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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。さらに、平成 27 年 6 月からは、第 6 号機である SX-ACE の運用が始まっています。 
 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、当研究所がスーパーコンピ

ュータを初めて導入したときから大きく変化し、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 27 年度に実施された利用研究の成果として、全 14 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（SX-ACE）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助言を賜る契機にも

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 28 年 12 月 
国立研究開発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 

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 
岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹 
筑波大学生命環境系 釜江陽一 

 
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できていない。 
われわれは、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できる「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。このアンサンブル実験では、気候感度が2℃～10℃と非常に大きな幅を示した。この実

験結果を詳しく分析したところ、10℃という高い気候感度は観測データとの比較から信頼性が低

いことがわかった。 
次に、気候モデルMIROC5を用いて、気候感度とエアロゾル分布に関係したパラメータを摂動

させる物理パラメータアンサンブル実験を実行し、「産業革命前条件下の気候感度」より「2000
年エアロゾル条件下の気候感度」が高くなることを示し、そのメカニズムを解析した。 

 
キーワード： 
気候モデル、気候変動予測、気候感度、エアロゾル 
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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 

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 
岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹 
筑波大学生命環境系 釜江陽一 

 
 
1. 研究目的 
 本課題では、全球気候モデル MIROC シリーズを用いて様々な実験を行い、モデルの物理スキーム

の構造やパラメータ値の不確実性が、気候感度やエアロゾル放射強制力の不確実性にどのように

関係するかを明らかにしていく。まず、気候感度の構造不確実性とパラメータ不確実性に関する

メカニズムを調べるためのアンサンブル実験を提案、実施し、そのデータを分析することで気候

感度の不確実性要因に関する理解を深める。次に、エアロゾル放射強制力に関する不確実性と、

気候感度の不確実性の関係を調べる実験を行う。 
 
キーワード： 
気候モデル、気候変動予測、気候感度、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（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）     : 208.19 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア）  : 192,676.82 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア）  : 1,456,845.45 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア） : 0.00 hours 

                    計                : 1,649,730.47 hours 
 

2.2  利用概要 
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

行った。さらに MIROC5 でエアロゾルと気候感度に関係したパラメータを摂動させるアンサンブ

ル実験も実行し、エアロゾルと気候感度の間の関係を調べた。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。 
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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（MPMPE）」(Shiogama 
et al. 2014)を実施した。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。このアンサンブル実験では、気候感度が 2℃～10℃と

非常に大きな幅を示した。この実験結果を詳しく分析したところ、10℃という高い気候感度は観

測データとの比較から棄却されることがわかった（Kamae et al., 2016）。 
次に、MIROC5 で気候感度とエアロゾルに関係したパラメータを摂動させるアンサンブル実験

を実行し、「2000 年エアロゾルの放射強制力」と気候感度の間の関係を調べた。その結果、気候

感度のばらつきと、エアロゾル放射強制力のばらつきの間には、明確な相関関係が見られないこ

とを示した。さらに「産業革命前条件から気候感度を測る実験」と「2000 年エアロゾル条件下で

気候感度を測る実験」を行ったところ、前者より後者の気候感度が高くなることがわかった。 
 

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。われわれは、この両方の不確実

性を同時に調べることができる「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験（Multi 
Parameter Multi Physics Ensemble, MPMPE）」という新しい実験デザインを世界で初めて発案し、

実行した（Shiogama et al. 2014）。MPMPE では、気候感度が 2℃～10℃と非常に大きな幅を示し

た。さらに、MPMPE の気候感度の構造不確実性・パラメータ不確実性はどのような物理プロセ

スに関係するのかを解析し、さらに観測データとの比較によって不確実性を低減できるかどうか

を試した（Kamae et al. 2016）。 
次に、過去の気候変動に関する理解や将来予測にとって大きな不確実性要因になっているエア

ロゾル放射強制力に関して調べた。まず、MIROC5 の物理パラメータに摂動を与えた上で、気候

感度と 2000 年条件エアロゾル放射強制力を測定する実験を行った。先行研究では、マルチ GCM
アンサンブルで気候感度とエアロゾル放射強制力の間に弱い相関関係（お互いに打ち消し合う関

係）があることが示されてきた（Forster et al. 2013）。ただし、どのようなプロセスで負相関が生

じていたかは、はっきりしていない。われわれのアンサンブルでも、同様の相関関係が見られる

かを調べた。さらに、気候感度がバックグランドの気候状態に依存するのではないかという議論

があり（Yoshimori et al 2011, Allen et al. 2015）、産業革命前と 2000 年のエアロゾルを与えた条

件下で気候感度が異なるのかどうかを調べた。 
 
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（Watanabe et al. 2012）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。 
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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物理パラメータアンサンブル実験（physics 
parameter ensemble, PPE）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、初めて構造不確実性とパラメータ不確実性を同時に比較する事が可能になった。 
エアロゾル実験では、MIROC5 の気候感度とエアロゾルに関連したパラメータを摂動させる 100

メンバの PPE を実施して、「2000 年エアロゾルの放射強制力」と「産業革命前条件下で実験した

気候感度」の間の関係を調べた。次に、「2000 年エアロゾル条件下で気候感度を測る実験」を行

ない、「産業革命前条件下で気候感度を測る実験」と結果が一致するのかを調べた。 

 
3.4 結果 

MPMPE の気候感度は約 2℃～10℃と、非常に広い幅を持った（図１）。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）と強い相関がある(Shiogama et al. 2014)。各ハイブリッドモデルの気候感度が

どの高さの雲フィードバックと関係が深いか調べたところ、下層雲フィードバックが PPE メンバ

間の幅をもたらすモデルと、中層雲フィードバックが幅をもたらすモデルに分かれることがわか

った。前者のモデルで、下層雲フィードバックと深い関係をもつ混合強度指標（下部対流圏と境

界層との間の空気の交換の強さ）（Sherwood et al. 2014）を計算した。その結果、10℃という非常

に高い気候感度を示すメンバは、客観解析データと比較して温暖化前の混合強度が強すぎ、下層雲フ

ィードバックおよび気候感度を過大評価していることがわかった（Kamae et al., 2016）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1.  MPMPEにおける気候感度（縦軸；℃）と雲短波フィードバック（横軸；W/m2/℃）の分布図。
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次に、MIROC5 の PPE で「産業革命前条件から実験した気候感度」と「エアロゾル放射強制力」

を調べたが、両者の間に先行研究で言われるような相関関係は見られなかった（図 2a）。さらに、

「産業革命前条件から実験した気候感度」と「2000 年エアロゾル条件から実験した気候感度」の

間の関係を調べたところ、多くのアンサンブルメンバで後者の方が高い気候感度を持つことがわ

かった（図 2b）。温暖化時に海洋上で上昇流偏差が生じるが、その補償下降流が 2000 年状態で

多くの黒色炭素エアロゾルが放出されるアジア域の降水を減らしていた。そのため黒色炭素エア

ロゾルが雨で落ちる効果が弱まり、黒色炭素の濃度が増加していた。大気中で黒色炭素が日射を

吸収して加熱効果を持つと、雲が蒸発して雲が日射を遮る効果が弱まることで、雲短波フィード

バックが強まり気候感度が高まることが明らかになった。 
この結果は、エアロゾルと CO2濃度変化に対する気候応答の間に非線形性が生じえることを示

している。過去の気候変動の要因分析や将来予測の不確実性分析をする際に、どの程度非線形性

を考慮するべきかを、今後定量的に評価していく必要がある。 
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4. まとめ 
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でき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。このアンサンブル実験では、気候感度が 2℃～10℃と非常に大きな幅を示した。

この実験結果を詳しく分析したところ、10℃という高い気候感度は、観測データとの比較から信

頼性が低いことがわかった。 
次に、MIROC5 で対流過程、雲過程、硫酸性エアロゾル、炭素性エアロゾルなどの物理スキー

ムのパラメータに摂動を与える PPE を実行し、気候感度のばらつきと、エアロゾル放射強制力の

ばらつきの間には、明確な相関関係が見られないことを示した。さらに「産業革命前条件から気

候感度を測る実験」と「2000 年エアロゾル条件から気候感度を測る実験」を行ったところ、前者

より後者の気候感度が高くなることがわかった。この気候感度の差は、黒色炭素エアロゾルと CO2

増加に対する気候応答の非線形性によって生じていることがわかった。 
 

 
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。 
MIORC5-PPE 実験では、「気候感度と 2000 年条件のエアロゾル放射強制力が大きくばらつきな

がら、産業革命前条件コントロール実験の大気上端放射収支が０に近いパラメータ値の組み合わ

せ」を 14 セット見つけ出した（図 2a の赤三角）。この 14 セットでは、産業革命前条件コントロール

実験に気候ドリフト（外部因子に変化を与えなくても気候が大きく変化する問題）は生じなかっ

た。今後は、同じパラメータセットを与えて、過去気候変動再現実験と将来予測実験を行い、過

去の気候変動の要因分析と将来予測のパラメータ不確実性を調べる予定である。 
そのほかに、気候感度への影響が大きいと予測される「浅い積雲対流に関する物理スキーム」

を開発し、MIROC モデルの新バージョン MIROC6 に導入した。新スキームの有り無しによって、

どの程度気候感度やエアロゾル気候応答が変わるのかを調べる。 
以上の研究により、モデルの物理スキームの構造やパラメータ値の不確実性が、気候感度や将

来気候予測の不確実性にどのように関係するかを明らかにしていく。 
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要旨： 
異なる水平分解能（低分解能：約 300 km 格子、高分解能：約 120 km 格子）の MIROC-ESM-CHEM

を用いて、世界の主要な大気汚染物質発生源（東アジア、南アジア、北アメリカ、ヨーロッパ）

別に、排出量の削減に対する汚染物質濃度の感度および削減による気候影響の評価を行った。ま

ず、各発生源において前駆物質排出量を 20%削減することに対する東アジア域の年平均の地表オ

ゾン濃度の感度を推定した結果、東アジア域自体南アジア域の影響が大きいものの、北アメリカ

やヨーロッパの影響も無視できないことが確認された。このとき、低分解能のモデルでは、東ア

ジア域、南アジア域の排出量削減に対するオゾン濃度の感度を 20～30%過大評価していた。異な

る前駆物質毎の影響を調査した結果、低分解能モデルにおいて排出量削減に対するオゾンの感度

が過大評価される原因は、窒素酸化物（NOx）の削減に対する応答が分解能によって異なること

であると示された。一方、地表における微小粒子状物質（PM2.5）濃度に関しては、東アジア域自

体の影響が支配的であり、水平解像度の影響は地表オゾンと比較して小さかった。更に、東アジ

ア域の排出量削減による気候影響（放射強制力）を推定した結果、正味の放射強制力は正負が打

ち消し合って非常に小さな値となり、低分解能モデルを用いた推定では、オゾン、エアロゾル各

成分の変化を通じた放射強制力を、高分解能モデルにくらべて 15~50%ほど大きく見積もることが

わかった。MIROC-SPRINTARS を用いて、auto-conversion のパラメタリゼーションスキームに対

する雲関連物理量の依存性を評価し、スキームの違いが生み出す雲関連物理量のばらつきを評価

した。さらに、人工衛星データなどと比較することによって、既存のスキームでは改善できない

バイアスの存在を確かめた。 
 

 
キーワード： 
広域大気汚染、汚染構造解析、削減感度評価、雲微物理スキーム 
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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 60ppbv 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 コベネフィット 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）     : 773.89 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 278,979.50 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 1,750,243.23 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 523,801.84 hours 

                    計               : 2,553,798.47 hours 
 
2.2  利用概要 
異なる水平解像度の地球システム統合モデル MIROC-ESM-CHEM を用いて、大気汚染物質の大

陸規模での輸送量を評価する感度実験を実施した。また、詳細な化学過程を含まないため、水平

高分解能での計算が可能で、エアロゾルによる気候影響研究の用途により特化した大気エアロゾ

ル気候モデル MIROC-SPRINTARS を用いて雲関連物理量のパラメタリゼーション依存性調査を

行った。 
 
  

CPU 時間 v_deb   （デバック用）    : 773.89 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 278,979.50 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 1,750,243.23 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア） : 523,801.84 hours 

                    計               : 2,553,798.47 hours 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

MIROC-ESM-CHEM を用いて、近年（2010 年付近）を対象に、全球を幾つかのソース領域に分

けて各々の領域における大気汚染物質（オゾン及び PM2.5）及びその前駆物質の排出量を減少させ

る感度実験を行い、各領域の各汚染物質の変化が引き起こす全球の大気質変化を評価した。評価

の際には、異なる水平分解能のモデルを用いて実験を行い、評価結果の不確実性に関する検討を

行った。また、MIROC-SPRINTARS における雲関連物理量の再現性向上を目的として、雲粒の成

長過程を表現する複数のパラメタリゼーションスキームを用いた実験を行い、スキームへの依存

性調査を実施した。 
 
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、その日本への越境汚染が取りざたされた 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、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事により、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（共利益）の議論が最近活発に行われている。

しかし、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、今年度は、全球規模の化学輸送モデルを用いて、オゾンおよび PM2.5

を含むエアロゾルの発生源別寄与率の推定と、その水平分解能への依存性評価を目的に掲げる。

また、気候変化予測における不確実性の大きな要因となっている、モデル中での雲関連物理量に

関して、雲粒の成長を記述するパラメタリゼーションへの依存性を評価する。 
 

3.3 結果  
3.3.1 オゾン及びエアロゾルの発生源別寄与推定とその水平分解能への依存性評価 
昨年度、全球規模の地球システム統合モデルである MIROC-ESM-CHEM を用いて行った全球大

気質の現状再現実験を基準（標準実験）とし、世界の主要な大気汚染物質発生源である、東アジ

ア、南アジア、北アメリカ、ヨーロッパの4 地域における汚染物質排出量（Janssens-Maenhout et al. 
2015）を20%削減する感度実験を行って、各発生源別の汚染寄与を見積もった。その際、水平分

解能が比較的低い設定のモデル（T42：格子間隔約2.8°≒300 km）と高い設定のモデル（T106：同

約1.1°≒120 km）の両方で実験を行った。図 1は、高分解能モデルで計算した、東アジアにおける

全汚染物質（窒素酸化物（NOx）, 一酸化炭素（CO）, 非メタン炭化水素（NMVOCs）, 二酸化硫

黄（SO2）, アンモニア（NH3）, 黒色炭素粒子（BC）, 有機炭素粒子（OC））の排出量を20%削

減した場合の地表オゾンと PM2.5濃度の年平均値の変化（感度実験－標準実験）である。東アジア

における削減の影響の空間的な広がりは、それぞれの大気中での寿命や滞留時間の違いを反映し

ており、オゾンにおいてより広範な地域に影響が広がっていることがわかる。 
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図 1. 東アジア域の全汚染物質排出量20%削減による年平均地表濃度の変化（左：オゾン、右：PM2.5）。

高分解能モデルで計算した結果。 
 
 
図 2は、東アジアの地表オゾンと PM2.5の年平均濃度に対する、各発生源領域での全汚染物質

20%削減の影響を示したものである。図1に見られるようにオゾンの方が排出量削減の影響範囲が

広くなっており、東アジアにとって遠隔領域といえる北アメリカやヨーロッパにおける汚染物質

の削減からも一定の影響を受けることがわかる。ただし、やはり影響が大きいのは東アジアそれ

自身及び南アジアにおける排出量の削減であり、高分解能モデルではそれぞれの削減影響が約

0.80 ppbv、0.21 ppbv と評価された。一方、低分解能モデルでは、東アジア域、南アジア域の排出

量削減に対する地表オゾン濃度の影響を20~30%過大評価した。大気汚染物質を個別に20%削減す

る追加の感度実験を行ったところ、低分解能モデルにおいて、排出量削減に対する影響が過大に

評価されるのは、主に NOx の削減に対する影響が水平分解能によって異なるためであることが示

された（図略）。NOx の排出量削減がオゾン濃度に及ぼす影響は、NOx によるオゾン生成に直接

影響を与える部分と、NOx の削減によって大気中のヒドロキシラジカル（OH）の濃度が減少して

それによって酸化されるメタン（CH4）が減って CH4濃度が増加し、CH4から生成されるオゾン濃

度の増加を引き起こす部分に大きく分けることができる。水平分解能の違いは、そのどちらにも

影響を与える。東アジアにおける全汚染物質排出量20%削減の影響をオゾンの全球総量でみた場

合、低分解能モデルは高分解能モデルに比べて、全球総量の減少量が約10%大きくなるが、この

うち CH4濃度の変化に起因する部分は、逆に低分解能モデルの方が約40%小さくなっていること

がわかった（図略）。一方、東アジアの地表 PM2.5濃度に対しては、東アジア以外での削減の影響

は東アジア自身における削減の影響に比べて格段に小さいことがわかる（図 2右）。水平解像度

による違いは、オゾンの場合に比べて概して小さい。低分解能モデルの方が高分解能モデルに比

べて、PM2.5のいずれの成分に関しても削減の影響を過小評価する傾向が見られた。 
 
 

 
 
図 2. 東アジア域の年平均地表オゾン（左）と地表 PM2.5（右）に対する各発生源領域での排出量20%

削減の影響。 
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図 3. 東アジア域における汚染物質排出量20%削減による全球年平均放射強制力の変化。 
 
 
 図 3は、東アジア域における20%の排出量削減に伴う全球放射強制力の変化を示す。全汚染物

質を同時に削減した場合（Combined）に加えて、各汚染物質を個別に削減した場合の変化もあわ

せて示す。図から明らかなように、Combined ケースでは、硫酸塩エアロゾル（SO4）や硝酸塩エ

アロゾル（NO3）などの大気を冷却する効果を持つ要因の減少による正の放射強制力と、オゾン、

CH4、BC などの大気を加熱する効果を持つ要因の減少による負の放射強制力がほぼ相殺し合い、

正味の放射強制力は非常に小さなものとなっている。こうした傾向は、中・高どちらの水平分解

能のモデルを用いた場合にも見られるが、低分解能モデルは高分解能モデルに比べて、特にオゾ

ン、SO4、BC の全球総量の変化を大きく評価する傾向があるため、そうした変化に伴う放射強制

力の変化も、低分解能モデルの方が15-50%ほど過大に評価する傾向となっていることがわかる。 
 
3.3.2 雲粒の成長パラメタリゼーションに対する雲関連物理量の依存性評価 
 今年度は、気候モデルで採用される雲粒から雨粒への衝突併合成長過程（auto-conversion）のパ

ラメタリゼーションに対する雲関連物理量の依存性を評価するため、全球規模のエアロゾル気候

モデルである MIROC-SPRINTARS に、5種類の異なる auto-conversion の計算スキーム（表 1）を

組み込み、スキーム以外の条件を統一した上で計算を行ってその結果を比較した。積算雲水量

（LWP）や雲の光学的厚さといった雲関連物理量には、採用するスキームによって大きなばらつ

きが生じており、その大きさはモデル自体の観測からのバイアスと同程度に達していた。また、

雨粒への成長過程における auto-conversion と accretion（雨粒による雲粒の捕捉成長）の比が LWP
の増加に伴って一様に増加する傾向がどのスキームでも見られるが、比自体の大きさはスキーム

によって大きく異なっており、特に Kessler タイプのスキームで小さくなっていることがわかった。

人工衛星による観測結果と比較すると、いずれのスキームを採用したとしても底層雲の光学的厚

さが過大になっており、これによって正味の雲放射強制力（雲があることによって地表への放射

がさえぎられる効果）が、観測に比べて過大評価になっていることがわかった。このことは、特

に LWP が大きな場合（> 100g/m2）において顕著であった（図 4）。 
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表 1. 計算に用いた auto-conversion スキーム。 

 

 
 
 
 

 
 

図  4. 全球平均した正味放射強制力と積算雲水量の関係。CERES による観測データ（灰色）と

MIROC-SPRINTARS による計算結果（その他の色）。 
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図  4. 全球平均した正味放射強制力と積算雲水量の関係。 CERES による観測データ（灰色）と

MIROC-SPRINTARS による計算結果（その他の色）。 
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4. まとめ 
今年度は、異なる水平分解能（低分解能：約 300 km 格子、高分解能：約 120 km 格子）の

MIROC-ESM-CHEM を用いて、世界の主要な大気汚染物質発生源（東アジア、南アジア、北アメ

リカ、ヨーロッパ）おける大気汚染物質（オゾン、PM2.5）の前駆物質排出量を 20%削減すること

に対する東アジア域での応答を調べた。東アジアにおける年平均地表オゾン濃度の変化を推定し

たところ、東アジア域自体や南アジア域における前駆物質排出量削減の影響が大きいものの、北

アメリカやヨーロッパの影響も無視できないことがわかった。また、低分解能のモデルでは、東

アジア域、南アジア域の排出量削減に対するオゾン濃度の変化を 20～30%過大評価していた。こ

の原因は、窒素酸化物（NOx）の削減に対する応答が分解能によって異なるためであることがわ

かった。一方、地表 PM2.5 濃度に関しては、東アジア域自体の影響が支配的であり、水平解像度

の影響は地表オゾンと比較して小さかった。東アジア域の排出量削減による放射強制力への影響

を推定した結果、低分解能モデルを用いた推定では、オゾン、エアロゾル各成分の変化を通じた

正負の放射強制力を、高分解能モデルにくらべて 15～50%ほど大きく見積もることがわかった。

ただし、正味の放射強制力は正負が打ち消し合うことによって非常に小さな値となった。

MIROC-SPRINTARS を用いて、auto-conversion のパラメタリゼーションスキームに対する雲関連

物理量の依存性を評価し、スキームの違いが生み出す雲関連物理量のばらつきを評価した。更に、

人工衛星データなどと比較することによって、既存のスキームでは改善できないバイアスの存在

を確かめた。 
 
 
5. 今後の研究展望 

MIROC-ESM-CHEM の高分解能モデルと低分解能モデルによる、削減感度評価の違いに関して、

NOx、CH4の役割に注目した解析を更に進める。また鉛直輸送や沈着過程の違いによる影響に関し

ても確認を行う。これらの結果は、全球規模の大気化学輸送モデル相互比較プロジェクト（HTAP2）
において、他機関のモデル結果との比較を通した削減感度に関するより包括的な理解の確立に貢

献することが期待される。MIROC-SPRINTARS では、既存の auto-conversion スキームに比べてよ

り基礎的な過程（雨やドリズルの予報変数化）を取り込んだ計算手法の開発を進めており、これ

により気候変化の予測にとって重要な雲-放射相互作用の表現の向上が期待される。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Akimoto, H., J. Kurokawa, K. Sudo, T. Nagashima, T. Takemura, Z. Klimont, M. Amann, and K. Suzuki (2015) 

SLCP co-control approach in East Asia: Tropospheric ozone reduction strategy by simultaneous reduction 
of NOx/NMVOC and methane. Atmospheric Environment, 122, 588-595, 
doi:10.1016/j.atmosenv.2015.10.003. 

Goto D., T. Nakajima, T. Dai, T. Takemura, M. Kajino, H. Matsui, A. Takami, S. Hatakeyama, N. Sugimoto, A. 
Shimizu and T. Ohara (2015) An evaluation of simulated sulfate over East Asia through global model 
inter-comparison, J. Geophys. Res. Atmos., 120, 12, 6247-6270. 

Govardhan, G. R., R. S. Nanjundiah, S. K. Satheesh, K. K. Moorthy, and T. Takemura (2016) Inter-comparison 
and performance evaluation of chemistry transport models over Indian region. Atmospheric Environment, 
125, 486-504, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.10.065. 

Kaskaoutis, D. G., E. E. Houssos, A. Rashki, P. Francois, M. Legrand, D. Goto, A. Bartzokas, H. D. Kambezidis, 
and T. Takemura (2016) The Caspian Sea–Hindu Kush Index (CasHKI): A regulatory factor for dust 
activity over southwest Asia. Global and Planetary Change, 137, 10-23, 
doi:10.1016/j.gloplacha.2015.12.011. 

Michibata, T., and T. Takemura (2015) Evaluation of autoconversion schemes in a single model framework with 
satellite observations. Journal of Geophysical Research, 120, 9570-9590, doi:10.1002/2015JD023818. 

 

- 19 -



広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 

 

- 20 - 
 

Pan, X., M. Chin, R. Gautam, H. Bian, D. Kim, P. R. Colarco, T. L. Diehl, T. Takemura, L. Pozzoli, K. 
Tsigaridis, S. Bauer, and N. Bellouin (2015) A multi-model evaluation of aerosols over South Asia: 
Common problems and possible causes. Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 5903-5928, 
doi:10.5194/acp-15-5903-2015. 

Samset, B. H., G. Myhre, P. M. Forster, O. Hodnebrog, T. Andrews, G. Faluvegi, D. Flaschner, M. Kasoar, V. 
Kharin, A. Kirkevag, J.-F. Lamarque, D. Olivie, T. Richardson, D. Shindell, K. P. Shine, T. Takemura, and 
A. Voulgarakis (2016) Fast and slow precipitation responses to individual climate forcers: A PDRMIP 
multi-model study. Geophysical Research Letters, 43, 2782-2791, doi:10.1002/2016GL068064. 

Sekiya, T., K. Sudo, and. T. Nagai (2016) Evolution of stratospheric sulfate aerosol from the 1991 Pinatubo 
eruption: Roles of aerosol microphysical processes, J. Geophys. Res. doi: 10.1002/2015jd024313. 

Schnell J. L. , Prather M. J., Josse B. , Naik V., Horowitz L. W., Cameron-Smith P., Bergmann D., Zeng G., 
Plummer D. A., Sudo K., Nagashima T., Shindell D.T., Faluvegi G., Strode S. A. (2015) Use of North 
American and European air quality networks to evaluate global chemistry-climate modeling of surface 
ozone. Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 10581-10596, doi:10.5194/acp-15-10581-2015. 

Tang L., Nagashima T., Hasegawa K., Ohara T., Sudo K. ,Itsubo N. (2015) Development of human health 
damage factors for tropospheric ozone considering transboundary transport on a global scale, The 
International Journal of Life Cycle Assessment, http://dx.doi.org/10.1007/s11367-015-1001-9. 

Zhang, S., M. Wang, S. J. Ghan, A. Ding, H. Wang, K. Zhang, D. Neubauer, U. Lohmann, S. Ferrachat, T. 
Takeamura, A. Gettelman, H. Morrison, Y. H. Lee, D. T. Shindell, D. G. Partridge, P. Stier, Z. Kipling, and 
C. Fu (2016) On the characteristics of aerosol indirect effect based on dynamic regimes in global climate 
models. Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 2765-2783, doi:10.5194/acp-16-2765-2016. 

 
 
6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
 
6.3 口頭発表 
池田恒平, 谷本浩志, 奈良英樹, 向井人史, 野尻幸宏, 遠嶋康徳, 森野 悠, 永島達也（2015）定期貨物

船によるアジア・オセアニア域でのO3, CO, PM2.5, BC観測と全球・領域化学輸送モデルの比較. 第
21回大気化学討論会, 第21回大気化学討論会 講演要旨集, 57. 

