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表紙の画像 

国立環境研究所のスーパーコンピュータ（NEC SX-Aurora TSUBASA A511-64） 

運用期間：令和 2（2020）年 3 月 1 日～令和 8年（2026）年 2 月（予定） 

■仕様■ 

 ノード数：256 VE ノード 

総 CPUコア数（VE ノード）：2,048 

最大ベクトル演算性能： 622.8 TFLOPS（1 秒間に 622.8 兆回の浮動小数点演算が可能） 

総主記憶容量：12TiB 

ノード間最大データ転送性能：12.5 GB/秒（双方向）× 2 

OS：CentOS 7 

コンパイラ：NEC SDK for VE 

ライブラリ：NetCDF、地球流体電脳ライブラリ（DCL）など 

ツール：GTOOL、GrADS など 
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令和 4 年度スーパーコンピュータ利用研究報告会プログラム 
 

日時：令和 4（2021）年 12 月 23 日（金）13:00～17:40 

場所：ハイフレックス方式 

（対面と Zoom によるオンライン同時開催を予定） 

   国立研究開発法人国立環境研究所  

地球温暖化研究棟 1階 交流会議室 

  連絡先：029-850-2409, E-mail:  

 
13:00～13:05 開会挨拶 
  三枝 信子 (国立環境研究所 地球システム領域長) 

 

13:05～13:15 スーパーコンピュータ利用研究概要および運用状況 
       （国立環境研究所 地球システム領域／環境情報部） 

 

Session 1（司会：秋吉 英治） 

13:15～13:35 雲・降水プロセスに着目した気候変動予測の不確実性に関する研究 
課題代表者および報告者：廣田 渚郎（国立環境研究所 地球システム領域 気候モデリング・ 

解析研究室） 

 

13:35～13:55 短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価 

課題代表者および報告者：五藤 大輔（国立環境研究所 地域環境保全領域 大気モデリング 

研究室） 

 
13:55～14:15 高度な大気汚染予測のためのデータ同化手法の開発 

課題代表者および報告者：五藤 大輔（国立環境研究所 地域環境保全領域 大気モデリング 

研究室） 

 

14:15～14:35 閉鎖性水域における水環境・生態系への気候変動影響の予測と適応策に関する研究 

課題代表者および報告者: 東 博紀（国立環境研究所 地域環境保全領域 海域環境研究室） 
 
 

14:35～14:50   Break (15 分) 
 

Session 2（司会：八代 尚） 

14:50～15:10 温室効果ガスのマルチスケールモデリング 

課題代表者および報告者: 丹羽 洋介（国立環境研究所 地球システム領域 物質循環 

モデリング・解析研究室） 

 

15:10～15:30 NICAMによる雲降水システムの研究 
課題代表者：佐藤 正樹（東京大学 大気海洋研究所） 

報告者：Woosub Roh（東京海洋大学） 

 

15:30～15:50 超高解像モデル SCALE による植生を考慮した都市域における二酸化炭素輸送計算 
課題代表者および報告者:今須 良一（東京大学 大気海洋研究所） 

 
 
15:50～16:05   Break (15 分) 
 

Session 3（司会：小倉 知夫） 

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

解析研究室） 
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16:25～16:45 大気海洋結合化学気候モデルを用いたオゾン層変化とその気候変化への影響に関する
研究 
課題代表者および報告者: 山下 陽介（国立環境研究所 地球システム領域 地球環境データ統合  

解析推進室） 

 
16:45～17:05 系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算: 陸惑星の気候レジーム図 

課題代表者および報告者: 石渡 正樹（北海道大学 理学研究院） 

 

17:05～17:35  総合討論 
 

17:35～17:40 閉会挨拶 
小倉 知夫（国立環境研究所 地球システム領域 気候モデリング・解析研究室） 

 
 

【ご注意いただきたいこと】 

① 今回のスーパーコンピュータ利用研究報告会は、対面とオンラインによるハイフレックス方式で開催予

定のため、報告の時間配分を一課題あたり報告 15 分＋質疑応答 5 分とします。 

② すべての報告終了後に総合討論（30 分）を行います。 

③ 2 回の休憩時において、オンラインの Zoom はそのまま保持します。  

④ 開催方式については、COVID-19 の感染状況を考慮の上、変更が必要な場合には 2 週間前までをめどに

ご連絡します。 
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The 30th NIES supercomputer workshop programme 
 

Date: December 23 (Fri), 2022, 13:00–17:40 

 Place: Hybrid meeting (On Site and Online Meeting（Zoom）) 

 Conference Room, Climate Change Research Hall (Ground Floor), 

 Center for Global Environmental Research (CGER),  

 National Institute for Environmental Studies (NIES) 

 Contact  Tel: 029-850-2409, E-mail:  
 
13:00～13:05 Opening address 

  Nobuko SAIGUSA（Earth System Division, NIES） 

 

13:05～13:15  Operation status of NIES supercomputer system and outline of research applications 

        Earth System Division/Environmental Information Division 

 

Session 1（Moderator: Hideharu AKIYOSHI） 

13:15～13:35 Studies on uncertainties in climate predictions associated with cloud and precipitation 

processes 
Nagio HIROTA（Climate Modeling and Analysis Section, Earth System Division, NIES） 

 

13:35～13:55 Assessment of the impact of short-lived climate forcers on climate and regional  

environment 

Daisuke GOTO（Regional Atmospheric Modeling Section, Regional Environment Conservation 

Division, NIES） 

 

13:55～14:15 Development of a data assimilation method for advanced air pollution forecast 

Daisuke GOTO（Regional Atmospheric Modeling Section, Regional Environment Conservation 

Division, NIES） 

 

14:15～14:35 Climate change impact prediction and adaptation for water environment and ecosystem in 

enclosed water body 

 Hironori HIGASHI（Marine Environment Section, Regional Environment Conservation Division, 

NIES） 

 

14:35～14:50   Break (15minutes) 
 

Session 2（Moderator: Hisashi YASHIRO） 

14:50～15:10 Multi-scale modeling of atmospheric greenhouse gases 

Yosuke NIWA（Biogeochemical Cycle Modeling and Analysis Section, Earth System Division, NIES） 

 

15:10～15:30 Numerical study on cloud systems using NICAM 

Woosub ROH（Tokyo University of Marine Science and Technology） 

 

15:30～15:50 Calculation of carbon dioxide transport in urban areas considering vegetation 

  using a super-high resolution model, SCALE 

Ryoichi IMASU（Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo） 

 

15:50～16:05   Break (15minutes) 
 

Session 3（Moderator: Tomoo OGURA） 

16:05～16:25 Climate change studies by development of terrestrial models in Earth System 

Tokuta YOKOHATA（Earth System Risk Analysis Section, Earth System Division, NIES） 
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16:25～16:45 A study on ozone layer change and its effect on climate change using atmosphere-ocean 

coupled chemistry-climate models 

Yosuke YAMASHITA（Office for Global Environmental Data Integration and Analytics, Earth System 

Division, NIES） 

 

16:45～17:05 A Numerical experiment on varieties of climates of terrestrial planets with taking 

exoplanets into consideration: climate regime diagram of land planets 

Masaki ISHIWATARI（Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University） 

 

17:05～17:35 Discussion 

 

17:35～17:40 Closing address 

Tomoo OGURA（Climate Modeling and Analysis Section, Earth System Division, NIES） 
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雲・降水プロセスに着目した気候変動予測の不確実性に関する研究 ........................................... 12 
○廣田 渚郎 1・塩竈 秀夫 1・小倉 知夫 1・林 未知也 1・石崎 紀子 2・ 

渡部 雅浩 3・野沢 徹 4・金 炯俊 5・日比野 研志 5・新田 友子 5 

井上 剛 6・大山 剛弘 6・田中 良明 6・川瀬 宏明 7・姫木 祐太郎 8・櫻木 俊輔 9・

若月 泰孝 10・関口 美保 11 

(1国立環境研究所地球システム領域、2国立環境研究所気候変動適応センター、 
3東京大学大気海洋研究所、4岡山大学大学院自然科学研究科、 
5東京大学生産技術研究所、6株式会社三菱総合研究所、7気象庁気象研究所、 
8株式会社パスコ、9エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社、 
10茨城大学理工学研究科、11東京海洋大学学術研究院) 

 

短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価 .................................................... 14 
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(1国立環境研究所地域環境保全領域、2九州大学応用力学研究所、 
3名古屋大学大学院環境学研究科、4岡山大学学術研究員自然科学学域、 
5東京大学大気海洋研究所、6 東京大学大学院理学系研究科、 
7海洋研究開発機構地球表層システム研究センター、 
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10東京都市大学環境情報学研究科） 

 

高度な大気汚染予測のためのデータ同化手法の開発 .......................................................................... 16 
○五藤 大輔 1・菅田 誠治 1・八代 尚 2・Tie Dai 3・Yueming Cheng 3・ 

Nick Schutgens 4・弓本 桂也 5・安井 良輔 5・佐藤 陽祐 6・中田 真木子 7・ 

梶野 瑞王 8 

(1国立環境研究所地域環境保全領域、2国立環境研究所地球システム領域、 
3State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and 

Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences、 
4Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Earth and Life sciences、 
5九州大学応用力学研究所、6北海道大学大学院理学研究院、 
7近畿大学総合社会学部、8気象庁気象研究所全球大気海洋研究部) 
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閉鎖性水域における水環境・生態系への気候変動影響の予測と適応策に関する 

研究 ...................................................................................................................................................................... 18 
○東 博紀 1・中田 聡史 1・吉成 浩志 1・西嶋 渉 2・入江 政安 3・ 

小林 志保 4 

(1国立環境研究所地域環境保全領域、2広島大学環境安全センター、 
3大阪大学大学院工学研究科、 
4京都大学フィールド科学教育研究センター) 

 

 

（Break） 
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温室効果ガスのマルチスケールモデリング ........................................................................................... 20 
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3北海道大学大学院工学研究院、 
4エネルギー総合工学研究所地球環境グループ)  

 

