Newman et al.（2002）と同様に, 
乱流運動エネルギー が 0.5 m2 sec-2 よりも小さくなるレベルとして決める。αは効率因子と呼ば

 
 

図 1. 鉛直１次元計算の結果。(a)温度[K] 。 (b) 東西風[m sec-1]。いずれも地方時 16 時における

値を示す。縦軸は σである。赤線は L32 の結果を、青線は L36 の結果を示す。 
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れ、大気中ダスト濃度を観測値にあわせるためのチューニングパラメータである。� = ����（R
は気体定数、��は定圧比熱）である。 

ダストの重力沈降過程に関して、Lin and Rood（1996）のセミラグランジュ移流スキームに重力

沈降速度を与えてダスト量変化を計算するスキームの実装を行った。重力沈降速度 w* は 
 

�∗ = −����
�

1�� �1 � 2 ���� 

λ = λ���� �
��
� � 

 
を用いて決定する（Conrath, 1975）。ここで、��は粒子密度、dは粒子の直径、μは分子粘性係数、

λは平均自由行程、gは重力加速度である。パラメータ値は、Conrath（1975）に与えられている以

下の値を使う:�� = 3 × 10�kg m-3、d = 2 × 10��m、μ = 1.5 × 10��kg sec-1 m-1、λ���� = 2.2 × 10��m、 
�� = 25hPa、g = 3.72m sec-2。 
 
3.3.3 ダスト巻き上げ過程実装実験 

ダスト巻き上げ過程の実装実験として、KMH スキームと DDA スキームで与えられる地表面

ダストフラックスの診断実験を行った。図 2(a) は KMH スキームで得られたダストフラックスの

東西平均の季節変化である。季節変化パターンは昨年度課題で得られたものと同じく、極冠の境

界付近及び南半球夏季の南緯 30 度領域でダストフラックスが増加する。フラックスの大きさは、

昨年度課題の結果に比べて 5～7 倍大きくなっている。これは L36 にして境界層の表現が変わっ

たためである。図 2(b) は南半球の夏季におけるダストフラックスの瞬間値である。昼となる領域

中の複数箇所でダストフラックスが大きくなる領域も存在しているが、ダストフラックスがほと

んど 0 となる領域も存在しており、ダスト巻き上げはスポット状に起こっている。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DDA スキームで得られたダスト巻き上げフラックスの季節変化（図 3a）では KMH スキーム

のダストフラックスと同様、南半球の夏季に南緯 30 度で大きくなる。KMH スキームで得られ

る値に比較すると概して 2 桁ほど小さくなっている。この結果は Newman et al.（2002）の結果

と整合的なものである。瞬間値の分布（図 3b）では、南緯 10 度, 経度 100 度を中心とする領域

でダストフラックスが大きくなっており、ダスト巻き上げは面的に起こっている。ダストフラッ

クスが極大となる点は地表面顕熱フラックス（図 4a）が極大となる点にも熱効率 η（図 4b）が極

大となる点にも必ずしも対応していない。ダストフラックスの分布は�����とηの 2 つの分布の兼

ね合いによって決まっている。�����もηも表面温度（図は示さない）が最高となる点で極大をもつ

 
 
図 2 . KMH スキームで得られたダスト巻き上げフラックス [Kg m-2 s-1]。(a) 東西平均分布。  横

軸は火星中心黄経 [degree]、縦軸は緯度 [degree] である。(b) Ls=270（南半球の夏季）に

おけるスナップショット。横軸は経度 [degree]、横軸は緯度 [degree] である。 
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0.19e-8 
0.16e-8 
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0.64e-9 
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という単純な分布は示しておらず、モデルに与えた地表面熱慣性や地表面アルベドの分布などの