磯野結貴、宮崎和幸、伊藤昭彦、須藤健悟（2015）ホルムアルデヒドの全球分布変動とBVOCsエミッ

ションの寄与:衛星観測およびCHASERモデルによる推定, 第21回大気化学討論会, 第21回大気化

学討論会 講演要旨集, 92. 
Goto D., T. Nakajima, T. Dai, T. Takemura, M. Kajino, H. Matsui, A. Takami, S. Hatakeyama, N. Sugimoto, A. 

Shimizu and T. Ohara (2015) Uncertainty of sulfate aerosols against differences between host climate 
models, 26th IUGG 2015（予稿集なし）. 

Goto D. (2015) Assessment of sulfate aerosols and its uncertainty due to clouds using global models, 
International Workshop on Land Use/Cover Changes and Air Pollution in Asia（予稿集なし）. 

川渕衣里子，須藤健悟（2015）対流圏OHラジカルの全球分布と年々・長期変動:化学気候モデルによる

要因解析, 第21回大気化学討論会, 第21回大気化学討論会 講演要旨集, 29. 
道端拓朗, 竹村俊彦（2015）MIROC-SPRINTARSにおける暖かい雨の雲微物理スキームの評価，日本気

象学会2015年春季大会, 講演要旨集, 195. 
Michibata, T., and T. Takemura (2015) A study of cloud-to-rain conversion processes for warm cloud over East 

Asia and the North Pacific from A-Train observations. Asian Conference on Meteorology. 
Nagashima, T., Kurokawa, J., Sudo, K., Ohara, T., Akimoto, H. (2015) Change in the near future surface air 

quality in Asia under different future emission scenarios. The 2nd Workshop on Atmospheric Composition 
and the Asian Monsoon（予稿集なし）. 

永島達也, 森野 悠, 谷本浩志, 高見昭憲（2015）化学輸送モデルによる東アジアの地表オゾン濃度の

再現性検証，第56回大気環境学会年会, 講演要旨集, 262. 
Nagashima T. (2015) On the seasonal cycle of surface O3 in global chemical models. The 4th 

Chemistry-Climate Model Initiative (CCMI) Workshop, Abstracts（ページ番号なし）. 

- 20 -



CGER-I130-2016, CGER/NIES 
 

- 21 - 
 

Nagashima T., Morino Y., Tanimoto H., Ikeda K., Takami A. (2015) Validation of the Asian surface ozone 
simulated by chemical transport models. The 13th International Conference on Atmospheric Sciences and 
Applications to Air Quality (ASAAQ13), Abstracts（ページ番号なし）. 

Nagashima T., Morino Y., Kurokawa J., Yumimoto K., Itahashi S., Goto D., Tanimoto H., Ikeda K., Ohara T. 
(2016) Recent development of East Asian air quality assessment system. 7th International Workshop on 
Atmospheric Modeling Research in East Asia, Abstracts, 14. 

永島達也, 清水英幸, 青野光子, 山下尚之, 森野 悠、谷本浩志、高見昭憲（2016）観測とモデルの連

携による東アジア大気汚染の総合的研究，山地森林域の生物・環境モニタリング第10回ワークシ

ョップ，講演予稿集（ページ番号なし）. 
関谷 高, 須藤健悟（2015）対流圏オゾンのソース-レセプター関係の推定：モデル水平解像度の重要

性，日本地球惑星科学連合2015年大会（ページ番号なし）. 
関谷高志, 須藤健悟（2015）短寿命気候影響物質の排出量削減感度とその気候影響の評価: モデル水平

解像度の影響，第21回大気化学討論会, 第21回大気化学討論会 講演要旨集, 53 
竹村俊彦（2015）複数のエアロゾル関連モデル相互比較プロジェクト対応シミュレーション，日本気

象学会2015年春季大会, 講演要旨集, 294. 
Takemura, T. (2015) Simulations under recent projects on aerosol model intercomparisons. Asian Conference on 

Meteorology（予稿集なし）. 
Takemura, T. (2016) Assessment on climate response to aerosol effects based on a coupled atmosphere-ocean 

general circulation model. 2nd International Workshop on SLCPs in Asia（予稿集なし）. 
Takemura, T., H. Irie, T. Nishizawa, K. Aoki, R. Kudo, A. Higurashi, A. Shimizu, S. S. Park, and K. Yumimoto 

(2016) Resent application of SKYNET and AD-Net to aerosol climate models. International SKYNET 
Workshop（予稿集なし） 

竹村俊彦（2016）大気汚染物質の気候・環境に対する影響の評価. 環境研究総合推進費戦略研究プロジ

ェクトS-12公開シンポジウム：地球温暖化と大気汚染による影響の軽減に向けたあらたな取り組

み, 要旨集（ページ番号なし）. 
 
6.4 その他（書籍等） 
なし。 
 
 
7. 連絡先 
 
永島達也 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  
国立研究開発法人国立環境研究所地域環境研究センター 
Tel: 029-850-2898   Fax: 029-850-2580 
E-mail: nagsahima.tatsuya@nies.go.jp 
 
 
  

- 21 -



広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 

 

- 22 - 
 

Project name: 
Understanding of the air pollution structure and the evaluation of its measures 
 
2013 June – 2016 March 
 
Project leader:  
Tatsuya Nagashima, Center for Regional Environmental Research, National Institute for Environmental 
Studies 
 
Project members:   
Toshihiko Takemura, Yoshihito Yamaguchi, Sangseo Park, Research Institute for Applied Mechanics, 
Kyushu University 
Kengo Sudo, Takashi Sekiya, Yuki Isono, Tsuyoshi Yamashita, Graduate School of Environmental Studies, 
Nagoya University 
Shingo Watanabe, Department of Seamless Environmental Prediction Research, Japan Agency for 
Marine-Earth Science and Technology 
Daisuke Goto, Center for Regional Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
Koichi Hasegawa, ChudenCTI Co., Ltd. 
 
Abstract 

The impact of reducing the emission of air pollutants in major source regions (East Asia, South Asia, 
North America, and Europe) on air quality and climate was evaluated by using the global scales earth 
system model (MIROC-ESM-CHEM) with different horizontal resolutions: high resolution (T106) and low 
resolution (T42). The influence of 20% emission reduction in each of four source regions on the annual 
mean surface O3 over East Asia was estimated; it was large for the reduction in East Asia and South Asia, 
and less, but still non-negligible for the reduction in North America and Europe. The influence of the 
emission reduction in East and South Asia was overestimated by about 20-30% by the low resolution 
model compared to the high resolution model. This overestimation was mainly due to the difference in the 
response to the reduction in NOx emissions between the two resolution models. The surface PM2.5 
concentration over East Asia was predominantly affected by the emission reduction in the same region, and 
the results did not differ so much between different resolution models compared to the case for the surface 
O3. We examined also the impact of emission reduction on the radiative forcing (RF) exerted by O3, CH4, 
and PM2.5; the estimated total net RF by all such agents became very small because of a cancellation 
between positive and negative RF by each agent. The estimated RF for each agent was overestimated by 
about 15-50% by the low resolution model compared to the high resolution model.  

Finally, we examined the uncertainty in the cloud microphysical structure in the 
MIROC-SPRINTARS model caused by different auto-conversion schemes, and confirmed that the bias in 
several cloud microphysical properties against the observations such as satellite data could not be removed 
solely by applying any of the existing auto-conversion schemes. 
 
Keywords: 
Air pollution, source-receptor analysis, cloud micro-physics 
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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 
      国立環境研究所地球環境研究センター  山下陽介 
      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： 
 北極域は大気の年々変動（気温、北極渦の状態など）が大きいため、オゾン量の年々変動が大

きく、例えば 2011 年に起こった北極域の大規模オゾン破壊のように、その前年の 2010 年に比べ

ると、オゾン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）濃度がほとんど変わらないのに、その

オゾン破壊の状況が大きく異なるといったことが起こる。そのため、北極域のオゾン量の ODS 濃

度や GHG 濃度の依存性ははっきりしない。そこで、温室効果ガス（GHG）濃度を 2000 年レベル

かつオゾン層破壊物質（ODS）濃度を 1960 年レベルおよび 2000 年レベルに設定した 100 アンサ

ンブル実験を行った。さらに、結果の信頼性を吟味するため、輸送特性の異なる 3 つの化学気候

モデル（CCSR/NIES 化学気候モデル、MIROC3.2 化学気候モデル、MIROC5 化学気候モデル）で

同じ実験を行い結果の比較を行った。 
その結果、経度平均のオゾン全量については、MIROC3.2 化学気候モデルと MIRC5 化学気候モ

デルの結果が Total Ozone Mapping（TOMS）による観測値に近く、MIROC 大気大循環モデルをベ

ースにして化学気候モデルを構築することで、オゾン全量の季節変化および緯度分布が改善され

た。 
また、どのモデルでも、大気中の ODS 濃度が 1960 年レベルの低い値から 2000 年レベルの

値に増加することによって、北緯 45°～90°の 3 月～4 月のオゾン全量の最低値が低くなってア

ンサンブル平均値を下げ、また、アンサンブルメンバー間のばらつきが大きくなった。一方、

オゾン全量最低値の高い方の値はあまり変わらなかった。これは、2011 年春の北極域におけ

る大規模オゾン層破壊が突如現れたことを説明する。 
 さらに、それぞれのモデルの北極域へのオゾンや熱の輸送の特性の違いによって 100 アンサン

ブルメンバー間のばらつきが異なることもわかった。３つのモデルのうちで冬季～春季の北極域

へのオゾンと熱の輸送の最も大きいモデル（CCSR/NIES 化学気候モデル）では、ODS 濃度が 1960
年レベルから 2000 年レベルへ増加したときのばらつきの増加が小さく、逆に最もオゾンと熱の輸

送の小さいモデル（MIROC3.2 化学気候モデル）ではばらつきが大きく増加した。 
 以上の結果は、春季の北半球中高緯度域のオゾン量の変動は大気の力学変動に大きく左右され、

その変動が、冷たい極渦が最も頻繁に出現するモデルほどモデル内のオゾン破壊反応の活性化が

進み、拡大されたことを示している。 
 
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、北極 
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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 
      国立環境研究所地球環境研究センター  山下陽介 
      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。平成 24 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。 
 
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、北極 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb  （デバック用）     : 9.46 hours 
v_32cpu （1～32CPU コア）  : 964,539.85 hours 
v_96cpu （9～96CPU コア）  : 111,274.09 hours 
v_160cpu（25～160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計               : 1,075,823.40 hours 
 

2.2  利用概要 
本年度は、MIROC5-GCM をベースにした MIROC5 化学気候モデルの開発を行った。この新し

い化学気候モデル、MIROC3.2-GCM をベースに平成 24 年度までに開発した MIROC3.2 化学気候

モデル、さらにそれ以前に開発した CCSR/NIES 化学気候モデル、の３つの化学気候モデルを用い

て、温室効果ガス（GHG）濃度を 2000 年レベルかつオゾン層破壊物質（ODS）濃度を 1960 年レ

ベルおよび 2000 年レベルに設定した 100 アンサンブル実験を行って、北極オゾン層変動のオゾン

層破壊物質（ODS）濃度依存性を解析した。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
化学反応スキームが同一で力学特性がそれぞれ異なる 3 つの化学気候モデル（開発順に、

CCSR/NIES 化学気候モデル、MIROC3.2 化学気候モデル、MIROC5 化学気候モデル）を用いて GHG
濃度を 2000 年レベルかつ ODS 濃度を 1960 年レベルおよび 2000 年レベルに設定した 100 アンサ

ンブル実験を行った。その結果、1960 年レベルから 2000 年レベルへの ODS 濃度の増加によって、

CPU 時間 v_deb  （デバック用） : 9.46 hours 
v_32cpu （1～32CPU コア） : 964,539.85 hours 
v_96cpu （9～96CPU コア） : 111,274.09 hours 
v_160cpu（25～160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計 : 1,075,823.40 hours 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）    : 773.89 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 278,979.50 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 1,750,243.23 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア） : 523,801.84 hours 

                    計               : 2,553,798.47 hours 
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45°N～90°N の領域のオゾン全量の 3 月～4 月の期間の最低値に関して、100 アンサンブル平均値

は減少するが、その 100 アンサンブル中の最大値はあまり変わらず、最低値が低くなることがわ

かった。ODS の増加によって、北極渦が強く低温な場合のみオゾン破壊反応が強化され、結果と

して北極のオゾン全量のアンサンブル間の変動幅（年々変動幅）が拡大することがわかり、これ

が近年観測されている北極域オゾン層の年々変動の増加を引き起こしていることがわかった。 
 
3.2 背景と目的 
 北極域は大気の年々変動（気温、北極渦の状態など）が大きいため、オゾン量の年々変動が大

きく、例えば 2011 年に起こった北極域の大規模オゾン破壊のように、その前年の 2010 年に比べ

ると、オゾン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）濃度がほとんど変わらないのに、その

オゾン破壊の状況が大きく異なるといったことが起こる。2011 年の 3 月の北緯 63°－90°平均のオ

ゾン全量は約 340 DU だったのに対し、前年の 2010 年は約 440 DU であり、1 年間で 100 DU もの

違いを生じた 2)。そのため、北極域のオゾン量の ODS 濃度や GHG 濃度の依存性ははっきりしな

い。これは、大気が本来持っているカオス的な振る舞いによって予測の難しい大気の力学変動が

起こり、それによってオゾンの輸送およびオゾンに関わる化学反応が大きく影響を受け、ODS 濃

度や GHG 濃度の依存性を隠してしまうためと考えられる。したがって、このような場合は数値モ

デルを用いたアンサンブル実験を行って、アンサンブル全体と個々のアンサンブルメンバーの振

る舞いを見るのがよいと思われる。それによって、近年の北極域のオゾン全量が示す激しい年々

変動を説明する。また、異なる化学気候モデルによる結果の違いと類似性、およびそれらの意味

について考察する。 
 
3.3 数値シミュレーション 

今年度（最終年度）は、気候特性の異なる３つの化学気候モデルを用いた結果を示す。年々変

動の激しい北極域の大規模オゾン破壊の発生頻度の解析に対して、気候特性の異なる３つの化学

気候モデルを用いた計算を行い、その結果から共通の傾向を見いだすことによって、結果の信頼

性を高めることが目的である。計算に用いた３つの化学気候モデルの特徴は以下のとおりである。 
 

(1) CCSR/NIES化学気候モデル 
UNEP/WMO Scientific Assessment of Ozone Depletion 20061)，20102)に対して、国際プロジェクト

Chemistry Climate Model Validation（CCMVal）および CCMVal2 の中でオゾン層の将来予測計算

を行って貢献した（SPARC CCMVal (2010)3））。本課題開始以前からの既存のモデルである。 
 

(2) MIROC3.2化学気候モデル 
CCSR/NIES化学気候モデルの化学計算スキームを、MIROC3.2大気大循環モデルに移植して開発

したモデルである。放射スペクトルの分割数がCCSR/NIES化学気候モデルより多い。特に

CCSR/NIES化学気候モデルでは、O3、NO2、NO3、Cl2O2、ClONO2、HOCl等、オゾンに関わる化

学反応に重要な大気微量成分の吸収帯が集中する 0.317μm～0.690μm の波長区間を１つの区間と

して取り扱っていたが、MIEOC3.2化学気候モデルでは、この部分が7つの波長区分に分割される

など、全体的に見ても分割数がCCSR/NIES化学気候モデルに比べてより多くなった。MIROC3.2
放射スキームは、このような放射スペクトル分割を行うにあたり、放射スペクトル分割区域内で

の平均的な放射特性を計算するための波数積分の最適化が行われている。また、吸収線パラメー

タデータとして新しいHITRAN2000を使っており（CCSR/NIES化学気候モデルの吸収線パラメー

タデータはHITRAN92を使用していた）、さらに放射伝達計算法の改良も行われている。これら

の改良によって気温の再現性や大気微量成分の光解離率の計算精度が向上した。 
 

(3) MIROC5化学気候モデル 
CCSR/NIES化学気候モデルの化学計算スキームを、MIROC5大気大循環モデルに移植して本課

題研究実施中に開発したモデルである。放射スペクトルの分割数はMIROC3.2化学気候モデルと同
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一となっている。MIROC5大気大循環モデルでは、積雲対流スキームや雲の微物理過程の改良、

地表面過程の改良等が行われており、海面水温の再現性が向上した。このモデルによって、今後、

オゾン層変化と気候変化との関連の研究の信頼性向上が期待できる。 
 
行った実験では、GHG濃度は2000年レベルに固定し、ODS濃度は1960年レベル（人為起源のODS

はまだ低い状態であった時期）およびそのほぼピークであった2000年レベルの２つに固定し、そ

れぞれのODS濃度レベルに対して110年間の定常計算を行った。2000年の二酸化炭素濃度は369 
ppmvである。110年間の定常計算のうち最初の10年間は、モデルの微量成分分布や気象要素が定

常状態に落ち着くまでの遷移期間として解析からは除外し、その後の100年（100アンサンブル）

について解析を行った。110年の計算期間中、GHGとODSの地表面濃度値をモデルの地表面濃度と

してインプットし続けた。モデルのODS濃度は地表面で固定された濃度によってモデルの大気中

に移流・拡散したり、逆に地表に戻ってきたりする。また、実験では、海水面温度および海氷密

度は1年内の季節変動を繰り返すように設定されており、例えば、実験の1年間の毎日の海水面温

度分布には、それぞれのモデルグリッドについて対応する日の1995年～2004年の10年間の平均値

を使った。これにより、本数値実験に対する海水面温度および海氷密度の1年以上～数年にわたる

長期変動の影響を除いた。 

 
3.4 結果 
3.4.1 ３つの化学気候モデルのオゾン全量の観測値との比較・検証 

図1は、本課題で使用した３つの化学気候モデルによって計算された経度平均オゾン全量の時間

－緯度断面図である。ODS濃度を2000年、GHG濃度を2000年に固定した実験の100アンサンブル平

均が示されている。また、TOMSによる1995年～2004年の10年間の平均値も示す。TOMSの観測値

に比べてそれぞれのモデルは、オゾン全量の絶対値の差は多少あるが、それぞれの緯度の季節変

動をよく再現していることがわかる。CCSR/NIES化学気候モデルは南極の10月に起こっているオ

ゾンホールの再現性が不十分であることがわかる。また、2月～3月の北極域のオゾン全量は、北

極にごく近いところでは北緯60°付近に比べて若干少なくなるべきところが過多となっている。中

緯度から極へのオゾン輸送が多すぎるためと思われる。MIROC3.2化学気候モデルは観測値をよく

再現しているが、3月頃の北極域でオゾン全量が少しばかり少なくなっている。 
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3.4.2 北半球中高緯度域オゾン全量のODS濃度依存性 

 図2-1、図2-2、図2-3に、3つの化学気候モデルによって計算された100アンサンブルメンバー

について、3月～4月の北緯45°～90°の領域でのオゾン全量最小値の頻度分布（アンサンブルメン

バーによるばらつき）を、1960年レベルのODS濃度（上）と2000年レベルのODS濃度（下）につ

いて示す。図から、どのモデルでも、大気中のODS濃度が1960年レベルの低い値から2000年レベ

ルの高い値に増加することによって、オゾン全量最低値の高い方の値はあまり変わらないが、低

い方の値がかなり低くなってアンサンブル平均値を下げ、また、アンサンブルメンバー間のばら

つきが大きくなっていることがわかる。分布の中央の位置が左にずれてオゾン全量最低値が低く
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ル、GHG 濃度を 2000 年レベルに設定。 
（左下）MIROC3.2 化学気候モデルの 100 アンサンブル平均値。ODS 濃度を 2000 年レベル、

GHG 濃度を 2000 年レベルに設定。 
（右下）MIROC5 化学気候モデルの 100 アンサンブル平均値。ODS 濃度を 2000 年レベル、

GHG 濃度を 2000 年レベルに設定。 
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している。このことはまた、図1のオゾン全量を示す図において、このモデルの北極付近の3月～4
月のオゾン全量が他のモデルよりも多くなっていることからもわかる。MIROC3.2化学気候モデル

のODS依存性が一番大きく、MIROC5モデルの依存性は、MIROC3.2モデルより小さくCCSR/NIES
化学気候モデルより大きい。これも図1で示された北極域・北半球中緯度域の3月～4月のオゾン全

量に対応し、この時期・領域のオゾン全量が大きいモデルほど、オゾン輸送の効果が大きく、ODS
依存性は小さくなっていることがわかる。ちなみに、2011年の3月のオゾン全量の最低値は220 DU
～230DUであった4)。 
 

 

 
 

図 2-1. CCSR/NIES 化学気候モデルによる 100 アンサンブルメンバーのオゾン全量年最小値の頻度
分布。最もオゾン層破壊が起こりやすい 3 月～4 月の北緯 45°～90°についての解析結果。（上）
ODS 濃度 1960 年レベル GHG 濃度 2000 年レベルの実験結果、（下）ODS 濃度 2000 年レベ
ル GHG 濃度 2000 年レベルの実験結果。縦軸はアンサンブルメンバーの個数、横軸はオゾン
全量最低値を表す。 
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図 2-2.  MIROC3.2 化学気候モデルによる 100 アンサンブルメンバーのオゾン全量年最小値の頻度
分布。最もオゾン層破壊が起こりやすい 3 月～4 月の北緯 45°～90°についての解析結果。
（上）ODS 濃度 1960 年レベル GHG 濃度 2000 年レベルの実験結果、（下）ODS 濃度 2000
年レベル GHG 濃度 2000 年レベルの実験結果。縦軸はアンサンブルメンバーの個数、横
軸はオゾン全量最低値を表す。 
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4. まとめ 
国立環境研究所で開発を行った３つの化学気候モデルについて、経度平均オゾン全量のグロー

バル分布の検証、北緯 45°～90°の 3 月～4 月のオゾン全量最低値の ODS 濃度依存性の比較を行っ

た。 
その結果、オゾン全量については、MIROC3.2 化学気候モデルと MIRC5 化学気候モデルの結果

が TOMS による観測値に近く、MIROC 大気大循環モデルをベースにして化学気候モデルを構築

することで、オゾン全量の季節変化および緯度分布が改善された。 
また、どのモデルでも、大気中の ODS 濃度が 1960 年レベルの低い値から 2000 年レベルの

値に増加することによって、北緯 45°～90°の 3 月～4 月のオゾン全量の最低値がかなり低くな

ってアンサンブル平均値を下げ、また、アンサンブルメンバー間のばらつきが大きくなった。

一方、オゾン全量最低値の高い方の値はあまり変わらなかった。これは、2000 年レベルの高

い ODS 濃度の下では、同じ ODS 濃度でもオゾン全量最低値の著しく異なるアンサンブルメ

ンバーが存在することを示しており、2011 年春の北極域における大規模オゾン層破壊が突如

現れたことと対応している。また、その前年の 2010 年には北極域でオゾン層破壊はほとんど

見られなかった事実は、実験のアンサンブルメンバーでは ODS 濃度が増加してもオゾン全量

最低値の高い方の値はあまり変わらなかったことと対応している。 
 さらに、それぞれのモデルの北極域へのオゾンや熱の輸送の特性の違いによって 100 アンサン

ブルメンバー間のばらつきが異なることもわかった。３つのモデルのうちで冬季～春季の北極域

へのオゾンと熱の輸送の最も大きいモデル（CCSR/NIES 化学気候モデル）では、ODS 濃度が 1960
年レベルから 2000 年レベルへ増加したときのばらつきの増加が小さく、逆に最もオゾンと熱の輸

送の小さいモデル（MIROC3.2 化学気候モデル）ではばらつきが大きく増加した。 
以上の結果は、春季の北半球中高緯度域のオゾン量の変動は大気の力学変動に大きく左右され、

その変動が、冷たい極渦が最も頻繁に出現するモデルほどモデル内のオゾン破壊反応の活性化が

進み、拡大されたことを示している。 
 
 
5. 今後の研究展望 
従来の CCSR/NIES 化学気候モデルに比べてオゾン全量の季節変化、緯度分布、オゾンホールな

どの再現性が向上した MIROC3.2 化学気候モデルを使って、ODS 濃度や GHG 濃度の将来シナリ

オを取り入れて、2100 年までのオゾン層の将来予測実験を行った。結果は、国際プロジェクト

Chemistry-Climate Model Initiative（CCMI, Chemistry-Climate Model Validation （CCMVal）の後継プ

ロジェクトで対流圏過程も含む）に提出され、今後、このプロジェクトに参加している研究者に

よって、他の化学気候モデルの結果と共に解析が進められる予定である。   
MIROC5 化学気候モデルは、今後、海洋過程も同時に計算する大気海洋結合型化学気候モデル

として開発を進め、オゾン層変動と気候変動、その相互作用の研究に役立てる予定である。 
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Project name: 
Development of chemistry-climate models based on the MIROC model and future projection of the 
ozone layer 
 
2013 April – 2016 March 
 
Project leader: 
Hideharu Akiyoshi, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental 
Studies 
 
Project members: 
Seiji Sugata, Masanao Kadowaki, Center for Regional Environmental Research, National Institute for 
Environmental Studies 
Yousuke Yamashita, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental 
Studies 
Tetsu Nakamura, The Arctic Environment Research Center, National Institute of Polar Research 
Masaaki Takahashi, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Abstract: 

The amount of ozone in the Arctic shows a large year-to-year variation, reflecting the year-to-year 
variation in the Arctic atmosphere such as variations in temperature and Arctic polar vortex. These 
variations indicate internal variations in the global atmosphere and make it difficult to detect the 
dependence of ozone amount on the concentrations of ozone depleting substances (ODS) and greenhouse 
gases (GHG). In order to understand such a large ozone variation in the Arctic region, we need to consider 
the probability of ozone variation. We performed 100-ensemble simulations with fixed ODS and GHG 
concentrations using three chemistry-climate models (CCM) that had been developed at NIES. These 
models are CCSR/NIES CCM, MIROC3.2 CCM, and MIROC5 CCM. All the CCMs have the same 
chemical schemes but different dynamical features, that is, different strengths and variations of the global 
circulation. The three CCMs showed that the increase of ODS from the year 1960 level to the year 2000 
level lowered the ensemble mean value of the minimum total ozone in the region 45°N-90°N for the period 
March-April, and that the variance of the minimum total ozone values for the 100 ensemble was enlarged 
because of the appearance of ensembles with very low total ozone. This result explains the sudden 
occurrence of an unusually large ozone depletion in the Arctic in spring 2011. The results also show a 
model dependence of Arctic total ozone, with the CCSR/NIES CCM, which has the largest ozone and heat 
transport to the winter-spring Arctic, indicating the least ODS dependence of Arctic ozone amount in these 
seasons, and the MIROC3.2 CCM, which has the least ozone and heat transport to the Arctic, indicating the 
largest ODS dependence. These results suggest that the large year-to-year variation of the amount of Arctic 
ozone is due to the variation of atmospheric dynamics, and that the increase of ODS enlarges it through the 
chemical reactions that work effectively in the cold polar vortex, which most frequently appeared in the 
MIROC3.2 CCM. 
 