大気海洋結合化学気候モデルを用いたオゾン層変化とその気候変化への影響に 

関する研究 ......................................................................................................................................................... 28 
○山下 陽介・秋吉 英治・池田 恒平・高橋 正明 

(国立環境研究所地球システム領域） 
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系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算:  

陸惑星設定を用いた自転傾斜角依存性実験 ............................................................................................. 30 
○石渡 正樹 1・中島 健介 2・林 祥介 3 

(1北海道大学大学院理学研究院、2九州大学大学院理学研究院、 
3神戸大学大学院理学研究科) 

 

 

 

(○印は報告者) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用時間の表記について】 

NEC SX-Aurora TSUBASA A511-64（運用期間：2020 年 3 月 1 日～2026 年 2 月〈予定〉）のキューは以

下のような構成となっております。計算資源の利用状況については、各キューの VE 時間積とその計で

記載いたします。 

 

- v_deb  

- v_normal 
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研究課題名：雲・降水プロセスに着目した気候変動予測の不確実性に関する研究 

 
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 廣田渚郎 

共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 塩竈秀夫・小倉知夫・林未知也 

              国立環境研究所気候変動適応センター 石崎紀子 

東京大学大気海洋研究所 渡部雅浩 

岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹 

東京大学生産技術研究所 金 炯俊・日比野研志・新田友子 

株式会社三菱総合研究所 井上 剛・大山剛弘・田中良明 

気象庁気象研究所 川瀬宏明 

株式会社パスコ 姫木祐太郎 

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 櫻木俊輔 

茨城大学理工学研究科 若月泰孝 

東京海洋大学学術研究院 関口美保 

 
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

2021 年 8 月に、IPCC 第 6 次報告書が発表され、世

界の研究機関で開発されている気候モデル（CMIP6）

による気候変動予測シミュレーションの結果が利用さ

れた。しかし、CMIP6モデルによる気候変動予測には

大きな不確実性がある。例えば、CMIP6 モデルにおけ

る、二酸化炭素倍増時の全球地表気温の上昇量で定義

される“気候感度”には 1.8～5.6℃の幅がある。予測不

確実性の最大の要因は、温暖化に伴って雲の温室効果

/日傘効果が、温暖化を加速/減速させる働き(雲フィー

ドバック)がモデルごとに異なることにある（Zelinka et 

al., 2020）。 

本課題の研究目的は、気候モデルによる気候変動予

測シミュレーションを行い、気候変動とその不確実性

について、雲・降水プロセスに着目して調べることで

ある。モデルは、主に MIROC を用いる。MIROC は、

1990 年代から CMIP に参加して、IPCC に貢献してき

た気候モデルで、国立環境研究所を含む日本の研究グ

ループで開発されている。近年は、次期 CMIP7に向け

て、特に雲・降水プロセスを中心に改良が進められて

いる。例えば、これまで診断的に扱われていた雨と雪

の降水粒子を予報変数として扱い、それらの雲との相

互作用、放射プロセスへの影響をより精密に表現でき

る様になった（予報型降水スキーム）。これらの改良

が、モデルによる気候の表現性能や気候変動予測にど

の様に影響するのかを調べる。 

 

2. 研究計画 

MIROCの大気モデル AGCM で、従来の診断型降水

スキーム（DIAG）と新しく開発された予報型降水スキ

ーム（PROG）を用いた場合を比較する。DIAGと PROG

の現在気候実験と温暖化実験を行い、それらの雲フィ

ードバックを比較する。特に雲の日傘効果や温室効果

に関わる、雲の量、高さ、厚さの温暖化への応答の違

いを調べることで、フィードバックプロセスの理解を

深めることができる。さらに、世界の CMIP モデルと

の比較を行い、MIROCに見られたプロセスの違いが、

CMIP モデルの気候感度の不確実性をどの程度説明で

きるのかを調べる。 

また、既存の気候実験データを用いた影響評価研究

も行う。特に生活との関りが大きい降水の変化に着目

する。その成果は一般の方にもわかりやすい形で発表

する。 

 

3. 進捗状況 

課題計画時の目標はおおむね達成されている（昨年

の報告会と年報）。MIROC で精緻化された予報型降水

スキームの雲フィードバックと気候感度への影響と、

その CMIP モデルとの比較についての論文を発表した

（Hirota et al., 2022）。その他にも気候モデルによる気

候変動予測の不確実性に関わる研究や、温暖化の降水

への影響についての論文を多数発表した。 

昨年の報告会から、PROG と DIAG の雲フィードバ

ックの信頼性についての調査を更に進めた。World 

Climate Research Programme （WCRP）は、これまでの

研究の知見を統合・発展させることで、雲フィードバ

ックの”確からしい推定値”を見積もった（Sherwood et 

al., 2020）。DIAG と PROG の雲フィードバックをこの

確からしい推定値と比較した。DIAG では、雲の高さ

フィードバック（図 1 の上から 1 段目）と熱帯海上の
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下層雲量フィードバック（図 1の 2段目）がWCRPの

推定値に比べて弱かったが、PROG ではそれらが強く

なり、WCRP の推定値と整合的になった。 

予報型降水スキームの導入による MIROC の雲・降

水プロセスの精緻化は、雲フィードバックの働きをよ

り適切なものに改善した。一方、予報型降水スキーム

では、上層雲量が多くなり（Michibata et al., 2019）、そ

の温室効果によって、モデル大気のエネルギーバラン

スが崩れるなどの問題が発生した。様々な検討を行っ

た結果、これは MIROC の放射スキームのバイアスに

起因する可能性があることが分かってきた。 

MIROC の放射スキーム MstrnX（ Sekiguchi & 

Nakajima 2008）を改良したMstrn11の開発を開始した。

MstrnXでは、SW放射が地表に+3.5W/m2過剰に入射す

るバイアスがあった。MstrnXから放射パラメータを更

新することで、このバイアスを+0.5W/m2まで軽減する

ことができた。 

 今年度は計算機資源の大部分は予報型降水の大気海

洋結合モデル MIROC の開発のために利用した。気候

感度・雲フィードバックと温暖化の影響評価について

の研究で用いられた実験データは、以前に国立環境研

究所のスーパーコンピュータなどを利用して計算した

ものである。 

 

4. 今後の計画 

ここまでの MIROC 開発では、モデルの雲・降水プ

ロセスや、気候変動に重要な雲フィードバックの表現

が改善された。一方で、大気のエネルギーバランスが

崩れるなどの問題が発生してしまった。今後は、新し

い放射スキームの改良を完了させ、それを MIROC に

実装する。その上で、雲・降水・対流・乱流・放射プ

ロセスを再度調整し、大気海洋結合モデル MIROC の

気候変動表現と予測信頼性の向上を目指す。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～  

   2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 18 

VE時間積 v_debug: 53.18 hours, v_normal: 209,995.71  

hours, 計: 210,048.89 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 16.6 %） 

 
図 1. 気候モデルの雲フィードバックの WCRP による推定値(Sherwood et al. 2020)との比較。黒線が WCRP

推定値とその不確実性の幅。MIROC5(青実線)と MIROC6(水色実線)、DIAG(水色破線)、PROG(ピンク

破線)は折れ線で示す。DIAGと PROG は大気のみの AGCM 実験に基づくもので、他は大気海洋結合モ

デル CGCM 実験に基づく。上段から下段に、雲の高さフィードバック、熱帯海上の下層雲フィードバ

ック、熱帯の上層雲量フィードバック、陸上の雲量フィードバック、中緯度海上の下層雲量フィードバ

ック、高緯度の下層雲の光学的厚さのフィードバック、合計の雲フィードバック。 
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研究課題名：短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価 

 
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 五藤大輔 

共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 永島達也・打田純也 

九州大学応用力学研究所 竹村俊彦・安井良輔 

名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・Ha Thi Minh Phuc・ 

Hossain Mohammed Syedul Hoque・中田裕太・何 彦峰・王 靖凌・ 

鎌田友美・水野光一郎・正木悠斗・Wei Hui 

岡山大学学術研究院自然科学学域 道端拓朗・中尾穂乃香 

東京大学大気海洋研究所 鈴木健太郎 

東京大学大学院理学系研究科 堀田陽香 

海洋研究開発機構地球表層システム研究センター 関谷高志 

株式会社中電シーティーアイ 長谷川晃一 

Ulsan National Institute of Science and Technology 朴 祥緒 
東京都市大学環境情報学研究科 Karkour Selim 
 

実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

本研究課題では、大気中の PM2.5 などの微粒子（エ

アロゾル）や光化学オキシダントであるオゾンのよう

な地球の放射収支・水循環に影響を与え、その大気寿命

が比較的短い大気汚染物質（特に、短寿命気候強制因子: 

SLCFs）量の変化による気候および地域環境の変化を評

価することを大きな目的とする。この目的実現のために、

複数の気候モデルを用いて、SLCFsの組成毎・地域毎の

気温・降水量のような気候変化を定量的に評価するこ

とで、将来の気候変動に対する SLCFsの影響を社会に

発信することを目指す。また、本目的を達成するため

に、数値シミュレーションで用いる気候モデル

（MIROC-SPRINTARS、MIROC-ESM、NICAM-Chem）

の精度向上も必要となることから、継続的なモデル改

良・検証も実施する。 

 

2. 研究計画 

時空間局在化が大きい SLCFsの地域毎での気候・環

境影響評価を行う。SLCFs を取り扱う数値モデルの改

良・検証に関しては、人工衛星や地上観測等の複数の観

測情報を利用して、SLCFs および関連する物質の三次

元構造の再現性を向上させる。2021年度から環境省環境

研究総合推進費 S-20「短寿命気候強制因子による気候変

動・環境影響に対応する緩和策推進のための研究」（代

表：竹村俊彦）が開始され、本課題で計算されたモデル

結果は、SLCFsの変化に対する気候影響を評価するこ

とで、国の政策立案に大きく貢献するものである。S-

20プロジェクトでは、共通排出量データおよびシナリ

オを用いた数値実験（以後、S-20感度実験と呼ぶ）を

実施することを計画しており、本年度はその一部に着

手した。S-20 感度実験と並行して、個々のモデルで

SLCFsに関連した数値シミュレーションも行った。具

体的には、MIROCのモデル結果の評価として、衛星シ

ミュレータを利用し、より精密なモデルの評価をでき

るようにした。また、2022 年 1月に起きたトンガ火山

噴火によって大気中に放出された SO2及び微小火山灰

シミュレーションも実施した。本発表では、以上の取

り組みを中心に報告する。 

 