影響のために、より複雑な分布を示している。解像度を上げた場合に、�����とηの大きさ、そして

ダストフラックスの大きさがどの程度変わるのかは確認すべき問題であり、今後の課題である。

また、これまでの火星探査で得られているダスト分布の観測結果との比較など、検証方法につい

ても検討を行っていく予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

セミラグランジュ法物質移流スキームに関する実装実験として、地球設定を用いた水蒸気輸送

に関する計算も行っており、現在その結果の解析を行っている。その結果をもとにセミラグラン

ジュ法物質移流スキームの問題点を洗い出し、それらを解決した後にダスト巻き上げ過程とダス

ト移流過程を入れた実装実験を実施する。 
 
 
 
  

 

図 3. DDA スキームで得られるダスト巻き上げフラックス [Kg m-2 s-1]。 (a) 東西平均分布。  横
軸は火星中心黄経 [degree]、縦軸は緯度 [degree] である。(b) Ls=270（南半球の夏季）に

おけるスナップショット。横軸は経度 [degree]、横軸は緯度 [degree] である。 

1.06e-10

0.91e-10

0.76e-10

0.61e-10

0.46e-10

0.34e-10

0.12e-10

0.0 

(a) (b) 

 

 

 

 
 
図 4. 地表面顕熱フラックスと熱対流の効率。(a) 地表面顕熱フラックス[W m-2]。(b)熱対流の効

率。横軸は経度 [degree]、縦軸は緯度 [degree] である。いずれも Ls=270（南半球の夏季）

におけるスナップショット。 

(a) (b)
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4. まとめ 
大気大循環モデルへの、火星のダスト循環に関係する数値スキームの実装作業を一通り行った。

実装されたスキームは、大規模風巻き上げスキーム、ダストデビル巻き上げスキーム、重力沈降

スキーム、セミラグランジュ法物質移流スキームである。ダスト巻き上げスキームを用いた地表

面ダストフラックス診断実験をおこなった結果、大規模風によるダスト巻き上げはスポット状に

起こるが、ダストデビルによるダスト巻き上げは面状に起こることがわかった。 
 
 
5. 今後の研究展望 
火星のダスト循環をシミュレートする数値実験の実施、観測結果との比較を行い dcpam5 の整備

を進める。並行して、火星のように惑星表層における H2O 量が少ない惑星における気候に関する

知見を蓄積し、系外惑星の大気循環についての数値実験と考察につなげていく。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
なし。 
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Tel: 011-706-3564   Fax: 011-706-2760 
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Abstract: 
    In this study, for the purpose of constructing a general circulation model (GCM) applicable to 
planetary atmospheres including exoplanet atmospheres, numerical schemes necessary for calculations of 
atmospheric circulations other than Earth's are implemented and implementation experiments are 
performed. Our developed general circulation model, dcpam5, is a spectrum model based on 
three-dimensional primitive equations on spheres. We have been implementing numerical schemes for 
physical processes of planetary atmospheres into dcpam5. 

In this fiscal year, we improved the model representation of the Martian boundary layer through 
examination of the setting of vertical levels, and implemented a dust devil lifting scheme and a 
gravitational sedimentation scheme. With these implementations, the numerical schemes for Martian dust 
processes have been completed, since a wind stress lifting scheme and a semi-Lagrange advection scheme 
were implemented last year. As an implementation experiment, we performed a diagnosis experiment for 
surface dust flux with a fixed distribution of atmospheric dust used in a radiation scheme. The results 
showed that dust flux calculated by the dust devil lifting scheme is smaller by the order of two than that 
calculated by the wind stress lifting scheme. It was also shown that dust devil lifting occurred in a wide 
area whereas wind stress lifting occurred in spots of regions. 
 
Keywords:  
Atmospheric general circulation model, exoplanets, Mars, dust circulation, dust devil 
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国立環境研究所 スーパーコンピュータシステム概要 
 

国立環境研究所環境情報部  

日本電気株式会社  
 
独立行政法人国立環境研究所(以下、「NIES」という。）は、2013 年 6 月に SX-8R/128M16 の

後継として導入した、NEC スーパーコンピュータシステムを運用している。 

このシステムは、ベクトル処理用計算機（SX-9/A(ECO)）、スカラ処理用計算機(SGI UV20)と
フロントエンドサーバ（NEC Express5800、 SGI Rackable）、大容量ファイルシステム（DDN 
SFA12K-20、NEC iStorage D3-30）を中心に構成され、ネットワークはノード間接続装置(IXS)・
InfiniBand 等を採用している。 