Keywords: 
Chemistry-climate model, ozone layer, future projection, greenhouse gases, Arctic 
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研究課題名： 
化学-気候モデルによる突然昇温に伴う成層圏オゾンの急速な変化が中層大気循環に
及ぼす影響評価 
 
実施年度： 
平成 27 年度～27 年度 
 
課題代表者：高知工科大学環境理工学群 柴田清孝 

 
要旨： 
成層圏突然昇温に伴うオゾンの急速な極向き輸送がもたらす成層圏オゾンの再配分が放射加熱を

通して中層大気循環にどのような影響を及ぼすかを気象研究所の化学-気候モデルのシミュレー

ションから明らかにする。本実験を行う前に上部成層圏から中間圏の鉛直分解能を改良し、層数

を68層から81層に増加させた。さらに、化学-気候モデルをCCMVal2の過去再現将来予測シナリオ

REF-B2で走らせた長期シミュレーション（1960-2100）を解析し、再現された突然昇温の頻度等を

調べた。 
 
キーワード：成層圏突然昇温、成層圏オゾン、化学-気候モデル 
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研究課題名： 
化学-気候モデルによる突然昇温に伴う成層圏オゾンの急速な変化が中層大気循環に

及ぼす影響評価 
 
実施年度： 
平成 27 年度～27 年度 
 
課題代表者：高知工科大学環境理工学群 柴田清孝 
 
 
1. 研究目的 
成層圏の冬極の温度が急激に上昇する成層圏突然昇温は極向きの強い子午面流を伴い、中緯度

の相対的に高濃度のオゾンが高緯度に輸送される。その過程で放射活性気体のオゾンが中層大気

循環の変化にどの程度関与しているかを化学-気候モデルを使って調べるのが本研究の目的であ

る。冬半球の中高緯度成層圏は太陽光が弱く、オゾンによる短波加熱率は長波放射冷却率に比べ

るとほとんど顧みられていないが、成層圏突然昇温は強い極向き子午面流でオゾンが再配分され

るので、その影響は小さくないことが予想される。現在の化学-輸送モデルはイベント的な成層圏

突然昇温もかなり現実的に再現できるレベルにあり、この利点を活かしてオゾンが成層圏突然昇

温の後の成層圏の循環への影響を調べる。 

 
キーワード：成層圏突然昇温、成層圏オゾン、化学-気候モデル 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）    : 0.00 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 0.00 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計                : 0.00 hours 
 
2.2  利用概要 
スーパーコンピュータによる本計算を行う前に、気象研究所が開発した化学-気候モデル

（MRI-CCM）の鉛直分解能増加に伴う再設定作業や MRI-CCM 過去再現将来予測シミュレーショ

ンにおける成層圏突然昇温の解析・データベース作成など準備作業を行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

高知工科大学のワークステーションで鉛直層数を 68 層（L68）から 81 層（L81）に増加させる

作業を行い、また、L68 のリスタートデータから L81 のリスタートデータに変換するプログラム

の作成も行った。同時に、CCMVal2 の過去再現将来予測シナリオ REF-B2 で再現された突然昇温

の頻度等を調べた。 
 
 
 

 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）   : 0.00 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 0.00 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計 : 0.00 hours 
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3.2 背景と目的 
成層圏突然昇温に伴う急速なオゾンの輸送がもたらす成層圏オゾン濃度の再配分が中層大気循

環にどのような影響を及ぼしているかを明らかにする。 
 
3.3 数値計算 
（１）鉛直分解能の改良 

MRI-CCM は鉛直 68 層が標準仕様（Shibata et al., 2005）であり、10～100hPa の成層圏中下部に

おいて層厚を約 500m と小さくして赤道波の鉛直伝播特性を精度良く表現できるようにし、赤道

波の基本流加速が主要原因で生じる熱帯準二年振動（QBO）の再現などに焦点を当てて開発され

たモデルである（Shibata and Deushi, 2005）。計算時間増加のトレードオフとして、上部成層圏か

ら中間圏では鉛直分解能が高さと共に急に粗くなっており、中間圏における物質輸送などに関し

ては注意が必要であった。今回、計算時間をあまり増加させずに上部成層圏より上層の鉛直分解

能の改良をおこなった。試行錯誤の結果、81 層を選んだ。L68 と L81 の比較を図１に示す。L68
では層厚が上部成層圏で 3km 程度、中間圏では 5km 程度であるのに対して L81 層ではそれぞれ

1km、2km 程度とかなり改善されており、層厚の鉛直勾配も緩やかになっている。これにより、

惑星波の伝搬やその運動量デポジットによる基本流加速の表現も改善が期待され、結果的に、物

質輸送の表現も良くなると思われる。水平分解能は変えておらず三角形切断の T42（分解能は約

2.8 度）である。 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
（２）過去再現将来予測シミュレーションにおける成層圏突然昇温の解析 
成層圏突然昇温（SSW）のデータベース構築のため、CCMVal2 の過去再現将来予測シナリオ

REF-B2（Eyring et al., 2008）に従った MRI-CCM のシミュレーション（1960～2100 年）で再現さ

れた SSW の頻度等を調べた。SSW の条件は温度の南北経度が逆になる条件を使わずに 10hPa 高

度における帯状平均東西風の条件（東風になる）で判断する Charton and Polvani（2007）を用いた。

温度の条件を用いた場合とほとんど変わらないとされている。SSW の波数の型の条件は Charton 
and Polvani（2007)の条件では波数 2 が多くなりすぎる傾向があるので、Bancalà et al.（2012）の

条件を使った。 
図 2 にその波数型と月別頻度（10～4 月）を示す。観測に比較して、真冬の SSW が少なく、晩

冬から早春にかけて多い傾向があり、波数 2 のタイプが少ない。これは波数型の定義に大きく依

存する。SSW 頻度は極渦の強さにも大きく左右され、晩冬から早春に多いことは真冬の極渦が正

図 1. 68層（L68）と81層（L81）の鉛直層の配置と層厚の高度分布。縦軸は気圧（hPa）、

横軸はモデル高さ（実線）に対して10km単位、層厚（破線）に対してkm単位。 
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の系統誤差を持っていることと関連している。３つのメンバー間での比較からメンバーごとの差

が大きく（図略）、SSW の解析には注意が必要であることを示している。 
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4. まとめ 

化学-気候モデル（MRI-CCM）の鉛直分解能を改良し、層数を 68 層から 81 層に増やして上部

成層圏から中間圏の惑星波伝播や物質輸送の表現を改良した。また、CCMVal-2 の REF-B2 シナリ

オを使った MRI-CCM による過去再現将来予測シミュレーション（1960-2100）を成層圏突然昇温

に関して解析を行った。 
 
 
 

図 2. MRI-CCMのREF-B2シミュレーションにおける成層圏突然昇温の年当たりの

月別頻度と波数型。波数 1は青、波数 2は赤。 
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5. 今後の研究展望 
上部成層圏から中間圏の鉛直分解能を改良した化学-気候モデルを使って成層圏突然昇温の再

現実験を行い、突然昇温に伴う強い極向き子午面流が冬半球のオゾン輸送にどのように影響を及

ぼすか、さらにその結果生じるオゾン分布の放射効果が力学に与える影響の評価を行う。 
 
 
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。 
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Project name:  
Study of the effects of rapid ozone redistribution during sudden stratospheric warming 
on the middle atmospheric circulation using a chemistry-climate model 
 
2015 June – 2016 March 
 
Project leader:  
Kiyotaka Shibata, Kochi University of Technology 

 
Abstract: 

In order to investigate the effects of rapid ozone redistribution during sudden stratospheric warming 
on the middle atmospheric circulation, a simulation of high-top atmosphere at about 80 km using the 
Meteorological Research Institute chemistry-climate model (MRI-CCM) must be made. Prior to the main 
calculation, the number of vertical layers of MRI-CCM was increased from 68 to 81 to improve the 
planetary wave vertical propagation in the upper stratosphere and mesosphere. In addition, the MRI-CCM 
simulation (1960-2100) under the CCMVal 2 REF-B2 scenario was analyzed, focusing on sudden 
stratospheric warming events.    
 
Keywords:  
Sudden stratospheric warming, stratospheric ozone, chemistry-climate model  
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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 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人 

      エネルギー総合工学研究所 加藤悦史 

            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

価するための高度な要素モデル開発とそれらの統合化を実施し、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。 
 本年度は課題最終年度であり、要素モデルの改良に加えて、それらを統合化したモデルの開発

を進め、陸面物理－陸域生態系－水資源モデルの結合を完成させた。陸面の物理過程を記述するモ

デル（MATSIRO）に対して、陸域生態系（VISIT）、水資源（H08）、作物（PRYSBI2）、土地

利用（TELMO）を結合させることにより、気候変動によって様々な部門に生じる影響の相互作用

を記述する「陸域統合モデル」の開発を進めた。 
 
 
キーワード： 
陸域モデル、気候変動、統合化、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 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人 

      エネルギー総合工学研究所 加藤悦史 

            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、生態系などのセクターについて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。 
気候変動は陸域の様々な部門の現象に影響を与え、その影響が、さらに気候変動に対しても様々

な作用をもたらす。このため、我々は陸面の物理過程を記述するモデル（MATSIRO）に対して、

陸域生態系（VISIT）、水資源（H08）、作物（PRYSBI2）、土地利用（TELMO）を結合させる

ことにより、気候変動によって様々な部門に生じる影響の相互作用を記述する「陸域統合モデル」

の開発を行っている。これにより、気候変動によって生じるリスクを幅広く評価することが目標

である。 
 

キーワード： 
陸域モデル、気候変動、統合化、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（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）    : 0.00 hours 
v_32cpu （最大 32CPU 用）  : 897.66 hours 
v_96cpu （最大 96CPU 用）  : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU 用） : 0.00 hours 

                      計             : 897.66 hours 
 
2.2  利用概要 
 陸域における要素モデル（MATSIRO、H08、VISIT、TELMO など）および統合陸域モデルをス

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（スカラ機での実行含む）。各要素モデルにおける入出力

変数を確認し、統合モデルの安定動作に関する技術的検討を行った。 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 
気候変動影響下における、生態系・水資源・土地利用・作物成長を評価できるそれぞれのモデ

ルの開発及び改良を行った。さらに、これらを結合することで、気候変動影響下における土地・

水・生態系間の相互作用を、不確実性を含めて定量的に評価するグローバルな陸域統合モデルを

開発した。今後は、各種シナリオについてシミュレーション分析を行う予定である。 
 
3.2 背景と目的 

将来の気候変動は、人間社会と生態系に大きな影響を与える。気候変動に対する適応策・緩和

策を立案するためには、我々が土地・水資源・生態系をいかに効果的に利用するかということが

非常に重要な課題であるが、地球環境システムにおいて土地・水資源・生態系が果たす役割、そ

れぞれの間の相互作用までを考慮した研究は、十分に行われていない。特に、効果的な気候変動

適応策の検討に必要となる森林の保全や水資源ダムなどの費用対効果に関する分析、気候変動緩

和策から土地利用への影響の評価、土地・水資源・生態系の環境制約を考慮した土地利用シナリ

オの構築など、グローバルレベルでの陸域モデリング研究には、まだ多くの課題が残されている。 
現在、IPCCで利用されているRCPs（Representative Concentration Pathways, 代表的濃度経路）シ

ナリオでは、成り行きシナリオで生じる強度の気候変動から受ける水資源への影響が考慮されて

いないため、シナリオで示されている都市成長や農地拡大等の実現可能性についての検証が必要

である。一方、低炭素シナリオで想定されている、地球規模のバイオマスエネルギー利用につい

ては、食料生産の持続可能性との関係などを検討する必要がある。このような陸域における相互

作用に関する解析には、諸要素モデルを結合した統合陸域モデルを開発する必要がある。 

 
3.3 統合陸域モデル 
 陸域統合モデルの概念図を図 1 に示す。ここでは、気候モデルの陸面物理過程を記述する

MATSIRO（Takata et al., 2003）を、単体で実行することのできるオフラインモデルを利用する。

これに対して、水資源モデル H08 を組み込むことにより、灌漑などの、人間による水利用（ダム

操作、農業用水、工業用水、家庭用水）を表現する。また、陸域生態系モデル VISIT を結合させ

ることにより、自然植生や耕作地における温室効果ガス（Greenhouse gas, GHG：二酸化炭素、メ

タンなど）の正味放出・吸収過程を計算する。さらに、H08 によって灌漑を考慮したうえで、作

物モデル PRYSBI2 （Iizumi et al., 2013）を結合させることにより、穀物の単位面積当たりの収穫

量を計算する。そして、PRYSBI2 による穀物収穫量の計算結果と社会経済に関する入力情報をも

とに、土地利用モデル TELMO（Kinoshita et al., 2014）によって、人間活動による耕作地面積の変

化を計算する。土地利用変化の計算結果は、陸面物理・陸域生態系・水資源・穀物モデルにおい

て計算に利用する。開発した陸域統合モデルに対し、社会経済や気候変動についての将来シナリ

オを与えることにより、気候変動が水資源、生態系、作物、土地利用に与える影響を定量的に評

価する。 
 要素モデルとして組み込まれている生態系モデル VISIT については、気候変動影響に関する国

際モデル相互比較プロジェクト（ISI-MIP）への参加を通じて、RCP2.6、4.5、6.0、8.5 シナリオと

それぞれに対応する 5 種類の気候モデル（GFDL、HadGEM、MIROC-ESM、IPSL、NorESM）に

よる将来の気候変動シナリオに基づいて、陸域生態系モデルによる推定に関する将来の気候変動

影響・リスクとその不確実性について検討した（Ito et al., 2016b, 2016c）。特に、温度上昇が激し

いと予測される北極域とモンスーンアジア地域について、温暖化影響が顕在化する可能性が高い

ホットスポットの抽出を行った。3.4 節では示さないが、温暖化抑制を進める RCP2.6 シナリオで

もなお相当規模の影響が高い可能性で残る地域が見られるなど、温暖化対策の検討に有用な情報

が得られた。 
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図 1. 陸域統合モデルの概念図。ボックスが陸域統合モデルを構成するサブモデル、→が、サブモデル

の間で交換する変数。 
 
 
3.4 結果 
 統合陸域モデルによる計算例として、人間の水利用が河川流量に及ぼす影響を表す結果を図 2
に示す。人間活動を考慮しない場合（緑）は、流量の変動が大きいが、人間活動によってダムを

操作することにより（赤）、流量が安定化される。観測された流量（黒）と比較すると、流量が

少ない季節の結果が、人間活動を考慮した場合（赤）の方が、考慮しない場合（緑）より整合的

である。ただし、流量のピークは、この地点では、モデルは過大評価となっているため、さらな

るチューニングが必要である。 
 
 

 

図 2. モデルによる河川流量。人間による水利用を考慮した場合（赤）、しない場合（緑）、観測（黒）。

ミズーリ川、北緯40.1度、西経95.1度での結果。 
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陸域統合モデルの開発では、東京大学大気海洋研究所・国立環境研究所・海洋研究開発機構が開

発した気候モデル MIROC のうち、陸面物理過程を扱うコンポーネント（MATSIRO）だけを動

作させるようにコードを利用した。モデルの解像度は 1 度である。気候モデルでは、地表気温、

降水量、風速などを予報することができるが、ここではこれらの物理量を MATSIRO に与えるこ

とによって、陸面の物理過程（地面温度、土壌温度、土壌水分など）を解くことができるような

改良を行った。これにより、異なる気候モデルによって予測された物理量をモデルに与えること

で、モデル予測の不確実性を考慮することができる。昨年までの研究で、水資源モデル H08 の
人間活動に関わる部分の抜き出しと、MATSIRO の土壌水分と河川流量の計算ルーチン部分にコー

ドを追加し、その計算結果である地面温度・土壌温度・土壌水分を、陸域生態系モデル VISIT に
与えて計算を実行できるようにコーディングを行った。さらに今年度は、モデルによって計算さ

れた地面温度・土壌温度・土壌水分を、作物モデル PRYSBI2 に与えて計算を実行できるようにコー

ディングを追加した。ここでは 5 穀物（春小麦・冬小麦・米・大豆・とうもろこし）の計算が可

能である。このようなモデル構造の変更に加えて、モデルを走らせるための入力データの作成を

行った。図 3 が、陸域統合モデルによって計算した穀物収量の結果である。 
 

 

図 3. モデルによる穀物収量（t/ha）。大豆（左上）冬小麦（右上）トウモロコシ（中左）春小麦（中

右）米（下左）の結果。1962年から1965年までのデータを与えて計算を行った。 
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陸域統合モデルと PRYSBI2 の収量を比較した結果が図４である。PRYSBI2 は、過去の収量デー

タに合うようにパラメータの調整を行っている（Sakurai et al., 2015）。陸域統合モデルの結果は、

冬小麦と春小麦に関しては、PRYSBI2 と同等の結果を得ることができた。トウモロコシ、大豆、

米などでは、陸域統合モデルは収量を過大評価している。図3と4では、陸域統合モデルとPRYSBI2
とで、地上気温、日射量、相対湿度、風速と同じデータを与えて計算をしているが、土壌水分だ

けは、両者で異なるデータを与えている。与える土壌水分の違いによって、トウモロコシなどで

は、オリジナルの PRYSBI2 とは異なる結果が得られたと考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 陸域統合モデル（黒）およびPRYSBI2（赤）による春小麦収量の全球平均値（t/ha）。 
図 3のデータを陸地で平均して作成した。 

 

 

今年度はさらに、作物モデルによって計算された収量（単位面積あたり収穫量 [t/ha]）を利用して、

土地利用モデル TELMO（Kinoshita et al. 投稿準備中）の計算を実行するためのコーディングを行

った。土地利用モデルが計算した穀物面積と自然植生面積（グリッドにおけるそれぞれの割合）

を、水資源・農業・生態系モデルにおいて利用することにより、気候・水資源・陸域生態系・作

物の変化と土地利用変化が相互作用しながら時間発展するシステムを記述することが可能となっ

た。 
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4. まとめ 
 統合的な陸域モデルの開発および要素モデルの改良と解析を行った。複雑なモデルを用いたグ

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 27 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

域モデルをスーパーコンピュータ上で実行するためのコード結合作業を進め、予備計算を行った。 
 
 
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、気候変動によって

生じる様々なリスクを評価することが今後の課題である。特に、開発される陸域統合モデルは、

環境省推進費 S10 課題の取りまとめ段階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。気候変動対策（緩和・適応）と持続可能性とのトレードオフ（シナジー）

関係を、定量的かつ地理的に評価し、土地・水・生態系利用にかかわるクリティカルなリスク要

因を分析し、気候変動影響下での適応的管理の視点から利用戦略について検討する。 
 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 28 年度からは、新規課題において一連のシナリオ

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

行う予定である。 
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Abstract:  

In this project terrestrial process models are developed to assess various risks and countermeasure 
potentials associated with future climate change. In this fiscal year, we have developed an integrated 
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land-use change. These component models are mutually linked, so that their interactions under changing 
environment are explicitly simulated. For example, we obtained a preliminary result of river runoff 
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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 27 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 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・川崎裕之・河添史絵・中村東奈・

志々目晃子 

 

要旨： 

 GOSAT DHF では温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）に搭載された温室効果ガス観

測センサ（TANSO-FTS）と雲・エアロソルセンサ（TANSO-CAI）による観測データの準リアルタ

イム処理と高次プロダクトの作成・配布を実施している。 
FTS 短波長赤外域（FTS SWIR）観測データのレベル 2（L2）データについては、準リアルタイ

ム処理時には利用できなかった参照データを用いて、最新手法による全観測期間データの統一再

処理（確定再処理）を予定している。NIES スーパーコンピュータ上で同化版エアロゾル輸送モデ

ル Assimilation SPRINTARS を実行して得られたエアロゾル先験情報を用いて 1 年分の試験処理を

実施し、準リアルタイム処理での FTS SWIR L2 データとの差異評価を行った。1 年を通じた結果

が得られたことで、準リアルタイム処理結果（SPRINTARS をエアロゾル先験情報として使用した

場合）に比べ、Assimilation SPRINTARS 処理結果を用いた FTS SWIR XCO2 濃度が地域ごとに数カ

月に渡って増減し、特に乾燥地域での増加が顕著であったことが分かった。また、大規模火災事

例において、エアロゾル光学的厚さの増加と XCO2 濃度の増加が同時期に起こったことが分かっ

た。 
 
キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、エアロゾル 
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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 27 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 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・川崎裕之・河添史絵・中村東奈

志々目晃子 
 
 
1. 研究目的 
 国立環境研究所（NIES）の GOSAT データ処理運用施設（GOSAT Data Handling Facility: GOSAT 
DHF）では、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（Greenhouse gases Observing SATellite: GOSAT）
に搭載された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）による観測データを、2009 年 4 月から今日まで継続して取得し、これら観測データ

の準リアルタイム処理と高次プロダクトの作成・配布を実施している。 
FTS 短波長赤外域（FTS SWIR）観測データのレベル 2（L2）データについては、準リアルタイム

処理時には利用できなかった確実性の高い参照データを用いて、現時点での最新手法による全観

測期間データの統一再処理（確定再処理）を予定している。本課題は NIES スーパーコンピュー

タ上でエアロゾル観測データを同化して作成した 1 年分の参照データを用いて確定再処理を実施

し、準リアルタイム処理での FTS SWIR L2 データとの差異評価を目的とする。 
 

キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素（CO2）、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（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb （デバック用）     : 215.25 hours 
v_32cpu（最大 32CPU コア）  : 1,611.58 hours 
v_96cpu（最大 96CPU コア）  : 5,134.62 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計                : 6,961.46 hours 
 

2.2  利用概要 
 GOSAT の FTS SWIR L2 処理用のエアロゾル参照データ作成のために、同化型エアロゾル輸送

モデル Assimilation SPRINTARS（Schutgens et al. 2010）を用いて並列計算を行った。Assimilation 
SPRINTARS は、エアロゾル輸送モデル計算コードである SPRINTARS と局所アンサンブルカル

マンフィルター（Local Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）とを 1 日ごとに実行し、その解

析結果を出力する。SPRINTARS では気象データとエアロゾル排出量をナッジ（nudge）し、

SPRINTARS の出力に対し LETKF を用いてエアロゾル光学的厚さを同化（assimilate）している。

本研究では 24 メンバでのアンサンブル処理を実施した。 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 昨年度構築した Assimilation SPRINTARS を用いて、昨年度は 3 カ月ごとに設定した各 1 カ月分

の FTS SWIR L2 データ処理結果について評価した。今年度は連続した 12 カ月間について、準リ

アルタイム処理の結果と試験処理結果を比較・評価した。この 1 年分処理結果を利用して時系列

変動と、大規模火災事例の前後における XCO2濃度の変動について解析を行った。 
 

3.2 背景と目的 
GOSAT の FTS SWIR では地表面や海面から反射されるスペクトル光を観測しているが、その観

測では空気中のエアロゾル粒子からの反射光も含まれており、SWIR L2 処理ではエアロゾルの分

布を考慮して XCO2 および XCH4 を解く（リトリーバルする）必要がある。その際、リトリーバ

ル処理での初期値として設定するエアロゾル分布（先験情報）の正確性が重要となる。エアロゾ

ル先験情報として、観測データ、パラメータ、モデル結果などが考えられるが、GOSAT FTS SWIR 
L2 処理ではエアロゾル輸送モデル SPRINTARS から得られるエアロゾル粒子ごとの分布情報を参

照してリトリーバル処理を行っている。 

GOSAT準リアルタイム処理でのエアロゾル先験情報として用いるSPRINTARSはエアロゾル排

出量の情報として、気候値を用いている。そのため、人為起源や森林火災起源の時空間変動の大

きいエアロゾル分布の変動を正しく表現できていない可能性がある。Assimilation SPRINTARS で

はエアロゾル観測データから得られるエアロゾル光学的厚さ（Aerosol Optical Thickness: AOT）を

同化（Assimilate）することで、SPRINTARS の処理結果として得られたエアロゾル分布を修正す

るため、より現実に近いエアロゾル先験情報が得られることが期待される。 

しかし、エアロゾル観測データはリアルタイムには得られないため、GOSAT の準リアルタイム

処理で使用しているSPRINTARSに換えてAssimilation SPRINTARSを適用することはできないが、

過去分観測データに対する SWIR L2 処理では、エアロゾル観測データを同化処理する Assimilation 
SPRINTARS を利用できる。GOSAT DHF の処理では 2009 年 4 月から 2014 年 5 月までの約 5 年間

について、準リアルタイム処理時点では利用できなかった各種データを利用して、全観測期間デ

ータの統一的再処理（確定再処理と呼ぶ）が予定されている。この確定再処理ではエアロゾル先

験情報として Assimilation SPRINTARS 処理結果を利用する予定である。本研究はその利用可能性

を検討することが目的である。 

 
3.3 結果 

確定再処理に用いるエアロゾル参照データ作成には、同化型エアロゾル輸送モデル Assimilation 
SPRINTARS を用いて並列計算を行った。モデルの解像度は水平 T42（約 2.85°間隔）、鉛直 20
層、時間間隔は 20 分である。AOT の同化は 6 時間ごとに行い、24 メンバでのアンサンブル処理

を実施した。 
Assimilation SPRINTARS は SPRINTARS と局所アンサンブルカルマンフィルター（LETKF）を

1 日ごとに実行し解析結果を出力する。SPRINTARS には気象データとエアロゾル排出量をナッジ

（nudge）し、SPRINTARS の出力に対し LETKF を用いて AOT を同化（assimilate）する。気象デ

ータは気象庁より提供されている GPV データおよび Hadley センターより提供されている 海
氷・海面温度 データをモデルの格子に合わせて内挿した。エアロゾル排出量は、森林火災起源排

出量として GFED3.1 の 1997 年～2011 年の気候値、人為起源排出量として EDGAR の 2010 年デー

タを用い、それぞれモデルの格子に合わせて内挿されたものを用いた。また AOT は米国海軍研究

所 NRL から提供される 6 時間ごと全球 1 度格子点での MODIS エアロゾルデータ（MODIS NRL）
データ（1°間隔）をモデルの格子に合わせて内挿した。 

上記の設定後に実行した Assimilation SPRINTARS 処理結果をエアロゾル先験情報として設定し、

GOSAT DHF で GOSAT FTS SWIR L2 処理の試験処理を行った。 
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3.4 結果 
3.4.1 時系列変動 

2009 年 6 月～2010 年 5 月の期間の、SPRINTARS を入力とした SWIR L2 XCO2 濃度（L2_SP）
と Assimilation SPRINTARS を入力とした SWIR L2 XCO2濃度（L2_Assim）について、各月平均の

XCO2 濃度の全球分布図と両者の差分の全球分布図を確認した。 
1 年分の結果から得られた傾向を次に示す。濃度差が増加した地域のうち、アマゾンとインド

を除けば乾燥地域での濃度増加であった。 
2009 年 6 月～8 月に、アマゾン周辺で L2_Assim の濃度が低い傾向が見られた。 
2009 年 8 月～11 月に、アフリカ南部およびサハラ砂漠、アラビア半島で L2_Assim の濃度が高

い傾向が見られた。 
2009 年 9 月～2010 年 1 月に、オーストラリアで L2_Assim の濃度が高い傾向が見られた。 
2010 年 1 月～3 月に、サハラ砂漠で L2_Assim の濃度が高い傾向が見られた。 
2010 年 3 月に、インドで L2_Assim の濃度が高い傾向が見られた。 