3. 進捗状況 

S-20感度実験では、まず大気海洋結合モデルである

MIROC-SPRINTARSを用いて、SLCFsに関連する SO2、

ブラックカーボン（BC）、有機炭素エアロゾル（OC）

の特定地域の人為起源排出量をゼロにしたシミュレー

ションを実施し、削減しない場合との放射・気象場等

の変化差を見ることで、SLCFsの環境・気候影響を評

価した。放射場の影響を見るために、エアロゾルと放

射相互作用（Aerosol-Radiation Interaction: ARI）による

瞬時放射強制力（Instantaneous Radiative Forcing due to 

ARI: IRFARI）に注目した。各領域（全球・中国・イン

ド）での人為起源排出量（SO2, BC, OC）をゼロとした

シミュレーションを実施し、標準実験との IRFARIの差

（SO2 から生成される硫酸塩エアロゾル、BC、OC を

含んだ有機炭素物質（OM））を計算した。その結果、

図 1 に示したように、中国のみで変化させた場合、全

球で変化させた場合と比べるとどの物質も 13%程度の

IRFARIの差が生じていた。図 2 には海洋応答も加味し

たシミュレーションによる気温変化分布図を提示した

が、中国の人為起源 SO2削減で+0.06 K、BC削減で-0.01 

K、OC削減で+0.01 Kの地上気温変化（全球年平均値）



短寿命気候強制因子の変化に伴う気候・地域環境への影響評価 

15 

が見積もられた。本要旨には示していないが、全球で

人為起源排出量を削減した場合には、SO2削減で+0.51 

K、BC削減で+0.05 K、OC削減で+0.09 Kの地上気温

変化（全球年平均値）と見積もられた。全球で変化さ

せた場合と比べると SO2 と OC は 12%程度の差で、

IRFari と同程度の差であったが、BC は符号も異なり、

SO2 と OC とは大きく異なる変化であった。BC を全

球規模で削減することで、雲や水蒸気を介した複雑な

フィードバックが発生するために、大気が必ずしも冷

えないことは、我々の先行研究（Takemura and Suzuki, 

2019）からも示唆されていたが、本年度は中国のみの

削減では地球の平均地上気温が下がることが示された。

並行して実施したインドのみで削減したシミュレーシ

ョンによっても、地球の平均地上気温が下がることが

示された。したがって、局所的な SLCFs の削減で効果

的な温暖化抑制が実施できる可能性が示唆された。 

 

図 1. MIROC-SPRINTARSでシミュレーションした 

  中国の人為起源 SO2、BC、OC 排出量による 

  IRFARIの全球分布図。 (a) は硫酸塩エアロゾル、 

  (b) は BC、(c) は OMに関する IRFARIである。 

 

図 2. 図 1と同じだが、地上気温の全球分布図。  

 

不確実性が大きい雲のモデル結果の評価として、衛

星シミュレータを利用した研究進捗も報告する。実際

の衛星観測では、降雪粒子の一部も雲として判定され

るが、これまでのモデル評価ではこの効果が考慮され

ていなかった。そこでこの効果を衛星シミュレータで

も考慮することで、MIROCの雲のより厳密な評価を実

施した。その結果、全球年平均の雲量の再現性が向上

することがわかり、衛星観測との全球年平均値の誤差

が 5%以内になることが計算された。 

さらに、モデルが表現する降水が雨であるか雪であ

るか、そしてその強度がどのぐらいかを CloudSat 衛星

観測の検出感度と同一条件で評価する方法（降水フラ

グ）を用いて、MIROCの降雨および降雪を評価した。

その結果、MIROC は雪の頻度を過大評価する代わり

に、強度を過小評価する誤差補償が存在することが明

らかとなった。 

 また、2022 年 1月に起きたトンガ火山噴火によって

大気中に放出された SO2及び微小火山灰シミュレーシ

ョンをMIROC で実施した。比較のために、1991年ピ

ナツボ火山シミュレーションも実施した。その結果、

トンガ火山噴火起源エアロゾルによる IRFariはピナツ

ボ火山の結果と比べて、およそ 1 桁小さいことがわか

り、トンガ火山噴火起源エアロゾルによる気候変動は

限定的と推定された。 

 

4. 今後の計画 

S-20 プロジェクトが 2021 年度から開始され、本課

題では S-20 プロジェクトで必要とする様々なシミュ

レーションを実施している。S-20感度実験では、特定

の地域・組成・部門の SLCFs およびその前駆物質の排

出量を変化させたシミュレーションを、大気海洋結合

モデルである MIROC-SPRINTARS および MIROC-

ESM と、大気モデルである NICAM-Chem を用いて実

施する。膨大な数のシミュレーションと、大気海洋結

合モデルで必要とする 100 年規模の長期シミュレーシ

ョンも実施するため、引き続きスーパーコンピュータ

を大規模に利用する。結果の解析では、大気モデルを

用いて大気の速い応答に着目すると共に、大気海洋結

合モデルを用いて大気海洋の相互作用を加味した遅い

応答にも着目する。モデル間の比較も行う予定であり、

それぞれのモデルの長所を生かし、SLCFsの変化に対

する気象・気候場への影響を引き続き評価したい。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～ 

   2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 23 

VE時間積 v_debug: 360.29 hours, v_normal: 449,558.84  

hours, 計: 449,919.14 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 35.6 %） 
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研究課題名：高度な大気汚染予測のためのデータ同化手法の開発 

 
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 五藤大輔 

共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 菅田誠治 

国立環境研究所地球システム領域 八代 尚 

State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical 

Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tie Dai・
Yueming Cheng 

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Earth and Life sciences Nick Schutgens 

九州大学応用力学研究所 弓本桂也・安井良輔 

北海道大学大学院理学研究院 佐藤陽祐 

近畿大学総合社会学部 中田真木子 

気象庁気象研究所全球大気海洋研究部 梶野瑞王 

 

 
実施年度：令和 4 年度～令和 6 年度 

 

1. 研究目的 

 本課題の主要目的は、近年得られる様々な大気汚染

物質衛星成果物を、全球モデルである NICAM-Chemの

大気汚染物質データ同化に適用して、大気汚染予測の

初期値として役立てることである。また、初期値作成

のために整備される大気汚染物質プロダクトを高分解

能の再解析データと位置付け、他の科学的研究に役立

てる。例えば、これらのデータはエアロゾルや海色・

陸域植生のリモートセンシングの初期値やアプリオリ

として役立つようなデータセットとしても利用できる。

その他の目的として、母体モデルの再現性がデータ同

化結果の再現性に大きく影響をするため、NICAM-

Chem の継続的なモデル改良も掲げている。また、

NICAM-Chem とは異なるモデルである SCALE-Chem

による大気汚染シミュレーションも実施する。なお本

課題は、昨年度まで実施した課題（2019-2021年度：エ

アロゾルデータ同化を活用した大気汚染予測システム

の構築）の後継課題と位置付けている。 

 

2. 研究計画 

 本研究で利用する数値モデルは、非静力学正 20 面

体格子大気モデル NICAM に組み込まれたエアロゾル

化学モデル（NICAM-Chem）である。様々な衛星成果

物を融合した大気汚染物質データを用いて、NICAM-

Chem のデータ同化を実施し、その変化を定量化する。

用いる衛星データは、静止衛星ひまわり 8/9 号、極軌

道衛星 Terra や Aqua の MODIS、GCOM-C/SGLI など

を想定しているが、可能であれば GOSAT-2/CAI-2のエ

アロゾルプロダクトも同化に利用する。NICAM-Chem

に新しく導入する 2次元変分法（2D-Var）同化システ

ムを動かし、改善具合を定量化する。SCALE-Chem に

ついては、大気汚染物質の 1 つである窒素酸化物（NOx）

に関して領域高分解能シミュレーションを実施する。 

 

3. 進捗状況 

 これまで NICAM-Chem と様々なエアロゾル衛星成

果物を用いて、局所アンサンブルカルマンフィルター

（Localized Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）

によるエアロゾルデータ同化を行ってきた。しかし、

アンサンブルを実施するため、最適化を進めても 5 倍

以上の計算資源を必要とする。そこで本年度は、アン

サンブル計算を必要としない 2D-var によるエアロゾ

ル同化手法の NICAM-Chem への導入を進めた。シミ

ュレーションでは、同類モデルの中では世界最高レベ

ルの水平分解能 56km でエアロゾル同化を実施した。

同化に用いた観測データは、静止気象衛星ひまわりと

極軌道衛星 Aqua/MODIS を独自に補正して融合した 2

次元量のエアロゾル光学的厚さ（AOT）である。この

データは本課題とも深く関係のある国立環境研究所所

内公募課題 A（2020-2022年度実施）の中で作成した。

その結果、同化した NICAM-Chem の結果は、同化元の

衛星データと概ね整合的となり、NICAM-Chem/2D-Var

がうまく稼働していることが確かめられた（図 1）。

同化結果の検証には、同化に利用していない地上観測

データ AERONET及び SKYNETの AOTを用いたとこ

ろ、バイアスや RMSEに関しては衛星結果よりも大き

くなったが、相関関係は衛星結果よりも高くなった。

これは衛星観測の不確実性が大きいグリッドで、モデ

ル計算値の信頼性が高いこともあり、同化によってモ

デル・観測の単独よりも結果が改善されることが示さ

れた。また、同化結果と地上観測データで AOT値の差

が大きい場所に注目すると、アジア（特にインドやバ

ングラデシュ）の高濃度地域が多く、そもそも同化に

用いた衛星観測結果も地上観測データとの差が大きか

った。このことから、アジアの高濃度地域での再現性

を向上するためには、水平分解能 56km よりも細かい

分解能であることが必要とわかった。 
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図 1．NICAM-Chem/2D-varで計算されたエアロゾル 