SX-9/A(ECO)の、ベクトル計算のピーク性能は 13.1 TFLOPS（1 ノードあたり、1638.4GFLOPS）
となる。また、以下の特徴をもつ。 
 

- 大容量 4 TB メインメモリ搭載（512GB/node） 

- 64GB/s ノード間接続装置 (IXS) 
 

 

スカラ処理用計算機は以下の特徴を持つ。 

 

- 13.56GB/s ノード間接続装置 (4X InfiniBand FDR×2 セット、スカラ処理用計算機用) 

 

 
大容量ファイルシステムは以下の特徴を持つ。 

 

- 大容量ファイルシステム (約 1.6PB) 
 

 
キーワード： 

SX-9、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム 
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国立環境研究所 スーパーコンピュータシステム概要 
 

国立環境研究所環境情報部  

日本電気株式会社  

 

 

1.システム構成 
 

1.1 概要 

2013 年 6 月より、NIES において、NEC スーパーコンピュータシステムが導入され、運用して

いる。 

コンピュータシステムは、ベクトル処理用計算機、スカラ処理用計算機、フロントエンドサー

バ（ベクトル用、スカラ用）、大容量ファイルシステムを中心に構成される。コンピュータシステ

ムの全体構成を図 1 に示す。 

 

 
図 1. システム概要図 

 

 

サブシステムには、NEC Express5800/R120d-2M(ベクトル用フロントエンドサーバ)、SGI UV20 
(スカラ処理用計算機)、SGI Rackable Standard-Depth Servers C2108-RP2（スカラ用フロントエンド

サーバ）、DDN SFA12K-20、NEC iStorage D3-30（大容量ファイルシステム）などを含む。サブシ

ステム間のネットワークは 4X InfiniBand FDR にて接続されている。 
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ベクトル処理用計算機の、ベクトル計算のピーク性能は 13.1 TFLOPS（1 ノードあたり、

1638.4GFLOPS）となる。また、以下の特徴をもつ。 

- 大容量 4 TB メインメモリ搭載（512GB/node） 

- 64GB/s ノード間接続装置 (IXS) 
 

スカラ処理用計算機は以下の特徴を持つ。 

- 13.56GB/s ノード間接続装置 (4X InfiniBand FDR×2 セット、スカラ処理用計算機用) 

 
大容量ファイルシステムは以下の特徴を持つ。 

- 大容量ファイルシステム (約 1.6PB) 
 

ベクトル処理用計算機、スカラ処理用計算機、及びフロントエンドサーバは、GridScaler(GPFS
相当)や GFS により、大容量ファイルシステムとのファイル共有を実現する。 

 

1.2  システムの特徴 

1.2.1  SX-9/A(ECO)によるベクトル処理 

ベクトル処理用計算機として、ベクトル型スーパーコンピュータ SX-9/A(ECO) 8 ノードを実装

する。SX-9/A(ECO)は、演算周波数 3.2 GHz を実現し、最大ベクトル性能が CPU 当たり 102.4 
GFLOPS、シングルノード当たりの最大ベクトル性能が 1638.4 GFLOPS をもつベクトル型スーパ

ーコンピュータである。データ転送性能においては、メモリの最大転送理論性能は 2TB/s、ノー

ド間データ転送理論性能は 64 GB/s を実現しており、スペックは表 1 の通りである。 

実効性能の面においても、数値演算の代表的なベンチマークプログラム Linpack において 1 ノ

ード 1.485 TFLOPS、メモリロード・ストア速度の代表的ベンチマークプログラム STREAM にお

いて、1ノード約 1,565 GB/s を実現している。 
 

 

表 1. 現行システムのスーパーコンピュータ性能 

 SX-9 / A (ECO) 
ノード数 8 nodes 
CPU 数 128 CPUs 
理論演算性能 13.1 TFLOPS 

(1638.4 GFLOPS/node) 
メモリ容量 4 TB 

 