 
3.4.2 大規模火災事例の前後の変動 

SPRINTARS に対する Assimilation SPRINTARS の優位な点として、日々の観測されたエアロゾ

ル光学的厚さ（AOT）を同化することで時空間変動の大きい現象を反映したエアロゾル分布を得

られる可能性が挙げられる。SPRINTARS におよび Assimilation SPRINTARS で解像可能（約 2.85°）

な広い範囲での時空間変動の大きい現象としては大規模火災（森林火災、草原火災）や砂嵐が考

えられる。そこで、NASA Global Fire Maps（ http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/ 
firemaps.cgi）を利用し、2009 年 6 月～10 月にアフリカ南部（南緯 15°～0°）で持続した大規模

火災の事例を抽出した。図 1 に大規模火災時の Fire Maps を示す。本事例に対し、Assimilation 
SPRINTARS の AOT の評価および、火災が起きる前後での SWIR L2 XCO2の変動を調査した。 
この期間についての Aeronet 地上観測データと SPRINTARS および Assimilation SPRINTARS の比

較を図 2 に示す。使用した Aeronet のサイトは南緯 15°～0°、東経 15°～35°の範囲（図 1 の

白枠内）から選択した。この期間での観測データが公開されている Aeronet のサイトは 2 サイト

で、Mongu（15.25S、23.15E）と ICIPE-Mbita（0.41S、34.2E）である。Aeronet との比較結果は Aeronet
の観測データを両モデルの出力時間間隔である 6 時間ごとに線形補間し、モデルの出力を Aeronet
サイトの緯度経度に線形補間して作成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 2009年8月29日～9月7日のNASA Global Fire Maps 
(http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/ firemaps.cgi)。 
赤色ほど森林火災が激しい地域を示す。 
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図 2 の上段に示した Aeronet、Assimilation SPRINTARS、SPRINTARS の AOT の時系列プロット

より、9 月末頃に Aeronet の AOT が 0.5 を超える程度まで急激に上昇したことが分かる。その際

に Assimilation SPRINTARS の AOT も同様に上昇したが、SPRINTARS についてはあまり変動が見

られなかった。 
図 2 の中段で SPRINTARS の変動を詳しく確認する。緑で示した SPRINTARS – AERONET の

AOT の差は Aeronet が上昇した期間に 0.2～0.4 程度となり、SPRINTARS が Aeronet ほど上昇して

いないことが分かる。つまり SPRINTARS は観測を再現できていない。 
次に図 2 の下段で Assimilation SPRINTARS の変動を詳しく確認する。水色で示した Assimilation 
SPRINTARS – AERONET の差は Aeronet が上昇した時でも最大 0.2 程度であり、それ以外の期間

に比べて上昇していない。即ち Assimilation SPRINTARS の方が SPRINTARS より観測状況を再現

できている。 
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図 2. 2009年6月～2010年5月のAOTの時系列変化。データ数はいずれも418。横軸の目盛りは年/月/ 

日/時を表す。 
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引き続いて、SWIR L2 リトリーバル処理結果について確認した（図 3）。図 3 では、対象領域

内の 2009 年 6 月～2010 年 5 月の 532nm AOT の先験値と準リアルタイム処理結果（SPRINTARS
を入力）L2_SP の差の時系列プロットを上段、L2 と同時推定された 532nm AOT と試験処理結果

（Assimilation SPRINTARS を入力）Assim_SP の差の時系列プロットを中段、SWIR L2 XCO2の試

験処理結果と準リアルタイム処理結果の差の時系列プロットを下段に示す。2009 年 9 月～10 月に

かけて L2 と同時推定された 532nm AOT（図 3 中段）の差が、532nm AOT の先験値（図 3 上段）

の差の増加に伴い増加したことが分かる。また、先験値の AOT の増加と同じタイミングで XCO2

も増加した（図 3 下段）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3. 2009年6月～2010年5月のSWIR L2処理結果から得られたAOTおよびXCO2の差の時系列変化 

（L2_Assim -L2_SP）。データの範囲は南緯15°～0°、東経15°～35° 
上段：532nm AOT先験値、中段：L2と同時推定された532nm AOT、下段：SWIR L2 XCO2。 
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なお、AOT の変動と XCO2の変動の因果関係は未確認だが、森林火災によりいずれも増加する

可能性がある（森林火災に伴う煙によるエアロゾルの増加と燃焼による XCO2 の増加）。本事例

では同時期に変動が見られたことから、AOT の増加と XCO2の増加の関連性や、他の要因にも注

目して次年度以降も調査する予定である。 
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assimilation of AERONET observations in a global aerosol transport model, Atmos. Chem. Phys., 10, 
2561-2576, doi:10.5194/acp-10-2561-2010, 2010. 

 
 
4. まとめ 

NIES スーパーコンピュータで実行した 1 年分の Assimilation SPRINTARS 処理結果から得られ

るエアロゾル光学的厚さと Assimilation SPRINTARS 処理結果をエアロゾル先験情報として

GOSAT DHF で実行した SWIR L2 XCO2濃度の変動を確認した。1 年を通じた結果が得られたこと

で、準リアルタイム処理結果（SPRINTARS の結果をエアロゾル先験情報として使用）に比べ、

Assimilation SPRINTARS 処理結果を用いた FTS SWIR XCO2 濃度が地域ごとに数カ月に渡って増

減し、特に乾燥地域での増加が顕著であったことが分かった。また、大規模火災事例において、

エアロゾル光学的厚さの増加と XCO2 濃度の増加が同時期に起こったことが分かった。 
 
 
5. 今後の研究展望 
今後は Assimilation SPRINTARS へ同化するエアロゾルデータとして、GOSAT CAI L2 エアロゾ

ル特性プロダクトに格納されているエアロゾル光学的厚さデータの利用を検討している。GOSAT 
CAI L2 エアロゾル特性プロダクトを使う利点は、MODIS NRL のような他の衛星プロダクトに依

らずに GOSAT のデータでエアロゾル先験情報を得られることである。また、GOSAT 研究者に限

定して提供している CAI エアロゾル特性プロダクトの利用研究は他の機関では着手されていない

ので、GOSAT CAI L2 エアロゾル特性プロダクトの Assimilation SPRINTARS への適用により FTS 
SWIR XCO2 濃度推定精度が向上すれば、それは GOSAT プロジェクトとして大きな成果となる。 

次年度は GOSAT CAI L2 エアロゾル特性プロダクト同化版 Assimilation SPRINTARS をスーパ

ーコンピュータで実行し、得られた約 1 年分の結果について評価を行うことを計画している。 
 
 
6. 研究成果発表 
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Masataka Ajiro, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members:  
Tatsuya Yokota, Hiroyuki Kawasaki, Fumie Kawazoe, Haruna Nakamura, Akiko Shishime, Center for 
Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract: 

The GOSAT Data Handling Facility (GOSAT DHF of NIES) processes the GOSAT observational data 
from the Fourier Transform Spectrometer (TANSO-FTS) and the Cloud and Aerosol Imager (TANSO-CAI) 
in near real-time mode, produces their higher-level products and distributes them to the data users.  

There exist some reference data that are not applied for the level 2 (L2) products of FTS ShortWave 
InfraRed (FTS SWIR) observational data in near real-time processing mode. There is a plan to produce 
definitive versions of SWIR L2 products by using available definite reference data. The Assimilation 
SPRINTARS, which assimilates the aerosol observational data to the aerosol transport model SPRINTARS, 
was used under the NIES SX-ACE scalar system to calculate the reference data of global aerosol 
distributions for a one-year period. These Assimilation SPRINTARS data were applied for the SWIR L2 
processing as reference of the aerosol. When we compared this SWIR L2 product with the existing SWIR 
L2 product of the near real time mode, significant changes (increase or decrease) of XCO2 values in the 
SWIR L2 products using the Assimilation SPRINTARS were found in some specific regions during several 
months. The XCO2 values increased particularly in desert areas. Also, if a big wildfire occurred in an area, 
the aerosol optical thickness (AOT) and XCO2 over the area increased at the same time. The data of AOT 
and XCO2 are stored in the records of the SWIR L2 products using the Assimilation SPRINTARS. 
 
Keywords:  
GOSAT, greenhouse gases, carbon dioxide (CO2), aerosol 
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Tomohiro Oda, Universities Space Research Association, USA 
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Alexander Ganshin, Central Aerological Observatory, Russia 
 
Abstract: 

We developed several components for inverse model analysis of the GOSAT CO2 observations. 
Optimized surface CO2 fluxes intended for use in GOSAT inverse modeling were produced with the 
terrestrial biosphere model VISIT. The VISIT model parameters were optimized using atmospheric tracer 
transport model simulations. A large number of degrees of freedom evolved to estimate several of the 
parameters for each vegetation type, which led to significant computational load. Another component we 
developed was high-resolution transport simulation using a combination of the Lagrangian transport and 
global high-resolution wind simulation. For high-resolution modeling we used NICAM at 28 km resolution, 
and the FLEXPART model for tracer transport. Simulations with NICAM model nudged to JRA-55 
meteorology were implemented and checks for several month runs completed. We applied the FLEXPART 
transport model to assess emissions from a large number of GOSAT XCO2 observations of CO2 
concentration enhancements around large point sources. These enhancements (in the range of 0.1 to 1 parts 
per million (ppm)) were compared to transport-model-simulated enhancements (using fossil fuel emission 
inventory at a resolution of the satellite observation footprint) over different regions across the globe, in 
order to relate emissions to observations. Our results demonstrated the potential of this approach for 
application in monitoring localized emission sources of several trace gases. 
 
Keywords: 
Atmospheric tracer transport model, NICAM, terrestrial carbon cycle, atmospheric carbon dioxide (CO2), 
anthropogenic CO2 emissions, large point sources 
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Keywords: 
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anthropogenic CO2 emissions, large point sources 
 
 
1. Research objectives 
a) To analyze large volumes of GOSAT data to characterize fossil fuel emissions from large point sources, 
b) To develop optimized land-biosphere CO2 fluxes for use in inverse modeling with GOSAT data, 
c) To achieve high-resolution transport modeling with global high-resolution wind data simulated with 

nudged Non-hydrostatic ICosahedral Atmospheric Model (NICAM) , and 
d) To develop a high-resolution transport modeling algorithm for improving GOSAT data analysis, 

increasing the resolution of the tracer transport model needed for the analysis of intense emissions from 
localized sources. 

 
 
2. Record of supercomputer use 
 
2.1 Devoted computing time (June 1, 2015 - March 31, 2016) 

CPU hours    v_deb    (Debug)                : 20.44  hours 
v_32cpu   (max. 32CPU cores)      : 5.09  hours 
v_96cpu   (max. 96CPU cores)      : 2,377.27  hours 
v_160cpu  (max. 160CPU cores)   : 322.72  hours 
Total                             : 2,725.51 hours 

 
 
2.2 Details on the application of the supercomputer 
a) The NIES vector computer was used for running the CO2 transport model for VISIT parameter 

optimization. 
b) We utilized the NIES scalar supercomputer for simulating the XCO2 abundance due to emissions from 

fossil fuel burning, using a transport model. 
c) Non-hydrostatic Icosahedral Atmospheric Model (NICAM) simulations were carried out for preparing 

meteorological fields at high resolution for a high-resolution transport model. 
d) The majority of the CPU time was spent for atmospheric tracer simulations with NICAM-TM and 

NICAM 28 km resolution simulations. 
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3. Research progress and results 
 
3.1 Outline 

In the first part we present the optimization of surface CO2 fluxes intended for use in GOSAT inverse 
modeling. The fluxes were produced with the terrestrial-biosphere model VISIT, where the VISIT model 
parameters had been optimized using atmospheric tracer transport model simulations. A large number of 
degrees of freedom evolved to estimate several of the parameters for each vegetation type, which led to 
significant computational load. In the second part, we present a high-resolution transport simulation using a 
combination of the Lagrangian transport and global high-resolution wind simulation. We applied the 
FLEXPART transport model to assess emissions from a large number of GOSAT XCO2 observations of 
CO2 concentration enhancements around large point sources. These enhancements (in the range of 0.1 to 1 
parts per million (ppm)) were compared to transport-model-simulated enhancements (using fossil fuel 
emission inventory at a resolution of the satellite observation footprint) over different regions across the 
globe, in order to relate emissions to observations. Our results demonstrated the potential of this approach 
for application in monitoring localized emission sources of several trace gases. In the third part we present 
high-resolution meteorological modeling using NICAM at 28 km global grid resolution. Simulations with 
NICAM model nudged to JRA-55 meteorology were implemented. Test simulations confirmed successful 
nudging and numerically stable simulation. 
 
3.2 Optimization of the terrestrial carbon cycle model VISIT 

A set of biophysical parameters in VISIT was optimized against mean monthly atmospheric CO2 and 
annual mean aboveground biomass (AGB) and net primary productivity (NPP) by minimizing the misfit 
between observations and modeled values. The goodness of fit was assessed using the χ2 test. The prior 
value of χ2 = 7.8 decreased with each iteration, and the iteration was aborted after 10 repetitions (χ2 = 3.9). 
The value of χ2 larger than 1 can be partly attributed to the combined effect of minor uncertainties in the 
observations of atmospheric CO2 concentrations at 11 observation stations located on islands, peninsulas, 
and oceans with less influence of biospheric CO2 flux on atmospheric CO2 variability. After excluding 
these 11 stations, the value of χ2 and the root mean squared error (RMSE) of posterior simulation of the 
CO2 concentration for the whole data set became 3.02 and 1.36 ppm, respectively. The posterior simulation 
shows a representation of the seasonal amplitude with an RMSE of 1.65 ppm for all stations in both the 
Northern and Southern Hemispheres (Figure 1). The prior simulation of AGB and NPP shows a large 
scattering among biome types, leading to a large difference between observations and modeled values. This 
large misfit of AGB and NPP is substantially improved by using posterior values. However, the model 
using the posterior values underestimates the magnitudes of AGB for forest and woodland biomes. In this 
study, we used AGB data derived from satellite observations with large observational uncertainty, resulting 
in less constraint of observations, to minimize the misfit between the observations and the model. 
 

 
Figure 1. CO2 seasonal cycle amplitude simulated with optimized VISIT fluxes compared to observations 

(Globalview-CO2 dataset). 
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3.3 Analysis of GOSAT data and comparison with inventory-based XCO2 abundance 
The approach we followed was based on the assumption that XCO2 in the vicinity of large sources 

comprises contributions from fossil fuel combustion, biomass burning and terrestrial biospheric fluxes. We 
used the Lagrangian Particle Dispersion Model (FLEXPART) [Stohl et al., 1998; Stohl et al., 2005] with a 
high-resolution emission inventory (Open-source Data Inventory for Anthropogenic CO2, ODIAC) [Oda 
and Maksyutov, 2011] to simulate XCO2 enhancements (XCO2,ff) caused by emissions from fossil fuel 
combustion at all satellite observation locations. Based on these model estimates, we selected satellite 
observations influenced by fossil fuel emissions (corresponding to XCO2,ff > 0.1 ppm), and observed 
enhancements (XCO2,obs) were computed as anomalies from mean background (average of observations 
where XCO2,ff < 0.1 ppm) after corrections for biospheric and biomass burning emissions. We aggregated 
the observed and simulated anomalies into 0.2 ppm bins based on simulated enhancements and regressed 
(weighted by the standard error in mean XCO2,obs) the observed enhancements against the simulated ones. 
In the absence of biases (ideal case), the slope of the weighted linear regression should correspond to a 
factor (Sr) linking the inventory-based enhancements to the observed enhancements, where slope values 
larger (smaller) than 1 indicate that the emissions are underestimated (overestimated) in the inventory. 

We analyzed the global and northern hemispheric domain, and for the analysis on the continental scale 
we chose three large regions over the globe with significant CO2 emissions from fossil fuel burning but 
with different levels of economic development: East Asia, Eurasia and North America (colored rectangles 
in Figure 2a). We did not isolate Europe from Eurasia because the number of observations for Europe alone 
was quite low. When we regressed the aggregated observed enhancements against the simulated ones, we 
found a good linear relationship for the globe and Northern Hemisphere. 
 

 
Figure 2. Observed and simulated total column CO2 with significant fossil fuel signature averaged over 

2×2 grid. a) GOSAT-deduced fossil fuel enhancements in XCO2 (ΔXCO2,obs; color shading; ppm) 
averaged over 2×2 grid where at least 10 observations exist for 2009–2012. The macro regions - 
East Asia (10–60N, 60–150E), Eurasia (10–60N, 0–150E), North America (10–50N, 130–60W) 
and the Northern Hemisphere (10–70N, 130W–150E) - used for regional regression between 
modelled and observed ΔXCO2 are shown by colored rectangles. Overlapping boundaries are drawn 
with 1 offset for visual clarity. b) Simulated fossil fuel enhancements in XCO2 (ΔXCO2,sim; color 
shading; ppm). 
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For the global case, observed and simulated enhancements showed good agreement with the slope Sr 
of 1.21±0.21 (p<0.05) (Figure 3a). In the Northern Hemisphere case, the Sr value is 1.12±0.22 (p<0.05) 
(Figure 3b) and for Eurasia we found a Sr value of 1.24±0.27 (p<0.05) (Figure 3c). In the case of these 
three large domains, though the Sr values differ from unity (within the uncertainty range), the observed and 
simulated enhancements are very close to the "identity line" (line where XCO2,obs and ΔXCO2,sim are equal; 
grey dashed lines in Figure 3), suggesting that the emissions from strong point sources are well represented 
in the model. However, when we performed our analysis for East Asia, the Sr value was similar (1.22±0.32, 
(p<0.05); Figure 3d) but the regression line had a large offset from the "identity line” (identity line outside 
the observation uncertainty range), indicating sizeable differences between the mean simulated (ΔXCO2,sim) 
and observed (XCO2,obs) enhancements. For North America, we found a Sr value of 1.05±0.38 (p<0.1), 
showing good match between model and observations though the uncertainty is largest among the five 
regions due to the smaller number of observations (Figure 3e). Note that these model-based corrections for 
biospheric and fire fluxes do not affect the Sr value significantly to change the slope value. 

The aforementioned differences over East Asia suggested by regression analysis imply that inventory 
emissions are lower than needed to match the observations. This region is known for large differences 
between fossil fuel CO2 emission inventories [Guan et al., 2012]. For example, Guan et al., 2012 estimated 
the Chinese provincial total CO2 emissions of 9.08 Gt year–1 for 2010, which is 1.4 Gt year–1 more than 
the national report. Another study [Zhao et al., 2012] recompiling the Chinese CO2 emissions using 
provincial-level energy statistics revealed that CO2 emissions from fossil fuel and cement production 
showed notable differences from generally accepted estimates (e.g. 5-10% higher than CDIAC during 
2005-2009). These uncertainties in the national total CO2 emissions were propagated to derived global 
emission data sets and our model simulations. The discrepancy between simulated and observed XCO2 
abundance (22%) and its uncertainty (32%) over East Asia are comparable to the uncertainties (~15%) 
associated with fossil fuel CO2 emissions over this region (e.g. Zhao et al., [2012]). 
 
 

 
Figure 3. Mean observed (ΔXCO2,obs) versus simulated (ΔXCO2,ff) enhancements in 0.2 ppm bins a) for 

Northern Hemisphere, b) North America, c) globe, d) Eurasia and e) East Asia. Standard errors 
of the mean are shown as vertical thin red lines. Standard errors in binning of simulated values are 
smaller than the symbol size. The dashed line is the 1:1 line. The error-weighted regression between 
the modeled and observed XCO2 enhancements is shown as green line. The regression equation is 
shown at the top left of each panel (G, GOSAT; M, Model). The grey bars give the number of 
observations in each enhancement bins (right axis, to be read as nobs (in thousands); in logarithmic 
scale). 
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3.4 NICAM model simulations 
To improve our simulations and utilize the full benefit of using high-resolution surface fluxes, we 

need to represent the atmospheric wind fields at a higher resolution. For this purpose we simulated wind 
fields with high-resolution NICAM model globally. We used the Japanese 55-year Reanalysis (JRA-55) 
meteorological fields in the nudged simulation of NICAM at a horizontal resolution of 28 km with 45 
vertical layers, and 2 min time step. 

NICAM was first developed by M. Satoh and H. Tomita [Satoh et al., 2008; Satoh et al., 2014]. The 
model is designed to perform cloud resolving simulations by directly calculating deep convection and 
meso-scale circulations, which play key roles not only in the tropical but also in the global circulations of 
the atmosphere. Since cores of deep convection have a few km in horizontal size, they are not directly 
resolved by usual atmospheric general circulation models. In order to drastically enhance horizontal 
resolution, NICAM adopted non-hydrostatic governing equations and icosahedral grids. For the nudged 
simulation using NICAM, every six-hour data of the west-east wind speed component, the north-south 
wind speed component, and the temperature data of JRA-55 were used. The horizontal resolution of the 
JRA-55 data was 0.5625 degrees and the number of vertical layers was 40. A NICAM nudged simulation 
was performed by NEC SX-ACE v_160cpu job class using 40 nodes with 4 cores. The elapsed time 
necessary for one month nudged calculation was about 10 hours. The hourly outputs of the NICAM 
icosahedral data were interpolated to latitude-longitude grid data with a horizontal resolution of 0.25 
degrees. The examples of NICAM output data and comparison with the JRA-55 data used for nudging are 
indicated in Figures 4 and 5. Figure 4 shows the west–east wind speed component at 500 hPa level 
simulated with NICAM (top panel) and that of the JRA-55 data (bottom panel). The data on June 15, 2009 
are shown. The distribution of wind speed values in the NICAM output and that in the JRA-55 data are 
quite close. 
 

 
 

 
Figure 4. West-east wind speed component at 500 hPa level simulated with NICAM (top panel) and that of 

the JRA-55 data (bottom panel). Unit (m s-1). 
 

NICAM L45

JRA-55
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Figure 5 shows the time series of the west-east wind speed component at 180°E, 30°N grid point at 
500hPa level simulated with the NICAM (left panel) and that of JRA-55 data (right panel). The data are 
from June 1 to June 30, 2009. The number of time steps of the NICAM output is 720 and that of the JRA-
55 data is 120 for 30 days in June. The time series in the NICAM output agree well with that of the JRA-55 
data.  
 

 
Figure 5. Time series of the west-east wind speed component at 180°E, 30°N grid point at 500hPa level 

simulated with the NICAM (left panel) and that of JRA-55 data (right panel) . 
 
 

The results of the comparison between the NICAM output and the JRA-55 data indicate that the 
NICAM nudged simulation using the JRA-55 data was performed successfully. High-resolution forward 
modeling is necessary for accurate inverse estimation of fluxes. Using the developed nudged simulation 
method with NICAM, we plan to improve the transport simulation of greenhouse gases. 
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4. Summary 
Our results show that the method we introduced is capable of assessing regional emissions using 

GOSAT observations with elevated CO2 column abundance of 0.1 to 1 ppm and a high-resolution transport 
model. However, to conclude the inferences of regional discrepancy in the emissions used for simulating 
the XCO2, further analysis is necessary. Such an analysis is possible for other locations globally if a 
sufficient number of satellite soundings are available for both emission-influenced and background XCO2. 
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要旨： 

CO2 大量放出源付近の大気中 CO2 濃度増加が相対的に小さい大量の GOSAT XCO2 観測データ

から CO2放出量を評価するための新しい方法を紹介する。これらの観測濃度増加量（0～1 ppm）

と GOSAT 観測値の分解能に対応する化石燃料燃焼放出量インベントリデータを用いたモデル数

値実験による濃度増加量との回帰解析を行った。モデル実験濃度増加量平均値と観測濃度増加量

平均値との間には、全球規模および北半球規模ではほぼ線形関係であった（全球規模で比較係数

1.16±0.12 程度観測増加量が大きい）。しかし、モデル実験濃度増加量は東アジア域では過小評

価（1.7±0.27）であり、北アメリカでは過大評価（0.79±0.16）が見られた。この結果は、各領

域におけるいくつかの化石燃料燃焼放出量インベントリデータ間の比較により裏付けられた。今

回の結果は、局所的気体放出源の観測監視にこの方法を適用することの有効性を示している。 
 
キーワード： 
大気トレーサー輸送モデル、二酸化炭素（CO2）、人為起源 CO2排出、大量放出源、排出目録 
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要旨： 

本研究では、Shared socioeconomic pathways（SSP）1～3 の国別人口・GDP（2010～2100 年）シ

ナリオを、過去の国別人口・GDP（1980～2000 年）と併せて 0.5 度グリッドごとにダウンスケー

ルする。そのために、まずは土地被覆や都市別人口、交通ネットワークといった補助的な情報、

及び人口・GDP の空間変動を考慮しながらこのダウンスケールを精度良く行うための手法構築を

行う。次に、ダウンスケール手法を用いてグリッド別の将来人口・GDP シナリオを推計して一般

に公開する。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、SSP シナリオ、将来推計、 人口、GDP 
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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 村上大輔 
 
 
1. 研究目的 

将来の人口や GDP の成長を空間詳細な単位ごとに推計することは、気候変動への適応を都市・

地域スケールで議論する上で不可欠となる。そこで本研究では IPCC 公開の国別の人口・GDP シ

ナリオ（Shared Socioeconomic Pathways：SSP）を 0.5 度グリッドごとにダウンスケール（空間詳

細化）する。対象とするシナリオは SSP1（Sustainable シナリオ）、SSP2（Middle of the Road シ

ナリオ）、SSP3（Fragmentation シナリオ）である。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、SSP シナリオ、将来推計、人口、GDP 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1 計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）     : 0.00 hours 
v_32cpu （最大 CPU コア）   : 0.00 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計               : 0.00 hours 
  ※R（統計ソフトウェア）で計算処理をしているが、CPU時間には反映されていない。 
 
2.2 利用概要 

統計ソフトウェアRを使用してベクトル処理用計算機上での計算を実施した。具体的には、次

の計算を実施している：67,935の都市間の空間波及効果の評価（1980～2100年）；機械学習手法

を用いたダウンスケールモデルの平均化。なお、本研究課題ではベクトル用フロントエンドサー

バのみを利用しているため、計算機利用時間はベクトル処理用計算機のCPU時間には現れなかっ

た。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 背景 

将来の人口・GDP の推計は、社会経済活動が今後の地球環境に及ぼしうる影響を示すとと

もに気候変動に適応した持続可能な発展を促す上で重要となる。実際に、IPCC は Sustainable
（Shared Socioeconomic Pathways〈SSP1〉）シナリオ、Middle of the Road（SSP2）シナリオ、

Fragmentation（SSP3）シナリオといった複数の社会経済シナリオを想定し、今後の気候変動

 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）     : 0.00 hours 
v_32cpu （最大 CPU コア） : 0.00 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計              : 0.00 hours 
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が各シナリオ下で及ぼしうる影響を詳細に分析している。しかしながら、それらのシナリオ