   光学的厚さ（AOT）の検証結果。(a) 静止衛星 

   ひまわりと極軌道衛星Aqua/MODISで融合した 

   データ、(b) NICAM-Chem/2D-varで同化した 

   AOT、(c) NICAM-Chem の同化有無の AOT 差。 

   図 1(a)にあるオレンジ色の丸は、検証に用いた    

   地上観測サイトの場所を表す。 

 

 以上の研究と並行して、領域気象モデル SCALE と

オフライン化学輸送モデルの結合モデルをベースとし

て、雷由来の窒素酸化物生成フラックス（LNOx）を計

算できるモデルを導入し、窒素酸化物に関するシミュ

レーションを実施した。研究対象は富士山で LNOxが

観測された 2017 年 8 月 22 日とした。モデル解像度は

解析領域内で 1kmとした（135-144ºE、32.5-37ºN）。そ

の結果、SCALEを結合していないオフライン化学輸送

モデルでは再現できなかった窒素酸化物 NOy が、

LNOxを考慮した SCALE-Chemオフラインモデルでは

うまく再現することができた。さらに解析をしたとこ

ろ、LNOx は福井県付近で発生したものが富士山まで

輸送されてきたこともわかった。 

 

 

図 2．富士山を含むグリッドにおける窒素酸化物 

   （NOy）の時系列変動。オレンジ色の時間帯で 

   は、観測で見られた NOy のピークがモデルで 

   も再現された。 

 

4. 今後の計画 

NICAM-Chem/2D-Var によるエアロゾル同化の実施に

よって、用いた衛星データの精度が非常に重要であり、

丁寧に観測データの品質管理（QC）を実施することが

重要であることがわかった。そのため、衛星データの

QC を改良し、高精度の衛星観測データを用いたエア

ロゾル同化を実施したい。また、同化対象を NO2とし

た新しい同化にも着手したい。 

 

5.  昨年度終了研究課題名 

エアロゾルデータ同化を活用した大気汚染予測システ

ムの構築（課題代表者：五藤大輔） 

 

6. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～  

   2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 11 

VE時間積 v_debug: 0.00 hours, v_normal:   28,486.59 

hours, 計: 28,486.59 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 2.3 %） 
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研究課題名：閉鎖性水域における水環境・生態系への気候変動影響の予測と適応策に
関する研究 

 
課題代表者：国立環境研究所地域環境保全領域 東 博紀 

共同研究者：国立環境研究所地域環境保全領域 中田聡史・吉成浩志 

広島大学環境安全センター 西嶋 渉 

大阪大学大学院工学研究科 入江政安 

京都大学フィールド科学教育研究センター 小林志保 

 

実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

閉鎖性水域では、水温の上昇とそれに伴う生態系の

変調が全国各地で報告されており、水環境・生態系へ

の気候変動影響の全容解明とその適応策が求められて

いる。我々は先行研究において、陸域淡水・汚濁負荷

流出－海域流動・水質・底質モデルを開発するととも

に、集水域からの流出変動を考慮した瀬戸内海の水質

の将来予測を実施した。本研究では、開発したモデル

を展開して全国各地の閉鎖性水域における水環境・生

態系の将来予測を進め、水域間に見られる気候変動影

響の共通性や相違性を明らかにするとともに、貧酸素

水塊など水質の極端事象の発生やそれに伴う生物多様

性・生物生産性への影響などの気候変動リスクを水域

ごとに評価する。それを踏まえて、気候変動リスクの

軽減・回避に向けた陸域負荷管理など水環境分野の適

応策を検討・提示することを目的とする。 

 

2. 研究計画 

複数の閉鎖性水域の気候変動変動影響予測を引き続

き進めるとともに、予測結果の比較を通じて水域間の

気候変動影響の共通性や相違性を明らかにする。また、

水質管理の方向性が異なる表層の栄養塩濃度の低下と

底層の貧酸素化に着目し、瀬戸内海、伊勢湾、東京湾

に即した気候変動適応策としての陸域負荷管理の方策

を検討するとともに、その効果評価を行う。 

 

3. 進捗状況 

3.1 東京湾と伊勢湾における貧酸素化の抑制 

前年度報告した陸域－海域モデルによる東京湾と伊

勢湾の将来予測結果に基づき、底層溶存酸素量（底層

DO）・貧酸素水塊への気候変動影響の評価と適応策の

検討を行った。DO < 2mg/Lと DO < 4mg/L の貧酸素水

塊の体積に着目したところ、RCP8.5の将来気候の東京

湾では貧酸素水塊の発達と衰退が 1 ヶ月ほど早期化す

るとともに、6～7 月の貧酸素水塊は現在気候の 1.4～

1.7 倍に増加すると予測された（図 1）。この気候変動

による貧酸素水塊の増大抑制に必要な陸域負荷の削減

量について数値実験による検討を行った。生活系点源

負荷のみを対象として、COD、TN、TP を年間一律削

減したケースと 4～9 月の季別削減したケースにおい

て、将来気候の DO < 2mg/Lと DO < 4mg/Lの貧酸素水

塊はいずれも年間で約 1 割、季別で約 2 割の削減によ

って現在気候並みに抑制できると推計された（図 1）。 

将来気候の伊勢湾では、DO < 4mg/Lの貧酸素水塊は

東京湾と同様の増加傾向が見られたが、DO < 2mg/L に

ついては逆に減少傾向となった。また、DO < 4mg/L の

貧酸素水塊の増加に対しては、季別 50％の負荷削減を

適用しても有意な抑制には繋がらなかった（図 2）。

伊勢湾の DO < 4mg/L の貧酸素水塊の増加は、もとも

と貧酸素化しやすい湾央で見られたことより、成層強

化など物理場の変化が原因と推察され、負荷削減のみ

では抑制が難しいと考えられた。 

 

図 1. 現在気候、RCP8.5、負荷削減時の東京湾の貧酸

素水塊の体積（左：DO<2 mg/L、右：DO<4mg/L）。 

図 2. 現在気候、RCP8.5、負荷削減時の伊勢湾の貧酸

素水塊の体積（左：DO<2 mg/L、右：DO<4mg/L）。 
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3.2 瀬戸内海・播磨灘における栄養塩類管理 

先行研究の陸域－海域モデルを用いた RCP シナリ

オに基づく将来予測では、瀬戸内海・播磨灘のノリの

色落ちの原因と目されている冬～春の栄養塩濃度の低

下が気候変動によって深刻化すると予測された。本研

究では、気候変動の影響を抑制するための栄養塩類管

理を検討した。陸域の点源負荷において第 8 次水質総

量削減で国が定めた海域別・産業別の上限濃度で排出

したときに相当する COD、TN、TP負荷量を 12～3月

（季別）に与えることとし、それを瀬戸内海の全湾灘

と大阪湾を除いて適用したときの 2 ケースの数値実験

を行った。播磨灘の表層 DIN 濃度は負荷流入地点周辺

の限られた範囲では有意に上昇し、一定の効果が認め

られるものの、灘全体では底層の方が DIN 濃度の上昇

幅は大きく、供給された栄養塩の多くが一次生産で有

機化し、沈降してしまう（下層で無機化される）こと

が示された（図 3）。また、大阪湾への影響も無視でき

ず、大阪湾の負荷を増やさないケースにおいて貧酸素

水塊の体積が有意に増加することが予測された（図 4）。 

 

3.3 大阪湾の貧酸素水塊の疑似温暖化実験 

大阪湾の DO を対象に高解像度の数値シミュレーシ

ョンと収支解析を実施し、貧酸素化要因の解析を行っ

た。また、瀬戸内海の先行予測結果で得られた気象・

海象の気候値の変化を活用して、大阪湾の貧酸素水塊

への気候変動影響に関する疑似温暖化実験を実施し、

貧酸素水塊の動態変化を検討した。その結果、RCP8.5

の気候変動による水温上昇は、大阪湾東部の中層域に

おいて分解される有機物量を増加させ、貧酸素水塊の

層厚を増加させる（図 5）とともに、貧酸素水塊の発

生を早期化させる可能性が示された。また、夏季後半

においては、一次生産量の減少に伴い、現在よりも貧

酸素水塊が早く縮小することが分かった。 

 

4. 今後の計画 

現在着手している七尾湾、霞ヶ浦、有明海・八代海

等、他の閉鎖性水域の水環境への気候変動影響予測を

行う。また、高温化・貧酸素化・貧栄養化（植物プラ

ンクトンの減少等）など、底層環境の変化に伴う底生

動物への影響評価を行う。特に、近年頻発化している

豪雨出水が水環境・生態系に及ぼす短期的・長期的影

響について調査研究を進める。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11 月 1 日～

2022年 10月 31 日） 

実行ユーザ数: 6 

VE時間積 v_debug: 61.38 hours, v_normal: 241,789.58 

hours, 計: 241,850.97 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 19.1 %） 

図 3. 現在気候、RCP8.5、季別調整運転時の播磨灘平

均の表層 DIN 濃度（左）と底層 DIN濃度（右）。 

図 4. 現在気候、RCP8.5、季別調整運転時の大阪湾の

貧酸素水塊の体積（左：DO<2 mg/L、右：

DO<4mg/L）。 

図 5. (a, b) 6 月における貧酸素水塊が水深に占める割

合の水平分布。(c, d) 断面A-Bにおける横断分布。

等値線は海水密度t (kg/m3)、ラスターコンタは

DO (mg-O2/L)を表す。(a, c)は現況（2012年）、(b, 

d)は将来（RCP8.5）ケースを表す（永野ら, 2022）。 
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研究課題名：温室効果ガスのマルチスケールモデリング 
 

課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 丹羽洋介 

共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 齊藤 誠・八代 尚・佐伯田鶴・山下陽介・村上
和隆・亀井秋秀・山田恭平 

 

実施年度：令和 3 年度～令和 5 年度 

 