 

1.2.2  Xeon E5 シリーズを採用したスカラ処理用シミュレーション環境の実現 

スカラ処理用計算機として、CPU に 8 コアプロセッサ Intel Xeon EP E5-4640（2.4GHz）を 4 個

搭載したサーバ SGI UV20 を高速なネットワーク 4X FDR InfiniBand (56Gbps) 2 セットで結合し

たシステムを搭載している。  

Xeon 5500/5600 番台のコアマイクロアーキテクチャを発展させたアーキテクチャを持ち、32nm
デザインルールを用いた低消費電力設計の CPU である。実効性能でも、Xeon 5500 番台に対し、

Intel AVX の新 SIMD 拡張命令セットにより、演算性能が 2 倍となっている。 

 

1.2.3  柔軟な拡張性を備えたストレージシステム 
汎用的な解析処理や高速なデータ処理が可能で、且つ、高信頼性のストレージシステムを実現

するために、DDN 製「SFA12K シリーズ」、NEC 製「iStorage シリーズ」をはじめとしたシステ

ムを搭載する。ファイルシステムの特徴として、以下が挙げられる。 
- ベクトル利用領域では、SX-9/A(ECO)の I/O に特化した SAN(GFS)を構築することにより、高

速な I/O を実現する。 
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- スカラ機及びフロントエンドのサーバでは、ファイルサーバと各機器間において、4X FDR 
InfiniBand (GridScaler (GPFS 相当)) による高速ファイル共有を実現する。 

 

キーワード： 

SX-9、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム 

 

 

2. スーパーコンピュータ利用実績 
 

2.1 計算機利用時間 
CPU 時間： 

v_try（トライアル用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_deb（デバック用）：5,069.863 hours（所内課題：937.346 hours, 所外課題：4,051.911 hours） 
v_cpu（1～7CPU 用）：13,538.024 hours（所内課題：6,412.948 hours, 所外課題：4,425.267 hours） 
v_8cpu（8CPU 用）：35,197.896 hours（所内課題：25,780.744 hours, 所外課題：8,997.968 hours） 
v_16cpu（16CPU 用）：599,855.770 hours（所内課題：553,786.120 hours, 所外課題：46,041.103 hours） 
v_24cpu（24CPU 用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_32cpu（32CPU 用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_64cpu（64CPU 用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
 

注）計算機利用時間は、2013（平成 25）年 6 月 1 日〜2014（平成 26）年 3 月 31 日までの集計。 
 

2.2 利用詳細 

2.2.1 運用支援 
運用支援として、システム運用管理、運用提案、利用支援（問い合わせ、チューニングなど）

を行っている。 

平成 25 年度のジョブクラスの設定は表 2 および表 3 の通りである。運用状況により、適宜改善

提案を行っている。 

 

表 2．ベクトルジョブクラス設定 

キュー名 用途 最大同時

実行数*1 

経過時間制限 ジョブあたり

の最大メモリ

サイズ 

リクエスト

あたりの使

用可能CPU数 

実行ノード 

v_try 1～8CPU利用 16(2) 12H 255GB 1～8 scv08 
v_deb 1～16CPU利用 16(2) 0.5H 255GB 1～16 scv08 
v_cpu 1～7CPU利用 16(5) 24H 255GB 1～7 scv08 

v_8cpu 8CPU利用 6(-) 12H 255GB 8 scv01 – scv03 
v_16cpu 16CPU利用 7 (-) 12H 510GB 16 scv01 – scv07 
v_24cpu 3node間並列 4(-) 12H 255GB/node 24 scv01 – scv07 
v_32cpu 2node間並列 3(-) 12H 510GB/node 32 scv01 – scv07 
v_64cpu 4node間並列 1(-) 12H 510GB/node 64 scv01 – scv07 
*1 括弧内数字は、各ユーザの同時実行可能本数 
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表 3．スカラジョブクラス設定 