は国別のものであり、例えば都市ごとや地域ごとのようなローカルなスケールでの気候変動

緩和・適応の議論にそれらのシナリオを活用することは必ずしも容易ではない。以上を踏ま

え、本研究では SSP1～3の人口・GDP シナリオ（国別：1980～2100年）を0.5度グリッドごと

のシナリオにダウンスケールする。 
 
3.2 計算手順 
 人口・GDP シナリオのダウンスケール（DS）の手順を図 1 に整理した。DS は国別の都市人口、

非都市人口、GDP について各々実施した。都市人口の DS に際しては、次の点を考慮した都市成

長モデルを空間計量経済学（e.g., LeSage and Pace, 2009）の知見を援用することで構築した：(i)
近接する都市からの影響；(ii) 経済的な結びつきの強い都市からの影響；(iii) 土地被覆や交通ネ

ットワークからの影響。(ii) については、グローバル化が進むことで sustainability が向上すると

いうシナリオである SSP1 では 2100 年までに経済的な結びつきが現状の 2 倍、Mean of the Road
シナリオ（SSP2）では現状維持、Fragmentation シナリオ（SSP3）では 2100 年までに 0.5 倍とな

ることを、それぞれ想定した。以上の仮定の下で、各 SSP の下での都市別人口シナリオ（～2100
年）を構築した。次に、それにより得られた都市別人口シナリオと土地被覆等その他の補助変数

を考慮したモデルを機械学習（勾配ブースティング；e.g., Bishop, 2006）によって平均化すること

で、0.5 度グリッド別の都市人口シナリオを推計した。非都市人口の DS は、都市化ポテンシャル

（上述の都市別人口シナリオを元に評価）も考慮したモデル平均化により実施した。ここで平均

化は不確実性を削減し DS の精度を高めるうえで重要である。最後に GDP の DS は、都市別人口

シナリオ、非都市別人口シナリオ、及びその他の補助変数を考慮したモデル平均化により実施し

た。 
 
3.3 結果 

人口（都市＋非都市）と GDP の DS の結果（SSP1, 3：2080）を図 2 に示す。SSP1 の人口分布

は全体として集約的であり、特に主要都市（例えばロンドンやニューヨーク）の周辺では顕著な

人口集中がみられた。対照的に SSP3 の下での人口分布は拡散的であった。この拡散傾向は東ヨ

ーロッパからロシアにかけての地域、及び南アフリカで特に顕著である。一方、SSP1 の下での

GDP は、主要都市だけでなく、その周辺の広い範囲で高い値を示しておりで、SSP3 よりも広域

的に生産活動が営まれるとの示唆が得られた。 
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図 1. 人口・GDP の DS の手順。 
 

 

 
図 2. 人口・GDP（2080 年）の DS の結果。 
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4. まとめ 
本課題では、都市の成長メカニズムや都市間の相互作用、及び多様な補助変数（土地被覆や交

通ネットワーク等）の影響を、モデル平均化手法を活用して統合した国別人口・GDPシナリオの

DS手法を開発し、同手法を用いて0.5度グリッド別の人口・GDPデータセット（1980～2100年）

を作成した。計算の結果、都市に人口やGDPが集中するというSSP1の特性や、人口・GDPが広域

に拡散するというSSP3の傾向を捉えることができた。以上の研究成果はMurakami and Yamagata 
(2016)で公開している。また計算結果については以下のwebページで公開中である。 
（図 3： http://www.cger.nies.go.jp/gcp/population-and-gdp.html） 

 

 
 

図 3. グリッド別人口・GDP シナリオの公開ページ。 
 
 
5. 今後の研究展望 

今後、本課題で開発したモデルを、交通ネットワークを介した都市間の相互作用やそれに伴う

都市集積・拡散も明示的に考慮することで、理論的にも精緻なものとする。そのために、まずは

我が国のデータを用いてモデルの開発と各シナリオ下でのパラメータのキャリブレーションを行

う。次に土地利用や生態系等のその他の将来シナリオとの統合を実施することで、将来の気候変

動が都市に及ぼす影響がより精度よくシミュレートできるように拡張する。ここではベイズ理論

に基づいて不確実性も考慮したシミュレーションを実施予定である。平成 28 年度は同シミュレー

ションまで至らないと思われたためスーパーコンピュータの利用申請は控えたが、同シミュレー

ションが実装可能となった段階でスーパーコンピュータを活用したい。 
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population, and transportation network. Subsequently, the developed approach was used for the population 
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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、流動場のみならず、環境中の物質動態を支配する重要な物理過程

である。海洋混合のモデル化に関する研究は、これまでに多数実施されているものの、いまだ多く

の課題を残しており、海洋環境の予測精度低下の主要因になっている。本課題は、Large Eddy 
Simulation（LES）に基づく海洋混合スキームの改良を実施するとともに、それを領域スケールモデ

ルに応用することにより、海洋の流動、物質動態および生態系シミュレーションの精度を向上させ

ることを目的とする。本年度は、前年度に引き続き、LES に基づく海底混合層における懸濁粒子の

挙動解析を進めるとともに、LES から得られた知見を領域スケールの流動・水質・生態系モデルに

反映させ、東シナ海の広域海洋環境予測(東アジア広域環境研究 PG）、東京湾の水質・底質改善（特

別研究）、東日本太平洋沿岸域の放射性セシウムの動態（災害環境研究）に関する数値シミュレー

ションを実施した。 
本稿では、LES に基づく懸濁粒子の研究手法を海底資源開発に伴う環境影響評価問題に適用した事

例を紹介する。本研究では海底資源開発の影響評価に関する調査が進められている沖縄トラフの海

底周辺の流体特性、およびその浮遊粒子動態への影響を明らかにすることを目的として、この海域

における潮汐流起源の海底混合層乱流の発達に関する数値実験を行った。その結果、実験終了時の

海底混合層厚が 40 - 60 m 程度であること、海水内の粒子状物質の大部分が最終的に海底混合層内に

分布することがわかった。得られた結果は先行の海底混合層厚のスケーリングに関する数値研究や

音響流速計測装置を用いた観測研究と矛盾しない内容であることが確認された。 
 

キーワード： 
海洋流動・水質・生態系シミュレーション、海洋混合層スキーム、Large Eddy Simulation（LES）、

海底資源開発 
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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 
海洋における乱流混合は、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・無機栄養塩の拡散、赤潮・貧酸素水塊の発生・消滅など、海

洋環境の形成を左右する重要な素過程である。しかし、領域スケールモデルに組み込まれている

既存の海洋混合層スキームは乱流混合の効果を適切にパラメータ化できておらず、海洋環境予測

の精度低下の主要因になっている。本課題は、Large Eddy Simulation（LES）に基づいて海洋混合

層スキームの改良を行うことにより、領域スケールの海洋流動・物質動態・生態系モデルの予測

精度を向上させることを目的とする。本研究を通じて、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評価(東アジア広域環境研究プログラム)、福島第一原子力発電

所事故による放射性物質の海洋動態予測（災害環境研究）、東京湾の水質・底質改善（特別研究）、

熱水鉱床近傍の海底資源開発に伴う懸濁粒子の動態予測・生態系影響評価（SIP）などの研究プロ

ジェクトに貢献する。 
 
キーワード： 
海洋流動・水質・生態系シミュレーション、海洋混合層スキーム、Large Eddy Simulation（LES）、

海底資源開発 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb  （デバッグ用）     : 391.56 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 70,594.84 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 374,025.13 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計               : 445,011.53 hours 
 

2.2  利用概要 
 前年度に引き続き、LES に基づく海底混合層における懸濁粒子の挙動解析を進めるとともに、

LES から得られた知見を領域スケールの流動・水質・生態系モデルに反映させ、東シナ海の広域

海洋環境予測、東京湾の水質・底質改善、東日本太平洋沿岸域の放射性セシウムの動態に関する

数値シミュレーションを実施した。いずれの計算も、モデルコードを MPI 並列化した上で行った。 
 
 
 
 
 
 

 

CPU 時間 v_deb  （デバッグ用）  : 391.56 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 70,594.84 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 374,025.13 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計 : 445,011.53 hours 
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3. 研究結果 
 本稿では、LES に基づく懸濁粒子の研究手法を海底資源開発に伴う環境影響評価問題に適用し

た研究事例を紹介する。 
 
3.1 背景と目的 
 海底鉱物資源の開発には、開発区およびその周辺の環境・生態系に対し、開発の影響を可能な

限り低減する保全行為が求められる。そのためには、開発によって生じる環境影響およびその対

策を講じた場合の効果を的確に予測・評価（Environment Impact Assessment: EIA）することが必要

であり、その手法確立に向けた活動が近年国内外で活発化している。海底鉱物資源開発の環境影

響としてまず真っ先に考えなければならない事象は海底の攪乱だろう。海底における採鉱機の移

動・掘削が開発区の底生生態系を直接破壊・損傷することは容易に想像できる。加えて、採鉱時、

揚鉱海水の放出時、洋上作業時などに生じる海水の濁り、すなわち微細粒径の鉱物粒子（懸濁粒

子）の発生・拡散・堆積による影響も無視できない（図 1）。これらの懸濁粒子の動態評価・予

測は海底鉱物資源開発の EIA に必要不可欠である。 
 
 

  
 
EIA には現場実証試験が困難な環境保全行為の事前効果予測や開発終了後の環境回復予測も求

められるため、評価・予測手法としては物理モデルに基づく数値シミュレーションが最も有力で

あると考えられる。その基本構造は海水の流れを予測する流動モデルと懸濁粒子の輸送・拡散・

沈降・堆積・巻上げ（再懸濁）を取扱う動態モデルを組み合わせた 3 次元領域モデルであり、1990
年代には多くの研究成果が報告された（Jankowski et al. 1996; Nakata et al. 1997）。しかし、現在の

観測・数値モデリング技術は飛躍的に進歩しており、最新の知見と照らし合わせてみると当時の

手法の問題点が色々と浮き彫りになる。とくに、懸濁粒子の動態を支配する重要な素過程である

海底近傍の乱流過程のモデル化については、過去の鉛直混合スキームが、現在と比べて実用的に

十分な精度を有しているとはいいがたい。豊富な鉱物資源が存在する熱水活動域の多くは水深数

図 1. 海底資源開発のEIAで対象となる懸濁粒子の動態に関する模式図。 
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千 m にも及ぶ深海に存在するが、深海乱流は、近年直接観測がようやく活発に行われるようにな

ったものであり、未解決の問題が多く残された海洋物理学の重要課題の一つといえる（日比谷

2012）。 
 我々の研究チームは、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「次世代海洋資源調査技術

（海のジパング計画）」において次の研究を進めている。 

 (1) 最新計測機器（カナダロックランド社VMP-X）を用いた深海乱流の直接観測 

 (2) LESモデルによる深海の熱水鉱床近傍の乱流場及び懸濁粒子動態解析 

 (3) 領域モデルによる懸濁粒子の動態を中心としたEIAプロトコルの構築 

これらのうち、本稿では(2)のLESモデルを用いた研究事例を紹介する。 

 

3.2 数値実験の概要 
 本研究で用いた数値モデルは、深海の海底混合層における乱流混合過程を予測する LES モデルと、

それにより得られた流速場データを用いて懸濁粒子の輸送・拡散を予測する粒子追跡モデルで構

成されている。LES モデル（Furuichi et al. 2012; Furuichi and Hibiya 2015）は、非静水圧条件下に

おける 3 次元 Navier-Stokes 方程式を支配方程式とし、格子スケールより小さい乱流渦による混合

の影響は Ducros et al.（1996）により算定した。粒子追跡モデル（古市・東 2014）には、LES モデ

ルより抽出した鉛直 2 次元流速場の時系列データを用いて完全球形のパッシブトレーサーを追跡

する、ラグランジュ型モデルを使用した。 
 解析対象領域は水深 1,050m の平坦な海底地形である仮想海域を想定し、水平幅は南北・東西と

もに 200 m、鉛直方向は海底面から 150 m 高まで、格子スケールは水平、鉛直方向ともに 0.5 m と

超高解像度に設定した。解析領域の南北・東西側面には周期境界条件を適用するとともに、境界

近傍の不自然な反射・擾乱の発生を防ぐため、上端部周辺にはスポンジ層を導入した。海底摩擦

（海底摩擦速度 uf）はモデル内の水平流速の最深値に対数則を適用することで求めた。 
 本研究では、潮汐流と成層（密度プロファイル）条件の変化が深海の海底混合層の流動場およ

び懸濁粒子の動態に及ぼす影響を調べるために、次の流動場の初期・境界条件を設定した数値実

験 A–C を行った。まず実験 A では、解析領域を海底資源開発関連の現場調査が進められてきた沖

縄トラフ周辺海域と想定し、成層条件には World Ocean Atlas に基づいて初期水温プロファイルを

410-3 Cm-1の鉛直勾配をもつ水平一様場を、潮汐条件には既往の観測・数値研究に基づいて長軸方

向の振幅が約 0.2 ms-1である半日周期（M2）潮汐流（周波数 M2 = 1.4 10-4 s-1）を励起するような

背景圧力勾配を与えた。これを基準として、潮汐流をやや強くした（長軸方向が 0.3 ms-1）実験 B
と初期水温の鉛直勾配を弱くした（約 110-3 Cm-1）実験 C を行った。いずれの実験においても、

塩分場には World Ocean Atlas に基づく一定値（34.4）を、コリオリ力は 28N における値（慣性周波

数 f = 0.7 10-4 s-1）を与えて、約 8 日間の計算を行った。粒子追跡の計算では、実験 A–C で得られ

た 3 種類の流動場に対し、それぞれ 2 種類の沈降速度（ws = 6.4 m day-1と 26 m day-1。それぞれ 10 m
および20 mの粒径で、比重2.7のストークス沈降式より算定される値）を有する懸濁粒子を与えて、

計 6 ケースの懸濁粒子の動態に関する数値実験を行った。いずれの実験においても、粒子の初期

配置は海底近傍および海底から高さ 15、30、45m の位置に計 8000 個とした。 
 
3.3 結果と考察 
 図 2(a), (b)にLES実験Aから得られた海底から70 m高までの水温場の瞬間値（計算開始後47時間)、

および乱流エネルギー消散率・乱流熱輸送量の水平平均値の深度-時間分布をそれぞれ示す。潮汐流

変動に応答して海底乱流が発達し、水温場が次第に混合されていく様子がわかる。結果として実験

Aでは海底混合層厚が約40 mまで発達した（図 2(c)）。また、乱流が励起されやすいように潮汐流

を強めた実験B、密度成層を弱くした実験Cにおいてもその値は高々約 60 mであり（図 2(c)）、オ

ーダーが変わるほどの顕著な変化は認められなかった。現時点では現場海域における深海の乱流観

測データが十分でなく、それとの比較による本LES実験の直接的な妥当性検証は現時点では困難で

あるが、得られた実験結果が潮汐流に起因する海底混合層の発達を調べた先行研究（Sakamoto and 
Akitomo 2009; Akitomo et al. 2016）と整合していることを確認した。 
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図 3. 粒子追跡実験の結果の例。上段（下段）は粒子を海底から15 m・30 m・45 mの高さ（海底付近）に

初期配置して追跡実験を行った場合の粒子数密度の深度-時間分布。黒線は静止流体中の沈降の様

子を、破線は海底混合層の上端を示す。左（右）列は沈降速度6.4 (26) m day-1 の場合の実験結果。

図 2. LES実験の結果の例。(a) 実験Aから得られた水温場（陰影）の瞬間図。(b) 実験Aから得られた

海底近傍の乱流エネルギー消散率（; 等値線、単位 m2s-3）、乱流熱フラックス（陰影）およ

び海底混合層の上端（水温が最深値より0.1 °C高い深度で定義；赤破線）の深度-時間分布。(c) 
各実験における海底混合層厚の時間分布。 
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粒子追跡実験の結果として、図 3に実験Aの流動場を用いた場合の粒子数密度の深度-時間分布

を示す。粒子の大部分が海底混合層内に最終的に分布する、換言すれば、粒子の大部分が海底混

合層よりも上方の領域には拡散しない傾向が確認できる。図には示さないが、同様の結果が実験B、
Cにおいても確認された。この数値実験結果についてもLESと同様の理由で現時点では直接的な検

証が十分にできないが、沖縄トラフでは過去に海底設置型の音響式流速計（Acoustic Doppler 
Current Profiler: ADCP）を使って海底から120 m高の観測を試みたにも関わらず、流速データが海

底から40–60 m高までしか取得できなかったことが報告されている（Furushima and Yamamoto 
2015）。ADCPは水中に音波を発信して懸濁粒子からの反射波より流速を計測する構造であるため、

現場海域では観測時に懸濁粒子が海底から40～60 m高までしか存在していなかったことが示唆さ

れる。本粒子追跡実験で得られた結果はこのADCPの観測限界の理由を裏付けるものと考えられる。 
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4. まとめ 
 本研究では、海底鉱物資源開発におけるEIAの基礎となる懸濁粒子の動態予測手法の開発を目的

として、LESによる海底混合層の乱流解析、および粒子追跡に基づく懸濁粒子の動態解析を行った。

沖縄トラフを想定した深海の仮想海域を設定して数値実験を行ったところ、潮汐による海底混合

層の発達は高々40～60 m程度であること、懸濁粒子の大部分がその海底混合層内に留まる範囲で

輸送・拡散していることが明らかになった。これらの結果は既往の海底混合層過程に関する数値

研究やADCP観測研究の成果と矛盾しないものだった。 
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5. 今後の研究展望 
 本稿で紹介した成果は海底鉱物資源開発に伴って発生する懸濁粒子の拡散・堆積範囲について

一つの科学的知見を与えるものと考えられるが、本研究に残されている課題も少なくない。まず、

本稿の各所でも述べたように、現時点ではシミュレーションの妥当性検証のための観測データが

決定的に不足しており、今後航海調査の実施や既存の観測データの収集に努めていく。また、今

回の計算では海底地形の変化の影響を考慮していなかったが、海底鉱物資源が豊富に存在すると

目される熱水活動域は急峻で変動が激しい海底地形であることが多く、それが海底混合層に及ぼ

す影響は無視できないだろう。熱水の噴出そのものが乱流を引き起こすことも想像され、それに

対する検討も必要だと考えられる。EIA 上の課題としては、冒頭で述べた様々な開発過程におい

て発生する懸濁粒子の性状と量を如何に設定するかが問題になる。これについては、国内外の事

例を収集し、研究チーム内で議論してシナリオの構築を進めていきたい。 
本課題は平成27年度をもって終了となるが、次年度以降はこれまでの成果を踏まえ、東アジア・日本近

海から国内の沿岸・内湾までのマルチスケールの海洋循環、および懸濁粒子の動態・環境負荷物質との相

互作用を考慮した水質・底質の予測が可能な沿岸海洋環境長期予測モデルの開発に取り組んでいく（研究

課題「懸濁粒子の動態および環境負荷物質との相互作用を考慮した沿岸海洋長期環境予測モデル

の開発」、平成28年度～平成30年度）。 
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Project name： 
Improving parameterizations of ocean mixing processes and their application to coupled 
ocean physical-biogeochemical-ecosystem simulation 
 
2013 June – 2016 March 
 
Project leader:  
Hironori Higashi, Center for Regional Environmental Research, National Institute for Environmental 
Studies 
Project member:  
Naoki Furuichi, Center for Regional Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract: 
    Oceanic turbulent mixing is an important physical process governing not only ocean circulation but 
also material behavior. Although many attempts to develop and improve oceanic vertical mixing schemes 
for regional-scale simulation have been made, there still remain several issues to be addressed. This fact is 
largely related to uncertainty in prediction of marine environment and ecosystem. Our primary objective is 
to improve the oceanic vertical mixing scheme on the basis of large eddy simulation (LES). Using the 
improved scheme, we aim to enhance the performance of regional-scale marine environment models such 
as those on oceanic circulation, biogeochemical cycle, and ecosystem impacts.  
     In FY 2015, we performed a numerical study towards environmental impact assessment of 
deep-ocean mining activity. Using a LES model, we investigated the bottom boundary layer (BBL) process 
and suspended particulate matter behavior on the Okinawa Trough. The experiments revealed that BBL 
thickness enhanced by the tidal current reached no higher than 60 m from seabed. Furthermore, most of the 
suspended particulate matter therefore could not be dispersed beyond the BBL. These results were 
qualitatively consistent with current observations and scaling relations reported by previous studies.   
 
Keywords: 
Ocean physical-biogeochemical-ecosystem simulation, oceanic vertical mixing scheme, large eddy 
simulation (LES), deep-ocean mining activity 
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研究課題名： 
GOSAT および GOSAT-2 衛星のデータ解析に関わるエアロゾル・モデルシミュレー

ション 
 
実施年度： 
平成 27 年度～27 年度 
 
課題代表者：宇宙航空研究開発機構（JAXA）第一宇宙技術部門地球観測研究センター（EORC） 

中島映至 
共同研究者：宇宙航空研究開発機構（JAXA）第一宇宙技術部門地球観測研究センター（EORC） 

沖 理子 
国立環境研究所環境計測研究センター 及川栄治 
国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 
東京大学大気海洋研究所 打田純也 

      University of Oxford, Clarendon Laboratory Nick Schutgens 
      近畿大学総合社会学部 中田真木子 
 
要旨：  
全球エアロゾル輸送モデル MIROC-SPRINTARS と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を開発してき

た。本年度はこのエアロゾル同化システムを用いて、従来よりも長期間である 1 年間のデータ同

化実験を行った。データ同化によって、モデルのエアロゾルの光学的厚さ（Aerosol Optical 
Thickness: AOT）と観測の AOT の差は小さくなり、アンサンブルメンバー間の相対標準偏差も小

さくなることがわかった。例えば、サハラ砂漠のダストや南アフリカでの煙といった発生源から

の流入地域である大西洋上の AOT は改善した。しかし逆に、それら発生源付近では同化によって

AOT が過小評価となったため、MIROC-SPRINTARS の物質輸送に関する改良の必要性が示唆され

た。また、データ同化を行わずにエアロゾルの排出量や気温・風速・湿度などの気象場に摂動を

与えたアンサンブル実験を行い、それらのエアロゾル分布に対する影響を調べた。その結果、気

象場に摂動を与えた実験の AOT の相対標準偏差はエアロゾルの排出量を変えた実験より小さい

ことがわかった。つまり、このモデルにおける大気中のエアロゾル濃度は、気象場よりエアロゾ

ルの排出量に大きく依存することがわかった。 
また、エアロゾルの放射強制力はエアロゾルの光学特性に依存するため、MIROC-SPRINTARS

のエアロゾル光学特性の改良も継続して行った。現在、多くの全球モデルで用いられているエア

ロゾルの光学特性は OPAC [Hess et al., 1998] を参照している。しかし、近年では AERONET や

SKYNET といった地上観測により、可視・近赤外領域におけるダストの光吸収が過大評価である

ことが示唆されるようになった。そこで、MIROC-SPRINTARS のダストの光学特性を、近年の研

究結果によるダストの光学特性 [Di Biagio et al., 2014] に修正した。その結果、大気の窓領域に含

まれる 8m から 12m のダストの光吸収が大きくなり、サハラ砂漠やアラビア砂漠におけるダス

トの長波放射の吸収が強くなり、長波放射のエアロゾル放射強制力は+0.18Wm-2 から+0.25Wm-2

に増大した。 
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試験的に

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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沖 理子 
国立環境研究所環境計測研究センター 及川栄治 
国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 
東京大学大気海洋研究所 打田純也 

      University of Oxford, Clarendon Laboratory Nick Schutgens 
      近畿大学総合社会学部 中田真木子 
 
 
1. 研究目的 

2009年に環境省が打ち上げたGOSATミッションではフーリエ分光放射計（Fourier Transform 
Spectrometer: FTS）を利用して二酸化炭素の気柱量を求める。また、その後継機としてのGOSAT-2
衛星が計画されている。これらの衛星受信分光放射輝度のデータにはエアロゾルの影響が含まれ

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。また、GOSAT-2衛星

では、雲・エアロゾルイメージャ（Cloud and Aerosol Imager: CAI）を強化したCAI-2が搭載され、

新たにエアロゾルによる大気汚染の監視が目的として加わった。従って、これらのデータ解析に

とって必要なエアロゾル情報を適切に計算するエアロゾルモデリングシステムが求められている。 
 
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（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）    :  0.00 hours 
v_32cpu（最大 32CPU コア） :  17,676.38 hours 
v_96cpu（最大 96CPU コア）  :  0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）:  0.00 hours 

                    計                :  17,676.38 hours 
 
2.2  利用概要 
 エアロゾル輸送モデルSPRINTARSをAORI/NIES/JAMSTECの全球気候モデル（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のシミュレーションを行う。

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）や衛星搭

載の MODIS 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

 

CPU 時間 v_deb （デバック用）    :  0.00 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） :  17,676.38 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） :  0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）:  0.00 hours 

                    計 :  17,676.38 hours 
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算定することによって、GOSAT-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。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
全球エアロゾルモデル MIROC-SPRINTARS の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を開発してきた。本

年度はこのエアロゾル同化システムを用いて、従来よりも長期間である 1 年間のデータ同化実験

を行った。また、データ同化を行わずに、エアロゾルの排出量や気温・風速・湿度などの気象場

に摂動を与えたアンサンブル実験を行うことにより、これらの物理量がエアロゾルの分布をどの

ように変化させるのかを調べた。 
また、エアロゾルの放射強制力はエアロゾルの光学特性に依存するため、MIROC-SPRINTARS

のエアロゾル光学特性の改良も継続して行った。MIROC-SPRINTARS も含めた多くの全球モデル

では OPAC [Hess et al., 1998] で示された光学特性が用いられてきた。しかし、近年では AERONET
や SKYNET といった地上観測結果により、可視・近赤外領域におけるダストの光吸収が過大評価

であることが示唆されている。そこで、MIROC-SPRINTARS のダストの光学特性を改良し、全球

でのエアロゾルの放射強制力に対する影響を調べた。 
 
3.2 背景と目的 

2009 年に環境省が打ち上げた 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

している。 
 そのために、GOSAT 衛星に搭載されている 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 
大気大循環モデル MIROC（version 5）に実装し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）によるエアロゾル同化システムを用いた。エア

ロゾルモジュールは SPRINTARS（version3.84）を使用した（以下、MIROC5-SPRINTARS3.84 と

する）。エアロゾル同化システムでは、エアロゾルの排出量に摂動を与えた実験を複数回（アン

サンブル）行うことで予報誤差を評価している。実験は、水平解像度 T42（約 2.8°格子）、鉛直

20 層の解像度で、2009 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間の積分を行った。実験では気象場

は NCEP の再解析データをナッジングし、同化データは Terra 衛星に搭載されている MODIS セン

サで観測された 550nm の AOT である。モデル検証には、データ同化に用いていない Aqua 衛星に

搭載されている MODIS センサの観測値を用いた。また、データ同化を行わずに、エアロゾルの

排出量や気温・風速・湿度などの気象場に摂動を与えたアンサンブル実験も行った。 
MIROC5-SPRINTARS3.84 のエアロゾルの光学特性は、d’Almeida et al. [1991]を主に引用してい