1. 研究目的 

 地球温暖化の影響が顕在化しつつある現在、温室効

果ガス削減にむけた取り組みが一層求められているが、

その削減効果については科学的で客観的な評価が必要

である。本研究では、大気モデルを用いて温室効果ガ

スの大気中の動態解明や吸収・排出量の推定を行い、

温暖化予測の不確定性低減や温室効果ガスの排出削減

施策に資する知見を創出することを目的とする。特に、

都市・国スケールから地球規模に至る空間的に幅広いスケ

ールの温室効果ガスの動態を把握するため、高解像度モデ

リングおよび高度な逆解析・同化技術の開発を行う。併せて、

温室効果ガス観測技術衛星プロジェクト（GOSATシリーズ）

に必要なモデル開発も行い、衛星観測のデータ質向上、また、

衛星観測データを利用した研究も行う。 

 

2. 研究計画 

 昨年度より継続して二酸化炭素とメタンの長期逆解析を

実施し、それぞれの収支の長期変動について解析を進め

る。前年度に開始した高解像度実験を利用して、国・都市

スケールのフラックス推定に関する解析に着手する。ま

た、GOSAT/GOSAT-2データを用いた二酸化炭素とメタン

に関する逆解析を実施し、関連プロダクトの定常処理・公

開を行うとともに、前年度に引き続き全球炭素収支研究を

進める。さらに、人為起源排出推定のための二酸化窒素シ

ミュレーションに着手する。 

 

3. 進捗状況 

 昨年同様、NISMON-CO2/CH4を用いて長期の CO2

および CH4の逆解析を行い、グローバル・カーボン・

プロジェクトによる統合支評価にデータを提出した。

また、この長期 CO2逆解析で得られたフラックスデー

タをダウンスケールして、格子間隔約 14km の

NICAM-TMに入力し、高解像度の CO2大気輸送実験

を行った。ここで、JRA-55 の風速データをナッジン

グデータとして用い、現実の大気輸送を再現しながら

計算を実施した。その結果の例を図１に示す。東京ス

カイツリーの観測データとの比較から、数日スケール

で頻繁に生じる高濃度イベントのタイミングがよく 

図 1. NICAM-TMによる高解像度CO2大気輸送実験の  

    結果。2019 年 1月から 12 月までの東京スカイツ 

    リー250m付近での日平均 CO2濃度の観測値（青） 

    とモデル計算値（橙）(a)、観測値とモデル計算値 

    の比較（横軸：観測、縦軸：モデル）(b)。2019 年 

    1月 15日の地表面 CO2濃度分布(c)。 

 

再現されていることが確認された。このことから、

NICAM-TM 内で再現された気象場やモデルに与えた

フラックスデータが妥当なものであることが伺える。

しかしながら、イベントによっては、モデルの濃度が

過大である場合も認められた。そこで、東京近辺のエ

リアを対象としたタグ付きシミュレーションを実施し

たところ、観測で見られる顕著な変動の大部分は東京

大都市圏の排出が寄与していることがわかった。この

ことから、モデル内で東京大都市圏の排出によって生

じる濃度変動の再現性に問題があることが示唆された。 

  GOSAT-2 FTS SWIR L2 カラム平均濃度プロダクト

（G2L2）を観測データとして NISMON-CO2に入力し、

2019年 10月から 2020年 10月までの 13か月間の月平

均全球 CO2吸収排出量を推定した。この解析で、前バ

ージョンの G2L2（G2L2V01.04/07）を用いた場合では

顕著に見られた極端な吸収域と排出域の偏在が、新し

いバージョン（G2L2V02.00）を用いることで低減する
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ことが確認され、G2L2 プロダクトが改善されたこと

が示唆された。一方で、以前から問題となっていた CO2

吸収排出量の不自然な時空間分布は G2L2V02.00 を用

いた場合でも完全には解消することが出来なかった。

また、解析後の大気 CO2濃度場は、地上観測データに

基づいて推定した濃度場に対して平均で数 ppm 高い

結果となった。これらの結果は、G2L2V01.04/07 から

V02.00への更新により G2L2プロダクトの改良は着実

に進んでいるものの、全球 CO2吸収排出量の逆解析に

おける観測データとして使用するには更なる改良が必

要であることを示している。そこで、G2L2 プロダクト

の観測誤差の特性および誤差評価、補正手法等を解析・

検討し、G2L2 プロダクトを観測データに使用した上

でより現実的な全球CO2吸収排出量を逆解析から推定

する方法を模索した。結果の一例を図 2 に示す。 

図 2. 観測誤差等を加味した上で G2L2V02.00 から推 

     定した 2019 年 10月の月平均 CO2吸収排出量分 

     布。 

 

 また、GOSAT-GW プロジェクトにおいて開発を進

めている TANSO-3 レベル２プロダクト導出のために

必要な GHG・エアロゾル先験情報の作成について検討

を行なった。GOSAT-GWでは GOSAT・GOSAT-2より

も稠密な観測が可能になるため、より高解像度で再現

精度の高い GHG・エアロゾルの３次元分布が求められ

る。また、GOSAT-GWで提供を予定している TANSO-

3精密観測モードの速報版 L2プロダクト(GHG)のため

には、これまでよりも迅速な先験値（シミュレーショ

ン予測値）の準備が必要となる。これらの要求に応え

るため、全球大気環境の短期解析・予測システムの検

討とプロトタイプ構築を進めた。プロトタイプシステ

ムは NICAM を用い、トレーサーとして水物質の他に、

CO2 とエアロゾル（鉱物ダスト、海塩、炭素性粒子、

硫酸塩）を予報した。気象場は大気再解析データを用

いたグリッドナッジングを行う代わりに、局所アンサ

ンブルカルマンフィルタ（LETKF）を用いたデータ同

化を行った。大気の観測データには米国大気海洋庁

（NOAA）が収集・配布するラジオゾンデ等の一般的

な観測データセット（PREPBUFR）を利用し、実時刻

の 24 時間前までの観測データを 1 日 1 回取得した。

解析計算パートでは全球 224kmメッシュ、鉛直 78層、

32 メンバーでのアンサンブルシミュレーションとデ

ータ同化を行い、実時間の概ね 2 日前から 1 日前まで

計算を進め、予測計算パートでは解析結果のアンサン

ブル平均値から 5-7 日間のシミュレーションを行った。

一連の処理は Pythonを用いて自動化し、毎日同じ時間

の予測情報の提供と、可視化によるモニターを可能に

する開発を行なった。 

 さらに NICAM で大気中の化学種やエアロゾルを扱

う NICAM-Chem を用いた NO2シミュレーションに着

手した。 

 

4. 今後の計画 

  CO2の長期逆解析の結果を地球環境データベースか

らバージョン 2022.1として公開する。また、CH4長期

逆解析の結果から 2020-2021 年の全球的な濃度増加に

対する解析を実施する。一方、NICAM-TM による高解

像度実験では、東京スカイツリーの観測を用いて東京

大都市圏の排出量に関する解析を進める。GOSAT シ

リーズでは、G2L2 CO2プロダクトの逆解析結果である

全球 CO2 吸収排出量及び 3 次元濃度分布推定値を

GOSAT-2レベル 4 CO2プロダクトとして公開する。同

様に、G2L2 CH4 プロダクトを使用した全球 CH4 吸収

排出量及び 3 次元濃度分布推定の解析およびプロダク

ト公開を進める。GOSAT-GW のための全球大気環境

の短期解析・予測システムでは、引き続き予測性能の

詳細な検証とトレーサーの追加等を行う。さらに、人

為起源排出推定につなげるため、衛星観測等を利用し

た排出推定システムの開発に取り組む。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～ 

   2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 8 

VE時間積 v_debug: 132.34 hours, v_normal: 223,442.26 

hours, 計: 223,574.60 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 17.7 %） 
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Project name：Numerical study on cloud systems using NICAM 

      （NICAM による雲降水システムの研究） 

 
Project leader：  Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

Project members： Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

                Tempei Hashino, Kochi University of Technology 

 

Research period：April 2022－March 2023 

 

1. Research purpose 

It is important to evaluate and improve the cloud 

properties in global non-hydrostatic models like a 

Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model (NICAM, 

Satoh et al. 2014) using observation data. One of the 

methods is a radiance-based evaluation using satellite data 

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

2013), which avoids making different settings of the 

microphysics between retrieval algorithms and NICAM. 

The satellite data with active sensors has a limitation to 

observe the specific case of cloud and precipitation systems. 

And it is needed to validate satellite observations using in-

situ observation. There are intensive observation stations 

over the Kanto region. The ULTIMATE (ULTra sIte for 

Measuring Atmosphere of Tokyo metropolitan Environment) 

is proposed to verify and improve high resolution numerical 

simulations based on these observation data. 

This research is for evaluation and improvement of 

clouds and precipitation systems in NICAM using the 

intensive observation data over the Kato area. 

 

2. Research plan 

There are several observation instruments over the 

Kanto region. Figure 1 shows the ultra-site observation 

networks in Kanto area. In the previous fiscal, we achieved 

the observation data like C-band polarimetric radars in 

Narita and Haneda airport and WINDAS data. And we got 

the observation data of the Cloud Profiling Radar (CPR, 94 

GHz) in NICT. 

POLArimetric Radar Retrieval and Instrument 

Simulator (POLARRIS, Matsui et. al. 2019) was 

implemented in Joint simulator. The POLARRIS can 

simulate differential reflectivity (ZDR), specific differential 

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

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

Mueller scattering matrix.  

We used the stretched version of NICAM. We selected 

three cases for September 2019. We calculate the signals of 

CPR and C-band polarimetric radar using Joint simulator. 

 

In this study, we evaluate our microphysics schemes 

using CPR in NICT. And we apply for the evaluation results 

to understand the performances of the EarthCARE CPR. 

And we understand the characteristic of a polarimetric 

radar for microphysics, and develop new evaluation method 

using the data. 

Finally, we improve our microphysics schemes using 

these observation data in the Tokyo metropolitan area.  

 

 
 
Fig. 1. Ultra-site observation networks in Kanto area. 