キュー名 用途 最大同時

実行数 

経過時間

制限 

ジョブあたりの最

大メモリサイズ 

実行ホスト 

s_single シングルジョブ 88 336H 8GB scs24,scs26,scs28 
s_p4 4 CPUジョブ 8 336H 32GB scs19 
s_p8 8 CPUジョブ 4 336H 62GB scs20 
s_p16 16 CPUジョブ 10 336H 62GB scs02 – scs06 
s_p32 32 CPUジョブ 7 336H 62GB scs07 – scs12, scs29 

s_p96 96CPUジョブ 2 1344H 186GB scs13 – scs18 
s_nrc 大気汚染予測システム 64 336H 124GB scs22 – scs23 

s_gosat Gosat定常運用ジョブ 48 336H 93GB scs21, scs25 
s_matlab MATLAB専用ジョブ 3 168H 12GB scs28 

s_idl IDL専用ジョブ 5 168H 12GB scs28 
s_debug デバック用 

（シングルジョブ） 
16 6H 2GB scs25 
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2.2.2 計算機利用時間 

平成 25 年度におけるベクトル処理用計算機 SX-9/A(ECO)の利用状況を図 2 に示す。 

 

 
 

図 2．平成 25 年度システム利用状況 

 

 

 

3. 本システムの機能強化点 
以下では、本システムにおける機能強化点である、バッチ処理システム、ジョブスケジューリ

ング機能を有する NQSII の拡張スケジューラ JobManipulator と ADB（Assignable Data Buffer）に

ついて記載する。 

 

3.1 拡張スケジューラ JobManipulator 
JobManipulator は、計画的なリソース管理機能によってシステム稼働率の最大化を実現する高機

能バッチスケジューラである。 

ジョブ実行に必要な計算リソースを計画的に割り当て、占有利用を可能にするバックフィル・

スケジューリングを提供すると共に、ユーザ、グループ、および組織単位に、公平なジョブの優

先度制御を実現するフェアシェア・スケジューリング機能や、ジョブの実行開始時刻と必要リソ

ース量を保証する事前予約機能をサポートする。 
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バックフィル・スケジューリング機能では、リクエストの実行予定時間（ELAPSE 時間）と必

要リソース量(CPU、メモリ)をもとに、計算リソースの有効活用と高稼働率を実現することが可

能となる。 

フェアシェア・スケジューリング機能では、ユーザ、グループ、組織を単位とした計算リソー

スの配分比とリソース使用実績に基づき、リクエストの優先度制御を行うことが可能となる。 

割り込みアサイン制御機能では、優先リクエストに対する計算リソース割り当てを保証し即時

実行を可能にする。 

 

同時実行数制限機能では、システムやユーザ単位で同時実行可能なジョブ数を制限する。 

 

3.2 ADB (Assignable Data Buffer） 
ADB はプロセッサ－メモリ間ネットワーク内にあり、主にベクトルデータを選択的にバッファ

リングする機能を有している。ADB とベクトルユニット間のデータ転送は、プロセッサ－メモリ

間より高いデータ転送性能を、より短いレイテンシで実現できるため、利用頻度の高いデータを

ADB に配置することで、更に実効性能を高めることが可能となる。また、これによりメモリトラ

フィックの削減とメモリバンク競合の回避も可能となり、マルチプロセッサでの並列処理におけ

る性能低下を抑制することができる。 

 

ベクトルデータの格納に対しては、それぞれのベクトルロード/ストア命令ごとに ADB を利用

するかどうかを制御できるため、必要なデータが意図せず ADB から追い出されることを防ぐこと

が可能である。更に、より ADB を積極的に利用できるように、新規命令としてプリフェッチ命令

を追加して、ソフトウェア制御によるプリフェッチ機能をサポートしている。 

ある配列、ポインタの指示先を on_adb コンパイラ指示オプションで指定したとき、それらのベ

クトルロード、ベクトルストアは ADB 経由で行われる。そのとき、それらの最初のベクトルロー

ド、またはベクトルストアにおいて、データが ADB にバッファリングされる。そして、次にそれ

らのデータを利用するときには、ADB にバッファリングされたデータがロードされる。ADB か

らは、メモリからロードするより高速にデータをロードできるため、2 回目以降のベクトルロー

ドを高速化できる。 

 