る。しかし、近年出版された Di Biagio et al. [2014]によれば、8m から 12m と 17m から 25m
のダストの吸収特性は、d’Almeida et al. [1991] より大きい結果となっている。そこで本研究では、

ダストの光学特性に関して、2.5m から 25m までの波長の複素屈折率 [Di Biagio et al., 2014] と
2.5m 以下の波長の複素屈折率を AERONET のサハラ砂漠における観測値を参照して、新しい光
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学特性の値を用いた MIROC5-SPRINTARS3.84 のシミュレーションを行い、その結果を d’Almeida 
et al. [1991] を用いた標準実験と比較した。なお、積分期間は 1 年間である。 
 
3.4 結果 

全球エアロゾルモデルMIROC5-SPRINTARS3.84をデータ同化せず、エアロゾルの排出量に摂動

を与えるアンサンブル実験を行ったAOTの結果が図1左上にある“EHfr3_a”である。これとAqua衛
星のMODISセンサの観測値との差は、図1中央上にある“EHfr3_a-MODIS”に対応する。これらから

わかるように、アフリカ南部やインドなどでモデル値が過大評価であり、太平洋南部では過小評

価であった。これに対して、データ同化をしてアンサンブル実験を行った結果では、モデルで再

現される AOT （図 1 左下にある “EHMT3_a” ）と観測の AOT の差（図 1 中央下にある

“EHMT3_a-MODIS”）は小さくなり、アンサンブルメンバー間の相対標準偏差（図1右下）も小さ

くなった。データ同化を行わない実験ではサハラ砂漠のダストや南アフリカでの煙を過大評価し

ているため、大西洋上のAOTが過大評価となっていた。その影響により、データ同化を行うと、

大西洋上のAOTの過大評価は改善したが、中央アフリカではAOTが過小評価となってしまった。 
 

 

 

 

図 1. データ同化あり・なしのアンサンブル実験におけるAOTの比較。アンサンブル実験（上段）と

データ同化実験（下段）における550nmのAOT（左図）、MODISセンサによる観測とモデルの

AOTの差（中央図）、モデルのアンサンブルメンバー間のAOTの相対標準偏差（右図）。 
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データ同化によって、サハラ砂漠のダストや南アフリカの煙の発生源でのエアロゾル濃度が改

善され、周辺のエアロゾル流出域においてモデルで再現されるAOTと観測との差は小さくなった

が、北アメリカや南アメリカなどAOTの過小評価傾向に変化のない領域もあった。そこで、エア

ロゾルの排出量に摂動を与えるアンサンブル実験の他に風速・気温・湿度などの気象場に摂動を

与えたアンサンブル実験を行い、気象場がモデル内のエアロゾルの分布をどのように変化させる

のかを調べた。エアロゾルの排出量に摂動を与えた実験（“testE24L4tr_e”）では、ダストの発生地

域であるサハラ砂漠や海上風速が大きく海塩粒子が発生しやすい南緯60°付近の海上でのAOTの
相対標準偏差が大きくなった（図2の左下）。一方、気象場に摂動を与えた場合（“testE24L4tr_m”）
は、ヨーロッパや東南アジアなどの都市排出や森林火災などによる微小粒子の流出域でのAOTに
変化がみられた。しかし、大気汚染物質による微小粒子が多く排出されるインド周辺ではAOTの
変化が小さいことから、微小粒子が卓越している領域におけるエアロゾル輸送の気象場への依存

性に関して、領域による違いがみられた。今後、風速や湿度、地形などのパラメータのうち、ど

の要素が微小粒子の輸送に最も寄与しているのか調べることにより、モデル内のエアロゾル輸送

過程の改善が期待できる。気象場に摂動を与えた実験のAOTの相対標準偏差（図2中央下）はエア

ロゾルの排出量を与えた実験（図2左下）より小さいことから、このモデルにおける大気中のエア

ロゾル濃度は、気象場よりエアロゾルの排出量に大きく依存することがわかった。その結果、エ

アロゾルの排出量および気象場の両方に摂動を与えた実験結果（“testE24L4tr”）は、エアロゾルの

排出量のみに摂動を与えた結果に近く、アフリカ中央部や北アメリカ西部などの領域におけるエ

アロゾルの排出量を過小評価している可能性が示唆される。 

 
 

 
 
図 2. アンサンブル実験における 550nm の波長におけるエアロゾルの光学的厚さ（AOT）と相対標準

偏差の平均値。 エアロゾルの排出量に摂動を与えた実験（左図）、気象場に摂動を与えた実験

（中央図）、エアロゾルの排出量と気象場の両方に摂動を与えた実験（右図）の AOT（上段）

とモデルのアンサンブルメンバー間の AOT の相対標準偏差（下段）。 
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次に、ダストの光学特性を変えた実験結果に関して結果を報告する。ダストの複素屈折率を変

えた結果（“感度実験”）をMIROC5-SPRINTARS3.84の標準結果と比較したが、ダストのAOTと短

波放射の全エアロゾルの直接放射強制力の変化はほとんどなかった。しかし、本研究で採用した

ダストの複素屈折率の虚部は大気の窓領域に含まれる8mから12mの波長において、d’Almeida et 
al. [1991] のような過去の研究結果より大きいため、サハラ砂漠やアラビア砂漠におけるダストの

長波放射の吸収が強くなり、長波放射の全エアロゾルの放射強制力は+0.18Wm-2から+0.25Wm-2に

増大した。 
 
 

 
 
図 3. ダストの光学特性が異なる2つの実験におけるダストのAOTと全エアロゾルの放射強制力。 

550nmのダストのAOT（左図）、短波放射の全エアロゾルの直接放射強制力（中央図）、長波放

射の全エアロゾルの放射強制力（右図）の標準実験（上段）と近年のダストの光学特性を用いた

感度実験（下段）。 
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4. まとめ 

全球エアロゾルモデルMIROC5-SPRINTARS3.84に実装したエアロゾル同化システムで、1年間

の長期間のデータ同化実験を行った。データ同化によって、モデルで再現されるAOTと観測のAOT
の差は小さくなり、アンサンブルメンバー間の相対標準偏差も小さくなった。また、エアロゾル

の排出量と気象場に摂動を与えるアンサンブル実験を行うことにより、モデル内の大気中のエア

ロゾル濃度は、気象場よりエアロゾルの排出量に大きく依存することがわかった。 
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また、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

試験的に使用され始めている。 
 
 
5. 今後の研究展望 
・エアロゾルの排出量や気象場に摂動を与えるアンサンブル実験を行い、その結果を詳細に調べ

ることにより、エアロゾルの輸送過程や排出インベントリの改善が期待できる。また、エアロ

ゾルの光学特性を近年の研究結果から引用して新しくすることで、最新の観測結果との比較の

際に生じる誤差を小さくする。このような SPRINTARS モデルの高精度化とエアロゾル同化シ

ステムの構築の 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。GOSAT チームにより本システムが GOSAT プロジェクトの計算システムに組み込

まれた。また、JAXA によって GOSAT-CAI イメジャーデータに最新の諸補正が加えられた新

しい L1B データ（C131 版）が作成された。この L1B から得られたエアロゾル光学的厚さを本

データ同化システムで同化した結果を AERONET の地上観測値と比較したところ、観測との差

が小さくなることが見出された。 
・GOSAT チームでは、GOSAT/CAI から得られるエアロゾル光学的厚さの同化結果を GOSAT-FTS

による二酸化炭素の気柱量（XCO2）の推定に利用することにより、XCO2 の推定値が改善する

かどうかの調査を行う予定なので、それを支援する。予備的結果として、MODIS データを本シ

ステムで同化した結果をエアロゾル気候値として、FTS による XCO2 の評価を行ったところ、

0.2ppm 程度の改善が見られた。 
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Abstract:  

Our aerosol assimilation system using the local ensemble transform Kalman Filter (LETKF) was 
implemented into the atmospheric general circulation model, MIROC5, including the aerosol transport 
model, SPRINTARS, version 3.84. A simulation of the assimilation system was performed with a one-year 
integration with Terra/MODIS measurements. The assimilated aerosol optical thickness (AOT) was closer 
to Aqua/MODIS observation than AOT of the simulation without assimilation. The relative standard 
deviations of the assimilated AOT were smaller than those of the simulated AOT. The simulated AOT was 
overestimated in the Atlantic, where a large amount of Saharan dust and biomass burning smoke are 
transported from Africa. The assimilated AOT was comparable to the observed one over the Atlantic, but 
the assimilated AOT over central Africa was underestimated. This result suggests the need to improve the 
aerosol transport process in MIROC-SPRINTARS. Ensemble simulations with perturbation of aerosol 
emissions and meteorological fields (temperature, wind speed, and relative humidity) were performed to 
investigate how their fields change aerosol distributions in the atmosphere. The relative standard deviation 
of simulated AOT with perturbed aerosol emissions was smaller than that with perturbed meteorological 
fields. That means that the aerosol distributions depend more strongly on aerosol emissions than 
meteorological fields in this model.  

For a proper estimation of the aerosol radiative effect, the optical properties of aerosols in 
MIROC-SPRINTARS have been improved. While the aerosol optical properties used in many aerosol 
models are based on information on OPAC [Hess et al., 1998], they have been updated by several reports 
based on ground-based measurements of AERONET and SKYNET. Especially the visible and 
near-infrared absorptions of dust particles have been found weaker than those of OPAC. For this reason, 
infrared refractive indices of dust in Di Biagio et al. [2014] were used for the dust optical properties in 
MIROC-SPRINTARS. In this new estimation, the dust absorption in the wavelengths ranging from 8m to 
12m is stronger than those of past studies. As a result, the longwave absorption of dust increased 
especially over the Saharan and Arabian deserts and the longwave direct aerosol radiative forcing was 
estimated to be from +0.18Wm-2 (original) to +0.25Wm-2 (new). 

Recently, the MIROC-SPRINTARS assimilation system has been used on a trial basis 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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Project name: 
Numerical study on cloud systems using NICAM 
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Project leader:  
Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members:  
Tempei Hashino, The Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University 
Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Abstract: 

Our goal is to evaluate and improve the simulation of 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, we evaluated the thermodynamic phases of clouds in NICAM using Joint simulator and a 
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) lidar. We investigated the 
effects of microphysics schemes on the thermodynamics phases of clouds using two different microphysics 
schemes. For the evaluation, we developed a simulator of depolarization ratio in Joint simulator. It is 
possible to distinguish water and ice clouds in NICAM using the depolarization ratio. The modified 
microphysics, which had been improved using Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) data, 
underestimated the supercooled water clouds compared to the original microphysics and observations. Next 
year, we will examine the microphysical processes related to supercooled water clouds. We will also try to 
investigate how to consider the effects of ice clouds with 2D-shaped ice in a satellite simulator. 
 
Keywords: 
Global cloud system resolving models, precipitation systems, satellite simulator 
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Project name: 
Numerical study on cloud systems using NICAM 
 
2015 June – 2016 March 
 
Project leader:  
Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members:  
Tempei Hashino, The Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University 
Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
 
1. Research objectives 

It is important to reproduce the realistic cloud precipitation systems of numerical models for 
improving the prediction skills of climate models and data assimilation of satellite data. It is possible for 
the global non-hydrostatic model NICAM（Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model）to simulate 
global cloud systems explicitly at 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, 2015 - March 31, 2016) 

CPU hours  v_deb    (Debug)          : 0000 hours 
v_32cpu  (max.32CPU cores) : 0000 hours 
v_96cpu  (max.96CPU cores) : 0000 hours 
v_160cpu (max.160CPU cores) : 0000 hours 
Total                     : 0000 hours 

 
2.2 Details of supercomputer usage 

The NIES supercomputer was used mainly for the calculation of radiances of the NICAM results with 
a satellite simulator. The sensitivity tests of cloud system resolving simulations were conducted with a 
stretched grid in NICAM. The visualizations and statistics were done using the workstation of Atmosphere 
and Ocean Research Institute. 
 
 
3. Research progress and results 
 
3.1 Outline 

In this fiscal year, we evaluated the thermodynamic phases of clouds in NICAM using Joint simulator 
and a Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) lidar. For the 
evaluation, we developed a simulator of depolarization ratio in Joint simulator. We compared and analyzed 
two simulations using two microphysics schemes: NICAM Single-moment Water 6 (NSW6, Tomita 
2008b) and the modified NSW6 (Roh and Satoh 2014). We followed the methodology of Yoshida et al. 
2010 in order to evaluate the microphysics schemes in terms of the thermodynamic phases of NICAM.  
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3.2 Research Background and Purpose 
Clouds make important contributions to the global energy budget and play a key role in climate and 

weather modeling. They reflect shortwave solar radiation and absorb and reemit longwave infrared 
radiation, both of which control the energy budget of the atmosphere. Various cloud properties, such as 
cloud fraction and cloud amounts of liquid and ice hydrometeors, with different cloud depths and cloud top 
heights, must be reproduced well by global atmospheric models in order for the models to be trusted. 

The evaluation of clouds and precipitation is important in high-resolution models such as cloud system 
resolving models (CSRMs). These CSRMs are generally defined as non-hydrostatic models with horizontal 
grid spacing sufficiently fine to be able to explicitly simulate individual cloud systems. For clouds, CSRMs 
more realistically represent microphysical processes, such as the consistent treatment of precipitating 
hydrometeors, compared with general circulation models (GCMs), and they calculate the time evolution, 
structure, and life cycle of cloud systems. 

An evaluation of microphysics in CSRMs using observations such as ground observations and satellite 
data is an important issue. Roh and Satoh (2014) succeeded in improving a single bulk microphysics using 
TRMM and a satellite simulator following the method of Matsui et al. (2009). Roh and Satoh (2004) 
introduced ice nucleation (Hong et al. 2004) and turned off the accretion process of graupel based on Lang 
et al. (2007) in order to reduce overestimation of graupel. They found an appropriated size-distribution 
method using sensitivity tests to improve the cloud statistics of TRMM Precipitation Radar (PR)and the 11 
m brightness temperature. For example, they used snow size distribution as per Field et al. (2005) to 
reproduce a realistic echo top height of TRMM PR. They increased the N0 of the graupel size to reduce the 
maximum radar reflectivity. However, they only focused on precipitating clouds using TRMM PR and the 
11 m IR channel. TRMM is quantified by how much precipitating particles fall in a tropical atmosphere 
and it is insensitive to water and ice clouds. Data from the CALIPSO (Winker et al. 2003) and CloudSat 
(Stephens et al. 2002) satellites are available for analyzing the vertical structures of precipitating and 
non-precipitating clouds. Especially, the CALIPSO lidar is sensitive to non-precipitating and subvisible 
cirrus clouds. Kodama et al. (2012) showed the sensitivities of high thin cirrus and higher cloud top, and 
found that high clouds were very sensitive to the microphysical parameters using CALIPSO. Cesana and 
Chepfer (2013) developed a cloud-phase identification such as water, ice, and undefined cloud-based 
CALIPSO data for a GCM. They evaluated the thermodynamic phase of clouds in a GCM using their 
methodology. In this study, we evaluated the thermodynamic phases of clouds in a CSRM using a different 
methodology from Cesana and Chepfer (2013).   

Depolarization ratio () is defined as the ratio of backscatters in the planes of polarization 
perpendicular and parallel to the linearly polarized incident beam. Depolarization ratio has been used for 
inferring the cloud phase and the nature of ice crystals. Yoshida et al. (2010) developed a method that 
enables discrimination of vertically resolved cloud particle types based on and a new parameter (x) 
estimated from two attenuated backscattering coefficients in neighboring layers. These parameters can 
discriminate between water and ice particles.  

For the evaluations, we developed a depolarization ratio simulator in Joint simulator (Hashino et al. 
2013) for water clouds, mixed-phased clouds, and ice clouds using the following equation 

 

, 

where  is the backscattering coefficient for the 532 nm wavelength, and  is 
proportional to the optical thickness of layer i when the two neighboring vertical layers are homogenous. 
We made empirical lookup tables using two parameters for ice and water clouds based on CALISPO data 

and categories from Yoshida et al. (2010). For liquid clouds, is given as a function of  and 

. For ice clouds, it is calculated as a function of  and air temperatures. 
We evaluated the thermodynamic phases of clouds in NICAM using Joint simulator and a merged 

dataset for CloudSat CPR radar and CALIPSO lidar (Hagihara et al. 2010, hereafter, CSCA-MD). 
 Below, we compare and analyze two simulations using two microphysics schemes (NSW6; Roh and 

Satoh 2014) using CSCA-MD and Joint simulator. We evaluate the effects of microphysics on cloud 

statistics using  and  in NICAM based on CALIPSO signals, following the methodology of Yoshida 
et al. (2010). 

x(Ri) = log10 [              ]β532(R i)
β532(R i+1)

β532(R i)

β532(R i)

β532(R i)

x(R i)
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3.3 Numerical simulations 
NICAM was carried out using a regional version of NICAM with a stretched grid (Tomita 2008a), 

where the minimum resolution was 2.4 km horizontal resolution and most of resolutions were under 5 km. 
The integration time was from 00 UTC on 1 January to 18 UTC on 5 January 2007. The first 18 hours were 
used for the spin-up time. The NICAM simulations were initialized with National Centers for 
Environmental Prediction (NECP) data with one degree resolution for wind, temperature, relative humidity, 
and geopotential data. The sea surface temperature was fixed. We tested two microphysics schemes: the 
original NSW6 (Tomita 2008b, herein CON), and the modified NSW6 (Roh and Satoh 2014, herein 
MODI). The sensor simulator used was the EarthCARE Active Sensor Simulator (EASE, Okamoto et al. 
2007, 2008; Nishizawa et al. 2008) in Joint simulator. In order to increase the sample size, the CSCA-MD 
for the month of June 2008 was compared to the simulation. 

 
3.4 Results 

Figure 1 shows the two-dimensional frequency distributions of x and  of the CALIPSO observations, 
CON, and MODI. Clouds are determined as the threshold  larger than 10-5 m-1sr-1. The observations 
show that the frequencies of 3D ice clouds are dominant (Fig. 1). The peaks of frequencies are located 
between 20% and 40% of CON and MODI show similar high frequencies between 20% and 40% of . 
However, the observations show a more wide-spread distribution of in 3D ice clouds than the NICAM 
simulations. The observations show frequencies related to 2D plate, which are lower than 3% of  
However, both simulations underestimated the frequencies of the 2D plate regimes. The reason is that 
NICAM cannot simulate ice-particle clouds with 2D plates in Joint simulator. Nevertheless, it is important 
to understand and consider 2D plate clouds in Joint simulator.  
 

 
Figure 1. Joint histograms of clouds in terms of the ratio of attenuated backscattering coefficients for 

successive layers, x, and  for all temperature ranges in January 2007. a) is from the merged 
dataset. b) is from CON, and c) is from MODI. PDFs of cloud occurrences are shown on the 
scale below the diagrams. 

 
 

We tested three different thresholds of  for a cloud in January 2007 (Fig. 2). Water clouds show 
a positive correlation between x and  as in Yoshida et al. (2010), but these results depend on the threshold 
of  for cloud detection. When we used a low threshold of 10-6 m-1sr-1, there was only a weak 
correlation and rare frequencies for x > 1.0. The water clouds have a larger  than ice clouds, and the 
frequencies of water clouds with small  are relatively rare. Multiple scatterings are not dominant for 
these water clouds with small  which consist of small number concentrations and large-size particles. 
We think it is possible that these water clouds belong to the unknown 1 and 2D plate categories. CON and 
MODI show high frequencies of x between -0.5 and 0.5 with a threshold of 10-6 m-1sr-1 like the 
observations. Higher  is related to low thresholds of  such as 10-5 m-1sr-1 and 10-6 m-1sr-1 in both 
simulations. CON shows two separated lines for x > 1.0 with a threshold of 10-5 m-1sr-1.   
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Figure 2. Joint histograms of clouds in terms of the ratio of attenuated backscattering coefficients for 
successive layers, x, and  for all temperature ranges in January 2007 using different 
thresholds of clouds: left parts using 10-6 m-1sr-1, middle parts using 10-5 m-1sr-1, and right 
parts using 10-4 m-1sr-1. a), b), and c) are from the merged dataset. d), e), and f) are from 
CON. g), h), and i) are from MODI. 

 
 
We also tested the temperature dependencies of the distributions of x and  for three different 

temperature categories (T) bounded at 0, -20°C in January 2007 (Fig. 3). The temperature data in 
CSCA-MD were interpolated to the data by ECMWF reanalysis data. According to temperatures, they 
were inferred to the characteristics of x and  for water clouds, mixed-phases clouds, and ice clouds. 
Water clouds (T > 0°C) show a linear relationship between x and . Both simulations have similar 
characteristics for water clouds. However, there are two discrete linear lines in the simulations, which 
is not shown in the observations. The observations show frequencies of mixed-phased clouds (-20 < T 
< 0°C) related to 3D ice clouds and supercooled water clouds. CON has similar structures such as 3D 
ice clouds and supercooled water clouds compared with the observations. MODI does not show higher 
frequencies of supercooled water clouds, like CON and observations do. One of possible reasons is the 
microphysical processes of cloud ice. For examples, MODI uses an ice nucleation process using ice 
nuclei (IN) depending on temperatures. We assume that MODI makes an overestimation of cloud ice 
and depletion of supercooled water clouds because of the mismatched IN parameterization compared 

CGER-I130-2016, CGER/NIES 

- 105 - 
 

 
 

Figure 2. Joint histograms of clouds in terms of the ratio of attenuated backscattering coefficients for 
successive layers, x, and  for all temperature ranges in January 2007 using different 
thresholds of clouds: left parts using 10-6 m-1sr-1, middle parts using 10-5 m-1sr-1, and right 
parts using 10-4 m-1sr-1. a), b), and c) are from the merged dataset. d), e), and f) are from CON. 
g), h), and i) are from MODI. 

 
 
We also tested the temperature dependencies of the distributions of x and  for three different 

temperature categories (T) bounded at 0, -20°C in January 2007 (Fig. 3). The temperature data in 
CSCA-MD were interpolated to the data by ECMWF reanalysis data. According to temperatures, they were 
inferred to the characteristics of x and  for water clouds, mixed-phases clouds, and ice clouds. Water 
clouds (T > 0°C) show a linear relationship between x and . Both simulations have similar characteristics 
for water clouds. However, there are two discrete linear lines in the simulations, which is not shown in the 
observations. The observations show frequencies of mixed-phased clouds (-20 < T < 0°C) related to 3D ice 
clouds and supercooled water clouds. CON has similar structures such as 3D ice clouds and supercooled 
water clouds compared with the observations. MODI does not show higher frequencies of supercooled 
water clouds, like CON and observations do. One of possible reasons is the microphysical processes of 
cloud ice. For examples, MODI uses an ice nucleation process using ice nuclei (IN) depending on 
temperatures. We assume that MODI makes an overestimation of cloud ice and depletion of supercooled 
water clouds because of the mismatched IN parameterization compared to the saturation adjustment scheme 
in CON. Ice clouds show wide variations of  from 0 to 70% in the observations (T < -20°C). The 

- 105 -



Numerical study on cloud systems using NICAM 
（NICAMによる雲降水システムの研究） 

 

- 106 - 
 

to the saturation adjustment scheme in CON. Ice clouds show wide variations of  from 0 to 70% in 
the observations (T < -20°C). The simulations show a from 20 to 50 %for ice clouds. CON shows 
two modes of clouds, one with small x and one with large x. It means that CON reproduced 
supercooled water clouds under -20°C.  