 

 
Fig. 2. An example of the joint histograms of D0 and NW 

from radar reflectivity and ZDR on 16th Sep. 2019 

from the C-band radar in Narita airport. 

 

雲降水観測システム

関東圏観測ウルトラサイト

○

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

情報通信研究機構
（小金井）

国立環境研究所・気
象研究所（筑波）

気象大学校・東京大
学大気海洋研究所
（柏)
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3. Research progress 

The last fiscal year, we evaluated a single moment 

scheme (NSW6) in NICAM using the CPR in NICT and 

investigated the performance of the EarthCARE CPR using 

a random error based on the observation window.  

We briefly introduced a rain microphysics evaluation 

method using a polarimetric radar. The figure 2 shows the 

example of joint histograms of D0 and NW from radar 

reflectivity and ZDR on 16th Sep. 2019 from the observation 

in Narita airport. D0 means the retrieved median volume 

diameter of rain and NW is the retrieved normalized 

interceptor parameter from the rain size distribution. The 

previous study used this diagram for the separation between 

convective and stratiform precipitation (the dotted line in fig. 

2). We applied this diagram for the evaluation of the rain 

microphysics schemes. Our interpretation was the regime 2 

is related to coalescence process and the regime 4 is related 

to evaporation process.  

This fiscal year, we had sensitivity tests of rain 

microphysics scheme in a double moment scheme (NDW6) 

for the coalescence and evaporation process. We checked 

our interpretations for the evaluation method and understand 

the performance of our microphysics. We found the 

overestimation of rain diameter related to the evaporation 

process, and the mismatch of the frequencies in the regime 4 

related to a coalescence process parameter.  

 

4. Future plan 

We will find the suitable parameters of NDW6 for the 

coalescence and evaporation processes using C-band 

polarimetric radar. We will investigate the impact of these 

parameters on the storm dynamics like precipitation size and 

precipitation intensity. 

We will consider how to evaluate the riming process 

using a polarimetric radar and the lightning observation data. 

We will consider the simulations of X-band phased 

array radar and WINDAS using Joint simulator. 

 

5. Previous project name  

Numerical study on cloud systems using NICAM（Project 

leader：Masaki Satoh） 

NICAMによる雲降水システムの研究（課題代表者：佐

藤正樹） 

 

 

6. Record of supercomputer use （November 1,  

  2021～October 31, 2022） 

Number of Users: 3 

VE node time product  v_debug: 0.00 hours, v_normal: 

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

VE node time product: 0.0 %） 
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研究課題名：超高解像モデル SCALEによる植生を考慮した都市域における二酸化炭
素輸送計算 

 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所     今須良一 

共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 伊藤昭彦 

      北海道大学大学院理学研究院   佐藤陽祐 

 
実施年度：令和 4 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

観測された大気中 CO2濃度から CO2排出量・吸収量

を推定するいわゆるトップダウンアプローチでは、自

然起源と人為起源の区別ができない。そのため、人為

起源分の寄与を推定するためには、もう一方である自

然起源分の推定精度が十分に高くなくてはならない。

特に、短期間の解析においては、その時々の植物の状

態を正確に反映した陸域生態系モデルが必要となる。

この目的のために東京大学大気海洋研究所では、衛星

データに基づく植生活動度を取り入れ、時間単位で光

合成と呼吸量を評価できる陸域生態系モデル

「BEAMS-diurnal」を開発した。このモデルと国立環境

研究所の陸域生態系モデル「VISIT」との相互比較を通

じて、高時空間分解が可能な陸域生態系モデルへと改

良することを一つの目的とする。この改良されたモデ

ルと、超高解像モデル SCALE-RM をベースとした大

気輸送モデルとを組み合わせ、植生に囲まれた都市域

などにおけるCO2濃度分布を精度良く計算できるシス

テムを構築することを最終目標とする。 

 

2. 研究計画 

研究の第一段階として、次世代気象気候基盤ライブ

ラリ「SCALE」について、サブ km スケールの空間

分解能で CO2 輸送計算を可能にする改修を行う。な

お、SCALEについては、本課題参加者である北海道

大学佐藤准教授により、既に国立環境研究所のスーパ

ーコンピュータシステム上で動作できる環境が整えら

れていることに加え、大気化学コンポーネントの実装

が進み、徐々に成果が出始めている（国立環境研究所

スーパーコンピュータシステム利用研究、R1年度：

代表八代 尚、R2、R3年度：代表五藤大輔）。 

一方、陸域生態系モデルについては、「BEAMS-

diurnal」と国立環境研究所の「VISIT」とを、都市域

の典型的な植生タイプや土壌タイプについて CO2フ

ラックスベースで比較し、違いの原因を調べ、より良

いパラメータ設定の導出を行う。 

研究の第二段階として、パラメータ等最適化された

「BEAMS-diurnal」と「SCALE」を組み合わせ、CO2

輸送計算を実施する。対象とする地域は、東京を含む

関東地域とし、必要に応じてその周辺を含むドメイン

での計算を実施する。これらの計算結果を、気象庁の

WDCGG等により提供されている大気中 CO2濃度の

実測値と比較することにより、計算の妥当性の評価と

必要に応じた改良を実施する。 

 

3. 進捗状況 

【SCALE-RM への CO2輸送計算コンポーネント追加】 

 SCALEの領域モデルである SCALE-RM に、CO2 輸

送計算用コンポーネントを追加した。この時、CO2 は

熱力学場や放射スキームには影響を及ぼさない他のパ

ッシブトレーサーと同様の扱いとし、移流・拡散過程

を他のトレーサーと同様に計算している。気象場の初

期値境界値は、NCEP_FNL を用いる。 

 人為起源 CO2の排出インベントリーは、EAGrid2000

をベースに、国全体の総エネルギー量の年変化に応じ

たスケーリングを施している。EAGrid2000は、煙突高

や航空機航路などを考慮し、高さ情報を含む 3 次元の

外部データとしている。現時点での暫定的な措置とし

て、空間解像度はオリジナルの 1 km のままとし、

SCALE-RM 側で最近隣法によりモデルグリッド上で

の値として取り込んでいる。 

 陸域生態系による光合成と呼吸量については、それ

ぞれ BEAMS-diurnal による計算をオフラインで実行

 
図 1. SCALE-RM をベースにした CO2輸送計算モ

デルによる計算結果の例。 
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した結果を外部ファイルとして用意した。これについ

ても、BEAMS-diurnal のオリジナルグリッドに対し、

最近隣法で得られた値を SCALE のグリッドデータと

して取り込んでいる。 

 SCALEの計算領域の外側のCO2濃度は、NICAM-TM

による計算結果（環境研丹羽洋介氏提供）を用い、移

流、拡散の境界条件としている。 

 これらの条件のもとで計算された関東地域のCO2濃

度分布の例を図 1に示す。 

【BEAMS-diurnal と VISIT との比較】 

両モデルの比較のために、どのような計算条件で得

られる結果を比較するべきかの検討を進めている。基

本的には、植生タイプごとに気象条件や光合成有効放

射量、土壌水分量といった外部パラメータを同じにし

た場合の総一次生産量（GPP）、植生の呼吸量、土壌呼

吸量を比較する。しかし、温度応答など、コンポーネ

ントレベルでの比較が必要なものも多く、最終結果の

違いへの影響が大きいコンポーネントの洗い出し作業

が必要であり、そのための準備を進めている。 

今年度、BEAMS-diurnal による計算作業を進める中

で、いくつかのプログラムにバグや入力データの不具

合を発見した。それらを修正した後、2000 年から 2009

年の 10年分の計算を実行し、データベース化した。図

2 には、計算された生態系純交換量（NEE）を 3 つの

植生タイプについて示す。 

 

4. 今後の計画 

今年度後半は、開発されたモデルによる CO2濃度の

計算結果を、気象庁のWDCGGが提供する観測データ

（堂平、騎西など）を用いて検証し、モデルや入力デ

ータの改良の指針とする。また、BEAMS-diurnal によ

る CO2の地表フラックスは、森林総合研究所などが提

供するフラックスタワーのデータとの比較により検証

する。 

3．で記したとおり、現時点では、人為起源のエミッ

ションインベントリー、および、陸域生態系による光

合成と呼吸量は、SCALE-RMのモデルグリッドに合わ

せて作成されておらず、最近隣法で近いグリッドの値

を用いる方法を用いている。そのため、領域全体での

排出量、吸収量の保存性が保証されていない。また、

SCALE の解像度を変更するたびに、SCALE-RM 本体

のプログラムの修正が必要になる。そのため、SCALE-

RM の解像度を決めた段階で、それに合わせた排出・

吸収量データベースをコマンド一つで作成できるツー

ルを作成する必要がある。また、人為起源のエミッシ

ョンインベントリーデータは、モデルのすべてのグリ

ッド点についてCO2放出の可能性があるということで、

これと同じサイズで、かつ、時間ステップごとのデー

タとして外部ファイルから読み込んでいる。そのため、

モデルへの入力データのサイズが大きく、また、分散

処理の足かせとなっている。この点の効率化も、年度

後半で行う予定である。 

当グループでは、既に産業技術総合研究所の輸送モ

デル AIST-MMをベースにした EnTKFシステムによ

り、都市域からの CO2排出量推定などを行ってい

る。このコンポーネントとスクリプトを本課題で作成

した CO2輸送計算システムに適用し、CO2排出量推

定を可能にすることを、次年度以降で検討したい。こ

れは、2023年度打ち上げ予定の GOSAT-GW や米国 

OCO-3 衛星などにより取得される CO2画像データの

解析に利用することができ、都市域からの CO2排出

量推定や大規模発生源の特定などの研究に資するもの

であると考えている。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2022 年 4月 1 日～ 

  2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 3 

VE 時間積 v_debug: 0.00 hours, v_normal: 0.17 hours, 

計: 0.17 hours （全体のVE時間積に対する占有率: 0.0 %） 

 
図 2. 関東地域に於ける植生タイプごとの生態系純交換量(NEE)。(a)常緑針葉樹、(b)常緑広葉樹、(c)落葉広葉

樹。2000年から 2019年の計算結果を色の異なる線で示してある。 
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研究課題名：地球システムにおける陸域モデルの開発による気候変動研究 