本機能は、コンパイラオプションによる明示的指定も可能だが、コンパイラによる自動解析による

指定も積極的に行われる。 
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Overview of the NIES supercomputer systems 
 
Environmental Information Department, National Institute for Environmental Studies 
NEC Corporation 
 
Abstract: 

In June 2013 the National Institute for Environmental Studies (NIES) replaced its SX-8R/128M16 
system with a NEC supercomputer system. The system is configured with an SX-9/A(ECO) (for the vector 
calculations server) and other central machines; SGI UV20 (for the scalar calculations server), NEC 
Express5800 (for the vector front-end server), SGI Rackable (for the scalar front-end server), DDN 
SFA12K-20 (for the large capacity file system), NEC iStorage D3-30 (for the large capacity file system), 
among others. The network utilizes a IXS and  4X InfiniBand FDR. 

 
The SX-9/A(ECO) has a peak vector performance of 13.1 TFLOPS (1638.4 GFLOPS per node), and 

has the following features: 
 

- 4 TB of main memory (512GB per node) 
- inter-node crossbar switch (IXS) interface at 64 GB/s  (for SX-9/A(ECO)) 
 
 
 The scalar calculations server have the following features: 

 
- two 4X InfiniBand FDR at 13.56 GB/s  (for SGI UV20) 

 
 
 The large capacity file system have the following features: 
 
- large capacity file system (approx. 1.6 PB of raid disk) 

 
 
Keywords: 
SX-9, Vector computer, Scalar computer, Large-scale memory, Large capacity file system 
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CGER’S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT 
 

Vol. 1-1992 (CGER-I010-1994)  Vol. 8-1999 (CGER-I043-2000) 
Vol. 2-1993 (CGER-I016-1994)  Vol. 9-2000 (CGER-I050-2002) 
Vol. 3-1994 (CGER-I020-1995)  Vol.10-2001 (CGER-I054-2002) 
Vol. 4-1995 (CGER-I024-1996)  Vol.11-2002 (CGER-I058-2004) 
Vol. 5-1996 (CGER-I030-1997)  Vol.12-2003 (CGER-I061-2005) 
Vol. 6-1997 (CGER-I034-1999)   Vol.13-2004 (CGER-I064-2006) 
Vol. 7-1998 (CGER-I039-2000)   Vol.14-2005 (CGER-I070-2007) 

 

…………………………………………… 
 

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 
NIES Supercomputer Annual Report 

 
平成 18 年度 2006 (CGER-I078-2008) Out of stock 
平成 19 年度 2007 (CGER-I086-2008)  
平成 20 年度 2008 (CGER-I090-2009) 
平成 21 年度 2009 (CGER-I095-2010) 
平成 22 年度 2010 (CGER-I099-2011) 
平成 23 年度 2011 (CGER-I106-2012) 
平成 24 年度 2012 (CGER-I113-2013) 

 

…………………………………………… 

 

CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT  
 

Vol. 1 CGER-I021-’96 (Out of stock) 
KOMORI S.: Turbulence Structure and CO2 Transfer at the Air-Sea Interface and Turbulent Diffusion in 
Thermally-Stratified Flows 

Vol. 2 CGER-I022-’96 
TOKIOKA T., NODA A., KITOH A., NIKAIDOU Y., NAKAGAWA S., MOTOI T., YUKIMOTO S., TAKATA K.: 
A Transient CO2 Experiment with the MRI CGCM -Annual Mean Response- 

Vol. 3 CGER-I025-’97 
NUMAGUTI A., SUGATA S., TAKAHASHI M., NAKAJIMA T., SUMI A.: Study on the Climate System and 
Mass Transport by a Climate Model 

Vol. 4 CGER-I028-’97 (Out of stock)  
AKIYOSHI H.: Development of a Global 1-D Chemically Radiatively Coupled Model and an 
Introduction to the Development of a Chemically Coupled General Circulation Model 