We found from the classification by Yoshida et al. (2010) that there were some possibilities of 
underestimation of warm and supercooled water clouds in the observations. It means that warm and 
supercooled water clouds may exist in 2D plates and unknown categories for x < 0.5 and  < 20% (Fig. 
3a). We think these water clouds have smaller number concentrations and larger sizes of particles than 
water clouds defined by Yoshida et al. (2010). In order to improve the simulation of water and 
supercooled water clouds in J-simulator and NICAM’s microphysics schemes, we also need to 
understand the characteristics of the depolarization ratio of water clouds for cloud microphysical 
properties such as effective radius and number concentration. 
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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、CALIPSO のデータと衛星シミュレータを使って、NICAM の雲の熱力学相を検証し

た。NICAM のオリジナルの雲物理スキームと TRMM を利用して改良した雲物理スキームを比較

して雲物理の影響を調べた。そのために衛星シミュレータを後方散乱係数が計算できるように 開
発し、水雲と氷雲を識別できるようにした。 改良したスキームはオリジナルのスキームに比べて

過冷却水雲の頻度の過小評価が悪化した。 来年度は過冷却水雲に関係する雲物理過程調べる。ま

た、衛星シミュレータに２次元プレート形の氷雲の影響を考慮する方法を研究する。 
 
 
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 
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要旨：  
 全球気候モデルを用いたシミュレーションでは、大気中のCO2濃度の増加など、空間的に比較

的一様な放射強制力を加えた場合に、地上気温の変化が極域で大きく現れることがよく知られて

いる。近年の地球温暖化においても、観測や再解析データから、北極域で気温上昇が顕著に大き

くなっていることが確認されている。これまでの研究では、北極域の温暖化に寄与するプロセス

として、アルベドフィードバックをはじめ多くの要因が挙げられてきた。また、北極海では夏に

アルベドフィードバックによって海洋の熱吸収が促進し、温度変化の強く出やすい秋から冬に海

洋から大気へ熱が放出され、北極温暖化増幅をもたらすことが示されてきた。一方で、こうした

メカニズム解析の研究においては、気候変化にともなう植生分布の変化の効果がほとんど考慮さ

れてこなかった。 
 そこで、本研究では将来の温暖化にともなって生じる植生分布の変化も考慮し、植生分布の変

化がどのようにその他の物理フィードバックプロセスに影響を与え、そしてそれが北極温暖化の

増幅に寄与するのかを調べた。特に季節による違いと大気熱輸送の役割に注目し、その一部を明

らかにした。主に、植生分布の変化が春にアルベドフィードバックを通して陸上の気温を上昇さ

せ、極域の直接循環を通して熱がより高緯度へ運ばれ、夏の海氷アルベドフィードバックと海洋

の熱吸収、それに続く冬の海洋からの熱放出を引き起こす。その結果として、冬の北極海の温暖

化が増幅することが示唆された。こうした理解の進展は、これまで独立に行われることの多かっ

た感度実験とフィードバック解析を融合することによってはじめて可能になった。 

 
キーワード： 
気候モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック、植生フィードバック 
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研究課題名： 
気候モデル MIROC を用いた過去と将来の気候モデリング 
 
実施年度： 
平成 27 年度～27 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所気候システム研究系 阿部彩子 
共同研究者：情報システム研究機構国立極地研究所 大石龍太 
      北海道大学大学院地球環境科学研究院 吉森正和 

東京大学大気海洋研究所気候システム研究系 シェリフ多田野サム 
北海道大学大学院環境科学院 濱野勇臣 

 
 
1. 研究目的 
気候モデル MIROC を用いた過去の気候再現を通じた長期気候変動特性把握および将来長期予

測に関する様々な感度実験を通して変動メカニズムを明らかにする。全球規模の変化だけでなく、

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。今年

度は、特に地球温暖化によってもたらされる植生分布の変化がどのように北極の温暖化増幅に寄

与するのか、そのメカニズムの解明を目指す。 
 
キーワード： 
気候モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック、植生フィードバック 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb   （デバック用）      : 8.51 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 1,139.29 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                      計                : 1,147.80 hours 
 
2.2  利用概要 
東京大学・国立環境研究所・海洋研究開発機構で開発された気候モデル MIROC4m（大気大循

環・海洋混合層結合設定）と動態植生モデル LPJ を結合させたモデル（MIROC4m-LPJ）を用いて、

北極の温暖化メカニズムに関する数値実験を SX-ACE 上で 1 ノード 8CPU を用いて行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
前年度までの研究では、これまで確立してきたフィードバック解析手法と詳細な熱輸送解析を

組み合わせて、大気 CO2濃度が上昇した際に北極域が温暖化するメカニズムについて、個々の物

理プロセスの基本的な役割を明らかにしてきた。今年度は、さらに植生分布の変化も考慮にいれ

て数値実験を行うことによって、植生フィードバックがどのようにその他の物理フィードバック

プロセスに影響を与え、そしてそれが北極温暖化の増幅に寄与するのかを特定した。特に、季節

性と大気の熱輸送の果たす役割について理解が深まった。 
 

CPU 時間 v_deb   （デバック用） : 8.51 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 1,139.29 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                    計              : 1,147.80 hours 
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3.2 背景と目的 
全球気候モデルを用いたシミュレーションでは、大気中の CO2濃度の増加など、空間的に比較

的一様な放射強制力を加えた場合に、地上気温の変化が極域で大きく現れることがよく知られて

いる。近年の地球温暖化においても、観測や再解析データから、北極域で気温上昇が顕著に大き

くなっていることが確認されている。これまでの研究では、北極域の温暖化に寄与するプロセス

として、アルベドフィードバックをはじめ多くの要因が挙げられてきた。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、北極の温暖化は、

太陽光の強い夏ではなく、秋から冬にかけて最も大きく現れる。このメカニズムを理解するため

に、これまで気候フィードバック解析手法を適用し、海洋の熱吸収・放出過程の果たす役割を明

らかにしてきた。また、大気熱輸送という点では、低緯度からの熱輸送の増加の重要性を指摘し

てきた。一方で、これまでの研究では、植生分布は固定されていた。しかし現実には、植生分布

は、気温や降水量、大気 CO2 濃度などによって変化することが知られている。そこで本研究では、

植生分布が北極域の気候フィードバックを通して北極域の温暖化に寄与する効果を調べる。 
 
3.3 数値シミュレーション 

本研究に用いたモデルの概要を図 1 に示す。大気大循環―海洋混合層モデル（MIROC AGCM + 
slab ocean）と動態植生モデル（LPJ-DGVM）を結合させたものを使用した。詳細は O’ishi and 
Abe-Ouchi (2009)に譲るが、大気モデルで計算される直近 20 年平均した各月の気温、降水量、日

射が動態植生モデルに入力され、動態植生モデルで毎年計算される植生分布に関する情報が大気

モデルに入力される。 
大気 CO2濃度が上昇した効果と植生分布が変化した効果を明確に切り分けるために、表 1 に示

す 6 つの実験を行った。まず、植生分布を計算しながら、産業革命前の条件で平衡状態まで積分

した（ContLPJ）。同様に、CO2 濃度を 2 倍、4 倍に増加した実験を行った（CO2x2LPJ、CO2x4LPJ）。
これらの実験には、CO2 濃度の変化によって気候が変化し、気候の変化によって植生分布が変化

し、さらに植生分布の変化によって気候が変化するという気候と植生分布の相互作用、いわゆる

植生フィードバックが含まれている。また、植生の CO2濃度変化に対する直接的な応答（いわゆ

る、施肥効果）も含まれている。次に、ContLPJ で得られた植生分布を気候モデルに固定して与

え、植生フィードバックを含まない CO2 濃度変化に対する気候応答を定量化した（ContFIX、

CO2x2FIX、CO2x4FIX）。植生分布の変化のみが温暖化に及ぼす効果は、たとえば CO2倍増時の

植生フィードバックの効果は、(CO2x2LPJ - ContLPJ) – (CO2x2FIX – ContFIX) によって定量化され

る。4 倍増時の植生フィードバックの効果も同様に定量化される。これらの実験は、O’ishi and 
Abe-Ouchi (2009)を基本的に踏襲しているが、O’ishi and Abe-Ouchi (2011)で指摘されているように、

現在気候の再現シミュレーションにおけるバイアス（観測データからのずれ）の影響が無視でき

ないため、本実験では、植生分布を計算する際には、気温と降水量に対してバイアス補正を行っ

た。 
 
 

表 1. 実験リスト。 
 

実験名 CO2 濃度 植生分布 
ContLPJ 1×CO2 （産業革命前） 予測 

CO2x2LPJ 2×CO2 予測 
CO2x4LPJ 4×CO2 予測 
ContFIX 1×CO2 固定（ContLPJ） 

CO2x2FIX 2×CO2 固定（ContLPJ） 
CO2x4FIX 4×CO2 固定（ContLPJ） 
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図 1. 気候モデル MIROC の大気大循環―海洋混合層結合モデルと動態植生モデルの間の変数のやり

とりを示す模式図。 
 
 
3.4 結果 

本稿では、CO2 倍増時の結果を報告する。図 2 に、標準実験（ContLPJ）と CO2 倍増時（CO2x2LPJ）
の植生分布を示す。北半球高緯度に注目すると、大局的にはツンドラ域が縮小し、北方林が北へ

移動するとともに、温帯林が拡大している。これにともなって生じた気温の変化を図 3 に示す。

CO2 の増加は、北極域の陸上、海上の両方で秋から冬にかけて大きな温暖化をもたらしているが

（図 3a, b）、植生分布の変化は、北極域の陸上では主に春、海上では冬にかけて温暖化を増幅し

ている（図 3c, d）。植生の変化は陸上に限定されるため、北極海の温暖化増幅は、春の陸上の昇

温が海上に変化をもたらし、冬にそれが顕著に現れたと考えられる。 
図 4 にフィードバック解析の結果を非常に簡略化して示す。図 4b では、図 4a に比べてアルベ

ドフィードバックを示す赤色の棒グラフが大きく正値になっており、春の高緯度の陸上でのアル

ベドフィードバックの増幅が、図 4c と図 4d の違い、すなわち、夏の北極海上でのアルベドフィード

バック（赤色の棒グラフ）を増幅し、それにともなって海に吸収される熱量（青色の棒グラフ）が

増加する（負値）とともに、冬に海から放出される熱量も増加している（正値）ことが見てとれ

る。灰色の棒グラフはその他の寄与をまとめて示したものであるが、図 4b では、図 4a に比べて

春に比較的大きな負値になっている。その詳細をみると（図略）、植生分布の変化によって、春

に大気熱輸送の効果が陸上の温暖化を抑制する方向に寄与する一方、海上では大気熱輸送の効果

が温暖化を増幅する方向に寄与している。熱輸送の解析により、植生分布の変化によって、極域

大気の直接循環が北に移動するとともに強化されていることが原因であることがわかった（図略）。 
 

 

 
 

図 2. 計算された植生分布: (a) ContLPJ; (b) CO2x2LPJ。 
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図 3. 月ごとの東西平均の地上気温変化: (a) CO2倍増の効果（陸上、CO2x2FIX - ContFIX）(b) CO2

倍増の効果（海上、CO2x2FIX - ContFIX）; (c) 植生分布変化の寄与（陸上）; (d) 植生分布変

化の寄与（海上）。 
 
 

 
図 4. CO2倍増時の季節ごと（DJF: 冬、MAM: 春、JJA: 夏、SON: 秋）の北緯 60 度以北の北極域平

均のフィードバックプロセスの寄与の概略。縦軸は地表面温度変化への寄与（℃）を表し、合計

が実験における温度変化に相当する。赤はアルベドフィードバックの寄与、青は海洋の熱吸収・

放出による寄与、灰色は雲などその他すべてのフィードバックの寄与を表す: (a) 植生フィードバ

ックなしの場合の陸上; (b) 植生フィードバックありの場合の陸上; (c) 植生フィードバックなし

の場合の海上; (d) 植生フィードバックありの場合の海上。 
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以上の解析から、図 5 に示す作業仮説を提案する。春の大気循環の変化による熱輸送が重要な

役割を果たしているが、結局、夏の北極海の海氷変化をもたらすことで、植生分布変化がないと

きにも共通して生じる海の熱吸収・放出過程を通して北極の温暖化が増幅される。このとき、放

射法則の非線形性や大気の強い成層による温暖化の地表付近の閉じ込めによって、特に冬に温暖

化が顕著に現れる効果が働く。また、Yoshimori et al.（2014）や Laine et al .（2016）で指摘された

雲の温室効果も植生フィードバックが北極温暖化増幅をもたらす効果をさらに強める。 
 
 

 
 

図 5. 植生分布の変化が北極域の温暖化増幅をもたらすメカニズムに関する仮説。 
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4. まとめ 

動態植生モデルを結合させた気候モデルを用いることによって、植生フィードバックが北極の

温暖化増幅にもたらすメカニズムを調べた。O’ishi and Abe-Ouchi（2009）と同様に、植生の変化

は北極の温暖化を数 10%以上増幅させた。植生フィードバックは、春に高緯度の陸上を温暖化さ

せ、北極海を秋から冬にかけて温暖化させる。これについて以下の仮説が立てられた。春の陸上

での温暖化は極域大気の直接循環を変化させ、それによって陸から海への大気熱輸送が増加する。

海氷アルベドフィードバックを通して、夏に海洋への熱吸収の増加し、温度変化の強く出やすい

冬に海洋からの熱放出を増加させることによって海上の温暖化増幅が生じる。 
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5. 今後の研究展望 
これまでの解析では、北極平均というスケールでのメカニズムはある程度明らかにされたもの

の、極域大気循環の変化を引き起こすプロセスや、より地域的な応答に関する知見は得られてい

ない。このためには、植生分布が変化したことによる中緯度から高緯度への熱輸送の変化を担っ

ている平均子午面循環の変化が、非断熱加熱によるものなのか、定常擾乱と非定常擾乱による運

動量輸送を介して影響を受けているのか、などより詳しい解析が必要である。また、東西平均し

た循環だけでなく、東西非対称な循環の効果などについても調べていく必要がある。さらに、よ

り現実的な将来予測に役立たせるためには、平衡応答だけでなく、海洋循環の変化、海洋の熱吸

収による温暖化の遅れの効果も考慮した大気海洋結合大循環モデルを用いた、植生分布変化の時

間発展の効果も調べていく必要がある。 
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Project name: 
Paleoclimate modeling and global warming experiments using MIROC–model 
 
2015 April – 2016 March 
 
Project leader: 
Ayako Abe-Ouchi, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members: 
Ryouta O'ishi, National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems 
Masakazu Yoshimori, Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 
Sam Sherriff Tadano, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
Yujin Hamano, Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University 
 
Abstract: 

It is well known that the Arctic warms much more than the rest of the world under relatively uniform 
radiative forcing such as that due to atmospheric CO2 concentration. Recent observations and reanalysis 
data verify this characteristics of global warming. While the albedo feedback is often referred to as the 
explanation of the enhanced Arctic warming, the importance of other processes has also been pointed out in 
previous studies. Previous studies have shown that sea ice albedo feedback enhances ocean heat uptake in 
summer, and the heat release from the ocean in winter, when the temperature response is strong, amplifies 
the Arctic warming. The role of vegetation change in the Arctic warming mechanisms, however, was not 
considered in these studies. 

In the current study, we conducted experiments that included the change in vegetation distribution, 
and identified how the vegetation change influenced other local Arctic feedbacks. Particular attention was 
paid to the seasonality of the change and the role of atmospheric heat transport. Our results imply that the 
land warming induced by the vegetation change and consequent albedo feedback occurs mainly in spring. 
The warming causes increased heat transport from land to the Arctic Ocean through direct polar cell 
circulation. The increased heat transport induces summer albedo feedback and increases ocean heat uptake. 
The resulting increase in ocean heat release in winter contributes to the amplified Arctic warming. The 
integrated approach of numerical sensitivity experiments and quantitative climate feedback analysis made it 
possible to obtain these insights. 
 
Keywords: 
Climate model, arctic warming amplification, climate feedbacks, vegetation feedback 
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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 27 年度～27 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：総合地球環境学研究所 中塚 武 
 
要旨： 

中部日本で採取された樹木年輪酸素同位体比データを用いて、同位体気候モデル（MIROC5-iso）の

予報変数である降水同位体比の長期時系列データセットの作成を行った。そして、作成したデータを

気候モデルの大気循環場の再現性診断に用いるため、降水同位体比の変化と大気循環場の関係につい

て詳細な解析を行った。昨年度までの研究成果から、降水同位体比の年々変化は梅雨前線活動と密接

に関連していることが明らかとなっている。それゆえ、樹木年輪酸素同位体比データを樹木年輪同位

体モデルに導入して復元した過去106年間にわたる降水同位体比時系列データは、梅雨前線の活動に影

響を与えるテレコネクションパターン（PJパターン、シルクロードパターン、そしてオホーツク高気

圧活動など）と密接に関連していた。さらに、同位体比変動とテレコネクションパターンの関係は数

十年周期で変動していた。例えば、1980年代以降には明瞭にみられる同位体比とテレコネクションパ

ターンの関係は、1950年から1980年の期間にはほとんど見られなくなる。さらに、1950年以前ではオ

ホーツク高気圧活動の変化が同位体比変化の主因子であった。現在気候では梅雨前線活動はPJパター

ンに応答していることがよく知られているが、1950年以前では、PJパターンとENSOに関連性がみら

れる1930年代～1940年代のみPJパターンと同位体比変化の関係がみられた。このように数十年周期で

変化する降水同位体比変化とテレコネクションパターンの関係は、梅雨前線活動を支配する気候因子

が時代とともに変化したことを指し示している。 
 
キーワード： 
年輪同位体モデリング、降水同位体、梅雨前線活動 
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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 27 年度～27 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：総合地球環境学研究所 中塚 武 
 
 
1. 研究目的 
気候変動にともなって地域の水環境がどのように変化してきたか解明するため、樹木年輪セルロー

スに記録されている酸素同位体比変動データを使った水環境復元手法の開発を行う。これまでの研究

では「経験式」を使って酸素同位体比を降水量や乾燥度の指標に変換する手法が一般的であったが、

「経験式」を裏付ける物理的解釈が存在しないなど、その解釈には不確実性があると認識されている。

そこで、樹木年輪セルロースの酸素同位体比を予報できる樹木年輪同位体モデルを開発し、過去から

現在までの観測値を定量的に評価できる手法を取り入れることを通じてより信頼性の高い水環境情報

の取得を目指す。 
 
キーワード： 
年輪同位体モデリング、降水同位体、梅雨前線活動 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
  
2.1 計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU時間 v_deb   （デバック用）    : 0.00 hours 
v_32cpu （最大32CPUコア） : 0.00 hours 
v_96cpu （最大96CPUコア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大160CPUコア）: 0.00 hours 

                      計              : 0.00 hours 
 
2.2 利用概要 
本研究では、各地で取得された樹木年輪酸素同位体比データを樹木年輪同位体モデルに入力し、過

去から現在までの降水同位体比を復元する。そして、MIROC5に水の安定同位体（重水素･重酸素）ス

キームを組み込んだ MIROC5-iso を用いて陸域における水の同位体比分布、および時間変化を予報す

る。MIROC5-iso における降水同位体比の再現性を検証材料として用いながら、気候変動にともなう

水循環変動を解明する。本年度は樹木年輪同位体モデルを使って中部日本地域における過去106年間の

降水同位体時系列データを作成し、その時系列変化を規定している気候因子の特定を行った。当初の

計画では、MIROC5-iso を用いた降水同位体比再現実験を予定していたが時間切れとなり実施できな

かった。それゆえ、本年度はベクトル計算機を利用していない。 
 
 

CPU時間 v_deb   （デバック用） : 0.00 hours 
v_32cpu （最大32CPUコア） : 0.00 hours 
v_96cpu （最大96CPUコア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大160CPUコア）: 0.00 hours 

                      計 : 0.00 hours 
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3. 研究結果 
 
3.1 背景と目的 
近年の計測技術の進歩によって樹木年輪に記録される酸素同位体比（重酸素）データが急増し、同

位体比の時系列データを使った解析から過去の水環境を再現する研究が数多く試みられている（e.g., 
Muangsong et al., 2016）。しかし、この酸素同位体比の変動には、降水過程、地表面過程、植物生理過

程といった複数のプロセスが介在しており、同位体データを気候情報に翻訳するには数値モデリング

が必要となる。また、昨年度の研究成果では、樹木が蒸散に利用する起源水の同位体比変化がセルロ

ース同位体比変動の主要因であり、起源水の同位体比を正確に予報するには地形を正確に表現できる

高い空間解像度をもった地表面モデルが必要であると報告した。そこで、当初計画に従って気候モデ

ルを使って年輪の酸素同位体比を予報するのではなく、年輪同位体モデルを使って年輪酸素同位体比

を MIROC5-iso の予報変数である降水同位体比に変換することを目指す。本研究では、日本を中心と

したアジア域を研究対象領域とし、総合地球環境学研究所が推進するプロジェクト（代表者：中塚武）

を通じて得られる樹木年輪の酸素同位体データを用いて解析を行う。観測データを使って産業革命以

前から現在までの降水同位体比分布、および経年変化を再現し、MIROC5-iso を用いた再現実験の結

果と比較しながら気候モデルにおける水循環変動の再現性の評価を行うことを最終目標とする。 
 
3.2 計算方法 
昨年度に開発した樹木年輪同位体モデルは、気象要素、および土壌水の同位体比を境界条件として

用いて樹木年輪の酸素同位体比を予報する。また、樹木年輪の酸素同位体比を入力して樹木が利用し

た土壌水（起源水）の同位体比を逆計算することもできる。本研究では、中部日本（長野県上松町）

で採取された樹木年輪酸素同位体データを使って起源水の同位体比を予報し、降水同位体比の観測値

（1961年～1979年）と比較を通じて起源水と降水同位体比の関係式を得た。そして、関係式を使って

復元した降水同位体比の経年変化を規定している気候因子を特定するため、客観解析データ（JRA55）
を使った気象解析を行った。 
 
3.3 結果 
起源水の同位体比から降水同位体比を求めるために、降水同位体比と起源水の同位体比の差を作り

出している原因究明を行った。降水同位体比観測データが存在する1961年～1979年の期間において起

源水と降水同位体比の差を計算し、様々な気象要素との比較を行った。その結果、同位体比の差異は

樹木が生長する梅雨時期の日照時間に対応して変化していた。梅雨時期の日照時間が例年よりも短い

年では起源水と降水の同位体比が良く一致したが、日照時間が例年よりも長くなるにつれて起源水の

同位体比が降水同位体比よりも低い値となった。この結果は、以下のように解釈できる：梅雨前線が

日本の南岸に停滞し降水が降り続いた年は、表層土壌が降水で満たされ、降水が効率よく植物の蒸散

に用いられる。他方、梅雨前線の北上が遅れるなどして降水が持続しない年には、表層土壌が乾燥化

するため、低い同位体比で特徴づけられる土壌水をより深い深度から吸水して用いる。このプロセス

をモデル化するには深層にある土壌水の同位体比を正確に再現する必要があるが、土壌水の同位体比

は地形に大きく影響をうけるため、MIROC5-isoを使って再現できない。そこで本研究では、起源水と

降水の同位体比差を日照時間の3次関数（R2=0.64）で表現し、この経験式を使って降水同位体比の計

算を行った。 
 図 1に過去106年間にわたる降水同位体比の時系列データを示す。20世紀の気温上昇に関係するよう

なトレンドがみられないが、非常に大きな年々変動がみられる。 
この原因を調べるために、降水同位体比が顕著に高い年と低い年を各5年ずつ抽出して6月のコンポ

ジット解析を行った。その結果を見ると、降水同位体比が低い年は日本の南岸に梅雨前線が停滞して

いた。他方、梅雨前線の北上が遅れている年には同位体比が高くなっていた。降水同位体比の年々変

化が梅雨前線の挙動と関連しているという結果は、近年名古屋において観測された降水同位体比デー

タの解釈と整合的である（Kurita et al., 2015）。 
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 次に、大気循環場との関係を解析するため、500 hPaのジオポテンシャル高度との同時相関解析を行っ

た（1979年～2005年）。この期間における梅雨前線は、Pacific-Japan テレコネクション（PJパターン）の

影響を強く受けることが知られている（e.g., Nitta, 1987; Kosaka and Nakmura, 2006）。本研究ではPJパ
ターンの影響を受けている年とそれ以外に分類して解析を行った（図 2）。 

PJパターンの影響を受ける年には、同位体比はジェット気流に沿って欧州から伝播するロスビー波

列と相関関係を示した。このロスビー波列はシルクロードパターンと呼ばれる梅雨前線に影響を与え

るテレコネクションパターンとよく一致している（e.g., Enomoto, 2004; Kosaka, 2009）。さらにPJパターン

の影響を受けない年は、北極海沿岸に位置する極前線ジェットに沿って北欧から伝播するロスビー波

列とよい相関を示した。このロスビー波列はオホーツク海高気圧の形成・発達と密接に関係している

ことが知られており（Nakamura and Fukamachi, 2004）、オホーツク海高気圧の形成/発達が梅雨前線の

停滞位置に影響していることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 中部日本で採取された樹木年輪酸素同位体比データから復元された過去 106
年間の降水同位体比データ（1898～2005 年）。95%信頼区間を橙色で塗りつ

ぶしてある。細線は各年の平均値。太線は 5 年移動平均値を示している。 
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図 1. 中部日本で採取された樹木年輪酸素同位体比データから復元された過去 106
年間の降水同位体比データ（1898～2005 年）。95%信頼区間を橙色で塗りつ

ぶしてある。細線は各年の平均値。太線は 5 年移動平均値を示している。 
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図 2. 500hPaジオポテンシャル高度（6月）と復元された中部日本域における降水同位体比の同時相関分

布図。PJパターンが明瞭にみられた年（PJ summer）とPJパターンが明瞭でない年（non-PJ summer）
に分けてコンポジット解析を行っている。背景色は相関係数を表しており、有為な相関が見られ

る地域のみ色付けしてある。低気圧（高気圧）性循環の地域は正（負）相関を示している。a) に
示した矢印はアジアジェット領域を示している。 

 
 
最後に、同時相関解析から見出された降水同位体比と大気大循環場の関係が20世紀において普遍的

に見られる現象であるか検証するために、降水同位体比と気候インデックスのスライド相関解析を行った

（図 3）。興味深いことに、PJパターンとの相関は、1980年以前では一部の期間（1930～1940年代）

を除いてほとんどみられなかった。さらに、この特徴はPJパターンと南方振動（SOI）の関係とよく

一致している。PJパターンと南方振動のスライド相関関係は、同位体と同様に、1930年代から1940年
代、および1980年代以降に見られる。極前線ジェットを介したオホーツク高気圧の形成/発達は北大西

洋振動（NAO）指数と関連している（e.g., Ogi et al., 2004）。それゆえ、本研究ではNAO指数使って代

用する。図 3 を見ると、PJパターンとのスライド相関と同じく、NAO指数と降水同位体比の関係が

数十年周期で変化している。具体的には、1950年～1980年の間では有為な相関がみられないが、1950
年以前ではPJパターンと有為な相関を示した1930年頃から1940年半ばを除いて有為な負相関を示した。

このように、20世紀後半に見られる梅雨前線と大気循環場の関係は時代を超えて普遍的ではなく、気

候変動にともない梅雨前線と大気大循環場の関係も変化していることを示唆している。 
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図 3. 復元された降水同位体比とa) PJ指数（Kubota et al., 2015）、およびNAO指数の相関係数（11年

幅で計算）の経年変化。破線は有意水準20%の限界値を表している。また、a)にある灰色線は、

PJ指数と南方振動指数（SOI）との相関係数の変化を示している。 
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4. まとめ 
中部日本で採取された樹木年輪酸素同位体比データを用いて、同位体気候モデル（MIROC5-iso）の

予報変数である降水同位体比の長期時系列データセットの作成を行った。そして、作成したデータを

気候モデルの大気循環場の再現性診断に用いるため、降水同位体の時系列変化と大気循環場の関係に

ついて詳細な解析を行った。本研究を通じて得られた過去106年間にわたる降水同位体比の変動は、梅

雨前線の停滞位置、及び梅雨前線の活動に影響を与えるテレコネクションパターンと密接に関連して

いることが明らかとなった。さらに、同位体比変動とテレコネクションパターンの関係は20世紀を通

して普遍的ではなく数十年周期で大きく変動していることが明らかとなった。この結果は、梅雨前線

と大気大循環場の関係が気候変動に応じて変化していることを示唆しており、将来の梅雨変動を高精

度化する際の基礎データとして重要な知見であるといえる。 
 
 
5. 今後の研究展望 
本研究を通じて、樹木年輪酸素同位体データから過去の降水同位体比変動を復元することが可能と

なった。今後は、気象観測が始まった19世紀以前に遡って降水同位体比の復元を行い、100年を越える

長期の時系列データセットを整備していきたい。そして、MIROC5-iso を用いた再現実験との相互比

較を通じて、気候モデルが過去の水循環・大気循環場の変化をどれだけ正確に再現できるのか定量的

に評価を行いたい。気候モデルを高度化させるには、検証データの進化も必要不可欠となる。そのニー

ズに応えられるよう、気候モデルの開発だけでなく同位体データセットのさらなる拡充に務めていき

たい。 
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Abstract: 

We present a unique proxy for the reconstruction of inter-annual variability in summer precipitation 
associated with the quasi-stationary front (Baiu front) in central Japan. The rainfall from the Baiu front has a 
relatively lower oxygen isotopic composition than that from other non-frontal precipitation. Variability in the 
oxygen isotopes in summer rainfall is closely related to the Baiu frontal activity. In this study we used a 
mechanistic tree-ring isotope model to reconstruct a 106-year-long oxygen isotopic composition of precipitation 
during early rainy season (June) based on the oxygen isotopic compositions in annual rings in Japanese cypress 
trees from central Japan.  

Our results show that, for the most recent 25 years, the year-to-year variations of the isotopes are associated 
with several teleconnection patterns that often lead to the Baiu precipitation anomalies in central Japan, such as 
the Pacific-Japan (PJ) pattern, Silk Road pattern, and wave-train pattern along the polar jet. Yet, these external 
forcing mechanisms do not apply further back in time. From the 1950s to 1980s, local factors such as anomalous 
intensification/weakening of the Bonin High are dominant causes of inter-annual isotopic variability of Baiu 
precipitation. Before the 1950s, a wave-train pattern along the polar jet primarily contributes to the variability in 
the oxygen isotopic composition of Baiu precipitation. Meanwhile, the PJ pattern is a dominant driver of the 
isotopic variability while the PJ index is correlated with El Nino Southern Oscillation (ENSO). These findings 
suggest that the influence of teleconnection patterns on Baiu precipitation variability has varied on inter-decadal 
time scales during the 20th century. 
 