 
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 横畠徳太 

共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 伊藤昭彦 

      国立環境研究所地球システム領域 佐藤雄亮 

      茨城大学農学部 木下嗣基 

      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人 

      エネルギー総合工学研究所地球環境グループ 加藤悦史 

 
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

将来の気候変動は自然生態系や人間社会に大きな影

響を与える。気候変動によって影響を受ける部門は非

常に幅広く、ある部門への影響が別の部門への影響を

引き起こすといった「影響の連鎖」が存在する。気候

変動に対応するための効果的な方策を立案するために

は、気候変動によって生じる様々な影響について明ら

かにすると同時に、気候変動に対する緩和・適応策の

有効性を評価することが重要である。そこで私たちは、

気候変動によって大きな影響を受ける水資源・農業・

生態系における影響評価を行うと同時に、これらに関

連する自然環境と人間活動（特に人間による土地利用

など）の変化が地球システムに及ぼす影響（フィード

バック作用）の評価を行う。さらに、水資源・陸域生

態系・作物成長・土地利用を記述するモデルの高度化

を行う。これらの研究活動を通して、国際的な気候変

動に関する統合評価を行う IPCC 評価報告書などへの

貢献を果たすことを目指している。 

 

2. 研究計画 

国立環境研究所低炭素プログラムなどの研究課題の

ため、地球システムにおける気候・生態系・水資源・

農作物・土地利用などの将来予測を行うことのできる

モデルを高度化すると同時に、陸面過程モデルにこれ

らのモデルを結合した「陸域統合モデル」、さらに大

気海洋結合モデルにこれらのモデルを結合した「地球

システム統合モデル」の開発を行う。また、開発した

様々なモデルを利用して、全球スケールのシミュレー

ションを行い、気候変動がもたらすリスクや気候変動

対策の有効性についての解析研究を行う。 

 

3. 進捗状況 

今年度の研究では、陸面モデルに生態系・水資源・

農作物・土地利用モデルを結合した陸域統合モデル

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

Model Development）を利用し、温暖化影響評価のモデ

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

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

めの数値実験を行なった。また、MIROC-INTEG-LAND 

を含め、ISIMIP Phase 2 で提出された数値実験結果を

利用した将来の干ばつ予測に関する研究を行った。 

本研究では河川流量の変化に注目し、年間干ばつ日

数の将来変化を調べた。この研究では、「それぞれの

領域での干ばつ頻度が過去の参照期間(1865-2005 年)

の最大値を継続して何年も超過するようになる最初の

タイミング（TFE：Time of First Emergence of consecutive 

unprecedented drought）」を、「これまでの異常が常態

化してしまう時期」と定義した(図１)。例えば、「過去

最大の干ばつ頻度を少なくとも 5 年以上継続して超え

る時期」を TFE5 と表記する。論文では流域を元に定

めた全球 59 地域について、複数の最低超過継続期間

を設定し、各地域の TFE を推定した。解析には、ISIMIP

に提出されたシミュレーションデータセットを用い、

1861 年から 2099 年の全球河川流量データを解析して

いる。ここでは、それぞれ４つの気候モデルの将来気

候予測を入力データに用いて計算した、５つの全球水

モデルの将来予測データを用いた。可能な限りの温暖

化対策を施した場合の脱炭素社会実現シナリオ

(RCP2.6)と、CO2 排出削減などの温暖化対策を今以上

に施さなかった場合の地球温暖化進行シナリオ

(RCP8.5)の 2 種類の温暖化シナリオについて調べ、温

暖化対策の選択による結果の違いを評価した。 

私たちの将来予測の結果は、温暖化影響の強さとそ

の時間発展の速さに顕著な地域差があることを示す。
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図 1 はシナリオごとに推定された TFE5 の全球分布で

あり、暖色が濃いほど早期に TFE5 を迎えることを示

す。ここでは 2100年までに TFE5を迎えることが有意

な地域のみに着色している。解析の結果、RCP8.5シナ

リオにおいては今世紀のうちに全 59 地域中の 18 地域

で TFE5 が検出された。温暖化緩和策の推進を想定し

た RCP2.6 シナリオでも、11 地域で今世紀中に TFE5

が検出される結果となった。さらに重要なことに、7地

域（RCP8.5）と 5 地域（RCP2.6）では、今後 30 年程

度のうちに TFE5 に達する予測となっている。特に南

米南西部、地中海ヨーロッパおよび北アフリカでは、

どちらのシナリオでも特に早期の TFE5 の値をとる。

一方、TFE5の推定結果に見るシナリオ間の違いは、総

じて 2つの温暖化経路の選択がTFEの時期やその確信

度に大きな違いをもたらすことを示す。つまり、脱炭

素社会の実現（RCP2.6）が未曾有の干ばつ状態の発生

確率を低く抑える、もしくはその発生を遅らせるため

に重要であることも示された。 

 

4. 今後の計画 

本研究課題では継続して、地球システムモデル

（MIROC-ES2L）に水資源・作物・土地利用モデルを

組み込んだ「地球システム統合モデル（MIROC-INTEG-

ES）」の開発を進める。MIROC-INTEG-ES によって、

本報告書で示したような将来の水資源や土地利用の変

化が、陸域生態系や大気状態に与える影響を評価する

ことが可能となる。現在、MIROC-ES2L に水資源・作

物・土地利用モデルを組み込んだモデルの実行を行な

っている。地球システムモデルによる将来予測実験を

行い、地球―人間システム相互作用の分析を進める予

定である。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～ 

  2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 6 

VE時間積 v_debug: 296.47 hours, v_normal: 31,460.16 

hours, 計: 31,756.63 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 2.5 %） 

 
 

図 1. 気候変動に伴う干ばつの高頻度化および長期化により、領域の干ばつ頻度が 5年以上連続して過去最大

値を超える時期（TFE5: Time of the First Emergence of consecutive unprecedented regional drought 

conditions consecutively longer than five years）。 （上）RCP2.6および（下）RCP8.5の結果。複数モデ

ルによって得られた TFE予測の中央値を示す。モデル予測の不確実性幅を考慮し、±5%の有意範囲で

今世紀末までに TFEを迎える地域についてのみ色で示す。 
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研究課題名：大気海洋結合化学気候モデルを用いたオゾン層変化とその気候変化への
影響に関する研究 

 
課題代表者：国立環境研究所地球システム領域 山下陽介 

共同研究者：国立環境研究所地球システム領域 秋吉英治・池田恒平・高橋正明 

 
実施年度：令和 2 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

 海洋を結合した MIROC 化学気候モデルを整備・高

度化し、それを用いた数値実験を行うことにより、オ

ゾンなどの大気微量成分濃度変動と、成層圏・対流圏・

地表の気候変動との関係を明らかにする。それによっ

て、今後地球温暖化が進む中でのフロン・ハロン対策

に資することを目的とする。過去の課題では、MIROC5

モデルの大気部分に化学過程を導入して化学気候モデ

ルを開発し、その後海洋部分との結合を行って海洋結

合型の化学気候モデルの開発を行った。本課題では、

この海洋結合型化学気候モデル開発を引き続き行うと

ともに、オゾン層変動と気候変動の関連を解析する。 

 

2. 研究計画 

①  MIROC5 化学気候モデルを使った Chemistry 

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

気候の過去再現実験および将来予測実験）を行う。海

洋はオフラインとしたものと海洋結合したものでオゾ

ン全量等を比較する。 

② MIROC3.2 化学気候モデルと MIROC5 化学気候モ

デル（どちらも海洋はオフライン設定）を用いて、将

来予想される GHG（温室効果ガス）濃度と ODS（オゾ

ン破壊物質）濃度にペアで設定した 500 アンサンブル

メンバー実験を行い、オゾン層変化（特に大気の年々

変動の影響を受けた極域の極端なオゾン量変化）と気

候変化との関係を明らかにする。 

③ MIROC3.2 化学気候モデルを用いて、大アンサンブ

ル実験（1000 アンサンブルメンバー実験）を行い、海

表面温度（SST）の南半球成層圏力学場への影響を解析

する。 

 

3. 進捗状況 

① 昨年度は、海洋をオフライン設定としている

MIROC3.2 モデルを使って、CCMI で推奨されたオゾ

ン層と気候の過去再現実験および将来予測実験を行っ

た。今年度は海洋をオフライン設定としている

MIROC5 化学気候モデルで同様の長期実験を進めた。

SX-Aurora への更新時、事前のベンチマークテストで

は、MIROC5 化学気候モデルの 1年分の実験が正常に

走り結果も問題なかったが、後に長期実験を行うと、

開始数年後にオゾン量が異常に減るという不測の事態

 

 

 

 
 

図 1. （上）海洋オフライン設定とした MIROC5.0 化

学気候モデルを SX-Aurora で動かした際の日

平均オゾン全量の時間―緯度断面図（1995～

2005 年）。CCMI推奨の将来予測（REF-C2）実

験の結果。比較のため（中）SX-ACE で行った

結果と（下）TOMS/OMI 衛星観測を示す。 
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が生じた。モデルのタイムステップを短くするという

対策を行ったところ、正常に走るようになった。図 1

は将来予測実験のオゾン全量を 1995〜2005 年で平均

した時間―緯度断面図を表す。SX-Aurora で行った結

果は以前に SX-ACEで行った結果と概ね一致しており、

衛星観測で見られる南極オゾンホールも再現されてい

る。このモデルでは、海水面温度分布・海氷分布を外

から与えたが、MIROC5化学気候モデルで海洋結合し

て同様の実験を早急に行う予定である。 

 