Vol. 5 CGER-I035-’99 
WATANABE M., AMANO K., KOHATA K.: Three-Dimensional Circulation Model Driven by Wind, 
Density, and Tidal Force for Ecosystem Analysis of Coastal Seas 

Vol. 6 CGER-I040-2000 
HAYASHI Y.Y., TOYODA E., HOSAKA M., TAKEHIRO S., NAKAJIMA K., ISHIWATARI M.: Tropical 
Precipitation Patterns in Response to a Local Warm SST Area Placed at the Equator of an Aqua Planet 

Vol. 7 CGER-I045-2001 
NODA A., YUKIMOTO S., MAEDA S., UCHIYAMA T., SHIBATA K., YAMAKI S.: A New Meteorological 
Research Institute Coupled GCM (MRI-CGCM2) -Transient Response to Greenhouse Gas and 
Aerosol Scenarios- 
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Vol. 8 CGER-I055-2003 (Out of stock)  
NOZAWA T., EMORI S., NUMAGUTI A., TSUSHIMA Y., TAKEMURA T., NAKAJIMA T., ABE-OUCHI A., 
KIMOTO M.: Transient Climate Change Simulations in the 21st Century with the CCSR/NIES CGCM 
under a New Set of IPCC Scenarios 

Vol. 9 CGER-I057-2004 
MIYAZAKI T., FUJISHIMA S., YAMAMOTO M., WEI Q., HANAZAKI H.: Vortices, Waves and Turbulence 
in a Rotating Stratified Fluid 

Vol. 10 CGER-I060-2005 
HAYASHI S., MURAKAMI S., XU K., WATANABE M.: Modeling of Daily Runoff in the Changjiang 
(Yangtze) River Basin and Its Application to Evaluating the Flood Control Effect of the Three Gorges 
Project 

Vol. 11 CGER-I063-2006 
NAKAYAMA T., WATANABE M.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of 
Ecosystem Dynamics in the Catchment of East Asia (Part I)  

Vol. 12 CGER-I073-2007 
NOZAWA T., NAGASHIMA T., OGURA T., YOKOHATA T., OKADA N., SHIOGAMA H.: Climate Change 
Simulations with a Coupled Ocean-Atmosphere GCM Called the Model for Interdisciplinary Research 
on Climate: MIROC 

Vol. 13 CGER-I080-2008 
SHIBATA K., DEUSHI M.: Simulations of the Stratospheric Circulation and Ozone during the Recent 
Past (1980-2004) with the MRI Chemistry-Climate Model 

Vol. 14 CGER-I083-2008 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part II)  

Vol. 15 CGER-I092-2010 (Out of stock)  
MAKSYUTOV, S., NAKATSUKA Y., VALSALA V., SAITO M., KADYGROV N., AOKI T., EGUCHI N., 
HIRATA R., IKEDA M., INOUE G., NAKAZAWA T., ONISHI R., PATRA P.K., RICHARDSON A.D., SAEKI T., 
YOKOTA T.: Algorithms for Carbon Flux Estimation Using GOSAT Observational Data 

Vol. 16 CGER-I097-2011 
NAKAJIMA K.: Idealized Numerical Experiments on the Space-time Structure of Cumulus Convection 
Using a Large-domain Two-dimensional Cumulus-Resolving Model 

Vol. 17 CGER-I098-2011 
UEDA H.: Atmospheric Motion and Air Quality in East Asia 

Vol. 18  CGER-I103-2012 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part III)  

Vol. 19  CGER-I108-2013 
KOMORI S.: Numerical Simulations of Turbulence Structure and Scalar Transfer across the Air-Water 
Interfaces 

Vol. 20  CGER-I114-2013 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part IV) 

 

 

レポートの多くは、地球環境研究センターのウェブサイトから PDF 形式で閲覧可能です。 
http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html 
 
Many of the reports are also available as PDF files.  
See: http://www.cger.nies.go.jp/ja/activities/supporting/publications/report/index.html 
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