Keywords: 
Tree-ring isotope modeling, precipitation isotopes, Baiu activity 
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要旨： 

 惑星気候の多様性の探索の一環として、大気大循環モデルを用いた試験的な陸惑星実験を実施

した。陸惑星は表層における水量が地球に比べて非常に少ない惑星であり、系外惑星の 1 つのあ

り得る姿だと考えられている。地球と同じ自転角速度を持つ陸惑星では、全球が海で覆われた水

惑星に比べると、太陽定数の広い範囲において低緯度乾燥領域と高緯度湿潤領域を持つ温暖温和

な気候が存在すると議論されている（新田他, 2014）。本申請課題では、地球とは異なる自転角速

度を持ち、したがって異なる循環構造を有する惑星においても過去の研究と同様の結果が得られ

るかどうかを調べることを目指した。用いたモデルは、我々が継続して開発を続けてきた 
DCPAM5 である。全ての地表面にバケツモデルを適用し陸惑星を想定した実験を行なった。自転

傾斜角として，23.44 度（地球の値）および 0.0 度の 2 種の値を用いた。過去の研究と同様の 10 
年の時間積分を行なったところ、熱帯域において完全な乾燥化が起こらなかった。乾燥化が進む

速度はモデルの実装に強く依存する可能性がある。今後は、継続して長時間積分を実施して熱帯

域における完全な乾燥化が起こるかどうかを確認し、本来の研究計画である太陽定数と自転角速

度を変更するパラメータ実験に進むことにする。 
 
キーワード： 
系外惑星、陸惑星、大気大循環モデル、暴走温室状態 
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研究課題名： 
系外惑星大気の数値計算: 陸惑星の気候多様性に関する考察 
 
実施年度： 
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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 
 惑星気候の多様性の探索の一環として、陸惑星設定を用いた大気大循環モデル実験を実施する。

陸惑星は表層における水量が地球に比べて非常に少ない惑星である。太陽定数と自転角速度を変

更したパラメータ実験により陸惑星において暴走温室状態が発生する条件を求めることを目指す。 
 

キーワード： 
系外惑星、陸惑星、大気大循環モデル、暴走温室状態 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2015 年 6 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb  （デバック用）     : 2.67 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 3,144.10 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                     計                : 3,146.76 hours 
 

2.2  利用概要 
 大気大循環モデル DCPAM5 を用いて全球が陸で覆われた陸惑星の水循環に関する試験的数値

実験を行った。大気大循環モデルを用いた数値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。DCPAM5 を利用するために必要となる gtool5, ispack, spml の各種ライブラリもスーパーコ

ンピュータシステムにインストールした。結果の解析には北海道大学で所有するデータ解析用サー

バを用いた。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 背景と目的 
 ケプラー宇宙望遠鏡などを用いた天文サーベイ観測により、これまでに 3,000 個以上の系外惑

星が発見されている（http://exoplanet.eu）。その中には大気海洋を保持し地球のように温暖温和な

気候を持つ惑星も存在すると考えられており、系外惑星における生命存在可能性について関心が

集まっている。系外惑星は地球外生命に関する問題を提供するものだけではなく、地球とは異な

る条件下にある気候の考察対象でもあり、新たな気候研究の問題を提供するものとしてもとらえ

ることができる。我々の研究グループにおいては、惑星の気候の多様性に関する数値実験および

そのためのモデル開発を行なってきた（H14 年度以降のスーパーコンピュータ利用研究）。本申

請課題は気候多様性に関する調査の一環として、系外惑星の１つの姿と考えられる陸惑星の気候

 

 

CPU 時間 v_deb  （デバック用） : 2.67 hours 
v_32cpu （最大 32CPU コア） : 3,144.10 hours 
v_96cpu （最大 96CPU コア） : 0.00 hours 
v_160cpu（最大 160CPU コア）: 0.00 hours 

                     計                : 3,146.76 hours 
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に関する大気大循環モデル（General Circulation model: GCM）実験を行なうものである。 
 陸惑星とは地球に比べて表層に存在する水の量が非常に少ない乾燥惑星である（Abe et al., 
2005）。惑星が表層に保持する水量には大きな不定性があるので（Tian and Ida, 2015）、このよう

な惑星も存在する可能性がある。Abe et al.（2005）は、GCM 実験によって、陸惑星においては寒

冷な気候に加えて温暖温和な気候も存在し得ることを示した。さらに、陸惑星における温暖温和

な気候は広いパラメータ範囲にわたって存在する可能性があることが新田他（2014）により示さ

れた。彼らは、陸惑星において暴走温室状態（Nakajima et al., 1992）が発生する太陽定数の値は水

惑星における値の約 1.7 倍となることを示している。この結果は、陸惑星では太陽定数の広い範

囲にわたって温暖温和な気候が存在する可能性を示すものである。 
 新田他（2014）では、陸惑星における暴走温室状態の発生条件は低緯度乾燥領と高緯度湿潤領

域の境界（ドライエッジと呼ばれる）における惑星放射量が射出限界を超えることであると議論

されている。この議論をもとにすると、自転角速度Ωによって暴走限界の値が変わるのではない

かと考えられる。新田他（2014）では、Ωは地球の値に固定されていたのでハドレー循環の境界

緯度はドライエッジよりも低緯度側に存在する。これに対して、Ωが小さい場合を考えるとハド

レー循環の幅は広くなるので（Williams, 1988）、ハドレー循環の境界緯度がドライエッジよりも

高緯度側に位置することも考えられる。この場合、ドライエッジにおける水蒸気量は新田他（2014） 
が考えていた状況よりも増加するので、より小さい太陽定数で暴走温室状態が発生する可能性が

ある。 
 本申請課題では、陸惑星設定でΩを変化させた実験を行ない、暴走温室状態が発生する臨界値

が新田他（2014）の議論と同様に決まるものかを調べ、パラメータ空間の広い領域において陸惑

星で温暖温和な気候が実現されるかどうかを検証する。水惑星設定を用いた暴走温室状態の発生

条件に関する考察（Ishiwatari et al., 2002; 2007; H26 年度課題:「系外惑星大気の数値計算: 雲の存

在を考慮した暴走温室状態に関する考察」）と組みあわせることにより、将来的には、惑星上の

水量に応じて平衡状態の実現条件がどのように決まるのかという理解が得られると期待される。 
 しかし、以下に述べるように、試験的な実験において過去の研究で得られている結果と同様の

ものを得ることができずにおり、パラメータ実験にまで進むことができなかった。以下では現状

について報告する。 
 

3.2 モデルと実験設定 
用いるモデルは、我々がこれまでに開発・使用してきた惑星大気大循環モデル DCPAM 

（http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam）である。その力学過程は 3 次元球面プリミティブ方程

式系から成る。水平離散化にはスペクトル法を用いる。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。放射計算には、Chou et al.（1996）および Chou 
et al.（2001）のスキームを使用する。このスキームでは、水蒸気、CO2、雲による長波放射および

短波放射の吸収を考慮する。大気分子による短波放射の散乱についてはレイリー散乱を仮定して

評価する。積雲過程には、Relaxed Arakawa and Schubert スキーム（Moorthi and Suarez, 1992）を用

いる。この積雲スキームで診断された雲密度と上記の放射スキームを用いて雲による放射吸収量

を計算する。雲水量は、生成（積雲対流スキームから計算）、移流、乱流拡散、消滅（雲水量に

比例し、消散時間をパラメータとして与える）を考慮した時間発展方程式を解くことにより求め

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 Louis et al. （1982）の方法を用いる。水蒸気および雲

水の移流は 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。

上記の物理過程スキームと組み合わせて雲の消失時間を 1,500 秒とすると地球条件において全球

熱収支がおよそ 5w/m2 の誤差の範囲内で合うことが確認されている。本研究ではこれらのスキー

ムを用いて陸惑星の大気状態のおおまかな様子を観察することを目的とするが、その適用可能性

については今後検証を行っていく必要がある。惑星表面全体にバケツモデル（Manabe, 1969）を

用いる。 
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図 1. 水量の東西平均時間平均の緯度分布。赤線は i=0 の場合、黒線は i=23.44 の場合。左図は東西平

均土壌水分量 [kg/m2]。i=0 の場合では極域で 380kg/m2に達する。右図は東西平均鉛直積算大気

水蒸気量 [kg/m2]。横軸は緯度。最後の２年間の時間平均を示す。初期における単位面積あた

りの土壌水質量を 10kg/m2 （およそ 1cm の水の深さ）とした場合の結果。 

実験設定として表１に示したものを用いた。ここでは主に自転傾斜角 i を 0 度とした場合と

23.44 度とした場合（地球の値）の違いに注目した。等温静止・土壌水質量を一様とした初期状態

から開始する 10 年間の時間積分を行い、最後の 2 年分について解析を行った。 
 
 
                    表１．実験設定。 

 
初期における土壌水質量 1kg/m2(およそ 1mmの深さ), 10kg/m2(およそ 1cmの深さ)

自転傾斜角 i=0, 23.44 [degree] 

自転角速度 Ω=7.29×10-5 [sec-1] (地球の値) 

雲の消滅時間 τLT =1500 [sec] 

太陽定数 S=1366 [W/m2] 

地表面アルベド 0.15 

解像度 水平解像度 T42, 大気層数 22, 土壌層数 9 
 
 

3.3 結果 
図 1 は 10 年積分の最後の 2 年間の土壌水分量および鉛直積算大気水蒸気量の時間平均東西

平均の緯度分布を示したものである。土壌水分の緯度分布（図 1 左）から、i=0.0、23.44 どちら

の場合でも、熱帯域の土壌水分量は高緯度領域に比べて少ないものになってはいるが、熱帯域に

おいて完全な乾燥化が起こっていないことがわかる。Abe et al.（2005）では、初期の水の深さを 
20cm とした（本研究で使った値の約 20 倍）場合でも、10 年積分で熱帯域が完全に乾燥した状

態を得ている。 
 
 

 
過去の研究とは結果が異なった原因を調べるため、初期の水量を減らした場合（初期の土壌水

質量が 1mm/kg2）や水蒸気移流の取り扱いを変えた計算も数例行なってみた。いずれも結果は同

じく、10 年積分で熱帯域の完全な乾燥化は起こらなかった。DCPAM5 の場合では熱帯域の乾燥

化が起こるまでに長時間を要する可能性が考えられる。この可能性を考えて長時間の積分の実施

を試みた。しかし、雲モデルなど改良した DCPAM5 の新バージョンが SX-ACE で走らないとい

図 1. 水量の東西平均時間平均の緯度分布。赤線は i=0 の場合、黒線は i=23.44 の場合。左図は東西平

均土壌水分量 [kg/m2]。i=0 の場合では極域で 380kg/m2に達する。右図は東西平均鉛直積算大気

水蒸気量 [kg/m2]。横軸は緯度。最後の２年間の時間平均を示す。初期における単位面積あた

りの土壌水質量を 10kg/m2 （およそ 1cm の水の深さ）とした場合の結果。 
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図 2. 降水量と蒸発量の時間変化。上段は i=0 の場合、下段は i=23.44 の場合。左列は東西平均降水

量 [kg/m2], 右列は東西平均降蒸発量 [kg/m2] を示す。横軸は時間（2 年分）、縦軸は緯度。 

う問題につきあたってしまった。現在は、SX-ACE で DCPAM5 が走るように対策を施し、長時

間積分を実行中である。 
まだ積分が不足している可能性があるものの、自転傾斜角 i を変えると水の挙動が変わること

がわかった。土壌水分量の全球平均値は i を変更すると大きく変わる：土壌水分全球平均値は i=0 
の場合には 8.45kg/m2, i=23.44 の場合には 3.75kg/m2 となった。この違いに対応して、大気水蒸

気量は i=23.44 の場合の方が大きくなっている。全球平均鉛直積算大気水蒸気量は、i=0 の場合

には 1.54kg/m2, i=23.44 の場合には 6.24kg/m2 となった。全球平均値が大きく異なることに加え、

土壌水分量の分布も 2 つの場合で異なる。図 1 左図から、i=0 の場合に比べて i=23.44 の場合

の方が熱帯域で土壌水分量が多く、高緯度領域では少なくなっていることがわかる。鉛直積算大

気水蒸気量は 2 つの場合ともに赤道で極大をもつ分布となるが（図 1 右図）、全ての緯度にお

いて i=0 の場合の方が i=23.44 の場合に比べて小さくなっている。 
i=0 の場合でも i=23.44 の場合でも、蒸発と降水は熱帯域の狭い緯度帯と極の周囲の高緯度領

域で起こっている（図 2）。これらの領域は土壌水分量が多い領域に対応している（図 1 左図）。

蒸発と降水が起こる緯度領域は良く対応していることから、地表から蒸発した水蒸気は同じ緯度

帯で凝結し降水となっていると考えられる。図 2 からは乾燥化に進む傾向を見てとることはでき

ない。しかし、上述のように、まだ熱帯域の乾燥化が進む可能性があると考えられるため、さら

に長時間の積分を続行する予定である。 
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新田 光，阿部 豊，高尾雄也（2014）地球型水惑星における太陽放射増大に対する応答の GCM に

よる検討，系外惑星大気 WS2014, http://wtk.gfd-dennou.org/2014-01-07/. 
 
 
4. まとめ 
陸惑星気候の GCM 実験を開始した。10 年の時間積分を実行したが、熱帯域での完全な乾燥化

がおこっておらず、過去の研究と同じ結果を得るに至っていない。乾燥化が進む速度はモデルの

実装に強く依存する可能性がある。熱帯域で完全な乾燥化が起こるかどうかを確認するために長

時間積分を現在も実行している状況である。 
 
 
5. 今後の研究展望 
長時間積分を実行し熱帯域の乾燥化が起こるかどうかを確認した後に、陸惑星における暴走温

室状態の発生条件を調査する。特に、自転角速度の値に応じて暴走温室状態が発生する太陽定数

がどの程度変化するかに注目する。太陽定数として 1200 W/m2 から 2500 W/m2 までの数種類の

値を、自転角速度として地球の値の 0.0 倍、0.1 倍, 0.5 倍, 1 倍, 2 倍の値の５種類を用いたパラ

メータ実験を実施する。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
なし。 
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6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
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Ishiwatari, M., Takahashi, Y.O., Nakajima, K., Takehiro, S., Kuramoto, K., Abe, Y., Hayashi, Y.-Y. (2016) 

GCM experiments on the occurrence condition of the runaway green house state on Earth-like exoplanets. 
International Workshop on "Exoplanets and Disks:  Their Formation and Diversity III", Abstract booklet, 
p. 46. 

石渡正樹, 納多哲史, 中島健介, 高橋芳幸, 竹広真一,  林 祥介（2016）暴走温室状態の発生条件に関

する大気大循環モデル実験， 2016 年日本天文学会春季大会, 講演番号 : Z323b. 
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Abstract: 

As an effort of exploring the variety of planetary climates, a test experiment for land planet 
configuration was performed using an atmospheric general circulation model. A land planet is a planet 
which possesses water on its surface much less than Earth, and is considered to be a possible kind of 
exoplanets. It has been discussed that a land planet with the same planetary rotation rate as Earth has a 
warm and mild climate with a low-latitudinal dry area and a high-latitudinal wet area for a wider range of 
solar constant compared to an aqua planet whose surface is covered with ocean (Nitta et al., 2014). The aim 
of this study was to examine whether a similar result could be obtained for land planets with planetary 
rotation rates different from Earth's, therefore with different circulation structures. The model utilized in 
this study was DCPAM5, which our research group has been developing. A bucket model was applied to all 
of the surface. Two values of planetary obliquity were used: 23.44 degrees (Earth's value) and 0.0 degree. 
In the same ten-year integration as in the study of Nitta et al. (2014), thorough drying in the tropical region 
did not occur. Drying speed might differ according to model implementation. We are planning to proceed to 
parameter experiments with various values of solar constant and planetary rotation rate after examining 
whether thorough drying in the tropical region occurs with long-term integration. 
 
Keywords:  
Exoplanets, land planet, atmospheric general circulation model, runaway greenhouse state 
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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  
 
国立研究開発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 ベクトル処理用計算機（SX-9/A(ECO)）を 2015 年 3 月まで運用して

いた。2015 年 6 月からは、SX-ACE の運用を開始している。 
2015 年 6 月からのスーパーコンピュータシステムは、ベクトル処理用計算機（SX-ACE）、 

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-ACE によるベクトル計算のピーク性能は 98.3 TFLOPS（合計 384 ノード、1 ノードあたり、

256GFLOPS）である。また、以下の特徴をもっている。 
 

- 大容量 24 TB メインメモリ搭載（64GB/node） 

- 8GB/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もっている。 

 

- 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もっている。 

 

- 大容量ファイルシステム (約 1.6PB) 
 
キーワード： 

SX-9、SX-ACE、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（平成 25）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、

2015 年 3 月まで SX-9/A(ECO)が運用された。2015 年 6 月(※1)から、図 1 に示されるベクトル処理

用計算機 SX-ACE に増強し、運用されている。 
2015 年 6 月からの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。こ

のコンピュータシステムの全体構成は、図 1 に示されるとおりである。 

 

 

 
図 1. システム概要図（2015 年 6 月以降）。 

 

 

サブシステムには、NEC Express5800/R120e-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 98.3 TFLOPS（1 ノードあたり、

256GFLOPS）である。また、以下の特徴をもっている。 

- 大容量 24 TB メインメモリ搭載（64GB/node） 

- 8GB/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もっている。 

- 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もっている。 

- 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 ScaTeFS 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 2015 年 6 月に、以下のシステムの入れ替え，及び新規導入を行った。 
  - ベクトル処理用計算機（SX-ACE） 
  - ベクトル用統合コンソール装置（NEC Express5800） 
  - ベクトルノード間接続装置（IXS） 
  - ベクトル用バッチサーバ（NEC Express5800） 
  - ベクトル用環境監視装置（ND-EW04） 
  - ベクトル通報用サーバ（NEC Express5800） 
  - ベクトル用ネットワーク装置（スイッチ等） 
  - ベクトル用フロントエンドサーバ（NEC Express5800） 
  - 大容量ファイルシステム（NEC iStorage M300） 
  - バックアップ用サーバ（NEC Express5800） 
 

 

1.2  システムの特徴 

1.2.1  SX-ACE 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-ACE 384 ノードを実装し

た。SX-ACE は、最大ベクトル性能が CPU コア当たり 64 GFLOPS、シングルノード当たりの最大

ベクトル性能が 256 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 256GB/s、ノード間データ転送理論性能は 8 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 92.31 
TFLOPS を実現している。 
 

 

表 1. システムのスーパーコンピュータ性能（2015 年 6 月以降） 
 

 SX-ACE 
ノード数 384 nodes 
CPU コア数 1536 CPU コア 
理論演算性能 98.3 TFLOPS 

(256 GFLOPS/node) 
メモリ容量 24 TB 
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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 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-ACE の I/O に最適化した分散・並列ファイルシステム(ScaTeFS)
を構築することにより、高速な I/O を実現する。 

- 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-ACE、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）：0.00 hours（所内課題： 0.00 hours, 所外課題：0.00 hours） 
v_deb（デバック用）：1,629.96 hours（所内課題：1,618.79 hours, 所外課題：11.17 hours） 
v_32cpu（1～32CPU用）：1,531,265.11 hours（所内課題：1,509,305.34 hours, 所外課題：21,959.77 hours） 
v_96cpu（33～96CPU 用）：3,699,899.80 hours（所内課題：3,699,899.80 hours, 所外課題：0.00 hours） 
v_160cpu（97～160CPU 用）：524,124.57 hours（所内課題：524,124.57 hours, 所外課題：0.00 hours） 
    計      : 5,756,919.44 hours（所内課題：5,734,948.50 hours, 所外課題：21,970.94 hours） 

 
注）計算機利用時間は、2015（平成 27）年 6 月 1 日〜2016（平成 28）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。 
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表 2．ベクトルジョブクラス設定（2016年3月まで） 

 

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 1～32CPU利用 -(2) 12H 63.1GB/node 1～32 scv001 – scv360
v_deb 1～160CPU利

用 

2(2) 0.5H 63.1GB/node 1～160 scv345 – scv384

v_32cpu 1～32CPU利用 -(-) 12H 63.1GB/node 32 scv001 – scv360
v_96cpu 33～96CPU利

用 
-(-) 12H 63.1GB/node 96 scv001 – scv360

v_160cpu 97～160CPU利

用 
-(-) 12H 63.1GB/node 160 scv001 – scv360

*1 括弧内数字は、各ユーザの同時実行可能本数 

 

 

 

表 3．スカラジョブクラス設定（2016年3月まで） 

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 96 336H 8GB scs26, scs28 – scs29 
s_p4 4 CPUジョブ 96 336H 32GB scs04, scs28 – scs29
s_p8 8 CPUジョブ 96 336H 62GB scs04, scs28 – scs29
s_p16 16 CPUジョブ 128 336H 62GB scs06, scs26, scs28 – 

scs29 
s_p32 32 CPUジョブ 480 336H 62GB scs02, scs07 – scs17, 

scs26, scs28 – scs29 
s_p96 96CPUジョブ 384 1344H 186GB scs09 – scs17,scs26, 

scs28 – scs29 
s_large 160CPUジョブ 384 168H 310GB scs09 – scs17, scs26, 

scs28 – scs29 
s_nrc 大気汚染予測システム 32 336H 124GB scs23 
s_nwc 大気汚染予測システム 256 336H 496GB scs03, scs05, scs18 – 

scs22, scs30 
s_gosat Gosat定常運用ジョブ 48 336H 93GB scs24 – scs25 

s_matlab MATLAB専用ジョブ 3 168H 12GB scs25 
s_idl IDL専用ジョブ 5 168H 12GB scs25 

s_debug デバック用 
（シングルジョブ） 

8 6H 2GB scs25 
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2.2.2 計算機利用時間 

平成 27 年度におけるベクトル処理用計算機 SX-ACE の利用状況を投入ジョブ数（図 2）および

CPU 時間（図 3）によって示す。新システムの運用は 6 月に始まった。 
まず、投入ジョブ数に関しては、新システム運用開始後数か月間で急増した。32CPU と 96CPU

（図の中ではそれぞれ v_32cpu、v_96cpu として表示。以下同様）の利用が多いが、デバック用の

ジョブ（v_deb）も利用されていて、特に新システム運用開始から数か月の間の利用が多い。 
 
 

 

 
 

図 2．平成 27 年度投入ジョブ数からみたシステム利用状況。 
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CPU 時間の合計使用量（図 3、青線）も、新システムの運用開始後順調に増加した。8 月には

国立環境研究所の節電対策の一環として CPU の一部停止（384 ノード中 64 ノードの停止、約 17%）

を行ったが、運用開始後 2 ヶ月しか経っておらず使用率が低かったので、グラフからは影響はほ

とんど見られない。ジョブクラス毎の使用内訳は、96CPU（v_96cpu）が最も多く、次いで 32CPU
（v_32cpu）、160CPU（v_160cpu）の順となっている。160CPU は、ユーザからの要望によって 8
月 18 日に新設されたジョブクラスであり、利用が進んでいる。 

 

 

 
 

図 3．平成 27 年度 CPU 時間からみたシステム利用状況（縦軸の単位は時間）。 

 

 

 

3. 本システムの機能強化点 
以下では、SX-ACE 導入に伴い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）等について記載する。 

 

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 SX-ACEの高いコア性能と広いコアメモリ帯域 
単一コアで高い性能や広いメモリ帯域を実現する、従来の SX ベクトルアーキテクチャを継承

しつつ、アーキテクチャの強化と低消費電力設計により、64 ギガフロップス(GFLOPS：1 秒間に

10 億回の浮動小数点演算性能)のコア性能と、64 ギガバイト/秒のコアメモリ帯域を実現した。 
これにより、一般に多数のプロセッサの利用を必要とするスカラ型並列コンピュータと比較し

て、少ないプロセッサ数でも、複雑な科学技術計算において高い性能が得られ、並列プログラミ

ングの負担も軽減される。 
 
「SX シリーズ」初となる新開発マルチコア・ベクトル CPU には、高性能コアを 4 つ搭載し、

256 ギガフロップスの演算性能と 256 ギガバイト/秒のメモリ帯域を実現する。 
このマルチコア・ベクトル CPU を１ノードとして、片方向あたり 8 ギガバイト/秒の超高速イ

ンターコネクトにより、複数のノード間を接続することで、マルチノードによる高い実効性能を

実現する。 

 

3.3 SX-ACEの最先端の高密度設計や冷却技術による低消費電力、省スペースの実現 
4 つの高性能コア、メモリ制御部、ネットワーク制御部、および I/O（周辺）制御部 1 チップに

集約したプロセッサを小型のノードカードに搭載。 
これにより、従来機種比で、同一性能あたり 10 分の 1 の消費電力、および 5 分の 1 の設置面積

を実現した。 

 

3.4 使いやすさを重視した計算環境 
「SX-ACE」は、ユーザが培ってきたアプリケーション資産をそのまま継承して、高速にアプリ

ケーションを実行することが可能である。 
また、高いコア性能の実現により、従来と比較して少ないコア数で高い演算性能の利用が可能

となり、スーパーコンピュータのアプリケーション開発者・研究者に対し、プログラミングや性

能向上が容易なシステムを実現している。 
また、「SX-ACE」の性能を最大限に活用可能なコンパイラ・ライブラリ群、プログラム開発支

援機能を提供している。 

 

3.5 SX-ACEの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。 
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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、あるいは、

コンパイラの自動判断により ADB を利用することが指定されたとき、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 the National Institute for Environmental Studies (NIES) from 2013 June the introduction of the 
NEC supercomputer system, SX-9/A(ECO) (for the vector calculation server) until March 2015 has been 
operational. Since June 2015, a new system, SX-ACE has been in operation 

 The system is configured of an SX-ACE (for the vector calculation server) and other central 
machines; SGI UV20 (for the scalar calculation server), NEC Express5800 (for the vector front-end server), 
SGI Rackable (for the scalar front-end server), and DDN SFA12K-20 and NEC iStorage D3-30 (for the 
large capacity file system), among others. The network utilized an IXS and 4X InfiniBand FDR. 

 
The SX-ACE has a peak vector performance of 98.3 TFLOPS (256 GFLOPS per node), and had the 

following features: 
 

- 24 TB of main memory (64GB per node) 
- inter-node crossbar switch (IXS) interface at 8 GB/s  
 
 The scalar calculation server (SGI UV20) had the following features: 

 
- two 4X InfiniBand FDR at 13.56 GB/s  

 
 
 The large capacity file system had the following features: 
 
- large capacity file system (approx. 1.6 PB of raid disk) 

 
Keywords: 
SX-ACE, SX-9, vector computer, scalar computer, large-scale memory, large capacity file system 
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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 
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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- 

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-I114-2014 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part IV) 
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Vol. 21  CGER-I120-2015 
SHIOGAMA H.: Influence of Anthropogenic Aerosol Emissions on Pattern Scaling Projections  

Vol. 22  CGER-I127-2016 
SATOH M., ROH, W., HASHINO, T.: Evaluations of Clouds and Precipitations in NICAM Using the 
Joint Simulator for Satellite Sensors 

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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