② 図２はオゾン層破壊物質（ODS）濃度を 1995 年レ

ベル、温室効果ガス（GHG）濃度を 2000年レベルに設

定した 500アンサンブルメンバー実験に対して、（上）

ODS-1960&GHG-2000、（中）ODS-1995&GHG-2095、

（下）ODS-1960&GHG-2095 に設定した実験の 3 月の

経度平均気温を比較したものである。将来の ODS 濃

度減少に相当する 1995 年から 1960 年レベルへの変化

により、北極域下部・中部成層圏の気温が上昇する。

将来の GHG 濃度が 2000 年から 2095 年レベルに増加

すると、北極域上部・中部成層圏気温が下降する。ODS

濃度・GHG濃度ともに変化させると、北極域気温の変

化は両者の足し合わせに近くなる。（Akiyoshi et al., 投

稿準備中） 

 

③ 海表面温度の南半球成層圏力学場への影響を調べ

るため、南半球では異例となる成層圏突然昇温（SSW）

が発生した 2002 年、2019 年の SST を与えた大アンサ

ンブル実験（1000アンサンブルメンバー実験）を行っ

た。図 3 は 60S、10hPaの東西風を指標とした南極渦の

強度を箱ひげ図にしたもので、SSWが発生していた 8

〜9月頃や、最終昇温が早期化していた 10〜12月頃と

もに、2002年、2019年条件の実験で極渦強度の弱化や

成層圏への波伝播の促進が見られていた。また、2002

年実験では 8 月の東西波数 2成分が、2019 年実験では

8〜11 月にかけての波数 1 成分の強化が顕著で、2002

年の SSWが波数 2型であり、2019年の SSWが波数 1

型であったことと整合的であった。極渦の弱化と整合

的に、南極域オゾン全量が増加する特徴が見られてい

た。これらの結果は、2002 年、2019 年の SST 分布が

成層圏への波伝播を促進して成層圏の極渦を弱め、南

極域オゾン全量にも影響したことを示唆している。

（Yamashita et al., 投稿準備中） 

 

4. 今後の計画 

今年度行った海洋オフラインの MIROC5 化学気候

モデルによる過去再現実験および将来予測実験に加え

て、海洋結合したMIROC5 化学気候モデルを用いた同

様な実験を新たに行い、海水面変化の影響を介したオ

ゾン層変化と気候変化との関係を明らかにする。 

 

5. 計算機資源の利用状況（2021 年 11月 1 日～ 

   2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 4 

VE 時間積 v_debug: 0.00 hours, v_normal: 72,160.69 

hours, 計: 72,160.69 hours（全体の VE時間積に対する

占有率: 5.7 %） 

 
図 2. ODS 濃度、GHG 濃度を固定して行った実験同

士で北極域オゾンが低い 50 メンバーを取り出

した場合の 3 月の帯状平均気温偏差の比較。

ODS-1995&GHG-2000 に対して、（上）ODS-

1960&GHG-2000、（中）ODS-1995&GHG-2095、

（下）ODS-1960&GHG-2095 を比較したもの。

（左）MIROC3.2 化学気候モデルと（右）

MIROC5.0化学気候モデルの結果。 

 

 
図 3. MIROC3.2 化学気候モデルによる 1000 アンサ

ンブル実験から計算された南極渦強度の箱ひ

げ図。（左）2002年、（右）2019年の SSTを与

えた実験。赤色の箱ひげは、比較のため気候値

の SST を与えた実験結果を表す。ひげの範囲

は 1〜99%、外れ値は丸、box は 25〜75%、中

央値は横線、平均値は+で表示。 
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研究課題名：系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算:  

陸惑星設定を用いた自転傾斜角依存性実験 

 
課題代表者：北海道大学大学院理学研究院 石渡正樹 

共同研究者：九州大学大学院理学研究院 中島健介 

神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 

 

実施年度：令和 4 年度～令和 4 年度 

 

1. 研究目的 

本研究は系外惑星の 1 つの姿であると考えられて

いる陸惑星における気候の多様性を調査する数値計算

を実施し、惑星表層における液体の水の存在可能条件

に関する知見を得ることをめざすものである。陸惑星

とは惑星大気表層系の水の量が平均水深にして 10m 

のオーダーの惑星である。Abe et al.（2011）は陸惑星

設定を用いた GCM 実験を行い、惑星の自転傾斜角を

0 とした場合に、太陽放射吸収量が水惑星における暴

走温室状態発生の閾値（我々の予備的な 1 次元放射平

衡モデル計算によれば、地球大気と同様な放射特性を

もつ雲・エアロゾルなしの飽和水蒸気大気ではおよそ

320 W/m2となる）を超えても惑星表面に液体の水が保

持され、415 W/m2 を超えると土壌水分が全て蒸発す

る完全蒸発状態が発生するという結果を得た。 

 我々の研究グループにおいても陸惑星の気候状態の

多様性の理解を得ること、完全蒸発状態の発生条件に

関する考察を行うことを目的として陸惑星設定を用い

た GCM 実験を実施してきた。しかし、Abe et al.（2011） 

と同様に自転傾斜角を 0 とした実験では、Abe et al.

（2011）とは異なり、太陽放射吸収量が 450 W/m2（与

えた太陽定数は 2400 W/m2）を超えても完全蒸発状態

の発生を認めることができないという結果が得られた

（平成 31 年度～令和 2 年度スーパーコンピュータ利

用研究課題）。このため陸惑星における液体の水の存

在条件に関する検討を継続して行っている。 

 

2. 研究計画 

 惑星大気大循環モデル  DCPAM5（http://www.gfd-

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

モデル（Manabe, 1969）を適用した陸惑星実験を実施す

る。物理過程として、地球大気用放射スキーム（Chou 

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

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

鉛直乱流拡散スキーム（Mellor and Yamada,1974）、地

表面フラックススキーム（Louis et al., 1992）などを用

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。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。初期条件として, 全球が海

洋で覆われた水惑星実験で得られた大気の統計的平衡

状態を用いる. 表面には全球一様 400 kg/m2 の土壌水

分を与える. 自転角速度は地球の値を用いる。太陽定

数の値として, 2400 W/m2 を用いる。自転傾斜角につ

いては, 0 , 度 23.4 度を用いる. 解像度は T21L26 を

用いる.初期状態として, 水惑星実験の平衡状態、全球

一様な比湿 10-3をもつ静止状態の２種の状態を用いる.  

 

3. 進捗状況 

 令和 2 年度までに我々がおこなってきた実験では自

転傾斜角として 0 を与えており極域が低温になり蒸

発が進まないという結果が得られていた。令和３年度

には我々のモデルでも完全蒸発状態が発生することを

確認するために極域を「強制的に」加熱する場合につ

いて考察することにした。自転傾斜角として 0 でない

値を与えれば、極にも太陽放射が入射するので高緯度

領域の土壌水分の蒸発が促進される可能性がある。こ

の予想のもとに、現在地球の自転傾斜角を与えた場合

について GCM 陸惑星実験を行い、完全蒸発状態が発

生するかどうかを調べた。 

 太陽定数 2400W/m2, 自転傾斜角を 23.4 度とし、水

惑星実験の平衡状態を初期状態として与えた場合につ

いて 30 年の時間の積分を実施したところ、極域の年

平均表面表面温度は 320K まで上昇し、対流圏内の大

気温度も 300K 以上になった (図は示さない)。このた

め極域での蒸発が起こるようになり土壌水分の減少が

起こった。しかし、この場合でも土壌水分が完全に蒸

発するには至らなかった。そこで今回は完全蒸発状態

の発生を阻害している原因を探るため水の挙動を調べ

た。 

 図は 2 年分の水に関する量の東西平均値の時間変化

を示したものである。大気水蒸気の大部分は低緯度に

存在しており（図 a）、土壌水分は極域に残っている 

（図 b）。極域における土壌水分の変化は以下に述べ
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るようになっている。冬至を過ぎる時期から夏至に至

るまでの期間（北半球の場合、図に示された範囲では

13860 日から 14040 日）では土壌水分が減少する。こ

れは、降水が減少する一方で高緯度における日射量が

増加するにしたがい、蒸発がより高緯度で起こるよう

になるためである。土壌水分量は夏至の直後(北半球の

場合、14060日) に最小となり、その後再び増加する。

これは、極夜の降水が起こり始める一方で日射量が減

少し温度が低下するため蒸発がほとんど起こらないた

めである。土壌水分量は冬至 (14270日) において最大

となる。この季節変化を繰り返すため極域における土

壌水分が完全に消失することは起こらない。 

土壌水分が一様で大気に一様な比湿を与えた初期状態

からの時間積分は現在実行中であり、その結果は講演

で示す予定である。 

 

4. 今後の計画 

以前より我々がおこなってきた実験を含め、Abe et 

al. (2011) が示した完全蒸発状態を得ることができて

いない。想像される状況としては、極域に水分が溜ま

っている解と大気中に水蒸気が保持される解との二種

類の統計的安定状態が存在している可能性がある。今

後は、我々の求めた解の物理的構造を詳細に解析しそ

の正当性の確認を進めるとともに、我々の解が物理的

に良好な解である場合には、解の多重性の可能性の検

討を進め、より広い太陽定数範囲、暴走温室状態など

多様な初期状態を用いた実験を実施することにより多

重性の検討を行う予定である。 

 

5. 昨年度終了研究課題名 

系外惑星も含めた惑星気候多様性に関する数値計算: 

陸惑星・水惑星気候の自転傾斜角依存性（課題代表者：

石渡正樹） 

 

6. 計算機資源の利用状況（2021 年 11 月 1 日～ 

  2022年 10月 31日） 

実行ユーザ数: 3 

VE 時間積 v_debug: 0.33 hours, v_normal: 7,284.52 

hours, 計: 7,284.85 hours（全体の VE時間積に対する占

有率: 0.6 %） 

 

 

 

 

 

 (a) Soil Water Mass [kg m-2]  

(b) Precipitation Rate [kg m-2 s-1] 

(c) Evaporation Rate [kg m-2 s-1] 

(d) Column Water Mass [kg m-2] 

図. 水に関する量の東西平均南北分布の年周変化。 

(a)土壌水分 、(b)：降水、(c)：蒸発、(d)：鉛直

積分水蒸気量。計算を開始してから 22年目の北

半球の夏至から 24年目の北半球の夏至までの期

間を示す。赤実線が北半球の夏至、赤破線が北半

球の冬至である。 
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